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はじめに

平成 27 年度は、北海道が長年待ち望んできた新幹線が開通し、北海道が進める重点産業のひとつ
である観光産業を中心に新たな展開が期待される記念すべき年となりました。
豊かな自然と、安全・安心な食資源が北海道の強みとされ、これまで、観光産業や食産業を中心に
地域振興が推進されてきており、ノーステック財団も科学技術の振興を通じ、食の健康機能性の探
索・解明やそれらを利用した新たな商品の開発支援等を通じ、道内産業の振興に取り組んできました。
また、道内産業のバランスのとれた発展と底上げのため、ものづくり分野についても新技術、新製
品の開発等を支援しました。

ノーステック財団の平成 27 年度は、このような取組みに加え、明日の活動領域を広げる取組みに
も着手したところです。
平成２８年度に最終年度を迎える文部科学省の「地域イノベーション戦略支援プログラム」では、
これまで食素材の持つ機能性の一貫評価分析体制を確立し、食素材の健康機能性を明らかにして住
民の健康増進への活用や商品開発などに着実な成果を創出しています。
これらの結果を踏まえ、平成２８年１月には北海道経済部との間で、健康長寿産業分野の振興に向
けた連携協定を締結、それぞれが有する機能を最大限発揮し相互に連携して業務に取り組み、ライフ
サイエンス産業の振興を目指します。

また、グリーンケミカル研究所、幌延地圏環境研究所などの研究実施部門について、文部科学省の
科学研究費補助金申請機関としての認定を受けるための条件整備を進め、財団の研究機能強化に向
けた体制を造りました。さらに、グリーンケミカル研究所では、平成２８年度開始予定の NEDO 事業
へプロジェクト申請の準備をしてきたところです。

このように、食産業から健康科学産業への展開、道内産業の基盤づくりなど、ノーステック財団の
中期計画（２０２０プラン）に基づき着実な取組みを進めてきました。
平成 27 年度の重点項目と活動概要は次の通りです。

平成 27 年度の重点項目
１．北海道の食クラスター活性化促進と食の競争力強化を意識した活動
食クラスターの活性化を促進し、食関連産業の振興を図るため、「食・健康」分野の研究開発
を支援し食クラスターの基盤強化を目指しました。
また、北海道が有する豊富な素材の安全性・機能性に関する科学的データを分析し、北海道食
品機能性表示制度（ヘルシーＤｏ）の取得への対応や、高付加価値化に向けた食品試作・実証プ
ラットフォームを活用した商品開発に対する支援も行いました。
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２．健康科学産業クラスター確立のための仕掛けと考動
食産業から健康産業への展開に向けた様々な仕掛けづくりにも取り組みました。
ヘルシーＤｏ取得に向けて、北海道特有の新たな素材の調査、成分分析、機能性評価を行いま
した。
「さっぽろヘルスイノベーション‘Smart-H’
」では、「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、北大リサー
チ＆ビジネスパークにおいて「健康科学・医療融合拠点」の形成を目指しました。
このほか、先端医療調査事業では、北海道・札幌の研究機関並びに企業等が有する医療・健康
分野の研究開発シーズの実用化及び事業化の促進を目指したほか、医療・健康分野への参入を促
すセミナーの開催にも取り組みました。
３．ものづくり産業分野での活動の展開
食分野の活動に加え、道内産業のバランスのとれた発展のために、ものづくり分野の活動にも
注力しました。
札幌型ものづくり開発支援事業では、産業全体の底上げが期待される「ものづくり分野」の振
興を図るべく、中小企業者等の新製品・新技術開発の取組を支援しました。
また、道内の地域活動グループ等が取組んでいる、地域の「強み」や「特色」を活かした『も
のづくり』を通した地場産業の振興、地域戦略の策定などを支援しました。
４．環境産業クラスター形成に向けた構想の発展と整理
幌延地圏環境研究事業においては、地下に豊富にある腐植物質を嫌気環境で分解する微生物
を捕獲したことが査読付き国際誌に掲載される等、将来的なエネルギーの地産地消モデルの構
想に結びついています。
産総研北海道センターとの共同により、グリーンケミカル研究所の機能を利用した、人工環境
下における機能性植物作出技術の研究構想にも着手しました。

食の健康機能性の解明やその利用拡大は着実に進展し健康科学産業へと結びついてきていま
す。また、ものづくりの分野においても、道内の知見を生かして開発され「ものづくり日本大賞」
で高い評価を得た製品等も生まれています。
ノーステック財団は、これまでの取組を発展させ、少しでも北海道の役に立てるよう、地域産
業の振興に邁進していく所存ですので、引き続き関係各位のお力添えをいただけますようお願
いします。

以下に本年度の実施事業を記載します。
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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、研究人材と研究開発
シーズを発掘し、実用化・事業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、96 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、18 件の研究テーマを採択した。

応募
件数

採択
件数

倍率

補助金額

スタートアップ研究補助金

68

12

5.7

23,941千円

発展・橋渡し研究補助金

28

6

4.7

23,393千円

合 計

96

18

5.3

47,334千円

事業名

イノベーション創出研
究支援事業
（補助率10/10）

審査委員会の開催日

補助金名

第一回（審査方針の確認）
第二回（採択課題選定）

：平成27年6月24日（水）
：平成27年8月 7日（金）

【スタートアップ研究補助金】
研究テーマ名
骨粗鬆症予防効果を有する天然物由来機能性食品の開発
新麦風味炊き種生地を用いた画期的高品質の道産小麦パンの
開発
十勝産家畜乳から単離した乳酸菌の利用技術開発
ジャガイモシストセンチュウの環境保全型防除法の開発
北海道産チョウザメ類保護と養殖産業化のための種苗生産体
制整備
日持ちの良い切り花生産に貢献する植物化学調節剤の開発
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研究代表者
北海道大学大学院医学研究科
高畑 雅彦
帯広畜産大学 食品科学研究部門
山内 宏昭
帯広畜産大学 畜産衛生学研究部門
福田 健二
株式会社 シティック
武部 史彦
北海道大学大学院水産科学研究院
足立 伸次
北海道大学大学院農学研究院
松浦 英幸

オキシトシンの疎水性プロドラッグ化に基づく自閉症治療薬の
開発

北海道大学大学院薬学研究院
周東 智
北海道大学大学院医学研究科
浜田 俊幸
メディカルフォトニクス株式会社
飯永 一也
苫小牧工業高等専門学校
甲野 裕之
有限会社パテントワークス
笠井 文雄
北海道大学大学院情報科学研究科
川村 秀憲

動体追跡技術を用いたマウス生体機能解析システムの開発
食後の血中脂質濃度計測による新規健康管理手法の開発
バイオマス利用による環境調和型高分子凝集剤の開発
健康維持管理のためのワイヤレス小型呼吸流量センサの開発
ディープラーニングによる北海道イベント情報の特徴量抽出と
応用

【発展・橋渡し研究補助金】
研究テーマ名
十勝ワイン搾り粕を利用した口腔ケア食品素材の歯周病予防効
果の検証
牛伸長胚を用いた受精卵ゲノム選抜による高効率種雄牛造成技
術
重症インフルエンザ治療薬開発のための医薬品評価動物モデル
の確立
指細小動脈拡張能を査定する連続法検査装置の試作とソフトウ
ェアの完成
有機廃棄物の鉄触媒処理による多機能性人工腐植資材の開発
家畜伝染病予防のための待ち受け消毒用着色粒状散布剤の実
証試験

研究代表者
池田町ブドウ・ブドウ酒研究所
大渕 秀樹
東京農業大学 生物産業学部
平山 博樹
株式会社エヌビィー健康研究所
高山 喜好
札幌医科大学医療人育成センター
田中 豪一
北海道大学大学院工学研究院
福嶋 正巳
室蘭工業大学大学院工学研究科
徳樂 清孝

（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、141 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、24
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。
事業名
研究開発助成事業
（補助率10/10）

理事長賞

補助金名

応募
件数

採択
件数

倍率

補助金額

タレント補助金

141

24

5.9

9,485千円

テーマ

鋼繊維補強コンクリート中鉄筋に対する正確な腐食診断手法の開発

受賞者

福山 智子 氏

北海道大学大学院工学研究院 助教
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【若手研究人材・ネットワーク育成補助金】
研究テーマ名
B型肝炎ウイルスの感染を制御するデコイ核酸εRNAの
最適化
適応免疫システムを利用したシラカバ花粉症の新規治療
法の開発
鼻腔上皮を用いたヒトMicrofold細胞の平面培養系の開発
酸化チタンを応用した新規遺伝子導入法の開発
骨髄間葉系幹細胞による認知症への効果の検討の解析
炎症性腸疾患に対するヒト羊膜由来間葉系幹細胞の注腸
投与法の確立
フルオロホルムを利用するトリフルオロメチル化反応の開
発
歯周病による重度組織破壊を再生する新規骨ペースト材
の開発
周術期胃癌患者の骨格筋減少予防への運動療法とBCAA
の効果
診断参考レベルを医療機関で活用するための基礎的研究
鋼繊維補強コンクリート中鉄筋に対する正確な腐食診断
手法の開発
畜産排水からの尿素製造
ヒト脳波分析手法を応用した住環境の心地よさ指標の開
発
漁具の情報取得による効率的な操業の実現
集束超音波と液面の相互作用による液体ジェット生成技
術の開発
多点走査型二光子顕微鏡による生体内部の高速多次元
イメージング
チタン錯体を前駆体とした酸化チタンへのアニオンドープ
法の確立
革新的イオン液体を用いた金属窒化物の低温成膜処理の
開発
動物の遺伝子・細胞工学を加速する一倍体体細胞株樹立
法の開発
母体栄養ストレスがおよぼす胎児の遺伝的影響について
生殖細胞の生体外誘導技術の確立と畜産業応用への検
討
麹菌異種発現システムを利用した天然物生産
環境ストレス活性型転移因子の育種への応用
植物のホウ素欠乏耐性を向上させる新たな遺伝子資源の
探索
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研究代表者
北海道大学遺伝子病制御研究所
佐藤 精一
札幌医科大学フロンティア医学研究所
亀倉 隆太
北海道大学大学院医学研究科
木村 俊介
北海道大学大学院歯学研究科
南川 元
札幌医科大学解剖学第２講座
中野 正子
北海道大学病院消化器内科
大西 礼造
北海道大学大学院薬学研究院
大西 英博
北海道大学大学院歯学研究科
加藤 昭人
北海道医療大学リハビリテーション科学部
澤田 篤史
北海道科学大学保健医療学部
谷川原 綾子
北海道大学大学院工学研究院
福山 智子
北海道大学大学院工学研究院
伊藤 竜生
北見工業大学電気電子工学科
橋本 泰成
公立はこだて未来大学 情報科学部
高 博昭
北海道大学大学院工学研究院
小林 一道
北海道大学電子科学研究所
大友 康平
北海道大学大学院理学研究院化学部門
平井 健二
北海道立総合研究機構工業試験場
坂村 喬史
北海道大学創成研究機構
上原 亮太
帯広畜産大学 畜産生命科学研究部門
村西 由紀
北海道大学大学院先端生命科学研究院
村上 和弘
北海道大学大学院理学研究院
南 篤志
北海道大学大学院理学研究院
伊藤 秀臣
北海道大学大学院地球環境科学研究院
三輪 京子

② 若手研究者交流会の開催
ａ. 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27年8月4日（火）

場 所

コラボほっかいどう

概要

参加者数

① 話題提供 ノーステック財団の研究開発支援の紹介
② 助成対象者 研究紹介（自己紹介・研究紹介）
③ 平成27年度理事長賞 授与式
④ 意見交換会
36名（若手研究者22名、関係機関・企業14名）

若手研究者交流会・理事長賞表彰式

２．北海道の食の高付加価値化に向けた取組
（１）道産機能性素材開発促進事業（北海道委託事業）
北海道からの業務委託を受け、
「ヘルシーＤｏ」の申請に向けた新たな機能性素材の発掘を
目的として北海道特有の素材を調査し、成分分析および機能評価を行った。
① 予備調査
北海道内の特徴ある農水産物素材の玉葱、馬鈴薯、大豆、小豆、キクイモ、ヘポカボチャ、
黒米、アロニア、プルーン、ハスカップ、昆布、サケの 12 品目を対象に、生産地、生産状況、
加工・流通実態等の調査を行った。
機能性の高い素材については、生産量が少ないものも多く、生産拡大に向けた取組みの必
要性が明らかとなった。
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② 予備試験
臨床試験に向けた予備試験として、北海道内の機能性が期待される素材を対象に、成分分
析、細胞試験、動物試験、加工検討を行った。
機能性成分については、生産地や収穫年等の違いにより大きく変化するものも多く、継続
的な分析の必要性が明らかになった。

③ 臨床試験
予備検討をもとに、機能性が期待される道産素材について、4 素材（ガゴメ昆布、大豆、小
豆ポリフェノール、アロニア）の臨床試験データを収集した。

臨床試験測定

臨床試験説明会
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④ PR 活動
ヘルシーＤｏ制度の一般消費者への認知度向上を目指し、新たにパネル等の販促資材を作
成し、展示会・セミナー等でヘルシーＤｏ認定商品の展示を行い、ヘルシーＤｏの制度およ
び商品のＰＲを行った。
（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’」（文部科
学省補助事業）
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。
平成 27 年度は、事業開始から 4 年目となる。
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“Bio-S”」事業（文
部科学省知的クラスター創成事業）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、北大リサーチ
＆ビジネスパークを中心に「健康科学・医療融合拠点」の形成を目指していくものである。

① 平成 27 年度の取組み
a．的確なマネジメントの実施
平成 27 年度は、事業開始後 4 年目であり、拠点機能の一層の充実及び成果創出の加速化に
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。
【各種会議及び委員会概要と実施状況】
名 称
北大リサーチ＆ビジネ
スパーク推進協議会
地域イノベーション戦
略推進会議

研究開発・事業化
推進会議

外部評価委員会

目 的
本事業の取組方針等の重
要事項を決定する。
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。
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。
第三者による事業全般に
わたる客観的評価を行う。
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メンバー構成
産学官金12機関

平成26年度実施状況
平成27年8月
平成28年3月

産学官8機関

平成27年8月
平成28年3月

総合調整機関、大学、
自治体、研究代表者

平成28年1月

大学教授、民間シンクタ
ンク研究員、産業支援
機関アドバイザー等

平成28年1月

b．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いる。平成 27
年度は、一部テーマの改変を含み研究開発体制を再構築し、全 15 テーマにより研究開発を推
進した。
これまでに、食の機能性評価において「細胞」から「ヒト」までの評価を一貫して行うこ
とを可能とする「一貫評価分析体制」を構築し、これらの機能を活用した新規機能性食品の
上市などを行った。平成 27 年 4 月には、健康機能性成分高含有タマネギ「さらさらゴール
ド」を用いたタマネギ飲料「極ベジ onion」
（大塚食品）の商品化が実現している。商品化ま
での、機能性評価、素材情報の企業への提供のほか様々な調整に、本事業の地域連携コーデ
ィネーターが“つなぎ役”として貢献した。

開発された「極ベジ onion」と原料のさらさらゴールド
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≪研究テーマ一覧≫
分 野
【柱１】
「食」の機能性に関
する分析・評価拠点
の機能強化

【柱２】
食素材の高付加価
値化と「北海道ブラン
ド」の確立

【柱３】
予防医療や世界に
おける共通課題克服
への貢献

研究テーマ名
食を介する健康維持の基盤：腸
内細菌と脂肪細胞の制御
食品機能性成分の吸収・活性評
価プラットフォームの構築
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
「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
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
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
開発と民間へ技術移転
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
チョウザメ養殖技術開発と有用
成分の活用技術の開発
ウニの健康機能性物質の研究
～磯焼ウニ全量食品化計画
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
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
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
インフルエンザの新規診断・予防
・治療法の開発と実用化
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
社会実装の場としてのコホート研
究

研究代表者
北海道大学大学院農学研究院
准教授 石塚 敏
北海道大学大学院保健科学研究院
客員教授 森山 隆則
北海道大学大学院保健科学研究院
教授 惠 淑萍
北海道情報大学医療情報学部
教授 西平 順
旭川医科大学 医学部
教授 若宮 伸隆
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
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
北海道大学大学院水産科学研究院
教授 都木 靖彰
北海道大学大学院水産科学研究院
助教 浦 和寛
北海道大学大学院農学研究院
教授 丸谷 知巳
北海道立総合研究機構 林産試験場
研究主任 佐藤 真由美
北翔大学大学院生涯スポーツ学研究科
教授 沖田 孝一
北海道大学大学院獣医学研究科
特任教授 喜田 宏
北海道大学大学院医学研究科
教授 白𡈽 博樹
ノーステック財団（総合調整機関）

【人材育成】
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
を育成するプログラムを実施している。修了生により、子どもたちへの食育活動、管理栄養
士のアイデアを活かした食品開発、起業などヘルスイノベーションにつながる活動が展開さ
れている。
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プログラム名
ヘルスイノベーションカ
レッジ

実施主体
ノーステック財団

内 容
・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プロ
グラム展開の広域化を進め
る。

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。

平成27年度実施状況
・ベーシックプログラム
平成27年10月～平成28
年1月
受講者：32名
・アドバンスプログラム
平成27年5月～平成27年
7月
受講者：21名
・ｅラーニング
受講者（累計）：55名
・基礎コース
平成27年6月～7月
受講者：21名
・アドバンストコース
平成27年11月～12月
受講者：27名
・プロジェクトセミナー
通年
受講者：33名
・eラーニング
受講者（累計）：43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するため、展示会出展・セミナー開催等の
情報発信に取組み、産学官連携のネットワーク拡大につなげている。
項 目
展示会等出展

セミナー等開催
・講演

時 期
平成27年5月
5月
8月
9月
9月
10月
10月
10月
10月
10月
11月
11月
11月
平成28年3月
3月
平成27年4月
9月
10月
10月
12月

内 容
アジア栄養学会議（横浜）
国際食品素材／添加物展（ｉｆｉａ２０１５）（東京）
サイエンスパーク（札幌市）
分析展／科学機器展（千葉）
産学官連携事業パネル展（札幌市）
日本臨床栄養学会（東京都）
食品開発展（東京都）
日本未病システム学会（札幌市）
Bio Japan（横浜市）
北海道栄養士会秋期大会（札幌市）
ビジネスEXPO（札幌市）
北大リサーチ＆ビジネスパークセミナー（大阪）
アグリビジネス創出フェア（札幌市）
健康博覧会（東京）
農芸化学会（札幌市）
地域イノベーションセミナー（札幌市）
ヘルスイノベーションカレッジ講演会（札幌市）
日本未病システム学会（札幌市、北野チーフコーディネータ講
演）
セラミド研究会（札幌市、共催）
自然免疫賦活技術研究会（香川、北野チーフコーディネータ講
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平成28年1月
3月

演）
和歌山地域平成27年度シンポジウム（和歌山、同上）
平成27年度成果報告会（札幌市）

【地域間連携】
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るため、地域間連携を行ってきた。平成 27 年度
には、これまでに交流を続けてきた地域によりヒト介入試験システム（江別モデル）が活用
されるなど、連携が具体的な形として実現した。
国内

時 期
平成27年7月

神奈川

9月

和歌山

12月

海外

地 域

香川

平成28年1月

和歌山

2月
2月
3月
3月
平成28年3月

熊本
富山・石川・福井
関西・けいはんな
広島
カナダ

内 容
神奈川産素材のヒト介入試験システム（
江別モデル）活用
和歌山産素材のヒト介入試験システム（
江別モデル）活用
自然免疫賦活技術研究会にて北野チー
フコーディネータ講演
和歌山地域成果報告会にて北野チーフコ
ーディネータ講演
連携等に関する意見交換実施
同上
同上
同上
現地訪問、28機関との意見交換

３．幌延地圏環境研究事業
（１）研究事業 (経済産業省補助事業)
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）に基づき、
「微生物を活
用した地層内メタン生成」及び「CO2 固定技術」を研究課題としてきたが、平成 25 年度から、
特に顕著な展開が認められた地層内メタン生成に関する研究を重点的に実施してきた。
平成 27 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。
ａ．地下微生物環境研究グループ
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）350ｍ坑道の微生
物遺伝子ライブラリーを拡充させるとともに、声問層および稚内層ともに Acetobacterium 属
の酢酸生成微生物がメタン生成に重要な役割を果たしている可能性を確認した。
また、微生物の工学的機能に関する研究では、原位置を模した培養モデルにおいて原位置
温度を反映させた結果、メタン生成速度が遅くなる傾向があることを明らかにした。
さらに、地層内のメタン根源物質の中間代謝物質の単環芳香族化合物を分析する実験系を
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構築し、微生物コレクションを拡充した結果、10℃で生育可能なメタン生成微生物群集、酢
酸生成微生物、フミン酸分解微生物群などを獲得した。
ｂ．地下水環境研究グループ
天北炭田の宗谷夾炭層に付随するメタンは、天水の浸透に伴い形成された微生物起源メタ
ンであり、また間隙水中にヨウ素が高濃度 (100 mg/L 程度)に溶存していることを明らかに
した。一方、釧路炭田の汐見累層では水素同位体比の測定から閉鎖的細孔中のメタンは熱分
解起源、開放的細孔中のメタンは天水の浸透に伴い形成された微生物起源メタンであること
を明らかにした。
さらに、特殊な採水器具を用いずとも地下水中の溶存ガス濃度を見積もることのできる理
論的手法を構築した。昨年度に引き続き実施した褐炭と低濃度の過酸化水素（0.3%）との反
応性試験では、メタン菌の餌（酢酸など）の生成速度の温度依存性を明らかにした。
ｃ．堆積岩特性研究グループ
石炭の原位置間隙特性の調査において、弾性波測定や一軸圧縮試験の実施により石炭の物
性、力学特性に有機物分解促進の影響があることが認められたほか、液相を過酸化水素水と
した石炭微小要素による透水試験では、有機物の分解により間隙の開閉、クラックの発達が
試料の透水性に影響を及ぼすことを明らかにした。
また、堆積岩の特性と地層内バイオメタン生産技術開発に関する研究では、
「バイオメタン
鉱床造成/生産法-SCG method (Subsurface Cultivation and Gasification)-」の基礎データ
蓄積のため、宗谷夾炭層（褐炭）を対象に、過酸化水素による有機物分解実験を実施した。
さらに、バイオメタン設計パラメータの提案を念頭に置いた根源岩からの有機酸生成量評
価試験を行い、基礎データの収集に加え、化学反応による有機物分解時の元素構成の変化や
地層中の環境影響評価について考察した。
② 研究成果等
特許出願中の「地層中に含まれる石炭および/または硅藻岩からメタンガスを地層中におい
て製造する方法」は、平成 27 年 11 月 17 日に公開された。
また、地下に豊富にある腐植物質を嫌気環境で分解する微生物を捕獲し査読付き国際誌に
投稿、掲載されるなど、論文掲載 7 編、学会発表 13 編の研究成果の発表を行った。
特許
地下微生物環境研究
地下水環境研究
堆積岩特性研究

論文

１件
整理番号P0015
JP

備考

学会発表

２編

４編

１編

２編

４編

７編

国際誌、査読付
含む

依頼講演含む

③ 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運営委員会と合同で 1 回開催した。
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運営委員会

第1回
開催日

平成28年2月12日（金）

場 所

札幌アスペンホテル

研究部会

第1回（研究部会）
開催日

平成27年9月18日（金）

場 所

札幌アスペンホテル

④ 講演会等の開催
ａ．見学会
幌延地圏環境研究所では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目的で、幌延町議会議員や研究者など見学者を受け入れ、概要説明
と所内見学を 5 回実施した。
研究所見学会

開催日

見学者

第1回

平成27年5月19日（火）

幌延町新規採用職員

第2回

平成27年6月2日（火）

北海道大学大貫教授他３名

第3回

平成27年6月17日（水）

㈱ADEKA 2名

第4回

平成27年6月18日（木）

火薬学会9名

第5回

平成28年1月26日（火）

幌延町議会議員他20名

ｂ．研究事業講演会等
幌延地圏環境研究所における研究事業を一層推進し、研究事業への地域の理解を深めるた
め、所内講演会及び幌延町職員勉強会などの講演を 3 回実施し、所員及び地域関係者約 100
名が聴講した。
所内講演会等

第1回

第2回

第3回

開催日

平成27年4月6日（木）

平成27年11月17日（火）

平成28年3月16日（水）

場 所

幌延地圏環境研究所

幌延地圏環境研究所

幌延町役場

（２）幌延地区地産地消エネルギーシステムに係る事業可能性調査 (自主事業)
幌延地区の地産地消システムの可能性について、幌延地区のエネルギー消費と活用可能な
自然エネルギーの賦存量から、地産地消エネルギーシステムに係る事業可能性調査を実施し
た。
賦存エネルギー量を、主に幌延地域における産業・民生家庭のウェット系バイオマス（家
畜糞尿、生ゴミ、し尿・浄化槽汚泥、下水汚泥など）、褐炭、その他メタン生成が可能なもの
を対象に推計した結果、エネルギーのポテンシャルは、周辺地域を含めた地産地消システム
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が十分可能であると考えられた。また、エネルギーの消費者側及び供給者側からの課題を検
討することで、地産地消エネルギーシステムが、国のエネルギー政策への寄与及び小規模分
散型火力発電等によるローカルエネルギーの地産地消モデルとして、全道、全国、世界へ展
開が可能であることが報告された。
（３）バイオメタン生成模擬実験の実施(自主事業)
第 2 期長期研究計画における「褐炭層や珪質岩層等に含まれる未利用有機物を微生物の作
用によりバイオメタンに変換する方法の開発」のため、地下圏バイオメタン生産の実用化に
向けて、バイオメタン鉱床生成のための炭層シミュレータを開発し、バイオメタン生成模擬
実験を行った。
実験に使用する模擬地層の作製に当たっては、北海道北部の天北炭田に、バイオメタン鉱
床となる可能性を秘めた地層が存在することから、天北炭田の一端にある北海道大学天塩演
習林にて採取した露頭褐炭を使用した。
模擬地層の物性調査、過酸化水素による褐炭からの有機物分解促進実験を実施した結果、
褐炭から低分子量有機酸が生成したことを確認した。
今後は、この実験結果を基に、炭層シミュレータの改良を行い、嫌気下での模擬地下水の
作製およびバイオメタン生成模擬実験を行う。

炭層シミュレータ
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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
道内企業等から生まれるビジネスアイディアを掘り起こし、ビジネスプランの策定（計画）
に向けたサポートのための一連の事業を実施した。
（１）ビジネス創出連携事業（自主事業）
① 食品試作実証プラットフォーム活性化支援事業
道内食品加工企業の高付加価値化の取組みを促進するため、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であり、1 社で全てを賄うのが困難な場合も多い。
このため、平成 25 年 11 月、道内外の大学・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、当財団、北海道食産業総合振興機構（フード特区機構）および北海道立総合研究
機構が相談窓口を設置し、企業からの相談内容に応じて、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。


平成 27 年度相談件数

：



パートナー企業等登録数

：

19 件
113 社（平成 28 年 3 月末）

b．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）
道内には、公設の農水産物食品加工施設が 100 箇所ほどある。この施設を活用して、地域
の特産品を加工する商品開発を進め、地域の試作・実証機能を高める事業を実施した。
（補助
率 2/3・上限金額 30 万円）
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地域活動グループ

件名・施設名
ニセコ外国人観光客等を意識した北海道産天然クロアワビの加
工品開発
・岩内町地場産業サポートセンター
バイオセルロースと白花豆の酢と残渣を使った「健康と美容」の
食べる酢の開発
・北海道立オホーツク圈地域食品加工技術センター
自家産牛を使ったギフト商品（角煮レトルト・コンビーフ・サラミ（
カルパス））の開発
・北海道立オホーツク圈地域食品加工技術センター
道内における乾燥野菜の商品開発
・北海道立十勝圏地域食品加工技術センター
かじか等すり身製品の改良と市場調査
・北海道立工業技術センター
豊浦産ベリー類を使った菓子の開発
・北海道立総合研究機構食品加工研究センター
地産平飼い養鶏卵と余市産フルーツ＆野菜を使った商品開発
・余市町農村活性化センター

(株)石塚水産
(岩内町)
オホーツク産業開発協同組合
(紋別市)
川瀬牧場
（津別町）
乾燥野菜加工研究会
（芽室町）
(株)ジョウヤマイチ佐藤
（森町）
(株)高岡
(豊浦町)
のぼりんぐ
(余市町)

(株)石塚水産
「あわび肝ﾊﾞﾀｰﾍﾟｰｽﾄ」

オホーツク産業開発
協同組合「じゅるると」

(株)ジョウヤマイチ佐藤
「船上活〆秋鮭しゅうまい」

(株)高岡
「ﾁｰｽﾞｸﾘｰﾑ大福」

川瀬牧場
「牛肉のみたらし煮」

乾燥野菜加工研究会
「まんまのきもち」

のぼりんぐ
「果物ごろごろｶｯﾌﾟｹｰｷ」他

c．試作実証施設活用事業
北海道立総合研究機構食品加工研究センターに整備された「試作実証施設」を活用した食
関連商品開発のモデル事業を支援した。
（補助率 2/3・上限金額 50 万円）
企業名
曲〆髙橋水産(株)
(株)サッポロ麺匠
(株)天狗堂宝船

件名・施設名
道産間引きコンブペーストの製造とその特性を生かした調味料の製品化
（中央水産試験場、食品加工研究センター）
災害・非常食需要を想定した水に浸して食べられる麺の開発
（中央農業試験場）
特産りんご「ほおずり」を使用した新規レトルト加熱加工品の開発
（中央農業試験場）
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曲〆髙橋水産(株)「海鮮丼のタレ」

(株)天狗堂宝船「レアフル」

（２）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 食品の機能性評価分析事業
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 3 件の提案課題を採択した。
【採択案件】
案件名
北海道産タマネギ（さらさらゴールド）を用いた機能性食品のヒ
ト介入試験
小豆ポリフェノールのヒトに対する脂質代謝改善効果確認試
験の実施
機能性表示制度に向けた北海道産クマイザサの機能性評価

企業名
株式会社アミノアップ化学
コスモ食品株式会社
サンアース大雪株式会社

（３）フード特区事業の推進（自主事業）
①マッチングイベント「空飛ぶ６次化大作戦」の開催
北海道フードコンプレックス国際戦略総合特区では、参加各機関が輸入代替・輸出促進を
図る事業を展開しており、当財団でも「機能性食品開発をはじめとした付加価値向上のため
の６次産業化・農商工連携」と「道内の中小食品企業の輸出促進」を目的としたマッチング
イベント「空飛ぶ６次化大作戦」を開催し、29 件のマッチングを成功させた。
開催日
場 所
概要

来場者数

平成27年11月5日（木）、6日（金）
アクセスサッポロ２階フリースペース
【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：29件（事前エントリー分22件、当日会場分7件）
・参加企業：20社
4,470名（前回比180名増）
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参加企業：20 社
企 業 名
オーベルジュ
エルバステラ
インプロバイド
もりや産業
アンソロポロジー
苫小牧埠頭
カスケード
ＯＭリサーチ＆コンサルテ
ィング
美洋
エーデルワースファーム
マイルビー
シーピーエス
渋田産業
オホーツク美幌食品
長命庵

種別・業務内容
ホテル業
ブランディングデザイン・ＷＥＢ
サイト制作
流通卸、パッケージ開発
通販事業展開
通関・倉庫業
ＩＴを活用した農産物の販売
ＨＡＣＣＰ取得支援

キタメックセンター
吉岡宏直

健康食品開発
畜肉加工、販売
ラズベリー生産、加工、販売
未利用農水産資源開発、販売
きのこ製造、販売
地場産品活用、販売
飲食業、ダッタンソバの製造、
加工、販売
地場産品活用、販売
農産物生産

国産生薬
マイスター
日本醤油工業
宇野牧場

ハトムギの生産、加工、販売
化粧品製造、販売
醤油・調味料の製造、販売
酪農、乳製品開発

エントリー動機
食材の生産者、少量加工希望生産者
との商談
デザインや売り方に困っている生産者
等との商談、相談受付け
販路支援、商品開発提案
通販事業に関する相談受付け
道外、海外展開を考えている企業
山野草、薬草生産者との商談
食品衛生に課題を抱えている企業か
らの相談受付け
道産食材加工についての商談
ロゴデザインの相談
販路開拓
開発シーズを捜している
販路拡大
販路拡大
商品企画相談、販路拡大
販路拡大
生産者ネットワークの活用、食用ほお
づきの商品開発
商品企画の相談、販路拡大
販路開拓
加工後段応需
販路開拓

【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：11 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

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

宇野牧場

6次産業化成果品

乳加工品

渋田産業

6次産業化成果品

エゾマイタケ加工品

オホーツク美幌食品

農商工連携成果品

山わさび加工品 他

マイルビー

6次産業化成果品

ラズベリー加工品

シーピーエス

農商工連携成果品

道産ポップコーン 他

長命庵

農商工連携成果品

ダッタンソバ加工品

マイスター

農商工連携成果品

農産物原料の化粧品

北見産学医協働センター

農商工連携成果品

農産物加工食品

北海道キヨスク

農商工連携成果品

北海道新幹線関連商品
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ブースで自社商品を前にした商談

専用スペースでのマッチング

多様なジャンルの来場者

農商工連携成果品（韃靼そばカップ麺）

②い～しょく北海道フォーラムの開催
フード特区事業のひとつに、食のバリューチェーン形成に資する研究開発がある。
当財団は、北海道経済連合会やフード特区機構と共に、北海道大学の「地域資源等を活用
した産学連携による国際科学イノベーション拠点整備事業」
（文科省事業）を支援し、これに
より 27 年 3 月に「フード＆メディカルイノベーション（ＦＭＩ）国際拠点」が竣工した。こ
れを記念して以下のイベントを開催し、フード特区事業における研究開発の一端を紹介した。
開催日
場 所
概要

来場者数

平成27年6月10日（水）13時～17時
ＦＭＩ国際拠点多目的ホール（札幌市北区北21条西11丁目）
「北海道牛乳で美味しく減塩」札幌医科大学学長 島本和明 氏
「北海道の農産物には機能性がいっぱい」天使大学教授 荒川義人 氏
「さっぽろヘルスイノベーション”Smart-H”のご紹介」ノーステック財団
一般市民、研究機関関係者112名

（４）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）の育成を目的とし、実証研究支援補助金では、実用化・事業化に向
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
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本事業は、研究シーズ発掘補助金で採択予定 10 件に対して 13 件の応募、実証研究支援補
助金で採択予定 3 件に対して 5 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 7 件（倍率 1.8 倍）、実証研究支援補助金 3 件（倍率
1.6 倍）
、合計 10 件の研究テーマを採択した。
応募
件数

採択
件数

倍率

補助金額

研究シーズ発掘補助金
(札幌フードTalent補助金)

13

7

1.8

2,800千円

実証研究支援補助金

5

3

1.6

9,000千円

合 計

18

10

1.8

27,000千円

事業名

フードイノベーション
創造支援事業
（札幌市補助10/10）

補助金名

審査委員会の開催日

平成27年6月24日（水）

【研究シーズ発掘補助金(札幌フード Talent 補助金)】
研究テーマ名
歯周炎モデル培養上皮におけるエルゴチオネインの作用の
解析
発酵食品含有成分ポリアミンにおける歯周病改善・予防効
果の解析
有用なプロバイオティクスのスクリーニングを見据えたリポテ
イコ酸の解析
担癌マウスを用いたETASの大腸発癌修飾作用
ペポカボチャ種子による血中及び肝中性脂肪上昇抑制効果
の解明
近赤外光ＣＴによるメロン内部品質の非破壊評価

水産廃棄物由来スフィンゴイド塩基の高純度精製法開発

研究代表者
北海道医療大学歯学部
佐藤 惇
北海道医療大学歯学部
植原 治
札幌医科大学医学部
白石 宗
酪農学園大学獣医学群
安井 由美子
藤女子大学人間生活学部
田中 文
北海道大学大学院工学研究院
藤井 宏之
北海道大学大学院先端生命科学研
究院
三上 大輔

【実証研究支援補助金】
研究テーマ名
酵素処理アスパラガス抽出物の認知症予防効果に関する検証実
験
未利用資源である鮭頭部表皮を活用した新規コラーゲン製造技術
の開発
最新技術MSイメージングを応用した体内吸収動態評価に関する研
究

研究代表者
札幌医科大学 医学部
鳥越 俊彦
株式会社リナイス
鳴海 正樹
北海道大学大学院保健科学研
究院
惠 淑萍

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
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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交流会を開催した。
開催日
場 所
概要

参加人数

平成28年2月22日（月）
コラボほっかいどう
１ 若手研究者3名の研究紹介
① ペポカボチャ種子による血中及び肝中性脂肪上昇抑制効果の解明
藤女子大学人間生活学部食物栄養学科 助手 田中 文 氏
② 近赤外光ＣＴによるメロン内部品質の非破壊評価
北海道大学大学院工学研究院 助教 藤井 宏之 氏
③ 水産廃棄物由来スフィンゴイド塩基の高純度精製法開発
北海道大学大学院先端生命科学研究院 博士研究員 三上 大輔 氏
２ 交流会
20名（研究者、企業、関係機関等）

（５）健康関連産業競争力強化事業（札幌市補助事業）
札幌市内の食・バイオ関連企業が行う機能性食素材の科学的データ取得や、安全性・品質
保証の認証取得に向けた取り組みを推進し、製品の付加価値を向上させ国内又は海外におけ
る競争力を高め、販路拡大につなげる事業に取り組んだ。
① 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 3 件の応募があり、有識者からなる審査を経て、3 件の提案課題を
採択した。
案件名

企業名

北海道産タマネギ（さらさらゴールド）を用いた機能性食品のヒト介
入試験

株式会社アミノアップ化学

オーツ麦に含まれるオーツ麦水溶性食物繊維βグルカンの血中コ
レステロールの低減効果の機能性評価（研究レビュー）

日本食品製造合資会社

オーツ麦に含まれるオーツ麦水溶性食物繊維βグルカンの血糖値
の上昇抑制効果の機能性評価（研究レビュー）

日本食品製造合資会社

② 食・バイオ品質管理認証取得補助金
国内又は海外での競争力を高め、札幌市内の食・バイオ関連産業の振興を図ることを目的
として、札幌市内の企業等に対して健康食品 GMP や HACCP などの認証制度の取得支援等を行
った。当初公募及び追加公募を併せて 13 件の応募があり、有識者からなる審査を経て、12 件
の提案課題を採択した。
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事業名

補助金名

健康関連産業競争力
強化事業
（補助率2/3）

食・バイオ品質管理認証取得
補助金

応募
件数

採択
件数

倍率

補助金額

13

12

1.1

12,844千円

平成27年7月3日（金）
平成27年10月20日（金）（追加公募分）
平成28年3月29日（火）（継続審査）

審査委員会の開催日

【採択案件】
取得認証

会社名

北海道HACCP

㈱北海道物産興社、㈱北海大和、㈱武蔵野フーズ、池田食品㈱、浜塚製
菓㈱、西山製麺株㈱、㈱北燦食品、京田食品㈱

ISO22000

札幌バルナバフーズ㈱、㈱キャッチボール

FSSC22000

日本食品製造合資会社、石屋製菓㈱

③ 品質管理認証に係る講習会等の開催
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・バイオ関連の品質認証に
関する講習会等を開催した。
【HACCP に係る採択企業向け勉強会】
開 催 日
場
所
内
容

平成27年8月6日（木）
札幌アスペンホテル

参加者数

12名

「北海道HACCPについて」
ノーステック財団 伊東 博美
「(株)きのとやの「評価調書」の解説」
（株）きのとや製造部 マネージャー 岡崎 鉄平 氏

【食・バイオ品質認証セミナー】
開 催 日
場
所
内
容

参加者数

平成27年8月28日（金）
ホテルポールスター札幌
「安全・品質マネジメントの動向と北海道HACCP」
帯広畜産大学 特任教授 渡辺 信吾 氏
「北海道HACCP自主衛生管理認証制度へのお誘い」
北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課
食品安全グループ 主査（計画推進）高橋 和志 氏
「北海道HACCP等を取得して」
山岸牧場さくら工房 マネージャー 北出 愛 氏、
(株)菊水 品質管理部長 新井 信太郎 氏
「HACCPからISO/FSSC等へ向けた取り組みについて」
ペリージョンソンホールディング(株)取締役 新谷 雅年 氏
「健康食品の信頼性向上へ向けた認証制度について」
公益財団法人日本健康・栄養食品協会 倉住 敏明 氏
「ハラル認証と道内企業の動向について」
一般社団法人北海道食産業総合振興機構 南部 玲 氏
101名
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（６）医療分野への新規参入支援事業（札幌市補助事業）
札幌市内企業の医療・健康分野への参入を促すとともに、ベンチャー企業の創出を目指す
ことを目的として、主にバイオ・ものづくり・IT 企業を対象とした医療産業に係るセミナー
を開催した。
① 第1回
開催日
場 所
概要

参加者数

② 第2回
開催日
場 所
概要

参加者数

③ 第3回
開催日
場 所
概要
参加者数

医療機器等参入・産学連携促進セミナー
平成27年12月17日（木）
TKP札幌駅カンファレンスセンター
１ みやぎ知と医療機器創生拠点における産学連携プロジェクト支援
講師 知と医療機器創生宮城県エリア 知のネットワーク
統括コーディネータ 鈴木 文夫 氏
２ 新規尿流測定装置の開発・実用化
講師 旭川医科大学腎泌尿器外科 講師 松本 成史 氏
３ 指細小動脈の拡張能を査定する装置開発事例と医療・健康分野への応用
講師 札幌医科大学 准教授 田中 豪一 氏
４ 生体－電子機械を融合する次世代型人工心臓の開発
講師 東海大学生物理工学部 教授 岡本 英治 氏
43人

異業種のための医療機器等ビジネス入門
平成28年2月15日（月）
TKP札幌駅カンファレンスセンター
１ 医療機器・ヘルスケアビジネスへの参入はこうする！
講師 公益財団法人 医療機器センター 医療機器産業研究所
上級研究員 日吉 和彦 氏
２ 意見交換
67人

医療機器等参入の具体的事例紹介
平成28年2月17日（水）
TKP札幌駅カンファレンスセンター
「異業種からの医療機器ビジネスへの参入について」
八十島プロシード株式会社 NextMED開発室 久保 拓也 氏
16人

（７）先端医療調査事業（札幌市補助事業）
北海道・札幌の研究機関並びに企業等が有する医療・健康分野の研究開発シーズの実用化
及び事業化を促進し、札幌市における医療・健康産業の育成や振興を図ることを目的に、
「医
療・健康産業振興と医療系研究シーズ育成に関する検討会」を開催した。
まず、概ね過去 3 年の科学研究費（文部科学省）採択状況等から札幌圏における先端的な
医療・健康分野の研究を抽出するデータベースを構築し、事業化が期待できる有望な研究開
発シーズを約 50 件リストアップした。次に、これら有望な研究開発シーズを持つ研究機関・
企業等へのヒアリングを実施して、事業化に向けた現状のステージや課題などを整理した。
検討委員会においては、さらに研究開発シーズを絞り込み、それらを事業化する上での課

- 22 -

題及びその解決へ向けた施策の整理を行った。その結果、札幌医科大学の「自家骨髄間葉系
幹細胞移植」による再生医療の研究に代表されるような、先端的な再生医療の研究が進めら
れていることが札幌の特長であり、この分野の拠点化が目指すべき方向であることを示した。
【第 1 回検討委員会】
開 催 日 平成27年10月5日（月）
場
所 札幌アスペンホテル
検 討 事 項 １ 検討会の趣旨、目的について
２ 医療・健康産業の集積促進について
３ 医療系（医薬・医工連携等）シーズと研究開発支援について
４ 医療・健康産業の振興に向けた課題把握と、今後の進め方について

【第 2 回検討委員会】
開 催 日 平成27年11月25日（水）
場
所 札幌アスペンホテル
検 討 事 項 １ 国内の医薬品産業の集積に向けた取組みと課題（講演）
講師：株式会社ヒューマン・キャピタル・マネジメント
代表取締役社長 土井 尚人 氏
２ 医薬品産業の集積に向けた取組みと課題

【第 3 回検討委員会】
開 催 日 平成28年1月28日（木）
場
所 旭川医科大学
検 討 事 項 １ 旭川医科大学の医療系（医薬・医工連携等）研究シーズについて
２ 札幌の企業との連携について
３ 同大学の研究シーズを生かした事業化促進のあり方について

【第 4 回検討委員会】
開 催 日 時 平成28年1月29日（金）
場
所 札幌医科大学
検 討 事 項 １ 札幌医科大学の医療系（医薬・医工連携等）研究シーズについて
２ 札幌の企業との連携について
３ 同大学の研究シーズを生かした事業化促進のあり方について

【第 5 回検討委員会】
開 催 日 時 平成28年3月29日（火）
場
所 札幌アスペンホテル
検 討 事 項 １ 話題提供 バイオ研究・産業の潮流（トピックス）（講演）
講師：株式会社日経BP 特命編集委員 宮田 満 氏
２ 札幌市の医療・健康産業振興に向けた調査報告
３ 北海道のバイオシーズ調査報告
４ 意見交換

（８）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・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。

- 23 -

① 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牛乳は乳脂肪分の含有量が高いことから、雌牛の飼育が増加傾向にあ
る一方、雄牛の利活用が進んでいない状況にあるが、雄牛を飼育する企業では、十勝清水農
協がブランド化した「十勝若牛」の肥育技術を活用し、独自の飼育方法の確立に取組んでい
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、肉質分析、肉味噌開発の方向性、コンビーフのブランドイメージの構築につ
いて検討を行った。
開発商品は、首都圏で開催された商談会等に出展し、バイヤーから高い評価を受けた。
今後は、開発商品の本格販売及び販路開拓に取り組んでいく。
メンバー
ビジネス
プラン
検討会議
開催状況

開催実績

内

容

【担い手企業】
(有)コスモス
【協力機関】
(公財)とかち財団
【推進機関】
ノーステック財団
計2回開催（H27.7.7、H28.2.12）
・肉質分析による加工品開発の検討（3者による共同研究）
・肉味噌開発の方向性検討
・商談会等での試作品のサンプリング結果について報告・検討
・コンビーフのブランドイメージ構築検討

② 岩内地域の水産加工産地技術の高度化プロジェクト
岩内地域の産業振興を図るためには、高付加価値商品の開発やその製造技術の確立が必要
であることから、企業や地域の食品加工支援機関からなるビジネスプラン検討会議を設置し、
新たなニシン加工品の商品規格やパッケージデザイン等についての検討を行った。
一八興業水産(株)は、岩内町地場産業サポートセンターを活用し、ニシンの臭みを取るた
めのホエイ処理やレトルト加工の検討を行いながら試作を重ね、
「ニシンの油漬け」を開発し
た。
当該施設において、食品製造に係る営業許可を取得し、商品開発から製造までを行う仕組
みが確立できたことから、他の企業でも当該施設を利用して製造を行う動きに繋がった。今
後は、開発商品の本格販売及び販路開拓に取り組んでいく。
メンバー
ビジネス
プラン
検討会議
開催状況

開催実績

内

容

【担い手企業】
一八興業水産(株)
【協力機関】
岩内町地場産業サポートセンター
【推進機関】
ノーステック財団
計5回開催（H27.7.6、H27.8.12、H27.10.8、H27.12.9、H28.2.9）
試作品による嗜好調査（H27.11.5-6、H28.1.20）
・商品設計・加工方法等の検討
・パッケージデザイン等の検討
・その他情報提供や意見交換等

③ 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
鹿追町の企業は、これまで、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。
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近年の女性向けギフトに適した商品ニーズの高まりを受け、企業や産業支援機関からなる
ビジネスプラン検討会議を設置し、放牧豚の未利用部位を使った商品開発や製造技術等につ
いて、検討を行った。
その結果、より細いサイズのソーセージや総菜半製品の商品開発ができたことから、今後
は本格販売及び販路開拓に取り組んでいく。

ビジネス
プラン
検討会議
開催状況

メンバー
開催実績
内

容

【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】
ノーステック財団
計3回開催（H27.7.9、H27.10.9、H28.1.13）
・開発商品の検討（細いソーセージ、総菜半製品）
・アドバイザー派遣による製造技術等の指導
・ギフト商品のコンセプト等を検討

細いソーセージ

総菜半製品の試作

④ 浜中産養殖ウニの付加価値向上プロジェクト
浜中町の生ウニは、東京の高級寿司店や築地で高い品質の評価を受けているが、ウニの旨
味成分と与えるエサとの関連性を分析した科学的データはなかった。
このため、エサの違いによるウニの成分(遊離アミノ酸量ほか)の関連性を明らかにし、効
率的・合理的に品質を向上させ、生ウニ加工技術の高度化へ発展させていくことを目的に、
企業や公設試からなるビジネスプラン検討会議を設置し、採取時期、エサや品種の異なるウ
ニの成分分析結果の比較検討を行った。
協力機関における分析の結果、エサとウニの旨味成分に関連性を示す値が見られたものの、
分析したサンプル数が少なかったため、普遍的な現象までの判断はできなかった。
今後は、担い手企業が漁業者と連携しながら付加価値向上に向けた取り組みを実施してい
く。

ビジネス
プラン
検討会議
開催状況

メンバー

開催実績
内

容

【担い手企業】
マルキ平川水産(株)
【協力機関】
(地独)北海道立総合研究機構釧路水産試験場
【アドバイザー】
釧路公立大学地域経済研究センター
【推進機関】
ノーステック財団
計3回開催（H27.6.30、 H27.11.10、 H28.2.10 ）
・ウニ養殖現場の視察
・分析結果の報告、検討
・その他情報提供や意見交換等
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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
道内の自動車用金型（アルミダイキャスト）修繕は、仕上げとなる表面メッキ処理工程を
道外企業へ発注しており、自動車金型をメンテナンスする企業にとっては時間・費用の面で
大きな課題となっている。
道内メッキ企業には、自動車産業への新規参入を模索している企業が存在することから、
関係企業等からなるビジネスプラン検討会議を設置し、実際に自動車メーカーで製造に使用
している金型を本州の協力企業に持ち込み、出張メッキ補修に関する技術的課題を明確にし
た。
今後は、担い手企業において出張メッキ補修の技術を確立し、事業化に向けて取組を継続
していく。

ビジネス
プラン
検討会議
開催状況

メンバー

開催実績
内

容

【担い手企業】
札幌エレクトロプレイティング(株)
【協力企業】
杉山工業(株)
【アドバイザー】
(公財)道央産業振興財団
【推進機関】
ノーステック財団
計1回開催（H27.9.15）
・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 熱電対素線への長寿命コーティングの開発プロジェクト
工業用温度センサは、熱電対素線とステンレス製保護管からなり、一般的にはステンレス
製保護管にコーティングを施し長寿命化を図ってきた。
担い手企業では、熱電対素線にコーティングする技術を確立することで、起電力低下防止、
大幅な長寿命化を目指すこととし、ビジネスプラン検討会議を設置し、新製品化に向けた製
造方法などの検討を行った。
今後も協力企業との連携を図り、実用化を目指していく。

ビジネス
プラン
検討会議
開催状況

メンバー
開催実績
内

容

【担い手企業】
(株)ディ・ビー・シー・システム研究所
【協力企業】
Ａ社
【推進機関】
ノーステック財団
計2回開催（H27.10.8、H28.2.16）
・開発品評価
・開発状況の共有
・その他情報提供や意見交換等

⑦ スパウト付レトルトパウチプリンの多品目開発プロジェクト
担い手企業は、食品加工研究センターの技術支援等を受けながら、手軽にどこでも食べら
れる常温保存可能なスパウト付きのレトルトパウチのカスタード味プリンの開発に取り組ん
できた。
本事業では、レトルトプリンのシリーズ化のため、カスタード味以外のアイテムの開発を
目的に、企業や支援機関からなるビジネスプラン検討会議を設置し、商品規格検討等を行っ
た。
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試作を重ねた結果、新たな味の商品化の目途がついたことから、今後は品質検査等を行い
ながら商品規格を確定させ、販売に向けて取り組んでいく。

ビジネス
プラン
検討会議
開催状況

メンバー
開催実績
内

容

【担い手企業】
(有)山下館
【協力企業】
(株)まんゆう
【推進機関】
ノーステック財団
計2回開催（H27.8.13、H28.2.5）
・開発する味の検討
・試作状況の報告・検討
・その他情報提供や意見交換等

（９）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：自主事業）
①事業の背景と必要性
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、近年健康志向が急速な高まりを見せており、食の分野においては特定
保健用食品や栄養補助食品の増加に加え、本年 4 月からは機能性表示食品が制度化され、食
によるセルフヘルスケアの潮流が到来している。
一方、北海道には機能性を有する食素材が多く存在しており、これまでの健康機能性評価
研究をエビデンスとした食品開発の推進に加え、機能性が期待される道産食材を上手く活用
して健康を管理する食文化の形成が、健康寿命の延伸に繋がってくる。
財団では、平成 25 年度から取り組んできた、
「北海道産すこやかレシピ」を充実させ、道
産機能性食材をバランスよく摂取するレシピを開発し、さっぽろバイオクラスター“Bio-S”
とさっぽろヘルスイノベーション‘Smart-H’で続けてきた食素材の機能性評価・研究のアウ
トカムのひとつである「食と医の融合による健康社会の創生」の一助とした。

②H27 年度の実施結果
レシピ開発のコンセプトを「道産食材を新しいスタイルで
健康食卓へ」と設定して、主菜 32 品（エネルギーコントロー
ル食 8 品、減塩コントロール食 11 品、脂質コントロール食 13
品）
、副菜 18 品を開発した。
また、過年度分の主菜 30 品（エネルギーコントロール食 9
品、減塩コントロール食 11 品、脂質コントロール食 10 品）、
副菜 25 品、菓子・パン類 6 品を加えて再編集し、食と医の健
康研究会の監修を得てレシピ本として刊行した。
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完成した北海道産すこやかレ
シピ

③「北海道産すこやかレシピ」を活用した事業の展開
開発したレシピは一般家庭での
活用に加え、外食・中食産業で活用
することで健康長寿産業の創出を狙
ったものである。このため、これら
業界に活用を勧めた結果、
（株）シー
ピーエスにて「すこやかレシピ弁

「すこやかレシピ弁当」

当」
、ガーデンパレスホテルにて「ヘ

「ヘルシーランチ」

ルシーランチ」の開発に至った。
④い～しょく北海道セミナーの実施
また、食の健康機能性について事業者の理解が深まることを目的に、以下のセミナーを実
施した。
イベント名

：「い～しょく北海道セミナー２０１５～注目される道産食材のあれ
これ～」

日

時

：平成 27 年 10 月 21 日（水）11 時～13 時 30 分

場

所

：札幌市中央区北 1 条西 6 丁目 ホテル札幌ガーデンバレス

講

師

：天使大学 教授 荒川義人氏

参加者

：全日本司厨士協会札幌支部会員等 38 名

講演中の荒川教授

参加した管理栄養士等の皆さん

（１０）新ビジネス創出事業（新事業創出のためのトライアル事業：自主事業）
財団の中期計画（２０２０プラン）にもとづき、健康産業クラスターの萌芽を促すことを
目的に、以下の試行的新規事業を組み立て実施した。

①健康長寿産業推進事業
当財団は、北海道の強みである「食」を活用した健康産業クラス－の形成に向け、文部科
学省補助事業である「さっぽろヘルスイノベーション‘Smart-H’」事業などにより、食品の
評価分析・研究を進める道内研究機関や企業への支援を展開している。
一方、北海道では平成 27 年 7 月に策定した「地域経済の強化に向けた基本方針」に基づき
12 月には「北海道における健康長寿産業振興の進め方」を策定し、医薬品・健康医療機器関
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連製造業、機能性食品・バイオ関連産業、健康サービス産
業の分野をターゲットとした新たな産業集積の促進を目
指すこととしている。
このため、北海道と当財団は、それぞれが有する機能
を最大限発揮し、相互に連携して業務に取り組むことで
の相乗効果による道内産業振興を期待し、平成 28 年 1 月
28 日に両者間で連携協定を締結、今後協働して健康長寿
産業分野の振興を進めることとした。

山根北海道経済部長と当財団西岡専
務との調印式

②健康都市創生モデル事業
当財団は、さっぽろバイオクラスター“Bio-S”やさっぽろヘルスイノベーション‘SmartH’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。これらの一連のアウトカムとして、北海
道情報大学健康情報科学研究センターをハブとした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
ドラッグストア等の設置）するコミュニティーを建設するための構想を江別市に提案した。

なお薬食混合ドラッグストアについては札幌市内でも店舗構想が進んでおり、食の健康機
能性の情報発信基地としても活用が期待されている。
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③当別菜金時草素材化プロジェクト
昨年立ち上げた「当別菜金時草研究
会」の活動において、北海道委託事業
による機能性評価の結果有効性が確
認できたことから、金時草粉末を使っ
たホールフードタイプの食品を商品

フリーズドライ加工の粉末

化した。また、販売が実現したことで
当別町での生産が拡大し、機能性評
価・商品化及び産地形成につながるク
ラスター形成が実現した。
完成した商品

当別町での栽培

（１１）次世代型技術研究基盤創出事業（自主事業）
国等のプロジェクトの提案に向け、道内の研究シーズ調査や産業技術の動向調査を行い、
研究計画を策定した。

- 30 -

２．実用化・事業化開発支援事業
国等の外部資金（競争的資金を含む）を活用して、中小企業等を対象に新商品・新技術の
開発に向けた一連の取り組みを支援した。
（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
札幌型ものづくり開発推進事業
（補助率 1/2）
審査委員会開催日

プロジェクト名（企業名）
多様化する食品流通のなかで、販売
・仕入の統計管理を「少量・多品種」
の実態に合わせた汎用性の高い管
理ソフトの開発と事業化
（(株)アイパス）
集中制御方式による新光ケーブル
監視システムの試作開発
（(株)HITシステム）

防災に向けた治水監視システムの
開発
（(株)エルムデータ）

病理診断ＷＥＢ報告実現のためのＩＴ
管理システムの構築
（(株)ジェネティックラボ）

磯焼け海域に生息する痩せウニの
畜養事業の確立
（(株)北清）

応募件数

採択件数

倍率

補助金額

19

6

3.1

21,399千円

第1回審査委員会 平成27年7月10日（金）
第2回審査委員会 平成27年7月23日（水）
実施内容
近年、食品業界において、消費者の嗜好の多様性、社会性な
ど環境は変化しているが、販売管理システムは即座に対応で
きる機能を持ちあわせていない。少量・多品種、加工、半調理
品など、様々な課題に対応し、中小企業から大手まで適応す
る汎用性の高いソフトウェアの開発を目指した。
現行の光監視システムは、試験部（通信用光ケーブルを監視
する装置）設置箇所毎に制御装置を設置し、監視センターか
ら制御しているが、制御部を集約し1試験制御部から最大20ヶ
所の測定部を制御できる機能を持った「試験部集中制御方式
」のシステムを開発し、システムの低価格化、保守の効率化
および販売価格の低廉化で販売シェアの拡大を目指した。
近年、地球温暖化などの影響により、北海道において初めて
大雨特別警報が発令されるなど、全国的に水害被害が多発
している状況である。河川氾濫等における被害を、安全かつ
最小限に食い止めることを目的とし、氾濫時の発生時刻を予
測し、監視地点の各種監視データをリアルタイムに通知し、廉
価で設置性に優れたシステムの開発を行った。
医療技術の発展に伴い様々な診断手法が用いられている中
でも、最終診断と言われる病理診断は、非常に重要と考えら
れている。しかし、病理診断結果の報告については、ＷＥＢ通
知を行っている企業は極めて少なく、紙ベースの診断報告が
主流である。診断プロセス上の関連画像及び診断報告書全
てをデジタル化し、ＷＥＢブラウザを介して臨床サイド（病院・
クリニック）に診断結果を通知するＩＴシステムの構築を目指し
た。
北海道大学との共同研究により開発した、磯焼け海域に生息
する実入りが悪く商品価値のない「痩せウニ」を畜養し実入り
の良いウニにするための「ウニ畜養用人工餌料」を、更に短
期間の畜養で効率良くウニを育成するための餌料に改良し、
同時に畜養のための専用籠を完成させ、多様な海域での畜
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汎用ＡＲ（Augmented Reality）ブラウ
ザの開発
（ラテラル・シンキング(株)）

養事業の可能性を確認し、「畜養ウニ」を流通させるための「
ウニ畜養事業の確立」を目指した。
ＡＲアプリケーションを専用のアプリとして作成する必要がな
い、ＷｅｂブラウザのようなＡＲ用の汎用プラットフォームを開
発し、ＡＲ用の汎用ブラウザとして提供する。

（２）北海道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 27 年度「北海道中小企業応援ファンド」の助成金を活用し、道内で生産・供給される
商品・サービスの改良、新商品・サービスの開発から販路開拓、ＰＲ戦略の確立等の北海道
ブランド化に向けた一連の取り組みを行った。財団は中小企業等と共同事業体を構成し、プ
ロジェクトの管理・運営・推進を担った。
（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、(公財)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

株式会社活里

開発テーマ／開発内容
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
（26年度から継続）
北海道産の天然機能性素材と、高い抗酸化力やコラーゲン産生能力を持つ化合物
フラーレンを配合し、アンチエイジング等の美容効果を兼ね備えたブランド力の高い
サンケア（日焼け止め用）化粧品の試作開発を行った。

② 市場適応能力高度化促進支援事業
企業名

草野作工
株式会社

開発テーマ／開発内容
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（26
年度から継続）
北海道産素材を原材料として発酵法で製造したバイオセルロースシートを活用し、
美容向けフェイスマスクシート製品を開発した。その有効性について、皮膚画像解析
装置を用いて客観的に肌質改善効果を検証し、エビデンスを確立した。また、当該
製品の品質の高さを訴求するため、個包装プラスチックトレー付きで操作性と信頼性
の高いパッケージを作製し、より優れた製品として市場に提供を開始した。

③ ブランド化促進支援事業
企業名

開発テーマ／開発内容

(株)システム
サプライ、
農業生産法人
(株)イソップア
グリシステム

地域バイオマスの農業資材化技術の開発と圃場センシングマネジメントの高度化
（農業クラウドの基盤構築）
（1）以下のことを目標に掲げ、地域バイオマス（有機質資材）の具体的活用と定量的
な圃場づくりの構築を図ることを目指す。
① 地域バイオマスの活用（堆肥化）による「資源循環システム」の構築
② 堆肥などの有機質資材の施用に関する技術を活用した土壌改良効果の向上
③ 化学肥料や農薬の使用の低減等を図り、持続的な農業生産の推進
（2）インターネットのクラウド環境を活用し、省力化・精密化などを図り、次世代農業
システムを構築する。
① 空間センシング技術を活用した圃場マップの作成 など
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（３）研究開発型支援事業フォローアップ調査事業（北海道経済産業局請負事業）
経済産業省（北海道経済産業局）が、これまで実施したコンソーシアム型の研究開発型支
援事業のうち、最も採択件数が多かった平成 14 年度（平成 13 年度補正含む）以降の事業を
対象に、その後の事業展開、波及効果、特許取得状況等の調査・分析を行い、当該事業者の
フォローアップ支援、製品開発支援、知的財産権の取得支援に繋げることを目的にフォロー
アップ調査を実施した。

① 調査対象事業（90 件）
a．地域新生コンソーシアム研究開発事業
調査対象年度： 平成 14 年度（平成 13 年度補正含む）から平成 19 年度まで
調査対象件数： 71 件
b．地域イノベーション創出研究開発事業
調査対象年度： 平成 20 年度から平成 23 年度まで
調査対象件数： 19 件
② 調査方法
a．アンケート調査票を、対象案件（90 件）に対して、電子メールによる発送・督促・
回収方式にて実施した。
b．現地ヒアリング調査として、優れた成果が出ている案件を抽出（12 件）し、成果
の具体的内容について現地ヒアリングを実施した。
③ 主な調査結果
a．回収数（回収率）
調査対象事業 90 件のうち、82 件からアンケート調査票を回収（回収率 91％）
b．実用化・事業化の状況
直接的成果
派生的成果（※1）
合 計（※2）

実用化
43件（52.4％）
17件（20.7％）
52件（63.4％）

事業化
35件（42.7％）
14件（17.1％）
43件（52.4％）

※1 採択事業において当初目的としていた直接的成果（開発した商品・技術等）ではないが、当該事業を
通じて開発した技術等を当初目的としていなかった分野で事業化した商品等。
※2 実用化と事業化の各合計は、直接的成果と派生的成果の両方を含む事業があるため、単純合計では
ない。

c．事業化による累計売上
直接的成果
派生的成果

累計売上高
90億3,239万円
5億4,178万円

合

95億7,417万円

計
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d．知的財産関連
直接的成果
122件
34件
8件
6件
29,766千円
1件

出願件数
登録件数
実施件数
ライセンス供与件数
ライセンス収入
ノウハウ件数（※）

派生的成果
13件
11件
2件
1件
50千円
7件

合計
135件
45件
10件
7件
29,816千円
8件

※ノウハウ：特許、実用新案、意匠、著作権以外の「技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、
かつ、財産的価値のあるもの」

（４）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 時
内
容

参

加

者

平成27年8月24日（月）～26日（水）
【視察企業】
旭イノベックス㈱、 ㈱もりもと、北新金属工業㈱ 、㈱日鋼機械センター
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。
32名

視察会（㈱もりもと、㈱日鋼機械センター）

（５）特許情報活用講座開催（北海道経済産業局請負事業）
中小企業、公設試の技術者等を対象に、特許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 時
場
所
内
容

参

加

者

平成27年12月2日（水）～3日（木）
ＴＫＰ札幌駅カンファレンスセンター
① 特許情報の重要性と情報分析ツールの紹介
② スマートフォン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。講座参加者からは特許情報活用に加え商品開発のスキームを習得するこ
とができたと高評価を得た。
企業９名、支援機関１名、金融３名、他６名 合計１９名

特許情報活用講座
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（６）特許等取得活用支援事業

道内ものづくり中小企業の知的財産活用状況調査（北海道経済

産業局委託業務）
北海道経済産業局の委託を受け、一般社団法人北海道発明協会では、地域の中小企業等に
対する知財の取得および活用支援として、知財総合支援窓口を設置し中小企業の抱える知的
財産に関する悩みや課題をワンストップで解決する事業を実施している。
平成 27 年度は、知財総合支援窓口の効果的な運営を図るべく、知財に関する支援を必要と
する中小企業の掘り起こしとして、北海道発明協会、当財団がコンソーシアムを構成し、道
内ものづくり中小企業の経営者を対象とするヒアリング調査を実施した。本調査では、経営
における知財の位置づけや意識、活用状況等の実体を調査、整理し、経営者の知財に対する
認識を明らかにするとともに、知財に関する各種情報提供を行い知財総合支援窓口の認知度
向上と活用を促進した。
本事業は、平成 28 年度も継続して実施する。
事 業 期 間

平成27年4月1日～平成28年3月31日

調 査 企 業

道内ものづくり中小企業50社

実 施 内 容

① 外部の有識者を委員とする委員会を2回開催し、企業の選定方法、調査方法、
調査結果を審議し決定した
② 調査票による事前調査の実施（調査票回収率70％）
③ ものづくり中小企業の経営者を訪問し、知財に対する認識、知財の取得状況、
取得に向けた課題等についてヒアリングを実施
① 経営者の知財に対する認識について出願件数を毎に整理した
② 訪問企業2社が商標出願にいたる

実 施 結 果

委員会開催

訪問企業の業種別内訳

３．販路開拓・販売促進事業
企業等が開発した商品やサービス（システム）等の質の向上を図り、全国展開に向けたＰ
Ｒ戦略（販路開拓、販売促進）の確立など、事業化を軌道に乗せるための一連の取り組みを
支援した。
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（１）事業化促進支援事業（自主事業）
北海道の地域資源の活用とものづくり産業の振興を目的に、企業の開発ニーズや課題をコ
ーディネーターやアドバイザーと連携して発掘し、実用化・事業化に向けた研究・開発（試
作）
、事業化後の販路開拓・販売促進など一貫した支援を行う。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）の創造を目指す。
北海道産業クラスター創造活動は、平成 27 年度で 18 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 212 件に上り、平成 27 年度の売上は新たに事業化した 9 プロジェクト
を含め、59 件（24 億 8 百万円）となっている。
◆直近 5 年間（平成 23 年度～27 年度）の事業化件数と売上金額
平成 23 年度
プロジェクト
開
発
販路開拓事業

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 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)

25

489,850

35

625,282

39

1,039,267

30

1,120,937

22

1,119,292

3

1,094,913

3

1,030,965

3

824,900

2

501,916

1

238,124

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ事業

1

38,718

1

140,853

1

182,316

1

419,168

1

154,953

地 域づ くり

4

27,504

5

30,224

22

101,424

26

115,515

29

107,832

2

370,000

6

753,000

6

790,491

6

788,143

46

2,197,324

71

2,900,907

65

2,948,027

59

2,408,344

工場新・増設
計

33

1,650,985

1 件あたりの年平均売上（事業別）
：H27 年度
売上実績（クラスター事業部）：事業別
（H23～H27 年度に係る売上）

販路開拓事業

コーディネート事業

31%

8%

仕組みづくり事業

150,000

131,357

125,000
100,000
75,000
50,000

26,030

3%

開発プロジェクト

2,507

3,228

3,268

開発プロジェクト

販路開拓事業

コーディネート事業

仕組みづくり事業

工場（新・増設）

（43件）

（1件：95品）

（48社）

（33件）

（6社）

25,000

36%
工場（新・増設）
22%

(千円)

0

（２）ものづくり中小企業・小規模事業者連携支援事業「ものづくり中小企業連携による道産ペ
ットフード開発・新市場開拓プロジェクト」
（全国中小企業団体中央会補助事業）
北海道は食品工業の付加価値率が全国に比べ低い状況にあり、豊富な農水産資源を誇る北
海道の強みを生かし切れていない。このため、一次生産者から販売までのバリューチェーン
を構成する企業及び支援機関等が連携し、製品開発から販路までの課題に対応する取り組み
を実施した。
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① ペットフード等の開発
食品開発の経験と知見豊かで広いネットワークを持つ連携コーディネーターを配置し、ペ
ットフード等の企画・販売会社である(株)やさしい森を中心とした連携グループを構築し、
道産未利用資源等を原料とする機能性を持った犬用商品の開発に取り組んだ。
【開発取組商品】
リラックスバーム、発酵フード、サプリメント
また、動物医薬品等のコンサルタント会社の代表者を講師に迎え、道産ペットフード等の
開発促進及び販路検討のため、連携グループ及び関係機関が参加して勉強会を開催した。

ペットフード勉強会

日 時
場 所
講 師
内 容
参加者

：
：
：
：
：

平成28年1月22日（金）
ノーステック財団
アームズ(株) 代表取締役 氏政雄揮 氏
国内外のペットフード市場の動向 ほか
１４名

② 付加価値食品の開発
岩内地区の水産加工事業者の連携による高付加価値食品の開発に向けて、マーケティング
等の勉強会及び企業の開発商品に対してのアドバイスを実施した。
本事業の取り組みにより、地域において関係企業が連携し、原料調達・商品開発・販売ま
でを行う仕組みづくりができた。
【勉強会実施状況】

第１回

第２回

第３回

日 時 ： 平成27年12月8日（火）
場 所 ： 岩内町地場産業サポートセンター
講 師 ： (合同)廣龍 代表社員 佐竹廣嘉
内 容 ： 商品づくりのポイント ほか
参加者 ： ８名
日 時 ： 平成28年1月25日（月）
場 所 ： 岩内町地場産業サポートセンター
講 師 ： (合同)廣龍 代表社員 佐竹廣嘉
内 容 ： 消費者が求める商品づくり ほか
参加者 ： １４名
日 時 ： 平成28年2月9日（火）
場 所 ： 岩内町地場産業サポートセンター
講 師 ： ノーステック財団 伊東研究員
内 容 ： 新しい食品表示制度について ほか
参加者 ： １４名

ペットフード開発促進勉強会

マーケティング勉強会
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（３）日本食・食文化の世界的普及プロジェクトのうち日本食文化週間の開催事業（極東ロシア）
（農林水産省委託事業）
極東ロシアは、近年の天然ガスプロジェクトなどにより、急速に経済活動が発展し、消費
市場の拡大が見込まれている。
稚内－コルサコフ間のフェリー航路(※)を利用した北海道からの物流ルートの新規開拓が
大きく進んだことや、日本食材の人気の高まりもあり、極東ロシアの主要都市であるサハリ
ン州ユジノサハリンスク市において、日本食の魅力の発信、日本産品の普及および輸出の拡
大を図ることを目的として、旭川市や稚内市と連携し、一般生活者に対する日本食・食文化
の魅力を伝える啓発的な食イベントを開催した。
※現在は稚内～コルサコフの航路なし
① メインイベント
寿司職人の実演等による日本食の試食品提供、調理セミナーや野点体験等の市民参加型の
イベントを実施した。
開催日
開催場所
参加者
内容

平成27年8月29日（土）～8月30日（日）
パシフィックプラザホテル（ロシア連邦サハリン州ユジノサハリンスク市）
３１０名（両日計）
・寿司、天ぷら、煮物、和菓子、果物等21品目の試食品提供
・調理セミナー等の体験・参加型イベントの実施
・日本式バランスの良い食事セミナーの実施
・日本食文化紹介パネルの展示

② サブイベント
日本人が経営するユジノサハリンスク市でも著名な日本料理店 2 店舗の協力により、日本
食文化を紹介するパネルの掲示等を実施した。
開催日
開催場所
内容

平成27年8月31日（月）～9月2日（水）
日本料理店「ふる里」、「とよ原」（ロシア連邦サハリン州ユジノサハリンスク市）
・メインイベントで使用した日本食文化紹介パネルの店内掲示
・日本食レシピを掲載したチラシの配布
・メインイベントに連動した特別メニューの提供

参加者のアンケート結果では、多くの参加者が「日本食に興味を持った」、「家庭でも日本
食を作ってみたい」と回答しており、本イベントにより日本食の魅力を伝えることができ、
今後の日本食普及が期待できる結果となった。

寿司の実演

試食品提供
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野点体験

４．地域の仕組みづくり事業
道内各地域の産業クラスター研究会が取り組んでいる地場産業の振興、地域戦略の策定な
どの活動、その他地域活性化に向けた各種取り組みに対して支援（補助）を行った。
（１）地域産業クラスターものづくり支援事業（自主事業）
① 重点支援地域の取り組み状況
道内の産業クラスター研究会および地域活動グループ等が取組んでいる、地域の「強み」
や「特色」を活かした『ものづくり』をとおして、地場産業の振興、地域戦略の策定などを
支援するため、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 4 地域活動グループに対して、支援活動を実施した。
研究会・地域活動グループ
朝里川温泉地域クラスタープロジェ
クト（小樽市）
オホーツク農水産加工研究会
（網走市・大空町）
上富良野農産加工プロジェクトグル
ープ（上富良野町）
寿社蠣加工品開発研究会
（寿都町）
一般社団法人下川ふるさと開発振
興公社（下川町）
北海道中小企業家同友会しりべし・
小樽支部農業経営部会（小樽市）

件 名
小樽朝里川温泉施設と高島漁業区の共同事業「ウニ、シャコ
醤油」の商品開発
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
齢者向けの健康づくり、アンチエイジング」に資する加工食品
の開発
上富良野産農産物を活用した惣菜半製品の開発
寿都産寿（ことぶき）蠣を利用した名産品の開発
地元産オーガニックハーブを活用したコスメ商品の開発
アロニア等の小果実を原料とした健康志向酒類製品の開発と
その酒粕を活用した機能性食品や化粧品商品の開発

② 専門家招聘支援事業
道内の産業クラスター研究会および地域活動グループが実施する勉強会などに関わる専門
家を招聘し、産業クラスター活動の活性化につなげる取り組みを実施した。
研究会・地域活動グループ
特定非営利活動法人 創生塾

件 名
オホーツク産品の販路拡大・販売力向上

③ 食クラスター活動支援事業
食産業の一層の活性化に向けて人材の裾野を広げるため、北海道の「フード塾事業」研修
修了生を核として食品開発に取り組むグループ等の食クラスター活動を支援した。
企業名
(有)余湖農園（恵庭市）
(株)わらく堂（札幌市）

件 名
食べるスープ「ミネストローネ」の開発
余湖農園トマトピューレ使用の菓子、絶品スイーツの販路拡大

余湖農園「食べるスープ ミネストローネ」

わらく堂「とまっちーず」
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（２）地域ネット－ワーク会議の開催（自主事業）
道内各地の産業支援機関、地域産業クラスター研究会、および各地域の企業等の交流・情
報交換・連携促進を目的として「地域ネットワーク会議」を釧路で開催した。27 年度は初め
ての試みとして釧路水産加工振興センターが主催する「水産食品加工機器等展示会」とタイ
アップする形で開催した。
ネットワーク会議では、地域の水産加工会社のニーズが高い「北海道機能性食品表示制度
（ヘルシーＤｏ）
」に関する専門家による講演、地域の中核機関やクラスター研究会による取
組報告、ノーステック財団からの報告、意見交換会などを行った。なお、ネットワーク会議
に先立ち、釧路水産加工振興センターで開催されている水産食品加工機器等展示会を視察し
た。
6月23日(火)
釧路市

＜水産食品加工機器等展示会＞
釧路市水産加工振興センター
＜地域ネットワーク会議＞
○ 講演
「機能性食品制度と「ヘルシーＤｏ｣について－食
品機能性表示における地域間連携－」
講師 北海道バイオ工業会 事業企画･運営委
員主幹事 三浦 健人 氏
○ 取組報告
(公財)釧路根室圏産業技術振興センター 総務
企画課長 間瀬 秀樹 氏
(公財)とかち財団 事業部プロジェクト推進課
副課長 赤間 仁 氏
標津町産業クラスター創造研究会 事務局長
川口 真 氏
○ ノーステック財団からの報告
○ 名刺交換会
【４研究会１３ 機関 他 計３８名参加】

- 40 -

水産食品加工機器等展示会
視察

(一社)北海道バイオ工業会
三浦 健人氏 講演

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
道内のバイオ産業の売上高の向上に向け、バイオ関連企業 132 社のネットワークを構築し、
企業間連携、研究開発プロジェクトの構築支援および情報発信などを行った。
（１）地域イノベーション創出促進事業（北海道経済産業局委託事業）
① 評価・解析コンソーシアムの構築・持続的なビジネスモデルの確立
食品の機能性・安全性評価や医薬品開発等のバイオ診断に係るコンソーシアムを構築し、
基礎研究、非臨床、臨床試験、診断・解析までシームレスにサポ－トが可能な連携体の構築
を目指し、事業を行った。
ａ．ワーキング会議の開催
道内の機能評価企業が参画し、コンソーシアムの強みや課題について議論を行った。
参加者：北海道システム・サイエンス、応用医学研究所、化合物安全性研究所、ホクドー、
コスモ・バイオ、 新薬リサーチセンター、ジェネティックラボ、北海道経済産業局、ノース
テック財団
日時
場所
内容

第1回
平成27年7月29日(水)
15:00～17:00

第２回
平成27年8月21日（金）
15:00～17:00

第３回
平成27年12月24日（木）
15:00～17:00

札幌アスペンホテル
趣旨説明、各企業の現状
紹介、意見交換、今後のス
ケジュールの確認

コラボほっかいどう
各企業の現状・技術に関す
る意見交換、今後のスケジュ
ールの確認

コラボほっかいどう
食品開発展等でのＰＲと意見、
共同ＰＲに向けたパンフ作成、
再生医療展への出展、プラット
フォームの課題について

ｂ．パンフレット作成
会議等での意見交換をもとにパンフレットを作成し、展示会等でＰＲを行った。
ｃ．遺伝子検査サービスの現状・市場調査
遺伝子解析サービスの利用拡大に向け、市場調査を行った。
ｄ．オーダーメイド医療等新分野における次世代評価・解析技術の活用・展開
【オーダーメイド医療・創薬開発セミナー】
開催日時
場所
内容

参加者

平成27年9月8日（火）14:00～17:00
京王プラザホテル札幌
①「オーダーメイド医療・創薬開発ｹﾞﾉﾑ・ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ活用の現状と展望」
ファルマシュプール株式会社 代表取締役社長 長谷川 節雄 氏
②「長鎖non-coding RNAの機能探索」
東京大学アイソトープ総合センター 教授 秋光 信佳 氏
③「次世代シーケンスシステムを利用した解析事例」
北海道システム・サイエンス株式会社 技術営業部長 岡田 宰 氏
85名
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【健康科学セミナー】
開催日時
場所
内容

参加者

平成28年3月11日（金）13:00～15:30
ホテルポールスター札幌
①「薬とサプリメントで気をつけたいこと」
㈱エス・アイ・シー 医療情報責任者 堀 美智子 氏
②「腸内環境改善について
～食事で変化する腸内細菌や腸内バリア機能の関係性～」
コスモ・バイオ㈱ セルアッセイグループ長 平 敏夫 氏
③「最先端の遺伝子解析技術」
北海道システム・サイエンス㈱ 技術営業部長 岡田 宰 氏

81名

ｅ．
「国内展示会」等への出展
パネル等を作製してＰＲを行うとともに、プレゼン等も積極的に行った。また、ニーズ調
査や市場調査も併せて行った。
【出展した展示会】
展示会名
食品開発展2015
Bio JAPAN２０１５
ビジネスＥＸＰＯ
再生医療展
近畿バイオインダストリー振
興会議「シーズ公開会」

開催日
平成27年10月7日(水)
～9日（金）
平成27年10月14日(水)
～16日（金）
平成27年10月14日(水)
～16日（金）
平成28年2月24日(水)
～26日（金）
平成27年12月2日（水）

開催場所
東京ビックサイト

来場者数
39,794人

パシフィコ横浜

14,153人

アクセスサッポロ

20,665人

インテックス大阪

26,768人

大阪科学技術センター

70人

ｆ．新技術導入に向けたシーズ公開会の開催
大学の研究成果を企業へ技術移転することを目的としてシーズ公開会を開催した。
最新の食品機能性成分の探索・評価技術
開 催 日 時 平成27年11月18日（水）15：00～17：00
場
所 札幌アスペンホテル２階アスペンＡ
内
容 ①「質量分析イメージングの機能性食品成分研究への展開」
北海道大学大学院保健科学研究院 特任助教 早坂 孝宏 氏
②「機能性食品成分としてのスフィンゴ脂質に関する研究」
北海道大学大学院先端生命科学研究院 特任助教 酒井 祥太 氏
③「エネルギー消費組織・褐色脂肪をターゲットとする抗肥満食品成分の探索」
北海道大学大学院獣医学研究科 講師 岡松 優子 氏
④「北海道産食素材の抗酸化機能成分データベースの構築と食品臨床試験」
旭川医科大学 准教授 大谷 克城 氏
参 加 者 47名
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最新の遺伝子解析技術を活かす医療技術開発
開 催 日 時 平成28年3月8日(火)15:30～17:30
場
所 札幌アスペンホテル２階アスペンＡ
内
容 ①「最新の解析機器を活用した遺伝子診断システムの構築への取り組み」
医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院付属臨床研究センター 水上 裕輔 氏
②「クリニカルシークエンスを実現するバイオバンクの構築の取組み」
北海道大学大学院医学研究科探索病理学講座 特任教授 西原 広史 氏
参 加 者 38名

②ヘルスケア産業に資するニーズ志向型商品開発モデルの構築と海外展開事業
本事業では、コーディネーターが中心となり、新たな機能性素材の発掘から商品開発の企
画及び販路開拓に向けたビジネスマッチングなどを行い、プロジェクトリーダーやその周辺
企業の売上増加や研究開発の促進を目指していくため事業を行った。
ａ．市場ニーズに即した新たな機能性素材の発掘と製品開発
【農水産加工業者の生産現場・加工現場へのアンケート調査の実施】
道内の 74 漁協および 107 農協に対して未利用資源に関するアンケート調査を行った。
アンケートでは有用な未利用資源の発掘には至らなかったが、コーディネーター等が発
掘した素材の成分評価を行い、利活用方法を検討した。
【北海道・沖縄素材辞典の作成】
北海道と沖縄地域の一次産品の機能性を掲載した素材辞典を作製
した。
【北海道・沖縄（九州素材）等を融合した商品企画】
コーディネーターが道内外の素材等を発掘し、道内の素材と他地
域の素材を融合した製品設計を行った。
ｂ．海外販路の構築・拡大
機能性食品の輸出が期待されるインドネシア、マレーシア、ベトナム

北海道・沖縄産
機能性素材辞典

の市場・法規制に等に関する調査を実施した。
【インドネシア】
最終製品に対する輸入規制は厳しく、原材料を現地で加工させる仕組みの構築が必要。
インドネシアに加工製品を展開するためには、輸入ライセンスを持つ地元 Distributor
を探す必要がある。健康食品・機能性食品に対する規制・審査基準は一般食品に比し高
く、求められる書類も多くなる。インドネシアの規制はオリジナルではなく、米国や欧
州のそれを模倣していく過程で多大な規制へとなっていったもので、欧州や米国との輸
入ノウハウを持っていれば、ある程度対応可能。
【ベトナム】
インドネシアに比べると輸入規制もなく、各種手続きも容易。よって機能性食品市場
におけるビジネス展開は、インドネシアよりも容易と思われる。
ベトナムの人口の多くが農民であり、市場は都市部に限られるが、子供に多くのお金
をかける傾向にあるため、脳機能改善、睡眠の質向上等の商品の展開が期待出来る。ベ
トナムも現地パートナー企業の選定が重要である。
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ｃ．北海道医療・健康展示会の開催
全国の病院関係者が集う「日本病院学会」に併設して、北海道の医療関係技術のＰＲを行
った。
開催日
場 所
来場者数

平成27年9月12日(土)～13日（日）
さっぽろ芸文館
参加数46社、来場者750名

（参考） 第 57 回全日本病院学会 in 北海道
開催時期： 平成 27 年 9 月 12 日（土）
、13 日（日）
場

所： ロイトン札幌、ホテルさっぽろ芸文館

来場者数： 3,000 名
ｄ．機能性表示制度の活用や事業化のサポート
機能表示食品制度の創設に対応するため、道内の素材に関する文献検索を行った。
ｅ．機能性「素材・食品・化粧品」ビジネスマッチング in 札幌 2016 の開催
道内の機能性食品・化粧品関連企業の販路拡大に向け、買い企業との商談会を開催した。
また、併せて機能表示制度や販路開拓に向けたセミナーも開催した。
開 催 日 時 平成28年1月25日（月）～26日（火）
場
所 京王プラザホテル札幌
内
容 ○1月25日（月）
・基調講演
「機能性表示食品の最新市場動向」
健康産業新聞 編集部次長 長谷川 光司 氏
・基調プレゼン
「選ばれる機能性素材とは～商品開発・販売の最前線から～」
サニーヘルス（株） 執行役員 葛城 寿史 氏
・企業プレゼン
「買いたい企業４社」（紀伊國屋、コーセー、大丸松坂屋百貨店、オイシックス）
「売りたい企業３６社」
○1月26日(火)
・基調講演
「野菜のチカラと機能性」
デザイナーフーズ㈱ 代表取締役社長 丹羽 真清 氏
・展示会、商談会
商 談 結 果 ・参加企業数 ： ８５社
・商談件数 ：４７９件
・相談継続中 ：２４５件
・成約件数 ： ２０件
参 加 者 85名

【成約事例】
・そば新商品を道内百貨店、スーパーで販売予定
・みその新商品を道内百貨店、首都圏スーパーで販売予定
・乳酸菌を入れた豆腐の新商品を開発し、28 年夏頃に販売予定
・道産素材の入浴剤、化粧品を道内商社が取扱開始
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ｆ．
「食品開発展」への出展
開 催 日 時 平成27年10月7日(水)～9日（金）
場
所 東京ビックサイト
参 加 企 業 コスモ食品(株)、（株）化合物安全性研究所、日生バイオ（株）、ナチュラルケ
ア（株）、（株）リナイス、（有）植物育種研究所、(株)新薬リサーチセンター、
(株)グライコテクニカ、コスモ・バイオ（株）、北海道ワイン(株)、（株）活里
来 場 者 数 39,794人
訪 問 者 数 1,317件（うち商談・引合件数：279件）

ｇ．機能性表示制度を活用した付加価値向上事業
国の機能性表示制度申請に関する留意点等の情報発信と、道内の機能性素材のＰＲを目的
としてセミナーを開催した。機能表示食品の申請に向けた個別相談会も開催し、今後、北海
道からの認定商品が増加することが期待される。
【北海道食品の機能性評価に関する報告会】
開 催 日 時 平成28年2月29日（月）14:00～17:15
場
所 京王プラザホテル札幌
内
容 ①「機能性表示食品制度の現状と申請の留意点」
（公財）日本健康・栄養食品協会 課長 森戸 暁久 氏
②「農研機構における北海道向け野菜品種の開発」
農研機構 主任研究員 室 崇人 氏
③「北海道情報大学の食品臨床試験の取組み」
北海道情報大学 教授 西平 順 氏
④「事例紹介」（食品臨床試験による商品の付加価値化）
・㈱スリービー (タモギタケの免疫賦活化作用に関するヒト介入試験)
・北海道乳業㈱ （HOKKAIDO株配合発酵乳の免疫賦活化作用に関するヒト介入試験）
・㈱アミノアップ化学(ヘルシーＤｏ及び機能表示食品に向けた取組みと効果)
⑤「機能性表示食品制度」個別相談会（日本健康・栄養食品協会） 6社
参 加 者 85名

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、平成 15 年 3 月に「北大リサーチ＆ビジネスパーク
構想推進協議会」が設立、平成 19 年、
「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）
」に名称を変更し、当財団において事務局を務め、構想の推
進方策の検討や構想の推進に向けた事業を実施してきた。
平成 27 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（ＦＭＩ）
国際拠点」が竣工し、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。
北大においては、産学・地域協働推進機構の発足や北大発ベンチャー促進のための「創業
デスク」の発足、北大発ベンチャー認定制度が創設され、北海道と当財団の間では、健康長
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寿産業振興について連携協定が締結される等の動きがあった。
北大Ｒ＆ＢＰ推進協議会では、
「健康科学」と「医療」の融合拠点の形成を目指して、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）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
第1回
幹事会
第1回
協議会
第2回
幹事会
第2回
協議会

7月28日（火）
8月25日（火）
3月 7日（月）
3月28日（月）

① 北大リサーチ＆ビジネスパーク推進協議会事務処理規定の改正につ
いて（幹事会のみ）
② 平成２６年度北大Ｒ＆ＢＰ推進協議会収支決算（案）について
③ 平成27年度事業計画及び予算の補正（案）について
① 平成27年度北大Ｒ＆ＢＰ事業実施状況及び収支見通しについて
② 平成28年度北大Ｒ＆ＢＰ事業計画及び予算（案）について
（地域イノベーション戦略のロードマップを含む）

② 視察対応（1 件）
栃木県議会議員

視察 7 月 15 日（水） 10:00～12:00

（２）研究開発プロジェクトの推進
さっぽろヘルスイノベーション‘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Ｒ＆ＢＰ推進協議会（平成 27 年 8 月 25 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さっぽろヘルスイノベーション‘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。
【
「食と医の健康研究会」懇話会】
第８回（平成27年度第１回）
開催日
平成27年11月20日（金）
場 所
札幌市内
内 容
「北海道産すこやかレシピ」編纂にあわせ、座談会を開催
第９回（平成27年度第２回）
開催日
平成28年3月9日（水）
場 所
札幌市内
内 容
さっぽろヘルスイノベーション‘Smart-H’の取組について
「北海道産すこやかレシピ」について
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＜食と医の健康研究会メンバー＞
北翔大学学長
西村 弘行 氏
札幌医科大学学長
（現 日本医療大学総長）
島本 和明 氏

天使大学教授
藤女子大学副学長
北海道大学客員教授

荒川 義人 氏
藤井 義博 氏
森山 隆則 氏

（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
パンフレットや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 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。
【
「国際食品素材添加物展・会議（ifia JAPAN ２０１５）」 出展】
開催日時
場
所
内 容

来場者数

平成27年5月20日（水）～22日（金）
東京ビッグサイト
・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
・さっぽろヘルスイノベーション‘Smart-H’の出展
・北海道立総合研究機構食品加工研究センターが取り組む成果の紹介
・北海道大学、札幌市における企業立地の取組や研究シーズ等を紹介
・北大ビジネス・スプリングの施設紹介、入居企業の活動を紹介
31,280人

【
「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
場
所
内 容

平成27年8月11日（火）
ロイヤルパークホテル（東京都）
・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、
・北海道総合研究機構が開発した北海道産小豆「きたろまん」の紹介（どら焼き）
・ノーステック財団が開発協力した北海道エビクリームスープの紹介 など
参加100社

来場者数

154人

【
「食品開発展 ２０１５」出展】
開催日時
場
所
内 容

来場者数

平成27年10月5日（水）～7日（金）
東京ビッグサイト
北海道バイオ産業クラスター・フォーラム、北海道経済産業局、札幌市、ノーステック
財団と連携し、研究シーズの紹介等を実施
・さっぽろヘルスイノベーション‘Smart-H’と共同出展
・北大Ｒ＆ＢＰ推進協議会紹介パンフレットを配布
39,794人
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【
「第２２回未病システム学会学術総会」出展】
開催日時
場
所
内 容
来場者数

平成27年10月11日（日）～12日（月）
北海道大学学術交流会館
・さっぽろヘルスイノベーション‘Smart-H’と共同出展
・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
300人

【
「Ｂｉｏ ＪＡＰＡＮ ２０１５」 出展】
開催日時

平成27年10月14日（水）～16日（金）

場

所

パシフィコ横浜

内

容

・さっぽろ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
14,153人

来場者数

【
「第２７回北海道・技術ビジネス交流会（ビジネス EXPO）
」 出展】
開催日時
場
所
内 容

来場者数

平成27年11月5日（木）～6日（金）
アクセスサッポロ
・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
・北大北キャンパス内のインキュベーション施設の紹介
・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、北大ビジネス・ス
プリング、コラボほっかいどうの入居者募集
20,665人

【
「健康博覧会２０１６」出展】
開催日時
場
所
内 容

来場者数

平成28年3月16日（水）～18日（金）
東京ビッグサイト
・さっぽろヘルスイノベーション‘Smart-H’と共同出展
・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
「北大Ｒ＆ＢＰ推進協議会」ブース
38,317人

（５）産学協働の促進
①コーディネーターの交流促進及び北大北キャンパス関連企業へのビジネスチャンスの提供
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「北海道コーディネータ・ネットワーク・フォーラム」を開催した。
【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
場
所
内 容

参加者数

平成28年2月24日（水）13：30～16：30
センチュリーロイヤルホテル
１．研究発表（平成27年度北海道科学技術奨励賞受賞者研究発表）
２．基調講演「えひめ水産イノベーション」講師：えひめ産業振興財団
３．事例紹介「浴槽見守りセンサシステムの開発」
主催：北海道、北海道大学産学・地域協働推進機構、北海道立総合研究機構、
一般社団法人北海道発明協会、北大Ｒ＆ＢＰ推進協議会
50人
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また、中小企業基盤整備機構北海道本部と共催で北大リサーチ＆ビジネスパーク（北大北
キャンパス）ならびに関連のベンチャー企業等を対象に「北大北キャンパス・ビジネスネッ
トワーク拡大プロジェクト～拡がる！支援の輪～」を開催した。この事業では販路開拓、資
金調達等に資するビジネスチャンスを提供するとともに、道内の様々な支援機関及び支援者
とのより幅広いネットワークを構築し、事業化促進を目指した。
【北大北キャンパス・ビジネスネットワーク拡大プロジェクト～拡がる！支援の輪～】
開催日時
場 所
内 容

参加者数

平成27年10月20日（火）14：00～17：00
センチュリーロイヤルホテル
１．企業による事業発表、コメンテーターによる事業化促進に関するアドバイス等
２．個別マッチング及び交流会
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・地域協働推進機構、北海道立総合研究機構、
ノーステック財団
７３人

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。
平成 28 年 1 月 27 日（水）15:00～16:50
研究発表会・事業説明会

参加者 49 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）
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
大ビジネス・スプリングパークセミナー」を開催した。
【第２１回北大ビジネス・スプリングパークセミナー】
開催日時
場
所
内 容

参加者数

平成28年2月18日（木）13：30～17：00
センチュリーロイヤルホテル
１．助成金・融資制度の説明
２．インキュベーション施設の紹介
３．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
46人

③ 参画機関の事業への協力等
北海道大学人材育成本部からの要請を受け、文部科学省女性研究者研究活動支援事業（拠
点型）において女性研究者の研究力、マネジメント向上力などを目的とした各種セミナーの
周知等に協力した。
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北海道大学ほか、道内大学、高等専門学校、北海道立総合研究機構と「道内企業と道内大
学、高専、公設試の共同研究発掘フェア in 北洋銀行ものづくりテクノフェア２０１５」を共
催した。(7/23）
北海道が開催する「産学官連携パネル展」
（北海道庁本庁舎 1 階 道政広報コーナー）に参
加した。
（9/28～30）
（６）事業拠点の道内集積を目指した道外セミナーの開催
関西圏の企業等に対し、道内の「食」に関する研究シーズの紹介や道産食品の試食提供
を行うとともに、健康長寿産業振興や北大北キャンパス内のインキュベーション施設の紹
介を行うなどして、事業拠点の道内集積に向け、積極的にプレゼンテーションを行った。
【北大リサーチ＆ビジネスパークセミナー（大阪）】
開催日時
場
所
内 容

開催結果

参加者数

平成27年11月26日（木）13：30～17：30
ホテル日航大阪
１．講演「北大食科学プラットフォーム：地域とともに歩む」
講師：北大産学・地域協働推進機構 地域協働部門長 木曽良信氏
２．北海道大学の研究シーズの紹介（「食」と「健康」に関する３テーマ）
３．北海道における健康長寿産業振興に向けた取組施策紹介
４．北大リサーチ＆ビジネスパークの紹介
５．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）
主催：北大Ｒ＆ＢＰ推進協議会
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・地域協働推進機構、ノーステック財団
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、業界紙等（米穀新聞）、北海道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・地域協働推進機構、ノーステック財団
100人

３．ＪＩＣＡ研修事業（ＪＩＣＡ委託事業）
開発途上国の政府・公共団体関係者等に対する地域産業振興手法の習得に係る研修を通し
て、中長期的視点に立ち北海道と海外諸国とのネットワークを構築することで道内産業の海
外展開等に資することを期待し、ＪＩＣＡ研修事業を実施した。
研修参加国の中小企業振興における課題として、市場経済に対応できる経営能力や技術ノ
ウハウの不足、品質・生産性及び衛生管理に関する改善意識の低さなどが挙げられる。
これらの課題を解決し、中小企業の永続的発展を実現するためには、研修員各人が“競争・
イノベーション”の重要性を理解し、企業は“市場のニーズに合致した長期的展望のある戦
略”を採る必要があることを認識することが重要である。本研修では、国・地方自治体、支
援機関による中小企業支援策の説明、道内企業による経営戦略やマーケティング手法の紹介、
並びに生産管理・衛生管理が徹底された工場見学などを通じて、研修員が上記内容について
理解を深め、自国の課題解決及び中小企業振興への応用の手掛かりを得られる研修内容とし
た。
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中央アジア・コーカサス混在／「地域における中小企業振興コース」
研修期間

平成27年11月25日～12月10日（15日間）

参 加 国

アゼルバイジャン：1名、カザフスタン：8名、キルギス5名

研修内容

「日本の中小企業支援体制」「北海道におけるクラスター事業とアグリビジネス」「地域資
源を活用した北海道企業の生産活動」等の講義を行政、中小企業支援団体から説明を
して理解を深めた。
中央アジア・コーカサス地域における中小企業振興の課題である「経営者・管理者間の
認識不足」「海外とのネットワークが弱いため、海外の進んだ技術の情報が入りにくい」「
生産性・稼働率・食品衛生レベルが低い」等の問題点も考慮した研修内容とし、自国の中
小企業振興の発展に寄与することを目的として実施した。

合計：14名

中小企業診断士 加藤 玲氏「マーケティ
ング戦略の展開事例の研究」では、商品の
陳列方法やパッケージに着目した販売戦略
手法の紹介などを行い、実際に店舗におい
てはどのような販売戦略手法が採られている
かを確認した。他の見学が「ものづくり」「製品
・商品開発」中心であったため、「どう売るか」
という別の視点からの講義・見学として有用
であった。

急速に変化する社会･経済情勢の中、人口の減
少、高齢化の進展等中心市街地が空洞化し活力
が低下してきたことを背景とした、中心市街地を活
性化に対する砂川市の取組について経済部長 田
伏 清巳様より説明をして頂き、講義の合間に砂川
市長 善岡 雅文様の表敬訪問が実現した。
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Ⅳ．産学官連携推進事業
１．「コラボほっかいどう」の運営事業
当財団では、北海道における技術シーズ等の橋渡しを目的として、北大北キャンパスに位
置する北海道産学官協働センター（コラボほっかいどう）内レンタルラボの運営管理を実施
している。
本年度は、一部入居者の退去もあり、財団ホームページ、ダイレクトメールによる入居募
集の他、各種イベントにおけるＰＲ、ビジネスＥＸＰＯ出展案内ＤＭを利用した募集活動等
を実施した。

２．「グリーンケミカル研究所」の管理運営事業
（１）ＧＣＣ体制の再構築
グリーンケミカル研究所（以下ＧＣＣという。）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・精製技術などを使って、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、さらには人材の育成などを図り世界か
ら注目される中核的研究開発拠点の形成を目指し、運営している。
平成 27 年度は、出光興産㈱、北興化学工業㈱（平成 28 年 3 月末契約期間満了）
、㈱アミノ
アップ化学、㈱ハーバー研究所の 4 社が入居し、実証研究を実施しているが、ＧＣＣとして、
入居企業の実証研究が更なる成果に繋がるよう、施設・人材の高度化を狙って、新たな運用
体制作りも進めてきた。
また、平成 28 年度から、研究機関として、ＧＣＣの完全密閉型人工環境を活用した自主研
究をすすめるため、新たな研究資金の獲得に向けた検討調査を行った。
（２）ＧＣＣ運営のシステム構築
ＧＣＣ入居企業とのネットワーク強化のため、運営・保守管理委員会分科会を３社（出光
興産㈱、㈱アミノアップ化学、㈱ハーバー研究所）それぞれと開催した。
※参考 （分科会での意見・要望）
 ＧＣＣでの成果から自社内で事業化体制を確立する為、更なる協力要請
 ＧＣＣを利用しての研究費獲得の為、新たな共同研究体制など協力要請
（３）主な行事
月 日
平成27年
4月 2日(木)
4月 7日(火)
4月 8日(水)
5月22日(金)

内
容
北海道経済産業局
地域経済部バイオ産業課 (視察)
大日本印刷(株)ＡＢセンター
(視察)
トヨタ自動車(株) 新規事業企画部
(視察)
国立研究開発法人産業技術総合研究所
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備
堀課長他４名

考

坂元エキスパート 他２名
中田企画部長 他３名
金山副理事長、中沢理事 他２

6月12日(金)
6月22日(月)
6月25日(木)
6月26日(金)
7月15日(水)
7月28日(火)
9月 1日(火)
9月 3日(水)
9月11日(金)
9月28日(月)
9月30日(水)

10月27日(火)
11月17日(火)
平成28年
3月 3日(木)
3月31日(木)

経済産業省 事業環境整備室 (視察)
文科省科学技術・学術政策室 産業連携地域支
援課
(視察)
経済産業省 産業技術環境局研究開発課
(視察)
三重県健康福祉部ライフイノベーション課
(取
材)
北海道経済産業局資源エネルギー環境部
(視察)
千葉大学
(取材)
(株)安川電機 マーケティング本部
新規市場開発部
(取材)
経済産業省産業技術環境局 技術振興・大学連
携推進課 大学推進室 (視察)
(株)ハーバー研究所
(取材)
文科省COIプログラム関係者 (視察)
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総
合開発機構 電子・材料・ナノテクノロジー部 (視
察)
ＨＯＢＩＡ （見学）
北海道食の安全・安心委員会 （見学）
地域イノベーション外部評価委員会関係者
（見学）
農芸化学会 (見学)

名
谷室長 他２名
塩野谷専門職 他４ 名
岡本係長 他１名
林﨑主査 他１名
一ノ瀬部長

他３名

准教授 彦坂晶子
古野杏奈
竹中室長補佐 他１名
柴田取締役 他４名
松田ビジョナリーリーダー
他７名
梅田主幹
他３名

２１名
小野安全推進局長 他９名
４名
４７名

グリーンケミカル研究所

以上

- 53 -

