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はじめに 

 

平成２６年度は、１．「食クラスター」の活性化、２．「健康科学産業クラスター」形成に向け

た具体的事業の立ち上げ、３．「環境産業クラスター」形成に向けた具体的構想づくり、を重点

推進項目に掲げ、北海道の産業活性化に取り組んで参りました。 

 

１．「食クラスター」の活性化 

平成２５年度に道内外の大学・研究機関・企業などの参画を得て食クラスターの一層の活性化

を図るべく構築した、食品の「試作・実証・製造プラットフォーム」を活用し、企業の開発ニー

ズに応えるとともに機能性に着目した商品開発に熱心な企業の新商品の開発を支援しました。ま

た、地域の食品加工施設の有効活用による地域おこしの取組（地域版試作・実証機能）支援など

を行いました。このプラットフォームと地域に存する未利用食素材を組み合わせることで食品の

高付加価値化にも取り組みました。 

 

２．「健康科学産業クラスター」形成に向けた具体的事業の立ち上げ 

事業開始から３年目を迎えた「さっぽろヘルスイノベーション’Smart-H’」は文部科学省に

よる中間評価が実施され、総合評価において「Ａ」と概ね計画通りに進捗しているとの評価を得

ました。 

‘Smart-H’事業では１９のテーマを設け研究を推進しており、健康科学産業クラスター形成に

向けて具体的な事業化が期待される成果が得られてきています。 

２年にわたり当財団が支援してきた機能性成分豊富な北海道産タマネギを利用した飲料が、大

塚食品から「しぜん食感極ベジｏｎｉｏｎ」として商品化され発売に至るなど、これまで整備し

てきた食品の機能性評価分析プラットフォームを活用した具体的な事業化実績も現れています。

また、他にも商品化が期待される機能性食品の研究開発が進むなど食クラスターの活性化と健康

科学産業クラスターの形成発展が進みつつあります。 

平成２７年５月に運用が開始されたＦＭＩ国際拠点については、運営委員会等を通してその有

効利用について積極的に発言してきました。今後は食と医療の融合拠点としての発展が期待され

ます。 

 

３．「環境産業クラスター」形成に向けた具体的構想づくり 

北海道における環境産業クラスターのあり方について財団内で議論を開始しました。「環境」

という言葉で表現できる産業は非常に多岐にわたることから、これまで培ってきた「食」「健康

科学」というキーワードをさらに発展させることで道民の生活環境の向上に寄与する産業クラス

ターを形成するという観点から、この構想をさらに成熟させ具現化させていく所存です。 

 

平成２６年度は、これら三つの重点項目を主眼に業務を遂行して参りましたが、この他にも財

団のコア業務である「研究開発から事業化まで」の一環した研究開発支援、事業開発支援や地域

の支援についても引き続き注力しています。 

ノーステック財団は、これからも北海道の産業振興と地域の発展に寄与すべく力を尽くして参

ります。以下に本年度の実施事業を記載します。 
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平成２６年度事業の内容 

 

Ⅰ．基礎的・先導的研究支援事業 

１．研究開発支援事業 

イノベーション創出研究支援事業と若手人材育成事業の助成を通じて研究人材と研究開

発シーズを発掘し、事業化・実用化に向けた基盤技術の育成を図った。 

（１）イノベーション創出研究支援事業（自主財源 1/2、北海道補助 1/2） 

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、科学技術の基

盤強化を図る先導的・発展的研究および新事業の創出にむけた研究支援や、研究開発シー

ズの育成を行い、もって活力ある地域経済の実現と道民生活の向上に資することを目的と

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・橋渡し研究

補助金）」、を実施した。 

①応募・採択件数等 

イノベーション創出研究支援事業は、８５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、19件の研究テーマを採択した。 

 

【スタートアップ研究補助金】 

事業名 補助金名 
応募 

件数 

採択 

件数 
倍率 補助金額 

イノベーション創

出研究支援事業（

補助率10/10） 

 

スタートアップ研究補助金 61 13 4.7 23,530千円 

発展・橋渡し研究補助金 24 6 4.0 23,189千円 

合 計 85 19 4.5 58,808千円 

審査委員会の開催日 
第一回（審査方針の確認） ：平成26年6月 4日（水） 

第二回（採択課題選定） ：平成26年7月18日（水） 

研究テーマ名 研究代表者 

高脂肪食摂取時のライラック乳酸菌Ⓡの効果の検証 
アテリオ・バイオ株式会社 

南田 公子 

ホタテ貝殻から創製した食品及び医薬品用識別物質の応用研究 
公益財団法人函館地域産業振興財団 

下野 功 

亜鉛高含有大豆の機能性を向上させる発酵食品の開発 
雪印種苗株式会社 

副島  洋 

北海道野菜の新規ウイルスフリー化戦略によるブランド力の向上 
北海道大学大学院農学研究院 

志村 華子 

乳牛の暑熱ストレスの軽減を図る屋外用ミスト噴霧装置の開発 
北海バネ株式会社 

岡 邦治 
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【発展・橋渡し研究補助金】 

 

（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、若手研究者の育成およびネ

ットワーク形成の視点から、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、134 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、

23件の研究テーマを採択した。 

また、採択された研究者の中から、特に独創的な提案をし、地域での活躍が期待できる

研究者に理事長賞を贈呈した。 

 

 

 

ヒトがん幹細胞診断モノクローナル抗体の開発 
札幌医科大学病理学第一講座 

廣橋 良彦 

統合的・革新的がんゲノム病理診断システムの開発 
北海道大学大学院医学研究科 

西原 広史 

重症インフルエンザに対する治療薬開発のための動物モデル確立 
株式会社エヌビィー健康研究所 

高山 喜好 

有機分子触媒を用いた新規抗インフルエンザウイルス薬の開発 
室蘭工業大学 

中野 博人 

チタニア膜を孔径制御したイカ墨を用いる色素増感太陽電池の開発 
函館工業高等専門学校 

上野 孝 

自己組織化酸化チタン膜を応用した新規材料開発 
北海道大学大学院環境科学研究院 

川口 俊一 

Co-design手法を用いたホタテガイ養殖管理支援システムの構築 
公立はこだて未来大学 

岡本 誠 

効率的な漁場探査のための小型漁船向け下層水温観測センサの開

発 

公立はこだて未来大学 

和田 雅昭 

研究テーマ名 研究代表者 

春採りコンブの利用技術とブランド形成に係る開発研究 
公益財団法人函館地域産業振興財団 

木下 康宣 

牛伸長胚を利用した現場でできる性判別技術の開発 
株式会社とかち繁殖技術研究所 

松崎 重範 

乳牛の体型の立体測定装置の実用化と遠隔判定システムの構築 
株式会社 CS ソリューション 

澁谷 良治 

歯根膜幹細胞を応用した食感再現型次世代人工歯の開発 
北海道大学大学院薬学研究院 

大久保 直登 

合成糖ペプチドを活用した抗体糖鎖の迅速定量解析法の開発 
医化学創薬株式会社 

成地 健太郎 

全量副産物ゼロセメント固化体製品の実用化技術の構築 
室蘭工業大学 

濱 幸雄 
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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（

補助率当財団全額） 
タレント補助金 134 23 5.8 8,850千円 

 

理事長賞 
テーマ 大規模精密農業用農薬散布ズームスプレーヤ高性能除振装置の開発 

受賞者 星野 洋平 氏  北見工業大学 助教 

 

【若手研究人材・ネットワーク育成補助金】 

研究テーマ名 研究代表者 

滑膜肉腫幹細胞における SWI/SNF複合体の役割の解析 
北海道大学大学院医学研究科 

木村 太一 

Ras-PI3Kシグナルによるウイルス侵入制御機構の解明 
北海道大学大学院医学研究科 

藤岡 容一朗 

EGFRの N型糖鎖と SP-Aの相互作用による抗がん作用 
札幌医科大学医化学講座 

長谷川 喜弘 

ヒト肝癌と同様の遺伝子変異を導入したマウス肝癌モデルの作製 
旭川医科大学病理学講座 

山本 雅大 

社交性不安障害の神経基盤解明と新規治療戦略の探索 
北海道医療大学薬学部 

鹿内 浩樹 

スプライス部位変異を克服する低分子薬の開発 
北海道大学大学院薬学研究院 

米田 宏 

極長鎖脂肪酸セラミドが果たす皮膚バリアの機序解明研究 
北海道大学先端生命科学院 

村井 勇太 

難治性てんかんに対する骨髄間葉系幹細胞移植療法の開発 
札幌医科大学 

福村 忍 

高機能化フラーレンを用いた新たな歯科用インプラントの開発 
北海道大学大学院歯学研究科 

平田 恵理 

アルツハイマー病モデルマウスの脳内酸化ストレス状態の可視化 
札幌医科大学 

江本 美穂 

農産物の安全性を損なわない害虫駆除システムの開発 
函館工業高等専門学校 

中村 尚彦 

空中映像とのインタラクションのためのグローブ型力触覚提示装置 
北海道大学大学院情報科学研究科 

小水内 俊介 

大規模精密農業用農薬散布ズームスプレーヤ高性能除振装置の開

発 

北見工業大学 

星野 洋平 

ヒト頸部における非侵襲光診断技術による腫瘍部位推 
北海道大学大学院工学研究院 

藤井 宏之 

太陽光で励起するエルビウム添加ファイバー増幅器の開発 
北見工業大学 

古瀬 裕章 

農業用高機能フィルムを指向した希土類配位高分子ポリマーの開発 
北海道大学大学院工学研究院 

中西 貴之 

オリゴ糖含有ブロック共重合体による環境調和型ナノ粒子の創出 
北海道大学大学院工学研究院 

磯野 拓也 
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②若手研究者交流会の開催 

ａ. 若手研究者と産学連携支援人材の交流会 

若手研究者と産学連携支援人材のネットワークを形成支援する交流会を開催した。 

開 催 日 平成26年11月13日（木） 

場  所 コラボほっかいどう 

概 要 

 講演①「臨床で役立つ研究開発 －放射線計測技術を現場で生かす－」   

北海道大学大学院医学研究科 教授 石川 正純 氏 

 講演②「スマートスーツによる軽労化」 

北海道大学大学院情報科学研究科 准教授 田中 孝之 氏 

参 加 者 数 産学官連携支援者、行政関係者など25人 

 

          

b. 若手研究者交流会・理事長賞表彰式 

若手研究者の今後の更なるステップアップを支援するため、本事業にて採択した若手研

究者等を参集し、研究者間及び研究支援機関と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26年9月9日（火） 

場  所 コラボほっかいどう 

π共役系高分子スプリングの伸縮制御に資する分子設計指針の確立 
室蘭工業大学 

馬渡 康輝 

ケミカルジェネティクスを用いたトキソプラズマの潜伏機構の解析 
帯広畜産大学 

加藤 健太郎 

ファージによる滑走細菌症の新規治療法の開発 
帯広畜産大学 

楠本 晃子 

ストレスおよび成長がウシ唾液中コルチゾール濃度に及ぼす影響 
酪農学園大学 

林 英明 

においに対する恐怖反応を制御する脳内神経回路の解明とその応用 
旭川医科大学 

宮園 貞治 

チョウザメの早期性判別を可能にする性連鎖 DNAマーカーの開発 
北海道大学大学院水産科学研究院 

萩原 聖士 

産学官連携/若手ネットワークづくり交流会 
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概 要 ①話題提供 北海道情報大学 准教授 金間 大介 氏 

「モチベーションの科学 ～研究者・技術者のモチベーションタイプ～」 

②助成対象者 研究紹介（自己紹介・研究紹介） 

③平成２６年度理事長賞 授与式 

④意見交換会 

参 加 者 数 35名（若手研究者23名、関係機関12名） 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

（３）研究開発支援事例の情報発信 

 研究開発助成事業の周知、広報のために、これまでに研究開発支援を実施したテーマ

の事業化状況について情報を収集し、事業化成功事例等を取りまとめて情報発信を行った。 

①研究開発事例パンフレットの制作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②研究開発事例報告会の開催 

開 催 日 時 平成27年2月18日（水） 

場 所 ホテルポールスター札幌 ２Ｆ セレナード 

若手研究者交流会・理事長賞表彰式 

研究開発支援の成果を掲載したパンフレット 
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内 容 ・研究事例紹介 

  北海道大学大学院薬学研究院 助教 仁木加寿子 氏 

   「パーキンソン病関連遺伝子DJ-1の機能解明」 

  北海道大学大学院薬学研究院 助教 佐藤夕紀 氏 

   「トランスポーターを介した低吸収性成分の吸収改善の可能性」 

・実用化事例紹介 

  北海道三井化学(株) ライフサイエンスセンター長 多葉田誉 氏 

   「植物培養細胞由来レスベラトロール（レスベールアクア）」 

  コスモ・バイオ(株) プライマリーセル事業部 金濱吉範 氏 

   「創薬スクリーニング用小型肝細胞培養キット」 

  (株)化合物安全性研究所 安全性研究部 小西晃司 氏 

   「牛摘出角膜を用いた眼刺激性試験代替法（ＢＣＯＰ）」 

・地域ブランド支援技術紹介 

  帯広畜産大学 教授 口田圭吾 氏 

   「牛肉のおいしさの客観的評価技術と地域ブランド牛肉」 

  北海道立工業技術センター 研究主査 木下康宣 氏 

   「春採りコンブの利用技術開発とブランド形成の取組み」 

・意見交換会 

参 加 者  85名 

 

２．北海道の食の高付加価値化に向けた取組み 

（１）食の安全性･機能性評価分析体制の構築 

食の機能評価に係る専門の評価機関とネットワークを形成し、企業ニーズに対応した機

能評価の連携体制を構築した。これにより、生化学・細胞、動物、ヒト臨床試験まで一貫

した評価分析ネットワークが整備された。得られた成果は、商品開発のほか北海道の独自

認証制度である「ヘルシーＤｏ」取得に活用される。 
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（２）地域イノベーション戦略推進事業「さっぽろヘルスイノベーション‘Smart-H’」 

地域イノベーション戦略推進事業は、北大リサーチ＆ビジネスパークが掲げる「人間の

総合的な健康の維持・増進・回復を目指す『ヘルスイノベーション』の展開構想」を実現

していく事業である。平成 23年 8月の「国際競争力強化地域」（文部科学省、経済産業省、

農林水産省）への選定を受け、本事業の柱として提案していた文部科学省 地域イノベー

ション戦略支援プログラムが平成 24 年 6 月に採択され、同年 7 月より 5 カ年の計画でス

タートした。 

本事業は、平成 23 年度まで取組んできた、「さっぽろバイオクラスター構想“Bio-S”」

事業（文部科学省補助事業）の成果を核として、「食」の機能性分析・評価拠点の機能強

化、食素材の高付加価値化をはじめとした「食」「健康」「医療」領域の融合・発展的な研

究の推進、「食」のスペシャリストの育成、知のネットワークの構築、研究設備・機器の

共用化などヘルスイノベーションの創出に向けた高度・先進的な取組みを展開している。 

 

＜平成 26年度の取組み＞ 

○的確なマネジメントの実施 

平成 26 年度は、事業開始後 3 年目を迎え成果創出を一層加速させるべく事業推進に注

力した。本事業全体の調整機能は、総合調整機関としてノーステック財団が担い、事業方

針の検討・決定、事業の成果報告、評価分析などを行う以下の会議体を設置し、PDCA サ

イクルに基づいた的確なマネジメントを実施した。 

また、平成 26 年度において国の中間評価が実施され、総合評価で「A」評価と適切なマ

ネジメントの下で概ね計画どおりに進捗しているとの評価を得た。 

  ＊中間評価は、S・A.・B・C・Dの 5段階でランク付け 

 

【各種会議及び委員会概要と実施状況】 

名  称 目  的 メンバー構成 
平成26年度実施

状況 

北大リサーチ＆ビジネ

スパーク推進協議会 

本事業の取組方針等の

重要事項を決定する。 
産学官金12機関 

平成26年9月 

平成27年3月 

地域イノベーション戦

略推進会議 

北大リサーチ＆ビジネ

スパーク推進協議会で

決定する事業方針、事

業計画等の検討・立案

を行う。 

産学官8機関 
平成26年10月 

平成27年3月 

研究開発・事業化 

推進会議 

各研究プロジェクトの

進捗確認、横断的連携

など効果的な事業推進

の検討を行う。 

総合調整機関、大学、

自治体、研究代表者 
平成27年1月 

外部評価委員会 

第三者による事業全般

にわたる客観的評価を

行う。 

大学教授、民間シンク

タンク研究員、ベンチ

ャー企業役員等 

平成27年2月 

 

○プロジェクト推進 

【研究開発】 

地域イノベーション戦略実現のため、「食」の機能性に関する分析、評価機能の高度化、

食素材の探索から機能性食品の開発、化粧品・医薬品原料の開発などに取組んでおり、平
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成 26年度は引き続き全 19テーマにより研究開発を推進した。 

 

≪研究テーマ一覧≫ 

分 野 研究テーマ名 研究代表者 

【柱１】 

「食」の機

能性に関す

る分析・評

価拠点の機

能強化 

食を介する健康維持の基盤：腸内

細菌と脂肪細胞の制御 

北海道大学大学院農学研究院 

准教授 石塚 敏 

腸内環境評価による食の新機能が

拓く健康・医療イノベーション 

北海道大学大学院先端生命科学研究院 

准教授 中村 公則 

食による健康機能改善を支援する

新しい脂質分析法の開発 

北海道大学大学院保健科学研究院 

准教授 惠 淑萍 

「医と食の融合」による次世代高

機能食品の開発に関する研究 

北海道情報大学医療情報学部 

教授 西平 順 

実臨床に根差した「食」の開発に

おける新たなプロジェクトマネジ

メントの基盤開発 

北海道大学病院高度先進医療支援センター

長 

教授 佐藤 典宏 

食材抗酸化機能データベースを活

用した食を基本とした新しい地域

の予防医療モデルの構築 

旭川医科大学 

教授 若宮 伸隆 

核内受容体を用いた、道産食品の

機能性成分の評価・分析法の開発 

産業技術総合研究所北海道センター 

研究グループ長 森田 直樹 

【柱２】 

食素材の高

付加価値化

と「北海道

ブランド」

の確立 

北海道における新たな食用カボチ

ャ種子の産地形成および排尿障害

改善効果の評価 

北海道立総合研究機構 

研究職員 江原 清 

スフィンゴ健康科学の世界的拠点

形成とアンチエイジングを中心と

する創薬、機能性食品の開発 

北海道大学大学院先端生命科学研究院 

特任教授 五十嵐 靖之 

チョウザメ養殖技術開発と有用成

分の活用技術の開発 

北海道大学大学院水産科学研究院 

教授 都木 靖彰 

ウニの健康機能性物質の研究～磯

焼ウニ全量食品化計画 

北海道大学大学院水産科学研究院 

助教 浦 和寛 

完全人工環境下における植物栽培

システムに関する総合研究 

北海道大学大学院農学研究院 

教授 丸谷 知巳 

マイタケの高機能性プレバイオテ

ィクス食品としての実証と低コス

ト栽培技術の普及 

北海道立総合研究機構 

研究主任 佐藤 真由美 

薬用植物等北海道産素材の機能性

探索 

北海道医療大学薬学部 

准教授 高上馬 希重 

天然生物活性物質の探索 北海道大学大学院薬学研究院 

教授 小林 淳一 

【柱３】 

予防医療や

世界におけ

る共通課題

克服への貢

献 

運動による健康社会の実現：運動

不足指標と北海道型運動療法の開

発 

北翔大学大学院生涯スポーツ学研究科 

教授 沖田 孝一 

インフルエンザの新規診断・予防

・治療法の開発と実用化 

北海道大学大学院獣医学研究科 

特任教授 喜田 宏 

患者にやさしい最先端医療技術を

核としたヘルス・イノベーション

プロジェクト 

北海道大学大学院医学研究科 

教授 白𡈽 博樹 

社会実装の場としてのコホート研

究 

公財)北海道科学技術総合振興センター 

地域イノベーション戦略推進室 

【人材育成】 
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本事業では、地域においてイノベーションを持続的に創出していくために必要となる人

材を育成する以下のプログラムを実施している。 

≪人材育成プログラム≫ 

プログラム名 実施主体 内 容 平成26年度実施状況 

ヘルス 

イノベーション 

カレッジ 

ノーステック財団 

・食関連分野での活躍を

期待する専門的能力を有

する人材の育成を目指す

。 

・ベーシックプログラム

、アドバンスプログラム

の2段階のコース設定。 

・ｅラーニングを活用し

た広域化も進める。 

・ベーシックプログラ

ム 

平成26年10月～平成2

7年1月 

受講者：29名 

・アドバンスプログラ

ム 

平成26年5月～平成26

年7月 

受講者：27名 

・ｅラーニング 

平成25年4月開講 

イノベーション 

マネージャー 

育成プログラム 

北海道大学 

研究開発からビジネス展

開までを視野に入れたマ

ネジメントを実践できる

人材の育成を目指す。 

・基礎コースⅠ 

平成26年5月～7月 

受講者：17名 

・基礎コースⅡ 

平成26年11月～12月 

受講者：7名 

・アドバンスコース 

平成26年4月～3月 

受講者：25名 

 

【情報発信】 

本事業の取組み内容、事業成果等を幅広く周知し、産学官連携のネットワーク拡大を狙

いとして、展示会出展・セミナー開催等による情報発信に取組んだ。 

項 目 時 期 内 容 

展示会等出展 

平成26年5月 Ifia2014（東京都） 

6月 食とバイオ国際交流シンポジウム（函館市） 

8月 サイエンスパーク（札幌市） 

10月 日本臨床栄養学会（東京都） 

10月 食品開発展（東京都） 

10月 BioJapan（横浜市） 

10月 北海道栄養士会秋期大会（札幌市） 

11月 ビジネスEXPO（札幌市） 

11月 アグリビジネス創出フェア（札幌市） 

平成27年1月 産学官連携パネル展（札幌市） 

2月 地域イノベーションシンポジウム（福岡市） 

セミナー等開催 

平成26年9月 ヘルスイノベーションカレッジ講演会 

10月 地域イノベーションセミナー 

11月 フランス・日本合同シンポジウム 

平成27年3月 平成26年度成果報告会 

3月 地域連携フォーラム 
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【他地域連携】 

本事業と関連の深い先進的取組みを進める国内外の各地域からの情報収集を行うととも

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。 

 時 期 地 域 内 容 

道

内 

平成26年6月 とかち・函館地域 食とバイオ国際交流シンポジウム展示 

平成27年1月 北見 地域融合フォーラム（北野チーフコーディネ

ータ講演） 

 3月 とかち・函館地域 平成26年度成果報告会合同展示 

国

内 

平成26年5月 富山・石川・福井 意見交換会実施 

     6月 神奈川 神奈川科学技術アカデミーとの業務連携協定

締結 

平成27年2月 三重 みえフードイノベーションフォーラム（北野

チーフコーディネータ講演） 

海

外 

平成26年4月 フランス フレンチフード・クラスターとの意見交換 

11月 フランス フランス・日本合同シンポジウム開催 

（札幌市） 

 

   

（３）フード＆メディカルイノベーション（ＦＭＩ）国際拠点事業の支援 

平成 27 年 5 月に運用が開始されるフード&メディカルイノベーション（ＦＭＩ）国際拠

点の運営システムの構築に向け、地域連携の観点から積極的に参加した。 

（４）道産機能性食品等開発推進コーディネーター育成事業 

北海道の高齢化率は 27.0％(総人口 543 万人、65 歳以上 147 万人)で都道府県別順位は

22 位と中位となっているものの、その伸び率は高く、平成 52 年には高齢化率が 40.7％で

全国第 4位になると予測されている。(｢26年版高齢社会白書｣内閣府から抜粋) 

このような状況下、道内はもとより全国的･世界的に、近年、健康志向が急速な高まり

を見せ、消費者が自分自身で健康を管理する、あるいは軽い疾病を自身で治療する｢セル

フメディケーション｣を実行する上で｢安全性｣、｢機能性｣を科学的手法により検証した付

加価値の高い製品開発が求められている。 

その一方で、北海道内の食品企業の現状は、一次産品を利用した高付加価値化製品の開

発を積極的に検討しているものの、①安全性･機能性の評価結果をビジネスにおいてどの

ように使いこなせばいいかがわからない、②食品の安全性や機能性の評価には高額な費用

がかかり資金力不足や費用対効果に疑問が残り、アイデアを商品化まで進めることができ

ていない、③機能性食品の企画開発には、特有の法規制や食素材の研究等に対する高度な

知見を必要とするため道内中小企業が単独で商品開発することは困難という実態が、調査

日仏シンポジウム ‘Smart-H’平成 26 年度成果報告会 
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の結果浮かび上がる。 

このため、これまで蓄積してきた食の機能性に関する研究を背景に、企業ニーズに耳を

傾けながら、企業間、企業と研究機関の間で｢橋渡し｣と｢商品開発コーディネート｣ができ

る人材を育成するとともに、OJT を通じた機能性食品の開発促進による産業の活性化を実

施した。 

①人材育成 

コーディネーター研修生として４名を採用して｢ヘルスイノベーションカレッジ｣等の

Off-JT とコーディネート現場での OJT を実施し、基本的スキル(トータルコーディネート、

企業･産業界のニーズ探索、複数機関の橋渡し)を習得させた。なお、研修生はその後支援

機関やバイオ関連企業で活躍している。 

②機能性食品・素材等の開発推進とヘルシーＤｏの普及ＰＲ活動 

コーディネーター研修生への OJT を実施しながら、以下のとおり機能性食品の開発促進

等の事業を実施した。 

ａ.機能性素材の開発とエビデンス取得支援の実施 

現在、ヘルシーＤｏ認定商品は 43 品を数えるが、加速的な拡大をするには素材が不足

している。このため、これまで評価作業を進めてきた道産 7 素材(タマネギ･アロニア･ハ

スカップ･マタタビ･ユリ根･キクイモ･長芋)に加え、企業ニーズが高い道内素材を対象に、

エビデンス取得に必要な分析試験を実施した。 

・ヒト介入試験用アロニア含有被験食品およびプラセボ食品の処方検討 

・黒麹クエン酸発酵によるアロニアの食味改善に関する検討 

・ガゴメ昆布のヒト介入試験に向けた成分分析 

・黒米のヒト臨床試験に向けた機能性成分の分析および in vitroの機能性評価 

・黒ニンニクのヒト介入試験に向けた成分分析 

・金時草およびゆり根の成分分析と核内受容体による機能性評価 

ｂ.機能性素材の活用提案 

既存及び開発中の機能性素材について、道内バイオ企業や食品メーカーの商品開発に適

用できるよう、企業訪問と活用提案を実施した。 

ｃ.食品試作実証プラットフォームを活用した機能性食品開発の支援 

試作･実証･製造プラットフォームを活用した機能性商品開発を促進するため、㈱ツムラ、

国産生薬㈱、および NPO 法人ふれあいインさろまに対し、商品企画、製造委託企業との仲

介、最終商品評価等のサポートを実施した。（詳細は、20 ページ「機能性に着目した商品

モデル事業」を参照） 

ｄ.企業向け｢ヘルシーＤｏ｣ＰＲ支援 

ヘルシーＤｏは制定から２年が経過し、認定商品も４３品となったが、制度の認知度は

依然低く、ヘルシーＤｏ商品開発による道内経済活性化のためには、一層の制度浸透が必

要である。 

このため、機能性食品関連展示会の参加企業への制度ＰＲや機能性素材の紹介、ヘルシ

ーＤｏ取得企業を訪問してのアフターフォローを実施した。 

【対応先企業】 
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フジッコ（株）、（株）オリエンタル、大塚食品（株）釧路工場、（株）丸勝、（株）マエ

ダ、Keira’s Bread、筑波乳業（株）、(有)ライスステーションタカシマ、協和商工（株）

五百城ニュートリイ（株） 

また、各種展示会等に出展し、ヘルシーＤｏ制度の活用促進と道産機能性食材の普及拡

大に向けたプロモーションを実施した。 

 

ⅰ. パティスリー＆ブーランジェリー ジャパン 2014(Ｐ＆Ｂ ＪＡＰＡＮ 2014) 

開 催 日 時 平成26年6月18日(水)～20日(金) 各日10:00～17:00 

場   所 東京国際展示場(東京ビッグサイト) 東4ホール [東京都江東区有明3-11-1] 

主 催 者 パティスリー＆ブーランジェリー ジャパン実行委員会、日本イージェイケイ

㈱ 

行 事 概 要 全国のベーカリー･洋菓子業界から、食材･設備･サービスを一堂に集めた展示

会 (第3回ベーカリー素材ＥＸＰＯ、第2回洋菓子素材ＥＸＰＯ、第1回リテー

ル厨房設備機器･資材ＥＸＰＯ) 

来 場 者 菓子・パン製造業関係者等25,684名 [実績値] 

出 展 概 要 出展名義：北海道 

ⅱ.食品開発展 2014 

開 催 日 時 平成26年10月8日(水)～10月10日(金) 各日10:00～17:00 

場   所 東京国際展示場(ビックサイト)西１ホール 

主 催 者 UBMメディア 

行 事 概 要 機能性素材・健康素材を集めたHi(Health Ingredients Japan)と、分析・計

測・衛生資材、製造技術を集めたS-tec(Safety and Technology Japan)からな

り、｢健康と安全｣に関するアジア最大の技術展。 

来 場 者 食品製造・加工企業および商社・卸関係者等41,095人 

出 展 概 要 出展名義：北海道バイオ産業クラスターフォーラム 

展示等の内容： 

第１・２回認定商品１８品のサンプルを展示、その他パンフレット等を配布し

てPRを実施 

 

 

ｅ.消費者向け食の機能性に関するプロモーション活動 

アンケート調査の結果、一般消費者のヘルシーＤｏ認知度が低いことが明らかになった

ことから、企業がヘルシーＤｏ取得に意欲を示し機能性食品市場が活性化するためには、

まず一般消費者のコンセンサス作りが重要である。 

このため、道産機能性素材やヘルシーＤｏ商品をより身近に感じられるよう一般消費者

向けに各種プロモーションを展開した。 

ヘルシーＤｏ認定商品のＰＲ 展示の概要 
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ⅰ.総合Ｗｅｂサイトの開設 

北海道産機能性食素材に関する情報や、消費者が

興味を持ちやすい機能性食素材を使った生活習慣病

対策レシピを掲載したＷｅＢサイト｢い～しょく北

海道(www.e-shoku.com)｣を平成 26 年 12 月 25 日に

開設し、食の機能性とヘルシーＤｏに関する情報発

信を開始した。 

ⅱ.い～しょく北海道セミナー(食の機能性セ

ミナー)の開催 

調理現場において、道産機能性食材を活用し｢健

康機能性を活用したセルフメディケーション｣の社

会実装を促進させることを目的に、セミナーを実施

した。 

(a).日  時：平成 2７年１月２４日(土) １１：００～１３：0０ 

(b).開催場所：ホテル札幌ガーデンパレス 真珠の間 

(C).参加者：外食産業に所属する栄養士、調理師等３４名 

(d).セミナー概要 

基調講演｢道産農作物には機能性がいっぱい ～道産豆類の栄養性と健康機能性～｣ 

講師：北海道立総合研究機構農業試験場 農業環境部長 加藤 淳 氏 

 ・大豆イソフラボン、小豆ポリフェノールの機能性等についての紹介 

その他、｢健康機能性成分の効率的摂取方法｣と｢北海道産すこやかレシピ｣についてノー

ステック財団から情報提供を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ. チカホＰＲイベント 

(a).日  時：平成 26 年 12 月 8 日(月)10:00～17:00 

(b).開催場所：札幌駅前通地下歩行空間 チ・カ・ホ TSUNAGARU SHOP 

(C).来場者：一般市民 180 名程度 

(d).概  要：ヘルシーＤｏ認定商品の展示・ＰＲとアンケート調査を実施 

Ｗｅｂサイトのトップページ 

熱心に聴講している来場者 講演中の加藤講師 
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３．幌延地圏環境研究事業（経済産業省補助事業） 

幌延地圏環境研究所では、経済産業省の「深地層研究施設整備促進補助金」制度を活用

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実施している。 

（１）基盤研究 

幌延地圏環境研究所は，第二期長期計画（平成２４年度～３２年度）のもとで研究を推

進しているが、その研究課題は「微生物を活用した地層内メタン生成」及び「CO2 固定技

術」である。特に，地層内メタン生成に関する研究に顕著な展開が認められたことから，

同研究を重点的に実施することとし，道北地域に広く分布する珪質岩・褐炭等の堆積岩を

対象として、地層内バイオメタンの生成プロセスとその制御方法および評価手法を検討し

て，原位置モデルの開発に資するパラメータを抽出することを目標として研究を実施して

きた。 

平成２６年度は，地下微生物環境研究グループ・地下水環境研究グループ・堆積岩特性

研究グループのそれぞれにおいて地層内バイオメタン生成に関してフィールド科学と要素

技術開発に関する研究を実施した。 

①地下微生物環境研究グループ 

地下微生物環境研究グループでは，地下のメタン生成環境の生物学的な初期状態把握の

ために，日本原子力研究開発機構幌延深地層研究センター地下施設（幌延ＵＲＬ）工事の

進捗に合わせて主に声問層（珪質岩）の地下水試料の微生物群集構造解析を網羅的に実施

し，声問層では水素を生成する微生物と水素からメタンまたは酢酸を生成する微生物が高

頻度に存在することを明らかにした。また，原位置を模擬した培養モデルを用いて幌延

URL から採取した地下水の長期培養試験を行い，上記の水素を基質として酢酸あるいはメ

タンを生成する微生物の培養が可能であることを確認した。また，今年度，幌延 URL の地

下水由来の 3 つ目の新種低温耐性メタン生成微生物 Methanosarcina subterranea が国際

的に認定された。さらに、地積岩中の難分解性有機物の分解に関与すると考えられる嫌気

性微生物について培養方法を改善し，カルチャーコレクションを拡充させている。 

②地下水環境研究グループ 

地下水環境研究グループでは，地層内メタンの起源およびメタン菌基質の生成プロセス

イベント概景 ヘルシーＤｏ商品の試飲 



15 

に関する研究を展開した。具体的には，天北炭田猿払鉱区のボーリング孔を利用してコア

中の間隙水およびガスの分析や褐炭層に付随する地下水の分析を実施し，深部の間隙水は

海水起源であること，地下水のヨウ素濃度が極めて高いこと，コアや地下水中のメタンは

主に微生物起源であることを明らかにした。また，石炭・堆積岩中の有機物組成の分析か

ら，酸化的風化に伴いヒューミン中の重合物質はフミン酸へと変換されることを示した。

さらに、褐炭と低濃度の過酸化水素との反応試験を実施し，反応時間の経過に伴う二酸化

炭素等のガス湧出量は反応温度により異なること，過酸化水素濃度はガスの湧出量や有機

酸濃度とほぼ逆相関の関係を示すこと，などを明らかにした。 

③堆積岩特性研究グループ 

堆積岩特性研究グループでは，堆積岩におけるバイオメタン生産および回収における岩

盤力学・地盤工学上の課題について研究を実施した。具体的には，「バイオメタン鉱床造

成/生産法-SCG method (Subsurface Cultivation and Gasification)-」を提案し，バイ

オメタン生産技術の具現化を図った。この中で，有機物分解時の堆積岩構造に及ぼす環境

影響を解明するために，過酸化水素により堆積岩中の有機物分解を促進させ，溶媒の経時

的な化学特性や堆積岩の内部構造評価を行った。また，天北炭田猿払鉱区で採取された褐

炭を対象として，過酸化水素水溶液への試料の浸漬実験を実施し，溶媒の化学特性や試料

の形状変化について調査した。次に，マイクロフォーカス X 線 CT 装置を用いて，過酸化

水素水溶液浸漬時の褐炭の内部構造変化について経時的に調査した。これらと並行して，

破壊や変形が堆積岩の浸透性に及ぼす影響に関する研究として，蛍光 X 線分析による元素

分析，水銀圧入式ポロシメーターによる細孔分布計測および一軸圧縮試験を実施し，褐炭

の物理的性質を評価した。 

（２）研究成果等 

 特許 論文 学会発表（うち国際学会） 

地下微生物環境

研 究 １件 

整理番号 

P0015JP 

２編 ４編 （２編） 

地下水環境研究 １編 ３編 （１編） 

堆積岩特性研究  ５編 （２編） 

備 考  
国際誌、査読

付 
依頼講演含む 

（３）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27年1月28日（水） 

場  所 札幌アスペンホテル 
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研究部会 

 第1回（研究部会） 

開 催 日 平成26年9月10日（水） 

場  所 札幌アスペンホテル 

 

②幌延深地層研究施設整備促進補助金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 26 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 23年度から

平成 25 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。委員からは、限られた研究資金と人員体制のもとで十分な成果を出し

ているとの評価を受け経済産業省に報告した。 

中間評価委員会 

 第1回 第2回 

開 催 日 平成26年9月1日（月） 平成26年11月11日（火） 

場  所 幌延地圏環境研究所 札幌アスペンホテル 

（４）講演会等の開催 

①見学会 

幌延地圏環境研究所が JAEA 深地層研究施設及び幌延町周辺の地圏環境を活用した研究

事業への理解を深めるため、フロンティアテクノセンター見学会参加者 18 名に対し、研

究の概要説明と実験室等の見学を１回実施した。 

研究所見学会 

 第1回 

開 催 日 平成26年9月19日（金） 

見 学 者 FTC会員等18名 

 

②研究事業講演会 

おもしろ科学館 2014 の機会に幌延町が開催したサイエンスビアガーデンの講演会にお

いて、幌延地圏環境研究所が JAEA 深地層研究施設及び幌延町周辺の地圏環境を活用した

研究事業への理解を深めるため、約 100名を対象に研究事業報告会を１回実施した。 

研究事業報告会 

 第1回 

開 催 日 平成26年9月6日（土） 

場  所 
幌延町総合体育館 

屋外特設会場 
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Ⅱ．実用化・事業化支援事業 

１．事業化プロジェクトの発掘・推進事業  

（１）食クラスター活動とフード特区事業の推進 

①マッチングイベント「空飛ぶ６次化大作戦」の開催 

北海道の食品工業の付加価値率は 27．8％(47 都道府県中 44 位)と、全国平均の 33.6％

を大きく下回っており(平成 24 年経済産業省「工業統計表(産業編)」、北海道総合政策部

「工業統計調査結果」)、地域経済の振興のためには、他地域と比べて優位性のある食資

源を活かした食関連産業の振興が重要である。 

このため、平成 23年 12月に指定を受けた「北海道フードコンプレックス国際戦略総合

特区」の中で、参加各機関が輸入代替・輸出促進を図るための「ものづくり事業」を展開

している。 

ノーステック財団では、この事業支援のひとつとして、機能性食品開発をはじめ、食の

付加価値向上のための６次産業化・農商工連携を目的に、出会う機会が少ない道内生産者

と加工企業のマッチングの場として「空飛ぶ６次化大作戦」を開催し 27 件のマッチング

を創出した。今後、マッチングにより試作・商品化が進み、海外展開に繋がるものについ

ては、各段階に応じた支援をしていく。 

 

a.開催日時：平成 26年 11月 6日（木）、7 日（金） 

b.会  場：アクセスサッポロ２階フリースペース 

c.入場者数：4,290 名（前回比 120名増） 

d.実施結果 

 

【マッチングイベント】 

事前エントリー制にて１次産業者（農業生産法人等）と二次産業（食品加工業者等）間

のマッチングに加え、海外輸出を目指し３次産業者とのマッチングを実施した。 

 マッチング件数：27件（事前エントリー分 21件、当日会場分 6 件） 

 参加企業：16社 

企 業 名 種別・業務内容 エントリー動機 

イーストン 外食チェーン展開 冷凍品加工、たれスープソース開発

、野菜カット加工委託 

気ままな主婦の会 農業、大豆生産・加工 商品成分表示・パッケージデザイン

の相談 

もりや産業 流通卸、パッケージ開発 販路支援、商品開発提案 

山下水産 水産加工品製造、販売 農産原料利用製品開発、原料調達 

宮原克弘 農業、そば、イモ、カボチャ

等野菜類５０品目生産 

カボチャポタージュのレトルト加工 

たかだ農園 農業、ミニトマト生産 トマト加工品の加工委託 

タンゼンテクニカル 食品加工、販売 加工受託、販路拡大 

水尻宏明 農業、調理用トマト等生産 加工委託、販路開拓 

クロスポイント 包材卸、パッケージ企画 パッケージ提案 
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モリタ 包材卸、パッケージ企画 パッケージ提案 

キッコー日本 醤油、調味料等製造販売 商品開発提案、加工受託 

イソップアグリシステム 精密農業、大豆生産・加工・

販売 

販路拡大 

川瀬牧場 畜産、肉牛肥育・加工・販売 販路拡大 

流氷の丘カンパニー 畜産、乳牛飼育・加工・販売 商品企画相談、販路拡大 

西川農場 畜産、アスパラ羊飼育 販路拡大 

シーピーエス 惣菜販売、農産品取り扱い 商品開発提案、農産物卸 

 

【農商工連携・６次産業化事例展示】 

マッチングイベント会場内にて、農商工連携・６次産業化の成功事例を紹介する展示を

実施した。 

 出展企業：10社・グループ 

出展社名 出展内容 展示品 

エーデルワイスファーム 農商工連携成果品 ベーコン、ハム、ソーセージ 

イソップアグリシステム 6次産業化成果品 大豆ソース、大豆100%ケーキ 

タンゼンテクニカルプロダクト 農商工連携成果品 ジャム、スイーツ、スープカレー 

き・きコーポレーション 農商工連携成果品 野菜スープラーメン、グリッシーニ 

中山薬品商会 農商工連携成果品 ガゴメ昆布加工品他 

流氷の丘カンパニー/農大 6次産業化成果品 乳性スイーツ（お菓子な牛乳かい） 

川瀬牧場/農大 6次産業化成果品 牛肉ベーコン、フランクフルト 

西川農場 6次産業化成果品 
アスパラ羊ベーコン、レバーペース

ト 

日本醤油工業 農商工連携成果品 野菜入りドレッシング、ご飯の素 

当別菜金時草研究会 6次産業化参考出展  金時草パウダー  

（２）次世代型技術研究基盤創出事業 

国等の研究プロジェクトの提案等に向け、道内の研究者のシーズ調査や産業技術の動向

等の調査を行い、成果を基に平成 27年度事業の公募提案書を作成した。 

（３）新ビジネス創出事業 

①新ビジネス創出連携事業（自主財源） 

北海道内各地での地域資源や産業技術を活用した新ビジネスを創出するため、圏域の産業

支援機関と連携し、プロジェクトの発掘および販路開拓を推進した。 

 

地域産業技術育成事業テーマ 

支援機関 件 名 

公益財団法人 

釧路根室圏産業技術振興センター 

 川湯ブランドを中心としたアロマ製品の開発および精油

量産化技術の検討（アカエゾマツ精油） 
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一般財団法人 

旭川産業創造プラザ 

 平成２５年度に開発した、小豆と抹茶のスイーツ「福吉

らて」の冷凍バージョンの開発 

 黒大豆地ビールの開発 

 利尻昆布ドレッシングの開発 

 野菜たっぷり揚げの開発 

 

②新事業創出のためのトライアル事業 

財団の中期計画（2020 プラン）にもとづき、各クラスター形成事業の新規開拓や国・

道の新規事業提案に向け試行的事業を検討した。 

a．健康都市創生モデル事業（28 年度地方創成予算獲得を目指す） 

当財団は、さっぽろバイオ産業クラスター“Bio-S”やさっぽろヘルスイノベーション

‘Smart-H’など、これまで北海道産食素材の機能性評価分析に関する研究活動の支援と、

食クラスター、健康科学産業クラスター形成活動を展開している。これら一連のアウトカ

ムとしてヘルスイノベーションを実装（セルフヘルスケアＩＣＴネットワーク構築、健康

チェックステーション・健食レストラン・薬食混合ドラッグストア・健康プランニングエ

クササイズスタジオ等の設置）するコミュニティーを建設するため、構想立案と関係箇所

との折衝を実施した。 

今後、本事業は地方創生関連事業もしくは、地域経済循環創造事業として発展させるこ

とになっている。 

b．当別菜金時草素材化プロジェクト 

平成 25 年度に、機能性素材としては未だ注目されていない加賀伝統野菜の「金時草」

を当別町にて試験的に栽培して簡易分析したところ、石川県産の約３倍のポリフェノール

量が検出されたことから、平成 26 年度に試験栽培規模を拡大すると共に、金沢大学と成

分分析・評価に関する共同研究を実施した。また、生産者、地元自治体関係者、製造販売

会社、金沢大学と連携の上「当別菜金時草研究会」を立上げ、金時草が道産機能性食素材

となるよう準備を進めた。 

本プロジェクトは 6 次産業化ネットワーク活動整備事業、もしくはグローバル農商工連

携事業へ発展させる予定である。 

（４）食品試作実証事業の推進 

①食品試作実証事業（自主財源） 

食品加工技術習得や技術を応用した試作品の開発など道内食品加工業者の技術のレベル

アップを図るため、試作・実証・製造プラットフォームや地域の食品加工施設を活用した

商品開発を支援した。 

a．試作・実証・製造プラットフォーム 

食品の開発には多くの技術要素が必要とされているが、1 社で全てを賄うのは困難な場

合がある。このため、平成 25年 11月、道内はもとより道外の大学・研究機関・企業の参

画を得て、企業の商品開発ニーズに応える仕組みとして、「試作・実証・製造プラットフ

ォーム」を構築した。 

さらに、ノーステック財団、北海道食産業総合振興機構および北海道立総合研究機構が
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連携して企業からの相談窓口を設置し、登録された企業の中から、商品の試作やＯＥＭを

受託できるパートナー企業を紹介した。 

(a) 平成２６年度相談件数  ： 17件 

(b) パートナー企業等登録数 ：117社(平成 27年 3月末) 

 

 

b．機能性に着目した商品開発モデル事業 

「試作・実証・製造プラットフォーム」を活用し、機能性を持った食材を用いた新商品

の開発に意欲的な企業を支援した。 

企業・活動グループ 件名・パートナー企業等 

㈱ツムラ 

 (北見市) 

成人病に効果を発揮する機能性大麦を使った麺の開発 

・東京農業大学、オホーツク圈食品加工技術センター、日

香化成(株) 

国産生薬㈱ 

  (名寄市) 

北海道産ハトムギ品種「北のはと」を活用した新形態食品の

開発 

・日本食品製造（資） 

ＮＰＯ法人ふれあいインさろま 

  (佐呂間町) 

ホタテスープの商品開発 

・東京農業大学、オホーツク圈食品加工技術センター、 

田中製餡(株) 

   

 

c．地域食品加工施設活用モデル事業（地域版試作・実証機能支援） 

道内に 100 箇所余りある公設の農水産物食品加工施設を活用し、地域での試作・実証機

能を高めるため、地域の特産品を加工した商品開発を進める生産者と食品加工施設を繋ぐ

商品づくり事業を実施した。 

企業との共同研究促進

フード＆メディカル
イノベーション国際拠点

フード特区
機構

ノーステック
財団

企業の開発
ニーズ

基礎研究 応用研究 試作品開発
（実験室）

試作品開発
（実証レベル）

製造 販売

実用レベルの

加工技術

実機レベルでの実証生産

（最適化、テスト販売）

受託製造

（道内製造）

試作・実証・製造プラットフォーム

新商品

道総研１６試験場
地域の７公設試験センター
食品加工設備を有する大学

試作・実証支援（ＯＥＭ
製造）の道内企業群
（データベース化）

三機関の相談窓口

連携

販路開拓支援

新加工技術発掘・活用型プロジェクト
（例：過熱水蒸気ラボ）

地域版小規模試作実証施設整備
（例：鹿追町草原の風プロジェクト）

関係機関による、都度の連携・調整、情報共有

道総研 フード特区機構ノーステック財団

市場ニーズによるスクリーニングとプロジェクト化作業

（シームレスな支援）

・食機能の解明
・機能性食品開発
・安全で安定した食品供給
・生産、管理、流通の改革

新たな需要を創造する
イノベーションの創出

a.

b.

c.

(株)ツムラ 国産生薬(株) NPO 法人ふれあいインさろま 
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地域活動グループ 件名・施設名 

㈱石塚水産 

 (岩内町) 

北海道産天然クロアワビを使った高度加工技術による高級加

工品の開発 

・岩内町地場産業サポートセンター 

オホーツク産業開発協同組合 

  (紋別市) 

ホタテの規格外原料を使用して作られたホタテフレークを活

用した商品開発 

・オホーツク圈食品加工技術センター 

㈲釧路フィッシュ 

  (釧路市)  

釧路産スケトウダラを利用した新食感の「ザンギ」（から揚

げ）の開発 

・釧路市水産加工振興センター 

㈲コスモス 

  (清水町) 

ブラウンスイス牛の食肉加工品の開発 

・十勝圈地域食品加工技術センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）「ノーステック道内企業等視察会」の実施 

研究・企業間交流活動の一環として下記の通り道立北海道総合研究機構（道総研）の技

術支援メニューや依頼試験等を紹介するとともに、旭川地域において特色ある経営を行っ

ている二社を訪問した。 

 

ノーステック 

道内視察会 

実 施 日 平成26年10月29日 

参 加 者 等 
【賛助会員】16名 

【道総研、北大R&BP関係者等】7名 

視  察  先 
林産試験場、北方建築総合研究所、カンディハウス、臼井鋳鉄工

業 

内   容 

・各施設の概要説明 

・林産試概要と林産資源開発状況（林産試） 

・北方型建築技術に関する試験研究状況（北総研） 

・新製品開発、販路拡大に向けた各企業の取り組み（臼井鋳鉄、

カンディハウス） 

 

（６）地域プロジェクト創出支援事業(北海道補助事業) 

「ものづくり」と「食」のプロジェクトマネージャーを配置し、地域資源の発掘やそれ

らを基にした新技術や新製品開発を提案し、企業や公設試等との協働による地域プロジェ

クトを創出する取組を行った。 

①間引き昆布を活用したペースト状食品素材開発プロジェクト（ＦＳ） 

昆布養殖の際に発生する低利用資源「間引き昆布」の食品素材としての利用可能性を検

(有)コスモス 
(有)釧路フィッシュ 

オホーツク産業開発

協同組合 

(株)石塚水産 
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証するため、公設試や企業からなるビジネスプラン検討会議を設置し、間引き昆布を使っ

たシート状食品やドレッシングなど新製品開発への可能性について、検討を行った。 

試作したシート状食品及びドレッシングについては、試食の結果、高い評価が得られた

ことから、今後、商品化に向けて協力企業を中心に取組が継続され、引き続き支援してい

く。 

ビジネスプラ

ン検討会議

開 催 状 況 

メンバー 

【協力企業】カネシメ高橋水産㈱、日本アクセス北海道㈱ 

【協力機関】(地独)北海道立総合研究機構中央水産試験場 

【推進機関】(公財)北海道科学技術総合振興センター 

開催実績 
計５回開催（H26.5.9、 H26.8.1、 H26.9.16、H26.12.1、H27.3.1

3） 

内  容 

・間引き昆布ペーストの加工特性 

・昆布ペースト素材を活用した新製品開発の検討 

・その他情報提供や意見交換等 

 

 

②魚介類の鮮度劣化防止技術開発プロジェクト（ＦＳ） 

「海水シャーベット氷」の鮮度劣化防止に関する効果は、漁獲直後の活締め鮮魚に対し

て立証されており、その技術は各地の漁協等で活用され、道内水産物の物流促進に貢献し

ている。 

一方、活締めが施されない市場流通水産物に対する「海水シャーベット氷」の効果が認

められれば、新鮮な道内水産物は市場価値が高く、一層の物流促進につながり、北海道ブ

ランドの価値向上が図られる。 

「海水シャーベット氷」の活締めが施されない市場流通水産物に対する効果は未知であ

ることから、公設試や企業からなるビジネスプラン検討会議を設置し、「海水シャーベッ

ト氷」の温度や塩分濃度等を調節した低水温における水産物保管試験や本州（東京）への

輸送試験を通じ、効果を発揮する使用条件等を検証した。 

魚種に応じた「海水シャーベット氷」の使用条件等が把握できたほか、輸送試験を通じ

て、本州の現地量販店から高い評価を得ることができ、今後、協力企業・協力機関を中心

に取組が継続され、引き続き支援していく。 

 

 

昆布シートを使った 

おにぎりと昆布ペースト原料 

昆布ペースト入りドレッシング 
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ビジネスプラ

ン検討会議

開 催 状 況 

メンバー 

【協力企業】㈱ニッコー、㈱マルナマ古清商店、㈱積水化成品北海

道積水化成品工業㈱ 

【協力機関】(公財)函館地域産業振興財団 

【推進機関】(公財)北海道科学技術総合振興センター 

開催実績 
計２回開催（H26.7.1、H27.1.29） 輸送試験（H26.6.21、H26.8.

23） 

内   容 

・「海水シャーベット氷」の市場流通水産物への活用検討 

・水産物保管試験・輸送試験の実施・検証 

・その他情報提供や意見交換等 

 

③シカ節製造方法開発プロジェクト（ＦＳ） 

エゾシカ肉の食品加工に係る新製品開発は全道各地で行われているが、出汁素材として

の新製品開発は道内で行われておらず、今後のエゾシカ肉の活用に期待できることから、

公設試や企業からなるビジネスプラン検討会議を設置し、新製品化に向けた製造方法など

のフィジビリティスタディ（ＦＳ）を行った。 

節製造には焙乾が重要な工程であり、道内でシカ節の製造に向く焙乾装置が存在しない

ことなど新製品開発における課題が認識されたためやむなく開発を断念した。 

ビジネスプラ

ン検討会議

開 催 状 況 

メンバー 

【協力企業】㈱サロベツベニソン、㈱北陽 

【協力機関】(地独)北海道立総合研究機構食品加工研究センター 

            北海道 

【推進機関】(公財)北海道科学技術総合振興センター 

開催実績 計１回開催（H26.6.12） 

内   容 

・シカ節の製造方法の検討 

・試作品の評価 

・その他情報提供や意見交換等 

 

④深層部雑海藻除去装置及び除去作業技術開発プロジェクト 

昆布生産量減少要因の一つである岩礁に繁茂する雑海藻については、大型機械が作業可

能な水深５ｍ未満までは除去作業技術が確立されているものの、水深５ｍ以上の深層部は

手つかずの状況にある。 

昆布資源確保のため、地域（産地）から除去技術等の開発が切望されている現状にあり、

公設試や企業からなるビジネスプラン検討会議を設置し、水深５～８ｍの深層部での水圧

を考慮した雑海藻除去装置の開発や効率性・安全性を考慮した除去作業技術について、実

地試験を通じた検証を行った。 

開発した装置及び作業技術は、実施試験の結果、効果が認められたことから、今後、担

い手企業で事業化を進めることとした。 

ビジネスプラ

ン検討会議

開 催 状 況 

メンバー 

【担い手企業】酒井建設㈱ 

【協力機関】えりも漁業協同組合 

【アドバイザー】(地独) 北海道立総合研究機構釧路水産試験場 

       (公財)室蘭テクノセンター 

              (公財) 函館地域産業振興財団 

【推進機関】(公財)北海道科学技術総合振興センター 

開催実績 
計３回開催（H26.4.18、 H27.2.10、 H27.3.18） 

装置試作品等の実施試験・追跡調査（H26.4.1、H27.1.22） 
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内   容 

・除去装置・作業技術の検討 

・実施試験の実施・追跡調査（装置試作品の評価等） 

・実施試験後の除去装置・作業技術の検証 

・その他情報提供や意見交換等 

 

⑤自動車用金型の表面メッキ処理技術開発プロジェクト（ＦＳ） 

道内で行われている自動車用金型（アルミダイキャスト）修繕において、仕上げとなる

表面メッキ処理工程については道内で担えるメッキ企業が不在であり、道外企業へ多大な

輸送コストや輸送時間をかけて外注されている現状にあり、自動車部品をメンテナンスす

る企業にとっては大きな事業課題となっている。 

道内メッキ企業の中には、自動車産業への新規参入を模索している企業が存在している

ことが確かとなったことから、関係企業等からなるビジネスプラン検討会議を設置し、ニ

ーズ側の自動車部品メンテナンス企業とシーズ側の道内メッキ企業とのマッチングやメッ

キ処理技術の検討などを行った。 

担い手企業は、本州メッキ企業と連携し、出張メッキ補修の技術を確立したうえで自動

車部品メンテナンス企業とともに事業化に向けて取組を継続することとしており、引き続

き支援していく。 

 

ビジネスプラ

ン検討会議

開 催 状 況 

メンバー 

【担い手企業】札幌エレクトロプレイティング㈱ 

【協力企業】杉山工業㈱ 

【アドバイザー】(公財)道央産業振興財団 

【推進機関】(公財)北海道科学技術総合振興センター 

開催実績 計１回開催（H26.11.27） 

内   容 

・メッキ処理技術の検討 

・本州メッキ企業と連携したメッキ処理技術の確立 

・その他情報提供や意見交換等 

 

⑥岩内地域の水産加工産地技術の高度化プロジェクト（ＦＳ） 

岩内地域の産業振興を図るためには、「身欠きニシン」専業体質から脱却し、水産加工

産地技術の高度化を進め、高付加価値商品の開発やその製造技術の確立が必要である。そ

こで、企業や地域の食品加工施設からなるビジネスプラン検討会議を設置し、市場ニーズ

を取り入れた多様な水産加工品を製造する仕組みづくりや地域の食品加工施設（岩内町地

場産業サポートセンター）を中核とした新たな地域ブランド商品の開発に向けた検討を行

雑海藻除去 実施試験の様子（水中） 

（左側：開発装置） 

雑海藻除去作業のイメージ 

（浅瀬での予備試験の様子） 
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った。 

ニシン加工品の試作開発を通じ、地域の食品加工施設を活用する仕組みが確立したほか、

地域において、付加価値の高い水産加工品の開発に向けた動きが加速した。  

今後、試作品の商品化に向けた取組などに引き続き支援していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦放牧豚を原料とした加工品開発と販売促進プロジェクト 

鹿追町では、地域産品を活用した共通ブランドの確立を目指し、平成 22 年度に「鹿追

町地場産品加工組合」が結成され、平成 23 年度に、組合の中心メンバーである町内農家

やファームレストラン経営者等が出資し、「（株）草原の風」が設立された。 

（株）草原の風は、町の食品加工施設としての機能も持っており、地域農産品の加工や

地域資源である放牧豚を活用したハム・ソーセージの商品開発や町内外への販路拡大に取

り組んできたところである。 

平成 26 年度には、（株）草原の風の主力商品であるハム・ソーセージが町のふるさと納

税特典に採用され、人気商品となった一方で、製造技術等の向上など注文に応える生産能

力増強が急務となった。 

また、市場からは品質の優れた放牧豚を活用した新商品を求められている現状にあり、

産業支援機関や企業からなるビジネスプラン検討会議を設置し、地域資源である放牧豚と

食品加工施設である（株）草原の風を活用した商品開発や製造技術等について、検討を行

った。 

今後、市場ニーズの検証を進め、ニーズに応えた新商品開発や製造技術等の向上に向け、

担い手企業や関連機関とともに、引き続き支援していく。  

 

ビジネスプラ

ン検討会議

開 催 状 況 

メンバー 

【担い手企業】（株）草原の風 

【アドバイザー】旭川食品産業支援センター 

【推進機関】(公財)北海道科学技術総合振興センター 

開催実績 計１回開催（H26.11.26） 

内   容 

・商品開発に必要となる市場ニーズの検証 

・開発商品の検討 

・アドバイザー派遣による製造技術等の指導 

・その他情報提供や意見交換等 

 

⑧ブラウンスイス牛加工品のブランド化プロジェクト 

ブラウンスイス牛の乳は、乳脂肪分タンパク質の含有量が多く濃厚な味わいが特徴であ

試作したニシン加工品 嗜好調査の様子 
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ることから、乳製品などの加工品製造を目的に「乳用種」として飼育する酪農家が増加し

ている傾向にある一方、雄は利活用が進んでおらず、ホルスタイン牛の雄と比べ市場にお

ける経済的価値がゼロに等しい現状にある。 

十勝清水町農業協同組合では、肥育技術の開発により肉牛としての評価が低かったホル

スタイン牛を活用し、「十勝若牛」のネーミングでブランド化に成功しており、ブラウン

スイス牛を飼育する酪農家の中には、肉牛として付加価値を付けるために、この「十勝若

牛」の肥育技術を活用した飼育方法の確立に向けた取組を行っている者もいる。 

ブラウンスイス牛肉の利活用を促進するため、公設試や企業からなるビジネスプラン検

討会議を設置し、市場ニーズを踏まえた加工品開発について検討を行った。 

今後、肉質特性を追求し、市場調査によるニーズの検証を進め、ニーズに応えた新商品

開発に向け、担い手企業や関連機関とともに引き続き支援していく。 

 

ビジネスプラ

ン検討会議

開 催 状 況 

メンバー 

【担い手企業】（有）コスモス 

【協力機関】(公財)とかち財団 

(地独)北海道立総合研究機構食品加工研究センター 

【推進機関】(公財)北海道科学技術総合振興センター 

開催実績 計１回開催（H26.11.27） 

内   容 

・ブラウンスイス牛の肉質特性の検討 

・開発商品の検討 

・その他情報提供や意見交換等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）道産機能性食素材を活用した料理レシピ作製プロジェクト（ヘルスイノベーション社

会実装事業） 

北海道における高齢者率の伸びは高く、平成 52 年には高齢化率が 40.7%で全国第 4 位

になると予測されている。 

また、近年、道内はもとより全国的・世界的に健康志向が急速な高まりを見せており、

消費者が自分自身で健康を管理する、あるいは軽い疾病を自身で治療する「セルフヘルス

ケア」を実行する上で、食品・健康食品の「安全性」、「機能性」は一層重視されるように

なってきている。 

このような背景から、当財団が進めている道産食素材の健康機能性に関する評価・研究

活動支援のアウトカムのひとつとして、一般家庭における食の健康機能性活用を推進する

ことを狙った「北海道産すこやかレシピ」を平成 25年度事業で作成した。 

26 年度は、イカ、大豆、ゆり根等の食材を活用し、主菜 10 品、副菜 15 品、菓子・パ

ン 6 品の 31 品目をレシピ集に追加し、加えてこれらレシピの検索機能をもった Web サイ

ブラウンスイス牛 雄仔牛 試作したハンバーグ 
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ト「い～しょく北海道」を構築して 26年 12月から公開している。 

なお、このサイトには、料理レシピの他、道産健康機能性素材のデータベースや機能性

に関する研究紹介を掲載しており、道産健康機能性素材を身近に感じながら、知識と意識

を高められるよう構成されている。 

 

２．実用化・事業化開発支援事業 

（１）札幌型ものづくり開発推進事業（札幌市補助事業） 

札幌市の様々な産業を牽引する「重点分野」及び札幌市産業全体の底上げが期待される

「ものづくり分野」の振興を図るため、札幌市内の中小企業者等が行う新製品・新技術開

発（既製品の改良を含む）に関する取り組みを支援（補助）し、札幌市の経済発展ならび

に産業創出に繋げた。 

事業名 
応募 

件数 

採択 

件数 
倍率 補助金額 

平成 26 年度 札幌型ものづくり開発

推進事業（札幌市補助 1/2） 
18 5 3.6 21,803 千円 

審査会の開催日 
第 1 回審査会 平成 26 年 7 月 7 日（月） 

第 2 回審査会 平成 26 年 7 月 23 日（水） 

 

プロジェクト名 

（企業名） 
実施内容 

3Dモデルと人間が共演す

るためのミストスクリー

ンシステム 

（クリプトン・フューチ

ャー・メディア㈱） 

コンサート会場での3DCGのキャラクター映像と人間の共演におい

て、霧状のスクリーンに映像を投影することにより、従来の液晶モ

ニターや透過フィルムではできなかった人と映像の前後関係を意識

した共演を目指し、高さ2m台の霧状のスクリーン生成装置の開発

に取り組んだ。 

豆類（大豆等）の直火式

焙煎技術を導入したソフ

トで香ばしい豆菓子の開

発 （池田食品㈱） 

「食感が硬い」と敬遠されがちであった大豆の豆菓子を、流動層温

風焙煎技術によりソフト化に成功。購買層の拡大のため、直火焙煎

技術を活用した香ばしい豆菓子の加工技術の確立に取り組んだ。 

おからを使用した新たな

食卓用おからペーストの

開発 

（㈱豆太） 

食物繊維等の有用成分を多く含みながら、大半を廃棄しているおか

らを使用した新規ペーストを開発し、おからペーストを使用した商

品の開発と量産体制の整備に取り組んだ。 

真空パネル暖房機におけ

る長寿命バーナーの開発 

（㈱ストーク） 

従来の暖房機器であるFF式温風暖房器や温水パネル暖房器と異な

り、パネル暖房機の形態ながらFF式の独立したバーナーを持ち個

別暖房ができる真空パネル暖房機（HPH）のバーナーの長寿命化

を目指し、バーナー材料の調達から、製品に搭載するバーナーの製

ハトムギのれんこんバーグ 小豆と豆乳のプリン 
きくいもとカリフラワーの 

豆乳ポタージュ 
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ミストスクリーン 

(初音ミク投影) 

香ばしい大豆菓子 
Ｖカットボックス 

作に取り組んだ。 

高級紙箱パッケージ（V

カットボックス）の量産

化・新形態の開発 

（モリタ㈱） 

特産品、食品、雑貨ギフト等で使われる「紙箱パッケージ」は、近

年高級化が求められている。高級志向ニーズに応えた新たなパッケ

ージデザインの提供、また、生産性の大幅な向上を目指し、新形態

と量産化に対応するＶカット加工機の開発に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）札幌市福祉産業共同研究事業（札幌市補助事業） 

札幌市の健康・福祉産業の振興に向け、医療・介護・看護・福祉分野の大学等の研究者

と札幌市内の事業者が行う共同研究に対して支援を行った。 

① 応募・採択件数等 

本事業は、採択予定件数の 1.7 倍にあたる 10 件の応募を受け、有識者からなる審査・

専門委員の審査を経て、7件(採択倍率 1.4倍)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 

（札幌市補助10/10） 

①異分野連携型研究開

発補助金 

②冬期対応型研究開発

補助金 

10 7 1.7倍 11,869千円 

審査委員会の開催日 平成26年7月18日（金） 

 

【福祉産業共同研究事業】 

研究テーマ名 研究代表者 

メカトロ積み木を用いた視覚性記憶トレーニングツールの開発 
札幌市立大学デザイン学部 

三谷 篤史 

ABS骨盤サポートの製品化に向けた改良と臨床的効果の検証 
北海道大学大学院保健科学研究院 

八田 達夫 

中高齢者の QOL 向上に資するヨガプログラムの開発にむけた自律神

経系データの集積 ・評価 

北海道教育大学教育学部札幌校 

神林 勲 

熱画像センサを用いた高齢者，障がい者の見守り・緊急通報システムの

開発 

北海道科学大学保健医療学部 

宮坂 智哉 

車いす使用者に対する簡易的心身評価システムの開発 
北海道科学大学保健医療学部 

昆 恵介 

アロニア栽培を活用した健康寿命延伸生活モデルの研究開発 
NPO法人ケアドゥフォーラム 

田島 健 
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（３）フードイノベーション創造支援事業（札幌市補助事業） 

札幌市内の食関連産業の振興を図るため、「食・健康」分野の研究開発の支援を行った。 

研究シーズ発掘補助金（札幌フード Talent 補助金）では、将来の研究開発を担う札幌

圏の若手研究者（40 歳以下）の育成、食関連研究シーズの発掘を目的とし、実証研究支

援補助金では、事業化・実用化に向けた発展的かつ具体的な実証研究の推進を目的として、

補助金を交付した。 

① 応募・採択件数等 

研究シーズ発掘補助金では、採択予定 10 件に対して 12件の応募、実証研究支援補助金

で採択予定 3 件に対して 8 件の応募があった。産学官の有識者からなる審査・専門委員の

審査を経て、研究シーズ発掘補助金 6 件（倍率 2.0 倍）、実証研究支援補助金 4 件（倍率

2.0倍）、合計 10件の研究テーマを採択した。 

 

 

【研究シーズ発掘補助金(札幌フード Talent補助金)】 

 

 

センシングデバイスを活用したふまねっと運動の評価システム構築 
（株）スマートサポート  

鈴木 善人 

事業名 補助金名 
応募 

件数 

採 択 

件 数 
倍 率 補 助 金 額 

フードイノベーシ

ョン創造支援事業 

（札幌市補助10/10 

研究シーズ発掘補助金 

(札幌フードTalent補助金) 
12 6 2.0 2,400千円 

実証研究支援補助金  8 4 2.0 10,600千円 

合 計 20 10 2.0 13,000千円 

審査委員会の開催日 平成26年7月18日（金） 

研究テーマ名 研究代表者 

特異な酵素活性による自然免疫を賦活化するオリゴ糖生産法の開発 
北海道大学大学院農学研究院 

熊谷 祐也 

ビールの S. mutansに対する効果  

—超高齢社会の基礎疾患予防を目指して — 

北海道医療大学歯学部 

植原 治 

大豆の抗酸化作用が血管機能改善に与える影響 
札幌医科大学保健医療学部 

岩本 えりか 

ケルセチン配糖体を用いた OATP2B1標的型吸収促進法の開発 
北海道大学大学院薬学研究院 

小倉 次郎 

肥満に関わる腸内細菌の同定と新規抗肥満食品への応用 
北海道大学大学院農学研究院 

渡辺 真通 

潰瘍性大腸炎に対する酵素処理アスパラガス抽出物の修飾効果 
酪農学園大学獣医学群 

安井 由美子 
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【実証研究支援補助金】 

 

② 食関連若手研究者交流会の開催 

フードイノベーション創造支援事業にて補助金を交付した若手研究者等を参集し、若手

研究者及び企業や支援機関とのネットワーク形成を促進するため、交流会を開催した。 

開 催 日 平成27年3月3日（火） 

場  所 コラボほっかいどう 

概 要 ・ゲスト研究紹介「脳梗塞・脊髄損傷に対する再生医療」 

札幌医科大学 医学部附属ﾌﾛﾝﾃｨｱ医学研究所 講師 佐々木 祐典 

・若手研究者9名、企業7社からの自己紹介・研究紹介 

・各種支援制度の紹介 

参 加 人 数 31名（研究者10名、企業9名、関係機関12名） 

 

③ エビデンス取得支援補助金 

北海道食品機能性表示制度「ヘルシーDo」の認証取得や販路拡大を目的に、食素材の安

全性・機能性に関する科学的データの取得を行う札幌市内の食関連企業に対して、補助金

を交付した。（1/2補助金・上限金額 150万円/件） 

採択予定 4 件に対して 2 件の応募があり、有識者からなる審査を経て、2 件の提案課題

を採択した。 

 

 

研究テーマ名 研究代表者 

牛乳の高機能化・多様化を目指した乳糖の in situ変換技術の開発 北海道大学大学院農学研究院 

森 春英 

幹細胞プロファイルモニタリングによる抗加齢効果を有する機能性食

材の評価 

札幌医科大学 

本望 修 

酵素処理アスパラガス抽出物の細胞組織保護効果に関する病理学的

実証研究 

札幌医科大学 

鳥越 俊彦 

抗老化食品開発を指向した抗糖化成分探索と活性評価キットの創成 北海道大学大学院先端生命科学研究院 

門出 健次 

事業名 補助金名 
応募 

件数 

採択 

件数 
倍 率 補助金額 

フードイノベーション

創造支援事業 

（札幌市補助10/10 

エビデンス取得支援補助金  2 2 1.0 1,380千円 

研究テーマ名 研究代表者 

鮭魚卵外皮から調製したオリゴペプチドの安全性と機能性動物試験 株式会社活里 

血糖値抑制作用を有する新品種タマネギの核内受容体評価試験 
ファーマーズ・インスティテュート株式

会社 
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（４）札幌発の環境産業創出事業（札幌市補助事業） 

寒冷積雪地である札幌市の特色を生かした環境産業の創出・拡大を図るため、札幌市が

公募及び審査委員会を経て選定した、市内の大学等研究機関及び市内企業等からなるコン

ソーシアム３件に対して、研究開発の補助（19,414千円）を行った。 

 

研究開発テーマ/研究内容 

①プラスチック製熱交換器を用いた温泉熱の有効利用に関する研究 

温泉施設の源泉・廃湯の未利用熱を活用するべく、昨年度開発した柵状プラスチック製熱交換器を用

いた熱回収システムによる性能評価を実施した。市内にある温泉施設に実験設備を導入し、施設の

給水予熱用に廃湯を利用するシステムにより各種データ測定・分析及び稼働状況の評価を行い、良

好な結果を得た。  

②電気自動車用温水式ヒーターの開発 

寒冷地での電気自動車（EV）普及の大きな課題となっている、暖房使用による航続距離低下の問題

を解決するため、カーボンニュートラルなバイオディーゼル燃料（BDF）を用いた EV 用温水式ヒーター

の開発に取り組んだ。燃料タンク凍結対策の検討、市内食品販売店での実走行モニター試験等を実

施した結果、低温対応 BDF 精製により冬期の析出対策が可能であること、BDF/灯油暖房ともに約

60km程度の走行が可能であることが明らかとなり、モニター実施者からも良好な評価が得られた。 

③高断熱・高気密施設に最適化した暖冷房設備機器の開発 

高断熱・高気密化が進む積雪寒冷地住宅に適した暖房方式として、小型送風機を搭載した暖冷房パ

ネルヒーターの開発を行った。三次試作機による暖冷房能力確認試験、フィールド試験、シミュレーシ

ョン解析により、本パネルヒーターの優位性を明らかにした。 

 

（５）地域オープンイノベーション促進事業（経済産業省 北海道経済産業局委託事業） 

本事業では、北海道産業競争力協議会において特定された戦略成長分野（食関連産業分

野）を踏まえ、地域の技術シーズや社会・市場ニーズに基づき、運営協議会等により選定

した設備機器を公設試験研究機関（以下、「公設試」という）へ配備するとともに利活用

を推進することによって、企業等のさらなる技術力向上や新技術・イノベーションの創出

に向けた基盤の強化を図った。 

① 運営協議会及び検討ワーキンググループ委員会（以下、「検討 WG」という。）の設

置・運営 

a．運営協議会の設置 

北海道産業競争力協議会で特定する戦略分野を踏まえ、地域企業の研究開発・技術開発

での有効利用への対応や、安全性の確認等のための評価試験を行うために必要な試験研

究・検査設備の整備方針の策定や、導入する設備機器やその効果的な利活用等を検討する

運営協議会を設置した。 

b．検討 WG の設置 

地域企業からの技術課題等に対する相談業務等を通じて、地域における新産業の創出に

向けた事業を展開し、各地域の特性に合わせ地域経済の活性化を担っている、（地独）北

海道立総合研究機構、北海道内６圏域（道央、旭川、十勝、函館、釧路・根室、北見）の

産業支援機関で構成された検討 WGを設置した。 
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②試験研究・検査設備の整備 

運営協議会および検討 WG の議論をもとに、函館、北見、釧路、帯広の公設試に以下の

試験研究・検査設備を配備した。 

 

1 

北海道立工業技術センター（函館） 

 

・食品原料の一次処理装置システム 

・生物顕微鏡 

・ガスクロマトグラフ質量分析装置 

2 
北海道立オホーツク圏地域食品加工技術センター（北見） 

 ・地場産小麦利活用に向けた製パン及び物性評価に係る機器 

3 
釧路工業技術センター（釧路） 

 ・乳製品など発酵食品に関する品質管理・評価システム 

4 
北海道立十勝圏地域食品加工技術センター（帯広） 

 ・エネルギー迅速測定システム 

③普及・技術セミナー等の開催 

導入設備の普及に向けたセミナーを道内各地域で開催した。 

a．導入設備機器利活用セミナー 

   開催日時 ： 平成 26（2014）年 10月 22日（水） 

   開催場所 ： 札幌全日空ホテル（札幌市） 

   参加者数 ： 47名 

b．導入設備機器の普及・技術セミナー in 函館 

  開催日時 ： 平成 27（2015）年 01 月 22日（木） 

  開催場所 ： 北海道立工業技術センター（函館市） 

  参加者数 ： 31名 
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c．オホーツク小麦 おいしさ引き出す加工講座Ⅱ（製パン実技講座） 

    開催日時 ： 平成 27（2015）年 01月 26日（月） 

    開催場所 ： 北海道立オホーツク圏地域食品加工技術センター（北見市） 

    参加者数 ： 31名 

d．導入設備機器の普及・技術セミナー in オホーツク 

    開催日時 ： 平成 27（2015）年 01月 27日（火） 

    開催場所 ： 北海道立オホーツク圏地域食品加工技術センター（北見市） 

    参加者数 ： 62名 

e．導入設備機器の取扱いセミナー in 函館 

    開催日時 ： 平成 27（2015）年 01月 27日（火） 

    開催場所 ： 北海道立工業技術センター（函館市） 

    参加者数 ： 14名 

f．導入設備機器の普及・技術セミナー in 釧路・根室 

    開催日時 ： 平成 27（2015）年 01月 30日（金） 

    開催場所 ： 釧路工業技術センター（釧路市） 

    参加者数 ： 47名 

（６）中小企業応援ファンド事業（北海道中小企業総合支援センター補助事業） 

「平成 26 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 6 件について、

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、（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 

株式会社活里 

道産機能性素材とフラーレンを併用した新規なサンケア化粧品の開発 

北海道産機能性素材、フラーレン、無機微粒子（酸化チタン・酸化亜鉛）

を処方に組み込み、界面活性剤の配合量・種類や攪拌翼の回転速度などを

変え、安定性・保存性・使用感等を確認しながら、日焼け止めクリーム（

ボディ用ジェル、スキンケア用）及び爪美容液の試作を行った。（平成27年

度継続中） 

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 

株式会社バイ

オマスソリュ

ーション 

高肥料成分バランス調整型ペレット有機肥料の試作開発及び販路開拓 

化学肥料と同様に扱えるオール北海道産の原料によるペレット有機肥料に

ついて成分バランスと濃度改良を図り、住宅密集地の家庭内において手軽

に使える小袋肥料のブランド力向上を進めた。既存他社製品との差別化、

わかりやすい商品特性のパッケージデザインにこだわり、園芸資材の展示

会にてＰＲを行った。 
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企 業 名 開発テーマ／開発内容 

草野作工 

株式会社 

北海道産バイオセルロースを活用したフェイスマスクシートの機能向上と

商品化 

生薬エキスを配合したフェイスマスクシート試作し、肌改善効果の客観的

検証を行った。皮膚画像解析装置を導入し、協力機関である形成外科クリ

ニックで、試作品の使用前後の皮膚画像データの蓄積と解析を行った。ま

た、バイオビジネス展示会に出展して新製品開発に向けた情報収集を行っ

た。（平成27年度継続中） 

③ブランド化促進支援事業 

企 業 名 開発テーマ／開発内容 

北海道乳業株

式会社 

北海道食品機能性認証の取得による「HOKKAIDO株」発酵乳の販路拡大 

 

植物性乳酸菌「HOKKAIDO株」（北海道立総合研究機構食品加工研究セン

ター特許菌株）配合ヨーグルトの「北海道食品機能性表示制度」認証取得

を目指してヒト介入試験を実施した。その結果、NK細胞活性を見いだし論

文化を進めている。また、展示会やマッチングイベント等に参加し、商品

のＰＲを行った。 

 

企 業 名 開発テーマ／開発内容 

㈱スリービー 

タモギ茸をはじめとする北海道産農産物の新規加工技術の開発および販売

促進 

 

タモギ茸をはじめとする北海道産農産物の新規加工技術の確立に向けて、

下記の課題解決を目指した。 

①新たな加工技術（生蒸気処理と過熱水蒸気処理）の開発：一次加熱処理 

②商品規格にあった二次殺菌条件の確立 

③最適な異物（おが屑など）除去方法の検討 

④未利用資源（石づきなど）の有効活用 

⑤販路開拓および販売促進（外食チェーン、量販店など） 

 

企 業 名 開発テーマ／開発内容 

日生バイオ㈱ 

北海道産タモギセラミドの水溶化技術の確立およびブランド化の構築 

 

タモギセラミドペーストを精製、乳化することで、溶解性と吸収性を改善

した水溶性タモギセラミドを提供し、また、3次元ヒト皮膚モデルを用いた

美肌評価や、ヒト介入試験による皮膚改善評価によるエビデンスを構築し

、市場拡大を図ることを目指した。 

①タモギセラミドエキスの水溶化技術の確立 

a.美容ドリンクなどに配合できる水溶性タモギセラミド乳化物の製造 

②タモギセラミド乳化物のエビデンス構築による北海道ブランド化の確立 

a.北海道機能性表示認証（ヘルシーDo）を視野にいれたタモギセラミ

ドの確固たるエビデンス構築に向けた3次元ヒト皮膚モデルを用いた

美肌評価やヒト介入試験による皮膚改善評価の実施 

b.タモギセラミドは特有のキノコ由来（免疫増強効果など）であるこ

と、北海道で栽培されている素材（安全・安心）としての知名度を

活用した販売促進 
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（７）経済産業支援事業（自主事業） 

道内産業の振興発展に寄与するため、道内で行われる調査研究、研究開発、事業化推進

及び北海道の産業振興に必要な基盤整備等の事業に対して支援を行った。 

① 北海道食品機能性表示制度「ヘルシーDo」の認証取得を目的に、食素材の安全性・

機能性に関する科学的データの取得を行う道内の食関連企業に対して、補助金を交

付した。（道内企業を対象とした 1/2 補助金・上限金額 250 万円）広く公募を行い、

有識者からなる審査を経て、以下の 2 件の提案課題を採択した。 

   ・数の子（凍結乾燥粉末）のヒト臨床試験 

   ・タモギタケ（熱水抽出エキス）のヒト臨床試験 

② 北海道の機能性食品開発の裾野を広げ、新たなマーケット創出が期待される北海道

産黒米「きたのむらさき」の機能性研究支援事業を採択した。 

（８）知的財産セミナー 

①知的財産情報活用講座開催（北海道経済産業局請負業務） 

 中小企業の技術者等を対象に、知的財産情報を活用したアイデア創出や戦略立案に関

する演習講座を開催した。 

 

開 催 日 平成26年11月18日（火）～19日（水）、12月2日（火）～3日（水） 

場 所 ＴＫＰ札幌駅カンファレンスセンター 

内 容 ①知財情報の重要性と情報分析ツールの紹介 

②即席麺をテーマとした新商品開発のアイデア創出、事業化に向けた市場

調査、ビジネスモデルの検討。 

③特許情報検索ツールを用いた特許情報収集と、ビジネスモデルの検証、

グループ発表 

講座参加者からは次回の開催を希望する声もあり、高評価を得た。 

参 加 者 企業９名、大学・支援機関１１名 合計２０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

②特許情報活用セミナー開催（北海道経済産業局請負業務） 

特許情報プラットフォームの紹介、営業秘密管理と知財戦略等に関するセミナーを行い、

知財情報活用の促進を目指した。 

 

開 催 日 平成27年2月24日（火） 

場 所 京王プラザホテル札幌 雅の間 

内 容 ①「知的財産情報活用のススメ」 

  独立行政法人工業所有権情報・研修館 理事長 三木 俊克 氏 

知的財産情報活用講座 
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②パネルディスカッション「特許情報活用による新商品開発」 

③特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の概要  

・営業秘密・知財戦略 ～あなたの会社の独自技術をシッカリ守り、活かす

ために～        

独立行政法人工業所有権情報・研修館  

参 加 者 ７２名 

 

 

 

 

 

 

 

 

③道内４高専「モノづくり企業体験交流会」の開催（北海道銀行との共催） 

高専で学ぶ技術系の人材を対象に、道内のモノづくり企業への視察・交流会を開催した。 

開 催 日 平成２６年８月２０日（水）～２２日（金） 

内 容 【視察企業等】 

㈱安西製作所北海道支店、日本罐詰㈱十勝工場、㈱土谷特殊農機具製作所

、ノーステック財団、工業試験場、北海道ガス㈱技術開発研究所  

       

 

 

参加した学生は、道内企業の技術や取組みを体感し、道内のモノ作り企業

への関心を深めた。 

参 加 者 ２８名 

 

３．販路開拓・販売促進事業 

（１）新産業集積創出基盤構築支援事業(北海道経済産業局委託事業) 

北海道の食関連産業が有する優位性に着目し、食関連産業の企業の取組を支援するため、

コーディネーターを配置し、食のバリューチェーン連携基盤の構築を進め、市場ニーズを

踏まえた付加価値の高い製品開発や国内外の新たな販路拡大に向け取組んだ。 

①海外市場獲得に向けたニーズ調査の実施 

海外ニーズに応えた製品開発に向け、コーディネーターや製品開発企業等をメンバーと

  特許情報活用セミナー 

日本缶詰(株)十勝工場 北海道ガス(株)技術開発研究所 
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した「食の市場拡大に向けた海外市場現地調査実行委員会」を設置し、タイ王国及びシン

ガポール共和国において、現地情報の収集を目的とする現地調査を実施した。 

現地調査の実施により、現地市場における食品販売の状況や市場ニーズといった有益な

情報が得られたほか、現地及び北海道側の課題等を把握することにより今後の取組に有益

な示唆を得ることができた。 

今後、海外展開を目指す道内食関連企業や海外販路拡大を支援する関係機関と連携し、

食のバリューチェーン連携基盤を一層強化する取組へ活用していく。 

 

食の市場拡

大に向けた

海外市場現

地 調 査 

調査期間 平成27年１月18日(日)～ 24日(土) 

調査場所 タイ王国（バンコク）及びシンガポール共和国 

調査内容 

現地商業施設等視察による現地情報の収集及び現地企業等訪問

による現地情報ヒアリング 

・タイ王国（バンコク）９現地商業施設及び６現地企業等訪問 

・シンガポール共和国 ７現地商業施設及び４現地企業等訪問 

調 査 者 

実行委員会委員６名 

（(公財)北海道科学技術総合振興センター及び民間企業） 

※(一社)北海道食産業総合振興機構との共同調査 

 

 

②「基盤技術」を活用した新商品開発の実施 

低未利用資源をはじめとした農水産資源を基に、道内企業が有する乾燥技術などの基盤

技術を有効活用し、生産者、食品加工企業、販売企業等と協働で市場ニーズを捉えた付加

価値の高い商品開発等を行った。 

取組により、生産者・食品加工企業・販売企業等の連携が一層深まり、食のバリューチ

ェーン連携基盤が強化され、新商品開発が加速したほか、関連企業の売上げ増加につなが

った。 

 

 

現地調査で訪問した主な企業等 
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■開発された主な新製品 

１．特殊米粉 

事業の中核企業Ａ社（札幌市）では、連携する食品加工企業等からの要

望を踏まえ、規格外米を有効活用し、自社が保有するフリーズドライ乾燥

技術を用い、コーディネーター指導のもと、「特殊米粉」を開発。 

特色は「ねばり」「そのまま口に入れても腹痛を起こさない」「水に溶

け、餅状になることから防災食に活用できる」「高齢者にやさしい食材である」こと。 

既に、食品加工企業へ原料とした販売されているほか、防災食としての活用も検討されている。日

本米の有効活用といった観点のほか、長期間の保存が可能であり、粉末であるため、軽量・コンパク

トといった強みにより海外も含めた今後の販路拡大に期待が集まる。 

２．北海道エビクリームスープ 

事業の連携企業Ｂ社（留萌市）では、商品価値のない「甘エビ頭」の有

効活用を図るため、コーディネーター指導のもと、事業の中核企業Ａ社が

保有するフリーズドライ乾燥技術により原料の素材力を発揮した「甘エビ

粉（パウダー）」を開発。 

この「甘エビ粉」を使って、連携企業Ｃ社（札幌市）では、道産原料に

こだわった「北海道エビクリームスープ」を開発。エビの風味と道産ミルクの風味がベストバランス

の当商品は、国内（本州方面）で人気商品となっている。軽量・コンパクトな粉末商品であり、調理

の手軽さなどから、開発企業では、今後、海外へ販路を拡大する取組を展開する予定である。 

③「農産品（加工用トマト）」を活用したクラスターモデル検証 

トマトの「リコピン」は抗酸化作用や老化予防、美容作用などに効果があると言われ、

生食のほか、料理や調味料等のさまざまな加工食品にトマトが使われている。 

トマトには、「生食用トマト」と「加工用トマト」があり、加工用トマトは無支柱で、

一度に全量を収穫できるため、低コスト・機械化・大規模化が可能であり、広大な農地を

有する北海道にとって重要な作物としての期待が高まっている。 

この加工用トマトを核として、生産者、収穫機械製造企業、食品加工企業等が連携した

産業クラスターモデルの検証を行った。 
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道内における加工用トマトを活用した取組は、大手食品企業の契約栽培を除き、現在の

ところ、小規模経営が目立ち、栽培面積が小さく、手作業による収穫、少量少品種の加工

となっており、今後、産業クラスター形成が進めば、北海道は加工用トマトの一大産地と

しての可能性を十分備えていることから、道内食産業の押し上げに貢献できるものと思わ

れる。 

④農商工連携マッチング会の開催 

開発した商品の磨き上げのため、ビジネスＥＸＰＯ「第 28 回北海道技術・ビジネス交

流会」に出展し、商品ＰＲや来場者（バイヤーや消費者等）からの評価をヒアリングした。 

試食等を通じて商品ＰＲを行ったことにより、バイヤーをはじめとした来場者への幅広

い商品紹介ができたほか、出品した商品全般について、来場者から｢味｣｢食感｣｢新たな加

工原料への活用｣等で高い評価を得ることができた。 

得られた評価は商品開発や改良で活用され、関連企業の商品力向上に貢献している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 加工用ト マト の特徴】  

◇ 国内のト マト生産の多く は生食用ト マト であり、加工用ト マトの収穫量は全

国で 5.5％程度。北海道は全国６位の1330 ト ン(生食用は５万ト ン)の生産量。 

◇ 生食用ト マトは「 ピンク系ト マト 」 と呼ばれ、代表品種は「 桃太郎」。  

  一般的には、苗を支柱で支え、手作業で１シーズンに４～５回の収穫を行い、

8000㎏/10a、約300円/㎏、粗収入約240万円/10aと高収入作物である反面、

ハウス建設や栽培管理、収穫に手間がかかり、規模拡大が困難。  

◇ 加工用ト マトは「 赤系ト マト 」 と呼ばれ、国産加工原料用ト マト の多く がト

マト ジュース等の原料として契約栽培されている。府県において栽培面積が増

えておらず、近年の健康志向の高まりによるト マト需要の拡大もあって、大幅

な原料不足の現状。一般的には、無支柱で、一度に全量を収穫する。 6000 ㎏

/10a、 40円/㎏、粗収入約24万円/10aと生食用ト マト に比べ低いものの、他

の作物に比べ高収入の作物。  

◇ 完熟時に収穫する加工ト マトは、完熟前に収穫する生食用ト マト に比べ、  

 リコピンは約３倍、ビタミ ンＣは約２倍、食物繊維は約 1.5倍と栄養価も高い。 

露地栽培 

加工用 

ト マト  

《 参考》  

生食用 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 産業クラスター形成のイメージ】  

◆寒冷地向け早世品種

の選定 

◆多収穫栽培技術の 

確立 

◆手摘み作業による 

収穫の限界 

◆栽培面積に応じた 

効率的な収穫機開発 

製品の販売戦略構築 
製品開発・加工 

(ジュース・レトルト品)  

◆収穫量に応じた 

大型加工施設の新設 

◆全国流通製品の開発 

◆大手メーカーとの 

 連携 

収穫作業の効率化  
品種・栽培技術 

栽培面積拡大  

サプライチェーン 

課 題 課 題 課 題 課 題 
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出 展 概 要 

ビジネスＥＸ

ＰＯ「第28回

北 海 道 技

術・ビジネス

交 流 会 」 

出展期間 平成26年11月６日(木)～７日(金) 

会  場 アクセスサッポロ 

来 場 者 20,028人 

出展内容 

・事業で開発した新商品や加工用トマトクラスターモデル構築事例 

となる参考商品等を出品し、商品ＰＲや来場者（バイヤーや消費 

者等）からの評価をヒアリング。 

・39品目80種の商品を出品。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事業化促進支援事業 

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 26 年度で 17年目を迎えた。本年度までに事業

化したプロジェクト数は 203 件に上り、平成 26 年度の売上は新たに事業化した 8 プロジ

ェクトを含め、65件（29億 4千万円）となっている。 

 

 

◆直近 5 年間（平成 22 年度～26 年度）に売り上げに成功した事業化件数と売上金額 

 

 

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

件 金額(千円) 件 金額(千円) 件 金額(千円) 件 金額(千円) 件 金額(千円) 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開発 18 243,860  25 489,850  35 625,282  39 1,039,267  30 1,120,937 

販路開拓事業 2 679,374  3 1,094,913  3 1,030,965  3 824,900  2 501,916 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ事業 1 39,112  1 38,718  1 140,853  1 182,316  1 419,168 

地域づくり 4 26,510  4 27,504  5 30,224  22 101,424  26 115,515 

工場新・増設     2 370,000  6 753,000  6 790,491 

計 25 988,856  33 1,650,985  46 2,197,324  71 2,900,907  65 2,948,027 

来場者への商品説明                出品商品（一部） 
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４．地域の仕組みづくり事業（自主事業） 

（１）重点支援地域の取り組み状況 

 

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２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３地域活動グループに対して各種支

援活動を実施した。 

研究会・地域活動グループ 件   名 

あかびら匠塾 

（赤平市） 

赤平のものづくり技術を活かした企業同士の連携による 

商品開発 

オホーツク農水産品加工研究会 

（網走市・大空町） 

オホーツクの農産加工業者と水産加工業者の連携による 

高齢者向け加工食品の開発 

下川ふるさと開発振興公社 

（下川町） 

下川薬膳を核としたグリーンツーリズムの開発    

                        

一般社団法人天売島おらが島 

活性化会議（羽幌町 天売島） 

未利用水産資源の一次加工による新商品開発と「天売」

のブランド化 

産業クラスター研究会オホーツ

ク麻プロジェクト（北見市） 

麻商品開発に向けたビジネスプランの構築 

（２）産業クラスター成果発表会の開催 

日本アクセス北海道（株）「キッチン a la collette」を会場に産業クラスター成果発

表会を開催した。プロジェクト成果を発表した企業・グループ 16 名をはじめ、貫田シェ

フや食品卸バイヤーなど 43名が参加した。（平成 27年 2月 2日） 

発表に先立ち商品開発者自身が厨房を使用するなどして試食の準備から盛付までを実施。

できたての試食品を参加者全員が味わった後、9 テーマについて開発経緯や新商品販売に

向けての準備状況などを商品開発者が発表し、貫田シェフや食品バイヤーとともに意見交

換を行った。試食と発表を組み合わせることで、活発な交流会となった。 

 
素焼黒豆          野菜たっぷり揚げ      高級紙箱パッケージ 
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（３）地域ネットワーク会議 

地域産業クラスター研究会を対象に、研究会の交流、情報交換、連携促進に向けて「地

域ネットワーク会議」を開催した。「地域資源（人・素材・技術・設備）を活用した地域

の活力づくり」をテーマに、地域の食品加工施設を活用した商品開発に積極的に取組む岩

内町をモデルとして、専門家による基調講演、地域からの取組報告、パネルディスカッシ

ョン、意見交換、視察などを行った。 

 

10月7日(火)～8日(水) 

岩内町 

○ 基調講演 

「地域つくりの食マーケティング」 

講師 合同会社廣龍 代表 佐竹 嘉廣 氏 

○ 取組報告  

・「海洋深層水と地元食材を活用した食品開発について」 

  岩内町地場産業サポートセンター 所長 釜谷 豊和 氏 

・「地域資源活用事業 小樽美人プロジェクト」 

  田中酒造株式会社 代表取締役 田中 一良 氏 

・「幕別産西洋ネギ《リーキ》を活用したスープの開発」 

   幕別町ふるさと味覚工房 指導員 近藤 明美 氏 

○ パネルディスカッション 

テーマ「年間売上げ４６１万円を目指すものつくり」 

＜パネラー＞ 

岩内町地場産業サポートセンター 所長 釜谷 豊和 氏 

田中酒造株式会社 代表取締役 田中 一良 氏 

幕別町ふるさと味覚工房 指導員 近藤 明美 氏 

＜モデレーター＞ 合同会社廣龍 代表 佐竹 嘉廣 氏 

○ 視察 

岩内町地場産業サポートセンター、(株)木地リード 岩内工場 

【5研究会26名参加】 

合同会社廣龍 代表           パネルディスカッション風景 

佐竹 嘉廣氏 講演 

      試食風景         商品開発者の発表      貫田シェフによる講評 
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Ⅲ．ネットワーク形成事業 

１．北海道バイオ産業クラスター・フォーラム事業 

（新産業集積創出基盤構築支援事業：北海道経済産業局委託事業） 

道内で成長を続ける健康食品や化粧品産業の競争力強化に向け、安全性・機能性に関す

る科学的エビデンス取得や販路開拓等に向けた事業を実施した。 

（１）安全性・機能性の科学的エビデンスを有する健康食品・化粧品の開発と販路展開 

①食品の付加価値向上セミナー（食品の機能性評価手法の紹介）の開催 

新たに健康食品開発に取り組む食品企業の掘り起こしを行うため、一般の食品企業向け

に、エビデンス取得の意義・効果及び食品機能性評価に関する取組事例の紹介を行うセミ

ナーを開催した。 

開 催 日 時 平成２６年１２月３日（水） １４：００～１７：００ 

場 所 京王プラザホテル札幌 エミネンスホール 

内 容 

「北海道の素材を活用した機能性評価手法」の紹介 

①機能性（血糖値・血圧上昇抑制）のin vitro評価   

      天使大学看護栄養学部 教授 荒川 義人 氏 

②機能性（免疫・抗菌活性）のin vitro評価 

  酪農学園大学農食環境学群 教授 山口 昭弘 氏 

③機能性（脂質代謝）のin vitro評価 

                    コスモ・バイオ㈱ 山口 昭博 氏 

④動物試験での脂質代謝・血糖値抑制効果 

      ㈱化合物安全性研究所 室長 横谷 亮 氏 

⑤遺伝子発現およびタンパク質解析によるアロニアの機能 評価 

      北海道大学薬学研究院 特任講師 山根 拓也 氏 

⑥ヒト介入試験の実際と事例 

     ㈱新薬リサーチセンター 次長 富田 晋平 氏 

⑦ヘルシーＤｏの申請と認証取得に向けた事例紹介 

     北海道バイオ工業会 事業企画・運営委員 三浦 健人 氏 

参 加 者 数 ９５名 

 

②「食品製造に関する品質管理・製造管理セミナー」の開催 

道内の食品製造の信頼性向上や海外への輸出拡大を目的に、食品 GMP に関するセミナー

を開催した。 

開 催 日 時 平成２６年８月１日（金） １３：００～１４：２０ 

場    所 ニューオータニイン札幌 

内    容 
「健康関連製品の品質管理・製造管理～健康食品ＧＭＰの重要性～」 

   鈴鹿医療科学大学 教授 長村洋一 氏 

参 加 者 数 ９９名 
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③「食品開発展 2014」への出展 

アジア最大の機能性素材・健康素材と安全・品質関連技術の専門展示会である「食品開

発展」に出展し、北海道独自の食品機能性表示制度（ヘルシーDo）に関する普及啓発及び

健康食品や機能性素材に求められる開発ニーズ調査を行った。 

開 催 日  平成２６年１０月８日（水）～１０日（金） 

場 所 東京ビックサイト 

主 催 ＵＢＭメディア㈱ 

参 加 企 業 

㈲植物育種研究所、コスモ食品㈱、日生バイオ㈱、有限責任事業組合亜麻ル

ネサンス、北海道ワイン㈱、ナチュラルケア㈱、㈱リナイス、㈱新薬リサー

チセンター、コスモ・バイオ㈱、㈱活里、北海道乳業(株) 

概 要 

○ブース訪問者数：1,317件  商談・引合件数：279件 

○健康食品の開発や販売を行って企業関連の来場者が多かったため、ヘルシ

ーDoの認知度は約３０％と比較的高い値を示していた。 

○しかしながら、一般消費者については、殆ど認知度はなく、業界等の認知

度はある程度は得ているが、一般消費者に向けたヘルシーDoのＰＲが今

後の課題であることがわかった。 

来 場 者 数 41,095名 

   

 

 

 

 

 

④北海道食品の機能性評価に関する報告会の開催 

北海道の優れた素材・製品開発の加速化を目的として食品臨床試験の事例報告会を開催

した。 

 

開 催 日 時 平成２７年２月２７日（金） １４：００～１７：００ 

場    所 京王プラザホテル札幌 エミネンスホール 

内    容 

「食品臨床試験システムを活用し、商品の価値と信頼性ＵＰ！」 

①「食品機能評価の新展開～体内ターゲット分子とその作用機構～」 

九州大学食品機能デザイン研究センター長・教授 立花宏文 氏 

②「北海道情報大学の食品臨床試験の取り組み」 

北海道情報大学 医療情報学科 教授 西平 順 氏 

③「事例紹介」（食品臨床試験による商品の付加価値化） 

・数の子の脂質代謝改善作用 

・有胞子性乳酸菌入りオカラ粉末の継続摂取による 便通・便性改善作

用  

・酵素処理アスパラガス抽出物の抗ストレス効果および睡眠の影響 

④ 「ヘルシーDo制度の今後の展開について」 

         北海道経済部食関連産業室 

参 加 者 数 ９７名 

食品開発展  北海道ブースの様子 
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⑤アジア市場を見据えた「北海道×沖縄」連携による新規機能性素材の発掘調査 

沖縄地域の健康素材と北海道産素材の組み合わせによる新たな製品開発を進めるため、

２名のコーディネーターを委嘱して素材発掘から製品化検討及び販売戦略を行った。 

（２）広域的ネットワークを活用した健康食品・自然派化粧品の国内外新市場の開拓 

①化粧品セミナーの開催 

道内の天然素材を活用した化粧品開発の促進に向け、セミナーを開催した。 

 

a. 道産天然素材を活用した化粧品セミナー 

開 催 日 時 平成２６年９月１２日（金） １３：００～１７：００ 

場    所 ニューオータニイン札幌 

内    容 ①「北海道内天然素材の原料化について」 

   一丸ファルコス㈱ 

②「原料の有用性・安全性の検査等原料化に向けての重要必須事項」 

   ㈱ブルーム  

③「北海道内天然素材を活用した化粧品の国内・海外販路開拓」 

   ホシケミカルズ㈱ 

④「化粧品ブランドの変遷 業界の動向と行政・業界の最近の事情」 

   高橋化粧品技術相談所 

参 加 者 数 ９２名 

 

b. 化粧品の乳化と増粘性の確保に関する技術セミナー 

開 催 日 時 平成２７年３月１７日（火） ９：３０～１７：３０ 

場    所 京王プラザホテル 

内    容 「界面活性剤の基礎と乳化について」及び「乳化の基礎と応用～処方検討に

おけるトラブルシューティング」      

  ㈱コスモステクニカルセンター 

参 加 者 数 ６８名 

 

②販路拡大・ビジネスマッチング事業 

a．「健康食品・化粧品ビジネスマッチング in 札幌 2014」の開催 

健康食品・化粧品分野の「売り企業」と「買い企業」の新たな商取引に向けたマッチン

北海道食品の機能性評価に関する報告会 
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グ交流会を開催した。 

 

開 催 日 時  平成２６年１０月２２日（水）10：00～18：00 

場 所 京王プラザホテル札幌 

概 要 ●オープニングセミナー 参加１９８名 

・基調講演『食品の新たな機能性表示制度の方向性』 

 消費者庁 食品表示企画課 食品表示調査官 塩澤 信良氏 

・取組紹介『北海道食品機能性表示制度（ヘルシーDo）の最新状況』 

 北海道経済部 食関連産業室 研究集積グループ 主査 菅野 則彦氏 

・事例発表『健康機能性に関する科学的エビデンス獲得の取り組み』 

 フジッコ株式会社 開発本部 研究開発室 室長 戸田 登志也氏 

●企業プレゼンテーション ２６社 

●昼食交流会（ランチョンネットワーキング） 

●展示会 合計６９ブース（売り企業５０社、主催・協力機関等１９社） 

●商談会 参加７４社、事前設定商談件数１９８件 

来 場 者 数  ３５８名 

写 真  

 

 

 

 

 

 

   

 

b．「北海道機能性食品関連企業視察会」の開催 

道内の健康食品関連の取組みをＰＲするため、道外企業を対象とした視察会を開催した。 

開 催 日 時  平成２６年１０月２３日（木）8：45～16：50 

場 所 井原水産㈱札幌支社ほしみ工場、北海道ワイン㈱、㈱アミノアップ化学 

概 要 ビジネスマッチング参加企業等の工場視察バスツアーを実施し、道外企業を

中心に19名が参加した。 

 

 

 

 

 

 

 

  

参 加 人 数  １９名（事務局６名を除く） 

 

展示会場                個別商談ブース 

井原水産(株)            北海道ワイン(株) 
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c．「健康食品・化粧品ビジネスマッチング事前セミナー」の開催 

ビジネスマッチングに参加する売り企業を対象に、健康食品の市場動向や商談方法に関

する事前勉強会を開催した。 

開 催 日 時  平成２６年９月２５日（木）15：00～17：15 

場 所 北海道経済産業局 

概 要 『バイヤーが今、求めているもの ～商談成功に向けてのポイント～』 

①『地域の暮らしに根ざす「サツドラ」が求める健康食品・化粧品とは～

健康で明るい社会の実現に向けて～』 

株式会社ｻｯﾎﾟﾛﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱｰ 商品部ヘルス担当バイヤー 松田裕貴氏 

②『企画提案型の総合受託(ODM)メーカーだからこそわかる健康食品業界

の姿～消費者ニーズと商品設計～』 

アリメント工業株式会社 営業部次長 小関正浩氏 

③『内と外から見た北海道商品の魅力・課題～大手通信販売企業の視点や

ネットワークを生かした新たな連携の可能性～』 

北海道アンソロポロジー株式会社 取締役社長 山崎正之氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

来 場 者 数  約３０名 

 

③健康食品・化粧品等のバイオ企業の「技術・製品・サービス」を可視化するための

マップ（冊子）の作成 

北海道で開発されている健康食品・化粧品の新たな販売先として、医療機関に注目し、

医療機関向けの技術紹介資料を作成しＰＲを行った。 

 

 

ビジネスマッチング事前セミナー 

健康医療を支える北海道のバイオ企業 
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２．北大リサーチ＆ビジネスパーク推進支援事業（北大リサーチ＆ビジネスパーク推進

協議会委託事業） 

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、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２６年度は新たな産学官連携拠点となる「フード&メディカルイノベーション国際拠

点」の施設が竣工するとともに、協議会関係機関の連携により、平成２５年度に将来の拠点

候補（トライアル）としてスタートした「センターオブイノベーション（COI）プログラム」

（文部科学省／科学技術振興機構）事業が「『食と健康の達人』拠点」として昇格を果たし

た。 

また、「北大リサーチ＆ビジネスパーク推進協議会」がイノベーション推進協議会、ノー

ステック財団が総合調整機関となって平成２４年度から推進している「地域イノベーション

戦略支援プログラム－さっぽろヘルスイノベーション‘Smart-H’－」について、本年度は文

部科学省による中間評価を受け、着実に推進しているとの評価（「Ａ」）を得たところである。 

「健康科学」と「医療」の連携融合にかかる集積に向けて、対外的 PR の促進や研究の推

進から研究成果の事業化支援を念頭に置いた取り組みを展開した。 

（１）「地域イノベーション戦略推進地域（国際競争力強化地域）」及び「地域イノベーショ

ン戦略支援プログラム」中間評価への対応 

「地域イノベーション戦略推進地域（国際競争力強化地域）」及び「地域イノベーショ

ン戦略支援プログラム（さっぽろヘルスイノベーション‘Smart-H’）」の中間評価自己評

価報告書を作成し、文部科学省へ提出した。総合評価は「地域イノベーション戦略推進地

域（国際競争力強化地域）」はＳ、Ａ、Ｂ、Ｃの４段階評価のうち「Ａ」評価、「地域イノ

ベーション戦略支援プログラム」はＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階評価のうち「Ａ」評価を

得た。 

（２）研究開発プロジェクトの推進 

‘Smart-H’、「未来創薬・医療イノベーション拠点形成事業」、「オール北海道先進医

学・医療拠点形成事業」の３プロジェクトの進捗状況等について情報共有を図るため、北

大リサーチ＆ビジネスパーク推進協議会（平成２６年９月３０日）においてそれぞれの進

捗状況報告を実施して情報交換を図り、連携に向けた検討を行った。 

（３）健康科学と医療の融合による次世代研究の推進 

平成 24 年７月から事業を開始した’Smart-H’の取り組みを通して、ヘルスイノベ

ーションの実現に向け積極的な展開を行った。 

「食」と「医」の関係領域の専門家による「食と医の健康研究会懇話会」を開催し、

健康科学と医療の融合拠点を目指す取組についての意見や助言を受け、戦略や施策の検

討に役立てた。 

また、‘Smart-H’との連携により、フランス・日本合同シンポジウム「どのように

食の付加価値を高めるか。機能性？味？」を開催したほか、「地域連携フォーラム～食
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を基盤にした健康街づくり～を開催した。 

 

a．フランス・日本合同シンポジウム「どの様に食の付加価値を高めるか 機能性？

味？」 

開  催  日 平成２６年１１月４日（火） 

場    所 札幌グランドホテル 

テ  ー  マ Ⅰ.日本側からの講演 

① 様々な機能性を示すセラミド―セラミド含有機能性食品の可能性 

北海道大学大学院先端生命科学研究院 教授 五十嵐 靖之  

② 食品の機能性評価と健康増進への活用 

北海道情報大学医療情報学部  教授 西平 順  

Ⅱ.フランス側からの講演 

来日する4つのフードクラスターからの取組について紹介（Vitagora

、Agri･Sud･Ouest･Innovation、Valorial、Aquimer） 

① 栄養と健康（食べ物と抗老化、自律性） 

② 食品安全 

③ 新しい付加価値を付けた新しい食物消費法 

④ 食材の味とカスタマイゼーション 

主催：北大Ｒ＆ＢＰ推進協議会、ノーステック財団、 

在日フランス大使館企業振興部・ユビフランス 

後援：一般社団法人北海道バイオ工業会、ＮＰＯ法人北海道バイオ

産業振興協会、健康食品管理士会北海道支部 

参加者121人 

 

（４）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た広報戦略の展開 

北大 R&BP 推進協議会の活動を広く周知することを目的に、北大 R&BP 推進協議会

のパンフレットを新たに作成したほか、昨年度にリニューアルしたホームページを適宜

更新した。また、関係機関の情報や各種イベント等について適宜ホームページ上に掲載

し、積極的な情報提供を行った。 

②産学連携の場としてのＨｉＮＴ機能の提供等、ＨｉＮＴの運営による産学官連携の

支援 

産学連携の場としてのＨｉＮＴの運営に協力したほか、平成２６年１２月３～４日に

釧路市においてＨｉＮＴが開催した「北海道産学官プラットフォーム」への開催協力を

実施した。 

③ 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・マッチング開催を通じた企業間連携の促進 

北大 R&BP 推進協議会の取組や北キャンパス内の企業 PR を目的に、道内外の展示

会等への出展を行った。 
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a．「国際食品素材添加物展・会議（ifia JAPAN ２０１４）」 出展 

開  催  日 平成２６年５月２１日（水）～２３日（金） 

場    所 東京ビッグサイト 

内   容 ・北大R&BP推進協議会紹介パネル展示及びパンフレット配布 

このほか、北海道立総合研究機構と連携し、食品加工研究センター

が取り組む小豆粉やシーベリーの成果を紹介 

・さっぽろヘルスイノベーション‘Smart-H’の出展 

・北海道大学、札幌市と連携し、企業立地の取組や研究シーズ等を紹

介 

・中小企業基盤整備機構北海道本部と連携し、クロックワーク、機能

性植物研究所、バイオセンサー（北大ビジネス・スプリング入居）

の３社の活動を紹介 

 

「北大 R&BP 推進協議会」ブース 

 

b．「イノベーション・ジャパン ２０１４」 出展 

開  催  日 平成２６年９月１１日（木）～１２日（金） 

場    所 東京ビッグサイト 

内   容 ・北大R&BP推進協議会のＰＲならびに大学の研究者シーズの実用化

支援の一環として、北海道大学と連携し出展 

・北大R&BP推進協議会紹介パンフレットを配布 

・北海道大学大学院工学研究院・船水研究室 

「価値を創出するサニテーション：ビジネスモデルとその技術」を紹

介、パネル・資料の展示のほかコンポストトイレの試作品も展示 

 

展示コーナーとコンポストトイレ試作品 
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c．「Ｂｉｏ ＪＡＰＡＮ ２０１４」 出展 

開  催  日 平成２６年１０月１５日（水）～１７日（金） 

場    所 パシフィコ横浜 

内   容 札幌市と連携し、企業立地の取組や研究シーズの紹介等を実施 

・札幌ヘルスイノベーション‘Smart-H’をＰＲ 

・北大R&BP推進協議会紹介パンフレットを配布 

・コスモバイオ、グライコテクニカ、新薬リサーチセンター、応用医

学研究所の４社が出展し、企業活動や取組を紹介 

 

「北大 R&BP推進協議会」ブース 

 

d．「第２７回北海道・技術ビジネス交流会（ビジネス EXPO）」 出展 

開  催  日 平成２６年１１月６日（木）～７日（金） 

場    所 アクセスサッポロ 

内   容 ・北大R&BP推進協議会紹介パネル展示及びパンフレット配布 

・主要３プロジェクト（‘Smart-H’、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・医療拠点形成事業）の紹介 

・中小企業基盤整備機構北海道本部、ノーステック財団と連携し、北

海光電子、医化学創薬、日本ハム（コラボほっかいどう入居）、機

能性植物研究所、バイオセンサー（北大ビジネス・スプリング入居

）5社の出展を支援 

 

「北大 R&BP推進協議会」ブース 
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e．「北海道フードビジネスセミナー（北海道、北海道企業誘致推進会議主催）」 へ

の参加 

開 催 日 時 平成２６年７月２９日（火）１４：００～１８：００ 

場     所 ANAインターコンチネンタルホテル東京 

内   容 ・北海道立総合研究機構、北海道大学と連携し、交流会において「北

大R＆BP推進協議会ブース」を設置。 

・北大北キャンパスエリアの紹介、北大シーズ集の紹介、 

・試食用の道産小麦パスタ等の提供 札幌スタイル試供品の紹介 な

ど 

参加120社 181人 

 

「北大 R&BP 推進協議会」ブース 

 

また、「札証セミナー」×「さっぽろベンチャー支援事業成果報告会」の 開催支援を

実施した。 

e．「札証セミナー」×「さっぽろベンチャー支援事業成果報告会」 

開 催 日 時 平成２７年３月３日（月）１３：３０～１６：３０ 

場    所 札幌証券取引所 ２階会議室 

テ  ー  マ ・第１部 札証セミナー   

パネルディスカッション『事業計画を作成するにあたって大事なこと』 

パネリスト：岩永光正氏（新日本有限責任監査法人 公認会計士） 

      小塚正樹氏（岡三証券㈱ 企業公開部長） 

      津村陽介氏（有限責任監査法人トーマツ 公認会計士） 

      三浦淳一氏（北海道ベンチャーキャピタル㈱ 代表取締役社長） 

      渡辺正人氏（㈱ジャフコ 北海道支社長） 

モデレーター：杉山 央氏（弁護士法人赤れんが法律事務所代表弁護士） 

・第２部 さっぽろベンチャー支援事業 成果報告 

 主催者挨拶 さっぽろ起業家総合支援協議会会長 平本 健太 氏 

 （北海道大学大学院経済学研究科教授） 

①支援機関：(有)IEP  

   ベンチャー：㈱リナイス  

②支援機関：北海道ベンチャーキャピタル㈱ 

   ベンチャー：㈱ストーク 

③支援機関：㈱ヒューマン･キャピタル･マネジメント 

   ベンチャー：㈱プレシャ 

・情報提供、成果報告企業（3社）の展示・相談会 

主催 ：証券会員制法人札幌証券取引所、さっぽろ産業振興財団 

特別協力 ：北大R&BP推進協議会、北海道ニュービジネス協議会 
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（５）産学協働の促進 

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、相互に連携してワンスト

ップ窓口サービスを提供 

道内の産学官及び金融機関等に所属するコーディネーター等の交流を通じ、コーディ

ネーターのスキルアップと連携強化を図り、地域における産学官連携の一層の充実に資

することを目的として開催した。 

 

a．「北海道コーディネータ・ネットワーク・フォーラム」 

開 催 日 時 平成２７年２月２０日（木）１３：３０～１６：３０ 

場     所 センチュリーロイヤルホテル 

テ ー マ 『新たなシーズの活用とコーディネート ～道内外の活用事例からヒン

トを探す』 

・研究発表 科学と技術で未来を切り拓く北海道の若手研究者 

・基調講演 「思わず買いたくさせてこそ、マーケティング」 

公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター 

地域連携コーディネーター 四元 正弘 氏  

・事例紹介「次世代レーザー加工技術を札幌から世界へ～レーザーシ

ステム社の取り組み」 

株式会社レーザーシステム 

代表取締役 土内 彰  氏 

主催：北海道、経済産業省北海道経済産業局、北大Ｒ＆ＢＰ推進協議会 

参加79人 

 

また、札幌市と共催し、大企業・北大・道総研の保有する特許を道内企業に情報提供

し、新技術取得や新製品開発を支援することを目的に「技術移転マッチングセミナー

（8/1）」、開放特許勝代鵜ビジネス交流会（11/7）」、「特許シーズ活用ビジネス交流会

（2/12）」を開催した。併せて支援機関向けの特許活用セミナーや道内地方大学・高専

等のシーズ紹介セミナーも開催した。 

 

b．「開放型特許活用モデル事業（技術移転マッチング）」 

項   目 内     容 

第 1 回 会場：道総研プラザ１階セミナー室 

日時：平成２６年８月１日    

①『知的財産マッチングビジネス紹介セミナー』9:30～12:00 

・金融機関等の関係者を対象に、知財活用による企業支援に向けた取

組等を紹介。 

主催： 北海道経済産業局、北海道大学産学連携本部、北大R＆BP推

進協議会 

後援： 北海道、札幌市、札幌銀行協会、北海道信用金庫協会、北海

道知的財産戦略本部 

事務局： 北海道発明協会 

参加47人 

②『技術移転マッチング交流会』 13:20～16:30  

・IT、ものづくり関連分野を中心に、大企業、道総研、産総研の開放

特許を企業にプレゼンを実施した。大企業や大学研究機関等が持つ
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開放特許をビジネスに活かすポイントや活用事例の紹介や個別相談

会の実施、プレゼンを実施した企業等との相談も実施した。 

主催： 札幌市 共催：北大R＆BP推進協議会 事務局：北海道発明

協会 

参加36人、個別相談件数3件 

第 2 回 会場：アクセスサッポロ2階研修室Ｂ 

①『シーズ･ニーズマッチングフェアwith金融機関』 

日時：平成26年11月6日 10:30～16:30  7日 10:30～12:00 

・事前申込み20名、各シーズ発表への参加は延べ235名。6件の相談

があり、うち1件は共同研究へと進展の見込 

主催： 北海道大学、北海道立総合研究機構、室蘭工業大学、北見工

業大学、旭川高専、釧路高専、苫小牧高専函館高専、函館地

域産業振興財団、道内金融機関、北大Ｒ＆ＢＰ推進協議会 

②『開放特許活用ビジネス交流会』 

日時：平成26年11月7日 13:00～16:00 

・交流会出席者は延べ62名、個別相談件数は14件 

主催： 札幌市 共催：北大Ｒ＆ＢＰ推進協議会 事務局：北海道発

明協会 

第 3 回 会場：ＴＫＰガーデンシティ札幌駅前 

日時：平成27年2月12日 14:00～16:30   

『特許シーズ活用ビジネス交流会』 

・大企業、研究機関が持つ開放特許と道内中小企業等のマッチングを

目的とした相談会の開催。 

・交流会出席者48名、個別相談件数10件 

主催：札幌市、共催：北大R＆BP推進協議会 事務局：北海道発明協会 

 

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

の交流促進 

北大北キャンパスエリアで活躍している関係機関・研究者・企業等のネットワーク構

築の促進を目的に、「北キャンパス交流会」を開催した。 

・第１回  ≪平成２７年１月２８日（火）１４：００～１６：５０≫  

研究発表会・事業説明会   参加者５８名 

（ノーステック財団及び中小企業基盤整備機構北海道本部と共催）  

・第２回  ≪平成２７年３月２０日（金）１７：００～ ≫ 

北キャンコーディネータ交流会  参加者１２名 

 

a．北大リサーチ＆ビジネスパークセミナー 

「おいしくてヘルシーな北海道！～新たなフードサイエンスとビジネス環境へ」  

広報戦略として大阪において「北大リサーチ＆ビジネスパークセミナー －おいしく

てヘルシーな北海道！～新たなフードサイエンスとビジネス環境へ－」を開催した。 

開催日時 平成２６年１１月２６日（水）１３：００～１８：３０ 

場     所 ホテル日航大阪 

テ ー マ ・北大リサーチ＆ビジネスパーク構想の紹介  

・講演：「北海道：日本の食料基地から世界の食料基地へ」 

北海道大学産学連携本部 連携広報部門長 木曽良信 氏 

・北海道大学の研究シーズの紹介 
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「寒帯性海域に分布する未利用紅藻ダルス」 

北海道大学大学院水産科学研究院 准教授 岸村栄毅 氏 

「食品ペプチドによる消化管内分泌系への作用を介した血糖調節」 

北海道大学大学院農学研究院 講師 比良 徹 氏 

「北海道産豆類の機能性と付加価値向上戦略」 

北海道立総合研究機構 中央農業試験場 農業環境部長 加藤 淳 氏 

「北海道におけるフードビジネスの多様な可能性」 

北海道大阪事務所長 葛西 厚 氏 

・ベンチャー企業の講演 

「腸管バリア機能評価と腸内環境改善効果ならびにRBPの研究環境に

ついて」 

コスモバイオ株式会社プライマリーセル事業部 平 敏夫 氏 

・研究開発型企業支援施設（インキュベーション施設）の紹介 

（北海道大学、中小企業基盤整備機構北海道本部） 

・ナノテクノロジープラットフォーム事業の紹介 

北海道大学電子科学研究所ナノテク連携推進室長 松尾保孝 氏 

・先端NMRファシリティの紹介 

北海道大学大学院先端生命科学研究院 博士研究員 大西裕季 氏 

・名刺交換会（パネル紹介、道総研等が開発した商品の試食等） 

北海地鶏、道産チーズ（ハード）、ダルス 

開催結果 北海道大学北キャンパス周辺エリアの研究開発型企業支援施設や北海道の

企業誘致に係る取組状況、北海道大学の研究シーズなどを紹介した。活発

な意見交換が行われたほか、業界紙（米穀新聞）に取り上げられた。 

共催：北海道立総合研究機構、中小企業基盤整備機構北海道本部 

後援：北海道、北海道大学産学連携本部、ノーステック財団 

・参加者  ９０人   

 

セミナーの様子 

 

b．「北大リサーチ＆ビジネスパークセミナー ～各種公募事業等説明会」  

また、企業・研究者向けに、研究助成金制度や融資制度等の情報を発信するとともに、

個別相談会を設け事業化に向けた資金面でのマネジメントの支援を行うことを目的とし

て「北大リサーチ&ビジネスパークセミナー ～各種公募事業等説明会を開催した。 

開催日時 平成２７年２月１６日（月）１５：００～１７：４０ 

場     所 センチュリーロイヤルホテル 
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テ ー マ 『助成金・融資制度の説明』 

・新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 

・経済産業省北海道経済産業局 地域経済部産業技術課  

・北海道中小企業総合支援センター  

・中小企業基盤整備機構北海道本部                

・日本政策金融公庫札幌支店  

・札幌市経済局産業振興部ものづくり産業課   

・ノーステック財団 

・「申請に際しての留意点など」 

NEDO新技術調査委員（株式会社札幌バイオ工房 代表取締役） 

  伊藤 敬三 氏 

『個別相談会』 

主催：中小企業基盤整備機構北海道本部、北大Ｒ＆ＢＰ推進協議会 

後援：北海道大学産学連携本部、ノーステック財団 

参加者 ７３人 

その他、科学技術振興機構、北海道大学、千歳科学技術大学等が主催した「文部科学

省 ナノテクノロジープラットフォーム平成 26 年度第 1 回セミナーin 北海道(10/31)」

や、北海道大学と中小企業基盤整備機構北海道本部が主催した「北大発ベンチャー促進

懇談会～サッポロバレーから学ぶ北海道の創業支援策（3/30 ）」を後援した。  

さらに北海道及び北海道立総合研究機構が主催した「道総研オープンフォーラム：自

立可能な地域社会の実現に向けて（11/27）、北海道に適した循環型社会を目指して

（2/10）」を北海道経済連合会、札幌市、北海道開発局、ノーステック財団、北海道大

学等とともに後援した。 

また、平成 26 年度「北海道技術振興連絡協議会」（7/23 函館）にオブザーバーとし

て参加した。 

（６）研究成果の事業化の促進 

最先端医療技術の活用によるヘルスイノベーションの展開について、ツーリズムやメ

ディカル・ツーリズムへの活用について、Smart-H では臨床試験を開始した北大「陽

子線治療センター」に招へい研究者を配置し事業化促進に向けた取組を行った。 

（７）協議会等の運営 

協議会・幹事会の開催、協議案件の調整、視察対応等の協議会事務を遂行した。 

① 協議会・幹事会の開催 

会 議 名 開  催  日 議  題 

第１回 

幹事会 
８月２８日(木) 

① 役員の選任について 

② 平成２５年度北大R&BP推進協議会収支決算について 

第１回 

協議会 
９月３０日(火) 

③ 地域イノベーション戦略推進地域及び地域イノベーシ

ョン戦略支援プログラムの中間評価について 

第２回 

幹事会 
３月１１日(水) 

① 平成26年度北大Ｒ＆ＢＰ事業実施状況及び収支見通し

について 

第２回 

協議会 
３月２６日(木) 

② 平成27年度北大Ｒ＆ＢＰ事業計画及び予算（案）につ

いて 
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② 視察対応（６件） 

一般社団法人 電子技術産業協会（ＪＥＡＴＡ） 視察 7 月 25 日（金） 15:00～16:00 

岡山県議会産業労働警察委員会         視察 7 月 29 日（火）13:00～15:40 

安城市議会                  視察 8 月 5 日（火） 14:00～16:00 

タイ視察団                  視察 10 月 6 日（月）  9:00～11:30 

タイチュラロンコン大学            視察 11 月 4 日（火）10:00～11:00 

フランス食クラスター訪問団          視察 11 月 4 日（火）  9:15～10:45 

３．ＪＩＣＡ研修事業 

平成 26年度は、課題別研修並びに青年研修事業が下記の通り 2 回開催され、合計 22名

の参加を得た。 

「課題別研修」においては、世界的不況下での研修となったこともあり、各研修員は、

“ものづくり”に真剣に取り組む日本の姿に大いに興味を抱いていた。 

日本の経済発展の基盤となった、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研修を行った結果、理論・手法の理解と併せて日本についての知識を

深めるという目的は十分達成された。 

「青年研修」においては、“どこが”“誰に”“どのような”職業訓練を行っているのか、

就労支援機関の役割や仕組み、北海道の主要産業（食、医療、バイオ、観光）等について

最初に説明し、その時代、その地域の産業に適合した職業訓練について理解を深めた。タ

イの職業訓練教育における現状や問題点を踏まえ、優れた点を本国でも活用し職業教育を

発展させるヒントとなる内容もあったため、各研修員は非常に熱心に話しを聞いていた。 

研修員の学習意欲の高さと各講師の適切な指導により、所期の目的は十分に達成された。 

（１）課題別研修「5Sを基礎とした日本的経営」コース 

研 修 期 間 平成26年9月1日～9月26日（26日間） 

参  加  国 モンゴル：8名 

研 修 内 容 

市場経済下における経営管理のノウハウについて、生産管理を中核とし

て解説し、併せて日本の企業経営の実際を見学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し、その

理論と技法を習得させ、帰国後は各研修員の職務を通じて、これを活用

し所属機関及び関係企業等の発展と国家の繁栄に寄与することを目的と

して実施した。 

（２）青年研修事業 「職業訓練教育」コース 

研 修 期 間 平成26年11月26日～12月10日（15日間） 

参  加  国 タイ：14名 

研 修 内 容 

急速な経済成長による産業の発展を経験したタイでは、職業スキルを持

った人材不足が深刻であり、持続的な経済成長の障壁となっている。 

日本とは教育制度が異なるため、本国にはない運営体系、所管の機関を

見学することにより、両国間の人材育成教育に関する相違点や問題点を

理解し、喫緊の課題（職業訓練校における技術者の人材育成、能力向上

、システムの構築、若年層に対する職業訓練教育の推進）となっている

タイの職業訓練教育の発展に寄与するこ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．「コラボほっかいどう」の管理運営 

北海道産学官協働センター(コラボほっかいどう)の共同研究施設の貸与を行うとともに、

産学連携による共同研究が円滑に推進されるよう施設の適正な管理運営と、入居者等に対

する各種サポートを的確に実施した。 

 

コラボほっかいどう８室の入居者一覧（平成 27年 3月 31日現在） 

ルーム名 入居者名 

Ａルーム 医化学創薬(株) 
Ｂルーム 医化学創薬(株) 
Ｃルーム 医化学創薬(株) 
Ｄルーム 日本ハム(株)中央研究所札幌サテライト 
Ｅルーム (株)モノクローナル抗体研究所 
Ｆルーム (株)吉成総合研究所 
Ｇルーム パッシブホーム(株) 
事業化スペース (株)北海光電子 
 

２．「グリーンケミカル研究所（ＧＣＣ）」の管理運営 

（１）平成２６年度の運営状況について 

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、産学がひとつ屋根の下で実

証・実用化研究を行い、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、運営している。 

平成２６年度は、出光興産㈱、

北興化学工業㈱、㈱朝日工業社、

㈱アミノアップ化学、㈱ハーバー

研究所の５社が入居し実証研究を実施しているが、㈱朝日工業社との賃貸契約が終了する

ため、平成２７年２月に入居企業を公募したところ、(株)ハーバー研究所が移転すること

となった。このため平成２７年度早期に新たな入居企業を公募する事になった。 

グリーンケミカル研究所 
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（２）主たる来訪者 

 

月  日 内     容 備   考 

平成26年 

4月9日(水) 

北海道電力(株)環境室           (視察) 小山GL他２名 

4月10日(木) 日本経済新聞社 科学技術部    (取材) 西山彰記者 他1名 

4月23日(水) 伊藤忠商事(株)北海道支社       (視察) 松本隆司支社長 他４名 

5月23日(金) アメリカ合衆国国務省  

在札幌米国総領事館        (視察) 

(独法)産業技術総合研究所 

日本部長 Marc E,nappe

r 

首席領事 JoEiien Gorg 

湯元理事 他２名 

6月18日(水) 内閣府沖縄総合事務局経済産業部 (視察) 課長補佐 長嶺さおり 

7月14日(月) (独法)理化学研究所 外務・研究調整部 

 (視察)      環境資源科学研究推進室 

課長 大須賀壮 他１名 

課長代理 山岸卓視 

7月15日(火) 経済産業省 北海道経済産業局  (視察) 局長 秋庭英人 他３名 

7月16日(水) 株式会社テレビ東京 報道局 

ニュースセンター     (取材) 

番組ディレクター 

新田浩一  他３名 

9月 4日(木) 日本学術振興会産学協力研究委員会 

地球環境・食料・資源のための植物バイオ第

１６０委員会         (視察) 

委員長 = 京都大学大学院 

生命化学研究科 教授 

 佐藤文彦 他２７名 

9月 5日(金) 日経BP社 日経バイオテク編集  (取材) 副編集長 加藤勇治 

9月 9日(火) 北海道新聞社 編集局経済部      (取材) 記者 米林千晴 

9月10日(水) 経済産業省製造産業局生物科学産業課 

(視察) 

課長補佐 佐伯徳彦他２

名 

9月10日(水) FUJIFILM R&D統括本部        (視察) 統括部長 山川一義他４

名 

9月12日(金) (独法)産業技術総合研究所 

バイオメディカル研究部門   (視察) 

主任研究員 (工学博士) 

  横田亜紀子 

9月17日(水) 経済産業省 産業技術環境局 技術振興・大

学連携推進課 大学連携推進室 (視察) 

室長 宮本岩男 

室長補佐 田附千絵子 

9月18日(木) (独法)産業技術総合研究所 研究環境安全本

部 研究環境安全企画部       (視察) 

企画主幹 進藤哲朗 

     他２名 

9月25日(木) (独法)産業技術総合研究所 企画本部 

(視察) 

審議役 野口哲男 他２

名 

10月29日(水) 三重大学 副学長 (さっぽろヘルスイノベ

ーションSmart-H審査委員長)  (視察) 

教授 西村訓弘 

     他３名 

11月26日(水) 会計検査院による実地検査  

11月28日(金) 朝日新聞社 科学医療部         (取材) 専門記者 岡崎明子 

12月 9日(火) 北海道電力(株) 企画部          (視察) 部長 平池暁 他１名 

平成27 年 

1月16日(金) 

国立大学法人 千葉大学         (視察) 

内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 

教授(農学博士) 後藤英司 

課長補佐 濱川均 他１

名 

1月27日(火) 経済産業省技術振興・大学連携推進課 

北海道経済産業局 地域経済部産業技術課 

                               (視察) 

課長 山田仁産業技術課

長 佐藤勝弘 

       他１名 

1月30日(金) 味の素株式会社 バイオ事業本部 (視察) 専任部長 北村辰男他１

名 

2月6日(金) 日本経済新聞社 編集局科学技術部(取材) 記者 鴻知佳子 他１名 

2月9日(月) C栽培室入居企業公募開始 3月13日入居企業決定 

2月25日(水) 九州大学大学院                (視察) 教授(農学博士)北野雅治 
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3月13日(金) 医薬品産業情報研究会 

(PIフォーラム)    (視察) 

１６社  ２１名 

3月24日(火) 札幌市 産業振興部ものづくり産業課 

  (視察)       経済企画課 

係長 柄澤晃人 他２名 

岩間聡 他１名 

 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノーステック財団の事業を紹介するパンフレット等 

 

  

財団の主な支援メニューの紹介冊子 

（ノーステック財団の主な支援メニュー） 

主なクラスター支援事業を紹介する 

レポートの発行 

（クラスターレポート２０１５） 

財団の研究開発支援紹介冊子 
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