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□1  はじめに 

 

日本学術会議が提唱した地域型研究機関の一つとして、平成１０年１１月に

福井県若狭湾エネルギー研究センター（以下、「エネ研」という。）が開設され

た。以降、財団法人若狭湾エネルギー研究センターは、加速器や分析機器を利

用した研究開発を中心に研修や交流、人材育成などの取組みを通じて、地域の

活性化への貢献を目指してきた。 

平成１７年３月には、「エネルギー研究開発拠点化計画の推進機能」が付加さ

れ、「エネルギー研究開発拠点化組織」が新たに設置された。 

また、平成２３年４月には、原子力の先進県である福井県を国際的な原子力

人材育成の拠点とするため、国内外の研修生等の受入れ窓口となる「福井県国

際原子力人材育成センター」が設置された。 

平成２５年４月には財団法人から公益財団法人（以下、「当法人」という。）

に移行し、今日に至っている。 

 

この間、平成１１年６月に、「研究開発」と「研修・交流」の主要事業を重点

的に実施することを柱とする中長期事業計画（計画期間：平成１２年度から平

成１６年度）を策定した。また、平成１７年３月に第２期中期事業計画（平成

１７年度から平成２１年度）、平成２２年３月に第３期中期事業計画（平成２２

年度から平成２６年度。以下、「第３期計画」という。）を策定し、計画的な事

業の推進を図ってきた。 
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第３期計画では、「研究開発」と「産業支援」を２本の柱として、高エネルギ

ービーム利用やエネルギー開発の研究、研究を通じた産業の育成と新産業の創

出等を促進し、地域の振興に貢献することを目指してきた。 

 

「研究開発」では、当法人設立以来進めてきた陽子線がん治療研究での成果

が「福井県立病院陽子線がん治療センター（平成２３年３月開設）」の設立に活

かされるなど、地域に貢献する研究機関として一定の役割を果たすとともに、

品種改良、材料改質、レーザー、太陽エネルギーの利用等の研究は、応用化、

実用化に進展しつつある。 

「産業支援」では、産学官連携によるネットワーク活動や、新製品開発等に

係る支援を行うとともに、国際的な原子力人材の育成、原子力関連業務従事者

研修の実施、エネ研の科学機器や当法人の人材を活かした企業等の課題解決な

どに取り組んできた。 

また、福井県エネルギー研究開発拠点化計画（以下、「拠点化計画」という。）

に定める「安全・安心の確保」、「研究開発機能の強化」、「人材の育成・交流」、

「産業の創出・育成」について、計画の推進に向けた総合的なコーディネート

を県と一体となって行ってきた。 

 

当法人は、第３期計画に引き続き、平成２７年度から平成３１年度までの５

か年を計画期間とする中期事業計画（以下、「第４期計画」という。）を策定す

る。 

 

平成２３年３月の福島第一原子力発電所の事故により原子力発電所が長期に

わたり停止し、嶺南地域をはじめとする県内の経済・雇用は大きな影響を受け
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ている。さらに、原子力発電所の廃止措置の現実化、国際的にはアジアをはじ

めとする途上国での原子力発電の導入の動きなど、当法人を取り巻く内外の環

境は大きく変化している。 

 

こうしたことを踏まえ、第４期計画では、「研究開発」と「産業支援」に加え、

国内外で原子力人材育成の重要度が増していることから、「人材育成・交流」を

加えた３本の柱とする。 

「研究開発」では、基礎から応用までの多様な段階の研究を発展させ、地域

の産業振興・活性化に向けた研究開発を展開するとともに、今後必要とされる

原子力発電所の廃止措置へ向けた研究、水素エネルギー利用に向けた技術開発

にも取り組んでいく。 

「産業支援」では、より企業ニーズ等を踏まえた支援の取組みの強化を行い、

産学官の連携支援による共同研究や技術開発を支援するなど、地域産業の振興

を図っていく。 

「人材育成・交流」では、各国や関係機関のニーズに応じた研修や研究交流

等を推進する。 

併せて、当法人は、こうした事業とともに、拠点化計画等に定められた諸施

策が円滑・効果的に進められるよう総合的なコーディネートを行っていく。 

以上の取組みの進捗状況を毎年度の事業計画策定時に確認し、反映させなが

ら、着実な推進を図る。 
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□2  改定の視点 

 

当法人のこれまでの実績と課題を踏まえるとともに、社会が求める地域型の研究・支

援機関としての役割を果たしていくため、以下の視点で計画の改定を行う。 

 

（１）実用化・応用化を目指した研究開発 

基礎から応用までの多様な段階の研究を発展させるとともに、当法人の強み、

独自性を活かした研究について、競争的資金等を活用し、産学官と連携を図りな

がら、実用化・応用化を目指す。 

（２）地域ニーズ・シーズを活かした産業育成支援 

地域ニーズを踏まえ、当法人の研究開発の成果および人的資源を含めた地域シ

ーズを活用して新産業の創出や新商品の開発を目指す県内企業等に対する育成

支援の充実を図り、地域産業への貢献を目指す。 

（３）国際的な連携による人材育成 

ＩＡＥＡ等関係機関との連携を軸に、福井県国際原子力人材育成センターの特

性を活かしつつ、各国の原子力情勢に即した人材の育成と世界に開かれた研究者

の交流拠点の形成を目指す。 

 

これらの視点のもとに研究開発や産業支援等を着実に実行し成果に結び付けていく

ため、関係部署が連携し一体となって取り組むこととし、そのための組織体制を充実・

強化する。 

また、県内をはじめとする学術研究機関や試験研究機関、産業支援機関との連携・交

流を図ることにより、幅広い視点から課題をとらえ研究開発につなげていく。 

さらに、社会や地域のニーズに的確に応えるとともに、当法人の研究成果や産業支援

事業、人材育成事業の成果を広く社会に発信することにより、地域に開かれた法人を目

指していく。 
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□3  事業計画 

 

事業項目は下表に示すとおりである。 

 

研究開発  

１ エネルギー・環境分野 

 ア レーザー技術を応用した除染技術、切断

技術の開発 

 イ 廃炉段階で役立つ情報の収集・整理・分

析と技術の開発 

 ウ 放射線計測技術の開発 

 エ 未利用エネルギーの利用技術開発 

 オ 生物作用を利用した環境浄化・修復技術

の開発 

 

２ 医療分野 

 ア 粒子線がん治療高度化のための生物応答

解明研究 

 イ 粒子線照射技術の高度化研究 

 

３ 農業・生物分野 

 ア 植物・菌類のイオンビーム育種研究 

 イ 植物工場関連技術開発 

 

４ 多様な分野の活動を支える技術開発 

 ア 加速器技術の開発・高度化 

 イ 加速器利用分析技術の開発・高度化 

 ウ 放射線場で利用される機器・材料の評価

技術開発 

 エ 材料技術の開発 

 

 

 

 

 

産業支援  

１ 技術・研究支援 

ア 科学機器等の利用支援 

 イ 技術支援・相談 

 ウ 公募型競争的資金獲得 

 

２ 新事業創出支援 

 ア 産学官ネットワーク形成の推進 

 イ 研究開発支援 

 ウ 県内企業の原子力関連業務への参入支援 

人材育成・交流  

１ 人材育成支援 

 ア 国際的な原子力人材の育成 

イ 原子力関係業務従事者研修 

 

２ 技術・研究交流 

 ア 海外研究機関等との研究交流 

 イ 関西・中京圏との連携の推進 

 ウ 国際会議等の開催・誘致 

 

エネルギー研究開発拠点化計画の推進 

 拠点化計画推進の総合的なコーディネート 
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研 究 開 発 

当法人が優位性、独自性を有する研究分野を重点に、実用化を目指した将来的に地域

社会・経済に貢献する研究開発を進める。 

 

１ エネルギー・環境分野 

 原子力発電所の廃止措置に適用可能なレーザー利用技術や、放射性廃棄物の処理技術、

高所や水中での放射線分布計測技術、バイオマスや太陽熱等を活用した未利用エネルギ

ー活用技術、有用植物・有用微生物を活用した環境影響の少ない水質浄化技術の開発を

行う。 

 

ア レーザー技術を応用した除染技術、切断技術の開発 

（ア）概要 

レーザー技術を応用した除染技術・切断技術の開発を進める。また、福井県

内の企業等と協力して、将来の原子力発電所の廃止措置に備えた技術開発に取

り組む。 

（イ）研究期間 

平成２７～３１年度 

（ウ）これまでの取組み 

世界で初めて実用的レーザー廃止措置技術の実証に成功した。 

除染技術開発では汚染試料を対象として高度な除染性能を実証するととも

に遠隔操作技術開発と耐放射線性能の評価と改善に取り組んだ。 

切断技術開発では 300㎜厚の炭素鋼とステンレス鋼の高速切断に成功すると
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ともに、照射部の小型軽量化など実際のプラント機器切断への適用化を進めた。 

     レーザー加工技術の高度化（高速剥離等）研究を行うとともに、福井県工業

技術センター職員を対象にレーザー加工技術研修を実施した。 

（エ）今後の取組みと期待される成果 

実証した実用的レーザー廃止措置技術を実用化展開するために必要な要素

技術の開発・高度化を進める。 

除染技術開発では遠隔操作技術の高度化、耐放射線性の向上、切断技術開発

では３次元ビーム制御技術やビーム捕捉技術など、実際の機器解体に必要な要

素技術の開発を行う。 

また、レーザー加工技術開発研究を継続するとともに、その成果を研修、研

究会等を通じて県内企業に還元する。 

こうした技術の開発・高度化やレーザー照射時の現象解明により、廃止措置

時の安全性向上と効率化・省力化が可能になる。 
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イ 廃炉段階で役立つ情報の収集・整理・分析と技術の開発 

（ア）概要 

将来の廃炉で発生する放射性廃棄物の処理・処分、再資源化等、廃炉の円滑

な推進に貢献する技術の検討を行う。 

（イ）研究期間 

平成２７～３１年度 

（ウ）これまでの取組み 

廃コンクリートの再利用シナリオ、コンクリートひび割れ部からの液体の浸

透、廃油の性状、液体廃棄物固化体の模擬試験体の作製方法の予備的調査・検

討を行った。 

（エ）今後の取組みと期待される成果 

廃コンクリートのリサイクル事業のコスト試算、コスト削減法の検討、原子

力施設内コンクリートの汚染状況の調査・分析に関する技術・研究開発を進め

るとともに、廃油・廃液等の液体廃棄物の安全で合理的な処理・処分に資する

基礎的知見・データを取得・蓄積する。これらにより、廃炉の円滑な推進に貢

献することができる。 
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ウ 放射線計測技術の開発 

（ア）概要 

高所や水中など接近困難な場所で、より効率的に放射能分布計測を行う技術

を開発する。 

（イ）研究期間 

平成２７～３１年度 

（ウ）これまでの取組み 

小型で効率的な放射線計測システムの開発を目指したシンチレーション材

料の開発や、大面積の放射能分布を効率的に可視化するための画像解析法の開

発を実施した。また、線源位置探査解析システムを構築して線源分布の効率的

な解析手法の評価を行い、福島県内における現地等の測定により実用性を調査

した。 
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その他、福島県内の人工放射能に汚染された可能性のある飲料水のガンマ線

分析を行い、原子力事故からの復旧復興に貢献した。 

（エ）今後の取組みと期待される成果 

作業環境下の放射線計測用途として、高所や水中、遠隔の場所などの放射能

を簡易に計測する技術を開発する。軽量で取り回しの容易な検出器や水中にも

適用可能で軽量な検出器を開発する。 

この研究開発を通じ、今後の作業増加が見込まれる廃止措置等に貢献できる

ほか、放射能汚染されている地域での適用も可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 

 

エ 未利用エネルギーの利用技術開発 

（ア）概要 

バイオマス資源から低いエネルギー投与で効率よくエネルギー、有用物質を

生産する技術を開発する。 

また、太陽炉の効果的な活用方策を探求し、実現性を評価し効果を実証する

とともに、熱を有効利用する観点で開発した泡駆動式ヒートパイプの実用化に

向けた検討を行う。 

さらに、水素エネルギー利用に向けた技術開発に取り組む。 

（イ）研究期間 

平成２７～３１年度 

（ウ）これまでの取組み 

バイオマスエネルギー技術開発では、木質バイオマスから、自然エネルギー

等（生物作用・太陽熱）を活用したシステムでエタノールを生成・回収するこ

とに成功した。 

  太陽熱等利用技術開発では、フレネルレンズを用いた太陽炉を開発し、約２

５００℃の超高温場を生成した。これまでに開発した太陽炉を活用したもみ殻

からのシリコン抽出や高結晶化グラフェン形成などへの適用を試みた。 

ポンプ等の動力を必要とせず、熱輸送方向が切り替え可能な泡駆動式ヒート

パイプを開発した。 

（エ）今後の取組みと期待される成果 

バイオマスエネルギー技術開発においては、分解効率の向上を目指すととも

に、多様なバイオマス資源を活用するため、エネルギー効率が良いマイクロ波

加熱分解法を用い、少エネルギー投与、小規模な設備で薬品原料などの有用物

質を生産、回収する技術の開発を行う。 
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太陽炉については、高結晶化グラフェン形成への適用を継続するとともに、

月面での利用等の新たな活用方法を検討する。 

泡駆動式ヒートパイプの実用化（製品化・用途拡大）に向けた検討を行う。 

また、水素エネルギー利用（製造等）の調査研究に取り組み、エネルギーの

多元化に寄与することを目指す。 

これらの研究開発により、地域の特性を活かしたエネルギー利用が可能とな

り、省エネルギーや温暖化対策に貢献することができる。 
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オ 生物作用を利用した環境浄化・修復技術の開発 

（ア）概要 

三方五湖や北潟湖など、富栄養化した汽水湖沼(塩分を含む湖沼)において、

有用植物や有用微生物を用いて、環境にやさしく、浄化後の産物が利用可能な

富栄養化原因物質(リンや窒素分)吸収手段を提供するため、耐塩性を付与した

アブラナや、光エネルギーを利用して増殖を行う光合成細菌を用いた水質浄化

手法を開発する。 

（イ）研究期間 

平成２７～３１年度 

（ウ）これまでの取組み 

植物を用いた研究では、有用植物であるアブラナを水上で栽培する手法を開

発し、淡水湖沼での実地栽培試験を実施した。また、この手法を汽水湖沼に適

用するため、耐塩性アブラナを作出した。 

微生物を用いた研究では、浄化と有用物質生産を効率良く行うことができる

光合成細菌の開発、および菌体の環境中への逸出を防止する手法の開発を行っ

た。 

（エ）今後の取組みと期待される成果 

植物を用いた研究では、耐塩性アブラナの変異遺伝子が、環境中へ拡散する

ことを防止する手法を開発し、実地レベルでの浄化試験を実施する。 

微生物を用いた研究では、改良した光合成細菌と開発した浄化ユニットを用

いて、実地レベルでの浄化試験を実施する。 

これらにより、環境にやさしく、付加価値の高い水質浄化手法を提供し、環

境ビジネス産業の発展に貢献することができる。 
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２ 医療分野 

 治療効果が高く、患者への負担の少ない適正な照射線量の把握、生体の放射線応答機

構の解明、治療時の腫瘍部における線量分布を簡便に評価する技術など陽子線によるが

ん治療および照射技術の高度化・効率化に取り組む。 

 

ア 粒子線がん治療高度化のための生物応答解明研究 

（ア）概要 

陽子線治療の高度化・高効率化に向けて、細胞分子生物学および実験動物学

的手法を駆使した基礎研究を推進する。 

（イ）研究期間 

平成２７～３１年度 

（ウ）これまでの取組み 

福井県立病院陽子線がん治療センターと連携し、より治療効果が高く、患者

の負担が少ない適正な照射線量を把握するための基礎研究を実施した。 

また、新治療法の臨床研究開始に向けた生物学的な検証研究を推進するとと

もに、生体の持つ放射線応答機構を活用して治療効果の向上を計るための検証

研究を開始した。 

（エ）今後の取組みと期待される成果 

治療用ビームを用いた動物実験を実施可能な国内唯一の環境と新たに整備

された動物飼育・実験設備を活用し、照射線量の適正化研究を継続する。また、

腫瘍周辺の正常組織に対する影響評価や放射線応答メカニズムの詳細な解析

を推進する。 
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これらの研究を通じ、陽子線治療のさらなる高度化に必須な情報が蓄積され、

より安心で安全かつ高効率な治療法の確立につながることが期待できる。 

 

イ 粒子線照射技術の高度化研究 

（ア）概要 

陽子線がん治療時の腫瘍部における線量分布を簡便に評価する技術を開発

し、治療計画の時間短縮と治療効果の向上に寄与する。さらに、開発した技術

を陽子線治療のみならずＸ線治療にも適用することを目指す。また、粒子線治

療に係る各種工学的要素を含んだ課題の解決につながる知見を蓄積する。 

（イ）研究期間 

平成２７～３１年度 
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（ウ）これまでの取組み 

陽子線線量分布のリアルタイム計測・可視化システムを構築するための基礎

的研究を推進するとともに、開発技術の社会的ニーズおよび市場見通し等の調

査を開始した。また、スキャニング照射法など治療高度化技術の開発に取り組

んできた。このほか、これまで蓄積してきた知見や開発した技術を提供するこ

とにより、福井県立病院陽子線がん治療センターの円滑な立ち上げに貢献した。 

（エ）今後の取組みと期待される成果 

陽子線がん治療時の腫瘍部における線量分布を簡便に評価する技術を開発

し、臨床治療時の陽子線の腫瘍部への照射状況を容易に把握可能なシステムを

構築する。 

これらの研究を通じ、陽子線治療のさらなる高度化に必須な情報が蓄積され、

より安心で安全かつ高効率な治療法の確立につがると期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 18 - 

 

３ 農業・生物分野 

 イオンビームを用いた植物・菌類の育種技術、植物工場に適した機能性野菜の開発や

省エネ、低コスト栽培技術の開発を行う。 

 

ア 植物・菌類のイオンビーム育種研究 

（ア）概要 

イオンビーム育種技術で、新規の特性・機能等を有する、あるいは有用物質

の生産につながる植物・微生物を作出する。 

また、イオンビーム育種の発展と普及に資するため、植物や微生物の育種手

法開発に関する基礎研究を実施するとともに、技術や知見の伝達を目的とした

県内試験研究機関に対する研修や研究会を実施する。 

（イ）研究期間 

平成２７～３１年度 

（ウ）これまでの取組み 

植物のイオンビーム育種技術では、種苗会社と共同で新しい花卉類の作出に

成功し、これまでに５品種の品種登録を終え、３品種の登録を申請中である。

また、植物に対する適正線量決定期間を短縮する手法を開発した。 

菌類については、抗がん物質を産生する冬虫夏草菌や、キチンからＮ－アセ

チルグルコサミンを産生する土壌細菌のＮ－アセチルグルコサミン生産性向

上に成功した。また、企業のニーズ等を踏まえ、イオンビーム照射により有用

物質を高効率で生産できるイシクラゲ変異体を作出する研究に着手した。 

さらに、福井県食品加工研究所、福井県総合グリーンセンターの職員を対象

としたイオンビーム育種研修を実施した。 
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（エ）今後の取組みと期待される成果 

新規の特性・機能等を有していたり、有用物質の生産につながる、生産者等

のニーズにあった植物、微生物の育種を実施する。 

また、育種期間の短縮や変異率の向上を目指したイオンビーム育種技術の開

発研究を継続するとともに、その成果を、研修、研究会等を通じて育種現場へ

還元する。 

これらの成果は、農業や生物作用を利用した製造業の振興に寄与することが

期待できる。 
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イ 植物工場関連技術開発 

（ア）概要 

施設園芸での生産に適した機能性野菜の開発および機能性野菜生産手法の

開発を実施する。 

また、ランニングコストの低減を図るため、外光を利用した効率的な照明シ

ステムや地中熱を利用した温調システムの開発を行う。 

（イ）研究期間 

平成２７～３１年度 

（ウ）これまでの取組み 

高生長性リーフレタス品種や単為結果性大玉トマトの高品質品種の作出に

成功するとともに、好塩性の機能性野菜であるシーアスパラガスの工場生産法

を開発した。 

また、ＬＥＤを光源とする店頭設置型植物栽培装置を試作した。泡駆動式ヒ

ートパイプとヒートポンプを組み合わせた地熱援用ハイブリッド温調システ

ムの開発に取り組んでいる。 

（エ）今後の取組みと期待される成果 

作物開発として、施設栽培用ミディトマト品種の開発や施設栽培用の薬用植

物の栽培技術開発、品種開発を行う。 

施設開発では、コスト低減や機能性成分含量の増加を目的としたＬＥＤ補光

技術の開発および地熱援用ハイブリッド温調システムの実証試験を行う。 

これらにより、高付加価値栽培品目や栽培コスト低減手法を提供し、植物工

場関連産業の振興に貢献することができる。 
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４ 多様な分野の活動を支える技術開発 

 加速器の高効率かつ安定運転のための技術、加速器からのイオンビームを用いた材料

分析技術、原子力関連機器等の開発のため加速器を使用して機器や材料の放射線耐性評

価ならびに評価技術、高い付加価値を持つ材料・安価な代替材料等の開発を行う。 

 

ア 加速器技術の開発・高度化 

（ア）概要 

タンデム加速器およびシンクロトロンからのビームを用いた実験研究のた

め、加速器の高効率かつ安定運転のための技術開発を行う。 

（イ）研究期間 

平成２７～３１年度 

（ウ）これまでの取組み 

タンデム加速器では、絶縁性能を回復させ、耐電圧性能を向上させるととも

に、加速高電圧の制御方法を多様化することにより、実験手法に適した制御方

法の選択および制御のバックアップを可能とした。 

シンクロトロンでは、制御の安定性の改善を図り、出射ビーム強度信号を出

射用高周波発振器に帰還することで、出射ビーム強度の時間構造を制御する方

法を導入した。 

（エ）今後の取組みと期待される成果 

タンデム加速器の絶縁性能向上や加速器タンク内温度の安定化を行うこと

により、シンクロトロンへの入射効率の漸減を抑える。 

また、加速可能イオンの多様化やシンクロトロン加速ビームの電流量の安定

化、ビーム取り出し技術の改良を行う。これにより、実験の多様化と高精度化

に対応することができる。 
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イ 加速器利用分析技術の開発・高度化 

（ア）概要 

加速器からのイオンビームを用いた材料分析技術の開発を行う。マイクロビ

ームを用いた微細領域の二次元元素分析、飛行時間測定法を用いた薄膜の深さ

方向分析等の分析技術の開発および高度化を行う。また、これらの技術を用い

た生体・生物中の元素の動態の研究、エネルギー関連物質中の軽元素分析等の

研究を行う。 

（イ）研究期間 

平成２７～３１年度 

（ウ）これまでの取組み 

マイクロビームを用いた微細領域の二次元元素分析では、歯質中のフッ素お

よびカルシウム分布測定、アジサイおよび茶葉中のアルミニウム分布測定を行

った。また、薄膜分析のための飛行時間測定弾性反跳粒子検出（ＴＯＦ－ＥＲ

ＤＡ）法開発、および重イオンビームを用いたラザフォード後方散乱（ＲＢＳ）
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法の開発を行った。 

（エ）今後の取組みと期待される成果 

歯質中のフッ素およびカルシウム分布測定および茶葉中の元素分布測定を

継続する。また、ＴＯＦ－ＥＲＤＡ法によるリチウム定量分析法の開発を行う。

これによりリチウムイオン電池電極中でのリチウムイオンの動態が解明され、

電池の高性能化に資することが期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 放射線場で利用される機器・材料の評価技術開発 

（ア）概要 

原子力関連機器の高経年化対策や宇宙機搭載用機器の開発に必要なデータ

を取得するため、加速器等を使用して機器や材料の損傷評価、放射線耐性評価

ならびに評価技術開発を行う。 

（イ）研究期間 

平成２７～３１年度 
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（ウ）これまでの取組み 

イオン照射による磁性材料の基礎特性変化を評価したほか、原子炉構造材料

等の劣化をイオン照射を用いて評価する手法の開発を行うとともに、宇宙機搭

載用機器（放射線検出器、素子等）の宇宙線耐性評価や評価手法開発を実施し

た。また外部利用や依頼照射にも対応した。 

（エ）今後の取組みと期待される成果 

引き続き、原子炉構造材料等の劣化をイオン照射を用いて評価する手法の開

発を行うとともに、宇宙機搭載用機器（放射線検出器、素子等）の宇宙線耐性

評価や評価手法開発を実施する。 

これにより、評価結果や評価手法を原子力関連機器、宇宙開発関連機器の開

発に利用するとともに、県内外企業、大学、研究機関等の材料照射ニーズ等に

応えることが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 26 - 

 

エ 材料技術の開発 

（ア）概要 

種々の材料（金属、高分子等）の製造（バルク／薄膜）、表面改質、形態制

御、複合化等のプロセス関連技術と観察・分析技術等、これまでの成果を活用

し、高い付加価値を持つ材料・安価な代替材料等の開発、観察・分析技術の高

度化、企業等からの要請に応じた材料関連技術支援等に取り組む。 

（イ）研究期間 

平成２７～３１年度 

（ウ）これまでの取組み 

ポリイミド系高分子電解質膜を作製し、マイクロポンプに応用することに成

功するとともに、金属薄膜作製技術を活用して鉄白金薄膜永久磁石の保磁力を

最大１．５倍程度引き上げることに成功した。高純度ステンレス鋼の安価な製

造方法や安価なチタン複合材料の開発に取り組み、技術原理の成立性を確認し

た。また、こうした研究開発に資するために、電子顕微鏡観察技術等の高度化

にも取り組んだ。 

さらに、イオン照射、成膜、分析の研究を行うとともに、福井県工業技術セ

ンター職員を対象に研修を実施した。 

（エ）今後の取組みと期待される成果 

可溶性ポリイミドを開発し、そのファイバー加工に取り組む。ポリイミドフ

ァイバーには光通信などへの応用が期待される。       

また、帯電防止材料、フレキシブル基板などへの応用を目指し、表面改質技

術を用いて表面導電性高分子材料の開発、高分子上金属めっきの付着性向上技

術開発に取り組む。 
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金属作製／形態制御分野ではチタン複合材料、高純度ステンレス鋼などの製

造技術開発に取り組む。これにより高機能化・低コスト化が期待できる。 

イオン照射、成膜、分析の研究を継続するとともに、その成果を研修等を通

じて県内産業へ還元する。 

このほか、企業等からの要請に応じて材料関連技術支援等を行い、製品開発

等に貢献する。 
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産業支援 

 拠点化計画等に基づき、地域の産業の振興を図るため、企業などの商品開発等の科学

的分析・評価の支援、産学官連携による新事業創出に向けた研究開発・事業化支援を行

う。 

 

１ 技術・研究支援 

 エネ研に設置されている科学機器を企業、大学、研究機関に貸し出すとともに、技術

相談を行い製品開発等を促進する。また産学官が連携した研究開発を実施するため、国

等の競争的資金の積極的な獲得を目指す。 

 

ア 科学機器等の利用支援 

（ア）概要 

企業等の課題解決をサポートするため、福井県工業技術センターと連携し、

多分野にわたる研究員の専門知識や技術ノウハウ、加速器や高度な科学機器等、

当法人およびエネ研が有する人的・物的資源を活かして、技術相談から機器の

利用、測定・分析ノウハウの提供まで、ワンストップのサービスを提供する。 

（イ）これまでの取組み 

科学機器の利用については、インターネットによる申込みシステムの運用お

よび科学機器オペレーターの充実などにより利用促進とサポート能力の向上

を図った。 

Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 

２，０４６件 １，３０７件 １，９９０件 １，６６４件 １，９００件 

（Ｈ２６年度は、見込） 
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また、走査型電子顕微鏡装置や電子プローブマイクロアナライザー装置など

の科学機器を用いた分析・評価技術についての研修を開催し、県内企業の分

析・評価技術の向上を図った。 

Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 

７回３３人 ７回６７人 ７回６１人 ６回４２人 ６回４６人 

（Ｈ２６年度は、見込） 

 

（ウ）今後の取組み 

福井県工業技術センターと連携し、企業等のより多くの課題解決に向け、適

切な分析・評価サービスの提供を行っていく。 

また県内企業の分析・評価技術能力の向上のため、カリキュラムの見直し等

企業ニーズに応じた、より実践的な研修を行う。 

 

イ 技術支援・相談 

（ア）概要 

企業の技術開発段階に生じたトラブル等に対し、専門的知識を有する研究員、

オペレータ等が相談に応じ、課題解決に向けてサポートを行う。 

（イ）これまでの取組み 

企業のさまざまな課題について、分野や内容に応じた研究員等によるアドバ

イスや分析等の支援を行った。また、当法人に嶺南地域中小企業特別相談窓口

を設置し、福井県工業技術センターや商工会議所とも連携を図りながら企業の

技術相談に対応した。 

Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 

３１３件 ４６８件 ４６４件 ３２０件 ４３０件 

（Ｈ２６年度は、見込） 
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（ウ）今後の取組み 

事業化を見越した技術支援や継続したコーディネート活動を行うとともに、

技術開発はもとより、当法人で保有し事業への活用が期待できる特許の利用促

進活動などを行うことにより、県内企業の技術・研究開発の支援のすそ野を広

げていく。 

 

ウ 公募型競争的資金獲得 

（ア）概要 

県内企業等の技術開発、商品開発を支援するため、国等の競争的資金を活用

した産学官が連携した研究開発を実施する。 

（イ）これまでの取組み 

  ・戦略的基盤技術高度化支援事業：３件 

・ＪＳＴ Ａ－ＳＴＥＰ：１件 

・都市ｴﾘｱ産学官連携促進事業：１件 

・ＮＥＤＯ新エネルギー技術革新事業：１件 

・地域イノベーション戦略支援プログラム：１件 

・科学研究費助成事業：６件 

・科学技術人材養成等委託事業：１件 

・厚生労働科学研究費補助金：１件 

（ウ）今後の取組み 

県内企業等の地域ニーズに対応した当法人の研究の取組みを推進し、競争的

資金等を活用したプロジェクトへの展開を図るための体制を強化する。  
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２ 新事業創出支援 

 企業と大学、研究機関のニーズ・シーズのマッチングを図るなど産学官のネットワー

クを活用した新事業、新産業の創出等を推進するとともに、県内企業の研究開発や新技

術、新商品の開発の取組みを支援する。 

 

ア 産学官ネットワーク形成の推進 

（ア）概要 

「福井県技術開発事業化ロードマップ」と「エネルギー研究開発拠点化計画」

に沿って、多様な企業群と大学、公設試験研究機関等との連携による産学官の

ネットワークを形成し、原子力・エネルギー関連技術等による新事業の創出、

新産業の形成を目指した取組みを実施する。 

（イ）これまでの取組み 

平成２０年度から産学官で構成する「ふくい未来技術創造ネットワーク推進

協議会」を設立し、事業化を目的とした課題解決のために４研究会の活動を平

成２５年度まで支援した。 

平成２６年度には当該年度の「エネルギー研究開発拠点化計画推進方針」に

基づき、産学官ネットワーク「ふくい未来技術創造ネットワーク推進協議会」

を、（公財）ふくい産業支援センターとともに「新ふくい未来技術創造ネット

ワーク」に見直した。 

（ウ）今後の取組み 

「新ふくい未来技術創造ネットワーク」においては、「研究会活動」および

「技術開発の事業化に関する情報提供（講演会等）」を活動の２本の柱とし、

産学官連携による研究会（災害対応ロボット技術、レーザー技術等）・小グル

ープ活動を支援する。研究会等の活動では、テーマにより当法人の研究員も加
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わり、新産業の創出等を目指す。 

 

イ 研究開発支援 

（ア）概要 

県内企業の研究開発を支援し、新たな事業、新たな商品を促進するため、助

成事業を行う。また、嶺南地域の「ものづくり」産業を支援するため、新技術、

新商品の開発の取組みを促進する補助事業を行う。 

（イ）これまでの取組み 

事業化に向けた産学官連携による可能性試験調査研究の取組みに、(公財) 

ふくい産業支援センターとともに、「可能性試験調査研究事業」で調査研究費

等の支援を実施してきた。また、嶺南地域の「ものづくり」支援として、「嶺

南企業新産業創出シーズ発掘調査事業」の支援を実施してきた。 

なお、平成２６年度「エネルギー研究開発拠点化計画推進方針」に基づく、

「ふくい未来技術創造ネットワーク推進協議会」の活動の見直しに合わせ、「可

能性試験調査研究事業」を終了させ、従来までは嶺南企業のみを対象としてい

た「嶺南企業新産業創出シーズ発掘調査事業」を再構築し、嶺北企業も活用で

きる「新産業創出シーズ発掘事業」に改めた。 

・可能性試験調査研究 

 

（平成２５年度で終了） 

・嶺南企業新産業創出シーズ発掘調査事業 

  

（平成２５年度で終了） 

Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 

９件 ９件 １２件 ４件 

Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 

９件 ６件 １０件 ２件 
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・新産業創出シーズ発掘事業 

平成２６年度：４件 

 

また、嶺南地域の「ものづくり」支援として、「嶺南地域新産業モデル事業」

の支援を実施してきた。これまでの「嶺南地域新産業モデル事業」の件数は以

下のとおり。 

Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 

９件 ８件 １４件 ８件 １２件 

 

さらに、平成２４年度から「エネルギー研究開発拠点化計画推進方針」の充

実・強化分野の新製品・新技術の開発を支援するために、「拠点化計画促進研

究開発事業」の支援を実施してきた。 

Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 

４件 ７件 ８件 

 

これまでの研究開発支援により、「身体汚染防護服」、「除染対応資材」「引張

強度向上ロープ」の商品化や「ＣＦＲＰプレス成型技術」の開発、「タングス

テン遮へい材」の開発、「水中モニタリング装置」の開発など今後の事業化等

が見込める成果も出ている。 

（ウ）今後の取組み 

県内企業、特に嶺南地域の企業が取り組む新技術・新商品の開発を促進し、

拠点化計画に掲げる産業の創出・育成に資する研究開発を引き続き積極的に支

援する。また、研究開発内容により当法人の研究員も参画し支援を行う。 

さらに、補助金制度（新産業創出シーズ発掘事業補助金、嶺南地域新産業創

出モデル事業補助金、拠点化計画促進研究開発事業補助金）については、県内
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企業が利用しやすい制度を目指し、企業ニーズ等を踏まえ、必要に応じ対象分

野、対象経費等を見直すものとする。 

 

ウ 県内企業の原子力関連業務への参入支援 

（ア）概要 

県内企業の原子力関係業務への参入、受注拡大を支援するため、プラント

メーカとの商談会等の開催や、メンテナンス業務を行っている元請企業との

情報交換会を開催する。 

（イ）これまでの取組み 

プラントメーカとの情報交換会を以下のとおり開催した。 

平成２２年度：プラントメーカ等との展示商談会（県内参加企業 30社） 

平成２３年度：三菱重工業および関連企業（県内参加企業 21社） 

平成２４年度：三菱電機および関連会社（県内参加企業 16社） 

平成２５年度：日立グループ（県内参加企業 12社） 

平成２６年度：三菱重工業（県内参加企業 28社） 

     また、原子力関連業務従事者研修を受講し、原子力関連業務への参入および

受注拡大を目指す企業を対象に、メンテナンス業務を行っている元請企業等と

情報交換会を開催した。 

（ウ）今後の取組み 

県内企業の技術力等をプラントメーカや元請企業等に十分認知されるよう、

取組み内容を改善しながら情報交換会を開催する。 

また、将来の廃炉ビジネスの育成にもつながるように関係機関と連携を取り、

関連技術の情報提供も行っていく。 
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人 材 育 成 ・ 交 流 

 国際的な原子力人材の育成や原子力関連業務従事者研修等の人材育成を行う。また、

海外研究機関等との研究交流、関西・中京圏との連携の推進、国際会議等の誘致などの

技術・研究交流を行う。 

 

１ 人材育成支援 

関係機関と協力し、国際的な人材の育成に取り組む。また、国内の原子力関連業務従

事者の育成に取り組む。 

 

ア 国際的な原子力人材の育成 

（ア）概要 

国内外の原子力発電所の安全な運転維持のための人材の確保や世界的な原

子力発電所の導入計画への貢献を目指し、関係機関と連携し原子力人材育成を

行う。 

（イ）これまでの取組み 

平成２３年度からベトナムほかアジア諸国の原子力関係者向け研修を、平成

２５年度からＩＡＥＡ関係の研修を実施し、平成２６年度は合わせて８２名を

受け入れている。平成２５年度には、カタール政府の要請により原子力防災研

修を実施した。 

平成２２年度から毎年、アジア原子力人材育成会議を開催し、各国の原子力

導入等の状況や人材育成のニーズを確認しているほか、平成２３年度から２５

年度にはマレーシア・タイなどの原子力新規導入計画国を対象とした海外での

講師派遣研修を行った。 
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国内人材の国際化に向け、平成２３年度から２５年度には国際原子力人材育

成コースを、平成２６年度は原子力グローバル人材育成セミナー２０１４を開

催した。また、平成２３年度から県内および関西・中京圏の大学院生８名の海

外留学を支援してきた。 

（ウ）今後の取組み 

ＩＡＥＡとの共催研修の継続的な開催やＩＡＥＡの国外専門家等の招聘に

よる国際的な人材育成の充実に努め、国際的に評価される研修を展開する。 

また、関係機関との連携を強化しながら、全国の原子力人材育成ネットワー

クの中核的な役割を担うことを目指していく。 

福井県が実施してきた地方自治体としての原子力への取組みと当人材育成

センターのこれまでの成果を世界的に発信し、より広範囲の国々を対象とした

研修等を実施していく。さらに、将来の原子力技術・安全を担う国内外の人材

育成に必要な研究用原子炉についての検討を行う。 

 

イ 原子力関係業務従事者研修 

（ア）概要 

国内の原子力発電所の安全な運転維持のための人材確保に資するという観

点から、国内技術者向け実務研修や原子力保修技術技量認定講習等を実施する。 

（イ）これまでの取組み 

平成１７年度から国内の現場ニーズに応じた研修を実施し、毎年約１，００

０名の受講者を受け入れてきた。福島第一原子力発電所事故以降、原子力発電

を取り巻く状況が大きく変化している中、研修ニーズに対応した見直しを行い、

平成２６年１１月には受講者の累計が１万人を超えた。 

なお、平成２５年度から事業の継続性を高めるため、技量認定講習について
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一部有料化を図った。 

（ウ）今後の取組み 

研修の実施状況や将来の原子力発電所の廃止措置も見越した県内企業のニ

ーズなどを踏まえ、研修カリキュラムや技量認定制度を見直しながら、より適

切な研修を継続的に実施していく。  

このことにより、原子力発電所の安全性確保等に不可欠な、県内原子力技術

者のさらなる技術向上と技術・技能の継承に貢献していく。 
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２ 技術・研究交流 

 海外の大学、研究機関等と研究協力、人材交流等を行うとともに、関西・中京圏等の

大学等との共同研究を推進する。また、国際会議等の誘致を行う。 

 

ア 海外研究機関等との研究交流 

（ア）概要 

研究開発拠点の形成を目指す取組みの一環として、当法人と海外の研究機関、

大学等との共同研究、研究者の交流・研修等を積極的に進める。 

（イ）これまでの取組み 

オーストラリアのクイーンズランド大学とエネルギー技術および放射線利

用研究の分野で研究協力を推進するため平成２３年８月４日に研究協力協定

を締結するとともに、カナダのオンタリオ工科大学および福井工業大学と陽子

線線量測定や検出器の開発などの分野について平成２３年１０月２５日に研

究協力協定を締結した。 

平成２２年度から平成２６年度に、文部科学省の原子力研究交流制度により、

ベトナムおよびバングラデシュから４名の研究員の受入れを行った。 

また、当法人の「海外研究員・研究生受入制度」により、平成２４年度から

当法人の他、福井大学、福井県立大学、福井工業大学、原子力安全システム研

究所から受入れ可能な研究テーマの提案を受け、応募者から毎年３～５名を選

定し、１２名を受入れてきた。福井大学と研究生の派遣元の大学間で交流協定

が締結されるなどの成果も生まれている。 

（ウ）今後の取組み 

研究協力協定の見直しを含め、研究テーマに応じて新たな研究協力を進めて

いく。 
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また、福井県や国の国際的な研究交流制度により、海外研究機関との研究交

流を継続するとともに、時宜に応じた研究テーマを募り、県内研究機関による

海外研究者および研究生の受入れを継続し、研究者間の交流の機会を提供して

いく。 

さらに、福井県とＩＡＥＡが締結した覚書の下、放射線利用（加速器、医療、

農業）や放射線監視等の分野でＩＡＥＡと連携した研究者の県内研究機関での

受入れを推進し、県内研究機関と海外研究者との交流拡大を図っていく。 

 

イ 関西・中京圏との連携の推進 

（ア）概要 

県内の原子力・エネルギー研究の充実を図るため、関西・中京圏をはじめ県

内外の大学や研究機関との連携を深める。 

（イ）これまでの取組み 

法人と関西・中京圏の大学等との共同研究は、採択予定数を大幅に上回る応

募があり、その中から選考された共同研究が実施されてきた。 

Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 

19件(27件) 14件(26件) 12件(23件) 7件(21件) 6件(13件) 

     ※（）内は応募件数 

 

（ウ）今後の取組み 

関西・中京圏の大学等との共同研究については、当法人が展開する研究に資

する分野の共同研究に重点を置きながら、引き続き取り組む。 
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ウ 国際会議等の開催・誘致 

（ア）概要 

国際会議等を誘致することにより、原子力先進県である福井県を世界に向け

てアピールするとともに、福井県の魅力を発信することにより福井県の知名度

の向上を図る。 

（イ）これまでの取組み 

平成２２年度からアジア原子力人材育成会議を開催し、平成２３、２５年度

にはアジア原子力協力フォーラム（ＦＮＣＡ)の会合を本県で開催した。 

また、平成２５年度には「原子力施設の廃止措置と除染へのレーザー応用に

関する国際ワークショップ」、「ＰＩＸＥシンポジウム」、「イオンビーム育種研

究会」等を開催した。 

（ウ）今後の取組み 

平成２７年１０月に福井市で、ＩＡＥＡの国際会議を開催する。また、アジ

ア原子力人材育成会議を継続して実施する。こうした会議やＦＮＣＡとの連携

を通じて、原子力導入計画国とその周辺国への初等中等教育における理解促進

活動等を含む情報発信に努め、原子力利用分野におけるアジア諸国とのネット

ワークの一層の強化を図る。 

また引き続き大学、電力事業者等と連携、協力を行い国際会議等の誘致や各

種学会の誘致活動を行う。 



- 41 - 

 

 

エネルギー研究開発拠点化計画の推進 

 拠点化計画推進の総合的なコーディネート 

平成１７年３月、福井県は、原子力発電は福井県の重要な産業であり、単に

電力を供給するだけにとどまらず、さまざまな原子炉が多く集積している本県

の特徴を最大限に生かし、原子力の持つ幅広い技術等の移転による産業の振興

を図るとともに、福井県を原子力を中心としたエネルギーの総合的な研究開発

拠点とするため、「福井県エネルギー研究開発拠点化計画～地域と原子力の自

立的な連携を目指して～」を策定した。 

この計画の中で、エネ研には新たに「拠点化計画の推進機能」が付加され、

当法人は、「拠点化計画推進のエンジンとしての役割」も担うことになった。 

   

拠点化計画は、「安全・安心の確保」、「研究開発機能の強化」、「人材の育成・

交流」、「産業の創出・育成」の４本の柱で構成され、それぞれに具体的な取組

みが定められ、また毎年策定される推進方針では、取組み主体を明確にした具

体的な施策が明示されてきた。 

 

以後当法人では、拠点化計画および推進方針に定められた施策の円滑な推進

のための総合的なコーディネートを行ってきた。 

具体的には４つの柱のもと、国、県、関係自治体、大学・研究機関、電力事

業者等が主体となりそれぞれに各種取組みが進められるとともに、そうした取

組みがより効果的に進められるよう、関係機関の連携と協力を図ってきた。 
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さらに、平成２３年１１月に策定された平成２４年度推進方針から、拠点化

計画の施策や分野の充実を図るため、「充実・強化分野」が定められた。 

○平成２７年度の「充実・強化分野」 

＜強固な安全対策を具体化＞ 

（１）原子力の安全を支える人材・技術の維持・発展 

（２）原子力緊急事態対応の体制整備・技術開発の推進 

＜嶺南地域の産業・雇用対策を強化＞ 

（１）企業誘致、新産業創出を加速 

（２）エネルギー多元化への対応 

（３）将来の廃炉に備えた対応 

 

こうした充実・強化分野の展開に当たっては、実施主体はもとより、これま

で以上に当法人をはじめ国等関係機関が連携・協力し、より効果的な取組みに

なるよう、さまざまに検討を加えながら進められている。 

 

今後当法人は、「研究開発」「産業支援」「人材育成・交流」の取組みを積極

的に進め、産業の振興・地域の活性化に貢献するとともに、拠点化計画に基づ

く多くの施策が円滑に進み、また、それらの施策が地域の振興や研究開発拠点

の形成により効果的なものになるよう関係機関の連携と協力を求めるなど引

き続き総合的なコーディネートを行い、拠点化計画推進の中核機関としての役

割を果たしていく。 

また、拠点化計画等の施策が年々充実されるとともに、当事業計画期間内に

多くの施設が整備されることから、これらの機能を有機的かつ効果的に連携さ
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せ地域の活性化により有効につなげていくため、コーディネート機能をより強

力に発揮できるよう、拠点化計画の推進につながる連携体制の強化に取り組ん

でいく。 
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エネルギー研究開発拠点化計画 平成２７年度「充実・強化分野」の概要 

 

『強固な安全対策を具体化』 

［原子力の安全を支える人材・技術の維持・発展］ 

福井県と国際原子力機関（ＩＡＥＡ）との覚書締結を受け、国際標準の人材育成事業

を導入し、対象とする地域や協力分野を拡充するとともに、国内の原子力の安全確保に

貢献するため、県内の人材育成機能を活かし、原子力規制等の担当官や原子力の将来を

担う若手技術者を対象とした研修を実施 

○ＩＡＥＡとの連携強化による人材育成の充実 

・ＩＡＥＡと締結した覚書の下、原子力発電、原子力安全および原子力科学・応用

分野における協力を推進するとともに、全国の原子力人材育成ネットワークの中

核的な役割を担うよう、国や関係機関と協議・調整 

・ＩＡＥＡ主催の国際会議「原子力発電計画における地域との関わりに関する技術

会合」を平成２７年１０月に本県で開催 

・原子力国際協力センター等との連携により、東南アジア等の国々を対象としたＩ

ＡＥＡの研修を誘致、開催するとともに、ＩＡＥＡ等を通じ、中東諸国からの研

修生等の受入れを推進 

・原子力発電のほか放射線医学や放射線監視等の分野において、ＩＡＥＡ主催の国

際会議を誘致するとともに、ＩＡＥＡからの研究者の受入れや共同研究を推進 

○国内の原子力安全の人材育成、技術・技能の継承 

・将来の原子力技術・安全を担う学生をはじめ海外の人材育成に必要となる実習の

場を確保するため、新たな教育・研究施設の整備について検討 

・県内の研修施設や専門家等の人材育成機能を活用し、原子力規制等の担当官を対

象とした研修を企画・提案 

・原子力関連業務に従事する若手技術者を対象に、シニア人材からの原子力技術・

技能の継承に関する研修を実施 

［原子力緊急事態対応の体制整備］ 

 原子力発電の安全・安心を確保するため、世界最高水準の原子力緊急事態支援機関（原

子力レスキュー）を県内に整備し、原子力緊急時対応の人材育成や技術開発を推進する

とともに、県内企業と全国の大学や研究機関等との連携によるパワーアシストスーツや

災害対応ロボットなどの原子力災害現場における緊急時対応資機材の研究開発を促進 

 ○原子力緊急事態支援機関の運営 

・原子力緊急事態支援機関の運用開始までの体制として設置した「原子力緊急事態

支援センター」において、全国の原子力発電所の緊急時に対応するとともに、ロ

ボット操作要員の訓練を実施 

 ○原子力緊急事態支援機関の整備 
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・電気事業連合会と準備主体がまとめる『基本計画』に基づき、原子力緊急事態支

援機関の整備を行い、完了した施設から順次運用を開始 

・新組織の運用や訓練内容等を具体化する運用計画を策定 

 ○原発事故に対応するパワーアシストスーツの開発 

・原子力発電所の事故や定期検査等の現場作業において重量物の運搬等をアシスト

する「パワーアシストスーツ」について、原子力緊急事態支援機関への導入を目

指し、開発を推進 

 ○災害対応ロボットの技術交流の推進 

・原子力災害等に対応する国産のロボット技術を向上するため、「災害対応ロボット

技術開発研究会（仮称）」を設置し、産学官連携によるロボット開発を推進 

・先駆的に災害対応ロボット開発を進める県外の大学・研究機関との技術交流を促

進するため、本県へ全国規模の災害対応ロボット関連の競技会を誘致、開催 

○原子力災害現場における緊急時対応資機材の開発 

・県内の企業や大学の技術を活用し、機能性の高い防護服や放射線の遮へい素材、

汚染水の拡散を防ぐ遮水シート等、原子力災害の現場等で使用する緊急時対応資

機材を開発 

 

『嶺南地域の産業・雇用対策を強化』 

［企業誘致、新産業創出を加速］ 

 舞鶴若狭自動車道の開通による関西、中京圏とのアクセス向上、低廉な電力料金など

の嶺南地域の競争力や原子力関連産業の集積を活かすとともに、新たな産業用地の整備

を促進し、企業誘致や新産業の創出を強力に推進 

○嶺南地域の競争力を活かした企業誘致の充実・強化 

  ・関西・中京圏の新エネ・省エネ関連産業の集積を活かした企業誘致の強化 

・大消費地との近接性を活かした物流関連産業の企業誘致の強化 

  ・低廉な電力料金を活かした企業誘致の強化 

○研究開発型企業の誘致促進 

・原子力関連産業への事業展開を目指す研究開発型企業の県内拠点の設置を支援し、

県内企業との開発体制の構築を促進 

○産業用地の整備・確保への支援 

・嶺南地域の産業基盤を強化するため、新規立地に対応できる産業団地を整備 

・舞鶴若狭自動車道のインターチェンジ周辺など企業にとって利便性の高い区域に、

産業用地を整備 

○エコ園芸振興拠点化プロジェクトの推進 

・「嶺南地域エコ園芸推進協議会」を通じ、嶺南地域において、ヒートポンプを活用

した新たな大規模園芸施設の整備を促進 
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・協議会のワーキングチームにおいて、コストの削減や管理技術の研究、新品種の

導入等、施設園芸の経営モデルに関する検討を実施 

［エネルギーの多元化への対応］ 

 エネルギーの安定供給の一環として、ＬＮＧ（液化天然ガス）関連インフラや大規模

太陽光発電設備を整備するほか、再生可能エネルギーの技術開発や普及・利用を促進 

○ＬＮＧ関連インフラの整備 

・平成２６年９月に設置した「福井県ＬＮＧインフラ整備研究会」内の「フローテ

ィング基地検討ワーキンググループ」における検討結果を踏まえ、本県における

ＬＮＧ受入基地、火力発電所、パイプラインの整備に向けた検討および調査等を

実施 

○大規模太陽光発電設備（メガソーラー）の整備 

・嶺南地域において、大規模太陽光発電設備を整備・運用 

 ○「１市町１エネおこし」プロジェクトの推進 

・「１市町１エネおこし」を目標に、再生可能エネルギーの導入を検討する地域協議

会を各市町に設立 

・全県レベルのネットワークである「ふくいまち・エネおこしネット協議会」を開

催し、各地域の特色を活かした再生可能エネルギー等の事業化を推進 

・主要水路におけるポテンシャル調査の結果を踏まえ、小水力発電の普及啓発を行

うとともに、採算性が見込まれる地区を選定し、小水力発電の事業化を検討 

○波力発電技術やバイオ燃料製造技術の調査・研究 

  ・スリット式防波堤を利用した小規模波力発電について、基礎調査で計測した波浪

データをもとに、適用可能性を評価 

  ・マイクロ波照射により林地残材等からバイオ燃料を精製する技術を開発 

・バイオ燃料製造装置の試作開発、技術実証 

［将来の廃炉に備えた対応］ 

 いずれ生じてくる原子力発電所の廃炉の問題等に対応し、本県産業経済の今後の発展

のため、廃炉関連ビジネスの育成など様々な観点から対策が講じられるよう検討を進め

るとともに、廃止措置に向けた技術開発や人材育成を実施 

○廃炉関連ビジネスの育成 

・平成２６年８月に策定した「廃炉・新電源対策に関する内外の現状と課題に関す

る報告書」を踏まえ、大学、事業者、関係団体等で構成する検討会において、廃

炉に関する技術的な課題を整理するとともに、県内企業の関連ビジネスへの参入

を目指した技術開発等を検討 

○除染・解体の作業に対応する高度レーザー技術の開発 

・原子力施設の廃止措置等における除染技術のニーズ等を踏まえ、レーザー除染装

置の改良、実用化 
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・ふげんの廃止措置等への適用に向けて、レーザー切断技術の開発、実証を進めな

がら、中長期的には、福島第一原子力発電所の事故対応における切断技術のニー

ズ等を踏まえた装置の開発、実用化 

○廃止措置に向けた人材の育成 

  ・西日本における廃止措置基盤研究・人材育成の拠点形成に向け、平成２６年度の

調査結果を踏まえ、福井大学の特徴を活かした廃止措置工学教育等の取組みを実

施 

  ・廃止措置作業の実務経験をもとに、県内企業の技術者を対象に、原子炉の解体撤

去技術や放射線管理など廃止措置の理解を深める研修を実施 
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第４期中期事業計画 推進指標 

 

○研究開発 

指標 
 22～26年度

平均（／年） 

27 

年度 

28 

年度 

29 

年度 

30 

年度 

31 

年度 

１ 論文等発表件数 
件 

26 
27 27 30 30 32 

２ 

学協会等が開催す

る会議等での発表

件数 

件 

72 
75 75 80 80 85 

３ 
特許・品種登録出願

件数 

件 

5 
5 6 6 7 8 

 

○産業支援 

指標 
 22～26年度

平均（／年） 

27 

年度 

28 

年度 

29 

年度 

30 

年度 

31 

年度 

４ 
県内企業の 

科学機器利用件数 

件 

174 
200 205 210 215 220 

５ 合同企業訪問数 
件 

－ 
30 30 30 30 30 

６ 補助金支援件数 
件 

16.4 
17 17 17 17 17 

７ 
補助金支援による 

新たな製品化数 

件 

2.6 
3 3 4 4 4 

８ 

新ふくい未来創造

ネットワーク会員

数 

名 

114 

(H27.2.9) 

120 130 140 150 160 
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○人材育成・交流 

指標 
 22～26年度

平均（／年） 

27 

年度 

28 

年度 

29 

年度 

30 

年度 

31 

年度 

９ 
従事者研修受講者

数（累計） 

名 

H17～26 

10,300 

11,100 11,900 12,700 13,500 14,300 

１０ 
シニア人材技術継

承研修数 

コース 

9 
12 15 15 15 15 

１１ 

海外からの研究者

および研修生の受

入れ数 

名 

H26 

87 

90 100 110 110 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（参考） 

○中期事業計画策定経緯 

  平成２７年３月１３日（金）   策定委員会 

   

平成２７日３月２４日（火）   第６回理事会 

 

 

○策定委員会委員 

委員（８名） 

宇 多 川  隆 公立大学法人福井県立大学 理事 副学長 

岡 田 雅 彦 関西電力株式会社 常務執行役員 地域共生本部長 

勝 木 一 雄 福井県工業技術センター 所長 

関 野 英 夫 
独立行政法人日本原子力研究開発機構 敦賀事業本部  

副本部長 

野 村 正 和 セーレン株式会社 代表取締役 副社長執行役員 

室  敬 士 敦賀商工会議所 副会頭 

米 沢  晋 国立大学法人福井大学 産学官連携本部 本部長 

鰐 渕 信 一 福井県経済団体連合会 専務理事 

（敬称略、50 音順） 

 

 


