中小企業の課題解決や新事業創出に役立つ

九州管内における大学・公的研究機関等の

環境技術シーズ集

はじめに

九州地域は、環境汚染と公害克服の経験を通じて公害防止等技術・ノウハ
ウを蓄積してきた歴史的背景を有しています。大気・土壌・水質浄化、廃棄物
処理等、産業公害防止に関連する産業が多く集積し、国内の環境関連技術
の発展に大きく貢献するなど、環境関連分野は九州における重要な戦略分
野に位置づけられています。
このため、九州経済産業局では、平成27年度中小企業等産業公害防止対
策調査「九州管内における産業公害防止技術等実態調査」において、管内の
中小企業の公害防止等技術や環境関連分野の製品・サービスに関して実態
調査を行うとともに、環境関連産業の振興に関わる自治体・支援機関等の
取組について調査を行ったところです。
こうした中、今年度は、九州管内の中小企業等と大学・公的研究機関等と
の産学連携による共同研究・知財活用等を促進し、九州地域の産業公害防
止等技術の競争力を維持・強化するため、大学等が保有する産業公害防止
関連分野の技術シーズについて調査を行うとともに、大学等によるその活
用に関する取り組み等を調査しました。その中から中小企業との連携を希
望しているもの、中小企業による活用可能性が高いもの等を「九州管内にお
ける大学・公的研究機関等の環境技術シーズ集」としてとりまとめました。
本シーズ集をご活用いただくことで、産業公害防止分野における中小企
業の課題解決や新事業創出の取組等が進展し、九州地域の環境関連産業
のさらなる発展につながれば幸いです。
平成30年2月
九州経済産業局資源エネルギー環境部
環境・リサイクル課
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技術シーズ集の使い方

技術シーズは“新規性”を前提に掲載
ここで紹介している技術シーズ（35件）は、有識者で構成される委員会において、大学等の連携窓口により紹介
された約180件の技術シーズのうち、実現性、ビジネス性、産業規模、環境効果の視点から絞り込まれ、選定された
ものです。
詳しい情報が知りたい方は、各技術シーズの連携窓口にお問い合わせください。
なお、問い合わせた時点で、記載した情報から変化している可能性もありますので、予めご了承ください。

連携事例で“連携パターン”を把握
本技術シーズ集では、
企業と大学等の３つの連携事例を掲載していますが、
すべて、
連携のパターンが異なります。
以下の3パターンです。
①大学シーズ活用型

②企業の課題解決型

③コーディネーターによるマッチング型

新たな事業を立ち上げたい場合は①、技術的課題を抱えて困っている場合は②、産学連携の経験がない場合は
③、といった目で連携事例を読めば、
“どう動けばよいのか”見えてくるかもしれません。

連携窓口の取り組みは“産学連携のチャンス”
大学等も、保有する技術シーズを生かして、何とか“世の中の役に立ちたい”という思いを持っています。そのため
には企業との連携が不可欠です。ここでは、産学連携のポイントや留意点とともに、大学等による企業との連携を
目指した取り組みを紹介しています。

大学等と連携したいけど、どこに相談すれば？
大学等と連携したいけども、“どうすれば良いかわからない”と
いった悩みを持つ中小企業や小規模事業者は多いと思います。
“まずはココに相談して下さい！”といったアポイント先を紹介し
ています。それぞれの状況に合わせて、相談してみましょう。
表現の決め事

本技術シーズ集では、特に別段の表記が無い限り、高等専門学校を「高専」、自治体が設置する試験
所・研究所を「公設試」とし、大学、高専、公設試およびその他の研究機関をまとめて「大学等」と表現
します。また、大学等と企業の連携を「産学連携」と表現します。

留意事項

本技術シーズ集の記載内容は、掲載した大学等からの提供資料やヒアリング結果等に基づいて作成
したものであり、その技術シーズ等の品質・効果等を保証するものではありません。活用をご検討の
際は、大学等の連携窓口に詳細をお問い合わせください。
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大気汚染対策

シリカ粉末を活用した
複合型光触媒材料の開発

大気汚染対策

シリカ粉末を有効活用して、各種機能（空気浄化・水質浄化・防カビ等）を
発現する光触媒粉末を開発し、その活用方法を検討しました
技術の活用イメージ

技術の概要
水質汚濁対策

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

自然光のみを活用して、黒カビ類の抑制（防カビ）機能を発

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

現するため、工場等の建物への利用や人が容易に入れない

高めた複合型光触媒粉末を作製し、その光触媒粉末を配合し

場所（高い所や狭い所など）の活用が期待されます。また、光

た製品開発を目指しました。
本研究の光触媒粉末は、
製造時の

触媒材料が強固に基材へ固定化されているため、屋外や水

熱処理温度を変え、結晶性や比表面積を可変できるため精密

中の利用も可能です。屋外では自然光のみで環境浄化を行

な温度制御により、低温度の熱処理では空気浄化用に、高温

うため、省エネにも寄与します。空気浄化用と水質浄化用の

度の熱処理では水質浄化用に効果のある光触媒を開発しまし

それぞれのニーズに対応でき、食品産業や半導体産業など

た。また、金属錯体との複合化によって、更に光触媒機能を向

の利用を想定しています。

上した材料も開発しました。
シリカ粉末の中でも、
クリストバライト結晶相と石英結晶相
を含んだ粉末表面に酸化チタンを被覆すると、色素分解能の
騒音振動対策

向上や光触媒表面から多くの活性酸素を生成することが分か
りました。
クリストバライト粉末は、
主に歯科用埋没材に利用さ
れていますが、
本技術を適用することで、
環境浄化材料
（抗菌・
防カビ・有機化合物の除去等）
の用途展開が可能です。
1.自然光のみを利用した
光触媒シート

研究者・開発者からのコメント

参考資料

クリストバライト粉末の利用範囲は限定的でしたが、酸化チ
タンと複合化することで環境浄化材料への展開が可能にな
りました。シリカ粉末を製造企業の製品がそのまま活用でき

2.光触媒多孔質フィルター

光触媒（特願2015-136508）

土壌汚染対策

るため、新製品開発や新事業創出が期待されます。本技術
は、光触媒材料を高分散且つ強固に基材へ固定化したこと
で様々な機能性（空気や水中の微量な有機化合物の除去・防
カビなど）と長期間安定した環境浄化材料を提供できます。

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

可

技術相談

可

共同研究

可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

可

研究者
の派遣

可

技術シーズ
水平展開

可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

狩野 伸自 （長崎県窯業技術センター

連携窓口

長崎県窯業技術センター

環境・機能材料科

主任研究員）

研究企画課

所在地 〒859-3726 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷605-2

TEL 0956-85-3140

URL http://www.pref.nagasaki.jp/yogyo/ E-mail s05510@pref.nagasaki.lg.jp
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大気汚染対策

大気汚染対策

光プロセスによる大気環境汚染ガスの
処理装置の開発

真空紫外エキシマーランプを使用してNOx、SOx、VOC、PM2.5などの
大気環境汚染物質を大気圧空気中で連続的に分解処理が可能なフロー装置の開発
技術の概要

技術の活用イメージ
例えば喫煙室、地下駐車場、新規住宅の大気環境浄化装置

方式があるが、NO発生の問題がある。本方式 の172nm光

など広範囲な応用が期待される。

水質汚濁対策

誘電体バリア放電による低温プラズマで大気環境浄化する
照射分解はNO発生を抑止できる特性を 備えている。研究室
では大気圧、空気中で光分解によるNOx（ NO，NO₂、N₂O）
SO₂、VOC、PM2.5の処理プロセスを開発研究している。既
に流通系でNOx，SO₂，VOC（ベンゼン）の処理に成功してい
る。オゾンによる殺菌作用も有している。本装置は室温から
高温までの広い温度領域で作動し、特に金属触媒分解装置
では必須である加熱装置が不要な点が特徴である。また開

その他

発装置は、ランプの周囲に螺旋状に巻き付けた石英管内に
直接処理ガスを流したり、光照射下で酸素活性種を発生す

参考資料

光や酸素活性種と接触させることで分解効率の更なる向上
が期待できる。

Webサイト
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-2
5550056/

騒音振動対策

るTiO₂光触媒を併用することで処理ガスを長時間効率的に

論文
https://www.ushio.co.jp/jp/technology/lightedge/200
905/100383.html

研究者・開発者からのコメント
ゼン、トルエン、アルデヒド類)が分解可能なことを確認し、
研究成果の一部は、既に学術論文が関連学会などで報告し
ている。

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

不可

技術相談

未取得

不可

実績あり

研究者
の派遣

不可

可

共同研究

実績あり

技術シーズ
水平展開

可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階
2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

辻 正治 （九州大学

連携窓口

九州大学

炭素資源国際教育研究センター

特任教授）

学術研究・産学官連携本部総括企画調整グループ

所在地 〒834-0082 福岡市早良区百道浜3-8-34 産学官連携イノベーションプラザ
URL https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/ja/index.php

TEL 092-832-2127

E-mail coordinate@airimaq.kyushu-u.ac.jp

大気汚染対策 ｜ 08

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

可

土壌汚染対策

基礎研究レベルではNOx（NO、NO2、N 2O)、SO2、VOC(ベン

大気汚染対策

ナノ秒パルス放電プラズマを用いたオゾン生成及び
大気汚染対策
気中・水中有機物処理
高エネルギー効率（省エネルギー）でのオゾンの生成、及び、有機物などを
含有する排気・排水の浄化、技術を提供いたします
技術の活用イメージ

技術の概要
水質汚濁対策

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

非熱平衡プラズマは、各種化学活性種を豊富に含んでおり、

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

オゾンの生成や排気・排水の浄化など、様々な応用が模索さ

い気相化学反応場「ナノ秒パルス放電プラズマ」は、酸素原子

れておりますが、エネルギー効率の面で実用に至らない例が

（O）や励起酸素分子（O₂*）、窒素原子（N）や励起窒素分子

多く、
「 ナノ秒パルス放電プラズマ」は、その問題を解決する

（N₂*）、ハイドロキシラジカル（OH）といった化学活性種を高

ために開発を進めております。

いエネルギー効率（省エネルギー）にて提供可能であり、オ
ゾンの生成、及び、有機物などを含有する排気・排水の浄化、

研究者・開発者からのコメント

を実現いたします。また、ハイドロキシラジカルは、オゾンで
は分解し難い有機物を容易に分解できるため、これまでに

「ナノ秒パルス放電プラズマ」は、前述以外の応用展開も考え

無い新しい排気・排水浄化技術の実現も可能となります。

られます。本シーズ集をきっかけに、皆様からの、ユニークな
ご提案・ご相談をお待ちしておりますので、気軽にお声掛け

騒音振動対策

ください。

参考資料
Webサイト
http://www.iblc.co.jp/nedo2012/contents/28.html

論文
http://www.jspf.or.jp/Journal/PDF_JSPF/jspf2011_04/j
spf2011_04-268.pdf
土壌汚染対策

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

不可

技術相談

可

可

共同研究

未取得

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

研究者
の派遣

可

技術シーズ
水平展開

可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

浪平 隆男 （熊本大学

連携窓口

熊本大学

パルスパワー科学研究所

熊本創生推進機構

准教授）

イノベーション推進センター

所在地 〒860-8555 熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

TEL 096-342-3247

URL http://www.kumamoto-u.ac.jp/organizations/kico E-mail liason@jimu.kumamoto-u.ac.jp
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｜ 大気汚染対策

水質汚濁対策

大気汚染対策

金属イオン含有排水の処理装置

簡易装置であるが、粒子相互の接触で吸着反応生成物が強制剥離し高効率吸着が
持続。剥離物は沈殿槽で
（鉄の場合）外部磁力による強力分離も可能。
技術の活用イメージ

技術の概要
回転ドラム内に装填した分離粒状材(Mg,Fe)がスクリュード

①ヒ素を含む鉱山廃水や湧出水処理

ラムの回転で転動し、被処理排水と接触反応する。分離材表

途上国で活用。③銅鉱山のヒ素対策。④メッキ処理水中の金

面の反応生成物が粒状体同士の接触で連続的に剥離する。

属イオンの除去。⑤沈殿法の分離法に比べ、設備・運転費用

剥離により分離材は常に自己再生する。反応物は水中に浮

が少なく旧式設備の取替等に向く。

②上水道が未発達の
水質汚濁対策

遊するため沈殿槽に送り固液分離可能で簡易に排水中の金
属イオンを取出せる。
最新の反応面が常に形成され長時間連
続した高性能を維持できる。処理対象物や資源の調達状況
により、Mg,Fe以外も使用可能。Feの場合、反応生成物は磁
性があるため、磁力で強制的に沈殿分離が可能となる。分離
対象の金属はPb,Fe,As,Mn,Zn,B,Crなど多用途に使える。
既存分離装置に比べ、
コンパクトで省エネ型の分離が可能。

される企業の方々や既存排水処理施設が老朽化更新を迎え
るような場合に設備投資・ランニングコストを抑制する手段

騒音振動対策

実用実験できる装置開発も終えており、新たな水処理を希望

として検討されるような場合に適している。

技術の原理

装置の概要

参考資料

研究者・開発者からのコメント
15年以上前から装置開発及び実用化研究を実施。実用化試
験装置を開発し10～1000L/min処理まで対応できる。車載
型の実験装置を現地に送り試験可能な体制があるので気軽

Webサイト

に相談してほしい。

http://w3.matsc.kyutech.ac.jp/recycling/

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

可

技術相談

可

可

共同研究

土壌汚染対策

金属イオンの分離方法（特許第4548655号）
廃棄物の処理方法及び廃棄物処理吸着材（特許第4771355号）
金属イオン含有排水の処理装置
（特許第5737671号）
浄水装置(特許第6023159号)

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

可

研究者
の派遣

可

技術シーズ
水平展開

可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

高須 登実男 （九州工業大学

連携窓口

九州工業大学

工学研究院

准教授）

イノベーション推進機構

所在地 〒804-8550 北九州市戸畑区仙水町1-1
URL http://www.ccr.kyutech.ac.jp/

TEL 093-884-3485

E-mail oﬃce@ccr.kyutech.ac.jp

水質汚濁対策 ｜ 10

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

大気汚染対策

固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

水質汚濁対策

固体触媒としてゼオライトを用い、オゾンを酸化力の大きいヒドロキシラジカル等の
活性酸素種に転換することで、難分解性有機物質を含む排水処理を行なう
技術の概要

技術の活用イメージ

水質汚濁対策

オゾンガスの分解触媒としては、酸化マンガン等が極めて効

１．難分解性有機物質を含む排水処理

果が大きいことが知られているが、水中溶存オゾン分解に対

２．排水リサイクルシステム

してはほとんど効果がない。本研究室が初めて結晶構造に一

研究者・開発者からのコメント

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、
難分解性有機物質である有機物質農薬類似

本技術の利点・特徴として、次の二つが挙げられる。

物質(2,4-D）のオゾンによる分解処理が促進される、いわゆ

１．他の酸化剤と比較し、オゾンは分解後無害な酸素に変わ

る促進酸化処理
（AOP）
効果も確認した。
最新のESR-スピント

るため、環境に優しい。

ラッピング法によって、ゼ

２．電気や光エネルギーを用いて発生したオゾンを、もう一

オライト触媒存在下、
水中

度、紫外線＝エネルギーを用いて分解する従来のAOPと比

オゾン分解によるヒドロ

較し、省エネルギーである。

騒音振動対策

キシラジカル生成を確認

参考資料

した。現在、水質汚濁物質
の代表フミン酸を用い、
完

促進酸化処理方法（特許第5733757号）

全酸化分解が可能となる
ゼオライト触媒の開発を

Webサイト

実施中。将来的に、オゾン

http://www.ﬁt.ac.jp/cro/sangaku/seeds/seimei_oota-k
itayama_5.pdf

マイクロバブル発生装置
を組合わせた水処理シス
テムを開発する。

マイクロバブルを用いた促進酸化処理
による排水処理システムのフロー図

論文
化学工業誌

68 [6] 49-55 (2017).

土壌汚染対策

フミン酸の脱色実験結果
（左端の処理水から６分毎の結果）

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

可

技術相談

可

可

共同研究

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

可

研究者
の派遣

技術シーズ
水平展開

可

工学部生命環境化学科

教授）

可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

北山 幹人 （福岡工業大学

連携窓口

福岡工業大学

総合研究機構

産学連携推進室

所在地 〒811-0295 福岡市東区和白東3-30-1

TEL 092-606-3236

URL https://www.ﬁt.ac.jp/cro/sangaku/index.html E-mail sangaku@ﬁt.ac.jp
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｜ 水質汚濁対策

大気汚染対策

相分離構造を利用した超多孔質材料の開発と
水質汚濁対策
分離技術への応用
エマルションや凍結状態の相分離構造を利用して多孔質分離材料を調製し、
環境・リサイクル技術に貢献
研究者・開発者からのコメント

技術の概要

多孔質構造により高速な分離プロセスを構築可能。細孔径

油滴が水に分散したエマルションやポリマー水溶液の凍結
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

技術の活用イメージ

ている。材料形状は球状微粒子や円柱形であり、円筒カラム
に充填した状態や水相に分散した状態で使用し、
廃液中の有

メッキ企業でのメッキ廃液から有価金属の選択的回収や阻

価金属の回収・リサイクルプロセスや環境中の有害物質の分

害金属イオンの除去によるメッキ液の長寿命化。金属精錬企

離除去への応用を行っている。最近は、抽出剤内包多孔質マ

業での金属の湿式精錬や金属加工企業での酸洗浄廃液に

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

含まれる有害重金属の除去。鉱山排水に含まれる有害重金

離できる技術について研究している。
さらに、
酸化水酸化鉄ナ

属の除去や有価金属の選択的回収。地下水中の有害金属の

ノ粒子と多孔質凍結ゲルを複合化してヒ素吸着材を開発し、

除去による安全な飲料水の確保。

水質汚濁対策

および粒子径の制御も可能。

状態を出発状態として、
高分子を材料とした多孔質材料の調

地下水ヒ素汚染地域の飲料水確保への利用を検討している。
騒音振動対策

本技術の特徴は数10µｍ程度の非常に大きな細孔を形成
させ、その細孔径を制御出来ることである。この様な大きな
細孔を形成することにより、内部への流路が形成され，高速
な分離を達成できる。また、凍結ゲルではゲル壁が非常に薄
く、
ゲル壁内の物質移動を早くすることが出来る。

土壌汚染対策

参考資料
論文
http://hdl.handle.net/10458/5927
http://hdl.handle.net/10458/5847

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

可

技術相談

可

共同研究

可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

可

研究者
の派遣

可

技術シーズ
水平展開

可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

塩盛 弘一郎 （宮崎大学

連携窓口

宮崎大学

工学教育研究部

教授）

産学・地域連携センター

所在地 〒889-2192 宮崎市学園木花台西1丁目1番地

TEL 0958-58-7951

URL http://www.miyazaki-u.ac.jp/crcweb/ E-mail sangaku@of.miyazaki-u.ac.jp

水質汚濁対策 ｜ 12

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

大気汚染対策

レアメタル分離技術の開発
-基礎研究から実用化まで-

水質汚濁対策

基礎研究から実用化まで幅広いレアメタル分離剤（溶媒抽出剤、
イオン交換樹脂・膜、吸着剤、イオンセンサー）や分離プロセスの開発
技術の概要

技術の活用イメージ

水質汚濁対策

本研究室では家電製品の廃棄物などのレアメタルを資源と捉

使用済小型家電などの基盤から抽出したレアメタルなど、
金属

え、必要な元素を選択的、かつ効率的に回収する技術の基礎

イオンを効率的かつ安価に分離回収できます。
各種実廃液を

研究を実施しています。
現在、
工業的な応用も視野に研究を進

用いた試行を実施しておりますので、
ぜひご相談ください。

め、
これまでの成果を基に実用化を狙えるテーマにシフトし、
合成が容易で低コストを実現する分離剤の開発や、
企業から
提供を受けた実廃液中の金属回収を試行中です。また、高酸
濃度や高金属濃度といった高負荷条件の実廃液で試行を繰
り返すことにより、
その対象領域を拡大しています。
具体的には、①特異的分離を発現する環状・非環状の分離剤
の開発や佐賀近隣地域で廃棄されている各種果汁搾汁の残
渣・藻類廃棄物などバイオマス廃棄物を利用した吸着剤の開

騒音振動対策

発、
②共存イオンに影響されない選択性の高い分離剤および
分離プロセスの開発、
③マイクロリアクターを用いたレアメタ
ルの逐次回収プロセスの開発、④ガス吸収剤の開発などを
行っています。

バイオマス廃棄物について

参考資料
白金抽出剤、白金の抽出方法、及び白金の回収方法
（特願2016-225239）

Webサイト
土壌汚染対策

http://chemeng.chem.saga-u.ac.jp/Research.html

発表資料
第35回溶媒抽出討論会

要旨集A-08

環状・非環状構造を有する化合物を気体とする技術の概要

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

可

技術相談

可

共同研究

可
実績あり

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

可

研究者
の派遣

可

技術シーズ
水平展開

可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階
2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

大渡 啓介 （佐賀大学

連携窓口

佐賀大学

工学系研究科

教授）

リージョナル・イノベーションセンター

所在地 〒840-8502 佐賀市本庄町1番地
URL http://www.suric.saga-u.ac.jp/
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｜ 水質汚濁対策

TEL 0952-28-8961
E-mail suric@ml.cc.saga-u.ac.jp

大気汚染対策

新規リン吸着材を活用した排水高度処理システムと
水質汚濁対策
回収リンの循環利用技術
水環境における富栄養化の原因のひとつであるリンを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技術。
技術の活用イメージ

技術の概要

吸着材充填用リン吸着塔を多段組み、吸着塔を挟んで上下

活用した廃水処理／リン資源回収技術。吸着材は製造プロ

に供給槽、処理水槽を配したユニット形式にする。排水処理

セスが簡便な全セラミックス製で、窯業土石業での製造が

施設の高度処理を規模に応じ複数のユニットを連結可能に

可能。リン吸着が高速である点、低～高濃度リンを含む廃液

し、ユニット同士水槽を共有した小～大規模に対応可能なシ

を処理でき、最終的に吸着リンを肥料など資源に回収でき

ステムとする。リン回収液に消石灰を加えた水酸アパタイト

る点に特長がある。 廃水等、水中のオルトリン酸イオンを

の沈降分離物は、回収リンとして肥料に活用する。

水質汚濁対策

リンの吸脱着特性が未知の酸化コバルトをリン吸着材に

吸着し、吸着飽和後はアルカリ性水溶液（リン脱着液）を接
触させ、吸着したオルトリン酸イオンを脱着・回収できる酸
化コバルトを有効成分とするリン除去材（図a）を開発した。
廃水とリン脱着液の流路を切替え可能な排水処理システム
イオンを80%以上吸着でき（図c）、吸着飽和後は脱着液を
通水して吸着したオルトリン酸イオンを脱着、肥料などのリ
ン資源として回収（図d）する。

研究者・開発者からのコメント

騒音振動対策

（図b）に本吸着材を充填することで、廃水中のオルトリン酸

新規なリン吸着材を開発して特許を取得し、それを活かした
リン吸脱着システムも開発し、実証試験で有用性を確認し
た。多くの懸濁物質を含む排水の前処理やスケールアップに
課題があり、実用化に向け企業と共同研究を希望。

参考資料
論文
http://www.pref.nagasaki.jp/yogyo/report_kenkyu/pdf/h18/H18-12.pdf
http://www.pref.nagasaki.jp/yogyo/report_kenkyu/pdf/h24/H24-01.pdf

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

可

技術相談

可

共同研究

可

土壌汚染対策

リン除去剤
（特許第5754695号）

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

可

研究者
の派遣

可

技術シーズ
水平展開

可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

高松 宏行 （長崎県窯業技術センター

連携窓口

長崎県窯業技術センター

環境・機能材料科

主任研究員）

研究企画課

所在地 〒859-3726 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷605-2

TEL 0956-85-3140

URL http://www.pref.nagasaki.jp/yogyo/ E-mail s05510@pref.nagasaki.lg.jp

水質汚濁対策 ｜ 14

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

大気汚染対策

貝殻由来カルシウムの固化技術と
固化体の水質改善剤としての活用

水質汚濁対策

水産廃棄物である牡蠣殻等の貝殻を活用して、水にミネラルや機能性成分を
添加する固化体（錠剤）を作製することができる技術。
技術の概要

研究者・開発者からのコメント

水質汚濁対策

貝殻由来のカルシウム固化については、古来から漆喰やたた

これまでに貝殻の前処理や炭酸固化の条件など基礎的な要

きなどの技術が知られているが、本技術は二酸化炭素添加

素技術を整備しました。また、その知見をもとに種々の固化

量や貝殻粉末のプレス圧などを変化させる度合いを制御す

体を作製し、固化体を水に添加したときのアルカリ成分や機

るところに特徴がある。貝殻を焼成後、水と反応させて水酸

能性物質の徐放性についても確認しています。飲料水へのミ

化カルシウムを主成分とする貝殻粉末を調製する。これをプ

ネラルおよび機能性成分の添加を目的とした固化体につい

レスして圧粉体とした後、二酸化炭素を接触させ固化体を作

て検討してきましたが、本技術の他分野への活用も視野に入

製する技術。プレス圧と接触させる二酸化炭素量を変化させ

れ、実用化に向けた企業との共同研究を希望しています。

ることで炭酸固化の度合いを制御することができる。成形体

技術の活用イメージ

の表面のみを炭酸化により固化し、成形体の内部を意図的
に炭酸化させないことで、内部に未反応の水酸化カルシウム
騒音振動対策

を残すことができる。また圧粉体調製の段階で、機能性物質

飲料水へのミネラルおよび機能性成分の添加を目的とした

を添加すれば、固化体内部に導入した機能性物質を封入でき

固化体（錠剤）としての活用をイメージしている。

る。このようにして得られた固化体を水に添加するとアルカ
リ成分や機能性物質を水中に徐放することができる。

土壌汚染対策

(a)廃棄された牡蠣殻、(b)貝殻を原料とした固化体
飲料水へのミネラル等添加剤としての活用イメージ

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

不可

技術相談

可

共同研究

可

未取得

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

研究者
の派遣

可

技術シーズ
水平展開

可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

高松 宏行 （長崎県窯業技術センター

連携窓口

長崎県窯業技術センター

環境・機能材料科

主任研究員）

研究企画課

所在地 〒859-3726 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷605-2

TEL 0956-85-3140

URL http://www.pref.nagasaki.jp/yogyo/ E-mail s05510@pref.nagasaki.lg.jp
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水質汚濁対策

大気汚染対策

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

焼却灰の溶融スラグを活用したゼオライト多孔質材料！
水中のアンモニアを除去できます。また、土壌改良材にも使用できます。
技術の活用イメージ

技術の概要

①多孔質のゼオライト吸着材ですから網状の袋などに本開

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

発製品を詰めて活魚水槽などの濾過装置に挿入してアンモ

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

ニアの除去に利用できます。また、鉛などの重金属も除去で

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

きますので、同様に袋詰めして工場排液中の重金属除去など

化を検討した。成形時にジオポリマー硬化液で固化し、ゼオラ

にも利用できます。

イト前駆体ができるため、比較的低い温度と低アルカリ濃度の

②重金属吸着材は、粉末状のため、固化処理や成形などを行

水溶液で簡単にフォジャーサイト型のゼオライトが生成でき

い固形化して各種排水などの濾過装置に挿入して使用でき

た。また、金属シリコン粉末を混合して発泡しており、生成物は

ると考えます。

水質汚濁対策

①溶融スラグやフライアッシュを原料とした種々のゼオライト

多孔質となり比表面積が大きくできるため、アンモニアや重金
属などの吸着力が高くなっている。
②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
騒音振動対策

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。
アルカリを添加した水熱合成では、
フォージャサイ
ト型ゼオライトやトバモライトが生成できることが確認され
た。また、重金属の吸着試験では数ppmの鉛とカドミウムを含
んだ水溶液が本開発品を添加しただけで、
１時間後では機器の
測定限界値以下まで除去することができた。
簡単な装置と低い
温度条件で、容易に高機能のフォージャサイト型ゼオライトを
生成できる点と重金属の吸着速度が速い点が特徴である。

研究者・開発者からのコメント

ゼオライト多孔質体写真
土壌汚染対策

試験でアンモニアや重金属の除去性能のデータ取得を行
い、有用性は確認できましたが、量産化と実用化の試験がま
だできていません。実用化に向け企業との共同研究を希望し
ています。

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

不可

技術相談

可

共同研究

可

未取得

可

（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

研究者
の派遣

可

技術シーズ
水平展開

可

研究企画課

課長）

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

永石 雅基 （長崎県窯業技術センター

連携窓口

長崎県窯業技術センター

研究企画課

所在地 〒859-3726 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷605-2

TEL 0956-85-3140

URL http://www.pref.nagasaki.jp/yogyo/ E-mail s05510@pref.nagasaki.lg.jp
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廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

開発段階

大気汚染対策

「泥の電池」化による先導的環境保全システム
水質汚濁対策

「現場の泥」と「そこに生息する微生物」をそのまま利用して、
「泥の浄化を促進」して「エネルギー（電力）も回収」するシステム
技術の概要

技術の活用イメージ

水質汚濁対策

微生物による発電は約100年前に見いだされたものの当時

１．エビや魚の養殖場の海底底泥の改質ならびに発電によ

の発電量はごく微量で利用可能なレベルではありませんでし

る独立駆動型IoTによるデータ収集

た。
しかし、
近年の環境問題に関する意識の高まりを受け、
ま

２．微生物を浄化センサとして，発電量をベースにした底泥

た研究開発も隆盛し発電量は飛躍的に増大しています。本シ

汚泥の汚染度測定（フィールドセンサ）

ステムは発電と同時に微生物の代謝が促進されるため、
微生
物の活動区域の環境浄化
（土壌・水質・底泥）
が期待できます。
また、
従来の微生物燃料電池において必須となるアノードの嫌
気性を保つための
「閉じられた空間」
を本技術では必要としま
せん。本技術は原理的に規模の制限は受けず、大規模量の泥
地帯に対応が可能であるため、
養殖場などの海底への応用も

騒音振動対策

期待できます。
さらに本システムにおいて必要となる2種類の
電極
（アノードとカソード）
は、
基本的にリサイクル炭素など低
品質の炭素電極を使用することで環境保全と低コストの両立

研究者・開発者からのコメント

を可能とします。

「泥の電池」は極めてシンプルなシステムですが奥が深く、
実用化に耐えうる性能を発揮するには総合的な知見が必要
です。ご興味のある方は気軽にお声かけ下さい。

参考資料
微生物燃料電池
（特願2014-262963）
土壌汚染対策

発表資料
燃料電池開発情報センター機関誌「燃料電池」、平成30年1月号
化学工業社出版「ケミカルエンジニアリング」、
2016年、Vol. 61, No.6

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

可

技術相談

可

共同研究

可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

不可

研究者
の派遣

可

技術シーズ
水平展開

可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

冨永 昌人 （佐賀大学

連携窓口

佐賀大学

工学系研究科

教授）

リージョナル・イノベーションセンター

所在地 〒840-8502 佐賀市本庄町1番地
URL http://www.suric.saga-u.ac.jp/
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TEL 0952-28-8961
E-mail suric@ml.cc.saga-u.ac.jp

水質汚濁対策

大気汚染対策

新規微生物による排水中の有機性汚泥減量化

効率的で且つ取扱い易い新規微生物により、排水余剰汚泥の処置費システムに
新たな装置を組み込むことなしに汚泥減量化し運転コストを低減
技術の活用イメージ

技術の概要

下水処理場や工場の排水処理施設など、有機性汚泥を 活性

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

汚泥法等を用いて処理を行っている施設において、当該微生

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

物を効果的に導入することにより、最終的に生成する廃棄物

いる。本発明は、下水汚泥の重量濃度が 25% である浮遊性

の量を削減し同時に運転コスト削減につながる。また、従来

固形分を30～50℃、48時間の培養で10～20％以上減量

の汚水処理システムプロセスに、汚泥減容槽を組み入れ、発

化させ得る溶解能を有する新規微生物（KH3株）とこれを用

生した余剰汚泥を溶解、また汚泥溶解物から水素ガスや有

いた有機汚泥の処理方法であり、既存の装置に組込むこと

機酸などの有用物質を作り出し、汚泥の減量化と資源化の

で、その後の処理量が減らせるためコンパクトな設備となり

一挙両得を可能とする循環式減容系汚水処理システムを開

運転動力等の削減が可能となる技術である。現在、実用化に

発している。

水質汚濁対策

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、

向けた研究を進めている。
騒音振動対策

既存汚泥処理ユニット
（KH3株）処理ユニット
汚泥減容装置プロトタイプ

研究者・開発者からのコメント

浄化水

参考資料

発見された新規微生物は汚泥を分解する能力に優れ、これ
きる優れものである。本微生物の能力を引出す条件について

Webサイト

研究中であり、これらの分野に関心を持たれる企業等と共同

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/PU/JPB_46544
37/7A510ADAF3B458658577B6F22FC33553

研究できれば有難い。

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

可

技術相談

可

可

共同研究

土壌汚染対策

まで分解処理ができなかった有機汚泥を３０％ほど分解で

新規微生物及びそれを用いた有機性汚泥の処理方法(特許
第4654437号)

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

不可

研究者
の派遣

不可

技術シーズ
水平展開

不可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

前田 憲成 （国立大学法人九州工業大学

連携窓口

国立大学法人九州工業大学

生命体工学研究科

准教授）

イノベーション推進機構

所在地 〒804-8550 北九州市戸畑区仙水町1-1
URL http://www.ccr.kyutech.ac.jp/

TEL 093-884-3485

E-mail oﬃce@ccr.kyutech.ac.jp
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廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

大気汚染対策

泡沫濃縮と次世代シーケンシングを利用した
水環境中の病原細菌一斉検出法の開発

水質汚濁対策

水中の病原細菌を常に監視する技術です
技術の活用イメージ

技術の概要

水質汚濁対策

我が国は、水道や下水道などの公衆衛生に係る社会基盤が

水環境における病原細菌を迅速かつ網羅的に監視できるシ

整備されているにも関わらず、水系感染症の発生事例は後

ステムを構築し、感染リスクを大幅に軽減させることを目指

を絶たない。感染リスクを大幅に軽減するためには、水道水

しており、国民生活を取り巻く生活圏の公衆衛生の向上に

源や農業・水産用水源、そして、下水処理水放流先となる水

寄与できる。さらに、ウイルスや原虫、他の微生物への適用も

環境に存在する病原細菌の存否と存在する菌種を網羅的に

可能であり、生態学的な群集解析、環境DNA調査への学術

一斉検出する必要がある。しかしながら、対象とする水試料

的な展開も期待できる。

には多種多様な細菌が極低濃度で混在しており、既存の検
査法で検出することは極めて困難である。そこで、我々が開
発した大容量の水試料からの高効率な病原細菌濃縮技術
（泡沫分離法）と近年開発が進む次世代シーケンシング技術
を組み合わせることによって、
①水試料中から全ての細菌を超高濃度に濃縮し、
騒音振動対策

②病原関連遺伝子を一斉検出する手法を開発する。得られ
る成果は、水環境における公衆衛生の向上と感染源対策に
寄与する。

研究者・開発者からのコメント
これまでに、単独のウイルスと原虫が泡沫分離法で濃縮でき
ることを実証している。また、予備実験において、濃縮液に多
様な細菌の遺伝子が濃縮できることを確認し、口頭発表して
いる。病原微生物の取り扱いの許可されたBSL2レベルの実

土壌汚染対策

験室を保有し、泡沫分離装置、遺伝子解析機器一式、微生物
インキュベータ、水質分析のための各種分析機器は、研究室
または学内に整備されている。したがって、本研究はH30年
度から実行可能である。

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

可

技術相談

可

共同研究

可

実績あり

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

不可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

研究者
の派遣

不可

技術シーズ
水平展開

可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

鈴木 祥広 （宮崎大学

連携窓口

宮崎大学

工学教育研究部

教授）

産学・地域連携センター

所在地 〒889-2192 宮崎市学園木花台西1丁目1番地

TEL 0958-58-7951

URL http://www.miyazaki-u.ac.jp/crcweb/ E-mail sangaku@of.miyazaki-u.ac.jp
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｜ 水質汚濁対策

水質汚濁対策

大気汚染対策

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
自然エネルギーである潮流エネルギーを用いた
閉鎖性内湾の海水交換促進技術です
技術の概要

参考資料

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

海域における潮汐残差流の生成方法
（特許番号：WO97/44531）

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

論文

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

https://www.jstage.jst.go.jp/article/prohe1990/49/0/
49_0_1273/_article/-char/ja

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

水質汚濁対策

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

https://www.jstage.jst.go.jp/article/prooe1986/20/0/
20_0_881/_article/-char/ja

果があることを実証（写真）。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。

騒音振動対策

研究者・開発者からのコメント
自然エネルギーを用いた技術であり、設置時の初期投資の
みでメインテナンスや追加的な化石燃料起源のエネルギー
を利用する必要の無い持続性の高い技術です。

技術の活用イメージ
閉鎖性内湾の海底に非対称形状の構造物を多数配置し、潮
汐残差流のパターンを自由にデザインできる技術であり、外

写真

流況制御ブロック
土壌汚染対策

海との海水交換を促進することで水質を良好に保つことが
可能になる。

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

可

技術相談

可

共同研究

可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

可

研究者
の派遣

可

技術シーズ
水平展開

不可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

矢野 真一郎 （九州大学

連携窓口

九州大学

工学研究院

教授）

学術研究・産学官連携本部総括企画調整グループ

所在地 〒834-0082 福岡市早良区百道浜3-8-34 産学官連携イノベーションプラザ
URL https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/ja/index.php

TEL 092-832-2127

E-mail coordinate@airimaq.kyushu-u.ac.jp
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廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

大気汚染対策

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

騒音振動対策

音波伝搬の理論解析により【防音】と【換気】それぞれトレードオフの関係にある
両者の最適点を導き出す
技術の活用イメージ

技術の概要
水質汚濁対策

本技術は東南アジア諸国で深刻な社会問題の道路交通騒音

海外向けに室内居住空間への外来音を低減することを主眼に

に対して、居住環境改善による QOL向上を目的に着想し

していたが、反対に室内で発生する騒音源を低減することで

た。設計思想として、遮音性能：10dB～25dB（単層ガラス1

国内の住居・教育現場などのあらゆる換気孔や工場の排気ダ

枚程度）、換気性能は東南アジア諸国で多用されているガラ

クトなどの排煙用開口部にも応用できる。
幼稚園・保育園の近

リ窓と同等の換気量を目指している。防音窓の構成は図のよ

隣騒音問題や住宅の生活音・演奏音などへも活用できる。

うに採光用の単層ガラス部と換気用の開口部から成るガラ
リ形状であり、開口部は”防音ユニット”と呼ぶ騒音対策用の
筐体が設置されている。外来音は図のようにユニット内で高
次波音圧成分による共振が多発し、防音効果は低下する。内
部共振の発生とユニット体積には線形な関係があるため、ト
騒音振動対策

レードオフの問題を解消するため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を講じる必要

研究者・開発者からのコメント

がある。換気と防音の研究は防音手法はANC（ｱｸﾃｨﾌﾞﾉｲｽﾞｺ
ﾝﾄ ﾛ ｰﾙ）が最も多く、次いでFDTD法などによる数値シミュ
レーションによる騒音対策手法が多い。本研究は数値解析
の試行錯誤を減す波動方程式に基づく理論計算で共振発生
機構を解明し、騒音の対処療法的対策ではなく根本的原因
対策を可能にする。

日欧の住宅防音手法は、密閉性の高い多層ガラス等による
が、換気口の音漏れが問題となっている。本技術は換気機能
を有しつつ、電力不要の騒音対策可能に特徴があり、騒音対
策に貴重な指針を提供できる。

参考資料
土壌汚染対策

Webサイト
http://www.kumamoto-nct.ac.jp/wp/wp-content/uplo
ads/2017/03/seeds-2016.pdf

論文
http://www.ijeert.org/papers/v5-i4/1.pdf

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

不可

技術相談

可

可

共同研究

未取得

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

研究者
の派遣

不可

技術シーズ
水平展開

可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

西村 勇也 （熊本高等専門学校

連携窓口

熊本高等専門学校

制御情報システム工学科

准教授）

地域イノベーションセンター

所在地 〒861-1102 熊本県合志市須屋2659-2

TEL 096-242-6433

URL http://www.kumamoto-nct.ac.jp/general/center/innovation.html E-mail sangaku@kumamoto-nct.ac.jp
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｜ 騒音振動対策

大気汚染対策

粘土鉱物等に学んだ、重金属等の無機吸着材、
土壌汚染対策
不溶化材の開発・評価
重金属汚染対策の技術向上を目指しています。多数の共同研究実績や、
民間企業で不溶化材開発経験もありますので、気軽にご相談ください。
技術の概要

技術の活用イメージ
重金属土壌汚染：汚染対策の調査分析、対策工法、対策技

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

術、不溶化材料、吸着材料などへの対応。現場提案に向けた

などを活用した重金属対策材料の開発や、工法の開発を

技術検討、等

行っています。企業時代に開発された技術や材料は、今も

重金属水質汚染：水処理装置の開発、生成スラッジの安全性

様々な土壌汚染等の現場で対策に利用されています。

評価、調査分析、等

重金属対策としては、土壌であれば分級洗浄、不溶化、吸着

廃棄物等：リサイクルに向けた含有有害元素の不溶化処理、

などの対策があります。特に、不溶化については、その評価含

用途開発（緑化材料等）
・評価、等

めて長く取り組んでいます。材だけ開発しても実用にはなら

鉱害対策：酸性鉱山廃水処理技術、
残渣処理、等

ず、その適正な評価、運用方法の開発も重要となります。材

セシウム：放射性セシウム汚染土壌への対応。分級洗浄によ

料評価から工法開発まで行っていますので、広くアドバイス

る減容化、等

水質汚濁対策

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

可能です。
騒音振動対策

参考資料

研究者・開発者からのコメント
主に鉱物を用いた不溶化材料について取り組んでいます。

発表資料
http://ci.nii.ac.jp/naid/110009930981

困ったこと、改善したい、研究したいことなどがあれば、是非
お問い合わせください。

その他
重金属類汚染対策のための鉱物材料ガイドブック

土壌汚染対策

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

不可

技術相談

可

共同研究

可

未取得

可

（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

研究者
の派遣

可

技術シーズ
水平展開

可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

伊藤 健一 （宮崎大学

連携窓口

宮崎大学

国際連携センター

准教授）

産学・地域連携センター

所在地 〒889-2192 宮崎市学園木花台西1丁目1番地

TEL 0958-58-7951

URL http://www.miyazaki-u.ac.jp/crcweb/ E-mail sangaku@of.miyazaki-u.ac.jp
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廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

開発段階

大気汚染対策

天然物質を利用した環境浄化の研究

技術の概要

土壌汚染対策

研究者・開発者からのコメント

土壌中の鉱物や微生物が起こす化学反応を研究。

天然物質を利用しているので安価で、取扱いが容易である。

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
水質汚濁対策

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

技術の活用イメージ

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

リンや硝酸などの富栄養価物質、ヒ素、鉛等の重金属などに

2)微生物起源有機分子に対するスメクタイトの安定性

汚染された水から汚染物質等の吸着除去を行う。

3)粘土鉱物の高温安定性に関する研究

また、未利用資源として存在する種々の火山灰土壌や産業

4)風化環境での微生物によるイオン濃集及び鉱物生成

廃棄物などに含まれる鉱物、微生物を環境浄化物質として応

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

用することが可能となる。

生成物の解析
騒音振動対策

種々の鉱物や有機物を用いた鉛および
ヒ素の吸着実験結果の一例
土壌汚染対策

鉄酸化バクテリアを利用したヒ素汚染水の浄化実験
・バクテリアの投入により、汚染水中のヒ素が沈殿する

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

可

技術相談

可

共同研究

可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

不可

研究者
の派遣

不可

技術シーズ
水平展開

不可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

河野 元治 （鹿児島大学

連携窓口

鹿児島大学

理工学研究科

教授）

産学官連携推進センター

所在地 〒890-0065 鹿児島市郡元1-21-40

TEL 099-285-8491

URL http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/ E-mail liaison01@gm.kagoshima-u.ac.jp
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｜ 土壌汚染対策

土壌汚染対策

大気汚染対策

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

土壌や廃棄物を化学物質としてとらえ、その特性や元素の化学形態を
解析することにより、汚染土壌浄化やリサイクルの技術化を支援します
技術の活用イメージ

技術の概要

対象となる資材や廃棄物の特性を調査・分析し、その特性を

大きく影響する、対象元素の化学形態の分析・解析により、

活かした利用方法を検討する。その上で、資材や廃棄物が施

土壌汚染のリスクや浄化技術の評価・開発を行う。また、廃

用された土壌の理化学特性変化の解析を行うことで、土壌

棄物や工業副産物の化学的な特性評価や土壌への施用試

の有害元素（重金属等）の洗浄または不溶化技術，および、農

験により、リサイクルを推進する。具体的な手法としては、

業用の土壌改良資材としての利用を目指した研究開発への

（1）土壌の間隙水採取または様々な抽出法による化学分析、

水質汚濁対策

土壌中の汚染物質（重金属等 Cd、Pb、As、Seなど）の挙動に

活用が可能である。

（2）X線を利用した元素形態や含有鉱物の分析、(3）熱力学
的定数を利用した化学平衡計算を行い、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
する知見を元に、メリット・デメリットの異なる複数手法を併
騒音振動対策

用し、土壌中の化学物質挙動を解明する。
用途
・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

研究者・開発者からのコメント
土壌は複雑な自然物ですが、様々な分析方法を用いること
で、対象元素（重金属等）の挙動を把握し、コントロールする
ことができます。
土壌や廃棄物に関する知識と分析技術を活かして、特に化

本技術シーズの活用イメージ
土壌汚染対策

学的な観点から土壌汚染対策技術や廃棄物・工業副産物の
利活用に関する研究が可能です。
これまでの企業等との共同研究の経験も踏まえて、社会に
貢献できるアウトプットができればと考えています。

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

不可

技術相談

可

未取得

不可

実績あり

研究者
の派遣

不可

技術シーズ
水平展開

可

（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階
2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

森 裕樹 （九州大学

連携窓口

九州大学

農学研究院

助教）

学術研究・産学官連携本部総括企画調整グループ

所在地 〒834-0082 福岡市早良区百道浜3-8-34 産学官連携イノベーションプラザ
URL https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/ja/index.php

TEL 092-832-2127

E-mail coordinate@airimaq.kyushu-u.ac.jp
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施設・機器
の利用

可

共同研究

開発段階

大気汚染対策

水銀等有害物質含有廃棄物の処理技術

廃棄物処理・リサイクル

本技術は蛍光灯中に含まれる水銀を環境中に放出すること無く回収する技術であり、
その他水銀を少量含む廃棄物からの水銀回収に応用できるものである。
技術の活用イメージ

技術の概要
水質汚濁対策

40Wタイプの蛍光灯中には約５～10mgの水銀が含有して

大規模な事業場で発生する蛍光灯等の水銀含有廃棄物を本

いるため、水銀含有廃棄物として回収・処理をする必要があ

技術を用いて破砕することで、水銀以外の廃棄物を水銀含

るが、筒状になっているため、重量に対して容積が大きくな

有廃棄物としてではなく、産業廃棄物として処理することが

り、運搬する際の課題となっている。そのため、蛍光灯を破

可能となり、廃棄物の発生量を少なくすることができる。水

砕して運搬する方がより効率的であるが、破砕の際に水銀の

銀は水銀回収プロセスにより水銀のみを回収（吸着）し、よ

環境中への放出が課題となっている。本技術は水銀を含有

りコンパクトな水銀含有廃棄物（特別管理産業廃棄物）とし

する有害廃棄物を酸溶液中で破砕し、気化し易い水銀を環

て適正処理および再資源化を行うプロセスに活用できる。

境中に放出すること無く回収でき、廃棄物の容積をコンパク
トにすると共に、水銀を酸溶液中に溶解させ、その後の水銀

参考資料

処理を容易にするものである。
このように、これまでの蛍光灯の破砕装置は、乾式で破砕す
騒音振動対策

廃蛍光灯の水銀回収装置（特許第3504182号）

るものであり、破砕装置内を減圧し、水銀を含む粉塵や気体
を系外に出さないためのフィルター等の設置が必要である。
これに対して本技術は液体中で破砕する技術であるため、
フィルター等の設置が無く、また、酸溶液中に水銀が溶解し
ているので、その後の水銀処理（リサイクル）も容易に行うこ
とができる。

研究者・開発者からのコメント
水銀に関わる水俣条約が履行されるに至る現状において、
土壌汚染対策

水銀廃棄物の処理は必須であり、適正処理が求められるこ
とになる。このような状況で、できるだけ安全かつ安価な処
理を行うための１つの技術とて有用と考えられるので、いろ
いろなところで活用頂きたいと考えている。

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

可

技術相談

可

共同研究

可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

可

研究者
の派遣

可

技術シーズ
水平展開

可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

石橋 康弘 （熊本県立大学

連携窓口

熊本県立大学

環境共生学部

教授）

地域連携・研究推進センター

所在地 〒862-8502 熊本市東区月出3丁目1番100号

TEL 096-321-6612

URL http://www.pu-kumamoto.ac.jp/institution/center/center.php E-mail renkei-c@pu-kumamoto.ac.jp
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廃棄物処理・リサイクル

大気汚染対策

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

廃資源には金などの有価金属が含まれています。
酸浸出した金などの金属イオンを回収する抽出剤を開発しています。
技術の概要

研究者・開発者からのコメント
既往の抽出剤と機能・価格とも競合するレベルにあります。

るため、目的金属を分離精製するために従来にない金属選

揮発性が高いのが難点の為、利用環境に配慮が必要。改良し

択性が求められます。このような新しい資源からの金属の

た新規抽出剤の開発を同時に行っています。

分離回収に対応するため選択性を備えた新規抽出剤の開発
を行っており、金、パラジウム、レアアース、コバルト等を選

技術の活用イメージ

択的に分離する抽出剤を開発しています。
従来の抽出剤よりも粘度が低く取り扱いやすくて、還元回収
も穏やかな条件で金を回収できる高処理量の金抽出剤を目

水質汚濁対策

廃棄物や低品位な鉱物資源は、従来の鉱物とは組成が異な

廃棄物等から酸浸出した金の回収プロセスに利用できます。

指しています。

論文
https://www.jstage.jst.go.jp/article/serdj/24/2/24_89
/_article

騒音振動対策

参考資料

土壌汚染対策

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

不可

技術相談

可

共同研究

可

未取得

不可

（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

研究者
の派遣

不可

技術シーズ
水平展開

可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

大島 達也 （宮崎大学

連携窓口

宮崎大学

工学教育研究部

准教授）

産学・地域連携センター

所在地 〒889-2192 宮崎市学園木花台西1丁目1番地

TEL 0958-58-7951

URL http://www.miyazaki-u.ac.jp/crcweb/ E-mail sangaku@of.miyazaki-u.ac.jp
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施設・機器
の利用

開発段階

大気汚染対策

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

廃棄物処理・リサイクル

大学発のリサイクル技術を用いた災害復興支援の一策としての取り組み。
なお、この技術は港湾問題の廃棄船舶の処理にも応用可能。
技術の活用イメージ

技術の概要
水質汚濁対策

プラスチック処理技術は超臨界・亜臨界流体法や常圧溶融

現在、熊本地震から発生した廃棄バスタブ（ガラス繊維強化

法があるが、触媒が必要・高温高圧力が不可欠、場合により

プラスチック）の分解リサイクルに取り組んでいる。また、将

12時間必要と反応時間が長い。本研究室では「マイクロ波加

来的には、港湾に廃棄されたガラス繊維強化プラスチック製

熱を用いたPETの分解法の研究」を進め、実用化できる開発

の船舶の分解リサイクル処理に応用できると考えている。

成果が得られ特許を取得した。本技術は、無触媒・比較的実
施可能な温度圧力、3時間程度の反応で樹脂を完全に分解
し回収ガラス繊維と樹脂分解物は完全再利用可能である。
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
み化学分解・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。

騒音振動対策
当該技術の応用関連のイメージ図

参考資料
不飽和ポリエステルの解重合方式、およびその解重合方式を用いた
不飽和ポリエステルの原料の回収方法（特願2013-167476）

廃棄バスタブのリサイクルのイメージ図
土壌汚染対策

研究者・開発者からのコメント

発表資料

この技術を確立できれば、多くの反応などにも、応用可能で
あると考えているが予算面等の課題があり、実用化実験を
一緒に取り組んでいけるパートナーを探している。

http://www.sojo-u.ac.jp/news/media/170317_007835.html

論文
http://www.nikko-pb.co.jp/products/detail.php?product_id=4152

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

可

技術相談

可

共同研究

可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

可

研究者
の派遣

可

技術シーズ
水平展開

可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

池永 和敏 （崇城大学

連携窓口

崇城大学

工学部ナノサイエンス学科

地域共創センター

所在地 〒860-0082

熊本市西区池田4-22-1

URL http://www.sojo-kyoso.com/
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准教授）

TEL 096-326-3418

E-mail ken-sien@ofc.sojo-u.ac.jp

大気汚染対策

分光測定（ラマン散乱・近赤外吸収）による
廃棄物処理・リサイクル
廃棄物の識別技術開発
吸収、発光、ラマン散乱を用いる分光識別は、物質の本質的な情報を与え、
高い精度を示します。
廃棄物の状況に応じた識別装置の開発を提案します
技術の概要

研究者・開発者からのコメント
この技術は「高精度な識別」に使える汎用的な手法になると

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

考え、その応用先の提案を受け付けています。

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
います。独自に高速高精度のラマン識別技術を開発し、企業

技術の活用イメージ

と連携し、経済産業省の支援により工場規模でのプラスチッ
クリサイクルの実証研究を進めています。また、この技術は
「高精度な識別」に使える汎用的な手法になると考え、その
応用先の提案を受け付けています。

水質汚濁対策

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

ラマン分光法の特徴を活かした高精度なプラスチックの識
別が可能になります。企業と連携して、独自に高速高精度の
識別装置の開発ができます。

プラスチックの識別方法および識別装置
（特許第4203916号）

Webサイト

騒音振動対策

参考資料

http://www.saimu-net.ne.jp

論文
https://doi.org/10.2116/bunsekikagaku.61.1027

土壌汚染対策

プラスチック氏サイクルでの活用の概略図

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

可

可

技術相談

共同研究

可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

可

研究者
の派遣

可

技術シーズ
水平展開

可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

河済 博文 （近畿大学

連携窓口

近畿大学

産業理工学部

教授）

リエゾンセンター

所在地 〒577-8502 大阪府東大阪市小若江3-4-1
URL http://www.kindai.ac.jp/liaison/

TEL 06-4307-3099

E-mail klc@kindai.ac.jp

廃棄物処理・リサイクル ｜ 28
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施設・機器
の利用

大気汚染対策

粉体廃棄物を有効利用して資源（材料）に活かす！
廃棄物処理・リサイクル

石炭火力発電所からの産業廃棄物であるフライアッシュ（微細石炭灰）と
クリンカアッシュ（粗粒石炭灰）の資源としての有効利用
技術の概要

研究者・開発者からのコメント

水質汚濁対策

ジオポリマーは、ポルトランドセメントの代替材料として注

研究成果は、下段の通り論文や学会発表にて随時公表して

目され始めた新建設材料です。特に、火力発電所から排出さ

います。入手が容易ですので参考にして頂だき、詳細につい

れるフライアッシュ（微細石炭灰）はフィラーとして利用が期

ては気軽にお問合せください。

待されています。本研究室が進めるジオポリマーの製造方
法は、①石灰石に依存しない、②工程において熱が不必要、

技術の活用イメージ

③セメントや石灰に比べCO2排出量が少ない、などの特性
を有します。これまでの研究から，九州地域の石炭火力発電

強度面で優位な高炉スラグ微粉末を添加したものはあります

所の中で、Ｋ発電所のフライアッシュが材料強度的優位を有

が高コストで実用化されていません。
本研究で使用するフライ

することが明らかとなり、これを主要材料とした佐賀県内農

アッシュは入手が容易なJISⅡ種製品で安価に入手可能です。

業用クリーク改修の擁壁試験施工を実施しました。各発電

ジオポリマーはコンクリートやモルタルの代替材料としての

所から排出されるフライアッシュの質は必ずしも一定ではな
騒音振動対策

利用のほか、アスファルト舗装の代替材として、クリンカアッ

く微粒子構造や化学組成が異なるため、その選定も重要で

シュは木炭・竹炭の代替材として検討しています。

す。現在は、フライアッシュと同時に排出されるクリンカアッ
シュ（粗粒石炭灰）についても、その多孔質材料としての特性

参考資料

を活かした水質浄化材として検討しています。

論文
八谷英佑・近藤文義（2016）:排出ロットの異なるJISフライ
アッシュを使用したジオポリマー硬化体の圧縮強度の比較
検討 農業農村工学会論文集303，Ⅱ_69-Ⅱ_75

土壌汚染対策

近藤文義・原口智和・郡山益実（2015）:クリンカアッシュと
炭化物の基礎的性状および水質浄化機能の比較
農業農村工学会論文集299，Ⅱ_113-Ⅱ_120

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

可

技術相談

可

共同研究

実績あり

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

可

研究者
の派遣

可

可
実績あり

技術シーズ
水平展開

可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階
2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

近藤 文義 （佐賀大学

連携窓口

佐賀大学

農学部

教授）

リージョナル・イノベーションセンター

所在地 〒840-8502 佐賀市本庄町1番地
URL http://www.suric.saga-u.ac.jp/
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TEL 0952-28-8961
E-mail suric@ml.cc.saga-u.ac.jp

廃棄物処理・リサイクル

大気汚染対策

環境配慮型の大型ヘドロコンクリートの開発

浚渫土砂を大型ブロックへ
技術の活用イメージ

技術の概要

本工法は、浚渫土砂の3R（Reduce、Reuse、Recycle）を同

ある。地盤工学分野では、ヘドロ、汚泥及び浚渫土砂等の再

時可能です。＊浚渫した土砂を加圧脱水土砂の体積を1/10

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

程度以下に減容化。＊海洋ブロック等の建設資材の製作技

ズは、ヘドロや汚泥に「固化材混合および高圧機械脱水」の

術は処分対象の浚渫土砂を原材料に製品ブロックを製造す

新材料開発手法を取入れ、有害物質を「吸着固定化」し、
「コ

る技術であり、既存工法の細骨材等の天然材料不要で通常

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

のコンクリート製品と同強度の建設資材を製造可能。＊土砂

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

浚渫の海上作業船や台船上で海洋ブロック等の建設資材を

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

製作し、港湾・漁業施設等の建設資材にその場で活用可能。

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。

＊浚渫土砂の輸送や保管等コスト削減も可能なため、利害

水質汚濁対策

「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

関係者間の調整等の負荷も軽減でき、自己完結型ゼロエ
ブロック製造のイメージ

製品ブロック写真

ミッション体制構築が期待できる。
騒音振動対策

研究者・開発者からのコメント
参考資料

理工法」開発の第一歩です。大学で生まれた社会基盤整備に
関する技術シーズを実社会で活用するには，まだ課題があり

Webサイト

ますが克服し新材料の開発に繋げたいと考えています。

http://www.kyushu-u.ac.jp/f/31286/17_08_24.pdf

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

不可

技術相談

可

共同研究

可

未取得

可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

研究者
の派遣

可

技術シーズ
水平展開

可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

笠間 清伸 （九州大学

連携窓口

九州大学

工学研究院

准教授）

学術研究・産学官連携本部総括企画調整グループ

所在地 〒834-0082 福岡市早良区百道浜3-8-34 産学官連携イノベーションプラザ
URL https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/ja/index.php

TEL 092-832-2127

E-mail coordinate@airimaq.kyushu-u.ac.jp

廃棄物処理・リサイクル ｜ 30

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

土壌汚染対策

浚渫土砂をブロックとしてリサイクルする「高圧脱水固化処

大気汚染対策

廃棄物熱処理残渣の循環利用に関する研究
廃棄物処理・リサイクル

未利用残渣のリサイクル
技術の活用イメージ

技術の概要
廃棄物の熱処理によって発生する焼却灰やスラグ、石炭灰な

焼却灰を利用した材料の土木分野、農業分野での活用を目

どの循環利用に関する総合的研究を行っています。焼却灰

指しています。

水質汚濁対策

の持つ物理化学的特性を生かしつつ、コンクリートの骨材や
路盤材、防草効果を持つ舗装材、肥効成分を含む資材へ安全
に利用するための環境影響評価と長期的物質挙動に関する
研究を行っています。
資源化が難しい石炭灰や都市ごみ焼却灰の資源化につい
て、物性評価と環境影響の両面から評価を行っています。

研究者・開発者からのコメント
騒音振動対策

地域で排出された廃棄物を、地域に資源として還元する循
環型社会に貢献するための研究を行っています。

産業廃棄物燃焼灰を利用した道路用路盤材

土壌汚染対策

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

不可

技術相談

可

共同研究

可

未取得

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

研究者
の派遣

可

技術シーズ
水平展開

可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

関戸 知雄 （宮崎大学

連携窓口

宮崎大学

工学教育研究部

准教授）

産学・地域連携センター

所在地 〒889-2192 宮崎市学園木花台西1丁目1番地

TEL 0958-58-7951

URL http://www.miyazaki-u.ac.jp/crcweb/ E-mail sangaku@of.miyazaki-u.ac.jp
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廃棄物処理・リサイクル

大気汚染対策

自然素材を用いたエコマテリアルの開発
木くずを竹繊維で強化した複合材料

技術の活用イメージ

技術の概要

・廃材を利用して、ベニヤ板などのような合板が作製できる。

の木粉に強化剤として竹繊維を、耐水性向上のために少量の

・木くずの粒度、竹繊維のアスペクト比、接着剤の種類、成型

生分解性接着剤を混合した複合材の開発を行っています。プ

圧力を上手く組み合わせることにより、強度が高くかつ靱性

ラスチック等の代替材料として、複雑形状の製品の製造技術

に優れた木質製品の作製が期待できる。

の確立を図っています。
竹繊維を強化剤として用いている研究は数多くありますが、
母

参考資料

材が木くずからなる製品例は開発段階では見当たりません。

水質汚濁対策

製材所などで生じる木くずの有効利用を目的に、母材として

論文

研究者・開発者からのコメント

https://www.sciencedirect.com/science/journal/

共同研究等を希望します。
当方で何をどこまでできるか、まずはご相談いただければと

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjsem/9/3/_contents
/-char/ja/
騒音振動対策

思います。

Woodchips 100%

Bamboo ﬁbers 30mm, 20%

Fracture of specimens after Charpy impact tests

Examples of specimens with adhesive

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

不可

技術相談

可

共同研究

可

未取得

可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

研究者
の派遣

可

技術シーズ
水平展開

可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

木之下 広幸 （宮崎大学

連携窓口

宮崎大学

工学教育研究部

准教授）

産学・地域連携センター

所在地 〒889-2192 宮崎市学園木花台西1丁目1番地

TEL 0958-58-7951

URL http://www.miyazaki-u.ac.jp/crcweb/ E-mail sangaku@of.miyazaki-u.ac.jp

廃棄物処理・リサイクル ｜ 32

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

土壌汚染対策

(B) Specimen with Bamboo ﬁbers:
(Fiber length: 10mm, content: 20%,
woodchips size: 1mm or less)

(A) Specimen of woodchips 100% with
adhesive (Woodchips size: 1mm or less)

大気汚染対策

植物バイオマスを活用した熱硬化性樹脂合成技術
廃棄物処理・リサイクル

未利用木材からプラスチックを創製する
研究者・開発者からのコメント

技術の概要

水質汚濁対策

循環型社会構築の観点から、
植物バイオマスを活用した環

これまでに、フェノールを用いて木質原料（ヒノキ間伐屑）の

境調和型材料の開発と利用技術の構築が望まれています。
本

液化分解を行い、得られた液化木材からフェノール樹脂成形

研究では植物バイオマス、
特に未利用木材に着目しこれを活

体を試作しました。これは、市販のフェノール樹脂成形品同

用した新規樹脂材料を開発しました。１例としてヒノキ材を

等の機械的強度を有しています。また、液化木材をバイン

フェノールで加溶媒分解し、得られた液化木材を基材とした

ダー（接着剤）としたパーティクルボードを試作しました。こ

フェノール樹脂を合成しました。
本技術による液化木材由来樹

のパーティクルボードはJISの実用強さを満足することを確

脂材料は、
木材用接着剤、
成形材料、
または発泡材料などに応

認しています。

用が期待されます。
これまで、
木質成分中、
リグニンのみを変

技術の活用イメージ

性して利用するなど、
単一成分の研究が先行していました。
本
研究では、
木質素材全ての利活用を目指しています。

液化反応の過程において、木材の構造末端にフェノール残
基が導入されます。このことより、液化木材はフェノール同
騒音振動対策

様の化学反応性を有しており、熱硬化性樹脂として市販の
フェノール樹脂と同じような用途展開が期待されます。成形
材料にとどまらず、木材用接着剤や発泡材料などにも応用が
期待されます。

参考資料

液化木材（左）と液化木材から得た成形材料（右）

論文
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2013/09
/1380349343.pdf
土壌汚染対策

http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2013/09
/1380350453.pdf

液化木材をバインダーとしたパーティクルボード

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

不可

技術相談

可

共同研究

（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化

可

4 第4段階 ユーザー試用段階

未取得

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

不可

開発段階

3 第3段階 試作（実証レベル）段階

研究者
の派遣

不可

技術シーズ
水平展開

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）

可

1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

市瀬 英明 （長崎県工業技術センター

連携窓口

長崎県工業技術センター

工業材料科

主任研究員）

研究企画課

所在地 〒856-0026 長崎県大村市池田2丁目1303番地8

TEL 0957-52-1133

URL http://www.pref.nagasaki.jp/section/kogyo-c/ E-mail rdp@tc.nagasaki.go.jp
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廃棄物処理・リサイクル

大気汚染対策

木質系廃棄物からのエコカーボンボードの開発

セルロース系繊維を混合し、和紙等で両面を被覆することにより、石膏ボード並みの
曲げ強度を持つ、調湿・ガス吸着性能に優れた炭化物ボードを開発できた。
技術の概要

研究者・開発者からのコメント
特許は既にオープンになっているので、どなたでも利用できま

コカーボンボード（資源循環型炭化物ボード）を開発した。炭

す。
技術移転等に関する相談や技術指導・技術支援は可能です。

化物とグルコマンナン（こんにゃく粉）に加水して混合し、こ

技術の活用イメージ

れを型枠に入れてプレス成型することによりエコカーボン
ボードが得られる。このとき、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

水質汚濁対策

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

室内で湿気の高いところへの施工による湿度調整や、生活
空間の脱臭等に利用できます。また、調湿性能を利用した結
露の防止、断熱効果等も期待できます。住宅などのほか、介
護施設等の室内環境の改善にも効果が期待できます。

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。
騒音振動対策

実験棟に施工した際の温湿度をモニタしたときの写真です。
表面の和紙等の色を変えることにより、
様々な色調のボードが作成できます。

参考資料
論文
木炭ボードと竹炭ボードの吸放湿試験。
湿度を上げると速やかに吸湿し、湿度を下げると
速やかに放湿しています。室内の調湿性能が期待できます。

知財
木炭ボードの製造方法（特許第5186625号）

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

可

技術相談

可

共同研究

可

土壌汚染対策

https://www.kagoshima-it.go.jp/pdf/kenkyu_report/k_
report_2007_07.pdf

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

可

研究者
の派遣

不可

技術シーズ
水平展開

可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

小幡 透 （鹿児島県工業技術センター

連携窓口

鹿児島県工業技術センター

企画支援部

主任研究員）

企画支援部

所在地 〒899-5105 鹿児島県霧島市隼人町小田1445-1
URL https://www.kagoshima-it.go.jp/

TEL 0995-43-5111

E-mail kikaku@kagoshima-it.go.jp

廃棄物処理・リサイクル ｜ 34

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

大気汚染対策

微生物でごみを資源に

廃棄物処理・リサイクル

微生物を活用した有機廃棄物及び未利用バイオマスの資源化と有用微生物の探索
技術の活用イメージ

技術の概要

水質汚濁対策

土壌などに生息する微生物の生態解明などの基礎研究とそ

（３）野草堆肥は、各地の野草堆肥化技術とマッチングするこ

の応用研究により、安全・快適な社会を目指した研究を推進

とで地域の特産物として「病害抑制型ハウス土壌マルチ資

しています。

材」等、商品化が期待できます。

身近な研究成果として（１）油脂分解菌による厨房排水の
浄化や（２）浴室のカビ防止微生物剤があります。厨房排水
中には多量の油脂分が含まれるため、業者が除去した油脂
分は産業廃棄物として焼却されています。当研究室が発見し
た微生物は油脂分解能力に優れており飲食店等で利用され
ています。また、カビ発生抑制微生物は、揮発性抗菌物質を
生産することを科学的に解明し商品化されました。
（３）阿蘇の草原の野草を刈り取って野外に積み上げた
「野草堆肥」には植物病原菌を押さえる「拮抗菌」が多数含ま

騒音振動対策

れることを発見し、ハウス土壌などへの施用により低農薬で
連作できることを解明しました。この「野草堆肥」は経験に

30年間、バラを連作しても病害がほとんど出ていないハウスの例です。
野草堆肥をマルチ使用（表面施用）しています。

頼った有効性を学術的に解明し最適使用法を考案した結
果、JA等を通して農家に普及しています。

研究者・開発者からのコメント
（３）野草堆肥は、阿蘇地域の農民の知恵から生まれた環境
にやさしい病害抑制資材であり、これを学術的に裏付け、広
く活用することができれば、消費者が歓迎する低農薬有機
農業の推進にも繋がることが期待されます。

土壌汚染対策

参考資料
その他
現代農業2017年10月号, pp.114-119

カビ汚染防止剤の効果を検証するため、密閉容器にカビを
接種した培地と防止剤を同封してテストしました．

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

可
実績あり

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

可

可

技術相談

共同研究

実績あり

研究者
の派遣

可

可
実績あり

技術シーズ
水平展開

可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階
2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

染谷 孝 （佐賀大学

連携窓口

佐賀大学

農学部

教授）

リージョナル・イノベーションセンター

所在地 〒840-8502 佐賀市本庄町1番地
URL http://www.suric.saga-u.ac.jp/
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TEL 0952-28-8961
E-mail suric@ml.cc.saga-u.ac.jp

廃棄物処理・リサイクル

大気汚染対策

バイオマスの有効物質への変換

サトウキビのバガスや葉、
各種植物性バイオマスを高品質バイオ燃料油ないし
化学原料、および固体炭素化物に転換する再生可能資源の活用技術
技術の活用イメージ

技術の概要

サトウキビの収穫や製糖時に回収可能なバガスや葉(ハカ

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

マ）、農作物収穫・製品化の際に発生する非食部、間伐材や草

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

類など、集積した未利用バイオマスを原料に用い、その全量

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

を高品質燃料油や化学原料、固体炭化物に転換し商品化ま

環型社会形成・地域産業活性化へ応用が目的。要素技術は、

たは利用する。

水質汚濁対策

バガス（サトウキビ搾汁後の残滓）や竹、農作物茎葉など、未

国の補助や企業連携で進行中。県や地域自治体、製糖会社
等と連携し実用化を検討。

研究者・開発者からのコメント
適用するバイオマス原料、実施地域、製品活用目的などに応

参考資料

サトウキビ搾汁後の残滓などを高品質の燃料油や
化学肥料等に活用した地域社会

レブリン酸の製造装置、レブリン酸の分離装置及びレブリン
酸から炭化水素を製造する装置（日本特許5504493号）

騒音振動対策

じて最適な活用法を検討することが望ましい。

論文
ケミカルエンジニヤリング, p.46-51, Vol.5 (2016)

発表資料
土壌汚染対策

平成28年度NEDO新エネルギー成果報告会
バイオマス分野 予稿集 (2016)

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

可

技術相談

可

共同研究

可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

不可

研究者
の派遣

不可

技術シーズ
水平展開

可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

筒井 俊雄 （鹿児島大学

連携窓口

鹿児島大学

産学官連携推進センター

客員教授）

産学官連携推進センター

所在地 〒890-0065 鹿児島市郡元1-21-40

TEL 099-285-8491

URL http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/ E-mail liaison01@gm.kagoshima-u.ac.jp
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廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

大気汚染対策

加工残さいや低利用水産物を利用した
加工食品の開発

廃棄物処理・リサイクル

低塩分で臭みのない魚醤油
技術の活用イメージ

技術の概要
西之表市との共同研究でトビウオの残さいによる臭みのな

低利用魚ならびに加工残さを有効利用した調味料

水質汚濁対策

い魚醤油の製造法を検討､「飛魚の雫」として商品化。

参考資料

この技術は、加工食品の製造工程で生じる残さいや低利用
水産品から新たな加工食品を生み出すことが可能。

魚臭さを低減化し、風味を向上させた魚醤油の製造方法
（特許 第5240943号）

一例としての「飛魚の雫」は、サトウキビからの製糖工程で産

魚醤油の製造方法（特許 第4876259号）

出される廃糖蜜ならびにサツマイモを副原料として使用、発
酵させることで臭みのない魚醤油となり、大豆醤油と同様に
刺身や冷奴にかけて利用することが可能。

Webサイト
http://www.janu.jp/news/topics/post-33.html

論文
https://www.k-junshin.ac.jp/juntan/libhome/bulletin/N

騒音振動対策

「魚醤油の製造方法」として特許取得。

o40/kiyo_40_11.pdf

研究者・開発者からのコメント
本技術を利用した魚醤油は「2007 かごしまの新特産品コ
ンクール」で奨励賞を受賞しました。共同研究において、本技
術を活用した新たな開発を希望しています。

土壌汚染対策

加工残さいの利用

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

可

技術相談

実績あり

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

可

可

共同研究

実績あり

研究者
の派遣

不可

可
実績あり

技術シーズ
水平展開

可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階
2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

進藤 穣 （鹿児島大学

連携窓口

鹿児島大学

水産学部

准教授）

産学官連携推進センター

所在地 〒890-0065 鹿児島市郡元1-21-40

TEL 099-285-8491

URL http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/ E-mail liaison01@gm.kagoshima-u.ac.jp
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廃棄物処理・リサイクル

大気汚染対策

養豚廃水からの窒素、リン、カリウム同時回収

養豚廃水は窒素、リン、カリウムを豊富に含むが故に水質汚濁の原因でもある。
窒素、リン、カリウムを同時に回収して，資源循環と水質汚濁防止を達成する。
技術の活用イメージ

技術の概要

養豚農家から固液分離後の養豚廃水をバキュームカーなど

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

で回収し、養豚廃水を集約的に処理する施設を設ける。生物

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

処理前に本技術により窒素、リン、カリウムを回収した後、生

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

物処理し、放流する。窒素、リン、カリウムを含む回収物を肥

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

料として販売する。

水質汚濁対策

養豚廃水には窒素・リン・カリウムが含まれていますが、窒素

本国内での資源循環の確立および養豚廃水による水質汚染
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。
騒音振動対策

技術の新規性に関しては、養豚廃水処理プロセスにおいて，
生物処理前に窒素とリンをリン酸アンモニウムマグネシウム
として回収する研究や，生物処理後にカリウムとリンをリン
酸カリウムマグネシウムとして回収する研究は行われていま
すが生物処理前に窒素,リン,カリウムを同時に回収する研究
は行われていません。

研究者・開発者からのコメント

参考資料

工学的処理を行うので、集約して専門のオペレータを付ける
ことが好ましい。本技術により、窒素、リンを排水基準以下に
ので、通常の有機物処理方法が採用できる。南九州や、北関
東など養豚業が集約している地域で採用可能と考えている。

https://doi.org/10.3985/jjsmcwm.28.152

発表資料
https://doi.org/10.14912/jsmcwm.27.0_215

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

不可

技術相談

可

共同研究

可

未取得

可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

研究者
の派遣

可

技術シーズ
水平展開

可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

土手 裕 （宮崎大学

連携窓口

宮崎大学

工学教育研究部

教授）

産学・地域連携センター

所在地 〒889-2192 宮崎市学園木花台西1丁目1番地

TEL 0958-58-7951

URL http://www.miyazaki-u.ac.jp/crcweb/ E-mail sangaku@of.miyazaki-u.ac.jp
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廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

土壌汚染対策

低減できるので、生物処理は有機物のみを除去すればよい

論文

大気汚染対策

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

廃棄物処理・リサイクル

産業廃棄物を減らして環境保全と資源回収と実質的食料自給率（肥料、飼料含む）
向上を実現
技術の概要
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
水質汚濁対策

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する
ことに成功。
フルスケール実証試験－粗MAP回収工程処理フロー

研究者・開発者からのコメント
騒音振動対策

液中に存在する微粒子の回収プロセスとして応用可能

参考資料
有機性廃水及び汚泥の処理方法及び処理装置
（特開2004-160340）

技術の活用イメージ
下水に限らず、食料、飲料製造会社等の工場から排出される
廃液や汚泥中にはリンを多く含む場合があることから、この
廃液中のリンや窒素等を除去して有価で処分されている廃
棄物を削減しつつリン酸マグネシウムアンモニウム粒子とい
う有用な肥料原料として回収する技術を採用するケースが

土壌汚染対策

増加する可能性がある

論文
下水汚泥からのリン回収プロセスの開発
萩野隆生、平島剛
環境資源工学 52 (4)、172-182(2005)
下水汚泥からのリン回収:自立採算型リン回収プロセスを目
指して(特集 持続型産業システムを実現するリサイクル技術
萩野隆生、平島剛、セラミックス、49巻、1号、49-53(2014)

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

不可

技術相談

可

共同研究

可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

可

研究者
の派遣

可

技術シーズ
水平展開

可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

平島 剛 （九州大学

連携窓口

九州大学

工学研究院

教授） ／

三木 一（九州大学

工学研究院

准教授）

学術研究・産学官連携本部総括企画調整グループ

所在地 〒834-0082 福岡市早良区百道浜3-8-34 産学官連携イノベーションプラザ
URL https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/ja/index.php
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TEL 092-832-2127

E-mail coordinate@airimaq.kyushu-u.ac.jp

廃棄物処理・リサイクル

大気汚染対策

各種有機性廃水からの微生物による
エネルギー回収技術の開発

いろいろな温度で排出される有機性廃水などから適正な温度域の
嫌気性微生物の力を利用してメタンガスを作り出します
技術の活用イメージ

技術の概要
＊

収技術の開発を中心に研究しています。UASB法、ABR法を

存酸素維持のため曝気動力にかかる電力消費は大きい。こ

有機性産業廃水を活性汚泥法で処理している場合、溶

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

の電力削減のため、廃水の活性汚泥処理前に嫌気性微生物

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

を利用したメタン発酵を組込、活性汚泥に流入する有機物

処理分野への適用技術について、研究開発を行っています。

濃度を低減し、動力削減が可能となる。

廃水の持っている熱エネルギーに対して適切な運転条件の

＊

選定や、また、加温エネルギーを抑えた省エネルギー型処理

する技術は多数あるが、本技術は低水温の有機性廃水に加

を行っています。中温温度域のメタン発酵以外に55℃の高

温せずに地下水による反応器の温度維持でメタン発酵して

温温度域、地下水を利用した低温温度域のメタン発酵につい

いる。高さ方向に廃水供給口を複数設置し運転コスト削減

ても研究を行っています。

を実施している。

水質汚濁対策

各種有機性廃水から嫌気性微生物を利用したエネルギー回

嫌気性微生物を利用したメタン発酵でエネルギー回収

中温、
低温メタン発酵特性
・各種有機性廃水を対象とした高温、
グコスト低減化技術の開発

各種有機性廃水のメタン発酵に関する研究を中心に行って

・有用微生物の探索と分離･同定など

いますが、嫌気性処理だけではなく好気性処理についても連

騒音振動対策

研究者・開発者からのコメント

・多点分散型UASBリアクターによるメタン発酵のランニン

携が可能です。また、大学、高専、研究機関の方々と連携をし
ていますので、廃水処理に関して困っていることなど、是非
ご相談下さい。

参考資料

_pdf/-char/ja
多点分散供給方式の概要図

多点分散供給方式UASBリアクターの外観写真

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

不可

技術相談

可

共同研究

4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

研究者
の派遣

可

技術シーズ
水平展開

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）

可

1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

山田 真義 （鹿児島工業高等専門学校

連携窓口

鹿児島工業高等専門学校

都市環境デザイン工学科

准教授）

総務課 企画係

所在地 〒899-5193 鹿児島県霧島市隼人町真孝1460番1

TEL 0995-42-9038

URL http://www.kagoshima-ct.ac.jp/ E-mail kikaku@kagoshima-ct.ac.jp
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可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化

可

未取得

施設・機器
の利用

土壌汚染対策

論文
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jswe/40/2/40_67/

大気汚染対策

廃棄物焼却残渣の有効利用促進のための
廃棄物処理・リサイクル
環境持続型技術に関する研究
最終処分される主な廃棄物（埋立廃棄物の約8割）である焼却残渣を
セメント原料として利用し、埋立処分量の最小化をはかる技術システムである。
技術の活用イメージ

技術の概要
水質汚濁対策

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

埋立処分が逼迫している最終処分場の延命化をはかる上

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

で、有効な技術である。焼却残渣に有機物を添加することに

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

より難溶解性塩素を分解させ、セメントの忌避成分で塩素

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

濃度を低減化（Cl<0.1%）させる。このことにより、セメント

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

原料としての有効利用が容易となる。

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

研究者・開発者からのコメント

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。

自治体の最終処分場への採用を期待している。埋立地の一
角で、焼却残渣から所定の塩素イオン濃度となるまで脱塩素
を行うための技術である。初期投資は小さく、有機物を添加

騒音振動対策

した焼却残渣を雨曝しにしておくだけで、有効に脱塩素を行

参考資料

うことができる。

焼却残渣の再利用方法（特許第4431672号）

土壌汚染対策

Recyclable Landﬁll (RL) System

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
知財活用

不可

技術相談

可

共同研究

可

開発段階
（試売／量販）
段階
5 第5段階 製品・サービス化
4 第4段階 ユーザー試用段階
3 第3段階 試作（実証レベル）段階

廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

施設・機器
の利用

不可

研究者
の派遣

不可

技術シーズ
水平展開

可

2 第2段階 試作（ラボ実験レベル段階）
1 第1段階 基礎研究・構想・設計段階

研究者・連携窓口情報
研究者名

島岡 隆行 （九州大学

連携窓口

九州大学

工学研究院

教授）

学術研究・産学官連携本部総括企画調整グループ

所在地 〒834-0082 福岡市早良区百道浜3-8-34 産学官連携イノベーションプラザ
URL https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/ja/index.php
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TEL 092-832-2127

E-mail coordinate@airimaq.kyushu-u.ac.jp

連携事例

大学技 術シ ーズ活 用型

P43

コー ディネーターによるマッチング 型

P45

企業の課 題 解決 型

P47

連携事例 ｜ 42

連携事例 1. 大学技術シーズ活用型
株式会社サイム × 近畿大学産業理工学部
ラマン識別を活用した廃プラスチックリサイクル技術の開発

インタビュー
株式会社サイム 代表取締役

土田 保雄 氏

マテリアルリサイクルにも取り組んでいる。これがサイ
ムの事業の2本柱である。

コア技術を産学連携で開発
サイムが行うプラスチックのリサイクルは、廃家電や

近畿大学 産業理工学部 教授

廃自動車のシュレッダーダストに含まれるプラスチッ

河済 博文 氏

ク破砕物を素材毎に分別し、破砕プラスチックとして
販売するものだ。この一連のリサイクルプロセスのう
ち、混合されたプラスチック破砕物を高精度かつ高速
に選別できるのが同社の強みである。この選別のコア
技術が、産学連携によって開発された『ラマン分光プラ
スチック識別機』であり、エアガンを組み合わせた廃プ
ラスチック選別回収装置は、1時間で200～600kgの
プラスチック片を95%以上の純度で選別してしまう。

産学連携のきっかけ
〈左〉土田保雄氏 〈右〉河済博文氏

サイムの代表取締役である土田保雄氏が産学連携
の技術開発に取り組んだのは、プラスチックリサイクル
事業を始めたのと同時期である。パソコンメーカーか

プラスチックのマテリアルリサイクル
に取り組む
福岡県桂川町の株式会社サイム（以下、
「サイム」とい
う）は、循環型社会形成を推進するという目標を掲げ
て平成3年に設立された。設立当時はパソコン/OA機
器のリユースが事業の主体であったが、家電リサイクル
法や自動車リサイクル法の整備が 進む中、パソコン

43

らリサイクルを依頼されたビニール袋の素材にHDPE
（高密度ポリエチレン）とLDPE（低密度ポリエチレン）
の2種類があっため、選別プロセスを加える必要があっ
たのだ。色々とアイデアのあった土田社長だが、プラス
チックの自動選別は難易度が高く、地域の産業振興の
拠点であった（公財）飯塚研究開発機構（福岡県飯塚
市）のコーディネーターに相談することになった。そこ
で紹介されたのが近畿大学産業理工学部の河済博文

メーカーからビニール袋リサイクルに関する相談を受

教授である。その繋がりをきっかけに、土田社長と河

けたのをきっかけに、平成13年から廃プラスチックの

済教授の産学連携が始まった。

｜ シーズ連携事例

難易度の高いシュレッダーダストの選別に挑戦
連携当初の技術開発はビニール袋の運搬効率を上
げることが主な目的であったが、平成16年になると洗
濯機やエアコン、冷蔵庫といった家電のシュレッダー
ダストが持ち込まれることになり、状況が変化する。
PP、PS、ABSの破砕物と若干の異物が混ざったシュ
レッダーダストを、効率よく選別することが技術開発
の中心テーマとなってきたのだ。

ラマン分光プラスチック選別機の模式図

当時は、プラスチックを選別する技術として近赤外
線技術が一般的であったが、ラボレベルならともかく

一方、
土田社長のアカデミック分野への理解もかなり

多量に運び込まれるプラスチック片を高精度で選別す

深いものがある。河済教授は「アカデミックな場で知名

るには難があった。これを打破するきっかけとなった

度を上げることが、中小企業にとっては営業面（情報収

のが、河済教授の研究テーマのひとつ“ラマン分光”技

集や顧客開拓）でも技術面（技術相談窓口の広がり）で

術である。

も有効なことが多い。
是非企業にもアカデミックな場に

河済教授からラマン分光という技術がある事を伝え

参加して貰いたい」と話す。実際に土田社長も「公的資

られた土田社長は、さっそく新たな選別装置の開発を

金を獲得したことで注目され、
学会での招待講演に応じ

決意。当時のリサイクルニーズと技術の先進性がマッチ

ました。それ以降も積極的にアカデミックな場での発

した結果、経済産業省などから大型の開発資金の調達

表・講演に取り組み、
後の顧客となる企業や大学研究者

に成功し、その後も外部資金を活用した数々の共同研

とのネットワークが生まれました」
と話している。
こうし

究を継続している。

た土田社長のチャレンジは、少なからず河済教授の研

経営者と研究者の相互理解で
発展的な連携が実現
驚いたのは、
「 専門分野は原子や分子といった実用

究活動にもプラスの影響を与えたのではないだろうか。

研究開発シーズを活かして更なる
リサイクルに発展させる

から遠く離れたもので、私自身も産学連携に発展する

廃家電のシュレッダーダストを選別するために開発

研究だとは思っていなかった」という河済教授の話だ。

されたラマン分光技術（特許第3854986号など）は、

土田社長はもちろんのこと河済教授の産学連携経

現在新しい展開を迎えている。それが廃自動車のシュ

験も浅い中で、なぜ大型の共同研究が上手くいったの

レッダーダスト（ASR）への技術の適用である。廃家電

か。お二人の話を伺っていると、その秘訣は”相互理解”

と違いASRの樹脂が光を吸収する黒色をしていること

ではないかと感じた。

から、選別の難易度が高いという。サーマルリサイクル

「連携が長続きしたのは、
河済先生からスケジュール管
理も含めて細かく支援して貰ったからだ」
と土田社長は
話す。
産学連携の共同研究を進めて行くためには、
事業
のスピードと研究者のスピードが一致しなければならな
い。
通常ならば産学連携のコーディネーターなどに頼る
ところである。
しかしながら、
近畿大学の九州キャンパス
にはコーディネーターが配置されておらず、
この連携で
は河済教授がその役割を担った。
研究者側に民間企業の
事業への理解がなければ、
なかなかできないことである。

に回されているASRを、付加価値の高い循環利用の流
れに戻すため、
現在も更なる連携が続いている。
《備考》近畿大学・河済教授の技術シーズについては、本技術シーズ集
28頁に概要を掲載しております。

参考データ
《企業》株式会社サイム
http://www.saimu-net.ne.jp/
《大学》近畿大学 産業理工学部
http://www.fuk.kindai.ac.jp/
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連携事例 2. コーディネーターによるマッチング型
宮崎県農協果汁株式会社 × 宮崎大学 医学部
食品廃棄物
（日向夏搾汁残渣）
を用いた機能性食品の開発
日向夏とともに45年

インタビュー
宮崎県農協果汁株式会社 研究開発部長

宮崎県農協果汁株式会社（以下「農協果汁」という。）

坂谷 洋一郎 氏

は、昭和48年に、みかん生産農家の経営安定を図るこ

宮崎大学 産学・地域連携センター
産学・地域連携部門長

会社として設立された。現在は、県内農家の所得向上、

とを目的に、ＪＡグループの経済事業を補完する株式

小林 太一 氏

市場流通の調整機能など、その果たす役割は飛躍的に
高まり、取り扱う加工用農産物も、日向夏に代表される
かんきつ類をはじめ、ニンジン・サツマイモ・ピーマン・
お茶など、約20種類を超える。一方では、清涼飲料水
製造販売にも力を入れており、オリジナル商品である
“サンＡブランド”はもとより、多くの飲料メーカーの受
託事業にも積極的である。

小林太一 産学連携コーディネーター

坂谷洋一郎 研究開発部長

日向夏搾汁残渣の成分に着目した
有効利用
本研究開発は、日向夏搾汁残渣の処分に困っていた
農協果汁が、宮崎大学が保有する技術シーズ『日向夏
に含まれる骨代謝改善物質（特許第4665152号）』を
活用し、日向夏搾汁残渣を活用した新たな機能性日向
夏ジュースの製品化を目指すものである。
現在、その製品化に向けて機能性表示の申請用にヒ
ト試験を実施中である。この評価プロセスには多少の
期間を要するため、農協果汁は取り組み成果の第一弾
として機能性表示が無い状態での商品化を決定した。
商品は近々販売されるが、もちろん、評価プロセスで優
位性が認められれば日向夏搾汁残渣を活かした機能

新開発飲料と既存飲料

45

｜ シーズ連携事例

性表示飲料が誕生する予定だ。

産学連携のきっかけ

ド感の違い”を如何に調整するか、が大きな課題であ
り、この点に関しては、定期的（年4回程度）に進捗管理

宮崎大学は、平成16年6月から“みやざきTLO”を介し
て特許の技術移転活動を開始するとともに、発明者の

のための会議を開催することで、研究開発チームの一
体感を維持させた。

山口昌俊（医学部附属病院 産婦人科医）先生を中心に

コーディネーターは、黒子ではあるが“チームの一員”

「日向夏と健康に関する研究会」を立ち上げ、積極的に

という意識が重要、とは小林氏の弁。農協果汁の坂谷

本技術シーズを世にPRしていた。
一方、農協果汁は、本格的な産学連携による研究開
発の経験もなく、宮崎大学との関係も全くない地場企

氏も「小林コーディネーターが、企業の立ち位置を理解
した上で、進捗管理など、積極的に動いてくれたことが
大きい。」と述べている。

業であったが、宮崎県産日向夏を大量に消費する果汁
メーカーということで、特許の発明者である山口先生
から「日向夏と健康に関する研究会」への誘いを受け
た。この研究会に興味を持って参加したことが、宮崎大
学との出会いになり、産学連携のきっかけとなった。つ
まり、宮崎大学の積極的なPRと、農協果汁の前向きな
姿勢（研究会への参加）がなければ、この産学連携は生
まれなかった、と言っても過言ではない。
その後、農協果汁が“日向夏の搾汁残渣の利活用”に
ついて宮崎大学に相談し、平成25年6月に農水省の競
争的資金を獲得して、以降3年間で課題解決、試作にま
で至った。

双方の“熱意”が
双方の“モチベーション”に
現在、機能性表示の申請用の人試験を実施している
が、ここに至るまでに約10年間という長い期間を費や
してきた。小林氏は、
「 特許の発明者である山口先生
は、大学病院の産婦人科医としての業務があり、研究開
発に割く時間に制約があったが、それ以上に研究者と
しての熱意が勝っていた気がする。農協果汁の真剣
さ、熱意が研究者に伝わり、一層のやる気を出させた
のではないか。」と言う。

課題①：ヒトに対する機能性の確認
（細胞、
動物はクリアしていた）
課題②：どの成分が効いているのか、
の確認
（成分同定）
現在は、前述したとおり、機能性表示の申請のため
の人試験を行っているが、機能性表示の申請を待たず
に、試作品を製品として世に出すことが決まっている。
宮崎県農協果汁株式会社

工場外観

コーディネーターの存在意義
本研究開発に関しては、どんな小さなことでも相談
しやすいように、という意図で、最初から最後まで、宮
崎大学の産学連携コーディネーター小林太一氏が企
業と研究者との間に入り、様々な場面で調整を行って
きた。産学連携の場面では、特に“企業と大学のスピー

参考データ
《企業》宮崎県農協果汁株式会社
https://www.kajyu.co.jp/
《大学》宮崎大学
http://www.miyazaki-u.ac.jp/
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連携事例 3. 企業の課題解決型
吉玉精鍍株式会社 × 福岡県工業技術センター
めっき排水からの有価金属回収と再資源化

インタビュー

あるため、結果として当然のコストとして受け入れてし
まっているケースが殆どである。

吉玉精鍍株式会社 代表取締役専務／
九州めっき工業組合 副理事長

産学連携のきっかけ

吉玉 和生 氏

平成14年、九州7県のめっき処理業者が加入する九
州めっき工業組合（以下、
「組合」という）に環境リサイ
クル委員会が設置され、組合主導の研究開発が始まっ

九州全域のものづくりを支える

処理汚泥から亜鉛を回収・リサイクルする技術の研究

宮崎県延岡市で昭和29年にめっき業を開業した吉

開発である。全国各地のめっき工業組合に環境対策の

玉精鍍株式会社（以下「吉玉精鍍」という）は、電気めっ

部会が設置されることはあるが、その役割は規制関連

きをはじめ、無電解めっき、電解研磨、バフ研磨など、

の情報交換が主であり、このような研究開発の事例は

20種にも及ぶ表面処理技術で、地域のものづくりを支

あまり無いという。

えている。

当時、同組合の理事（現、副理事長）を努めていた吉

吉玉精鍍の表面処理の中心となるのが電気めっき

玉精鍍代表取締役専務の吉玉和生氏は、組織の改組

処理であり、電子部品や自動車部品、半導体、金型など

に伴いこの環境リサイクル委員会の委員長に就任（兼

大小さまざまな製品に対して硬質クロム、金、銀、銅、

務）し、亜鉛リサイクル技術の開発を組織的に進めて行

鉛、錫、亜鉛、半田、ニッケル等の表面処理を施すこと

く立場になる。これが同社が経験する一連の産学連携

ができる。金型や電子部品分野などには、九州では同

の始まりである。

社でしかできない表面処理もあり、その顧客は九州全
域150社に及んでいる。

電気めっきと環境対策
電気めっきは処理工程で重金属や酸・アルカリ等を
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た。亜鉛めっきの排水処理コスト低減を目的とし、排水

組合のネットワークを活かした
資金調達と連携体制の構築
技術開発を実施するには資金が必要である。組合は
その調達に地域・行政とのネットワークを上手く活かし

多用する。
そのため、
めっき処理業者は工場内に排水処

ている。平成15年のプロジェクトの立ち上げ時には、

理設備を持ち、
排水基準に対応した処理を行ったうえで

九州経済産業局の紹介で入会した九州地域の環境ビ

下水道もしくは河川等に放流し、排水処理の過程で発

ジネスに関する産学官ネットワーク組織「九州環境・リ

生する汚泥は産業廃棄物として適切に処分している。

サイクル産業交流プラザ（K-RIP）」
（現、九州環境エネ

こうした環境対策コストの削減は全ての電気めっき処

ルギー産業推進機構）、その後の平成17～22年度まで

理業者にとって共通の課題だが、個別対応には限界が

の実証プロセスでは福岡県工業技術センター機械電

｜ シーズ連携事例

子研究所（以下、
「機電研」という）の協力を得て福岡県
リサイクル総合研究センター（現、公益財団法人福岡県
リサイクル総合研究事業化センター）の研究開発事業
に提案し、技術開発の段階に応じた資金援助を受ける
ことに成功。機電研や大学、行政等の協力もあり、亜鉛
リサイクルの研究開発に目途を付けることができた。

過去の連携経験を活かして
自社の課題を解決
先の研究開発から数年が経過した頃、今度は吉玉精

開発した錫回収装置

設試である機電研とスムーズに連携できたのは、
めっき

鍍が保有するバレルめっきラインに課題が見えてき

案件に対応できるのが同機関のみであったこともあるが、

た。バレルめっきとは、バレルと呼ばれる通電性の網カ

組合を通した信頼関係の構築がポイントだった」
と語る。

ゴに被めっき部品を充填し、めっき液中に浸漬したバ

共同研究では、機電研がラボ実験までを主体的に行

レルを回転させながらめっき処理を行う手法である。

い、
現場実証を吉玉精鍍が受け持った。
機電研によるラ

同社が得意とする微細な電子部品の処理には、この手

ボでの試行錯誤が奏功し、
錫含有率の高いスラッジ
（錫

法が用いられている。

スラッジ）
を回収する手法を確立、
実証での回収率をラ

めっき処理が終わると、バレルはめっき液から引き

ボ実験並みに高めるのにかなりの労力を要したもの

揚げられ洗浄工程に移される。ところが、細かい部品を

の、十分投資回収可能な技術を開発することに成功し

充填したバレルは多量のめっき液を持ち出してしまう

た。吉玉専務は、
「公的な資金援助を受けると明確に期

のである。同社が電子部品のめっきに使用する「錫」は

限が設定されるので、
より実務レベルに近いスピード感

比較的高価な金属のため、錫を含んだめっき液を洗い

のある技術開発ができたのではないか」
とも振り返る。

流して捨ててしまえば、錫が無駄になるだけでなく、排
水処理コストも増加してしまう。

その後の展開

そこで、吉玉専務は組合で連携実績のあった機電研

現在、開発した技術を用いて回収された錫スラッジ

の担当者に汚泥からの錫リサイクルの可能性について

は金属精錬業者に高値で売却されており、同社のコス

相談した。しかしながら、錫は亜鉛よりも回収の難易度

ト低減に寄与しているという。吉玉専務は、将来的には

が高いため、研究開発の要素があるという話であった。

開発した錫回収システム（装置＋凝集剤）を販売し、自

これを聞いた吉玉専務は、組合での経験を活かし、宮

社の収益だけでなく電気めっき業界の環境配慮に貢

崎県産業振興機構の資金援助メニューに申請、平成

献したいと考えている。

25年度から3年間に亘る機電研および宮崎県工業技
術センターとの共同研究に漕ぎつけた。
吉玉専務は、
「宮崎県の企業でありながら福岡県の公

産学官連携による課題解決経験の積み重ねは、着実
に吉玉精鍍にチャレンジ精神を定着させつつある。最
近は大学発の最新ニーズに積極的にアプローチし、同
社には医工連携など様々な産学官連携案件が持ち込
まれている。さらに一歩進んだものづくりへの貢献も
期待できそうである。

参考データ
《企

回収された錫スラッジ

業》吉玉精鍍株式会社
http://www.yoshitama.co.jp/
《公設試》福岡県工業技術センター
http://www.ﬁtc.pref.fukuoka.jp/
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産学連携のポイントと連携窓口の取り組み
企業と大学等の連携（一括して「産学連携」と表現する）は以前から行われていましたが、最近になって、その状況
に変化が生じています。ここでは、大学等に設置された連携窓口の取り組みを踏まえながら、産学連携の基本的な
情報とともに、最近の新しい動きについても紹介します。

どのように連携を始めればよいの？ ～企業側から見た連携のアプローチ～
技術相談や共同研究といった産学連携の多くは、“企業”と技術シーズを持つ“研究者”の間で成立するものです
が、それが成立するまでの企業側からのアプローチを大きく分類してみると、企業と研究者が直接やり取りをして
始める〈直接連携型〉と、大学等に設置されている連携窓口を経由して始める〈窓口経由型〉の2つに分けられます。

《直接連携型》
●企業が事業を通して面識を持っている研究者との間で共同研究等の連携が始まるパターン
●連携前のコミュニケーションを通して、研究者のテーマ・興味関心・得意分野はもちろん、その人物につい
ても大凡の事がわかっている
●マッチングとコミュニケーションが適切であれば研究者との連携が実現すればトラブルも発生しにくく、想
定した成果が期待できる、スピード感のある連携も可能
【注意点】研究者との属人的な繋がりから始まる連携の場合は、知らず知らずのうちにニーズとシーズのミス
マッチが起きている可能性もあるので注意が必要です。

《窓口経由型》
●「技術的な課題やニーズがあるが誰に相談してよいかわからない」という場合に大学等に設置されている連
携窓口に相談するパターン
●連携窓口を設置している大学等であれば、企業からの相談を受け付けており、気軽に活用することができる
（→ 55ページ：大学等の連携窓口一覧）
●連携窓口が、所属する研究者が相談に対応できるかどうかを判断したうえで、研究者の紹介、面談の調整等
の段取りを行い、共同研究等の開始に至る
●連携窓口は研究者の特性を事前に掴んでいるため、技術的要素だけでなく産学連携に関心のある研究者を
紹介してもらえる可能性がある
●産学連携専門スタッフを経由することで、
日常的なコミュニケーション
（例えば、
メールの返信が返ってこない、
先生に直接伝えにくい、
などへの支援）
の負荷軽減や契約・知財に関する後々のトラブルを回避できるメリット
もある
【注意点】企業と研究者の関係が、互いの要望や技術が把握できていない状況から始まるので、多少の手間・時
間を要する可能性があります。
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生産現場に密着したサポートが可能な公設試
公設試（公設試験研究機関）は、地域の産業特性・集積に合わせて自治体が設置する試験所・研究所等で、企業の課題解決を図るため
に、生産現場に密着したきめ細かいサポートを行う設備・体制を整えています。つまり、大学や高専よりも企業寄りの課題解決を担って
いるのが公設試といえます。
公設試は地域の大学・高専との連携もあるため、内容次第ではありますが企業と大学等の研究者とのマッチングや産学官連携のプロ
ジェクトを組むことも可能です。各県公設試で対応できない相談案件や大規模案件については、九州もしくは全国の公設試、産業技術
総合研究所と横断的に連携して対応するしくみもあり、公共性の高いテーマであれば優先的に支援が受けられるかもしれません。
→ 57ページ：九州管内の公設試を含む技術・産業関係支援機関一覧

研究者と企業が繋がる機会とは
研究者との繋がりを持つには、研究者を直接訪問する以外にも、以下のような機会があります。

《技術発表会》
大学等は、研究者が技術シーズを紹介する機会を定期的に設けています。直接話を聞いたほうが理解しやすいの
はもちろん、研究者に直接質問し、それをきっかけに連携が始まる可能性もあります。
合同で開催されている技術発表会の例
JST（科学技術振興機構）が主催する技術発表会

大学等が中心となって開催する技術発表会、産学官マッチングイベント

例：イノベーション・ジャパン
（東京、工学部を有する殆どの大学が参加）
例：新技術説明会（各地で開催、研究者が技術シーズ発表）

例：KTC大学合同新技術説明会・技術相談会
（九州工業大学、九州大学、熊本大学など）

《産学官交流組織》
大学等の多くは、
地域との連携強化を目的とした地元企業との交流組織を設立し、
研究者を含む参加者による技術交
流の場を提供しています。
また、
独自の組織が無い場合でも行政等が設立する交流組織に参加している場合があります。
産学官交流組織の例

大学・高専・公設試が中心となっている交流組織

九州における環境分野の産学官交流組織

例：三木会（九州工業大学が年四回程度・第三木曜日に開催）
例：高専テクノクラブ、高専技術交流会
例：工業技術センタークラブ
※組織によって名称が若干異なります

例：九州環境エネルギー産業推進機構・K-RIP

《自治体》
産業公害は公共性の高い分野といえるため、自治体と地域の大学等が日ごろからコミュニケーションを取ってい
る場合があります。また、自治体との間で包括的な連携協定を結んでいる大学等もあるようなので、地元の自治体
に相談するのもひとつの方法です。

《学会》
関連するテーマについて幅広い研究者が集うのが学会の全国大会や地方大会です。企業が参加していることも
多く、アカデミックな研究から実用レベルの研究まで様々な研究の成果が発表されます。
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産学連携コーディネーターの活用
大学等によっては、産学連携の支援を行うコーディネーターが配置されている場合があります。その役割は組織
によって若干異なりますが、一般的には、研究者の技術シーズを基にした企業との連携創出や連携が円滑に進むた
めの支援を担っています。
上手くコーディネーターを活用することで、共同研究等のプロジェクト組成段階だけでなく、実施中の進捗管理
や研究者とのやり取り、さらにはプロジェクト終了後の成果の活用といった点でサポートを受けられる可能性があ
ります。
ヒアリング結果から

最近は研究者の研究活動促進を目的としてリサーチ・アドミニストレーター：UR A（University
Research Administrator）という名称でサポート人材が配置されている大学等もあります。

ヒアリング結果から

過去の事例では、コーディネーターが成功のキーパーソンとなっているものもあり、良好な関係を構
築することができれば、企業が目的を達成するための近道になるかもしれません。

産学連携で留意すべきポイント
１．企業と研究者の成果の違い
産学連携といえば、その究極の目的は新技術の研究開発や新規事業の創出ですが、それぞれの組織内で求めら
れている成果・興味関心は企業側と研究者側で大きく異なっています。例えば、一般的に知られている研究者の成
果のひとつに論文発表があります。企業にとっては研究成果を活用して事業を成功させることが最も重要な目的で
すので、その研究成果が発表され評価されること自体に特別大きな魅力がある訳ではありません。発表で新技術が
注目されて売上に繋がれば歓迎されることですが、事業の核となる技術・ノウハウが知れ渡ることでマイナスの影
響が出ることもありえます。規模・程度は様々ですが、その違いについて互いに理解しながら産学連携を進めること
が、トラブルを避けるためだけでなく研究者との良好な関係を築くポイントです。

《企業側の成果の例》
技術力強化・新規事業化・課題解決・人材確保

《研究者側の成果の例》
論文発表・知的財産取得・外部資金調達・地域貢献

ヒアリング結果から

最近では特許等の知的財産（以下、
「知財」という）取得や外部資金調達、地域貢献が研究者の評価
軸に組み込まれている組織もあるようです。研究者にも産学連携に取り組みやすい環境が徐々に整
いつつあるといえます。

ヒアリング結果から

元々、高専は大学と同じく研究機能を有していますが、企業等から共同研究の対象と認識されていな
い場合も多いようです。しかしながら、各高専には以前から産学官連携拠点『地域共同テクノセン
ター』が設置されており、地元の企業も含めて地域との連携体制は比較的充実しているものと思わ
れます。最近は外部資金獲得や知財面の実績が重要視されているため、さらに企業との連携がしや
すい環境が整いつつあるようです。
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２．産学連携を進める上での主な障壁
資金調達、進捗管理、知財管理の3点については特に産学連携を進めるうえで障壁となることが多い要素です。
これらについては、産学連携を始めるにあたり、企業側でも考え方を整理しておくことが良いでしょう。大学等の連
携窓口（知財関連の部署が設置されている機関もある）や産学連携コーディネーターを活用するのもひとつの方法
です。また、国や自治体が設置する支援機関等を活用するのも有効です。
（57・58 ページ：支援機関等一覧）

《資金調達》
共同研究をはじめとする産学連携に掛かる費用は原則として企業側が負担するものですが、多くの中小企業に
とってこの負担は軽いものではありません。実際に、産学連携が研究者との共同研究・委託研究等に発展しても、研
究開発資金が障害となって産学連携が進まなくなることもあるようです。しかしながら、そこで頓挫していると技術
的な課題が解決されずビジネスチャンスを逃してしまいます。
そうした研究開発資金の面で不安がある場合は、まず国や自治体が用意している中小企業支援メニューの中に
活用できるものが見つかるかもしれません。具体的な名称は変わることがありますが、補助金・委託研究等の支援
メニューの中には大学等との共同研究で活用できるものもあります。

《進捗管理》
大学等では実験等を学生が実施することも多く、当初の予定通りに作業が進まない場合もあります。また、両者
の間で適切にコミュニケーションが取られていなければ、共同研究者の担当する検討が遅れていた、などという問
題が発生しないとも限りません。
こうした問題が発生するのを避けるために、共同研究体制全体の進捗管理が必要なのはもちろん、それを誰が管
理するかが重要になってきます。当然、このような進捗管理が得意な人材が担うのが一番ですが、この人材には企業
と研究者間で適切なコミュニケーションを図ることも求められます。

《知財管理》
知財については、企業と研究者では若干捉え方が異なる部分があります。共同研究等を開始する時点で、知財の
取り扱いについて取り決めをしておくことはもちろん、取り返しのつかないミスが発生すれば企業と研究者の二者
間で解決するのは困難な問題となる場合もあるため、両者間の十分なコミュニケーションが必須です。
特許で保護すべき共同研究の成果を、研究者が出願前に学会等で発表してしまう、また、同じ技術シーズを基に
複数の企業と共同研究を行っている研究者の場合、得られた成果がどの企業との研究開発によって創出されたも
のなのか判断が難しく問題化してしまう、このようなことが発生しないように事前の対応が重要です。

ヒアリング結果から

研究者との連携には共同研究や受託研究の他に寄付金という方法があります。寄付金は研究者に
とって非常に使い勝手の良い連携方法ですが、寄付金で実施した研究から得られた成果の知財は大
学に帰属するため、後になって問題が発生することも多いようです。予め知財の発生が想定される
場合は注意が必要です。
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ヒアリング結果から

大学等の連携窓口の機能は研究者の連携を支援する窓口でもあります。
所属する研究者と日常的なコミュニケーションをとりながら、それぞれの
技術シーズを把握すると共に、産学連携の可能性のある研究者に対して
は、企業と連携を行う上での注意点等をレクチャーすることもあります。
例えば、熊本大学の産学連携窓口では、在籍する約1000名の研究者向け
に『産学連携HANDBOOK』を作成し、研究者側の立場で問題発生を回避
する取り組みを行っています。

変わりつつある大学等と地域・企業の連携
地域の企業との産学連携の位置づけも変わりつつあり、各大学等においても企業との連携を推進しようとする
動きが加速しています。
大学等に設置されている従来の産学連携窓口についても、地域連携、地域共同、地域イノベーションといった名称
を冠して、より一層地域を意識した組織が構築されています。中小企業と研究者の連携は地域貢献という意味でも
優先度の高いものになりつつあるようです。
ヒアリング結果から

宮崎大学には、2017年度に地域貢献、人材育成、イノベーション創出を目的とした寄付講座『地域デ
ザイン講座』が開設されています。この講座には新たな活動拠点施設として、地元企業の寄付により
『地域デザイン棟』が配置されており、学生だけでなく地域住民、企業が交流できる場所として24時
間開放されています。

ヒアリング結果から

「大学との連携は敷居が高い」と言われますが、そうしたイメージを払拭する取り組みも始まってい
ます。熊本大学は震災復興のための地域貢献を目的として、2017年から地元企業とのマッチングイ
ベント『くまもと産業振興支援プロジェクトフォーラム』を開催しています。連携窓口としても、本イベ
ントが単なる研究発表会にならないよう、分かり易くかみ砕いた説明を研究者に求めつつ、企業の
理解を得て長期的な視点で地元企業との連携を模索しているとのことです。

ヒアリング結果から

九州沖縄の高専全9校は、熊本高専を中心として地域連携の取り組みを一体的に進めていく体制を
整えています。九州沖縄の9校は定期的にテレビ会議等を活用した情報交換・共有を実施しており、
地域の課題に対して九州沖縄全域で対応できるようです。
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大学等の産学連携窓口について
技術シーズを保有する大学等の多くは、産学連携を推進するための連携窓口を設けています。ある程度具体的な
技術課題があるが「どの研究者に相談してよいかわからない」といった企業の皆様は、以下の連携窓口へ相談して
みると解決策や連携に適した研究者が見つかるかもしれません。

大学等の産学連携窓口一覧

福岡教育大学 連携推進課
【住所】福岡県宗像市赤間文教町1-1 【TEL】0940-35-1238 【E-mail】trenkei@fukuoka-edu.ac.jp
九州大学（産学官連携イノベーションプラザ） 学術研究・産学官連携本部 総括企画調整グループ
【住所】福岡市早良区百道浜3-8-34 【TEL】092-832-2127

【E-mail】coordinate@airimaq.kyushu-u.ac.jp

九州工業大学 イノベーション推進機構
【住所】北九州市戸畑区仙水町1-1

【TEL】093-884-3485 【E-mail】oﬃce@ccr.kyutech.ac.jp

北九州工業高等専門学校 地域共同テクノセンター
【住所】北九州市小倉南区志井5-20-1【TEL】093-964-7216

【E-mail】s-kenkyu@kct.ac.jp

久留米工業高等専門学校 産学民連携テクノセンター
【住所】福岡県久留米市小森野1-1-1 【TEL】0942-35-9333 【E-mail】Pi-staﬀ.GAD@ON.kurume-nct.ac.jp
有明工業高等専門学校

地域共同テクノセンター

【住所】福岡県大牟田市東萩尾町150 【TEL】0944-53-8700 【E-mail】arcc-oﬃce@ml.ariake-nct.ac.jp
北九州市立大学 企画管理課 企画・研究支援係
【住所】北九州市若松区ひびきの1-1 【TEL】093-695-3311

【E-mail】kikaku@kitakyu-u.ac.jp

九州歯科大学 企画広報班
【住所】北九州市小倉北区真鶴2-6-1 【TEL】093-285-3113

【E-mail】kikaku@kyu-dent.ac.jp

福岡女子大学 地域連携センター
【住所】福岡市東区香住ヶ丘1-1-1

【TEL】092-661-2728

【E-mail】c-renkei1@fwu.ac.jp

九州産業大学 学術研究推進機構 産学連携支援室
【住所】福岡市東区松香台2-3-1

【TEL】092-673-5466 【E-mail】sangaku@ml.kyusan-u.ac.jp

久留米工業大学 地域連携センター
【住所】福岡県久留米市上津町2228-66 【TEL】0942-22-2345 【E-mail】somukikaku@kurume-it.ac.jp
産業医科大学 研究支援課 産学連携係
【住所】北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 【TEL】093-280-0532 【E-mail】chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp
福岡工業大学 総合研究機構

産学連携推進室

【住所】福岡市東区和白東3-30-1

【TEL】092-606-3236 【E-mail】sangaku@ﬁt.ac.jp

早稲田大学大学院 大学院 情報生産システム研究科 事務所
【住所】北九州市若松区ひびきの2-7 【TEL】093-692-5017
近畿大学産業理工学部

【E-mail】ipsrc@list.waseda.jp

近畿大学リエゾンセンター

【住所】大阪府東大阪市小若江3-4-1 【TEL】06-4307-3099 【E-mail】klc@kindai.ac.jp
佐賀大学

リージョナル・イノベーションセンター

【住所】佐賀県佐賀市本庄町1
長崎大学

【TEL】0952-28-8961 【E-mail】suric@ml.cc.saga-u.ac.jp

産学官連携戦略本部 共同研究支援部門

【住所】長崎県長崎市文教町1-14
佐世保工業高等専門学校

【TEL】095-819-2227 【E-mail】juniper@nagasaki-u.ac.jp

地域共同テクノセンター(事務窓口は、総務課企画係)

【住所】長崎県佐世保市沖新町1-1
長崎県立大学

シーボルト校

【TEL】0956-34-8415 【E-mail】kikaku@sasebo.ac.jp

地域連携センター

【住所】長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1 【TEL】095-813-5500(代) 【E-mail】inq-sgk@sun.ac.jp
長崎総合科学大学

産官学連携センター

【住所】長崎県長崎市網場町536
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【TEL】095-838-5200 【E-mail】suisin@NiAS.ac.jp

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

【住所】熊本市中央区黒髪2-39-1
熊本高等専門学校

【TEL】096-342-3247 【E-mail】liason@jimu.kumamoto-u.ac.jp

地域イノベーションセンター

【住所】熊本県合志市須屋須屋2659-2 【TEL】096-242-6433 【E-mail】sangaku@kumamoto-nct.ac.jp
熊本県立大学

地域連携・研究推進センター

【住所】熊本市東区月出3-1-100
崇城大学

【TEL】096-321-6612

地域共創センター

【住所】熊本市西区池田4-22-1
熊本保健科学大学

【TEL】096-326-3418 【E-mail】ken-sien@ofc.sojo-u.ac.jp

総務部 企画課

【住所】熊本市北区和泉町325
大分大学

【TEL】 096-275-2112 【E-mail】kikaku@kumamoto-hsu.ac.jp

産学官連携推進機構

【住所】大分県大分市大字旦野原700 【TEL】097-554-7969
日本文理大学

【E-mail】coodinator@oita-u.ac.jp

大学事務本部 産学官民連携推進センター

【住所】大分県大分市一木1727-162 【TEL】097-524-2700
宮崎大学

【E-mail】renkei-c@pu-kumamoto.ac.jp

【E-mail】sangaku@nbu.ac.jp

産学・地域連携センター

【住所】宮崎県宮崎市学園木花台西1-1【TEL】0958-58-7951 【E-mail】sangaku@of.miyazaki-u.ac.jp
都城工業高等専門学校

総務課 企画係

【住所】宮崎県都城市吉尾町473-1
鹿児島大学

【TEL】0986-47-1305、1306 【E-mail】kikaku@jim.miyakonojo-nct.ac.jp

産学官連携推進センター

【住所】鹿児島県鹿児島市郡元1-21-40 【TEL】099-285-8491 【E-mail】liaison01@gm.kagoshima-u.ac.jp
鹿屋体育大学

学術図書情報課 研究支援係

【住所】鹿児島県鹿屋市白水町1番地 【TEL】0994-46-4820 【E-mail】kokusai@nifs-k.ac.jp
鹿児島工業高等専門学校

総務課 企画係

【住所】鹿児島県霧島市隼人町真孝1460-1 【TEL】0995-42-9038 【E-mail】kikaku@kagoshima-ct.ac.jp
第一工業大学

社会連携センター

【住所】鹿児島県霧島市国分中央1-10-2 【TEL】0995-45-3003 【E-mail】renkei-info@daiichi-koudai.ac.jp
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 九州センター
【住所】佐賀県鳥栖市宿町807-1

産学官連携推進室

【TEL】0942-81-3606 【E-mail】なし(問合せはHPから http://www.aist.go.jp/kyushu/)

福岡県工業技術センター

化学繊維研究所 技術総合支援室

【住所】福岡県筑紫野市大字上古賀3-2-1 【TEL】092-925-7402

【E-mail】info-ctri@ﬁtc.pref.fukuoka.jp

生物食品研究所 技術総合支援室
【TEL】0942-30-6213

【E-mail】info-bfri@ﬁtc.pref.fukuoka.jp

インテリア研究所 技術総合支援室
【TEL】0944-86-3259 【E-mail】info-idri@ﬁtc.pref.fukuoka.jp
機械電子研究所 技術総合支援室
【TEL】093-691-0231
佐賀県工業技術センター

研究企画課

【住所】佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸溝114
佐賀県窯業技術センター

【E-mail】info-meri@ﬁtc.pref.fukuoka.jp

【TEL】0952-30-9398 【E-mail】skougi@saga-itc.jp

研究企画課

【住所】佐賀県西松浦郡有田町黒牟田丙3037-7 【TEL】0955-43-2185 【E-mail】info@scrl.gr.jp
長崎県工業技術センター

研究企画課

【住所】長崎県大村市池田2丁目1303-8
長崎県窯業技術センター

【TEL】0957-52-1133

【E-mail】rdp@tc.nagasaki.go.jp

研究企画課

【住所】長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷605-2 【TEL】0956-85-3140 【E-mail】s05510@pref.nagasaki.lg.jp
熊本県産業技術センター

技術交流企画室

【住所】熊本市東区東町3-11-38 【TEL】096-368-2101(代) 【E-mail】www-admin@kumamoto-iri.jp
大分県産業科学技術センター

企画連携担当

【住所】大分県大分市高江西1丁目4361-10 【TEL】097-596-7101
宮崎県工業技術センター

【E-mail】info@oita-ri.jp

企画デザイン部

【住所】宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂16500-2 【TEL】0985-74-4311
鹿児島県工業技術センター

【E-mail】mitc-mfdc@pref.miyazaki.lg.jp

企画支援部

【住所】宮崎県霧島市隼人町小田1445-1 【TEL】0995-43-5111

【E-mail】kikaku@kagoshima-it.go.jp
本一覧には、掲載許可が得られた連携窓口を掲載しております
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技術・産業面の支援機関
技術や産業面の支援については、国や自治体等が設置する公設試を含めて、以下のような機関が設置されて
います。

■技術・産業関係支援機関等一覧
機 関 名

所 在 地

(国研)産業技術総合研究所(AIST) 九州センター

0942- 81-3601

鳥栖市宿町807-1

福岡県工業技術センター

092-925 -7400

筑紫野市大字上古賀3-2-1

(公財)福岡県リサイクル総合研究事業化センター

093-695-3065

北九州市若松区ひびきの2-1

佐賀県工業技術センター

0952-30 - 8161

佐賀市鍋島町大字八戸溝114

佐賀県窯業技術センター

0955-43-2185

西松浦郡有田町黒牟田丙3037-7

長崎県工業技術センター

0 9 57- 52-113 3

大村市池田 2丁目1303番8号

長崎県窯業技術センター

0956-85-3140

東彼杵郡波佐見町稗木場郷605-2

熊本県産業技術センター

096 -368 -2101

熊本市東区東町3-11-38

大分県産業科学技術センター

0 97- 59 6 -7101

大分市高江西１丁目4361-10

宮崎県工業技術センター

0985 -74 - 4 311

宮崎市佐土原町東上那珂16500-2

宮崎県食品開発センター

0985 -74 -2060

宮崎市佐土原町東上那珂16500-2

鹿児島県工業技術センター

0995 - 4 3 -5111

霧島市隼人町小田1445-1

092-263 -1500

福岡市博多区祗園町4番2号

(公財)福岡県産業・科学技術振興財団(IST)

0 92- 8 32-1301

福岡市早良区百道浜3丁目8-33

(公財)北九州産業学術推進機構(FAIS)

093 - 695 -3111

北九州市若松区ひびきの2-1

(公財)佐賀県地域産業支援センター

0952-34 - 4 411

佐賀市鍋島町大字八戸溝114

(公財)長崎県産業振興財団(SUNTECS)

095-820-3838

長崎市出島町2番11号

(公財)くまもと産業支援財団

096 -286 -3311

上益城郡益城町大字田原2081-10

(公財)大分県産業創造機構

097-553-0220

大分市東春日町17-20

(公財)宮崎県産業振興機構

0985 -74 -3850

宮崎市佐土原町東上那賀16500-2

(公財)かごしま産業支援センター(KISC)

0 9 9 -219 -1270

鹿児島市名山町9-1

(一財)九州産業技術センター（KITEC)

0 92- 411-739 4

福岡市博多区博多駅東 2-13-24

九州環境エネルギー産業推進機構（K-RIP)

092- 474 -0042

福岡市博多区博多駅東 2-13-24

(独)中小企業基盤整備機構
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九州本部

中小企業・小規模事業者のための経営相談所“よろず支援拠点”
経済産業省では、平成26年度から、各都道府県に1カ所ずつ、地域の支援機関と連携しながら、中小企業・小規模
事業者が抱える売り上げ拡大や経営改善等の様々な経営相談に対応する「よろず支援拠点」を整備しています。
「よろず支援拠点」の主な役割は、中小企業・小規模事業者の起業から安定までの各段階のニーズに応じて、”きめ
細かな支援”を行うことです。
よろず支援拠点Webサイト

http://www.smrj.go.jp/yorozu/

■九州各県よろず支援拠点連絡先一覧
拠 点 名

住 所

T E L

福岡県よろず支援拠点

092-662-7809

(公財）福岡県中小企業振興センター
福岡市博多区吉塚本町9-15

佐賀県よろず支援拠点

0952-34-4433

(公財)佐賀県地域産業支援センター
佐賀市鍋島町大字八戸溝114

長崎県よろず支援拠点

095-824-5413

長崎県商工会連合会
長崎市桜町4-1

熊本県よろず支援拠点

096-286-3355

(公財）くまもと産業支援財団
上益城郡益城町大字田原2081-10

大分県よろず支援拠点

097-537-2837

(公財)大分県産業創造機構
大分市東春日町17-20

宮崎県よろず支援拠点

0985-74-0786

(公財)宮崎県産業推進機構
宮崎市佐土原町東上那賀16500-2

鹿児島県よろず支援拠点

099-219-3740

(公財）かごしま産業支援センター
鹿児島市名山町9-1

【よろず支援拠点全国本部】(独)中小企業基盤整備機構 TEL:03-5470-1581
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