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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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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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

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
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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

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

33

｜ 廃棄物処理・リサイクル

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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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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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

