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・華々しい衛星打ち上げの裏で、データ受信に不可欠な地上アンテナ整備は見逃
され、多くの小型衛星データは十分受信されず活用の機会を逸していた。
・本研究はアンテナ設備が整備された東大と、衛星データ配信・利用に実績のあ
る産総研との連携により、無数の小型衛星データを自動で受信・解析・配信まで
カバーする「利用できる小型衛星データ」の確立と環境変動や防災分野への利用
を推進するための調査研究である。

AIST
衛星運用・データ加工の実績
AIを用いた最新画像解析手法

東京大学
小型衛星に特化したアンテナ2機による
データ自動受信、一次処理

小型衛星「群」から転送される
データ受信の省力化・自動化の実現

データ整形

付加価値付与

衛星画像

地理空間情報

AIによる意味情報
(災害理解など)

人間が
理解できる
情報

自動処理
即時配信

研究テーマの概要



小型衛星が主導する新しい宇宙利用の形

地球を常時モニタする
センサネットワーク空間

宇宙

国内:
Axelspace社
“GRUS”プロジェクト
50機(2017年から順次)

10年前: ~10機
これから: 1,000機

・低コスト
・短期間開発
＝量産可能

将来：
同時に1,000機
以上の衛星を
同時に活用で
きる

地球規模計測が実現



高解像度計測から
新しいタイプの計測へ

importance
赤丸の中に
何があるか
解りますか？

人工衛星からの計測



衛星画像＋AI = 地球規模のモノ・コト計測
太陽光発電プラントを検知するAI

ヨーロッパ全土へ適応
国ごとに異なる施策を可視化

人間が行うような「モノ・コト」の計測が地球規模で可能に
人間では年単位 ⇔ AIは数時間 (宮本他) → 新しい計測の形

ドイツでの検出例

発電所数マップ



CNN

Washed-away Survived

95
%

5%

CNN prediction result

流出

非流出

撮像日：2011/3/14

若林地区，荒浜新
（E140.9789 N38.21893）

震災前 震災後

機械学習技術により「被災状況のレベル」を計測
= 従来人間が行っていた「どんなことが起きたか」の判断をAIで自動化できるように

衛星画像＋AI = 地球規模のモノ・コト計測



調査事例: 太陽光敷設面積の急激な増加を衛星データから可視化

FITによる
導入量
(経産省統計)AIによる検出

AIによる延べ40,000 km2の
網羅的調査から

衛星画像から推定された太陽光パネル敷設面積変化



衛星事業の課題：従来運用システムの限界

・衛星1機の1枚のデータ処理に1時間 (Landsat-8のケース)＋通信
→ 1,000機では？

・地上局運用コスト負荷: AES「ソクラテス」 Axelspace 「ほどよし1号」
→ 人件費・設備確保の観点から運用断念 or 休止

・衛星はたくさん作って打ち上げた
・夢を語り投資は引き込めた
・受信アンテナはない・・・



日時： 月 日 月 産総研・東大 先端オペ
ランド計測技術オープンイノベーションラボラトリ

（ ）への課題提案

8 19 ( )10:30〜11:30 

OPERANDO-OIL

Amazon AWS Ground Station

革新的：
・世界各地のAWSデータステーションに設置(12拠点計画・2拠点稼働)
・いつで衛星とリンク可能：運用機会の向上 + AWSのサービスを提供
・顧客：世界最大手の「Digital Globe社」など小型衛星メジャー
課題：
・地上局の役割は衛星からデータサーバへデータを中継するのみ

→ 既存のシステムを物量で拡張したのみ



• 小型衛星による観測網とAI技術の進展により、人間が行うような「モ
ノ・コト」計測の全地球規模が実現可能に
⇔ 衛星事業の屋台骨である「地上局」の技術革新は取り残されたまま

Amazonの参入が示すように、需要拡大の可能性

• これまでデータの中継地点でしかなかった地上受信局こそが自律的な
衛星運用を実現する中核であると考え、地上局や衛星管理システムの
衛星運用設計に人工知能（Artificial Intelligence; AI）を用い、超小型
衛星群による地球規模の計測を自律化する技術を確立する。これによ
り、人工衛星データの環境変動や防災分野への利用を推進する。

本研究で提案する新しい衛星運用の形



• 超小型衛星群が人間の判断能力を超える膨大なデータをもたらしつつある現状にお
いて、「効率的かつ自律的な全地球計測を可能とする、
地上衛星運用局(Smart Ground Station; Smart GS)」の確立を目指す。これにより、
衛星データの環境変動や防災分野への利用推進を狙う。

• この目的達成のため、下記3つの研究・開発を行う。
1. 受信データの「数値」を、機械学習技術により「異常度」や「緊急度」を測定し、

優先して処理すべき画像の選別を行うAI技術を開発する(東大・地上局が中心)。

2. 衛星画像に写る「数値」をモノ・コトという「意味」として認識し、直面した状
況への判断を行うためのAI技術を開発する(産総研が中心) 。

3. 認識した「意味」に基づき、次に求められる衛星観測シーケンスの自発的な発行
を可能にするシステム開発を行う(地上局とデータ処理部の連携が鍵) 。

本研究では



スマートGSの概念図 データ解析・サービス提供に
注力小型衛星衛星群

産総研

受信データの処理

東京大学 柏キャンパス

④AIを使った判断
衛星運用プラン作成

②受信データの処理
高速通信

③優先順位に
従い、転送

⑥衛星コマンド送信

①データ送信 ⑤リクエスト

〇検索ワードのランキング
〇ニュースワード

SNS, インターネット

実社会の関心ごとを抽出し、
地理座標に表現

衛星事業者

運用サイクルの中に
人間の介在を前提にしない



東京大学 柏キャンパス局による人工衛星の運用

運用計画室

S-, X-バンドアンテナ（柏キャン
パス）.国立大学改革強化促進補助
金（H30), 超小型衛星開発拠点設置
事業（H26-H30）にて整備.

13

マウナ・ロア（ハワイ島）火山
マナグア（ニカラグア）
火山（観光地）

コア・カラマット（パキスタン）
海岸線

西パプア（インドネシア）
違法伐採の監視

衛星運用のルーティーン

衛星軌道の予測
コマンド作成
コマンド送信＆データ受信
地上データ処理



(Yoshikawa et al., 2016 GRL)

Jan. 11, 00:36:58 UT

東京大学（新領域）における宇宙理工学の最近の活動

人工衛星「ひさき」
（2013-present)

プラズマトーラスの変動は
何が駆動しているのか？

オーロラ トーラス

太陽風

太陽風

トーラス

オーロラ



人工衛星「ひさき」

地上望遠鏡局
＠スペイン、ハワイ等

③受信データの処理
イベント抽出

ISAS/JAXA
④インターネットで公開

⑤科学的知見に基づく
衛星運用プラン作成

②受信データ

研究者

サイネット

⑦衛星コマンド送信

①データ送信
⑥リクエスト

太陽風＆IMFの情報
NASA＆NICT

④木星到達時刻と規模を予測

宇宙望遠鏡「ひさき」と地上大型望遠鏡の連携
ー 木星衛星イオの火山噴火を予測し、見たいシーンを人工衛星で撮影 ー

Jan. 14    Jan. 15   Jan. 16    Jan. 22   Jan. 26
衛星イオ 赤外線画像

東京大学
知識の

インプット



AIの学習に有効な衛星画像に写るモノ・コト計測用教師データセット

MUSIC4P3ABCD dataset MUSIC4HA
津波による家屋の流出、
非流出画像＋ラベルセット

太陽光発電施設を抽出した画像
パッチデータセット

異常熱源を抽出した画像パッチ＋
分類ラベルセット

非流出 流出

https://github.com/gistairc/ABCDdataset https://github.com/gistairc/MUSIC4P3 https://github.com/gistairc/MUSIC4HA

https://github.com/gistairc/ABCDdataset
https://github.com/gistairc/MUSIC4P3
https://github.com/gistairc/MUSIC4HA


まとめ

スマートGSでのデータ処理体制の模式図

従来の地上局の役割 スマートGSにおける地上局の役割

AISTで構築した衛星データの即時公開に
供する体制の模式図
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