
ものづくり中小企業の宇宙ビジネス奮闘記
（長野編）

株式会社羽生田鉄工所
代表取締役 羽生田豪太
令和2年12月17日

いばらき宇宙ビジネスフォーラムin日立



株式会社羽生田鉄工所の会社概要

業種：圧力容器製造業

社員数：80名(本社）、13名（設備子会社）、4名(大連）

年商：約13億円（グループ28年度）

所在地：長野市柳原２４３３

創業：明治17年

設立：昭和12年12月



自社ブランド品

きのこ培地用高圧殺菌釜

ＣＦＲＰ成形用オートクレーブ



きのこ高圧殺菌釜



きのこの栽培と殺菌釜の出番





ＣＦＲＰ（炭素繊維強化プラスチック）加熱硬化用
オートクレーブ



・タイ



ＯＥＭ製品

 みそ製造向け大豆蒸煮缶
 ゴム製品用加硫缶
 各種含浸缶
 各種抽出缶
 混合ガス・マンロック

丸型クラッチドア他圧力容器

角型クラッチドア他圧力容器

 医療用滅菌器（蒸気・ＥＯＧ・Ｈ２Ｏ２・オゾン）
 木材乾燥装置
 角型レトルト、蒸解器
 環境試験装置開閉扉等



2005年 高性能オートクレーブの開発(経営革新支援法）



まんてんプロジェクトに入会、宇宙村の人々と出会う

2006年



人工衛星「ぎんれい」のCFRP部品をオートクレーブで成形

側面パネルの材料：

三菱レイヨンのパイロフィル（ＰＡ
Ｎ系）
TR350G150S １３０℃硬化、
樹脂量３３％、目付１５０ｇ/㎡
擬似等方積層

羽生田鉄工所内にある「航空宇
宙対応実証用テクノオートクレー
ブ」で成形



深宇宙通信実験超小型軽量人工衛星
「しんえん２」製作への参加

出典(C)JAXA 

２０１４年１２月３日午後1時22分04秒
H-IIAロケット26号機が「はやぶさ2」に相乗りした「しんえん２」の「打ち上げに成功

ロケット分離後、約２０時間で月軌道を越え深宇宙へ向かう
2014年１２月９日に、欧州のアマチュア無線家が２３０万ｋｍ遠方から送信された信号を受信
２０１５年１月２８日現在で地球から約６７０万㎞（地球と月との距離の約１８倍）の地点を飛行中
２０１５年１２月に地球に再接近する予定で、再び深宇宙から送信された信号受信を試みる。

（出典：九州工業大学ホームページ）

ロケットから分離された超小型衛星の

ひとつ、「しんえん２」（出典：JAXA）

（出典：時事ドットコム）



CFRP製
当社にて製作（EM,FM）



航空（装備品）

宇宙（諏訪ロケット）



諏訪ロケット機体にCFRP



宇宙産業 国の示す宇宙産業ビジョン

出典 経団連

宇宙産業 1.2兆円

宇宙関連産業 7兆円





（参考）S-NET東京セミナー ファシリテーター及び有識者
ファシリテーター（氏名：所属）
飯島ツトム氏：CO-WORKS
橋本昌孝氏：フューチャラボラトリ

有識者（氏名：所属【専門分野】）
川井真氏：(一社)JA共済総合研究所 調査研究部主席研究員【農林水産業】
木谷友哉氏：静岡大学学術院 情報学領域准教授【ビッグデータ】
羽生田豪太氏：株式会社羽生田鉄工所 代表取締役【ものづくり】
平野敦史氏：株式会社本田技術研究所 R&DセンターX【ものづくり】
宮内高志氏：株式会社ビジョンテック マーケティング企画部

情報サービス推進プロジェクトプロジェクトマネージャー【農林水産業】
村松知木氏：株式会社エイチ・アイ・エス 新規事業開発室長【ツーリズム】
山本彩氏：(一財)リモート・センシング技術センター 研究開発部部長【宇宙】
米村修治氏：ぴあ株式会社 コンテンツ・プロデュース本部

ライブ・クリエイティブ事業局第二ライブ・クリエイティブグループ
【ライフ・エンターテイメント】

渡辺公貴氏：株式会社タカラトミー 研究開発部部長【ライフ・エンターテイメント】

名称 ：「スペース・ニューエコノミー創造ネットワーク東京セミナー」（S-NET東京セミナー）
主催 ：内閣府宇宙開発戦略推進事務局
事務局：一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構
募集期間：2017/8/1（火）14：00～2017/8/28（月）12：00
募集人数：約20名



宇宙利用産業に関する最新情報を長野にも届けたい！



第55回UFO長野ものづくりサロン

スペース・シンポジウム in 長野

■ 開催日時 平成30年2月16日（金） 15：00～

■ 会場 長野市ものづくり支援センター（UFO）５F 産学行交流室

■ 参加人数 67名 （目標50名）

長野商工会議所 × 長野市



「宇宙ビジネスコーディネーターというお仕事」
講師 JSS（一財宇宙システム開発利用推進機構）

宇宙産業本部事業推進部総括主任研究員 持田 則彦 様

「信州から宙（そら）を目指す！」
講師 信州大学工学部機械システム工学科 准教授 中山 昇 様

「JAXA宇宙探査イノベーションハブについて」
～太陽系フロンティア開拓による人類の生存圏・活動領域拡大に向けて～

講師 JAXA（宇宙航空宇研究開発機構）宇宙探査イノベーションハブ 参与
株式会社フューチャーラボラトリ 代表取締役 橋本 昌隆 様

「宇宙ビジネスマーケット」
講師 Space BD株式会社 代表取締役 永崎 将利 様



第58回UFO長野ものづくりサロン

スペース・シンポジウム in 長野 第2弾
～長野の課題を宇宙ビジネスで解決！！～

■ 開催日時 平成31年2月7日（金） 15：00～

■ 会場 ホテルメルパルク長野

■ 参加人数 70名くらい？ （資料紛失）

長野商工会議所 × 長野市





長野宇宙利用産業研究会 キックオフイベント
主催：長野商工会議所（工業部会）

■ 開催日時 平成31年4月5日（金） 15：00～

■ 会場 長野市生涯学習センター トイーゴウエスト３F

■ 参加人数 100名以上 （資料紛失）



『 国の取り組み（仮） 』
〈内閣府〉 参事官 森 浩久 様

『衛星データプラットフォームについて』
〈経済産業省 製造産業局〉 宇宙産業室 中西 徹 様

『衛星リモートセンシングについて』
（一般財団法人リモート・センシング技術センター）「RESTEC」 向井田明 様

『長野宇宙利用産業研究会について』
長野商工会議所工業部会長 羽生田 豪太 様

『トークイベント「長野から宇宙ビジネス！！」』

司会
JSS 持田 則彦 様

出演
みんソラコミュニケーター 前田 亜美 様
RESTEC 向井田 明 様
長野商工会議所工業部会長 羽生田 豪太 様





長野宇宙利用産業研究会

事務局

長野商工会議所
工業部会 外部団体

行政

ミッション：長野に宇宙利用産業を創出する
政府が目標としている、宇宙利用産業領域で新たに創出する市場は8000億円
2％経済の長野県では160億円の事業創出の可能性がある
事例研究を各実践団体に出向いて学ぶアクティブな活動を目指す
年間一件以上の具体的なFS案件を研究対象として活動する

研究機関

個人
RESTEC

（一財リモート・セン
シング技術センター）

JSS
（一財宇宙システム開
発利用推進機構）

2019年4月5日発足！！
NSU



衛星データ利用者名
株式会社サンクゼール
株式会社ヴィラデストワイナリー





生育管理のための衛星画像解析：糖度分布推定



生育管理のためのドローン画像解析：徒長枝診断

照度計

GPS

2019年8月21日撮影(第1回現地調査)

ドローン搭載マルチスペクトルセンサRedEdge



○2019.10.08 令和元年度第３回北海道衛星データ利用ビジネス創出協議会を開催します。

今回は、内閣府の先進的な宇宙利用モデル実証事業に採択された実証プロジェクトを中心にご紹介します。

内閣府宇宙開発戦略推進事務局から講師として技術参与の倉田氏をお招きするほか、今年、長野商工会議所で長野
宇宙利用産業研究会を発足させた羽生田鉄工所代表取締役の羽生田氏をお招きし、内閣府実証事業の採択を受けて
進めるワイン醸造用ブドウ栽培への衛星データ等（光学・SAR・ﾊｲﾊﾟｰｽﾍﾟｸﾄﾙ）の利用に向けた取組をご紹介しま
す。

また、同じく内閣府の実証事業の採択を受けて本協議会の農業分野プロジェクトチームAが進めている
農地区画情報や作付作物の基盤データ化の取組について、スペースアグリ（株）代表取締役の瀬下氏からご紹介い
ただきます。

日時：令和元年10月29日（火）15:30～17:00
場所：ＴＫＰ札幌ビジネスセンター赤れんが前 マーガレット
内容：
（１）衛星データ利用の取組について（仮）

内閣府宇宙開発戦略推進事務局 技術参与 倉田 育枝氏
（２）長野宇宙産業研究会の取組について（仮）

長野宇宙利用産業研究会 代表 羽生田 豪太氏
（（株）羽生田鉄工所 代表取締役）

（３）農業における衛星データ利用の取組について（仮）
スペースアグリ（株） 代表取締役社長 瀬下 隆氏

（４）北海道衛星データ利用ビジネス創出協議会の活動について
北海道経済部科学技術振興室

北海道庁ホームページより

先進地視察！！





千曲川流域の水害前後のNDVI

長野市ものづくり研究開発事業補助金

衛星データ利用果樹栽培支援システムの開発

長沼穂保地区リンゴ栽培の台風被害状況と衛星データの相関を調査

NDVI：（正規化植生指数）とは

IR = 近赤外波長帯の値➡活性度の高い葉は反射率高く
なる

R = 赤色の波長帯の値➡活性度の高い葉は反射率低く
なる（光合成）

NDVI = ((IR – R) / (IR + R))➡値が高いほど植物の活
性度が高いことを表しています。（-１～＋１）

決壊場所

当社



長野✕衛星データワークショップ

2020年9月19日決勝

NSU主催

インプットセミナー 2020年8月25・26日（計4時間）
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