ImPACT 白坂プログラム 公開シンポジウム

小型 SAR 衛星がもたらす
社会・産業の大変革
革新的研究開発プログラム
（ImPACT）
は、ハイリスク・ハイインパクトな研究開発を促進し、
持続的な発展性のあるイノベーションシステムの実現を目指した内閣府の R&D プログラ
ムです。ImPACT 白坂プログラムが開発する小型・軽量の合成開口レーダ（SAR）衛星シス
テムは、あなたが望むその時に、世界中のどこでも即座に状況が分かる「全地球即時
観測」を実現します。本シンポジウムでは、これまでの研究開発を通じて得られた代
表的な成果を紹介します。また、この成果の出口として、今後どのようにビジネスと
して社会実装を進めていくのか、その道筋を示すと共に、日本発の NewSpace が
世界で戦っていくためのアプローチについて、日本の新しい宇宙ビジネス
の旗手達と共に議論します。
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月 日 木
2018 年
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富士ソフト アキバプラザ5階
アキバホール
東京都千代田区神田練塀町3 富士ソフトアキバプラザ

意見交換会

18:30-20:00
参加費 5000 円

ImPACT
プログラム・マネージャー
総合システムプロジェクト
研究開発責任者

白坂成功

衛星システムプロジェクト SAR システムプロジェクト SAR システムプロジェクト
研究開発責任者
研究開発責任者
研究開発責任者

中須賀真一

東京大学 工学系研究科 教授
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齋藤宏文

JAXA 宇宙科学研究所 特任教授

お問合わせ先 ■ 国立研究開発法人科学技術振興機構 革新的研究開発推進室 白坂 PM 担当
TEL : 03-6380-8035 E-mail : impact-srs@jst.go.jp

主催

廣川二郎

東京工業大学 工学院 教授

シンポジウムの申し込みはこちらから
https://www.jst.go.jp/impact/sympo/srs2018/index.html
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※登壇予定者は予告なく変更になる場合がございますことをご了承ください。

