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▼公設試験機関／民間研究機関

県 No. 分類 研究機関名 研究年 分野 資源 分類 名称 概要

鳥取県 1 公設試
地方独立行政法人
鳥取県産業技術センター

H26,27 燃料電池 和紙
省エネ
再エネ

和紙を用いた燃料電池用ガス拡散層のハロゲンフ
リー調整方法の検討とその特性評価（基盤技術開
発）

・因州和紙に着目した炭電池の開発。燃料電池の燃料である水素と酸素をうまく
反応させるため、水素ガスを拡散させる仕組みがある。東レが製造しているカーボ
ンペーパーという炭素繊維材料に置き換わる、もしくは同等の性能を持つような和
紙を用いたカーボンペーパー素材開発を目指している。
・現段階ではまだ実用化には遠く、カーボンペーパーと同等の性能が出る目途は
立ちつつあるが、和紙の素材としての可能性が見えてきているという段階。
・炭化した和紙は炭素繊維素材と比べ、通電ロスも少なく、コストも３分の１に抑え
ることができる（美濃和紙が2010年頃より先行）　。

鳥取県 2 公設試
地方独立行政法人
鳥取県産業技術センター

H26
新素材
開発

竹
省エネ
再エネ

県産バイオマス資源を添加したプラスチック複合材
料の力学特性及び分解性評価（基盤技術開発）

・県産竹を生分解性プラスチックに複合化し、粉末化を目指す。近年県内の竹林
面積が広がっており、竹害が発生している。その課題解決策のひとつとして、竹を
粉末化して、竹の繊維の利用可能性はないかと検討してきた。
・竹をプラスチックに混ぜ、その混合割合や媒介する薬剤を上手く調整すること
で、土壌で分解される生分解性プラスチックの開発。通常のプラスチックと比べ
て、混合を行うと強度や加工性が下がるので、どの程度の割合でどういった用途
で用いるか、その場合にはどのような割合の混合が望ましいかといった研究を進
めている。
・現在、実用化に近いところまで来ている。鳥取県中部にある㈱ウッドプラスチック
テクノロジーがあると相談を進めている。

鳥取県 3 公設試
地方独立行政法人
鳥取県産業技術センター

H26,27 炭電池 炭 省エネ
鳥取県産白炭を用いた小型炭電池の高容量化の
ための電極表面への薄膜製膜技術の開発（基盤
技術開発）

・県産白炭の利用普及を目的とした炭電池の開発。災害時の小型バッテリーとし
ての用途を考えている。
・炭の粒子を電極にごく薄く付着させることで、1/10のサイズまでのコンパクト化を
図るという研究開発を行っていた。薄型化によって技術性能を当初の3倍に向上。
LEDや、スマートフォンの充電など、緊急時に利用できるようなバッテリーとしての
用途を検討している。
・白炭という素材が小型バッテリーとして機能するかどうか、可能性を探る基礎研
究で、まだ実用化には時間がかかる。

鳥取県 4 公設試
地方独立行政法人
鳥取県産業技術センター

- 断熱 - 省エネ
天然系ナノファイバーと様々な３次元構造を有する
無機粉体の複合組成物からなる遮熱材料の開発

・断熱塗料の性能向上につなげる。

島根県 5 公設試 島根県産業技術センター H27～H30
燃料
性能向上

廃棄油 再エネ 再生油製造における廃棄物削減

・再生油の製造工程では、現状廃棄油を回収し、水洗浄処理及び固形残渣の除
去により再生油製品とし、重油相当燃料として活用している。この廃水には、不凍
液成分（エチレングリコール等）が約10%含まれており、通常の水処理では処理が
困難である。そこで、排水中の水分を除去して濃縮することにより、再生油の水処
理費用を軽減する。

　以下では、中国地域におけるエネルギーに関連した研究・開発情報の把握を目的として、中国地域に位置する公設試験
研究機関および民間研究機関、大学におけるエネルギーに関する技術開発や研究開発シーズのリストアップを行った。

■1～10ページ　中国地域のエネルギーに関する技術開発・研究開発シーズ
■11ページ　　　中国地域の公設試験研究機関におけるエネルギー関連の取組（研究会等）

　中国地域のエネルギーに関する技術開発・研究開発シーズ
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県 No. 分類 研究機関名 研究年 分野 資源 分類 名称 概要

島根県 6 公設試 島根県産業技術センター - 太陽電池 太陽光 再エネ 色素増感型太陽電池の開発研究

・島根県のプロジェクト研究。通常はシリコン型の太陽電池が主流。色素増感型
電池はシリコン不要で低コストで製造できるということでトレンドになっていたため、
開発に着手。
・NEDO事業を利用し、試作品の性能評価を2年間行ったところ技術的に世界トッ
プトップレベルという評価を得た。耐久時間としても、1年間使用しても問題ないも
の。
・製品としては完成しており、事業化を検討できるほどの実現性も見込めている。

島根県 7 公設試 島根県産業技術センター -
燃料
性能向上

バイオマス 再エネ 業務用廃食油からのバイオディーゼル燃料の製造
・酸化カルシウムを触媒として、固定床型反応装置で廃食油からバイオディーゼ
ル燃料を製造した廃食油中の遊離脂肪酸および水分を除去することにより、酸化
カルシウム触媒の劣化がなくなり、触媒を繰り返し使用することが可能となった。

岡山県 22 公設試 岡山県工業技術センター H27
製造技術
高効率

－ 省エネ
直接通電加熱式ホットプレス技術の高度化による
高強度な自動車衝突安全部品の省エネ・低コスト
実現

・高いエネルギー効率と生産速度を特徴とする直接通電加熱式ホットプレス技術
の適用部品拡大を目的に、鋼板の形状に依存しない自動車用高強度部品の加
熱・加工技術を検討した。その結果、湾曲した弓状鋼板を使用した均一加熱・高精
度プレス成形技術を確立し、材料特性（強度および金属組織）について目標値を
達成することが確認できた。

岡山県 23 公設試 岡山県工業技術センター H26～H27
素材
製造技術

バイオマス 再エネ

製造実証プラントを用いた木質バイオマス粉砕物
の試作（H26）
⇒森と人が共生するＳＭＡＲＴ工場モデル実証
（H27）

・セルロースナノファイバーの運搬・収集には課題があるが、それらの効率化を図
り、原料としての効果的な利活用ができれば木質バイオマス資源の高付加価値
化につながり、さらに林業の活性化や山林の環境保全機能の強化も期待できる。
・水熱処理や分級処理を組み合わせたナノファイバー製造用湿式粉砕システムを
真庭バイオマス集積基地に設置して、自然エネルギー発電で得られた電力の供
給による製造を行った。その結果、木材チップから繊維幅500nm以下のリグノセル
ロースナノファイバーを製造できることが実証された。

岡山県 24 公設試 岡山県工業技術センター H26
熱交換
高効率

廃熱 省エネ 熱交換器による廃熱回収技術

・食品用乾燥機では被乾燥物中の水分を排出するために換気が必要であり、換
気工程において高温の空気を系外に排出している。そのため、熱交換器を設けて
排熱回収し、周囲空間から吸引する乾燥用空気を予熱することで乾燥機の省エネ
ルギー化が期待できる。
・本研究では、排気(高温)と吸気(低温)の流路間に設ける隔板を通じて伝熱する
熱交換
器を対象に、基本的な設計因子が熱交換性能に及ぼす影響を解析的に検討し
た。その結果、対向流式が最も高性能であるが、ダクトを設置しやすい直交流式
でも比較的高い効果を示すことが分かった。また、熱交換性能は、伝熱面積の大
きさによって概ね推測できることが明らかになった。

岡山県 25 公設試 岡山セラミックスセンター － 断熱 マイクロ波 省エネ マイクロ波を利用した耐火物組織の新熱処理技術

・電子レンジで用いられているマイクロ波加熱は、工業用加熱の新しい手法として
近年注目されている。従来の外部から加熱する方式と異なり内部から発熱して均
一な加熱が可能になるとともに省エネ効果も高く、急速加熱や選択加熱などの特
異な現象も生じる。
・これらの特徴を活かして、耐火物の加熱処理を少ないエネルギーで短時間に行
うとともに、耐火物の性能まで向上させる技術を、企業と共同で開発。この新技術
を適用したマグネシアカーボンれんがは、製鉄所での実使用においても優れた性
能を発揮し、用途の拡大が期待されている。

2



県 No. 分類 研究機関名 研究年 分野 資源 分類 名称 概要

岡山県 26 公設試 岡山セラミックスセンター － 断熱 マイクロ波 省エネ マイクロ波の加熱効率を高めるトリジマイト容器

・マイクロ波加熱は電磁波の一種であるマイクロ波を加熱物に吸収させて内部か
ら加熱する方法であるため、加熱炉の設計においてはマイクロ波を透過しつつ加
熱物の熱を外部に逃がさない断熱材の選定が重要になる。
・製鉄所で長年使用されてトリジマイト結晶へと安定化した使用後耐火物がマイク
ロ波透過能に優れることに着目し、企業と共同で、マイクロ波加熱炉用のトリジマ
イト質断熱材を開発した。現在、エネルギー効率に優れる断熱材として、耐火物
メーカーより製造販売されている。

広島県 8 公設試
広島県立　総合技術研究所
東部工業技術センター

H26～H28
LED
高付加
価値化

－ 省エネ LED用放熱部品の開発

（連携機関）　（株）アカネ，兵庫県立大学，広島大学，(国研)産業技術総合研究
所，西部工業技術センター
（概要）　自動車業界では，エレクトロニクス部品の実装密度やパワーデバイスの
増加と高出力化により，放熱部品への負荷が増大している。低消費電力・長寿命
という特徴を有する高輝度LEDの自動車用ヘッドランプへの応用のための放熱技
術を開発。

広島県 9 公設試
広島県立　総合技術研究所
東部工業技術センター

H28／成果
移転

LED
技術移転

－ 省エネ
競争力あるLED製造技術を県内多くの産業に移転
するための研究

H25～27年度に実施した広島県立総合技術研究所センター横断の「特殊LED照明
開発プロジェクト」の成果の移転をはかる。このため，工業分野及び畜産分野等で
の特殊照明として，計測用光源等のLED応用技術を開発し，企業と共同で実用化
に向けた開発を行う。

広島県 10 公設試
広島県立　総合技術研究所
東部工業技術センター

-
LED
高付加
価値化

－ 省エネ
LED光で蛾を防ぐ~減農薬栽培に貢献する新技術
…点滅する黄色LEDランプを利用した新しい防除
技術

害虫（夜蛾類）が黄色の光を嫌う習性を利用した防蛾LED照明技術。シャープ株式
会社と
共同研究に取組み，特定のパターンで点滅を繰り返すLED光を用いることで，光
に敏感な農作物の開花にも悪影響を及ぼすことなく利用可能な防蛾照明技術を
開発・実用化。低消費電力を実現（従来の黄色蛍光灯の約13分の1）。

広島県 11 公設試
国立研究開発法人
産業技術総合研究所　中国
センター

-
製造・
利用用途
開発

バイオマス 再エネ
セルロースナノファイバーの製造・材料利用技術の
開発

植物系バイオマスの高度利用を目指し、セルロースナノファイバーやバイオマス
フィラーの高効率製造技術に加え、樹脂等との複合化による高性能材料化技術
や、特性計測・評価技術の開発に取り組んでいる。

広島県 12 公設試
国立研究開発法人
産業技術総合研究所　中国
センター

-
製造・
利用用途
開発

バイオマス 再エネ バイオベース化学品の製造・利用技術の開発

・バイオマス等から、バイオと化学技術のベストミックスにより、高効率かつ環境低
負荷で、基幹・機能性化学品を製造し、高度利用するための基盤技術を開発。
・バイオベース化学品（D-アミノ酸、バイオ界面活性剤、光学活性有機酸・アル
コール等）の量産化手法の開発を進めると共に、多角的な機能評価や用途開拓を
通して、多様な分野への展開を目指す。

広島県 13 民間
中国電力　エネルギア総合研
究所

H28／実証 蓄電池 太陽光 再エネ
隠岐諸島ハイブリッド蓄電池システム実証事業（環
境省補助事業）

再エネ電源は自然エネルギーを利用するため出力が不安定であり，電力系統に
大量に接続されると，周波数調整容量の不足や余剰電力の発生といった問題が
懸念される。特に，電力系統の規模が小さく，送電線が本土と連系していない離
島においては，これがより顕著となる。
隠岐諸島は本土系統から独立した単独系統となっている。再エネ電源の更なる導
入拡大を図るため，環境省の補助事業採択を受け，「隠岐諸島ハイブリッド蓄電
池システム実証事業」を2015年9月から実施。

広島県 14 民間
中国電力　エネルギア総合研
究所

- 発電ボイラ 火力 省エネ ボイラ配管補強技術による長寿命化

　近年，発電コストの低減化を目的に，高温高圧の蒸気条件の超々臨界圧ボイラ
発電所が非常に増えてきている。苛酷な条件で使用されているため，配管溶接部
の不具合も多数報告されている。
　ボイラ配管は，起動・停止時に内部に急激に高温・高圧の蒸気が流動・滞留する
ことにより熱応力が発生し，また長時間使用されるとクリープ損傷が蓄積する。配
管が熱応力やクリープ損傷を受けて微視亀裂が発生すると速やかに大規模な補
修又は新品交換されている。　このように多大な補修費用および期間が掛かって
いたため、現場で，配管への補強を簡単な方法で行うことによって強度を保つ技
術を内圧対応型と曲げ対応型の計2種類開発し，帯鋼巻き型は，実機適用を果た
した。
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県 No. 分類 研究機関名 研究年 分野 資源 分類 名称 概要

広島県 15 民間
中国電力　エネルギア総合研
究所

H26.7～5
年間

利用用途
開発

含水性バイ
オマス
（焼酎残さ）

省エネ
再エネ

食品廃棄物の超臨界水ガス化による再生可能熱
の創生（ＮＥＤＯ補助事業）

・共同研究：広島大学、㈱東洋高圧
・含水性バイオマスは、水と反応させて燃料ガス化する超臨界水ガス化技術であ
れば有効活用が可能。この技術開発を研究。

山口県 16 公設試
地方独立行政法人
山口県産業技術センター

H28
コジェネ
レーション

バイオガス
水素

省エネ
水素及び低カロリーバイオガス対応ロータリーエン
ジンコジェネレーションシステムの開発

・県内産資源である水素及びバイオガスを有効活用するため、水素ロータリーエン
ジンを用いて、従来のコジェネレーションシステムでは発電できない水素及び低カ
ロリーバイオガスを燃料とするコジェネレーションシステムの開発に取り組んでい
る。

山口県 17 公設試
地方独立行政法人
山口県産業技術センター

H28
実用化
課題克服

バイオマス
素材

省エネ
凝集性を抑えたセルロースナノファイバーの乾燥
技術の開発

比強度に優れ、環境負荷の少ない植物由来の繊維であるセルロースナノファイ
バー(CNF)は、近年注目を浴びている。本研究では、実用化の課題の１つである
凝集性を抑えたCNFの乾燥技術の開発を行う。

山口県 18 公設試
地方独立行政法人
山口県産業技術センター

H27
エネルギー
マネジメント

－ 省エネ エネルギー監視システムの開発

①インターネットが活用できる国際標準の通信規格を採用し、システムの拡張性、
互換性に優れ、中小規模の施設まで対象にできる低コストなエネルギー監視シス
テムを開発。
②計測器、中継器及びエネルギー監視システムが商品化されている（2015年7月
～）。

山口県 19 公設試
地方独立行政法人
山口県産業技術センター

－
利用用途
開発

バイオマス 再エネ 超臨界流体を用いた有機材料有効利活用技術
・超臨界アルコールを用いたGFRPの（ガラス繊維強化樹脂）ケミカルリサイクルや
木質系バイオマスの可溶化。
・超臨界炭酸ガスを用いてバイオマスから有用成分を抽出し有効利用。

山口県 20 公設試
地方独立行政法人
山口県産業技術センター

－
利用用途
開発

バイオマス 再エネ
木質系バイオマス有効利用技術：成分分離、成形
体開発

・木質バイオマスからセルロースとリグニンを分離・抽出。有機酸を用いた反応→
大気圧・低温で反応→環境負荷低減につなげる。

▼大学

県 No. 分類 大学名 研究年 分野 資源 分類 名称 概要

鳥取県 1 国立大学鳥取大学 -
作物栽培
システム

自然エネ 再エネ
自然エネルギー発電と節水灌漑栽培を融合した省
資源型作物栽培技術パッケージ

・将来に迫る食糧不足の事態を解決し、持続可能な新しい食糧増産システムの構
築に向けて、砂漠地域で農作物を持続的に生産する省資源型作物栽培システム
の研究を行っている。
・風力・太陽光などの自然エネルギーを活用して発電した電力を供給する工学的
手法と、低塩分濃度の灌漑水による地中灌漑を利用して耐塩性の野菜や樹木を
栽培する農学的手法を融合した技術パッケージを実用化する。本研究成果は、国
内の植物工場（独立系）への応用できる可能性を有する。

鳥取県 2 国立大学鳥取大学 - 熱電変換 - 省エネ

熱電変換に関する研究
…材質制御によるBi2Te3系熱電変換材料の高性
能化

・材料のもつ熱電効果を利用して、熱から電気を、電気から熱を取り出すことがで
きる現象である熱電変換について、温泉熱発電や冷却・精密温度制御の電子機
器に利用されているBi2Te3系素子材料の新しい作製プロセスの開発及びその高
性能化について研究。
・Bi2Te3系熱電材料は層状の結晶構造を有するため、非常に異方性の高い材
料。本研究では結晶粒の微細化および結晶の配向性付与が可能なメカニカルア
ロイング（MA）と熱間押出しを組み合わせるプロセスを提案し、高い熱電性能・機
械的性質と生産性の両立を目指している。本手法により、微細な結晶粒を有し、
かつ結晶方位が配向している組織が得られている。
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県 No. 分類 大学名 研究年 分野 資源 分類 名称 概要

鳥取県 3 国立大学鳥取大学 - 太陽電池 -
省エネ
再エネ

中間バンド型高効率次世代太陽電池の研究

・超高効率・低製造コストが可能な「不純物中間バンド型太陽電池」の実現のた
め、独自技術により必要な新規半導体材料の開発を目指している。
・単一の半導体を用いる従来型の太陽電池の効率には理論的制約があり、それ
を超えるものとしてタンデム型があるが製造コストは高い。他方、同様の超高効率
が期待でき、かつ構造的には従来型に近いことから低コストで製造可能な「不純
物中間バンド型」が提案されているが、実現へのハードルは高く、これに適した半
導体の開発がキーポイントである。そこで、適切な母体半導体と中間バンド形成
用不純物による新規半導体材料を開発し、高効率太陽電池の実現を目指す。

鳥取県 4 国立大学鳥取大学 　－ 風力発電
風力
（小型）

再エネ テーパー翼によりロータ重心を下げた垂直軸風車

・小型風力発電は分散型再生可能エネルギーとして有望であるが、導入コストが
高いなどの諸問題があり普及に至っていない。
・軽量・安全・高効率かつ低コストであることを目標として、テーパー翼により低重
心化した小型垂直軸風車を考案した。理論計算によって横長楕円形状の低重心
風車が比較的高い効率を示し、低重心化の点でも優れることを明らかにしてい
る。光造形法で模型風車を製作し、高機動性と高効率が得られる低重心垂直軸
風車の形状に関するデータを蓄積している。翼に複合材料などの軽量材料を採用
することにより、高性能かつ低コストで安全な小型風車の実現の可能性を秘めて
いる。

鳥取県 5 国立大学鳥取大学 - 風力発電
風力
（小型）

再エネ
高起動性と高効率を両立するバタフライ風車の研
究

回転すると蝶々のように見えるため『バタフライ風車』と名づけた新規アイディアの
風車は、その独特な翼形状によって、高起動性および高効率特性の両立が可能
である。また、アームおよび翼端がないため、騒音が抑制され、抵抗低減により効
率が向上する。部品点数が少ないことから、コスト低減も可能である。本研究で
は、より最適なバタフライ風車の構造を見出し、低コストで高効率な小型風車の実
現をするため、信頼性の高い翼型の空力データを蓄積しており、そのデータを入
力としてバタフライ風車の性能予測を行うソフトウェアを開発している。バタフライ
風車を排気口から流出する流体エネルギー回収に適用することで、設備利用率
の向上ができ、応用範囲も広がる可能性がある。

鳥取県 6 国立大学
鳥取大学
（工学研究科）

- 資源抽出 バイオマス
省エネ
再エネ

木質バイオマスからのイオン液体を用いる省エネ
ルギーリグニン抽出法の開発

・リグニンは木材の主成分であり、自然界に大量に存在するサスティナブル資源で
ある。ところが、リグニンは芳香族環をもつフェニルプロパノイドが複雑に架橋結合
により3次元網目構造をした巨大分子であり、リグニンが多く含有されている木材
では、セルロースやリグニンのセルロースと複雑な複合体を形成しているため、純
粋なリグニンを取り出すのは難しかった。
・本研究では、リグニン可溶性イオン液体をデザインし、イオン液体にリグニンを可
溶化したのち析出させるという「木材からリグニンを簡便に抽出する方法」を開発
する。

鳥取県 7 公立大学
鳥取環境大学
（サスティナビリティ研究所
自然資源エネルギー研究室）

H23.4～
H26.3

普及啓発 バイオマス 再エネ
【横山伸也氏】
日本からアジアに展開する廃棄物系バイオマス
（廃食油）利活用による３R定着に関する研究

・技術開発ではなく、海外での市民の環境意識（3R：reuse,reduce,recycle）の向
上、および廃棄物系バイオマスのアジアでの活用移転に関する研究。経済的手
法、技術的手法、社会的手法の3点から検討を行っている。

島根県 8 国立大学

島根大学
（総合理工学部　機械・電気
電子工学科パワーエレクトロ
ニクス研究室）

- 電気自動車 電力 省エネ
【山本真義氏】
電気自動車用電源の小型軽量化・高効率化

・ハイブリッドカーや電気自動車に搭載されるパワーエレクトロニクス回路に求めら
れる小型軽量化のため、磁気解析、熱解析、コストを総合的に評価しながら、電気
自動車用電源の開発を行っている。電気自動車を作成し、公道にて走行評価を行
いながら、研究を進めている。

島根県 9 国立大学

島根大学
（生物資源科学部生命工学
科応用微生物学研究室　（生
命工２研究室））

- バイオ燃料 バイオマス 再エネ
【川向誠氏、中川強氏】
分裂酵母を使ったバイオエタノール生産の研究

・天然の資源を有効活用するために、分裂酵母を使った有機廃棄物からのバイオ
エタノール生産の研究を行っている。
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県 No. 分類 大学名 研究年 分野 資源 分類 名称 概要

島根県 10 国立大学
島根大学
（生物資源科学部）

-
クリーン資材
開発

－
省エネ
再エネ

資源循環型社会に適合した水環境修復資材の開
発（リン吸着コンクリート）

・リン吸着コンクリートとは、コンクリートにリン酸イオン吸着材を複合した水環境修
復資材であり、環境水質を悪化させるリン酸イオンを吸着することが確認されてい
る。
・一方、使用期間終了後に、河川や海に浸漬することで表層に生物膜や藻類が付
着しやすい状態となり間接的に栄養塩類（リンや窒素など）を環境水中から除去す
ることが可能。その後も、植物にとって肥料となる栄養塩類を多く含んでいること
からリン吸着コンクリートを粉砕し土壌にまくことで肥料となる。さらに、アルカリ性
であることから、我が国に広く分布する酸性土壌を中性域に改良することが可能
な資材となる。

島根県 11 国立大学
島根大学
（生物資源科学部）

- 太陽電池 太陽光 再エネ
太陽電池を利用した園芸施設環境制御システムの
開発

・これまでに，民間企業，公共団体と共同で，太陽光発電エネルギーで動作するビ
ニルハウス側窓開閉装置のモデル実験，太陽光発電エネルギーで作動する省電
力型ハウス側窓開閉制御装置の開発，園芸施設環境制御装置電源用太陽電池
モジュールの開発とハウス内への設置方法の検討などの研究を進めてきた。
・その研究で開発されたシステムは共同研究グループの民間企業から商品化され
た。現在，さらに高度化したシステムの基礎研究を共同研究として実施している。

島根県 12 国立大学
島根大学
（総合理工学部　物質科学
科）

-
発光

ダイオード
代替原料

半導体
省エネ
再エネ

低消費電力で水銀フリーな一般照明装置の開発

・近年，半導体を用いた白色発光ダイオードの効率が蛍光灯を上回るようになり，
水銀フリーで省エネルギーな次世代照明装置として期待されている。しかし，既存
の窒化ガリウム系白色発光ダイオードは高価なサファイア基板上にインジウムや
ガリウム等の希金属を主成分とした半導体結晶薄膜から成り，非常に高価である
ため照明としては特殊な用途に限定されている。
・この発光ダイオード製造に用いられている半導体結晶薄膜の量産方法でZnO薄
膜を作製し，世界に先駆けて量産に対応したZnO用薄膜製造装置の開発を行い
注目を集めているが、さらなる低コスト化を目指して空気中で亜鉛をアーク放電で
蒸発させる簡単な方法で発光ダイオードに使用できる特殊なZnOナノ粒子を開発
した。
・このナノ粒子をアルコール中に分散し塗布することにより、青色発光ダイオードを
作製することに成功している。まだ実用化には課題もあるが、宝石から作っていた
発光ダイオードをベビーパウダーのような粉で置き換えられる可能性が出てきて
いる。

岡山県 13 国立大学
国立大学法人　岡山大学
（岡山大学大学院　環境生命
科学研究科）

－ 燃料電池 バイオガス 再エネ

【三宅通博氏、岡山県農林水産総合センター畜産
研究所等共同研究】
畜産由来のバイオガスを燃料とする固体酸化物燃
料電池の開発

・豚糞尿由来のバイオガスを燃料とする固体酸化物燃料電池（SOFC）において、
バイオガスからの炭素析出を抑制できる触媒の組成を決定し、作動温度600℃で
LED電球の点灯に成功。

岡山県 14 国立大学

国立大学法人　岡山大学
（岡山大学大学院　自然科学
研究科　無機機能材料化学
研究室）

－
油水分離
高効率

- 省エネ
【三宅通博氏】
酸化チタン光触媒フィルターで省エネ油水分離を
実証

・酸化チタン光触媒薄膜に紫外光を照射すると水中下で超撥油性を示すことを見
出し、酸化チタン光触媒フィルターにより、省エネルギーで効率よく油と水を分離で
きることを実証。2013年5月23日、米国化学会オンライン科学雑誌『Langmuir』に掲
載された。
・この酸化チタン光触媒フィルターは、極めて高い油水分離特性を示すだけでな
く、省エネルギーでの分離が可能となる。今後、環境分野や工業分野での応用が
期待される。

岡山県 15 私立大学
岡山理科大学
（工学部　企画システム工学
科　エンジン研究室）

－ 燃料電池
バイオマス
排気油

省エネ
再エネ

【近藤千尋氏】
バイオディーゼル燃料製造およびその燃費、排気
性能評価

・バイオディーゼル燃料製造技術や、エンジンで利用した際の燃費/排気性能を評
価している。

岡山県 16 私立大学岡山理科大学 －
車両
システム
高効率

－
省エネ
再エネ

【笠展幸教授】
次世代自動車用エコシステム研究開発プロジェクト

・１年目は、イノベーションハブ技術であるマイコンによる電力制御によって、個々
の要素技術であるSiCインバータ・熱発電用半導体・非接触給電・超電導モータ
（発電機）・車両通信のシステム化を実現する。２年目はシステム化された個々の
要素技術を統合して次世代自動車の実証車両を構築する。

6



県 No. 分類 大学名 研究年 分野 資源 分類 名称 概要

岡山県 17 私立大学岡山理科大学 －
建物運用
エネルギー
削減

－ 省エネ
ＧＨＰ（ガスヒートポンプ）システムの省エネルギー
化

・建物運用時のエネルギー削減に注目して研究を進めている。建築の省エネル
ギーはエネルギー危機以来精力的に実施されてきたが，それらは主に設計時に
省エネルギーの方策を考慮し設計に活かすことが中心的課題であった。ところが
実際の運用時には計画どおり省エネルギーが達成されないなど設計では考慮し
ていなかった事態が発生してきており、この事態を解決すれば更に20～30％のエ
ネルギー削減が可能であると言われている。
・性能検証(コミッショニング)とはそれぞれのシステムに対して、計画、配置そして
機能的な試験が行われ、設計趣旨に沿って確実に作動するよう運転及び保守が
可能な状態であることを確かめる過程のことである。コミッショニングは建物の省
エネルギー設備の性能を維持できる有効な手段と考えられている。本研究はモデ
ルに基づいてガスヒートポンプ（GHP）エアコンディショニングシステムのコミッショ
ニング手法の開発を目的としている。

広島県 18 国立大学
国立大学法人　広島大学
（先進機能物質研究セン
ター）

- 燃料電池 水素 再エネ
【小島由継氏、昭和電工㈱等との共同研究】
アンモニアから燃料電池自動車用水素燃料を製造

・世界トップレベルのアンモニア分解用ルテニウム系触媒の調製、アンモニア除去
材料の作製及び水素精製技術を確立することにより、それらを用いたアンモニア
分解装置、残存アンモニア除去装置及び水素精製装置を実証システムの1/10ス
ケールで開発。

広島県 19 国立大学
国立大学法人　広島大学
（先進機能物質研究セン
ター）

- 水素貯蔵
窒素系水
素化物

省エネ
再エネ

【小島由継氏】
窒素系ナノ複合水素貯蔵物質の研究開発

・窒素系水素化物の質量水素密度は18-20mass%と、水素吸蔵合金(1～3mass%)
に比べ一桁大きく、燃料電池自動車や水素自動車に利用されている圧縮水素
(35-70MPa)を用いた高圧水素貯蔵システムに比べコンパクト化、軽量化を図るこ
とが可能である。
・窒素系水素化物の水素吸蔵・放出速度（動力学特性）、反応温度（熱力学的安
定性）は実用的な水素貯蔵材料（室温付近での水素吸蔵・放出）として不充分で
ある。このような特性は単一水素化物のみでは達成できず、触媒や水素化物をナ
ノレベルで複合化したナノ複合物質によって可能になるものと考えられる。
・そこで、機械的粉砕法により、軽元素(Li,B,N,Mg,Na)を含む種々のナノ複合物
質（水素化物-金属アミド，水素化物-アンモニアボラン、水素化物-アンモニア系）
を作製し、それらの特性評価と構造解析を行った。

広島県 20 国立大学
国立大学法人　広島大学
（工学研究院社会環境空間
部門）

- 燃料電池 微生物 再エネ
【日比野忠史氏】
太陽光発電を超える微生物燃料電池の実用化

・近年，多くの研究者によって微生物燃料電池の実用化に向け研究が行われ，実
用化の可能性は高いと言われているが，実際には取得電力が小さく，環境変動が
激しい場での発電や畜電池を用いずに実用的な電力を回収した例はなかった。
・成果としては、①電子を効率的に回収する電極とH+を水中に移流させる（内部抵
抗を小さくする）技術を開発し，ヘドロから得られる微小電力を実用レベルにしたこ
と、②他の研究者に先がけて蓄電することなく，LEDを点灯させることに成功し
た。具体的には①電極の材料，形状やイオン交換等の研究により単体のヘドロ燃
料電池から0.4V（50mA）以上の電力を回収する方法を確立した．さらに，②特別な
方法でLEDの点灯に必要な電圧2V，電流50mA以上の電力を長期に確保する技
術を確立した。

広島県 公立大学
公立大学法人　県立広島大
学

- - - -

広島県 21 私立大学福山大学 - 電熱性向上 - 省エネ
【阪口勝次氏】
能動的伝熱促進法に関する研究

・家庭用エアコンや産業用空調機などで重要な働きをする熱交換器の高効率化・
小型化のため、伝熱性能の向上が重要になっている。その手法の一つとして「気
柱共鳴流れを利用する方法」に着目して研究を行っている。
・特殊な共鳴管を用いて管内で振動する空気の流速を増幅し，管内に設置された
物体と気流との間の熱交換の性能向上を図る。この方法は、スターリングエンジン
の再生器，鋼板の製造工程における冷却，部品乾燥および乾式洗浄などへの応
用が期待できる。

※研究情報なし
阪口利文氏（環境浄化・資源回収・センシングのためのバイオテクノロジーバイオミネラリゼーション）
西村和之氏（有機性廃棄物や生活排水の処理・循環利用技術の開発と安全性評価）
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県 No. 分類 大学名 研究年 分野 資源 分類 名称 概要

広島県 17 私立大学福山大学 -
エンジン
高効率

バイオマス 再エネ
【阪口勝次教授】
再生可能エネルギー技術に関する研究

・トラック、バス、船舶などの輸送用や発電用のディーゼルエンジンは石油を燃料
としているが､石油資源や排気ガスの問題をできるだけ小さくするため､代替燃料
として植物油脂から合成した“バイオディーゼル燃料”を使ってエンジンの性能や
排気ガス特性について明らかにする。
・また､自然エネルギーを利用する場合の欠点を補って､より高効率な再生可能エ
ネルギーシステムを創るため､自然エネルギーのハイブリッド利用技術の開発に
取り組む。

広島県 18 私立大学
広島工業大学
（工学部　電気システム工学
科）

- 太陽電池 太陽光 省エネ
【丸野茂光氏】
有機薄膜太陽電池の変換効率の向上に関する研
究

有機薄膜太陽電池は入手の容易な有機材料が素材であり、加えて印刷機などで
大量製造できるため、コストも低く抑えられる。有機薄膜太陽電池の大きな課題
が、変換効率の向上。現状は8％程度の変換効率を上げるために、金を始めとす
る様々な金属ナノ粒子の利用を図る。

広島県 19 私立大学
広島工業大学
（工学部　電気システム工学
科）

-
エネルギー
マネジメント

- 省エネ
【川原耕治氏】
高柔軟性高信頼度電力エネルギー輸送評価装置」
の開発

・電力回路の中で、瞬間的にどういうことが起こっているか検査し、評価する電力
ネルギー輸送評価装置の開発。電力設備のメンテナンスを行なう際に使用するほ
か、「スマートグリッド」への応用。

広島県 20 私立大学
広島工業大学
（情報学部　情報工学科）

　—
エネルギー
マネジメント

- 省エネ
【永田武氏】
「マルチエージェントシステム」の開発

・従来ネットワークは一つの所で集中管理するのが通常であったが、ネットワーク
規模が大きくなればなるほど、システムも膨大になり、課題を解決する時間も長く
かかってしまうという効率の悪さと、システムトラブル時のリスク集中が課題となっ
ていた。
・そこでマルチエージェントシステムという発想が生まれた。ネットワークをいくつか
のエリアに分け、エリアごとにシステムを分散し、エージェントとして配置する。エリ
アの問題は各エージェントが解決するので、全体には負荷がかからない。どこか
のエージェントがトラブルを起こしても、他のエージェントはちゃんと稼働するので、
ネットワーク全体がダウンすることもない。効率的な電力供給が可能となる。

広島県 21 私立大学
広島工業大学
（工学部電子情報工学科）

-
電子
デバイス

－ 省エネ
【田中武氏】
光と電子を用いたシステムの開発（「プラズマベー
スイオン注入法」に関する研究）

・プラズマベースイオン注入法は電子デバイスをつくる『プロセス技術』の一つで、
LSI（高密度集積回路）やLEDなどあらゆる電子デバイスに応用が利く。
・原発用照明に使う白色LED開発、医療用LEDライト開発、スマートシティの中心
技術となる電子デバイスの開発など。

広島県 22 私立大学
広島工業大学
（工学部知能機械工学科）

-
エンジン
高効率

- 省エネ
【八房智顯氏】
エンジン燃焼の高効率化に関する研究

・エンジンのような密閉空間中で、燃料がどのように燃えているのかを調べる方法
として、「強化ガラスのような透明な材料で特殊なエンジンを製作して中を見る」
「圧力センサをつけて燃焼圧力を調べることで燃焼の様子を推定する」の2つが最
もよく用いられているが、どちらも特注のエンジンが必要なためコストがかかり、街
中を走る普通の自動車が搭載できる燃焼計測方法ではない。
・高性能で安くエンジン内の燃焼を計測できる方法として、炎がごくわずかに「電気
を通す」という性質に注目し、エレクトロニクス技術を導入した燃焼現象の測定技
術開発に取り組んでいる。

広島県 23 私立大学
広島工業大学
（工学部機械システム工学
科）

-
高効率
パワエレ

－ 省エネ
【池田雅弘氏】
内部熱交換型蒸留塔における省エネルギー解析

・エンジンのラジエータや温水式床暖房において、ある温度の水を配管に流すこと
で配管の周囲にあるものを冷やす・温めるという熱交換の仕組み。
・この仕組みで重要なのは、配管を巡る液体が、順調に、スムーズに流れるかどう
か。もし途中で流れが鈍れば、その分だけ余計にポンプで圧力をかけてやらない
といけなくなる。それだけエネルギーも余計にかかってしまう。この研究では配管
内における液体がどうすればスムーズに流れるかを研究している。・配管を流れる
水の中に、界面活性剤を加えるとまっすぐな配管では、水の流れがスムーズにな
ることが分かっている。これが途中でまがったり、枝分かれしている管ではどう変
わるのかを調べている。
・熱交換システムに必要なエネルギーの数十％単位での削減を目指している。
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県 No. 分類 大学名 研究年 分野 資源 分類 名称 概要

広島県 24 私立大学
広島工業大学
（工学部機械システム工学
科）

- 高効率 － 省エネ
【西村和則氏】
電力系統を考慮した電力変換装置の高効率化・高
力率化に関する研究（インバータの電力ロス低減）

・新幹線、業務用エアコン、家電などに搭載されているインバータ（電気的には直
流を交流に変換するもの）においては、電気を直流から交流へと変換する際、電
力損失、つまり電気のムダが発生する。
・パワーエレクトロニクスを用いて、現在の90％程度といわれているインバータの
変換効率の電力損失を生じさせないように、電力の変換・制御を行う研究に取り
組んでいる。

広島県 25 私立大学
近畿大学工学部
（機械工学科　熱工学研究
室）

－
エンジン
高効率

－ 省エネ
【玉木伸茂准教授】
省エネ型・低公害内燃機関用噴射ノズルの実用開
発

・画期的な燃料噴射技術によるディーゼル機関の噴霧特性の大幅な改善を行い、
エンジン性能特性の向上、排出ガス特性の改善を達成できる燃料噴射ノズルの
実用開発を行っている。
・ジェットエンジン用燃料噴射弁の燃焼特性の向上のために重要である均質・繊細
な燃料噴霧が得られ、既存の噴射弁よりも噴霧特性を大幅に改善できる噴射弁
の設計を関連学会の研究会にて行っている。
・開発したディーゼル機関用噴射ノズルの適用性を調べている。

広島県 26 私立大学
近畿大学工学部
（機械工学科　熱工学研究
室）

－ 高効率
水素

バイオマス
省エネ
再エネ

【田端道彦教授】
高効率かつクリーンな新エネルギ変換技術の研究

・2次元レーザー計測法などを用いた燃料噴霧の微粒化、混合、燃焼などのエンジ
ン燃焼現象解明などの基礎研究から、新エンジン設計、エンジン性能評価などの
応用研究を行っている。
・エンジン燃焼研究、水素燃料の活用、バイオ燃料の活用。

広島県 27 私立大学
近畿大学工学部
（機械工学科　情報通信シス
テム研究室）

－ 高速通信 白色LED 省エネ
【藤本暢宏教授】
世界最速の可視光通信技術の開発研究

・白色LEDは現状では交通信号投灯火、携帯電話や液晶TVのバックライトに使用
されている。一方では光通信の重要な光源でもあるLEDを本来の通信用途として
も兼用させることで、省電力・省資源で高速な可視光（照明光）通信システムの実
現の可能性を探る。

広島県 28 私立大学
近畿大学工学部
（電子情報工学科　情報エネ
ルギー研究室）

－ 省電力回路 熱 省エネ
【中田俊司教授】
環境に優しいグリーンな発熱ゼロ回路の応用

・キャパシタの放熱電時において生じる抵抗成分によるジュール熱を、断熱重電
技術を用いてゼロとする発熱ゼロ回路技術の研究。
・スマートグリッド実現に向けたＭＷ級のスーパーキャパシタへの逐電応用、情報
通信機器のより一層の環境負荷低減に向けたnW級の低消費電力回路技術への
応用など、エネルギー散逸の無いエネルギー効率の高いシステム構築を検討して
いる。

広島県 29 私立大学
近畿大学工学部
（ロボティクス学科　　熱エネ
ルギーシステム研究室）

－ エンジン DME 省エネ
【嶽間沢秀孝准教授】
直噴射型ガソリン機関における、排気特性向上と
潤滑改善のための基礎研究

・熱エネルギーと仕事の変換過程で生成される黒煙・ＮＯ２の削減をめざし、特に
軽油代替燃料であるDME（ジメチルエーテル）を用いて小型ディーゼルエンジンの
運転特性や排気特性を研究。

広島県 30 私立大学
近畿大学工学部
（化学生命工学科　環境調和
合成化学研究室）

－
溶媒
材料開発

イオン液体 再エネ
【北岡賢教授】
イオン液体の機能化とその応用

・融点が室温以下にある塩を「イオン液体」と呼び、燃えず、蒸発しにくく、生体分
子を取り込むことができ、電気も流れるという特徴があることから水や油に替わる
クリーンな溶媒として注目されている。
・新しい機能を持ったイオン液体を開発し、イオン液体中でしかできないセルロー
スの燃料化などの反応、環境に優しい電池用電解質の開発。

山口県 31 国立大学国立大学法人　山口大学 － エンジン ディーゼル 再エネ
廃食油を原料としたディーゼルエンジン燃料（BDF）
の実用化

・廃食油そのままではディーセルエンジンの燃料としてはどろどろすぎるので、メチ
ルエステル交換反応で改質する。食油の主成分（トリグリセリド）にメタノール
（CH3OH）を加え、触媒として水酸化ナトリウム（NaOH）を加えて60～70℃に加熱。
この反応によって、脂肪酸メチルエステルとグリセリンが得られ、副生物であるグ
リセリンを取り除くとさらさらしたBDFになる。
・山口大学工学部がある宇部市は「地球温暖化防止のためのエコパーク化構想」
を打ち立て、市内ごみ収集車や市営バスに廃食油を原料としたBDFを使用してい
る。このプロジェクトを支えるため、廃食油とBDF成分の分析、およびBDFの製造
装置や製造方法の改良を行っている。
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県 No. 分類 大学名 研究年 分野 資源 分類 名称 概要

山口県 32 国立大学国立大学法人　山口大学 － 熱電変換 廃熱 省エネ
【小柳剛准教授】
熱電変換材料の開発、新しい熱電現象の研究

・熱エネルギーを直接電気エネルギーに変換する熱電発電の研究。
・自動車の排気ガスなど無駄に捨てられている熱エネルギーの変換のみならず、
体温など身の回りの熱を利用して発電する環境発電（エネルギー・ハーベスティン
グ）のひとつとして注目されている。本研究では主に発電に用いられる材料を開発
している。

山口県 33 国立大学国立大学法人　山口大学 － 熱電変換 廃熱 省エネ
【岸本堅剛助教授】
廃熱から電気エネルギーを回収する熱電材料の開
発

・物に温度差を与えると電圧が発生する現象を利用すると、熱から直接電気エネ
ルギーをつくることができ、さまざまな排熱が利用可能となる。

山口県 34 国立大学国立大学法人　山口大学 － 基盤開発 － 省エネ
【只友一行教授】
超高品質ＧaN基盤の開発

・高効率LEDと高効率電子デバイスの両方に応用できる基盤の開発。

山口県 35 国立大学国立大学法人　山口大学 － 高効率 － 省エネ
【田中俊彦教授】
Evs（ElectricVehicles）用のスマートチャージ

・柱上変圧器の効率を数％程度向上。国内では膨大な数の柱上変圧器が用いら
れていることから、国内全体では大幅にＣＯ2を削減することが可能となる。

山口県 36 国立大学国立大学法人　山口大学 － パワエレ － 省エネ
【山田洋明講師】
エネルギーハーベスティングを実現するパワーエレ
クトロニクス

・エネルギーハーベスティング実現のためには、電力変換機と呼ばれる電気回路
とその回路を制御するための制御技術であるパワエレ技術が不可欠。
・状態平均化法の応用で、少ないセンサ個数と簡単な演算で最大電力を取り出せ
る制御法の研究を行っている。得られた電力を使用用途に応じて効率よく利用す
るための電力変換回路の構成法について研究し、ワイヤレスのセンサ電源やバッ
テリー充電システムといった電源システムの確立を目指している。

山口県 37 国立大学国立大学法人　山口大学 －
エネルギー
変換システ
ム

高周波
電磁波

省エネ
【山本綱之助教授】
電磁波をエネルギーに変換するシステムの実用化
に向けての研究

・ＴＶ放送波や無線LAN電波等の高周波電磁波を利用する研究。
・アンテナで受信されたTV放送波や無線LAN電波はnW（10億分の1ワット）～mW
（1000分の1ワット）という微小なエネルギーで、液晶テレビ（100Ｗ）などに比べると
たいへん微小。しかし、電磁波が届く範囲であればどこでも取り出すことが可能で
工夫次第でLEDの点灯や温度センサ等の駆動も可能。

山口県 38 公立大学公立山口東京理科大学 －
水素発生
材料開発

水素
省エネ
再エネ

【吉村敏彦教授】◎キャビテーションエネルギーを
利用し新材料やクリーンエネルギーの創成

・高エネルギーの泡（キャビテーション）を生成し、崩壊圧力１万気圧、数千度の
キャビテーションプラズマを利用して、新機能材料を開発する研究を行っている。
また、化学薬品を含有したメカノケミカルキャビテーションを材料表面に噴射し、機
械的作用と化学的作用の相乗効果により、新材料やクリーンエネルギーとされる
水素を高効率で発生する材料の開発を目指す。

山口県 39 公立大学公立山口東京理科大学 － 熱電変換 熱電半導体 省エネ 新しい熱電材料の研究

・熱を電気に変換できる熱電半導体に主力をおいて研究を行っている。スクッテル
ダイト型結晶構造をもつCoSb3の単結晶や焼結体の育成、それらの試料の電気
的、熱電気的特性について調べている。これまで、高性能のCoSb3系新材料を開
発している。
また、遷移金属化合物、希土類化合物、クラスレート化合物、酸化物などの新しい
コンセプトによる材料開発とその熱電特性についても精力的に研究している。

山口県 40 公立大学公立山口東京理科大学 － 太陽電池 発電ガラス
省エネ
再エネ

発電ガラスや曲面・大面積カラーフリーソーラーセ
ルなどの発電効率向上、長期安定性及び作成プロ
セス

・発電ガラスは透明な太陽電池で、一般的な太陽電池は可視光を吸収して電気エ
ネルギーに変換するので黒色などの暗色だが、これは紫外線を吸収し電気エネ
ルギーに変換するので透明なのに発電できる。紫外線は太陽光全体で考えるとご
く一部の波長域なのでその紫外線をより効率良く電気エネルギーに変換できる材
料を用いた発電ガラスの研究を行っており、これを電源としたスマートウィンドにつ
いても行っている。曲面・大面積カラーフリーソーラーセルの実現には色素増感太
陽電池（DSSC）をスプレー法で作成することを考えている。
・DSSCは比較的安価な材料・設備で人体に有害な物質を用いずに作製すること
ができる。本研究では長期安定性、及び製造コスト低下を主に研究を行っている。
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県 No. 公設試験研究機関名 研究会　名称 年度 概要

鳥取県 1
地方独立行政法人
鳥取県産業技術センター

水素エネルギー社会に対応するための調査事業
における研究会

H27～

（水素エネルギー社会に対応するための調査事業）
・マイクロ水力発電による水素生成と貯蔵利用の研究開発に関する相談を受け、平成27年度はＦＳ技術調査や先進地視察
（福岡県糸島市、佐賀県伊万里市）、また2回にわたる技術セミナーを開催した（それぞれ参加者40名、26名）。
・産業技術総合研究所と連携し、当該分野の専門家を招聘した技術セミナーや研究会を開催、関連技術情報の収集を支援
し、小泉川試験地の発電データに基づく水素生成量を予測し、事業可能性を導くことができた。

島根県 2 島根県産業技術センター パワーエレクトロニクス技術研究会 － －

3
広島県立総合技術研究所
西部工業技術センター

ローコスト・エコ加工技術研究会 H22～24

・広島県の重点事業である「ものづくり基盤技術高度化プロジェクト」において、切削加工の精度を高め、生産性を向上させる
研究開発を推進することなった。このプロジェクトの推進に合わせて“いかに安く，環境負荷を少なく”にこだわった“ものづくり
技術”全般の高度化と会員相互の情報交流により、地域の活性化と発展に資することを目的とした研究会。
・切削加工技術、金型高精度加工システムなどの勉強会を3年にわたり開催。参加者はおよそ60名。

4
広島県立総合技術研究所
東部工業技術センター

ひろしまＬＥＤ応用技術研究会 H22～

・広島平成22年8月に設立し、LED応用製品の開発力を高め，県内のLED関連産業の振興を図る活動を行っている。
・平成25年度からは、技術セミナーによる情報提供やLED製品を開発する機器の操作研修のほか、ワークショップ活動につ
いて，広島県立総合技術研究所が実施している「特殊LED照明開発プロジェクト」の研究成果なども活用し，より充実したもの
としている。

5 水素・次世代エネルギー研究会 H26～
・広島大学、中国経済産業局と共同で立上げ。その後（公社）中国地方総合研究センター、2016年には中国経済連合会が加
入し、会員はおよそ100社250名と県外にまで規模が拡大している。
・水素社会の到来に向けた普及啓発活動を行っている。

6 省エネルギー材料研究会 H28
・省エネルギーに貢献する素形材技術の内、軽量化と摺動(摩擦、摩耗)に係る技術をターゲットとし、この技術分野の技術力
向上を支援し、また、産学官の連携等による技術補完もしながら、製品、部品開発の実施と関連技術開発を行う。

7 環境経営実践講習会 H28 ・環境経営の重要性と化学物質のリスクアセスメントをテーマとして、講習会を開催。広島市内外から98名の参加。

8 次世代エネルギー産業創出セミナー H28 ・東広島市の水素ステーション開設や太陽光からの高効率水素創造など、次世代エネルギーに関するセミナーを開催。

9 新エネルギー研究会 H23
・次代へ向けて山口県の地産エネルギーである水素（全国の10.3％の発生量）をはじめとした新エネルギーの利活用による
県内企業の新事業展開を推進し、次世代環境・エネルギー関連産業の育成、集積を目指す。
・3つの分科会を開催し、県内企業の参画により試作開発や実証実験を行っている。

9-1 　（１）水素・再生可能エネルギー利用分科会 H24
・太陽光エネルギーの最大限の有効活用のため、新エネルギー研究会において開発された水素をエネルギー貯蔵媒体に利
用する試作システムの動作検証や今後の展開に関する協議を行い、被災地などの電気の普及していない地域等を想定した
「可搬式住居とコンバートEVに対応した水素・再生可能エネルギー利用システム」の開発に取り組んでいる。

9-2 　（２）スマートファクトリー分科会 H24

・中小企業工場で県内産資源を活用したスマートファクトリーモデルに関する調査とモデル提案を行った。その中で、エネル
ギーマネジメントにはまず「見える化」が必要であるということから、「エネルギー監視システムの開発」をテーマとして取り組ん
だ。県内5のモデル工場にシステムを試験的に導入し実証事業を行った、現在はモデル工場におけるスマートファクトリーモ
デルの実現を当面の目標に据えて取り組んでいる。

9-3 　（３）液化水素エネルギー分科会 H25

・プラント関連メーカーをはじめとした、多くのものづくり企業のポテンシャルを活用した液化水素関連製品等の開発を推進す
るため設置。液化水素を気化してロータリーエンジンで発電するシステムの開発に取り組んでいる。現在は、燃料となる液化
水素ガスを低純度のものやバイオガスにまで対象を広げ、県内企業を含めた複数企業がコジェネレーションシステムの製品
化に向けて共同で開発を進めている。

　中国地域の公設試験研究機関におけるエネルギー関連の取組（研究会等）

広島市工業技術センター

広島県

山口県
地方独立行政法人
山口県産業技術センター

11


