
 

平成２７年度 新成長戦略推進研究開発事業採択一覧 

【シーズ創出・実用性検証事業】                        応募４１件  採択１５件 

番号 テーマ 申請大学名 

１ 
形状記憶合金メッシュによるシート状アクチュ
エータ素材の開発 

北九州市立大学 
国際環境工学部 
准教授 長 弘基 

２ 
極性有機溶媒に適用可能な無機分離膜を
用いたナノろ過システムの開発 

北九州市立大学 
国際環境工学部 
准教授 西浜 章平 

３ 
バイオエタノールを原料とした化学品製造の
ための複合機能触媒の開発 

北九州市立大学 
国際環境工学部 
講師 今井 裕之 

４ 
完全自動運転の実現に向けた全天候性環
境認識システムのためのセンサーフュージョ
ン技術の創出 

北九州市立大学 
国際環境工学部 
准教授 松波 勲 

５ 
液相スラリー法による炭化水素系バイオ燃料
(HiBD)製造技術の開発 

北九州市立大学 
国際環境工学部 
教授 朝見 賢二 

６ 
高演色・高出力ＬＥＤ照明の実現に向けたＬＥ
Ｄ光源と放熱構造の最適化検討 

北九州市立大学 
国際環境工学部 
准教授 井上 浩一 

７ 
複数の小型無人飛行ロボットによる３次元測
量実現の可能性調査 

北九州工業高等専門学校 
生産デザイン工学科 
機械創造システムコース 
准教授 滝本 隆 

８ 
生活習慣病予防を目的とした簡易血液粘度
測定法の開発 

産業医科大学 
産業生態科学研究所 
健康予防食科学研究室 
特任教授 徳井 教孝 

９ 
無線ネットワークを利用したレスキュー活動支
援システムの開発 

早稲田大学 
情報生産システム研究センター 
准教授 立野 繁之 

１０ 重機安全監視カメラセンサシステムの開発 
早稲田大学 
情報生産システム研究センター 
教授 鎌田 清一郎 

１１ 
指骨 CR画像のコンピュータ画像診断支援法
の開発 

九州工業大学 
大学院工学研究院 
機械知能工学研究系 
教授 金 亨燮 

１２ 
ICTによるリアルタイム人流計測の技術開発と
まちづくり事業への実装化 

九州工業大学 
大学院工学研究院 
建設社会工学研究系 
准教授 徳田 光弘 

１３ 
ワイドバンドギャップスイッチング素子を用いた
MHz スイッチング絶縁型コンバータの高電力
密度化（20-25W/cm3）に関する実証研究 

九州工業大学 
大学院生命体工学研究科 
生体機能応用工学専攻 
准教授 安部 征哉 

１４ 
実用的なブレインマシンインターフェース脳波
計システムの開発 

九州工業大学 
大学院生命体工学研究科 
人間知能システム工学専攻 
教授 夏目 季代久 

１５ 
微小孔アレイを有する窒化シリコン製培養膜
を用いた細胞共培養デバイスの開発 

九州工業大学 
大学院生命体工学研究科 
生体機能応用工学専攻 
教授 安田 隆 



 

 

【実用化研究開発事業】                             応募２７件  採択１３件 

番号 テーマ 申請企業名 

１ 鉄道車両業界向け車両洗浄ロボットの開発 八祥産業株式会社 

２ 
感染症の防止を目的としたエコな高殺菌・高
消臭光触媒製品の開発と実証 

株式会社フジコー 

３ スレート屋根補修の機械化 株式会社三和綜合土木 

４ 
Free Wi-Fi を核とした独自の多言語動画番
組制作プラットフォームとビッグデータ&オー
プンデータエコシステムとの連携 

有限会社 BOND 

５ 
患者にやさしい連続血圧計の開発〜高血圧
や一過性意識消失の診断・治療への応用
〜 

株式会社パラマ・テック 

６ 
徘徊認知症高齢者の保護者連絡ソフトウェ
アの開発 

株式会社ヴィンテージ 

７ 運動競技場用ライン引きロボットの開発 株式会社アダチスポーツ 

８ 
３Ｄプリンタを用いた革新的砂型造型工程に
よる難燃性マグネシウム合金砂型鋳造製品
の開発 

株式会社戸畑製作所 

９ 
【継続】歯周病炎症性メディエータ検出イムノ
クロマトの開発及び歯周病総合診断法の検
討 

株式会社ジーンネット 

１０ 
【継続】情報提供サービス充実の為の携帯
写真で簡単便利な魚種検索機能の開発 

株式会社ケイエス企画 

１１ 
【継続】顧客サービスに着目した電力・熱・業
務プロセスの最適化に関する実証 

環境テクノス株式会社 

１２ 
【継続】尿中トロンビン活性測定による急速進
行性糸球体腎炎の診断装置の開発 

九州ワダチ株式会社 

１３ 
【継続】万能ロボットハンドを用いるマニピュレ
ータシステムの開発 

前田機工株式会社 

 

 

 

 



 

平成２６年度 新成長戦略推進研究開発事業採択一覧 

【研究開発プロジェクト創出・育成事業】                    応募 24件  採択 12件 

番号 テーマ 申請企業・大学名 

１ 
松葉杖歩行時の脇当ての脱落および握り部
圧の集中を軽減させる新型松葉杖の開発 

株式会社有薗製作所 
開発部 
主任 千々和 直樹 

２ 
回復期リハビリ用バランス検査訓練システム
の開発 

九州栄養福祉大学 
リハビリテーション学部 作業療法学科 
教授 長尾 哲男 

３ 
高速・高精度な運動競技場の自動ライン引
きロボットの低コスト化 

株式会社アダチスポーツ 
代表取締役社長 塩田 脩也 

４ 
光触媒特性を有する酸化物ナノシート材料
の合成と評価 

北九州市立大学 
国際環境工学部 エネルギー循環化学科 
准教授 鈴木 拓 

５ 
炭素繊維強化熱可塑樹脂を用いた超軽量
航空宇宙機構体設計・製作技術確立 

九州工業大学 
大学院工学研究院 先端機能システム工学研究系 
教授 奥山 圭一 

６ 
微小血管における循環能活性化に基づく抗
メタボリック症候群薬の開発 

九州工業大学 
大学院工学研究院 物質工学研究系 
准教授 北村 充 

７ 
表面音響光学効果を用いたポイントオブケア
向け高感度バイオセンサの開発 

九州工業大学 
大学院工学研究院 先端機能システム工学研究系 
准教授 孫 勇 

８ 
電子機器冷却用小型熱輸送デバイスに用い
る高性能沸騰伝熱面の開発 

九州工業大学大学院 
工学研究院 機械知能工学研究系 
助教 矢吹 智英 

９ 
燃料電池用高性能低コスト非白金酸化物触
媒の開発 

九州工業大学 
大学院生命体工学研究科 生体機能応用工学専攻 
教授 馬 廷麗 

10 
口腔内ケアサプリメントの開発を志向した歯
周病抑制菌の分離と機能追究 

九州工業大学 
大学院生命体工学研究科 生体機能応用工学専攻 
准教授 前田 憲成 

11 
炭素繊維素材の弾性特性を用いた非電動
立ち上がり介助機能付き歩行器の開発 

九州工業大学 
大学院生命体工学研究科 人間知能システム工学専攻 
准教授 我妻 広明 

12 
臨床で利用可能なウエアラブルな起立動作
計測システムの開発 

九州工業大学 
大学院生命体工学研究科 人間知能システム工学専攻 
准教授 和田 親宗 

 

【研究開発プロジェクト創出・育成事業（半導体・エレクトロニクス）】       応募５件  採択４件 

番号 テーマ 申請企業・大学名 

１ 
音響センシングによる安全運転支援技術の
研究開発 

九州工業大学 大学院 工学研究院 

電気電子工学研究系 

准教授 水町 光徳 

２ 
災害復旧・消防活動用超高出力 LED照明の
実現に向けた高性能放熱モジュールの開発 

北九州市立大学 国際環境工学部 

機械システム工学科 

准教授 井上 浩一 

３ LED コルゲート灯の開発 株式会社豊光社 

４ 
広域火災消化活動を支援するための散布型
センサーモジュールの開発 

株式会社設計アルゴリズム研究所 

 



 

【成長産業実用化研究開発推進事業】                       応募９件  採択６件 

番号 テーマ 申請企業名 

１ 
顧客サービスに着目した電力・熱・業務プロ

セスの最適化に関する実証 
環境テクノス株式会社 

２ 
低コスト・高強度な粉末積層式三次元造形

用新素材および造形技術の開発 
合同会社ひびくー 

３ 
歯周病炎症性メディエータ検出イムノクロマト

の開発及び歯周病総合診断法の検討 
株式会社ジーンネット 

４ 

生体情報及びモーションセンシングによる現

場に即した動的な監視機能を追加し、安全

性と操作性を高めた利用継続性のある歩行

訓練ツールの開発 

リーフ株式会社 

５ 
研磨パッドと水酸化フラーレン混合スラリーに

よる新規研磨法の実用化研究 
三島光産株式会社 

６ 

【継続】 

相反転方式水車による小水力発電と電力利

用システムの技術研究開発 

株式会社協和コンサルタンツ 

 

（二次募集）                         応募８件 採択３件 

７ 
【二次募集】 
中小企業向け産業用ロボット高度化のための
次世代教示システムの開発 

有限会社ＡＩＤ 

８ 

【二次募集】 
産業タイヤの製造工程廃棄物であるスチー
ル・ゴム接着物の分離後ゴム回収・再利用法
の開発 

株式会社イマナガ 

９ 
【二次募集】 
プロジェクター用高輝度 LED光源の開発 

株式会社 STEQ 

 


