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［要約］ 

海外では衛星観測のみならず無人機等の航空機による観測等を含め日々膨大なリモ

ートセンシングデータや情報を利用して自然災害に対する予測精度の向上や地球温暖

化解明等を行い、防災や食糧生産等に役立てている。また、必要なデータを取得する

ために、機上データ処理により、自律的観測スケジューリングや要件を満たさないデ

ータはダウンリンクしない等の効率化が行われている。 

我が国においては、安全・安心な高度情報化社会の深化のために、例えば、災害の

状況把握（情報収集）の迅速化が求められており、衛星データのみならず無人航空機

による観測技術の研究・開発が盛んになってきている。近年の情報処理技術の進歩に

よる知能化技術の向上により、地球観測衛星（或いは無人航空機）及び運用というシ

ステム全体の中で適切なデータ処理機能をどこに持たせるかがシステム構築上重要な

ものとなってきている。 

本調査研究業務においては、機上データ処理を行う為に必要とされるデータ処理技

術の実現性や将来必要とされる情報抽出／加工等の機上データ処理技術について調査

し、商用化を促進するうえで必要となる光学系リモートセンサの今後の開発の方向性

や課題を明らかにしまとめた。 

 

 

１．調査研究の概要 

1.1 背景と目的 

衛星リモートセンシングは米国においてはすでに民間企業によりその商業化が実現

されているが、それは国家機関によるデータ利用により支えられているのが実態であ

る。また、従来のリモートセンシングデータは、初めに地上処理設備でその基本的な

データ処理を行ってからデータ配布され、その後専門の機関や業者によりデータ解

析・情報抽出がなされるため、エンドユーザが必要とする情報や画像を入手するまで

に時間とコストがかかり、多くのユーザを対象とする商用化の観点からは不利な環境

にある。専門家によるデータ処理がなされることを前提に開発されてきた従来の地球

観測センサはより広いユーザを対象にするには不十分であり、商用化のためにはそれ

に合った観点から地球観測センサの開発がなされるべきである。国内の航空機リモー

トセンシングではそのような観点から、機上データ処理を実施し、必要な情報を抽出

して、それを無線通信によりユーザに迅速に配信する検討が始まっている。 

また、地球観測衛星で取得されるデータ量は、例えばハイパースペクトルデータの
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ように、ASTER などの従来型のセンサで取得されたものと比較して膨大になるため、そ

れをどのようにして地上にダウンリンクするかが問題となっている。我が国では衛星

搭載用ハイパースペクトルセンサの開発が計画されており、衛星上での情報抽出やデ

ータ圧縮等のデータ処理能力の向上が至急の課題となっている。 

このような背景に基づき、本調査研究は、例えばハイパースペクトルデータ等の従

来と比較して膨大となる地球観測データの機上データ処理を行う為に必要とされるデ

ータ処理技術の実現性や将来必要とされる情報抽出／加工等の機上データ処理技術に

ついて調査し、商用化を促進するうえで必要となる光学系リモートセンサの今後の開

発の方向性や課題を明らかにするとともに、我が国の衛星用光学式リモートセンサに

係る競争力強化に向けた方策を呈示することを目的とする。 

 

1.2 調査研究の体制 

将来の光学系リモートセンシングにおける機上データ処理技術に関する調査研究を

多角的観点から実施するため、学識経験者及び専門家等から成る「将来の光学系リモ

ートセンシングにおける機上データ処理技術に関する調査研究委員会」を組織し、本

調査研究を実施した。 

 

1.3 調査研究項目 

下表 1.3-1 に示されている①～④の項目とスケジュールで本調査研究を実施した。 

 

表 1.3-1 調査研究項目及び実施スケジュール 

上半期 下半期 

平

成

19

年

／

     平 

成 

20 

年 

／ 

  

 

       半期別・月別

 

 

 

 

項     目 ７ ８ ９ 10 11 12 １ 2 ３

①情報収集          

②機上データ処理技術の分析          

③機上データ処理の将来技術の検討          

④委員会開催     ● 

12/6 

 ● 

2/27 

 

⑤報告書作成・公表          
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２．情報収集 

光学系リモートセンサにより観測・取得されたデータの機上処理技術について調査し、

光学系の地球観測衛星等において、今後必要とされる機上データ処理技術を検討するた

めに文献等の調査を行った。本項ではその結果を記述する。 

 

2.1 リモートセンシングビジネス環境調査 

リモートセンシングに関するビジネス性に関する調査を実施した。米国の場合、軍

事関係の支援のもとで衛星リモートセンシングビジネスが成立していることが分かる。

フランス／Spot Image 社の場合は、CNES との結びつきは大きいものの、リモートセン

シングデータ利用関係の売上は年々伸びている。その結果、従来 SPOT-5 衛星の後継機

といわれていた現在開発中の Pleiades-HR 衛星だけではなく SPOT-6（ASTROTERRA）の

開発も行う計画が進められている。フランスは米国の支出と比較して１桁少ない支出

ながら、地球観測関係事業に対して効果的に支援していることがみてとれる。国の支

援政策の例として、国際災害チャータが上げられる。チャータコールした側には無償

でデータ等が提供されることになっている。国際チャータの活動状況の推移を調査し、

洪水関係のチャータ活動が多いことがわかった。米国は EO-1 衛星に搭載されている光

学系ハイパースペクトルセンサと機上データ処理装置として WARP を使った

Autonomous Sciencecraft Experiment (ASE)のなかで、洪水に関する自動検出アルゴ

リズムの開発を試みている。米国ではリモートセンシングシステムに関して、データ

取得用ハードウェアのみならず、機上データ処理を含めたハードウェアとソフトウェ

アのトータルな開発が進められている。航空機搭載用リモートセンシングシステムの

ひとつである ARCHER の開発に携わった SCC 社は米国 DoD の光学系衛星 TACSAT-2 の開

発にも関係している。また、ARCHER システムを開発した NOVASOL 社は 2005 年時点で

17 台出荷したとしており、製造産業としても有望であると思われる。我が国において

もデジタルカメラで取得されたデータを機上で処理する能力を有する無人航空機が開

発されており、その有効性が実証されている。我が国には、無人航空機の国際的なシ

ェアが約 40%の企業が存在し、それとリモートセンシングとの組み合わせは我が国に

おける有望な産業に成長する可能性があるように思われる。 

 

2.2 リモートセンシングサービス事業における機上処理に関する調査 

2.2.1 機上処理の現状整理 

（１）航空機搭載型を例とした光学系センサの種類 
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航空機搭載型センサを例として、各センサによって計測されるデータの種類や内容、

および航空機プラットフォーム上での機上処理の現状について整理した。 

現在、実用化されている航空機搭載型センサは、イメージングセンサとレーザレー

ダセンサに大別することができる。イメージングセンサは、さらに計測できる波長帯

やバンド数に応じて、マルチスペクトルセンサ、ハイパースペクトルセンサ、そして

熱赤外線センサに小分類することができる。 

（２）航空機搭載型センサにおける機上処理の現状 

航空機搭載型センサについて、すでに機上処理が行われているデータ項目について、  

マルチスペクトルセンサ、ハイパースペクトルセンサ、熱赤外線センサ、レーザレー

ダに関して記述している。 

 

2.2.2 事業分野別画像処理分野の現状整理 

農業と林業における画像処理の現状について整理した。 

 

2.3 リモートセンシングデータ利用者における機上データ処理に関する調査 

機上処理は、搭載されているプロセッサの能力やメモリ等の制限により機能として

は限られたものであるが、幾つかの衛星ではダウンリンクへの負荷を軽減するために

データ圧縮などの処理として行われている。 

Yuhaniz et al. (2005)によると、現在、機上処理の技術は、そのようなデータ圧縮

に留まらず、変化抽出やスケジューリングなどより高度な自動化処理を行う方向に進

みつつある。Yuhaniz 等( 2005)によると、小型衛星における機上処理の機能として、

画像圧縮は通常行われているレベルの処理である。さらに、機上でのターゲットの認

識も多くの衛星で行われている。しかし、変化抽出については、最近の衛星において

行われている処理技術とである。Yuhaniz et al., (2005)は、衛星のプロセッサ、メ

モリ、パラレル処理の有無をまとめている。Yuhaniz et al. (2005)では、今後の機上

処理は変化抽出(Automatic Change Detection System ;ACDS)の機能を備えることが一

つの方向性となっていくとしている。したがって、機上処理は，単にダウンリンクへ

の負荷の軽減ではなく、ダイナミックな現象に関する観測、より緊急性の高い状況へ

の対応、柔軟な観測を行うための技術開発がトレンドとなりつつある。以降では、Earth 

Observing-1(EO-1)衛星に搭載された Hyperion(Pearlman et al., 2003)により米国航

空宇宙局が行った機上処理に関する実験について述べる。Autonomous Sciencecraft 

Experiment (ASE)と呼ばれている機上処理に関する実験である(Sherwood et al., 
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2005)。 

ASE は、2004 年 1 月より開始された実験で、幾つかの自動処理技術を試験する目的

で行われたものである。ASE は、データ取得、データ処理、スケジューリングまでを

含めたサイクルを機上で行おうとするものである。 ASE の仕組みは、大きく 3 つの構

成要素（Onboard Science Analysis，Autonomous Planning，Autonomous Execution）

からなる。 

 

2.4 リモートセンシングデータ処理技術に関する調査 

リモートセンシングデータの中でも、マルチスペクトルセンサやハイパースペクト

ルセンサによるデータの処理技術に関する調査研究が有用であると考えられる。ここ

での調査は、ハイパースペクトルセンサによるデータに絞って実施する。 

 

2.4.1 対象センサの条件設定 

検討対象とするセンサの前提条件を決定するにあたって、現実と乖離せず、将来を

見据えたものとするため、現在開発計画のハイパースペクトルセンサのうち、空間分

解能がもっとも良く、諸元が明確なものを選定することとした。 

 

2.4.2 我が国における既存の機上データ処理技術の調査 

調査の結果、我が国においては、レベル１処理、データ圧縮処理、設定領域送信処

理機能を有するリモートセンサはわからなかった。しかしながら、処理内容、処理時

間、処理データ量、処理ハードウェアの分かる地上処理があることが判明した。 

 

 

３．機上データ処理技術の分析 

3.1 リモートセンシングサービス事業における機上処理に関する分析 

3.1.1 画像圧縮 

現在運用されている地球観測衛星においてもダウンリンクの際に可逆圧縮処理に

よってデータ容量を小さくすることが行われている。しかし、マルチスペクトル画像

データとは比較にならないほどバンド数が多くデータ容量の大きいハイパースペク

トルセンサ画像データに対しては、さらに高い圧縮率を実現する必要がある。そこで、

本節ではハイパースペクトルセンサ画像データに特化して、データ圧縮技術について

議論を行った。 
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3.1.2 実際のハイパースペクトルセンサ画像データによる圧縮実験 

ハイパースペクトルセン画像データの圧縮効率とそれが及ぼす影響について、実

際のハイパースペクトルセンサ画像データをもとに検討した。 

JPEG2000 により圧縮し、1) JPEG2000 による圧縮効率、2) 圧縮画像の画像品質

について（目視判読）、3) 圧縮画像の画像品質について（画像統計量）、の観点か

ら比較、分析・評価した。 

 

3.2 リモートセンシングデータ利用者における機上データ処理に関する分析 

ここでは、2.3 項で述べた ASE の効果について、下記項目について分析した。 

（１）ミッションオペレーションに掛かる負荷の軽減 

（２）ダウンリンクの負荷の軽減 

（３）コストの削減 

 

3.3 リモートセンシングデータ処理技術に関する分析 

3.3.1 有用な機上処理項目候補の抽出 

運用を想定し、機上での処理が有用と思われる処理項目の候補を抽出した。 

 

3.3.2 検討する処理項目の絞込み 

機上処理項目を決定するために、・利用者側から見た観点、・データ提供者側から見

た観点、の評価観点に対して、評価項目及び評価点を決めて、絞込みを行うこととし

た。機上で処理する方が優れている（○：5 点）、地上で処理する場合と同等（△：3

点）、機上で処理する方が劣る（×：1 点）の 3 段階で評価した。総合評価の点は、「レ

ベル 1 処理」「データ圧縮処理」「設定領域送信処理」の３つが１８点で最も点が高く

なった。したがって、3 章の機上処理技術の検討では「レベル 1 処理」「データ圧縮

処理」「設定領域送信処理」の３つを検討することとした。 

 

 

４．機上データ処理の将来技術の検討 

4.1 リモートセンシングサービス事業における機上処理に関する検討 

4.1.1 機上処理メニュー 

1) 大気補正処理 
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リモートセンシング画像データを反射率に変換する方法には、大別すると、

Empirical Line 法（現地での分光反射係数観測が必要）、画像データの平均スペクト

ル等でスペクトルを正規化する手法、放射伝達コードの 3 種類の方法がある。 

 現状では、あらゆる調査対象領域でも使える正規化手法はないが、機上処理によ

って高次プロダクトを生成し、ダウンリンクするためには必須の技術である。 

 2) 特徴画像の生成 

農業や森林など、スペクトル画像データの利用用途が明確な場合、NDVI などなん

らかの特徴量に変換することはリアルタイム伝送可能な容量にするために、非常に効

果的である。また、投影された建物 3 次元 CAD データと、パンクロマチック画像から

抽出されたエッジ情報との類似度計算によって経年変化抽出を行う研究がある。この

ような特定のユーザに対しては、オリジナルのスペクトル画像データよりも使い勝手

の点で優れているものと考えられる。農業や森林などの植生関連分野であれば、フル

スペック撮影でない常時撮影ではこれだけの波長帯をダウンリンクするだけでも、情

報圧縮に貢献することが可能である。 

3) 幾何補正処理 

実用的に使われている航空機搭載型センサのほとんどは観測データの幾何補正用

参照情報取得のために GPS/IMU を搭載している。成果品としての計測データに高精度

の位置情報を必要するセンサは、地上参照局データと機体側のデータを用いて GPS

のキネマティック解を求め、カメラ主点位置と外部標定要素を得る。これは通常、計

測後の後処理（地上処理）として行われる。少なくとも、プラットフォームを航空機

とした場合の実装は可能である。 

 

4.1.2 機上処理の問題点・課題 

  前節 4.1.1 に示した機上処理の問題点と実用化における課題を抽出した。 

 

4.2 リモートセンシングデータ利用者における機上データ処理に関する検討 

4.2.1 データ取得に関するユーザの要望 

リクエストしたデータが、●より確実に取得されること、●より短時間で入手でき

ること、●より低コストであることをキーワードとして検討した。 

 

 

4.2.2 機上および地上の処理の分担について 
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機上においてどこまで行うかの指標の一つは、評価条件の汎用性と処理の複雑性

に応じた、処理レベル、どこまで高次の処理が必要かという点にあるといえる。こ

こに、時間要件が加わり、最終的な機上・地上の分担が異なってくるものと考えら

れる。さらに、機上・地上の分担は、具体的な利用分野により、評価条件の汎用性

と処理の複雑性のいずれの要件に重きを置くかということでも異なるものと考えら

れる。 

 

4.2.3 機上における被雲量評価について 

今後の衛星軌道上で行う処理の一つの方向性として、スケジューリングを含めた

被雲評価があげられる。被雲評価は、Landsat-7 の ACCA では実用的な処理として実

施されてきた。また、ASE においては、スケジューリングへの反映まで含めた機上

処理として試験され、選択的なダウンリンクとして組み込むことで地上処理を含め

た経済的な効果が評価された。 

ASE や ACCA のアルゴリズムの内容を踏まえると、処理の複雑性についてもそれほ

ど高くないものといえる。 

 

4.3 リモートセンシングデータ処理技術に関する検討 

（１）レベル 1 処理 

本処理では、前提条件として次の周回でダウンリンクできることとしている。レベ

ル 1 処理が今回調査した MTSAT-1R の HRIT データ処理相当の処理とすると、Pentium4 

2.8GHz 以上の CPU があれば、今回想定した機上処理は実現可能と考えられる。ただ

し、想定した CPU と同等あるいはそれ以上の CPU は、宇宙環境で利用された実績がな

いと思われるので、これらの宇宙化が課題と言える。 

（２）データ圧縮処理 

本処理では、前提条件として同一周回でダウンリンクできることとしている。その

ため、データ取得、データ圧縮、ダウンリンクの一連の処理を同一周回上で行う必要

がある。データ圧縮処理が今回想定した JPEG 圧縮相当の処理とすると、Pentium 4 

3.6GHz 以上の CPU があれば、今回想定した機上処理は実現可能と考えられる。ただ

し、想定した CPU と同等あるいはそれ以上の CPU は、宇宙環境で利用された実績がな

いと思われるので、これらの宇宙化が課題と言える。また、ダウンリンクについては、

圧縮率 75％とした場合に、圧縮処理したデータを実時間でダウンリンクする場合は、

740.2Mbps 以上の情報速度が必要となる。 
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（３）設定領域送信処理 

設定する領域は、地上側で保持している軌道情報等を用いて決定するため、使用し

た情報に誤差があると、設定した領域と取得された領域の間にズレが生じる可能性が

ある。EO-1 Hyperion の実験における処理データ量、処理時間、及び処理ハードウエ

アと MIPS 値を基に今回想定した設定領域送信処理の検討を実施した。Pentium4 2GHz

以上の CPU であれば、今回想定した設定領域送信処理は実現可能でありそうである。 

 

 

５．まとめ 

災害時等、リモートセンシングの有効性が認められており、米国等では航空機リモー

トセンシングのような即応性を求められるものは機上データ処理機能を有し、実施して

いる。我が国においても、無人機においてデータ処理の有効性（コストダウン等）が確

認されている。地球観測衛星では、EO-1/Hyperion で行われた ASE に関し、調査・検討

がなされ、自動再スケジュール等の面でリモートセンシングデータ利用者にとってその

有効性が明らかとなった。リモートセンシングによるデータやそれに基づくプロダクト

に対し、ユーザは時間的要件 、評価すべき条件（高次処理レベルを含む）等は多岐にわ

たる。そのため、データ処理に関して機上で行うものと地上で行うものの分担は異なる。 

また、商用ユーザにとって重要なことは、リクエストしたデータが、 

●より確実に取得されること 

  ●より短時間で入手できること 

  ●より低コストであること 

である。 

また、航空機によるリモートセンシングに関して、センサシステムやその機上データ

処理の現状や COTS 技術の適用可能性が調査・検討され、航空機のみならず衛星によるリ

モートセンシングに対しても大気補正技術等共通の課題の存在が明確になった。 

以上のように、様々なユーザの要望に応え、我が国の技術的優位性を回復するために

も、機上データ処理技術は、今後、即応性を要求される航空機リモセンのみならず、地

球観測衛星にも重要となる技術である。 

 

 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http://keirin.jp/ 
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