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平成 24年 8月 3日 
（公財）北九州産業学術推進機構 

北九州市産業経済局 
報道機関各位 

低炭素化技術の研究拠点形成に資する研究開発プロジェクトを支援！ 

○平成２４年度 低炭素化技術拠点形成事業 

・「社会システム形成ビジネスモデル調査事業」 

・「低炭素半導体・エレクトロニクスビジネスモデル調査事業」 

・「重点研究プロジェクト推進事業」 

・「ミニ実証事業」 

の採択テーマについて 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜別紙資料＞ 

  別紙１：採択一覧 
  別紙２：事業概要 
  別紙３：採択テーマ

 市政、経済・金融記者クラブ同時配布  平成 24年 8月 3日（金）14：00  

（公財）北九州産業学術推進機構と北九州市では、平成 23年 1月に「先導的低炭素化技術

研究戦略指針」を策定しました。また、平成 23年 12月には「グリーンアジア国際戦略総合特区」

および「環境未来都市」に採択され、グリーンイノベーション研究拠点の形成に取り組んでいます。 

この取り組みの一環として、「快適な市民生活」、「新たな産業及び雇用創出」および「低炭素

化」を調和させた低炭素社会システムの構築を図ることを目的に、企業等が行なう研究開発、実

証研究及び調査に対して支援を行なう、「低炭素化技術拠点形成事業」を実施しています。 

今回、平成 24年 5月に公募を行い厳正な審査を経た結果、次のとおり交付することにしまし

た。 

 

○平成 24年度 低炭素化技術拠点形成事業  

・「社会システム形成ビジネスモデル調査事業」 

    応募数   5件  採択数   3件 （補助総額   450万円） 

・「低炭素半導体・エレクトロニクスビジネスモデル調査事業」 

    応募数   5件  採択数   5件 （補助総額  1,000万円） 

・「重点研究プロジェクト推進事業」 

    応募数   9件  採択数   5件 （補助総額  3,420万円） 

・「ミニ実証事業」 

    応募数   7件  採択数   3件 （補助総額  2,030万円） 

 

【問い合わせ先】 

（公財）北九州産業学術推進機構 産学連携統括センター 

担当：田中、佐藤   ℡ 093-695-3006 

北九州市産業経済局 新産業振興課 

担当：山本、小溝   ℡ 093-582-2905 
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「低炭素化技術拠点形成事業補助金採択一覧」 

【社会システム形成ビジネスモデル調査事業】 

番号 テーマ名 申請企業 

１ 機械式立体駐車場の車載パレットへのワイヤレス給電システム ㈲日本テクモ 

２ 
低炭素化社会の早期実現に向けた水のクリーンエネルギー開発
の可能性調査 

㈱協和コンサルタンツ 

３ 
低炭素型プラスチックリサイクル技術を中心とした市民参加型“見
える循環システム”の構築と事業化 

環境テクノス㈱ 

【低炭素半導体・エレクトロニクスビジネスモデル調査事業】 

番号 テーマ名 申請企業 

１ CMPパッド形状とフラーレン混合スラリーの最適化研究 三島光産㈱ 

２ 
SUN対応無線モジュールと ECHONET Liteインタフェースを利用し
た、省電力化システムの研究開発 

佐鳥電機㈱ 

３ 
多段LED照射装置の電力供給量をリアルタイムに監視・可変し、ト
ータルの電力量を最適にコントロールする制御ボードの開発 

新日本無線㈱ 

４ 海難救助及び海中探索用高輝度小型 LED水中照明の開発 ㈱春日工作所 

５ 
効率的な放熱設計と構造設計によるコンパクトな高輝度 LED型水
中サーチライトの商品化研究 

㈱豊光社 

【重点研究プロジェクト推進事業】 

番号 テーマ名 申請企業 

１ 
【継続】介護現場での排泄処理の肉体的・精神的負担を一掃し、
低炭素に貢献する排水圧送技術の開発 

ＴＯＴＯ㈱ 

２ 
【継続】資源・エネルギーの高効率利用による低炭素社会の実現
に資する低コストリチウムイオン二次電池用の長寿命・高容量マン
ガンスピネル正極材の開発 

日揮触媒化成㈱ 

３ 
レアアース磁石を使用しない電気自動車駆動用 IPM モータ（埋込
磁石型モータ）の開発と実証 

㈱安川電機 

４ 
高機能養液制御による省水・省エネ型食糧生産技術に関する研
究開発 

㈱ⅰＴｅｓｔ 

５ 
炭素を生体固定しＣＯ2 排出を抑制することを目的とした「昆虫生
体機能」と「工業生産技術」を融合した小型プラントによる機能性
タンパク質の効率的な製造システムの開発        

㈱イーズ バイオ技術研究所 

【ミニ実証事業】 

番号 テーマ名 申請企業 

１ 
【継続】流動分別式膜分離モジュールによる小規模分散型下水
処理装置の開発 

㈱セパシグマ 

２ 
ヒ素や鉛といった重金属に汚染された水を飲用可能とする新たな
水処理技術の活用により、とりわけアジア地域での安定的な水資
源の確保を実現するセントラル浄水システムの実証試験 

㈱タカギ 

３ 
住宅建物への基礎杭を用いた地中熱ヒートポンプシステム導入の
実証研究 

新日本ホームズ㈱ 

別紙１ 
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北九州市が推進する低炭素社会の構築を図るため、下記対象分野に該当するテーマのうち、事業化を目

指した実証・研究開発プロジェクトに対し、調査・研究開発費を補助します。 

 

１ 補助金の内容 

（１）ビジネスモデル調査事業   

◆ 概 要  

本格的な研究開発に取り組む前段階の技術的内容・市場性・経済性に関する調査・研究開発費を

補助します。 

◆ 対象者 

北九州市内で調査を行うもので、下記に該当するものとします。 

① 北九州市内に本社もしくは事業所を有する法人格のある企業もしくは組合 

② 市外企業の場合は、北九州市内で事業を検討している、または事業計画を有するものに限る。 

◆ 研究開発期間と規模 

研究開発期間：単年度、規模：単年度 ２００万円以内 

 

（２）低炭素半導体・エレクトロニクスビジネスモデル調査事業   

◆ 概 要  

半導体・エレクトロニクス基盤技術に関して、本格的な研究開発に取り組む前段階の技術的内容・市

場性・経済性に関する調査・研究開発費を補助します。 

◆ 対象者 

北九州市内で調査を行うもので、下記に該当するものとします。 

① 北九州市内に本社もしくは事業所を有する法人格のある企業もしくは組合 

② 市外企業の場合は、北九州市内で事業を検討している、または事業計画を有するものに限る。 

◆ 研究開発期間と規模 

研究開発期間：単年度、規模：単年度 ２００万円以内 

 

（３）重点研究プロジェクト推進事業   

◆ 概 要  

重点的に取り組むべき研究開発として、将来の実証化・事業化を目指すプロジェクトについて研究開

発費を補助します。 

◆ 対象者 

北九州市内で研究開発を行うもので、下記に該当するものとします。 

① 北九州市内に本社もしくは事業所を有する法人格のある企業もしくは組合。 

② 市外企業・組合の場合は、北九州市内の大学等研究機関もしくは北九州市と連携して研究開発

を行い、かつ北九州市内で事業を検討している、または事業計画を有するもの。 

◆ 研究開発期間と規模 

研究開発期間：２年度以内 

規模：単年度 １千万円以内 但し、市外企業・組合の場合は対象経費の１／２ 

別紙２ 低炭素社会の構築を目指した実証・研究開発への助成 
～FAIS低炭素化技術拠点形成事業の概要～ 



- 4 - 

（４）ミニ実証事業   

◆ 概 要  

小規模実証により、実効性を検証するプロジェクトに関し実証研究費を補助します。 

◆ 対象者 

北九州市内で実証事業を行うもので、下記に該当するものとします。 

① 北九州市内に本社もしくは事業所を有する法人格のある企業もしくは組合。 

② 市外企業・組合の場合は、北九州市内の大学等研究機関もしくは北九州市と連携して実証事業

を行うもの。 

◆ 研究開発期間と規模 

研究開発期間：２年度以内 

規模：単年度 １千万円以内 但し、市外企業・組合の場合は対象経費の１／２ 

 

※北九州市内に本社、もしくは事業所を有する企業（各事業共通）とは、北九州市内に当該研究開発を行う

人員を配する企業をいいます。 

また、下記の方は申請者もしくはグループ構成員になれません。（３事業共通） 

① 財務内容が著しく不健全である者 

② 市税滞納者  

③ 暴力団員、もしくは暴力団員と密接な関係を有する者 

 

２ 対象分野 

(1) 地域資源を活用した再生可能エネルギーや産業廃熱等の複合的地域エネルギー最適化技術分野 

(2) 資源･エネルギー利用を高効率化した環境配慮型生産技術・機器技術分野 

(3) 軽量化素材等の環境配慮型素材の開発及び製造・加工技術分野 

(4) 高齢者等の生活利便性に配慮した省エネ型移動・居住技術分野 

(5) 気候変動に対応した水資源の利活用、食糧生産・貯蔵等の環境技術分野 

(6) 地域が有する産業排水処理・大気汚染対策等のアジア地域への適応化技術分野 

(7) 次世代製品・材料の資源回収、リユース関連技術分野 

(8) 上記(1)～(7)におけるイノベーションの基盤となる材料・デバイス、情報通信等の基盤技術分野 

(9) 上記(1)～(7)における新技術の普及のためのビジネスモデル・社会システムの構築（重点研究プロジ

ェクト推進事業、ミニ実証事業を除く） 
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平成 24年度 

社会システム形成ビジネスモデル調査事業 採択テーマ 3件 

NO テーマ名 申請企業 研究開発概要 

1 

機械式立体駐車場の車載

パレットへのワイヤレス給電

システム 

㈲日本テクモ 

機械式立体駐車場で電気自動車の充電を行う

ための車載パレット上の充電用コンセントへワイヤレ

スで電力供給を行うシステムの検討を行う為、立

駐メーカへの機械見学・調査訪問、および方式検

討をおこなう為の実験機を１セット試作する。 

2 

低炭素化社会の早期実現

に向けた水のクリーンエネル

ギー開発の可能性調査 

㈱協和コンサルタンツ 

本事業は市内北部に集積された工場への用水

や工場からの排水，市内を流下する河川や農業

用水，上下水道等の地域の水資源特性を最大限

に活用し，大規模土木工事を必要としない低コスト

な小水力発電の開発の可能性を調査，検討する

ものである。 

3 

低炭素型プラスチックリサイ

クル技術を中心とした市民

参加型“見える循環システ

ム”の構築と事業化 

環境テクノス㈱ 

本調査は、高効率プラスチック処理技術と再商

品化技術を組み合わせた小規模エリア・市民還

元型の資源循環システム（『見える循環システ

ム』）構築のために、ギラヴァンツ北九州の協力を

得て、本城陸上競技場におけるケーススタディを

実施するものである。 

別紙３－１ 
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平成 24年度 

低炭素半導体・エレクトロニクスビジネスモデル調査事業 採択テーマ 5件 

NO テーマ名 申請企業 研究開発概要 

1 
CMPパッド形状とフラーレン

混合スラリーの最適化研究 
三島光産㈱ 

半導体基板のSiCやLED基板のサファイアは硬

く平坦化研磨に長時間を要し、研磨資材を大量

消費する。スラリーにフラーレンを混合し、パッド表

面形状のマイクロパターンを最適化し、研磨時間、

資材の大幅削減により低炭素化を図る（目標１

/10）。 

2 

SUN 対応無線モジュールと

ECHONET Lite インタフェー

スを利用した、省電力化シ

ステムの研究開発 

佐鳥電機㈱ 

総務省が２０１２年７月に解放する新周波数、９

２０MHz 帯無線マルチホップネットワーク通信と、シ

ステムスマートハウス向け通信プロトコルである

ECHONET Liteを利用した、家電エネルギーマネジ

メントによる省電力化システムの研究開発を行う。 

3 

多段 LED 照射装置の電力

供給量をリアルタイムに監

視・可変し、トータルの電力

量を最適にコントロールする

制御ボードの開発 

新日本無線㈱ 

デジタル電源制御用 IC を活用して電力の使用

状況をモニタリングし、最適電力供給制御を可能

とする多系統制御ボードを開発する。その応用先

の植物工場などの高輝度 LED照射装置全体の電

力量を最適最小限に保つ電源制御システムを調

査する。 

4 

海難救助及び海中探索用

高輝度小型 LED 水中照明

の開発 

㈱春日工作所 

最適放熱設計と高放熱材料を駆使し、全体熱

設計シミュレーションにより高輝度で小型の海難救

助用 LED水中スポットライトを調査、開発する。 

5 

効率的な放熱設計と構造設

計によるコンパクトな高輝度

LED型水中サーチライトの商

品化研究 

㈱豊光社 

高輝度 LED を使用し、効率的な放熱設計およ

び構造設計によるコンパクトな高輝度水中サーチ

ライトを開発、評価することにより、高輝度 LED 水

中サーチライトの可能性を調査する。 

別紙３－２ 
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平成 24年度 

重点研究プロジェクト推進事業 採択テーマ 5件 

NO テーマ名 申請企業 研究開発概要 

1 

【継続】 

介護現場での排泄処理の肉

体的・精神的負担を一掃

し、低炭素に貢献する排水

圧送技術の開発 

ＴＯＴＯ㈱ 

自宅介護における排泄行為時の肉体的･精神

的苦痛を取り除くための排水圧送技術を応用した

設置自由形水洗トイレを製品化することで、高齢

者が快適かつ健康で安心して暮らせる住居空間

と低酸素化の両立を実現する技術を北九州から

発信する。 

2 

【継続】 

資源・エネルギーの高効率

利用による低炭素社会の実

現に資する低コストリチウムイ

オン二次電池用の長寿命・

高容量マンガンスピネル正

極材の開発 

日揮触媒化成㈱ 

リチウムマンガンスピネルは安価で安全性の高

い正極材として実用化されているが高容量と長寿

命はトレードオフの特性にあり両立させた材料の実

用化が期待されている。触媒調製技術を活用して

安価で高容量・長寿命のマンガンスピネル正極材

の実用化研究を行う。 

3 

レアアース磁石を使用しない

電気自動車駆動用 IPMモー

タ（埋込磁石型モータ）の開

発と実証 

㈱安川電機 

モータのロータ内へ配置する磁石にフェライト磁

石を使用し、レアアース磁石を使用したマグネット

モータと同等性能・同等体格を持つ電気自動車

駆動用 IPMモータの開発と実証。 

4 

高機能養液制御による省

水・省エネ型食糧生産技術

に関する研究開発 

㈱ⅰＴｅｓｔ 

安定的且つ効率的な省水・省エネ型食糧生産

を実現する為、幅広い栽培品目に対応するＬＥＤ

光源と養液条件制御（①水位制御②液流制御③

培地組成制御）を組み合わせた統合コントロール

環境を新規に開発し、高付加価値植物を用いた

生育性能検証を行う。 

5 

炭素を生体固定しＣＯ2 排

出を抑制することを目的とし

た「昆虫生体機能」と「工業

生産技術」を融合した小型

プラントによる機能性タンパク

質の効率的な製造システム

の開発 

㈱イーズ 

バイオ技術研究所 

家畜排せつ物を利用してイエバエの幼虫を工

業的に育成し、幼虫に含まれる高付加価値の機

能性タンパク質（抗菌ペプチド等）を効率的に製造

する。本システムの開発により炭素を生体固定し

ＣＯ２排出を抑制し、家畜排せつ物の完全リサイク

ル化を実現する。 

別紙３－３ 
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平成 24年度 

ミニ実証事業 採択テーマ 3件 

NO テーマ名 申請企業 研究開発概要 

1 

【継続】 

流動分別式膜分離モジュー

ルによる小規模分散型下水

処理装置の開発 

㈱セパシグマ 

流動分別効果を利用した膜分離モジュールを

用いて、活性汚泥方式に代わる新たな小規模分

散型下水処理装置を開発する。安価な膜を用

い、膜の孔径、流速、ろ過圧力を適切に設定する

ことにより流動分別効果を得て、長期間目詰まり

なく放流水を得ることができる。 

2 

ヒ素や鉛といった重金属に

汚染された水を飲用可能と

する新たな水処理技術の活

用により、とりわけアジア地域

での安定的な水資源の確保

を実現するセントラル浄水シ

ステムの実証試験 

㈱タカギ 

重金属等により汚染された水に対し「造核剤に

よる不純物除去」といった新たな水処理技術を用

いることで、RO膜等といった従来技術に比して、低

コストかつ高効率で安定的な水資源の確保を実

現する浄水システムの実証研究を行う。 

3 

住宅建物への基礎杭を用い

た地中熱ヒートポンプシステ

ム導入の実証研究 

新日本ホームズ㈱ 

住宅建物への地中熱ヒートポンプシステム導入

の課題となっている掘削コストを削減するため、基

礎杭を地中熱交換器として使用する施工実験を

行い、施工方法を確立すると共に、ヒートポンプを

接続し暖冷房運転試験を行うことで省エネルギー

効果を実証する。 
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