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私たちは、独自のSensing &Communication技術により

革新的な商品・サービスを創造し、

安全・安心な社会の発展に貢献していきます。

水中から宇宙まで。

この壮大なフィールドを舞台に、様々な自然現象をとらえ

数値化し、価値ある情報に変換する。それが私たち明星電気

の使命です。明星電気は、気象観測装置「ラジオゾンデ」から

スタートし、「アメダス」「計測震度計」などの開発を通じて、

つねに日本の気象観測、地震観測の中枢を担ってきました。

宇宙分野では、日本の宇宙開発創成期から参画し、現在まで

3,000個を超える機器を宇宙に送り出し、2012年には明星

電気が独自に開発した超小型衛星「WE WISH」の国際宇宙

ステーションからの放出にも成功しました。頻発する地震、局地

的な豪雨や洪水。自然災害対策の重要性はますます増大し

ています。一方、宇宙利用は私たちの生活に密着したものに

なってきており、今後はより高度な利用が期待されています。

Sensing ＆ Communication  「測る技術」と「伝える技術」。

この独自の技術をコアに、明星電気はこれからも革新的な

商品・サービスを創造し、安全・

安心な社会の発展に貢献して

まいります。
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水中から宇宙まで。
MEISEIは世界で唯一の
総合環境観測システムメーカーです。
明星電気のコア・テクノロジー「測る技術」「伝える技術」は、

水管理のための計測器、震度計など地上における計測器、成層圏でのゾンデや大気球、

さらには衛星に搭載される観測機器など、水中から宇宙までをカバーする様々な製品に活かされています。

明星電気は、このような製品やシステムの開発、設計、製造、販売、工事、保守まで一貫して行う、

世界で唯一の総合環境観測システムメーカーです。

熱圏

オーロラ

「WE WISH」

ラジオゾンデ

オゾンゾンデ

水晶式水位計 ゾンデ受信
アンテナ

放流警報計測震度計 気象計 POTEKA気象計
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MEISEIの製品とシステムは
多彩なフィールドで
活躍しています。
明星電気は、気象観測における革新的な製品・システムの開発を通じて、

地球の環境保全、自然災害による被害の軽減、産業施設やインフラ整備などに貢献しています。

また、国家的な宇宙開発プロジェクトに参加し、宇宙利用の可能性を広げています。

安心して暮らすことのできる環境づくり、未知の世界への探究…。

明星電気が今日までに成し遂げた主な実績をご紹介します。

Products

航空気象
・

航空管制

オ
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ン
層

写真提供 ： ＪＡＸＡ/ＮＡＳＡ

宇宙技術の
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受託サービス

ロケット
防衛
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水管理

防災

気象
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アメダス（AMeDAS）は設置地点の気象データを自動で観測し、
回線を使用してそのデータを送信します。古くはロボット気象計
から発展し、1974年に実用化され、現在は全国約1,300地点に
配備されています。その観測項目は雨量、風向風速、気温、日照
時間、積雪などです。気象庁に収集されたデータは他の観測データ
と共に分析され、おなじみの天気予報や気象災害防止・軽減の
ために広く活用されています。

【 地域気象観測システム アメダス】 【超高密度気象観測・情報提供サービス ＰＯＴＥＫＡ®】

【視程計】

「アメダス」観測局（写真提供 : 気象庁）  

※ARS : Automatic Radiosonde System 

ラジオゾンデは、気圧、温度、湿度などのセンサを気球に吊るして
飛揚し、大気を直接観測し、そのデータを送信機で地上に無線伝送
する装置です。
明星電気は1938年の創業以来、様々なラジオゾンデを開発・製造
してきました。超高層気象観測の分野では「ロケットゾンデ」が
活躍し（1964年～2001年）、南極観測では「オゾンゾンデ」が
オゾンホールの発見（1983年）に貢献しました。近年では、より
速く高精度な観測を実現するGPS機能搭載の「GPSラジオゾンデ」
等を世に送り出しています。
また、現在環境問題、地球温暖化問題が叫ばれていますが、明星
電気は国内唯一のラジオゾンデメーカーとして、気象観測用ラジオ
ゾンデの他にも二酸化炭素（CO2）や放射能を観測するゾンデ
なども開発しています。

【ラジオゾンデ】

ARSは、自動および手動で40個までのラジオゾンデを放球できる
システムです。
飛揚前点検、気球へのガス充填などの準備作業からゾンデおよび
GPS衛星からの電波受信・解析、観測データ処理まで一連の作業
を自動化することにより、効率の良い観測を実現します。

【 自動放球システム ARS】

ラジオゾンデと受信装置

ARS（写真提供 : 気象庁）

明星電気は、地上から上空30,000m以上の高層まで、広域をカバーする様々な気象観測システムを開発してきました。

観測要素は風、雨、温度、湿度などの一般気象はもちろん、オゾン、CO２といった環境計測もサポートし、

お客様のニーズに合わせてカスタマイズした最適なシステムをご提案しています。

視程計は大気の消光率や光透過率を測定し、
肉眼で物体がはっきりと確認できる最大距離
を計測する装置です。明星電気は、地吹雪や
濃霧を検知しドライバーに前方の状況をいち
早く知らせる「道路用視程計」、天気の種別や
降水強度も計測できる「前方散乱型視程計」
などを開発。海・山・道路（高速道路等）の安全
を支えています。

高層気象 地上気象

気 象
Meteorology

POTEKA®システムは新しい気象観測システムです。様々な
場所に設置可能な小型気象計とネットワークで結ばれたクラウド
サーバで構成され、観測データの収集、統計、表示、アラート
機能がひとつのシステムに統合されています。
小型気象計は7つの気象センサを搭載し、8つの気象要素を計測
できます。さらに太陽電池で動作し、モバイル回線を使用して観
測データを送信するので電力工事なしで容易に設置することが
できます。全ての観測データはWebを通じていつでもどこでも

利用できます。
POTEKA®が提供
する気象情報は、気
象災害対策、学校や
工事現場で安全管
理などに利用、天気
予報の精度向上、
新たなビジネスチャ
ンスの創出など様々
なシーンでの活用が
期待できます。

気象庁ホームページより

※AMeDAS : Automated Meteorological Data Acquisition System 

※POTEKA®（ポテカ） : ポイント
　テンキ カンソク
※国土交通省 NETIS
　（新技術情報提供システム）
　登録番号KT-160077-A
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明星電気の水管理は、テレメータ（水位/雨量）システム、放流警報システム、諸量処理システムなどから構成され、

山間部を流れる河川の上流域から下流の都市河川流域までをトータルにカバーし、

貴重な水資源の有効活用と災害防止に貢献しています。

土砂災害、台風などによる降雨災害、地震や津波…。

あらゆる自然災害から人々の暮らしを守るために、明星電気は気象観測のパイオニアとして培ってきたノウハウと

確かな計測技術、データ処理、通信システムを組み合わせ、様々な防災システムを開発しています。

雨量や水位の観測から、ダム本体および施設の保全を目的とする
堤体観測やダムの稼働状況による諸量処理を行う装置があります。
更に、ダムからの放流前に地域住民に危険を知らせる放流警報
装置や防災警報監視のシステムなどの各種装置があります。
明星電気では気象観測、水位観測などの処理技術をベースに、
様々な装置を組み合わせ、総合的なシステム構築と運営が可能です。

【ダム・河川管理】
水門遠隔監視制御システムは、津波・高潮発生時における海岸災害
を防ぐため、水門・樋門・陸閘等ゲート設備の遠隔監視制御/自動
制御を行うシステムです。J-ALERT/地震計/緊急地震速報等の
計測技術・データ処理技術を利用し、ゲート設備を迅速に閉鎖
することが可能です。閉鎖制御時には、水位観測・警報制御
システムと連動することにより、河川・海岸施設の運用管理、災害
対策に貢献します。

【水門遠隔監視制御システム】

水晶式水位計は明星電気の長年にわたる水晶応用技術の研究
から生み出された水位測定装置です。現存する水位計のなかで
最も精度の高い水位計のひとつです。新たに耐雷性
に優れた光給電型水晶式水位計も加わり、現場取
付の容易性ともあいまって、ダム水位計、河川水位
計、ダム漏水計、潮位計、サージタンク水位計など
幅広い分野で利用されています。

【水晶式水位計】

復調器

センサ

放流警報装置

【気象庁配信 緊急地震速報対応  QCAST®シリーズ】

受信ユニット

計測震度計処理部

計測震度計表示部

計測震度計計測部

【制御用地震計】

千葉県白旗水門

業界初、専用受信装置として再配信機能
を搭載。各種設備の自動制御を実行。同時
に表示・音声によって注意を促します。

受信装置
受信装置ではログ情報を活用して、地震防災シミュレーション
等を行うことが可能です。群馬県四万川ダム

Hydrology Disaster Prevention

QCAST®シリーズは、気象庁が配信する“緊急地震速報”を受信し、
強い揺れが来る前に情報を伝え人々に注意を促したり、制御信号を
発して工場などの設備を自動制御するシステムです。明星電気の

「揺れる前に知る」技術が生み
出した新しい概念の“地震報知
器”で、スムーズで的確な防災行動
の実現に大きく貢献しています。

水管理 防 災

【気象庁検定合格品 ナウキャスト地震情報対応  計測震度計】
明星電気の計測震度計は地震発生直後に到達するP波を計測し、
地震の大きさ、発生場所を算出。その到達時刻を「揺れる前」に
知ることで、被害の軽減に役立っています。

監視局
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【山崩れ発生予知施設】
地震による被害の軽減を図るため、制御対象機器の近くで地震
を測定し、迅速な制御を行うことを目的としています。加速度計を
機器ユニット内に実装した構成となっており、機器単体で地震観
測から制御信号出力まで行うことができます。

「山崩れ発生予知施設」とは、山間部の気象状況を無線テレメータ
で伝送し、防災行政機関に設置された集中監視装置で解析する
ことで、防災情報Webなどを通じて山崩れの緊急情報を地域住民
にいち早くお知らせするシステムです。局地的な気象状況を観測
することにより、土砂災害による被害の軽減に貢献しています。
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「かぐや」ハイビジョンカメラが撮影した地球が月面から現れる「満地球の出」
 写真提供：JAXA/NHK

2001年 明星電気の「中性子モニタ装置」が国際宇宙ステーション米国モジュールに搭載され、

明星電気は日本初の宇宙ステーション搭載観測機器メーカーの一つとなりました。

以来、明星電気は観測機器をはじめとする数多くの製品を開発し、国内外の宇宙開発プロジェクトをサポートしています。

明星電気は１９５５年に日本初のロケット搭載電子機器「テレメータ送信装置」を開発したのを皮切りに、

日本の宇宙開発の歴史と共に歩み、現在までに3,000個を超える機器の搭載実績を誇っています。

その技術は衛星搭載機器はもちろん、打ち上げに使用されるロケットの監視や制御装置の部分でも注目されています。

２０１２年１０月に当社初の超小型衛星「WE WISH」が国際宇宙
ステーションから星出宇宙飛行士のロボットアームの操作により

宇宙に放出され、１５８日間地球
を周回しそのミッションを完了
しました。“宇宙をもっと身近
に“のキーワードでこれからの
小型衛星開発をリードして
いきます。

【超小型衛星「WE WISH」】

【小惑星探査機「はやぶさ」搭載機器】

かぐやに搭載された15種類の観測機器のうち、明星電気は
ハイビジョンカメラなど8種類を担当。月の起源と進化の解明に
貢献しました。

【月周回衛星「かぐや」搭載機器】
JAXAが開発し、IHIエアロスペースが機体システムの開発および
製造を担当した新型イプシロンロケットには明星電気のロケット
搭載カメラ、画像圧縮伝送装置（PCE）
をはじめ、姿勢制御用ホットガスバルブ
（HGV)モータコントローラー、電力シー
ケンス分配器（PSDB)も搭載されてい
ます。

【イプシロンロケット 搭載機器 】

明星電気は、気象観測装置や航空管制機器の納入に加えて、
得意の電波・磁気の計測技術と伝送技術を用いて装備品の開発
試験や訓練用の計測機器を開発・生産しています。
装備品の信頼性向上等を通じて、わが国の防衛に貢献しています。

【防衛機器】

Ｈ-Ⅱロケットは、今までにたくさんの観測衛星を宇宙に送り届け
ています。明星電気の観測機器を載せた「かぐや」や「しずく」は
Ｈ-ⅡＡロケット、超小型衛星「ＷＥ ＷＩＳＨ」を運搬した宇宙ステー
ション補給機「こうのとり（ＨＴＶ）」はＨ-ⅡＢロケットで打ち上げ

られました。Ｈ-Ⅱロケ
ットには、ロケット搭
載カメラ、画像圧縮
伝送装置（ＰＣＥ）が
それぞれ搭載され活
躍しています。

【 H-Ⅱ A/Bロケット 搭載機器】

「かぐや」搭載ハイビジョンカメラ

■ 明星電気が開発した機器
●蛍光X線分光計　●ガンマ線分光計
●レーダサウンザー　●磁場観測装置
●プラズマ観測装置　●粒子計測器
●超高層大気プラズマイメージャ
●ハイビジョンカメラ

現在、小惑星Ryuguに向かって航行中の「はやぶさ2」にも、
近赤外分光計と理学観測分離カメラを搭載しています。

【小惑星探査機「はやぶさ2」搭載機器】 ロケット発射や分離時の衝撃、振動に耐え、
かつ、温度変化や宇宙線などの宇宙空間
特有の過酷な環境に対応する仕様を持つ
優れた製品です。

＜ロケット搭載カメラ＞

イプシロンロケットには"スラスター"と呼ばれる姿勢制御のための
ソリッドモータサイドジェット装置(ＳＭＳＪ)が装備されています。この
ＳＭＳＪの制御を明星電気が開発したホットガスバルブ（ＨＧＶ）駆動
のモータコントローラが行っており、ロケットが軌道投入される際の
高精度なコントロールに成果をあげています。

＜ホットガスバルブ（ＨＧＶ）駆動システム＞

画像圧縮伝送装置は、ロケット
打ち上げから衛星分離までの
画像データをデジタル圧縮に
より狭帯域化を行い、ＵＨＦ帯の
テレメータ（無線）で地上に転送
する装置です。

＜画像圧縮伝送装置（ＰＣＥ）＞ HGVモータコントローラ

HGVモータ

電力シーケンス
分配器「PSDB」

Outer Space Rocket & Defense

明星電気が担当した蛍光X線
分光装置は、「はやぶさ」が
小惑星「イトカワ」に接近の
際、表面物質の主要元素を
観測しデータを地球に送り
ました。

ⒸJAXA

ⒸJAXA

※PCE : Picture Compression Equipment

「はやぶさ」搭載の蛍光X線分光装置

理学観測分離カメラ「DCAM3」

宇 宙 ロケット・防衛

近赤外分光計「NIRS3」

小惑星「イトカワ」に向かって飛行する探査機「はやぶさ」（イメージ画像）

ⒸJAXA
イラスト：池下章裕
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空港における気象観測は、航空機の安全な離着陸を支える重要な
要素です。「AMOS」は、空港内の気象状態を監視し、その情報を
提供する高度な気象観測システムです。

【空港気象観測システム AMOS 】
航空機が安全に飛行するために不可欠な航空管制システム。その
中枢となる通信制御装置は明星電気の製品です。航空機パイロット
と管制官との無線交信を制御し、空の安全に貢献しています。

【航空管制システム】

非常用管制塔システムは、常設の航空管制システムが不測の
事態に陥ったときの代替システムです。空輸や陸送運搬ができる
移動型で、6mまで上昇するリフターや非常時を想定した発動発電
機能を備えています。明星電気の非常用管制塔システムは、羽田
空港他主要空港に導入されています。

【非常用管制塔システム】

リフターを使用した管制塔システム

航空管制用コンソール

空港気象観測システム「AMOS」 

衛星やロケット構成機器の耐振性、宇宙空間における

耐環境性や熱設計、性能等を試験設備により評価する

試験受託サービスを行っています。

Space Technology Diversion for Ground Equipment  |  Entrusted Test  |  Air Traffic Control

航空機の離発着には滑走路視距離・風向風速などの気象情報が重要です。

明星電気は、空港の気象を観測・情報提供するシステムを各地の空港に納入し、

航空機の安全な運行をサポートしています。

小型スペースチャンバは、人工衛星搭載機器が宇宙空間でさら
される環境（高真空、冷暗黒）を地上で模擬し、耐環境性や熱設計、
性能等の評価を行う設備です。

【小型スペースチャンバ】

振動試験装置は、ロケット・人工衛星が、打ち上げ時に加わる振動
を地上で模擬実験します。

【振動試験装置】

Entrusted Test Air Traf f ic Control

※AMOS : Airport Meteorological Observing System

試験業務受託サービス 航空気象・航空管制

宇宙分野などで蓄積された技術を応用して、オンリーワン

の観測・計測を開発します。

Space Technology Diversion
for Ground Equipment

宇宙技術の地上転用

セシウムによる放射線強度を短時間で可視化できる小型・軽量・
ポータブルなカメラです。今後の除染作業における活用が期待
されます。
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ラジオゾンデ1,000個を受注。測雲ゾンデ、
測風ゾンデ、三式温湿ゾンデの製作を行い
ました。

1939年（昭和14年）
明星電気初のラジオゾンデ開発

東京市蒲田区下丸子に資本金30万円をもって設立

空襲により工場を焼失、群馬県伊勢崎市に本社・
工場を移転

1938年（昭和13年）

1945年（昭和20年）

東京都大田区大森に本社を移転
1946年（昭和21年）

日本電信電話公社の共電式交換機の指定
メーカーとなる

1953年（昭和28年）

スイスパイエルヌで行われた国際ゾンデ比較試験
で最優秀の成績をおさめる

1956年（昭和31年）

東京都銀座に本社を移転
1957年（昭和32年）

当時としては画期的なデジタル方式の
「CMO-S48B型符号式ラジオゾンデ」を
開発。中央気象台へ納入すると共に「ゾンデ
の明星」と呼ばれる時代を築きました。

1948年（昭和23年）
ラジオゾンデを中央気象台へ納入

それまでの測候所での雨量観測から、無線技術
を利用した無人観測を実現。平地とは大きく
異なる山岳地域の雨量観測が可能となりました。

1952年（昭和27年）
気象ロボット、中央気象台に納入

日本初のロケット搭載電子装置としてテレメータ
送信装置を開発。FM-FMテレメータを搭載
した「ベビーTロケット」の打ち上げが成功し、
我が国初のロケット搭載機器のメーカーとなり
ました。

1955（昭和30年）
日本初ロケット搭載機器

株式を東京証券取引所市場第二部に上場

茨城県守谷町に守谷工場を建設
IGY（国際地球観測年）に参加 

1962年（昭和37年）

1964年（昭和39年）

群馬県伊勢崎市に伊勢崎新工場を建設

気象庁に船舶用エコーゾンデ観測装置を納入

1968年（昭和43年）

1969年（昭和44年）

日本電信電話公社にボタン電話装置を納入

東京大学航空宇宙研究所に人工衛星追跡装置を納入 
日本電信電話公社にRC形自動式構内交換機を納入 
東京都文京区小石川に本社を移転

1965年（昭和40年）

1966年（昭和41年）

超高層気象観測（高度60km～地上）を行うロケット
ゾンデを開発。岩手県三陸町綾里（現大船渡市）の
気象ロケット観測所で観測を開始。2001年3月の
観測終了までの間に1,119機の打ち上げを行いました。

1964年（昭和39年）
ロケットゾンデの開発

南極でのロケット/バルーンによるオーロラ観測を
中心に活躍。1985年の南極でのロケット実験終了
までの16年間にわたり、全てのオーロラ実験に参加
し続けました。

1969年（昭和44年）
南極観測第11次越冬隊に参加

History

1938年の創立以来、明星電気は様々な分野で時代を象徴する歴史の一端を担ってきました。
日本の気象観測の歴史、宇宙開発の歴史。そこには、いつも明星電気の技術があります。
私たちはこれからも革新的な製品・システムの開発を通じて、
新たな時代を切り拓くプロジェクトの一翼を担ってまいります。

国内外の様々なプロジェクトに参画。
MEISEI はこれからも時代を創り続けます。

気象庁に沿岸防災用テレメータ装置を納入 
日本電信電話公社にホームテレホンを納入

1973年（昭和48年）

気象庁に有線ロボット気象計を納入

千葉県に海象気象自動観測装置を納入

日本電信電話公社に4号ボタン電話装置
を納入

1976年（昭和51年）

1978年（昭和53年）

1979年（昭和54年）

気象庁に軌道気象衛星受信装置を納入 
日本電信電話公社にプッシュ式ボタン
電話機を納入

1974年（昭和49年）

1974年（昭和49年）
気象庁に「アメダス」納入 

国際協力事業団に地震テレメータを納入

日本電信電話公社にEP-I0形電子交換機を納入

伊豆大島に地震テレメータを設置

トルコ共和国に航空気象観測装置システムを納入

羽田空港に地震観測装置を納入

電波望遠鏡で天体の電波源を観測し超広域測量
する「VLBI」の開発に貢献。精度の高さから年間
10cm程度とされるプレート運動の検出も可能と
なり、地震予知の分野等に大きく役立っています。

1982年（昭和57年）
超長基線電波干渉計受信装置「VLBI」 

スペースシャトルを使用した日本初の人工オーロラ
発生実験（SEPAC）向けにフォトメータ、ラングミュア
プローブ、フローティングプローブ波動観測装置、電離
真空計、MPD（マグネット・プラズマ・ダイナミックス）、
中性ガスプルーム制御装置を納入しました。

1983年（昭和58年）
NASAスペースシャトル搭載機器納入

1950年製 CMO-S49B 型符号式ラジオゾンデ 「ベビーT」ロケット ⒸJAXA
南極観測越冬隊による
大気球でのオーロラ観測
南極観測越冬隊による
大気球でのオーロラ観測

ロケットゾンデとその内部

世界初の震度計測装置を実現。震度計測は体感による
観測から大きな進歩を遂げました。通信回線で素早い情報
収集を行うと共に、テレビ等でも地震直後に震度情報が
流れる等、地震災害の初動体制の確立に貢献しています。

1991年（平成3年）
計測震度計、気象庁に納入

沖縄県那覇市水道局に水道管理システムを納入

関係会杜「メイセイ・エンジニアリング株式会社
（現 明星マネジメントサービス株式会社）」を設立
ISY（国際宇宙観測年）に参加

1990年（平成2年）

1992年（平成4年）

品質マネジメントシステムISO9001の認証を取得

気象庁にJMA-95型地上気象観測装置を納入
アステルグループにPHS公衆基地局を納入

1994年（平成6年）

1995年（平成7年）

震度7対応の計測震度計を納入

気象庁に量的津波処理システムを納入

1996年（平成8年）

1999年（平成11年）

日本海中部地震や北海道南西沖地震（奥尻地震）等の
津波災害の教訓から、津波を起こす地震をいち早く検知
する目的で、全国182個所に当社の津波地震観測装置
が整備されました。24時間常時全国の地震を監視すること
ができ、地震後、約3分での津波予報が可能になりました。

1994年（平成6年）
津波地震観測装置、気象庁に納入 

わかりやすいネーミングでも話題を
呼んだ「アメダス」。雨量、風向、風速、
温度、日照を無人で観測するステー
ションを開発し、全国約1,300箇所
に展開しました。

計測震度計アメダス

1981年（昭和56年）

1983年（昭和58年）

1986年（昭和61年）

1987年（昭和62年）

1988年（昭和63年）

「VLBI」
国土地理院に設置

MEISEIの機器を搭載して
飛び立つスペースシャトル
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History

環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得

宇宙環境計測装置、民生部品実験装置搭載
実証衛星MDS-1「つばさ」打ち上げ成功
無線通信装置（バス機器）搭載の打ち上げ成功

2000年（平成12年）

2002年（平成14年）

自動気象観測システム「AWS」をスリランカ気象局に納入

技術データ取得装置（TEDA）およびモニタカメラを搭載
した温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」打ち上げ成功
JL表示処理装置とQCAST®シリーズが国土交通省より
安全・防災に関する新技術としての選定を受け、関東技術
事務所に展示

2008年（平成20年）

2009年（平成21年）

はやぶさフェスタや伊勢崎サイエンス講座などで
社会貢献

東日本大震災の非常用管制塔システムの移設等
復旧・復興に対応
独立行政法人理化学研究所のX-FEL施設完成
X線２次元検出器電子回路開発
気象情報サービス「ソラテナ」向け観測機
全国3,000ヶ所納入
光学的二酸化炭素自動測定器FES-Cを開発

2012年（平成24年）

イプシロンロケット試験機打ち上げ成功
HGVモータコントローラ搭載
制御用地震計S401を開発
東京都江東区豊洲に東京事業所移転

2013年（平成25年）
米国MMS衛星 低エネルギーイオン観測機16台搭載
iMS-100 トルコ受注
X線自由電子レーザー （XFEL）実験用検出システム
韓国納入

2015年（平成27年）

iMS-100 メキシコ受注

光給電型水晶式水位計QWP Fシリーズを開発

2016年（平成28年）

2017年（平成29年）

「はやぶさ2」に近赤外分光計と
理学観測分離カメラ搭載

2014年（平成26年）

気象庁にナウキャスト機能付き地震観測装置を納入
2003年（平成15年）

守谷工場を伊勢崎工場に統合
2005年（平成17年）

全国50箇所の空港に配備されるAMOS 
は、空港内の気象状態を監視し、その情報
を航空局、航空会社に提供しています。
航空機の安全な運行のために欠くことの
できない気象観測を行っています。

2000年（平成12年）
新空港気象システム「AMOS」

飛揚前点検、気球へのガス充填等の準備
作業および放球。さらに電波受信・解析、
観測データ処理まで一連の作業を自動化し、
効率の良い観測を実現しました。

2006年（平成18年）
自動放球システム ARS

気象庁ガイドライン対応、緊急地震速報の受信
専用機です。放送設備と連動させ、揺れるまでの
猶予時間を館内放送で知らせることで人々の避難
態勢を取ることができます。また制御設備と連動
させ、電子錠の解除、エレベータの制御、自動発電
機の始動など、施設・機器の制御も可能です。

2007年（平成19年）
気象庁緊急地震速報対応QCAST®シリーズ

「かぐや」の15種類の観測ミッションのうち８種類
を明星電気が担当。2008年には明星電気が担当
したハイビジョンカメラが「満地球の出」の撮影に
成功しました。

2007年（平成19年）
月周回衛星「かぐや」への技術貢献

全国瞬時警報システム「J-ALERT」に対応した
JL表示装置を販売開始。受信したJ-ALERTデータ
を地図で図面表示することで防災情報を見やすく
表示します。QCAST®シリーズとの接続により、
緊急地震速報を広範囲に提供するシステムの構築
も可能。さまざまなニーズに対応した安全な暮らし
のための緊急情報の瞬時提供に貢献します。

2008年（平成20年）
JL表示処理装置

国際宇宙ステーション（ISS）の「きぼう」日本実験
棟に、宇宙環境観測ミッション装置（SEDA）、
全天X線監視装置（MAXI）が搭載され運用が開始
されました。地球では観測できなかった天文
現象を出現直後にリアルタイムで地球上の観測
センターに伝送できるシステムを備えています。

2009年（平成21年）
MAXI・SEDA-AP

約7年間、約60億kmの長い旅を終え、6月に
地球へ無事帰還しました。「はやぶさ」には明
星電気の担当した蛍光X線分光装置（XRS）
が搭載されており、小惑星「イトカワ」の表面
物質の主要元素の組成のデータ収集を行い、
地球に送信しました。

2010年（平成22年）
「はやぶさ」帰還

明星電気初の超小型衛星「WE WISH」は、
10月4日に国際宇宙ステーションから宇宙に
放出され、その後順調地球を周回し、当初の
計画を上回る158日の間運用されました。

2012年（平成24年）
超小型衛星「WE WISH」

従来のラジオゾンデに比べ、小型軽量化に
より、安全性、運用コスト、環境負荷を大幅
に改善した世界戦略を担う製品です。新
センサの採用により、観測精度も画期的に
高めることができました。

2014年（平成26年）
世界最小・最軽量のiMS-100販売開始

イプシロンには明星電気の電力シーケンス分配器、
ホットガスバルブモータコントローラ、ロケット搭載カ
メラおよび画像圧縮伝送装置を搭載。「あらせ」には
電子、イオン、波動を観測する7機器と小型スタース
キャナが搭載され、地球を取り巻く放射線帯の謎に迫
ります。

2016年（平成28年）
イプシロンロケット2号機/
ジオスペース探査衛星「あらせ」打ち上げ

気象庁検定を取得したPOTEKA®が情報
提供サービスを開始しました。地域の気象
災害の対策をはじめ、さまざまな気象情報
の活用が期待されます。

2015年（平成27年）
POTEKA®情報提供サービス開始

G401は多くの国で使用されている改正メルカリ震度
階級（The Modified Mercalli Intensity Scale）を
演算し、ネットワークを通じて算出された震度や加速
度波形を伝送する震度計です。処理部と計測部の防
塵防水筐体により、海外の過酷な観測環境にも耐え、
地震防災において重要な情報を確実に伝送します。

2017年（平成29年）
海外向け地震計G401販売開始

「WE WISH」 G401気象庁配信 緊急地震速報対応  QCAST®シリーズ

J-ALERT対応 防災音声再生装置

自動放球システム「ARS」自動放球システム「ARS」 POTEKA®

2010年（平成22年）

2011年（平成23年）

米国サウスウエスト・リサーチ・インストチュート社と
技術提携
株式会社IHIグループの一員となる
多チャンネル地震計を開発
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研究開発から設計生産、保守まで。
MEISEIは一貫体制で
お客様のニーズにお応えしています。
つねに新たな可能性を追求し、お客様のニーズに的確に応える優れた製品をお届けするために、

明星電気は研究開発から設計生産、工事、保守までの一貫体制を確立しています。

2012年6月には株式会社IHIのグループ会社として新たなスタートを切りました。

明星電気が培ってきた独自のものづくり力と、IHIグループの広範囲にわたる事業とを結び付け、

これからも世界トップレベルの製品・サービスを創出してまいります。

Total system

全国に販売・サービス拠点を展開し、お客様の様々な
ご要望にお応えするとともに、納入後の定期点検の
実施や万一のときにもスピーディに対応できる体制を
整えています。海外ではIHI海外拠点と連携し、お客様
の信頼にお応えしています。
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東京事業所

本社／工場
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関西支店

中部営業所

製品企画

MEISEIは、国際標準化機構（ISO）が定める『品質マネジメントシステム』ISO9001と

『環境マネジメントシステム』ISO14001の認証を取得しています。
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研究開発研究開発

製 造製 造
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