
宇宙政策の新たな展開

令和３年７月

宇宙開発戦略推進事務局



令和３年度当初予算および令和２年度補正予算における宇宙関係予算

（単位：億円）

令和３年度当初予算 ３，４１４億円 （前年度比 ４０９億円増（13.6％増））
令和２年度第３次補正予算 １，０８２億円

文部科学省 2,124

内閣官房 800

内閣府 370

防衛省 553

経済産業省
国土交通省

総務省
農林水産省

環境省
警察庁
外務省

187
152
107
99
93
10
3

当初＋補正 合計 ４，４９６億円 （前年度比 ８４４億円増（23.1％増））

29552801288328232740278628992901290729753005
3414

155 393 432 417 589 460 424 522 516 625 647
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当初予算 補正予算

3,110 3,195 3,316 3,240 3,329 3,245 3,322 3,423 3,423
3,600 3,652

4,496

四捨五入の関係で合計額は必ずしも一致しない。
財源等の関係で現時点で金額を確定できないものは、前年度の予算額を基に計算。

※:臨時・特別の措置を含む 1



政策文書における宇宙関連の記載

経済財政運営と改革の基本方針2021（6月18日閣議決定）

５．４つの原動力を支える基盤づくり （９）外交・安全保障の強化
（略）
周辺各国が防衛費の大幅な増額等により軍事力の強化を図るなど、我が国周辺の安全保障環境がこれまで

にない速度で厳しさを増す中、国家安全保障戦略等に基づき、弾薬の確保や装備品の維持整備、宇宙・サイ
バー・電磁波といった新領域を含む統合運用、多様な経空脅威への対処能力等、こうした変化への対応に必
要な防衛力を大幅に強化する。あわせて、防衛分野での技術的優越の確保等のため、研究開発や防衛産業基
盤を強化する。………
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５．４つの原動力を支える基盤づくり （６）経済安全保障の確保等
我が国のサプライチェーンを強靱化していく観点から、半導体、レアアースを含む重要鉱物、電池、医

薬品等の先行的な重点項目について必要な措置を実施するとともに、電力、ガス、石油、通信、航空、鉄
道、海上物流、医療を始めとする重要業種について必要な対策を講ずるべく分析を進める。
我が国の経済安全保障の強化推進のための先端的な重要技術に係る研究開発力を強化するとともに、サ

プライチェーン上の重要技術・物資の生産・供給能力など戦略的な産業基盤を国内に確保するため、主要
国の動向も念頭に、中長期的な資金拠出等を確保する枠組みも含めた支援の在り方を検討し、早期の構築
を目指す。経済安全保障の取組を関係府省庁が一層連携して実施していく観点から、推進体制を整備する
とともに、関係府省庁における体制を強化する。インテリジェンス能力を強化するため、情報の収集・分
析・集約・共有等に必要な体制を整備する。

経済安全保障

外交・安全保障



政策文書における宇宙関連の記載

経済財政運営と改革の基本方針2021（6月18日閣議決定）

５．４つの原動力を支える基盤づくり （１）デジタル時代の質の高い教育の実現、イノベーションの促進
（略） 破壊的イノベーションの創出に向けた優れた人材の発掘、創発的研究の推進、ムーンショット型
研究開発の抜本的な強化とともに、ＡＩ技術、バイオテクノロジー、量子技術、マテリアル、環境エネル
ギー、安全・安心、健康・医療、小型衛星コンステレーションの構築や月・火星探査等の宇宙分野、北極を
含む海洋、食料・農林水産業など、我が国における重要分野の研究開発を推進する。

２．官民挙げたデジタル化の加速 （２）民間部門におけるＤＸの加速
（略） このほか、準天頂衛星等の整備を進めるとともに、地理空間（Ｇ空間）情報の高度活用及び衛
星データの利活用を図る。
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５．防災・減災、国土強靱化、東日本大震災等からの復興 （１）防災・減災、国土強靱化
（略） 無電柱化、インフラ老朽化対策等を加速するとともに、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ等防災の体制・機
能の拡充・強化、消防団を含む消防防災力の充実、学校など避難拠点の防災機能強化、複合災害や熱中症
対策など地域特性を考慮した避難所の環境改善、防災ボランティアや気象防災アドバイザーの充実、次期
気象衛星や防災デジタルプラットフォーム及び防災ＩｏＴ等デジタル技術を活用した災害関連情報の高度
化、要配慮者避難の促進、防災教育、医療体制の強化等による地域防災力の向上を図りつつ、事前復興の
観点を含め行政と住民等との災害リスクコミュニケーションを推進する。

次期気象衛星

準天頂衛星、衛星データ利活用

小型衛星コンステレーション、月･火星探査



政策文書における宇宙関連の記載

成長戦略実行計画（6月18日閣議決定）

第１３章重要分野における取組 ４．宇宙
宇宙は成長産業であるとともに安全保障、防災、SDGs達成等にとって不可欠であるとの観点から、宇宙

開発利用を強力に推進する。
アンカーテナンシー（国による一定の調達）推進等により、官民連携の下、小型衛星コンステレーション

を構築する。また、軌道上データ処理・光通信等の次世代技術の実証を推進する。準天頂衛星や観測衛星な
どを活用した統合型Ｇ空間防災・減災システムの構築や、温室効果ガスの観測、宇宙太陽光発電の研究開発
等により、社会課題への対応を図る。アルテミス計画や火星圏からのサンプル採取等の宇宙探査を進めると
ともに、日米宇宙産業協力等も視野に入れ、宇宙港の整備などアジアにおける宇宙ビジネスの中核拠点化を
目指す。H3ロケットの完成と将来宇宙輸送システムの研究開発に取り組む。
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第６章 経済安全保障の確保と集中投資 １．経済安全保障政策の推進 （１）経済安全保障の観点か
らの技術優越性の確保 ②技術の育成
宇宙、量子、AI、スーパーコンピューター・半導体、原子力、先端素材、バイオ、海洋等の分野におけ

る経済安全保障の強化の観点から重要な先端技術について、関係省庁等が連携し、実用化に向けた強力な
支援を行う新たなプロジェクトを創出する。

経済安全保障

宇宙パート



宇宙基本計画工程表改訂に向けた重点事項のポイント
令 和 ３ 年 ６ 月 ２ ９ 日
内 閣 府
宇宙開発戦略推進事務局

２．災害対策・国土強靭化や地球規模課題の解決への貢献

１．宇宙安全保障の確保

３．宇宙科学・探査による新たな知の創造

４．宇宙を推進力とする経済成長とイノベーションの実現

５．産業・科学技術基盤を始めとする我が国の宇宙活動を支える総合的基盤の強化

• 被災状況を大小様々な衛星により迅速かつ効果的に把握できる体制構築に向け、
官民共創で観測衛星システムの開発を推進。これにより、統合型G空間防災・減災
システムの構築にも貢献。

• 衛星等を活用した国際的な温室効果ガス観測ミッション構想の策定・推進。
宇宙太陽光発電の実用化に向けた取組の推進。

• 2029年度の人類初の火星圏からのサンプルリターン実現に向け、
2024年度に火星衛星探査計画（MMX）の探査機を確実に打ち上げ。

• アルテミス計画について、米国との合意に基づき、ゲートウェイの機器開発等の
取組を進める。また、今後の持続的な月面活動を視野に、産業界とともに、
有人与圧ローバの研究開発や、活動基盤を支える技術の開発を推進。

• 衛星データの利用拡大に向けて、自治体等とも連携し、地域の課題解決につながる
データ利用ソリューションの集中的な開発・実証を推進。

• 米国との連携なども視野に入れながら、宇宙港の整備などによるアジアにおける
宇宙ビジネスの中核拠点化を目指して、必要な制度環境を整備。
宇宙空間の資源探査・開発等について、新たな法律に基づき、必要な制度整備を推進。

• 2021年度中目途に、軌道上サービスについての我が国としてのルール整備を目指す。

• 準天頂衛星システム、情報収集衛星、通信衛星、SSA衛星等の宇宙システムを着実に整備。
• ミサイル防衛等のための衛星コンステレーションについて、米国との連携の可能性も
念頭に検討を行い、先行的な技術研究に着手。

• 机上演習の取組強化、宇宙システムのサイバーセキュリティ対策のための民間向け
ガイドラインの開発。

• 我が国独自の小型衛星コンステレーションの構築に向けて、
省庁横断でのアンカーテナンシー等により、官民連携の下、戦略的な取組を推進。

• 衛星開発・実証プラットフォームの下で、将来を見据えた基盤技術
（AI・宇宙コンピューティング、光通信、量子暗号通信、先進的なセンサ等）の開発を推進。

• 将来宇宙輸送システムについて、抜本的な低コスト化等の実現に向けて、国際的な市場動向
を踏まえつつ、官民共創で研究開発を推進。

＜重点事項のポイント＞＜最近の情勢＞

• 安全保障における宇宙の役割が拡大
• 米国では、極超音速滑空弾等への
対応策として小型衛星コンステレーション構築
の動きが加速

• 災害対策・国土強靭化が喫緊の課題となる
中、衛星による貢献の可能性

• 2050年カーボンニュートラル達成に向けた
宇宙からの貢献への期待

• 欧米や中国等の火星探査計画が活発化
• アルテミス計画について、着実に取組を進める
必要

• デジタルトランスフォーメーションを支える
インフラとしての役割が拡大

• 新たな宇宙活動のための制度環境整備の
必要性

• 海外で小型衛星コンステレーションの構築に
向けた取組が加速

• 光通信等の次世代の宇宙技術が、
民生・安保の分野を問わず、必要不可欠に

無人月面資源探査イメージ
画像：JAXA

小型衛星コンステレーションのイメージ
画像：OneWeb

MMX計画のイメージ

宇宙太陽光発電のイメージ
画像：一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構

準天頂衛星 画像：三菱電機

画像：JAXA

アルテミス計画
（ゲートウェイとHTV-X）

将来宇宙輸送
システムのイメージ

画像：JAXA
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小型衛星コンステレーション



小型衛星コンステレーションによるミサイル防衛

 高速で滑空するミサイルの迎撃には、複数の衛星が連携して追尾し、分析結果
をリアルタイムに地上と共有する小型衛星コンステレーション技術が必要。米
国のＮＤＳＡでは、小型衛星コンステレーションを活用した対応を構想。

 コンステレーション技術は、民生分野でも重要なデュアルユース技術。将来、
社会の重要インフラとなる可能性が高い。

広域監視衛星網

高精度監視衛星網

通信衛星網

６００km

１,２００km

１,０００km

衛星間光通信軌道上
データ処理

衛星地上間
光通信

US National Defense Space Architecture

地上設備 地上ユーザー
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将来の我が国の基盤を支える小型衛星コンステレーション

• 相互に連携する多数の衛星で地球全体をカバーし、一つのシステムとして機能。
• 飛行機・船舶等の移動体、極域等の通信インフラが未整備な地域を含むグローバル
な通信ネットワークの提供や必要なタイミングで世界のあらゆる地点の観測を実現。

• 今後の安全保障や経済社会の基盤となり得るゲームチェンジャー。

ミサイル防衛

米・国防総省は、高い機動性を
有する極超音速滑空弾の探知・追
尾のため、千機程度の小型監視衛
星・通信衛星を配備する計画。

世界をカバーする
ブロードバンド通信網

数百機～数万機の小型通信衛星
コンステレーションでグローバル
な通信環境を提供。

被災状況把握やインフラ管理

数十機～数百機の衛星の配備すれ
ば、ほぼ常時の観測が可能。

通信衛星コンステレーション
（OneWeb）

滑空
飛行

早期警戒衛星 小型衛星コンステレーション

極超音速滑空ミサイル

弾道
飛行

（静止軌道：36000km）

（500km～）

弾道ミサイル

低軌道から探知・追尾

（滑空軌道：30-40km） 熊本県人吉市周辺のレーダ衛星の観測
画像による浸水域推定結果（2020年7月）

（JAXA）



レーダー衛星コンステレーション計画

国 企業名 実績（計画）

米 Capella Space 4機（36機）

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ Iceye 7機（18機 ※2022年半ば）

• 先行するIceyeは、米国の国防需要等を背景に、
年産１０機体制を構築。

• 日系２社の打上計画は年間数機に止まり、引き
離されるかどうかの瀬戸際。

通信衛星コンステレーション計画

国 企業名 実績（計画）

米 Space X 1,664機（ 12,000機）

米 Amazon 0機（ 3,236機）

英 OneWeb 218機（ 648機）

加 Telesat 0機（ 298機）

中 銀河航天科技 1機（ 650機）

• 米巨大資本が先行。加・韓企業も計画。

• ＥＵは事業可能性調査を開始。年内に結論。

日 QPS研究所 1機（36機 ※2025年）

日 Synspective 1機（30機 ※2020年代後半）

中 SPACETY 1機（56機）
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急がれる日本の取組み

• 日本の計画は観測衛星のみ。それも海外に引き離されつつある。
• このままでは、日本は他国のシステムに依存せざるを得なくなり、技術面でも世
界に遅れを取ることは必至。

• 衛星コンステレーションが宇宙利用のゲームチェンジャーとして注目される中、
我が国の対応は急務。



対応の方向性

①２０機以上からなる日本独自のコンステレーションを早急に構築

• 国のアンカーテナンシーにより、民間のコンステレーション構築を加速

②今後のコンステレーションに不可欠な次世代基盤技術開発の推進

• 高度な軌道上データ処理技術や衛星間光通信等について開発・実証。

② 次世代宇宙基盤技術の開発

• 将来の安全保障にも貢献し得るレベルの軌道上デー
タ処理技術や衛星間光通信技術、小型衛星バス等を
開発。

• 開発した技術は、災害時に被災状況の広域・迅速な把
握に貢献する衛星に搭載して実証。

① レーダー衛星コンステレーションの構築

• 足下でも、防災に加え、インフラの監視やスマート農業
等で、衛星データの利活用が進みつつある。

• 国・自治体等での衛星データの利用拡大に向けた実
証や実利用のために衛星データを購入。

• 複数年にわたる衛星データ購入の予見性を持たせる
ことで、民間のコンステレーション構築を加速。

レーダー衛星データによる空港の沈
下（赤）隆起（青）の分析例 10

船舶のレーダー衛星画像。
航跡が確認できる。
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日米協力



① 火星探査も視野に月面の持続的探査を行うアル
テミス計画を着実に推進する。

② 火星圏からの人類初のサンプルリターンを目指
し、日本が主導するMMX（火星衛星探査計画）を
２０２４年度に確実に打ち上げる。

米国宇宙産業は、航空機からの衛星打上げや有人
宇宙飛行等で世界最先端の技術を有し、アジアに
も拠点を構築する動きを見せている。（例：バー
ジン・オービット社は大分空港を衛星空中発射事
業の母港とする方針。）

米国との産業協力も視野に入れ、宇宙港の整備な
ど日本のアジアにおける宇宙ビジネスの中核拠点
化を目指す。

① 月・火星探査

② アジアにおける宇宙ビジネスの中核拠点化

12



アルテミス合意

○ 原署名国は、日、米、加、英、伊、豪、ルクセンブルグ、ＵＡＥの８か国

○ その後、ウクライナ、ＮＺ、韓国、ブラジルが参加（現在12か国）

概要・経緯

参加国

概要

○ 目的・適用範囲： 各署名国の宇宙機関により実施される民生宇宙活動に適用。

○ 国際的な諸原則の確認： 平和目的、透明性、相互運用性、科学的データの公開等を確認。

○ 宇宙空間の遺産の保全： 歴史的に重要な人類・ロボットの着陸地点等、天体上の活動の証拠を保全。

○ 宇宙資源： 宇宙資源の採取及び利用が、宇宙条約に沿った形で行われるべきこと、また宇宙資源の採取が宇宙
条約が禁止している国家による天体等に関する主権の主張等にはあたらないことを確認。

○ 宇宙活動における衝突回避： 他国への有害な干渉を避けるため、自国の活動に関する情報を他国に提供すると
共に、「安全区域」を設定。

○ 軌道上デブリ： ミッション終了時の宇宙機の廃棄等、軌道上デブリ低減のための責任を明記。

○ アルテミス計画を含む広範な宇宙空間の各国宇宙機関による民生探査・利用の諸原則
について、関係各国の共通認識を示すことを目的とした政治的宣言。

○ 2020年10月13日（米国時間、日本時間では10月14日）、内閣府特命担当大臣及び文部
科学大臣が署名
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（参考）宇宙資源法について
 6月15日に「宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律」が成立。
 本法律は、アルテミス計画の本格化など、宇宙資源の探査・開発という新しい宇宙活動が活
発化すると予想される中、宇宙諸条約の的確かつ円滑な実施と、民間事業者の活動を促進す
ることを目的に、超党派による議員立法として検討されてきたもの。

 宇宙活動法の申請の際、宇宙資源の探査・開発の計画を提出し、内閣総理大臣の許可を必要
とするとともに、許可計画に従って取得した宇宙資源の所有権を認めることとしている。

 本年12月に施行される予定であり、今後、関係府令の整備等を進めていく。

法律のポイント
○用語の定義

 宇宙資源 … 月その他の天体を含む宇宙空間に存在する水、鉱物その他の天然資源
 宇宙資源の探査及び開発 … 宇宙資源の採掘・採取、存在状況の調査 等（科学的調査を除く）

○宇宙活動法の特例
 宇宙資源の探査及び開発を目的とする場合、宇宙活動法20条の許可申請（人工衛星の管理）に併せて、
期間、場所、方法等を記載した事業活動計画を提出。

 内閣総理大臣は、宇宙基本法の基本理念や宇宙諸条約への適合性等を審査（事前に経産大臣に協議）
 許可後、インターネット等を通じて速やかに公表

○宇宙資源の所有権
 許可を得た事業活動計画に従って採掘等を行い、所有の意思をもって占有した場合、所有権を取得。

○留意事項等
 国際約束の誠実な履行、国際的な制度構築及び連携確保、産業競争力の強化への配慮 等

○その他
 公布の6ヶ月後に施行（本年12月下旬となる見込み）
 国際的な制度構築に向けた取り組み状況等を踏まえた見直し。
 宇宙活動法の一部改正（日本管理の人工衛星上から他の人工衛星を管理する場合を許可対象に追加）
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地球温暖化対策



世界の排出量の６割を占める国がカー
ボンニュートラルにコミット。

国際協力の下、衛星、航空機等の組合
せにより、排出状況を観測するシステ
ムを整備するべき。

稼働率が９割超の安定的な再エネ。近
年は米欧に加え、中国も取組を加速。

米軍はドローンへの給電も視野に、百
億円を投資し、プロジェクトを開始。

 (a)発送電効率の向上に加え、(b)軌道
上での大規模工作物の建設技術の確立、
(c)衛星打上コストの抜本的削減に向
けた研究開発を統合的に推進するべき。

温室効果ガス観測技術衛星（GOSAT）による全球
の温室効果ガス濃度の測定により、地球温暖化対策
の推進に貢献

GOSAT

① 温室効果ガス排出状況の観測 ② 宇宙太陽光発電

宇宙空間において太
陽エネルギーで発電
した電力をマイクロ
波などに変換の上、
地上へ伝送し、地上
で電力に変換して利
用する新エネルギー
システム
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 宇宙太陽光発電は、１００万ｋＷ級の発電能力を確保するには数ｋｍ四方の
巨大工作物（太陽光パネル）の構築を必要とする。

 その実現には、①発送電効率の向上とともに、②宇宙での巨大工作物の組立
技術の確立、③大量の物資輸送の低コスト化の全てを実現することが不可欠。

宇宙太陽光発電に必要な技術

（宇宙太陽光に必要な主な技術）

① 発送電効率の向上

② 宇宙での巨大工作物の組立技術
の確立

③ 大量の物資輸送の低コスト化

17
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準天頂衛星システム



衛星測位に関する取組方針

１．将来のシステム構成

海外の動向も念頭に、機数拡張、低・中軌道コンステレーションの活用等を含むシステム構成の検討を令和3年度に実施する。

２．将来のシステムの性能・技術

システム性能（精度、安定性等）の検討、妨害電波やサイバーセキュリティの対策等を検討する。

準天頂衛星2-4号機の後継機以降の衛星開発に必要な要素技術（時計技術等）に関し、府省間での研究開発協力体制を構築。

３．利活用の推進

実証事業をより社会実装につなげるため、実用化に近い実証に加え、革新的なアイデアによる実証事業も実施する。

受信機・アンテナの小型化・低価格化に向けた施策や、静止軌道や月近傍における宇宙機での利用等について検討する。

国際展開の促進に向け、海外向けの高精度測位サービス及び災害危機管理通報サービスのシステム整備を進める。

将来の我が国の衛星測位システムの在り方について検討を行い、「衛星測位に関する取組方針」をとりまとめ
※全文は内閣府HPに掲載 https://www8.cao.go.jp/space/qzs/houshin/houshin.html

衛星測位に関する研究開発計画（案）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

※R3年度システム検討により#2機数は変動

5,6,7号機打上げ

Q2-4後継機打上げ#1

初号機後継機打上げ

Q2-4後継機打上げ#2

Q2-4後継機開発＃１ [内閣府]

Q2-4後継機開発＃2 [内閣府]

中長期的研究開発 [文科省、総務省等]

次期測位衛星開発

短期的研究開発 [内閣府]

ｼｽﾃﾑ検討

ｼｽﾃﾑ検討 Orbit-

Raising

Orbit-

Raising

※
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■自動車分野

■ドローン分野
・イームズロボティクス株式会社
は、みちびきのセンチメータ級測
位補強サービス（CLAS）に対応

した農薬散布用ドローンを開発
中。

■船舶分野
・ニュージャパンマリン九州株式
会社は、みちびきのセンチメータ
級測位補強サービス（CLAS）を活

用して、プレジャーボートの自動
離着岸の制御装置を開発。

■海洋分野

・株式会社ブルーオーシャン研
究所は、サブメータ級測位補強
サービス（SLAS）を利用した波高

推定システム（海象ブイ）を開発。
受注生産中。

■物流分野
・株式会社エクスプローラはみち
びきのサブメータ級測位補強
（SLAS)を付加した「無線ICタグモ

ジュール」と管理者向けのアプリ
開発を行い、コンテナやシャー
シの駐車位置情報の管理をス
マホアプリで実現。2021年10月
量産受注開始。

アンテナは上部に設置

※設置イメージ

タグは運転席近くに設置

○ 令和3年6月時点で、みちびきに対応している製品数は約250。

○ 製品カテゴリーは、受信機、スマートフォン、カーナビ、スマートウォッチなど約40種類。

・日産自動車株式会社から発
売予定のアリアにおいて、当
該車両の運転支援技術（プロ
パイロット2.0）の位置情報取

得にみちびきのセンチメータ
級測位補強サービス（CLAS）
を活用。日本特別限定車の

予約受付を開始。

・本田技研工業株式会社は、令
和3年3月、世界で初めてレベル3
の自動運転技術を搭載した新型
「LEGEND」を発売。位置情報把握

の一要素として、みちびきのサブ
メータ級測位補強サービス
（SLAS）を活用。

みちびき対応製品

（©本田技研工業株式会社）
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第四期地理空間情報活用推進基本計画の骨子（概要）

【政策】
○準天頂衛星７機体制確立に向けた取組（令和５年度）
○デジタル庁設置、データ戦略、ベース・レジストリ整備、データプラットフォーム連携
【経済】
○メガプラットフォーマーによる位置情報ビッグデータ、パーソナルデータ活用拡大、新た
なビジネス展開
○第一次産業（農業・林業）、第二次産業（建設業・インフラ）におけるスマート化
進行、技術実証は完了し普及フェーズへ

【社会】
○激甚化・頻発化する災害、新型コロナウイルス感染症拡大による生活様式の激変
○自動運転実用化の進行、デジタルツインを活用したスマートシティの萌芽
【技術】
○機械学習・深層学習等アルゴリズムの革新、CPU向上などによる3D・4Dデジタル基
盤上でダイナミックなデータを活用したシミュレーションの実現
○小型衛星コンステレーション、先進光学衛星等による高頻度・広域の観測・測量の
実現

現状認識

全体指針
地理空間情報のリ・ブランディング 地理空間情報のエコシステム構築

■過去をStatic（静的）なデータで分析する伝
統的な地理空間情報のブランドイメージを、
Dynamic（動的） ・Realtime・Open・
Connectedなデータを未来志向でシミュレー
ションし、社会課題を解決していく次世代の社会
インフラとして再定義する

■地理空間情報の活用が政府の適切な支援と
リードによって、民間を中心に自走できるユース
ケースを描き、エコシステムの構築をめざす

取り組むべき課題
（１）自然災害・環境問題への対応

－統合型Ｇ空間防災減災システムを中心とした災害に強い社会づくりへの貢献、地球温暖化や生物多様性の保全への対応 等
（２）産業・経済の活性化

－国内産業のデジタルトランスフォーメーションによる効率化・生産性向上、地理空間情報ビッグデータを活用した新ビジネス創出 等
（３）豊かな暮らしの実現

ー高度な測位や動的情報を含む３次元地図等を活用したまちづくりや次世代の交通・物流システムの構築 等
（４）地理空間情報基盤の継続的な整備・充実

－社会状況やニーズに合わせた地理空間情報基盤の継続的な整備・高度化 等

地理空間情報技術の深化、社会的な活用ニーズの変化・高まり

全体指針に基づく各分野の施策連携、社会課題の解決

地理空間情報活用人材の育成、交流支援

■分野の垣根を越えて取組を実現していく人材の
育成・巻き込みを目指し、地理空間情報分野の
人材を他分野・他業種に飛び込ませる交流機
会の創出や他分野の人材を地理空間情報分野
に引き込むためのコミュニティ形成を促していく
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