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はじめに 

 

近年、パリ協定が発効され新たなルールのもと動き始めた地球温暖化対策を

はじめ、PM2.5 で注目された越境汚染問題など環境問題のグローバル化が進み、

社会は地球環境問題に対し、より複雑な対応を迫られています。経済活動にお

いても、持続可能な社会の構築に向けた取り組みがますます重要となりますが、

事業活動に伴う環境負荷低減・リサイクル技術の高度化をさらに進めていくと

共に、多様化する市場ニーズを的確に捉え、環境配慮型製品・サービスの開発

に積極的な取り組みを進める事は、激化するグローバルな企業間競争に打ち勝

っていくためにも必要となってきております。 

また、我が国には、高度成長期に直面した深刻な公害問題を克服してきた経

緯から、優れた環境技術を保有する企業が多く存在します。関東経済産業局管

内においても、様々な環境対策を進めてきた臨海部の工業地域をはじめ、各地

に環境関連技術を保有する企業が多く立地しております。このような企業にと

って、環境問題への対応力の更なる向上や環境関連市場の開拓・創出を目指し

て、一層の競争力強化を図ることは大変重要です。 

そのために、大気や水、土壌に関する汚染防止対策、あるいはリサイクルと

いった環境関連動向をグローバルに見据え、新しい環境関連技術や環境配慮製

品・サービスを開発していく上で、大学や公的研究機関等との連携は非常に有

効な手段と考えられます。 

そこで、当局では、環境技術分野での中小企業による産学連携を促進し、大

気汚染・水質汚濁・土壌汚染等の環境課題への対応力の向上や、リサイクル技

術の開発促進を図るため、中小企業との連携に前向きな大学や公的研究機関等

が保有する環境技術について調査するほか、環境規制の動向や取り組むべき課

題、環境関連市場の開拓に当たり必要になると思われる技術についても調査を

行いました。 

さらに、本調査を通じ選定した、中小企業の環境ビジネスに役立つと思われ

る環境技術シーズにつきまして、別途、「大学・公的研究機関の環境技術シーズ

集」にまとめましたので本報告書と併せて活用いただければ幸甚に存じます。 

最後に、本調査にご協力をいただきました大学や公的研究機関等の研究者及

び産学連携ご担当者の皆様、業界団体やその他多くの関係者の皆様にこの場を

お借りして厚く御礼申し上げます。 

 

平成２９年２月 

関東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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第１章 事業概要 

 

１．調査の背景と目的 

我が国はこれまでに大きな公害問題を克服してきた過程で環境技術を進化させてきたが、

今後も健全な大気・水・土壌のもと安全に生活できる社会、環境に配慮した持続可能な社

会を構築するための取り組みを続けることが重要である。 

本事業では、大気汚染・水質汚濁・土壌汚染にかかる地域・企業の環境課題への対応力

の向上、また循環資源の有効活用のためのリサイクル技術の開発促進を図るために、大学

や公的研究機関等が保有する技術シーズについて調査し、知財の活用や産学連携による共

同研究・開発等、中小企業による技術シーズ活用の可能性について検討を行った。 

中小企業と大学・公的研究機関等との連携には様々な課題が指摘されており、例えば、

研究者や研究課題の情報、手続き・手順等が分からないといった「情報の不足」、企業と研

究者の「利害の不一致・不確実性」、外部からの研究資金流入を期待する大学と、資金に制

約がある中小企業との「資金調達の壁」、その他、連携事業運営の主体性などが挙げられて

いる。ここでは課題の一つである「情報の不足」を解決するために、大学や公的研究機関

等が保有する環境技術を分かり易く整理し、中小企業や支援機関等にとって実用的な技術

シーズ集を作成することとした。また、中小企業による産学連携の事例調査を行い、これ

らの課題を克服し産学連携を円滑に進めるための方策について分析を行った。 

さらに、最近の環境関連規制動向とその背景となる環境課題について整理し、中小企業

の環境課題に対する対応力の向上や新事業創出の観点から、規制が中小企業に与える影響

やとるべき対策、研究・技術開発の方向性について調査した。 

これらの調査・検討結果を中小企業や支援機関等へ提供することで、環境技術分野にお

ける中小企業の産学連携を促進し、ひいては環境技術分野におけるイノベーションや新事

業創出による地域・企業の環境課題への対応力の向上、循環型社会の形成に資することを

本事業の目的とした。 

 

２．事業内容 

（１）アドバイザーの配置 

 本調査の実施にあたり、産学連携による中小企業支援に詳しい専門家として、武蔵野大

学客員教授 竹内 利明氏にアドバイザー就任を依頼し、本調査事業全体を通じ以下のよ

うな支援を得た。 

 ・支援機関に対し実施したプレヒアリングを主導 

 ・技術シーズ選定会議の座長 

 ・大学・公的研究機関、中小企業に対し実施したヒアリングを主導 

 ・「大学・公的研究機関の環境技術シーズ活用セミナー」における基調講演、パネルディ

スカッションのコーディネーター 

 ・調査事業の方向性にかかるアドバイス 等 
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（２）大学・公的研究機関等の産学連携取り組み状況と環境技術シーズに関する調査 

「大気汚染対策技術」「水質汚濁対策技術」「土壌汚染対策技術」「リサイクル技術」につ

いて、大学・公的研究機関等が保有する技術シーズを収集し、中小企業による活用可能性

の高い技術について選定の上、中小企業及び地域の支援機関等が中小企業の産学連携を促

進する際に有用な技術シーズ集を作成した。併せて、大学・公的研究機関等の産学連携の

取り組み状況について調査した。具体的な内容は以下のとおり。 

 

①技術シーズ集作成に向けたプレヒアリング 

中小企業による産学連携に造詣の深い支援機関のコーディネーター等から産学連携の現

状について２件ヒアリングすると共に、技術シーズ集を実用的なものとするために、作成

にあたってのアドバイス及び作成したシーズ集の活用（ＰＲ方法等）にかかるアドバイス

を受けた。 

 

②技術シーズの収集と選定 

上記４つの技術分野について、広域関東圏に所在する各大学が公表している技術シーズ

集、各研究機関が公表している研究実績、特許情報検索（J-PlatPat 等）、TLO や大学等の

連携推進部門等から技術シーズを収集し、技術分野ごとに一覧表にとりまとめた。 

また、技術シーズ集を作成するために、特に中小企業経営者に伝えたい、中小企業によ

る活用可能性が高いと思われる技術の選定を行った。 

選定にあたっては、中小企業による技術・製品開発と、上記４分野を中心とした環境技

術に詳しい有識者４名を委員として委嘱し、環境技術シーズ選定会議を１回開催した。 

 

③技術シーズ集掲載にかかるアンケート及びヒアリング調査 

選定した技術シーズを保有する大学等研究者または大学等産学連携推進部門に対し、ア

ンケート形式で技術シーズ集掲載（公表）の可否の他、産学連携の実績の有無、実績があ

る場合は取り組み形態（共同研究・技術相談等）・連携の成果、産学連携に対する今後の取

り組み意向、産学連携の際に生じた問題点や今後取り組む上での課題等について調査した。

また、特に注目したい技術シーズについて、シーズ保有者等に対しヒアリング調査を実施

した。 

 

④技術シーズ集の作成 

（２）③による掲載の可否についてのアンケート調査及び（２）②の環境技術シーズ選

定会議を経て選定された技術シーズについて、研究者情報・技術概要・技術の用途イメー

ジ・中小企業への期待・知財情報等のほか図表を含めＡ４判１ページに取り纏め、また、（２）

③のヒアリング調査の内容についてＡ４判２ページに取り纏め、別冊として「大学・公的

研究機関の環境技術シーズ集」を作成した。 
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（３）中小企業の環境技術分野における産学連携にかかるニーズ調査 

中小企業による環境イノベーション、環境ビジネス創出に向け、中小企業が希望する大

学・公的研究機関等との連携の形態（特許活用、技術相談、共同研究等）、産学連携の実績

や課題等について調査すると共に、最近の環境規制動向や環境問題への社会的関心の高ま

りを受け、中小企業がどのような環境課題・環境技術分野に高い関心をもっているのか、

また、中小企業が活用を希望する具体的技術分野等について調査した。具体的な内容は以

下のとおり。 

 

①中小企業の産学連携に関するアンケート調査 

環境ビジネスに関心が高いと想定される、広域関東圏内の中小企業約 1,500 社に対しア

ンケートを送付した。 

調査項目としては、事業者の基本情報の他、現在開発に取り組んでいる環境技術、大学・

公的研究機関等との連携実績の有無、連携実績が有る場合はその形態（特許活用、技術相

談、共同研究等）・進捗・課題等、また、関心の高い環境技術、今後開発に取り組みたい環

境技術、大学・公的研究機関等との連携の希望の有無と希望する連携の形態、連携を始め

るにあたっての課題等。 

 

②中小企業の産学連携実績と連携可能性にかかるヒアリング調査 

アンケート調査を受け、先進的な連携実績がみられる事業者に対し、連携の経緯、製品

化・事業化への取り組み状況、今後の展開等についてヒアリングを行った。また、連携意

欲がみられる事業者に対し、技術ニーズ等についてヒアリングを行った。 

 

（４）環境関連規制動向と新たな環境課題に対応するための取り組みに関する調査 

中小企業の環境課題に対する対応力の向上や環境ビジネスの創出に資するため、「大気汚

染対策」「水質汚濁対策」「土壌汚染対策」にかかる国内の最近の規制動向とその背景とな

る環境課題について整理し、中小企業に求められる取り組みについて調査した。 

 

①環境関連規制動向の整理 

大気・水・土壌にかかる最近の環境関連規制動向の例として、以下が挙げられる。 

・大気汚染対策：廃棄物焼却設備等に対する水銀排出規制の新設 

・水質汚濁対策：暫定排水基準の見直し（ほう素、フッ素、亜鉛等） 

・土壌汚染対策：土壌環境基準の見直し（カドミウム等） 

これらの環境関連規制動向とその背景となる環境課題、規制が中小企業に与える影響や、

規制強化の対象となる主な業種（主に中小企業が対象）がとるべき対応について、印刷業、

電気めっき業、産業廃棄物処理業の３業種を選択し整理を行った。 
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②課題に対応する技術力に関する調査 

（４）①で選択した業種の具体的取り組みや、今後必要となる技術・取り組み、産学連

携の現状等について、業界団体へのヒアリング調査を行った。また、これらの課題解決に

向けた大学・公的研究機関等の技術シーズ活用可能性について検討した。 

 

（５）大学・公的機関の環境技術シーズ活用セミナーの開催 

 技術シーズ集の紹介・配布及び大学・公的研究機関等と中小企業のマッチング推進を目

的に、大学・公的機関の環境技術シーズ活用セミナーを開催した。 

 

 以上の調査内容の実施の流れを調査フローとして整理すると以下のとおり。 

 

 

調査フロー 
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第２章 大学・公的研究機関等の産学連携取り組み状況と環境技術シーズに関

する調査 

 

１．大学・公的研究機関等の産学連携の取り組み状況 

（１）我が国の中小企業と大学・公的研究機関等の産学連携の変遷と現況 

産学連携政策の変遷については、公益社団法人中小企業研究センター「中小企業の産学

連携の実態～地域一体型の「面的」な産学連携の取組」（調査研究報告 No.127 平成 25 年

12 月）にまとめられている。 

日本の産学連携の推移 

年代 産学連携に関する動き等 企業規模別の特徴 

戦前 ・大学教員の起業や兼業は自由  

産学連携により、様々な企業や商品

が生み出される 

－ 

終戦後 

～1970年代 

・当初は、国家の制度や国民の感情か

ら産学連携は低調  

企業は自前で研究・教育を実施  

年には「受託研究制度」ができ

るが、産学連携件数は増加せず 

大企業は、大学と水面下で交流  

中小企業は、技術指導を受ける程度 

80 年代 

～90年代前半 

・研究費の不足から、大学は民間の資

金を積極的に導入する方針に転換  

共同研究が制度として確立する 

大企業は、大学との共同研究件数を大

幅に伸ばす  

中小企業の共同研究件数の全体に対

する割合は 80年代後半に増加するが、

大企業より件数は少ない 

90 年代後半 ・産学連携に関する各種法整備が進む  

受託研究を中心に産学連携の件数が

大幅に増加するとともに、連携分野

の幅が広がる 

大企業の産学連携の件数が大幅に伸

びる  

中小企業の共同研究件数、全体に対す

る割合は再び増加するが、依然として

25%程度にとどまる 

2000年代～ ・2000年代前半は、大学側の体制整備 

が進む  

年以降は、効果的に成果をあ

げていくことに焦点が絞られる 

年以降、大企業の産学連携の件 

数は漸増状態  

中小企業の共同研究件数の全体に対 

する割合は 30%程度をピークに低下 
（資料）公益社団法人中小企業研究センター「中小企業の産学連携の実態～地域一体型の「面的」な産学

連携の取組」（調査研究報告 No.127 平成 25 年 12 月） 

 

 本報告書によると、1995 年に制定された科学技術基本法をバックボーンとして、科学技

術の振興を強力に推進していくために国が講じるべき施策等が規定されていく中で、産学

連携を推進するための法整備が進められていった。1990年代後半の法整備は、2000年に制

定された産業技術力強化法で完成され、その後、2001 年に 2001 年度から 2005 年度までの

科学技術政策の基本方向を定めた第 2 期科学技術基本計画が策定され、大学側の体制整備

が進む中、特に共同研究の件数が著しく増加した。2006 年には、第 3 期科学技術基本計画

が策定され、そこでは、これまで整備されてきた産学連携の土壌でいかに効果的に成果を

上げていくかといった本格的な産学連携の深化をうたっている。 



6 

 

 このように、我が国の産学連携制度の整備は、1990 年後半以降大きく進み、現在は産学

連携の成果を得る段階に至っている。しかし、本報告書でも述べているように、企業規模

別にみると、我が国の産学連携は大企業を中心に発展してきており、中小企業については、

共同研究件数が全体の 30%以下にとどまるなど、産学連携が満足に進んでいない状況といえ

る。 

 
 （資料）公益社団法人中小企業研究センター「中小企業の産学連携の実態～地域一体型の「面的」な産

学連携の取組」（調査研究報告 No.127 平成 25 年 12 月）（ 文部科学省科学技術政策研究所「産学

連携 1983-2001」（2003 年 3 月）より作成） 
 

 最近の動向としては、文部科学省が毎年実施している「大学等における産学連携等実施

状況調査」において全国の国公私立大学（短期大学を含む）、国公私立高等専門学校、大

学共同利用機関、全 1,071 機関の産学連携等の状況が報告されているが、平成２７年度、

民間企業との共同研究実施件数は 20,821件と、前年度と比べて 1,751件(9.2％)増加した。

また、民間企業との共同研究費受入額は約 467億円と、前年度と比べて約 51億円（12.3％）

増加し、本調査開始後、初めて 450億円を超えた。 

 

民間企業との共同研究の実施機関数（平成27年度） 

 
(資料)文部科学省 科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課大学技術移転推進室 「平成27年度大学等

における産学連携等実施状況について」（平成29年1月13日） 
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民間企業との共同研究の実施件数及び研究費受入額の推移 

 

(資料)文部科学省 科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課大学技術移転推進室 「平成27年度大学等

における産学連携等実施状況について」（平成29年1月13日） 

 

なお、民間企業との共同研究実施件数のうち中小企業と行った件数は5,903件と、前年度

と比べて530件（9.9％）増加し、外国企業と行った件数は238件と、前年度と比べて29件

（13.9％）増加した。（本調査における共同研究とは、大学等と民間企業等とが共同で研

究開発を行い、かつ、大学等が要する経費を民間企業等が負担しているものを指す。） 

 

民間企業・中小企業・外国企業との共同研究実施件数の推移 

 
(資料)文部科学省 科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課大学技術移転推進室 「平成27年度大学等

における産学連携等実施状況について」（平成29年1月13日） 



8 

 

また、民間企業からの受託研究実施件数は7,145件と、前年度と比べて192件（2.8％）増

加した。一方、民間企業からの受託研究費受入額は約110億円と、前年度と比べて約１億円

（1.0％）減少したものの、3年連続で100億円を超えた。 

なお、民間企業との受託研究実施件数のうち中小企業と行った件数は2,583件と、前年度

と比べて73件（2.9％）増加した。 

 

民間企業･中小企業･外国企業からの受託研究実施件数の推移 

 
(資料)文部科学省 科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課大学技術移転推進室 「平成２７年度大学

等における産学連携等実施状況について」（平成29年1月13日） 

 

このように、1990年代後半以降、産学連携制度の整備が大きく進み、共同研究が急増し

た時代から十数年が経過した現在も、大学等と民間企業との共同研究数、受託研究数は着

実に増加している。中小企業についても民間企業全体の30％弱程度ではあるものの、着実

な増加がみられ、産学連携にかかる様々な課題を克服し、上手な連携の術を身につけ成果

を出している中小企業の姿が窺える。 

 

（２）環境技術分野における産学連携への取り組みに関するアンケート調査 

 環境技術分野における産学連携への取り組み状況を調査するため、産学連携実績や産学

連携への取り組み意向等について、環境技術シーズを保有する大学及び高等専門学校の研

究者に対しアンケートを実施した。 

 本アンケート調査は、後述する技術シーズ集作成に向けた、当シーズ集への掲載意向等

の調査を兼ねている。 

なお、本アンケート調査は、２段階に分けて実施した。第１段階は、技術シーズ集掲載

の可否、産学連携の実績の有無、産学連携に対する今後の取り組み意向について質問する

内容で、第 2 段階は、産学連携の成果及び課題、行政への要望等について質問する内容と
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した。 

 

①環境技術シーズに係る産学連携実績、産学連携への取組意向に関するアンケート 

 アンケート調査実施時期：平成 28年 10月 7日（金）～10月 20日（木） 

 対 象：環境技術シーズを保有する広域関東圏の大学及び高等専門学校の研究者 

     （広域関東圏：関東経済産業局管轄区域の１都 10県（茨城県、栃木県、群馬県、

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県）） 

発送数：113件 

 回収数： 53件 

  質問項目：中小企業との産学連携の実績の有無 

中小企業との産学連携に対する今後の取組意向 

技術シーズ集掲載の可否 

 

 大学等研究者が保有する技術シーズに係る中小企業との産学連携の実績の有無を尋ねた

ところ、約３分の２の研究者が「中小企業との産学連携実績を有している」と回答した。 

「中小企業との産学連携実績はないが、大企業との連携実績を有している」への回答は約

9％、「中小企業や大企業との産学連携実績は有していない」への回答が約 25％であった。

アンケートに回答する大学研究者の多くは、自身が保有する技術シーズに関し、中小企業

との産学連携実績を有していることがわかる。 

 

大学研究者が保有する技術シーズに係る中小企業との産学連携の実績（n=53） 

 

 

 

 今後の中小企業との産学連携への取組意向を尋ねたところ、約８割の研究者が「中小企

業との産学連携に取り組みたい」と回答した。 
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アンケートに回答する大学研究者は、自身が保有する技術シーズに関し、今後とも中小

企業との産学連携に取り組む意向を有していることがわかる。 

 

大学研究者が保有する技術シーズに係る中小企業との産学連携に対する今後の取組意向 

（n=53） 

 

 

 自身の技術シーズの「技術シーズ集」への掲載の可否について尋ねたところ、大半の研

究者は、「掲載することに賛同する」と回答した。（48件、約 91％） 

 

技術シーズ集掲載の可否（n=53） 

 

 

 以上の結果を踏まえ、今後とも中小企業との産学連携に取り組む意向を有し、技術シー

ズ集掲載可と回答した大学研究者の技術シーズを、技術シーズ集に掲載する技術シーズの

選定対象とすることとした。 
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②中小企業との産学連携の成果や課題に関するアンケート調査 

 アンケート調査実施時期：平成 28年 12月 2日（金）～12月 19日（月） 

 対 象：環境技術シーズ集に掲載の技術シーズを保有する大学及び高等専門学校の 

研究者 

 発送数：26件 

 回収数：19件 

  質問項目：中小企業との産学連携の成果 

中小企業との産学連携時に感じた課題 

中小企業との産学連携に今後取り組む上での課題 

中小企業との環境技術分野での産学連携に係る行政機関への要望 

 

 中小企業との産学連携の成果を尋ねたところ、「自身の学会発表ができた」「中小企業の

課題解決につながった」への回答が、過半数を超えていた。 

 「自身の論文作成ができた」「中小企業の事業化・商品化につながった」への回答もあり、

その他として、「新規事業の創出につながるノウハウを得た」との回答があった。 

 

中小企業との産学連携の成果（n=13） 

 

 

 中小企業との産学連携時に感じた課題を尋ねたところ、「対価以上の要求を受ける」「知

的財産権への理解、配慮が不足している」「中小企業が希望する支援内容がわからない」「事

務手続きへの取組・対応が遅い」への回答が寄せられた。 

 その他として、「教育機関としての大学のミッションとの整合性」「工学的な基礎知識の

不足」「受身」といった回答が寄せられた。 
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中小企業との産学連携時に感じた課題（n=13） 

 

 中小企業との産学連携に今後取り組む上での課題を尋ねたところ、「中小企業が希望する

成果を挙げられるか不安」「既連携先中小企業との棲み分けができるか心配」「自身の論文

作成や学会発表等に役立つか不明」「金銭面で折り合いがつくか心配」への回答が寄せられ

た。 

その他として、「開発技術が実際に使われるか。開発で終わってしまい、実際に実用化や

使用にまで至らない」「知財関係の対応、共同研究・委託研究契約内容（特に責任範囲）の

順守」「教育機関としての大学のミッションとの整合性」といった回答が寄せられた。 

 

中小企業との産学連携に今後取り組む上での課題（n=19） 
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中小企業との環境技術分野での産学連携に係る行政機関への要望として、以下のものが

挙げられた。 

 

中小企業との環境技術分野での産学連携に係る行政機関への要望 

○マッチング 

・ニーズとシーズのマッチング強化。       

・今回の技術シーズ集のように、マッチングできる機会をもっと作って欲しい。できれば

展示会のようなものを企画していただければ有難いです。  

・企業、大学のマッチングの機能も必要です（企業・大学の新しい内容や、特にノウハウ

は、技術シーズ集等の公開する冊子などには掲載しにくいのでやはり直接的な当事者間

のコンタクトが必要です）。 

 

○研究開発費の支援 

・研究費の支援が頂ければありがたいです。色々な制度資金があるのは存じておりますが、

中小企業にとって、申請書の作成が大きな負担になっていると思います。簡単な申請書

とヒアリングだけで済むようなものがあれば、活用できると思います。研究費の使途や

研究終了後の報告についても、なるべく簡便にしないと、マンパワーに限りのある中小

企業としては、なかなか活用できないと思います。簡単にする代わりに金額も抑えて、

件数を増やしていただくような方向性を考えていただきたいと思います。   

・実用化一歩手前の段階の研究にも研究開発支援をお願いしたい。 

現状では実用化が明確になっている案件に対してしか資金がつけてもらえないため良 

いシーズでも研究継続が難しい場合があるため。      

・研究支援事業などの予算が採択された時に、決定時期が遅くなると初年次の決算までの

時間が短くなり、装置の納入などが艱難になることが多い。次年次への繰り越しをある

程度認めて頂きたい。   

 

○情報提供 

・行政ニーズ、助成事業募集公募に関する事前相談対応。     

・産学連携の機会を増やす方策に関し、研究助成公募等の案内に関する要望： 

１）研究助成等公募で企業向けの事業があります。その中に、産学連携の体制を求める

ものや産学連携が望ましいというものがあります。こうした助成の場合、中小企業では

大学等の研究室を把握しておらず、助成を受けての産学連携による技術開発に至らない

ことがあります。こうした企業向けの公募が大学等にも案内があると、大学の研究者が、

逆に予め企業ニーズを把握している場合、申請段階から大学から企業に公募案件の紹介

をして、申請書作成時から企業と連携して技術開発等が可能になると思います。 

 

○産学連携推進人材の育成 

・単独の企業との連携だけでなく、コンソーシアム型のアプローチが必要。それをコーデ

ィネートする人材の育成。        

・中小企業も技術力があるが、大手企業で排水処理の運転や、技術開発や分析を経験した

退職者を組織化して、中小企業の技術支援を行うような制度の充実。 

 

○フィールド提供 

・技術開発では、開発技術の展開が技術開発後に求められます。しかし、ユーザーから現

場を提供してもらい、環境配慮技術を大学等で構築し、それを装置メーカー等に将来的

に展開してもらうスキームもあると良いです。 

・環境技術分野の産学連携で難しい点としては、現場を提供してもらうことが難しいので、

現場を提供してもらいやすくする方策も必要です。公共の現場を借用することは難しい
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場合が、特に企業に関してあります。公共性の高い大学などが企業とともに入って連携

による開発等を進めるのが良いと思います。 

 

○その他 

・分析装置などの購入費用が高いので、国や自治体の装置などを共同利用できるしくみ。 

 

・環境関連で回収した資源の品質評価、流通を促進する仕組み。 

・環境技術のユーザー（実際の工場や生産現場）では、環境基準値をぎりぎりだとしても

充たしているので、改めて生産過程で環境浄化などが必要な物質を排出し、それを処理

していることを表に出したくない場合が見られます。ユーザー対象であっても、より環

境配慮型の現場対応技術の産学連携の開発を進めて、工場や現場に適用できると良いと

思います。 

           

・ぜひとも、今後ともコーディネーター役を務めていただくように、お願いいたします。 

 

・産学連携も研究室と企業のレベルから産学連携コンソーシアムを構成してそれぞれの技

術を出し合ってすり合わせて問題を解決していく時代になっている。そこで、地方自治

体や産業支援機関や国の地方創生関係の部署がコンソーシアムの形成に積極的な支援を

することが求められている。大学のガバナンス重視という名のもとに個人の研究所にお

任せの体制ではこれからの Society5.0 の社会形成に対応できない。国は、大学での産学

連携支援組織が国の予算削減で崩壊し、研究室に対する組織的な支援ができなくなって

おり、研究室の孤立化を招いていることを理解していない。中小企業は先端的な技術よ

りも実用化技術を求めており、それは長年の研究成果に基づく技術であるのに対して、

国は夢の先端技術や大手の大学ばかりに予算を投じて、地方の大学の予算を削減してい

る結果、大学では、基盤技術の教育の崩壊が始まり、それが世界で唯一論文数の低下と

国際ランキングの低下という異常現象を招いている。中小企業は、実際に基盤となる技

術の提供を大学に求めているが、そのような研究に予算措置をしないため、大学への期

待が低下している。実態から見ると現在の文部科学行政が大きく誤っていることに国は

気がついていない。その結果として産業界は大学の研究に期待しなくなり産業基盤を支

える産学連携が減少している状況を招いている。  

 

 

（３）環境技術分野における産学連携への取り組みに関するヒアリング調査 

 

産学連携の実態や課題などを把握するため、産業支援機関へのプレヒアリングを実施し

たほか、大学等の研究者や大学の産学連携推進担当部門にヒアリングを実施した。 

ヒアリング先を以下に記すと共に、ヒアリングの内容について、「環境技術の産学連携の

課題」「環境技術の産学連携を円滑に推進するためのポイント」「環境技術の産学連携で成

功した事例、産学連携を成功させるポイント」として、大きく３つにまとめた。 
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ヒアリング先 

○産学連携の実態にかかるプレヒアリング 

一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター（AREC） 

一般社団法人首都圏産業活性化協会（ＴＡＭＡ協会） 

 

○産学連携への取り組みにかかるヒアリング 

静岡大学大学院総合科学技術研究科教授 

静岡大学大学院総合科学技術研究科准教授 

東京都立産業技術研究センター本部環境技術グループ研究員 

東京都立産業技術研究センター事業化支援本部城南支所研究員 

東京都立産業技術研究センター本部表面技術グループ研究員 

東京工業大学大学院理工学研究科教授 

長岡技術科学大学技術科学イノベーション専攻教授 

長岡技術科学大学大学院工学研究科助教 

新潟大学大学院自然科学研究科・工学部化学システム工学科教授 

新潟大学地域創生推進機構 

早稲田大学理工学術院教授 

早稲田大学大学院創造理工学研究科教授 

 

前述の公益社団法人中小企業研究センター「中小企業の産学連携の実態～地域一体型の

「面的」な産学連携の取組」（調査研究報告 No.127 平成 25 年 12 月）では、中小企業と

大学・公的研究機関の産学連携に伴う問題点として、「情報不足」「利害の不一致や不確実

性」「連携事業のルールや契約、知的財産の扱い」「必要な資金調達」「連携事業の運営と企

業の主体性・コントロールの必要」が挙げられている。 

 

中小企業と大学等との連携に伴う問題 

・情報不足（連携に関する情報全般の不足） 

・利害の不一致や不確定性 

・連携事業のルールや契約、知的財産の扱い 

・必要な資金調達 

・連携事業の運営と企業の主体性・コントロールの必要 

（資料）公益社団法人中小企業研究センター「中小企業の産学連携の実態～地域一体型の「面的」な産学

連携の取組」（調査研究報告 No.127 平成 25 年 12 月） 

 

 

本調査で訪問した大学の中には、正に上述の課題を抱え、環境技術の産学連携が進んで

いないところもみられた。 
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環境技術の産学連携の課題 

○情報不足に関するコメント 

・大学の敷居は依然として高い。 

・環境分野での産学連携実績は少ない。特に、リサイクル分野については情報がなく産学

連携をやりづらい。 

 

○利害の不一致や不確定性に関するコメント 

・事業化に近い案件で、研究成果を公表できない案件が持ち込まれると、大学教員側があ

くまでも研究成果を発表したいとのスタンスの場合には調整に苦労する。 

・大学にとっては論文になるかどうかが産学連携を行う際のポイントとなる。大学教員に

よって、産学連携への取り組みニーズは異なる。 

・企業と大学とは時間の感覚が違う。突然この問題を２～３か月で何とかしてほしい、と

言われても大学側は対応できない。 

・中小企業は概して短期間で結果を出したがることから、スタンスが合わずに１年で共同

研究を終えてしまうケースも１～２社あった。 

・卒論生には１年間を通じて取り組めるテーマでないと、企業との共同研究には取り組め

ない。 

・大学側の動きが遅いのも問題である。学生に中小企業との産学連携テーマを任せる場合、

M1 だと２年間続くもの、D１であれば３年間続くものが望ましい。しかし、中小企業側

がこのような研究テーマを用意できるとは限らない。 

 

○連携事業のルールや契約、知的財産の扱いに関するコメント 

・共同研究契約の締結に向け、契約内容について企業側に理解を得るまでに苦労する。知

的財産権で大学有利と感じ、反発する企業もいる。 

・大学との共同研究に不慣れな企業が、共同研究契約を締結してしまうケースも多い。現

時点では制度化していないが、学術指導契約にしたほうがよいものもあると感じる。 

 

○必要な資金調達に関するコメント 

・中小企業は資金力がないので、産学連携を行う際の資金原資として補助金に依存するこ

とになるが、環境分野では中小企業に使い勝手のよい補助金がないのが課題である。 
（資料）支援機関や大学等へのヒアリング調査結果 

 

一方で、環境技術の産学連携実績を有する大学では、共同研究等の担い手となる学生が、

研究室へ配属されるタイミングに合わせ共同研究の相談をしてもらうようにしている事例

や、研究室に学生を多数抱えることで、中小企業との共同研究等の実施を容易にしている

事例、理論解明や基礎研究を共同実施する事例等、中小企業との共同研究を円滑に進める

工夫をこらしていた。 

 

環境技術の産学連携を円滑に推進するためのポイント 

○学生の研究室への配属タイミングに合わせ、共同研究の相談を実施 

・学生に産学連携テーマを任せる場合、10月頃に共同研究の打診があると大学側としては

準備しやすい。 

・例年 12月に学生の研究室への配属が決定するので、このタイミングで共同研究テーマの

相談をしてもらえるとありがたい。 

・本学では研究室への学生の配属が４月であり、共同研究の相談タイミングとしては、年

末から２月ぐらいまでがありがたい。 
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○学生を多数抱えることで、中小企業との共同研究等の実施を容易にしている 

・研究員（学生）が多いので、産学連携へ取り組み易い。その結果、現在までに多くの産

学連携実績を有している。 

・タイミングが合わないもの（年度の途中の依頼）、あるいは短期間の研究テーマであって

も、極力受け付けるようにしている。例えば、３か月の研究テーマの場合、チームを組

み、アルバイトとして賃金を払い、研究させている。 

 

○理論解明や基礎研究的な共同研究の実施 

・企業からは、産業排水処理プロセスの解明に関する問い合わせが多い。なぜそのような

現象が起こっているのかについてモデル化し、理論的に説明することを求められる。理

論解明を目的とした共同研究は企業にとっても大学にとってもメリットがあり、長い目

で共同研究に取り組める。 

・大学側の事情をよく知っている企業とは、基礎研究的な共同研究を２～３年かけてやれ

ている。 

 

○技術相談は寄付金をもらい対応 

・技術相談は、寄付金をもらい対応している。この形であれば、研究室にお金が入る。別

途、企業から個人宛に謝金をもらう形で対応することもある。 
（資料）支援機関や大学等へのヒアリング調査結果 

 

また、地域の産学連携コーディネーターが仲介し、環境技術の産学連携で成功した事例

として以下のものが挙げられた。 

 

環境技術の産学連携で成功した事例、産学連携を成功させるポイント 

○環境技術の産学連携で成功した事例 

・本業はマシニングセンターでの切削加工であるが、大学の特許を使ってフィルターを用

いず水と切り屑を分離する技術を開発した。開発した遠心分離機は、工作機械メーカー

に納入したことを皮切りにトヨタ系の会社に納品が進んだほか、現在では韓国企業にも

納入している。 

・市内機械メーカーが開発した果物の種抜き機は、市内商店街でドライフルーツ販売店に

産学連携コーディネーターが何か困っていることがないか聞き取りにいったことがきっ

かけで開発されたもの。ドライフルーツ店では、あんずの種抜きができずに困っている

とのことであり、産学連携コーディネーター自身がまず既存の機械を探したが、適当な

機械が見つからなかった。大学に相談に行き、市内機械メーカー、ドライフルーツ店が

連携する形で、種抜き機の開発に成功した。概ね１年程度で製品化できた。 

 

○産学連携コーディネーターが仲介し、産学連携を成功させるポイント 

・企業からの産学連携ニーズを大学にそのまますべて持ち込むことはしないようにしてい

る。産学連携コーディネーターが内容を精査し、優先度を決めることで大学側の手間を

省き、協力を得られやすい形にしている。 
（資料）支援機関へのヒアリング調査結果 
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２．環境技術シーズ集の作成 

 環境技術分野における中小企業の産学連携の促進を図るため、環境ビジネスに役立つ技

術シーズをとりまとめ「大学・公的研究機関の環境技術シーズ集」を作成した。作成にあ

たっての取り組みを以下に示す。 

 

（１）環境技術シーズ集の作成に向けたプレヒアリング 

 一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター（AREC）、一般社団法人首都圏産

業活性化協会（ＴＡＭＡ協会）にプレヒアリングを行った結果ならびに後述する技術シー

ズ選定会議で出された意見を踏まえ、技術シーズ集の作成方針を以下、設定した。 

 

技術シーズ集の作成方針 

 作成方針 

技術シーズ集の内容・レイアウト ・表や図は大きく 

・文章は短く、可能な限り箇条書きでキーワードのみ

記載 

・“技術の概要”は、縦半分にしたイメージ（左半分

に文章、右半分に図表 等） 

・複数の要素技術を含む場合、“技術の概要”は要素

技術に分けて記載 

・技術シーズ保有者が考える中小企業との連携イメー

ジを明示する項目のタイトルを、“中小企業の方々、

ぜひ連携しましょう！”とする 

・“中小企業の方々に、お伝えしたい！”を新設し、

研究者の熱いメッセージや、人柄を伝える形に変更 

技術シーズ集の活用上の留意点 ・技術シーズ集のＰＲも兼ね、各都県の公的研究機関

の技術シーズも対象とし、公的研究機関に対応の窓

口になってもらう 

・若年層の大学研究者は連携に熱心と思われるため、

そのシーズも可能な限り収集することとした 

 

（２）環境技術シーズの収集 

 「大気汚染対策技術」「水質汚濁対策技術」「土壌汚染対策技術」「リサイクル技術」の４

つの技術分野について、広域関東圏に所在する各大学が公表している技術シーズ集、各研

究機関が公表している研究実績について、ＴＬＯや大学等の連携推進部門等から技術シー

ズを収集し、技術分野ごとに一覧表に取りまとめた。 

 なお、ＴＡＭＡ協会が作成している「大学技術工房 Vol.1」「大学技術工房 Vol.2」「大学

技術工房 Vol.3」に掲載されている環境技術シーズも収集対象とした。（技術シーズ収集対

象リストは、巻末の参考資料 1 参照）。 

 

TAMA協会「大学技術工房 Vol.1」 http://www.tamaweb.or.jp/e-book/TAMA-A1-20120401/ 

TAMA協会「大学技術工房 Vol.2」 http://www.tamaweb.or.jp/e-book/TAMA-A2-20120701/ 

TAMA協会「大学技術工房 Vol.3」 http://www.tamaweb.or.jp/e-book/TAMA-A3-20130731/ 
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合計で 213 件の技術シーズを収集した。地域別にみると、大学では、栃木県、群馬県、

東京都、静岡県に所在する研究者の技術シーズが多かった。公的研究機関では、茨城県、

栃木県、埼玉県、東京都、神奈川県、静岡県の公的研究機関の技術シーズが多かった。 

分野別にみると、微生物利用の水質汚濁対策技術や有機廃棄物のリサイクル技術に関する

技術シーズが多かった。（技術シーズ一覧表は、巻末の参考資料 2参照。ただし、収集した

シーズ 213件のうち、掲載可と回答した 89件を掲載。） 

 

広域関東圏の環境技術シーズ（技術分野別） 

技術分野 シーズ数 

大気汚染対策技術 38シーズ 

水質汚濁対策技術 63シーズ 

土壌汚染対策技術 27シーズ 

リサイクル技術 85シーズ 

 

 

 

（３）環境技術シーズの選定 ～技術シーズ選定会議～ 

 環境技術シーズの選定にあたっての選定基準や環境技術シーズ集の作成方針に係る知見

を得るべく、中小企業による技術・製品開発に詳しい有識者ならびに大気汚染対策技術、

水質汚濁対策技術、土壌汚染対策技術、リサイクル技術の４分野を中心とした環境技術に

詳しい有識者から構成される技術シーズ選定会議を開催した。 

 技術シーズ選定会議の概要ならびに議事概要を以下に示した。 

 

①技術シーズ選定会議の開催概要 

 技術シーズ選定会議は、平成 28年 10月 21日（金） 14:30～16:20 ＠早稲田奉仕園に

て開催された。以下に議事次第を示す。 
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技術シーズ選定会議の議事次第 

広域関東圏における大学・公的研究機関等の産業公害防止等技術シーズ活用可能性調査 

「技術シーズ選定会議」 

平成２８年１０月２１日（金） 

１４：３０～１６：２０ 

早稲田奉仕園 

－ 議 事 次 第 － 

１．開会 

２．資料確認 

３．関東経済産業局挨拶 

４．進行役選出 

５．進行役挨拶 

６．議事 

（１）環境関連技術シーズの選定基準、選定方法について 

（２）その他 

７．閉会 

 

配付資料一覧 

資料１ 委員名簿 

資料２ 環境関連技術シーズ一覧表 

資料３ 技術シーズ集作成及び有効活用に向けた今後のスケジュール 

参考資料１ 平成２８年度中小企業等産業公害防止対策調査「広域関東圏における大

学・公的研究機関等の産業公害防止等技術シーズ活用可能性調査」について 

参考資料２ 技術シーズ集の作成イメージ（案） 

参考資料３ 技術シーズ選定基準検討に向けての参考情報 

 

技術シーズ選定会議 委員名簿 

技術シーズ選定会議 委員                   （敬称略、五十音順） 

 安 藤  眞   エコビジネスネットワーク 代表 

鵜 飼 信 一  早稲田大学商学部 教授 

長 沢 伸 也  早稲田大学大学院経営管理研究科 教授 

 松 浦 徹 也  一般社団法人東京環境経営研究所 理事長 

 

アドバイザー 

 竹 内 利 明  武蔵野大学教養教育リサーチセンター 客員教授 

 

 



21 

 

 技術シーズ選定会議委員には、中小企業による技術・製品開発の専門家として鵜飼信一

氏（早稲田大学商学部教授）、長沢伸也氏（早稲田大学大学院経営管理研究科教授）に就任

していただいた。また、環境技術に詳しい専門家として、安藤眞氏（エコビジネスネット

ワーク代表）、松浦徹也氏（一般社団法人東京環境経営研究所理事長）に就任していただい

た。 

 進行役は、本事業のアドバイザーである武蔵野大学客員教授 竹内利明氏に依頼した。 

 

 

②技術シーズ選定会議の議事概要 

 以下、技術シーズ選定会議の議事概要を記した。 

 

ⅰ) 環境技術シーズの選定基準、選定方法について 

 環境技術シーズの選定基準、選定方法について、出された主な意見は、次のとおり。 

 

環境技術シーズの選定基準、選定方法について出された主な意見 

・技術の段階を示す「実用化」「試作」「基礎研究」の定義を、中小企業にわかりやすくし 

 たほうがよい。中小企業と共同で特許取得を目指すものを「試作」、現時点では事業化が  

 可能か不明であるが、将来大化けするかもしれないものを「基礎研究」としたらどうか。 

・「中小企業との産学連携実績」は無いが、「中小企業との産学連携意向」を有するものは

中小企業にラブコールを送っているものと捉えられ、技術シーズ集掲載対象とする。逆

に、「中小企業との産学連携実績」があるが、「中小企業との産学連携意向」がないもの

は技術シーズ集掲載対象外。 

・大気汚染対策技術分野、水質汚濁対策技術分野、土壌汚染対策技術分野の国内市場向け

の事業化は難しいのではないか。日本の工場では大気汚染対策技術、水質汚濁対策技術

が行きわたっている。アジア市場向けなら可能性はある。上下水道関連も主としてアジ

ア市場向けである。 

・リサイクル技術は国内市場向けの事業化の可能性はある。生ごみ処理機は大企業がやら

ないので、中小企業が進出した。 

・メンテナンスフリーのものであれば、大気汚染対策技術分野、水質汚濁対策技術分野で

もアジア市場で売れる。 

・今までの環境ビジネスは、B to G、B to Bであったが、国内市場は B to C に移りつつあ

る。B to C の市場に中小企業の活躍の場がある。例えば、炭素繊維も風力発電のブレー

ドとして活用されるほか、生ごみ処理機も自治体向け、事業者向けだけでなく、家庭向

け生ごみ処理機の市場が形成されている。 

・B to Cの商品がアジアの環境問題の解決に寄与するのではないか。B to C の視点から技

術シーズを選定する意義はある。 

・中小企業の事業化イメージは、国内市場では大企業が参入しないニッチな市場、海外市
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場では先端技術でないもの、リサイクル技術は国内市場でも可能性がある。 

・技術シーズ保有主体にも着目したい。公設試と大学を比較した場合、公設試は中小企業

支援が本業であるので、公設試の技術シーズのほうが優先度は高い。 

 

 

ⅱ)環境技術シーズ集についての意見 

 環境技術シーズ集の作成に向けた主な意見は、次のとおり。 

 

環境技術シーズ集の作成に向けた主な意見 

・タイトルをキャッチーにするとよい。用途を絞り込んだものを記載できるとよい。 

・研究者の生の声、特に現在困っていることを加えたらよい。 

・「特許取得済」「特許取得意向なし」の区分を明確化できるとよい。 

・中小企業に気付かせるためには技術シーズの用途の情報が重要。中小企業は市場性が見

込めないと、技術シーズに関心はもたない。 

・補助金等も調べられるような情報も前段に入れるとよい。 

 

 

③環境技術シーズの選定 

 技術シーズ選定会議で得た意見を踏まえ、松浦徹也氏（一般社団法人東京環境経営研究

所理事長）の協力を得て、環境技術シーズ集に掲載する技術シーズの選定を行った。 

 具体的には、事前のアンケートにおいて環境技術シーズ集への掲載を可と回答したシー

ズについて、技術の 1)新規性、2)応用性、3)実現の可能性、4)ビジネスの可能性の４つの

視点から、技術シーズの選定を行った。 

 

 

環境技術シーズの選定基準 

選定基準 選定基準に該当する環境技術シーズの要件 

新規性 ・先端技術であること 

・新たな技術であること 

・話題性を提供できる技術であること 

・日本では枯れているが海外では新規となる技術 ／等 

応用性 ・現状製品・サービスや開発・検討中の製品やサービスへの利用が

しやすいか 

・研究者が想定する用途以外での利用可能性があること（拡張性） 

実現の可能性 ・数年以内に商品・サービスが生まれるか、実現できるか 

ビジネスの可能性 ・国内外に市場、顧客があること 

・現状のビジネスモデルが使えること 

・メンテナンスで継続的に収益を挙げる可能性を有すること 
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 各技術シーズに対し、それぞれの選定基準について４段階評価を行った。中小事業の活

用可能性を鑑み、実現の可能性、ビジネスの可能性についての重要度が高いと考え、これ

らの選定基準の評価結果は２倍とし、４つの選定基準の合計点が高い技術シーズを技術シ

ーズ集掲載対象技術シーズとして、選定した。 

 その結果、以下 61件の技術シーズが選定された。 

 

選定された環境技術シーズ 

大気汚染対策技術 

（14件） 

・貴方の住む町の大気汚染・花粉・アレルゲンの複合情報を提供し

ます（国立大学法人埼玉大学大学院理工学研究科 王青躍） 

・可視光応答型光触媒装置（栃木県産業技術センター 井田恵司、

竹澤信隆） 

・希土類酸化物含有ゼオライトを用いた排ガス浄化触媒（栃木県産

業技術センター 加藤栄、金田健、松本泰治） 

・現場でのアスベスト迅速定性・定量手法（静岡県工業技術研究所 

太田良和弘） 

・高性能 VOCセンサの開発（東京都立産業技術研究センター 平野

康之、篠田勉） 

・室温から機能するナノクロム酸化物を用いた悪臭等の VOC処理材

料（東京都立産業技術研究センター 染川正一） 

・水素生成触媒、環境触媒の開発（国立大学法人宇都宮大学大学院

工学研究科 江川千佳司、岩井秀和） 

・繊維状アスベスト浮遊物の処理法（国立大学法人東京工業大学大

学院理工学研究科化学工学専攻 関口秀俊） 

・道路粉塵の有害性を高感度に評価するミミズを用いた毒性試験（東

京工業高等専門学校物質工学科 庄司良） 

・ドローンによる上空 PM2.5 や有害化学物質の情報を提供します（国

立大学法人埼玉大学大学院理工学研究科 王青躍） 

・廃酸利用による木質系 VOC 吸着材の開発（埼玉県産業技術総合セ

ンター 熊谷知哉） 

・光触媒複合材料（神奈川県産業技術センター 秋山賢輔、祖父江

和治、高橋亮） 

・VOC を分解する可視光応答型光触媒（早稲田大学創造理工学部環境

資源工学科 山崎淳司） 

・量産化が可能で、安価なアルマイト触媒の製造技術を開発しまし

た（国立大学法人東京農工大学大学院工学府応用化学専攻 亀山

秀雄） 

水質汚濁対策技術 

（20件） 

・亜臨界反応を用いたコラーゲン排水処理技術（国立大学法人静岡

大学工学部化学バイオ工学科 佐古猛、岡島いづみ） 

・オゾンを利用した化学系小規模排水処理装置（静岡県工業技術研

究所 岡本哲志） 

・海水中の環境汚染物質の浄化（国立大学法人東京海洋大学学術研

究院海洋生物資源学部門 濱田奈保子） 

・海藻凝集剤、植物系凝集剤（国立大学法人東京海洋大学海洋科学

部海洋環境学科 榎牧子） 

・環境低負荷型クエン酸ニッケルめっき（東京都立産業技術研究セ

ンター 浦崎香織里、土井正） 

・環境負荷の少ない表面処理技術（茨城県工業技術センター 大城
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靖彦、岩澤健太、安達卓也） 

・クエン酸ニッケルめっきの電子部品用めっき技術への適用（東京

都立産業技術研究センター 浦崎香織里） 

・嫌気処理と好気処理を組み合わせた食品加工排水処理システム（長

野工業高等専門学校環境都市工学科 浅野憲哉） 

・施肥方法を改善し、硝酸体窒素による地下水汚染を軽減（東京農

業大学国際食料情報学部国際農業開発学科 中西康博） 

・セレン汚染廃水浄化技術（芝浦工業大学 山下光雄） 

・創・省エネルギー次世代型有機性廃水・廃棄物処理技術（国立大

学法人長岡技術科学大学技術科学イノベーション専攻 山口隆

司） 

・多環芳香族炭化水素の微生物分解、強酸性水の微生物による中和

（国立大学法人東京海洋大学学術研究院海洋環境学部門 浦野直

人） 

・低温域水熱処理を利用した余剰汚泥減容化設備（静岡県工業技術

研究所 岡本哲志） 

・電気化学プロファイルによる水質評価解析システム（埼玉県産業

技術総合センター 熊谷知哉、関根正裕） 

・ナノ・マイクロバブルの粒径を均一に吐出する圧電ノズルと発生

装置（日本大学理工学部電気工学科 鈴木薫） 

・廃水浄化装置（栃木県産業技術センター 磯文夫、吉葉光雄、興

野雄亮、伏木徹） 

・排水中の成分除去・回収システム（早稲田大学理工学術院応用化

学専攻 平沢泉） 

・微生物燃料電池技術を用いた水環境改善技術（群馬大学大学院理

工学府環境創生部門 窪田恵一） 

・微生物を用いた海洋環境の浄化方法（日本大学生物資源科学部 岩

淵 範之） 

・量産化が可能で、安価なナノバブルオゾン水の製造技術を開発し

ました（国立大学法人東京農工大学大学院工学府応用化学専攻 

亀山秀雄） 

土壌汚染対策技術 

（３件） 

・土壌中のセシウムの抽出除去技術の開発（国立大学法人静岡大学

工学部化学バイオ工学科 佐古 猛） 

・廃棄物（副産物）や植物を利用した土壌汚染対策（明治大学農学

部農芸化学科土壌圏科学研究室 加藤雅彦） 

・放射性物質吸着剤 安価で高耐久性（早稲田大学先進理工学部応

用化学科 松方正彦） 

リサイクル技術 

（24件） 

・亜臨界・超臨界流体によるプラスチックのリサイクル技術（国立

大学法人静岡大学大学院総合科学技術研究科 佐古猛、岡島いづ

み） 

・アルミニウム合金スクラップの迅速種別判定法（東京都立産業技

術研究センター 湯川泰之、山田健太郎、上本道久、竹澤勉、伊

藤清） 

・アルミニウム切削屑の固相リサイクル手法（東京都立産業技術研

究センター 小船諭史） 

・静電気を利用した絶縁物と導体もしくは絶縁物同士を選別する技

術（芝浦工業大学機械工学科 佐伯暢人） 

・鋳物廃砂を原料とした人工ゼオライトの応用（埼玉県産業技術総

合センター 鈴木昌資） 
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・飲料加工残さの有効利用技術（静岡県工業技術研究所 櫻川智史、

山下里恵、菊池圭祐） 

・貝殻再生資源を利用した益子基礎釉（栃木県産業技術センター 山

ノ井翼、興野雄亮） 

・ガラスカレット工場から排出されるガラス含有汚泥の減量・処理

技術（東京都立産業技術研究センター 田中真美、中澤亮二、佐々

木直里、小林宏輝） 

・貴金属めっき廃液からの高効率貴金属回収システム（茨城県工業

技術センター 大城靖彦、加藤健） 

・高次構造解析によるプラスチック再利用成形加工技術（茨城県工

業技術センター 飯村修志、谷萩雄一郎、安藤亮） 

・混合溶剤による炭素繊維強化プラスチックのリサイクルシステム

（埼玉県産業技術総合センター 坂本大輔、熊谷知哉、関根正裕） 

・産業廃棄物扱いにならないプラスチックシート（群馬県立群馬産

業技術センター 恩田鉱樹、鈴木崇） 

・食品廃棄物のメタン発酵効率化に寄与する油分解菌の探索（静岡

県工業技術研究所 室伏敬太） 

・セルロース系廃棄物の糖化と有価物生産技術（国立大学法人長岡

技術科学大学生物資源工学研究室 小笠原渉、志田洋介） 

・廃棄物からの有価物リサイクリングプロセスの構築（早稲田大学

大学院創造理工学研究科 所千晴） 

・廃棄物からの有用物回収（早稲田大学理工学術院応用化学専攻 平

沢泉） 

・バイオマスからの有価物生産技術（国立大学法人長岡技術科学大

学技術科学イノベーション専攻 山口隆司） 

・微生物を利用したレアメタルの回収方法（東京都立産業技術研究

センター 小沼ルミ） 

・非可食バイオマスを原料に機能性プラスチックの製造（国立大学

法人群馬大学大学院理工学府分子科学部門 橘熊野） 

・ブラウン管ガラス発泡体によるリン酸リサイクルシステム（東京

都立産業技術研究センター 中沢亮二） 

・保存可能な原料で効率 UP! セルロース系バイオマスからのエタノ

ール生産（国立大学法人東京大学農学生命科学研究科 芋生憲司） 

・防護服のリサイクル技術（東京都立産業技術研究センター 榎本

一郎） 

・未利用木質バイオマスからのバイオオイル製造および利活用ネッ

トワーク（早稲田大学大学院環境・エネルギー研究科 小野田弘

士） 

・有機物のガス化方法（国立大学法人静岡大学大学院総合科学技術

研究科 岡島いづみ） 

 

（４）環境技術シーズ集掲載に係るヒアリング調査 

 上記により選定された環境技術シーズのうち、共同研究等の実績が多い以下の環境技術

シーズについて、特に注目すべき環境技術シーズとしてヒアリングを実施した。これらの

環境技術シーズについては、環境技術シーズ集において１シーズにつき２ページを割いて

紹介した。 
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特に注目すべき環境技術シーズ 

「創・省エネルギー次世代型有機性廃水・廃棄物処理技術」 

   国立大学法人長岡技術科学大学大学院 学長補佐（産学教育担当） 

技術科学イノベーション専攻長 山口 隆司氏 

「廃棄物からの有価物リサイクリングプロセスの構築」 

   早稲田大学理工学術院創造理工学部環境資源工学科 教授 所 千晴氏 

 

「廃棄物からの有用物回収」 

早稲田大学理工学術院理工学部環境資源工学科 教授 平沢 泉氏 

 

「亜臨界・超臨界流体によるプラスチックのリサイクル技術」 

国立大学法人静岡大学工学部化学バイオ工学科 教授 佐古 猛氏 

准教授 岡島 いづみ氏 

「有機物のガス化方法」 

国立大学法人静岡大学工学部化学バイオ工学科 准教授 岡島 いづみ氏 
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第３章 中小企業の環境技術分野における産学連携にかかるニーズ調査 

  

１．中小企業の環境技術分野における産学連携に関するアンケート調査 

（１）アンケート調査の実施概要 

①調査の目的 

 広域関東圏の中小企業が希望する大学・公的研究機関等との連携の形態（特許活用、技

術相談、共同研究等）、産学連携の実績や課題を把握すると共に、中小企業にとって関心の

高い環境課題・環境技術分野を抽出することを目的に、本調査を実施した。 

 

②調査対象 

 広域関東圏の中小企業で、大気汚染対策技術、水質汚濁対策技術、土壌汚染対策技術、

リサイクル技術を活用した機器・装置を製造している事業者もしくは当該機器・装置の利

用事業者 

 発送数は、合計で 1,537 通であった。 

 

③調査方法 

 郵送配布郵送回収もしくは郵送配布電子メール回収 

 

④調査実施期間 

 平成 28年 9月 19日（月）～9月 30日（金） 

 

⑤回収状況 

 アンケートの回収数は 255通（回収率 16.6％）であった。 

 

 

（２）アンケート調査結果 

①環境関連技術等の技術開発に関する大学・公的研究機関等との連携実績（問１） 

 環境関連技術等の技術開発に関する大学・公的研究機関等との連携実績を尋ねたところ、

約８割（78％）の事業者は、「現在までのところ、大学や公的研究機関等と連携したことが

ない」との回答であった。 

 しかし、「現在、大学や公的研究機関等と連携している」との回答も全体の８％程度みら

れた。また、「現在は連携していないが、過去に大学や公的研究機関等と連携した」への回

答も全体の８％程度みられた。 
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環境関連技術等の技術開発に関する大学・公的研究機関等との連携実績（n=255） 

 

 現在もしくは過去に、大学や公的研究機関等と連携している事業者に、連携先を尋ねた

ところ、「大学研究室」との回答が非常に多かった。次に、「国の研究機関」「産業支援機関」

への回答が多くなっている。 

 

環境関連技術等の技術開発の連携先（n=42） 

 

 連携形態を尋ねたところ、「共同研究」への回答が最も多く、次いで「技術相談」への回

答が多い。 

環境関連技術等の連携形態（n=42） 
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 産学連携を実施した技術分野を尋ねたところ、「大気汚染対策技術」「リサイクル技術」「水

質汚濁対策技術」への回答が多い。「その他、非環境技術」への回答も一定数みられた。  

 

連携対象技術分野（n=42） 

 

連携の有効性（n=42） 

 

 

 

 

 

 

 

 本調査で大学・公的研究機関等との連携実績を有する事業者の多くは、連携は「非常に

有効」もしくは「まあ有効」と感じている。 

連携時に感じた課題としては、「事務手続きが煩雑・面倒である」を挙げた事業者が多か

った。 

連携時に感じた課題（n=42） 
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②法改正等への対応や社会的要請から取り組まねばと感じる課題（問２） 

 近年、大気汚染対策、水質汚濁対策、土壌汚染対策、リサイクルに関し、法改正等への

対応や社会的要請から取り組まねばと感じる課題について尋ねたところ、「リサイクルに関

わる課題」を挙げた事業者が多い。（回答数 83件） 

 

改正等への対応や社会的要請から取り組まねばと感じる課題（n=255） 

 

 

 ただし、「PM2.5問題の改善に資する VOC（揮発性有機化合物）排出量の削減」「廃棄物焼

却炉に対する水銀排出規制導入への適切な対応（規制遵守）」「その他大気環境に関わる課

題」をまとめて、「大気環境に関わる課題」とすることができ、その場合、延べ 73 件の事

業者が回答したことになる。 

 同様に、「排水基準の見直しによる規制強化への適切な対応（規制遵守）」「富栄養化問題

改善に向けた取組」「その他水環境に関わる課題」をまとめて、「水環境に関わる課題」と

した場合、延べ 78件の事業者が回答したこととなる。 

 土壌汚染対策についても同様で、「土壌汚染問題の改善に資する化学物質排出量の削減」

「土壌環境基準値の規制強化への適切な対応（規制遵守）」「その他土壌環境に関わる課題」

を、「土壌環境に関わる課題」にまとめると、延べ 73件の事業者が回答したことになる。 

 これより、それぞれの環境問題について法改正等への対応や社会的要請から取り組まね

ばと感じる課題が同程度ずつあることがうかがえる。以下に、具体的な課題を整理した。 

 

 

法改正等への対応や社会的要請から取り組まねばと感じる課題（アンケート調査結果） 

 具体的課題 

大気汚染対策 ・PM2.5 問題の改善に資する VOC（揮発性有機化合物）排出量の削減 

・廃棄物焼却炉に対する水銀排出規制導入への適切な対応（規制遵守） 

・堆肥製造等の臭気対策技術 

・焼却灰の混練による飛散防止 

・停泊中の大型船舶からのばいじん排出 

・特殊ガスの除害 
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水質汚濁対策 ・排水基準の見直し（ほう素、フッ素、亜硝酸化合物、硝酸性窒素等）に

よる規制強化への適切な対応（規制遵守） 

・富栄養化問題改善に向けた取組 

・地下水の循環利用技術 

・放射能汚染水 

・下水処理、下水管などの管更生→現事業における新たな課題への技術改

良、開発 

土壌汚染対策 ・重金属類・揮発性有機化合物 VOC・農業等に汚染された土地浄化 

・土壌環境基準等の規制強化への適切な対応（規制遵守） 

・使用目的別環境基準の設定 

・土壌汚染問題の改善に資する化学物質排出量の削減 

リサイクル ・蛍光管の水銀除去 

・熱・電気利用（一般家庭ごみのメタン発酵処理を含む） 

・再資源化効率化のための分別の徹底 

・未利用資源の活用 

・廃棄食品、木質廃棄物等の有効利用 

・農地における有機物の有効利用方法 

・プラスチックリサイクル（樹脂の再生、容器包装リサイクル法の改正対

応等） 

・建築廃材のリサイクル 

・使用済製品からの有効資源の円滑回収 

・低濃度有価値物の効率的抽出 

・排水のリサイクル（廃液回収・リサイクルを含む） 

・リサイクル原料の高付加価値製品化 

・産業廃棄物の削減技術 

・工場を施工する現場から廃棄物を減らす（建設廃棄物の発生抑制） 

・施設の騒音、飛散対策 
 

 一方、「特段、取組まねばならない課題はない」と回答した事業者が 74 社いたが、各種

環境・リサイクル機器やサービスを利用するユーザー企業に多くみられた。 

 

③現在開発に取り組んでいる環境関連技術（問３） 

 現在、環境関連技術の開発に取り組んでいる事業者は、約４分の１（23％）であった。 

 

現在開発に取り組んでいる環境関連技術（n=255） 
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 環境関連技術別に、現在の具体的な技術開発の内容を以下に示す。 

 

現在の具体的な技術開発の内容 

 具体的な技術開発内容 

大気汚染対策技術 ・ディーゼル黒煙除去装置 

・レンジエクステンダ EV、船用ディーゼル用 DPF 

・特殊ガス除害の個別対応 

・湿式集塵機の集塵効率の向上 

・粉塵の除去（高温多湿） 
・建物解体時のふんじん対策技術 

・排気ガス規制に対応した製品開発 

・新素材のろ布製作(耐熱等) 

・マイナスイオンによる効果 

・アンモニア軽減除去の脱臭装置 

・畜産臭気対策(脱臭装置） 

・湿式脱臭設備 

・自動車部品の軽量化技術 

・天然芝の生育 

水質汚濁対策技術 ・難分解性物質の分解、難分解有機性排水の処理 

・ゼオライトによる水質改善と重金属除去 

・有害金属イオンの高効率吸着材料の開発 

・微細浮遊物質の連続分離除去技術 

・アンモニア態窒素除去設備 

・汚濁水のろ過再生 

・新型生物ろ過設備 

・沈砂池集砂、沈澱池集泥、スカム収集 

・汚泥の電気脱水機 

・汚泥の少ない処理 

・廃温水よりの熱回収 

・小規模メタン発酵設備 

・TOC計、フッ素計、その他水質測定計器の開発と応用 

土壌汚染対策技術 ・土壌汚染に関する原位置浄化に関する技術 

・放射線汚染土壌中のセシウム吸着による除染効率向上 

・難分解性物質の分解 

リサイクル技術 ・アルミ切粉の切削油水乾燥システム 

・有価(貴)金属の高効率回収材料の開発 

・エコスラブ入りコンクリート 2次製品製造 

・鉱さいのリサイクル技術 

・廃触媒リサイクル技術、重油タンクスラッジ燃料化 

・複合樹脂のリサイクル 

・樹木皮の再利用 

・YM菌による無臭化（減臭化）堆肥化 

・MBTシステム（機械選別と生物処理を組み合わせたシステム） 

・浄水汚泥の有効利用化用途開発 

・残渣有効利用技術 

・工業排水のリサイクル（処理水の有効利用）、生産排水のリユース 

・有用物質のろ過回収 

・回収 VOCの新たな再利用方法 
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・廃棄物熱エネルギー変換（メタンガス回収等） 

・蛍光管の水銀除去 

・焼却灰の溶融炉 

その他 ・温水からの熱回収 

・フロン再生処理に関する技術開発 

・下水管等の管更生 

・強アルカリ水を活用した環境技術 

・水素発生技術（CO2を排出しない） 

 

 現在、環境関連技術開発に取り組んでいないが、関心がある環境関連技術の内容を以下

に示す。 

 

 現在、環境関連技術開発に取り組んでいないが、関心がある環境関連技術の内容 

 関心がある環境関連技術の内容 

大気汚染対策技術 ・VOC、有機溶剤 

・電気集じん機 

・オイルミスト、PM2.5の回収 

・効率の良い水銀回収方法 

・発光量の増強方法 

・非鉄金属の選別時の大気汚染防止 

・自動車部品の軽量化による燃費向上、電力消費向上 

水質汚濁対策技術 ・貧困地域の飲料水改善 

・非鉄金属処理時に発生する水質汚濁対策 

・脱窒技術 

・ホウ素、フッ素、窒素、クロム処理技術 

・地下水のアンモニア・有機塩素化合物の除去 

・膜処理、オゾン処理 

・廃液類のろ過再生 

・油水分離技術 

・廃温水の温度低下によるグリストラップの回収率上昇 

・汚泥減容化・油脂分消化技術 

・水処理装置の前処理機器の性能強化による後段機器の負荷の軽減

化 

・浄化槽 

土壌汚染対策技術 ・原位置若しくは敷地内での浄化工法（汚染地下水を含む） 

・汚染土壌処理工法 

・最終処分技術の効率化 

・残土の処理方法 

・タンクなどからの漏えい事故対策 

・道路工事での廃棄物の再利用 

リサイクル技術 ・医療機器の再利用の価値を見出す 

・太陽光パネル処理 

・LED処理 

・未だリサイクルされていないプラスチックスクラップのリサイク

ル、ガラス入りプラスチックのリサイクル 

・プラスチック樹脂の再生について 

・可燃性廃プラ廃棄物の燃料化等 

・木質廃棄物の有効活用、木材チップ・木くずの再利用 
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・生ごみのたい肥化 

・農地における残さ物処理 

・有機肥料について 

・貴金属回収、リサイクル 

・レアメタル回収 

・アルミ処理灰リサイクル 

・スラブ入りコンクリート 2次製品 

・工作機械用切削油の循環ろ過装置 

・道路工事での廃棄物の再利用、建築資材の再利用 

・廃液の再生、廃液中の有用金属・原料の回収 

・中水処理 

・エネルギーリサイクル技術 

・廃蛍光管水銀除去 

・廃棄物の特性を生かした活用方法 

・ソーティングセンター 

・廃プラスチックの素材毎の自動分別技術 

・溶融炉 

・地産地消型リサイクルシステム 

・リサイクル原料を用いた高付加価値製品作成 

・産廃削減 

・ごみの分別やリサイクル等に関する教育 

その他 ・温水からの熱回収 

・希少金属の使用量削減 

・建設用機械（重機）および仮設備等の CO2排出量削減 

・強アルカリ水を使った環境対策 

 

 現在、環境関連技術開発に取り組んでおらず、特段、環境関連技術に関心もない事業者

は 188社のうち 80社であった。 

 

 

④今後開発に取り組みたい環境関連技術（問４） 

 今後、環境関連技術の開発に取り組みたいと考える事業者は、「現在の環境関連技術の開

発に引き続き取り組みたい」と回答した事業者及び「新たな環境技術の開発に取り組みた

い」と回答した事業者をあわせ、約３分の１（35％）であった。 
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今後開発に取り組みたい環境関連技術（n=255） 

 

 

 環境関連技術別に、今後開発に取り組みたい環境関連技術の内容を以下に示す。 

 

今後開発に取り組みたい環境関連技術（n=255） 

 今後開発に取り組みたい環境関連技術の内容 

大気汚染対策技術 ・黒煙除去 

・NOX除去方法・処理 

・排ガラス処理のバグフィルター改良の可能性について 

・湿式集塵機の集塵効率の向上 

・ろ過技術による PM2.5、オイルミスト浄化 

・乾式オゾン脱臭 

・アンモニア軽減除去の脱臭装置 

・破砕処理における粉塵 

・効率の良い水銀回収方法 

・非鉄金属選別処理省力化 

・自動車金属部品の樹脂代替技術 

・環境に順応した芝の育成 

水質汚濁対策技術 ・窒素除去 

・フッ素除去方法 

・活性汚泥処理についてのさらなる深堀り 

・微細浮遊物質の分離技術（固液分離機、加圧浮上装置、他） 

・ゼオライトによる水質改善 

・高性能高分子凝集剤の開発 

・難分解性物質の分解、難分解有機性排水の処理 

・ろ過技術を活用した廃液のろ過再生利用 

・ろ過技術による廃液中の有用金属類の回収と原料化 

・Ｃｒ等を使用しないめっき技術 

・畜産排水処理技術 

・小規模メタン発酵設備 

・汚泥削減とマイクロバブル 

・汚泥減容化・油脂分消化 

・薬品使用量削減 

・吸光光度計の開発とその応用 

土壌汚染対策技術 ・ゼオライトによるセシウム吸着 

・難分解性物質の分解 
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・微生物を利用した重金属汚染処理 

・堆肥の炭化 

リサイクル技術 ・医療機器に特化したリユース 

・太陽光パネル処理 

・LED処理 

・プラスチック（ガラス入り） 

・トレイ 

・回収 VOCの新たな再利用方法 

・木質廃棄物、樹木、木材チップの再利用 

・YM菌による無臭化（減臭化）堆肥化 

・生ごみのたい肥化 

・破砕機における製品と残さ物の有効利用技術 

・中水処理 

・排水のリサイクル、処理水の有効利用、生産排水のリユース 

・廃液からのリサイクル収率をアップ 

・貴金属回収等 

・焼却灰の溶融炉 

・ごみ焼却バイオマス発電アルミリサイクル 

・可燃性廃プラ廃棄物の燃料化等 

・廃棄物の熱・エネルギー変換 

・過熱水蒸気 

・物性改質技術 

・ソーティングセンター 

・リサイクル原料を用いた高付加価値製品化 

・開発した技術の活用、普及のシステム 

その他 ・畜産臭気対策(脱臭装置） 

・熱回収による CO2削減 

・レンジエクステンダ EV、排気エネルギー回収ターボによる CO2 低

減 

・フロン再生処理に関する技術開発 

・溶接における銀ロウ付け溶接からレーザー溶接への移行 

・雨水有効利用 

・現在保有の集砂技術や管更生技術の他業種への適用 

・中国天然ガス圧送ラインプラントのろ過システム 

・強アルカリ水を使った環境対策 

 

 今後の環境関連技術開発での大学・公的研究機関との連携意向を尋ねたところ、「環境関

連技術の開発に際し、大学や公的研究機関等と引き続き連携したい」への回答が全体の 16％、

「環境技術の開発に際し、大学や公的研究機関等と新たに連携したい」への回答が全体の

42％、あわせて約６割（58％）が、大学や公的研究機関との連携意向を有することを確認

した。 
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今後の環境関連技術開発での大学・公的研究機関との連携意向（n=89） 

 

 大学や公的研究機関との連携意向を有する事業者に希望する連携先を尋ねたところ、「大

学研究室」への回答が過半数を大きく超えていたが、「国の研究機関」「自治体の研究機関」

「産業支援機関」への回答も一定数みられた。 

 

希望する連携先の種類（n=51） 

 

 

 希望する連携形態を尋ねたところ、「共同研究」や「技術相談」への回答が過半数を超え

た。「施設・機器の利用」「特許活用」「専門家の派遣」への回答も一定数みられた。 

 

希望する連携形態（n=51） 
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 連携後の事業化イメージを尋ねたところ、「自社既存商品に新技術を体化して活用」への

回答が過半数を超えた。「新技術そのものを自社新商品として活用」「自社新商品に新たな

要素技術を体化して活用」「自社サービス支援技術として活用」への回答も一定数みられた。 

 

連携後の事業化イメージ（n=51） 

 

 環境関連技術開発で大学や公的研究機関等との連携を始めるにあたり、どのような課題

があるかを尋ねたところ、「どのような連携先が自社の課題解決に適しているのかがわから

ない」への回答が過半数を超えた。「どのような連携先があるのかがわからない」「連携に

よりどのようなメリットが得られるかがわからない」「連携を通じたゴールやゴール達成の

タイミングに関し、共有できるか心配」「連携の相談をする時間的余裕がない」「自社の技

術開発情報が競合他社等に流出しないか心配」への回答も一定数みられた。 

その他として、「漠然としたイメージしかなく、また、費用的な負担がどの程度か不明で

不安」といった回答もあった。 

 

大学や公的研究機関等との連携開始時の課題（n=51） 

 

大学や公的研究機関等との連携開始時に有効と考えられる方策を尋ねたところ、「大学・

公的研究機関等が保有する技術をまとめた技術シーズの情報提供」への回答が過半数を超

えた。「大学・公的研究機関等が主催する中小企業との交流会の開催」「産業支援機関にお

ける大学・公的研究機関等とのマッチングサービスの拡充」「大学・公的研究機関等の産学
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連携窓口リストの情報提供」への回答も一定数みられた。 

この結果を踏まえ、平成 29 年２月 21 日に、大学・公的研究機関の環境技術シーズ活用

セミナーを開催し、「大学・公的研究機関の環境技術シーズ集」の紹介ならびに配布を行っ

た。 

大学や公的研究機関等との連携開始時に有効と考えられる方策（n=51） 

 

 一方、今後の環境関連技術開発に向け、大学や公的研究機関等との連携を望まない理由

を尋ねたところ、「連携によりどのようなメリットが得られるかがわからないから」「大学

や公的研究機関に自社の課題解決に適している連携先がないと思うから」「連携の相談をす

る時間的余裕がないから」「大企業、異業種の中小企業等他の連携先があるから」「自社の

技術開発情報が競合他社等に流出しないか心配だから」「連携を通じたゴールやゴール達成

のタイミングに関し、共有できるか心配だから」への回答が一定数みられた。 

 その他として、以下のものが挙げられた。 

 

今後の環境関連技術開発に向け、大学や公的研究機関等との連携を望まない理由（その他） 

（大学・公的研究機関等に改善の余地があると思われる課題） 

・今まで連携しても望む技術指導が得られなかったから 

・あまりイノベーティブではないと思うから 

・課題自体が、大学等での研究に向いているとは思われない。 

（中小企業特有の課題） 

・当社内に技術開発部門を設けていないため 

・社内の体制が整備されていないため 

・連携に従事する人的余裕がないから 

（ユーザー企業特有の課題） 

・現時点で特に問題はない 

・屋根瓦葺き工事のため大気汚染、水質汚濁、土壌汚染は特に関係ない 

・業種が全く違う 

 

  



40 

 

大学や公的研究機関等との連携を望まない理由（n=36） 

 

 

⑤環境関連技術開発に係る行政や金融機関等からの支援について（問５） 

 環境関連技術開発に係る行政や金融機関等からの支援実績を尋ねたところ、「現在までの

ところ、補助金や委託費を活用したことがない」への回答が全体の約８割（79％）に上っ

た。 

ただし、「現在、行政や産業支援機関等の補助金や委託費を活用している」への回答が約

４％おり、「現在は活用していないが、過去に補助金や委託費を活用した」への回答 11％と

あわせると、補助金や委託費の活用実績を有する事業者は全体の約 15％に上る。 

 

環境関連技術開発に係る行政や金融機関等からの支援について（n=255） 

 

 

大企業、異業種の中小企業等他の連携先があるから 

大学や公的研究機関に自社の課題解決に適している連携先がないと思うから 

連携によりどのようなメリットが得られるかがわからないから 

連携の相談をする時間的余裕がないから 

自社の技術開発情報が競合他社等に流出しないか心配だから 

連携を通じたゴールやゴール達成のタイミングに関し、共有できるか心配だから 

その他 
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 補助金や委託費の活用実績を有する事業者に支援元の種類を尋ねたところ、「国」との回

答が過半数を超えた。「都道府県」「市町村」への回答も一定数みられた。 

 

 

支援元の種類（n=38） 

 

 支援の内容を尋ねたところ、「研究開発補助金」への回答が多かった。「研究開発委託費」

「研究開発に要する設備購入に係る低利融資」「研究開発に要する設備購入に係る税制優遇

措置」への回答もみられた。 

 

 

支援内容（n=38） 

 

 

 支援対象分野を尋ねたところ、「大気汚染対策技術」「水質汚濁対策技術」「リサイクル技

術」への回答が一定数みられた。「土壌汚染対策技術」への回答もみられたが、２件と他の

分野と比較すると少ない。 
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支援対象分野（n=38） 

 
  

支援の有効性を尋ねたところ、「非常に有効」「まあ有効」への回答をあわせて約９割（94％）

に上った。 

 

支援の有効性（n=38） 

 
 

⑥今後、環境関連技術開発に際し、活用したい行政や金融機関等（問６） 

 今後、環境関連技術開発に際し、活用したい行政や金融機関等を尋ねたところ、「国」「都

道府県」「市町村」「金融機関」への回答が一定数みられた。 

 その他として、「全国中小企業団体中央会」「千葉市産業振興財団」等の産業支援機関が

挙げられた。 
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支援元の種類（n=255） 

 
 

 行政や金融機関等からの支援内容を尋ねたところ、「研究開発補助金」への回答が最も多

かった。「研究開発委託費」「研究開発に要する設備購入に係る低利融資」「研究開発に要す

る設備購入に係る税制優遇措置」への回答も一定数みられた。 

 

支援内容（n=255） 

 

 行政や金融機関等からの支援を受けたい技術分野を尋ねたところ、「大気汚染対策技術」

「水質汚濁対策技術」「土壌汚染対策技術」「リサイクル技術」いずれにも一定数の回答が

みられた。 

支援対象技術分野（n=255） 
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 支援後の事業化イメージは、「自社既存商品に新技術を体化して活用」「自社サービス支

援技術として活用」「自社新商品に新たな要素技術を体化して活用」「新技術そのものを自

社新商品として活用」のいずれにも一定数の回答がみられた。 

 

支援後の事業化イメージ（n=255） 

 

 

⑦今後の環境関連技術開発における行政機関（国等）への要望等（問７） 

 今後の環境関連技術開発における行政機関（国等）への意見・要望として、以下のもの

が挙げられた。 

 

今後の環境関連技術開発における行政機関（国等）への要望等 

○マッチングの実施 

・大学、研究開発機関のシーズ等のマッチングを今後も行ってほしいです。 

・国が主体となって、大手メーカーからのゴミに関する活用方法を取り纏め、リユース及

びリサイクル化への指導をし、その上で企業マッチングをして、中小企業の活用を促進。 

 

○補助金申請書類の簡素化 

・助成金のハードルを(提出書類を)低く(簡易に)してください。何度も申請しても書類にて

ＯＵＴとなるケースが多い。 

・補助金申請の簡素化をお願いします。 

・昨年も助成金の申請を商工会議所・銀行の力を借りて申請しましたが採択されませんで

した。技術的な評価よりも、企業業績が良すぎたりすると採択されにくいことがあるの

か、これから始める企業や資金力に乏しい企業に優先的に助成金を出しているようにし

か思えません。弊社のように自力で頑張って利益を出している企業にこそ更なる助成金

を与えて大きな飛躍を期待するべきではないでしょうか。中小企業においてしっかり利

益を出し続けている企業こそ注目すべき助成金の交付先であると考えます。 

 

○補助金制度の拡充 

・海外で試運転や実験ができる補助金があればいいと思います。 

・アスベストの溶融炉に対する補助金があればありがたいです。 

・ものづくり開発に関する補助金事業（認定事業）の枠を増やしていただきたい。 
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・新分野参入を目指した研究開発を進める上で、投資規模も急拡大するが、補助率は低下

するため、当社のような中小企業にとっては、厳しい状況になる。補助率ＵＰ、期間延

長などできればありがたい。 

・補助金の使用用途で、自社に分析装置がない場合が多々あり、高額となる場合が多いの

で、上限を取り外してほしい。（上限があることが多い） 

 

○委託費の手続きの簡素化、対象分野の拡大 

・補助金（サポイン）を活用して、研究開発を進めてきました。委託費を活用できると良

いと思いました。３分の２補助でなくて、全額補助（委託費）。 

・研究開発委託費を受ける手続きの簡素化と、対象分野の拡大を望みます。 

 

○低利融資制度の改善 

・売上高が低いと融資額が低く、しかし金利が高いというのは本当の意味で支援している

ことにはならない。マイナス金利のこの時代に、そのような方針は納得できない。 

 

○特許申請支援 

・県が行っている特許申請書作成支援サービスを利用したことがある。特許庁の特許デー

タベースの使い方は教えてくれたが、分野が違うということで作成に関する的確な支援

は受けられなかった。特許庁は中小企業の知財振興促進を謳っているが、サポート体制

ができていないと思う。分野が違うという理由で申請書作成のサポートができないので

あれば、せめて相談内容の専門分野の弁理士、事務所の紹介サービスはするべきだと思

う。お金ができるだけかからないようにすることも重要であるが、時間の短縮、労力の

削減のほうが重要だと思う。中小企業の申請者は社内に知財部がないので相談している

のだから。 

 

○産業廃棄物処理事業への支援 

・用地取得に際し、産業廃棄物関係業者に対して近隣住民の理解が得られにくい面がある。

エコタウン等の造成による国及び行政の助成等があれば助かります。 

 

○メーカーの技術開発支援 

・仕入先（メーカー）と行政が協力して技術開発を進めて環境改善になる指導をお願いし

たい。 

 

○情報提供方法の改善 

・支援部等についての情報をどこで確認できるかわかりやすくしてほしい。 

・どのような問題点があるのか、困ったことがあることを知った時、どこの部署に相談し

たらよいのかわからない。 

・環境、リサイクルの分野における最も代表的な施主が公である。技術支援や資金補助に

加えて、利用する立場での積極性を広く、具体的に示し、市場を活発化させてほしい。 

・行政が直接的に支援する仕組みが必要だとは特段思わない。行政にまずやってもらいた

いことは新たなニーズや市場など中小企業向けに必要と思われる情報を収集して配信す

ることである。ここでいう新たなニーズとは、このようなアンケートで中小企業から聞

き取る情報でなく、大手企業が必要としている中小企業へのニーズとか、公共事業での

ニーズとかマーケット側の情報である。例えばシンクタンクが調べるような有償情報を

行政が買い上げ無償で中小企業に提供するとか、すぐできることもあるのではないだろ

うか。 

 

○技術開発実施上の課題 

・人員的な余裕がなく、研究・開発まで業務拡大は現状困難である。 
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・企業としての開発に考えはあるが、資金面で大きなネックになり、進めることができな

い。 

・当社は、水質汚濁関連（水処理）の仕事をしております。色々な技術がありますが、更

なる研究と実験が必要だと思います。しかし、埋もれてしまう技術などが多く有り、日

の目を見ない特許など研究と実験で得られたのに個人で囲ってしまう現象などが有りま

す。オープンで優れた技術をお金儲けの目的だけで使用出来ないのが残念でなりません。

海外（ベトナム）などでは、喉から手を出してでもほしいと言われる技術を広めるため

に何が必要か？ＯＤＡ・ジャイカなどの案件も調査だけで終わっており、零細企業では

現実味が無く歯がゆいと思います。  

 

○その他 

・自社開発より、新技術を活用していきたい。(自社開発はコスト面を含め難しい) 

・補助支援により開発し完成した新技術が十分活用できず、拡販に手間取っている。現在

千葉市や県、国の拡販におけるアドバイスを受けているところです。 

・環境関連技術開発をする前に、やるべきことがあると思います。道路・空き地・川・土

手等雑草をなくすことを考えてほしい。ボランティアだけでは無理があります。ごみの

投げ捨てなども含めて。 

・当社の規模、業務内容では現在のところ、法令を順守し行政と連携して既存の業務を的

確に遂行することが最優先であり、新技術の開発や投資は今後の中長期的な課題となり

ます。 

・当社は技術開発（環境関連の）知識やノウハウはございませんが、環境に関することに

ついてできる限りご協力していきたいと思います。廃棄物の低減、省エネルギー等。 

・当社は場内請負会社なので環境関連に関してはすべて客先の指導で行っている。 

・微生物資材での土づくりを行っているので、本来の土壌汚染対策とは異なるような気が

しています。いずれにせよ公的機関からの後押しは必要な事業と考えています。 

 

２．中小企業の産学連携実績と連携可能性にかかるヒアリング調査 

 産学連携実績を有する以下の企業へのヒアリング調査を実施した。 

 

ヒアリング先企業の概要 

 資本金 従業員数 事業概要 

Ａ社 5,000万円 50～100人 ■産業廃棄物焼却プラント 

■各種焼却装置 

■汚泥乾燥装置 

■ 廃熱ボイラー 

・企画・設計・制作・施工・保守管理 

Ｂ社 3,000万円 50～100人 ■環境浄化事業 

 ・排気ガス浄化装置の研究開発、製造販売 

 ・触媒の研究開発、製造販売 

 ・汚染土壌および廃水浄化剤の研究開発、製造販売 

 ■受託サービス事業 

 ・エンジンベンチ、振動耐久試験など実験評価 

 ・各種コンポーネントの設計、試作、試験業務 

 ■エネルギーソリューション事業  

Ｃ社 7,000万円 100～150人 ■ 産業廃棄物中間処理業(再生事業者登録有) 

■ 収集運搬業・積替保管許可 

■ 再生品販売業(再生砂・砕石･木材チップその他) 

■ 建設業(とび・土木工事業) 
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■ 古物商 

Ｄ社 21,800万円 150～200人 ■高分子凝集剤の製造販売 

・廃水処理薬品 

■製紙用薬剤の製造販売 

・歩留・濾水性向上剤、紙質改善剤 

■土木用薬剤の製造販売 

・NATM用紛塵低減剤、植生用粘結剤、シールド用薬剤 

■生化学分析用ゲルの製造販売 

 ・電気泳動ゲル・蛋白濃縮用ゲル 

Ｅ社 4,500万円 150～200人 ■リサイクルプラント機器 

■バイオガス発電設備 

■下水処理設備 等 

  

 リサイクル分野では主力事業で産学連携を行う姿がみられたが、大気汚染対策技術や水

質汚濁対策技術、土壌汚染対策技術分野では、新規事業や成長事業分野で産学連携を行う

姿がみられた。いずれの場合でも、大学・公的研究機関の連携先探しに苦労することはな

く、産学連携を行う時点で保有していた大学・公的研究機関とのネットワークを活用した

り、web 検索等を通じて連携したい大学・公的研究機関を探し当てたり、産学連携に主体

的に関わっている。 

 

 自社社員を社会人ドクターとして大学に派遣することで、産学連携を行いやすくする工

夫を行っているところもあれば、過去に連携した大学研究者の紹介で新たな産学連携に取

り組むなど、産学連携を通じた大学研究者とのつながりが、大学研究者とのネットワーク

づくりに発展し、新たな産学連携を可能にしている事例がみられた。 

 

産学連携を行いやすくする要因 

・自社社員が社会人ドクターとして大学に在籍しており、研究室の指導教官の後輩の研究

者を紹介してもらえたことで、大学との産学連携がスタートした。 

・他に、産学連携を円滑に進める方策として、1)大学研究者に中小企業の現場をみてもら

うこと、2)大学研究者に工場見学をしてもらうこと、が肝要と考えている。 

 

・以前、技術開発で連携した大学の先生の紹介で、別の大学の先生とも共同研究を行うよ

うになった。 
（資料）各社へのヒアリング調査結果 

 

また、国のサポイン事業等を活用し、自ら大学研究者を探し、連携し、技術開発を主導

的に進めることで、期待する成果を挙げている事業者も少なくないことが確認された。 

さらに、新規事業の創出に向け、新規開発製品の性能評価を大学に依頼する事例もみら

れた。 

 

開発部門的な役割を大学に求めるものの、中小企業主導で産学連携を行い成功した事例 

・大学の５人の研究者と連携し、現在、以下の事業を推進している。事業ごとに連携する

研究者が異なる。 

  －経済産業省「サポイン事業（戦略的基盤技術高度化支援事業）」、「ものづくり・商業・
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サービス新展開支援補助金」 

  －NEDO新エネルギーベンチャー技術革新事業 

  －JICA事業 

 

・近年、サポイン事業を活用し、産学連携に積極的に取り組んでいる。10 年以上前から触

媒等の技術相談を行ってきた大学研究者がおり、東日本大震災後に、大学研究者からセ

シウム除去を主目的とした人工ゼオライトの共同研究の話をもちかけられ、共同研究を

行った。研究終了後に、大学と共同出願した。産学連携を行う際には、自社が主導権を

握れるように腐心している。 

・産学連携を行う際には、自社が研究のイニシアチブをとることに腐心している。研究の

目的と手段の関係を十分に理解できた上で、大学と連携するようにしている。仮に期待

する結果が出なくても、そのような結果を得ることを目的としていたのであれば、それ

でよしと受け入れる。 

 

・開発中の製品自体の性能を評価する技術を自前で持ち合わせていないため、大学に製品

の基礎特性の評価を依頼した。 
（資料）各社へのヒアリング調査結果 

 

一方で、開発部門的な役割を大学には求めず、具体的なテーマ、ターゲット、目標を決

めずに、何か新しいことを共同で行うというコンセプトで産学連携を行う事例もみられた。 

 
開発部門的な役割を求めず産学連携を行い成功している事例 

・大学に開発部門的な役割を求めてはいけないと考えている。産学連携で失敗するケース

はこのような考えのところが多いように感じる。 

・大学研究者との産学連携を行う際には、以下の点に注意する必要がある。 

－研究メインの方か、教育メインの方か。 

－研究費をどれだけ集められるか。 

－企業からの資金供出額がどの程度であれば満足する方か。 

（資料）各社へのヒアリング調査結果 
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第４章 環境関連規制動向と新たな環境問題に対応するための取り組みに関す

る調査 

 

１．世界的な環境課題 

国連環境計画（UNEP）では、毎年、世界的に課題として認識されている環境問題をレポ

ートにとりまとめている。ここでは最新のレポートである UNEP「UNEP YEAR BOOK 2014」を

もとに、世界的に課題として認識されている環境問題について概観した。 

UNEP「UNEP YEAR BOOK 2014」では、喫緊の課題として、以下の 10点を挙げている。 

－環境中の窒素過剰問題（Excess Nitrogen in the Environment） 

－土壌中の炭素固定推進（Securing Soil Carbon Benefits） 

－北極の急激な変化への対応（Rapid Change in the Arctic） 

－野生生物の不法貿易問題（Illegal Trade in Wildlife） 

－海の生態系保全と魚介類養殖両立（Fish and Shellfish Farming in Marine Ecosystems）  

－海中のプラスチック漂流ごみ問題（Plastic Debris in the Ocean） 

－メタンハイドレードからのメタン採取推進（Methane from Hydrates） 

－大気汚染：世界最悪の健康リスク問題（Air Pollution: World’s Worst Environmental 

Health Risk） 

－伝染病の出現（The Emergence of Infectious Diseases） 

－市民レベルの科学が持つ潜在力の理解（Realizing the Potential of Citizen Science） 

 

 これらの課題と３つの環境分野（大気、水、土壌）との対応関係を以下に示すとともに、

関係性を持つ課題の概要を整理した。 

 

喫緊の課題と環境分野との対応関係 

＜喫緊の課題＞  ＜環境分野＞ 

環境中の窒素過剰問題  大気環境 

土壌中の炭素固定推進   

北極の急激な変化への対応   

野生生物の不法貿易問題  水環境 

海の生態系保全と魚介類養殖両立   

海中のプラスチック漂流ごみ問題   

メタンハイドレードからのメタン採取推進  土壌環境 

大気汚染：世界最悪の健康リスク問題   

伝染病の出現   

市民レベルの科学が持つ潜在力の理解   
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３つの環境分野（大気、水、土壌）の課題について UNEP YEAR BOOK 2014（国連環境計画

(UNEP)、2014年）から引用し以下に示す。 

 

（１）大気汚染：世界最悪の健康リスク問題 

大気の汚染レベルを引き下げることは世界的に喫緊の課題である。多くの都市の大気汚

染レベルはWHOガイドラインの基準を充足しておらず、それが原因で肺がんや心臓疾患、ぜ

んそく、その他疾病にかかるリスクが高まっている。途上国では、室内大気汚染も深刻な

問題であり、胎児死亡率を上昇させ、健康被害を発生させている。 

特にPM2.5は危険視されている汚染物質のひとつであり、これは人体の奥深くまで浸透する

性質があり、肺や血流に与える悪影響が報告されている。2013年にThe International 

Agency for Research on Cancer (IARC)は人体と農作物に与える影響が大きいことから

Ground-level ozone (O3)を対処すべき有害物質とした。世界的な大豆、トウモロコシ、小

麦の生産量低下の原因はGround-level ozoneによる汚染であるとしている。Ground-level 

ozone、PM2.5の削減は大気質を向上させるだけでなく、気候変動の発生抑制や食糧安全保障

の確保に貢献するだろう。 

世界中で約3兆人が家庭での調理や暖房器具に石炭やバイオマスエネルギーを使用して

いる。大気汚染の削減はこれらの非効率的なエネルギーシステムだけでなく、農業廃棄物

の焼却、森林火災、木炭の精製に適応しなければならない。近い将来アフリカでは都市の

急速な成長によって化石燃料の燃焼や伝統的バイオマスエネルギーの使用が拡大すると予

想されている。2030年のアフリカからの大気汚染物質の排出量は世界排出量の50%に相当す

ると推定されている。世界銀行の調査によると、サブサハラアフリカにおいてバイクを含

んだ自動車の整備などを規定した法律を施行することで、今後10年で43兆円を超える規模

の健康的利益が創出されると予想されている。 

UNEP主導で行われたthe Partnership for Clean Fuel and Vehicles(PCFV)は世界全体で

は自動車による大気汚染は削減傾向にあると示唆した。PCFVが開始された2002年では、世

界各国の約半分が加鉛ガソリン（leaded petrol）を使用していたが、2013年10月時点では、

6カ国のみが使用するまでになった。PCFVの取り組みによって130万人の早期死亡者が削減

された。 

多くの国々によって料理用コンロから発生する大気汚染を削減させる取り組みが行われ

ており、様々なタイプの調理用コンロが改善されている。例えば、ケニアのthe Ruiru Youth 

Community Empowerment Programでは田舎で使用されていた伝統的な開放式ストーブよりも

最大60%効率性の高く、より汚染物質を排出しない木材使用のストーブを開発した。若年層

のボランティアが16,000人の地域女性にこのストーブの使用方法と設置方法を教えた。 

各国は大気汚染を排出基準の強化や技術強化によって抑制してきた。規制の際には最新

の科学的知見に基づくことが望ましく、政策策定者はWHOのair quality guidelinesやthe 

Environmental Health Criteria documents、International Agency for Research on Cancer 

(IARC)などの国際的なガイドラインを参考にすることが望ましい。 
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大気汚染が容易に越境移動することに対する認識には時間がかかっている。50を越える

国々はthe United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)の元にある長距離越

境大気汚染委員会（Convention on Long-range Transboundary Air Pollution）に属して

いる。政府組織、地域間組織による協力体制は今後さらに拡大するであろう。 

発電所や地方の廃棄物マネジメントの改善だけでなく、低汚染・効率的輸送の促進や産

業活動や家庭環境への投資やそれを促進する政策によって大気汚染物質の削減は可能であ

る。 

ブラックカーボンやオゾン層破壊物質に対する早急な対応は大気汚染によって1年間に

死亡する240万人の命を救い、年間50～100万トン喪失される穀物を守ることに貢献するだ

けでなく、今後数十年の間に発生する気候変動の緩和にも寄与することができる。 

 

（２）環境中の窒素過剰問題 

窒素などの栄養素は世界の農業システムの中で非効率的に使用されており、このことで

多大な環境負荷を発生させ、大気や水だけでなく、生態系基盤にまで影響を及ぼしている。

このような悪影響は途上国よりも先進国においてよく見られる。 

自然界における窒素超過は健康や環境問題を発生させるが、具体的には以下のとおり。 

・河川への硝酸塩の垂れ流しにより発生する富栄養化や貧酸素化、魚の消滅 

・富栄養化、酸性化による陸生、淡水、沿岸における生物多様性の喪失 

・地下水汚染 

・富栄養化、酸性化による淡水(freshwater)の汚染 

・人体の健康に与える影響、特に呼吸器系の疾患 

・穀物の生産性減少、森林や湿地における生産性の減少 

・気候変動、オゾン層の破壊 

2011 年に各国政府は Global Partnership of Nutrient Management (GPNM)に調印した。

これは各国政府や民間部門、研究者、市民社会、国連機関が連携して、効率的に窒素削減

マネジメントを行うというものである。2012 年の Rio＋20 で発表された`The Future We 

Want`の中で窒素の影響による人体の健康や海洋の生物多様性に悪影響を与えることが記

載され、Rio＋20において作成したコミットメントにしたがって各国は窒素削減に向けた具

体的な行動が求められている。 

 

（３）海の生態系保全と魚介類養殖両立 

養殖業は、未消化のえさや栄養素、薬品、殺生物剤などが周辺の海に排出され、生態系

を破壊している。特にえびの養殖は過去数十年で急速にその数を増やしているが、マング

ローブへの被害が大きい。耕地の塩類化や淡水の供給、えびのえさや排泄物に含まれる栄

養素、低酸素化などによって水質汚染も発生させる。 

エビの養殖地移転も重要な議題であり、マングローブ林から高地や本来の生息地への移

転が求められ、そこでのより厳密化した生産パターンの確立が求められている。 
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消費者の水産業の持続可能性に対する意識が近年向上している。the Global Salmon 

Initiative のようなセクター別の活動が持続可能な認証制度をサポートしている。認証ス

キームに関連した水産業が近年成長しており、Naturland, the Global Aquaculture 

Alliance (GAA),Best Aquaculture Practices(BAP) standards, the Aquaculture 

Stewardship Council (ASC). などが認証スキームに含まれる。独立した認証制度は消費者

に特定の製品の情報提供する製品基準やラベリング機能よりも強力なツールになる可能性

を秘めている。これによってセクターごとの透明性を向上させ、より多くの情報を消費者

に与えることが可能であり、認証システムは効率的に製品基準、ガバナンスメカニズムを

向上させることができるとしている。 

魚類、貝類、海藻類の統合化によって環境負荷を低減させようという試み（例えば、海

藻や貝類が魚類から発生する過剰栄養素を吸収する等）がアジア地域で盛んに行われてい

るが、これは淡水のみで行われており、海水ではいまだに行われていない。風力発電など

の沿岸地域の建設物との競合によってスペースを確保できないでいる。 

FAOは持続的な海洋性水産業を実行するために公共部門、民間部門に向けた具体的なステ

ップを記したテクニカルガイドラインを公表した。 

水産業の急速な成長に伴って技術進歩も急速に進行し、これによって water footprint も

減少傾向である。しかし、水産業の成長が進行していることによって全体として環境に与

える影響は 2030年までに最低でも現在の２倍程度になると予想されている。民間部門が水

産環境の課題に対する責任や対処策を講じることは必須であるが、持続可能性に対する実

行的な対策作りを刺激づけ、改善していくカギを握っているのは政府である。 

FAO は水産業界に対するエコシステムアプローチを「持続可能な発展、平等性の促進や、

社会‐環境が相互にリンクしたシステムの復活などを示唆した幅広いエコシステムを統合

的に実行する戦略」として定義付けており、利害関係者の関与が成功への決定的要因とし

ている。操業基準や技術基準の策定は重要な役割を果たし、持続可能性に大きく貢献する。

これらの基準は国際的に統一されているほうが効果的であるため、FAOなどがそのファシリ

テーターとしての役割を果たしている。 

 

（４）土壌中の炭素固定推進 

世界の土壌に含まれる約60%の炭素が19世紀から喪失されてきた。最近の土壌の変化は主

に世界規模での土地利用のひっ迫化、未耕作地の農地化等によって引き起こされている。

最近25年間の土壌中炭素の喪失により、約25%の土地が農業生産性と生態系サービスを減少

させた。 

農業活動が原因で引き起こされる土地の浸食によって大気中に放出される炭素量は自然

浸食の場合の100倍に達する。もしこの状況が続くならば、将来的に大気中に急速に放出さ

れる炭素によって気候変動はさらに加速すると予測されている。 

エコシステムの中心として存在する土壌には地球が抱える様々な問題に対する解決策を

提供する役割を有している。土壌に含まれる炭素は、窒素や硫黄などの栄養素も含んでい
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る。土地利用や土地管理の改善は炭素ストックを増加させ、世界の人口増加を支える栄養

分を供給し、気候変動の緩和に役立つ。 

例えば発展途上国で行われる保全農業イニシアティブ（conservation agriculture 

initiatives）は農業従事者の収入向上と貧困の削減を目標とする一方で、土壌に含まれる

炭素増加の効果もある。 

人口の急増、食糧需要の増加によって近年では年間500万ヘクタールの森林が破壊されて

おり、この影響によって土壌中の炭素も大気中に排出されている。森林破壊を抑制するこ

とは炭素ストックを増加するだけでなく、水資源の確保や生物多様性の保護など、多角的

な利益を創出する。 

FAOのGlobal Forest Resources Assessmentsは世界の森林の状況とその変化を5年ごとに

報告しており、近年では森林の変化状況をオンラインでリアルタイムに配信している。UNEP

によって創設されたthe World Resources Instituteもまた、衛星技術によって観察された

データを公表し、モニタリングを安易にし、世界の森林状況を明らかにしている。 

泥炭地の保全と復元、土地利用の改善は土壌中の炭素の保全やGHGsの排出抑制に大きく

役立つ。湿地利用に関する最初の国際会議「Reed as a Renewable Resource」は2013年に

開かれたが、これは近年の湿地保全、復元、生態系システムの利用を促進する数多くの研

究の一つである。 

 

２．国内における近年の環境関連規制動向とその背景となる環境課題 

 国内における近年の環境関連で規制強化されたものを整理すると、次のとおりである。 

 

国内における近年の環境関連規制動向（規制が強化されたもの） 

環境分野 規制動向 

大気環境 ・水銀に関する水俣条約の締結 

・水銀汚染防止法の制定 

・大気汚染防止法、廃棄物処理法施行令の改正による廃棄物焼却設備等に対

する水銀排出規制 

水環境 ・暫定排水基準の見直し（ほう素、フッ素、亜硝酸化合物、硝酸性窒素等） 

土壌環境 ・土壌環境基準の告示改正（1,1-ジクロロエチレン）（2014年３月） 

・土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見

直しその他法の運用に関し必要な事項について（第２次答申）（2015年 12

月） 

 

以降、環境分野別に、規制の概要と背景となる環境課題を整理した。 

 

 

 

http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B3%A5%E7%82%AD%E5%9C%B0
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（１）大気環境 

①水銀に関する水俣条約 

2013（平成 25）年 10 月、熊本市・水俣市で開催された外交会議において、「水銀に関す

る水俣条約」が採択された。同条約の採択を受けて、我が国では条約を早期に締結すると

ともに、条約の趣旨を踏まえた包括的な水銀対策の実施を推進すべく、2014（平成 26）年

３月に中央環境審議会に「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀対策について」が

諮問され、関係部会での審議を踏まえ、答申が取りまとめられた。同答申を踏まえ、条約

を担保するための措置等を講ずる「水銀による環境の汚染の防止に関する法律案」及び「大

気汚染防止法の一部を改正する法律案」が 2015（平成 27）年３月 10日に閣議決定された。 

 

水銀の利用・排出状況、国内における水銀に関する基準・規制等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）環境省「「水銀に関する水俣条約」の概要」（2013（平成 25）年９月） 
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水銀に関する水俣条約の概要（その１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）環境省「「水銀に関する水俣条約」の概要」（2013（平成 25）年９月） 
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水銀に関する水俣条約の概要（その２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）環境省「「水銀に関する水俣条約」の概要」（2013（平成 25）年９月） 
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②水銀汚染防止法の制定 

 
 

（資料）環境省 
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③大気汚染防止法、廃棄物処理法施行令の改正による廃棄物焼却設備等に対する水銀排出

規制 

 
 

（資料）環境省 
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（２）水環境 

①排水中のほう素、ふっ素、硝酸性窒素等にかかる規制 

「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が平成 28 年７月

１日から施行され、水質汚濁防止法におけるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合

物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水

基準について、一部業種を除き規制が強化された。 

改正の背景として、排水基準については、水質汚濁防止法第三条において環境省令で定

めることとしているが、有害物質ごとの一般排水基準については、「排水基準を定める省令

（昭和４６年総理府令第３５号）」において定めている。 

平成１３年に、排水基準を定める省令の一部を改正する省令（平成１３年環境省令第２

１号）により同省令を改正し、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアン

モニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を追加し、それらの一般排水

基準を設定した（平成13 年７月１日施行）。 

その際、附則において、直ちに一般排水基準を達成することが著しく困難であった一部

の工場・事業場（40 業種）に対し、３年間の暫定措置として、暫定排水基準を設定した（平

成16 年６月30 日まで）。その後、平成16 年７月、平成19 年７月、平成22 年７月及び平

成25 年７月に同附則を改正し、暫定排水基準の見直しを行っており、平成28年6月時点で

は、13 業種について暫定排水基準が設定されていた。 

その暫定排水基準は平成28 年６月30 日を以て適用期限を迎えることから、当該13 業種

の暫定排水基準について、環境省において所要の検討を行った結果、平成28年５月25 日の

中央環境審議会水環境部会における審議を経て、12 業種について、引き続き３年間を期限

に暫定排水基準を設定（粘土かわら製造業のほう素、電気めっき業のアンモニア、アンモ

ニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準については、一般排水基

準へ移行）することとした。 

 

②排水中の亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物にかかる規制 

亜鉛含有量、カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準については、平成 28 年 11

月 15日に公布された「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令」及び「水質汚濁防

止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」において、暫定排水基準が

延長されることとなった。 

亜鉛含有量については３業種（金属鉱業、電気めっき業及び下水道業）について平成33 年

12 月10 日まで暫定排水基準の適用期限を延長することとし、カドミウム及びその化合物

については１業種（金属鉱業）について平成31 年11 月30 日まで、残りの１業種（溶融め

っき業（溶融亜鉛めっきを行うものに限る。））について平成29 年11 月30 日まで暫定排

水基準の適用期限を延長することとした。 

亜鉛含有量の暫定排水基準設定の経緯として、全亜鉛については、公共用水域の水質汚

濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の項目として、水生生物の保全の観点から、平
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成15年11月５日に新たに基準値が設定された。これを踏まえ、環境基準の維持・達成を図

るため、平成18年12月11日より水質汚濁防止法に基づく亜鉛含有量の排水基準を５mg/Lか

ら２mg/Lに強化している。 

この際に、一般排水基準を直ちに達成することが困難であると認められる業種（10業種）

に対して暫定排水基準を設定した。その後、５年ごとに各業種における取組の状況及び排

出実態等をもとに、暫定排水基準の適用業種及び基準値の見直しを実施し、一般排水基準

への移行を進めることとしている。直近では、平成 23年 12月の見直しにより、３業種（金

属鉱業、電気めっき業及び下水道業）に対して平成 28年 12月 10日を適用期限として暫定

排水基準を設定していた。 

カドミウム及びその化合物の暫定排水基準設定の経緯として、公共用水域及び地下水の

水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目であるカドミウムは、新たな知見

を踏まえ、平成23年10月に基準値が0.01 mg/L以下から0.003 mg/L以下に強化された。 

これを踏まえ、環境基準の維持・達成を図るため、平成26年12月１日より水質汚濁防止

法に基づくカドミウム及びその化合物の排水基準を0.1 mg/Lから0.03 mg/Lに強化している。 

この際に、一般排水基準を直ちに達成することが困難であると認められる業種（４業種；

金属鉱業、溶融めっき業（溶融亜鉛めっきを行うものに限る。）、非鉄金属第一次製錬・

精製業（亜鉛に係るものに限る。）、非鉄金属第二次製錬・精製業（亜鉛に係るものに限

る。））に対して、２年又は３年の期限を設けて、新たに暫定排水基準を設定した。直近

では、平成28年11月30日に適用期限を迎える２業種（金属鉱業及び溶融めっき業（溶融亜

鉛めっきを行うものに限る。））について、改正にかかる検討が実施された。 
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一般排水基準（単位：mg/L）   
ほう素：10（海域は230）                                                                                         
暫定排水基準を改定して延長 

ふっ素：８（海域は15）                                                               
硝酸性窒素等：100 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

現行（H25.7.1～H28.6.30）→見直し後（H28.7.1～H31.6.30） 

業種 制限等 ほう素及び 
その化合物 

（mg/L） 

 

自然湧出 50→50 

温 
泉 

旅館業 自然湧出以外  30→30 

昭和49年以降湧出で50m3/日以上 15→15 

畜 
産 

畜産農業 700→600 

粘土かわら製造業 うわ薬かわらを製造 120→一般 

うわ薬製造業 うわ薬かわら製造の用に供するもの  

ほうろう鉄器製造業 
ほうろううわ薬製造業 

50→40 15→12 

金属鉱業  

日排水量50m3未満 50→40 

工 
業 

電気めっき業 40→30 300→一般 

日排水量50m3以上 15→15 

貴金属製造・再生業 50→40  

酸化コバルト製造業 160→160 

ジルコニウム化合物製造業 700→700 

モリブデン化合物製造業  

バナジウム化合物製造業  

下 

水
 
道 

温泉排水を受け入れているもので一 
定のもの 

50→50 

下水道業 

モリブデン、ジルコニウム化合物製造 
業排水を受け入れているもの 

150→130 

ふっ素及び 

その化合物 

(mg/L) 

アンモニア、アンモ

ニウム化合物、亜

硝酸化合物及び 

硝酸化合物 

(mg/L) 

500→500 

140→140 

100→100 

3,000→2,900 

1,700→1,500 

1,700→1,650 

ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準 

 
 

 

暫定排水基準を変更せず延長 

暫定排水基準を改定して延長 

空欄は一般排水基準適用  

（資料）環境省報道発表資料（排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令の

概要（平成 28年６月水・大気環境局水環境課）） 
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亜鉛含有量に係る暫定排水基準 

業 種 

基準値（単位 mg/L） 

現行 H23.12.11～H28.12.10 改正後H28.12.11～H33.12.10 

金属鉱業 ５ ５ 

電気めっき業 ５ ５ 

下水道業（金属鉱業又は電気 

めっき業の排水を受け入れて

いるもので一定のもの） 

 

５ 

 

５ 

 

カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準 

業 種 基準値（単位 mg/L） 

現行 改正後 

金属鉱業 
0.08 

（H26.12.1～H28.11.30） 

0.08 

（H28.12.1～H31.11.30） 

溶融めっき業 （溶融亜鉛めっきを 

行うものに限る） 

0.1 

（H26.12.1～H28.11.30） 

0.1 

（H28.12.1～H29.11.30） 

非 鉄 金 属 第 一 次 製錬・精製業 

（亜鉛に係るものに限る） 
0.09

※
 

（H26.12.1～H29.11.30） 

非 鉄 金 属 第 二 次 製錬・精製業 

（亜鉛に係るものに限る） 
0.09

※
 

（H26.12.1～H29.11.30） 

※今回見直しの対象外 

（資料）環境省報道発表資料（排水基準を定める省令等の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規

則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の概要（平成28年11月水・大気環境局水環境課）） 

 

（３）土壌環境 

近年、土壌環境基準並びに土壌汚染対策法の土壌溶出量基準等の見直しの検討が行われ

ており、1,1-ジクロロエチレンについては、2014（平成 26）年３月に土壌環境基準の告示

改正が行われ、土壌汚染対策法の土壌溶出量基準等についても同年８月に改正が行われた。 

次いで、2014（平成 26）年９月には、1,4-ジオキサン及び塩化ビニルモノマーの土壌環

境基準の見直しについて審議が行われ、「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に

基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について（第２次答申）」

（2015年 12月）の中で、いずれも土壌環境基準項目に追加されることが決定した。 

 

①土壌環境基準の告示改正 

1,1-ジクロロエチレンについては、水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する

件(平成 21 年 11 月環境省告示第 78 号)及び地下水の水質汚濁に係る環境基準について

の一部を改正する件(平成 21 年 11 月環境省告示第 79 号)により、水質環境基準のうち
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人の健康の保護に関する環境基準及び地下水環境基準における基準値が 0.1mg/L に見直

された。 これを踏まえ、1,1-ジクロロエチレンに係る土壌環境基準が平成 26 年 3 月に、

土壌汚染対策法の特定有害物質の見直しが平成 26年 8月に行われ、以下の表のとおり改め

られた（緩和）。 

 

項目 環境上の条件（新） 環境上の条件（旧） 

1,1-ジクロロエチレン 検液１L につき 0.1mg 以下

であること 

検液１ℓ につき 0.02mg 以下

であること 

（資料）「土壌の汚染に係る環境基準についての一部改正について（平成 25 年 3 月 20 日環水大土発第

1403204号）」 

 

②土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法

の運用に関し必要な事項について（第２次答申）（2015年 12月） 

 「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他

法の運用に関し必要な事項について（第２次答申）」（2015年 12月）の中で、1,4-ジオキサ

ンについては、平成 21  年 11  月 30  日環境省告示による水質環境基準項目および地下

水環境基準項目とされたこと、すでに測定方法があることから、土壌環境基準項目（溶出

基準）に追加することとされた。 

塩化ビニルモノマー（クロロエチレン）についても、平成 21  年 11  月 30  日環境省

告示により地下水環境基準項目とされたこと、すでに測定方法があることから、土壌環境

基準項目に追加することとされた。 

いずれも、平成 28年 3月に土壌環境基準、土壌汚染対策法の特定有害物質の見直し（追

加）が行われ、平成 29年 4月 1日付けで関係政省令等が施行されることとなっている。 
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（資料）「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に

関し必要な事項について（第２次答申）」（2015 年 12月） 
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（資料）「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に

関し必要な事項について（第２次答申）」（2015 年 12月） 

 

③「今後の土壌汚染対策の在り方について（第一次答申案）」（中央環境審議会土壌制度小

委員会第８回資料３（平成 28年 12月７日））『第２ 今後の土壌汚染対策の在り方について』 

また、「今後の土壌汚染対策の在り方について（第一次答申案）」（中央環境審議会土壌制

度小委員会第８回資料３（平成 28年 12月７日））『第２ 今後の土壌汚染対策の在り方につ

いて』の中で、一時的免除中や施設操業中の事業場に対し、一定規模以上の土地の形質の

変更を行う場合には土壌汚染状況調査を行うことや、調査の結果、土壌汚染が確認された

範囲について適正な搬出・処理が義務付けることが要請されている。 

 

今後の土壌汚染対策の在り方について 

１  土壌汚染状況調査及び区域指定  

 （１）有害物質使用特定施設における土壌汚染状況調査  

 ①一時的免除中や施設操業中の事業場における土地の形質の変更や搬出の規制 

（略） 

3,000㎡未満の土地の形質の変更の場合であっても、一定規模以上の土地の形質の変更を

行う場合には、法第４条のようにあらかじめ都道府県等に届出を行い、地歴調査により当

該土地において使用等が確認された物質に対し、当該形質変更を行う範囲及び掘削深度内
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の汚染のおそれがある位置において試料採取等を行うなど土壌汚染状況調査を行うべきで

ある。また、調査の結果、土壌汚染が確認された範囲については、都道府県等が区域指定

を行い、適正な搬出・処理を義務付けることとすべきである。（以下、略） 

 

②地下浸透防止措置が行われている施設廃止後の調査と施設設置者の調査への協力 

（地下浸透防止措置が行われている施設廃止後の調査） 

（略） 

有害物質使用特定施設は、平成 24 年の改正水濁法に対応した地下浸透防止措置が講じ

られた場合であっても引き続き調査対象とするが、地下浸透防止措置が確実に講じられて

いることが地歴調査により確認された土地においては、地下浸透防止措置が講じられた後

に限って当該施設で使用されていた物質について、土壌汚染のおそれが認められないもの

として扱うべきである。一方で、地下浸透防止措置のうち構造基準は満たしているものの

適切に機能していなかったことや、地下浸透防止措置実施前や地下浸透防止措置範囲外の

土地について有害物質の漏えい等の可能性があることが地歴調査により判明した場合は、

当該土地における汚染拡散等による汚染状態の把握のため、試料採取等を行うべきである。 

 

（施設設置者の調査への協力） 

 （略） 

有害物質使用特定施設の使用廃止時等の調査が適切に行われるよう、施設設置者に対し

地歴調査、試料採取等の調査への協力を義務付けるなど役割の強化を行うべきである。 

 

（２）一定規模以上の土地の形質の変更の際の土壌汚染状況調査  

①法第４条の届出及び調査に係る手続の迅速化 

 （略） 

 法第４条の手続において汚染のおそれを的確に捉え、迅速に行政判断を行うためには、

法第４条第１項の届出をして第２項の調査命令を受けてから調査に着手するというこれま

での手続の他に、前もって土壌汚染状況調査（地歴調査により汚染のおそれがないことが

判明した場合については、試料採取等は不要。）を行い、その結果を届出時に報告する方法

も選択できるよう制度に位置付けるべきである。  

また、法第４条第１項の届出時に私的資料の提出を求めることは、都道府県等による汚

染のおそれの判断の迅速化や正確性の向上に有効と考えられるが、一律に私的資料の提出

を求めることは都道府県等及び事業者の過大な負担につながることから、引き続き公的資

料にて第２項の調査命令について判断することを基本とする。ただし、私的資料が提出さ

れた場合は、各都道府県等において、調査命令の判断の際に活用できるものとする。  

さらに、都道府県等が事務処理に係る標準処理期間を適切に定めて公表するよう促すこ

とで、手続に要する時間を明確化すべきである。なお、都道府県等が標準処理期間内に事

務処理を行うためには、届出の際に適切な情報が提出されている必要があることに留意す

るべきである。 

 

②法第４条の届出対象範囲と調査対象とする深度の適正化  

（法第４条の届出対象範囲） 

 （略） 

 都市計画法の都市計画区域外の土地などについては、有害物質使用特定施設等が過去に

存在した可能性が著しく低いと考えられる土地に関する届出は、汚染のおそれがあるとこ

ろを効率的に調査する観点からは過剰であることから、届出対象外とすることを検討すべ

きである。 

 

（法第４条の調査対象とする深度の適正化） 

（略） 
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 法第４条の調査命令による土壌汚染状況調査の対象とする深度を、原則掘削深度まで（最

大深度 10 メートルとする。）とすべきである。この場合、都道府県等による調査命令、土

壌汚染状況調査結果報告書、台帳等において調査対象が掘削深度に限るものであることを

明らかにすべきである。なお、土壌汚染状況調査を実施した深度以深を別の機会に形質変

更する場合については、改めて調査を実施することとすべきである。 

（以下、略） 
（資料）「今後の土壌汚染対策の在り方について（第一次答申案）」（中央環境審議会土壌制度小委員会第８

回資料３（平成 28年 12月７日）） 
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３．新たな課題と要請される取り組み、影響を受ける業種 

以上を踏まえ、新たな課題と新たな課題に対応するために要請される取り組み、影響を受

ける業種を総括すると、下表のようになる。 

 

新たな課題と要請される取り組み、影響を受ける業種 

環境分野 新たな課題 要請される取り組み 影響を受ける業種 

大気環境 ・健康リスク問題対応（PM2.5、オゾン層

破壊物質の排出削減） 

VOC（揮発性有機化合物）

排出量削減 

塗装工事業 

印刷業 

給油所 

・水銀に関する水俣条約の締結 

・水銀汚染防止法の制定 

・大気汚染防止法、廃棄物処理法施行令

の改正による廃棄物焼却設備等に対す

る水銀排出規制 

廃棄物焼却炉の排出基準

に不適合な場合、排ガス

処理装置の新規導入や更

新等を行う必要が生じ

る。 

産業廃棄物処理業 

（焼却処理） 

水環境 ・環境中の窒素過剰問題（富栄養化） 水質浄化・改善 

底質浄化・改善 

生物生息環境整備 

アメニティ向上 

海洋土木工事業* 

総合建設業* 

 

下水処理場での高度処理 分離膜メーカー* 

・暫定排水基準の見直し（ほう素、フッ

素、亜硝酸化合物、硝酸性窒素等） 

排水基準の強化に伴う水

処理施設の更新や改善等 

電気めっき業 

貴金属製造・再生業 

ほうろう鉄器製造業 

粘土かわら製造業 等 

土壌環境 ・環境中の窒素過剰問題（富栄養化） 地下水浄化・改善 

土壌浄化・改善 

総合建設業* 

・土壌環境基準の告示改正（1,1-ジクロ

ロエチレン）（2014年３月） 

・土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚

染対策法に基づく特定有害物質の見直

しその他法の運用に関し必要な事項に

ついて（第２次答申）（2015年 12月） 

化学物質排出量削減 化学工業 

電子部品・デバイス・

電子回路製造業 

廃棄物処理業 等 

（注）「影響を受ける業種」の＊は、規制対応という受け身的な形ではなく、ビジネスチャンスになる形。 

 

（１）大気環境分野における新たな課題と規制強化の対象となる主な業種 

世界的な環境課題の一つに、「健康リスク問題対応（PM2.5、オゾン層破壊物質の排出削

減）」が挙げられる。また、我が国の大気環境分野における近年規制強化されたものとして、

「水銀に関する水俣条約の締結、水銀汚染防止法の制定、大気汚染防止法、廃棄物処理法

施行令の改正による廃棄物焼却設備等に対する水銀排出規制」が挙げられる。 
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 PM2.5、オゾン層破壊物質の発生抑制に向けては、VOC（揮発性有機化合物）の発生抑制

が有効であり、VOC発生源における排出量削減が要請される。 

 以下は東京都の VOC 排出量の部門別、業種別内訳を示したものであるが、これより、塗

装工事業、印刷業、給油所が主要な VOC排出源といえる。これらの業種に属する事業者は、

今後とも VOC排出量削減が要請される。 

 

東京都の VOC排出量（業種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）「東京都環境審議会企画政策部会（第 29回） 資料 1」（平成 27年７月 22日） 

 

水俣条約や水銀汚染防止法の対象施設として、石炭火力発電所、産業用石炭燃焼ボイラ

ー、非鉄金属（銅、鉛、亜鉛及び工業金）製造に用いられる精錬及び焙焼の工程、廃棄物

焼却炉、セメントクリンカ―の製造設備、が挙げられるが、このうち中小企業に関連する

施設は、廃棄物焼却炉である。産業廃棄物焼却炉を含めた廃棄物焼却炉の排出基準は、以

下のように定められており、産業廃棄物処理業者は、バグフィルター、スクラバー、活性

炭処理等を行い、水銀の排出基準を遵守することが求められる。 

 

廃棄物焼却炉の排出基準 

対象施設 対象規模 排出基準 

新規 既存 

廃棄物焼却炉 火格子面積が２㎡以上であ

るか、又は焼却能力が一時

間当たり 200kg以上のもの 

30 50 

廃棄物焼却炉のうち、水銀回収義務付け

産業廃棄物又は水銀含有再生資源を取

扱うもの 

裾切りなし 50 100 

（資料）中央環境審議会大気・騒音振動部会大気排出基準等専門委員会「水銀大気排出抑制対策について

（第一次報告書）（平成 28年６月）」 
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（２）水環境分野における新たな課題と規制強化の対象となる主な業種 

世界的な環境課題の一つに、「環境中の窒素過剰問題（富栄養化）」が挙げられる。また、

我が国の水環境分野における近年規制強化されたものとして、「暫定排水基準の見直し（ほ

う素、フッ素、亜硝酸化合物、硝酸性窒素等）」が挙げられる。 

富栄養化対策として、水質浄化・改善、底質浄化・改善、生物生息環境整備、アメニテ

ィ向上、下水処理場での高度処理の推進等が挙げられるが、これらは、海洋土木工事業、

総合建設業にとってビジネスチャンスにつながるものである。また、下水処理場の高度処

理に関しても、分離膜メーカーの市場拡大につながるものである。 

一方、暫定排水基準の見直し（ほう素、フッ素、亜硝酸化合物、硝酸性窒素等）への対

応が求められる業種として、粘土瓦製造業、うわ薬製造業、ほうろう鉄器製造業、金属工

業、電気めっき業、貴金属製造・再生業、酸化コバルト製造業、ジルコニウム化合物製造

業、モリブデン化合物製造業、バナジウム化合物製造業が挙げられる。 

 

（３）土壌環境分野における新たな課題と規制強化の対象となる主な業種 

世界的な環境課題の一つに、「環境中の窒素過剰問題（富栄養化）」が挙げられる。また、

我が国の水環境分野における近年規制強化されたものとして、「土壌環境基準の告示改正

（1,1-ジクロロエチレン）（2014 年３月）、土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法

に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について（第２次答申）

（2015年 12月）」が挙げられる。 

富栄養化対策で影響を受ける業種は、水環境分野と同様、海洋土木工事業、総合建設業

であり、これらの業種にとってはビジネスチャンスにつながるものである。 

一方、土壌環境基準の見直し対象となった 1,4-ジオキサンや塩化ビニルモノマーを使

用・製造している事業者は、地下水汚染の原因が事業所由来と特定された場合は、水質汚

濁防止法第 14条の３の水質の浄化に係る措置命令を受ける可能性があり、具体的には、化

学工業が主対象として挙げられる。他に、食料品製造業、繊維工業、非鉄金属製造業、金

属製品製造業、業務用機会器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、情報通信

機械機器製造業、廃棄物処理業が挙げられる。 
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1,4-ジオキサンを使用・製造している特定事業場数、産業分類別 

産業中分類 
集計 

対象 

使用の有無 製造の有無 

有 無 未回答 有 無 未回答 

食料品製造業 393 2 368 23 0 363 30 

繊維工業 135 4 108 23 3 104 28 

化学工業 645 82 436 127 15 497 133 

非鉄金属製造業 120 3 87 30 0 87 33 

金属製品製造業 675 4 409 262 0 390 285 

業務用機械器具製造業 91 3 57 31 0 56 35 

電子部品・デバイス・電子回路

製造業 
227 28 135 64 1 156 70 

情報通信機械機器製造業 31 3 26 2 0 29 2 

電気業 51 4 37 10 0 42 9 

水道業 1,282 131 1,081 70 17 1,194 71 

学術・開発研究機関 239 35 150 54 0 185 54 

技術サービス業（他に分類  

されないもの） 
117 51 49 17 0 92 25 

学校教育 178 21 133 24 0 149 29 

その他の教育、学習支援業 29 0 28 1 0 25 4 

保健衛生 33 6 19 8 0 25 8 

廃棄物処理業 1,232 16 1,140 76 3 1,144 85 

地方公務 60 1 481 17 0 480 10 

合計 8,458 426   41   

 

（資料）中央環境審議会土壌農薬部会「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害

物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について（第２次答申）」（平成 27 年 12 月） 

 

塩化ビニルモノマー取扱事業所 

 
（資料）中央環境審議会土壌農薬部会「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害

物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について（第２次答申）」（平成 27 年 12 月） 
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４．課題に対応する技術力に関する調査 

 ３．で列挙した対象業種の中から、大気環境関連では、印刷業を、水環境関連では電気

めっき業を、土壌環境関連では産業廃棄物処理業を取り上げ、選択した業種の具体的取り

組みや、今後必要となる技術・取り組み、産学連携の現状等について、中小企業や業界団

体へのヒアリング調査結果を踏まえ、とりまとめた。 

 また、これらの課題解決に向けた大学・公的研究機関等の技術シーズ活用可能性につい

て検討した。 

 

（１）印刷業 

 印刷業界においては、ＶＯＣ排出抑制自主行動計画を策定し、業界全体でＶＯＣ排出抑

制に努めてきている。平成 28（2016）年度の VOC排出量は、基準年度比▲91 千トン、▲78%

削減となっている。  

 

印刷業界における VOC使用量、排出量の推移 

 

（資料）関東経済産業局主催 「大学・公的研究機関の環境技術シーズ活用セミナー」 講演資料 

一般社団法人 日本印刷産業連合会「業界の現況と技術ニーズについて②：印刷業界」 

 

一般社団法人日本印刷産業連合会へのヒアリング調査結果 

 ＶＯＣに属するトルエン、エチレン、酢酸エチル等は、主としてグラビア印刷で使用さ

れているが、ＶＯＣ排出量減少の要因の一つは、グラビア印刷でのＶＯＣ削減対策を積極

的に実施したことが挙げられる。第二に、書籍分野でグラビア印刷がデジタル印刷に転換

していることが挙げられる。 
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 グラビア印刷のＶＯＣ削減対策として、1)低ＶＯＣ材料の採用、2)印刷現場に於ける発

生源抑制対策、3)発生したＶＯＣの適切な処理、等の対策を実施してきた。 

 

グラビア印刷のＶＯＣ対策 

 

（資料）関東経済産業局主催 「大学・公的研究機関の環境技術シーズ活用セミナー」 講演資料 

一般社団法人 日本印刷産業連合会「業界の現況と技術ニーズについて②：印刷業界」 

 

一般社団法人日本印刷産業連合会へのヒアリング調査結果 

 発生するＶＯＣの処理方法の一つにＶＯＣ燃焼があるが、ＶＯＣ処理装置の導入が必要

となり、現在は高価であることから、今後、安価なＶＯＣ処理装置の開発が期待されてい

る。また、ＶＯＣの燃焼に伴いＣＯ２が発生するため、今後はＣＯ２排出削減も含めたＶＯ

Ｃ処理技術の開発が必要となる。 

 印刷業界は、伝統的に研究開発比率が低い業界であり、産学連携での技術開発実績はな

く、今後とも産学連携での技術開発は行われない可能性が高い。 

 

（２）電気めっき業 

 電気めっき業界では、排水中に含まれるほう素、フッ素、硝酸性窒素、亜鉛への対応が

課題となっている。 

 

全国鍍金工業組合連合会へのヒアリング調査結果 

ほう素の基準超過事業所の代表例は、ニッケルめっきを行っている事業所、バレルでめっ

きする事業所（汲み出し量が多い）である。 

 現在、ほう素、フッ素を除去する実用的な技術は存在しないため、工程内の負荷を減ら

し、濃度を下げるしかない状況である。 

亜鉛は高額の投資をすれば除去できる技術があるが、費用対効果の見合いでなかなか投
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資が進まない。また、シアン浴、アンモニア浴等、用途に応じて様々な浴が存在し、一律

の除去技術では対応できない課題もある。さらに、電位を変更するために使用するキレー

ト剤を多量に使用することから、亜鉛濃度が下がらないという問題もある。 

業界団体としては、先進事例集を作成、配布することで、暫定排水基準の達成に向けた取

り組みを推進している。 

 

 全国鍍金工業組合連合会では会員企業の暫定排水基準の遵守状況を会員へのアンケート

調査を通じ定期的に把握しており、年２回開催する環境委員会で、会員に結果を配布して

いる。 

一律基準超過事業所数の推移 

 
（資料）関東経済産業局主催「大学・公的研究機関の環境技術シーズ活用セミナー」講演資料 全国鍍金

工業組合連合会 武田 光史「電気めっき業における暫定排水基準物質の排水処理対策の課題」 

 

 

全国鍍金工業組合連合会ヒアリング調査結果 

 他の多くの業種に適用されている排水の一律基準を超過する事業所と一律基準以下の事

業所の違いを業界として分析したが、原因物質の排水負荷が高いか低いかの違いであり、

処理方法の優劣というわけではない。 

 新しい暫定排水基準の運用に向け、亜鉛に関しては引き続き同一の暫定排水基準値で今

後５年間運用するよう環境省に依頼した。（ヒアリング後、平成 28 年 12 月 11 日から平成

33 年 12 月 10 日の期間、同一の暫定排水基準（5mg/L）にて承認された。）アンモニア性

窒素については、硝酸を大量に使用する 10 社程度が暫定排水基準を超過していたが、大半

の会社が生物処理を行うことで一律基準に移行できるメドが立ったため、平成 28 年 7 月 1

日から一律基準に移行した。 
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一律基準超過事業所と一律基準以下の事業所の違い 

－ 原因物質の排水負荷が高いか低いかの違いである － 

 

１） めっきの種類 ・ 素材の種類の違いによる負荷の違い  

   ほう素 ： ニッケルめっきが主力の事業所  

   ふっ素、窒素 ： 仕事の大半がアルミニウム素材を対象としている事業所  

             ステンレスや真鍮の化学研磨の仕事が多い事業所  

   亜鉛 ： 亜鉛めっきが主力の事業所  

２） 液の汲み出し量が多い部品 ・ めっき方式の違いによる負荷の違い  

   取り扱い部品 ： ねじ類、微小部品  

   めっき方式 ： バレルめっき、かご処理 

（資料）関東経済産業局主催「大学・公的研究機関の環境技術シーズ活用セミナー」講演資料 全国鍍金

工業組合連合会 武田 光史「電気めっき業における暫定排水基準物質の排水処理対策の課題」 

 

電気めっき業の暫定排水基準の推移 

 

 

（資料）関東経済産業局主催「大学・公的研究機関の環境技術シーズ活用セミナー」講演資料 全国鍍金

工業組合連合会 武田 光史「電気めっき業における暫定排水基準物質の排水処理対策の課題」 

 

 ほう素排水処理やフッ素排水処理で今後必要となる技術は、高い吸着能をもつ吸着剤と

いえる。 

 

 

 

 

 

 

 

物 質 名 等

一律基準 電気めっき業の暫定排水基準（mg/㍑）

H13.7.1～ H13.7.1～ H16.7.1～ H19.7.1～ H22.7.1～ H25.7.1～ H28.7～

（mg/㍑） H16.6.30 H19.6.30 H22.6.30 H25.6.30 H28.6.30 H31.6.30

ほう素
河川･湖沼 10 70 50 50 50 40 30

海域 230 ― ― ― ― ― ―

ふっ素

河川･湖沼
50m３/日未満

8
70 50 50 50 50 40

50m３/日以上 15 15 15 15 15 15

海域
50m３/日未満

15
70 50 50 50 50 40

50m３/日以上 ― ― ― ― ― ―

アンモニア性窒素×0.4
100 800 500 500 400 300 一律基準

＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

物 質 名 等

一律基準 電気めっき業の暫定排水基準（mg/㍑）

H18.12.11～ H18.12.11～ H23.12.11～ H28.12.11～

（mg/㍑） H23.12.10 H28.12.10 H33.12.10

亜 鉛

50m３/日未満 ― ― ― ―

50m３/日以上 2 5 5 5

注）東京都は５０m３/日未満にも、大阪府は３０m３/日以上に一律基準が適用されている。
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ほう素排水処理、フッ素排水処理の問題点、今後必要となる技術 

 ほう素排水処理 フッ素排水処理 

処理概要 ほう素イオンの２０倍以上

のＡｌかＭｇ塩を添加して

吸着除去 

カルシウム塩を添加して、ふ

っ化カルシウム（ＣａＦ）と

して沈殿除去 

問題点 大量のスラッジ発生 添加するＣａ塩は、Ｆイオン

より他の硫酸根等と優先反

応するので、大量のＣａスラ

ッジ発生 

今後必要となる技術 現行吸着剤の 10 倍以上の吸

着能が必要 

高い吸着能を持  つ、ふっ素

の優 先吸着剤が必要 

（資料）関東経済産業局主催「大学・公的研究機関の環境技術シーズ活用セミナー」講演資料 全国鍍金

工業組合連合会 武田 光史「電気めっき業における暫定排水基準物質の排水処理対策の課題」を加

工して作成 

 

 亜鉛排水処理で今後必要となる技術は、コンパクトで低価格のＭＦ膜等の処理設備であ

る。 

 

 

（資料）関東経済産業局主催「大学・公的研究機関の環境技術シーズ活用セミナー」講演資料 全国鍍金

工業組合連合会 武田 光史「電気めっき業における暫定排水基準物質の排水処理対策の課題」 

 

全国鍍金工業組合連合会へのヒアリング調査結果 

 電気めっき業界は、古くから公的研究機関との連携を行ってきている。近年、公的研究

機関からめっき担当者がいなくなってしまい、広域関東圏では東京都立産業技術センター

にめっき担当者がいる程度である。 
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 めっき講座を持つ大学も減ってきており、関東学院大学にプラめっきの講座がある程度

である。講座はないが、東京都市大学とは三価クロムめっきの共同研究を行ったことがあ

る。暫定排水基準の設定等では、業界団体と産学連携の可能性はあると考えている。 

個々のめっき事業者と排水処理技術開発での産学連携の可能性は低い。 

 

 なお、めっき事業者に対しヒアリング調査を実施した際、めっき業で研究開発部門を持

つ事業者は少数ではあるが、研究開発部門を有し、大学と共同研究を行っている事業者も

ある事を確認している。 

 

 

（３）産業廃棄物処理業 

 産業廃棄物処理業界の課題として、1)中間処理の高付加価値化、2)新たな環境規制への

対応、3)エネルギー利用ニーズの高まり、が挙げられる。 

 
（資料）関東経済産業局主催「大学・公的研究機関の環境技術シーズ活用セミナー」講演資料 公益社団

法人全国産業廃棄物連合会「産業廃棄物処理業界の現況と技術ニーズについて」 

 

 

 中間処理の高付加価値化に向けては、素材の特徴にあわせた各種中間処理技術の活用が

必要となるほか、従来技術よりも低コスト化が図れることが必要となる。 



78 

 

 
（資料）関東経済産業局主催「大学・公的研究機関の環境技術シーズ活用セミナー」講演資料 公益社団

法人全国産業廃棄物連合会「産業廃棄物処理業界の現況と技術ニーズについて」 

 

 新たな環境規制への対応を図るべき対象として、石綿、水銀が挙げられる。これらは、

従来は有用物として大量に使用されたものが、現在、有害廃棄物として排出されるように

なったものであり、中間処理施設搬入時の環境汚染防止対策が求められるものである。 

また、最終処分場での排水処理が困難な物質として、フッ素、ホウ素等が挙げられる。

フッ素、ホウ素の処理技術や搬入時の簡易分析技術の開発が求められている。 

さらに、1,4-ジオキサン等の化学物質について、土壌汚染対策の観点から追加的な環境

汚染防止対策を求められている。 

 

（資料）関東経済産業局主催「大学・公的研究機関の環境技術シーズ活用セミナー」講演資料 公益社団

法人全国産業廃棄物連合会「産業廃棄物処理業界の現況と技術ニーズについて」 



79 

 

 

 
 

 
 

（資料）関東経済産業局主催「大学・公的研究機関の環境技術シーズ活用セミナー」講演資料 公益社団

法人全国産業廃棄物連合会「産業廃棄物処理業界の現況と技術ニーズについて」 
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 エネルギー利用ニーズへの高まりに対応し、発電設備の改善に資する技術開発も求めら

れている。技術開発のポイントは、1)排ガス処理性能、2)発電効率、3)耐腐食性、4)低コ

スト、である。 

排ガス処理性能に関しては、ダイオキシン発生抑制、水銀対策、ＰＯＰｓ（残留性有機

汚染物質）対策が求められる。 

発電効率に関しては、大規模化、ダスト対策、腐食性ガス対策との見合いで、発電効率

の向上を図ることが求められる。 

耐腐食性に関しては、構造の改善、材料の改善が求められる。 

 
（資料）関東経済産業局主催「大学・公的研究機関の環境技術シーズ活用セミナー」講演資料 公益社団

法人全国産業廃棄物連合会「産業廃棄物処理業界の現況と技術ニーズについて」 

 

全国産業廃棄物連合会へのヒアリング調査結果 

 産業廃棄物処理業界は、現在までに大学関係者との産学連携を積極的に行ってきている。

具体的には、「感染性廃棄物処理指針」、「ダイオキシン類発生抑制対策のための産業廃棄物

焼却指針」の策定や、「産業廃棄物処理受委託時の情報提供及び排出の基準」や「建設汚泥

リサイクル製品評価のための自主基準」の策定、「産業廃棄物最終処分場維持管理マニュア

ル」や「産業廃棄物を含む溶融スラグ品質管理マニュアル」の作成に際し、大学研究者と

連携している。 

 

 今後とも中間処理の高付加価値化、新たな環境規制への対応、エネルギー利用ニーズの

高まりへの対応の中で、公益財団法人全国産業廃棄物連合会と大学研究者の連携が活発に

行われることが予想される。 

また、個々の産業廃棄物処理業者と大学・公的研究機関の産学連携を通じた中間処理技

術の高度化事例も見られた。今後は、産業廃棄物処理業者と大学・公的研究機関の産学連

携が活発に行われることが予想される。 
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第５章 大学・公的研究機関の環境技術シーズ活用セミナーの開催 

 

１．セミナー開催概要 

（１）開催日時、場所 

 日時：平成 29年２月 21日（火） 13:30～17:30 

 場所：ＴＩＰ＊Ｓ（東京都千代田区丸の内 2-5-1 丸の内二丁目ビル６Ｆ） 

 

（２）開催プログラム 

 開催プログラムは、以下のとおりである。 

 

開催プログラム 

１３：００ 開場、受付開始 

 

１３：３０ 開会挨拶、主旨説明 

      関東経済産業局資源エネルギー環境部環境・リサイクル課長 栗原一文 

 

１３：３５ 基調講演「中小企業の産学連携成功のポイント～環境リサイクル調査を中心として～」 

（武蔵野大学客員教授 竹内利明氏） 

 

１４：００ 大学・公的研究機関の環境技術シーズ集について 

（（一社）東京環境経営研究所 理事長 松浦徹也氏） 

 

１４：２０ 大学シーズ紹介①「廃棄物からの有価物リサイクリングプロセスの構築」 

（早稲田大学理工学術院 創造理工学部 環境資源工学科 教授 所千晴氏） 

 

１４：４０ 大学シーズ紹介②「創・省エネルギー次世代型有機性廃水・廃棄物処理技術他」 

（国立大学法人長岡技術科学大学大学院学長補佐（産学教育担当） 

技術科学イノベーション専攻長 教授 山口隆司氏） 

 

１５：００ 業界の現況と技術ニーズについて①：めっき業界 

（全国鍍金工業組合連合会 技術顧問 武田光史氏） 

 

１５：２０ 業界の現況と技術ニーズについて②：印刷業界 

（（一社）日本印刷産業連合会 環境安全部 部長 石井健三氏） 

 

１５：４０ 業界の現況と技術ニーズについて③：産業廃棄物処理業界 

（（公社）全国産業廃棄物連合会 事業部長兼調査部長 香川智紀氏） 

 

１６：００ 休憩 

 

１６：１０ パネルディスカッション～質疑応答を中心に～ 

 

１７：００ 閉会、以降、名刺交換会 
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２．セミナー議事概要 

（１）開会挨拶、主旨説明 

 関東経済産業局資源エネルギー環境部

環境・リサイクル課長 栗原一文より本

セミナーの主旨説明や本日の開催プログ

ラムの紹介が行われた。 

 

 

 

 

 

 

（２）基調講演「中小企業の産学連携成功のポイント～環境リサイクル調査を中心として

～」 

武蔵野大学客員教授 竹内利明氏より、「中小企業の産学連携成功のポイント～環境リサ

イクル調査を中心として～」と題した基調講演をしていただき、中小企業が産学連携で成

功するためのポイントをお話いただいた。 

【講演要旨】 

環境・リサイクルビジネスへの参入は中小企業にとって概してハードルが高いものと感

じているが、中小企業が産学官連携で成功するためには、産学官それぞれの産学官連携の

目的を相互理解することが重要である。官は産業支援機関の役割を担っており、産業振興・

地域経済の活性化を目的に産学官連携に取り組むもの。学は研究・教育の役割を担ってお

り、学生の卒論や修論等に役立てる目的で産学官連携に取り組むもの。産は、企業継続の

ための革新もしくは開発・技術力強化もしくは人材採用を目的とし、産学官連携に取り組

むもの。中小企業が大学と連携する際には、学生の配属時期を見据えて、共同研究の相談

を行うことが望ましい。 

また、中小企業が主体的に産学官連携に関与することが、産学官連携を通じて技術開発・

商品開発を成功させるポイントとなる。産学官連携の練習にもなるので、技術開発・商品

開発の補助金等を活用することを提案し

たい。 

今後、中小企業の産学連携を推進するた

めには、中小企業から信頼されている自治

体・産業支援機関職員の広域ネットワーク

構築が必要であると考えている。 
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（３）大学・公的研究機関の環境技術シーズ集について 

（一社）東京環境経営研究所 理事長 

松浦徹也氏より、セミナー参加者に配布し

た「大学・公的研究機関の環境技術シーズ

集」の作成経緯、特に、技術シーズ集に掲

載された技術シーズの選定基準についてお

話いただいた。 

 

 

 

 

（４）大学シーズ紹介①「廃棄物からの有価物リサイクリングプロセスの構築」 

早稲田大学理工学術院 創造理工学部 

環境資源工学科 教授 所千晴氏より、所

氏が保有する技術シーズ「廃棄物からの有

価物リサイクリングプロセスの構築」につ

いてお話いただいた。 

 

 

 

 

 

 

（５）大学シーズ紹介②「創・省エネルギー次世代型有機性廃水・廃棄物処理技術他」 

国立大学法人長岡技術科学大学大学院学長補佐（産学教育担当）技術科学イノベーショ

ン専攻長 教授 山口隆司氏より、山口氏

が保有する技術シーズ「創・省エネルギー

次世代型有機性廃水・廃棄物処理技術他」

についてお話いただいた。 
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（６）業界の現況と技術ニーズについて①：めっき業界 

全国鍍金工業組合連合会 技術顧問 武

田光史氏より、「電気めっき業における暫定

排水基準物質の排水処理対策の課題」と題

し、めっき業界の現況と環境技術導入ニー

ズについてお話をいただいた。 

 

 

 

 

 

（７）業界の現況と技術ニーズについて②：印刷業界 

 （一社）日本印刷産業連合会 環境安全

部 部長 石井健三氏より、「業界の現況

と技術ニーズについて②：印刷業界」と題

し、印刷業界の現況と環境技術導入ニーズ

についてお話をいただいた。 

 

 

 

 

 

（８）業界の現況と技術ニーズについて②：産業廃棄物処理業界 

 （公社）全国産業廃棄物連合会 事業部

長兼調査部長 香川智紀氏より、「産業廃棄

物処理業界の現況と技術ニーズについて」

と題し、産業廃棄物処理業界の現況と環境

技術導入ニーズについてお話をいただいた。 

 

 

 

 

 

（９）パネルディスカッション～質疑応答を中心に～ 

 休憩後、基調講演者の武蔵野大学客員教授 竹内利明氏が司会を務め、講師への質問票

をもとに各講師に質問を行い、各講師が回答する形式でパネルディスカッションが行われ

た。その概要は以下のとおり。 
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（産学連携のための要件） 

・研究成果を全く公表できない（技術の流出防止のため研究成果を非公表にしたい）とい

ったケースでは、連携を断る場合もある。 

・企業のゴールやスケジュール感を確認し、連携の可否を判断している。 

・企業が連携に対する明確なビジョンを持っていることが重要。 

・企業が希望する研究内容と研究者の関心が合致することが必要。ただし、研究者は自身

の研究と合致しない場合でも、より適した研究者を紹介してくれる事がよくある。 

（共同研究を実施するための予算） 

・予算に応じた連携内容を検討し、実施している。金額が少額だから連携しないというこ

とはない。 

・まずは年間数十万円程度の予算で、研究内容を具体的にすり合わせるために、定期的な

ミーティングや研究室の既存のテーマについての研究発表、企業側の課題についての検

討などを実施し、次年度、大きめの予算を組んで共同研究を実施するといった事も行っ

ている。 

・（当研究室では）学生１人が１年間共同研究に従事し、論文等による研究成果の発表が

可能な場合、２～３百万円はかからないのではないか。 

・分析依頼を受けることもある。専門の分析機関よりも安価のため企業にとってメリット

となる。 

・補助金を活用し、2 年間の共同研究を行

うことも多い。 

（印刷業界における産学連携） 

・リサイクル対応型印刷物のリサイクル適

正の評価に関し研究機関と連携している。

本評価が可能な研究機関が一つしかない

ため、評価ニーズが高まる中、キャパシ

ティとコストの面で課題となっている。 

（めっき業界における産学連携） 

・めっき業界では産学連携実績は少なく、環境分野での連携実績はないと思われる。めっ

き技術であれば連携実績はあるが、めっきの研究をしている大学・公的研究機関は限定

的。 

（産業廃棄物処理業界における産学連携） 

・廃棄物の分野においては、一般廃棄物の研究者が多い。産業廃棄物については、企業や

業界によって排出物やその性状が異なるので、研究対象にならないと、最初は研究者か

ら連携を断られた。学会で発表されている分野に絞り、フィールドの提供を条件に、研

究協力を依頼したところ、徐々にデータの収集がすすみ、学会発表がなされ、産学連携

がすすんできた。 
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３．参加者アンケート調査結果 

（１）回答者の属性（Ｑ10） 

 セミナー参加者の属性は、次のとおり。企業関係者が全体の約 60％と最も多く、他には

産業支援機関、金融機関、自治体職員等から回答を得た。 

 

回答者の属性（n=45） 

 
（２）セミナーの認知経路（Ｑ１） 

 セミナーの認知経路を尋ねたところ、「関東経済産業局や事務局からの案内」への回答が

最も多かった。「関東経済産業局のホームページをみて」「業界団体からの案内」への回答

もみられた。 

 

セミナーの認知経路（n=45、複数回答） 

 
 

企業, 27, 60%産業支援機関, 

7, 16%

自治体職員, 1, 
2%

金融機関, 4, 

9%

その他, 5, 

11%

無回答, 1, 2%

7

25

6

9

0 5 10 15 20 25 30

関東経済産業局のホームページを見て

関東経済産業局や事務局からの案内

業界団体からの案内

その他（メール配信先・イベント名等
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（３）セミナー参加理由（Ｑ２） 

 セミナーの参加理由を尋ねたところ、「環境技術開発の産学連携に関心があるから」への

回答が最も多く、次いで、「環境ビジネスに取り組んでいるから」への回答が多かった。 

 

セミナー参加理由（n=45、複数回答） 

 

（４）セミナーの役立ち度（Ｑ３、Ｑ４） 

 大学からのシーズ紹介の役立ち度を尋ねたところ、「非常に役に立った」「役に立った」

をあわせて全体の約８割（76％）が役立ったと回答している。 

 業界団体からの情報提供の役立ち度を尋ねたところ、「非常に役に立った」「役に立った」

をあわせて全体の約７割（71％）が役立ったと回答している。 

 

大学からのシーズ紹介の役立ち度（n=45）   業界団体からの情報提供の役立ち度（n=45） 

 

  

 

14

25

4

7

6

6

1

0 5 10 15 20 25 30

環境ビジネスに取り組んでいるから

環境技術開発の産学連携に関心があるから

知人・友人に勧められたから

環境技術開発には取り組んでいないが関心があるから

自社の環境対応を進めていきたいから

講演者・参加者・主催者とのネットワーク作り

その他

非常に役に

立った, 8, 18%

役に立った, 26, 

58%

あまり役に立た

なかった, 4, 9%

どちらとも言え

ない, 5, 11%

無回答, 2, 4%

非常に役に

立った, 9, 20%

役に立った, 23, 

51%

あまり役に立た

なかった, 2, 5%

全く役に立たな

かった, 1, 2%

どちらとも言え

ない, 5, 11%

無回答, 5, 

11%
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（５）「環境技術シーズ集」の役立ち度（Ｑ５） 

 「環境技術シーズ集」の役立ち度を尋ねたところ、「非常に役に立ちそう」「役に立ちそ

う」をあわせて全体の約８割（80％）が役立ちそうと回答している。 

 

「環境技術シーズ集」の役立ち度（n=45） 

 
（６）環境関連技術開発の取り組み意向（Ｑ６） 

 環境関連（大気汚染対策、水質汚濁対策、土壌汚染対策、リサイクル）技術開発への取

り組み意向を尋ねたところ、「環境関連技術開発への取組予定はないが、これから考えてみ

たい」への回答が最も多く、全体の 40％（18 件）を占めた。次いで、「既に環境関連技術

の開発に取り組んでいる」への回答が多く、全体の約 27％（12件）を占めた。 

「環境関連技術開発の取組を予定している」への回答も約 13％（６件）あり、「既に環境関

連技術の開発に取り組んでいる」とあわせると、環境関連技術開発への取り組み意向を有

する回答が約 40％（18件）に上る。 

 

環境関連技術開発の取り組み意向（n=45、複数回答） 

 

非常に役に

立ちそう, 8, 

18%

役に立ちそう, 

28, 62%

あまり役に立た

なそう, 3, 7%

どちらとも言え

ない, 5, 11%
無回答, 1, 2%
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（７）大学・公的研究機関との産学連携への取り組み意向（Ｑ７） 

 大学・公的研究機関との産学連携への取り組み意向を尋ねたところ、「現時点ではわから

ない」への回答が最も多く、全体の約 42％（19件）を占めた。 

 一方で、「既に大学や公的研究機関と連携しており、引き続き連携し、環境関連技術開発

を進めていきたい」への回答が全体の約 16％（７件）、「今後、新たに大学や公的研究機関

等と連携し、環境関連技術開発を進めていきたい」（11 件）への回答が全体の約 24％みら

れた。大学・公的研究機関との産学連携への取り組み意向を有する回答が約 40％（18 件）

に上る。 

 

大学・公的研究機関との産学連携への取り組み意向（n=45、複数回答） 

 

  

7

11

4

19

0 5 10 15 20

既に、大学や公的研究機関等と連携しており、引き

続き連携し、環境関連技術開発を進めていきたい

今後、新たに大学や公的研究機関等と連携し、環

境関連技術開発を進めていきたい

大学や公的研究機関等との連携は考えていない

現時点ではわからない
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（８）関東経済産業局に期待する環境ビジネス支援の内容（Ｑ８） 

 関東経済産業局に期待する環境ビジネス支援の内容としては、「産学共同研究」「ネット

ワーク（人脈）づくり」「ビジネスマッチング」を挙げる人が多かった。 

 その他として、「技術的課題解決のためのマッチング」「産学のみならず一般消費者への

啓蒙活動」「ＬＣＡ」が挙げられた。 

関東経済産業局に期待する環境ビジネス支援の内容（n=45、複数回答） 

 
（９）自由回答（Ｑ９） 

 関心のある環境ビジネスに関するテーマとして、「食品残さの有効利用」、「電気の省エネ

効果」が、講師として、「長岡技術科学大学 山口隆司氏」が挙げられた。 

 セミナーへの意見・要望として、「マッチング例を提示ししてほしい」との意見や、「事

例（ヒント）情報を多く知りたい」といった意見が挙げられた。 

 

 

 

 

 

 

  

19

19

17

7

7

4

8

4

0

5

3

0 5 10 15 20

産学共同研究

ネットワーク（人脈）作り

ビジネスマッチング

資金調達

販路開拓

海外展開

技術導入・コンサル

知的財産（特許取得、知財経営、模倣品対策）

環境対応設計・環境管理会計導入

人材育成

その他
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第６章 まとめ 

 

本報告書では、第２章、第３章において広域関東圏の大学・公的研究機関等の産学連携

取り組み状況、大学等が保有する「環境技術シーズ」及び中小企業の環境技術分野におけ

る「産学連携ニーズ」についての調査結果を取り纏めると共に、第４章において最近の環

境関連規制動向と新たな環境問題に対応するための取り組みについて３つの業界団体の状

況を整理した。 

ここでは、中小企業の環境技術分野における産学連携のためのポイントと、環境課題の

解決に向けた大学・公的研究機関等の環境技術シーズ活用可能性について整理する。 

 

１．環境技術分野における産学連携を円滑に進めるために 

 第４章に示したとおり、世界には大気汚染による最悪の健康リスク問題や過剰な窒素に

よる水や土壌の富栄養化、酸性化の問題など、喫緊の環境課題が多く存在し、国内におい

ても水銀に関する水俣条約の締結を受け法整備が進むほか、暫定排水基準の見直し、PM2.5

に対する社会的関心の高まりなど、対応すべき環境課題が存在している。 

 こういった環境課題に対応するため、第３章に示したように、環境関連技術の開発にお

いて大学や公的研究機関等と連携したいと考える中小企業は多い。 

 

＜大学・公的研究機関等との連携実績・連携意向＞ 

大学等と連携実績のある中小企業は全体の 16%と少ないが、その 88%が連携は有効だと

感じている。また、環境技術開発意向のある中小企業のうち 58%が連携意向を有している。 

 

 

 

 



92 

 

 
 

 しかし、産学連携を希望する中小企業からは、産学連携にあたり自社に適した連携先を

見つけられないといった課題が多く挙げられている。 

 

＜大学・公的研究機関等との連携の課題＞ 

連携開始前の課題としては、適した連携先を見つけられない中小企業が多い。 

 

 

 

 

 

 

 このように、中小企業の環境技術分野における産学連携への期待は大きいが、連携先に

関する情報が不足している、もしくはどのようにアプローチしたらよいか分からない、自

社の課題解決に適しているか判断できないといった状況が窺える。 

 これらの課題に対応するために、本調査事業で作成した「大学・公的研究機関の環境技

術シーズ集」や各大学・支援機関等が公開しているシーズ一覧等が役に立つと考えられ、

また、大学等と企業がフェイストゥフェイスで交流できる場を行政機関や支援機関が提供

することも有益と考えられる。また、大学等と中小企業の両方の事情をよく理解した連携

コーディネーターによる仲介の有効性も大きいといえる。 

 また、大学との共同研究等の実施にあたり、大学側の事情をよく理解しておくことが重

要である。以下に、第２章で示した大学へのアンケート、ヒアリング結果から、大学側が

考える産学連携時の問題点を整理する。 
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＜大学側が考える産学連携時の問題点＞ 

●研究成果の公表にかかる問題 

技術流出を恐れ、研究成果を公表したがらない企業と、研究を論文発表・学会発表しな

ければ成果とならない大学間の利害の調整が困難。  

●研究期間、研究テーマにかかる問題 

研究の実施者は学生。卒論生なら１年間、修士なら２年間取り組めるテーマで論文発表

が可能なテーマが望ましい。短期間で成果を求められる研究は連携が難しい。  

●知的財産にかかる問題 

知的財産権に関する契約で大学有利と感じ、企業が契約内容に反発するケースもある。  

●契約にかかる問題 

共同研究に不向きな企業が契約締結をしてしまうケースをよくみる。学術指導といった

形態をとった方が良いと感じるケースが多い。 契約内容をよく理解し、自社に最適な連

携形態について判断する必要がある。 

●資金調達にかかる問題 

中小企業は産学連携の原資として補助金に依存することが多いが、環境分野では中小企

業に使い勝手の良い補助金がない。また、中小企業にとって補助金等の申請書の作成が大

きな負担となっている。 

 

上記の産学連携の問題点、大学側の事情をよく理解した上で産学連携に臨むことが産学

連携を円滑に進めるためのポイントとなる。さらに、以下に第２章、第３章の調査結果か

ら得られた産学連携を円滑に進めるためのヒントを整理する。 

 

＜産学連携を円滑に進めるためのヒント＞ 

●研究者についての事前確認 

連携の際には、その研究者が「研究と教育いずれをメインとしているか」「研究費をど

れだけ集められるか」「企業からの資金供出額がどの程度であれば満足するか」等よく確

認しておく。 

●共同研究に適した研究テーマを検討 

理論解明を目的とした研究及び基礎研究は共同研究テーマとなりやすい。 

●共同研究の相談時期を把握 

研究室への学生の配属時期の数ヶ月前までに研究テーマを相談しておく必要がある。 

●共同研究のイニシアチブをとる 

研究の目的と手段の関係を十分に理解した上で、主体的に事業を進める。 

●国などの補助金制度等を上手に活用 

補助金制度等の活用により、大学とフラットな関係で研究を進められる。 

●中小企業に対する理解を得る 

大学研究者に工場見学をしてもらうなど、中小企業の現場を理解してもらうことが重要。 
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 上記のほか、 

・短期間あるいは論文にならない研究テーマへの対応として、学生（研究員）が多い研究

室であれば、チームを組み、アルバイトとして共同研究に対応することも可能となる場合

がある。 

・手続きが煩雑な共同研究ではなく、寄付金により技術相談を受けるといった柔軟な形態

もある。 

・大学の研究者に直接コンタクトをとる前に、自社の連携ニーズを産学連携コーディネー

ターに精査してもらい、連携の可能性について事前に確認してもらうなど、大学研究者の

負担を考慮し、連携意欲を削がないような配慮が大切。 

といったヒントも挙げられた。 

 このように、産学連携に際し、中小企業は大学側の事情と研究者の連携姿勢について事

前によく理解しておき、研究の目的を明確にし、研究者と利害をすり合わせ、主体的に連

携を進める事が重要である。自社で実施することが困難な部分については、連携コーディ

ネーターの活用が有効と考えられる。また、資金調達については、補助金制度等の活用が

有効であるが、申請書類の作成にあたり研究の目的やスケジュールを明確化することで、

中小企業の産学連携における主体性を高めるといったメリットも考えられる。資金ニーズ

の獲得という観点から、地域の金融機関が産学連携に関与することも重要である。 

 以上、ここでは中小企業と大学等との産学連携推進にあたっての問題点やポイントにつ

いて述べたが、産学連携を成功するためには、開発する製品の市場性や産学連携のための

人材の調達・育成等、様々な観点から評価・検討を行うことが必要である。 

 

 

２．環境課題の解決に向けた環境技術シーズの活用可能性 

第３章に示した、法改正等への対応や社会的要請から中小企業が取り組む又は取り組み

たいと考える環境課題・技術について主なものを以下に整理する。 

 

 

中小企業が取り組む又は取り組みたい環境課題・技術 

大気汚染対策  

○黒煙対策 ・ディーゼル黒煙除去装置 

・レンジエクステンダ EV、船用ディーゼル用 DPF 

○粉塵対策 ・湿式集塵機の集塵効率の向上 

・建物解体時、破砕処理時、非鉄金属の選別時の粉塵対策 

○臭気対策 ・アンモニア軽減除去による脱臭装置 

・畜産臭気対策(脱臭装置） 

・湿式脱臭、乾式オゾン脱臭 

○その他 ・ろ過技術によるオイルミスト、PM2.5の回収 

・特殊ガス除害の個別対応 

・効率の良い水銀回収方法 
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水質汚濁対策  

○排水処理・ 

 水質改善 

・難分解性物質の分解、難分解有機性排水の処理 

・有害金属イオンの高効率吸着材料の開発 

・ゼオライトによる水質改善と重金属除去 

・アンモニア態窒素除去設備 

・窒素除去、フッ素除去技術 

・微細浮遊物質の連続分離除去技術 

・新型生物ろ過設備 

・畜産排水処理技術 

○汚泥対策 ・アルミ切粉の切削油水乾燥システム 

・沈砂池集砂、沈澱池集泥、スカム収集 

・汚泥の電気脱水機 

・汚泥の少ない処理方法 

・マイクロバブルによる汚泥削減 

・汚泥減容化・油脂分消化 

○水の再利用 ・地下水の循環利用技術 

・汚濁水のろ過再生 

・ろ過技術を活用した廃液のろ過再生利用 

○その他 ・ろ過技術による廃液中の有用金属類の回収と原料化 

・Cr等を使用しないめっき技術 

・放射能汚染水の浄化 

土壌汚染対策  

 ・重金属類・揮発性有機化合物 VOC・農業等に汚染された土地浄化 

・土壌汚染に関する原位置浄化に関する技術 

・微生物を利用した重金属汚染処理 

・放射線汚染土壌中のセシウム吸着による除染効率向上 

・難分解性物質の分解 

・土壌汚染問題の改善に資する化学物質排出量の削減 

リサイクル  

○有害（価） 

物質の 

除去・回収 

・蛍光管の水銀除去 

・低濃度有価値物の効率的抽出 

・有価(貴)金属の高効率回収材料の開発 

・工業排水のリサイクル（処理水の有効利用）、生産排水のリユース 

・回収 VOCの新たな再利用方法 

・工作機械用切削油の循環ろ過装置 

○選別技術 ・ソーティングセンター 

・廃プラスチックの素材毎の自動分別技術 

・MBTシステム（機械選別と生物処理を組み合わせたシステム） 

○リサイクル 

製品化 

・エコスラブ入りコンクリート 2次製品製造 

・リサイクル原料の高付加価値製品化 

○製品の処理 

技術 

・太陽光パネル処理 

・LED処理 

○資源の有効 

利用 

・食品・木質・プラスチック・建築廃棄物等の有効利用 

・複合樹脂・鉱さい・廃触媒・樹木皮・浄水汚泥・アルミ処理灰のリサ

イクル 

・農地における有機物の有効利用方法 
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・医療機器の再利用の価値を見出す 

・重油タンクスラッジ燃料化 

・廃棄物熱エネルギー変換（メタンガス回収等） 

○その他 ・産業廃棄物の削減技術 

・工場を施工する現場から廃棄物を減らす（建設廃棄物の発生抑制） 

・施設の騒音、飛散対策 

・ごみの分別やリサイクル等に関する教育 

・地産地消型リサイクルシステム 

・YM菌による無臭化（減臭化）堆肥化 

・焼却灰の溶融炉 

 

また、第４章において示した印刷業、電気めっき業、産業廃棄物処理業の課題等につい

て、以下に整理する。 

 

国内環境規制の動向を受け必要とされる環境課題・技術 

大気汚染対策 

 ・安価なＶＯＣ処理装置の開発（印刷業） 

 ・石綿・水銀の中間処理施設搬入時の環境汚染防止対策技術の開発（産業廃棄物処理業） 

 ・非鉄金属精錬施設、廃棄物焼却施設等における水銀等の排出削減対策（バグフィルタ

ー、スクラバー、活性炭処理等による対策） 

水質汚濁対策 

 ・排水からほう素やフッ素を抽出する高い吸着能をもつ吸着剤の開発（電気めっき業） 

・亜鉛排水処理に資するコンパクトで低価格のＭＦ膜等の処理設備の開発（電気めっき

業） 

・最終処分場でのフッ素やホウ素の処理技術や搬入時の簡易分析技術の開発（産業廃棄

物処理業） 

土壌汚染対策 

 ・1,4-ジオキサン等の土壌汚染対策に資する化学物質への追加的な環境汚染防止対策技

術の開発（廃棄物処理業） 

リサイクル 

 ・低コストの中間処理技術の開発（産業廃棄物処理業） 

 

 上に示した環境課題の解決に向け、大学・公的研究機関等においても具体的研究に取り

組んでいる。第２章において選定した大学・公的研究機関等の環境技術シーズについて、

中小企業の環境技術ニーズに合わせ下表のとおり分類した。 

 

大学・公的研究機関等の環境技術シーズ 

大気汚染対策  

○PM2.5対策 ・ドローンによる上空 PM2.5 や有害化学物質の情報を提供します（国立

大学法人埼玉大学大学院理工学研究科 王青躍） 

○VOC対策 ・廃酸利用による木質系 VOC吸着材の開発（埼玉県産業技術総合センタ
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ー 熊谷知哉） 

・VOC を分解する可視光応答型光触媒（早稲田大学創造理工学部環境資源

工学科 山崎淳司） 

・量産化が可能で、安価なアルマイト触媒の製造技術を開発しました（国

立大学法人東京農工大学大学院工学府応用化学専攻 亀山秀雄） 

○臭気対策 ・室温から機能するナノクロム酸化物を用いた悪臭等の VOC処理材料（東

京都立産業技術研究センター 染川正一） 

○その他 ・希土類酸化物含有ゼオライトを用いた排ガス浄化触媒（栃木県産業技

術センター 加藤栄、金田健、松本泰治） 

・繊維状アスベスト浮遊物の処理法（国立大学法人東京工業大学大学院

理工学研究科化学工学専攻 関口秀俊） 

水質汚濁対策  

○排水処理・ 

 水質改善 

・オゾンを利用した化学系小規模排水処理装置（静岡県工業技術研究所 

岡本哲志） 

・嫌気処理と好気処理を組み合わせた食品加工排水処理システム（長野

工業高等専門学校環境都市工学科 浅野憲哉） 

○汚泥対策 ・ガラスカレット工場から排出されるガラス含有汚泥の減量・処理技術

（東京都立産業技術研究センター 田中真美、中澤亮二、佐々木直里、

小林宏輝） 

○その他 ・環境負荷の少ない表面処理技術（茨城県工業技術センター 大城靖彦、

岩澤健太、安達卓也） 

土壌汚染対策  

 ・廃棄物（副産物）や植物を利用した土壌汚染対策（明治大学農学部農

芸化学科土壌圏科学研究室 加藤雅彦） 

・土壌中のセシウムの抽出除去技術の開発（国立大学法人静岡大学工学

部化学バイオ工学科 佐古 猛） 

・放射性物質吸着剤 安価で高耐久性（早稲田大学先進理工学部応用化

学科 松方正彦） 

リサイクル  

○有害（価） 

物質の 

除去・回収 

・貴金属めっき廃液からの高効率貴金属回収システム（茨城県工業技術

センター 大城靖彦、加藤健） 

・廃棄物からの有価物リサイクリングプロセスの構築（早稲田大学大学

院創造理工学研究科 所千晴） 

・廃棄物からの有用物回収（早稲田大学理工学術院応用化学専攻 平沢

泉） 

・微生物を利用したレアメタルの回収方法（東京都立産業技術研究セン

ター 小沼ルミ） 

○選別技術 ・静電気を利用した絶縁物と導体もしくは絶縁物同士を選別する技術（芝

浦工業大学機械工学科 佐伯暢人） 

○リサイクル 

製品化 

・高次構造解析によるプラスチック再利用成形加工技術（茨城県工業技

術センター 飯村修志、谷萩雄一郎、安藤亮） 

○資源の有効 

利用 

（プラスチック） 

・亜臨界・超臨界流体によるプラスチックのリサイクル技術（国立大学

法人静岡大学大学院総合科学技術研究科 佐古猛、岡島いづみ） 

・混合溶剤による炭素繊維強化プラスチックのリサイクルシステム（埼

玉県産業技術総合センター 坂本大輔、熊谷知哉、関根正裕） 
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・有機物のガス化方法（国立大学法人静岡大学大学院総合科学技術研究

科 岡島いづみ） 

 

（木質材） 

・セルロース系廃棄物の糖化と有価物生産技術（国立大学法人長岡技術

科学大学生物資源工学研究室 小笠原渉、志田洋介） 

・バイオマスからの有価物生産技術（国立大学法人長岡技術科学大学技

術科学イノベーション専攻 山口隆司） 

・保存可能な原料で効率 UP! セルロース系バイオマスからのエタノール

生産（国立大学法人東京大学農学生命科学研究科 芋生憲司 

・未利用木質バイオマスからのバイオオイル製造および利活用ネットワ

ーク（早稲田大学大学院環境・エネルギー研究科 小野田弘士） 

 

（飲食料品） 

・飲料加工残さの有効利用技術（静岡県工業技術研究所 櫻川智史、山

下里恵、菊池圭祐） 

・有機物のガス化方法（国立大学法人静岡大学大学院総合科学技術研究

科 岡島いづみ） 

・食品廃棄物のメタン発酵効率化に寄与する油分解菌の探索（静岡県工

業技術研究所 室伏敬太） 

 

（金属、その他） 

・アルミニウム切削屑の固相リサイクル手法（東京都立産業技術研究セ

ンター 小船諭史） 

・鋳物廃砂を原料とした人工ゼオライトの応用（埼玉県産業技術総合セ

ンター 鈴木昌資） 

・ブラウン管ガラス発泡体によるリン酸リサイクルシステム（東京都立

産業技術研究センター 中沢亮二） 

 

 広域関東圏には、中小企業の環境技術ニーズに対応する環境技術シーズが多く存在する。

中小企業の環境技術導入ニーズ、産学連携ニーズを十分に踏まえた上で、大学・公的研究

機関の環境技術シーズについて調査し、研究者や研究内容について情報提供を行い、中小

企業と大学等の研究者との交流の場を提供することで、中小企業と大学・公的研究機関等

の連携はさらに進む事が期待される。 
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参考資料１：技術シーズ収集対象リスト 

 

技術シーズ収集対象リスト（その１） 

茨城県工業技術センター http://www.kougise.pref.ibaraki.jp/reseach/research-index.html 

茨城県中小企業振興公社 http://www.iis-net.or.jp/page?kind=chizai_katsuyou#ckh2 

日立地区産業支援センター http://www.hits.or.jp/technavi/index.htm 

つくば研究支援センター https://www.tsukuba-tci.co.jp/research 

ひたちなかテクノセンター http://www.n-ns.jp/about/works#j2 

筑波大学共同研究開発センター https://www.seeds.tsukuba.ac.jp/ 

茨城高専地域共同テクノセンター http://www.ibaraki-ct.ac.jp/?page_id=3603 

栃木県産業技術センター http://www.iri.pref.tochigi.lg.jp/index.php?id=317 

栃木県産業振興センター http://www.tochigi-iin.or.jp/index/6/5.html 

とちぎ産業交流センター http://www.tochigi-iin.or.jp/kouryu/ 

宇都宮大学地域共同センター http://www.sangaku.utsunomiya-u.ac.jp/seeds/subject-index2.html 

足利工業大学総合研究センター http://www2.ashitech.ac.jp/crc/ 

小山高専地域共同開発センター http://www.oyama-ct.ac.jp/contents/liaison/liaison-seeds.html 

群馬産業技術センター http://www.tec-lab.pref.gunma.jp/research/research_intro.html 

群馬県産業支援機構 http://www.g-inf.or.jp/create/research/index.html 

前橋工科大学地域研究開発センター http://www.maebashi-it.ac.jp/regional/pdf/2015crc.pdf 

群馬高専地域連携テクノセンター http://www.gunma-ct.ac.jp/renkei/05.htm#FIELD 

群馬大学共同研究イノベーションセンター http://www.ccr.gunma-u.ac.jp/08/index.html 

埼玉県産業技術総合センター http://www.saitec.pref.saitama.lg.jp/research/ 

埼玉県環境科学国際センター http://153.150.68.50/repository/cess_repository.html 

さいたま市産業創造財団 http://www.sozo-saitama.or.jp/ 

埼玉県創業・ベンチャー支援センター http://www.saitama-j.or.jp/sogyo/ 

埼玉県中小企業振興公社 http://www.saitama-j.or.jp/sangaku/seeds/ 

埼玉大学地域共同研究センター http://www.saitama-u.ac.jp/coic/suisin/seeds/ 

東洋大学地域産業共生研究センター http://www.toyo.ac.jp/site/ciit/seeds.html 

千葉県産業支援技術研究所 https://www.pref.chiba.lg.jp/sanken/kenkyuu/library.html  

千葉県産業振興センター http://www.ccjc-net.or.jp/category_list.php?frmCd=20-0-0-0-0 

千葉市産業振興財団 http://www.chibashi-sangyo.or.jp/useful/iinet.html 

東葛テクノプラザ http://www.ttp.or.jp/articles/num/28 

千葉大学知的財産本部 http://www.ccr.chiba-u.jp/seeds/ 

東京情報大学学術フロンティア共同研究センター https://tuis.repo.nii.ac.jp/ 

木更津高専地域共同テクノセンター http://www.kisarazu.ac.jp/techno/seeds/seeds_frame.html 

東京理科大学科学技術交流センター http://www.tus.ac.jp/ridai/doc/ji/RIJIA01.php 

千葉工業大学技術・交流センター http://www.it-chiba.ac.jp/iig/result/ 

東京都立産業技術研究センター http://www.iri-tokyo.jp/joho/kohoshi/seeds/ 

東京都中小企業振興公社 http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/jirei/index.html 

東京海洋大学社会連携推進共同研究センター http://olcr.kaiyodai.ac.jp/seeds/?page_id=1155 

工学院大学産学共同研究センター http://www.kogakuin.ac.jp/research/industry_university/research_seeds/index.html  

早稲田大学産学官研究推進センター https://www.wrs.waseda.jp/seeds/ja/ 

都立高専総合化学交流センター https://www.metro-cit.ac.jp/education/teacher02/#seeds 

東京工業大学産学連携推進本部 http://t2r2.star.titech.ac.jp/index.html 

東京農業大学総合研究所 http://dbs.nodai.ac.jp/ 

東京都市大学産学官交流センター http://www.csac.tcu.ac.jp/research/index.html 

東京高専科学技術センター https://xythos.tokyo-ct.ac.jp/web/tosho/web/tosho-report.htm 

電気通信大学共同研究センター http://www.ip.uec.ac.jp/ipo/link/seeds.html 

サレジオ高専技術交流センター http://www.salesio-sp.ac.jp/research/index.html 

東京農工大学知的財産センター http://www.rd.tuat.ac.jp/activities/factors/search/index.html 

神奈川県産業技術センター https://www.kanagawa-iri.jp/researchresults.html 

横浜市工業技術支援センター http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/sien-c/pdf/pamphlet-h26.pdf 

http://www.kougise.pref.ibaraki.jp/reseach/research-index.html
http://www.iis-net.or.jp/page?kind=chizai_katsuyou#ckh2
http://www.hits.or.jp/technavi/index.htm
https://www.tsukuba-tci.co.jp/research
http://www.n-ns.jp/about/works#j2
https://www.seeds.tsukuba.ac.jp/
http://www.ibaraki-ct.ac.jp/?page_id=3603
http://www.iri.pref.tochigi.lg.jp/index.php?id=317
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/6/5.html
http://www.tochigi-iin.or.jp/kouryu/
http://www.sangaku.utsunomiya-u.ac.jp/seeds/subject-index2.html
http://www2.ashitech.ac.jp/crc/
http://www.oyama-ct.ac.jp/contents/liaison/liaison-seeds.html
http://www.tec-lab.pref.gunma.jp/research/research_intro.html
http://www.g-inf.or.jp/create/research/index.html
http://www.maebashi-it.ac.jp/regional/pdf/2015crc.pdf
http://www.gunma-ct.ac.jp/renkei/05.htm#FIELD
http://www.ccr.gunma-u.ac.jp/08/index.html
http://www.saitec.pref.saitama.lg.jp/research/
http://153.150.68.50/repository/cess_repository.html
http://www.sozo-saitama.or.jp/
http://www.saitama-j.or.jp/sogyo/
http://www.saitama-j.or.jp/sangaku/seeds/
http://www.saitama-u.ac.jp/coic/suisin/seeds/
http://www.toyo.ac.jp/site/ciit/seeds.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/sanken/kenkyuu/library.html
http://www.ccjc-net.or.jp/category_list.php?frmCd=20-0-0-0-0
http://www.chibashi-sangyo.or.jp/useful/iinet.html
http://www.ttp.or.jp/articles/num/28
http://www.ccr.chiba-u.jp/seeds/
https://tuis.repo.nii.ac.jp/
http://www.kisarazu.ac.jp/techno/seeds/seeds_frame.html
http://www.tus.ac.jp/ridai/doc/ji/RIJIA01.php
http://www.it-chiba.ac.jp/iig/result/
http://www.iri-tokyo.jp/joho/kohoshi/seeds/
http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/jirei/index.html
http://olcr.kaiyodai.ac.jp/seeds/?page_id=1155
http://www.kogakuin.ac.jp/research/industry_university/research_seeds/index.html
https://www.wrs.waseda.jp/seeds/ja/
https://www.metro-cit.ac.jp/education/teacher02/#seeds
http://t2r2.star.titech.ac.jp/index.html
http://dbs.nodai.ac.jp/
http://www.csac.tcu.ac.jp/research/index.html
https://xythos.tokyo-ct.ac.jp/web/tosho/web/tosho-report.htm
http://www.ip.uec.ac.jp/ipo/link/seeds.html
http://www.salesio-sp.ac.jp/research/index.html
http://www.rd.tuat.ac.jp/activities/factors/search/index.html
https://www.kanagawa-iri.jp/researchresults.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/sien-c/pdf/pamphlet-h26.pdf
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神奈川産業振興センター http://www.kipc.or.jp/sinbunya/kanagawa_only1_guidebook/  

横浜企業経営支援財団 http://www.idec.or.jp/renkei/koryu/ 

神奈川県科学技術アカデミー https://www.newkast.or.jp/innovation/seika_index.html  

川崎市産業振興財団 http://www.kawasaki-net.ne.jp/kbu/seeds_needs.html 

ケイエスピー http://www.ksp.co.jp/ 

横浜国立大学共同研究推進センター http://kamome.lib.ynu.ac.jp/dspace/ 

明治大学知的資産センター http://www.meiji.ac.jp/tlo/seeds.html 

慶應義塾大学ＳＦＣ研究室 http://www.kri.sfc.keio.ac.jp/ja/achievement/research_output.html 

新潟県工業技術総合研究所 http://www2.iri.pref.niigata.jp/test_IriRep.nsf/RDReportView/$searchForm?SearchView  

新潟県農業総合研究所食品研究センター http://www.ari.pref.niigata.jp/nourinsui/seikatop_index.html  

にいがた産業創造機構 http://www.nico.or.jp/ 

新潟インダストリアルプロモーションセンター http://niigata-ipc.or.jp/business_matching/search/ 

山梨県工業技術センター http://www.pref.yamanashi.jp/kougyo-gjt/kenkyu_sokuho.html 

山梨県富士工業技術センター https://www.pref.yamanashi.jp/kougyo-fj/research.html 

やまなし産業支援機構 https://www.yiso.or.jp/pr_report/digitalbook/index.html 

山梨大学地域共同開発センター http://www.scrs.yamanashi.ac.jp/technology/ 

長野県工業技術総合センター http://www.gitc.pref.nagano.lg.jp/kenkyushokai.html 

長野県中小企業振興センター http://www.icon-nagano.or.jp/cms/ 

長野高専地域共同テクノセンター http://www.nagano-nct.ac.jp/nrtc71/seeds1/seeds1.html 

信州大学地域共同研究センター http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/search/index.html?lng=ja 

静岡県工業技術研究所 http://www.iri.pref.shizuoka.jp/ 

静岡県環境衛生科学研究所 http://www6.shizuokanet.ne.jp/eikanctr/ 

しずおか産業創造機構 http://www.ric-shizuoka.or.jp/shizuoka-iot/ 

東海大学フロンティアリサーチセンター http://www.u-tokai.ac.jp/research/search/ 

静岡大学イノベーション共同研究センター http://www.oisc.shizuoka.ac.jp/san_seeds.php 

東海大学ぬまづ産業振興プラザ http://www.innovation-center.jp/ 

沼津高専地域共同テクノセンター http://techno.numazu-ct.ac.jp/seeds.html 

静岡理工科大学総合技術研究所 http://www.sist.ac.jp/lib-journal/bulletin.html 

（資料）「広域関東圏産業立地ガイドブック 2009」を元にリスト化 
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sangyorich/guidebook/guidebook.html 
 

 また、大学ＴＬＯで技術シーズ収集対象とした先を以下に示す。 

 

技術シーズ収集対象リスト（その２） 

東京大学 TLO http://www.casti.co.jp/ 

日本大学産官学連携知財センター http://www.nubic.jp/ 

慶應義塾大学研究連携推進本部 http://www.rcp.keio.ac.jp/index.html 

東京電機大学産学交流センター http://web.dendai.ac.jp/tlo/ 

よこはまティーエルオー http://er-web.jmk.ynu.ac.jp/ 

生産技術研究奨励会  http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/shourei/fpis-tlo/ 

新潟ＴＬＯ http://www.niigata-tlo.com/ 

（株）キャンパスクリエイト http://www.campuscreate.com/ 

日本医科大学知的財産推進センター http://tlo.nms.ac.jp/ 

（株）信州ＴＬＯ http://www.shinshu-tlo.co.jp/ 

群馬大学ＴＬＯ http://tlo.opric.gunma-u.ac.jp/ 

東海大学研究推進部産官学連携センター http://www.u-tokai.ac.jp/research/ 

東京医科歯科大学産学連携推進部門技術移転部門 http://www.tmd.ac.jp/tlo/ 

山梨大学産学官連携・研究推進機構 http://sangaku.yamanashi.ac.jp/ 

静岡技術移転合同会社 http://stto.jp/ 

（資料）関東経済産業局ＨＰ”大学の技術移転 
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/gizyutsu/internship/index_tlo.html 
  

http://www.kipc.or.jp/sinbunya/kanagawa_only1_guidebook/
http://www.idec.or.jp/renkei/koryu/
https://www.newkast.or.jp/innovation/seika_index.html
http://www.kawasaki-net.ne.jp/kbu/seeds_needs.html
http://www.ksp.co.jp/
http://kamome.lib.ynu.ac.jp/dspace/
http://www.meiji.ac.jp/tlo/seeds.html
http://www.kri.sfc.keio.ac.jp/ja/achievement/research_output.html
http://www2.iri.pref.niigata.jp/test_IriRep.nsf/RDReportView/$searchForm?SearchView
http://www.ari.pref.niigata.jp/nourinsui/seikatop_index.html
http://www.nico.or.jp/
http://niigata-ipc.or.jp/business_matching/search/
http://www.pref.yamanashi.jp/kougyo-gjt/kenkyu_sokuho.html
https://www.pref.yamanashi.jp/kougyo-fj/research.html
https://www.yiso.or.jp/pr_report/digitalbook/index.html
http://www.scrs.yamanashi.ac.jp/technology/
http://www.gitc.pref.nagano.lg.jp/kenkyushokai.html
http://www.icon-nagano.or.jp/cms/
http://www.nagano-nct.ac.jp/nrtc71/seeds1/seeds1.html
http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/search/index.html?lng=ja
http://www.iri.pref.shizuoka.jp/
http://www6.shizuokanet.ne.jp/eikanctr/
http://www.ric-shizuoka.or.jp/shizuoka-iot/
http://www.u-tokai.ac.jp/research/search/
http://www.oisc.shizuoka.ac.jp/san_seeds.php
http://www.innovation-center.jp/
http://techno.numazu-ct.ac.jp/seeds.html
http://www.sist.ac.jp/lib-journal/bulletin.html
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sangyorich/guidebook/guidebook.html
http://www.casti.co.jp/
http://www.nubic.jp/
http://www.rcp.keio.ac.jp/index.html
http://web.dendai.ac.jp/tlo/
http://er-web.jmk.ynu.ac.jp/
http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/shourei/fpis-tlo/
http://www.niigata-tlo.com/
http://www.campuscreate.com/
http://tlo.nms.ac.jp/
http://www.shinshu-tlo.co.jp/
http://tlo.opric.gunma-u.ac.jp/
http://www.u-tokai.ac.jp/research/
http://www.tmd.ac.jp/tlo/
http://sangaku.yamanashi.ac.jp/
http://stto.jp/
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/gizyutsu/internship/index_tlo.html
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参考資料２：技術シーズ一覧表 

技術シーズ一覧表（大気汚染対策技術）（その１） 

 

研究タイトル 大学・研究機関名 技術の概要 情報源

希土類酸化物含有ゼオライトを用いた排
ガス浄化触媒の開発

栃木県産業技術センタ-
材料技術部　加藤  栄、金田  健、 松
本  泰治

ディ-ゼルエンジン排出ガス中の粒子状物質はフィルタ-によりろ過するシステ
ム（DPF）により処理されるが、ろ過しつづけると目詰まりを起こすため粒子状
物質の酸化燃焼が必要となる。酸化燃焼に有効な酸化セリウムナノ粒子分
散板状ゼオライトの酸処理及びアルカリ処理による活性化を検討。

栃木県産業技術センタ-HP
研究開発
http://www.iri.pref.tochigi.lg.jp/conten
t/files/reports/1511a.pdf

自動車排ガス浄化触媒の開発およびそ
の反応機構解明

国立大学法人宇都宮大学大学院工学
研究科教授　江川千佳司 、助教　岩
井秀和

メタノ-ルを改質して水素を得るためのモデル触媒としてCu薄膜もしくはPd薄
膜、ZnO薄膜を、組成や構造を制御しながら超高真空装置内で創製・解析を
実施。

宇都宮大学地域共同センタ-研究シ-
ズ・研究者情報
http://www.sangaku.utsunomiya-
u.ac.jp/seeds/pdfs/pdf000037.pdf

自動車排気ガス浄化
早稲田大学理工学術院 先進理工学
部　教授　松方 正彦

ゼオライトを固体触媒として用い、ディ-ゼル車からの排ガスを対象としたNOx
還元触媒の開発

研究者アンケ-ト調査結果
http://www.matsukata-
lab.jp/catalytic_research/

量産化が可能で、安価なアルマイト触媒
の製造技術を開発しました

国立大学法人東京農工大学　工学府
応用化学専攻　名誉教授　亀山　秀雄

アルマイト処理を施した触媒（アルマイト触媒）を利用した環境浄化装置の開
発。（ＶＯＣ排ガス処理装置等）

大学技術工房vol.2
http://www.tamaweb.or.jp/e-
book/TAMA-A2-
20120701/_SWF_Window.html?mode=
1062

繊維状アスベスト浮遊物の処理法.
国立大学法人東京工業大学 物質理
工学院  教授 　関口 秀俊

大気中の繊維状アスベスト浮遊物に関し、プラズマを利用し、針状をなすアス
ベスト浮遊物を変成する方法。

東京工業大学リサ-チリポジトリ
http://search.star.titech.ac.jp/titech-
ss/pursuer.act?event=outside&key_t2
r2Rid=CTT100380532&lang=jp

基板や植物に気中の微粒子を集積させる
方法

国立大学法人東京農工大学
准教授　ウレットレンゴロ

電界などの外力を利用して粒子を微粒化しながら気相中に分散させる技術
や、帯電した粒子を浮遊させることにより、目的の基板に直接的・選択的に微
粒子を集積させる技術を開発。この技術を駆使し、越境大気汚染物質のサブ
ミクロン粒子（数百nm）を植物に堆積させるシステムを設計・試作。

大学技術工房Vol.3
http://www.tamaweb.or.jp/e-
book/TAMA-A3-
20130731/_SWF_Window.html?mode=
1062

大気汚染指標となる道路粉塵の有害性を
高感度に評価するミミズを用いた毒性試
験の開発

東京工業高等専門学校 庄司  良

道路粉塵純水溶出液の毒性評価を，ミミズを用いた忌避試験によって行い，
有意な差を出すことは難しかったが，忌避試験用 Logistic 式を用いることで
毒性の強さを数値的に表現する試験法。道路粉塵試料の毒性評価方法とし
て、ミミズの忌避試験の有効性を確認。

東京工業高等専門学校研究報告書第
47 号, 2015
https://xythos.tokyo-
ct.ac.jp/web/tosho/web/pdf/report-
47.pdf

高性能 VOC センサの開発
東京都立産業技術研究センタ-機械
技術グル-プ　平野  康之、地域結集
事業推進室　篠田  勉

現在市販され、広く使用されている安価な VOC センサの中で光イオン化検
出器（ photo-ionization detector, PID ）は、定期的なメンテナンスを要し、ま
た、VOC によって感度が異なるため、 VOCを識別することができない。 本研
究開発では、長期間メンテナンスフリ-で、新しいガス判定機能を付与した高
性能 PID を開発。

研究報告第９号タイトル一覧
https://www.iri-
tokyo.jp/joho/kohoshi/houkoku/h26
/documents/n2602.pdf
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技術シーズ一覧表（大気汚染対策技術）（その２） 

 

研究タイトル 大学・研究機関名 技術の概要 情報源

現場でのアスベスト迅速定性・定量手法
の確立

静岡県工業技術研究所環境科
アスベスト飛散防止規制の強化や災害時等の非常時における対応の必要性
から、現場における迅速な対応が不可欠であるため、従来法とある程度整合
性が確保され、現場で迅速に測定可能な定量・定性手法を検討。

静岡県工業技術情報 No.87（2014）
http://www.iri.pref.shizuoka.jp/issues
/upfiles/20141003143009_8418.pdf

ドロ-ンによる上空PM2.5や有害化学物質
の情報を提供します

国立大学法人埼玉大学大学院理工学
研究科　准教授　王　青躍

埼玉大学理工学研究科(王研究室)・エンル-ト・日本環境調査研究所の研究
Groupで以前より検討を進めていた「ドロ-ンを用いた先進的環境モニタリング
手法の開発」について、平成２８年度埼玉県産学連携研究開発プロジェクト
（ロボット分野）補助金事業として、この研究Groupの「ドロ-ン（ＵＡＶ）を用い
た低層大気観測用ロボットの開発」が平成28年度より正式に採択され、研究
実施。

研究者アンケ-ト調査結果
http://park.saitama-
u.ac.jp/~wang_oseiyo/Research/colla
boration.html

可視光応答型光触媒装置の開発
栃木県産業技術センタ- 繊維技術支
援センタ-　井田 恵司、 材料技術部
竹澤  信隆

室内で利用可能な高活性酸化チタン光触媒パウダ-を担持させたフィルタ-を
用いた屋内の空気浄化に使用可能な光触媒装置の開発。

栃木県産業技術センタ-HP
研究開発
http://www.iri.pref.tochigi.lg.jp/conten
t/images/poster_img/1403.pdf

光触媒複合材料
神奈川県産業技術センタ-　秋山　賢
輔、祖父江　和治、高橋　亮

太陽光及び室内照明に含まれているエネルギの高い紫外光に加えて、これ
よりエネルギが低いが波長が長い可視光領域の光に対して触媒活性を有し、
太陽光を効率よく利用できる光触媒複合材料の開発。

「産業技術センタ-特許情報」
https://www.kanagawa-
iri.jp/researchresults/patents/219-
2.html

VOC分解触媒
早稲田大学創造理工学部　環境資源
工学科 　教授　山崎 淳司

可視光応答型光触媒の開発と、それを大気・水環境浄化へ応用する研究を
実施。太陽光の大部分である可視光によって、VOC等の環境汚染物質を効
率よく分解する光触媒の開発を実施。

研究者アンケ-ト調査結果

室温から機能するナノクロム酸化物を用
いた悪臭等の VOC 処理材料

東京都立産業技術研究センタ-材料
技術グル-プ＜本部＞ 染川  正一

VOC(揮発性有機化合物)の処理技術には触媒燃焼法や吸着法がある。触
媒燃焼法は 250～350℃程度の加熱を必要とし、吸着法は加熱すると 100℃
前後から脱着が始まる。本研究の目的は、室温で蓄積させた VOC を高温で
酸化分解する機能を持つ新しい VOC 処理材料の開発。

平成27年度版技術シ-ズ集
http://www.iri-
tokyo.jp/joho/kohoshi/seeds/docum
ents/h27_113sitsuon.pdf

貴方の住む町の大気汚染・花粉・アレル
ゲンの複合情報を提供します

国立大学法人埼玉大学大学院理工学
研究科　准教授　王　青躍

都市部や住宅地域における上空、局所または高所の大気汚染物質・花粉・
微細なアレルゲンの複合的情報の計測システムを構築し、地域住民や花粉
症患者向けの住宅・生活環境のための情報サ-ビスを提供。

大学技術工房Vol.1
http://www.tamaweb.or.jp/e-
book/TAMA-A1-
20120401/_SWF_Window.html?mode=
106211
埼玉大学研究室2013-14デジタルカタ
ログ
http://www.saitama-
u.ac.jp/coic/catalog/2013/top.html
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技術シーズ一覧表（水質汚濁対策技術）（その１） 

 

研究タイトル 大学・研究機関名 技術の概要 情報源

海藻凝集剤、植物系凝集剤
国立大学法人東京海洋大学海洋科学
部　海洋環境学科准教授　榎　牧子

コンブやワカメなどの褐藻類を原料として、固液分離（懸濁汚水の浄化）に用
いる凝集剤を調製・製造する技術。調製工程の特徴は、抽出（成分分離）を
行わない点。製造工程は極めてシンプルで、特殊な装置や試薬は不要。

東京海洋大学水産・海洋系研究成果
ポスタ-集　技術分野別掲載リスト
http://olcr.kaiyodai.ac.jp/seeds/?p=1
226

排水中の成分除去・回収システム
早稲田大学理工学術院 先進理工学
部教授　平沢 泉

排水の持つ低濃度、多成分という特性を考え、目的成分を選択的に、かつ安
定な形態で除去・回収しうるシステム。晶析現象を利用。

早稲田大学特許・研究シ-ズSeeds
Navi
https://www.wrs.waseda.jp/seeds/ja/
researchSeeds/detail/2012-0619-02

重金属吸着剤
早稲田大学創造理工学部　環境資源
工学科 　教授　山崎 淳司

層状複水酸化物（LDH）を用い、環境中の有害陰イオン（六価クロム、セレ
ン、砒素、フッ素、ホウ素等）に対する、効果的かつ安価な吸着剤の開発を実
施。

研究者アンケ-ト調査結果

量産化が可能で、安価なナノバブルオゾ
ン水の製造技術を開発しました

国立大学法人東京農工大学　工学府
応用化学専攻　名誉教授　亀山　秀雄

空気を原料にして得られるオゾンをナノクロバブルにしたオゾン水による無農
薬殺菌システムの開発

研究者アンケ-ト調査結果
http://web.tuat.ac.jp/~kameyama/pdf
/kameyamaken.pdf

嫌気性微生物による排水処理技術の創
エネ・高効率化

国立大学法人群馬大学社会基盤・防
災コ-ス・助教　窪田　恵一

微生物を利用した水処理技術の開発、特に嫌気性微生物による排水処理技
術の高効率化並びに省エネルギ-・創エネルギ-化に関する研究開発を実
施。また、これらの技術の適用範囲拡大に関する取組も実施。

群馬大学共同研究イノベ-ションセンタ
-「2013研究情報」
http://www.st.gunma-
u.ac.jp/company/documents/Resear
chInformations2013.pdf

微生物による浄化機構の解明とその水処
理技術への応用

東洋大学生命科学部  応用生物科学
科　准教授　清水  和哉

水利用の「安全・安心」を確保に貢献することを目標に、「いつでも・どこでも」
利用できる水処理微生物を用い、それらの機能活性を制御しうる人工的な生
態工学技術を含めた手法を開発。

東洋大学　研究シ-ズ集2015-2016
http://www.toyo.ac.jp/uploaded/attac
hment/17061.pdf

多環芳香族炭化水素の微生物分解、強
酸性水の微生物による中和

国立大学法人東京海洋大学　石田真
巳、濱田奈保子、浦野直人

多環芳香族炭化水素（PAH）の分解では、水酸基の導入と開裂によって環数
を減らしながら分解が進んでいく。主にピレンやフルオランテンなど四環の
PAH を対象に石油汚染された土壌から単離された微生物を用いた分解技術
や、強酸性水の微生物による中和技術を開発。

研究者アンケ-ト調査結果
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技術シーズ一覧表（水質汚濁対策技術）（その２） 

 
 

研究タイトル 大学・研究機関名 技術の概要 情報源

セレン汚染廃水浄化技術開発 芝浦工業大学　教授　山下　光雄
微生物を用いて、排水・廃棄物などから固体セレン又は気体セレンを効率的
に回収する方法。

研究者アンケ-ト調査結果
http://jstore.jst.go.jp/nationalPatentD
etail.html?pat_id=33309

環境浄化プロセスの高度化
早稲田大学理工学術院 先進理工学
部　教授　松方 正彦

シリカやアルミナを主成分とするジオポリ-マ-の陽イオン交換能力に着目し、
ジオポリマ-が持つ耐酸性や耐アルカリ性を保持しつつ、シリカとアルミナの量
などを調整してセシウムとストロンチウムに対して吸着性能を発揮する配合比
を発見。

研究者アンケ-ト調査結果
http://www.waseda.jp/prj-
junkan/media.html

亜臨界反応を用いたコラ-ゲン排水処理
技術および装置の開発

国立大学法人静岡大学工学部物質工
学科教授　佐古猛、教授金原和秀、准
教授　岡島いづみ、静岡県工業技術
研究所環境科

従来技術による排水処理設備では、コラ-ゲンの高分子量と難分解性に由来
して、高ＢＯＤコラ-ゲン排水の処理が難しいという問題点あり。産学連携によ
り企業の生物処理による排水処理技術と静岡大学の亜臨界水技術を融合し
て共同研究開発を行い、コラ-ゲン排水処理技術の確立と製品化を実施。

研究開発成果
http://www2.ric-
shizuoka.or.jp/seika/profile.asp?id=73
3

オゾンを利用した化学系小規模排水処理
装置の開発

静岡県工業技術研究所環境科

共同研究企業の持つオゾン水製造に関する「コア技術」と、当研究所のオゾン
を利用した排水処理に関する「技術蓄積」を組み合わせ、発展させることで、
県内企業から寄せられた「オゾンを利用した低コストでコンパクトな排水処理
設備ニ-ズ」に対応した装置開発を実施。

研究成果事例集
http://www.iri.pref.shizuoka.jp/issues
/upfiles/20140821145001_271718.pd
f

嫌気処理と好気処理を組み合わせた食
品加工排水処理システム

長野高等専門学校環境都市工学科
講師　浅野憲哉

UASB/DHS 廃水処理法は嫌気処理の UASB法と好気処理の DHS 法を直
列に組み合わせた処理方法。，EGSB 処理を施した食品加工工場排水
を対象に UASB/DHS 排水処理実験を実施し、BOD および SS の処理特性
を調査。 BOD、SSともに良好な処理水質が得られた。

UASB/DHS廃水処理システムによる
食品加工排水の処理特性
https://nagano-
nct.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_
main&active_action=repository_view_m
ain_item_detail&item_id=832&item_no=
1&page_id=13&block_id=28

創・省エネルギ-次世代型有機性廃水・廃
棄物処理技術の開発

国立大学法人　長岡技術科学大学環
境・建設系　教授　山口　隆司

反応槽内での微生物の高濃度保持を可能にし、廃水の高速処理を実現した
UASBという技術と、好気性処理でありながらも曝気の必要がなく有機物酸化
などに必要な酸素は大気中から取り込むDHSという技術を組み合わせた、余
剰汚泥の発生を減量化させ、良質な水質が得られる技術。

公益財団法人埼玉県産業振興公社大
学・研究機関のご紹介
http://www.saitama-
j.or.jp/sangaku_old/seeds/dk/ntic/NT
IC003.pdf

廃水浄化装置
栃木県産業技術センタ-　磯文夫、吉
葉光雄、興野雄亮、伏木徹

廃水をゼオライトによって浄化する廃水浄化装置において、簡素化された構
造を有し、動力源を必要とせず、廃棄物の発生量が少なく、小さなメンテナン
ス頻度で稼動できる廃水浄化装置を発明。この廃水浄化装置は、重金属類
を含有する廃水の浄化処理に利用できる。

栃木県産業技術センタ-HP
保有特許一覧
http://www.iri.pref.tochigi.lg.jp/index.p
hp?id=50
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技術シーズ一覧表（水質汚濁対策技術）（その３） 

 

研究タイトル 大学・研究機関名 技術の概要 情報源

好気もしくは嫌気条件下における排水処
理能力上昇法の開発

小山工業高等専門学校
物 質 工 学 科 准 教 授
田中   孝国

既存の活性汚泥に対して、超⾳波照射を追加する、特定細菌を添加する、高
分子 ろ材で高密度化を⾏うと、排⽔処理能⼒が 強化されることが知られて
いる。これら ⼿法の有効性についての解析を実施。

小山高専
研究情報・研究シ-ズ検索　2016
http://www.oyama-
ct.ac.jp/contents/images/Regional_C
ollaboration_and_Cooperative_Researc
h_Center/seeds/2016/C.08_tanaka-
t.pdf

生活排水等の水処理技術と公共水域の
水質保全対策(アオコ対策)

群馬工業高等専門学校
環境都市工学科
教授  堀尾　明宏

硫黄・カルシウム脱窒用資材を用いた独立栄養細菌（硫黄酸化脱窒細菌）に
よる脱窒法。導入が容易で設備投資が少なく管理も容易であり、排水、地下
水への応用が可能。

群馬工業高等専門学校ＨＰ
群馬高専研究者専門分野一覧
http://www.gunma-
ct.ac.jp/renkei/pdf/kenkyu-c.pdf

高温高圧水で余剰汚泥を溶かす！
－低温度域水熱処理を利用した余剰汚
泥減容化装置の開発－

静岡県工業技術研究所環境科
低温度域（160～180℃）の水熱処理を利用した余剰汚泥減容化装置（高温
高圧水で余剰汚泥を溶かす装置）を試作開発。

研究成果事例集
http://www.iri.pref.shizuoka.jp/issues
/upfiles/20160205130719_448442.pd
f

ロドコッカス属に属する細菌の生産する
細胞外多糖及びそれらを用いた海洋環境
の浄化方法

日本大学生物資源科学部応用生物科
学科准教授   岩淵　範之

海洋での原油の流出事故への対処手段としてバイオレミディエ-ションが検討
されているが、自然の浄化力は人工的な処理に比べ速度が遅く、現在のとこ
ろ有効な解決手段とはなっていない。本技術を通じ、原油などの海洋汚染物
質に対する自然の浄化力を高め、より効果的なバイオレミディエ-ション手段
を提供可能。

https://patents.google.com/patent/J
P4657414B2/ja

海水中の難分解性物質の浄化
国立大学法人東京海洋大学海洋生物
資源学部門教授　濱田  奈保子

海洋に投棄された廃棄物中のＰＣＢ、ダイオキシン等の有害かつ難分解性の
有機化合物を速やかに分解・無害化する微生物及びこの微生物を用いた環
境修復方法を開発。

東京海洋大学 特許等一覧
http://plidb.inpit.go.jp/pldb/html/HTM
L.L/2007/006/L2007006840.html#T
OPL

ナノ・マイクロバブルの粒径を均一に吐出
する圧電振動ノズルと発生装置の開発

日本大学理工学部電気工学科教授
鈴木　薫

穴の系μ mのキャピラリ-と圧電振動素子を複合させた圧電振動ノズルを製作
し、これによるナノ・マイクロバブルの粒径を均一に吐出する技術を開発。水
の浄化への応用が期待される。

日本大学の研究シ-ズ(PDF)
http://www.nubic.jp/08seeds/pdf/nu
bic07058_201601.pdf

環境負荷の少ない表面処理技術
茨城県工業技術センタ-先端技術部
門　部門長　大城　靖彦、主任　岩澤
健太、技師　安達　卓也

ポリシラザンコ-ティング剤によるコ-ティング。6 価クロムフリ-製品の製造が
可能となる技術。（建築関係、トラック、重機、電設部品等）

平成２７年　成果集
http://www.kougise.pref.ibaraki.jp/peri
odical/result/H27/H27_3-07.pdf
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技術シーズ一覧表（水質汚濁対策技術）（その４） 

 

 

研究タイトル 大学・研究機関名 技術の概要 情報源

環境低負荷型クエン酸ニッケルめっき
東京都立産業技術研究センタ-表面
技術グル-プ 　浦崎  香織里、土井
正

水質汚濁防止法施行令の改正によりホウ素が有害物質の対象となったた
め、ホウ酸の代替としてクエン酸を用いた環境低負荷型ニッケルめっき浴を開
発。

平成26年度版技術シ-ズ集
http://www.iri-
tokyo.jp/joho/kohoshi/seeds/docum
ents/h26_107kankyo.pdf

クエン酸ニッケルめっきの電子部品用
めっき技術への適用

東京都立産業技術研究センタ-表面
技術グル-プ 　浦崎  香織里

ホウ素の代替としてクエン酸を用いた環境低負荷型ニッケルめっきを電子部
品用（コネクタ等）めっき技術に適用するための検討を実施。

平成26年度版技術シ-ズ集
http://www.iri-
tokyo.jp/joho/kohoshi/seeds/docum
ents/h26_108kuensan.pdf

電気化学プロファイルによる水質評価解
析システムの開発

埼玉県産業技術総合センタ- 技術支
援室  化学技術担当 　熊谷知哉、事
業化支援室　関根正裕

選択した印加電圧値における出力電流値と目的成分濃度の値の重回帰分
析で得た予測式を用い、試料中の複数成分の濃度を1回の電気化学測定で
同時に評価できる新規の水質評価解析システムを検討。

平成２６年度研究報告　Vol．13
http://www.saitec.pref.saitama.lg.jp/re
search/h26/26kenkyu.html

環境浄化プロセスの高度化
早稲田大学理工学術院 創造理工学
部　教授　所 千晴

詳細な固体分析技術、表面錯体モデルや反応速度論を組み込んだ地球化
学シミュレ-ション等によって、各汚染状態に応じた最適処理プロセスの構築
および条件の選定が可能。最適プロセスの提案には、特殊粉砕や選別技術
による前処理の追加、操作手順の改良、および金属回収による薬剤量削減
および汚泥低減等を含む。

早稲田大学特許・研究シ-ズSeeds
Navi
https://www.wrs.waseda.jp/seeds/ja/
researchSeeds/detail/2011-0920-01

サトウキビへの施肥方法を改善して，主
に硝酸態窒素による地下水汚染を軽減し
つつ作物生産性を向上させるための研究
（ソフト技術）

東京農業大学国際食料情報学部 国
際農業開発学科　中西　康博

硝酸態窒素による負荷は、さとうきび産地ではその生長に対し不適切な時期
に施肥が行われていることが主な原因となっているため、さとうきび栽培を環
境（地下水）保全的かつ持続的に行うためのシステムを検討。

東京農業大学教員・研究情報詳細
http://dbs.nodai.ac.jp/html/248_ja.ht
ml
https://sugar.alic.go.jp/japan/example
_02/example0912a.htm

生態毒性の簡便化・迅速化に関する研究 東京工業高等専門学校 庄司  良

従来の生態毒性試験では煩雑なプロトコ-ルに厳密にしたがって実施していく
必要があったが，それらの生態毒性試験を大幅に簡便化し，小中学校または
高等学校の理科実験，生物実験において，周辺環境の汚れ具合を生物の応
答を観察することで評価する方法を開発，環境教育のための教材を提案。

研究者アンケ-ト調査結果
https://www.jst.go.jp/tt/fair/ij2012/li
st/exhibitor_detail/ed10373.html
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技術シーズ一覧表（土壌汚染対策技術） 

 

研究タイトル 大学・研究機関名 技術の概要 情報源

重金属吸着材料の創製，イオン分析の開
発，環境水質モニタ-への実用化

国立大学法人群馬大学環境創生理工
学科環境エネルギ-コ-ス准教授　森
勝伸

重金属及び放射性セシウム汚染土壌，酸性雨，汚染排水中の金属イオンを
対象に，重金属吸着材料の創製，イオン分析の開発，環境水質モニタ-への
実用化について検討。最近では，土壌から重金属をオンラインで抽出・分析
する装置を開発。加えて，光触媒被覆材料を水質浄化に応用するための環
境修復法を開発，その一部は公定法化(JISR1704)されている。

群馬大学共同研究イノベ-ションセンタ
-「2013研究情報」
http://www.st.gunma-
u.ac.jp/company/documents/Resear
chInformations2013.pdf

無機材料を利用した水・土壌の浄化材料
の開発

早稲田大学理工学術院 先進理工学
部　教授　松方 正彦

有害金属全種類に対応した、経済性の高い汚染土壌の不溶化技術、水処理
技術。

早稲田大学特許・研究シ-ズSeeds
Navi
https://www.wrs.waseda.jp/seeds/ja/
researchSeeds/detail/2012-1029-03

廃棄物（副産物）や植物を利用した土壌
汚染対策

明治大学農学部・ 農芸化学科・土壌
圏科学研究室 　専任講師　加藤  雅
彦

建設発生土や廃棄物の利用，化学物質で汚染された土地の環境修
復などを対象に、低コスト、低エネルギ-、生態系を含めた環境修復をキ-ワ-
ドに、植物，廃棄物や微生物を利用し，土壌や地盤を環境面で問題ない状態
にし，再生利用できる技術開発を実施。

明治大学研究シ-ズ
http://www.meiji.ac.jp/tlo/6t5h7p000
00bjf6m-att/a1434957092278.pdf

植物を利用した汚染土壌浄化
明治大学農学部 （黒川農場）  玉置
雅彦

鉱物油汚染土壌に対するファイトレメディエ-ションの実用化を目的として、汚
染浄化効果の高い植物、特に花卉植物、の選択を行い、効果が高いことを見
出した。現在は、さらなる浄化効果向上を目指した研究を実施。

明治大学研究シ-ズ
http://www.meiji.ac.jp/tlo/6t5h7p000
00bjf6m-att/a1464758949394.pdf

土壌中のセシウムの抽出除去技術の開
発

国立大学法人静岡大学工学部物質工
学科教授　佐古猛

超臨界水によるダイオキシン、ＰＣＢ等の難分解性有害物質の無害化技術の
開発実績を活用し、土壌中のセシウムの抽出除去技術を開発。

研究者アンケ-ト調査結果

土壌汚染を可視化する技術開発 東京工業高等専門学校 庄司  良
重金属と結合することで発色する検出材の開発と、重金属汚染の可視化。
従来技術と比較した優位点は、現場で検出可能なこと、簡便迅速化が実現し
たこと。

研究者アンケ-ト調査結果
https://shingi.jst.go.jp/past_abst/abst
/p/15/kumamoto/kumamoto08.pdf

重金属不溶化剤
早稲田大学創造理工学部　環境資源
工学科 　教授　山崎 淳司

天然鉱物由来の新しい重金属溶出抑制剤、還元機能を有する為、６価クロ
ム、砒素、セレンなどの溶出抑制にも利用できる。

早稲田大学特許・研究シ-ズSeeds
Navi
https://www.wrs.waseda.jp/seeds/ja/
patentSeeds/detail/149JP
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技術シーズ一覧表（リサイクル技術）（その１） 

 

研究タイトル 大学・研究機関名 技術の概要 情報源

バイオマス粉体を燃料に用いた高発熱・
高効率な旋回流燃焼炉の開発

東京都立産業技術高等専門学校生産
システム工学コ-ス　教授　上島　光浩

住宅廃材、公園内の樹木、街路樹の剪定枝、間伐材等の廃棄物バイオマス
を粉体燃料として利用するための燃焼器の開発に向け、最適な燃焼条件を
検討。

技術分野別教員シ-ズ集
https://www.metro-
cit.ac.jp/files/education/pdf/135545
67782087984150.pdf

非可食バイオマスを原料に機能性プラス
チックの製造

国立大学法人群馬大学分子化学部門
助教　　橘　　　熊野

バイオマス資源から合成化学的手法によって、新規な機能性生分解性プラス
チックを作り，その生分解性を詳細に評価する研究を実施。

群馬大学共同研究イノベ-ションセンタ
-「2013研究情報」
http://www.st.gunma-
u.ac.jp/company/documents/Resear
chInformations2013.pdf

海洋由来発酵酵母による都市型廃棄物
を原料とした効率的バイオエタノ-ル生産

国立大学法人東京海洋大学　石田真
巳、濱田奈保子、浦野直人

オフィスでの大量廃棄物であるシュレッダ-裁断紙と茶殻を原料とし、エタノ-
ル発酵効率の最も高い海洋由来酵母Saccharomyces cerevisiae C-19株で
の糖化条件を把握し、茶殻糖化に原料凍結酵素真空含浸法、裁断紙糖化に
非硫酸法を開発。安全かつ環境負荷の少ないエタノ-ル発酵を可能とした。

東京海洋大学水産・海洋系研究成果
ポスタ-集　技術分野別掲載リスト
http://olcr.kaiyodai.ac.jp/seeds/?p=1
347

廃棄物系バイオマスを原料とした簡便な
水素発酵システムの開発

東京農業大学応用生物科学部 醸造
科学科 大西　章博

廃棄物系バイオマスを原料とした水素発酵システムは、一般に大型であり、
スケ-ルメリットの点でコスト割高、資金調達が難しい、利用者による維持管
理が難しい等の課題を抱えているため、簡便かつ低コストなシステムを開
発。

東京農業大学教員・研究情報検索
http://dbs.nodai.ac.jp/html/226_ja.ht
ml

生ごみからのガス回収と減量化 ～食品
系廃棄物の小規模メタン発酵装置

長野高等専門学校環境都市工学科
講師　浅野憲哉

小規模に発生する含水率の高い食品残渣を，メタン発酵によりバイオマスエ
ネルギ-として利用するとともに、メタンガスの回収，減量化および堆肥化を実
施する小規模メタン発酵装置の開発。

国立長野高専地域共同テクノセンタ-
平成２８年度シ-ズ一覧
http://www.nagano-
nct.ac.jp/nrtc71/seeds1/2016/5kank
you2016.pdf

下水汚泥等のリサイクルに伴う臭気抑制
技術

群馬工業高等専門学校
環境都市工学科
教授  堀尾　明宏

バチルス細菌やアンモニア酸化細菌などの有用細菌を利用し、低コストで安
易な下水汚泥等のリサイクルを実現。

研究者アンケ-ト調査結果

二酸化炭素を用いた下水汚泥焼却灰か
らのリン酸塩の回収プロセス

日本大学理工学部物質応用化学科
准教授　遠山　岳史

焼却汚泥に二酸化炭素を吹き込む簡便なプロセスで、重金属含有量の低い
リン酸塩の回収が可能な技術。

日本大学の研究シ-ズ(PDF)
http://www.nubic.jp/08seeds/pdf/nu
bic07064_201601.pdf



110 

 

技術シーズ一覧表（リサイクル技術）（その２） 

 

研究タイトル 大学・研究機関名 技術の概要 情報源

亜臨界水を用いる廃棄物の燃料化及び
排水処理技術

国立大学法人静岡大学学術院工学領
域化学バイオ工学系列
准教授　岡島 いづみ

亜臨界水を用いてバイオマス廃棄物とプラスチック混合廃棄物を処理すること
により、高カロリ-でクリ-ンな粉末燃料に変換する技術を開発。
一方、着色成分を含む排水を触媒存在下で加熱して亜臨界水にすることによ
り、着色成分を分解し有機炭素濃度を低減させて、清浄な排水にする技術を
開発。

静大シ-ズ紹介＞産学連携研究シ-ズ
集
http://www.oisc.shizuoka.ac.jp/cmsd
esigner/dlfile.php?entryname=sangak
u&entryid=00648&fileid=00000003&/
kan3okajima.pdf&disp=inline

微生物酵素による生分解性プラスチック
のモノマ-リサイクル

国立大学法人筑波大学生命環境系
生命環境科学研究科 生命産業科学
専攻　教授　中島　敏明

プラスチックの分解に微生物の酵素を用い、その高い基質特異性を利用する
ことにより、混合物の中からでも高純度のモノマ-を効率よく取り出す新たな
処理プロセスを提案。

筑波大学・研究シ-ズ検索
https://www.seeds.tsukuba.ac.jp/see
ds/detail/136/

超臨界水を用いるプラスチックのリサイク
ル技術

国立大学法人静岡大学学術院工学領
域化学バイオ工学系列
教授　佐古猛

廃電線被覆材やシュレッダ-ダストなどのプラスチック混合廃棄物のガス化・
水素製造技術、数種類のプラスチックが積層している多層フィルムをそれぞ
れの構成ポリマ-やモノマ-原料として分離・回収する技術、炭素繊維強化プ
ラスチックに含まれる熱硬化性樹脂は炭化させずに分解･油化し、炭素繊維を
回収する技術。

静大シ-ズ紹介＞産学連携研究シ-ズ
集
http://www.oisc.shizuoka.ac.jp/cmsd
esigner/dlfile.php?entryname=sangak
u&entryid=00646&fileid=00000003&/
kan1sako.pdf&disp=inline

高度FRPリサイクルシステムの開発－混
合溶剤によるCFRPの化学処理リサイク
ル

埼玉県産業技術総合センタ- 技術支
援室  化学技術担当　坂本大輔、熊谷
知哉、事業化支援室　関根正裕

炭素繊維強化プラスチック（CFRP）廃材から、常温常圧下で炭素繊維(CF)、
樹脂および溶剤を回収する処理システムの開発。CFRPとして、ポリカ-ボネ-
ト(Polycarbonate (PC))を使用し、混合溶剤として、THF-シクロヘキサノン系2
種混合溶剤を選定。混合溶剤により、常温常圧下でCFRPシ-ト中のPCを溶
解させ、CFを分離した結果、分離後の溶解液からTHFおよびPCの回収に成
功。

平成２６年度研究報告　Vol．13
http://www.saitec.pref.saitama.lg.jp/re
search/h26/26kenkyu.html

防護服のリサイクル技術
東京都立産業技術研究センタ-多摩テ
クノプラザ  繊維・化学グル-プ　長尾
梨紗

防護服に使用されている不織布を一度ワタ状に戻すことでリサイクル材とし、
再度不織布にリサイクルする技術を開発。

平成26年度版技術シ-ズ集
http://www.iri-
tokyo.jp/joho/kohoshi/seeds/docum
ents/h26_136bogohuku.pdf

亜臨界・超臨界流体による炭素繊維強化
プラスチックのリサイクル技術

国立大学法人静岡大学学術院工学領
域化学バイオ工学系列
准教授　岡島 いづみ

亜臨界または超臨界流体を用いてCFRPを処理することにより、通常では加
熱により炭化してしまう熱硬化性樹脂を溶媒の力を用いて分解して、炭素繊
維を回収する方法を開発。この時得られる樹脂分の分解生成物は、その後、
再度硬化して熱硬化樹脂として再利用可能。回収した炭素繊維は、樹脂等
の付着物はほとんど残存せず、更に引っ張り強度もバ-ジンの炭素繊維に比
べて5～12％程度の低下に留まり、十分再利用可能なもの。

静大シ-ズ紹介＞産学連携研究シ-ズ
集
http://www.oisc.shizuoka.ac.jp/cmsd
esigner/dlfile.php?entryname=sangak
u&entryid=00647&fileid=00000003&/
kan2okajima.pdf&disp=inline

静電気を利用した絶縁物と導体もしくは絶
縁物同士を選別する技術を開発

芝浦工業大学機械工学科教授　佐伯
暢人

導体と絶縁体、絶縁体同士の選別が可能。電極の形状と配置、回収容器の
配置を改善することにより、従来型装置と比べて選別の精度を高めることに
成功。

大学技術工房vol.2
http://www.tamaweb.or.jp/e-
book/TAMA-A2-
20120701/_SWF_Window.html?mode=
1062
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技術シーズ一覧表（リサイクル技術）（その３） 

 

 

研究タイトル 大学・研究機関名 技術の概要 情報源

未利用木質バイオマスからのバイオオイ
ル製造および利活用ネットワ-ク

早稲田大学理工学術院 環境総合研
究センタ-　准教授　小野田 弘士

急速熱分解による木質バイオマスからのバイオオイル製造技術やガス化と
バイオオイル化を組み合わせたマルチなエネルギ-供給に対応した知見を保
有（プラントメ-カ-との共同研究により実用段階に達している）。林業と連携し
た原料供給システムの在り方も含めた利活用ネットワ-クの構築に関する取
り組みも産学官連携体制で実施。

早稲田大学特許・研究シ-ズSeeds
Navi
https://www.wrs.waseda.jp/seeds/ja/
researchSeeds/detail/2011-0914-03

廃棄バイオマス(干瓢，コ-ヒ-豆滓)の有
効利用法の検討

小山工業高等専門学校
物 質 工 学 科 准 教 授
田中   孝国

かんぴょうの強い吸水力に着目した乾燥剤としての利用、かんぴょうが持つ
豊富なミネラル源を植物の成長促進材としての有効利用に係る研究を実施。
別途、コ-ヒ-豆滓の六価クロム吸着能に着目した有効利用技術も開発。

研究者アンケ-ト調査結果
http://www.oyama-
ct.ac.jp/C/tanaka/seeds/seeds.htm
「コ-ヒ-豆滓の有効利用についての基
礎検討　-六価クロム吸着能について
-」，小山高専紀要49号

廃棄物からの有価物リサイクリングプロセ
スの構築

早稲田大学理工学術院 創造理工学
部　教授　所 千晴

前処理としての各種粉砕の後、比重、電気的特性、磁気的特性、ぬれ性、形
状、色彩、X線特性等、対象に沿った物理的および物理化学的特性を利用し
た分離法を組み合わせることにより、環境低負荷型の有価物リサイクリングプ
ロセスを提案。

早稲田大学特許・研究シ-ズSeeds
Navi
https://www.wrs.waseda.jp/seeds/ja/
researchSeeds/detail/2011-0920-03

ガラスカレット工場から排出されるガラス
含有汚泥の減量・処理技術

東京都立産業技術研究センタ-環境
技術グル-プ＜本部＞　田中  真美

 汚泥に含まれるガラス粒を湿式分級によって回収、資源化できることを発
見。ガラスを取り出すことで、汚泥の減量化が実現。さらに、セルロ-スを分解
できる微生物を汚泥中から発見。この微生物を汚泥に添加することで汚泥の
繊維質がほぐれ、湿式分級の精度が向上し、回収できるガラスの品質が向
上。

平成27年度版技術シ-ズ集
http://www.iri-
tokyo.jp/joho/kohoshi/seeds/docum
ents/h27_115garasukaretto.pdf

ブラウン管ガラス発泡体によるリン酸リサ
イクルシステム

東京都立産業技術研究センタ-環境
技術グル-プ＜本部＞　中澤  亮二

ブラウン管パネルガラスを原料としたリン酸吸着材を開発。この吸着剤で回収
したリン酸はリン酸肥料として再資源化可能。

平成27年度版技術シ-ズ集
http://www.iri-
tokyo.jp/joho/kohoshi/seeds/docum
ents/h27_116buraunkan.pdf

フッ素ポリマ-(PVDF等)の分解・再資源化
方法

神奈川大学理学部 化学科教授  堀
久男

有機フッ素化合物を温和な条件でフッ化物イオンまで分解・無害化する化学
反応を探索した結果、1)ヘテロポリ酸光触媒、2)ぺルオキソ二硫酸イオン＋
光照射、3)水・液体二酸化炭素2相系＋光照射、4)鉄粉＋亜臨界水、5)鉄イ
オン光触媒、6)ぺルオキソ二硫酸イオン＋温水、7)酸素ガス＋亜臨界水、8)
ぺルオキソ二硫酸イオン＋超音波照射等の種-の反応手法を開発し、フッ化
物イオンまでの高効率な分解を達成。

研究者アンケ-ト調査結果
http://www.chem.kanagawa-
u.ac.jp/~hori/research.html

微生物を利用したレアメタルの回収方法
東京都立産業技術研究センタ-環境
技術グル-プ＜本部＞　小沼  ルミ

排水中に含まれるレアメタル等の重金属を、担子菌（キノコ）の菌体を用いて
吸着・回収する技術を開発。

平成26年度版技術シ-ズ集
http://www.iri-
tokyo.jp/joho/kohoshi/seeds/docum
ents/h26_119biseibutu.pdf
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技術シーズ一覧表（リサイクル技術）（その４） 

 

研究タイトル 大学・研究機関名 技術の概要 情報源

レニウムの回収方法
神奈川大学理学部 化学科教授  堀
久男

レニウムを含む溶液にアルカリを添加して不要な成分を沈殿除去した後に、
当該溶液における酸の濃度を所定の範囲に調整し、硫化剤を添加してレニウ
ムを含む硫化沈殿物を生成させ、これを回収するレニウムの分離方法を開
発。

J-Store
http://jstore.jst.go.jp/nationalPatentD
etail.html?pat_id=31561

アスベストセメント複合材の無害化と再資
源化

群馬工業高等専門学校物質工学科
准教授  藤重　昌生

・アスベストの非繊維化・非アスベスト化による無害化
・アスベストセメント複合材の無害化と資源化
・アスベスト廃棄物の急速分解

群馬工業高等専門学校ＨＰ
群馬高専研究者専門分野一覧
http://www.gunma-
ct.ac.jp/renkei/pdf/kenkyu-k.pdf

保存可能な原料で効率UP！セルロ-ス
系エタノ-ル生産

国立大学法人東京大学大学院農学生
命科学研究科 生物・環境工学専攻生
物システム工学講座教授  芋生憲司

稲わらなどのセルロ-ス系エタノ-ル生産において課題であった、糖化前処理
時のエネルギ-を減らし、原料の腐敗や運搬コストなどを解決する、新規プロ
セスを考案した。酵素反応性に富み、長期保存可能な原料そのものも売買
可能。

東大TLOライブラリ-
http://www.casti.co.jp/library/cat38/
cat/

内部循環型流動床式低温接触ガス化炉
装置とそれを用いた家畜排せつ物のガス
化分解処理方法

国立大学法人群馬大学環境創生理工
学科環境エネルギ-コ-ス教授　宝田
恭之、小山工業高等専門学校一般科
准教授　森下 佳代子

熱効率を大幅に向上させることができ、コストが低減でき、小型で運転が容
易な内部循環型流動床式低温接触ガス化炉装置とそれを用いた家畜排せ
つ物のガス化分解処理方法を開発。

開放特許情報デ-タベ-ス
http://plidb.inpit.go.jp/pldb/html/HTM
L.L/2011/001/L2011001260.html#T
OPL

ペ-パ-スラッジ由来の水溶性糖類の高効
率製造装置及び製造方法

国立大学法人静岡大学工学部物質工
学科教授　佐古猛、准教授　岡島いづ
み

パルプ系有機廃棄物からエタノ-ルを生産する装置。パルプ系有機廃棄物を
亜臨界水で処理する反応器と、反応器から被処理物を排出する排出管と、排
出管の途中に設けられ、冷却水を前記排出管内に直接注入する冷却装置
と、排出管から排出され、冷却水が混合された被処理物を酵素により糖化反
応させる糖化反応装置とを備える装置。

開放特許情報デ-タベ-ス
http://plidb.inpit.go.jp/pldb/html/HTM
L.L/2013/001/L2013001460.html#T
OPL

有機物のガス化方法
国立大学法人静岡大学工学部物質工
学科教授　佐古猛、准教授　岡島いづ
み

有機物を水素を含むガスに効率よくかつ簡便に分解ガス化させる有機物の
ガス化方法。有機物は、プラスチック、食品廃棄物又は家畜糞尿、ポリエン又
はポリエチレン等が対象。

J-Store
http://jstore.jst.go.jp/nationalPatentD
etail.html?pat_id=8555

ペ-パ-スラッジ由来の水溶性糖類製造装
置およびペ-パ-スラッジ由来の水溶性糖
類製造方法

国立大学法人静岡大学工学部物質工
学科教授　佐古猛、准教授　岡島いづ
み

処理装置の構成を簡単にでき、発酵阻害物の生成を抑えて水溶性糖類の収
率を向上させることによりペ-パ-スラッジの資源としての利用率を向上させる
ことができるペ-パ-スラッジ由来の水溶性糖類製造装置。これにより、製紙
過程におけるゼロエミッション（廃棄物排出ゼロ）を実現。

開放特許情報デ-タベ-ス
http://plidb.inpit.go.jp/pldb/html/HTM
L.L/2013/001/L2013001460.html#T
OPL
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技術シーズ一覧表（リサイクル技術）（その５） 

 

 

 

 

研究タイトル 大学・研究機関名 技術の概要 情報源

ビ-ル粕水溶性画分とその製造方法
国立大学法人静岡大学工学部物質工
学科教授　佐古猛、准教授　岡島いづ
み

低コストで効率よくビ-ル粕を減容化し、低コストで効率よくメタン発酵に適し
たビ-ル粕水溶性画分を得るビ-ル粕水溶性画分の製造方法。得られるビ-
ル粕水溶性画分に含まれる有機物としては水溶性糖類が主成分であり、メタ
ン発酵の資化率も高く、経済的に十分な量のメタンが得られる。

開放特許情報デ-タベ-ス
http://plidb.inpit.go.jp/pldb/html/HTM
L.L/2008/005/L2008005686.html#T
OPL

廃酸利用による木質系環境浄化材の開
発

埼玉県産業技術総合センタ-環境・分
析担当　熊谷、唐牛

間伐材の有効利用に向け、バ-クペレット利用促進が必要。 また、燃料使用
する前のバ-クペレットを環境浄化材として一次利用できれば、利用価値の向
上、需要増大につながる。そこで、県産バ-クペレットのVOC吸着性能につい
て評価を行い、酸処理などの加工により疎水化させ、VOC吸着性能が向上す
るか検討を実施。

研究開発　支援事例
http://www.saitec.pref.saitama.lg.jp/re
search/kenseika/kseika18.html

食品廃棄物のメタン発酵
－油前処理効率化のための油分解菌の
探索－

静岡県工業技術研究所環境科
食品廃棄物に油分が多く含まれる場合、油によって微生物の働きが弱まり、
メタン発酵が阻害され停止してしまうことが問題であり、メタン発酵処理が可
能な状態にまで、油を前処理する手法を開発。

静岡県工業技術情報 No.90（2016）
http://www.iri.pref.shizuoka.jp/issues
/upfiles/20160302173109_49250.pdf

飲料残さの資源化による地域ゼロエミッ
ションシステムの開発

静岡県工業技術研究所工芸科
工場から大量に排出される飲料加工残さを有用な資源としてとらえ、付加価
値の高い有用成分（アロマ原料）や、新素材となる炭化物（キャパシタ用電極
材料・水処理剤）の開発、更には燃料化し、エネルギ-回収する技術を開発。

静岡県工業技術情報 No.88（2015）
http://www.iri.pref.shizuoka.jp/issues
/upfiles/20150213130059_962202.pd
f

鋳物廃砂を原料とした人工ゼオライトの応
用に関する研究

埼玉県産業技術総合センタ-環境・分
析担当　鈴木

鋳物製造工程で発生する廃砂を原料にして製造した数種類の人工ゼオライト
について物性等を測定。その結果、優れた調湿性や吸着性が認められ調湿
剤や吸着剤等への応用が可能であることが判明。

研究開発　支援事例
http://www.saitec.pref.saitama.lg.jp/re
search/kenseika/kseika15.html

廃棄物からの有用物回収
早稲田大学理工学術院 先進理工学
部教授　平沢 泉

廃液を結晶化し、結晶上に有価物を付着・生成させるリサイクル技術を活用
し、廃棄物からの有価物回収技術を開発。

研究者アンケ-ト調査結果

貝殻再生資源を利用した益子基礎釉の
開発

栃木県産業技術センタ- 窯業技術支
援センタ-　山ノ井  翼、興野  雄亮

ホタテ貝殻を再生利用し，環境を考慮した益子基礎釉の開発を行い，釉薬と
しての実用性を検討。透明光沢釉とマット釉を施釉した試作品を作製し，釉薬
としての実用性を確認。

栃木県産業技術センタ-HP
研究開発
http://www.iri.pref.tochigi.lg.jp/conten
t/files/reports/1541a.pdf

アルミ合金切削屑の固相リサイクル手法
東京都立産業技術研究センタ-実証
試験セクタ-　小船  諭史

アルミ合金切削屑に、室温で巨大なせん断ひずみを導入することで、再溶解
工程が不要な板材への再生手法を考案。

平成26年度版技術シ-ズ集
http://www.iri-
tokyo.jp/joho/kohoshi/seeds/docum
ents/h26_123arumi.pdf

アルミニウム合金スクラップの迅速種別判
定法

東京都立産業技術研究センタ-事業
化支援本部  城南支所　湯川  泰之

可搬型蛍光X線分析による化学成分分析に加えて、可搬型反発式硬度計を
用いた現場分析法を組み合わせたアルミニウム合金スクラップの識別方法を
開発。

平成26年度版技術シ-ズ集
http://www.iri-
tokyo.jp/joho/kohoshi/seeds/docum
ents/h26_128arumisukurappu.pdf
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技術シーズ一覧表（リサイクル技術）（その６） 

 

研究タイトル 大学・研究機関名 技術の概要 情報源

貴金属めっき廃液からの高効率金属回
収システムの開発

茨城県工業技術センタ-
先端技術部門　部門長　大城　泰彦、
主任　加藤　健、主任　石渡　恭之

均一液液抽出法を活用した貴金属めっき廃液からの高効率金属回収システ
ムを開発。均一液液抽出法は，操作が簡便で、微小体積へ短時間で貴金属
を分離・濃縮可能。

平成２７年　成果集
http://www.kougise.pref.ibaraki.jp/peri
odical/result/H27/H27_3-06.pdf

産業廃棄物扱いにならないプラスチックシ
-ト

群馬産業技術センタ-　環境・省エネ
係　恩田紘樹、研究調整官　鈴木　崇

株式会社ア-スクリエイトと共同で、汎用プラスチックに無機物であるCaCO3を
高い重量割合で混練することで産業廃棄物扱いとならないプラスチックシ-ト
を開発。

研究開発の成果（製品サンプル）
http://www.tec-
lab.pref.gunma.jp/research/sample/h
26/sheet.html

高次構造解析によるプラスチック再利用
成形加工技術

茨城県工業技術センタ-素材開発部
門　部門長　飯村　修志、主任研究員
飯島　義彦、技師　安藤　亮

Ｘ線回折やＸ線小角散乱といった結晶の単位構造や周期性などの高次構造
に関連する分析手法を用いて，射出成形における熱やせん断による製品の
品質への影響を調べることで，素材の劣化を抑えた成形技術を開発。

平成２７年　成果集
http://www.kougise.pref.ibaraki.jp/peri
odical/result/H27/H27_3-12.pdf
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参考資料３：大学への環境関連技術シーズに係る産学連携実績、産学連携への取組意向に関するアンケ

ート調査依頼状、アンケート調査票 

 

平成２８年１０月６日   

 

各   位 
 

経済産業省 関東経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課 
 
 

「環境関連技術シーズに係る産学連携実績、産学連携への取組意向に関する 

アンケート調査」へのご協力のお願い 

 
 

平素より経済産業政策に対し、ご理解・協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

今般、関東経済産業局では、「環境関連技術シーズに係る産学連携実績、産学連携への取組意向

に関するアンケート調査」を実施することといたしました。本アンケート調査を通じ、貴殿が保有

する環境関連技術シーズの概要、当該技術シーズに係る産学連携実績、今後の産学連携への取組意

向等を把握し、今後の中小企業の産学連携を通じた環境関連技術開発の推進に役立てたいと考えて

おります。 

以上の趣旨をご理解いただき、ご多忙の折とは存じますが、是非ともご協力くださいますようお

願い申し上げます。なお、本アンケート調査は三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社に委

託し実施いたします。 

《アンケートのご提出について》 

 ■アンケート調査票：本依頼状とともに添付されるアンケート調査票にご記入ください。 

              

 ■アンケート提出方法：以下のアドレスまで電子メールにてご返送ください。 

            kkg@murc.jp 

 

 ■ご回答期限：平成２８年１０月２０日（木） 
 

 

□アンケートの調査項目、内容等に関するお問い合わせ先 □ 

調査委託機関：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

（担当）環境･エネルギー部 櫻井 

TEL: ０３－６７３３－１０２３／ FAX: ０３－６７３３－１０２８ 

       E-mail: kkg@murc.jp 

 

※個人情報の取り扱いについて※(三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株))  

今般、大学ホームページ等から貴殿の情報を入手いたしましたが、本アンケート調査以外の目的で使

用することはございません。また、ご回答いただきました内容につきましても、統計的に処理いたします

ので、個別データを外部に公表することはございません。（ただし、非公開で開催いたします調査委員会

の委員に閲覧する可能性はございます。） 

ア ン ケ ー ト 調 査 票 に 記 載 さ れ た 個 人 情 報 は 、 弊 社 に お い て 、「 個 人 情 報 保 護 方 針 」

（ http://www.murc.jp/corporate/privacy/ ） 及 び 、「 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に つ い て 」

（http://www.murc.jp/privacy/）に従って適切に取り扱います。個人情報に関するお問い合わせにつき

ましては、上記のお問い合わせ先までご連絡ください。 

mailto:kkg@murc.jp
mailto:kkg@murc.jp


116 

 

 

「環境関連技術シーズに係る産学連携実績、産学連携への取組意向に関するアンケート調査票」 

 
 本アンケート調査では、以下の技術を環境関連技術シーズと称しております。 

  －大気汚染対策に寄与する技術シーズ 

  －水質汚濁対策に寄与する技術シーズ 

  －土壌汚染対策に寄与する技術シーズ 

  －リサイクルに寄与する技術シーズ 

 

貴殿は、上述の環境関連技術シーズを保有しているかと存じまして、以下の設問へのご回答をお願い

申し上げます。 

 

問１ 貴殿の研究・保有する技術が関連すると思われる下記技術分野の番号すべてに○をつけていただ

き、具体的な技術シーズもしくは研究タイトルをご記入ください。（既に記載しているものについて

は、妥当かご確認ください。） 

○記入欄 技術分野 具体的な技術シーズもしくは研究タイトル 

 １．大気汚染対策技術  

 ２．水質汚濁対策技術  

 ３．土壌汚染対策技術  

 ４．リサイクル技術  

 

問２ 貴殿は、問１に記載の技術シーズの中で、現在までに産学連携の実績のあるものをお持ちですか。

最もあてはまる番号に１つ○をつけてください。 

○記入欄 選択肢 

 １．中小企業との産学連携実績を有している 

 ２．中小企業との産学連携実績はないが、大企業との連携実績を有している 

 ３．中小企業や大企業との産学連携実績は有していない 

（注）産学連携とは、特許の活用を認める、技術相談に乗る、共同研究を実施する、施設・機器の利用

を認める、研究者の派遣を行う、ことを指します。 

 

問３ 貴殿は、問１に記載の技術シーズの中で、今後、産学連携に取組むご意向のあるものはあります

か。最もあてはまる番号に１つ○をつけてください。 

○記入欄 選択肢 

 １．中小企業との産学連携に取り組みたい 

 ２．中小企業との産学連携に取り組むつもりはないが、大企業との産学連携には取り組みた

い 

 ３．中小企業や大企業との産学連携は難しいと考えている 

 

問４ 本年度、関東経済産業局では別添のような「技術シーズ集」を作成しようと考えております。「技

術シーズ集」を通じて、関東管内の大学や公的研究機関が保有する環境関連技術を管内の中小企業に

紹介し、産学連携の推進、環境関連技術分野におけるイノベーションや新事業創出による地域・企業

の環境課題への対応力の向上、循環型社会の形成を図ることを目指しております。貴殿の技術シーズ

を仮に「技術シーズ集」に掲載することになった場合、「技術シーズ集」への掲載にご賛同いただけ

ますか。どちらかあてはまる番号に○をつけてください。 

○記入欄 選択肢 

 １．自身の技術シーズを「技術シーズ集」に掲載することに賛同する 

 ２．自身の技術シーズを「技術シーズ集」に掲載することに賛同しない 
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問５ 「技術シーズ集」に掲載することになった場合、こちらで作成しました原稿の案をご確認いただ

きたいと存じます。その際、窓口となっていただけるご担当様のお名前とご連絡先をご記入ください。

（問４で１．「賛同する」にご回答いただいた方のみで結構です。） 

所属  

お名前  

電話番号  

E-mail  

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました  
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参考資料４：大学への産学連携の成果と課題に関するアンケート調査依頼状、アンケート調査票 

平成２８年１２月２日   

 

各   位 
 

経済産業省 関東経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課 
 
 

技術シーズ原稿案確認及びアンケートへのご協力のお願い 
 

平素より経済産業政策に対し、ご理解・協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

先日は、「環境関連技術シーズに係る産学連携実績、産学連携への取組意向に関するアンケート

調査」にご協力くださり、ありがとうございました。アンケート調査実施後に開催されました有識

者による技術シーズ選定会議において、貴殿が保有する環境関連技術シーズを、技術シーズ集に掲

載する運びとなりました。来年１月末を目途に技術シーズ集を作成いたしたく、技術シーズ原稿案

の確認を貴殿にお願いいたしたく存じます。 

また、技術シーズ原稿案の確認のお願いにあわせまして、簡単なアンケートをお送りしておりま

す。産学連携を通じた環境関連技術開発の推進方策の検討に役立てたいと考えておりますので、ご

回答いただけますと幸いです。 

以上の趣旨をご理解いただき、ご多忙の折とは存じますが、是非ともご協力くださいますようお

願い申し上げます。なお、本技術シーズ原稿案等の送付・回収事務は三菱 UFJ リサーチ＆コンサル

ティング株式会社に委託し実施いたします。 

《技術シーズ原稿案及びアンケートのご提出について》 

  ■技術シーズ原稿案：添付の技術シーズ原稿案に直接、加除訂正してください。 

 ■アンケート：添付のアンケート票にご記入ください。 

 ■技術シーズ原稿案及びアンケートの提出方法： 

右記のアドレスまで電子メールにてご返送ください。  kkg@murc.jp 

 ■ご回答期限：平成２８年１２月１９日（月） 

 

□原稿案確認及びアンケートに関するお問い合わせ先 □ 

調査委託機関：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

（担当）環境･エネルギー部 櫻井 

TEL: ０３－６７３３－１０２３／ FAX: ０３－６７３３－１０２８ 

       E-mail: kkg@murc.jp 

 

※個人情報の取り扱いについて※(三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株))  

今般ご回答いただきました内容につきましては、統計的に処理いたしますので、個別データを外部に

公表することはございません。 

ア ン ケ ー ト 調 査 票 に 記 載 さ れ た 個 人 情 報 は 、 弊 社 に お い て 、「 個 人 情 報 保 護 方 針 」

（ http://www.murc.jp/corporate/privacy/ ） 及 び 、「 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に つ い て 」

（http://www.murc.jp/privacy/）に従って適切に取り扱います。個人情報に関するお問い合わせにつき

ましては、上記のお問い合わせ先までご連絡ください。 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

○添付資料 

 別紙：技術シーズ原稿イメージ及び技術シーズ原稿案確認のお願い 

 別ファイル：貴殿が保有する環境関連技術シーズ原稿案 

 別ファイル：産学連携に関するアンケート 

mailto:kkg@murc.jp
mailto:kkg@murc.jp
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Ⅰ．中小企業との連携実績について

問１　貴殿が保有する環境関連技術シーズに関し、中小企業との連携実績をお持ちの方におうかがい 
　　　　（最もあてはまる番号に○）　いたします。中小企業との連携の成果、連携時に感じた課題についてご回答ください。

記入欄

連携の成果 １．自身の論文作成ができた

２．自身の学会発表ができた

３．中小企業の事業化・商品化につながった

4．中小企業の課題解決につながった

５．その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

連携時に感じた課題 １．知的財産権への理解、配慮が不足している

２．対価以上の要求を受ける

３．中小企業が希望する支援内容がわからない

４．事務手続きへの取組・対応が遅い

５．その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅱ．今後の中小企業との連携意向について

問2　貴殿が保有する環境関連技術シーズに関し、今後、中小企業との連携意向をお持ちとうかがい 
　　　　（最もあてはまる番号に○）　ました。今後取り組む上での課題についてご回答ください。

記入欄

今後取り組む上での課題 １．金銭面で折り合いがつくか心配

２．自身の論文作成や学会発表等に役立つか不明

３．既連携先中小企業との棲み分けができるか心配

４．中小企業が希望する成果を挙げられるか不安

５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅲ．中小企業との環境関連技術分野での産学連携に係る行政機関（国等）への要望等

問３　貴殿が今後、中小企業との環境関連技術分野での産学連携を進めていく際に、地方自治体・
　産業支援機関、国等への意見・要望 などありましたら、以下の空欄にご自由にご記入ください。 

ご協力ありがとうございました

（あてはまる番号全てに○）

産学連携に関するアンケート票

（あてはまる番号全てに○）

（あてはまる番号全てに○）
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参考資料５：中小企業へのアンケート調査依頼状、アンケート調査票 

 

平成２８年９月１６日   

 

各   位 
 
 

   「産学連携による環境関連技術開発に関するアンケート調査」への 

ご協力のお願い 
 

経済産業省 関東経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課 
 

平素より経済産業政策に対し、ご理解・協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

今般、関東経済産業局では、「産学連携による環境関連技術開発に関するアンケート調査」を実

施することといたしました。本アンケート調査を通じ、管内中小企業における環境関連技術等の開

発の現状、大学・公的機関との連携実態、行政や金融機関等からの支援の活用状況等を把握し、今

後の中小企業の産学連携を通じた環境関連技術開発の推進に役立てたいと考えております。 

以上の趣旨をご理解いただき、ご多忙の折とは存じますが、是非ともご協力くださいますようお

願い申し上げます。なお、本アンケート調査は三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社に委

託し実施いたします。 

《アンケートのご提出について》 

 ■アンケート調査票：以下のＵＲＬから、ダウンロードしてください。 

             http://www.murc.jp/sp/1609/kantometi 

 ■アンケート提出方法：以下のアドレスまで電子メールにてご返送ください。 

            kkg@murc.jp 

    （郵送での返信をご希望の場合は、同封の返信用封筒をご利用ください。） 

 ■ご回答期限：平成２８年９月３０日（金） 

※ご回答いただきました事業者様には、本調査を参考に作成いたします「大学等が保有する環

境関連技術シーズリスト集」を１部お送りいたします。（平成２９年２月発送予定） 
 

 

□アンケートの調査項目、内容等に関するお問い合わせ先 □ 

調査委託機関：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

（担当）環境･エネルギー部 櫻井 

TEL: ０３－６７３３－１０２３／ FAX: ０３－６７３３－１０２８ 

       E-mail: kkg@murc.jp 

 

※個人情報の取り扱いについて※(三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株))  

今般、東京商工リサーチデータベースやホームページ等から貴社の情報を入手いたしましたが、本ア

ンケート調査以外の目的で使用することはございません。また、ご回答いただきました内容につきまして

も、統計的に処理いたしますので、個別データを外部に公表することはございません。（ただし、非公開

で開催いたします調査委員会の委員に閲覧する可能性はございます。） 

ア ン ケ ー ト 調 査 票 に 記 載 さ れ た 個 人 情 報 は 、 弊 社 に お い て 、「 個 人 情 報 保 護 方 針 」

（ http://www.murc.jp/corporate/privacy/ ） 及 び 、「 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に つ い て 」

（http://www.murc.jp/privacy/）に従って適切に取り扱います。個人情報に関するお問い合わせにつき

ましては、上記のお問い合わせ先までご連絡ください。 

http://www.murc.jp/sp/1609/kantometi
mailto:kkg@murc.jp
mailto:kkg@murc.jp
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Ⅰ．事業者の概要 

はじめに貴社のことをお聞きいたします。以下の空欄にご記入ください。

会社名 ←空欄にご記入ください

会社ホームページ ←URLをご記入ください

従業員数は？ 人（フルタイム換算） ←空欄にご記入ください

創業年は？（西暦） 年（西暦） ←空欄にご記入ください

設備投資額は？ 千円（2015年実績） ←空欄にご記入ください

研究開発費用は？ 千円（2015年実績） ←空欄にご記入ください

売上高研究開発費比率は？ ％（2015年実績） ←空欄にご記入ください

過去５年間の新製品の件数 件 ←空欄にご記入ください

現在の特許出願件数は？ 件 ←空欄にご記入ください

現在の特許取得件数は？ 件 ←空欄にご記入ください

担当者の ＴＥＬ ←空欄にご記入ください

連絡先 ＦＡＸ ←空欄にご記入ください

E-mail ←空欄にご記入ください

部署名 ←空欄にご記入ください

担当者名 ←空欄にご記入ください

右の空欄にご記入ください

工場所在地は？

（あてはまる番号全てを

産学連携による環境関連技術開発に関する

アンケート調査票

１．茨城県    ２．栃木県　　３．群馬県　　 ４．埼玉県

５．千葉県　　６．東京都　　７．神奈川県　８．新潟県

９．長野県　　10．山梨県　11．静岡県　　

12．その他（国内）  13．その他（海外）　　14．工場はない



122 

 

 

Ⅱ．大学・公的研究機関等との連携実績について

（すべての方におうかがいします）

問１　貴社は環境関連等の技術開発に関し、大学や公的研究機関等と連携した実績をお持ちですか。 
　　　　（最もあてはまる番号に○）　

　　　　以下の選択肢に○（単数回答） ○記入欄

１．現在、大学や公的研究機関等と連携している　　　　　 

２．現在は連携していないが、過去に大学や公的研究機関等と連携した 

３．現在までのところ、大学や公的研究機関等と連携したことがない 
（注）環境関連技術とは、「大気汚染対策」「水質汚濁対策」「土壌汚染対策」「リサイクル」のいずれかに該当するもの。

（問1で選択肢１．もしくは選択肢２．に回答した方におうかがいします）

○記入欄

連携先の種類 １．大学研究室 →

２．大学ＴＬＯ

３．国の研究機関 →

４．自治体の研究機関 →

５．産業支援機関 →

６．企業

７．その他 →

連携形態 １．特許活用

２．技術相談

３．共同研究

４．施設・機器の利用

５．専門家の派遣

６．その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

連携対象技術分野 １．大気汚染対策技術

２．水質汚濁対策技術

３．土壌汚染対策技術

４．リサイクル技術

５．その他、非環境技術（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

連携の有効性 １．非常に有効

２．まあ有効

３．あまり有効でない

連携時に感じた課題 １．取組・対応が遅い

２．自社の事情に柔軟に対応してくれない

３．自社の希望する支援が受けられない

４．事務手続きが煩雑・面倒である

５．その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（注）産業支援機関とは、自治体の中小企業支援機関のことを指す。

具体的な連携先をご記入ください

（あてはまる番号全てに○）

（あてはまる番号全てに○）

（あてはまる番号全てに○）

（あてはまる番号１つに○）

（あてはまる番号全てに○）

※同一番号で複数の連携先がある場
合は、複数ご記入ください。
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Ⅲ．環境関連技術開発への取組状況

（すべての方におうかがいします）

問２　近年、大気汚染対策、水質汚濁対策、土壌汚染対策、リサイクルに関し、法改正等への
対応や社会的要請から取り組まねばと感じる課題にどのようなものがありますか。
　（あてはまる番号全てに○）

　　　　以下の選択肢に○（単数回答） ○記入欄

１．PM2.5問題の改善に資するVOC（揮発性有機化合物）排出量の削減

２．廃棄物焼却炉に対する水銀排出規制導入への適切な対応（規制遵守）
　

５．富栄養化問題改善に向けた取組

７．土壌汚染問題の改善に資する化学物質排出量の削減

８．土壌環境基準等の規制強化への適切な対応（規制遵守）

1１．特段、取組まねばならない課題はない

（すべての方におうかがいします）

問３　現在開発に取り組んでいる環境関連技術はありますか？

　（どちらかあてはまる番号に１つ○）

　　　　以下の選択肢に○（単数回答） ○記入欄

１．環境関連技術の開発に現在取り組んでいる

２．環境関連技術の開発に現在は取り組んでいない

（問３で選択肢１に回答した方におうかがいします）

(1) 取り組んでいる環境関連技術の番号すべてに○をつけ、技術開発の具体的内容を
ご記入ください。

　　 ○記入欄

１．大気汚染対策技術 →

２．水質汚濁対策技術 →

３．土壌汚染対策技術 →

４．リサイクル技術 →

５．その他 →

３．その他大気環境に関わる課題（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

６．その他水環境に関わる課題（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

９．その他土壌環境に関わる課題（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

10．リサイクルに関わる課題（　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

具体的な取組内容をご記入ください

取り組んでいる環境関連技術

（あてはまる番号全てに○）

４．排水基準の見直し（ほう素、フッ素、亜硝酸化合物、硝酸性窒素等）による規制強化へ
の適切な対応（規制遵守）
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（問３で選択肢２に回答した方におうかがいします）
(2) 関心を持つ環境関連技術の番号すべてに○をつけ、関心の具体的な内容をご記入

ください。

　　 ○記入欄

１．大気汚染対策技術 →

２．水質汚濁対策技術 →

３．土壌汚染対策技術 →

４．リサイクル技術 →

５．その他 →

６．特段、関心はない

（すべての方におうかがいします）
問４　今後開発に取り組みたい環境関連技術はありますか？　

（あてはまる番号全てに○）

　　　　以下の選択肢に○（単数回答） ○記入欄

１．現在の環境関連技術の開発に引き続き取り組みたい

２．新たな環境関連技術の開発に取り組みたい

３．環境関連技術の開発に取り組むつもりはない　→問５へお進みください

（問４で選択肢１もしくは選択肢２に回答した方におうかがいします）
(1)取り組みたい環境関連技術の番号すべてに○をつけ、技術開発の具体的内容を
ご記入ください。

　　 ○記入欄

１．大気汚染対策技術 →

２．水質汚濁対策技術 →

３．土壌汚染対策技術 →

４．リサイクル技術 →

５．その他 →

（問４で選択肢１もしくは選択肢２に回答した方におうかがいします）

(2)貴社は環境関連技術の開発に際し、大学や公的研究機関等と連携したいとお考えですか。 

　　　　（最もあてはまる番号に○）　

　　　　以下の選択肢に○（単数回答） ○記入欄

１．環境関連技術の開発に際し、大学や公的研究機関等と引き続き連携したい
　→この後、問４(3)、問４（5）、問４（6）、問５以降にお答えください。

２．環境関連技術の開発に際し、大学や公的研究機関等と新たに連携したい
　→この後、問４(3)、問４（5）、問４（6）、問５以降にお答えください。

３．環境関連技術の開発に際し、大学や公的研究機関等と連携したいとは思わない 
　→この後、問４(4)にお答えいただき、その後は問５以降にお答えください。

（あてはまる番号全てに○）

（あてはまる番号全てに○）

具体的な関心の内容をご記入ください

関心のある環境関連技術

具体的な取組内容をご記入ください

取り組みたい環境関連技術



125 

 

 

（問４(2)で選択肢１もしくは選択肢２に回答した方におうかがいします）
(３)貴社は環境関連技術の開発に際し、大学や公的研究機関等とどのような連携を
希望しますか。

○記入欄

希望する連携先の種類 １．大学研究室 →

２．大学ＴＬＯ

３．国の研究機関 →

４．自治体の研究機関 →

５．産業支援機関 →

６．その他 →

希望する連携形態 １．特許活用

２．技術相談

３．共同研究

４．施設・機器の利用

５．専門家の派遣

６．その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

連携後の事業化イメージ １．自社既存商品に新技術を体化して活用

２．自社サービス支援技術として活用

３．自社新商品に新たな要素技術を体化して活用

４．新技術そのものを自社新商品として活用

５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（問４(2)で選択肢３に回答した方におうかがいします）
(４)環境関連技術の開発に際し、大学や公的研究機関等との連携を望まない理由は、 
どのようなことですか。（あてはまる番号全てに○）

○記入欄

１．大企業、異業種の中小企業等他の連携先があるから

２．大学や公的研究機関に自社の課題解決に適している連携先がないと思うから

３．連携によりどのようなメリットが得られるかがわからないから

４．連携の相談をする時間的余裕がないから

５．自社の技術開発情報が競合他社等に流出しないか心配だから

６．連携を通じたゴールやゴール達成のタイミングに関し、共有できるか心配だから

７．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（問４で選択肢１もしくは選択肢２に回答した方におうかがいします）
(５)貴社は環境関連技術の開発に際し、大学や公的研究機関等と連携を始めるにあたり、 
どのような課題がありますか。（あてはまる番号全てに○）

○記入欄

１．どのような連携先があるのかがわからない

２．どのような連携先が自社の課題解決に適しているのかがわからない

３．連携によりどのようなメリットが得られるかがわからない

４．連携の相談をする時間的余裕がない

５．自社の技術開発情報が競合他社等に流出しないか心配

６．連携を通じたゴールやゴール達成のタイミングに関し、共有できるか心配

７．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（あてはまる番号全てに○）

（あてはまる番号全てに○）

※同一番号で複数の連携先がある場
合は、複数ご記入ください。

具体的な連携先をご記入ください

（あてはまる番号全てに○）
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（問４で選択肢１もしくは選択肢２に回答した方におうかがいします）
(６)環境関連技術の開発に際し、大学や公的研究機関等との連携を始めるにあたり、 
有効と考えられる方策はどのようなものですか。（あてはまる番号全てに○）

○記入欄

１．大学・公的研究機関等が保有する技術をまとめた技術シーズの情報提供

２．大学・公的研究機関等の産学連携窓口リストの情報提供

３．大学・公的研究機関等が主催する中小企業との交流会の開催

４．産業支援機関における大学・公的研究機関等とのマッチングサービスの拡充

５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅳ．行政や金融機関等からの支援について

（すべての方におうかがいします）
問５　貴社は、環境関連等の技術開発に際し、補助金や委託費を活用した実績をお持ちですか。
　　　　（最もあてはまる番号に○）　

　　　　以下の選択肢に○（単数回答） ○記入欄

１．現在、行政や産業支援機関等の補助金や委託費を活用している　　　　　 

２．現在は活用していないが、過去に補助金や委託費を活用した 

３．現在までのところ、補助金や委託費を活用したことがない 

（問５で選択肢１．もしくは選択肢２．に回答した方におうかがいします）

○記入欄

支援元の種類 １．国 →

２．都道府県

３．市町村

４．金融機関

５．その他 →

支援内容 １．研究開発補助金

２．研究開発委託費

３．研究開発に要する設備購入に係る低利融資

４．研究開発に要する設備購入に係る税制優遇措置

５．その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支援対象技術分野 １．大気汚染対策技術

２．水質汚濁対策技術

３．土壌汚染対策技術

４．リサイクル技術

５．その他、非環境技術（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支援の有効性 １．非常に有効

２．まあ有効

３．あまり有効でない

（あてはまる番号全てに○）

※同一番号で複数の支援先がある場
合は、複数ご記入ください。

具体的な支援元をご記入ください

（あてはまる番号１つに○）

（あてはまる番号全てに○）

（あてはまる番号全てに○）
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（すべての方におうかがいします）
問６　貴社が、環境関連等の技術開発に際し、活用したい行政や金融機関等はどこですか。
　　　　（あてはまる番号全てに○）　

○記入欄

支援元の種類 １．国 →

２．都道府県

３．市町村

４．金融機関

５．その他 →

支援内容 １．研究開発補助金

２．研究開発委託費

３．研究開発に要する設備購入に係る低利融資

４．研究開発に要する設備購入に係る税制優遇措置

５．その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支援対象技術分野 １．大気汚染対策技術

２．水質汚濁対策技術

３．土壌汚染対策技術

４．リサイクル技術

５．その他、非環境技術（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支援後の事業化イメージ １．自社既存商品に新技術を体化して活用

２．自社サービス支援技術として活用

３．自社新商品に新たな要素技術を体化して活用

４．新技術そのものを自社新商品として活用

５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

V．今後の環境関連技術開発における行政機関（国等）への要望等

（すべての方におうかがいします）
問７　貴社が今後、環境関連の技術開発を進めていく際に、地方自治体・産業支援機関、国への
　意見・要望 などありましたら、以下の空欄にご自由にご記入ください。 

（あてはまる番号全てに○）

※同一番号で複数の支援先がある場
合は、複数ご記入ください。

（あてはまる番号全てに○）

（あてはまる番号全てに○）

（あてはまる番号全てに○）

具体的な支援元をご記入ください
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Ⅵ．大学・公的研究機関保有技術の情報提供及びマッチングを目的としたイベント

（すべての方におうかがいします）
問８　本年度、関東経済産業局では別添のような技術シーズ集を作成しようと考えております。
　 この技術シーズ集完成後、本アンケート調査回答者に１冊送付する予定にしております。
　また、この技術シーズ集の内容のご紹介及び大学・公的研究機関とのマッチングを目的とした
　イベントを来年２月に開催することを予定していますが、貴社はこのイベントに参加したいですか。 
　（最もあてはまる番号１つに○）

　　　　以下の選択肢に○（単数回答） ○記入欄

１．ぜひ参加したい

２．条件が合えば、参加したい

３．参加したくない

（問８で選択肢２に回答した方におうかがいします）
(１)どのような条件が満たされれば、参加したいですか。希望する条件についてご回答ください。

○記入欄

希望する条件 １．開催場所 →

２．開催時間

３．開催曜日 →

４．開催内容 →

５．その他 →

ご協力ありがとうございました

（あてはまる番号全てに○）

希望する条件をご記入ください
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参考資料６：大学・公的研究機関の環境技術シーズ活用セミナーチラシ 
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参考資料７：大学・公的研究機関の環境技術シーズ活用セミナーアンケート様式  

「大学・公的研究機関の環境技術シーズ活用セミナー」 アンケート 

本日はご参加いただきまして、ありがとうございます。 今後の参考とさせていただくため、以下のアンケートにご協力の

程、お願いいたします。 

 

Q１ 本セミナーの開催を何でお知りになりましたか 【複数回答可】 

  １．関東経済産業局のホームページを見て  ２．関東経済産業局や事務局からの案内  ３．業界団体からの案内 

  ４．その他（メール配信先・イベント名等                                                  ） 

 

Q２ 本セミナーに参加された理由についてお聞かせください 【複数回答可】 

１．環境ビジネスに取り組んでいるから     ２．環境技術開発の産学連携に関心があるから  

３．知人・友人に勧められたから          ４．環境技術開発には取り組んでいないが関心があるから   

５．自社の環境対応を進めていきたいから   ６．講演者・参加者・主催者とのネットワーク作り  

７．その他（                                                                   ） 

 

Q３ 大学からのシーズ紹介は役に立ちましたか  

１．非常に役に立った ２．役に立った  ３．あまり役に立たなかった  ４．全く役に立たなかった ５．どちらとも言えない 

 

Q４ 業界団体からの情報提供は役に立ちましたか 

１．非常に役に立った ２．役に立った  ３．あまり役に立たなかった  ４．全く役に立たなかった ５．どちらとも言えない 

 

Q５ 本日配布した「環境技術シーズ集」は役に立ちそうですか 

１．非常に役に立ちそう ２．役に立ちそう  ３．あまり役に立たなそう  ４．全く役に立たなそう ５．どちらとも言えない 

 

Q６ 環境関連（大気汚染対策、水質汚濁対策、土壌汚染対策、リサイクル）技術開発への取組意向 【複数回答可】 

１．既に環境関連技術の開発に取り組んでいる  

２．環境関連技術開発への取組を予定している 

３．環境関連技術開発への取組予定はないが、これから考えてみたい 

４．環境関連技術開発への取組は考えていない 

５．過去に取り組んだが、現在は、環境関連技術開発には取り組んでいない 

 

Q７ 今後の環境関連技術開発に係る大学・公的研究機関との産学連携への取組意向 【複数回答可】 

１．既に、大学や公的研究機関等と連携しており、引き続き連携し、環境関連技術開発を進めていきたい 

２．今後、新たに大学や公的研究機関等と連携し、環境関連技術開発を進めていきたい 

３．大学や公的研究機関等との連携は考えていない 

４．現時点ではわからない 

 

Q８ 関東経済産業局に期待する環境ビジネス支援の内容 【複数回答可】 

１．産学共同研究  ２．ネットワーク（人脈）作り  ３．ビジネスマッチング  ４．資金調達  ５．販路開拓   

６．海外展開  ７．技術導入・コンサル  ８．知的財産（特許取得、知財経営、模倣品対策）   

９．環境対応設計・環境管理会計導入 １０．人材育成  １１．その他（                    ） 

 

Q９ ご関心のある環境ビジネスに関するテーマや講師、行政へのご意見・ご要望等がありましたらお書きください 

 

 

Q10 最後にご回答者についておうかがいします 

 １．企業 ２．産業支援機関 ３．自治体職員 ４．金融機関 ５．その他（           ） 

～アンケートへのご協力、誠にありがとうございました～ 会場出口にて回収します 
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参考資料８：大学・公的研究機関の環境技術シーズ活用セミナー当日配布資料 
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