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■ 事業の概要
公益財団法人 北九州産業学術推進機構（以下、
「当財団」という。
）は、平成１３年に地
域の産業を支える知的基盤として開設された北九州学術研究都市（以下、
「学研都市」とい
う。
）を中心に、北九州地域における産学官連携による研究開発及び学術研究を推進する等
により、産業技術の高度化及び活力ある地域企業群の創出・育成に寄与することを目的に、
大学・研究機関と産業界の連携の推進や、中小企業・ベンチャー企業の総合的な支援を行
っている。
現在、学研都市では、国・公・私立の大学１学部４大学院、企業４４社及び研究機関
１２機関等が集積し、学生２,３３０名（うち留学生５３０名）
、教員１５９名、その他企業
関係者などを合わせて３,１９７名（平成２７年５月１日現在）が、教育や研究開発等に取
り組んでいる。
当財団では、平成２６年度、学研都市の効果的効率的運営、技術開発・経営支援、さら
には、国内外への積極的情報発信等を進めた。この結果、関係機関の有機的連携による高
度人材育成、新事業の創出や技術の高度化、多数の創業、多数の海外視察者などの成果に
つながった。

アジアに開かれた学術研究拠点の形成
【大学連携】
学研都市の国公私 3 大学（九州工業大学、北九州市立大学、早稲田大学）による、国
内でも評価が高い「連携大学院」を進め、平成２６年度は、
「カーエレクトロニクスコー
ス」や「インテリジェントカー・ロボティクスコース」の学生を対象に、研究インター
ンシップやオフサイトミーティング（企業と学生の意見交換会。企業１５社・学生延
３１５名が参加）など独自の支援プログラムを実施した。この結果、こうした高度専門
人材育成プログラムにより、カーエレコース２５名、カーロボコース４０名の修了生を
輩出した。なお、修了生の多くは、その経験によって、自動車メーカーや電装メーカー
等に就職した。
【人材育成】
「ひびきの高度ものづくり実践人材育成事業」は、平成２５年度に引き続き実施し、
学生主体のものづくりプロジェクトである「ひびきのハイテクチャレンジ」の助成（公
募）を行うとともに、大学や企業等と連携した実践的講習会の開催やものづくり活動の
フィールドの提供を行った。この結果、ハイテクチャレンジでは、自然エネルギー利用
冷暖房や RoboCup 関連など学生グループによる 7 件の活動推進や、３D プリンタ活用
ノウハウの習得などにつながった。
優れた半導体技術者を育成するため、
「ひびきの半導体アカデミー」を開催した。この
結果、
「高精度熱抵抗／熱容量測定・最先端熱伝導率測定法セミナー」など１４講座に
３３７名が参加し、半導体技術者育成につながった。

１

【アジアの研究拠点化】
学研都市では、毎年、数多くの海外研究者等を受け入れており、産学官連携による産
業・学術の推進について説明を行うとともに、海外人材と学研都市との連携強化や国内
外への積極的情報発信を進めている。この結果、平成２６年度は、３６カ国・地域の
１，１７４人に対し学研都市等の活動や成果の説明を行い、海外研究者等の関心を高め
るとともに国際的ネットワークの構築にもつながった。
産業のグローバル化の進展の中で、高度人材として活躍が期待される優秀な留学生と
地域企業とのネットワーク構築を支援するため、
「北九州学術研究都市冠留学生奨学金制
度」を創設している。平成２６年度は、市内の中小企業１社、ベンチャー企業１社の冠
奨学金が具体化し、ネットワーク構築に貢献した。

技術開発支援による新事業の創出・技術の高度化
【新事業創出・技術高度化】
北九州市新成長戦略に掲げる「新たな技術と豊かな生活を創り出すアジアの先端産業
都市」の実現に向け、市内企業・大学等の持つ技術の高度化、製品の高付加価値化、新
事業の創出を目指す研究開発への支援（助成）を行った。この結果、燃料電池用触媒開
発や高齢化社会対応技術適用可能性評価等３３件の研究開発事業が進められた。
【産学連携】
学研都市を中心とした産学連携を推進するため、連携プラットフォームの形成、情報
発信、支援（助成）等を推進した。この結果、
「第１４回産学連携フェア」等の「産」と
「学」との出会いの場に約 1 万人が参加し、また、
「北九州医歯工連携研究会」など研
究会活動が進められた。
【国等スキーム活用】
研究開発を一層推進するため、国等のプロジェクト・スキームの活用を進めた。この
結果、新規事業３件を含む１１件の事業を２６の企業と共同で進め、新技術・新製品の
開発を行った。
【地域連携】
低炭素社会、高度情報化社会、健康・長寿社会等の次世代社会に必要な技術・製品の
創出に向け、福岡県や北九州市等と連携し、アジアをリードするイノベーション拠点「福
岡次世代社会システム創出推進拠点」の形成に取り組んだ。この結果、１１の研究プロ
グラムが実施された。
【特許・技術移転】
北九州 TLO として、大学等で生み出された研究成果を特許化し、ライセンス契約等に
より企業への技術移転を進めた。この結果、特許出願数や技術移転成約件数は前年度か
ら大きく増加し、累積特許出願件数は４３３件、累積技術移転成約件数は２１８件に達
した。
２

【半導体技術】
企業・公的機関等６３団体からなる「ひびきの LED アプリケーション創出協議会」で
は、新アプリケーション産業の創出等を目的に、販路創出等に取り組んだ。この結果、
協議会が開発を支援した LED 投光器が、
「北九州市トライアル発注認定新商品」及び「北
九州エコプレミアム」に選定されるとともに、北九州市の施設に採用された。
【カーエレクトロニクス】
学研都市を中心とした大学における研究シーズ（種）を具体的な産学共同研究へつな
げる取組を実施した。この結果、早稲田大学を代表研究機関とする「ハイブリッド自動
車向けＳｉＣ耐熱モジュール実装技術の研究開発」が内閣府の「戦略的イノベーション
創造プログラム（ＳＩＰ）／次世代パワーエレクトロニクス」に採択され事業化に向け
大きく前進した。また、
「九州・ひびきの自律走行研究会」などの研究会運営を進め、最
適ソリューションの絞り込みを進めた。
【ロボット】
「産業用ロボット導入支援センター」では、ロボット技術を活用した地域企業のもの
づくり力強化と生産性向上を支援した。また、北九州ロボットフォーラムの運営やロボ
ティクス分野の新規研究プロジェクトの立ち上げや助成を行った。この結果、研究開発
で得られた新技術・新製品の実証化・事業化のコーディネート（9 件）の進展等につな
がった。

地域企業への経営支援と創業の促進
【中小企業経営支援】
創業や経営革新に積極的に取組む中小企業に対して、総合相談や専門家派遣による経
営支援を行った。この結果、新規開業３５社、課題解決５１３件、マッチング成立１４
件、雇用創出約１２０人など、中小企業の振興につながった。
【知的所有権】
特許等の知的所有権に関する中小企業等への支援を進めた。この結果、１,０００回を
超える中小企業への相談等への助言につながった。
【ベンチャー育成】
ベンチャー企業支援ネットワーク「北九州ベンチャーイノベーションクラブ（KVIC）
」
による各種事業展開や、市内インキュベーション施設入居企業への支援を進めた。この
結果、インキュベーション入居企業の売上高８５％増などの振興につながった。
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学研都市のＰＲと効率的な施設運営
【学研都市ＰＲ】
学研都市について、工業系全国紙とタイアップした企画連載や大学研究でのアピー
ルなど、様々な機会や手法を活用して、国内外への情報発信を行った。この結果、
３６ヶ国・地域からの研究者等の視察や、約２００件の報道などにつながった。
【効率的財団運営】
「FAIS 職員提案制度」等により、様々な改善見直しを行った。この結果、学研都市
施設全般電力使用量の対平成２２年度比１６.０％削減などの効率化につながった。
【学術研修施設等管理運営】
北九州学術研究都市や北九州テレワークセンターの指定管理者として、施設の効果
的・効率的な管理運営を行うとともに、施設の利便向上に取り組んだ。

今後とも、学研都市など、北九州地域における産学官連携による研究開発及び学術研究
を推進する等により、産業技術の高度化及び活力ある地域企業群の創出・育成に寄与すべ
く、取組みを推進していく。
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■ 具体的な取り組み
【公益目的事業会計】

１ アジアに開かれた学術研究拠点の形成
(１)

大学間連携促進事業

○ キャンパス運営委員会の開催
学研都市の大学の代表者等によって構成されるキャンパス運営委員会を開催（２回：９月
２４日、２月１９日）し、産学連携、大学間連携及び学術情報等に関する協議を行った。
○ 学研都市見学会
近隣の高等学校・高等専門学校の生徒を学研都市に招き、大学研究室等での教育研究活動の
体験・施設見学など最新の研究成果などに触れてもらう見学会を、学研都市の３大学（北九大、
九工大、早稲田大）と連携し開催した。
参加者

開催日

国立北九州工業高等専門学校 電気電子工学科２年生
福岡県立東筑高等学校 １年生

参加者数

６月３日

４４名

９月２６日

３６１名

(２) 留学生支援事業
○ 留学生就職支援プログラム事業
学研都市の３大学（北九大、九工大、早稲田大）で日本企業に就職を希望する修士留学生を
対象に、ビジネス日本語講座、日本ビジネス講座、就職セミナー等の就職支援プログラムを実
施した。
＊受講生 ２０名

（九工大４名、早稲田大１６名）

＊日本ビジネス講座、就活セミナーはプログラム受講生以外の留学生も参加
＊参 考 平成２５年度プログラム受講生１７名の就職先
日本電気㈱、㈱野村総合研究所、オムロン㈱、パナソニック㈱、楽天㈱、
ルネサスエレクトロニクス㈱、NTN㈱、住友重機工業㈱、日立国際電気㈱、
安川コントロール㈱ 等
○ 語学教育センター運営事業
学研都市の留学生、進出企業・研究機関の研究者等を対象として、日本語講座、習熟度別少
人数指導方式日本語、漢字講座、英会話講座を実施した。
講座名

開講期間

３２回

７８名

１０月～２月

２６回

１６４名

４月～８月

１７回

１１名

４月～８月

１６回

１２名

１０月～２月

１５回

２２名

４月～８月

１６回

１４名

１０月～２月

１５回

１９名

１３７回

３２０名

習熟度別少人数指導方式日本語
漢字

英会話（初級・中級２コース）
合

受講生数

４月～８月

日本語
（初級～中級、ビジネス日本語７コース）

授業回数

計

５

○ 奨学金の給付
優秀な留学生の集積を図るため、奨学金（年間６０万円／人､秋期入学は３０万円）を給付
した。
＊奨学金：１４,１００千円 （給付人数：４１名）
○ 住宅費助成金交付事業
教育研究活動に専念するための生活支援として、各大学が提供する宿舎等に入居することが
できず、民間の賃貸住宅等に入居する留学生を対象として、家賃等の助成を行った。
＊助成額：３,４９５千円 （助成人数：７８名）
○ 留学生交流事業補助
学研都市の留学生と地域住民との交流事業などを支援するため、ＮＰＯ法人やボランティア
団体が実施する留学生支援活動に対し助成を行った。
＊助成額：６００千円
○ 学研都市留学生ビジネスネットワーク支援事業
留学生と地域企業との結びつきを支援するため、留学生と企業との交流の場（企業見学会、
意見交換会等）を提供するとともに、卒業生を含めた留学生のネットワークを構築した。
また、企業がスポンサーとなる冠付奨学金について、㈱戸畑ターレット工作所、日本プライ
スマネジメント㈱から寄付を受け、留学生２名に給付した。
【企業見学会】
・平成２６年１１月９日 ㈱ウチダ

参加留学生数：２３名

・平成２７年 ２月３日 ㈱Ｃ＆Ｇシステムズ

参加留学生数：２３名

㈱デンソー九州

参加留学生数：２７名

【地域企業との交流】
・平成２６年１１月９日 直鞍国際経営交流会
参加企業数：１２社、参加留学生数：２３名
＊学研都市留学生同窓会「ひびきの会」
：平成２６年９月設立
＊冠付奨学金（２企業）
：６０万円/年（給付人数：１名）、３６万円/年（給付人数：1 名）
(３)

研究基盤整備推進事業

○ 海外大学等との連携プロジェクト促進事業
① 海外連携プロジェクト助成金
学研都市内に研究拠点を設けた海外大学に対し、共同研究を行う大学に対して助成すると
ともに、拠点の設置・維持に係る経費の一部助成を行った。
【共同研究】
・ 清華大学（中国）と早稲田大学とのマルチコアプロセッサーとマルチメディア処理に関
する共同研究
・ 上海交通大学（中国）と早稲田大学との環境情報処理技術に関する共同研究
・ 北京大学（中国）と早稲田大学との３次元コンピユータビジョン技術高度化に関する共
同研究
【拠点の設置】
・ フィレンツェ大学国際プラントニューロバイオロジー研究所 北九州研究室など２件

６

② 海外サイエンスパーク等との交流調査事業
１０月の中華民国（台湾）１０３年国慶節祝賀レセプションへの出席、１０月の「産学連
携フェア」に台湾の３科学工業園区（新竹・南部・中部）との交流窓口である台北駐日経済
文化代表処を招いて「学研都市視察」の実施など、海外サイエンスパークとの交流を図った。
(４)

学研都市人材育成事業

○ カーエレクトロニクス拠点推進事業（人材育成関連）
学研都市３大学による連携大学院「カーエレクトロニクスコース」
（平成２１年４月に開設）
、
「インテリジェントカー・ロボティクスコース」（平成２５年４月に開設）の運営を支援し、
学研都市３大学及び関係企業と連携しながら実践的な高度人材の育成を行った（平成２６年度
コース修了生：カーエレコース２５名、カーロボコース４０名）
。
また、研究インターンシップ（実践的派遣教育）やオフサイトミーティング（企業と学生の
意見交換会）など独自の支援プログラムを実施した。
① 研究インターンシップ
より実践力を備えた産業人材を育成するため、学生を企業の研究開発部門などへ派遣する
インターンシップのコーディネートや、派遣に伴う旅費等についての助成金制度（実践的派
遣教育事業助成金）により、インターンシップの実施を促進した。
＊助成金採択者数：３名
② オフサイトミーティング
カーエレクトロニクス関連企業のエンジニア・人事担当者を招聘し、気軽な雰囲気でディ
スカッションを行うことにより、職業観の醸成を目的としてオフサイトミーティングを実施
した。
＊参加企業数：１５社、参加学生数：延べ ３１５名
○ 【新規】環境にやさしい次世代自動車勉強会(FCV 編)
次世代自動車産業拠点の形成に向け、地域企業の自社技術の活用や新たなビジネスチャンス
の検討に向けた機会の提供としてセミナー・講座を開催した。
テーマ・講座名

開催日

「水素エンジン車の開発と水素供給施設の整備」セミナー
①もう一つの水素自動車
②水素インフラ整備の取り組みについて

１１月１９日

８０名

２月１６日

１０２名

「明るい未来の自動車社会を語る」シンポジウム
①基調講演：明るい未来の自動車社会
②パネルディスカッション

参加者数

○ ひびきの高度ものづくり実践人材育成事業
① 平成２５年度に引き続き「ひびきの高度ものづくり実践人材育成事業」の運営を行い、学生
主体のものづくりプロジェクト「ひびきのハイテクチャレンジ」を公募、助成した。
【採択プロジェクト】
プロジェクト名

参加者数

学生フォーミュラ車両製作を通じた高度な人材育成

１１名

自然エネルギーを利用して冷暖房を行う茶室への挑戦

３５名

ＰＩＣを使ったイルミネーション製作による人材育成

２３名

７

窓清掃ロボットの移動機構開発

１２名

屋内軽作業向け球体駆動式全方向移動台車の開発

１４名

RoboCup@Home に向けた自律ロボットの開発と競技大会への参加
RoboCup 中型リーグに向けた次世代プラットホームの開発
合

６名
１０名

計

１１１名

② 学生が主体的に取り組む開発プロジェクトを支援するため、大学や企業等と連携し、実践的
な内容を中心とした講習会の実施やものづくり活動のフィールド提供などを行った。
【人材育成や研究開発に関する講習会・セミナー・情報発信の企画開催等】
内容

開催日

プロジェクトマネジメント講習会

７月９日

７名

８月１８日

２７名

９月３日、４日

１６名

安全講習会＆北九州マイスター講習会（ＫＩＧＳ）
３Ｄプリンタ活用講習会
合

参加者数

計

５０名

○ 半導体人材育成事業
優れた半導体技術者を育成する取り組みとして、半導体技術者が必要とする関連技術の習得
を目的とした講座「ひびきの半導体アカデミー」を１４講座実施した。
市のサービス産業政策課が進める小倉市街地の都市再生企画、リノベーションスクールの一
環として開催した「リノベ祭」において、小学生と家族向けの LED 工作教室を実施し、LED
照明の省エネ効果をアピールすると共に、LED を使った簡単な電子工作を行った。
講 座 名

開催日

メンター・グラフィックス・ジャパン㈱による高精度な熱抵抗/
熱容量測定法と最先端熱伝導率測定法セミナー

受講者数

６月２０日

１６名

６月２６日

３９名

７月２９日

２７名

８月２３日

２７名

１０月２０日

４名

１１月９日

９５名

ＬＥＤ素子

１１月１３日

１６名

福岡システムＬＳＩカレッジ学研開催
①鉛フリーはんだ接合部の信頼性評価手法
②高速化に対応するプリント基板の設計とノイズの基礎
③ＳＩとＥＭＣの設計のポイント

１１月１８日
１１月２０日
１１月２１日

１７名
１１名
１０名

文科省ナノテクノロジー微細加工プラットフォーム事業・
半導体の故障解析

１２月１８日

１４名

総務省・新たな広域連携モデル構築事業
①ＬＥＤ駆動技術実習講座
②ＰＩＣマイコン活用基礎講座

１月２２日
１月２６日

２０名
３６名

マネジメント能力向上講座

２月１０日

５名

最先端の光ソリューションで研究開発とビジネスの可能性を探
る（ひびきのサロン）
㈱ＩＤＡＪによる熱設計基礎講座
ＬＥＤ工作教室（リノベ祭）
㈱ＩＤＡＪによる電子機器専用熱流体解析体験セミナー
ＬＥＤ工作教室（ひびきの祭）

合

計

３３７名

８

２ 技術開発支援による新事業の創出・技術の高度化
(1)

北九州市新成長戦略の推進

○ 【新規】新成長戦略推進のための研究開発プロジェクト助成事業
北九州市新成長戦略を推進するため、技術の高度化、製品の高付加価値化及び新産業の創出
を目指す研究開発を支援した。
① 新成長戦略推進研究開発事業(助成金)
・ 研究開発プロジェクト創出・育成事業
北九州市新成長戦略に定める成長分野に関する事業化を目指した研究開発プロジェクト
を創出・育成していくための調査・研究に対して助成。
＊１００万円以内／年 （単年度助成）
・ 成長産業実用化研究開発推進事業
北九州市新成長戦略に定める成長分野に関する技術の高度化・製品の実用化を目指す研
究開発に対して助成。
＊７００万円以内／年 （最長２年度）
【研究開発プロジェクト創出・育成事業】１２件
採択テーマ名

申請企業・大学

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

㈱有薗製作所

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

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

㈱アダチスポーツ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

９

【研究開発プロジェクト創出・育成事業（半導体・エレクトロニクス技術）
】４件
採択テーマ名

申請企業・大学

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

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

LED コルゲート灯の開発

㈱豊光社

広域火災消火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

㈱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】９件
採択テーマ名

申請企業

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㈱

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

(同)ひびくー

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

㈱ジーンネット

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㈱

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㈱

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【継続】

㈱協和コンサル
タンツ

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

㈲ＡＩＤ

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

㈱イマナガ

プロジェクター用高輝度ＬＥＤ光源の開発

㈱ＳＴＥＱ

○ 地域企業の成長産業分野への新規参入支援事業
北九州市内ものづくり企業の成長分野への新規参入を促進するため、金属加工、プラスチッ
ク加工、機械器具等、地域企業が保有する技術と市場マーケットとの接点を調査した。また、
市内のものづくり企業が新たな分野への参入や新たな顧客開拓のために用いるサンプルの製作
や展示会出展を支援した。
・ 成長分野新規参入支援事業（助成金）
新たな分野への参入や新たな顧客開拓などに用いる「サンプル（試作品）製作費用」、
「サ
ンプル（試作品）を用いた商談や展示会出展に必要な経費」を助成
採択テーマ名

申請機関

オフィス照明の節電制御装置ライティングオーケストラ

博通テクノロジー㈱

アタッチメント式台車用パワーアシストユニット

㈲ICS SAKABE

生化機能性材料による新規化粧品および食品

㈱FILTOM

セラミックスの加工成型技術を活かした新商品セラミックスライナ
ー：ハリスター

㈱アステック入江

１０

○ 【新規】高齢化社会に対応した地域企業競争力強化支援事業
高い産業競争力を持つ｢知力と活力にあふれた多世代共創型産業社会＝スマートダイバーシ
ティ社会｣の実現へ向け、ロボット技術やセンシング技術を活用した高齢者や女性にも働きやす
い職場環境の構築に必要な人間工学、ロボット技術及びセンシング技術に関する研究を市内大
学等と共同で実施した。
研究テーマ
労働支援ツール評価のための動作解析研究とツール適合性評価研究
高齢者・女性等における就労動作の解析及び労働支援ツールの適合可能性評価
人とロボットとの共創社会を実現するためのロボット技術適用可能性評価
センサーに関する調査研究及び高齢者の安否確認並びに働く人の作業環境監視のための
ＣＯ２、ＮＯ２センサーの可能性調査

(２)

産学連携推進事業

○ 産学連携基盤形成事業（研究者情報冊子の作成等）
学研都市の研究者情報等の技術シーズや研究成果を積極的に発信するとともに、最新の技術
動向の収集や国その他関係機関とのネットワーク強化を通じて、産学連携の基盤づくりを進め
た｡
① 「北九州学術研究都市の研究者情報」冊子等の作成
学研都市のポテンシャルを広くＰＲするため、様々な媒体により、研究者の情報（５機関、
約１９０名）のＰＲを行った。
・ 「研究者情報」の改訂
冊子１,５００部、 概要版（日本語）３,０００部、（英語）１,０００部
・ 研究者インタビュー記事の更新
学研都市の注目の研究者のインタビュー記事を、学研都市ホームページ及び研究者情報
データベースのサイトに掲載（年 2 回）
② 産学連携を効果的に推進するための情報収集・発信
情報発信機能のＰＲとネットワーク拡大を目的に、メールマガジン「産学連携センター
Ｎｅｗｓ」を約７,７００人に５８回配信し、国等の公募事業や産学連携イベント情報、北九
州ＴＬＯの保有シーズなどタイムリーな情報提供を行った。
○ 産学交流促進事業（産学交流サロン、第１４回産学連携フェア等）
① 産学交流サロン
学研都市において産学連携の動きが次々と生まれる環境づくりを目的に、特定の技術テー
マについて、産学官で自由にディスカッションする｢産学交流サロン｣（８回開催、延べ約
１,０００名参加）を開催した。
回

テーマ・講座名

第１２９回

最先端の光ソリューションで研究開発とビジネスの可能性
を探る
～ バイオ研究・環境計測分野等へのレーザー用光学機器・
光学システムの応用 ～

１１

開催日

６月２６日

参加者数

３６名

第１３０回

～北九州医歯工連携研究会～ 潜在ニーズをつかみ取れ！
ユーザーと共に新しいプロダクトを生み出す「デザイン思
考」セミナー

９月１１日

８７名

第１３１回

「産業界が求める人材と連携大学院への期待」
～産業界、先輩から送る連携大学院生への熱いメッセージ～

１０月１０日

７６名

第１３２回

＜新技術説明会＞
第１部「環境・エネルギー」
第 2 部「医療・福祉・健康」

１０月３１日 ３６５名

第１３３回

「グローバル情報生産システム研究の最前線！」
～アジアの頭脳が早稲田大学ＩＰＳひびきのキャンパスに
集う～

１１月１２日
１７６名
１３日

第１３４回

ＬＥＤスマートアプリケーションの世界

２月６日 １０６名

第１３５回

ロボット革命実現に向けて
～国の施策とロボット技術の最新動向～

３月６日 １０４名

第１３６回

～北九州医歯工連携研究会～
「デザイン思考」セミナー Part2 介護現場からの実践報告

３月１２日

５７名

② 産学連携フェア
地域の大学（研究機関）
・企業等の研究シーズや先端科学技術の研究開発状況を広く情報発
信するとともに、
「産」と「学」の出会いの場を提供する｢第１４回産学連携フェア｣を２日間
開催し､延べ約７,７００名が参加した。
フェアでは、基調講演（世界のロボット事情と日本の進むべき道）
、セミナーや展示会を開
催し、企業商談等１８２件（技術相談６０件、商談５６件、共同研究６６件）の成果を上げ
た。
＊日程
場所
テーマ
基調講演
セミナー
展示会
③ 展示会等出展

：１０月３０日～３１日
：北九州学術研究都市
：知と技術の融合
：株式会社安川電機 代表取締役会長兼社長 津田 純嗣 氏
：３３件開催
：４６機関・団体が出展

学研都市における産学連携活動を広くＰＲするため、北九州イノベーションギャラリー夏
企画展に同時開催連動展としてＰＲブースの出展を行った。
展示会等

開催日

「北九州の先端技術」展（北九州イノベーションギャラリー）

７月１２日～９月１５日

○ 中小企業産学官連携研究開発事業（中小企業向け助成金）
市内中小企業の技術や製品の高度化を推進するため、市内中小企業が大学等と行う優れた新
技術・新製品の研究開発を支援した。
・ 市内の中小企業が行う、補助終了後３年程度以内の実用化の見込みのある新技術や新製品
開発に対する助成
＊７００万円以内／年 （最長２年度）

１２

申請企業
（他の参画企業）

採択テーマ名

参画大学等

情報提供サービス充実の為の携帯写真で簡単便利
㈱ケイエス企画
な魚種検索機能の開発

九州工業大学

日本と東アジアの各麹菌を共培養した新規麹を用
いた甘酒の開発

小倉印㈱

北九州市立大学

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㈱

九州工業大学

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

㈱戸畑製作所

九州大学、
福岡県工業技術センター
機械電子研究所

屋外携帯用超軽量呼吸補助装置と最適呼吸マスク
の開発

カースル㈱

西日本工業大学

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㈱

九州工業大学

加工力モニター機能を有するインテリジェント微
㈱タック技研工業
細タップ加工装置の開発【継続】
３次元自動ＦＷ成形装置を用いた繊維強化プラス
チック製品の開発【継続】

丸栄化工㈱

北九州市立大学
北九州工業高等専門学校、
九州工業大学

○ 新産業創出支援事業
イノベーション手法の一つであるデザイン思考を用いて、介護現場及び在宅医療現場におけ
る潜在ニーズの発見、課題形成を行い、新たなアプリケーションを創出するため、研究会活動
を通じて介護・在宅医療等企業における潜在ニーズの抽出や介護技術等スキルの分析等を実施
した。
また、北九州都市圏域の３次元技術活用実態を調査し、市内企業とあわせて分析することに
より、市内との比較や他地域との差異を把握するとともに、当該技術の活用による企業の競争
力強化や課題を検討した。
その他、個別分野の研究開発プロジェクトを検討する研究会を運営するとともに、国プロ終
了案件の事業化へ向けた補完研究を支援した。
研究会名

参画機関

作業動作アシストツール職場導入支援研究会

大学等３機関、企業１５社

３Ｄものづくり技術研究会

大学等１機関、企業７社

泥炭火災抑制技術研究会

大学等３機関、企業３社、公的機関６機関

北九州医歯工連携研究会

大学等６機関（企業は自由参加制）

(３) 国等研究開発プロジェクト受託事業
国等からの研究開発資金を活用した産学共同研究プロジェクトを運営実施した。
平成２６年度は、前年度からの継続の８事業を含め、１１事業に取り組み、
（このうち７事業
については、平成２７年度以降も継続実施）、市内外の２６企業と共同プロジェクトを進め、新
技術･新製品の開発を行った。

１３

公的研
究機関

参画
企業数

早稲田大学

—

４

２４年度～２６年度

九州工業大学

１

３

非常用電源としてのマグネシウム空気電池を実現
する難燃性マグネシウム合金鋳造薄板による革新
的電極素材の開発

２５年度～２７年度

－

１

３

溶融亜鉛めっきの代替が可能な複合酸化物を活用
した高強度防錆塗料と工法の開発

２５年度～２７年度

－

2

広域対象のＰＶシステム汎用リサイクル処理手法
に関する研究開発

２２年度～２６年度

－

２

新バイオディーゼルの合成法の開発

２２年度～２６年度

－

－

インドネシア・バリクパパン市における泥炭・森
林火災の消火技術モデル事業

２５年度～２７年度

北九州市立大学

－

４

微細加工プラットフォーム事業

２４年度～３３年度

－

－

－

ＳｉＣセラミックス大幅適用拡大の為の新規２段
反応焼結法(接合・精密加工技術)の開発

２６年度～２８年度

九州工業大学

－

１

ＨＶ向けＳｉＣ耐熱モジュール実装技術の研究開
発

２６年度～２９年度

－

４

竹-プラスチックコンポジット材を活用した事業
の推進

２６年度～２８年度

－

３

２

２６

プロジェクト名

事業期間

地滑り・公共インフラ老朽化監視用低コスト・多
機能・高精度計測システムの研究開発

２４年度～２６年度

エネルギー社会に対応した高機能パワーデバイス
の高信頼性を確保する超小型電流センサ及び製造
ライン向け検査装置の開発

合

参画大学

九州工業大学、
九州大学
－
北九州市立大学、
日本工業大学 他

早稲田大学、
九州工業大学
－

計

(４) 地域イノベーション戦略支援プログラム
福岡県、北九州市、福岡市、
（公財）福岡県産業・科学技術振興財団と連携し、これまでの文
部科学省クラスター施策での研究成果等の展開を図るとともに、
低炭素社会、
高度情報化社会、
健康・長寿社会等の次世代社会に必要となる研究開発を推進し、アジアをリードするイノベー
ション拠点「福岡次世代社会システム創出推進拠点」の形成に取り組んだ。
【研究テーマ】
研究テーマ名

研究代表者

有事対応型情報プラットフォームの開発

九州大学 安浦寛人 教授

複合型社会情報基盤システムの信頼性・安全性保証技術の研究開発

九州大学 福田晃 教授

高性能無線バックホール

九州大学 古川浩 教授

次世代窒化ガリウムパワー半導体による革新的ワイヤレス・エネル
ギー供給技術開発と照明への応用

九州工業大学 大村一郎 教授

MEMS を利用した細胞解析デバイスの開発

九州工業大学 安田隆 教授

超低電力アナログＬＳＩの高信頼設計技術に関する研究

北九州市立大学 中武繁寿 教授

１４

新規高輝度ＬＥＤ利用による省エネルギー・超高集約型植物栽培シ
ステムの開発

北九州市立大学 河野智謙 教授

高機能・高信頼性モジュールのための高付加価値インターポーザに
関する研究

福岡大学 友景肇 教授

３次元ＬＳＩによる画像処理チップの研究

早稲田大学 後藤敏 教授

次世代画像符号化（ＨＥＶＣ）の低消費電力化の研究

早稲田大学 後藤敏 教授

ＣＰＳ構築に向けたＳＳＳｏＣ利活用技術の開発

(公財)九州先端科学技術研究所
村上和彰 副所長

(５) 北九州技術移転機関（北九州ＴＬＯ）運営事業
大学等で生み出された研究成果を特許化し、ライセンス契約等により企業へ技術移転を図っ
た。
平成２６年度実績（２５年度実績）
特許出願件数
技術移転成約件数

平成２６年度末現在

３件（１件） 累積特許出願件数
１１件（６件） 累積技術移転成約件数

４３３件
２１８件

＊知的クラスター創成事業の成果でＦＡＩＳが特許出願した件数を含む。
(６) 半導体技術推進事業
○ 半導体産業創出事業
ベンチャー企業のニーズなどを踏まえ、アナログ回路設計ツールや評価機器の整備を行い、
充実した半導体設計環境・評価環境づくりを進めた。
【半導体設計環境及び、評価・解析環境の提供】
種 別

ツール名・機器名

レイアウト検証

Calibre

回路シュミレータ—

Virtuoso Spectre Circuit Simulation

回路図エディター

Virtuoso Schematic Composer

レイアウトエディター

Virtuoso Layout Editor

フルフロー設計

HiPer Silicon

その他

環境整備（端末設定・機器・部品等）

＊延べ利用者数１,０８９人
○ 新アプリケーション創出事業
平成２３年２月に発足した「ひびきのＬＥＤアプリケーション創出協議会」は、ＬＥＤを用
いた新アプリケーション産業の創出等を目的に活動を行っている。また、協議会活動の一環と
して、平成２５年度より販路創出分科会を立ち上げ、販路創出にも取り組んでいる。
協議会が開発を支援した㈱春日工作所（KSL-100Ma）、イーアイエス㈱（EI-FL500M）
の LED 投光器が、北九州市トライアル発注認定新商品に選定されるとともに、北九州エコプ
レミアム・エコプロダクツに選定された。そのうち、㈱春日工作所の KSL-100Ｍａは、北九
州市版トライアル発注制度を利用して、小倉城ライトアップ用投光器、中井市民センター駐車
場用投光器に採用された。

１５

また、第５回ひびきの LED アプリケーション創出協議会、第１３４回産学交流サロン（ひ
びきのサロン）を２月６日に同日開催（参加者数：１０６名）するとともに、東京ビッグサイ
トで開催された『ライティング・フェア２０１５』などの展示会等に出展し、協議会の活動状
況や成果等を市内外に幅広く情報発信した。
【研究会活動】
研究会名

参画機関

ひびきのＬＥＤアプリケーション創出協議会

会員数１２９名、企業４１社、公的機関等２２団体

高輝度ＬＥＤ照明研究会

大学４機関、企業８社、公的機関１機関

【ひびきのＬＥＤアプリケーション創出協議会 登録研究グループ】
研究グループ名

参画機関

高効率ＬＥＤデジタル電源制御技術の研究

早稲田大学、㈱イーシーエス、
新日本無線㈱

無線ネットワークを用いた室内照明節電制御システム
の研究

早稲田大学、博通テクノロジー㈱、
東芝ライテック㈱

ＬＥＤ安全・防災応用研究会

北九州市立大学、国立環境研究所、
北九州市消防局、㈱エコジェノミクス、
㈱ｉＴｅｓｔ、㈱インフォグラム、
㈱キットヒット

ＬＥＤ植物工場（食料生産）研究会

北九州市立大学、㈱ｉＴｅｓｔ、
宮崎大学、弘前大学、
九州沖縄農業研究センター、
ボン大学（独）
、フィレンツェ大学（伊）
、
パリ第７大学（仏）
、
新日鉄ソリューションズ㈱

ＬＥＤ鮮度保持照明研究会

北九州市立大学、クランフィールド大学、
東北大学、㈱ｉＴｅｓｔ

ＬＥＤ駆動回路の研究

北九州工業高等専門学校

ＬＥＤスペクトル照射による化学物質の分解システム

熊本県立大学、㈲ニシカン、
㈲球磨衛生設備管理会社、
㈲松岡清掃公社、㈲三角環境、
㈱セイブクリーン

高輝度ＬＥＤを駆使した魚類の電気生理学的応答の解
明と工学的応用

北九州市立大学

ＬＥＤアプリ製品のための低コスト高放熱パッケージ
の研究

㈱ＳＴＥＱ

インテリジェントＬＥＤ照明の研究

㈱ＳＴＥＱ

ＬＥＤによるＣＯ２吸収システム

北九州市立大学、フィレンツェ大学（伊）
、
㈱パートナー

電源一体型小型・軽量ＬＥＤ水中灯研究会

福電資材㈱、鹿児島大学大学院

１６

船舶法定船灯ＬＥＤ化への調査研究

㈱マリンテック、
(地独)山口県産業技術センター、
ＫＥＮ工房、㈱豊光社、
福岡県工業技術センター、
(公財)福岡県産業・科学技術振興財団、
㈱エコス

高輝度消防用ＬＥＤ照明開発

北九州市立大学、㈱豊光社、鹿児島大学、
㈱アイ・エス・ディ

農業システム実証研究会

北九州市立大学、㈱九州スーパーハウス、
㈱イーシーエス

ＬＥＤ紫外線照射によるマゴット抗菌物質発現研究

㈱イーズ、九州工業大学、新日本無線㈱、
佐鳥電機㈱

道路等高輝度特殊照明研究会

イーアイエス㈱、九州工業大学、
北九州市立大学、㈱春日工作所

大出力ＬＥＤ照明研究会

㈱マクニカクラビスカンパニー

分子接合技術によるＬＥＤ照明高放熱基盤の開発

㈱豊光社、㈱いおう化学研究所、
北九州市立大学、
(一財)ファジィシステム研究所

低価格で高機能・高付加価値型生物環境用ＬＥＤ光源の
開発・商品化

㈱環境フォトニクス

【展示会出展等】
展示会等

開催日

ＳＩＩＱ総会交流会（ANA クラウンプラザ福岡）
産学連携フェア（北九州学術研究都市）

６月２６日
１０月３０日～３１日

ライティング・フェア２０１５（東京ビッグサイト）

３月３日～６日

ジャパンインターナショナルボートショー２０１５（パシフィコ横浜）

３月５日～８日

(７) カーエレクトロニクス拠点推進事業
○ 研究開発支援事業
① 研究開発支援
学研都市を中心とした大学における研究シーズを具体的な産学共同研究へとつなげる取組
みを実施した。自動車関連企業からのニーズが強く、実効性の高い研究テーマについて共同
研究を支援した。
【ＳＩＰ（戦略的イノベーション創造プログラム／次世代パワーエレクトロニクス】
採択テーマ名

代表研究機関

ハイブリッド自動車向けＳｉＣ耐熱モジュール実装技術の研究開発

早稲田大学

② 研究会活動
自動車メーカー、地域企業、研究者等による６つの研究会活動を実施した。各研究会では、
最適なソリューションを絞り込むために、課題解決のための議論や、特許調査・市場分析を
行った。
１７

研究会名

参画機関

九州・ひびきの自律走行研究会

早稲田大学、九州大学、㈱デンソー、
アイシン精機㈱ 等

高温実装・材料技術検討会

早稲田大学、九州工業大学、トヨタ自動車㈱、
㈱デンソー、㈱三井ハイテック 等

エネルギーハーベスティング研究会

九州工業大学、新日本無線㈱、吉川工業㈱ 等

③ ニーズ・シーズマッチング
学研都市を中心とする地域の大学研究者と、大手自動車産業技術者とのニーズ・シーズの
マッチングを図り、産学連携や共同研究に向けたきっかけづくりに取り組んだ。
実施日

企業側

大学研究者

６月１６日

トヨタ自動車㈱２名

九工大１名

６月１７日

トヨタ自動車㈱２名

早稲田１名

６月１７日

トヨタ自動車㈱２名

北九大１名

１０月２８日

アイシン精機㈱２名

早稲田１名

１０月２８日

アイシン精機㈱２名

九工大１名

１０月２８日

アイシン精機㈱２名

北九大１名

１１月２８日

ＴＴＤＣ１名

産業医大１名

④ セミナーの開催（再掲）
テーマ・講座名

開催日

ひびきのサロン
「産業界が求める人材と連携大学院への期待」

参加者数

１０月１０日

７６名

○ カー・エレクトロニクスセンター運営事業
北九州市のカーエレクトロニクスを中心に次世代自動車技術に関する取り組みを広く発信す
るため、
「人とくるまのテクノロジー展」への出展など積極的にＰＲを行った。
また、自動車関連企業や車載用電装品製造企業などを積極的に学研都市に招くとともに、各
行政機関や海外調査団等７９件の視察団を受け入れた。
【展示会への出展】
展示会等

開催日

人とくるまのテクノロジー展（パシフィコ横浜）
産学連携フェア（北九州学術研究都市）

５月２１日～５月２３日
１０月３０日～１０月３１日

北九州マラソン２０１５ＥＸＰＯ（西日本総合展示場）

１８

２月７日～２月８日

(８) ロボット開発支援推進事業
○ 「北九州ロボットフォーラム」（研究会）の運営
会員数１８５名・機関（発足時４５名・機関）
・ 総会・セミナーの開催
平成２６年 ６月１８日 平成２６年度総会

（参加者数： ２６名）

平成２６年 ６月１８日 定期総会記念講演

（参加者数：１０１名）

平成２６年１０月３１日 産学連携フェアセミナー （参加者数： ８１名）
平成２７年 ３月 ５日 ひびきのサロン

（参加者数：１０６名）

・ 情報発信・交流の促進
【展示会の開催】
平成２６年６月１８日～２０日 ロボット産業マッチングフェア北九州２０１４
出展社数：２７社・機関、２８小間
【展示会への出展】
展示会等

開催日

産学連携フェア（北九州学術研究都市）

１０月３０日～３１日

【その他】
ホームページ管理運営、リーフレット英語版・ニュースレター（２４号～２７号）作成
○ 市内発ロボット創生事業
技術シーズや市場ニーズから、ロボット試作プロジェクト（研究会）を企画し、北九州ロボ
ットフォーラム会員を対象にプロジェクト参加メンバーを公募、試作品の開発委託を行った。
【助成プロジェクト】
項 目

内

容

参画機関

㈱石川鉄工所、
中小企業向け製造ロボッ 主に中小企業での活用を目的とした新しいロボ
イナバゴム㈱、
ト（K-ロボット）の安全ア ット（K-ロボット）に必要となる安全マニピュ
アキツ・デザイン、
ームモジュールの開発
レータ技術開発への取り組み
北九州市立大学

○ 研究開発プロジェクトで得られた新技術・新製品の実証化・事業化コーディネート
項 目

内

容

参画機関

静脈血栓症予防のための ・北九州市立八幡病院で実証テストを行い、実 Roboplus ひびきの㈱、
小型下肢運動補助ロボッ 用化へ向けた課題の対策検討実施
九州工業大学、
トの開発（研究会）
・事業化企業を県のコーディネータと共に探求 北九州市立八幡病院
・在宅での使用に合わせた機能の見直しと小
型・軽量化
下肢患者・障害者のため
・産業医科大学で動作検証を行い、実用化
の住宅用歩行訓練ロボッ
への課題抽出
ト開発プロジェクト
（H２４、H２５年度ロボット産業振興会議補
助金事業開発案件のフォローアップ）

九州産業大学、
ロボフューチャー㈱、
総合せき損センター、
㈱有薗製作所

使用済み薬剤瓶の識別と回収システムの実用
化への取り組みとして、３次元検出システム 北九州工業高等専門学校、
医療用使用済薬剤自動識
の開発を推進
オオクマ電子㈱、
別ロボット開発（研究会）
（Ｈ２４年度市内発ロボット創生事業開発案 おんが病院
件のフォローアップ）

１９

用途拡大を狙い、空港用カート（取り付け型
空港内手荷物カートの低 電動化ユニット）を他用途のカートに取付け
九州工業大学、
コストロボット化技術の 可能とする改良を実施
開発（研究会）
（Ｈ２６年度ＦＡＩＳ成長分野新規参入支援 ㈲ICS SAKABE
事業補助金案件）
・旧型機の問題点への対策と機能評価を実施
九州工業大学、
船舶の燃費向上を目的と
・並行して新型機を製作
した船底清掃水中ロボッ
水産大学校、
（Ｈ２５年度ロボット産業振興会議補助金事
トの実用化プロジェクト
RoboPlus ひびきの㈱
業開発案件のフォローアップ）
野球場でのライン引き実証実験を通して、技
㈱アダチスポーツ、
高速・高精度な運動競技
術的課題の抽出と対応、製品化についての検
㈱石川鉄工所、
場の自動ライン引きロボ
討を推進
ットの低コスト化プロジ
TF プランニング、
（Ｈ２６年度ＦＡＩＳ新成長戦略推進研究開
ェクト
九州工業大学
発事業開発案件）
鉄道業界における従来の車両外板の洗浄方法
の課題解決のため、泡状洗剤を車両側面に均
一に吹き付ける機構と柔らかくブラッシング 八祥産業㈱、
鉄道車両業界向けの車両
する機構を備えた自動洗浄ロボットの開発を ㈲ICS SAKABE、
自動洗浄ロボットの開発
推進
九州工業大学
（H２６年度ロボット産業振興会議補助金事
業案件）
K-ロボットの開発において課題となっている
中小企業向け産業用ロボ ロボット教示の簡素化技術（次世代教示シス
ット高度化のための次世 テム）を開発
㈱AID、九州工業大学
代教示システムの開発
（Ｈ２６年度新成長戦略推進研究開発事業＜
二次募集＞開発案件）
・安全アームモジュールの機構のアイデアを研
究会にて募集
北九州発！中小企業向け
・ワイヤ駆動アームの試作を完了
製造ロボット（K-ロボッ
・今後、安全制御システムの実装と評価を実施
ト）開発
（Ｈ２５年度市内発ロボット創生事業開発案
件のフォローアップ）

アキツ・デザイン、
前田機工㈱、
九州工業大学、
北九州市立大学

○ 産業用ロボット導入支援事業
ロボット技術を活用した地域企業のものづくり力強化と生産性向上を支援するため「産業用
ロボット導入支援センター」を運営した。個々の生産現場に対応したロボットシステムの試作・
開発の支援等により、地域企業のロボット導入を促進するとともに、ロボットの操作体験がで
き、ロボットを活用した生産システムを学べる“ロボット道場”を運営した。
【人材育成や研究開発に関する講習会・セミナー等】
内 容
ロボット道場

開催日・回数

参加者数

１０月～２月（計５回）

１３名

システムインテグレータ講習

２月２０日

１５名

西日本製造技術イノベーション２０１４

６月２０日

７４名

２０

【助成プロジェクト】
項 目

内

容

参画機関

フレキシブルにどのようなワーク形状でも段取り替え
磁性流体を用いた
九州工業大学、
新 し い 産 業 用 ロ ボ をせず、チャッキングができる磁性流体を用いた新し
前田機工㈱
いマルチハンドを開発
ットハンドの開発
低 価 格 外 観 検 査 用 ・センサ（ＳＰＳ０２）の開発用ツールを使用し、Ｈ
九州工業大学、
ビ ジ ョ ン シ ス テ ム ２５年度開発“外観検査用ビジョンシステム”を改良
㈲ICS SAKABE
・基本的な画像処理機能開発により用途を拡大
改造

D-Hand
の実証試験の実施

D－Hand（ワーク形状の変更でもハンドを交換せずに
幅広い対象のワークを把持できるハンドの一つ）を用
い、各種形状の異なるワークの把持が可能であること ㈱マルエム商会
を実証

２１

３ 地域企業への経営支援と創業の促進
(１) 中小企業経営支援事業
当財団の中小企業支援センターでは、以下に示すように、相談、専門家派遣、セミナー、創
業・ベンチャー支援等の様々な支援活動を行っている。
この結果、新規開業３５社、課題解決５１３件、マッチング成立１４件、雇用創出約１２０
人など、中小企業の振興に大きく貢献した。
○ 中小企業・ベンチャー総合相談窓口事業
中小企業支援センターに中小企業診断士等の専門家を配置し、中小・ベンチャー企業の技術
から経営に至るまでの幅広い相談に応じるとともに、平日の相談が困難な創業予定者等に対し、
休日に相談を実施した。
年間相談件数６７７件（うち休日相談件数２件）
○ 専門家派遣事業
中小企業支援センターに登録している中小企業診断士、技術士、税理士、社会保険労務士等
の専門家（登録人員２１６名、平成２７年３月３１日現在）を必要に応じて中小企業に派遣し、
個別の経営課題の解決にあたった。
派遣件数・回数：専門家派遣３７件、延べ１２９回（うち､国の専門家派遣事業：専門家派
遣１９件、４８回）
○ 情報収集提供事業
市内中小企業等が経営上必要とする各種情報を機関紙やホームページ、メールマガジン等を
通して幅広く提供するとともに、各種セミナーを開催した。
セミナー名

開催日

ネットショップサイトの設計書・指示書の作り方

参加者数

６月１４日

４２名

７月２６、２７日

２２名

８月２１日～、５日間

１６名

開業資金の借り方講座

８月２８日

１５名

目標達成 売上獲得講座

９月１８日

９名

中小企業会計啓発・普及セミナー(基礎編)

９月２５日

１２名

１１月１０日～、４日間

２７名

「魅せる」ネットショップの作り方

１１月２９日

２６名

中小企業会計啓発・普及セミナー(応用編)

１２月１１日

２１名

北九州女性起業家フォーラム

１２月１３日

２９名

デジカメでの商品写真撮影基礎講座

１２月１７日

４８名

１月１５、２２日

５０名

１月２１日

４２名

３月９日

１４名

実践起業塾２０１４
ネットショップ売上アップ塾

後継者育成セミナー

経理基礎セミナー
集客アップに必要なＳＥＯセミナー
中小企業支援センター成果事例発表会

２２

○ 創業支援
開業資金の調達や事業計画の策定など創業に関する相談や創業セミナーを開催することによ
り、創業希望者に対し開業までの支援を行った。
＊創業実績：３５件
○ 自動車産業振興事業
年間約１５０万台の生産能力を有する国内の一大生産拠点となった北部九州地域の自動車
産業の動向に対応するため、自動車産業の生産技術の向上や受注拡大に経験と専門的能力を持
った人材を活用し、市内中小企業の技術力向上や人材の確保・育成を図り、地場企業の自動車
産業への新規参入や事業拡大を支援した。
事業名
取引拡大事業

助成対象企業名
大阪精工㈱、㈱岡崎製作所、㈱富士精工

○ 巡回指導・マッチングコーディネート事業
巡回専門相談員が企業を訪問し、各種相談に応じながら支援施策の紹介等を行うとともに、
幅広い人脈を持つマッチングコーディネーターがものづくり企業の取引先や提携先を紹介し、
販路開拓を支援した。さらに、地場企業の取引拡大・受注機会増大を目的とした商談会も開催
した。
項目

件 数

巡回相談件数

２８２件/年

マッチング件数

８７件（企業同士を仲介、面談）

上記のうち成約件数

１４件（金額ベース１,９８７万円）

商談会開催件数

4回

(２) 北九州知的所有権センター運営事業
特許等の知的所有権に関する中小企業等への支援を進めた。
この結果、１,０００回を超える中小企業への相談等への助言につながった。
工業所有権の閲覧、出願等に関する相談・指導、未利用特許の流通等を行う知的所有権セ
ンター（テクノセンタービル内に設置）を運営し、地元企業の新技術・新製品開発や新たな特
許の取得促進を支援した。
・ 特許相談と支援・・・４０６件
・ 専門家（弁理士）による無料相談と派遣による支援・・・１１３件
・ インターネット出願件数・・・２０件
・ 特許の流通促進活動・・・支援企業数延べ１２９社
・ 知財セミナー開催
テーマ

開催日

元気な企業に学ぶ知財戦略
「大ヒット商品が誕生する 4 つの秘訣とは？」
オンリーワン企業の知的財産戦略

２３

参加者数

１月２１日

５３名

２月４日

２６名

(３) ベンチャー育成補助事業
市内インキュベーション施設入居企業への経営支援やベンチャー企業支援ネットワーク「北
九州ベンチャーイノベーションクラブ（KVIC）
」による各種事業展開によりベンチャー支援を
進めた。この結果、インキュベーション入居企業の売上高８５％増などの成果につながった。
○ インキュベーション・マネジャー配置事業
市内インキュベーション施設に入居するベンチャー企業に対して、インキュベーション・マ
ネジャーによる創業から事業化までのきめ細かい支援を行うとともに、学研都市の大学発ベン
チャー企業及び市内ベンチャー企業の創出・育成を推進した。
【市内のインキュベーション施設（平成２７年３月末現在）】
入居
者数

目的

サービスなど

４

ニュービジネスなどの起業支援

北九州市

情報通信関連

６

情報系、情報関連サービス業など
の支援

( 公 財 ) 九州ヒ ュ
ーマンメディア
創造センター

コンテンツ

３

マルチメディア、コンテンツ系ベ
ンチャー企業の支援

北九州学術研究都
市産学連携施設

北九州市

研究開発、大学知財
活用、大学発ベンチ
ャー

４

大学の知財活用、研究開発型ベン
チャー企業の支援

北九州市立起業家
支援工場

北九州市

ものづくり、生産型

６

商品試作、生産のための工場を提
供し製造業を支援

施設名

設置者

北九州テクノセン
ター
北九州テレワーク
センター
九州ヒューマンメ
ディア創造センタ
ーインキュベート
ルーム

㈱北九州テクノ
センター

対象業種

合 計

２３

○ テクノセンターインキュベーション室助成
独自の創造的技術やビジネスモデルを構築して起業を志す者に北九州テクノセンタービル
内のインキュベーション室（４室）を安価に提供（家賃の２分の１を助成）した。
（平成２６年度実績：４社）
○ 北九州ベンチャーイノベーションクラブ運営事業
ベンチャー企業の支援ネットワーク「北九州ベンチャーイノベーションクラブ（ＫＶＩＣ）
」
〔ベンチャー会員３２社、一般会員１００社、支援会員１０５団体、計２３７団体〕において、
交流促進やビジネス推進に向けた各種事業を展開した。
① ＫＶＩＣフェア
ＫＶＩＣ会員の販路開拓及び新規顧客開拓支援のため、
「ＫＶＩＣフェア」
（展示商談会）を
開催し、ビジネスパートナーの発掘及びマッチングを行った。
展示会等
第９回ＫＶＩC フェア（西日本総合展示場）
【ひびしんビジネスフェア２０１４と同時開催】

開催日
１１月１９日

参加者数
３,４６１人

② 広域ビジネスマッチング事業
国内１０箇所のインキュベータが共同で推進する「ビジネス・インキュベータ・ジャパン
（ＢＩＪ）」の「協創マッチングフォーラム」等に KVIC 会員が参加し、関東地域の大手企
業と商談を行った。
（支援企業：２社）
２４

４ 学研都市のＰＲと効率的な施設運営
(１)

学研都市の認知度の向上

○ 学研都市ＰＲ事業
学研都市及び当財団について、
様々な機会や手法を活用して、国内外への情報発信を行った。
① 国内外研究者等の受け入れ
学研都市に来訪した多数の国内外研究者等に対し、
学研都市の設立目的や個別施設の概要、
産学連携活動の取り組みや成果等を紹介した。
＊海外：３６カ国・地域、１６４名
＊国内：８４件、１,０１０名
② 積極的な情報発信
FAIS 事業概要(アニュアルレポート)や学研都市紹介パンフレットの発行、市政記者等クラ
ブ向けのプレスリリース（３５件）やホームページ・フェイスブックでの情報発信を積極的
に行った。それらの結果、テレビや新聞等で１７７件の報道があった。
＊報道件数内訳：テレビ４２件、雑誌２６件、新聞１０９件
③ 工業系全国紙記事掲載及び PR 冊子作成
学研都市での産学連携成果をＰＲするため、工業系全国紙とタイアップして企画連載記事
（計１０回）を掲載するとともに、その記事をもとにした冊子「北九州学術研究都市の産学
連携最前線 Vol.２」を作成（５,０００部）し、学研都市の活動を対外的に広くＰＲした。
④ 北九州イノベーションギャラリー夏企画展(ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄﾞ博 in 北九州)への出展（再掲）
学研都市における産学連携活動を広くＰＲするため、北九州イノベーションギャラリー夏
企画展に同時開催連動展としてＰＲブースの出展を行った。
展示会等

開催日

来場者数

「北九州の先端技術」展
（北九州イノベーションギャラリー）

７月１２日～９月１５日

２,２８６人

⑤ 学研サイエンスカフェ
学研都市の研究者と市民が自由な雰囲気の中で気軽に交流しながら最新の科学情報に触れ
られる「サイエンスカフェ」を２回開催した（延べ５０名参加）
。
回
第１７回
第１８回

テーマ

開催日

みんなの声と息で電気を作ろう！
～エネルギーハーベスト（環境発電）ってなんだ～
料理と科学の出会い
～料理の常識を変える？話題の分子調理法～

参加者数

８月２２日

３０名

１１月９日

２０名

⑥ コミュニティＦＭ放送による情報発信
学研都市に本社スタジオがある Air Station Hibiki㈱を活用し、毎週木曜日の午後３時か
ら４時まで、学研都市と地域を結ぶラジオ番組「学研都市へ行こう！」を放送した。
学研都市内の大学（院）
・研究機関・企業などの研究者や学生などが、研究開発情報の紹介、
セミナーやイベントの告知、利便施設の紹介、キャンパスライフの紹介などの情報を発信し、
学研都市とそれを支えるＦＡＩＳの役割や成果をラジオを通じてＰＲした。
＊放送回数：５１回
２５

⑦ 展示ルームの改修
来訪者等がより気軽に利用できるように、レイアウト変更や照明用人感センサー設置、無
線ＬＡＮ環境整備等の改修を行った。
⑧ 学研都市コンベンション開催助成金交付事業
北九州学術研究都市内で開催されるコンベンション等の主催者に対し、開催に係る経費の
一部を助成することにより、学研都市へのコンベンション誘致と知名度向上に努めた。
＊助成件数：４件（九工大１件、北九大２件、早稲田大１件）
○ 学術研究都市地域交流事業（ひびきの祭）
地域の人々との交流の促進と北九州地域における学研都市の認知度の向上を図るため、
「北九
州市立大学ひびきの大学祭
（響嵐祭）」
にあわせて地元自治会など地域の方々との協同による
「ひ
びきの祭」を１１月９日（土）に開催し、約５,０００名<大学祭除く>の来場があった。
最新デジタルテクノロジーを笑いながら体験する参加型サイエンスショー！「アキラボーイ
のデジタルサイエンス！ステージ」をはじめ、子どもから大人まで科学の楽しさを体感できる
「おもしろサイエンスと遊ぼう！広場」
「ふしぎ体験！ＬＥＤ工作教室～家族で省エネ大作戦～」
「ひびきの街の秋祭り（地元自治会 等）
」などの催しを実施した。
(２) 効率的な財団運営
○ 事務改善に向けた取組みとコストの削減
ＦＡＩＳ職員の積極的な意見を財団運営に反映させるため、平成２４年度に「ＦＡＩＳ職員
提案制度」を創設した。平成２６年度は、３２件の応募があり、職員提案審議会において審議
した結果、８件の提案に取り組むこととした。

【取り組んでいく主な提案】
・ 学研都市留学生および外国人向「学研都市周辺生活便利マップ」の作成
・ 学研都市内部従事者専用ホームページ「Ｆｏｒ Ｓｔａｆｆ」管理・運営体制の見直し
・ 新たなグループウェアの活用による業務効率の大幅アップ策
また、学研都市の施設全般において節電に向けた取組みを進め、電力使用量については平成
２２年度比１６.０％の削減を達成した。
○ 利用者の利便性向上や安全・安心の実現
施設予約用ホームページにおいて、利用手順や申請書様式を掲載するなど、利用者にわかり
やすいホームページに改修した。
また、学研都市内に高輝度ＬＥＤ照明を設置したほか、図書館に防犯カメラを設置するなど、
学研都市利用者の安全・安心の実現に向けた取組みを進めた。
(３)

学術研究施設等管理運営事業

○ 学術研究施設管理運営事業
① 北九州学術研究都市の指定管理者として、学研都市内施設の効果的・効率的な管理運営を行
うとともに、学研都市施設の利便性向上に向けた取り組みを行った。
【管理を行った施設】
・産学連携センター(１号館) ・産学連携センター別館 ・共同研究開発センター(２号館)
・情報技術高度化センター(３号館) ・事業化支援センター(４号館)
・技術開発交流センター(５号館) ・環境エネルギーセンター
・学術情報センター ・会議場 ・体育館等体育施設
２６

【研究室の入居状況（平成２７年３月末現在）
】
入 居 施 設

室 数

入居室数

入居企業等の数

３１（３１）

２１（２０）

１０（ ９）

産学連携センター別館

９（ ９）

０（ ０）

０（ ０）

共同研究開発センター （２号館）

７（ ７）

４（ ４）

３（ ３）

情報技術高度化センター（３号館）

２４（２４）

８（ ９）

６（ ７）

事業化支援センター

（４号館）

４５（４４）

３６（３１）

３０（２９）

技術開発交流センター （５号館）

４８（４８）

３５（３５）

１９（２０）

１６４（１６３）

１０４（９９）

６８（６８）

産学連携センター

合

（１号館）

計

＊（ ）内は平成２６年３月末現在の室数、企業等の数
＊５号館の大型実験室をブース単位に細分化（１０区画）
＊４号館は許可上１室を２室に分割したため室数１増
＊企業等の数について、複数施設入居の場合は各々の施設で計上（重複を除外すれば６１）

② 情報システム機能改善
各種システムの老朽化による更新の際に、機能・利便性向上や運用コスト削減を勘案した
改修を行った。
区

分

実 施 内 容

・学術情報通信サービスなどの見直しの検討（次期再編成に向けた取組）
・学術研究都市施設内でＷｉＦｉサービスを開始
サービス提供エリア：図書館エリア、１号館展示ルーム、
キャンパス
５号館交流室Ａ、利用申請により、会議室、研修室 など
ネットワーク
・不正通信制御装置の設置（安全・安定性確保）
関係
・セキュリティ向上基盤整備（安全・安定性確保）
・ネットワーク監視センサー更新（安全・安定性確保）
・ネットワーク管理監視システム仮想サーバ更新（安全・安定性確保）
・会議場ワイヤレスマイクシステム更新（機能向上・安定性確保）
・教育用設備 UPS バッテリー交換（安定性確保）
・情報表示システム表示装置更新（機能向上・安定性確保）
教育設備関係
・講義室 1～３音響機器更新（機能向上・安定性確保）
・遠隔講義室２表示装置更新（機能向上・安定性確保）
・遠隔講義室２音響機器更新（機能向上・安定性確保）
図書館関係

・図書室での各種犯罪の発生抑止や事故防止のため、図書室エントランス
天井部に防犯カメラを設置

２７

③ 図書館の機能及びサービス改善・向上
区 分

実 施 内 容
・親子ＤＶＤ上映会を春、夏、冬の３回開催
・市民に児童書を中心にリサイクル本の提供を呼びかけ、ひびきの祭時に、充実
したリサイクルフェアを開催。
「しかけ絵本展」を併設
・１人掛椅子のソファークロス張替
・閲覧席に盗撮防止用仕切り板を設置
・ハッピークリーン（図書の消毒器）を設置

一般図書室

・北九大の新１年生全員を対象とした「図書館リテラシー」講習を実施
・外部講師によるデータベース講習会（EBSCOhost,JDreamⅡ）を実施
・学生が読みたい本を自ら選ぶ「選書ツアー」を実施
・就職・資格試験コーナーを設置
・１人掛椅子のソファークロス張替
・閲覧席に盗撮防止用仕切り板を設置
・ＡＢＣ装置（図書の自動貸出返却装置）を更新

専門図書室

・集密書庫のカビ対策として、発生しやすい季節時に、湿度等の環境点検や清掃
等を実施するとともに、新たに空気清浄器を設置
情報設備関係

*上記、情報システム機能改善の「図書館関係」に記載

【図書館利用状況】＊（ ）内は平成２５年度の実績
区 分
一般図書室
専門図書室

開館日数

入室者(人)

貸出利用者(人)

貸出冊数(冊)

蔵書数(冊)

（３３５）
３３2
（３３５）
３３２

（５１,５３９）
７３,４２９
（１１０,２４２）
１０４,８４３

（２４,３２６）
２４,３８９
（９,６０１）
７,９０６

（９３,９５６）
９１,８７６
（２０,０９２）
１７,２４０

（５４,００５）
５４,５３０
（９８,２７０）
１００,０３５

－

（１６１,７８１）
１７８,２７２

（３３,９２７）
３２,２９５

合 計

（１１４，０４８） （１５２,２７５）
１０９,１１６
１５４,５６５

○ 北九州テレワークセンター管理運営事業
北九州テレワークセンターの指定管理者として、インキュベーション施設の効果的・効率的
な管理運営を行った。
【管理を行った施設】
・ オープンテレワークスペース
・ スモールオフィス
・ 一般オフィス

等

○ 施設の入居状況
【入居状況（平成２７年３月末現在 ）
】
入 居 施 設

室 数

入居室数

入居企業等の数

スモールオフィス

１８（１８）

１２（１５）

１２（１５）

一般オフィス

２１（２１）

１６（１６）

１３（１４）

３９（３９）

２８（３１）

２５（２９）

合

計

＊（ ）内は平成２６年３月末現在の室数、企業等の数
２８

【収益事業等会計】
(１)学研都市施設活用事業
収益事業（駐車場管理運営、自動販売機設置）を実施し、学研都市の入居者や来訪者の利
便性の向上に寄与した。

【法人会計】
(１)財団の管理運営等
財団を運営していくために必要な人件費及び事務費を支出した。

２９

