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宇宙産業の成長産業化に向けた支援の充実・強化

（内閣府、文部科学省、経済産業省）

道内では、令和元年に民間事業者単独開発では国内初となる宇宙空間へのロ

ケット打上げが成功する中、大樹町等の関係者が、我が国で唯一、多様な主体

が利用可能な民間ロケット射場の実現に向けた検討を行うなど、宇宙産業への

機運が高まっている。道では、産学官で構成する「北海道宇宙関連ビジネス創

出連携会議」を設置し、宇宙機器産業と宇宙利用産業を両輪で推進して宇宙産

業の成長産業化に取り組んでおり、国が目指す宇宙産業の市場規模倍増のため

には、こうした地域の取組に対する支援の充実・強化が必要である。

＜北海道の主な取組＞

・ ロケットの打上げを行う民間事業者や大樹町の射場整備に向けた取組に対する支援

・「北海道宇宙関連ビジネス創出連携会議」による道内企業の取組促進

・ 宇宙関連の研究開発・実験等の誘致

【提案・要望事項】

○ 射場の整備・安定的な運営に対する支援制度の創設

（内閣府、文部科学省、経済産業省）

○ ロケットや人工衛星等の開発及び事業化に対する支援の充実

（内閣府、文部科学省、経済産業省）

○ 衛星データの利用に係る技術実証に対する支援の充実

（内閣府、文部科学省、経済産業省）

【提案・要望の内容】

◆ 宇宙産業の成長産業化に大きく貢献する大樹町の射場の整備・安定的な運

営に対する支援制度を創設すること。

◆ 道内の産学官が連携して推進している宇宙機器産業について、ロケットや

人工衛星等の開発に対する支援の充実を図るとともに、宇宙ベンチャーに対

する出資など政府による十分なリスクマネーを供給し事業化を支援するこ

と。

◆ 本道における宇宙利用産業の推進に向けて、衛星データを利用した新たな

ビジネスの創出を加速するため、事業化に必要な技術実証に対する支援の充

実を図ること。
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宇宙産業の成長産業化に向けた支援の充実・強化

１．大樹町の射場整備に向けた取組

多様な宇宙分野の実験が行われ、施設整備が
今後進められる北海道スペースポート（大樹町）

大樹町で開発されている
軌道投入用ロケット「ZERO」

（インターステラテクノロジズ(株)）

２．本道のロケット開発等の取組

３．本道の衛星データを活用した取組

漁場予測マップ
（北海道大学）

大樹町で令和元年5月に打上げが成功した
観測ロケット「MOMO」3号機

（インターステラテクノロジズ(株)）

測位システムを活用した無人トラクター
（北海道大学）

～ SPACE COTAN株式会社 ～（射場管理・運営会社）

〔設立年月日〕
令和３年(2021年)４月20日

〔代表者〕
代表取締役 小田切 義憲（元エアアジア・ジャパンCEO）

〔主な業務内容〕
・射場・実験場等スペースポートの設計、管理運営
・ロケット、人工衛星等の打上げ支援（燃料供給、気象情報の提供等）

・ロケット打上げに関する各種コンサルティング（法令への対応支援等）

・スペースポートを活用した観光振興やイベントの企画・運営

ハイパースペクトルカメラを
搭載した超小型衛星「雷神2」

（北海道大学）

肥料調節を行うための農作物の成育マップ
（スペースアグリ(株)）

北海道宇宙関連ビジネス創出
連携会議
（運営：北海道）

・宇宙機器関連産業に関する情報提供
・道内企業のマッチング機会の提供等

・会員への情報提供、相談対応等

宇宙機器
（ロケットや人工衛星などの開発製造等）

宇宙利用
（衛星データを利用したサービス等）

・宇宙利用産業に関する情報提供
・具体的な事業化に向けた専門的助言等

北海道宇宙関連ビジネス創出連携会議

大学研究者 研究機関

業界団体 経済団体

金融機関 行政機関

道内
企業

道内
企業

道内
企業

登録 登録

構成メンバー

民間企業

「宇宙機器」と「宇宙利用」の
２分野の取組を展開
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自動運転の通年実用化に向けた取組の推進

（内閣府、経済産業省、国土交通省）

自動運転への期待が高まる中、その社会実装に向けては、国内の6割を占め

る積雪寒冷地への対応が必須であり、2030年冬季オリンピックの札幌開催の可

能性も視野に、本道をショーケースとして、日本の積雪寒冷地対応技術を世界

に発信するため、自動運転の研究開発や社会実証試験の促進に向けた取組を本

道で進めていくことが重要である。

＜北海道の主な取組＞

・ ワンストップ相談窓口の設置や、公道及び公道外における自動運転実証試験の適地情報

データベースの提供など、企業等の自動運転技術の研究開発やマッチングの支援

【提案・要望事項】

○ 自動運転の通年実用化に向けた取組工程の明確化
（内閣府、経済産業省、国土交通省）

○ 予防安全性能評価への積雪寒冷地対応に関する評価項目追加
（内閣府、経済産業省、国土交通省）

○ インフラ協調等も含めた積雪寒冷地対応に必要な研究開発や性能評
価の拠点となる実証試験施設の整備（内閣府、経済産業省、国土交通省）

○ 本道が先導モデルとなりうる実証試験の実施及び社会実装(事業化)
に向けた初期投資等に対する補助制度の創設（内閣府、経済産業省、国土交通省）

【提案・要望の内容】

◆ 自動運転の通年実用化に向け、積雪寒冷地対応技術の研究開発の必要性を

官民で共有し、その取組を加速するため、2030年冬季オリンピックの開催地

動向も踏まえつつ、「官民ＩＴＳ構想・ロードマップ」に必要な取組工程を

明記すること。

◆ 積雪寒冷地におけるユーザーの運転負担軽減のため、衝突被害軽減ブレー

キなど先進予防安全技術の雪道や凍結路面への対応を強化するとともに、予

防安全性能評価(自動車アセスメント)に評価項目を追加し、その有効性をユ

ーザーに広く周知すること。

◆ 積雪寒冷地における自動運転に必要である、道路インフラ等の路車間協調

を含む研究開発や予防安全性能評価の拠点となる実証試験施設を、交通アク

セスなどの諸条件で優位性のある苫小牧東部地域に整備すること。

◆ 冬季の中大型バスの無人走行や高速道路における対面交通区間でのトラッ

ク隊列走行などの実証試験について、本道を先導モデルとして実施するとと

もに、社会実装段階にあるものについては、その実現に向け、車両購入費や

試験運行経費など初期投資に対する補助制度を創設すること。
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自動運転の通年実用化に向けた取組の推進

本道の現状 現状認識

全国最多の２８の自動車関連テストコースが立地

これらの社会課題解決に自動運転技術の
活用は極めて有効かつ重要

①自動運転技術の研究開発拠点化促進 ②自動運転を活かした新たな移動サービス創出

■北海道自動車安全技術検討会議の設置・運用
○自動運転の研究開発促進に向けた環境を整備するため、
産学官の連携の下、H28/6に設置。
～道警察、道路管理者（国・道）、道運輸局、大学、
市町村等が参画。

■全国初となるワンストップ相談窓口の開設(H28/6)
◯相談件数：273件（R3年1月末時点）
◯道内での実証試験適地の紹介や公道実証の際の関係機
関との調整支援など

■公道及び非公道における実証適地データベースの提供
○企業等の道内での実証試験適地の検索を支援

■地域課題の解決に向けた事業化の促進
○自動運転の利便性の見える化・モデル化に向け、国や企業、
大学等の社会実装試験を誘致

◯新たな移動サービスモデル創出に関心のある自治体データ
ベースの作成など、自治体と企業とのマッチング促進

◯積雪寒冷化での実用化に向けた課題や求められるシステム
の検討

○自動運転の通年実用化（積雪
寒冷地対応）に向けた取組の推
進が必要

○社会実装に向けた課題解決へ
の取組が必要

「本道の特性を活かし、自動運転の実証フィールドとして活用を！」

○「官民ITS構想・ロードマップ」に沿って、
自動運転の取組が加速

○高速道路での実証実験が主で、一般路や
市街地での社会実装はこれからの課題

→とりわけ、冬道での実用化に必要な取組
工程はロードマップに明記されていない

○一方で社会実装の取組についても検討
を本格化

北海道をフィールドとした積雪寒冷地対応を含む利便性
の高い研究開発や性能評価環境の整備により、企業の研
究開発の加速化などに貢献するとともに、開発ノウハウ
の海外流出の抑止にも貢献。

三位一体の
取組イメージ

苫小牧東部地域における
積雪寒冷地対応の実証試験施設のイメージ

【テストコース】

・積雪寒冷地対応

・市街地

・広大なコース面積

【研究・開発】

・産学連携

・研究機関、立地企業

・冬季・次世代対応

【公道・非公道実験】

・高速道路

・一般道・市街地

・ダート

○高齢化の進展→交通事故がこれまで以上に多発
するおそれ

○免許返納などで自家用車移動に制限→買い物、通勤
通学、病院などに支障→地域での生活が困難に

○外国人観光客のレンタカー使用が急増→外国人観光
客の交通事故が増えるおそれ

○運転手不足による物流・人流への影響→食料供給地
域・観光立国としての機能低下のおそれ

○コロナ禍における人との接触の減少が必要

国内の6割は積雪寒冷地

日本全体での実用化の
ロードマップに基づき、
積雪寒冷地における課題の
明確化や、それを踏まえた
実証実験の推進が必要

国の動向

道の取組



- 26 -

道内石炭資源の有効活用に向けた取組等の推進

（経済産業省）

国内唯一の坑内掘炭鉱を活用した「産炭国に対する石炭採掘・保安等に関す

る技術移転等事業」は、我が国への海外炭の安定供給の確保に貢献しており、

今後も充実・継続が必要である。

また、道内石炭資源の有効活用を視野に入れたクリーンコール技術開発の推

進、石炭地下ガス化や炭層メタンガスの活用に向けた取組への支援が必要であ

る。

＜北海道の主な取組＞

・ 保安専用機器等の購入・設置に要する経費補助の実施

【提案・要望事項】

○ 炭鉱保安技術等の海外移転に向けた取組の充実と継続（経済産業省）

○ 道内石炭資源の有効活用を視野に入れたクリーンコール技術開発の推

進等（経済産業省）

【提案・要望の内容】

◆ 中国、ベトナム等を対象に、炭鉱技術者の受入、派遣研修等を行う「産炭

国に対する石炭採掘・保安等に関する技術移転等事業」について、対象国の

ニーズ等を踏まえ、新たな研修メニューを加えて充実を図り、継続すること。

◆ 道内石炭資源の活用を視野に入れた石炭ガス化燃料電池複合発電技術や、

その過程から生成される二酸化炭素の分離回収技術など、クリーンコール技

術開発を推進すること。

また、石炭地下ガス化や炭層メタンガスの産業分野や公共施設での電力、

燃料としての活用に向けた、エネルギーの地産地消につながる取組への支援

を行うこと。
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釧路コールマインにおける「産炭国に対する石炭採掘・保安等に関する技術移転事業」について

■釧路コールマイン㈱の概要 ■事業イメージ

設 立：平成13年12月27日 ＫＣＭ
資 本 金：9,960万円

●
代 表 者：代表取締役 菊地靖則 派遣
従業員数：158名（R2.3.31現在） 受入
所 在 地：釧路市興津5丁目2番23号 ★
主な事業：①石炭採掘及び販売 中国

②石炭採掘技術の研修及び 受入
石炭採掘技術の海外移転

③新規事業の企画・運営
設立経過： 派遣
釧路市の発展とともに歩んできた太平洋炭 受入

礦㈱の閉山に直面し、「ヤマの灯を消すな！」
という釧路市民の熱い思いと地域経済への影 ★
響を憂慮した地元経済界はじめ地域全体の支 ベトナム
援により設立され、太平洋炭礦閉山翌日の平
成14年1月31日から509人の社員により操業を
開始した。
現在まで、石炭採掘事業と国の研修事業を

車の両輪として事業を行ってきている。

受入研修の様子（ボーリング技術指導）

■国事業の変遷・実績

Ｈ１４～Ｈ１８ Ｈ１９～Ｈ２３ Ｈ２４～Ｈ２８ Ｈ２９～Ｒ２ Ｒ３～

炭鉱技術海外移 産炭国石炭産 産炭国石炭採掘・保 産炭国に対する石炭採掘・保 産炭国に対する石炭採掘・保
転事業 業高度化 安技術高度化事業 安に関する技術移転等事業 安等に関する技術移転等事業

［釧路コールマインにおける研修事業実績］ （単位：人）

年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 合計

受 中 国 69 95 105 103 109 93 90 83 79 69 0 58 63 56 54 52 56 55 1,289

入 ベトナム 77 88 103 103 111 91 116 108 102 92 143 83 82 84 84 74 70 70 1,681

研 インドネシア - - - - - - - - - - - - - 10 12 20 19 13 74

修 コロンビア - - - - - - - - - - - - - - - - 4 5 9

（実人数） 146 183 208 206 220 184 206 191 181 161 143 141 145 150 150 146 149 143 3,053

派 中 国 10 17 24 19 19 8 29 32 33 25 0 15 12 4 3 4 4 4 262

遣 ベトナム 35 40 50 85 115 165 202 244 183 374 429 492 457 230 169 185 151 165 3,771

研 インドネシア 0 8 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44

修 （延人数） 45 65 86 116 146 173 231 276 216 399 429 507 469 234 172 189 155 169 4,077

■参 考

※釧路火力発電所計画の概要

・事業所所在地……釧路市興津1丁目14番 ・発電容量……11万２千ｋＷ
・発電燃料……石炭（約20～25万トン／年）＋木質バイオマス混焼 ・運転開始……2020年12月

※道内の石炭資源の活用に向けた取組
＜石炭地下ガス化＞ ＜炭層メタンガス＞

・地下にある石炭層を燃やして熱を発生させ、その熱で ・石炭層に含まれる炭層メタンガスを取り出しエネル
石炭をガス化してエネルギーとして利用する取組。 ギーとして利用する取組。

インドネシア


