
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 
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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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