中小企業の環 境ビジネスに役 立つ

大学・公的 研究機 関 の

環境技術シーズ集
中 小 企 業 の 環 境 ビ ジ ネ ス へ の 新 規 参 入・新 分 野 開 拓 に 役 立
つ 大 学・公 的 研 究 機 関 の 技 術 シ ー ズ を 紹 介 し て い ま す 。
大 気 汚 染 対 策 、水 質 汚 濁 対 策 、土 壌 汚 染 対 策 、リ サ
イク ル 推 進 に 役 立 つ 技 術 が い っ ぱ い で す 。
ぜ ひご 覧くだ さ い 。

はじめに
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
ましたが、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ります。
関東経済産業局では、地域や中小企業の大気汚染・水質汚濁・土壌汚染といった環
境課題への対応力の向上及び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、中小企業の環境関連技術・サービス分野におけるイノベーションの促
進や新事業の創出、また地域の牽引役となる中核企業の創出と成長に向けた取り組み
を行っております。
こうした中、当局では、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」の一
環として、大学・公的研究機関等が保有する環境関連技術について情報収集し、「大
学・公的研究機関の環境技術シーズ集」を作成いたしました。
具体的には、「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分野を対象とし、広域関東圏内に所在する大学や工業高等専
門学校が保有する技術シーズに加え、広域関東圏（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）内の公的研究機
関が保有する技術シーズのうち、研究者が中小企業との連携を希望しているもの、中
小企業による活用可能性が高いものを選定しました。
企業間・国際間の競争激化、国民の環境意識の高まり、さらに環境規制の強化など
を背景として、環境ビジネス分野において研究開発を積極的に進め、知的財産権を取
得するなどにより競争力を高めていくことは、事業活動を継続していく上で非常に重
要となります。
本環境技術シーズ集が、環境技術開発に取り組まれている中小企業の皆様や環境ビ
ジネスへの参入をご検討の皆様、さらに中小企業を支援している関係機関の皆様のお
役に立てれば幸いです。
最後に、本環境技術シーズ集の作成にあたり多大な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、技術シーズの選定にご尽力い
ただきました選定委員の皆様、ほか関係者の皆様に厚くお礼申し上げます。
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

大学・公的研究機関の環境技術シーズ集の活用にあたって
◎対象となる技術分野
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
◎環境技術シーズの選定
インターネット等により公表されている技術シーズを２００件程度収集し、新規性
／応用性／実現可能性／ビジネスの可能性（中小企業にとっての国内外の市場開拓、
顧客開拓の可能性）／中小企業との連携意向といった観点から選定しました。
◎研究者への連絡
ご関心のある技術について研究者へ連絡をされる場合は、「研究者情報」の「研究
者への連絡窓口」に記載のある部署又は担当者までご連絡ください。
研究者情報
研究者名
研究者所属先

研究者肩書

研究者への連絡窓口
住所
TEL
FAX
E-mail

◎大学・公的研究機関等との連携について
大学・公的研究機関等に対し技術相談や共同研究、施設・機器の利用をする場合、
多くのケースで費用が発生します。費用の有無や料金体系につきましては、各大学の
産学連携担当部署あるいは各公的研究機関の支援窓口までお問い合わせください。
また、産学連携には共同研究や受託研究等、いくつかの形態があります。連携をど
う進めるか、ご不明な点につきましても各大学の産学連携担当部署あるいは各公的研
究機関の支援窓口までお問い合わせください。
なお、国や地方自治体、支援機関等では技術開発のための各種補助金制度等をご用
意していますので併せてご活用ください。
＜参考＞
中小企業庁：経営サポート「技術革新・ＩＴ化支援・省エネ対策」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/index.html
関東経済産業局：エネルギー・温暖化対策に関する支援制度について
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/ondanka/shien_seido.html
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大気汚染対策技術

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
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技術概要
●大気汚染・花粉・アレルゲンの複合的情報提供システムの構築
・都市部や住宅地域における上
水質汚濁対策技術

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
情報サービスを提供
・実大気中のスギ花粉粒子、アレ
ルゲン含有粒子の飛散挙動、大
気浮遊粒子状物質の鉛直分布等

大気汚染・花粉・アレルゲンの複合的情報提供システムのイメージ

を把握

技術の用途イメージ

中小企業の方々に、お伝えしたい！
住宅地域における大気汚染や花粉・アレルゲンの計測や

気象予報の精度向上に資するツール

情報化システムのための分析機器設置などの共同プラン

土壌汚染対策技術

不動産の販売促進ツール

ニング、マーケティング等、共同研究や事業化のお手伝

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・不動産業：自社取扱物件エリアの販売促進ツールとし

いも可能です。

知的財産権等の情報
代表論文：(1) Release behavior of small sized
daughter allergens from Cryptomeria japonica

ての情報提供システムの開発
・気象予報会社：スギ花粉予報や光化学スモッグ予報等
を情報発信するための分析ツールの開発

pollen grains during ueban rainfall event,
Aerobiologia, Vol.28, (2012)

研究者名

王

研究者所属先

国立大学法人埼玉大学 大学院理工学研究科

研究者への連絡窓口

国立大学法人埼玉大学 大学院理工学研究科

リサイクル技術

研究者情報
青躍
研究者肩書
王

准教授

青躍

住所

〒 338-8570 埼玉県さいたま市桜区下大久保 255

TEL

０４８－８５８－３７３３

FAX

０４８－８５８－９１９７

E-mail

seiyo@mail.saitama-u.ac.jp
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可視光応答型光触媒装置
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可（実績：１件）

可（実績：１件）

不可

可

技術概要

技術の用途イメージ

●窒素ドープ酸化チタン担持フィルター

VOC処理装置用光触媒フィルターとして利用可能

・微粒子化した窒素ドープ酸化チタン・無機系吸着剤等

室内や自動車内で使用する空気清浄機として実用化可能

を担持させたフィルター、青色LED光源、送風ファ

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

ンを組み合わせた小型光触媒装置を試作。
・１時間の運転で約65％、2時間の運転では約70％の

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

アセトアルデヒドの除去に成功。

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・フィルターメーカー：VOC処理装置等向けフィル
ターの開発
・空気清浄機メーカー：室内や自動車内で使用する空気
清浄機等の開発

知的財産権等の情報

試作した光触媒装置
左：装置全体写真
右：装置と金属容器の組合せ例

代表論文：（1）栃木県産業技術センター「平成26年
度研究報告」（2015）
※装置に用いた「窒素ドープ酸化チタン」に関する特許
について
【特許番号】
第4862183号（登録日：平成23年11月18日）
【発明の名称】
光触媒用酸化チタンの製造方法及びチタニア／有機複
合体の製造方法
【特許権者】
国立研究開発法人物質・材料研究機構

アセトアルデヒド除去性能

研究者情報

2

研究者名

井田

恵司、竹澤

信隆

研究者所属先

栃木県産業技術センター

研究者への連絡窓口

栃木県産業技術センター技術交流部

研究者肩書

繊維技術支援センター、材料技術部

住所

〒 321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜 1 丁目 5 番 20 号

TEL

０２８－６７０－３３９１

FAX

０２８－６６７－９４３０

E-mail

sangise-sougou@pref.tochigi.lg.jp

大気汚染対策技術

希土類酸化物含有ゼオライトを用いた
排ガス浄化触媒
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

可（取得済）

可

可（実績：1 件）

可（実績：3 件）

可

技術概要

技術の用途イメージ

●低温で粒子状物質（PM）を酸化除去する触媒

カーボン燃焼触媒としての利用が可能

・ディ－ゼルエンジン排出ガス中の粒子状物質（PM）

DPF（ディーゼル・パティキュレート・フィルター）
用の粒子状物質（PM）酸化触媒として実用化

目詰まりを起こすため粒子状物質の酸化燃焼が必要。

紫外線吸収材としても利用が可能

水質汚濁対策技術

はフィルターでろ過処理されるが、ろ過しつづけると
・酸化セリウムナノ粒子分散ゼオライトを原料にした、

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

熱安定性、触媒活性に優れたPM酸化触媒。

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・環境機器メーカー：焼却炉排ガスの処理装置の開発
・自動車部品メーカー、セラミックスメーカー：DPF
用の粒子状物質（PM）酸化触媒の開発
・プラスチック部品メーカー、化粧品メーカー：紫外線
吸収性能をもつ製品の開発

排ガス処理フィルター
公益社団法人日本セラミックス協会HPより引用

土壌汚染対策技術

知的財産権等の情報
【特許番号】
第5750662号（登録日：平成27年5月29日）
【発明の名称】酸化セリウムナノ粒子－ゼオライト複合
体、その製造方法および紫外線遮蔽材としての利用
【特許権者】栃木県, 吉澤石灰工業株式会社
代表論文：（1）栃木県産業技術センター「平成27年
度研究報告」（2016）（2）栃木県産業技術センター
「平成26年度研究報告」（2015）
酸化セリウムナノ粒子分散ゼオライトのTEM写真

研究者情報
加藤

栄、金田

健、松本

泰治

研究者所属先

栃木県産業技術センター

研究者への連絡窓口

栃木県産業技術センター技術交流部

研究者肩書

住所

〒 321-3226

TEL

０２８－６７０－３３９１

FAX

０２８－６６７－９４３０

E-mail

sangise-sougou@pref.tochigi.lg.jp

リサイクル技術

研究者名

材料技術部

栃木県宇都宮市ゆいの杜 1 丁目 5 番 20 号

中小企業の環境ビジネスに役立つ大学・公的研究機関の環境技術シーズ集
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現場でのアスベスト迅速定性・定量手法
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可

不可

不可

不可

技術概要

技術の用途イメージ

●大気中アスベストを簡易かつ迅速に測定する手法

大気中や解体工事現場等でのアスベスト濃度の測定

・測定機に内蔵されたバックアップカートリッジを用

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

い、採取された試料を蛍光顕微鏡法で定性する測定法
・簡易かつ現場測定が可能
・定性分析は可能であるが、定量分析を行う場合は、濃

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。

度補正係数を設定する必要あり

・環境分析機器メーカー、環境分析サービス業、解体工
事業：より高精度の定量分析可能なアスベスト簡易迅
速測定法の現場での活用

知的財産権等の情報
代表論文：(1) 静岡県工業技術情報 No.87（2014）

簡易法測定機と新提案法の採取フィルター

研究者情報
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研究者名

太田良

和弘

研究者所属先

静岡県工業技術研究所

研究者への連絡窓口

静岡県工業技術研究所

研究者肩書
企画調整部

住所

〒 421-1298 静岡県静岡市葵区牧ケ谷 2078

TEL

０５４－２７８－３０２８

FAX

０５４－２７８－３０６６

E-mail

sk-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp

環境科

高性能 VOC センサの開発
大気汚染対策技術

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

可（出願済・取得済）

可

可（実績：1 件）

可

可

技術概要

技術の用途イメージ

●長期間メンテナンスフリーで、ガス判定機能を付与し

塗装工事業、印刷業、機械加工工場等での簡易操作型の

た高性能 PID （photo-ionization detector：光

VOC濃度測定
水質汚濁対策技術

イオン化検出器）を開発。

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

・電極の汚染に影響を受けない長寿命PID の実用化
試作機を設計製作し、性能を評価。試作機は低濃度

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

VOC を安定計測可能

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。

・電極間のUV 非照射領域の拡大により、ガス判定が可

・環境機器メーカー：簡易操作型のVOCセンサの開発

能に
本技術の内容・特徴

知的財産権等の情報
【特許番号】
第5779038号（登録日：平成27年7月17日）
【発明の名称】
揮発性有機物検出器及び揮発性有機物検出方法
土壌汚染対策技術

【特許権者】
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
【特許番号】

チャージ式イオン検出法の基本回路

第6017431号（登録日：平成28年10月7日）
【発明の名称】
イオン化ガス検出器及びイオン化ガス検出方法
【特許権者】
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
特願 2016-151279

実用化試作機

研究者名

平野

康之、篠田

研究者所属先

東京都立産業技術研究センター

研究者への連絡窓口

東京都立産業技術研究センター

リサイクル技術

研究者情報
勉
研究者肩書

城南支所

他

広報室

住所

〒 135-0064

TEL

０３－５５３０－２５２１

FAX

０３－５５３０－２５３６

E-mail

koho@iri-tokyo.jp

江東区青海 2-4-10

中小企業の環境ビジネスに役立つ大学・公的研究機関の環境技術シーズ集
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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
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

可（出願済）

可

可

可

可

技術概要
●1～2 nm のナノ細孔を持つ多孔質シリ
カ鋳型を用いて熱安定性を有するナノサ
イズのクロム（Cr 6+）種を合成しまし
た（ナノサイズの孔の外ではCr 6+は不

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ります。触媒燃焼法は
２５０～３５０℃程度の過熱を必要とし、吸着法は加熱すると１００℃前後から脱着が始まりま
す。本研究では、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
材料を開発しました。
反応・再生プロセス
鋳型細孔サイズによる生成Cr種の変化

安定で、徐々に安定なCr3+に変化）。

ゼオライト

・室温から高温反応条件まで幅広い温度帯
で機能する新しいVOC処理材料

室温～低温

本研究の メソポーラ
シリカ
スシリカ

（細孔サイズ） 0.5 nm
（生成するCr種）

高温（>350℃）

Cr6+

Cr6+

空気＋エタノール

Cr6+

15
分
後

Cr3+

Cr 3+

空気

再生

・Cr 種が粒状のシリカ細孔内に固定され
ており取り扱いが容易
＊実用的な使用時のCr 6+ の安全性につい
ては、現在検証している段階であること

１～２nm領域の細孔を有するシリカ鋳型内
でCr6+ 種が優先的に生成

Cr6+が酸化剤として作用し、VOCはコー
キング物質となって細孔内に蓄積

Cr3+は燃焼触媒として作用し、
コーキング物質を酸化分解

をご理解の上、ご検討をよろしくお願い
いたします。

加熱気流中でC6+が安定に再生

＊代替元素の検討も行っています。

本技術の内容・特徴

・環境機器メーカー：不定期に流れてくる小型VOCガ

技術の用途イメージ

ス処理装置の開発

高温多湿条件等の特殊環境下でのVOC処理

・フィルターメーカー：再生可能なVOCフィルターの
開発

再生可能なVOC フィルター
不定期に流れてくる小型VOC ガス処理装置

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

知的財産権等の情報
特開2016-043296

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

代表論文：染川 他: 平成27 年度都産技研研究成果発表

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。

会要旨集, p. 22

http://www.iri-tokyo.jp

研究者情報
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研究者名

染川

正一

研究者所属先

東京都立産業技術研究センター

研究者への連絡窓口

東京都立産業技術研究センター

研究者肩書
広報室

住所

〒 135-0064 江東区青海 2-4-10

TEL

０３－５５３０－２５２１

FAX

０３－５５３０－２５３６

E-mail

koho@iri-tokyo.jp

先端材料開発セクター

水素生成触媒、環境触媒の開発
大気汚染対策技術

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可（実績：1 件）

可（実績：1 件）

可（実績：1 件）

可

技術概要

技術の用途イメージ

●モデル触媒表面の創製・解析技術と実用触媒の調整・
分析技術を用いて、様々な触媒を開発。

水素製造プロセスへの水素生成触媒の導入
自動車排ガス触媒

する触媒やバイオエタノールの普及を見越したエタ
ノール改質触媒の開発
・環境触媒として、ディーゼル車の排ガス中から粒子状
物質（すす）や窒素酸化物を低温除去する触媒を開発

水質汚濁対策技術

・水素生成触媒として、一酸化炭素と水から水素を生成

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・化学産業：低コストな水素製造プロセスの開発
・廃棄物処理業、リサイクル業：バイオマス系廃棄物か
らの水素生成
・自動車部品製造業：アジア市場向け自動車排ガス触媒
の開発

中小企業の方々に、お伝えしたい！
土壌汚染対策技術

今後は、食物以外の物質からの水素生成（エネルギー生
モデル触媒表面創製・分析用装置の例（以下は超高真空装置）

産）触媒や、CO2を削減するための環境触媒、これらの
ことを太陽光（可視光）のみで対処できる光触媒など、
様々なテーマに対応していきたい。

知的財産権等の情報
代表論文：（1）自動車排ガスのための環境触媒
の開発（2001～2006）、(2)“Effect of barium
addition over palladium catalysts for CO-NO-O2
reactions”, K. Tanikawa, C. Egawa, J. Mol. Catal .

A , 349, 94-99 (2011).）

実用触媒分析装置の例

研究者名

江川

千佳司、岩井

研究者所属先

国立大学法人宇都宮大学大学院工学研究科

研究者への連絡窓口

国立大学法人宇都宮大学大学院工学研究科

リサイクル技術

研究者情報
秀和
研究者肩書

教授、助教

江川千佳司

住所

〒 321-8585

栃木県宇都宮市陽東７丁目 1-2

TEL

０２７－６８９－７０４７

FAX

０２７－６８９－７０４７

E-mail

egawa@cc.utsunomiya-u.ac.jp

中小企業の環境ビジネスに役立つ大学・公的研究機関の環境技術シーズ集
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繊維状アスベスト浮遊物の処理法
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

可（公開済）

可（実績：2 件）

可（実績：3 件）

可（実績：1 件）

可（実績：1 件）

技術概要

技術の用途イメージ

●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。
・マイクロ波発信器、導波管を備えたマイクロ波発生装
置に対し、導波管の先端の共振器内に放電管を配置し

建設現場での浮遊アスベスト処理、無害化

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

てマイクロ波プラズマを発生させる
・当該放電管内にアスベスト浮遊物を含む大気を導入し、
マイクロ波プラズマからの熱及び発生する活性種によっ
て、アスベスト浮遊物を変性（非針状化、無害化）する。

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・環境機器メーカー：小型マイクロ波プラズマ発生装置
など各種プラズマ発生装置を用いたプロセス開発

中小企業の方々に、お伝えしたい！
本研究室ではプラズマや超音波、溶融塩、溶融金属など
特殊反応場でのプロセスを開発し、環境保全、エネル
ギー開発、化学合成・材料合成などに応用すべく、研究
を行っております。

知的財産権等の情報
大気圧マイクロ波プラズマ発生装置の概要図

【特許公開番号】
特開第2010-239146号（公開日：平成22年10月21日）
【発明の名称】
繊維状アスベスト浮遊物の処理法
【発明者】
関口秀俊 、アウリアアウエルロース 、坂本竜二 、坂
本佳次郎

プラズマ処理後のアスベストの走査型電子顕微鏡写真

研究者情報
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研究者名

関口

秀俊

研究者所属先

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

研究者肩書

研究者への連絡窓口

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

教授

住所

〒 152-8552 東京都目黒区大岡山 2-12-1 大岡山南 4 号館 4 階 401C 号

TEL

０３－５７３４－２１１０

FAX

０３－５７３４－２１１０

E-mail

hsekiguc@chemeng.titech.ac.jp

大気汚染対策技術

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
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可

可

可

可

技術概要

技術の用途イメージ

●道路粉塵の有害性を高感度に評価するミミズを用いた
毒性試験法の開発

大気汚染物質、土壌、廃棄物などの固体試料の毒性評価
に活用可能
水質汚濁対策技術

・道路粉塵の毒性評価に、ミミズの忌避試験が有効との

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

実験結果を得た。
・動物実験が困難になる中、ミミズを用いた毒性試験法

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

へのニーズは高まることが予想される
・簡便かつ迅速(1時間〜2日間)で結果がわかる

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・環境分析業：大気汚染物質の毒性評価サービスの開発
・不動産業

：自社取扱物件の販売促進ツールの開発

中小企業の方々に、お伝えしたい！
東京高専では、産学連携を積極的に推進しています。物
質工学科が扱う化学は、環境・エネルギー問題の解決に
重要な役割を果たします。共同研究、技術相談等、積極

ミミズの忌避試験の模式図

土壌汚染対策技術

的に活用していただくことを期待します。

知的財産権等の情報
代表論文：（1）庄司良、並木辰也、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研究報告書第
47 号、2015

各道路粉塵試料の直接曝露忌避試験結果

研究者名

庄司

研究者所属先

東京工業高等専門学校物質工学科

研究者への連絡窓口

東京工業高等専門学校物質工学科

リサイクル技術

研究者情報
良
研究者肩書
庄司

准教授

良

住所

〒 193-0942 東京都八王子市椚田町 1220 − 2

TEL

０４２－６６８－５０７６

FAX

０４２－６６８－５０９９

E-mail

shoji@tokyo-ct.ac.jp

中小企業の環境ビジネスに役立つ大学・公的研究機関の環境技術シーズ集
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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
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可

可

可

可

技術概要
●ドローンを用いた先進的環境モニタリング手法
・上空など人が容易に行け
ない場所における、ド
ローン（無人航空機）を
用いた低層大気観測ロ
ボットを新規に開発。
・大気汚染物質の拡散メカ
ニズムや汚染源の特定、
汚染発生メカニズムの解
明に繋げることが可能。

ドローンを用いた先進的環境モニタリング手法のイメージ

技術の用途イメージ

中小企業の方々に、お伝えしたい！

不動産の販売促進ツール

住宅地域における大気汚染や花粉・アレルゲンの計測や

気象予報の精度向上に資するツール

情報化システムのための分析機器設置などの共同プラン
ニング、マーケティング等、共同研究や事業化のお手伝

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・不動産業：自社取扱物件エリアの販売促進ツールとし

いも可能です。

知的財産権等の情報
代表論文：(1) Release behavior of small sized
daughter allergens from Cryptomeria japonica

ての情報提供システムの開発
・気象予報会社：スギ花粉予報や光化学スモッグ予報等
を情報発信するための分析ツールの開発

pollen grains during ueban rainfall event,
Aerobiologia, Vol.28, (2012)

研究者情報
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研究者名

王

青躍

研究者所属先

国立大学法人埼玉大学 大学院理工学研究科

研究者への連絡窓口

国立大学法人埼玉大学 大学院理工学研究科
住所

〒 338-8570

TEL

０４８－８５８－３７３３

FAX

０４８－８５８－９１９７

E-mail

seiyo@mail.saitama-u.ac.jp

研究者肩書
王

青躍

埼玉県さいたま市桜区下大久保 255

准教授

廃酸利用による木質系 VOC 吸着材の開発
大気汚染対策技術

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可（実績：5 件）

可

不可

可

技術概要
●杉林の間伐材を原料にした燃料
であるバークペレットを燃料とし
水質汚濁対策技術

て使用する前に環境浄化材とし
て利用する技術
・杉林は間伐を施す必要があり、
その間伐材の有効利用製品とし
て、バークペレットを開発。
・燃料として使用する前のバーク
ペレットをVOC吸着材として
一次利用することで、利用価値
増大。
・無水酢酸による疎水化（アセチ

バークべレット概観（左：未処理

ル化）処理を施すことでVOC

右：無水酢酸処理後）

無水酢酸による疎水化処理でVOC吸着能力が向上するバークペレット

吸着性能はさらに向上。

知的財産権等の情報

家庭用VOC吸着材、業務用VOC回収装置内部品

土壌汚染対策技術

技術の用途イメージ

代表論文：特になし

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・家庭用環境資材メーカー：家庭用VOC吸着材の開発
・VOC回収装置メーカー：業務用VOC回収装置の開発

研究者情報
熊谷

知哉

研究者所属先

埼玉県産業技術総合センター

研究者への連絡窓口

埼玉県産業技術総合センター事業化支援室
住所

〒 333-0844

TEL

０４８－２６５－１３１２

FAX

０４８－２６５－１３３４

E-mail

sien@saitec.pref.saitama.jp

研究者肩書

リサイクル技術

研究者名

技術支援室化学技術担当

埼玉県川口市上青木３－１２－１８（SKIP シティ内）

中小企業の環境ビジネスに役立つ大学・公的研究機関の環境技術シーズ集
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光触媒複合材料
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

可（取得済）

可

可

不可

可

技術概要

技術の用途イメージ

●紫外光に加えて、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

水素発生
太陽エネルギー変換

開発

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

・鉄、シリコン、ゲルマニウム系の半導体材料と、金属
材料（金、銀及び銅からなる群から選択された少なく

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

とも１種の金属材料）との複合材料

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・機器メーカー： 水素発生

知的財産権等の情報
【特許番号】
第5906513号（登録日：平成28年4月1日）
【発明の名称】
光触媒複合材料
【特許権者】
神奈川県

いろいろな光触媒複合材料

研究者情報
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研究者名

秋山

賢輔、祖父江

和治、高橋

亮

研究者所属先

神奈川県産業技術センター

研究者への連絡窓口

神奈川県産業技術センター企画部企画調整課

研究者肩書

住所

〒 243-0435

神奈川県海老名市下今泉 705-1

TEL

０４６－２３６－１５００

FAX

０４６－２３６－１５２７

E-mail

m-fujii@kanagawa-iri.jp

ＶＯＣを分解する可視光応答型光触媒
大気汚染対策技術

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可

可

可

可

技術概要

技術の用途イメージ

●可視光応答型光触媒の開発と、それを大気・水環境浄
化へ応用する技術。

家屋、公共施設やオフィス内空気中の揮発性有害物質、
臭気成分の吸着・分解
低分子の水質汚濁物質の吸着・分解

水質汚濁対策技術

・可視光に対し活性を示す酸化タングステン系を用いる
ことで、室内や車内での有害物質の捕獲・分解が可能

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

・メソポーラス網目構造にすることでバルク体に比較し
て10倍以上の高効率化を達成

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・建材メーカー：VOCガスの吸着・分解特性をもった
室内建材の開発
・空気清浄器、浄水器メーカー：汚染物質の吸着剤・分
解触媒モジュールの開発

中小企業の方々に、お伝えしたい！
未利用の資源鉱物や原料となりえる無機廃棄物の産状と

土壌汚染対策技術

メソポーラス構造を有する光触媒

性状を明らかにし、それらを高機能性と環境制御性を兼
ね備えた素材・材料へ転換する最適な技術の開発をして
います。環境中の重金属吸着剤・不溶化剤の開発も実施
中。

知的財産権等の情報
代表論文：（1）複金属酸化物系のVOC酸化分解触媒/
吸着剤の調製と物性評価（2012）
光触媒の機能

研究者情報
山崎

淳司

研究者所属先

早稲田大学 創造理工学部

研究者への連絡窓口

早稲田大学 産学官研究推進センター

環境資源工学科

研究者肩書

リサイクル技術

研究者名

教授

住所

〒 162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 513 早稲田大学研究開発センター内

TEL

０３－５２８６－９８６７

FAX

０３－５２８６－８３７４

E-mail

contact-tlo@list.waseda.jp

中小企業の環境ビジネスに役立つ大学・公的研究機関の環境技術シーズ集

13

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
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可

可

可

可

技術概要
●アルマイト処理を施したアルマイト触媒を利用した環境浄化装置
・材料がアルミニウムであるため熱伝導性に優れ、省エネ化が可能。
・成形性が良く、複雑な形状の触媒が製造可能
・軽量化、リサイクル性にも優れる

アルマイト触媒の断面図
アルマイト触媒とは、中心に合金層、表面にアルミナ層
を持ち、アルミナ層に触媒金属を担持したプレート状の
触媒のこと。

技術の用途イメージ

中小企業の方々に、お伝えしたい！

VOC燃焼装置（アルマイト触媒を使ったVOC燃焼装置）

VOC・アルデヒド類・各種自動車排ガス等の触媒浄化

脱臭装置（アンモニアの分解装置）

技術、脱臭技術、オゾンおよびオゾン水殺菌技術、燃料

イオン発生装置（アルマイト触媒を使ったオゾン処理）

電池用改質触媒技術等の事業化に関心のある企業との共
同開発を希望。

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

知的財産権等の情報

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

代表論文：(1) Toshio Yamaguchi, Kazuya Aoki,

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。

Makoto Sakurai, Hideo Kameyama; “Development

・環境機器メーカー：VOC燃焼装置、脱臭装置、イオ

of   New Hybrid VOCs Treatment Process using

ン発生装置、アジア向け自動車排ガス浄化装置の開発

Activated Carbon and Electrically Heated

・燃料電池部品メーカー：燃料電池用触媒の開発

Alumite Catalyst”, JOURNAL OF CHEMICAL
ENGINEERING OF JAPAN, Vol.46 No.12  pp.802810(2013)

研究者情報
研究者名

亀山

秀雄

研究者所属先

国立大学法人東京農工大学

工学府

応用化学専攻

研究者への連絡窓口

国立大学法人東京農工大学

工学府

応用化学専攻

住所

〒 184-8588

TEL

０４２－３８８－７１５６
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名誉教授

東京都小金井市中町 2-24-16

FAX
E-mail

研究者肩書

tatkame@cc.tuat.ac.jp

名誉教授

大気汚染対策技術

亜臨界反応を用いた
コラーゲン排水処理技術
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可（実績：5 件）

可（実績：1 件）

不可

不可

技術概要

技術の用途イメージ

●コラーゲンの混入した排水（コラーゲン排水）の高
速、完全分解処理技術

県内にある大小400余りの水産加工場の排水処理コス
トや装置設置コストの削減を目指す

水まで分解し、有機分が残らない最適な反応温度、圧

他の有機系排水処理分野（下水汚泥処理、染色工場排水

水質汚濁対策技術

・過熱水蒸気中での水熱酸化技術を活用。二酸化炭素、

等）への応用

力、時間、酸素供給比の条件を決定。コラーゲン排
水中の炭素分を98%以上分解するためには380℃、
10MPa、20min、酸素供給比1.2が必要。
・一定量のMnO2触媒を用いると、TOC 分解率98%、

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

アンモニウムイオン、硝酸イオン、亜硝酸イオンの収

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。

率ゼロを実現。

・水処理機器メーカー：水産加工場向け廃水処理装置の
開発
・産業廃棄物処理業者：高速、低コストの有機系排水処
理装置の開発

土壌汚染対策技術

中小企業の方々に、お伝えしたい！
超臨界流体、亜臨界流体、およびこれらの流体を用いる
有望な応用分野の研究開発を行っています。

知的財産権等の情報
代表論文：（1）家畜ふん尿の超臨界水処理技術, 佐古
猛、岡島いづみ, 農林水産技術研究ジャーナル, Vol.27
P41-P47, （2004）

研究者情報
佐古

猛、岡島

いづみ

研究者所属先

国立大学法人静岡大学工学部化学バイオ工学科

研究者肩書

研究者への連絡窓口

国立大学法人静岡大学工学部化学バイオ工学科

岡島

住所

〒 432-8561 浜松市中区城北 3-5-1

TEL

０５３－４７８－１１６５

リサイクル技術

研究者名

教授、准教授

いづみ

FAX
E-mail

okajima.izumi@shizuoka.ac.jp

中小企業の環境ビジネスに役立つ大学・公的研究機関の環境技術シーズ集
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オゾンを利用した
化学系小規模排水処理装置
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可

可

可

可

技術概要

技術の用途イメージ

●有機性色素排水・水溶性高分子排水をオゾン処理で排

小規模化学工場の排水処理

水基準以下にする装置

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

・オゾン水製造に関する「コア技術」と、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

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

展させた技術
・排水基準以下の鉄塩を添加しオゾン処理を行うこと

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・化学メーカー：自社にカスタマイズされた小規模排水

で、水溶性高分子排水の処理が 1.6 倍促進される
・低コストでコンパクトな排水処理装置（初期費用

処理装置の開発
・水処理装置メーカー：化学系小規模排水処理装置の開

1,800万円の場合、償却年数は9.6年）

発

知的財産権等の情報
代表論文：（1）研究成果事例集（平成25年度実施
分）静岡県工業技術研究所、（2014）

有機性色素排水のオゾン処理

前後（左：処理前、右：処理後）

化学系排水のオゾン単独処理結果

研究者情報
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研究者名

岡本

哲志

研究者所属先

静岡県工業技術研究所

研究者への連絡窓口

静岡県工業技術研究所

研究者肩書
企画調整部

住所

〒 421-1221 静岡県静岡市葵区牧ケ谷 2078

TEL

０５４－２７８－３０２８

FAX

０５４－２７８－３０６６

E-mail

sk_kikaku@pref.shizuoka.lg.jp

環境科

海水中の環境汚染物質の浄化
大気汚染対策技術

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

可（取得済）

可（実績：2 件）

可

可

可

技術概要

技術の用途イメージ

●難分解性の有機化合物を速やかに分解・無害化すると
共に、重金属を吸着する微生物（耐塩性糸状菌）を用
・沿岸域や高塩濃度下の廃棄物に存在する各種染料、ノ

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

ニルフェノール、有機スズ化合物等有害かつ難分解性

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

の有機化合物（環境汚染物質）を速やかに分解・無害

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。

化し、Pb, Cu, Cd等を吸着する耐塩性糸状菌（SN-3

・薬剤メーカー：海洋汚染事故時の薬剤の開発

菌）を用いた環境修復方法を開発した。PCB、ダイ

・水処理装置メーカー：廃水浄化槽の開発

水質汚濁対策技術

いた環境浄化方法を提案する。

海洋汚染事故への適用、工場廃水の浄化

オキシン等にも対応可能と思われる。また、本菌は木
質バイオマスからのリグニン除去も可能である。

中小企業の方々に、お伝えしたい！
従来のバイオレメディエーション技術は、特定の化学物
質を対象とした例がほとんどですが、本発明技術は、
１種
類の微生物を用いて、複数の環境有害物質の浄化に適
用可能な点が特色です。SN-3菌は沿岸環境域より単離
土壌汚染対策技術

された微生物であり、遺伝子組み換え微生物ではないた
め、当該菌を用いたバイオレメディエーション技術は地球
にやさしく、低コストな環境汚染浄化技術となり得ます。

知的財産権等の情報
【特許番号】
第4734562号（登録日：平成23年5月13日）
【発明の名称】糸状菌及びこれを用いた環境浄化方法
【特許権者】国立大学法人東京海洋大学

研究者情報
濱田

奈保子

研究者所属先

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

研究者への連絡窓口

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

住所

〒 108-8477 東京都港区港南 4-5-7

TEL

０３－５４６３－０３８９

FAX

０３－５４６３－０３８９

E-mail

hsnaoko@kaiyodai.ac.jp

研究者肩書
濱田

リサイクル技術

研究者名

教授

奈保子

中小企業の環境ビジネスに役立つ大学・公的研究機関の環境技術シーズ集
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海藻凝集剤、植物系凝集剤
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可

可

可

可

技術概要
●海藻を原料にした凝集剤
・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。
・市販されているポリ塩化アルミニ
ウム（PAC）よりも高い性能。

技術の用途イメージ

中小企業の方々に、お伝えしたい！

土木工事や浚渫工事による河川の濁水処理

“海藻”から水をきれいにするための凝集剤の製造開発を

工場廃水の浄化、上水処理

行っており、製造工程と製品の両方を環境調和型とする
ことを主眼にしています。

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

知的財産権等の情報

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。

代表論文：(1) M. Enoki, S. Kaita, Y. Wakatsuki, Y.

・水処理機器メーカー：工場廃水、浄水場向け水処理装

Doi and T. Iwata: Oxidative degradation of cisand trans-1,4-polybutadienes by horseradish

置の開発

peroxidase/1-hydroxybenzotriazole, Polymer
Degradation and Stability, 84, 321-326 (2004) .

研究者情報
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研究者名

榎

牧子

研究者所属先

国立大学法人東京海洋大学

海洋科学部

海洋環境学科

研究者への連絡窓口

国立大学法人東京海洋大学

海洋科学部

海洋環境学科

住所

〒 108-8477 東京都港区港南 4-5-7

TEL

０３－５４６３－０６２８

FAX

０３－５４６３－０６９２

E-mail

enoki@kaiyodai.ac.jp

研究者肩書
榎

牧子

准教授

環境低負荷型クエン酸ニッケルめっき
大気汚染対策技術

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

可（取得済）

可

可

可

可

技術概要
●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
水質汚濁対策技術

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。
・微細で硬く、柔軟性に優れた皮膜
形成を実現
・溶存金属不純物の影響を受けにく
いめっき浴。
・ニッケルめっきを下地としたクロ
ムめっきの付きまわり性が良好
・従来浴と同じ設備および条件で同
等以上の特性を実現。
本技術の内容・特徴

・ホウ酸を使用しないためグリーン
調達に適合

土壌汚染対策技術

技術の用途イメージ

知的財産権等の情報

電気ニッケルめっき製品全分野

【特許番号】
第3261676号（登録日：平成13年12月21日）

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。

【発明の名称】
電気ニッケルめっき浴
【特許権者】
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

・めっき業：クエン酸ニッケルめっきプロセス、電子部
品用（コネクタ等）金めっきの下地ニッケルめっきプ
ロセスの導入

研究者名

浦崎

香織里、土井

研究者所属先

東京都立産業技術研究センター

研究者への連絡窓口

東京都立産業技術研究センター

リサイクル技術

研究者情報
正
研究者肩書

表面・化学技術グループ

広報室

住所

〒 135-0064 江東区青海 2-4-10

TEL

０３－５５３０－２５２１

FAX

０３－５５３０－２５３６

E-mail

koho@iri-tokyo.jp

中小企業の環境ビジネスに役立つ大学・公的研究機関の環境技術シーズ集
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環境負荷の少ない表面処理技術
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可

可

可（実績：約 150 件）

可

技術概要

技術の用途イメージ

●ポリシラザンコーティング剤によるコーティング

6価クロムフリー製品の製造が可能。（建築関係、ト

・6価クロム等の環境負荷物質を用いることなく、クロメー

ラック、重機、電設部品等）

ト表面処理と同等以上の耐食性能を持つ表面処理技術。

成膜技術を「めっき」以外の金属塗装の下地や印刷分野

・ポリシラザンコーティング剤は空気中の水と反応し、

等に応用

無機膜が形成する塗布型材料。基板材質や表面材質を

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

選ばない成膜が可能。

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・建設資材製造業、産業用機械器具部品製造業、輸送用
機械器具部品製造業：6価クロムフリー製品の開発
・金属塗装業、印刷業

：自社製造プロセスへの成膜技

術の活用

知的財産権等の情報
代表論文：（1）茨城県工業技術センター平成27年成
果集（2016）

塩水噴霧前後サンプル

（a）表面処理なし （b）
クロメート処理 （c）ポリシラザンコーティング

研究者情報

20

研究者名

大城

靖彦、岩澤

健太、安達

研究者所属先

茨城県工業技術センター

研究者への連絡窓口

茨城県工業技術センター

卓也
研究者肩書

先端技術部門部門長、主任、技師

産業連携室

住所

〒 311-3195 茨城県東茨城郡茨城町長岡 3781-1

TEL

０２９－２９３－７２１３

FAX

０２９－２９３－８０２９

E-mail

renkei2@kougise.pref.ibaraki.jp

大気汚染対策技術

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
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

可（出願済）

可

可

可

可

技術概要
●ホウ素の代替としてクエ
ン酸を用いた環境低負
水質汚濁対策技術

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。
・硫黄系皮膜改質剤等を用
いずに優れた外観を有す
る皮膜形成を実現
・従来法よりもめっき皮膜
の耐食性が良好
・ホウ素フリーの環境低負
荷型めっき浴
・ホウ酸を使用しないため
グリーン調達に適合

本技術の内容・特徴

土壌汚染対策技術

技術の用途イメージ

・めっき業：クエン酸ニッケルめっきプロセス、電子部
品用（コネクタ等）金めっきの下地ニッケルめっきプ

クエン酸ニッケルめっきの工業的用途拡大

ロセスの導入

電子部品用（コネクタ等）金めっきの下地ニッケルめっ

知的財産権等の情報

き全般

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

特開 2015-004094
代表論文：浦崎 他,平成26年度都産技研研究成果発表会

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

要旨集,p.77

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。

http://www.iri-tokyo.jp

研究者名

浦崎

研究者所属先

東京都立産業技術研究センター

研究者への連絡窓口

東京都立産業技術研究センター

リサイクル技術

研究者情報
香織里
研究者肩書

表面・化学技術グループ

広報室

住所

〒 135-0064 江東区青海 2-4-10

TEL

０３－５５３０－２５２１

FAX

０３－５５３０－２５３６

E-mail

koho@iri-tokyo.jp

中小企業の環境ビジネスに役立つ大学・公的研究機関の環境技術シーズ集
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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
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可

可

可

可

技術概要

技術の用途イメージ

●UASB/DHS 廃水処理法

食品工場、水産加工場の排水処理への適用

・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（排水中の有機物を嫌気性微生物の作用

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

でメタン、二酸化炭素に分解する処理法）を施した食

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

品加工工場排水を対象に UASB/DHS 排水処理実験

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。

を実施し、BOD および SS の処理特性を調査。除去

・水処理機器メーカー：食品工場や水産加工場向け排水

率の平均は BOD で 88%，SS で 91%と、BOD、

処理装置の開発
・産業廃棄物処理業者：低コストの有機系排水処理装置

SSともに良好な処理水質が得られた。

の開発

中小企業の方々に、お伝えしたい！
長岡技術科学大学との共同研究です。インドや東南アジ
アでは、実際に規模の大きな UASB/DHS 処理施設が
存在します。

知的財産権等の情報
代表論文：（1）UASB/DHS廃水処理システムによる
食品加工排水の処理特性, 浅野 憲哉、大槻 洸太、小野
心也、谷川 大輔、山口 隆司, 長野工業高等専門学校紀

実験プラント概略図

要 47巻（2013）

研究者情報
研究者名

浅野

憲哉

研究者所属先

長野工業高等専門学校

環境都市工学科

研究者への連絡窓口

長野工業高等専門学校

環境都市工学科

研究者肩書
浅野

住所

〒 381-8550 長野市徳間 716

TEL

０２６－２９５－７０９７

FAX
E-mail
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asanoken@nagano-nct.ac.jp

憲哉

講師

大気汚染対策技術

施肥方法を改善し、
硝酸態窒素による地下水汚染を軽減
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可

可

可

可

技術概要
●さとうきびへの施肥方法を改善することにより、硝酸態窒素に
よる地下水汚染を軽減し、作物の生産性を向上させる技術。
水質汚濁対策技術

・さとうきびの生長に応じた施肥を行うこと。すなわち、生育が
旺盛な時期に肥料成分が吸収・利用されるように、緩効性肥料
を利用する、あるいは速効性肥料を使用するとしても施肥時期
をより後期に移動させる。また植え付け時に化学肥料を施肥す
るのは不合理で、事前に元肥として緑肥かたい肥をすき込んで
おく。
・潅がいが導入された地域においては、適切な潅がい、すなわち
浸透水（重力水）を発生させず、肥料成分や土壌栄養を地下に
流さない潅がいを行う。
・さとうきび栽培において、栄養循環を重視した施肥・肥培管理
方法を構築する。例えば、製糖工場から排出される糖蜜の農地
還元利用、さとうきびの内生菌による窒素固定を考慮した施肥

肥料の種類による成分溶出パターンの違い

窒素技術を開発する。
土壌汚染対策技術

技術の用途イメージ

中小企業の方々に、お伝えしたい！

さとうきび生産への適用

企業の、また企業と共同で作製した肥料や土壌改良材を
用いて、特に地下水水質汚染を軽減しつつ作物の生産性

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

を向上させるための研究を行ってきています。今後も主
として熱帯・亜熱帯島嶼生態系保全に配慮した農業技術
確立に関する産学連携を目指したいと考えています。

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・肥料メーカー：さとうきびの内生菌による窒素固定を
考慮した施肥窒素技術の開発

知的財産権等の情報
代表論文：（1）サンゴの島々の窒素循環～持続的栽培に
向けたさとうきび施肥管理～, 砂糖類情報 , 2009年12月

研究者名

中西

研究者所属先

東京農業大学国際食料情報学部 国際農業開発学科

研究者への連絡窓口

東京農業大学国際食料情報学部 国際農業開発学科

リサイクル技術

研究者情報
康博

住所

〒 156-8502 東京都世田谷区桜丘 1-1-1

TEL

０３－５４７７－２４０５

FAX

０３－５４７７－４０３２

E-mail

ynaka@nodai.ac.jp

研究者肩書
中西

教授

康博

中小企業の環境ビジネスに役立つ大学・公的研究機関の環境技術シーズ集
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セレン汚染廃水浄化技術
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

可（取得済）

可

可

可

可

技術概要

技術の用途イメージ

●物質回収・循環型排水処理システム

銅を製錬した後の廃液や廃棄物焼却施設の排ガスからの

・微生物を用いて、排水・廃棄物などから固体セレン又

セレン回収

は気体セレンを効率的に回収する方法。

この他、レアメタルの回収も可能

・微生物（Pseudomonas stutzer i NT-I株）は、セレ
ン酸を亜セレン酸に効率的に還元し、さらに亜セレン
酸を元素態セレンへ還元する能力を有する。元素態セ
レンは水に不溶性であり、無毒である。

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・水処理機器メーカー：銅精錬後の廃液からのセレン回
収装置の開発
・廃棄物処理業：廃棄物焼却施設の排ガスからのセレン
回収装置の開発

中小企業の方々に、お伝えしたい！
微生物や植物が持つ代謝メカニズムを活用して新しい金
属捕捉バイオ素子の創製や、資源リサイクルバイオシス
テムを構築し、生物技術の持つ省資源・省エネルギー性、

回収された元素態セレンの写真

高い経済性と環境適合性を活かした新技術体系を確立し
て、金属類に関わる環境・資源問題の解決を目指します。

知的財産権等の情報
特許番号：特許第5874987号
特許権者：学校法人芝浦工業大学
発明の名称：セレンの回収方法資源化
発明者：山下光雄

廃水からセレンを回収する装置

研究者情報
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研究者名

山下

光雄

研究者所属先

芝浦工業大学

研究者への連絡窓口

芝浦工業大学研究推進室

研究者肩書
研究企画課

片野

陽子

住所

〒 135-8548 東京都江東区豊洲 3-7-5

TEL

０３－５８５９－８６６０

FAX

０３－５８５９－８６６１

E-mail

sangaku@ow.shibaura-it.ac.jp

教授

大気汚染対策技術

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
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

未取得

可

可

可

可

技術概要

技術の用途イメージ

●多環芳香族炭化水素の微生物分解

タンカー事故処理、下水処理場での油分分解処理

・毒性が強い多環芳香族炭化水素PAHs中でも発癌性が

汚染土壌浄化
水質汚濁対策技術

強いベンゾ(a)ピレンBAPや各種PAHsの分解菌を単

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

離し、石油汚染土壌や水圏の浄化能力を解析。
●強酸性環境を中和する酵母の解析と利用
・アミノ酸等のアミノ基を脱離してアンモニウムイオン

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

を生成する酵素を利用し、強酸性水を中和した後、ゼ

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。

オライト・リアクターによる過剰アンモニアの除去シ

・水処理薬剤メーカー、水処理機器メーカー：下水処理
場向け薬剤もしくは処理装置の開発

ステムを構築

・土壌改良剤メーカー：農家向け土壌浄化剤の開発

（補足）
1，PAHs(BAP)以外の有毒性有機化合物でも、新規に

中小企業の方々に、お伝えしたい！

分解菌を単離することができるため、ニーズより対応
可能である。

産業排水で汚れた沿岸海水や、寒海・深海・熱水等の極

新奇微生物である。必要に応じて、特許出願なども可

限環境、など様々な水圏環境から有用微生物を探索して

能である。

います。そして、それらの微生物の性質を解析し、微生

土壌汚染対策技術

2，強酸性環境を中和する酵母は、過去に報告例が無い

物がもっている酵素などの有用分子の構造や性質を化学

PAHS (多環芳香族炭化水素)の微生物分解

的・生化学的に解析して、環境保全・エネルギー生産・
バイオ産業などへ利用する研究をしています。

・PAHs、特にBAP（ベンゾ(a)ピレン）による水圏汚染
・石油の精製や化石燃料の不完全燃焼などによって発生

知的財産権等の情報

→石油精製プラントの排水やタンカー事故で流出した石油に含まれる
食物連鎖を介して人体へ取り込まれる危険性がある

BAP分解菌
の利用

Group1 (IARC)

代表論文：(1) 浦野直人ら, 水圏に生息する天然酵母の単

高い発がん性・催奇形性

NAP

PHE

PYL

BaP

易

生分解性

難

小

毒性

大

離と有効利用, 生物工学会誌, 94(6), 319-323 (2016)
(2) Okai, M., Kihara, I., Yokoyama, Y., Ishida, M., Urano, N.
Isolation and characterization of benzo[a]pyrenedegradating bacteria from Tokyo Bay area and
Tama River in Japan

FEMS Microbiol. Lett. 362,
リサイクル技術

fnv143 (2015)

研究者情報
研究者名

浦野

直人

研究者所属先

国立大学法人東京海洋大学学術研究院海洋環境学部門

研究者肩書

研究者への連絡窓口

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

住所

〒 108-8477 東京都港区港南 4-5-7

TEL

０３－５４６３－０５８８

FAX

０３－５４６３－０５８９

E-mail

urano@kaiyodai.ac.jp

教授

直人

中小企業の環境ビジネスに役立つ大学・公的研究機関の環境技術シーズ集
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創・省エネルギー次世代型有機性廃水・
廃棄物処理技術
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可（実績：30 件）

可（実績：20 件）

可（実績：20 件）

可（実績：10 件）

技術概要
●UASB/DHS 廃水処理法
・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。
・UASBとDHSを組み合わせることで、1)余剰汚泥の発生量削減が図れる、2)良好な処理水質が得られる（活性汚泥
法と同等の水質）、3)創・省エネルギーが可能となる。
・DHSはばっき不要のため、運転エネルギーを削減できる。回収したメタンガスをエネルギーとして再利用可能。
UASB（Upflow Anaerobic Sludge Blanket）

技術の用途イメージ
・食品工場等の排水処理・水再生への適用
・陸上養殖・海洋生物飼育水管理への適用
・コミュニティの排水処理
・揮発性のガス処理、脱臭、など

26

DHS(Downflow Hanging Sponge)

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
大気汚染対策技術

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、これ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・水処理機器メーカー：食品工場や水産加工場向け排水処理装置の開発
・産業廃棄物処理業者：低コストの有機系排水処理装置の開発
・飼料メーカー

：有用菌を多量に含有する飼料の製造プロセス開発

・陸上養殖事業者

：完全陸上養殖を可能にする海水再生プロセスの開発

有用菌を多量に含有する飼料の製造プロセス開発

水処理・水再生技術の国内外展開（連携事例）

水質汚濁対策技術

バイオエタノール製造工程廃水再生プラント

土壌汚染対策技術

中小企業の方々に、お伝えしたい！
廃水処理技術は、環境中に存在する様々な微生物の働きを人工的に集中・促進させ、利用しているため、微生物の動
態・生態の解明も重要であり、それらの解明に向けた解析も積極的に行っている。要は，経験・ノウハウ。

知的財産権等の情報
著書：山口隆司，幡本将史，中村明靖，多川正，山崎慎一、排水・汚水処理技術集成〈vol.2〉発刊：（株）エヌ・
ティー・エス

ISBN 978-4-86469-081-2（第２編

処理技術研究の最前線、第1章 生物処理技術 総

説

―嫌気

性生物処理を中心に―、分担執筆）2013年12月、その他：査読付き学術論文150以上

研究者情報
山口

研究者所属先

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

研究者への連絡窓口

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

リサイクル技術

研究者名

隆司

住所

〒 940-2188

TEL

０２５８－４７－９６１２

FAX

０２５８－４７－９６１２

E-mail

ecoya@vos.nagaokaut.ac.jp

研究者肩書
山口

教授

隆司

新潟県長岡市上富岡町 1603-1

中小企業の環境ビジネスに役立つ大学・公的研究機関の環境技術シーズ集
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低温域水熱処理を利用した
余剰汚泥減容化装置
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可

可

可

可

技術概要
●高温高圧水で余剰汚泥を溶かす
装置
・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
・現有の余剰汚泥減容化技術が抱
える薬剤等の使用により運転コ
ストがかさんだり、処理過程で
難分解性物質が新たに生成する
等の課題を解消
・低コスト（初期コスト 5,000 万

試作した余剰汚泥減容化装置

余剰汚泥の減容化前後

（左：処理前、右：処理後）

円の場合、 4.4 年で償却可能）

技術の用途イメージ

知的財産権等の情報

各種産業排水処理で発生する余剰汚泥の減容化プロセス

代表論文：（1）研究成果事例集（平成26年度実施

への適用

分）、静岡県工業技術研究所、（2015）

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・各種製造業：自社排水処理にカスタマイズされた余剰
汚泥減容化装置の開発
・水処理装置メーカー：様々な産業排水分野向け余剰汚
泥減容化装置の開発

研究者情報
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研究者名

岡本

哲志

研究者所属先

静岡県工業技術研究所

岡本哲志

研究者への連絡窓口

静岡県工業技術研究所

企画調整部

研究者肩書

住所

〒 421-1298 静岡県静岡市葵区牧ケ谷 2078

TEL

０５４－２７８－３０２８

FAX

０５４－２７８－３０６６

E-mail

sk-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp

環境科

大気汚染対策技術

電気化学プロファイルによる
水質評価解析システム
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

可（取得済）

可（実績：5 件）

可

不可

可

技術概要
●電気化学プロファイルの集積が重要
・様々な水溶性成分の電気化学測定を行う
水質汚濁対策技術

ことで電気化学プロファイル（印加電圧
と出力電流の関係式）が得られる。
・様々な水溶性成分の電気化学プロファ
イルの印加電圧値に対する相関係数
（様々な組成比のめっき液に含まれる
目的成分の濃度と出力電流値との相関
係数）との関係データを蓄積。
・上記データ蓄積をもとにした重回帰式
を用いて、出力電圧値から目的成分濃
度の予測が可能。
・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可能。

印加電圧と相関係数（目的成分の濃度

電気化学プロファイルを用いた水質評価

と出力電流値との相関係数）の関係

・水質測定サービス業

土壌汚染対策技術

技術の用途イメージ

：河川、湖沼、海域の簡易か

つ安価な水質濃度測定機器の開発

めっき、染色、食品等の産業排水中の環境汚染物質濃度
の把握
河川、湖沼、海域の環境水中の環境汚染物質濃度の把握

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

知的財産権等の情報
代表論文：（1）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、熊谷知哉、関根正裕、埼玉県
産業技術総合センター研究報告第13巻（2015）、(2)

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

電気化学プロファイルによる水質評価解析システムの

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。

開発、埼玉県産業技術総合センター研究報告、11、

・水質測定機器メーカー

（2013）

：めっき業、染色業、食品産

業等向け簡易かつ安価な水質濃度測定機器の開発

研究者名

熊谷

知哉、関根

研究者所属先

埼玉県産業技術総合センター

研究者への連絡窓口

埼玉県産業技術総合センター事業化支援室

リサイクル技術

研究者情報
正裕
研究者肩書

教授技術支援室化学技
術担当、技術支援室長

住所

〒 333-0844 埼玉県川口市上青木 3-12-18（SKIP シティ内）

TEL

０４８－２６５－１３１２

FAX

０４８－２６５－１３３４

E-mail

sien@saitec.pref.saitama.jp
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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
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

可（出願済）

可

可

可

可

技術概要

技術の用途イメージ

●ナノ・マイクロバブル発生装置

水の浄化、半導体や繊細な素材の洗浄

・先端穴径30μmのキャピラリーと圧電振動素子を接

天然ガスナノ・マイクロバブルを用いた高効率なハイド

着・複合させた圧電振動ノズルを製作。これによりナ

レード製造

ノ・マイクロバブルの粒径を均一に吐出可能。

難燃油へ酸素ナノ・マイクロバブルを注入し、燃焼効率

・水槽に圧電振動ノズルを入れ、アルゴンガスを流入し

向上

圧電素子を振動させ、圧電振動ノズルからナノ・マイ

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

クロバブルを発生させる装置開発。

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・水処理機器メーカー：金魚、熱帯魚等ペット鑑賞用水
槽向け水浄化装置の開発
ナノ・マイクロバブル利用排水処理装置の開発

中小企業の方々に、お伝えしたい！
ナノ・マイクロバブルは様々な用途での利用が可能です。

製作した圧電振動ノズル

知的財産権等の情報
【特許出願公開番号】
特開2014-76443号（登録日：平成26年5月1日）
【発明の名称】
微小バブル発生装置、微小吐出孔ノズル及びその製造
方法
【発明者】鈴木薫
ナノ・マイクロバブル発生装置

研究者情報
研究者名

鈴木

薫

研究者所属先

日本大学理工学部電気工学科

研究者への連絡窓口

日本大学理工学部電気工学科

研究者肩書
鈴木

薫

住所

〒 101-8308 東京都千代田区神田駿河台 1-8-14

TEL

０３－３２５９－０７７０

FAX
E-mail
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suzuki.kaoru@nihon-u.ac.jp

教授

廃水浄化装置
大気汚染対策技術

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

可（取得済）

可

可（実績：１件）

不可

可

技術概要

技術の用途イメージ

●動力源を必要とせず、小さなメンテナンス頻度で稼働

重金属類を含有する廃水の浄化処理に利用可能

できる廃水浄化装置
水浄化装置で、廃水を入水口から連続供給した際に、
廃水が前室から隔壁を通過して後室に流れる簡素化さ

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

れた構造であるため、稼働のための動力源を必要とせ

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。

ず、廃棄物の発生量が少なく、小さなメンテナンス頻

・水処理機器メーカー：重金属類を排出する事業者向け

水質汚濁対策技術

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

・廃水中の金属をゼオライトによって吸着・浄化する廃

廃水処理装置の開発

度で稼動できる廃水浄化装置。

知的財産権等の情報
【特許番号】
第4831580号（登録日：平成23年9月30日）
【発明の名称】
廃水浄化装置
土壌汚染対策技術

【特許権者】
栃木県, 古河産機システムズ株式会社

廃水処理装置の構造図

研究者情報
磯

文夫、吉葉

光雄、興野

雄亮、伏木

研究者所属先

栃木県産業技術センター

研究者への連絡窓口

栃木県産業技術センター技術交流部

徹
研究者肩書

リサイクル技術

研究者名

県南技術支援センター

住所

〒 321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜 1 丁目 5 番 20 号

TEL

０２８－６７０－３３９１

FAX

０２８－６６７－９４３０

E-mail

sangise-sougou@pref.tochigi.lg.jp
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排水中の成分除去・回収システム
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可（実績：20 件）

可（実績：3 件）

可（実績：2 件）

可（実績：4 件）

技術概要

技術の用途イメージ

●物質回収・循環型排水処理システム

フッ素含有産業排水を対象としたフッ素回収（回収物：

・晶析現象を利用するため、沈殿と比較して、目的の物

フッ化カルシウム）

質を選択的に高純度結晶の形で回収可能。

この他、ホウ酸やヒ素、廃棄物からの目的成分の分離も

・得られる結晶がミリメートルオーダーの大きさである

可能

ため、取扱が容易

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・水処理機器メーカー：ホウ素やヒ素、フッ素回収装置
の開発
・化学メーカー：フッ素含有排水からのフッ素回収装置
の開発
・半導体メーカー：フッ素含有排水からのフッ素回収シ
ステムの導入

中小企業の方々に、お伝えしたい！
食品や医薬品の精製、結晶構造制御等にも応用可能な知

回収されたフッ化カルシウム2mm

見を有しています。

知的財産権等の情報
代表論文：平沢

泉、環境晶析の現状と今後の課題、化

学工学、第79巻、第12号

2-5

(2015)

研究者情報
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研究者名

平沢

泉

研究者所属先

早稲田大学

理工学術院

応用化学専攻

研究者への連絡窓口

早稲田大学

理工学術院

応用化学専攻

研究者肩書
平沢

住所

〒 169-8555 新宿区 大久保 3-4-1

TEL

０３－５２８６－３２１５

FAX

０３－３２０８－６８９６

E-mail

izumih@waseda.jp

泉

教授

大気汚染対策技術

微生物燃料電池技術を用いた
水環境改善技術
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

可（出願済）

可（実績：3 件）

可

可

可

技術概要

技術の用途イメージ

●微生物燃料電池

慢性的に底質が悪化した(or悪化しやすい)水環境への環

・汚染底質を取り除くのではなく、底質微生物活性の向

境悪化抑制対策として常時設置可能
硫化水素といった悪臭ガスも生成抑制が出来るので周辺

・従来技術に比べ周辺環境への影響を大幅に低減（環境

水質汚濁対策技術

上により底質改善を行う技術

環境保全技術として利用可能

負荷が低い）
・ランニングコストが低く、一度適用を行えば長期間に
わたり底質改善効果が期待できる

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、小規模環境への適用システムの構築(環境関係
メーカーや炭素材料関連メーカー)や長期運転に関するシ
ステム構築(水処理などの環境関係メーカー)といったテー
マでの連携が可能ですし、これ以外のテーマも歓迎します。

中小企業の方々に、お伝えしたい！
上記の底質環境改善だけではなく様々な水環境へ適用を
土壌汚染対策技術

目指して、微生物燃料電池に関する研究を複数進めてい
ます。例えば、創エネ・低環境負荷型の廃水処理技術の
確立を目指して、有機物だけでなく窒素にも対応可能な
バイオカソード型微生物燃料電池といった研究開発も進
めています。広くご相談下さい。

知的財産権等の情報
【特許出願番号】
特願2015-50709号（出願日：平成27年3月13日）
【発明の名称】底質改善方法及び底質改善装置
【発明者】珠坪一晃、牧秀明、窪田恵一

研究者名

窪田

研究者所属先

国立大学法人群馬大学大学院

理工学府

環境創生部門

研究者への連絡窓口

国立大学法人群馬大学大学院

理工学府

環境創生部門

リサイクル技術

研究者情報
恵一

住所

〒 376-8515 群馬県桐生市天神町 1-5-1

TEL

０２７７－３０－１６３３

研究者肩書
助教

窪田

助授

恵一

FAX
E-mail

kubotak@gunma-u.ac.jp
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微生物（群）を用いた環境の浄化、改善
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

可（取得済）

可（実績：６件）

可（実績：５件）

可（実績：２件）

可（実績：１件）

技術概要

技術の用途イメージ

●有機溶媒中で増殖する微生物

土壌、海洋の油汚染処理、廃水処理など

・水／有機溶媒の二相系において、有機相の内部に潜り

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

込んで増殖し、難分解性の有機化合物を速やかに分
解・無害化する微生物およびその制御技術

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・各種建設、廃水処理会社：バイオレメディエーショ
ン、廃水処理用の微生物製剤の開発

中小企業の方々に、お伝えしたい！
微生物（群）を利用した環境浄化技術をより科学的に説
明することを可能とします。

知的財産権等の情報
【特許番号】

プリスタン粒子内部に潜り込んで増殖する微生物の様子（位相差顕
微鏡観察）。一方でドデカン粒子では界面に微生物が存在するよう
に、各種方法で微生物の存在位置を制御できる。

特許第4877900号（登録日：2011年12月9日）
【発明の名称】
炭化水素の処理方法および炭化水素の処理システム
【特許権者】
中嶋睦安, 砂入道夫, 岩淵範之, 来住絵美
に関する3件の関連特許を取得済み

研究者情報
研究者名

岩淵

範之

研究者所属先

日本大学生物資源科学部

研究者への連絡窓口

日本大学生物資源科学部

研究者肩書
岩淵

範之

住所

〒 252-0880 神奈川県藤沢市亀井野 1866

TEL

０４６６－８４－３３５４

FAX
E-mail
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iwabuchi.noriyuki@nihon-u.ac.jp

准教授

本技術に関

大気汚染対策技術

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
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可

可

可

可

技術概要

技術の用途イメージ

●空気を原料にして得られるオゾンをナノバブルにした

食品加工工場での殺菌、水産加工工場や家畜飼育時の脱臭

オゾン水製造技術
よく発生。
・オゾンをナノバブルにすることで、水中にオゾンを安

水質汚濁対策技術

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

・アルマイト放電電極を使用し、空気からオゾンを効率

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。

定して存在させることが可能。
・生成するオゾン水は、優れた殺菌、脱臭、脱色機能を

・環境機器メーカー：オゾン水殺菌装置の開発
・食品製造業：自社製造プロセスに最適なオゾン水殺菌

有する。

システムの開発

中小企業の方々に、お伝えしたい！
VOC・アルデヒド類・各種自動車排ガス等の触媒浄化
技術、脱臭技術、オゾンおよびオゾン水殺菌技術、燃料
電池用改質触媒技術等の事業化に関心のある企業との共
土壌汚染対策技術

同開発を希望。

知的財産権等の情報
代表論文：特になし
オゾン水発生装置システム図

研究者情報
亀山

秀雄

研究者所属先

国立大学法人東京農工大学

工学府

応用化学専攻

研究者への連絡窓口

国立大学法人東京農工大学

工学府

応用化学専攻

研究者肩書

リサイクル技術

研究者名

名誉教授

名誉教授

住所

〒 184-8588 東京都小金井市中町 2-24-16

TEL

０４２－３８８－７１５６

FAX
E-mail

tatkame@cc.tuat.ac.jp
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土壌中のセシウムの抽出除去技術の開発
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可（実績：1 件）

可

可、但し共同研究のみ

不可

技術概要

技術の用途イメージ

●土壌中のセシウムの抽出除去技術

放射能で汚染された土壌の浄化

・キレート剤を添加した超臨界二酸化炭素によるセシウ

重金属で汚染された土壌の浄化

ムの抽出・除去。

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・環境機器メーカー：キレート剤を添加した超臨界二酸
化炭素によるセシウムの抽出・除去装置の開発

中小企業の方々に、お伝えしたい！
超臨界二酸化炭素とは？

超臨界流体、亜臨界流体、およびこれらの流体を用いる
有望な応用分野の研究開発を行っています。

知的財産権等の情報
代表論文：（1）キレート剤を添加した超臨界二酸化
炭素によるセシウムの抽出・ 除去、佐古猛, 岡島いづ
み,青木良介、化学工学会第46回秋季大会 (2014年9
月），(2014)

セシウムの抽出・除去の原理

研究者情報
研究者名

佐古

猛

研究者所属先

国立大学法人静岡大学工学部化学バイオ工学科

研究者肩書

研究者への連絡窓口

国立大学法人静岡大学工学部化学バイオ工学科

岡島いづみ

住所

〒 432-8561 浜松市中区城北 3-5-1

TEL

０５３－４７８－１１６５

FAX
E-mail
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okajima.izumi@shizuoka.ac.jp

教授

大気汚染対策技術

廃棄物（副産物）や植物を利用した
土壌汚染対策
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可（実績：1 件）

可（実績：6 件）

可

可

技術概要

技術の用途イメージ

●廃棄物を利用した土壌環境修復技術

植物を利用した土壌浄化

・建設発生土，廃棄物（副産物）や植物を利用した技

廃棄物を利用した重金属吸着材

・化学物質で汚染された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。

水質汚濁対策技術

術。

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

・低コスト、低エネルギーの技術。

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・廃棄物処理業：廃棄物を利用した重金属吸着材の開
発，廃棄物からの有用元素の回収と利用

中小企業の方々に、お伝えしたい！
重金属類で汚染された地盤・土壌の植物や副産物を利用
した環境修復と地盤・土壌の再利活用を目指した研究開
発を行っています．
土壌汚染対策技術

植物を利用した土壌汚染浄化方法

知的財産権等の情報
代表論文：（1）下水汚泥灰から回収されたアパタイ
ト，処理灰の鉛収着能と収着資材としての可能性，加
藤雅彦，松岡秀明，服部哲也，佐藤 健，土木学会論文
集G(環境)，Vol. 69，No. 7，pp．Ⅲ_281-Ⅲ_290，
(2013)

廃棄物を利用した重金属吸着材

研究者名

加藤

研究者所属先

明治大学農学部 農芸化学科土壌圏科学研究室

研究者への連絡窓口

明治大学農学部 農芸化学科土壌圏科学研究室

リサイクル技術

研究者情報
雅彦
研究者肩書

専任講師

加藤 雅彦

住所

〒 214-8571 神奈川県川崎市多摩区東三田 1-1-1

TEL

０４４－９３４－７１０１

FAX
E-mail

mkatoh@meiji.ac.jp

中小企業の環境ビジネスに役立つ大学・公的研究機関の環境技術シーズ集
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放射性物質吸着剤

安価で高耐久性

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（取得済）

可

可

可

可

技術概要
●セシウムやストロンチウムなどの放射性物
質向けに、安価で耐久性を高めた吸着剤を
開発
・シリカやアルミナを主成分とするジオポリ
マーの陽イオン交換能力に着目し、ジオポ
リマー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。
・1キログラム当たり600円程度で発売。
放射性物質吸着剤を用いた処理フロー

技術の用途イメージ

中小企業の方々に、お伝えしたい！

汚染土などの中間貯蔵施設で放射性物質の外部漏えいを

ナノ多孔体の合成・構造・機能に関する化学と工学を基

防ぐ用途

盤として、新しいエネルギー変換、物質変換を可能とす

除染地域での未除染エリア（森と水田の境界部分）での

る触媒と、大規模な省エネルギーを実現する分離技術の

利用

開発研究に注力しています。また、環境浄化、修復材料
とプロセス技術にも挑戦しています。

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

知的財産権等の情報

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。

多孔体及びその製造方法、特願2001-235255、松方

・薬剤メーカー：放射性物質吸着剤の開発

正彦、小倉賢、豊田中研

研究者情報
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研究者名

松方

正彦

研究者所属先

早稲田大学先進理工学部応用化学科

研究者への連絡窓口

早稲田大学先進理工学部応用化学科

研究者肩書

教授

松方正彦

住所

〒 169-8555 東京都新宿区大久保 3-4-1 早稲田大学西早稲田キャンパス

TEL

０３－５２８６－３８５０

FAX

０３－５２８６－３８５０

E-mail

mmatsu@waseda.jp

大気汚染対策技術

アルミニウム合金スクラップの
迅速種別判定法
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可

可

依頼試験のみ可

可

技術概要
●アルミニウム合金スクラップの識
別方法について、可搬型蛍光X線
水質汚濁対策技術

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技術。
・反発式硬度計で測定したリーブ硬
さを用いて1000系と6000系合
金の硬さを明確に識別
・蛍光X線分析にリーブ硬さを補
助的に用いることで、1000系と
6000系合金のスクラップが識別
可能
本技術の内容・特徴

技術の用途イメージ
アルミニウムのリサイクル

代表論文：湯川泰之、山田健太郎、上本道久、第24

金属材料の材料分析

回廃棄物資源循環学会研究発表会講演論文集2013、

土壌汚染対策技術

知的財産権等の情報

p.233-234

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・リサイクル事業者：リサイクル現場におけるアルミニ
ウム合金選別

研究者情報
湯川

泰之、山田

健太郎、上本

研究者所属先

東京都立産業技術研究センター

研究者への連絡窓口

東京都立産業技術研究センター

道久、竹澤

勉、伊藤

清

研究者肩書

城南支所

リサイクル技術

研究者名

他

広報室

住所

〒 135-0064 江東区青海 2-4-10

TEL

０３－５５３０－２５２１

FAX

０３－５５３０－２５３６

E-mail

koho@iri-tokyo.jp

中小企業の環境ビジネスに役立つ大学・公的研究機関の環境技術シーズ集
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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
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

可（取得済）

可（実績：30 件）

可（実績：10 件）

可、但し共同研究のみ
（実績：10 件）

不可

技術概要
●環境に負荷のない超臨界～亜臨界
状態の「水」を溶媒として用いる
難処理のプラスチック廃棄物のリ
サイクル技術
・従来はリサイクルが困難だった廃
プラスチックを高効率で原料モノ
マーや燃料ガスへ変換。
・充填材として含まれる無機繊維な
どを熱劣化させずに回収可能。

超臨界水ガス化・水素製造装置のプロセスフロー

亜臨界水による多層フィルムのリサイクル

●亜臨界または超臨界流体を用い
てCFRP（炭素繊維強化プラス
チック）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。
・水やアルコールを亜臨界または超
臨界状態にしてCFRPを処理する
ことで、複合プラスチックのリサ
イクルが可能に。
・炭素繊維を劣化せずに回収し、再
利用することが可能。

技術の用途イメージ
・従来はリサイクルが困難で産業廃棄物処理に回されていた廃プラスチックを、原料モノマーや燃料ガスに変換可能
技術の適用イメージ例
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対象となるプラスチックの発生源

プラスチックの性状

処理後、回収できるプラスチック

自動車、二輪車の部品製造メーカー

炭素繊維強化プラスチック

炭素繊維、熱硬化性樹脂

プラスチック材料メーカー、
加工メーカー

多層フィルム

構成ポリマーやモノマー原料

廃自動車、廃家電製品、
廃電線の処理工程

プラスチック混合物
臭素化難燃プラスチック

構成ポリマーやモノマー原料

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、これ以外のテーマでの連携も歓迎します。

大気汚染対策技術

●

・産業廃棄物処理業者：低コストの炭素繊維プラスチックやシュレッダーダストのリサイクルシステムの開発

水質汚濁対策技術

炭素繊維、可塑化樹脂とも再利用可能

引張り強度、せん断強度ともに新品と遜色なし

中小企業の方々に、お伝えしたい！
超臨界流体、亜臨界流体、およびこれらの流体を用いる有望な応用分野の研究開発を行っています。

土壌汚染対策技術

知的財産権等の情報
【特許番号】第3069688号

【特許番号】第5494977号

（登録日：平成12年5月26日）

（登録日：平成26年3月14日）

【発明の名称】プラスチック多層成形品の分解方法及び

【発明の名称】熱硬化エポキシ樹脂の再生成方法

付加重合体固形物の油化方法
【特許権者】工業技術院長

【特許権者】国立大学法人静岡大学

研究者名

佐古

猛、岡島

研究者所属先

国立大学法人静岡大学大学院総合科学技術研究科工学専攻

研究者への連絡窓口

国立大学法人静岡大学大学院総合科学技術研究科工学専攻

リサイクル技術

研究者情報
いづみ

住所

〒 432-8561 浜松市中区城北 3-5-1

TEL

０５３－４７８－１１６５

FAX

０５３－４７８－１１６５

E-mail

okajima.izumi@shizuoka.ac.jp

研究者肩書
岡島

教授、准教授

いづみ

中小企業の環境ビジネスに役立つ大学・公的研究機関の環境技術シーズ集
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アルミニウム切削屑の固相リサイクル手法
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可

可

不可

可

技術概要

技術の用途イメージ

●アルミニウム切削屑を圧密した前駆体をコンテナに投

金属資源の省エネルギー循環プロセスを支える技術とし

入し、屈曲変形させながら押出すことで、切削屑を薄

て社会に貢献

板状に固化成形する手法。

成形条件をうまく制御することで特性の向上を狙った

・溶解工程不要なリサイクル手法

アップグレードリサイクルにも期待

・下金型で任意の形状に成形可能

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

・成形条件の制御で特性を改善

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・アルミ板材メーカー：省資源・省エネルギー型生産プ
ロセスへの改良
・産業廃棄物処理業

：アルミニウムリサイクルライン

への板材再生プロセスの導入

知的財産権等の情報
代表論文：
小船 他,都産技研研究報告,No.9,p.94-95(2014)
http://www.iri-tokyo.jp

本技術の内容・特徴

研究者情報
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研究者名

小船

諭史

研究者所属先

東京都立産業技術研究センター

研究者への連絡窓口

東京都立産業技術研究センター

研究者肩書
広報室

住所

〒 135-0064 江東区青海 2-4-10

TEL

０３－５５３０－２５２１

FAX

０３－５５３０－２５３６

E-mail

koho@iri-tokyo.jp

実証試験セクター

大気汚染対策技術

鋳物廃砂を原料とした
人工ゼオライトの応用
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可（実績：5 件）

不可

不可

可

技術概要

技術の用途イメージ

●鋳物製造工程で発生する廃砂を原料に、優れた調湿性
や吸着性が認められる人工ゼオライトを製造する技術
●人工ゼオライトを入れる容器等も工夫を凝らし、

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

「ECOMONO」ブランドとして大手百貨店等で販売

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

中

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・家庭用環境資材メーカー

水質汚濁対策技術

●脱臭剤として商品化

調湿剤、吸着剤、脱臭剤

：家庭用調湿剤、吸着剤、

脱臭剤の開発
・電気機械器具部品メーカー：業務用、家庭用エアコン
部品の開発

知的財産権等の情報
代表論文：特になし
土壌汚染対策技術

優れた調湿性や吸着性が認められる人工ゼオライト製品

研究者名

鈴木

研究者所属先

埼玉県産業技術総合センター

研究者への連絡窓口

埼玉県産業技術総合センター事業化支援室

リサイクル技術

研究者情報
昌資
研究者肩書

技術支援室化学技術担当

住所

〒 333-0844 埼玉県川口市上青木 3-12-18（SKIP シティ内）

TEL

０４８－２６５－１３１２

FAX

０４８－２６５－１３３４

E-mail

sien@saitec.pref.saitama.jp

中小企業の環境ビジネスに役立つ大学・公的研究機関の環境技術シーズ集
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飲料加工残さの有効利用技術
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可

可

可

可

技術概要

技術の用途イメージ

●飲料加工残さの有効利用技術

コーヒー飲料残さの有効利用システムの構築（キャパシ

・県特産柑橘ダイダイの搾汁残さから、安全で芳香性の

タ用電極材料・水処理剤としての利用）

良いアロマオイル（精油）を抽出し、アロマソープと

柑橘系搾汁残さの有効利用システムの構築（アロマオイ

アロマウェット製品を試作

ルやアロマソープ、アロマウェット製品としての利用）

・コーヒー飲料の残さを原料に、高比表面積で安価な活

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

性炭を開発、キャパシタ用電極材料・水処理剤を試作
・コーヒー飲料の残さを原料に、高カロリーで安価なバ

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

イオマス燃料を開発

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・活性炭製造業、浄水器メーカー：キャパシタ用電極材
料・水処理剤の開発
・化粧品･雑貨製造業：アロマオイルやアロマソープ、
アロマウェット製品の開発
・産業廃棄物処理業者、リサイクル業者：食品系廃棄物
や農業残材等、未利用バイオマスの再資源化技術

知的財産権等の情報

ダイダイ搾汁残さを原料としたアロマ製品

代表論文：（1）静岡県工業技術情報 No.88（2015）

コーヒー飲料残さ燃料ペレットによる熱源利用実証

研究者情報

44

研究者名

櫻川

智史、山下

里恵、菊池

研究者所属先

静岡県工業技術研究所

研究者への連絡窓口

静岡県工業技術研究所

圭祐
研究者肩書

企画調整部

住所

〒 421-1298 静岡県静岡市葵区牧ケ谷 2078

TEL

０５４－２７８－３０２８

FAX

０５４－２７８－３０６６

E-mail

sk-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp

工芸科

貝殻再生資源を利用した益子基礎釉
大気汚染対策技術

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可（実績：2 件）

可

可

可

技術概要
●ホタテ貝殻を再生利用した釉薬
・ホタテ貝殻を再生利用し、環境を考
水質汚濁対策技術

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。
・透明光沢釉とつや消しのマット釉を
施釉した試作品を作製し、釉薬とし
ての実用性を確認。
・透明光沢釉においては貝殻粉のほう
がより光沢が強く鉄砂と呉須の発色
が良いという評価を得た。
・マット釉においては貝殻粉のほうが
より白色が強いという評価を得た。

試作品（透明光沢釉）

土壌汚染対策技術

技術の用途イメージ

知的財産権等の情報

益子焼の釉薬として実用化

代表論文：（1）栃木県産業技術センター「平成27年
度研究報告」（2016）

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・陶磁器メーカー：光沢や白色度に優れた焼き物の開発

研究者情報
山ノ井

翼、興野

雄亮

研究者所属先

栃木県産業技術センター

研究者への連絡窓口

栃木県産業技術センター技術交流部

研究者肩書

リサイクル技術

研究者名

窯業技術支援センター

住所

〒 321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜 1 丁目 5 番 20 号

TEL

０２８－６７０－３３９１

FAX

０２８－６６７－９４３０

E-mail

sangise-sougou@pref.tochigi.lg.jp
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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
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

可（出願済）

可

可（実績：1 件）

可

可

技術概要
◆ 背景

図．カレット製造工程へ本技術の導入案

ガ ラ ス ビ ン か ら カ レ ッ ト ※を 製 造 す る 工 場 か

：従来のカレット製造フロー

ら、ガラス粒・ラベル紙・水分を含む汚泥が発生

本技術が提案するフロー
本

しています。汚泥廃棄にはコストがかかるため、
汚泥減量技術の開発が求められました。

：本技術を導入したフロー

ガラスビン

◆ 特徴
本技術は、カレット汚泥の減量の手段として下

粉砕
洗浄

汚泥

記の三つを提案しています。

廃棄コスト発生

① 湿式分級によりガラス粒を分離し資源化

発生い

② 微生物を使って汚泥中の紙ラベルを分解
③ 上記2つを組み合わせた方法

汚泥から回収した
ガラス粒

資源化

資源化

カレット

※ リサイクルのために粉砕加工されたガラス粒の

残渣のみ廃棄
（従来よりも減量）

ガラス製品へリサイクル

ことを「カレット(Cullet)」と呼ぶ。ガラス原料
に混合、溶融させてガラス製品に再生される。

技術の用途イメージ

・水処理機器メーカー：セルロース系廃棄物含有排水の
水処理機器の開発

・カレットメーカーを含むガラスリサイクル業への普及

知的財産権等の情報

・セルロース系廃棄物処理への応用

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

・特願 2015-116085
・代表論文：田中 他: 平成27年度都産技研究成果発表

例えば、以下のようなテーマでの連携が可能です。その

会要旨集, p.20 http://www.iri-tokyo.jp

他のテーマでの連携も歓迎します。

・口頭発表：田中 他: 平成28年度廃棄物資源循環学会

・ガラスびんリサイクル業：ガラス含有汚泥減量化シス

研究発表会, B3-6

テムの開発

研究者情報
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研究者名

田中

真美、中澤

亮二、佐々木

研究者所属先

東京都立産業技術研究センター

研究者への連絡窓口

東京都立産業技術研究センター

直里、小林

宏輝
研究者肩書

広報室

住所

〒 135-0064 江東区青海 2-4-10

TEL

０３－５５３０－２５２１

FAX

０３－５５３０－２５３６

E-mail

koho@iri-tokyo.jp

実証試験セクター 他

大気汚染対策技術

貴金属めっき廃液からの
高効率貴金属回収システム
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

不可（未取得）

可（実績：1 件）

施設・機器の利用

研究者の派遣

可（実績：2 件） 可（実績：約 150 件） 可（実績：15 件）

技術概要

技術の用途イメージ

●均一液液抽出法は、約90 %以上の高抽出率および

貴金属めっき事業所における効率的な貴金属・レアメタ
ル回収システムとしての均一液液抽出法の導入

ルを分離・濃縮する技術

湿式製錬での効率的な貴金属・レアメタル分離・濃縮の

・均一液液抽出法は、溶液を加えるだけのシンプルな操

水質汚濁対策技術

500倍～1,000倍の高濃縮倍率で貴金属・レアメタ

ための均一液液抽出法の適用

作で、短時間で微小体積へ貴金属・レアメタルを分
離・濃縮可能。
・既存めっき液に均一液液抽出法を適用することで、貴

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

金属・レアメタル回収が可能。

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・貴金属めっき業、貴金属製錬業：自社に最適な貴金
属、レアメタル回収システムの開発
・廃棄物処理業、リサイクル業：小型家電からの貴金
属、レアメタル回収システムの開発

土壌汚染対策技術

知的財産権等の情報
代表論文：（1）茨城県工業技術センター平成27年成
果集（2016）

1000mL

1.70mL

代表論文：（2）T. Kato, S. Igarashi, O. Ohno, S..
Saito, R. Ando, Journal of Environmental

上図の均一液液抽出における濃縮倍率は以下のとおりである

Protection, 7, 277（2016）

濃縮倍率=(水相体積: mL)/(析出相体積: mL)

代表論文：（3）加藤

1,000 / 1.70 = 588(倍)

安藤

健，五十嵐淑郎，斎藤昇太郎，

亮，浅野俊之，表面技術，65，144（2014）

代表論文：（4）T. Kato, S. Igarashi, Y. Ishiwatari,

スケールアップ実験における抽出

M. Furukawa, H. Yamaguchi, Hydrometallurgy,
137, 148（2013）

研究者情報
大城

靖彦、加藤

健

研究者所属先

茨城県工業技術センター

研究者への連絡窓口

茨城県工業技術センター

研究者肩書
産業連携室

住所

〒 311-3195 茨城県東茨城郡茨城町長岡 3781-1

TEL

０２９－２９３－７２１３

FAX

０２９－２９３－８０２９

E-mail

renkei2@kougise.pref.ibaraki.jp

リサイクル技術

研究者名

先端技術部門部門長、
主任

中小企業の環境ビジネスに役立つ大学・公的研究機関の環境技術シーズ集
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高次構造解析による
プラスチック再利用成形加工技術
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可

可

可（実績：約150件）

可

技術概要

技術の用途イメージ

●素材の劣化を抑えた成形技術の開発

本成形技術で、低コストで生産される海外プラスチック

・プラスチック製品製造時に、製品の他にスプルー・ラ

製品に対して競争力を有するプラスチック製品を製造

ンナーと呼ばれる端材が発生。

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

・コスト削減と資源の有効活用を目的に、端材を破砕し
未使用ペレットと混合し製品化しているが、加熱やせ
ん断による端材自身の劣化の進行に起因する製品の品

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

質低下への対応が必要。

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。

・Ｘ線回折やＸ線小角散乱等、結晶の単位構造や周期性

・レジン・ペレット製造業：未使用ペレットと同等品質
の端材混合ペレットの開発

等の高次構造に関連する分析手法を用い、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データを

・射出成型機メーカー

：素材の劣化を抑えた射出成

型機の開発

蓄積し、素材の劣化を抑えた成形技術を開発中。

・プラスチック製品製造業：自社製造プロセスへの本技
術の導入

知的財産権等の情報
代表論文：（1）茨城県工業技術センター平成27年成
果集（2016）

射出成型による端材発生例

リサイクル回数と結晶相の関係

研究者情報
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研究者名

飯村

修志、谷萩

雄一郎、安藤

亮

研究者所属先

茨城県工業技術センター

繊維工業指導所

研究者への連絡窓口

茨城県工業技術センター

産業連携室

研究者肩書

住所

〒 311-3195 茨城県東茨城郡茨城町長岡 3781-1

TEL

０２９－２９３－７２１３

FAX

０２９－２９３－８０２９

E-mail

renkei2@kougise.pref.ibaraki.jp

素材開発部門部門長、
主任、主任

大気汚染対策技術

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
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可（実績：２件）

可

可

可

技術概要

技術の用途イメージ

●常温常圧下で炭素繊維、樹脂および溶剤を回収する技術

使用済熱可塑性炭素繊維強化プラスチックから常温常圧

・ハンセン溶解度パラメーター（HSP）を利用して混

下で炭素繊維、樹脂および溶剤を回収

・ポリカーボネートの良溶媒であるTHFとシクロヘキ
サノンの混合溶剤で、熱可塑性樹脂含有炭素繊維強化

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

プラスチックシート中の樹脂を溶解させた後、炭素

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

繊維を分離した溶解液からTHFを回収する方法で、

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。

THFの回収率は70％回収可能。

・産業廃棄物処理業、プラスチックリサイクル業、化学

・樹脂の溶解性と溶剤の回収性の両面から最適な溶剤系

水質汚濁対策技術

合溶剤を探索可能。

メーカー：炭素繊維強化プラスチックからの炭素繊
維、樹脂回収に最適な混合溶剤探索

を探索することが今後の課題。

知的財産権等の情報
代表論文：（1）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（第２

（a）処理前

土壌汚染対策技術

報）、坂本大輔、熊谷知哉、関根正裕、埼玉県産業技術
総合センター研究報告第13巻（2015）、(2) 高度FRP

（b）処理後

溶解処理前後の熱可塑性樹脂含有炭素繊維強化プラスチックシート

リサイクルシステムの開発、坂本大輔、関根正裕、埼玉
県産業技術総合センター研究報告、12、（2014）

処理後の熱可塑性樹脂含有炭素繊維強化プラスチック

研究者名

坂本

大輔、熊谷

知哉、関根

研究者所属先

埼玉県産業技術総合センター

研究者への連絡窓口

埼玉県産業技術総合センター事業化支援室

リサイクル技術

研究者情報
正裕
研究者肩書

技術支援室化学技術担当、
技術支援室長

住所

〒 333-0844 埼玉県川口市上青木 3-12-18（SKIP シティ内）

TEL

０４８－２６５－１３１２

FAX

０４８－２６５－１３３４

E-mail

sien@saitec.pref.saitama.jp
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産業廃棄物扱いにならない
プラスチックシート
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可（実績：5 件）

可（実績：3 件）

可（実績：10 件）

不可

技術概要

技術の用途イメージ

●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
スチックシートを開発
・産廃プラスチックではなく、可燃物として廃棄できる。
→廃棄に係るコストや労力の削減
・容器包装用途でもプラスチック製容器包装とはみなさ

既に包装紙等の用途で製品化されている
今後は農業用資材用途でも実用化を目指す

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

れないため、容器包装リサイクル法の適用外となる。

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。

→製造コストの実質的削減

・文房具メーカー、日用品メーカー：CO 2発生量抑制

・焼却時の二酸化炭素排出量を削減できる。→環境保護

に資するプラスチック製品の開発
・農業用資材メーカー：CO 2発生量抑制に資する農業

への貢献

用資材の開発

知的財産権等の情報
代表論文：特になし

産業廃棄物扱いにならないプラスチックシートの製品例

研究者情報
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研究者名

恩田

紘樹、鈴木

崇

研究者所属先

群馬県立群馬産業技術センター

研究者への連絡窓口

群馬県立群馬産業技術センター
住所

〒 379-2147 前橋市亀里町 884-1

TEL

０２７－２９０－３０３０

FAX

０２７－２９０－３０４０

E-mail

onda-kouki@pref.gunma.jp

研究者肩書

環境・エネルギー係、
研究調整官

大気汚染対策技術

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
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可

可

可

可

技術概要

技術の用途イメージ

●油分解能力が高く、人にも安全な菌

油分の多い食品廃棄物を排出する飲食店から発生する食

・排水処理場から多数の油分解微生物を分離し、その中

品廃棄物の自前小型メタン発酵装置への適用
水質汚濁対策技術

から特に高い油分解能力と、ヒトへの安全性を両立す

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

る微生物を選抜
・小型メタン発酵装置を用いて油処理液（食用油が分
解・乳化されたもの）を投入すると、一般的な食品廃

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

棄物と遜色のないメタン発酵効率に

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・食料品製造工場：油前処理装置付きの小型メタン発酵
装置の開発
・環境装置メーカー：様々な産業排水分野向け油前処理
装置の開発
・メタン発酵処理業者：既存のメタン発酵施設に設置す
る油前処理装置の開発

土壌汚染対策技術

知的財産権等の情報
代表論文：（1）研究成果事例集（平成26年度実施

選抜した油分解微生物

分）、静岡県工業技術研究所、（2015）

油分解微生物処理の効果

研究者名

室伏

研究者所属先

静岡県工業技術研究所

研究者への連絡窓口

静岡県工業技術研究所

リサイクル技術

研究者情報
敬太
研究者肩書

環境科

企画調整部

住所

〒 421-1298 静岡県静岡市葵区牧ケ谷 2078

TEL

０５４－２７８－３０２８

FAX

０５４－２７８－３０６６

E-mail

sk-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp
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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
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

可（取得済み）

可

可

可

可

技術概要

技術の用途イメージ

●混合プラスチックなどの選別を高純度・高回収率で行
う静電選別装置

リサイクル材料として有効利用するための廃材の選別
食品からの異物除去

・電極の形状と配置、回収容器の配置を改善し、従来型

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

装置に比べて選別の精度が向上。

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・廃棄物処理業者：混合プラスチック等の選別装置の開発
・食品メーカー：製造ラインに最適な異物除去システム
の開発

中小企業の方々に、お伝えしたい！
図１

リサイクルや食品製造などにおける静電選別装置の実用

静電選別装置の概要

化に向けた共同開発を希望します。

知的財産権等の情報
代表論文：（1）円筒電極を用いた静電選別装置の開
図２

選別対象の混合プラスチック（例）

図３

発、佐伯暢人、日本機械学会論文集C編 (2011)、77
巻、780号、pp2953-2961（2011）

選別結果

研究者情報
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研究者名

佐伯

暢人

研究者所属先

芝浦工業大学機械工学科

研究者への連絡窓口

芝浦工業大学機械工学科

研究者肩書
研究企画課

吉田  晃

住所

〒 135-8548 東京都江東区豊洲 3-7-5

TEL

０３－５８５９－７１８０

FAX

０３－５８５９－７１８１

E-mail

sangaku@ow.shibaura-it.ac.jp

教授

大気汚染対策技術

セルロース系廃棄物の糖化と
有価物生産技術
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可

可

可

可

技術概要
●セルロース系廃棄物を糖化し、生成した
糖から各種有価物を生産する技術
水質汚濁対策技術

・セルロース系廃棄物を、酵素を用いて糖
化
・得られた糖を用いて有価物を発酵生産
（食用油脂、セロオリゴ糖／等）

技術の用途イメージ

中小企業の方々に、お伝えしたい！
セルロース系バイオマスから高効率に「糖」を生産する

バイオエタノールやバイオプラスチックを製造する等、

プロセス開発のためにカビの酵素研究を行っています。

土壌汚染対策技術

食品工場、製糖工場への適用
バイオリファイナリーの前段プロセス技術として適用

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

知的財産権等の情報
【発明の名称】セルロース系バイオマスからの糖及びア

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

ルコールの製造方法、並びに該方法に用いられる微生物

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。

【特許出願番号】2012-019197

・食品機械メーカー：食品工場や製糖工場向け糖化装置

【発明者】小笠原 渉、中澤 光、岡田 宏文、川口 剛

の開発

司、炭谷 順一、谷 修治、森川 康、小林 良則

・化学メーカー：バイオリファイナリーの前段プロセス
の開発

研究者名

小笠原

渉、志田

研究者所属先

国立大学法人長岡技術科学大学

生物資源工学研究室

研究者への連絡窓口

国立大学法人長岡技術科学大学

生物資源工学研究室

リサイクル技術

研究者情報
洋介
研究者肩書
小笠原

住所

〒 940-2188 新潟県長岡市上富岡町 1603-1

TEL

０２５８－４７－９６１２

教授、助教

渉、志田

洋介

FAX
E-mail

owataru@vos.nagaokaut.ac.jp

中小企業の環境ビジネスに役立つ大学・公的研究機関の環境技術シーズ集

53

廃棄物からの有価物リサイクリング
プロセスの構築
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可（実績：１２件）

可（実績：７件）

可（実績：３件）

可（実績：１５件）

技術概要
●環境低負荷型の有価物リサイクリング
プロセス
・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
た分離法の組み合わせを提案
・より安価な、乾式、薬剤無添加等の特
殊な有価物リサイクリングプロセスの
提案も可能
・後段の湿式処理や廃水処理までを含め
た、トータルプロセスの提案が可能

選別技術と最適粒度の関係

技術の用途イメージ
●廃棄物からの有用金属、有用資源の回収プロセス
パソコン中の電子基板表面に実装されている部分だけをパラパラと取る破砕機を利用し、有用金属を回収するプロセ
スの開発実績あり。また、携帯電話の基板をドラム型の洗濯機のような粉砕機（ドラム型衝撃式破砕機）に入れるこ
とで、有用金属の回収が可能なプロセスを開発した実績もある
●化学的特性を利用した分離技術を加えることにより、廃水中からの有価物リサイクリングプロセスの提案も可能
固液界面上（固体と液体の境界上）で、有害物質が一瞬濃縮され、通常は沈殿が生成しない領域にもかかわらず、沈
殿生成が起こる現象（表面沈殿）を利用し、できるだけ薬剤を使わずに、廃水中から有害物質を除去するプロセスや
有用金属を回収するプロセスを開発することが可能
●排水汚泥の減量化、汚泥の有効利用プロセスの提案も可能
表面沈殿を積極的に活用し、ヒ素を含む汚泥の減容化、ヒ素を選択的に除去し汚泥を再利用するプロセスの提案が可能

休廃止鉱山からの酸性坑廃水処理の様子（左）と処理後のヒ素を含んだ汚泥（右）
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ドラム型衝撃式破砕機による携帯電話の破砕の様子

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
大気汚染対策技術

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、これ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・環境機器メーカー：環境低負荷型の有価物リサイクル機器の開発
・非鉄金属スクラップ業、前処理業者：めっき廃水や皮なめし廃水からの有害金属分離プロセスの開発
連携して取組む際には、各種分析機器の利用も可能です。

プロセスを精密にコントロールしながら効率の良い廃水処理法を探る

水質汚濁対策技術

電子顕微鏡を使って、固体中の元素の存在状態を詳細に観察する

X線吸収微細構造解析による固体分析の様子

昼夜フル稼働の分析装置

中小企業の方々に、お伝えしたい！
土壌汚染対策技術

難処理鉱石やいわゆる「都市鉱山」を対象として、効率的で環境負荷の少ない有用金属元素の分離プロセスの考案を目
標に研究を行っています。その際、対象における有用資源や有害物質の組成や形状を、様々な固体分析法で詳細に把握
し、それぞれの特徴に合った細やかな処理プロセスや技術の考案を目標にしています。

知的財産権等の情報
代表論文：(1) 所千晴：金属資源のリサイクル技術 ―廃電子基板からのタンタル回収に適した単体分離法の検討― ",
粉砕, No. 60, pp. 55-59（2017）
(2) 所千晴："水酸化物共沈法を用いた廃水処理における固液界面での有害元素の不動化機構", 粉体工学会
誌, Vol. 51 (No. 11), pp. 765-771（2014）
(3) 大和田秀二・所千晴: “廃小型家電のレアメタル回収技術”, ケミカルエンジニヤリング, vol55, No.10,
pp.1-5（2010）

研究者名

所

研究者所属先

早稲田大学大学院 創造理工学研究科 地球・環境資源理工学専攻

研究者への連絡窓口

早稲田大学大学院 創造理工学研究科 地球・環境資源理工学専攻

リサイクル技術

研究者情報
千晴

住所

〒 169-8555 東京都新宿区大久保 3-4-1

TEL

０３－５２８６－３３２０

FAX

０３－５２８６－３３２０

E-mail

tokoro@waseda.jp

研究者肩書
所

教授

千晴
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廃棄物からの有用物回収
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可（実績：15 件）

可（実績：3 件）

可（実績：2 件）

可（実績：3 件）

技術概要
●廃液からの有用物回収技術
・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。
・得られる結晶がミリメー
トルオーダーの大きさで

回収されたMAP
（リン酸マグネシウム
アンモニウム）1mm

あるため、取扱が容易

消化汚泥からのリン回収プロセス

技術の用途イメージ
●下水などの生活排水、あるいは農業関連排水中のリン酸イオンの除去回収
（回収物：リン酸マグネシウムアンモニウム、リン酸カルシウムなど）
●ニッケルめっき廃液からの金属イオン回収（回収物：金属炭酸塩、金属硫酸塩など）
●産業排水からの希少金属の回収（回収物：リチウム、貴金属など）
●キチン、キトサン等の多糖類や有機酸の回収
●食品排水やパルプ排水中の有効成分を抽出し、医薬品を製造
この他、廃棄物からの目的成分の分離も可能

（ａ）種晶ニッケル粉
（ｃ）３回目のニッケル回収

（ｂ）１回目のニッケル回収
（ｄ）８回目のニッケル回収

ニッケルめっき廃液からのニッケル粉の回収
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中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
大気汚染対策技術

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、これ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・水処理機器メーカー：下水からのリン回収装置、ニッケルメッキ廃液からの金属イオン回収装置の開発
・廃棄物処理業者

：廃液からの有用物回収装置の開発

中小企業の方々に、お伝えしたい！
結晶を製品とするプロセスを構築するには、所望の品位の結晶を創製していくことが、求められます。対象プロセスと
しては、ナノサイズ粒子の結晶創製，医薬品・食品分野における結晶の品質制御や、環境・リサイクルを目指した物質
循環型プロセスを挙げ、それぞれ研究・開発プロジェクトとして推進しています。

水質汚濁対策技術
土壌汚染対策技術

知的財産権等の情報
代表論文：（1）平沢

泉、環境晶析の現状と今後の課題、化学工学、第79巻、第12号

2-5

(2015)､(2)

Izumi Hirasawa and Kyoko Ishibashi, Recovery of Anion in the Wastewater as Resources Based on
Crystallization Engineering, Journal of MMIJ Vol.124, No.1, 1-6 (2008)

研究者名

平沢

研究者所属先

早稲田大学

理工学術院

応用化学専攻

研究者への連絡窓口

早稲田大学

理工学術院

応用化学専攻

リサイクル技術

研究者情報
泉
研究者肩書
平沢

住所

〒 169-8555 新宿区 大久保 3-4-1

TEL

０３－５２８６－３２１５

FAX

０３－３２０８－６８９６

E-mail

izumih@waseda.jp

教授

泉
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バイオマスからの有価物生産技術
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可

可

可

可

技術概要
●バイオマス系廃棄物の有効利用技術
・焼酎かすのメタンアルコール化
・きのこ菌床の家畜の飼料化、農作物
の肥料化
・でん粉かすのきのこ栽培への利用

技術の用途イメージ

中小企業の方々に、お伝えしたい！

サトウキビ産業の高付加価値化への応用

バイオマス系廃棄物の有効利用技術を活用し、海外輸出

高付加価値植物の栽培

可能な高付加価値植物の開発を進めています。

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、

知的財産権等の情報
代表論文：特になし

これ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・きのこ類栽培業者：バイオマス系廃棄物を活用したき
のこ栽培システムの開発
・植物工場運営会社：バイオマス系廃棄物を活用した植
物栽培システムの開発

研究者情報
研究者名

山口

隆司

研究者所属先

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

研究者への連絡窓口

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

住所

〒 940-2188 新潟県長岡市上富岡町 1603-1

TEL

０２５８－４７－９６１２

FAX
E-mail
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ecoya@vos.nagaokaut.ac.jp

研究者肩書
山口

隆司

教授

大気汚染対策技術

非可食バイオマスを原料に
機能性プラスチックの製造
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

可

可

可

可（有料）

可

技術概要
●フルフラールからポリエステルを製造する技術
・非可食バイオマス由来化合物で
水質汚濁対策技術

あるフルフラールから化学合成
により、生分解性を有するポリ
エステルを製造する技術。
・既存の生分解性ポリエステルと
の共重合化により、強度と柔軟
性が優れた共重合ポリエステル

非可食バイオマスを原料に機能性プラスチックの製造プロセス

を製造可能。
・熱可塑性を有し、透明で柔軟な
フィルム製造。

技術の用途イメージ

知的財産権等の情報

機能性プラスチックの各種用途での利用

代表論文：（1） Synthesis and Verification of

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

土壌汚染対策技術

Biobased Terephthalic Acid from Furfural, Yuya
Tachibana, Saori Kimura, Ken-ichi Kasuya,
（2015）、 (2) Synthesis and characterization

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

of a renewable polyester containing oxabicyclic

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。

dicarboxylate derived from furfural、Yuya

・プラスチック製品メーカー：非可食バイオマス由来機

Tachibana, Masayuki Yamahata and Ken-ichi

能性プラスチックを原料にした製品の開発

Kasuya、Green Chem., 2013,15, 1318-1325
（2013）

中小企業の方々に、お伝えしたい！
私たちの研究室では、来るべき持続可能な社会の構築を
目指して，
バイオプラスチックの開発に取組んでいます。

研究者名

橘

研究者所属先

国立大学法人群馬大学

大学院理工学府分子科学部門

研究者への連絡窓口

国立大学法人群馬大学

大学院理工学府分子科学部門

リサイクル技術

研究者情報
熊野

住所

〒 376-8515 群馬県桐生市天神町 1-5-1

TEL

０２７７－３０－１４８７

研究者肩書

助教

環境調和型材料科学研究室

FAX
E-mail

tachibana@gunma-u.ac.jp
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微生物を利用したレアメタルの回収方法
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

可（出願済）

可

可

応相談

応相談

技術概要

技術の用途イメージ

●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
・吸着速度が速く、脱離回収が容易
・食用の担子菌又はその廃菌床を吸着剤とするため、安

農業排水をはじめ各種排水処理

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、以下のようなテーマでの連携が可能です。その

全性が高い
・廃棄物（廃菌床）利用により、低コストの吸着剤

他テーマでの連携も歓迎します。
・水処理装置メーカー、大規模キノコ栽培業等：廃菌床
を用いたレアメタル回収機能付き排水処理装置の開発

知的財産権等の情報
特願 2012-129660
小沼,TIRI News,2013年2月号
http://www.iri-tokyo.jp

本技術の内容・特徴

研究者情報
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研究者名

小沼

ルミ

研究者所属先

東京都立産業技術研究センター

研究者への連絡窓口

東京都立産業技術研究センター

研究者肩書
広報室

住所

〒 135-0064 江東区青海 2-4-10

TEL

０３－５５３０－２５２１

FAX

０３－５５３０－２５３６

E-mail

koho@iri-tokyo.jp

環境技術グループ

大気汚染対策技術

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
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

可（取得済）

可

可（実績：1 件）

可

可

技術概要

技術の用途イメージ
小規模排水処理施設の後段への付加

・ブラウン管パネルガラスの用途展開

ガラスリサイクル業への普及

・吸着材、溶離液、リン酸の再使用が可能

リン酸肥料製造

水質汚濁対策技術

●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

・排水処理、ガラスリサイクル、リン酸肥料資源の創出
の３つの資源環境問題に貢献する一石三鳥のリサイク
ルシステム

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・水処理機器メーカー：リン回収機能が付与された水処
理機器の開発
・産業廃棄物処理業：ブラウン管パネルガラスを原料と
したリン酸吸着剤の開発

ブラウン管パネルガラスを原料とした高い
リン酸吸着能と通水強度を有する吸着材

知的財産権等の情報

溶出液として再利用

【発明の名称】
造粒体、造粒体の製造方法、水質浄化装置、リン酸肥

リン酸
1.71%
↓
0%

【特許権者】

ろ過、脱水、自然乾燥

NaOHでpH11.5に調整
CaCl2の添加

処理水

©

料、及び、土壌改良資材

リン酸
カルシウム

溶出

リン再循環
利用システム

第5989334号（登録日：平成28年8月19日）

リン酸保持
吸着材

再生
再利用

Ｐ

土壌汚染対策技術

再生済
吸着材

【特許番号】

pH7.0に調整

8g/L K2SO4水溶液

畜産排水

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

Ｐ
Ｐ
リン酸カルシウム沈澱
㻞㻜㻝㻢㻚㻌㻭㼘㼘㻌㼞㼕㼓㼔㼠㼟㻌㼞㼑㼟㼑㼞㼢㼑㼐㻚

ガラス発泡体を用いたリン酸リサイクルシステム

1

本技術の内容・特徴

研究者名

中澤

研究者所属先

東京都立産業技術研究センター

研究者への連絡窓口

東京都立産業技術研究センター

リサイクル技術

研究者情報
亮二
研究者肩書

環境技術グループ

広報室

住所

〒 135-0064 江東区青海 2-4-10

TEL

０３－５５３０－２５２１

FAX

０３－５５３０－２５３６

E-mail

koho@iri-tokyo.jp
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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
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

可（出願済）

可

可

可

可

技術概要
●新たな糖化前処理法
・セルロース系バイオマスから
のエタノール生産における新
たな糖化前処理法
・長期保存可能
・嵩密度が大きい
・酵素反応性に富む固体原料の

稲わらのロールベールの1/10程度の大きさ。→

製造方法。

セルロース系バイオマスからのエタノール生産に向けた新しい前処理方法（既存の農業機械の利用が可能）

技術の用途イメージ

るため当研究室では、生物由来のアルコール、ディーゼ
ル燃料などの各種代替燃料、マリンバイオマスのエネル

稲わら等を原料にしたバイオエタノール生産

ギー利用 、バイオエネルギーの生産と利用における国
際協力などについて総合的に研究しています。

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！

知的財産権等の情報

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。

代表論文：（1）瀬戸利嗣, 長谷川文生, 山崎裕介, 佐

・水素供給事業者：低コスト水素製造システムの開発

賀清崇, 海津裕, 芋生憲司: エタノール生産のための稲
わらのペレット化, 農業食料工学会誌 76(1), 47-54、

中小企業の方々に、お伝えしたい！

（2014）
特開2015-19633

酵素糖化用原料及びその製造方

化学物質と化石燃料を大量に消費する従来の生活様式や

法、糖の製造方法、エタノールの製造方法、並びに乳酸

産業体系はもはや容認されず、環境負荷の低減と 、持

の製造方法

続可能性の向上が求められています。このニーズに応え

研究者情報
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研究者名

芋生

憲司

研究者所属先

国立大学法人東京大学 農学生命科学研究科

研究者への連絡窓口

株式会社 東京大学 TLO（CASTI） 小村

研究者肩書

教授

純子

住所

〒 113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 産学連携プラザ 3 階

TEL

０３－５８０５－７６６１

FAX

０３－５８０５－７６９９

E-mail

komura@casti.co.jp

防護服のリサイクル技術
大気汚染対策技術

本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可

可

可

可

技術概要
●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
水質汚濁対策技術

ル材とし、再度不織布にリサイク
ルする技術
・不織布衣類を不織布に再生する技
術
・ポリエステル繊維を混合すること
により、切れ目のない連続した不
織布を形成。緩衝材や断熱材など
に応用可能

本技術の内容・特徴

技術の用途イメージ
使用期限切れで未使用のまま廃棄されていた防護服を不

代表論文：長尾 他,都産技研研究報告,No.9,p.46-49.

織布化し、緩衝材や断熱材などに応用可能

(2014)

土壌汚染対策技術

知的財産権等の情報

http://www.iri-tokyo.jp

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ
れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・化学メーカー：防護服由来のリサイクル不織布を原料
とした新商品開発
・産業廃棄物処理業：不織布リサイクルプロセスの導入

研究者名

榎本

研究者所属先

東京都立産業技術研究センター

研究者への連絡窓口

東京都立産業技術研究センター

リサイクル技術

研究者情報
一郎
研究者肩書

複合素材開発セクター

広報室

住所

〒 135-0064 江東区青海 2-4-10

TEL

０３－５５３０－２５２１

FAX

０３－５５３０－２５３６

E-mail

koho@iri-tokyo.jp

中小企業の環境ビジネスに役立つ大学・公的研究機関の環境技術シーズ集

63

有機物のガス化方法
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

可（取得済）

可（実績：10 件）

可（実績：2 件）

可、但し共同研究のみ
（実績：2 件）

不可

技術概要
●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。
・有機物を、水素活性化金属からなる触媒及び
／又はアルカリ性物質からなる触媒の存在下
において、亜臨界水又は超臨界水と接触させ
ることを特徴とする。

本技術の活用イメージ

技術の用途イメージ
有機物のガス化に使われる亜臨界水の技術により、バイオマス廃棄物、未利用資源の多角的・高度化利用が可能

64

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
大気汚染対策技術

例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、これ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・産業廃棄物処理業者：低コストの難処理プラスチックのガス化システムの開発
・環境機器メーカー

：バイオマス＋プラスチック廃棄物からの粉末燃料製造システムの開発

水質汚濁対策技術

中小企業の方々に、お伝えしたい！
超臨界流体、亜臨界流体、およびこれらの流体を用いる有望な応用分野の研究開発を行っています。

土壌汚染対策技術

知的財産権等の情報
【特許番号】第４３０４２３７号（登録日：平成21年5月15日）
【発明の名称】有機物のガス化方法
【特許権者】国立大学法人静岡大学

研究者名

岡島

研究者所属先

国立大学法人静岡大学大学院総合科学技術研究科工学専攻

研究者への連絡窓口

国立大学法人静岡大学大学院総合科学技術研究科工学専攻

リサイクル技術

研究者情報
いづみ

住所

〒 432-8561 浜松市中区城北 3-5-1

TEL

０５３－４７８－１１６５

FAX

０５３－４７８－１１６５

E-mail

okajima.izumi@shizuoka.ac.jp

研究者肩書
岡島

准教授

いづみ
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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
本技術に関し、対応可能な連携形態（サービス）
特許活用

技術相談

共同研究

施設・機器の利用

研究者の派遣

不可（未取得）

可（実績：5 件）

可（実績：2 件）

一部可

可

技術概要
●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
・木質バイオマスのガス化とバイオオイル化を組み合わせた高効率なエネルギー供給技術。
・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ークの構築に関する取組も実施。

生成ガス

木質チップ

生成ガス
冷却器

湿式電気
集じん機

場内での熱利用
（蒸気発生等）

可燃ガス

（水分30wt%）

発熱量 45

ｱｯﾌﾟﾄﾞﾗﾌﾄ式
反応炉

乾重量 100
発熱量 100

バイオオイル

重質タール
分離器

乾重量 17
発熱量 22
重質タール

周辺地域へ供給
場内での熱利用
（蒸気発生等）

加湿器

空気

軽質タール＋水

蒸気

木質バイオマスからのガス化・バイオオイル併産プロセスおよびバイオオイルの燃焼技術

技術の用途イメージ

中小企業の方々に、お伝えしたい！

重油・灯油の代替燃料

製品・技術・システムのライフサイクルアセスメント、3R、

将来的には、化成品の原料としてのニーズも想定される

環境配慮製品・サービス、資源循環システム、創エネル
ギー・省エネルギー、地産地消型バイオマス利活用シス

中小企業の方々、ぜひ連携しましょう！
例えば、以下のようなテーマでの連携は可能ですし、こ

テム、次世代モビリティシステム等をキーワードとした循
環型社会や低炭素社会の高度化に向けて新たな技術開
発や先進的な社会システムの研究開発を行っています。

れ以外のテーマでの連携も歓迎します。
・環境機器メーカー：バイオオイル製造装置の開発
・バイオオイル利用：代替燃料としてのバイオオイル製造
装置の開発、バイオオイルの化成品原料としての活用

知的財産権等の情報
代表論文：（1）平成22～25年度環境省地球温暖化対
策技術開発事業「未利用木質バイオマスの高効率エネル
ギー利用システムの開発と実証」、小野田弘士、
（2013）

研究者情報
研究者名

小野田

弘士

研究者所属先

早稲田大学大学院環境・エネルギー研究科

研究者への連絡窓口

早稲田大学大学院環境・エネルギー研究科

小野田

准教授

弘士

住所

〒 169-8555 東京都新宿区大久保 3-4-1 55 号館 S 棟 506A

TEL

０３－５２７２－３１６７

FAX
E-mail
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研究者肩書

onoda@waseda.jp

その他の技術シーズ
その他の大気環境対策技術シーズ
研究タイトル

大学・研究機関名

技術の概要

情報源

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、ディーゼル車
からの排ガスを対象としたNOx還元触媒の開発

早稲田大学 松方研究室HP
http://www.matsukata-lab.jp/
catalytic_research/

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

その他の水質汚濁対策技術シーズ
研究タイトル

大学・研究機関名

技術の概要

情報源

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ーション等
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・研究シーズ
Seeds

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・防災コー
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
ネルギー・創エネルギー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。

国立大学法人群馬大学 渡邉・
窪田研究室HP
http://environ.ees.st.gunma-u.ac.jp/
research.html

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・研究シーズ検索 2016
http://www.oyama-ct.ac.jp/contents/
images/Regional_Collaboration_
and_Cooperative_Research_Center/
seeds/2016/C.08_tanaka-t.pdf

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。

科学研究費補助金研究成果報告書
https://kaken.nii.ac.jp/ja/
file/KAKENHI-PROJECT20560755/20560755seika.pdf
早稲田大学HP
http://web.waseda.jp/rps/webzine/
back_number/vol003/vol003.html

https://www.wrs.waseda.jp/seeds/ja/
researchSeeds/detail/2011-0920-01
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研究タイトル

大学・研究機関名

技術の概要

情報源

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

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ールに厳
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。

JST HP
https://www.jst.go.jp/tt/fair/ij2012/
list/exhibitor_detail/ed10373.html

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 研究シーズ集20152016
http://www.toyo.ac.jp/uploaded/
attachment/17061.pdf

富栄養化水域に
おける水質制御
および藻類異常
増殖の抑制

群馬工業高等専
門学校環境都
市工学科准教授  
谷村 嘉恵

富栄養化が進行している水域においては、水質の
汚濁、藻類の異常増殖、異臭の発生などの問題が
ある。このような水域の水質を制御し、藻類の異
常増殖を抑制するために、水生植物を利用した方
法と、電気化学反応を利用した方法について実験
的検討を実施。

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
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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
境水質モニター
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
ネルギーコース
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、環境水質モニターへ
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ーショ
ンセンター「2016研究情報」
http://www.st.gunma-u.ac.jp/
company/documents/
ResearchInformations2016v02.pdf
群馬大学 森研究室HP
http://www.ees.st.gunma-u.ac.jp/
~kankyoenergy/kyoin/mori.html

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・研究シーズ
Seeds Navi
https://www.wrs.waseda.jp/seeds/ja/
patentSeeds/detail/149JP

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ー
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。

明治大学研究シーズ
http://www.meiji.ac.jp/
tlo/6t5h7p00000bjf6m-att/
a1464758949394.pdf

研究タイトル

大学・研究機関名

技術の概要

情報源

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。

土壌汚染の見える化に挑戦
https://shingi.jst.go.jp/past_abst/
abst/p/15/kumamoto/kumamoto08.
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・研究シーズ
Seeds Navi
https://www.wrs.waseda.jp/seeds/ja/
researchSeeds/detail/2012-1029-03

その他のリサイクル技術シーズ
研究タイトル

大学・研究機関名

技術の概要

情報源

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

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、高カロリー
でクリー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。

静大シーズ紹介>産学連携研究
シーズ集
http://www.oisc.shizuoka.ac.jp/
cmsdesigner/dlfile.php?entryna
me=sangaku&entryid=00648&f
ileid=00000003&/kan3okajima.
pdf&disp=inline

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
オエタノール生
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ー裁断
紙と茶殻を原料とし、エタノール発酵効率の最も
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ール発酵を
可能とした。

東京海洋大学水産・海洋系研究
成果ポスター集 技術分野別掲
載リスト
h t t p : / / o l c r. k a i y o d a i . a c . j p /
seeds/?p=1347

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。

J-Global
http://jglobal.jst.go.jp/public/
20090422/200902277141310694

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
ネルギーコース
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。

開放特許情報データベース
http://plidb.inpit.go.jp/pldb/html/
HTML.L/2011/001/L2011001260.
html#TOPL
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研究タイトル

大学・研究機関名

技術の概要

情報源

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

長野工業高等専
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ーとして利用す
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
ンター平成28年度シーズ一覧
http://www.nagano-nct.ac.jp/nrtc71/
seeds1/2016/5kankyou2016.pdf

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。

日本大学の研究シーズ
http://www.nubic.jp/08seeds/pdf/
nubic07064_201601.pdf

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、スケールメリットの点
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.html

廃棄バイオマス
（干瓢、コー
ヒー豆滓）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、コーヒー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。

「コーヒー豆滓の有効利用につ
いての基礎検討 ー六価クロム
吸着能についてー」,小山高専紀
要49号
http://www.oyama-ct.ac.jp/C/tanaka/
seeds/seeds.htm

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
学コース
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。

技術分野別教員シーズ集
https://www.metro-cit.
ac.jp/files/education/pdf/
13554567782087984150.pdf

ビール粕水溶性
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ール粕を減容化し、低コスト
で効率よくメタン発酵に適したビール粕水溶性画分
を得るビール粕水溶性画分の製造方法。得られる
ビー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。

開放特許情報データベース
http://plidb.inpit.go.jp/pldb/html/
HTML.L/2008/005/L2008005686.
html#TOPL

微生物酵素によ
る生分解性プラ
スチックのモノ
マーリサイクル

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ー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・研究シーズ検索
https://www.seeds.tsukuba.ac.jp/
seeds/detail/136/

フッ素ポリマー
（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＋超音波照射等の種々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。

神奈川大学 堀久男研究室HP
h t t p : / / w w w. c h e m . k a n a g a w a - u .
ac.jp/~hori/research.html

研究タイトル

大学・研究機関名

技術の概要

情報源

ペーパースラッ
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ールを生産する装
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。

開放特許情報データベース
http://plidb.inpit.go.jp/pldb/html/
HTML.L/2013/001/L2013001460.
html#TOPL

ペーパースラッ
ジ由来の水溶性
糖類製造装置お
よびペーパース
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
りペーパー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ーパー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。

開放特許情報データベース
http://plidb.inpit.go.jp/pldb/html/
HTML.L/2013/001/L2013001460.
html#TOPL

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/
nationalPatentDetail.html?pat_
id=31561
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