
技術移転フォーラム

─北海道立工業試験場成果発表会─

プログラム・発表要旨

【と き】 平成 年 月 日（水）

【ところ】 ホテル札幌ガーデンパレス
階、 階

主催 北海道立工業試験場



技術移転フォーラム 北海道立工業試験場成果発表会

【と き】 平成 年 月 日（水）

【ところ】 ホテル札幌ガーデンパレス 階、 階

全体プログラム

開 会

挨 拶

メイン発表

休 憩

分科会発表

休 憩

分科会発表

閉 会

展示・相談会場

（ ）

［メイン発表］ （ ）

全体プログラム

開 会

挨 拶

メイン発表

休 憩

分科会発表

休 憩

分科会発表

閉 会

展示・相談会場

（ ）

時 間 発 表 課 題 名 発 表 者 頁

道産肉牛育種改良のための枝肉高精細

画像評価システム

堀 武司（工試）
口田 圭吾 氏
（帯畜大）

多関節ロボットによる木製品の自動加

工システムの開発

鎌田 英博（工試）
杉村 規春 氏
（クラレインテリア ）
佐藤 栄治 氏
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ホタテ貝殻未利用資源の有効利用技術
内山 智幸（工試）
山下 豊 氏
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［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

タグチメソッド（品質工学）を活用した製品開発の進め方 飯田 憲一

タグチメソッドを活用したブラスト洗浄機の開発 鶴谷 知洋

運動負担予測技術の開発 吉成 哲

動作情報の抽出と組み込み機器への応用 桑野 晃希

ユニバーサルデザイン（ ）手法を用いたパークゴルフ関連設備等の開発 安河内義明

ユーザビリティ設計プロセスに基づく観光情報システム機器の開発 万城目 聡

… 休 憩 …

超微粒超硬合金の放電加工面に発生するクラックの観察 中嶋 快雄

ごみ焼却炉用炉床材の開発 高橋 英徳

鋼道路橋への防食溶射技術 赤沼 正信

高分子材料の耐候性と劣化予測 金野 克美

水熱合成法によるアパタイト粉末の形態制御 板橋 孝至

新しいアルミニウムスクラップリサイクル方法 高橋 英徳

銃弾及び釣り用オモリの鉛代替材料の選定 宮腰 康樹

［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

耐滑走性改良路面標示用塗料の開発 山岸 暢

ホタテ貝殻入りチョークの開発 吉田 昌充

合成炭酸カルシウムを利用した複合材料の開発 可児 浩

廃乾電池亜鉛滓（ ）を用いた多孔性セラミックスの作製 赤澤 敏之

を用いた水処理材及び排ガス捕集フィルタの試作 野村 隆文

多孔性セラミックスの水処理材としての機能評価 三津橋浩行

… 休 憩 …

ライムケーキを用いた農畜産用舗装技術の開発 勝世 敬一

水産加工場における加工用水、排水処理システムの開発 鎌田 樹志

イカ加工残さを利用した養魚用飼料原料化技術の開発 若杉 郷臣

環境に優しいロードヒーティング用不凍液の開発 富田 和彦

縦型希薄氷生成装置の開発 手塚 正博

バイオブリケットの海外技術移転 北口 敏弘

風力発電と燃料電池によるハイブリッド発電システムの開発 白土 博康

［第 分科会］ テーマ エレクトロニクス・情報通信関連技術

時 間 番号 発 表 課 題 名 発 表 者 頁

分散協調シミュレーションを用いた設計開発技術の高度化 多田 達実

進化計算ソフトウェア開発環境と最適化問題への適用 奥田 篤

移動物体を検出・追跡するための映像処理技術の開発 飯島 俊匡

乾ほたて貝柱の品質評価のための非破壊水分計測技術 本間 稔規

育林作業の自動化のための苗木位置検出技術 多田 達実

マイコン機能の設計と への搭載 大村 功

オープンなソフトウェアによる車載機器のネットワーク接続技術の開発 堤 大祐

… 休 憩 …

アクティブ制御を用いた長尺アームの制振制御 中西 洋介

車載ネットワーク を用いた屋内走行ロボットの開発 橋場 参生

遠隔制御対応自律移動型ロボット・プラットフォームの開発 橋 裕之

下水道管補修用多軸型せん孔ロボットの開発 鈴木 慎一

光造形による 機器の筐体の開発 岩越 睦郎

フルカラー を用いた広告ディスプレイ装置の開発 戸羽 篤也

次元データを活用した家具部品の開発 安田 星季
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．はじめに

北海道は全国有数の肉用牛生産の拠点である。し

かし、近年の牛肉輸入自由化や 問題、産地偽

装事件等の影響で牛肉価格は低迷し、加えて国内の

激しい産地間競争にさらされ、本道の畜産業は厳し

い状況にある。北海道が他県との競争に打ち勝って

いくには、育種改良の推進によって道産肉牛の品質

を向上させ、そのブランドイメージを確立する事が

必要である。

育種改良では、優秀な種雄牛を選抜するために、

種雄牛の産肉能力をその子牛の肉質から評価する

（間接検定）。そのため、正確な肉質データの収集

と評価が極めて重要となる。我が国では、（社）日本

食肉格付協会が全国共通基準である 枝肉取引規格

による格付けを行っており、この格付成績などが育

種改良のための基礎データとして利用されている。

枝肉の格付は歩留等級と肉質等級からなり、それ

ぞれ表 に示す項目で評価される。特に、和牛にお

いては脂肪交雑（霜降りの度合い）が重要な評価項

目である。

格付の判定は、枝肉左半丸の第 肋骨間を切

開し、その横断面を検査員が目視で検査する事で行

われる。しかし、目視による検査は検査員の個人差

などによる変動が含まれる可能性がある。また、格

付成績に表れない肉質項目（例えばロース芯の形の

いびつさなど）を育種に反映する事が難しい。その

ため、育種改良の現場では、より客観的かつ詳細な

肉質情報を取得するための手段が望まれている。そ

こで本研究では、枝肉横断面の高精細画像データを

取得し画像解析によって枝肉の客観的品質評価を行

うシステムの開発を行った。

．高精細枝肉横断面撮影装置の開発

一般のカメラを使用して枝肉横断面を撮影した場

合では、照明や撮影方向などの条件を一定に保つ事

が出来ないため、定量的な画像解析を行う事は困難

である。

従前より画像に

よる肉質評価の研

究に取り組んでい

た帯広畜産大学で

は、食肉処理場の

現場で一定の撮影

条件で枝肉横断面

画像を撮影するた

め、デジタルカメラとドーム型照明装置を組み合わ

せた専用の撮影装置（図 ）を開発し、各種試験に

利用してきた。しかし、この装置は ）デジタルカ

メラの解像度が低く（約 万画素）微細な脂肪交雑

の評価が難しい、 ）撮影範囲が と狭

いため枝肉横断面の主要部分を一度に撮影する事が

出来ない、 ）切開幅が狭い枝肉の場合、横断面に

装置を挿入出来ず撮影が不可能、といった問題点が

あった。

そこで本研究では、これらの問題を解決するため、

単眼式の超高精細タイプと切開幅の狭い枝肉に対応

した薄型筐体タイプの二種類の撮影装置を開発し

た。

． 超高精細単眼式撮影装置

前記の課題のうち ）、 ）の改善を目標とした装

置であり、主として超高精細な画像解析を必要とす

道産肉牛育種改良のための枝肉高精細画像評価システム
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）

技術支援センター 堀 武司

情報システム部 波 通隆、本間稔規

帯広畜産大学、道立畜産試験場、早坂理工

表 枝肉格付の評価項目

図 従来型撮影装置

図 単眼式撮影装置（改良型）



る畜産研究機関での利用を想定した装置である。

従来型装置とほぼ同じ全高 の筐体で、 倍

の面積（ ）、 倍の解像度（ 万画素）

の高精細画像を取得可能である（図 ）。

一眼レフ型デジタルカメラを採用し、全高を抑え

たまま広い撮影面積を確保するため、画角 の超

高角レンズを使用した。照明系は 灯のライン型白

色 照明を筐体左右に配置した。

本装置は平成 年度に試作 号機が完成し、共同

研究企業から製品化された（昨年度の技術移転フ

ォーラムにて報告済み）。また、平成 年度には筐

体重量を 以下に軽量化した改良型を開発した

（図 ）。帯広畜産大学では、平成 年度から本装

置を用いてホクレン十勝枝肉市場での枝肉計測を継

続的に実施している。また、道内外の複数の畜産関

連機関でも本装置を用いた枝肉画像収集を試験的に

実施している。

． 薄型撮影装置

肉質評価が第一の目的である調査牛とは異なり、

一般市場の枝肉は横断面をあまり広く切開しない場

合が多い。これは、枝肉切開部にかかる負荷によっ

て当該部位の肉が損傷し、商品価値が低下するのを

避けるためである。切開幅の広さは地域や食肉処理

施設によっても異なるが、最大切開幅が を下回

る場合も多い。この様な場合、単眼式装置は横断面

に挿入する事が出来ず、撮影は不可能である。

そこで、切開幅の狭い枝肉の撮影をするため、単

眼式と同等の広い撮影範囲を維持しつつ、筐体の全

高を低く抑えた薄型撮影装置の開発を行った。

装置の外観を図 に示す。くさび形の筐体の上面

内壁にアクリル製ミラーが取り付けられており、筐

体手前下側に斜め上方に向けたカメラによってミ

ラー越しに枝肉横断面を撮影する。装置全高は約

であるが、くさび型の先端部から枝肉に挿入す

る構造であるため、切開幅 程度の枝肉も無理な

く撮影可能である。ホクレン帯広枝肉市場で行った

数回の実地試験では、市場に上場された枝肉のほぼ

全てが撮影可能である事が確認された（図 ）。

．画像解析による枝肉品質の推定

新しい枝肉横断面撮影装置で得られる高精細画像

を用い、様々な肉質項目に関する評価手法の検討と

評価システムの開発を行った。

システムの概要を図 に、解析ソフトウェアの実

行画面を図 に示す。ロース芯面積などの値は画像

から直接求められるが、脂肪交雑や肉色など明確な

基準が示されていない項目については、複数の画像

特徴量の値から推定モデル式を用いて評価を行う。

図 単眼式装置による枝肉横断面画像

図 薄型撮影装置

図 切開幅の狭い枝肉の撮影

図 画像評価システムの構成



以下、具体的な肉質評価の事例として、現行の格

付に含まれる肉質項目である脂肪交雑基準（ ）

の評価と、画像解析による新しい肉質評価の例とし

て不飽和脂肪酸割合の評価について説明する。

． 脂肪交雑の評価

脂肪交雑は （ ）と呼

ばれる 段階の基準で評価され、シリコン樹脂製の

標準模型との目視比較で判定されている。

標準模型は脂肪面積比を基準に作成されている

が、実際の検査員の評価には脂肪粒子の粗密や形状、

分布のバランスなどが総合的に反映されている。し

かし、それらの要因には明確な判断基準がなく検査

員の主観で判断されているため、より客観的な評価

基準の確立が求められている。そこで、枝肉横断面

画像から得られた画像特徴量を用いて の推定

モデルを構築した。

黒毛和種去勢若齢肥育牛 頭の枝肉横断面画像

（単眼式装置の画像）から得られた画像特徴量 種

を説明変数候補、検査員による 判定値を従属

変数として重回帰分析を行った。その結果、脂肪面

積比、脂肪粒子のあらさ指数、ロース芯形状複雑度

など 変数からなる推定モデルを得た。

得られた推定モデルによる推定 と検査員に

よる ナンバの比較を表 に示す。従来型撮影

装置を用いた同様の推定実験の結果と比較し、推定

精度が大幅に改善しているが、これは高解像度画像

を用いる事で微細な脂肪交雑の面積評価の精度が向

上したためと考えられる。

． モノ不飽和脂肪酸割合の推定

牛肉の脂肪に含まれるモノ不飽和脂肪酸（オレイ

ン酸など）の比率は肉のうまみや舌触りなどに大き

く影響しており、育種改良の新たな目標として注目

されている。しかし、多数の枝肉について脂肪酸組

成の理化学的分析を行うのは時間とコストの点から

現実的ではない。そこで、枝肉横断面の画像特徴量

とモノ不飽和脂肪酸割合の関連を調査し、脂肪酸組

成の簡便な推定手法の検討を行った。

年 月に屠殺された黒毛和種 頭についての

枝肉横断面画像（単眼式装置）、および公定法で測

定された筋肉内脂肪中のモノ不飽和脂肪酸割合の

データを使用し、重回帰分析により推定モデルを構

築した。

推定値と実測値の関係を図 に示す。決定係数

と比較的高い推定精度が得られており、画像を

用いた簡易な脂肪酸割合推定の可能性が示された。

本手法については、現在サンプルの個体数や品種を

更に増やして検証試験を進めている。

．ま と め

肉牛の育種改良の効率化に必要な客観的肉質デー

タを収集するために、高精細な枝肉横断面の画像解

析によって各種肉質の計測、評価を行うシステムを

開発した。開発した装置、ソフトウェアは順次製品

化される予定である（単眼式装置は製品化済み）。

現在、帯広枝肉市場から出荷される黒毛和種およ

び交雑種（合計約 頭 年）のほぼ全数について

横断面画像の撮影を実施している。今後は、これら

の蓄積データを畜産関連機関や農家で共有し、育種

改良の推進や繁殖農家での交配計画など、様々な用

途に活用するための体制づくりを推進する。

（連絡先 ＠ 、 ）

図 解析ソフトウェアの実行例

表 ナンバの推定精度

図 モノ不飽和脂肪酸割合の推定結果



．はじめに

従来馴染みの無かった多関節型の産業用マニピュ

レータロボットを活用して、木質材料の自動加工シ

ステムを開発した。多関節型のマニピュレータロボッ

トの位置決め繰り返し精度は、約 と言われてい

るが、意匠曲面を切削加工する上で、許容範囲に収

まるものと思われる。北海道で製造されてきた民芸

調家具は、生産性の向上を目標に、職人の技から汎

用機で構成された製造ラインに代替されている。こ

の方法ではコストダウンや工程管理が容易である反

面、加工形状が制限されるなど、創業当時の洗練さ

れたイメージが失われてしまったという意見も多い。

また、汎用機の機能のみで製造可能であるため同業

者の商品が類似する可能性もあった。そこで、人の

手で創った復古調の商品で競争力を高めたいという

要望に応じて、マニピュレータロボットの機能を有

効に活用した新たな製造装置の開発を始めた。

曲率が小さく起伏の大きな曲面加工や傾斜した穴

加工には 軸加工機および を使用する方法も

あるが多額の設備投資が必要である。しかし、本シ

ステムの切削に関わる機能は、 次元 とロボ

ットおよびその座標系の設定に工夫を加えることで

ほぼ同様の機能を有しており、職人の技に類似した

加工軌道を教示すれば、彫りが深く味わいのある曲

面を創生できる。また、インプロセス制御を活用し

た仕上げ研磨を加えれば、一連の加工を全てマニピ

ュレータロボットに担わせることができる上、搬送

などの作業を含めた多能工セルに統合する事ができ

る。並行して木製品加工工場で作業をするロボット

に必要な周辺機器や操作性、安全性なども検討し、

実用化を目標に開発を進めた。

．実験装置

図 に開発した機器と設置の様子を示す。切削加

工用には 可搬の産業用マニピュレータロボッ

ト（ 、写真左、以下 と称する）を、仕

上げには 可搬産業用マニピュレータロボット

（ 、写真右、以下 と称する）と （パ

ソコン）を組み合わせたコントロールシステムを使

用した。中心に位置する 可搬産業用マニピュ

レータロボット（ 、以下 と称する。何

れも川崎重工 製）は搬送と穴あけ加工を担当し、

ワーク台や搬入台、搬出台をその円周上に配置して、

ワーク（椅子の座板）の移送がスムースに行われる

よう配慮した。 台のロボットの前にはそれぞれ加

工作業用のワーク台を設置した。このワーク台は、

ワークの把持や加工片の吸塵機能を有し、在席セン

サを装備している。また、本システムでは縦・横・

厚さが異なるワークを把持可能な機能を考案し、拡

張性を考慮した設計を行った。本研究の加工システ

ムにおけるワークの流れおよび加工順は、次の通り

である。

がワークを搬入台からワーク台へ移送し、

位置を決定する。穴あけ用ツールに持ち替えて、

座板裏面の穴加工を行う。

がワークを反転し、座板表面の穴加工を行

う。

がハンドを移送用に持ち替える。ワークを

次のワーク台へ移送し、位置を決定する。

が曲面加工を行う。

がワーク台を へ移送し、位置を決定

する。

が曲面をサンドペーパーで削る。

がワークを搬出台へ移送する。

また、小型のロボットに適したエンドエフェクタ

多関節ロボットによる木製品の自動加工システムの開発
遠隔加工のためのユニバーサルデザインに関する研究（平成 年度）

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）

技術支援センター 鎌田英博、鶴谷知洋

製品技術部 戸羽篤也、安田星季

クラレインテリア 北海道工場、エノ産業

図 開発したシステムの外観



や、自動化に必要な周辺機器を考案し、実用化に向

けた試作試験も実施した。その他、力センサや工具

回転数の検知、駆動源、把持の確認などの自動化に

必要な項目を詳細に検討し、マニピュレータロボッ

トによる自動化に必要な技術の蓄積に努めた最大限

に活用できるシステムの完成を目指した。

．座面の加工

図 に 次元 （ ）により教示し

た工具軌道を示す。座面のモデルは、民芸調の旧型

椅子を再現した形状である。これを非接触式の形状

測定器（ （社）製）で測定し、

次元 で軌道点データを生成した。本システム

で使用しているロボットの姿勢を記述する方法は

オイラー角であり、把持しているツールの

座標系を加えて回転軸の座標形式（位置情報（

））に変換した。一連の操作は、低価格の

でも十分に処理可能であったため、図 に示

すように、平行軌道や 字型軌道を容易に生成でき

る。それぞれの加工試験を実施して性能の評価を行

うことができた。工場からは、平面と曲面の境界が

明確であることが優先的に求められた。そこで、

字型軌道の場合には、工具の回転軸を常に境界線の

法線方向に傾斜させた。その結果、総型のエンドミ

ルによる側面の切削痕がそのまま境界面となった。

また、回転主軸の姿勢が無段階に変更できるため、

エンドミルの側面即ち切削半径の大きな刃先で削る

ことができる。回転エネルギーの大きな切削点を利

用することにより、切削面の性状を向上させること

ができた。繊維方向性の強い木質材料では、毛羽立

ちや先割れなどの欠陥を防ぐ観点から切削速度は重

要な加工条件となる。さらに、工具寿命を勘案する

と、切削点を一点に集中せず、軸の姿勢変化すなわ

ち切削点を移動させることにより工具コストの低減

につながる。

切削加工用のエンドエフェクタ（ ）の

駆動には、軽量で高速回転（ ）のミリン

グモーターを採用した。一般的な加工機に用いられ

ている高周波モーターが最適と思われるが、可搬重

量に制限があるため、ロボットのエンドエフェクタ

へ用いる場合には不利である。そこで、削り深さや

送り量、送り速度等とトルクの関係を観察し、本方

式で十分な加工性能があると判断して採用した。

．穴あけ加工

図 に示すのは、組立途中の椅子の外観で、背や

脚の部品は座板の穴で締結されており、ほぼ全ての

図 組立途中の木製椅子

図 マニピュレータによる穴あけ加工

図 次元 で教示した平行軌道と 字型軌道

図 平行軌道と 字型軌道の切削面 図 穴あけ加工時の軸方向推力



穴は、垂直方向にない。従来の工程では、専用機で

行ってきたが、多種の仕様に対応するには段取りが

頻繁であるため、人が専用治具を利用して加工する

ことも頻繁であった。

図 は傾斜した穴あけ加工中の状況である。切削

加工の場合と同様に主軸の姿勢は、座標系を演算す

ることで得られる。従って、設計図の数値をそのま

ま使用して、穴の位置、角度および深さを与えれば、

教示可能である。図 には穴あけ時の軸方向応力を

測定したものである。主軸回転数 、ドリル

径 である。

．周辺機器

マニピュレータで構成される自動化システムにお

いて、搬送や位置決めに関わる周辺機器は重要な役

割を担っている。図 は、ワークの位置決めと固定

を支援するために開発したワーク台である。開発当

初には、把持機構にエアシリンダを利用した方式を

採用したが、サイズ変更が頻繁に行われることを想

定して、新たに図 に示すような吸着機構を備えた

ワーク台を開発した。定盤周囲の被いは、加工時に

排出される粉塵を吸引孔に誘導するためのものであ

る。また、このワーク台の在席センサとして図 の

様な圧力センサを採用した。図 に示すのはワーク

を搬入台から取り出している様子である。加工作業

の進行に応じて適宜供給を行っている。

．おわりに

ワークとして使用される樺材は広葉樹の中でも硬

材で少し赤みをおびているため、仕上げ面のうねり

や切削痕が目立ちやすい。従って、工場での厳しい

品質管理を通過するためにマニピュレータロボット

による加工軌道を密にして表面の仕上げを十分丁寧

に行う必要があった。そこで、 次元 を活用

したオフラインティーチングの手法を新たに考案し

て、加工試験を実施した結果、従来の加工精度を上

回る加工が可能であることが判明した。

基本的には、エンドエフェクタを交換すれば全て

の作業を 機のマニピュレータで実行できるが、今

回はリードタイムを短縮するために、 機に機能を

分担し、順調にフィールドテストを進めている。

（連絡先 ＠ 、 ）

図 エアシリンダによる固定

図 吸着による固定

図 在席センサ

図 搬 入 台



．はじめに

ホタテ貝は北海道水産業全体の約 ％、年間約

万トンの漁獲高を占める基幹水産物の一つである。

一般に、むき身の状態で出荷され、その結果、毎年

約 万トンの貝殻が廃棄物として排出されている。

ホタテ貝殻の問題は、他府県にない北海道特有の課

題であり、廃棄物に関する規制がますます厳しくな

る中、多くの自治体、企業等から処理・有効利用に

関する研究課題として道立試験研究機関にて取り上

げるよう要望されてきた。現在、約 万トンがその

ままの形態でカキ養殖資材、暗渠疎水材、底質改良

材として、また約 万トンが粉砕などの処理により

土壌改良材、飼料、食品添加物として再利用されて

いるが、残りは埋め立て等にて処理されており、処

理費の高騰、埋め立て処理地の確保が困難になる事

が予想され、さらなるリサイクル対策が急務となっ

ている。

ホタテ貝殻の特徴は、組成として ％以上が炭酸

カルシウムであること、また、一般的に利用されて

いる天然の石灰石と比較すると、白色度、純度が高

く、組成の変動が少ないこと、蛋白質が炭酸カルシ

ウム表面を被覆していること、粉砕物が棒状である

こと等である（図 ）。このような特徴を様々な観

点から評価することにより、廃棄物としてではなく

未利用資源として活用する事が可能と考えられる。

本研究では、ホタテ貝殻を未利用資源として活用

するため、基本物性評価、石灰石との比較評価、粉

砕・焼成・合成・加工などの資源化プロセスの検討

および無機顔料、無機充填材、食品素材としての利

用技術に関する検討を行った。

．ホタテ貝殻の基本物性

ホタテ貝殻の組織

ホタテ貝殻を資源化する際には、高次利用、低次

利用に関わらず材料の持つ特性を把握し、用途に対

応した加工技術が必要となる。鉱物などの無機物、

また生物由来の有機物などは、微視的には様々な特

徴を有する事が知られているが、無機物と有機物の

中間的材料である貝殻等も特徴的な微細組織を有す

ると考えられることから、組織観察を行った。図

にホタテ貝殻の特徴的組織を示す。評価部位は、貝

柱付着部（ ）、貝柱付着部周辺（ ）、貝殻外周部

（ ）、貝殻耳（ ）である。 部は、図に示すよ

うに、低倍率、高倍率においても組織は認められな

かった。 部は緻密な 型の積層構造を示し断面の

サイズは 程度である。 、 部も同様に

緻密な構造を示すが板状の積層構造が主体であっ

た。また、 部の断面組織は 層構造を有し、外表

面には特徴的な組織は認められないが、 層目は、

棒状の粒子が緻密に結合し、一定方向に配向した組

ホタテ貝殻未利用資源の有効利用技術
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 松嶋景一郎、北口敏弘

材料技術部 山岸 暢、可児 浩、吉田昌充

製品技術部 蓑嶋裕典

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 ホタテ貝殻の組織と特徴

図 ホタテ貝殻各部医の微細組織



織が認められ、 、 、 層目も同様な層状組織が

認められた。また、この層状組織は各層間で配向方

向が異なるものであった。このような組織を有する

ため、ホタテ貝殻の機械的強度は、アルミニウム、

、木材等の他材料と同等以上の値を有する。

ホタテ貝殻粉砕物の性状

粒子形状

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）

の大きい棒状を示し、さらに微粉砕領域では、単独

の棒状粒子となる。一方、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。

ホタテ貝殻粉体特性

図 にホタテ貝殻粉末および石灰石粉末の嵩密度

の関係を示した。ホタテ貝殻は石灰石と比較し小さ

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、棒状の

粒子形状が関与していると考えられる。図に示され

るように、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 ）を示した。

このよう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

息角等の準動的物性の差異は僅かであった。

ホタテ貝殻の化学組成

ホタテ貝殻の主成分は、石灰石と同様の炭酸カル

シウムであり、結晶形態はカルサイトである。また

石灰石と異なり、産地による化学組成の変動が少な

く高純度であり、水分 ％、有機分

％を含む事が特徴である。表 に食品添加物

として市販されているホタテ貝殻粉末、舗装用石灰

石粉 種類および工業用炭酸カルシウムの蛍光 線

分析結果を示す。

ホタテ貝殻粉は石灰石粉と比較して、 、 が

少なく 、 、 が高い値を示す。 と が多

い理由の一つとして海水の無機分が考えられる。ま

た、真密度、白色度に関しては、石灰石粉および工

業用炭酸カルシウムは主成分であるカルサイトの真

比重 に近い値を示したが、ホタテ貝殻粉末は

と低い値を示した。これは貝殻に ％程度含まれる

蛋白質によって低下したものである。また、白色度

は石灰石粉が であるのに対し、工業用炭酸カ

ルシウム 、ホタテ貝殻粉末 と高い値を示した。

．利用技術の検討

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、前記した様々な特徴を有する。

以下に、このような特徴を活用した開発事例を紹

介する。

プラスチック用充填材

ホタテ貝殻粉砕物はアスペクト比の大きな棒状粒

子であり、引張弾性率や引張強さ等の機械的物性を

図 ホタテ貝殻と石灰石の粒子形状

図 ホタテ貝殻、石灰石の粒子径と嵩密度の関係

表 各種炭酸カルシウムの化学組成



向上させ、成形時の寸法精度を向上させる効果が認

められた。

ホタテ貝殻粉末入りチョーク

ホタテ貝殻粉砕物を使用したチョークは、折損強

度が向上し、さらに従来商品と同等の白色度、書き

味、消去性を有する事が明らかとなった。

ホタテ貝殻粉末を利用したアスファルト舗装

アスファルト舗装に利用されている石灰石粉末の

代替利用として 箇所で試験施工を行い、 ヶ年に

わたる供用性の調査を行った。その結果、何れの試

験施工においても、横断凹凸、縦断凹凸、スベリ抵

抗性のすべてにおいて比較工区と同程度以上の供用

性能を示した。

ホタテ貝殻を利用した溶融型道路標示塗料

道路標示塗料の主要な構成原料である体質顔料へ

の代替利用の可能性を検討するため、各種物性およ

び施工性の評価を行った。本開発品は、従来品と同

等の性能を有する事が明らかとなった。

抗菌製剤および食品添加物

ホタテ貝殻カルシウム製剤（ （ ） ）の

懸濁液は、非加熱食品の日持ち性を向上させるため

の初発菌数の低減を可能とし、カット野菜や漬物用

野菜などの洗浄殺菌工程への応用が期待される。ま

た、ホタテ貝殻カルシウムは食品に添加することで、

カルシウムの強化、食品の弾力性の増加、食感の向

上などの品質改良の効果が期待される。

ホタテ貝殻由来軽質炭酸カルシウムの製造技術

ホタテ貝殻を原料とした、高純度、高白色度の軽

質炭酸カルシウムの製造技術を確立した。各種操作

因子を制御する事により、粒子形状（アスペクト比）

の制御が可能となった。表面処理技術の検討により

プラスチック用充填材に利用すると、機械的物性の

向上が期待される。

ホタテ貝殻を原料とした無機顔料の開発

高白色度のホタテ貝殻を原料とした粉末材料に、色

素を吸着・担持させ、再溶出がなく色調の良好な無

機顔料の製造方法を開発し、現在、食品添加物、化

粧品、内装材等への利用について検討を進めている。

．おわりに

北海道のホタテ貝漁獲量は年々増加し、ホタテ貝

加工場から大量の貝殻が発生しているが、大規模か

つ持続的な有効利用技術を確立するまでには至って

いない。

一方、加工場や漁港などがある市町村地域におけ

る環境・衛生管理、保管場所や処分場の逼迫などの

課題も顕在化しつつあることから、環境負荷を可能

な限り低減する社会づくりを目指して、ホタテ貝殻

を循環資源として活用する方策を確立する必要があ

る。

本研究では、ホタテ貝殻の有効利用技術を北海道

に特化した課題と位置づけ、生物起源であるホタテ

貝殻が有する特徴を最大限活用し、恒常的な需要が

期待できる用途開発の検討を進めてきた。実用化に

至るまでには更に多くの検討を要するが、大量処理

用途に関しては安価な資材であることから原料であ

るホタテ貝殻の安定供給、排出地区のロケーション、

運搬費や粉砕・焼成費などのコスト、貝殻の回収運

搬や資材化後の搬送等の流通システム、臭気対策等

について、また高付加価値用途に関しては原料であ

るホタテ貝殻の品質管理等についても今後検討して

いく必要がある。さらに、環境に配慮したリサイク

ル商品であることから、グリーン調達など行政的な

支援も事業化を進める上で重要である。

（連絡先 ＠ 、 ）

図 ホタテ貝殻有効利用の取り組み（その ）

図 ホタテ貝殻有効利用の取り組み（その ）
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．はじめに

ものづくりにとって高品質と高生産性は必要不可
欠であり、それを実現するためには、製造上のトラ
ブルをなくし、市場クレームのない低コストな製品
開発を迅速に行うことが求められている。タグチメ
ソッド（品質工学）は高品質と高生産性を同時に実
現するための具体的な手法として有効であり、多く
の企業で導入されているが、中小企業が導入するに
は難解な面がある。そこで本研究では、タグチメソ
ッドを調査・分析し、活用方法、活用分野などにつ
いて体系化を図るとともに、実課題に適用し効果の
検証を行った。
．研究内容

． 調査・分析及び体系化

タグチメソッドは田口玄一博士が構築してきた考
え方で、多くの手法からなっている。そこで、これ
ら手法を整理・分類し、体系化（図 ）を行った。

道内企業に効率的に普及を図るため、品質工学会
発表大会論文集（ ）の事例を調査・分析
（図 ）した。事例の約 ％が開発・設計段階に有
効であるパラメータ設計が主に活用されている。ま
た、近年はパターン認識に用いられる システ
ムが増えてきている。

． 手法を活用したケーススタディ

パラメータ設計手法を活用し、 つの実課題への
適用を行い、活用方法、効果など活用技術の蓄積を
図った。 つめは紙を材料としたヘリコプタの設計
演習課題で、 できるだけ同じ時間で落下するよう
に設計パラメータを決める というものである。本
課題は翼長等 パラメータを決定するには通常数千
回実験が必要であるが、本手法を用いることにより
回の実験で有効
なパラメータを導
出することが出来
た。 つめは実際
の企業の製品開発
（ブラスト洗浄機）
に適用したもの
で、詳細は次発表
課題で報告する。
． 手法の普及

タグチメソッドの普及を図るため、ものづくり企
業を集めた講習会を苫小牧、室蘭地区の カ所で開
催した。また、座学と実習から成る初心者向け研修
会（ 日間）を札幌地区
で開催した。すべての会
場で予想を上回る参加者
があり、タグチメソッド
への関心が高いことがわ
かった。
また、初心者向けに手
法の概要や活用方法など
をまとめた タグチメソ
ッド導入ハンドブック
（図 ）を作成した。
．ま と め

タグチメソッドの体系化を図るとともにケースス
タディを通じて手法を試行し、その活用技術の蓄積
を行った。
今後は作成した導入ハンドブックを技術移転の
ツールとして活用し、道内中小製造業の開発技術力
や生産性の向上につなげていきたい。
（連絡先 ＠ 、 ）

タグチメソッド（品質工学）を活用した製品開発の進め方
本道製造業における品質工学の導入に関する研究（平成 年度）

製品技術部 飯田憲一

技術支援センター 畑沢賢一、鶴谷知洋

図 タグチメソッド体系図

図 事例の推移

図 紙コプタ全景

図 導入ハンドブック



．はじめに

タグチメソッドは品質改善、コスト低減の有効な
手法とされ、大手企業を中心に世界中で導入され多
くの成果がでている。国内においても導入する企業
が増えているが、道内企業への普及は進んでいない
のが現状である。そこで本研究では、先進的な手法
や活用事例の分析、体系化を行うとともに、具体的
事例の実践により道内企業への迅速な適用を図った。
本発表では、産業廃棄物として処理されているホタ
テ貝殻を研掃材に利用したブラスト洗浄機の開発に、
タグチメソッドを適用した事例について報告する。
．開発概要

開発を行った装置は、高圧水を噴射し、その際に
発生する負圧により研掃材を吸い上げ、水と研掃材
の混合液が対象物に高速でぶつかり洗浄を行うもの
である。洗浄能力を最大限に高め、かつ安定化させ
ることを目的として装置の最適化を行った。装置の
概要を図 に示す。

．装置の最適化

装置の最適化は、以下に示す手順で行った。
パラメータの決定

ブラスト洗浄機の基本的な機能を 加圧タンク設
定水圧に対して忠実な研掃材混合重量となること
と考え、設定水圧の変化に対する研掃材の吸上げ重
量の評価を行うこととし、パラメータは表 に示す
種類に決定した。

直交表を用いた実験

表 のパラメータを直交表に割り付け、それぞれ

に研掃材タンク内の充填量と加圧タンク設定水圧を
組合せ、単位時間当たりの研掃材吸上げ重量の測定
実験を行った。
実験結果の解析と最適パラメータの導出

実験結果から得られた各パラメータの効果度合
（要因効果図）を図 に示す。
この結果から、図中の 印を最適なパラメータと

して選択した。

確認実験

最適なパラメータを用いて実験を行った結果を表
に示す。 比、感度ともに利得の再現性（推定

値と確認実験における測定値の差）が ［ ］
となり、良好な結果となった。

．ま と め

タグチメソッドを用いることにより、装置開発に
おける実験時間を短縮し、最適化を行うことができ
た。

（連絡先 ＠ 、 ）

タグチメソッドを活用したブラスト洗浄機の開発
本道製造業における品質工学の導入に関する研究（平成 年度）

技術支援センター 鶴谷知洋

製品技術部 飯田憲一、戸羽篤也

石黒鋳物製作所

図 ブラスト洗浄機概要

表 パラメータ

 

図 要因効果図図 要因効果図

表 確認実験結果

図 実験風景



．はじめに

高齢化のテンポが全国平均を上回る北海道におい

て、体力や身体機能面で制約の多い高齢者が安全で

健康的な生活を送れるよう、生活や勤労の場に数多

く存在する高負担作業について、身体への影響なら

びにその対策を定量的に示す必要がある。強度の強

い全身運動は、通常の製品使用動作や、 日 時間

労働を想定した作業とは違う運動様式をとる。不適

切に行われると危険だが、適正な運動強度を一定時

間継続すると体力づくりの効果も期待できる。その

ため、運動負担の予測を可能とする技術開発を行う

と共に、運動の一部がアシストされた場合の影響に

ついても検討を行った。

．試験方法と結果

本研究では、運動負担を数値化するため、主に物

理的及び生理的な人間特性に着目し、 次元動作

計測と力学モデルによる運動検討 有酸素性作業

能力に関する各種指標及び適当な運動強度の検討

疲労評価手法及び障害誘発危険性の検討 を課題

として計測と解析を進めた。負担感の定量化につい

ては、自覚的運動強度 を用いた。

検討に用いた事例は雪国の生活者にとって関心の

高い除雪作業とした。除雪模擬作業時の と酸

素摂取量 は、図 に示すとおり概ね相関関係

にあり、 （ややきつい）が比較的安全に長

時間持続可能な最大運動レベル（嫌気性代謝閾値

）とされている。そのため、 を参照値とし

て他指標を調べたところ、

運動様式にも依存するが心

拍との相関も認められた。

一方で、若年と高齢者の作

業成績（除雪量）を比較する

と、同等の 値におい

ても高齢者が有意に優れて

いた。作業効率は良いが身

体への負担度も高くなるた

め、 次元動作解析により

体の回旋や屈曲運動など複合動作時の人体各関節の

トルクを算出し、筋電位データと比較検討した。そ

の結果、スコップ作業の荷重アンバランスにより、

特定関節や特定筋への過大な負荷が認められ、疲労

の判断基準である筋電位の平均周波数低下も見られ

た。また、負荷集中を緩和するために、着衣に伸縮

性繊維を取り付け、筋負担の一部を繊維に分担させ

たところ作業時の筋活動減少を確認した。

．ま と め

比較的強度の高い作業を安全に行うための指標

を、物理及び生理的人間特性面から検討し有効性を

確認した。用いた手法は多岐に渡っており、今後さ

まざまな分野における作業指標、運動量の通知、運

動補助、適切な用具開発などへの応用展開が期待さ

れる。

（連絡先 ＠ 、 ）

運動負担予測技術の開発
運動負担予測技術の開発と製品への応用（平成 年度）

製品技術部 吉成 哲、飯田憲一、岩越睦郎、及川雅稔

中島康博、桑野晃希、中村勝男

技術支援センター 畑沢賢一

道立北方建築総合研究所、北海道大学、札幌医科大学、積水化学北海道

図 自覚的運動強度 と酸素摂取量

図 次元動作解析と身体モデル

図 運動補助



．はじめに

人の様々な動作の中から特定の動きを検出、判別

することが出来れば、作業中の運動量のモニタリン

グや意図の抽出が可能になる。そのために人体に直

接センサを取り付ける方法ではなく、その作業に使

用される道具にセンシング機能を持たせることで非

拘束に特定の動作を弁別することも可能である。本

研究では除雪用具と打楽器（鳴子）を対象に運動計

測と身体表現という つの面から機器の開発に取り

組んだ例について報告する。

．除雪用具

除雪作業は体への負担が大きく、生産的ではない

ため、一般に忌み嫌われがちである。しかしながら、

積水化学北海道 によるアンケート調査で“雪かき

は運動不足解消になるか”との問いに 大いになる 、

なる と ％の人が答え、 ならない と答え

た ％を凌いでいる。そこで作業量を客観的に捉

えることが出来れば、それは運動の管理や効果の指

標になると考え、作業量をモニタリングし数値化す

る組み込み機器を試作した。図 、 にその外観を

示す。用具には荷重変化を捉えるひずみゲージと雪

を放り投げる動きを検出する振動センサが組み込ま

れている。図 は掬い上げから放り投げまでの連続

動作におけるセンサ値を示している。これらの信号

を用いて、特に体への負荷が大きい放り投げ動作と

それ以外の動作を弁別し、運動量の推定を目的とし

た簡易なシステムを構築した。今後はより正確な運

動量の算出方法の検討を進める予定である。

．サイバー鳴子

ソーラン祭り では踊り子は鳴子（な

るこ）という打楽器を手にして踊ることが規定され

ている。今回、打ち鳴らし動作に同期して発光する

“サイバー鳴子”（図 ）を開発した。本体にバチ

と呼ばれる打ち木が当たるときの衝撃で、内蔵され

た マイコンのプログラムに従って が発光

する。モニターチームによる試作品の使用を通して、

鳴子が発する音と発光の

マッチングを図る工夫（図

）や、意図的に発光を

制御するための検討など

を行い、光造形システム

を活用した製造技術によ

って製品化に至っている。

．ま と め

本研究による動作の計測技術を通して、いわゆる

敬遠されがちな作業を積極的な運動と捉える手段の

提案や、新しい運動用具によって身体表現を豊かに

する商品の開発が出来たのではないかと考える。

（連絡先 ＠ 、 ）

動作情報の抽出と組み込み機器への応用
運動負担予測技術の開発と製品への応用（平成 年度）

製品技術部 桑野晃希、吉成 哲、中島康博

岩越睦郎、安田星季

図 対象スコップ 図 組み込み部

図 荷重センサ出力（上）と振動センサ出力（下）

図 高速度撮影

図 サイバー鳴子

図 発光タイミング
の検討



．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ち、身近で気軽なスポー
ツでもあることから北海道のみならず全国的にも人
気が増している。また、リクレーションや機能訓練
などの意味もあり、車イス使用者など障害を持つ人
の大会も催されるなど、すべての人に使いやすい施
設・設備・用具づくりのニーズがみられる。本研究
では、ユニバーサルデザイン（ ）の視点からパー
クゴルフをタスク分析などにより、施設類の分類整
理を行い、 用設備・用具類のアイデア展開を進
めた。またパークゴルフにおける 的見地から、
コース・施設・設備・用具・システムなどのあり方
についてとりまとめたので紹介する。

．研究の概要

． パークゴルフにおける施設類の分類整理

研究においては、パークゴルフについて、 面
からタスク分析を行い各シーンのデーターベース化
を図り、問題点や課題の整理を行った。また同時に
場における必要施設、設備、用具類の分類整理

を行った。表 は 的側面から見たパークゴルフ
場の現状の問題点や課題、解決アイデアを分析した
例である。

． 用設備・用具類のアイデア展開

データーベースをもとに に配慮した 用設
備・用具類のアイデア展開を進め、各アイデアに対
して具体化のための開発コンセプトをまとめた。ま
た、 を意識したパークゴルフ用ティインググラ
ウンドやゴルフクラブ・トイレ施設など 次元

によるモデリングを行った。表 はティイン
ググラウンドのアイデア展開例である。

． 対応パークゴルフクラブの試作

最近、車椅子利用者などの参加も多いことから、
上記アイデアの中からいろいろな身体機能を有する
人にも対応できるような角度・長さが調節可能な
パークゴルフクラブのプロトタイプを試作した。右
利き、左効きなどにも対応でき、ヘッドとシャフト
のらい角が自由に設定できることから、車椅子利用
者やオーダーメイド用の測定器などへ活用の可能性
について検討した。

．ま と め

パークゴルフについて 的見地から、コース・
施設・設備・用具・システムなどのあり方について
総合的に検討し、 場における必要施設、設備、
用具類の分類整理を行った。設備・用具類について、
的側面からアイデア展開を行い、一部プロトタ

イプモデルを試作した。研究結果を開発のための技
術資料として取りまとめた。
（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 面から見たパークゴルフ場の現状分析例

表 用具類のアイデア展開例



．はじめに

今日、情報サービスシステム・機器は従来の機能
のみならず、使いやすさ（ユーザビリティ）や魅力
的であることが重視されるようになってきており、
先進企業においてはユーザビリティの向上に配慮し
た設計プロセスの実践が重要との認識が一般的にな
っている。
一方、北海道では観光を主要産業の一つと位置づ
けており、観光行政においては旅行者の魅力的な旅
体験を支援する観光情報サービス提供機能の強化が
重要な課題となっている。
これらの背景を踏まえ、平成 年度に提案した観

光情報サービス基本コンセプト案 タービナル 旅
行者の魅力的な旅体験を支える、人と人とのコミュ
ニケーションを中心とした観光情報サービス の考
え方をベースに、使いやすく魅力的なシステム・機
器開発に有効な企画段階におけるユーザビリティ設
計プロセスと支援手法の提案を目的として、観光情
報システム・機器のコンセプト開発 要求仕様案検
討までのケーススタディを実施した経過について報
告する。

．コンセプト開発プロセスとその中で活用した手法

ケーススタディの実施にあたり、次のようなター
ゲットを設定した。 対象地域 ニセコエリア、
ターゲット旅行者 未就学児 小学生の子供を連れ
たファミリー旅行者（道内旅行者の ％を占めるコ
ア層）
その上で、効果的なコンセプト開発プロセスの探
索を目的に、次の項目から成る取り組みを実施した
（図 ）。

．結 果

） ）の結果、次のような特徴を持った観光情
報システム機器コンセプト案を導出できた。
【サービスのねらい・特徴】
現地に到着してから観光案内所で効果的な地域
情報を収集
旅体験の途中でも、様々の環境で新鮮な地域情
報を提供・収集
旅先での観光情報システム・機器の利用を通じ
て家族の中で、または現地の人とのコミュニケー
ションを楽しめる
【システム・機器】
観光情報基本システム（タビュウシステム）

旅行者の様々な観光情報の利用状況に対して情報
発信するための観光情報収集・発信基本システム
観光情報端末機器

観光案内所の案内スタッフのためのキオ
スク型観光情報端末（プロタビュウ）
旅行者を中心として地域住民も利用する
携帯型情報端末（プチタビュウ）

） ）の結果、効果的・効率的なコミュニケー
ション支援システム・機器に求められる要求を抽出
し、さらに前述の プロタビュウ について旅行者
の様々な質問の仕方への柔軟な対応などを特徴とす
る機器のインタラクション案を創出できた。
また、今回提案・試行したユーザー調査・分析手
法 、 についても、目的の分析結果をほぼ得られ
ており、ある程度の有効性を確認できた。

．ま と め

観光情報システム・機器開発のケーススタディを
通じて旅行者、地域の観光事業者・住民のベネフィ
ットも考慮しながら、使いやすさへの配慮がなされ
た新しい観光情報システム・機器案の創出、および
要求仕様案検討を効果的に実現しており、試行した
企画段階におけるユーザビリティ設計プロセスと提
案手法の有効性を確認できた。
今後は、提案したシステム・機器案の有効性や実
現可能性について検討を進めてゆく予定である。
（連絡先 ＠ 、 ）

ユーザビリティ設計プロセスに基づく観光情報システム機器の開発
ユーザビリティソリューション開発研究プロジェクト（知的クラスター創生事業）

（平成 年度）

製品技術部 万城目聡、及川雅稔、日高青志

図 試行したコンセプト開発プロセスと提案手法



．はじめに

金型、切削バイト、刃物などの工具や部品は高い

耐摩耗性が求められることから、超硬合金が多く利

用される。原料粉末が微粒なものを用いた超微粒超

硬合金は、通常の超硬合金より耐摩耗性が高く、ま

た加工面粗さを小さくできるため、金型・工具など

に多用されている。

この超微粒超硬合金の加工方法として、ワイヤ放

電加工法があるが、この場合、超微粒超硬合金は通

常の超硬合金に比べ微細なクラック（割れ）が進展

し易く、製品の寿命を著しく縮める原因となってい

る。そのため放電加工後に発生するクラックを除去

するため、クラック深さの数倍と思われる深さまで

研削除去しているのが現状である。

今回は、ワイヤ放電加工によるクラックの発生状

態を観察した結果を報告する。

．実験方法

試料には結合相（ ）の組成比を変えた 種類

の超微粒超硬合金を用いた。表 に試料の組成等を

示す。これらの試料について、加工速度、加工回数

を変えてワイヤ放電加工を実施し、クラックの大き

さ、個数等を観察した。加工条件を表 に示す。

．実験結果

組成とクラック

％ と ％ を比較すると、結

合相量の少ない ％ の方がクラックが多

く発生した。（図 ）

％ におけるクラックの観察結果の例

を図 に示す。クラックの深さは、 ％

の試料が 、 ％ が 程度

であった。一般に超硬合金は結合相量が少ない程

じん性が低いことがわかっており、 ％

の方が大きな（深い）クラックが発生しているの

は、そのためと考えられる。

一方、 の試料は、クラックの数は ％

や ％ より少ない結果となったが、

試料の欠落が見られた。 は、 ％

や ％ よりじん性が低いので、発生した

複数のクラックが進展してつながり、欠落に至っ

たと考えられる。

加工速度とクラック

いずれの材質においても、加工速度の速い方が、

クラックが発生しやすい結果となった。

．おわりに

ワイヤ放電加工した超微粒超硬合金について、ク

ラックを除去するため数百 も研削加工していた

例もあるが、実際のクラックの深さは 程度で

あることがわかった。

（連絡先 ＠ 、 ）

超微粒超硬合金の放電加工面に発生するクラックの観察
超微粒超硬合金のワイヤ放電加工特性（平成 年度）

材料技術部 中嶋快雄、宮腰康樹、相山英明、高橋英徳

表 試 料（超微粒超硬合金）

表 加 工 条 件

図 クラックの発生数

図 クラックの観察（ ％ の場合）



．はじめに

都市ごみ焼却プラント、特にストーカ式焼却炉で

用いられる炉床材は火格子と呼ばれ、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。昨年度までの研究では、市販の耐熱鋳鋼

をベースに （ニオブ）を添加した合金を開

発し、耐食性の向上を検討した。本発表は、この合

金にさらに合金元素を添加した合金を試作し、模擬

ごみ焼却炉雰囲気試験装置および実焼却炉による高

温耐食性評価（実機試験）を行った結果について発

表する。

．実験方法

実験には耐熱鋳鋼 に を最大 ％添加し

たものを基材とし、これに最大 ％の合金元素（以

下、 と称する）を添加した合金を用いた。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。試料には予め溶融塩（ 等モル混合

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 で

の試験を行った。試験後の試料は断面における腐食

深さを調査した。また、これらの合金を用いて実寸

の火格子を作製し、焼却炉実機に所定の期間設置後、

重量変化を調査した。

．結果と考察

図 に および 添加量と腐食深さについての

実験装置による結果を示す。基材の に比べる

と、 および の添加により腐食深さは著しく小

さくなる、すなわち耐食性が格段に向上している。

多くの実験条件で検討した結果、 ％ および ％

は高い耐食性を示したが、これ以上の 量では

耐食性は低下した。 添加量を ％に固定し、

添加量を ％、 ％、 ％とし、実寸の火格子を砂

型鋳造により作製し、実機試験に供した。 時間

（約 ヶ月）経過後に設置した火格子を取り出し、

試験前後の重量変化を測定した結果、 添加合金

はどの添加量でも重量変化がほとんど認められな

い。従来材が大きな重量減少を示したことに比べる

と、 の添加により重量減少の抑制、すなわち耐

食性の著しい向上が認められた。

．ま と め

耐熱鋳鋼 に および合金元素 を添加

した合金の耐食性向上について、実験装置および焼

却炉実機を用いて検討した。その結果、従来材に比

べて著しい耐食性の向上が認められた。実機におけ

る評価試験を引き続き行い、信頼性評価を行う予定

である。

（連絡先 ＠ 、 ）

ごみ焼却炉用炉床材の開発
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、鴨田秀一

技術支援センター 中嶋快雄

荏原製作所、 荏原総合研究所

図 ガス 溶融塩腐食試験装置概略

Distiled Water Heater

Furnace

Sample

Quartz Tube

Quartz Rod

Gas Outlet

Purge Ar gasMixed Gas
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(Molten
Salt)

Mixed Gas
Inlet

Carrier Gas

Carrier gas with H2O

Thermo
 Couple

図 および 添加量と腐食深さ



．はじめに

鋼の防食を目的とした溶射は、 年代前半から

欧州を中心に利用されてきた。特に、溶射と塗装を

組み合わせた重防食溶射は数十年単位での長期防食

効果があると言われている。近年、欧米では海岸地

域での油田設備、軍需設備、橋梁等にこの重防食溶

射法が積極的に利用されるようになってきた。これ

は、溶射法ではイニシャルコストは高いが、メンテ

ナンスコストを考慮したトータルコストでは、塗装

法に比べかなり低くなることが明らかになったこと

が大きな要因であり、溶射法の長所が認知されてき

たことを示している。日本国内でも四国、九州を中

心に鋼製橋梁に重防食溶射が施工されるようにな

り、さらに平成 年度からは、鋼製橋梁の代表的防

錆防食法を定める道路橋示方書に金属溶射法が明記

されるようになった。

本研究では、道内外での防食溶射施工に関する実

態調査および防食溶射法でのライフサイクルコスト

の試算を北海道溶射工業会と連携協力して実施し

た。さらに、溶射皮膜の長期耐食性を評価するため

道内 カ所で暴露試験を開始した。本報告では、こ

れらの概要について紹介する。

．鋼道路橋への防食溶射実施例

図 は、 年福岡市に設置された海ノ中道大橋

である。この橋にはアーチリブに 以上のア

ルミニウム溶射が施され、さらに封孔処理後 度塗

りのフッ素樹脂塗装がなされていた。

最近の材料の変遷として、溶射材料は、亜鉛から

アルミニウムあるいは亜鉛 アルミニウム合金へ、

上塗り塗装には塩化ゴム系から、ポリウレタンある

いはフッ素樹脂へと仕様が変わってきている。また、

封孔処理材も有機系から無機系のものも使用される

ようになった。

．ライフサイクルコスト（ ）の試算

道内での防食溶射実施例とそれぞれの発錆程度を

調査した結果、アルミニウム溶射 塗装の仕様で平

均して 年間はメンテナンスフリーで良いことがわ

かった。そのため、 年間での を溶射の場合

年ごとに塗装のみ更新することとし、試算した。

図 は、重防食塗装（ 塗装系）と比較した結果で

ある。長期的には、溶射法の方が優位であることが

明らかである。

．屋外暴露試験

亜鉛、アルミニウムおよび亜鉛 アルミニウム合

金、 種類の溶射皮膜の長期耐食性を比較、検討す

るため、屋外暴露試験サンプル（ ）

を作製した。比較材として、基材の軟鋼板、塗装板、

溶融亜鉛めっき鋼板を用いた。釧路、函館、稚内、

富良野、以上 カ所で暴露試験を開始した。

．ま と め

道内外での防食溶射施工実績に関するデータを収

集した。溶射法での の試算を、塗装法と比較

して行い、溶射法の特徴を明らかにした。

溶射 封孔処理 塗装の仕様最適化について検討

した結果をもとに、屋外暴露試験サンプルを作製し、

それらを道内 カ所に設置した。

（連絡先 ＠ 、 ）

鋼道路橋への防食溶射技術
橋梁への重防食溶射技術に関する調査研究（平成 年度）

材料技術部 赤沼正信、田中大之、斎藤隆之

北海道溶射工業会

図 アーチリブへの防食溶射実施例

図 ライフサイクルコストの試算例



．はじめに

高分子材料は大気中の酸素・水分・熱・紫外線な

どの環境要因によって劣化し、その劣化状況を素早

く予測することが製品設計の課題となってきてい

る。しかし、劣化状況を体系的に検討したデータは

ほとんど無く、各企業が個別に保持しているのが現

状である。本研究では、高分子材料の耐候性を評価

することにより促進耐侯性試験および屋外暴露試験

の長期間における劣化状況を推測する手法を検討す

るとともに、促進及び屋外暴露の相関性について検

討した。また、産技連物質工学部会高分子分科会共

同研究として全国公設試にて耐候性試験を行ったの

でその結果もあわせて報告する。

．試験方法

用いた樹脂は 、 とし、屋外暴露試験およ

び促進暴露試験を実施した。各試験の概要を表 に

示す。

暴露後の試験片を引張強さ保持率より予測曲線を

推定した。なお、耐候性試験による劣化は温度によ

る強度変化と相似であるという菊地らの報告 ）を

もとに、劣化予測のための試験として各試料とも高

温にて引張試験も実施した。

．試験結果

、 の暴露時間と引張強さ保持率の関係を

図 に示す。

は初期の暴露時間で急激な強度の低下が生

じ、その後は一定の値となる。一方、 は促進暴

露では時間とともに強度低下を起こしているが、屋

外暴露では ヶ月目まで強度低下が無くその後、低

下している。内部に添加された酸化防止剤等の影響

と思われる。

劣化予測は につい

ては初期の急激な劣化のた

め予測曲線の算出が不可能

であった。 については

予測が可能であり各暴露試

験において長時間の劣化予

測が可能であることが分か

った。図中に予測曲線を示

した。

屋外および促進暴露試験より得られた予測曲線を

用いて引張強さ保持率の等しくなる時間の関係を求

めた曲線を図 に示した。鹿児島の値は共同研究に

より得られた予測曲線より算出した。これによると

札幌で屋外暴露 年に相当する促進暴露時間は

時間で良いのに対して鹿児島では 時間必要なこ

とが分かる。それだけ屋外では鹿児島の方が劣化が

早いことを示している。

．ま と め

・高温による試験の値より短期間の暴露により長期

間の劣化予測ができることが分かった。

・予測曲線を元に屋外暴露と促進暴露時間の関係を

求めることが可能である。

（連絡先 ＠ 、 ）

高分子材料の耐候性と劣化予測
高分子材料の劣化予測に関する研究（平成 年 年度）

材料技術部 金野克美、可児 浩、吉田昌充、吉田光則

）福島県ハイテクプラザ 研究報告 高分子材料の加工お
よび使用雰囲気が影響する環境技術 第 編

表 耐候性試験概要

図 引張強さ保持率の経時変化
左 促進暴露 右 屋外暴露
─ ─ ─ ─

図 屋外暴露と促進
暴露の関係



．はじめに

ヒドロキシアパタイト（ （ ）（ ））
は、優れた生体親和性の他に、異なる結晶面（ 面
と 面）で選択的吸着特性を有することから、結晶
粉末の形態と配向性を制御することにより、骨芽細
胞を誘導する蛋白質を吸着する生体代替材料への応
用が期待されている。一方、水熱合成法を用いたセ
ラミックスの粒子設計では、温度、 、反応場、
溶媒及び出発原料等の条件設定により、粒子サイズ
や形状が敏感に変化することが報告されている。
本研究では 粉末の形態制御を目的として、
リン酸 カルシウム（ （ ） 以下 ）の水
熱処理により 針状結晶の合成し生成相と結晶
形態に及ぼす水熱温度と溶媒条件の影響を検討し
た。
．実験方法、

所定量の と溶液を内容積 小型圧力容
器に封入し、乾燥機内で 時間の水熱浸漬処理する
ことにより、 を合成した。これまでに 、
時間の水熱浸漬処理により長さ の 針

状結晶を合成していたが、結晶の直径のばらつきが
非常に大きかったことから、 水熱温度を に
した場合と、 溶媒をエタノール水溶液にした場合
の 通りについて検討した。
得られた試料について、粉末 線回折による生成

相の同定と走査型電子顕微鏡による表面組織の観察
を行った。
．結果と考察

出発物質の は直径 以下の不定形な
微細粒子であった。これを水熱処理することにより
次の化学反応式に従って 単一相を合成するこ
とができた。

（ ）
（ ）（ ） （ ）

パターンでは、図 に示すとおり結晶塊中に

や副生成物は存在せず 単一相であった。
図 に蒸留水とエタノール水溶液により合成した
針状結晶の表面観察例を示す。蒸留水とエタ

ノール水溶液のいずれの処理でも、長さ約 の
針状結晶が合成された。水熱温度が と で

は、 の方がわずかながら結晶直径のばらつき
が少なかった。同じ温度条件で溶媒をエタノール水
溶液にした場合、結晶形態がより均一になることが
分かった。
また、蒸留水での水熱合成では、生成した

が圧力容器の底で凝固していたが、エタノール水溶
液では沈殿しただけだった。

．ま と め

を出発原料とした水熱反応において、水
熱温度と溶媒条件によって結晶形態を制御できるこ
とが分かった。今後、溶媒条件等を変えて水酸アパ
タイトの水熱合成を継続し、 （

）用坦持材や人工骨・人工歯根などのニー
ズに対応した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。
（連絡先 ＠ 、 ）

水熱合成法によるアパタイト粉末の形態制御
水熱合成法を利用した生体機能性セラミックスの作製と応用技術に関する研究

（平成 年度）

材料技術部 板橋孝至、赤澤敏之、内田典昭、高橋英徳

技術支援センター 勝世敬一、堀川弘善

図 と得られた の パターン

図 水熱処理による

）エタノール水溶液）蒸留水



．はじめに

アルミニウムリサイクルの一手法であるアルミニ

ウムスクラップ溶湯の高純度化は従来より行われて

いるが、それらは有害なガスの使用や複雑な装置を

必要とすることなどが実用化の障壁となっている。

本研究では、アルミニウム中の不純物元素と反応

して吸着する性質を持つセラミックス粒子または繊

維によるフィルタでアルミニウム溶湯をろ過して溶

湯中の合金元素や介在物を除去するという、従来法

に比べて製造加工時における省力化、省エネルギー

化、製造コストの低減、および廃棄物の利用など環

境に配慮したアルミニウムリサイクル方法の技術確

立を目的としている。

．実験方法

図 にアルミニウム溶湯ろ過方法の概略を示す。

加熱された金型の所定位置にフィルタを設置し、そ

こへアルミニウムスクラップ溶湯を注ぎ直ちに加圧

する。溶湯がフィルタを通過する際に、介在物や鉄、

ケイ素を含んだ金属間化合物がフィルタ表面近傍で

補着され、さらにフィルタ内部でマグネシウムなど

の合金元素が反応・吸着される。その後、合金元素

が減少した溶湯はフィルタを通過し、金型下部にた

まるというものである。

本研究では以下の 項目について検討している。

・高圧によるアルミニウム溶湯のろ過技術

・アルミニウム溶湯中からの および 系金属間

化合物の晶出と成長方法の検討

・ホタテ貝殻由来炭酸カルシウムのフィルタ材への

適用

・フィルタに用いたセラミックス繊維の分離回収お

よび処理方法

．結果と考察

高圧下でフィルタを用いてアルミニウム溶湯をろ

過する方法について実験室的に検討した。実験の簡

便化のためにグラファイト型を用いた。溶湯を型に

注ぎ直ちに加圧したところ、外型と加圧パンチの隙

間から溶湯が噴出した。

原因を検討した結果、フィルタを透過する際に最

低限必要な圧力（しきい圧）はフィルタの空孔率、

繊維または粒子の体積率、溶湯の表面張力、濡れ角、

繊維径等に依存し、しきい圧が高いほど反応性が高

いが、加圧時に溶湯が噴出しやすいことが認められ

た。

および を 系金属間化合物として析出

させフィルタ表面での補着を検討した結果、析出物

は針状結晶となり溶湯温度に依存して大きさが異な

ることがわかった。 近傍では長さが約

となり、フィルタで補着するには十分に大きいこと

が明らかになった。また、フィルタに用いたセラミ

ックス繊維とアルミニウムの分離・回収について、

高温の混合塩（溶融塩）に溶かし込むことにより分

離が可能とわかった。

．まとめ

アルミニウム溶湯をろ過して溶湯中の合金元素や

介在物を除去するアルミニウムリサイクル方法を検

討している。実験室的には良好な結果が得られ、溶

湯からの 、 、 、 の低減を確認した。今後、

ろ過プロセスの確立および反応効率の向上を検討す

る予定である。

（連絡先 ＠ 、 ）

新しいアルミニウムスクラップリサイクル方法
新エネルギー・産業技術総合開発機構（ ）受託研究（平成 年度）

材料技術部 高橋英徳、吉田昌充

環境エネルギー部 内山智幸、平野繁樹

北海道大学、北海道工業大学、苫小牧市テクノセンター

図 アルミニウム溶湯ろ過方法概略



．はじめに

近年、オオワシやタンチョウヅルなど稀少鳥類の
鉛製銃弾や釣り用オモリの誤食、誤飲による鉛中毒
死が問題となっている。また、土壌・水質への間接
的な鉛害も懸念されている。これら背景のもと鉛代
替材料の開発が急務となっている。本研究では、低
融点合金の中で比較的高密度であるビスマス（ ）
と延性に富むスズ（ ）に着目し、これら合金の
基礎的性状を調べた。また第三元素の添加効果につ
いても検討を加え、鉛代替材料としての可能性を検
討した。

．実験方法

試料は、所定の配合に秤量した 及び を鉄製
鍋の中で溶解し、各々の用途に合った金型に鋳造し
作製した。溶解はプロパンガスバーナーを用い、注
湯温度は合金融点 を基準とした。第三元素
として 及び を用意し、上記の合金溶湯を

以上に加熱し、添加元素の酸化防止を考慮し
ながら溶解した。
得られた試料について、密度、鋳造性（湯流れ性、
鋳造後の引け及び膨張率）、機械的性質（強度、硬さ、
伸び、圧縮）を評価した。

．結果及び考察

今回作製した各合金の密度は、体積比に準じた複
合則に基づき算出した理論密度の値とほぼ一致し
た。したがって、合金作製（溶解）時の酸化による
影響は特に考慮しなくても所定の合金を得られるこ
とが分かった。

合金の鋳造時の性状は、湯流れ性はほぼ良
好であったが、 量が共晶組成の ％より少
ない場合に引けを生じる傾向が認められた。引けを
生じる組成は、製品化を考えた場合好ましくない。
引けを生じなかったと仮定し算出した鋳造凝固時の
体積変化は、 がわずかでも配合されると膨張す
る傾向にあった。特に ％ 以上では膨張の
度合いが大きく、鋳造材自体に割れを生じた。鋳造
凝固時の膨張は、金型鋳造においては型へのかじり、
遠心鋳造（ゴム型使用）においては鋳肌不良の原因

となるため、製品の製造（鋳造）に際しては膨張を
考慮した鋳造法案の検討が必要であった。

合金の引張強さ及び硬さは、各々
％ 付近で最大値（各々 、 ）

を示した。引張強さ及び硬さはすべての配合比にお
いて鉛より高い値となった。伸びは、 単体が最
も高い値を示し、 の添加とともに低下したが、

％ 付近で再び高い値を示す傾向が見られ
た。曲げ試験（内側半径 、曲げ角度 以上）
では、 単体のほか、 量が ％で割
れを生じなかった。 の円柱状試料を長手
方向に厚さ まで圧縮変形させる試験では、
以外のすべての試料において外周部に放射状の割れ
を生じた。 以外では、 ％ が割れの発
生度合いが最も少なかったが、外周に微細な亀裂は
観察された。
以上の結果より総括的に判断すると、高密度を重
要視される製品に対しては ％ 、強さ、
靭性など強度的な面も要求される製品に対しては

％ が最適な組成であると判断された。
また製品製造時あるいは使用時に大きな塑性変形を
ともなう製品については、密度を犠牲にしてでも
単体を使用せざるを得ないことが分かった。
最後に 合金へ第三元素を添加することでさ
らなる機械的性質の向上を試みた。その結果、 及
び を ％添加したものは、引張強さでわず
かの向上が認められたが、伸びにおいてはむしろ低
下する傾向が見られた。したがって第三元素の添加
は、本実験範囲ではあまり効果が認められなかった。

．おわりに

以上、 合金の基礎的性状を調べ、鉛代替材
料としての可能性を検討した。その結果、高密度が
重要視される製品、強度的な面が要求される製品、
大きな延性（塑性変形能）が必要な製品など、各々の
用途に適した材料組成が存在することが分かり、

合金の鉛代替材料としての可能性が示唆され
た。今後、これら実験結果をもとに散弾、ライフル
弾、釣り用オモリの試作を行う予定である。
（連絡先 ＠ 、 ）

銃弾及び釣り用オモリの鉛代替材料の選定
銃弾及び釣り用オモリの鉛フリー化に関する研究（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、田中大之

製品技術部 岩越睦郎

室蘭工業大学、 北海道猟友会、 日本釣用品工業会、 フジワラ
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．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、路面標示用塗料の構

成原料および散布材の一部をホタテ貝殻粉砕物で代

替し、路面標示ラインの耐滑走性の改良について検

討した。

．試験方法

ホタテ貝殻粉砕物は、 の粒度のものを

用いた。また、比較試料として、耐滑走性の改良に

通常使われている珪石を用いた。施工試験は、通常

の処方で塗料および散布材に用いるガラスビ ズの

％をホタテ貝殻または珪石で代替して、当場

構内で行った。施工した区画線の性能の調査として、

すべり抵抗、視感反射率、黄色度、反射輝度の各項

目の経時変化を測定した。

．結果および考察

図 に、通常材、ホタテ貝殻および珪石による代

替材のすべり抵抗の経時変化を示した。通常材に比

べてホタテ貝殻を用いた方がすべり抵抗が非常に高

く、時間が経過しても差はほぼ一定であった。ホタ

テ貝殻と珪石ではどちらを用いた場合もほぼ同じ値

で推移した。

図 と に、黄色度と視感反射率の経時変化を示

した。ホタテ貝殻を用いた場合、貝殻の色により初

期値は通常材よりやや劣るが、時間が経過するとほ

ぼ同じ値になった。

図 に、反射輝度の経時変化を示した。反射輝度

はガラスビ ズの一部を代替したため通常材に比べ

て低いが、 以上の値であるので、道路上での夜

光反射性能は十分に確保されていると考えられる。

．おわりに

路面標示用塗料の構成原料および散布ガラスビ

ズの一部をホタテ貝殻粉砕物で代替することにより

路面標示ラインの性能を損なわずに、耐滑走性を向

上させられることが明らかになった。

（連絡先 ＠ 、 ）

耐滑走性改良路面標示用塗料の開発
技術指導（平成 年度）

技術支援センター 山岸 暢、長野伸泰

材料技術部 可児 浩、吉田昌充

環境エネルギー部 内山智幸

製品技術部 蓑嶋裕典

信号器材

図 すべり抵抗

 
 

 

図 黄色度

図 視感反射率

図 反射輝度



．はじめに

北海道内では、毎年約 万トンのホタテ貝殻が廃
棄物として排出されている。ホタテ貝殻は、石灰質
肥料、カキ養殖用採苗器、暗渠資材、食品添加物等
に利用されているが、更なる有効利用を目的とした
用途開発が求められている。
黒板に使用されるチョーク（白墨）は、現状市販
されている製品の大半が石灰石を粉砕した炭酸カル
シウムを主原料としたものである。ホタテ貝殻は高
純度・高白色度の炭酸カルシウムが主成分であり、
この粉砕物は特徴的な棒状粒子であるためチョーク
の原料として使用することで、廃棄物の有効利用、
更には折損強度の向上が期待される。本研究では、
ホタテ貝殻を原料に用いたチョークの品質性能に関
する検討を行った。

．実験方法

現行チョークの原料処方で用いられる石灰石由来
炭酸カルシウム粉末の一部を平均粒径 と
に調製したホタテ貝殻粉砕物に置き換え、所定量の
粘結剤と水を加えて混練・押出成形後、切断・乾燥
して図 に示すようなホタテ貝殻入りチョークを作
製した。この作製したチョークを使って、 点曲げ
試験による折損強度を評価した。

．結果及び考察

図 にホタテ貝殻粉砕物を混合したチョークの折損
強度を示した。ホタテ貝殻粉砕物の平均粒径が
の場合、添加量 ％で最も高い値を示した。ま
た添加量 ％の場合、平均粒径 を用いたも

のが を用いたものより高い値を示し、何れも
炭酸カルシウムチョーク現行品に比べ高い値を示し
た。この要因は図 に示すように、チョーク内のホ
タテ貝殻粉砕物のアスペクト比がより高い方が形状
による補強効果が大きいためと考えられる。

．おわりに

ホタテ貝殻粉砕物を使用したチョークは、現行チ
ョークと比較し折損強度の向上が示された。更にホ
タテ貝殻粉砕物粒径の選択や配合処方を調整するこ
とで、重要な特性である書き味や黒板に描いた描線
の消去性が現行チョークと同様に良好な性能を示し
た。以上の結果からホタテ貝殻は、従来性能を低下
させることなくチョークの原料として使用可能であ
ることがわかった。
（連絡先 ＠ 、 ）

ホタテ貝殻入りチョークの開発
技術指導（平成 年度）

材料技術部 吉田昌充、可児 浩

技術支援センター 山岸 暢、長野伸泰

環境エネルギー部 内山智幸

製品技術部 蓑嶋裕典

日本理化学工業

図 ホタテ貝殻入りチョーク

図 ホタテ貝殻入りチョークの断面組織

図 チョークの折損強度

 



．はじめに

プラスチック用充填材として使用される重質炭酸

カルシウムは石灰石の粉砕物でありアスペクト比の

小さい塊状の粒子であるが、化学的に合成される沈

降性炭酸カルシウム（以下 ）は合成時の反応条

件や微量成分の添加などにより生成する結晶形や粒

子形状・粒子径を様々に制御でき、アスペクト比の

高い粒子を得ることが出来る。

本発表会では道内で廃棄物として大量に排出され

ているホタテ貝殻の再利用を目的とし、焼成・消化

の過程を経たのちに異なるアスペクト比となるよう

再合成した 粒子をポリプロピレン樹脂（以下

）に充填材として使用し、成形材の物性への影響

を検討した結果を報告する。

．実験方法

図 にアスペクト比がそれぞれ 、 、 となる

よう合成した の顕微鏡写真を示した。これら

を ステアリン酸ナトリウム水溶液で

表面処理を行い充填材として用いた。 としては

（出光石油化学 ）を用いた。 と充填材

を二軸ロールおよび押出機で混練し所定充填率とな

るよう複合化した後、射出成形により試験片を作製

した。この試験片を用い、引張試験等の物性測定を

行った。引張試験方法は に準拠した。

．結 果

図 に表面処理を行った を ％混合した

試験片の引張弾性率を示した。いずれの場合におい

ても充填材の混合により樹脂単体より高い弾性率が

得られたが、その傾向はアスペクト比を高くした場

合により顕著であった。

図 に図 と同様の表面処理を行った を混

合した試験片の充填率と引張降伏強さの関係を示し

た。充填材を用いることにより引張降伏強さは低下

するが、アスペクト比の高い試験片では低下の度合

は小さかった。

これらの結果から以下のことがわかった。

）弾性率の向上に充填材の使用が有効な手段であ

りその効果は高アスペクト比のものにおいてより

大きい。

）充填材を用いることによる引張降伏強さの低下

を抑える効果は高アスペクト比のものにおいてよ

り大きい。

．ま と め

ホタテ貝殻から化学合成した高アスペクト比の沈

降性炭酸カルシウムをプラスチックの充填材に用

い、引張降伏強さの低下を抑えながら弾性率などを

の物性を向上することができることが明らかとなっ

た。

（連絡先 ＠ 、 ）

合成炭酸カルシウムを利用した複合材料の開発
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）

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 長野伸泰、山岸 暢

九州大学、北海道共同石灰

アスペクト比 アスペクト比 アスペクト比

図 沈降性炭酸カルシウムの電子顕微鏡写真

図 アスペクト比と引張弾性率の関係図 アスペクト比と引張弾性率の関係

図 アズペクト比と引張降伏強さの関係



．はじめに
留辺蘂町で大量に産出される廃乾電池の亜鉛滓焙
焼残渣（ ）粉末はマンガン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
水処理材への応用が期待される。
本研究では、 の有効活用と水処理材への応

用を目的として、ゲルキャスティング法により
多孔性複合セラミックスを作製し、その微細構造と
水処理用微生物活性の関係を検討した。
．実験方法
粉末、モノマ 、架橋剤、分散剤水溶液を混

合し、異なる粒子径の造孔剤（コ ンスタ チ 、
ポテトスタ 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、調湿乾燥し、酸化雰囲気

で焼成する工程により セラミックス
を作製した。微生物親和性と焼結性の改善ために、
と牛骨由来焼成アパタイト（ ）粉末を配合し

た複合セラミックス（ ）を同様に作製した。
得られた焼結体について、生成相の同定、線収縮
率、吸水率、嵩密度、気孔率及び 点曲げ強度の測
定等を行い、微細構造を観察した。
水処理用微生物の活性試験では、 種の セ
ラミックスにペプトン、市販微生物製剤と栄養塩を
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等を測定した。
．結果及び考察
セラミックスは 相、 相及び

相が、 複合セラミックスは 相、
相及び （ ）（ ）相が同定された。

両セラミックスは、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のに対し、吸水率と
全気孔率は減少した。図 に、 セラミックス
の焼成温度と全気孔率の関係を示す。全気孔率は、
造孔剤添加量の増加に伴い増大し、造孔剤無添加に
比べ が 倍、 が 倍高い値になっ
た。特に、 で焼結が効果的に進行し、
比較的高い曲げ強度を持ち全気孔率 ％の多孔
体が得られた。図 に、 や 用いて、
で 時間焼成した セラミックスの微細構造を

示す。造孔剤の粒子径を反映して、細孔径が は
、 は の細孔が観察された。

一方、 複合セラミックスでは、 配合
量の増加に伴い、焼結温度は低下し、曲げ強度は増
加した。 を用いた の焼成により、
全気孔率 ％、細孔径 の多孔体が得
られた。

水処理用微生物の活性試験については、 セ
ラミックスでは、 や のいずれを用いた場合
でも同等の酸素消費量の増加曲線がみられた。また、

複合セラミックスでは、 配合量の増
加に伴い、酸素消費量は大きくなり、微生物活性が
高くなる傾向が認められた。
．ま と め
ゲルキャスティング法により、 や を用い

て、種々の細孔径と気孔率の 複合セラミック
スを作製することができた。 ％、 ％、

の条件で、水処理材に有効な微細構造
と曲げ強度の多孔体が得られた。したがって、
多孔性複合セラミックスは、造孔剤の添加量と焼成
温度の選定により水処理材への応用が可能である。
（連絡先 ＠ 、 ）

廃乾電池亜鉛滓（ ）を用いた多孔性セラミックスの作製
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、野村隆文、吉田憲司、板橋孝至、内田典昭

環境エネルギ 部 三津橋浩行、佐々木雄真、高橋徹

製品技術部 中村勝男

情報システム部 澤山一博

野村興産 、北海道農材工業 、北海バネ

北海道大学、北見工業大学、北海道工業大学

図 セラミックスの焼成温度と全気孔率の関係

図 セラミックスの微細構造



．はじめに

廃乾電池の亜鉛滓焙焼残査（ ）は、マンガン

や亜鉛の複合酸化物であり、これら酸化物に由来す

る微生物活性の選択性を利用した水処理材の開発や

触媒機能を付与した気孔構造の設計によるディーゼ

ルエンジン等の環境循環型排ガス捕集フィルタの開

発等が期待される。本研究では、 環境浄化・

保全材料の製造と量産化技術の確立を目的として、

窯業分野の押出及びタタラ成形法により、水処理材

や排ガス捕集フィルタに有効な異種形状サイズの

多孔性セラミックスを試作し、その成形・焼成

特性、微細構造に及ぼす造孔剤と焼結助剤の影響に

ついて検討した。

．実験方法

粉末と成形助剤（メチルセルロース ）

を加水混合後、所定量の焼結助剤（活性炭汚泥

）と造孔剤（コンスターチ または小麦ふ

すま ）を ％を添加して再度加水混合する

ことにより、成形用原料を調合した。それを土練成

形機で中空円筒状または自動タタラ成形機で平板状

に成形後、乾燥、酸化雰囲気中 焼成に

より、 多孔性セラミックスを試作した。得ら

れた焼結体について、吸水率、嵩密度、気孔率、ガ

ス透過率、 点曲げ強度を測定し、走査型電子顕微

鏡により微細構造を観察した。

．結果及び考察

粉末に の微量添加により、粘土と同等の

可塑性が発現し、押出成形が容易に可能な調合原料

になった。 や への過剰な吸水は成形性と乾燥

性を悪化させるため、 粉末と に必要な水

分を供給・養生後、造孔剤と を添加、加水混

合する 段階調合が効果的であることが分かった。

より を用いた場合の方が良好な異種形状サイ

ズの成形体が得られた。（図 ）。 はカーボン

と粘土鉱物を主成分とし、低温焼結性と造孔剤機能

を有することから、多孔性セラミックスの焼結助剤

として極めて有効であった。図 に ％の中空

円筒状焼結体の外観、図 にその焼成温度と気孔

率・曲げ強度の関係を示す。焼成温度の上昇に伴い、

気孔率は幾分減少するのに対し、曲げ強度は約 倍

増加した。 以上では、細孔径 、気

孔率 ％、曲げ強度 の水処理材

に適した多孔体が得られた。一方、同様にして、タ

タラ成形法では、 に ％配合した成形体を

で焼成することにより、細孔径 、

気孔率 ％、ガス透過率 の排ガス捕集

フィルタに適した多孔体が得られた。

．ま と め

押出及びタタラ成形法により、造孔剤の と 段

階調合を採用し、水処理材（ ％、 ）、と排

ガス捕集フィルタ（ ％、 ）に有効な微細

構造と強度の 多孔体を試作することができた。

したがって、 の添加量と焼成温度の選定により、

細孔構造を制御した 水処理材及び排ガス捕集

フィルタの大量製造が可能であると推察される。

（連絡先 ＠ 、 ）

を用いた水処理材及び排ガス捕集フィルタの試作
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 野村隆文、赤澤敏之、吉田憲司、板橋孝至、内田典昭

環境エネルギー部 三津橋浩行、佐々木雄真、高橋徹

製品技術部 中村勝男

情報システム部 澤山一博

野村興産 、北海道農材工業 、北海バネ

北海道大学、北見工業大学、北海道工業大学

図 中空円筒状焼結体図 異種形状成形体

図 中空円筒状焼結体の焼成温度と気孔率・曲げ強度



．はじめに
廃乾電池の亜鉛滓焙焼残渣（ ）を原料とし、
押出成型法で中空円筒状に成形後、 焼成によ
り試作した 多孔性セラミックスは
の細孔を有し、排水処理等において微生物担体とし
ての機能を有することが期待される。一方、
に多く含有される 、 は排水基準項目に設定
されており、水処理材として用いる場合にその溶出
が懸念される。
本研究では、中空円筒状 多孔性セラミック
ス（ ）試作品を用いて、連続通水時
の 、 溶出濃度を明らかにするとともに、人
工排水に微生物を添加した硝化および 除去試
験により微生物担体機能の評価を行い、水処理材へ
の応用可能性を検討した。
． 、 の溶出試験
試験方法
多孔性セラミックスを密に充填した試験容器

の下底より蒸留水および または の調製
液を通水し、容器上部からの流出水中 、 濃
度の経時変化を測定した。通水条件は実際の排水処
理に使用する場合を想定し、 に設定した。

試験結果
いずれの場合も排水基準（ 、

）の 以下で推移し、流出水 の低い
方が および 濃度が高い値となった。
．アンモニア態窒素の硝化試験
試験方法

担体として 多孔性セラミックスを投入した
培養液に、し尿硝化槽より採取した硝化液を加えて
一定期間培養した。対照試料として市販 担体
（立方体スポンジ状）を 担体と同表面積で培
養液に投入して同様に培養後、両担体系にリン酸ア
ンモニウムと無機栄養塩から調製した人工排水を室
温、好気条件下で通水して連続硝化試験を行った。
通水条件は 担体に対し に設定した。
試験結果

全体的に硝化率が低く推移したが、約 ヶ月の試
験期間で 担体は市販担体よりも良好な傾向を
示した。また、 担体系での硝化速度は

であり回分試験で得られた硝化速度

とほぼ同等であった。

． の除去試験
試験方法
担体として 多孔性セラミックスを入れた培
養液に市販微生物製剤を加えて培養後、 セラ
ミックスを取り出し、ペプトン・グルコースから調
製した人工排水に投入した。対照試料として担体投
入なしで同様に培養した液を 担体と同容積で
人工排水に加え、 測定装置により 、撹拌
条件下で 除去に伴う酸素消費量を測定した。

試験結果
担体投入系で酸素消費速度が高い傾向を示し

た。この結果は担体を繰り返し使用した場合でも同
様であり、 除去における担体効果が確認された。

．ま と め
押出成形法で作成した中空円筒状 多孔性セ

ラミックスは微生物担体機能を有し、所定条件下で
水処理材としての有用性が示唆された。今後は担体
の使用条件および担体利用システムの最適化を検討
する予定である。
（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 三津橋浩行、佐々木雄真、高橋徹

材料技術部 野村隆文、赤澤敏之、吉田憲司、板橋孝至、内田典昭

製品技術部 中村勝男

情報システム部 澤山一博

野村興産（株）、北海道農材工業（株）、北海バネ（株）

北海道工業大学、北海道大学、北見工業大学

図 硝化試験装置と硝化試験結果

図 測定装置と酸素消費量の経時変化



．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）が排出されており、その有効利用が急がれて
いる。一方、酪農業や畜産業では牛の糞尿公害の防
止や家畜の衛生管理が緊急の課題となっており、酪
農施設等に適した舗装材が強く望まれている。そこ
で我々は、ライムケーキを利用して農畜産施設に適
した舗装材の開発に取り組んできた。
．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。ライムケー
キは製糖工場で水分を約 ％まで脱水したものを使
用した。また、副資材は地元で安価に入手できるも
のを利用することとし、釧根地区では中標津町周辺
で採取される山砂、北見地区・十勝地区では火山灰
を使用した。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。
．混合プラントと施工方法

材料の混合方法として路上混合法とプラント混合
法を比較検討した結果、得られた舗装材の品質から
プラント混合法を採用した。混合プラントは、計量
ホッパーとアジテータ車（生コン車）を核とする移
動式プラントを 号機まで試作し、最終的に傾胴式
ミキサーを持つ固定プラントとした。
施工方法は図 に示したように、原地盤を 掘

り下げて転圧し、混合したライムケーキ舗装材を
層で直接打設する方法を基本とした。
．舗装材の物性

ライムケーキには糖分が含まれ
ているが、これはセメントの硬化
に著しい悪影響を与えるため、で
きるだけ除去する必要がある。そ
こで発酵による糖分の分解速度を
調べたところ、おおよそ 以上
で ヶ月程度あれば消失すること
が確認された。
ライムケーキ舗装材を図 のパ

ドックや堆肥盤などに利用した時、ふん尿が地下浸
透してはならない。そこでセメント量、副資材量を
変えて透水係数を測定したところ、いずれも
以下で にいう 実質的に不透水 とされる領

域にあった。
牛は寒さに強い動物であるが、生まれたての子牛
は保温に気をつけなければならない。そこで、ライ
ムケーキ舗装材を子牛の育成舎の床に使用する可能
性を探るために熱伝導率を測定したところ、ライム
ケーキを ％配合した舗装材の熱伝導率
は、標準砂 ％の と比べると約 ％小
さくなり、さらに、標準モルタルの と
比べると ％以下と、非常に熱を通しにくくなって
いることが確認された。酪農家からは ライムケー
キ舗装材はコンクリートのような冷たさがなく、育
成舎に適している という評価があった。ビニル袋
に の水 を入れ、冬季のライムケーキ舗装
上とコンクリート舗装上で水温の低下を観察した。
その結果 分後の温度低下は、コンクリートの

に対してライムケーキ舗装上で と冷え
にくいことが明らかになった。
コンクリート舗装の場合には牛が滑って転倒事故
を起こすことが問題になる。コンクリート板および
ライムケーキ舗装板に対する牛の蹄の滑り抵抗を測
定したところ、乾燥、湿潤、ダスティのいずれの状
態でもライムケーキ舗装板の滑り抵抗が大きく、コ
ンクリートより滑りにくいことが示された。
．ま と め

酪農施設に適した特性を有する舗装材を開発し
た。平成 年度に事業化に移行できる見込みである。
（連絡先 ＠ 、 ）

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

環境エネルギー部 高橋 徹

士幌鉄工 、畜産試験場、北海道工業大学、日本ビート糖業協会、太平洋セメント

図 ライムケーキ舗装材の打設 図 パドックへの応用例



．はじめに

小規模水産加工場において、海水を加工時の洗浄

水等に使用している例があるが、海水中の細菌によ

る汚染の懸念から、海水の殺菌システムが望まれて

いる。また排水処理においては、環境への配慮から

排水規制を受けない 日以下の加工場でも処理

が求められてきており、従来設備よりもコンパクト

化した小規模事業場用排水処理プラントが必要とな

っている。本発表ではこれらの問題を解決するため、

実際に道南の水産加工場に設備を設置し、実証試験

を行ったので報告する。

．海水殺菌システム

種々の有効な海水殺菌方法の中で比較的設置面積

が小さく、薬品管理が無く維持管理の容易な方法で

ある電解法を選択し、電解装置を用いた殺菌システ

ムを設置した。電解法では海水の直接電解により次

亜塩素酸が生成し、これが殺菌作用を示す。図 に

既存の配管に殺菌装置を組み込んだ配管図を示す。

本装置で、電解条件を電流 、印可電圧 と

して電解を行い、その海水の残留塩素を測定したと

ころ約 であった。また、一般細菌および大

腸菌群を測定した結果、海水温が高く菌数が増える

夏期においても電解装置出口では十分な殺菌効果が

確認された。さらに処理コストは電気代が 日あた

り数円で非常に安価であった。

．排水処理システム

排水処理は図 に示すフローのシステムを設置し

た。加工場から出る排水性状は、加工に使っている

用水のほとんどが海水であるため塩分濃度が海水と同

程度含まれ、平均 、平均

程度であった。

処理試験は ヶ月行い、その間、 負荷量、

必要な曝気量、微生物製剤の添加効果の検討を行っ

た。その結果、処理水質として、 除去率 ％、

除去率 ％が得られた。微生物製剤につい

ては処理水質に対しての影響は確認できなかった

が、処理槽臭気の低減効果は感じられた。

．おわりに

小規模水産加工場の用水、排水処理システムを検

討した結果、洗浄に使用する海水は電解装置にて殺

菌効果を確認した。排水処理では排水性状を把握し、

曝気量や微生物製剤の効果を検討した。今後さらに

接触材等の検討を行い、最適な処理条件を確立して

いく予定である。

（連絡先 ＠ 、 ）

水産加工場における加工用水、排水処理システムの開発
技術開発派遣指導（平成 年度）

環境エネルギー部 鎌田樹志、三津橋浩行

佐々木雄真、浅野孝幸

クリーン商事

図 海水殺菌装置配管図

図 排水処理システムフロー



．はじめに

北海道においてイカは年間約 万 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 発生する。イカ加工残さには重金属

や多量の脂質が含まれており、飼肥料として有効利

用するためにはそれらを除去する必要がある。そこ

で、当場では平成 年度からイカ加工残さから重金

属を除去し、養魚用飼料として有効利用する技術開

発に取り組んでいる。平成 年度は歩留まりの向上

および加工残さ処理物の飼料消化率の向上を図るた

め、重金属除去工程と乾燥工程の改善を検討した。

．試験方法

平成 年度検討した処理プロセス構成を図 に示

す。歩留まりの向上と飼料消化率の向上を図るため、

平成 年度から以下の点を変更した。

）重金属除去工程

固形分について酸浸出 水洗処理 浸出液電解法に

より重金属除去を行っていたが、数回の水洗工程を

行う必要があり、さらに水洗液にたんぱく質が大量

に溶解し、歩留まりがかなり低下していた。そこで、

平成 年度は固形分に硫酸と水を添加して と水

分調整を行い、直接電解処理を行った。

）濃縮・乾燥工程

固液分離後の溶液分には多量の蝟集成分が含まれ

ていると考えられるが、水分量が多いために長時間

の乾燥が必要であり、たんぱく質の変性が進んで飼

料消化率が低下する原因となっていた。そこで平成

年度は、減圧濃縮機により低温で溶液分を濃縮後、

ディスクドライヤーにより撹拌乾燥を行った。

．試験結果

）重金属除去工程

図 に示すとおり、 、水分量 ％の条件で

カドミウムと銅を除去または低減できた。しかし、

有機物濃度が高いことから、電極板に有機物の付着

が多く見られた。これについては電解処理中または

終了後に電極板洗浄を行うことで重金属除去に問題

ないことが分かった。

）濃縮・乾燥工程

濃縮機により、水分量約 ％から ％に濃縮

し、さらにディスクドライヤーにより水分約 ％ま

で乾燥することにより、飼料消化率を ％程度と市

販飼料と同程度まで高めることができた。

．ま と め

重金属除去工程の改善、濃縮工程の導入により、

工程の簡素化、全量回収が可能となり、さらに製品

品質を向上することができた。

（連絡先 ＠ 、 ）

イカ加工残さを利用した養魚用飼料原料化技術の開発
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、高橋 徹

鎌田樹志、松嶋景一郎、作田庸一

製品技術部 蓑嶋裕典

技術支援センター 長野伸泰

道立釧路水産試験場、道立栽培漁業総合センター

図 飼料化プロセス

図 電解処理による重金属濃度変化
（電解 で電極板を洗浄後、電解を継続）



．はじめに

現在、温水式ロードヒーティングでは不凍液とし
てエチレングリコールが一般に使われているが、毒
性があるため 法 化学物質排出把握管理促進
法 に該当するなど環境省の環境リスク評価の対象
になっている。ロードヒーティングでは配管が地中
に埋設されることから、地震等による継手や配管か
らの漏洩、また廃棄の際の土壌汚染、水質汚染が危
惧される。そこでエチレングリコールの代替として、
酢酸カリウム（ ）を主成分とする安全で環境汚
染の少ないロードヒーティング用不凍液を開発した。
ここでは、この不凍液について環境に対する影響評
価試験、配管材との適合性試験、及びロードヒーティ
ングとしての性能全般を評価するフィールド試験を
行ったので、これらの結果について報告する。
．環境に対する影響

不凍液の環境に及ぼす影響を把握するため、
グリコール系でも 法に該当しないプロピレ
ングリコール（ ）不凍液を比較対象に （生
物化学的酸素消費量）・ （化学的酸素消費量）
測定、及び生分解性試験を行った。 不凍液の

は、 不凍液の ％、 は の ％と
低かった。生分解性試験では、図 に示すように、
に比べ酸素消費量の増加が速く、 （全有

機体炭素）の分解率も高かった。 は化審法の既
存化学物質の安全性点検において良分解性とされて
いるが、 はさらに分解性が良好であり、環境
に対する負荷が低いと判断できる。

．配管材との適合性

配管材との適合性を調べるため、 に準じた金
属腐食性試験、銅管溶接に使われる軟ろうを対象と
した循環腐食試験、及びフィールド試験における配
管材からの金属溶出試験を行った。金属腐食試験で
は、亜鉛、はんだ（鉛 錫 ）、軟ろう（錫
銀 ）に対し高い腐食性を示したが、改良後

（ ）は軟ろうに対する防食性が大きく改
善され、循環腐食試験では ヶ月経過後も錫が検出
されず、腐食の進んでいないことが確認された。ま
た、フィールドでの金属溶出試験では、運転停止期
間中に腐食の進行が見られた。
．フィールド融雪試験

路盤温度、循環流量、融雪性能などの機能面、及
び消費電力、燃料消費など経済面を含めた不凍液と
しての全般的な性能を調べるため、同一仕様のロー
ドヒーティングシステムを使い、 不凍液との比
較試験を行った。 不凍液の消費電力と燃料消
費は より少なかったものの、その差は ％未満
であり、循環流量は より ％程度大きな値を示
した。これは と の粘度の差に起因するも
のであり、その割に消費電力に大きな違いが見られ
なかった理由は、能力の等しい循環ポンプを用いた
ことによる。従って、 と同じ循環量になるよう
な小型ポンプを選ぶとその分省エネが図られること
になる。また、監視カメラによる観察から、路面状
況については 、 に有意差は認められなかっ
た。
．ま と め

グリコール系不凍液よりも生分解性が速く、環境
への影響が少ないこと、また亜鉛とはんだを除き、
各種配管材との適合性、とりわけ銅管溶接に使われ
る軟ろうに対し防食性のあること、さらに融雪性能、
路盤温度、循環流量など必要な機能を有しており、
ロードヒーティング用不凍液として使用できること
を確認した。この環境に優しい 不凍液は、使
用後に凍結防止剤として再利用が考えられるため、
今後はその利用法について検討する予定である。
（連絡先 ＠ 、 ）

環境に優しいロードヒーティング用不凍液の開発
低環境負荷型ロードヒーティング用熱媒体の開発（平成 年度）

環境エネルギー部 富田和彦、白土博康、佐々木雄真、

高野明富、三津橋浩行

技術支援センター 長野伸泰、山越幸康

ショーワ

図 生分解性試験結果



．はじめに

夏期の冷房及び渇水対策において構造・操作性、

また設置性（屋上等）に優れた深夜電力利用の排水

処理・氷蓄熱併用の装置を開発する。

次用水の利用および氷蓄熱は、都市部ビル・施

設、工場等において拡大している。

．本 方 法

水溶液の凍結においては、成長する氷結晶の表面

に次第に溶質が蓄積し、氷結晶間に溶質が取り込ま

れる割合が増大する。しかし、この成長氷への溶質

の蓄積は、成長氷表面の溶液の流動（攪拌、流水、

バブリング等）により防ぐことができ、この原理を

用いた排水の処理等への利用の研究・装置化が白

井、 前川製作所、新日本空調 等によりなされて

いる。

本装置は、冷却円筒外表面に排液・水溶液を散液

流水することにより溶質濃度希薄氷層を生成・成長

させ、その成長氷層を円筒の回転により剥離する連

続処理の装置である。希薄氷層の融解液を 次用水

として、またその希薄氷層の冷熱を冷房に用いるこ

とができる。また、本装置は廃液の処理だけへの利

用も考えられる。

本報告では、上記希薄氷の溶質濃度を中心に述べ

る。

．試験装置の仕様と条件

本報告の縦型円筒氷生成機は、

材質 円筒寸法 直径 、高さ

円筒円周表面積

氷剥離時回転速度

円筒受液槽寸法 幅 、奥行き 、高さ

試験条件は、

円筒冷却温度

流液流量 流液時間

液膜流速 液膜厚

被凍結溶液は海水（ ％）であり、

溶質（塩）濃度は電気伝導率計（ 換算値）を

用いて測定した。

なお、縦型冷却円筒への流液は受液槽からの循環

によって行った。

．試験の結果と考察

試験における氷の生成重量は であり、

氷生成厚みが であった。

）氷の塩濃度と濃度比

原液の塩濃度 ％では、生成氷の塩

濃度が ％で、その氷と原液の塩濃度

比（濃度比）は （図 ）である。また、

原液塩濃度 ％では、生成氷の塩濃度

が ％（ ）で、その濃度

比は であった。

原液の塩濃度が低いほど濃度比が小さくなる。

）溶液槽内液の加温（外気温の利用）

溶液槽の液温を高く保持することにより、塩濃度

および濃度比の低い氷が得られた（厚い透明氷が得

られた）。このことは、以下の理由が考えられる。

）溶液槽において結晶核が存在できない、また

は抑制される。

）冷却面材料表面および生成氷表面の温度の低

下が緩和される。

）そ の 他

その他以下の試験結果を得た。

）円筒冷却温度の影響 冷却温度が高いほど生

成氷の塩濃度が低下する。しかし、氷生成量が

減少する。

）散液流量（流速）の影響 流量の減少により

生成氷の塩濃度が増加する。

）種氷（純水氷）からの処理氷の生成 効果が

見られなかった。

（連絡先 ＠ 、 ）

縦型希薄氷生成装置の開発
派遣指導（平成 年度）

環境エネルギー部 手塚正博

（有）松田アイスマシン

原液濃度 ％

図



．はじめに

ハンガリー共和国では民生用暖房エネルギーとし
て年間約 万 の石炭が消費されている。政策によ
り石炭から天然ガスなどのクリーンエネルギーへ転
換されつつあるが、農村地域への天然ガスの普及が
難しいことや炭鉱閉鎖による失業問題が懸念されて
いる。また、 年に に加盟したことから
排出量削減や酸性雨などの環境対策も必要である。
バイオブリケットは低品位炭にバイオマスを混合
成型したもので着火性が良い、燃焼中の煙が少ない、
脱硫剤として を混合すれば高硫黄炭にも対応で
きる等の他、バイオマスを混合するので 排出量
削減に寄与できる等の特徴を有している。
これが普及すれば上記問題の解決に寄与できるこ
とからハンガリー経済省、鉱山協会からの技術移転
要請に対し、 の地域提案型事業を通してバイ
オブリケットの技術移転を行ったので報告する。

．技術移転の内容

、 年度に計 回、延べ 人のハンガリー研
修生を受け入れ、以下の項目について研修を行った。
石炭、コークス、バイオマスの原料分析（元素

分析、工業分析、発熱量分析）
タブレット成型、破壊試験
バイオブリケットの成型およびハンガリー製ス

トーブによる燃焼特性試験
バイオブリケットの 手法

．原料の種類

石炭は 種類のハンガリー炭（
）とロシア炭を

用いた。コークス粉およびバイオマスとしての木粉、
下水スラッジは日本のものを用いた。

．技術移転の結果

石炭、コークス、バイオマスの原料分析
ハンガリーの国内炭は灰分 ％、発熱量

、硫黄分 ％で発熱量が低く、硫黄分
の多い低品位炭であった。ロシア炭は発熱量約

、硫黄分 ％以下であった。コークスは乾
留しているため揮発分は ％台と少なく、発熱量は

であった。木粉と下水スラッジはそれぞ

れ揮発分約 、 ％、灰分 、 ％、発熱量 、
であった。

タブレット成型、破壊試験
各種石炭とバイオマスの混合比率を決定するため

、 のタブレットを成型し、破壊強度を測
定した。輸送などに耐えるのに必要な破壊強度は約

前後とされているので、どの石炭についても
バイオマスの混合比率は ％以上必要であるこ
とがわかった。また、コークス粉とバイオマスのみ
では必要とされる破壊強度が得られないので ％程
度の石炭の混合が必要であることがわかった。
バイオブリケットの成型およびハンガリー製ス
トーブによる燃焼特性試験
各種混合比率で成型したバイオブリケットをヨー
ロッパスタンダードに基づいてハンガリー製ストー
ブを用いてバイオブリケットの燃焼特性試験を行っ
た。ストーブは 社製、出力
の を用いた。試験は 分ごとにバイ
オブリケット を追加し行った。
試験の結果、現状のストーブではバイオブリケッ
ト追加時にバイオマスが放出する揮発分燃焼用空気
が不足していることがわかった。そのため、二次燃
焼用空気孔を増設したところ、 濃度のピーク値
は 以上から約 まで低減でき、ス
トーブ改良の指針を得た。
バイオブリケットの 手法

バイオブリケットの生産単価を試算するために生
産工場の場所、規模を想定し、石炭やバイオマスの
原料単価、輸送コスト、人件費、生産費、減価償却
費などを見積もった。その結果、輸送コストを含め
た原料単価は約 （ ）、人件
費や燃料代など生産にかかるコストは約

、金利、減価償却にかかるコストは
であった。ただし、設備費は期間が短か

ったこともあり、日本の価格で計算したため、実際
の単価はさらに低くなるものと予想される。

．謝 辞

の事業を通じてハンガリーへバイオブリケッ
トに関する技術移転ができたと考える。ここに、こ
の事業にご協力頂いた方々に深く感謝いたします。
（連絡先 ＠ 、 ）

バイオブリケットの海外技術移転
地域提案型 バイオブリケット技術を用いた代替燃料 （平成 年度）

技術支援センター 北口敏弘、上出光志



．はじめに

近年の技術革新により、燃料電池が省エネルギー

性の高いエネルギー変換装置として注目されてい

る。しかし、現在実用化が見込めるのは、化石燃料

を改質して水素を得る方法のみであり、枯渇する化

石燃料対策の根本的な解決にはなっていない。

一方、北海道は海岸線が多く、風力発電に適した

地域であるが、電力会社による買電量の制限等の問

題によりその普及が伸び悩んでいる。

これらの状況を踏まえ、本研究では、風力エネル

ギーを電気エネルギーとしてそのまま利用するとと

もに、余剰分については水素変換し、燃料電池の燃

料として利用するハイブリッド式の独立電源システ

ムと風車の電気エネルギーを水素に変換して貯蔵

（運搬・利用）するシステムの両方を想定した実験

機を試作し、基礎的な水素製造試験、燃料電池によ

る発電試験を実施することによってその可能性を検

証した。

．システムの概要

システムの概要図を図 に示す。風力発電機（定

格 ）で発生させた電力は電力変換器を経て

の蓄電池に貯蔵され、電力負荷、固体高分

子形水電解水素発生装置（定格 ）の電力に

利用される。水素発生装置で発生させた水素はガス

配管を経由し水素ボンベに貯蔵され、燃料電池（固

体高分子電解質形、定格 ）の燃料となる。水

素の貯蔵については、高圧ガス規制法に対応するた

め、コンプレッサーは使用せず、水電解セル、水素

ガス配管、水素ボンベの圧力がほぼ同等となる構造

になっており、現状では が限界である。有

効水素貯蔵量は、水素ボンベ圧とライン用圧力レギ

ュレータで調整された燃料電池の供給圧力の差とボ

ンベ・配管の体積によって決定される。

．水素製造試験および燃料電池による発電試験

風車からの充電を止め、蓄電池が満充電状態から

電圧が低下し電力の供給が不能になるまで電解して

水素を発生させた。電解電流密度の低下、電解温度

の上昇に伴い、電解セルの過電圧が減少するため、

電解セルにおけるエネルギー変換効率は向上する。

電解開始から終了までの装置のエネルギー変換効率

（高位発熱量基準）は、 ％であった。

次にボンベから燃料電池に水素を供給し、投光器

を負荷とした発電試験を行った。起動から 分以内

に発電が可能となることを考慮し、発電 分前から

発電開始 分後までの装置のエネルギー変換効率を

求めた。その結果、平均スタック温度、電力負荷の

影響は少なく、その値は ％（高位発熱量

基準）であり、水素発生、貯蔵試験データを考慮す

ると、初期の風力エネルギーのうち最大約 ％が燃

料電池で電気エネルギーとして使用できることが分

かった。

．ま と め

今回検討した実験機は、自己放電が多く交換が必

要な蓄電池を大量に使うことのないクリーンな発電

システムである。ハイブリッド式の独立電源システ

ムについては、水素貯蔵密度・エネルギー変換効率

の向上次第では、遠隔地の電源用等で実用化も見込

める。このため、各工程を改善するとともに遠隔操

作を含む制御方法の確立および低コスト化に取り組

むなど更に開発を推進する必要がある。

一方、風力エネルギーを水素に変換して貯蔵（運

搬・利用）するシステムについては、高圧ガスの規

制緩和や省エネルギーで大量に水素を貯蔵・供給す

る手法の確立が大きな課題であり、企業等の開発動

向を確認しながら検討を進める。

（連絡先 ＠ 、 ）

風力発電と燃料電池によるハイブリッド発電システムの開発
派遣指導（平成 年度）

環境エネルギー部 白土博康、岡 喜秋、保科秀夫

技術支援センター 山越幸康

サンエス電気通信

図 システムの概要図
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．はじめに

メカトロ製品が益々高機能化してきており、メカ、

エレキ、ファームウェアが有機的に連携した複雑な

システムが必須となっている。そのようなシステム

の総合的な性能を設計段階で予測をすることは効率

的な開発をする上できわめて重要となる。本研究で

は、設計で利用されている複数のシミュレータを国

際標準である （ ）によ

り協調させ統合システムを構築した。また、そのシ

ステムを全方向移動車椅子に適用し実証試験を行っ

た。

．分散協調シミュレーション

は、米国国防省の現場で運用している数百

種のシミュレータを連携統合するために 年に確

立され、 年には分散協調シミュレーションの国

際標準として 委員会の承認を得るに至った。

は、多分野のシミュレータの協調を実現でき

ることから、現状では広い領域での活用が検討され

ている。本研究では、図 に示すように、機械シス

テム、油空圧回路、電気電子回路、制御ソフトウェ

アから構成される高度なメカトロ製品の設計への適

用を試み、その有効性を確認した。

．全方向移動車椅子シミュレータ

本研究では、道内企業で開発が進められている全

方向移動車輪を用いた電動車椅子を適用事例として

の有効性を検証した。

． シミュレーションモデル

図 にシミュレーションモデルを示す。操作性お

よび移動性能を評価する目的で、全体を駆動系、制

御系、操作系、移動環境の つのグループに分けた

モデルとした。各系のシミュレータについては、駆

動系を 、制御系を 、操作系の仮想

ジョイステック、移動環境を駆動系と同じ

とし、それらを を介して協調させた。

． シミュレータ

前述のモデル構成により実現したシミュレータを

図 に示す。本シミュレータでは つの独立したシミ

ュレータが協調

しジョイステッ

クからの指示に

従って

内の車椅子を通

路に沿って操作

できる。

．ま と め

本研究により分散協調シミュレーション技術が設

計の効率化・高度化に有効であることが確認でき

た。今後は、本技術のノウハウを整理し技術支援に

活用して行きたい。さらに、本技術の適用作業が簡

単化できるよう支援ツールの開発にも注力して行き

たい。

（連絡先 ＠ 、 ）

分散協調シミュレーションを用いた設計開発技術の高度化
受託研究（平成 年度）

情報システム部 多田達実

北海道大学

図 多分野分散協調シミュレーション

図 全方向移動車椅子のシミュレーションモデル

図 全方向移動車椅子のシミュレータ



．はじめに
人員や施設を最大限に活用するために、複雑で面
倒なスケジュール最適化作業を容易にすることが求
められている。
最適化問題は、有効な解法を求めることが出来な
かったり、解法が判明しても莫大な計算時間を要す
ることが多いため、これらを解決するソフトウェア
の開発は困難である。しかし、遺伝的アルゴリズム
（ ）など進化計算は、正解法を用いることなく、
少ない計算コストで近似解を求めることができるた
め、これらの問題に有効である。
そこで、 に基づく最適化ソフトウエアの開発
環境として利用できる汎用フレームワークを開発し
た。本報告では、開発環境の概要と、評価用最適化
問題への適用事例について紹介する。

．最適化ソフトウエア開発環境の概要
開発環境は、 最適化ソフトウェアを適用分野

と仮定したクラスライブラリの集合体であり、オブ
ジェクト指向フレームワークとして構築されている。
フレームワークは の処理を分析したオブジェ
クトダイアグラム（図 ）に従って構築されている。

では、進化の対象となる個体の集団を遺伝子
プールに存在させる。それぞれの個体は染色体 本
と適合性値などの情報を含んでいる。染色体は遺伝
子を複数並べた構造になっている。遺伝子プールは
アプリケーションの中に 個存在させる。遺伝的操
作は、 個体間の関係である交叉は遺伝子プールに、
個体ごとの事象である突然変異は個体に、それぞれ

属している。染色体に含まれる遺伝子は固有の形式
で表現される。
これらの分析から、フレームワークは、アプリケー
ション・遺伝子プール・個体・遺伝子の各クラスか
ら構成される。ただし、アプリケーション拡張に伴
う遺伝子クラスの変化から他のクラスを隔離するた
めに、クラステンプレートを利用している。
最適化ソフトウェアを開発する際は、フレームワー
クを拡張して、クラステンプレートから定義された
各クラスを継承して、固有問題領域のクラスを定義
することで、アプリケーション拡張を行う（図 ）。

．最適化問題への適用
開発した開発環境を評価するために、ジョブショ
ップスケジュール問題（ ）を対象とする最適化ソ
フトウェアの開発を試みた。

の問題（ 仕事 機械および
仕事 機械）を対象に、フレームワークをアプリケー
ション拡張した。順序表現を遺伝子コーディングに
用い、 点交叉と任意の 座位を入れ替える突然変
異を遺伝操作として実装した。
得られたソフトウエアを、対応する問題にそれぞ
れ適用し、いずれも最適解が求められることを確認
した。ガントチャートの 例を図 に示す。

．おわりに
遺伝的アルゴリズムに基づく最適化プログラムの
開発に利用できる汎用フレームワークを開発した。
評価用最適化問題（ 問題など）に適用する最適
化プログラムをフレームワークを用いて開発し、こ
れらプログラムが対応する最適化問題について良好
に求解できることを確認した。
今後は、現実の問題への適用を図っていく予定で
ある。

（連絡先 ＠ 、 ）

進化計算ソフトウェア開発環境と最適化問題への適用
ソフトウェア製品への進化論的計算法の応用に関する研究（平成 年度）

情報システム部 奥田 篤、波 通隆

技術支援センター 堀 武司

図 処理オブジェクトダイアグラム

図 フレームワークのアプリケショーン拡張

図 計算結果（ガントチャート）の例



．はじめに
近年、日常生活における安全への社会的要求の高
まりや、多様化する消費者ニーズに応えるためのよ
り細やかな市場調査など、街頭に設置されるカメラ
は増加する一方である。しかし、人がその全ての映
像を監督し何らかの判断や統計的調査を行うには多
くのコストがかかる。そこで、カメラ映像から対象
物の特徴を得て様々な情報を取得する知的センシン
グ技術が求められている。本発表ではそれを実現す
るための前処理として必要となる、移動する対象物
を検出・追跡するための映像処理技術を開発したの
で報告する。
．ロバスト背景推定技術
移動物体の抽出の代表的な手法としてフレーム間
差分法や背景差分法などがある。前者は対象物が静
止していると差分が現れず抽出が不安定になるとい
う欠点があるが、時系列上のどの部分においても一
様な正確さで差分が得られる。また、後者は背景画
像の推定に困難さを伴うが、安定して対象物を得ら
れるという特徴がある。したがって対象となる人々
が複雑な動きをする商店街などで利用することを考
慮すると、背景差分法の方が適している。しかし、
従来の固定的な背景モデルを使用した場合、物体の
出現・消滅、日照や照明状態など撮影環境の変化に
より時間と共に抽出精度が低下してしまう。そこで
過去数フレームの画像から統計的に解析を行うこと
で適応的に背景モデルを推定し、環境変化に対して
頑健な（ロバストな）背景推定を実現する（図 ）。

背景モデルを推定する際、画像には背景と同時に
人や車など移動する領域が多く含まれているため、

通常用いられる最小二乗推定ではそれら大きな例外
値に強い影響を受け、誤差が大きくなってしまう。
そこで、例外値に対してロバストである
（ ）推定を用いることによ
り、安定した背景モデル推定を実現する。図 は、
上段が推定された背景モデル、下段が誤判別領域を
示している。本手法を用いることで、部屋の照明を
消灯しても時間と共に背景モデルが更新され、安定
した背景画像推定が行えることが分かる。

．移動物体検出
前節で得られた背景画像と現フレーム画像との差
分を取ることにより、移動する領域を取得すること
が可能となる（図 ）。ここで得られた領域の重心
位置を求め、その軌跡から移動物体の追跡が行える。

．おわりに
環境の変化に対して頑健な背景画像推定手法を開
発した。本手法が実際の環境下で安定して移動物体
を検出可能であることを確認した。
今後は検出精度の向上、並びに得られた対象物の
特徴に基づいたモニター監督支援システムの実現を
目指す予定である。
（連絡先 ＠ 、 ）

移動物体を検出・追跡するための映像処理技術の開発
実環境における移動体の検出追跡技術に関する研究（平成 年度）

企画調整部 飯島俊匡

技術支援センター 堀 武司

情報システム部 波 通隆

図 処理の流れ

図 背景画像の更新過程

図 移動物体検出の様子



．はじめに

乾ほたて貝柱の品質規格には、含有水分量、塩分、

色、つやなどの項目があり、製品出荷段階に

等級および規格外に格付けされる。加工工場では天

日干し、機械乾燥等の乾燥作業を約 ヶ月間行い、

規格の水分含有量 ％以下に調整して出荷する。そ

の工程で水分管理に失敗すると白粉、褐変や割れな

どが発生し、等級が下がったり、規格外となってし

まう。このため水分管理は重要な作業と位置付けら

れている。

ここで含有水分量を正確に求めるには、ロットか

ら抽出した貝柱のサンプルを粉砕し、乾燥減量法に

より計測するのが一般的である。しかし、非常に煩

雑な作業であるため、通常は熟練者が長年の経験と

勘で水分管理を行っているのが現状である。

本研究では、貝柱の乾燥工程での水分管理作業の

効率化、省力化を図ることを目的として、近赤外分

光法を用いた非破壊計測技術の適用を検討した。

．実験およびデータ解析方法

サンプルとして 個の乾ほたて貝柱を用いた。

乾ほたて貝柱のス

ペクトルの計測に

は、当場で開発し

ている透過光式分

光計測装置（図 ）

を使用した。貝柱

の上面と下面をそ

れぞれ光源側に向

け（図 ）、各

回ずつ計 回計測

を行い、その平均

をサンプルのスペ

クトルデータとし

た。乾ほたて貝柱

の水分含有量の実

測値については、

網走水産試験場紋

別支場の水分計を用いて測定した。

なお、乾ほたて貝柱のスペクトルデータから非破

壊で水分を推定するには、スペクトルデータと実測

した水分データから検量線を作成する必要がある。

そこで、この検量線の作成には当場で開発している

解析プログラムを使用した。

今回、計測対象の水による光の吸収は、計測装置

の計測可能波長範囲の 以下では約 付

近にあるため、このピークを含めた波長範囲で解析

を行った。この検量線による水分含有量の推定値と

実測値の結果を図 に示す。これより決定係数

は となり、良好な検量線を構築することがで

きた。

．ま と め

近赤外分光法を用いて乾ほたて貝柱の水分含有量

を非破壊で計測を行う技術開発を行った。今回は乾

ほたて貝柱のスペクトルを透過光式分光計測装置に

より取得し、 解析プログラムにより解析を行

い、検量線を構築した。この検量線から高い精度で

水分含有量を推定できることがわかった。今後は、

加工工場での水分管理の日常業務に導入可能な、小

型で低コストな装置の開発を進めて行く予定であ

る。

（連絡先 ＠ 、 ）

乾ほたて貝柱の品質評価のための非破壊水分計測技術
道産ホタテガイの高付加価値化のための品質評価システムおよび品質保持技術の開発

（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 高橋裕之

道立網走水産試験場（紋別支場）、北海道大学、北海バネ

図 透過光式分光計測装置

図 サンプルと光学系の配置

図 実測値 推定値プロット
（波長範囲 ）



．はじめに

下草刈り などの育林作業の自動化には、作業

機の粗い位置決めや苗木の誤刈りを防止するため苗

木の位置を検出する技術が必要となる。本研究では、

位置検出手段を画像処理と タグを利用する方法

に絞り込み、それらを用いた自走式の下草刈装置を

試作し性能試験を行ったので報告する。

．位置検出技術

苗木の位置検出では、苗木自体の形状が不定形で

あり、雑草などが生い茂る不整備な環境下での検出

となることを考慮しなければならない。本研究では、

苗木の位置検出レンジを 以内の中距離と

以内の至近距離に分け、最適な方法を検討した。そ

の結果、中距離については苗木に付けたリボンの位

置を画像処理により検出する方法を、至近距離につ

いては苗木の幹に取り付けた タグを検出する方

法を採用した。

． 画像処理による位置検出

本方式は苗木に付けたリボン位置をステレオ画像

処理により求める方法であり、自動化装置のナビ

ゲーションに用いることを想定している。図 にス

テレオ画像処理

装置の室内試験

状況を示す。本

試験では、疑似

苗木にリボンを

取り付け画像処

理による位置検

出を試みた。そ

の結果、不均一

な照明下での画

像の取り込みに課題が残されたが、 の誤差

で位置検出が可能であることを確認した。

． タグにより位置検出

本方式は、 タグを苗木に取り付ける方法であ

り、下草刈り装置のカッターが誤って苗木を切断す

ることを回避するセンサとしての利用を想定してい

る。図 に タグを取り付けた疑似苗木を用いた

誤刈り防止機構の試験状況を示す。試験の結果、

タグが検出

範囲内に入って

から最短で約

秒で誤刈り

防止機構が動作

することを確認

し た。 な お、

タグについ

ては、データの

書き込み、読み

出し機能を林業現場の作業管理へ活用することも検

討した。

．自走式下草刈り装置

本研究で取り組んだ位置検

出技術（画像処理、 タグ）

を応用した自走式下草刈り装

置を試作した。（図 ）本装

置は、位置検出技術の有効性

を確認するためのもので、カ

ッターを揺動させながら自走

し、苗木の誤刈りを回避する

ことができる。

．ま と め

本研究において育林作業の自動化に利用できる苗

木位置検出技術を提案し、その性能を明らかとした。

また、それらを応用した自走式下草刈り装置を試作

し、自動化の可能性を示した。今後は、本研究成果

を実用技術に高める研究を検討したい。

（連絡先 ＠ 、 ）

育林作業の自動化のための苗木位置検出技術
一般研究（平成 年度）

情報システム部 多田達実

製品技術部 飯田憲一、畑沢賢一

技術支援センター 鈴木慎一、鶴谷知洋

研究参事付 鈴木耕裕

図 画像処理による位置検出

図 タグによる苗木位置検出

図 自走式下草
刈り装置



．はじめに

マイクロコンピュータ（以下マイコン）は、その
汎用性と開発効率の高いプログラム言語、さらに整
備された開発環境により、様々な電子機器の主要な
デバイスとして利用されている。一方、
（ ユーザがプログ
ラム可能なゲートアレイ）はハードウェア開発にお
ける高い柔軟性と高速処理により、近年の高機能化
に伴って必要とされる音声や画像、通信などの分野
で利用が拡大してきている。
本研究では、これら つのデバイスの長所を併せ
持ち、柔軟でかつ効率の高い制御機器の設計を可能
とする 搭載向けマイコン機能を開発した。

．マイコン機能の設計

開発したマイコン機能は、市販 マイコンの
プロセッサ （ルネサス社）をベースとし、
独自の機能拡張を行ったものである。命令数は
あり、ベースとしたマイコンのほぼすべての命令を
サポートした。内部の処理はマイクロプログラム制
御方式とし、 の回路生成には定数記述した
命令コードとマイクロプログラムを読み込む方法を
採った。この方法により、命令の追加、削除、修正
を容易としただけでなく、全く別の命令セットを組
み込んだオリジナルマイコンの生成も可能となる。
開発したマイコンの仕様を表 に示す。ベースと
したマイコンからの主な機能拡張は以下の点である。

データメモリとプログラムメモリの完全分離
ベクタテーブルの分離と割り込みの拡張
各命令のクロックサイクル数の削減

これらの機能拡張により、命令あたりの平均クロ
ックサイクル数は 以下となり、同一動作周波数

での性能比は 倍以上となった。
また、命令の変更を容易としたことで、使用頻度
の高い処理シーケンスのカスタム命令化、不要な命
令の削除による使用ゲート数の削減が可能となる。
特に命令数の削減は、より多くの周辺回路を
に搭載できるだけでなく、動作クロックの向上が期
待できる。アプリケーションに応じたこれらの最適
化により、高速なカスタムマイコンが実現できる。

． への搭載

開発したマイコン機能を当場で新たに開発した
ボードに搭載して評価した。この ボー

ドは、ボード上にメモリ、クロックモジュールを搭
載し、液晶表示器、キーパッド用ポートを備えてい
る。外観を図 に示す。搭載 はアルテラ社
の シリーズ （ ）を使用
した。
本マイコンに入出力機能を追加して搭載した結
果、ゲートの使用率は ％、動作周波数 と
なった。周辺機能を追加した場合においても低コス
ト版と呼ばれる デバイスへの搭載が十分に
可能で、高速化できることを確認した。

．ま と め

で実現できるカスタムマイコンを開発し
た。マイコン機能を搭載することで、開発効率の向
上や高速化、小型化などの多くのメリットが得られ
る。さらに、多数の入出力信号を必要とする
表示制御や複数タイマによるモータのコントロール
など、アプリケーションに特化したシステム開発へ
の適用が可能である。
今後は、ソフトウェアによる回路生成を加え、よ
り効率の高い設計開発手法の検討を進めていく。
（連絡先 ＠ 、 ）

マイコン機能の設計と への搭載
組込み向け制御機器の設計開発手法に関する研究（平成 年度）

情報システム部 大村 功、長内 研

表 開発したマイコンのおもな仕様

図 評価用 ボード



．はじめに
近年、組込み機器はインターネットに接続できる
ことにより付加価値を高めている。また、国内で広
く普及している 仕様のリアルタイム をは
じめ、ネットワークに対応した組込みソフトウェア
はオープンなソフトウェアを用いて開発可能になっ
てきた。一方、当場では従来から 開発環境を
用いた組込みソフトウェアの開発・技術支援を行っ
ている。今回、車載機器では標準的なネットワーク
の （ ）とインターネッ
トを相互接続するゲートウェイの開発に関する技術
支援の要請をうけ、これを で実現した。

．オープンソフトによる組込みソフトウェア開発
などの 系の は誰でも無償で自由

に使用できるオープンなソフトウェアとして知られ
ている。組込みソフトウェアの開発においても

仕様のリアルタイム （
カーネル）が配布されている。この は当場を含
む公設試、大学などにより複数の による動作
実績が報告されている。アプリケーション開発も同
様に コンパイラ など 開発環境が利用
できる。また、 カーネル上で動作す
る プロトコルスタック（ ）も配布さ
れている。このように、インターネット接続機能を
有した組込みソフトウェアの開発がオープンなソフ
トウェアで可能である。
組込みソフトウェアの開発では、使用する
に応じた機種依存部の開発が重要である。

カーネルは複数の に対応して
いるため、機種依存部の開発は容易に行うことがで
きる。
今回はルネサステクノロジ製の を

用いた。また、リアルタイム の機種依存部と
接 続 部、
が使用する

）
の機種依存部、ゲー
トウェイ機能を民間
企業・公設試などと
共同で開発した（図
着色部）。

．デモシステムの構成
ライトの操作、車両の方位など車載機器の制御・
監視を行うデモシステムを開発した（図 ）。本シ
ステムは から 、 を経由して車載
機器に指示を与える機能と、車載機器から 、

を経由して車載機器の情報を取得する機能
で構成し、これらにより車載機器の監視を行った。
なお、このデモシステムは （組込みシ

ステム開発技術展 東京ビッグサイト）などの展示
会に出展した（図 ）。

．ま と め
リアルタイム 、インターネットおよび
によるネットワーク接続のための 用の機種
依存部を開発し、インターネット経由で車載機器の
監視・制御を行うデモシステムをを開発した。
組込みソフトウェアの開発においては使用する
に応じた機種依存部の開発に加えて、ネット

ワーク接続機能の開発が重要な開発項目である。今
後も各企業の個別の開発案件に関して、技術支援お
よび協力を行っていきたい。
（連絡先 ＠ 、 ）

オープンなソフトウェアによる車載機器の
ネットワーク接続技術の開発

技術指導（平成 年度）

情報システム部 堤 大祐、山本 寧

技術支援センター 堀 武司

図 ゲートウェイの構成

図 デモシステムの構成

図 デモシステムの展示



．はじめに
各種作業機械や農業機械などでは、作業アームを
長くすることで作業が効率化する場合が多い。しか
し、それとともに振動も発生し易くなるため、アー
ムの長尺化に限界があることが課題となっている。
そこで本研究では、軽量かつ長尺な作業アームを実
現するため、アクティブ制御を用いた制振制御技術
の開発に取り組み、実験を行ったので報告する。

．実験装置および制御方法
本年度は長さ の一様長方形断面
を有する長尺アームについて制振制御実験を

行った。図 に実験装置、図 にシステム構成を示
す。柔軟構造物は衝撃力を受けると、その構造物に
固有の共振周波数に対応した形状（モード形状）で

振動する。振動をアクティブ制御する方法としては、
時々刻々変化するモード形状をセンサで計測し、
モード形状が小さくなるようにモータ等のアクチュ
エータで制御するのが一般的である。本実験で使用
した長尺アームは、図 に示す 次までの振動形状
が支配的であるため、 個のひずみゲージを用いて
各々の振動モード形状を計測した。さらに、回転軸
回りの剛体回転角はロータリーエンコーダで計測
し、 個の振動モード形状および剛体回転角が同時
に小さくなるように、トルク制御型 サーボモー
タを駆動した。なお、プラットフォームはリアルタ
イム を用い、制御周期は とした。
．制 御 則
個のひずみゲージおよびロータリーエンコーダ

から得られる観測情報をもとに、最適レギュレータ
を用いてモータへのトルク指令値を生成した。なお、
上記センサ群はノイズ成分を含むため、状態観測器
（オブザーバ）でノイズ成分を除去した。
．結果およびまとめ
図 に、アームに一定の衝撃力を加えた場合の先
端部の変位を示す。図中（ ）は回転軸を完全固定し、
制振制御を行わずに衝撃力を加えた場合である。
アームが激しく振動していることが分かる。一方、
（ ）は最適レギュレータによる制振制御を行った場
合である。制振効果により、直ちに振動成分が除去
され（ 次モードが ）、 秒後に先端変位
がほぼ となっていることが確認できる。
本年度は比較的制御が簡便な一様断面アームの制
振制御を行った。次年度は、実際に使用されている
ワーク搬送用クレーン、農薬散布用ブームスプレー
ヤー用散布アーム等を想定し、断面形状が変化する
長尺作業アームの制振制御実験を行う予定である。

（連絡先 ＠ 、 ）

アクティブ制御を用いた長尺アームの制振制御
一般試験研究（平成 年度）

情報システム部 中西洋介

研究参事付 鈴木耕裕

図 実験装置

図 システム構成

図 振動モ ド形状および共振（固有）振動数

図 制振制御試験結果図 制振制御試験結果



．はじめに
年に約 兆円の市場規模と予測されるロボッ

ト関連産業（日本ロボット工業会調査）は、道内企業
にとっても魅力的な成長市場と言える。しかし、ロ
ボットは様々なハードウェア技術、ソフトウェア技
術の複合体であるため、短期間で一から開発し、製
品まで仕上げるのは非常に困難な作業となる。そこ
で本研究では、 各種移動型ロボットの構築に必要
な主要機能をモジュール化し、 必要なモジュール
を車載用ネットワーク （ ）
に接続することによって、 移動型ロボットを短期
間で効率良く試作可能にする 移動型ロボット開発
用プラットフォーム の開発に取り組んでいる。本
報では、このプラットフォームを適用した屋内走行
ロボットの開発事例について述べる。

．視覚誘導型屋内自律走行ロボットの試作
． 移動型ロボット開発用プラットフォーム
本プラットフォームでは、移動型ロボットの構築
に必要な主要機能を、自律制御、駆動、センサ等の
モジュールに分割し、それらを車載用ネットワーク
として実績がある で統合する分散制御型の仕
組みを用いている。必要なモジュールを選択して、
ネットワークに接続するロボット構築方法によっ
て、開発期間の短縮、開発コストの低減、機能の追
加・変更への柔軟な対応、機能（モジュール）の再
利用性向上等の効果が得られる。
． 試作に用いた機能モジュール
開発した 対応機能モジュール群の中から、
次の つを選択し、これらをネットワーク（
バス）に接続することによって、視覚情報を利用し

て屋内を自律走行するロボットを試作した（図 ）。
視覚誘導型自律制御モジュール
ネットワークカメラと、画像処理による自己位
置同定機能等を実装したノート で構成し、カメ
ラからの視覚情報でロボットの誘導を可能にした。
駆動モジュール（電動車椅子利用）
ロボットの駆動部として利用できるように、市販
の電動車椅子を バス経由で制御可能にした。
無線 型遠隔制御モジュール
無線 による外部 からの遠隔操作を可

能にした。また、外部 への映像送信も可能に
した。
センサモジュール（バンパセンサ）
バンパセンサにより、物体との接触検知を可能
にした。本試作では、ロボットの前後左右と四隅
に計 個のバンパセンサを配置した。
近距離無線操作モジュール
微弱無線を用いた四方向スイッチにより、近距
離からロボットの移動方向を指示できるようにし
た。
． 試作結果
当場の廊下を実験経路として、以上の構成による
ロボットを自律走行させ、各機能モジュールが連携
して動作することを確認した。

．おわりに
今後は、移動型ロボットの試作を通じた実証試験
を進めると共に、機能モジュールの拡充と性能向上
を図って行く。また、電動車椅子等の福祉機器制御
系への適用を目的とした機能拡張も計画している。
（連絡先 ＠ 、 ）

車載ネットワーク を用いた屋内走行ロボットの開発
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、中西洋介、長尾信一

技術支援センター 高橋裕之

図 移動型ロボット開発用プラットフォームを用いた屋内走行ロボットの試作例



．はじめに

農畜産業を始め多くの産業において、労働力人口

の減少と高齢化傾向の状況の中で、より一層の生産

性向上が求められている。このため、自律機能を有

し、様々な作業を支援するためのパートナー型ロボ

ットは生産性の向上と作業の軽作業化の有効な手段

となり得る。しかしながら、作業を支援するために

は、周辺環境の認識や判断、動作などに高度な技術

が求められるため開発は容易ではない。そこで本研

究では、パートナー型ロボットの開発を効率的に行

うための自律移動型ロボット・プラットフォームの

構築を行った。

．自律移動型ロボット・プラットフォームの概要

本プラットフォームは、基幹となる （

）による制御ネットワークおよび高

度な機能を有する機能モジュール群から構成され、

必要な機能モジュールをネットワーク上に組み合わ

せることで目的の自律移動型ロボットが構築可能と

なる。プラットフォームの概要を図 に示す。

これまでに開発した機能モジュールを以下に示す。

）自律制御モジュール

）遠隔制御モジュール

）各種センサモジュール

本年度は、移動型ロボットを構築するために重要

な機能であるロボットベースモジュールの開発を行

った。ロボットベースモジュールは、屋内は勿論、

屋外走行が可能であり、様々な環境で動作する移動

型ロボットを構築できる。仕様を図 に示す。

ロボットベースモジュールに、携帯電話の ア

プリ機能を用いた遠隔制御モジュールとセンサモジ

ュールを搭載して統合化走行試験を行った（図 ）。

その結果、携帯電話での遠隔操作、車両に搭載した

カメラなどからの情報提示ができることを確認し

た。携帯電話での操作では、通信に遅延が生じるた

め操作には慣れが必要であった。しかし、携帯電話

通話エリア内であれば制御可能であることと、操作

端末の携帯性を考慮すると携帯電話の有効性は高

く、自律制御を補完する目的では、充分な操作機能

を提供できると考える。

．ま と め

による制御ネットワークと機能モジュール

群から成る自律移動型ロボット・プラットフォーム

の構築を行った。さらに、ロボットベースモジュー

ル、遠隔制御モジュールおよびセンサモジュールに

よる統合化走行試験を行い、携帯電話を用いた遠隔

操作が可能なことを確認できた。

今後は、自律制御モジュールなどの機能モジュー

ルとの統合化を図り、自律移動型パートナーロボッ

トの構築などの検討を行う。

（連絡先 ＠ 、 ）

遠隔制御対応自律移動型ロボット・プラットフォームの開発
札幌 カロッツェリアの創成（平成 年度）

技術支援センター 橋裕之、鈴木慎一

情報システム部 橋場参生、中西洋介、大村 功、長尾信一

山野孝則、矢野文紀

図 ロボット・プラットフォームの概要

図 ロボットベースモジュール仕様

図 統合化走行試験



．はじめに

近年、下水道管の補修は本管（ヒューム管）の内

側に樹脂の補修材を密着する工法が主流であるが、

補修材によって家庭等からの取り付け管と本管の接

合部が塞がるため、新たにせん孔（孔あけ）作業が

必要となる。従来工法では、本管より人や大型のロ

ボットが管内に入り、この作業を行っているが、作

業中、地上で交通規制が必要、空けた孔の径や位置

が不均一で仕上がりにバラツキがあるなどの課題が

あった。そのため、これらの課題に対して、取り付

け管側からせん孔作業を行う多軸型せん孔ロボット

の開発を行うこととした。共同研究企業では、当該

ロボットを試作したが、実用化に向けて、せん孔能

力、ロボットの強度の検証、ロボット本体の小型化

が必須であった。本研究では、最適な切削工具・せ

ん孔条件の設定、ロボットの応力計測を行い、それ

らの結果より実用機を開発したので報告する。

．せん孔ロボットの概要とせん孔作業

本ロボットは、取り付け管内で作業を行えるよう

にロボット本体径を 以下にすること、また、補

修材（樹脂）

とヒューム管

（コンクリー

ト）の両方に

対してせん孔

可能であるこ

とが求められ

ていた。図

はロボットによるせ

ん孔作業の様子で、

宅地枡からロボット

を挿入し、取り付け

管を通り、本管内部

密着にしている補修

材に対してせん孔を

行う。せん孔機構（図

）は、せん孔時にロボット本体を固定するための

タップ機構、穴径を変化させるための切削工具展開

機構、 軸の切削機構から構成されている。

．せん孔実験

ロボットの駆動系

をコンパクトにし、

かつ、実用に耐え得

るせん孔性能を実現

するため、補修材、

ヒューム管の試験片

の切削抵抗を計測（図 ）し、切削応力の小さい切

削工具の選定、作業性を考慮した切削条件の設定、

これらを満たすアクチュエータの選定を行った。

．強度試験

せん孔ロボットの部品

から、比較的高い応力が

発生すると考えられる切

削軸近傍の 部品を抽出

し、これらについて静的

な応力解析を行い、応力

測定結果との比較検討を

行い、実用機の設計に反映させた（図 ）。

．ロボットの小型化

従前の試作機に対して

せん孔部の小型化と枝管

への挿入作業性向上のた

めに、結合部に屈曲構造

を持つた構造として実用

機を開発した（図 ）。

．ま と め

せん孔 強度試験の結果をもとに従来と全く違っ

た方式の小型の下水道管補修用多軸型せん孔ロボッ

トを開発した。今後は、共同研究企業にて実動しな

がら更に完成度を高めていく予定である。

（連絡先 ＠ 、 ）

下水道管補修用多軸型せん孔ロボットの開発
下水道管補修用せん孔ロボットの開発（ 年度）

技術支援センター 鈴木慎一

研究参事付 鈴木耕裕

草野作工

図 ロボットによるせん孔作業

図 せん孔機構

図 切削抵抗計測

図 強度試験

図 開発した実用機



．はじめに
関連機器の開発においては、実際の使用環境

を想定した開発手法が望まれている。しかし、
機器の多くは、電子基盤、 、スイッチ等が複
雑に構成されて、それらの部品を内蔵する筐体も同
様に複雑な構造になっている。今回は、それらの筐
体を光造形により迅速に精度良く作製する手法を検
討したので報告する。

．光造形機
図 に使用した光造形機を示す。又、この装置の

仕様を表 に示す。

．機器の設定とデータ配置
光造形品の寸法精度に関わる機器の設定は、積層
ピッチ、レーザービーム径、レーザー走査パターン
等が挙げられる。又、造形時間に関わる設定として、
造形データの配置（ 度、 度法等）が挙げられる。
これらの設定は、造形時間と造形品の精度に関わる
設定で、この設定により造形品の品質が決定される。

しかし、過剰な詳細設定は造形品の形状によっては、
レーザー光の過剰照射になり、造形品の変形、収縮
の原因になることがある。又、過剰な設定は造形ス
ピードとの関係で非効率的であることも多い。今回
は、試作品での機器の設定とデータ配置手法を検討
した。

．試 作
図 、 、 に 種類の 機器の試作品を示す。

塗装
ホワイトパール
積層ピッチ

樹脂
アクリレート系
部品数 個

塗装
メッキトーン
積層ピッチ

樹脂
アクリレート系
部品数 個

塗装
指定グレー、指
定ブルー、ホワ
イトパール
積層ピッチ

樹脂
アクリレート系
部品数 個

試作の結果、造形品の変形等が少なく、造形時間の
短縮が可能な造形条件の各種設定に関する知見を得た。
（連絡先 ＠ 、 ）

光造形による 機器の筐体の開発
札幌 カロッツリアの創成（平成 年度）

製品技術部 岩越睦郎、安田星季、小林政義、三戸正道

札幌市立高等専門学校、北海道大学、小樽商科大学他

図 光造形装置

表 装置仕様

図 サイアーム

図 タジョダ

図 マリンムバコン



．はじめに
北海道の広告サインメーカーから、高輝度 （発

光ダイオード）のを光源に利用した付加価値の高い
広告ディスプレイの開発に関わる技術支援の要望に
対して、派遣技術指導により装置製作および発光制
御などに関する技術支援を行ったので報告する。
．開発の経過
． 光拡散試験

の光を拡散させて外からの見た目で明るさに
ムラがなくなる条件を得るために、乳白色のアクリ
ル板を散光板に用い、その厚さ、 光源からの距
離、 光源どうしの配置間隔を変えて散光板側か
ら見た場合の明るさを測定する実験を行った。
実験の結果、 の光の指向性を示す半値角

が の場合、図 に示す散光板と との間の距
離 と、 光源どうしの間隔距離 がほぼ等し
い条件で明るさのムラが気にならない程度に発光状
態となることを確認した。
． 樹脂による散光板の製作
白色顔料を加えたエポキシ樹脂を注形して光源の
光を拡散する板材を形成するため、光の分散度合い
や構造部材としての強度の視点から板厚や濃度を変
えて試験を行い、適当な強度をもち、効率よく光を
分散できる散光板の条件を見出した。
． 試作ディスプレイの製作
派遣企業先の社名を木の板に彫り込み、その文字
をフルカラーで光らせるディスプレイを試作した。
文字は、 ． で得た条件により、エポキシ樹脂を
注形して 程度の散光板面を形成した。

は赤・緑・青の発光素子をマウントしたフ
ルカラータイプの素子を用い、それぞれの文字の形
状に合わせて約 間隔に配置して配線を行った。

はそれぞれの文字につき色ごとに並列に結
線し、一つの文字を独立した色で発色できるように
設計した。試作装置の配線系を図 に示す。
． 発光制御
各文字の赤・緑・青の発光制御はプログラム可能
な論理回路素子である を利用して制御した。
発色パターンは と呼ばれる専用言語で記述し、
パソコンから の に記憶させる。各色の
中間色調は、 のプログラムにより、 秒当
たり サイクルで点灯 消灯のパルス幅を制御する
方式で制御した。
．ま と め
フルカラー を で制御して点灯させる

看板ディスプレイを試作した。この装置は釧路市で
開催された製品展示会に出展した。今後、さらに複
雑なパターンの表示や色むら対策などを行い、製品
の完成度を向上させていきたい。
（連絡先 ＠ 、 ）

フルカラー を用いた広告ディスプレイ装置の開発
派遣技術指導（平成 年度）

製品技術部 戸羽篤也、岩越睦郎、安田星季

日の出工芸 中村直好、嶋澤康範

図 発光条件の試験条件

LED

散光板

t d

p

θ

θ

図 試作装置の配線系の様子

図 試作したディスプレイ装置



．はじめに

道内ソファーメーカーから、 次元 を駆使

して自由曲面形状の座面や金属製の複雑な脚を持っ

た新しいチェア製品の開発を行いたいとの要望があ

り、当場では 次元 で作成されたデータを元

に、成形合板製作のためのプレス型を加工する

プログラムの作成および、光造形による鋳物模型の

製作などの開発支援を行ったのでその経過を報告す

る。

．開発の経過

． 簡易 プログラム作成

成形合板製作のための雄雌型を 次元

（ ）で設計し、その加工パスを作成した。

次にそのパス上に点列を生成し、点列の 次元座標

データを 次元 から 形式で出力した。こ

うして得られた加工パス上の座標データに表計算ソ

フト（ ）でソート、接頭文字の追加などの編

集を施し、 プログラムを作成した（図 の上部

の流れ）。

． 光造形を活用した鋳造

複雑な形状の鋳物部品の製作に対し、 次元

で設計したデータを元に光造形でモデルを製

作し、そのモデルを鋳物模型として利用した（図

の下部の流れ）。

．ま と め

開発経過の要点をまとめると下記のようになる。

）廉価な 次元 や表計算ソフトなどを駆使

して、成形合板プレス型を加工する プログラ

ムを簡易に作成することにより、効率的に自由曲

面形状の座面を製作することができた。

） 次元データを元に鋳物模型を光造形で製作

し、木型の代用として利用することにより、アル

ミ製の脚部品を迅

速に製作すること

ができた。

）開発した試作品

は 札幌小樽家具

展 （ア

クセスサッポロ、

）に

出展した（図 ）。

なお、本製品はパ

ーソナルチェア カ

クテル として

年 月頃商品化の予定である。

（連絡先 ＠ 、 ）

次元データを活用した家具部品の開発
技術指導（平成 年度）

製品技術部 安田星季、戸羽篤也、岩越睦郎

技術支援センター 鎌田英博

沼田椅子製作所

図 部品開発の流れ

図 試作品
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