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大気汚染対策技術 水質汚濁対策技術 騒音振動対策技術 土壌汚染対策技術

市場

市場規模
（全国）

11,519億円 28,595億円 782億円 903億円

管内企業
導入ニーズ

「環境保全・環境対策費用を安価にしたい」（17件／31件）
「生産性の維持・向上につながる環境保全・環境対策に転換したい」（９件／31件）   

環境関連
企業

サービス アスベスト除去工事 浄化槽工事 防音工事 トンネル工事の重金属廃水
処理工法

製品 集塵機、バグフィルター
真空洗浄機

工場排水処理装置
微細気泡発生装置
水質改善微生物製剤
真空洗浄機

換気消音器 珪藻土を用いた重金属汚染
土等の長期安定化処理剤
真空洗浄機

産学連携の
状況

活用状況 「現在、大学や公的研究機関と連携している」への回答 ７件、13％  
連携事例 ワイビーエム：佐賀大学農

学部と共同研究

産学連携
ニーズ ２件／22件 ５件／22件 ３件／22件 １件／22件

大学・研究
機関シーズ

技術 ・次世代型の超高感度室内
光対応型酸化チタン光触
媒（九州工業大学）

・二酸化炭素の分離・回収
技術（佐賀大学）

・燃焼器からの微粒子排出
予測モデルに関する研究
（大分大学）

・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（九州大学）

・海水の脱塩（九州工業大
学）

・新規リン吸着材を活用し
た排水高度処理システム
と回収リンの循環利用技
術（長崎県窯業技術セン
ター）

・相分離構造を利用した超
多孔質材料の開発と分
離技術への応用（宮崎大
学）

・泥の電池（佐賀大学）
・プラズ マによる水質 浄

化に関する研究（佐賀大
学）

・マイクロバブル発生装置
の開発研究（熊本県立大
学）

・有機性排水の処理方法及
び有機性排水の処理装置
（北九州市立大学）

・機械要素の寿命にやさし
いメタロセン触媒由来の
魔法の添加剤を用いた
機械振動の低減（崇城大
学）

・空力騒音の低減化（大分
大学）

・設計時に使える騒音伝搬
の評価手法（九州工業大
学）

・大規模室内音場シミュ
レーション技術、材の吸
音特性測定技術、３次元
音響インテンシティおよ
び音響エネルギー密度測
定技術（大分大学）

・重金属汚染土壌及び放射
性物質含有土壌・廃棄物
の拡散防止構造（北九州
市立大学）

・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（九州大
学）

・粘土鉱物等に学んだ、重
金属等の無機吸着材、不
溶化材の開発・評価（宮
崎大学）

産学連携
ニーズ 14件／33件 20件／33件 10件／33件 12件／33件

総括表
九州の環境ビジネス企業が持つ産業公害防止技術ニーズと

大学・研究機関が持つ産業公害防止技術シーズ
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環境測定・分析技術 廃棄物処理・リサイクル技術
海洋プラスチック・
マイクロプラス
チック対策技術

有害化学物質対策技術

1,626億円 478,165億円 － 73,775億円

「環境規制を遵守し、環境基準等を常時確実にクリアしたい」（17件／31件）
  「環境保全・環境対策設備・機器が老朽化しており、更新したい」（９／31件）

水質分析、大気分析
新商品の性能試験

食品残渣の堆肥化リサイクル
古紙・機密文書リサイクル
プラスチックリサイクル
貴金属リサイクル
建設系廃棄物リサイクル
廃家電リサイクル
OA機器リサイクル、太陽電池パネルリサイクル
ファインセラミックス
排水処理水から再利用水の精製、排水の減容化

トンネル工事の重金属廃水
処理工法（再掲）

水素燃料ガス計測装置 有機性廃棄物リサイクル装置
バイオマスボイラー
脱水汚泥の乾燥・肥料化装置
ごみ焼却場の集塵灰の薬液処理混練機
ディスポーザ

真空洗浄機（再掲）

 「現在は連携していないが、過去に大学、公的研究機関等と連携した」への回答 ８件、15％
新菱：早稲田大学、北九州市
立大学と共同研究

ワールド・リンク：九州産業大学と共同研究
新菱：早稲田大学、北九州市立大学と共同研究

シャボン玉せっけん：北九州
市立大学、北九州市（消防
局、環境局）と共同研究

３件／22件 12件／22件 ２件／22件 ２件／22件

・重金属汚染土壌の検出材
の開発（熊本高専）

・においの化学分析技術を
活用した生産環境の改善
（佐賀大学）

・パッケージ化された省エネ
ルギーリフォームにおける
環境貢献の数値化（熊本高
専）

・各種廃棄物とリサイクル材を用いた新しい地盤材料の作製
（佐賀大学）

・環境負荷を軽減する廃棄GFRPの再利用（崇城大学）
・環境配慮型の大型ヘドロコンクリートの開発（九州大学）
・休耕田を利用した電池の開発（第一工業大学）
・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

（宮崎大学）
・下水余剰汚泥の減量化と資源化（九州工業大学）
・鉱石、産業廃棄物からレアメタルの抽出回収・リサイクル法

及び残渣の無公害化法の開発（九州工業大学）
・酵素を用いた蒸留もろみからのアミノ酸群抽出及び単体分

離（熊本県立大学）
・資源循環型材料、気相重合法、天然素材を利用した機能性

材料、廃棄物を利用した機能材料（九州工業大学）
・自然素材を用いたエコマテリアルの開発（宮崎大学）
・焼酎粕リサイクル（宮崎県工業技術センター）
・茶殻を利用した雑草抑制剤の開発（第一工業大学）
・熱分解油の製造方法（北九州市立大学）
・廃棄物焼却残渣の有効利用促進のための環境持続型技術

に関する研究（九州大学）
・廃棄物熱処理残渣の循環利用に関する研究（宮崎大学）
・バイオマス廃棄物を有効利用したレアメタル・金属回収技

術の開発（佐賀大学）
・浮遊分解装置及び方法並びにその利用製品の製造方法（北

九州市立大学）
・粉体廃棄物を有効利用して資源（材料）に活かす（佐賀大

学）
・木質廃棄物を用い環境汚染物質を無害化する方法の開発／

バイオマス資源循環二酸化炭素排出削減法の研究開発（九
州工業大学）

・有機廃棄物を活用した電力貯蔵用電気二重層キャパシタ及
びその劣化診断技術の開発（福岡工業大学）

・バイオマスを利用
した高分子材料
の開発に関する
研究／材料表面
の性質を変える
研 究（ 九 州 工 業
大学）

・ラマン分光法・蛍
光法・吸収法によ
る簡易レーザー
検出器を用いた
水中マイクロプラ
スチックのその
場測定法の開発
（大分大学）

・TNT火薬製造廃液の処理
方法（九州工業大学）

・放射性セシウム除去コンク
リートブロックの開発（近
畿大学）

14件／33件 24件／33件 12件／33件 11件／33件
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企業等が有する産業公害防止技術

大気汚染防止対策

            



大気汚染防止対策

商品の概要
当社の集塵機は、パッケージ化されているものではなく、ひとつひとつ調査に基づいて、各工場に合った世界に一

つしかない、オンリーワンの製品です。ご依頼いただいてから、まずは綿密に調査、最適な濾過面積、風速を測定し、集
塵機の命であるベストなフィルターをご提案します。

商品の特長
当社は長年、国産大手メーカー製フィルターを使用してまいりました。供給元と、使用用途・材質・形状等を打ち合

わせ、長年のデータをもとに、最適なフィルターの選定を行っております。
回収した塵の払落し方法として、パルスジェット方式（汎用型、下図参照）、シャーキング方式（フィルター自体を振動

（シャーキング）させ、付着物を払い落とす方法（手動型、自動型））、逆洗式方式（フィルターへの風の流れを変更し、
付着物を落とす方法）、をご用意しています。

商品の社会実装実績
商品・サービスの累計販売件数： 5件
うち九州地域企業への販売件数：  5件

株式会社九州エアーテック
所在地 〒877-0089 大分県日田市山田町626-3
創 業 1970年 資本金 3,500万円
代表者 代表取締役 岡見 要一郎
連絡先 TEL：0973-22-1791 FAX：0973-22-4980 Webサイト https://www.kyushuairtec.com/
e-mail kat@aurora.ocn.ne.jp

他社には作れない、世界でオンリーワン
の集塵機を提供します
株式会社九州エアーテック
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大気汚染防止対策

当社は平成２年に財団法人日本建築センターのアスベスト粉じん飛散処理技術審査証明を取得し、安全で安心な
作業をご提供することで地域環境保全に貢献しています。

サービスの概要
石綿含有建材等を使用した建物の改修・解体等の作業におけるばく露防止対策は、石綿粉じんの発生する量に応じ

た3段階の作業レベルに分類されています。各レベルには解体等作業される建材の種類、石綿の状態、含有量等によ
り異なるものですが発生する粉じん量のレベルの高低が推測できます。各レベルに応じた施工計画の作成、届出の
提出、レベルに応じた飛散防止対策方法が決定されます。

サービスの特長
アスベスト粉じんを飛散させないための施工環境づくりには、徹底的な研究と分析を行い粉じん飛散防止のため

に資機材等の開発及び改良を実施し、日常の整備管理を行います。また、弊社は特別な教育を受けた石綿作業主任
が中心となり日常の管理と整備を実施しています。

多様化する現場の状況を分析し作業性の良い、また、確実にアスベストの飛散を防止できるための資材を選定し、
大規模な工事から小規模な工事まであらゆる現場にも対応できる資機材の配置が可能です。

株式会社日栄
所在地 〒870-0145 大分県大分市乙津町8-8
創 業 1970年 資本金 3,500万円
代表者 代表取締役 河上 徹治
連絡先 TEL：097-521-6171 FAX：097-521-6174 Webサイト http://www.kabu-nichiei.co.jp/
e-mail info@kabu-nichiei.co.jp

安全で安心な
アスベスト除去工事を提供
株式会社日栄

対策
レベル１
石綿含有吹付け材

吹付け系のアスベスト除去で著しく発じん量が多く、作業場所の隔離や高濃度に対応した
保護具を適切に使用する等厳重なばく露対策が必要である。

レベル2
石綿含有保温材
煙突断熱材

含有保温材等の撤去で高熱により劣化している場合がある。また、比重が低く発じん量が
高くレベル１同等の対策が必要な場合が多い。グローブバック工法等用途に合った工法の
選択が可能。

レベル3
石綿含有建材 発じんが比較的低い作業であるが保護具の着用や湿潤化等のばく露対策が必要である。
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