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 政府では、先⽇発表された「新しい経済政策パッケージ（平成29年12⽉
8⽇）」において、2020年度までの3年間を「⽣産性⾰命・集中投資期
間」と位置づけ、AI、ロボット、IoTなど、⽣産性を劇的に押し上げるイノ
ベーションを実現していくこととしています。

 北海道経済産業局では、 AI・IoTの地域社会への実装を通じて、道内
IT産業の技術⼒・競争⼒強化、並びに道内中⼩企業の⽣産性向上を推
進し、「Connected Industries」を通じた「Society5.0」の実現に貢
献していきます。

はじめに



2

1.地域課題に対応したAI・IoTの社会実装プロジェクト⽀援
道内IT企業等による積雪寒冷地の⾃動運転技術開発

2.AI・IoTの地域社会実装の拡⼤に向けたネットワーク構築⽀援
(1)『北海道地域IoT推進会議（仮称）』の開催
(2)No Mapsと連携した道内⾃治体及び⺠間企業等とのマッチング⽀援

3.新たな技術開発テーマの抽出及びAI・IoT⼈材育成⽀援
(1)AI・IoT関連の技術開発動向調査の実施
(2)「第四次産業⾰命スキル習得講座認定」の普及・促進
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 ⾃動運転実現に向け官⺠挙げた研究開発が進展する中、積雪寒冷地での⾃動⾛⾏実現には、道路への積雪や除排雪等の周
辺環境から路⾯状況を判断する技術が必要。

 積雪環境における⾃動⾛⾏実現に向け、北海道のIT企業等による新技術（「Snow-SLAM」）研究開発がスタート。来る
12⽉25⽇からは、苫⼩牧東部地域（㈱苫東敷地内）での⾛⾏試験を開始（今年度は計3回を予定）。3年後の2019年に
技術の確⽴を⽬指す。【平成29年度「戦略的基盤技術⾼度化⽀援事業」で⽀援】

1. 地域課題に対応したAI・IoTの社会実装プロジェクト⽀援

※参考 道内の⾃動運転⾛⾏に向けた実証試験の実施状況等
石狩市 札幌市 上士幌町 大樹町 岩見沢市～美唄市 岩見沢市 他

実施時期 2017.10.6 2017.10.11～13 2017.10.14～16 2017.12.11～15 2017.12～2018.3 2016～

車両型式 カート型 自動車型 バス型 バス型 高速道路除雪車両 農業用作業車

技術方式 車両自立型 車両自立型 車両自立型 路車連携型 車両自立型 車両自立型

実施体制等
石狩市

道内企業
群馬大学・
NTTグループ

JIC実行委員会 国土交通省 NEXCO東日本 内閣府・農水省

ヤマハ発動機『Viking IV』

【実施コンソーシアム】
アーク・システム・ソリューションズ㈱
㈱エｲ・ダブリュ・ソフトウェア
北海道⼤学
㈱ヴィッツ
アイシン・コムクルーズ㈱
㈱アトリエ
ヤマハ発動機㈱

■試験⾞両

※SLAM(Simultaneous Localization and Mapping）

⾃⾛しながらセンサー等により周辺地図を⾃ら作成し、
同時に位置を特定する技術。

⼀⽅、現在実証試験が⾏われているものは、ダイナミッ
クマップ⽅式をはじめ、事前にデータ化された空間情
報・周辺地図をもとに⾛⾏するものが中⼼。

北海道札幌市
北海道札幌市
北海道札幌市
愛知県名古屋市
愛知県名古屋市
愛知県名古屋市
静岡県磐⽥市

道内IT企業等による積雪寒冷地の⾃動運転技術開発

■研究開発概要
ダイナミックマップ⽅式

⾼精度な空間情報による⾼度な
⾃動運転技術
・個々の⾞線まできめ細かくデー
タ化される

・信号や標識、周囲の建物などを
⽴体データとして読み込む

しかし北海道の冬雪道
には未対応

・降雪による標識、道路境界線、レーン等が雪で覆わ
れ認識できない

・除排雪により幅員が⼤きく変化するため空間情報と
異なる

・猛吹雪の場合10分⾜らずで吹きだまりが形成され
ることがある

積雪寒冷地に対応した⾃動運転
雪道以外では
ダイナミックマップ
による⾃動運転

SLAM(Simultaneous Localization and 
Mapping）技術を採⽤

・ダイナミックマップ⽅式と⽐べて、精度や処理速度
は劣るが、積雪路をゆっくりでも⾛⾏できるようにす
ることにより、積雪寒冷地域の交通弱者対策などの移
動⼿段として活⽤する



2.AI・IoTの地域社会実装の拡⼤に向けたネットワーク構築⽀援

地域IoTプロジェクトの発掘を加速化させ、北海道全体が先端IoTの実証フィールドとなることを目指して開催。

各地の特色を活かしたIoTプロジェクトを創出すべく、先行地域の取組・事例の情報共有と関係者のネットワーク構築の場を提供。

経済産業省が地域IoTビジネスの創出に注⼒する⾃治体を⽀援する「地⽅版IoT推進ラボ」において、
北海道選定5地域のラボ関係者が⼀堂に会してそれぞれの地域が持つ特性、強みを活かしたプロジェ
クトを紹介する 「北海道地域IoT推進会議(仮称)」を初めて開催する。

広⼤な北海道が先端IoTの実証フィールドとなることを⽬指し、ラボ関係者の情報共有とネットワーク
構築の場を提供するとともに、「地域未来投資促進法」や「新しい経済政策パッケージ」に⽰されたIT
導⼊等の施策説明、活⽤事例紹介を⾏う。

【開催概要】
⽇時：2018年2⽉1⽇（⽊）
開催場所：釧路市内
対象：地⽅版IoT推進ラボ５地域、 地域IoT創出に興味を持つ⾃治体関係者 等

（1）『北海道地域IoT推進会議（仮称）』の開催
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※経済産業省とIoT推進ラボでは地域におけるIoTプロ
ジェクト創出を⽀援すべく、2016年7⽉より「地⽅版
IoT推進ラボ」を全国各地で選定(現在、全国74地域)

道内各ラボの代表的な取組

釧路市
観光×IoTの検討を⾏い、地元
IT企業や産業⽀援機関等を
中⼼に、具体化や実証試験等
の実施

札幌市
AI活⽤に向けた新組織、
「Sapporo AI Lab」を開設
するなど、先端技術を活⽤した
イノベーションの創出等

猿払村
漁業、酪農へのIoT導⼊による
スマート化により競争⼒強化を
⽬指すとともに、IoTを活⽤した
新産業誘致の実施

⼠幌町
最先端農業IoTを活⽤した電
⼦栽培マニュアル作成等による、
地元⾼校⽣への農業技術の
継承等

函館市
はこだて未来⼤学のAI・マリン
IT研究シーズ、函館⾼専の
ものづくり技術等を活⽤した、
新産業の創出・雇⽤拡⼤
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2. AI・IoTの地域社会実装の拡⼤に向けたネットワーク構築⽀援

 No Mapsは、2017年10⽉5⽇〜15⽇に札幌で第1回を開催。北海道を先端技術の実証地とし
て活⽤し、新たなビジネスを⽣み出すことを⽬指し、「札幌市中⼼部での⾃動⾛⾏実験」や「ブロック
チェーン技術のエンターテイメント分野における活⽤実験」などを実施。

 北海道を、上記のような先端技術の実証地として活⽤拡⼤するため、全国の⺠間企業等約2,000
者及び北海道内の⾃治体を対象とした調査を実施し、社会実証実験に向けたテーマ・テストフィー
ルドを抽出し、マッチングを図っていく。

＜参考：No Mapsでの実証事例＞

ブロックチェーン技術のエンターテイ
メント活⽤

中⼼市街地での⾃動⾛⾏

北海道を先端技術の実証地
として活⽤し、世界に通じる
新たなビジネス創出を⽬指す

北海道を
「Connected Industries」
の聖地へ

＜実施内容＞
【調査対象】
 道内⾃治体（北海道及び178市町村（札幌市を除く））
 技術開発等に取り組む全国⼤⼿・中堅・ベンチャー企

業及び公的研究機関等2,000者程度

【調査内容】
 北海道内で実証が期待される先端技術・活⽤分野および実証

にかかる規制等のハードルの洗い出し
 実証地としての活⽤に係る⾃治体への意向調査 等

上記の調査を踏まえ、次年度以降の先端技術の社会実証実験
の実現に向けた⾃治体及び⺠間企業・研究機関等とのマッチングの
場づくりをNo Mapsと協⼒して⾏っていく。

(2) No Mapsと連携した道内⾃治体及び⺠間企業等とのマッチング⽀援



６

3. 新たな技術開発テーマの抽出及びAI・IoT⼈材育成⽀援

＜実施内容＞

 中⼩企業の⽣産性向上を実現するためには、AI・IoT等の技術・サービスの活⽤が効果的であり、適切な⽀援
を⾏うために必要となる企業の導⼊実態やニーズ、課題等の把握が必要。

 このため、道内中⼩企業者のAI・IoT関連の活⽤状況や技術開発状況を把握し、適切な⽀援を通して研究
開発及び、社会実装を加速し、中⼩企業の⽣産性向上実現を図るためのアンケート調査及びヒアリング調査を
実施。

 経済産業省では、IT・データを中⼼とした将来の成⻑が強く⾒込まれ、雇⽤創出に貢献する分野において、社
会⼈が⾼度な専⾨性を⾝に付けてキャリアアップを図る、専⾨的・実践的な教育訓練講座を経済産業⼤⾂が
認定する「第四次産業⾰命スキル習得講座認定制度（通称「Reスキル講座」）」を創設。

 今後、北海道経済産業局では、※DEOS等のIT⼈材育成機関と連携し、本制度の普及・啓発により社会
⼈のキャリア形成を促し、地域中⼩企業等の⽣産性向上や付加価値向上に貢献していく。

【調査対象】
 道内を拠点として技術開発を⾏っている中⼩企業・⼩規模事業者約1,300社
【調査内容】
 AI・IoT関連技術・サービスの活⽤状況、研究開発状況及び取組内容
 AI・IoT関連技術・サービスの活⽤、研究開発する際の課題等
【調査期間】

2017年11⽉〜2018年2⽉まで アンケート及びヒアリング調査

（2）「第四次産業⾰命スキル習得講座認定制度」の普及・促進

（1）AI・IoT関連の技術開発等動向調査の実施

※DEOS＝(株)北海道ソフトウェア技術開発機構（略称：DEOS）は、当局の主導により、1991年「地域ソフトウェア供給⼒開発事業推進臨時措
置法」に基づき、国、⾃治体、地元産業界等の共同出資により設⽴（独⽴⾏政法⼈情報処理推進機構の出資）



参 考 資 料



 IoT、ビッグデータ、⼈⼯知能をはじめとしたデータ利活⽤に関連した技術⾰新は、「第四次産業
⾰命」とも呼ばれ、動⼒の獲得、⾰新、⾃動化に次ぐ新たな産業構造の変⾰の契機として、我が
国経済へ⼤きな影響をあたえるものと考えられる。

動⼒の獲得
（蒸気機関）

動⼒の⾰新
（モーター）

⾃動化
（ICとプログラム）

⾃律化、相互協調
• IoT
• ⼈⼯知能
（ディープラーニング）
• ビッグデータ、 クラウド

省⼈化

微細な制御

無⼈化
将来予測

マス・カスタマイゼーション
相互協調による最適化

遠隔制御
モノのサービス化
最適プランニング

⾼度化

（参考1）第四次産業⾰命の概要

⼤量⽣産・⾼速輸送

第⼀次産業⾰命 第⼆次産業⾰命 第三次産業⾰命 第四次産業⾰命
（出所）産業構造審議会新産業構造部会第1回資料を基に中⼩企業庁作成 7

あらゆるモノや情報がインターネットを通じて繋がり、それらが互いにリ
アルタイムで情報をやり取りしつつ（相互協調）、⼈の指⽰を逐⼀
受けずに判断・機能し（⾃律化）、システム全体の効率を⾼めると
ともに新たな製品・サービスを創出する。（⾼度化）



第1次産業⾰命
動⼒を取得

（蒸気機関）

第2次産業⾰命
動⼒が⾰新

（電⼒・モーター）

第3次産業⾰命
⾃動化が進む

（コンピュータ）

第4次産業⾰命
⾃律的な最適化が可能に
⼤量の情報を基に⼈⼯知能が
⾃ら考えて最適な⾏動をとる

⼯業社会 情報社会
Society 5.0

超スマート社会

サイバー空間とフィジカル空間が⾼度に融合

＜社会の変化＞

狩猟社会 農耕社会

＜技術の変化＞

＜産業の在り⽅の変化＞

（参考2）Society 5.0につながるConnected Industries

もの×もの
⼈間×機械・システム

企業×企業
⼈間×⼈間

（知識や技能の継承）
⽣産×消費

⼤企業×中⼩企業
地域×地域

現場⼒×デジタル
多様な協働

新たな
社会を形成

⼈間中⼼
課題解決型

個々の産業ごとに発展

Connected Industries
・様々なつながりによる新たな付加価値の創出
・従来、独⽴・対⽴関係にあったものが融合し、変化

→新たなビジネスモデルが誕⽣

8
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（参考3）「Connected Industries」５つの重点取組分野（平成29年10⽉2⽇公表）

スマートライフ

⾃動⾛⾏・モビリティサービス
 データ協調の在り⽅を早急に整理
 AI開発・⼈材育成の強化
 物流等も含むモビリティサービスやEV化の将来

像を⾒据えた取組

バイオ・素材
 協調領域におけるデータ連携の実現
 実⽤化に向けたAI技術プラットフォームの

構築
 社会的受容性の確保

ものづくり・ロボティクス

 データ形式等の国際標準化
 サイバーセキュリティ・⼈材育成等の

協調領域での企業間連携の強化
 中⼩企業向けのIoTツール等の基盤整備

プラント・インフラ保安
 IoTを活⽤した⾃主保安技術の向上
 企業間のデータ協調に向けたガイドライン

等の整備
 さらなる規制制度改⾰の推進

 ニーズの掘り起こし、サービスの具体化
 企業間アライアンスによるデータ連携
 データの利活⽤に係るルール整備

これらを⽀える横断的⽀援策を早急に整備

世耕⼤⾂の東京イニシアティブのスピーチ

世耕⼤⾂と⼤⾂懇談会のメンバー


