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身体機能に基づいた生活支援機器の

開発

吉成 哲（工試）
川村 乃 氏
（ アネカムジャパン）

骨粗鬆症、関節炎治療薬等の評価に

適した細胞培養キットの開発

赤澤 敏之（工試）
平 敏夫 氏
（ ホクドー）

硫黄酸化細菌を利用したバイオガス

の脱硫システムの開発

北口 敏弘（工試）
平川 恵司 氏
（アド エンジニアリング ）



［分科会発表］ （ ）

［第 分科会］ テーマ 生産技術・新材料技術、生活関連技術

時 間 番号 発 表 課 題 名 発 表 者 頁

農業用廃プラスチックと木質廃棄物との複合材料の開発 大市 貴志
屋外暴露試験による生分解性プラスチックの劣化評価 金野 克美
水熱合成法による機能性アパタイトセラミックスの作製と評価 板橋 孝至
磁性を利用した自溶合金溶射皮膜の非破壊評価技術の開発 宮腰 康樹
ごみ焼却炉用耐熱鋳鋼 の腐食に及ぼす温度の影響 高橋 英徳
フローはんだ付用鉛フリーはんだの低融点化 片山 直樹
酸化チタン光触媒の防汚機能の評価技術に関する研究 斎藤 隆之

… 休 憩 …

企画段階のユーザビリティ設計プロセスに関する研究 万城目 聡
ユニバーサルデザイン（ ）手法を用いたパ クゴルフ関連設備等の開発 安河内義明
歩行者用砂箱のデザイン開発 日高 青志
重度障害児用チェアスキーのプロトタイプ開発 及川 雅稔
ユニバーサル衣料の開発 畑沢 賢一
高齢者用浴槽の開発 中島 康博
着色光造形と 次元テクスチャーマッピング技術 岩越 睦郎

［第 分科会］ テーマ 環境、エネルギー関連技術

時 間 番号 発 表 課 題 名 発 表 者 頁

暖房用放熱器の性能測定（ 規格と 規格の比較） 富田 和彦
廃食用油を利用したバイオディーゼル燃料の製造 山越 幸康
固体高分子型燃料電池の性能評価 白土 博康
亜臨界・超臨界水を利用した多糖類の分解反応 松嶋景一郎
カラマツチップろ床による乳牛ふん尿の好気性処理 浅野 孝幸
イカ加工残さの飼料化プロセスの検討 若杉 郷臣
下水汚泥の固形化技術・再資源化技術 内山 智幸

… 休 憩 …

ホタテ貝殻粉砕品の粉体特性 内山 智幸
ホタテ貝殻を充填した生分解性プラスチックの作製と評価 可児 浩
ホタテ貝殻入り路面標示用塗料の開発 山岸 暢
ライムケーキ舗装材の試験施工と応用例 勝世 敬一
廃乾電池亜鉛滓（ ）を用いた多孔性セラミックスの開発 赤澤 敏之
多孔性セラミックスの水処理材としての機能評価 佐々木雄真
を添加したレンガの試作と評価 稲野 浩行

［第 分科会］ テーマ エレクトロニクス・情報通信技術

時 間 番号 発 表 課 題 名 発 表 者 頁

光造形を活用した 機器の開発 安田 星季
力覚制御を応用した遠隔加工支援技術 戸羽 篤也
鉄骨製造業における作業負担軽減と技術伝承 飯田 憲一
小径管用洗浄ロボットの開発 多田 達実
ハンズフリー型電気式人工喉頭の開発 橋場 参生
汎用車載ネットワ ク の開発と農業機械への応用 中西 洋介

による遠隔制御モジュールの開発 橋 裕之

… 休 憩 …

近赤外分光法を用いた携帯型糖度計測装置の開発 本間 稔規
撮像素子型センサを用いた複雑色判別技術の開発（その ） 宮 俊之
牛枝肉横断面の高精細画像撮影装置の開発 波 通隆

仕様リアルタイム とデバッグ環境の開発 堤 大祐
組込み画像センサシステムのためのミドルウェア開発 堀 武司

を用いた動きセンサの開発とひと検出への応用 大村 功
印刷業務用 スタイルデータ変換ソフトウェアの開発 奥田 篤

［書面発表］

番号 発 表 課 題 名 発 表 者 頁

屋外移動作業機械に用いる安全保証システムの開発 多田 達実
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．はじめに

人にやさしい製品を開発するためには、使用者の

身体機能に対する配慮を製品に盛り込む必要があ

る。そこで、人間の生活のいろいろな場面を考慮し、

人間の形態、機能、感覚、生理、心理などの特性に

関する科学的・工学的な知見を応用する 人間生活

工学 が提唱されてきている。

本研究では、このような人間情報の計測技術はも

とより、四肢の到達域や関節負荷の推定など、身体

機能解析に基づくシミュレーションを活用した設計

支援技術を構築し、機能低下した高齢者、障害者が

使用する福祉関連製品の開発に適用したので、その

事例を紹介する。

．雪道用移動機器の開発

足腰の弱った高齢者は雪道でバランスを崩し転倒

する危険性がある。また車椅子は雪に前輪が埋もれ

たり、凍結路面では滑って思うように動けなくなる

など、ちょっとした外出も 人ではままならない。

そこで、冬期間外出行動の実態を調査したところ、

雪道移動時間の目安は片道 分程度 買い物等、

荷物を伴う移動も多い 車椅子の前輪上げができ

る人でも自走可能は平坦圧雪路のみ 目立たない

簡易な機器か用具が望ましい 等がニーズとしてあ

げられたため自走式車椅子に装着し補助動力を提供

する電動式駆動ユニットを開発目標とした。

雪道用移動機器は、雪路走行性向上のため駆動部

の左右と揺動を同時に操舵可能とする機構（図 ）

を採用している。操舵力が最も必要な揺動時におい

ても、人の最大発揮力より十分低く成るよう機構を

構成する必要があるため、身体負担評価のひとつの

手法として、関節にかかる力とトルクを用いた。着

座姿勢データから、体幹を車椅子固定とし、上腕と

前腕を剛体リンクとするモデルを作成し、機構モデ

ルから得られた操舵力との静的な釣合から算出す

る。最終的には、高齢女子の等尺性関節トルク最大

値を下回る構成とし、製品プロトタイプを用いた被

験者実験における測定（ 次元動作、力学、筋電位）

により、ハンドル操作時の姿勢や主に働く筋、操舵

抵抗の大きさと筋電位の関係等を検証した。

本プロトタイプによる走行試験では基本的な走破

性を確認した（図 ）。また、さっぽろ雪まつりに

出展し体験試乗を通じて意見収集を行った結果、駆

動力が高く安定しており小回りも利く 自分の意

志で走行できるため介助下より安心 等の肯定的意

見の他、軽量化や取付容易化などの要望も寄せられ

ており、これらの意見を踏まえ製品化に向けて検討

中である。

．調理台の開発

自立生活を支援する機器のなかでも、 食 に直

接関わる調理台に対する要望は多く、また通所福祉

身体機能に基づいた生活支援機器の開発
身体機能解析技術を用いた福祉関連製品の開発（平成 年度）

多様な身体特性に対応可能な手摺の開発（平成 年度）

製品技術部 吉成 哲、桑野晃希、及川雅稔、万城目聡、

飯田憲一、安田星季、中村勝男

技術支援センター 鎌田英博、中島康博、畑沢賢一

アネカムジャパン 川村 乃

（社福）クピドフェア、 市村製作所、道立工業技術センター

図 被験者実験と人間モデル

図 砂浜及び積雪路走行



施設利用者を含む多くの高齢者や障害者は自ら調理

を行っている。

現在の調理に関する問題点を調査したところ、水

を張った鍋等の重いものの移動が負担 が最も多く、

以下立位作業者では 調理時間が長いと負担 突

然の転倒や発作が不安 収納に手が届かない 等が、

車椅子利用者では 調理台の高さが合わない 作

業スペースが不十分 無理な作業姿勢が負担 が

主な問題とされていた。また、対麻痺者の調理状況

を把握するために行動観察等を実施した結果、上肢

機能を生かし大体の調理行為は可能であることや、

車椅子の移動は若干の回転にとどめる傾向があるこ

となどが分かった。そこで、 上下昇降機能による

負担の少ない調理姿勢 型ワークトップによる

移動の少ない調理動作 などの実現をねらいとした

調理台システム案を構築した。

次に、システム案検証のため木製モックアップを

製作し、 種類の姿勢（立位、腰掛け座位、車椅子

座位）で鍋の移動や洗い物、包丁作業等の調理行為

を行い、動作や筋電位、重心動揺等を計測した。そ

の結果、車椅子座位で包丁を押しつけて切る作業時

の僧帽筋筋電位が突出して高く、ワークトップが高

すぎて使いにくいという調査結果を裏付けることと

なった。また、プロトタイプの設計にあたり、バー

チャルヒューマンを用いて、調理姿勢の適正さや収

納の可到達性の確認などを行った。到達域が最も狭

い車椅子利用者モデルを使用し、アイレベル収納へ

手を伸ばした様子を図 左に示す。半球は右手によ

る到達域を図示しているが、収納棚全域に手が届く

ことがわかる。体格や姿勢の変更が短時間でできる

ことから、一連の調理行為を様々な条件で検討する

ことが可能であった。

さらに、上記検討を反映させたプロトタイプを製

作し被験者実験を行った（図 右）。着目した包丁

作業については、ワークトップの高さが膝上近くの

まで下がることにより、僧坊筋の筋電位が

下がると共に、作業姿勢や包丁持手の圧力分布にも

変化が現れた（図 ）。最も大きな問題である、鍋

等の重いものの移動時においても、図 に示す様に

筋電位が下がる効果が認められた。本調理台は基本

ユニットのコンセプトを踏まえたバリエーションが

製品化されている。

．手摺の開発

現在普及している手摺は、丸断面形状で細いもの

が多く、使用者が抱えるさまざまな身体機能の低下

に十分に対応できない場合がある。たとえば、加齢

や障害により握力が低下した場合、指先で引っかけ

たり、前腕や肘を用いて体重を支える動作に対応で

きるような手摺が望まれる。

そこでアネカムジャパン は、さまざまな身体特

性を持つ人に対する生活動線上の安全確保が可能と

なり、 （日常生活動作）の維持や （生活

の質）の向上が期待できる手摺の開発に着手し、人

間が手摺を使う際の生体情報データに基づき改良や

用法構築に取り組んだ。図 シミュレーションと被験者実験

図 包丁作業（天板高 上 、下 ）

図 鍋移動時の筋電位比較



図 に手摺実験装置を示す。手摺は従来型の

丸手摺と新形状手摺を付け替えられるように

し、両端に取り付けた 分力計により手摺にかかる

力、中央下部に埋め込んだ床反力計により足にかか

る力を計測した。掌と足裏にはそれぞれ把持力分布

計測センサと足圧分布計測センサを取り付け、掌や

足裏内での圧力分布や荷重中心の移動を計測した。

体の関節点には反射マーカを貼り付け、複数台カメ

ラで撮影した動きを 法により 次元座標に変

換した。

新形状手摺には様々な機能を持つ窪みが有り複雑

な断面形状となっている。手にフィットする形状を

実現するため、図 左に示す把持力分布計測センサ

を用いて手摺を握った時に圧力の高い箇所（子指球

付近）を特定し、図 右に示す程度に圧力が分散す

るよう形状を調整していった。

次に、手摺を用いた歩行時の荷重データを図 に

示す。上図は従来手摺で鉛直荷重（手摺 ）

程度だが、下図の新形状では 程度となる依存

度の高い例もあった。その際、このことによって足

で受ける荷重は減少している。また、疾病のある患

側の歩行周期が健側周期に近づくなど歩容が均等に

なる例や、歩行時の上体の揺れが低減する例も複数

見受けられた。現時点では統計処理に必要な同じ症

例の被験者実験データが得られていないが、各種生

体情報を同時に計測することにより、手摺設置高さ

や断面形状が歩容に及ぼす影響を定量的に捉える仕

組みは構築できており、使用者の残存身体機能に応

じた用法の蓄積は可能と思われる。

．ま と め

当場がこれまでに参画してきた研究や技術支援の

中から、人間情報の計測技術や身体機能解析技術の

一部を紹介した。実際の製品開発にあたっては、開

発の段階や製品の種類により評価すべき項目や最適

な手法を選択すると共に、製品評価技術基盤機構や

人間生活工学研究センター等による人間特性データ

ベースが整備されてきており、評価基準や設計指標

作り等にも活用できる様、これらのデータとの整合

性も考慮に入れながらすすめる必要がある。

最後に、本分野の研究推進にご協力いただきまし

た皆様並びに快く被験者を引き受けて頂いた皆様に

深く感謝いたします。

（連絡先 ＠ 、 ）

図 手摺実験装置

図 把持力分布計測

図 荷重計測（上 従来 下 新形状）



．はじめに

高齢化社会の到来に伴い、骨粗鬆症や関節炎の治
療薬等の早期開発が期待されている。骨の恒常性は
骨を造る骨芽細胞と骨を壊す破骨細胞のバランスに
より維持され、骨粗鬆症や関節炎は破壊細胞の活性
が骨芽細胞の活性より勝ることに起因している。こ
れら治療薬の有効な探索には、医薬品開発のコスト
削減と時間短縮の必要性から、細胞を用いて医薬品
の効果を判定するセルダイレクトアッセイ法が有望
とされている。従来、破骨細胞の形成率、骨吸収活
性の評価では、高価で不均質な天然象牙質（シベリ
ア凍土のマンモス由来象牙質）の切片を用いて、破
骨細胞を一定期間培養後、破骨細胞による吸収面積
から骨破壊量が計測されている。図 に、破骨細胞
により吸収された象牙質の表面組織を示す。この象
牙質は、水酸アパタイト（ （ ）（ ））
とコラーゲンで構成されている。

本研究は、その代替材料として、生体吸収能の高
い とコラーゲンを人工的に均質複合化し、破

骨細胞の培養を行い、破骨細胞が分解吸収した骨基
質量を培養液中の蛍光強度から計測し、薬添加後の
骨破壊量を迅速定量化する方法について検討するも
のである（図 参照）。

本報では、骨粗鬆症、関節炎治療薬の評価に適し
た破骨細胞培養キットの開発を目的として、生体吸
収性に優れた牛骨由来アパタイトと豚由来コラーゲ
ンを複合化し、骨破壊量を経時的に計測する技術を
検討した結果について紹介する。

．生体吸収性アパタイトの作製と評価

生体吸収性アパタイトの作製には、出発原料とし
て、牛から切断加工、冷凍保存した大腿骨を用いた。
その骨幹部（緻密骨）と骨端部（海面骨）を煮沸処
理により骨髄とコラーゲン成分をできるだけ抽出除
去し、空気中 焼成により、生体組織由
来アパタイト（ ）を作製した。 は比
表面積が極めて小さく、蛋白質吸着と細胞親和性に
劣るため、比面積が大きく吸着機能の表面設計が可
能な溶解析出アパタイト（ ）を作製した。こ
れは、 を硝酸に溶解し、アンモニア水を滴
下し、 、 で再析出調製後、静置または
凍結乾燥することにより、 粉末を得るもの
である。
誘導プラズマ発光分光分析によれば、 は

と同様な（ ） 及び微量の 、
イオンを含有する 固溶体であった。

骨粗鬆症、関節炎治療薬等の評価に適した
細胞培養キットの開発

骨粗鬆症、関節炎治療薬の探索に用いる蛍光標識骨基質の開発（平成 年度）

材料技術部 赤澤敏之、板橋孝至、高橋英徳

ホクド 平 敏夫

北海道医療大学、北見工業大学

図 破骨細胞に骨吸収された象牙質の表面組織

図 蛍光標識骨基質を用いた破骨細胞ダイレクトアッセイ



図 に、水蒸気雰囲気 で熱処理した
粉末の 線回折（ ）パターンを示す。

溶解析出調製した は低結晶性 欠損型
であり、熱処理温度の上昇に伴い の結晶

性はよくなり まで単一相が得られた。その格
子定数は六方晶系の 、 とな
り、文献値とよく一致した。 結晶の異方性を
調べるために、結晶構造において、（ ）面と（ ）
面の結晶子径を測定した。 では、

の両面の結晶子径は共にしだいに増加し、
は等方的な結晶であることが示唆された。

走査型電子顕微鏡（ ）による表面組織では、
粉末は微細結晶の集合体を構成し、
で球状や柱状粒子へ変化した。この組織変化

は、溶解析出時におけるゲル表面形態が微細結晶の
小片や塊に起因するためと考えられる。

粉末の比表面積は、熱処理温度の上昇に
伴い、粒子成長と結晶子径の増加に対応して、顕著
に減少した。
生体吸収性と骨誘導特性では、異所性生物検定と
して、 粉末をラット背部皮下組織内へ埋入
し、経時的に摘出、染色後、光学顕微鏡（ ）に
より形態学的な組織観察を行った。凍結乾燥の

粉末について、埋入 週後で摘出した試料
では、 表面上に多数の多核巨細胞が出現し、

粒子の活発な吸収が認められ、その組織は
粗粒子を呈していた。この結果から、 微粒
子を表面に溶解析出させた材料は、骨関連蛋白質や
細胞吸着能に起因する骨誘導性・生体吸収性の機能

制御に極めて有効であると考えられる。

．アパタイト コラーゲン複合体膜の作製と評価

破骨細胞培養用骨基質材料として、生体吸収性に
優れた牛骨由来溶解析出アパタイトと豚由来コラー
ゲンを用いて、湿式法により複合体膜を作製した。
アパタイトの過飽和水溶液から 相を生成し、
また、コラーゲンのゲル化・成膜化では、塩基性領
域の最適中和熟成条件が重要である。均質な複合体
膜の作製法として、 とコラーゲン酸性溶
液から成膜する方法（ 溶液法）、
スラリーとコラーゲン酸性溶液から成膜する方法
（ スラリー法）を試みた。

溶液法では、 とコラーゲン酸性水
溶液を所定の組成で混合し、セルプレートに分注後、
塩基性領域で中和熟成、乾燥により、 コラー
ゲン複合体膜を作製した。図 に、複合体膜につい
て による外観写真と による表面組織を示
す。目視では亀裂や剥離のない白色膜が観察され、
コラーゲンのマトリックスに 結晶が均質に析
出していることが分かる。

スラリー法では、 スラリーとコ
ラーゲン酸性水溶液を所定組成比で混合し、塩基性
領域で中和熟成、遠心分離、洗浄、セルプレートに
分注後、乾燥により、 コラーゲン複合体膜を
作製した。目視では、 溶液法と同様に、白
色の薄膜が得られた。図 に、 による複合体
膜の表面組織を示す。分断されたコラーゲン膜に

結晶が析出した様子が観察され、電子線微小
部分析では 、 、 が比較的均質に分散してい
ることが分かった。

図 粉末の 回折パターン
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図 コラーゲン複合体膜（ の方法）



複合体膜の細胞活性の評価については、
溶液法による コラーゲン複合体膜上で破骨細
胞を培養し、培養上清中の （

酒石酸抵抗性酸性ホスファ
ターゼ）活性を経時的に測定した。細胞培養 日後
で、培養上清中の 活性が高くなり、破骨細
胞の形成が示唆された。図 に、破骨培養を培養し
た コラーゲン複合体膜の による表面組織
を示す。人工基質上に平坦に吸着した細胞と吸収窩
が観察される。 スラリー法による コ
ラーゲン複合体膜上でも、同様な結果が得られ、複
合体膜上での破骨細胞の培養が可能であることが明
らかになった。

．蛍光標識人工骨基質材料の作製と評価

コラーゲン複合体膜の蛍光標識には、 種の
蛍光物質として、 （

）とカルセインを用いた。蛍光標識法では、
でコラーゲン側に標識後、 と複合化

する方法、 コラーゲンと を複合化後、カル
セインで 側に染色する方法を採用した。その
蛍光標識した人工骨基質材料上で破骨細胞を培養
し、蛍光マイクロリーダー（図 参照）を用いて、
波長 と の蛍光強度を測定した。

でコラーゲンを蛍光標識した骨基質材料に
比べ、 をカルセインで染色した骨基質材料の
方が、明瞭な黄色の着色が可能であった。いずれの

骨基質材料でも、破骨細胞培養 週間で培養液
中の蛍光強度は増加する傾向が認められた。この増
加は、 コラーゲン複合体膜で破骨細胞の骨吸
収が起こり、培養上清液中に蛍光物質が放出された
ためと考えられる。しかしながら、どちらの基質材
料も細胞培養の初期段階で、標識に関与しない蛍光
物質が培養液中に溶出された。この溶出現象は、培
養液の数回交換により、数日間で抑止することがで
きた。破骨細胞の骨吸収活性を感度・精度よく測定
するためには、蛍光物質の濃度選定が重要である。
破骨細胞の形成を示唆する 活性では、蛍

光標識 コラーゲン複合体膜は、象牙質より比
較的低い値を示した。この結果は、象牙質の表面は
切断・研磨により平滑で硬いのに対して、人工骨基
質材料の表面は局所的に多孔質で、多数の凹凸が存
在し柔らかいためと推測される。

．ま と め

牛骨由来溶解析出アパタイトは、生体代謝システ
ムに早期に組み込まれる生体吸収性と骨誘導性に優
れた であり、その微結晶を析出させた表面は優
れた細胞吸着性や蛋白質吸着特性の付与が可能であ
る。その生体吸収アパタイトと豚由来コラーゲン酸
性溶液を所定組成比で混合し、塩基性領域で の
析出とコラーゲンのゲル化を行うことにより、均質
で亀裂や剥離のない白色の コラーゲン複合体膜
が得られた。その複合体膜を用いた細胞培養では

活性がみられ、破骨細胞の形成が示唆された。
コラーゲン複合体膜の蛍光標識では や

カルセインが有効であるが、高性能の破骨細胞培養
キットの開発には、蛍光物質の溶出を抑え、細胞活
性を促進させる調製条件の検討が必要である。
以上の結果から、蛍光標識 コラーゲン複合
体膜は、中和・熟成条件により破骨細胞の形成に有
効な微細構造を設計し、蛍光物質の最適濃度を選定
することにより、新規蛍光標識骨基質材料への応用
が可能であると推察される。
（連絡先 ＠ 、 ）

図 コラーゲン複合体膜（ の方法）

図 コラーゲン複合体膜上の破骨細胞

図 蛍光マイクロプレートリーダー



．はじめに

近年、酪農業をとりまく環境は内外ともに厳しさ
を増しており、北海道においても飼養頭数の増加、
集団経営など規模の拡大により低コスト化して国際
競争力の増強を図っている。このような規模の拡大
は排出される糞尿の増加をもたらし、地下水、河川、
湖沼などの環境汚染を招くケースも見られる。
このような状況の中、北海道の酪農家の中には乳
牛糞尿を農地還元する前に悪臭を軽減し、易分解性
有機物の分解を目的に糞尿の嫌気発酵処理を行うと
ともに発生したバイオガスを利用して発電や温水の
供給を行う施設を導入するケースが増えてきた。し
かし、バイオガス中には硫化水素が数千 と高
濃度で含まれており、機器の腐食など悪影響を及ぼ
すことから、バイオガスを利用するためには硫化水
素を予め除去しなければならない。従来は酸化鉄な
どを利用して硫化鉄として脱硫する方法や炭酸ソー
ダや苛性ソーダなどを使用して脱硫する方法が用い
られていたが、維持費が高価であるとともに後者は
薬品管理など酪農家には不向きな面がある。
これらのことから、維持費が安価でメンテナンス
作業の負担が極力かからない硫黄酸化能を有する微
生物を利用したバイオガスからの硫化水素除去シス
テムについて検討したので報告する。

．対象施設

施設の設計諸元を表 に、フローを図 に示す。

本施設は通年安定処理ができるように、発生した
バイオガスを利用してボイラによって貯留槽、搾液
槽、発酵槽のスラリーの加温を行い、発酵温度
を維持できるようにしている。
なお、試験当時の飼養頭数は約 頭である。

．脱硫試験装置

脱硫試験装置の概要を図 に示す。脱硫試験は以
下の 種類の試験装置で行った。

発酵槽への空気供給による硫化水素除去装置

最大流量 の空気ポンプを 台用意し、
発酵槽第 槽および第 槽へそれぞれ 、 カ所か
ら空気を供給できるようにした。空気の投入は平成
年 月までは第 、 槽両槽へ、平成 年 月以

降は第 槽と第 槽の越流部に空気投入孔を一カ所
増やし、第 槽の計 点のみから空気を投入した。
空気供給点は図 に示すとおりである。

充填塔による硫化水素除去装置 （充填塔 ）

充填塔 は発酵槽第 槽の上部で図 に示すガス
回収孔の位置に設置した。充填塔 は内径 、

硫黄酸化細菌を利用したバイオガスの脱硫システムの開発
バイオガスエネルギー利用における硫化水素対策技術の開発（平成 年度）

環境エネルギー部 北口敏弘、三津橋浩行、浅野孝幸、蓑嶋裕典、

鎌田樹志、佐々木雄真、山越幸康

アド・エンジニアリング 平川恵司

酪農学園大学 岡本英竜

表 設計諸元

図 システムフロー

　

図 脱硫装置の概要
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高さ の円柱形状で、その内部に農村集落廃水
処理や産業廃水の嫌気性処理に用いられる大日本プ
ラスチック製のクレオボールを 充填した。
ガスは塔下部から流入し、塔内に充填した微生物
担体と接触しながら上部の穴から流出する。また、
糞尿を発酵槽出口のピットからポンプによって汲み
上げ、塔上部から散布する。その頻度は 日 回、
分間とした。なお、ポンプは流量 、揚

程 、出力 のものを用いた。

充填塔による硫化水素除去装置 （充填塔 ）

装置は径 、高さ の塩ビ製で底から
の位置にガスおよび水が通過する穴をあけた

塩ビ製分散板をはさみ、その上部に日鉄化工機製の
テラレットを 充填した。ガスは塔下部より供
給され、充填層で上部より散水される循環水と向流
接触しながら頭頂部より流出する。循環水量は

とした。下部に滞留した水はばっ気槽に移動
し、空気ポンプにより空気を供給された後再び本体
上部へ送られる。ばっ気槽には補給水を供給できる
ようになっており、一定の水を補給している。また、
水が多すぎる場合は溢流水を排水できる構造として
いる。保有水量は約 で、循環水は加温設備に
より適温に調節されている。

．試験方法

試験は発生ガス量の数％ 数 の空気を発酵
槽第 、 槽の複数の孔から供給し、発酵槽壁面、
上面および液面に生息していると思われる硫黄酸化
細菌による脱硫（脱硫方法 ）、発酵槽の後段に設
置され、微生物担体を充填し、ポンプによって糞尿
を循環させる充填塔による脱硫（充填塔 、脱硫方
法 ）、さらにその後段に設置され、水を循環させ
る充填塔による脱硫（充填塔 、脱硫方法 ）の
種類の方法について行った。
硫化水素濃度の測定は第 槽、充填塔 入口、充

填塔 入口、充填塔 出口において北川式検知管に

よって約 週間おきに行った。また、それぞれの計
測箇所について連続式硫化水素濃度計（ガステック
製、 ）で計測を行った。

．試験結果と考察

硫化水素濃度の推移

図 に検知管によって計測した発酵槽第 槽、充
填塔 入口（ ）、充填塔 入口（ ）、充填
塔 出口（ ）硫化水素濃度の結果を示す。ま
た、各部の平均硫化水素濃度を 年（前期）と
年 月以降（後期）とにわけて表 に示す。図 で
日目が 年 月 日、 日目が 年 月

日にあたる。第 槽の硫化水素濃度は大きくばらつ
いているが、期間平均で約 であった。第

槽計測開始は 年 月であり、その時期から
月中旬にあたる 日目付近まではややばらつきは
あるものの平均硫化水素濃度は 前後であ
ったものが 日目以降急に上昇している。また、
年も 月後半にあたる 日目以降上昇傾向に

あり、この変動は季節的なものであることが確認で
きる。
第 槽の硫化水素濃度は前期が 、後期

が であり、後期の方が高かったにもかか
わらず、充填塔 および の入口硫化水素濃度は前
期よりもともに低くなった。これは、第 、 槽越
流部に空気を投入することで、バイオガスと空気の
混合が改善されたことが一つの要因と考えられる。
なお、期間中のガス発生量は約 であり、
空間速度 は全期間平均値で充填塔 、 それぞ
れ 、 であった。

図 空気投入孔

図 硫化水素濃度の推移

表 平均硫化水素濃度（ ）



脱硫率と脱硫速度

表 に発酵槽、充填塔 （ ）、充填塔 （ ）
の脱硫率、脱硫速度の結果を全期間、 年（前期）、
年 月以降（後期）にわけて、それぞれ示す。

全期間の発酵槽、充填塔 、充填塔 の脱硫率は
それぞれ 、 、 ％で概ね ％以上の脱硫
率であることを確認した。全期間の容積当たりの脱
硫速度は であった。

空気投入率と硫化水素濃度

図 に空気投入率と第 充填塔出入り口の硫化水
素濃度の関係を 年の結果とともに示す。 年
では空気投入率が より減少すると充填塔入
口（ 発酵槽出口）硫化水素濃度が上昇し始め、空
気投入率 以下でその上昇率が急激に大きくなっ
ている。充填塔 出口の硫化水素濃度は空気投入率

以下で より低い値となっているが、や
やばらつきが多い。一方、平成 年 月以降では第
発酵槽硫化水素濃度が平成 年の に比

べて と高かったにもかかわらず、空気投
入率 以下の領域で充填塔 入口硫化水素濃
度の急激な上昇はみられず、徐々に上昇した。一方、
空気投入率 以下で充填塔 入口硫化水素濃度は
急激に上昇した。それに対して、充填塔 出口硫化
水素濃度は安定して 以下であった。このよ

うに、充填塔 入口硫化水素濃度の急上昇する空気
投入率が低い方に移行したのは、空気の投入する位
置を発酵槽第 、 槽の越流部に設置したことによ
って、ガスと空気の混合が良くなったためと考えら
れる。

．実用化例

発酵槽の上部空間と発酵槽直上に設置した充填塔
で構成される生物脱硫システムの実用化例を図 に
示す。この施設では乳牛 頭、豚 頭、鶏 羽を
飼育しており、一日に投入する糞尿量は約

である。
硫化水素濃度は空気を投入しない場合、平均で約

であったのに対し、発酵槽上部空間に発
生ガス量の約 の空気を投入した場合、約
まで低減することができた。

．ま と め

・発酵槽、充填塔 、充填塔 の脱硫率は全期間中
で概ね ％以上であり、脱硫方法をシリーズにつ
なげることで利用段階でのバイオガス中硫化水素
濃度を数 まで低減できた。

・発酵槽と充填塔 の二段の生物脱硫工程で長期
間、安定的に実用に耐えうる濃度まで硫化水素濃
度を低減できることを確認した。
・発酵槽で発生するガスと投入する空気の混合状態
を改善することで、低い空気投入率でも十分な脱
硫性能を得られることがわかった。
・この脱硫システムは試験を行った牧場でそのまま
使用されているほか、他のプラントにも適用し、
良好な結果を得ることを確認した。
・発酵槽直上に設置する脱硫システムについて特許
を申請した。

（連絡先 ＠ 、 ）

表 脱硫率、脱硫速度

図 空気投入率 硫化水素濃度

図 脱硫システム実用化例
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．はじめに

熱可塑性樹脂に木粉を混合した木質プラスチック

複合材料（以下、 ）が環境問題に対する関心

の高まりから注目を浴びている。また、北海道では、

農業用廃プラスチック（以下、農廃プラ）のリサイ

クルの推進が重要な課題となっている。

本研究では、農廃プラの有効利用を目的に、これ

と木粉とを混合し加熱成形した を成形し、そ

の特性について検討した。

．実験方法

使用した農廃プラを表 に示した。木粉は、建築

廃木材を家畜敷料用の木チップに粉砕する際に発生

するチップダストで、粒度は メッシュパス以下、

含水率は約 であった。

フレコンまたは肥料袋とラップとを所定比率で混

合しマトリックス樹脂とした。それに木粉を重量比

で 混合した を加熱圧縮成形した。得られ

た平板状成形品から 試験方法に準拠して機械的

物性を調べた。また、サンシャインカーボンアーク

による促進暴露試験を行い、所定時間毎に色差およ

び機械的物性を測定した。

．結 果

フレコンとラップの比率を変えた の曲げ強

さおよび衝撃強さを図 に示した。フレコンのみに

比べ、これに木粉を混合したものは曲げ強さが低下

した。これは、フレコンと木粉とは親和性に欠け界

面の接着力が低く、木粉が強化材として作用しなか

ったためと考えられる。フレコン ラップにおいて

は、ラップの割合が高くなるほど低下する傾向を示

した。これは、ラップ混合によるマトリックス樹脂

の強さの低下が大きく、木粉との界面接着性向上の

効果がほとんど反映されなかったためと考えられ

る。一方、衝撃値はラップの割合が増加するほど高

くなる傾向を示した。

促進暴露した の明度を表 、促進暴露前の

曲げ強さに対する各暴露時間における保持率を図

に示した。促進暴露試験により の表面は何れ

も白化し、明度が高くなったが、その差はラップを

配合することにより低く抑えられた。また、肥料袋

およびフレコンの何れの系においてもラップを配合

することにより曲げ強さの低下が抑制されており、

耐候性の向上が認められた。

．ま と め

農廃プラと木粉を混合し、加熱圧縮成形した

を作製し、その特性について検討した。その

結果、農廃プラを適宜混合して用いることにより、

機械的特性や耐久性等の機能性を向上させ得る事が

分かった。現在、この結果を基に農業用資材として

の有効活用を目指している。

（連絡先 ＠ 、 ）

農業用廃プラスチックと木質廃棄物との複合材料の開発
農業用廃プラスチックの有効利用に関する研究（平成 年度）

技術支援センター 大市貴志、山岸 暢

材料技術部 吉田昌充、吉田光則

表 使用した農業用廃プラスチック

図 マトリックス樹脂組成と機械的特性の関係

表 促進暴露した の明度（ ）

図 促進暴露時間と曲げ強度保持率の関係



．はじめに

生分解性プラスチックは環境負荷の少ない材料と

して注目され、利用も増えてきていることから問題

であった価格も安くなり、今後の応用拡大に期待が

持たれている。また、その中でもポリ乳酸系の樹脂

は植物から作られ、石油資源を使わないプラスチッ

クとして注目を集め、自動車メーカーや家電メー

カーで用いられるようになってきている。このよう

な中、生分解性を目的として使用されている樹脂に

ついては土中での分解性データが蓄積されてきてお

り分解挙動の把握が可能となってきた。しかし、屋

外などの大気中雰囲気におかれたときの劣化状況に

ついてはほとんど検討されていないのが現状であ

る。そこで、本発表では生分解性プラスチックの大

気中での劣化について検討した結果を報告する。

．試験方法

屋外暴露試験は に準拠し、当場で成形

したダンベル 号形試験片（ ）を当場の

屋上に設置した屋外暴露試験台に載せて行った。試

験片は南向きに水平から の角度に傾けた。図

にその様子を示した。試験を行った生分解性プラス

チックはポリ乳酸系（ ）、石油合成系 種（ 、

）、微生物産成系（ ）、と対象試料として

ポリエチレン（ ）の 種類を用いた。なお、比較

として用いた土中埋設による劣化データは林業試験

場の協力により行った 土中埋設フィールド試験

により得られた値である。この時用いた試験片は屋

外暴露時の試験片と同時期に成形した試料である。

．試験結果

図 に代表的な 種の生分解性プラスチックにお

ける屋外暴露と土中埋設での引張強さ保持率の比較

を示した。この図より、土中埋設で劣化が進んでい

る 系の樹脂は屋外大気中ではほとんど劣化し

ていないことが分かる。これに対して 系、

系では屋外でかなり劣化が進み、土中では劣

化がほとんど進んでいないのが分かる。 は微

生物が存在しなくても加水分解や光により劣化が生

じる ）ことが知られており、そのために劣化が生じ

たものと思われる。 によって分子量を測定し

た結果、 に分子量の低下が見られた。このこ

とから、屋外環境で降水による加水分解が起こり分

子量が低下し、引張強さが低下したものと推測され

る。

．ま と め

系および 系の生分解性プラスチックは

屋外雰囲気において強度低下などの劣化が起こるこ

とが分かった。したがって、屋外使用を目的とする

製品開発には劣化を抑制する対策が必要である。
）大沢敏 マテリアルライフ学会誌 ［ ］（ ）

（連絡先 ＠ 、 ）

屋外暴露試験による生分解性プラスチックの劣化評価
高分子材料の劣化予測に関する研究（平成 年度）

材料技術部 金野克美、可児 浩、吉田昌充、吉田光則

図 屋外暴露試験

図 屋外暴露と土中埋設の比較



．はじめに

近年、医療分野からのニーズに対応した生体親和

性に優れた生体機能性材料の開発要求が増大しつつ

ある。中でも水酸アパタイト（以下 ）は骨や

歯の無機主成分で、従来から人工骨・人工歯根等へ

の応用が図られているが、細胞培養スキャホールド

等更なる用途に対応した高機能化が求められている。

の結晶構造は六角柱状であり、 面（側面）

には骨形成タンパク（ ）等の酸性タンパク質や

デオキシリボ核酸（ ）、 面（底面）には塩基

性アミノ酸やタンパク質が選択的に吸着される。こ

のことから、 の結晶面を適切に配向制御する

ことにより、選択的吸着機能を付加した材料の作製

が可能となる。

本研究では、選択的吸着機能を有する の開

発を目的として、水熱合成法により 面を多く露出

させた を作製し、結晶相と結晶形状に及ぼす

諸因子の影響を検討した。

．実験方法

出発原料として主に （ （ ））粉末を用

いた。所定量の水と出発原料を内容積 の小型圧

力容器に封入密閉し、乾燥器内で温度 、

時間 放置した。水熱処理については、

容器内容積 ％の蒸留水を入れ、これと直接接触し

ないように出発原料を配置して反応させる蒸気処

理、 容器内容積 ％の蒸留水を入れ、出発原料を

浸して反応させる浸漬処理の 方法について行っ

た。得られた試料について、 線回折（ ）による

生成相の同定と走査型電子顕微鏡（ ）による結晶

形状の観察等を行った。

．結果と考察

図 に、 および合成された の

パターンを示す。 を 水熱処理するこ

とにより、次に示す化学反応式に従って 単一

相が合成されることが確認された。

（ ）

（ ）（ ）

図 および に、蒸気処理により合成した 針

状結晶の 観察結果の代表例を示した。

は直径 以下の不定形な微細粒子であったが、

蒸気処理と浸漬処理のいずれの処理によっても針状

結晶のものが合成できた。この場合、結晶長さを指

標とした最適合成条件として の蒸気処理では、

、 の場合に平均長さ 、アスペクト

比 以上の比較的均一な結晶ができ、 の浸漬処理

では、 、 の反応で平均長さ の結晶

が合成され、直径は不均一となることがわかった。

しかし、 以上での処理や、 以上の蒸気

処理では余剰になったオルトリン酸による 上昇

のため、以下の式に示すような反応で合成された

の一部がモネタイト（ ）相に分解するこ

とがわかった。

（ ）（ ）

また、処理時間の相違は結晶の長さに大きな影響

を与えないことも確認された。

．ま と め

反応温度 、処理時間 の水熱処理

によって、結晶長 の範囲でアスペクト比

を制御しながら 針状結晶が合成可能であるこ

とが示唆された。今後は、腸管免疫やガン治療に用

いられるドラッグデリバリーシステム（ ）用薬物

坦持材や人工骨・人工歯根などのバイオセラミック

スの開発と応用に必要な基礎技術を蓄積していく予

定である。

研修機関 山口大学大学院医学研究科

バイオマテリアル医療工学講座

（連絡先 ＠ 、 ）

水熱合成法による機能性アパタイトセラミックスの作製と評価
（平成 年度国内長期研修）

材料技術部 板橋孝至

図 および合成された の パターン

図 蒸気処理での 図 浸漬処理での



．はじめに

自溶合金溶射は、耐食、耐摩耗性を向上させる目

的で多くの産業機械部品に適用されている。自溶合

金溶射は、皮膜の緻密化および皮膜と母材との密着

力（結合力）向上のため、溶射被覆後に皮膜の溶融

処理を行う。溶融処理状態の違いは製品性能に大き

く影響を与えるため、皮膜の非破壊評価技術の開発

が望まれている。本研究では、自溶合金溶射皮膜の

溶融処理温度と組織および磁気吸着力との関係を調

べ、非破壊評価法の開発を試みた。

．実験方法

溶射材料には現在最も多く利用されている

相当の 基自溶合金粉末を用い、母材には

オーステナイト系ステンレス鋼（ ）を用いた。

母材表面をブラスト後、フレーム溶射法で被覆し

た。溶射被覆後の試料は、 雰囲気の電気炉内で

加熱温度 、保持時間 、加熱保持

後は まで炉冷し以下空冷した。溶融処理試料

は、断面の組織観察および 磁石（ 、 ）

に対する磁気吸着力を測定し両者の相関を調べた。

．結果および考察

． 組 織

皮膜の固相線（ ）直上で溶融処理した試料は、

皮膜と母材との間に空隙が見られ、皮膜中にも溶射

粉末の形状に類似した空隙が多数観察された。この

ような皮膜は、皮膜剥離を生じる可能性が極めて高

く、実用に供せられない。一方、溶融処理温度が

以上になると皮膜と母材との界面近傍の空隙

はほとんど見られず、両者が元素の拡散により強固

に結合していた。しかし、 までは粒子の積層

跡に沿った扁平な気孔が観察された。このような皮

膜は皮膜剥離の可能性は低いが、高い面圧を受けた

場合は皮膜の部分的脱離の危険性を有し、耐食性に

おいても隙間腐食の問題が残る。皮膜の液相線

（ ）近傍である から 付近で処理し

た皮膜は、微細な粒状の析出物が多数分散した組織

を呈し、わずかに存在する気孔も球状となった。こ

のような皮膜は、優れた耐食、耐摩耗性が期待でき、

理想的な自溶合金組織と判断される。 以上で

は、析出物の成長が顕著となり、樹枝状、柱状ある

いは角状の析出物が多数観察された。特に、

より高温になると、皮膜と母材との界面の境界が不

明瞭となり、皮膜中の析出物もさらに成長し粗大化

した。このような皮膜は、耐摩耗性に寄与すべき析

出物の粒子間距離が大きくなり摩耗環境（摩耗材の

大きさ）によっては耐摩耗性の低下が予想される。

また、母材から皮膜への や皮膜から母材への 、

の拡散が著しく、耐食性の低下も考えられる。

． 磁気特性

溶融処理した試料の皮膜表面をダイヤモンド研削

（ ）で平滑にした後、精密天秤を利用した吸

着力測定装置で磁気吸着力を測定した。図に、溶融

処理温度と磁気吸着力との関係を示す。溶融処理温

度が皮膜の液相線である より低い場合、磁気

吸着力は極めて低い値を示すが、 以上では溶

融処理の上昇にともない吸着力も大きくなる傾向を

示している。すなわち、皮膜の良否を磁気吸着力の

値からある程度判断できることが分かった。溶融処

理温度 付近以上では、ほぼ一定の磁気吸着力

となっている。

．おわりに

以上、 基自溶合金溶射皮膜における溶融処理

温度と組織および磁気特性との関係を調べた。その

結果、皮膜の良否は磁気特性変化から非破壊的に判

断できることが分かり、本法の有効性が実証された。

（連絡先 ＠ 、 ）

磁性を利用した自溶合金溶射皮膜の非破壊評価技術の開発
（平成 年度）

材料技術部 宮腰康樹、相山英明、高橋英徳、中嶋快雄

図 溶融処理温度と磁気吸着力との関係



．はじめに

都市ごみ焼却プラントでは、廃熱ボイラ管や炉床

材など多くの部分に金属材料が用いられており、こ

れらは高温の腐食性ガス環境で、長時間連続運転の

ために損傷を受ける。ストーカ式焼却炉で用いられ

る火格子と呼ばれる炉床材は、約 もの火炎に

接するために著しい腐食（高温腐食）を受けること

が知られている。本発表では、焼却炉における腐食

の機構を推定するために、腐食挙動に及ぼす温度の

影響について模擬実験装置によって検討した結果に

ついて報告する。

．実験方法

図 に模擬実験装置（ガス 溶融塩腐食試験装置）

の概略を示す。装置は加熱部、ガス混合部、水蒸気

発生部の つにより構成されており、ガス腐食雰囲

気において溶融塩中への試料の浸漬、および暴露が

繰り返しできる構造としている。実験には耐熱鋳鋼

（ ）を用いた。こ

れに等モルに混合した溶融塩（

塩 融点 ）を約 塗布し、直ちにごみ焼

却炉における燃焼ガスを模擬した組成（

）中、

から までの温度域で の試験を行った。試

験後の試料は直ちに樹脂に固定、切断した後に乾式

研磨を行い、 による分析に供した。

．結果と考察

図 に各実験温度における減肉および粒界腐食深

さをそれぞれ示す。 では粒界腐食はほとんど

生じていない。これは、実験温度が塗布した溶融塩

の融点より低いことから腐食の進行が遅かったため

と考えられる。一方、 では約 、 で

は約 となり、温度の上昇と共に粒界腐食深

さは大きくなることがわかる。ところが、 で

は約 、 では約 となり、逆に粒界

腐食深さは小さくなっている。これは、 以上で

は溶融塩の蒸発が早く、腐食の進行よりも早く溶融

塩が消耗したために腐食が抑制されたと推定される。

ではさらに粒界腐食深さは小さくなっている。

これまでの研究で 粒界腐食は生成したクロム炭化

物（ または ）が選択的に腐食したため

であることを明らかにした。 では、表面近傍

のクロム炭化物が分解したために、粒界腐食が抑制

されたと考えられる。

．ま と め

耐熱鋳鋼 の腐食挙動に及ぼす温度の影響に

ついて、ごみ焼却炉環境を模擬した実験装置を用い

て検討した。その結果、温度の上昇により粒界腐食

深さは大きくなった。しかし、 以上では小さ

くなる傾向を示した。このことから、 近傍の

温度域を避けることにより腐食を抑制できると考え

られる。

（連絡先 ＠ 、 ）

ごみ焼却炉用耐熱鋳鋼 の腐食に及ぼす温度の影響
ごみ焼却炉用高温耐食・耐熱材料の開発に関する研究（平成 年度）

材料技術部 高橋英徳、宮腰康樹、中嶋快雄、鴨田秀一

荏原製作所、 荏原総合研究所

図 ガス 溶融塩腐食試験装置の概略

図 各温度における減肉および粒界腐食深さ



．はじめに

鉛の有害性から電子部品実装に用いられる、はん

だ材料の鉛フリー化が進んでいる。欧州における有

害化学物質規制（ ）が 年 月から施行さ

れることから鉛フリーはんだへの対応が必至の状況

である。現在、一部の電気製品に実用化されている

鉛フリーはんだは、信頼性が高く、

各種はんだ付け方法に適した合金であるが、従来の

はんだと比較して、融点が高いため、はん

だ付温度が上昇する。このため、耐熱性の低い部品

等にも対応できるように鉛フリー化を進めるには、

はんだ付温度の低温化が必要とされている。

本研究では、実装方法の一つであるフローはんだ

付の低温化を目的として、低融点合金である

系はんだのフローはんだ付への適用性を検討した。

．実験方法

系はんだとして 、 、

及び を用い、

を比較材とした。 系はんだは酸化しやすい

合金であるため、はんだ付部の酸素濃度を制御する

必要がある。基礎試験では、はんだ付欠陥であるブ

リッジの発生率とはんだのぬれ性に及ぼす酸素濃度

の影響を調べた。また、実機試験では、図 に示す

ような窒素置換できる小型のフローはんだ付装置を

用いて、試験基板に電子部品をはんだ付して、はん

だのぬれ上がりやブリッジ等の欠陥の発生について

検討した。フラックスは、予備試験によって

系はんだに適したものを選択し、各種試験に供した。

．実験結果

ブリッジの発生に及ぼす酸素濃度の影響を調べ

た。図 に での結果を示す。酸素濃度が低下

するに従って、ブリッジの発生が減少している。この

ように、 においては、酸素濃度を

以下にすることで、比較材の と同程

度のブリッジ率となることがわかる。次に、各はん

だ組成におけるブリッジ発生率とはんだぬれ性を調

べた結果、 の添加によってブリッジが低減され、

ぬれ時間も短くなる傾向を示した。これは、 の

添加によって表面張力が小さくなることや凝固開始

温度が低くなるためと考えられる。

実機試験で試験基板のはんだぬれ上がりやブリッ

ジの発生等を調べた結果、いずれの 系はん

だにおいても、窒素置換した環境では、

と同様のフローはんだ付が可能であることが

確認された。

．ま と め

フローはんだ付の低温化を検討した結果、適正な

フラックスの選定と酸素濃度を制御することによ

り、低融点合金である 系はんだをフローは

んだ付に適用できることが示唆された。今後、長期

環境試験等を実施して、はんだ材料および継ぎ手部

の信頼性を検討する予定である。

本研究は、 プログラム 環境対応次世代接

合技術の開発 で実施されたものである。

（連絡先 ＠ 、 ）

フローはんだ付用鉛フリーはんだの低融点化
環境対応次世代接合技術の開発（平成 年度）

企画調整部 片山直樹

材料技術部 田中大之、赤沼正信、斎藤隆之

沖電気工業

図 小型フローはんだ付装置

図 ブリッジ発生に及ぼす酸素濃度の影響

 



．はじめに

光触媒は紫外線が当たると抗菌、水質浄化、空気
浄化、防汚（セルフクリーニング）などの様々な機
能を発揮する。近年、酸化チタンを用いた光触媒製
品の市場は拡大しており、昨年の国内市場規模は約
億と推定されている。今後も防汚機能を利用し

た建築用外装材や窓ガラスなどへの応用は拡大が期
待できる。しかし、そのためには性能の評価方法が
重要であるが、 などの標準規格はまだない。そ
こで本研究では光触媒の防汚機能に対する評価技術
を確立するため、市販の酸化チタン光触媒製品につ
いて屋外暴露試験と実験室での評価試験を行い比較
検討したので報告する。

．光触媒製品の屋外暴露試験

市販の光触媒材料とタイル製品について、札幌市
内 個所での屋外暴露試験を行った。供試料を表
に示す。いずれも明度が でほぼ白色である。

これらの試料を ヶ月間暴露し汚れを明度の低下に
より評価した。 ヶ月後の明度の低下を表 に示す。

暴露後の未処理タイル表面を分析した結果、 地
点の汚れは、けい素とアルミニウムの酸化物が主成
分の無機物（いわゆる土ぼこり）、 地点は炭素が
主成分であった。 地点はエンジンの排気ガスが吹
きかかる環境のため、汚れはススや燃料の燃え残り
などの有機物であると考えられる。いずれの環境下
でも未処理のタイルに比べ光触媒は汚れにくく、特
に 地点での は防汚性がきわめて高かった。

．防汚メカニズムと実験室での評価試験

光触媒に紫外線が当たると酸化分解力と親水性が
生じる。表面の付着汚れは有機物であれば分解され、
また親水性のため容易に水で流される。光触媒はこ
の つの作用で防汚機能を発揮するとされている。
本研究では湿式分解性能試験と親水性能試験につ
いて検討した。前者は紫外線を照射しながらメチレ
ンブルー溶液の分解を測定し、後者は紫外線を当て
たときの水との接触角の時間変化を測定する方法で
ある。分解性能試験の結果を図 に示した。

メチレンブルー濃度の変化率の絶対値を分解活性
示数［ ］とした。また、親水性能試験で
は紫外線照射 時間後の接触角を限界接触角とし
た。これらの結果を表 に示した。

．ま と め

屋外暴露試験と実験室評価試験の つを比較した
結果、有機物汚れに対しては分解活性示数が高いほ
ど有効であることが分かった。一方、無機物に対し
ては、防汚性能は親水性の方に依存している可能性
が高い。 つの試験の組み合わせは防汚性能を推定
する評価法として有効と見られるが、特に無機物汚
れとの関係を明らかにするためには、さらにデータ
の蓄積が必要である。
（連絡先 ＠ 、 ）

酸化チタン光触媒の防汚機能の評価技術に関する研究
酸化チタン薄膜の防汚機能評価法に関する研究（平成 年度）

材料技術部 斎藤隆之、赤沼正信、田中大之
企画調整部 片山直樹
製品技術部 岩越睦郎

表 供試料

      

   

   

   

   

表 暴露 ヶ月後の明度の低下

 

        

        

表 実験室での評価試験結果

 

  

図 分解性能試験結果

  

 

 



．はじめに
今日、 サービス・機器の急速な普及とともに
少子高齢化や生活者の価値観の多様化傾向が強まる
中で、ユーザーは情報システム・機器やサービスに
対して、従来からの機能、性能面のみならず、使い
やすさ（ユーザビリティ）や魅力的であることをよ
り重視するようになってきている。
現在、道内企業においてはその認識は低いものの、
関連先進企業では、ユーザビリティの向上に寄与

する設計プロセスの導入は、利用者により魅力的な
サービスや製品を提供する為の重要なアプローチと
捉えており、企画からデザイン設計・評価に至る一
連の取り組みとしてユーザビリティ設計プロセスの
体系化や支援手法・ツールなどに関心を寄せている。
今回、本道の主要産業である観光情報サービスを
テーマとしたケーススタディを通じ、企画段階にお
けるユーザビリティ設計プロセスについて検討を進
めたのでこれについて報告する。

．企画段階のユーザビリティ設計プロセス仮説
ユーザビリティ設計の基本プロセス規格とされる

（対話システムの人間中心設計プロセス）
を踏まえながら、各種ユーザビリティ手法を取り入
れ次のような特色を持った企画段階のプロセス仮説
を導出した（図 ）。

利用状況の観察やインタビュー手法を活用し
た豊富なユーザー情報の収集。
で得た情報のタスク分析、シナリオ分析か

ら抽出したユーザーの要求事項や、開発対象の
モデル図化とこの図の変形手法を活用したコン
セプト案検討。
ユーザーに分かりやすい評価媒体を活用した

効果的なコンセプト案の評価。

．ケーススタディを通じたプロセスの検証
プロセス仮説の検証を目的として、新しい観光情
報サービスコンセプト創出をテーマとしたケースス
タディを実施し、次のような点を確認することがで
きた。

観察やインタビュー手法は実施に手間がかか
るため効率化が課題として挙げられるが、コン
セプト創出のための手がかりとなる利用状況の
詳細な把握に有効であった。
コンセプト創出手法として要求事項ベース、
モデル図ベース手法を実施し、複数の新しい観
光情報サービスコンセプト案の創出（図 ）を
図ることができた。

新しい評価媒体（骨格ソフトプロトタイプな
ど）を活用したコンセプト評価手法について
ユーザーテストを実施した結果、コンセプト改
善やユーザビリティ向上の参考となるユーザー
情報が得られており、その有効性を確認した。

．ま と め
使いやすく魅力的なサービスやシステム・機器コ
ンセプト創出に有効な、企画段階のユーザビリ設計
プロセス仮説について観光情報サービスをケースス
タディとした検討を試みた。
今後は、企画段階とともに、中・下流の評価・設
計段階のプロセス構築についても取り組みを進め、
道内 関連企業を想定した様々なサービス・製造
分野のケーススタディに適用しながら、より効果的
なプロセスの構築およびユーザビリティ手法の高度
化を進めてゆく予定である。
（連絡先 ＠ 、 ）

企画段階のユーザビリティ設計プロセスに関する研究
札幌 カロッツェリアの創成（平成 年度）

製品技術部 万城目聡、及川雅稔、日高青志、吉成 哲
技術支援センター 中島康博、大村 功
公立はこだて未来大学 北海道東海大学 札幌市立高等専門学校

図 ケーススタディと企画段階のプロセス

図 コンセプト案の一例



．はじめに

高齢社会に向かい健康と生きがいを志向したアウ
トドア活動が盛んになっている。特にパークゴルフ
は健康増進にも役立つことから高齢者だけでなく、
車イス使用者の大会も催されるなど、障害を持つ人
の間にも徐々に普及してきている。このため、多く
の人に使いやすい施設・設備づくりの実現に向け
て、ユニバーサルデザイン（ ）の視点が不可欠
な要素となってきている。
本研究は初年度として、車いすの愛好者やリハビ
リを目的としたパークゴルフの状況調査を行うとと
もに、タスク分析を試み具備すべき用具、設備等を
とりまとめた。また 的側面から機器類開発のた
めのアイデア抽出を行ったので紹介する。

．研究の概要

とパークゴルフの調査分析
研究を進めるにあたり、パークゴルフ場の障害者
等の利用の現状を調べるとともに、パークゴルフを
愛好する車椅子利用者へのヒヤリングを実施した。
パークゴルフ場の現状調査では、立地条件や施設
の方針で車椅子利用者には対応ができていない所が
多かった。しかし個々には車椅子利用者が増えてい
たり、障害者が参加できる大会やリハビリを兼ねた
取り組みも行うなど 的な活用の側面も見られた。
車椅子利用者のヒヤリングでは、コースでの移動方
法やゲームの進行、管理棟をはじめとする施設の利
用方法などを聞き取り、問題点・課題を取りまとめ
た。同様に、障害者が行うパークゴルフ大会の調査
やパークゴルフをリハビリに活用している病院への
ヒヤリングを通して、その効果や問題点を把握した。

タスク分析によるパークゴルフの把握
的な側面からパークゴルフの課題を明確にす

るため、ゲームスタートから終了までの一連の流れ
についてタスク分析を行った。タスク分析では、表
のようにティーグラウンドやフェアウェーといっ
たそれぞれの場面に番号をつけ、関連動作と必要な
道具・設備類および 的な面での問題点および考
慮事項推定し、検討を加えた。これらの分析から、
コースで具備すべきものや個人で使うものなどに分

類し、現状の市場製品および利用者の障害も加味し
課題を整理した。なお、これらの結果は、今後の開
発に有効に活用できるようデータ化を図った。

機器開発のためのアイデア抽出
、 の結果から、設備などのハード的要素とゲー

ム進行などソフト的要素について、以下のようなア
イデアの抽出を行った。

・身体負担を少なくするための設備道具類の工夫。
・アプローチやアクセスを容易にするための工夫。
・障害に応じてボールの取り扱いを簡易にする工夫。
・音や光などの感覚も活用して興味を高める工夫。
・ゲームの進行を効果的にサポートする工夫。

．ま と め

の視点からパークゴルフ関連設備類の開発を
進めるため、現状調査やタスク分析を試み具備すべ
き用具、設備等をとりまとめた。また、それらをベー
スに開発のアイデアを検討した。
次年度は、本研究で考察したアイデアのいくつか
を試作し、 的側面からその実用性と有効性を検
証する予定である。
（連絡先 ＠ 、 ）

ユニバ サルデザイン（ ）手法を用いた
パ クゴルフ関連設備等の開発

（平成 年度）

製品技術部 安河内義明、日高青志、中村勝男

表 パークゴルフにおけるタスク分析例（グリーン上）



．はじめに

スパイクタイヤ規制の導入以降、道内の各都市に

おいては、特に交差点部の ツルツル路面 化によ

り毎年多くの歩行者転倒事故が起きているが、その

対策として有効なものの一つが、砂など防滑材の散

布である。しかし、それら防滑材を収納しておく装

置である歩行者用砂箱については、主に車両用砂箱

が流用されており、都市景観に馴染まない、扉が重

く使いづらい、容量が少ないなどの問題が指摘され

ていた。

本件では、依頼企業が有するポリエチレン樹脂回

転成型技術を活用した歩行者用砂箱の開発を実施

し、商品化段階までを支援したので報告する。

．砂箱のデザイン開発

砂箱のデザイン開発は以下の手順で実施した。

商品コンセプト・デザインコンセプトの設定

道路管理者へのヒアリングや競合品調査、タスク

分析などを通じて、デザイン開発の基礎となる商品

コンセプト及びデザインコンセプトを設定した。

デザイン案作成

デザインコンセプトを踏まえて基本デザイン案を

作成し、原寸図や原寸モックアップモデルによるボ

リューム検討、部分模型による扉開閉操作や砂袋の

出し入れしやすさ検討、 上でのモデリン

グによる全体フォルム・面構成検討などを通じて、

詳細デザインを決定した。

関連要素デザイン

商品化に当たって必要なステッカー類や商品ネー

ミングなどを検討した。また、販売促進のためのリー

フレット（図 ）を作成した。

．開発の成果

以下の特徴を備えた歩行者用砂箱を製品化した。

・扉が軽く安全

に開閉できる

・突起や鋭利な

部分がなく歩

行者が接触し

ても安全

・砂袋収納量を

既存品と比較

して大幅に拡

大した

・ユニット構造

なので破損等

への対応がしやすい

・ポリエチレン製なのでリサイクルが可能など。

なお本品は平成 年度において、グッドデザイン

ほっかいどう選定及び北の生活産業デザインコンペ

奨励賞を受賞し、また北海道開発局などに採用され、

札幌市を始めとする各都市に設置された（図 ）。

．ま と め

デザインコンセプトの設定から基本・詳細デザイ

ンの作成、販促ツール作成など、デザイン開発プロ

セスの上流から下流までを、企業と共同で実施した。

なお、本件は平成 年度に実施した 生活環境

向上のためのユニバーサルデザイン（ ）に関す

る研究 における景観製品開発ケーススタディのう

ちの一件であり、当部ではこれらケーススタディを

通じて構築された 景観製品開発プロセスを 景

観製品ユニバーサルデザインガイドブック として

取りまとめ、希望者に配布している。

（連絡先 ＠ 、 ）

歩行者用砂箱のデザイン開発
技術指導（平成 年度）

製品技術部 日高青志、及川雅稔、

岩越睦郎、中村勝男

北海ダイプラ

図 販売促進リーフレット

図 設置された砂箱（札幌市中央区）



．はじめに

これまで重度の四肢麻痺や上肢障害を持つ児童が
使用可能なスキー用具は海外製品の一部や特注しか
なく高価なため、現実的には導入困難な状況にある。
今回、重度障害児用の安価で安全な国産チェアス
キーの開発に着手している ウェルテックの要請を
受け、製品コンセプト・デザインコンセプトの明確
化や基本骨格の検討、設計案の創出などの面からプ
ロトタイプ開発を支援したので報告する。

．製品コンセプトの明確化

開発製品の狙いと要求品質を明確化するため、次
のような取り組みを実施した。
開発製品を取り巻く状況及び、対象とするユー
ザー像の特性把握
タスク分析による開発製品に求められる要求品
質の抽出及び、ヒアリング調査を通じた要求品
質の抜け、漏れの確認

．基本骨格の検討

道立福祉村が提案した 本脚チェアスキー（ 枚
のメインスキーと 枚のサブスキーで構成）を原型
モデルとし、基本構成要素のレイアウト検討を行う
ため、次のような取り組みを実施した。
搭乗者や介助者の身体モデルの設定。
搭乗者の着座姿勢及び、介助者の介助動作や姿
勢について考察。
、 を踏まえ、メインスキー、サブスキー、

搭乗者、介助者の位置関係を考察し、基本レイ
アウトを導出した。

．デザインの検討

既存チェアスキーや類似するスポーツ用品におけ
るデザインイメージの調査・分析結果を踏まえ、開
発製品のデザイン検討方向として レジャーライク
と チェアライク の つを抽出（図 参照）し、
デザイン案の展開を図った。

．プロトタイプ設計案の創出

開発製品を構成する各部位別の要求品質などを踏
まえ、次のような特色を持った設計案（図 参照）
を創出し、プロトタイプを製作した。
・安全滑走用補助装置としてサブスキーを装備
・滑走介助用の押し手を装備
・搭乗者の体格や障害状況などに応じた安定した
着座姿勢に調節できる機構を装備
・運搬や積載に適したサイズ・形状調整ができる
機構を装備

．ま と め

タスク分析やヒアリング調査を通じて製品コンセ
プトを明確化し、これに基づく基本骨格やデザイン
案・設計案の検討を進め、商品化を念頭においたプ
ロトタイプの製作を図ることができた。
今後はスキー場ゲレンデでのフィールドテストを
通じてプロトタイプの検証を行い、商品化に向けた
設計案の高度化を進めていく予定である。
（連絡先 ＠ 、 ）

重度障害児用チェアスキーのプロトタイプ開発
技術開発派遣指導（平成 年度）

製品技術部 及川雅稔
技術支援センター 万城目聡
ウェルテック、北海道立福祉村、
（社福）クピド・フェア、 北進医療機器

図 製品コンセプトとデザイン検討方向

図 プロトタイプ設計案



．はじめに

平成 年には、高齢化率 ％と本格的な高齢化社

会へと移行する。その中で、高齢者が自立した生活

をするためには、衣服に関しても着用する人の身体

特性・生活環境などの個別ニーズに応えるものが必

要となる。しかし、留め具のみに着目しても、現在

主流のドットボタンやファスナーは非常に扱いにく

い。そこで、着脱性向上が見込まれるマグネットボ

タンに着目して、その特性把握と用法検討を行い、

身体的機能の低下した高齢者や障害者に着脱が容易

なユニバーサル衣料の開発を行った。

．留め具による着脱性の比較

ファスナー、スナップ、マグネットボタンなど

種類の留め具を使用した上着、ズボンの計 着を

代から 代までの男女 人の被験者に装着してもら

い、 パターンの実験結果から得られた各種身体的

動作データによりマグネットボタンの効果を検討した。

． 着脱時間

ビデオ画像からボタンを留める時間と外す時間の

測定を行った。表 に示す、留め外し時間の比較で

は、マグネットボタンが最も短く、樹脂ボタンの

以下の時間であった。

． 着脱姿勢

ユニバーサル衣料の利用者層は、高齢者や介護を

必要とする人が多いと考えられる。そのため腕や肩

の自由度が低い人でも着脱できる必要があるので、

着脱時の腕の角度や腰の角度などを三次元動作解析

システムを用いて測定した。その結果、腕の角度変

化の最大値は留め具により差はなかったが、時系列

で角度変化を調べると、マグネットボタンは樹脂ボ

タンに比べ細かい角度変化がなくスムーズな動きで

着脱出来ることがわかった。

．マグネットボタンの開発

着脱性の評価からマグネットボタンの有効性を確

認することが出来た。しかし、衣服に利用する場合

のデザイン性や量産性を考えると、既存製品には条

件を満たす物がない。そこで、 服のデザインを損

なわないように、ワイシャツボタンの様なデザイン

とする。 量産を考慮して、既存のミシンで縫える

構造にする。などのデザインコンセプトに基づいて

設計・開発を行った。図 にマグネットボタン、図

にユニバーサル衣料を示す。

．ま と め

衣服の留め具としてマグネットボタンの効果を確

認し、取付が容易で軽量なボタンの開発および、そ

れを用いたユニバーサル衣料の開発を行った。試着

試験では、リウマチ等でつまみ力があまりない方に

も着脱しやすいという結果を得た。今後は、ボタン

の装飾性や日常生活での耐久性の検討を行い、製品

としての完成度を上げる予定である。

（連絡先 ＠ 、 ）

ユニバーサル衣料の開発
自立支援服の着脱性向上に関する研究開発（平成 年度）

技術支援センター 畑沢賢一、中島康博

製品技術部 吉成 哲、飯田憲一、鶴谷知洋

ワールドワーク

表 留め外し時間の比較 図 マグネットボタン

図 ユニバーサル衣料



．はじめに

公営住宅は全国で 万戸以上あり、そのうち

歳以上の高齢者の入居者数は ％近くを占めている

といわれている。公営住宅の浴室は据置型の浴槽を

入居者が設置するようになっているが、据置型浴槽

はとても深く浴槽縁高さが にもなる。そのた

め、高齢者や幼児が入浴する際にバランスを崩して

転倒するケースが多く、浴室内でも危険な箇所とさ

れていた。そこで、浴槽縁の一部をカットして入り

やすくするのと同時に仕切板で湯の流出を止める方

法を開発し（特許出願中）、浴槽改修商品として製

品化したので報告する。

．浴槽またぎ動作による開口部寸法の決定

過去に当場も参画した北海道ウェルフェアテクノ

ハウス研究会において行った高齢者の浴槽またぎ動

作に関する一連の研究で、 正面から入る人と斜め

もしくは横から入る人の割合がほぼ 、 浴槽

をまたぐ際に足首を曲げる、 膝関節をあまり曲げ

ない、といったことが分かっている。これらの入浴

動作から、開口部は台形よりも長方形に近い形状で、

開口幅は膝下長以上が必要となることが分かった。

この結果を踏まえ、 人間生活工学研究センター

が保有する日本人の人体計測データの統計資料か

ら、膝下長の寸法を基準に開口部を設計した。

．湯止め構造の開発

この製品は家庭内で使用されるものであるから、

湯止め構造は簡単で、かつメンテナンスや掃除に手

間のかからないものが求められた。従って複雑な構

造や機械を用いず、シンプルな構造とした。

図 に湯止め方法を示す。開口部にはめ込まれた

カバーは段のついた構造となっており、仕切板は側

面にチューブが巻き付いている。浴槽をまたぐ際は

仕切板を外し、浴槽に入った後仕切板を置く。体を

浴槽に沈めると水位が上がり、水圧で仕切板が開口

部に押し付けられる。その圧力でチューブと開口部

が密着し、湯の流出を防止する。

この構造の効果を検証するため、 次元 と

光造形装置により実験モデルを製作し試験した（図

）。その結果水位が 以上上昇すると湯止め効

果が発生し、製品化に充分な結果を得た。この結果

を踏まえて光造形装置で 型のマスタモデルを

製作し、試作品を提供して家庭内でのモニタ利用を

行った。結果は大変使いやすいと好評であったため、

平成 年春に製品化した。

．ま と め

浴槽縁の高さを下げる簡易な湯止め構造の浴槽改

修商品を製品化した。その際に、北海道ウェルフェ

アテクノハウス研究会の浴槽またぎ動作の研究事例

を基に浴槽開口部に必要な形状を設計した。その結

果、使用が簡単でかつメンテナンスや掃除が簡単な

製品を開発できた。モニタテストも良好であり、今

後の利用拡大が期待される。

（連絡先 ＠ 、 ）

高齢者用浴槽の開発
技術指導（平成 年度）

技術支援センター 中島康博

製品技術部 吉成 哲、岩越睦郎、中村勝男

菱友環境エンジニアリング

図 湯止め実験風景

図 水圧による湯止め構造



．はじめに

試作・デザイン現場で問題となっている後工程作
業（注型、真空成形、塗装等）の効率化を目的とし
て、デザイン性に優れた製品開発を迅速・低コスト
で行える光造形によるプロトタイプモデル作製技術
の開発を行った。
．外部樹脂供給式着色光造形

外部樹脂供給式着色光造形とは、着色モデルの直
接造形が可能な造形システムである。光造型機の造
形タンク、コータの改良、光造形樹脂の低減（増量
材）、外部供給式コータの開発のからなっている。
図 に概念図を示す。

一般的な光造型機が、造形タンク内の樹脂を使用
して造形するのに対して、着色光造形は、外部から
樹脂を供給するシステムから成っている。造形タン
クには、予めガラスビーズ（ ）のガラス
ビーズが充填されていて樹脂量は必要最低限で稼働
するようになっている。
．着色造形試験

光造形樹脂に染料系、顔料系（エナメル、蛍光、
メタリック、パール）を混ぜ込み試作した。染料系
の場合、スケルトンに近い透明感が得られたが、青
系において一部退色がみられた。一方顔料系のエナ
メルは、退色はみられなかった。メタリック、パー
ルについては、顔料の沈降等の問題があり塗装に近
い効果が得にくいことが分かった。タンク内部に樹
脂の拡散機構が必要と考えられる。
． 次元テクスチャーマッピングと評価試験

次元テクスチャーマッピングは、光造形でシボ
やエンボスの性状を再現することを目的で行った。
シボやエンボスの性状をもつ壁紙等などをサンプル
として、 次元測定機でデータ化、このテクスチャー
を 次元モデルの表面に貼っていうという手法で、

合成したデータを光造形で造形した。テクスチャー
の測定には、非接触式の 次元測定機（

）を使用した。図 に、メッシュモデル
と造形モデルを示す。

このモデルの造形条件は、硬化径 、積層厚
さ 、 度法（モデル傾き）であるが、メッシ
ュモデルと視覚的には類似していた。又、光造形に
よる 次元テクスチャーの精度を評価しする目的
で、四角錐や半球などの幾何学模様を造形して、表
面粗さ計、工学顕微鏡で観察して再現性の評価を行
った。造形条件で、硬化径、積層厚さを一定にした
場合、積層ピッチの変化が激しいところが荒い積層
状態になることことから、 次元テクスチャー造形
を行う場合は、テクスチャー面の造形上の配置に考
慮する必要があることが分かった。
．ま と め

結果をまとめると次のようになる。
．ガラスの球状ビーズを増量材として使用するこ
とにより増量タンク容量の減量ができた。
．照射条件をコントロールすることにより着色造
形（クリスタル、蛍光）造形が可能になった。
．外部樹脂供給方式により、色替えが迅速に行え
た。
． 次元テクスチャーマッピングにより、シボに
近い表面性状をもつ造形が可能になった。

（連絡先 ＠ 、 ）

着色光造形と 次元テクスチャーマッピング技術
札幌 カロッツェリアの創成（平成 年度）

製品技術部 岩越睦郎、小林政義、三戸正道
北海道大学

図 外部樹脂供給着色光造形の概念図

メッシュモデル

造形モデル

図 メッシュモデルと造形モデル
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．はじめに

近年ヨーロッパでは、放熱器の性能測定がこれま

での 規格や各国独自のものから 規格に統一

化され、このためヨーロッパから放熱器の多くを輸

入する我が国も、 規格に準じた 規格の見直

しが検討されている。工試では、依頼試験として放

熱器の性能測定を行っているが、北総研においても

旭川移転に伴う新設備導入により 規格による測

定が可能となった。本研究では、工試及び北総研各々

の試験設備において、同一放熱器を用いた 、

両規格に準じた性能測定を行い、工試、北総研

相互間での測定値のクロスチェックを行った。本発

表では、これらの結果と併せ、 社（ベルギー）

が所有する 規格の試験設備について紹介する。

． 規格と 規格

規格と 規格の大きな相違は、 では試験

室を空冷密閉、水冷密閉、開放の 種類規定してい

るのに対し、 では水冷密閉のみであること、ま

たラジエータ出入口温水温度差が、 では で

あるのに対し、 は と約半分（流量 倍）に

なっている。なお、 規格では詳細な試験室構造

の明記や標準放熱器など測定誤差 ％以内を確保す

るための厳格な規定が示されている。

．放熱器の能力測定

． 試験室の概要

工試試験室は、床面 、天井高

で容積が 規格の ％程度、空調は水冷密閉であ

るが、 が放熱器裏面壁を除く 面すべてが冷却

面であるのに対し、床面は非冷却で天井面も含め

とはやや異なる冷却方式となっている。北総研

では、環境試験室（外室）に のテ

ントを設置することで 対応の空冷密閉試験室を

実現している。

． 測定方法

供試放熱器は、ラジエータ 台（内 台は 標

準放熱器）とコンベクター 台である。温水温度は、

放熱器入口と出口の平均温度と代表室温（ ）の

温度差が 、 、 となるように設定し、温

水流量は、表 に示す様に、 では入口 、出

口 、 では各々 、 を満たす流量とし

た。なお、試験室内温度測定位置は共通である。

． 測定結果

結果を図 に示す。 規格と 規格の測定値

を比較すると、工試の一データを除き、 の方が

よりも大きく、工試で の ％、北総研

で の ％の範囲にある。また、北総研の

測定値を基準に両試験室を比較すると、工試は

で ％、 で ％となる。工試の測

定値が北総研に比べ大きい原因の一つとして、工試

試験室の壁面温度が北総研より 低く、その

分放射成分が多くなるためと考えられる。

．おわりに

規格に準じた 規格の改訂を想定し、工試

及び北総研において現有試験設備による放熱量の測

定精度を検証した。現在、ベターリビングにおいて

も同様な見直しが進められており、今回得られた結

果について情報提供するなど他の機関と連携を図り

ながら、整合性、信頼性の高いデータが得られるよ

う試験設備の充実、測定技術の高度化に努める。

（連絡先 ＠ 、 ）

暖房用放熱器の性能測定（ 規格と 規格の比較）
冬期における居室外周部の快適性向上と省エネルギーに関する研究（平成 年度）

環境エネルギー部 富田和彦、保科秀夫

道立北方建築総合研究所、森永エンジニアリング

表 試験室仕様及び試験条件

　

図 放熱量の比較（ ）



．はじめに

近年廃食用油を原料とする軽油代替燃料（バイオ

ディーゼル）の製造が注目されている。廃食用油は

以下の特徴を持つことから環境負荷の低い燃料と言

われている。

燃焼時の二酸化炭素の排出量カウントがゼロであ

る。（動植物由来であるため）

燃焼時の硫黄酸化物排出量が少ない（硫黄分をほ

とんど含まないため。）

一般的に食用油はグリセリンと脂肪酸のトリエス

テルで粘度が高く、ディーゼルエンジンに直接使用

するのは難しいと言われている。そのため多くの場

合、図 に示すメタノールとのエステル交換反応に

よって脂肪酸メチルエステルを生成させ、軽油と同

程度まで低粘度化（ 桁程度粘度の低下）等を図っ

ている。

道内でもバイオディーゼル燃料製造が注目されつ

つあり、いくつかの取り組みが行われている。本報

では、平成 、 年に北海道エコシス及び帯広市役

所に対して行った派遣指導結果について発表する。

．実験概要

廃食用油からバイオディーゼルを生成する反応は

図 のとおりであるが、その反応における脂肪酸メ

チルエステルの生成率（以下生成率と略記）は、反

応時間、触媒濃度等に依存する。また、この反応に

おけるメタノールの反応当量に相当する重量は植物

油に対し約 ％であるが、実際は過剰のメタノー

ルが存在しないと反応は進まない。今回の指導では

これら反応時間、触媒濃度、メタノール濃度の 項

目について生成率への影響を調べ、それらの結果を

基に、小規模バイオディーゼル製造装置（ ）に

よる製造試験を行った。なお、生成率は、ガスクロ

マトグラフを用いて燃料中の脂肪酸メチルエステル

含量を定量することにより求めた。

．結果と考察

反応時間の影響

反応時間による生成率

の変化を図 に示す。生

成率は 分程度でも ％

を超えていることがわか

った。

触媒濃度の影響

触媒の濃度による生成

率の変化を図 に示す。

生成率は ％以上で

はほぼ一定となっている

ことがわかった。

メタノール量の影響

メタノール量による生

成率の変化を図 に示

す。メタノール量の増加

に伴い生成率も上昇して

いる。他の 項目と比較

すると生成率への影響は

大きく、 ％におけ

る値は本実験中の最大値

である約 ％であった。

小規模装置での製造

試験

前述の結果を基に反応

条件として反応時間 時

間、触媒濃度 ％、メタノール量を ％とし、

小規模装置で製造試験を行った。生成率は ％であ

り、粘度は反応により 程度となった。また、製

造した燃料はディーゼル車で実運転を行うことがで

きた。

．ま と め

廃食用油からバイオディーゼルを生成する際の様々

な反応条件について検討し、それらの結果を基に小規

模装置で生成率 ％の燃料を製造することができた。

今後、生成率の向上とともに原料油の性状と生成率

の相関についても検討していきたいと考えている。

（連絡先 ＠ 、 ）

廃食用油を利用したバイオディーゼル燃料の製造
技術開発派遣指導（平成 年 年度）

技術支援センター 山越幸康、上出光志

環境エネルギー部 岡 喜秋、北口敏弘

帯広市産業技術センター、 北海道エコシス

図 脂肪酸メチルエステル生成反応式

図 反応時間による生成
率の変化

図 触媒濃度による生成
率の変化

図 メタノール量による
生成率の変化



．はじめに

固体高分子型燃料電池は、その起動性の良さ、エ

ネルギー出力密度の高さ等から各種電源や熱電供給

システムとしての利用が期待されている。

工業試験場では、寒冷地において燃料電池を利用

するために必要となる基礎的な知見を得ることを目

的として性能評価試験を行っており、本発表では低

温環境下における燃料電池の発電特性を中心に報告

する。

．評価用セル、評価装置

評価用セルは工業試験場で独自に設計したものを

用いた。本研究で発電試験に用いた構成材料は表

のとおりである。

燃料電池の性能評価測定系の概略図を図 に示

す。水素、標準空気がそれぞれ所定の流量、温度で

加湿器、燃料電池に順に導入される。性能評価機器

として、燃料電池用の電子負荷装置、周波数測定器

を導入し、電流電圧特性の測定や電流遮断法、交流

インピーダンス法による抵抗成分の解析が可能とな

っている。

．実験方法及び結果

低温作動性を評価するため、加湿器及びセルの温

度を 、 、 及び対照実験として とした。

水素、標準空気のセルへの導入は電流密度 の

時に利用率がそれぞれ ％、 ％（酸素換算）とな

るように行い、セルの電流電圧特性、電極・電解質

等の抵抗（以下、オーム抵抗とする）を測定した（図

）。その結果、 、 、 における電池性能は、

の時に比べ大幅に低下し、オーム抵抗についても温

度の低下に伴い増大した。また、 より高電流

密度の領域では、急激な電圧降下のため、測定は困

難であった。これらの原因は、反応ガスを加湿する

際、低温環境下では飽和水蒸気量が小さく、電解質

膜のイオン導電性が低下したため等と考えられる。

次に、氷点下からの起動性を評価するため、無加

湿の水素、標準空気を評価セルに導入し、 、

からヒーターを使用しない自立起動試験を行った。

からの起動では、自己発熱によりセル温度が

以上に上昇し、発電することが可能であったが、

からの起動では、発電中に急激に電圧が低下

し、発電不能となった。この原因は、評価セルの発

熱が負荷に追いつかず、発電により水分が凍結し、

反応ガスの電極への拡散が阻害されたこと等による

ものと想定される。この結果は、燃料電池の容量や

断熱性にも左右されると考えられ、特に電池容量が

小さい場合には、通常の方法で 以下から自立

起動させるのは困難と考えられる。

．おわりに

今後、エネルギーの投入をできるだけ抑えた氷点

下からの起動方法や低温環境下で発電することによ

る電極触媒、電解質膜の劣化挙動等を検討していく

予定である。

（連絡先 ＠ 、 ）

固体高分子型燃料電池の性能評価
ガスハイドレートと燃料電池によるメタン利用技術の研究（平成 年度）

環境エネルギー部 白土博康、保科秀夫、北口敏弘

富田和彦、岡 喜秋

技術支援センター 山越幸康、上出光志

表 評価用セルの構成部材

図 燃料電池性能評価測定系

図 運転温度別のセルの電流電圧特性、オーム抵抗



．はじめに

近年グリーンケミストリーの分野で、超臨界水を

利用した環境調和型プロセス技術が注目されている。

水は超臨界状態において、常温常圧下と比べ誘電

率が著しく減少し、極性の低い有機物質を溶解させ

ることができる。また、イオン積は亜臨界域で最大

となり、超臨界域では極端に減少する。しかし、水

素結合が臨界点を極大として特異的に減少するた

め、プロトンの活性化が起こる。これらの特異性を

生かしたマイクロリアクションシステムが開発さ

れ、超臨界水を酸触媒とした有機合成反応や高分子

の高選択的分解反応の研究が盛んに行われている。

一方、天然水産資源として道内に豊富に存在する

昆布・ワカメなど褐藻類には、有用な多糖類である

アルギン酸が含まれている。アルギン酸は マン

ヌロン酸（ ）と グルロン酸（ ）がランダムに

結合した構造を持ち、ゲル化剤や創傷被覆剤など、

食品や医薬品等の幅広い分野で利用されている。ま

た、酵素法などの分解反応により得られるオリゴ糖

は、静菌作用などの生理活性作用があるといわれ、

健康食品市場においても重要な素材となっている。

本研究では、アルギン酸オリゴ糖の新規製造方法

の開発を目的に、マイクロリアクションシステムを

用いて、超臨界水および亜臨界水によるアルギン酸

ナトリウム（ ）の分解を行い、反応生成物の

構造について検討を行った。

．実 験

マイクロリアクションシステムは連続流通型の高

速反応装置で、所定の温度まで急速昇温し、反応後

速やかに冷却が行われる。このため、副反応が抑え

られ反応の選択性が期待できる。

分解反応の処理条件は、超臨界域において温度を

で一定とし、反応時間を 、圧力を

の範囲で変化させた。亜臨界域では、反

応時間を 、圧力を とし、温度を

で変化させた。

試料溶液として （ソルギン 共成製薬 ）

を ％蒸留水に溶解させ、 メンブランフ

ィルターで吸引ろ過し調製した。

また、反応により得られた生成物の構造は

および により解析した。

．実験結果

超臨界水処理では、 は、単位糖をつなぐ

グルコシド結合だけでなく、単位糖のヘキソース環

も破壊されることが確認された。

亜臨界水処理では、温度 ・圧力 ・反

応時間 の条件において、 結合が選択的に

切断され、結果として を主骨格、および を主

骨格とした低分子 が得られた。

．おわりに

グルロン酸およびマンヌロン酸のオリゴマーはそ

れぞれ異なる生理活性を示すことが報告されている。

本研究により、マイクロリアクションシステムに

よる 亜臨界水分解反応から、従来行われて

いる酵素法やオートクレーブ処理法に比べ、きわめ

て短い時間で選択的にグルロン酸オリゴマーあるい

はマンヌロン酸オリゴマーを生成させる可能性が示

唆された。

（連絡先 ＠ 、 ）

亜臨界・超臨界水を利用した多糖類の分解反応
超臨界流体の利用技術に関する研究（平成 年度）

技術支援センター 松嶋景一郎

環境エネルギー部 蓑嶋裕典、内山智幸

東京農業大学、共成製薬

図 アルギン酸の構造モデル

図 マイクロリアクションシステム



．はじめに

北海道の小規模酪農家においては、乳牛舎から搬
出される排泄物や敷料は切り返しによる発酵を行い
堆肥化されているが、搬出時に分離した液状物（一
部のふんが混入した尿、以下尿とする）は、尿だめ
に貯留されており、牧草地や飼料畑などに散布され
ている。この尿には、酪酸や吉草酸などの揮発性有
機酸、アンモニアが含まれており、強い悪臭を発散
するため散布場所によっては周辺住民の苦情原因に
なっている。
このため、従来から臭気を低減する技術として曝
気処理が知られているが、多量の泡を発生するなど
管理やコスト面での困難さがあり、一部での普及に
とどまっている。そこで、より簡易的な方法で尿の
臭気を低減するために、カラマツチップのろ床に尿
を循環透過させて好気性微生物による処理をする新
しい技術の開発を進めている。今回は室内試験を中
心に基礎的な検討を行った結果を報告する。

．試験方法

酪農家の尿だめから採取した尿を試験に用いた。
平均的な組成は、 、固型分 ％、

であった。
試験装置の概要を図 に示す。全体の容積約
の円筒形容器を網状板で仕切り、上部に約

のカラマツチップ（ ）を充填してろ床
を形成した。容器の外周はグラスウールで断熱保温
した。ここに の尿を投入し、ろ床を透過
して尿受に溜まった尿を、ろ床下から で
通風しながら、 日間にわたってポンプで定期
的に循環した。尿受から定期的にサンプリングして
分析に供した。

．結果と考察

尿の投入、循環、排出の一連の操作を数回繰り返
すと、ろ床の温度が上昇し、図 のように最高温度
は に達した。また、排気中の二酸化炭素濃度は
％を超えるようになった。これはチップ表面に好
気性微生物が増殖し、尿中の有機物を活発に分解す
るためと考えられる。
この結果、 は表 のように急激に減少し、

悪臭についても揮発性有機酸が分解減少して、臭気
強度が 日後には まで低下した。これは牧草地
散布の前処理としては十分満足できる結果である。
ろ床容積に対する 負荷は 日と

高くすることが可能で、この結果、曝気法に比べる
と装置を小型化することができる。また、直接液中
に曝気しないので発泡を防止できるなど、従来法よ
りも簡易で低コストな処理技術といえる。

．ま と め

断熱保温されたカラマツチップろ床に循環散布
し、ろ床下部から通気することにより、小型で取扱
いが簡便な装置でふん尿中の有機物質、臭気物質を
効率よく微生物分解処理できることが分かった。

（連絡先 ＠ 、 ）

カラマツチップろ床による乳牛ふん尿の好気性処理
有機性廃棄物の高度処理技術の開発（平成 年度）

環境エネルギー部 浅野孝幸、三津橋浩行

鎌田樹志、佐々木雄真

浅岡工業

図 試験装置の概要

図 ろ床温度の経時変化例

表 の変化例

⁶

20000mg/L 6600mg/L 1400mg/L



．はじめに

北海道の水産業の中で重要な地位を占めるイカは
年間約 万トン程度水揚げされており、加工工
程においてイカ内臓等の加工残さが年間約 万
トン程度発生する。これら加工残さはたんぱく質が
豊富であるが、多量の脂肪分や有害な重金属を含ん
でおり、飼料や肥料として有効利用するにはこれら
を除去する必要がある。
そこで、当場では平成 年度から 年計画でイカ
加工残さの有効利用技術の開発に取り組んでいる。
平成 年度は連続式加熱装置を試作し、三相分離型
遠心分離機と接続した脱脂処理システムによりイカ
加工残さの脱脂方法を検討した。平成 年度はイカ
加工残さの飼料化プロセス確立のため、脱脂条件の
最適化を図り、さらに脱脂処理後の試料について重
金属除去処理し、飼育試験のための養魚用飼料用原
料の試作を行った。
．試験方法

）脱脂条件の検討
平成 年度はイカ加工残さを水で希釈しミキサー

で破砕した後、軟骨やゲソの一部分などをろ過分離
し、得られたスラリー部分について連続式加熱撹拌
装置 三相分離型遠心分離機による脱脂方法を検討
した。しかし 希釈により処理量が増加する、 水
相分にたんぱく質等が溶解することにより固形分の
損失が大きい、また 処理原料に含まれる油脂分の
割程度しか分離できず脱脂が不十分である等の問
題点に直面した。そこで平成 年度は水で希釈せず
ミートチョッパーを用いて破砕し、そのまま連続式
加熱撹拌装置 三相分離型遠心分離機による脱脂処
理について検討した。さらに検討条件に基づき約
トンのイカ加工残さを脱脂処理した。
）重金属除去条件の検討
脱脂工程において油脂分を分離後、得られた固形
分を希硫酸溶液と混合し、 に調整して
時間酸浸出処理により重金属を浸出した。その後遠
心分離を行い、固形分は水を加え遠心分離を行う水
洗処理を 回繰り返し、浸出液は電解処理を行い重
金属を除去して浸出液として再利用する酸浸出 水
洗 浸出液電解法により処理を行った。

また、水相分にもイカ加工残さの特徴である蝟集
効果を有する成分が多量に含まれていると考えられ
ることから、飼料原料として活用することとし、
程度に調整して電解法による重金属除去処理を

行った。
．試験結果

連続式加熱撹拌装置で 程度に加熱し、三相分
離型遠心分離機に直接導入する連続脱脂処理を行
い、約 ％の油脂分を分離できた。この条件で固形
分に残る油脂分は処理前約 ％ から脱脂後

％ と半分以下に低減できた。続いて固形
分を酸浸出 水洗法により処理したところ、カドミ
ウムは 以下で飼料の規制値の を
下回った（図）。また、水相分を電解法により処理
することによりカドミウムは約 、銅は

まで除去することができた。この条件に基
づいて大量試作を行い、粗脂肪分 ％、カドミウ
ム の飼料原料を得た。

．ま と め

イカ加工残さの飼料化プロセスについて破砕 脱
脂 重金属除去の一連の処理条件を検討し、カドミ
ウムを 以下まで除去した養魚用飼料用原
料を試作した。今年度は大量処理に向けて処理プロ
セスの効率化を図っていく予定である。なお、本シ
ステムについては昨年特許出願を行った。
（連絡先 ＠ 、 ）

イカ加工残さの飼料化プロセスの検討
イカ内臓の有効利用に関する研究（平成 年度）

環境エネルギー部 若杉郷臣、富田恵一、蓑嶋裕典、
鎌田樹志、作田庸一

技術支援センター 長野伸泰、松嶋景一郎
道立釧路水産試験場、道立栽培漁業総合センター

図 酸浸出 水洗法による重金属除去
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．はじめに

札幌市における豊平川東部系下水汚泥焼却処理施
設の建設計画に関連し、焼却灰を埋戻し材として有
効利用するために、ハンドリング性向上および重金
属溶出抑制を目的に、撹拌造粒法による検討を行っ
た。今年度は、撹拌造粒法による造粒性状、重金属
の溶出性、土質試験の結果について報告する。
．試験方法

． 供試焼却灰

試料として、東部スラッジセンターに導入を計画
している流動床炉と同方式にて下水汚泥を焼却して
いる他の自治体の流動床炉焼却灰を用いた。
． 造粒装置

造粒試験には、容器回転型撹拌羽根式造粒機（ア
イリッヒミキサー 型、日本アイリッヒ 製）
を用いた。本装置は、回転する容器と高速に回転す
る撹拌羽根から構成され、原料はバインダおよび水
と撹拌混合され凝集、造粒が可能となる。
． 操作因子

造粒試験は、焼却灰 、造粒物強度および重
金属の溶出抑制を目的としたセメントおよび水を所
定量同時に投入し行った。なお、セメント添加率（％）
は の 水準、含水率（％）は の
水準とした。また、操作因子として攪拌羽根の回転
数、処理時間の影響について検討を行った。
． 評価方法

造粒物の粒度分布、嵩密度、粒子密度等を測定す
ると共に、その造粒物について環境庁告示 号に準
じたひ素の溶出試験を実施した。また、土質試験と
して締め固め、 に関する評価を行った。
．結 果

． 造粒試験

図 に、造粒物の粒度分布と処理時間の関係を示
した。本装置における造粒過程は、造粒初期に
以下の細粒域にて球形造粒が進行、その後圧密によ
る表面の湿潤、細粒同士の付着により、粗大粒子へ
と成長すると考えられた。また、含水率の増加に伴
い粒子成長速度は増大する。造粒物の粒子密度、嵩
密度は、含水率に関わらず処理時間に伴い増加し、
増加率は高含水率において大きな値を示した。

． ひ素の溶出性状

図 に、セメント添加率とひ素溶出量の関係につ
いて示す。供試焼却灰は、土壌環境基準である

を大きく上回る のひ素溶出量を示
すが、セメント添加率 ％以上において環境基準以
下に抑制される事が示された。
． 土質試験

図 に、セメント添加率と 値の関係を示す。
図に示される様に、セメント添加率の増加に伴い

値は高くなる。セメント添加率 ％の造粒物に
おいても 値は ％を示し、軟弱路床の指標
％を十分に満足した。
．ま と め

本造粒方式は、初期に 以下の細粒域での球
形造粒が進行し、圧密による表面の湿潤、細粒同
士の付着により粗大粒子へと成長する。
セメント添加率 ％以上の造粒により、ひ素溶

出量を環境基準以下に抑制され、土質試験の結果、
埋め戻し材として十分な物性を有する事が示された。

（連絡先 ＠ 、 ）

下水汚泥の固形化技術・再資源化技術
下水汚泥焼却灰の固形化技術・再資源化技術（平成 年度）

環境エネルギー部 内山智幸、長野伸泰、富田恵一

蓑嶋裕典、松嶋景一郎、作田庸一

札幌市下水道局

図 造粒物の粒度分布と処理時間の関係

- ” ‗ ”

図 セメント添加率と
砒素溶出量の関係

図 セメント添加率と
値の関係



．はじめに

ホタテ貝殻は石灰石と同様に炭酸カルシウムを主

成分とするが、生物由来の特異な形状を有し、充填

材等の粉体原料に加工した場合、石灰石とは異なる

粉体特性を示す。本報告では、ホタテ貝殻を石灰石

粉末代替として活用する上で重要となる粉体特性の

評価結果について示す。

．試料および実験方法

． ホタテ貝殻、石灰石の粉末調製

ホタテ貝殻（常呂町、猿払村産）粉砕物は、ジョー

クラッシャー、カッターミル等の粗粉砕、アトマイ

ザーミル、ジェットミル等の中粉砕・微粉砕により

調製した。石灰石試料は青森県尻屋産（北海道共同

石灰 提供）を用い、各種粉砕物の調製法はホタテ

貝殻に準じた。また、粒度調製は篩い分け法により

行い、上下段の篩い目の中間値を平均粒子径と設定

した。また微粉砕領域の粒子径は、レーザ回折法（マ

イクロトラック 、日機装 ）により測定した。

． 粉体特性評価

粉体特性の評価は、 粉体特性測定器（筒

井理化学器械 ）により、安息角、粗充填密度、密

充填密度等の測定を行った。

．結果および考察

． 粉末形状

図 、 に、ホタテ貝殻粉末および石灰石粉末の

形状を示す。ホタテ貝殻粉末は、粗粉砕領域では貝

殻由来の湾曲した板状を示すが、粉砕の進行に伴い

貝殻の微細組織に由来するアスペクト比（長軸 短

軸）の大きい棒状（図 ）を示す。さらに微粉砕領

域では、単独の棒状粒子となる。一方、図 に示す

様に石灰石粉末は粗粉砕、微粉砕何れにおいても粒

子形状は、塊状を示した。

． ホタテ貝殻粉末の嵩密度

図 に、粒度と嵩密度の関係を示した。ホタテ貝

殻は特異な形状のため嵩高いが、図に示される様に、

数 程度まで粗粉砕する事により までの減

容化が可能である。また土壌改良資材等の用途であ

る 数 程度の粒度においては、嵩密度は最大

値（約 ）を示すが、さらに粒度の低下に伴

い嵩密度は小さな値を示した。

． ホタテ貝殻と石灰石の比較評価

図 に示される様にホタテ貝殻粉末は、石灰石粉

末と比較し嵩密度は小さな値を示し、その差異は微

粒化に伴い顕著となった。この要因は、サブミリオー

ダまでは貝殻由来の湾曲板状の形状が関与し、ミク

ロンオーダでは、図 に示される様な、棒状の粒子

形状が関与していると考えられる。この様な粒子形

状に起因する粉体特性は、嵩密度、圧縮度等の静的

物性において顕著であるが、安息角（注入法）等の

準動的物性の差異は僅かであった。

．おわりに

ホタテ貝殻粉末は、粉砕粒度により板状、棒状な

どの特異な形状を示す。棒状を示す微粉末は、アス

ファルト用石粉に用いた場合は耐久性の向上、プラ

スチック用充填材では、弾性率の向上が期待される。

今後、ホタテ貝殻と石灰石との差別化を目的とし、

ホタテ貝殻粉末の特異な形状を活用した利用技術に

関する研究開発を行う予定である。

（連絡先 ＠ 、 ）

ホタテ貝殻粉砕品の粉体特性
ホタテ貝殻未利用資源の有効利用に関する研究（平成 年度）

環境エネルギー部 内山智幸、長野伸泰、蓑嶋裕典、松嶋景一郎、北口敏弘

材料技術部 山岸 暢、可児 浩、吉田昌充

道立食品加工研究センター、九州大学、中央大学、（独）北海道開発土木研究所、北海道共同石灰

図 ホタテ貝殻粉末 図 石灰石粉末

図 粒子サイズと嵩密度の関係



．はじめに

道内で大量に廃棄物として排出されているホタテ

貝殻は炭酸カルシウムが主成分である。その組織や

構造は特徴的であり、粉砕・調製処理した粉体は縦

横比を持つ形状となる。本発表会では、この粉砕物

を生分解性プラスチックの充填材として用い、その

物性および分解性に与える効果について既存のプラ

スチック充填材用炭酸カルシウムと比較した結果を

報告する。

．実験方法

ホタテ貝殻として平均粒径を各 、 、 に

調製した粉砕物、炭酸カルシウムとして

（日東粉化工業 平均粒径 ）、生分解性プ

ラスチックとしてビオノーレ （昭和高分子 、

以下ビオノーレ）およびレイシア （三井化

学 ）を用いた。各生分解性プラスチックと充填材

を二軸ロールおよび押出機で混練した後、射出成形

により試験片（ 号形）を作製した。こ

の試験片を用い、引張強さ、引張弾性率を測定した。

また、ビオノーレを用いた試験片については恒温恒

湿室内で土中埋設試験を実施し、重量および分子量

の変化を測定した。

．結 果

図 にビオノーレに各充填材を所定量混合した試

験片の引張弾性率を示した。市販の炭酸カルシウム

に比べホタテ貝殻粉砕物を充填した方が高い引張弾

性率を示した。これは独特の縦横比を持つ棒状の粒

子形状による効果と考えられる。また、粉砕物の粒

径により引張弾性率は異なり、 の場合に最も

高い値が得られた。

図 にビオノーレに各充填材を 混合した

試験片における、土壌埋設分解試験後の重量および

分子量の保持率を示した。各試験片の重量保持率は

樹脂単体および充填材を混合した場合のいずれも大

きな差はなかった。しかし、分子量の保持率は充填

材を混合した試験片の方が樹脂単体に比べ変化が小

さく、充填材の混合によりマトリックスの分解速度

が遅くなることが示唆された。また、市販炭酸カル

シウムとホタテ貝殻粉砕物の間では分解性の差はな

かった。

．ま と め

ホタテ貝殻粉砕物を生分解性プラスチックの充填

材に用いることにより、市販炭酸カルシウムと同様

にマトリックスの分解を調整することができ、さら

に成形品の弾性率を向上させ得ることが明らかとな

った。

（連絡先 ＠ 、 ）

ホタテ貝殻を充填した生分解性プラスチックの作製と評価
ホタテ貝殻未利用資源の有効利用に関する研究（平成 年度）

材料技術部 可児 浩、吉田昌充

環境エネルギー部 内山智幸

技術支援センター 山岸 暢

図 充てん量と引張弾性率の関係

図 室内埋設試験後の重量と分子量保持率
充てん率 ％、埋設期間 日間



．はじめに

北海道におけるホタテ貝の漁獲量は、年間約 万

トンであり、毎年約 万トンの貝殻が排出されてい

る。貝殻は、土壌改良材、カキ養殖用採苗器、暗渠

材料、石灰原料等に一部は利用されているが、多く

は産業廃棄物となっており、その再利用が求められ

ている。

路面標示用塗料は、横断歩道、区画線等の道路上

の標示材に幅広く使われており、構成原料としてホ

タテ貝殻を使用することが出来れば、大量の有効利

用が見込まれる。本研究では、路面標示用塗料の主

要な構成原料である体質顔料へのホタテ貝殻の利用

について検討した。

．実験方法

体質顔料としては、塗料の体質顔料用に市販されて

いる石灰石粉末およびこれと同じ粒度に調整したホ

タテ貝殻粉末の 種類を用いた。物性測定用の試験

片は、石油樹脂、可塑剤、各種添加剤、体質顔料を

所定の割合で混合し、加熱溶融して成形した。圧縮

強さは、 の方法に、 （メルトマスフ

ローレイト）は、 の方法に準拠し測定した。

．結果および考察

図 に、ホタテ貝殻粉末または石灰石粉末の充填

率と圧縮強さの関係を示した。何れの場合も充填率

が高くなる程、圧縮強さが高くなった。また石灰石

粉末よりもホタテ貝殻粉末を充填した方が、高い圧

縮強さが得られた。ホタテ貝殻粉末は、アスペクト

比が高い形状を有するため、石灰石粉末よりも補強

効果が高かったものと考えられる。

図 に、ホタテ貝殻粉末の充填率と の関係

を示した。充填率が高くなる程 は低下し、

で溶融時にほとんど流動しなくなった。ホ

タテ貝殻粉末の高いアスペクト比を有する形状が、

溶融粘度を上昇させたと考えられる。

道路への施工性や材料の汎用性を考慮すると、ホ

タテ貝殻粉末の充填率は、 以下が適当であ

ると考えられる。

．おわりに

ホタテ貝殻粉末を体質顔料として ％充填し

た塗料を試作し、横断歩道、区画線等の施工試験を

行った結果、通常の施工方法で充分に施工可能であ

った。また、従来の塗料と、耐滑走性、反射輝度、

視感反射率、黄色度の性能は変わらないことも実証

された。

（連絡先 ＠ 、 ）

ホタテ貝殻入り路面標示用塗料の開発
ホタテ貝殻未利用資源の有効利用に関する研究（平成 年度）、

技術指導（平成 年度）

技術支援センター 山岸 暢

材料技術部 可児 浩、吉田昌充

環境エネルギ 部 内山智幸、長野伸泰、蓑嶋裕典

信号器材

図 充填率と圧縮強さの関係

図 ホタテ貝殻充填率と の関係



．はじめに

本道の主要な産業のひとつであるビート糖の製造

工程では年間 万トンのライムケーキ（石灰質

汚泥）が排出されている。このライムケーキを有効

利用して、酪農・畜産業等で緊急の課題となってい

る糞尿公害の防止や家畜の衛生管理に適した舗装材

（ライムケーキ舗装材）を開発した。これまで室内

実験と平行して、根釧地区の酪農家で試験施工を進

めてきたが、用途についても当初想定していたパド

ック以外への広がりを見せている。本発表ではこれ

までの試験施工の結果について報告する。

．原料及び配合

ライムケーキ舗装材は、原材料としてライムケー

キ、副資材（骨材）、セメントを用いる。副資材は

地元で安価に入手できるものとしており、根釧地区

では中標津町および鶴居村周辺で採取される山砂を

利用した。また、ライムケーキはホクレン中斜里工

場で排出されたもの、セメントは通常のポルトラン

ドセメントを使用した。配合比は、ライムケーキ

副資材（容積比） （ ）（ ）、セメン

ト添加量は とした。

．混合プラント

材料の混合方法として、路上混合法とプラント混

合法を検討したが、得られた舗装材の品質からプラ

ント混合法を採用した。ただし、対象とする農家が

広範囲に分散しているため移動可能なプラントと

し、計量ホッパーとアジテータ車（生コン車）を核

とするプラントを開発した。平成 年度は 号機の

プラントを試作したが、主な改良点は、 アジテー

タ車の容量を から に増量して混合専用に

し、運搬は一般のアジテータ車に積み替える方法に

変更した、 セメントの供給をフレコンからセメン

トサイロに変えた、 計量ホッパーとベルトコンベ

アを大型化したことである。これによって、混合性

能や製造能力を向上させることができた。

．舗装材の物性

これまで材料物性は実験室で作製した試料によっ

て評価を行ってきたが、混合プラントや施工技術な

ど実際に起こり得る因子を含めた評価を行うため、

実機で混合し、現場で施工した舗装体からコアを採

取し、ライムケーキ含有量の影響、セメント添加量

の影響、配合による透水係数の違いを評価した。

ライムケーキ 副資材を および に変

えて圧縮強度を比較したところ、 および

と顕著な差は認められなかった。同様に

セメント添加量を 、 、 に変えて圧

縮試験を行ったが、添加量に対応する明確な変化は

認められなかった。また透水係数では、セメント量

が多く、ライムケーキ量が少ないもので透水係数が

小さくなる傾向があった。しかし、いずれもモルタ

ルに比べると 分の 以下の値で、実質的に不透水

と見なされる領域である。

．試験施工例

平成 年度に行った試験施工は、根室、釧路、十

勝管内の農家 軒、合計約 である。当初、

パドックを中心に検討し、試験施工の結果、いくつ

か施工技術上改善すべき点が見つかったが、これま

で重大な問題点は発見されていない。さらに農家の

要望により、牛舎の床・通路、堆肥盤、バンカーサ

イロの床、施設周囲舗装などにも用途が広がってお

り、引き続き技術の確立に努める。

（連絡先 ＠ 、 ）

ライムケーキ舗装材の試験施工と応用例
ライムケーキを用いた農畜産用舗装技術の開発（平成 年度）

技術支援センター 勝世敬一、堀川弘善、長野伸泰

材料技術部 板橋孝至、吉田光則、内田典昭、赤澤敏之

士幌鉄工 、畜産試験場、北海道工業大学、太平洋セメント 、日本ビート糖業協会

図 移動式混合プラント 図 堆肥盤への応用例



．はじめに

国内廃乾電池の大部分は、不燃性廃棄物として埋
立処分されている。その埋立地の重金属の溶出問題
から、環境負荷の低減と資源の有効利用が急務とさ
れている。留辺蘂町では、廃乾電池総重量で約
トン 年収集し、亜鉛滓焙焼残査物（ ）を産出
している。 粉末は、 や 等の含有酸化物
に由来する微生物活性の選択性を有するため、微生
物を利用した浄水処理材への応用が期待される。
本研究では、 の有効活用と微生物利用水処

理材の開発を目的として、ゲルキャスティング法に
より 多孔性セラミックスを作製し、その結晶
相、微細構造及び水質浄化用微生物活性を調べると
共に、微生物の増殖に有効な細孔構造の最適設計条
件等を検討した。
．実験方法

焼粉末と、モノマ 、架橋剤、分散剤水溶
液を混合し、造孔剤（コ ンスタ チ ）を添加・
混合後、脱泡した。それに重合開始剤と触媒を添加
し、鋳込み成形した。その成形体を脱型後、乾燥し、

で焼結することにより、 多孔性セ
ラミックスを作製した。
得られた試料について、化学組成の分析、生成相
の同定、線収縮率、吸水率、嵩密度、気孔率、及び
細孔径分布の測定を行い、微細構造を観察した。
水処理用微生物の活性試験では、 多孔性セ

ラミックスにペプトン、微生物製剤や栄養塩を添加
し、 で微生物によるペプトン分解反応を行い、
酸素消費量の経時変化を測定した。
．結果及び考察

粉末は の粒子の凝集体であり、化
学組成は ％、 ％、 ％で年間
変動値は小さく、原料として有効であることが分か
った。 焼粉末では、立方晶系の 相
と正方晶系の 相が同定された。

多孔性セラミックスは、焼成温度の上昇に伴
い、焼結体の線収縮率と嵩密度は増加するに対し、
吸水率と全気孔率は減少した。図 に、焼成温度と
多孔性セラミックスの全気孔率の関係を示す。

無添加に比べて ％焼結体の全気孔率は約
％増加し、粒子径 の による添加効
果が確認された。 添加量の増加に伴い、全気孔
率は増加した。全ての焼結体の細孔分布では、細孔
径 の細孔容積が最も大きいことが分かっ
た。特に、 ％では、 で全気孔率
が ％と高い値を示し、 で焼結の
進行に伴い粒子成長が認められ、比較的高い機械的
強度の焼結体が得られた。
微生物によるペプトン分解反応では溶存酸素が消
費され、 焼成の ％を添加した場合の酸
素消費量は、無添加と比べ 日までは小さく、 日
目にペプトンと栄養塩を再度添加後、顕著に大きく
なる傾向を示した。このような酸素消費量の経日変
化は、微生物が の表面や細孔内部に吸着、馴化、
活性化するための誘導期間に起因すると推測される。
．ま と め

ゲルキャスティング法により 多孔性セラミ
ックスを作製した結果、安価な造孔剤として 添
加が効果的であり、 ％、 の条件で、
水処理材料に有効な微細構造と強度の焼結体が得ら
れた。したがって、 添加量と焼成温度の選定に
より、細孔構造を制御した セラミックスは浄
水処理材への応用が可能であると推察される。
（連絡先 ＠ 、 ）

廃乾電池亜鉛滓（ ）を用いた多孔性セラミックスの開発
廃乾電池亜鉛滓を有効活用した機能性複合セラミックスの開発と応用（平成 年度）

材料技術部 赤澤敏之、内田典昭、板橋孝至、野村隆文、吉田憲司
環境エネルギー部 三津橋浩行、佐々木雄真
製品技術部 中村勝男、技術支援センター 稲野浩行
野村興産 、北海道農材工業 、北海煉瓦（合）、北海バネ
北海道大学、北見工業大学、北海道工業大学

図 多孔性セラミックスの焼成温度と全気孔率



．はじめに

排水等の微生物による処理において、効率を高め

る方法の一つに、微生物の担体への固定化がある。

廃乾電池亜鉛滓（ ）は多くの金属を含むため、

水処理材として有効であると考え、この原料から微

生物担体用に作成した多孔性セラミックスについ

て、排水処理における機能を評価した。

．微生物担体としての機能評価

試験に使用した 多孔性セラミックスは、造

孔剤としてコーンスターチを ％添加し、 で

焼結したもので、気孔率が高く表面積が大きいため、

微生物を高密度で保持できる可能性がある。また、

微生物は代謝の際に金属を必要とするが、 は

、 、 等を多く含むため、微生物全体、あ

るいは特定の微生物の活性を高める効果が期待でき

る。そこで、排水処理において特に重要である

成分の除去及びアンモニア性窒素の硝化につ

いて、基礎的な機能評価試験を行った。

． 成分の除去

源としてペプトンを溶かした溶液中に、あ

らかじめ微生物を固定化した 担体、または担

体と等容の培養液を入れ、 で撹拌した。そして

酸素消費量の経時変化をもとに、 成分の除去

速度を比較した。その結果を図 に示す。

栄養緩衝剤（ 緩衝剤を含む栄養塩）を添加し

た場合は高い分解速度が得られ、 担体の効果が

確認された。しかし、添加しない場合は分解速度が

低かった。これは から溶出したアルカリ成分に

より、微生物の活性が阻害されたためと推測される。

．アンモニア性窒素の硝化

硫酸アンモニウムを主成分とする液体培地に、硝

化菌を含む培養液及び 担体を入れ、室温でばっ

気を行い、アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸

性窒素濃度を経時的に測定し、硝化速度を求めた。

その結果を図 に示す。

担体を入れたものは高い硝化速度が得られ

た。これは、 に硝化菌の増殖に必要な金属が

含まれるためと推察される。また、この試験はバッ

チ式で行ったため、硝化の進行に伴い が酸性側

へ移行し、硝化菌の活性が低下するが、 から

のアルカリ溶出により、 が比較的高く維持され

たためということも考えられる。

．ま と め

多孔性セラミックスは、微生物担体としての

機能を有することが確認された。また、微生物への

金属の供給やアルカリ成分の溶出といった特徴もあ

ることから、今後はこれらによる効果を明確にする

と共に、実用に近い条件で連続運転による試験を行

う予定である。

（連絡先 ＠ 、 ）

多孔性セラミックスの水処理材としての機能評価
廃乾電池亜鉛滓を有効活用した機能性複合セラミックスの開発と応用（平成 年度）

環境エネルギー部 佐々木雄真、三津橋浩行

材料技術部 赤澤敏之、内田典昭、板橋孝至、野村隆文、吉田憲司

製品技術部 中村勝男、技術支援センター 稲野浩行

野村興産 、北海道農材工業 、北海煉瓦（合）、北海バネ

北海道大学、北見工業大学、北海道工業大学

図 酸素消費量の経時変化

図 硝化速度の経時変化



．はじめに

近年、レンガ製品はインターロッキング、外装建

材やガーデニング材料等、幅広いニーズに対応する

ため、色調の多様化が求められている。しかし国内

のレンガ製品の大半は赤レンガのため、色調が豊富

な輸入レンガに押されているのが現状である。レン

ガの着色としては、 添加によるアズキ色、

添加による黄色などが一般的である。これに対

して、廃乾電池の処理工程で大量に発生する亜鉛滓

（ ）は、主成分が や の複合酸化物であり

レンガ着色剤への利用が考えられた。本研究では

の有効利用とレンガの新たな色調創出を目的とし

を添加したレンガの開発を行ったので報告する。

．基礎試験

． 試験方法

野幌粘土と、これに を内割りで 、 およ

び ％添加混合した原料を加水後、混練し杯土とし

た。金型により直径 長さ の棒状に成形し、

その後電気炉中 、 、 でそれぞれ酸化

と還元雰囲気の焼成を行った。これらの試料につい

て、乾燥収縮、焼成収縮、吸水率、曲げ強度等の物

性を測定した。また杯土の一部を用い、熱機械的分

析、熱重量および示差熱分析を行った。

． 結 果

粘土に を添加することにより可塑性の低下

が予想されたが、 ％添加した原料では粘土 ％

に比べ遜色なく、成形性に問題はなかった。 およ

び ％含有させた試料では成形にやや難があった。

焼成体は、含有する の配合割合、焼成温度、

雰囲気によって様々な色調を呈した。 無添加

および ％含有させた酸化焼成体の色度を図 に示

す。無添加では一般的な赤レンガ色であったが、

を ％含有させた焼成体は落ち着いたアースカ

ラー系の色となり、色調の幅も広がった。 および

％含有させた焼成体はいずれの焼成条件でも濃灰

色であった。

粘土に を添加することにより焼結挙動にも

変化が見られた。 を ％含有させたものは、

および では粘土 ％のものと同等の曲

げ強度、吸水率、焼成収縮を示した。しかし、

および ％の焼成体は全体的に強度が低く、 お

よび の焼成では吸水率が無添加のものに比べ

高くなる傾向を示した。

．製造試験

実際に工場の製造ラインでレンガ製造試験を行っ

た。成形性、色調、強度などの基礎試験の結果より、

の含有率は ％とした。 を添加した杯土を

混練し押し出し成形を行い、乾燥後トンネル炉で酸

化焼成した。

得られたレンガは落ち着いた褐色で、従来の赤レ

ンガ、 、 添加レンガとは異なった色調で

あった。強度、吸水率等は従来のレンガと同等の品

質であった。また、溶出試験では環境基準を越える

重金属の溶出はなかった。このレンガを使い道内数

ヶ所で施工試験を行った。越冬しても凍害による破

損はなく、耐凍害性も確認された。

．ま と め

を粘土に混合し焼成することにより、従来の

着色剤の添加では得られない新たな色調のレンガ製

品を開発することができた。 をレンガなどに

応用することにより、大量処理のみならず高付加価

値化を図ることができ廃棄物の有効利用となる。

（連絡先 ＠ 、 ）

を添加したレンガの試作と評価
廃乾電池亜鉛滓を有効活用した機能性複合セラミックスの開発と応用（平成 年）

技術支援センター 稲野浩行

材料技術部 野村隆文、吉田憲司、赤澤敏之、内田典昭、板橋孝至

環境エネルギ 部 三津橋浩行、佐々木雄真、製品技術部 中村勝男

野村興産 、北海道農材工業 、北海煉瓦（合）、北海バネ

北海道大学、北見工業大学、北海道工業大学

図 酸化焼成体の 色度座標による比較
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．はじめに

光造形システムや非接触型 次元測定システム、

真空注型機などを活用して 機器二種（運指キャ

プチャーシステム、 端末機筐体）の開発を行

った。その経過について報告する。

．システム筐体の設計

非接触型次元測定システム（ 社、空

間精度 ）で各々の筐体の元となる形状（ク

ラシックギターと電話機）の表面の座標点を高精度

に約 万点測定した。次に、測定した点群データ

に基づいて 次元 上で 次元曲面を近似的に

構築し、さらにその曲面を決定するために必要十分

な 次元曲線を 本抽出した。そして、その曲

線を基に軽量かつスムースな 次元曲面を新たに再

構築し、最後に基板の組み込みなどの詳細設計を行

った（図 ）。

．光造形と真空注型

で作成した 次元 データを基に、光造形

システムで各種パーツを製作した（図 ）。一部の

パーツは光造形品をそのまま機器のパーツとして使

用し、一部のパーツは光造形品を原型としてシリ

コーンで型取りし、注型用ウレタン樹脂（強化繊維

混入）を真空注型することによりパーツを完成した。

ま た、

端末機のキーパ

ッドにおいて

は、光造形でラ

バースイッチの

雌型を製作し、

着色したシリ

コーンとカーボ

ンを混合したシ

リコーンを同時

に注型すること

により、導電部

を有するラバー

スイッチを一体

成形できた（図

）。このよう

にして、各々の

機器を試作開発

した（図 ）。

．ま と め

光造形で 次元 データから高精度の原型や

雌型を短時間で製作することにより、効率的に機器

開発することができた。

（連絡先 ＠ 、 ）

光造形を活用した 機器の開発
運指キャプチャーシステムの開発、技術指導（平成 年度）

技術支援センター 安田星季

製品技術部 岩越睦郎、小林政義

シーワーク、 北斗電子

図 システム筐体の設計工程

図 パーツの光造形品

図 光造形で製作したラバースイ
ッチ雌型と成形品

図 試作した運指キャプチャーシステムと
端末機



．はじめに
遠隔操作による作業では、加工中の被加工物と工
具との位置関係が十分に確認できないため、被加工
物と工具との近接距離を検出し、これらを力情報と
して作業者に与えることにより、接触による工具破
損の防止や、溶接作業、塗装などのように一定の距
離を保ちながら加工を行うような作業の支援に役立
てることが期待できる。
これら遠隔加工における作業支援のために、マス
タ装置とスレーブ装置間で荷重や寸法（移動変位）
の異なる遠隔制御手法や近接距離を力覚に変換して
作業者に伝える力覚再現など、力覚制御技術に関す
る検討を行った。

．実験方法
制御実験には、直動 自由度のマスタ スレーブ
制御装置を用いた。近接距離の検出は磁石の反発力
を利用し、図 の写真に示すような鋼板（板圧 ）
のリング構造の側面にひずみゲージ（箔ゲージ
ゲージ長 、 ）を貼り付けたセンサを試作
して制御実験に供した。
力覚制御は、マスタ スレーブによるバイラテラ
ル制御方式とし、 および 回路による信号
処理と （ ）プログラムによるデ
ィジタル制御法で行った。

．実験結果および考察
近接距離と磁力の関係を求めると、図 の実線で

示す結果が得られた。このまま制御に用いると、近
接距離を力覚で与える際に距離感が明確にならない
ため、同図の破線で示すように、目的とする近接距
離で大きく変曲カーブを持たせるような変換式を設
定して制御系に用いたところ、より鋭敏な距離感を
再現させることができた。
また、人が操作するときの力は細かな振動を伴っ
ており、マスタとスレーブが直結する制御モデルで
は近接時の大きな反力を受けると制御系が発散して
振動しやすくなり、一定の距離を保つことが難しい。
そこで、図 に示すようなマスタとスレーブとの間
に仮想インピーダンスを持たせるような制御モデル
で制御をしてみたところ、図 に示すようにマスタ
側の操作力信号が細かく振動しても力覚の感覚でス
レーブ位置を一定範囲に保つことができた。

．ま と め
非接触型の力覚制御法として、磁力による近接セ
ンサと適切な制御モデルを選ぶことにより、被加工
物と工具との近接距離を力覚で検知したり、一定範
囲の間隔を保持する制御方法を開発した。 （連絡先 ＠ 、 ）

力覚制御を応用した遠隔加工支援技術
遠隔加工のための力覚応用制御技術に関する研究（平成 年度）

製品技術部 戸羽篤也、鎌田英博

図 実験装置

図 センサの出力と変換特性

図 バイラテラル制御モデル

図 制御試験結果の例



．はじめに

鉄骨製造業は 職場的要素が強く、若年者の定

着が悪いため高齢化が進んでいる。また、加工にお

いては、経験や技量を要する作業が多い。そこで、

本研究では、支援機器の導入や工程改善を行い、高

齢者の継続雇用を可能とする作業負担軽減と生産性

向上を実現するとともに、熟練者のノウハウを若手

従業員に効果的に伝承するためのノウハウデータ

ベースを構築したので報告する。

．研究内容

． 企業概要および研究方法

企業は鋼構造物の受注製造を行っている従業員約

名の企業である。縮小化する公共事業の中で生き

残るため、労働生産性の向上や若年者の技術習得及

び定着性向上が課題となっている。

研究方法は生産性と人間性を融合したエルゴマア

プローチによる下記のステップに沿って実施した。

（ステップ ）企業及び道工大、道工試のメンバー

による改善プロジェクトチームの設置。

（ステップ ）改善職場の抽出。

（ステップ ）稼働分析や作業分析などの 手法

と作業者の身体負担検査や作業環境測定などの人間

工学手法による現状分析の実施。

（ステップ ）問題点の抽出。

（ステップ ）作業姿勢負担評価システムや職場改

善支援システムを援用し、改善案の立案。

（ステップ ）改善の実施と評価。

． 結果と考察

）現状分析結果

ワークサンプリング方

式で各職場の稼働状況を

調査した結果（図 ）、

運搬や歩行、クレーン手

待ちなどの割合が高く、

作業方法の改善やレイア

ウトの見直しを行い、労

働生産性の改善が必要で

あることがわかった。ま

た、作業者の身体負担検査から重量物運搬など負担

の大きい作業が多く、支援機器導入の必要性も明ら

かになった。

）改善案の検討と実施

現状分析結果から 項目の問題点を抽出し、特に

効果が見込まれる 開先作業の重量物手持ち作業 、

鉄骨部材と平板の溶接作業 、 孔あけ工程での部

材運搬作業 の 作業については、支援機器導入を

行い、重点的に

改善を実施した。

図 に従来手作

業で行っていた

部材運搬に“バ

ランサーを導入

し、作業負担を

大幅に軽減した”

作業状況を示す。

）ノウハウデータベースの構築

全工程の中で、最も重要な作業が溶接であり、技

術習得まで約 年を要する。しかし、熟練者から若

手従業員への技能伝承の仕組みがなく、熟練者同士

の中でも知識・技能にばらつきが生じていた。そこ

で、今回 技術

伝承のための仕

組みづくり と

してパソコン上

で対応可能な溶

接技能ノウハウ

データベースを

構築した。

．ま と め

本研究では、支援機器導入を伴う改善を実施しな

がら、作業者の負担軽減と生産性向上を実現した。

また、溶接技能ノウハウデータベースを構築し、熟

練者のノウハウを技術伝承する仕組みづくりも行っ

た。今後、継続的改善活動を行い、更なる生産性の

向上を目指す予定である。

（連絡先 ＠ 、 ）

鉄骨製造業における作業負担軽減と技術伝承
鋼構造物製造業における作業負担軽減等に関する調査研究（平成 年度）

製品技術部 飯田憲一、鶴谷知洋

技術支援センター 畑沢賢一

河合鉄工 、北海道工業大学

図 稼働分析結果

図 開先作業の改善

図 トップ画面



．はじめに

多くの農地においては、土中の過剰な水分を排出

するため土管や樹脂管などの暗きょ排水管が埋設さ

れている。これらの排水管は、管壁の目詰まりや管

内の土詰まりなどにより排水機能が低下するため、

年ごとに新たな管と交換されている。派遣指

導では、資源の有効利用と農業経営の低コスト化を

目的に暗きょ排水管の洗浄によりその機能を回復す

るロボットの開発を支援した。

．洗浄ロボット

試作したロボットは、内径が小さい分岐がある管

内を水噴射により推進しながら管壁を洗浄する。そ

のため、本ロボットには構造の小型化や分岐点での

進行方向制御機能が必要となる。

． 構 造

ロボットの本体写真を図 に示す。噴射ノズルの

先端に取り付けられる本体は、進行方向前方の管内

状況を監視するカメラ部、分岐点でカメラ部の方向

を変える首振り機構部からなる。カメラ部に内蔵す

るカメラや首振り機構部のアクチュエータには小型

のものを用いるとともに、首振り機構についてはワ

イヤー駆動の屈曲機構を採用している。

． 進行方向制御機能

本ロボットが分岐点で進行方向を制御する方法を

図 により説明する。本ロボットが噴射ノズルから

噴出する洗浄水の推進力で管内を進行する時、分岐

点の手前でカメラ部が捉えた管内映像を地上で見な

がらロボットの首を進行させたい方向に曲げる。首

部が進行させたい管に入った後は、再び水噴射の推

進力でロボットは進行し洗浄を行う。

．洗浄試験

本ロボットを用いて地上に設置した分岐管の洗浄

試験を行った。（図 ）離れた所に設置した管内映

像のモニターテレビを頼りにホースの出し入れと首

振り機構を連動させて進行方向制御が可能であるこ

とを確認した。

．ま と め

本研究において、農業用暗きょ排水管に用いる小

径管用洗浄ロボットを試作し、分岐点での進行方向

制御が可能であることを試験により確認した。今後

は、進行距離の長距離化に取り組み、製品化に向け

て、技術支援を継続する予定である。

（連絡先 ＠ 、 ）

小径管用洗浄ロボットの開発
技術開発派遣指導（平成 年度 年度）

技術支援センター 多田達実

情報システム部 鈴木慎一

川崎建設 、 日本シンテック

図 洗浄ロボット本体

図 進行方向制御機能

図 洗浄試験



．はじめに

喉頭癌等による喉頭の摘出は、声の喪失という深

刻な障害を招く。我々は、このような障害を持つ方々

を支援するために、電気式人工喉頭と呼ばれる発声

補助機器を国内で初めて開発し、 年に製品化し

た。本製品 ユアトーン （図 ）は、オプション

の呼気センサを利用することによって、自然な発声

を可能にする新機能（抑揚制御機能）等も備えてお

り、既に約 台が普及している。しかし、操作に

片手を必要とする点は従前の電気式人工喉頭と同様

であったため、 両手が自由になる電気式人工喉頭

も開発して欲しい という要望が多数寄せられてい

た。そこで本研究では、会話中に両手を束縛しない

ハンズフリー型電気式人工喉頭の試作を行った。

．ハンズフリー型電気式人工喉頭の開発方針

電気式人工喉頭で発声を行う際は、図 に示すよ

うに片手で本体を把持し、振動子を顎下部に押しあ

てながら指で操作スイッチをオン・オフする必要が

ある。会話中はこの姿勢を継続することになるため、

両手で作業しながらの会

話（電話中のメモ、食事

中の会話、両手で荷物を

扱いながらの会話等）は

事実上不可能となる。こ

の問題を解決するため、

ハンズフリー型電気式人

工喉頭の開発方針を次の

ように設定した（図 ）。

手を使わずに振動子を押しあてられるようにする。

振動子と制御回路を分離した構成にし、制御回路

は胸ポケット等に収納できる大きさにする。

操作スイッチを無線化し、両手を使った作業中で

も指先だけでオン・オフできるようにする。

呼気センサも手を使わずに使用できるようにする。

．プロトタイプの開発

上記方針に添った電気式人工喉頭を実現するために、

ハンズフリー化に必要な薄型振動子、微弱無線式操

作スイッチ等の要素部品を開発した。また、 （ ）

（ ） （ ） と洋服の胸ポケットに収納可能

な制御装置を製作した。試作器の構成を図 に示す。

図 は試作器を装着した様子である。振動子は面

ファスナを用いたバンド式固定具によって頸部に押

しあてている。また、無線式スイッチの送信回路は

腕時計型のケースに収納し、そこから操作イッチを

指先に導いている。このように装着することにより、

指先のみの操作で会話が可能であることを確認した。

なお、図 は振動子のみの装着であるが、振動子

と呼気センサの両方を保持可能なアルミワイヤ式固

定具等も別途製作中である。

．ま と め

ハンズフリー型電気

式人工喉頭の実現を目

標として要素部品とプ

ロトタイプの開発を行

い、動作確認を行った。

今後はユーザの協力を

得ながら、試作器の操

作性等について評価を行い、その結果を設計にフ

ィードバックして改良を進める予定である。

（連絡先 ＠ 、 ）

ハンズフリー型電気式人工喉頭の開発
札幌 カロッツェリアの創成（平成 年度 ）

情報システム部 橋場参生

電 制

東京大学先端科学技術研究センター

図 電気式人工喉頭 ユアトーン

図 ハンズフリー型電
気式人工喉頭構想図

図 機能ブロック図

図 試作器



．はじめに

本道の基幹産業である農畜産業において生産コス

トを低減する有効な手段として、農業機械にセンサ

等の電子機器を活用することにより、作業量調整機

能、遠隔制御機能等を付加し、高機能化を図ること

が考えられる。しかしながら、高機能化は複雑なシ

ステムになりがちであるため、各機能をモジュ ル

化し、車載ネットワ クを介して各機能を接続する

必要がある。このモジュ ル化により、 機能別同

時開発による開発期間の短縮化、 個々のモジュ

ルの設計仕様変更に対する柔軟性、 新たな機能追

加に対する柔軟性を図ることができるなどのメリッ

トを得ることができる。また、ユ ザの立場からは、

必要な機能のみ取捨選択して利用することができる

ため、低コスト化を図ることが可能となる。

さらに農業機械は屋外作業が主体であるため、車

載ネットワ クについては、振動・電磁ノイズ等の

悪環境下においても安定したデ タ通信を行えるこ

とが必要である。そこで本研究では （

）を用い、独自に開発した通信規約

にしたがってデ タ通信を行なった。

．システム構成

農業機械を高機能化するにあたり、必要となる機

能を表 のように整理し、モジュ ルとして

制御系に組み込んだ。図 に 制御系のシステ

ム構成を示す。以上の機能により、作業者は遠隔地

から農業機械を制御し、圃場内の情報収集、車速に

応じた作業量調整等、高度な農作業を行うことが可

能となる。なお、昨年度までに開発した、 を

使用した農用車両自律走行制御システムを自律走行

制御モジュ ルとして再構築し、 制御系の一

機能モジュ ルとして組込んだ。さらに、遠隔制御

モジュ ルとしてノ ト型 を組込み、遠隔操作

可能とした。

また、遠隔および自律走行試験を行うことにより、

通信規約を含めた 制御系の動作確認を行った。

．ま と め

本年度は 制御系の動作を確認するため、簡

易な通信手段を用いて遠隔操作を行ったが、さらに

遠距離にも対応可能な通信手段を用いることで、屋

内から遠隔操作できるなど、さらなる高機能化を図

ることができる。この場合、本システムは機能毎に

モジュ ル化されているため、遠隔モジュ ルのみ

仕様変更すればよい。

なお、自律・遠隔モジュ ルはモジュ ルの小型

化を想定し、 で開発した。来年度は、各

モジュ ルの小型化を図る予定である。

（連絡先 ＠ 、 ）

汎用車載ネットワ ク の開発と農業機械への応用
札幌 カロッツェリアの創成（平成 年度）

情報システム部 中西洋介、橋場参生、鈴木慎一、長尾信一

技術支援センター 高橋裕之、大村 功、多田達実

図 汎用車載ネットワ ク を用いた農業機械制御システム
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(Windows
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H8 Can Control Board

BBA

BBA

図 遠隔操作試験風景

表 農業機械の高機能化に必要とされる機能



．はじめに

労働力人口の減少と高齢化が進む中、労働負荷の

低減を目的としたサポートロボットの開発が期待さ

れる。しかし、ロボットがいかなる状況においても

自律的に動作するためには、周辺環境の認識や判断、

制御などに高度な技術開発が求められ、現状では、

未整備環境内を自在に動く自律ロボットの開発はま

だ難しい。そこで、作業者がロボットの自律機能を

遠隔から手助けすることにより、ロボットの利用範

囲を拡大することが可能となる。このとき、現在、

普及が著しい携帯電話を操作端末に用いることで、

特別な装置を持つ必要がなく、利便性を向上できる。

これらのことから、本研究では移動型ロボットの

自律機能をサポートするために、携帯電話を用いた

遠隔制御モジュールの開発を行った。

．遠隔制御モジュールの開発

遠隔制御モジュールは、情報表示および遠隔操作

機能を提供することで、ロボットの自律機能を補完す

る。システム構成は、操作端末、ロボット搭載用遠隔

制御サーバから成り、サーバは （

）による制御ネットワークに接続して

制御情報の発信とセンサデータの取得などの情報通

信を行う。なお、カメラ映像はネットワークに対し

て負荷が大きいことからイーサネットを介してサー

バが直接取り込む。操作端末は 等の携帯電

話を用い、 アプリ機能により作成した。

サーバに実装した機能を以下に示す。

） サーバ機能部 アプリとの通信

）画像取得機能部 定期的な画像取得ファイル保

存

）センサ制御機能部 センサ情報（ など）

取得

）カメラ制御機能部 カメラ制御コマンド送信

）走行制御機能部 走行制御コマンド送信

携帯電話によるユーザビリティを検討するため、

図 に示すように、屋内走行ロボットに搭載して走

行試験を行った。タイムラグや通信遮断により制御

不能に陥る場合のため、前進、後退、旋回の走行指

令を割り付けた数字キーを 回押す毎に一定時間動

作する制御方法とした。連続走行を行うためには、

同じキーを繰り返し押す。カメラ視野制御は、十字

キーによりパン、チルト、ズームの操作を行える。

また、サーバ機能を 搭載のボードコン

ピュータ（図 ）に実装することにより、オープン

システムへの対応を行った。動作試験は携帯端末の

代わりにイーサネット接続のパソコン上で動作する

アプリシミュレータを用いて行った。その結果、

カメラ映像および からのセンサ情報の取得、

へのコマンド送信が行え、操作端末での情報

の表示、遠隔操作が可能なことが確認できた。

．ま と め

本研究は、ロボット開発時に による車載ネ

ットを用い、必要なモジュールを組み合わせること

で、高機能なロボットを迅速に開発することを目指

しており、遠隔制御モジュールはその重要なモジ

ュールのひとつとして開発したものである。

遠隔制御モジュールは、 ボードコンピュー

タと携帯電話の アプリ機能を用いて開発し、監視

機能（カメラ映像、センサ情報、走行状態の表示な

ど）および操作機能（走行制御、カメラ制御、走行

モードなど）を実装し、 アプリシミュレータを用

い、仕様通りに動作することが確認できた。

今後の課題として、自律制御モジュールなど他の

モジュールと統合し、全体システムとしての動作確

認を行い、実用化を目的とした高機能化、小型化な

どを図る予定である。

（連絡先 ＠ 、 ）

による遠隔制御モジュールの開発
札幌 カロッツェリアの創成（平成 ）

技術支援センター 橋裕之、奥田 篤

情報システム部 中西洋介

北海道ビジネスオートメーション 、北海道東海大学

図 遠隔制御モジュール

図 走行試験



．はじめに

近年、農産物の品質に対する消費者ニーズは高く、

特にトマトなどの青果物の品質では糖度が注目さ

れ、その糖度が高いほど市場における価値が高くな

っている。そのため、出荷や販売段階において内部

品質検査を実施する場合が多い。糖度を簡便に計測

する方法としては、ロット単位でサンプルを抽出し、

そのサンプルから果汁を取り出して屈折糖度計で計

測する方法があるが、ロット内でのばらつきが大き

いため、より高精度な計測技術として近赤外分光法

を用いた糖度計測技術が開発され、選別段階におい

て糖度の全数検査を導入する選果場が増えてきてい

る。今日では、このような出荷段階での青果物の内

部品質による選別に加え、栽培段階において、高品

質な青果物を生産するための生育管理の重要性が高

まってきている。特に栽培段階における品質検査は

非破壊で全数行わなければならず、またその装置は

携帯可能な小型なものにする必要がある。本研究で

は、栽培段階において生産者がフィールドで使用す

ることが可能な小型・携帯型の糖度計測装置の開発

を行った。

．糖度計測装置の概要

開発した計測装置

は、図 に示すような

拡散反射光方式を採用

している。本装置は図

に示すように小型分

光器、 光源、お

よびこれらを制御する

ためのマイクロコンピ

ュータと を搭載した制御用基板で構成され

る。開発した計測装置の外観を図 に示す。

外形寸法は、幅 、奥行き 、高さ で

重量は約 （バッテリ含まず）である。分光器

には 製の小型分光器を採用している。光

源には を使用し、消費電力の低減化を図って

いる。装置の小型化、高性能化のために コン

バータ、分光器の制御信号等は （ 万ゲー

ト規模）で処理し、全体の制御およびデータ解析を

マイクロコンピュータで行っている。また、装置外

部との通信手段として インターフェイスと

を搭載しており、 等との良好な接続性

が確保されている。

．ま と め

栽培段階において生産者がフィールドで使用する

ことが可能な携帯型の糖度計測装置を開発した。

今後は栽培現場における試験を進め、実際に使用

する環境条件への対応や使いやすさなどの改良を重

ねて実用化を進めていく予定である。

（連絡先 ＠ 、 ）

近赤外分光法を用いた携帯型糖度計測装置の開発
果実非破壊糖度計測装置の開発（平成 年度）

情報システム部 本間稔規、澤山一博

技術支援センター 大村 功

北海バネ

図 計測方式

図 装置構成

図 計測装置の外観



．はじめに

従来のカラーセンサは一点計測型であり、また色の

絶対値計測が難しいことから、製材業や窯業など、個

体内に、また各個体ごとに複雑な色分布（複雑色）を

もつ製品の色特徴判別には不向きであった。本研究

では、多数の画素で対象を捉える撮像素子を色セン

サとして用い、人の色認識に基づいた補正（キャリ

ブレーション）を行う事で、複雑色をもつ製品の色

品質判別に使用できる技術を開発したので報告する。

．複雑色判別技術の開発

． 撮像系の構築

工場ラインへの設置を想定し、高演色インバータ

蛍光灯と工業用ビデオカメラを用いた 準

拠の撮像環境を構築した（図 ）。撮像面で照明の

輝度・色むらがあるが、白色校正板の撮像画像と色

彩照度計による測定で、この補正を行った（図 ）。

． 非線形性補正

ビデオカメラ内部の撮像素子や増幅器は入出力特

性に非線形性をもち、またディスプレイの発光特性

を補償する非線形処理回路が組み込まれているた

め、色センサとして用いるためには入射光量と出力

に対する非線形性補正が必要となる。本研究では、

色差計により計測した色サンプルの計測値と撮像画

像の 値の比較を行い、 補正方式、 テーブ

ル参照方式の二手法を用いて非線形性補正を行った。

． 色空間の変換

人は視細胞の刺激として色を知覚し、色判別を行

っている。この視細胞の特性や色知覚能力を元に、

（国際照明委員会）や では、色の絶対的な

基準となる座標系（表色系）を定めている。本研究

では表色系に従った色判別を行うため、センサ出力

値を表色系における値（表色値）へ変換する色空間

変換を行った。表色値は、理想的な光源下で、定め

られた感度特性の受光器で測色した値であるが、使

用した光源の分光特性やビデオカメラの感度特性は

理想的なものとは異なっており、線形変換では誤差

が大きくなる。そのため、様々な色相・彩度を持つ

色サンプルの表色値と撮像画像の 値を用い、

高次成分を考慮した変換行列を線形最小二乗法によ

り決定することで、実用レベルの精度を得ることが

できた。

． キャリブレーション技術の評価

開発したキャリブレーション技術を評価するため、

いくつかのカラーサンプルに対し、撮像画像に非線

形補正、色空間変換を適用した結果と色差計計測値

の比較を行った。一例として、カラーチップに対す

る評価では 誤差 平均 と精度良い補正がで

きた（図 ）。また製材、レンガなど、実際の製品に

ついて評価試験を行い、従来の一点計測型の測色計

（ディスプレイカラー計測器など）では不可能だった、

製品全体の色判別ができることを確認した。

．ま と め

本研究では、曖昧な色あいや模様などの複雑色を

もつ製品に対しても、その色特徴を精度良く判別で

きる技術の開発を行った。本技術を用いることで、

これまでは人の眼に頼るしかなかった分野において

も、製品の色特徴を自動的に判別することが可能と

なり、品質の安定につながる。今後は、様々な生産

現場への適用を検討し、本研究で開発した技術の活

用を図る予定である。

（連絡先 ＠ 、 ）

撮像素子型センサを用いた複雑色判別技術の開発（その ）
撮像素子型センサを用いた複雑色判別技術の開発（平成 年度）

情報システム部 宮 俊之、吉川 毅

堀 武司、波 通隆

図 撮像面の照度分布図 構築した
撮像環境

図 カラーチップに対するキャリブレーション結果



．はじめに

肉用牛の育種改良を効率的に行うためには、枝肉

の品質を正確に評価し生産現場へフィードバックす

る必要がある。この評価には、人間の目視による従

来の評価法のほかに、化学的な粗脂肪含量や脂肪酸

組成などの定量化、枝肉横断面の画像による評価な

ど、いくつかの方法が用いられている。この中で画

像による評価では、牛枝肉横断面の明瞭な撮影画像

が客観性のあるデータとして重要な役割を担ってい

る。しかし、従来型撮影装置では、検定用の詳細な

画像のワンショットでの取得が難しかった。そこで、

本研究では、枝肉横断面の高精細画像をワンショッ

トでとらえることができる撮影装置を開発した。

．撮影装置の開発

撮影装置の撮像方式については、枝肉横断面の高

精細画像を得ることができる高分解能ディジタルカ

メラを用いた単眼式とした。装置サイズは、枝肉横

断面に装置がセット可能なような小型化を図るとと

もに、ワンショット撮影が可能な広視野が得られる

光学系を選定した。また、できるだけ均一光が得ら

れるような照明方式で、回り込みの光による画像ノ

イズ対策などを考慮した撮像環境を構築した。これ

らに基づき、撮影装置としての詳細設計を行い、試

作機を開発した。図 に試作した撮影装置を示す。

なお、照明やレンズの周辺減光などによる画像の

明るさのムラについては、標準反射板をとらえた画

像を用いた補正ソフトを作成し、解消を試みた。当

該ムラ補正手順は、次の通りである。

％グレー標準反射板の撮影画像 を得る。

枝肉横断面の撮影画像 を得る。

輝度ムラ補正後画像

すべての画素値が画像 の中央の画素値

である画像

．実証試験

現場後代検定合同調査会 （神戸市）、 検定牛

の枝肉調査（帯広市）、クローン牛の枝肉調査（帯

広市）において、試作装置による実証試験を行った。

検定牛の枝肉調査 における撮影風景を図 に示

す。図 は合同調査会における牛枝肉横断面撮影画

像で、従来型装置との撮像範囲の比較を示す。

．ま と め

牛枝肉横断面の広視野・高精細画像撮影装置を

試作した。

従来型装置による画像と比較して、撮像範囲が

倍（ ）で、解像度が 倍（

万画素）の高精細画像を得ることができた。

現場後代検定合同調査会 などの枝肉調査に

おいて試作機の実証試験を行い、従来型装置では

難しかった検定用画像のワンショット撮影が可能

であることを確認した。

検定用画像撮影装置として、畜産関連の研究機

関や大学などの需要に向けた製品化をめざす予定

である。

（連絡先 ＠ 、 ）

牛枝肉横断面の高精細画像撮影装置の開発
画像処理を用いた牛枝肉品質自動計測装置の開発（平成 年度）

情報システム部 波 通隆、堀 武司、本間稔規

帯広畜産大学、道立畜産試験場、早坂理工

図 撮影装置 図 撮影風景

図 牛枝肉横断面撮影画像
（ 従来型装置撮像範囲）



．はじめに

組込みシステムでは、システムの制御を担うソフ

トウェアが中核要素となっており、多種の 毎

に仕様が異なり、ソフトウェア開発が企業にとって

製品の高付加価値化への障害となっている。さらに

近年の組込みソフトウェアの大規模化・複雑化によ

りソフトウェア開発量が増大しており、企業の競争

力向上のためには、組込みソフトウェアの開発工程

の効率化による開発期間短縮化が急務となっている。

組込みシステムの開発の効率化・開発期間の短縮

化・開発コストの低減化をもたらすために、経済産

業省の委託事業 地域新生コンソーシアム事業 を

名古屋大学、宮城県産業技術総合センターなど全国

の産学官 機関が共同で行った。

．地域新生コンソーシアム事業

本事業では リアルタイム 、デバッガなどの

基幹ソフトウェア開発 、 プロトコル

スタック、 デバイスなど ソフトウェア

部品の開発 、 通信機器分野・制御機器分野・計

測機器分野・汎用 教育機器分野での応用化・実証

化を行なう ソフトウェア資産の応用化・実証化開

発 から構成され、当場では の中においてカメラ

デバイスドライバの開発および

社製 （以下、 ）用リアルタイム とデバッ

グ環境の開発を行った。

． 版 カーネル とスタブの開発

カーネル は のスタンダード・

プロファイルに準拠したリアルタイム である。

この は当場もメンバーとなっている 法人

プロジェクト から無償でダウンロード

できる。また、アプリケーションの開発は 、

など無償で利用できるオープンなソフトウェ

アを用いて行える。

用機種依存部では、システムクロック用タイ

マードライバと通信用シリアルドライバの開発を

行った。コントローラ用の と を内蔵し

た高機能の の 品種に対応した。デバッグ

環境の構築において、オープンなソフトウェアであ

る （ デバッガ）を用いて、アプリケーショ

ン・ソフトウェアのデバッグを行えるスタブを開発

した。これにより、 を用いて構築したアプリケー

ション・ソフトウェアを を用いて、スタブを

経由してターゲットにダウンロードし、デバッグを

行う環境ができた。スタブを利用したアプリケー

ション・ソフトウェアのデバッグを図 に示す。

．ま と め

本研究により カーネル が産業分野で広く

使われている 用で動作可能となり、アーキテク

チャの異なる制御系の と演算系の を内

蔵した の機種依存部の開発により、 シ

リーズのより多くの に対して カーネル

の適用が容易になった。また、 用スタブ開発に

より、 を用いたアプリケーションのデバッグ

が可能になった。さらに、 、 と今回開

発した 用 カーネル により、オープンな

ソフトウェアを用いて、組込みシステムのアプリ

ケーション開発を

効率的に行うこと

が可能となった。

用機種依存

部においては当場

ホームページより

無償でダウンロー

ドできる。図 に

公開中のホーム

ページを示す 。

（連絡先 ＠ 、 ）

仕様リアルタイム とデバッグ環境の開発
組込みシステム・オープンプラットホームの構築とその実用化開発（平成 年度 年度）

情報システム部 堤 大祐、堀 武司、山本 寧

） ）

図 アプリケーション・ソフトウェアのデバッグ

図 公開中のホームページ



．はじめに

小型で安価な 画像センサの普及と組込み
向けマイコンの性能向上に伴い、遠隔監視装置や携
帯情報端末など、様々な電子機器製品に画像センサ
が搭載される様になってきた。しかし、組込み系の
開発環境で画像応用システムを構築する場合、カメ
ラとのインターフェースや画像処理ライブラリな
ど、開発に必要なソフト・ハードのコンポーネント
が十分整備されていないため、開発の初期コストが
非常に大きくなるという問題がある。
そこで本研究では、画像センサを応用した各種組
込みシステムの製品開発を効率的に行うためのプラ
ットフォームとして、画像センサ搭載マイコンボー
ド、 仕様のリアルタイム 、および各種
ソフトウェア部品を統合した 画像センサ応用シス
テム・スタータキット を開発した。
．画像センサ応用システム・スタータキット

ハードウェアおよび
高速な画像処理にも対応可能な

（ ）を搭載したマイコンボード（図
）を開発した。周辺 機能としては 内蔵

の液晶パネル、 、コンパクトフラッシュ等に加え
て、外付けで 対応 コントローラ
（ ）を搭載した。また、 として

準拠のフリーなリアルタイム である
カーネル（リリース ）を採用した。

これらの基盤の上に、画像センサ関連、および最
近の組込みシステムには必須であるネットワーク接
続機能を実現するためのハード・ソフト環境（図 ）
を開発した。
画像センサおよびデバイスドライバ
画像センサデバイスとして、 三菱電機製

人工網膜 （ 画素、 各
ビットカラー）を使用した。センサは中間回路を介
して バスに直結し、 内蔵 コントロー
ラを用いた高速、低負荷なデータ転送を可能とした。
アプリケーションプログラム開発の際にデバイス
を意識することなく、簡便な を用いて画像セ
ンサの機能を利用できる様にするため、デバイスか
らのデータ転送、フレームバッファ管理、カメラ制
御などを行うデバイスドライバを開発した。
また、 カメラなどのアプリケーションを構

築する場合、機器側での 圧縮処理が必要にな
るため、フリーソフトの をベースとして

用 エンコーダの開発を行った。
ネットワーク
本キットでは、インターネット等への接続に必要な

通信をサポートするために、苫小牧高専で開
発された に準拠した組込み向け

プロトコルスタック （リリース ）
を 用に移植して搭載した。また、 に対応
した コントローラ用デバイス
ドライバを独自に開発し、 に
よる高速ネットワーク接続を実現した。

．ま と め

組込みマイコンと の環境における画
像センサ応用システム開発に必要な、各種ソフトウ
ェア部品の開発を行った。これらのソフトウェアは
全て ライセンス等のオープンソースライ
センスで提供されているため、評価、試作用として
は勿論の事、商用の製品開発においてもロイヤリテ
ィ無しで利用可能である。
なお、本研究の成果は、 スタータキット

の一部として 北斗電子から製品化されている。
（連絡先 ＠ 、 ）

組込み画像センサシステムのためのミドルウェア開発
組込みシステム・オープンプラットフォームの構築とその実用化開発（平成 年度 年度）

情報システム部 堀 武司、堤 大祐、山本 寧
北斗電子 中野隆司、阿部真澄、大日向拓実

図 開発したマイコンボードの外観

図 ハード・ソフトの構成



．はじめに

近年の高齢化に伴って高齢者のみの世帯が増加し

てきている。このような世帯では住宅内での事故や

病気の時に外部からの助けを必要とする場合が多

い。事故の状況によっては外部へ助けを求めること

ができないケースもあり、本人に代わって家族や支

援者へ自動的に通報して支援を求めることのできる

装置が求められている。

本研究では住宅内における緊急時のさまざまな状

況を適切に検知して外部に知らせるための高機能な

センサの開発を行ってきた。本発表では動きのある

対象物をリアルタイムで検出し、ひとを識別するセ

ンサを開発したので報告する。

．動きセンサと検出処理

高齢者住宅内で緊急時を検出するセンサとしては

以下のような機能が必要と考えられる。

動きの検出とひとの識別

振る舞いの推定と緊急事態の判別

室内の環境変化への自動的な対応

このようなセンサを実現するためには従来ひとセ

ンサとして利用されている赤外線センサでは不十分

で、画像を利用したより機能の高いセンサが必要と

なる。

本研究開発では タイプの撮像素子と

、マイコンを組合せ、動画像処理により の

機能を実現するセンサを開発した。このセンサには

背景となる静止画像と対象者の動きの画像を分離

し、外形の輪郭からひとと判定された対象物を追跡

する機能を搭載した。メモリアクセス数の多い動き

検出までの処理を に、テンプレートを用い

たひと判定処理以降をマイコンに搭載することで、

リアルタイムでの動画像処理を実現した。処理内容

を図 に示す。

これらの処理はマイコンと のどちらの処理

系へも搭載できるようにしており、ゲート規模の大

きな では図 の処理をすべて搭載することが

可能である。一方、マイコンを組み合わせることで、

ネットワークへの対応や機能の追加など拡張性の高

いセンサシステムとすることができる。また、マイ

コン向け処理は 言語、 向け処理は に

より開発し、再利用性の高い ライブラリとした。

動きの検出処理に関しては展示会（ ）に

おいてデモを行っており、現在、環境変化への対応

などの機能拡張を進めている。

．ま と め

住宅内の緊急通報向けセンサとして動きを検出

し、ひとを識別、追跡できるセンサを開発した。

を利用することで高速な処理ができる一方、

マイコンと組み合わせることで、拡張性を有したセ

ンサとすることができる。

今後は緊急時の状況を適切に検知するための機能

として、対象者の姿勢を識別する機能、複数の対象

者がいる場合の処理機能等を検討していくと同時

に、小型化を図り、より使いやすいセンサとして実

用化を図っていく予定である。

（連絡先 ＠ 、 ）

を用いた動きセンサの開発とひと検出への応用
高齢者住宅向け次世代生活センサの開発（平成 年度）

技術支援センター 大村 功

情報システム部 堤 大祐

図 処理のフロー

図 マイコンボードとの組合せ



．はじめに

近年、印刷物と共に電子データの納入を求められ

ることが増えており、印刷会社は、紙媒体と電子媒

体に同時に対応できる工程の整備を必要としている。

汎用性に優れた 技術が注目されているが、

スタイルデータを既存の組版システムで処理

できる形式に変換することが難しく、既存印刷工程

と を利用する文書処理プロセス（ フレー

ムワーク）の融合が進んでいない。

そこで、汎用 スタイルデータ変換ソフトウ

ェアを開発した。本報では、開発したソフトウェア

の概要と、 を利用する印刷工程への適用事例

について紹介する。

．スタイルデータ変換ソフトウェアの概要

開発したスタイルデータ変換ソフトウェアは、変

換ルールセットを構築する変換ルール構築モジュー

ルと、構築されたルールセットに従って変換を行う

変換モジュールから構成されており、 で

記述されたスタイルデータを、対象とする組版シス

テムが扱える組版データへ変換する（図 ）。

変換モジュールは、 基本仕様で定めら

れている行内・段落・ページ指定要素を適正に取り

扱える。

変換ルール構築モジュールで組版システムに応じ

て変換ルールを構築することにより、変換モジュー

ルでは対象組版システムが抽象化されるので、この

ソフトウェアは対象組版システムに依らず汎用的に

利用できる。

組版システム （スパイシーソフト社）

を対象として、既存組版データを元に作成したスタ

イルデータの変換を行い、変換結果と既存組版デー

タとを比較して、良好に変換されることを確認した。

． を利用する印刷工程への適用

開発したソフトウェアを利用して、 フレー

ムワークと既存印刷工程の融合による、複数の媒体

に同時に対応できる印刷工程の構築を試みた。組版

システムには、 を利用した。

で記述した文書データから、 ページと

印刷用版下を作成する試験を行った。 データ

を適切に記述されたスタイルシートにより構造変換

すると、 ページと印刷用レイアウトデータが

得られた。さらに、レイアウトデータを変換ソフト

ウェアで組版データに変換した後、 で組

版・出力すると印刷用版下が得られた（図 ）。

この結果から、構築した工程が、電子媒体と紙媒

体に同時に対応できることを確認した。

．おわりに

汎用 スタイルデータ変換ソフトウェアを開

発した。これを用いて、複数の媒体に対応できる印

刷工程を構築し、その有効性を確認した。

今後は、実作業での利用実績を踏まえながら、製

品化を図る予定である。

（連絡先 ＠ 、 ）

印刷業務用 スタイルデータ変換ソフトウェアの開発
印刷業務における文書記述言語の応用に関する研究（平成 年度）

技術支援センター 奥田 篤

情報システム部 堀 武司、波 通隆

図 変換ソフトウェアの概要
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（左 ページ、右 版下）の例
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．はじめに

農業や林業など、多くの労働量を要する屋外作業

において生産性向上や作業者の高齢化対策の目的で

機械化が進んでいる。それらには、衝突などを防止

するため多くのセンサが取り付けられ安全な作業を

可能とする配慮がなされている。しかしながら、こ

れらの安全システムは、機械がおかれている状況を

個々のセンサ情報により把握することにとどまって

いるため、十分に安全かつ実用的なシステムとは言

い難い。本研究では、屋外移動作業機械がおかれて

いる状況を総合的に判断することにより安全度を算

出し、適度な対処を指示する安全保証システムを考

案した。

．安全保証システム

図 に安全保証システムの構成を示す。本システ

ムでは、走行車両の周囲を有限の領域に分割し、そ

れぞれの領域を検知領域とするセンサの装備を前提

としている。ネットワークを介して入手することが

できる車両情報（位置、姿勢、動作指令など）およ

び事前にもつことができる作業環境マップなどを勘

案して、時々刻々のセンサ情報から安全度を計算し、

その値から車両がとるべき対処を決定する。

．開発支援ツール

安全保証システムの設計を支援するツールを開発

した。本ツールでは、センサ特性の定義、センサの

車両への取り付け位置、障害物の位置情報を入力す

ることで、設計した安全保証システムの動作をシミ

ュレーションすることができる。本機能では、時々

刻々の車両位置やセンサの状態を表示し、最終結果

としてセンサ情報から総合的に判断される安全度を

告知する。

．性能試験

本システムの性能を確認するため、実際の農用車

両への装備を想定したセンサユニットを試作し、台

車に載せ、障害物のセンシング機能とその状況に対

する対処判断機能を確認した。（図 ）本試験によ

りシミュレーションで確認した状況が再現でき、安

全保証システムが正常に機能することが分かった。

．ま と め

屋外移動作業機械が作業環境内にある障害物など

との衝突を避け安全に作業できることを保証するシ

ステムを開発し、その性能を試験で確認することが

できた。今後は、本システムの実用化を検討して行

きたい。

（連絡先 ＠ 、 ）

屋外移動作業機械に用いる安全保証システムの開発
札幌 カロッツェリアの創成（平成 年度 年度）

技術支援センター 多田達実

図 安全保証システム

図 シミュレーション機能

図 センサユニットを用いた性能試験
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