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はじめに

小惑星探査機はやぶさ２の活躍、米国スペースＸ社の民間ロケットの打ち上げ成功
など、最近の宇宙ビジネス関係は明るい話題が増えつつある。
宇宙ビジネス、宇宙ビッグデータなどについて、未来の可能性を感じるテーマは何
かを２,２００人に尋ねたところ、「宇宙旅行」がトップで６２.８％。続いて、「火
星探査」６２.０％、「月面探査」６０.３％となった。これらは３つとも、６０％
を超えている。続いて、「衛星・地上データ連携」、「衛星データの利活用」、「小惑
星探査」、「データの人工知能解析」となっている。華やかな宇宙旅行などと比べる
と、地味なイメージではあるが、衛星データを活用したサービスに未来の可能性が
あると見ている人は多いといえる。
当調査は、会社員・公務員等２,２００人の意識調査をふまえつつ、宇宙ビジネス
における内外の宇宙ベンチャーの動向を調査するとともに、小型衛星コンステレー
ション、衛星データ、衛星データ付加価値サービス、宇宙アプリなどの最新動向、
今後の市場規模を予測した。
人工衛星は小型化の動きがあり、今後、衛星の打ち上げ数が急激に増加してゆくと
予測されている。同一地点を１日に何回も撮影する衛星コンステレーション計画が
推進されており、ＡＩ解析技術などを活用し、新たな価値（ビジネス）を創造する
動きが出ている。
衛星画像データの用途は世界的に安全保障、防衛の用途の他に、エネルギー、自然、
海洋、災害、インフラ、LBS 、環境モニタリングなどがある。今後、民生及び商業
利用が大きく拡大してゆくとみられる。
とくに、衛星データの付加価値サービスに可能性が大きい。衛星データの付加価値
サービスはグローバル市場、年率１２～１６％で加速成長、２０２３年、６,４５
０（百万ドル）規模を予測している。
衛星データの関連市場である宇宙アプリは、衛星データ付加価値サービスに対する、
市場規模の比較をしてみると、世界市場は２５％の規模、日本市場は２０％の規模
と推計された。意識調査における「宇宙アプリに関心」は、４人に１人であること
も分かった。地震予知、大気汚染予報、花粉予報などに期待の声がある。
宇宙アプリは、一般民生市場が中心であるが、ビジネス市場に対しても大きな影響
力があると考えられる。宇宙アプリに位置づけられる大気汚染のアプリを利用した
ところ、国内を含め世界の地図上で、ポイントを指定すると、大気の質が数字で分
かる。たとえば中国や韓国、モンゴルなどの大気汚染の厳しい状況がリアルタイム
で実感できる。
当調査では、宇宙ビジネスの方向性、宇宙ビジネスにおける共生の考え方、宇宙ア
プリに関する企画構想なども提言している。
当調査報告書がよりよい未来社会実現へ向けて、関係者の最先端のビジネス開発、研
究開発、製品サービス開発に少しでも寄与できれば幸いである。

ＡＱＵ先端テクノロジー総研
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【調査概要】
■ 調査テーマ

宇宙ビジネス、衛星データの市場展望、市場開発に関する調査
― 衛星データ 付加価値サービス、宇宙アプリの新潮流、ビジネス開発 ―
【調査報告書】
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