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〔フロンティア農業経済研究 第15巻第1号 2010.2〕

［シンポジウム報告］

北海道産業クラスター創造活動の取り組み

一地域資源を活用した農商工連携の事例と課題－

北海道科学技術総合振興センター 戸 島俊一

Promotion of Food Cluster Through Industrial Cluster Activities 

Shunichi Toshima 
Northern Advancement Center for Science & Technology 

I 北海道産業クラスター創造活動について 境が激変した時代です。北海道経済はこれまで公共事

北海道科学技術総合振興センターの戸島でございま

す。通称、私共の財団はノーステック財団ということ

でご承知の方もいらっしゃることと存じます。今日は

皆様に私の方から「農業・農村を支える多様な組織活

動一農商工連携の取り組み」ということで、具体的に

私共の財団が関わっている企業の取り組み事例を通じ

て農商工連携の取り組みと課題等についてご紹介させ

て頂きたいと思います。

最初に当財団の概要を簡単に紹介します。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活

性化を目指して産学官連携により研究開発から事業化

まで一貫した支援を行っています。当財団は、電力・

ガス・ JR・金融機関などの道内主要企業と道・札幌

市など行政からの出向者が中心となって運営していま

す。私の所属するクラスター推進部では、北海道産業

クラスター創造活動を実践しています。

産業クラスターという言葉はアメリカの経営学者マ

イケル・ポーターが提唱した産業振興政策で、地域で

優位性のある産業分野を中心に関連産業の芽を育て産

業集積を図るものです。私どもの財団では10年ほど

前からこの産業クラスター活動を実践しております。

10年前というとちょうど北海道拓殖銀行が破綻し北

海道開発庁が廃止されるなど北海道経済を取り巻く環

業をはじめとする中央依存型、あるいは農水産物や石

炭などを本州に供給する原料供給型の産業構造でし

た。

しかし国や道などの財政状況が年々厳しくなり、北

海道経済の将来に対する危機感から、 「中央に依存せ

ずに、北海道自ら立ち上がって自立型経済の実現によ

る地域経済の活性化」を目指して道内経済4団体、道

庁からなるメンバーで平成 8年に北海道産業クラス

ター創造研究会を設立し、翌年、北欧のフィンランド

が取り組んでいた産業クラスターをモデルに「北海道

産業クラスター創造活動アクションプラン」を策定し

ました。

さらに、北海道産業クラスター創造活動の実戦部隊

として平成 10年に（財）北海道地域技術振興セン

ター内に「クラスター推進部＆ FC担当部（現ノース

テック財団クラスター推進部）」を設置して実践活動

をスタートしました。

産業クラスター創造活動を進めていくにあたり、詳

細な調査分析を実施した結果、北海道は農水産業をは

じめとする“食”分野、北方型住宅産業やリサイクル

産業などの“住”分野、観光産業を中心とする“遊”

分野が他府県と比較して優位性があることが分かり

「食・住・遊」をドメインに産業クラスター創造活動

に着手しました。
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産業クラスター活動の特徴として 3つの活動を柱と 業支援機関がありますので、産学官連携を醸成してい

して取り組んできました（資料 1参照）。第ーに、北 きながら地域の産業おこしの仕組みづくりを進めてい

海道は本州と比べて製造業を中心とする基盤技術の層 こうというもの。第三に、北海道は官依存の意識が強

が非常に薄い地域であるため、大学・公設試験研究機 かったため、民主導による自立型経済を目指そうとい

関等と連携して技術開発を育成支援しながら新しいビ う意識改革、啓蒙的な働きかけです。

ジネス創造をしていこうというもの。第二に、北海道

には多くの大学、公設の試験研究機関や中核都市の産

【資料1】

北海道産業クラスター創造活動の基本戦略

北海道産業クラスター創造活動は、「中央に依存せ

すに、北海道自Sが立ち上がって経済自立をし、北

海道経済を活性化するjことが自的です。そのため

北欧地域などの先進事例をモデルに、 f民間主導j

により地域社会にある資源、や労働力、技術などを活

用し、そこかう「ビジネスの芽jを見つけ出します。

そしてその芽を花咲かせるため産業問、産学官と連

携しながら今後もこの活動を推進していきます。競

争力のある産業を中心に、技術、情報、人材芯どの菌

でつながりを持つ産業を集積して、関連産業や新規

産業の「群れ＝クラスターJを形成するためのシス

テムづくりを進めていきます。具体的には、北海道で

は特にf食圃住・遊jの分野を中心に、産学宮の連携

により成長の原動力である「技術－人材・関連支援産

業jを集積し、道内音地で北海道発のビジネス創造

と特色あるクラスター形成を実現していきます。

S農家事rが議事修して、波書降、
鎌車庫、A線機官？つながりを
締ゆf襲撃君主鵬タラxターjの
$r~'f'ムヲヨ〈りを灘める

北海道産業クラスター創造活動の特徴
「クラスター形成を通じた北海道地域の産業おこしj

を共通理念とし、この理念を共有する企業・地域・大

学等の試験研究機関による協働の作業（産学官連携）

が北海道産業クラスター創造活動の特徴です。「ビ

ジネス開発j「地域の仕組みづくり」「意識改革jを

活動の柱とする「たゆまぬ運動Jによってクラスター

化を自指します。

I i活動の枝 I 

臨ビジネス開発
クラスター活動を進めていくためには、まず産学官の

協働による「北海道発のビジネス創造Jが基本です。

ビツネス開発は、ピジ、ネスアイテごアを持っているf企業j

と、技術・ノウハウ・情報・知恵を持っているf大学・試

験研究機関・外部専門家jをノーステックがつないで、

開発を進めていきます。

※ビジネス開発の進め方はP7・8を、担い手企業とサボーターの連携や
サボーターの紹介はP5・6を、事業化プロジ．エクト紹介（jpg～12をご覧
下部、

陵地域の仕組みづくり
クラスター活動を定着させるためには、自分たちが暮

らす地域の、過去・現在・未来を見めつつ、地域の「強

みJや「特色Jをもう一度考え護すことが必要です。

そして活動の自的を明確にし、核となる人材や協働

体制を整え（仕組みづくり）、道内各地域が主体とな

って、自らの参加による地域戦略策定と地域産業づ

くりを目指します。ノーステックと道内各地域のクラス

ター研究会が連携して、地域主体の産業おこしに取

り組んでいきます。

※中核都市圏・地域産業クラスター研究会の活動内容はP17～27をご
覧下さいじ

隠意識改主義

北海道の地域性を活かした自分たち独自の工夫をし、

付加価値を高め、将来的には各地域が一人立ちして

ビジネス開発と地域の仕組みづくりに取り組みます。

そしてその取り組みを全道各地に広げていき、自分た

ちが地域社会を築いていくんだという強い意志を醸

成します。
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II 産学官連携によるビジネス開発の手法

と食クラスターの推進

次に産学官連携によるビジネス開発の進め方につい

てご説明します（資料2参照）。

例えば、企業・地域が新しいビジネスや新商品の開

発を始める際、特に中小企業の場合、①ビジネスプラ

ンの未整備②開発スタッフの技術力不足③マーケティ

ング力不足などによりこれまで事業化に苦慮、していま

した。こうした課題を解決するため、ノーステック財

団では大学や試験研究機関の方々あるいは金融機関、

外部の専門家といった方々をサボーターとして、企業

が抱えている経営面、技術面、販売面等の課題を解決

するためのコーディネートをしています。おかげさま

で、こうしたビジネス開発の支援によって 10年間で

累計 11 3件の事業化、売上額約 15 4億円の経済効

果を上げることができました。 （資料3参照）

その中でも特に加工食品、農業機械、食品加工機械

【資料2】

など「食関連」のプロジェクトが多くの実績を上げて

いることから、現在「食クラスター」形成に向けた取

り組みを最重点分野として位置づけクラスター形成を

推進しています。

本日は食クラスターが論題ということで、まず食ク

ラスターとは何であるかについて説明したいと思いま

す。食クラスターは農業生産者、食品メーカ一、食品

加工機械・農業機械メーカ一、流通業、商社、小売業

と連携して、そこにバイオ、 IT、加工技術などの

様々な要素技術を組み合わせ、また、商品企画・マー

ケティングなどをさらに組み合わせて新しい付加価値

を備えた商品開発、また地域で取り組まれている地域

ブランドの育成の支援を通じて、北海道特有の強みを

生かしたビジネス創造を積極的に推進して食関連産業

のクラスター化を進めていこうというのが食クラス

ター形成事業の概要です。 （資料4参照）

つまり食クラスター形成事業は、言い換えると農商

工連携そのものと言えます。

問題点を解消した北海道産業クラスターの進め方

「餓のアイデアを、ノーステ悼の
iネットワーク！こより、外部のザif(…ターに
I つ怒いで事業化唱を薬務し2ます。

一…~r事事務、調RJI 

ノ ユ悼す叩

務署量
パートコト叩

まを綴
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これまでの問題点を改善するため、ノーステッ

クが仲介役に芯り、企業とサボーターとの連

携を強め、成果のあがる具体的な事業化を目

指します（左図参照）。また結果として知識、技

術、情報、ノウハウを効率よく得られるので、開

発リスクも軽減できます。産業クラスターの考

え方は、着実に全道告地に広がってきていますO

ノーステックではこれらの企業・地域が取り組

んでいるプロジ、工ク卜を支援するため、専門家

や外部の試験研究機関の紹介、またブロジ、工

クトを進める上で、具体的に「何」をどう進め

ればいいのかわか5芯い方のためには、親切

でわかりやすいアドバイスも行っています。



【資料3】

（販売に成功した事業化件数と売りよけ｛平成11年度～平成1持獲実績） ｜ 
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【資料4】

年開発上郷摩 書 察署十売上略儀嶋

8,000 

6,000 

川 15,396

• 
←〆

， 

11,497.’ 
~－モへ，市寸停刊。、の

， 

7,386•" 

4,125 ,-' 
........二4,000 

2,000 

4,109 

。
2噌127_. ,,-

t‘051 －~－·， 331 476 575-・;-----1 076 

~－2!* ＿＿ーゴム1,:i~－－－－，；；，；，•γ…ぷ霊 能；
平成11:1事 平成121手 平成13j事 平成1~手 平成15~手 平成16岩手 平成17年 平成181f. 平成19年

食クラスター形成の概念図

食クラスヲーとは、農量生産者、食品製造メ 力一、食品加士機 廿て新た忽｛町富創造につながゐ「付加価値の晶い商品開発」「地
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m 農商工連携によるビジネスモデルの事例 んの運動会に参加できないですとか、奥様方が買い物

に長い時間を費やすことができないなど、酪農家の

農商工連携の事例として今年度農商工連携88選に 方々は日常生活の面で時間的制約を受け、多大な苦労

選ばれた2つのプロジェクトをご紹介します。まずー をされてきました。そこで、私たちは酪農家の経営力

つ目の事例として「ITを活かした日本型酪農自動給 の強化・ゆとりある生活の実現を目指してこのシステ

餌システム」を開発した、札幌の企業、北原電牧をご ムの開発に取り組みました。このシステムでは、牛ご

紹介します（資料5参照）。本プロジェクトの開発体 とに登録したデータに基づきロボットが自動的に必要

制は北原電牧を中心に北海道大学、道立根釧農業試験 量の給餌を行い、また、サイレージの補給も自動的に

場、関連機械メーカー、販売メーカー、ユーザーであ 行います。これにより、酪農家の生活のゆとりにつな

る酪農家が連携して平成11年から開発に取り組み、 がりました。さらに、酪農家の頭数規模拡大が可能に

平成12年から販売を開始しました。ご承知の通り、 なり収入増にも繋がってきました。この結果、北原電

酪農家の方々は早朝から晩まで牛に餌を与え、搾乳す 牧の売上げ増加だけでなく酪農家の経営・生活改善に

るという作業を繰り返しながら 1日中飼育作業に携 も成果を上げることができ、道内外の酪農家の方々か

わっていました。酪農家にお話を伺いますと、お子さ ら評価を受けた事例です。

【資料5】

オリオン機械（株）

完~O) J、、 酪農家・ユーザー

（株）デジック

プログラム開発

（北原電牧（株））

【売上額】

酪農学園大学
家畜栄養学に基づく

給餌ノウハウの提供

堂高牧場
実証試験の実施

（株）VSテクノロジー

実証試験の評価
酪農家ニーズの把握

！酪農家の経営力強化とゆとりのある暮らしの実現

・給簡時間の大幅短縮惨約15分（約1/20)

・経営規模の拡大惨飼育頭数の増加（約30～40%増）

・乳量増加惨約7%増（1頭あたり）

・残餌減少惨約10%減（1頭あたり）
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2つ目は「建設業のハーブビジネスの参入」という

ことで、昨今の公共事業費削減の中で建設業者の新事

業としてハーブ事業に参入した事例をご紹介します

（資料6参照）。本プロジェクトの開発体制は北見市

で建設業を営んでいる舟山組を中心に北見工業大学、

（社）北見工業技術センタ一、オホーツク食品加工技

術センターが連携して平成 10年からスタートしまし

た。舟山組は、北見市がかつて薄荷（ハッカ）の国内

有数の産地であったという地域のストーリー性やハー

ブ栽培に適した気候の優位性に着眼してハーブビジネ

スを始めました。先代から譲り受けた山を切り開き、

数十種類のハーブを植えた後、そのアウトプットとし

て何を作るのか徹底的なマーケティングを行いまし

た。その結果、ハーブティー、キャンディーや入浴

【資料6】

剤、 ドレッシング等を開発しました。本プロジェクト

で一番苦労したのは販路の確保で、当財団も首都圏の

百貨店、オーガニック商品を扱うお店、ガーデニング

ショップなどに販促支援として企業と一緒に出かけま

した。今では健康志向ブームもあり少しずつ認知度が

上がり、着実に売上げを拡大しています。

このハーブビジネスの成功の秘訣として女性の活躍

が大きな要因として上げられます。

他府県の事例ですが、岐阜県では、 トマト農家の女

性グループが 10年ほど前からケチャップを作り、着

実に成果を上げているなど女性の活躍により成功した

ビジネスモデルが農商工連携で多く見受けられます。

本プロジェクトの事例でも最初はご主人を中心に事業

をスタートしましたが、主力商品の顧客ターゲットが

産業クラスター研究会オホーツク iハーフ内ブロラエクトl

・ハーブの栽培
約so種のハーブ栽培

・ハーブ商品の生産・販売
J、ーブ‘テイ
／＼ーブキャンディ
入浴剤等

（＂平成9年度＼
｛
度

一
年－oo 

E

4

4

 

一
成

戸
平

J、ーブ、商品の売り上げ ヒ杢 忌 ［！~~方円：J

にこ豆コ
c竺ーコ に三豆コ

L－ーー回目ーーーーーーーーーー’ し一一一－一一一」
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女性層ということもあり、徐々に商品企画から販売プ

ロモーションの主役が奥様に移行して、精力的にビジ

ネス拡大を進めています。

異業種からの新規参入や農家による産直ビジネスの

場合でも、実は女性が非常に熱心に新しいビジネスに

チャレンジしており、もちろんご主人も頑張ってい

らっしゃるのですが、成功の陰に女性の力強い行動力

が支えていると言えます。このようなことから、これ

からの新しい農業の農商工連携のプレイヤーとして、

女性の力は注目すべきであろうと考えています。

N 農商工連携によるビジネスの課題

一方、農商工連携が抱える課題として、新しいビジ

ネスにチャレンジする上でのいくつかの問題点・課題

をご紹介します。

まず 1点目は、農家の方々は、農産物を生産する栽

培技術・知識は十分に持っていますが、それを原料と

して加工する場合、基本的な加工技術を身につけてい

ない方が多く、ジャムやジュースなど低次加工の商品

化で留まり、競合商品との差別化ができず事業化に失

敗している例が多くあります。また、基本的な技術や

知識がないため、私共が専門家等を派遣しでも、アド

バイザーの説明や意見が理解できず商品開発を中断す

るケースもありました。したがって起業の際には一定

の技術を身につけるとともに、開発する商品に対する

知識を習得していただきたいと考えます。

さらに、ビジネスとして事業を行うには安定的に商

品を生産しなければなりません。農業に携わっている

方が食品加工にチャレンジする場合、品質管理を勘や

経験に頼りがちなところがあるのですが、そこをいか

に可視化することができるか、つまり、安定的に生産

するためのデー夕、数値化が必要だと思います。ま

た、食品の表示の問題や衛生管理が昨今取りざたされ

ていますが、 JAS法や食品衛生法など関係法令にも十

分留意してもらうことも大切です。

先日、東京で道内の金融機関が開催した商談会で

は、首都圏のバイヤーや食品関係者が多数お越しいた

だき、道産食品に大変注目してくださったのですが、

JAS法が改正されますと、今の地域商品で通用するの

は約3～4割だとされています。したがって、早急に

JAS法改正に向けた商品の表示の問題などを勉強して

いただく必要があるでしょう。

2点目は趣味とビジネスを混同しないようビジネス

プランの整理をしていただきたいと思います。例えば

奥様方が、趣味でお漬物やクッキーを作って近所に配

る。周囲から高評価を得たので安易にその延長線上で

ビジネスを考えてしまい落とし穴にはまることがあり

ます。ビジネスとして取り組む場合、一定の事業計画

を整理していくことが必要です。

事業計画の整理すべき項目として主に①事業目的ま

たは商品企画（何をつくるか）②製造技術の有無、生

産能力③流通・販売面（どのように販売するのか）④

市場動向（顧客ターゲット・市場ニーズ）⑤採算性

（価格設定、売上げ目標）⑥資金計画などがありま

す。

事業計画を整理して、要所要所で当初の計画を

チェック、評価して必要に応じて見直しをしていくこ

とが重要です。

新規事業にチャレンジすることは一定のリスクが伴

います。したがって、起業家の身の丈にあった領域、

つまり得意分野の業態を生かした分野から取り組むの

が良いと思います。

事業計画を策定するにあたり、よく地域の方から

「何を作ったらいいのかわからない」 「補助金はいく

らもらえるのか」と商品企画や資金に関する相談を受

けます。商品企画の段階では、地元産の素材を使った

ジャムやジュースなど比較的加工技術のやさしい商品

に目がいきがちです。地域資源に着目することは大切

ですが、そのような商品は競合商品が何百種類もがあ

りますので、顧客ターゲットの絞込み、どのような方

にどのようなシチュエーションで食べていただきたい

のかといった商品コシセプトを具体的に整理して差別
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化を図ることが大切です。開発段階では主原料の素材

だけでなく副材料としての調味料なども吟味してパッ

ケージなどのデザイン性も考慮してオリジナリティー

のある商品開発を検討していただきたいと思います。

また、事業を進める際に安易に補助金に依存してし

まう恐れがあります。事業を開始するために資金は確

かに必要ですが、だからといって全てを補助金だけに

依存していては必ず失敗します。資金計画を整理した

上で、どのステージで補助金を利用すれば効果的なの

かという視点で補助金を有効活用していただきたいと

考えます。

最後になりますが、販売プロモーションの重要性に

ついてご説明します。多くの中小企業の方は作ること

だけに力を注ぎ、作った後のことはほとんど考えてい

ない方が多く、販路がないために事業化に失敗してい

ます。したがって、開発した商品の価格設定やどの流

通ルートに乗せて販売していくのかという販売計画を

組み立てていくことが特に重要です。

また、最近では地域ブランドと称して各地域で様々

な取り組みが行われています。ただし、地域ブランド

だからといって安易に口ゴシールを貼るだけではブラ

ンド形成とは言えません。生産者の顔が見えることに

よる商品への信頼性、 トレーサビリティーの導入など

徹底した品質管理を基本に、利便性、量目など消費者

のライフスタイルの動向を注視しながら、訴求力のあ

る価値を商品から発信して消費者に提供していただき

たいと考えます。

農商工連携の取り組みに向けて地域の担い手の方々

には次の 3点に留意していただきたいと思います。第

一に補助金ありきのビジネスはむしろ止めるべきで

す。ビジネスをやるのですから一定のリスクを覚悟し

ていただき、補助金がなくても事業を興すという気構

えで望んでいただきたいと思います。そのため事業リ

スクを軽減するために、私共や各地域の支援機関、大

学や試験研究機関の知恵を課題解決の手段として積極

的に活用していただきたいと思います。第二に大学の

先生や専門家が来てくれたからといって後は専門家任

せになるのではなく、当事者意識を持ち、時間がか

かってもいいませんから、技術習得、事業計画の策定

など自分たちで汗をかいてステップアップしていただ

きたいと考えます。第三に北海道は海で隔てられてい

るため近隣の情報が少なく孤立しがちです。なるべく

道外や他地域の事例を取り入れていただいていだた

き、その上で、自分たちの地域をもう一度見つめ直す

と共に、よきライバル、または厳しい顧客にしっかり

と目を向けてほしいと思います。

最初は他地域の猿真似でもかまいませんから、その

中で技術、知識を習得するという小さな積み重ねを繰

り返していただければきっと成功につながると信じて

います。最後になりますが、町おこしで成功している

と言われている地域は、 1年、 2年で築き上げたもの

ではありません。 10年、 20年と失敗と成功を何度

も繰り返しながら現在に至っています。地域の強みを

どんどん生かしていただければ、特色ある農商工連携

による産業おこしができると考えております。

簡単ですけれども、以上で私の報告とさせていただ

きます。
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