


はじめに 

 
 

 現在、世界各国において、インダストリー4.0（ドイツ）やインダストリアルイン
ターネットコンソーシアム（アメリカ）といった第4次産業革命と呼ばれるIoT及
びビッグデータの活用とAI・ロボット技術の向上によるイノベーションが起こり
始めています。 

  

 日本でも第4次産業革命の技術革新をあらゆる産業や社会生活に取り入れ
ることにより、様々な社会的課題を解決するSociety 5.0を世界に先駆けて実
現しようと取り組んでおります。 

 これらのイノベーションは、偶然に生じた訳ではなく、これまでの多くの研究
開発によって培われた技術基盤の上に成り立っております。 

  

 経済産業省では、これまで２０年以上に渡り、様々な施策で企業、大学、公
設試験研究機関等の研究開発を支援してまいりました。 

 九州経済産業局におきましても、地域コンソーシアム研究開発事業、地域イ
ノベーション創出研究開発事業、戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン
事業）の執行等を通じて産学官の取り組みを支援してまいりました。 

  

 事業化に至った製品も多くあり、一定程度の成果は出ておりますが、この取
り組みもまだまだ十分とはいえず、今後も世界の技術革新の速さに遅れない
ように新技術・新製品の開発が求められております。 

  

 本事例集は、これまでの支援実績について、アンケート等で振り返り、九州
地域の産学官連携の現状を再度確認するとともに、大学・公設試の技術シー
ズを広く周知し、今後、産学官連携の取り組みがさらに加速することを目的に
作成致しました。 

 

 本書が研究開発に取り組む皆様にとって、今後の事業の一助になれば幸い
でございます。 

 

 最後に本書をまとめるにあたり、ご多忙の中ご協力頂きました企業、大学、
公設試をはじめ関係機関の方々に深く御礼申し上げます。 

 

 

 

                     平成３０年３月 

九州経済産業局 地域経済部 産業技術課  

 







№ 分野 説明 

1 デザイン開発 

製品の審美性、ユーザーが求める価値、使用によって得られる新た
な経験の実現・経験の質的な向上等を追求することにより、製品自体
の優位性のみならず、製品と人、製品と社会の相互作用的な関わり
も含めた価値創造に繋がる総合的な設計技術 

2 情報処理 
ＩＴ（情報技術）を活用することで製品や製造プロセスの機能や制御を
実現する情報処理技術 

3 精密加工 
金属等の材料に対して機械加工・塑性加工等を施すことで精密な形
状を生成する精密加工技術 

4 製造環境 
製造・流通等の現場の環境（温度、湿度、圧力、清浄度等）を制御・
調整するものづくり環境調整技術 

5 接合・実装 
相変化、化学変化、塑性・弾性変形等により多様な素材・部品を接
合・実装することで、力学特性、電気特性、光学特性、熱伝達特性、
耐環境特性等の機能を顕現する接合・実装技術 

6 立体造形 
自由度が高い任意の立体形状を造形する立体造形技術 （ただし、
（３）精密加工技術に含まれるものを除く。） 

7 表面処理 
バルク（単独組織の部素材）では持ち得ない高度な機能性を基材に
付加するための機能性界面・被覆膜形成技術 

8 機械制御 力学的な動きを司る機構により動的特性を制御する動的機構技術 

9 複合・新機能材料 

部素材の生成等に際し、新たな原材料の開発、特性の異なる複数の
原材料の組合せ等により、強度、剛性、耐摩耗性、耐食性、軽量等
の物理特性や耐熱性、電気特性、化学特性等の特性を向上する又
は従来にない新しい機能を顕現する複合・新機能材料技術 

10 材料製造プロセス 

目的物である化学素材、金属・セラミックス素材、繊維素材及びそれ
らの複合素材の収量効率化や品質劣化回避による素材の品質向上、
環境負荷・エネルギー消費の低減等のために、反応条件の制御、不
要物の分解・除去、断熱等による熱効率の向上等を達成する材料製
造プロセス技術 

11 バイオ 
微生物を含む多様な生物の持つ機能を解明・高度化することにより、
医薬品、エネルギー、食品、化学品等の製造、それらの評価・解析等
の効率化及び高性能化を実現するバイオ技術 

12 測定計測 
適切な測定計測や信頼性の高い検査・評価等を実現するため、ニー
ズに応じたデータを取得する測定計測技術 

特定ものづくり基盤技術 













九州管内の施策利用企業に対する事業化及び技術シーズ・ニーズ調査結果 

１．調査概要 
（１）目的 
 これまで経済産業省が実施した研究開発や設備導入に関する施策を活用した企業に対し、当該施策実施
後の事業化の状況や、現在取り組む新たな研究開発の状況を把握するため、アンケート調査を実施した。 
 
（２）調査対象 
 九州管内（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）に事業所を構える中小企業のう
ち製造業で、これまで経済産業省が実施した研究開発や設備導入に関する施策を活用した企業 400社 
 
（３）調査期間 
 平成30年1月5日(金)～1月29日（月）の約3週間 
 
（４）調査方法 
 郵便（一部Eメール）による配布・回収 
 
（５）調査項目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
（６）回収率 
 調査対象400社のうち、廃業や調査対象外と回答のあった企業21社を除く379社を有効配布数とした。 
 
 
 
 
 
（７）企業属性の特徴（N=153） 
 本社所在地：福岡県が55社（35.9%）で最も多い。 
 資本金：4千万円未満が80社（52.3%）となっている。 
 年間売上高：10億円未満が84社（54.9）%となっている。 
 総従業員数：50人未満が80社（52.3%）となっている。 
 主な業種：金属製品が23社（15.0%）で最も大きく、続いて生産用機械器具が17社（11.0%）、化学が13社（

8.5%）となっている。産業３類型別※では、基礎素材型産業が63社（41.2%）で最も多い。 
 施策の利用経験：革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金（もの補助）が80社（52.3%）で最も多く、

続いて戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）が45社（29.4%）となっている。 
 
※産業３類型：製造業を「基礎素材型産業」、「加工組立型産業」、「生活関連型産業」の３つに分類したもの。 

有効配布数 有効回収数 有効回収率 

379 153 40.4% 

企業概要 
企業名、代表者名、本社所在地、創業年、資本金、年間売上高、 
総従業員数（うち正社員数・外国人数）、主な業種、主な製品・サービス、 
施策の利用経験 

事業化の 
状況 

事業化の成功の有無（成功している製品・サービス名、年、売上（累計）、 
利用した施策、取得している知的財産）、事業化する際の苦労点や課題 

強みのある 
製品・サービス 

強みのある製品・サービスの有無（直近年度の売上額、累計の売上額）、 
貴社の技術が活用できる分野、 

新たに開発に取
組んでいる製品 

製品の概要、取組のきっかけ、共同研究の有無、コアとなる新技術、新技術の優位性、 
新技術が活用できる分野、実用化・事業化をする上での課題・苦労点、 
実用化・事業化のために求める技術シーズ、実用化・事業化のために求める要因、 
施策の活用の検討 

基礎素材型 
産業 

金属製品、プラスチック製品、窯業・土石製品、鉄鋼、化学、非鉄金属、ゴム製品、木材・木製品、 
パルプ・紙・紙加工品、石油製品・石炭製品 

加工組立型 
産業 

生産用機械器具、電気機械器具、電子部品・デバイス・電子回路、はん用機械器具、業務用機械器具、 
輸送用機械器具、情報通信機械器具 

生活関連型 
産業 

食料品、飲料・たばこ・飼料、繊維、印刷、家具・装備品、なめし革・同製品・毛皮 

その他 情報サービス業、本分類に該当しない業種（医療関連等） 
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【事業化について（N=153）】 
 成功している企業が52社（34.0%）となっている。 

【上市した年（単数回答、n=75）】 
 平成27年が21件（28.0%）で最も多くなっている。 

【売上（累計）（単数回答、n=75）】 
 1千万円未満が33件（44.0%）となっている。 

【利用した施策（複数回答、n=75）】 
 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助

金（もの補助）が43件（57.3%）で最も多くなってい
る。続いて戦略的基盤技術高度化支援事業（サ
ポイン）が11件（14.7%）となっている。 

２．調査結果の分析 
（１）事業化の状況 
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事業化に成功している 
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17.3
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30.7

4.0

5.3
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0.0

1.3

9.3

0 20 40 60

1千万円未満

1千万円以上5千万円未満
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50億円以上

不明・無回答
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(%)

57.3

14.7
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2.7
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10.7
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革新的ものづくり・商業・

サービス開発支援補助金

（もの補助）

戦略的基盤技術高度化支

援事業（サポイン）

地域新生コンソーシアム研

究開発事業

地域イノベーション創出研

究開発事業

地域イノベーション創出実

証研究補助事業

地域資源活用型研究開発

事業

地域新規創造技術開発費

補助金

中堅・中小企業への橋渡し

研究開発促進事業

その他

不明・無回答

(%)
(%)
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59.6

40.4

0 20 40 60

取得している

取得していない

(%)

【知的財産権（申請中を含む）の取得の有無（単数回
答、n=52）】 
 取得している企業が31社（59.6%）となっている。 

【取得している知的財産権（申請中を含む）の種別（
複数回答、n=31）】 
 特許権が24社（80.0%）で最も多くなっている。 

【事業化する際の苦労点や課題（複数回答、N=153
）】 
 「知財戦略ができていない」が59社（38.6%）で最

も多くなっている。続いて「研究開発や事業化の
資金が不足している」が57社（37.3%）、「技術・研
究開発上で高い障壁がある」が47社（30.7%）と
なっている。 

【施策採択から上市までの年数】 
 事業化に成功した製品・サービス75件のうち、施

策採択から上市までの年数を確認できる68件につ
いて、分析した。全体では、１年以上３年未満が31
件（45.6%）で最も多くなっている。 

 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
（もの補助）では、１年以上３年未満が21件（53.8%）
で最も多くなっている。一方、戦略的基盤技術高度
化支援事業（サポイン）では、１年以上３年未満、３
年以上５年未満、５年以上１０年未満がそれぞれ3
件（30.0%）となっている。 

 施策採択から上市までの平均年数を見ると、下記
の通りとなっている。 

38.6

37.3

30.7

11.8

11.1

11.1

6.5

5.2

2.6

4.6

27.5
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技術・研究開発上で高い

障壁がある

事業化のノウハウがない

川下メーカー等とのマッチ

ング機会がない

自社技術が知られていな

い

ターゲットとなる顧客が分

からない

事業化の人員が不足して

いる

相談相手がいない

その他

不明・無回答

(%)

【分析のポイント】 
 事業化に成功している企業が約34%。 
 事業化に成功している製品・サービスは

75件、うち約44%は売上（累計）が1千万円
未満。 

 「もの補助」の利用件数が多く、上市まで
の年数も短いことから、既存事業の拡大
や、事業化がほぼ見えている研究開発の
製品化に寄与していると考えられる。一方
で「サポイン」は補完研究等もあり、事業
化まで約3.5年と年数がかかっている。 

 事業化の苦労点・課題は「知財戦略」「資
金不足」「技術・研究開発上の課題」の3点。 

全体 2.4年 

全体（もの補助除く） 3.1年 

革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補
助金（もの補助） 

1.9年 

戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン） 3.5年 

80.0
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革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金

（もの補助）(n=39)
戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）

（n=10)
全体(N=68)

全体（もの補助除く）(n=29)(%)
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(%)【自社技術が活用できる分野
（N=153）】 
 バイオが24.0%で最も多く

なっている。続いて精密
加工が20.8%となっている。 

 自社の主な業種別では、
下記の特徴がある。 

① 金属製品→精密加工 
② 化学→バイオ 
③ 生産用機械器具→精密

加工 
④ 電気機械器具→機械制

御、測定計測 
⑤ 電子部品・デバイス・電

子回路→測定計測 

※赤色セル（太字）は、主な業種の全体数が10社以上で、構成比が40%以上のところ 
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全
体

実数(社) 4 2 13 1 4 3 3 2 6 2 4 2 0 2 23
構成比(%) 17.4 8.7 56.5 4.3 17.4 13.0 13.0 8.7 26.1 8.7 17.4 8.7 0.0 8.7 100.0
実数(社) 0 0 1 1 0 2 2 0 3 1 1 1 0 0 6
構成比(%) 0.0 0.0 16.7 16.7 0.0 33.3 33.3 0.0 50.0 16.7 16.7 16.7 0.0 0.0 100.0
実数(社) 2 0 0 2 0 1 1 0 3 4 2 1 0 3 9
構成比(%) 22.2 0.0 0.0 22.2 0.0 11.1 11.1 0.0 33.3 44.4 22.2 11.1 0.0 33.3 100.0
実数(社) 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 6
構成比(%) 0.0 0.0 33.3 16.7 16.7 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 100.0
実数(社) 0 0 0 1 0 0 3 0 3 3 7 1 0 1 13
構成比(%) 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 23.1 0.0 23.1 23.1 53.8 7.7 0.0 7.7 100.0
実数(社) 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 3
構成比(%) 33.3 0.0 33.3 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 100.0
実数(社) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
構成比(%) 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
実数(社) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
構成比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
実数(社) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
構成比(%) 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
実数(社) 2 1 9 0 2 1 2 6 2 0 1 2 0 2 17
構成比(%) 11.8 5.9 52.9 0.0 11.8 5.9 11.8 35.3 11.8 0.0 5.9 11.8 0.0 11.8 100.0
実数(社) 1 4 2 2 3 1 1 5 1 1 3 5 0 3 12
構成比(%) 8.3 33.3 16.7 16.7 25.0 8.3 8.3 41.7 8.3 8.3 25.0 41.7 0.0 25.0 100.0
実数(社) 3 3 4 1 3 0 3 1 0 2 2 5 0 0 11
構成比(%) 27.3 27.3 36.4 9.1 27.3 0.0 27.3 9.1 0.0 18.2 18.2 45.5 0.0 0.0 100.0
実数(社) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
構成比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
実数(社) 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 4
構成比(%) 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 25.0 25.0 75.0 0.0 0.0 100.0
実数(社) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
構成比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
実数(社) 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 11
構成比(%) 18.2 0.0 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.4 0.0 0.0 36.4 100.0
実数(社) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 7
構成比(%) 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.4 0.0 0.0 14.3 100.0
実数(社) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 3
構成比(%) 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 66.7 0.0 0.0 33.3 100.0
実数(社) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
構成比(%) 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
実数(社) 1 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 6
構成比(%) 16.7 66.7 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 16.7 100.0
実数(社) 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 4 3 0 5 14
構成比(%) 0.0 14.3 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 28.6 21.4 0.0 35.7 100.0
実数(社) 19 16 32 16 16 9 16 24 22 15 37 24 0 27 153
構成比(%) 12.4 10.5 20.9 10.5 10.5 5.9 10.5 15.7 14.4 9.8 24.2 15.7 0.0 17.6 100.0

　　　　　　　　　　　　　　自社技術が活用できる分野

　主な業種

プラスチック製品

金属製品

木材・木製品

ゴム製品

非鉄金属

化学

鉄鋼

窯業・土石製品

はん用機械器具

電子部品・デバイス・電子回路

電気機械器具

生産用機械器具

パルプ・紙・紙加工品

繊維

飲料・たばこ・飼料

食料品

輸送用機械器具

業務用機械器具

全体

本分類に該当しない業種（医療関連等）

情報サービス業

印刷
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【強みのある製品・サービスの有無（単数回答、
N=153）】 
 強みのある製品・サービスがある企業が103社（

67.3%）となっている。 

【強みのある製品・サービスの有無別 現在新たに開
発に取組んでいる製品（単数回答、N=153）】 
取り組んでいる企業が63社（41.2%）となっている。 

【直近年度の売上額（単数回答、N=103）】 
 1億円未満が47社（45.6%）となっている。一方、

50億円以上も2社（1.9%）となっている。 

【共同研究先（複数回答、n=63）】 
 大学が32社（50.0%）となっている。 

【新技術が活用できる分野（複数回答、n=63）】 
 バイオが21社（32.8%）で最も多くなっている。続

いてデザイン開発と精密加工、複合・新機能材
料、測定計測が14社（23.4%）となっている。 

67.3
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ある

ない

(%)

20.4

20.4

4.9

14.6

13.6
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1.9
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1億円以上3億円未満

3億円以上10億円未満

10億円以上50億円未満

50億円以上

不明・無回答

(%) (%)

25.4

15.9

12.7

50.8

30.2

7.9

6.3

0 20 40 60

なし

大企業

中小零細企業

大学

公的機関（県公設試、産

総研等）

その他

不明・無回答

(%) (%)

22.2

14.3

22.2

15.9

12.7

9.5

15.9

20.6

22.2

17.5

33.3

22.2

0.0

1.6

0 10 20 30 40

デザイン開発

情報処理

精密加工

製造環境

接合・実装

立体造形

表面処理

機械制御

複合・新機能材料

材料製造プロセス

バイオ

測定計測

その他

不明・無回答

(%) (%)

（２）強みのある製品・サービス 

63.5

44.4

39.7

11.1

15.9

0 20 40 60 80

研究開発費

人員

専門的知見

その他

不明・無回答

(%)

【実用化・事業化のために求める要因（複数回答、
n=63）】 
 研究開発費が40社（63.5%）で最も多くなっている。 

（３）新たに開発に取組んでいる製品 

【分析のポイント】 
 約67%が強みのある製品・サービスがあり、約41%が現在新たに開発に取り組んでいる。 
 共同研究先は大学と公的機関が多く、活用分野はバイオが約33%。 
 実用化・事業化のための要因は「研究開発費」。 

56.3

10.0

41.2

43.7

90.0

58.8

0% 50% 100%

ある(n=103)

ない(n=50)

全体(N=153)

取組んでいる 取組んでいない(%)
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【現在新たに開発している製品の特徴一覧】 

所在地 
業種 

（４分類） 
開発中 

製品概要 
コアとなる新技術 

新技術が 
活用できる分野 

実用化する上での 
苦労点 

実用化するために 
求める技術シーズ 

大分 
加工組立
型産業 

閉鎖式吸引カ
テーテル 

樹脂成形・流体工
学 

・デザイン開発 
・立体造形 
・バイオ 

臨床テスト・樹脂成
形技術 

樹脂成形技術 

宮崎 
基礎素材
型産業 

碁石 削りと研磨 
・製造環境 
・機械制御 
・材料製造プロセス 

碁石製造に合った機
械設備不足 

削り機の開発 

鹿児島 その他 除草機 
コスト縮減と安全
性 

      

福岡 
加工組立
型産業 

液体超高速凍結
装置 

レーザー溶接技
術 

・精密加工 
・接合・実装 

アルミ合金の接合の
量産化 

アルミ材を接合するsfw
接合 

熊本 
基礎素材
型産業 

細胞内の物質検
出・定量試薬 

有機合成 
・デザイン開発 
・材料製造プロセス 
・バイオ 

誰に向けた商品か絞
る事 

顧客分析の技術 

熊本 
加工組立
型産業 

ウォータージェット
加工機、ウエハー
洗浄装置等 

高機能ナノバブル
生成 

・精密加工 
・製造環境 
・表面処理 
・バイオ 

開発資金（実験、改
造）、オープンイノ
ベーション 

従来の技術シーズでは
ない新しいもの 

佐賀 
加工組立
型産業 

高速切断レーザ
加工機 

レーザ光高速走
査する技術 

・精密加工 
・機械制御 

開発予算の念出、関
連する先行技術調査 

流体解析 

福岡 
加工組立
型産業 

後付け電気錠   ・機械制御 
知名度の向上。モバ
イル化 

スマホとの連動化 

熊本 
加工組立
型産業 

ミニマルCuめっき
装置 

プロセスの小型
化 

・表面処理 
・材料製造プロセス 

顧客ニーズとのマッ
チング 

めっきと流体力学の活
用 

熊本 
加工組立
型産業 

高周波対応コンタ
クトプローブ 

シミュレーション
技術 

・デザイン開発 
人材育成、費用対効
果の見きわめ 

技術要員の確保、ユー
ザ情報の入手 

宮崎 
基礎素材
型産業 

飼料タンク用洗
浄・塗装ロボット 

  ・表面処理 補助事業の継続 

大分 
加工組立
型産業 

磁気刺激装置   ・測定計測 
適用規格に合わせ
た装置開発と認証取
得費用 

製品の安全性の担保、 
安全性・利便性を考慮
したデザイン 

宮崎 
加工組立
型産業 

土中水分量測定
センサ 

ショート電極構造 
・バイオ 
・測定計測 

最適な電子回路構
成 

土中での長期信頼性、
温度ドリフトの解析等 

熊本 
加工組立
型産業 

鉄合金めっき 湿式めっき処理 
・接合・実装 
・表面処理 

顧客の使用用途 
コア技術の転換、研究・
開発人員の確保 

佐賀 
生活関連
型産業 

乳酸菌   新規市場開拓 
大学の研究者との出会
い 

大分 
加工組立
型産業 

設備稼働率モニ
ター 

９２０ＭＨＺ帯無線 
・情報処理 
・製造環境 
・測定計測 

企業のシグナルタ
ワーの設置状況 

鹿児島 
基礎素材
型産業 

機能性金属メッ
シュ材 

表面処理技術 

・デザイン開発 
・製造環境 
・表面処理 
・複合・新機能材料 

設備導入、研究開発
費用 

洗浄および成膜技術、 
機能性評価技術 

佐賀 
加工組立
型産業 

バッテリー駆動の
自走式破砕機 

バッテリー,電気系
の制御 

・機械制御 
必要機器メーカーの
探索 
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所在地 
業種 

（４分類） 
開発中 

製品概要 
コアとなる新技術 

新技術が 
活用できる分野 

実用化する上での 
苦労点 

実用化するために 
求める技術シーズ 

熊本 
加工組立
型産業 

低熱膨張材料 メッキ技術 
・機械制御 
・材料製造プロセス 
・測定計測 

担当者の時間不足   

熊本 
基礎素材
型産業 

マイクロカプセル
化技術の量産化 

マイクロカプセル
化技術 

・表面処理 
・複合・新機能材料 
・材料製造プロセス 

実用化 乾燥工程の開発 

佐賀 
生活関連
型産業 

AI、IoT 人工知能研究 
・情報処理 
・精密加工 
・機械制御 

言葉の壁 人工知能に詳しい人材 

福岡 
加工組立
型産業 

水素燃料中の不
純物計測装置 

水素ポンプセル 
・情報処理 
・バイオ 
・測定計測 

セルの品質管理 セルの製造技術 

福岡 
基礎素材
型産業 

自動車由来ASR
のプラスチック選
別 

ラマン散乱法 
・複合・新機能材料 
・材料製造プロセス 
・測定計測 

川下ニーズの把握   

熊本 
基礎素材
型産業 

医療用マグネシ
ウム合金 

レーザー加工、表
面処理技術 

・表面処理 
・複合・新機能材料 

臨床に向けた実験費
用 

品質保証（計測）技術、
異形線引抜加工技術 

宮崎 
生活関連
型産業 

肉巻棒ギョーザ   ・デザイン開発 工場の作業スペース   

大分 
基礎素材
型産業 

体外診断薬 新規抗体 
・バイオ 
・測定計測 

マーケティング力 抗体製造、試薬製造 

福岡 
生活関連
型産業 

タブレット錠剤 
タブレット表面
コーティング 

  
錠剤の安定性や崩
壊性の担保 

前進的な製剤技術 

福岡 
加工組立
型産業 

自動車自動ブ
レーキ等 

精密測定技術 

・精密加工 
・製造環境 
・機械制御 
・測定計測 

各業界にマッチした
応用技術 

  

福岡 
基礎素材
型産業 

鉄道用レールボ
ンド 

接合強度向上及
び振動とたわみ
の緩和 

・複合・新機能材料 
金属製メッシュシート
の選定、大きさの決
定 

異種金属の接合 

鹿児島 
基礎素材
型産業 

汎用液中異物検
査装置 

コンパクトで低価
格な液中異物検
査装置 

・情報処理 
・機械制御 

毛髪検出オプション
の開発 

照明・照射技術 

福岡 
基礎素材
型産業 

難燃性マグネシ
ウム合金粉末 

アトマイズ法、積
層造形法 

・デザイン開発 
・情報処理 
・接合・実装 
・立体造形 
・複合・新機能材料 

粉末と造形体の製造
技術および品質保証 

合金開発 

宮崎 
加工組立
型産業 

医療機器 
SPG搭載初の医
療機器 

・製造環境 
・複合・新機能材料 
・材料製造プロセス 

現在の薬事法規制 
医療機器製品化までの
ノウハウ 

大分 
基礎素材
型産業 

医療機器 内視鏡洗浄装置 ・精密加工 企業とのマッチング 
ゴム、プラスチック成形
技術 

長崎 その他 
BBBキット96well
型版 

がん細胞、脳移
植BBBキット 

・バイオ 
プラスチックと膜を接
着する技術 

  

福岡 
加工組立
型産業 

少量生産向け半
導体デバイス 

ミニマルファブ 
・機械制御 
・測定計測 
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所在地 
業種 

（４分類） 
開発中 

製品概要 
コアとなる新技術 

新技術が 
活用できる分野 

実用化する上での 
苦労点 

実用化するために 
求める技術シーズ 

福岡 
生活関連
型産業 

高分子量ポリー
トーグルタミン酸
の大量生産 

高分子量ポリー
トーグルタミン酸
の発酵生産技術 

・バイオ 
生産の効率化とプラ
ント化 

月産生産量の増産 

福岡 
加工組立
型産業 

発芽率の高い種
子選別システム 

光計測技術 

・表面処理 
・複合・新機能材料 
・材料製造プロセス 
・バイオ 
・測定計測 

自然物の形状,サイ
ズ等のバラツキ 

他分野への応用、より
高速な解析方法 

福岡 
加工組立
型産業 

塩分濃度差を利
用した水素製造
システム等 

RED水素製造ス
タック 

  
水素製造コストの低
減化、高純度の水素
生成等 

電極構造の最適化、イ
オン交換膜の最適化等 

佐賀 
基礎素材
型産業 

軽度認知障害者
向け予防改善商
品 

    
臨床試験の資金調
達 

MCIに対する論文 

福岡 
基礎素材
型産業 

磁性灰の用途開
発 

有機廃棄物の熱
分解処理 

・デザイン開発 
・情報処理 
・製造環境 
・接合・実装 
・複合・新機能材料 
・バイオ 

協力大学の発掘、開
発費の調達 

新たな用途開発 

宮崎 
生活関連
型産業 

乳酸菌の選抜・利
用 

保健機能を有す
る食品製造 

バイオ 機能性評価 
乳酸菌のプロバイオティ
クス性に関する研究等 

熊本 
基礎素材
型産業 

脱硫剤 発ぽう式脱硫剤 
・複合・新機能材料 
・材料製造プロセス 

技術向上 商品化 

福岡 
基礎素材
型産業 

食料製品生産向
けバイオリアク
ター 

紫外線による酸
素透過性膜の表
面処理 

・表面処理 
・バイオ 

再現性、細胞培養評
価 

紫外線による表面処理
技術 

福岡 
基礎素材
型産業 

次世代有機EL発
光材料 

TADF及びTADF
と蛍光材料を組
合せた発光技術 

・複合・新機能材料 資金調達 
有機ELデバイスの劣化
機構を解明する研究開
発 

福岡 
基礎素材
型産業 

量子ドット蛍光体
のシート化 

マイクロ空間科学
技術 

・複合・新機能材料 
・材料製造プロセス 
・バイオ 

価格競争が高い製
品開発 

  

宮崎 
生活関連
型産業 

しらす丼、鮪丼等
のレトルト商品 

味覚を中心とした
商品開発 

・デザイン開発 
・製造環境 

試作品に対するテイ
スター的人材 

マーケティング 

佐賀 
加工組立
型産業 

高性能ファインブ
ランキングプレス
機 

加工負荷の監視、
FB機の使用状況
の監視、記録 

・精密加工 
・立体造形 

対応する機器の選定、
実証 

数値シュミレーション技
術による状態予測等 
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（４）事業化の状況別の特徴 

【事業化の状況別 強みのある製品・サービスの有
無（単数回答、N=153）】 
 事業化に成功した企業は、強みのある製品・サ

ービスがある企業が46社（88.5%）となっている。 

【事業化の状況別 施策の利用経験（複数回答、N=153）】 
 事業化に成功した企業は、革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金（もの補助）が39社（75.0%）、

戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）が19社（36.5%）となっている。 

【事業化の状況別 事業化する際の苦労点や課題（複数回答、N=153）】 
 事業化に成功した企業は、事業化に成功していない企業と比べて、全体的に苦労点や課題が上回っていること

から、課題を明確に把握していると考えられる。 
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【事業化の状況別 現在新たに開発に取組んでいる
製品（単数回答、N=153）】 
 事業化に成功した企業は、取り組んでいる企業が

32社（61.5%）となっている。 

【事業化の状況別 共同研究先（複数回答、n=63）】 
 事業化に成功した企業は、共同研究先あり（複数）

が10社（31.3%）となっている。 
 一方、事業化に成功していない企業は、共同研究

先あり（単数）が17社（54.8%）となっている。 

【事業化の状況別 自社技術が活用できる分野（複数回答、n=153）】 
 事業化に成功した企業は、精密加工が15社（28.8%）、バイオが14社（26.9%）、機械制御が12社（23.1%）となって

いる。また、不明・無回答が1社（1.9%）と少なくなっている。 

【事業化の状況別  新技術が活用できる分野（複数回答、n=63）】 
 事業化に成功した企業は、機械制御が9社（28.1%）となっており、事業化に成功していない企業と比べて差が大

きくなっている。 

【分析のポイント】 
 事業化に成功している企業は強みのある製品・サービスがあり、新たな開発にも前向き。複

数者とコンソーシアムを組成して共同研究に取組んでいる。また、自社の課題を明確に掴み
、国等の施策利用にも積極的と言える。 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
 LEDバックライトは、液晶パネルディスプレイ用バッ
クライトとして、高い発光効率、低消費電力、長寿命
という優位性から広く採用がはじまっている。これら
のバックライト用をはじめ、照明用LEDのほとんどは
青色発光LEDに蛍光体を被せて蛍光させ、それを発
光色としている。従来、この蛍光体には酸化物を主
成分とした、数～数十μmサイズのドープ型発光粒
子が利用されているが、これらは光学的に見れば粗
粒子であることやその材料由来の特性から様々な課
題がある。 
 当社は、これまでに化合物半導体蛍光ナノ粒子で
ある「量子ドット」（Quantum Dots）の研究開発を続け
てきた。この量子ドットは従来の蛍光体の課題を解決
する様々な特性を持ち合わせるものであり、この量
子ドットをLED用に最適化することで、量子ドットによ
る高輝度LED用ナノ蛍光体の開発を行った。 

量子ドットによる高輝度ＬＥＤ用ナノ蛍光体の開発 

１．事業者の概要 
 企業名 ： ＮＳマテリアルズ株式会社 
 所在地 ： 福岡県筑紫野市立明寺511-1 
 URL ： http://www.ns-materials.com/ 
       ※お問合せは上記ウェブサイトからお願いします。 
 知的財産取得情報 ：  
 活用した助成金 ： 戦略的基盤技術高度化支援事業（平成22～23年度）等 
 産学官連携実績 ： 財団法人福岡県産業・科学技術振興財団、独立行政法人産業技術 
 総合研究所、稲畑産業株式会社、日産化学工業株式会社 

３．技術・製品の概要と強み 
 
① マイクロ空間化学技術によるナノ粒子の合成 

マイクロ空間化学技術（マイクロリアクターと呼
ばれるμmサイズの微細流路を有する微小反応
器を用いて、超高精度な化学反応制御を行う技
術）によって、ナノ粒子を核発生から成長させて
合成する世界トップクラスの技術を有している。 
従来の気相合成法やブレイクダウン方式などに
比べると、微細化・均一化が可能であり、サイズ
や結晶性の特性制御が容易である。 

② 複合粒子用迅速スクリーニングシステムの開発 
産業技術総合研究所との共同研究と技術アドバ
イスにより、下記２点の技術を可能とする「複合
粒子用迅速スクリーニングシステム」を開発した。 
1)各ナノ粒子開発において、物性制御や生産性
向上などの指標における合成条件検討の効率
を飛躍的に上げ、迅速に材料を開発する技術 
2)ナノ粒子を工業利用するための諸仕様に最適
なナノ粒子分散条件を、迅速かつ系統的・定量
的に分析する技術 

材料製造プロセス 

４．事業化の成功要因や今後の展開 
 
【事業化の成功要因】 
 戦略的基盤技術高度化支援事業により、前述する複
合粒子用迅速スクリーニングシステムを開発したことで、
目的の機能を持つナノ粒子を迅速に開発することができ
るようになった。 
 当社は開発したナノ粒子の量産化、及びディスプレイ
実装に向けた、量子ドット蛍光体を分散してシート状にし
た「QDSheet」の開発にも取り組んでおり、当社にしかな
いコア技術の確立に成功したことで、事業化につなげる
ことが可能となった。 
 
【今後の展開】 
  次世代ディスプレイはLCDから有機EL、無機ELパネ
ルへと進化することが想定されているが、どの製品にも
量子ドットはキーマテリアルとして必須であり、今後も量
子ドットの研究開発を展開していく。 

５．大学・公設試験研究機関等へのメッセージ 
  量子ドットはディスプレイ分野だけでなく、イメージセン
サーや量子ドット通信等、多様な用途展開が期待されて
います。そうした中では、実用化を見据えた研究開発が
求められます。 
 当社は、これまでも長年の研究開発を通じて実用化に
つなげており、新素材等への展開も取り組んでいきたい
と考えています。 

複合粒子用迅速スクリーニングシステム 

ナノ蛍光体 

広川工場 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
 近年、鉄鋼メーカ－では製品の品質向上や省エネ
ルギーの観点から低温・高圧下で鋼材の圧延を行
う傾向が強まっている。このため圧延ロールへの負
荷が大きくなり高性能ロールが求められる。 
 圧延ロールは、他の表面処理製法と比較して性能
が優れる連続鋳造(CPC)法によって製造され、ロー
ル胴部はクロムモリブデン鋼材の外周に硬質のハ
イス材が肉盛り層として形成されている。従来は、こ
のロール胴部と軸材を溶接によって接合していたが
、接合に長時間を要するうえ、品質や強度を安
定的に確保することが難しかった。 
 そこで摩擦圧接法を応用した新技術で軸部を接合
することで、ロール軸部の高強度化、製造コストの
削減、品質の安定化を実現した。 
 
 
 
 
 
 
 

大径丸鋼材の摩擦圧接法によるロール軸接合技術に関する研究開発 

１．事業者の概要 
 企業名 ： 株式会社フジコー 
 所在地 ： 福岡県北九州市戸畑区牧山新町4-31（技術開発センター） 
 電話/FAX ： 093-871-0761/093-882-0522 
 メール  ：  a-sonoda.fujico@kfjc.co.jp 
 担当者名 ： 園田 晃大（技術開発センター商品・生産技術開発室室長） 
 知的財産取得情報 ： 特許第5756889号 
 活用した助成金 ： 戦略的基盤技術高度化支援事業（平成22～24年度） 
 産学官連携実績 ： 国立大学法人九州工業大学、公益財団法人北九州産業学術 
 推進機構、日東制機株式会社、光生アルミニューム工業株式会社、拓南製鐵株式会社 

３．技術・製品の概要と強み 
 
 通常の国内の摩擦圧接装置ではφ100以下の鋼材
までしか対応しておらず、φ300以上の接合を要する
圧延ロールの軸接合を実施するには、大規模設備が
必要となり国内にそのような摩擦圧接装置が存在しな
かった。そこで、本研究では、外部加熱と摩擦加熱を
併用する摩擦圧接法という新技術を提案・開発を実施
した。 
【接合部の機械的特性】 
引張強度：従来溶接 600MPa⇒ 新技術 700MPa 以上 
疲労限：従来溶接 200MPa⇒ 新技術 300MPa 以上 
 
【製造コスト】 
胴部と軸部の接合：従来溶接⇒ 新技術 50%削減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

接合・実装 

４．事業化の成功要因や今後の展開 
 
【事業化の成功要因】 
 圧延ロールは小径から大径、短尺から長尺のものまであ
るが、様々な寸法の胴部材と軸部材を多数揃えておくこと
で、適宜選択して摩擦接合することで客先に短期間、低コ
ストで提供できている。 
 さらに、安定的な品質で圧延ロールの製造が可能となり、
品質クレームは皆無である。 
 
【今後の展開】 
 圧接用の素材として、使用済みのロールの軸材や、使用
済みロール胴部材を用いることも出来るため、廃棄素材の
リユースとして展開できる。 
 また、ロールの軸接合のみならず、大径部材の接合が必
要な分野、例えば船舶用クランクシャフトやスクリューの製
造にも応用できる。 

５．大学・公設試験研究機関等へのメッセージ 
  弊社は溶接・溶射や、独自の優れた特性を持つ連
続鋳造(CPC)法による表面処理技術を有しており、
様々なロール製品を製造して主に鉄鋼メーカー様に
てご使用いただいています。 
 本摩擦圧接技術によって、これまで不可能であったサ
イズの鋼材を接合することが可能となり、圧延ロール製
造における品質・コスト・納期を大幅に改善する事ができ
るようになりました。 
 さらに、本事業での技術を応用した独自設計の大型対
応の摩擦圧接機を製造し、大型圧延ロールのφ640サイ
ズの軸接合も実施することが可能となりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜圧延ロール＞ 

摩擦圧接部 

（接合部） 

＜摩擦圧接の様子＞ 

胴部（ハイス材） 

軸部 

軸部 

＜大型対応摩擦圧接装置＞ 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
 タッチパネルは高硬度化、薄膜、軽量化が望まれ、
新世代樹脂複合板材（多層構造品）の開発が進ん
でいる。タッチパネルを切断する際、レーザー加
工を用いると歪を生じ、切断面近くの透明性を損
ねる。またルーター加工では切りくずが多量に発
生する。 
 上記課題があると、屈折率が変わる等、透明性
が損なわれ、光学特性に問題が生ずる。 
これらの課題を解決するために、お客様の求める
切断面を刃物の創り込みのみで実現することに
よって、生産現場に劇的なコスト削減効果を実現
する。 

タッチパネル用新世代樹脂複合板材の曲線成形切断加工技術の開発 

１．事業者の概要 
 企業名 ： 株式会社ファインテック 
 所在地 ： 福岡県柳川市西浜武575-1 
 電話/FAX： 0944-73-0877／0944-88-9572 
 メール  ：  h-akiyama@f-finetec.co.jp 
 担当者名 ： 秋山 秀親（技術開発部技術開発課長） 
 活用した助成金 ： 戦略的基盤技術高度化支援事業（平成26～27年度） 
 産学官連携実績 ： 一般社団法人九州産業技術センター、長崎大学、 
 理化学研究所 等 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
 超硬素材の刃先先端R100nmの曲線刃の開発 
  新開発装置を搭載した超高精度高速微細加工機 
 で、刃先先端R100nm±50nmの曲線刃製作に成功 
 した。 
 ・加工精度向上の取り組み、従来最小切込み  
  0.1μｍ／パス ⇒ 10nm/パス 
 ・高番手から超高番手の8種類での研削の条件出 
  しと研削面評価、超高番手砥石研削加工実現 
 ・平面研削盤で研削加工面粗さRa：1.57nm、 
  加工面粗さでRa：27nmを達成 
 
 
 
 
 
 
 

精密加工 

４．事業化の成功要因や今後の展開 
 
【事業化の成功要因】 
 顧客が困っているポイント、欲しいニーズに対して、
「ソリューション営業」出来たことが大きい。ワーク
を一発で切断し、且つ高精度＆高品質加工を実現する
ことで、切断工程後の二次加工が不要（打抜き後即組
立工程に投入が可能に）になり、切断時間が大幅に短
縮できた。更に、切断面の透明性の実現、光学特性に
影響を与えない切断面の提供等、刃物によって付加価
値を提供することで、生産現場に劇的な生産性向上を
実現できた。 
 
【今後の展開】 
  切断する対象を、電子部品から医療部品や食品関連
部品まで多様な用途に展開していきたい。 
 また、研究開発で実現した抜き型を活用し、変形部
品の加工にも取り組んでいきたい。 
 
 
 
 ５．大学・公設試験研究機関等へのメッセージ 
  当社はこれまでも多くの大学の先生や公設試験研究
機関の専門家と連携し、研究開発を進めています。先
生や専門家が構築した理論を背景に、これからも「切
断」にこだわって研究開発に取り組んでいきたいと考
えています。 

超硬合金製抜き型 

＜今回開発した一体型抜き型＞ 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
 タッチパネルディスプレイ用途の機能性フィルムの
切断において、機械加工では応力による割れが発
生し問題となっている。また、レーザ光による非接触
加工も使用されるが、量産水準で加工品質と処理
能力とを両立できていない。 
 そこで加工端部における熱影響を抑制するレーザ
光学系と除去物の付着防止技術を開発する。さら
に複雑な形状に対して高速加工が可能な機械的手
法と光学的手法を高速同期制御したレーザ走査技
術を確立する。 

タッチパネルディスプレイ用機能性フィルムのための熱影響を抑制するレーザ切断装置の実用化開発 

１．事業者の概要 
 企業名 ： 武井電機工業株式会社 
 所在地 ： 佐賀県三養基郡みやき町江口２６１７ 
 電話/FAX ： 0942-89-4151／0942-89-4159 
 メール ： t-kuwahara@takei-ele.co.jp 
 担当者名 ： 桑原 太郎（技術部部長） 
 知的財産取得情報 ： 特許第6035461 
 活用した助成金 ： 戦略的基盤技術高度化支援事業（平成26～27年度） 
 産学官連携実績 ： 公益財団法人佐賀県地域産業支援センター、 
 国立大学法人九州大学、佐賀県工業技術センター 

３．技術・製品の概要と強み 
 
 本研究開発を通じて、下記４点を達成した。 
 
① ガルバノスキャナと駆動機器との高速同期制御

技術の開発 
加工速度500mm/sで加工精度±20μｍ以下を達
成 

② 加工性を向上するためのレーザ光学系の最適化 
レーザ加工により発生する溶融による盛上り10%
以内、テーパ角70°以上、熱影響範囲30μｍ以
内とした目標値を概ね達成 

③ 除去物の付着対策技術の開発 
切断加工したフィルムの表面において3μｍ以上
の除去物の付着なし 

④ レーザ切断における熱影響の発生機構の解明 
加工効率を高め、入熱量を低減することで熱影響
を抑制できることが判明 

 

精密加工 

４．事業化の成功要因や今後の展開 
 
【事業化の成功要因】 
 顧客の強いニーズを基に研究開発に踏み切ったことと、
研究開発段階においても、顧客の評価試験を実施しながら、
その中で頂いた要求を製品へ反映したことにより、高い機
能性を持つレーザ加工装置とすることができた。 
 
【今後の展開】 
 ディスプレイ用途の機能性フィルムを対象に製品開発を
行い市場展開しているが、今後はそれ以外のレーザ切断
に需要がある用途についても取り込み、拡販を図っていく。 
   

５．大学・公設試験研究機関等へのメッセージ 
   
 今回の事業においては、国立大学法人九州大学と佐賀
県工業技術センターより研究開発において支援を受け、事
業化に至ることができました。 
 今回の事業を通し、共同研究機関として、各々の役割を
果たすにとどまらず、中小企業が弱い部分を中心にサポー
トいただいたことが、円滑な事業の遂行につながったと感じ
ています。 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
 プレスメーカーや金型メーカーには、高張力鋼を
含む鋼板の 3 次元複雑形状部品を高精度で、しか
も、低騒音・振動でプレス成形でき、加工総コストを
低く抑えられるプレス機や金型への要望が非常に
強い。このような機能を有するプレス機や金型は、
自動車用鋼板のメーカー研究所も開発鋼板の加工
性向上研究に欠かせぬものであり、その開発期待
は大きい。 
 しかし、より複雑な形状では、加工工程が多くなり
金型が大型化すると共にプレス機自体も大型化し、
専有面積が非常に大きくなる。また、搬送装置等周
辺機器の設置や建屋の大型化等、加工コスト削減
への阻害要因となっている。一方、高精度部品は少
量多品種へ移行しており、1部品当たりの生産量は
減少傾向にあることから、プレス機の「小型化」への
需要が高まっている。 

多軸精密制御による次世代型プレス機及び金型の研究開発 

１．事業者の概要 
 企業名 ： 森鉄工株式会社 
 所在地 ： 佐賀県鹿島市大字井手2078 
 電話/FAX： 0954-63-3141／0954-63-3147 
 メール  ：  takanob@moriiron.com 
 担当者名 ： 森 孝信（代表取締役専務） 
 活用した助成金 ： 戦略的基盤技術高度化支援事業（平成19～21年度） 
 産学官連携実績 ： 財団法人佐賀県地域産業支援センター、株式会社秦野精密、 
 国立大学法人佐賀大学、佐賀県工業技術センター 

３．技術・製品の概要と強み 
 
 川下自動車産業の課題やニーズに対し、部材利
用が高まっている 980MPa 級超高張力鋼までを対
象として、多軸精密制御を駆使した次世代型プレス
機及び多軸対応金型の研究開発を実施した。 
 
① 多軸（8軸想定）精密制御プレス機の開発 

従来の加工法では多工程、12000kN以上の大
型プレスが必要だったが、バーリング、絞り、増
肉、ピアシング、座グリ、閉塞鍛造、FB加工等
の様々な加工を1工程内、3500kNで加工可能
なワンショットフォーミングプレス機を製作（上部
シリンダ3軸、下部シリンダ3軸及び補助油
圧2回路）。 
サーボ制御及び背圧制御のノウハウ蓄積に
より、幅寸法1/10、面積1/10〜1/20、容積
1/20〜1/25を実現。 
 

② 多軸プレス対応新規金型の開発 
次世代型トランスミッション部品のプレス成形・
板鍛造プレス成形を可能とする金型を開発。 
これまで各工程で求められていた金型を1つに
集約。対応するシミュレーション技術も開発。 
分圧法・背圧制御により、金型の長寿命化につ
ながるプレス手法を提案。 

機械制御 

４．事業化の成功要因や今後の展開 
 
【事業化の成功要因】 
 これまでコンパクトな多軸精密制御プレス機へのニー
ズは多かったが、国内では当社がいち早く開発。特に油
圧制御のノウハウを蓄積しており、当社ならではの精密
制御を実現している。 
 また、本社には「ものづくりlab」を設置しており、各種プ
レス機による「トライプレス」が可能である。実際に試験し
てもらうことで、無駄な使用を排除でき、各社のニーズに
あったプレス機開発を実現。 
 
【今後の展開】 
 「プレスといえば多工程」という認識が強く、多軸精密
制御プレス機の認知度向上が必要である。 
 今後は、プレス機のIoT化を行うことで、データの蓄積
により更なる精密制御の実現を目指している。 

５．大学・公設試験研究機関等へのメッセージ 
 
 当社ではこれまでの常識を逸脱した、ワンショットでの
多軸精密制御プレスを実現しており、これによりプレス
加工の更なる展開が広がると期待しています。また、当
社には試験可能な「ものづくりlab」を併設しており、モデ
ル解析の検証にもご利用いただけます。ご来社をお待ち
しています。 

ものづくりlab（研究開発棟） 

6軸構造図 

多軸プレス成形サンプル 

MMF-1000トンプレス 
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３．技術・製品の概要と強み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．研究開発の目的やきっかけ 

 

溶接構造物の高精度寿命予測法の開発 

１．事業者の概要 
 企業名 ： 株式会社PAL構造 
 所在地 ： 長崎県長崎市旭町8－20 
 電話/FAX： 095-862-0601／095-862-2567 
 メール  ：  kusuba@pal.co.jp 
 担当者名 ： 楠葉 貞治（フロンティア事業開発部 取締役部長） 
 活用した助成金 ： 戦略的基盤技術高度化支援事業（平成21～23年度） 
 産学官連携実績 ： 国立大学法人九州大学、国立大学法人長崎大学 
 

情報処理 

４．事業化の成功要因や今後の展開 
   

溶接構造物の疲労損傷による事故が無くならない 

【従来技術】 
・経験工学の活用が不可欠 
・疲労き裂の大きさが評価されない 
・荷重変動によるき裂伝播速度の変化が評価されない 
・溶接構造物の場合、十分な精度を得ることは困難 
・新構造様式や新材料等に対する疲労設計は困難 

溶接構造物の耐久性や品質管理の向上に貢献する
「高精度寿命予測システム」を開発 

【新技術】 
・疲労き裂の発生、伝播寿命、余寿命の高精度予測 
・鋼材種、溶接継手形式、溶接止端形状、溶接残留応
力等の多様な条件を取り扱い可能 

・変動荷重下の寿命予測を実現 
・経験則が使えない新構造や新素材にも効果を発揮 

【技術の概要】 

○経験工学の活用が不可欠とされる疲労寿命予測

で、コンピュータシステム上でのシミュレーションを

可能にした 

○九州大学 豊貞名誉教授の「ＦＬＡＲＰ」理論を応用 

 ・疲労き裂の開閉口挙動を計算 

 ・繰返し塑性域の寸法をき裂伝播則に採用 

 ・疲労き裂の発生と成長を一貫で取り扱い 

○疲労試験（図1）とシステムによる寿命予測を比較

（図2）して信頼性を確認 

【期待される効果】 

設計段階での高精度の寿命予測の実現により、 

○耐久性向上：疲労耐久性、信頼姓、安全性に優
れた製品の開発を支援 

○品質管理向上：溶接品質のバラツキ等の寿命影

響評価を可能とすることで、品質保証検査技術の

高度化を支援 

○軽量化：軽量化や鋼材コスト低減等の製品ブラッ

シュアップを支援 

５．大学・公設試験研究機関等へのメッセージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   図1 疲労試験     図2 疲労き裂成長の比較検証 

 

○当社は、高度な構造設計と解析技術、また最先端ITを

駆使したシステム開発により、モノづくりを支援してい

ます。 

○構造システム、機械システム、環境装置、最先端IT、

再生可能エネルギー利用などの分野において、共に

研究開発を推進する大学、公設試験研究機関等の

パートナーを求めています。 

 

【事業化の成功要因】 

○高精度疲労寿命予測システムを用いた計算サービス

をシステム販売に先行して事業化 

○車両、船舶等の分野を対象とした計算サービスの実

施により高精度疲労寿命予測の顧客ニーズを確認す

るとともに潜在的ニーズを開拓 

【今後の展開】 

○設計現場で活用できる高精度疲労寿命予測システム 
を目標に、さらに使い易いシステムとするための開発
を継続実施してシステム販売を実現 

○船舶、車両、航空機、発電プラント、産業機械、建築物

等、既存顧客を対象とした事業拡大 

○予防保全や維持管理が不可欠とされる橋梁等の社会

インフラ分野への市場拡大 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
 獣医療現場において癌症例等の増加による血栓
症の症例が増え、迅速な診断とそれに基づく抗凝
固剤の投与など迅速な対応が求められている。診
断には血栓（フィブリン塊）が分解される際のフィブ
リン分解産物（Dダイマー）検査が重要である。獣医
療の分野ではこれまでにヒト用の院内キットが利用
されてきたが、ヒトの検査試薬の特異性向上のため
に獣医療分野では検査できない試薬が増え、広く使
用されてきたヒト用の院内キットも販売中止となって
いる。 
 本事業は、医療および獣医療の現場で広く普及し
ている、イムノクロマトグラフィーをプラットホームとし
て、これまで研究室レベルでしか測定できなかった
項目（血栓症診断のためのＤ-ダイマー測定）を院
内で簡単かつ迅速に、定量測定できる動物病院向
け血栓症簡易検査キット（Ｄ-ダイマー（フィブリン分
解産物）測定キット）を開発した。 

動物病院で利用する凝固系検査：Ｄ－ダイマー院内簡易検査キットの開発 

１．事業者の概要 
 企業名 ： 株式会社キューメイ研究所 
 所在地 ： 大分県大分市大字古国府字永畑549番3 
 電話/FAX： 097-545-5051／097-545-8052 
 メール  ：  d-sugiyama@q-may.jp 
 担当者名 ： 杉山 大輔（製造部開発課リーダー） 

 活用した助成金 ： 地域中小企業イノベーション創出補助事業（平成25年度） 
 産学官連携実績 ： 鹿児島大学 共同獣医学部 

３．技術・製品の概要と強み 
 
 キューメイ研究所は血栓症診断薬の分野に特化
しており、ヒト用の体外診断用医薬品としてすでに
様々な分子量のDダイマーに対して均一に反応す
るファクターオートDダイマーを製造販売している。
キューメイ研究所では診断薬の反応性に大きく関
与する原料である抗体の製造から行っており、他社
にはない反応性を有する種々の抗体を取得してい
る。それらの特徴的な反応性を持つ種々の抗体を
使用して、鹿児島大学と共同で迅速診断キットを構
築した。 
 本キットはイムノクロマト法を用いており、検体中
のDダイマーの濃度が高くなるにつれてテストライン
が濃くなる。判定は目視による半定量と専用の読
み取り装置を用いた定量が可能である。 
 獣医療検査機関ではラテックス試薬を用いた外注
検査が行われているが、本事業にて開発した迅速
診断キットはラテックス試薬と比較して良好な相関
性を持つ結果が得られており、すぐに結果が得られ
るため、迅速診断が必要とされる血栓症の診断に
有用である。 

４．事業化の成功要因や今後の展開 
 
【事業化の成功要因】 
 本事業で対象とした動物検体は企業単独では検討に
必要な数が集まらず、事業化は難しかった。地域中小企
業イノベーション創出補助事業において、鹿児島大学 
共同獣医学部 桃井先生と共同で研究を行う事により、
試薬の原料である抗体の開発から、試薬の検討までの
多額の開発経費と貴重な動物検体を取得することがで
きたため、スムーズに事業化を行う事が出来た。 
  
【今後の展開】 
 2017年には動物用体外診断用医薬品の製造業及び
製造販売業許可も取得しており、動物用体外診断用医
薬品の製造販売体制も整えた。 
 今後は本事業の開発を足がかりに、検査がフィールド
で行われることが多い畜産業を含む獣医療への応用展
開できればと考えている。 
 大分県、宮崎県の東九州メディカルバレー構想に参画
する医療産業分野の企業と歩調を合わせ、畜産分野が
盛んな九州の地の利を活かした新たなビジネス展開も
行っていけたらと考えている。 
 
 

５．大学・公設試験研究機関等へのメッセージ 
 
 キューメイ研究所では血栓症に関連する体外診断用
医薬品の製造販売を行っております。 
 試薬の原料である抗体の製造も自社で行っていること
から、様々な標的物質に対する新規抗体の開発と、幅
広い分野への応用展開が可能です。 

バイオ 

竹田工場 
 
 

18 



２．研究開発の目的やきっかけ 
 
 南九州に広がるシラス台地の火山灰土壌白須か
ら開発した新素材SPG（シラス多孔質ガラス）につい
て、当社は宮崎県が所有するSPG特許の実施権を
得て、SPG関連の試験・研究開発・製造・販売に取
り組んでいる。 
 新素材SPG膜の特性は、0.05〜50ミクロンサイズ
で均一な微細孔を任意に設計できることにあり、多
孔質でありながら機械的な強度を有している。また、
耐熱性や断熱性にも優れている。こうした特性を活
かし、精密ろ過や乳化により、均一な粒子設計を実
現し、医療・医薬、食品、化粧品、マイクロカプセル・
微粒子調製、機械装置など様々な研究開発に応用
されている。 

新素材SPGをキーテクノロジーとした製品開発 

１．事業者の概要 
 企業名 ： エス･ピー･ジーテクノ株式会社 
 所在地 ： 宮崎県宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂16079-41 
 電話/FAX： 0985-74-3213／0985-74-3288 
 メール  ：  fujihara@spg-techno.co.jp 
 担当者名 ： 藤原 光輝（代表取締役社長） 
 知的財産取得情報 ： 特許4534123号 
 活用した助成金 ： 地域新生コンソーシアム研究委託開発事業 
              （平成13〜15年度）など 
 産学官連携実績 ： 宮崎大学工学部・医学部、東京大学医学部、 
              明治薬科大学、東北大学など 

３．技術・製品の概要と強み 
 
① 多様な形状のSPG膜の作製 

通常のパイプ状（外径10mm又は5mm）の他、
板状（円形又は正方形）を作製できる。ご要望
に応じて、特殊形状の作製も可能。 

② 複合エマルションの調製 
SPG膜細孔径を変えることで粒子径調製が可
能であり、粒子径の揃った単分散エマルション
を調製できる。 
更にシングルエマルション（O/W、W/O）だけで
なく、複合エマルション（W/O/W、S/O/W、
O/W/O/W）の調製も可能。 

③ ディスポタイプのポンピングコネクター開発 
従来の「直接膜乳化法」に変わる、「透過膜乳
化法」により、ディスポタイプ（シングルユース）
のポンピングコネクターを開発した。少量で
SPG膜乳化を試験できることが特徴。 

４．事業化の成功要因や今後の展開 
 
【事業化の成功要因】 
 複合エマルションという特性を活かし、「水溶性抗がん
剤のW/O/Wエマルション調製」に取り組む中で、ラボス
ケールでは時間・コストがかかることから、ポンピングコ
ネクターの開発につながった。インターネット上での販売
にも取組み、従来よりも手軽に試験いただくことが可能
となり、受注が増加している。 
 
【今後の展開】 
  水溶性抗がん剤のW/O/Wエマルション調製を応用し、
「W/O/W型微小エマルションワクチン（ペプチドがんワク
チン）」の開発につながっている。 
 ポンピングコネクターを起点として、更なる新用途の開
発が期待される。 

５．大学・公設試験研究機関等へのメッセージ 
  SPG膜を活用することで、「乳化」ではポリマービーズ
（LCD spacer）や微細金属粒子（Solder ball）、乳化製剤
（W/O/W emulsion）につながっています。また、ろ過（分
級やビール酵母ろ過）、バブリング（ガス溶解、浮上分離
）も実施されています。他にも放熱材料や基材、センサ
ーなどの新たな用途が検討されています。 
 均一な微細孔を通じて均一な粒子設計ができるSPG
膜の特徴を活かし、これまでにない新たな用途開発に調
整したいと考えています。 

複合・新機能材料 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
 油圧系統のシリンダーやポンプのフランジ等の溶
接は、従来、ア－クガス溶接で行われているが、曲
面同志の溶接や薄肉部品の溶接等は精度上から
自動溶接は難しく、熟練技能者が施工しても熱によ
る歪が大きくなり、所定の真円度、同軸度および平
面度を確保するために、溶接後の熱歪の修正加工
等が必要である。 
 一方、当社が開発した全周溶接用リングプロジェ
クション溶接「フュージョン溶着」は約0.3秒で溶接が
完了するため、熱影響が極めて少なく、ステンレス
に於いても鋭敏化は確認されない。しかし、溶着現
象が瞬間的なので目視で最適溶着条件を見つける
ことは難しく、開発に長い時間を要している。 
 そこで、溶着部の温度分布や変形等の経時変化
を可視化し、溶接条件の最適化に利用するための、
現場で利用できるシミュレ－ション技術を開発する
ことで、最適溶着条件の早期発見を可能とした。 

2.5 次元シミュレ－ション技術を活用した、 
耐圧・薄肉製品製作用リングプロジェクション溶接の高度化技術開発 

１．事業者の概要 
 企業名 ： 株式会社清水製作所宮崎 
 所在地 ： 宮崎県都城市金田町2815番地 
 電話/FAX： 0986-38-5566／0986-38-5567 
 メール  ：  shimizu-s@polka.ocn.ne.jp 
 担当者名 ： 森木 信一（代表取締役社長） 
 活用した助成金 ： 戦略的基盤技術高度化支援事業（平成24～26年度） 
 産学官連携実績 ： 公益財団法人宮崎県産業振興機構、国立大学法人九州工業大学、 
 独立行政法人国立高等専門学校機構都城工業高等専門学校 

３．技術・製品の概要と強み 
 
① 溶接歪極小化のための電極技術開発 

リングプロジェクション溶接のためには、電気抵
抗溶接機だけでなく、溶接歪の発生しない電極
構造を開発する必要があり、当社は開発に成
功した。 

② 2.5次元シミュレーション技術の開発 
材料特性データベースの構築や、2.5次元シミュ
レーションソフトの開発を通じて、溶接現場にお
ける溶接条件の最適化に利用可能なシミュ
レーション技術を開発した。 

③ 大口径・高耐圧気密配管部品の最適溶接条件
の開発 
油圧系統の大口径シリンダー（炭素鋼）や、溶
接が難しい薄肉ステンレス製品である大口径フ
ランジについて、開発したシミュレーション技術
を活用することで最適溶接条件を開発するとと
もに、溶接状態の機械的強度評価、溶接状態
の金属組織的評価を行った。 
 

 以上から、当社特有のリングプロジェクション溶接
「フュージョン溶着」について、溶接状態の機械的強
度等が十分にあることの証明につながった。 

接合・実装 

４．事業化の成功要因や今後の展開 
 
【事業化の成功要因】 
 水圧系統や空気圧系統のフランジ及び分岐完成品に絞
り、下記３点の成功要因により、自動車用部品等の発注に
つながっている。 
① シミュレーション技術による強度の証明 
② サポイン事業実施による国や産学官連携実績による

信頼の獲得 
③ 機械技術要素展への出展による、上記①②を背景とし

た製品のPR 
 
【今後の展開】 
  当社独自にリングプロジェクション溶接「フュージョン溶
着」の機械的強度等をシミュレーション技術によって証明す
ることが可能になり、大口径シリンダやフランジ、分岐管に
ついて、油圧系統だけでなく、多様な用途への展開が期待
できると考えている。 

５．大学・公設試験研究機関等へのメッセージ 
  当社は元々継ぎ手の製造を行っていましたが、リング
プロジェクション溶接に挑戦することで、当社独自の
「フュージョン溶着」を開発し、大口径シリンダや分岐管
などの多様な製品開発につながっています。 
 当社の強みは、多様な金属への「接合」にチャレンジで
きることだと考えています。2.5次元シミュレーション技術
により、最適溶接条件の開発や、溶接状態の機械的強
度評価等も可能であることから、新たな「接合」を検討し
ている大学や公設試験研究機関等からのお問い合わせ
をお待ちしています。 

20 



九州地域の大学・高等専門学校
・公設試験研究機関が取り組む、

先進性の高い技術シーズ 
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１．事業者の概要 
 組織名 ： 鹿児島大学 
 所在地 ： 鹿児島県鹿児島市郡元1-21-40 
 電話/FAX： 099-285-8453／099-285-8464 
 メール  ： ono@ibe.kagoshima-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 小野 智司 准教授（大学院理工学研究科情報生体システム工学専攻） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5686346号、特許第5071853号、 
                                                 特許第4752060号 
 活用した助成金 ： 科学研究費補助金（若手B）（平成23年度～平成24年度） 
 産学官連携実績 ： IT系、印刷系会社等数社 

２．研究開発の目的、対象とする問題 
 
【研究開発の目的】 
 人間が持つ領域知識や嗜好を、最適化の過程
で動的に取り入れることを目的とした技術を開発
する。 
 
【どんな問題を対象とするか】 
 複数の変数の値の組み合わせを決定する問題
で、解の品質を表す客観的な指標に加えて、その
指標では表現が難しい人間の嗜好や領域知識な
どが存在する問題に適用が可能である。 
 例えば、看護師勤務スケジューリングにおいて、
法規に関する条件等は客観的な指標としてシステ
ムに事前に組み込んでおき、看護師の組み合わ
せなどの細かい条件等は、最適化の最中に、実際
に提示された割当て案を見ながら考え、システム
に指示することが可能となる。 

人間の嗜好や領域知識と客観的な指標の双方を最適化する技術 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 本技術に基づくシステムは、最適化の過程を人
間が観察し、良好な解候補に重みを付けたり、解
の一部を直接編集することを許す。システムは
ユーザの操作をもとに学習を行うことで、ユーザが
持つ暗黙の嗜好や領域知識の近似モデルを構築
し、以後の最適化において目的関数の1つとして
利用する。 
 
【技術・製品の強み】 
 本技術・製品の強みは下記2点が挙げられる。 
 
①制約の強いデザイン・設計問題に適用可能 
 これまでに、規格を遵守した装飾QRコードの生
成技術や、平面充填図形のデザインに応用し、制
約を満たしつつ人間の嗜好を反映したデザインを
実現できることを確認している。 
 
②分野固有の手法や技術を併用可能 
 分野固有の解法が存在する場合は、最適化に
組み入れて利用することが可能である。 

規格を遵守した装飾QR
コードの生成への応用 

平面充填図形の 
デザインへの応用 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 これまでに実現した装飾QRコードや平面充填図形の
デザインのほか、本技術は多様な用途に適用できると
考えている。詳しくは、下記の解説論文を参照されたい。 
 
小野 智司: ユーザシステム協調型進化計算 ― 人間
の知識や嗜好を活用した最適化の実現、 
システム／制御／情報，60 巻 (2016) 7 号 p. 284-291，
https://doi.org/10.11509/isciesci.60.7_284  
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 個別の対象問題に対してGUIを備えたシステムの開
発が必要となる。また、事業化や販路の形態も対象問
題の特性や用途に依存すると考える。 

小野 智司 准教授 

５．企業へのメッセージ 
 
 当研究室では、これまでも二次元コードや人的資源を
効率的に割り当てる業務改善などの分野に最適化技
術を導入する形で産学連携の実績があり、各企業との
連携・共同研究に積極的に取り組んでいます。 
 今回ご紹介した最適化技術だけでなく、装飾2次元
コードの作成等についてもご相談をお受けできます。 
 平面充填図形のデザインへの応用は、「鹿児島県発
明協会会長賞」を受賞しました。 
 地方国立大として教育・研究のミッションを果たしつつ、
企業の皆様の力となり、九州産業の活性化に寄与でき
ればと考えています。 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 現在、ヘッドマウントディスプレイ（以下HMD）を用
いたVRコンテンツが増えてきており、これらは現実
での再現がむずかしい環境をユーザ自身に体験
させることができる。しかし、１人ずつ付け外しが必
要、HMDを付けた者にしか効果が伝わらない、年
齢制限などのデメリットが存在する。 
 そこで本研究では、ただ範囲内に立つだけでユー
ザの身体をまるごと映像世界に巻き込み、その場
のアクションで仮想環境に影響を与えることがで
きるVRシステム（右図）を開発する。 
 
【始めたきっかけ】 
 本システムは“映画の主人公になった”かのよう
な新しい感覚をユーザが体験できるよう生み出さ
れた。Kinectに代表される実空間の情報入力装置
の出現と、筆者が培ってきたリアルタイム３DCG技
術の組み合わせにより実現可能であると考え、着
手した。 

映像世界へとシームレスに観客を巻き込む！参加型VR環境再現システム 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 久留米工業大学 
 所在地 ： 福岡県久留米市上津町2228-66 
 電話/FAX： 0942-22-2345 （代表） ／0942-21-8770 
 メール  ：  kudo@kurume-it.ac.jp 
 研究者情報 ： 工藤 達郎 講師（工学部 情報ネットワーク工学科） 
 論文掲載、受賞歴、出展実績 ：  
   ① 2016 Asia Digital Art Award FUKUOKA, Interactive Art部門大賞/総務大臣賞 
   ② Siggraph Asia 2017 BANGKOK, VR Showcase, 発表展示 
   ③ 福岡アジア美術館(2017/3/2~3/7), アクロス天神(2017/8/2~8/6)での展示 等 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
  システム稼働の必要最低機器は以下である。 
  １）実空間情報入力装置（例:Kinect v2）x1 
  ２）Windows PC x1 
  ３）ディスプレイ x1 
 システム内では、入力装置からユーザの身体の
形状と色データをリアルタイムに取得し、仮想空間
上にその姿を３次元で再現する。 
 仮想空間は力学的にシミュレートされており、そ
の場でのユーザ動作（押す動作や殴る動作、など）
で仮想空間の物体を押す、破壊するといった影響
を与えることができる。6人まで同時に参加できる。 
 
【技術・製品の強み】 
 １）機器を身に着けることなく即時動作する 
 ２）現実では難しい物理現象を自身の身体 
   で体験し、俯瞰的に見ることができる 
 ３）仮想空間に巻き込むことのできる人数は 
   最大6人だが、観客数に制限はなく同じ 
   出力を全員が受け取れる 

システム概念図 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 本システムは、筆者のエンターテイメント作品『The 
Simple Formula』に応用され（上記実績①②③）、終日
展示でも安定した動作が確認できた。今後も、コンテン
ツ領域においては応用と発表を行っていきたい。 
 また本システムは、 “自分の身体が環境に与える影
響をその場で再現して見ることができる”シミュレータで
もある。今後は、仮想空間内で扱う対象の種類を変え
ることで、研究面でもシステムを応用させていく。例えば、
空気・熱を対象として“ある部屋に自分がいたら、どの
ような空気や温度の循環が起きるのか”を、その場で部
屋を切り替えながら検証するシステムなどが考えられる。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 今後の事業化においては、対象とする領域（医学・教
育・福祉など）を確定した上で、その専門領域のエンジ
ニアや知識人と連携することで、身体と環境との相互影
響をより正確に再現することが必要となる。 

５．企業へのメッセージ 
  筆者は、これまでも実空間情報をリアルタイムに
反映させるシステムや作品を多数制作してきました。  
 動く対象に追従投影を行う動的プロジェクション
マッピングシステムを世界に先駆けて開発し、第23
回 福岡県文化賞【奨励部門】を受賞した実績もあ
ります。是非とも私の技術を地域へと生かしたいと
考えておりますので、貴社がお考えのアイディアと
少しでも重なる部分がございましたら、お気軽にご
連絡下さい。 

工藤 達郎 講師 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 帰宅困難者対策を始めとした災害対策は、特定
の施設に頼るのではなく、地域連携が必要である。
災害時に地域の防災関連情報を共有し、連携し合
える体制を構築するための支援システムとしてオ
フサイトセンターの開発を行なう。 
 
【始めたきっかけ】 
 東日本大震災時の首都圏では、行き場を失った
多くの帰宅困難者が地下街に流れ込んだ。地下街
では、人道的観点から帰宅困難者を受入れていた
が、あくまで施設側の自主的な判断の結果であっ
た。今後の災害対策を考える上では、特定の民間
施設の善意や自主性に頼った対策ではなく、事前
に災害対策の仕組みを構築しておく必要があると
考え、本研究に臨んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大規模災害時の安全安心を支援するオフサイトセンターの開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 近畿大学 
 所在地 ： 福岡県飯塚市柏の森11-6 
 電話/FAX： 0948-22-5655／0948-23-0536 
 メール  ：  hori@fuk.kindai.ac.jp 
 研究者情報 ： 堀 英祐 講師（産業理工学部 建築・デザイン学科 建築環境・設備研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集 
 活用した助成金 ： セコム科学技術振興財団一般研究助成（平成27年度～平成30年度） 
 産学官連携実績 ： 芝浦工業大学、国士舘大学、工学院大学 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 オフサイトセンターとは、一般には、原子力施設
の緊急事態時において、外部（オフサイト）で緊急
対策を行なうための拠点施設を示す。この考え方
を、大規模災害時の地域防災に応用することで、
主要都市のターミナル駅周辺地域で策定されてい
る「都市再生安全確保計画」等の災害対策の実効
性を確保するシステムの開発を行っている。具体
的には、帰宅困難者の一時滞在が想定される施
設のエネルギー供給のバックアップと滞在空間の
温熱環境・建築設備稼働状況等の情報の収集・発
信を行い、施設管理者や対策本部責任者の意思
決定の支援を行うシステム構成となっている。 
 
【技術・製品の強み】 
 本システムの強みは下記の３点が挙げられる。 
①エネルギー融通システムによる停電時における

必要最低限のエネルギー確保 
②エリア内情報の収集・発信による緊急災害対策

の意思決定の合理化と迅速化の実現 
③帰宅困難者への状況提供による混乱等の抑制 

オフサイトセンターのイメージ 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 帰宅困難者が最も集中する可能性の高いターミナル
駅に接続する地下街空間のエネルギー供給システム、
温熱環境、設備稼働状況についての調査を実施してい
る。今後は、こうした施設固有の情報を周辺の複数の
施設でリアルタイムに連携する仕組みづくり、及び避難
者等を支援するためのエリア内情報の収集・発信のた
めのシステムづくりと、こうした機能を備えたオフサイト
センター導入に対する定量的評価のため指標づくりが
必要である。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 災害時の対応には地域連携・施設間連携が不可欠
であり、本システムを導入するためには、地域で活動す
る多様な組織体の防災対策への意識の共有化が必要
である。また、事業主体となる組織も必要になる。 

５．企業へのメッセージ 
 本研究では、近い将来危惧されている大規模災害に
対する実効性のある対策として、施設管理者・帰宅困
難者の双方を支援するためのシステム開発に、複数の
大学の研究室が専門性を活かし、協働して取り組んで
います。近年の頻発している大規模災害の経験からも、
災害対策における公共の支援には限界があることは明
らかです。企業が立地し活動する地域を災害から守る
ためには、公的空間を含めた対策について地域連携・
施設間連携を行っていく必要があります。 
 現在取り組んでいる研究の成果が一部でも、企業の
皆様の力となり、九州産業の活性化に寄与できればと
考えています。 

堀 英祐 講師 

系統電力

BEMS

全電源喪失
BEMS発電機

BCD電源システム
（バックアップ電源）

オフサイトセンター

デジタルサイネージ

BEMS発電機

BCD情報システム
（災害対応情報収集）
（災害対応情報配信）

公的空間私的空間 私的空間

非常時
特定供給
（自営線）

地下街
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 インバータやコンバータといった電力変換装置は、
小型軽量化が要求されてきている。小型軽量化には、
パワー半導体スイッチング素子のスイッチング周波
数の高周波化が必要不可欠であるが、スイッチング
電力損失や電磁ノイズの増加といった弊害が生じる。
そこで、「ソフトスイッチング電力変換回路技術」を用
いることにより、これらのデメリットを解消する。 
 
【始めたきっかけ】 
 従来のハードスイッチング方式と新提案ソフトスイッ
チング方式において試作実験器を製作して、それぞ
れ比較・検討を行った。その結果、ソフトスイッチング
方式の方が電力変換効率の向上や、放射性／伝導
性ノイズの低減を図ることができたことから、現在も
継続して研究・開発に取り組んでいるところである。 

高効率・小型軽量化・低電磁ノイズ電力変換回路とその実用化に関する研究 

１．事業者の概要 
 組織名： 九州産業大学 
 所在地： 福岡県福岡市東区松香台2丁目3-1 
 電話/FAX： 092-673-5638／092-673-5638 
 メール：  ogura.k@ip.kyusan-u.ac.jp 
 研究者情報： 小倉 弘毅 准教授 （理工学部 電気工学科 ﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報： 特許 第5523811号 
                                  「ソフトスイッチング降圧チョッパおよび電力供給システム」 
 産学官連携実績： サンケン電気株式会社、パナソニック株式会社、 
                              株式会社 本田技術研究所 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 ソフトスイッチング電力変換回路技術とは、電力変
換回路にインダクタとコンデンサの部分共振現象を
巧みに利用することにより、パワー半導体スイッチン
グ素子を「ソフトに」スイッチングする技術である。この
技術は、スイッチング電源や誘導加熱（IHクッキング
ヒーター、IH炊飯器）といった家電製品などにも応用
されており、装置の小型軽量化や制御性能の向上に
寄与している。 
 
【技術・製品の強み】 
 本技術の強みは、以下の2点が挙がられる。 
1) 電力変換効率の向上 
従来のハードスイッチング方式と比較して、ソフトス
イッチング方式は電力変換効率が数％向上する。こ
れは、パワー半導体スイッチング素子のオン/オフ・ス
イッチング過渡時において、電圧波形と電流波形の
重なりがほとんど生じなくなるからである。 
2) 電磁ノイズの低減 
ソフトにスイッチングすることから、スイッチング過渡
時の電圧波形・電流波形の傾きが緩やかになる。す
なわち、サージ電圧やサージ電流の発生が抑制され
ることから、放射性ノイズ／伝導性ノイズといった電
磁ノイズの軽減につながる。 

PV用インバータの試作 電力変換効率 測定例 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 蓄電デバイス技術の向上、また太陽光発電や風力発電、
燃料電池発電といった環境に優しいグリーン電力の普及
により、賦存する多様なエネルギー資源を最大限活用し
た「自律分散型エネルギー社会」に移行しつつある。電力
の輸送・変換・制御・供給に関わる技術分野で欠かせない
「パワーエレクトロニクス」と「ソフトスイッチング技術」を最
大限活用していく所存である。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 地球環境にやさしく、災害時や停電時の対策にも寄与し、
生活の質の向上にも資するモデルとなるような都市の実
現に向けて、産学官民一体による技術開発や実証実験の
促進が必要不可欠である。これには、地域の知恵、知見、
技術、人材を活用した地域創出型の展開が求められてお
り、積極的に関与していきたいと考えている。 

５．企業へのメッセージ 
 
 「新エネルギー利用インターフェースソフトスイッチング電
力変換システムに関する研究」を研究テーマの1つとして、
現在も取り組んでおります。電力供給・利用システム技術、
電気・電子回路技術、計測・制御技術、計算機応用技術
の複合境界領域の専門知識が要求されるアドバンスト・パ
ワーエレクトロニクス分野において、日々熱意をもって意
欲的かつ自発的に研究活動に励んでおります。環境・エ
ネルギーに関する企業、自治体とのネットワークを活用し
つつ、「九州発」の新たな環境・エネルギー産業が今後ま
すます発展できるように貢献していきたいと思っておりま
す。 
 

小倉 弘毅 准教授 
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２．研究開発の目的と動機 
 
【研究の目的】 
 デザインを経営に取り込むことによって企業価値を
創出し、社会におけるポジションの確立により経営を
安定化する。 
 

【始めたきっかけ】 
 プロダクトデザイナーとして多くの顧客、企業の課
題に向き合ってきた。その過程で「デザイン」というも
のが、プロダクトやグフィックのようなアウトプットだけ
でなく、企業そのものをデザインすることが必要だと
確信するようになった。実際、2010年以降「デザイン」
の役割は大きく広がり企業の経営方針、企業文化の
形成にまで及ぶようになってきている。デザインは継
続してこそ企業価値、文化を生むものであり、多くの
日本企業がデザインを活用する方向性を定められて
いない現状を変えたいと考えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企業=経営×デザイン 企業活動における統合デザイン開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 崇城大学 
 所在地 ： 熊本県熊本市西区池田4-22-1 
 電話/FAX： 096-326-4012 
 メール  ： iida@art.sojo-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 飯田晴彦 教授（芸術学部デザイン学科  
                           プロダクトデザインコース 製品デザインスタジオ） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 高強度複合材料における新しいデザイン手法の応用 
                         と検証 日本機械学会論文集Vol.81, No.824, 2015 
 活用した助成金 ： くまもと夢挑戦ファンド事業助成金  
 産学官連携実績 ： 熊本大学、サンワハイテック、堀甲製作所、熊本県産業技術センター 

３．概要と強み 
 
【研究の概要】 
 デザインの広義の目的である「問題解決」「価値創
造」「未来提案」の3つをマーケティング、ブランディン
グ、経営戦略（≒デザイン戦略）にかけ合わせ、CDO
（Chief Design Officer）を中心として企業の統一した
考えを発信することで、事業環境の変化に対応し強
いブランド力を創り上げること。 
 
【デザイン導入の強み】 
①企業のステークホルダーは、顧客、従業員、投資
家、地域と様々である。デザインによって他者を意識
した経営が可能となり、多くの共感や支持を得ること
ができる。 
②デザインは価値を作り出すプロセスでもある。自社
の理想を追求することで社会におけるポジションを確
立することができ、競合とは異なる価値の創出を意
識した経営をおこなうことが可能となる。 
③デザインは未来提案であり、これまでにない企業
活動が生まれる。 
④デザインを経営に取り込む事は継続的に企業に変
化を与え「イノベーティブな組織」へと変革させる。 

統合デザイン例 （CI、グラフィック、Web 、プロダクト） 

デザイン開発 

４．具体的な展開 
 
【統合デザイン開発】 
 CEOと同じようにCDO（Chief Design Officer）またはデザイ
ン統括部門を設置し企業デザインを統括する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 企業理念の基、CDOまたは統括部門がマーケティングか
らブランディング、製品、広告、そしてデザイン戦略を構築す
る。                            

飯田 晴彦 教授 

５．企業へのメッセージ 
 
 デザインは、経営のトップがデザインを理解し、経営戦略
と同じように強力な意思決定があってこそ威力を発揮します。
デザインを一発逆転の手段として単発とせず、継続的に行
うことによって、点から面になり、企業そのもののデザインが
生まれます。海外のスタートアップ企業が最先端と報じられ
ますが、その企業には必ずデザインがあります。シリコンバ
レーにも企業と同じだけのデザイン事務所が存在します。こ
れからの社会でデザインを抜きにした経営は考えられませ
ん。  デザインを経営に取り込み、変化に対応できるイノ
ベーティブな組織づくりをご一緒に目指せればと考えます。 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 日本にはわずかな落差、流量の少ないCREEK
（小規模な河川、川、水路、小川等）が多く存在する。
これらの場所を利用した小規模な小水力発電では、
限定された流量・流速で発電する必要がある。従来
の円筒型の交流発電機では、使用回転数が高く極
数が少ないため、使用しづらい。この現状に対し、
小型水車等を利用した小水力発電向けの低回転で
効率よく発電できる小型の発電機がニーズとして強
く望まれている。 
 
【始めたきっかけ】 
 小水力発電用の小型発電機が望まれる中、側面
を平板構造にすることによって複数の発電機や増
速機を容易に連結できるインナーロータ型ディスク
発電機を試作開発することを目指した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これからの自然エネルギーの活用は「地域の自立エネルギー」が主役 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 西日本工業大学 
 所在地 ： 福岡県京都郡苅田町新津1-11 
 電話/FAX： 0930-23-1491／0930-24-7900 
 メール  ：  takajo@ nishitech.ac.jp 
 研究者情報 ： 高城 実 教授／野中 智博 教授（工学部 総合システム工学科） 

 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特開2017-163813（インナーロータ型ディスク発電機） 
 活用した助成金 ： 奨学寄附金（平成29年度） 
 産学官連携実績 ： 熊本電気工業株式会社、西日本工業大学、福岡県築上町役場 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 発電を行う主要部分が発電機の中央部に配置
された回転子と回転子の両側に一定の隙間を
もって回転子を挟み込むように配置された固定
子で構成されるインナーロータ型ディスク発電
機で小型で構造がシンプルで薄い特徴を有する。 
   
【技術・製品の強み】 
 本技術・製品の強みを下記に示す。 
①固定子および回転子を保持する発電機筐体側
面を平坦な構造にすることにより、複数の発電
機や増速機を直接連結し増設できる。 
 
②小規模な水力（身近な水資源）を広範に有効
利用でき、この発電機を利用したサイフォン式
発電システム1台で180W（パイプ径125mmφ）
の発電電力が得られる。 
 
③設置場所に応じた汎用性のあるコンパクトで可搬、
設置、撤去等が容易な一体型の小水力発電システ
ム（水車は直径600mmで増速率は5～10倍）を提
供可能である。 インナーロータ型 

ディスク発電機 
サイフォン式発電シス

テムの概要と風景 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 当該発電機とサイフォン式導水管(塩ビパイプ）を用い
ることにより、水流がない場所(河川の外側）でも発電
が可能なコンパクトで低価格な小型発電システムの製
造販売を目指す。 
  地方自治体、水利権を持つコミュニティ、自家用水路
をもつ旅館、農家の方々等に「地産自立エネルギー」と
して活用してもらいたい。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 西日本工業大学でのシーズ(特許公開中）を基に外径
が600mmの小型水車の内部に当該発電機を組み込ん
だ低価格の一体型の小型水車を試作開発中である。こ
のことにより、D.I.Y（Do It Yourself)で運搬、設置、維持
が容易な低価格の小水力発電システムの実現可能性
を追求し、事業化を目標とする。 

高城 実 教授（代表） 

５．企業へのメッセージ 
 
 平成18年度から小型発電システムに関する研究開発
および各地域と連携した実証実験をしてきた。 
 その結果、新型のインナーロータ型のディスク発電機
を考案し、現在、特許公開中である。 
 また、サイフォンの原理を利用して、ため池等の流れ
のない場所でも、導水路を用いて小水力発電に成功し
た。これまでの研究で、試作、実験を繰り返し最高で総
合効率63%を達成し、太陽光などの他の発電に比較し
充分高い効率を得ることができた。 
 これらを通し、D.I.Y小水力発電システムの基本的な
構成内容、性能を充分に把握できている。 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 イチゴなどの栽培には、ハウスを一定な温度を
キープするため、冬と春の時期に加温する必要が
ある。本研究は省エネ、低コスト、環境に優しい、
操作簡単なバイオマス燃料である木質ペレットを
利用した加温機の開発を行う。 
 
【始めたきっかけ】 
  近年、電気や重油などエネルギーの価格上昇
やグリーンエネルギーの開拓指向から、木材ペ
レットや木材チップなどのバイオマス燃料の利用が
注目されている。現状において、イチゴ農家は加
温設備に重油を使用するのが一般的であるが、燃
料価格の高騰や環境汚染、また手動操作の煩雑
作業は問題になる。これらの問題を解決するため、
新型加温機の開発を始めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自然から生まれた燃料を使い適切なハウス温度をキープ 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 西日本工業大学 
 所在地 ： 福岡県京都郡苅田町新津1-11 
 電話/FAX： 0930-23-1491／0930-24-7900 
 メール  ：  gao@nishitech.ac.jp 
 研究者情報 ： 高(GAO) 峰(Feng) 教授（工学部総合システム工学科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許申請準備中 
 活用した助成金 ： 文部科学省地の拠点事業（平成28年度～平成29年度） 
 産学官連携実績 ： NPO法人森の学校 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
  重油の代わりに、バイオマス燃料である木質ペ
レットを利用した操作容易、低コスト、環境に優しい
新型加温装置を提案し、試作機での評価および改
良を行っている。 
 
【技術・製品の強み】 
(１) クリーンエネルギーを利用、環境に優しい。石
油価格の変動の影響を受けず、低ラーニングコス
トの実現が期待できる。 
(２) 高効率の燃焼送風機構を用いる。加温機は上
方に設置したファンによる強制吸気を行い、熱交
換器を経由して、加温機の両サイドから温風を排
出する。燃焼室内に、温室の温度変化により木質
ペレットの燃焼状態を制御し、熱源を提供する。燃
料フィーダー内に充填した木質ペレットを、必要な
量を自動的に調整しながら、スクリューコンベアで
燃焼室に供給する。 
 (３) 操作容易、自動運転の設計を採用、高齢者社
会に対応する。 

バイオマス燃料加温機 試作機 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 遠隔操作可能、省力、省エネ、環境にやさしい温室の
加温設備として期待する。農家の作業量を低減するた
め、温室の現場は無人化する。加温機本体は室内の
温度変化に応じ、熱風の出力を自律に制御する。また
現場では、温度センサー、監視カメラなどの情報収集
設備を設置し、状況を無線通信ネットワークを通して、
自宅などの管理室に送り、同時に稼働指令を受ける。
遠隔操作の実行により、知能化・省力化・省エネなどの
特長を有する未来型の加温機を目指す。 
  
【事業化や販路開拓における課題】 
 商品化に向け、構造の簡素化、現試作機の改良点を
反映した装置の製作および再評価の実施。 

５．企業へのメッセージ 
 
 日本は、豊富な森林資源に恵まれている。樹皮、木
屑、端材などの建材や家具の原材料に使用できない木
材は、クリーン燃料としての利用が注目されている。一
方、従来から石油由来の燃料は、価格高騰や環境汚
染などの問題になっている。農業用ハウスの加温技術
において、本研究は木質ペレットを燃料とした加温機を
提案し、環境に優しい、省エネ、次世代の加温装置とし
て、その将来性が予測できる。実用化および商品化を
目指して、開発を継続している。是非、企業様のご参加
を期待したい。 

高 峰  教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 本研究はプレス機の上下往復運動を利用して、
金型内に装着可能な高圧エア圧縮ユニットを開発
した。強力な高圧エアによって、抜け加工で発生し
たカスを吹き落とし、カス上がり問題を解決する。 
 
【始めたきっかけ】 
 プレス金型を用いた抜け加工において、カス上が
りは従来からの１つの難題であった。生産現場では、
ダイの内側面に縦方向に微小な溝を付ける、パン
チの先端形状に傾斜角度を設置するなどの対策を
取ったが、動作の安定性や刃物の寿命への影響の
問題は完全に解決されていない。本研究は、プレス
の動作特徴およびパワーを活かせ、金型内で作っ
た強力なエアで、カスを除去することで、この問題
の完全解決を狙う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プレス機のパワーを利用して高圧エアを作り、金型のカス上がり問題を解決 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 西日本工業大学 
 所在地 ： 福岡県京都郡苅田町新津1-11 
 電話/FAX： 0930-23-1491／0930-24-7900 
 メール  ：  gao@nishitech.ac.jp 
 研究者情報 ： 高(GAO) 峰(Feng) 教授（工学部総合システム工学科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許取得（特許第5046048号） 
 活用した助成金 ： 平成26年度三井金型振興財団研究助成金 
 産学官連携実績 ： 株式会社エヌテック 
  

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 本技術は、金型内に設置可能な圧縮ユニットによ
り、通常の工場に設置したエアの数十倍の圧力で
抜きカスを吹き落とし、ダイの中に残存させないよう
に、抜き加工のカス上がり問題を徹底的に回避す
る。 
 
【技術・製品の強み】 
 プレスのパワーの一部を利用して、金型内で高圧
エアを作る技術は下記の特長を有する。 
(a) プレスのスライドの往復運動は、ピストンとシリ
ンダー構造を持つ典型的なエア圧縮動作に利用し
やすい。 
(b) 通常のプレス機は数十トンから数千トンの能力
を持ち、十分なパワーの提供が可能。 
(c) エアの発生に必要な圧縮運動はプレス成形工
程の稼働方向に一致するため、加工しながら高圧
エアを継続的に作れる。 
(d) 圧縮ユニットは金型内に設置、装置の小型化
は可能。 
(e) 電力や工場に設置したエアなどの外部動力源
は不要。 高圧エア圧縮ユニット カス除去実験用金型 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 本開発は、試作機を用いてカス除去の実験を行い、
与えられた実験条件では、完全なカス除去を確認した。
今後は、発生した強力なエアで動力を提供する技術と
して開発を継続し、微小突起の成形や小径穴のパンチ
ングなどの二次加工にも対応して、生産性の向上およ
びエネルギーの効率的な利用を図る。圧縮ユニットの
試作２号機を用いた検証実験において、２０．０ＭＰａの
高い圧力値を得た。動作の安定性、使いやすさおよび
耐久性についての改善を行っている。 
  
【事業化や販路開拓における課題】 
 本技術の汎用性および事業化を目指すため、高圧エ
ア発生ユニットの構造の標準化およびその機能の最適
化が必要である。 

５．企業へのメッセージ 
 
 金型はすべての大量生産に欠かせないツールである。
金型機能の改善は、対象製品の生産効率および品質
の向上に繫がる。金型内の自発高圧エアでカスを除去
する技術において、大学の実験室でその有効性を確認
した。生産現場での検証および商品化は本開発の次
のステップになる。さらに、発生した高圧エアを金型の
補助動作や微小成形などの２次加工に適用すれば、
金型内の１つの補助動力源としての利用は可能になる。
共同研究または製品化の推進について、是非企業様
のご参加を期待する。 

高 峰  教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 現在国内で地震が頻発しており人々の防災意識
も高まっている。このような状況に対して住宅に設
置する制震装置への注目も高まりつつある。 
 本研究ではこれら制震装置に対して新しい機能・
価値を付加し、商品展開することを目的とする。 
 
【始めたきっかけ】 
 2016年に連携企業営業担当者より住宅用制震
装置に対する新たな商品展開案を依頼された。 
 通常、制震装置として用いられるオイルダンパー
は壁体内に閉鎖的に設置されるが、設置後は目
視することができない。設置した制震装置を見せる
ことで恒常的に安心感を保持できるような商品展
開を着想した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安心を”魅せる”制震装置付意匠壁 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 西日本工業大学 
 所在地 ： 福岡県北九州市小倉北区室町1-2-11 
 電話/FAX： 093-563-3507／093-563-2220 
 メール  ：  ishigaki@nishitech.ac.jp 
 研究者情報 ： 石垣 充 教授（デザイン学部建築学科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許申請中 
 活用した助成金 ： 文部科学省地の拠点事業（平成26年度～平成29年度） 
 産学官連携実績 ： 株式会社江戸川木材工業、 
               株式会社日立オートモティブシステムズ 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 制震装置として用いられるオイルダンパーを壁
体内に閉鎖的に設置するのではなく「露出」させる
新しい形式の研究および商品開発。 
 
【技術・製品の強み】 
 本技術・製品の強みは下記３点が挙げられる。 
①制震装置を露出させる新規性 
 従来技術では制震装置設置後にオイルダン
パーを目視できないが、本技術では露出されてお
り「常に地震から守られている」という安堵が得ら
れる。 
②水平力伝達合板の家具利用 
 オイルダンパーが接続される構造用合板に、書
棚、机、ワインラックなどを設置するなど、制震装
置以外の家具機能を付加することで様々な生活
シーンを演出する。 
③多様な商品展開 
 上記①②により、様々な制震装置の見せ方と
様々な家具の利用が可能な制震装置付意匠壁と
なる。またこれらの汎用性により住宅のみならず
飲食店など特殊建築物への設置も可能である。 新工法概念図 イメージ模型 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 2018年春、福岡県行橋市内の既存住宅を改修し当該
研究を中心とした展示空間が完成する。今後はこの展
示空間を拠点として新たな設置方法、家具展開など商
品展示を行い設置例を増加させる予定である。 
 また国内外各地での積極的な展示も行う。2017年度
は東京ビッグサイトでの展示を行ったが2018年度はイ
タリアで行われる家具見本市ミラノサローネにあわせた
デザインウィークでの展示を予定している。 
  
【事業化や販路開拓における課題】 
 制震装置を設置する接続金物の改良を検討する必
要がある。また施工業者への周知不足が課題となって
いるため、当該研究の紹介に特化したパンフレットなど
を作成し、建築業界での情報発信も行う。 

５．企業へのメッセージ 
 
【住宅等を施工する企業様へ】 
 施主からの設置希望情報の提供により設置案の提
示が可能です。また店舗などへの設置も可能です。 
【家具等を施工する企業様へ】 
 今後は様々な家具機能を付加した制震装置付意匠
壁を展開していきます。共同で取り付け家具を商品化
するなどの受託研究も可能です。 
【設計事務所など提案を行う企業様へ】 
 当該研究を利用した設計競技入選実績も多数ありま
す。コンペ、プロポーザルなどにおける提案作成の助
言助力が可能です。 

石垣 充 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 

【研究開発の目的】 
 投影された３次元オブジェクトが、(1) 裸眼で多視
点から（複数人でも同時に）見ることができ、(2) 単
純・簡単で安価に実現できる機構で移動・設置が
容易な構造である、新しいインタフェースの実現を
目的とする。 
 

【始めたきっかけ】 
 ３次元立体映像を表示する３次元ディスプレイは、
これまでも様々な方法が提案されているが、画像
が暗く鮮明でない、観察者の視点位置を制約する、
観察者ごとに装着する器具が必要になる、などの
欠点があった。また立体画像の空中投影では、体
積型ディスプレイやプラズマ発光はインタラクション
が難しく、ハーフミラー式は基本的に２次元画像で
あり、フォグディスプレイは装置が複雑になり、特
殊パネル式（２面直交リフレクタなど）では視域が
狭くなる。 
 

３次元空中ホログラフィック画像インタフェース（3DAHII） 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 早稲田大学 
 所在地 ： 福岡県北九州市若松区ひびきの2-7 
 電話/FAX： 093-692-5241／093-692-5021 
 メール  ： matsumaru@waseda.jp 
 研究者情報 ： 松丸 隆文 教授（大学院情報生産システム研究科 BRHM研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： IEEE-ROBIO 2016，IEEE-ROBIO 2017 
 活用した助成金 ： 栢森情報科学振興財団（H27～28）、早稲田大学（H28）、 
              日本学術振興会（H29～） 
 産学官連携実績 ： (有)サンテクニカル、沢田工業(株)、矢崎化工(株)、リーフ(株) など 

３．技術・製品の概要と強み 
 

【技術・製品の概要】 
 ３次元オブジェクトの再構築にはピラミッド－ホロ
グラフィpyramid-holographyを、空中投影には放物
面鏡parabolic reflectorを用いる。投影オブジェクト
を操作するユーザーの手指の動きモーション・セン
サで計測し、３次元オブジェクトとの関係に応じたリ
アクション（視覚・聴覚効果など）を付加できる。 
 

【技術・製品の強み】 
 ３次元空中ホログラフィック画像インタフェース
（3D Aerial Holographic Image Interface, 3DAHII）
は、当研究室におけるこれまでのプロジェクタ－セ
ンサ・システム（ステップ・オン・インタフェースSOIな
ど）に関する研究を進展させたものであり、 
 (1) ２次元平面ではなく３次元空間に投影された３
次元オブジェクトを、 
 (2) ユーザが直接（投影オブジェクトと手指・ツール
を重ね合わせることで）操作（移動・変形など）がで
きる、 
という従来にない特徴をもつ。 
 3DAHII 国際ロボット展2017 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 

【今後の展開】 
 まず、ロボットの遠隔操作の入出力インタフェースとし
て研究開発をはじめた。入力値は３次元空間内の３次
元ベクトルとなるため、３次元空間内でのロボットの運
動を操作するのに適切だと考える。例えば、ロボットの
移動方向（３次元）と大きさを直接指示できる。 
 他の有力な適用先として車載コンソールが考えられ
る。BMWは、空中に投影されるコントロールパネルをジ
ェスチャで操作し触覚フィードバックもあるHoloActive 
Touchを公開したが（ 2016年12月）、空中に投影される
のは平面パネルであり、それを見ることができる視域も
狭い。 
 

【事業化や販路開拓における課題】 
 3DAHIIは、現在の視覚・聴覚フィードバックに触覚
フィードバックの追加にも着手し、堅実にその研究開発
を進めているが、適切な実装対象の設定および実用
化・商品化には産業界の協力が必要不可欠であり、多
くの方々からご意見を伺いたい。 
 

５．企業へのメッセージ 
 

 これまでの研究開発・教育活動は多岐にわたるが、
「人と機械のより良い関係」を目標にした一貫した活動
だと考える。研究課題と現実世界との関連を常に意識
し、あくまでも実際の生活の中で役立つロボティクス・メ
カトロニクス・システムを考える。研究成果は、学術論
文にするだけでなく、新しい機能や使いやすさとして世
の中に提案してゆくこと、社会にインパクトを与えるよう
な発表をしてゆくことが重要だと考えている。 

松丸 隆文 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 従来の電子体温計では、先端が細いため高齢者
や疾患で痩せ細った方には、腋窩に体温計を挟む
ことが難しい。そこで当研究開発では、体温計の先
端に軟質性素材のボールを取付けることで、腋窩
にズレなく先端をフィットさせ、且つ高精度短時間
で体温を予測する体温計を開発する。 
 
【始めたきっかけ】 
 当研究室では、これまでに病院介護在宅離島等
の医療スタッフとの研究体制に実績があり、従来
の体温計に対する改良や新たなニーズを求められ
た。一方で、ユーザーからのヒアリング結果を含め、
従来の体温計の欠点を改善する意味で、双方が
マッチしたのがきっかけである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コロンブスの卵！！検温がやめられない！おもしろおかしい体温計の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎総合科学大学 
 所在地 ： 長崎県長崎市網場町536 
 電話/FAX： 095-838-5186／095-838-6415 
 メール  ：  MIZUNO_Yuji@NiAS.ac.jp 
 研究者情報 ： 水野 裕志 講師（新技術創成研究所 電気電子情報部門） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5345488号・電子体温計 
 活用した助成金 ： 科研費、課題番号26750235（平成26年度～平成29年度） 
 産学官連携実績 ： 無し 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 従来の電子体温計の標準・仕様を変えることなく
腋窩にやさしく検温できる電子体温計の開発を目
的とする。感温素子が置かれている測温部に軟質
性材料を取り付けることで、凹んだ腋窩に体温計
がフィットし、激しい体動時のズレ等を防ぐ。軟質性
材料は、一般的に熱伝導率が低いため感温素子
に温度が伝わる時間が長くなる。そこで、軟質性材
料を取り付けた測温部の構造体を伝熱工学や電
子工学的にモデル化することで、粘膜下部位を短
時間且つ高精度に測定する。生体適合の実績あ
る材料による測温部の高精度モデルを図り、高精
度短時間の検温を実現させる。 
 
【技術・製品の強み】 
 腋窩だけでなく、直腸温や口腔内にも適応できる
体温計である。乳幼児や妊娠前後では口腔温の
頻回な検温が推奨されているが、金属アレルギー
の発症や体温計の先端を噛むことによる破損の恐
れがある。このような場面でも使用できると考えて
いる。 

様々な軟質性ボールで試作した体温計 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 粘膜下部位に適した体温計として展開を予定してい
る。直腸温、口腔内など粘膜下での粘膜損傷や感染の
リスクを防止できる。ヒトだけではなく動物用体温計とし
ても活用できると考える。動物の検温では、市販されて
いる体温計に透明カバーやガーゼを被せ肛門に挿入
するため、粘膜の損傷や感染防止という根本的な問題
は解決できていない。このような動物医療の現状からも
学術研究として大変重要であると言える。  
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 事業化においては、軟質性材料の熱伝導をアップさ
せ、測定時間の短縮化を図った改良が求められる。未
だ、企業連携が実現できていないため、共同で実用化
に向けた研究開発を望む。 

５．企業へのメッセージ 
  
 当研究室では、これまでもバイタルモニタリングシス
テムの開発として、企業との連携・共同研究に積極的
に取り組んでいます。 
 特に、自宅でも使える医療機器という点から、将来の
ヘルスケア業界への参入を検討する中小企業との連
携に力を入れていきたいと考えています。当研究室に
は、高精度な環境試験器等を所有しており、実験を行
うことも可能です。 
 企業の皆様の力となり、九州産業の活性化に寄与で
きればと考えています。 

水野 裕志 講師 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 海に囲まれた長崎県では再生可能エネルギーの
一つとして海洋エネルギーの利用が注目されてい
る。その中で、潮流や海流などの流れを利用して
発電する形態としては、陸上の風車を援用したも
のがもっぱら検討されているが、発電コストを陸上
の火力発電や原子力発電並みあるいはそれ以下
に劇的に低減するためには、従来の発想とは全く
異なった発電方式が必要であろうと考え、そのよう
な新しい発想に基づく海洋エネルギー利用方法を
開発することを目的としている。 
 
【始めたきっかけ】 
 人工物であるスクリュープロペラに比べて格段に
効率がよいとされる魚の泳法の流体力学的研究を
行う中で、本研究の開発を思いつくに至った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

魚の泳法を利用した海洋エネルギーの利用技術の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎総合科学大学 
 所在地 ： 長崎県長崎市網場町536 
 電話/FAX： 095-838-4128／095-838-6911 
 メール  ：  KAGEMOTO_Hiroshi@NiAS.ac.jp 
 研究者情報 ： 影本 浩 教授（工学研究科） （東京大学名誉教授） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許出願番号：特願2017-189420 
 活用した助成金 ： なし 
 産学官連携実績 ： なし 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 提案する装置の具体像は右下図に示すようなも
のである。 
速度Uの流れ（海流・潮流）の中に装置を固定し、
上面弾性ベルトと下面弾性ベルトをそれぞれ「魚
の泳法」を模擬した鉛直方向変位の時系列を与え
て、推進力を発生させ、上下ベルトの動きを軸を介
してタービンに伝えて、タービンを回転させ発電を
行う。 
 
 
 
 
 
 弾性ベルトに与える鉛直方向変位の時系列の例 
 
【技術・製品の強み】 
 既存の技術に比べて画期的に発電コストを低減
させることのできる可能性がある。 
 
 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 これまで提案されている海洋エネルギーの利用方式
に比べて画期的にコストの安い利用方式となる可能性
がある。 
 
 
 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 本研究は現時点では理論上に留まっており、具体的
な試作開発を行い検証する必要がある。 
 

５．企業へのメッセージ 
 
 エネルギー問題の解決なくして人類の持続可能な発
展はありません。これまで40年近く海洋工学に関わっ
てきた知識と経験を生かして、残りのキャリアで長崎県、
わが国そして人類のために最後のご奉公ができたら望
外の幸せです。同じような志を持つ企業がいらっしゃれ
ば、共に研究開発を行わせていただきたいと考えてい
ます。 
 

影本 浩 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 企業が有するコア技術の価値をユーザー視点で
再解釈し、キーワードを抽出。そのキーワードから
展開したアイデアを基に、高い競争力を発揮できる
価値創造型の新規事業を創出する。 
 
【始めたきっかけ】 
 当センターが、 (有)坂本石灰工業所の新規事業
創出に対してユーザー経験の質的向上を実現す
るデザイン開発技術の導入を支援。石灰と水で温
度制御するコア技術について、その価値をユー
ザー視点で再解釈し、「火を使わない／温度勾配
を自在に制御」等のキーワードを抽出。様々なアイ
デアから従来にない生活シーンを実現し、独自の
競争力を発揮できる事業として、「火を使わないお
灸の開発」に取り組んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

デザイン開発技術導入による新規事業創出支援 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 熊本県産業技術センター 
 所在地 ： 熊本県熊本市東区東町3丁目11-38 
 電話/FAX： 096-368-2101／096-369-1938 
 メール  ：  sato@kumamoto-iri.jp 
 研究者情報 ： 佐藤 達哉 研究参事（技術交流企画室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願2016-039371・温熱パック、 
 活用した助成金 ： 戦略的基盤技術高度化支援事業（平成27年度～平成29年度） 
 産学官連携実績 ： 有限会社坂本石灰工業所、九州看護福祉大学、 
               株式会社NOSIGNER 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 お灸には、火傷や火災のリスク、臭いや煙、服を
羽織れない、動けないなどの不満が存在する。一
方、石灰は水と反応し、約270℃まで発熱するが、
この発熱を自在に制御する技術で、火を使わない
という付加価値を与えることができる。しかしながら、
お灸への不満は火を使わないことだけでは解消さ
れない。そこで、デザイン開発技術を投入すること
で、いつでもどこでも使用可能で、見せることが楽
しいお灸を実現し、”気付いた時にすぐお灸”という
従来にない新たなユーザー体験の創出を目指した。 
 
【技術・製品の強み】 
①火を使わない安全性の確保 
 40～50℃で、お灸と同等の温度勾配を実現。 
②ユーザビリティ・使い勝手の向上 
 薄型化による絆創膏の様な手軽さと使い心地。 
③審美性・感性価値向上 
 ピアスやネイルの様な造形可能性を検討。 
④ブランド化 
 従来のお灸のネガティブなイメージを払拭し、ア
ロマテラピーの様なイメージを演出。 

従来のお灸のイメージ 試作中の商品イメージ 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 鍼灸師による試作評価では、煙が発生しない、火の
始末を気にしなくてよい、公共空間など使用する場所
が増える等、概ね高評を得られた。そこで、第一段階と
しては、ニッチ市場におけるコアユーザー獲得を目指し、
鍼灸師の施術用、鍼灸院での物販等を展開する。その
後、コアユーザーの使用等により商品の信頼性を高め
ながら、薬を使用できない妊婦などニーズの高いユー
ザーを見極め、段階的波及を試みる。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 お灸は未経験者でもネガティブなイメージがあること
から、商品単体ではなく、サービス、ブランドとしての価
値を構築し、従来にないセルフケアの心地よさを分かり
やすく伝えながら、体験のきっかけを提供することが最
大の課題である。 

佐藤 達哉 研究参事 

①スポイドを使い、
水滴を垂らします。 

②剥離紙をはがし、ツボに
貼り付けます。 

③約1分後に温度が上がり、
ツボを刺激します。 

５．企業へのメッセージ 
 
 当センターは、ユーザー評価やデザイン試作等を担
いながら、 (株)NOSIGNER、九州看護福祉大学等デザ
インやお灸の専門家との連携やデザイン開発技術の
導入を支援しています。今回の技術導入をきっかけに、 
BtoBで石灰乾燥剤が主力の(有)坂本石灰工業所は、
ヘルスケア分野に進出し、また、乾燥剤の新たなビジ
ネスモデル検討や企業ブランド構築等も始まりました。
デザイン開発技術は、製品と人や社会との相互作用的
な関わりも含めた価値創造に繋がる総合的な設計技
術です。導入に興味のある企業の皆様は、是非、お声
掛け頂ければと思います。 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 陶磁器市場が縮小していく状況から、陶磁器製品
の付加価値向上と飲食器以外の新規市場展開を目
的に研究開発を実施した。 
 
【始めたきっかけ】 
 肥前地区の伝統的な白磁（肥前磁器）は天草陶石
を原料として製造されており、従来から透光性に優れ
た磁器として賞揚されている。しかし、肥前磁器も通
常の厚み（3～5㎜）では光の透過量は限られており、
加飾に利用するには不十分であったため、天草陶土
に比べ透光性が３倍の優れた磁器用坏土を開発した。
この透光性陶土を利用したインテリア製品を3次元
CAD技術とNC加工技術で創ることができないかとい
うことで本研究に取り組んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３Dデジタル機器による磁器製照明インテリア製品「フォトセラ」 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎県窯業技術センター 
 所在地 ： 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷605-2 
 電話/FAX： 0956-85-3140／0956-85-6872 
 メール  ：  s05510@pref.nagasaki.lg.jp 
 研究者情報 ： 依田慎二 主任研究員 （戦略・デザイン科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 長崎県窯業技術センター研究報告（H8,H19,H21年度) 
 活用した助成金 ： 特になし 
 産学官連携実績 ： 内山オプトテック株式会社、一龍陶苑株式会社、有限会社中島石膏 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 磁器の凹凸による光の透過度の違いを利用し、
バックライトを当てることで写真を表現する製品 

○導光板 

•エッジライト型を採用していることから、薄型でも画
面全体が明るく均一に発光する。 

•導光板パターンを、アクリルなどの透明板にレーザ
ーで直接彫り込むため、金型（射出成形法）が不要で
ある。このことから、中・小ロット生産に適している。 

•大型サイズの導光板の加工が可能（現有の設備で
最大２ｍ×１ｍ） 。 

○陶板 

•一般の天草磁器に比べ３倍の光透過率を有してい
るため、少ない光量で発光する。 

•明暗のコントラストを製品の厚みに対応させてデータ
を作成して、NCマシンで石膏型を直接加工する。 

 
【技術・製品の強み】 
・陶板が耐候性能に優れているので、劣化することが
ない。 
・LED導光板をバックライトに用いているため、写真面
に均一な光が当たり、薄型で過熱による火傷の危険
性もない。 
 
 

5軸モデリングマシン 坂本龍馬の試作品 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 薄型で均一な発光体で省エネ、長寿命であり、自由な発
色のコントロールが可能なLED導光板の特性を活かし、壁
面の照明などの建材やインテリア、看板、案内板、表示板
などの大きな市場が想定できる分野への販路を開拓した
いと考えている。  
 
【事業化や販路開拓における課題】 

•オリジナルの導光板と陶板であるため価格が高い。 

•既定の画像の量販仕様ができればコスト低減が可能で
あるが、市場でそのようなものが受け入れられるか分から
ない。 

•陶磁器の流通にない全く新しい製品であるので、どのよ
うな市場に、どんな販売ルートで投入すれば良いか分か
らない。 

５．企業へのメッセージ 
 

 本技術は、右図のような特徴 

を活かして、３Dデジタル機器で 

製作をしております。 

 これまでに電気関連の業界や 

陶磁器業界で販売されたことが 

ない製品なので「売り方」がわ 

からない。また、想定できる市 

場はあるが、具体的な製品が 

ないので、商品化や販路開拓 

に関する情報を募集しており 

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

依田 慎二 主任研究員 
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構造解析による磁器食器の強度向上 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎県窯業技術センター 
 所在地 ： 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷605-2 
 電話/FAX：  0956-85-3140／0956-85-6872 
 メール  ：  s05510@pref.nagasaki.lg.jp 
 研究者情報 ： 秋月 俊彦 科長 （環境・機能材料科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第4448977号 
 活用した助成金 ： 特になし 
 産学官連携実績 ： 特になし 
 

デザイン開発 

秋月 俊彦 科長 

２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 製品強度を向上するには、素材の開発とともに
形状の開発も重要と考えられる。    
 そこで、アルミナ強化磁器食器の形状による衝撃
強度の向上を目的に、構造解析により製品の縁形
状と衝撃強度との関係について検討を行った。 
 
【始めたきっかけ】 
 学校給食用や業務用の食器には、できるだけ軽
く、しかも割れにくい磁器食器が求められていた。
そのため、県内陶磁器業界からの要請を受け、構
造解析技術を活用し、重量を増やすことなく、衝撃
に対して割れにくい形状の開発に取り組んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 従来、学校給食用等で使用される強化磁器食器
には、高い衝撃強度が求められる。そのため、縁
の部分などを厚くすることで、強度は上がるが、重
量が増加することが問題となっていた。 
 そこで、構造解析技術を活用し(図ａ)、縁部に力
が加わった時の破壊起点を予測し(図ｂ)、その部
分の形状を変化させる(図ｃ)ことで、従来製品より
軽くて強い縁形状を開発した(図ｄ)。 
 
【技術・製品の強み】 

 本技術・製品の強みは下記３点が挙げられる。 

①従来の強化磁器食器の縁形状の一部を、適切
な大きさで、わずかに窪ませるだけで、衝撃強
度を30%向上できる。 

②強度向上のための新たな原料や設備を必要とし
ない。 

③従来の強化磁器食器（皿や碗）ごとに、構造解
析を行い、最適な縁形状を算出できる。 

 

構造解析技術の概要図 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 学校給食用として、陶磁器メーカー等数社へ、すでに
特許実施許諾を行っている。 
 食器の破損率を下げることも可能と考えられることか
ら、今後、外食産業等で使用される業務用の強化磁器
食器等にも活用いただきたいと考える。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 従来製品よりも衝撃強度は向上するが、それが即、
破損率の低下につながるかは、実際に商品を使ってい
ただいて確認していく必要がある。ただ、その点が確認
できれば企業の皆様にとって大きな強みとなる。 

５．企業へのメッセージ 
 
 学校給食用はもとより、大量の食器を取り扱う外食産
業用など、より多くの方々にこの技術を活用し、家庭と
同じ安全・安心な磁器食器で食事をしていただきたいと
考えます。 
 衝撃に対して割れにくいということを企業の皆様の強
みとして、強化磁器食器の販路拡大につなげていただ
くことを期待します。 
 

（図ａ） （図b） 

（図c） （図d） 
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２．研究開発の目的やきっかけ 

【研究開発の目的】 

 パターンマッチングとは、カメラ画像の中から目
的とする物体を見つける画像処理技術である。市
販の画像処理装置に必ず搭載された機能であり、
主な手法として①テンプレートマッチング、②エッ
ジベースの幾何形状マッチングがあるが、処理内
容がブラックボックスで、トラブル発生時の調整が
難しく、他の機器への組込みが難しい。このため、
処理が分かりやすく実装が簡単で様々な装置へ
の組込みが容易な技術を開発する。 

【始めたきっかけ】 

 移動ロボットのナビゲーション用センサー、半導
体チップの外観検査など製造ラインの自動化に欠
かせないセンサーの研究開発などに取り組んで
います。大学に移って様々な分野の方と技術交流
ができるようになり、当たり前の技術でも会社に
よっては重要な技術となりうることを知りました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原理が簡単で機器への実装が容易なパターンマッチング法 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 九州工業大学 
 所在地 ： 福岡県北九州市戸畑区仙水町１－１ 
 電話/FAX：  093-884-3485／093-881-6207  
 メール  ：  office@ccr.kyutech.ac.jp 
 研究者情報 ： 脇迫 仁 准教授（大学院工学研究院 先端機能システム工学研究系） 
 知的財産取得情報 ： 特許第4815592号・第4892687号、第4982754号 
 活用した助成金 ： FAIS新成長戦略推進研究開発事業（平成28～29年度）等多数 
 産学官連携実績 ： （有）ICS SAKABE、九州大栄工業（株）、（株）熊本精研工業、 
              （株）プラテクノマテリアルズ 等多数 

３．技術・製品の概要と強み 

【技術・製品の概要】 

 本技術はカメラ画像中での対象物を検出する機
能であり、対象物の回転や一部が隠れていても検
出できる。原理はモデルとシーンを構成する点の
差分を計算するのみであり演算処理が簡単であ
る。物体の形状データであれば距離センサのデー
タでも対応可能であり移動体のセンサへも応用で
きる。 

【技術・製品の強み】 

 市販の画像処理装置の物体検出機能は、手法
が公開されてないためトラブル時の調整が難しく、
専用のハード上でしか動作しない。本方式の原理
は公開されており調整が容易である。さらに加減
算のみで構成されアルゴリズムが分かりやすいた
めパソコンだけでなく組み込み機器への実装も容
易である。 

・アルゴリズムが分かりやすい 
・回転、重なり、任意の形状に対応可 
・データの一部が欠けたり、不連続でも対応可 
・距離データにも対応可 

本技術の手法 

情報処理 

４．今後の展開や課題 

【今後の展開】 

 以下のような用途が想定される。 

・コンベア上のピッキング作業  

・スマートセンサでの簡易物体検出  

・移動体での障害物回避や車庫入れ、地図生成 

 また応用事例として 

・マルチコアＣＰＵによる並列処理  

・ＦＰＧＡへの搭載 

・スマートセンサへの搭載 

・移動ロボットでの車庫入れ、地図生成 

・３Dセンサでの平面ワークの検出 

【事業化や販路開拓における課題】 

  高速化のための工夫が必要 

５．企業へのメッセージ 
 採用したいアプリケーションがありましたら、共同での
開発を希望します。 

投票処理により平均移動量を求める 投票方式によるエッジベースの 

マッチング 

モデル エッジ画像 

エッジの位置情報に 

関して投票 

シーン エッジ画像 

偏差の頻度を求める。 

各点からの偏差 

応用事例 

マルチコアCPUによる並列処理 FPGAへの搭載 

ハードウェア記述言語（HDL）で記述 

移動ロボット用センサへの搭載 ３次元距離センサ 
本技術を使って平面のマッチング 

脇迫 仁 准教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 スマホが使えない高齢者でも離れて暮らす親せ
き等とLINEを介した双方向のコミュニケーションが
可能なLINE仲介ロボットを開発した。これにより社
会で孤立しがちな高齢者の社会参画を促進すると
ともに、離れて暮らす家族が安心して高齢者を見
守ることを可能とした。 
 
【始めたきっかけ】 
 これまでの高齢者見守りサービスは、安否確認
的なサービスが多かった。しかし、今後の超高齢
化社会を見据えると安否確認的サービスだけでは、
高齢者の積極的な社会参画には寄与しないため、
高齢者も利用できる双方向型のコミュニケーション
サービスが望まれると考えたため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自然な会話により社会と繋がるLINE仲介ロボットの開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 国立大学法人 長崎大学 
 所在地 ： 長崎県長崎市文教町1-14 
 電話/FAX： 095-819-2577／095-819-2575 
 メール  ：  toru@cis.nagasaki-u.ac.jp  
 研究者情報 ： 小林 透 教授（長崎大学大学院 工学研究科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願2015-158948：見守り装置 
 活用した助成金 ： 戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE） 
              （平成27年度～平成29年度） 
 産学官連携実績 ：  

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 IoT技術と人工知能を連携させることにより、高
齢者がロボットに話かけるだけで、そのメッセージ
が音声認識され、LINEを経由して届けられる。そ
の際、高齢者の静止画と音声メッセージも一緒に
LINEで通知されるため、高齢者の健康状態を簡単
に把握することができる。一方、高齢者は、LINEで
送付されたきたテキストメッセージを合成音声で聞
くことができる。 
 
【技術・製品の強み】 
 IoT技術と人工知能を連携させることにより、高
齢者がロボットに話かけるだけで、そのメッセージ
の内容から宛先を自動推定できる。具体的には、
高齢者と通信する相手先とのメッセージ交換履歴
を IBM Watson APIシリーズのNatural Language 
Classifier(NLC)に学習させることで実現している。
さらに必要な機能は、すべてクラウド上に実装して
いるため、サービス開始や保守運用に関わる経費
を削減できる。 

マッチングイメージ図 
LINE仲介ロボット利用

シーン 

情報処理 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 現在、本ロボットをベースに、認知症自動診断機能を
実装している。これは、ロボットと自然な会話をすること
で、改訂 長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）に
基づき、認知症を自動診断するというものである。診断
結果は、LINEにより自動で地域のケアマネージャ等へ
通知可能であるため、見守る側の負担軽減にも役立つ。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 現在、NECのPaPeRoをロボットとして利用しているが、
月額リース料が5,000円と高額であるため、自作の廉価
版ロボットを製作中である。それにより、 PaPeRoにつ
いては、高齢者施設等での供用利用ロボットとして、廉
価版ロボットについては、独居高齢者の孤宅用として、
ビジネス展開可能となる。 

５．企業へのメッセージ 
 
 当研究室では、IoTと人工知能を融合させた次世代型
のソリューションシステムを研究開発している。例えば、
本技術を応用したLINEドアホンを開発した。これは、宅
配便の再配達問題を解決するために、従来のドアホン
をネットにつなげて、来訪者の情報をLINEで通知すると
いうものである。その他、車いすをネットにつなげること
で、車いす目線のストリートビューをオンデマンドで提
供するバリアフリーストリートビュー、Tシャツ型ウェアラ
ブルデバイスにより働く女性自らが、心身の健康管理
を行えるシステム等、社会に役立つシステムを数多く手
掛けている。“小林透”でぜひ検索を！！ 

小林 透 教授 

長崎大学 

高齢者施設 

運用事業者 

技術提供 技術対価 

サービス提供 サービス対価 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 

【研究開発の目的】 
 クラウドストレージサービスはGoogle社やDropbox
社といった大手プロバイダにより浸透してきている。
しかし、従来の秘密分散共有技術を適用する際、プ
ロバイダが自社サーバからしきい値個以上のシェア
を収集し、データを不誠実に復元し情報を窃取でき
る問題がある。本研究はこの問題を解決する機能
を有する秘密分散共有技術の開発を目的とする。 
 

【始めたきっかけ】 
 保護すべき情報が漏えいしたため事件に巻き込
まれたとのニュースが聴かれる。この背景の中、情
報セキュリティ分野の研究者間でクラウドサー
ビスの長所と短所を挙げたところ、上記の問題
が重要との認識に至り、研究に着手した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クラウドストレージサービスを利用した秘密分散共有技術の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎県立大学 
 所在地 ： 長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1 
 電話/FAX： 095-813-5500（代表）／095-813-5220（代表） 
 メール  ：  kikaku-g@sun.ac.jp 
 研究者情報 ： 穴田 啓晃 准教授（情報システム学部情報セキュリティ学科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： Hiroaki Anada et al. : “Cross-group secret sharing 
   scheme for secure usage of cloud storage over different providers and regions”, 
   The Journal of Supercomputing, Vol. 73, Num. 10, pp. 4275-4301, 2017. 
 活用した助成金 ：  JSPS科研費 JP15K00029 （平成27年度～平成29年度） 
 産学官連携実績 ： 九州大学、東京工業大学 

３．技術・製品の概要と強み 
 

【技術・製品の概要】 
 従来の典型的な秘密分散共有技術は、ユーザ
がクラウドストレージサービスに委託するデー
タをn個のシェア（断片的なデータの一種）に
変換し、地理的に離れた各サーバに置く。後に、
しきい値 k 個（k≦n）以上のシェアを収集する
と、データを復元することが可能である。ここ
で、k個未満のシェアを収集しただけではデータ
の情報が全く漏洩しないのが重要な性質である。
すなわち「データ損失リスク」と「情報漏洩リ
スク」を同時に減少させる長所がある。この従
来技術の長所を本研究成果の技術も実現できる。
実際、東日本大震災でのデータ損失事故等を
きっかけに、秘密分散共有技術はここ数年注目
されている。 
 

【技術・製品の強み】 
 本研究成果の技術は、クラウドストレージ
サービスのプロバイダが自社サーバから k 個以
上のシェアを収集することでデータを不誠実に
復元し情報を窃取できるという問題に着眼し、
この問題を解決する（Cross-group 秘密分散共
有技術）。 技術内容 関連学術論文 

情報処理 

４．今後の展開や課題 
 

【今後の展開】 
 大学における研究としては完成したものと考えている。 
 

【事業化や販路開拓における課題】 
  本研究成果の技術の検証は、Amazon Web Service
や Microsoft Azure 等の IaaS サービスを利用した簡
単な実動作検証に留まっている。事業化のためには
商用に耐えうる実稼働実験が必要である。また、事
業家の視点でのコスト便益分析も必要である。 

５．企業へのメッセージ 
 

 本研究成果の技術は、比較的簡単なソフトウェア
処理で実装できます。九州にデータセンターを開設
しクラウドストレージサービスを提供したい企業の
皆様に使って頂けましたら幸甚です。 
 
 
 
 
 
 

穴田 啓晃 准教授 

クラウドストレージサービスは
世界各地を指定しデータを保管
することでデータ損失リスクを
低減する。本研究成果の技術は
複数のプロバイダを用い、情報
漏えい対策を強化する。 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 ICTを活用しながら、市内の公共交通網である路
面電車の基幹交通網としての機能を高度化させ、
併せて軌道に情報通信機能を充実させることによ
り、交通と情報通信の複合的なネットワークの構築
を目指す。 
 
【始めたきっかけ】 
長崎市においては長崎電気軌道が市民や観光客
の移動手段として親しまれている。我々は既に利
用者、車両ともに特別な端末を必要としないGPSを
用いた位置情報配信システムの開発を行いITS化
の第一段階を実現させた。ところが長崎市地域で
は、なお総合的な公共交通システムの体系化が遅
れている。この地域が抱える課題に応えようとした
ため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

位置情報を付与したBLEビーコン網によるナビゲーションシステム 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎県立大学 
 所在地 ： 長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1 
 電話/FAX： 095-813-5500／095-813-5220 
 メール  ：  morita@sun.ac.jp 
 研究者情報 ： 森田 均 教授（国際社会学部国際社会学科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願2017-37002 ナビゲーション・システム 
 活用した助成金 ： 総務省戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE） 
                   地域ICT振興型研究開発（平成26年度～平成28年度） 
 産学官連携実績 ： 長崎電気軌道㈱、協和機電工業㈱、扇精光ソリューションズ㈱、 
              日本工営㈱、長崎県産業振興財団、長崎市、長崎県 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 本研究は、営業運転中の路面電車全路線で実
運用を行った成果である。まず、総延長11.5Kmの
長崎電気軌道において、上下線全ての停留所及
び全車両の前後部運転席にBLEビーコンを設置し
た。今回は、このネットワークとスマホ用アプリを活
用して誤乗車を防ぎ的確な乗換案内も可能な歩行
者ナビゲーションシステムの基本コンセプトを発表
する。順序性を与えることで、検知したものから必
要なビーコンを選別して的確なナビゲーションを可
能とした。これは、美術館、博物館、水族館等屋内
展示物の順路など狭い範囲にビーコンが複数設
置されている現場等のナビゲーションにも応用でき
る。 
 
【技術・製品の強み】 
・BLEビーコンを営業運転中の路面電車の全停
留所、全車両に設置し実運用を行っていること。 
・運行システムを参照して順序性を与えたリス
トに従い、検知したビーコンのうち必要なもの
を選択してナビゲーションを実施していること。 

暫定版アプリの画面遷移「起動」「出発」「乗換」「誤乗車」 

情報処理 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
・歩行に支援を必要とする方々の移動への応用 
・自治体やNPO等によるまちづくり、まちおこし 
・観光客等、歩行者の街中回遊支援 
・研究成果をキーテクノロジーとする地域発ITSモ
デルとして交通・情報通信・電力の統合型インフラ
「STING」による街づくり構想の推進 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
・充分な出力を確保しつつ電力供給、筐体の耐久性
を保つことが出来るビーコンを開発あるいは調達可
能とすること。 
・システム全体のコストを低下させること。 

５．企業へのメッセージ 
 
 ご要望があれば、長崎市内でデモ走行を行うことが可
能です。また、市外や県外では停留所位置、車両現在
地、進行方向のみならず、路面電車で移動する個人
利用者の目的地まで正確に案内するためにBluetooth 
LEビーコン、GPS及びNFCタグ等の距離と出力など
の機能が異なるセンサー類を駆使してデータ収集と
情報発信を行い、パソコン及びタブレット端末の
ディスプレイに投影するアプリによって長崎の市内
中心部における歩行・回遊のためのナビゲーション
の実際を模型車両を用いて、展示、説明します。 

森田 均 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 人が今何を行っているか推定するため、 加速度セ
ンサや角速度センサ等のセンサを搭載した端末の
ハードやソフト・利活用の研究開発を行って いる。特
に計算機資源の乏しいマイコンや帯域が狭く出力の
弱い通信手段を有効的に活用して端末の電池寿命
を延ばすための要素技術の開発に注力 している。 
 
【始めたきっかけ】 
 当方は 2016 年 5 月まで一般企業に勤めており、そ
こで携帯電話やス マートフォン上の加速度センサを
用いた歩数計を開発してきた。民生品 のため老若男
女すべてで計測できる非常に高いロバスト性を持っ
たアルゴリズムを低コスト化 のため安い (性能の低
い) マイコンで動作させなくてはならず、そこで培った
手法は歩数計のみならず様々な動作検出アルゴリズ
ムに発展・搭載された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長時間駆動を前提とした人の動作センシング端末の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 久留米工業大学 
 所在地 ： 福岡県久留米市上津町2228-66 
 電話/FAX： 0942-22-2345（代表）/0942-21-8770 
 メール  ：  senta@kurume-it.ac.jp 
 研究者情報 ： 千田 陽介 教授 （情報ネットワーク研究科 千田研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ：  
        特許第6131822号, 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム  
 活用した助成金 ： 特になし 
 産学官連携実績 ： 特になし 

技術内容や機材等 
携帯電話における 
省電力化の仕組み 

情報処理 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 今後は主に以下の二方向への展開を考えている。 
 
  1. センシングデバイスの活用 
  当技術は遠隔のコンピュータに端末所有者の位置や動
作をリアルタイムで伝えることができ、これの活用や応用
を検討している。実用面では、例えばビニルハウスなどの
作業環境を想定し、特定動作の回数を計測したり、作業
状態を視覚化したり異常状態を検知したりすることができ
る のでは、また芸術面ではバーチャルリアリティやプロ
ジェクションマッ ピング等の技術と融合することで新しいエ
ンターテイメントが実現できるのではと考えている。 
 
  2. センシングアルゴリズムの自動生成 
  当方は数々の動作検出アルゴリズムの開発を行ってき
たが、その過程を通して、多くの場合アルゴリズムが非常
に似たパターンだと感じていた。すなわち適当なマッチン
グとフィッティングアルゴリズムを用いることで動作検出ア
ルゴリズムの自動生成は可能ではないかと考えており、こ
の可能性を検討する。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 先述した通り当技術の発端は当方が企業にいた頃の研
究である。 
  そのため当方が出来ることと公開・事業化に活用できる
ことに若干のずれがある。 
 
 

５．企業へのメッセージ 
 
 当技術は加速度センサや角速度センサといった動きを
検出する物からスタートしていますが、温度や湿度、歪、
地磁気といった他のセンサにも流用可能だと考えていま
す。 
  また動きを検出すること自体も重要ですが、それを活用
することも大切だと考えていますので、みなさんの事業の
中で「こういうことを計測したい」という要望があれば相談
頂ければと思います。 
 

千田 陽介 教授 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 当該技術の元となる技術は国内外の携帯電話やス
マートフォンに数百万台のオーダで今も搭載・活用さ
れている。また携帯電話内のセンシング部分のみを
抽出した超小型端末も製品化し、IoT 端末として法人
向け製品として活用されている。 
 
【技術・製品の強み】 
 当技術は非常に少ない計算機資源で、高いロバス
ト性を持っていることが特徴。例えば携帯電話の歩数
計アルゴリズムは、具体的数値は上げられないもの
の民生品として活用できるレベルの精度を、C 言語
のソースコード換算で 150 行、400byte 以下のメモリ
使用量で実現している。 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 ブロックチェーン技術は、将来の金融などの重要
な社会基盤となる可能性を持つ重要な技術であり、
国際的にも注目されている。しかし、現時点ではこ
の技術は未熟な段階であり、今後数年はビジネス
への適用よりもこの技術を熟知した人材の育成が
将来の競争力の最大の布石となる。 
 本研究プロジェクトの目的は、飯塚市および福岡
市をブロックチェーン技術の人材育成の世界的な
拠点とすることである。 
 
【始めたきっかけ】 
 我々はすでにブロックチェーン技術の教科書を出
版している。また、福岡市と飯塚市には全国でも有
数のブロックチェーン技術者のコミュニティが存在し
ている。これを地域の産業資源とすることを考えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ブロックチェーンプログラミングができる人材の育成 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 近畿大学 
 所在地 ： 福岡県飯塚市柏の森11−6 
 電話/FAX： 0948−22−5655／0948−23−0536 
 メール  ：  yamasaki@fuk.kindai.ac.jp 
 研究者情報 ： 山崎 重一郎 教授（産業理工学部 情報学科 山崎研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願2017-058065  
 活用した助成金 ： 科学研究費補助金（平成28年度～平成32年度） 
 産学連携実績 ： 国立情報学研究所、三井住友銀行、富士通研究所、 
             ハウインターナショナル 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
(1) ブロックチェーンによる電子投票システム
CongreChain: ブロックチェーン技術による電子投票
システム。株式会社ハウ・インターナショナルとの共
同開発。CongreChain は、2016年1月に福岡県
Ruby大賞優秀賞を受賞した。 
(2) 出願中特許：特願2017-058065「融資、負債、返
済、金利の取り扱いが可能な仮想通貨のブロック
チェーンによる分散台帳を利用した金融システム」
三井住友銀行、国立情報学研究所、ハウ・インター
ナショナルとの共同出願。 
(3) 書籍「ブロックチェーン・プログラミング 仮想通貨
入門 (KS情報科学専門書)」山崎重一郎、安土 茂
亨、田中 俊太郎 講談社 (2017/8/22) ISBN-13: 
978-4061538313  ブロックチェーン技術の教科書 
 
【技術・製品の強み】 
 福岡ブロックチェーン・エコノミー勉強会として平成
28年度より活動を行っており、コミュニティが形成さ
れている。また、飯塚市、福岡市のブロックチェーン
技術を活用するスタートアップ企業と連携して、人
材育成に取り組んでいる。 

教科書 勉強会風景 

情報処理 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 ブロックチェーン技術に関連した知識を扱う教育機関
として、受講者に知識を与えるだけでなく、教育する能
力を持った人材を育成も目的とする。 
 これを実現するために、教育者としての認定プログラ
ムを開発し、認定のための検定試験なども開催する。
この認定プログラムの修了証は、受講者のキャリア形
成に役立つものとする。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 受講料などを管理し適切に処理できる事務局機能が
ないこと。技術者教育を行うための集合教育を行うため
の固定的な場所が無いこと。 

５．企業へのメッセージ 
 
 ブロックチェーン技術は、今後社会基盤として広く利
用されていくことが予想されます。しかしブロックチェー
ンを活用したビジネスを行うためには、まず技術を熟知
した人材の育成が不可欠です。若手技術者にブロック
チェーン技術を学ばせることは今後の大きなアドバン
テージになります。 
 
 
 
 

山崎 重一郎 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
【研究開発の目的】 
 コミュニティバスは、公共交通空白地域・不便地域の
解消のため、住民の足を確保維持するため自治体自ら
が主体的に運行しているが、その多くは赤字運営を強
いられている。そこで、本研究開発では、各種情報通信
技術を用い、地域公共交通の運行に係る各種データの
収集およびその活用のための、独自の運行管理支援
システムの構築・普及を目的にしている。 

【始めたきっかけ】 
 当研究室では、2013年以降福岡県芦屋町等で利用
客数および利用状況を計測・調査し、バス運行の見え
る化を行った実績があった。その後、2016年に大学の
予算を獲得したことから本格的な研究開発及び実用化
に取組んでいる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自治体コミュニティバス運行管理支援システムの実用化 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 九州産業大学 
 所在地 ： 福岡県福岡市東区松香台2丁目3-1 
 電話/FAX： 092-673-5488／092-673-5490 
 メール  ：  sangaku@ml.kyusan-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 稲永 健太郎 准教授 （理工学部 情報科学科）  
 論文掲載、知的財産取得情報 ：  九州産業大学産業経営研究所報(第49号)  
 活用した助成金 ： 科学研究費助成事業（平成29年度～平成31年度） 
 産学官連携実績 ： 九州運輸局、福岡県、芦屋町、福津市、新宮町、宗像市、 
         須恵町、久山町 等 

３．技術・製品の概要と強み 
【技術・製品の概要】 
① アンケート調査Androidアプリ「ASHIYA」 
• 利用目的や年齢層等の希望のアンケート調査を

車内設置のタブレットで容易に取得 
• 車両位置データを定期取得しバスロケーションシ

ステムへ応用可能 
② 乗降客数記録Androidアプリ「SHINGU」 
• 停留所ごとの乗降客数を記録可能 
• 車両位置データを定期取得しバスロケーションシ

ステムへの応用可能 
③位置データ取得Androidアプリ「SUE」 
• 経路検索サービスで必要な停留所や路線の各種

位置データを容易に収集 
④ 公 共 交 通 オ ー プン デ ー タ 作 成 補 助 VBA ツ ー ル
「MUNAKATA」 
• 経路検索サービスに提供/掲載に必要となる各種

データの作成を支援 

【技術・製品の強み】 
 ①②の活用で、バス運行に必要な各種情報を収集、
分析できる。例えば、客観的データとして利用状況を把
握することで、他の利用客とのコミュニケーションにより
社会とのつながりを持ち続けようとする高齢者利用客
の存在など、運行者側にとって想定外の利用状況を発
見した。 
  ③④の活用で、バスの各種データを容易に整備でき、
経路検索サービスへの掲載を支援できる。 

情報処理 

４．今後の展開や課題 
【今後の展開】 
 福岡県をはじめとした各自治体コミュニティバスへの普
及活動を継続して行う計画である。また、収集した利用状
況等の各種情報はビッグデータとして、副次的な活用が
できないか検討を行っていく。 
 これらを通して、コミュニティバスの利用客数の増加に
つなげていく。 

【事業化や販路開拓における課題】 
  当研究室の人的制約から、複数の自治体に対して一
手に当システムを導入することは困難である。 
 本事業を推進していくためにシステムの運用体制を整
備する必要がある。 

５．企業へのメッセージ 
 
 当研究室では、地域公共交通の運行改善に向けた利
用状況・運行状況等の現状を“見える化”し、実態に即し
た施策を講じるための支援を行っています。 
 本研究を通して行政機関や企業の皆様の力となり、九
州の地域公共交通および産業の活性化に寄与できれば
と考えています。 

稲永 健太郎 准教授   

システム概要図 

調査アプリ設置イメージ 
経路検索サービス提供

事例 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 科学技術計算は計算科学と工学の高度な融合
技術であり、計算機の急激な発達とともに工業系
産学の現場で広く用いられるようになってきている。
その中でも熱流体解析(CFD)に基づくシミュレー
ション技術は多くの工業製品の設計開発の革新に
寄与する技術であり、その実践応用性を広げるこ
とを目的に解析法・結果の評価法などについてさ
まざまなテーマの技術開発を行っている。 
 
【始めたきっかけ】 
 熱流体解析はポピュラーな技術になりつつある
が、その導入やプロセス化のハードルが高いケー
スが見られる。熱流体解析をさらに身近なものに
するための後押しをする技術開発を行いたく諸研
究開発に着手している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

熱・流れ・音を「見る」解析技術 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 崇城大学 
 所在地 ： 熊本県熊本市西区池田4-22-1 
 電話/FAX： 096-326-3992／096-323-1351 
 メール  ：  nwatanabe@mec.sojo-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 渡邊則彦 准教授（工学部 機械工学科 流体工学研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 日本機械学会誌・SAE Paper等 
 活用した助成金 ： なし 
 産学官連携実績 ： 株式会社ソフトウェアクレイドル 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 熱流体シミュレーションを基に、ファン（送風機）
やポンプなどの流体機械を始めとした工業製品の
性能評価技術を開発している。関連して、計算の
高精度化・効率化や結果の有効な利用法の提案
も行っている。近年では、流体シミュレーションによ
る空力機械の空力騒音の可視化・評価法を研究し
ており、従来の1/10程度の計算時間で騒音の大き
さを比較できる技術を提案している。 
 
 
【技術・製品の強み】 
 シミュレーションは使い方によって研究開発業務
を大きく効率化できる可能性があるが、精度評価
や計算の効率化などを怠るとその魅力は半減して
しまう。当研究室はシミュレーションの利用技術の
改善に約20年の経験を有し、それを通じて導入か
ら失敗しないシミュレーションのプロセス化まで提
案することができる。 
 

熱流体シミュレーションによるファン周りの 
騒音分布の可視化例 

情報処理 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 シミュレーション技術の展開は、計算機の発達と強く
関係する。超並列計算や量子コンピューターなど、計算
機の発達は止まらず、それに併せてシミュレーションの
あり方も変化していくと思われる。時代の状況、ニーズ
に応じた解析技術を研究開発していきたい。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 熱流体シミュレーション技術はそれ自体が事業となり
得ることは少ないが、事業を効率化できる可能性があ
る。シミュレーション技術の需要を掘り起こし、確実にプ
ロセス化することが重要で、そのお手伝いができると期
待している。 

５．企業へのメッセージ 
 生産効率の向上の一環として、また業務のIT化の一
環として、業種を問わず熱流体シミュレーション技術の
導入をご検討されている皆様に、その導入からプロセ
ス化に至るまでコンサルティングを承ります。併せてシ
ミュレーション技術活用に関わる諸共同研究も積極的
に進めて参りたいと思います。 
 当研究室の持ち得る経験・技術を通して、皆様のより
良い製品開発に協力できますと幸いです。 

渡邊 則彦 准教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 製品評価において、設計に対する製造上の精度
を計測することは比較的容易であるが、副次的ま
たは市場導入後に発見される製品性能の評価は
難しい場合がある。特に「人」に係る評価において
生体分泌物による評価や官能評価が用いられる
が環境依存性の見極めが重要であり、環境情報と
関連付けて多面的に評価する手法を開発すること
が目的である。 
 
【始めたきっかけ】 
 「試作品を展示したところ、想定外の点で顧客か
ら評価を受けた。その特性を業者に依頼したところ、
数値に違いが生じないとの分析結果が出た。しか
し、顧客の評価は展示条件を変えても変わらな
い。」との相談を受け、評価手法に取り組んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

製品性能の多面的評価手法の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 日本文理大学 
 所在地 ： 大分県大分市一木1727 
 電話/FAX： 097-524-2748／097-592-0911 
 メール  ：  fukushima@nbu.ac.jp 
 研究者情報 ： 福島 学 教授（工学研究科 福島研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ：  
 活用した助成金 ：  
 産学官連携実績 ： 東京鋼鐵工業／オーラルソニック 
 

睡眠の質改善への適用例 計測装置例 

情報処理 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 多種多様な製品を、多様なニーズに応じて製造する際
に、物理的製品品質に付加価値を高めるまたはマー
ケットを開拓するのに役立てることが可能ではないかと
考えています。 
 センサデバイスの高機能・低価格化が進むことで、製
品提供する企業として必要不可欠となるエビデンス化技
術であると考えております。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 まだ実証事例の「対象数」が少ない状況であるため、
実証事例として取り組む「対象」を積み上げる活動が必
要な状況であります。しかし、実証事例に基づく製品の
市場導入に関しては、全国規模または製品と評価が行
われている状況です。このため「対象」の選定が課題と
なっています。 

５．企業へのメッセージ 
 
 製品は「物理的に設計と一致している」かだけでなく、
「使用方法」や「適用方法」または組み合わせによって副
次的効果をもたらす場合があります。 
 JIS等で定められた評価基準は製造責任を持つ者とし
て当然の基準ですが、顧客の困りごとを解消する製品
を提供するという観点から商品の魅力を見落とすことは
本来ある価値を活かしきれないことになると考えていま
す。 
 従来の評価を否定するのではなく、提供する側として
製品の持つ魅力や価値を低下させてしまう使い方まで
を適切に顧客に提供するという製品に対する信頼性を
高めるための製品評価になれるのではないかと考えて
おります。 

福島 学 教授 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 物理計測センサ（温度・湿度・音響を含む振動
系・光学系）による物理計測および多点計測による
フロー計測、バイオセンサによる生体反応計測お
よび時間追従計測、で得られた情報を収集し、分
析することで多面的評価を可能としている。 
 大量の収集データから評価対象を見つけ出すた
めのデータマイニングおよびマイニング結果の妥
当性を数値データだけでなく、元となる物理的性質
等から検証することで適切な評価が可能となる。 
 
【技術・製品の強み】 
 本技術・製品の強みは下記３点が挙げられる。 
①柔軟なセンサ選択 
 センサを変えることで対象に柔軟に対応可能。 
②多点計測可能 
 ワイヤレスでの多点計測および時系列記録可能。 
③多様な評価に対応 
 人の感じ方（知覚特性から認知特性（一部））を含
む多様な評価に対するエビデンス化が可能。 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 近年、無線モジュールやセンサ等の電子部品が
低価格で容易に入手可能である。これらの電子部
品の組み合わせで簡単に実現できる情報収集シ
ステムにより、農業や介護の現場での労力の低減
が可能となる。そこで、本研究開発は動物の行動
監視システムや老老介護向けに見守りシステムを
開発する。 
 
【始めたきっかけ】 
 大分県農林水産研究指導センター畜産研究部か
ら牛の発情検知のためのシステム開発の支援要
請があり、本開発を始めた。また、大分県が進める
医療機器研究開発補助事業で採択された企業の
徘徊検知システム開発の支援のために実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

無線通信を利用した情報収集システムの開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 大分県産業科学技術センター 
 所在地 ： 大分市高江西1丁目4361-10 
 電話/FAX： 097-596-7100／097-596-7110 
 メール  ：  t-shuto@oita-ri.jp 
 研究者情報 ： 首藤 高徳 研究員 （電子・情報担当） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ：  
 活用した助成金 ：  
 産学官連携実績 ： 大分県農林水産研究指導センター、有限会社大分サーバー 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 牛の発情検知システムは検知装置を牛の首に取
付け、センサ情報により牛の発情行動である「乗駕
(じょうが )」を検知するもの。数種類のセンサと
ZigBee無線モジュールで構成される。従来のシス
テムは高価であるため、小規模の農家では導入が
難しいといった課題があったが、本システムは低価
格で実現可能である。 
 徘徊検知システムはドアや窓に検知装置を取付
け、「開閉」を検知するもの。1つのセンサとZigBee
無線モジュールで構成される。これまでドアの開閉
を検知するセンサはあったが、窓の開閉を検知で
きるものはなかった。 
 
【技術・製品の強み】 
 本技術・製品の強みは下記２点が挙げられる。 
①簡単な取付け 
発情検知システムは検知装置を首に取付けるだけ
であり、徘徊検知システムは検知装置をドア・窓に
張り付けるだけである。 
②バッテリーで長期間駆動可能 
低消費電力の無線モジュールとセンサだけで構成
されるため、バッテリーで数ヶ月間駆動できる。 

発情検知システムの
ブロック図と検知装置

の写真 

徘徊検知システムの
概念図 

情報処理 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 乗駕については、乗る牛（マウンティング牛）と乗られ
る牛（スタンディング牛）の両方の検知が課題である。
本システムはこの課題解決を目指しており、今後セン
サ情報の解析により実現可能だと考えている。また、放
牧牛に対しては長距離の無線通信が求められるため、
920MHz帯無線の利用を考えている。 
 徘徊検知システムは支援した企業より販売が予定さ
れており、実利用の中で利用者からの意見のフィード
バックが必要である。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 牛の発情検知システムの事業化に向けては畜産農
家と連携し、多くのデータの収集が必要である。 

５．企業へのメッセージ 
 
 当センターでは企業との連携・共同研究に積極的に
取り組んでいます。電子・情報担当ではZigBeeや
Bluetooth Low Energy、920MHz帯無線など無線通信
技術利用の支援や機器の省電力性能の評価など IoT
機器開発の支援に力を入れていきたいと考えています。
ネットワークアナライザやスペクトラムアナライザを所有
しており、アンテナ計測や電波強度の測定も可能です。 
 

首藤 高徳 研究員 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 ①さまざまな材料に生命体表面機能を創製 
 ②簡単に導入できる設備・技術レベルで 
  低コスト化を実現可能にする技術 
 ③大量生産を前提とした製造工程 
  を実現できるノウハウを獲得し、プロダクトへの  
  適用の道を開く 
 
【始めたきっかけ】 
 トライボロジー（摩擦・摩耗・潤滑に関する研
究分野）およびバイオエンジニアリング分野より発
展した研究室です。摺動面のテクスチャリングの重
要性や生命体構造から得られるさまざま特性を学
び、材料表面にさまざまな微細加工が可能か？、そ
の効果をどのように役立てていくか？を探求し始め
ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あらゆる素材に生命体表面構造を創製する加工技術 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 熊本大学 
 所在地 ： 熊本県熊本市中央区黒髪2丁目39番1号 
 電話/FAX： 096-342-3145/096-342-3239 
 メール  ： liaison@jimu.kumamoto-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 中西 義孝 教授（大学院先端科学研究部 Biohybrid System研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5742031号・人工関節 
 活用した助成金 ： (独)新エネルギー・産業技術開発機構・先導的産業技術創出事業 
              （平成23年度～平成25年度） 
 産学官連携実績 ： (社)九州自然エネルギー推進機構、JAXA 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 ①Wet-Blastingに類似した機械的除去加工法 
 ②水を主成分とした液体を材料表面に噴射 
 
【技術・製品の強み】 
 ①環境に優しく、廃液処理方法も確立 
  ②凹凸加工、溝加工のみならず非対象形状も 
  創製可能 
  ③加工できる材料の制限がすくない 
  ④深さ方向はナノレベル、水平方向は 
  数十ミクロンレベルまでの超精密加工が可能 

親水性/疎水性を変化させるための加工例 

精密加工 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 硬度が高い合金、脆性材料であるガラスやセラ
ミックス、利用範囲が広い樹脂への加工、にこれま
で取り組んできた。 
 さらに応用できる範囲を広げるため 
 ①エネルギー輸送・変換材料表面 
 ②医療材料 
 ③CFRP 
 ④機素・潤滑部品 
への適用も研究室内で独自に進めている。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 求められる機能を発現させる表面パターンを探求
するために、どうしても試行錯誤的な取り組みによ
る導きだしが必要である。 

５．企業へのメッセージ 
 さまざまな企業様より 
 
 ①金型の防汚・離型性・メンテナンス性を上げたい 
 ②製品表面の審美性・美観・触り心地を上げたい 
 ③材料特性を変えたい（撥水性、耐折損性など） 
 
のご提案を受け、ご期待にそった機能が発現できるよ
う、表面パターンをチューニングしています。実装まで
進んだ企業様もいらっしゃいます。その際は専用の加
工機としてのコーディネートも承っています。 
 
まずはお気軽にご相談ください。 

中西 義孝 教授 

審美性を変化させるための加工例 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 樹脂成形の生産現場において、生産性や金型寿
命は重要な課題である。それらに影響する要因とし
て成形樹脂と金型との離型性が挙げられる。本研
究は、離型性評価技術の開発と金型としての金属
加工面の離型性を向上させることを目的としている。 
 離型力を測定して、金属加工面との相関を考察す
ることで、離型メカニズムの解明と高離型加工技術
の提案を目指す。 
 
【始めたきっかけ】 
 半導体パッケージングの樹脂封止金型において
は、放電加工面と成形材料である熱硬化性エポキ
シ樹脂との離型性が大きな課題となっている。そこ
で、離型力の測定と高離型に向けた取り組みが必
要となり、本研究テーマに至った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金属加工面と成形樹脂との離型力測定技術と高離型加工技術への取り組み 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 崇城大学 
 所在地 ： 熊本県熊本市西区池田4-22-1 
 電話/FAX： 096-326-3987／096-323-1351 
 メール  ：  kitada@mec.sojo-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 北田 良二 准教授 （工学部 機械工学科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： Int. J. Elec. Mach. (22) (2017) 26-30. 
 活用した助成金 ： 崇城大学 重点研究配分予算（平成29年度） 
 産学官連携実績 ： 国立大学法人 岡山大学 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 金属加工面と成形樹脂との離型性評価として離
型力定量評価システムを開発中である。卓上型引
張圧縮試験器へ金型機構とヒータを搭載した簡易
評価システムである。金属加工面を形成した試験
片へ熱硬化性樹脂を加圧成形した後に、垂直引張
試験により離型力を定量的に測定することができる。 
 本システムにより、樹脂成形から金属加工面に対
する剥離までの一連の成形プロセスを再現した離
型性の評価実験が可能となる。 
 
【技術・製品の強み】 
 開発中の離型力定量評価システムでは、従来の
引張り接着強さ試験方法と比較して、下記の利点
が挙げられる。 
①樹脂成形プロセスを再現した簡易的かつ高精度

な離型力測定方法である。 
②金属加工面の試験片と樹脂タブレットを用いた簡

易的なシステムによる低コストな試験法であり、
実際の金型サイズや樹脂量を必要としない。 

③多種多様な樹脂と加工面の評価が可能である。 

離型力定量評価システム 試験片と成形樹脂 

精密加工 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 現在、放電加工面に対する離型性を評価中である。
放電加工面性状と離型力との相関関係を明らかにする
ことで離型メカニズムを解明していく。離型要因を把握
することで高離型放電加工面の提案を目指す。また、
放電加工のみでなく、様々な加工面に対する離型性評
価を行い、高離型加工技術の開発と樹脂成形金型市
場へ実用展開していく。 
【事業化や販路開拓における課題】 
 樹脂材料は多種多様であり、加工面についても製品
仕様に応じて様々である。実用化のためには多くの樹
脂材料と加工面の組み合わせについて、データベース
化する必要がある。また、高離型加工技術の実用化に
おいては、加工効率とコストを配慮しなければならない。
更に、本研究は熱硬化性樹脂の評価に限定されており、
将来的には、熱可塑性樹脂にも対応する必要がある。 

５．企業へのメッセージ 
 企業技術者出身であることから、当研究室では、実用
化を意識した研究開発を重視しています。特に、品質と
コストは実用化のためには重要な要素です。 
 これまでに、レーザ加工や放電加工などの特殊加工
を中心に、表面処理、砥粒加工といった微細加工技術
の研究開発に民間企業で取り組んできました。加工技
術に関する幅広い経験と知識を活かして、産学連携の
共同研究にも積極的に取り組みたいと考えています。 
 研究開発には様々な課題があり、実用化は容易では
ありませんが、企業の皆様と課題を共有することで解
決できると信じています。企業の技術開発と九州産業
の発展に微力ながら貢献したいと思います。 

北田 良二 准教授 

放電加工面 

熱硬化性樹脂 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 ガラスの除去加工は、砥石によるものがほとんど
であるが、ガラスは脆性材料であるため、砥石加
工の条件設定は非常に困難である。そこで、レー
ザ誘起熱応力を利用したき裂誘導型の溝加工、面
取り加工、スライス加工等の高速除去加工を可能
とする新技術の開発を行っている。 
 
【始めたきっかけ】 
 レーザ誘起熱応力を利用した高速切断（割断）技
術の研究途上で、溝加工ができる条件を発見した。
この溝を観察すると鏡面になっており、また、単位
時間当たりの除去量が砥石研削の100倍以上であ
るため、新しい除去加工技術になりうると考えた。 

レーザ誘起熱応力を利用した脆性材料の新しい除去加工技術開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 佐世保工業高等専門学校 
 所在地 ： 長崎県佐世保市沖新町1-1 
 電話/FAX： 0956-34-8456／ 0956-34-8456 
 メール  ：  morita@sasebo.ac.jp 
 研究者情報 ： 森田 英俊 准教授 （機械工学科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： レーザ加工学会誌 22(1), pp.30-36(2015) 
 活用した助成金 ： 科学研究費助成事業（平成26年度～平成28年度） 
 産学官連携実績 ： 三星ダイヤモンド工業株式会社、浜松ホトニクス株式会社 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 加工対象は脆性材料となるが、材料に対して吸
収率が高い波長のレーザを利用して走査させると、
鉄などの研削時にできるカールした切りくずのよう
なガラス片を伴いながら、あたかもレーザでガラス
を削るように溝が発生する現象がある。この現象
を利用することで、ガラスなどの脆性材料に溝加
工や面取り加工を施すことができる。まだ、材料研
究途中であるが、レーザプロファイルを工夫するこ
とで、溝の断面形状や面取りの形状を変えること
ができる可能性が高い（矩形断面に近い溝などは
可能であった）。もちろん、送りを加えて連続的に
加工することも可能で、円筒研削も可能である。 
 
【技術・製品の強み】 
 非接触加工であるため工具摩耗が無く、また、き
裂を誘導する方法なので、加工面は鏡面になるた
め、従来、除去加工後に行っていた研磨や洗浄な
どの工程が不要となる。また、レーザ出力や材料
の条件にもよるが、ソーダガラスであれば、走査速
度は100～1000mm/sと、従来の砥石研削よりも非
常に高速の条件で加工が可能である。 ガラス上に発生した溝

（上）と溝の形状（下） 
実現を目指す技術の

イメージ 

精密加工 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 研究中の技術であるため、メカニズムがまだ不明な
点がある。また、レーザプロファイルもガウス型とフラッ
トトップ型でしか実験できていないため、他の断面形状
の溝が作れることを、今後実証する予定である。また、
ガラス系の材料でしか実験できていないため、シリコン
などでも加工できることを確認する予定である。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 き裂を誘導する方法のため、加工開始部分と終端部
分にわずかな切り残しが残る。そのため、この部分の
み砥石等による除去が必要となる。現在、この切り残し
部が残らない加工条件について、研究中である。 

５．企業へのメッセージ 
 
 このようなレーザによる熱を利用しつつも、材料にダ
メージを残さないき裂誘導型の加工法は、スマートフォ
ン等の薄いガラスの切断では、主流になりつつありま
す。また、シリコンウェハも、外力加工からレーザなどに
よる非接触加工法が普及しつつあります。 
 つまり、脆性材料の加工技術はまだまだ発展途上で
あり、これらには、まだまだいろいろな可能性を秘めて
いると感じております。そのため、産業界のニーズに
合った新しい加工法を企業の方々と創り上げ、九州の
新しい産業の創生・発展につなげていきたいと考えて
おります。 

森田 英俊 准教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 我々はエンドミルの微小切込み切削加工によるバニ
シング作用を活用し、段取り替えなしに高品位な加工
面を実現できる新たな精密加工法であるエンドミル－
バニシング加工法を提案している。本研究では、ステ
ンレス鋼SUS304の表面形状・粗さ、硬度、残留応力お
よび結晶構造に着目し、エンドミル－バニシング加工
法の加工条件との関係を調べ、圧縮残留応力を有す
る高品位な加工面の実現を目的としている。 
 
【始めたきっかけ】 
 九州は、半導体関連企業の一大集積地であり、日本
全体の半導体生産の約30％を占めている。半導体の
製造装置には、耐食性に優れたステンレス鋼SUS304
が幅広く使用され、これら精密部品の多くが切削加工
によって製造されている。しかし、新興国企業との価格
競争が激しく差別化を図るために、加工面の高付加価
値化と高能率化を実現する取り組みを始めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エンドミルの微小切込み切削による表面改質 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 熊本県産業技術センター 
 所在地 ： 熊本県熊本市東区東町3-11-38 
 電話/FAX： 096-368-2101／096-369-1938 
 メール  ：  kawamura@kumamoto-iri.jp 
 研究者情報 ： 川村 浩二 研究主任 （ものづくり室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ：  
  ステンレス鋼のエンドミル－バニシング法における加工条件が加工面品位に及ぼす影響、 
  砥粒加工学会誌，61，9 (2017) 488． 
  活用した助成金 ：  
 産学官連携実績 ： 熊本大学、山下機工株式会社 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 半導体製造装置の精密部品は、半導体製造工程内
で温度変化や雰囲気変化など厳しい環境にさらされる
ため、優れた耐食性や機械的性質を要求される。この
ような要求を満たすためには、通常、切削加工で部品
を作製後に、ショットピーニングによって表面層に圧縮
残留応力を付与している。しかし、この方法は別の作
業工程が必要になり、生産効率が低下する。 
 我々が提案するエンドミル－バニシング加工法は、
エンドミルの微小切込み切削によるバニシング作用
（金属表面の塑性変形）を活用し、マシニングセンタ上
の加工工程のみで段取り替えなしに精密仕上げと表
面改質を同時に行え、高能率で高品位な加工面を実
現することができるものである。 
 
【技術・製品の強み】 
 本加工法を用いれば、マシニングセンタ上の加工工
程のみで、生産性を低下させることなく加工面に高い
圧縮残留応力を有する高硬度で良好な平滑面を得る
ことが可能である。切削加工後の表面処理の主流で
あるショットピーニングと比較して、高精度、低価格お
よび短納期が実現でき、非常に効率的である。 

実験装置および加工時
の模式図 

精密加工 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 更なる高能率化と5軸加工に対応するため、工具メー
カーと連携して専用工具を開発し、エンドミル－バニシン
グ加工法の普及を目指す。また、各県公設試・産総研と連
携し、研究の新規性等のブラッシュアップによって、外部
資金の獲得を目指す。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 エンドミル－バニシング加工法は、一般加工と比較する
と工具摩耗が著しく、工具寿命を改善する必要がある。ま
た、3次元形状を有する曲面の加工への対応は未解決で、
今後の課題である。 

５．企業へのメッセージ 
 
 当センターでは、これまでの研究で得られた知見を基に、
中小企業の生産現場で求められる高品位および低価格
の図面の要求事項を満たすため、生産工程等の改善活
動の支援に積極的に取り組んでいます。 
 当センターには、切削加工現象を可視化するシステムな
ど様々な評価機器があり、共同研究および技術支援を行
うことも可能です。今後も、九州地域の企業の皆様の発展
に寄与できればと考えております。 

川村 浩二 研究主任 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 

【研究開発の目的】 
 豊かで安心できる食生活を送る上で殺菌は必要
不可欠なものであり、人体および環境に対して安
全安心な殺菌技術が求められている。本研究では、
熱や薬剤を使用することなく、プラズマによる低
温・ドライ殺菌技術の開発を目的としている。 
 

【始めたきっかけ】 
 当研究室では、プラズマによる機能性薄膜やそ
のプロセスに関する研究に注力してきたが、研究
テーマの広がりを目指す中、バイオ分野にプラズ
マの可能性を見出した。プラズマが微生物に与え
る影響を研究する中、プラズマの持つ特異な殺菌
特性を発見したことから、本研究がスタートした。
現在は、実用化を目指してプラズマ殺菌技術の開
発に取り組んでいる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

殺菌技術に革命を！ 大気圧プラズマを用いた低温・ドライ殺菌システムの開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 佐世保工業高等専門学校 
 所在地 ： 長崎県佐世保市沖新町1-1 
 電話/FAX： 0956-34-8528／ 0956-34-8528 
 メール  ：  yyagyu@sasebo.ac.jp 
 研究者情報 ： 柳生 義人 准教授（電気電子工学科 レーザー・プラズマ研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願2014-011853 
 活用した助成金 ： 農研機構イノベーション創出基礎的研究推進事業 
    （平成23年度～平成25年度） 
 産学官連携実績 ： 琉球大学、佐賀大学、大阪府立環境農林水産総合研究所 

３．技術・製品の概要と強み 
 

【技術・製品の概要】 
 本技術は、プラズマ化したガスを対象物の表面
に生成することで殺菌効果を得る。本手法は、
液体を用いないドライプロセスのため、水洗浄が困
難な殺菌対象に対しても処理が可能である。また、
加熱することなく殺菌効果を得ることができるため、
既存の殺菌手法に代わる新たな手法として期待さ
れている。その一例として、温州みかんを腐敗させ
る緑カビにプラズマを照射をしたところ、果実を損
傷することなく緑カビ病菌胞子を1秒間の照射で約
90%、3秒間の照射で約99%殺菌することに成功した。 
 また、低温、ドライプロセスを特徴するだけでなく、
プラズマ中に生成した活性酸素種などが菌体に直
接作用し、物理的に細胞壁を破損し死滅せしめる
ため、耐性菌が発生しないことも大きなアドバン
テージである。 
 

【技術・製品の強み】 
 プラズマ殺菌法は、これまでにない新規的な手
法であり、以下の強みを有する。 
・病原体に対するプラズマの高い殺菌力 
・低温（≦60℃）・ドライ･低湿プロセスで処理可能 
・化学物質などの残留性がない コンベア型プラズマ殺菌装置 

製造環境 

４．今後の展開や課題 
 

【今後の展開】 
 プラズマ殺菌は、薬剤や熱のように効果が浸透したり、
残存したりすることがないため、農作物だけでなく、食
品全般の殺菌消毒への利用が期待される。また、病原
体に対して高い不活化効果を有することから医療現場
や食品工場などに導入することで、空気の清浄化や微
生物(菌)制御効果も期待できる。本技術は、微生物防
除を必要とする分野への展開を想定しつつ、研究を遂
行している。 
 

【事業化や販路開拓における課題】 
 プラズマ殺菌装置の実用化において、大量生産品を
対象とする際、プラズマ殺菌処理の高効率化が解決す
べき課題である。また、多種多様な生産ラインに適した
プラズマ殺菌装置を設計し、安定したプラズマを生成す
るための工夫も必要である。 

５．企業へのメッセージ 
 

 当研究室は、プラズマをキーワードに機能性薄膜か
らバイオ応用まで、幅広い研究テーマを手掛けており、
企業や各機関との連携や共同研究にも積極的に取り
組んでいます。基礎研究にとどまらず、企業ニーズや
現場ニーズに対応するべく、実用的な観点からも研究
を見つめることを常に心がけております。 
 また、佐世保高専では、学科を超えて異分野の研究
者が有機的に融合して研究する環境が整っており、構
内に併設された「地域共同テクノセンター」には、企業
の皆様と共同利用できる実験室もございます。本技術
に限らず、ご相談頂ければ幸いです。 

柳生 義人 准教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 冬季の農業用ビニールハウス内は多湿になりや
すく、これに起因した病害の発生や暖房ロス等が
指摘されていた。そこで、ハウス内を除湿し、適切
な栽培環境を実現する吸湿液を用いた除湿装置
を開発した。これにより、暖房費を押さえつつ、野
菜・花卉等の病害発生を抑制し、農産物の高品質
化、増収を実現する。 
 
【始めたきっかけ】 
 当所では、従来より吸湿液を用いた減湿空気の
発生及び応用研究を実施してきた。この技術を農
業用ビニールハウス内の多湿環境改善のための
除湿装置として展開することを目標に、本技術開
発が着手された。 
 
 

ビニールハウス栽培において野菜・花卉等の増産を実現する除湿技術の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 宮崎県工業技術センター 
 所在地 ： 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂16500-2 
 電話/FAX： 0985-74-4311／0985-74-4488 
 メール  ： mitc-mfdc@pref.miyazaki.lg.jp 
 研究者情報 ： 平 栄蔵 専門技師（機械電子部） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第4423499号：吸収式除湿空調システム 
 活用した助成金 ： 経産省、地域イノベーション創出研究開発事業補助金 
                                 （平成20年度～平成21年度） 
 産学官連携実績 ： 宮崎大学農学部、宮崎県総合農業試験場、九州オリンピア工業、 
               フルタ熱機、秋津クリエイト 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 本手法では、不凍液性で湿度調節に活用できる
食品添加物のプロピレングリコール等をビニール
ハウス内の空気と接触させ、減湿空気を製造する。
それをビニールハウス内天井部のカーテン下面へ
送風して、その下面へ結露が発生・付着することを
阻止する。結露水滴の落下とその水滴が植物の
葉へ付着することによって発生する病害を抑制す
ることができる。 
 実証試験としてキュウリ農家で、4年間、本手法と
従来の方法とを比較観察した結果、収量は20％増
加、暖房用重油の消費量は10％削減できた。 
 
【技術・製品の強み】 
 ①ハウス内に発生する結露を大幅に抑制す  
  ることにより、病害虫の発生を抑制し、作物の 
  品質の改善、収量の増加を実現できる。 
 ②ハウス内の多湿環境を本手法により制御 
  することで暖房用重油使用量を削減できる。 
 ③吸湿液濃度再生は小型の灯油バーナーを用 
  いており、新たな電力設備は不要である。 
 

温室内に設置し、稼働
中の除湿ユニット 

温室外に設置した調湿
液濃度再生ユニット 

製造環境 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 本手法は、南九州の農家だけでなく、全国のハウス
農家が抱えている農業用ビニールハウス内の多湿環
境に起因した病害発生の抑制及び熱ロスの削減など
の改善に寄与でき、また農産物の生産性向上にもつな
がるものと考えられる。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 本手法による農業用ビニールハウス内農産物の病害
抑制、収量増加と加温エネルギーコストの削減に関す
る実証例を集め、より多くの農業関係者に周知すること
が必要である。 
 そのためには本手法の製造を希望する企業や販売
ルートを持つ企業、実証実験に参加いただける園芸農
家との出会いが必要と考えられる。 

５．企業へのメッセージ 
   
 当所では長年、湿度コントロール技術に関する研究
を重ねてきました。その一つが本技術であり、 
 ①除湿装置の主な熱源は小型灯油バーナーの燃焼   
  熱であり、新たな電力設備は不要です。 
 ②ハウス内天井部へ減湿した空気を送風する方法を  
  採用しており、より少ない減湿空気量で結露の抑制 
  を可能とし、また暖房ロス等も削減できるなどの効 
  果があります。 
 この技術を企業の皆様と発展させ、九州のみならず
全国の施設園芸の発展に寄与したいと考えています。 
 

平 栄蔵 専門技師 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 農水省や日本冷凍空調学会等によれば、野菜等
の鮮度保持に最適な環境として、温度0～10℃程
度で相対湿度は85～98％程度が推奨されている。 
 本研究開発では、食品添加物のプロピレングリ
コールの不凍液性及び湿度調節作用に着目し、
5℃程度の低温度でも相対湿度の調節を可能とす
る農産物用鮮度保持装置の開発に着手した。 
 
【始めたきっかけ】 
 野菜等の収穫から予冷、集積貯蔵、輸送・配送、
店頭販売までの食材流通において、鮮度保持は
重要な課題である。鮮度保持技術が確立すれば、
東京・大阪などの大消費地への新鮮野菜等の輸
送・販売等が可能となり、本県農業のみならず流
通業、本県機器製造業等への有効な技術支援が
可能となるものと考えられる。   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農産物等の長期鮮度保持技術、新たな調湿技術の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 宮崎県工業技術センター 
 所在地 ： 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂16500-2 
 電話/FAX： 0985-74-4311／0985-74-4488 
 メール  ： mitc-mfdc@pref.miyazaki.lg.jp 
 研究者情報 ： 平 栄蔵 専門技師（機械電子部） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第6047804号：低温調湿装置 
 活用した助成金 ： JST、重点地域研究開発推進プログラム補助金 
                                 （平成21年度～平成22年度） 
 産学官連携実績 ： 宮崎大学農学部、株式会社日向中島鉄工所、株式会社フジキン 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 湿度をコントロールするための調湿液として、不
凍液性で湿度調節作用を有し、食品添加剤として
も使用されている安全性の高いプロピレングリコー
ルを利用している。温度及び濃度調節した調湿液
と庫内の空気とを気液接触させることにより、庫内
の温度と相対湿度を同時に自在に制御・維持でき
る。 
 実証試験としてトマト、イチゴ、ブロッコリー、日向
夏、甘藷、ニラ等の鮮度保持実験を大学、農業関
連機関等と行い、鮮度保持性能に優れているとの
判定を得ている。 
 
【技術・製品の強み】 
①従来の冷蔵設備では実現できなかった温度0～ 
 10℃で、相対湿度85～98％という野菜等の食 
 品鮮度保持に必要な環境を低コストで実現。 
②湿度をコントロールするために使用している調   
 湿液は食品添加剤として一般に使用されている 
 もので、安全性が高く、食品の鮮度保持には最 
 適である。 開発した低温調湿庫 貯蔵4か月後の日向夏 

製造環境 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 低温調湿技術を応用した 「大型冷蔵トラック」や「輸
送用冷蔵コンテナ」、「店頭販売用ショーケース」などへ
展開することにより、食材流通関係全般への応用が可
能と考えられる。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 鮮度保持の技術をさらに発展させるために、本調湿
技術以外の鮮度保持手法との融合や店頭販売用の各
種冷蔵ショーケース等への展開を図るための冷蔵制御
技術の確立が必要と考えられる。 
 また、東京や大阪などの大消費地へ新鮮食材を鮮度
保持したままで、大量に安価に輸送するための輸送試
験など、低温調湿技術の応用・展開が期待される。 

５．企業へのメッセージ 
   
 当センターでは長年、調湿液を利用した湿度コント
ロールに関する研究を重ねてきました。 
 本技術では、従来の冷蔵技術では困難視されてきた、
低温度域0～10℃、85～98％の範囲の任意の相対湿
度を簡易構造で低価格の装置を用いることにより制
御・維持することが可能になりました。 
 この低温調湿技術を企業の皆様と発展させ、食品の
流通システムや、食品製品の高付加価値化、品質向上
へ展開し、九州における食品業のみならず、ものづくり
業界の発展に寄与したいと考えています。 
 

平 栄蔵 専門技師 
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１．事業者の概要 
 組織名 ： 鹿児島県工業技術センター 
 所在地 ： 鹿児島県霧島市隼人町小田1445-1 
 電話/FAX： 0995-43-5111／0995-64-2111 
 メール  ：  info@kagoshima-it.go.jp 
 研究者情報 ： 瀬知 啓久 主任研究員（生産技術部） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第4366697号：熱線ろう付け装置及び 

     熱線ろう付け方法 
 活用した助成金 ：  かごしま産業支援センター共同研究補助金（平成15年度） 
 産学官連携実績 ： 大阪大学接合科学研究所、株式会社信栄製作所、 
      かごしま産業支援センター 

２．研究開発の目的やきっかけ 
 

【研究開発の目的】 
 セラミックスを対象としたろう付の場合、従来は炉
中ろう付が用いられているが、この手法は長時間
加熱が必要なため、数量が少ない場合にコスト増
大の要因となっている。また、大量生産には適して
いる一方、多品種少量生産には適さない。また、長
時間の加熱を行うため、熱に弱い材料をろう付す
る場合、材質劣化の懸念を抱えている。 
 そこで本研究開発では、局所的かつ短時間での
加熱によるろう付を実現することを目的とした。 
 

【始めたきっかけ】 
 当センターでは、これまで金属やセラミックスに関
する 研究開発に取り組んできた実績がある。一方、
株式会社信栄製作所からは多品種少量生産に適
合した異材接合技術のニーズが寄せられた。 
 そこで、接合技術に詳しい大阪大学接合科学研
究所に協力を依頼し、本研究開発に臨んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

狙ったところをくっつける！局所加熱技術を用いた異種材料接合手法の開発 

３．技術・製品の概要と強み 
 

【技術・製品の概要】 
 当該接合手法は、接合部材に対して熱線を集中
照射し、必要な部分のみ局所加熱する技術である。
そのため、装置の水冷も不要で、コンパクトな装置
での短時間ろう付が可能となる。 
 従来技術では、試料固定治具も含めた炉内全体
を加熱する必要があったため、接合精度に限界が
あった。本研究開発技術では、固定治具を工夫し、
高精度なろう付を実現している。 
 

【技術・製品の強み】 
①短時間での接合・多品種少量生産可能 
 最短で十数秒での接合が可能で、熱に弱い材料
のろう付や多品種少量生産が安定して可能となる。 
②雰囲気制御が可能 
 簡易チャンバーによる雰囲気制御が可能で、
ろう材や接合部材の酸化抑制に効果がある。 
③ろう付工程の“見える化” 
 装置内部の観察が容易で、従来の炉中ろう付で
は困難な“ろう付工程の見える化”を実現できる。 局所加熱のイメージ 実用例(工具、宝飾品) 

接合・実装 

４．今後の展開や課題 
 

【今後の展開】 
 従来の炉中ろう付では困難であった、セラミックスと金
属の接合を用いた小ロット品の製造は、今後需要拡大
が望まれる。 
 当技術を活用することで、高精度切削工具が必要とさ
れる電子デバイス分野や自動車分野への応用展開が
可能と考えている。 
 また、ピンポイントでの接合が可能な特徴を活かし、
宝飾品への応用展開も視野に入れている。 
 加えて、多品種少量生産が容易である特長を活かし、
医療分野(究極のテーラーメード治療)への展開も検討し
たい。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 事業化においては、異材接合に関するニーズの潜在
需要の掘り起こしが重要となる。また、小物部品に適し
た手法のため、接合部材が大きい場合はそのまま適用
できず、別の手法との組み合わせが必要となる。 
 

５．企業へのメッセージ 
 

 当センターでは、これまでも中小企業を中心とした各
企業への技術支援や共同研究に積極的に取り組んで
います。本研究開発も、企業様からの要望を基に実施
致しました。 
 本技術を活用することで、これまで接合が困難であっ
たセラミックスと金属の異材接合が容易に実現できるよ
うになります。このような異材接合でのご要望がござい
ましたら、お気軽にご相談くださいませ。 

瀬知 啓久 主任研究員 

試料固定 

熱線 単結晶 
ダイヤモンド 

超硬合金 

ここが 
接合部 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 鉄鋼などの表面硬化法である従来のガス窒化や
プラズマ窒化は処理炉や真空炉が必要である。
従って炉に搬入できない大型の金型は処理ができ
ず、さらにカスタム品など少量生産の部材の処理
に多大なコストが生じる。そこで我々は、大気圧下
で発生させる非真空プラズマによる窒化法を開発
した。 
 
【始めたきっかけ】 
 樹脂などの親水性を向上させる大気圧プラズマ
処理装置を見ていて、なんとなく「これで金属の硬
化処理ができないか」と妄想を膨らませ、科研費を
獲得して研究開発を開始した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

真空炉を使わない大気圧プラズマ窒化処理による金属表面硬化法 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 国立大学法人大分大学 
 所在地 ： 大分県大分市旦野原700番地 
 電話/FAX： 097-554-7969／097-554-7969 （産学官連携コーディネーター） 
 メール  ：  coordinator@oita-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 市來 龍大  助教（理工学部 放電プラズマ研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第6241839号：低合金鋼の硬化処理方法 
 活用した助成金 ： JSTマッチングプランナープログラム（平成27～28年度） 
 産学官連携実績 ： なし 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 アーク放電をパルス化し、それをノズルから噴射
することで大気圧プラズマジェットを生成する。動作
ガスは窒素・水素混合ガスであり、水素分圧は1%
程度である。このプラズマジェットを大気圧下で鉄
鋼部材の表面に吹きつけ、吹き付けた部分に局所
的に窒素を供給し硬化させる。 
硬化させられる範囲は部材の大きさや形状による
が、いずれにしても密閉容器や炉を全く使わずに
窒化処理ができる。 
 
【技術・製品の強み】 
 プラズマ窒化の非真空化により、下記のような技
術シーズの提供が考えられる。 
① 炉に搬入不可能な大型・長尺の部材の部分的

硬化処理 
② 肉盛溶接により修繕した金型の修繕部の再窒

化処理 
③ 少量生産品の窒化処理の低コスト・低設備投

資化 
④ 持ち運び可能なプラズマ源による訪問式（デリ

バリー）窒化ビジネス 
プラズマジェット 窒化後の金属試料 

表面処理 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 この技術では真空炉は不要なものの、プラズマジェッ
トを吹き付けた部分のみ窒化が進むため、大面積処
理・大量生産品の処理には不向きである。そこで大面
積処理の可能性が高いバリア放電プラズマによる研究
も開始しており、これも大気圧下において窒化が可能
であることが最近わかった。よって今後は、真空炉不要
な大面積窒化処理の開発も進めていく。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 研究室ではコイン状の鉄鋼・チタン試料の処理のみ
行っている。実際の金型や機械部品の処理はほぼ未
経験であり、望む範囲が窒化するのか、どの程度歪む
のか、といった実用上のデータに乏しい。これを調査す
るため、企業との連携が必要である。 

５．企業へのメッセージ 
 
 炉が不要な窒化処理が原理的に可能であるところま
では明らかになりました。技術シーズが先行してしまっ
ており、どのようなニーズがあるのか、企業の方に話を
伺って調査を行っている段階です。 
この技術が使えそうなニーズをお持ちの企業の方がお
られましたら、是非ともご一報下さい。世界のどこにも
存在しない、非真空プラズマ窒化処理の実用化を一緒
に目指しましょう！ 
 

市來 龍大  助教 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
【研究開発の目的】 

 ポリエチレンはもっとも汎用的かつ安価なプラ
スチックであり、レジ袋などの日用品に多く利用さ
れているだけでなく、バイオマテリアルなどにも利
用用途の展開が図られている素材である。しかし
ながら、化学的な改質が不可能であるために、
接着性や親水性を付与することができないという
欠点を有しており、高付加価値化の大きな障害と
なっている。 
 本研究は、ポリエチレンのこの特性を解決する、
全く新規なコンセプトの構築を行うことにある。 

【始めたきっかけ】 
 ポリエチレン微粒子の濃厚分散系の新規分散
剤の開発研究を行っている際に、側鎖に長いア
ルカン鎖を持つ高分子がポリエチレンと強固な相
互作用を示すことを見出したことから、本研究は
始まった。 

ポリエチレン表面の化学的改質による機能材料化 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 福岡大学 
 所在地 ： 福岡県福岡市城南区七隈八丁目19番1号 
 電話/FAX： 092-871-6631/092-866-2308 
 メール  ：  sanchi@adm.fukuoka-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 八尾滋教授（工学部化学システム工学科/機能・構造マテリアル研究所長） 

   中野涼子助教（工学部化学システム工学科） 

 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5997055号・6226126号  
 活用した助成金 ： 厚生労働科学研究委託費（平成26～平成27年度） 
 産学官連携実績 ： 滋賀医科大学、九州大学、民間企業 

３．技術・製品の概要と強み 
【技術・製品の概要】 

 基本技術は、側鎖に長いアルカン鎖を持つモノ
マーと、種々の機能性を示すモノマーからなる側
鎖結晶性ブロック共重合体およびその重合方法
と、それを用いた希薄溶液によりポリエチレンを
化学的に改質する手法あるいは、ポリエチレン微
粒子分散系に添加する手法である。これにより、
ポリエチレンに接着性、親水性などを付与するこ
とが可能となる。多孔膜に関しても、細孔内表面
まで機能化が可能となる。またポリエチレン微粒
子分散系では、良好な分散剤として機能し、1/50
の低粘度化や、水などの極性溶媒への良分散化
が可能となる。 

【技術・製品の強み】 
 従来ポリエチレンの表面改質には、プラズマや
コロナなどの設備・コストの負担の大きい物理的
な手法のみが可能とされてきた。またこれらの手
法では、複雑形状や多孔膜の改質は不可能で
あった。一方我々の技術は側鎖結晶性ブロック
共重合体の希薄溶液に浸漬あるいはこれを塗布
するのみであり、非常に簡便であるとともに連続
的な処理を行うことができる。また複雑形状や多
孔膜にも適用が可能である。ポリエチレン微粒子
分散系では熱応答性流体の創製が可能である。 

表面処理 

４．今後の展開や課題 
【今後の展開】 

 当該技術により従来化学的改質が不可能であり、
高付加価値化・機能材料化が不可能であったポリエ
チレンを、多種多様な用途に展開できる。既に滋賀医
科大学との共同研究では、肝臓がんに対する動脈塞
栓材料としての検討を実施している。また細胞培養な
どの新たなバイオマテリアルとしての用途展開も可能
である。エネルギー分野では、リチウムイオン電池の
セパレータとして有意に既存品と差別化できる機能を
持つことが見出されている。また最近では、ポリエチ
レン上に銅を無電解メッキできることも見出されてい
る。 
 また対象とするプラスチックは、ポリエチレン以外へ
も展開が可能であり、現在ポリテトラフルオロエチレン
に対する改質機能の検討を行っている。今後はポリ
プロピレンなどの難改質系プラスチックへの展開も試
みる予定である。 

【事業化や販路開拓における課題】 
 ポリエチレンやポリテトラフルオロエチレンは化学的
な改質が不可能であるという、４０年以上に亘る一般
常識を懐疑し、一度取り組んでみよう、という大学・研
究機関の積極的な取り組みが一番大切である。 

八尾 滋 教授  中野 涼子 助教  

側鎖結晶性
ブロック共
重合体層 

ポリエチ
レン層 

オリジナルポリエチレン 

改質ポリエチレン 

ポリエチレンと側鎖結晶性
ブロック共重合体の界面

TEM写真 

元のポリエチレンと改質 
ポリエチレンの水接触角 

５．企業へのメッセージ 
 当該技術が適用可能と考えられるアプリケーション
は電気・電子、エネルギーからバイオマテリアルまで、
多様な展開が可能である。一方で最適な構造の同定
や、改質手法の確定までには、大学と協同した研究
が必要になると思われる。ある程度息の長い研究
テーマとし、自社開発技術として大学と協力して取り
組んでもらいたい。 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 

【研究開発の目的】 
 近年、CPU等の発熱量が増加傾向にある一方、
ノートパソコンなど電子機器の小型化が進んでい
る。このため、放熱量に応じる冷却装置の小型化
が同時に要求され、ヒートパイプは、機器への実装
が容易であること、熱源との接触熱抵抗を比較的
抑えやすいこと等から広く使われている。当該ヒー
トパイプとしてはウイック等の多孔質体を用い、作
動液を毛細管力を利用して熱と共に輸送する技術
が多く見られる。しかしながら、毛細管力を高める
と作動液の流動抵抗が増加し、凝縮部から蒸発部
への供給が間に合わず、蒸発部のドライアウトに
より十分な冷却能力が得られなくなるおそれがあ
る。本技術は圧力損失を十分考慮し、確実な熱交
換性能を有するヒートパイプの技術を提案する。 
 

【始めたきっかけ】 
 熱エネルギー輸送の多くは相界面を経由して
おり、エネルギー高効率利用を実現するために
は、相界面での現象解明および高機能化が不可
欠と考え、現在の研究を始めました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小型電子機器冷却用ヒートパイプ 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 九州工業大学 
 所在地 ： 福岡県北九州市戸畑区仙水町１－１ 
 電話/FAX： 093-884-3485／093-881-6207 
 メール  ：  office@ccr.kyutech.ac.jp 
 研究者情報 ： 長山 暁子 准教授（大学院工学研究院 機械知能工学研究系） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願2015-127534 
 産学官連携実績 ： 複数の共同研究実績あり 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 

【技術・製品の概要】 
 本技術は、MEMS技術を用いて、シリコン基
板上にアルカリエッチングにより流体輸送に最
適化された溝構造を形成することにより、毛細
管力を利用して液体を効率的に輸送できるもの。 
 

【技術・製品の強み】 
 微細溝が下流側に向かって幅が狭くなってい
るため、下流側になるにつれ濡れ性が高くなり
毛細管力が増加するが、一方で流体の圧力損失
も増加する。ドライアウトを起こすことなく、
効果的に流体と熱を移動させるためには、毛細
管力と圧力損失との兼ね合いで物質移動がもっ
とも効率化されるように溝の形状を最適化する
必要がある。 
 本技術のヒートパイプは、理論計算と実験に
より最適化された溝の形状を有していて、ドラ
イアウトを起こすことなく、効果的に流体と熱
を移動させることが可能である。 参考：ヒートパイプの作動原理 

機械制御 

４．今後の展開や課題 
 

【今後の展開】 
 以下のような用途が想定される。 
・MEMS等の、マイクロ加工技術により集積化され
た電子機器を冷却するためのヒートパイプ 

・液体のサンプルを送液、分離、混合するマイクロ
デバイス 

・燃料電池が発電中に生成される水を外部に排出す
る排水機構 

 

【事業化や販路開拓における課題】 
 電子機器等の、実機に搭載した形態での熱交換性
能の確認。 

５．企業へのメッセージ 
 

 シリコン基板のマイクロ加工技術が応用できる分
野であり、関連技術を持った企業との連携を希望し
ます。 

長山 暁子 准教授 

毛細管力 

圧力損失 

毛細管力と圧力損失の論理式と溝形状
最適化のパラメータ 

σ：表面張力、θ：接触角、W：溝幅、ｈ：溝高、L：溝長、u：平均流
速、⊿ｐl：圧力損失、⊿ｐca：毛細管力、添字eとｃは、それぞれ蒸
発部と凝縮部を表す。 

蒸発部      断熱部     凝縮部 
 
 

 加熱                  冷却 

液体 

蒸気 

毛細管 

潜熱輸送 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
 次世代ロボット技術はヒトとの直接的な接触を前
提としているものが多く、これまでのロボティクス・メ
カトロニクス機器以上に安全への配慮が重要です。
本研究では、機能性材料（電気・磁気粘性流体、
磁気応答性エラストマ等）や柔軟関節を用いた安
全性の高いアクチュエータ、ハプティックデバイス
の開発、それらを応用した新規なリハビリテーショ
ンロボット・福祉機器への応用を目指しています。 

スマート素材＆機構を用いたロボット・人間支援向けの柔軟関節 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 国立大学法人大分大学 
 所在地 ： 大分県大分市旦野原700番地 
 電話/FAX： 097-554-7969／097-554-7969 （産学官連携コーディネーター） 
 メール  ：   coordinator@oita-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 菊池 武士 准教授（理工学部 創成工学科 福祉メカトロニクスコース） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願2014-177555、特願2016-173600 
 活用した助成金 ： NEDO 次世代ロボット中核技術開発（平成27年度～平成28年度） 
              JST 地域産学バリュープログラム（平成29年度～平成30年度） 
 産学官連携実績 ： 大阪大学、山形大学、 (株) 栗本鐵工所、中央発条工業株式会社 

３．技術・製品の概要と強み 
 
 電場や磁場の変化によって粘性等のレオロジー
特性が変化する流体が機能性流体です。我々はこ
れまでに微小ギャップ・積層ディスク構造を有する
新規なMR流体ブレーキを開発し、従来のトルク制
御ブレーキと比較して高いトルク／慣性比と高速な
応答性を有することを確認しました（図１）。また、
高精度なトルク制御が可能なER流体ブレーキを搭
載し、VR空間の物体反力を提示可能な上肢リハビ
リロボットの開発と評価を行っています（図２）。 
 
 従来の補助装具や装着型ロボットは、機械の関
節軸と人間の関節軸を一致させるに大変な労力と
経験が必要でした。そのことが一般向け製品の普
及の障害になる可能性もあります。そこで柔軟関
節を用いた装具、機能性シューズ等の研究も行っ
ています（図３）。 

図１ 図3 

機械制御 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 当研究室では、前述のシーズを福祉機器や健康増進
機器（器具）に応用することを目指しています。大分大
学理工学部福祉メカトロコースと福祉健康科学部理学
療法コースの 研究者が共同でリハビリテーション・ロボ
ティクス・リサーチセンター（ R3C ）を立ち上げました。
http://www2.hwe.oita-u.ac.jp/kikuchilab/Burst/index.html 

 
【事業化や販路開拓における課題】 
 福祉機器や健康器具は、機能性だけでなく意匠性も
重要です。ユニバーサルデザインや意匠設計（ソフト含
む）、人との接触に対して親和性の高い素材の選択が
今後の課題です。 

５．企業へのメッセージ 
 機能性流体を用いたトルク制御デバイス（図1）は、伝
達力を正確に制御する必要があるあらゆる用途に応用
可能です。 
１．自動車のトルク制御、振動制御 
２．ロボットのトルクリミット（安全装置）、力制御 
３．バーチャルリアリティにおける触覚提示、など 
 
 我々が考案した柔軟関節（図３）は、内蔵エラストマ
（ゴム）とC型ばねで構成されます。内蔵エラストマは３D
プリンタで作ることができ、内部構造を変えることで関
節の硬さを変えることもできます。 

菊池 武士 准教授 

図2 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 多くのせき損患者が早期に機能回復を果たせる
機会を拡大するために、ロボット技術を基盤に、リ
ハビリの質の向上とリハビリ業務の効率化を目指
し、臥位から歩行までの回復段階に応じて一括支
援できる国内初のリハビリ機器の実用化を図る事
を目的としています。 
 
【始めたきっかけ】 
 国内の急激な超高齢化により、転倒・転落の結
果、脊髄の圧迫・引張による障害として非骨傷性
頸髄損傷が多発し寝たきりになることが多くなって
います。医療・介護費用は増加傾向にある一方で
現場は慢性的な人手不足です。ロボットに代行さ
せる事で、この課題を克服したいと考えました。 

せき損患者の機能回復支援を中核とする介護現場革新ための機器実用化 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 九州産業大学 
 所在地 ： 福岡県福岡市東区松香台2丁目3-1 
 電話/FAX： 092-673-5763/092-673-5490 
 メール  ：  sangaku@ml.kyusan-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 榊 泰輔 教授（ヒュー マン・ロボティクス研究センター） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5706016号・特許第5507224号 
 活用した助成金 ： 平成26年度私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 
                                  （平成26年度～平成28年度） 
 産学官連携実績 ： 産業医科大学、安川電機株式会社、総合せき損センター 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 歩行機能のリハビリ訓練（下肢麻痺患者向け）の
プロセスを3台のロボットに置き換える。 
①起立訓練ロボット 
 体幹の前方への重心移動による起立のきっかけ
を与えることで、ロボットが起立動作を補助し、訓
練を繰り返し実施 
②立位保持訓練ロボット 
 重心移動など歩くための基礎訓練ロボット 
 赤外光によるヘモグロビン計測 し、脳活性レベ
ルを検証する 
③歩行訓練ロボット 
 療法士のように側について安全に歩行できる足
踏出しの訓練（腰揺動介助）ロボット 
 その場足踏みで体幹筋をきたえて転倒を予防 
 患者の歩きに追従し転倒を防止 
 
【技術・製品の強み】 
 医療機関にアドバイスを求めながら、学内文理
融合により、機能から外観に至るまで製品化のイ
メージが具体化しています。 
 脳活性レベル検証 デザイン・機器の統合開発 

機械制御 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 医療介護現場にロボットを実装し、現場の負担・人手
不足・コストの諸問題の解消、現場サービスの効率化
と競争力向上、地元産業への支援とアジア市場への展
開を目指します。 
 
 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 社会実装を具現化するためには、装置開発のみなら
ず、医療従事者や装置を使用するユーザにとって実使
用時における訓練情報の共有や使い勝手、或いは利
用者のモチベーションを維持するための仕組みについ
て、ソフト面でのインフラを整備する必要性があります。 

５．企業へのメッセージ 
 
 本事業で開発したロボットにシステムを実装し、まず
は地域の医療機関から実証試験することを計画してい
ます。 
 将来的な介護支援ロボットの普及のための基盤づくり
を一緒にやっていただく企業をお待ちしております。 
 ご質問、ご相談のある方はお気軽にご連絡ください。 
 
 
 
 

榊 泰輔 教授 

脳血流計測による 
リハビリ効果の検証 

プローブ 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 これまでの風力発電は、風速5m/sから発電が始
まり、安定した発電を行うためには10m/s程度の風
が必要になっていました。本研究では、本来の発
電領域よりも低い5m/s以下の風でも安定して発電
することが可能な新しい風力発電装置の開発を
行っていきます。 
 
【始めたきっかけ】 
 マイクロ流体研究所では、これまでトンボの翼型
を起源としたコルゲート翼の性能の解明を行ってき
ました。この翼の形状を風車に応用することにより
低風速において高い発電効率が得られることが明
らかになり、大分県などの自治体の支援や県内企
業の支援の中で産官学連携を行いながら、研究を
進めてきました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コルゲート翼型タービンを持つ小型風力発電装置の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 日本文理大学 
 所在地 ： 大分県大分市一木1727 
 電話/FAX： 097-592-1600／097-593-2071 
 メール  ：  haradaas@nbu.ac.jp  
 研究者情報 ： 原田 敦史 准教授（航空宇宙工学科・マイクロ流体研究所） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許4533991号 小型プロペラ風車 
 活用した助成金 ： 私立大学学術高度化推進事業（平成17年～平成21年） 
 産学官連携実績 ： 日本電気株式会社、株式会社AKシステム 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 本風力発電技術は、日本文理大学マイクロ流体
研究所が開発したコルゲート翼を利用した装置で
す。低風速領域において高い効率を生み出すこと
が可能となり、数W程度の電力を安定して生み出
すことが可能となります。 
 
【技術・製品の強み】 
 本技術の強みは、以下の２点が挙げられます。 
１．安価な材料による高い強度を持つタービン 
 本研究で開発した風力発電装置のタービンは、
PET材を使用していることから従来の風力発電装
置の材料よりも安価になっています。平板をコル
ゲート形状にすることにより、強度が増しており、さ
らに強風時は風を逃がす構造になっており、柔ら
からに強度を持たせた形状になっています。 
２．シンプルな構成による安定した発電技術 
 低い風速において高い発電の効率を実現できる
ため、低速の風が安定して吹いている場合は常時
発電することが可能となります。この特長から充電
設備などを用いること無く、使用することが可能と
なり、システムを簡素化することができます。 

コルゲート翼まわりの流れ マイクロエコ風車 

機械制御 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 今後は、実用化を目指し、更なる信頼性の向上と効
率の改善を進めていきます。現状は数W程度の発電で
すが、風車の大型化なども同時に進めていくことにより
発電量を増やしていくこと予定です。5m/s以下の風に
なりますが、この条件の中で世界で一番効率の高い風
力発電装置を目指します。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 フィールド実験用の風力発電設備は、これまで多く作
成しており、耐久試験なども進めています。今後は発電
した電力の有効活用を進めていきたいと思っています
が、この際、この電力を有効に活用していただくパート
ナーになっていただく企業や自治体が必要となってい
ます。 

５．企業へのメッセージ 
  
 マイクロ流体研究所では自然エネルギーを用いた発
電技術の更なる高効率化と、これまでとは着眼点を少
し変えた風力発電装置の開発を進めてきました。数年
前までは注目されなかった数Wの発電は、電子機器の
発展などにより大切な電気になりました。新たなインフ
ラを用いること無く電気を作ることができることはIoT機
器との組み合わせに最適です。私は、この風車から作
られた電気とIoT機器を組合せ、農業や過疎地域など
新たな観測設備を作っていきたいと思っています。更に、
皆様と手を組み、九州地方の発展と産業の活性化に寄
与していきたいと思っています。 

原田 敦史 准教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 多品種少量生産が多く、頻繁に生産ラインレイア
ウトが変更される。またスペース上の制約から専
用の走行レーンを設置することが困難な工場向け
に、レーザーレンジファインダを用いた搬送車を開
発する。 
 
 
【始めたきっかけ】 
 平成20年ごろより自律移動システムの研究に取
り組んでいたところ、搬送機器の実績をもつ協和
機電工業㈱と中小工場向け無人搬送車の開発に
取り組むこととなった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ガイドレス無人搬送車の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎県工業技術センター 
 所在地 ： 長崎県大村市池田2丁目1303番地8 
 電話/FAX： 0957-52-1133／0957-52-1136 
 メール  ：  horie@tc.nagasaki.go.jp 
 研究者情報 ： 堀江 貴雄 主任研究員（基盤技術部 電子情報科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ：  
 活用した助成金 ：  
 産学官連携実績 ： 協和機電工業㈱ 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 壁や柱に反射シールを貼りつけ、レーザーレン
ジファインダでスキャンすることで地図を生成する。
走行時は、地図とスキャンデータを照合することで
車両の位置を計測しながら、人などの障害物を避
けながら搬送が可能である。また傾斜コンベアを
使った簡易的な機構により荷物の載せおろしを自
動で行うことを提案している。 
 
 
【技術・製品の強み】 
①床面にマグネットシールなどを敷設できない環
境で運用できる。 
②反射シールを使うことで安定して位置計測が可
能（廊下などの特徴がない環境に対応） 
③マグネットテープでは難しい多数の分岐に対応
可能 
 
 
 
 リフレクタを用いた 

位置測定システム 
無人全方向搬送 

システム 

機械制御 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 現在、新たにホテルや一般環境を想定し、反射シー
ルを使用しない位置計測手法に取り組んでいる。 
 
 
 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 事業化には搬送車としての信頼性開発、販売、保守
など総合的に担える体制が必要である。 
 移動技術を案内ロボットへ適用するなど、応用方法に
ついても検討が必要と思われる。 

５．企業へのメッセージ 
 現在では、同様技術を応用した搬送車は市場にもあ
り、既製品を活用したシステム考案の技術相談などに
も取り組んでいます。 
 また自社商品としてロボット開発に取り組みたい方の
相談、共同研究も受け付けております。 
 
 
 
 
 

堀江 貴雄 主任研究員  
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 酸化グラフェン（GO）は、グラファイトを酸化するこ
とで得られる物質でプロトン伝導性が良く、電池の
電解質として用いることができる。またその還元体
（ｒGO）は、その還元手法によりp型、n型などの半
導体性質をコントロールすることができ、pn接合に
よる太陽電池などのエネルギー変換素子として開
発する。 
 
【始めたきっかけ】 
  当研究室ではこれまでにGOを始めとする
様々なナノシートを合成して、その基礎物性を
明らかにしてきた。今回、GOがナフィオンを
超えるプロトン伝導特性を示すことを世界で初
めて明らかにし、本研究を推進した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医療・環境・エネルギー分野に展開できる多機能性材料としての酸化グラフェン 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 熊本大学 
 所在地 ： 熊本県熊本市中央区黒髪2丁目39番1号 
 電話/FAX： 096-342-3145/096-342-3239 
 メール  ： liaison@jimu.kumamoto-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 速水 真也 教授 （大学院先端科学研究部 速水研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 8097-8100. 
                                                  Sci. Rep., 2017, 7, 12159.  
 活用した助成金 ： 科研費（平成20年度～平成30年度） 
 産学官連携実績 ： NIMS, KNU (Korea), AIST 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 GOなどのナノシート材料は、ナノサイズとし
て用いるだけでなく、単にろ過するだけで配向
性の揃った膜を形成することができる。これら
のナノシート膜を用いることで、ナノサイズの
デバイス作製だけでなく、ミクロサイズへの展
開も可能となった。また得られる膜の層間に、
様々な物質をインターカレーとすることができ
るため、硫酸イオンなどのインターカレーショ
ンにより、高効率のプロトン伝導特性を達成す
ることができた。 
 
【技術・製品の強み】 
 本技術の強みは以下の点が挙げられる。 
1. ナフィオンを上回るプロトン伝導 
高価なナフィオンの代替えとなる。 
2. 炭素材料でのp型n型制御 
炭素材料での太陽電池や熱電変換へ展開できる。 
3. オールカーボンでのデバイス開発 
GOを電解質にrGOを電極として用いることができる。 
4. ナノシート再積層による膜化 
ナノサイズの高性能化を有したままナノシート膜を
作製できる。 

複合・新機能材料 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
  GO膜は、エネルギー材料としてだけでなく、発
光特性を生かした材料展開の他、殺菌や環境浄化、
分離膜さらには圧力セルとしても応用できる。さら
には様々なナノ粒子も担持可能で、触媒材料として
の展開も可能であり、スーパーマテリアルとして展
開できる。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
  事業化においては、高品質なナノシート材料の大
量合成が必要である。またエネルギー材料としての
評価では実際にデバイス作製、評価が必要である。
医療分野での応用は、in vivoでの実験・評価が必要
である。また環境分野では、比較的長期にわたる実
験・評価が必要となる。 

５．企業へのメッセージ 
 
  GOナノシートは、まさにスーパーマテリアルであり、
様々な分野に応用できます。当研究室では、様々な
物質や材料の開発に取り組んでいますが、特にGO
およびそれらのハイブリッド材料では世界を先導し
て、GOの医療・環境・エネルギー分野での可能性
を示してきました。エネルギー材料としてだけでな
く、DDS、分離膜、圧力効果など、かなり最先端の
研究成果も出てきています。また当研究室では、磁
性、伝導性の他、メスバウアー測定も可能です。 
 企業の皆様のお役に立ち、国内産業、特に九州産業
の発展に寄与していきたいと思います。 

速水 真也 教授 

GO 、 rGO ナノ
シートの構造、
およびGO膜の
SEMイメージ 
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２．研究開発の目的やきっかけ 

【研究開発の目的】 
 電気自動車や自然エネルギー負荷平準システム
等へ応用可能な高性能蓄電デバイスの開発が望
まれているが、資源量や安定性、安全性などの制
約により、利用できる活物質材料は限られ、現行
デバイスの高性能化には限界がある。元素戦略を
も考慮した材料開発として、物質本来の機能を最
大限に発現させるためのナノ構造制御材料の開発
を目指している。 

【始めたきっかけ】 
 当研究室では、各種無機系材料のナノ粒子から
ナノ多孔体の合成および機能解明を手掛けてきた。
それらの技術を活かして、高性能蓄電デバイス電
極材料の開発に取り組んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ナノポーラス蓄電デバイス材料の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 国立大学法人 長崎大学 
 所在地 ： 長崎県長崎市文教町1-14 
 電話/FAX： 095-819-2669 
 メール  ：  mrgch@nagasaki-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 森口 勇 教授（工学研究科 応用物理化学研究室） 

 論文掲載、知的財産取得情報 ： Nanoscale, 9, 15643 (2017); J. Phys. Chem. C ,  
               120, 25717 (2016);特許第5534363号,特許第5669070号など 
  活用した助成金 ： NEDO次世代自動車用高性能蓄電システム技術開発事業 
              （H19～H23年度）； JST ALCA事業(H23～H27年度）など 
 産学官連携実績 ： 東京大学、東北大学、トヨタ自動車(株)、三井化学(株)など 

３．技術・製品の概要と強み 

【技術・製品の概要】 
 ミクロ～マクロの細孔サイズを有する多孔カーボ
ンの合成やキャパシタ特性を評価し、単なる高比
表面積化だけでなくミクロ細孔内でのイオン脱溶媒
和を活かした高容量キャパシタ材料の開発に成功
した。また、 Liイオン電池（LIB）負極活物質として、
大きな理論容量を有するが不可逆的であったSiや
SnO2等について、多孔カーボン細孔内へのナノ結
晶の優先析出に成功し、サイクル安定性に優れる
高容量なナノ複合材料を開発した。 

【技術・製品の強み】 
 本技術や開発材料の強みを以下に示す。 
①高容量キャパシタ材料 
 有機電解液中において従来材料(100～140 F/g)
の２倍近くの高容量(＞200 F/g)を実現した。 
②高容量LIB負極材料 
 カーボンナノ空間を利用して合金・脱合金化反応
やコンバージョン反応を可逆的に行わせ、サイクル
安定性に優れる高容量LIB電極材料を開発した。
さらに、Naイオン電池電極材料としても優れた特性
を示すことを解明した。 

ナノ多孔材料の合成例と分析機器 

複合・新機能材料 

４．今後の展開や課題 

【今後の展開】 
 高容量キャパシタ材料は、エネルギー回生や瞬時停
（低）電バックアップ、パワーアシスト、パワーツール等
へのキャパシタの用途拡大や製品力アップに貢献する
ことが期待される。 
 一方、高容量LIB電極材料は、電気自動車や自然エ
ネルギー負荷平準システム等への応用を目指した高エ
ネルギー密度デバイス開発への展開が期待される。 

【事業化や販路開拓における課題】 
  これまでの成果は、モデル的なナノ細孔構造を有す
る多孔体における学理解明を中心に行ってきたもので
あり、実用化のためには、コストダウンが不可欠である。
高機能を発揮させるための安価なカーボン系および複
合材料の大量製造技術に関する研究が必要である。 

５．企業へのメッセージ 

 カーボンやTiO2、 V2O5 、LiFePO4、等のナノ多孔体や
SnO2やLi2MnSiO4等のナノ結晶など、ナノ材料に関する
各種合成技術を有し、蓄電デバイス材料等への応用に
取り組んでいます。また、各企業との連携・共同研究を
積極的に行っています。 
 当研究室には、デバイス評価のための電気化学測定
装置のみならず、高精度ガス吸着測定装置や蛍光X線
分析装置、各種顕微鏡等を所有しており、ナノレベルで
の材料構造評価を行うことも可能です。 
 企業の皆様と連携して、産業活性化に寄与できれば
と考えています。 

森口 勇 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 心臓の拍動は血液のポンプとして利用されてい
ます。また、エンジンのピストン運動は一種の拍動
運動です。このように拍動運動はエネルギーを利
用する上で、最も欠かせない運動様式です。 
 しかし、その駆動源のほとんどは電気や化石
燃料を利用しています。そこで廃熱や光で駆動で
きる拍動材料の開発を目指しています。 
 
【始めたきっかけ】 
 光に当てると勝手に流体を流す管（ホース）があ
れば、「太陽の光を用いて砂漠の灌漑、災害時等
の無電源場所での水の供給が可能になるのでは
ないか？」との発想に至り、「太陽光や排熱で自律
拍動できる「材料」の構築ができないか？」の問い
をもとに「リズム運動する材料」の研究に着手しま
した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

心臓のように拍動する材料の開発  

１．事業者の概要 
 組織名 ： 佐賀大学 
 所在地 ： 佐賀県佐賀市本庄町1番地 
 電話/FAX： 0952-28-8805／ 0952-28-8805 
 メール  ：  naritat@cc.saga-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 成田 貴行 准教授（工学系研究科 循環物質化学専攻） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第6069782号 
 活用した助成金 ：積水化学 自然に学ぶものづくり 研究助成（平成29年度） 
 産学官連携実績 ： 産業技術総合研究所 

３．技術・製品の概要と強み 
 
材料①：「熱を感じて拍動する微粒子」 
材料②：「糖を感じて拍動する微粒子」 
 周期的に内包物を放出できる担体は、能動的
な投薬や体内時計を意識した新しい投薬法の開
発に寄与することが予想できます。当研究室で
は、①ある温度を境に体積を振動させる(拍動
する)カプセル、②グルコースの存在する環境
でのみ拍動する粒子を開発しました。①と②の
材料は薬剤を特定環境で能動的に放出すること
のできる能力を持っています。 
材料③：「光を拍動に変える材料」 
 光駆動で拍動する材料は、全く新しいポンプ
やマイクロエンジンへの応用が期待されます。
温度を感受して体積変化を生じるゲルを利用し、
太陽光等の一定光を浴びて拍動する材料の開発
に成功しました。 
材料④：「光を受けてスイングし続ける材料」 
 光を受けて自律的にスイングする材料は、「魚型
ロボットのフィン」や「光を受けて壁面を掃除するセ
ルフクリーニング材料」として有望です。本材料は、
温度感受性ゲルを用いることで開発できました。 光・熱駆動型拍動材料

の概念図 
研究シーズ 

複合・新機能材料 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 光や排熱を利用した全く新しいエンジンの構築や 
体内で任意の場所へ移動可能なマイクロロボットの駆
動材料、人間が立ち入ることが難しい宇宙空間や砂漠
等で活躍できる動力デバイスとしての展開を図ります。 
 また一方で、光を受けて揉んでくれるシップや、薬剤
担体の開発によって「薬の飲み忘れ」を実現する研究
に着手します。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
  廃熱や光エネルギーを動力に変換する効率が悪い
ため、動力がしっかりと伝わる工夫が必要です。ま
た現在、これらの拍動材料を使用できるのは水溶液
中のみです。今後は気相中でも使用可能とすること
を目指します。この課題解決はエネルギー変換効率
の向上の糸口になるものと期待しています。 

５．企業へのメッセージ 
  
 当研究室では、主に、ゲルやゾルなどの水を含む高
分子材料について研究を進めています。 
 一方で「高血圧抑制醤油の調製法の開発」（特許取
得）や「洗濯物を速乾させることのできるスプレーの開
発」、「黒色からの発光と錯覚できる照明の開発」、「廃
熱・光を利用した全く新しい冷却システムの構築」等、
多岐な分野にわたって学生と一丸になって取り組んで
います。今後は、廃材や未利用資源の高付加価値化を
目指した材料のデザインに積極的に取り組む予定です。
実績として、工場での欠品が生じる理由の解明や、商
品（食品）の開発の補助で企業との連携・共同研究を
行っております。企業の皆様の力となり、九州産業の
活性化に貢献できることを楽しみにしております。 

成田 貴行 准教授 

64 



２．研究開発の目的やきっかけ 
 

【研究開発の目的】 
 世界には工場や鉱山からの廃棄物や排水による
深刻な鉛汚染で苦しんでいる地域があります。こ
の解決を図るため、貴重な資源である水を浄化し
て有効利用が可能な優れた鉛吸着剤の開発が期
待されています。本研究は、鉛を水溶液から選択
的に除去するセラミックスの開発を目的としていま
す。 
 

【始めたきっかけ】 
 地方大学は地域への貢献が強く求められていま
す。佐賀県の資源や知的財産を活かした研究をし
たいと考え、佐賀県が特許を有するチタン含有水
溶液を用いた高機能セラミックスの開発ができない
かと考えていたところ、鉛汚染の問題を知り、リン
酸チタンセラミックスを用いた本研究を始めました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有害物質を選択的に取り込む水浄化セラミックスの開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 佐賀大学 
 所在地 ： 佐賀県佐賀市本庄町１番地 
 電話/FAX： 0952-28-8682／0952-28-8548 
 メール  ：  yada@cc.saga-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 矢田 光徳 准教授 
                         (工学系研究科 先端融合工学専攻 肥前セラミック研究センター） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 日刊工業新聞（2017年9月21日） 
 活用した助成金 ： 科学技術研究費補助金（平成25年度～平成27年度） 
 産学官連携実績 ： （株）キャタラー、三菱化学（株）、岩尾磁器工業（株） 
              日本メディカルマテリアル株式会社（現 京セラ（株））等 

３．技術・製品の概要と強み 
 

【技術・製品の概要】 
 鉛イオンを水溶液から選択的に大量に吸着する
リン酸チタン粒子を、佐賀県窯業技術センターが開
発したペルオキソチタン酸水溶液を原料として、安
全かつ簡単に合成しました。従来の鉛吸着剤とし
て粘土鉱物や炭酸カルシウムや酸化マグネシウム
等が知られていますが、本研究で開発したリン酸
チタン粒子は従来の鉛吸着剤よりもはるかに大き
な鉛吸着量（約640 mg/g）を示します。既存の鉛吸
着剤のほとんどが粒子表面での鉛吸着や鉛化合
物の形成を利用したものであるのに対し、開発した
リン酸チタンは、粒子表面のみならず粒子内部に
も鉛を包接できる特殊な構造を有するため、大きな
吸着量を達成しました。 
 

【技術・製品の強み】 
 本研究で開発したリン酸チタンセラミックスは、世
界最高水準の鉛吸着量を有します。さらに、ナトリ
ウムイオンやカルシウムイオンが大量に共存して
いる水溶液からでも、鉛イオンだけを選択的に包
接して水溶液から鉛イオンを除去することができ、
さらに、繰り返し利用できます。 鉛吸着材のデジタル

カメラ写真 
鉛吸着材の走査電子

顕微鏡写真 

複合・新機能材料 

４．今後の展開や課題 
 

【今後の展開】 
 現在、本研究で開発したリン酸チタン粒子の様々な反
応条件下や金属イオン共存下での鉛吸着特性や耐久
性の評価を行っています。また、本研究は鉛吸着剤に
関するものですが、鉛以外の様々な有害物質の除去を
可能とする高機能セラミックスの開発にも取り組んでい
ます。 
 

【事業化や販路開拓における課題】 
 従来の安価な鉛吸着剤として、粘土鉱物や炭酸カル
シウムや酸化マグネシウム等が知られています。一方、
リン酸チタン粒子は、従来の鉛吸着剤よりも高機能で
あるもののどうしても高価になります。事業化や販路開
拓に際しては、どこでどのように使うのかが重要になる
と思われます。 

５．企業へのメッセージ 
   

 本研究室ではこれまでに様々な組成のセラミック粒
子・薄膜を水溶液から合成してきました。また、金属や
有機化合物とセラミックスとの複合材料も合成してきま
した。さらに、それらの応用として、電池材料、生体材
料、触媒材料、顔料、吸着剤、発光材料、磁性材料等
の様々な評価を行ってきました。 
 企業との共同研究は、大学の研究室にとっても新し
い知識と経験を得る大きなチャンスであると考えていま
す。皆様のご要望に応じて、オーダーメイドでセラミック
粒子・薄膜の合成にチャレンジしたいと思いますので、
遠慮なくご相談ください。 

矢田 光徳 准教授 
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２．研究開発の目的 
【研究開発の目的】 
 竹の異常繁茂は「竹害」という問題を引き起こして

います。竹は生物多様性の低下要因で、SDGs上の

問題で、生活に悪影響を及ぼしています。  

 私たちは、竹を持続可能資源と捉え、次世代で活

用できる技術を開発して事業化し、竹害抑制や里山

整備、雇用創出のソーシャルベネフィットを生み出す

ことを目的としています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

竹から高純度セルロースナノファイバーを作る「大分大学プロセス」と事業化 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 国立大学法人大分大学  
 所在地 ： 大分県大分市旦野原700番地 
 電話/FAX： 097-554-7969／097-554-7969 （産学官連携コーディネーター） 
 メール  ：  coordinator@oita-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 衣本 太郎 准教授（理工学部・共創理工学科・応用化学コース） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第6176625号・特願2018-002149 

 活用した助成金 ： 環境省 環境研究総合推進費・補助金（平成24年～平成26年度） 
 大分大学 学内競争的資金（平成24年～平成29年度） 
 科学技術振興機構（JST） 大学発新産業創出プログラム（START） 
 社会還元加速プログラム（SCORE）（平成29年度） 
 産学官連携実績 ： 国内外企業数社 

３．技術・製品の概要と強み 
【技術・製品の概要】 
  竹を原料にして、廉価で環境負荷の低い薬品と一

般的な機器を使い、ローテクでCNFを製造する世界

一簡単で唯一の「大分大学プロセス」を確立しました。

本法は、竹林近隣で製造できることも特長で、地域の

産業振興にも役立ちます。 

【技術・製品の強み】  

セルロース純度が90～99%、太さは平均16nmで、ア

スペクト比が最大1,000以上と長いCNFです。純度と

太さは要望に応じることができます。長くて結晶化度

が高く成型し易いので、ドローン、ロボット、3Dプリン

ターのSociety5.0分野やアレルギー物質を含まず、

細胞に取り込まれるリスクが低いことからヘルスケア

分野への利用が見込まれます。 

 

複合・新機能材料 

４．今後の展開や課題 
【今後の展開】 
 竹からCNFを製造する基礎研究段階を終え、技術シーズ

を基にしたベンチャーの起業を目指しています。テーマは

「おおいた竹取物語」です。 

 私たちの事業には、竹で困っていらっしゃる「入口」とCNF

を自社製品に使用される「出口」にニーズがあります。入

口では、竹林整備後の竹の処理に困っている自治体、イ

ンフラ系企業などが想定されます。スタートアップでは、そ

の竹を引き受け、CNFを製造し、出口ユーザーにサンプル

販売します。 

 

【事業化や販路開拓における課題】 
  ニーズシーズギャップを埋め、販路を見出すこと。 

５．企業へのメッセージ 
 私たちは「竹を資源活用することで地球環境を守り、持

続可能な地球環境を創る！」ことを掲げ、事業化を目指し

ています。私たちの「竹害抑制のための竹林整備で刈り

取った竹を原料に製造したCNFを製品に取り入れて販売

すること」は、「SDGs活動を進めているESG企業であるこ

と」と同義になります。 

他社のCNFには無い性能と価値があります。 

是非、私たちのCNFをお試し下さい。 

衣本 太郎 准教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 コンクリートの材料・構造両面からの研究を行っ
ている。産業廃棄物の有効利用、ひび割れ対策と
しての新材料・新工法の開発および実験的に評価
を行うことで、持続発展可能なインフラ構築に貢献
し、熱力学や化学反応現象を精緻にモデル化した
数値解析シミュレーションも行い、実験と解析両面
からコンクリートの長寿命化に取り組んでいる。 
 
【始めたきっかけ】 
 廃棄物の有効利用、高性能コンクリートの開発
が喫緊の課題である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産業廃棄物・副産物の有効利用による新建設材料の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 宮崎大学 
 所在地 ： 宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地 
 電話/FAX： 0985-58-7338／0985-58-7338 
 メール  ： lichunhe@cc.miyazaki-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 李 春鶴 准教授（工学教育研究部 社会環境システム工学科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 複合ﾘｻｲｸﾙ材料を有効利用したﾓﾙﾀﾙの性能評価 
 活用した助成金 ： 日本コンクリート工学会研究助成金（平成29年度～平成29年度） 
 産学官連携実績 ： 太平洋マテリアル(株)、極東興和(株)、 CORE技術研究所ほか 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 経済発展や自然災害などによる産業廃棄物・副
産物の産出量は増加する傾向であり、それらの最
終処分場の残余容量の問題を解決することが喫
緊の社会問題となっている。 
 本研究は、産業廃棄物・副産物がアルカリ環境
における反応生成物質により高強度・無収縮・高
耐久・無害・自己治癒機能を有する高機能性建設
材料を開発するものである。 
 
 
 
【技術・製品の強み】 
 産業廃棄物の自己反応による新材料の創出と有
害物質の固定化を実現する部分が、工学的新規
性・優位性を有する。 
 現段階において、高強度化、低収縮化、緻密化、
高耐久化、自己治癒性能を確認しており、これは、
エトリンガイトの生成により、性能変化が生じたと
確認できる。 
 
 実験風景 廃棄物の資源化 

複合・新機能材料 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 産業廃棄物・副産物の有効利用により高性能建設材
料を創出することで、その処分や貯蔵にかかる社会的
な負荷が低減でき、循環型社会の構築に大きな貢献
が期待できる。 
①産業廃棄物を用いたコンクリート用膨張材の開発 
②産業廃棄物を用いた有害物質の固定化 
③産業廃棄物を用いた自己治癒コンクリートの開発 
 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 定量的かつ長期的な評価、検討の実施が必要である。 

５．企業へのメッセージ 
 
 コンクリート構造物および関連材料の開発および性
能評価に関するニーズがあれば、ぜひご連絡ください。 
 
■技術相談に対応できる分野 
 ○コンクリートの性能評価、既設コンクリート構造物の 
  寿命推定 
 ○産業廃棄物・副産物のｺﾝｸﾘｰﾄ分野への有効利用 
 ○新しい構造形式、ひび割れ抑制に関する研究開発 
 
■実用化に向けた適用分野 
 コンクリート混和材メーカ、コンクリート解体企業、 
 廃棄物処理業界、コンクリート2次製品企業 
 など 

李 春鶴 准教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 通常、“非酸化物”系機能性セラミックス材料の製
造には、雰囲気を制御した特別な工程を要する。当
研究室では、電気的、機械的、光学特性等に優れ
た非酸化物セラミックス材料を、大気中でも容易に
かつ大量に作り出せる「燃焼合成法」という方法を
用いて機能性材料の開発を行っている。 
 
【始めたきっかけ】 
 金属合金・セラミックス材料の製造工程では熱処
理を伴う場合がほとんどであり、そのため金属合金
では真空中での処理、また、非酸化物系セラミック
ス材料では精密な雰囲気制御が必要となる。この
ような熱処理条件に囚われず、自由に材料が合成
できないかという考えをきっかけに本研究を始めた。 

炎の合成法！非酸化物系機能性材料の開発と評価 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 崇城大学 
 所在地 ： 熊本県熊本市西区池田4-22-1 
 電話/FAX：096-326-3749／096-323-1347 
 メール  ：  tomosige@nano.sojo-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 友重 竜一 教授 （工学研究科 応用化学専攻 応用無機化学講座） 

 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5220353号・自己伝播高温合成方法 
 活用した助成金 ： 科学技術振興機構 熊本復興支援（地域産学バリュー 
              プログラムタイプ）（平成29年度～30年度） 
 産学官連携実績 ： 崇城大学（プロジェクトリーダー）、ネクサス株式会社、 
               熊本県産業技術センター 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 燃焼合成は、自己伝播高温合成法とも呼ばれ、
2000〜4000℃もの高い発熱を伴い、化合物が自発
的に生成する化学プロセスである。当研究室では、
このプロセスにより、炭化物、窒化物、炭窒化物、
ホウ化物、硫化物、珪化物、酸化物、金属間化合
物などの化合物を合成してきた。合成には混合粉
体の一端を金属コイル等で着火させるだけでよく、
秒速十数mmの速さで合成物が得られる。 
 
【技術・製品の強み】 
 これまで、装甲板にも使われる窒化チタン、耐摩
耗性に優れて切削加工用のバイトの素材にも使わ
れる炭化チタン、最近発見された多種多様な特徴
を持つMAX相材料（遷移金属を主とする炭化また
は窒化物であり、層状構造を有する）などの非酸化
物系セラミックス、さらには軽量高温材料で自動車
のエンジン部品として用いられたTiAl合金、形状記
憶合金として知られるTiNi合金を含め、様々な分野
に利用可能な素材を合成してきた。厳しい雰囲気制
御の必要がなく、上記の材料が容易に得られること
から、製造コスト・操業性では優位な状況にある。 

透過型電子顕微鏡 燃焼合成 

複合・新機能材料 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 層状構造をしたMAX相材料に酸処理を施すと一層毎
に剥離した数十nm厚の二次元ナノリボン構造を有する
炭化物になる。これを、蓄電デバイスとして機能するスー
パーキャパシタ（ＳＣ）用の電極材料に用いると、従来の
ものよりも容量が格段に高まると考えられている。この
電極材料のMAX相は、燃焼合成法で安価に製造できる
ことから、ＳＣが使われる回生機構を有した自動車、エレ
ベータ、鉄道車両等に幅広く活用できると考えている。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 大量生産に向いた合成方法であり、特に粉体を得る方
法として適しているが、生成物の均質さに課題が残る。
また、ナノメートルサイズの微少な物質を取り扱うため、
呼吸器系を含む健康被害防止の取り組みが重要となる。 

５．企業へのメッセージ 
 
 当研究室では金属・セラミックス材料を中心に、特殊合
成・加工法を用いて既存の素材とは異なる特別な材料
の創製に力を入れています。得られた素材は、走査型
および透過型電子顕微鏡を用いてミクロからナノの大き
さまで詳細に調べ、硬度、破壊靱性等の試験を通じて機
械的性質の評価も行えます。また、「これはどんな物質
で出来ているの?」の疑問に対してX線回折装置を用い
て数分間の非破壊検査で明らかに出来ます。本シーズ
以外に希有な「爆発衝撃加工」技術も有しています。 
これらの技術を通して、熊本をはじめ、地域の産業活性
化に貢献していきたいと考えています。 

友重 竜一 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
 科学技術振興事業団の育成研究（平成13～16
年）に採択され、環境・生体に優しいナノ・マイクロ
メートルオーダーの微細な複合材料カプセルの研
究を行ったことがきっかけで、幅広い機能性を有す
るナノ・マイクロマシーンの技術を開発しました。 
 

機能性材料を用いたナノ・マイクロマシーン 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 福岡大学 
 所在地 ： 福岡県福岡市城南区七隈八丁目19番1号 
 電話/FAX： 092-871-6631/092-866-2308 
 メール  ：  sanchi@adm.fukuoka-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 三島 健司 教授（工学部化学システム工学科/複合材料研究所長） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5429708号、特許4097523号 
 活用した助成金 ： 文部科学省科学研究費補助金基盤研究(C)平成20－22年 
 産学官連携実績 ： 花王株式会社、株式会社ファンケルなど多数 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 本技術のナノ・マイクロマシーンは、核となる有用
物質の表面に、主に超臨界二酸化炭素を機能性
溶媒として、生分解性高分子等の機能性材料を
コーティングして新たな機能を付加するものです。    
 コーティング材には、外部の刺激に応答する高
分子が使用でき、任意のｐH（酸性の度合い）や温
度等の条件で、内部に包含していた薬剤等の有用
物質を目的の場所で放出することができます。例
えば、上図のように、数マイクロメートルの大きさに
調製したカプセルを、胃では分解されずに、腸に届
けることもできます。通常市販されている機能性カ
プセルは、数mm単位の物が一般的ですが、その
1/ 1000 程度の大きさで、その機能を実現できま
す。リン脂質などでコーティングすることにより、ナ
ノサイズの粒子化も可能です。 
 この技術の強みは、任意の条件で応答する機能
性を有するナノ・マイクロマシーンを、有害な有機
溶媒や界面活性剤を使用せずに調製できるので、
それらが製品に残存するリスクがない点です。 

複合・新機能材料 

４．今後の展開や課題 
 
 既に当研究室では、高分子等を使用せずに、水とナ
ノ・マイクロバブルのみでも、ナノ・マイクロマシーンを調
製することに成功しています。このナノ・マイクロバブル
やここで紹介した高分子ナノ・マイクロマシーンを組合
わせることで、体内への薬剤等の送達がより機能的に
なることが期待されます。 
 また、このナノ・マイクロバブルは微生物の成長の制
御などへの応用も期待されます。既にマイクロバブルを
用いた実験では、植物の生長促進や魚の鮮度保持な
どが実証されています。 
 我々の開発したナノ・マイクロマシーンは、今後より多
くの分野でその利用が期待されますが、その用途に応
じて、コーティング材やナノ・マイクロマシーンの大きさ、
機能性を最適化する必要があります。これらの最適化
は共同研究などにより、企業の方々等、ユーザーと共
に検討することが望ましいと思います。 
 福岡大学では、共同研究・受託研究などの産学官連
携システムがありますので、それらをご活用ください。 

５．企業へのメッセージ 
 
 当研究室では、企業との共同研究等を通じた多くの
実用化事例があり、この技術は工業材料にも利用でき
ます。医療分野に限らず、各種要望に応える事が可能
ですので是非ご相談願います。   

三島 健司 教授 

側鎖結晶性
ブロック共
重合体層 

調製したナノ・マイクロマシーンの例 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
【研究開発の目的】 
 超臨界流体（高圧の二酸化炭素；10～30MPa, 40
～100℃程度）の高浸透性や界面張力が存在しな
い特性を生かして、ナノ粒子の分散・固定化・複合
化が可能である。また、粒子の複合化や微細な細
孔を有する多孔質体へのナノ粒子の固定化が達
成可能である。 
【始めたきっかけ】 
 超臨界流体に関する研究を始めて20年程となる。
研究当初は、天然物からの生理活性物質の抽出
などの研究を行っていたが、付加価値の高い工業
用素材や薬剤･健康食品等への応用について研
究を進めている。今までベンチャーから大手企業
まで、多くの企業との共同研究を実施し、社会的な
ニーズがどこにあるのかを意識しながら研究に励
んでいる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

超臨界流体を用いたナノ粒子の分散･固定化･複合化技術の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 久留米工業高等専門学校 
 所在地 ： 福岡県久留米市小森野1-1-1 
 電話/FAX： 0942-35-9403／0942-35-9400 
 メール  ：  mtym@Kurume-nct.ac.jp 
 研究者情報 ： 松山 清 准教授（生物応用化学科 化学工学研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第6208316号等（詳しくは研究室HP） 
 活用した助成金 ： JSTマッチングプランナープログラム「企業ニーズ解決試験」 
            （平成28年度）、吉田学術教育振興会学術奨励金（平成28年度）等 
 産学官連携実績 ： 大手食品系企業、大手化学系企業、素材開発企業等（H29実績） 

複合化粒子の開発 
多孔質体に固定化された 

ナノ粒子 

複合・新機能材料 

４．今後の展開や課題 
【今後の展開】 
 最近では、高付加価値製品として複合化がシングル
ナノサイズの高い触媒活性を有する貴金属ナノ粒子が
固定化された多孔質触媒、セルロースナノファイバーの
開発等について重点的に研究に励んでいる。 
【事業化や販路開拓における課題】 
 高圧装置であるため、イニシャルコストが課題となる。
このため、イニシャルコストの壁を突破できる高付加価
値製品の開発への応用が事業化への課題となってい
る。 

松山 清 准教授 

複合化前 

複合化後 

数ナノの細孔の多孔質体に固定
化されたプラチナPtのナノ粒子 

(2nm程度のPt粒子) 

100nm 

50nm 

３．技術・製品の概要と強み 
【技術・製品の概要】 
 超臨界流体の特性を生かした微細な細孔構造を
有する多孔質体へのナノ粒子の固定化、ナノ粒子
の複合化技術について提案した。本技術によりナ
ノサイズの粒子の分散・固定化やマイクロ・ナノ粒
子の複合化が可能である。 超臨界流体が有する
低粘性・高拡散性・界面張力ゼロの特徴を生かし
て、従来の液体溶媒や機械的処理では困難とされ
てきたナノ粒子の複合化や固定化が可能である。
シングルナノサイズの細孔へのナノ粒子の固定化
も達成可能である。  
 
【技術・製品の強み】 
 本技術の特徴を以下に示す。 
・ナノ粒子を凝集させることなく多孔質体などに固
定 化できる。 
・二酸化炭素中での操作であるため、残留溶媒の
心配がなく、医薬品や食品などへの応用が可能。 
・均一なナノ粒子の分散・固定化・複合化が可能。 
・触媒や電極材料などのナノ粒子が固定化された
多孔質材料の開発ができる。 
・人体に対して無害な二酸化炭素や水を用いる技
術であるため、残留化学物質を嫌う医薬品や食品
などの複合粒子に応用可能である。 

超臨界流体 液体 

臨界点 
c.p. 圧

力
P

 

温度T 

三重点
t.p. 

pc 

Tc 

気体 

固体 

←物質の状態図 

臨界点c.p.を超え

た流体が超臨界
流体、CO2の臨
界点Tc= 304.2 K, 

pc=7.38 MPa 

 

５．企業へのメッセージ 
 当研究室では、企業との連携･共同研究を推進してい
ます(毎年３件程度の共同研究を実施)。産業界での課
題は、なかなか表には出てこない複合的な課題を抱え
ている場合が多いです。また、商品化を見据えた場合、
その道の企業技術者の力が必要です。企業に超臨界
流体技術の橋渡しが上手く進むことを祈りつつ、研究
に取り組んでいますのでお気軽にお問合せください。 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 

【研究開発の目的】 
 化粧品や洗浄剤に用いられてきたプラスチックマ
イクロビーズは、環境汚染の原因として欧米諸国
で使用が禁止されてきている。セルロースマイクロ
球状粒子は環境適合性の高い材料であり、プラス
チックビーズの代替となる特性を持っている。本研
究は、セルロース球状粒子をカルボキシル化する
ことによって吸水性粒子を調製することを目的とし
ている。 
 

【始めたきっかけ】 
 現在、世界中でセルロースナノファイバーに関す
る研究が行われてきており、様々な応用が期待さ
れている。当センターでも、TEMPO酸化によるセル
ロースナノファイバーの調製に取組んでいたことと、
以前より、熊本大学と共同でセルロースマイクロ
ビーズの研究を行ってきていたことから、粒子状の
セルロースのTEMPO酸化に取組み始めた。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

セルロース由来のマイクロビーズ “モイストセルロースII” 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 熊本県産業技術センター 
 所在地 ： 熊本県熊本市東区東町3-11-38 
 電話/FAX： 096-368-2101／096-369-1938 
 メール  ：  shirosaki@kumamoto-iri.jp 
 研究者情報 ： 城崎 智洋 研究主任（材料・地域資源室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願2017-249696   
  活用した助成金 ： 熊本復興支援（JST, 平成29年度～平成30年度） 
 産学官連携実績 ： 熊本大学、大東化成工業株式会社 

３．技術・製品の概要と強み 
 

【技術・製品の概要】 
 開発した“モイストセルロースII”は、天然資源で
あり、生分解性であるセルロースを原料としている。
現在、セルロースナノファイバーの製造方法の１つ
として注目を集めているTEMPO酸化法を利用して、
セルロースマイクロ球状粒子に親水基であるカル
ボキシ基を導入することによって、吸水性マイクロ
球状粒子を調製した 。 
 

【技術・製品の強み】 
 開発した吸水性セルロースマイクロ球状粒子、
“モイストセルロースII”は、粒子径が10〜200 µmあ
り、カルボキシ基の導入量を自由に調整すること
ができる。マイクロ球状粒子に導入するカルボキシ
基の量によって、吸水量を粒子の自重の5〜27倍
に制御することが可能であり、用途に応じて粒子
サイズや吸水量を調節したマイクロ球状粒子を
オーダーメイドで製造することが可能である。製造
工程も、常温、常圧、２時間という短時間の反応で
行え、使用する溶媒も水であることから、生産コス
トを低く抑えることが可能であり、環境適合性も高
い材料である。 

モイストセルロースII
の調製装置 

膨潤状態の 
モイストセルロースII 

複合・新機能材料 

４．今後の展開や課題 
 

【今後の展開】 
 セルロースマイクロ球状粒子の粒子サイズや導入す
るカルボキシ基の量によって、用途に応じた吸水性粒
子をオーダーメイドで調製することが可能である。化粧
品、医薬品、工業材料などへの応用を目指し、カルボ
キシル化セルロースマイクロ球状粒子、“モイストセル
ロースII”のバリエーション化を行い、製品化を目指す。 
 

【事業化や販路開拓における課題】 
 事業化のためには、スケールアップ製造の検討や、
低コスト化が必要である。粒子サイズとカルボキシ基の
導入率の関係などを調査し、反応条件をさらに最適化
していくことが必要である。製品として各国で販売する
ためには、生分解性試験も必要となる。 

５．企業へのメッセージ 
 

 当センターでは、これまでにも化粧品原料としてのセ
ルロース球状粒子の開発を行い、製品化した実績があ
り、産学官連携による共同研究に積極的に取組んでい
ます。 
 今回、開発した“モイストセルロースII”は、環境適合
性や機能に加えて、現実的に大スケールで製造し、製
品化することを主眼に据えて研究を進めてきており、
様々な分野で使用されることを目指しています。 
 当センターには、くまもと有機薄膜技術高度化支援セ
ンターの機器類が整備されており、様々な研究開発を
行うことが可能です。九州地域の企業の皆様の発展に
寄与できればと考えております。 

城崎 智洋 研究主任 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 佐賀県を代表する地場産業の一つである諸富家具
産地では、近年、県産木材の杉製学童用机椅子の
受注が増加している。しかし、スチール製と比較して
価格が高いことや重量が重い点、天板硬度が低いこ
となどが課題となっている。これらの課題を解決する
ため、県産木材（杉、ヒノキ）の特性に適した構造や
仕様について検討し、試作開発をとおして軽量化とコ
スト削減を図りながらJIS規格に定められた強度等を
確保する。 
 
【始めたきっかけ】 
 諸富家具産地では、通常、海外の広葉樹を使用し
ているため、杉等の軟らかい針葉樹を加工するため
のノウハウや知見が少ない。また、県産杉材の学童
用机椅子を導入している市町村から、天板硬度の向
上と軽量化（特に小学生低学年）に対する要望が寄
せられていた。 
 

佐賀県産木材製学童用机椅子の開発 

１．事業者の概要 

 組織名 ： 佐賀県工業技術センター 

 所在地 ： 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114 

 電話/FAX： 0952-30-8161／0952-32-6300 

 メール  ：  karakawa@saga-itc.jp 

 研究者情報 ： 辛川 洋介 特別研究員（生産技術部 分室 諸富デザインセンター） 

 論文掲載、知的財産取得情報 ： なし  

 活用した助成金 ： なし  

 産学官連携実績 ： なし 

 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 学童用机椅子の製造に関わる県内企業や県産木
材を供給する企業・団体と連携し、使用する木材の板
厚の統一や構造、設計等を見直すことで、材料調達
コストや加工コストを含めた県産木材製学童用机椅
子の製造に掛かるトータルコストの低減を図った。 
 また、加えて、天板や棚板をフラッシュ構造とする机
を開発することで、県産木材を使用した学童机椅子
の導入を検討している市町村のニーズに合わせて、
天板硬度の向上や天板素材の変更に対応可能とし
た。  
 
【技術・製品の強み】 
• JIS S1021（学校用家具-教室用机・椅子）に準拠し

た強度を確保したうえで軽量化と生産コストの低減
が図られている。 

• 諸富家具産地で容易に製作できるフラッシュ構造を
採用することで、さらなる軽量化と生産コストの低
減が可能である。 

• 天板をフラッシュ構造とすることで、発注者のニー
ズに合わせて、天板表面の素材を選択できる体制
が整っている。 

 

机の水平力強度試験の様子 
（試験協力：福岡県工業技術セ

ンターインテリア研究所） 

複合・新機能材料 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 さらなる軽量化が図られたため、これまで採用が見送ら
れていた小学生低学年向けの県産木材製学童用机椅子
の普及に努める。 
 また、必要に応じて机天板等をフラッシュ構造や県産ヒノ
キ製とすることが可能となったことから、市町村等発注者
のニーズにより幅広く対応できることをPRすることで、県
産木材製学童用机椅子のさらなる普及に努める。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 本研究成果を活用して県産木材製学童用机椅子を製造
販売するためには、県内の家具木工組合等においてJIS
規格に定められた強度等に適合していることを証明する
試験証明書の取得が必要である。 
 フラッシュ構造のパネル製造は、これまで学童用机椅子
に関わっていなかった事業所が担当する予定である。分
業による生産となった場合に、効率的に連携できるように
事前の調整を密に行う必要がある。 

５．企業へのメッセージ 
 
 県産木材（杉・ヒノキ）を使用した学童用机椅子の製造に
掛かるトータルコスト削減を実現する構造や仕様を決定す
るための参考データを獲得すことができました。諸富家具
産地をはじめとする県内の家具木工業界に本研究の成果
を活用した支援にも取り組んでいく所存です。 
 本件に関心がございましたら、佐賀県工業技術センター
までご連絡ください。 

辛川 洋介 特別研究員 

フラッシュ構造 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 本研究は、以下３点をキーワードとする低環境負荷
且つ高機能な塗料の開発を目的とした。 
 （１）低エネルギーな光硬化による重合法を用いる 
 （２）水のみを溶媒とする 
 （３）塗膜密着性が低いポリプロピレンを基板とする 
 
【始めたきっかけ】 
 環境重視の観点やVOC （揮発性有機化合物）排出
規制により、塗料分野では溶剤不使用また低エネル
ギーで重合硬化する塗料・塗装が注目されている。 
 当センターでは、自動車用樹脂製品の金属コーティ
ング技術を研究しており、ポリプロピレン上に蒸着す
る金属膜の平滑性、密着性を向上させるためのアン
ダーコート剤を開発する中で植物由来のセルロース、
甲殻類由来のキチン及びキトサンナノファイバーの乳
化作用に着目し本技術を得るに至った。 
 
 
 
 
 
 
 

天然物由来ナノファイバーを使った低環境負荷な水性塗料を作りました 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 佐賀県工業技術センター 
 所在地 ： 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114 
 電話/FAX： 0952-30-8163／0952-32-6300 
 メール  ： taguri@saga-itc.jp 
 研究者情報 ： 田栗 有樹 特別研究員 （材料環境部） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： （一社）表面技術協会第135回公演大会 
                        ポスター P01 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 従来の水性塗料は、界面活性剤を用いて疎水性の
塗料成分（合成樹脂）を水に分散させたエマルション
となっている。また、塗膜強度や付着性を高めるため
には、合成樹脂の修飾や添加剤が必要である。 
 開発した塗料は、成分として合成樹脂、界面活性剤
としてキチン、光重合開始剤、添加剤他1種を含有す
るシンプルな組成である。特に溶媒はキチン分散溶
媒である水のみで、低環境負荷な塗料である。 
 
【技術・製品の強み】 
 本技術の強みは下記３点が挙げられる。 
①ポリプロピレンへも高い密着性 
 一般的に塗膜の密着性が低いポリプロピレンに対
しても、高い密着性を示す。  
②溶剤型塗料より小さい環境負荷 
 従来の溶剤型塗料では、乾燥過程で有害物質が揮
発するため環境負荷が大きかったが、これを水のみ
を溶媒にすることで解消した。VOC排出規制に対応し
た塗料である。 
③無色透明な硬化膜 
 得られる塗膜は無色透明であり、被塗布物の外観
を損ねず、表面保護（耐傷性、耐腐食性など）機能を
有することが期待される。 図：ポリプロピレン基板への塗料の塗布 

  及び光硬化のイメージ図 

複合・新機能材料 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 開発した塗料は、従来の界面活性剤に替わってキチンを
合成樹脂の分散に用いることで、水のみを溶媒とする低環
境負荷な塗料である。 
 この特長をより活かすために、現在の紫外線で硬化する
仕様から、今後は屋外使用を目指して、大気下での重合方
法を検討したいと考えている。また、本塗料は硬化すると
無色透明となるため、被塗布物の表面保護（耐傷性、耐腐
食性など）としての機能も見込めると考えられる。 
 本手法でキチンとキトサンの混合物を用いると、キチンの
みの場合と異なる質感の塗膜が得られることを既に明らか
にしている。キトサンは抗菌効果が知られていることから、
キトサン含有膜については抗菌性を活かした活用が期待
できる。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 事業化においては、まず、得られる塗膜の各種性質（耐
傷性、耐腐食性、耐屈曲性、耐水性など）評価により、塗膜
機能を明らかにすることが必要である。 
 また、安定な品質の塗料が得られるスケールアップ技術
の確立、大面積塗布時の乾燥法の検討など更なる研究が
必要である。 
  

光照射 

ポリプロピレン 

光硬化で得られる 
透明膜 

開発塗料の塗布 

（ポリプロピレンはプラズマ処理済み） 

田栗 有樹 特別研究員 

５．企業へのメッセージ 
 
 当センターでは、本塗料とその合成法を広く企業様に活
用していただきたいと考えており、興味を持っていただいた
企業様との連携・共同研究を随時公募しています。 
 当センターには、塗膜の性能評価のための引っ掻き硬度
試験器、碁盤目試験、マンドレル屈曲試験器、光沢度計な
どの装置だけでなく、表面観察に有効なレーザー顕微鏡、
電子顕微鏡なども整備しており、これらは共同または企業
様単独で御使用いただけます。 
 まだ基礎的な技術段階であり、この技術を基に様々な製
品開発を支援したいと考えています。本技術に御興味を持
たれた企業様からのお問い合わせをお待ちしております。 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 近年、水素に代表される新エネルギーの利活用が
活発化している。現在使用されている水素の多くは、
海外から輸入した天然ガスを産業プラントにて改質さ
せて製造していることから、将来的には化石資源で
はなくCO2フリーな原料からの水素製造が望まれてい
る。 
 また、改質反応には改質触媒が必要であるが、貴
金属やレアメタルを多く使用しているため、製造コスト
や安定供給が課題となっている。 
 このことから、貴金属やレアメタルを使用せずバイ
オエタノールから水素を生成する改質触媒を開発す
る。 
 
【始めたきっかけ】 
 これまでに、デンプン系バイオマスからのバイオエ
タノールの連続生産システムの開発を行なっており、
新たに触媒の開発を行うことで一連のシステムが構
築できる。また、触媒の構造解析に佐賀県立九州シ
ンクロトロン光研究センターの高度分析装置が利用
できるようになったため。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐賀発！次世代エネルギー エタノールと水から水素を造る触媒の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 佐賀県工業技術センター 
 所在地 ： 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114 
 電話/FAX： 0952-30-8163 ／ 0952-32-6300 
 メール  ：  hoaki@saga-itc.jp 
 研究者情報 ： 帆秋 圭司 特別研究員 （材料環境部） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5560734号、特許第5867808号 
 活用した助成金 ： 文部科学省「放射線利用・原子力基盤技術試験研究事業」 
             （平成19年度～平成23年度） 
 産学官連携実績 ： なし 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 水ガラスに高分子（ポリアクリル酸）と金属溶液
（Sn,Ni）を混合させてゲルを作製した後、乾燥、水洗、
焼成することで、貴金属やレアメタルを使用せずにエ
タノール改質活性能84%と高い触媒材料を開発するこ
とに成功した。 
 また、触媒担体として陶土を使用することにより柱
状や球状の触媒への成形が可能となり、ハンドリング
特性の向上に成功した。 
 
【技術・製品の強み】 
① 簡便な方法で、貴金属やレアメタルを使用せずに
エタノール改質活性能が高い触媒材料を製造できる。 
② 陶土を担体として利用することにより触媒材料の
使用量を大幅に減らすことができ、材料コストを低減
できる。 
 
 
 

開発した水素製造触媒 触媒評価装置 

複合・新機能材料 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 本研究では、簡便な方法で、貴金属やレアメタルを使
用せずにエタノール改質活性能が高い触媒の開発に
ついて基礎的研究を行なったが、実際に産業プラントで
使用するためには、さらなる活性能の向上や長期安定
性等の評価が必要となる。 
 研究は、特許権を取得したところで終了したが、研究
成果のPRに努め、本研究に興味のある企業とコンタク
トを図っていく。 
 
 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 バイオエタノールや水素エネルギーに関する国の施
策等、に目を配りながら、研究成果のPRに努め、本研
究に興味のある企業とコンタクトを図っていく。 
 

５．企業へのメッセージ 
 
 本研究を通じて、触媒の水素製造能の評価や材料の
微細構造の解析等に関して新たな技術を修得すること
ができました。 
 当センターでは、研究の他にも技術相談や依頼分析
等で「地域産業の身近なパートナー」としてお役に立て
るよう職員一同、業務にあたっていますので、お困りな
ことがあればまずはお気軽にご相談ください。 
 
 

帆秋 圭司 特別研究員 
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水環境の保全とリン資源回収を同時に実現！やきものの技術を活用したリン回収技術 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎県窯業技術センター 
 所在地 ： 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷605-2 
 電話/FAX： 0956-85-3140／0956-85-6872 
 メール  ：  s05510@pref.nagasaki.lg.jp 
 研究者情報 ： 高松 宏行 主任研究員 （環境・機能材料科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5754695号 
 活用した助成金 ： 独立行政法人科学技術振興機構 
              平成21年度「シーズ発掘試験」A（発掘型）（平成21年度） 
 産学官連携実績 ： なし 

複合・新機能材料 

高松 宏行 主任研究員  

２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 水環境における富栄養化の原因のひとつであるリ
ンを水中から除去するとともに、リン資源として回収
することができる、環境保全と資源対策双方に有効
なリン回収技術を開発することを目的とした。 
 
【始めたきっかけ】 
 依然として水環境における富栄養化が国内外で問
題となっており、赤潮や有毒アオコなどの被害が多数
報告されている。このようなことから、富栄養化の要
因のひとつであるリンを水中から除去する技術が求
められ、当センターにおいても長年除去技術の開発
を行ってきた。一方、リンは、肥料や化学製品を製造
するうえで重要な資源であるが、経済的に採掘できる
リン資源が減少してきており、価格上昇や将来的な
枯渇が懸念されるようになった。これらの状況から、
リンを水中から除去するだけでなく、資源として回収
できる技術が求められるようになり、本研究に取り組
むこととなった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 排水等、水中のオルトリン酸イオンを吸着し、吸着
飽和した後はアルカリ性水溶液（リン脱着液）を接触
させることで吸着したオルトリン酸イオンを脱着・回収
することを特長とした、酸化コバルトを有効成分として
含有するリン除去材（図a）を開発した。排水とリン脱
着液の流路を切り替えることができる排水処理シス
テム（図b）に当該吸着材を充填することで、排水中の
オルトリン酸イオンを80%以上吸着でき（図c）、吸着飽
和した後は脱着液を通水することで吸着したオルトリ
ン酸イオンを脱着させ、肥料などのリン資源として回
収（図d）することができる。 
 
【技術・製品の強み】 
 これまでにリンの吸脱着特性が知られていなかった
酸化コバルトを有効成分としたリン吸着材を用いた排
水処理／リン資源回収技術である。吸着材は製造プ
ロセスが簡便なオールセラミックス製であり、やきも
のの製造技術を有する窯業土石業において製造可
能である。リンを高速で吸着し、低濃度から高濃度の
リンを含む排液を処理でき、最終的に吸着したリンを
資源として回収し、肥料などに活用することができる。 リン回収技術の概要図 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 ユニット型のリン回収システムを開発し、排水処理施設
のリンの処理を行う高度処理において、施設の規模に応
じて複数のユニットを連結できるようにし、小規模から大規
模まで対応可能とする。回収されたリンは、肥料登録を行
い農業利用するほか、様々な化学製品の原料としての用
途開発を行う。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 吸着材の大量製造について、窯業土石業と連携して製
造プロセスや品質管理法などを確立する必要がある。下
水処理施設や事業所排水処理施設などの高度処理に活
用するために、システムのスケールアップとスケールアッ
プした場合の処理効率について検証が必要である。また
多くの懸濁物質を含む排水の前処理方法についても検討
が必要である。更に、肥料メーカーと連携し、回収リンの
活用や販路開拓を進めていくことが求められる。 

５．企業へのメッセージ 
 
 これまでに新規なリン吸着材を開発して特許を取得し、
開発材を活かした研究用のリン吸脱着システムも開発し、
実証試験によりその有用性を確認しました。実用化に向
け、吸着材を製造する窯業土石業、排水処理システムを
設計・製造する水処理プラントメーカーなど、関連する企
業様との共同開発を希望しています。 
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-抗菌作用で鮮度保持！-抗菌性陶磁器製品 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎県窯業技術センター 
 所在地 ： 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷605-2  
 電話/FAX：  0956-85-3140／0956-85-6872 
 メール  ：  s05510@pref.nagasaki.lg.jp 
 研究者情報 ： 阿部 久雄 主任研究員 （研究企画課） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5299750号、第4759662号 
         日本ファインセラミックス協会講演予稿、2016年1月25日、東京、p.32-33 
 活用した助成金 ： 長崎県連携プロジェクト研究事業（平成16年度～平成18年度） 
 産学官連携実績 ： 長崎県立大学、長崎県環境保健研究センター、東彼セラミックス 
 

複合・新機能材料 

阿部 久雄 主任研究員 

２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 多孔質な陶磁器製品を、ネギやイチゴなど食材
の保存に用いた製品があり、食材に付着した水分
を、容器が一旦吸収した後に、容器内を適度な水
分に保つ効果がある。一方、水分が適度に存在す
る環境は微生物の繁殖にも適していることから、抗
菌性が求められていた。抗菌性付与により製品の
安全・安心性が高められた。 
 
【始めたきっかけ】 
 当センターでは粘土鉱物と有機金属化合物から
抗菌剤を製造する技術を既に開発していた。 食材
保存容器のメーカーから技術相談があり、予備実
験として保存容器の釉薬に抗菌剤を添加したとこ
ろ、長期に亘り微生物の繁殖を抑制できることが
分り、製品展開を図ることになった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 食材を保存する、多孔質な陶磁器製品は既に存
在していたが、当該製品は容器の釉薬に抗菌剤を
添加することにより、釉薬の表面に抗菌力を付与
し、新たに安全・安心性を高めた製品として販売さ
れた。 
 
【技術・製品の強み】 
①抗菌剤の独自技術を県内企業に技術移転 
 要素技術となっている抗菌剤は、層間にイオン交
換能をもつ粘土鉱物に、有機金属化合物を複合化
して作られるため、基本的な製造プロセスは混合、
乾燥、粉砕となっており、大掛かりな設備投資は必
要ない。 
②陶磁器製品の機能性を活かした製品開発 
 多孔質な陶磁器製品は、食材の水分を適度に維
持する機能をもっている。水分の保持は微生物の
繁殖を助長すると考えられるが、抗菌機能の付加
により、この課題に対応できる。 
 
 抗菌剤形状と構造 抗菌性陶磁器製品 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 抗菌性陶磁器製品は製品が水分と接している場合に、
微生物の繁殖を抑制している。これまでに、ネギ・野菜
の保存容器の他に、パン焼き器、おひつなどに製品の
アイテムを拡げており、今後も新たに類する陶磁器製
品の開発が期待される。 
 また、要素技術である粘土鉱物系抗菌剤は、抗菌成
分の徐放性と耐熱性に特徴があり、大腸菌、黄色ブド
ウ球菌等の他にレジオネラ属菌に対する抑制効果も大
きく、応用範囲が広い。今後も導入を希望する企業へ
技術を提供したい。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 陶磁器釉の種類により抗菌効果を検証する必要があ
る。また、抗菌剤添加による釉薬のコストへの影響があ
る。 

５．企業へのメッセージ 
  
 今回ご紹介した抗菌性陶磁器製品の要素技術である
粘土鉱物系抗菌剤は、有効成分と粘土の複合素材の
ため、水中では有効成分を数カ月以上にも亘り徐放す
る性質があり、水環境における抗菌技術として応用す
ることが可能です。また、同様に大気中に精油成分を
徐放する、「蒸気型」の素材を、類縁の技術として開発
しており、抗菌剤と併せて6件の関連特許を保有してい
ます。したがって、応用技術を共同開発することにより
新製品開発に役立てることができます。 

抗菌剤粉末 
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１．事業者の概要 
 組織名 ： 福岡県工業技術センター化学繊維研究所 
 所在地 ： 福岡県筑紫野市上古賀3-2-1 
 電話/FAX： 092-925-7721／092-925-7724 
 メール  ：  knomiyam@fitc.pref.fukuoka.jp 
 研究者情報 ： 野見山 加寿子 専門研究員 （化学課・高分子材料チーム） 
 産学官連携実績 ： 中島ゴム工業(株)、(株)テクノ月星、 
              日米ゴム(株)、 (有)シーエス・化成、昭和ゴム(株)、 
              (株)熊谷ゴム工業、朝日工業(株) 

２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 超高圧(90MPa)に対する耐久性と耐水素性を兼
ね備えた水素ガスシール用Ｏリングを開発する。
汎用のゴム配合から、充填剤・架橋条件等の最適
化により物性を改良し、高圧水素曝露によっても
膨張やブリスタが起こらないゴム配合を確立する。 
 
【始めたきっかけ】 
 “水素社会”の実現に向けた取組が国を挙げて
加速している。水素インフラの鍵となる水素貯蔵施
設では広い温度範囲で超高圧水素を取り扱うが、
既存のＯリングでは十分な気密性を保つことが難
しく、高圧水素用のＯリングの開発が必要とされて
いる。 国内有数のゴム産業地域を抱える福岡県
の特色を生かし、地域企業との共同で高圧水素
シール用Ｏリングを開発した。 

福岡発！高圧水素シール用低膨張Ｏリングの開発 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 Ｏリングの原料としては、ニトリルゴム・エチレン
プロピレンジエンゴム・フッ素ゴム等多彩なゴム種
を用いて配合・成形試験を行い、耐水素性配合を
確立した。 
 この配合を基礎としてＯリングを成形し、水素の
加減圧に対する耐久性試験(0⇔90MPa、6,600サイ
クル)を低温／高温条件下でもクリアできた。 
 

 
 
 
 
 
 

 
【技術・製品の強み】 
①高耐久性 
 水素の加減圧による体積変化が極めて小さいた
め、水素充填放出サイクル耐久性に優れる。 
②耐寒性及び耐熱性 
 水素関連機器の使用環境温度(－40 ～＋180℃)
に対応した、各種の水素用Ｏリング群を開発。 

複合・新機能材料 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 開発したＯリングについて、水素ステーション施設の
蓄圧器・圧縮機・充填用ディスペンサ等の機器メーカー、
その他水素ガス事業者等への積極的な展開を図る。ま
た、これまでよりさらに長期の耐久性、極低温・高温で
のシール耐久性を保証できるようなＯリングの開発・評
価を継続していく。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 実製品への採用から事業化に向けては、各々の機器
メーカー(ユーザー)が必要とする仕様を満たすＯリング
を低コストで供給できること、ならびに、安定した品質で
の量産化に向けた技術(製造工程管理、金型成型技術
、検査・品質管理等)の確立が必要である。 

５．企業へのメッセージ 
 
【水素機器関連メーカーとの連携を希望】 
 福岡県では、県内ゴム産業の活性化の一端として、
水素シール用ゴムの生産拠点化を目指して、共同研
究・製品開発に取り組んでいます。 
 水素機器関連メーカーをはじめ、各種ゴム部品の
ユーザー企業との連携・共同開発を希望します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

低温シール耐久性 
試験後のＯリング 開発した高圧水素シール用Ｏリングの特性 

野見山 加寿子 専門研究員 
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２．研究開発の目的やきっかけ 

【研究開発の目的】 

 西日本を中心に放置竹林は年々増加し、社会
的な問題となっており、竹を有効活用し、消費して
いくことで、放置竹林を減少させていく必要がある。 

 しかしながら、竹は集積のための人件費等の問
題から製造費・製品価格が高くなり、従来取り組
まれてきた竹の有効利用（竹炭（土壌改良剤）、竹
紙、バイオエタノール等）では、それに見合うだけ
の高付加価値製品を生み出せていない。そこで、
高付加価値な製品を段階的に複数製造できるプ
ロセスの開発に取り組んでいる。 

【始めたきっかけ】 

 バイオマスから工業材料を産むプロセスを研究
する中で、複数の高付加価値製品が生み出せな
いか発想し、他大学と共同で本シーズのプロセス
の研究を開始しました。 

複数の高付加価値製品を産むバイオマス利用製造プロセス 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 九州工業大学 
 所在地 ： 福岡県北九州市戸畑区仙水町１－１ 
 電話/FAX： 093-884-3485／093-881-6207 
 メール  ：  office@ccr.kyutech.ac.jp 
 研究者情報 ： 坪田 敏樹 准教授（大学院工学研究院 物質工学研究系） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願2017-001918 
 産学官連携実績 ： （公財）福岡県リサイクル総合研究事業化センター、 
              他、企業との共同研究実績多数 

３．技術・製品の概要と強み 

【技術・製品の概要】 

 竹などのバイオマスを出発原料として、キシロオ
リゴ糖と電気二重層キャパシタ電極用炭素材料の
二つの高付加価値製品を製造する。竹の中のヘ
ミセルロースを水熱処理によって高効率で高付加
価値オリゴ糖に変換するとともに、水熱処理後の
セルロースおよびリグニンを主成分とする残渣か
ら高性能電気二重層キャパシタ電極用炭素材料
を製造する。  

【技術・製品の強み】 

 本技術は、水のみを使用してバイオマスからオ
リゴ糖を生産する安全性が高く環境負荷も小さい
技術と、その残渣を利用して高性能電気二重層
キャパシタ電極用炭素材料を製造する技術である。
高付加価値製品を段階的に複数製造する技術で
ありバイオマス利用プロセスとして画期的である。 

＜想定される用途＞ 
・機能食品 
・電気二重層キャパシタ 
・活性炭 

材料製造プロセス 

４．今後の展開や課題 

【今後の展開】 

 本技術の特徴は以下のとおりで、これらを活かした分
野への展開が考えられる。 
１．竹と水のみでキシロオリゴ糖が製造できること 
２．さらに灰分が少ない活性炭の原料を得られること 
３．上記以外に、竹害解決の効果が得られること 
 また、達成された活性炭に着目すると、吸着剤といっ
た分野や用途に展開することも可能と思われる。 

【事業化や販路開拓における課題】 

・現在、キシロオリゴ糖の製造について、生産可能な反
応条件まで探索済み。しかし、量産装置がない点が
未解決である（資金の問題）。 

・電気二重層キャパシタ電極材料について、灰分が少
ないこと、十分な表面積の実現は解決済み。しかし、
製造条件の最適化が未解決である。 

・今後、活性炭の作製条件について実験データを取得
し、電気二重層キャパシタ電極材料に適用していく場
合の最適条件設定を行っていく。 

・実用化に向けて、製造したキシロオリゴ糖がペットや
家畜に有効であることを実証し、販路を拡大する必
要もある。 

５．企業へのメッセージ 
・未解決の作製条件の最適化については、従来の賦

活技術により克服できると考えています。 

・食品工学、活性炭、または電気二重層キャパシタの
技術を持つ企業との共同研究を希望しています。 

高付加価値な製品を段階的に複数製造できる 
→ １．キシロオリゴ糖（健康食品） 
→ ２．活性炭 → 電気二重層キャパシタ用電極材料 

坪田 敏樹 准教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 材料が示す様々な特性は材料組織に強く依存す
る。ここでは、結晶の磁気異方性に基づく粒子の
磁場配向挙動を汎用マグネットを用いて制御し、材
料組織を高度に制御しながら高い機能を発現する
セラミックス材料の創製を目指す。 
 
【始めたきっかけ】 
 当研究室では固体酸化物燃料電池に応用可能
な高性能電極の開発に取り組んでいる。これまで
に、超伝導マグネットを用いて、混合導電性Ni系材
料の配向化に成功し、電極性能の向上を導いてい
る（物質・材料研究機構との共同研究）。その検討
の中、材料組成を制御すると、汎用マグネットの利
用でも配向組織の構築が可能であることを見出し、
現在検討を進めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

汎用マグネットを用いたセラミックス材料組織の高度精密制御 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 熊本大学 
 所在地 ：熊本県熊本市中央区黒髪2丁目39番1号 
 電話/FAX： 096-342-3145/096-342-3239 
 メール  ： liaison@jimu.kumamoto-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 松田 元秀 教授 （大学院先端科学研究部 機能材料設計学分野） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願2014-169774、J. Power Sources, 293, 95(2015). 
 活用した助成金 ： 科学研究費助成事業経費および（公）財団からの研究助成金 
 産学官連携実績 ： 国立研究開発法人物質・材料研究機構 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 当研究室で取り組む材料組織制御技術は、材料
の製造プロセス条件に全く依存しない結晶の磁気
異方性という物理的パラメータを利用するものであ
る。強磁場を利用した材料組織制御は他でも試み
られているが、その検討では高価な超伝導マグ
ネットが必要とされている。当研究室では、低コス
トな技術の開発を目指し、固体酸化物燃料電池に
応用可能な物質において、組成制御を介して汎用
マグネットの利用でも組織制御が可能となる技術
を見出した。 
 
【技術・製品の強み】 
 本技術の強みは下記３点が挙げられる。 
①汎用マグネット利用による廉価的プロセス 
 汎用マグネットは超伝導マグネットに比べ価格的
に極めて安価で入手も容易である。 
②材料組織制御における高い再現性 
 本技術は結晶の磁気異方性を利用することから
、組織制御上高い再現性が期待できる。 
③様々な材料へ応用が可能 
 本技術は基本的には他分野材料にも応用が可
能である。 

磁場印加による 
結晶の配向挙動 

本技術で組織制御を 
施した試料の概略図 

材料製造プロセス 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 現在、低温作動固体酸化物燃料電池に応用可能な
Ni系層状ペロブスカイト化合物を中心に検討を進めて
いるが、今後は他の系にも本技術を適用し、その応用
性と優位性について検証したいと考えている。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 事業化においては、実際上求められる製品用材料の
大きさや形状に対して同等の成果が達成できるか、更
なる検討が必要である。また、本技術において汎用マ
グネットを利用するには材料組成の制御が必要になる
場合がある。その組成制御が実製品用材料の性能に
どのような影響を及ぼすかなどについて調査する必要
がある。 
 

５．企業へのメッセージ 
 
 磁場を利用したセラミックス材料の組織制御技術は
現在研究者間で注目される技術である。当研究室では、
その技術の汎用性を目指して、高価な超伝導マグネッ
トでなく、安価な市販マグネットの利用でセラミックス材
料の組織を高度且つ精密に制御可能な廉価性に富む
プロセスの開発に取り組んでいる。本技術は基本的に
は様々な材料に応用可能であるが、上にも記したが、
場合により組成の制御が必要となる。すなわち、対象と
する材料それぞれによってアプローチは異なる。相談
を受けた場合、 case by caseでその適用性と可能性を
検討できればと考えている。 

松田 元秀 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 生産現場では、1日当たり数10～数100トン規模
で大量の廃水が排出されています。また、有害難
分解性物質を含む場合もあり、従来の水処理法で
は解決できない問題があります。当研究室では、
プラズマを用いて、これらの廃水を迅速かつ確実
に処理する方法を構築し、実用化することを目的と
しています。 
 
【始めたきっかけ】 
 当研究室では、プラズマ生成とその応用につい
て研究を進めています。現在は特に、環境改善技
術のニーズに対応可能な、水処理技術の開発をメ
インテーマの一つに掲げています。本テーマは、
近々に社会実装化できることを目標としています。   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プラズマを使った大容量・高速水処理法の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 国立大学法人佐賀大学 
 所在地 ： 佐賀県佐賀市本庄町1番地 
 電話/FAX： 0952-28-8655／ 0952-28-8651  
 メール  ：  iharas@cc.saga-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 猪原 哲 准教授（工学系研究科 パルスパワー・プラズマ研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5464692号・水処理装置 
 活用した助成金 ： 九州地域戦略産業イノベーション創出事業（平成22年度） 
 産学官連携実績 ： 財団法人 九州産業技術センター、九州工業大学 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 本技術は、廃水中の有機化合物や細菌を排水
中に直接プラズマを生成させることによって処理す
るものです。水処理にプラズマを用いた場合、プラ
ズマの生成条件が重要となります。当研究室では、
処理水中に水中キャビテーション気泡を発生させ、
その気泡群内に電極を設置してプラズマを生成し
ています。この方法によって、外部からの原料ガス
を供給することなく、低電圧（1000V以下）状態で水
中プラズマを生成することを実現しました。 
 
【技術・製品の強み】 
 本技術を用いた水処理リアクターは、生産プラン
トに直接インラインで組み込むこと、また、プラズマ
の強力な処理能力によってワンパスで処理が可能
です。そのため、基本的には処理槽などの付加設
備は必要ないと言えます。 
 処理の原理は、主に、水中プラズマの生成に伴
う“化学的活性種”（OHラジカルなど）ですが、プラ
ズマとキャビテーションが発生する“衝撃波”も水
中微生物や細菌の処理に寄与しています。 水中キャビテーション

プラズマ 
実験室での実験の様子 

材料製造プロセス 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 本技術製品の小型化、太陽光パネルからの電源供
給を可能とすることで、災害現場や電源取得が困難な
場所における造水システムとして実装化していきたいと
考えています。  
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 まずは、処理能力の向上、エネルギー損失低減のた
めの研究が必要です。また、素早い実装化のために以
下の課題の解決を目指します。 
①プラズマを用いる場合、その高いエネルギー状態の
ために副生成物の問題が懸念されます。有害副生成
物を発生しない方法の検討が必要です。 
②一般に廃水は、汚染度によって導電率や水質（濁度、
浮遊物質など）が著しく変化するため、被処理水の条
件に応じた処理条件について設定方法の確立が必要
です。 

５．企業へのメッセージ 
 
 大学の社会的役割として、学術的観点に重きをおい
て研究を進めることが大切ですが、役に立つ技術の創
出という観点との両輪が必要と考えています。 
 実用的な水処理装置の開発に向けて、学生とともに
研究を進めています。 
 また、水処理に限らず、高電圧・プラズマの技術で企
業の皆様のお役に立つことがあれば、分野の垣根も越
えてチャレンジしたいと考えています。 

猪原 哲 准教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
【研究開発の目的】 
 改質乳清たんぱく質含有ゲル状食品の改良を
目的とする。改質乳清たんぱく質を加熱するこ
とにより発生する揮発性成分（ヘプタナール）
を減少させる消臭食材（タマネギパウダー、サ
イクロデキストリン、又は茶抽出物の少なくと
もいずれか１種）。 
【始めたきっかけ】 
 当研究室では、改質乳清たんぱく質含有ゲル
食品は製品として未だないため、改質乳清たん
ぱく質をゲル化剤として用いたゲル状食品につ
いて、特有の臭気の発生やペースト状の食材の
分離を防止したゲル状食品及びその製造方法の
発明を目指して本研究に臨んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

嚥下に係る食品開発における新手法の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎国際大学 
 所在地 ： 長崎県佐世保市ハウステンボス町2825番地7 
 電話/FAX：0956-39-2020／0956-39-3111（代表） 
 メール  ： ga-s@niu.ac.jp 
 研究者情報 ：古賀 貴子 教授（健康管理学部 健康栄養学科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5413873号 ：改質乳清たんぱく質含有 

               ゲル状食品及びその製造方法 

 活用した助成金 ： なし 
 産学官連携実績 ： なし 

３．技術・製品の概要と強み 
【技術・製品の概要】 
 （従来の特許に比して本特許が持つ特徴等） 

  改質乳清たんぱく質含有ゲル状食品の改良
を目的とする。原料として改質乳清たんぱく質
とペースト状の食材との混合物を用い、改質乳
清たんぱく質を加熱することにより発生する揮
発性成分（ヘプタナール）を減少させる消臭食
材（タマネギパウダー、サイクロデキストリン
、又は茶抽出物の少なくともいずれか１種）を
原料に添加し、原料を撹拌しながら予め加熱し
た後に流し型に注入し、加熱後に冷却してゲル
状に成型することにした。 
【技術・製品の強み】 
 改質乳清たんぱく質をゲル化剤として用いた
ゲル状食品について、特有の臭気を防止した。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

材料製造プロセス 

４．今後の展開や課題 
【今後の展開】 
 本発明に係るゲル状食品は、食塩添加量や改質乳
清たんぱく質の含有比率などによってゲル状食品の
硬さを適宜調製することができ、咀嚼能力や嚥下能
力や消化能力の低下した者に良好に食してもらえる
高齢者・介護用食品として利用することができる。
そのため、高齢者・介護用食品や栄養改善に寄与す
る食品（健康食品）の分野での活用が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業化や販路開拓における課題】 
 実用性が高く特許化もできたが、事業化や販路開拓
の面で、充分な活動ができていない。  

５．企業へのメッセージ 
 当研究室では、事業化の成果につなげるため、各企
業との連携・共同研究に積極的に取り組んでいきます。 

古賀 貴子 教授 

表1 PWPゲルの性状に及ぼす食塩添加およびPWPの使用量の影響 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 機能豊富であるが高価である油圧式試験機を上
回る高い市場競争力を有する疲労試験機を提供す
る。 
 
【始めたきっかけ】 
 油圧で駆動する疲労試験機は極めて高価で維持
費やランニングコストがかかるため、一般の大学や
企業では手軽に利用できなかった。一方、他の駆
動方式による安価な疲労試験機は、必要な機能が 
十分に備わっていない問題があった。そこで、一般 
の試験や研究に必要十分な性能を有し、かつ安価、 
省エネ、低維持コストを実現した疲労試験機の開 
発を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

省エネ・安価・高性能な疲労試験機の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 福岡大学 
 所在地 ： 福岡県福岡市城南区七隈八丁目19番1号 
 電話/FAX： 092-871-6631/092-866-2308 
 メール  ：  sanchi@adm.fukuoka-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 遠藤 正浩 教授（工学部機械工学科/材料技術研究所長） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5334056号・5435482号・6056074号 
 活用した助成金 ： NSKメカトロニクス技術高度化財団補助金（平成26年度～平成28年度） 
 産学官連携実績 ： 平戸機械（株）、日之出水道機器（株）、デンソー（株）、 
     日立金属若松（株）、他 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 本件装置は、電動モーター駆動の共振型疲労試
験機である。繰返しねじりや曲げおよびこれらの組
み合わせ荷重を試験片に負荷できる。 
 油圧を使わない単純な構造なので堅牢であり、ラ
ンニングコストがかからずメンテナンスが容易であ
り、製造コストを大幅に削減することができる。 
 さらに従来の簡易な変位制御試験機と比較して、
高い試験速度で短時間に材料の疲労特性を調べ
ることができる。 
 
【技術・製品の強み】 
 従来の共振型試験機と異なり、２つのローターが
振動を相殺するので振動抑制のための重く大きな
据え付け台が不要で、静粛・軽量・小型である。ま
た平均応力負荷機構、自動調心機構、荷重計が備
わっており使い勝手が良い。 
 製造・商品化に際して特別な設備や技術が必要
でないため、中小企業でも商品化が容易である。 
 一般の実験に必要な機能を有し、油圧を使った
従来製品よりも、サイズ・価格・ランニングコスト・維
持コストは数十から数分の一なので普及が見込ま
れる。 

材料製造プロセス 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 基本構造は単純なので拡張性が高い。そのため実施
企業の商品コンセプトに合わせて自由にスペックの決
定や他の装置との組み合わせができる。 
 現行の試作機は順調に稼働しているが、さらなる静粛
性の向上や閉ループ制御に向けたアイデアがあり、より
付加価値の高い製品づくりが期待できる。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 従来の重厚長大な試験機に対するメリットを十分に伝
える営業力が必要と思われる。そもそも製品価値は高く
競争力があるので、さらに設計から製作・販売まで再検
討を行いコストパフォーマンスを最大限にして圧倒的な
商品力を付ける工夫が必要である。 

５．企業へのメッセージ 
 
 当研究室は金属疲労に関する研究を長年行ってきて
おり、多くの企業との共同研究経験も豊富なので、従来
の疲労試験機の問題や必要十分な機能については熟
知しています。また当研究室には、高級な油圧装置も
設置していますので、それと比較して本件装置が如何
に優れているか比較して頂くことも可能です。 
 本件装置は試作が完了しており、性能も確認済みな
ので、中小企業でも少ない開発費で高い競争力を持っ
た製品の開発が短期間で可能と考えます。 

遠藤 正浩 教授 

試作機 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
【研究開発の目的】 

 環境保全・資源循環の観点から、プラスチック
のマテリアルリサイクルを推進することが求めら
れている。しかしながらリサイクルプラスチックは
物性値が非常に低く、商品価値がないために、
そのリサイクル比率が低迷していることが大きな
課題であった。この物性低下原因は、従来再生
不可能な化学劣化とされており、物性向上は不
可能とされていた。 
 本研究はこの常識に対して、物性低下原因は
物理劣化であること、また物性向上・再生が可能
であることを明らかにし、またその再生法を確立
することで、廃棄プラスチックのマテリアルリサイ
クルを推進することにある。 

【始めたきっかけ】 
 力学特性がバージンプラスチックと大きく変わら
ない工場内リサイクルプラスチックの破断面構造
が、バージン品とは大きく異なっていることを見出
したことから、本研究は始まった。 

廃棄プラスチックの新規物理再生法 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 福岡大学 
 所在地 ： 福岡県福岡市城南区七隈八丁目19番1号 
 電話/FAX： 092-871-6631/092-866-2308 
 メール  ：  sanchi@adm.fukuoka-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 八尾 滋 教授（工学部化学システム工学科/機能・構造マテリアル研究所長） 

 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特開2016-049736、特開2017-148997  
 活用した助成金 ： 環境研究総合推進費 （平成26～28年度、平成29～31年度） 
 産学官連携実績 ： 民間企業 
 

３．技術・製品の概要と強み 
【技術・製品の概要】 

 我々は、マテリアルリサイクルされたプラスチッ
クは、力の伝達に乏しい内部構造を持つために
靭性が著しく劣ることを見出した。またこの内部
構造は成形法を最適化することにより解消し、物
性を再生できることを明らかとした。この際、含有
されている異物なども、物性再生にほとんど影響
しないことも明らかとした。 
 これにより、商品価値のあるマテリアルリサイク
ルプラスチックの生産あるいは製品化が可能と
なる。 

【技術・製品の強み】 
 本研究で見出したマテリアルリサイクルに適し
た成形法は、プレス成形の場合は従来の成形機
そのままで適用することができる。また、射出成
形に対しても、ペレタイズ時の条件およびペレタ
イザーの装置に新たに樹脂溜まり部を設けること
で、物性を向上させることが可能である。 
 この際、プラスチックの成分選別は、現行実施
されているレベルでも十分に対応できることも明
らかとしており、その適用範囲は大きい。 

材料製造プロセス 

４．今後の展開や課題 
【今後の展開】 

 当該技術により、従来再生が不可能であり、商品価
値が低いと考えられてきたマテリアルリサイクルプラ
スチックの概念が一転されたと考える。今後完成度を
高めることにより、マテリアルリサイクルプラスチック
の適用できる製品分野を大きく広げることが可能であ
る。 
 また、最適なリサイクルプラスチックの製品化に適し
たペレタイザーあるいは射出成形機の創製など、生
産機械分野に対する波及効果も大きい。 
 今後本研究の成果を一般化することで、日本のみ
ならず世界の環境保全・資源循環をリードすることが
できると考える。 

【事業化や販路開拓における課題】 
 これまでリサイクルプラスチックに対して抱かれてい
た化学劣化という概念＋異物による物性低下＝廃棄
物という常識を取り払い、プラスチックの基本的な物
性からリサイクルプラスチックを見直すことが重要で
ある。特にこれまで本格的な取り組みを行ってこな
かった大学・研究機関における基礎的な研究と、企業 
との協同した取り組みが一番大切である。 

５．企業へのメッセージ 
 プラスチックのマテリアルリサイクルを推進し、積極
的に利用用途を広げることは、現在の社会的要請で
あり、コストダウンとともに企業イメージ向上に非常に
有益である。「使いこなす」という発想を持って、当該
技術の完成を目指して大学と協力して取り組んでもら
いたい。 

八尾 滋  教授 

側鎖結晶性
ブロック共
重合体層 

ポリエチ
レン層 

（A） 

（B） 

市販容器包装リサイクルペレットでの引張試験結果 
（A）：通常の成形条件で作成した試験片 

（B）：本研究で見出された成形条件で作成した試験片 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 内燃機関の燃料に微細気泡（ファインバブル）を
混入させる技術、ならびに気泡サイズや量を自在
にコントロールする技術を開発し、エンジンの燃費
と有害排出ガスによる環境負荷を低減させること
を目的としている。 
 
【始めたきっかけ】 
 内燃機関の燃費を低減させる方法の1つとして、
燃料の高圧化がある。しかしながら、燃料の高圧
化の限界やリスクがある。また、燃料の高圧化は
小型エンジンになる程、所用動力の点から不利と
なる。そこで、予め微細気泡を燃料に混入させるこ
とで、燃焼速度を向上、燃費を低減できないかとい
う発想に至った。 
 

世界初！ エンジンの燃費性能を向上させる燃料への微細気泡混入技術 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 久留米工業高等専門学校 
 所在地 ： 福岡県久留米市小森野1-1-1 
 電話/FAX： 0942-35-9369／0942-35-9321 
 メール  ：  nakatake@kurume-nct.ac.jp 
 研究者情報 ： 中武 靖仁 教授（機械工学科 環境エネルギー工学研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 
                        特許第5124145（微細流体混入液体燃料の製造装置） 
 活用した助成金 ： 科研費 基盤(C)（平成22～24、26～28年度） 
 産学官連携実績 ： 三井造船特機エンジニアリング株式会社 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 微細気泡を内燃機関燃料に混入させることによ
り、3％程度の燃費低減が可能である。 
 燃料へ微細気泡を混入させることで、物理的効
果として、粘度、表面張力を低下、および気泡の
破裂や析出効果により、噴霧燃料の微粒化を促
進し、さらに化学的効果として溶存酸素量、セタン
価を上昇させ、燃焼促進を図る。 
 結果として、燃費や有害排出ガスの同時低減が
可能となり、環境負荷の低減へとつながる。 
 
【技術・製品の強み】 
 本技術・製品の強みは下記３点が挙げられる。 
①身近にある空気を燃料に混入 
 添加剤や水の混入と違い費用対効果が高く、さ
らにトラブルを生じない。 
②既存のエンジンに後付可能 
 既存エンジンの燃料ラインにバイパスしてレトロ
フィット可能。 
③小型・軽量・低コスト 
 微細気泡混入器が小型で装置もシンプルである
ため小型、軽量、小動力、低コスト。 

微細気泡混入、 
計測の様子 

材料製造プロセス 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 内燃機関である小型ディーゼルと小型ガスタービンエ
ンジンで燃費低減の実績がある。そのため発電用・産
業用・運輸用内燃機関へのレトロフィットが可能な装置
である。 
 当面、法規や場所的な制約の少ないと思われる船舶
用で実用化することを進めている。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 微細気泡に関する技術は、大きく分けて気泡を製造、
計測、あるいは応用の分野で様々な研究開発が進め
られているが、未解決な部分も多く存在する。  
 そのため産学官の連携が不可欠であり、民間企業と
の共同研究、ならびに補助金等、外部資金の獲得がカ
ギとなる。 

５．企業へのメッセージ 
 
 高等専門学校（高専）は実践的な技術を重視した教
育を行っています。そのため早期より実習、実験、製図
といった現場に強い人材を育てています。 
 一方で、ものづくりの開発スピードは急速に早まって
います。そのため、本校機械工学科ではデジタルエン
ジニアリング教育にも力を入れております。 
 高専は全国のいたる所にありますので、地域企業の
方と一緒になって地域、ならびに産業の活性化に寄与
できればと考えています。 
 
 

中武 靖仁 教授 

微細気泡の 
流動シミュレーション 

84 



２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 食品、化成品等の製造、排水処理等の分野にお
いて粒子流体のプロセスは重要であるが、粒子の
性状や付着性、周囲流体の流れの影響により狙
いどおりの操作が困難になる場合が多い。当研究
室では実験と数値シミュレーションを用いて、粉体
および混相流の流動特性を明らかにする研究を
行っている。 
 
【始めたきっかけ】 
 粉体や混相流に関する研究は古くから行われて
いるが、流れが複雑であるが故に実験での解明に
は限界があった。近年、これらに対する数値シミュ
レーション手法が進み、実験と両面からアプローチ
することで、解明が進むようになった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

粒子の流れを明らかに！粉体・混相流の実測及び数値シミュレーション 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 佐世保工業高等専門学校 
 所在地 ： 長崎県佐世保市沖新町1-1 
 電話/FAX： 0956-34-8498／0956-34-8498 
 メール  ：  yjohno@sasebo.ac.jp 
 研究者情報 ： 城野 祐生 准教授（物質工学科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ：  
 活用した助成金 ： 科学研究費補助金（平成21年度～平成22年度） 
 産学官連携実績 ： 長崎県窯業技術センター、エビスマリン株式会社 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 現在、粉体操作において最もトラブルの原因とな
る付着性をコントロールし、付着性が流動化特性
へ及ぼす影響や、測定データの解析から流動化状
態における付着性の評価等を行っている。粉体の
数値シミュレーションでは様々な条件を個別に設
定できるため、実験的に再現性を得にくい詳細な
データを得ることが可能である。 
個々の粒子性状の影響や粒子間の付着の状態が
全体の流動へどのように影響するかについて検討
を行っている。 
 
【技術・製品の強み】 
①流動層の流動化特性の評価 
 粉体表面に作用する付着性を系統的にコント
ロールして流動層の流動化状態への影響を評価
できる。 
②離散要素法を用いた粒子解析 
 個々の粒子について条件を設定可能な手法によ
り詳細な粉体流れの解析が可能 
③混相流及び熱流動解析 
 二相流解析によりマイクロバブルや気泡流れの
流動現象について評価可能 SALD7500nano 離散要素法解析結果 

材料製造プロセス 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 現在、実験的には熱移動を伴わない系を対象として
いるが、実際に多い熱移動を伴う粉体の乾燥プロセス
や造粒プロセスにおける現象の解明に取り組みたい。
数値シミュレーションでは、実スケールにおいて微粒子
が係わる混相流れの解析に取り組んでいきたいと考え
ている。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 粉体や混相流に関する現象は複雑であり、粒度の分
布や粒子の形、表面状態、流体の物性等様々な因子
の影響を受けるため、測定データ等の汎用性を持たせ
ることが課題である。現在も現場での経験に頼るところ
が大きい分野と言われるが、測定方法の規格化等も含
めて汎用性のあるデータを取得していきたい。 

５．企業へのメッセージ 
 下記のような実績と機器がありますので、お役に立て
そうなことがあればご連絡下さい。 
＜共同研究・受託研究の実績＞ 
『対流と輻射を併用した高効率放熱部材の開発』 
『魚類養殖場の生産性向上の為の鉛直流発生装置の
研究開発』 
『粒子の堆積防止を目的とした混相流シミュレーション』 
＜所有の主な機器＞ 
走査電子顕微鏡（EDX）S-3000N（日立ハイテク） 
レーザー回折粒度分布測定装置SALD7500nano（島津） 
デジタルマイクロスコープ（ハイロックス） 
熱流体解析ソフトウェアPHOENICS（CHAM） 

城野 祐生 准教授 

 

85 



２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 燃料電池の社会実装は進みつつあるが、燃料の
乏しい我が国では廃棄物資源の有効活用を考え
る必要がある。そこで、有機廃棄物系バイオマス
等から生成するバイオガスを直接燃料にすること
が可能な固体酸化物形燃料電池（SOFC）を開発
する。 
 
【始めたきっかけ】 
 以前より九州大学において、バイオガスを直接供
給するSOFCに関する研究が行われ、安定的な作
動条件についての基礎的な知見があった。当セン
ターはセラミックスの成形技術を有しており、九州
大学と共同で、バイオガス直接供給下での長時間
運転が可能な新しい構造のSOFCの開発に着手し
た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

バイオガスの直接内部改質が可能なSOFCの開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 佐賀県窯業技術センター 
 所在地 ： 佐賀県西松浦郡有田町黒牟田丙3037-7 
 電話/FAX： 0955-43-2185／0955-41-1003 
 メール  ：  furuta-sachiko@pref.saga.lg.jp 
 研究者情報 ： 古田 祥知子 課長（技術開発課） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許申請中 
 活用した助成金 ： JST A-STEP FSステージ探索タイプ（平成24年度～平成25年度） 
 産学官連携実績 ： 九州大学 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 バイオガス直接供給SOFCでは、内部改質時の
吸熱反応によって燃料ガス入口側でセル温度が
局所的に低下して熱応力が発生し、機械的耐久
性が著しく低下するという問題があった。そこでセ
ルのアノード面に、改質反応に不活性な層を傾斜
的にコーティングし改質反応を抑制することで、温
度勾配を緩和し、長時間安定的に作動させること
が可能なセルを開発した。 
 
 
【技術・製品の強み】 
 本技術の強みとしては以下の点が挙げられる。 
①YSZ/Ni-YSZハーフセルによる温度分布測定で、 
 コーティングをしていない従来のセルと比べ、 
 燃料改質時の局所的な温度低下を半分以下に 
 軽減することができた。 
②カソードにLSCF-GDC/LSCFを形成した単セル 
 を用い、CH4:CO2＝1:1の模擬バイオガス供給下、 
 800℃において100時間以上の安定した連続運 
 転に成功した。  
 
 
 
 
 
 
 
 

開発セルの構造 

材料製造プロセス 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 改質反応抑制層を用いたセル構成を最適化し、スタッ
クセルでの検証、実証機による検証を通じて実用化に
繋げていく。このことにより、地域バイオマスを有効利
用した分散型電源の開発が可能となる。 
 
 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 現段階ではまだ単セル（一枚だけのセル）での成果で
あるため、今後、本技術を実用化に結び付けるために
は、実機と同様、スタックセルでの検証、技術改良を行
い、システム化に繋げる必要がある。 
 

５．企業へのメッセージ 
 
 当センターでは陶磁器及びファインセラミックスの新し
い技術開発を行っており、大学等他機関との共同研究
にも取り組んでいます。これまでに得られた成果は、佐
賀県内を中心とした各企業への技術移転をはかり、多
くの技術が製品化されてきました。 
 また、技術相談、依頼試験、試験機器の開放など、
様々なメニューで企業の支援を行っております。 
 企業の皆様の力となり、九州産業の活性化に貢献で
きればと考えています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

古田 祥知子 課長 

従来セル（上）と開発セル
（下）の表面温度分布比較 

局所的な 
温度低下 

改質反応抑制層 

アノード層 

カソード層 電解質層 

燃料ガス 

流れ方向 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 難燃性マグネシウム合金の重力鋳造において、
流動性を高めるには鋳造温度を高くすることが有
効であるが、鋳造温度が高くなるとステンレス鋼製
溶解るつぼからの鉄混入が増え、鋳造品の耐食
性が低下してしまう。そこで、高温鋳造での合金の
鉄濃度抑制方法を研究した。 
 
【始めたきっかけ】 
 難燃性マグネシウム合金は大気中でも溶解・鋳
造が可能な取扱い易いマグネシウム合金であり、
当センターでは、地場企業における事業展開の支
援を目的とした同合金鋳造材の基盤技術研究に
取り組んできた。その過程で前述の現象が明らか
になり、鋳造品の品質保持の課題として取り組み
始めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

難燃性マグネシウム合金鋳造材の鉄濃度抑制に関する研究 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 大分県産業科学技術センター 
 所在地 ： 大分県大分市高江西1丁目4361-10 
 電話/FAX： 097-596-7100／097-596-7110 
 メール  ：  m-sonoda@oita-ri.jp 
 研究者情報 ： 園田 正樹 主任研究員 （金属担当） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 金属,Vol.87（2017）No.6,52-59 
 活用した助成金 ：  
 産学官連携実績 ： 九州工業大学 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 ステンレス鋼製溶解るつぼ内壁に表面処理を施
すことで、溶融した難燃性マグネシウム合金への
鉄混入を防ぐ方法を検証した。 
 図１の実験方法模式図に示すように、るつぼ内
壁に見立てたステンレス鋼板に各種表面処理を施
し、①表面処理鋼板上で合金を溶解した際の鉄の
混入状況、②表面処理層の加熱・冷却の繰り返し
に対する耐久性と溶融した難燃性マグネシウム合
金への長時間浸漬に対する耐久性を評価した。 
 
【技術・製品の強み】 
 4種類の表面処理を評価した。その結果、 
①表１に示すように、表面処理鋼板上で溶解した
合金の鉄濃度は、SUS430ステンレス鋼板上で溶
解した合金よりも低く抑えられた。 
②アルミナイズド処理層、カロライズ処理層には、
加熱・冷却の繰り返しや溶融合金の浸漬により、き
裂や表面の粗化が確認されたのに対し、プラズマ
窒化処理層、部分安定化ジルコニア溶射処理層に
はき裂や表面の粗化は確認されなかった。 図１．実験方法模式図 表１．実験結果 

材料製造プロセス 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 表面処理による鉄混入抑制効果が確認されたので、
実際の溶解るつぼ内壁に表面処理を施し、実証試験を
行なうことが必要と考えている。  
  
【事業化や販路開拓における課題】 
 溶解るつぼの形状や溶解設備の仕様により、表面処
理層の混入抑制効果の持続期間や耐久性は変化する
と考えられるため、溶解・鋳造現場で実際に使用する
溶解るつぼや溶解設備に応じた表面処理とその仕様を
検討することが必要と考えている。 

５．企業へのメッセージ 
 
 当センターでは、地場企業の難燃性マグネシウム合
金の製造技術や設備の導入、試作開発や品質管理の
体制整備等、マグネシウム事業の参入支援も行ってき
ました。 
 今回、ご紹介した研究以外にも、難燃性マグネシウム
合金に関する基礎物性データや取り扱いに関するノウ
ハウを有しています。難燃性マグネシウム合金に関す
る新規事業の参入をお考えの企業の皆様に、これらの
成果を役立てて行きたいと考えています。 

園田 正樹 主任研究員 
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２．研究開発の目的やきっかけ 

【研究開発の目的】 

 がんの診断法は様々な方法が実用化されてい
る。優れた方法の開発のため研究開発が行われ
ている。しかし、感度の良いスクリーニング方法は
まだ確立されていない。このため、従来のがん診
断法を越える感度と特異度を実現する診断装置
を開発する。 

【始めたきっかけ】 
 分析化学の講座で、助手としての職を得たこと
をきっかけに、実用化を視野に入れた研究を始め
ることになりました。その後、実用化を目指した遺
伝子検出の研究を開始、電気化学的DNAプロー
ブ法の成功では、世界から脚光を浴び、特許化も
考えましたが、当時は特許のことが分からずうまく
行きませんでした。 
現在はこの手法を応用し、がん細胞に特有の細
胞内テロメラーゼ活性を検出して、がんを早期に
発見する製品の開発などを進めています。 

ECTAによるがん診断装置 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 九州工業大学 
 所在地 ： 福岡県北九州市戸畑区仙水町１－１ 
 電話/FAX： 093-884-3485／093-881-6207 
 メール  ：  office@ccr.kyutech.ac.jp 
 研究者情報 ： 竹中 繁織 教授（大学院工学研究院 物質工学研究系） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願2017-108329 
 産学官連携実績 ： JST研究成果展開事業フィージビリティスタディステージ探索 
              タイプ等多数 

３．技術・製品の概要と強み 

【技術・製品の概要】 

 電極上に固定化した合成DNA断片と4本鎖DNA
に特異的に結合するフェロセン化ナフタレンジミド
誘導体を利用してテロメラーゼ活性を評価するシ
ステムを確立した。これを応用して九州歯科大学
との共同で口腔がんの診断へ適用した。  

【技術・製品の強み】 

・すべてのがんマーカーとして期待されるテロメ
ラーゼを指標としたがん診断法。 

・感度、特異度、偽陽性率偽陰性率とも従来法よ
り優れている。 

・細胞抽出液から簡単な操作で測定可能。 

・電気化学チップとフェロセン化ナフタレンジミド誘
導体（FND)によって安価に測定可能。 

バイオ 

４．今後の展開や課題 

【今後の展開】 

・口腔がんだけでなく、様々ながんに適用可能。 

・数値として定量的に評価できる。 

・前がん病変からの検出の可能性がある。 

・CTC（Circulating Tumor Cells)の検出への応用も期
待される。 

【事業化や販路開拓における課題】 

・用いる電気チップを安定に生産できる技術が必要。 

・口腔がんに関しては数百検体の臨床診断を行ってき
たが、他のがんへの臨床評価は不十分である。 

・がんの種類に合わせたプロトコールの確立が必要。 

・一般普及するためには測定装置の自動化が必要。 

５．企業へのメッセージ 

・電気チップ（基板に金薄膜を蒸着したもの）を安定生
産できる企業との共同研究を希望します。 

・電気化学測定には電解液(水）を扱うのでウエットの
電気化学技術を有する企業との共同研究を希望しま
す。 

・医療機器開発や認可を取ったことのある企業との共
同研究を希望します。 

竹中 繁織 教授 

表１ 現行のがん診断法との比較 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 

 病原体の進化を予測するソフトウェアの開発を
進めています。農作物に感染するウイルスを予
測することで、新たに出現するウイルスゲノム型
の予測が可能となります。 
 具体的には、植物検疫のツールとしてや抵抗性
品種の育成等に有効な手法として期待できます。 
 本研究は分子進化的情報を基盤として開発を
進めており、植物だけでなく、動物や人のウイル
スなどの未来進化推定によるワクチンの開発な
どにも繋がります。 
 

【始めたきっかけ】 
 20年前にはどのようなウイルスゲノム型が流行
しているのかを知ることができませんでした。 
 バイオインフォマティクスの進展やゲノム情報の
急激な蓄積から、本分野の研究が進展すると予
想したことが発想と言えます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「究極の予防」－ ウイルスをターゲットとした進化予測技術の確立 －  

１．事業者の概要 
 組織名 ： 佐賀大学 
 所在地 ： 佐賀県佐賀市本庄町1番地 
 電話： 0952-33-0187 
 メール  ：  ohshimak@cc.saga-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 大島 一里 教授（農学部 植物ウイルス病制御学研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 多数の原著論文に掲載 
 活用した助成金 ： 科学研究費 基盤研究（B)他（平成24年度～平成26年度） 
 産学官連携実績 ： 海外・国内大学、国・地方自治体、ヤクルト本社（株）など 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 

【技術・製品の概要】 
 ウイルスゲノム進化をシュミレーションできるソ
フトウェアです。まずは植物ウイルスについて未
来進化の予測技術を確立し、将来は農業関連分
野だけでなく医薬品業界を視野に入れたビジネ
ス展開を目指します。 
 

【技術・製品の強み】 
様々な病原体、人、動物、植物などあらゆる生

物に感染するウイルスの進化予測が可能となり
ます。パンデミックな疾病を予防するなど、近い
将来大きな躍進を遂げる分野と期待されていま
す。 

ウイルスの未来進化予測技術の確立は「究極
の予防」と言えます。  

公表した論文 
ウイルスが感染した斑入

り症状のチューリップ 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 

【今後の展開】 
 当研究室では、既に農作物に感染するウイルスゲノ
ムの膨大なデータ、バイオインフォマティクスによる情
報を有しています。 
 今後も継続して農作物に感染するウイルスゲノムの
ビッグデータ集積し、各国でのウイルスゲノム集団構
造が明らかにすることにより、グローバルな分子進化
的情報を蓄積していきます。 
 

【事業化や販路開拓における課題】 
 近い将来、実現する可能性が高いプロジェクトと考
えています。世界中で、特に人畜感染症のウイルス
については試験的に実施されていますが、成功の報
告はありません。これから開拓していく強い意志が必
要と考えます。 

５．企業へのメッセージ 
  

 当研究室はゲノム配列を保有している研究室として
世界一と言われています。農作物に感染するウイル
スの予測が可能になれば、新たに出現するウイルス
がどのようなものなのか可能となります。 
 植物検疫や将来の抵抗性品種の育成などの農業
関連分野、ワクチンの開発などの医薬品分野の皆様
との連携を希望します。 

大島 一里 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
  生体成分の可視化を目指して様々な蛍光プ
ローブが開発され、それらの多くが生命科学や医
学の研究に利用されています。しかし、まだ捉える
ことが困難な生体成分も数多く存在します。この問
題を解決するために、新しい骨格・新しい機能を持
つ蛍光プローブを開発します。また、それらを提供
する事によって、生命科学研究のさらなる発展に
貢献します。 
 
【始めたきっかけ】 
  当研究室では、スクリーニングによる生理活
性物質の探索を行っています。その際に、ハイ
コンテントスクリーニングを標榜し蛍光像の確
認も行ったところ、新規蛍光プローブを見出し
ました。言ってみれば、「ついで」に実施した
実験が大きな実を結んだわけです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小分子ツールで世界を照らす 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 佐賀大学 
 所在地 ： 佐賀県唐津市松南町152-1 （アグリ創生教育研究センター唐津キャンパス） 
 電話/FAX： 0955-77-4484／0955-77-4486 
 メール  ：  ykawazoe@cc.saga-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 川添 嘉徳 特任准教授（農学研究科 天然資源化学研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： Angew. Chem. Int. Ed., 50, 5478, 2011 
 活用した助成金 ： 科学研究費補助金 基盤(C) （平成24年度～平成26年度） 
 産学官連携実績 ： 熊本大学、京都大学 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
  上記スクリーニングの結果、ミトコンドリア
表面を特異的に染色する蛍光プローブを見出し
ました。本プローブは、細胞内での構造変化を
経て強い蛍光を示す、という興味深い特性を持
ちます。 
 そこで次に、本プローブの機能性拡張を試みまし
た。具体的には、誘導体化を通して蛍光の色や細
胞内局在を変化させるというアイデアの実践です。
その結果、青色から赤色までの蛍光を示す誘導体
や局在の変化した、つまりミトコンドリア表面以外を
染色する誘導体を得る事に成功しています。 
 
【技術・製品の強み】 
  本蛍光プローブは、これまで知られている蛍
光化合物とは異なる化学構造から形成されてい
ます。さらに、母核となる基本的なクロモフォ
アが全て同一であり、官能基の置換によって蛍
光の色や細胞内局在の変化を創出しているため、
ほぼ全ての誘導体を全く同一の合成ルートに
従って作成する事が可能です。 見出したプローブによ

るミトコンドリア染色像 
様々な色調を示す各

種誘導体 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
  これまでに作製した誘導体を精査していくうちに、
当初には思いもよらなかった機能を有するものが
存在する事に気付きました。例えば、ある特定の
金属イオンに応答したり、ソルバトクロミズムを
示したり、というものです。中には、固体状態に
おいても蛍光を示すものもあるようです。このよ
うな特性からは、金属指示薬や有機ELの原料とし
て利用できる可能性が示唆されます。そこで、こ
れらの機能性拡張を目指します。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
  事業化に関しては、機能に関して的を絞る事が必
要と考えます。さらに、基本骨格に名称を付与す
る等して周知を加速させることで、販路も広がり
を見せると期待できます。 

５．企業へのメッセージ 
 
 当研究室では、医薬リードを見据えた生理活性物質
の探索とそれらの作用機構の解明、並びに生命科学
研究を加速させるツールの開発に取り組んでいます。
それら双方に共通するキーワードは、小分子有機化合
物です。 
 小分子有機化合物は一般に、安定で長期保存が可
能であり、工場での大量生産にも適しています。アイデ
ア次第で大きな展開を見込めることから、可能性の広
がりがあると期待されます。 
 九州発の医薬品や小分子ツールの創出に貢献でき
ればと考えております。 
 

川添 嘉徳  
特任准教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 医薬品・サプリメントに含まれる有効成分が難水
溶性の場合、静脈投与が困難となるうえ、経口投
与においても吸収効率が低くなります。 
 こうした難水溶性物質の水溶性・水分散性が、タ
ンパク質分解物である消化ペプチドとの複合化に
よって著しく増大することを見出しました。 
 他方、吸着法や抽出法によるタンパク質等の生
体分子の分離・精製技術ならびに分離材料の開発
を長年行っています。 
 
【始めたきっかけ】 
 本学も参画した文部科学省の事業で、難溶性ヘ
ム鉄がペプチドとの複合化によって水溶性・吸収
性が上がることを知り、幅広く応用できるのではと
考えました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

溶けにくく、吸収されにくい医薬成分・栄養機能成分の可溶化技術 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 宮崎大学 
 所在地 ： 宮崎県宮崎市学園木花台西１丁目１番地 
 電話/FAX： 0985-58-7321／ 0985-58-7321 
 メール  ：  oshimat@cc.miyazaki-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 大島 達也 准教授（工学部 環境応用化学科 資源環境化学分野） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願2014-204590 
                      疎水性ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞを含有する難水溶性物質の分散剤、ほか 

 活用した助成金 ： 最先端・次世代研究開発支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（平成22年度～平成25年度） 

 産学官連携実績 ： 日本水産株式会社等 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 消化ペプチドまたはタンパク質との複合化によっ
て、難水溶性で経口摂取時の吸収率が乏しい医
薬品および栄養機能成分の溶解性・分散性を高め
る製剤技術について幅広く研究を展開しています。 
 魚血由来のペプチド・ヘム鉄複合化製剤につい
ては、水溶性の高い製剤が得られることを明らか
にしており、実用化可能な段階にあります。 
各種難水溶性の薬物および栄養機能成分につい
ても消化ペプチドまたはタンパク質との複合化に
よって高分散化を可能にしており、特許出願およ
び多数の論文発表を行っています。 
 
【技術・製品の強み】 
① 魚血由来ヘム鉄製剤は国内外に研究例の無い 
 唯一無二の事例です。 
②消化ペプチドを薬物可溶化剤として体系的に 
 研究しているのは当グループのみです。 
③現在十数種の薬物・栄養機能成分の分散性・ 
 溶解性向上を確認しています。 
 水への分散性の高いペプチド・クルクミン複合体を開発 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 宗教的理由等によりヘム鉄製剤を摂取できない人へ
の貧血防止剤提供が考えられます。（イスラム圏） 
 また、吸収されやすいサプリメントへの展開や、吸収
されやすい医薬品の展開が可能です。 
 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
  魚血由来ヘム鉄製剤については、実用化への障害
が少なく、初期投資があれば実用化可能です。 
 より実用性の高い栄養機能成分への応用について研
究を継続中です。 
 

５．企業へのメッセージ 
 
 ペプチドとの複合化によって、難水溶性生理活性物
質・薬物の水溶性（水分散性）を大幅に改善できます。
複合体は、粒径 数百nm程度のコロイドとして分散する
場合と、限外ろ過膜を透過できる溶解に近い場合とが
あります。 
 製剤技術開発と吸収性評価、分離材料開発に関する
共同開発・応用、関連する分析技術等についての技術
相談があれば、ご連絡をお願いします。 
 

大島 達也 准教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 

【研究開発の目的】 
 従来の農作物の栽培では、光合成に必要な光、
水、肥料、空気の二酸化炭素濃度を適切な条件に
保つことが求められてきた。しかしながら、光合成で
生産した炭水化物を用いて植物が生長する過程に
おいては、炭水化物を酸化分解するための酸素が
必要である。また、養分は根から能動輸送によって
吸収されるため、エネルギーが必要となる。そのエ
ネルギーを得るためには、適切な量の酸素を取り込
む必要がある。したがって、植物の生長には利用可
能な酸素量が重要な条件となる。本研究では、マイ
クロバブル発生装置を用いて高濃度酸素水（溶存
酸素濃度30〜40 ppm）を作成し、その水を用いて農
作物を栽培することにより、収量を大幅に増加させ
る「革新的な栽培技術」の開発をめざす。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２世代マイクロバブル技術による農業生産革命 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 熊本県立大学 
 所在地 ： 熊本県熊本市東区月出3丁目1−100 
 電話/FAX： 096-321-6715／096-384-6765 
 メール  ： hiro@pu-kumamoto.ac.jp 
 研究者情報 ： 堤 裕昭 教授（環境共生学部 環境資源学科 海洋生態学研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第4652478号 
 活用した助成金 ： 生物系産業創出のための異分野融合研究支援事業 
              （平成15年度～平成19年度） 
 産学官連携実績 ： 熊本県立大学（プロジェクトリーダー）、大巧技研有限会社、 
              株式会社キヌガサ、ミズショー株式会社 

３．技術・製品の概要と強み 
 

【技術・製品の概要】 
 本研究で開発を進めてきたマイクロバブル発生装
置は、DDHRS （Dual-chamber/Dual-vortex High-
speed Rotation System：二重渦式高速回転気液混
合二重槽）方式で、ポンプから送られた水が外側の
混合槽の先端部から内側の混合槽に流れ込み下
降する旋回流（外渦流）が発生し、同時にその内側
に上昇する回転半径の小さい高速回転の内渦流が
発生する。この内渦流によって生じる負圧で渦の中
心部に外部から空気が引き込まれ、大量のマイクロ
バブル（直径1〜30 µm）が発生する。 
 

【技術・製品の強み】 
 本技術・製品の強みは下記３点が挙げられる。 
①従来の単渦式気液混合槽より大量のマイクロバ 
  ブルを発生することが可能 
②驚異的な酸素ガス溶存効率を実現 
 従来の曝気装置と比較して20〜30倍の酸素ガス 
の水中への溶存効率を実現する。 
③驚異的な植物の生長速度 
 酸素マイクロバブルで作成した高濃度酸素水を植 
 物に給水することで、驚異的な生長促進を実現。 

マイクロバブル発生 装置の内部構造 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 

【今後の展開】 
 マイクロバブル発生装置で作成した高濃度酸素水を
用いた植物の栽培技術が、あらゆる植物の生長促進
に有効であることを実証し、作物に合わせた詳細な同
技術の利用法の研究を進めていくとともに、この装置を
用いた収益性の高い新たな農作物生産技術の普及を
図る。 
 

【事業化や販路開拓における課題】 
 マイクロバブル発生装置で作成した高濃度酸素水を
用いた植物の栽培技術は、従来の農作物の栽培法の
常識に大きな一石を投じる革新的な技術である。それ
故この技術を用いることには、挑戦的な試行が求めら
れる。 
 農業者や農業法人等にどれだけこの技術を理解して
いただくか、この情報の広報をいかに展開していくかが、
この技術および装置の普及に大きな課題となっている。 

堤 裕昭 教授 

５．企業へのメッセージ 
 

 当研究室では、第２世代マイクロバブル発生装置を
開発し、水産、農業、健康、水処理など、様々な目的に
利用するための研究を進めてきた。使用できる気体は、
空気、酸素、オゾン、二酸化炭素、窒素、水素と、多岐
にわたっている。それぞれに、高効率の水中へのガス
溶存性が得られ、従来の作業の大幅な効率化を実現し
ている。この技術・装置を用いて、食糧生産から日常生
活の様々な場面で利用できる製品を開発していくことを
切望している。研究室ではプロトタイプの実験機しか作
ることができない。関心のある企業があれば、実用性
の高い製品の共同開発を進めて行きたい。 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 微生物の菌種同定は菌の生理・生化学的性状
や形態学的特徴を総合的に判断して行わなけれ
ばならず非常に煩雑である。DNAシークエンサー
を用いて菌の塩基配列を基に菌種同定を行うこと
によって菌種同定が簡便かつ迅速になる。また、
個体識別法を用いることで菌の遺伝的背景を明ら
かにし、菌の由来を探索することが可能である。 
 
【始めたきっかけ】 
 本研究室では食品から微生物を分離しており、
多種多様な微生物が検出されるため、菌種同定の
迅速化のためにDNAシークエンサーを用いて同定
を行っている。また、微生物の由来に着目して菌の
個体識別法を開発し、菌の由来も明らかにするこ
とを試みている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DNAシークエンサーを用いた微生物の菌種同定および個体識別法（DNA鑑定法） 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎県立大学 
 所在地 ： 長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1 
 電話/FAX： 095-813-5213／095-813-5213 
 メール  ：  tetsu-m@sun.ac.jp 
 研究者情報 ： 松澤 哲宏 講師（看護栄養学部栄養健康学科 食品衛生学研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5654265号・ビソクラミス属に属する菌類の 
                        検出方法  
  活用した助成金 ： 
 産学官連携実績 ：  

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 微生物の種類によって菌種同定に用いる遺伝子
が異なるため、汎用性の高い遺伝子の塩基配列を
解析しおおよその種を特定した後、詳細な種同定
を行う。また、菌のゲノム情報が明らかにされてい
れば、ゲノム中のマイクロサテライトと呼ばれる繰
り返し配列を解析することで菌の個体識別が可能
となり、菌の由来を明らかにすることが可能である。 
 
【技術・製品の強み】 
 DNAシークエンサーを用いて菌の遺伝子の塩基
配列を解析することで菌種同定が容易になる。ま
た、微生物は生活環の性質上、クローンが容易に
生じ得る。そのため、菌の形態や性質のみでは種
は同定できても、遺伝的な背景が異なる別個体な
のか同一個体から発生したクローンなのかを識別
することは非常に困難である。菌のゲノム情報を
用いてマイクロサテライトパターンをDNAシークエ
ンサーを用いて解析することで菌の個体識別が可
能となり、同一個体であるか別個体であるかの識
別を行うことができる。 DNAシークエンサー 

（ABI 3500） 
塩基配列の波形データ 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 これまで主要な食中毒原因菌などでしか行われてこ
なかった菌の個体識別法を他の微生物にも応用するこ
とで菌種同定からさらに一歩進んだ菌の解析が可能と
なる。DNAシークエンサーを用いて菌種同定を行い、マ
イクロサテライト解析によって個体識別を行うことで特
定の個体の由来や生態を明らかにすることが可能であ
り、食品衛生管理の効率化や機能性を有する微生物
の効率的な分離・同定を行うことが可能であると考えら
れる。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 微生物は食品製造企業にとって腐敗や汚染事故の
原因となるため良いイメージを持たれていない場合が
多い。そのため情報の交換が難しく、共同研究を行う上
での障害になっている。 

５．企業へのメッセージ 
 
 微生物は環境中に存在するため、どの産業にとって
も非常に密接に関わっております。消費者の多くは
『菌』と言うと腐敗や汚染を引き起こす厄介な存在とし
て認識していると思います。食品汚染事故原因菌など
に関しては風評被害が懸念されるため情報交換および
情報公開が中々できず対応に苦慮しているという話も
伺います。難しいこととは存じますが、これを機に何か
しらの形でご協力できればと考えております。 

松澤 哲宏 講師 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 化学を基礎にしてビフィズス菌増殖刺激物質
（BGS）の開発を試みた。善玉菌による大腸がんの
予防を目的とする。 
 
 
【始めたきっかけ】 
 これまでは環境変異原、化学発がん物質の同定、
DNA損傷の化学、特に酸化ストレスのバイオマー
カー、8-OHdG等を研究してきたが、これらの研究
から予防できる人の癌は僅かであることを痛感し、
定年と同時にもっと実践的に癌予防に貢献できな
いかと考えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新しいビフィズス菌増殖刺激物質（BGS）で人類を健康に！！ 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 産業医科大学 
 所在地 ： 福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 
 電話/FAX： 093-603-1611内線4679／093-691-7518  
 メール  ：  chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp  
 研究者情報 ： 葛西 宏 名誉教授 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特開2016-020339 
 産学官連携実績 ： ベンチャー企業（有)OHG研究所を設立、和光純薬工業、FAIS 
 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 近年ビフィズス菌増殖刺激物質（BGS）である1,4-
ジヒドロキシ-2-ナフトエ酸(DHNA)がプロピオン酸
菌培養液から発見された。今回新しいBGSとして
DHNA関連化合物を化学合成および生体からの分
離により得た。 
 
以下の製品への応用が期待できる。 
• 腸内フローラを改善（便秘を予防）する健康食

品や医薬品 
• 骨粗しょう症を予防する健康食品や医薬品 
• 炎症性腸疾患、ヘリコバクター・ピロリ菌除菌、

アレルギー等に有効な健康食品や医薬品 
 
 
【技術・製品の強み】 
• 新規BGSは様々なpHで極めて安定な化合物で

あるため、食品に添加する場合煩雑な前処理を
必要としない 

• 天然物が母体になっている 
• 生体から検出されている 
• 植物培養細胞により製造可能 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 新規BGSが極めて安定な化合物でありマウスに対し
て毒性がないことを確認した。食品メーカーとの共同研
究により、化学合成した新規BGSの提供が可能となる。 
 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 新規BGSについて低用量でのヒトにおける効果を実
証する。 
 植物培養細胞を用いて新規BGSの抽出が可能である
ことを確認し化学合成が不要となった。但し、大量抽出
の技術を開発する必要がある。 

５．企業へのメッセージ 
  
 整腸サプリメントの特定保健用食品の市場は規模が
大きいので、今後、食品関連企業との共同研究により
製品化に向けた最適条件を検討したい。 
 
 
 
 
 
 

葛西 宏  名誉教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
【研究開発の目的】 
 従来のバクテリオクロロフィルの利用は、構造上、
光エネルギーの吸収に限界があり、様々な分野に
応用利用するには多くの問題点を有している。本
研究では、従来の問題点を克服した新規のバクテ
リオクロロフィルの抽出・機能解析を行い、エネル
ギー分野と医療分野に応用利用できるかどうかを
検討する。 
【始めたきっかけ】 
 細菌を中心に、生物がもつ色素の代謝・機能の
解明と、それらの利用に関する研究を行ってき
た。今回、緑色硫黄細菌の遺伝子操作が可能な
新規株を見出し、この形質転換を可能とした菌
株を用いて、本研究に臨んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エネルギー分野・医療分野へ応用可能な新規バクテリオクロロフィル 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 久留米大学 
 所在地 ： 福岡県久留米市旭町67 
 電話/FAX： 0942-31-7916／0942-31-7918 
 メール  ： sangakuml@Kurume-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 原田 二朗 講師（医学部医化学講座） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第6132310号（日本）、US9,586,971（米国）：緑 
 色硫黄細菌変異体およびバクテリオクロロフィル、特許第6103577号：緑色硫黄細菌 
 変異株及びそれを用いたバクテリオクロロフィルc同族体の製造方法 
 活用した助成金 ：                産学官連携実績 ：  

３．技術・製品の概要と強み 
【技術・製品の概要】 
 本技術は、形質転換体を得ることができないとさ
れていた緑色硫黄細菌類において、突然変異を経
由して、新規な形質転換法を可能とする緑色硫黄
細菌を発見し、これを用いた様々な応用技術を提
供する。 従来の光合成細菌は、形質転換が難し
く、有しているクロロフィルでは太陽光の吸収効率
が悪い。また、従来の医療分野におけるクロロフィ
ルの利用には、脂溶性であるため血中に溶けず、
複雑な修飾を必要として煩雑であった。 
 今回、発見した緑色硫黄細菌は、形質転換可能
な株であることから、微量な光でも光合成を行う
ことができ、且つ、可視光部の光を有効に利用
可能な菌株である。また、本株のクロロフィル
はゲル状になることも見出した。 
【技術・製品の強み】 
①クリーンなエネルギー獲得技術 
 遺伝子改変が可能であることから太陽光利用
の最も適した波長(700 nm)に吸収帯を持つBChl 
f (705 nm)を合成する変異体が作製でき、より
効率的に波長の吸収が可能。 
②光増感剤として医療分野への応用 
 遺伝子欠損体が水溶性の色素を合成すること
を見出したので、これを用いることで従来のよ
うな煩雑な修飾反応を必要とせず、容易に光増
感剤として利用可能。 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
【今後の展開】 
 今回、発見した形質転換可能な新規緑色硫黄細菌は、 
様々な機能を持つ光捕集アンテナ系（クロロソー
ム）を形成可能であり、これを利用したエネルギー
分野（多様な色素を持つクロロソームを用いた人工
アンテナ系デバイスの開発など）や、医療分野（癌
治療における光増感剤や癌のマーカー利用としての
開発など）に応用可能である。また、新規色素材料
の提供にも利用可能である。 

【事業化や販路開拓における課題】 
 事業化においては、エネルギー分野への利用には、 
電極上での固定化など、実用化にむけた基礎実験を行
う必要がある。また、医療分野への利用には、色素体
の構造決定や動物を用いた実験を行う必要がある。 

５．企業へのメッセージ 
 久留米大学では、これまでも医薬・診断薬や医療機
器といった事業化の成果につなげており、各企業との
連携・共同研究に積極的に取り組んでいます。特に、本
件については、本技術を用いた「エネルギー関連」、「光
増感剤」、「新規色素材料」という点から、バイオ産業へ
の参入を検討する中小企業との連携に力を入れていき
たいと考えています。また、特定クロロフィルのゲル状
化の応用において、産業界からアドバイスをいただける
と大変ありがたいです。企業の皆様の力となり、九州
産業の活性化に寄与できればと考えています。 

原田 二朗 講師 

＜緑色硫黄細菌の特性＞ 
 
緑 色 硫 黄 細 菌 の ク ロ ロ
ソームは、細胞から簡便
に単離することが可能で
あり、分解と再構成を繰り
返し行うことが可能。 
この特性を利用して、新た
に発見した形質転換が可
能な細菌株から、各分野
に応用できるクロロフィル
を抽出する。 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 プラスミドDNAやsiRNA、miRNAなどの核酸分子
（遺伝子）を効率よく、かつ毒性なく細胞内に導入
する試薬はあらゆるバイオ関連分野の研究ツール
として不可欠で、遺伝子機能の解析、細胞機能改
変、体細胞の初期化、多能性幹細胞の分化誘導
等にも広く利用されている。各社からの市販導入
試薬は例外なく細胞毒性が強いため、動物実験や
ヒトには応用できず、細胞への導入効率も不十分
な場合が多い。新規ペプチドを用いて待望されて
いる高効率かつ無毒性で動物実験にも応用可能
な新規遺伝子導入試薬を開発することを目指して
研究を開始した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

無毒性ペプチド遺伝子導入試薬の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 近畿大学 
 所在地 ： 福岡県飯塚市柏の森11-6 
 電話/FAX： 0948-22-5655/0948-23-0536 
 メール  ：  mfujii@fuk.kindai.ac.jp 
 研究者情報 ： 藤井 政幸 教授（産業理工学研究科 生物有機化学研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5738862号 
 活用した助成金 ： 科学技術振興機構マッチングプランナープログラム 
                「企業ニーズ解決試験」（平成28年度） 
              農林水産省国際共同研究パイロット事業 
                （ロシアとの共同公募に基づく共同研究分野）（平成29-31年度） 
 産学官連携実績 ： ロシア科学アカデミーケミカルバイオロジー基礎医学研究所、 
               ニュージーランドマッセイ大学、京都大学、甲南大学、武田薬品工業株式会社、 
               旭化成ファーマ株式会社 

３．技術・製品の概要と強み 
【技術・製品の概要】 
 新規ペプチドを用いてプラスミド、mRNA、siRNA、
miRNA、アンチセンス核酸等を毒性なくヒト細胞に
高い効率で導入することができる。siRNAの導入試
薬として細胞毒性の低減、導入効率の向上の両方
の点で機能が大きく改善され、既製品を上回る効
果がすでに観測されている。小さなペプチド分子で
あるため、化学的な修飾も容易で改良しやすく、安
価であるという利点が有る。 
【技術・製品の強み】 
 高い効率で毒性なくプラスミドDNAやsiRNAなどを
細胞内に導入する試薬を開発した。 
以下の現行技術に対する優位性が確保できる。 
（１）市販の遺伝子導入試薬の細胞毒性は50%-
80%であるが、5%未満に低減できる。 
（２）プラスミドDNA70%以上、siRNA50%以上の効率
で毒性なく細胞内へ導入できる。 
（３）プラスミドベクターを利用する安全な細胞医療
の技術研究が可能となる。 
（４）遺伝子導入試薬の使用量を低減することで
30%以上コスト的にも有利になる。 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
【今後の展開】 
 遺伝子導入試薬は既存のバイオ関連分野に加えて、
細胞生物学分野、創薬、先端医療分野で急速に市場
が拡大している。動物に使用できる安全な導入試薬が
開発できれば、創薬分野における病態モデルマウスの
作成、細胞医療、再生医療、遺伝子治療薬、核酸医薬
などへの応用が可能となり、大きな波及効果と経済効
果及び社会貢献が見込まれる。 
【事業化や販路開拓における課題】 
 動物試験用の遺伝子導入試薬として安全性を確認す
る必要がある。そうすれば、病態モデルマウスの作製、
商品化も視野に入る。さらに、再生医療、細胞医療、遺
伝子治療薬、核酸医薬など先端医療技術に市場を拡
大し、先駆的な商品となりうる。 

５．企業へのメッセージ 
 プラスミドDNAを細胞に導入する試薬は細胞の形質
転換やレポーター遺伝子の導入技術として、また、
siRNAやmiRNAを細胞内に導入する試薬は遺伝子機
能解析や遺伝子発現制御解析のためのツールとして、
農学、細胞生物学、分子生物学、創薬学、基礎医学な
どバイオ関連分野全般で広く利用される技術として定
着しており、その市場ニーズはすでに高い。 
 本研究による遺伝子導入試薬は毒性がなく生態系へ
の応用が可能であるため、既存の市場に加えて、創薬
や先端医療に関連する市場にも拡張され、その製品価
値は非常に高いと期待される。 

藤井 政幸 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 耐久性の高い本新規蛍光色素を用いて、次に挙
げる医療分野での技術確立を達成し、この分野で
の産学官連携開発拠点形成を目指す。 
１．褪光しない免疫組織化学染色技術の確立 
２．新規蛍光電子顕微鏡の技術確立 
３．がん診断・疾病診断用診断ツールの確立 
【始めたきっかけ】 
 北米を中心としたバイオケミストリー分野では、疾
病治療、疾病診断および疾病の発生メカニズムなど
の研究が盛んに行われている。ここで、主に用いら
れている蛍光標識試薬は、大変高価なものである
が物理安定性が低いなど、多くのデメリットを抱えて
いる。そこで、従来の蛍光試薬よりも光や熱などに
対し安定性が高い蛍光試薬として純国産の色素開
発を行ってきた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新規蛍光色素をコアとしたグローバルな医療分野への展開 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 九州産業大学 
 所在地 ： 福岡県福岡市東区松香台2丁目3-1 
 電話/FAX： 092-673-5763/092-673-5490 
 メール  ：  sangaku@ml.kyusan-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 礒部 信一郎 教授（医療診断技術開発センター） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願 2015-077891 / 特願 2015-229858 
 活用した助成金 ： 九州産業大学実用化支援研究費（平成26年度～平成30年度） 
 産学官連携実績 ： 久留米大学、産業医科大学、徳島大学、（独）産業総合研究所 
               株式会社TCK、福岡県工業技術センター 

３．技術・製品の概要と強み 
【技術・製品の概要】 
①新規蛍光試薬「Fluolid」 
 新規蛍光色素試薬『Fluolid』は、平成１５年度より
福岡県の支援を得て、従来の蛍光試薬よりも光や
熱などに対し安定性が高い蛍光試薬として開発を
行ってきた。ストークスシフトが大きく、各色素の安
定性も高いため、複数のFluolidまたは他の蛍光色
素との多重染色の可能性が高いことが確認されて
いる。 
②蛍光電子顕微鏡「FL-SEM」 
 病理診断やバイオ分野の研究に用いる顕微鏡に
は光学顕微鏡と電子顕微鏡があるが、光学顕微鏡
では解像度が不十分、解像度を上げるのに電子顕
微鏡を使用すればよいが、カラー画像での観察は
出来ない。そこで両者を組み合わせた『蛍光電子顕
微鏡（ FL-SEM ）』の開発を進めてきた。『Fluolid』は、
電子線に対して比較的安定性が高いため、この技
術の融合が可能となった。 
【技術・製品の強み】 
①耐久性が高い特長を活かし、永久標本、診断
ツールとしての活用が期待できる。 
②これまでにない高解像度でカラー顕微画像が得
られる。 蛍光電子顕微鏡FL-SEM 新規蛍光試薬Fluolid 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
①新規蛍光試薬「Fluolid」 
 試薬キット、疾病診断ツールを完成させ、国内外での
商業化を目指す。 
②蛍光電子顕微鏡「FL-SEM」 
 蛍光電子顕微鏡実機を完成させ、国内外での商業化
及び共同利用（FL-SEMの遠隔操作による世界との連
携）を目指す。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 事業化に向けた知財戦略や海外を含む販路開拓につ
いて、協業頂けるパートナー企業を探索中である。国の
支援制度等も活用して戦略的に当シーズの実用化開発
及び成果品の販路開拓を進めて頂ける企業を求めてい
る。 

５．企業へのメッセージ 
 
 純国産で耐久性の高い当色素を用い、新たな疾病・病
理診断ツールの開発やバイオケミストリー分野でのアプ
リケーション開発を産学官プロジェクトにより、今後も永
続して進めていくこととしています。本学のアイディアの
みならず、企業側からも斬新なアプリケーションのアイ
ディア提案があれば、コンソーシアムにより一緒に実用
化を目指したいと考えています。また、既開発の蛍光色
素をはじめとする成果品の販売を希望される企業につ
いてもコンタクトを歓迎しています。アポイントご希望の
際は、本学の産学連携支援室を通じ対応させて頂きま
すのでよろしくお願いします。 

礒部 信一郎 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 九州は農業が盛んであり、さまざまな農畜産物
が作られている。当研究室では、農産物の健康機
能性に着目し、機能性評価や有効成分の同定を
産学連携により進めてきた。また、機能性表示食
品制度が始まり、中小企業等でも機能性を謳った
食品を開発・販売することが可能となった。そこで、
機能性表示食品について、届出件数等の動向や
機能性関与成分、表示許可された機能性について
調査している。 
 
【始めたきっかけ】 
 当研究室では、食品の脂質代謝改善効果や糖
尿病予防効果に着目し、その調節機構について解
析してきた。最近では、九州で栽培されている緑茶
や日向夏、ニガウリ、キノコ、モリンガ等の機能性
について研究し、商品開発を行なっている。 

九州の地域農産品の機能性評価と機能性表示食品の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 崇城大学 
 所在地 ： 熊本県熊本市西区池田4丁目22-1 
 電話/FAX： 096-326-3956／096-326-3956 
 メール  ： nshoko@bio.sojo-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 西園 祥子 准教授（生物生命学部応用微生物工学科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 日本食品科学工学会誌65(2)45-54, 2018 
 活用した助成金 ： 農林水産省・農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業 

（平成25年度～平成27年度） 
 産学官連携実績 ： 崇城大学地域共創センターコーディネーター、共同研究多数 

３．研究の概要と強み 
 
【研究の概要】 
 農産品の乾燥粉末や抽出物を調製し、抗酸化活
性や食事脂肪の吸収に関与するリパーゼ阻害活
性を評価した。また、本研究室で開発したOn-line 
HPLC法により、検出される物質毎の抗酸化活性
を測定し、有効成分の同定を進めている。また、実
験動物やヒト試験での評価も行っている。 
 
【研究の強み】 
 本研究の強みは下記３点が挙げられる。 
①農産物の機能性評価  
 農産物の機能性評価を実験動物やヒト試験で
行っている。 
②機能性表示食品の届出書類の作成サポート 
 機能性表示食品は、消費者庁に書類を届出る必
要があるが、中小企業等には負担が多い。機能性
表示食品の動向調査等を活用し、書類作成のサ
ポートを行っている。 
③新規機能性成分の検索 
 農産品に含まれる有効成分を分離し、評価する
ことで有効成分の同定・定量を行っている。 九州での機能性食品の開発 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 現在は、熊本県産のアラゲキクラゲやタモギタケ等の
キノコや天草で栽培されているインド原産のモリンガの
機能性評価を行っている。熊本県産だけでなく九州の
農産品について、健康機能性を有した商品開発につな
がる研究を進めていきたいと考えている。また、農林水
産省等の助成金等を活用した研究開発事業に携わっ
てきたことから、自治体や研究者等と研究体制を構築
して取り組むことも可能である。九州の農業振興や地
域活性化につながるプロジェクトを提案していきたいと
考えている。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 農産品はさまざまな成分を含んでいることから、機能
性成分を同定することは困難な場合がある。薬学部等
の先生方と協力するなど、効率的に物質同定を進める
よう工夫している。  

５．企業へのメッセージ 
 
 科学的に機能性を評価した商品を開発したいまたは
機能性表示食品を開発したいという企業の皆様をサ
ポートしています。美味しいだけでなく、健康に良い食
品を九州から発信していきたいと考えています。 

西園 祥子 准教授 

・ブルーベリー葉 
・ニガウリ果汁末 
・日向夏 
・ゴマ搾油粕発酵物 

・アラゲキクラゲ 
・タモギタケ 
・モリンガ 
・ツバキ油 
・朝鮮人参 

・番茶とビワ
葉の混合
発酵茶 
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５．企業へのメッセージ 
 

 本研究により、ヒシ外皮のポリフェノールには糖尿病、
肥満、高血圧症などの生活習慣病を予防する可能性が
あることが明らかになりました。また、美白作用も期待さ
れることから、化粧品としての利用もできます。農業分野
においても、ヒシの水田での栽培は手間がかからないと
いうことであるので、高齢者にとっても取り組みやすい作
物となります。 
 昔からあるものの、なかなか利用されてこなかった珍し
い素材であるヒシは、多くの機能性を有した高付加価値
素材です。今後、多くの分野の企業様と連携して新たな
ヒシ関連事業の創設や商品のブランド化を推進し、九州
産業の活性化に寄与したいと考えています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．研究開発の目的やきっかけ 
 

【研究開発の目的】 
 水草の一種である菱（ヒシ）は、棘があるのが特
徴で、忍者が撒き菱として使っていたことが知られ
ている。しかし、ヒシの有効成分や機能性について
はほとんど知られていない。そこで、本研究では、
健康食品や化粧品など幅広い分野での利用が見
込まれるヒシ外皮に含まれるポリフェノールについ
て調べた。 
 

【始めたきっかけ】 
 本学が位置する佐賀県神埼市は、ヒシの自生地
として知られている。この地域では、昔からヒシが
食されており、残ったヒシの外皮も健康のために煎
じて飲んでいたといわれている。最近では、ヒシの
実のデンプンを利用した焼酎の製造が盛んで、そ
の際に残った大量のヒシの外皮の有効利用が望ま
れていることから、ヒシ外皮の機能性について研究
することとした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

棘のある珍しい水生植物“菱”の機能性と健康と美容への応用 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 西九州大学 
 所在地 ： 佐賀県神埼市神埼町尾崎4490-9 
 電話/FAX： 0952-52-4191／0952-52-4194 
 メール  ：  syomu@nisikyu-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 安田 みどり 教授（健康栄養学部 健康栄養学科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5831900号：酵素活性阻害剤 
 活用した助成金 ： 研究成果最適展開支援プログラムフィージビリティスタディ 
              【ＦＳ】ステージ 探索タイプ（平成23年度） 
 産学官連携実績 ： 神埼市、大串製菓、リファインホールディングス株式会社 

３．技術・製品の概要と強み 
 

【技術・製品の概要】 
 我々は、焼酎製造の際に廃棄されるヒシの外皮
に注目し、ポリフェノールが豊富に含まれること、高
い抗酸化性が認められることを明らかにした。また、
ヒシの外皮からポリフェノールを分取・精製し、オイ
ゲニイン、1,2,3,6-tetra-O-galloyl-D-glucopyranose
（TGG）、トラパインの３つが主成分であることを明ら
かにした。さらに、これらは、α-アミラーゼ、α-グ
ルコシダーゼ、アンジオテンシンⅠ変換酵素、リ
パーゼなどの酵素を阻害したことから、生活習慣病
の予防に役立てることができることがわかった。ま
た、これらのヒシポリフェノールには、チロシナーゼ
阻害活性やメラノーマ細胞のメラニン産生抑制作
用を示したことから、化粧品としての美白効果が期
待される。 
 

【技術・製品の強み】 
 ヒシは昔から自生しているにもかかわらず、ほと
んど知られていない。本研究により、ヒシの外皮に
様々な機能性があることがわかり、健康食品や化
粧品等の分野に利用できる貴重な素材であること
を証明した。 ヒシ（品種：ワビシ） ひしぼうろ 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 

【今後の展開】 
 ヒシの外皮は、高付加価値素材として、健康食品や化
粧品など幅広い分野での利用が見込まれる。我々は、
産官学連携にてヒシの外皮を用いたお菓子「ひしぼうろ」
を開発し、発売に至っている。これは、健康を加味した大
学発食品として大好評を得ている。今後さらにヒシのブ
ランド化を進めたい。 
また、千葉県の印旛沼も多くのヒシが自生しており、これ
を有効活用する方法を企業と検討している。 
 

【事業化や販路開拓における課題】 
 佐賀県神埼市ではヒシの収穫量が少ないという課題に
対し、休耕田を利用したヒシの栽培も開始されたが、ま
だ安定した収穫が見込まれていない。また、千葉県の印
旛沼では、6000tものヒシが廃棄されているが、有効活
用する方法が十分に確立されていない。 
 

安田 みどり 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 地域農産物に含まれる機能性成分を活用したレ
シピを開発し、地域農産物の機能性成分を活用し
た食事が、肥満、内臓脂肪蓄積および動脈硬化性
疾患等の改善に寄与するものであるかどうかを検
証することを目的とする。 
 
【始めたきっかけ】 
 本研究は農林水産省「食のサービス産業イノ
ベーション推進対策事業」に基づくものである。農
林水産省「機能性を持つ農林水産物・食品開発プ
ロジェクト」における「ヒト介入試験による機能性弁
当の抗メタボ効果の検証」を前身とし、「柿」を主軸
とする健康的な食事メニューの普及によって、地域
が抱える健康課題を解決すると共に、最終的には
地域農産物の消費拡大を目的として研究を開始し
た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域農産物の機能性成分を活用した健康レシピの開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 中村学園大学 
 所在地 ： 福岡県福岡市城南区別府5-7-1 
 電話/FAX： 092-851-2594／092-841-7762 
 メール  ：  stg@nakamura-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 大部 正代 教授（栄養科学部栄養科学科 健康増進センター・栄養クリニック） 

 論文掲載、知的財産取得情報 ： － 
 活用した助成金 ： 農林水産省「機能性農産物等の食による健康都市づくり支援事業費」 

 産学官連携実績 ： 食品サービス事業者、食品開発企業等多数 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 「柿」を主とする地域農産物を材料としたレシピの
開発を行っており、各種の機能性成分や栄養素、
カロリーなどを自由にカスタマイズしたオリジナル
レシピの開発が可能。 
 
【技術・製品の強み】 
 「柿」を主とする地域農産物を活用した食事を弁
当形式にて研究対象者に提供し、平日（月～金）
昼食の1日1回、3週間（合計15日間）にわたって喫
食させた。その結果、皮下脂肪は平均4.7％、内臓
脂肪は平均8.4％もの低下に繋がった。特に落ちに
くいとされる皮下脂肪に比して内臓脂肪を効率的・
効果的に減少させることが見て取れた。 
 レシピは、発現させたい機能性から逆算して設計
することも可能（例えば、「メタボを解消したい」、
「血糖値の上昇を抑えたい」というニーズから、必
要な素材の選定、レシピの開発を行うことが可能
である）。 
 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 現在、「柿」に含まれる成分であるポリフェノール成分
（以下、「カキタンニン」と呼称する）にも着目している。
本研究の結果がカキタンニンによる効果であるかを検
証することとともに、カキタンニンが体脂肪の低減に寄
与するものであるかどうかを検証していきたい。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 現代社会における食スタイルは、「外食」、「中食」、
「集団給食」、「一般家庭料理」など、様々な食のスタイ
ルが登場している。特に6次産業への販路開拓を見据
えた際、調理者の手間を省く必要があるため「皮むきや
事前加熱殺菌などを施した下処理済素材」の生産・技
術開発が必要と考える。 

５．企業へのメッセージ 
 
 地域農産物の機能性を活用した食事が、肥満、内臓
脂肪蓄積の改善に寄与することが分かってきた。今回
特に注目した「柿」は福岡県を代表する地域農産物で
あり、全国第３位の生産量（平成27年度農林水産省統
計によると収穫量20,400ｔ）を誇っているにも関わらず、
未利用柿として年間6,000ｔが廃棄されているという消費
課題が存在している。そこで、柿の機能性成分を活か
した更なる消費拡大が地域の喫緊の課題として提起さ
れているところである。中食産業・外食産業・給食施設
等への販路開拓に向けて、健康レシピの開発や新たな
食品の開発に興味のある企業様との連携を望みます。 

大部 正代 教授 

開発した弁当の例 腹部脂肪面積の変化 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 植物由来の天然化合物であるフィトケミカルを活
用し、「健康維持」、「病気予防」、「病気治療」に役
立てることのできる薬剤や健康食品の研究開発を
行う。 
 
【始めたきっかけ】 
 もともと、腫瘍内科医師として抗がん剤の研究を
専門としてきており、医学系の知識に裏打ちされた
栄養学の研究を中村学園で実施している。「がん
の一次予防における栄養の役割」として、乳癌およ
び大腸癌など様々な癌化プロセスを抑制すると思
われる多くのフィトケミカルの発がん予防や再発抑
制の可能性を動物実験で検討するとともに、その
作用機序を分子レベルで解析している。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

フィトケミカルを主軸とするグッドエイジングのための薬剤・健康食品開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 中村学園大学 
 所在地 ： 福岡県福岡市城南区別府5-7-1 
 電話/FAX： 092-851-2594／092-841-7762 
 メール  ：  stg@nakamura-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 中野 修治 教授 （栄養科学部長、栄養クリニック院長） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： － 
 活用した助成金 ： 私学事業団「学術研究振興資金」 
 産学官連携実績 ： 食品サービス事業者、食品開発企業等多数 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 フィトケミカルであるリコペンやノビレチンが乳癌
細胞にアポトーシス（細胞死）を起こすメカニズムを
明らかにした。特に予後の悪い「トリプルネガティブ
乳癌細胞」に顕著な作用効果があることを発見し
ている。 
 
【技術・製品の強み】 
 こうした研究は、抗がん剤に頼らない新たな創薬
の可能性を秘めているだけではなく、「普段の食生
活」においてがんを予防するなど、我が国の健康
寿命延伸と医療費削減も含めて、極めて大きな
マーケットが期待されている。 
 特に、創薬といった分野は大手企業が数百億円
を投じて開発する領域であり、地域の中小企業が
参入するには非常に高い障壁があるが、「普段の
食生活において癌を予防できる健康食品やサプリ
メント」については地域中小企業でも十分に参画可
能性がある。 
 また開発食品の有効性を調べる臨床試験は栄
養クリニックで円滑に行えるという利点があり、科
学的根拠をもった栄養食品の迅速な開発が可能と
なる。 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 トマト等に含まれるリコペンや柑橘系果実に含まれる
ノビレチンといった食物由来の天然化合物（フィトケミカ
ル）を活用し、癌予防や癌治療に資する薬剤・健康食
品開発を目指す。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 こうしたフィトケミカルを主軸とする新たな健康食品の
開発においては、機能性表示制度の活用が可能であ
る。 
 しかしながら、機能性表示制度を活用するためには、
一定の要件を満たした学術論文の有無や、臨床実験
の成果などが必要とされる。 
 こうした課題については、大学との共同研究によって
クリアしていくことが可能である。 

５．企業へのメッセージ 
 
 これからますます健康に向けたニーズは高まりを見
せていきます。 
 高齢者の増加だけではなく、「より美しく年を重ねた
い」という女性層の増加など、様々なターゲットが出現
しています。 
 こうしたターゲット層に対して、「薬品」の提供ではなく、
普段の食生活において健康を担保できる「食品」を提
供していくことは大きな価値があります。 
 食材に含まれるフィトケミカルを活用した食品開発は
これからますます重要になっていくでしょう。 

食物由来の天然化合物が癌細胞を減少させる 

中野 修治 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 グレリンは、主に胃で産生される28個のアミノ酸
からなる摂食亢進作用を有するペプチドホルモン
であり、その活性発現にはＮ末端から３番目のアミ
ノ酸、セリンのオクタン酸によるアシル化が必須で
ある。活性型グレリンの産生を抑えることにより、
摂食を抑制する物質を探索するための細胞評価
系を開発する。 
 
【始めたきっかけ】 
 肥満は、経済的先進国において、糖尿病、動脈
硬化症をはじめとする生活習慣病、さらにはそれら
が複合的に絡み合ったメタボリックシンドロームの
発症基盤と考えられ、その対策が課題となってい
る。摂食亢進作用を有する活性型グレリンの産生
を抑制し、摂食を抑えることにより、肥満の予防お
よび改善に貢献できると考え、研究に着手した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

数日間の培養で評価可能！肥満予防物質探索のin vitro 評価系 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎国際大学 
 所在地 ： 長崎県佐世保市ハウステンボス町2825番地7 
 電話/FAX： 0956-39-2020／0956-39-3111（代表） 
 メール  ： ga-s@niu.ac.jp 
 研究者情報 ： 仮屋薗博子教授・大磯茂准教授（薬学部 医療薬学研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5534367号：活性型グレリン産生 

       評価方法及び同方法で用いる活性型グレリン産生評価細胞 
 活用した助成金 ： 科学研究費補助金（日本学術振興会） 
               （平成22年度～平成24年度） 
 産学官連携実績 ： 本特許との連携実績はありません 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 本特許は、ヒト胃癌細胞の遺伝子組換えによっ
て作製したAGS-GHRL8細胞がオクタン酸でアシル
化された「活性型グレリン」を産生することを利用
する活性型グレリン産生の細胞評価系である。 
 
【技術・製品の強み】 
 本技術の強みは下記２点が挙げられる。 

①摂食抑制物質探索のための細胞評価系 
 本研究で開発した細胞評価系を用いることにより、
動物実験で検証するための候補物質の効率的な
絞り込みを実現した。 

②候補物質のスクリーニングにおける時間短縮 
 数日間の細胞培養及び活性型グレリン濃度の測
定による候補物質としての可否判定を実現した。 
 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 本特許は、試験物質の細胞培地への添加・培養後、
培地中の活性型グレリン濃度を測定することにより、細
胞レベルにおいて活性型グレリン産生抑制物質を探索
することができることから、摂食を抑制し、肥満を予防
する医薬品、サプリメント及び機能性食品等の開発へ
の活用が期待される。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 事業化においては、商品化に向けた人材確保と手法
の確立及びターゲット市場の調査が課題である。 

５．企業へのメッセージ 
 
 当研究室は、安全で効果的な薬物療法の推進ならび
に健康増進をテーマに研究に取り組んでいます。 
 本研究では、創薬ターゲットとなっている肥満の予防・
改善ならびに肥満を発症基盤とする生活習慣病の予
防を目的に、細胞レベルにおける摂食抑制物質の探索
実験系を確立しました。肥満を予防する医薬品、サプリ
メントあるいは機能性食品等の開発につながればこの
上ない喜びです。 

仮屋薗博子教授 大磯茂准教授 

AGS-GHRL8細胞を用いた活性型グレリン産生評価方法

AGS-GHRL8細胞

オクタン酸

培地中オクタノイルグレリン濃度を比較

AGS-GHRL8細胞

オクタン酸＋被験物質

24時間培養
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 グレリンは、主に胃で産生される28個のアミノ酸か
らなる摂食亢進作用を有するペプチドホルモンであ
り、その活性発現にはＮ末端から３番目のアミノ酸、
セリンのオクタン酸によるアシル化が必須である。
摂食抑制物質を探索するために開発した細胞評価
系を用い、活性型グレリン産生抑制物質を同定す
る。 
 
【始めたきっかけ】 
 肥満は、経済的先進国において、糖尿病、動脈硬
化症をはじめとする生活習慣病、さらにはそれらが
複合的に絡み合ったメタボリックシンドロームの発
症基盤と考えられ、その対策が課題となっている。
摂食亢進作用を有する活性型グレリンの産生を抑
制し、摂食を抑えることにより、肥満の予防および
改善に貢献できると考え、研究に着手した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オリーブ油と魚油に抗肥満効果？！活性型グレリンの産生を抑制する脂肪酸 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎国際大学 
 所在地 ： 長崎県佐世保市ハウステンボス町2825番地7 
 電話/FAX：0956-39-2020／0956-39-3111（代表） 
 メール  ： ga-s@niu.ac.jp 
 研究者情報 ： 仮屋薗博子教授・大磯茂准教授（薬学部  医療薬学研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5493216号：活性型グレリン産生抑 
               制剤 
 活用した助成金 ： 科学研究費補助金（日本学術振興会） 
               （平成22年度～平成24年度） 
 産学官連携実績 ： 本特許の連携実績はありません 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 本特許は、摂食亢進作用を有する活性型グレリン
産生の細胞評価系（特許第5534367号）を用いて同
定された活性型グレリン産生を抑制する脂肪酸の
オレイン酸及びエイコサペンタエン酸である。 
   
【技術・製品の強み】 
 本技術・製品の強みは下記２点が挙げられる。 
①オレイン酸及びエイコサペンタエン酸の新規作用 
 オレイン酸及びエイコサペンタエン酸に活性型グ
レリン産生抑制作用があることを科学的に示すこと
に初めて成功した。  
②高い安全性 
 本研究で開発したオレイン酸及びエイコサペンタ
エン酸は、それぞれオリーブ油及び魚油に多く含有
される天然の脂肪酸であり、高い安全性を実現した。   

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 本特許は、活性型グレリン産生抑制物質としてのオレ
イン酸及びエイコサペンタエン酸であり、これらには活
性型グレリンの産生抑制を機序とする摂食抑制、抗肥
満効果が期待される。オレイン酸及びエイコサペンタエ
ン酸並びにこれらを含有する食品は、抗肥満機能性食
品及びサプリメントとして有望視される。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 事業化においては、商品化に向けた人材確保と手法
の確立及びターゲット市場の調査が課題である。 
  

５．企業へのメッセージ 
 
 当研究室は、安全で効果的な薬物療法の推進ならび
に健康増進をテーマに研究に取り組んでいます。 
 本研究成果は、創薬ターゲットとなっている肥満の予
防・改善ならびに肥満を発症基盤とする生活習慣病の
予防を目的に確立した摂食抑制物質探索の細胞評価
系を用い、同定した活性型グレリン産生抑制物質です。
活性型グレリン産生抑制作用による肥満予防効果を有
するサプリメントあるいは機能性食品として商品化でき
ればこの上ない喜びです。 

バイオ 

オクタン酸 100 mM ― ＋ ＋ ＋

オレイン酸 100 mM ― ― ＋ ―

エイコサペンタエン酸 100 mM ― ― ― ＋

(n = 6)
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p<0.01*
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AGS-GHRL8細胞におけるオレイン酸及びエイコサペンタエン酸による活性型グレリン産生抑制

仮屋薗博子教授 大磯茂准教授 
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２．研究開発の目的と背景 
 
【研究開発の目的】 
 男性不妊症患者の１割の原因となる遺伝子多型を
診断する系を開発し、一方、生薬の甘草から体外受
精の効果を上げる物質を見出した。不妊症の診断
法と治療法を提供したい。 
 
【背景】             
 我が国において、5組のカップルに1組以上が不妊
症と報告されている。そのうち約半数が男性側の要
因であり、男性不妊症の約半数が原因不明の男性
不妊症である。今後、男性不妊症の発生機序の解
明や原因の究明、診断法、治療法の開発が強く望
まれている。 
 私たちは、今まで廃棄されていた精液を用いて非
侵襲的に不妊症のSNPs診断、精液蛋白質プロファ
イル、mRNA発現プロファイル診断法の確立を目指
して研究を進めてきた。その結果、男性不妊症患者
の１割の原因となる遺伝子多型を診断する系を開発
し、一方、生薬の甘草から体外受精の効果を上げる
物質を見出した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎国際大学 
 所在地 ： 長崎県佐世保市ハウステンボス町2825番地7 
 電話/FAX： 0956-39-2020／0956-39-3111（代表） 
 メール  ： ga-s@niu.ac.jp 
 研究者情報 ： 田中 宏光 准教授 （薬学部 分子生物学研究室） 

 知的財産取得情報 ： 特許第5804379号（日本国）：人工授精用培地及び同人工 
                授精用培地を用いた人工授精方法並びに妊娠促進剤 
                その他関連特許７件あり 
 活用した助成金 ： 科研費（文部科学省） 
 産学官連携実績 ： 大阪大学、凸版印刷 （特許の取得とその商品開発） 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要 １】 
 精子形成特異的な不妊症の原因SNPsの有無を容
易に判定する。 
【技術・製品の特長】 
 不妊症治療は、肉体的、精神的、経済的に負担が
大きい。不妊症の原因を、今まで廃棄されていた検
査後の血液、精液を用いて非侵襲的に体質を容易
に検査し、体質のデータをもとに患者と医師が治療
法を選択する。 
 
【技術・製品の概要 ２】 
 生薬の甘草（リコリス）抽出物をによって人工授精
の受精率を向上させる。 
【技術・製品の特長】 
 甘草は多くの生薬に用いられる。今まで廃棄
されていた甘草の成分が、受精に効果的である
ことが明らかになった。 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【事業のイメージ】 
 不妊症原因を正確に突き止め、データをもとにお医者
さんと話し合い、治療を進める。そのための遺伝子診
断キットと容易な治療法を提供する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【今後の展開】 
 現在、VBを立ち上げ本発明を含む、他の特許と組み
合わせた商品の開発を実施しているが、その臨床、販
売にあたり、パートナーを募集して、展開を促進を図
る。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 人工受精は不妊治療や畜産で実用化されているが、
成功率は30%程度である。本発明は人工授精におけ
る授精率を向上させる新規成分に関するものであり、
不妊治療、家畜繁殖、稀少動物繁殖などへの応用が
考えられる。しかし、実施例の開示が十分とは言え
ず、現時点ではビジネスとしての有用性が十分明確
とは言えない。 
  
５．企業へのメッセージ 
 
 当研究室では、本研究を事業化につなげるため、企
業との連携・共同研究に取り組んでいく考えです。 

田中 宏光 准教授 

男性不妊症の遺伝子診断と治療薬の開発 

甘草 飴 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 乳酸菌は安全性が高く、多くの機能性を持つこと
から様々な商品に応用されている。乳酸菌の機能
は菌株によって異なるため、優れた菌株を選抜す
る必要があるが、農家や中小企業、新規参入企業
においてそれらを実施するのは困難である。そこで
当研究室で見出した機能性乳酸菌を種菌として提
供することを目的として機能性研究を行っている。 
【始めたきっかけ】 
 農家や農業法人にとって六次産業化は収益の向
上に繋がるため現在積極的に推進されている。ま
た多くの企業にとっても乳酸菌を用いた商品は機
能性をアピールすることができるため魅力的であ
る。当研究室では、優れた機能を持つ乳酸菌を多
く保有していることから、これらの菌株を商業利用
のため提供できれば社会貢献となるのではないか
と考えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

乳酸菌で六次産業化！農家・企業のための機能性乳酸菌配給システムの構築 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 東海大学 
 所在地 ： 熊本県熊本市東区渡鹿9丁目1番1号 
 電話/FAX： 096-386-2690／ 096-386-2690  
 メール  ： kinoshita@tokai.ac.jp 
 研究者情報 ： 木下 英樹 講師（農学部 食品バイオ化学研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 乳酸菌とビフィズス菌のサイエンス、ヨーグルトの事典等 
 活用した助成金 ： 科学技術振興機構（JST）・熊本復興支援（平成29年度～平成30年度） 
 産学官連携実績 ： 民間企業数社等 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 本技術・製品において、2つの視点で機能性を評
価し、優れた菌株を選抜している。 
①乳酸菌自体の機能性 
 菌体（菌体成分）が持つ様々な機能性を評価して
いる。 
②発酵により生み出される機能性 
 様々な青果物に対して発酵性を試験し、発酵後
に生み出される機能性を評価している。 
 これらの研究によって得られた機能性を持つ優
れた乳酸菌を発酵食品に応用することで商品に付
加価値を容易に付けることが可能となる。 
【技術・製品の強み】 
 本技術・製品の強みは下記３点が挙げられる。 
①完全オリジナルの機能性乳酸菌を利用可能 
 他では手に入らない完全オリジナルの機能性乳
酸菌を利用できる。 
②機能性をアピールできる 
 大学で試験した確かな機能性を消費者や小売店
にアピールできる。 
③東海大学とのコラボ商品の開発 
 共同研究を行うことで、東海大学とのコラボ商品
を開発できる。 

種菌配給のイメージ図 共同開発商品の例 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 現在、種菌の配給をよりスムーズに行えるように学内
ベンチャー企業の立ち上げを考えている。2018年4月を
目標に現在調整中である。また、研究を推進し、機能
性乳酸菌のライブラリを随時増やしていく予定である。 
【事業化や販路開拓における課題】 
・提供形態、大口の提供 
 現在、考えているのは液体での提供である。小口の
提供では凍結乾燥粉末で提供も可能である。大口の受
注に関しては、その規模により種菌自体を外注して作
る必要があるため要相談となる。 
・安全性の確認 
 乳酸菌は安全な菌ではあるが、どこまで安全性を証
明するかは課題の１つである。しっかりとした菌の同定
はもちろんのこと、変異原性試験などを行っていく予定
である。また提供する種菌は大腸菌群の検査を行う。 

５．企業へのメッセージ 
 
 乳酸菌は食品だけではなく、医薬品から家畜の飼料
まで様々な応用が可能です。菌体が持つ機能性（菌体
成分）や発酵によって新たに生み出される機能性があ
り、機能性も抗酸化、免疫賦活化、デトックス作用等
様々です。これらの有用乳酸菌を用いることで商品に
容易に付加価値を付けることが可能です。また、共同
研究することにより「東海大学」の名前を出して商品の
アピールも可能になります。下記に実際に商品化を予
定している発酵豆乳（豆乳ヨーグルト）の写真を示しま
した（現在試験販売中）。この他にも2～3件、共同開発
した商品が本年度中に発売予定です。まずは気軽にお
問い合わせ下さい。 

木下 英樹 講師 
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２．研究開発の目的やきっかけ 

【研究開発の目的】 
 近年、薬剤・化学物質・食品などへのアレルギーが
激増し、アナフィラキシーショックなどの重篤な症状を
誘発する場合も少なくない。既存のアレルギー検査
方法に比べて、患者の負担が少なく安全性に優れ、
対象者個人の薬剤等の抗原に対する反応性を直接
確認する事前検査にも応用可能な新規のアレル
ギー検査方法の開発を目的としている。 

【始めたきっかけ】 
 現行のアレルギー検査方法は、患者への負担が大
きく、皮膚テストは危険を伴う割には精度が低い。ま
た、HLA遺伝子解析による事前検査では、対象薬剤
が限られるなど、多くの問題点を抱えている。これら
の問題点を全て解決できる簡便かつ高精度なアレル
ギー検査方法の開発を意図した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新規高感度アレルギー検査方法（HiSAT）の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 福岡大学 
 所在地 ： 福岡県福岡市城南区七隈八丁目19番1号 
 電話/FAX： 092-871-6631/092-866-2308 
 メール  ：  sanchi@adm.fukuoka-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 芝口 浩智 講師（医学部医学科 生化学研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第6108570号 
 活用した助成金 ： 柿原科学技術研究財団（平成27年度） 
 産学官連携実績 ： 

３．技術・製品の概要と強み 

【技術・製品の概要】 
 High-Sensitive Allergy Test 
(HiSAT）は、アレルギー発現時におい
ては、①迅速アレルギー検査や②ア
レルギー原因薬剤同定検査として、一
方で、服薬前や抗原暴露前では、③
アレルギー事前検査として、それぞれ
適応可能な検査方法である。①迅速
アレルギー検査では、患者から採取し
たわずか一滴の血漿に対する健常人
白血球の細胞動態を陽性／陰性対照
の血漿／培養上清とともに比較解析
する。 また、②原因薬剤同定検査お
よび③事前検査では患者から採血・
分離したリンパ球を検査抗原（薬剤な
ど）と反応させ、その培養上清に対す
る健常人白血球の細胞動態を陽性／
陰性対照の培養上清とともに比較解
析する。 

【技術・製品の強み】 
・細胞動態の観察・解析そのものは最
短１時間程度で可能なことから、アレ
ルギー検査の第一選択肢となる（現行
の検査に先立って行うことで迅速にア
レルギーか否かの判断も可能となる） 
・事前検査・個別化医療が可能である
（予期せぬ重篤なアレルギーの事前
回避と安全な薬剤の選択を可能とす
る） 
・新規創薬システムへの応用（新規ア
レルギー治療薬の開発に応用可能で
ある） 

HiSATの概略図 

バイオ 

４．今後の展開や課題 

【今後の展開】 
 本法（HiSAT）では健常人から採血・分離した白血球
を使用するが、民間検査機関などでの広範な普及の
ためには、現在遊走細胞として用いている健常人から
採血・分離した白血球と、ほぼ同等の反応性を示す新
規細胞株の樹立が必要と考えられる。現在HiSATに最
適な新規細胞株の樹立を進める一方で、HiSAT検査
装置として安価なハードの構築を併せて開発中であ
る。 

【事業化や販路開拓における課題】 
 事業化の課題としては、上述したようにHiSATの民間
企業などへの広範な普及のために健常人の白血球と
同等の反応性を示す細胞株の樹立およびHiSAT検査
装置の構築が挙げられる。販路開拓における課題とし
ては検査・診断企業との連携が必須である。 

５．企業へのメッセージ 

 新規アレルギー検査方法（HiSAT）の臨床検査・診断機関への技術
移転を想定し、以下の共同研究／受託研究を希望しています。 
（１）HiSATに最適な細胞株の探索・樹立に関する企業あるいは大学

研究室との共同研究。 
（２）もの作り企業との、より簡便で安価なHiSAT検査装置の構築に関

する共同研究。 
（３）アレルギー患者、特に皮膚症状を伴う典型例でのさらなる検証の

ため、臨床検査・診断機関との共同研究・受託研究。 

芝口  浩智 講師 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 下水、産業廃水、農業廃水の効率的且つ省エネ
ルギー型の処理方法の開発やそのメカニズムの
解明、廃材やバイオマスを活用した土壌改良材や
きのこ菌床の利活用技術の開発により、日本国内
の農作物の生産性向上を目的とした研究を行って
いる。 
 
【始めたきっかけ】 
  当研究室ではこれまで、廃水処理槽内の微生物
群の解析や廃水処理の悪化に関与する微生物群
の特定を行っていた。一方、地域農家から環境に
配慮した農薬を代替可能な材料の開発・提供や生
産性向上のための技術開発を求められた。そこで、
廃水処理だけでなく農業の生産性向上のための
研究開発に臨んでいる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水圏・土壌環境中のメカニズムを微生物・遺伝子レベルで解明する！ 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 都城工業高等専門学校 
 所在地 ： 宮崎県都城市吉尾町473-1 
 電話/FAX： 0986-47-1227／0986-47-1230 
 メール  ：  kkuroda@cc.miyakonojo-nct.ac.jp 
 研究者情報 ： 黒田 恭平 助教（物質工学科 黒田研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： (Kuroda et al., PLoS One, 11(12),  e0167788、 2017)、他 
 活用した助成金 ： 科学研究費助成事業（平成28年度～平成29年度）、他 
 産学官連携実績 ： 長岡技術科学大学、産業技術総合研究所、十和田グリーンタフ・ 
                アグロサイエンス株式会社、鹿児島工業高等専門学校など 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
  水圏・土壌環境中の複合微生物群を解析する
技術は、超並列DNAシークエンサーとバイオイン
フォマティクス技術を組み合わせることにより可能
とする。当研究室では、廃水処理システムだけで
なく、水田や畑、きのこ菌床などの遺伝子解析お
よび微生物群の培養にも成功している。従来技術
では、数百リード／日であった遺伝子解析を、数
百〜数千万リード／日レベルで遺伝子解析可能
であり、短時間で大量のサンプルを一度に解析で
きる。 
 
【技術・製品の強み】 
①目的の微生物の網羅的解析 
 当研究室で保有するノウハウを活用し、大量の
サンプルを網羅的に比較解析し、どの微生物が、
どの場所で、どのように活動しているかを解明でき
る。 
②好気・嫌気性微生物の培養実験 
 当研究室では、好気性微生物だけでなく、嫌気
性微生物の分離培養実験が可能であり、標的とし
たい微生物の培養実験をすぐに立ち上げることが
可能である。 

技術内容や機材等 微生物の特異的検出 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
  生物学的廃水処理に関与する複合微生物群の生
態・機能のデータが蓄積されてきている一方で、それを
工学的に応用した例は殆ど無い。当技術を応用するこ
とで、微生物・遺伝子データに基づいた廃水処理システ
ムの開発が可能と考えている。 
 加えて、農業では生物農薬の分野の進展が滞ってい
る状態にあり、当研究室の技術を用いることで生物農
薬分野の発展が可能ではないかと考えている。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
  事業化においては、パイロットスケールの廃水処理
システムや実圃場を用いた実証実験が必要であり、現
在保有する実験環境を更に拡大することが課題である。 

５．企業へのメッセージ  
 
 当研究室では、実規模レベルの廃水処理プロセスの
微生物相解析や実圃場の土壌微生物の定点観測など
の実績があります。 
 特に、各企業が保有する農業や廃水処理の革新的
技術のマニュアル化を行う際に連携することが可能だ
と思われます。当研究室では、遺伝子解析用装置、微
生物培養装置、水質・ガス・土壌分析用装置、バイオイ
ンフォマティクス用装置などを有しており、廃水処理プ
ロセスや土壌の微生物だけでなく、その性質の調査も
可能です。 
 企業の皆様の力となり、九州産業の活性化に寄与で
きればと考えています。 

黒田 恭平 助教 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 乳酸菌の1種ラクトバシラスは、腸管において常
にサブ・ポピュレーション（0.1～数％）であり、優勢
化することはないが、乳酸や抗菌性物質を生産し
て菌叢全体を安定化させて、有害菌の侵入を防ぐ
例が知られている。当研究室は、ある種のラクトバ
シラスが、貧栄養条件下で隣接する大腸菌細胞と
マイクロ共凝集体を形成して効率的に増殖する現
象を発見した。この乳酸菌と大腸菌の新しい相互
作用のメカニズムを解明することを目的とする。 
 
【始めたきっかけ】 
 乳酸菌と大腸菌の相互作用を検討して、共凝集
体形成能力を発見した（Mizuno et al. BBB, 2014）。
この能力は、腸内のような高密度な菌叢を理解す
る上で極めて重要と考えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新規プロバイオティクスの開発 ～細菌の隣接可能型特性を生かした新規な菌叢制御技術の試み～  

１．事業者の概要 
 組織名 ： 北九州工業高等専門学校 
 所在地 ： 福岡県北九州市小倉南区志井5-20-1  
 電話/FAX： 093-964-7303／ 093-964-7303 
 メール  ：  mizuno@kct.ac.jp 
 研究者情報 ： 水野 康平 准教授（生産デザイン工学科 物質化学コース） 

 論文掲載、知的財産取得情報 ： Mizuno K. et al. Sci. Reports 7:12880, 2017  
 活用した助成金 ： 科研費、環境省科研費、北九州市等  
 産学官連携実績 ： 北九州市、九州電力、その他大学等 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 乳酸菌は、優れた保健効果があるが、多くの必
須栄養素（アミノ酸、脂肪酸、核酸、ビタミンB群等）
の合成系を持たず、単独培養は困難である。しか
し、当研究室は、大腸菌（非毒性K-12株）との相互
作用を研究した結果、強い凝集能力が特定の乳酸
菌 に 生 じ る こ と を 発 見 し て 、 Adjacent-Possible 
Ecological Niche (APEN)として世界に先駆けて提
唱した。このような新規な相互作用によって乳酸菌
が生育不可能な環境で生育可能になることは、以
下の点で、今後、重要な展開が期待できる。 
 
①新規プロバイオティクスの開発 
大腸菌をターゲットにした新規な腸内細菌叢制御
技術の開発につながる可能性がある。 
 
②共培養による高効率発酵法の開発 
乳酸や酢酸などの有機酸は、食品分野や化学工
業の出発物質として有用であり、安価で効率的な
発酵法の開発につながる可能性がある。 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 ラクトバシラス・カゼイと大腸菌の細胞コンタクトのメカ
ニズムを解明する。このような新規な相互作用によって
乳酸菌が生育不可能な環境で生育可能になることは、
乳酸菌の生態学的な定義に独自の観点をもたらすも
のである。人類に保健効果をもたらすグラム陽性の乳
酸菌に新奇なシステムの発見を期待できる。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 乳酸菌ラクトバシラスが、新規なメカニズムによって
腸内環境に具体的にどのような保健効果をもたらすか
を分子レベルで明確にするとともに、効果を強化した株
などを作製して、動物実験によって、その効果を個体レ
ベルで検証することが課題となる。次にヒトへの効果を
調査する必要がある。 

５．企業へのメッセージ 
 
  独自の方法論から新しい技術開発につながるような
研究開発を通して、社会の医療、福祉に貢献したいと
考えています。 
 腸内環境に起因する疾病（例えば、この40年で患者
数が10倍になった潰瘍性大腸炎など）は現代病の一つ
として急増しており、今後、さらに大きな問題となると言
われています。 
 九州から新規なプロバイオティクスやその医療への
応用を検討する企業との連携を期待しています。 

水野 康平 准教授 

乳酸菌マイクロ 
共凝集体 

隣接する大腸菌と乳酸菌 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 近年、アルコール業界は、年々市場規模を縮小
している。このような業界の流れは、球磨焼酎も例
外ではなく、出荷量が年々減少している。くわえて、
消費者のニーズも変化しており、各蔵元は、焼酎
の品質向上、新たな酒気質の焼酎開発の必要性
に迫られている。そこで、当センターでは、新しい
酒質を持つ焼酎製造のための新規酵母を開発す
ることを目的とした。 
 
【始めたきっかけ】 
 球磨焼酎の蔵元より焼酎の香気成分に特徴を持
たせることのできる酵母の開発の相談があり、香
気成分に特徴のある酵母開発に取り組んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新規酒造用酵母KF-7の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 熊本県産業技術センター 
 所在地 ： 熊本県熊本市東区東町3丁目11‐38 
 電話/FAX： 096‐368-2101／096‐369-1938 
 メール  ：  www-admin@kumamoto-iri.jp 
 研究者情報 ： 田中 亮一 研究主任 （食品加工技術研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ：  
 活用した助成金 ：  
 産学官連携実績 ： 球磨焼酎酒造組合 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 当センターでは、平成3年にプロロプラスト融合技
術によって蔵付酵母と協会9号酵母を用いKF-3酵
母を開発し、球磨焼酎組合通じ、酵母を普及させ
てきた。今回は、カプロン酸エチルに特徴を持ちな
がら、酢酸イソアミルとの香りのバランスを持つ新
規酵母KF-7の開発を試み、成功させた。 
 
 
【技術・製品の強み】 
 本酵母の強みは、下記の3点が挙げられる。 
①吟醸香であるカプロン酸エチル高生産性の焼酎
酵母である。 
②他の吟醸香成分である酢酸イソアミル、β-フェ
ネチルの生産性もあり、香りのバランスが良い。 
③アルコール収得率も高い。 
 

小仕込試験と酵母KF-7 試験蒸留器 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 異なる酒質を持つ酵母を製造のツールと考え、数種
の酵母を開発し、普及させることによって、製品の多様
性と香と味に新たな技術を生み出す可能性がある。 
 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 新規酵母KF-7は、球磨焼酎組合の協力のもと普及さ
れ、新商品の開発に利用され始めている。課題は、球
磨焼酎としての新たな酒質を持った商品をどのように
市場に広げ、消費者に認知させ、販売増加につなげる
かである。 

５．企業へのメッセージ 
  
 当センターでは、これまでに4種の酵母開発と製品の
実用化という成果を上げてきました。今後は、新たな酵
母開発を進め、新しい製品や次の酒造製造技術のた
めの酵母ツールの整備を行っていきます。くわえて、
我々は、高度な微生物の解析技術も持っており、今後
伝統産業のデータ化や新たな知見を高め、新たな発酵
技術の開発に取組んでいきたいと考えています。 
 
 

田中 亮一 研究主任 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 佐賀県は、レンコンの生産量が多い地域であり、
全国３位の収穫量を誇る。しかし、年間出荷量の
約３割に相当する量が規格外品として廃棄される
と言われており、未利用な農産物の有効利用法が
求められている。そこで、我々は、未利用なレン
コンを機能性食品素材として有効利用することを
目的とした。 
 
【始めたきっかけ】 
 当センターは、食品の加工機器や種々の機器分
析装置を保有しており、加工食品の試作や抽出物
の調製、機能性成分の精製を実施することが可能
である。研究開始当初は、レンコンの機能性に関
する報告が少なく、佐賀大学農学部に協力を依頼
し、肥満モデルマウスを用いてレンコン乾燥粉末
やポリフェノール抽出物の機能性評価を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐賀県産レンコンの機能性と未利用部位の有効活用 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 佐賀県工業技術センター 
 所在地 ： 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114 
 電話/FAX： 0952-30-8162／0952-32-6300 
 メール  ：  tsuruta@saga-itc.jp 
 研究者情報 ： 鶴田 裕美 特別研究員（食品工業部） 
 論文掲載情報 ： Biosci Biotechnol Biochem. 76 (3), 462-466 (2012)他 
 活用した助成金 ： 科学技術研究費 若手研究B （平成26年度～平成28年度） 
           JST A-STEP探索タイプ （平成23年度） 
           シーズ発掘試験（平成21年度） 
 産学官連携実績 ： 佐賀大学農学部、有限会社マルハ園芸 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 レンコン乾燥粉末の摂取が肥満モデルマウスの
脂肪肝を改善することを認めた。また、その有効
成分はポリフェノールであり、カテキンとガロカ
テキンで構成されるプロアントシアニジンである
ことを見出した。 
 さらに、レンコンを部位別に分析した結果、可
食部に比べて、皮は2～3倍、節は5～6倍ポリフェ
ノール量が多かった。規格外品として廃棄される
末節（下位節）もポリフェノール量が多いことを
認めた。 
 したがって、レンコンの未利用部位は、ポリ
フェノールを多く含み、機能性食品素材として有
効活用できる可能性を認めた。 
 
【技術・製品の強み】 
①レンコンのポリフェノールは、未利用部位に多 
 く含まれる。 
②未利用部位を機能性食品の原料として用いるこ 
 とでコストダウンを図ることができる。 
③加工工程で発生する皮や節は、産業廃棄物とし 
 て処理されており、廃棄コストの削減に貢献で 
 きる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

規格外の未利用レンコン 
商品化事例 

写真提供:（有）マルハ園芸 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 現在、レンコンのポリフェノールの機能性として、
脂肪肝改善作用（肥満モデルマウス）、抗酸化活性、
寿命延長作用（線虫モデル）を見出している。 
 既に、県内では、レンコン粉末、レンコン茶、レン
コン味噌などの商品化が行われているが、今後、新た
な機能性の探索やヒトでの機能性評価（臨床試験）に
チャレンジし、レンコンの更なる有効活用に努めたい。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 既に佐賀県内では、レンコンを使った加工食品の開
発が盛んに行われている。ただし、原料の一次加工を
大規模に行なえる企業や施設が県内に存在せず、大量
生産することができない。 

５．企業へのメッセージ 
  
 佐賀県工業技術センター・食品工業部では、主に佐
賀県産の農林水産物の機能性や加工法について研究開
発を行っています。 
 また、受託研究、共同研究、技術相談、依頼分析、
機器使用など様々なツールがありますので、佐賀県の
企業様、佐賀県産品をご活用してくださる企業様のご
利用をお待ちしております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鶴田 裕美 特別研究員 

レンコンの部位 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 大分県は麦焼酎の課税移出数量で全国一位で
あるが、その製造には焼酎製造の歴史の長い鹿
児島県の酵母や日本醸造協会の酵母が使用され
ており、本県独自の酵母は存在していなかった。
大分県酒造組合が地域団体商標を取得した「大分
麦焼酎」を製造するための大分県独自の焼酎用酵
母を開発する。 
 
【始めたきっかけ】 
 長期的な研究課題として醸造用酵母の探索を
行っていたが、平成19年に大分県酒造組合からの
要請を受け、工業振興課事業として「県産麦焼酎
酵母開発事業」を開始して焼酎用酵母の開発を
行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

焼酎用大分酵母の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 大分県産業科学技術センター 
 所在地 ： 大分県大分市高江西1丁目4361-10 
 電話/FAX： 097-596-7100/097-596-7110 
 メール  ：  etosu@oita-ri.jp 
 研究者情報 ： 江藤 勧 主幹研究員 （食品産業担当） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ：  
 活用した助成金 ：  
 産学官連携実績 ： 大分県酒造組合、大分県本格焼酎技術研究会 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 焼酎用酵母の開発にあたって、知財問題の発生
し難い自然界の酵母の中から麦焼酎の製造に適
した酵母を選抜し、さらに簡便な取り扱いが可能で
品質が安定する乾燥酵母として開発を進めるため
乾燥耐性も選抜の指標として焼酎用大分酵母を開
発した。 
 大分県独自の焼酎原料大麦「トヨノホシ」の開発
を受けて焼酎用大分酵母の使用を希望する企業
が複数有り、大分の酵母と大麦を使用した麦焼酎
が製品化された。 
 
【技術・製品の強み】 
 焼酎用大分酵母の特徴として下記３点が挙げら
れる。 
①自然界から収集した酵母の中から麦焼酎醸造
に適した酵母を開発した。 
②乾燥酵母とすることで簡便な取り扱い・品質の
安定化を実現した。 
③県内で現状使用されている焼酎用酵母と遜色
の無い発酵力を持つ。 製品化されたトヨノホシ焼酎 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 現在焼酎用大分酵母を使用して麦焼酎を製造してい
るのは、四ッ谷酒造（トヨノホシ兼八）と藤居酒造（トヨノ
ホシ萬力屋）の２社のみである。「トヨノホシ」の作付増
加に合わせ、利用企業を増やして大分麦焼酎の発展
に寄与したい。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 酵母頒布の省力化の目的で乾燥酵母として開発して
おり、今後焼酎用大分酵母の利用を拡大するため、大
分県酒造組合と協力した乾燥酵母製造と頒布体制の
構築が課題となる。 
   

５．企業へのメッセージ 
   
 食品産業担当では、酒類製造業や味噌・醤油製造業
といった醸造業界をはじめ、食品産業全体を対象に幅
広い支援を行っています。 
 今回の焼酎用大分酵母は、大分の酵母と大麦で製造
した大分麦焼酎というアピールが可能なものですので
多くの企業のご利用をお待ちしています。 
 

江藤 勧 主幹研究員 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 

【研究開発の目的】 
 毎日の食事から健康を維持していくことが重要と
される中、プロバイオティクスの概念が広まり有用
微生物の探索や機能性を付加した新商品開発が
求められている。本研究では長崎県産物由来の植
物性乳酸菌を活用した新規加工食品の開発を行う
ことを目的に、本県の複数の食品企業及び大学と
ともに産学官連携で実施した。 
 

【始めたきっかけ】 
 本県産の発酵食品や農産物から植物性乳酸菌
を623株分離し、各乳酸菌がもたらす味、香り、機
能性を調べた。その中から選抜した有用乳酸菌を
活用した加工食品の開発を実施するにあたり、㈲
シュシュを始めとする数社の製造業者からの開発
要望があり実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長崎乳酸菌ライブラリーを活用した乳酸発酵人参ジュースの開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎県工業技術センター 
 所在地 ： 長崎県大村市池田2丁目1303番地8 
 電話/FAX ： 0957-52-1133／0957-52-1136 
 メール ： kawamura@tc.nagasaki.go.jp  
 研究者情報 ： 河村 俊哉 部長（応用技術部） 

 論文掲載、知的財産取得情報 ： 日本食生活学会誌, 23(1), 5-10, 2012、 
           特許第6093939号：乳酸菌、乳酸菌培養液、およびこれらを用いた 
           医薬用組成物、肝細胞保護剤 
 産学官連携実績 ： ㈲シュシュ、㈱バイオジェノミクス、長崎国際大学薬学部 

３．技術・製品の概要と強み 
 

【技術・製品の概要】 
 大村市特産の黒田五寸人参を、植物性乳酸菌
(L.plantarum )で発酵させた飲料。糖類を加えるこ
となく人参ジュースだけで発酵。乳酸発酵によりpH
を低下させ、クエン酸無添加でも日持ちが向上。味
も自然な甘みとまろやかな酸味になり、子供やお
年寄りにも飲みやすい商品となった。甘味成分の
アラニン、旨味成分のグルタミン酸、ストレスを抑
制するγ-アミノ酪酸(GABA )を従来品と比較して
約2倍量含む。コップ1杯(200ml)あたり2,000億個の
乳酸菌(殺菌)が入っている。第43回長崎県特産品
新作展において最優秀賞受賞。長崎県ブランド農
産加工品「長崎四季畑」認定。 
 

【技術・製品の強み】 
①乳酸菌発酵のみで製造した無添加商品であり、
味が良く飲みやすい商品。 
②乳酸菌発酵により味覚成分や機能性成分が従
来品より増加した商品。 
③農産物を利用した加工食品製造で実績のある
㈲シュシュと高度な発酵技術や設備を有する㈱バ
イオジェノミクスと乳酸菌発酵技術を有する当セン
ターの連携により生まれた商品。 

商品化に用いた乳酸菌
の電子顕微鏡写真；  
Lactobacillus plantarum 黒田五寸人参プレミアム 

バイオ 

４．今後の展開や課題 
 

【今後の展開】 
 開発当初、既存の人参ジュースと販売が競合するこ
とも想定されたが、異なる購買層からの支持が得られ
ていることに併せ、ネット販売やふるさと納税の返礼品
に採用されたこともあり、その後のリピートによる販売
がさらに増えている。今後も長崎県産の農産物を原料
として、長崎乳酸菌を活用した付加価値の高い新商品
を開発していく。 
 

【事業化や販路開拓における課題】 
 原料である農産物等に対して、どの乳酸菌が味や風
味で適しているかを調べる発酵試験を行う必要がある。
また、乳酸菌等の微生物を取り扱うには、製造工程に
おいて無菌操作などの特殊な技術や設備を必要とする。 

５．企業へのメッセージ 
 長崎県工業技術センターでは、乳酸菌、酵母を用い
た微生物利用技術、機能性成分解析技術、試作加工
技術を用いて各種事業化につなげており、各企業との
連携・共同研究に積極的に取り組んでいます。 
 当センターには、乳酸菌を培養する嫌気性培養装置
や機能性成分を解析する液体クロマトグラフ質量分析
装置などを所有しており、新商品開発や品質管理など
でご利用いただくことができます。 
 今後も私達は地域製造業のお役に立てるよう総合的
に支援しながら、競争力のある産業の創出と地域産業
の持続的発展を実現するため、地域製造業の技術の
高度化支援を推進して参ります。 

河村 俊哉 部長 

1 µm 
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２．研究開発の目的やきっかけ 

【研究開発の目的】 

 電力制御用の半導体素子であるパワーデバイ
スは、EVや家電から電車、送電システムでの電力
制御等に用いられており、高い信頼性が求められ
ている。信頼性を担保するため、パワーサイクル
試験（チップ自己発熱による加速試験）が行われ
ているが、従来の試験方法は、破壊時のダメージ
により、破壊を引き起こす現象の特定が困難で
あったり、破壊に至るプロセスを遡って解析するこ
とが不可能等の問題がある。このため、故障の原
因となる現象の発生から故障に至るまで、故障の
プロセスを解明する新しい故障解析技術の開発
に取り組んでいる。 

・加速試験とデバイスの劣化観察を同時に実施 
・故障プロセスをリアルタイムでモニタリング 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パワーデバイスの故障予測を可能にするモニタリング技術 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 九州工業大学 
 所在地 ： 福岡県北九州市戸畑区仙水町１－１ 
 電話/FAX： 093-884-3485／093-881-6207 
 メール  ：  office@ccr.kyutech.ac.jp 
 研究者情報 ： 渡邉  晃彦 助教（大学院工学研究院 電気電子工学研究系） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 2016JP073445 
 活用した助成金 ： JST研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）等 
 産学官連携実績 ： 企業からの受託研究および各種助成金等 

３．技術・製品の概要と強み 

【技術・製品の概要】 

 パワーデバイスの新しい故障解析技術。リアル
タイムモニタリングをベースとした故障解析技術で
あり、特に動作中デバイスのパッケージ内部構造
の劣化を非破壊で捉える技術は世界で唯一。パ
ワーデバイスの故障の早期発見、故障予測、寿
命予測への応用が可能であり、パッケージ構成材
料の劣化・耐久性試験への応用も期待できる。  

【技術・製品の強み】 

 本技術は、パワーデバイスが故障にいたる過程
での状態変化を時間軸で捉えることを可能にし、
従来の故障後および抜取りサンプルによる故障
解析と比較し、故障原因の早期特定が可能であ
る。また、パッケージを開封しない故障解析である
ため、実際の動作状態と同等の環境での故障解
析が可能である。 
 
・動作中デバイスの内部劣化を観察できる  
・故障にいたるプロセスの連続データを取得可能  
・内部劣化の定量化が可能  

測定計測 

４．今後の展開や課題 

【今後の展開】 
  以下のような用途が想定される 
・パワーデバイスの故障解析  
・故障予測・寿命予測  
・パッケージ材料の劣化・耐久性試験  

【事業化や販路開拓における課題】 
・膨大なデータ（画像データ１TB、波形データ数十TB）

を高速に処理する技術が必要 
・人間では判別できない画像変化の特徴を抽出する技

術が必要 
・抽出した特徴から破壊リスクをインデックス化する技

術が必要 
・本手法に特化したデータ処理抽出技術の開発 
・マシンラーニングによる特徴抽出技術の開発 
・特徴をパラメータ化する技術の開発 

５．企業へのメッセージ 

  以下のような内容について、共同して研究に取り組
める企業を希望しています。 

・本手法に特化したデータ処理技術の開発 
・マシンラーニングによる特徴抽出技術の開発 
・特徴をパラメータ化する技術の開発 
・材料分析に関する共同研究 
・新しい活用方法の開拓 
・汎用検査装置としての製品開発 

図１ 開発中

の複合型リア
ルタイム故障
解析システム 

図２ 故障前

後の内部変化
の様子 

渡邉  晃彦 助教 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
【研究開発の目的】 
 高度で実用的なロボット、メカトロニクスの開発を
行っており、300km自律航走水中ロボット、10000m
潜水ロボット、民間航空機、水中翼艇、魚ロボット、
振動翼発電装置、マルチロータヘリ、医者に使い
やすく患者に優しい医療機器等世界初の技術を
多々創出し、実用化して社会基盤を支える。 
 
【始めたきっかけ】 
 当研究室では水中ロボット、飛行ロボット、宇宙
ロボット、医療ロボットおよびIoT統合システム、知
能化システムの開発を行っている。総務省SCOPE
研究等では日本で初めてマルチロータ型飛行ロ
ボットの開発に成功した。生物運動型ロボットであ
る魚ロボットは弾性振動翼推進システムの研究か
ら始まり、1995年の鯛ロボットを皮切りにイルカロ
ボット他16種類以上開発。弾性振動翼推進システ
ムの原理はアオコ対策船型ロボットや柔軟低圧把
持鉗子等の医療機器にも技術適用が行われ実用
化されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会基盤を支える海洋、航空、医療ロボットの開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 国立大学法人 長崎大学 
 所在地 ： 長崎県長崎市文教町1-14 
 電話/FAX： 095-819-2512／095-819-2534 
 メール  ：  iyamamoto@nagasaki-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 山本 郁夫 教授（海洋未来イノベーション機構） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第4814692号 
      Practical Robotics and Mechatronics: Marine, Space and Medical Applications 
                 (IET, UK, 2016.7, ISBN 978-1-84919-968-1,pp.1-192) 
 活用した助成金 ： 総務省SCOPE、科研費基盤B、長崎県ファンド他                        
 産学官連携実績 ： 北九州市立大学（教授）、九州大学（教授）、JAXA（宇宙ロボット研究会代表）、 
                 JAMSTEC（研究主幹）、FAIS、長崎県工業技術センター、三菱重工業（株）他 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 水中ロボットはSuibot、Seabot、Kenbotなどの
ROV（Remotely Operated Vehicle）による海中構造
物検査が可能。国交省ダム検査、海洋ロボコン最
優秀賞など多々実績を上げている。飛行ロボット
（Vespinae、Akabot）は橋梁検査、赤潮検査用に活
用されている。マルチロータ型気球ロボットもトンネ
ル検査用に開発。 
 
【技術・製品の強み】 
 研究室で独自開発のためニーズに応じて様々な
ロボットに発展させることが可能。水中ロボット、飛
行ロボットは実フィールドでの実験を通して測定計
測分野で実用化可能レベルである。サメ肌鉗子、
攝子は外科手術効率を全体的に50%向上できる。
上肢リハビリロボットは臨床効果が認められた。 
 

Seabotとｲﾙｶﾛﾎﾞｯﾄ 
Akabotによる 

海水ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ実験 

測定計測 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 IoTや人工知能機能取り込み、産学官の様々な要望
に応えることが可能な高度で実用的な統合型ロボット
技術を開発する。併せてロボット分野の実践的エンジ
ニアの人材育成も行う。 
 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 大学の研究のため、得られた成果を民間企業の様な
営業活動、製造販売、保守契約を行えない点が事業化
の課題。支援する組織が整えば社会展開できる。 

５．企業へのメッセージ 
 
  企業のニーズに合わせて様々なロボット開発が可能
で、品質保証や運用体制を整わせることで社会に有用
な製品を提供できる。 
 

山本 郁夫 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 既に実用化されている粒子分離装置には、サイ
クロンがあるが、構造的に複雑で、粒子分離性能
がよくない等の問題があり、大流量で使用できる
可能性はあるが、分離装置としては広く利用される
までには至っていない。 
 
 
【始めたきっかけ】 
 吸入性粉じんは、ヒトの肺などの呼吸器系に沈
着して健康に著しい影響を与える恐れがある。粒
子サイズにより人体への影響が異なるため、特定
の粒子径で分離して気中粉塵濃度を測定すること
は、健康的な職場づくりを進める上で重要な課題
である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

直進型サイクロン式粉塵濃度測定器による健康的な職場づくり 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 産業医科大学 
 所在地 ： 福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1  
 電話/FAX：  093-603-1611内線4679／093-691-7518 
 メール  ：   chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 明星 敏彦 教授 （産業生態科学研究所 労働衛生工学研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特開2016-121913 
 活用した助成金 ： 文科省科学研究費補助金（平成23年度～平成25年度） 
 産学官連携実績 ： 柴田科学株式会社 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 空気中の粉塵を粒子径に応じて分粒する直進型
サイクロン式小型粒子分級捕集装置。 
 
特 徴 
• 同心円の構造のため配管の一部として粒子分

離部を組み込むことができる。 
• 流入速度と胴部の径によって分離する粒子径

を調整できる。 
• 粒子径に対してシャープな分離曲線を持つ。 
 
 
【技術・製品の強み】 
• 従来のサイクロンの問題点であった、嵩張る部

分をコンパクトに改良することに成功した。 
• 従来のサイクロンに比べても同等以上の粒子

分離性能を示すことを確認した。 
• 2.5mmで50%の粒子分離性能を示す。 
• 従来のβ線吸収式PM2.5測定装置とよい相関

を示した。 
 

 
直進サイクロンをハイボリウム 
エアサンプラに取り付けた状態 

測定計測 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
• 本技術の特徴を生して、浮遊粒子分離のためのコ

ンパクトな集塵装置が考えられる。 
• 掃除機、ミスト分離装置など、インラインの粒子除去

装置への応用が期待される。 
• 本技術の分離粒子径はこれまでの試験から1mm程

度まで可能である。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 商品化を検討している企業がすでに１社あるが、多く
の企業に本技術を使用いただき、現場に広めたい。 

５．企業へのメッセージ 
 
 産業医科大学は、働く人の健康と快適な労働環境を
つくるために産業保健分野の様々な研究を実施してい
ます。また、この分野で活躍する人材の育成を進める
日本で唯一の大学です。お困りのことがあれば、研究
支援課（093-280-0532）までご相談下さい。 
 
 
 
 
 

明星 敏彦 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】  
 固体高分子形燃料電池は自動車や家庭用コジェ
ネレーションの原動機として期待されていますが、
更なる発電性能の向上、長寿命化およびコスト低
減などの課題があります。なかでも、PEFCの発電
性能・寿命の向上にとって、燃料電池内部の物質
移動、その物質移動と密接に関連する電流分布を
明らかにすることは重要な課題です。 本研究は、
非接触でPEFC電極面内の電流分布を計測する技
術を確立することを目的にしています。 
 
【始めたきっかけ】 
 環境問題やエネルギー資源の問題などは２１世
紀の大きな問題です。次世代発電機として注目さ
れている燃料電池の研究・開発を通して社会に貢
献したいと希望しています。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

燃料電池の発電性能の診断装置 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 公立大学法人北九州市立大学  
 所在地 ： 福岡県北九州市若松区ひびきの1-1 
 電話/FAX： 093-695-3367／093-695-3368 
 メール  ：  k-arizono@kitakyu-u.ac.jp (連絡先 企画管理課 有薗 和子) 
 研究者情報 ： 泉 政明 教授（国際環境工学部 機械システム工学科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願2016-177184号 
 活用した助成金 ： 競輪の補助 
 産学官連携実績 ： 大分大学 准教授 後藤雄治 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
１．発電時に燃料電池内部を流れる電流により誘

起される電池周囲の磁場を測定します。 
２．この磁場から、磁場と電流との相関関係より、

燃 料 電 池 内 部 の 電 流 分 布 を 求 め ま す 。 
燃料電池の発電により形成される磁界は微弱
で、燃料電池以外の周囲環境により歪む、逆問
題解析による異常箇所の推定精度が低い、等
の課題がありましたが、空間磁場の補正、電流
スイング法の対策により課題を解決し、精度の
良い異常部分の検出が可能となりました。 

 
 
【本計測方法の利点】 
・非接触測定が可能です。 
・燃料電池の発電状態を乱しません。 
・燃料電池の構造を大きく変えずに測定できます。 
 

燃料電池性能の診断
中の写真 

膜電極接合体の電流
分布（左角の部分が欠陥

箇所と検出できた例） 

測定計測 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】  
平成29年度  磁界測定法の改善  

診断精度・分解能の向上等 
平成30年度～ 実用化に向けた開発 
平成32年度～ 燃料電池メーカへのデモ機の提供 

ユーザの要望に対する改良 
平成34年度～ 事業化（企業による製造・販売） 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 燃料電池の製造時の検査用、開発時の計測ツール、
運用時の性能検査用として有用な装置で、販売対象企
業として、燃料電池本体の製造会社、燃料電池を組み
込んだシステム製造会社・運用会社、家庭用燃料電池
製造会社・運用会社、及び燃料電池自動車製造会社・
販売メンテナンス会社、等が考えられる。企業との連携
を通して研究開発を加速したいと希望しています。 
 

泉 政明 教授 

５．企業へのメッセージ 
 
 自動車あるいは家庭用コジェネレーション用途として
期待されている固体高分子形燃料電池では、電池内
部の電流分布を非接触で計測できる装置の開発に取
り組んでいます。電流分布の計測は、電池性能や寿命
の改善に有用であるばかりか、将来の燃料電池普及
時には発電状態診断用としてメンテナンスに活用でき
ます。 
 
【求める企業】  
・磁界測定装置メーカ 
・磁気センサメーカ 
・これから燃料電池分野への参入を検討している意欲

のある企業 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 

【研究開発の目的】  
 食品加工業者、給食業者、食品卸売・小売業者、
レストラン等においては、食品の安全検査、消費期
限検査等に大きなコストと人手がかかっており、人
手不足の折、食品業界の不安要素となっています。
本学で開発したセンサ技術は、様々な細菌の酵素
活性を高速で簡易に定量するための要素技術です。
今後の製品化や事業化などの産学連携活動を通じ、
食の安心・安全に貢献することを目的としています。 
 

【始めたきっかけ】 
 本研究室では小型携帯性に優れた無線センサ測
定器の製品化を追求してきました。（右下写真） こ
のような機器はネットワーク化（IoT）できることが特
長です。IoTシステムでは膨大な情報を収集し、有
益な信号を瞬時に抽出できます。この優位性を生
かして、食品鮮度や安全監視のセンシング技術に
展開しています。 

食の安全安心のための細菌計測センサの開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 公立大学法人北九州市立大学  
 所在地 ： 福岡県北九州市若松区ひびきの1-1 
 電話/FAX： 093-695-3367／093-695-3368 
 メール  ：  k-arizono@kitakyu-u.ac.jp (連絡先 企画管理課 有薗 和子) 
 研究者情報 ： 礒田 隆聡 准教授 （国際環境工学部 環境生命工学科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願2017-022253号、他 
 活用した助成金 ： 学内研究推進支援プロジェクト経費 
 産学官連携実績 ：  

３．技術・製品の概要と強み 
 

【技術・製品の概要】 
 本方法は細菌に含まれる特徴的な酵素を検出す
る方法です。（例 大腸菌群はβガラクトシダーゼを
検出）そのため以下の点が特長です。 
･細菌数の計測ではないため、菌の培養工程が不
要。 
・食品サンプルそのものに含まれる菌中の酵素を
測定するので、短時間。 
・測定結果はIoTデータ通信で収集し、膨大な情報
から菌の有無の判定や菌数を自動推算。 
＜用途＞ 
・大腸菌、ブドウ球菌、O１５７等の細菌の検出と定
量による食品の安全性管理 
 

【本計測方法の利点】 
＜優位性＞ 
・いつでも・どこでも・誰でも操作簡便 
＜斬新性＞ 
・生鮮食品中に含まれる菌を、培養なしで計測 
・世界最小装置 
＜性能＞ 
・複数の試料/測定時間 最大１５秒 
・極微量（数ミリグラム）のサンプリングで測定可能 

最小機器で食品鮮度を
数値化 

いつでも・どこでも・誰
でも簡単操作 

測定計測 

４．今後の展開や課題 
 

【今後の展開】  
 人手不足の折、中小、零細企業の食品業界では、食
品検査にかかるコストと人手が問題となっており、ひい
ては食の安心・安全が懸念されています。本技術では
センサ技術で、高速、且つ簡便に細菌の酵素活性を測
定することにより食品鮮度と安全性を管理できます。 
 食品業界、装置業界の企業様と連携により本技術を
社会実装することを希望しています。 
 

【事業化や販路開拓における課題】 
①食品加工業者、食品小売業、スーパー、コンビニ、運
輸業等と連携してニーズの把握、試作品の性能評価を
行います。 
②装置製造メーカーと連携して食品加工、流通、小売
業等のニーズに合致する製品仕様確定を行います。 
③販売形態、販路開拓等。 
  

５．企業へのメッセージ 
 

 社会実装までには解決しなければならない課題が多
く残っていますが、課題克服の為の共同研究において
は、大学と企業が協力して公的マッチングファンドに申
請することも可能です。 
 

【求める企業】  
・基本的な装置は、既存の半導体関連の企業に製造
委託することで製造することができますが、食品業界、
小売業界、運輸業界のニーズの把握や性能評価、装
置メーカーとの製品仕様の確定、装置の販路開拓、等
プロジェクト全体を統括し事業主体となる企業様を探し
ています。 

礒田 隆聡 准教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 

【研究開発の目的】 
 従来の診断・監視では、センサの設置に限界が
あり、状態判断が困難な場合が多い。そこで当研
究開発では、センサの設置、IoT手法の導入、観測
されたデータの信号処理法の研究で状態判断を容
易にする。つぎにAIの手法を研究して、診断・監視
対象の稼働中常時診断・監視手法を開発する。 
 

【始めたきっかけ】 
 当研究室の専門は、計測技術と信号処理である。
教員は、約30年にわたり企業で電気設備診断技術
にかかわってきた経験がある。大学に移籍してから
は、広く劣化診断・監視技術の研究開発を求めら
れた。 
 電動機劣化診断手法、橋梁の劣化診断手法など
の研究実績がある。また、産業医科大学との連携
で、人体・生体の監視研究にも研究実績がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IoT・AI（人工知能）応用による劣化診断・監視システムの開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 早稲田大学 理工学術院大学院 情報生産システム研究科 
 所在地 ： 福岡県北九州市若松区ひびきの2-7 
 電話/FAX： 093-692-5176/093-692-5176 
 メール  ： inujima-hiroshi@waseda.jp 
 研究者情報 ： 犬島 浩 教授（情報生産システム研究科 犬島研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特開2009-281955；蓄電池劣化診断システム、 
              蓄電池劣化診断装置、蓄電池劣化診断方法およびプログラム 
 活用した助成金 ： 地域イノベーション研究開発事業（平成19年度～平成20年度） 
 産学官連携実績 ： 三菱電機（株）、三菱電機プラントエンジニアリング（株）、 
               東京ガス、カナデン、東芝三菱電機産業システム（株） 

３．技術の概要と強み 
 

【技術の概要】 
① 劣化診断のためのセンサ検討 
② センサで観測された信号を最適化するアナログ
フィルタの設計・試作 
③ IoTおよびクラウドコンピュータ接続手段の評価 
④ 劣化診断の特徴を抽出する信号処理手法、統
計解析手法の検討 
⑤ 抽出された特徴量から、劣化を判断する人工知
能の評価検討 
 

【技術の強み】 
① 劣化診断のためのセンサ検討は、種々のセン
サに経験があり、計測系の経験も豊富である。 
② センサで観測された信号アナログフィルタの設
計にも長年の関わりがある。 
③ IoTは、無線センサの評価に経験がある。クラウ
ドコンピューティングにおいては、導入する種々の
アルゴリズムの蓄積がある。 
④ 劣化診断の特徴を抽出する信号処理手法、統
計解析手法の経験があり、実績もある。 
⑤ 抽出された特徴量から、劣化を判断する人工知
能には学内に専門家が存在している。 

犬島研究室 
保有技術マップ 

ＩｏＴ・ＡＩ応用の 
システム概念 

測定計測 

４．今後の展開や課題 
 

【今後の展開】 
以下の領域での劣化診断・監視システムの展開を目指
している。 
①電動機、配電盤、ケーブル診断などの重電分野 
②橋梁、道路、トンネル、下水道、河川管理などのイン
フラ 
③プラント運転員、高齢者の状態監視、ストレス把握 
④自動車の自動運転支援 
 

【事業化や販路開拓における課題】 
①事業化においては、導入対象の実データを収集して、
評価・検証が必要である。 
②適切なセンサおよび、観測信号の適切な信号処理も
必要である。 
③劣化診断の場合は、特に統計量が重要で、統計的に
どの程度の確率で劣化しているという判断になる。 

５．企業へのメッセージ 
 

 当研究室では、これまでも電動機の診断・監視や橋梁
の診断・監視といった事業化の成果につなげており、各
企業との連携・共同研究に積極的に取り組んでいます。 
 配電盤、ケーブル、変圧器、遮断機などいわゆる重電
機器の劣化診断システム開発への参入を検討する企
業との連携に力を入れていきたいと考えています。 
 橋梁・トンネルなどの構造物の診断監視も重要な分野
と考えています。また、プラント運転員、高齢者の状態
監視にも、産業医大との連携を通じて力を入れていきた
いと考えています。 
 企業の皆様の力となり、九州産業の活性化に寄与で
きればと考えています。 

犬島 浩 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 モーターや変圧器などの電気機器の低損失化・
高効率化・低騒音化が求められており、電磁鋼板
の詳細なベクトル磁気特性と振動源である二次元
磁気ひずみ特性を同時に評価可能な測定システ
ムを構築し、測定結果に基づいた解析手法の提案
を行っている。これらの評価技術により鉄心の新
規開発、設計・製造支援技術の開発を目指してい
る。 
 
【始めたきっかけ】 
 ベクトル磁気特性は、榎園正人教授（ベクトル磁
気特性技術研究所、日本文理大学特任教授・大
分大学名誉教授）が提案している技術で、若林研
究室では、その技術を継承し日本文理大学おいて
研究体制を構築している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

低損失高効率・低騒音な次世代電気機器開発のための磁性材料評価・活用技術 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 日本文理大学 
 所在地 ： 大分県大分市一木1727 
 電話/FAX： 097-524-2636／097-593-2071 
 メール  ：  wakabayashids@nbu.ac.jp 
 研究者情報 ： 若林 大輔 助教（工学部機械電気工学科 若林研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 電気学会論文誌A：任意方向交番磁束条件下 
                             での3次元磁気歪みとベクトル磁気特性 
 活用した助成金 ： 科学研究費助成事業若手研究（B）（平成27年度～平成29年度） 
 産学官連携実績 ： 宇宙航空研究開発機構JAXA・他、津川モーター研究財団 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 構築している測定システムは、磁束密度と磁界
強度をベクトル量（ベクトル磁気特性）として測定可
能で、また（二次元）磁気ひずみは伸びと縮みを同
時に評価することができる。この測定により、実機
鉄心を模擬した材料評価を行うことができ、この結
果を用いた解析により、機器鉄心の鉄損及び磁気
ひずみ分布の評価が可能になった。 
 
【技術・製品の強み】 
 第一に、電磁鋼板の詳細な特性評価を行えるこ
とにある。鉄損や磁気ひずみの大小に加え、磁気
異方性をより詳細に評価可能で、材料選定や材料
開発の指針を得ることができる。 
 第二に、詳細な測定データに基づく磁界解析に
より、低鉄損・低磁気ひずみとなる鉄心形状の設
計を行うことができる。 
 この技術を基に、「ベクトル磁気特性制御材」を
新に開発した。既存の方向性電磁鋼板に二次処
理を施した物で、鉄損は最大約50%、磁気ひずみ
は最大約30%低減を本技術により確認した。 

測定システム（一例） 
ベクトル磁気特性制御

材の鉄損特性 

測定計測 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 本技術は、材料評価に留まらず、材料開発や機器開
発に欠かせないものとなり、現在、本測定技術を基に
「ベクトル磁気特性制御材」を用いた機器開発やJAXA
との共同研究などを実施中である。 
 また、本測定システムの小型化や非接触式センサー
の活用により、実機鉄心評価や製造ラインへの展開も
可能と考えている。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 現在、使用している測定センサは接触式のため、製
造ライン等への本技術の適用は困難である。非接触式
センサーを用いることでその可能性はあるが、測定シ
ステムの改良と、企業と連携し、求められる測定精度も
考慮しながら構築する必要がある。 

５．企業へのメッセージ 
   
 当研究室では、電磁鋼板の磁気特性評価だけではな
く、機器モデル鉄心の局所磁気特性評価、永久磁石着
磁評価、磁気センサ校正、磁界解析も行っています。 
 モーターや変圧器などの電気機器の開発環境が厳し
さを増すなか、当研究室の技術が企業の皆様のお役
に立てると考えています。研究室情報や活動情報など、
下記ホームページにて発信していますので、一度、ご
覧いただけると幸いです。 
 
若林研究室ホームページ 
（ http://www.nbu.ac.jp/~wakabayashids/index.html ） 

若林 大輔 助教 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 

【研究開発の目的】 
 地球外惑星において未知環境の探査を目的とし
た無人探査ローバーは、不整地において極力少な
いエネルギーで長距離にわたり踏破する必要があ
る。そこで、ローバーが搭載するカメラとコンピュー
タにより周辺の地表面（土壌）環境を自動で認識し、
スリップ(skid)やスタック(stuck)といった障害を自律
的に回避する誘導手法を構築する。 
 

【始めたきっかけ】 
 無人ローバーを用いた惑星探査ミッションは、未
知の地表面環境(特に土壌の滑り易さや沈下し易
さ)が原因となって広範囲にわたる探査が非常に困
難な状況にある。本研究では、移動ロボットの踏破
性能を改善するために、走行中に得られる惑星地
表面動画像を用いた地表面特徴分類を実現する
新たな手法を提案しようと試みた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自律移動ロボットの不整地長距離踏破を可能にする動画像処理・誘導手法の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 日本文理大学 
 所在地 ： 大分県大分市一木1727 
 電話/FAX： 097-592-1600/097-593-2071 
 メール  ：  fujitakk＠nbu.ac.jp 
 研究者情報 ： 藤田 浩輝 准教授（航空宇宙工学科 藤田研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ：  
 活用した助成金 ： 科学研究費補助金（基盤研究(C)）（平成22年度～平成24年度） 
 産学官連携実績 ：  

３．技術・製品の概要と強み 
 

【技術・製品の概要】 
 無人探査ローバー(車両型移動ロボット)に固定さ
れたカメラによって、特定の運動状態(例：等速直
線運動)から得られた進行方向の地表面動画像を
処理することにより、画像空間の動特性モデル(状
態空間モデル)パラメータに基づく特徴分類を行う。
予め上記動特性モデルと関連付けられた特徴的
な土壌から得られるモデルパラメータをデータベー
スの形で保存し、実際の動画像に対するモデルパ
ラメータを用いた指標(尺度)計算により、周囲にあ
る土壌の特徴を自動認識し、かつ、本認識手法を
逐次繰り返すことで、踏破可能な経路への誘導を
行う。 
 

【技術・製品の強み】 
  一般的に輸送車両や移動ロボットの地表面に対
する機械的性質を調べるためには、実際の車輪と
土壌を用いた機械的接触による予備実験が必要
であるが、本提案手法では、その場の環境におい
て土壌と車輪の間の機械的な特性を実時間、かつ、
非接触で推定できることに特徴がある。このような
技術は、従来遠隔操作のような人間の介在が必
要だった無人機の走行技術において自動化・自律
化を高める上で非常に有用である。 

テストベッド構成図 実証実験の様子 

測定計測 

４．今後の展開や課題 
 

【今後の展開】 
 まず、提案する地表面特徴分類手法に基づいた移動
ロボットの誘導・制御則の導出・実装を進める。 
 また本技術は、惑星探査ローバーに限らず、一般的
な自律移動ロボットに応用可能である。例えば、震災現
場等、様々な土壌が混在する状況において作業が必
要な、車両型移動ロボットの自律誘導・制御に利用可
能である。 
 

【事業化や販路開拓における課題】 
  提案手法は、原理的に、カメラとコンピュータを組み
合わせることで非接触での計測システムが構築できる
利点がある一方で、最終的なロボットの誘導則を得る
ために必要な特徴分類を実現するにあたり、走行中の
地表面動画像の特徴と走行中の滑りや沈下といった車
両(車輪)との動的干渉を対応付ける明確な尺度の定義
が必要となる。また、信頼性の高いデータベースの構
築も必要である。そのような、地表面画像特徴データ
ベース作成に関わる作業が事業化における重要な課
題になると考えている。 

５．企業へのメッセージ 
 

 当研究室では、航空宇宙工学分野において必要でか
つ新規性の高い基礎技術を他分野へ応用することに
積極的に取り組みたいと考えています。 
 企業の皆様の力となり、九州産業の活性化に寄与で
きればと考えています。 
 
 

藤田 浩輝 准教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 

【研究開発の目的】 
 異常検知において従来の周波数分析では、長時
間計測による周波数分解能の向上または、短時間
計測による時間分解能の向上が行われていたが、
その両立が機械診断および異常検知において必
要不可欠である。特に従来は大きなレベルの信号
により微小なレベルの信号が埋もれ、検出を困難
にしている。そこで、信号分析手法を開発すること
が目的である。 
 

【始めたきっかけ】 
 当研究室は、伝送特性に関する研究開発に取組
み、従来法で不可避な分析結果に生じる歪を発見
し、解決に取り組んでいる。一方、機械診断はオン
サイトでの計測かつ異常につながる予兆が微小信
号として初期段階で生じる。この初期段階を検出す
るために本研究に臨んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

短時間計測と高い周波数分解能を両立した分析手法の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 日本文理大学 
 所在地 ： 大分県大分市一木1727 
 電話/FAX： 097-524-2748／097-592-0911 
 メール  ：  fukushima@nbu.ac.jp 
 研究者情報 ： 福島 学 教授（工学研究科 福島研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特公平7-83977：応答特性計測装置 
 活用した助成金 ：  
 産学官連携実績 ： 株式会社ジェイテック 
 

提案法による分析結果 従来法による分析結果 

測定計測 

４．今後の展開や課題 
 

【今後の展開】 
 計測信号はその環境における様々な情報を含んでお
り、微小な信号を埋もれずに検知できることで、それらの
情報を収集することが可能となる。これによりビッグデー
タを構成することが可能であり、隠れた関係性を含めた
分析が可能になると考えている。 
 また、対象がセンサ計測可能であればいずれの計測
値に対しても適用可能であるため、複数の計測手法によ
り収集したデータを統合して情報抽出が可能であると考
えている。 
 

【事業化や販路開拓における課題】 
 小規模の実証実験は実施可能であるが、事業化には
規模的または対象の条件に関して実証事例の積み上げ
が必要である。 

５．企業へのメッセージ 
 

 計測データは種々の分析を経て何かを判断するのに
使用されます。このため、計測データから如何に情報を
抽出するかが重要な課題であると考え、研究に取り組ん
でいます。時々刻々と変化する現象において、分析結果
赤枠で示すように見落としや判別誤りを少なくします。 
 これまでに、計測値を分析しても違いがデータとして現
れないが、現象として変化しているケースや、現象が短
時間の過渡的であり詳細が見える化できないケースの
ご相談をいただき、測定計測および分析をしております。 
 計測時に「ノイズ（分析しても情報として利用できるよう
にならないデータ）」として捨てられているデータから情報
を抽出することで、産業のみならず、人々の安心・安全
な生活に寄与できればと考えています。 

福島 学 教授 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 PLATE 法 （ Phase based seeking LCM time 
window length of in-term signals by Adapting 
Time-window length for DFT Extension method：位
相情報規範最小公倍数周期探索型DFT）は自己相
関関数の位相スペクトルに着目し、TｎLCM をMW-
STFTと同様にLSE解が成立する直交座標空間で
探索することで高い周波数分解能を提供する。ま
た当研究室の研究成果であるDLR法を併用するこ
とで、一般に外来雑音と呼ばれる混入信号の性質
とレベル推定が可能であるため、短時間計測でも
的確な分析を可能としている。 
 
【技術・製品の強み】 
 本技術の強みは下記３点が挙げられる。 
①短時間計測（時間追従性） 
 DLR法によるモニタ技術により実現している。 
②高い周波数分解能 
 最適周波数記述空間探索により実現している。 
③実装の柔軟性 
 計測機で標準搭載されている機能のアルゴリズ
ム改良のため、実装／換装が容易である。 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 表面プラズモンセンサは、屈折率変動を in-situ 
に測定する光センサで、抗体抗原反応を検出する
バイオセンサや濃度測定を行う化学センサとして
実用化されている。従来の表面プラズモンセンサ
では、測定試料に光を照射し、その反射光強度か
ら試料の屈折率変動を測定している。本研究では、
屈折率変動の検出感度と精度の改善を目的として、
反射光の強度ではなく、反射光の偏光状態つまり
位相情報から屈折率変動を検出するセンサである。 
 
【始めたきっかけ】 
 筆者は、回折格子に励起する表面プラズモンを
研究しており、表面プラズモンが発生するとき反射
光のp波成分とs波成分の位相差が無くなることを
つきとめた。本研究は、この性質（p波とs波の位相
差が零）を測定原理とする表面プラズモンセンサで
ある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

偏光情報を用いた表面プラズモンセンサによる微小屈折率変動の検出 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 熊本高等専門学校 
 所在地 ： 熊本県合志市須屋2659-2 
 電話/FAX： 096-242-2121（代表）／096-2426063（ダイヤルイン) 
 メール  ：  tmatsu@kumamoto-nct.ac.jp 
 研究者情報 ： 松田 豊稔 教授 （情報通信エレクトロニクス工学科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 米国特許 8,976,360号 日本国特許第5900970号 
 活用した助成金 ： 科学研究補助費(一般研究C）（平成19年度～平成21年度） 
 産学官連携実績 ： 無し 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 提案する表面プラズモンセンサは、金属でできた
回折格子の表面に試料を置いて、レーザ光を照射
し、その反射光の偏光パラメー 
タ（楕円率tanχやストークスパ 
ラメータS3）が零となるように入 
射光を調整する。この状態で、 
試料の屈折率が変動すると偏 
光状態が変化するので、偏光 
パラメータの値から、試料の屈折率変動が検出さ
れる。 
 
【技術・製品の強み】 

○ 感度改善：測定信号の最小値検出ではなく、零
点検出により、これまで最小値が見つけにくかった
試料に対して測定感度の改善を実現する。 

○ 非駆動化を実現：従来のセンサにある入射角
特性を測定するための装置を必要としない。  

○ 高精度測定：小数点以下4,5桁目の屈折率変動
を、非接触でin-situ計測できる。  

提案する表面プラズモ
ンセンサの試作機 

水素ガス検出の測定例 
H2屈折率：n2=1.000 138 
(0°, 1気圧) 理科年表 

測定計測 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 提案センサの測定原理は、屈折率の微小変動を検出
するものであり、特定の試料の屈折率を選択的に測定
するにはセンサヘッドに感応膜を作成する必要がある。
例えば、水素ガス検出には、回折格子表面へのパラジ
ウム膜の製膜により測定感度と精度が向上する。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 提案センサの応用（実用化）には装置の小型化・低価
格化が鍵となる。本センサは、入射光部、センサ部、光
検出部からなり、特に光検出部の簡易化により提案セ
ンサの小型化と定価格化が可能となる。現在、表面プ
ラズモンセンサの小型化と低価格化を目的として、ス
トークスパラメータS3を測定する光検出部を作製してい
る。センサの小型化により、卓上型からセンサネット
ワークまで利用が可能となる。 

５．企業へのメッセージ 
  
 当研究室では、企業との連携・共同研究により提案セ
ンサの実用化を目指しています。特に、バイオセンサや
気体液体の成分濃度分析への応用を考えており、関
係分野の企業との連携を希望します。なお、当研究室
では光関係の測定装置を所有し、また電磁波の数値計
算もやっておりますので、測定や理論計算でのご協力
も可能かと思います。 
 
 企業の皆様の力となり、九州産業の活性化に寄与で
きればと考えています。 

松田 豊稔 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 研削加工は、研削工具表面に固着されている砥
粒が、被削材を微少量ずつ削り取っていくため、そ
の砥粒の形状や分布が加工精度に大きな影響を
与える。しかしながら、工具全域のその状態を定量
的かつ自動的に評価する実用的な手法はほとん
どないのが現状である。そこで、本研究では画像
処理とサーボ技術を用い、工具作業面の状態を数
値的に評価する手法および計測評価装置の開発
を行う。 
 
【始めたきっかけ】 
 非常に狭い範囲の計測は、従来までも行われて
きたが、工具全域を自動で評価できないかと考え、
サーボ制御技術と画像処理技術を組み合わせた
計測装置を作製し、計測評価手法の開発を始めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ディープラーニングを用いた研削工具評価手法の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 佐世保工業高等専門学校 
 所在地 ： 長崎県佐世保市沖新町1-1 
 電話/FAX： 0956-34-8494／ 0956-34-8494 
 メール  ：  sakaguch@sasebo.ac.jp 
 研究者情報 ： 坂口 彰浩 准教授 （電子制御工学科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 砥粒加工学会誌Vol.56,57,59,60,61 
 活用した助成金 ：平成29～31年度「科学研究費助成事業」 
          平成28年度工作機械技術振興財団「試験研究助成Ａ」 
            平成23年度ＪＫＡ財団「小型自動車等機械工業振興事業補助事業」 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 開発した計測評価装置は、カメラと工具間の位置
をXYZ軸は1[µm]、θ軸は72万分割の精度で制御
可能なサーボ制御機構と、工具作業面の画像を取
得するカメラから構成されている。取得した画像を
画像処理により砥粒部分だけを抽出することが可
能で、その大きさ・欠損の程度・固着位置などを自
動的にデータ化可能である。したがって、研削過程
において、砥粒の変化形態を追跡して計測・評価
することも可能である。 
 
【技術・製品の強み】 
  開発した装置を用いることで工具表面の状態を
定量的に評価できることから、工具出荷時におけ
る品質保証、ツルーイングや工具交換のタイミング
の適切な判断などに用いることができると考えられ
る。また、新製品の開発過程における工具表面の
状態が、加工精度や加工能率に与える影響などを
数値的に評価できると考えられる。このように、
メーカー側およびユーザ側それぞれの立場で評価
でき、研削加工の分野の発展に寄与できると考え
られる。 技術内容や機材等 

測定計測 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 オンマシンでの工具の計測評価が実現できれば、工
作機械の高度化につながると考えられる。これまでの
手法の高機能化を図るとともに、オンマシンを実現する
ための研究を進めていく予定である。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 近年、非常に小さい粒径の砥粒が固着された工具や
複雑な形状の工具など、工具にも高付加価値が求めら
れるようになっている。このような工具の評価は従来の
画像処理では難しいと考えられ、ディープラーニングを
用いた評価手法をこれまで以上に検討しなければなら
ない。 
 

５．企業へのメッセージ 
 
  これまで、ダイヤモンド砥粒が固着された工具表面
状態を定量的かつ自動的に計測評価する手法および
装置の開発を行ってきた。開発したシステムおよび計
測結果について学会等で発表し、有益であるとの声を
頂いている。今後は、ダイヤモンド工具以外の工具表
面の状態を定量的に評価する手法の開発を行う予定
である。なお、所有されているダイヤモンド工具の表面
の状態を計測評価したい場合は、本研究室のプロトタ
イプ機で評価可能ですのでお尋ねください。 

坂口 彰浩 准教授 

Z軸 

X軸 

Y軸 
Θ軸 

工具 

ラインカメラ 

エリアカメラ 

計測ＰＣ 

光源 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 

【研究開発の目的】 
 プラズマアクチュエータ（以下、PA）を車両表面に
設置することにより、表面形状の変更によらず、空
気のはく離を抑制し、空力特性を改善する取り組
みが注目されている。本研究では、風洞実験や計
算流体力学解析を通して、はく離抑制のためのPA
の形状、車両への設置位置等の最適化について
検討することを目的とし、同科の藤川俊秀准教授と
学内共同研究を行っている。 
【始めたきっかけ】 
 車や飛行機等の輸送機器が推進する際に生じる
抗力を低減するための効果的な取り組みとして、
輸送機器の表面形状の変更による空力特性の改
善が積極的に行われているが、近年行き詰まりを
見せている。このような背景から、本研究の着想に
至った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プラズマアクチュ―エータによる輸送機器の空力特性改善 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 都城工業高等専門学校 
 所在地 ： 宮崎県都城市吉尾町473-1 
 電話/FAX： 0986-47-1177／0986-47-1184 
 メール  ：  shiraiwa@cc.miyakonojo-nct.ac.jp 
 研究者情報 ： 白岩 寛之 准教授（機械工学科 熱工学研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 実験力学会誌，Vol.17，No.3 (2017)，pp.245-249 
 活用した助成金 ： (公財)JKA 機械振興補助事業（平成28年度～平成30年度） 
 産学官連携実績 ： なし 

３．技術・製品の概要と強み 
 

【技術・製品の概要】 
 PAとは、誘電体を挟んだ2枚の電極間に高周波・
高電圧の交流を印加すると、上部電極から下部電
極に向けてプラズマが発生し、このプラズマの力で
気流を発生させる装置である。PAは、箔状の電極
2枚の間にテープ状の誘電体を重ねることで構成さ
れるため、非常に薄く作製できる。そのため、車両
表面に取り付けることにより、表面近傍にのみ流
れを付与することができ、表面極近傍の流れの逆
流により生じるはく離を抑制することができると考
えられる。しかし、実際の車両に設置することを前
提としたPAの最適取付位置の評価や、PAから誘
起される流速を考慮した研究事例は少なく、PAの
誘起流速が小さいといった問題等が指摘されてい
る。 
【技術・製品の強み】 
 本研究は、PA本体の誘起流速向上を目指すと同
時に、実際の車両に設置する際の最適な設置位
置に関する普遍的な法則性を検討するものであり、
今後の実用化に大きく寄与するものと考えられる。
これまでに、車両まわりの流れ場を計算流体力学
で解析した後、模型実験で検証し、車両表面に吹
出流速を与えることによるはく離抑制に最適な流
速領域が存在することを確認している。 

PAの概略図 可視化風洞実験の様子 

測定計測 

４．今後の展開や課題 
 

【今後の展開】 
 本研究によってPAの実用性が向上することで、各瞬
間の流れ場に応じた流体制御技術を必要としている航
空機、鉄道はもとより、風力発電、冷却設備、ビル風の
抑制等、空気の流れが関わるあらゆる局面で採用され
ることが期待される。また、PAに寄らない表面吹出し方
法として、エアダクトを車両表面に設けることで、PAと同
等の効果を得られれば、現在の製作技術でも実用化
が可能であり、今後の量産車両等への実装につながる
ことが期待される。また、学会発表等を通して積極的に
情報発信を行うことにより、PAの応用（特に輸送機器
表面のはく離抑制）に関連する分野の研究の進展に寄
与することが期待される。 
【事業化や販路開拓における課題】 
 現時点では、PAの誘起流速が小さく、はく離抑制の
ために十分な流速が得られていない。 

５．企業へのメッセージ 
 

 当究室では、これまで、自然冷媒を用いたデータセン
ターの冷却装置に関する研究開発や流下液膜式熱交
換器の高性能化に関する研究等で、企業との連携・共
同研究に積極的に取り組んでいます。特に省エネル
ギー・省資源を目的とした熱機器・熱的手法開発という
観点から、空調機器や発電事業、農業等に関連する企
業との連携に力を入れていきたいと考えています。当
研究室には、熱交換器評価装置や発熱量計、PIV計測
システム等を所有しています。 
 企業の皆様の力となり、九州産業の活性化に寄与で
きればと考えています。 

白岩 寛之 准教授 

124 



２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 照明および産業製品の技術開発に高性能な光
源システムは必須であり、紫外域～可視域～赤外
域までの広い波長範囲で、用途に応じた分光放
射強度を持つ光を効率よく生成・制御することが求
められている。そこで、本研究開発では照明及び
産業用途への応用を目指した次世代光源システム
の要素技術開発を行っている。 
 
【始めたきっかけ】 
 本研究者は長年に渡り企業で照明用および産業
用光源の技術開発に従事した後、高専の教員に
なった経歴を持っている。環境に優しく高効率な光
源、視環境に適した色再現、工業製品の生産や動
植物の育成に適した光源への需要と期待は大きい
が、学際的領域でもあり、解明すべき事項は多い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

照明及び産業用次世代光源システムのための要素技術開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 都城工業高等専門学校 
 所在地 ： 宮崎県都城市吉尾町473-1 
 電話/FAX： 0986-47-1192/0986-38-1508 
 メール  ： kmisono@cc.miyakonojo-nct.ac.jp 
 研究者情報 ： 御園 勝秀  教授（電気情報工学科 御園研究室） 
 論文掲載 ： 18th IDW, LITp/PHp-6 (2011),  13th LS, CP016 (2013) 
  活用した助成金 ： 忠実な色再現と好ましい色再現とを制御可能な可変色温度 
              の白色LED光源の要素技術開発 （パワーアカデミー, 2010年度） 

 産学官連携実績 ： (NDAがあるため非公開) 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 本研究室で取り組んできた一つ目の技術は、
赤黄緑青の4原色で白色光を得る、RYGB-白色
LEDの開発である。RYGB-白色LEDはユーザー
が「光の質」を自由に制御することができるた
め、従来の照明では実現できなかった光環境を
提供することができる。これまでに開発した要
素技術は、色彩のシミュレーション、分光計測
に基づく測光・測色、伝熱シミュレーション、
マイコン制御の駆動回路、視環境の官能評価な
どである。また、特殊な光の発生には放電プラ
ズマを利用することが多いため、放電プラズマ
の励起種密度分布を無侵入で計測できる光CT
の開発、および衝突・放射過程を取り入れたグ
ローバルモデルの開発も行ってきている。 
 
【技術・製品の強み】 
 RYGB-白色LEDでは、忠実な色・好ましい色、
高効率、サーカディアンリズムに適した光を自
由に制御することができる。また、光CTでは
励起種の空間分布、時間変化を測定できるため、
プラズマの特性解明とモデル作成に有効である。 

RYGB-白色LEDによる
分光分布の例 
（上段：色再現重視、  
 下段：色域重視） 

光CTによるサイノグラ
ムと再構成画像の例 

測定計測 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
  RYGB-白色LEDの要素技術は分光分布のカスタム
設計に応用できるので、植物の光形態形成や光合成
に適した光源システムの開発につながる。現在、植
物育成装置を開発中である。また、X線CTは医療や
工業製品の検査に利用されているが、取り扱いに制
約が多いため手軽に実験・実習できない。これに対
し、光CTは取り扱いの制約がないため、高専や大
学などの教育機関でCTの機構と画像再構成の原理
を被爆を気にせず実践を通して理解することができ
る。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 RYGB-白色LEDも光CTも事業化のためには協力企
業が必要であるが、現時点ではチャネルがないのが課
題である。 

５．企業へのメッセージ 
  RYGB-白色LEDとその応用では、照明関連の企業
および農業試験所などと共同して実用化につなげた
いと思っています。また、光CTの技術とその応用
では、高専・大学・医療教育機関での実践教材とし
て利用したり、理科学教材を製造販売している企業
との共同開発も考えています。ご興味、ご関心のあ
る方のご連絡をお待ちしています。 

御園 勝秀  教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 近年、CAD・CAM・３Dプリンタ等を活用した製造
プロセスのデジタル化が進み、デジタイジングシス
テムによる三次元形状計測の需要が増加している。 
 他方、高精度な三次元スキャナは大変高価な計
測装置であるため、安易に導入できるものではなく、
普及を妨げる要因の一つとなっている。 
 そこで、簡易的に利用できる廉価な非接触三次
元スキャン技術を開発する。 
 
【始めたきっかけ】 
 生産過程での製品三次元形状データを効率よく
取得し、製造プロセス全体を一貫してデジタル化す
るために、製造現場に導入し易い簡易型非接触三
次元スキャン装置の開発に臨んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

簡易型非接触三次元スキャナの開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 佐賀県工業技術センター 
 所在地 ： 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114 
 電話/FAX： 0952-30-8237／0952-32-6300 
 メール  ：  nakano@saga-itc.jp 
 研究者情報 ： 中野 太郎 特別研究員（生産技術部） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： なし 
 活用した助成金 ： なし 
 産学官連携実績 ： なし 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 フーリエ変換位相シフト法を用い、カメラとプロ
ジェクタの対応点に相当する空間的な位相情報を、
サブピクセル精度で検出する計測技術を確立した。 
 また、領域同士の高い連続性を得られる空間
コード化法を位相分布の連結に利用し、位相接続
の安定性を向上させた。 
 
 
【技術・製品の強み】 
• 計測装置を構成する機器類は、USBなどの一般

的なインターフェースによる接続を想定しており、
使用用途に合わせたカスタマイズに柔軟に対応
可能である。 

• フーリエ変換位相シフト法や三次元形状復元ア
ルゴリズム等、三次元スキャンに係る機能を統
合したGUIアプリケーションを開発した。 

• 撮影画像の画素分解能に近い高密度な三次元
座標データを取得できることを確認した。 
 

 
三次元計測の原理 試作機の装置構成 

測定計測 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 製造現場に導入し易い新たな計測技術であり、その
活用手法を提案することで、県内製造業における設計・
製造・検査工程のデジタル化が進み、製品の高品質化
や生産工程の省人化・効率化に貢献できると考えられ
る。 
 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 計測した三次元形状データを実際の生産工程におい
て活用するためには、形状データの統合・変換などを
行うための高価な専用ソフトウェアが必要である。 

５．企業へのメッセージ 
 
 導入のし易さや部品入手の容易性を考慮し、民生品
のカメラとプロジェクタを組み合わせた、簡易型非接触
三次元スキャナを開発しました。 
 本件に関心がございましたら、佐賀県工業技術セン
ターまでご連絡ください。 

投影用
プロジェクタ

撮影用
カメラ

カメラの視線スリット光平面
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 センターに寄せられる様々な企業からの要望・
依頼・技術相談・共同研究などに即応できる環境
づくりを目的に、分析手法・分析操作の妥当性確
認のために不確かさを求めることとした。 
 
 
【始めたきっかけ】 
 環境水中のカドミウム濃度の規制が0.01mg/L
以下から0.003mg/Lに強化されたことと、日本工
業規格JIS K0102の改正によって新たにキレート
樹脂充填固相による分離濃縮が追加されたこと
から、測定の不確かさを指標に分析精度の向上
を目指した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

化学分析の測定品質向上 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 大分県産業科学技術センター 
 所在地 ： 大分県大分市高江西1丁目4361-10 
 電話/FAX： 097-596-7100／097-596-7110 
 メール  ：  taniguchi@oita-ri.jp 
 研究者情報 ： 谷口 秀樹 主幹研究員 （工業化学担当） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特になし 
 活用した助成金 ： 特になし 
 産学官連携実績 ： 特になし 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 不確かさとは、測定の結果に付随した、合理的に
測定値に結び付けられ得るばらつきを特徴づける
パラメータであり、化学分析ではいわゆる前処理と
呼ばれる試料の溶液化や分解などの操作や機器
分析において不確かさが生じ、これらを合成して分
析の不確かさが得られる。 
  
【技術・製品の強み】 
 分析対象試料の濃度や試料量によって主たる不
確かさ要因が異なる。例えば、次の①～④ではそ
れぞれ主たる不確かさ要因が異なる。これを認識
して分析をすることが重要である。 
 ①水質分析の微量元素分析 
   主要因・・検量線から得られる濃度 
 ②固相抽出前処理による極微量元素分析 
   主要因・・前処理（ばらつき） 
 ③バルク金属中微量元素分析 
   主要因・・検量線から得られる濃度 
 ④微量試料中の微量元素分析 
   主要因・・前処理（ばらつき） 
 

測定計測 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 不確かさ解析を継続して行い、産総研不確かさクラ
ブ、産議連分析分科会分析技術共同研究や他の学
会・団体等が実施するプロフィシエンシー試験に参加
し、分析技術の向上に努め、センター利用者への分
析ニーズに応えていく。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 試料量が十分でない場合や、偏析が予想される場
合でも、不確かさを添えて報告することで、繰り返しの
平均値だけではない結果として分析結果の信頼性を
付与することができる。 

５．企業へのメッセージ 
  
 測定はすべて、何らかの不確かさを抱えており、測
定結果は、「測定の不確かさの表明」を伴ってはじめ
て完全なものとなります。 
 不確かさの主要因を見つけ、測定品質の向上を図
り、センター利用者の、さまざまな分析依頼や技術開
発要望に対応していきます。 
 
 

谷口 秀樹 主幹研究員 

合成標準不確かさ 

前処理に起因する不確かさ 

（前処理のばらつき） 

（前処理のかたより） 

検量線から得られた濃度の不確かさ 

（検量線の濃度の不確かさ） 

（検量線の縦軸の不確かさ） 

不確かさ要因解析結果例 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 

【研究開発の目的】 
 近年、ドローンが社会的に広く普及するなか、農薬
散布や荷物運搬などの産業用途に使用できる大型ド
ローンの要求が高まっている。大型機になると墜落時
の経済的影響や、人災を招く恐れがあり、堅牢かつ
徹底した品質管理が求められる。しかしながら、品質
管理においては定量的な測定がなされず効率的な開
発が出来ない状況である。そこで本研究では、ドロー
ンを飛ばすことなく地上で精密に計測できる評価シス
テムの研究を目的とする。 
 

【始めたきっかけ】 
 当センターでは、これまでドローンの定量的な評価
を目的に、モータとプロペラを一対として性能評価を
行なうプロペラ特性測定装置を開発した実績がある。
一方、大型ドローンの産業化が急速に進み、大型ド
ローンの安全性担保が急務となり、ドローン全体での
評価技術ニーズが高まり、本研究に臨んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安全なドローン社会のための評価技術研究開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 大分県産業科学技術センター 
 所在地 ： 大分県大分市高江西１丁目4361-10 
 電話/FAX： 097-596-7100／097-596-7110 
 メール  ：  shimoji@oita-ri.jp 
 研究者情報 ： 下地 広泰 主任研究員 （電磁力担当） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ：  
 活用した助成金 ： おおいた地域資源活性化基金助成金（平成27年度～平成29年度） 
 産学官連携実績 ： ciDrone株式会社、大分大学 

測定計測 

４．今後の展開や課題 
 

【今後の展開】 
 ドローン性能評価システムは、ドローンメーカーに高い需
要が見込まれるだけでなく、今後の法令化が見込まれるド
ローン検査制度の標準ベンチとしての位置付けも狙う。大
分県産業科学技術センターにおいては、ドローン中央団
体の安全ガイドライン検討委員会に参加中であり、本研究
開発の検査項目を義務検査項目としての規格化も狙うも
のである。世界的にも新しい産業スタイルの実現を目指す
ことから、県内に新しい産業をもたらす可能性が高く、モデ
ルケースになることを目指している。 
 

【事業化や販路開拓における課題】 
 研究開発したドローン性能評価システムの試作機を基
に、「簡易ドローン性能評価システム」、「故障診断システ
ム」、「品質管理システム」を開発し、新型ドローンの開発
期間短縮、ドローンの信頼性向上、メンテナンス事業への
参入が必要であり、ドローン事業の製造からサポートまで
を一気貫通で実施できる事業展開が必要である。 

５．企業へのメッセージ 
 ドローン機体製造会社にはこれまで以上に堅牢に設計
することと、品質管理の徹底が望まれる。研究開発の成
果によりそれらを可能にすることで、以下の新市場が生ま
れると考えられる。 

 新開発ドローン市場 
 ドローン定期メンテナンス市場 
 ドローン機体検査市場 
 ドローン機体監視市場 
 ドローン機体修理市場 

これらの市場は全て本研究開発の成果を用いることで、
機体の性能評価の時間短縮が可能になり、大規模ビジネ
スベースになりうる。またドローン機体修理市場では修理
ノウハウが構築されるため、数年後には新規参入が難し
い業態である。 

下地 広泰 主任研究員 

３．技術・製品の概要と強み 
 

【技術・製品の概要】 
 ドローン性能評価システムはロボットアームを有し、
ドローン本体を把持したままドローンを浮上させ、浮
上力、ペイロード、航続時間などのドローン性能を評
価する。ドローンをロボットアームで把持するので、安
全に屋内で試験でき、有線による電源供給も可能で
ある。つまり、耐久試験にも使用可能である。 
 これまでのドローン開発工程での試作～試飛行～
ラボ内での再チューニング…を繰り返すといった一連
の作業をこのドローン性能評価システムで完結できる
ので、開発コストや期間を大幅に短縮でき、勘と経験
も必要なく、自動車などと同じ工業製品として開発で
きるようになる。つまり、ドローン開発時に必要なモー
タ性能、推力性能、消費電力、発熱量、放熱量、およ
び振動特性などの評価を可能とするものである。 
 

【技術・製品の強み】 
 本技術・製品の強みは下記３点が挙げられる。  
①フルパワーでの耐久性試験 
機体強度や電力供給など実飛行中では実現できな
い高負荷状態での試験が可能 
②飛行状態を模擬した耐久試験が可能 
実飛行データを元に、地上で飛行再現試験が可能 
③機体メンテナンスの大幅なコストダウン 
実際に飛行させることなく、各種データから故障箇所
の特定ができ、安全かつ短期間で評価可能 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 既存の機械装置に取り付けることにより、機械装
置の稼働状況や異常を監視し、異常が発生した場
合にはスマートフォンなどへの通知を行う機能を有
する遠隔監視装置を開発する。 
 
【研究を始めたきっかけ】 
 長崎県内の企業から機械装置の稼働時間を伸ば
し、生産効率を上げたいとの相談があっていた。特
にCNC工作機械で製造を行っている企業から、複
数の工作機械をできるだけ長時間動かしたいが、
人員の関係で動かせないとの話を伺った。 
 そこで、この解決手段として機械装置の稼働状況
を監視し、異常が発生した場合は通知を行う装置を
提案し、長崎県単独研究で研究開発を実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遠隔監視装置利用による機械装置稼働効率の向上 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎県工業技術センター 
 所在地 ： 長崎県大村市池田2丁目1303番地8 
 電話/FAX ： 0957-52-1133／0957-52-1136 
 メール  ：  taguchi@tc.nagasaki.go.jp 
  研究者情報 ： 田口 喜祥 科長（基盤技術部 機械システム科） 
 知的財産取得情報 ： 特開2017-170578(出願中) 
                    工具認識機能を有した工作機械監視予測制御装置 
 産学官連携実績 ： 長崎県内企業 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 機械装置に後から取り付けることができるセンサ
モジュール、複数のセンサモジュールから送られて
くるデータを収集し解析するサーバモジュール、セ
ンサモジュールやサーバモジュールからの信号に
より機械装置を緊急停止させるロボット機構から構
成された知的遠隔監視装置。 
 サーバモジュールで解析を行い、異常を検出した
場合には、スマートフォンなどへの通知を行う機能
を有する。 
 
【技術・製品の強み】 
 本技術の特徴は以下のとおり。 
１）既存の機械装置への取り付け 
 ネットワーク機能を搭載していない既存の機械装
置や生産設備に、後から取り付けることでインター
ネットを用いた遠隔監視が実現可能となる。 
２）ロボット機構 
 ロボット機構を用いることで、機械装置の本体に
改良を加えることなく異常発生時に緊急停止が可
能。 
３）導入コスト 
 安価な部品により装置を製造できるため、少ない
投資で導入可能。 

遠隔監視装置の 
システム構成 

機械装置に取り付けた 
センサモジュール 

測定計測 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 簡便に遠隔監視装置を機械装置に取り付けることと、
故障予測精度の向上のため以下の機能を追加する。 
 ・センサーモジュールの無線ネットワークへの対応 
 ・電池やエナジーハーベストによる長時間稼働 
 ・AIの導入による診断、解析性能の向上 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 現状では、対象とする機械装置によりハードウェアや
ソフトウェアを変更する必要があり、製品化のための問
題となっている。そこで、共通的なハードウェアやソフト
ウェアをモジュール化し、モジュールの組み合わせによ
り多くの機械に対応できる監視装置を開発することが
必要である。 

５．企業へのメッセージ 
 遠隔監視装置を導入することにより以下の効果が期
待できます。 
 １）不良率の低減 
 ２）作業時間の短縮 
 ３）昼夜連続運転の実現 
 また、遠隔監視装置による監視データが増えれば、
将来発生する故障を予測できる可能性が期待できます。
興味を持たれた方はご連絡下さい。 
 
 

田口 喜祥 科長 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 従来の果実糖度の非破壊計測装置は、数百種
類の波長の光が必要でハロゲンランプや分光器
を備えた複雑なシステムで、重量が重く高価なも
のとなっていた。本開発では、果実糖度を数種類
のみの波長の光で計測することを目指した。これ
により、光源に発光ダイオードを用いて分光器が
要らない軽量で安価な非破壊計測装置が実現で
きる。 
 
【始めたきっかけ】 
①県内外の果実生産者からの軽量で安価な非破
壊糖度計のニーズ。 
②本研究者が保有する光計測技術。 
③電子計測機器の設計・製造に強みを持つ地場
企業の協力。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新方式の光学的非破壊・非侵襲計測技術 ～TFDRS～ 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎県工業技術センター 
 所在地 ： 長崎県大村市池田2丁目1303番地8 
 電話/FAX： 0957-52-1133／0957-52-1136 
 メール  ：  shimo@tc.nagasaki.go.jp 
 研究者情報 ： 下村 義昭 科長（基盤技術部 電子情報科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第4714822号：光散乱体の非破壊測定装置 
 活用した助成金 ： 地域新生コンソーシアム研究開発事業 
               （平成18年度～平成19年度） 
 産学官連携実績 ： 長崎大学、産業技術総合研究所、㈱メカトロニクス 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 開発した非破壊計測技術は、光ファイバを用い
て被検体の１箇所から光を照射し、入射位置から
異なる距離２箇所で反射光を検出する空間分解
分光法でTFDRS（Three-Fiber-Based Diffuse Refl
ectance Spectroscopy)と呼ぶ(図1を参照)。TFDR
Sでは相対吸光度比と呼ぶ新たな物理量を非破壊
計測の指標として用いる。この相対吸光度比は３
種類の波長の反射率から算出され、被検体での
散乱や夾雑物の吸収、さらには被検体の温度変
化による測定誤差を回避することができる。 
 
 【技術・製品の強み】 
①数種類のみの波長の光を用いた果実糖度や生
体組成の非破壊・非侵襲計測が可能。 
②発光ダイオードなどの単色光源を用いた分光器
不要の非破壊・非侵襲計測装置が可能。 
③TFDRSを用いて商品化した非破壊糖度計(写真
1を参照)では、光源に発光ダイオードを使用して
重量200gの小型・軽量化を実現。 
 
 

図 1 非 破 壊 計 測 手 法
TFDRSの概略図； 被検
体の１箇所から光を照射
し、異なる距離２箇所で
反射光を受光する 

写真1 TFDRSを用いて商
品化した携帯型糖度計； 
光源に発光ダイオードを
使用して重量200gの小
型・軽量化を実現した 

測定計測 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 測定できる果実の種類を広げるなど現行製品の改良
による事業拡大を目指す。また、TFDRSは果物だけで
はなく穀物等の食品の品質測定、さらには生体の組成
計測等その適応範囲は非常に広く、非破壊・非侵襲測
定装置として食品分野やヘルスケア分野への応用展
開を目指していく。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 特に、ヘルスケア分野への応用展開では医療認証や
臨床評価等を行うため医療機器メーカや医療機関との
共同研究・開発が必要となる。また、製品化では特定
波長光源の特注等、初期投資の確保が課題となる。 

５．企業へのメッセージ 
 TFDRSは果実の糖度だけではなく、穀物等の水分や
タンパクなどの品質計測、さらにはヘモグロビン、脂肪、
蛋白などの生体のマルチ組成計測とその適応範囲は
非常に広く、非破壊・非侵襲計測装置として食品分野
やヘルスケア分野への応用展開が可能です。 
 

下村 義昭 科長 
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