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宇宙産業政策の背景

 自民党政務調査会宇宙開発特別委員会において「平和利用＝非軍事」の解釈を「平和
利用＝非侵略」へ変更する議論が行われ、超党派で宇宙基本法を平成20年に成立。

 第２次宇宙基本計画(平成25年)において、20年以上続いた低迷期を脱するためにも、
①宇宙の実利用の一層の拡大とともに、②日本が必要とするときに必要な衛星をすぐに打ち
上げ、運用することができるように確保する、という意味での自律性の確保を強調。

 その後の宇宙基本計画では宇宙の商業利用拡大を目指す姿勢が強まり、今年6月に閣議
決定された第４次宇宙基本計画では経済産業省は特に「産業・科学技術基盤の強化」と
「経済成長とイノベーションの実現」の２つの観点で取組むことが求められている。

 米中露は、地上及び宇宙で起きている事実を素早く取得・把握するため、戦略高地の
宇宙での活動領域を獲得し、一旦獲得すれば、次はそれを維持、支配する必要があり、
安全保障の観点から競争を繰り広げている。

 日本では、1985年政府統一見解によって20年以上も宇宙の軍事利用が禁止されてい
たため、民間企業は政府が獲得した宇宙軍事技術からのスピンオフ技術の利用ができず、
日米衛星調達合意も相まって民間における宇宙産業基盤の確立は困難を極めたが、
宇宙基本法やその後の宇宙基本計画により、この十数年かけて徐々に宇宙の安全保障
利用や商業利用を拡大。



日本の宇宙産業拡大に向けた取組
衛星データに加えて、AIや画像解析用のソフトウェア等を原則無償で提供する衛星
データプラットフォーム「Tellus(テルース)」を開発。準天頂衛星のドローン、自動走行
等での利活用拡大により、新たな宇宙利用を促進。

 また、民生品を活用したロケット、衛星等の研究開発、軌道上実証機会の拡大により、
宇宙機器産業の競争力を強化。
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宇宙機器産業

宇宙利用産業

①ユースケースを拡大

②民間の新たな需要を創出

約8000億円
ポテンシャルは高いが限定的

約3500億円
官需依存

宇宙機器産業

【準天頂衛星の利活用の拡大】

農業、防災、インフラ
管理等多様な分野で活用

コンピューティング マーケット
インター
フェース

衛星データ 人流、統計データ、
地上データ等

市場全体として2030年代早期までに倍増

ﾍﾞﾝﾁｬｰｴｺｼｽﾃﾑ・持続可能な宇宙環境の整備
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宇宙利用産業



マーケット

 質・量が抜本的に向上している地球観測衛星データは、様々な分野での利用が期待されている。しか
しながら、①有償、②膨大なデータ量のため一般コンピュータでの処理が困難等を理由に、産業利用
は限定的であった。

 このため、衛星データ、AIや画像解析用のソフトウェアが原則無償で利用可能なデータプラットフォー
ム「Tellus」を開発、 2019年2月21日にプロトタイプ版を一般公開。登録ユーザー数18,505人
（2020年10月末時点） 。

 Tellusは、①衛星データや地上データの閲覧・重ね合わせ機能、②重ね合わせたデータの分析・解析機
能、③オンラインマーケット機能を提供。今後、各機能・ユーザビリティの拡充を進める。

 また、ユーザートレーニングやデータコンテストにより、衛星データの利用促進、新規アプリケーション開発
によるビジネス創出促進につなげる。

政府衛星データプラットフォーム「Tellus（テルース）」
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衛星データ

人流、統計データ、
地上データ等

衛星データ以外
のデータ

農業、漁業、イン
フラ管理、防災等
様々な分野で活用

オウンドメディア データコンテストラーニングイベント

コンピューティング
プロセッシング ストレージ ネットワーク データ アルゴリズム ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

インターフェース

Tellus OS

統合開発環境
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Tellus公式メディア 「宙畑-sorabatake-」

 Tellusの利用方法、宇宙ビジネス、衛星データ解析等、広く衛星データ利用関連の
ニュース、独自記事等を掲載。

https://sorabatake.jp
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宇宙空間での
衣・食・住・娯楽

宇宙製造

（出所）Tellus公式メディア「宙畑」 等



6

Tellusにおける衛星データの閲覧・比較、外部データとの重ね合わせ①

 駐車場の空き状況を調べることが可能。

時期によって込み具合に差があるか比較可能
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Tellusにおける衛星データの閲覧・比較、外部データとの重ね合わせ②

 工場の稼働状況判断に活かすことが可能。

高温になっている場所を熱赤外画像で可視化
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Tellusにおける衛星データの閲覧・比較、外部データとの重ね合わせ③

 魚釣りに最適な場所を推測することが可能。

海面温度等の衛星データから
魚がいそうな場所を推測

漁場にあたりを付けて
実際に釣りに行ってみる
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Tellus 最近の取組
＜Tellus SPACE xData Fes. -Online Weeks 2020-＞

 日時：2020年7月14日（火）～9月1日（火）
 内容：各界の有識者を交えた宇宙ビジネス関連トークセッション、

オンラインワークショップ、衛星データ活用事例紹介、
衛星データを学べる講座等

■特設サイトURL https://fes.tellusxdp.com/2020/
※YouTubeでアーカイブ配信中

＜E-Learning教材配信、データコンテストの開催＞

 衛星データの解析手法等を学べるE-Learning教材「Tellus Trainer」等の配信
 「SARデータを用いた海岸線の抽出」をテーマとしたデータコンテスト「4th Tellus Satellite 

Challenge」を開催。現在結果等を評価している段階。
コンテスト期間： 8月6日～11月6日
■コンテストサイトURL https://signate.jp/competitions/284

＜光学先進衛星 だいち３号（ALOS-3）相当データの公開＞
 JAXAの協力により2021年度打上げを予定しているALOS-３の相当データ

(＊)を無料公開
 公開エリアは福岡県福岡市、長野県長野市、ベトナム/ハノイ、フィリピン/マニラ
（一部地域）

＊WorldView衛星データをもとに、分解能80㎝/パンクロ、3.2m/マルチにしたオルソ補
正済みの可視光から近赤外までの6バンドのデータ
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Tellus SPACE xData Fes. -Online Weeks 2020-
 Tellusの認知拡大・衛星データ利活用拡大を目的として、Tellusの内容、衛星データ利用ビジネ
スの動向、衛星データ解析手法等を紹介する双方向型のオンラインイベントを開催。

＜主なコンテンツ＞

↓上記のアーカイブ配信は以下特設ページにより視聴可能です↓
https://fes.tellusxdp.com/2020/

Space Biz For SDGs×Tellus SDGsに対し
て宇宙産業ができることとは

Tellus SPACE xData Fes.-Online Weeks 
2020-を受けて、これからのTellus

News Picks × Tellus
「ビジネスにおける、xDataの価値と

は？」

Tellus Satellite Cafe ONLINE vol.2
-衛星データ×経済の未来-

Tellus Satellite Cafe ONLINE vol.3
-SPACE xDataでできること（人流データ

編）-

Tellus Satellite Cafe ONLINE vol.4
-SPACE xDataでできること（気象データ

編）-

2020年宇宙産業の今
-課題と役割についてステークホルダが

語る-

Tellusを使ったサービスの紹介とこれか
ら

「Re：Tellus Open Discussion」
～国内・海外事例篇～

-もっとビジネスに「衛星データ」を-

データ分析コンテスト「Tellus Satellite 
Challenge」

-第3回の講評と第4回について-

7日でマスター！基礎から学ぶ衛星デー
タ講座

【SDM×Tellus】
衛星データソリューションビジネス

アイデア創出ワークショップ

「衛星データを使って地域課題・社会問
題を課題解決！デザインソン」

Tellus × Code for Japan × Goodpatch
Anywhere ※アーカイブ無し



e-Learning教材配信、データコンテストの開催
衛星データ利用の基盤となる、データ解析人材の育成を継続して実施。
 衛星データ自体や解析方法等に関するe-Learningの配信も開始。

 衛星データ分析コンテスト「Tellus Satellite Challenge」を過去３回実施（①SAR画像を用いた土
砂崩れ検知、②光学画像を用いた船舶検出、③ SAR画像を用いた海氷領域の検出）。

⇒2020年8月より、第４回コンテスト（SAR画像を用いた海岸線の検出）を開催（11月6日〆）。

TechAcademy × Tellus Tellus Trainer

主な対象 初心者 プログラミングスキルを有するIT技
術者

講座内容
・Tellusの使い方
・Python基礎知識
・衛星画像の加工
・機械学習の実践

・衛星データの基礎知識
・Tellus上の衛星データ画像解析
演習
・衛星データ×機械学習概論
・機械学習における物体検出概論
・物体検出演習

参加URL
https://tellusxdp.github.i

o/start-python-with-
tellus/index.html

https://tellusxdp.github.io/t
ellus-trainer/index.html

第３回コンテストでは、衛星データ

から85%の精度で流氷を検知
することを実現

＜Tellus Satellite Challenge＞＜衛星データ解析のe-Learning＞
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民間主体のTellusの活用
 Tellus のデータ・機能を活用することで、防災、農業、水産業、インフラ管理、地方創生等
の様々な分野での衛星データ利用を促進。

 民間主体の「xData Alliance」が2018年7月に発足。Tellusを活用した新たな衛星データ
利用の検討が進んでいる。（2020年7月時点で33社）

 ８Kで培った「超解
像」技術を適用し、
衛星画像を高解
像度化。

 SAR画像×ディープラー
ニングで海洋へのオイル
流出を自動検出。

 駐車場の用スペースの
自動検出の研究開発。

Tellusローンチイベント（2019年2月21日）：
経済産業省、JAXA、さくらインターネット、xData

Alliance、メディア、一般約300名が参加

＜新たな衛星データ活用の取組＞
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経済産業省 衛星データ利用実証事業（2018～2020年度）

＜②SLASドローン 2020年度＞

① 「オープン＆フリーで提供されている衛星データ」と「その他データ（気象等）」を組合わせたアプリケーション
の開発・実証（2020年度）

② 準天頂衛星システム「みちびき」のサブメータ級測位補強サービス（SLAS）を利用したドローンの有用性
検証（2020年度）

実証事業名 代表企業名 分野

衛星と地上マルチスペクトル観測の融合による養
殖業向け海洋環境情報サービスの実証 ウミトロン株式会社 漁業

AI画像解析による乱気流検出システム ANAホールディングス株式会社 環境・交通

ブドウの広域病害把握と薬剤供給および品質管理
の効率化 大塚製薬株式会社 農業

SHIOTAN -衛星画像から潮目を特定し、イサダ漁
の効率化をサポート 株式会社星座 漁業

実証事業名 代表企業名

災害・インフラ点検・警備・農業分野における
SLAS測位ドローン有効性検証 株式会社自律制御システム研究所

＜①オープン＆フリー衛星データ実証 2020年度＞
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NEDO 無人航空機物流実証事業（2017～2021年度）

 離島間物流のような、地上と無人航空機の通信インフラが十分に整備されておらず
状況変化が予想される長距離飛行において、無人航空機が自律的に飛行経路変更
し、準天頂衛星を活用して精密飛行する技術開発を目指している。

 実用化に向けCLAS対応機器等の小型化・低消費電力化に取り組む。最終的には
ドローン搭載サイズを目指す。

無人航空機の自動飛行による物流事業は、試験的な
取組が始まったばかりの状況であり、安全性が大きな
課題の１つ。

現状

準天頂衛星を活用した無人航空機の開発及び実証
①衝突回避を検知するシステムに求められる機能・
性能の整理（回避対象、離隔距離等）

②衝突回避のためのシステム構成の検討、基礎データの
取得によるフィードバック

③飛行実証の結果も踏まえつつ、事業化に際しての
制度的・技術的課題の洗い出し

事業内容

準天頂衛星システム

他機の接近を検知し
衝突回避など

ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト
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• 2019年3月、楽天(株)の協力のもと
埼玉県熊谷市の「彩の国くまがやドー
ム」にて準天頂衛星を活用したドロー
ン実証実験を実施。

• 1m四方枠内をターゲットとして、
幅数cmの白線上にピンポイントで着陸
させることに成功。

• 2019年7月、福島ロボットテスト
フィールド（南相馬市）にて、無人
航空機の衝突回避実験を実施。

• カメラやレーダーを搭載した中型の
無人航空機が40km/h程度で飛行し、
正面から60km/h程度で飛行してくる
有人ヘリコプターを探知し、自律的に
衝突を回避する飛行に成功。相対速度
時速100km/hでの自律回避は世界初。

実証① ピンポイント配送実験 実証② 衝突回避実験

テニスコートの白線上を50m飛行

幅数cmの白線上にピンポイントで着陸 衝突回避実験のイメージ



16

実証③ 小型化

• 実用化に向け、2021年度にかけて衝突回避システムと準天頂衛星受信機システム
（CLAS対応）の小型・低消費電力化に取り組み、最終的にはドローン搭載サイズを目
指す。

• また、相対速度200km/時で衝突回避できるか等、実用に供するレベルに向けた実証を
予定。

◆Step1 （平成29年）
サイズ：90cm2

消費電力（最大）：10w

◆Step3（令和3年度目標値）
サイズ：12.5cm2

消費電力（最大） ：2w

◆Step2 （令和元年）
サイズ：25.4cm2

消費電力（最大） ：5w

【受信機の開発段階】

全体スケジュール

・衝突回避技術の開発・実証
・実用化

平成29年度 平成30～令和元年度 令和2年～3年度以降

課題解決に向けた開発・実証
（単機×単機の衝突回避技術）実証及び課題の抽出

2020-2021実施施策
• 受信機等の小型・軽量化
• 低消費電力化

• 飛行試験による実証
• 衝突回避技術実用化



【
米
国
の
計
画
】

【
日
本
の
協
力
】

米国の国際宇宙探査計画へ参画した場合の具体的な協力のイメージ

20242023 2025 2026 202820272022

月の南極域
に着陸

（2024年以降毎年）

窒素・酸素タンク熱制御
ポンプ

リチウム
バッテリー

②ゲートウェイへの物資・燃料補給
(2025年以降）

2020 2021

月極域
移動探査ピンポイント着陸

初期型ゲートウェイ
(必要最小限の構成）

ミニ居住棟 ゲートウェイ（完成形）

③月面着陸のためのデータや技術の提供

①我が国が強みを有する
技術・機器の提供

④月面探査を支える移動手段 (月面ローバー)の開発

(例)

(イメージ図) (イメージ図)

米国提案による国際宇宙探査計画への参画について
 米国は、2024年の有人月面着陸を目指し、「アルテミス計画」を発表、日・加・欧等にも参画を呼びかけ。

 米国提案計画への参画は、これまで宇宙とほとんど接点のなかった産業も含めて大きなチャンスに。日本
が強みを持つ技術分野をはじめ幅広く日本企業が参画できるよう積極的に支援。

燃料電池

17



18（出所） SPACE FOODSPHERE https://spacefoodsphere.jp/



19（出所） ANA HOLDINGS INC. / JAXA



＜参考＞宇宙分野における知財対策と支援の方向性

○宇宙分野の知財関係の支援策の方向性
・出願支援制度及びセミナー・説明会を通じた知財対策の普及・啓発
・宇宙分野の特許関連情報を定期的に収集・提供する仕組みの構築
・専門人材等の支援の方向性

○企業のおける宇宙知財戦略の在り方
・事前の特許調査（クリアランス、先行技術調査、技術動向分析）
・オープンクローズ戦略に基づく出願の検討
（特許出願すべき発明とノウハウとして秘匿すべき発明の識別）
・特許出願をしない場合のリスクの認識と対策の確保
（技術流出への対策、他社の出願動向調査、特許庁への情報提供・異議
申立て・無効審判、先使用権の活用）

○宇宙分野の国等の研究開発事業における適切な知財の保護の在り方
・特許出願動向や特許取得状況の調査
・研究開発の成果たる知財の取り扱い
・スタートアップ企業等に向けた支援

 我が国の宇宙関連企業が知財戦略を策定する際に取り組むべき点や留意すべき事項を明
確化することを目的として平成30年度より検討会を開催。

 宇宙産業における環境の変化を踏まえて、我が国の宇宙分野に携わる企業等が講ずるべ
き対策、国等の研究開発プロジェクトにおける適切な発明の保護の在り方や知財関連の
支援策の在り方についてとりまとめましたので、経済産業省HPから是非ご確認下さい。
（https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331018/20200331018.html）

＜特許庁等が主催するセミナーの活用等＞

＜宇宙専門人材ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ「S-Expert」＞

＜ｵｰﾌﾟﾝｸﾛｰｽﾞ戦略に基づく出願検討例＞
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Thank You!

御関心・御質問等ございましたら
お問い合わせ下さい

korenaga-motoki@meti.go.jp

mailto:korenaga-motoki@meti.go.jp
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