
 

「新産業創生プロデュース活動『リモートセンシング：ひまわり８』のご案内」 

 

 遠く宇宙から地球を見る目（リモートセンシング）は、私たちが暮らす地球を取り巻くさまざ

まな環境問題、多くの人々に甚大な被害をもたらす自然災害、生活向上のためにも役立つことが

周知され、近年多くの注目が集まってきています。 

前回、UAV を利用した「近接リモートセンシング」を企画しましたが、第 18 回目となる今

回は、本年 7 月 7 日に正式に運用開始された「ひまわり８」を取り上げます。「ひまわり８」は

撮影間隔が大幅に短縮したのみならず、RGB のフルカラー撮影、観測チャンネルの増加、地上

分解能の向上、等全ての面で大幅に機能強化をしました。 

千葉大学環境リモートセンシング研究センター (CEReS) は、情報通信研究機構 (NICT)、東

京大学 地球観測データ統融合連携研究機構(DIAS)、宇宙航空研究開発機構 (JAXA) とともに、

研究コミュニティへのデータ配信拠点として、気象庁から直接ひまわり８のデータ配信を受ける

と共に、 NICT サイエンスクラウドと協同して、ひまわり８の画像を公開しています。 

 本プロデュース活動『リモートセンシング：ひまわり８』では「ひまわり８」の広がった利用

法を大気・気象分野だけでなく、農業・環境分野の将来利用など、広い分野で紹介します。 

これらの情報をもとに、千葉大学のシーズの一端とともに本分野に関心のある皆さまや、これ

から分野を広げようとされている企業の方に有益な情報を紹介することを目的としております。 

 この機会にぜひ、皆様のご参加を期待しております。 

 詳細は次ページ以降の案内をご覧ください。 

 

 

 

 

 千葉大学学術研究推進機構 

 産業連携研究推進ステーション 

 （旧 産学連携・知的財産機構 技術移転推進部） 
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14:25～ひまわりビッグデータを支える最新のクラウド技術

※NICT サイエンスクラウドでは、

自由に閲覧できるスマホアプリの開発を進めている。このアプリは、近い将来、「どんなときも、どこからでも」気象データを利用する便利なアプリケーシ

ョンに発展する予定である。
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データを‘つぶ’してとらえ、画像・映像としての圧倒的な情報量を持つひまわり、さらに８号データを用いた高次プロダクト生成（日射量推定，
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ひまわりビッグデータを支える最新のクラウド技術
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自由に閲覧できるスマホアプリの開発を進めている。このアプリは、近い将来、「どんなときも、どこからでも」気象データを利用する便利なアプリケーシ

ョンに発展する予定である。 
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は陸域ＲＳで有用なチャネルを有

ひまわり８データから得た２方向性反射を植生情報抽出

ひまわり８のための
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次世代の産業創生を目指して、千葉大学の研究シーズを結集し、企業の皆様のニーズとのマッチング及び次世代の産業創生を目指して、千葉大学の研究シーズを結集し、企業の皆様のニーズとのマッチング及び次世代の産業創生を目指して、千葉大学の研究シーズを結集し、企業の皆様のニーズとのマッチング及び次世代の産業創生を目指して、千葉大学の研究シーズを結集し、企業の皆様のニーズとのマッチング及び

共同研究を立ち上げる事を目的として、勉強会を開催しております。共同研究を立ち上げる事を目的として、勉強会を開催しております。共同研究を立ち上げる事を目的として、勉強会を開催しております。共同研究を立ち上げる事を目的として、勉強会を開催しております。

関係者の皆様のご参加を奮ってお願いいたします。関係者の皆様のご参加を奮ってお願いいたします。関係者の皆様のご参加を奮ってお願いいたします。関係者の皆様のご参加を奮ってお願いいたします。    

プロデュース活動の趣旨説明 

 

ひまわり８ 

してとらえ、画像・映像としての圧倒的な情報量を持つひまわり、さらに８号データを用いた高次プロダクト生成（日射量推定，

降水関連情報推定）、さらに８号由来高次プロダクトを用いた研究推進の例を提示し、ひとつぶで３度使えることをお見せいたします。

ひまわりビッグデータを支える最新のクラウド技術

のビッグデータを収集・保存・分析・可視化する総合的な技術を活用して、最高解像度のひまわり画像を

自由に閲覧できるスマホアプリの開発を進めている。このアプリは、近い将来、「どんなときも、どこからでも」気象データを利用する便利なアプリケーシ

気象・大気分野の応用 

方向性反射を用いた植生情報取得への応用

り雲の影響を避けて陸域情報を抽出できる可能性が高く、陸域分野での応用も期待

への応用について紹介する。

次元データを用いた地上リモートセンシングによる測定・解析

 

※詳細なグランドトゥルースデータを収集する地上観測データに対して、3次元データを活用した効率の良い地上部計測方法をご紹介いたします。

環境・農業分野における静止衛星への期待

による「ひまわり８

＠図書館入口プレゼンテーションスペース

にて交流会を開催します。 
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学術研究推進機構学術研究推進機構学術研究推進機構学術研究推進機構    産業連携研究推進ステーション産業連携研究推進ステーション産業連携研究推進ステーション産業連携研究推進ステーション

環境リモートセンシング研究センター環境リモートセンシング研究センター環境リモートセンシング研究センター環境リモートセンシング研究センター
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～モノクロからフルカラーのひまわり８の広がる利用法～～モノクロからフルカラーのひまわり８の広がる利用法～～モノクロからフルカラーのひまわり８の広がる利用法～～モノクロからフルカラーのひまわり８の広がる利用法～

次世代の産業創生を目指して、千葉大学の研究シーズを結集し、企業の皆様のニーズとのマッチング及び次世代の産業創生を目指して、千葉大学の研究シーズを結集し、企業の皆様のニーズとのマッチング及び次世代の産業創生を目指して、千葉大学の研究シーズを結集し、企業の皆様のニーズとのマッチング及び次世代の産業創生を目指して、千葉大学の研究シーズを結集し、企業の皆様のニーズとのマッチング及び

共同研究を立ち上げる事を目的として、勉強会を開催しております。共同研究を立ち上げる事を目的として、勉強会を開催しております。共同研究を立ち上げる事を目的として、勉強会を開催しております。共同研究を立ち上げる事を目的として、勉強会を開催しております。    

司会・企画

 

 

 

してとらえ、画像・映像としての圧倒的な情報量を持つひまわり、さらに８号データを用いた高次プロダクト生成（日射量推定，

降水関連情報推定）、さらに８号由来高次プロダクトを用いた研究推進の例を提示し、ひとつぶで３度使えることをお見せいたします。

ひまわりビッグデータを支える最新のクラウド技術 

のビッグデータを収集・保存・分析・可視化する総合的な技術を活用して、最高解像度のひまわり画像を

自由に閲覧できるスマホアプリの開発を進めている。このアプリは、近い将来、「どんなときも、どこからでも」気象データを利用する便利なアプリケーシ

 

方向性反射を用いた植生情報取得への応用

雲の影響を避けて陸域情報を抽出できる可能性が高く、陸域分野での応用も期待

応用について紹介する。 

次元データを用いた地上リモートセンシングによる測定・解析

 

次元データを活用した効率の良い地上部計測方法をご紹介いたします。

環境・農業分野における静止衛星への期待 

ひまわり８」の詳細な表示

＠図書館入口プレゼンテーションスペース
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～モノクロからフルカラーのひまわり８の広がる利用法～～モノクロからフルカラーのひまわり８の広がる利用法～～モノクロからフルカラーのひまわり８の広がる利用法～～モノクロからフルカラーのひまわり８の広がる利用法～

次世代の産業創生を目指して、千葉大学の研究シーズを結集し、企業の皆様のニーズとのマッチング及び次世代の産業創生を目指して、千葉大学の研究シーズを結集し、企業の皆様のニーズとのマッチング及び次世代の産業創生を目指して、千葉大学の研究シーズを結集し、企業の皆様のニーズとのマッチング及び次世代の産業創生を目指して、千葉大学の研究シーズを結集し、企業の皆様のニーズとのマッチング及び

司会・企画 竹内

 黒岩

 樋口

 樋口

してとらえ、画像・映像としての圧倒的な情報量を持つひまわり、さらに８号データを用いた高次プロダクト生成（日射量推定，

降水関連情報推定）、さらに８号由来高次プロダクトを用いた研究推進の例を提示し、ひとつぶで３度使えることをお見せいたします。

 村田

のビッグデータを収集・保存・分析・可視化する総合的な技術を活用して、最高解像度のひまわり画像を

自由に閲覧できるスマホアプリの開発を進めている。このアプリは、近い将来、「どんなときも、どこからでも」気象データを利用する便利なアプリケーシ

 森田

方向性反射を用いた植生情報取得への応用 梶原

雲の影響を避けて陸域情報を抽出できる可能性が高く、陸域分野での応用も期待

次元データを用いた地上リモートセンシングによる測定・解析

 加藤

次元データを活用した効率の良い地上部計測方法をご紹介いたします。

 沖 一雄

」の詳細な表示 

＠図書館入口プレゼンテーションスペース

：50    
    ((((参加無料：事前登録制参加無料：事前登録制参加無料：事前登録制参加無料：事前登録制
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～モノクロからフルカラーのひまわり８の広がる利用法～～モノクロからフルカラーのひまわり８の広がる利用法～～モノクロからフルカラーのひまわり８の広がる利用法～～モノクロからフルカラーのひまわり８の広がる利用法～

次世代の産業創生を目指して、千葉大学の研究シーズを結集し、企業の皆様のニーズとのマッチング及び次世代の産業創生を目指して、千葉大学の研究シーズを結集し、企業の皆様のニーズとのマッチング及び次世代の産業創生を目指して、千葉大学の研究シーズを結集し、企業の皆様のニーズとのマッチング及び次世代の産業創生を目指して、千葉大学の研究シーズを結集し、企業の皆様のニーズとのマッチング及び

竹内 延夫  (産連

黒岩 眞吾 (産連

樋口 篤志 (CEReS)

樋口 篤志 (CEReS)

してとらえ、画像・映像としての圧倒的な情報量を持つひまわり、さらに８号データを用いた高次プロダクト生成（日射量推定，

降水関連情報推定）、さらに８号由来高次プロダクトを用いた研究推進の例を提示し、ひとつぶで３度使えることをお見せいたします。 

村田 健史 (NICT

のビッグデータを収集・保存・分析・可視化する総合的な技術を活用して、最高解像度のひまわり画像を

自由に閲覧できるスマホアプリの開発を進めている。このアプリは、近い将来、「どんなときも、どこからでも」気象データを利用する便利なアプリケーシ

森田 清輝(ウェザーニューズ

梶原 康司・本多

雲の影響を避けて陸域情報を抽出できる可能性が高く、陸域分野での応用も期待

次元データを用いた地上リモートセンシングによる測定・解析

加藤 顕(千葉大学大学院園芸学研究科

次元データを活用した効率の良い地上部計測方法をご紹介いたします。

一雄(東京大学生産技術研究所

 

＠図書館入口プレゼンテーションスペース(N 棟) 
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～モノクロからフルカラーのひまわり８の広がる利用法～～モノクロからフルカラーのひまわり８の広がる利用法～～モノクロからフルカラーのひまわり８の広がる利用法～～モノクロからフルカラーのひまわり８の広がる利用法～

次世代の産業創生を目指して、千葉大学の研究シーズを結集し、企業の皆様のニーズとのマッチング及び次世代の産業創生を目指して、千葉大学の研究シーズを結集し、企業の皆様のニーズとのマッチング及び次世代の産業創生を目指して、千葉大学の研究シーズを結集し、企業の皆様のニーズとのマッチング及び次世代の産業創生を目指して、千葉大学の研究シーズを結集し、企業の皆様のニーズとのマッチング及び    
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してとらえ、画像・映像としての圧倒的な情報量を持つひまわり、さらに８号データを用いた高次プロダクト生成（日射量推定，

 

NICT） 

のビッグデータを収集・保存・分析・可視化する総合的な技術を活用して、最高解像度のひまわり画像を 

自由に閲覧できるスマホアプリの開発を進めている。このアプリは、近い将来、「どんなときも、どこからでも」気象データを利用する便利なアプリケーシ

ウェザーニューズ

康司・本多 嘉明 (

雲の影響を避けて陸域情報を抽出できる可能性が高く、陸域分野での応用も期待 

次元データを用いた地上リモートセンシングによる測定・解析 

千葉大学大学院園芸学研究科

次元データを活用した効率の良い地上部計測方法をご紹介いたします。 

東京大学生産技術研究所
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自由に閲覧できるスマホアプリの開発を進めている。このアプリは、近い将来、「どんなときも、どこからでも」気象データを利用する便利なアプリケーシ
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アカデミック・リンク・センター 

  Ｉ棟 １階 ひかり 

        「「「「講演会講演会講演会講演会    会場会場会場会場」」」」    

  N 棟 １階 

  プレゼンテーションスペース 

        「展示「展示「展示「展示会場会場会場会場」」」」    

産業連携研究推進

ステーション    

「「「「交流会交流会交流会交流会    会場会場会場会場」」」」    

質疑応答時間に質問できなかった場合及びアンケート用紙に記載していただいた新規質問は後日 

産業連携研究推進ステーション HP「アンケート回答欄」で回答させていただきます。 

何卒ご了承ください。 


