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めっき組合の概要

全国鍍金工業組合連合会（ぜんとれん）
組合数：２４組合

組合員数：１，３３０事業所（平成２９年４月現在）

総従業員数：２５，０８３名（平成２９年４月現在）

東京、愛知、大阪など

九州めっき工業組合
組合員数：３２社

めっき技能検定委員会

環境リサイクル委員会
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Yoshitama Surface 
Finishing Co., 

Ltd.

九州めっき工業組合
環境リサイクルへの取り組み

九州めっき工業組合では、近い将来、めっきスラッジなど産廃処分場への受け入れが
困難になる状況を踏まえ、平成１４年度より「環境リサイクル委員会」を新たに発足し、経
済産業局が取り組んでいる産業クラスター計画として、九州経済産業局が推進している
九州地域環境・リサイクル産業交流プラザ（Ｋ－ＲＩＰ（九州地域環境・リサイクル産業交
流プラザ、英語名：Kyushu Recycle and Environmental Industry Plaza）に参画しまし
た。

これからの産廃処分場確保の問題及びスラッジ対策の一環として、今後組合活動とし
て環境・リサイクル分野における新事業の創出への可能性を見いだすことを目的に、１５
年度より本格的に調査事業に乗り出すこととなった次第です。今後は産官学と連携して、
技術開発まで展開できたらと考えております。

＜環境リサイクル事業推進のキッカケ＞

現在の埋め立て処分方法では、将来的には最終処分場確保の限界があることから、
現在排出されているめっきスラッジを効率的に減量化できないだろうか？

または再資源化の可能性を見いだせないだろうか？ これがはじまりです。

Yoshitama Surface 
Finishing Co., 

Ltd.
平成１９年１１月に正信へ設置された

亜鉛めっき排水処理システム

第１号試作機



Yoshitama Surface 
Finishing Co., 

Ltd.
会社概要

 創業 昭和２１年９月１日

 経緯と 昭和２９年４月（有）延岡めっき工場を買収し吉玉工業有限会社

設立 昭和５０年 吉玉精鍍株式会社を設立

 資本金 ７２、０００千円

 代表者 代表取締役社長 吉玉 典生

 従業員数 ８９名 （２０１８年 ２月）

 事業目標 次代のニーズを先取りし、新たな付加価値を誕生させ、

「研究開発」「品質管理」「環境の調和」の３つの技術をベースに

最先端の表面処理技術で「環境にやさしい企業」を実現し

社会に貢献する企業を目指す。

Yoshitama Surface 
Finishing Co., 

Ltd.
事業所

 本 社 ：８８２－００２４

宮崎県延岡市大武町３９番地２４

TEL ０９８２（３３）１２５１

FAX ０９８２（３３）２２４４

 宮之城事業所 ：８９５－１８１６

鹿児島県薩摩郡さつま町

時吉１９７５番地１９

TEL ０９９６（５２）１６６５

FAX ０９９６（２１）３０３７

 auショップ北小路店 ：８８２－００４１

宮崎県延岡市北小路７－１５

TEL ０９８２（３４）７６６３

FAX ０９８２（３４）７６６８

 auショップ南延岡店 ：８８２－０８７４

宮崎県延岡市伊達町３－５８４４－１

TEL ０９８２（３４）７０６３

FAX ０９８２（３３）１７９２



フィルタープレスと総合排水スラッジ

工場全体の混合スラッジのために
産業廃棄物

約１００トン／年
約３００万円／年の産廃処理費

ＳｎＯ２濃度：３．７～７．３％
（福岡県工業技術センター分析）

その他：Ｎｉ，Ｃｕ，Ａｕ，Ａｇ、Ｆｅなど

錫めっき排水の現状
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酸洗 水洗 めっき 水洗 治具剥離

Snめっきライン

総合排水処理

他のめっきライン１

他のめっきライン２

総合排水スラッジ廃棄

発生スラッジ（全国）：年間3.7万トン
産廃コスト（全国）： 11.2億円
※30,000円／トンとして計算

様々な成分が混在し廃棄するしかない

総合排水処理により，無機汚泥として産廃処理されている。



ビーカーによる凝集実験

探索した沈殿凝集剤最適条件

① ② ③ ④

水酸化錫のスラッジ 電析スラッジ 治具剥離排水 水洗水

29.33 wt% 38.76 wt% － －
Sn 53.58 wt% 60.25 wt% 117.5 g/L 18 mg/L

Cu 0.30 wt% 0.01 wt% 26 mg/L ND

Pb 0.04 wt% ND 5 mg/L ND

As ND ND ND ND

Cd ND ND ND ND

元素含有率

水分含有率

検体名

検体番号

①錫めっき治具から回収した水酸化錫スラッジと、電析法により回収した錫スラッジのいずれも、
錫の含有率が精錬メーカーの受け入れ基準である 50 wt% を超えた。

②禁忌成分の（銅Cu、鉛Pb、ヒ素As、およびカドミウムCd）の含有率が受け入れ基準の 1 wt% 
以下であった。

回収スラッジは有価物（精錬原料）として引取可能との回答を得た。
「買鉱計算書」・・・・・・ＰＤＦ

回収物の分析結果



開発体制
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テーマd.：費用対効果に関する検討
（担当：吉玉精鍍株式会社など）

テーマb.：錫めっき排水、廃液からの錫回収技術
（担当：福岡県工業技術センター機械電子研究所）

テーマc.：錫回収装置の試作開発
（担当：吉玉精鍍株式会社

福岡県工業技術センター・宮崎県工業技術センター）

テーマa.：錫のメディアからの錫剥離
（担当：吉玉精鍍株式会社）

開発する錫回収装置フロー図



九州めっき組合調査結果

錫を含有するスラッジのほとんどが廃棄処分
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錫めっき事業者：１９社／４１社

九州における錫めっき事業者

項目 アンケート 組合全体の試算

回答数 11社／19社

錫使用量（トン／年） 62.4 108.2

錫廃棄物（金属換算）

（トン／年）
20.8 36.1

廃棄錫 地金換算価格 4,400万円 7,640万円
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錫めっき廃棄物の外観（固形物）

① Sn系総合排水スラッジ ② めっき槽汚泥（左：SnAg、右：Sn） ③ 回収槽（回収液）

④ 水洗槽（水洗排水） ⑤ 治具剥離槽（左：沈降汚泥、中央：汚泥ろ過品、右：電解回収物）

②めっき液、③回収液、⑤治具剥離液中には大量、④水洗排水には微量の沈殿物
が確認される。
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福岡県工業技術センター分析データ

分析結果から各社バラバラだが回収する価値は大きい



【実用化技術開発】 吉玉精鍍株式会社
テーマ：錫めっき廃棄物からの錫回収装置の開発および錫リサイクル

モデルの開発

※錫回収装置試作機

公益財団法人

宮崎県産業振興機構

沈殿槽

フィルタープレス

原水槽

スラリーストック槽

中和凝集槽

治具等
錫回収装置から
の廃液

錫回収スラッジ



クロム回収リサイクルによる
めっき廃棄物削減に関する可能性調査

研 究 期 間：平成26年12月（仮）～平成27年11月まで
活 用 事 業：宮崎県環境リサイクル技術開発・事業化支援事業（可能性調査枠）
事 業 予 算：総額100万円（機電研へは32万円）
共同研究先：吉玉精鍍（株）、九州めっき工業組合
協 力 機 関：九州エンジニアリング（株）

※吉玉精鍍からの受託研究として対応。

（研究概要）
従来、廃棄処理されていたクロムめっき廃液からクロムを回収・リサイクルし、めっき

廃棄物の削減ならびに生産コストを改善するための技術開発について、その可能性
を調査する。

（役割分担）

① クロム廃液発生源の現状調査およびリサイクル技術の調査
担当：九州めっき工業組合

② クロム回収技術の開発
担当：吉玉精鍍（株）、機械電子研究所

②-1 イオン交換法によるクロム酸回収方法の検討
②-2 不純物除去によるクロム酸溶液再生技術の検討

③ 廃液および回収物の分析評価
担当：機械電子研究所、一部外注

九州めっき工業組合

機電研 吉玉精鍍 宮崎財団
補助金

九州エンジニアリング

協力



平成２９年度「環境イノベーション支援事業（研究開発支援）」

Ｒ＆Ｄ H29-12-13

所在地：延岡市大武町３９－２４

管理法人名：吉玉精鍍株式会社

研究代表者職氏名：専務 吉玉和生

テーマ

クロム回収リサイクルによる
廃棄物削減装置の実用化に

向けた開発

開発体制

福岡県工業技術センター
・水洗水や濃厚廃液からのクロム回収

研究、分析、アドバイス

（管理法人）
吉玉精鍍（株）
・クロム排水、廃液から回収

社内リサイクルの検討

九州めっき工業組合
クロム排水、廃液に関する

情報提供

クロム分析業者

・回収クロムサンプル
の有価評価

（アドバイザー）
宮崎県工業技術センター

・クロム分析のアドバイス
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熊本大学の取り組み
国立大学法人熊本大学

熊本創生推進機構 イノベーション推進センター

リサーチアドミニストレーター 和田 翼

＜連携支援の取り組み①＞

熊本創生推進機構
イノベーション推進センターの紹介

• イノベーション推進センター
（Kumamoto University Innovation and Collaboration Center)

• 2008年に学内の知的財産や産学連携に関する組織を統合して設
立されたイノベーション推進機構を受け継ぐ全学組織。

• 知的財産部門・産学官地域連携部門・グローバル化推進部門の
３つの部門からなり、大学成果技術の社会への還元および社会
貢献につながるイノベーション創出を推進することを目的とし
ている。

Kumamoto University Innovation and Collaboration Center

イノベーション推進センター グランドデザイン

KUICCの基本機能 KUICCの活動の具体例
■学内外に対するワンストップ窓口
（インテグレイテッドインターフェイス）

■産学官連携の創出と支援
（シーズ活用・ニーズ展開・マッチング・共同研究・受託研
究・共同研究講座・技術相談対応・各種イベント企画および出
展）

■学内産学連携施設の運営・管理
（地域共同ラボラトリー・ベンチャービジネスラボラトリー・
インキュベーションラボラトリー管理運用）

■知財管理運用の意思決定
（知財審査委員会・ライセンス提供・譲渡・MTA提供）

■グローバル活動支援
（国際産学連携・安全輸出管理）

■地域連携・中小企業支援
（中小企業トライアル事業・RIST・エコエネ研）

■ベンチャー支援
（学生プロジェクト・教員プロジェクト・ベンチャー化支援）

■各種契約支援
（秘密保持契約・共同研究契約・共同出願契約・有体物移転契
約・ライセンス契約・包括連携協定等締結および方針提示）

■対外的連携における“学”としての参画。
（県・市等の協議会への熊大代表としての参加）

■知的財産・産官学連携に関わる啓蒙・教育、
人材育成
（セミナー・講演会・講習会の開催）

■産学連携に関する熊本大学の方針・ポリ
シーの決定への関与
（規則制定、経営方針への支援）

■産学連携に関する制度・仕組み作り
（ルール、ガイドライン、規則の起案・制定）

研究・教育成果の社会貢献へのスパイラルアップ

1. 産官学連携の推進と支援
（共同研究講座・共同研究・受託研究・技術供
与等）

2. 知的財産運用（創造・保護・活用）

3. ベンチャー起業支援（マインド育成・
支援）

4. 企業・外部機関との交渉・契約等
支援

5. 1.～4.のグローバル活動

6. 利益相反や安全輸出管理、知財等
に関するコンプライアンス管理・指
導

7. 上記の啓蒙活動・人材育成・活動
支援

8. 上記の学内事務手続き等支援

9. 上記にかかわる制度・仕組み・
ルールの策定・管理

10. 上記にかかわる大学運営における
意思決定提案と補佐

イノベーション推進センターの紹介

大学にとって企業と連携する意義とは

教育基本法（平成１８年１２月）
（大学）

第７条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く
真理を探求して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することによ
り、社会の発展に寄与するものとする。

２ 大学については、自主性、自律性、その他の大学における教育及び研究の特性
が尊重されなければならない。

大学にとって社会貢献は「第３の使命」
試験機関等とは異なり、「教育」と「研究」が遂
行出来て初めて「社会貢献」も可能となる。

大学の存在価値を示しつつ、企業の立場、行動原理を理解し、相互の利益が最
大となる点を探る。信頼を得て、持続的な関係性を保つ必要がある。
そのためには企業の期待を考え、大学との連携が企業の利益となったという結
果が必要。

iwamoto
四角形
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企業と大学の連携手段
1. 共同研究

大学と企業がともに研究を行う。研究資金を企業が提供

2. 共同研究講座

1.に加え、教員を雇用できる

3. 受託研究

大学が研究を行う。研究資金を企業が提供。成果は大学が独占

4. 技術指導

教員から技術指導を受けることができる。発明等は原則生じない

5. 成果有体物（MTA）の利用

大学で作製・製造された物品・生体等を譲り受ける契約。研究目的に限定されるなどの制約
あり。

※大学にお金を授与するには寄付や寄付講座もあるが、研究内容を指定したり、
成果の共有はできない（大学独自の成果となる）

共同研究と受託研究
受託研究 共同研究

内容

民間機関等外部の機関からの委託を
受けて職務として行う研究で、これ
に要する研究費を、委託者が負担す
るもの。

例）科研費などの国等の競争的資金、公的機関
からの調査研究の委託、臨床研究等の委託、企
業側で研究者が居ない・行わない場合など

本学の教員が民間機関等の研究者と共通の
課題について共同して行う研究
（１）研究者の受け入れ
（２）研究経費の受け入れ

例）企業等の製造現場での課題解決、将来の新製品開発に
向けたシーズの育成、技術の裏付けとなる理論構築など

企業研究者の
受入 なし 「民間等共同研究員」として受入可能

（42万円/人・年）

間接経費 研究費総額に30%を乗じた額 研究費総額のうち10%相当額

知的財産
（※）

原則として熊本大学に帰属
（企業は研究を行っていないため、発明
が生じない）

発明者主義に則り帰属を協議（単独・共有）

共同研究とまでは言わない場合や共同研
究の可能性を探る場合

• 共同研究等の可能性を検討するための情報交換
• 研究開始を検討するためのフィージビリティスタディ
• 他機関との連携や情報提供を必要とする場合 など

秘密保持契約を活用しましょう。
※契約期間を定め、適切なタイミングで共同研究契約など次のステップへ移行する
※あくまで秘密保持契約なので、研究の実施を約束するものではありません。

寄付金について

(1) 本学の学術研究又は教育活動の奨励又は支援のための経費

(2) 本学の学生、生徒、児童又は幼児に貸与又は給与する学資

(3) 本学の学生等に貸与又は給与する物品の購入費

(4) 本学の管理運営のための経費

寄付金の定義

「寄附金」は、上記のように本来、寄附者が国立大学法人等の業務の実施を財政的に支
援する目的。
→ なんらかの目的や企業が成果を求めることはできないため、その場合は共同研究とし

て実施する必要がある。

★寄付金として受け入れた場合
教員の裁量で寄付者の意向による研究の実施は可能。しかし、成果は100%大学に帰属

され、企業に権利はない。企業が成果の権利を求める場合には大学単独特許と同様に、
部分譲渡あるいはライセンスを受ける必要が生じる。企業にとっては研究費を提供した
にもかかわらず、権利を持てない結果となる。

企業が経理上、
寄付金を損金と
して計上して税
控除を受けたう
えで寄付金の対
価として研究成
果の権利を受け
た場合、脱税行
為となる

共同研究の実施は必ず共同研究契約で！

iwamoto
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共同研究 特許ライセンス実績

特許出願 特許登録件数

＜参考資料＞
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(件)

熊本大学シーズ集システム

http://kico.kumamoto-u.ac.jp/seeds/index.php

熊本大学 シーズ集または で検索

ナノ秒パルス放電プラズマを用いたオゾン生成
及び気中・水中有機物処理

数ナノ秒という極めて短い時間かつ数百ミリジュールという極めて小さいエネルギー
で形成される非常に化学活性が高い気相化学反応場「ナノ秒パルス放電プラズマ」を
利用したオゾン生成および及び気中・水中有機物処理。

電極内に形成された
ナノ秒パルス放電プラズマ

従来技術との比較 オゾン生成能力 エネルギー効率 初期コスト 運転コスト 耐久性

ナノ秒パルス（本技術） ◎ ◎ 〇 ◎ ◎

サブマイクロ秒パルス ◎ △ ✕ △ ◎

誘電体バリア（既存技術） ◎ △ 〇 △ △

自動車や火力発電所の排気ガスの中で放電プラズマを発生させると、一酸化窒素（NO）とい
う有害物質を、無害な窒素（N2）と酸素（O2）に分解できる。

シーズ紹介１

12

パルスパワーによるコンクリート骨材リサイクル

骨材分離システム ダイヤゲイト Trass Aurora Max パルスパワー

処理方法
300度への加熱
後、擦り揉み

スクリュー磨砕
（擦り揉み）

偏心ロータ
（擦り揉み）

放電・衝撃波に
よる破砕・分離

再生処理速度 5 t/h 7.5 t/h 25 t/h 1 t/h

消費エネルギー 680 MJ/t 114 MJ/t 35 MJ/t 279 MJ/t

粗骨材の再生率 34% 38% 45% 45%

細骨材の再生率 14% 0% 0% 51%

廃コンクリートから骨材を高品質・低エネルギーで回収する技術

シーズ紹介２

＋H.V.

直流充電器

コンクリートガラ
投入口

再生粗骨材
排出口

網電極

Ｍａｒｘ発生器
（直流－パルス変換）

iwamoto
四角形
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お問い合わせ先

熊本大学
熊本創生推進機構 イノベーション推進センター

Phone 096-342-3142
FAX 096-342-3239
E-mail liaison@jimu.kumamoto-u.ac.jp

熊大 産学連携 で検索

もしくは

iwamoto
四角形
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鹿児島工業高等専門学校 大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用セミナー 2018.2.21

鹿児島工業高等専門学校

特任教授 楠原 良人

大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用セミナー

地域の技術シーズを活かした中小企業の技術力強化セミナー
～地方創生時代に変わりつつある新しい連携のカタチ～

-鹿児島高専における地域企業との連携支援の取り組み-

会場：リファレンス大博多ビル

福岡市博多区博多駅前2丁目20-1

＜連携支援の取り組み②＞

15
歳

22
歳

20
歳

大学編入

社
会
人
&
技
術
者

工業系高校

4年次編入

中
学
校
卒
業

専攻科（工学士課程）2年間
 機械・電子ｼｽﾃﾑ工学専攻(8名）
 電気情報ｼｽﾃﾑ工学専攻（8名）
 建設工学専攻（4名）

（定員：20名/学年）

本科（準学士課程）5年間
 機械工学科（40名）
 電気電子工学科（40名）
 電子制御工学科（40名）
 情報工学科（40名）
 都市環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学科（40名）

就職

就職

就職

就職

大学院

（定員：200名/学年）

大学卒

短大卒

中学校卒業からの早期創造教育により創造性を育む
専門科目を徐々に増やすくさび型教育で高学年に専門教育を厚くする
専攻科or大学，大学院へ進学するキャリアパス教育による進路の多様性

大学卒

大学院卒

早期
創造
教育

ｷｬﾘｱﾊﾟｽ教育
くさ
び型
教育

高専教育の基本

鹿児島高専の教育体系

鹿児島工業高等専門学校 大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用セミナー 2018.2.21

機械工学科（40名）

本科
（準学士課程5年）

(定員200名)

電気電子工学科(40名）

電子制御工学科（40名）

情報工学科（40名）

都市環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学科(40名)

「ものをつくる」ための機械工学の基本と幅広い専門知識を学び，様々な産業分野で活躍できる広い
視野と実力を備えた創造性ある実践的なエンジニア.

半導体デバイス，ネットワークと情報通信，環境・エネルギーなど電気・電子テクノロジー分野が急
速に進歩し続けている中で革新的なモノを作り出せる研究開発型エンジニア.

電気電子工学・機械工学・情報工学・制御工学の中で，電子制御技術に必要な知識や技術を身につけ，
１つの分野の知識だけでは解決できないような問題に対しても対応できるオールラウンドなエンジニ
ア.

自然環境に調和し，人間と他の生物にとってやさしい生活空間を造り上げるための幅広い視野と基
礎知識を修得するとともに，豊かな人間性を備えたエンジニア.

専攻科
(学士課程2年)

（定員20名）

機械・電子ｼｽﾃﾑ工学専攻（8名）

電気情報ｼｽﾃﾑ工学専攻（8名）

建設工学専攻（4名）

コンピュータなどのハードウェアとソフトウェアをマスターし，コンピュータが組込まれたシステ
ムを作ったり改善し，様々な「使いやすさ」，「便利さ」，「夢」を，プログラミングを中心に実
現していくシステムエンジニア.

機械工学，電子制御工学及びそれらを統合した分野において，環境に配慮した高付加価値製品の設
計開発技術を有し，実践的に問題解決できる開発型技術者を養成する．

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及びｿﾌﾄｳｴｧ技術からｴﾈﾙｷﾞｰ，電子材料に至る幅広い分野に精通し，地球環境に配慮した高
品質・高付加価値な製品や制御・情報ｼｽﾃﾑの開発ができる開発型技術者を養成する

市民が快適で安全な社会生活を送ることができる環境基盤整備を行う工学を学び人間として倫理感を
備えた技術者に成り得る人材を養成する．地域に密着した社会基盤の構築に寄与することができる創
造性豊かな開発技術者に成り得る人材を養成する．

2017年4月現在

1,021名在籍

2017年4月現在

52名在籍

鹿児島高専の学科と教育目標

鹿児島工業高等専門学校 大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用セミナー 2018.2.21

地域共同テクノセンター（Regional Cooperative Technocenter）は、鹿児島高専とし
てこれまでに蓄積した研究成果や技術開発の成果をもとに、鹿児島県地域の企業を対象と
した共同研究や技術相談および技術教育等の産学官連携を行う拠点施設です。地域の技術
力を高め、地域産業の活性化と振興を支援し、地域産業力の向上に資することを目的とし
ています。当センターには、地域交流と共同研究を核とした２つの分野に力を注いでお
り、産学官の地域連携を強化するとともに、ものづくり基盤技術の教育研究機能を高め、
創造性豊かな開発型技術者の養成を図っています。総床面積は410㎡、共同実験室、試作
実験室、分析･解析室が設けられています。センターは、鹿児島工業高等専門学校における
次の目的に利用することができます。
(1)企業等の技術支援及び技術セミナー
(2)企業等との共同研究･受託研究･受託試験
(3)学内共同研究
(4)学生の「ものづくり」教育支援
(5)地域共同テクノセンター長が認めた業務

鹿児島高専地域共同テクノセンターの紹介

鹿児島工業高等専門学校 大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用セミナー 2018.2.21

鹿児島高専テクノクラブ（Kagoshima-kosen Techno- Club(KTC)）
とともに産・学・官が連携を密にして，地域産業の振興と発展
に寄与します

iwamoto
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平成２８年度 平成２９年度
28.4.27（水）第1回COC+事業協働機関連絡会（鹿児島大学） 29.4.19（水）霧島市大学等企業合同説明会（国分シビックセンター）
28.4.28（木）KTC臨時役員会（本校） 29.4.25（火）第1回COC+事業協働機関連絡会（鹿児島大学）
28.5.17（火）第1回地域共同テクノセンター運営委員会 29.5.16（火）第1回地域共同テクノセンター運営委員会
28.5.24（火）第1回KTC役員会、総会、技術研修会（ホテル京セラ） 29.5.23（火）第1回KTC役員会、総会、技術研修会（ホテル京セラ）

28.5.27（金）第1回「COC+高専」地方創生事業推進会議（本校） 29.5.27（土）保護者向け校内合同企業セミナー（本校）
28.5.28（土）保護者向け校内合同企業セミナー（本校） 29.6.5（月）COC+地方創生フォーラム鹿児島大学）

28.6.23（木）第2回COC+事業協働機関連絡会（鹿児島大学） 29.6.9(金） 第1回「COC+高専」地方創生事業推進会議（本校）

28.7.11（月）校内ミニ企業説明会 28.7.10（月） 校内ミニ企業説明会
28.8.23（木）第3回COC+事業協働機関連絡会（鹿児島大学） 29.8.30（水） 第2回COC+事業協働機関連絡会（鹿児島大学）
28.9.2（金）第2回KTC役員会、技術研修会（国分シビックセンター） 29.9.1（金）第2回KTC役員会、技術研修会（小林洋子副知事 国分シビックセンター）
28.9.16（金）KTC会員及び教職員研究施設見学会（薩摩川内市） 29.9.12（火） KTC会員及び教職員研究施設見学会（JAXA内之浦宇宙空間観測所）

28.9.27（金）第2回「COC+高専」地方創生事業推進会議（本校） 29.9.15(金） 再生可能エネルギー技術セミナー（鹿児島県民交流センター）

28.9.30（月）再生可能エネルギー技術セミナー（鹿児島県民交流センター） 29.9.20（水) 第2回「COC+高専」地方創生事業推進会議（本校）

28.11.5-6（土･日）水素・再生可能エネルギーフェア２０１６（国分シビックセンター） 29.10.20(金）-21（土) 再生可能エネルギーフェア２０１６（かごしま県民交流センター）

28.11.12（土）企業説明会（都城高専） 29.11.10（金）COC+キーパーソン会議（鹿児島大学）
28.12.7（水）KTC３役会議（本校） 29.12.6 日置市地方創生特別講義&OB・OG事例発表会（本校）
28.12.20（火）第3回「COC+高専」地方創生事業推進会議（本校） 29.12.12（水）KTC３役会議（本校）

29.1.12（火）地域企業研究会（本校） 29.12.12（水） 第3回「COC+高専」地方創生事業推進会議（本校）
29.1.12（火）地域企業見学会（KTC会員企業11社） 30.1.17（水）第4回COC+事業協働機関連絡会WG会議（鹿児島大学）

29.1.20（金）第4回COC+事業協働機関連絡会（鹿児島大学） 30.1.19 （火）霧島市職員による地方創生特別講義&OB・OG事例発表会（本校）

29.2.15（水）霧島市、日置市職員による地方創生特別講義（1年生対象、本校） 30.2.13（火）高専生のための地域企業見学会（本校）

29.3.3（金）第3回KTC役員会、技術研修会（本校） 30.3.2（金）第3回KTC役員会、技術研修会（本校）
29.3.21（木）第4回「COC+高専」地方創生事業推進会議及びCOC+事業評価会議（本校） 30.3.19 第4回「COC+高専」地方創生事業推進会議及びCOC+事業評価会議（本校）

鹿児島高専地域共同テクノセンターの年間活動

鹿児島工業高等専門学校 大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用セミナー 2018.2.21

鹿児島高専テクノクラブとの連携による事業
産学共同研究、技術研修、技術支援、企業説明会、工場見学、特別講義、インターンシップ・就職支援等

 地（知）の拠点大学の地方創生推進事業（COC+事業：文科省地方創生推進事業）
鹿児島県内7大学・短大との地方創生推進事業（フォーラム、公開講座、工場見学会等）

 九州管内高専の地域共同テクノセンターとの連携
 鹿児島高専独自事業（技術セミナー、共同研究推進等）
 地域自治体との連携事業（地方創生事業、企業説明会等）

主な業務

平成28年度・29年度の主たる活動実績

会員企業との共同研究の推進
会員企業への就職の促進
会員企業へのインターンシップ受講の推進
会員企業による企業説明会（２回/年）
会員企業の工場見学（10社/年）
会員企業の技術研修会（3回/年）
会員企業への技術支援の推進

具体的な取り組み

本会は、鹿児島工業高等専門学校を核とした、産学官の技術・研究交流と協働による人材教育を通じて、地方創生と地域
活性化に資することを目的とする。そのために以下の活動を行う。
（１）産学官による共同研究の推進
（２） 産学官による技術的、人的交流の推進
（３）産業界の技術向上、技術情報に関する支援
（４） 鹿児島工業高等専門学校の学生教育への支援
鹿児島高専テクノクラブの活動内容
（１）会員企業と鹿児島高専との産学協同の推進により､地域産業の振興と発展に寄与します。
（２）会員企業相互と、鹿児島高専および行政機関等を含めた情報交換の場を提供します。
（３）地域の特質を活かした技術の開発とその起業を支援し、国際社会の振興にも貢献します。
（４）会員企業のニーズに応える講座を開設し、21世紀を担う若手技術者の育成を図ります。
（５）鹿児島高専の教育目標の一つである創造性豊かな開発型人材の養成を目指す地域共同テクノセンターを支援します。

鹿児島高専テクノクラブ（Kagoshima-Kosen Techno- Club：KTC）の目的

鹿児島工業高等専門学校 大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用セミナー 2018.2.21

鹿児島高専テクノクラブとの連携活動

共同研究推進 KTC会員・教職員企業見学会 高専生の工場見学会 地域企業説明会

会員企業へのインターンシップ

鹿児島高専テクノクラブの紹介

鹿児島工業高等専門学校 大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用セミナー 2018.2.21

・平成３０年１月現在の会員数８５社
・役員：１３名
・会長：１名、副会長：２名
・理事：４名、顧問：２名、監査：２名、幹事：２名
・KTC会長：
(株)九州タブチ代表取締役社長 鶴ケ野未央氏

・KTC副会長：
鎌田建設(株) 取締役副社長 鎌田安典氏
(株)トヨタ車体研究所 取締役常務役員竹之下敏氏

・役員会年3回
・総会年1回
・年会費：２４,０００円

鹿児島高専テクノクラブの紹介チラシ（平成２９年７月のチラシ）

KTC会長賞授与と楯

鹿児島高専テクノクラブの組織

KTC会員企業ポスターセッションKTC技術研修会

共同研究発表会

地域企業と協働して，共同研究，インターンシップを県内企業と実施している。特に卒業研究を
人材育成，技術教育，工学教育の実践の現場として，地域企業とともに共同研究を行っている．
卒業研究の時間に，共同研究先の企業技術者が本校に来校し，教員と連携して指導することや，
逆に，学生と教員が企業へ出向いて，企業現場で教員と技術者とで指導を行い，実験や研究の進
捗，研究の問題点について，ゼミ形式でディスカッションし，指導を行っている．夏期休暇時に
は，企業の現場において，共同研究の課題を研究する「研究開発型インターンシップ」も実施し
ており，学会発表に関しても，共同発表するために学生を指導している．県内企業と9件（28年
度実績）共同研究が実施されており，公的機関（JST他)からの研究助成金を獲得して行ってお
り，その研究成果として企業と共同で平成３０年2月に特許取得している例がある。

地域企業との共同研究を通しての人材育成

本校での指導事例（教員と技術者） 企業での指導事例（左：技術者）

国内学会発表（h２８年：宮崎大学） 海外学会発表（h２９年:タイチェンマイ） 国内展示会（h２９年:県民交流センター）

地域企業との産学共同研究概要

鹿児島工業高等専門学校 大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用セミナー 2018.2.21
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採択数

260件

23%不採択

数

873件

77%

平成27年度第1回JST

「探索試験」 採択状況

平成２７年度第2回JST

「探索試験」採択状況

採択数
106件
34％

不採択数
208件
66％

鹿児島高専は、平成２７年度～２８年度にかけて、(独)科学技術振興機構（JST）の公募に７件が採択され
た。本公募は、地域における企業の開発ニーズを戦略的に把握し、全国の大学等の研究成果、知的財産の中
からその解決に資するものを結びつける専門人材を配置して企業の開発ニーズを解決し、高付加価値・競争
力のある地域科学技術イノベーションを創出することを目的としたものである。

 金属空気燃料電池で駆動されるLED・GPS発信器を搭載
した救命具の開発（KTC会員企業との共同研究）

 蒸気注入型撹拌装置を用いた発酵バガス・黒糖焼酎粕培
地の量産化に関する研究

 醤油製造工程から排出される高濃度有機性廃水の無曝気
省・創エネルギー型バイオリアクターの開発

 光変調による非接触式火山灰計測センサとモニタリン
グシステムの開発（KTC会員企業との共同研究）

 マシニングセンタの高精度位置決めを実現する熱変位
補償制御システムの開発（KTC会員企業との共同研
究）

 画像認識による枯れ木検出と電波誘導を用いた自律型
小型飛行体による森林保全ソリューションの研究開発

鹿児島高専採択テーマ 鹿児島高専採択テーマ

応募件数：1133件

応募件数：314件

鹿児島高専における(独)科学技術振興機構（JST）の採択テーマ

鹿児島工業高等専門学校 大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用セミナー 2018.2.21

 センサブロックによる表面の形状・圧力をリアルタイムモニ
タリング可能な自動計測システムの開発（KTC会員企業と
の共同研究）

鹿児島高専採択テーマ（h２８年度）

北海道大学, 3

岩手大学, 4 東北大学, 3

秋田大学, 3

山形大学, 8

埼玉大学, 4

東京農工大学, 3

東海大学, 3

新潟大学, 3
金沢大学, 3

福井大学, 3

信州大学, 5
岐阜大学, 6

静岡大学, 4

あいち産業科学技

術総合センター, 4中部大学, 4

名古屋工業大学, 11

名古屋大学, 6関西大学, 5

大阪市立工業研究所, 7

大阪市立大学, 4

大阪大学, 11

大阪府立産業技術総合研究
所, 5

大阪府立大学, 11

神戸大学, 9

岡山大学, 5

広島大学, 4

山口大学, 3

徳島大学, 3
九州工業大学, 3

鹿児島工業高等専門学校, 3

鹿児島大学, 4

琉球大学, 4

マッチングプランナー プログラム「探索試験」 平成２７年度第１回新規課題シーズ元機関別採択状況

平成２７年度第１回採択課題の分野別割合

ライフイノベーション 56 22%

グリーンイノベーション 64 25%
ナノ・材料 87 33%
情報通信技術 12 5%
社会基盤 29 11%
その他 12 5%

260 100%

平成２７年度第１回採択課題のシーズ元機関別割合

国立大学 157 60%

私立大学 29 11%
地方公共団体 32 12%
公立大学 23 9%
高等専門学校 13 5%
国立研究開発法人 5 2%
大学共同利用機関法人 1 0%

260 100%

ライフイノベーション，グリーンイノベーション，ナノ・材料の分野に需要がある

 金属空気燃料電池で駆動されるLED・GPS発信器を
搭載した救命具の開発（高専＋KTC会員）

 蒸気注入型撹拌装置を用いた発酵バガス・黒糖焼酎
粕培地の量産化に関する研究（高専+愛媛県企業）

 醤油製造工程から排出される高濃度有機性廃水の無
曝気省・創エネルギー型バイオリアクターの開発
（高専+大島郡企業）

鹿児島高専採択テーマ

平成２７年度(独)科学技術振興機構（JST）の研究課題採択概要１

鹿児島工業高等専門学校 大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用セミナー 2018.2.21

北海道

立工業

技術セ

ンター, 
1

北海道立総合研究機構, 1

北海道大学, 5

室蘭工業大
学, 1

岩手大学, 2

東北
大学, 

5

東北学院大学, 1

秋田大学, 1

山形大学, 3

茨城県工業技術センター, 1

茨城大学, 1

埼玉大学, 1
工学院大学, 1

電気通信大学, 1

東京海洋大学, 2

東京農工大
学, 1

日本大学, 1
法政大学, 2

早稲田大学, 4

慶應義塾大学, 3
東海大学, 1横浜国立大学, 1

長岡技術科学大学, 1

富山高等専門学校, 1

金沢工業大学, 1

金沢大
学, 3

北陸先端科学
技術大学院大学, 1

福井大
学, 1

静岡大
学, 1

中部大学, 1
豊橋技術科学大学, 2

立命館
大学, 1

京都大
学, 2

大阪工業大学, 3

大阪大学, 2

大阪府立
産業技術
総合研究

所, 3

神戸大
学, 3

兵庫県立大学, 
1

奈良工業高等専門学校, 1

奈良先端科学技術大
学院大学, 1

呉工業高等専門学校, 1

広島県立総合技術研究所, 1

徳島大学, 3

徳島文理大学, 1

愛媛大学, 4
高知工科大学, 1

有明工業高等専
門学校, 1

北九州
工業高
等専門
学校, 1

北九州市
立大学, 1

九州工業大学, 1

九州大学, 6

福岡県工業技術センター, 1

福岡大学, 1

佐賀大学, 1

長崎大
学, 3

熊本大
学, 3

大分県産業科

学技術セン

ター, 1

大分大学, 1

鹿児島県工業技術センター, 1

鹿児島
工業高
等専門
学校, 3

琉球大学, 1

マッチングプランナー プログラム「探索試験」 平成２７年度第2回新規課題

シーズ元採択状況

シーズ元機関 採択割合

国立大学 65 61%

私立大学 21 20%

地方公共団体 10 9%

公立大学 2 2%

採択数

高等専門学校 5 63% 5%

鹿児島工業高等専門学校 3 38% 3%
合計 106 8% 100%

平成２７年度第2回採択課題のシーズ元機関別割合

 光変調による非接触式火山灰計測センサとモニタリ
ングシステムの開発（高専＋KTC会員）

 マシニングセンタの高精度位置決めを実現する熱変
位補償制御システムの開発（高専＋KTC会員）

 画像認識による枯れ木検出と電波誘導を用いた自律

型小型飛行体による森林保全ソリューションの研究
開発（高専+都城企業）

鹿児島高専採択テーマ

平成２７年度(独)科学技術振興機構（JST）の研究課題採択概要２

鹿児島工業高等専門学校 大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用セミナー 2018.2.21

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 1１月 1２月 １月 ２月 ３月

共同研究を通して，企業技術者の持つ実践的な技術指導と，教員の持つ工学教育的指導を融合して研究遂行
卒業研究による通年の指導と研究開発型インターンシップインターンシップで，研究課題を企業とともに仕

上げる指導

通年指導

研究指導

課題研究型
インターンシップ

2週間企業にて研究・教員は巡回指導

H28 H29

学生

毎週火曜日2時限目企業で研究

技術者
毎週水曜日2時限目高専でディスカッション

教員
毎週火曜日・水曜日指導

毎週水曜日2時限目企業で研究

毎週金曜日3時限目高専でディスカッション

毎週水曜日・金曜日指導

研究まとめ

年間の研究活動と指導の流れ

本校での指導事例
(ディスカッション）

企業での指導事例
（左：ユピテル鹿児島技術者）

展示会出展ブース
（東京大田区）

学生の学会発表
（於：宮崎大学）

学会発表

9/28 宮崎大学

展示会参加
10/5-7 東京

研究活動と指導の考え方

11/5-6 鹿児島

地域企業との共同研究と人材育成の実践例

鹿児島工業高等専門学校 大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用セミナー 2018.2.21
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火山灰が市民生活や工業・農業・漁業等の地場産業に与える被害は大きく,対策には降灰量のﾘｱﾙﾀｲﾑな検出が不可欠である.気象台

等の降灰量の計測は皿と電子天秤で測定する原始的な方法で,降灰の自動計測ｼｽﾃﾑ化が切望されている.鹿児島高専は2015年に

(独)科学技術振興機構の研究助成を受け,(株)ユピテル鹿児島,(株)ユピテル,弓削高専との共同で非接触式火山灰計測装置を開発し,産

学で特許を取得（特開2018-021855)した．

鹿児島地方気象台の灰計測に用いる電子天秤と収集箱
非接触式降灰自動計測装置

桜島の爆発的噴火 垂水市役所降灰の状況

非接触式降灰センサと灰除去システム構成
試作機の評価実験結果

0

500

1000

1500

2000

2500

ア
ナ

ロ
グ

出
力

電
圧

[m
V ]
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1回目
2回目
3回目
4回目
5回目
6回目
平均値
7回目

降灰量と出力電圧の線形性が
得られている

非接触式火山灰自動計測装置の産学共同開発事例

鹿児島工業高等専門学校 大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用セミナ 2018.2.21

試作実験中の装置

出典：特許庁 平成25年度 特許出願技術動向調査 －次世代二次電池－

開発が急
激に増加

マグネシウム金属空気電池の特許出願状況（特許庁）

鹿児島工業高等専門学校 大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用セミナー 2018.2.21

基礎実験中の試作器 携帯端末用充電器 小型EV用充電器
(12 cell)

金属空気燃料電池（左：□70 右：3×5）

小型EV用充電器
(6 cell)

マグネシウム金属空気電池電源の産学共同開発事例

鹿児島工業高等専門学校 大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用セミナー 2018.2.21

 ５月に機械・金属・鉄鋼業、電気電子機器製造業、土木建設・設備工事業、ソフトウエア・情報処理業、電力・ガス・エネル
ギー関連業などの県内企業へ受け入れを要請（125社発送，61社受入可）

 4年生に対してインターンシップ受講指導を8月夏期休暇前に実施
 8月～9月の夏期休業期間で実施している。
 平成28年度実績インターンシップは149名（75%)の受講（県内企業の受講者は、24社、42名）
 県内企業へのインターンシップ受講を奨励し就業体験を通して地域企業への就職を希望する流れを構築

全体人数 応募者 選外者 参加人数 割合 全体人数 応募者 選外者 参加人数 割合

機械工学科 40 43 10 33 83% 45 13 4 9 20% 63% 

電気電子工学科 42 33 9 24 57% 35 27 9 18 51% 6% 

電子制御工学科 42 38 3 35 83% 43 44 19 25 58% 25% 

情報工学科 35 22 3 19 54% 37 11 4 7 19% 35% 

都市環境デザイン工学科 41 38 3 35 85% 35 34 2 32 91% -6% 

本科その他学年 4 0 3 4 1 3

本科 計 200 178 28 149 75% 195 133 39 94 48% 26% 

増減

本
科

4
年

学科
28年度 27年度

平成27年度と平成28年度のインターンシップ受講状況

企業内インターンシップ１（火山灰計測装置）企業内インターンシップ2（水素ガス濃度測定装置）企業内インターンシップ3（電気設備保守）

県内企業インターンシップの取り組み

鹿児島工業高等専門学校 大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用セミナー 2018.2.21

H26
参加総計 県内 参加総計 県内 参加総計 県内

29 105 40 155 42 156 52

H29H27 H28

インターンシップ受講実績

iwamoto
四角形
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Ⅰ.保護者に対する地域企業研究会
＜目的＞保護者に県内企業、事業内容を知ってもらう
＜日時＞平成28年5月28日（土）11時～16時
＜場所＞本校体育館
＜対象＞保護者と学生
＜参加数＞企業17社、保護者199名、学生24名
平成29年5月27日（土）11時～16時（実施）

Ⅱ.地域企業研究会（4年生）
＜目的＞就職活動を行うための前提知識の取得と県内企業とその

業務内容を知ってもらう
＜日時＞平成29年1月12日（木）14時～16時
＜場所＞本校体育館
＜参加数＞企業36社、学生約180名
平成30年２月13日（火）14時～16時（予定）

Ⅳ.地域企業工場見学会（1年生）

＜目的＞キャリア教育の一環、1年生を対象
＜日時＞平成29年1月12日（木）９時～1７時

＜場所＞県内地域の企業 11社（右図参照）
＜参加数＞1年生約180名

Ⅲ.ミニ企業説明会
＜目的＞未内定学生の就職活動の促進
＜日時＞平成28年7月11日（木）14時～1７時

＜場所＞本校大講義室
＜参加数＞企業7社、学生18名
平成29年7月10日（月）14時～17時（実施）

説明会会場 説明を受ける親子 説明会会場 説明を受ける学生

説明を受ける学生 説明を受ける学生2

工場見学１

工場見学２ 見学工場の位置

学生・保護者への就職支援・企業を知る取り組み

鹿児島工業高等専門学校 大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用セミナー 2018.2.21

Ⅴ.霧島市による地方創生特別講義

＜目的＞自治体職員による講演を通じ、地方創生について理解
させ、地元定着を図る

＜日時＞平成29年2月15日（火）14時30分～15時30分
＜場所＞本校大講義室&合併教室
＜演題＞霧島市：地方創生とは-国・市の現状と取り組み-
＜対象＞1年生全学科200名
＜日時＞平成30年1月19日（金）13時～14時30分（実施）

＜場所＞本校大講義室&合併教室＜対象＞情報工学科4年生

Ⅵ.地方創生産学官連携フォーラム

＜目的＞COC＋事業を地域に知らしめる
＜日時＞平成28年9月2日（金）13時霧島市国分シビックセンター
＜参加者＞県民、市民、教職員、学生、地元企業
＜講演＞前田霧島市長、西霧島商工会議所会頭
＜参加者＞220名、企業27社のポスターセッション
平成29年9月1日（金）13時霧島市国分シビックセンター
＜参加者＞県民、市民、教職員、学生、地元企業
＜講演＞小林洋子副知事(男女共同参画が切り拓く未来と地域活性化)
＜参加者＞200名、企業16社のポスターセッション

霧島市長講演 西商工会議所会頭講演 企業ポスターセッション
日置市の講演 霧島市の講演

Ⅶ.教職員を対象とした企業見学 Ⅷ.卒業研究成果発表会
＜目的＞教職員が地域企業への理解を深め、地域を志向する学

生等に対する就職支援等、的確な進路指導を行う
＜日時＞平成28年9月16日（金）
＜場所＞薩摩川内市（薩摩川内市次世代エネルギー）
＜参加者＞企業技術者15名、高専教職員11名

平成29年9月12日（火）(実施:JAXA内之浦、37名参加)

＜目的＞地域企業や自治体等関係者に本校学生の取組を広く周
知する地域企業との共同研究やインターンシップなどへ繋げる
＜日時＞平成29年2月23日（木）
＜場所＞霧島市民会館
＜参加者＞情報工学科学生・教職員他137名、企業5社
平成30年2月21日（水）（実施予定）

発表会会場 発表会風景小水力発電所見学 スマートハウス見学

地域と連携した産学官の協働事業

鹿児島工業高等専門学校 大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用セミナー 2018.2.21

平成29年度 就職支援・企業を知る取り組み

Ⅸ 霧島市大学生等企業合同説明会

＜目的＞霧島市内の企業を知ってもらうための合同説明会
＜日時＞平成29年4月19日（水）13時30分～17時
＜場所＞シビックセンター多目的ホール
＜参加数＞市内企業30社、本校学生約170名

説明会会場 説明を受ける学生

Ⅹ 霧島市・日置市大学生等向け合同企業研究会

＜目的＞霧島市・日置市内の企業を知ってもらうための合同説明会
＜日時＞平成30年1月２３日（水）13時30分～16時30分
＜場所＞本校体育館
＜参加数＞霧島市・日置市内企業33社、学生約270名（本校170名）

説明会会場 説明を受ける学生

鹿児島工業高等専門学校 大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用セミナー 2018.2.21

特別講義（企業における製品開発）

㈱ﾕﾋﾟﾃﾙ鹿児島 特別講義，共同研究ゼミ指導，課題研究型インターンシップ

共同研究（ゼミ指導） 共同研究（課題研究型インターンシップ ）

㈱ARP 特別講義，体験実習

特別講義（高専に求める技術者像） 特別講義（パワコン開発技術） 体験実習（パワコン評価装置）

ひおき小水力発電推進協議会&名古屋大学 特別講義，共同研究ゼミ指導，施設見学

特別講義（マイクロ水力発電） 共同研究（マイクロ水力発電ゼミ指導） 施設見学（マイクロ水力発電） 螺旋水車

鹿児島高専の地域企業との取り組み事例

鹿児島工業高等専門学校 大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用セミナー 2018.2.21

iwamoto
四角形
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ケース１

工場見学 インターンシップ 就職試験受験

3年生（平成28年1月） ４年生（平成28年９月）

平成29年6月22日
K社より内定を頂いた

3年生でクラスでの工場見学で企業に興味を持ち、4年生の夏季休暇時に1週間のインターンシップ
を受講、29年4月に受験の意思を申し出て、受験し、内定を頂いたケース。本人自身、鹿児島の企
業で設備メンテナンスを希望し、担任に申し出ていた。

電気電子工学科3年生工場見学 4年生のインターンシップは2名で受講 5年生で1名が就職試験を受験

ケース２

インターンシップ 就職試験受験

エネルギーに興味を持ち、４年生でインターンシップ受講を希望し、5年担任に受験を申し出ていた。

平成29年6月１６日試験
R社より内定を頂いた

ケース３

共同研究 就職試験受験

卒業研究と共同研究を連携して行うことで、興味を覚えて受験させる

産学協働で地域企業へ就職を促進するモデルケース

鹿児島工業高等専門学校 大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用セミナー 2018.2.21

実績はないが、現在、試
行中

ご清聴ありがとうございました

iwamoto
四角形
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連携支援の取り組み③

福岡県工業技術センター
の取り組み

大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用セミナー

平成30年2月21日

1

福岡県工業技術センター

所
長
所
長

副所長（事務）副所長（事務）

副所長（技術）副所長（技術）

全職員数：108名
研究職： 86名
（半分が博士・技術士）

事務職： 13名
労務職： 9名

県庁(技術行政)や財団(研究
開発プロジェクト管理)等の

経験者：約１／３

「 県内中小企業の発展を支援する実践的研究開発機関 」
地域産業の拠点に、４つの研究所と企画管理部で構成

企画管理部
(全体の企画調整)

企画管理部
(全体の企画調整)

化学繊維研究所
(繊維、無機・有機化学材料等)

化学繊維研究所
(繊維、無機・有機化学材料等)

生物食品研究所
(食品、バイオ等)

生物食品研究所
(食品、バイオ等)

インテリア研究所
(木質系材料、家具等)

インテリア研究所
(木質系材料、家具等)

機械電子研究所
(金属材料、機械、電子等)

機械電子研究所
(金属材料、機械、電子等)

北九州市

筑紫野市

久留米市

大川市

2

3

担当する県内産業
Ｈ２６年度工業統計、４名以上の事業所

事業所数 従業員数 出荷額 付加価値額

県内企業
[ 工業全体 ]

５，６００ ２１万人 ８．４兆円 ２．２兆円

化繊研
[化学・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ｺﾞﾑ
・繊維・窯業・土石]

１，０６７
(19%)

４．１万人
(20%)

１．５兆円
(18%)

０．５３兆円
(24%)

生食研
[食品・バイオ]

１，３００
(23%)

５．１万人
(24%)

１．５兆円
(18%)

０．５兆円
(23%)

インテ研
[木材・家具]

５９０
(11%)

０．８万人
(3.8%)

０．１５兆円
(1.8%)

０．０５兆円
(2.3%)

機電研
[機械・金属・電子]

１，８９５
(34%)

８．６万人
(41%)

４．１兆円
(49%)

０．８兆円
(37%)

約２割

約２割

約１割

約５割

県内中小企業の発展を支援する実践的研究開発機関７つの
基本業務

1．研究開発

6．試験分析

3．技術相談

2．人材育成

4．情報提供

5．技術交流

7．ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

県内中小企業
の発展

試験
分析

研究
開発

技術
交流

技術
相談

人材
育成

情報収集
提供

機関の役割は、「県内中小企業を発展させる」ための行政機関
4
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企業や市場のニーズを踏まえ、新技術の開
発から企業での事業化までの実践的研究開
発を推進します

業務紹介

1．研究開発

6．試験分析

3．技術相談

2．人材育成

4．情報提供

5．技術交流

7．ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

5

年間約80テーマの研究を実施 〇技術分野
ゴム加工、プラスチック成形、酒造、自動車部品の試験・評価、
金型、めっき処理、ＥＭＣ など

〇育成コース
・基盤人材育成 ： ２９件、９８５名
・開発人材育成 ： ８件、 ５４名
・セミナー、講習会： １４件、３９２名

生産現場の人材や技術開発を行う人材育成
を、業界団体等とも連携して研修します

■セミナー、講習会（必要に応じて、業界団体とも連携）

・受託研修： ２件、１４名

■企業技術者の研修受入

業務紹介

1．研究開発

6．試験分析

3．技術相談

2．人材育成

4．情報提供

5．技術交流

7．ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

6

業務紹介
企業の抱える課題やニーズを把握し、研究
開発事業や試験分析などへの展開を含めた
きめ細かな支援を行います

1．研究開発

6．試験分析

3．技術相談

2．人材育成

4．情報提供

5．技術交流

7．ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

7

■研究成果や補助金、各種セミナーなどの情報提供

・研究成果発表： １０７回
・マスコミ発表： ４８回
・メルマガ配信： ５６回
・ＨＰでの案内： ６７件

企業訪問等により情報把握と、技術や研究成果、補
助金やセミナー等の情報発信を行います。

産学官連携を推進し、プロジェクトの創出や関連機
関との連携を図ります

業務紹介

■研究所の見学会（ご要望により受入れます）

1．研究開発

6．試験分析

3．技術相談

2．人材育成

4．情報提供

5．技術交流

7．ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

8

■各種展示会へ出展

北九州産学連携フェア、ロボット産業マッチングフェア、
モノづくりフェア、エコテクノ、新価値創造展など、１４回

■技術研究会

ナノ表面解析、水素ゴム部品、金型、電子技術など、５研究会
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業務紹介

1．研究開発

6．試験分析

3．技術相談

2．人材育成

4．情報提供

5．技術交流

7．ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ
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新たな製品化、事業化につながる試験分析
を行います。ご自分で機器を利用すること
もできます（有料）

電界放射型走査電子顕微鏡アミノ酸分析装置

低荷重万能試験機

家具強度試験機

蛍光X線分析装置

表面形状計測システム

材料強度評価試験
システム

EMC支援対策システム

業務紹介

1．研究開発

6．試験分析

3．技術相談

2．人材育成

4．情報提供

5．技術交流

7．ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

10

1．研究開発

2．試験分析

3．技術相談

4．人材育成

5．情報提供

6．技術交流

7．ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

研究開発だけにとどまらず、それぞれのス
テージに合った各種支援や調整、つなぎを
行い、企業の発展を支援します

業務紹介

国ものづくり補助事業における申請支援実績

公 募 申請支援 採 択 採択率

H24補正 99 64 65%

H25補正 86 63 73%

H26補正 95 69 73%

H27補正 76 43 57%

H28補正 40 22 55%

合 計 396 261 66%

採択率：全国平均の約1.7倍、 事業総額：57億円

11

環境分野の支援事例
「廃棄物を活用した高性能製鋼副資材の開発」

・ 現在も更なる性能向上を目指して取り
組みを継続中

【成果】
候補材、製紙スラッジ及び調整材を混合・
成型することで低コスト新規フォーミング抑
制材を作製。

【企業】
リックス(株)［福岡市］
【課題・目的】
製鋼プロセスでスラグが膨張する
フォーミング現象の鎮静に、製紙ス
ラッジや廃プラを用いたフォーミング
抑制剤が使用されている。従来の材
料に新たな廃棄物を組み合わせるこ
とで、即効性に優れ安価な高性能
フォーミング抑制材の開発を目指した。

【支援内容】
化学繊維研究所が、原料候補材の検討
フォーミング抑制効果のラボ評価システム
構築、アドバイスを実施。

12
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環境分野の支援事例
「ノリ乾燥機のための高効率排熱回収装置の開発」

・実地試験の結果，設置前に比べて燃料
使用量を20%削減

【成果】
排ガスの温度が高く，かつ被加温空気の
流速が大きいことに着目し，加温部上方に
新たに配管とフィンから構成される排熱回
収装置を設置する機構を提案。

【企業】
県内ノリ乾燥機メーカー
【課題・目的】
板ノリを製造するノリ乾燥機の燃料
にはA重油が使用されている。ノリ養
殖業者は漁業支出の約2割に相当す
る燃料費を支出しており，省エネル
ギー化による燃料費の節減が求めら
れていた。

【支援内容】
機械電子研究所が、CAEを活用した新機
構を提案、設置前後の圧力損失と燃費の
変化を評価、その他アドバイスを実施。

13

設置後

燃料使用量の年度推移

福岡県工業技術センタークラブ
【目的】

会員企業と福岡県工業技術センターが、より密接な情報交換と連携を行うことで、
新製品・新技術の共同研究開発を活性化し、ビジネスマッチングなどを通して競争力
のある企業に発展することを目指します。
（共同研究、展示会共同出展及び各部会で講演会、講習会、セミナー、見学会等を実施）

【設立】 Ｈ１３年１月２９日

【会員】 主に県内の企業 ２７３社・機関（H30.1.18現在）

【組織】

会長：津田純嗣（㈱安川電機 代表取締役会長）総 会 理 事 会

機械電子技術部会

バイオ技術部会

デザイン部会

ナノテク材料技術部会

電磁波ノイズ、メカトロ、ロボット、CAD/CAM、非破壊検査、精密計
測、精密加工などの分野

有用微生物、生理活性物質、微生物農薬、タンパク工学、遺伝子
工学、醸造生体計測、培養工学などの分野

人間工学、デザイン、生理人類学、木質材料、福祉用具などの分
野

無機材料、有機材料、高分子材料、発色天然繊維、炭素材料、高
耐久化木材、高純度金属材料、金属加工、表面処理などの分野

担当研究所

機械電子
研究所

生物食品
研究所

インテリ
ア研究所

化学繊維
研究所

14

どの研究所に相談したらいいか、おわかりにならない場合

福岡県工業技術センター 企画管理部 情報交流課

ＴＥＬ： ０９２－９２５－５９７７ ＦＡＸ： ０９２－９２５－７７２４

Ｅ－ｍａｉｌ： joho@fitc.pref.fukuoka.jp

ホームページ http://www.fitc.pref.fukuoka.jp/

福岡県工業技術センターは、
県内中小企業の技術支援を行います

お気軽にご相談下さい

セラミックス、高分子材料、繊維等 ： 化学繊維研究所 092-925-7402

バイオ、食品等 ： 生物食品研究所 0942-30-6213

木質系材料、家具等 ： インテリア研究所 0944-86-3259

金属材料、金属加工、電子技術等 ： 機械電子研究所 093-691-0231 

技術相談等の窓口 ： 各研究所の「技術総合支援室」

お問合せ
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九州・山口地域の公設試験研究機関
○佐賀県 ○長崎県
佐賀県工業技術センター 長崎県工業技術センター
佐賀県窯業技術センター 長崎県窯業技術センター

○熊本県 ○大分県
熊本県産業技術センター 大分県産業科学技術センター

○宮崎県 ○鹿児島県
宮崎県工業技術センター 鹿児島県工業技術センター

○沖縄県 ○山口県
沖縄県工業技術センター 山口県産業技術センター
沖縄県工芸振興センター

☆ 技術課題をお持ちの方は、最寄りの公設試まで
ご連絡ください！！
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