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日刊航空通信ＣＬＩＰ

ハイパースペクトラル・センサのポテンシャルを評価
伊藤忠商事、商用地球観測衛星事業参入を語る（１）
伊藤忠商事、ＮＴＴデータ、ＪＳＡＴ、イメージワン、ＮＥＣ東芝スペー

ラル特性を可視光領域から近赤外線領域までの広い範囲で且つ２０

スシステムの５社は、世界規模での商用地球観測衛星事業に参入

０バンド程度に細分化して観測できるので、観測対象が何かを人間

するため、今年８月９日に企画会社・ワールドスペクトラル社を設立し

の判断を借りずに直接的に判定することができるのが特徴である。具

た（資本金２億円）。ハイパースペクトラル・センサを搭載した小型衛

体的には、鉱物探査であれば化学成分（例えば、アルミニウム含有

星（２機以上）を２００８年後半以降に順次打上げ、２００９年度より観

量）が測れるとか、森林資源調査では植生判別まで行うことが出来る

測データを販売し、サービス開始後３年後に約１００億円の売上を目

ようになり、リモセン衛星用途、市場を大きく拡げるポテンシャルを持

指すという。これまで、わが国の地球観測衛星は国の宇宙研究開発

っている。ハイパースペクトラル・センサは、航空機搭載型では既に

事業として進められてきたため、民間企業が商用目的で主体的に参

実用化しており、また衛星搭載型のセンサ開発も米、カナダ、独等で

加したことは、今後の展開に新たな指標を与えそうだ。伊藤忠商事・

進んでいるが、商用化では未だ企業単位での具体的な動きは出て

航空宇宙戦略事業室長で、ワールドスペクトラル社社長を兼務する

きていない。従って、事業化に興味ある外国企業も集めながら日本

高橋秀人氏に、地球観測衛星事業への新規参入意図や現在の進

を基点に事業化することは先駆者メリットが高いと判断し、「事業化調

捗状況などを伺った。（回答は要約）

査」に乗出した。

Ｑ：何故、ハイリスク・ハイリターンの宇宙開発に伊藤忠商事（商社）が

また、日本企業による商用リモセン衛星というところにもメリットはあ

参入したのか？

る。現在、多くの衛星画像は海外衛星事業者から購入しているが、

従来の一般的な衛星搭載センサ（例えば、パンクロ・センサや電波セ

当該国政府規制により、撮影機会や空間分解能が制限されてしまう

ンサ）は、観測対象が何であるかを主に形や色をもとに分析・判読し

ケースが多い。日本企業が自在性の高い商用リモセン衛星を持つこ

ていた。ハイパースペクトラル・センサでは、各物質に固有のスペクト

とは、日本政府機関を始めとして国内ユーザのメリットが極めて大き

いと期待される。
Ｑ：衛星開発方針は？

国の研究開発事業である以上、国が主体的に研究開発したい分
野に限られるが、例えば、光学レンズの小型化・軽量化や検知器（デ

事業者にとっては、信頼性や価格、開発期間や運用経験を評価対

ィテクタ）高度化は、今後の国の地球観測衛星でも重要な技術だ。ま

象として、競争原理を導入した衛星調達を行うのが一般的である。し

た、現在多くの地球観測衛星は観測データのダウンリンクにＸ帯を用

かし、商用地球観測衛星の分野では、海外でも産官連携（あるいは

いているが、特に高分解能（空間分解能、スペクトラル分解能共に）

半官半民的）が事業化の前提となっており、それらの衛星のキー的

の地球観測衛星では、Ｋａ帯の将来利用が不可欠な情勢になって来

技術は全て国産開発である。日本だけが民間１００％自助努力と言う

ている。従って、当社でもＫａ帯の利用を検討している訳だが、こうし

ことになると国際競争力の確保が大変難しいと言うこともあるので、国

た技術についても国の地球観測衛星との共通技術基盤化が図れる

の政策（積極的な画像データ活用による国のサービス向上や国産技

分野であるので、是非、国の研究開発として取組んで頂き、またその

術開発基盤の強化）と民間事業化意欲が上手く折り合いながら実現

実証機会として当社衛星を活用頂くことを提案していきたい。無論、

されることが望ましい。

実証が成功すれば、そのまま民間に払い下げてもらい、実用で利用

Ｑ：産官連携の具体的なシナリオは？

を継続することができればベストである。その実利用メリットは当社衛

産官連携策といってもさまざまなスキームがあると思っている。例え
ば、ＪＡＸＡやＮｉＣＴの既存施設を借りることで事業者としての先行投

星を利用される国のユーザにも還元できる。
Ｑ：今後の計画は？

資を軽減させる方策もあるだろう。また、民間にない技術力や衛星運

今後はしばらく企画会社として、ハイパースペクトラル・センサに対

用ノウハウを活用させて頂くことも大変貴重である。実際に、周波数

する世界規模での市場調査を行い、衛星システム開発コストと市場

確保のための国際調整作業などは、地球観測衛星の場合、周回衛

規模とのトレード・オフや先述のような産官連携策を検討しながら事

星であるため民間にはまったくノウハウがない。また、特に衛星や搭

業計画を策定していく。具体的には、来年６月を目途に事業計画内

載センサ国産開発については、海外産官連携の多くがそうである様

容を確定の上、システム開発・製造に着手したい（事業会社へ移

に、国の支援が最も期待される分野である。Ｈ２ＡやＧＸロケット、準

行）。

天頂衛星など、これまでの産官連携事例を参考に、大きくは２つのモ

総事業費は現在のところ２００億円～３００億円程度と試算しており、

デルについて国の関係機関と相談している。

商用サービスを開始してから３年目には衛星画像のデータ販売や付

▽モデル１＝助成金利用

加価値サービス提供を含めて年間１００億円の売上を目指す計画。

経産省の「環境適応型高性能小型旅客機の研究開発」のように、

なお、この総事業費はどの範囲までを国産開発を行うかで大きく変

国に助成金に応募する方法。助成金のため、◇民間側も開発費を

動するし、また国産開発で行う部分については、産官連携策が不可

半額出す、◇利益が出た際は一定金額を国に支払う、などの必要が

欠である。また、グローバルなビジネス展開に向けては現在、カナダ

あるが、民間主体で開発できるので、開発仕様の決定や開発工程の

のＭＡＣＤＯＮＡＬＤ ＤＥＴＴＷＩＬＥＲ（ＭＤＡ）社やＲａｄａｒｓａｔ Ｉｎｔｅｒ

管理など、事業者の主体性を発揮することができる。当社のハイパー

ｎａｔｉｏｎａｌ（ＲＳＩ）社、欧州ＥＡＤＳアストリウム社や仏ＳＰＯＴ Ｉｍａｇｅ社、

スペクトラル・センサ搭載衛星は、経産省のＡＳＴＥＲプロジェクト（マ

それに主要な海外研究機関として豪州Ｃｏｍｍｏｎｗｅａｌｔｈ Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉ

ルチスペクトラル・センサ搭載衛星）を更に進化させ、また国際競争

ｃ ａｎｄ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ（ＣＳＩＲＯ）、英国の

力を十分確保した後継衛星と位置付けることが出来るので、その後

元国防省研究評価庁(ＤＥＲＡ)であるＱｉｎｅｔｉＱ社とも提携関係を結

継衛星はしっかり民間主導が事業化していくことを前提に、今度は民

び、共同で事業化調査を進めている。（以下次号掲載予定）

間と国の助成金とで開発費を折半しましょう、というシナリオでの公募
提案を検討している。
▽モデル２＝国の研究開発
============
【日刊航空通信ＣＬＩＰ編集後記】
上記記事の「以下次号掲載予定」は、ＣＬＩＰの元になっている、日
刊航空通信でのことです。どうかご了承ください。
なお、間もなく発売予定の「三菱重工業」と「宇宙開発利用」特集し

れております。１部３８０円（振込手数料は負担願います）。申込は、
送付先を明記の上info@aviation-news.co.jpまで。発行次第、郵送さ
せていただきます。

た日航新聞では、後半のマーケティングの展開など、全文が掲載さ

------------------------------------------------------------2002 autumn vol.18, no.2 the journal of space technology and science, 日本ロケット協会

日本の宇宙ロボット特集号

SPECIAL ISSUE: SPACE ROBOTICS RESEARCH IN JAPAN
*Space Robotic Mission Concepts for Capturing Stray Objects
*Experimental Study for Tele-operation of Dual-manipulator-based On-orbit Servicing
*Motion Control of Tumbling Spacecraft by Repetitive Impulse Inputs
*Angular Momentum Reduction Using Mechanical Impulse for Uncontrollable Satellite Capturing
*A Proposal for Performance Improvement of JEMRMS with Reactionless Manipulation
------------------------------------------------------------2004.12.10 日刊航空通信

[工業] 炭素繊維材の層間強化へステッチングなど研究進む
JAXA 総合技術研究本部、世界トップクラスの成果

[防衛] 空自, F-15 近代化試改修２号機の技術審査実施
統合電子線システムなど搭載/年内に最終契約へ
[宇宙] ひまわり後継 MTSAT-1R は確実に打上げて欲しい
気象庁会見、”早期の打上げ”より”確実性”を要望
[宇宙] ETS-VIII の再点検審査開始、来年 10 月にアンテナ展開実験

------------------------------------------------------------2004.12.9 日刊航空通信

[宇宙] H-IIA ロケットが冬期打上げ再開/宇宙開発委了承
運輸多目的衛星新１号を打上げ/JAXA, 気象庁会見
[防衛] 技本３研、携帯型 UAV 実験機の飛行試験実施
全幅 60cm/質量 400g,GPSde 自律飛行可能
下記参照

------------------------------------------------------------防衛庁技本で行っている研究開発から、最近のトピックスの紹介。(平成１６年１１月)
http://www.jda-trdi.go.jp/top/topics.htm

携帯型飛行体
携帯型飛行体とは「個人携帯が可能な規模の無人機」のことであり、

用し、手投げ発進から着陸まで全自動プリプログラム飛行（自律飛

近距離の偵察や周辺環境の調査に活用することができます。写真は

行）が可能です。また、搭載カメラにより、毎秒約３枚で画像を撮影で

基礎的な要素技術検証のために製作した実験機の飛行試験の様子

きます。

です。全幅約６０ｃｍ、質量約４００ｇ、電動プロペラ推進で、ＧＰＳを利

-------------------------------------------------------------

2004 年 12 月 15 日 15:55

[JAXA PR:0025]

12 月 15 日開催の宇宙開発委員会
宇宙環境利用に関する地上研究の公募
http://www.jaxa.jp/press/2004/12/20041215_sac_environment_j.html

宇宙パートナ制度の事業提案の選定結果
http://www.jaxa.jp/press/2004/12/20041215_sac_partner_j.html
発表日：平成 16 年 12 月 15 日 発表：宇宙航空研究開発機構

------------------------------------------------------------2004 年 12 月 16 日 10:10

日刊航空通信ＣＬＩＰ

対ボーイング７Ｅ７共同開発、全複合材主翼に全力
三菱重工、大江新工場は明年１月起工／１２月完成
三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所民間機技術部の藤本

基本設計作業を進めている。この陣容も来年初頭には７０名まで拡

隆史７Ｅ７担当部長は、このほど日本航空新聞社取材に対し、ボ社と

大することになっている。

の次期中型輸送機７Ｅ７型機の国際共同開発に対する同製作所の
取組みなどについて説明した。

今回のプロジェクトの特徴は、全複合材製主翼構造試験を実施す
ることである。７Ｅ７型機主翼は、ボ社航空機では初めて海外メーカが

７Ｅ７型機は今年４月にローンチしたが、名航空宇宙システム製作

開発・製造を担当するとともに、一部取付金具を除く殆どが複合材構

所の開発体制として、今年７月、所内に「７Ｅ７推進室」を発足させた。

成という、これまでに前例のない規模での旅客機への採用となる。

同推進室の定員１４名で、プロジェクト全般を統括するほか、同室の

（後略）

下に設計・生産技術者約５０名が従事している。
別途、ボ社共同設計チーム「ＬＣＰＴ（ライフサイクル・プロダクト・チ
ーム）」にも１１月末現在、スタッフ約６０名を派遣しており、シアトルで

------------------------------------------------------------2004 年 12 月 15 日 10:00

日刊航空通信ＣＬＩＰ

環境対策費用特別着陸料３００円/人は来年１０月頃導入
航空局、「伊丹の今後のあり方について」の最終方針決定
航空局は１４日、大阪国際空港（伊丹）につき、▽第１種から第２種

阪国際空港の今後のあり方について」の最終方針を明らかにした。こ

Ａ空港に変更することについて交通政策審議会航空分科会で検討、

の内容は、１０日に大阪国際空港騒音対策協議会（１１市協）に対し

▽環境対策費を段階的に削減、▽新規に乗客に環境対策費の負担

発した回答とほぼ同内容となっているが、「特別着陸料」導入時期が

を求める「特別着陸料」を来年１０月をメドに導入などを柱とする「大

新たに示された。（後略）

------------------------------------------------------------2004 年 12 月 15 日 18:55

WIRED NEWS (2004/12/15)

NASA 局長、「金銭的理由」で辞表を提出
http://hotwired.goo.ne.jp/news/news/20041215202.html

NASA 局長を 3 年間務めたショーン・オキーフ氏がブッシュ大統領に

れるルイジアナ州立大学学長に応募しており、辞表の中で、辞任理

辞表を提出し、受理された。同氏は、現在の 3 倍以上の年収を得ら

由は金銭的なものだと説明。

-----------------------------------------------------------2004 年 12 月 15 日 5:03

Space Systems FC

NASA 長官辞任
NASA CHIEF RESIGNS
WASHINGTON - NASA Administrator Sean O'Keefe, who over the

Administration, resigned December 13.

past

the President the Administrator wrote, "I will ...

three

years

led

the National

Aeronautics

and

http://emarketalerts.forecast1.com/mic/eabstract.cfm?recno=111229

非軍事宇宙予算議会で承認

Space

In his resignation letter to

COMMERCIAL SPACE BILL APPROVED BY CONGRESS
WASHINGTON - In its last action before adjourning, the Senate gave

Launch Amendments Act of 2004 (H.R. 5382), sending the bill to the

final approval to the House Science Committee's Commercial Space

President, who is expected to ...

http://emarketalerts.forecast1.com/mic/eabstract.cfm?recno=111241

飛行再開にむけてシャトル・メイン・エンジン搭載
SHUTTLE MAIN ENGINES INSTALLED FOR RETURN TO FLIGHT MISSION
KENNEDY SPACE CENTER, Fla. - NASA completed installation

Shuttle Discovery on its Return to Flight mission. Installation was

this week of the three main engines that will help launch Space

completed Dec. 8 at the Orbiter ...

http://emarketalerts.forecast1.com/mic/eabstract.cfm?recno=111236

デルタ 4 打上げ遅れ
DELTA 4 HEAVY FACES DELAY
CAPE CANAVERAL, Fla. - Equipment problems and scheduling

4-Heavy booster grounded on its Cape Canaveral launch pad until

conflicts with a rival rocket have combined to keep Boeing's Delta

sometime next week.

The 235-foot ...

http://emarketalerts.forecast1.com/mic/eabstract.cfm?recno=111246

AMC-16 ケープカナベラルから打上げ準備完
AMC-16 READY FOR LAUNCH FROM CAPE CANAVERAL
NEWTOWN,

Penn.

-

SES

AMERICOM'S

AMC-16

telecommunications satellite, built by Lockheed Martin, is ready for a

launch Dec. 17 from Cape Canaveral aboard an Atlas V launch vehicle
provided by International Launch Services (ILS).

...

http://emarketalerts.forecast1.com/mic/eabstract.cfm?recno=111233

ESA の宇宙飛行士ロベルト・ビットリ ISS ミッションに選ばれる
ESA ASTRONAUT ROBERTO VITTORI SELECTED FOR ISS MISSION
PARIS - Roberto Vittori will be the next ESA astronaut to fly to the

scheduled to be launched on

International Space Station, on the 10-day Italian Soyuz mission

Cosmodrome in Kazakhstan.

http://emarketalerts.forecast1.com/mic/eabstract.cfm?recno=111252

------------------------------------------------------------2004. 12.7 日刊航空通信

再使用輸送システム実現へ/RAFLEX 計画を検討中
JAXA 総合技術研究本部、HSFD 後継の検討状況を発表
国際宇宙会議・事務局、進捗状況をメール紹介

(56th IAF in Fukuoka、2005.10.16 - 21)

-------------------------------------------------------------

April 15, 2005 from the Baikonur
The ...

------------------------------------------------------------[国際関係・一般]
------------------------------------------------------------ミサイル防衛研究 米国と包括交換公文
読売新聞 04 年 12 月 15 日 朝刊 2 面 1 段 0977

------------------------------------------------------------核兵器問題巡り印パ協議始まる ミサイル実験通告など
日本経済新聞 04 年 12 月 15 日 朝刊 8 面 1 段 1236

------------------------------------------------------------国民保護基本指針武力攻撃４事態想定
情報伝達に不安 欠落する「民間防衛」
産経新聞 04 年 12 月 15 日 朝刊 2 面 5 段 図 1387

------------------------------------------------------------フランス 反ユダヤ的と指摘 衛星テレビに放送中止命令
朝日新聞 04 年 12 月 15 日 朝刊 9 面 2 段 0892

------------------------------------------------------------防衛庁 三菱重工、２週間の指名停止処分
日刊工業新聞 04 年 12 月 15 日 朝刊 2 面 1 段 0011

防衛庁 三菱重工業を指名停止処分
毎日新聞 04 年 12 月 15 日 朝刊 26 面 1 段 1167

防衛庁、２週間 ミサイル開発ミス 三菱重工を指名停止
東京新聞 04 年 12 月 15 日 朝刊 26 面 1 段 1575

------------------------------------------------------------[宇宙・航空・科学]
------------------------------------------------------------Ｈ２Ａロケット来年２月打上げ再開 積込む衛星目白押し
朝日新聞 04 年 12 月 15 日 朝刊 23 面 4 段 写表 0926

------------------------------------------------------------スパコンで予測 自動車衝突 航空機開発 経済の行方
「地球シミュレータ」産業応用広がる
読売新聞 04 年 12 月 15 日 朝刊 27 面 5 段 写 1045

------------------------------------------------------------米ＮＡＳＡ局長が辞任へ
産経新聞 04 年 12 月 15 日 朝刊 7 面 2 段 1424

------------------------------------------------------------[宇宙利用・宇宙からの観測・宇宙環境利用・宇宙実験]
------------------------------------------------------------国立天文台公開講演会開催
読売新聞 04 年 12 月 15 日 朝刊 27 面 1 段 1048

------------------------------------------------------------南天に挑む 星々のささやきを尋ねて（上）＝“最上”の地に新望遠鏡
中日新聞 04 年 12 月 14 日 朝刊 37 面 4 段 写図 1973

------------------------------------------------------------ふたご座流星群 ２０００の願いかなうかな
産経新聞 04 年 12 月 15 日 朝刊 30 面 4 段 写 1473

------------------------------------------------------------[防災・環境・資源・エネルギー]
------------------------------------------------------------東南海・南海地震の津波 市など調査 尾鷲市死者２０００人予想
国の想定上回る
中日新聞 04 年 12 月 14 日 朝刊 3 面 2 段 1939

------------------------------------------------------------[技術・産業]
------------------------------------------------------------富士通ゼネラル エアコン用のファンモータ
高出力、高効率のアキシャルギャップ形製品化
電波新聞 04 年 12 月 15 日 朝刊 13 面 2 段 写 0277

------------------------------------------------------------岳将 線引き加工機開発 超音波で金属線加工 線引き時間３割短縮
日経産業新聞（日経テレコン２１） 04 年 12 月 15 日 朝刊 13 面 2 段写 2146

------------------------------------------------------------[通信・放送・IT]
------------------------------------------------------------ＫＤＤＩと日本ＳＧＩ 動画など視聴中にライブカメラを遠隔操作 第３世代携帯電話利用
電波新聞 04 年 12 月 15 日 朝刊 3 面 2 段 写 0242

------------------------------------------------------------入札参加申請 「紙」の併用認めず 急の電子化に中小困惑 都区部では９割
建設通信新聞 04 年 12 月 15 日 朝刊 1 面 5 段 表 0457

------------------------------------------------------------デジタル多チャンネル 通信・放送大競争時代（３）＝
トラフィックの限界光の技術革新が風穴
株式新聞 04 年 12 月 15 日 朝刊 1 面 4 段 写 0784

------------------------------------------------------------２０日から尾道ＣＡＴＶ ＢＳＣＳ デジタル同時開始
中国新聞 04 年 12 月 14 日 朝刊 9 面 3 段 写 1999

------------------------------------------------------------福岡市・東区美和台地区 住民団体 携帯基地局めぐり反対運動
市は相談窓口設置へ
西日本新聞 04 年 12 月 14 日 朝刊 32 面 3 段 2048

------------------------------------------------------------[経営・人]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[航空輸送・エアライン]
------------------------------------------------------------国交省が方針 伊丹空港騒音対策で １人３００円の特別着陸料
日刊工業新聞 04 年 12 月 15 日 朝刊 18 面 2 段 0123

