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報道機関各位 

公益財団法人北九州産業学術推進機構 

北九州市産業経済局 
 

新成長戦略を推進する研究開発・製品化を支援！ 
～ＦＡＩＳ助成金の採択テーマを決定～ 

 

 (公財)北九州産業学術推進機構（ＦＡＩＳ）と北九州市は、産学連携による技術力の

強化と新事業の創出を図るため、地元中小企業や大学などが行う研究開発・製品化に対

し、補助金を交付して支援しています。 

 この度、厳正なる審査を経て、次のとおり３４件のテーマを採択しました。 

 

１． 平成２６年度の採択テーマのポイント 

 将来の事業化可能性が高いと見込まれるテーマを優先的に採択 

 

 北九州市新成長戦略に掲げる方向性にうち、以下の分野を重点的に支援 

・医療・介護・健康分野       １１件 

・素材・部材産業（３Ｄ技術、航空機など）     ９件 

・ロボット産業分野        ４件 

 

 特徴ある新規分野のテーマ 

・万能ロボットハンド（前田機工株式会社） 

・新規麹を用いた甘酒 （小倉印株式会社） 

・スマホを利用した魚種検索システム （株式会社ケイエス企画） 

 

２．これまでの成果 

 支援した中小企業の研究開発案件のうち、約 4割が製品化・実用化に成功 

 製品化・実用化した主な事例 

①トンネルなどのコンクリート構造物ひび割れ検出システム（計測検査株式会社） 

②光触媒の溶射技術を活用した抗菌タイル、空気清浄機（株式会社フジコー） 

③鮮度を保つ低酸素水の生成装置（丸福水産株式会社） など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【お問い合わせ先】 
公益財団法人北九州産業学術推進機構（FAIS） 
産学連携統括センター 事業推進部 担当：中村、新町 
TEL：093-695-3006   FAX：093-695-3018 

半導体・エレクトロニクス技術センター 
 担当：田中、西岡 
TEL：093-695-3007   FAX：093-695-3667 

産業経済局 産業振興部 新産業振興課 
   担当：柴田、坂元   TEL：093-582-2905 

【別紙資料】 

別紙１ 採択結果について 

別紙２ 制度概要 

   

① ② ③ 



 

平成 26年度 ＦＡＩＳ助成金採択結果について 

 

１ 採択件数と補助総額 

助成事業名 応募数 採択数 
補助総額
（万円） 

中小企業産学官連携研究開発事業 １１ ８ ３，６７０ 

成長産業実用化研究開発推進事業 ９ ６ ３，９０６ 

研究開発プロジェクト創出・育成事業 ２９ １６ １，５９６ 

成長分野新規参入支援事業 ９ ４ ７９５ 

合   計 ５８ ３４ ９，９６７ 

 

２ 採択テーマ一覧 

（１）中小企業産学官連携研究開発事【８件】 

番号 テーマ名 
グループ 

代表企業 
大学等 

新成長戦

略との関連 

1 
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 

九州工業大学 情報工学部 
システム創成情報工学科 
准教授 齋藤 剛史 
 
九州工業大学 産学連携推進センタ
ー 
助教 荻原 康幸 

Ⅲ－３ 

2 
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 

小倉印株式会社 
北九州市立大学 国際環境工学部 
環境生命工学科 
教授 森田 洋 

Ⅲ－２ 

3 
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 

九州工業大学 大学院 工学研究
院 
機械知能工学研究系 知能制御工
学部門 
准教授 西田 健 

Ⅱ－２ 

4 

3Dプリンターを用いた革新的
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 

株式会社戸畑製作所 

九州大学 大学院 工学研究院 
材料工学部門 材料加工工学講座 
教授 宮原 広郁 
助教 成田 一人 
 
福岡県工業技術センター機械電子
研究所 

Ⅱ－４ 

別紙 1 



5 
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 

カースル株式会社 
久留米大学医学部 
教授 津田 徹 

Ⅲ－１ 

6 
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 
九州工業大学 大学院 
生命体工学研究科 
准教授 加藤 珠樹 

Ⅲ－１ 

7 

【継続】 
加工力モニター機能を有す
るインテリジェント微細タップ
加工装置の開発 

株式会社タック技研工
業 

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 村上 洋 

Ⅱ－４ 

8 

【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 

丸栄化工株式会社 

北九州工業高等専門学校 機械工
学科 
教授 永田 泰久 
助教 田淵 大輔 
 
九州工業大学  
機械知能工学研究系 弾性力学研
究室 
教授 野田 尚昭 

Ⅱ－４ 

 

 

（２）新成長戦略推進研究開発事業 

成長産業実用化研究開発推進事業【６件】 

番号 テーマ名 申請企業 
新成長戦

略との関連 

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 Ⅱ－３ 

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 Ⅱ－４ 

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 Ⅲ－１ 

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 Ⅱ－２ 

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 Ⅱ－４ 

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 Ⅳ－１ 

 

 



研究開発プロジェクト創出・育成事業【１２件】 

番号 テーマ名 申請大学・企業 
新成長戦

略との関連 

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 Ⅲ－１ 

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 

Ⅲ－１ 

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 Ⅱ－２ 

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 

Ⅱ－４ 

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 

Ⅱ－４ 

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 

Ⅲ－１ 

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 

Ⅲ－１ 

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 

Ⅱ－４ 

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 

Ⅱ－１ 

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 

Ⅲ－１ 

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 

Ⅲ－１ 

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 

Ⅲ－１ 

 

 

【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）】（４件） 

番号 テーマ名 申請大学・企業 
新成長戦略

との関連 

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 

Ⅱ－１ 



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 

Ⅱ－３ 

３ LED コルゲート灯の開発 株式会社豊光社 Ⅱ－３ 

４ 
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 

株式会社設計アルゴリズム研究所 Ⅲ－３ 

 

（３）成長分野新規参入支援事業【４件】 

番号 テーマ名 申請企業 
新成長戦略

との関連 

１ 
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 
博通テクノロジー株式会社 Ⅱ－３ 

２ アタッチメント式台車用パワーアシストユニット 有限会社 ICS SAKABE Ⅱ－２ 

３ 生化機能性材料による新規化粧品および食品 株式会社 FILTOM Ⅲ－１ 

４ 
セラミックスの加工成型技術を活かしたセラミックス

ライナー：ハリスター 
株式会社アステック入江 Ⅱ－４ 

 

 

【参考】 

新成長戦略との関連性について 

  一覧表中の「新成長戦略との関連は」以下に沿って記載しています。 

  

方向性Ⅱ 高付加価値ものづくりクラスターの形成 

   ○次世代自動車産業拠点の形成            Ⅱ－１ 

   ○我が国をリードするロボット産業拠点の形成     Ⅱ－２ 

   ○豊富な実績等を活かした環境産業拠点の形成     Ⅱ－３ 

   ○その他の主要産業（素材・部材産業、航空機等）   Ⅱ－４ 

   

方向性Ⅲ 国内潜在需要に対応したサービス産業の推進 

   ○高齢者を中心とした健康・生活支援ビジネスの推進  Ⅲ－１ 

   ○にぎわいづくりによる集客交流産業の拡充      Ⅲ－２ 

   ○サービス産業の高付加価値化の推進及び情報通信産業の集積 Ⅲ－３ 

   

方向性Ⅴ 地域エネルギー拠点の形成 

   ○再生可能エネルギー・基幹エネルギーの創出拠点の形成  Ⅳ－１ 

 

 

 


