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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廃 棄 物 処 理・リ サ イ ク ル

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
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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
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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
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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
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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。

産学連携のポイントと連携窓口の取り組み ｜ 50

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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【参考資料】支援機関について

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

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
平成 30 年2 月
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