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海洋テクノロジーの  
新たなリーダー
世界初そして世界最大級の海底デジタル観測所の設置、
深海潜水艇や遠隔操作車両の開発など、海洋テクノロ
ジーの最前線を切り拓いてきたブリティッシュ・コロ
ンビア州（B.C.）は、造船所の積極的拡大により、既存技
術と最先端技術を活用した新たな製品やサービスの商
業化にも成功しています。

海洋
テクノロジー

ブリティッシュ・コロンビア州 カナダ

https://www.britishcolumbia.jp/


豊かな海洋産業
造船や船舶修理、海上輸送、海洋工学の分野において長い歴史を誇るブリ
ティッシュ・コロンビア州。その長い歴史の上に成り立つ私たちの海洋科学
技術産業は、次のような分野で世界をリードしています。

 • 海洋エネルギー
 • 防衛と安全保障
 • 海運、造船、船舶修理
 • 環境モニタリングと海洋環境保全活動
ブリティッシュ・コロンビア州の海の歴史、ダイナミックな造船業、そして
先端技術は、新しいテクノロジーを扱う企業や研究者を引き付ける強力な基
盤となっています。ブリティッシュ・コロンビア州への進出をお考えの方も、
製品やサービスを必要とされている方も、ブリティッシュ・コロンビア州は
皆さまの事業の発展に貢献いたします。

ブリティッシュ・コロンビア州の企業は、 
最先端の海洋テクノロジー研究開発と 
商業展開におけるトップランナーです。



多種多様な海洋セクター
造船・設計、船舶修理、海上輸送、水産養殖・漁業、観光・
レクリエーション、公共サービス、防衛など多岐に渡
るブリティッシュ・コロンビア州の海洋セクター。B.C.の
海洋テクノロジー企業は、ロボットやセンサー、デー
タ解析、通信技術の分野で世界をリードしており、気
候変動の問題に対処し、さらなる海洋需要に対応して
いきます。グローバル市場でもその地位を確立し、先
進的なソリューションで世界的に認められています。

確立されたノウハウ
ブリティッシュ・コロンビア州の企業は、先進的な海
洋テクノロジーの研究と商業開発において最先端を切
り拓いています。これらの企業は、製品やシステムの
開発、製造、輸出に成功し、世界中の政府機関や民間
企業に輸出しています。また、ブリティッシュ・コロ
ンビア州の海運業界のゼロエミッション化を推進する
気候に関するバンクーバー海事センターや、業界の課
題を解決するために創造的ソリューションを提供する
海洋応用持続可能テクノロジーセンターなどがありま
す。こうした草の根レベルの業界主導の取り組みを通
じて継続的に進歩し、イノベーションを生み出してい
ます。

世界をリードする研究ネットワーク
ブリティッシュ・コロンビア州の大学、研究機関、民
間企業は、海洋テクノロジー科学コミュニティと知識
を共有し、その先端研究のデータや成果を商業化する
ために緊密に連携しています。 

バンフィールド海洋科学センター（BMSC）は、ビクトリ
ア大学、ブリティッシュ・コロンビア大学、アルバー
タ大学、カルガリー大学、サイモン・フレーザー大学
が共同でキャンパスを置いています。センターはバン
クーバー島の西海岸に位置し、カナダの先住民族であ
るフーエイアト ・ ファースト ・ ネーションの伝統的領
土内にあり、北東太平洋域の多様な海洋、陸地、淡水、
文化的遺跡に簡単にアクセスできます。3,000平方メー
トルを誇る先進的なラボでは、あらゆる分野の研究を
行うことができます。

BC イノベーション会議（BCIC）のような組織では、海洋
テクノロジー分野を含むクリーン技術や自然資源産業
の課題とイノベーターをマッチングさせることで、経
済成長を促進しています。BCICは、ビジネスコーチング、
雇用助成、研究開発、パイロット事業や規模拡大など
を行っています。

教育レベルの高い人材
ブリティッシュ・コロンビア州の教育レベルは大変高
く、世界的に有名な海洋科学とテクノロジーのプログ
ラムを提供しています。海洋学、環境科学、海洋テク
ノロジー分野のプログラムが高く評価されており、中
等教育制度において、将来海洋テクノロジーにイノベー
ションを起こす人材を育成しています。ブリティッ
シュ・コロンビア州の海洋テクノロジー企業で働く人
材はいずれも教育レベルが高く、海洋環境における課
題に対して最先端のソリューションを提供できます。

州政府の手厚い支援
ブリティッシュ・コロンビア州政府は、州経済に貢献
していただけるバイヤーや投資家を手厚く支援してい
ます。競争力のある税制、開かれた経済、国際貿易ミッ
ション、貿易投資担当者、国際貿易協定の締結に向け
た積極的な支援などを通じて、州内の海洋テクノロジー
企業の成長を強力にサポートしています。



多様な産業分野
テクノロジー分野の成長著しい 
ブリティッシュ・コロンビア州
ブリティッシュ・コロンビア州は、広大な海岸線に恵
まれ、豊かな海洋資源を生かして歴史を築いてきまし
た。海洋テクノロジーの集積地として、産官学の垣根
を超えて共に成長し、革新的な製品やサービスを世界
中に提供しています。

ブリティッシュ・コロンビア州では、海洋産業の民間
企業だけでも 1,000社を超えます。また専門的技術の開
発企業からプロジェクト・インテグレータまで、さま
ざまな技術を持つ企業が、多国籍企業、研究機関や各
国政府と協力して、グローバル市場に販路を拡大して
います。先進ナビゲーションシステムや海中救助シス
テム、センサー、遠隔操作車両、セキュリティ技術な
ど分野も様々です。さらに、データ管理、データ統合、
情報通信などの専門知識を持つ企業も加わり、知識と
技術の一大集積地を形成しています。 

産業の健全性と活力を支えているのは、海洋科学と海
洋テクノロジーの分野で専門プログラムを持つ複数の
公立大学、カレッジ、技術研修機関です。加えて、海
洋分野に特化した政府の研究施設や専門機関もありま
す。

多様な海洋テクノロジーが集積する 
ブリティッシュ・コロンビア州

 •  船舶の設計、建造、修理 - 内航船や外航船の製造、修理、
改修に必要な高度なソフトウェア、エンジニアリン
グ、ロジスティクス、および技術。 

 •  音響システム・機器 - ソナー、音響測深機、データ収集・
処理システムなど、水中で音を利用する機器・シス
テム。 

 •  海の安全保障 - 対潜戦、軍用水中車両、ステルスブイ、
監視システムなど、海軍用海洋テクノロジー製品お
よびサービス。

 •  海洋画像技術 -大規模水路データセット視覚化ソフ
トウェア、地理情報化、動力推進、海洋操舵など海
洋アプリケーション用のリモートセンシング機器。 

 •  計装・情報システム - 海洋観測機器、漂流ブイ、デー
タ収集システム、有線式海底観測所、およびそれら
の構成部品など海洋パラメータを測定するセンサー
とシステム。 

 •  通信 - 海路情報、海洋地理情報、海洋情報スカイウェ
イ、海洋インテリジェントシステム、無線技術など、
海洋航行、通信、情報管理関連製品。 

 •  プラットフォームと車両 - 海洋車両、遠隔操作型無
人潜水機（ROV）、自律型無人潜水機（AUV）、潜水艇、
海洋プラットフォーム、取扱いシステムに関連する
機器。 

 •  海洋エネルギー - 風力、波力、潮力、および海流を利
用した新たな発電システムと技術。 

 •  サービス - 海洋調査、エンジニアリング、造船、環境
サービス、船舶運航など、海洋環境に特化した技術
サービス。

ブリティッシュ・コロンビア州は、 
広大な海岸線に恵まれ、 
豊かな海洋資源を生かして 
歴史を築いてきました。



将来の成長を実現する新たな可能性
ブリティッシュ・コロンビア州の企業は、エネルギー、軍
事、科学・環境関連企業との取り組みを通じて知識と経
験を積み、グローバル市場で成功を収めてきました。カ
ナダ国内、米国、欧州市場はこれまで通り重視しつつ、
新たな市場での顧客開拓の大きな可能性が、海洋テクノ
ロジー分野での成長の機会を生み出しています。

ブリティッシュ・コロンビア州で成功を収めた海洋テクノ
ロジー企業の多くは、中小企業です。これらの企業はグ
ローバルなニッチ市場をリードし、市場での優位性を維持
するため技術革新に日夜取り組み、グローバルな競争に
打ち勝っています。多くのスタートアップ企業は、研究プ
ロジェクトから派生して設立されました。その事業戦略は、
国際的な市場で大きな存在感と柔軟性を得られるよう、
国際的なパートナーとの協業に基づいています。こうした
企業は、ダイナミックで外向きの視点を持ちながら、ブリ
ティッシュ・コロンビア州を拠点に、世界中にサービスや
製品を提供しています。

政府による手厚い支援
バンクーバーのシースパン・シップヤーズ社は 2021年、
カナダの国家造船戦略（NSS）に基づく極地砕氷船の建造
企業に選ばれました。シースパン社は非戦闘船舶を納入
する造船所として NSSが選定しており、すでに 3隻の沖
合漁業科学船を納入しています。さらに、カナダ海軍の
2隻の統合支援艦を建造中です。ブリティッシュ・コロン
ビア州政府は 2021年、活況を呈する同セクターの持続可
能な成長を確保するため、長期的な州の造船戦略を策定
する諮問委員会を設立しました。また、カナダ政府とブリ
ティッシュ・コロンビア州政府は、世界的に有名な海洋ネッ
トワーク・カナダや海洋科学研究所など、ブリティッシュ・
コロンビア州沿岸にある研究施設のネットワークを強化す
るため巨額の資金を投入しています。

ブリティッシュ・コロンビア州の海洋産業集積地
ブリティッシュ・コロンビア州の海洋産業の集積地は、主
にバンクーバー市とビクトリア市を中心とした南部沿岸地
域にあります。両市周辺には 1,000社以上の企業が本社
を置いています。その一社であるシースパン・マリン社は、
カナダ政府に納品する数十億ドル規模の船舶建造プログ
ラムを進めています。集積地には、協会、大学、研究機
関、そして海軍の一大拠点があります。気候に関するバ
ンクーバー海事センターや海洋の未来イノベーション・ハ
ブが、革新的で環境に配慮した取り組みを進めています。
ブリティッシュ・コロンビア州は、持続可能な未来に向け
て力強く歩みを進めています。

数十億ドル規模のプログラムで 
ブリティッシュ・コロンビアの造船業を再活性化
ブリティッシュ・コロンビア州にあるシースパン社は、
カナダの国家造船戦略（NSS）に基づく数十億ドル規模
の非戦闘艦の更新プログラムを受注しました。このプ
ログラムを通じて同社は 1億 8500万ドル以上を投じ、
バンクーバーとビクトリアの造船所を改修。バンクー
バー造船所は北米で最も先進的な造船所となりました。
シースパン社の NSS関連事業により、雇用創出に加えて、
ブリティッシュ・コロンビア州にサプライヤー、下請け
業者が集まり、投資機会が新たに生まれました。シース
パン社は 2019年 12月、先進的な造船技術の開発に取り
組む民間企業への支援を表明しました。これにより、カ
ナダの造船業の生産性と競争力を向上させる海洋研究、
新しいプロセス、新しいツールなど新技術に注目が集
まっています。民間企業による造船やメンテナンス作業
も活況であり、ブリティッシュ・コロンビア州は海洋産
業の長期的な成長と発展に積極的に取り組んでいます。



教育と研究
ブリティッシュ・コロンビア州の強固な産学連携が、
未来志向の文化を構築しています。

主な研究機関

ブリティッシュ・コロンビア大学 
地球・海洋・大気科学部
生物学、化学、地質学、物理学から成る豊かな学際的
科学である海洋学の大学院教育と研究機会を提供して
います。世界でも最大かつ最も多様性に富んだ学部の
一つです。UBC海洋・水産研究所は、優れた研究、刺
激的な教育、革新的な社会貢献活動を通じて、健全で
持続可能な海洋・淡水システムの道を切り拓いていま
す。

ビクトリア大学 
地球・海洋科学部
海洋・地球・大気研究の世界的拠点として有名です。
音響海洋学から気候モデリングまで、地球科学の全領
域をカバーする世界レベルの研究が活発です。ビクト
リア大学の海洋ネットワーク・カナダには、イノベー
ションセンターがあります。100人以上の海洋データ
の研究者や専門家が産学共同で、カナダのすべての海
岸をリアルタイムで監視し、太平洋岸で 2か所の大型
有線観測所を運営しています。北東太平洋にある観測
所は「ネプチューン」、セイリッシュ海にある観測所は
「ヴィーナス」と呼ばれています。

カナダ水産海洋省

 • 海洋科学研究所
250人以上の科学者や研究者を擁するカナダ最大級の
海洋研究所です。その科学的研究と知見は国際的に
高く評価されています。

 • パシフィック・バイオロジカル・ステーション
太平洋岸で最も古い水産研究センターです。科学者、
技術者、サポートスタッフ、船舶乗組員が、カナダ
国内の 9つの主要研究機関と連携しています。
バンフィールド海洋科学センター 

バンクーバー島の西海岸に位置し、ブリティッシュ・
コロンビア大学、ビクトリア大学、サイモン・フレー
ザー大学、アルバータ大学、カルガリー大学が共同で
運営する世界的な教育・研究施設です。研究スペース、
水族館、ボート、ダイビング機材、図書館、講堂、宿
泊施設など充実した施設を誇ります。

ブリティッシュ・コロンビア工科大学 
海洋学専攻
最先端の船橋やエンジンルームのシミュレーターを備
えた海に面したキャンパスです。航海、海洋工学、操
船術、海上保安、安全保障など広く海事に従事する人
向けに訓練と研修を行っています。

カモーソン・カレッジ 航海訓練コース
カナダ運輸省の認定を受けた航海技術と船舶管理の訓
練コースで、船員としてのプロフェッショナルなキャ
リアを目指します。 

オーシャンワイズ研究所
30名以上の研究者が在籍し、海洋科学に関する最先端
の研究や共同研究を通じて、人間が沿岸環境に与える影
響を評価しています。また沿岸域の環境を把握し、情報
を統合して沿岸域の状態を高い精度で評価します。

 • ハウ海峡の生物多様性 

 • 海洋汚染研究プログラム
 • プラスチック・ラボ



ブリティッシュ・コロンビア州の企業が 
潜水機およびロボットシステムの開発で 
世界をリード
ISE Ltd.（インターナショナル・サブマリン・エンジニア
リング社）は、海中・陸上・宇宙用ロボットシステムの
設計・開発で世界をリードしています。同社のロボット
事業は、宇宙、海洋、産業用品市場に至るまでエンジ
ニアリングソリューションを拡大しています。同社の
技術は、ISEのコントロール・グループが開発したリア
ルタイム管理と画像処理ソフトを組み合わせたもので
す。 ISEは大規模なシステム統合プロジェクトを完成さ
せ、こうした新しい概念を市場に投入するためのノウハ
ウと能力を提供しています。1992年以来、光ファイバー
ケーブルを氷海域に敷設するための巨大な自律型潜水
機（AUV）の開発プロジェクトに取り組んできました。こ
れにより、長さ 10.7メートルの AUV「テセウス」の設計・
製造に成功しました。テセウスは、カナダ北極圏の厚さ
2.5mの氷の下に広がる水深 600mの海底に、全長 220km
のケーブルを複数本敷設することに成功しました。



海洋エネルギーで 
未来を拓く
ブリティッシュ・コロンビア州は、波浪、潮汐、海流、
川流などの資源に恵まれていることから、カナダ国内
やグローバル市場におけるクリーンで再生可能なエネル
ギー需要の高まりに対応していきます。沿岸の海洋エネ
ルギー生産能力は、北米市場へのクリーンエネルギー供
給に大きな役割を果たす可能性を秘めています。 

 •  クリーンエネルギー BCは、ブリティッシュ・コロンビ
ア州のクリーンエネルギー産業の拡大推進に取り組む
業界団体です。 

 •  アラクリティ・カナダは、ブリティッシュ・コロンビ
ア州のクリーンテクノロジー企業の拡大を支援する非
営利団体です。 

 •  西海岸波力イニシアチブは、カナダ有数の波力エネル
ギー研究開発プログラムです。カナダの海洋エネルギー
セクターの発展推進に取り組んでいます。

お問い合わせ窓口：
ブリティッシュ・コロンビア州の貿易と投資
住所:  999 Canada Place, Suite 730 

Vancouver, British Columbia 
Canada, V6C 3E1

電話: +1 604 775-2100
電子メール: international@gov.bc.ca 

発行日：2021年10月

本資料の内容は執筆時点のものであり
正確を期しておりますが、参照したプロ
グラムや引用データは変更される可能性
があります。

すべての金額はカナダドルで表記してお
ります。

関係機関
ブリティッシュ・コロンビア州海洋産業協会
海洋産業セクターとそのサプライチェーンの発展に
取り組んでいます。
www.abcmi.ca 

カナダ海洋再生エネルギー連合
海洋エネルギーのソリューションをグローバル市場
に提供するため、産官学の連携を推進しています。
www.marinerenewables.ca
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