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理事長ご挨拶

　この度、新たに理事長に就任しました田中義克です。

　地方独立行政法人北海道立総合研究機構（略称：道総研）は、平成 22年 4月に農業、
水産業、林業、工業、食品産業、環境、地質及び建築の各分野からなる道立の 22の試験研
究機関を統合して発足し、今年で創立 9年目を迎えます。

　道総研は、現在、平成 27 年から始まった第 2 期中期計画に基づき、「食」、「エネル
ギー」、「地域」の 3つを重点領域として、これまで培ってきた技術や知見を基に、様々な
分野が連携する総合力を発揮しながら、道内産業の持つ技術の基本価値や行政施策の有
効性を高める基盤技術の研究を実施するとともに、これを具体的な製品や施策に結びつ
ける実用化推進の取組を進めるなど、道民生活の向上や道内産業の振興に貢献する北海
道の総合試験研究機関としての役割を果たすように取り組んでいます。

　一方、全国を上回るスピードで進行する人口減少・高齢化をはじめ、深刻化する資源・エネルギー問題、IoT やビッ
クデータなど ICT の急激な進化やグローバル化のさらなる進展など社会経済情勢の変化や科学技術の革新的な進
展は、本道経済や道民生活にさまざまな影響を及ぼしています。

　こうした時代の大きな流れに適時・的確に対応するとともに、将来を見据えた研究開発を推進していくため、来
る平成 32 年度から始まる第 3 期中期計画に向けて準備を進めているところであり、引き続き長期的な将来像を明
確にしながら、道民生活や産業の現場で利活用される価値の高い研究開発に一層取り組んでいきたいと考えていま
す。

　道総研は、その基本理念である「ほっかいどうの希望をかたちに！」のもと、職員一人ひとりが北海道の未来を常
に意識しながら、これからも研究開発の推進を通じて、夢のある北海道づくりに取り組んでいきますので、道民の皆
様のご支援とご協力をお願い致します。

田中　義克

基本理念

　　わたしたちは、北海道の豊かな自然と地域の特色を生かした研究や技術支援などを通して、道民の豊かな暮らし
　づくりや自然環境の保全に貢献します。

　　わたしたちは、研究者倫理や法令を遵守し、道民本位の視点とたゆまぬ向上心を持って、新たな知見と技術の創
　出に努めるとともに、公平かつ公正なサービスを提供します。

　　わたしたちは、世界にはばたく北海道の実現に向け、幅広い産業分野にまたがる試験研究機関としての総合力を
　発揮し、地域への着実な成果の還元に努め、道民から信頼され、期待される機関を目指します。

　北海道立総合研究機構は、道民生活の向上及び道内産業の振興に貢献する機関として、未来に向けて夢のある北
海道づくりに取り組みます。

『ほっかいどうの希望をかたちに！』

た な か 　 　  よ し か つ

■わたしたちの使命

■わたしたちの目指す姿

■わたしたちの行動指針
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栽培水産試験場函館水産試験場

中央水産試験場

林業試験場

林産試験場

工業試験場

食品加工研究センター

環境科学研究センター

地質研究所

上川農業試験場

道南農業試験場

中央農業試験場

畜産試験場

十勝農業試験場

酪農試験場

北見農業試験場

花・野菜技術センター

北方建築総合研究所

各試験場の支場などについてはＰ7～18をご覧ください。

※ 研究本部設置場所

☎ 011-747-0200（代表）
北海道総合研究プラザ

道総研は、２２の拠点、約１,０９０名の職員を有する総合試験研究機関です。
法人の運営を行う法人本部と研究を行う６つの研究本部で構成されています。

道総研の組織

道総研の概要

農業研究本部 Ｐ7

※ 中央農業試験場 （長沼町） ☎ 0123-89-2001
上川農業試験場 （比布町） ☎ 0166-85-2200
道南農業試験場 （北斗市） ☎ 0138-77-8116
十勝農業試験場 （芽室町） ☎ 0155-62-2431
北見農業試験場 （訓子府町） ☎ 0157-47-2146
酪農試験場 （中標津町） ☎ 0153-72-2004 
畜産試験場 （新得町） ☎ 0156-64-0616
花・野菜技術センター （滝川市） ☎ 0125-28-2800

Ｐ9
※

水産研究本部

さけます・内水面水産試験場 （恵庭市） ☎ 0123-32-2135

中央水産試験場 （余市町） ☎ 0135-23-7451
函館水産試験場 （函館市） ☎ 0138-83-2892
釧路水産試験場 （釧路市） ☎ 0154-23-6221
網走水産試験場 （網走市） ☎ 0152-43-4591
稚内水産試験場 （稚内市） ☎ 0162-32-7177
栽培水産試験場 （室蘭市） ☎ 0143-22-2320

建築研究本部
北方建築総合研究所 （旭川市） ☎ 0166-66-4211

Ｐ17

Ｐ11
※

森林研究本部
林業試験場 （美唄市） ☎ 0126-63-4164
林産試験場 （旭川市） ☎ 0166-75-4233 食品加工研究センター （江別市）

工業試験場 （札幌市）※

※

産業技術研究本部
☎ 011-747-2321 
☎ 011-387-4111

Ｐ13

環境・地質研究本部
※ 環境科学研究センター （札幌市） ☎ 011-747-3521

地質研究所 （札幌市） ☎ 011-747-2420

Ｐ15

法人本部（札幌市）

名　　称   地方独立行政法人　北海道立総合研究機構（略称：道総研）
設立時期   平成２２年４月１日
主たる事務所  札幌市北区北１９条西１１丁目 北海道総合研究プラザ
資本金（土地・建物） 約２５４億円（出資者　北海道（１００％））
予算規模  約１56億円（道からの運営費交付金約１33億円）
職 員 数　  １，091 名（うち研究職員７２5 名）
業務範囲  ・農業、水産業、林業、工業、食品産業、環境、地質及び建築の各分野に関する
    試験、研究、調査、技術開発、普及、技術支援
   ・試験機器等の設備及び施設の提供等 ※予算規模・職員数は平成30年度

経営企画部

理事長室
研究企画部

連携推進部
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参画機関

期待される
成果と
その活用策

実施内容

さまざまな研究の展開

戦略研究

道総研は、北海道の地域の活性化、地域が世代交代しながら、持続的に着実に生き続けていけるように
なることが大きな使命と考えており、第 2 期中期計画（平成27～ 31年度）においては、これまで培って
きた技術や知見を基に、総合力を発揮しながら、これまで以上に道民に活用される研究開発を進め、自
立した社会の形成に貢献します。

道の重要な施策などに関わる分野横断型の研究で、法人内の各研究分野及び大
学や企業等との連携により実施します。

実用化、事業化につながる研究や緊急性の高い研究を行います。法人内外との
連携を図って実施します。

新たな研究開発につながる先導的な研究、環境や資源などの継続的な調査、地域
固有のニーズに対応した研究、技術力の維持・向上などに必要な基盤的な研究な
ど多岐にわたる研究を実施します。

６つの研究本部がそれぞれの知見と経験を生かし、総合力を発揮しながら戦略研究をはじめ、さまざ
まな研究を大学や企業などと連携して推進しています。

（原則５年以内）
戦略研究

（原則３年以内）
重点研究

経常研究

道受託研究

一般共同研究

公募型研究

受託研究

素材・加工・流通技術の融合による新たな食の市場創成 （平成27～31年度）

・

・

・

食に対する多様なニーズと道総研技術シーズの組み合わせに
よる消費者価値の高い商品開発ビジネスモデルの構築
ビジネスモデルに基づく付加価値の高い商品開発とその流通
拡大に寄与する技術の開発
開発製品を核とした事業拡大戦略の構築とその体系化実証

・

・

・

経済合理性の高いビジネスモデル
に基づく新規食品の開発と商品化

「技術を軸にした新しい食産業連
携モデル」の提示
地域食産業の活性化による地産
地消の推進、観光振興、原料移出の
拡大及び加工製品移出の促進へ
の寄与

社会的ニーズと道総研技術シーズを融合した価値の高い食品開発を進め、新たな食市場を創成することにより消費者
に広く受け入れられる市場を創り、道産食品の供給拡大を目指します。さらに、多様な食のニーズを事業化に導く「技
術を軸にした新しい食産業連携モデル」を提示し、北海道食産業の振興に寄与します。

中央農業試験場 十勝農業試験場
中央水産試験場
上川農業試験場

（共同研究機関：食品企業等）（協力機関：JA、漁協等）

北見農業試験場
酪農試験場
林産試験場 工業試験場

花・野菜技術センター 釧路水産試験場
食品加工研究センター

道が主体となり実施する事業に基づく研究・調査や突発的な災害等に関連する
研究・調査を行います。

大学、企業等の外部機関や行政機関と連携して研究を実施します。

国や団体等が実施する公募型研究制度を利用して研究を実施します。

行政機関（道を除く）や企業等の外部機関からの依頼により、研究を実施します。

職員自らの提案による研究により、研究シーズの発掘と研究開発能力の向上を
図ります。 

職員研究奨励事業
（原則１年以内）
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参画機関

期待される
成果と
その活用策

実施内容

戦略研究 農村集落における生活環境の創出と産業振興に向けた対策手法の構築（平成27～31年度）

（連携自治体：下川町、喜茂別町、深川市、富良野市、南富良野町、美深町）
北方建築総合研究所地質研究所工業試験場
林業試験場さけます・内水面水産試験場釧路水産試験場
酪農試験場十勝農業試験場中央農業試験場

人口減少・高齢化が進む農村集落を主な対象として、暮らしと産業の好循環による地域の安定的な維持・発展を図る
ために、集落の生活環境創出と産業振興施策の構築に向けた対策手法を開発します。

・集落再編整備手法、情報通信技術（ICT）を活用
した高齢者見守り・健康支援システム、新たな
産業興しを支援するコンサルティング手法など
の行政支援ツールを開発

・開発した行政支援ツールを地方自治体における
政策立案場面において活用

・地域の現状を把握して将来の課題を明確化する
ための評価手法の開発

・人口減少や高齢化に対応した生活環境の再整備
を推進するための手法の開発

・産業振興施策の策定や実施を支援するための手
法の開発及び地域の就業機会の多様化に向けた
産業創出支援

戦略研究

参画機関

期待される
成果と
その活用策

実施内容

戦略研究戦略研究 （平成26～30年度）地域・産業特性に応じたエネルギーの分散型利用モデルの構築

再生可能エネルギー等広く地域に分散するエネルギー資源を有効に利活用できる技術・支援システムを開発し、モデ
ル地域を対象とした事業化、普及の可能性、採算性等の調査を通じて、地域の振興・活性化とエネルギー自給率の向上
の実現を目指した最適なエネルギー需給システムを構築・提案します。

工業試験場 中央農業試験場
林業試験場
地質研究所

林産試験場
北方建築総合研究所ものづくり支援センター

・地域が有する再生可能エネルギーの総量と利用可能量及び地域のエネルギー需要量を推定す
る手法の開発

・自治体や事業者等が、地域にある廃棄物、バイオマス、地中熱、温泉熱等の分散型エネル
ギーを有効に活用できるよう支援するための地理情報システム（GIS）の開発

・エネルギー収支を改善する分散型エネルギーの供給システム及び利活用技術の開発
・モデル地域や施設におけるエネルギーの需給バ

ランスを考慮した分散型エネルギーの利用モデ
ルの提案

・

・
・

自治体や事業者等が、分散型エネルギーを利用
する際の計画策定と構築等への活用
新たな地域産業創出への活用
分散型エネルギー供給システム構築に向けた具
体的取組みへの活用

十勝農業試験場 酪農試験場
中央水産試験場 釧路水産試験場

環境科学研究センター

戦略研究

主に廃棄物系、バイオマス、地中熱、温泉熱、
雪氷冷熱等のエネルギーを対象

（協力機関：北海道大学）（連携自治体：富良野圏域 5 市町村、美唄市、足寄町等）

バイオマス 廃棄物

チップ RDF
燃料化
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商標権

育成者権

※権利数には、出願中のものを含む。

レアフル（果実の真空包装体）【単独保有】
水稲「ゆめぴりか」
小麦「きたほなみ」
まいたけ「大雪華の舞 1 号」

2件

129件

6件

意匠権 名札ケース【単独保有】4件 3件

296件

（平成29年12月31日現在）

知的財産の保護・管理・活用

技術支援

　道総研の研究成果や技術･知見を生かし、企業や事業者の皆様の技術開発や課題解決を支援しています。

　研究や技術支援の成果として得られた新しい技術や重要な知見は特許権などの知的財産権として保護・管理し、
企業などにおける活用を推進しています。 

特許権

実用新案権

権利数※ 主なもの

HOKKAIDO 株（新規乳酸菌）【単独保有】
空気浄化式家屋（炭の家）【民間共有】
ホタテ貝殻チョーク【民間共有】
ヨーグルトペースト【民間共有】

自然浮上型魚卵収容人工孵化育成槽【民間共有】

許諾契約
件数

技術相談 法人本部の総合相談窓口や各試験場において、技術に関連する質問や疑問にお答えします。

ホタテ貝殻チョークホタテ貝殻チョーク

きたほなみきたほなみ

ヨーグルトペーストヨーグルトペースト

2件 2件

69件116件

講師等派遣・依頼執筆 講師、委員やアドバイザーとしての助言や刊行物等の原稿執筆を行います。

技術指導 道総研の研究成果や知見等を用いて、技術的な問題の解決に向け指導します。

課題対応型支援 簡易短期的な試験、調査等を行って、実効性を高めた技術指導を行います。

技術審査 国や道、団体、金融機関などからの依頼により、新製品や新技術の開発等に関する技術的な審査を行います。

設備使用 道総研が所有する試験機器等の設備をお貸しします。

（工業試験場・食品加工研究センター）
インキュベーション施設 製品の開発・新規事業展開を目指す方々に、インキュベーション施設を貸与します。

（建築研究本部建築性能試験センター）

建築性能評価 建築基準法に基づき、構造方法等の認定に必要な建築物の構造方法や建築材料の性能評価を行います。

依頼試験 試験、分析、測定や調査等を行います。

（建築研究本部建築性能試験センター）
建築基準法に基づき、建築主からの申請により建築物の構造計算に係る適合性判定を行います。構造計算適合性判定

職員を中長期にわたり企業などへ派遣し、技術的な指導を行います。技術開発派遣指導
(工業試験場）

試作実証施設

　道総研では、食関連研究の推進及び
研究成果の効率的な技術移転を目的
とした「食品衛生法上の施設基準に適
合する試作実証施設」を活用し、食関
連研究、技術支援の強化を図り、北海道
の食産業の発展に貢献しています。

5

連携の推進

総合相談窓口

社会への貢献

　行政機関、大学、支援機関、金融機関から６名の方々を道総研の連携コーディネーターとして委嘱し、情報の交換･
調整、研究･技術支援･普及事業を推進しています。

　大学、国等の研究機関、企業などと、広範な事業を伴う組織間の連携の基盤とするため連携協定を締結し、共同研究
などの実施、普及・技術支援などにおける相互協力、人材交流などを推進しています。

・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）

・株式会社 北洋銀行

・国立研究開発法人 土木研究所寒地土木研究所

・日本ハム株式会社（北海道を含めた三者連携）

・学校法人 中央大学

・国立大学法人 北海道大学

・株式会社 北海道銀行

・独立行政法人 中小企業基盤整備機構北海道本部

・学校法人 北海道科学大学・北海道科学大学短期大学部

・公益財団法人 北海道中小企業総合支援センター

・公立大学法人 札幌市立大学

・国立大学法人 帯広畜産大学

・特定非営利活動法人 グリーンテクノバンク

・国立大学法人　室蘭工業大学

・酪農学園大学

・東京農業大学生物産業学部

Tel　011-747-2900
E-Mail　hq-soudan@hro.or.jp

・サイエンスパークの開催（北海道との共催）　
　小学生などが科学を楽しく学べる参加体験型イベントを夏休
み期間中に北海道と共催しています。

・各種セミナーの開催
　誰でも気軽に科学を学ぶことができる「道総研セミナー」など、
道内のさまざまな地域で科学技術や研究成果を紹介するセミナー
を開催しています。

・各試験場における公開デーの実施
　各試験場を一般公開するイベントを実施しています。

包括連携協定締結機関（締結順、平成30年4月1日現在）

　本部に設置している総合相談窓口において、技術に関
する質問や疑問、研究要望、事業への協力要請などのさま
ざまな相談に一元的に対応しています。

道総研本部（北海道総合研究プラザ）
総合相談窓口を設置。また、産学官交流の拠点や共
同研究等の場として活用されています。

　道民の皆様に広く道総研の成果を知っていただくとともに、科学技術に興味をもっていただくため、さまざまな
活動に取り組んでいます。

サイエンスパーク
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北海道の各地域に適した作物や栽培技術の開発、家畜の育成や飼養技術の開発、食の安全やバイオ
テクノロジーに関わる試験研究などを行っています。

○畜産試験場（新得町）

○花･野菜技術センター（滝川市）

○道南農業試験場（北斗市）

○中央農業試験場（長沼町）【研究本部】

○上川農業試験場（比布町）

○十勝農業試験場（芽室町）

○北見農業試験場（訓子府町）○北見農業試験場（訓子府町）

○酪農試験場（中標津町）

組織機構

現在取り組んでいる主要な研究開発

秋まき小麦「きたほなみ」、ばれいしょ「コナユタカ」、
たまねぎ「ゆめせんか」、チモシー「なつちから」を育
成するなど、麦類、ばれいしょなどの畑作物、たまね
ぎ、飼料作物に関する試験研究を行っています。

秋まき小麦「きたほなみ」、ばれいしょ「コナユタカ」、
たまねぎ「ゆめせんか」、チモシー「なつちから」を育
成するなど、麦類、ばれいしょなどの畑作物、たまね
ぎ、飼料作物に関する試験研究を行っています。

乳牛飼養、繁殖・健康管理、経営、畜産環境及び
自給飼料生産など総合的な酪農研究を行ってい
ます。

酪農試験場 天北支場（浜頓別町）
水稲「きらら 397」「ゆめぴりか」「きたゆきもち」を育成す
るなど稲作研究を中心に、上川・留萌の地域農業に対応
した試験研究も行っています。

メロン「おくり姫」、いちご「ゆきララ（空知 35 号）」の育成の
ほか、花き野菜の栽培技術や鮮度保持などに関する試験研
究を行っています。また、新規就農者や農業後継者などに向
けた花き野菜に関する技術研修を行っています。

研究本部の企画・調整業務のほか、水稲「そら
ゆき」「ななつぼし」「吟風（酒米）」、大豆「いわい
くろ」、りんご「ハックナイン」を育成するなど、
品種開発、生物工学、農産品質、栽培技術、経営、
機械及び環境などに関する試験研究を行って
います。

水稲「ふっくりんこ」「きたくりん」やいちご「け
んたろう」の育成のほか、園芸や稲作、畑作な
どの道南の地域農業に対応した試験研究を
行っています。

牧草品種「ポコロ」「チニタ」を育成。道北・オホーツク圏の
草地酪農に関する実証試験等の地域に対応した研究を
行っています。

黒毛和種の遺伝的能力評価技術の開発、自給飼料の
生産・活用技術の開発など肉用牛、中小家畜、飼料作
物、家畜衛生、生物工学などの畜産に関する試験研究
を行っています。

大豆「ユキホマレ」「とよみづき」、小豆「きたろま
ん」やながいも「とかち太郎」を育成するなど、豆
類をはじめとした畑作物等に関する試験研究を
行っています。

生産研究部水田農業グループ（岩見沢市）
中央農業試験場 

遺伝資源部（滝川市）中央農業試験場 

・牛白血病を発生させないためのウイルス伝播防止技術体系の構築 （畜産試験場）【重点研究：H29～31】・牛白血病を発生させないためのウイルス伝播防止技術体系の構築 （畜産試験場）【重点研究：H29～31】

・ICT 技術を活用したマップベース可変施肥技術の野菜作への適用 （十勝農業試験場）【経常研究：H29～31】・ICT 技術を活用したマップベース可変施肥技術の野菜作への適用 （十勝農業試験場）【経常研究：H29～31】

・道産メロンの冬季供給を可能とする長期貯蔵出荷体系の確立 （花・野菜技術センター）【重点研究：H29～31】・道産メロンの冬季供給を可能とする長期貯蔵出荷体系の確立 （花・野菜技術センター）【重点研究：H29～31】

（中央農業試験場、食品加工研究センター）【重点研究：H30～32】（中央農業試験場、食品加工研究センター）【重点研究：H30～32】

・道産りんごを活用したシードル製造技術の確立と商品化に向けた実証

農業研究本部農業研究本部

・保温装備と耐雪性を強化したビニールハウスの無加温周年利用による野菜生産技術の確立
 （上川農業試験場、花・野菜技術センター、道南農業試験場）【重点研究：H29～31】

・作物品種開発事業（水稲、小麦、大豆、小豆、牧草など） 【経常研究：H25～31】

・黒毛和種育成牛向けの混合飼料給与技術（TMR メニュー）の確立 （畜産試験場）【経常研究：H27～30】・黒毛和種育成牛向けの混合飼料給与技術（TMR メニュー）の確立 （畜産試験場）【経常研究：H27～30】

・ジャガイモシロシストセンチュウに対する防除対策や抵抗性品種の開発に関する研究
 （北見農業試験場）【公募型研究：H27～32】

7

「エリモ 167」加工例
（羊羹）

「エリモショウズ」「エリモ 167」「きたのおとめ」

（「きたほなみ生育・管理ツールかんたん使い方マニュアル」から）

畜産分野

最近の主な成果

北海道産小豆の中でも人気の高い「エリモショウズ」と
同等の品質特性を持っています。

落葉病抵抗性を付けた「エリモショウズ」
あずき新品種「エリモ 167」育成

肉量、肉質、子牛の発育及び娘牛の体型に優れた種雄牛を育
成しました。

優良黒毛和種種雄牛「勝早桜５」の育成

Excel を利用した、秋まき小麦「きたほなみ」、「ゆめちか
ら」、「つるきち」の播種量や窒素施肥設計の意思決定を簡
単にするツール～ NDAS、makiDAS、T-NDAS ～を開発
しました。

秋まき小麦生育管理ツールの開発

生産システム分野

生育センサにより取得・蓄積されたデータを利用して基肥可変施肥
に活用できるマップ施肥システムを開発しました。畑輪作において基
肥にも追肥にも活用できるシステムです。（民間企業との共同研究）

農業環境分野 病虫分野

てん菜に感染すると葉が黄化し、糖量が約 30％減収する “西部
萎黄病”の防除対策として、病原ウイルスの媒介虫（モモアカアブ
ラムシ）がハウスで越冬できない環境とする「越冬ハウスの適正
管理」によって、周辺てん菜ほ場の病害発生を効果的に抑制でき
ました。

「てん菜の西部萎黄病防除」

大果なので、多収でありながら、収穫数は少なく、収穫作業
の省力化が可能です。

市場評価の高い「けんたろう」より大果な春どりいちご
「ゆきララ」の育成

IT を使った可変施肥技術の開発
かつはやざくら

花・野菜分野作物開発分野

「けんたろう」 新品種「ゆきララ」
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水産研究本部水産研究本部
安定した漁業生産のための資源管理型漁業や栽培漁業の推進、水産物の安全性確保と付加価値の向
上、自然との共生を目指した漁業や海域高度利用のための調査研究などを行っています。

○さけます・内水面水産試験場（恵庭市）

○中央水産試験場（余市町）【研究本部】

○函館水産試験場（函館市）

○栽培水産試験場（室蘭市）

○稚内水産試験場（稚内市）

○釧路水産試験場（釧路市）

○網走水産試験場（網走市）○網走水産試験場（網走市）

組織機構

現在取り組んでいる主要な研究開発

オホーツク海のカレイ、ケガニなどの資源管理や
ホタテガイ漁業の生産から利用、廃棄物処理に関
する調査研究を行っています。

オホーツク海のカレイ、ケガニなどの資源管理や
ホタテガイ漁業の生産から利用、廃棄物処理に関
する調査研究を行っています。

道北海域のウニ、コンブなどの磯根資源やタ
コ、カレイなどの地先資源の資源管理に関す
る調査研究を行っています。

研究本部の企画･調整業務のほか、日本海を中
心に磯焼け対策やスケトウダラ、ホッケなどの
資源管理、海洋環境の保全や水産物の安定供
給に関する調査研究を行っています。

マツカワなど栽培対象種の種苗生産から、放
流･管理までの一貫した栽培漁業技術開発に
関する調査研究を行っています。

道南海域のイカの漁況予測やスケトウダラな
どの資源管理、ホタテガイ養殖に関する調査
研究を行っています。

全道のさけます漁業･内水面漁業に関する資源管理、
増養殖技術開発に関する調査研究を行っています。

太平洋のサンマなどの浮魚やケガニなどの地先
資源、水産物の加工利用技術に関する調査研究
を行っています。

（栽培水産試験場、中央水産試験場、函館水産試験場、工業試験場、地質研究所）【重点研究：H28～H31】（栽培水産試験場、中央水産試験場、函館水産試験場、工業試験場、地質研究所）【重点研究：H28～H31】

・日本海海域における漁港静穏域二枚貝養殖技術の開発と事業展開の最適化に関する研究・日本海海域における漁港静穏域二枚貝養殖技術の開発と事業展開の最適化に関する研究

（中央水産試験場、函館水産試験場、釧路水産試験場、稚内水産試験場）【経常研究：H1～　】（中央水産試験場、函館水産試験場、釧路水産試験場、稚内水産試験場）【経常研究：H1～　】・海洋環境調査研究　・海洋環境調査研究　

（釧路水産試験場、食品加工研究センター）【経常研究：H29～H32】（釧路水産試験場、食品加工研究センター）【経常研究：H29～H32】

・道東産マイワシ・サバ類の消費拡大を目指した高度加工技術の開発・道東産マイワシ・サバ類の消費拡大を目指した高度加工技術の開発

（網走水産試験場）【公募型研究：H28～H30】（網走水産試験場）【公募型研究：H28～H30】
・効率的で頑健な地まきホタテガイ漁業を支える海底可視化技術開発・効率的で頑健な地まきホタテガイ漁業を支える海底可視化技術開発

（中央水産試験場、函館水産試験場、釧路水産試験場、網走水産試験場、稚内水産試験場、栽培水産試験場）【公募型研究：H12～　】（中央水産試験場、函館水産試験場、釧路水産試験場、網走水産試験場、稚内水産試験場、栽培水産試験場）【公募型研究：H12～　】

・我が国周辺水域資源調査・評価等推進委託事業（資源評価調査）・我が国周辺水域資源調査・評価等推進委託事業（資源評価調査）

（さけます・内水面水産試験場）【公募型研究：H28～H30】（さけます・内水面水産試験場）【公募型研究：H28～H30】
・北海道産サケ・サクラマスの防疫強化のための大規模洗卵システムの開発・北海道産サケ・サクラマスの防疫強化のための大規模洗卵システムの開発

道東センター（中標津町）道東センター（中標津町）

網走水産試験場 加工利用部（紋別市）網走水産試験場 加工利用部（紋別市）

さけます･内水面水産試験場さけます･内水面水産試験場

平成26年竣工平成26年竣工

道南支場（八雲町）
さけます･内水面水産試験場

金星丸（函館水産試験場）金星丸（函館水産試験場） 北辰丸（釧路水産試験場）北辰丸（釧路水産試験場） 北洋丸（稚内水産試験場）北洋丸（稚内水産試験場）

（さけます・内水面水産試験場）【重点研究：H29～H32】（さけます・内水面水産試験場）【重点研究：H29～H32】

・道東サケの漁獲回復を実現する「天然潟湖」を活用した新たなサケ放流体系の確立・道東サケの漁獲回復を実現する「天然潟湖」を活用した新たなサケ放流体系の確立
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最近の主な成果

試験調査船「北辰丸（三代目：平成 26 年 11 月竣工）」による
漁場形成予測の高度化とその活用

サケの来遊予測の精度向上に取り組み、予測値を毎年の漁期前に漁業関
係者に提供しています。この情報は北海道内でのサケの増殖事業に必要
な親魚の確保対策などに活用されています。

新「北辰丸」に整備された最新の装置（表中層トロール網、多層式超音波
流速計等）により、サンマなどの浮魚の分布密度と水温や流れ等の環境
を調査し、「浮魚ニュース」として結果を関係機関に配信しています。漁船
漁業者や水産加工会社の経営効率化、国の研究機関との漁場形成予測
高度化等の共同研究に活用されています。

二枚貝の新規養殖技術の開発海底に生息しているホタテガイの
資源量を高精度で推定する技術開発
漁船が引くソリで撮影した海底動
画からホタテガイを自動判別・計数
する技術を開発し、高精度な資源量
推定が可能になりました。漁場管理
や適正密度管理を通して、ホタテガ
イの品質向上に貢献しています。

北海道日本海の漁業生産は、資源の
減少が深刻なホッケ・スケトウダラ
などの天然資源に大きく依存してお
り､全道平均を大きく下回っていま
す。日本海での漁業生産の向上と安
定化を目指し、アサリやバカガイ等
の二枚貝の養殖技術の開発を行って
います。

コンブをサラダや総菜で食するといった消費者の健康志向が広がってい
ます。そこで、あまり利用されていなかった間引きコンブのペースト化技
術を開発しました。そのまま使える「海鮮丼のたれ」や「ドレッシング」等の
製品に活用されています。

サケの来遊予測の精度向上と増殖事業の支援
ハーブ精油添加飼料を給餌することにより、サケ稚魚の原虫病を予防す
る技術を開発しました。成果について特許を出願するとともに、飼料に添
加して使用する「サーモンリキッド」の名称で試験販売されています。

放流用サケ稚魚の感染症予防剤の開発放流用サケ稚魚の感染症予防剤の開発

宗谷産イシモズクを原料に、滅菌海水を用いた洗浄、変色防止のための
鮮度保持、機能性成分の分析などにより、生に近い生鮮冷凍品と色鮮や
かなボイル冷凍品の商品開発を支援しました。

新たなブランド商品の開発新たなブランド商品の開発低コストでのコンブのペースト化技術開発低コストでのコンブのペースト化技術開発

池の中で餌を
食べるサケの稚魚

サーモンリキッド

イクチオボド

トリコジナ

生　鮮

製　品

ペースト化

コンブ

ボイル後 パッケージ

資源管理分野 資源増殖分野

加工利用分野

さけます資源分野 内水面資源分野
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背景写真：シラカンバ人工林背景写真：シラカンバ人工林

森林研究本部森林研究本部
地域の特性に応じた森林づくりやみどり環境の充実、林業の健全な発展や森林資源の循環利用の推
進、技術力の向上による木材関連産業の振興を図るための試験研究などを行っています。

○林業試験場（美唄市）【研究本部】
○林産試験場（旭川市）○林産試験場（旭川市）

組織機構

現在取り組んでいる主要な研究開発

林内路網の整備方法などについて試験研究を行っ
ています。
林内路網の整備方法などについて試験研究を行っ
ています。

木材･木質材料の性能、木材の化学的利用、木材の
加工技術などに関する試験研究を行っています。
木材･木質材料の性能、木材の化学的利用、木材の
加工技術などに関する試験研究を行っています。

研究本部の企画･調整業務のほか、林業経営や
森林環境、緑化などに関する試験研究を行っ
ています。

道南地域に特有なブナ、ヒバ、スギの森林施業
に関する試験研究を行っています。

針葉樹の天然更新技術などについて試験研究を
行っています。

（林業試験場・林産試験場）【重点研究：H28～30】（林業試験場・林産試験場）【重点研究：H28～30】

・苗木需要量の増加に対応したコンテナ苗生産・植栽システムの開発・苗木需要量の増加に対応したコンテナ苗生産・植栽システムの開発

（林産試験場・林業試験場）【重点研究：H28～30】（林産試験場・林業試験場）【重点研究：H28～30】・防腐薬剤処理木材を使った道路構造物の予防保全に関する研究・防腐薬剤処理木材を使った道路構造物の予防保全に関する研究

（林産試験場）【経常研究：H29～31】（林産試験場）【経常研究：H29～31】・道産 CLT パネルの特性を活かした接合部設計技術に関する研究・道産 CLT パネルの特性を活かした接合部設計技術に関する研究

（林業試験場）【重点研究：H30～32】（林業試験場）【重点研究：H30～32】・カラマツ・トドマツ人工林における風倒害リスク管理技術の構築・カラマツ・トドマツ人工林における風倒害リスク管理技術の構築

（林産試験場）【公募型研究：H28～30】（林産試験場）【公募型研究：H28～30】

・北海道産カラマツによる外材製品に対抗可能な高強度積層材料の生産システムの実証・北海道産カラマツによる外材製品に対抗可能な高強度積層材料の生産システムの実証

（林産試験場）【重点研究：H29～31】（林産試験場）【重点研究：H29～31】・道産広葉樹を原料とした粗飼料の開発・道産広葉樹を原料とした粗飼料の開発

（林業試験場）【経常研究：H29～31】（林業試験場）【経常研究：H29～31】・十勝地域における効果的な内陸防風林更新手法の提案・十勝地域における効果的な内陸防風林更新手法の提案

（林業試験場）【重点研究：H29～31】（林業試験場）【重点研究：H29～31】・カラマツヤツバキクイムシ被害拡大抑制技術の開発・カラマツヤツバキクイムシ被害拡大抑制技術の開発

（林産試験場・林業試験場）【経常研究：H30～32】（林産試験場・林業試験場）【経常研究：H30～32】・木材需給の変動要因分析と需給変動への対応策に関する研究・木材需給の変動要因分析と需給変動への対応策に関する研究

林業試験場道東支場（新得町）林業試験場道東支場（新得町）
林業試験場道南支場（函館市）林業試験場道南支場（函館市）

林業試験場道北支場（中川町）林業試験場道北支場（中川町）
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森 - 川 - 海のつながり森 - 川 - 海のつながり
落ち葉、水生昆虫、魚類等の食物連鎖を調
査し、森→川→海、海→川→森の生き物たち
のつながりを明らかにしました。

アカエゾマツ人工林に対応した「収穫予想
ソフト」を開発し、それを利用して間伐方法
の指針を示した「アカエゾマツ人工林施業
の手引き」を発行しました。

最近の主な成果

北海道採種園整備指針の作成北海道採種園整備指針の作成
カラマツやトドマツなどの優良品種を生産す
る「採種園」を適地につくるための指針を作成
しました。

エゾシカによる森林への影響を評価する手
法を開発し、全道的な被害の状況を明らか
にしました。

エゾシカ被害対策エゾシカ被害対策

アカエゾマツ人工林施業指針の改訂アカエゾマツ人工林施業指針の改訂森林による防災対策森林による防災対策
海岸林の津波被害軽減機能を明らかにす
るとともに、その機能向上を図り、道民生
活を守る研究に取り組んでいます。

マイタケ「大雪華の舞 1 号」の開発と
機能性の実証

マイタケ「大雪華の舞 1 号」の開発と
機能性の実証

針葉樹の利用により低コスト栽培が可能
な品種を開発し、インフルエンザワクチ
ン効果の増強作用などの機能性を実証し
ました。道内企業で生産されています。

道産木材によるCLTの実用化道産木材によるCLTの実用化
新しい木質材料 CLT（直交集成板）を道産
木材によって実用化するための様々な研究
に取り組み、国内初のカラマツによる CLT
建築が実現しました。

原木の集荷距離を試算するためのプログラ
ムを開発しました。このプログラムを用い
て、効率的に原木を集荷することが可能な
条件等を検討しています。

各種原料を用いたペレット燃料各種原料を用いたペレット燃料
木質資源をはじめとした多様な原料を用い
たペレット燃料の製造技術を開発しまし
た。

微細な凹凸の加工を可能とする
3 次元木材加工技術

微細な凹凸の加工を可能とする
3 次元木材加工技術

チップソーによる高速加工と、スイングす
るルータービットによる微細加工を持ち合
わせた低コストな NC 木工旋盤を開発し
ました。（特許出願中）

樹木腐朽診断装置の開発樹木腐朽診断装置の開発
腐朽等の樹木内部欠陥を共振測定により
非破壊で診断する装置を開発しました。

稲わら ラベンダー

木炭 （長いも＋廃プラスチック）

道産人工林材の最適集荷距離
試算プログラム

道産人工林材の最適集荷距離
試算プログラム

カラマツを建築用材として利用するための
新しい乾燥・水分管理技術（コアドライⓇ）を
開発しました。内部（コア）までしっかりと乾
燥され、くるいや割れの少ない建築用材にな
ります。

新たな乾燥技術「コアドライⓇ」新たな乾燥技術「コアドライⓇ」

 表面割れ 内部割れコアドライⓇ

林業分野

林産分野
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・磁気ヒートポンプ熱交換構造に関する研究 （工業試験場）【公募型研究：H26～32】（工業試験場）【公募型研究：H26～32】

・有人車両と自動走行車両の協調作業によるサイレージ踏圧作業体系の開発 （工業試験場）【公募型研究：H29～31】（工業試験場）【公募型研究：H29～31】

産業技術研究本部産業技術研究本部
工業技術や食品加工に関する研究開発を実施するとともに、その成果を活用して技術相談や派遣指
導などの技術支援により、道内企業の事業化･実用化を支援しています。

○工業試験場（札幌市）【研究本部】

ものづくり支援センター（札幌市）

組織機構

現在取り組んでいる主要な研究開発

研究本部の企画・調整業務のほか、情報通信・
エレクトロニクス・メカトロニクス、環境・エ
ネルギー、材料及び製品・生産関連技術など
の試験研究を行っています。近年は、工業技術
による一次産業の生産性の向上を図る研究に
も注力しています。　

道内ものづくり産業の発展に寄与するため、
技術相談、依頼試験･分析、試験設備・機器の
開放や技術情報の提供などを行っています。

食品加工に関する技術力の向上や製品の高付
加価値化などの試験研究を行うとともに、企
業等が実施する多くの商品開発に対する技術
支援を行っています。
平成２７年度には、道総研における食関連研究
の効率的な推進と成果の円滑な技術移転を図
ることを目的に、食品衛生法上の施設基準に
適合する試作実証施設を整備しました。

・チルド食品のロングライフ化に向けた偏性嫌気性芽胞形成菌の加熱殺菌条件の確立
（食品加工研究センター）【経常研究：H30～31】（食品加工研究センター）【経常研究：H30～31】

・レーザ加工を利用した自動車部品用金型の長寿命化技術の開発 （工業試験場）【重点研究：H30～32】（工業試験場）【重点研究：H30～32】

・大型産業機械部品のメンテナンスに向けた環境調和型洗浄技術の開発 ～（工業試験場）【重点研究：H29～31】

・道産ブリの加工利用を促進させる高次加工品製造技術の開発
（食品加工研究センター、網走水産試験場）【重点研究：H30～32】（食品加工研究センター、網走水産試験場）【重点研究：H30～32】

・独自分離乳酸菌を使用した乳製品の香り調節技術の開発 （食品加工研究センター）【経常研究：H29～30】（食品加工研究センター）【経常研究：H29～30】

・金属3D造形による実用金属製品製造のための加工・熱処理プロセス技術の開発
（工業試験場）【重点研究：H28～30】（工業試験場）【重点研究：H28～30】

（工業試験場、中央農業試験場）【経常研究：H28～30】（工業試験場、中央農業試験場）【経常研究：H28～30】
・一次産業におけるビッグデータの取得技術と利活用解析技術に関する研究

（食品加工研究センター）【経常研究：H28～30】（食品加工研究センター）【経常研究：H28～30】
・ワインの香りに特徴をもたらす醸造用道産酵母を用いたワイン製造技術の開発

○食品加工研究センター（江別市）○食品加工研究センター（江別市）
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50～300kW 出力の燃焼機を開発しまし
た。広範囲な性状のバイオマスが燃焼可
能で温水、温風として熱回収が可能です。
温浴施設、花卉栽培施設、農業ハウスで実
証実験を行っています。

小型バイオマスボイラーの開発

次世代の環境調和型製造技術「マイクロ化学プロセ
ス」を用いて、新しい食品素材・医薬品原料として
注目されている「コンドロイチン硫酸オリゴ糖」の
低コスト・大量製造法を開発しました。

マイクロ化学プロセスを用いた
「コンドロイチン硫酸オリゴ糖」の開発

醸造用ぶどう園で株間の下草を除草するロボッ
トを開発しました。独自に開発したステレオビ
ジョンセンサによるぶどう樹検出技術と移動性
に優れた4輪操舵機構により下草を効率的に除
草します。

病気や障害で発話が困難な人々のために、「電気
式人工喉頭」や「音声生成アプリ」などの支援シ
ステムを開発しました。

小豆粉の利用技術

骨まで食べられる
水産加工品の開発
骨まで食べられる
水産加工品の開発

植物性乳酸菌の発見と加工食品への応用
整腸作用など健康機能性が期待できる植物性乳
酸菌ＨＯＫＫＡＩＤＯ株を道内発酵食品の中から
発見しました。この乳酸菌を使用した生乳ヨーグ
ルトなど健康食品が商品化されています。

小豆の新しい用途の開発を目的に、小豆を製粉
する技術及び粉としての利用方法について研
究開発を行い、ロールケーキなど洋菓子に応用
しました。

自動車部品のクラッチ等の製造過程で発生するペーパー摩擦材の未利
用端材を主原料としています。外壁サイディングの下地（スペーサー）に使
われています。

魚の骨を除く手間は、
若者や高齢者の魚離
れを招く主な原因と
なっています。
そこで、レトルト加熱
により魚骨を食べられ
る程度に軟らかくしつ
つ、加熱により魚肉が
硬くなるのを抑制した

加工技術を開発しました。腹骨が多く、食べる手
間がかかっていたニシンで製品化し、異なる魚
でも製品開発が拡がっています。

ペーパー摩擦材の未利用端材を利用した新しい住宅用建材の開発

最近の主な成果

ジャガイモの芽を自動検出しロボットで芽を
削り取る装置を開発しました。

ジャガイモ芽取り装置の開発
コンブ干し作業や野菜収穫作業時の腰
部負担を軽減する軽労化支援スーツを
開発しました。

軽労化支援スーツの開発
発話困難者のための

音声会話支援システムの開発

自動運転機能を持つ自動車にはミリ波レーダが搭載されています。高価
な金属を用いない、スパッタリングによるミリ波透過性を可能にした安
価な金属皮膜を開発しました。

スパッタリングによる高機能自動車用エンブレム

果樹園除草ロボットの開発

情報システム分野 製品技術分野

材料技術分野

環境エネルギー分野

食品加工分野
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地域環境の保全や地球環境問題、生物多様性の保全、地震・火山・地すべり等の地質災害に対する
防災・減災、温泉･地下水･鉱物などの資源の有効利用･環境保全に関する調査研究を行っています。
地域環境の保全や地球環境問題、生物多様性の保全、地震・火山・地すべり等の地質災害に対する
防災・減災、温泉･地下水･鉱物などの資源の有効利用･環境保全に関する調査研究を行っています。

○環境科学研究センター
　　　　　　　（札幌市）【研究本部】

組織機構

現在取り組んでいる主要な研究開発

研究本部の企画･調整業務のほか、環境保全分
野では、地域及び広域環境の実態把握と解析
結果から施策提言を行い、環境保全対策を推
進しています。
自然環境分野では、生態系のしくみ、野生動植
物種の保全、個体群の保護管理、河川流域環
境など、生物多様性の保全を図るための調査
研究及び技術支援を行っています。

研究本部の企画･調整業務のほか、環境保全分
野では、地域及び広域環境の実態把握と解析
結果から施策提言を行い、環境保全対策を推
進しています。
自然環境分野では、生態系のしくみ、野生動植
物種の保全、個体群の保護管理、河川流域環
境など、生物多様性の保全を図るための調査
研究及び技術支援を行っています。

陸域（沿岸域も含む）を対象に、各種地質データ
ベースなどの地質情報基盤の整備と高度利用、
地震･火山･地すべりなどの地質災害の防止と被
害軽減、温泉･地下水･鉱物などの資源の開発利
用、鉱山鉱害対策･人工湿地などの地質に関連す
る環境保全に関する調査研究及び技術支援を
行っています。

陸域（沿岸域も含む）を対象に、各種地質データ
ベースなどの地質情報基盤の整備と高度利用、
地震･火山･地すべりなどの地質災害の防止と被
害軽減、温泉･地下水･鉱物などの資源の開発利
用、鉱山鉱害対策･人工湿地などの地質に関連す
る環境保全に関する調査研究及び技術支援を
行っています。

・北海道における下水汚泥由来水素の製造・利用実現可能性調査
（環境科学研究センター）【公募型研究：H29～30】

・ニセコ地域における地熱構造モデル構築と地熱資源量評価 （地質研究所）【重点研究：H29～30】

・牧草被害低減と利活用率向上に向けたエゾシカ捕獲技術の確立 （環境科学研究センター）【重点研究：H30～32】

・北海道における化学物質シュミレーションモデルの適用に関する研究
（環境科学研究センター）【経常研究：H28～30】

・生物多様性からみた農村地域における農耕地以外の自然環境の現状と評価に関する研究
（環境科学研究センター）【経常研究：H29～31】

・ヒグマの生息及びあつれき動向の把握に関する研究 （環境科学研究センター）【経常研究：H29～33】

・天然地質材料に吸着した重金属の安定性に関する研究 （地質研究所）【経常研究：H28～30】

・地盤ボーリングデータに基づく液状化リスクマップ高度化研究 （地質研究所）【経常研究：H29～31】

・地下水管理・利用システムの研究（その 3） （地質研究所）【経常研究：H30～34】

○地質研究所（札幌市）

環境科学研究センター
道東地区野生生物室（釧路市）

環境科学研究センター
道南地区野生生物室（江差町）

地質研究所
海洋科学研究センター（小樽市）

環境･地質研究本部環境･地質研究本部
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最近の主な成果

家庭からの CO2 排出量削減に向け、住宅の建て方や世帯の人数
など世帯タイプの違いによる家庭からの CO2 排出量を見える化
しました。

動植物の個体群動態に関するモニタリング手法や
広域的な生物多様性評価の手法を開発しています。

北海道の日本海沿岸で起きた過去の津波について
津波堆積物調査と津波シミュレーションを行い、信
頼性の高い津波浸水実績図の作成に成功しました。

火山体の内部構造と熱水流動系のモデルを構築し、
火山活動の評価を行いました。

個体群モニタリングや生息状況などをもとに保護
管理手法や被害防除技術を開発しました。

確度の高い地熱ポテンシャルマップの提供により、
地熱開発リスクの低減や地熱開発促進に貢献して
います。

水環境と漁場環境の保全のため、流域を含めた物
質循環と水域生態系との関連を解明しています。

自然環境分野

環境保全分野

地質分野

家庭からの世帯あたりCO2 排出量の推計

生物多様性保全に関するモニタリング手法の開発 適正な野生生物保護管理手法の開発

漁業環境保全のための施策提言

海浜生態系のモニタリング
指標となるマルハナバチ
海浜生態系のモニタリング
指標となるマルハナバチ

北海道からの受託研究で作成した
地熱資源量図（150℃以上）

北海道からの受託研究で作成した
地熱資源量図（150℃以上）活発な噴気活動・山体膨張が続く十勝岳活発な噴気活動・山体膨張が続く十勝岳

津波災害の軽減に向けた研究津波災害の軽減に向けた研究
道内で頻発する豪雨による斜面災害に対応するた
めに、寒冷地域特有の地形などを考慮した斜面災
害の発生危険箇所の評価や UAV を用いた斜面調
査手法の開発に取り組んでいます。

豪雨による斜面災害の調査研究豪雨による斜面災害の調査研究
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環境負荷を低減し、良質で安全な暮らしや地域・産業を支える住まい、建築、地域づくりに関する研
究開発を行い、道や市町村、関連企業、団体に対する普及・技術支援を行っています。

北方建築総合研究所（旭川市）【研究本部】

組織機構

現在取り組んでいる主要な研究開発

研究本部の企画・調整業務のほか、積雪寒冷な
北国の住まい、建築、地域づくりに関する研究
開発を行うとともに、「きた住まいる」制度や
「北海道地域防災計画」といった道の政策推進
を支援しています。 建築性能試験センター（札幌市・旭川市）建築性能試験センター（札幌市・旭川市）

建築研究本部建築研究本部

性能評価や依頼試験、建築基準法に基づく構造設
計図書の適合性判定業務を行うとともに、建築構
造に関する研究や技術支援の推進により、建築物
の安全性の向上に貢献しています。

建築研究本部建築研究本部

・津波による最大リスク評価手法の開発と防災対策の実証的展開・津波による最大リスク評価手法の開発と防災対策の実証的展開
（北方建築総合研究所、地質研究所、林業試験場）【重点研究：H29～31】

・道産資材を用いた木造高断熱外壁の防耐火構造の開発・道産資材を用いた木造高断熱外壁の防耐火構造の開発 （北方建築総合研究所、林産試験場）【重点研究：H29～31】

・木質バイオマスエネルギーの高性能な供給・利用システムの開発・木質バイオマスエネルギーの高性能な供給・利用システムの開発
（北方建築総合研究所、林業試験場、工業試験場、環境科学研究センター）【重点研究：H30～32】

・建築群の熱・電気融通を考慮した建築・設備システムに関する研究・建築群の熱・電気融通を考慮した建築・設備システムに関する研究 （北方建築総合研究所）【経常研究：H29～30】

・富良野圏市町村における自律・持続型地域の実現プロセスに関する研究・富良野圏市町村における自律・持続型地域の実現プロセスに関する研究
（北方建築総合研究所）【経常研究：H29～30】

・道内リン循環利用に向けた地域需要供給の実態解明・道内リン循環利用に向けた地域需要供給の実態解明 （北方建築総合研究所）【経常研究：H30】

・鉄筋コンクリート造異形柱の構造特性把握・設計法構築のためのせん断応力に対する構造耐力・鉄筋コンクリート造異形柱の構造特性把握・設計法構築のためのせん断応力に対する構造耐力
（北方建築総合研究所）【経常研究：H29～31】

・最終処分ゼロに向けた建築資源循環システムの検討・最終処分ゼロに向けた建築資源循環システムの検討 （北方建築総合研究所）【経常研究：H30～31】

・非住宅建築物及び住宅の省エネ適合義務化対応と将来目標水準に関する研究・非住宅建築物及び住宅の省エネ適合義務化対応と将来目標水準に関する研究
（北方建築総合研究所）【経常研究：H28～30】

・地域自律型の次世代型・水インフラマネジメントシステムへの転換・地域自律型の次世代型・水インフラマネジメントシステムへの転換
（北方建築総合研究所）【公募型研究：H28～30】

・道営住宅の効率的な改善サイクルに関する技術情報構築・道営住宅の効率的な改善サイクルに関する技術情報構築 （北方建築総合研究所）【道受託研究：H28～30】

・既存大規模住宅団地（室蘭白鳥台団地）における公営住宅の再編に関する研究・既存大規模住宅団地（室蘭白鳥台団地）における公営住宅の再編に関する研究
（北方建築総合研究所）【道受託研究：H29～30】

・共同住宅における省エネ化推進に関する研究（仮題）・共同住宅における省エネ化推進に関する研究（仮題） （北方建築総合研究所）【道受託研究：H30～31】
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居住地集約とインフラコストの削減
地域マネジメントを進めるため、インフラコ
ストや移転費用を比較し、再編の可能性を
検討しました。

住民の移動ニーズを把握し、既存交通施策
の改善、行政と住民の共働による新たな交
通施策の成立条件を検討しました。

地域生活交通の検討
「きた住まいる」の推進

道の住宅施策である「きた住まいる」におい
て、道民が良質な住宅を安心して取得・維持・
保全できる制度づくりに取組んでいます。

応急危険度判定体制の充実
判定を円滑に行うための支援体制のシミュ
レーションを行い、判定活動に関するマ
ニュアル及び研修方法を提案しました。

道内各地で発生した浸水被害において、被
害調査を実施し、浸水住宅の復旧策を住ま
い手や事業者、市町村等へ提案しました。

浸水による断熱材の
ずり下がり

洪水による建物浸水被害復旧策の提案
地震被害想定の実施

道における地震防災対策を進めるため、想定
地震の検討と被害想定を行うとともに、防災
対策による減災効果の検証を行いました。

一次産業施設の省エネルギー化
植物工場や農業用ハウスなどの産業施設に
おいて、エネルギー消費量実測や熱解析を
行い、運用改善方法などを提案しました。

省エネルギー化と快適性向上のため、高性
能な断熱窓や設備機器の開発を行いまし
た。

建材・設備の高性能化

一般建築物の
省エネルギー化
学校などの新築
や既存建築物の
改修において省
エネルギー化の
検討を行い、設
計に反映しまし
た。

既存ストックの活用
自治体などの建築ストックの総合的管理を
合理的に進めるため、既存ストックについ
て耐用性、耐久性、経済性の観点から基本
的な評価手法を提案しました。

危険または衛生上有害な空き家を判断する
基準案の検討や空き家の利活用事例調査を
行い、道と共同で空き家対策の手引きを作
成しました。

特定空き家の対策気候風土に適合した建築計画の支援
建築物の建築計画に当たり、風洞及び
フィールド実験によって雪庇や着雪、吹き
溜まりなどの積雪障害が発生しにくい建物
形状・配置を設計者等へ提案しました。

震源

性能評価・構造計算適合性判定性能評価・構造計算適合性判定

地域マネジメント地域マネジメント

防耐火性能を評価する燃焼試験

最近の主な成果

性能評価
国内に五つある防耐火構造に関する国土交通大臣の指定
機関として、建築物の防火安全に寄与しています。

依頼試験・課題対応型支援
行政や民間からの多様なニーズに応じて、依頼試験や課題
対応型支援を行っており、課題の解決に貢献しています。

構造計算適合性判定
北海道知事の指定機関として建築確認における構造計算
適合性判定を行っています。

JNLA 登録試験事業者
建築研究本部は ISO/IEC 17025（JIS Q 17025）が定めた試験所に関する基準の要求事項に
適合している試験事業者として、JIS 法に基づく登録制度である JNLA に登録されています。
登録区分は 3 区分で、JNLA 標章を付した試験成績書を発行することができます。

【登録区分】
JIS A 1416　吸音・遮音試験
 （ただし、試料はドアなどの
 構成部材、窓及びガラスに限る）
JIS A 1412-2　材料断熱性試験
 （ただし、付属書 B を除く）
JIS A 4710　建築構成部材断熱性試験

は、工業標準化法に基づく試験事業者
登録制度の標章で、地方独立行政法人
北海道立総合研究機構建築研究本部
北方建築総合研究所は、吸音・遮音試
験、材料断熱性試験、建築構成部材断
熱性試験区分（分野）の登録試験事業
者です。
（160378JP は当研究本部の登録番
号です。）

安全なまちづくり安全なまちづくり

環境・エネルギー環境・エネルギー

良質な建築ストック良質な建築ストック
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地方独立行政法人 北海道立総合研究機構
〒060－0819
北海道札幌市北区北19条西11丁目 北海道総合研究プラザ

平成30年 7 月１日現在
（特記のあるものを除く）

　「道民のための試験研究機関」として、図形のシルエットで北海道の
形を表すとともに、北海道を象徴する雪の結晶を中央に配置してい
ます。北海道旗の配色を基本に、紺色は「北の海や空」、白は「光輝と風
雪」、赤は「道民の不屈のエネルギー」を表し、全体を右斜め上に向かう
ラインとして配置することで、「未来への可能性」を表現しています。

◇道総研シンボルマーク◇

法人本部アクセスマップ

札幌工業高校札幌工業高校

北海道大学北海道大学

獣医学部獣医学部

地上遊歩道地上遊歩道

創成科学研究棟創成科学研究棟

エルムトンネル
エルムトンネル

札幌農学校第二農場
（モデルバーン）

札幌農学校第二農場
（モデルバーン）

ロータリー
地上はここより先
車両通行不可

ロータリー
地上はここより先
車両通行不可

条
駅
条
駅
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車はエルムトンネル
徒歩は地上遊歩道へ
車はエルムトンネル
徒歩は地上遊歩道へ

地質研究所地質研究所

工業試験場工業試験場

法人本部
道総研プラザ

環状通環状通

石
山
通

新
川
通

環境科学
研究センター

電話  011-747-0200（代表）　　FAX  011-747-0211
URL http://www.hro.or.jp/
E-mail hq-entry@hro.or.jp
Facebook https://www.facebook.com/dosoken/

徒歩 15 分徒歩 15 分
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