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はじめに
ノーステック財団は 2010 年に策定した中長期アクションプラン「２０２０プラン」(2011～2020 年度)
に基づいた活動を展開中です。
第 1 ステージ(2011～2013 年度)では、食クラスター形成に向け「北海道フードコンプレックス国際戦略
総合特区」構想に基づき、生産から加工・流通・販売そして輸出までの“食のバリューチェーン”構築に
係る「食の安全性・有用性評価研究プラットフォーム」の形成と「食品試作・実証プラットフォーム」構
築を中心に取り組んできました。
「食の安全性・有用性評価研究プラットフォーム」の形成では、
「食の機能性に着目した食品開発」の
ため、食素材の機能性評価から有用性・機能性の実証までの評価研究プラットフォームを構築し、当財団
のネットワークを活用し、ワンストップ窓口としての役割を果たすべく活動してきました。個別の機能性
評価研究事業に対する支援も自主事業として実施しました。
また、道内における食品加工度向上による食の高付加価値化と雇用増を目指した「食品試作・実証プラ
ットフォーム」構築のため、当財団と北海道立総合研究機構(道総研)、北海道食産業総合振興機構(フード
特区機構)と連携し、企業の開発ニーズを発掘、試作品開発、実証、製造といった各工程を支援する体制を
整備しました。
同時に、次のステージである健康科学産業クラスター形成に向けて、食の健康機能性に着目し「健康科
学と医療の融合」を目指す「さっぽろヘルスイノベーション‘Ｓｍａｒｔ－Ｈ’」事業にも取り組んできま
した。

平成 24 年末には完全密閉型植物工場（GCC）が完成し、平成 25 年度から本格運用が始まりました。
この施設は産総研の持つ世界トップレベルの最先端技術を民間企業へ橋渡しすることを大きな使命として
おります。

平成 25 年度は次の 4 つを重点推進項目として活動してきました。

１．国際モデルとなる「健康科学産業クラスター」の形成
２．食の付加価値向上に向けた「食クラスター」の形成
３．学際･業際･域際的ネットワーク形成による成果の創出
４．北海道を担う人づくり

本事業報告書では公益事業としての 4 本柱
Ⅰ．基礎的・先導的研究支援事業
Ⅱ．実用化・事業化支援事業
Ⅲ．ネットワーク形成事業
Ⅳ．産学官連携推進事業
に則り各事業を整理しております。
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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（1/2 自主事業、1/2 北海道補助事業）
本道の科学技術および産業技術の振興を総合的・横断的に推進するため、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、採択予定件数の 3.6 倍にあたる 62 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、17 件の研究テ
ーマを採択した。
応募

採択

件数

件数

スタートアップ研究補助金

40

発展・橋渡し研究補助金
合

事業名

補助金名

イ ノベ ーシ ョン創

倍率

補助金額

10

4.0

19,900,880 円

22

7

3.1

27,980,000 円

62

17

3.6

47,880,880 円

出研究支援事業（補
助率：北海道、
当財団各々1／2）
計

審査委員会の開催日

第一回（審査方針の確認）
：平成 25 年 6 月 19 日（水）
第二回（採択課題選定）
：平成 25 年 8 月 6 日（火）

【スタートアップ研究補助金】
研究テーマ名

研究代表者

食品・医薬品をターゲットとした高効率分離抽出材料の開発

苫小牧工業高等専門学校
甲野

裕之

腸粘膜バリア機能を強化する北海道の米品種の発現遺伝子カタ

帯広畜産大学

ログ

加藤

1

清明

土壌環境改善が醸造用ブドウの品質に与える影響と生産性向上

北海道ワイン株式会社

のための技術開発

平川

距離画像センサを用いて乳牛の体型を立体測定する装置の開発

敦雄

株式会社 CS ソリューション
澁谷

良治

札幌医科大学

骨髄幹細胞移植による脳血管性認知症の治療

佐々木

祐典

磁気共鳴画像化法による生体内酸化ストレス評価とその活用研

札幌医科大学

究

藤井

噛みごたえを求め歯根膜幹細胞を組み込んだ次世代型人工歯の

北海道大学大学院薬学研究院

開発

大久保

ヒト由来コアフコース転移酵素固定化ナノ磁性微粒子の開発

トロンブウォールと PCM による外気負荷削減システムの開発

可視光ワイヤーグリッド偏光フィルター製造法の開発

博匡

直登

医化学創薬株式会社
成地

健太郎

北海道大学大学院工学研究院
森

太郎

株式会社日本アレフ
鏡

好晴

【発展・橋渡し研究補助金】
研究テーマ名

研究代表者

化学肥料代替型の高肥料成分ペレット堆肥の開発と栽培効果の

帯広畜産大学

検証

宮竹

赤ビートの高機能性水溶性植物色素ベタニンの包括的実用研究

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

ヘテロティック育種母集団の構築によるチモシー多収品種の開
発

史仁

北海道大学大学院農学研究院
橋床

泰之

函館地域産業振興財団
木下

康宣

北海道大学
北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ
山田

敏彦

がん、自己免疫疾患治療を目指した次世代抗インテグリン薬の開

北海道大学大学院薬学研究院

発

今

全量副産物ゼロセメント固化体の高付加価値化と二次製品への

室蘭工業大学

展開

濱

E-KANGO を応用した集合住宅居住者用健康管理システムの検

札幌市立大学

証

スーディ神崎和代
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重之

幸雄

（２）若手人材育成事業(自主事業)
将来の北海道の科学技術力の強化および新産業創出に向け、研究者の人材育成およ
びネットワークの形成の視点から、若手研究者への研究支援を目的とした補助金を交
付した。
①応募・採択件数等
本事業は、採択予定件数の 4.9 倍にあたる 103 件の応募を受け、産学官の有識
者からなる審査・専門委員の審査を経て、21 件の研究テーマを採択した。
事業名

補助金名

研究開発助成事業
（補助率当財団全額）

タレント補助金

応募

採択

件数

件数

103

21

倍率

補助金額

4.9

8,400 千円

特に斬新・独創的と認められ今後の発展が期待される研究に対しては理事長賞
を贈呈した。平成 25 年度の受賞者は下記の通り。
理事長賞

テーマ

「若年期の不安を制御する新たな神経回路基盤の探索」

受賞者

吉田

隆行

氏

北海道大学大学院医学研究科

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

消化管間質腫瘍におけるマイクロ RNA 遺伝子の制御機構

若年期の不安を制御する新たな神経回路基盤の探索

札幌医科大学
新沼

猛

北海道大学大学院医学研究科
吉田

隆行

乳酸輸送体の機能解析と個別化治療へ向けた臨床応用に関す

北海道大学大学院薬学研究院

る研究

小林

人工膝関節置換術における関節可動域を改善可能な可変型イ

北海道大学大学院医学研究科

ンサートの開発

小野寺

ウニ由来のエキノクロームを用いた新たな角膜創傷治癒剤の

札幌医科大学

開発

ANTON LENNIKOV

ウイルスにより形成される NLRP3 インフラマゾームの構造

北海道大学大学院薬学研究院

解析

尾瀬

PGE2 受容体の急性腎不全におけるの役割解明と治療への応

旭川医科大学医学部

用

小島
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正紀

智洋

農之

史章

神経性圧反射機能測定法を用いたストレス評価

低吸収性成分の吸収改善法の確立と製剤開発への応用

DJ-1 によるコレステロール恒常性維持及び摂食調節の解明

札幌医科大学
加藤

有一

北海道大学大学院薬学研究院
佐藤

夕紀

北海道大学大学院薬学研究院
仁木

加寿子

ミトコンドリアを標的とする in vivo 核酸送達システムの開

北海道大学大学院薬学研究院

発

山田

厳冬期のコンクリート施工に配慮した新型耐寒剤の開発

加齢における聴覚の機能低下機構とその補償機器開発の基礎
研究

勇磨

北見工業大学
井上

真澄

北海道大学
大学院情報科学研究科
西川

淳

北海道大学大学院
天然由来の船底着生阻害剤の合成研究

地球環境科学研究院
梅澤

大樹

ファイバ型インライン分光 DHM による無染色での血液細胞

室蘭工業大学

観測

船水

固相多点担持ホスフィンの構造特性に基づく触媒設計と反応

北海道大学大学院理学研究院

開発

岩井

北海道における微生物起源コールベッドメタンの探索

英希

智弘

北海道大学創成研究機構
齋藤

裕之

石狩湾をモデルケースとする海成堆積粘土の剛性構造の特徴

北海道大学大学院工学研究院

解明

西村

ネギに感染するリゾクトニア属菌の多様性解明と簡易同定法
の開発

北海道立総合研究機構
道南農業試験場
三澤

ストレス反応誘導によるホワイトアスパラガスの機能性向上
技術

聡

知央

北海道立総合研究機構
上川農業試験場
地子

立

ウイルス由来長鎖 ncRNA の病態への作用機序に関する基盤

北海道大学大学院獣医学研究科

研究

好井 健太朗
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②若手研究者交流会の開催
ａ. 若手研究者とバイオ企業の交流会
若手研究者とバイオ企業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 25 年 5 月 9 日（木）

場

所

コラボほっかいどう

概

要

講演①「糖質代謝関連酵素を利用した有用糖質の生産」
北海道大学大学院農学研究院

助教

佐分利

亘

氏

講演②「多糖の機能と高次構造解析：ベータグルカンの化学生物学」
北海道大学大学院先端生命科学研究院
参加社数

助教

谷口

透

氏

バイオ企業 8 社

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、研究者間及び研究者と支援者のネットワーク形成のた
めの「若手研究者交流会」を開催した。
開催日

平成 25 年 10 月 1 日（火）

場

所

コラボほっかいどう

概

要

①助成対象者

研究紹介（自己紹介・研究紹介）

②Ｈ２５年度理事長賞

授与式

③交流懇親会
参加者数

30 名

２．北海道の食の高付加価値化に向けた取組
（１）食の安全性・有用性研究評価プラットフォーム事業の推進
①道内のモデル素材を用いた機能性の検証と評価手法の構築
【平成２５年度総合特区推進費補助金（地域新産業戦略推進事業：北海道経済産業
局補助事業）】
道内の評価系バイオ企業・食品企業、大学研究者及び北海道等地方公共団体等
で構成する産官学研究会を設置し、保健機能性があるとされている北海道産農林
水産素材の中から調査対象素材を７素材を選定した。
選定した素材については、素材を収集後、速やかにフリーズドライ化（一部は

5

生素材から抽出）し複数の評価系により機能評価を行った。
評価の結果、以下の効果が示唆され、報告書にまとめるとともに、道内の食品
企業向けに、調査対象素材の活用法と機能評価に関する事例集を作成した。

タマネギ

ナガイモ

アロニア

ユリ根

マタタビ

キクイモ

ハスカップ

調査対象素材 7 種

機能評価試験名と機能を確認した素材

効果

試験名
α ｰグルコシダーゼ阻害

タマネギ、アロニアで阻害効果を示す。

DPPIV阻害活性

タマネギ、アロニア、ゆり根、ハスカップ、マタタビで阻害効果を示す。

ACE活性性阻害

タマネギ、アロニア、ゆり根、ハスカップ、キクイモ、マタタビで阻害効果を示す。

がん湿潤・転移

タマネギ、長いもで転位阻害を示す。

免疫賦活

アロニアで賦活効果を示す。

抗炎症性

タマネギで抗炎症効果を示す。

脂肪燃焼促進効果

たまねぎ、ゆり根、長いもにおいて促進効果を示す。

抗糖化評価試験

アロニア、ハスカップ、マタタビにおいて効果を示す。

抗菌性

アロニアにおいて高い抗菌性を示す。

肥満マウス反復投与

アロニアにおいて体重増加抑制傾向などを示す。

糖尿病マウス反復投与

アロニアにおいて血糖値抑制傾向を示す。

高血圧ラット反復投与

タマネギ、アロニアにおいて血圧低下作用を示す。

②亜熱帯地域の機能性素材の調査と北方系素材を融合した新商品開発の検討
北方系特有の資源及び亜熱帯地域特有の資源は地域固有の資源であり、風土・
伝承的に健康に良いとされてきた素材も多く、この２地域の素材を組み合わせる
事により、東アジアへ発信する新たな健康食品開発が期待されることから、コー
ディネータを配置し、沖縄の伝承的な素材を調査とその機能性と北海道の素材と
の組み合わせによる新商品開発が進められることとなった。
③食品の安全性・機能評価に係る普及啓発事業
食品の安全性・機能性評価手法の活用が期待される道内食品企業等向けに、評
価技術を紹介するセミナーを開催した。
開催日時

平成２５年１１月８日（金）１３：３０～１５：３０

場

アクセスサッポロ（ビジネスエキスポ同時開催）

所
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内

容

【基調講演】

「北海道の素材の魅力～北海道産豆類の機能性と付加価値の向上～」
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

【道内企業の安全性・有用性探索技術】
○培養細胞を用いた機能性評価試験」
（一財）日本食品分析センター
○「動物試験等による道産素材の機能性と安全性の評価」
㈱化合物安全性研究所
○「ヒト臨床試験とその事例」
㈱新薬リサーチセンター
○「新たな視点からみた腸内環境改善評価サービス」
コスモ・バイオ㈱プライマリーセル事業部
○「次世代シーケンサーを用いた腸内メタゲノム解析の応用編
北海道システム・サイエンス㈱
参加人数 76 名
④道内食品企業等との連携による新規機能性食品開発モデル事業
食品の安全性・機能性を評価するため、道内の食品企業を対象に、モデル事
業への参加企業を公募し、有識者による審査会により９件の評価素材を決定し、
機能性・安全性の評価を行った。
この９素材については、今後、北海道食品機能性認証制度の取得に向けた取組
みについて継続して支援していく予定である。
また、道内食品企業等からのニーズに基づいて、食品の機能評価や安全性評価
の実施のためのコンサルティング（相談・指導）を実施した。
⑤食品の機能性評価分析支援事業
北海道産の食品、食素材の健康機能性の評価分析試験に対する支援を行ない、
地場企業の機能性商品開発を促進するとともに道内食産業の振興に貢献すること
を目的とした、
「食品の機能性評価分析支援事業」制度を創設した。
第一回の公募を、12 月に実施し、井原水産株式会社より申請のあった「数の子
凍結乾燥粉末の血清中性脂肪低下機能確認のヒト介入試験」一件について採択し
た。
（２）食品試作・実証プラットフォーム体制の構築
＜事業概要＞
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食品の開発には多様な技術要素と設備が必要であり、さらに研究から、実験室、実
機試験、本格生産の各段階で改良が必要となる。とくに研究開発資源が乏しい中小企
業においては、1 社で全てを賄うことが困難である。
このため、道内企業の食品開発ニーズに応える「ワンストップ窓口」をノーステッ
ク財団、フード特区機構、道総研に設置し、三機関が企業ニーズをスクリーニング後、
都度の連携・調整により試作・実証支援企業へのつなぎや公設試験場等を活用したニ
ーズ対応型のプロジェクト仕立てをするとともに、新技術活用等のアクティブ型プロ
ジェクトにより食品開発を推進する体制を平成 25 年 11 月に構築した。

北海道における「食の試作・実証プラットフォーム」体制
三機関の相談窓口
企業の開発
ニーズ

試作・実証・製造プラットフォーム
関係機関による、都度の連携・調整、情報共有
ノーステック財団

フード＆メディカル
イノベーション国際拠点

・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

応用研究

道総研

フード特区機構

ノーステック
財団
フード特区
機構

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

a.
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

企業との共同研究促進

基礎研究

販路開拓支援

試作・実証支援（ＯＥＭ
製造）の道内企業群
（データベース化）

連携
実用レベルの

実機レベルでの実証生産

受託製造

加工技術

（最適化、テスト販売）

（道内製造）

試作品開発
（実験室）

試作品開発
（実証レベル）

製造

新商品

販売

（シームレスな支援）

新たな需要を創造する
イノベーションの創出

b. 新加工技術発掘・活用型プロジェクト
（例：過熱水蒸気ラボ）
c. 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）

（３）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’
」
＜事業概要＞
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り、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、平成 25 年度は事業開始後 2 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
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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
を展開していくものである。
＜平成 25 年度の取組み＞
○的確なマネジメントの実施
平成 25 年度は、事業開始後 2 年目として事業を軌道に乗せるべく着実な事業推進
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・決定などを行な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

目

的

メンバー構成

北大リサーチ

本事業の取組方針等

＆ビジネスパーク

の重要事項を決定す

推進協議会

る。

産学官金 12 機関

平成 25 年度実施状況
平成 25 年 8 月
平成 26 年 3 月

北大リサーチ＆ビジ
地域イノベーション
戦略推進会議

ネスパーク推進協議
会で決定する事業方

産学官 8 機関

針、事業計画等の検

平成 25 年 7 月
平成 26 年 3 月

討・立案を行なう。
各研究プロジェクト
研究開発・事業化
推進会議

の進捗確認、横断的

総合調整機関、大

連携など効果的な事

学、自治体、研究

業推進の検討を行な

代表者

平成 25 年 12 月

う。
第三者による事業全
外部評価委員会

般にわたる客観的評
価を行なう。

スーパータスクフォ
ース（国際技術動向
調査ユニット）

大学教授、民間シ
ンクタンク研究
員、ベンチャー企

平成 26 年 1 月

業役員等

技術シーズの国際優

弁理士、民間シン

位性、市場規模、ニ

クタンク研究員、

ーズ、競合等の調査

大学教授、大手商

を行なう。

社社員
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平成 26 年 3 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、平成 25 年度にはさらにこれらを充実させるものとして、新たに 7 つの研究
開発テーマを取入れ、全 19 テーマによる研究開発体制を構築した。
（2 テーマの中止
含む）新体制により、全人類の共通課題である人獣共通感染症の克服など、世界レベ
ルの先端医療技術の開発をも包含したヘルスイノベーションの創出を目指す研究開
発を推進していく。
≪研究テーマ一覧≫
分

野

研究テーマ名

研究代表者

【柱１】

食を介する健康維持の基盤：腸内細菌と脂肪

北海道大学大学院農学研究院

「食」の機能

細胞の制御

准教授

性に関する

腸内環境評価による食の新機能が拓く健康・

北海道大学大学院先端生命科学研

分析・評価拠

医療イノベーション

究院

点の機能強
化

石塚

准教授

敏

中村

公則

食による健康機能改善を支援する新しい脂質

北海道大学大学院保健科学研究院

分析法の開発

准教授

「医と食の融合」による次世代高機能食品の

北海道情報大学経営情報学部医療

開発に関する研究

情報学科
教授

惠

淑萍

西平

順

実臨床に根差した「食」の開発における新た

北海道大学病院高度先進医療支援

なプロジェクトマネジメントの基盤開発

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

旭川医科大学

基本とした新しい地域の予防医療モデルの構

教授

若宮

伸隆

築
核内受容体を用いた、道産食品の機能性成分

産業技術総合研究所北海道センタ

の評価・分析法の開発

ー
研究グループ長

森田

直樹

【柱２】

北海道における新たな食用カボチャ種子の産

北海道立総合研究機構

食素材の高

地形成および排尿障害改善効果の評価

研究職員

付加価値化

スフィンゴ健康科学の世界的拠点形成とアン

北海道大学大学院先端生命科学研

と「北海道ブ

チエイジングを中心とする創薬、機能性食品

究院

ランド」の確

の開発

特任教授 五十嵐
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江原

清

靖之

立

チョウザメ養殖技術開発と有用成分の活用技

北海道大学大学院水産科学研究院

術の開発

教授

ウニの健康機能性物質の研究～磯焼ウニ全量

北海道大学大学院水産科学研究院

食品化計画

助教

完全人工環境下における植物栽培システムに

北海道大学大学院農学研究院

関する総合研究

教授

マイタケの高機能性プレバイオティクス食品

北海道立総合研究機構

としての実証と低コスト栽培技術の普及

研究主任

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

都木

浦

和寛

丸谷

准教授
天然生物活性物質の探索

靖彰

知巳

佐藤

高上馬

真由美

希重

北海道大学大学院薬学研究院
教授

小林

淳一

【柱３】

運動による健康社会の実現：運動不足指標と

北翔大学大学院生涯スポーツ学研

予防医療や

北海道型運動療法の開発

究科

世界におけ

教授

沖田

孝一

る共通課題

インフルエンザの新規診断・予防・治療法の

北海道大学大学院獣医学研究科

克服への貢

開発と実用化

特任教授

献

患者にやさしい最先端医療技術を核としたヘ

北海道大学大学院医学研究科

ルス・イノベーションプロジェクト

教授

喜田

白𡈽

宏

博樹

社会実装の場としてのコホート研究

概ね計画通りの研究進捗を達成しており、設定目標に対しては、平成 25 年度は特
許出願件数 7 件（計画 15 件）
、査読論文数 50 件（同 60 件）など当初計画をほぼ達
成した。
【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
る人材を育成するため、以下のプログラムを実施していく。
≪人材育成プログラム≫
内

容

平成 25 年度実施状況

プログラム名

実施主体

ヘ ル スイ ノベ ーショ

ノーステック財

・食関連分野での活躍を期

・ベーシックプログラム

ンカレッジ

団

待する専門的能力を有す

平成 25 年 10 月～平成

る人材の育成を目指す。

26 年 2 月

・ベーシックプログラム、 受講者：39 名
アドバンスプログラムの 2

・アドバンスプログラム

段階のコース設定。

平成 25 年 5 月～平成 25

・ｅラーニングを活用した

年7月
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広域化も進める。

受講者：29 名
・ｅラーニング
平成 25 年 4 月開講

プ ロ ジェ クト マネー

北海道大学

研究開発からビジネス展

・基礎教育コース

ジ ャ ー育 成プ ログラ

開までを視野に入れたマ

平成 25 年 6 月～7 月

ム

ネジメントを実践できる

受講者：31 名

人材の育成を目指す。

・アドバンスコース（１）
平成 25 年 10 月～11 月
受講者：40 名
・アドバンスコース（２）
平成 26 年 1 月～6 月
受講者：31 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以下のとおり取組んだ。
項

目

展示会等出展

セミナー等開催

時

期

内

容

平成 25 年 5 月

とかち ABC フォーラム（帯広市）

5月

Ifia2013（東京都）

7月

函館マリンバイオクラスター・フォーラム（函館市）

8月

サイエンスパーク（札幌市）

10 月

食品開発展（東京都）

10 月

BioJapan（横浜市）

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 26 年 1 月

地域シンポジウム in 北海道（札幌市）

2月

とかち ABC フォーラム（帯広市）

2月

地域イノベーションシンポジウム（名古屋市）

3月

函館マリンバイオクラスター・フォーラム（函館市）

平成 25 年 8 月

ヘルスイノベーションカレッジ・フォーラム

平成 26 年 3 月

平成 25 年度成果報告会

【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
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追求してきた。
時

期

地

平成 25 年 5 月

道内

7月

域

内

容

＊とかち・函館地域

とかちＡＢＣフォーラム合同展示

同上

函館マリンバイオクラスターフォーラ
ム合同展示

11 月

同上

ビジネス EXPO 合同展示

平成 26 年 2 月

同上

どかち ABC フォーラム合同展示

3月

同上

・函館マリンバイオクラスターフォーラ
ム合同展示
・平成 25 年度成果報告会合同展示
・3 地域連絡会議開催

国内

平成 25 年 12 月

香川

自然免疫賦活技術研究会参加

海外

平成 25 年 5 月

ニュージーランド

現地研究機関との情報交換

フランス

フレンチフード・クラスターとの意見交

10 月

換

＊とかち・函館地域～道内で文部科学省 地域イノベーション戦略支援プログラム
を展開する札幌地域及び両地域で形成する「ほっかいどうバイオクラスタートライア
ングル」としての活動
（４）食と医の連携に向けた取組の展開
食や医の領域で先駆的な研究を進めている専門家から意見や助言を受けながら、今
後の健康科学産業クラスターの形成に向けた戦略や施策に役立てていくことを目的
に、
「食と医の健康研究会」懇話会を開催（平成２５年９月４日、平成２６年３月１
４日）した。

項

目

内

容

開催日時

平成２５年９月４日（水）１０：００～１２：００

場

札幌アスペンホテル

所

テーマ
項

目

「社会実装に向けた関係機関の協力のあり方、体制整備の方策について」
「食、医、健康」の領域における北海道としてのオープンイノベーションの
構築について」
内

容

開催日時

平成２６年３月１４日（金）１６：００～１８：００

場

北二条クラブ

所
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テーマ

「ヘルスイノベーションを実現するために大学や財団は何ができるか」

＜食と医の健康研究会メンバー＞
天使大学

教授

荒川 義人 氏

札幌医科大学 学長

島本 和明 氏

東海大学

名誉教授

西村 弘行 氏（平成２６年２月より北翔大学 学長）

藤女子大学

副学長

藤井 義博 氏

北海道大学

特任教授

森山 隆則 氏

３．幌延地圏環境研究事業（経済産業省補助事業）
平成 13 年 4 月、幌延町に核燃料サイクル開発機構（現：独立行政法人日本原子力研
究開発機構／JAEA）幌延深地層研究センターが開設された。同開発機構の研究施設・
成果等を活用した学術研究等への支援は、地域振興および地域住民の理解形成に有効
であり、深地層研究の円滑化に資するとの判断から、国は、研究主体である同開発機
構以外の、学術研究機関が必要な研究を実施できるよう「深地層研究施設整備促進補
助金」制度を整備した。
こうした情勢を踏まえ、平成 15 年 6 月創設された「幌延地圏環境研究所」は、同補
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の推進を図るとともに、地域産業や生活環境向
上などに有用な研究を進めることにより、地域経済の活性化を目指すものである。
（１）基盤研究
①地下の微生物環境と有効利用に関する研究
ａ．微生物の生態学的多様性に関する研究
これまで拡充してきた JAEA 地下施設（声問層地下水）から次世代 DNA シー
ケンス法により構築してきた地下微生物遺伝子ライブラリー全体を総合的に再解
析することにより、地下の珪藻岩層における地下微生物の空間分布特性の再評価
を行った。その結果、メタン生成アーキアはすべての地点で検出されていたが、
とくにバクテリア（真正細菌）が採水地点ごとに異なった系統が分布していたた
め微生物の生育場所は地層内にモザイク状に分布しており、それぞれに異なる群
集構造をもつ微生物が分布することが推測された。今後、稚内層との地層間の相
違点や従来は系統情報しかなかった各採水地点において、微生物活性を明らかに
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するために微生物機能遺伝子の発現量の地層内における分布特性の評価が今後の
課題といえる。
ｂ．微生物の工学的機能に関する研究
メタン生成微生物群の探索と機能に関する研究については、地層内未利用有機
物のバイオメタン化反応のさらなる効率改善のための生物化学的パラメーターの
抽出を検討した結果、メタン生成に関わる微生物の組成および固相である岩石（珪
藻岩および褐炭）構成要素が重要なパラメーターである可能性が高いことが明ら
かになった。過酸化水素により処理された褐炭から生成される高濃度の低分子有
機物からメタン生成が可能であることが明らかになり、本方法が長期計画のバイ
オメタン生成における有望な方法の候補になり得ることが示唆された。JAEA 珪
藻岩層や石炭層から上記バイオメタン化反応の改善を目指したメタン生成微生物
群等の探索と特性把握を行った結果、褐炭および珪藻岩から従来よりも原位置に
近い条件でメタン生成微生物の培養に成功した他、JAEA 大深度試錐孔地下水よ
り単離した稚内層で最も優占していたメタン生成アーキア「メタノクレウス・ホ
ロノベンシス」の種記載論文を発表し、同地層におけるメタン生成プロセスの一
端を明らかにした。地層内有機物から上記バイオメタンの原料となる有機物を生
産する微生物の探索を嫌気条件で行った結果、その機能を有する可能性の高い株
の単離に成功した他、珪藻岩においてメタンの根源物質の候補の一つであるフミ
ン酸の構造を変化させる好気性微生物を国際学術誌に発表し、世界で初めて珪藻
岩地下環境におけるメタン生成プロセスの最上流側で機能する微生物の性質を明
らかにした。
CO2 固定微生物の探索と機能に関する研究については、主として CO2 貯留サイ
トを想定した低 pH 環境条件で活動可能な CO2 固定微生物の探索を行い、新種を
含む 10 株の単離に成功した。
②メタン生成環境と CO2 の地中貯留に関する地球学的・水理学的研究
ａ．メタン生成微生物の基質生成メカニズムの解明に向けた研究
幌延町周辺の第四系勇知層、更別層、沖積層に胚胎する溶存メタンの起源や、
新第三系声問層に胚胎するメタンとの関連性は、これまで明らかでなかった。そ
こで本年度は、本層準に胚胎する溶存メタンの安定同位体比などの地球化学的デ
ータを取得した。海成の声問層〜勇知層の地下水は、海水を起源に持つ地下水の
組成を示し、I や Br−、NH4+などの濃度が特に高く、本邦の水溶性ガス田で認めら
れる傾向と類似した。メタン/（エタン＋プロパン）濃度比やメタンの炭素同位体
比（δ13C (CH4)）から、勇知層〜沖積層の溶存メタンは微生物起源と判断された。
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声問層中のメタンの高いδ13C (CH4)（> −60‰）は、共存する二酸化炭素の高い
炭素同位体比（δ13C (CO2)）
（> +15‰）に起因すると推定され、微生物起源のメ
タンである可能性を示唆した。メタンの水素同位体比（δD (CH4)）から、陸成の
更別層浅部〜沖積層で酢酸分解反応と二酸化炭素還元反応、海成の声問層〜勇知
層で二酸化炭素還元反応に由来するメタンが卓越すると判断された。このことは、
微生物起源のメタンが一般的に陸成層で酢酸由来、海成層で二酸化炭素由来のも
のが認められる傾向と整合した。以上のことから、本地域では各層準の堆積環境
と地下水の組成、およびメタンの生成経路が互いに整合的であることが示された。
本年度新たに導入された水素濃度測定用のガスクロにより、新第三紀声問層・
稚内層に付随する地下水の気泡中の水素濃度を定量した。また、大気圧下での採
水にともなう脱ガスの影響を補正するため、ヘンリーの法則に基づく脱ガスの影
響の補正手法を考案した。これら水素濃度と補正手法により、本層準の地下水中
の水素濃度は数 nmol/L 以上と推測された。また、化学熱力学的考察から、本水素
濃度はメタン生成微生物の代謝活動に規定されていることが示唆された。このこ
とは、本地下水中で水素をエネルギー源とするメタン生成微生物の生息が確認さ
れていることや、溶存メタンが二酸化炭素還元反応（4H2 + CO2 → CH4 + 2H2O）
に由来すると、安定同位体比から推測されたことと調和した。
堆積岩中の有機物（SOM: Sedimentary Organic Matter）は、風化・変質過程
を通じて低分子量有機酸の起源となる。低分子量有機酸は、地下圏におけるメタ
ン生成微生物のエネルギー源となり、微生物由来のバイオガス鉱床の生成に寄与
する。このことから、SOM の風化・変質メカニズムの解明は、バイオメタン鉱床
開発に向け重要である。本グループでは、平成 23 年度から風化や変質作用を受け
た石炭試料と砕屑岩試料の腐植物質組成を明らかにしてきた。本年度は新たに 11
試料を分析し、合計 16 試料の腐植物質組成の分析結果から、SOM の組成に及ぼ
す風化や熱水変質作用の影響を評価した。対象とした試料は、瀝青炭（古第三紀、
空知）
、新鮮および風化亜瀝青炭（古第三紀、釧路）、新鮮、風化および強風化褐
炭（新第三紀、幌延）
、新鮮および角礫化砂岩（白亜紀、釧路）
、新鮮および風化
砂岩（白亜紀、物満内）、新鮮および熱水変質泥岩（白亜紀、物満内）、新鮮およ
び風化珪藻質頁岩（新第三紀、幌延）
、そして新鮮および風化珪藻質泥岩（新第三
紀、幌延）である。SOM の熱熟成度の上昇にともない、アルカリ可溶有機物の構
成割合は減少し、アルカリ可溶有機物の中では、フミン酸・フルボ酸（高分子量
有機物）の構成割合が減少する傾向が認められた。これと対照的に、風化作用で
は、アルカリ可溶有機物の構成割合が増大し、その中で特にフミン酸の構成割合
が増加する傾向が認められた。これらのことから、熱熟成および風化作用は、互
いに概ね逆の方向性で SOM の組成を変化させると推察された。熱水変質作用や角
礫化作用が SOM の組成に与える影響は、風化作用のそれと異なることも示された。
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EDTA やシュウ酸などのキレート剤は、Fe(III)の溶出にともない褐炭から有機
物を溶出させることが知られている。また、還元作用による Fe(II)の溶出にともな
い、褐炭から有機物が溶出されることも報告されている。これら SOM の溶存有機
物化は、SOM から低分子量有機酸などへ至る反応速度を高める上で有用と考えら
れる。そこで本研究では、EDTA（キレート剤）とともに、キレート作用と還元作
用の両方を持つクエン酸を用い、Fe(III)や Fe(II)などの溶出にともなう褐炭中の
有機物の溶出傾向を比較した。Fe(III)の溶出による有機物の溶出効果は、還元作
用による Fe(II)の溶出にともなう有機物の溶出効果に比べ、著しく大きいことが示
された。また、反応溶液中の酢酸・ギ酸濃度と溶出有機物濃度との間に正の相関
は認められなかった。このことは、反応溶液の 3 次元蛍光スペクトルにより、溶
出有機物は主に褐炭のフミン酸画分に相当すると判断されたことと整合した。
SOM の風化・変質にともなう低分子量有機酸の生成メカニズムとして、SOM
の溶液中における酸化作用は、有力な候補の一つと考えられる。本検証のため、
歴青炭、亜瀝青炭、褐炭および珪藻質泥岩と希薄過酸化水素溶液（0.3％）との長
期反応試験を室温（22℃）で実施した。反応溶液中の酢酸・ギ酸濃度は、反応初
日から 2 週間程度にかけ比較的速やかに上昇し、その後緩やかに上昇し続けた。
特に褐炭との反応溶液中の酢酸・ギ酸濃度は、炭層ガス鉱床レベルのメタン（約 9
m3/t）生成が見込まれるほど高かった。また、溶存酸素と褐炭との反応性を、開放
系における褐炭と超純水との温度 80 度による反応加速試験から検証した。反応
100 日目の溶液中の酢酸・ギ酸濃度は、炭層ガス鉱床レベルのメタン（約 3.5 m3/t）
生成が見込まれるほど高かった。以上のことから、過酸化水素・溶存酸素などに
よる SOM の酸化反応は、溶液中で低分子量有機酸を生成するメカズムとして有用
であると推察された。
ｂ．CO2 の地中貯留に関連した地球化学的研究
幌延町周辺の地下水中における溶存メタンの地球化学的研究では、カルサイト
に過飽和な地下水中で二酸化炭素還元反応に由来するメタンが卓越する傾向が認
められた。このことは、二酸化炭素還元反応によるメタン生成は、以下のように
カルサイト（CaCO3）の生成をともなう傾向を示唆した。
2CO2 + 4H2 + Ca2+ → CH4 + CaCO3 + 2H+ + H2O
したがって、二酸化炭素還元反応によるメタン生成が進行する地下環境では、
地下水中の溶存二酸化炭素濃度はカルサイトの飽和度により規定される傾向が推
察された。
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③堆積岩の特性と地質作用に関する研究
a．軟岩の環境影響に関する研究
堆積岩の環境影響に関する調査において、堆積岩の間隙特性に着目し実験的検
討を行った。具体的には、飽和・乾燥過程における堆積岩の内部構造評価を行っ
た。まず、室内試験での堆積岩試料は異なる露頭より採取された 3 種類の褐炭で
ある。これらを対象に、物性評価を調査した。次に、マイクロフォーカス X 線 CT
装置を用いて、各試料の飽和・乾燥過程における内部構造変化について調査した。
CT 撮影条件として、風乾試料から、①試料を脱気・飽和、②脱気・飽和状態から
乾燥状態としている。CT 撮影後、画像処理を行い、可視化している。また、一部
の供試体は、CT 撮影後、同じ試料を用いて、電子プローブマイクロアナライザ
（EPMA）
、蛍光 X 線分析を行い、褐炭の構成元素についても確認した。
b．軟岩の力学特性と間隙流体の影響に関する研究
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において、間隙弾性パ
ラメーターを効率的に取得するための試験方法を開発することを念頭に置き、本
年度は、三菱マテリアル株式会社の協力のもと、幌延周辺の天北猿払炭田でのコ
アボーリングによって採取された宗谷夾炭層（褐炭）を対象に、その物理・力学
特性を実験的に検討し、基礎データを蓄積している。褐炭の物理特性については、
種々の物理的パラメーターについての評価を行っている。また、一軸圧縮試験に
より、褐炭の強度・変形特性について検討した。特に間隙弾性パラメーターであ
る体積弾性率 K、Biot の提案したパラメーターである 1/H は、ひずみと関連した
重要なパラメーターであることから、褐炭の変形特性に及ぼすひずみ依存性につ
いても調査した。
（２）委員会等の開催
①幌延地圏環境研究所運営委員会及び研究部会
幌延地圏環境研究所の運営に当たり、地元幌延町をはじめ、関係機関との連携
推進、連絡調整の場として、幌延地圏環境研究所運営委員会を１回開催した。ま
た、研究活動への助言・指導の場としての研究部会を合同で 1 回開催した。
運営委員会
第1回
開催日

平成 26 年 1 月 29 日（水）

場

京王プラザホテル札幌

所
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研究部会
第 1 回（研究部会）
開催日

平成 25 年 9 月 2 日（金）

場

札幌アスペンホテル

所

（３）講演会等の開催
①所内講演会
幌延地圏環境研究所の研究員の資質向上を目的とした所内講演会を、研究所員
および関係機関担当者等 29 名を対象に１回開催した。
所内講演会
第1回
開催日

平成 25 年 7 月 12 日（金）

場

幌延地圏環境研究所

所

②研究事業講演会
幌延の地域振興を目的とした幌延町職員の研修事業において、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、37 名を対象に講演会を１回開催した。
（うち幌延町議会議員 5
名）
研究事業講演会
第1回
開催日

平成 26 年 2 月 24 日（月）

場

幌延町役場

所
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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
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 25 年度で 16 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 195 件に上り、売上累計額も 500 億円を超えている。
平成 21 年度以降の直近 5 年間では、事業化したプロジェクト数が 71 件で、平成 25
年度の売上は新たに事業化した 28 プロジェクトを含め 29 億 1 千万円となっている。
◆直近 5 年間（平成 21 年度～25 年度）に売り上げに成功した事業化件数と売上金額
平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

平成 25 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

7

64,620

18

243,860

25

489,850

35

625,282

39

1,039,267

販路開拓事業

1

271,441

2

679,374

3

1,094,913

3

1,030,965

3

824,900

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ事業

0

0

1

39,112

1

38,718

1

140,853

1

182,316

地域づくり

1

840

4

26,510

4

27,504

5

30,224

22

101,424

工場新増設

0

0

0

0

0

0

2

370,000

6

753,000

9

336,901

25

988,856

33

1,650,985

46

2,197,324

71

2,900,907

計

（１）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
北海道は、食糧自給率約 200%、農水産物生産額全国第一位、食料品製造業出荷
額・事業所数全国第一位、と食関連産業が基幹産業であるが、その付加価値率は
全国平均 35.9％に対して 28.1%と低く、食クラスター活動をはじめ、農商工連携
や６次産業化の更なる推進が必要である。
また、北海道はフードコンプレックス国際戦略総合特区の指定を受け、生産か
ら販売までの強固な食のバリューチェーンを形成することで輸入代替・輸出促進

20

を図り、縮小する国内市場での消耗戦を強いられている道内食産業を、1,300 億円
の自走する輸出産業に育てるための事業も展開されている。
このような背景の中、当財団では食品試作実証プラットフォームの形成など食
のバリューチェーン形成のための各種支援事業を展開しているが、今年度その一
環として「機能性食品開発をはじめとした付加価値向上のための農商工連携・６
次産業化」と「道内の中小食品企業の輸出促進」を目的にマッチングイベント「空
飛ぶ６次化大作戦」を以下のとおり開催し３１件のマッチングを成功させた。
a.開催日時：平成２５年１１月７日（木）、月８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：４，１７０名
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。
(a)マッチング件数：３１件（事前エントリー分２３件、当日会場分８件）
(b)参加企業：２２社
企業名

種別

エントリー動機

足寄農協山菜加工場

農業法人等

フキ入りピザマン等新商品開発商
談
野菜入りパスタソース開発商談
商品の海外展開

㈱フジイシ

農業法人等

野菜・穀物の加工委託商談
6 次化相談

タンゼンテクニカルプロダクト㈱

食品加工

レトルト等加工食品開発受託

田中酒造㈱

食品加工

道産素材を使ったリキュール、清
涼飲料の開発受託

㈱トラヴェシーア

農業法人等

道産小麦を使ったクラッカー状の
食品
開発委託

㈱ネクス

コンサルタント

ベリー類の食品規格・販売受託

ときいろファーム

農業法人等

ベリー飲料・炭酸飲料、ベリー発
酵機能性食品の開発委託

（有）アーク

製造業
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有機栽培用農地の取得、6 次産業化

相談
日本醤油工業㈱

食品加工

ドレッシング・各種つゆ製造受託

北海道ブランディング㈱

輸出支援

海外販路展開支援

アグリーマート

食品加工

食品開発支援・受託

（有）神内ファーム２１

農業法人等

ロシアへの肉類輸出

㈱駒ケ岳ファーム大久保

農業法人等

トマトベースドレッシングの関西
圏向け商品開発

もりや産業㈱

流通

商品開発コンサルティング
道外販路開拓支援

ナラサキスタックス㈱

輸出支援

輸出コンサルティング

㈱中山薬品商会

食品加工

ガゴメ昆布製品の開発受託

モリタ㈱

製造業

パッケージ開発受託

㈱アンビックス（朝里クラッセＨ） サービス業

契約栽培委託、機能性食品製造委
託

㈱ジャパンマルシェ

輸出支援

農産品・加工食品の輸出支援

池田農場

農業法人等

米の契約栽培受託

東京農業大学オホーツク実学セン

その他

６次化総合相談受け付け

ター
北海道６次会

その他

〃

【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
小樽朝里クラッセホテル

㈱宇野牧場

㈱エーデルワイスファーム

田中酒造㈱

出展内容
農商工連携
成果品
6 次産業化
成果品
6 次産業化
成果品
農商工連携
成果品
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展示品
機能性素材入り海鮮あんかけ焼き
そばの具

他

乳性スイーツ

他

ハム・ソーセージ

道産素材リキュール類

他

タンゼンテクニカルプロダクト㈱

農商工連携
成果品

道産原料スープカレー、ジャム

他

冷凍冷蔵小口混載海上輸送
プロジェクトチーム

海外小口輸出

（ナラサキスタックス・ドーコン

支援

パネル、パンフレット

他

ジャパンマルシェ）
農商工連携

㈱中山薬品商会

成果品
6 次産業化

㈱ツムラ

成果品

農業生産法人ＢＥＳＴ
Ｙ
㈱西川農場

日本醤油工業㈱

ＭＵＭＭ

6 次産業化
成果品
6 次産業化
成果品
農商工連携
成果品

ガゴメ昆布加工品

オホーツク産小麦利用の生ひやむ
ぎ
自家栽培野菜と道産素材のスープ

アスパラ羊ソーセージ
道内特産野菜入りドレッシング
他

出展各社（11 社）の工夫を凝らした展示ブース
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他

（２）ビジネス創出連携事業（自主財源）
①地域産業技術育成事業
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、推進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

１．釧路・根室地域ビジネスアイデの掘り起こし

釧路根室圏産業

２．エゾシカ活用ドックフード製造技術開発と市場調査の検討

技術振興センター

３．川湯ブランドを中心としたアロマ製品の開発（アカエゾマ
ツ精油）の開発

一般財団法人
旭川産業創造
プラザ

１．大雪旭岳源水を活用したストーリー性のあるクラフトビール
の開発
２．和スイーツ商品の企画・開発事業
３．地場産さつまいもを活用した干し芋の開発
４．道産ドライトマトの開発

一般財団法人

１．そばこね鉢、木製キッズハウス、置き座敷等の首都圏商談会

北見工業技術

出展

センター運営協会

（３）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、公設試や企業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）
コンブ養殖の際に発生する低利用資源「間引きコンブ」の食品素材としての利
用可能性を検証するため、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、間引きコンブ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。

24

メンバー

【協力機関】(地独)北海道立総合研究機構中央水産試験場

ビジネス
プラン
検討会議
開催状況

【協力企業】カネシメ高橋水産㈱、日本アクセス北海道㈱

【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３回開催（H26.1.17、 H26.1.24、 H26.2.27）

内

・間引きコンブペーストの加工特性

容

・コンブペースト素材を利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）
漁獲直後の活締め鮮魚については、
「海水シャーベット氷」の鮮度劣化防止に関
する効果が立証されており、各地の漁協等で活用され、道内水産物の物流促進に
大きく貢献している。活締めされていない市場流通水産物に対しても「海水シャ
ーベット氷」の効果が発揮されるならば、新鮮な道内水産物は市場価値が高いこ
とから、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。
活締めされてい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、
温度や塩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。
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㈱

ビジネス

【協力機関】(公財)函館地域産業振興財団

プラン

【推進機関】(公財)北海道科学技術総合振興センター

検討会議

開催実績

計２回開催（H26.1.21、 H26.3.6）

開催状況

内

・「海水シャーベット氷」の市場流通水産物への活用検討

容

輸送試験（H26.2.14）

・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検討を行った。
検討において、シカ節の試作研究を行っている静岡県工業技術研究所と連携し
たほか、シカ節の試作を通じたデータ収集を行った。
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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
【アドバイザー】静岡県工業技術センター

ビジネス

【オブザーバー】豊浦町、北海道

プラン
検討会議
開催状況

【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（H26.1.15）

内

・シカ節の製造方法の検討

容

・試作品の評価
・静岡県の取組事例の紹介
・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、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り、昆布資源確保のため、地域から除去技術
等の開発が切望されている現状にある。
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試作や効率性・安全性を考慮した除去作
業技術について、機能試験を行いながら検証を行った。
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

ビジネス

(公財) 函館地域産業振興財団

プラン
検討会議
開催状況

【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（H25.12.13、 H26.2.5、 H26.3.19）
試作品等の機能試験（H26.2.5）

内

容

・除去装置・作業技術の検討
・機能試験の実施（装置試作品の評価等）
・機能試験後の除去装置・作業技術の検証
・その他情報提供や意見交換等
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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（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。
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㈱

ビジネス

【アドバイザー】(公財)道央産業振興財団

プラン

【推進機関】(公財)北海道科学技術総合振興センター

検討会議

開催実績

計１回開催（H26.2.6）

開催状況

内

・メッキ処理の精度等確認

容

・メッキ処理技術の検討
・その他情報提供や意見交換等

（４）先進企業等視察
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し企業活動の一助としてもらうべく視察会
を開催した。
実施日

平成 25 年 10 月 28 日

参加者等

【賛助会員】20 名
【北大 R&BP 関係者、Smart-H 事業関係者等】9 名

視 察 先

中央農業試験場、食品加工研究センター、工業試験場

内

・各施設の概要説明

容

ノーステック

・農試概要と品種改良状況（中央農試）

道内視察会

・臭いセンサー、粒度計測器、過熱水蒸気、味覚センサー見
学（食品加工研究センター）
・小型電波暗室、雑音総合評価試験器、非接触三次元測定シ
ステム、5 軸ＮＣ加工システム、Ｘ線ＣＴシステム、蛍光Ｘ
線分析装置、Ｘ線解析装置、走査型電子顕微鏡の見学（工業
試験場）
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（５）次世代型技術研究基盤創出事業
「高機能な北方系植物素材の発掘と実用化に関する研究開発」
アイヌ伝承有用植物素材について動物試験等を用いた機能性実証を実施し、新たな
機能性食素材候補を発掘した。また、アイヌ伝承有用植物を含む高機能な北方系植物
を、食の研究拠点に提供する仕組みを検討し、数種類の機能性植物素材をライブラリ
ー化した。

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。
プロジェクト名

実

（企業名）

施

内

容

食肉の熟成における発色メカニズムの解析や菌の改良による品
特定微生物を利用した食肉の
乾燥熟成方法の改善
（丸大大金畜産㈱）

質・旨味の改善に取組み、全国に向けた市場の拡大を目指した。
①発色現象、酸化防止現象のメカニズム解析
②一般生菌数減少のメカニズム解析
③菌(酵母菌、生菌)の改良による品質、旨味の改善
④脂肪の分解データの取得
創薬スクリーニング（新薬開発における薬物の動態特性等の評価

新規蛍光基質による薬物トラ

法）において、蛍光基質を用いる方法が推奨されており、今回は

ンスポーター評価法の開発

ABC トランスポーター（薬物の排出および取り込みに重要な働

（五稜化学㈱）

きを担う膜輸送タンパクのうち、ATP のエネルギーを使った物
質輸送）用の蛍光基質開発に取り組んだ。
あぶり野菜（焼きとうもろこし等)の商品化に向け、商品仕様の

北海道産原料を使用した「あ
ぶり野菜の加工品の開発」
（クレードル興農㈱）

研究および製造技術の開発(現状のガスバーナーによる手作業か
ら均一に焼き目を付けられる機械化)に取り組んだ。
①商品化に向けた仕様および商品形態の研究・開発
②あぶり野菜（焼く・蒸す）に係わる製造ライン（方法）の確立
③商品化に向けた情報収集
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④商品の品質管理上の試験・研究
２粒播き（１穴に対し２粒の播種を行う方法であり、収量向上に
繋がる）も可能で軽量な真空播種機（吸気ファンを回転させ、そ
の負圧によって回転する播種板に種子を所定の感覚に吸着させ

高精度真空播種器の開発

て播種する方式）の開発に取り組んだ。

（㈱ホクエイ）

①播種精度の調査を基に導入する播種ユニットを検討
②二粒播き対応播種板の開発
③機械全体のレイアウト設計

SNS 利用者の個人情報流出及
び炎上防止を目的とした安全
安心見守りシステム

SNS 利用の安全安心見守りクローラ（ウェブ上の文書や画像な
どを周期的に取得し、自動的にデータベース化するプログラム）
と、それを可視化する個人向け iphone アブリケーションを開発
し、それらが連携し合うことで常時 SNS の状態を見守る仕組み

（㈱調和技研）

の構築に取り組んだ。

（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、6 件の研究テーマを採択した。
事業名

補助金名

福祉産業共同研究事業

①冬期対応型研究開発補助金

（補助率札幌市全額）

②異分野連携型研究開発補助金
審査委員会の開催日

応募
件数

採択
件数

10

6

倍
率

補助金額

1.7

11,487

倍

千円

平成 25 年 8 月 6 日（火）

【福祉産業共同研究事業】

研究テーマ名

研究代表者

運動不足デシーソーム指標と北海道型運動療法及び補助器具の開発

北翔大学
沖田 孝一

車いす使用者に対する簡易的心身評価バッテリーの開発

北海道工業大学
昆
恵介
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プライバシーに配慮した入浴見守り・転倒転落時緊急通報システム

北海道工業大学
宮坂 智哉

動脈硬化早期診断に役立つ指細小動脈機能検査の臨床標準値の確立

札幌医科大学
田中 豪一

合理的根拠に基づいた標準型車いす付属部品・ABS 骨盤サポートの
開発と評価

北海道大学大学院
保健科学研究院
八田 達夫

操作により反応が変わるメカトロ積み木の作業療法への応用

札幌市立大学
三谷 篤史

（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を育成・支援し、研究シーズを発掘することを目的とし、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
的に、補助金を交付した。
①

応募・採択件数等
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 15 件の応募、実証

研究支援補助金で採択予定 3 件に対して 10 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 2.1 倍）、
実証研究支援補助金 4 件（倍率 2.5 倍）、合計 11 件の研究テーマを採択した。
事業名

補助金名

フードイノベ

研究シーズ発掘補助金

ーション創造

(札幌フード Talent 補助金)

支援事業

実証研究支援補助金

応募
件数

採択
件数

倍率

15

7

2.1

2,800千円

10

4

2.5

10,200千円

25

11

2.3

13,000千円

補助金額

（補助率札幌市
全額）

合

計

審査委員会の開催日

平成25年8月6日（火）

【研究シーズ発掘補助金】

研究テーマ名

研究代表者

北海道産食材からのミトコンドリア融合剤の開発
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北海道大学遺伝子 病制御研究所
喜多 俊行

放線菌 Kribbella flavida による糖合成系の開発
ホエーの入浴剤としての効能に関する基礎研究
毒素およびウィルスの高感度検出法の開発
エゾシカの肉質における科学的評価基準を作る
高齢者の筋力維持に有用な食素材の探索
脂質ドメインをターゲットとした新規機能性食品成分の探索

酪農学園大学
田上 貴祥
北海道大学大学院 農学研究院
小林 謙
北海道大学 電子科学研究所
三友 秀之
森林総合研究所 北海道支所
松浦 友紀子
北海道大学大学院 農学研究院
加藤 英介
北海道大学大学院
先端生命科学研究院
酒井 祥太

【実証研究支援補助金】

研究テーマ名

研究代表者

幹細胞プロファイルモニタリングによる機能性食材の抗加齢
効果の検討

北海道立総合研究機構
食品加工研究センター
八十川 大輔
札幌医科大学
本望 修

乳糖の高度利用を志向したエピラクトースのプレバイオティ
クス機能評価

北海道大学大学院 農学研究院
森 春英

免疫向上における北海道産銀杏状霊芝の寄与と実用化に向け
た製剤開発

北海道大学大学院 薬学研究院
井関
健

非スターター乳酸菌を活用したおいしいチーズ製造技術の開発

②

食関連若手研究者交流会の開催
研究シーズ発掘補助金に採択された若手研究者間の交流と更なるステップアッ

プを支援するため、研究者間及び研究者と支援者のネットワーク形成のための「食
関連若手研究者交流会」を開催した。
開催日

平成 26 年 3 月 19 日（水）

場

コラボほっかいどう

所

概要

①採択者・企業等

研究紹介（自己紹介・研究紹介）

②交流懇親会
参加者数

33 名

（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
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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、事業化・実用化に向けた研究開発・実証実験・製
品開発に関する補助（19,847 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
温泉熱の有効利用を目的として、温泉施設規模の給湯予熱用プラスチック製柵状熱交換器及び温
泉熱回収システムを開発するため、試作機製作や能力評価のほか、モデル温泉施設の給湯需要実
測と排湯資源量・成分分析を行った。次年度はモデル温泉施設での実証実験を行う。
②電気自動車用温水式ヒーターの開発
寒冷地における電気自動車（EV）の普及促進を目的として、冬期間の暖房使用時に航続距離が短
くなる問題を解決するとともに、環境に配慮した「廃食用油リサイクル」による BDF を活用した
電気自動車用温水式ヒーターを開発し、実走行などを行って課題を抽出した。
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・高気密施設の普及や CO2 削減に寄与すること目的として、ヒートポンプの特性に対応し
た送風機能付き暖冷房パネルヒーターを開発するため、試作機のフィールドテストを実施して課
題を抽出した。次年度は、商品化に向けて、試作機の詳細な能力評価等を行う。

（５）地域新産業創出基盤強化事業（北海道経済産業局委託事業）
北海道における強みを有する「食関連産業分野」と「ものづくり産業分野（自動車
関連）
」の２分野に属する企業の技術・研究開発や産学官連携等を支援するため、地
域の公設試験研究機関に試験研究・検査設備を整備し、これらの設備を活用すること
によって、さらなる企業の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公益財団法人とかち財団（北海道立十勝圏地
域食品加工技術センター）
〇導入機器に係る主な仕様等
【 装 置 名 】 超高速液体クロマトグラフ
（Nexera X2）
【 メーカー 】 島津製作所
【 導入年月 】 平成２５年８月
【 主な仕様 】
①示差屈折計検出器、②UV-VIS 検出器、③送液ユニット、④ミキサ、⑤オー
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トサンプラー、⑥カラムオーブン、⑦オンラインデガッサー、⑧リザーバトレ
イ、⑨システムコントローラー、⑩データ処理装置
【 主な特徴 】
・最高のスピード・感度・分離能・安定性・信頼性に加え、革新的な分離機能、
高濃度成分と微量成分の同時定量を可能にするダイナミックレンジ拡張機能を
備えている。
〇導入機器に係る主な使用目的とその波及効果
・抗酸化成分としてのポリフェノール、有機酸の定性・定量
・食品加工相談における対応
・とかち ABC プロジェクト終了後のフォローアップ対応 など

②公益財団法人函館地域産業振興財団（北海道立工業技術センター）
〇導入機器に係る主な仕様等
【 装 置 名 】マイクロチップ次世代シーケ
ンサーシステム
（Ion Torrent PGM™）
【 メーカー 】Life Technologies、Agilent
Technologies、ワールドフュージョン
【 導入年月 】平成２５年９月
【 主な仕様 】
①Ion PGM システム、②QUBIT2.0 Fluorometer、③ﾊﾞｲｵｱﾅﾗｲｻﾞ電気泳動ﾉｰﾄｼ
ｽﾃﾑﾘﾐﾃｯﾄﾞ、④ｵﾐｯｸｽ NGS ｿﾘｭｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ
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【 特

徴 】

・数千万～数十億塩基を短時間で解読でき、微生物の全ゲノムや細胞中に発
現している RNA などを網羅的に調べることが可能。
・半導体マイクロチップの利用により、ランニングコストが低減。
・リファレンス配列とマッピングを行ったり、変異を検出することがでる。
・また、SFF または FASTAQ 形式で出力したファイルは、さまざまなソフト
で２次、３次解析を行うことができる。
〇導入機器に係る主な使用目的とその波及効果
＜ 解析の種類と関連する産業利用例 ＞

◆微生物群集（集団）の解析
食品環境中に生息している微生物の一斉同定
→ 例：食品微生物の制御（塩辛などの非加熱食品製造企業）
→ 例：衛生管理（食品製造・検査機関・衛生コンサルタント企業）
→ 例：発酵熟成に関与する有用細菌の把握（塩辛などの製造企業）

◆生物ゲノムの解析
微生物、ミトコンドリア、葉緑体などの全ゲノム配列の解析
・生物種や産地の判別
→ 例：コンブの種・産地判別（食品・バイオ関連企業）
・微生物が産生する有用酵素の遺伝子情報の取得
→ 例：アルギン酸分解酵素（食品・バイオ関連企業）

◆DNA・RNA 発現（トランスクリプトーム）解析
細胞中に発現している遺伝子の解析や機能性に関与する遺伝子の発現量の解析
→ 例：機能性食品素材の探索および評価（食品・化粧品の製造企業など）

③公益財団法人オホーツク地域振興機構（北海道立オホーツク圏地域食品加工技
術センター）
○導入機器に係る主な仕様等
【 装 置 名 】ファリノグラフ E 型
【 メーカー 】ドイツ・ブラベンダー
【 導入年月 】平成２５年１０月
【 主な仕様 】
①ファリノグラフ E 型、②ミキサー
（300g、50g）、③制御・解析用パソ
コン、④循環恒温槽（加熱冷却機能付き）
【 特

徴 】
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・小麦粉と水をミキサーで混練しながら、軸にかかるトルクを測定する事で、
グルテンの品質や、最適な吸水率を評価する事が可能
○導入機器に係る主な使用目的とその波及効果
オホーツク地域の小麦は輪作体系上の基幹作物として重要な位置付けとなって
おり、オホーツク地域の小麦は作付面積で北海道の 23％、生産量で 23％を占める
主産地となっている。近年、輸入小麦の高騰や、消費者の食の安全・安心への関
心の高まりを契機として、パンやラーメン向けの春まき小麦など、需要の多い小
麦の生産拡大と加工・流通が求められている。このため、関係者と一体となって、
生産から消費に係るオホーツク産小麦の生産振興と利用促進を図るため、オホー
ツク産小麦の普及・利用拡大を図る。
【 メンバー構成 】
●北海道農業協同組合中央会
北見支所
●ホクレン農業協同組合連合会
北見支所
●北見農業協同組合連合会
●オホーツク網走農業協同組合
●北海道オホーツク総合振興局、
●北海道総合研究機構
北見農業試験場
●網走農業改良普及センター
●東京農業大学生物産業学部
●(公財)オホーツク地域振興機構

地場の小麦を地場で加工し、付加価値の高い
製品を生み出すことで地域経済への波及効
果が期待！

④苫小牧市テクノセンター
○導入機器に係る主な仕様等
【 装 置 名 】産業用Ｘ線 CT システム XTH225

ST

【 メーカー 】ニコン
【 導入年月 】平成２５年１２月
【 主な仕様 】
①XTH225 ST NoMRA RxSingle、
② XTH225 ST PE 1620AI キット、
③ CT モ ジ ュ ー ル （ 再 構 築 PC
96GB）
、④ XTH225(all) ソフトウ

VG Studio MAX ｺﾝﾌﾟﾘ
35

ェア バンドル、⑤ XTH 225 Adv.Filter キット、⑥ 3 次元画像処理ソフト
【 特

徴 】

・線源

： 開放型マイクロフォーカス、反射型ターゲット

・最大管電圧 ： 最大管電圧 225kV
・最大出力

： 225W

・焦点サイズ ： 3μm 、・幾何倍率 ： 最大 x150
・ディテクタ ： PerkinElmer 1620 flatPanel ditector 65,536 階調 （画
像範囲 白～黒までを 65536 分割して表示）4M ピクセル 2000(高さ)×
2000(幅) 視野サイズ 400mm×400mm
・最大サンプル重量 ： 50kg
・マニピュレーター移動範囲 : (X)400mm (Y)400mm (Z)600mm
○導入機器に係る主な使用目的とその波及効果
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３．販路開拓・販売促進事業
（１）中小企業応援ファンド事業（事業部・研究部）
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
「アスパラひつじ」からできる製品のブランド化
アスパラを給与させたひつじの羊肉分析及び羊乳の成分分析と味覚・匂い

株式会社

センサー評価・官能試験を行ない、乳製品の試作を行った。アスパラサイ

西川農場

レージは嗜好性がよかったことから、今後、飼料給与体系をもとにした養
育方法を確立し、安定した羊乳量の確保を目指していく。更に、アスパラ
ひつじの特性を生かした乳製品・ソーセージのブランド化を目指す。

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
美容訴求機能性食品原料の製造プロセス開発
H24 年度に設計したパイロットプラントシステムを利用し、鮭頭部表皮から

株式会社

「デルマタン硫酸型プロテオグリカン含有Ⅰ型コラーゲン」を製造するプロ

リナイス

セス開発を行った。鮭頭部表皮の細分化・脱脂・非加熱乾燥・粉砕までの一
連の工法を確立し、純度の高いコラーゲンの回収が可能となった。
今後、本成果をもとに生産・販売に取組んでいく計画である。

③ ブランド化促進支援事業
企業名

開発テーマ／開発内容
個の医療を切り拓く疾患バイオマーカー評価サービスのブランド化
「個別化医療」の時代となり重要性が増しているバイオマーカー評価サービ

株式会社ジェネ

スをより充実させるため、バイオマーカー解析に欠かせない病理標本染色画

ティックラボ

像の高精度化、高速化の仕組みを構築した。また、病理標本染色画像データ
の蓄積とその解析を進め、製薬企業にも対応可能なバイオマーカー評価技術
を構築した。これらを活用して新規受託サービスの拡大を進める。

企業名

開発テーマ／開発内容
科学的エビデンスに基づくチコリー茶のブランド力の向上

有限会社
天心農場

「軟白チコリー」の根の焙煎粉末を熱水抽出したコーヒー様飲料「チコリー
茶」のヒト介入試験による有効性の検証と市場調査を行った。その結果、食
後血糖値上昇の抑制が期待される HbA1c の改善効果等がみられた。
今後は、本試験内容について論文化を図り、販路拡大を進めていく。
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企業名

開発テーマ／開発内容
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

北海道乳業
株式会社

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の認証取得を目指
し、ヒト介入試験の設計や市場性調査を行った。本成果をもとに 26 年度は
ヒト介入試験を進め、その成果をもとに市場開拓を進める予定である。

企業名

開発テーマ／開発内容
北海道産小麦微粉末全粒粉の量産化技術の開発
北海道産小麦（「春よ恋」
、
「きたほなみ」など）の低温微粉末全粒粉技術（量

横山製粉

産化）の確立を図り、北海道産農産物利用拡大化と生産農産物利用効率化、

株式会社

並びに食品栄養改善にも大きく寄与する製品開発への展開を目差した。
また、製パン・製菓産業に対して必要な原材料・資材など、関連情報や各種
製法等の公開展示を通じて、新規需要の創出を図った。

企業名

開発テーマ／開発内容
北海道アスパラガス由来機能性素材の量産・販売体制の確立
機能性素材「酵素処理アスパラガス茎熱水抽出物（「ETAS」
：イータス）
」は、
北海道産の人気野菜の一つであるアスパラガスを高機能化した素材で、体内
の熱ショックタンパク質（HSP70）を誘導することにより、抗ストレス効果

株式会社アミノ
アップ化学

や自律神経調節作用を有する健康食品素材である。
本事業において、以下の項目について検討を行った。
①生産工程の効率化を図り量産体制の確立を図った
②大学等との共同研究によりヒト摂取試験などを実施し、科学的根拠を充実
させた。さらに、健康食品素材に加え、化粧品用途への応用の可能性につ
いても検証した。
③食品メーカーや化粧品メーカーに売り込むための販路開拓をめざした。

企業名

開発テーマ／開発内容
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

株式会社
スリービー

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）の有効活用
⑤路開拓および販売促進（外食チェーン、量販店など）
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企業名

開発テーマ／開発内容
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
１．タモギセラミドエキスの水溶化技術の確立による市場の拡大
①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

日生バイオ

①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

株式会社

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
②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

（２）地域新成長産業創出促進事業(北海道経済産業局補助事業)
北海道の食関連産業が有する優位性に着目し、地域特性にあった海外展開事例の創
出や低未利用資源等の発掘・利活用の促進を図るため、コーディネーターを配置し、
取組を行った。
①アイスクリームの市場開発
道産アイスクリームの海外販路拡大に向けて、道内メーカー等からなる「北海
道アイスクリーム輸出促進協議会」と連携し、
「美と健康」をテーマとした高付加
価値アイスクリーム「ＪＥＷＥＬ」を新たに開発したほか、協議会の統一ブラン
ド商品「北のラブレター」を中心として、海外バイヤーとの交渉や商談会出展に
よる国内外バイヤーとの商談を行った。
「北のラブレター」は、シンガポールなどアジア方面への輸出のほか、中東地
域アラブ首長国連邦ドバイにも輸出し、新たな販路の開拓に成功した。現在も香
港など海外との交渉が進んでいる。
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統一ブランド商品「北のラブレター」

新開発商品「ＪＥＷＥＬ」

○商談会への出展
日本アクセス
春季展示商談会
（西日本会場）

日本アクセス
春季展示商談会
（西日本会場）

スーパーマーケット
・トレードショー
2014

ＦＯＯＤＥＸ
ＪＡＰＡＮ
2013

開 催 日

平成26年１月15日(木)～16日(金)

会

場

インテックス大阪６号館

主

催

㈱日本アクセス

内

容

商品ＰＲ・国内外バイヤーとの商談

開 催 日

平成 26 年１月 22 日(水)～23 日(木)

会

場

さいたまスーパーアリーナ

主

催

㈱日本アクセス

内

容

商品ＰＲ・国内外バイヤーとの商談

開 催 日

平成 26 年２月 12 日(水)～14 日(金)

会

場

東京ビックサイト

主

催

(一社)新日本スーパーマーケット協会

内

容

商品ＰＲ・国内外バイヤーとの商談

開 催 日

平成26年３月４日(火)～７日(金)

会

場

幕張メッセ

主

催

(一社)日本能率協会

内

容

商品ＰＲ・国内外バイヤーとの商談

②高鮮度保持技術による物流拡大
道産食品の物流拡大を目指し、
「人工海氷水」と「電場冷蔵貯蔵機」を組み合わ
せた「冷蔵」による高鮮度保持新技術について、その優位性を確認するため、群
馬県及びシンガポール向けに道内水産品の物流実験を行った。また、物流実験の
実施に当たり、仕向地である群馬県及びシンガポールにおいて、現地卸売市場や
商社、百貨店等の訪問による市場調査を行った。
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輸送日程

平成25年９月30日(月)：小樽から発送
10月２日(水)～11日(金)：群馬県にて保管

対象魚種

ヤナギノマイ、ホッケ及びヒラメ

輸送方法

陸送

調査項目

一般生菌数、Ｋ値(鮮度指標)、ＶＥＮ(臭気)、温度履歴、

群馬県への輸送実験

外観変化、官能調査(10 月２日)
市場調査

現地卸売市場及び現地量販店等を訪問し、道内水産品の物
流拡大の可能性に関してヒアリングするとともに、新技術
により輸送した道内水産品の評価についてもヒアリング
を行った。

輸送日程

平成25年11月12日(火)：小樽から発送
11 月 14 日(木)～15 日(金)：シンガポールにて保管

対象魚種

アカガレイ及びイカ

輸送方法

ＨＯＰ１サービス（ヤマト運輸による海外向け小口共同運
送）

シンガポールへの
輸送実験

調査項目

温度履歴、外観変化、官能調査(11月15日)

市場調査

①平成 25 年 10 月 21 日(月)～24 日(木)
②平成25年11月14日(木)～17日(日)
現地卸売市場及びスーパー等の視察を通じ、現地で流通し
ている水産品の鮮度等について調査を行ったほか、現地商
社及び百貨店等を訪問し、現地水産市場の現状等について
ヒアリングした。また、新技術により輸送した道内水産品
の評価を行った。

実験結果

・官能調査(群馬県)では、
「外観」と「食感」において、新技術(人工海水氷輸
送+電場冷蔵)の方が従来技術(一般冷蔵便輸送+冷蔵庫保管)に対して明らかに
優位性があり、道産品でも消費地の近海の魚と同等の鮮度を保つことができて
いた。また、温度履歴分析でも、海水氷輸送での魚体の低温維持効果を確認し
た。
・一方、生化学的数値では新技術と従来技術とで品質の優位差は顕著には認めら
れなかった。その理由として、通関手続等での温度管理が徹底できず、氷の融
解によって十分な性能が得られなった可能性等が考えられる。

新技術：氷は十分残っており、魚体の状態
は良好。[群馬]
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従来技術：四隅の氷が溶け、魚体の色落
ち・頭落ちが顕著である。[群馬]

③道産食品の海外販路拡大
道産食品の海外販路拡大のため、経済成長が著しい香港及び中東地域のマーケ
ットを獲得することを目指し、道産食品の販路開拓等向けた取組を行った。

香港における

期

間

平成25年６月12日(水)～18日(火)

場

所

香港そごう地下食品売場

内

容

現地日本食材販売店の視察、道産スイーツのテスト販
売（12 商品）
、試食通じた道産スイーツの嗜好性等の調

道産食品市場調査

査を行った。
期間中、約 450 万円を売り上げ、道産スイーツの優位
性を実証した。
期
中東地域における
道産食品販路開拓調査

間

平成 25 年 11 月 11 日(月)～
平成 26 年３月 14 日(金)

内

容

中東地域カタール国において、道産食品 55 商品の現地
嗜好性等の調査や現地試食会開催による嗜好性等の調
査を行った。

期
ドバイ・カタール
ミッションへの参加

間

平成26年２月26日(水)～３月４日(火)

訪 問 地

アラブ首長国連邦ドバイ及びカタール国

内

道経産局主催のミッションに参加し、在外公館や現地
企業等との意見交換や現地国際展示会・商業施設等の
視察を通じた市場調査を行った。

容

ドバイ・カタールミッション

ホンコンにおける道産食品市場調査

④低未利用資源の発掘・利活用を通じた道産一次産品の付加価値化
「食のバリューチェーン」構築により低未利用資源をはじめとした農水産資源
を有効活用し、生産者、加工メーカー、販売メーカー等と協働で市場ニーズを踏
まえた新商品開発等を行った。
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■開発された主な新製品
１．フリーズドライシリーズ（ニシン・赤ガレイ・コマイ）
・甘エビ粉（パウダー）
商品価値がなく、これまで主に廃棄されていた「脂身の落ちた
ニシン」
、
「脂身の落ちた赤ガレイ」
「小さなサイズのコマイ」
「甘エビの頭」について、その有効活用を図るため、道内企業の
優れた基盤技術（フリーズドライ乾燥技術）を活用し、原料の素
材力を発揮した新商品「フリーズドライシリーズ」及び「甘エビ
粉」を開発。
特色は「新たな食感」
「高齢者等への配慮」
「長期保存が可能」
「軽量・コンパクト」
。
既に一部が製品として販売されているほか、調味料やふりかけ等の商品原料となり、今後の販路拡
大に大きな期待が集まる。
２．機能性キャンディー
専門家の持つ幅広いネットワークを活用し、機能性成分を含んだ
素材の新たなジャンルでの商品として、
「機能性キャンディー（タモ
ギダケ・あずきの素・紫蘇・山わさび・行者にんにく・コーン・カボ
チャ・アロニア・マリンコラーゲン・亜鉛大豆）
」を開発。
今後、一般販売に向け、取組が加速する見通し。
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ビジネスＥＸＰＯ
「第 27 回北海道技術・
ビジネス交流会」

開 催 日

平成25年11月７日(木)～８日(金)

会

場

アクセスサッポロ

主

催

北海道技術・ビジネス交流会

内

容

商品ＰＲ等

⑤サケ節の市場開発
道内での生産量増加が見込まれる「サケ節（低未利用資源「ブナサケ」活用）」
」
について、地域特産品から北海道ブランド商品へステップアップすることを目指
し、次の取組を行った。
参 画 者

漁協、サケ節製造メーカー、加工・流通事業者、行
政機関、産業支援機関等58団体

設 置 日

平成 25 年７月 31 日(水)

サケ節ブランド化
ネットワークの形成

※キックオフセミナー併催
内

容

市場拡大が期待される道産サケ節について
生産から加工・販売までの関係者が集うネットワー
クを形成し、関係者の連携を強化。

開

催

平成 25 年７月 22 日(月)、12 月６日（金）
、
12 月 18 日（水）

サケ節を使った

内

容

サケ節の出汁素材としての活用に着目し、出汁文化の
栄えた京都において、
サケ節を使った料理教室等を開催

料理教室の開催

した。
また、日本料理界や調理専門学校等にサケ節活用ＰＲ
を行った。

品質規格化等に関する

内

容

ヒアリング調査

サケ節の製造方法等がメーカーで多様化している現状
を踏まえ、サケ節関連商品を生産している大口需要家に
対して、サケ節の規格基準等に関してヒアリングした。

実 施 日

平成25年11月27日(水)～28日(木)

内

サケ節の新たな市場展開として海外への輸出可能性に
ついて外国人を対象としたサケ節の嗜好調査を行った。
・JICAミャンマー研修生16名
・北大留学生７名
国よって評価は異なるものの、総じて高い評価が得ら
れた。

容

市場展開・海外輸出
可能性調査

サケ節キックオフセミナー

外国人向け嗜好調査
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（３）産業クラスター成果発表会の開催
日本アクセス北海道㈱「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 13 名をはじめ、貫田シェフや食
品卸バイヤーなど 50 名が参加。
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いました。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。

ベーコン・ソーセージ

試食風景

焼きトウモロコシ

熟成牛肉ステーキ

ホタテクリームコロッケ

貫田シェフによる講評

４．地域の仕組みづくり事業
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５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１地域活動グループに対し
て各種支援活動を実施した。
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（１）重点支援地域の取り組み状況
研究会・地域活動グループ
下川町ふるさと開発振興公社

件

名

「ハルユタカ」を活用した特産品の開発

わっかない産業クラスター研究会

珪藻土調査研究及び新商品開発事業

ななえ大沼ブランディング研究会

七飯町特産品開発・販売促進強化事業
～生産・加工・販売の相互連携による食と産業の推進体制づくり～

一般社団法人
オホーツク・テロワール
北広島エルフィンクラスター研究会
深層水まつり実行委員会

農畜産事業者と漁業者及び小売流通・ホテル事業者等による６次
化商品の共同開発
北広島市「ひろっこブランド」の開発、育成
岩内湾深層水と地元食材を使用したレトルト食品・缶詰の開発

（２） 地域の食品加工施設を活用した商品づくり支援（地域版試作・実証機能支援）
道内に 100 箇所あま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。
地域活動グループ
㈱トラヴェシーア
(喜茂別町)

件名・施設名
調理用トマトによるソース開発と地場産野菜のピクルス開発
・喜茂別町

地域振興センター

みらい

・食品加工研究センター
㈱AEI INTERWORLD
(札幌市)
㈱ブルックスカレー
(札幌市)

北海道の大豆、乳製品を使用したスプレッドの開発
・食品加工研究センター
過熱水蒸気加工札幌黄玉ねぎの商品開発
・サッポロさとらんど農産加工室
・食品加工研究センター

アイキャンの里味噌づくり母さんの会

下川産原料にこだわった母さんの手作り味噌の商品開発

(下川町)

・下川町農村活性化センター「おうる」農産加工研究室

小笠原農園
(幕別町)

リーキを使ったスープの開発
・幕別町ふるさと味覚工房
・十勝圏地域食品加工技術センター

のんびりやさい園まの
(長沼町)
㈱草原の風
(鹿追町)

長沼産果物で作るジャムとそれを使った菓子の開発
・ながぬま農産加工センター
鹿追産「放牧豚」を使った新商品開発と品質保証システムの確立
・鹿追町ワーキングセンター
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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「地域ネットワーク会議」を北海道新幹線開業
を間近に控えた渡島管内七飯町で開催し、農商工連携 6 次産業化への取り組み事例や
北海道新幹線を起爆剤とした道南地域振興の取組みについて、専門家による講演や地
域としての準備状況についての意見交換などを行なった。
7 月 1 日(月)～2
日(火)

○

講演1

「食と農で地域元気に！～農商工連携＆６次産業化～」

渡島管内七飯町

NPO法人農商工連携サポートセンター代表理事
○

大塚洋一郎氏

講演2

「 北海道新幹線を起爆剤とした道南地域振興の取組みについて」
北海道旅客鉄道株式会社
○

営業部観光開発室長

長谷川潤氏

視察
山川牧場、城岱スカイライン展望台（新幹線工事鳥瞰）
福田農園

【9 研究会 73 名参加】

パネルディスカッション風景

NPO 法人農商工連携ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ代表理事
大塚洋一郎氏

講演
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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
（地域新成長産業創出促進事業：北海道経済産業局補助事業）
北海道地域におけるバイオ産業のさらなる発展と競争力強化を図るため、北海道の先端的な
シーズの活用やバイオ産業クラスター内のネットワーク強化を行うとともに、広域的、先導的
な支援事業を実施した。
①地域間連携・ネットワーク強化事業
a.総会・企業プレゼン会の開催
開催日時

平成２５年７月２３日（火）13:30～16:30

場

所

京王プラザホテル札幌

内

容

【総会】
○平成２４年度事業報告、平成２５年度事業計画（案）について
【基調講演】我が国のバイオ産業政策及び再生医療の実用化・産業化に向けて
【企業プレゼン】
○㈱機能性植物研究所、天然科学研究所㈱、医化学創薬㈱、カイゲンファーマ㈱
参加人数 124 名

b.運営委員会の開催
フォーラムの活動に関する事業計画容等を検討するため、運営委員会を回開催した。
第1回

第2回

開 催 日 時

平成２５年５月２８日（火）

平成２６年３月１９日（水）

場

所

コラボほっかいどう大会議室

京王プラザホテル札幌

内

容

平成 24 年度事業報告
平成 25 年度事業計画等

平成 25 年度事業報告
平成 26 年度事業方針等

c.データベースの整備
北海道バイオ産業クラスター・フォーラム参画企業 128 社に対し、以下の項目の調査を
行い、情報提供事業にて電子化を図り、ＨＰにて公開した。

d.クラスター・マネジャーの配置
クラスター・マネジャーを配置し、企業間のコーディネート、情報提供の活動等を実施
した。専門知識を有するクラスター・マネジャーの配置により、クラスター内企業への効
果的なコーディネート活動を実施した。
㈱ヒューマン・キャピタル・マネジメント 代表取締役社長 土井 尚人 氏
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e.バイオ企業懇談会の開催
道内外の医療・医薬バイオの現状と課題及び道内バイオ産業の進展に向け、懇談会を開
催した。
開催日時

平成２５年１０月２８日（月）１５：３０～１７：３０

場

所

コラボほっかいどう 大会議室

内

容

○現状と課題
○医療分野でバイオを盛り上げるための取組み など

参 加 者

㈱エヌビィー健康研究所、㈱化合物安全性研究所、㈱ジーンテクノサイエンス、㈱
ホクドー、北海道システム・サイエンス㈱、㈱モノクローナル抗体研究所

②販路拡大・ビジネスマッチング事業
道内バイオ企業の販路開拓に向け、ビジネスマッチングの開催や道内外で開催される展
示会等に参加し、新市場開拓を行った。
a.「健康食品・化粧品ビジネスマッチング事前セミナー」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２５年１０月３０日（水）13：30～15：30

場

所

北海道経済産業局

概

要

①『健康メガショップ「ケンコーコム」が求める健康食品・化粧品とは』
ケンコーコム㈱ 商品部 マネージャー 小金森 綾 氏
②『道産サプリ・コスメ・原料の販売窓口と連携した商品展開について』
㈱北国生活社 代表取締役 内藤 大輔 氏
③『当マッチング機会の活かし方』
㈱ﾋｭｰﾏﾝ・ｷｬﾋﾟﾀﾙ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 代表取締役社長 土井 尚人 氏
参加人数 20 名

b.「健康食品・化粧品ビジネスマッチング in 札幌 2013」の開催
健康食品・化粧品分野の「売り企業」と「買い企業」の事前商談を設定し、新たな商取
引に向けた支援を行った。
開 催 日 時

平成２５年１１月２７日（水）10：00～19：30

場

所

京王プラザホテル札幌

概

要

○健康食品開発シンポジウム
・基調講演『国内の機能表示制度の緩和に向けた展開』
大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学 教授 森下 竜一
・取組紹介①『北海道食品機能性表示制度』
北海道経済部食産業振興室 参事 中島 俊明
・取組紹介②『健康支援食品制度の構築・運用による食産業の振興』
一般財団法人四国産業・技術振興センター「STEP」 連携コーディネーターグ
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ループ食産業プロジェクトリーダー 森 久世司
・取組紹介③『北海道食品機能性表示制度認定までの道のりと今後の取り組み』
一般社団法人北海道バイオ工業会 事業企画・運営委員 主幹事
三浦 健人
○展示会 合計６７ブース（売り企業５３社、主催・協力機関等１４社）
○商談会 参加８０社、商談件数２２６件
来 場 者 数

３５６名
参加企業の満足度

健康食品化粧品ビジネスマッチング展示会場

c. 香港への健康食品の参入調査とビシネスマッチングの開催
中国本土や東南アジアへのゲートウェイ機能を有する香港をターゲットとし、道内健康
食品関連企業４社が現地の展示会・商談会「現代漢方＆ヘルスケア製品展」へ参加する際
の支援を行った。
開 催 日 時

平成２５年８月１５日（木）～１７日（土）

場

香港貿易開発局（香港コンベンション＆エキシビジョンセンター）

所

参 加 企 業

○「現代漢方＆ヘルスケア製品展」
○ビジネスマッチング
㈱北海道霊芝、㈱北海道バイオインダストリー、㈱アビサル・ジャパン、
（有）サンキット

概

いずれの企業も１社以上の香港企業と、契約を結ぶか、交渉を進めている状況である
との結果を得ることが出来た。

要

d.「香港・健康食品ビジネスセミナー」の開催
香港への健康食品のビジネス参入に向け、商取引の現状や規制などについて紹介するセ
ミナーを開催した。
開 催 日 時

平成２５年１１月２８日（木）10：00～12：30

場

京王プラザホテル札幌

所
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概

要

来 場 者 数

○「香港貿易発展局によるビジネス支援事業」
香港貿易発展局 日本首席代表 古田 茂美 氏
○「香港における健康食品の取引と規制の状況について」
香港保健食品協会 会長 Ｓomson Tsoi 氏
○香港ミッション報告
㈱北国生活社
代表取締役 内藤大輔 氏
㈱北海道霊芝
営業部長
戸部耕三 氏
78 名

e.「食品開発展 2013」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 2013」に出展し、販路開拓に向けた支援を行った。
開 催 日 時

平成２５年１０月９日（水）～11 日（金）

場

所

東京ビックサイト

主

催

ＵＢＭメディア㈱

参 加 企 業

（10 社）
㈱化合物安全性研究所、㈱北国生活社、
コスモ食品㈱、㈲植物育種研究所、㈱新薬リサーチセンター、ナチュラルケア㈱、
日生バイオ㈱、コスモ・バイオ㈱、丸共バイオフーズ㈱、北海道ワイン㈱

概

総出展社数 600 社、出展小間数 840 小間、セミナー参加数約 1,798 名、出展者プレゼ
ンテーション 8,743 名
ブース訪問者数：1,226 件
商談・引合件数：135 件

要

来 場 者 数

40,102 名

「食品開発展２０１３」北海道ブース

ブースでの商談の様子

f.「BioJapan2013」への出展
ライフ、グリーン、機能性食品、バイオクラスター＆ベンチャーを中心とした国内外の
企業・クラスターが参加する「BioJapan2013」に出展し、販路開拓に向けた支援を行っ
た。
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開 催 日 時

平成２５年１０月９日（水）～１０月１１日（金）

場

所

パシフィコ横浜

主

催

ＢｉｏＪａｐａｎ組織委員会

参 加 企 業

㈱応用医学研究所、コスモ・バイオ㈱、㈱アミノアップ化学、
医化学創薬㈱、㈱グライコテクニカ

概

ブース訪問者数：330 件

要

来 場 者 数

商談・引合件数：72 件

12,487 名

g.「サッポロ ヘルス＆ビューティフェア 2013」への出展
北海道の健康食品・化粧品を一般消費者へＰＲするため、展示会に出展した。
開 催 日 時

平成２５年１０月２６日（土）～２７日（日）

場

所

アクセスサッポロ

主

催

SAPPORO Health & Beauty FAIR 2013 実行委員会

概

要

出展社数 93 社、5 団体

来 場 者 数

15,000 名

h.「関西バイオビジネスマッチング 2014」への参加
関西圏の製薬、大手食品・化粧品メーカー等が参加するビジネスマッチングに参加し、
北海道のバイオ企業の販路拡大に向けた支援を行った。
開 催 日 時

平成２６年２月５日（水）

場

所

千里阪急ホテル

主

催

近畿バイオインダストリー振興会議

参 加 企 業

㈱ホクドー、㈱アミノアップ化学、ナチュラルケア㈱、㈱バイオメッドコア （北海
道からの参加企業）

来 場 者 数

参加者 345 名（一般参加含む）

③情報提供事業
a.研究・技術シーズ公開会の開催
大学等の先端的な研究成果を道内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。
○～先端医療研究セミナー～
開 催 日 時

平成２５年１２月１９日（木）13：30～16：30

場

所

札幌アスペンホテル

概

要

第 1 部 ～遺伝子解析・次世代診断技術～
①「組織生検に代る低侵襲ながん診断システムの開発」
札幌東徳洲会病院付属臨床研究センター 再生医療研究部門長 水上裕輔 氏
②「がんエピゲノム解析を活用した新しい診断法開発」
札幌医科大学 医学部分子生物学講座 教授 鈴木 拓 氏
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第 2 部 ～細胞・再生医療～
③「ゲノム情報を用いた最新技術で解明する細胞機能」
北海道大学大学院先端生命科学研究院 教授 小布施力史 氏
④「肝細胞培養と小型肝細胞：創薬・肝再生医療への応用」
札幌医科大学医学部附属フロンティア医学研究所 教授 三高 俊広 氏
⑤「再生医療の品質管理と自動化に係るセルプロセッシング工学の取り組み」
北海道大学大学院工学研究院 細胞培養工学研究室 教授 高木 睦 氏
参 加 者 数

86 名

○医療・福祉セミナー
開 催 日 時

平成２６年３月１２日（水）14：00～17：00

場

所

札幌アスペンホテル

概

要

第１部：生体材料と医療への実装
①「マイクロ・ナノパターン化を利用した汎用バイオ材料への簡便な機能付与法」北海道
大学大学院歯学研究科 生体材料工学教室 准教授 赤坂 司 氏
②「生命科学におけるハイドロゲルの機能」
北海道大大学先端生命科学研究院 准教授 黒川 孝幸 氏
③「海洋資源を活用した再生歯科医療～高齢者の口腔機能向上をめざして」
北海道大学大学院歯学研究科 高齢者歯科 講師 柏崎 晴彦 氏
第 2 部：先進的医療福祉機器
④「骨固定型ピックアップを用いた骨伝導マイクロホン」
北海道医療大学 心理科学部 教授 西澤 典子 氏
⑤「複合的感覚刺激を付与するリハビリテーションの開発研究」
札幌医科大学保健医療学部理学療法第二講座 准教授 金子 文成
氏

参 加 者 数

51 名

b. 北海道食品機能報告会 ～食品臨床試験システムの活用と道産食品の魅力～の開催
北海道独自の食品機能表示認証制度（ヘルシーＤｏ）の認定に重要な評価項目である「食
品臨床試験」の事例紹介を行い、評価手法を周知するとともに、北海道の優れた素材・製
品の紹介を行った。
開 催 日 時

平成２６年３月１８日（火）14：00～17：15

場

所

京王プラザホテル札幌

概

要

講演
○「北海道素材の魅力」
天使大学 看護栄養学部 栄養学科 教授 荒川 義人 氏
○「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 医療情報学部 医療情報学科 教授 西平 順 氏
事例紹介
○北海道米(GABA 富化米)の機能性評価試験
ﾎｸﾚﾝ農業協同組合連合会 ﾎｸﾚﾝ農業総合研究所
○ネギ葉身部抽出物の免疫賦活作用
㈱アミノアップ化学 学術部 学術開発室
○有胞子性乳酸菌入りオカラ粉末の継続摂取による便通・便性改善作用に関する
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臨床試験
アテリオ・バイオ㈱
○チコリー飲料の継続摂取による脂質代謝改善作用に関する臨床試験
有限会社天心農場
参 加 者 数

120 名

c．パブリシティ事業
「北海道バイオ産業クラスター・フォーラム」の参画企業の情報等を掲載したＨＰの更
新やパンフレットの更新などを実施した。
④調査事業
a.医療・医薬分野におけるバイオ産業市場動向および北海道での発展可能性調査
道内の医療・医薬分野の産業発展に向け、以下の内容を調査し取り纏めを行った。
○国内外の市場・研究開発動向調査
○ビジネス環境の変化
○今後の市場予測と展望
○道内医療・医薬分野におけるバイオ産業の発展方策に関する有識者へのヒヤリング及び
内容の取り纏め

b.化粧品関連産業の動向と道内化粧品産業の発展性調査
道内の化粧品産業の発展に向け、以下の内容を調査し取り纏めを行った。
○国内外の市場・新商品開発動向調査
○ビジネス環境の変化
○今後の市場予測と展望
○道内化粧品企業の動向調査
○北海道産化粧品の強みと弱みに関する緒言

２．北大リサーチ＆ビジネスパーク推進支援事業（産学官連携推進部）
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。
協議会関係機関の連携により、平成２５年度は平成２４年度補正予算事業「国際科学イノベ
ーション拠点整備事業」
（文部科学省）である「フード&メディカルイノベーション国際拠点」
に採択されるとともに、平成２５年度事業「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）に「食・運動・健康・医療をつなぐ知で家庭に拓く次世代
健康生活創造の国際拠点」が、将来の拠点候補として COI-T(トライアル)に採択された。
また、平成２４年度から推進している文部科学省「地域イノベーション戦略支援プログラム
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－さっぽろヘルスイノベーション‘Smart-H’－」も着実に推進しているところである。
「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）推進事業計画【ワーキングステージ】第２章の策定
北大リサーチ＆ビジネスパーク推進事業計画は平成２３年度から平成２５年度が第３ステ
ージ第１章の推進期間となっており、第１章の総括及び第２章計画を策定するため、各機関
へのヒアリングや取組状況の照会を行うとともに、連絡会・幹事会において策定状況の進捗
報告・意見聴取等を実施し、第１章総括評価案及び第２章計画案を作成した。
（２）主要３プロジェクトの推進
Smart-H’を含む３プロジェクト（
‘Smart-H’ほか「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」
）の進捗状況等について継続して
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２５年８月８日）に
おいてそれぞれの進捗状況報告を実施した。
また、
’Smart-H’の進捗状況についても、それぞれに対し報告を行って情報交換を図り、
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
① 地域イノベーション戦略推進事業の積極的な展開
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。
②「健康科学」と「医療」の連携融合に向けた各種の取り組みの展開
ＣＯＩプログラム構築に向けて北海道大学、ノーステック財団、北海道が共催した「オ
ールジャパン「食と健康」シンポジウム －食と健康に関する知の結集に向けて－」
（平
成２５年６月１７日開催）を後援した。
同じくＣＯＩプログラム構築に向けて北海道大学が主催した「北海道大学イノベーショ
ン・フォーラム in Tokyo いまこそ“家･めし” －ちょっと未来の健康生活－」
（平成２
５年８月６日。共催：北海道・ノーステック財団・フード特区機構）
、および「インター
ナショナル「食と健康」シンポジウム －フード＆メディカルイノベーション創出に向け
て－」
（平成２５年９月３日。共催：北海道・道総研・ノーステック財団・フード特区機
構）を共催した。
（４）道内企業の参画促進
①北大リサーチ＆ビジネスパーク推進協議会ホームページのリニューアル
広報戦略として北キャンパスの情報などを発信し、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 推進協議会のホームページをリニューアルした（平
成２５年１１月）
。また、パーク内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。
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内

容

○更新型ページ
01 北の Dream Maker：ベンチャー企業の紹介
02 おすすめイベント：関係機関のイベントスケジュールを掲載
03 気になる数字：気になる数字を紹介
04 起業の道具箱：起業家に有益な情報を掲載
05 北キャンだより：北大北キャンパスにかかる情報を掲載
06 注目！若手 Scientist：北大ほかの若手研究者の紹介
07 空き部屋の鍵あります：インキュベーション施設情報を掲載
08 相談窓口ガイド：関係機関の紹介
○静的ページ
・北大 R&BP 概要／設立経緯と取り組み／アクセス／リンク／見学受付／お問い合
わせ

R&BP マガジンのトップページ

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３月１０～１１日に
北見市において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
ビジネス EXPO（平成２５年１１月８～９日）において、北大Ｒ＆ＢＰ推進協議会の活
動を紹介したほか、北キャンパスエリアのベンチャー企業の紹介スペースを設け、５社の
出展を支援した。
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項

目

内

容

開催日

平成２５年１１月７日（木）～８日（金）

場

アクセスサッポロ

所

テーマ

・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事業（
‘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）の紹介
・北海光電子、医化学創薬（コラボほっかいどう入居）
、機能性植物研究所、バイオ
メッドコア（北大ビジネス・スプリング入居）
、ジェルデザイン（北大創成 3 号館入
居）の 5 社の出展を支援

ノーステック財団ブースにおける
「北大 R&BP」コーナー

「札証セミナー」×「さっぽろベンチャー支援事業成果報告会」 開催支援を実施した（証
券会員制法人札幌証券取引所、一般財団法人さっぽろ産業振興財団共催）
項

目

内

容

開催日

平成２６年３月３日（月）１３：３０～１６：００

場

札幌証券取引所 ２階会議室

所

テーマ

・第１部 札証セミナー
『暴排実務のフロンティア』
㈱エス･ピー･ネットワーク 代表取締役副社長 熊谷 信孝 氏
・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：㈱ヒューマン･キャピタル･マネジメント 西澤 氏
ベンチャー：㈱調和技研 代表取締役 中村 氏
（２）支援機関：(有)IEP 代表取締役 村本 氏
ベンチャー：医化学創薬㈱ 代表取締役 外村 氏
（３）支援機関：北海道ベンチャーキャピタル㈱ 桶川 氏
ベンチャー：OWL PLANNING 代表 大熊 氏
・情報提供：北大 R&BP 推進協議会、北海道ニュービジネス協議会
・展示・相談会
・発表 3 社の展示、個別相談コーナーを設置。
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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
インキュベーションルームに関する広報として、北海道大学、産総研、中小機構、北大
Ｒ＆ＢＰ推進協議会等の主催で「研究開発型企業支援施設説明会」を開催（平成２５年７
月３日）した。
札幌市が主催した「開放型特許活用モデル事業（技術移転マッチング）
」を共催し、大
企業や大学研究機関等が持つ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。
項

目

内 容

開催日時

①平成２５年７月２４日（水）１０：００～１７：００
②平成２５年９月１１日（水）１３：００～１７：００
③平成２５年１０月２３日（水）１３：００～１７：００

場

所

①札幌コンベンションセンター
②ＴＫＰ札幌きょうさいサロン
③ＴＫＰ札幌きょうさいサロン

内

容

① 技術移転交流セミナー
・知財活用によるビジネス創出に関する講演
・大企業における知財活動事例
・札幌市の支援策紹介
② 技術移転マッチング（情報通信、ナノテク･材料関連など）
・大企業、大学等による開放特許の紹介（プレゼンテーション）
・個別相談会
・パネル展示＆フリー個別相談
③技術移転マッチング（ライフサイエンス、環境関連など）
・大企業、大学等による開放特許の紹介（プレゼンテーション）
・個別相談会
・パネル展示＆フリー個別相談

ノーステック財団が主催した「道総研開放機器見学会」を道総研と共催（平成２５年１
０月２８日）した。
北海道大学の開放機器の使用を支援する「先端分析機器等トライアル支援事業」を新設
した。
項
目

目

内 容

的

Ｒ＆ＢＰ構成機関が外部機関に開放している分析・計測機器等（開放機器）の使用料
を、北大Ｒ＆ＢＰ推進協議会が負担することにより、開放機器の周知・利用を促進し、
北海道大学北キャンパス周辺エリアへの研究施設・企業の集積の促進に資する。

事業内容

Ｒ＆ＢＰ構成機関が所有する開放機器を使用する場合に、その使用料を支援する。
・対 象：企業（道内外）
・対象となる開放機器
Ｒ＆ＢＰ構成機関が外部機関に開放している分析・計測機器等（平成２５年度は北海
道大学の開放機器のみを対象）
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・補助内容：開放機器の使用料の１／２相当額を補助（補助上限５万円）

北海道大学など道内大学、高専、信金、北大Ｒ＆ＢＰ推進協議会が主催した「道内大学･
高専･公設試まとめてシーズ･ニーズマッチングフェア」を共催（平成２５年１１月７～８
日）した。
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。
ア．第１回 北海道大学オープンファシリティ見学会（平成２５年７月５日）
（北大ビジネス・スプリング（
（独）中小企業基盤整備機構北海道本部）と共催）
イ．第２回 研究発表会・事業説明会（平成２６年１月２８日）
（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）
ウ．第３回 北キャンコーディネータ交流会（平成２６年２月２１日）
北海道、北海道企業誘致推進会議が東京において主催した「北海道フードビジネスセミ
ナー」(平成２５年１０月１０日)に北大Ｒ＆ＢＰ推進協議会ブースを出展した。
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 －医と食の融
合によるビジネス創出を目指して－」を開催（平成２５年１１月２１日）した。
（後援：
北海道・中小機構･北大創成研究機構･ノーステック財団）
項 目

内容

開催日時

平成２５年１１月２１日（木）１３：３０～１６：３０

場

所

ウェスティンホテル大阪

内

容

・北大 R&BP 構想の紹介（北大 R&BP 事務局）
・北海道大学の研究シーズの紹介
「神経変性疾患における細胞内タンパク質恒常性」
北海道大学大学院 先端生命科学研究院
細胞機能科学研究室 助教 北村 朗 氏
「がん血管の特異性解明と新規がんの診断・治療薬開発」
北海道大学大学院 歯学研究科 血管生物学教室
特任准教授 樋田京子 氏
・北海道のフードビジネス環境の紹介
北海道
・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、中小機構北海道本部、ノーステック財団
・北海道大学オープンファシリティの紹介
北海道大学
・北海道食品機能性表示制度の紹介
フード特区機構
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研究シーズ紹介（樋田准教授）

インキュベーション施設紹介（北大）

〇北大リサーチ＆ビジネスパーク推進協議会関連機関が開催するイベント等への開催協
力、後援を実施した。
ア．第 6 回健康食品･化粧品ビジネスマッチング in 札幌 2013（平成２５年１１月２７
日。主催：北海道経済産業局･札幌市･北海道バイオ産業クラスター・フォーラム･
ノーステック財団･北海道･北海道バイオ工業会･フード特区機構）
イ．北大ビジネス・スプリング開設 5 周年記念フォーラム ～研究･開発からビジネス
までチャレンジするなら今でしょ！～（平成２６年１月２０日。主催：中小企業基
盤整備機構北海道本部、後援：北海道・札幌市･道経連･北大リサーチ＆ビジネスパ
ーク推進協議会）
ウ．第 15 回北大ビジネス・スプリングセミナー（平成２６年２月１４日。主催：北大
ビジネス・スプリング）
エ．第 1 回道総研オープンフォーラム ～地球温暖化が及ぼす農林水産業への影響～
（平成２６年３月６日。主催：道総研機構、後援：北海道･ホクレン･道漁連･北大
リサーチ＆ビジネスパーク推進協議会）
〇道内の産学官及び金融機関等に所属のコーディネータ等の交流を通じ、コーディネータ
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
を目的に、各機関のコーディネータ・アドバイザーの情報共有や相互連携、交流を図る
ため、２月２０日(木)に「北海道コーディネータ・ネットワーク・フォーラム」を北海
道・北海道経済産業局と共催した。
項

目

内 容

開催日時

平成２６年２月２０日（木）１３：００～１７：３０

場

札幌プリンスホテル 国際館パミール

所

テーマ

・合同基調報告
「平成２５年度北海道科学技術奨励賞受賞記念研究報告会」
・基調講演
「モチベーションの科学
－研究者・技術者のやる気はどこから来るのか？－」
北海道情報大学経営情報学部准教授
金間 大介 氏
・事例紹介
「企業の競争力を高める知財経営マネジメントの重要性とは」
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日本弁理士会北海道支部副支部長/弁理士
富田 尊彦 氏
・実践講座
「JST 産学連携支援制度の傾向と申請のポイント」
独立行政法人科学技術振興機構産学連携展開部
研究支援担当事業調整グループ主査
東中 資喜 氏

札幌市が主催した「札幌市フードビジネスセミナー －札幌圏における食分野のビジネ
ス環境－」
（平成２６年２月１２日）において、北大リサーチ＆ビジネスパーク推進協議
会及びノーステック財団の取り組みを紹介した。
項

目

内 容

開催日時

平成２６年２月１２日（水）１５：００～１８：３０

場

ホテル椿山荘東京

所

テーマ

・第１部：講演会
ア．札幌圏におけるビジネス環境（札幌市）
イ．道産小麦の加工特性と可能性（道総研機構）
ウ．フード特区の取り組み（フード特区機構）
エ．北大 R＆BP の取り組み等（北大 R&BP 事務局）
オ．食料品製造業にとっての札幌圏の魅力（進出企業）
・第２部：交流会では試食･ビジネス環境紹介展示

賑わう交流会

ビジネス環境紹介（札幌市）

日本政策投資銀行「北海道ハンドブック平成 26 年度版」に「北大リサーチ＆ビジネス
パーク」関連のデータ掲載依頼を実施した。
（６） 研究成果の事業化の促進
Smart-H を通して、最先端医療技術のヘルスツーリズムやメディカル・ツーリズムへの
活用について、諸調査や条件整備に向けた検討を実施し、北海道大学分子追跡陽子線治療
装置の施設の完成、治療開始（平成 26 年 4 月予定）に併せて、メディカル・ツーリズム
や世界最先端研究機関との協力関係を整備した。
（Medical Excellence Japan,Stanford
University,Mayo Clinic 等）
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（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

第１回
幹事会

８月８日（木）

第１回
協議会

８月２８日（水）

第１回
連絡会

１１月５日（火）

第２回
連絡会

１２月１７日（火）

第２回
幹事会

１月１０日（金）

第３回
幹事会

３月１３日（木）

第２回
協議会

３月２８日（金）

議

題

① 平成 24 年度北大 R&BP 推進協議会収支決算について
②「地域イノベーション戦略支援プログラム」について
③ 北大リサーチ＆ビジネスパーク推進事業計画ワーキングステージ第
１章の評価について

① 北大リサーチ＆ビジネスパーク推進事業計画ワーキングステージ第
２章について

①北大リサーチ＆ビジネスパーク推進事業計画ワーキングステージ第２
章について
②平成 25 年度北大Ｒ＆ＢＰ事業実施状況及び収支見通しについて
③平成 26 年度北大Ｒ＆ＢＰ事業計画及び予算（案）について
④さっぽろヘルスイノベーション‘Ｓmart-Ｈ’の進捗について

② 視察対応（２件）
平成２５年１０月７日(月)
平成２６年２月１８日(火)

台湾行政院国家科学委員会国際合作処
駐日南アフリカ共和国大使館 全権特命大使

３．ＪＩＣＡ研修事業
平成 25 年度は、地域別研修並びに青年研修事業が下記の通り 3 回開催され、合計 29 名の
参加を得た。世界的不況下での研修となったことから、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。
①地域別研修「5S を基礎とした日本的経営」コース
研修期間
参加国
研修内容

平成 25 年 9 月 2 日～9 月 25 日（24 日間）
モンゴル：8 名
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
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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 「地域における中小企業振興」コース
研修期間
参加国

研修内容

平成 25 年 11 月 25 日～12 月 6 日（12 日間）
ミャンマー：16 名
地域経済の振興は、均衡ある発展を重視するミャンマーにとっては優先
課題であり、産業振興にかかる行政施策や企業の取組み事例の知識習得を
通じた人材育成と組み合わせることで、より大きな支援効果が期待出来ること、
また、研修期間が短期間であることから、
市場経済化で成功する企業のマネジメント・戦略について理解する。
日本における中小企業に対する支援の体制を理解する。
地元資源を活用した北海道の生産活動を理解する。
上記、３点に焦点を当て、将来のリーダーとして中小企業振興の課題解決を担う
青年層の知識と意識の向上を目的として実施した。

③国別研修 「現地講師育成研修」コース
研修期間
参加国

研修内容

平成 26 年 1 月 20 日～2 月 14 日(26 日間)
モンゴル：5 名
JICA がモンゴル国の市場経済化の支援および日本・モンゴル両国の相互理解促進
を目的として、2002 年よりモンゴル日本人開発センタープロジェクトの一環とし
て、市場経済化支援に資する人材育成を目的としたビジネスコースを実施してき
た。
このコースの修了生を対象にこの研修で学んだ日本的経営の理論や技術の実践・
事例を学び、よりモンゴルの中小企業の振興・市場経済化の促進に寄与すること
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」の運営事業
当財団が施設管理している“コラボほっかいどう”において現在実施中の研究テーマは次
のとおりである。
各研究室の研究テーマ／平成 25 年度
施設名

研究テーマ

A ルーム

１．生体膜ミミック（ＰＣ／ＳＡＭｓ）分子配向制御技術の利用研究及
びその表面への MAP 結合型機能性タンパク質の搭載
２．糖タンパク質製剤の糖鎖ラベル化法の最適化

B ルーム

１．抗体、接着分子及び病原体等のエピトープ探索用マイクロアレイ用
コンテンツの開発
２．疾患診断用全自動糖鎖プロファイル診断システムの開発及び活用・
普及促進

C ルーム

１．抗体、接着分子及び病原体等のエピトープ探索用マイクロアレイ用
コンテンツの開発
２．疾患診断用全自動糖鎖プロファイル診断システムの開発及び活用・
普及促進

D ルーム

農水畜産物を利用した新規食品及び検出技術の開発

E ルーム

・エピゲノム創薬を目指した創薬ターゲット分子の検索とスクリーニン
グシステムの開発

F ルーム

空室

G ルーム

熱交換換気システムと冷暖房機器動作ネットワーク同期によるスマート
ハウス研究

事業化に関する
共同研究スペースⅡ

光電子顕微鏡および光電子顕微鏡を応用した各種デバイス評価装置の試
作機の性能評価・改良

昨年度まで空室だったＣルーム並びにＧルームについても入居が決まり現在空室はＦルー
ムの１室のみとなっている。引き続き稼働率アップに向け活動中である。

２．
「グリーンケミカル研究所」の管理運営事業
平成２５年度のＧＣＣ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２５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社が実証研究を実施している。
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ＧＣＣの運営(視察)状況
年月日

実 施 内 容

備

H25 年
4 月 12 日

遺伝子組換え実験要領に基づく安全委員会

組換え実験計画の審査

6 月 21 日

札幌市補助事業報告書提出

札幌市ものづくり産業立
地促進補助金

7 月 12 日

北海道経産局バイオ課長 視察

7 月 22 日

美唄市 美唄新産業創造研究会 視察

研究会 10 名他 (美唄市
役所から２名)

7 月 23 日

経済産業省生物化学産業課長 視察

江崎課長他２名

8月6日

経済産業省 大学連携推進課長 視察

佐藤課長他２名

8 月 26 日

AIST イノベーション推進部長 視察

濱川部長他１名

8 月 28 日

NPO 法人 イノプレックス 視察

藤本代表他３名

9月 1日

北電総合研究所所長 視察

矢野所長他３名

9月3日

北里第一三共ワクチン㈱副社長 視察

荒井副社長他１名

9月 4日

オランダ王国大使館農務参事官 視察

シンディ・ハイドラ参事
官 他３名

9月6日

サントリーグローバルイノベーションセンター ㈱イ 阿部部長他２名
ノベーション創発部長 視察

9 月 13 日

鹿島建設㈱建設管理本部 視察

山田部長他３名

9 月 14 日～
16 日

主水給水管取替え及び洗浄工事

鹿島建設㈱

10 月 9 日

出光興産㈱先進技術研究所 視察

諸藤副所長他１名

10 月 11 日

ホクサン イヌインターフェロン薬剤認可

11 月 1 日

内閣府食品安全委員会 視察
北海道農政部食の安全推進局

委員４名
小野課長他２名

11 月 7 日

㈱アミノアップ化学社長 視察

藤井社長他３名

11 月 15 日

北海道財務局長 視察

鈴木局長他３名

12 月 3 日

ミャンマー産業省 研修視察

JICA 研修

12 月 25 日

GCC 保守管理委員会 分科会開催

H26 年
1 月 24 日

財務省 主計局次長 視察

岡本次長他３名

2 月４日

㈱三菱ケミカルホールディングス
ヘルスケアソリューション部事業管理室 視察

江崎課長他１名

2 月 20 日

運営・保守管理委員会開催

2 月 24 日

内閣府 大臣官房審議官 視察

中野審議官他１名

3 月 26 日
～28 日

給水配管洗浄工事

鹿島建設㈱
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考

Ⅴ．庶務事項
１．理事会
（１）第 1 回
開催日

平成 25 年 6 月 4 日（火）

場

コラボほっかいどう 1 階会議室

所

出席者数

10 名（理事 8 名、監事 2 名）

審議事項

①平成 24 年度事業報告（案）について
②平成 24 年度決算報告（案）について
③評議員会の日時等の決定について

報告事項

職務執行状況の報告について

上記審議事項等について事務局から説明がなされ、議長が出席理事に諮ったところ全員異議
なく了承された。
（２）第 2 回（定款第 46 条に基づく書面決議）
決議があったもの
平成 25 年 6 月 11 日（火）
とみなされた日
審議事項

①理事長、専務理事及び常務理事の選定について
②事務局長の任用について
③常勤役員の報酬額の決定について

上記審議事項等について、全ての理事から同意の表示があり、監事からの異議申し立てが無
かったため、可決された。
（３）第 3 回（定款第 46 条に基づく書面決議）
決議があったもの
平成 26 年 2 月 26 日（火）
とみなされた日
審議事項

評議員会の日時等の決定について

上記審議事項等について、全ての理事から同意の表示があり、監事からの異議申し立てが無
かったため、可決された。
（４）第 4 回
開催日

平成 26 年 3 月 19 日（水）

場

コラボほっかいどう１階会議室

所

出席者数

11 名（理事 9 名、監事 2 名）

審議事項

①平成 26 年度事業計画（案）について
②平成 26 年度収支予算（案）について

報告事項

①職務執行状況の報告について
②顧問の委嘱について
③事務局組織の変更について

上記審議事項等について事務局から説明がなされ、議長が出席理事に諮ったところ全員異議
なく了承された。
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２．評議員会
（１）第 1 回
開催日

平成 25 年 6 月 11 日（火）

場

コラボほっかいどう 1 階大会議室

所

出席者数

6名

審議事項

①平成 24 年度事業報告（案）について
②平成 24 年度決算報告（案）について
③評議員の選任について
④理事の選任について
⑤監事の選任について
⑥「役員報酬等支給基準」の一部改定について

報告事項

無し

上記審議事項等について事務局から説明がなされ、議長が出席評議員に諮ったところ全員異
議なく了承された。
（２）第 2 回（定款第 26 条に基づく書面決議）
決議があったもの
平成 25 年 8 月 26 日（月）
とみなされた日
審議事項

評議員の選任について

上記審議事項等について、全ての評議員から同意の表示があったため、可決された。
（３）第 3 回
開催日

平成 26 年 3 月 19 日（水）

場

コラボほっかいどう１階大会議室

所

出席者数

6名

審議事項

①平成 26 年度事業計画（案）について
②平成 26 年度収支予算（案）について
③理事の選任について

報告事項

事務局組織の変更について

上記審議事項等について事務局から説明がなされ、議長が出席評議員に諮ったところ全員異
議なく了承された。
３．企画委員会
（１）第 1 回
開催日

平成 26 年 3 月 12 日（水）

場

コラボほっかいどう １階大会議室

所

出席者数

7名

付議事項

①平成 26 年度事業計画（案）について
②平成 26 年度収支予算（案）について

報告事項

事務局組織の変更について

上記付議事項について事務局から説明がなされ、委員長が出席委員に諮ったところ全員異議
なく了承された。
以上
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