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バイオクラスター形成促進事業について

主な実施内容

山形県には、慶應義塾大学先端生命科学研究所、山形大学農学部等の学術研究機関や公設試験研究機関等、
バイオ分野において先導的な研究に取り組んでいる研究機関が集積しています。

県内の先導的なバイオ研究成果の活用による新事業創出や新商品開発等の促進を目指し、４つの事業を柱として、

（公財）庄内地域産業振興センターでは、平成21年度からの3年間、文部科学省「地域イノベーション戦略支援プ
ログラム」の事業実施機関として、
「機能評価システムの構築と地域農産物を活用した高機能食産業クラスターの形
成」をテーマに、県内の大学・研究機関が有する知見、先進的な研究成果等の研究ポテンシャルを活用し、地域農産
物の機能評価システムの構築、メタボローム解析の栽培技術や機能性食品開発等への応用に取り組んで参りました。
平成24年度からは、地域イノベーション戦略支援プログラムにおける事業成果である産学官連携による研究基盤
を活用して山形県内におけるバイオ研究の活性化や地域産業への展開を目指し、
「バイオクラスター形成促進事業」
に取り組んでいます。
このバイオクラスター形成促進事業では、産学官連携による新製品開発や事業化等への取り組みを加速させるた
め、コーディネーターによる産学官連携に関する相談、研究シーズと企業ニーズのマッチングや研究交流の促進、企
業と研究機関が取り組む共同研究への助成支援等、先導的なバイオ技術を核とした知的・産業クラスターの形成に
向けて活動しています。

事業推進体制
会長：山形県知事

山形県バイオクラスター
形成推進会議

○共同研究の推進
○関係機関の取組みの調整
○推進会議に関する事前調整

副会長：鶴岡市長

山形大学、慶應義塾大学、産業支援機関
県食品産業協議会、県医師会、県歯科医師会
県銀行協会

連携促進・成果活用委員会

山形県工業戦略技術振興課・鶴岡市政策企画課

実施機関：公益財団法人庄内地域産業振興センター
慶應義塾大学
連携
先端生命科学研究所内の
調整
コーディネート部門

産学連携推進コーディネーター
企業ニーズの
調査・探索

企業と研究機関
との連携支援

研究成果の
活用支援

３名
助成事業等の
活用支援

連携
調整

県内支援機関

マネージメント・コーディネート

山形大学、慶應義塾大学先端生命科学研究所
㈱みどりサービス、県食品産業協議会、やま
がた食産業クラスター協議会、県薬事工業協
会、各産業支援機関、県工業技術センター
県農業総合研究センター

県内企業と研究機関との共同研究の促進
醸造技術、食品加工技術

山形大学医学部

山形大学農学部

機能性成分の作用機序解明等

健康診断・臨床治験

慶應義塾大学先端生命科学研究所

県立病院・医療機関

メタボローム解析等の世界最先端のバイオ研究

健康診断・臨床治験

農業総合研究センター

水稲・果樹の品種開発、育種

各総合支庁産地研究室
気候・風土に適した栽培技術開発

県内食品製造企業
高い食品加工技術

県内酒造企業
高い醸造技術

バイオ産業による地域社会・産業の活性化
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地域内での共同研究

工業技術センター

産学官連携による共同研究の創出等に取り組んでいます。
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コーディネート活動
慶應義塾大学先端生命科学研究所などの学術研究機関や公設試験研究機関の研究成果について県内企

業による利活用を促進するため、産学連携推進コーディネーターが企業や研究機関を訪問して企業のニーズ
や課題、研究機関の成果等を把握し、課題の解決や新製品開発等に向けた共同研究の提案等、企業と研究
機関とをコーディネートしています。

（公財）庄内地域産業振興センター
・企業への慶應義塾大学先端生命科学研究所の研究シーズ等の紹介
・課題解決に向けた企業と研究機関とのコーディネート
・共同研究シーズ事業化支援助成事業の紹介・応募等の支援
・効果的な支援を行うため他支援機関所属のコーディネーター等との連携強化

全体管理・総合調整

○バイオクラスター形成に関する合意形成
○バイオクラスター形成に向けて共通で取り組むべき
事項の合意形成
○バイオクラスター形成に係る重要事項の合意形成

バイオクラスター形成促進事業では、慶應義塾大学先端生命科学研究所の研究リソースや成果等、県内企業が

共同研究の提案
企業と研究機関とのコーディネート
○共同研究による自社の強みの強化

県内企業

○新規事業の創出

○製造工程の改善

○製品の高付加価値化（エビデンスの付与など）
○品質管理の強化

など

共同研究促進による新規事業の創出・新製品の開発
大学等学術
研究機関

公設試験
研究機関

○新たな学術的
成果や知見の
創出

○企業への技術的な
支援・課題解決

○既存の研究成
果や知見の企
業活動への応
用 など

○新たな成果・知見
の創出
○新製品開発支援
など
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共同研究シーズ事業化支援助成事業
新商品開発や新技術開発、事業化、課題解決を目指し、慶應義塾大学先端生命科学研究所との共同研究

や成果の発展・展開を目指す県内企業を対象に、研究開発事業の段階に応じて事業費の一部を助成金により
支援いたします。

先端バイオテクノロジー活用基盤強化事業
慶應義塾大学先端生命科学研究所や同大学発バイオ・ベンチャー企業の先導的なバイオ研究成果活用の

基盤を強化するため、県内企業とのコーディネートや共同研究支援、地域バイオマス研究会の開催等に取り
組んでいます。

研究開発に取り組む県内企業

助成事業による支援内容

事業可能性調査

◆ 地域バイオマス研究会
県内での次世代新素材の事業化による産業振興を促進
するため地域バイオマ資源の有効活用に向けた研究会の
開催や糖資源作物の栽培検証に取り組んでいます。

①シーズ開発支援、共同研究の
芽出し支援
バイオ技術事業化促進助成事業
シーズ探索型

基礎的な研究
応用研究

◯ テンサイ栽培検証

②事業化に係る共同研究・研究開発
への支援
バイオ技術事業化促進助成事業
事業化推進型

製品化・実用化研究

◯ スイートソルガム栽培検証

事業化研究
③販路開拓や雇用機会創出への支援

研究成果を基にした製品の販売
研究者を対象にした企業説明会等の開催

バイオ関連産業成長促進助成事業
販路開拓型・雇用促進型

◆ バイオ技術事業化促進助成事業
慶應義塾大学先端生命科学研究所の研究成果を活用し、新製品・新技術開発や事業化に向けて研究
開発事業に取り組む県内企業を支援するもので、事業内容・規模に合わせ「シーズ探索型」、
「事業化推進
型」の２種類のメニューを設けています。
区

分

シーズ探索型
事業化推進型A
事業化推進型B

内

事業
期間

容

新商品開発の可能性調査等のため慶應先端研と
共同研究に取り組む県内企業を対象
バイオ研究成果を活用した事業化等を目的として
研究開発に取り組む県内企業を対象

２年
以内

助成率

2／3
以内

1年目

限度額

2年目

５０万円

１００万円

５００万円

２５０万円

２５０万円

５００万円
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産学官研究交流推進事業

バイオ研究成果を活用した産学官連携の取り組みを全県的なものとし、県内企業と研究機関との新たな
共同研究プロジェクトの創出や企業と研究者との交流促進、県民からの理解醸成等を目的に「研究発表会」や
「研究交流会」等を開催しています。

◆ 研究発表会
慶應義塾大学先端生命科学研究所や共同
研究シーズ事業化支援事業を活用した企業の
研究発表やポスター・成果品の展示等を実施
し、バイオ研究の理解を深める。

◆ 研究交流会
共同研究プロジェクト創出に向け、県内企業
と研究機関との交流促進のため、県内各地域
で研究発表や意見交換等を行う。

◆ バイオ関連産業成長促進助成事業
慶應義塾大学先端生命科学研究所の研究成果を活用した新製品の販路開拓や、事業拡大を図るため
に研究者等を新規に雇用する県内企業を対象に支援します。
区

3

分

内

容

販路開拓型

販路開拓を目的に国内外で開催される展示会・セミナー
等への出展・開催に取り組む県内企業を対象

雇用促進型

雇用促進を目的に企業説明会等の開催やインターンシッ
プに取り組む県内企業を対象

事業
期間

助成率

限度額

１年
以内

1／2
以内

１５０万円

◆ 連絡会議
県内企業や研究機関等と外部資金獲得を視野に入れた発展型共同研究プロジェクトについての検討を行う。
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バイオ技術事業化促進助成事業 採択実績

株式会社でん六

真室川町
酒田市

山形企画株式会社

舟形町

株式会社みどりサービス

鶴岡市

有限会社舟形マッシュルーム

東根市

株式会社高研
株式会社山本組
農業法人 有限会社 米作
昭和化学工業株式会社
株式会社東北ハム
株式会社庄内クリエート工業
櫛引農村工業農業協同組合連合会
株式会社サリバテック
株式会社メタジェン
冨士酒造株式会社

ピーナツ胚芽チョコ

株式会社機能性ペプチド研究所

天童市
三和油脂株式会社

山形市
株式会社でん六
株式会社モス山形
山形県酒造組合

庄内町

高畠町

ハーブ研究所スパール

総採択件数

寒河江市

41件

日東ベスト株式会社
角田商事株式会社

櫛引農村工業農業協同組合連合会（JA櫛引農工連）

有限会社後藤屋

米沢市
事業化推進型

平成２４年度

５件

平成２５年度

７件

１件

平成２６年度

６件

３件

平成２７年度

６件

３件

平成２８年度

７件

３件

バイオ技術事業化促進助成事業 事業成果例

文部科学省補助事業での成果
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ベジスープあまざけ（3種）

JA櫛引農工連では、平成25年度に当時、商品開発を進めていた野菜
飲料「ベジスープあまざけ」の健康機能性解明による販路開拓・拡大等を
目的にメタボローム解析技術活用支援助成事業を活用し、メタボローム
解析を行いました。この結果、原材料と比べ、必須アミノ酸などの機能性
があると言われているアミノ酸類が増加していることが分かりました。
その後、バイオ技術事業化促進助成事業（事業化推進型）におい
て健康機能性に関する研究を行い、動物試験により抗糖尿病効果が
期待できる研究結果が得られ、
「FOODEX JAPAN 2014」で第2回
「FOODEX美食女子」グランプリ金賞を受賞するなど、健康機能性の高
い食品として評価を受けています。

連携研究機関等
山形大学農学部
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社

有限会社舟形マッシュルーム

株式会社高研

メロンココーケン

共同研究成果発表

株式会社ゆきんこ

シーズ探索型

豆菓子、特に落花生を主力原料として菓子類を製造している株式会社
でん六では、これまでオレイン酸含有量の多いハイオレイックピーナッツ
を利用した健康志向の商品開発を行ってきました。一方、製造過程で大
量に排出される落花生胚芽は、これまでほとんど利用されず、廃棄されて
いる現状にあります。
このため、平成25年度からバイオ技術事業化促進助成事業において
ハイオレイックピーナッツ胚芽の特性解析や商品開発を目的に連携研究
機関との共同研究に取り組み、加工条件による成分変化や機能性評価
等の研究成果を活用した「ピーナッツ胚芽チョコ」を試験販売しています。

連携研究機関
慶應義塾大学先端生命科学研究所 山形大学農学部
山形県立米沢栄養大学 山形県工業技術センター庄内試験場

株式会社高研では、農産物、特に山形県産農産物（ラ・フランス、庄
内柿等）
を活用した新規化粧品原料開発をテーマに、文部科学省補助
事業等で長年取り組んでいます。
バイオ技術事業化促進助成事業では、これまでの研究実績や成果
を基に連携研究機関等と共同で研究開発に取り組み、メタボローム解
析を活用して有効性、安全性等のデータを効率よく収集し、化粧品原
料を一貫的に開発できるシステムを構築するとともに、庄内産メロンを
原材料とした新規化粧品原料「メロンココーケン」を開発し、販売してい
ます。

連携研究機関等
慶應義塾大学先端生命科学研究所
日東ベスト株式会社 株式会社機能性ペプチド研究所

乾燥マシュルーム新商品

日本でも有数のマッシュルーム生産量を誇る有限会社舟形マッシュル
ームでは、さらなる事業の展開・発展を目指し、自社で栽培するマッシュル
ームの機能性成分等のエビデンス獲得や高付加価値なマッシュルーム
加工品の製造技術確立に向けた研究開発を実施しています。
現在、バイオ技術事業化促進助成事業（事業化推進型）
を活用して、
連携研究機関とメタボローム解析技術を活用した機能性成分探索や乾
燥条件等加工技術開発に関する研究開発に取り組み、平成２９年２月よ
り研究成果を活かした新商品「マッシュルームとオニオンのペペロンチー
ノ」
「マッシュルームとクリームスープの素」を販売しています。

連携研究機関
慶應義塾大学先端生命科学研究所 山形大学農学部
山形県工業技術センター庄内試験場

共同研究成果発表
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