
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 
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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、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 
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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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