平 成 26 年 7 月 18 日
公益財団法人北海道科学技術総合振興センター
（ノーステック財団）
北海道地域の戦略分野「食関連産業」に係る試験研究・検査インフラの整備について
（平成 25 年度補正「地域オープンイノベーション促進事業（設備機器の導入・利活用事業）」）

公益財団法人北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）は、経済産業省北海
道経済産業局から、平成 25 年度補正「地域オープンイノベーション促進事業（設備機器の導
入・利活用事業）」を委託されることが決定しましたので、お知らせします。
本事業は、北海道産業競争力強化戦略の戦略分野である「食関連産業」に重点を置いて、
地域のニーズに基づいた試験研究・検査設備を下記の公設試に導入するものであり、当該設
備の地域企業による利活用や各種セミナー（利活用セミナー、普及セミナーなど）を通じて、
食関連産業のイノベーション促進を支援します。
（１）設備導入の概要
設備機器

公設試

○食品原料の一次処理装置システム
（目的）一次加工装置の導入により乾燥食品、乾燥粉末、ペースト
等の加工素材の開発を支援等
北海道立工業技術センター
（函館）

○生物顕微鏡
（目的）異物の目視検査による企業支援等
○ガスクロマトグラフ質量分析装置
（目的）地域食品素材・加工品の「香り」等の成分活用による高品
質化等
○地場産小麦利活用に向けた製パン及び物性評価に係る機器
（目的）オホーツク産小麦の加工特性把握や製パン技術確立、ブラ
ンド化を支援

北海道立オホーツク圏地域食
品加工技術センター（北見）

○乳製品など発酵食品に関する品質管理・評価システム
釧路工業技術センター
（目的）乳製品の食味や風味の科学的評価・品質管理や新商品開発、
（釧路）
種菌のバックアップを支援
○エネルギー迅速測定システム
（目的）食関連企業の自主検査をより迅速かつ容易な手法で支援

北海道立十勝圏地域食品加工
技術センター（帯広）

（本発表資料のお問い合わせ先）
公益財団法人北海道科学技術総合振興センター
（ノーステック財団）
クラスター事業部（担当：吉田（克）、田中（栄）
）
TEL：011-708-6526
FAX：011-708-6529
E-mail：info@noastec.jp

平成25年度補正予算事業「地域オープンイノベーション促進事業」
【予算額（北海道）：129百万円】（委託事業：経済産業省北海道経済産業局）

 本事業は、北海道産業競争力強化戦略において戦略産業として位置付けられた「食
関連産業」に重点を置いて、地域企業のニーズに基づく試験研究・検査設備を地域
の公設試に対して導入するとともに、専門家派遣など当該設備の地域企業による利
活用のサポート事業を実施する。
 これらの設備の利活用を通じて、食関連産業における更なる高機能・高付加価値商
品の開発や、安心安全な食品製造のための品質向上等を支援する。
試験研究・検査設備の導入
（公財）北海道科学技術総合振興センター
（ノーステック財団）
（委託者：経済産業省 北海道経済産業局）

＜ 公設試験研究機関 ＞
＜ニーズ＞
・試作・実証ラインの整備
・地域資源を活用した高機能
高付加価値商品の開発
・異物混入診断等の迅速化

地域オープンイノベーション促進事業
（平成25年度補正予算（全国）：30億円）

地域企業によるイノベーション創出を
促進するため、地方産業競争力協議会で
特定された戦略分野に基づき、地域運営
協議会が地域の技術シーズや社会・市場
ニーズに基づいて設備機器を決定し、地
域の公設試に対して当該設備機器を導入
する。

地域企業等
（食関連）

利活用のサポート
専門家派遣、ＨＰ、
メールマガジン、セミナー 等

【函館市】
◆北海道立工業技術センター
【（公財）函館地域産業振興財団 】
【北見市】
◆北海道立オホーツク圏地域食品加工技術センター
【（公財）オホーツク地域振興機構 】
【釧路市】
◆釧路工業技術センター
【（公財）釧路根室圏産業技術振興センター 】
【帯広市】
◆北海道立十勝圏食品加工技術センター
【（公財）とかち財団 】

導入設備の概要

②地場産小麦利活用に向けた製パンおよび物性評価に係る機器
・オホーツク産小麦の加工特性把握や製パン技術確立、ブランド化を支援

①-1.食品原料の一次処理装置システム
・一次加工装置の導入により乾燥食品、乾燥粉末、
ペースト等の加工素材の開発を支援等

テクスチャー
アナライザー
（強度評価測定）

エキステンソグラフ
（生地伸長測定）

コンベクション
オーブン
（熱対流式
オーブン）

↑ファーモグラフ
(発酵ガス測定)
←真空凍結乾燥機
(フリーズドライ)
試験用冷風乾燥機

ウィングミル
（粉末化）

マスコロイダー
（ペースト化）

①-2.生物顕微鏡

（北見市）
北海道立オホーツク圏
地域食品加工技術センター

・異物の目視検査による企業支援等

正立顕微鏡

ドウコンディショナー
（発酵管理）

（函館市）
北海道立工業技術センター

（帯広市）
北海道立十勝圏
地域食品加工技術センター

③乳製品など発酵食品に関する
品質管理・評価システム
・乳製品の食味や風味の科学的評価・品質
管理や新商品開発、種菌のバックアップ

（釧路市）
釧路工業技術センター

ガスクロマトグラフ
（香り成分分析）

①-3.ガスクロマトグラフ質量分析装置
・地域食品素材・加工品の「香り」
等の成分活用による高品質化等

④エネルギー迅速測定システム
・食関連企業の自主検査をより迅速かつ
容易な手法で支援

ガスクロマトグラフ
（香り成分分析）

カロリーアンサー
（熱量測定）

滅菌装置

クリーンベンチ
(無菌操作）

薬用冷蔵ケース 超低温フリーザー
(種菌保管）
(分析試薬管理）

① 北海道立工業技術センター【（公財）函館地域産業振興財団】
設備機器：ア）食品原料の一次処理システム、イ）生物顕微鏡、ウ）ガスクロマトグラフ質量分析装置

具体的な普及啓発方法

サポート体制

□普及セミナー・技術セミナーの開催
□その他、個別セミナーでの紹介
□個別技術相談による対応
□HP（メルマガ等）

導入機器メーカーによる技術指導・助言
センター職員による個別技術指導・相談

企業の利用・活用内容（企業ニーズ）
ア）乾燥・粉末・ペースト試作＜製品開発・高付加価値化＞
イ）異物の観察評価＜信頼向上・情報の共有化＞
ウ）香り分析・機能性成分分析＜異臭対応・加工法最適化＞等
北海道立工業技術センターの支援（手段）
・測定結果に対するコメント＜有効活用方法提案＞
・結果に基づく技術・開発支援＜6次産業化促進・共同研究＞
・分析支援、自主分析の拡大支援＜依頼分析・機器開放＞
・品質管理・製品開発人材の育成＜研修・指導＞
等

期
待
さ
れ
る
効
果

加工技術
＜高品質化・多様化＞

評価技術
＜差別化エビデンス＞

信頼性技術
＜安心・安全＞

各種研修制度
＜人材の育成＞

利活用の対象
企業・団体
・食品関連企業
・水産加工企業
・健康食品企業
・海藻加工企業
・6次産業生産者 等
組織・グループ
・函館マリンバイオクラスター
（文科省事業平成21年～25年度）
・国際水産・海洋総合研究センター

高付加価値化
ブランド力の付与

農商工連携および
6次化産業の推進

様々な地域資源

等

② 北海道立オホーツク圏地域食品加工技術センター【（公財）オホーツク地域振興機構】
設備機器：●地場産小麦利活用に向けた製パンおよび物性評価に係る機器

サポート体制

具体的な周知方法
□普及セミナー・技術セミナーの開催
□その他セミナーでの紹介
□個別技術相談による対応
□HP（メルマガ等）

外部専門家による技術指導・助言
センター職員による技術指導・相談

利活用の対象

企業の利用・活用内容（企業ニーズ）

企業・団体

・伸長度および伸長抵抗ほか二次加工特性の測定＜効率化＞
・試作品の弾力性などの物性評価＜商品開発＞
・製パン酵母のスターター化・ガス発生能評価＜差別化＞
・地場産農水産物の製パン・製麺原料化＜副原料開発＞ 等
オホーツク圏地域食品加工技術センターの支援（手段）
・品質データの集積＜情報共有＞
・測定結果に対するコメント＜有効活用方法提案＞
・結果に基づく技術・開発支援＜指導・共同研究＞
・品質管理・製品開発人材の育成＜研修・指導＞

期
待
さ
れ
る
効
果

・製菓製パン業
・飲食店
・小麦生産者
・JA等生産団体
・農業生産法人
・6次産業化認定事業者

等

組織・グループ
等

・イノベーション・
ネットワーク・オホーツク

等

企業相談増加
＜地産地消の推進＞
製品開発の向上
＜品質特性・差別化＞
企業人材のスキルアップ
＜企業競争力の向上＞

地産地消の推進
ブランド化の構築

オホーツクブランド認証品
＜新たな認証品誕生＞

オホーツクる!小麦マルシェ
＜取引商談の拡大＞

③ 釧路工業技術センター【（公財）釧路根室圏産業技術振興センター】
設備機器：●乳製品など発酵食品に関する品質管理・評価システム

具体的な周知方法

サポート体制

□普及セミナー・技術セミナーの開催
□その他セミナーでの紹介
□個別技術相談による対応
□HP（メルマガ等）

外部専門家による技術指導・助言
センター職員による技術指導・相談
他公設試験研究機関との連携・相談

利活用の対象
企業の利用・活用内容（企業ニーズ）
・品質管理の技術向上＜信頼向上＞
・無菌操作技術・分析評価技術の修得＜新商品開発＞
・製品の分析評価＜効率化・高速化＞
等
釧路工業技術センターの支援（手段）
・測定結果に対するコメント＜有効活用方法提案＞
・結果に基づく技術・開発支援＜指導・共同研究＞
・分析支援、自主分析の拡大支援＜依頼分析・機器開放＞
・品質管理・製品開発人材の育成＜研修・指導＞
等

期
待
さ
れ
る
効
果

高品質管理・高付加価値化
＜新製品開発・差別化＞

6次化製品の品質向上
＜高付加価値商品＞

企業間・地域間連携の強化
＜分析ノウハウ構築＞
公設試のスキルアップ
＜分析評価技術の確立＞

地産地消の推進
ブランド化の構築

企業・団体
・乳業メーカー・チーズ工房
・食品加工業
・水産加工業
・発酵食品製造業
・酒造業
等
組織・グループ
・釧路地域ブランド推進委員会
・釧路ナチュラルチーズネットワーク 等

様々な地域資源

④ 北海道立十勝圏地域食品加工技術センター【（公財）とかち財団】
設備機器：●エネルギー迅速測定システム

サポート体制

具体的な周知方法
□普及セミナー・技術セミナーの開催
□その他セミナーでの紹介
□個別技術相談による対応
□チラシによる周知
□HP（メルマガ等）

導入メーカーによる技術指導（設置時）
センター職員による技術指導・相談

利活用の対象
企業・団体

企業の利用・活用内容（企業ニーズ）
・品質管理の規格基準確認＜高品質化＞
・製品開発・品質改善のための成分把握＜効率化・高速化＞
・調理品・献立のエネルギー自主表示＜安心対応＞
・異常品確認のための成分比較＜信頼向上＞
等
十勝圏地域食品加工技術センターの支援（手段）
・公定法との誤差情報の提供＜測定精度確認＞
・測定結果に対するコメント＜有効活用方法提案＞
・結果に基づく技術・開発支援＜指導・共同研究＞
・分析支援と自主分析の拡大支援＜依頼分析・機器開放＞
・品質管理・製品開発人材の育成＜研修・指導＞
等

期
待
さ
れ
る
効
果

・食品加工企業
・飲食店
・農家
・加工農家
・福祉施設 等
組織・グループ
・十勝ブランド認証機構
・ナチュラルチーズ品質管理研究会
・十勝圏地域食品加工技術者の会
・ヒューマンネット十勝
等

企業相談増加
＜新たなニーズ・シーズ＞
開発速度向上
＜取引・商談の拡大＞
企業人材のスキルアップ
＜企業競争力の向上＞

菓子
チーズ

パン
乳製品

十勝ブランド認証品

とかち元気食

＜新たな認証品誕生＞

＜ABC素材活用食品開発＞

