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事業概要 

今回の事業では、マレーシアのクアラルンプール、ペナン、シンガポールにて、2017年 2月19日

から2月 26日に渡って現地のプラネタリウムや大学，宇宙関連の施設などで講演会を行いました。

弊社の事業紹介の講演をさせていただきました。 

 

弊社は世界唯一の宇宙エンターテインメント企業として、人口流れ星を開発しています。特別な素

材の粒を軌道上の人工衛星から宇宙空間に放出して大気圏に突入させることで、流れ星を人工的に

再現することを目指しています。粒が大気圏で燃焼する様子は地上からは流れ星のように見え、そ

の輝きは最大で 200km圏内で同時に楽しむことができます。 

 

 
 

講演では人口流れ星の技術や楽しみ方に関して紹介をさせていただくだけでなく、開発する上での

技術面での課題、日本の宇宙利用や天文学、流れ星にまつわる文化習慣に関してのお話をさせてい

ただきました。流れ星や星は世界的に知られているものの、地域・文化・宗教によって星にまつわ

るエピソードやシンボリズムはそれぞれです。今回は現地の文化を意識しつつ、日本の枕草子のス

トーリー等も含みながらお話させていただきました。 

今回の公演では通常使っているプレゼンテーション資料やプロモーション動画だけでなく、複数の

展示物（流れ星のシミュレーションを投影する透過ディスプレイ、流れ星の粒のプロトタイプ、人

工衛星の一部となる流れ星供給措置）を持ち込んで実際に触れていただくということで、現地での

移動のために外務省の関係者の方々には多大なるご尽力をいただきました。 

 

今回の事業では下記の都市・施設を訪れ、講演をさせていただきました。 
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講演一覧 

 

2/20  KUALA LAMPUR  
・講演会（＠プラネタリウム）（科学技術関係者、大学関係者，近隣の中等教育学校等予定） 

・日系広告代理店数社との意見交換会＠トレイダーズホテル 

 

2/21 KUALA LAMPUR  
・講演会（＠マネジメント・サイエンス大学）、学長様とのご挨拶 

 

2/22 PENANG  
・マレーシア科学大学航空宇宙工学部視察（及び研究者・学生との小会合）調整中（於ニボン・テバル）

レセプション（於：USMペナンキャンパス）および講演 (USM コンプレックス・チャハヤ・ホール) 

・テックドーム CEO、Dr. Khong 主催夕食会と講演 

 

2/23 SINGAPORE  
・GSTCカンファレンス（グローバル宇宙技術会議） 

 

2/24 SINGAPORE  
・講演会 (ITE College Central) 

・講演会（＠ニュートンルーム（２階,サイエンスセンター） （学生やシンガポールの天文クラブなど） 

 

2/25 SINGAPORE  
・講演会（＠ニュートンルーム（２階）,サイエンスセンター） （一般の方（子供連れのご家族など））   

・ＪＣＣ（ジャパン・クリエイティブ・センター）での講演会（一般向） 
 

上記それぞれに関して、概要と現地の様子を報告致します。 

 

 

 

2/20  KUALA LAMPUR   

講演会（＠プラネタリウム） 

 
現地の National Planetarium でプレゼンテーションをプラネタリウムに投影し、科学技術関係者、

大学関係者、近隣の中等教育学校の学生さん等を対象に、今回のプログラムの初講演をさせていた

だくという機会をいただきました。講演では技術面のチャレンジ、日本の宇宙利用や天文学、関連

の文化習慣に関しての話題を紹介させていただきました。第 1 回目の講演ということで大変緊張し

ました。今回の講演で Izmir Yamin 氏の講演の後、対談・合同 Q&A をさせていただきました。Yamin

氏は Google Lunar XPRIZE の 16 ファイナリストチームの Independence-X という会社の創業者兼

CEO であり、マレーシアでも唯一と言って良い宇宙起業家でもあります。彼から創業ストーリーや

マレーシアの宇宙業界の話を伺い、大変刺激を受けました。 

Izmir氏とは宇宙業界にいる者同士として、その後も親交が続いております。 
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また、冒頭でも言及させていただいた通り、講演の会場には弊社の展示物（流れ星の粒、流れ星放

出技術のシミュレーションが投影される透過スクリーンなど）や事業説明パネルも展示させていた

だきました。学生さんも多かったため、講演の後には流れ星の放出技術のコンピューターシミュレ

ーションを使い、弊社の技術やメカニズムの説明をさせていただきました。 
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日系広告代理店数社との意見交換会＠トレイダーズホテル 
 

午後は宿泊先のトレイダーズホテルに戻り、現地の日系広告代理店の方々や現地のプレスの方々に

対して事業説明・意見交換をさせていただく機会をいただきました。弊社にとっては今回の機会が

マレーシアでの初出張・発表の機会であったため、マレーシアのエンターテインメント業界で流れ

星を活用する方法やビジネスモデルのブレインストーミングをさせていただきました。 

現地での商習慣や、文化の違いをご教示いただき、大変参考になりました。 

 

 
 

 

2/21 KUALA LAMPUR  

講演会（＠マネジメント・サイエンス大学）、学長様とのご挨拶 
 

2月21日には KUALA LAMPUR市内の私立大学、MSU(Management and Science University)の学生の前で

の講演、そして学長様・副学長様とのご挨拶・昼食会に参加させていただきました。 

 

100名弱ほどの経営学やファッション・デザイン・アート系学部を専攻している大学生の前で講演

させていただきましたが、挙手や質問が絶えないことが印象的でした。非常に好奇心が旺盛で、展

示物に関して質問してくれたり、弊社のインターンシップへの応募に関してご質問いただきました。

実際に日本に帰国後、数人から弊社のインターンシップにご応募いただきました。 
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2/22 PENANG  

マレーシア科学大学航空宇宙工学部視察（及び研究者・学生との小会合）（於ニボ

ン・テバル）レセプション（於：USM ペナンキャンパス）および講演 (USM コンプレッ

クス・チャハヤ・ホール) 

 
マレーシア科学大学航空（USM）宇宙工学部を見学させていただきました。研究室も見せていただき

USM の教授や、学生の方たちに何をやっているか、ご説明いただきました。様々な材料で軽量化し

た航空機の機体モデルや、流体の圧力計量装置、様々なタイプのドローン、小型衛星のプロモーシ

ョンムービーなどを見せていただきました。また、人工衛星と通信を行うためのアンテナが中庭に

鎮座しており、存在感がありました。 

 

その後、マレーシア科学大学の学生さん及び、地元の天文クラブの学生さんの前で講演。 

流れ星の文化による意味の違い、世界の宇宙開発と日本の宇宙開発について、そして弊社のプロジ

ェクトについて、より科学的な部分を深堀しながら講演を行いました。 

目を輝かせながら聞いてくれたのが印象的です。質問もたくさんでて、さらに展示物にも皆が興味

をもって絶え間なく見学に来てくれました。やはり航空宇宙専攻の学生さんも多かったので質問が

専門的なものも多く、答える側としても充実したものでした。 
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テック・ドーム CEO、Dr. Khong 主催夕食会と講演 
 

2月22日の夕方は、ペナン州政府が所有するコムタに近接する室内球技場を改修されたマレーシア北

部地域初の科学技術館である「テック・ドーム」のお邪魔し、CEOの Dr. Khong 様との夕食会、講演

会に参加致しました。 

 

18時から一時間ほど、Dr. Khong様にテック・ドームをご案内いただきました。屋上には大きな天

文台があり、そこで天文教室を行っていること、どのような授業を行っているか等、伺いました。

マレーシアから見える夜空が日本のものと異なるのが印象的でした。 

 

館内の案内、そして夕食後にはテック・ドームの敷地内で展示物を展示し、５０名ほどの方を対象

に講演会をさせていただきました。観客は主に大学生でしたが、日本に駐在されている日本企業の

方々も何名かいらっしゃってくださいました。 

 

テック・ドームは自身が小さいころに通った科学館に似た体験型の科学館で、改めて自分が科学に

興味を持ったきっかけを思い出しました。 
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2/23 SINGAPORE  

GSTC カンファレンス（宇宙系カンファレンス） 
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元々プログラムのアジェンダには入っていなかったものの、たまたま我々の滞在時期が宇宙業界で

も有数の世界的規模カンファレンスである Global Space & Technology Convention (GSTC)の開催

時期と重なっていたため、シンガポール滞在中にカンファレンス参加の機会をご準備いただきまし

た。 

 

GSTC は 2008 年から毎年シンガポールで開催されている アジア有数の宇宙技術・ビジネスの会

議・展示会であり、主催は The Singapore Space and Technology Association (SSTA)というシン

ガポールにおける宇宙産業の育成を図る非営利団体です。参加者はアジアのみならず世界中の宇宙

業界の代表者が集まっており、弊社の取引先のロケット会社と打ち合わせを行ったり、今回のプロ

グラムのクアラ・ランプールの講演でお会いした Izmir氏とも再会したりと、宇宙業界の方とのネ

ットワークを広げる良い機会となりました。 

 

また、The Singapore Space and Technology Association (SSTA)の創業者・プレジデントである

Jonathan Hung氏との面談も設定いただき、意見交換をする機会をいただきました。Hung氏にはア

ジア、特にシンガポールでいかに宇宙エンターテインメント会社としての地位確立・マーケティン

グを行うか、などアドバイスをいただき、またカンファレンスのバンケットにもご招待いただきま

した。 

 

 
 

2/24 SINGAPORE  

講演会 (ITE College Central) 

 
 

2 月 24日は技能教育学院（ITE: Institute of Technical Education）の ITE College Centralにて 

ＩＴＥの航空工学科の学生など 313名対象に講演をさせていただきました。 
Institute of Technical Educationは日本の工業高校や商業高校に相当し、航空工学科や飛行機な

どを扱う学生が多いと伺っておりましたため、人工衛星の仕組み、流れ星の技術に関して講演・質

疑応答を行いました。工学に興味がある学生だけあり、質問も具体的で鋭いものが多く、展示物も

手に取って鑑賞している学生が非常に多かったです。 
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講演会（＠ニュートンルーム（２階,サイエンスセンター） （学生やシンガポールの

天文クラブなど） 

 
2 月 24 日の夕方から、サイエンスセンターにて、当地のサイエンスクラブやシンガポールの天文ク

ラブなどの学生 81 名を対象に講演をさせていただきました。基礎から応用まで、サイエンスの部分

を重点的に人工衛星の仕組みや流れ星について講演しました。講演の後、参加者の方々とも交流さ

せていただきました。親子連れ、中高生、サイエンスセンターのサイエンスクラブの子供たちも熱

心に目を輝かせて聞いてくれました。質問をたくさんしてくれるのは中高生が多く、質問だけでは

なく、流れ星を流すためにこうしたらどうか、等科学的な知見からのアイディアもたくさん出て、

熱いディスカッションとなりました。先入観のない中学生のアイディアはこちらとしてもハッとす

るものも多く、実りあるものとなりました。 
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2/25 SINGAPORE  

講演会（ニュートンルーム（２階）,サイエンスセンター） （一般の方（子供連れの

ご家族など）   

 
2 月 25 日の１１時～１２時半からは、前夜に引き続きサイエンスセンターにて、来場した一般客の

方々（子供連れのご家族など）38 名を対象に講演をさせていただきました。当イベントにはシンガ

ポール在住のフリーランスのジャーナリストがいらしており、講演の内容やその後の意見交換の情

報をもとに、後日 NEWSWEEKの記事として弊社の事業を取り上げていただきました。 

（記事：This Japanese Startups Creates On-demand Shooting Stars 

http://www.newsweek.com/2017/04/14/japanese-startup-creates-demand-artificial-shooting-

stars-577688.html )  

 

 

 
 

 

 

ＪＣＣ（ジャパン・クリエイティブ・センター）での講演会（一般向） 

 
本プログラム最終講演は在シンガポール日本国大使館のＪＣＣ（ジャパン・クリエイティブ・セン

ター）にて、一般の参加者 47 名を対象にさせていただきました。現地の中学生から一般の社会人ま

でと多様な層対象の講演でしたので、弊社の事業内容をわかりやすく、人工流れ星の楽しさを共有

していただけるよう事業説明を致しました。 

 

講演終了後も質問が絶えず、中には弊社のインターンシップ、ないし卒業後の進路として関心を頂

いてくださった日系シンガポール人の学生さん等、貴重な出会いに繋がる講演となりました。 
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＜参考リンク＞ 

・外務省「日本ブランド発信事業」 

・株式会社 ALE 
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