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地理空間情報活用推進基本計画について
地理空間情報活用推進基本法 （平成１９年法律第６３号）

第九条 （地理空間情報活用推進基本計画の策定等）
政府は、地理空間情報の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、地理空間情報の活用に関する基本的な計画（地理空間情報活用推進
基本計画）を策定しなければならない

２ 基本計画は、以下の事項について定める
一 地理空間情報の活用の推進に関する施策についての基本的な方針
二 地理情報システムに係る施策に関する事項
三 衛星測位に係る施策に関する事項
四 その他、施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

平成20年：第1期基本計画（計画期間：平成20年度～23年度）
平成24年：第2期基本計画（計画期間：平成24年度～28年度）
平成29年：第3期基本計画（計画期間：平成29年度～令和3年度）
令和４年： 第4期基本計画（計画期間：令和４年度～令和８年度）

（令和４年３月１８日閣議決定） 2



地理空間情報活用に関する政府の体制

連携 産業界 学界

地理空間情報産学官連携協議会
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○地理空間情報活用推進会議幹事会

（議長）内閣官房副長官（政務及び事務）

（議長） 内閣総理大臣補佐官
（構成員）シンボルプロジェクト担当部局の局長級（国土地理院長）

（副議長）内閣官房地理空間情報活用推進室、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局
総務省、文部科学省、経済産業省、国土交通省の各担当局長級（国土地理院長）

○地理空間情報活用推進局長会議

（議長） 内閣官房地理空間情報活用推進室長
（副議長）内閣官房、内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省、国土交通省の各担当課長級（国土地理院企画部長）

○個人情報保護・
知的財産に関する検討WG

○人材育成・普及啓発
WG

○国の安全に関する
検討WG

○基盤的な地理空間情報の
整備・更新に関する検討WG

○地理空間情報活用推進会議

（構成員）地理空間情報活用推進会議の構成員の各担当課長級

（議長代理）内閣総理大臣補佐官、内閣官房副長官補（内政担当）

（構成員）内閣官房国家安全保障局、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局、内閣府政策統括官（防災担当）
デジタル庁、警察庁、法務省、外務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、環境省、防衛省の各局長級

（議長代理）内閣官房地理空間情報活用推進室長

（議長代理）内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付）、
内閣府宇宙開発戦略推進事務局審議官、国土交通省不動産・建設経済局次長

議長：国土地理院企画部長



基本計画のあゆみ
第1期基本計画（H20.4-H24.3) 基盤整備

・基盤地図情報の整備
・準天頂衛星初号機「みちびき」の開発、打上げ
・関係主体の推進体制の整備と連携の強化

第2期基本計画（H24.4-H29.3) 利活用促進
・東日本大震災（H23）を教訓に、防災・減災の取組みを強化
・地理空間情報のハブとなる「G空間情報センター」の構築
・「みちびき」による位置情報の測位に関する実証実験が進捗
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第3期基本計画（H29.4-R3.3) 社会実装
・準天頂衛星システム「みちびき」４機体制確立、電子基準点データを基にした補正情報を配信する
センチメータ級測位サービス「CLAS」の運用開始
・G空間情報センター本格稼働
・地理空間情報を高度に活用した防災・減災に資する技術の社会実装
（準天頂衛星システムを活用した防災機能、Ｌアラート、津波浸水 被害推計システム 等）
・自動運転車(レベル3)、農機の自動走行システムの市販開始



基盤地図情報
• デジタル地図上における位置を定めるための基準
• 無償でダウンロードして誰でも利用可能
• 都市計画区域は縮尺1/2,500相当、都市計画区域外は縮尺1/25,000相当の精度で提供
• 平成23年度に概成し、電子国土基本図と一体で継続的に更新

基盤地図情報（基本項目）

基盤地図情報
デジタル地図上における地理空間情報の位置を定めるための情報で、測量の基準点、海岸線、行政
区画の境界線及び代表点、道路縁、軌道の中心線、標高点、水涯線、建築物の外周線、市町村
の町若しくは字の境界線及び代表点などを整備したデータ 5



準天頂衛星システム
○ 準天頂衛星システムの３つの機能

• GPSの補完（衛星数増加による測位機会の拡大）
• GPSの補強（電子基準点を活用してcm級精度を実現）
• メッセージ機能（安否確認、災害・危機管理通報（災危通報））

○ 平成30年度に4機体制の運用開始
○ 令和5年度をめどに持続測位が可能となる7機体制確立予定

②GPSの補強①GPSの補完

③メッセージ機能

安否確認サービス 災害・危機管理通報サービス
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準天頂軌道衛星の直下軌跡(7機体制)

初号機後継機

２号機

４号機

５号機

７号機
(東経190)

６号機
(東経90.5)

３号機
(東経127)

【準天頂軌道】
初号機後継機、
２、４、５号機

【静止軌道】
３、６号機

【準静止軌道】
７号機

内閣府提供資料をもとに作成



Ｇ空間情報センター
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G空間情報センター 検索

活用事例・実証の積上げによる
G空間情報の円滑な流通支援

地域課題の分析・解決方策の提示
地方産業の効率化・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出支援

産学官民
連携

防災

宇宙・衛星

インフラ

電子地図

航空写真

農林水産

交通
Ｇ空間情報保有者

民間企業等 ･･･
地方自治体
研究機関
各省庁等
オープンデータ

Ｇ空間情報利用者

公益企業・研究機関

その他民間企業等

国・地方公共団体

情報サービス業

防災関係者

データ活用支援

利用

• 特性・分野別に集約された地理空間情報を容易に検索、入手、利用できる仕組みとして平成28年サービス開始

分野別データプラットフォーム

掲載
付加価値のある
データへの加工

MD communet
防災科研SIP4D
国土交通DPF

登録

連携

等

統計情報

携帯
位置情報 カープローブ

不動産・
まちづくり

データ登録支援

国土交通省提供資料をもとに作成



地理空間情報の活用が創造する新しい時代

準天頂衛星システム「みちびき」

双方向通信の活用

GIS（地理情報システム）

避難施設情報
災害時の自動車通行実績情報

基盤的地図情報
重ね合わせる

災害時の安全な避難ルート

（例）
GIS：Geographic 
Information System
・・・位置に関するデータを
電子地図上に視覚的
に表示し、分析する
システム

Ｇ空間情報センター

ビッグデータ
リアルタイムデータ

自動運転防災システム ドローン物流 スマート農業 i-Construction

Ｇ空間情報高度活用社会の実現
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• Ｇ空間情報は、衛星測位と電子地図により、「いつ、どこで、何が起きているか」を正確に把握できる情報
• 新しい時代の日本社会の創造の基盤になる重要な情報インフラ

パブリックデータ
(オープンデータ)



全体指針 等

・地球温暖化による気
候変動の進行に伴う、
水災害・土砂災害の
激甚化・頻発化

・人々の生活様式の変容、
位置情報ビッグデータの活
用、自動化・無人化への
ニーズの高まり

・機械学習・深層学習アルゴ
リズムの革新などによる３D・
４Dデジタル基盤上での未
来予測の実現

社会情勢等の変化

新型
コロナ

技術の
飛躍的
進化

誰もがいつでもどこでも自分らしい生き方を享受できる社会の実現に向けて、
地理空間情報のポテンシャルを最大限に活用した多様なサービスの創出・提供の実現を目指す

目指すべき姿

進化したデータを未来志向で活用
Dynamic(動的) / Realtime
Open / Connected

エコシステムを構築
■新産業・新サービスの創出
■実証段階から継続性を有するビジネスへ

他計画との連携
計画のフォローアップ

AI

自然災害
環境問題

第４期地理空間情報活用推進基本計画の概要

9

異分野を巻き込んだ多様な人材の交流
事業化コミュニティの形成を促進
地理空間情報を活用する人材を育成

地理空間情報活用の
新たな展開

地理空間情報活用ビジネスの
持続的発展スパイラル構築

地理空間情報活用人材の
育成、交流支援

計画の
効果的な推進

• 世界最高水準の「Ｇ空間社会」の実現に向け、5つの分野ごとに整理した約130の取組を推進
• 特に重点的に取り組むべき施策「シンボルプロジェクト」に10施策を位置付け、強力に推進



第４期地理空間情報活用推進基本計画「シンボルプロジェクト」

AI

（１）自然災害・環境問題への対応 （２）産業・経済の活性化

（３）豊かな暮らしの実現 （４）地理空間情報基盤の継続的な整備・
充実

統合型Ｇ空間
防災・減災システムの

構築の推進

自動運転システムの
開発・普及の促進

地球観測衛星による
気候変動等の

地球規模課題解決への貢献

「空間ＩＤ」を含む
３次元空間情報基盤の整備

スマート農業の加速化など
デジタル技術の
利活用の推進

３Ｄ都市モデルの整備・
活用・オープンデータ化
プロジェクト「PLATEAU」

i-Constructionの推進
による３次元データの
利活用の促進

高精度測位時代に不可欠な
位置情報の共通基盤
「国家座標」の推進

衛星データ
利活用促進事業

準天頂衛星システムの
開発・整備及び

測位能力向上の推進
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国土地理院の主な施策（シンボルプロジェクト）

11新たなビジネスやサービスの創出、デジタル化・リモート化社会の推進に寄与

地殻変動によるズレを補正

地図上の位置
（変わらない）

現在の位置
（地殻変動で変わる）

高精度標高データの整備国家座標に基づく地理空間
情報の高度活用基盤の整備

民間等電子基準点の活用推進

国家座標に準拠した位置情報を
どこでも容易に利用できる環境を整備

民間等電子基準点の登録制度により、
信頼性の高い位置情報の流通

３次元地図の整備に活用可能な
３次元点群データを整備

ICT施工 自動運転 スマート農業 ３次元モデル

高精度測位時代に不可欠な位置情報の共通基盤「国家座標」の推進



国土地理院の主な施策（1/3）
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事前防災

全国活断層帯情報や地形分類データ等の整備

発災時の取組

国土の変動を継続的・網羅的に監視 被害規模・地殻変動等を把握し、HPや地理院地図から発信

「SGDAS」「REGARD」の
精度向上

浸水状況が一目でわかる
浸水推定図の提供

全国活断層帯情報

自然災害・環境問題への対応

自然災害基礎情報（地形分類データ）



国土地理院の主な施策（2/3）
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基盤となる地理空間情報の整備・高度化及びGISの整備推進

地理空間情報基盤の整備・更新・維持管理・高度化

航空重力測量を用いた
新たな標高基準の整備

地形を表す
３次元点群データの整備

民間等電子基準点の
評価・登録

測地測量基盤の継続的な
整備・維持管理

基盤的な地図情報の
整備・更新

基盤的な地理空間情報の
配信・提供

離島基準点・地図による
我が国の領土の明示等

地表変動の時空間分布を
詳細に計測するための研究

VLBI

三角点

各種測量

電子基準点
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地理空間情報の流通及び利活用の推進

国家座標に基づく地理空間情報の
高度活用基盤の整備

公共測量への技術支援

基盤となる地理空間情報の整備・高度化及びGISの整備推進

地理空間情報基盤の海外展開・国際貢献

地理情報標準の整備

GPS衛星（米） 準天頂衛星（日）

他国におけるＧ空間情報の
高度な利活用の実現に貢献

技術貢献

セミナー・会議等の
開催

地理空間情報基盤の技術

VLBI 

地理空間情報の
生産・配信 等

電子基準点網 能力構築

国土地理院の主な施策（3/3）



おわりに

• Ｇ空間社会の実現には、地理空間情報基盤が必要不可欠
• 国土地理院では、基本計画を着実に推進するためにも、測量行政に一層励んでいきます。
• ひきつづき、みなさまのご協力をよろしくお願いします。

（ご参考）
○ 地理空間情報活用推進会議

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/
○ 地理空間情報活用推進基本計画（第4期）本文

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/r040318/220318_masterplan.pdf
○ 基盤地図情報ダウンロードページ

https://www.gsi.go.jp/kiban/
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