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本日の講演内容

１ 宇宙産業の現状

２ 九州の宇宙産業

３ 九州における今後の宇宙施策の方向性

４ まとめ
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世界の宇宙産業市場規模の推移（分野別）

 世界の宇宙産業の規模は毎年拡大し、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、リモートセンシング（地球観測）等）の分野
が大きく進展。

1-1 世界の宇宙産業の現状

打上げサービス
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■打上げ産業 ■衛星製造産業
■地上設備：衛星テレビ、ラジオ、放送設備、測位情報受信設備、カーナビシステム
■衛星サービス：放送・通信、測位、地球観測、科学等



 日本においても、小型衛星・小型ロケットの低コスト化を背景に市場が拡大しており、宇宙
ビジネスは黎明期。

 政府が取りまとめた「宇宙産業ビジョン2030」では、2030年代早期に現在の市場規模
（約1.2兆円）を倍増させることが目標。
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第四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 等

1-2 日本における宇宙産業の将来目標（宇宙産業ビジョン2030）



4

 2019年度に九州にて宇宙産業に携わる企業・団体の取組を可視化。

（出典）公益財団法人大分県産業創造
機構：経済産業省「地域中核ローカルイノ
ベーション支援事業」

＜九州における宇宙産業集積状況＞

2-1 九州の宇宙産業
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2-2 九州の宇宙産業（研究開発）

研究開発 機器開発 打ち上げ データ利活用

九州工業大学では、宇宙環境技術ラボラトリー
を設立し、宇宙環境の過酷な状況下にも耐え
うる人工衛星の研究を実施。

宇宙産業への意欲が高い企業との共同衛星
開発や衛星の運用を行うソフトウェアの開発の
ほか、宇宙分野における人材育成にも取り組
む。

 九州には、宇宙産業（機器・利用分野）、研究開発拠点、ロケットの射場設備が集積。
 九州でも“九州・宇宙産業エコシステムの形成”へ向けて走り出している。

九州工業大学
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2-3 九州の宇宙産業（機器開発）

機器開発 打ち上げ データ利活用

(株)QPS研究所（福岡市）は、約10分
毎に更新される「準リアルタイムマップ」の実現
を目指し、衛星の開発を行う宇宙スタート
アップ企業。
2019年12月に1機目の小型SAR衛星「イ
ザナギ」の打ち上げに成功。2020年12月
以降に２号機の打ち上げを計画。
同社衛星部品の約8割を北部九州の中小
製造業（北部九州宇宙クラスター）と連携
し開発している。

▼イザナギの本体構造・アンテナ

研究開発

＜北部九州宇宙クラスター＞QPS研究所
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2-4 九州の宇宙産業（打ち上げ）

打ち上げ機器開発研究開発 データ利活用

▼（株）エルムの人工衛星自動追尾装置

（株)エルム（鹿児島県南さつま
市）は人工衛星自動追尾装置を
開発。
北海道大樹町を拠点に小型ロケット
を開発しているインターステラテクノロ
ジズのプロジェクト参加。

▲内之浦宇宙空間観測所（鹿児島県肝付町）

世界的に衛星データの需要が拡大し、衛星のロケット打ち
上げサービスへのニーズが高まる中、九州には、鹿児島県内
にロケット射場が立地（種子島宇宙センター、内之浦宇宙
空間観測所）。
経済界等を中心に射場を活用した宇宙開発促進の取組が
進められている。

民間企業の取り組み

射場の活用
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2-5 九州の宇宙産業（データ利活用）

データ利活用機器開発 打ち上げ研究開発

日本版GPS「準天頂衛星みちびき」 が2018
年11月から運用を開始。
内閣府「2019年度みちびきを利用した実証実
験公募」にニュージャパンマリン九州(株)（大
分県国東市）の「プレジャーボートの“ピタッと自
動着岸”“入れ食い自動操舵”」が採択。
安全な離着岸とポイントフィッシングができるプレ
ジャーボートの実現を目指している。

▼「みちびき」を使用した自動着岸実験

(出所)YouTube海事電子版

福岡県はJAXAと共催で、衛星データを地域課題
解決に利活用するためのオンラインワークショップを
開催。
九州各地域から８チームが参加し、防災、林業、
食など幅広いテーマについて意見交換。
地域課題×衛星データへの気付きが得られた。

ニュージャパンマリン九州(株) ふくおか宇宙共創ワークショップ2020

▼オンラインワークショップの様子



福岡県
 2020年度に福岡県宇宙ビジネス研究会を設置。宇宙ビジネスへ参入するポテンシャルを有する企業を掘り起こし、
参入促進に向けた産官学ネットワークの構築などを計画。

 宇宙産業に関するハード・ソフト技術両面の視点から宇宙ビジネス参入の機運を醸成。

2-６ 九州の現状①（自治体における積極的な取組み）

 九州の各自治体においても、宇宙産業振興に向けた活動が活発化。
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大分県
 大分空港を水平型宇宙港として活用するため、ハード面や法規制に関する環境整備を推進。
 遠隔操作ロボット「アバター」の宇宙利用の可能性について検討するとともに、アバター開発企業の呼び込みや県内
企業のアバター分野進出を支援。

 2021年度には国内最大級の宇宙国際会議「宇宙技術および科学の国際シンポジウム（ISTS）」が大分県にて
開催予定。2020年度はISTSのプロモーションのため、著名な方を招いたイベントなどを開催。

鹿児島県
 鹿児島県や県内関係自治体・団体・報道機関等から構成される「鹿児島県宇宙開発促進協議会」を組織。
種子島・内之浦両打上げ施設の整備促進及び打上げ等への協力、並びに航空宇宙関連産業等の立地促進
等を議論。

 宇宙を身近に感じてもらうためのセミナーやワークショップなど人材育成の取組も実施。

佐賀県
 JAXAと連携し、宇宙技術を活用した課題解決や産業振興等の可能性を検討・推進するための研究会を設置。
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2-7 九州の現状② （九州経済連合会の取組）

 航空宇宙に関しては、九州航空宇宙開発推進協議会（事務局：九州経済連合会）による具体的
活動も進展中。



▼Cosmic Girl
（ボーイング 747-400を改修した機体） ▼大分空港（大分県国東市）

アジア初の宇宙港（大分空港） 宇宙ビジネス創出推進自治体
●内閣府と経済産業省は宇宙ビジネスを積極的に推
進する自治体を「宇宙ビジネス創出推進自治体」に選
定。
●2020年9月には福岡県と大分県が選定。今後、国
としてもより連携を図りながら宇宙ビジネスの振興を支
援。
＜全国では下記6自治体が選定済＞
2018年度：北海道、茨城、福井、山口
2020年度：福岡、大分

●大分県は、Virgin Orbit（本社：アメリカ合衆国
カリフォルニア州、以下「ヴァージン・オービット」）と提携
し、航空機で人工衛星を打ち上げる「水平型宇宙港」
として大分空港を活用することを発表。

●今後、必要な準備・手続きを進め、最速で 2022 
年の人工衛星打上げを目指す。

●大分県は、同社と共同で水平型宇宙港の整備促
進に向けた技術研究を開始するとともに、同社の協力
も得て、大分県における宇宙産業の創出を目指す。

2-８ 九州の現状③（最近のトピックス）

 2020年以降、全国的にも注目される動きあり。
2020年4月：航空機からの人工衛星打ち上げを手掛けるVirgin Orbit社が、大分空港を拠点港に選定。

2020年9月：福岡県と大分県が「宇宙ビジネス創出推進自治体」に選定。

11
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3-1 九州における宇宙産業施策の今後の方向性（目標）

＜宇宙産業の拡大＞

 宇宙産業に関する、九州の集積（潜在的ポテンシャルを含む。）や最近の動きを踏まえ、
九州経済の発展に向けた取り組みを加速化するため、産学官の有識者から構成される
「九州宇宙戦略推進会議」を設置。

１．九州のポテンシャルを連携させた宇宙産業創出
九州には小型衛星の開発、衛星データ利活用ビジネス、射場、研究機関等に関するプレーヤーが存在してお
り、既に先駆的な取組を実施。
⇒各分野の取組を連携させることで、衛星開発・打ち上げ・データ利用まで九州一体となった取組に発展。

２．九州の宇宙産業の裾野拡大
九州は重厚長大産業からベンチャー産業まで幅広い産業を保有。また、観光資源や食文化も豊富。
⇒九州の産業特性と宇宙産業を掛け合わせることで、新たな産業が創出。

会議の目標
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委員長
八坂 哲雄 九州大学 名誉教授

委 員
新井 康平 佐賀大学 名誉教授
岩本 裕之 JAXA 新事業促進部長
大西 俊輔 （株）QPS研究所代表取締役社長CEO
片野田 洋 鹿児島大学 教授
神品 誠治 (株)江藤製作所 代表取締役社長
田村 忠広 九州経済連合会産業振興部長
趙 孟佑 九州工業大学 教授
當房 睦仁 NPO法人

エンジンスペースエンジニアリングチーム理事長
藤原 謙 ウミトロン(株)CEO

＊五十音順
アドバイザー

経済産業省 製造産業局宇宙産業室
オブザーバー（自治体等関係者）

福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県、肝付町、南種子町等

構成メンバー

趣旨
九州における宇宙関連産業の「現状や課題」を整理・共有し、オール九州として今後取り組むべき「方向性」を議論。
各テーマ毎に2020年度内に４回会議を開催し、報告書取りまとめ。来年度以降の施策に反映。

議論テーマ
テーマ①：ものづくり中小企業と宇宙ビジネス
①－１：宇宙ビジネスの裾野拡大と新規参入
①－２：ものづくり中小企業の新たな挑戦

テーマ②：新たなビジネス利用

＜2020年＞
9月30日：第１回（宇宙産業の全体像）

11月13日：第２回（宇宙ビジネスの裾野拡大と新規参入）
12月中下旬：第３回（ものづくり中小企業の新たな挑戦）

＜2021年＞
1～2月：第４回会議（新たなビジネス利用）

スケジュール

3-２ 九州宇宙戦略推進会議について
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①宇宙関連機器（目標例：「九州で開発する宇宙関連機器」は「九州の企業が主体となって製造」）

・小型衛星を核とする製造クラスターの強化
・（小型衛星以外の分野での）九州企業の技術の活用可能性の検討（例：宇宙ゴミ除去等）

・参入ポテンシャルを有する「九州内企業」の発掘及び「九州外企業」の誘致
・個別企業/企業連携プロジェクト組成支援
（大学と企業との連携支援、サポーティングインダストリー事業やものづくり補助金等を通じた研究開発支援、海外展開支援）

②ロケット打ち上げ（目標例：「九州で開発した小型衛星」は「九州から発射」、「関連のインフラサービス」は「九州内企業が提供」）
・内之浦宇宙空間観測所、宇宙港（大分空港）活用促進
・上記を支えるインフラ関連サービスの検討

③衛星データ利用（目標例：「衛星データを活用」した「国際的視野での新規ビジネスの九州からの発信」「九州の課題解決への貢献」）

・オープンイノベーションマッチングを活用した成功事例づくり（衛星データと組み合わせたサービスを提供するスタートアップ企業の育成等）
・災害・農林水産業など九州の特性も踏まえた分野での衛星データ利用可能性

④周辺産業の裾野拡大（目標例：「九州の宇宙産業の裾野拡大・他分野展開」の推進）

・宇宙関連施設などの観光への活用
・宇宙食PJとの連携可能性（JAXAや民間企業等が推進するSPACE FOODSPHERE）

⑤ 人材育成・継続的な推進体制整備（目標例：「中長期視点から九州宇宙産業を支える人材育成」する等基盤を整備）

・宇宙関連人材育成（宇宙を切り口としたSTEAM教育を含む。）

・継続的な支援体制の確認及び国内外への発信強化に向けた体制整備

＜参考＞戦略会議でのディスカッションテーマ（案）
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まとめ
九州では宇宙産業の各分野毎に取組が活発化。
大分においても、大分空港がアジア初のスペースポートに選定さ
れるなど、宇宙産業の機運が上昇。

以前は宇宙産業と関連が無いと思われていた衣食住やエンター
テイメント分野も宇宙産業の一翼を担う時代。

しかし、世界的に競争が激化する中、今このタイミングを逃すと
日本は宇宙産業の後塵を拝する可能性も。

九州経済産業局としても、「九州宇宙戦略推進会議」を通じて、
産学官一体となった宇宙産業振興を推進。

点と点の取組を繋げていくことで、九州から宇宙産業を牽引する
取組を創出！
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