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課題解決のための利用推進
（安全保障・民生用途）

衛星・ロケットの開発が中心

• 宇宙基本法が、３党（自由民主党、公明党、民主党）の超党派による
議員立法により、平成20年(2008年)5月成立。

「宇宙の平和利用に関する国会決議」（昭和44年 佐藤内閣）

・・・宇宙・・・の開発及び利用は、平和の目的に限り、学術の
進歩、国民生活の向上及び人類社会の福祉を図り、あわせ
て産業技術の発展に寄与すると共に歩んで国際協力に資
するためにこれを行うものとする。

第61回国会 衆議院科学技術振興対策特別委員会
（昭和44年5月8日）

○石川次夫委員（社会） それから平和利用―平和という文

字は、世界的には「非侵略」という使い方が一つある。それ
から「非軍事」という考え方もあるわけです。 ・・・非軍事であ

るというようなことが前提として確認をされなければならぬ、
こう思っておるわけでございます。その点について、どうお
考えになっておりますか。

○木内四郎科学技術庁長官 いまの非軍事という御解釈、
大体私はそのとおりだと思っております。

１．「平和利用原則」から
「日本国憲法の平和主義の理念」へ

２．宇宙開発戦略本部の設置
・「宇宙基本計画」を策定
・総理が宇宙政策を決める体制へ

３．宇宙開発戦略本部の事務を内閣府に整備

方向性従来

宇宙基本法（平成20年5月28日法律第43号）（抜粋）
（国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障）
第14条 国は、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に
資する宇宙開発利用を推進するため、必要な施策を講ずるものとする。

１．日本の宇宙政策 ①新たな宇宙政策の方向性
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１．日本の宇宙政策 ②宇宙政策の３つの目標

①宇宙安全保障の
確保

②民生分野
における
宇宙利用推進

③産業・科学技術
基盤の維持・強化

基本計画に掲げる３つの目標

①宇宙空間の安定的利用の確保
②宇宙を活用した我が国の安全保障能力の強化
③宇宙協力を通じた日米同盟等の強化

①宇宙を活用した地球規模課題解決と
安全・安心で豊かな社会の実現

②関連する新産業の創出（データ利用）

①宇宙産業関連基盤の維持・強化
②価値を実現する科学技術基盤の維持・強化
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 我が国では国内政府需要が大半で、民需や海外市場の取り込みは限定的。

 欧米ではロケット打ち上げ事業への民間企業の参入による大幅なコスト削減や、小型・超
小型衛星の製造革新が進むなど、競争力強化に向けた動きが活発化。

（出展）平成27年度「宇宙産業データブック」日本航空宇宙工業会
（宇宙関連企業の約８０社の資料提供等による）

宇宙機器産業の売上
（内需と輸出の内訳）

我が国の宇宙関連産業の規模

93%

7%

内需 輸出

１．日本の宇宙政策 ③宇宙産業政策の強化の必要性

産業規模を
2030年代早期
に倍増する！

宇宙産業ビジョン２０３０
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○コストや製造期間の短縮を目指した新型機関ロケット（Ｈ３）の開発・推進

○パッケージ展開の推進、国際連携の推進、継続的な支援コーディネート機
能の充実（略）

（２）宇宙機器産業の市場拡大に向けた競争力の強化、新規参入者支援、
海外展開の推進

（１）宇宙利用産業のすそ野拡大に向けたデータアクセスの改善、利活用促進

○リモセン衛星や準天頂衛星データ等を活用したモデル事業の推進
○政府衛星データのオープン＆フリーの推進（略）

（３）新たな宇宙ビジネスを見据えた環境整備

○新たなアイディアや事業の奨励・振興（S-Booster）
○リスクマネー供給の強化

２．宇宙産業ビジョン2030を踏まえた主な取組みの方向性と具体的対応
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２号機の状況
 6月1日に種子島から打上げ
 9月15日～ 「試験サービス」として測位サービスの配信開始

３号機の状況
 8月19日に種子島から打ち上げ
 現在、各種試験・チューニング中
 12月～ 「試験サービス」開始予定

４号機の状況
 10月10日に種子島から打ち上げ
 現在、各種試験・チューニング中
 来年1月～ 「試験サービス」開始予定

来年１月以降に総合システム検証試験を開始し、来年度のサービス開始を予定。

3号機

2号機

4号機

©三菱重工/JAXA

©三菱重工/JAXA

©三菱重工/JAXA

建設分野
○民間企業によるブルドーザ及びバックホウの
実証実験。

○改訂技術基準の導入により、衛星測位技
術利用に対応。

○「みちびき」対応のショベルカーの発売開始。

農業分野
○上富良野において、農機メーカー各社の
トラクターを用いたCLAS信号、北海道
大学所有のトラクターを用いた
MADOCA信号の自動運転実証を実施。

○京都大学所有のコンバインを用いた
CLAS信号の自動運転実証を実施。

○内閣府・SIPでは、沖縄においてバス自動
運転実証実験を実施。（10月末～12月
上旬）
○自動走行・ITSについては、既に各社の競
争領域になっているため、個別に実証開
始。
○災害・危機管理通報サービスをカーナビ等
で活用する検討を継続。

自動車分野

２．(1)①準天頂衛星システムの整備と利用拡大
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沖縄におけるバス自動運転実証実験

沖縄本島都市部の比較的交通量が多い実交通環境におけるバス自動運転の可能性と技
術的課題についての検証（現在、結果取りまとめ中）

準天頂衛星「みちびき」のセンチメートル級測位補強信号を利用した実験を新たに実施する
等、これまでの実証実験を踏まえ、高度な制御技術を検証予定

沖縄次世代都市交通システム（Okinawa-ART）の検討に際し、本実験の成果を活用予定

実施時期：平成29年11月1日～12月13日（結果取りまとめ中）

実施ルート：沖縄県宜野湾市及び北中城村付近の国道５８号、同宜野湾バイパス、国道３３０
号等、那覇市と沖縄市間の幹線道路を中心としたルート

主な実施内容

準天頂衛星や高精度３次元地図等の活用によ
る自動運転制御の安定性・信頼性向上の確認

磁気マーカによる正着制御の実証
（宜野湾マリーナにおいて実施）
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衛星データ 地上データ

✓気象情報

✓河川情報

✓交通情報

✓土地利用

✓海洋資源 等

ユーザニーズ

✓気候／気象

✓災害対応

✓交通・物流

✓農林業

✓海洋管理 等

様々なプレイヤー

✓地方公共団体

✓ＩＴ事業者

✓大学

✓金融 等

実
証

ユ
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ー
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向
の
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モ
デ
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採択事業:
「衛星データを利用したドローン自律航法管制プラットフォーム」
「GNSSと地上データの融合による新たなスポーツ市場の開拓」
「途上国農家ビッグデータとリモセンによる農業金融サービスの実証 など

２．（１）②宇宙データ利用モデル事業による利用拡大

 約１ヶ月間の公募の結果、25件の応募あり。
 有識者による検討会での議論を踏まえ、7件のプロジェクトを採択。今年度末まで実証を行い、

結果を公表予定。

· 衛星データから利用を検討するのではなく、ニーズ側から様々なデータ（Ｇ空間情報）の一つとして
衛星データの活用を検討。

· 現場ニーズを有する者、地方公共団体・ＩＴ事業者などを巻き込み、新たなソリューションを実証。
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途上国において農家向けの投資が必要であるにも関わらず、農地の資産評価（収益性）が
正しく把握できないという問題がある。

 カンボジアを対象に、現場収集データ（農家の収入・収量、スマホを用いた農地状況の報
告）とリモセンデータによる農地の地理的状況を把握し、農家の信用力を評価。これにより
ファイナンスが可能となる。

オープンデータから収集した水路状況では最新状況が不明

スマホアプリで収集した農地状況では網羅的把握が困難
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マルチGNSS

ラグビー、サッカー、陸上、トライアスロン等

映像データ＋位置データ
（地上データ）
※時刻同期

【低価格なデバイス】

高精度測位データ
（GNSSデータ）
※時刻同期

バイタルデータ
（地上データ）

マルチGNSS受信機 ウェアラブル端末 ビデオカメラ
＋GPSレシーバー

②データ分析

（データ蓄積）

①データ収集

宇宙空間

地上空間
DB

【GNSSデータと地上データの融合】※時刻同期で分析効率化
実証チーム
＋スポーツ現場関係者 等

③データ利用の検討
【利用ニーズ・要求仕様検討、

課題抽出】

⑤普及展開活動(※事業後)

【国内各地、海外への展開】

【主な利用目的】
■パフォーマンス向上のための負荷状況把握
■ケガ防止のためのコンディショニング分析
■チーム戦略・ペース配分等の戦術立案 etc.

【データ統合・分析例】
・総移動距離＋バイタルの分析
・高精度測位＋映像の分析
・移動軌跡＋映像(時刻同期)分析 etc.

【共通プラットフォーム】

実証チーム
＋スポーツ団体・企業＋自治体
＋海外関連組織 等

④ビジネスモデル策定

 低価格マルチGNSSデバイスをスポーツ用に改良するとともに、画像やヘルスケア、行動ログ等のデータ
を測位衛星から得られる精密時刻で記録する。

 これにより、データを蓄積し分析することで、トレーニングや怪我予防、試合分析を簡便に行うことが可能。
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２．(2) Ｈ３ロケットの開発

 H-IIA/Bロケットの後継として開発中。2020年度に試験機１号機を打上げ予定。
 本年度中に詳細設計完了予定。来年度より試験機１号機の実機製作に着手。
 現在、種子島宇宙センターにて、新型１段エンジン（LE-9）の燃焼試験を実施中。
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○開催日時: 平成29年10月30日（月）14:00～18:00

○開催会場: 六本木ニコファーレ

○参加者: 宇宙関連企業、ベンチャー企業、VC等の投資家、メディア関係者など100名以上

※ニコニコ動画で１万3,000名以上が視聴し、1,000件以上のコメント。

最終選考会 フォトセッション

大賞:
「超低高度衛星からの３次元風速データを基にした飛行
経路・高度最適化システムの構築」

スポンサー賞:
「嗅ぎ注射器 宇宙へ」
「測位衛星×セキュリティ」
「宇宙テザー技術をつかった宇宙環境計測技術の開発」
など

提案募集 メンタリング 最終選考会

１か月程度で
300件を超える応募

メンター（事業化の専門
家）が事業化に向けた数か
月間のブラシュアップを実施

エンジェル投資家やＶＣなど
の機関投資家に向けた

プレゼン

２．(3)①宇宙ビジネスアイデアコンテスト「S-Booster」の実施
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S-Booster 最終選抜会の概要

○開催日時: 平成29年10月30日（月）14:00～18:00

○開催会場: 六本木ニコファーレ

○参加者: 宇宙関連企業、ベンチャー企業、VC等の投資家、メディア関係者など100名以上

※ニコニコ動画で１万3,000名以上が視聴し、1,000件以上のコメント。

最終選抜会の様子 フォトセッション

（出典：livedoor NEWS掲載記事）
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大 賞
「超低高度衛星搭載ドップラーライダーによる飛行経路・高度最適化システムの構築」

提案者: 松本 紋子 （ANAで運行管理者資格を有する社員）

 超低高度衛星に搭載したドップラーライダーから得られる３次元の風速データを基に、飛行機の最適

な飛行経路・高度を算出。飛行中の飛行機に都度その情報を伝達することで、燃費を大幅に向上。

 これにより、年間364万トンの燃料削減効果、3,200億円の経済効果が期待（※提案者試算）。

超低高度衛星搭載ドップラーライダー

３次元の風速データを随時収集

最適な経路を選択することで
大幅な燃料削減が可能となる
最適な経路を選択することで
大幅な燃料削減が可能となる
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投資時期 投資先 投資元 投資額（上限） 概要

2017年12月 ispace

産業革新機構
（INCJ）

日本政策投資銀行
（DBJ）

INCJ:35億円
（総額101.5億円） 宇宙資源開発

2017年11月 QPS研究所 産業革新機構
（INCJ） 8.5億円

世界最軽量の地球観測
用小型レーダー（SAR）

衛星の開発

2017年８月 新世代小型ロケット
開発企画（株）

日本政策投資銀行
（DBJ） 1,000万円

小型衛星打ち上げサービ
ス会社立ち上げに向けた

検討

2017年６月 グローバル測位サービス
（株）

日本政策投資銀行
（DBJ）

センチメートル級のグローバ
ル精密衛星測位サービス

2016年３月 アストロスケール 産業革新機構
（INCJ） 30百万米ドル

新たなデブリ除去技術の
開発、実証及びビジネスモ

デルの構築

2015年９月
アクセルスペース

（グローバルブレイン５
号投資組合経由）

産業革新機構
（INCJ） 超小型衛星ビジネス

2.(3)②リスクマネー供給強化（宇宙分野におけるDBJ、INCJの主な投資実績）
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宇宙産業ビジョン２０３０のポイント
2 0 1 7 年 5 月 2 9 日
宇 宙 政 策 委 員 会

 宇宙産業は第4次産業革命を進展させる駆動力。他産業の生産性向上に加えて、成長産業を創出するフロンティア。安全保障上も基盤。

 宇宙技術の革新とビッグデータ・AI・IoTによるイノベーションの結合。小型化等を通じたコスト低下による宇宙利用の裾野拡大。

 民間の役割拡大を通じ、宇宙利用産業も含めた宇宙産業全体の市場規模（現在1.2兆円）の2030年代早期倍増を目指す。

宇宙利用産業 宇宙機器産業 海外展開

新たな宇宙ビジネスを見据えた環境整備

①衛星データへのアクセス改善

②衛星データの利活用促進

• 衛星データの種類、保存場所等を一覧化。今後、
データの利用方法等も付加。データの継続性強化。

• データ利用拠点（データセンター）の整備

• ベンチャー企業等による衛星データの活用を容易に
し、事業の創出を促進

• AI・ビッグデータ解析とその人材の活用

• リモセン衛星や準天頂衛星等の衛星データと地上
データを統合した新たな活用事例を創出

• 潜在ユーザーとしての省庁・自治体等と連携して、
利用拡大と産業化を図る

 衛星データの継続性が不足、入手経路が分かりにくい
 衛星データソリューションビジネスが立ち上がっていない
 事業が立ち上がるまでの安定需要が不足

対応策

 国際競争力の強化（技術開発、実績、コスト等）が必要
 新規参入に向けた技術面でのハードルが高い

①国際競争力の確保

• 市場ニーズに応じた継続的な開発

• コスト半減や製造期間の短縮

• キーとなる部品・コンポを選定・開発

②新規参入者への支援

• 実証機会の充実及び関連支援策のワンストップ
サービス化

• 指針等の整備及び小型ロケットベンチャーの動向等、
市場動向を調査

 相手国の発展段階を意識した戦略的取組、国際連携強化
 長期的・持続的な戦略の検討・推進

• 経協インフラ戦略会議とも緊密に連携し、機器や
サービス、人材育成等パッケージを組成・強化

• 準天頂衛星によるアジアやオセアニア向け高精度
測位サービスの展開、Galileoとの日欧協力

• APRSAF※1やERIA※2、NASAやDLR等との連携強化

• プロジェクトマネージャーを新設し、継続的・積極的
にプロジェクトを推進

 リスクマネーが不足し、新規参入者の層が薄い
 海外では新たなビジネスを見据えた法整備へ

• リスクマネー供給の強化
• アイデアコンテストの実施及び事業化支援（S-NET等）

• 軌道上補償や宇宙資源探査への対応措置を検討

事業
アイデア

事業化

総理大臣賞 ＋ 大臣賞（８府省）

宇宙開発利用大賞（ビジネス
アイデアコンテスト）

（事業化支援）

対応策

対応策

対応策

※1, Asia-Pacific Regional Space Agency Forum ： アジア・太平洋地域宇宙機関会議
※2, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia ： 東アジア・アセアン経済研究センター

2015年の宇宙基本計画では、『我が国の宇宙機器産業の
事業規模として10年間で官民合わせて累計5兆円を目指
す』旨記載
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