
農業研究本部 ☎ 0123-89-2001

上川農業試験場 （比布町）
道南農業試験場 （北斗市）
十勝農業試験場 （芽室町）
北見農業試験場 （訓子府町）
酪農試験場 （中標津町）
畜産試験場 （新得町）

中央農業試験場 （長沼町）※

花･野菜技術センター （滝川市）

食品加工研究センター （江別市）
工業試験場 （札幌市）※

環境科学研究センター （札幌市）※

水産研究本部

森林研究本部 産業技術研究本部

環境･地質研究本部 建築研究本部
※北方建築総合研究所 （旭川市）

※ 研究本部設置場所

平成 30 年 7 月 1 日現在

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）
☎ 0135-23-7451

函館水産試験場 （函館市）

※林業試験場 （美唄市）
☎ 0126-63-4164 ☎ 011-747-2321 

☎ 011-747-3521

地質研究所 （札幌市）

☎ 0166-66-4211

林産試験場 （旭川市）

釧路水産試験場 （釧路市）
網走水産試験場 （網走市）
稚内水産試験場 （稚内市）
栽培水産試験場 （室蘭市）

研究のしくみ研究のしくみ

技術支援技術支援

社会への貢献社会への貢献

企業や研究者の方々を対象に最新の
研究成果などを紹介する成果発表会
を開催しています。

各試験場を一般公開するイベントを
実施しています。

公開デー研究成果発表会

＜総合相談窓口＞

＜代表的な研究＞

＜代表的な支援＞

　道の重要な施策や道民の皆様のニーズ、技術の現状と将来方向などを踏ま
え、重点的に取り組む分野を重点領域と定め、戦略的に研究を進めています。

道の重要課題について、分野をまたがる研究を行っています。

このほか、技術力の維持･向上などに必要な基盤的な研究、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など１年間に 700 本以上のさまざまな
研究を行っています。

この３つの領域を中心に、さまざまな研究を大学や企業などと連携して進めています。

○ 素材・加工・流通技術の融合による新たな食の市場創成
○ 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
○ 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

　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、課題解
決を支援しています。

　道総研の活動をご理解いただくため、さまざまな発表会やイベントを実施しています。
　お気軽にご参加ください。

　本部に設置している総合相談窓口におい
て、技術に関する疑問、研究要望などのさま
ざまな相談に対応しています。

①食料の安定供給技術の確立と食関連産業の振興
②再生可能エネルギー等の安定供給システムと省エネルギー

技術体系の構築
③自然・産業・生活が調和した安全で持続可能な地域の構築

戦略研究

研究における

重点領域

依 頼 試 験 依頼による試験、分析、測定や調査など （4,365 件）

技 術 相 談 技術に関連する質問や疑問への回答など

技 術 指 導 技術的な問題の解決に向けた指導など （2,185 件）

設備使用 試験機器などの設備の貸与 （1,096 件）

（平成 28 年度実績）

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

地方独立行政法人  北海道立総合研究機構

道 総 研

ほっかいどうの希望をかたちに！ほっかいどうの希望をかたちに！

〒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
電話 011-747-0200（代表）　FAX 011-747-0211

【道総研本部】

道総研 ウェブ検索URL              http://www.hro.or.jp/
E-mail         hq-entry@hro.or.jp
Facebook  https://www.facebook.com/dosoken/ 試験調査船「北辰丸」

ごあいさつごあいさつ

概　　要概　　要

２２の試 験 場２２の試 験 場

　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。
　現在、道総研は、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。
　今後とも道総研の基本理念である「ほっかいどうの希望をかたちに！」のもと、
北海道の未来を常に意識しながら、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、引き続き、道民の皆様のご支援とご協力
をお願い致します。

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 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

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。

（8,955 件）



海

森
希少植物の生育状況のモニタリングや生態の
解明、保護対策の方向性を示すことによって、
対象種の保全のみならず、その種を含む地域
固有の生態系の保全に貢献しています。

落ち葉、水生昆虫、魚などの生物間の相互
作用を調べ、自然界のつながりの大切さ
を明らかにしました。

落ち葉落ち葉

ホッチャレホッチャレ

水生昆虫水生昆虫

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。

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（三代目：平成 26 年 11 月竣工）」
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、その結果を「浮魚ニュース」
として広報しています。漁業者や水産加工
会社の経営効率化に活用されています。

強酸性の温泉や汚れ・浮遊物質が多い排
湯等から熱を回収でき、洗浄も容易な樹
脂製の熱交換器を道内企業と共同で開発
し、給湯予熱システムに応用しました。

単板と和紙のサンドイッチ構造からなるスラッ
ト（羽根）厚みが 0.8mm以下の超薄型の木製ブ
ラインドを道内企業と共同で開発しました。

人工林の資源量を５０年先まで予測し、ど
のくらいの太さの丸太が地域ごとにどれだ
け出材できるのかを推定しました。

山で木材を生産するときにできる、木の未
利用部「森林バイオマス」。その集め方、燃
料としての使い方、使うことでもたらされる
価値について明らかにしました。

北海道を支える道総研の研究成果北海道を支える道総研の研究成果
~山から海へ～~山から海へ～

地熱・温泉資源開発の可能性を探るとともに、
周辺の温泉への影響を評価するなど、地熱資
源を活用した地域振興に貢献しています。

崩壊した斜面の地質や地形を調査し、斜
面災害の対策に役立てています。

道産木材の使用率向上を目指し、構造・
内装材等でのカラマツの使用方法を提案
し、実証住宅で検証しました。

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。

学校など既存建築物において、パッシブ手
法をメインとしたエコ改修を提案し、設計
に採用されました。

北海道内の火山灰を利用してコンクリート
の長寿命化を図る技術を開発しました。

火山灰火山灰コンクリート

川

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。

ユウバリコザクラユウバリコザクラヒダカソウヒダカソウ

「けんたろう」 新品種「ゆきララ」

肉量、肉質、子牛の発育及び娘牛の体型に
優れた北海道黒毛和種基幹種雄牛「勝早
桜５」を開発しました。

道総研では、食品加工研究センターに整備し
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。

粉の色が白く、うどんなどに適した小麦
「きたほなみ」を開発しました。現在、道産
小麦の約 8割を占めています。

風洞実験等により、雪庇や着雪、吹き溜ま
りが発生しにくい形状・配置を提案し、
建物の設計に反映しました。

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ちな
がら、落葉病抵抗性を付けたあずき新品
種「エリモ 167」を開発しました。

組織培養技術によって希少な有用樹木（ヤ
チヤナギ）の大量増殖に成功。それを利用
した化粧品やチーズを企業と共同開発し
ました。

北海道の一次産品の活用を促進するた
め、原材料の健康機能性に注目して、高付
加価値化を図った加工食品を開発しまし
た。

春どりいちご新品種「ゆきララ」は、市場評
価の高い「けんたろう」より大果で、多収で
ありながらも、収穫数は少なく、収穫作業の
省力化が可能です。




