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公益財団法人北海道科学技術総合振興センター 

 

 
 

＜第１回＞ 道内大学生による「ものづくり製品化＆起業化支援事業」 

学生ビジネスアイディア「プレゼンテーション」ご参加のお願い 
 

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より、当財団事業に特段のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

当財団では、北海道経済連合会、札幌商工会議所、北海道ニュービジネス協議会と連携し、

道内で学ぶ優秀な理系・技術系大学生の道内定着と、学生のビジネスアイディアによる北海

道の活性化を目的に道内大学生による「ものづくり製品化＆起業化支援事業」を実施します。 

本事業は、学生に事業アイディア・起業アイディアをプレゼンして頂き、地元経済界から  

「実現に向けた支援を申し出て頂く」という初の試みでございます。 

今般、下記の通り学生プレゼンテーションを行いますので、地元経済界（企業・金融機関の経

営者・代表者）の皆様には幅広くご参加を賜り、是非、学生アイディアのご聴講並びに   ご

支援のご検討を賜りますようお願い申し上げます。 

謹白  

＜プレゼンテーションの概要＞ 

１．日 時  平成３０年１２月６日（木）１５：００～１７：１５ 

２．場 所  ニューオータニイン札幌 ２階 鶴の間 (札幌市中央区北２条西１丁目) 

３．内 容  道内５大学／６グループの学生によるプレゼンテーション 

※ プレゼン概要は、別紙１「発表アイディア一覧」をご参照願います。 

① 製品化アイディア  5グループ  

             ② 起業化アイディア  1グループ 

※ 当日進行、支援申出の方法等は、別紙２「プレゼンテーション実施要領」を   

ご参照願います。 

４．参加費  無 料 

５．申込み  別紙３「参加規約」をご確認の上、１２月３日（月）迄に FAX･E-mail にて          

お申込み下さい。 
 
【お問合せ】 公益財団法人北海道科学技術総合振興センター 産学連携支援部（担当：須田） 

TEL：011-708-6536  FAX：011-708-6529  E－mail：masa-suda@noastec.jp  

＜切取不要＞  

ＦＡＸ：０１１-７０８-６５２９  北海道科学技術総合振興センター 産学連携支援部行き 

学生アイディア「プレゼンテーション」参加申込書 

□ 別紙参加規約に同意して申し込みます（チェックが無い場合は無効となります） 

企業名  

連絡先 TEL FAX 

参加者 所属・役職 氏名 

参加者 所属・役職 氏名 



 

第１回道内大学生による「ものづくり製品化＆起業化支援事業」学生プレゼンテーション 

発表アイディア一覧 

大学名・発表者 テーマ 及び アイディアの概要 

1 

北海道大学大学院 
 

環境科学院 

総合化学院 

 ２名 

① 

雪と暮らす ～金平糖型防滑・吸水材～ 

雪解け水による問題は、水たまりが出来るだけでなく、再凍結による転倒事故等

のリスク増加へと繋がるため、この融水を直接除去できる吸水材を用いて、融水

による問題点を改善し、かつ防滑材としても利用可能な新規材料を提案する。 

2 

千歳科学技術大学 
理工学部 

 
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｼｽﾃﾑ 
ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 

５名 

② 

デジタル献血カード 

現在、献血者には、発行される献血カードに次回の献血可能日が印字される 

仕組みとなっているが、手元にカードがないと献血可能日の確認ができない。 

そのため、定期的に献血に訪れる人を増やすことを目的とし、携帯等に献血  

可能日を通知するデジタル献血カードのアプリケーション開発を行う。 

3 

北海道科学大学 
工学部 

 
機械工学科 

８名 

③ 

ドローンを用いた 
農作物保管フレコン吊りベルトアジャストシステム 

米・麦の備蓄倉庫では、フレコンと呼ばれる袋に入れ 4 段ほどに積み上げて保管

している。搬出の際、フォークリフトと高所作業員により、吊りベルトをフォーク  

リフトの爪に掛ける作業があるが、最高段における作業は高さ 3m 以上となり、

滑落事故につながる危険性がある。そこで、吊りベルトの「つまみ上げ作業」を 

ドローンに委ね、フォークリフト操縦者と連携することで、安全な作業を実現する

システムを構築する。 

北海道科学大学 
工学部 

 
機械工学科 

６名 

④ 

無人走行実験実証試験のための自動運転支援システム 

テロ対策や歩行者の安全等のため、「強制的阻止装置」の開発が進められて 

いるが、これには実車による衝突実験が欠かせない。無人走行実験の多くは 

マイコン制御によってブラックボックス化され、メンテナンス性、汎用性に劣る。 

そこで、メンテナンス性に優れ、かつ実験車両の種類（内燃機関、ハイブリット、

燃料電池など）にとらわれない、機構が可視化されたヒューマンベース型の遠隔

操作システムの製品化を目指す。 

4 

酪農学園大学 
大学院 

 
酪農学研究科 

５名 

⑤ 

エネルギー回復に有効な運動後に食べるスポーツアイスの商品化 

近年、運動後のエネルギー回復に「糖と脂肪の同時摂取」が有効であると証明さ

れていることから、運動後のエネルギー回復に「アイスの摂取が有効か否か」を 

研究してきた。アイスに含むブドウ糖の量について、「エネルギー回復に有効で

ある」との可能性を示す研究結果が得られたことから、特製スポーツアイスの 

商品化・販売を目指す。 

5 

室蘭工業大学 
工学部 

 
応用理化学系学科 

２名 

⑥ 

シグナルンの開発 

現在、家畜伝染病の予防および蔓延の防止を目的に、消石灰粉体（水酸化カル

シウム微粒子）の散布が推奨されている。これは、「消石灰のもつ強いアルカリ

性」によりウイルス等が死滅するからである。しかし、水や空気に含まれる二酸

化炭素（あるいは炭酸イオン）との接触により炭酸カルシウムへと次第に変化

し、時間の経過とともに消毒効果が失われ、現状では消毒効果の低下を目視で

判断できない。そこで本提案では、開発した消毒効果を可視化する手法の最適

化を行い、販売を目指す。 

別紙１ 



＜第１回＞ 道内大学生による「ものづくり製品化＆起業化支援事業」 

学生プレゼンテーション 実施要領 
 

●開催日  平成３０年１２月６日（木）１５：００～１７：１５ 
 
●場 所  ニューオータニイン札幌 ２階 鶴の間 （札幌市中央区北２条西１丁目） 
 
●発表者  ５大学／６グループ ※別紙１「発表アイディア一覧」を参照願います 
 
●発 表  ・学生は、PowerPointを使用したプレゼンテーションを行います。 

      ・１グループ発表毎に質疑応答を行います。 

      ・１グループの割当時間は、質疑を含め１５分（起業アイディアのみ１７分） 
 
●タイムスケジュール 

      １５：００  開会・主催者挨拶 

      １５：０５  当日の進行説明、支援申出方法の説明 

  ～ 以下、大学名横の丸数字は、別紙１「発表アイディア一覧」の丸数字と連動します ～ 

      １５：１０  ①北海道大学 

      １５：２５  ②千歳科学技術大学  

      １５：４０  ③北海道科学大学 

      １５：５５  ～ 休憩・支援検討タイム（10 分） ～ 

      １６：０５  ④北海道科学大学 

      １６：２０  ⑤酪農学園大学 

      １６：３５  ⑥室蘭工業大学 

      １６：５２  ～ 支援検討タイム（10 分） ～ 

      １７：０２  面談申込書（当日用）の回収・開票 

      １７：１２  結果発表 

      １７：１５  閉会 
       
●支援の申込み 

      ・当日、ご参加者の企業・金融機関に「面談申込シート２種類」を配布します。 
（当日用 ／ 後日用） 

      ・全てのプレゼン終了後、「当日用」の面談申込シートを回収します。 

      ・会場で開票し、学生グループ毎に結果発表を行います。 
（支援申込の有無・件数を発表） 

・「後日用」の面談申込シートは、お持ち帰り頂きます。 
         （改めてご検討いただき、支援（面談）をお申込み頂く際に「後日用」の面談申込シ

ートを事務局へご提出ください） 
 
●支援に向けた発表者（学生）との打合せ 

      ・支援申出側（企業・金融機関）と発表者（学生グループ）の面談は、事務局がセ

ッティングします。 
         （学生グループの意向により、面談に応じて頂けない場合があります） 
 
 
●注意事項 ・学生が発表する技術・アイディアの「盗用」は固く禁じます。 

      ・学生が発表する技術・アイディアに関する知的財産権（登録等を出願する権利を

含む）等は、発表者に帰属します。（別紙３「参加規約」をご確認ください） 

        

別紙２ 
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北海道経済連合会・札幌商工会議所・公益財団法人北海道科学技術総合振興センター・北海道ニュービジネス協議会   

連携事業 

 

＜第１回＞ 道内大学生による「ものづくり製品化＆起業化支援事業」 

プレゼンテーション参加規約 
  

 本規約は、北海道経済連合会・札幌商工会議所・公益財団法人北海道科学技術総合振興センター・北海道

ニュービジネス協議会の主催４団体（以下、「主催者」という）が実施する第１回道内大学生による「ものづくり

製品化＆起業化支援事業」におけるプレゼンテーション（以下、「本イベント」という）で発表される学生グループ

（以下、「発表者」という）、プレゼンを聴講する参加企業・金融機関（以下、「参加者」という）に遵守頂く事項を 

定めたものです。参加にあたっては本規約を承諾の上、参加申し込みをお願いします。 
 

１．目 的 

 本イベントは、北海道内の大学で学ぶ学生（複数人数によるグループ）が考案した“ものづくり分野”に  

おける「製品化アイディア」「起業アイディア」を、主催者の会員企業・金融機関等が実現に向けて支援    

する事業です。 

 発表者は、企業・金融機関等が多数参加する中で、自ら考案したアイディアのプレゼンテーションを行い、

参加者は実現性や社会的需要が高いと見込まれるアイディアを発表した学生グループに対し、支援に向けた

面談を申し込み、後日主催者が発表者・参加者のマッチングを行います。 
 

２．参加における注意事項 

(１)プレゼンテーションの発表者・参加者は、主催者の指示に従い、本イベントの円滑な運営に協力する  

ものとします。 

(２)主催者は、発表者・参加者が主催者の指示に従わない場合、また他の参加者に迷惑を及ぼす行為をする

など、本イベントの運営に支障が生じると判断した場合、当該発表者、参加者に対し、本イベントへの

参加を差し止めることができるものとします。なお、これにより発表者・参加者に損害や不利益等が  

生じても、主催者は何らの責任を負わないものとします。 

(３)本イベント中の健康管理は発表者・参加者自らの責任において行い、本イベント中に体調不良を感じた

場合は直ちに参加を中止するなど、適宜の措置を行ってください。 
 

３．成果物 

 本イベントにおいて発表された技術やアイディア等に関する著作権（著作権法第27条及び第28条の権利

その他の権利を含みます）、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権（それらの権利を取得し、

またはそれらの権利につき登録等を出願する権利も含むものとします。以下、合わせて「知的財産権等」と

いう）その他一切の権利は、発表者（関係者を含む）自身に帰属します。 
 

４．情報開示の注意  

 発表者は、本イベントにおける成果物やアイディア等の取扱いを十分に理解したうえで、公開されない  

ことを望む著作物、発明、考案、アイディア等、及び秘匿しておきたい秘密情報を本イベントにおいて開示

しないようご留意ください。当日はメディアの取材の可能性もあり、各団体の会報誌等に情報の一部が公開

される可能性があります。 
 

５．秘密保持・権利侵害の禁止 

 発表者及び参加者は、本イベントにおける活動に関し、法令及び公序良俗に違反せず、また、第三者の   

知的財産権その他一切の権利を侵害してはならないものとし、発表されたアイディアの取扱いに注意し、  

第三者に開示、漏洩してはならないものとします。 

 

別紙３ 
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６．個人情報の取扱い 

(１)発表者・参加者は、本イベントへの応募及び参加にあたって、主催者に提供した参加者の個人情報が、

以下の目的のために使用されることに同意するものとします。なお、主催者の個人情報保護方針は   

以下 の通りです。 

 

 個人情報保護方針 

 【個人情報の利用目的】 

 ・本イベントの受付、本イベントの運営開催、本イベント内容の情報発信及びこれらに関連する事項のため 

 ・主催者からの他のイベントに関する案内情報の提供や各種アンケート送付のため 

 

７．免責 

 主催者は、法律に別段の定めがある場合を除き、発表者・参加者が本イベントに参加した結果、他の    

発表者・参加者に生じた損害や不利益等について一切の責任を負わないものとします。ただし、主催者に  

その損害の発生について故意または重大な過失が存在する場合はこの限りではありません。 

 

８．反社会的勢力の排除 

(１)参加者は、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者に該当、所属しないこと、かつ   

将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 

(２)参加者は、自らまたは第三者を利用して本イベントに関し、次の行為を行わないことを確約するもの  

とします。 

 ・主催者や他の参加者に対して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

 ・暴力的な要求行為、または法的な責任を超えた不当な要求行為 

 ・偽計を用い、または威力を用いて主催者等の業務を妨害する行為 

 ・その他、上記に準ずる反社会的な行為 

(３)参加者が前２項の確約に反することが判明したときには、主催者は何らの催告をせず、当該参加者の  

参加を取り消すことができるものとします。 

 

９．損害賠償 

 発表者・参加者が本規約に違反して主催者・発表者・他の参加者等に損害を与え、尚且つ、損害の賠償を

請求された場合、当該発表者・参加者はこれを賠償するものとします。 

 

１０．準拠法及び合意管轄 

 本規約の解釈及び運用は、日本国の法律に準拠するものとします。また、本イベントに関する訴訟に   

ついては札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

以 上  
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