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はじめに 

 

当財団は、「研究開発から実用化・事業化までの一貫した支援」を活動の基本理念に掲げ、

活力ある北海道経済の実現と道民生活の向上に貢献することを目的に平成 13年 7月の設立

以降、これまで様々な活動を行ってまいりました。 

昨年は、3月 11日の東日本大震災という未曾有の大災害により、日本人の誰もが強く心

を痛めた年でした。それから 1年あまりを経て復興は進みつつありますが、ヨーロッパに

おける一部の国の財政危機等に端を発した信用不安等、我が国を取り巻く経済環境は依然

厳しさを脱しきれておりません。内閣府が発表する地域経済動向(5月)において本道景気は、

「緩やかに持ち直している」とされているものの、雇用情勢は引き続き厳しい状況が続い

ており、決して楽観を許さない状況です。 

以上のようなことから、当財団が果たす役割がますます重要になってきています。 

 

2020プランの策定 

2011年 7月、当財団は設立 10周年を迎えました。これを記念して当財団では、過去 10

年間の活動を振り返り次のフェーズへとつなげていくべく、財団設立 10年記念誌“ノース

テック財団 10年の軌跡 2001-2010”を作成いたしました。 

また当財団では、これまでの 10年間の活動実績を踏まえ、活動の基本理念を以下のよう

に定め、2020年までの中期活動プランとして「2020プラン」を策定いたしました。 

 

－基本理念－  

Mission Statement(財団の使命) 

ノーステック財団は、北海道独自の産業クラスター形成に向けて”考動”し

ます。 

そのために、研究開発から事業化までの一貫した支援と科学・産業技術を活

かした新たな価値を生み出す革新的取組を展開するとともに、その担い手を育

み、鼓舞する役割を担います。 

 

Noas Way(財団の行動方針) 

ａ．新たなカチづくり 

ｂ．多様なツナガリづくり 

ｃ．独創的なシカケづくり 

ｄ．考え・行動するヒトづくり 
 



   

 

 

2020プランにおける SWOT分析において北海道の持つ優位性と北海道が取り組むべき分野

を“食”“健康”“環境”“観光”の 4分野と分析し、ノーステック財団は、“食”“健康”“環

境”の 3分野に軸を据え産業の振興創造に努めます。観光分野については 3分野の振興を

通じて貢献していきます。 

 

 

北海道は平成 23年 12月、札幌・江別、十勝、函館の 3地域が共同申請した「北海道フ

ードコンプレックス国際戦略総合特区」構想が国の特区指定を受けました。アジアにおけ

る食の研究開発・輸出拠点として「食と健康に関する研究開発・製品化支援機能」を集積・

拡充して、新たな“需要創造につながる食のバリューチェーン” の実現」に向け邁進して

いきます。当財団は、「食の安全性･有用性研究評価プラットフォーム」「食品試作・実証プ

ラットフォーム」「グリーンケミカルセンターの建設と運営」等の事業を通して特区構想の

実践部隊としての役割を担うべく活動を開始したところです。 

 

以下に、平成 23年度事業の具体的内容を報告いたします。 

 

 

北海道独自の 

産業クラスター形成支援 

• 食クラスター 

• 健康科学産業クラスター 

• 環境産業クラスター 

北海道が 

優位性を持つ分野 

• 食関連分野 

• 健康科学分野 

• 環境関連分野 

• 観光分野 
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Ⅰ．研究開発支援事業 

 

１．産学官共同研究プロジェクトの推進 

 

（１）地域イノベーション創出研究開発事業（北海道経済産業局委託事業） 

 

本事業は、地域経済の活性化を図るため、地域における産学官の強固な共同研究体制を

組むことにより、実用化に向けた高度な研究開発を行うことを目的とした経済産業省の事

業である。 

当財団は、研究開発を管理・推進する管理法人として事業を担っており、平成 23年度は

平成 22年度より継続の 3件のプロジェクトについて運営・管理を行った。 

 

①植物免疫を増強する環境負荷低減型の農業用微生物資材の開発 

環境負荷を低減する農業資材の開発を目的として、植物免疫増強能力を有する天然の植

物共生細菌(エンドファイト)の大量生産装置の開発、製剤・保存の技術開発および活性・

環境評価を実施した。 

その結果、200リットルの大量培養装置により効率的・安定的にエンドファイトを生産す

ることが可能となり、その製剤化技術も確立した。また、イネ栽培におけるエンドファイ

トの圃場試験においては、適正な施肥方法と組み合わせることにより、病害虫の抑制効果

がより高まることを確認し、実用化に向けた有用なデータを取得した。 

研究項目 研究機関 

①イネプロバイオティクス製剤技術および保存技術の

開発 

（株）前川製作所 

②科学分析によるイネプロバイオティクスの活性評価 （独）理化学研究所 

③栽培におけるイネプロバイオティクスの活性評価 （株）前川製作所 

美唄市農業協同組合 

（独）理化学研究所 

④プロバイオティクス施用イネの栽培環境評価 （株）エコニクス 

⑤イネプロバイオティクスの流通安定性評価 （株）前川製作所 

 

②北方系高機能作物を活用した新規健康食品の開発 

北海道特有の高機能作物をターゲットに、北海道に集積しつつある最新の機能性評価技

術で新たな付加価値をつけた新規機能性素材を創出することを目指し研究開発を実施した。 
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対象とする素材は食経験もあり、有効成分や機能性の観点から育種、品種改良されるな

ど既に差別化されている高機能作物や北方系の薬用植物等を活用した。 

本成果により生理活性の高い素材を見出し、新規健康食品の開発に向けた２件の特許出

願を行なった。 

研究項目 研究機関 

①北方系高機能作物の栽培方法及び有効成分の抽出・

分析方法の確立 

(有)植物育種研究所、北海道医療大学 

②核内受容体活性を用いた評価系による高機能作物の

評価 

ノーステック財団 

③コレクチン発現誘導評価系による高機能作物の評価 旭川医科大学 

④高機能作物に新規機能を付与した機能性素材・健康

食品の開発 

(有)植物育種研究所 

 

③高機能ジェルを活用したコンブ目藻類の藻場育成システムの開発 

年々深刻化する北海道沿岸域の磯焼けに対する有効策として、高機能ジェルを活用した

コンブ目藻類の種苗育成システムの開発および藻場育成技術の実用化を目的に研究開発を

実施した。 

その結果、コンブ藻場育成システムの基盤となるジェルの塗工性・耐久性、コンブの生

長性・基質への定着性に関する技術を確立した。また、コンブの基質への定着性は、天然

藻場と同程度であり、事業化に向けて有用な成果を得た。 

 

研究項目 研究機関 

① ジェルの設計 株式会社 GEL-Design 

② 室内実験  

②-1コンブ幼体の成長性および定着率評価 

②-2ジェル耐久性評価 

株式会社 GEL-Design、北海道大学 

③ 実海域試験 株式会社 GEL-Design、北海道大学 

④ 機能性評価（モニター試験） 株式会社 GEL-Design、北海道大学 
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２．研究開発助成事業 

 

（１）イノベーション創出研究支援事業・食関連クラスター支援事業（北海道補助・自主

事業） 

 

本道の科学技術および産業技術の振興を総合的・横断的に推進するため、以下の４事業

を実施した。 

○イノベーション創出研究支援事業 

・「スタートアップ研究補助金」 

発展的な産学官共同研究や事業化を志向する基礎的・先導的な研究の推進 

・「発展・橋渡し研究補助金」 

次代の北海道にとって有用な新技術の創出や地域産業の振興につながる可能性

が高い研究開発の推進 

・「健康科学・医療融合関連研究補助金」 

健康・医療関連分野における優れた技術シーズを活用した本道の民間企業と大

学等との共同研究の推進 

○食関連クラスター支援事業 

・「食関連クラスター支援事業補助金」 

食関連分野における民間企業の技術開発力の向上並びに食関連分野における大

学等との共同研究の推進 

 

①応募・採択件数等 

イノベーション創出研究支援事業は、採択予定件数の 4.0倍にあたる 87件の応募を受け、

産学官の有識者からなる審査・専門委員の審査を経て、21件の研究テーマを採択した。 

また、食関連クラスター支援事業は、採択予定件数の 1.3倍にあたる 9件の応募を受け、

審査の結果、7件の研究テーマを採択した。 

事業名 補助金名 
応募 

件数 

採択 

件数 
倍率 補助金額(円) 

イノベーショ

ン創出研究支

援事業 

（補助率 10/10、

北海道、当財団

各々1／2補助） 

スタートアップ研究補助金 64 13 4.9 25,543,890 

発展・橋渡し研究補助金 20 7 2.8 26,002,000 

小 計 84 20 4.2 51,545,890 

イノベーション創出研究支援事業 

健康科学補助事業 
3 1 3 9,000,000 
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②審査委員会の開催 

会議名 開催日 内   容 

審 査 

委員会 
平成 23年 9月 14日（水) 

総合審査並びに採択研究テーマの選定（答申） 

①スタートアップ研究補助金 

②発展・橋渡し研究補助金 

③健康科学医療融合研究補助金 

④食関連クラスター支援事業補助金 

 

 

（２）若手人材育成事業（自主事業） 

 

将来の北海道の科学技術力の強化および新産業創出に向け、研究者の人材育成およびネ

ットワークの形成の視点から、若手研究者への研究支援を目的とした補助金を交付した。 

 

①応募・採択件数等 

本事業は、採択予定件数の 4.2 倍にあたる 93件の応募を受け、産学官の有識者から

なる審査・専門委員の審査を経て、22件の研究テーマを採択した。うち、最も独創性の高

い提案に対して理事長賞を授与した。 

 

事業名 補助金名 
応募 

件数 

採択 

件数 
倍率 補助金額 

研究開発助成事業 

（補助率 10/10、 

当財団が全額補助） 

 

タレント補助金 

 

93 22 4.2 8,600千円 

 

 

  

（補助率 1/2、北海道が補助） 

小 計 3 1 3 9,000,000 

食関連クラスター支援事業 

（補助率 1/2、北海道が補助） 
9 7 1.2 10,369,443 

合 計 96 28 2.9 70,915,333 
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理事長賞 
テーマ 

「機能性食品素材開発を睨んだ食物繊維の水素産生に関す

る基礎研究」 

受賞者  田邊 宏基氏   （名寄市立大学 助教） 

 

②研究交流会の開催 

本事業にて採択した若手研究者を参集（18名）し、今後の研究開発の更なるステップア

ップの支援を目的に、国等の研究支援制度の情報提供および若手研究者のネットワーク形

成のための「若手研究者交流会」を開催した。 

開催日 平成 23年 11月 4日（金） 

場 所 コラボほっかいどう 

 

（３）札幌市福祉産業共同研究事業（札幌市補助事業） 

 

本事業は、「札幌市産業振興ビジョン」に定める札幌市経済の成長を牽引する重点分野の

１つである「健康・福祉」分野のうち、医療・介護・看護・福祉分野の産学官による共同

研究、研究開発の促進を目的とした補助事業である。大学等の研究者と札幌市内の事業者

が行う共同研究を対象とし、直接研究に必要な経費を補助した。 

 

① 応募・採択件数等 

本事業は、採択予定件数の 1.3倍にあたる 8件の応募を受け、審査の結果、5件の研究テ

ーマを採択した。 

 

事業名 補助金名 
応募 

件数 

採択 

件数 
倍率 補助金額 

福祉産業共同研究事

業 

（補助率 10/10、 

札幌市が全額補助） 

①冬期安全安心対応型福

祉産業研究開発補助金 

②新分野融合型福祉産業

研究開発補助金 

8 5 1.3 10,000千円 

 

② 審査委員会の開催 

会議名 開催日 内   容 

審 査 

委員会 
平成 23年 8月 26日(金) 総合審査並びに採択研究テーマの選定（答申） 
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（４）その他の事業 

 

「平成 23年度北海道中小企業応援ファンド」の助成金を活用し、下記 3件について、研

究開発支援を行った。 

（注：「北海道中小企業応援ファンド」とは、（独）中小企業基盤整備機構の地域中小企

業応援ファンド事業を活用し、道内経済界の協力を得て、地域の産業資源や事業シーズな

どの多様な産業の芽を見いだし、新たな産業の創出や道内における事業化への取組を加速

することを目的として、国や道内経済界・（財）北海道中小企業総合支援センターが管理運

営するもの。） 

 

① 事業シーズ可能性拡大支援事業 

企業名 開発テーマ／開発内容 

㈱ホクドー 

イヌにおける椎間板ヘルニア治療剤の開発 

イヌの椎間板ヘルニアの新規治療薬として期待されるタンパクをイヌの

ゲノム情報から作製するため、タンパクの作成方法と活性確認の方法を検

討した。また作製した組換えタンパクの薬効評価の試験系を確立し最適投

与量等を検討した。 

 

② 市場適応能力高度化促進支援事業 

企業名 開発テーマ／開発内容 

（株）ノベルズ

食品 

交雑種経産牛の美味しさの定量化とブランド力向上 

交雑種牛の肉質・脂肪の質を高める事を目的として長期肥育をする一方、

１度に限定して出産を経験した牛（高品質一産取り経産牛）を生産してい

る。本取組は、子牛の生産を含めた合理的な新規ビジネスモデルであるが、

経産牛というだけで価格が低くなる傾向があった。今回、長期肥育により

増加する不飽和脂肪酸量（脂の融点が下がり口溶けが良くなる）及び霜降

り程度の画像解析を行い、客観的データにより美味しさを定量化すること

で、通常の経産牛との明確な差別化を行なった。        

 

③ ブランド化促進支援事業 

企業名 開発テーマ／開発内容 

モノクローナル

抗体研究所 

エピゲノム研究のトータルソリューション提供によるブランド化促進 

モノクローナル抗体研究所が提供するエピゲノム研究用モノクローナル抗

体を用いたエピゲノム解析用試薬キットを開発、さらにはその解析作業の一

部を自動化する機器を試作し、エピゲノム研究分野での独自の地位を確立

し、更なるブランド化を目指す。 
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３．知的クラスター創成事業（さっぽろバイオクラスター“Bio-S”）（文部科学省補助事

業） 

 

「さっぽろバイオクラスター“Bio-S”」は、産学官連携により国際競争力のあるバイオ

クラスターを形成することを最終目標とした文部科学省 知的クラスター創成事業（第Ⅱ期）

であり、平成 19年 7月から事業を開始し、平成 23年度を以て事業期間が終了した。 

本事業は、「北海道発の健康科学産業創出」をビジョンに掲げ、道産食素材の機能性を科

学的に明らかにすることで付加価値を高め、高機能化された食材・食品、化粧品・医薬品

を製品あるいは原料として国内外の市場への提供、並びに、バイマーカーの探索や機能性

評価システムの確立等に取り組んできた。その結果、事業の最終年度にもかかわらず、今

年度は本事業から生まれた製品の売り上げが６億円にのぼるなど、健康科学産業創出の基

盤が確立された。 

本事業に対する国の支援は今年度で終了したが、今後は、地域で展開していく予定の様々

なプロジェクトに Bio-Sで生み出された多くの研究成果を継承・発展させ、地域振興に有

効に活用していく。 

 

（１）研究成果の事業化の推進と道内企業の事業化に向けた支援の実施 

 

本事業では、研究項目毎に 3タイプに分類し事業化を推進してきた。概略は下図のと 

おり。
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第一は、ヒトで特定の機能を示す因子を見出す「探索型」（バイオマーカー）であり、動

脈硬化および認知症（アルツハイマー病）に焦点を当てている。第二は、特定の素材・食

材の機能性開発を通じて機能性食品の開発を目指す「開発型」（食素材）で、黒大豆「黒千

石」、麦芽乳酸菌はその代表例となる。第三に、素材の機能性評価システムを確立し、検査・

診断キットなどの開発を目指していく「評価型」（システム）であり、確立されたシステム

の一部は既に製品化・試作品化されている。これらは、これまで、のべ 12大学、68企業の

産学連携体制により実用化・事業化が進められてきた。 

実用化・事業化の主な事例は次のとおり。 

開発型テーマでの食材の機能性研究では、ブランド作りで開発促進・売上向上を狙って

きた。北大・西村 Gの抗酸化・免疫改善研究を通じた学術支援の下、黒大豆「黒千石」を

用いた様々な商品開発が地場企業主導で進められてきた。（お茶・フレーク・豆餅・あん/

中村食品（札幌）、アイスクリーム/ミッシュハウス（札幌）、きな粉チョコ・甘納豆・ふり

かけ/岡女堂本舗（本別町）、納豆/羊蹄食品（虻田町）など） 

評価型テーマでの検査キットの研究では、特許出願を踏まえながら試作品製造を進めて

きた。さらに、企業が商品化に向かうための条件整備をサポートしてきた。北大・山田 G

の蛍光ソルバトクロミック色素の研究成果において、蛍光色素「POLARIC™」を商品化や販

売・合成を担うベンチャー起業を支援した。また、北大・綾部 Gの腸管機能評価の研究か

ら、地元企業数社が連携して腸内環境解析サービスとして事業化を実現、受託を開始して

いる。 

研究成果の事業化促進のための仕組みとして「知のネットワーク」づくりを推進した。

北大・五十嵐 Gに関連するセラミド研究会の開催支援、北大・原 Gに関連するプラズマ

ローゲン研究会の創立支援など、企業参加により研究成果をさらに発展させ、継続的に事

業化を検討していく仕組みが立ち上がっている。 

   

（２）機能性評価・分析に関する拠点形成の推進 

 

 北海道健康科学産業クラスター形成のためのイノベーションを連続的に創出する場とし

て、学内での新たな研究開発拠点、地域での NPO法人、ベンチャー等のインフラ整備を進

めてきた。これらが、食品加工産業の高度化、評価受託産業・健康サポート産業等の育成・

創出をサポートする仕組みとしてクラスター形成の拠り所になると考えている。特に、高

度脂質分析/抗酸化分析/食材の臨床研究/コホート研究/腸管機能研究の５つの評価拠点が

フードイノベーション創出をアシストすると考えている。 
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フードイノベーション 5拠点 

拠点名 所 在 機能等 

抗酸化機能分析研究 

センター 

旭川医科大学 食材の抗酸化能分析 

道産素材ライブラリー 

ヒト介入試験システム

（江別モデル） 

北海道情報大学健康情報科学研究

センター 

健康食品開発のための低コ

ストヒト介入試験システム 

るもいコホートピア 札幌医科大学、留萌市 認知症・生活習慣病などの長

期的研究フィールド 

高度脂質分析ラボ 北海道大学大学院保健科学研究院

健康科学イノベーションセンター

高度脂質分析ラボラトリー部門 

生活習慣病予防を目指した

血中脂質測定技術開発 

受託解析業務 

腸内環境改善研究セン

ター 

北海道大学創成研究機構 

生物機能分子研究開発プラットフ

ォーム推進センター 

腸内細菌メタゲノム解析サ

ービス拠点 

 

（３）国内外各地域との連携の推進 

 

①【道内】 

道内で Bio-S事業と同様に地域イノベーション戦略支援プログラムを展開する函館地

域・とかち地域とは、「ほっかいどうバイオクラスター トライアングル」として展示会等

に合同で出展を行なうなど連携意識を高めてきた。このような活動を通じた情報交換から、

とかち地域の素材の抗酸化機能分析研究センタ－での評価を平成 24年度に実施することが

決定し、またヒト介入試験（江別モデル）での評価実施についても検討が進められており、

Bio-Sの研究成果である評価機能を道内で活用していく動きが生まれつつある。 

 

「ほっかいどうバイオクラスター トライアングル」としての活動 

時 期 内 容 

平成 23年 5月 とかち ABCフォーラム展示 

6月 産学官連携事業パネル展（道庁１Fロビー） 

7月 函館マリンバイオフォーラム展示、Bio-Sライフサイエンスフォーラム

展示 

11月 ビジネス EXPO展示、Bio-S国際シンポジウム展示 

12月 Bio-Sライフサイエンスフォーラム展示 

平成 24年 2月 北海道コーディネータ・ネットワークフォーラム展示 

3月 Bio-S成果報告会展示、北大 R&BPフォーラム展示 
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②【道外】 

本事業と関連の深い先進的取組みを進める各地域からの情報収集を進めるとともに、各

種交流を通じ相互の取組みへの理解を深めつつ地域間連携の可能性を追求してきた。 

地域 時 期 交流内容 

富山 平成 23年 5月 未病予防システム研究会参加（富山） 

7月 ライフサイエンスフォーラム出展（札幌） 

8月 未病予防システム研究会参加（富山） 

11月 同上（富山） 

平成 24年 3月 Bio-S成果報告会出展（札幌） 

香川 平成 23年 7月 ライフサイエンスフォーラム講師招聘（札幌） 

9月 自然免疫賦活技術研究会参加（香川） 

12月 同上（香川） 

静岡 平成 23年 5月 連携プロジェクト担当者会議（帯広） 

11月 ビジネス EXPO出展（札幌） 

北海道・静岡連携会議開催（札幌・函館・とかち地域参加） 

 

③【海外】 

本事業の国際化戦略においては、「東アジアにおける“食の機能性評価拠点”構築」を目

標として活動を進めてきた。北米、ヨーロッパ、東アジアなど各地域との交流を進める中

で、地域毎の機能性食品開発にかかる実情を把握し、連携の可能性が高い地域とは共同研

究等での連携を模索するための MOU（Memorandum of Understanding、協力に関する覚書）

締結に向けて情報交換を行なってきた。結果として平成 23年度中に 3件の MOU締結を実現

し、今後の国際展開への足掛かりとした。 

 

国 名 時 期 内   容 

フランス 平成 23年 3月 ヴィタゴラ・クラスター訪問。共同研究に関する意見交換

実施。 

10月 フレンチ・フードクラスター（F2C）一行来日。共同研究お

よび MOUに関する意見交換実施。 

11月 Bio-S国際シンポジウムに農学研究所より演者招聘。 

平成 24年 3月 F2Cとの間で MOU締結。 

ニュージ

ーランド 

平成 23年 3月 Plant＆Food Research（PFR）ほか訪問。共同研究に関する

意見交換実施。IFRC 加盟（国際的研究ネットワーク）を承

認された。 

11月 Bio-S国際シンポジウムに PFRより演者招聘。 

12月 PFRほか訪問。共同研究および MOU締結に関する意見交換実
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施。 

平成 24年 1月 PFRとの間で MOU締結。 

カナダ 平成 24年 1月 AFM Canada＊１、グエルフ大学訪問し、共同研究および MOU

締結に関する意見交換実施。 

AFM Canada との間で MOU締結。 

アメリカ 平成 23年 5月 高度脂質分析ラボに関する協議として臨床検査会社（BHL社

＊２、HDL社＊３）を訪問。 

8月 同様に PBI社＊４訪問。共同開発について交渉継続中。 

＊１ AFM Canada：Advanced Foods and Materials Canada,Inc. 

＊２ BHL社  ：Boston Heart Laboratory,Inc. 

＊３ HDL社  ：Health Diagnostic Laboratory,Inc. 

＊４  PBI社  ：Pacific Biomarkers,Inc. 

 

（４）事業成果等の積極的な広報活動の展開 

 

①セミナー等開催・各種展示会出展 

項 目 時 期 内 容 

展示会等

出展 

平成 23年 5月 Ifia2011（東京） 

とかち ABCフォーラム（帯広） 

6月 産学官連携事業パネル展（札幌、道庁ロビー） 

日本細胞生物学会（札幌） 

7月 函館マリンバイオフォーラム（函館） 

8月 サイエンスパーク（北海道・道総研主催、消化管体験ツア

ー展示） 

9月 第 10回産学官連携推進会議（東京） 

10月 Bio Japan（横浜） 

食品開発展（東京） 

11月 国際機能性食品学会（札幌） 

ビジネス EXPO（札幌） 

平成 24年 2月 北海道コーディネータ・ネットワークフォーラム（札幌） 

3月 北大リサーチ＆ビジネスパーク フォーラム（札幌） 

セミナー

等開催 

平成 23年 5月 Bio-Sフードサイエンス・カレッジフォーラム（札幌） 

7月 第 7回 Bio-Sライフサイエンスフォーラム（札幌） 

10月 健康食品管理士会北海道支部公開市民講座共催（小樽） 

北大保健科学研究院セミナー共催（健康を創る最先端技術

と健康マネジメント）（札幌） 
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11月 フードサミット in江別 2011 共催（江別） 

国際機能性食品学会共催（札幌、再掲） 

第 3回さっぽろバイオクラスター国際シンポジウム（札幌） 

12月 第 8回 Bio-Sライフサイエンスフォーラム（札幌） 

平成 24年 3月 平成 23年度 成果報告会（札幌） 

講演等 平成 23年 12月 地域イノベーションシンポジウム 2011（文科省主催、東京、

Bio-S事業概要について鈴木事業総括講演） 

平成 24年 2月 地域イノベーションシンポジウム 2011（文科省主催、福島、

鈴木事業総括パネリスト参加） 

 

②パブリシティ実績 

項 目 時 期 内 容 

新聞 平成 23年 5月 黒千石新商品発売（北海道新聞） 

8月 麦芽乳酸菌整腸物質解明（北海道新聞） 

平成 24年 2月 ヒト介入試験システム（江別モデル）（日本経済新聞） 

3月 成果報告会開催（日本経済新聞） 

TV 平成 23年 11月 Bio-Sの取組紹介(「明日のトビラ、HOKKAIDOOR」北海

道知事出演広報番組、民放各社） 

平成 24年 3月 ヒト介入試験システム（江別モデル）（NHK） 

雑誌 平成 23年 3、4、5月 FOOD Style21（国際シンポジウム、成果報告会） 

7月 マテリアルインテグレーション（Bio-S概要） 

10月 実験医学（ライフサイエンス・フォーラム） 

平成 24年 1、2、3月 FOOD Style21（拠点紹介） 

2月 実験医学（ライフサイエンス・フォーラム） 

 

 

４．地圏環境研究事業（経済産業省補助事業） 

 

本事業は、日本原子力研究開発機構（JAEA）幌延深地層研究センターの研究施設・成果を

活用し、北海道北部の地盤特性や地下空間利用、生息する微生物の研究など、地域特性を生

かした地球科学研究を推進するとともに、地域産業や生活環境の向上などに有用な研究を進

めることにより、地域経済の活性化を目指すものである。 
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（１）基盤研究 

 

①堆積岩の特性と地質作用に関する研究 

幌延町において、地下空間利用のための技術開発、珪藻質泥岩や珪質泥岩を利用した新

たな機能性材料の開発および軟岩の力学特性の解明を目的に研究を実施した。 

 

ａ．初期応力測定技術の研究 

応力解放法の一種である孔底変形法による堆積岩の初期地圧測定方法の改良のための文

献調査を行った。既往の方法の問題点について調査し，問題点の解決方法について検討し

た。 

 

ｂ．軟岩の環境影響に関する研究 

変形や破壊が岩石の浸透性に及ぼす影響について室内実験及び数値シミュレーションに

よる検討を行った。室内実験では JAEA深地層研究施設で採取された珪質岩と白浜砂岩を用

いて三軸圧縮応力下で岩石を徐々に破壊させ，変形挙動の変化と浸透性の変化を調べた。

数値シミュレーションによる検討では個別要素法を用いて岩石の破壊過程のシミュレーシ

ョンを行い，弾性定数や浸透率がどのように変化するかを調査した。 

 

ｃ．軟岩の力学特性と間隙流体の影響に関する研究 

JAEA 地下施設の東立坑 220m調査坑道から提供いただいた試料を用いて、間隙弾性パラメ

ーターの計測方法を検討し、室内実験のデータを蓄積した。間隙パラメーターの取得方法

を開発した。室内実験によって既往の研究と調和的な結果が得られたことにより妥当性が

検証できた。 

 

②地下の微生物環境と有効利用に関する研究 

幌延地域における JAEAの地下研究施設等を主な研究フィールドとし、地圏における微生

物の多様性や分布特性の解明、地球環境の保全や地域振興に役立つ有用微生物の探索及び

その機能解明を目的に研究を実施した。 

 

ａ．微生物の生態学的多様性に関する研究 

JAEA 地下施設の東立坑 140m調査坑道等から深部地下水を採取し、微生物の現存量および

群集構造データの拡充を実施した。今年度は、従来と異なる新しい手法である次世代高速

DNAシーケンサーを用いて調査を実施したことにより、従来の方法と比べて精度の高いデー

タを取得することができた。地下環境においてメタン生成基質あるいはその前駆物質を作

る微生物群集の評価方法の基礎検討として、JAEA深部地下水を対象に腐植物質分解微生物

の探索と 16SrRNA遺伝子をマーカーとして用いた微生物群集構造解析による評価を実施し、
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地下水中で腐植物質からメタン生成基質を作る可能性のある難分解性物質分解微生物を確

認し、本評価系の有効性を確認した。 

 

ｂ．微生物の工学的機能に関する研究 

メタン生成微生物カルチャーコレクションの拡充を目的に、JAEA地下施設の東立坑 140m

調査坑道および 250m調査坑道における探索を実施したが、単離には至らなかった。JAEA大

深度調査ボアホール HDB-6孔で最も優占している最重要メタン生成微生物単離株の特性把

握調査を行い、生育可能な環境条件を明らかにした。140m調査坑道および 250m調査坑道に

おけるメタン生成基質あるいはその前駆物質を作る微生物の培養方法の検討を行った結果、

地下の岩石（珪藻岩や褐炭）からメタン生成する微生物群集を発見した（日経新聞全国版

2012 年 1月 16日にて報道された）。地下に多く存在する腐植物質の微生物分解を評価する

実験系を作成した。CO2固定微生物を 140m調査坑道および 250m調査坑道において探索し、

88株の好気性の CO2固定微生物を単離した。昨年度単離された CO2固定微生物の有望株

（Thiomicrospira V2501）の化学的性状について新種記載のための特性把握調査を実施し

た。 

 

③地下水やガスの地中移行と広域地下水環境に関する研究 

サロベツ湿原の保護と観光資源としての活用の両立を図り、また、生態系の保全、水資

源の利用、環境に負荷をかけない CO2の地中貯留などを目的に、地質、地下水及び地下ガ

スに関する研究を実施した。 

 

ａ．幌延町周辺の地質と地下水の相互作用に関する調査研究 

幌延町周辺の地下水中の有機物組成とその帯水層を構成する堆積物中の有機物組成の関

連について考察した。地下水中のリグニン濃度の測定では，帯水層が陸成堆積物で構成さ

れる地下水中で高く，帯水層が海成堆積物で構成される地下水中で低くなり，リグニン濃

度が帯水層の堆積環境を反映することが示された。また，地下水中の有機物の炭素/窒素比

（C/N 比）が帯水層を構成する堆積物の C/N 比と類似した値を示すことが明らかになった。

これらのことから幌延町周辺の地下水中の有機物は，その帯水層を構成する堆積物中から

溶出したものであることが示唆された。 

 

ｂ．地下水及びガスなどの地中移行に関する研究開発 

幌延地区の第四系と新第三系声問層を帯水層とする地下水中の水素が，メタン生成微生

物の基質となっている可能性を検討した。地下水中の溶存水素補集法を改良し，溶存水素

回収時間の大幅な短縮を実現した。改良された手法に基づき、幌延地区の第四系を帯水層

とする地下水中の溶存水素の回収と測定を行ったが，すべての地下水で検出限界（3.6 nM）

以下の濃度であった。幌延地区の第四系と新第三系声問層を帯水層とする地下水中のギ酸
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および酢酸が，メタン生成微生物の基質となっている可能性について検討した。微生物の

競争排除則による指標では，声問層でのみ酢酸を基質としたメタン生成が示唆された。メ

タン生成反応の非平衡度（ΔGr）による指標では，一部を除く地点で酢酸およびギ酸を基質

としたメタン生成が示唆された。これらのことから，ほぼすべての採水地点で両有機酸が

メタン生成微生物の基質となっていること，第四系を帯水層とする地下水中では，両有機

酸の供給速度は比較的遅いことが推定された。メタン生成微生物の基質（餌）の根源物質

の同定に関わる基礎的情報を取得するため、天北地域に分布する珪素質泥岩（声問層）と

褐炭（宗谷夾炭層）中の有機物組成を、腐植物質の分画方法を用いて明らかにした。その

結果、珪藻質泥岩は褐炭と比べて有機炭素に占める脂質の割合が 2 倍～1 桁程度高いこと、

風化された褐炭は新鮮な褐炭に比べ、アルカリ可溶画分の構成割合が 20 倍程度高いこと、

フミン酸に対するフルボ酸の割合は、珪藻質泥岩で最も高いことなどが示された。 

 

（２）委員会等の開催 

 

①幌延地圏環境研究所運営委員会及び研究部会 

幌延地圏環境研究所の運営に当たり、地元幌延町をはじめ、関係機関との連携推進、連

絡調整の場として、幌延地圏環境研究所運営委員会を１回開催した。また、研究活動への

助言・指導の場としての研究部会を合同で 1回開催した。 

運営委員会 

 第 1回 

開催日 平成 24年 2月 16日（木） 

場 所 ノーステック財団 

研究部会 

 第 1回 

開催日 平成 23年 11月 2日（水） 

場 所 ノーステック財団 

 

②深地層研究施設整備促進補助事業中間評価委員会 

経済産業省技術評価指針に基づく深地層研究施設整備促進補助事業の中間評価に当たり、

平成 23年度深地層研究施設整備促進補助事業中間評価委員会を設置し、平成 20年度から

平成 22年度までの 3年間に亘る事業の目的･政策的位置づけ、研究開発目標･達成度、波及

効果、研究開発マネジメント･体制･費用対効果等について評価するため、中間評価委員会

を 2回開催した。 

中間評価委員会 

 第 1回 第 2回 

開催日 平成 23年 6月 2日（木） 平成 23年 7月 26日（火） 
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場 所 幌延地圏環境研究所 ノーステック財団 

 

（３）長期研究計画策定 

これまでの研究成果を生かし、社会的要請にもこたえるべく、平成 15年 2月に作成した

「幌延地圏環境研究所 研究計画」に続く計画として、平成 24年度から概ね 10年間で実

施する研究の内容を明確にした長期研究計画を平成 24年 2月に策定した。 
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Ⅱ．実用化・事業化に向けた支援事業 

 

当財団では、北海道の地域資源の活用とものづくり産業の振興に資することを目的に、

企業の開発ニーズや課題をコーディネータやアドバイザーと連携して発掘し、事業化・実

用化に向けた研究・開発(試作)を行うとともに、事業化後の販路開拓・販売促進など一貫

した支援を行っている。これらの取組により道内各地域の産業振興と企業の育成支援を図

り、北海道内の技術・ノウハウ・販売力・人材の蓄積と競争力のある産業群（産業クラス

ター）の創造を目指している。 

 

北海道産業クラスター創造活動は、平成 23年度で 14年目を迎えた。本年度のクラスタ

ー創造活動により達成した売上高は昨年を 4億円あまり上回り 65億円弱となった。これま

でのクラスター関連プロジェクトのうち売り上げに成功した事業化件数と売上金額の推移

は、次のとおり。 

 

◆ 売り上げに成功した事業化件数と売上金額 

 

平成 23年度 

約 64.6 億円 の売上を達成 

累計事業化件数:156件 

累計売上金額:約 371億円 
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１．事業化プロジェクトの発掘・推進事業 

 

事業化プロジェクトの開発にあたって、食関連産業を中心に「一次対応(発掘)段階」「ビ

ジネスプラン検討段階」「開発段階」「事業化段階」の 4つのステップを基本として、ビジ

ネスアイデアをブラッシュアップし、事業化に繋げる支援活動を展開した。 

 

（１）一次対応(発掘)・ビジネスプラン検討 

 

－地域新プロジェクト創出システム推進事業（北海道補助事業） 

「一次対応(発掘)段階」では、道内企業が取り組む新製品・サービスの開発、地域資源

を活用した商品のブランド化等のビジネスアイデアをビジネスプラン選定基準に基づきヒ

アリングし、事業化の可能性を「技術面」「市場性」「採算性」などから評価しビジネスプ

ラン作成のためのアドバイスを行った。企業訪問と企業・起業家から持ち込まれる事業化

相談は約 800件。 

事業化の可能性が高い案件を「ビジネスプラン検討段階」として担い手企業を中心に大

学・試験研究機関・外部専門家などのアドバイザーを加えた検討チームを設置、「開発段階」

に進むための課題を整理するとともに、ビジネスプランのブラッシュアップを図り、開発

目標を明確にした。一次対応で分析・評価した内の 31件が、「ビジネスプラン検討段階」

にステップアップした。 

 

ａ. ビジネスプラン検討テーマ 

中核支援組織 件     名 

財団法人 

釧路根室圏産業技術振興センター 

１． アジア産炭国向け構内誘導無線システム（ＦＭ版）の開発 

２． 稚内層珪質頁岩の優れた調湿・消臭機能を活用した建築内装材の開発 

３． 衛星ブロードバンドシステムの改良開発及び市場調査 

４． 海水氷を使用した魚介類の鮮度保持方法の検討・評価 

５． エゾシカ活用ドックフード製造技術開発と市場調査 

一般財団法人 

旭川産業創造プラザ 

１． 「Long&Slow」をコンセプトしたレストア・ヴィンテージ家具の開発 

２． IK発電体を搭載した風力発電ユニットの開発 

財団法人十勝圏振興機構 １． 地域に賦存する畑作関連バイオマス由来のペレットボイラの開発・実証 

財団法人室蘭テクノセンター １． 雑海草除去技術の事業化開発 

２． 酸化セリウム研磨剤リサイクル装置システムの開発 

公益財団法人 

函館地域産業振興財団 

１． クルマバソウを活用した乳製品の開発 

２． ダッタンソバの保存性向上の研究開発 

３． 生鮮ボイル毛ガニの高品質化技術の開発 

４． タマフクラ冷凍枝豆製品の高品質化技術の開発 
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財団法人 

北見工業技術センター運営協会 

１. コスト、環境負荷低減を目指したプレス加工部品の開発 

２. ベビー用「J.space」の開発 

３. 道産ハッカ商品(道産ハッカようじ)の開発 

４. 幼保一元化向け木製遊具の開発 

ノーステック財団 

クラスター事業部 

１． 国産馬油・馬プラセンタを使用した化粧品の開発と販路開拓 

２． ハマナス抽出物を利用した化粧品等の商品開発及び販売促進 

３． 北海道産青大豆「青雫（あおしずく）」を使用した大豆加工食品の開発 

４． 施設園芸用低燃費温風機システムの開発 

５． 陸上養殖されたホソメコンブを活用した冷凍商材の開発 

６． 石炭灰を用いたタイル及び特殊セラミック体の開発 

７． 北海道産小麦微粉末全粒粉の量産化技術の開発 

８． 輸出向け北海道アイスクリームのブランド開発 

９． 和牛経産牛の再肥育による高付加価値化ビジネスモデルの開発 

１０． ホッキ貝の畜養に適した飼育条件の開発 

１１． 北海道産自然素材を使用したペット用療法食の開発 

１２． 遠軽町産枝豆(地域資源)を使用した化粧品の開発 

１３． 修理再生市場の構築による旭川家具のブランド化 

 

        

（２）地域新成長産業群創出基盤形成事業(北海道経済産業局補助事業) 

 

 ① 地域資源を活かした新成長産業創出基盤調査 

安定した需要のある商品や今後の広がりが期待できる商品について、市場規模や需要動

向等を分析・解明することにより、今後、道内企業が行う商品開発や販路開拓に資する、

次の 2テーマについて市場調査を行った。 

 

ａ. 北海道産ペットフードに関する市場調査 

調査目的 

ペットフード市場を対象に、北海道産原料の用途や、北海道産ペット

フードの需要を探り、資源の有効活用を目指すマーケティング展開に

資する 

調査対象 
首都圏の動物病院、北海道と首都圏の『ペットと泊まれるホテル・マ

ンション』 

 

ｂ. 植物共生菌を使用した米の付加価値に関する市場調査 

調査目的 植物共生菌を使用した微生物農業資材及び本資材を用いた低農薬米

におけるニーズや課題を調査するとともに、求められる機能・価格・
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有効な販売促進方法等を検証することで、その普及推進を図る 

調査対象 調査対象有機・低農薬市場に関わる流通業者・学識者・団体等 

 

② イノベーション創出協働体ネットワークを活用した事業検討 

道内 67の公設試、大学、産業支援機関等からなる北海道地域イノベーション創出協働体

ネットワークの参加機関から産学連携型の食に関する課題を公募し、うち優れた３テーマ

について研究会を設立し調査研究を行い、今後のアクションプランを作成した。 

 

ａ．テーマ名：漁港施設を活用したウニの給餌管理システムによる高品質化プロジェ

クト 

代表者 古宇郡漁業協同組合 

参画者 ㈱エコニクス、神恵内村、道総研中央水試 ほか 

開 催 第 1回 H23.11.29、第 2回 H24.2.9、第 3回 H24.3.15、視察 H24.3.8 

検討内容 

磯焼けの進行による身入り減尐のため価格が低迷しているウニについ

て、神恵内村でのウニ育成試験の結果を踏まえながら、漁港施設など

静穏域を活用したウニ肥育手法を検討した 

 

ｂ．テーマ名：エゾシカ残渣を活用した皮革加工技術並びに成分抽出技術開発、機能

性評価 

代表者 北海道大学大学院ﾒﾃﾞｨｱ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究院 

参画者 (社)エゾシカ協会、㈱エゾプロダクト、札幌ビズカフェ ほか 

開 催 
第 1回 H24.1.19、第 2回 H24.2.8、第 3回 H24.3.8、第 4回 H24.3.16､ 

視察 1回目 H24.3.9、視察 2回目 H24.3.13 

検討内容 

効果的な駆除と地域資源としての利活用が期待されるエゾシカについ

て、食肉加工後の残渣を利用した皮革加工と皮革からの成分抽出によ

る新たな産業創出について検討した 

 

ｃ． テーマ名：道産小麦の普及と用途拡大を目指した超強力小麦「ゆめちから」評価

（「ゆめちから」の加工適正評価プロジェクト 

代表者 北海道経済連合会 

参画者 江別製粉㈱、北海道製パン協同組合、道総研中央農試 ほか 

開 催 第 1回 H23.11.16、第 2回 H24.2.24 

検討内容 

平成 23年度まで試験栽培中の新品種小麦「ゆめちから」が平成 24年

度から一般栽培され 4,000トン強が市場に出回ることを踏まえ、この

ブレンド小麦粉をパン・ラーメンなどの道内加工企業に提供し、各用

途の加工適正を評価するとともに、評価結果を道内外の加工業界に PR
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するためのパンフレットデータを作成し、食クラスター連携協議体ホ

ームページに公開した 

 

 

 

 

 

③ ビジネスマッチング事業 

北海道の強みを活かした特徴ある商品を開発し、販路を拡大していくために、食品加工

に関する技術開発等のテーマを抽出し検討を行った。 

 

ａ.過熱水蒸気の食品加工への応用 

食品の高付加価値化を図ることができる加工技術「過熱水蒸気」に関する技術・商品開

発等について、検討を行った。 

 

検討会議 次世代過熱水蒸気関連事業化検討会議 

メンバー 装置メーカー２社（ヒロシ工業㈱、㈱タイヨー製作所） 

食品加工５社（東和食品㈱、㈱釧路丸水、トナミ食品工業㈱、㈱パイ

オニアジャパン、㈱グリーンパートナー） 

流通１社（日本アクセス北海道㈱） 

支援機関 北海道立総合研究機構（食品加工研究センター）、北海道、北海道経済

産業局 

事務局 ノーステック財団 

開 催 第 1回 H23.9.13、第 2回 H23.11.7、第 3回 H24.1.31、第 4回 H24.3.23 

 

 

食クラスター連携協議体ホームページに公開されたブレンド粉の加工適正 
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ｂ.ＬＮＧ（液化天然ガス）冷熱の鮮度保持流通等への利活用 

石狩湾新港地域においてＬＮＧ基地（北海道ガス㈱。平成 24年稼働）から発生する冷熱

の鮮度保持流通等への利用可能性について、「ＬＮＧ冷熱利活用可能性調査業務に係る利活

用可能性検討委員会（道委託事業。受託先：㈱北海道二十一世紀総合研究所）」の委員とし

てノーステック財団コーディネーターが参画し、検討した。 

 

④ バイヤーいち押し道産品発掘事業 

北海道産の食関係商品について、道内外のバイヤーから商品の強みや課題等の評価を受

けて更なる商品改良を行った。また、評価の高かった商品の「商品カタログ」を作成・配

布し、販路開拓支援を行った。 

 

道

内

審

査

会 

審査員  バイヤー（日本アクセス北海道、コープさっぽろ、北海道キヨスク） 

    ほか計 10名              

実施日 H23.7.28、H23.8.30 

結 果  第 1回目は、32社 44品を審査し、得点上位の 21社 25品を東京審査会へ。 

        第 2回目は、29社 50品を審査。得点上位の 20社 25品を東京審査会へ。 

    高得点（700点以上）の商品は１５商品。 

東

京

審

査

会 

方 法  一般社団法人新日本スーパーマーケット協会による審査会 

「バイヤーズ“食”セレクション」の活用 

実施日   H23.9.28、H23.10.26 

結 果   審査対象 50商品のうち、高得点（700点以上）の商品は６商品     

 

カ

タ

ロ

グ

作

成 
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２．事業化・実用化開発支援事業 

 

（１）開発段階 

 

ビジネスプラン検討段階においてビジネスプランのブラッシュアップを図り、開発目標

を明確にした後、北海道や札幌市等の補助事業を活用した「開発段階」に進み、本格開発

を実施した。 

 

①地域新ビジネス創出モデル事業（北海道補助事業） 

当財団が行う事業化プロジェクトについて、担い手企業を中心に大学・試験研究機関・

外部専門家などのアドバイザーを加えた開発チームを編成し、事業化・実用化を図った。 

 

プロジェクト名 実施内容 

１．石炭灰を用いたタイル及びセ

ラミック体の開発 

石炭火力発電所等で廃棄物として発生する石炭灰(フ

ライアッシュ)を用いた軽量で高性能なタイルおよび

特殊形状セラミック体の開発 

 

②産業クラスター形成促進事業（北海道中小企業応援ファンド事業） 

道内の地域資源を活用し、事業シーズ可能性拡大、市場適応能力高度化、ブランド化等

の促進支援事業を実施した。 

プロジェクト名 継・新 実施内容 

1. 地場産ゆきひかり

100%米粉麺の開発 
継続 

旭川産ゆきひかり 100%米粉麺を開発し、アレルギーを

持つ顧客を中心に販路を開拓 

2. 海外培養技術を利用

したニンニク栽培ビ

ジネスモデルの開発

及び販路拡大 

継続 

北海道でのニンニク栽培の産地化を目指し、優良品種

を特定し、海外で培養・増殖した苗を道内ＪＡに販売

するビジネスモデルの開発 

3. 『北海道産馬鈴薯由

来』機能性食品素材

の量産化技術の開発 

継続 

馬鈴薯でんぷんの抽出後の馬鈴薯磨砕汁を原料とし

た、第 4世代ダイエット素材「ポテイン®」の量産化技

術の開発 

4. 都市近郊型ホテルと

の協働による食と観

光の６次産業モデル

化事業 

継続 

定山渓地区において既存の業態とは異なる新たな宿泊

施設を開業し、食と観光を連携した 6次産業化の推進

を目指すプロジェクト 

5. ホルスタイン 14ヵ月

齢去勢牛のブランド
継続 

飼育基準を定め、画像処理による客観的な赤身肉独自

の分類基準を開発、加工品の改良と販路開拓 
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化事業 

6. 糖質制限・道産小麦

ふすまパンの開発 
継続 

糖尿病などで食事療法を必要とする方向けに、道産小

麦ふすまを使用し、カロリー20%オフ、糖質 80%オフ、

植物繊維豊富なパンの開発 

7. 国産馬油・馬プラセ

ンタを使用した化粧

品の開発と販路開拓 

新規 

天然良質な馬油および希尐価値が高く、安全性に優れ

た馬のプラセンタを使用したシートマスク等化粧品開

発 

8. ハマナス抽出物を利

用した化粧品等の商

品開発 

新規 
ハマナス抽出物および残渣物の機能性・有用性を活か

した化粧品等の商品開発 

9. 北海道産小麦微粉末

全粒粉の量産化技術

の開発 

新規 

北海道産小麦微粉末全粒粉の安定供給のため、大型臼

式低温製粉装置の能力アップ。軟質小麦にも対応する

量産化技術開発と販路開拓 

10. 台湾向け北海道アイ

スクリームのブラン

ド化 

新規 
道内小規模アイスクリームメーカー協働による統一ブ

ランド開発と台湾向け輸出販路開拓 

11. 和牛経産牛の再肥育

による高付加価値化

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙの開発 

新規 
白老町での経産和牛再肥育による普及帯の新ブランド

開発 

12. 遠軽町産枝豆(地域

資源)を使用した化

粧品の開発 

新規 
遠軽町産枝豆(地域資源)を使用した化粧品原料への加

工技術開発および化粧品開発 

13. 修理再生市場の構築

による旭川家具のブ

ランド化 

新規 
旭川家具の修理再生、ヴィンテージ販売などのビジネ

スモデルの開発 

 

③重点分野開発推進事業（札幌市補助事業） 

「札幌市産業振興ビジョン」でかかげる重点分野について、札幌市内の中小企業者等が

行う新製品・新技術の開発に関する取り組みを支援し、札幌市の経済発展ならびに産業創

出に繋げた。 

 

プロジェクト名 実施内容 

1. 北海道農産物由来高機能性

食品の開発 

北海道産アスパラガスのブランド力を活かして、未利

用部位（農産系廃棄物）のアスパラガス茎の切れ端か

ら、自律神経バランスや活動度を改善する抗ストレス
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健康食品（カプセルタイプのサプリメント）を開発す

る 

2. 屋外用ソーラー付小型照明

器具の企画開発（停電や災害

時に携帯可能な多機能デザ

イン照明） 

クオリティーの高い多機能（太陽光エネルギーを活用

し省エネで、日常と災害時に有効な付加価値の高い屋

外型照明器具）を開発し、市場価格に見合う量産体制

をつくる 

3. アルツハイマー病に伴う夜

間徘徊の治療薬創出 

新規のコンセプトに基づく夜間徘徊の治療薬となる低

分子化合物を創出し、アルツハイマー病（AD）治療薬

を開発製造する製薬企業に、低分子化合物合成に関わ

る特許実施権と開発販売権をライセンス提供すること

を目標とする 

4. スマートフォン対応および

ポータビリティー性を持っ

たポイント／クーポンサー

ビス用非接触 ICカードリー

ダライタの開発 

おサイフケータイ等を用いたポイントカードシステム

のプラットフォーム端末としてデファクトスタンダー

ドを目指し、液晶付き非接触 ICカードリーダライタを

開発し、無線 LAN対応／バッテリー搭載／スマートフ

ォン対応およびサービス事業者が提供する上位システ

ムとの連携を図ることを目標とする 

5. 汎用画像処理用並列計算ボ

ード（GPU）と次世代シーケ

ンサを活用した低コスト全

病原微生物分析受託システ

ムの開発 

汎用画像処理用並列計算ボード（GPU）を利用してメタ

ゲノム分析のコストを低減することにより、次世代シ

ーケンサを用いた全病原微生物検出サービスをビジネ

スとして確立する事を目標とする 

                        

（２）クラスタープロジェクト成果報告会の開催  

 

平成 24年 1月 27日「産業クラスター事業化支援プロジェクト報告会 2012」を開催し、

事業化段階に進んだ案件の中からクラスタープロジェクト活動事例として 4テーマについ

て成果を発表した。道内企業の開発担当者の他、北海道、北海道経済産業局、札幌市、(独)

中小企業基盤整備機構、金融機関、北海道経済連合会など 100名が参加。 

 

企業 内容 

バイオマテック株式会社 道産サケ鼻軟骨から非変性Ⅱ型コラーゲンの開発と販路開拓 

株式会社十勝清水フードサービス ホルスタイン１４ヶ月齢去勢牛のブランド化 

株式会社エフイー 小型ジャガイモ皮むき機の開発 

有限会社フーズアンドブレッド 糖質制限・道産小麦ふすまパンの開発 
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発表企業であるバイオマテックジャパン㈱（釧路市）の代表取締役・工藤義昭氏が、生

体活動をコントロールする成分として美容分野等で注目される新素材「プロテオグリカン」

の画期的な大量生産方法を確立し、平成 24年 2月、第 4回ものづくり日本大賞・内閣総理

大臣賞（製品・技術開発部門）を受賞した。当財団では、「プロテオグリカン」の開発にあ

たり、北海道中小企業応援ファンド事業を活用し、量産体制の確立と販路開拓の支援を行

ってきた。 

産業廃棄物であるサケの頭部を原料に使用し、独自の技術により、従来の精製方法より

も大幅なコストダウンに成功。現在、本製品は化粧品や健康食品の原料として幅広く使用

されており、今後は、がんワクチン、創傷治癒剤、膝関節炎治療剤など医療分野での活用

も期待されている。 

 

  

ものづくり日本大賞・内閣総理大臣賞（製

品・技術開発部門）を受賞したバイオマテッ

クジャパン㈱工藤社長(左) 
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３．販路開拓・販売促進事業 

 

（１）地域企業立地促進等事業(北海道経済産業局補助事業) 

 

北海道食クラスター連携協議体との協力により、原材料調達や加工機械設備、企業ニー

ズ等に精通し企業間連携を促進するためのコーディネータ 2名を配置し、食ラスター形成

のモデル活動となる販路開拓・販売促進活動を展開した。 

 

① 高級ペットフード「森のごはん」の販路開拓 

コーディネータの持つネットワークを活用し、素材・加工機械・食品メーカー等を結び

つけ、エゾシカ肉、野菜くず等の道産低未利用資源を活用した高級ペットフードを開発・

商品化、平成 23年 8月より動物病院で販売を開始。鹿肉のトマト風味おじや、鹿肉水煮 (プ

レーン、カボチャ入り、ニンジン入り)、鮭のホワイトシチュー等 20数種類の商品ライン

ナップを展開中。 

動物病院のほか、北海道フーディスト（首都圏最大級の北海道のアンテナショップ）で

の販売が行われている。 

 

  

 

 ② ヨーグルト味の新素材「ピュアブラン」の販売拡大 

北海道立総合研究機構(食品加工研究センター)とサツラク農業協同組合の共同研究によ

り、「低温濃縮＋乳酸菌の加温殺菌」 (特許出願中)によるヨーグルトペーストを開発（商

品名「ピュアブラン」）。道内の二次製品製造企業へのコーディネートの結果、洋菓子のヒ

ロタ、コストコ、ホブソンズ等の商品原料として採用されている。現在、飲食店、洋菓子

企業、乳製品企業等への営業を展開中。また、海外への販路開拓を模索している。 

動物病院内の販売コーナー 開発されたペットフード 
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③ 北海道アイスクリーム販売促進協議会による輸出に向けた取組 

コーディネーターの呼びかけにより、北海道ブランドを確立し首都圏・東南アジア等へ

の販路拡大を目指すための「北海道アイスクリーム販売促進協議会」を設立（メンバー：

メーカー、商社、物流会社等 6社で構成）。  

同協議会では、中小のアイスクリーム製造メーカー同士が連携し、輸出用商品の選定や

価格帯、物流コスト等の検討に着手しており、現在、北海道ブランドとしての統一パッケ

ージを決定し（商品名「北海道 北のラブレター」）、24年から台湾への輸出を目指す。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）消費者やバイヤーニーズを活かした販売促進支援 

    －次世代型商品開発・販売促進支援事業(北海道委託事業) 

  

健康・環境・国際をキーワードとした地域資源を活用した高付加価値商品に対して、流

通業者など専門家と連携して個別商品の販売促進活動の助言指導を行うとともに、販売先

新たにデザインされた統一パッケージ 

ヨーグルトペースト「ピュアブラン」紹介パンフレット 
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の選定から個別の商談に至るまでの一連の取組を支援し、次世代型商品の開発・販売を促

進した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 商品の選定 

平成 21年度と 22年度に、当財団で受託した商品開発や販売促進に関する事業で取り上

げた商品の中から 40品を選定のうえ、商品カタログを作成した。 

   

 

H21、H22で

取り上げた商品

40品を選定

商品の選定商品の選定

模擬商談会の開催模擬商談会の開催

展示会・商談会
への出展

展示会・商談会
への出展

・インフォメーションバザール
In Tokyo 2011

・フードコンベンション２０１１
・フードコンベンション2012

ほか

販売計画作成アドバイス
とマッチング

販売計画作成アドバイス
とマッチング

マーケティング事例集
の作成

マーケティング事例集
の作成

テスト販売の実施
テスト販売の実施

＜実施店舗＞
・北海道フーディスト
・もぐもぐパーク北海道
・どさんこプラザ有楽町店
・カムイン北海道
・どさんこプラザ名古屋店

流通業5000社を対象
にした調査の実施

流通業5000社を対象
にした調査の実施

＜報告書＞
・流通業5000社アンケート
報告書
・商圏分析報告書

バイヤーいち押し 道産品カタログ 



 

30 

 

② 流通業 5000社を対象にした取扱意向調査 

全国の百貨店やスーパー等 5000社を対象に、選定 40品の商品カタログを送付して、掲

載商品の取扱意向等を調査した。 

取扱意向等の回答は、計 74社（関東 21、関西 12、東海 11等）から得られた。40品目の

中で関心が最も高かったのは「札幌プリン」（回答数の約半数 47%）、次いで「ほたてしゆう

まい」、「北海道バーニャカウダ」、「ミルクジャムプレーン」、「辛ねば」という順になった。 

 

回答のあった 74社の業種を見ると、スーパー・ショッピングセンターが 57社で最も多

く、次いで百貨店、卸売業となっているが、百貨店は「バーニャカウダ」、「ディップ」等

目新しい商品や単価の高い商品、卸売業は“燻製”あるいは“インスタント食品”等の保

存性の高い商品への取扱意向が高い傾向が見られた。 

 

③ 模擬商談会の開催および展示会・商談会への出展 

首都商談会・展示会へ出展する企業向けに“模擬商談会”を開催し、プレゼンテーショ

ン方法、商談方法、事前事後の業務処理、個別商談等に関するアドバイスを行った。首都

圏や関西圏の商談会・展示会に出展し、市場ニーズや顧客別の傾向等を収集・分析した。 

 

インフォメーションバザール in 

Tokyo 2011 

 

開催日 平成 23年 10月 19日(水)～20日(木) 

会場 池袋サンシャインシティ 

主催 北洋銀行、帯広信用金庫 

出展企業 フォレストベリー農園、㈱白亜ダイシン、

札幌バルナバフーズ㈱、タングロン北海道

㈱、㈱北海大和 

総出展者数 158社 

25.7%

27.0%

28.4%

28.4%

28.4%

29.7%

29.7%

31.1%

36.5%

47.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

姫鱒燻製

白老牛ローストビーフ

ホタテチップス

落石のさんまくんせい

北海道野菜のディップ（トマト・チリ）

辛ねば

ミルクジャムプレーン

北海道バーニャカウダ

ほたてしゅうまい

札幌プリン

「関心を持った商品」 上位 10品 

札幌プリン 
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来場者数 約 4,200名 

フードコンベンション 2011 

(西日本)(東日本) 

開催日(西日本) 

(東日本) 

平成 23年 7月 14日(木)～15日(金) 

平成 23年 7月 20日(木)～21日(金) 

会場 (西日本) 

(東日本) 

インディックス大阪 

さいたまスーパーアリーナ 

主催 ㈱日本アクセス 

出展企業 ㈱しんや、山小小林商店㈱、㈱マルデン 

総出展者数 西日本 400社、東日本 500社 

来場者数 西日本 4,000名、東日本 5,000名 

フードコンベンション 2012 

(東日本)(中部)(中四国) 

 

開催日(東日本) 

(中 部) 

(中四国) 

平成 24年 1月 18日(木)～19日(金) 

平成 24年 1月 25日(木)～26日(金)  

平成 24年 1月 31日(火)～2月 1日(水) 

会場 (東日本) 

(中 部) 

(中四国) 

さいたまスーパーアリーナ 

ポートメッセ名古屋 

コンベックス岡山 

主催 ㈱日本アクセス 

出展企業 タングロン北海道㈱、㈱しんや、㈱大金、

㈱かねやミート、㈱北海大和 

総出展者数 東日本 400社、中部 350社、中四国 350

社 

来場者数 東日本 7,000名、中部 3,500名、 

中四国 2,500社 

 

 

 

     

＜西日本での展示風景＞      ＜東日本での展示風景＞ 

 

④ テスト販売の実施 

選定 40品について、首都圏や関西圏の道産品アンテナショップ５店でテスト販売を行い、

売上金額や個数、商品トレンドの方向性等を把握した。 
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店舗名 
北海道ﾌｰﾃﾞｨｽ

ﾄ 

もぐもぐパー

ク北海道 

どさんこプラ

ザ有楽町 
ｶﾑｲﾝ北海道 

どさんこﾌﾟﾗ

ｻﾞ名古屋 

店舗所在地 
東京駅 

八重洲口 

新宿 

サザンテラス 

有楽町 

東京交通会館 

大阪市 

御堂筋 

名古屋市 

名鉄百貨店 

運営 

北海道ﾌｰﾄﾞﾌﾛ

ﾝﾃｨｱ㈱、北電

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

㈱もぐパー、 

FUJI ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 

札幌丸井三越 北海道貿易物

産振興会 

札幌丸井三越 

取扱商品数 27品 22品 20品 30品 23品 

販売期間 12/1-31 12/1-31 1/2-31 11/1-30 1/7-31 

販売数量 393 946 805 491 358 

単価/品(円) 589 625 625 448 519 

販売金額(円) 231,666 591,235 503,540 219,937 185,831 

 

   

      

 

  

北海道フーディスト                  もぐもぐパーク北海道 

 北海道どさんこプラザ有楽町 
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４．中小企業人材育成事業 

 

（１）研究開発支援型雇用推進事業（札幌市委託事業） 

 

本事業は、厚生労働省の「緊急雇用創出推進事業補助金交付要綱」に基づく委託事業で、

地域の研究開発の促進、産学官連携人材の育成や新たな雇用の創出を目的とした事業であ

る。事業の流れは以下のとおり。 

① 研究開発に従事する研究スタッフの雇用。 

② 研究スタッフを受入れる企業の募集。 

③ 申請書類の審査・選定、及び事業評価のための委員会の開催。 

④ 受入企業での研究開発業務の実施。 

平成 22年度からの継続事業であるが、新規に３名の研究スタッフを雇用した。年度末に

は、事業評価のための審査委員会及び産学官連携交流のためのプレゼン発表会を実施した。 

なお、本事業は平成２３年度末をもって終了し、研究スタッフについては、５名のうち

４名が受入企業で正規雇用されることとなった。  

 

雇用者 人数(人) 受入先 事業終了後 

研究スタッフ 

1 ㈱アミノアップ化学 受入先で正規雇用 

1 北海道システム・サイエンス㈱ 受入先で正規雇用 

1 ㈱リープス 終了 

1 ㈱化合物安全性研究所 受入先で正規雇用 

1 ㈱エヌビィー健康研究所 受入先で正規雇用 

 

５．地域の仕組みづくりについて 

 

道内各地域のクラスター活動の定着・ビジネス創出の推進・成功事例の創出を図るため、

全道 6圏域の産業支援機関との連携によるプロジェクトの磨き上げや事業化を推進すると

ともに、地域の企業や各地域研究会の独自の取り組みを支援し、地域クラスターの仕組み

づくりを進めてきた。 

 

（１）６圏域の産業支援機関との連携事業／地域新ビジネス創出システム推進事業 

（北海道補助事業） 

 

①事業概要 

6圏域［道南、道央（室蘭）、道北、オホーツク、十勝、釧根］の産業支援機関（工業技

術センター、テクノセンター等）にプロデューサーを配置し、企業のビジネスプランをブ
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ラッシュアップしながら事業化へコーディネートしていく。 

なお、コーディネートにあたっては、当財団が、コーディネート手法のノウハウの提供

や専門家（当財団アドバイザー）の派遣などのサポートを実施した（図 1参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圏域産業支援機関との連携事業 

 

 

＜参考：道内 6圏域の産業支援機関＞ 

道南圏 (公財)函館地域産業振興財団 

道央圏（室蘭） (財)室蘭テクノセンター 

道北圏 (一財)法人旭川産業創造プラザ 

オホーツク圏 (社)北見工業技術センター運営協会 

十勝圏 (財)十勝圏振興機構 

釧根圏 (財)釧路根室圏産業技術振興センター 

 

②平成 23年度の事業内容 

各産業支援機関がコーディネートし、「ビジネスプラン（BP）検討段階」「開発段階」で

取り組んでいる案件は、次のとおり（16件）。 

（地域新ビジネス創出システム推進事業） 
 

 訪問、相談の対応 
 情報収集・把握 
 コーディネート 

プロデューサー 

産業支援機関 
大 学 

企 業 

公設試 

（知的資源、シーズ） 

（産業力、ニーズ） 

（技術支援、シーズ） 

ビジネステーマの計画 

ビジネスプランの検討 

ブラッシュアップ（調査、試作、分析） 

ノーステック 

ﾉｰｽﾃｯｸ財団 

アドバイザー 

圏域担当者 

研究・開発 事業化 

・ノウハウの提供 
・専門分野のサポート 
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圏域 段階 テーマ名 

道南 

BP検討段階 クルマバソウを活用した乳製品の開発 

BP検討段階 ダッタンソバの保存性向上の研究開発 

BP検討段階 生鮮ボイル毛ガニの高品質化技術の開発 

BP検討段階 タマフクラ冷凍枝豆製品の高品質化技術の開発 

道央 

(室蘭) 

BP検討段階 雑海草除去技術の事業化開発 

BP検討段階 酸化セリウム研磨剤リサイクル装置システムの開発 

道北 
開発段階 ｢Long&Slow｣をコンセプトとしたレストア・ヴィンテージ家具の開発 

BP検討段階 IK発電体を搭載した風力発電ユニットの開発 

オホー

ツク 

BP検討段階 コスト、環境負荷低減を目指したプレス加工部品の開発 

BP検討段階 ベビー用「J.space」の開発 

BP検討段階 道産ハッカ商品(道産ハッカようじ)の開発 

BP検討段階 幼保一元化向け木製遊具の開発 

十勝 
BP検討段階 地域に賦存する畑作関連バイオマス由来のペレットボイラの開

発・実証 

釧根 

BP検討段階 アジア産炭国向け構内誘導無線システム（ＦＭ版）の開発 

BP検討段階 
稚内層珪質頁岩の優れた調湿・消臭機能を活用した建築内装材の開

発 

BP検討段階 衛星ブロードバンドシステムの改良開発及び市場調査 

(12ページの再掲) 

（２）町村圏の仕組みづくり(自主事業) 

 

①事業概要 

平成 23年度は、町村圏のクラスター活動を定着・推進するため、重点支援地域として 6

産業クラスター研究会と、地域資源を活かした独自な活動に取り組む 5地域活動グループ

に対して、各種支援活動を実施した。この取り組みによって、産業クラスター研究会およ

び地域活動グループの①成功事例の拡大、②研究会など地域活動組織の活性化、を目指し

ている。さらに、各研究会等との交流と情報の共有化を図るため、「地域ネットワーク会議」

を 2回開催した。 

 

②平成 23年度の事業内容 

 

ａ．重点支援地域の取り組み状況 

研究会 件名 

朝里川温泉地域クラスタープ

ロジェクト 

多様な健康素材を活用した朝里川温泉地域での商品づく

り 
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（財）下川町ふるさと開発振興

公社 

規格外・未利用地域資源を有効活用した新商品開発・販路

開拓 

～もったいないトマトプロジェクト～ 

根室産業クラスター創造研究

会 

環境調和型防汚剤の研究開発 

ＮＰＯ法人ネット・プロジェク

ト・オホーツク・クラスター 

樹皮繊維（オヒョウ楡・シナ）を使用した民芸品（アツシ

織・シナ織）の開発 

産業クラスター研究会オホー

ツク 

産業用大麻の商品化を目指したシンポジウムの開催 

標津町産業クラスター創造研

究会 

地域資源を輝かす付加価値化の新商品開発事業 

 

地域活動グループ 件名 

十勝キャリアデザインネット

ワーク 

女性起業家育成をめざしたネットワークおよびスキルア

ップ事業 

鹿追町地場産品加工研究グル

ープ 

鹿追町の農畜産物を使用した加工食品の開発 

羅臼陸上養殖研究会 複合陸上養殖事業の開発 

北海道女性農業者倶楽部 

（マンマのネットワーク） 

農村女性起業の経営強化に関する勉強会（マンマの経営

塾）の講師招聘 

道北スイーツ倶楽部 道北スイーツ倶楽部新商品・ブランド開発プロジェクト 

 

ｂ．地域ネットワーク会議 

各地域クラスター研究会を対象に「地域ネットワーク会議」を道内 2地域で開催し、バ

イヤーからの事例紹介、個別商談、意見交換等を行った。 

第 1回目 1日目：バイヤーからの商品開発事例紹介と個別商談 など 

2日目：朝里川温泉地域クラスタープロジェクトの取組み事例紹介

工場見学      【7研究会・2グループ 34名参加】 

8月 2日(火)～3日(水) 

小樽市 

第 2回目 ・函館地域産業振興財団からのご案内 

・商品開発に関する事例紹介と意見交換（大槻食材から開発商品３

品の紹介と試食、全体討議） 

・グループディスカッション など 

     【5研究会・2グループ 24名参加】 

10月 27日 (木) 

北斗市 
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新たに設立された「㈱草原

の風」ロゴマーク 

ｃ．地域版「食品試作・実証センター」構想（鹿追町の取組み） 

十勝管内鹿追町は、地域の農畜産物を活かした商品開

発を行う「6次産業化」に向け、町の農畜産物加工研修

施設「ワーキングセンター」を増築し、新たに「生肉加

工室」や「惣菜室」などを整備した。（平成 24 年 3 月、

竣工） 

これを受けて、地元企業 4社の経営者と農業者 1名が

「㈱草原の風」を設立、平成 24年度から同施設でハム、

ソーセージ、ギョウザなどの加工食品の製造を開始する。 

当財団では、本事業の計画段階から関わり、補助金申請

などの面でサポートを行ってきた。今後も商品開発や販売

促進などの支援を行うとともに、地域の食品試作・実証センターのモデルケースとして、

他の地域にも同様の仕組みを広げていく。 
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Ⅲ．ネットワーク形成に向けた支援 

 

１．北海道バイオ産業クラスター・フォーラム事業（北海道経済産業局補助事業） 

 

北海道地域におけるバイオ産業クラスター形成の基本となる産学官の広域的な人的ネッ

トワークの形成を促進し、地域経済を支え、世界に通用するようなバイオ企業・産業の創

出（バイオ産業クラスター）を目指し、以下の事業を実施した。 

 

（１）地域間連携・ネットワーク強化事業 

 

①総会・企業プレゼン会の開催 

開催日時 平成２３年６月２８日（火）13:30～16:30 

場 所 ホテルニューオ-タニイン札幌 

内 容 

【総会】 

○平成２２年度事業報告、平成２３年度事業計画について 

○運営委員について 

【地域産業集積海外展開支援事業報告】 

【十勝地域・函館地域の取組】 

【企業プレゼンテーション（３社）】 

㈱北国生活社、㈱応用医学研究所、㈱ノース技研 

参加人数 93名 

 

②運営委員会の開催 

フォーラムの活動に関する事業計画や支援内容等を検討するため、運営委員会を２回開

催した。 

 第 1回 第 2回 

開催日時 平成２３年５月２４日（火） 平成２４年３月６日（火） 

場 所 コラボほっかいどう大会議室 コラボほっかいどう大会議室 

内 容 
平成 22年度事業報告 

平成 23年度事業計画等 

平成 23年度事業報告経過 

平成 24年度事業方針等 

 

③広域連携会議の開催 

 ６地域（道央中核、函館、帯広十勝、とかち田園、旭川、釧路・白糠）の産業活性化

協議会による、広域連携会議を２回開催した。 

 第 1回 第 2回 

開催日時 平成２３年６月２９日（水） 平成２４年３月５日（月） 
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場 所 ＫＫＲホテル札幌 ホテルポールスター札幌 

内 容 

北海道地域バイオ産業集積活性

化活動事業に係る事業計画、各地域

協議会の取組み状況等について 

事業実績報告、２4年度計画 

 

④事業運営会議の開催 

 ３つの事業主体（ノーステック財団、函館地域産業振興財団、十勝圏振興機構）によ

る、事業運営会議を 2回開催した。 

 第 1回 第 2回 

日 時 平成 23年 6月 29日（水） 平成２４年３月５日（月） 

場 所 ＫＫＲホテル札幌 ホテルポールスター札幌 

内 容 

「バイオ産業成長戦略」23年度重点

事業、バイオ産業振興会議、各事業主

体の取組み状況等について 

24年度事業の連携について 

 

⑤データベースの整備 

北海道バイオ産業クラスター・フォーラム参画企業 121社に対し、以下の項目を調査し、

情報提供事業にて電子化を図り、ＨＰにて公開した。 

【調査項目】 

事業内容、研究開発対象領域、バイオ関連技術、基幹技術、保有特許等 

 

⑥クラスター・マネジャーの配置 

２名のクラスター・マネジャーを配置し、企業間のコーディネート、情報提供の活動等

を実施した。専門知識を有するクラスター・マネジャーの配置により、クラスター内企業

への効果的なコーディネート活動を実施した。 

㈱ヒューマン・キャピタル・マネジメント 代表取締役社長 土井 尚人 氏 

三重大学大学院医学系研究科       学長補佐・教授 西村 訓弘 氏 

 

（２）地域新成長産業群創出基盤形成事業 

 

①北海道における薬用植物の活用及び関連産業振興に関する検討 

北海道の冷涼な気候は、北方系の薬用植物の生育に適しており、多くの薬用植物が自生

しており一部では栽培も行われている。薬用植物のうち漢方薬の原料となるものについて

は、ほぼ中国等からの輸入に依存しており、乱獲等による輸入量の減尐が懸念されている

状況。また、伝統的に食経験がある薬用植物の健康食品への活用や、化粧品等での利用が
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考えられる。そこで、国内及び道内における薬用植物の栽培、流通、加工等の現状につい

て把握し、北海道で栽培が可能な薬用植物の食品等への活用方法の検討を行なった。 

 

 第 1回委員会 第 2回委員会 

日 時 平成２３年１０月１８日（火） 平成２４年２月１日（水） 

場 所 札幌アスペンホテル 札幌アスペンホテル 

内 容 

生薬・薬用作物の生産・流通の現状と

北海道での栽培拡大と利用展開の可能性

と課題について 

・調査報告書案の骨子について 

・薬用植物を活用した北海道における産

業としての出口イメージについて 

 

②北海道における健康食品・化粧品産業のバリューチェーンに関する調査 

北海道の食資源は、その鮮度や安全性から高く評価されており、また農林水産業の総生

産額はトップであるものの、食品製造業の総生産額は他県に比べて１３位と低く、近年は

減尐傾向である。 

一方、北海道の健康食品産業についても同様の傾向がある。北海道の機能性素材につい

ては評価が高く大手の健康食品メーカー、食品メーカーも採用しているが、北海道の企業

の多くは、機能性の素材を提供するにとどまっており、利益率の高い一般消費者向けの最

終製品の生産販売を行う企業は尐ないのが現状である。またこれらの企業においても、商

品の生産工程を北海道外の受託企業に委託しており、利益率の高い工程や雇用の場が北海

道から失われている。 

そこで北海道の健康食品等の産業において利益率を上げ、雇用の場を確保するとともに、

新製品を開発しやすい産業構造の構築に向けた取り組みについて調査した。 

 

③食品関連産業交流会～道産素材の安全性・有用性探索技術による新展開に向けて

の開催 

開催日時  平成２４年１月１０日（火） 

場 所 ホテルニューオータニイン札幌 ２F 北斗の間 

概 要 

○基調講演「補完代替医療の展開と健康食品への期待」 

  早稲田大学 先端科学・健康医療融合研究機構 准教授 大野 智 氏 

○道内企業の安全性・有用性探索技術（各企業プレゼン） 

 ①「食品の安全性と美味しさ分析」 日本ハム㈱中央研究所 

 ②「ルートセンサー検知根によるホルモン活性評価解析」 ㈱エコニクス 

 ③「食品の抗酸化測定」 (財)日本食品分析センター 

 ④「食品および化粧品原材料の抗糖化試験」 ㈱プライマリーセル 

 ⑤「メタゲノム解析を用いた腸内細菌叢解析」北海道システム・サイエンス 

 ⑥「北海道特産品の機能性食品開発-動物試験からヒト試験まで-」 
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㈱新薬開発研究所 

 ⑦「食品の機能性評価と安全性試験」 ㈱化合物安全性研究所 

 ⑧「化粧品の安全性と機能評価の実際」 ㈱エクサム 

参加者数  133名 

 

④機能性表示関係 

食品の機能性表示に係る「健康産業シンポジウム」を開催した 

開催日時  平成２３年１０月３日（月） 

場 所 京王プラザホテル札幌 エミネンスホール 

概 要 

○講演「健康食品の表示に関する動向」 

  消費者庁 食品表示課長  増田 直弘 氏 

○講演「消費者庁の機能性評価モデル事業の取り組み」 

  公益財団法人日本健康・栄養食品協会 

プロジェクト統括委員会 委員  川手 雄二 氏 

○パネルディスカッション 

 「食品の機能表示の課題と期待」 

  コーディネータ：特定非営利活動法人新食品・機能性食品と 

農林畜水産業を語る会 専務理事 栗下 昭弘 氏 

  パネリスト：  

        北海道バイオ工業会 会長      小砂 憲一 氏 

        東北大学大学院農学研究科 教授   宮澤 陽夫 氏 

        秋田大学大学院医学系研究科 教授  杉山 俊博 氏 

        新潟県産業労働観光部 新産業企画間監 河合 雅樹 氏 

        三重県健康福祉部 薬務食品室 副参事 高村 康 氏 

                 

参加者数 131名 

 

（３）販路拡大・ビジネスマッチング事業 

 

①「機能性食品・化粧品ビジネスマッチング in札幌 2011」の開催 

開 催 日 時 平成２３年９月８日（木） 

場 所 札幌パークホテル 
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概 要 

●基調講演『P&Gのオープンイノベーション』～コネクト＋デベロップ 

（P&G C＆D マネージャー ラダーキリシャナン ナヤ氏） 

●企業プレゼン（２５社） 

●展示会（５８社） 

●商談会（７７社） 

商談件数１９５件（成約・商談継続２９件、コンタクト継続９５件） 

来 場 者 数 ３３５名 

 

②「ヘルス＆ビューティー・マルシェ in ルスツ」への出展 

開催日時  平成２３年９月１７日（土）～９月１９日（月） 

場 所 ルスツリゾート 

主 催 加森観光㈱ 

参加企業  

（14社）㈲ジュリエファーム、㈱ホクユーファーマー、千歳市森林組合、 

鈴木農園、㈲はすかっぷサービス、北海道ワイン㈱、ナチュラルケア㈱、 

㈱ハーバー研究所、ときいろファーム、薄野地麦酒㈱、福井農園、 

森川農園、ロディオ・ドライブ、小沢農園 

概 要 「ルスツうまいもん祭り」開催に合わせ、特設コーナーにて出展 

来場者数  約９，０００名 

 

③「BioJapan2011」への出展 

開催日時  平成２３年１０月５日（水）～１０月７日（金） 

場 所 パシフィコ横浜 

主 催 バイオジャパン 2011組織委員会 

参加企業  
（4社）㈱応用医学研究所、㈱ＧＰバイオサイエンス 

㈱ホクドー、㈱北海道霊芝 

概 要 総出展社数 320 社、パートナリングシステムによる商談が中心。 

来場者数  １０，９４０名（セミナー５，００２人、プレゼン２，７８５人） 

 

④「食品開発展 2011」への出展 

開催日時  平成２３年１０月５日（水）～７日（金） 

場 所 東京ビックサイト 

主 催 ＵＢＭメディア㈱ 

参加企業  

（10社） 

井原水産㈱、㈱エコニクス、㈱化合物安全性研究所、コスモ食品㈱、サプリ

アート㈱、㈲植物育種研究所、㈱新薬開発研究所、バイオマテックジャパン㈱、

㈱プライマリーセル、㈱山本忠信商店 
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概 要 総出展社数 541社、セミナー数約３６０、出展国数２０か国 

来場者数  ４０，５０８名 

  

⑤「サッポロ ヘルス＆ビューティフェア 2011」への出展 

開催日時  平成２３年１０月２２日（土）～２３日（日） 

場 所 アクセスサッポロ 

主 催 SAPPORO Health & Beauty FAIR 2011 実行委員会 

参加企業  
（３社） 

㈱アミノアップ化学、サプリアート㈱、㈱北海道バイオインダストリー 

概 要 出展社数 84 社、 

来場者数  約 20,000名 

 

⑥「関西バイオビジネスマッチング 2012」への参加 

開催日時  平成２４年２月７日（火）～８日（水） 

場 所 千里阪急ホテル 

主 催 近畿バイオインダストリー振興会議 

参加企業  
㈱北国生活者、ナチュラルケア㈱、㈱北海道バイオインダストリー 

㈱ホクドー 

概 要 商談参加企業１５０社、商談件数２００件（全体商談数） 

来場者数  ２００名 

 

⑦「健康博覧会 2011」への出展 

開催日時  平成２３年６月７日（火）～９日（木） 

場 所 東京ビックサイト 

主 催 ＵＢＭメディア㈱ 

参加企業  

（9社） 

㈱北海道霊芝、㈱化合物安全性研究所、㈱北国生活社、コスモ食品㈱、㈲植

物育種研究所、バイオマテックジャパン㈱、北海道ワイン㈱、丸共バイオフ

ーズ㈱、㈱山本忠信商店 

概 要 震災により６月に延期 

来場者数   40,618名 
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（４）販路拡大事業（グローバル展開支援） 

 

①北海道－フランスクラスター間交流 

フレンチフードクラスター３団体の１０社、１１名を招へいし北海道バイオ産業クラス

ター・フォーラムほか道内主要クラスター（札幌、函館、十勝）などと交流会を開催した。 

日 時 平成 23年 10月 19日（水）15:30～ 平成 23年 10月 20日（木） 

場 所 ノーステック財団会議室 京王プラザホテル札幌 

内 容 

北海道のバイオ産業振興に向けた取組

に対する意見交換 

フレンチフードクラスター 、函館・十

勝クラスターの取組みに対する意見交

換 

 

（５）資金調達セミナー 

 

①「バイオ企業資金調達支援セミナー」の開催 

道内バイオ企業の資金調達円滑化に資するセミナーを３回コースで開催した。 

開 催 日 時  

（第１回）平成 23年 10月 27日（木）15:00～18:20   

講師：土井尚人（クラスター・マネージャー） 

（第２回）平成 23年 11月 25日（金）15:00～18:20  

講師：今貴司 （㈱さっしん地域経済金融センター調査役） 

（第３回）平成 24年 1月 16日（月） 15:00～18:20  

講師：三澤宏之 （日本アジア投資㈱副本部長） 

場 所 

１回目：北海道経済産業局４階会議室 

２回目：札幌アスペンホテル 

３回目：ニューオ-タニイン札幌 

参 加 者  12社 

 

（６）情報提供事業 

  

①パブリシティ事業 

「北海道バイオ産業クラスター・フォーラム」の参画企業の情報等を掲載したＨＰの更

新やパンフレット及びＷＥＢショールームの更新などを実施した。 
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（７）研究開発支援事業 

 

①「ＢＩＯキャリアセミナー2011」の開催 

道内バイオ企業と博士研究員、大学院生等とのマッチング交流会を開催し、学生等との

フリーディスカッションを通じて道内バイオ企業の周知を図った。 

開催日時  平成 23年 11月 29日（火）15:00～18:30 

場 所 ホテルポールスター札幌 ポールスターホール 

参加企業  

（６社） 

㈱応用医学研究所、㈱化合物安全性研究所、㈱ＧＰバイオサイエンス、

㈱ジェネティックラボ、北海道システム・サイエンス㈱、 

コスモ食品㈱ 

参 加 者 56名 

 

 

（８）バイオ関連企業知財セミナー事業（北海道経済産業局委託事業） 

 

本道のバイオ企業の知財戦略の構築に向け知財セミナーを開催した。 

開催日時  平成２４年３月１日（木）13：00～16：40 

場 所 札幌アスペンホテル ２F アスペン A 

概 要 

○講演「㈱日立ハイテクノロジーズの戦略的知財活動のご紹介」 

株式会社日立ハイテクノロジーズ  

知的財産部 部長 石塚 利博 氏 

○講演「企画・提案型の受託製造メーカー（ODM）としての知財戦略」 

株式会社東洋新薬 開発本部 特許課 佐藤 航平 氏 

○講演「元製薬企業の新規医薬品研究者が見た、製薬企業へのライセン

ス、その成功例と失敗例そして成功への課題」 

株式会社バイオアーク 代表取締役 勝田 公雄 氏 

○講演「アンジェス MG株式会社の知的財産戦略－創薬系バイオベンチ

ャーの視点から－」 

アンジェス MG株式会社  

取締役執行役員 知的財産部長 中本 浩司 氏                 

参加者数  57名 
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２．北大リサーチ＆ビジネスパーク事業 

 

道内では産業の高度化と新産業創出のために大学等の「知」の資源を活用する場として

リサーチ＆ビジネスパーク構想が推進されているが、この先行モデルとして平成 15年度か

ら「北大リサーチ＆ビジネスパーク」の形成に向けた活動が推進されており、当財団は平

成 19年度から「北大リサーチ＆ビジネスパーク推進協議会（以下「北大Ｒ＆ＢＰ推進協議

会」という）」の事務局を務めている。 

平成 23年度は、「さっぽろバイオクラスター“Bio-S”」、「未来創薬・医療イノベーショ

ン拠点形成」、「オール北海道先進医学・医療拠点形成[HTR]」の主要 3プロジェクトに係る

連絡会議を開催するなど、「グローバル産学官連携拠点」が目指す「健康科学」と「医療」

の連携・融合に向けた取り組みを行った。 

また、平成 23年 8月に指定された国の「地域イノベーション戦略推進地域（国際競争力

強化地域）」を推進するため、平成 24年度「地域イノベーション戦略推進支援プログラム」

（文部科学省の補助金）の提案を行った。さらに、「健康科学」と「医療」の連携融合の実

現に向けて、関係領域の専門家による「食と医の健康研究会」を発足させるなど、これま

で整備されてきた基盤を最大限に活用する実践段階「ワーキングステージ」とし、新たな

第一歩（第一章）を進めている。 

 

（１）主要３プロジェクトの推進 

 

①「健康科学・医療融合拠点に係る主要事業の連絡会議（3プロジェクト連絡会議）」

の開催 

○平成 23年 8月 4日（木） 

・「健康科学産業クラスター」の取組についての話題提供 

・「地域イノベーション戦略推進地域の選定」について 

 

（２）健康科学と医療の融合による次世代研究の推進 

 

①「食」の臨床研究・試験の体制整備などの検討 

 

江別モデル1を題材にした今後の臨床研究に向けた検討会を実施した。 

 

                             
1 江別モデル：江別市と北海道情報大学、地域ボランティア、医療機関、臨床検査機関に

民間企業が連携して、食品の機能性分析から臨床検査までをワンストップで行い、予算に

応じたオーダーメイドな臨床試験をより多くの企業が活用できるように構築した『食の臨

床試験システム』(北海道情報大学ＨＰより) 
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②「健康科学」と「医療」の連携・融合に関する新たなプロジェクトや推進体制を

検討 

 

「健康科学」と「医療」の関係領域（医学・薬学・栄養学）の専門家による懇話会等を

開催した。 

 

a.「食」と「医」の連携に関する意見交換会の実施 

開催日時 平成 23年 9月 9日(金)  16:00～17:50 

開催場所 コラボほっかいどう大会議室 

概  要 

【話題提供】 

・ 「ライフケア領域のＥＢＭ～産学連携品電子図書館の創設とその

意義～」 

金沢大学医学系研究科特任教授 鈴木 信孝 氏 

・ 「機能性食品の研究開発から市場への参入まで」 

東北薬科大学名誉教授 只野 武 氏  

【意見交換会】 

金沢大学医学系研究科特任教授 鈴木 信孝 氏、東北薬科大学名

誉教授 只野 武 氏、藤女子大学副学長 藤井 義博 氏、特定

非営利活動法人医療科学研究センター理事 川端 克司 氏 

 

b.食と医の健康研究会 第１回懇話会の開催 

開催日時 平成 23年 12月 9日（金） 16:00～18:00 

開催場所 札幌全日空ホテル 葵の間 

概  要 

テーマ：食と医の融合に向けた課題と今後の展開について 

天使大学教授 荒川 義人 氏、札幌医科大学学長 島本 和明 氏、

東海大学教授 西村 弘行 氏、藤女子大学副学長 藤井 義博 氏、

北海道大学教授 森山 隆則 氏 

 

c.食と医の健康シンポジウムの開催 

開催日時 平成 24年 2月 29日(水) 13:00～16:30 

開催場所 札幌アスペンホテル ２階アスペンＡ 

概  要 

・ 基調講演Ⅰ：「地域食材を活用した健康まちづくり～高知県産学

官・医農連携の挑戦～」  

高知大学副学長 受田 浩之 氏 

・ 基調講演Ⅱ：「機能性食品による医・食連携の試み」  

同志社大学教授 市川 寛 氏 
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・ 意見交換：「食と医による健康を目指して！今、求められる職の機

能性について」  

基調講演講師と食と医の健康研究会メンバー（東海大学西村教授、

札幌医科大学島本学長、藤女子大学藤井副学長、天使大学荒川教

授、北海道大学森山教授）による意見交換       

参加者数 ６５名 

 

d.国際技術動向調査ユニット「スーパータスクフォース」会議開催 

開催日時 平成 24年 3月 30日(金) 15:00～17:00 

開催場所 札幌アスペンホテル 2階アカシア 

概  要 

議事 

1. 「地域イノベーション戦略推進事業・国際競争力強化地域」の実現

に向けた“戦略的取組”の概要について 

2. 「国際技術調査ユニット」の役割とスケジュールについて 

3. 「チョウザメ・プロジェクト」を一例とした「国際技術調査ユニッ

ト」の具体的業務内容のイメージ形成について（北海道大学大学院 

都木教授による概要説明） 

 

（３）道内企業の参画促進 

 

①ホームページやメルマガ等を用いてＲ＆ＢＰ事業を広く紹介するなど、北大Ｒ＆

ＢＰのブランド化を意識した広報戦略の展開 

 

広報・ＰＲツールの作成（ホームページの運用、パンフレット・ＰＲパネル作成） 

・協議会パンフレットおよび北キャンパス紹介パネルを作成した。 

・総合科学ジャーナル「ネイチャー」の北海道特集にＲ＆ＢＰの紹介記事を掲載。 

 

②各種イベント・学会、企業交流会、企業訪問等の機会の活用や、道内外における

ビジネス・マッチング開催等を通じた企業間連携の促進 

 

産学官交流会、ビジネスマッチング、展示会等への出展 

 

a.「第 10 回産学官連携推進会議」出展 

開催日時 
平成 23年 9月 21日（水）～22日(木) 

  21日 9:00～17:30、22日 10:00～17:00 

開催場所 東京国際フォーラム 地下 1階 ロビーギャラリー 
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概  要 

本協議会の紹介及び北大北キャンパスエリア内で事業化等を進めてい

る企業等（さっぽろバイオクラスター“Bio-S”、北海道立総合研究機

構、株式会社スマート・サポート、株式会社ジェル・デザイン、北大

ビジネス・スプリング）の研究成果内容を出展した。 

   

b.「第 25 回 北海道技術・ビジネス交流会（ビジネスＥＸＰＯ）」出展 

開催日時 
平成 23年 11月 10(木）～11日(金) 

  10日 10:00～17:30、11日 9:30～17:00 

開催場所 アクセスサッポロ 

概  要 

本協議会の紹介及び北キャンパスエリア内にある大学発ベンチャー企

業を中心に 6団体の事業紹介や主要３事業（さっぽろバイオクラスタ

ー“Bio-S”、未来創薬・医療イノベーション拠点形成、オール北海道

先進医学・医療拠点形成）を紹介した。 

 

（４）産学協同の促進 

 

①技術等相談の相談総合窓口を関係機関が引き続き設置し、相互に連携し、ワンス

トップ窓口サービスを提供 

 

・各機関のコーディネータ・アドバイザー等の情報共有や相互連携、交流を図るため、

フォーラムを共催した。 

 

a. 北海道コーディネーター・ネットワーク・フォーラム 

開催日時 平成 24年 2月 14(火）13:30～17:15 

開催場所 ホテルポールスター札幌 2階ポールスターホール 

主  催 
北海道、北海道経済産業局、JSTイノベーションプラザ北海道、北大 R&BP

推進協議会 

概  要 

「これからの産学官連携における地域連携とは～道内外の最前線から

の事例からそのヒントを探して～」をテーマに、各機関のコーディネー

ター、アドバイザー等の情報共有や相互連携、交流を図るため、フォー

ラムを実施した。 

 

b. 研究者、企業等からの事業化に向けた相談等に対応するため、本協議会に設置さ

れたライフサイエンス・ビジネス研究部会を活用し、研究人材の確保や研究資金

調達のアドバイスを実施した。（2 回） 

・平成 24年 2月 21日(火)   (株)モノクローナル抗体研究所 
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・平成 24年 2月 28日(火)  合同会社ノースラボ  

 

c. 「北大リサーチ＆ビジネスパークセミナー」の開催 

インキュベーション施設入居者や大学等との連携による新たな事業展開・起業に関心の

ある起業・研究者・関係者等に対し、事業化支援の一環として開催した。 

開催日時 平成 24年 2月 10(金）14:00～17:00 

開催場所 札幌アスペンホテル 2階アスペンＡ 

主  催 北大 R&BP推進協議会、独立行政法人中小企業基盤整備機構北海道支部 

概  要 

・ 基調講演：「今、求められる産学官連携コミュニケーションとは～ジ

ャーナリストからの提案～」 

日刊工業新聞社論説委員・科学技術部編集委員 山本 佳世子 氏 

・ 事例発表：２社から事例発表 

参 加 者 70名 

 

d. 「北大リサーチ＆ビジネスパーク・フォーラム」の開催 

「北海道美味しく食べて元気に暮らす」をテーマに、「食」や「健康」などの分野におい

て先導的な取り組みを進めている道内外の企業経営者や研究者の取り組みを発表した。 

開催日時 平成 24年 3月 26(月）13:30～17:15 

開催場所 ホテル札幌ガーデンパレス  

主  催 北大 R&BP推進協議会 

概  要 

・ 基調講演：「北海道から環境・食・健康の未来を考える」 

公立はこだて未来大学教授 美馬 のゆり 氏 

・ 取組発表：(1)「機能性スイーツ『まぼろしの黒千石』が生まれるま

で」（株）きのとや代表取締役 長沼 昭夫 氏、(2)「「とかち ABC

プロジェクト」事業概要紹介」財団法人十勝圏振興機構事業部長 大

庭 潔 氏、(3)「北海道産チョウザメの養殖産業化をめざして」北

海道大学教授 足立 伸次 氏、(4)「豊かな海から健康・医療に向

けて」東京工業大学教授 田中 順三 氏、(5)「高度脂質ラボが目

指す健康イノベーション」北海道大学教授 千葉 仁志 氏、(6)

「「医と食の融合」～高機能食品を活用した予防医療の実現に向けて

～」北海道情報大学教授 西平 順 氏 

参 加 者 150名 

 

②関係機関・研究者・企業等のネットワーク構築に向けたフェイス・トゥ・フェイ

スの交流の促進 
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a. 北キャンパス交流会 

産学官の関係者の情報・認識共有や人的ネットワークの形成を図るため、交流会を開催

した。 

 第１回 第２回 第３回 

日時 
平成 23年 8月 24日(水) 

平成 23年 9月 2日(金) 

平成 23年 12月 2日(金) 平成 24年 1月 31日（火） 

場所 
北大北キャンパスエリア 札幌テイセンボウル コラボほっかいどう大会議

室 

概要 

北大北キャンパスエリア

内研究機関の見学会 

（参加者：8/24：16名 

9/2：12名） 

親睦ボウリング大会 

（参加者：30名） 

コラボ及び北大ＢＳ入居者

による研究発表及び事業説

明 

（参加者：36名） 

 

（５）協議会の運営 

 

①協議会・幹事会の開催 

会 議 名 開 催 日 議  題 

第 1回 

幹事会 

 

5月 25日 

（水） 

① 平成 22年度北大 R&BP収支決算について 

② 「地域イノベーション戦略支援プログラム」提案に係る

スケジュール（イメージ案）について 

③  平成 23年度北大 R&BP事業計画及び予算の補正（案）に

ついて 

第 2回 

幹事会 

7月 14日 

（木） 

① 地域イノベーション戦略推進に係る国への提案等に向

けたスケジュール（案）について 

② 「健康科学」と「医療」の連携・融合に関する基礎調査

報告について 

第 1回 

協議会 

 

8月 5日 

（金） 

 

① 平成 22年度北大 R&BP収支決算について 

② 地域イノベーション戦略推進に係る国への提案等に向け

たスケジュール（案）について 

③ 平成 23年度北大 R&BP事業計画及び予算の補正（案）に

ついて 

第 3回 

幹事会 

 

12月 15日 

（木） 

 

① 地域イノベーション戦略推進事業に係る今後のスケジュ

ールについて 

② 地域イノベーション戦略推進事業・国際競争力強化地域

の実現に向けた“戦略的取組”の取りまとめ[中間報告]

について 
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第 4回 

幹事会 

2月 9日 

（木） 

① 地域イノベーション戦略推進事業に係る今後のスケジュ

ールについて 

② 地域イノベーション戦略支援プログラム（文部科学省実

施）の公募について 

③  地域イノベーション戦略推進事業・国際競争力強化地域

の実現に向けた“戦略的取組[基本骨格]”（案）について 

第 2回 

協議会 

2月 15日 

（水） 

 地域イノベーション戦略推進事業・国際競争力強化地域の実

現に向けた“戦略的取組[基本骨格]”（案）について 

第 5回 

幹事会 

 

 

3月 21日 

（水） 

① 地域イノベーション戦略支援プログラムの提案書（案）

について 

② 平成 23年度北大 R&BP推進協議会 事業実施状況及び収支

見通し（案）について 

③ 平成 24年度北大 R&BP推進協議会 事業計画及び予算（案）

について 

第 3回 

協議会 

3月 28日 

（水） 

① 地域イノベーション戦略支援プログラム」の提案書（案）

について 

② 平成 23年度北大 R&BP推進協議会 事業実施状況及び収支

見通し（案）について 

③ 平成 24年度北大 R&BP推進協議会 事業計画及び予算（案）

について 

 

②視察対応（8件） 

 

№ 月   日 視察者 

１ 8月 1日(月) 自民党 道民会議政策審議委員会 

２ 10月 14日(金) 文部科学省  科学技術・学術政策局 産業連携地域支援課長 

３ 10月 18日(火) 静岡県議会 

４ 11月 10日(木) 北洋銀行「北洋次世代経営セミナー」 

５ 11月 29日(火) 学術研究懇談会（東京大学、早稲田大学、筑波大学） 

６ 1月 10日(火) 韓国 高麗大学及び延世大学 

７ 1月 11日(水) 山梨大学 産学官連携・研究推進部 

８ 3月 6日(火) カナダ ケベック州セントヒヤシンス・クラスター 
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３．(独)国際協力機構（JICA）研修事業 

 

各コース共毎回好評のため、平成 23年度は合計 27名の参加を得て 3回開催され、品質

向上を核とした各企業の取り組み等日本的経営の特徴、それらを踏まえた人材育成、経営

戦略の進め方、マーケティング戦略、生産管理のノウハウについて研修を行った。 

 

（１）国別研修モンゴル「日本的経営」コース 

 

研修期間 平成 23年 8月 22日～9月 9日（18日間） 

参加国 モンゴル：9名 

研修内容 

モンゴル日本人材開発センターで 2002年度より実施している「中小企業経営

診断・指導実践講座」の受講生の中から成績優秀、かつ学習意欲の高い修了

生 9名を対象に、日本的経営の特徴とそれらを踏まえた人材育成、経営戦略

等のノウハウを学ぶことにより、市場経済下の企業経営はいかにあるべきか

を習得させることを目的として実施した。 

 

（２）国別研修ウクライナ「生産管理」コース 

 

研修期間 平成 23年 10月 17日～28日(12日間) 

参加国 ウクライナ：10名 

研修内容 

日本的経営の特徴とそれらを踏まえた人材育成、経営戦略の進め方、マーケ

ティング戦略、生産管理のノウハウについて解説し、それらの事例としての

「企業経営の実際を視察することによって日本的経営の特徴と市場経済下の

企業経営はいかにあるべきかを理解させ、その理論と技法を習得させること」

を目的として実施した。 

 

（３）地域別研修「ロシア語圏経営管理」コース 

 

研 修 期 間 平成 23年 11月 14日～12月 15日(33日間)   

参 加 国 
アルメニア：1名、カザフスタン：1名、キルギス：2 名、トルクメニスタン：

1名、ウクライナ：2名、ウズペキスタン：1名 

研 修 内 容 

市場経済メカニズムの中における経営管理、特に市場ニーズに対応した経営

管理のノウハウについて理解し、「併せて日本の企業経営の実際を視察するこ

とによって日本的経営の特徴と市場経済下の企業経営はいかにあるべきかを

理解させ、その理論と技法を習得させ」帰国後は各研修員の職場にこれを活

用して所属する組織および関係する単体等の発展と各国の発展に寄与するこ
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とを目的として実施した。 
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Ⅳ．産学官連携推進事業 

 

１．共同研究施設運営事業 

 

（１）北海道産学官協働センター（「コラボほっかいどう」） 

 

当財団が施設管理している“コラボほっかいどう”において現在実施中の研究テーマは

次のとおりである。 

 

各研究室の研究テーマ／平成 23年度 

施設名 研究テーマ 

Aルーム 

生体膜ミミック（ＰＣ／ＳＡＭｓ）分子配向制御技術

の利用研究 

 

Bルーム 

・ 抗体、接着分子及び病原体等のエピトープ探索用マ

イクロアレイ用コンテンツの開発 

・ 定量的糖鎖分析に適応したＭＡＬＤＩプレート調

整システムの開発 

Cルーム 自己組織化ハニカム膜の製造技術開発 

Dルーム 農畜水産資源を活用した機能性食品素材の開発 

Eルーム 
エピゲノム創薬を目指した創薬ターゲット分子の検索

とスクリーニングシステムの開発 

Gルーム 

・ 光電子顕微鏡を応用した各種デバイス評価装置の

試作機の性能評価・改良 

・ ナノ粒子を使用した水素発生技術の開発 

事業化に関する 

共同研究スペースⅡ 

地域特性を考慮した新機能付加換気システムの共同研

究開発 

尚、平成 23年 1月の研究発表会・事業説明会は、北大リサーチ&ビジネスパーク推進協

議会による『北大北キャン交流会』との同時開催により開催され、入居者相互及び北キャ

ンパス関係者との交流を深めた。 

 

（２）密閉型実証研究植物工場 

 (「グリーンケミカル研究所」に名称変更、以下通称の「ＧＣＣ」という。) 
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①ＧＣＣの運営について 

ＧＣＣでは、大学等や産総研が有する世界トップレベルの遺伝子組換え植物の作出・開

発技術、完全人工環境下での多収量・多収穫な水耕栽培技術、目的物質の高効率抽出・精

製技術などといった「グリーンケミカル生産技術」に関して、実証・実用化研究を行う。

当財団では、新製品、新事業および新産業の創出、新たな高効率農業の生産方法の構築、

さらには人材の育成などを図り最終的には世界から注目される中核的な研究開発拠点の形

成を目指して、施設の建設・運営を行う。 

運営開始は、平成２４年１２月末頃を予定している。 

 

②ＧＣＣ建設経過 

年月日 実 施 内 容 備     考 

H23年 

4月 13日 

「密閉型実証研究植物工場（仮称）」事業  

申請書提出 

この事業は経産省のイノベーション

立地支援事業 先端技術実証・評価

設備費等補助金（「技術の橋渡し拠

点」整備事業 

7月 1日 採択（交付決定）  事業予定総額 103,400万円 

同 日 
「密閉型実証研究植物工場（仮称）」建設に向

け「ＧＣＣ設置準備室」を財団内に設置 

GCC設置準備室   3名体制 

7月 13日 北海道は国の採択に伴い補助金の交付決定  

7月 20日 国へ建設補助金交付申請書提出 申請額         66,666万円 

7月 21日 
GCC基金を設立し、建設・運営への支援依頼開

始 

目標額         41,667万円 

（民間 25,000万円 他 16,667万円） 

7月 26日 北海道へ建設補助金交付申請書提出 申請額         16,667万円 

8月 1日 産総研と共同研究契約締結  

8月 12日 「GCC」建設に関する公募開始 設計・施工一括で公募 

9月 16日 設計・施工会社選定の審査委員会開催 外部有識者を加えた委員会を設置 

9月 30日 「GCC」設計・施工に係る請負仮契約締結 締結先は鹿島建設（株） 

10月 6日 「GCC」建設に向けたキックオフ会議開催 全体工程など確認 

H24年 

2月 7日 

札幌市へ「GCC」建設に関係する申請書等の提

出 

・緑の保全と創出に係る条例 

・事業系廃棄物保管場所等設置要綱 

2月 13日 「GCC」の建築確認申請書提出 提出先 日本 ERI株式会社 

3月 14日 
日本 ERI株より建築確認済証受領 建設工事実施計画見直しにより、 

Ｈ２４年４月に変更届提出予定 
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Ⅴ．庶務事項 

 

１．理事会 

 

（１）第 1回 

 

開 催 日 平成 23年 6月 17日（金） 

場  所 京王プラザホテル札幌 

出席者数 12名（理事 10名、監事 2名） 

審議事項 

①中期アクションプラン『2020プラン』（案）について 

②平成 22年度事業報告書（案）について 

③平成 22年度決算報告書（案）について 

④平成 23年度収支予算（案）について 

（公益財団法人への移行に伴う会計基準変更による組替） 

⑤常務理事の選定（案）について 

⑥事務局長の任用（案）について 

⑦役員報酬額（案）の決定について 

⑧会計監査人に対する報酬額（案）の決定 

⑨資産管理運用規定(案)の制定について 

⑩評議員会の開催招集（案）について 

報告事項 
①財団設立 10周年記念誌の発行および記念講演の開催について 

②理事の選任について 

上記審議事項等について事務局から説明がなされ、議長が出席理事に諮ったところ全員

異議なく了承された。 

 

（２）第 2回（定款第 46条に基づく書面決議） 

 

決議があったものと

みなされた日 
平成 23年 8月 12日（金） 

審議事項 
①平成 23年度事業計画書の変更（案）について 

②平成 23年度収支予算書の変更（案）について 

上記審議事項等について、全ての理事から同意の表示があり、監事からの異議申し立て

が無かったため、可決された。 

 

（３）第 3回 

開 催 日 平成 24年 3月 21日（水） 
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場  所 京王プラザホテル札幌 

出席者数 9名（理事 8名、監事 1名） 

審議事項 
①平成 24年度事業計画（案）について 

②平成 24年度収支予算（案）について 

報告事項 

①「北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区」（ＨＦＣ）構想の推進

への取り組みについて 

②事業成果報告「さっぽろバイオクラスター構想“Bio’s”」について 

③顧問の委嘱について 

上記審議事項等について事務局から説明がなされ、議長が出席理事に諮ったところ全員

異議なく了承された。 

 

２．評議員会 

 

（１）第 1回（定款第 26条に基づく書面決議） 

 

決議があったもの

とみなされた日 

平成 23年 6月 10日（金） 

審議事項 ①理事の選任（案）について 

上記審議事項等について、全ての評議員から同意の表示があったため、可決された。 

 

（２）第 2回 

開 催 日 平成 23年 6月 17日（金） 

場  所 京王プラザホテル札幌 

出席者数 5名 

審議事項 ①中期アクションプラン『2020プラン』（案）について 

②平成 22年度事業報告書（案）について 

③平成 22年度決算報告書（案）について 

④平成 23年度収支予算（案）について 

（公益財団法人への移行に伴う会計基準変更による組替） 

⑤評議員の選任（案）について 

⑥理事の選任（案）について 

⑦役員報酬支給基準（案）の制定について 

報告事項 ①財団設立 10周年記念誌の発行および記念講演の開催について 

②常務理事の選定について 

③事務局長の任用について 
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上記審議事項等について事務局から説明がなされ、議長が出席評議員に諮ったところ全

員異議なく了承された。 

 

（３）第 3回（定款第 26条に基づく書面決議） 

決議があったも

のとみなされた日 
平成 23年 8月 12日（金） 

審議事項 
①平成 23年度事業計画書の変更（案）について 

②平成 23年度収支予算書の変更（案）について 

上記審議事項等について、全ての評議員から同意の表示がったため、可決された。 

 

（４）第 4回 

開 催 日 平成 24年 3月 21日（水） 

場  所 京王プラザホテル札幌 

出席者数 5名 

審議事項 
①平成 24年度事業計画（案）について 

②平成 24年度収支予算（案）について 

報告事項 

①新公益法人制度移行に係る経過等について「北海道フード・コンプ

レックス国際戦略総合特区」（ＨＦＣ）構想の推進への取り組みについ

て 

②事業成果報告「さっぽろバイオクラスター構想“Bio’s”」につい

て 

上記審議事項等について事務局から説明がなされ、議長が出席評議員に諮ったところ全

員異議なく了承された。 

 

３．企画委員会 

 

（１）第 1回 

開 催 日 平成 24年 3月 14日（水） 

場  所 北海道大学北キャンパス総合研究棟 3号館 

出席者数 12名 

付議事項 
①平成 24年度事業計画（案）について 

②平成 24年度収支予算（案）について 

報告事項 

①新公益法人制度移行に係る経過等について「北海道フード・コンプレ

ックス国際戦略総合特区」（ＨＦＣ）構想の推進への取り組みについて 

②事業成果報告「さっぽろバイオクラスター構想“Bio’s”」について 
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上記付議事項について事務局から説明がなされ、委員長が出席委員に諮ったところ全員

異議なく了承された。 

 

４．財団１０周年記念事業 

 

  財団１０周年記念誌及びＤＶＤを作成し、6月の理事会・評議会で公表した。｢財団

１０周年記念講演会｣は、下記の内容で実施され大変好評であった。 

 

開 催 日 平成 23年 9月 26日（月）午後 2時～4時 30分 

場  所 北海道大学学術交流会館大講堂 

出席者数 270名 

講師 

テーマ 

川口淳一郎氏  小惑星探査機「はやぶさ」プロジェクトマネージャー 

「はやぶさ」が挑んだ人類初の往復宇宙飛行、その７年間の歩み 

 

 

以上 

 


