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１．第 1 回アンケート調査（B 票） 

九州管内の大学・公的研究機関等 93 箇所を対象に B 票を送付し、大学等が所有する産業公害

防止等技術シーズについて調査を行った。 

 

（１）第 1 回アンケート調査の概要 

アンケート調査の概要は、表Ⅳ－１に示すとおりである。 

アンケートを送付した大学等については、一覧表に整理して資料編に添付する。 

 

表Ⅳ－１ 第 1 回アンケート調査の概要 

期  間 平成 29 年 8 月～9 月 

発送件数 大学等の連携窓口 93 件 

発送方法 郵送（依頼状、記入要領、A 票、B 票、返信用封筒） 

回収方法 郵送または e-mail 

A 票とは 
技術シーズの保有状況や、中小企業との連携推進体制、

連携事例などを問うアンケート 

B 票とは 
保有する「産業公害防止に係る技術シーズ」を提示して

もらうためのアンケート 

 

 

（２）第 1 回アンケート調査結果（B 票） 

アンケート調査（B 票）の結果は以下のとおりである。 

 

【回収状況】 

◎全体回収率 

送付先 93 機関のうち、３0 機関から回答があり、回収率は約 32％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅳ 産業公害防止等技術シーズ 
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◎機関別回答状況 

回答者の機関別では、国立大学が 8 校と最も多い回答数で、回収率は 80％であった。 

これに対して、私立大学は 5 校と少なく、回収率は約９％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎県別回答状況 

回答者の県別では、送付件数が最も多い福岡県が 10 機関と最多であるが、回収率は 25％

と最も低い。 
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◎県・機関別回答状況 

県を横軸、機関を縦軸で整理すると、A 票同様に、県別による傾向はそれほど大きな違いは

ない。 
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２．各連携窓口機関から紹介のあった産業公害防止等技術シーズ 

B 票により紹介があったシーズは 189 件であったが、テーマ名のみのものなど情報量が少な

く評価できないもの、また、産業公害防止等技術分野に該当しないものが合わせて 24 件あり、

これらを差し引くと評価可能なシーズは 157 件であった。 

技術分野の内訳を表Ⅳ－２に示す。 

この内訳をみると、廃棄物処理・リサイクルが 58％で最も多く、次いで水質汚濁防止技術の

24％、大気汚染防止技術の 10％の順であった。 

なお、各連携窓口機関から回答のあった産業公害防止等技術シーズ（189 件）は、その概要と

共に一覧表として表Ⅳ－３に示す。 

 

表Ⅳ－２ 技術分野の内訳 

技術分野 紹介件数 % 評価可能件数 % 

大気汚染防止 23 12 15 10 

水質汚濁防止 47 25 38 24 

騒音・振動防止 5 3 5 3 

土壌汚染防止 10 5 9 6 

廃棄物処理・リサイクル 104 55 90 57 

計 189 100 157 100 
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表Ⅳ－３ 大学等から紹介のあった技術シーズ一覧（157 件） 

 

 

No 選定 技術分野 タイトル名 研究機関名 技術シーズの概要

1 ○ 大気汚染
光プロセスによる大気環境
汚染ガスの処理装置の開発

九州大学

大気圧、空気中で高価な触媒をが不要な光分解によるNOx（NO, NO2,
N2O）、SO2の処理プロセスの開発研究を行っている。具体的にはXe2エ
キシマーランプの172 nm光を排ガスに照射処理する技術開発を実施済、
既に流通系でNO2の処理に成功。

2 ○ 大気汚染 高活性複合型光触媒の開発
長崎県窯業技術セ

ンター

水や空気の浄化能力がある酸化チタン（光触媒）を、無機材料粒子の表
面に均一に薄くコーティングすることで触媒能力を高めた複合型光触媒
粉末を作製し、さらにその配合による製品開発を目指した。本研究の光
触媒粉末は、製造時の熱処理温度を変え、結晶性や表面積を可変にでき
るため精密な温度制御により、低温度域では空気浄化に、高温度域では
水質浄化に効果ある光触媒が開発された。

3 ○ 大気汚染
乳化・解乳化技術を用いた
バイオディーゼル燃料の精
製

鹿児島大学

バイオディーゼル燃料を高速で精製可能。減価償却期間で装置を導入で
きる。同技術は、バイオディーゼル燃料の精製の他、様々な種類の油精
製や、油と水の高速分離に使用可能。油に電圧印加するため電圧は高い
が、電流は少量で電気代は安価。化学薬品を不要のメリットあり。成 果
の一部は、鹿児島市内の民間企業で実用化。現在、国外の大型プラ ント
実用化に向けた研究開発を進行中。

4 ○ 大気汚染
次世代局所風況シミュレー
タRIAM-COMPACT® (リアム
コンパクト)の開発

九州大学

国内および国外の急峻な複雑地形上に風車を設置する際の適地を、汎用
的なパーソナルコンピュータ1台で探査する先端的数値風況予測モデル
RIAM-COMPACT® (リアムコンパクト)の開発に成功し結果、以前とは格段
に高い精度で風車の立地点を建設前に評価を実現。野外風況データや風
車スペックを与条件化し、年間発電電力量や設備利用率などの経済的な
試算も可能となった。ビル風予測や大気汚染物質の予測(テロ対策)にも適
用可能。

5 ○ 大気汚染
ナノ秒パルス放電プラズマ
を用いたオゾン発生機によ
る有機物処理・空気清浄

熊本大学

ナノ秒パルス放電プラズマを用いたオゾン発生機による、有機物処理お
よび空気清浄

6 大気汚染
バイオマス・化石燃料に含
まれる有害微量元素の簡易
分析法の開発

鹿児島大学

バイオマスや化石燃料（石炭）など固体中の微量元素濃度を正確に測定
するためには、目的元素を溶液化する必要がある。酸素フラスコ燃焼法
を用いると固体中に含まれる水銀やヒ素等の微量元素を容易に溶液化可
能性を見出した。発色分析を組合わせ、バイオマス中の微量元素の簡易
分析法を開発中。
ヒ素の定量方法、特願2009-182611
水銀の定量方法、特願2007-129773
NEDO 「石炭利用プロセスにおける微量成分の環境への影響低減手法の開
発」化石燃料・バイオマス中の水銀・ヒ素 など有害微量元素の簡易分析
法を研究。酸素 フラスコ燃焼法完成、吸収液の発色分析を開発中。

7 大気汚染
汚染物質拡散状況の数値シ
ミュレーション技術

崇城大学

気体や液体、固液・気液混相状態の定常および⾮定常流動解析技術。⼤
気流中の汚染物質微粒⼦の⾶散・拡散状況や、⽔利構造物内の液体に流
⼊する外的物質の拡散状況を解析し、視覚的に分かりやすい形で表⽰。
汚染物質の⼟壌への浸透状況を調べることも可能。数値計算シミュレー
ションで仮想的に再現するため、解析対象は時空間的スケールに依存せ
ず、幅広い調査が可能。

8 大気汚染
CO2関連液体物質の創出を目
指して

佐賀大学

二酸化炭素（CO2）を分離・回収・貯留または利活用する既存技術の高度
化や新規技術の開発は化学プロセスの急務の課題．環境低負荷のイオン
液体（ILs）と低融点共融混合物（DEMs）を対象に，圧力・濃度の低い
CO2 ガスを可逆的且つ化学的に吸収・脱離できる吸収液開発と，核磁気
共鳴分光（NMR）法の反応機構解明に取組中．CO2 を化学的に利用した
有価物を用いたDEMs や溶媒和イオン体SILs）の探索と，NMR 法による静
的構造や動的挙動（回転，並進）解明の研究中

9 大気汚染
ディーゼル燃料としての
動・植物油及びバイオアル
コールの利用

鹿児島大学

パーム油BDFは流動点が高い（低温で凝固する）ため冬季使用は困難であ
るが、ブタノールを用いた製造で冬季使用が比較的容易になる。バイオ
ブタノールの高効率製造法の開発により、低温流動性に優れたBDF製造が
可能となる、バイオブタノールの混合利用により排ガス中の黒煙低減が
可能。バイオ燃料は低コスト化が課題ですが、この課題解決により、低
炭素・循環型社会の構築に貢献。実用化が有望なバイオ燃料を中心 に研
究中。廃プラスチックの分解油や難燃焼の 炭化水素油等、ディーゼル燃
料等への可能性があるものが研究対象。BDFとバイオブタノールを中心に
高品質で環境負荷が低いディーゼル燃料の実用化研究。パームやヒマワ
リの品種改良等、農工連携による共同研究も希望。

10 大気汚染
ダイズ根粒菌のゲノム多型
および環境傾度による根粒
菌生態研究

宮崎大学

11 大気汚染
マルチファン型風洞による
乱流生成法の確立

宮崎大学
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12 大気汚染
非定常空気力を受けるブラ
フボディの空力特性とその
表現

宮崎大学

13 大気汚染
半導体ガスセンサによる有
害ガスの検出

近畿大学産業理工
学部

酸化物半導体の抵抗値変化を利用して、大気汚染ガスや可燃性ガスを低
コストで連続的に検出する。

14 大気汚染
高温作動用ガスセンサーの
研究

産業技術総合研究
所　九州センター

工場や自動車等から排出される炭化水素成分(1)一般化炭素成分(2)をppm
レベル（100万分率）の濃度で高感度、高選択的に検出できる高温作動用
ガスセンサーの研究

15 大気汚染 環境負荷物質の分析 熊本大学

大気・水・底質・生物、あらゆる環境媒体中の環境負荷が懸念され始め
た。有機フッ素化合物、人工香料、紫外線吸収剤、医薬品、甘味料等の
分析

16 ○ 水質汚濁 金属イオンの分離方法 九州工業大学

マグネシウム又はその合金を用いた排水中の有害金属の除去、有価金属
の回収の方法を確立して、マグネシウム合金のリサイクル、ひいてはマ
グネシウム及びその有効活用方法を提供する。金属イオンを含む排水中
に、マグネシウム又はその合金を主成分とする吸着材を添加し、水とマ
グネシウムの反応によりマグネシウム表面に生成する水酸化マグネシウ
ム層に、金属イオンを吸着させ、金属イオンを排水から分離可能とす
る。

17 ○ 水質汚濁
金属イオン含有排水の処理
装置

九州工業大学

回転ドラム内に装填したマグネシウムを主成分とする分離材がドラムの
回転によって転動し、被処理排水との反応により分離材の表面に形成す
る反応物の連続剥離により分離材をを再生し、剥離した反応物を固液分
離することを特徴とする排水中の金属イオンを長時間連続して分離でき
る金属イオン含有排水処理装置。

18 ○ 水質汚濁
個体媒体としてゼオライト
を用いる促進酸化処理法の
開発

福岡工業大学

結晶構造に一定量以上のアルカリ金属を含む親水性ゼオライトが、水中
溶存オゾンの分解に対し高い触媒活性を示すことを見出した。本触媒の
存在下、オゾンによる難分解性有機物質農薬類似物質(2,4-D）の分解促
進されるAOP効果も確認した。さらに、最新のESR-スピントラッピング
法によって、ゼオライト触媒存在下、水中オゾン分解によるヒドロキシ
ラジカル生成を確認した。現在、水質汚濁物質の代表フミン酸を用い、
完全酸化分解のためゼオライト触媒合成と同時に、オゾンマイクロバブ
ル発生装置を組合わせた水処理システムを開発中。

19 ○ 水質汚濁
貝殻由来カルシウム系無機
粉末の固化技術の開発と水
質改善材への応用

長崎県窯業技術セ
ンター

貝殻より調製した粉末をプレス成形した後、二酸化炭素と反応させて固
化し、水中で長期間、弱アルカリ性を維持する水質改善材を開発した。

20 ○ 水質汚濁
水質環境の保全と調和のと
れた産業発展

鹿児島大学

化学物質の環境内動態とその生態系に対する影響評価法を研究し、効果
的リスク評価法を開発。特に、海産生物を用いたリスク評価には定評あ
り。「新規化学物質が生態系に及ぼす影響の安全性評価」
「生態系に及ぼす影響が分からない物質の安全性評価」「取扱いの難し
い海産生物を用いた試験によるリスク評価」「生態系と調和のとれた製
品開発」などに協力可能。
化学物質が水中排出されて生態系に及ぼす影 響を、水性生物を使った測
定でリス ク評価する方法を研究・開発。生態系と調和し、環境問題に配
慮した製品や製造工程を考える企業活動を支援。

21 ○ 水質汚濁
沿岸域における水環境の再
生・蘇生・創造のための技
術開発

九州大学

自然再生エネルギーを利用し海域の水環境の保全・再生・改善のための
技術開発実行中。例）非対称３次元形状のブロックを閉鎖性海域に設置
し、自然エネルギーである潮流エネルギーを利用して潮汐残差流のパ
ターン制御により、海域の海水交換を促進する技術（流況制御ブロッ
ク）が開発された。大型漁港である長崎県の新長崎漁港で、実物のブ
ロックを６０基投入した実証試験を行い、水質改善・貧酸素抑制効果が
あることを実証。有明海の小長井漁港地先でも同様に実証試験し、鉛直
流発生による混合促進効果も確認。

22 ○ 水質汚濁
「泥の電池」による自然に
優しい発電と浄化

佐賀大学

微生物による発電は，約100 年前に発見された．当時の発電量はごく
微量で，電気を利用するには微量過ぎた．近年の環境問題認識が高ま
り、本分野の研究開発が隆盛し，発電量も飛躍的に増
大した．発電と同時に微生物の代謝が促進され，微生物の活動区域の環
境浄化が期待できる．研究室では実用化を目指し簡易かつ低コストな
「泥の電池」発電と浄化の研究を展開している．
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23 ○ 水質汚濁
粉体廃棄物を有効利用して
資源（材料）に活かす！

佐賀大学

ジオポリマーは，ポルトランドセメントの代替材料への利用が注目され
始めた新建設材料．特にジオポリマーは，火力発電所排出産業廃棄物の
フライアッシュ（微細石炭灰）をフィラーとして有効利用「エココンク
リート」と称し期待．本ジオポリマーの製造方法は石灰石に依存せず，
工程では熱を必要とせず，セメントや石灰に比しCO2排出量が少ない．既
研究で，九州内の石炭火力発電所排出フライアッシュ中Ｋ発電所排出物
が材料強度的優位と判明．本品を主要材料に佐賀県内農業用クリーク改
修現場の擁壁試験施工を実施．フライアッシュ排出は発電所によっては
必ずしも定期的でない。微粒子構造や化学組成の違いで強度不足の場合
もある．

24 ○ 水質汚濁
マイクロカプセルおよび微
粒子の調製と機能化に関す
る研究

宮崎大学

油滴が水に分散したエマルションを出発状態として，高分子を材料とし
たマイクロカプセルおよび微粒子の調製と機能化、およびその基本メカ
ニズムに関する研究を行っている。最近は，抽出剤内包多孔質マイクロ
カプセルを調製し簡便な操作で高速に金属イオンを分離できる技術や調
湿機能を有するマイクロカプセルについて研究している。

25 ○ 水質汚濁
分離プロセスおよび分離材
料の開発に関する研究

宮崎大学

逆ミセル抽出法，溶媒抽出法および凍結ゲル吸着材を用いてタンパク
質，有機酸，無機酸および金属イオンの分離プロセスの開発、および、
これらの分離媒体の開発と新規な分離法の開発を行っている。廃棄物中
や環境中の有価物や有害物質の分離・回収技術についても研究を行って
いる。また，これらの分離プロセスにおける反応平衡および反応速度，
界面機能などの基本原理について研究している。

26 ○ 水質汚濁
水環境の汚染と汚染物質の
除去に関する研究

宮崎大学

アジア各国の地下水の砒素汚染調査およびモンゴルの鉱山開発の環境影
響調査に参加し，汚染メカニズムの解明と汚染防止技術の開発に取り組
んでいる。酸化水酸化鉄と多孔質凍結ゲルとを複合化して砒素除去剤の
開発を行っている。

27 ○ 水質汚濁
気泡を利用した汚染・汚濁
物質の新規除去法の開発

宮崎大学

タンパク質を利用した泡沫分離法による懸濁物除去に関する研究に着手
し、凝集と泡沫分離のプロセスを組み合わせることによって、汚濁排水
の高効率かつ高速度の処理技術を開発した。タンパク質を水処理の薬剤
に利用する試みは、国内外において他に例を見ない研究である。本法
は、淡水や海水を問わず、短時間に極めて効率的に懸濁物・微細粒子を
分離・除去できる。現在は、水環境においてごく微量に存在する病原性
微生物（ノロウイルス、クリプトスポリジウム、O157など）の高効率的
な高速濃縮分離技術の開発を進めている。

28 ○ 水質汚濁

新規リン吸着材による排水
高度処理システムの構築と
回収リンの循環利用技術の
開発

長崎県窯業技術セ
ンター

長崎県諫早市の中央干拓地から排出される農業排水より、リンを除去す
る技術の開発を目的に、1日に500Lの処理が可能な小型リン吸脱着シス
テムを用いたフィールド試験を実施し、低濃度のリンでも80%以上の吸着
と脱着が可能であることを確認した。

29 ○ 水質汚濁 樹皮と網からなる油吸着材
大分県産業科学技

術センター

タンカー事故などの水面流出油は、重大な環境汚染原因となるので、浮
遊油を速やかに回収する必要がある。中でも物理的回収方法は環境への
安全性から二次的影響が小さい方が好ましい。一般に油吸着材は合成樹
脂や化学製品からなるが、処理（焼却）コストや環境負荷が高くなる問
題がある。本発明の原材料は、スギ樹皮、綿網、綿糸であり、安全な燃
焼処理が可能である。スギ樹皮（特に外樹皮）は、リグニンを多く含み
親油性・疎水性に富み、容易に細長い形状になり、繊維表面積が大きい
ため重油などの高粘度油を吸着しやすい。

30 ○ 水質汚濁
水環境における病原性微生
物のフィールド調査とラボ
研究

宮崎大学

名水の大腸菌汚染、温泉のレジオネラ菌汚染、大淀川のコイヘルペス、
カキによるウイルス性下痢などにも見られるように、一見、清浄・健全
と判断されがちな水環境においても、衛生学的には高いリスクに遭遇し
ている可能性を否定できない。そこで、真に安心して生活できる地域都
市の構築をめざし、水環境フィールドにおける水質や細菌などの調査に
よる正確なデータ・情報の収集と解析、ならびに調査結果に基づく保
全・改善対策の研究を進めている。現在は、ふん便指標細菌をターゲッ
トとして、PCRやパルスフィールド電気泳動法などの遺伝解析に加えて
MALDI/TOFMSも用いて研究している。

31 ○ 水質汚濁
溶融スラグ・廃ガラス等を
活用した水熱反応による吸
着材の開発

長崎県窯業技術セ
ンター

焼却灰などを消却したスラグや廃ガラスを資源として有効活用すること
を目的とし、重金属やアンモニアなどの吸着材の開発を行った。

32 水質汚濁
土壌・水質の重金属・無機
有害物質の汚染のリスク評
価と対策

宮崎大学

ヒ素などの重金属が溶け出る土壌汚染や地下水汚染について研究してい
ます。まず、どのくらいのリスクがあるのか、これを定量的に評価する
方法を検討しています。そして、安全で安価な合理的対策を検討、提案
しています。また、原発事故後の福島県では、環境調査や、放射性セシ
ウムで汚染された土壌について、分級などの技術を使って量を減らす減
容化などを研究しています
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33 水質汚濁
地下水汚染（ヒ素、窒素
等）の浄化システムに関す
る研究

九州大学

ヒ素による地下水汚染が世界各地で報告され、住民への健康被害が深刻
な問題化している。鉄の多くが水酸化第二鉄として存在する酸化環境下
では、土壌中に存在するヒ素の多くは鉄を含む堆積物に吸着されてい
る。この堆積物が還元環境下におかれると、水酸化鉄の沈殿物は不安定
化、分解し吸着されていたヒ素が可溶化して溶出する。上記の鉄とヒ素
の化学的相互作用に着目し、地下水中へのヒ素の溶出機構を解明する。
硝酸態窒素の除去に関しても研究中。現在、水田土壌とおがくずを用い
て下水処理水中の硝酸態窒素の除去を目指している。

34 水質汚濁
ベンチュリ型マイクロバブ
ル発生ノズルの開発と池の
浄化への応用

福岡工業大学

近年、通常気泡より小さいマイクロバブルが幅広く適用され、様々な成
果をあげているが、用途に合わせた効率の良い発生装置が未開発。ノズ
ル噴射式マイクロバブル発生装置を試作し、マイクロバブル発生メカニ
ズムを解明し、効率的マイクロバブル生成ノズル開発を目指している。

35 水質汚濁
機能性素材を活用した水質
浄化装置の製品化に関する
研究

長崎県窯業技術セ
ンター

水質浄化装置の能力向上を図るため、アンモニア等の高い吸着能を有す
るゼオライトと細菌の増殖抑制及び有機物分解能を有する光触媒を活用
して、各種水処理に適用可能な水質浄化モジュール製品を開発する。

36 水質汚濁
有機汚濁・富栄養化が進行
した閉鎖性水域の物質循環
過程の解明

九州大学

有機汚濁・富栄養化が進み、水圏環境の劣化が顕在化する閉鎖性水域を
対象に、水環境の保全・改善に資する環境水理学的な研究である。現
状、伊都キャンパス内の調整池ならびにその周辺の農業用貯水池を対象
水域に、詳細な水環境モニタリングと高度な数理モデルを駆使した水環
境の評価・解析・予測のため、水環境問題の原因メカニズム解明と具体
的な富栄養化防止対策の提言を実施。（栄養塩や溶存酸素を指標に、水
域内部の生物化学的物質循環と、流れによる物質輸送の両過程を考慮し
た水質環境動態に関する研究。）富栄養化水域で問題のアオコ発生や貧
酸素・無酸素化の生成メカニズム究明で、水環境保全・改善対策提言を
目指す。同時に水中光環境の向上に伴う水質改善手法の開発にも着手す
る予定。

37 水質汚濁
化学物質による環境汚染を
解明する

佐賀大学

「有明海の有害物質による汚染の調査」
「ヒト母乳および住環境（シックハウス）の汚染調査」
「都市下水処理場およびゴミ処理場排水の汚染調査」
「環境汚染物質の微生物分解」

環境汚染アセスメント（情報提供）、新規環境汚染物質の化学分析手
法開発、排水および廃棄物中の汚染物質低減技術開発

38 水質汚濁
化学発光を利用した環境中
の微量有害物質分析法の開
発

鹿児島大学

化学発光反応を利用した自然環境中の有 害物質の分析法を開発。ニトロ
ソアミン類の高感度分 析法を開発。化学発光検出を中心に有害物質等の
分析法の研究 【特開2009-109351】「窒素酸化物含有化合物の検出方
法およびそれ に用いる検出装置」

39 水質汚濁
パルスパワーの応用展開
（農作物制御・水質浄化）

佐賀大学

マイクロ秒～ナノ秒オーダーの短時間に巨大な電力発生技術を「パルス
パワー技術」という．日本全体の消費総電力は約100GW（ギガワット，
109 ワット），九州全体で約10GW が，「パルスパワー技術」で，同規
模の電力を実験室で発生可能（自然界のパルスパワー相当エネルギーは
多数存在，雷はその代表）．パルスパワー発生装置（パルスパワー電
源）開発と応用研究中．1)ナノ秒パルスパワー電源　2)農作物の育成コン
トロール　3)水質浄化

40 水質汚濁 下水汚泥を用いたメタンガ
スの製造方法

九州工業大学

メタンガスの製造方法 ①下水汚泥を窒素ガスで置換しながら振とう培
養し、続いて水素ガスで置換しながら振とう培養し、メタン菌が高集積
した微生物群集を作る。②微生物群集ができた下水汚泥に海水を加えて
混合し、さらに水素ガスを供給し振とう培養してメタンガスを生成す
る。海水はＨＣＯ３－（炭酸水素イオン又は重炭酸イオン）が溶存した
もので海から収集する。
・地球温暖化の進行抑制と下水汚泥の有効活用の両立できる技術。

41 水質汚濁
高分子ゲルを使用した重金
属の回収技術

近畿大学産業理工
学部

人体に有害な重金属を水中から除去する高分子ゲルを開発。
本手法は高効率かつ再利用が容易である利点を有する。

42 水質汚濁
最終処分場における環境負
荷の削減

宮崎大学

43 水質汚濁
電解技術を利用した海水浄
化技術

長崎県工業技術セ
ンター

次亜塩素酸による有機物分解→ 飼育水の脱色
・次亜塩素酸による殺菌→ 魚病の抑制
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44 水質汚濁
電解技術を利用した畜産着
色排水脱色技術

長崎県工業技術セ
ンター

畜産分野の法規制対応が可能
水質汚濁、悪臭、肥料取締法
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律

45 水質汚濁
新規リン吸着材を用いて排
水から回収したリンの資源
化に関する研究

長崎県窯業技術セ
ンター

リン吸着材によるリン資源化システム構築のため、リン脱着プロセス、
リン固形化プロセスの条件の適正化を図った。

46 水質汚濁 転倒ます型流量計測装置
大分県産業科学技

術センター

雨量計などに用いられる転倒ますを用いて流量計測を行い、排液流量に
より変動する取りこぼし量（計測誤差）の補正演算によって計測精度を
高めた。

47 水質汚濁 第一工業大学

お茶殻および廃棄茶葉の有効利用に関して，それらに含まれるポリフェ
ノールの一種であるカテキンの作用を利用した「雑草防除材」の作成お
よびその利用に関する技術を有している。
本技術は，廃棄物の削減と多大な労力と費用の掛かる雑草除去作業を図
ることができる。本技術による「雑草防除材」は種子の発芽に関して生
育抑制効果が得られ，ある一定に成長した農作物や街路における植栽樹
木の生育には影響を与えない。また，天然由来の材料ゆえに河川等にお
ける雑草防除に関して公共用水域の環境を汚染を心配することがない等
の特徴を有している。

48 水質汚濁 水処理装置 九州工業大学

水中混入した揮発性物質、油類やダイオキシン類等の汚染物質を除去す
る汚染土壌・地下水等を浄化する水の浄化装置及び方法.浄化対象地下水
中に、キャビテーション気泡空間を形成し、その空間に設けた放電電極
に高電圧を印加し放電プラズマを発生させ水を浄化する水中気泡放電装
置と、ベンチュリ―効果により減圧状態が生じ、気体吸引するエジェク
ターを直列に配列する特徴の水浄化装置及び方法。

49 水質汚濁
有機性廃棄物の生物学的処
理装置およびその方法

北九州市立大学

50 水質汚濁
嫌気性アンモニウム酸化
（Anammox）細菌を利用し
た水処理技術

熊本大学

嫌気性アンモニウム酸化（Anammox）細菌を利用した水処理技術の開
発、およびメンブレンバイオリアクターの水処理技術への応用開発。
硝酸性窒素をはじめとする地下水汚染とその対策。

51 水質汚濁 ナノ細孔性炭素材料の製造及 熊本高等専門学校

・ナノメートルオーダーの細孔を有する炭素材料（活性炭素繊維、賦活
竹炭）の利用技術
・ナノ細孔性炭素材料を用いた、地下水中、または土壌中の揮発性有機
化合物（ＶＯＣ）の処理技術
・竹を原料としたナノメートルオーダーの細孔を有する炭素材料（賦
活）の製造技術
・廃棄カーボン材料を原料としたナノメートルオーダーの細孔を有する
炭素材料（賦活）の製造技術

52 水質汚濁
河川流量の変動が河川環境
に与える影響の評価

九州大学

ダムが河川環境に与える影響は、河川の連続性を分断すること、
流量の減少や安定化、濁りの長期化、土砂供給の減少など様々。最近、
筑後川上流の大山川では上流の大山川ダムからの放流量を増加させる措
置（通年1.5m3/sから夏期4.5 m3/s，冬季1.8m3/s）が実施されている。
流量の変化が河川環境に与える影響を水理条件（水深・流速・せん断
力）・水質（水温・pH・溶存酸素・クロロフィル・電気伝 導度）・生態
系（魚類（アユ）・付着藻類・浮遊性藻類・水生生物）・炭素窒素安定
同位体比など多項目の調査で、最適な放流方法（変動方法も含む）の検
討を実施中。

53 水質汚濁
森林～河川～海に至る流域
の水質保全・修復技術

宮崎大学
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54 ○ 騒音振動
換気性能を有する防音窓お
よび、換気用ダクトにおけ
る防音装置の開発

熊本高等専門学校

居住環境改善によるQOL向上を目的に「防音と換気を兼備した環境配慮型
防音窓の開発。採光部は単層ガラスで採光及び雨侵入防止、防音ユニッ
トは換気機能と防音機能を有する構造、換気機能と防音機能はトレード
オフ関係があり、防音ユニットの体積を大きくし、開口面積を大きく取
ることにより換気機能は向上するが、高次波成分でユニットの内部共振
が多発し、防音効果が低下。内部共振の発生とユニット体積は線形関係
のため、トレードオフを解消にはユニット内の音波伝搬を理論解析し、
共振発生の関係式から対策し、３ 次元波動方程式を基にユニット内の音
圧式を理論計算で求めた対策実施。採光部は単層ガラスで採光及び雨の
侵入防止。

55 騒音振動
数値解析による空力騒音対
策技術

崇城大学

送⾵機の吹出⾳や⾵⾞の⾵切⾳など、空気流動が原因の空⼒騒⾳の問題
を、流体の数値シミュレーションにより視覚的に分析し、対策指標を提
⽰する技術。数値シミュレーションにより流れとその騒⾳源を再現し、
試作前に機器の⾳響的特性の予測や騒⾳対策の指針をある程度得ること
ができる技術。

56 騒音振動
個々の機械システムに適し
た制振技術の開発

宮崎大学

57 騒音振動
人に優しい手持ち振動工具
の開発

宮崎大学

58 騒音振動
環境磁気雑音の特性把握と
低減技術に関する研究

鹿児島工業高等専
門学校

・環境磁気雑音の測定と環境改善アドバイス（低減法法）, 微弱磁気測定
器具の設置選定
・シラス台地崩壊測定や地震･火山測定
・簡単な有限要素法による電磁界解析
・開口･多層型磁気シールドルームの最適設計手法に関する研究
・電化住宅の漏洩磁場に関する検討に関する研究
・火山･地震現象 , 電車の送･帰電流や磁性体の移動に起因する磁気雑音に
関する研究

59 ○ 土壌汚染
土壌中元素形態解析を活用
した農業・環境分野におけ
る技術開発

九州大学

土壌中の養分（特にP, K）や汚染物質（重金属 Cd, Pb やオキソ酸
As, Seなど）の挙動に大きく影響する対象元素の化学形態を分析・解析し
て，土壌の養分診断，および，汚染のリスクや浄化技術の評価・開発す
る．土壌の間隙水採取または様々な抽出法による化学分析，X線を利用し
た元素形態分析，熱力学的定数を利用した化学平衡計算により，多角的
に土壌の化学形態を分析し，経時変化を追跡する．土壌の物質科学に関
する知見で，得失の異なる複数手法を併用し，困難な土壌の養分または
汚染物質の挙動を解明する．用途・農業：土壌の養分動態解析に基づく
土壌診断・土壌蓄積養分の有効化，水耕栽培の培地や培養液の最適化
・環境浄化：土壌汚染や排水浄化技術の開発，評価，改善
・リサイクル：工業副産物・廃棄物の土壌改良資材としての活用

60 ○ 土壌汚染
粘土鉱物等に学んだ、重金
属等の無機吸着材、不溶化
材の開発・評価

宮崎大学

自然の中には、重金属を吸着する鉱物や、汚染を自然に浄化する作用、
緩衝作用などがあります。この現象に学んで、鉱物などを活用した重金
属対策材料の開発や、工法の開発を行っています。企業時代に開発され
た技術や材料は、今も様々な土壌汚染等の現場で対策に利用されていま
す。

61 ○ 土壌汚染
天然物質を利用した環境浄
化の研究

鹿児島大学

土壌中の鉱物や微生物が起こす化学反応を研究。天然物質による汚染水
の浄化や未利用資源の環境浄化物質への応用。土壌や廃棄物の有効活
用、汚染水の処理などへ対応可能 研究対象 1)ロックウールリサイク
ル材の有効利用研究開発 2)微生物起源有機分子に対するスメクタイト
の安定性 3)粘土鉱物の高温安定性に関する研究 4)風化環境での微生
物によるイオン濃集及び鉱物生成 5)含鉄酸性水を坑廃水処理材を用いて
処理した場合の反応生成物の解析

62 ○ 土壌汚染 新規微生物及びそれを用い
た有機性汚泥の処理方法

九州工業大学

下水や排水などは、通常、活性汚泥法によって処理されるが、その際発
生する余剰汚泥の量は、年々増加し続けており、下水余剰汚泥はわが国
の産業廃棄物の割合の第一位を占めている。本発明は、下水汚泥の重量
濃度が 25% である浮遊性固形分を30~50℃、48時間の培養で10~20％以
上減量化させ得る溶解能を有する新規微生物（KH3株）とこれを用いた有
機汚泥の処理方法
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63 土壌汚染
健全な水循環系の構築に関
する研究

九州大学

世界の人口の半分が住む都市域の環境悪化は、急速な都市化によるとこ
ろが大きい。環境の悪化や清浄な水を得ることができない主原因は、都
市域を含む流域の水の動態の把握や無秩序な開発である。流域規模での
水循環メカニズムを明らかにし、水利用や排水処理を一元的に行い、環
境保全と水の有効利用の仕組みを構築が「健全な水循環」達成のために
不可欠。水循環の健全な社会を構築し、併せて地球温暖化の様々な水環
境への悪影響を軽減するための評価手法や考え方を行 政や民間コンサル
タント、新キャンパスでは地域住民と協働作業により実現する研究。

64 土壌汚染
海外における重金属汚染の
調査、対策の検討

宮崎大学

65 土壌汚染

協調的な環境リスクマネジ
メントに関する研究：地方
自治体、企業、地元の利害
関係者の連携による土壌汚
染防止

九州大学

土壌汚染はその姿が目に見えにくい性質のため、通常の条件下では発見
に困難がある。地方自治体が主導し、地元企業や利害関係者が支援する
土壌汚染防止のため協調的なリスクマネジメント体制構築の必要性を提
言。コスト削減し、地域社会ニーズにかなった柔軟性あるシステムであ
り、地域住民の健康を守るリスクマネジメントである。

66 土壌汚染
重金属汚染土壌及び放射性
物質含有土壌・廃棄物の拡
散防止技術構造

北九州市立大学

67 土壌汚染
環境にやさしい精密切削加
工技術

長崎県工業技術セ
ンター

「精密機械加工における環境にやさしい冷却システムの開発」
ドライアイスガス噴射によるエンドミル切削加工実験
工具摩耗幅が著しく減少
※土壌汚染の内容とはやや異なる？

68 ○ 廃棄物
レアメタル分離技術の開発
-基礎研究から実用化まで-

佐賀大学

家電製品の廃棄物などのレアメタルを資源と考え、必要な元素を選択
的、かつ効率的に回収技術の基礎研究実施。現在、工業的な応用も視野
に研究中，過去に実施した研究から実用的なものにシフトし、合成が容
易で低コストを実現する分離剤の開発や，企業提供を受けた実廃液から
の金属回収を試行中．実廃液は高酸濃度や高金属濃度の過酷条件のもの
も多く，対象領域を広げている．佐賀近隣地域で廃棄されているバイオ
マス等の有効活用を目指し分離剤開発，ガス吸収の研究にも着手

69 ○ 廃棄物
環境配慮型の大型ヘドロコ
ンクリートの開発

九州大学

「ゼロエミッション型」の社会・産業・生産システムのニーズがある。
地盤工学分野では、ヘドロ、汚泥及び浚渫土砂等の再利用や有効利用技
術の開発が急速に進んできた。本技術シーズは、ヘドロや汚泥に「固化
材混合および高圧機械脱水」の新材料開発手法を取入れ、有害物質を
「吸着固定化」し、「コンクリートに匹敵する材料特性」という付加価
値を持つヘドロコンクリートへと再生可能。再生ヘドロコンクリート
は、構造材として製品化し、舗装タイルや消波ブロックにして高度再利
用でき、効率的な地盤材料のリサイクルが可能になる。

70 ○ 廃棄物
廃棄物の処理方法及び廃棄
物処理吸着材

九州工業大学

今後、多量発生が予想されるマグネシウムスクラップを、有害な金属等
含有するスラッジやダスト等の廃棄物処理のため、有効活用する方法を
提供。有害な金属等を含有するスラッジやダスト等の廃棄物の処理時
に、有害な金属等の溶出二次公害が問題となるが、廃棄物にマグネシウ
ム又はその合金を主成分とする吸着材を添加混合し、得られた混合物に
水とセメントを添加・混練後、固化し、二次公害なく有害金属を廃棄処
理可能。

71 ○ 廃棄物
木質系廃棄物からのエコ
カーボンボードの開発

鹿児島県工業技術
センター

木質系廃棄物を炭化させ，得られた炭化物を原料としたエコカーボン
ボード（資源循環型炭化物ボード）を開発した。エコカーボンボードは
表面を障子紙で被覆し，セルロース系繊維を混合することにより，石膏
ボード並みの強度が得られ，現場での作業性が良いものを製造できるよ
うになった。また，調湿性能やガス吸着性能も見られ，実験棟での温湿
度測定においても調湿作用や断熱効果が確認できたことから，住環境の
改善が期待できるボードを開発することができた。

72 ○ 廃棄物
乾式メタン発酵残さ炭から
の緑化資材の開発

鹿児島県工業技術
センター

畜産廃棄物の処理技術の一つとして乾式メタン発酵が行われている。し
かし，その残さ及び炭化物は，堆肥に混合して一部利用されているに過
ぎない。ここでは高度利用を図るために炭化物成型品を試作し，その成
型品の成分分析や物性評価を行った。その結果，乾式メタン発酵残さの
炭化物と古紙や木炭を組み合わせた成型ボードは，窒素，リン，マグネ
シウム及びカルシウム等の栄養成分を多く含むこと，また，有害成分の
含有量は肥料取締法による規制値以下で安全であること，さらに植物の
種を播き水分を与えるだけで植物が生育することから，緑化資材に適し
ていることが判明した。これらのことから緑化資材として利用すること
で，家畜糞尿の資源循環有機系廃棄物処理システムを構築できた。
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73 ○ 廃棄物

環境浄化を目指すハイブ
リッドナノ触媒の創製に関
する研究（ビタミンB12を用
いた人工酵素・触媒の開
発）

九州大学

ビタミンB12の機能特性を活かし、天然酵素を範とする触媒を開発中。天
然酵素にはない光増感性、耐久性、リサイクル性などの性質を付与し
て、実用性の高い触媒システムが構築される。本手法は、ビタミンB12モ
デル錯体を酸化チタンと組み合わせたハイブリッド触媒システム、リサ
イクル性を兼ね備えたイオン液体溶媒システム、電極上に固定化した修
飾電極システムなど多彩な技術革新に成功。反応は、環境汚染物質であ
る有機塩素化合物(DDTなど）の分解無害化、香料である環状ラクトン合
成、官能基転位反応、環拡大反応など多岐に渡る。クリーンな電子試薬
や光反応を利用する点は、環境調和型物質反応の意義あり。

74 ○ 廃棄物
ゴミを宝に～堆肥にしてお
いしい作物を～

佐賀大学

土壌など環境微生物の生態解明に向けた基礎研究と環境浄化・環境保
全・有機廃棄物資源化の応用研究をバランスさせながら、安全・快適社
会を目指した研究中。身近な研究成果は、油脂分解菌による厨房排水の
浄化や浴室のカビ防止剤。厨房排水中には多量の油脂分が含まれ、清
掃・除去した油脂分は産業廃棄物として石油で焼却。当研究室発見の油
脂分解菌は油脂分解能力に優れ、浄化作用が高く身近な飲食店等で利
用。カビ発生抑制微生物資材の遠隔抗菌活性試験でカビ防止の原理を突
き止め、微生物資材から発生する揮発性抗菌性物質がカビを防止するこ
とを発見。

75 ○ 廃棄物
金属精製に有用な新規抽出
剤および抽出プロセスの開
発

宮崎大学

76 ○ 廃棄物

鉱石、産業廃棄物からレア
メタルの抽出回収・リサイ
クル法及び残渣の無公害化
法の開発

九州工業大学

各種の金属素材の製錬およびリサイクルのプロセス開発・プロセス開発
に必要な基礎現象の解明に取組中。鉱石、スラグ、ダスト等を対象に、
Cu, Pb, Zn, As, Cr, Ni,Mn, Mg, Si, Pt などの分離・回収や安定化の研究の経験
や研究手法を応用。処理対象のマクロ・ミクロ性状を調査し、熱力学や
速度論に基づき乾式処理、湿式処理、電解処理を用いた新プロセスの開
発。 ①天然資源の節約、環境負荷の低減、廃棄物の低減を目指しスラ
グ、溶融飛灰、電気炉ダストの再資源化、無害化プロセスの開発研究
②金属製錬生産コスト、低消費エネルギーを目指し、高融点、高反応性
融体保持の耐火物冷却システムの開発研究や銅精鉱の硫酸浸出のマイク
ロ波加熱処理の応用研究 ③界面を通した熱・物質移動を局部的に促進
する能力が高いマランゴニ対流を材料プロセスに新規導入を目指すシリ
コンからの不純物除去法の開発研究

77 ○ 廃棄物
自然素材を用いたエコマテ
リアルの開発

宮崎大学

78 ○ 廃棄物
加工残さいや低利用水産物
を利用した加工食品の開発

鹿児島大学

西之表市と共同研究でトビウオの残さいによる魚醤油 の製造法を検討、
「飛魚の雫」として商品化。加工食品の製造工程で産 出する残さいの加
工食品への有効利用を検討。魚醤油製造法および小エビの殻の軟化処理
法 特許出願中。加工食品の製造工程で生じる残さいや低利用 水産品から
加工食品を開発する研究。

79 ○ 廃棄物
分光測定（ラマン散乱．近
赤外吸収）によるハイキ物
の識別技術開発

近畿大学産業理工
学部

大量発生の廃プラスチックから、成分別にプラスチックを回収し、再利
用するマテリアルリサイクルは、最も大きな省資源・省エネルギー効果
があり、その技術開発が強く望まれている。独自にラマン識別技術を開
発し、企業と連携し、経済産業省の支援により工場規模での実証研究
中。

80 ○ 廃棄物
嫌気性消化汚泥からのリン
回収用物理選別プロセスの
開発

九州大学

リンは、全生物に必須の栄養素の一つ。リンは主に肥料に利用され、
最終的には下水汚泥廃棄の現状。日本にはリン資源はなく、全量リン鉱
石として輸入。下水処理場からリンの回収、肥料としての循環は価値あ
るが、経済的にリン回収システムは未開発。安価な物理的選別法（振動
ス ク リ ー ン 、 ハ イ ド ロ サ イ ク ロ ン 、 MGS 等 ） で 下 水 汚 泥 か ら
MAP(Magnesium ammonium phosphate)を９０％以上の回収率で回収に成
功。

81 ○ 廃棄物
廃棄ガラス繊維強化プラス
チックの分解・完全リサイ
クル

崇城大学

マイクロ波加熱を⽤いたPETの分解法の研究しており、研究を重ねた結
果実⽤化できるほどの開発成果も得られ、特許も取得。ガラス繊維強化
プラスチックはPETの化学構造と似て、PETでのマイクロ波加熱分解法を
（ガラス繊維と樹脂が強固に絡んでいる分、化学分解・再利⽤が極めて
難しい）ガラス繊維強化プラスチックに応⽤した研究を重ねている。
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82 ○ 廃棄物
廃棄物熱処理残渣の循環利
用に関する研究

宮崎大学

83 ○ 廃棄物
畜産廃棄物の有効利用技術
の開発

宮崎大学

養豚排水には窒素・リン・カリウムが含まれていますが、窒素やリンは
富栄養化の原因となるため除去する必要があります。一方で、リンおよ
びカリウム肥料原料ですが、日本では肥料原料としてのリン鉱石および
塩化カリのほぼ全量を海外からの輸入に依存しています。そのため、リ
ン、カリウムの日本国内での資源循環の確立および養豚排水による水質
汚染防止の取り組みとして、養豚廃水から窒素・リン・カリウムを回収
する技術を開発しています。廃水からリン・カリウムあるいはリン・窒
素を回収する方法は知られていますが、本研究では、一次処理水から窒
素・リン・カリウムを同時に回収する技術開発を目指しています。

84 ○ 廃棄物
バイオマスの有効物質への
変換

鹿児島大学

バガス（サトウキビ搾汁後の残滓）や竹、焼酎粕など、未利用バイオマ
スを原料に、化学原料や高品質燃料油を製造する新反応技術（バイオリ
ファイナリー技術）の開発を推進中。地域バイオマスを有効利用する農
工連携技術の開発、循環型社会形成・地域産業活性化へ応用が目的。要
素技術は、国の補助や企業連携で進行中。県など自治体やＪＡ、 製糖会
社等と協力しバイオマスの活用。

85 ○ 廃棄物
各種廃水からの微生物によ
るエネルギー回収技術の開
発

鹿児島工業高等専
門学校

嫌気性微生物を利用した各種廃水からのエネルギー回収技術の開発を中
心に研究。UASB法、ABR法を代表とするメタン発酵処理は省･創エネル
ギー型リアクターであり、未利用資源のエネルギー回収技術として産業
廃水処理分野への適用技術。
・各種有機性廃水を対象とした高温、中温、低温メタン発酵特性
・メタン発酵のランニングコスト低減化技術の開発
・有用微生物の探索と分離･同定など

86 ○ 廃棄物
植物バイオマスを活用した
熱硬化性樹脂合成技術

長崎県工業技術セ
ンター

木材を液化し、樹脂化し、プラスチックやゴムの機能を付加する技術を
開発した。木材用接着剤、成形材料、発泡材料になどに応用できる。

87 ○ 廃棄物
無機廃棄物を活用した機能
性材料の製品開発に関する
研究

長崎県窯業技術セ
ンター

溶融スラグを原料とした種々のゼオライト合成の成果を活用し、ジオポ
リマー技術による多孔質材の成形と、アンモニア吸着性能に優れたゼオ
ライトの合成条件の把握および機能性の評価を行い、水処理材や土壌改
良材への実用化を検討した。

88 ○ 廃棄物
廃棄物焼却残渣の有効利用
促進のための環境持続型技
術に関する研究

九州大学

焼却残渣リサイクルの有望なものは、大量に使用できるセメントの代替
原料である。障害となるのが、焼却残渣に含まれている塩素 である。焼
却残渣に微生物を有する廃棄物由来のコンポストを脱塩促進剤として混
合後、熟成させ、自然降雨等により洗浄させることによって、難溶性塩
素であるフリーデル氏塩を溶解させることに成功し、焼却残渣中の塩素
含有量が0.02%程度まで低減可能なことを立証、本 技術シーズをフィー
ルド試験によって実証、焼却残渣の資源循環基地Ｒ/Ｌ（新しい概念を有
する循環資源化施設：RecyclableLandfill）を中心とした焼却残渣のリサイ
クルシステムを構築する研究を推進中。

89 ○ 廃棄物
水銀等有害物質含有廃棄物
の処理技術

熊本県立大学
（概要等の情報取得困難）

90 廃棄物
農地で食料とエネルギーを
生産するハイブリッド農業
に関する研究

宮崎大学

農地に高設型太陽光発電システムを設置し、その下で農作物を栽培する
ソーラーシェアリングにおいて、太陽光パネルによる遮光の影響、特に
農作物の生育・収量に及ぼす影響および売電収入試算等を考慮した経済
性に関して研究しています。2014年度には宮崎大学内にソーラーシェア
リング研究圃場が完成しました。

91 廃棄物
化学変換によるバイオマス
廃棄物資源の高付加価値化

宮崎大学

92 廃棄物
環境中の微生物の環境浄化
に関わる遺伝子の分子進化
の解明

宮崎大学



 
 

56 
 

 

 

 

 

93 廃棄物
タンパク質、ペプチド等の
分離技術・分離材料の開発

宮崎大学

94 廃棄物
キレート吸着材の開発と応
用

宮崎大学

95 廃棄物
焼酎粕の新規処理法～ミミ
ズによる分解～

鹿児島大学

焼酎粕の提供や焼酎製造酒造 会社、ミミズを使って堆肥化するミミズ堆
肥のサツマイモ栽培へのご協力、 有機肥料の商品化にむけた肥料分析の
共同研究先を希望。

96 廃棄物
農林畜産廃棄物利用による
資源循環型農業システムの
構築

宮崎大学

97 廃棄物
環境調和型有機合成反応の
開発

宮崎大学

98 廃棄物 樹皮油吸着材の処理方法
大分県産業科学技

術センター

油流出事故の油回収物処理は、日本では焼却処分されている。そのまま
では燃えず灯油を添加し大量のCO2 排出する処理であった。本発明は、
全国で容易に入手可能なバーク（樹皮）と畜糞で製造されるバーク堆肥
を使用。堆肥中に僅かに自生する油分解ＣＦＢ菌を、温度、水分、油分
濃度制御で高効率出現させ、好気発酵条件を制御して60～70℃を維持
し、油分解速度を速めた廃油バイオ処理システムである。CO2 の排出量
を従来比、約1/3 に減量可能

99 廃棄物
産業廃棄物・副産物を用い
た高性能コンクリートの開
発

宮崎大学

100 廃棄物 生ゴミからのコハク酸の製
造及び分離精製方法

九州工業大学

生ゴミを資源化し、種々の化学原料、特に、生分解性プラスチックの
ポリプチルコハク酸原料であるコハク酸を、安価に且つ効率的に生産可
能で、生ゴミ有効利用と生分解性プラスチックの廉価製造に寄与。本プ
ロセスは、ゴミ発電システム又はプロセスと組合せ、ゴミ発電の廃熱利
用することで、生ゴミ資源リサイクルシステムに組込み、実施可能。

101 廃棄物
白色腐朽菌を用いた統合木
質バイオリファイナリー技
術の開発

宮崎大学

102 廃棄物
微生物機能を活用する環境
浄化・保全に関する研究

宮崎大学

103 廃棄物
廃棄ペットボトルの分解・
リサイクル技術

崇城大学

本技術を活⽤した中⼩企業との共同研究実績が1件。⼤和製罐株式会社
（2007-特許番号︓第4531855号、ポリエステルおよび不飽和ポリエス
テルの解重合⽅法、ならびに当該解重合⽅法を⽤いたポリエステルモノ
マーの回収⽅法特許権者︓⼤和製罐株式会社

104 廃棄物
微生物機能を利用した環境
浄化・修復に関する研究

宮崎大学
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105 廃棄物
微生物を利用した機能性物
質の生産に関する研究

宮崎大学

106 廃棄物
機能性多糖の構造に関する
研究

宮崎大学

107 廃棄物
バイオマスエネルギーの生
産に関する研究

宮崎大学

108 廃棄物
微生物や酵素を利用する有
用物質の生産に関する研究

宮崎大学

109 廃棄物
焼酎粕を用いた漁業用餌料
の開発

鹿児島大学

未利用バイオマス資源の焼酎粕を用いた新漁業用餌料を開発し，水産資
源を餌料する漁業からの転換と焼酎業界の経営課題の焼酎粕処理にも貢
献。焼酎粕から漁業用餌料開発。マサバと同等 の漁獲性能。誘因効果を
高め、常温保存も可能で、水産資源保護と未利用バイオマス活用を 両立
する研究。

110 廃棄物
有機性廃棄物（焼酎粕）の
高度資源化技術の開発（そ
の1）

鹿児島工業高等専
門学校

・焼酎粕を用いた資源循環型製品の開発
・都市排水路の水質汚濁に関する研究
・焼酎粕を用いた高付加価値食品の開発
・シラス･貝化石等地場資源を活用した培養土の開発
・新規多段型高温UASBリアクターによる焼酎粕メタン発酵処理
焼酎蒸留カスの処理により得られる紙状製品および焼酎蒸留カスの処理
方法

111 廃棄物
有機性廃棄物（焼酎蒸留
粕）の高度資源化技術の開
発（その２）

鹿児島工業高等専
門学校

きのこ生産を核とした焼酎粕乾燥固形物の多用途再生技術
・焼酎粕を用いた資源循環型製品の開発
・都市排水路の水質汚濁に関する研究
・焼酎粕を用いた高付加価値食品の開発
・シラス･貝化石等地場資源を活用した培養土の開発
・新規多段型高温UASBリアクターによる焼酎粕のメタン発酵処理
・焼酎粕･デンプン粕の機能性食品化を起点とする経済･物質同時循環シス
テムの構築

112 廃棄物
ジオポリマーコンクリート
製造技術の開発

長崎県窯業技術セ
ンター

長崎県内で排出されるスラグやフライアッシュなどの無機廃棄物の有効
利用を目的に、低炭素プロセスであるジオポリマー技術を用いたコンク
リートの作製に取り組んだ。特に、コンクリートの製造条件や耐久性等
に関連する物性評価を行なうことで新規材料の実用化について検討し
た。

113 廃棄物
スケール付着抑制方法及び
これに用いる硫黄含有材料

大分県産業科学技
術センター

温泉中のカルシウム、マグネシウム、シリカ等の成分は、効能の反面、
流路や貯槽スケールの原因となり定期的スケール除去の清掃作業が必
要。除去に工具や酸等の薬剤を使用する場合もあり、流路傷、腐食の恐
れがあった。本スケール付着抑制方法は、カルシウム系温泉やマグネシ
ウム系温泉が接触する流路又は貯槽の内面を、硫黄及び骨材を含む原料
組成物を溶融後に固化して得られる硫黄含有材料で形成する。温泉成分
に由来スケールの流路や貯槽の内面への付着を抑制し、仮にスケールが
付着しても容易に除去できる。

114 廃棄物
環境負荷低減型の建設材料
の開発

九州大学

環境負荷低減・自然環境保護のため、様々な副産物・廃棄物
をコンクリート材料に使用可能性を調査。コンクリート廃材を破砕・処
理して再生骨材のコンクリート用骨材への有効利用促進のため、強度・
耐久性の評価方法の研究。特に、再生骨材の吸水量が再生骨材と新ペー
スト部との境界部の空隙量の変化に及ぼす影響の研究や高炉スラグ、鉄
鋼スラグ、フライアッシュや石油精製時の副産物の硫黄等の有効利用法
も研究対象。

115 廃棄物
発展途上国の資源循環と廃
棄物処理に関する研究

宮崎大学
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116 廃棄物
GISを活用したごみ処理・リ
サイクル政策の統合的評価
手法の構築

宮崎大学

117 廃棄物
有機性廃棄物およびその処
理物の肥料効果の評価

鹿児島大学

乾式メタン発酵残さの炭化物、焼酎粕添加きのこ栽培の使用済み菌床な
どの評価。 下水処理汚泥堆肥の肥料効果を共同研究中。（有機性廃棄物
等の肥料効果の評価研究）。安全で効果的な肥料として品質保証できれ
ば商品化も可能。廃棄物処理や農業現場の相談対応。

118 廃棄物
廃棄物の適正管理における
リモートセンシングの適用
に関する研究

九州大学

地表の広域的かつ定期的な監視が可能な衛星リモートセンシング
による不法投棄現場を検出手法を検討。廃棄物投棄に伴う地表の分光反
射特性変化を捉える指標の検討、および衛星画像上で不法投棄現場検出
シミュレーションを実施。
広域廃棄物埋立地モニタリングツールとして、地表の環境情報を面的に
取得可能なリモートセンシングの適用を検討中。地中の埋立廃棄物の安
定化状況と、リモートセンシングの地表温度や植生状況との関連やメタ
ン放出量の高精度推定等の分析を実施中。

119 廃棄物
水中カウンターコリジョン
を用いる生物素材の迅速ナ
ノ化

九州大学

水中カウンターコリジョン法（=ACC）*は、二分した天然繊維試料同士
を水中で高速に対向衝突させ、分子構造を破壊せずに試料中に存在する
相互作用のみを開裂させ、容易かつ迅速に表面からのナノ微細化を可能
な手法。本手法を木質資源のマイクリサイズのセルロースや、微生物由
来のナノファイバーネットワークのあるペリクルに適用させ、シングル
ナノファイバーの創製に成功。本手法は、水のみ使用の利点があり、セ
ルロース繊維の他、生物素材に適用可能。食品廃棄物のナノファイバー
やナノ粒子化も可能。これは、ＡＣＣが低環境負荷プロセスのバイオリ
ファイナリー手法として利用可能を示す。生成するナノファイバーは特
徴的な吸着特性があり、新規素材としても期待できる

120 廃棄物
熱水からの金属の濃集に関
する基礎研究

九州大学

　地熱水から沈殿したシリカシンターや、実験室内においてシリ
カ、アルミナ、鉄酸化物、マンガン酸化物を用いて、貴金属（金，銀お
よび白金）の、熱水からの吸着実験を行なうことにより、これらの元素
の沈殿濃集メカニズムの解明を目指している。これより、熱水による貴
金属元素鉱床の生成メカニズムを明らかにし、廃棄物等からの抽出方法
の開発、リサイクル手法の確立を目指す

121 廃棄物
ニーズに合わせた粒子の分
離技術

佐賀大学

細胞，化粧品，土，セラミックス，炭素材料（酸化グラフェンやカーボ
ンナノチューブ）など様々な形状のコロイド粒子．これを分離する技術
は，製品の機能を明確に発現させる膜や沈殿法が開発されてきた．多種
類のコロイド粒子活用が進み、新粒子分離技術のニーズがあり、新規分
離の研究開発を実施中．1)流れによる粒子の分離　2)ゲルの変形を用いた
粒子の分離 3)シリカ粒子の導入による多孔性膜構造の改変など，付加
価値の高い材料や生体物質の分離技術の産業へ展開を志向

122 廃棄物

・うに殻を触媒とした廃食
油からのバイオディーゼル
燃料の製造技術
・うに殻などの未利用資源
を原料とした触媒の製造法
・廃食油を原料としたバイ
オディーゼル燃料（ＢＤ
Ｆ）の製造技術

熊本高等専門学校

国内では廃食油の約半分が廃棄物として、うに殻の大部分は産業廃棄物
として処理されている。廃食油の有効利用法の一つバイオディーゼル燃
料（ＢＤＦ）製造されているが、既存ＢＤＦ製造法では、触媒にて水酸
化ナトリウムなどを使用し、廃液が強塩基性を示すこと、触媒の分離が
困難な問題がある。うに殻由来の触媒を利用し、産業廃棄物を削減可能
な、安全なＢＤＦ製造法を目的とした研究を実施中。

123 廃棄物
宮崎特産の未利用植物バイ
オマス資源の有機成分の有
効利用の検討

宮崎大学

124 廃棄物
家庭から出る生ごみの有効
利用に関する研究

宮崎大学

125 廃棄物
微生物による芳香族バイオ
マスの変換および有効利用
技術の開発

宮崎大学

126 廃棄物
酸化酵素によるポリフェ
ノールの高機能化

宮崎大学
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127 廃棄物
植物工場・養液栽培に適し
た栽培管理技術に関する研
究

宮崎大学

128 廃棄物
廃棄GFRPを再利用した環境
調和型セラミックの開発

宮崎大学

129 廃棄物
廃シリカゲルを再利用した
コケによる緑化基盤材の開
発

宮崎大学

130 廃棄物
溶融スラグを用いた多孔質
材料の開発

長崎県窯業技術セ
ンター

溶融スラグなど無機系廃棄物をジオポリマー技術や水熱合成により、焼
成せずに固化させ、製品化する技術を開発した。

131 廃棄物
低温固化陶土の性能向上に
関する研究

長崎県窯業技術セ
ンター

本研究では、博多人形など陶人形やフィギュアなどに用いることを目標
に、肥前地区で用いられてきた陶土の配合を見直すことにより、焼成温
度が低く、白さと強度を併せもつ陶土を開発した。

132 廃棄物
廃棄物焼却残渣の適正な埋
立て処分に関する研究

九州大学

埋立処分の廃棄物焼却残渣の早期安定化、有効利用促進には、焼却残渣
に含有重金属等の有害物質無害化が不可欠。1)焼却残渣の風化現象解明
のため、焼却残渣の鏡下観察や、各種の溶出試験等で有害物質の挙動解
明を試験中。 2)重金属等 の不溶化を促進技術として、 炭酸化や風化の
促進（焼却残渣に湿潤･乾燥状態を繰り返し与える手法等）を検討。3) 焼
却残渣中の未燃分の腐植化を調べ、腐植物質と重金属との相互関係を解
明し、埋立地からの重金属の溶出メカニズムの解明等に関する研究を実
施中。

133 廃棄物
環境共生型地盤改良技術の
開発と評価に関する研究

九州大学

無害化処理した廃棄物を活用した環境共生型の軟弱地盤改良技術開発
が目的。①無害化処理した廃棄物を活用した地盤改良技術（軽量混合
土，浅層及び深層改良など），軟弱地盤改良工法の特色を活かした新組
合せ工法でのリサイクル材の活用法。②リサイクル材の吸着特性による
粘性土の力学特性の改善効果。炭化物の持つ高い吸水能力に着目し，刈
草炭化物を混合した火山灰質粘性土に対してコーン指数，一次元圧縮・
三軸圧縮試験を行い，トラフィカビリティー・強度の改善効果解明。③
軽量土の力学特性の改善方法と環境負荷の評価、廃棄物を再利用した短
繊維補強材の気泡軽量混合土の強度特性の改善効果の解明。発生土活用
の気泡軽量混合土の環境負荷低減効果の評価。④浅層・深層組合せした
改良地盤の沈下抑制効果、浅層固化処理を併用した非着底型深層混合処
理地盤の沈下量の推定，推定方法の妥当性の模型実験による検証。

134 廃棄物

微生物を用いた廃棄物処理
及び食品保蔵に関する研究
研究２, 食品に添加する新規
防腐成分に関する研究

久留米工業高等専
門学校

企業により考案された新規の食品の保存や取扱にあたり, 天然素材より抽
出された防腐剤について, その保存能力や, 抽出方法の検討による抗菌能
を向上させる研究を行っている.

135 廃棄物
地域の環境リスク抑制に関
する調査及び政策提言

宮崎大学

136 廃棄物

ディーゼル車の環境性能に
与えるバイオマス燃料の影
響実態把握とその評価に関
する研究
－廃食用油BDFの燃料性状把
握およびゴム材料・金属材
料に及ぼす影響－

鹿児島県工業技術
センター



 
 

60 
 

 

 

 

 

 

137 廃棄物
土壌中元素形態解析を活用
した農業・環境分野におけ
る技術開発

九州大学

土壌の間隙水採取または様々な抽出法による化学分析，X線を利用した元
素形態分析，熱力学的定数を利用した化学平衡計算により，多角的に土
壌の化学形態を分析し，経時変化を追跡する K）や汚染物質（重金属 Cd,
Pb やオキソ酸As, Seなど）の挙動に大きく影響する対象元素の化学形態
を分析・解析することによって，土壌の養分診断，および，汚染のリス
クや浄化技術の評価・開発が可能である．【シーズの応用可能性】・農
業：土壌の養分動態解析に基づく土壌診断・土壌蓄積養分の有効化，水
耕栽培の培地や培養液の最適化・環境浄化：土壌汚染や排水浄化技術の
開発，評価，改善・リサイクル：工業副産物・廃棄物の土壌改良資材と
しての活用

138 廃棄物
使用済み紙おむつのリサイ
クルに関する研究

福岡女子大学
（福岡県内の民間企業であるトータルケア・システム株式会社と共同研
究を推進中）

139 廃棄物
廃棄物由来循環資源のリサ
イクルにおける環境リスク

九州大学

廃棄 物溶融スラグをアスファルト用細骨材として用いたとき、アスファ
ルト磨耗粉塵の吸引摂取による健康リスクを評価。磨耗試験で得られた
磨耗粉塵の粒径分 布はスラグ利用の有無に関わらず同程度と判明。磨耗
粉塵中のスラグ量をXRD回折パターン強度および重金属含有量の二手法で
もって求めたところ、75μｍ以下ではスラグ量が少なく、150μｍ～
1mmの粒径では相対的にスラグ量が多かった。スラグは他の骨材よりも
相対的に微粉化しにくいことを示唆。磨耗粉塵の吸引による健康リスク
は無視できることを推定。

140 廃棄物
環境材料およびリサイクル
技術の開発

九州大学

石炭灰リサイクルの一技術、水熱処理によるゼオライト化。石炭灰の
水熱処理により得られたゼオライトの有効利用を目指し、チタニア(TiO2)
との複合化を検討した。チタニアは代表的な光触媒で、ゼオライトと複
合化することで、ゼオライトに吸着した有害物質を光分解し、ゼオライ
トの機能を長寿命化を可能とした。

141 廃棄物

廃陶磁器破片・廃陶磁器型
枠のリサイクルによる「低
環境負荷藻礁」等の研究開
発

佐賀大学

窯業関連分野からの産業廃棄物である磁器破片・廃陶磁器型枠の有効利
用を目指した「低環境負荷藻礁」等の研究開発を実施．「低環境負荷型
藻礁」は,「ホンダワラ」をはじめてとする岩礁体海藻類活着を, セルペン
による砂地盤には, アマモ等の海藻やアサリ等の二毎貝の定着を

142 廃棄物
リサイクル技術開発

長崎大学

建設混合廃棄物の破砕選別処理業は資源回収のために必須であるが，経
営を維持するために安価で高効率の選別手法を開発する必要がある。し
たがって，水処理が必要な湿式より，乾式選別法が好まれる。流動床に
よる建設混合廃棄物からの有機物・石膏除去，および資源回収技術開発
を行う。

143 廃棄物
食用・薬用きのこの探索、
培養特性と有用成分の分析

宮崎大学

144 廃棄物
各種環境下での岩盤特性の
評価

九州大学

放射性廃棄物の地層処分や各種エネルギーの地下貯蔵など深部地下の
利用が計画されている。地下構造物建設計画を適正かつ安全に進めるに
は，隔離性（遮蔽性）の適切な評価が重要で，高度な評価技術の開発が
必要である。岩盤の透水性を支配する不連続面に着目して，独自開発の
せん断－透水同時実験装置を用い，不連続面のせん断－透水同時実験を
実施，不連続面の基礎的な同時特性を把握及び，同時特性モデルを構築
し，現位置の岩盤不連続面の力学・水理同時特性を実験と解析で明らか
にした。

145 廃棄物
適正埋立処分・環境の浄化
と修復 長崎大学

有毒な硫化水素発生の危険性から，石膏ボードの安定型処分場埋立が禁
止された。しかし，石膏含有量等の基準が無く，石膏が混入した廃棄物
を処分場から排除する基準と手法が無い。安定型処分場埋め立の産業廃
棄物の硫化水素発生ポテンシャルを，処分場現場や廃棄物発生場所で判
定する簡易手法の開発を行う。

146 廃棄物
最終処分場の早期安定化技
術開発

長崎大学

準好気性構造の活用による最終処分場の安定化促進のため，廃棄物の種
類ごとの酸素要求量のデータベースを作成し，要求される埋立層の透気
性を提案する。最終処分場の早期安定化技術が開発できれば，不適正管
理された処分場によって汚染された周辺環境を浄化し，修復できる。

147 廃棄物
有機性資源を中心とした地
域循環利用システムのモデ
ル策定

宮崎大学

148 廃棄物
浮遊分離装置及び方法並び
にその利用製品の製造方法

北九州市立大学
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３．産業公害防止等技術シーズに関するヒアリング結果 

（１）ヒアリング先 

後述する評価基準による産業公害防止等技術シーズの絞り込みを行った後、評価点の高いシ

ーズ（5 件）を保有している研究者（5 名）に対してヒアリングを行った。 

ヒアリング先リストを表Ⅳ－４に示す。 

 

表Ⅳ－４ ヒアリング先リスト 

① 宮崎大学  

技術シーズ マイクロカプセル／汚染物質の除去 など 

対 応 者 工学教育研究部 塩盛弘一郎 教授 

日   時 平成 29 年 12 月 18 日（月）14:30～16:00 

② 佐賀大学  

技術シーズ レアメタル分離技術の開発 -基礎研究から実用化まで- 

対 応 者 工学系研究科 大渡啓介 教授 

日   時 平成 30 年 1 月 16 日（火）13:00～14:30 

③ 福岡工業大学  

技術シーズ 個体媒体としてゼオライトを用いる促進酸化処理法の開発 

対 応 者 工学部 北山幹人 教授 

日   時 平成 30 年 1 月 17 日（水）10:00～12:00 

④ 九州大学  

技術シーズ 環境配慮型の大型ヘドロコンクリートの開発 

対 応 者 工学府 笠間清伸 准教授 

日   時 平成 30 年 1 月 24 日（水）10:00～11:30 

⑤ 熊本高等専門大学  

技術シーズ 換気性能を有する防音窓および、換気用ダクトにおける防音装置の開発 

対 応 者 制御情報システム工学科 西村勇也 准教授 

日   時 平成 30 年 1 月 25 日（木）13:30～15:30 

 

 

（２）ヒアリング内容 

ヒアリングは、特に内容を定めずに、当該シーズに関する質疑、シーズの将来性やコストパ

フォーマンス、今後の連携の可能性など、シーズに絡めてヒアリングを行った。 
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（３）ヒアリング結果 

産業公害防止等技術シーズに関する内容については「環境技術シーズ集」を参考にしていた

だくとして、ここでは、産学連携に関連した事項について、研究者としての見解や、所属機関

の考え方など、個を特定しない形で以下に整理した。 

 

【産学連携に関する考え方】 

 ・産学連携は昇進の評価対象になっている（年 1 回自己申告） 

・組織として、産学連携は今からの話である 

・上司から「論文を書け」、「科研費を取れ」といった指導を受けており、企業連携は雰囲

気的にもできなかった 

・企業との共同研究は実施していない 

・今のところ共同研究に移行する予定はない 

【企業との接点】 

 ・もともと企業と知り合いだったことで共同研究に至った。連携窓口には話していない 

 ・企業からの相談はよくあるが、他社との付き合いがあって断ったり、ピント外れの相談

だったり、ということもある 

 ・最近はコーディネーター経由の相談が多い 

 ・公設試のコーディネーターから某企業の課題について相談があり、その企業とは現在も

つながっている 

 ・JST の新技術説明会で話をしたあとに大手企業から接触があり、今もつながっている 

 ・今年度から 2 年間は、大企業と組んで国の補助金をもらって進めているが、この企業と

は、前任者とのつながりがあっての関係である 

【連携の課題】 

 ・連携の課題はマンパワーと資金 

 ・企業からの相談に対応したいが時間がない 

・大学に来てもらって共同研究するのが理想 

【コストパフォーマンスについて】 

 ・事業化を見据えた場合、コストパフォーマンスが大きな課題 

 ・コストについては試算してみないとわからない 

 ・採算が取れるか、と問われると、出口の付加価値次第で、現時点では不明 

【その他】 

・学内では、建設関係の知財は後回しである 

・企業の資金で研究を行った場合の知財について、明文化されていない 

 


