ノーステック財団のご紹介
ノーステック財団のご紹介
研究開発から事業化まで、一貫して支援します
ノーステック財団は、北海道産業の振興と活力ある地域経済の実現、そして道民生活の向上を目的
として、科学・産業技術の振興に関する事業を総合的に推進する財団です。技術の振興発展を基盤
から強化しながら、研究開発から実用化・事業化まで一貫した支援を行います。組織は、民間から
の出向者を中心に職員数５９名(平成26年4月1日現在）、５部1室２研究所で運営しています。
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財団概要

総務部
クラスター企画本部
グリーンケミカル研究所

研究開発支援部
幌延地圏環境研究所
【コラボほっかいどう】

財団名称

クラスター事業部

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）

基本財産

4,539百万円（平成25年3月現在）

設

平成13年7月1日

立

役員 数

12名（うち常勤4名、平成26年4月現在）

職 員 数

59名（平成26年4月現在）

【グリーンケミカル研究所】

産学官連携推進部
地域イノベーション
戦略推進室

【幌延地圏環境研究所】

ビジネス開発の４つのステップ
ビジネス開発の４つのステップ
ステップ方式でビジネスアイディアをかたちに
道内企業や地域の起業家から生まれるビジネスアイディアを掘り起こし、４つのステップでビジネス
開発をサポート。ビジネスプランの策定から商品開発、事業化、販路開拓まできめ細かいフォローを
行います。
ビジネスプラン選定基準

基本的な考え方

1

ビジネス開発の主役は企業・起業家の
あなた自身です。

場所

道内で事業を実施する。
道外企業であっても、生産
拠点を道内におけばOK。

2

ノーステックは、企業・起業家の事業化を
期間
実現するためサポートします。

3年程度で事業化が可能。

意義

企業間・地域間・産学官の
連携を促進する。

STEP

事業概要の次の項目が整理
されていますか。
条 件 a）市場性
b）業態との適合性
c）販売・流通面 d) 採算性
e）技術面
f）資金面 など

事業化段階

4

開発段階終了後、事業化段階における
課題解決のフォローアップを行います。

STEP

開発段階

3

事業化の
早期実現を
サポート

商品開発
の開始

開発チームを中心に実用化に向けた
開発（試作を含む）を行うとともに
事業化段階の準備を整えます。

担い手企業を中心に外部専門家などの
アドバイザーを加えた検討チームを編成して、
ビジネスプランのブラッシュアップを図り、
開発目標を明確にします。

ビジネスプラン選定基準に基づき、ビジネス
アイディアの事業化の可能性を分析します。

支援制度活用の検討
例①
事
業
名

例②
対
象
者

北海道中小企業総合支援センターや、札幌市などの支援制度の活用も検討します。

「北海道中小企業応援ファンド事業」（産業クラスター形成促進事業）
●事業シーズ可能性拡大支援事業
●市場適応能力高度化促進支援事業
●ブランド化促進支援事業

「札幌型ものづくり開発推進事業」（札幌市補助事業）
●札幌市内に本社を有していること
●設立後1年以上経過し、事業を継続して実施する見通しがあること
●事業を実施するための経営資源、人材等を有していること

対
象
者

道内の産業支援機関と中小企業者等
による共同事業

対
象
分
野

●食関連分野 ●環境関連分野
●健康・福祉関連分野
●製造関連分野 ●バイオ関連分野
●IT関連分野

事業化に成功した件数と売上
北海道産業クラスター創造活動は、平成25年度で16年目を迎えました。本年度までに事業化
したプロジェクト数は193件に上り、売上累計額も500億円を超えています。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68件で、平成25年度の売上は新たに事業化した
6プロジェクトを含め29億円となっています。

１．売上実績（H21～H25年度の5年間）
事業名
開発プロジェクト
販路開拓事業

売上実績
H21

H22

H23

H25

計

％

243,860

489,850

624,967

1,039,267

2,462,564

30.5%

271,441

679,374

1,094,913

1,030,965

824,900

3,901,593

48.3%

39,112

38,718

140,853

182,316

400,999

5.0%

26,510

27,504

30,224

101,424

186,502

2.3%

370,000

753,000

1,123,000

13.9%

2,197,008

2,900,907

8,074,657

840

工場（新・増設）
計

H24

64,620

コーディネート事業
仕組みづくり事業

（単位：千円）

336,901

988,856

1,650,985

２．プロジェクト1件あたりの年平均売上（事業別）：平成25年度

３．実用化・事業化（達成率）
平成21～25年度の5年間に、北海道中小企業応援ファンド事業、および札幌市補助事業を
活用して開発にあたったプロジェクト数は49件、うち実用化・事業化を達成した
プロジェクトは29件となっています。

実用化・事業化（達成率）＝

実用化・事業化件数（29）
開発プロジェクト件数（49）

＝ 59 ％

４．開発プロジェクトの費用対効果
補助金累計額※１
売上累計額※２

：
198,378千円
： 2,239,943千円

売上累計額／補助金累計額

11.3 倍

※１：H21～H25年度に獲得した49件分の補助金累計額
※２：※１のうち事業化した29件分の売上累計額（H21～H25年度）

地域産業クラスター研究会
地域の仕組みづくり
道内では市町村を中心に、北海道産業クラスター創造活動の理念に共鳴する方々が自主的に地域の産業
興しに着手しています。こうした気運を反映しているのが道内２３の地域産業クラスター研究会です。
市町村単位で立ち上げたり、市町村圏域をまたいだ広域で活動を進めたり、様々なかたちで地域の特色を
活かした産業クラスター形成を目指しています。当財団では、地域における産業クラスター創造活動を支援
しています。

産業クラスター研究会に関する
問い合わせ・相談について
「産業クラスターについて学びたい」「産業
クラスター研究会を立ち上げたい」「新商品
開発に取り組んでいるが課題を抱えている」など
の相談があれば、ノーステック財団の担当者・
アドバイザーが相談に応じます。
また、ノーステック財団では産業クラスター
研究会、並びに地域活動グループが取り組む
地域資源を活かしたものづくり事業に対して、
支援を行っています。
産業クラスター研究会、新商品開発、支援制度
などに関する問い合わせ・相談については、
ノーステック財団クラスター事業部
（TEL：０１１－７０８－６５２６)まで。

オ
ホ
ー
ツ
ク
エ
リ
ア

道
北
エ
リ
ア

●産業クラスター研究会オホーツク
・北見市
●一般社団法人オホーツク・テロワール
・網走市 ・北見市 ・紋別市 ・遠軽町
・置戸町 ・興部町 ・清里町 ・訓子府
・斜里町 ・滝上町 ・津別町 ・美幌町

●NPO法人ネット・プロジェクト・オホーツク・クラスター
・紋別市 ・遠軽町 ・雄武町 ・興部町 ・西興部村
・滝上町 ・湧別町 ・佐呂間町

●わっかない産業クラスター研究会
・稚内市
●滝川市産業活性化協議会
・滝川市
●南空知産業クラスター創造研究会
・岩見沢市 ・美唄市 ・三笠市 ・夕張市
・南幌町 ・由仁町 ・長沼町 ・月形町

後志

●朝里川温泉地域クラスタープロジェクト
・小樽市
●くっちゃん産業クラスター研究会 ・倶知安町
●よいち産業クラスター研究会
・余市町

道
央
エ
リ
ア
胆振
日高

十
勝
エ
リ
ア

●産学交流プラザ「創造」
・室蘭市 ・伊達市 ・登別市

●清水産業クラスター研究会
・清水町
●とかちネット
・帯広市
●釧路産業クラスター創造研究会
・釧路市

●財団法人 下川町ふるさと開発振興公社 クラスター推進部
・下川町

道
央
エ
リ
ア

空知

・雄武町 ・大空町
・小清水町 ・佐呂間町
・湧別町 ・西興部村

●大樹産業クラスター研究会
・大樹町

釧
根
エ
リ
ア

●根室産業クラスター創造研究会
・根室市
●東方産業クラスター創造研究会
・中標津町 ・別海町 ・羅臼町 ・標津町
●別海町地域産業クラスター研究会
・別海町
●標津町産業クラスター創造研究会
・標津町

・栗山町

●南桧山産業クラスター研究会
・江差町 ・厚沢部町 ・上ノ国町

道
南
エ
リ
ア

●北斗産業クラスター研究会
・北斗市
●ななえ大沼ブランディング研究会
・七飯町
●松前産業クラスター研究会
・松前町

・乙部町

公設食品加工施設を活用した
商品開発
概要
ノーステック財団では道内食品の高付加価値化を図るため、地域の公設食品加工施設を有効
活用した食品開発のモデル事業を支援しています。今までも意欲的に食品開発および商品化
に取り組む事業者・グループ等が多数参画しており、食品の試作や既存食品の改善・改良、
試作品のマーケティング調査等が行われています。

平成26年度採択案件
No.

申請者

件

名

使用予定加工施設
岩内町地場産業サポートセンター
食品加工研究センター
中央水産試験場

1

㈱石塚水産

北海道産天然クロアワビを使った高度加工技術による高級
加工品の開発(岩内町）

2

オホーツク産業開発協同
組合

ホタテの規格外原料を使用して作られたホタテフレークを活用 オホーツク圏食品加工技術
した商品開発（紋別市）
センター

3

㈲釧路フィッシュ

釧路産スケトウダラを利用した新食感の「ザンギ」（から揚げ）
の開発（釧路市）

釧路市水産加工振興センター

4

㈲コスモス

ブラウンスイス牛の食肉加工品の開発（清水町）

十勝圏地域食品加工技術
センター

平成25年度開発実績
No.

申請者

件

名

使用加工施設

1

（株）トラヴェシーア

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

2

（株）AEI
INTERWORLD

北海道の大豆、乳製品を使用した
スプレッドの開発（札幌市）

食品加工研究センター

3

（株）ブルックス
カレー

過熱水蒸気加工札幌黄玉ねぎの商品
開発（札幌市）

食品加工研究センター
サッポロさとらんど農産加工室

4

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）

農村活性化センター「おうる」農産
加工研究室

5

小笠原農園

リーキを使ったスープの開発（幕別町）

十勝圏地域食品加工技術センター
幕別町ふるさと味覚工房

6

のんびりやさい園
まの

長沼産果物で作るジャムとそれを使った
菓子の開発（長沼町）

ながぬま農産加工センター

7

(株)草原の風

鹿追産「放牧豚」を使った新商品開発と
販路開拓（鹿追町）

ワーキングセンター

北海道における「食の試作・実証
事業化に成功した件数と売上
製造プラットフォーム」体制
食品の試作・実証・製造プラットフォームの必要性
●道内食品企業は研究開発資源が不足していることに加え、大学・ 公設試・他企業との

連携が十分ではありません。一方、研究開発資源の不足を補い、付加価値を大きく向上
させる新商品開発を進めることが喫緊の問題になっています。

●このような課題を解決するために、食に係わる道内の主要な機関が連携し、 新商品開発と
その商品化を強力に支援する仕組みを構築しました。

北海道の「イノベーション創出」に向けて
「地域新産業創出基盤強化事業」（平成２４年度補正予算

経済産業局委託事業）

【 事業目的 】
道内に運営協議会を設置するとともに整備方針を策定し、広域的に連携する公設試験研究機関に
北海道が技術的な強みを有する分野を中心とした試験研究・検査設備を整備します。また地域
企業等の研究利用、国際規格への対応、安全性の確認等のための評価試験を行うために必要な
基盤の強化を図ります。

導入機器およびその有効活用・利用に係わる主な事例
導入場所：

導入場所：

苫小牧市テクノセンター

(公財)オホーツク地域振興機構
オホーツク圏地域食品加工技術
センター

導入機械：

産業用Ｘ線ＣＴシステム
（ニコン：XT H 225 ST）

導入機械：

ファリノグラフ（E型）

苫小牧地域はアルミダイカスト製品を主とする素形材産業が集積

つるきち

北 見

苫小牧

帯 広

函 館

導入場所：
導入場所：
(公財)函館地域産業振興財団
北海道立工業技術センター

導入機械：

（公財）とかち財団
十勝圏地域食品加工技術センター

導入機械：

超高速液体クロマトグラフ

マイクロチップ次世代シーケンサ

＜ 解析の種類と関連する産業利用例 ＞
◆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）

◆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）
◆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）

アスパラ擬葉の
処理方法の検討

酒粕と経産牛肉
による製品開発

ヘルシーブレッド アスパラプリン
（アスパラ入り）

十勝産ワインからの
ワインビネガー開発

ビジネス開発

事業化プロジェクト紹介

カボチャ乱切り加工のライン化

活用した支援制度

札幌型ものづくり開発推進事業
（札幌市補助事業）H24年度
主な開発協力機関等

シンセメック株式会社

【本 社】
ノーステック財団
札幌市西区八軒10条西12丁目1番30号
【エンジニアリングセンター】【マシンセンター/ フードマシンセンター】
石狩市新港西2丁目788番7号 Tel：0133-75-6600 Fax：0133-75-6611
URL：http://www.synthemec.co.jp

【芯ぬき・皮むき機】
【半割り機】
【がんべ取り機】

【カボチャ乱切り機】

【ワタ取り機】

プロジェクト概要
本案件は、シンセメック(株)が独自に商品化したカボチャ乱切り装置の処理能力を最大限に活かし、食品
加工業者のニーズに応えるため、下処理・搬送機構のための新たな装置を開発し、原材料のカボチャを
一貫して乱切り加工することができる「カボチャ乱切り加工のライン化」を目指しました。
また、食品加工業者が当社の装置を導入することで、今までカボチャの加工に向けられてきた人的経営
資源を他の製品製造・開発・販売に活用することができ、市場シェアの拡大や新製品の開発につながる
可能性が期待されます。

開発実績／今後の取り組み
カボチャの楕円形状を活かした同一形状の四角錐台カットピースを実現するため、独自の裁断軌道とその
軌道を実現するための円形刃物を開発し、歩留まり95%以上を可能にしました。従来の手作業を自動
機械化し、1時間あたり500kg（カボチャ約250個）を処理、最大5倍*の作業効率を実現しました。固い
カボチャによる作業者の“手”への負担やケガを無くし、安全で使いやすい装置を開発し、乱切り加工現場
の問題を解決しました。
*H25.9現在：オペレータ1名で加工可能な新型機の開発に成功し、生産効率が10倍にアップしました。

特定微生物を利用した食肉の乾燥
熟成方法（ドライエイジング）の
改善
丸大大金畜産株式会社
札幌市中央区北4条西11丁目3番地
Tel：011-231-1405 Fax：011-271-3174
URL：http://www.o-gane.co.jp

活用した支援制度

札幌市型ものづくり開発推進事業
（札幌市補助事業）H25年度
主な開発協力機関等

北海道大学農学部食肉科学研究室
ノーステック財団

プロジェクト概要
近年の健康志向の高まりの中、和牛を始めとした消費者の霜降り嗜好から、赤身肉への嗜好の変化が顕著
になっています。しかし赤身肉は食感、風味の点で消費者が必ずしも満足出来るものではありません。
そこで、「柔らかく風味豊かで消化の良い食肉、しかも値頃感があるもの。」を目指し、乾燥熟成に取り
組みました。欧米ではドライエイジング（乾燥熟成）が美味しいお肉の代名詞となっており、現在では
スーパーマーケットにもドライエイジングビーフが展開されております。大金畜産（株）でも平成24～
２5年度に渡り、北海道大学農学部食肉科学研究室と共同研究（酵母菌を使った熟成）することで一定の
成果を上げることが出来ました。今後、更に食感や風味、製品コスト等を改善しうる製造方法を、特定
微生物などを利用して確立することで、札幌発の熟成肉の新ジャンルを作り上げ、全国に拡販できるもの
と考えております。

開発実績／今後の取り組み
（１）現在の熟成レベルは、乾燥熟成法によって、「動物特有の臭いが消える。草などの餌の匂いが
消える。肉が柔らかくなる。肉の変色が少ない。」など一定の評価を得ています。しかし決して
十分なものではなく、また熟成の特徴である熟成香（ナッツの香り）なども不足しております。
さらに市場性（受注から納品までの時間）を高めるためには、長くとも２週間程度で熟成を完成
させなければなりません（現状牛肉で４週間ほど）。これらの課題を改善するため、酵母菌以外の
微生物を利用することで実現を目指しています。
（２）変色抑制効果については、熟成肉の歩留まりで大変大きな成果をもたらしています。しかしその
メカニズムがつかめておりません。熟成庫での再現性を高めるために、科学的に解明し高い再現性
で量産できる製造方法を確立したいと考えております。
（３）実際に食べた感覚では脂肪にかなり変化が起きていると思われます。脂肪が熟成分解によってどう
変化していくのかを調べて、そのデータに基づきグルメ層だけでなく、高齢者を含めた一般消費者
にも最適な食肉としてアピールしていく材料とし、販路を拡大していく予定です。

北海道産アスパラガス由来機能性
素材の量産・販売体制の確立
株式会社アミノアップ化学
札幌市清田区真栄363番地32
Tel：011-889-2277 Fax：011-889-2288
URL：http://www.aminoup.co.jp/
酵素処理アスパラガス抽出物

ETAS

®

イータス

活用した支援制度
●重点分野開発推進事業
（札幌市補助事業）H23年度
●北海道中小企業応援ファンド事業
（ブランド化促進支援事業）
H24～25年度
主な開発協力機関等
北海道情報大学、札幌医科大学ほか
ノーステック財団

ＨＳＰ発現誘導
ETAS ® は、摂取することにより体の細胞内
の熱ショックタンパク質（HSP：ヒート
ショックプロテイン）を増やします。HSP
は熱や紫外線などのストレスが加わると体内
で作りだされ、細胞を保護・修復する働きを
します。ETAS ® は、ストレスによらずHSP
を増やすことを可能にした機能性素材です。
ETAS® の研究は現在も進められており、
HSP 増強による「抗ストレス」や「快眠
作用」あるいは「脳機能改善」などの効果が
認められてきています。

脳機能改善
抗スト レ ス

ETAS® の
３ つの
主な効果

快眠作用

ＨＳＰのはたらき
商品名

ETAS®ハードカプセル

●名称：アスパラガス抽出物加工食品●原材
料名：デキストリン、アスパラガス抽出物、
HPMC、結晶セルロース、ステアリン酸カル
シウム●内容量：22.5g（0.375g×60粒）
●賞味期限：枠外下部に記載●保存方法：直
射日光、高温多湿を避け保存してください。
● 製 造 者 ： ㈱ ア ミ ノ ア ッ プ 化 学 〒 0040839 札幌市清田区真栄363番地32

プロジェクト概要
(株)アミノアップ化学では北海道産農産物（農産系廃棄物を含む）から抗ストレス効果を有する機能性
素材の探索に乗り出し、アスパラガス茎未利用部位の酵素処理熱水抽出物（「ETAS® 」：イータス）に
熱ショックタンパク質（HSP70）の発現増強活性があることを見出しました。
そこで、本案件では「ETAS®」（イータス）の実用化・事業化に向け、下記の課題解決を目指しました。
① 生産工程の効率化（原料の洗浄・殺菌工程の改良及び収率上昇のための前処理工程の改良）
② 機能性・安全性評価の実施（科学的エビデンスの構築）
（大学等との共同研究によるヒト介入試験及び化粧品素材としての探索試験による評価）
③ 当該機能性素材の販路開拓（健康食品・化粧品メーカー）

開発実績／今後の取り組み
(1) 生産工程の効率化（量産化）
平成26年度初頭に大型濃縮機及び乾燥機を導入し、通年生産が可能か最終検討を実施します。
(2) 機能性・安全性試験
機能性に関しては、熱ショックタンパク質（HSP70）の発現増強活性をベースに、抗ストレス、
睡眠改善、美容、脳機能改善に焦点をあて、共同研究などにより、それらの効果をさらに探求
します。有用データは、科学的根拠に基づく市場展開を目指し、論文や学会などで発表を行って
いきます。
(3)「酵素処理アスパラガス茎熱水抽出物」素材の販路開拓
既存の代理店網を通じての販売展開、および国内外の展示会などに積極的に出展し、新規に販路の
開拓を行っていきます。また、平成26年5月に第3回ヘルシーDo（北海道食品機能性表示制度）に
申請を行い、道内食品メーカーと共同でETAS®含有機能性食品の開発にも注力していきます。

北海道産小麦微粉砕全粒粉の量産
化技術の開発および販路開拓
横山製粉株式会社
札幌市白石区平和通5丁目南2番1号
Tel：011-864-2222 Fax：011-864-2220
URL： http://www.y-fm.co.jp/

活用した支援制度
●魅力ある食の新技術開発事業
（札幌市補助事業）H22年度
●北海道中小企業応援ファンド事業
（ブランド化促進支援事業）H23～25年度

主な開発協力機関等
(独)農業・食品産業技術総合研究機構
高千穂精機(株)、ノーステック財団

小麦断面図のたんぱく質の分布
高

春よ恋

低

きたほなみ

美粉彩
美粉彩
（春よ恋） （きたほなみ）

プロジェクト概要
本案件は、大型臼式低温装置の能力UP及び軟質小麦（「きたほなみ」）にも対応した量産型臼式低温製粉
装置への改良を通し、北海道産小麦（「春よ恋」、「きたほなみ」など）の微粉砕全粒粉製造技術
（量産化）の確立を図ることにより、北海道産農産物利用拡大化と生産農産物利用効率化、並びに食品
栄養改善にも大きく寄与する製品への展開を目指しました。
(1) 大型臼式低温製粉装置の能力UP（軟質小麦にも対応した量産型臼式低温製粉装置への改良を含む）
(2) 微粉砕全粒粉の二次加工技術の開発
(3) 北海道産小麦の微粉砕全粒粉の販路開拓

開発実績／今後の取り組み
(1) 大型臼式低温製粉装置の能力UP（軟質小麦にも対応した量産型臼式低温製粉装置への改良を含む）
テスト販売開始に向け小規模生産ラインを設備し、実用化へ向けた試験を繰り返し、目標を達成する
ことができました。
(2) 微粉砕全粒粉の二次加工技術の開発
よりおいしい全粒粉パン・菓子等のためのブレンド技術およびレシピ開発を目標に、従来商品の北海道
産小麦粉「えぞっこ」、「エゾシカ」、「ブレノード」を使用して８品（食パンなど）と、今回開発
した微粉砕全粒粉「美粉彩（春よ恋）」「美粉彩（きたほなみ）」を使用して12品（パン・ド・ミ
など）のレシピ開発を完成しました。
(3) 北海道産小麦の微粉砕全粒粉の販路開拓
① サンプルワーク（特約店、製菓・製パンメーカーに向けて商品サンプル（微粉砕全粒粉）を提供）
② 展示会への出展（第23回国際製パン製菓関連産業展（MOBAC SHOW 2013））
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、
新規需要の創出を促しました。

深層部雑海藻除去装置および
除去作業技術の開発

活用した支援制度

地域プロジェクト創出支援事業
H25年度
主な開発協力機関等

酒井建設株式会社
日高郡新ひだか町三石東蓬莱10−5
Tel：0146-32-3104 Fax：0146-32-3442

（公財）室蘭テクノセンター
（公財）函館地域産業振興財団
（地独）釧路水産試験場、（株）赤井商会
（有）福嶋潜水、ノーステック財団

プロジェクト概要

ローストビーフ
近年、日高管内をはじめ全道的に昆布の生産量が減少しており、その要因の一つが、昆布漁場である岩礁
に繁茂する雑海藻です。酒井建設は１7年ほど前から地元漁協よりその除去を依頼され、毎年バックホー
を筏に乗せ、爪で引掻いて岩盤表面を新たにするか、あるいはワイヤーブラシを重機のエンジンで回転
させて雑海藻を除去していますが、装置の耐久性がなくメンテナンス等に多額の費用がかかっていました。
そこでこれらの課題解決には「水中ウォータージェット力」が有効と考え、「地域新ビジネス創出推進
事業」（平成2２～２３年度）で潜水士による除去作業を前提にした効果的かつ、岩盤の凹凸
や水深の変化にある程度追従できる装置を開発し 、特許出願・登録に至りました。漁業関係者から
除去結果について好評を得ましたが、漁港内の比較的浅い領域（水深１～２ｍ）だけでなく、沖合の深い
領域（水深８ｍ程度）での雑海藻除去の要望が多いことが分かり、水深８ｍ域での水圧を考慮したノズル
形状や吐出圧の最適化の検討を進め、三石漁港内で機能試験を行うと共に、潜水士の安全性や作業性に
ついても検証を行いました。

開発実績／今後の取り組み
ノズル径及び形状、吐出圧・流量のさらなる最適化が必要であり、流体解析実験・機能試験の結果、除去
性能が良好（流量減少するが流速増加）なノズル径及び最適条件が明確になりました。また潜水士の作業
時間・作業効率に関して考慮すべき点やその対策もほぼ明確になり、現在以下の課題に取り組み事業化を
目指しております。
（１）沖合の水深８ｍ領域での岩礁状況・雑海藻繁茂状況調査
（２）深層部雑海藻除去噴流装置の最適化
（３）潜水士にかかる反力軽減技術開発（安全性・作業性の確保）
（４）雑海藻除去後における岩礁表面品質の確認

スマートフォン対応およびポータビリティー性
を持ったポイント／クーポンサービス用非接触
ＩＣカードリーダライタの開発
株式会社ディーディーエル
札幌市中央区北5条東2丁目1番地 AFTビル6F
Tel：011-206-8558 Fax：011-206-8559

活用した支援制度

重点分野開発推進事業
（札幌市補助事業）H23年度
主な開発協力機関等

(地独)北海道立総合研究機構
ビートレンド(株)
フェリカネットワークス(株)
ノーステック財団

プロジェクト概要
本案件は、FeliCa等を用いたポイントカードシステムのプラットフォーム端末としてデファクト
スタンダード を目指し、弊社で試作開発した液晶付き非接触ICカードリーダライタ（「e-DISP/RW」）
に下記の機能を追加し、サービス事業者が提供する上位システムとの連携を図ることにより、他社製品と
の差別化、市場の創造やユーザーの獲得を目指すことを目標に実施しました。
●追加機能：①無線LAN化 ②スマートフォンへの対応 ③おサイフケータイ「かざすフォルダ」対応
④バーコードスキャナ／カメラ等の各種デバイス対応など

開発実績／今後の取り組み
◆開発された製品の主な機能と用途（仕様）
「e-DISP NAB」（イーディスプ・ナブ）について
●主な機能 ： NFC規格/かざすフォルダ対応、無線LAN対応、バーコード/QRコード/プリンタ対応など
●主な用途 ： 各種小売および飲食店向けポイントサービス端末、ネットワーク対応出退勤管理端末
➡ 応用製品として、ICカードリーダライタを無線モジュールに変更した製品を開発「e-DISP・Z」
「e-DISP･Z」（イーディスプ・ズィー）について
●主な機能 ： 温湿度などのセンサー情報を無線モジュールで収集し、ネットワークで上位システムと連携
●主な用途 ： ビニルハウスの温度管理、冷蔵庫の稼働管理（品質トレーサビリティ）、業務用装置運用管理

こ道

道内企業の工場新設、増設等のご紹介う
こうほうどうどどうど

【（株）パイオニアジャパン様】

【（株）白亜ダイシン様】

【マルゼン食品（株）様】
【（株）十勝野フロマージュ様】

ノーステック財団は、地域資源を発掘し、それらをもとにした新技術や新製品などのプロジェクト
を提案・支援させて頂いております。その支援活動を推進していく中で、お付き合いをさせて
頂いている多くの方々が実際に事業を伸ばしているところを目の当たりにすることは、私共に
とっても望外の喜びです。
また、ここでご紹介する皆様の道内での工場の新設・増設等は道内産業の盛り上がりの証しとも
言え、私共としてもますます勇気づけられます。
今後とも当財団は、皆様の事業発展に微力ながら貢献すべく奮励努力してまいります。

ノーステック財団 賛助会員制度のご案内
事業の目的に、ご賛同いただいた
企業・団体および個人の方々と
密接な関係を保ち、あわせて事業
を円滑に運営するために、賛助
会員制度を設けています。是非、
ご賛同いただき、入会のうえ、ご
利用下さいますようおすすめいた
します。税制上の優遇措置が受け
られます。

申込み手続
入会を希望される場合は、当財団までご連絡下さい。折り返し所定の
「入会申込書」を送らせていただきます。

メリット
賛助会員として、ノーステック財団の事業に優先的に参加することが
できる他、下記のような特典を受けることができます。
●技術的相談、技術指導及び斡旋等について便宜が受けられます。
●各種の試験研究機関の利用に関し、仲介・助言が受けられます。
●共同研究に対する支援が受けられます。
●有益な情報の提供が受けられます。
●視察会等の定期的交流会に無料で参加できます。

年会費・・・一口/３万円（１口以上）
※ただし、個人の場合：1口／1万円（1口以上）

ノーステック財団までの
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北大次世代ポストゲノム研究センター
（地独）北海道立総合研究機構
工業試験場

（地独）北海道立総合研究機構
環境化学研究センター
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通
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創成科学
共同研究機構
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北大生物機能分子研究開発プラットフォーム推進センター
北大創成研究機構研究部プロジェクト研究部門

文
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地質研究所

低
温
科
学
研
究
所

獣医学部

車両通行止
恵
迪
寮

北キャンパスエリア拡大図
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交通機関のご案内
徒歩・地下鉄
バ

ス

▶地下鉄北18条駅より徒歩約20分
※エルムトンネル上、地上遊歩道の通行が可能です。

▶ＪＲ札幌駅より乗車約15分
北海道中央バス西51北桑園線 地下鉄24条駅前行
「北21西15」下車徒歩5分

▶地下鉄大通駅（大通西4丁目）より乗車約19分
JR北海道バス 37南新川線 北25条西15丁目行
「北21西15」下車徒歩5分

自家用車

道道下手稲札幌線（新川通）札幌工業高校前信号
交差点よりお入り下さい。※地下鉄北18条駅側からは、
車両の進入はできませんのでご注意下さい。

タクシー
新千歳⇒札幌

▶地下鉄北24条駅より乗車約7分
北海道中央バス西51北桑園線 札幌駅前行
「北21西15」下車徒歩5分

▶ＪＲ桑園駅（市立病院前）より乗車約7分
北海道中央バス 西51北桑園線 地下鉄24条駅前行
JR北海道バス 37南新川線 北25条西15丁目行
「北21西15」下車徒歩5分
20140611

ノーステック財団 クラスター事業部

「ＪＲ札幌駅北口」より乗車約15分

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）
〒001-0021

ＪＲ：快速エアポートで約40分
バス：札幌都心まで約70分

札幌市北区北21条西12丁目 コラボほっかいどう内
TEL.011-708-6526／FAX.011-708-6529

