
発行／平成27年2月



刊 行 にあたって

　北海道が他府県に比べて誇るべき地域資源は「豊かで新鮮な食資源」です。実際に、

北海道の産業構造を見てみると、製造業全体の事業者数に占める食料品製造業の

割合、出荷額全体に占める食料品製造業の割合がともに3割と、全国に比べ大きなウエ

イトを占めており、北海道の地域経済を支える重要な産業です。

　多様化する消費者のニーズと商品ライフサイクルの短期化により、食品メーカー側に

は高い技術力や商品開発力、更には安心・安全が求められ、食品機械の果たす役割は

重要です。身近で、気軽に相談ができる機械メーカーの存在が求められる一方、相談す

るにあたっては、双方の企業情報を開示する必要性が出てくるなど、情報管理が重要に

なります。道内食品メーカーと道内機械メーカーが取引をする上で知的財産について知

ることが１つのポイントになると言えます。

　本書は、食品機械分野に新規参入・事業拡大するにあたり、参考にしていただきたい

ポイントを知財の視点を踏まえて整理し、また、道内食品メーカーが道内機械メーカー

に期待する声と、まさにその期待に応え、地域に貢献している道内機械メーカーの取組

についてご紹介するものです。過疎化・高齢化が進み「働き手」が少なくなる中、食品加

工現場では、機械による省力化ニーズがますます高まると思われます。今後の事業展開

を図る上で、食品機械分野が可能性のある１つの選択肢と考えていただく、その一助と

なれば幸いです。

　本書の作成にあたりましては、道内の食品メーカー、機械メーカーの皆様にアンケー

ト調査、ヒアリングへのご協力をいただきました。ここに厚く御礼申し上げます。

平成２７年２月　経済産業省北海道経済産業局
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