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宇宙開発戦略本部
（本部長：内閣総理大臣、副本部長：内閣官房長官、宇宙政策担当大臣、全閣僚で構成）

宇宙基本計画を策定、工程表を毎年改定

宇宙政策委員会

（委員長： 葛西敬之 ＪＲ東海名誉会長）

国立研究開発法人
宇宙航空研究開発機構

宇宙開発戦略推進事務局
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情報調査室
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警察庁
外務省

農林水産省
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開発・運用

気象衛星
運用等
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利用等

安全保障

諮問

通信・放送
関連研究開発等

事務局

産業基盤強化等

・ 宇宙政策の総合的かつ計画的な推進・調整

・ 宇宙ゴミ対策、海外展開等の横断的問題への対応

・人工衛星打上げ等の安全確保（宇宙活動法） 等

省庁間の横断的な連携

ロケット・衛星
研究開発

科学技術探査等

宇宙政策担当大臣

開発
運用事務局

宇宙開発利用に関する政府の体制
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世界の宇宙産業市場の動向
 世界の宇宙産業の規模は毎年拡大、新規参入等の活発な動き。
 今後、特に衛星サービス（通信・放送、測位、地球観測等）の分野が大きく進展。

2019年の世界の宇宙産業市場はおよそ3660億ドル（40.3兆円）
➢2040年の市場規模が1兆ドル（110兆円）に成長するとの予測*

*Morgan Stanley「A New Space Economy on the Edge of Liftoff」（2019.7）

（1ドル110円換算）

技術革新で、衛星やロケットの小型化・低コ
スト化
➡ 高品質のデータや通信が安価に。

2710［億ドル］

2019
Global Revenues

1230

世界の衛星産業分野別の売上額の内訳

衛星サービス 地上設備 衛星製造 打上げ
出典︓State of the Satellite Industry Report 2020
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■打上げ産業 ■衛星製造産業
■地上設備︓衛星放送・衛星通信製品、測位情報受信設備（カーナビ等）
■衛星サービス︓放送・通信、測位、地球観測、科学等

世界の衛星産業市場規模の推移（分野別）

打上げサービス

衛星製造

地上設備

衛星サービス
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民間ビジネスの参入・拡大
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⽇本の宇宙産業市場の動向
 日本では宇宙宙利用産業も含めた宇宙産業全体の市場規模は、約1.2兆円。
 宇宙産業ビジョン2030では、2030年代早期に倍増の実現に向けた取組を進める。
 宇宙利用産業は、市場拡大ポテンシャルが大きい。

➡ 宇宙機器産業の拡大（①）により、宇宙機器産業の新たな需要を創出（②）。

民間ビジネスの
参入による拡大へ！

宇宙機器産業

宇宙利⽤産業

①ユースケースを拡⼤

②新たな需要を創出

⼩型地球観測衛星
｢ASNARO-1｣

約8000億円

ポテンシャルは⾼いが限定的

約3500億円

観測ロケット
｢SS-520｣

主に
・通信/放送
・リモートセンシング
(地球観測データ）
・測位
（みちびき、GPSなど）

・既存市場の拡⼤
・国内⺠需
・外需

・第4次産業⾰命による新たな付加価値創出
・M&Aなどによる事業規模の拡⼤
・⾃動⾛⾏など新技術の確⽴ 他
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新しい宇宙基本計画

① 宇宙安全保障の確保

 宇宙空間の持続的かつ安定的利用の確保
 宇宙利用の優位を確保するための能力の強化
 安全保障面における米国等との宇宙協力の強化

② 災害対策・国土強靭化や地球規模課題の解決への貢献

 大規模災害への対応やインフラの維持管理等に貢献
 地球規模課題の解決に貢献し、SDGsの達成につなげる

③ 宇宙科学・探査による新たな知の創造

 我が国のプレゼンス確保に貢献している宇宙科学・探
査を強化し、世界的な成果を創出

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

 重要インフラである宇宙システムの一層の強化と利用
の拡大、これを推進力とした経済成長・イノベーショ
ンの実現

 国際的に協力すべきところは積極的に連携を進め、自立化が必要なところは徹底的に自立化を目指し、新規参入も取り込み
ながら、我が国の宇宙産業エコシステム（生態系）を再構築。

 徹底した調査分析に基づく戦略の下、① 宇宙輸送システムの高度化、② 先端技術を取り入れた衛星の開発・実証、③ 地
理空間情報の利用環境整備、④ 人材育成・人材流動化、⑤ 国際的なルール作りや国際宇宙協力 等を推進。

（1）多様な国益への貢献

（2）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

多様な国益に貢献するため、戦略的に同盟国等とも連携しつつ、宇宙活動の自立性を支える
産業・科学技術基盤を強化し、宇宙利用を拡大することで、基盤強化と利用拡大の好循環を実
現する、自立した宇宙利用大国となることを目指す。

国と⾃治体との連携を明記
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＜基本的考え方＞

 Society5.0等を背景に宇宙システムを強化し、利用を拡大していくことに加え、
更にこれを推進力として我が国の経済成長とイノベーションを実現。

 地方創生等との連携等を通じ、我が国の宇宙活動を支える基盤作りと宇宙利
用の拡大を進めるとともに、地域経済の活性化にも貢献。

 宇宙産業の規模（約1.2兆円）を2030年代早期に倍増することを目指す。さら
に、宇宙利用の拡大により、自動運転やスマート農業等の普及を加速し、広範
な経済効果の実現に貢献。

（参考）宇宙基本計画（抜粋）

①基本的考え方

Society5.0の到来や宇宙新興国の増加、宇宙活動の広がり等を背景として、宇宙システムを強化し、
利用を拡大していくことに加え、さらにこれを推進力として 我が国の経済成長とイノベーションを
実現できるよう、必要な施策を推進する。具体的には、国の安全等が害されないよう配意しつつ、農
業、防災、交通・物流等様々な分野における衛星データ利用の促進、地理空間情報データの高度利用、
これらに資するデータベース間の連携の強化、研究機関による出資や調達の積極的な活用、異業種等
の宇宙分野への取り込み、地上技術と月面など宇宙開発技術の相互利用、必要な制度環境の整備、海
外市場の開拓に向けた体制の強化等に取り組む。その際、地方創生等地域活性化策との連携等を通じ、
我が国の宇宙活動を支える基盤作りと宇宙利用の拡大を進めるとともに、地域経済の活性化にも貢
献することを目指す。

宇宙を推進力とする経済成長とイノベーションの実現

6



 衛星データの利用促進、ベンチャービジネスの拡大等を総合的に推進。

 2030年代前半までに、宇宙産業の規模の倍増（2.4兆円）を目指す。

◎ 衛星データの利⽤促進
• 各省庁の業務において、合理的な場合は衛星
データを利⽤することを原則化。また、閣僚
級の会議を創設し、⾏政による衛星データ利
⽤の課題や推進⽅策を共有。

• 政府衛星データを提供するプラットフォーム
を強化し、衛星データ利⽤の裾野を拡⼤。

◎ ベンチャー企業等の事業環境の整備
• 国のプロジェクト等において、⺠間でできるものは⺠間から調達。
• サブオービタル⾶⾏や宇宙資源開発、軌道上サービスに関する制度整備を検討・推進。

⼩型ロケット
（スペースワン）

宇宙デブリ除去
（アストロスケール）

⼩型衛星コンステレーション
（アクセルスペース）

宇宙資源探査
（ispace）

サブオービタル⾶⾏
（ＰＤエアロスペース）

収穫適期　(月日)

9/13以前  14  15   16   17   18   19   20   21以降

←早い 遅い→

ブランド⽶の⽣産⽀援（⻘森県）
衛星画像から収穫の最適⽇を予想し、⾊分け表⽰

経済成長の実現（宇宙の利用拡大等）①
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みちびき

受信機
（アンテナ）

⽔⽥の後⽅散乱を解析し、⽔
⽥の湛⽔の有無を抽出

⾷味（⽞⽶蛋⽩質含有率）
マップの提供（タンパク質が多い
コメは堅く、⾷⽤に適さない）

農林⽔産 建設・インフラ

河川堤防の解析例

空港の解析例

■衛星によるインフラモニタリング

• インフラが沈下⼜は隆起した箇所を容易に特定可能。
• 暖⾊が沈下、寒⾊が隆起を表す。

■準天頂衛星「みちびき」による建機
の⾃動⾛⾏

■準天頂衛星「みちびき」による農機
の⾃動⾛⾏

■衛星データの分析による⽣産性向上

経済成長の実現（宇宙の利用拡大等）②
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交通・物流 産業活動分析

• 観測衛星の⾚外線センサー（熱源感知）等により、
迅速・正確な⼯場稼働状況の判別が可能。

• 我が国の産業のサプライチェーンに影響が⼤きい
海外⼯場の稼働状況をリモートで把握し、異常時
の適切な対応策の⽴案に貢献。

■衛星を活⽤した⼯場等の稼働状況把握
（出典︓Orbital Insight社ホームページより引⽤）

⽶国Planet社が運⽤する⼩型
衛星Doveを⽤いて、世界中の
⽯油タンクを撮像。

独⾃のノウハウで⽯油タンクの蓋に
映し出された影を分析し、世界中
の⽯油備蓄量を推計。

幅数cmの白線上にピンポイントで着陸可能

■準天頂衛星システム「みちびき」による
⾃動⾛⾏

■衛星画像による⽯油備蓄量の分析

■ドローンによる無⼈配送

経済成長の実現（宇宙の利用拡大等）③
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当初予算 補正予算 概算要求

令和３年度予算概算要求における宇宙関係予算

［宇宙関係予算の推移］

［内訳］

（単位：億円）

［省庁別内訳］

（単位：億円）

文部科学省 2,809

内閣官房 886

防衛省 567

内閣府 512

経済産業省
国土交通省

環境省
総務省

農林水産省
警察庁
外務省

236
148
120
105
44
10
3

内 閣 府
宇 宙 開 発 戦 略
推 進 事 務 局

3,084 3,110 3,195 3,316 3,240 3,329 3,245 3,322 3,423 3,423
3,600 3,652

四捨五入の関係で合計額は必ずしも一致しない。

令和３年度予算概算要求 ５，４４０億円 （前年度比 １，７８８億円増（49％増））

（令和２年度当初予算＋令和元年度補正予算 ３，６５２億円）

府省名
令和2年度
当初予算

令和元年度
補正予算

計
（令2＋元補）

令和3年度予算
概算要求

内閣官房 625 160 785 886
内閣府 277 111 388 512
警察庁 10 10 10
総務省 72 72 105
外務省 3 3 3

文部科学省 1,544 321 1,865 2,809
農林水産省 3 3 44
経済産業省 28 28 236
国土交通省 96 96 148
環境省 36 53 89 120
防衛省 311 1 312 567

合計 3,005 646 3,652 5,440

（単位：億円）

5,440

10



宇宙開発戦略推進事務局の令和3年度概算要求

1. 実用準天頂衛星ｼｽﾃﾑの開発・整備・運用
R3年度概算要求額 304.8億円（R2年度予算267億円※）

（※R1補正予算111億円との合計379億円）

3. その他（宇宙利用拡大のための調査研究等）
R3年度概算要求額 12.2億円（R2年度予算8.8億円）

合計 R3概算要求 510億円（R2予算276.2億円）

（※R1補正予算111.3億円との合計 387.4億円）

2. 宇宙開発利用促進調整費（仮称）
R3年度概算要求額 192.9億円（新規）

準天頂衛星「みちびき」

衛星開発・実証プラットフォームにおける戦略検討に必要な調査分析を含め、宇宙利用拡大のための調査研究を実施。

準天頂衛星の４機体制の運用と７機体制の確立に向けた開発・整備の着実な推進、機能・性能の向上等に取り組む。

①将来の月面開発に必要となる技術や、②衛星の開発利用に係る共通基盤となる技術について
各省連携により効率的・効果的に研究開発・実証を行う。

衛星フルデジタル化

月面の遠隔建設
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○例えば、月面での将来の活動を見据えて必須となる技
術など、宇宙活動・利用が拡大、高度化する中で、我
が国が強みを持つべき技術分野を特定。必要な要素技
術を持つ関係府省所管の研究開発法人や民間、大学等
が連携し、研究開発・実証、システム化を進める。

（例）月面での遠隔建設
月面での食料生産 など

○対象技術分野は、内閣府・宇宙政策委員会が中心とな
り、関係府省やＪＡＸＡ、専門家と連携しつつ特定。
効率的な事業実施に向け、先端地上技術を 大限活用
し、低・無重力、宇宙線、熱真空、重量・電力制約な
どの宇宙課題を克服し、宇宙での実利用につなげる。

内
閣
府

委託
実施主体

※民間事業者等、
大学、研開法人等
のコンソーシアム

○近年、安全保障における宇宙空間の重要性や経済社会
の宇宙システムへの依存度が高まっており、諸外国や
民間の宇宙活動も活発化。その中で、宇宙活動・利用
の規模や幅が飛躍的に広がっており、多様な分野の高
度な技術を結集することが不可欠になっている。

○例えば、我が国が参画を決定した「アルテミス計画」
では、持続的な月面探査を実現する上で、資源エネル
ギー、建設、食糧など多様な技術が求められており、
新たな「宇宙基本計画」において、「政府を挙げて、
我が国にとって意義ある取組を戦略的・効果的に進め
ていく。」としている。

○また、衛星開発についても、多様化する安全保障や民
生利用のニーズを総合的に捉え、製造から運用までも
視野に民生向けの衛星の開発戦略を、一体的に立案、
推進していくことが必要。新たな「宇宙基本計画」に
おいても、「衛星開発・実証プラットフォーム」によ
り衛星開発・実証を戦略的に推進していくこととして
いる。

○このような我が国を取り巻く国際的な宇宙開発の情勢
を踏まえ、これらの状況に遅滞なく対応していくため、
省庁横断により、産学の多様な分野の高度な技術を結
集するための研究開発・実証を強力に推進していく。

宇宙開発利用促進調整費（「アルテミス計画」等の研究開発・実証）
（内閣府宇宙開発戦略推進事務局）

３年度概算要求額 １９２.９ 億円【要望額】

（新規）

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

○人類や国際社会への貢献に留まらない我が国プレゼン
スの向上

○多様な事業者の参入、国際競争力の強化
○革新的、先端的な技術の獲得

期待される効果

主担当
省庁

※関係省庁が極めて多岐に渡る場合など、
必要な場合は内閣府が直執行

移し替え



参考資料



現在の宇宙ベンチャーの政府支援策の全体像

14

企業価値（時価） 事業化
（上場、M&A）

スタートアップ段階 成⻑段階 事業化
ｽﾍﾟｰｽ･ﾆｭｰｴｺﾉﾐｰ創造ﾈｯﾄﾜｰｸ
（S-NET）［内閣府］

異業種交流の場やセミナー等を通じた
ネットワーキング活動

宇宙開発利⽤⼤賞
［内閣府・関係省庁］

グッドプラクティスを表彰

宇宙関連２法
円滑な事業活動のた

めの環境整備

成⻑段階

政府系機関による
リスクマネー供給

産業⾰新機構、
⽇本政策投資銀⾏等による
リスクマネー供給（出資）

投資マッチング・プラットフォーム
（S-Matching）［内閣府・経産省］

ビジネス・アイデアを有する
個⼈・ベンチャーと投資家等とのマッチング

実証事業・技術⽀援等
宇宙データ利⽤モデル実証・みちびき実証［内閣府］

Tellus利⽤促進実証［経産省］
JAXAによるベンチャー向け技術⽀援 等

衛星データのオープン＆フリー（Tellus）環境整備［経産省］
専⾨⼈材プラットフォーム（S-Expert）［内閣府・経産省］

宇宙ビジネス事業化⽀援
（S-Booster）［内閣府］

案件発掘と専⾨家によるメンタリング
（アクセラレーター機能）を組み合わせた

ビジネスアイデアコンテスト



新規「宇宙ビジネス創出推進自治体」の選定について

※地域における自律的な宇宙ビジネス創出を加速させるため、衛星データ等を
活用した宇宙ビジネス創出を主体的・積極的に推進する自治体

●平成28年3月、「宇宙」をキーワードに新産業・サービス創出に関心を持つ企業・個人・団体等の
連携を促進するため、「宇宙ビジネス創出推進自治体」※との連携強化、主要都市での宇宙関
連イベントの実施等の取組を開始。

S‐NET事業とは

S‐NETセミナーの様子
●平成30年8月に、北海道、茨城県、福井県、山口県を「宇宙ビジネス創出推

進自治体」に選定。

自治体 提案概要

1 福岡県

○県内企業の宇宙関連産業への参入促進のため、プレイヤーの参入促進から
ビジネス・サービスインまでの一貫したサポート体制を構築。衛星データ利活用
による新ビジネス創出、未来型液体水素ロケット関連技術の開発等、新分野へ
の挑戦を促進。

2 大分県

○スペースポートを核としたエコシステム創出のため、ワークショップ等の開催に
よるプレイヤーの掘り起こし、宇宙産業関係者のコミュニティ化、県内企業による
新ビジネス創出を目指す。

スペース・ニューエコノミー創造ネットワーク 「S-NET」
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茨城県

福井県

北海道

山口県

 茨城宇宙ビジネス創造拠点プロジェクトを推進。
 茨城宇宙ビジネスサミットとして、宇宙ビジネス先進事例の紹介を行う

セミナー等を開催。
 宇宙ビジネスの展開を後押しする補助金事業を実施。

 県民衛星プロジェクトを推進。令和２年度上期に打ち上げ予定。
 県民衛星の画像利用システムを開発。防災や森林管理等の分野について

行政利用を検討。
 また、衛星画像を活用した民間のビジネスについても検討。

 北海道衛星データ利用ビジネス創出協議会を開催し、衛星データを利用
したビジネスに関する情報提供や相談・助言等を行い、道内企業を支援。

 プロジェクトチームを設置し、衛星画像を活用した作物の作付面積の把
握、生育診断等について、それぞれ内閣府、文科省公募事業に採択。

 衛星データ解析技術研究会を年間を通じて開催。宇宙に関する選考事例の
紹介等を実施。

 宇宙データ利用推進センターを設置。衛星データ活用の相談対応等を実施。
 衛星画像を活用した作物の生育、施肥量診断モデル構築のプロジェクト等

が内閣府公募事業等に採択。

宇宙ビジネス創出推進⾃治体の昨年度活動概要
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内閣府主催の宇宙を活用した新たなビジネスアイデアコンテスト。

ビジネスアイデアを国内外のベンチャー企業、学生や個人、異業種から幅広く募集し、
専門家によるブラシュアップを通じた事業化支援を行う。

選抜会では、国内外の投資家や企業等の前でプレゼン実施。優勝者に宇宙政策担当大臣
による表彰と初期活動資金として賞金を授与するなど、事業化を支援。

今年は多様なビジネスアイデア創出の機会としてセミナーやワークショップ等を開催。
【直近開催時期； アイデアソン12月19日（土）（詳細はWebサイト参照）】

宇宙ビジネスアイデアコンテスト 「S-Booster」
エス・ブースター

ワークショップ
メンタリング書類選考 ➡ 予選会アイデア募集 最終選抜会

2021年末頃

最終選抜会の様⼦（2019年）

専⾨家によるブラシュアップ

2021年夏〜秋頃

sbooster

https://s-booster.jp

*スケジュールやプログラム内容は変更される可能性があります。

2021年春頃

セミナー
ワークショップなど

⽇本国内 ／ アジア ⽇本選抜／アジア選抜

2020年冬頃〜

メンタリングの様⼦（2019年）アジア予選会の様⼦（2019年） 17



 衛星画像の提供ではなく、そこから得られる「情報」を提供することで「価値」が⽣まれるアイデア
（ユーザは画像ではなく、業務に使える分析結果が欲しい）

 衛星データだけでなく、様々なデータを組み合わせて補完させることで成⽴させる利⽤モデル
（地上センサ・ドローン・気象データ・オープンデータ・農業施業管理情報などで相互補完）

 「誰がお⾦を払う主体なのか」（ビジネスの持続可能性があるか）が明らかにされているモデル

良いモデルのポイント

先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証プロジェクト

衛星データ利用拡大に向け、衛星リモセンデータの利用モデルの効果を実証。
先進的な利用モデルを創出。

令和２年度から、タイプ1（従来型・上限1,000万円）とタイプ2（発展型・上
限2,000万円）の応募枠を新設。タイプ1は3件、タイプ2は3件を採択。

実
証

✓気象情報

✓河川情報

✓交通情報

✓施業記録
等

各種地上データ
✓気候／気象

✓災害対応

✓交通・物流

✓農林業

✓海洋管理 等

ユーザニーズ

✓地⽅公共団体

✓ＩＴ事業者

✓⼤学

✓⾦融 等

様々なプレーヤ衛星データ ユ

ザ

指
向
の
サ

ビ
ス

モ
デ
ル
創
出
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令和2年度 採択案件一覧

タイプ 実証プロジェクト名 実証概要
実証チーム

（下線が代表チーム）
実証分野

1

衛星持続可能なサケ資源生産支援プロジェクト

衛星で観測する海面温度や、基礎生産量情報等を用い
て、放流適期予測技術の向上を実証し、「ふやす」と
「とる」の 適化を目的とした、サケ資源の持続可能
な生産支援サービスの構築と実用化につなげる。

①NPO法人 Digital 北海道研究会
②日東製網株式会社
③株式会社ｸﾞﾘｰﾝ&ﾗｲﾌ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
④国立大学法人北海道大学

農林水産

衛星SARデータを活用した
高精度空港モニタリングシステムの実証

堤防や、空港などの広大かつ長大な施設を定期的に監
視するために、衛星を用いた「変動量解析システム」
を構築。観測手法の確立、精度向上を実証する。

①日本工営株式会社
②スカパーJSAT株式会社
③大成・鹿島・五洋・東亜・鹿島道
路・大成ロテック共同企業体

インフラ
維持管理

パーム油生産における森林減少ゼロ支援サービスの実証

パーム油生産の現場において、1)衛星画像により農園
周辺の高保護価値地域での森林減少・劣化のモニタリ
ングシステムの開発、2)衛星画像およびドローンを使

用した農園の営農支援を行うことで、新たな農地開発
を伴わない、収量増加・維持を実証する。

①国際航業株式会社 農林水産

2

施設園芸へ横展開を目的とした
天地人コンパス機能拡張と栽培実証

既存システムである栽培支援クラウドサービスへ天地
人コンパスを接続し、衛星による各種情報（日射量履
歴、降水量履歴、温度履歴等）を提供することで、農
業資材(遮光遮熱材や光合成促進剤等)の適切な時期で
の利用を提案。

①株式会社天地人
②明治大学農学部 農林水産

漁業法の改正に基づく行政管理システムの実証

地上データと衛星データを活用して、漁業者に義務付
けられた漁獲報告を自動化・電子化し、報告業務の省
力化・効率化、および報告データの精度向上を図ると
ともに、行政による水産資源管理等持続可能な水産業
へ向けたデータの有効活用に資する。

①オーシャンソリューションテクノ
ロジー株式会社
②鹿児島大学
③株式会社ユー・エス・イー
④株式会社リリー

農林水産

地球と地上の新しい計測手法による
都市計画基本図更新手法の実証

マルチビューステレオ衛星画像データを活用した高精
度３次元地図（AW3D）と、衛星画像データを補完する
地上計測データとを組み合わせ、公共測量作業規程に
基づく新しい測量システムとして作業手順を確立し、
費用対効果の高い公共地図の更新手法としての有効性
を実証

①（一財）リモート・センシング技
術センター②（株） NTTデータ
③中日本航空（株）
④（株）ニュージャパンナレッジ
⑤（地独）山口県産業技術センター

その他
（地図更新）
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