
【道総研メルマガ第１９号】 

道総研地域セミナーin 渡島＆檜山「地域の防災を考える」を開催します！ 

________________________________________ 

 

       H31.1.4 発行／№19 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 

       ☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆ 

       道総研メールマガジン『ほっかいどうの希望をかたちに！』  

       ☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆ 

 道民生活の向上や道内産業の振興に貢献する試験研究機関「道総研」の最新情報を発信 

するメールマガジンです。 

【目次】 

１．道総研の産業技術分野における最新の研究成果を紹介します！ 

２．道総研の技術支援制度「設備使用」「依頼試験」をご活用ください！ 

３．建築設計者のための構造関係講習会（旭川）を開催します！ 

４．道総研地域セミナーin 渡島＆檜山「地域の防災を考える」を開催します！ 

５．企業シーズ公開会を開催します！ 

６．第２回食品加工技術講習会を開催します！ 

 

================================================= 

★☆★ シリーズ!～最新の研究成果～第１０回 ★☆★ 

１．道総研の産業技術分野における最新の研究成果を紹介します！ 

================================================= 

 道総研の幅広い分野における研究開発の取組をもっと知っていただくため、平成２９年

度の研究成果のうち代表的なものをご紹介します。今回は「産業技術」がテーマです！ 

 

------------------------------------------------------ 

◎イモの不用部を高速かつ正確に除去！ 

------------------------------------------------------ 

じゃがいもは北海道産が全国収穫量の約 8 割を占めるなど本道を代表する農作物です。

ポテトチップスやフライドポテトとして出荷するためには芽や傷みなどの不用部を除去す

る必要がありますが、除去現場は深刻な人手不足にあります。そこで道総研はシンセメック

（株）と共同で画像処理やロボット制御技術を活用し、高速かつ正確にイモの不用部を除去

する装置を開発しました。1 個当たり２～３秒の処理速度で、不用部の約 80％を自動的に

除去することが可能です。これにより、食品加工工程の省人化と生産性の向上が期待できま

す。 

 



▼詳しくはこちらをご覧下さい 

http://www.hro.or.jp/research/result/info/29seika(20).pdf 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

◎一夜干しのにおいを低減！ 

～水産加工品のにおい発生要因の解明とにおい低減技術の開発～ 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 我が国の魚離れは魚のにおい嫌いが原因の１つにあげられています。そのため、消費者が

嫌う魚のにおいを低減した水産加工品の市場ニーズが高く、その加工方法の確立が求めら

れています。そこで、道総研では食品加工副産物（豆腐製造時に生じる大豆ホエイ、製餡時

に生じる小豆煮汁）で魚のにおいを低減する加工法を確立し、消費者テストで効果を実証し

ました。水産加工企業に広く普及し、においを低減した水産加工品の市場投入で、道産水産

物の消費拡大に貢献します。また、大豆ホエイや小豆煮汁の利用が拡大し、豆腐製造および

製餡企業での処理費用の低減に繋がります。 

 

▼詳しくはこちらをご覧下さい 

http://www.hro.or.jp/research/result/info/29seika(22).pdf 

 

また、今回ご紹介したもの以外の平成２９年度道総研の主な研究成果は次のリンクからご

覧いただけます。 

 

▼平成２９年度の主な研究成果一覧 

http://www.hro.or.jp/research/result/info/29seika_all.pdf 

 

================================================ 

★☆★ お知らせ！ ★☆★ 

２．道総研の技術支援制度「設備使用」「依頼試験」をご活用ください！ 

================================================ 

 道総研は企業や道民の皆様の技術的な課題をサポートするために、各種技術支援制度を

ご用意しています。 

 今回は、設備使用と依頼試験を紹介します。是非ご活用ください！ 

 

★設備使用★ 

 企業・団体等の皆さまの技術開発、製品開発などを支援するため、道総研の保有する試験

設備や機器をお貸しいたします。利用可能な試験設備、料金につきましては、「設備機器デ

ータベース」に掲載しておりますのでご覧ください。また、日程等につきましては対応する



試験研究機関にお問い合わせください。 

 

▼「設備機器データベース」について 

https://www.hro.or.jp/support/equipment/equipment.html 

 

★依頼試験★ 

 企業・団体等の皆さまの技術開発、製品開発などを支援するため、皆さまからの依頼によ

り各種試験・分析・測定・調査等を行い、成績書等を交付しています。実施可能な試験のメ

ニュー、料金につきましては、対応する試験研究機関のホームページに掲載しておりますの

でご覧ください。また、日程等につきましては対応する試験研究機関にお問い合わせくださ

い。 

 

▼「依頼試験」について 

https://www.hro.or.jp/support/equipment/request.html 

 

▼ご不明な点がありましたら、総合相談窓口にお問い合わせください。 

（地独）北海道立総合研究機構 連携推進部 

TEL 011-747-2900（直通） e-mail hq-soudan●hro.or.jp 

迷惑メール防止対策のため、●と表記しております。メールを送信される場合は、お手数 

ですが●の部分を@に入力し直してから送信してください。 

 

================================================ 

★☆★ PICK UP!イベント情報! ★☆★ 

３．建築設計者のための構造関係講習会（旭川）を開催します！ 

================================================ 

 建築設計を業務とする方々を対象に構造適合性判定にかかる制度や手続き、構造計算上

の取り扱いについてご説明するとともに、胆振東部地震における木造建築物を対象とした

初動調査の概要をご紹介します。 

 

日  時 平成３１年１月１０日（木）１３：３０～１５：３０ 

場  所 道総研 建築研究本部（旭川市緑が丘東１条３丁目１－２０） 

参 加 費 無料 

定  員 ５０名 

申 込 み 当日まで受付可能です。 

建築性能試験センター 安全性能部 構造判定課（TEL 011-204-5362）までお問

い合わせをお願いします。 



 

▼詳細はこちらから！ 

http://www.hro.or.jp/list/building/bptc/180328.html 

 

======================================================== 

★☆★ PICK UP!イベント情報! ★☆★ 

４．道総研地域セミナーin 渡島＆檜山「地域の防災を考える」を開催します！ 

======================================================== 

 道総研では、道総研を地域に広く浸透させ、積極的に活用してもらうため、道総研の活動

や研究成果を紹介する「道総研地域セミナー」を開催しています。今回は道南地域において、

地震や津波などの自然災害の新たな知見を紹介するとともに、それらに対しての準備・心構

えなど、地域の防災について考えていただくためのセミナーを開催することといたしまし

た。多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

 

日  時 ①渡島地区 平成３１年１月１６日（水） １３：３０ ～１５：３０ 

②檜山地区 平成３１年１月１７日（木） １３：３０ ～１５：３０ 

場  所 ①渡島地区 渡島総合振興局 ３階講堂（函館市美原４丁目６－１６） 

      ②檜山地区 檜山振興局 ４階講堂（檜山郡江差町字陣屋町３３６－３） 

参 加 費 無料 

定  員 渡島地区２００名、檜山地区８０名（各先着） 

申込締切 お申し込み用紙に必要事項をご記入の上、平成３１年１月８日（火）までに FAX

またはメールにてお申し込みください。 

申 込 先 （地独）北海道立総合研究機構 連携推進部 

     TEL 011-747-2900 FAX 011-747-0211  e-mail hq-soudan●hro.or.jp 

迷惑メール防止対策のため、●と表記しております。メールを送信される場合は、

お手数ですが●の部分を@に入力し直してから送信してください。 

 

▼詳細はこちらから！ 

https://www.hro.or.jp/info_headquarters/event/lts/index.html 

 

======================================================== 

★☆★ PICK UP!イベント情報! ★☆★ 

５．企業シーズ公開会を開催します！ 

======================================================== 

 産学官金の連携のもと、研究開発から事業化までを一貫して推進する「北大リサーチ＆ビ

ジネスパーク推進協議会」が地域産業の振興や道外企業との提携促進・企業誘致を目指して



開催します。食品からＡＩまで北海道の最新シーズや魅力の商品が勢ぞろいするだけでは

なく、道総研を含む北大リサーチ＆ビジネスパーク推進協議会加盟機関による技術や経営

など各種相談会も行います。多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

 

日  時 平成３１年１月３０日（水） １３：００ ～１７：００ 受付１２：３０～ 

場  所 京王プラザホテル札幌 ３Ｆ（札幌市中央区北５条西７丁目２－１） 

参 加 費 無料 

定  員 １００名（企業等が対象です） 

主  催 北大リサーチ＆ビジネスパーク推進協議会 

申 込 み 平成３１年１月２５日（金）までに北大リサーチ＆ビジネスパーク推進協議会事

務局までお申し込みください。 

 

▼詳細はこちらから！ 

https://www.hokudai-rbp.jp/rbp_event/4180/ 

 

====================================== 

★☆★ PICK UP!イベント情報! ★☆★ 

６．第２回食品加工技術講習会を開催します！ 

====================================== 

食品の硬さや軟らかさなどの食感（テクスチャー）は、味や香りと同様に食品のおいしさ

に寄与する要素として重要です。食感は官能評価による主観的な測定に頼るところがあり

ますが、理化学測定機を用いて客観的な測定を行うことも可能です。 

今回は、一般的な食品を対象とした食感の測定方法および解析方法について、ご理解を深

めていただくための講習会を開催します。 

 

日  時 平成３１年２月１日（金）１３：３０ ～１６：４５ 

場  所 食品加工研究センター 研修室（江別市文京台緑町５８９番地４）         

参 加 費 無料   

定  員 ４０名 

申 込 み 参加申込用紙に必要事項をご記入の上、平成３１年１月２５日（金）までに FAX

または電子メールにてお申し込みください。 

申 込 先 道総研 食品加工研究センター食品技術支援 G 

TEL 011-387-4116 FAX 011-387-4664 

E-mail  awa-tsuyoshi●hro.or.jp 

お手数ですが●の部分を @に入力し直してから送信してください。 

 



▼詳細はこちらから！ 

http://www.hro.or.jp/list/industrial/research/food/koho/event.html 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

★☆★ 編集・発行 ★☆★ 

 

道総研（正式名称：地方独立行政法人北海道立総合研究機構） 

法人本部 連携推進部 連携推進グループ 

【住所】060-0819 札幌市北区北１９条西１１丁目 北海道総合研究プラザ 

【電話番号】011-747-2804（直通） 【FAX】011-747-0211 

【メールアドレス】hq-entry●hro.or.jp 

（メールマガジンへのご意見・お問い合わせは、こちらへお寄せください） 

迷惑メール防止対策のため、●と表記しております。メールを送信される場合は、お手数 

ですが●の部分を@に入力し直してから送信してください。 

 

------------------------------------------------ 

★☆道総研の情報はこちらから☆★ 

------------------------------------------------ 

▼道総研ホームページ 

http://www.hro.or.jp/ 

▼道総研の最新情報をタイムリーにお届けする Facebook ページ 

http://www.facebook.com/dosoken 

▼道総研への各種相談はこちらから 

http://www.hro.or.jp/hro/contact.html（総合相談窓口） 

☆登録変更、中止、バックナンバーはこちらから 

http://www.hokkaido-jin.jp/mail/magazine/index.html 

 

★☆試験場の Facebook ページ★☆ 

▼食品加工研究センター 

 https://www.facebook.com/syokkaken/ 

 

☆★研究本部・試験場のメールマガジンの登録はこちらから★☆ 

▼林業試験場 北の森の達人 

 http://www.hro.or.jp/list/forest/research/fri/mailmag/top.html 

▼工業試験場 北工試だより 



 http://www.hro.or.jp/list/industrial/research/iri/magazine/index.html 

▼食品加工研究センター めるまが食加研 

http://www.hro.or.jp/list/industrial/research/food/koho/mailmagazine.html 

▼地質研究所 地質研究所ニュース 

 http://www1.hokkaido-jin.jp/mail/magazine/ 

▼建築研究本部 建築研究本部かわらばん 

http://www.hro.or.jp/list/building/koho/newsletter/index.html 

 

 

------------------------------------------------ 

★☆北海道の情報はこちらから☆★ 

------------------------------------------------ 

▼新たなキャッチフレーズ『その先の、道へ。北海道』 

 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/kotoba/catchphrase.htm 

▼北海道庁公式ツイッター 

 https://twitter.com/PrefHokkaido 

▼北海道のメールマガジン Do・Ryoku（動・力） 

 http://www1.hokkaido-jin.jp/mail/magazine/ 

▼北海道庁ブログ「超！！旬ほっかいどう」 

 http://plaza.rakuten.co.jp/machi01hokkaido/ 

▼北海道庁インターネット放送局「Hokkai･Do･画」 

 http://sites.google.com/site/hokkaidouchotv/ 

 


