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
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