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技術移転フォーラム２００８ －北海道立工業試験場成果発表会－

と き 平成２０年５月１６日（金）

ところ ホテル札幌ガーデンパレス

全 体 プ ロ グ ラ ム

発 表 会 場 展示・相談会場

１３：００～１３：３０ 開会・挨拶 １３：００～１６：００ 展示・相談会

１３：３０～１５：１５ 分野別発表

第１分野

情報通信・エレクトロニクス・

メカトロニクス関連技術 １３：３０～１６：００ ポスターセッション

第２分野 コアタイム

材料関連技術
１３：３０～１４：４５

製品技術部・環境エネルギー部

１５：１５～１５：３０ 休 憩
１４：４５～１６：００

情報システム部・材料技術部

１５：３０～１７：１５ 分野別発表

第３分野

製品・生産関連技術

第４分野

環境・エネルギー関連技術 １７：３０～交流会
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分野別発表プログラム

【第１分野】 情報通信・ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ関連技術 孔雀の間

番号 時 間 発 表 課 題 名 発 表 者 頁

メイン １３:３０～１４:００ 組込み向け画像センサ開発技術と高精度車速計測への応用 大村 功 5～ 7
１ １４:００～１４:１５ サケ輸出促進のための品質評価システムの開発 宮﨑 俊之 ８

２ １４:１５～１４:３０ 音声操作機能を備えた視力障がい者向け予定管理装置の開発 橋場 参生 ９

３ １４:３０～１４:４５ 二重反転翼を有するダクテッドファン型飛翔体の開発 鈴木 慎一 １０

４ １４:４５～１５:００ 農薬散布用トラス構造作業アームのアクティブ制振制御装置の開発 中西 洋介 １１

５ １５:００～１５:１５ 近距離無線通信を用いた施設内センサネットワークの開発 髙橋 裕之 １２

【第２分野】 材料関連技術 白鳥の間

番号 時 間 発 表 課 題 名 発 表 者 頁

メイン １３:３０～１４:００ 光触媒機能評価システムの構築及び応用製品の開発 斎藤 隆之 13～ 15
１ １４:００～１４:１５ エレクトロスピニングによるナノ繊維の製造 金野 克美 １６

２ １４:１５～１４:３０ 細胞培養基材の開発と先進医療への応用 赤澤 敏之 １７

３ １４:３０～１４:４５ 稚内層珪藻頁岩を用いた非焼成タイプの調湿材の開発 工藤 和彦 １８

４ １４:４５～１５:００ ソフトフェライト焼結体の接合と大型製品への適用 相山 英明 １９

５ １５:００～１５:１５ 北海道内温泉水による金属の腐食と防食技術 飯野 潔 ２０

【第３分野】 製品・生産関連技術 孔雀の間

番号 時 間 発 表 課 題 名 発 表 者 頁

メイン １５:３０～１６:００ 自動車産業参入への生産管理及び基盤技術力向上の支援 飯田 憲一 21～ 23
１ １６:００～１６:１５ 薄肉球状黒鉛鋳鉄品の製造とその塑性加工 戸羽 篤也 ２４

２ １６:１５～１６:３０ 製品開発の迅速化に対応する３次元モデリング支援技術 安田 星季 ２５

３ １６:３０～１６:４５ 複雑・不定形農産物に対する自動カット装置の開発 鎌田 英博 ２６

４ １６:４５～１７:００ 農作業軽労化支援技術の検討 前田 大輔 ２７

５ １７:００～１７:１５ 円山動物園サービス生産性向上実証実験プロジェクト 万城目 聡 ２８

【第４分野】 環境・エネルギー関連技術 白鳥の間

番号 時 間 発 表 課 題 名 発 表 者 頁

メイン １５:３０～１６:００ 廃食用油からのバイオディーゼル燃料の製造とその利用 山越 幸康 29～ 31
１ １６:００～１６:１５ 新築端材石膏ボードを使用したライン引き粉の開発 内山 智幸 ３２

２ １６:１５～１６:３０ 一般廃棄物溶融スラグの環境安全性及び有効利用 高橋 徹 ３３

３ １６:３０～１６:４５ 水産系バイオマスを利用した金属吸着剤の試作とその特性評価 富田 恵一 ３４

４ １６:４５～１７:００ とかちゼオライトを利用した水処理浄化材の特性評価 三津橋浩行 ３５

５ １７:００～１７:１５ 湿式媒体ミルによる微粉砕技術の開発 松嶋景一郎 ３６
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ポスターセッションプログラム

丹頂の間

研 究 部 名 発 表 課 題 名 発 表 者 頁

製 品 技 術 部 １ 製造業における作業改善とレイアウト改善 鶴谷 知洋 ３７

コアタイム ２ 生体情報を活用した感性評価技術 中島 康博 ３８

13:30～ 14:45 ３ 中小企業における戦略的デザイン活用支援ツールの開発 及川 雅稔 ３９

環境エネルギー部 ４ 草本系バイオマスを原料としたエタノール変換技術の開発 北口 敏弘 ４０

５ 換気排熱を利用した空気式融雪路盤の開発 富田 和彦 ４１

コアタイム ６ 氷ろ過装置の実用化 手塚 正博 ４２

13:30～ 14:45 ７ ライムケーキからの高反応消石灰製造と排煙処理性能評価 長野 伸泰 ４３

情報システム部 ８ 高性能橋梁点検システムの開発 堀 武司 ４４

９ GISを用いた車両軌跡の解析による配送支援システムの開発 奥田 篤 ４５

コアタイム １０ キャスティング機構を用いた投擲型作業システムの開発 浦池 隆文 ４６

14:45～ 16:00 １１ 電子機器評価の現状と電磁ノイズによる誤動作防止対策 新井 浩成 ４７

材 料 技 術 部 １２ 亜麻を用いた複合材料の特性評価 山岸 暢 ４８

１３ ごみ溶融飛灰の化学状態分析 稲野 浩行 ４９

コアタイム １４ とかちゼオライトの基本性状と礫耕栽培への応用 執行 達弘 ５０

14:45～ 16:00 １５ 有限要素法による超音波シミュレーション技術の開発 田中 大之 ５１

１６ 廃乾電池由来酸化物を活用した高性能低コスト脱 Mg材の開発 高橋 英徳 ５２
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組込み向け画像センサ開発技術と高精度車速計測への応用
車速計測のための組込み向け小型画像センサの開発（平成１８～１９年度）

情報システム部 ○大村 功、三田村智行、吉川 毅、多田達実

東洋農機(株)

１．はじめに

現在、画像処理を利用した自動化や品質チェック

システムは、生産工程において欠くことのできない

ものとなっている。また、近年のコンピュータの高

性能化、低価格化にともない、製造工程以外の様々

な分野においても画像処理を用いたシステムが利用

されつつある。特に農水産業の比率が高い北海道で

は、食の安全・安心への対応、高付加価値化ならび

に作業の自動化・効率化が求められており、この分

野での画像処理の活用の可能性は大きい。

工業試験場では、FPGA（Field Programmable Gate
Array）と CMOS タイプの撮像素子を組み合わせ、
小型、高速で低コストな画像センサの研究開発を進

めてきた。従来、画像処理システムでは、価格面や

データ処理の柔軟性などの理由でパソコンが多用さ

れてきたが、農水産業分野では取り扱いの難しさや

耐環境性の問題が導入の障害となっていた。開発し

たセンサでは、FPGA を用いることでハードウェア
としての高速な処理と書き換え可能な汎用性を確保

し、撮像デバイスを含めた小型化により、設置時の

防水、防塵などのへ対応も容易となった。

本報告では、工業試験場における画像センサの研

究開発の内容とともに、車速計測へ適用した事例を

紹介する。

２．FPGAを用いた画像センサの開発

2.1 センサの構成

開発した画像センサは、撮像デバイス、FPGA、
メモリを構成デバイスとして、撮像系と処理系を一

体化した小型の画像処理装置である。撮像デバイス

は直接ディジタル信号により接続可能な CMOS イメ
ージセンサもしくはディジタル出力を備えた CCDモ
ジュールにより構成する。構成のブロック図を図１

に示す。

このようなハードウェア構成とすることで、ビデ

オ信号等の変換回路が不要となるだけでなく、撮像

環境の変化に対応した露出等のダイナミックな制御

や高フレームレートでの応答性の向上、画像用メモ

リを介さない高速な処理など、自由度の高い画像セ

ンサとしてさまざま応用が可能となる。

2.2 FPGAへの画像処理の実装

FPGA はユーザが自由に回路をプログラムするこ
とが可能な LSI として、近年の高集積化、低価格化
とともに利用が拡大しているデバイスである。FPGA
上では、並列化、パイプライン化などのハードウェ

アにおける高速化設計が可能となるため、空間フィ

ルタなどの定型的処理はこの方法により大幅な高速

化を図ることができる。

また画像処理においては、画像データの参照や書

込みが高頻度で発生するため、高いメモリアクセス

性能が求められる。内部に複数の RAM ブロックを

有する FPGA では、並列化や処理機能間のデータの
受け渡しにこれらの RAM ブロックを活用し、外部

の画像メモリのアクセスを最小限とすることで、処

理性能の向上を図ることができる。

工業試験場では、さまざまなアプリケーションへ

向けて、これらの特長を活かしたコンパクトで高速

な画像センサの研究開発を進めている。

３．高精度車速計測への応用

3.1 農作業機における車速の計測

農業においては、食の安全・安心、高品質化を進

めるためのクリーン農業や、環境保全と生産性向上

を図るための精密農業が推進されており、農作業機

械はこれらに対応した機能の向上が求められている。

移動型作業機械では、車速計測の方法として車輪

の回転を検出する方法が一般に用いられている。し

かし、スリップ等の影響で 10%程度の誤差が発生す
るほか、速度の低下にともなって応答時間が長くな

るなどの問題点がある。特に薬剤散布機においては、

2006 年に導入されたポジティブリスト制度において

図１ 画像センサの構成
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残留農薬の種類や量が細かく制限されており、散布

の均一性向上が重要な課題となっている。

本研究では、これらの問題点の解決を図り、特に

農作業で用いられる低速域における精度の向上を図

るために、地面の移動量を画像により計測して車速

を取得するセンサを開発した。前述した画像センサ

をベースに、北海道大学の画像照合技術を組み合わ

せることで、実際の圃場においても外乱の影響を抑

えて高精度に車速を計測できるセンサが実現できた。

3.2 方向符号照合に基づいた速度計測

使用した画像照合方法は方向符号照合法（OCM）
と呼ばれ、北海道大学で開発したものである。OCM
では、２つの画像の類似度を評価するために画像の

明度そのものではなく、画素近傍における明度変化

が最大となる勾配方向を量子化した値を符号として

用いる。この方向符号の分布は画像ごとに固有性が

高く、照明不良などに起因する明度変動に影響され

にくく、無相関画像間における類似度は定値性を有

するという特性がある[1]。
速度計測には、図２および図３に示すように、垂

直下向きに取り付けられた撮像系により得られた連

続した 2 枚の画像を用いた。1 枚目の画像を参照画
像の取り出し用として、2 枚目の画像は対象画像と
して探索領域を設定するために使用する。保持した

参照画像を用いて探索領域中の最も類似する領域を

OCMにより探索することで、参照画像を取得した位
置と探索した類似領域の位置の間の相対変位（画像

上における移動量）が求められる。この相対変位を dc
とし、レンズの焦点距離を f、撮像距離を H とする
と、実速度推定値 は(1)式で求められる。

(1)

ここで、Δ t は参照用画像と対象画像の撮影時間間
隔である。この式において、撮像距離 H は設置の状
態や圃場における地面の凹凸などの実際の計測環境

に影響される。本研究においては、トラクタにより

踏み固められたタイヤ跡を観測する方法により変動

を最小限に抑えた。撮像距離 H を 1000mm、レンズ
焦点距離 fを 8mmとして、1/4インチ VGA撮像デバ
イスを使用した場合は、計算上 0.076km/h 程度の分
解能が得られる。

OCMを用いた速度計測手法は、ソフトウェア処理
による試作システムを用いて、明度変化や遮蔽が頻

繁に起こりうる環境においても安定して精度の高い

車速計測が可能であることを確認している[2]。

V^ =
H
f

d
Δt

c

V^

3.3 速度計測手法のハードウェア化

本センサでは、撮像デバイスの入手性等の点から

撮像モジュールを利用した表１に示す構成とした。

試作したセンサの外観を図４に示す。

方向符号化（OC)では、量子化幅をπ/8 に固定し
て処理の簡略化を図り、外部メモリを介さずに撮像

モジュールからの画素データを直接処理して、画素

当たり実質 1 クロックでの処理を行った。外部メモ
リへは、探索領域を含む最小の領域のみを保持する

ことで、小規模な外部メモリでの動作を可能とした。

FPGA

撮像モジュール

外部SRAM

拡張端子

Moswell MSC-72 （CCDモジュール）

Altera EP2C5T144C8　(10万Gate相当）

ISSI　IC61LV25616　256kByteｘ16bit

RS232C，I/O22bit

表１ 車速センサの構成

図４ 試作センサの外観

画像

f

H

x

Iref Isearch

dc

t

D

D

画像
センサ

地面

移動

図２ 速度計測の原理

Δx

図３ 画像照合による移動検出
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画像の照合処理においては、特定の位置の 25× 50
画素領域を参照画像として FPGA 内部のメモリに保
持し、外部メモリ上の探索領域画像の 1 画素を読み
出す毎に参照画像の 25画素を同時並列処理する回路
とした。これにより、汎用プロセッサでは PC 向け
の高性能なものでなければ実時間処理が難しかった

照合処理を、フレームレートの 1/4 程度の時間で処
理可能とした。

これらの処理は完全に独立した回路として並列に

動作しており、フレーム毎（1/30sec）に車速計測を
行って、薬剤散布量を制御するパルス信号、外部機

器への RS232C信号を生成するセンサとした。
3.4 実地試験による評価

実験システムの構成を図５に、実地試験の様子を

図６に示す。実験は作物収穫後の圃場において農薬

散布機をトラクタにより牽引し、5m 区間を速度一
定で直進走行して速度を計測した。試作センサの計

測結果は、RS232C経由でパソコン（PC）へ出力し、
1/30秒毎の結果をハードディスクへ記録した。また、
評価の基準値として、人手により区間の通過時間を

計測するとともに、工業用カメラと PC により構成
したプロトタイプおよび DGPS（ニコン・トリンブ
ル社 Ag124）による車速の計測結果を用いた。
図７に DGPS、PC によるプロトタイプ、試作した

センサによる計測結果の比較を示す。試作センサに

図５ 実験システムの構成

図６ 実地試験の様子

よる結果は 10km/h での走行時に一部の不安定な出
力がみられるものの、PCによるプロトタイプおよび
DGPSにおける平均値の結果がほぼ一致した。
これらの結果から、試作したセンサは、サイズ、

消費電力、処理速度の点で大幅な改善を実現しつつ、

十分な計測性能を備えていると言える。

４．まとめ

一般に画像処理装置では開発の容易さと用途の多

様さ、高速性を同時に求められるためハードウェア

の規模が大きくなりやすい。本研究開発では車速計

測に必要な機能のみをハードウェア化することで、

農作業機において利用できるコンパクトでかつ精度

の高い速度計測センサを開発した。今後は実用化に

向けた検討を進めていく。

一方、本センサのように FPGA を利用したハード
ウェア構成では、搭載する処理機能の開発が課題で

ある。画像処理など一部の機能に関しては市販され

ているが、非常に高価である。そのため、必要な処

理機能に関しては、継続的に開発し、蓄積を図って

いく必要がある。

工業試験場では、今後も画像センサの研究開発を

進めるとともに、本技術を用いた道内企業の支援を

行っていく予定である。

参考文献

[1]F.Ulah, S.Kaneko, and S.Igarashi. Orientation code
matching for robust object search. IEICE Tans. on
Inf.&Sys., Vol.E84-D, No.8, pp.999-1006, 2001.
[2]中原和哉, 高氏秀則, 金子俊一, 田中孝之, 清水将
志, 宮下行雄, 大村功. 電子情報通信学会論文誌 D,
Vol.J91-D, No.3, pp.793-802, 2008．
（連絡先：ohmura@hokkaido-iri.go.jp，011-747-2945）

図７ 実地試験の結果



- 8 -

サケ輸出促進のための品質評価システムの開発
農水省・先端技術を活用した農林水産研究高度化事業

（平成１９～２１年度）

技術支援センター ○宮﨑俊之

情報システム部 波 通隆、吉川 毅、堀 武司

研 究 参 事 長尾信一

網走水産試験場、北海道漁業協同組合連合会、北海道大学、早坂理工(株)、東北大学

(独)水産総合研究センター、(社)岩手県さけます増殖協会、岩手県水産技術センター

１．はじめに

当場では、H17～ 18年度重点領域特別研究「北海
道産鮭の品質等級判別システムの開発」において、

熟練者による判別法に代わる新しい道産サケの等級

判別方法と装置の開発を行った。H19年度からは(独)
水産総合研究センターを中核機関とした農水省・先

端技術を活用した農林水産研究高度化事業「サケ輸

出促進のための品質評価システムの開発と放流技術

の高度化」を実施し、最終消費地である欧米へ国産

サケ（アキサケ）を直接輸出するための品質評価シ

ステムの開発を進めている。

２．事業の概要

欧米では BSE 問題や健康志向から魚食の割合が増
加し、天然サケの需要が高まっている。現在日本か

らは加工工場を持つ中国経由で輸出を行っているが、

品質や付加価値の向上、また国産サケのブランド確

立のためには最終消費国への直接輸出が必要である。

このため I.輸出促進のための技術開発、および II.種
苗育成・放流技術の高度化による輸出商材（アキサ

ケ）の安定的な確保を行う。工試、水研センターさ

けますセンター、網走水試、北大、道ぎょれん、東

北大、早坂理工は I.を担当し、①最終消費国のニー
ズならびに輸入条件の把握、②品質分析及び製品管

理・供給システムの技術開発を進めている。

①ではサケの消費量の多いドイツ等における加工、

流通、消費形態を調査すると共に、前提となる

HACCP、MSC 等の輸入条件への対応を検討してい
る。②では低次加工（ラウンド、ドレス加工状態）

および高次加工状態（フィレ等）について身色、脂

肪等の分析技術の確立、装置化を目指す。本年度は、

このうち低次加工用の身色計測装置を開発した。

３．身色計測技術の安定化・高精度化

H17～ 18年度において、鮭にプローブを挿入し、
鮭体内の水分反射や結合組織等の影響を殆ど受ける

事なく身色の推定、等級判定を行うアルゴリズムを

開発した。今年度は(1)現場試験による道産アキサケ

の身色分布の把握、および判別精度向上の検討、(2)
生産ライン設置に向けた高速化等の機構検討、(3)ハ
ンディ型身色等級判別装置の開発を行った。図 1 に
計測した道産アキサケの身色分布を、図 2 にハンデ
ィ型等級判別装置の外観を示す。

図1.道産アキサケの身色分布

図2.ハンディ型身色等級判別装置

４．おわりに

本事業では、国産サケを最終消費地へ直接輸出す

るための総合的な研究開発を行っている。本報告で

紹介した品質評価システムを用いた品質安定化は最

重要課題の一つであり、実用化に向けて開発を継続

していく予定である。

（連絡先：miya@hokkaido-iri.go.jp 、011-747-2946）
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音声操作機能を備えた視力障がい者向け予定管理装置の開発
（平成１９年度民間等共同研究）

技術支援センター ○橋場参生

情報システム部 大村 功

（株）イーエスイー

１.はじめに

視力障がい者にとって困難な作業のひとつに、日

々のスケジュール管理がある。健常者の場合は、手

帳やカレンダーを用いることで、容易に予定の記録

や参照を行えるが、視力障がい者の場合には、この

ような方法に頼ることができない。現在、視力障が

い者が利用できる器具としては、点字器や市販の IC
レコーダがあるが、何れも操作性等に難点があり、

簡便な手段とはなっていない。そこで本研究では、

視力障がい者のスケジュール管理を支援することを

目的として、音声認識による操作機能と、音声合成

によるガイド機能を備えた予定管理装置を試作した。

２.設計方針

今回は、機能面の実現を中心的課題として装置の

開発に取り組んだ。以下に設計方針を記す。

・操作者の音声を直接録音・再生する方法により、

予定を管理できるようにする。

・合成音声により、装置の操作をガイドする。

・音声認識と操作ボタンの両方により、機能の選択

操作を可能にする。

・操作ボタンには凹凸を設け、触知性を高める。

・時刻や方位を音声で通知する機能等、生活の利便

性を高めるための補助機能も付加する。

３.試作結果

3.1概要

試作器の外観を図１に、機能ブロック図を図２に

示す。試作器は、左右に 10個の操作ボタン、中央に
液晶ディスプレイとテンキー、前面左上にマイクロ

ホン、背面にスピーカを備え、外寸 W20× H14.5×
D8cm、重量 1kgとなっている。
3.2機能

試作器の機能を以下に記す。機能の利用に伴う選

択操作は、音声認識または操作ボタンで実行できる。

①スケジュール管理機能

日時を選択した後、予定を発話すると、音声が IC
メモリに録音される。同様の方法により、録音した

音声を再生し、予定を確認することができる。

②メモ機能

図1 試作器の外観

図2 機能ブロック図

音声の録音再生により、覚書きを可能にする。日

時の選択を伴わない以外、①と同様の仕組みである。

③音声時計機能

現在の日付や時刻を合成音声により通知する。

また、任意の時刻に、アラームを設定できる。

④方位磁石機能

装置を把持した時に体が向いている方角（装置の

背面方向にあたる方角）を合成音声により通知する。

⑤電卓機能

入力値や計算結果を合成音声で読み上げる。

４.おわりに

現在、（社）札幌市視覚障害者福祉協会等の協力を

得ながら、試作器の評価を行っている。現状の試作

器には、形状やデザイン、操作手順の設計、音声認

識性能等に関して種々の課題が残されているが、装

置のコンセプトや、実現した機能に関しては、概ね

良好な評価が得られている。今後は、さらに多くの

関係者から意見を収集し、装置の改良に取り組む予

定である。また、本装置は、もの忘れの傾向が強ま

る高齢者向けにも活用が期待できるから、高齢者に

よる使用も視野に入れた開発を計画している。

（連絡先：mitsuo@hokkaido-iri.go.jp ､ 011-747-2947）

音声認識
合成回路

録音・再生
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10
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二重反転翼を有するダクテッドファン型飛翔体の開発
ダクテッドファン型飛翔体の開発と航空防除への応用（平成１７～１９年度）

情報システム部 ○鈴木慎一、多田達実、新井浩成、澤山一博

技術支援センター 浦池隆文

製品技術部 岩越睦郎

中央農業試験場、北海道工業大学、（株）植松電機

１．はじめに

近年、本道農業の現場では、農薬散布の有効な方

法として、通常の航空防除に比べ農薬飛散が少ない

産業用ラジコンヘリによる低空散布が注目され、今

後の利用拡大が見込まれている。その一方で、高価、

危険、墜落等による修理費の高さなどの課題が内在

している。そこで本研究では、安価、安全、吹き出

し気流の乱れが少ないなどの特長があるダクテッド

ファン型飛翔体に着目し、本飛翔体の開発を行うと

共に航空防除への適用について検討した。

２．ダクテッドファン型飛翔体

開発したダクテッドファン型飛翔体は、円筒ダク

トの中に２枚の反転するプロペラを有する。プロペ

ラの回転が推力を発生するが、２枚のプロペラの回

転数などの制御により自転を抑制する。また、ダク

ト内にあるため翼端損失が少なく、同径のプロペラ

に比べて高い推力が得られる。さらに、プロペラが

外部に露出していないため、安全性の高い構造であ

る。一方、姿勢と移動方向を制御する機構としてプ

ロペラの下方にルーバー（風切り板）を付加してい

る。ルーバーの角度を制御することで吹き出し気流

の方向や勢いを変更できる。飛翔体の開発には、駆

動源としてモータとエンジンの両方式について検討

を進めた。

図1 ダクテッドファン型飛翔体

３．3Dモデルによる解析と光造形による試作

本飛翔体の機体設計では、3D モデルによる機構解
析や強度解析の活用により開発効率の向上を図った。

一例として、ルーバーの効果や重心位置の違いによ

る飛行時の機体の動作解析により、試作回数や実験

回数の軽減を図った。また、二重反転翼プロペラの

設計では、NACA（アメリカ航空局）のデータを基
に翼理論による最適化設計を行った。さらに、複雑

な３次元形状のプロペラの試作では、光造形により

短期間に精緻な試作物を得ることができた。

４．浮上試験

浮上試験（図 2)
は、モータ駆動方

式に対し無線操作

で行った。試験結

果を基に改良を重

ね、特に、機体の

浮上安定性の観点

から上側のプロペ

ラにスタビライザ

を付加した。本スタビライザは、ジャイロ効果によ

って機体の傾きを補正するようにプロペラのピッチ

角を変更し、機体姿勢を維持する。これらの機構に

より、浮上飛行を実現した。

５．吹き出し気流の計測

農薬飛散軽減への有効性を確認するため、産業用

ラジコンヘリと本飛翔体の吹き出し気流の計測を行

った。この結果、ダクトによる整流効果により農薬

散布時の飛散軽減の可能性を見い出すことができた。

６．まとめ

ダクテッドファン型飛翔体の開発を進めるにあた

り、モータ駆動方式の試作機による浮上試験を行い、

無線操作による浮上飛行を実現した。また、農薬の

飛散軽減の可能性も高いことから、航空防除への適

用の可能性が出てきたと考える。今後は、これらの

の開発結果から、検討中の搭載荷重の大きなエンジ

ン駆動方式の飛翔体の開発を行っていく予定である。

（連絡先：suzu@hokkaido-iri.go.jp ､ 011-747-2959）

図2 浮上試験
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農薬散布用トラス構造作業アームのアクティブ制振制御装置の開発
一般試験研究（平成18～19年）

情報システム部 ○中西洋介

技術支援センター 浦池隆文

１．はじめに

本道においては、近年十勝地区を中心に農場の大

規模経営化が進み、農作業の効率化が求められてい

る。農作業は作業機を高速走行させることで作業効

率が向上するが、それに伴い振動が激しくなる。特

に農薬散布機においては, 振動し易い長さ 5 ～ 15m
の長尺作業アームを有するため, 高速走行散布作業
を行うためには適切な振動抑制対策を施す必要があ

る。本研究は農薬散布用作業アームの振動をアクテ

ィブ制御で抑制し、農薬散布機を高速走行させるこ

とで、当該作業の効率化を図ることを目的とする。

２．制振制御方法

図１に農薬散布機作業アームおよびアクティブ制

御実験用に試作した作業アーム(2.5m)を示す。19 ×
10 × 1.2t のステンレス製角パイプを使用したトラス
構造となっており、先端に向かって断面が小さくな

っている（根元幅 125mm、先端幅 50mm）。
図２に制御システムの構成を示す。３個の低コス

ト加速度センサ（ｱﾅﾛｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｼｽ,MEMSｼﾘ-ｽﾞADXL320）

でアームの振動状態を検出し、根元の取付用ハブを

ボールねじを介してモータで駆動することで振動を

抑制する構成となっている。振動を抑制するための

モータ駆動命令は最適レギュレータで生成し、制御

周期は 1kHzとした。

３．傾斜時の加速度センサ出力値補正方法

農薬散布作業は傾斜地でも行われるが、使用した

加速度センサは傾斜時に出力値がオフセットする。

そこで、アームの振動を検知しないように根元のハ

ブに加速度センサを設置し、その出力値でアームに

設置した３個の加速度センサ出力値を補正した。

４．実験結果

図３にアームを水平に保ち、衝撃力を負荷した時

の先端変位とハブ変位を示す。無制御時には持続す

る振動が、アクティブ制御を施すことで、約 1.5 秒
で± 25mm 程度まで抑制されていることがわかる。
図４(a)はアームを軸方向に 10.4 度傾斜させ、前節の
方法を用いて加速度センサを補正しながらアームに

アクティブ制御を施した時の先端変位とハブ変位で

ある。図３とほぼ同様の制御結果が得られているこ

とが確認できる。

５．おわりに

今後は実用化を想定し、より簡便な駆動機構を有

した実験機で制振制御試験を行う予定である。

（連絡先 nakanisi@hokkaido-iri.go.jp, 011-747-2943）

図３ アクティブ制振制御結果１（水平時）

図４ アクティブ制御試験結果２（10.4度傾斜時）

図１ 農薬散布機および試作したトラス構造アーム
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ステン角パイプ

MEMS加速
度センサ

2,500

　19×10×1.2t
ステン角パイプ

MEMS加速
度センサ

2,500

　19×10×1.2t
ステン角パイプ

MEMS加速
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図２ アクティブ制振制御システム構成
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近距離無線通信を用いた施設内センサネットワーク
次世代近距離無線通信技術を用いた施設内センサネットワーク構築に関する研究

（平成18～19年度）

情報システム部 ○髙橋裕之、飯島俊匡

技術支援センター 宮﨑俊之

（財）北海道農業企業化研究所

１．はじめに

情報通信技術の発展に伴って、「いつでも、どこで

でも」情報の収集、管理が可能なユビキタスコンピ

ューティングに対する要求が高まっている。この実

現のために、近距離無線通信機能を持つセンサノー

ドが相互に通信し、バケツリレー方式で情報伝達を

行うセンサネットワ－ク技術が注目されている。

本研究では、情報通信インフラが整備されていな

い園芸施設や家畜舎などの農業用施設において、セ

ンサ情報を取得して施設内管理・制御を行うための

センサノードの開発およびセンサネットワークを構

築し、農業施設用システムの試作開発を行った。

２．試作システムの概要

センサネットワークでは、ZigBeeなど標準化され

たシステムがあるが、小規模なネットワークを構築

する場合においては、単純化したシステムの方が低

コストで充分な機能を実現できる場合が多い。この

ため、小規模な農業用施設などで用いるためのネッ

トワークシステムの実現を目標とした。試作したシ

ステムは、センサノード、ホストサーバーからなり、

必要に応じてリピータ（中継器）を追加する。リピ

ータは、機能によってセンサノードやホストサーバ

ーと同じハードウェアを用いる。各ノードは微弱無

線機（アクティブRFID、ZigBeeモジュールなど）と
マイコンを有しており、センサノードは、アナログ

入力とデジタル入出力を装備し、ホストサーバーは

キーパットと液晶表示装置、シリアル通信機能を搭

載する。

また、通信機能の実装、評価等を簡便に行うため

ネットワーク構築を支援するシミュレータソフトウ

ェアを作成した。シミュレータソフトウェアで、情

報の伝搬方法を設定し、通信が可能かを確認した上

で、その機能をハードウェアに実装してセンサネッ

トワークシステムを構築した。

３．フィールド試験および考察

試作したシステムを農業用施設に応用して、評価

試験を行った。その一例としてトマト温室向け灌水

制御システムを開発して、フィールド試験を行った。

既存のシステムでは、設定時間、温度、日射などの

情報により灌水制御を行っているが、日ごとの状態

や場所などにより必要な水分量は異なる。このため、

培地の水分を直接計測し、必要な場所に適量の水分

を補給することが望ましい。このため、水分センサ

を搭載したセンサノードを培地に設置して培地の湿

潤状態を計測した結果を灌水制御システムに出力す

ることで、精細な水分管理を可能とする。本システ

ムでは、センサノードはホストからの指示を受けて、

計測を開始し、センサ情報を返す通信方式とした。

実際の温室内の畦2箇所にセンサノードを設置して、

動作試験を行い、情報通信ができることを確認した。

４．まとめ

本研究では、ノードを開発してセンサネットワー

クを構築し、さらに、応用システムを開発してフィ

ールド試験を行った。その一例として、温室内灌水

制御システムへの応用を行った。今後は、様々な施

設において、フィールドでの実証試験を重ねること

で、より簡単にセンサネット構築を行える実用化シ

ステムの開発を進める。

（連絡先：takahasi＠ hokkaido-iri.go.jp、011-747-2947）

a) ホストサーバー b)センサノード
図１ 試作したノード

図２ フィールドでの動作試験風景
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光触媒機能評価システムの構築と応用製品の開発
光触媒機能評価システムの構築と活用製品の開発（平成１７～１９年度）

技術支援センター ○斎藤隆之

材料技術部 赤沼正信、田中大之、飯野潔、片山直樹

環境エネルギー部 浅野孝幸、三津橋浩行 製品技術部 岩越睦郎

北海道大学触媒化学研究センター、道立北方建築総合研究所

道立林産試験場、道立食品加工研究センター

１．はじめに

光触媒は様々な機能を持ち、数多くの製品が市販

され、環境浄化技術としても大いに着目されている。

現在、光触媒性能の評価試験法の JIS 規格化が進行
しているが、道内企業からも以前より性能評価試験

の実施および製品開発への支援が望まれてきた。

本研究では、道内企業等が行う光触媒製品開発を

効率的に技術支援するシステムを構築することを目

的として、道立試験研究機関と北海道大学が連携し

て光触媒のセルフクリーニング(防汚、SC と略)、抗
菌・防かび、空気浄化および水質浄化の各種機能の

総合的評価技術と応用製品の開発に取り組んだ。

本研究のこれまでの進捗により、ほとんどの JIS
試験が道立試験研究機関にて実施可能となった。本

発表では SC 機能を中心に性能評価の方法と機能の
利用技術に関する知見を報告する。並行して、企業

ニーズに基づき光触媒応用製品の開発を進めた結果、

複数の製品が開発されたので合わせて報告する。ま

た効率的な技術支援を行う目的で、「北海道光触媒技

術支援ネットワーク」を開設したので発表の最後に

紹介する。

２．光触媒性能試験方法のJIS化現状

各機能の JIS の策定は、2003 年より始まったが、
今年度でほぼ完了する予定となっている。制定予定

も含めてこれらの JIS 規格を表１に示す。なお、SC
性能試験方法の策定には、工業試験場も参画した。

表1 光触媒性能試験方法のJIS

３．セルフクリーニング性能試験方法

2007年 7月に JIS R1703「ファインセラミックス
－光触媒材料のセルフクリーニング性能試験方法」

が制定された。この試験方法は２つの規格からなっ

ている。その理由は SC 機能は酸化分解反応と親水
化反応の２つの相乗効果により達成されるためであ

る。JIS R1703-1「第一部：水接触角の測定」では光
触媒材料にオレイン酸を塗布し紫外線を照射したと

きの表面の水接触角の経時変化を測定する。得られ

る限界接触角 L[deg]は光触媒の親水化性能の目安
で、光触媒活性の高いものでは 5 度以下となる。JIS
R1703-2「第二部：湿式分解性能」は、試験体上に付
着させたセルの中にメチレンブルー溶液を入れ紫外

線を照射し、溶液の分解速度を測定する。その傾き

の絶対値である分解活性指数 R[n mol/L/min]は、酸
化分解力の指標となる。分解力が全くなければ 0で、
性能の高い材料では 20以上の値を持つ。
４．積雪寒冷地でのSC機能利用技術と性能持続性

光触媒の SC 機能を建築外装材に利用するときに
は、初期性能評価とともに、施工方法による性能へ

の影響や実環境による機能の持続性を把握すること

が必要である。特に、北海道のような寒冷地では、

冬期間の積雪や凍結による光触媒機能への影響を把

握することが、製品利用のためには必須と考えられ

る。こうした利用に必要な知見を得るため、複数の

光触媒試験体を試作し屋外暴露試験を行った。

白色塗装したトタンとモルタル２種類の基板に、

スプレーとローラーで光触媒を塗布し、スプレーで

は膜厚を３段階に塗り分けた。光触媒は実績のある

市販品 A,Bを用いた。トタン試験体とその性能を表 2
に示す。

表2 トタン試験体とその性能（L,R）
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初期性能評価により、スプレー施工に関しては膜

厚が厚いほど R が高いこと、一方 L はおおよそ 0.2
μ m 以上の厚みがあれば膜厚にあまり依存しないこ
とが分かった。ローラーで膜厚の割に R が低いのは
スプレーより不均一であることの影響が考えられる。

モルタルは光触媒の塗布方法はトタンと同様だが、

対応する（記号が同じ）試験体よりも R 値が低かっ
た。この原因はモルタル表面には目で分かる段差や

細孔が多数存在し表面の均一性がトタンより劣るた

めと考えられるが、関連は明らかになっていない。

道内３地点を選定し、これらの試験体の屋外暴露

を行った。X 地点：札幌、Y 地点：札幌（汚れ高負
荷）、Z 地点:旭川で X,Z は無機物汚れ Y は有機物汚
れが主体である。汚れを示す指標としては分光測色

計により明度 L*を測定し初期との明度差 DL*を用い
た。この値が大きいほど汚れており、概ね 2 以上で
汚れが目で認識でき、5 以上で汚れていると感じら
れる。図 1 に暴露したトタン試験体写真と明度差の
対比を示した。左が暴露前の明度 93の試験体で、右
に行くほど汚れた（DL*の大きな）ものを配置した。

図1 トタン暴露試験体と明度差ΔL*の対比

920 日までの明度差の推移を図２示す。ここでは
トタン基板の X、Y 地点の結果を示した。モルタル
は総じてトタンよりやや汚れており、Z 地点は X と
ほぼ同様な結果であった。

X地点 Y地点

図2 トタンの明度差の推移

X地点は汚れ負荷が少なく、920日（約２年半、31
ヶ月）後でもブランクと光触媒のうち ARのみが DL*
がやや 2 を超える程度で、他は 2 以下で汚れは目で
は分からなかった。C地点もほぼ同様だった。一方 Y
地点では汚れが非常に激しく、ブランクと一部活性

の低い光触媒試料は DL*が 20を超えたが、１試料が
6.5 で（図中↓）、その他はすべて 5 以下で視覚的に
も汚れはあまり認められなかった。上下２グループ
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を分ける DL*が 6.5 の試料は分解活性指数 R が 11
で、汚れている試料は R がそれ以下、汚れていない
ものは R がそれ以上だった。このことから有機物汚
れの激しい地点で二年以上の SC 機能を保つには R
値が 10程度必要であることが分かった。ここで見た
ように B 地点では長期間では汚れが二極化したが、
初期には R が高いほど汚れにくく、かつ R に対し
DL*は指数関数の相関があった。図 3に、DL*と初期
の Rおよび Lの相関を暴露期間ごとに示す。

図3 明度差ΔL*とL,Rの相関

Rと DL*の指数関係は暴露期間とともに崩れ、DL*
が二極化してくる様子が分かる。R が長期で相関が
崩れるのは、性能値そのものが変化してくるためと

考えられる。例えば Rの一番高い A3を追うと 18ヶ
月まで明度差は 1 程度だが、31 ヶ月後は 4 程度にな
り R の劣化が示唆される。L は初期からあまり DL*
と明確な相関は見られない。L への到達速度も含め
て解析すると相関が得られる可能性があるが、方法

は確立していない。

性能が劣化するなら、寒冷地での長期持続性能を

実験室で推定するには、JIS の初期性能評価のみで
は不十分と思われる。現在、持続性推定方法につい

ても検討を行っている。屋外暴露による光触媒塗膜

の劣化要因は多数あるが、太陽光と積雪寒冷地では

寒暖差による劣化が大きいと予想される。そこで屋

外暴露による劣化は実験室での光照射および凍結融

解試験により模擬できると仮定し、室内劣化促進試

験を実施した。暴露試験と劣化促進試験後に性能評

価を行い対比することで時間軸と促進軸の関連が見

いだせるであろうという予測のもと試験・評価を進

めている（図 4）。暴露試験は少なくとも本年８月ま
で継続中であり、終了後の性能評価を経て２軸間の

定量的な関連を見いだしていきたい。
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図4 性能持続性推定試験の概念

６．可能となった他の機能評価試験方法

空気浄化機能の JIS 規格は、表 1 に示したように
制定予定も含め、複数ある。この中で窒素酸化物と

メチルメルカプタンを除き、林産試験場と北方建築

総合研究所で評価試験が可能となった。特に室内の

空気浄化を想定した内装材等は、規格のうち「ホル

ムアルデヒド（小型チャンバー式）」により、使用環

境に近い規模での性能試験が実施できる

抗菌・防かび機能のうち抗菌については JIS が制
定済みであり、食品加工研究センターで評価試験が

可能となった。この規格は試験を行う紫外線照度が 4
段階に規定され、実施することのよりどの程度の照

度で機能が発揮されるか判断することが出来る。防

かびについては今後 JISが制定される見込みである。
R 1704水質浄化性能試験方法は工業試験場で実施

が可能となった。この規格は光触媒反応を利用して、

水中の汚染物質を分解して浄化することを目的とし

た光触媒材料について適用できる。

７．光触媒応用製品の開発

１）空気浄化型内装材

稚内珪藻頁岩は非常に優れた調湿機能材料として

知られている。これを利用した調湿内装材は既に市

販（本予稿 p.18）されているが、さらに光触媒によ
る空気浄化機能の付与による高付加価値化を試みた。

その結果、基材の卓越した調湿機能を損わない特

殊な反応を利用し、光触媒材料を基材表面に限定的

に固着することで製造コストも低く抑えた製品が開

発された。開発した内装材を図 5 に、この製品のト
ルエンの分解性能を図 6 に示す。この製造法につい
ては昨年、特許出願を行っている。

図5 開発した内装材 図6 トルエンの分解性能

これまでは紫外線反応型の光触媒を用いてきたが、

室内使用では紫外線が乏しい条件も想定され、可視

光への応答性が必要になる。現在、可視光応用型光

触媒を用いた試験体で、製品化を目指して評価を進

めている。
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２）抗菌機能を有するメラミン樹脂食器

メラミン樹脂は、機械強度、表面硬度が大きく、

滑らかで、耐水・耐熱性を有し、成形後の収縮膨張

が少ないなど優れた熱硬化性樹脂で、食器の成形用

材料、化粧板、電気・機械部品など工業的に広く使

用されている素材である。工業試験場と食品加工研

究センターは企業のニーズに基づき、メラミン樹脂

上に酸化チタン光触媒を担持させ、抗菌機能を発揮

するメラミン樹脂食器を開発した（図7）。プラスチ

ックに光触媒機能を付与した市販製品は、シート・

フィルム、繊維製品および文房具・パソコンの筐体

などがあるがすべて熱可塑性樹脂であり、熱硬化性

樹脂はこれまで見られなかった。既に、製品と製造

方法に関して企業と共同で特許出願を行っている。

図7 開発した抗菌メラミン樹脂食器

８．北海道光触媒技術支援ネットワーク

道立試験研究機関と北海道大学では連携して、光

触媒の各種機能の総合的評価技術と応用製品の開発

を進めてきた。その結果、関連する性能評価試験を

を実施することが可能となった。また、材料の取扱

いや製品開発の試みにより光触媒応用技術に関する

ノウハウも蓄積された。これらのノウハウを有機的

に結びつけ、より効率的な技術相談対応を行うため

表題のネットワークを立ち上げ、光触媒応用製品の

開発を支援していく。ぜひ本ネットワークをご活用

いただきたい。

（連絡先：takayuki@hokkaido-iri.go.jp, 011-747-2979)
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エレクトロスピニングによるナノ繊維の製造
エレクトロスプレー法によるナノマテリアル製造技術に関する研究（平成１８～１９年度）

材料技術部 ○金野克美、大市貴志、可児浩、吉田昌充

情報システム部 吉川毅、三田村智行

北海道大学生命科学院、（独）物質・材料研究所

１．はじめに

エレクトロスピニング法によるナノ繊維の製造に

ついては 1930年代から報告されているが、近年のナ
ノテクノロジーの台頭とともに注目されてきた技術

である。エレクトロスピニングは図１に示すように

高分子等の溶液が入ったシリンジと対極間に高電圧

を印可することで、シリンジから押出された溶液が

電荷を帯び、反発することで細かな繊維となり対極

に付着してナノ繊維を製造する方法である。この方

法により繊維の作成が可能な素材については多くの

報告がある。本研究では生体材料として可能な高分

子多糖類（アルギン酸）と生分解プラスチック（ポ

リ乳酸）につい

てエレクトロス

ピニングをおこ

ないナノ繊維化

のための各種条

件を検討した。

２．試験方法

エレクトロスピニングによるナノ繊維製造はエス

プレーヤー ES-2000（フューエンス社）を用いた。
アルギン酸ナトリウム(共成製薬製)は分子量が異

なる 4 種類(Mw=57000,220000,319000,371000)を用い
溶媒として水を用

いて溶液濃度 5%
と 8%に調整した。
ポリ乳酸(テラ

マック；ユニチカ

製）は溶媒として

ジクロロメタン

(DCM)を用い、
溶液濃度を 6、8、
10％に調整した。

３．試験結果

3.1 アルギン酸ナノ繊維の作成

分子量が高いと水溶液の粘度が著しく高くなり、

エレクトロスピニングには適さないと考えられたこ

とから、溶液粘度の小さな分子量 220,000 のアルギ
ン酸ナトリウム水溶液の濃度を 5wt%、8wt%として、
電圧 15及び 25kV、吐出量 8.3μ l/minの条件でエレ
クトロスピニングを行った。しかし、液滴のままコ

レクターに集まり繊維にはならなかった。このよう

な場合、PEO や PVA のような水溶性高分子素材を
添加すると繊維化が可能な場合があり、本試験でも

8%アルギン酸ナトリウム水溶液 5g に 9wt%の PEO
水溶液 0.5g を添加し、同様な条件にてエレクトロス
ピニングを行ったところ繊維が出来たことを確認し

た。

3.2 ポリ乳酸ナノ繊維の作成

ポリ乳酸 6、8、10wt%DCM 溶液についてエレク

トロスピニングを行った。液の濃度が 6wt%では繊
維にならずビーズが発生した。8 と 10%では繊維が
作成されたが濃度が高くなると繊維径は太くなった。

また、8wt%の溶液について電圧を変化させて試験を
行ったところ、電

圧が高くなると繊

維は細くなり更に

高くなると、ビー

ズが発生したり不

安定な形状の固ま

りが発生した。最

適な電圧は 7 ～
10kV であった。

４．まとめ

再生医療等の分野にて使用される生体材料の素材

とされるアルギン酸ナトリウムやポリ乳酸のエレク

トロスピニングを行い、最適なナノ繊維作成の条件

を見いだした。

（連絡先：konno@hokkaido-iri.go.jp, 011-747-2387）

図 3 ポ リ 乳 酸 ナ ノ 繊 維

(8wt%DCM溶液、電圧 10kV)

図 1 エレクトロスピニング概念図

高電圧電源

高分子溶液

コレクタ(陰極)

ナノ繊維

ノズル
(陽極)

高電圧電源

高分子溶液

コレクタ(陰極)

ナノ繊維

ノズル
(陽極)

図 2 ナノ繊維製造装置
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細胞培養基材の開発と先進医療への応用
生体機能性材料の開発と再生医療及び先進医用工学の応用（平成１８～２０年度）

材料技術部 ○赤澤敏之、板橋孝至、堀川弘善、高橋英徳

技術支援センター 稲野浩行 製品技術部 中村勝男、吉成哲

北海道医療大学、京都大学、東京医科歯科大学、（株）ムトウ

（株）北海道畜産公社、早坂理工（株）、（株）プライマリ－セル

１．はじめに

近年、筋疾患の再生医療として、多機能性幹細胞

を用いた細胞移植が注目され、培養筋芽細胞の動物

実験や骨格筋芽細胞シ－トの臨床研究が実施されて

いる。その細胞培養法では、生体模倣性を追求した

細胞培養基材の開発が熱望されている。

本研究では、初代培養細胞の活性、細胞の増殖・

分化機能の設計と制御を目的として、異種材料を複

合化した３次元細胞培養基材を作製し、各種細胞の

形態、増殖率、分化状態等を調べ、最適培養条件を

選定し、製薬開発や先進医療への応用性を検討した。

２．実験方法

市販の細胞培養用マルチウエルプレ－ト（6,12,24

穴）で各穴の仕切材料として、多孔性アパタイト（動

物骨由来焼成アパタイト、傾斜機能アパタイト）や

異種形状の樹脂を接着固定し、細胞の増殖や活動方

向に制限を与えた３次元細胞培養基材を試作した。

筋芽細胞の培養方法では、ラット大臀筋を細断、

コラゲナ－ゼ処理、遠心分離、タッキングし、増殖

用メデイウムで細胞濃度を調製した。それを各種培

養基材に播種し、CO2インキュベ－タ内37℃で3日間

培養後、分化用メデイウムに交換、14日間培養した。

培養細胞については、位相差顕微鏡により各種細

胞の形態とサイズを観察し、ムタロ－ゼ・GOD 法に
より筋芽細胞のグルコ－ス消費活性を測定した。

培養基材については、走査型電子顕微鏡により組

織観察、電子線微小部分析により組成分析、微小部 X
線回折により生成相の同定等を行った。

３．結果及び考察

筋芽細胞による仕切材料の細胞親和性・毒性では、

多孔性アパタイト（細孔径100-800μm、気孔率60-80

%、Ca/P=1.65の水酸アパタイト単一相）は細胞障害

や吸収性が強く、エポキシ樹脂は細胞形状の異常が

認められた。シリコン樹脂とサイコウッド（ABS樹脂

と木片粉の混合物）は、細胞状態に影響はなく仕切

材料として適当であることが分かった。サイコウッ

ドよりシリコン樹脂を用いた方が、筋芽細胞の増殖

は効果的に進行し、脂肪細胞への分化は少なかった。

図１に、マルチウエルプレ－ト6穴（直径34㎜）に

十字形シリコン樹

脂を3個接着した細

胞培養基材を示す。

その樹脂先端部は、

筋芽細胞の増殖や

運動等に応力を与

えないように、丸

く加工された。図２ 図１ ３次元細胞培養基材

に、シリコン樹脂

を接着した穴で培

養6日後の筋管細胞

を示す。３次元細

胞培養では、従来

のマルチウエルプ

レ－トの培養(平面 図２ ３次元培養6日後の筋管細胞

培養)と比べて、筋管細胞の形成に方向性がみられた。

図３に、３次元培養11日後の筋管細胞を示す。筋管

細胞がマルチウェルプレート底面から剥離後、シリ

コン樹脂に方向性を保ちながら巻き付き、自発的に

拍動する輪ゴム状の環状筋管細胞の束が形成された。

一方、平面培養では、6日後で筋管細胞がランダム方

向に分化し、11日後でスフェロイドが観察された。

図３ ３次元培養11日後の筋管細胞

なお、筋芽細胞のグルコ－ス消費活性は、培養14

日間で３次元培養と平面培養で同等の値を示した。

４．まとめ

シリコン樹脂を接着した３次元培養基材を用いて、

増殖・分化用メデイウム条件の選定により、生体筋

繊維模倣の環状筋管細胞を構築することができた。

今後、３次元細胞培養は、動物実験の代替として平

面培養と器官培養の中間的役割を担い、筋肉機能の

解明や各種細胞の配向制御等への応用が期待される。

（連絡先：akazawa@hokkaido-iri.go.jp ､ 011-747-2932）

　　 200μm

　　 200μm
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稚内層珪藻頁岩を用いた非焼成タイプの調湿材の開発
道内未利用資源を利用する建材開発と評価システムの提案（平成１７～１９年度）

材料技術部 ○工藤和彦、野村隆文、執行達弘、吉田憲司

道立北方建築総合研究所、道立林産試験場、道立衛生研究所

北海道大学

１．はじめに

道産天然資源として近年、全国的に脚光を浴びて

いるものの一つに稚内層珪藻土(珪質頁岩)がある。

珪藻土は古くから七輪や断熱材、あるいは、濾過材

などとして利用されてきたが、本道稚内地方に産出

するものは、珪藻土の風化が進んだ頁岩である。こ

の頁岩は4～20nmのメソポア領域に細孔を多数持って

おり、この細孔によって自律的な湿度調節機能を発

揮することが工試などの研究により見いだされた1）。

現在、いくつかの企業により、タイル、塗り壁材、

床下調湿材などとして商品化されているが、非焼成

タイプのタイルを製造している企業からの調湿機能

の改善要請を受けて製品開発に取り組んだ。

２．試作試験

2.1原料組成の検討

非焼成のメリットは、焼成コストが不要となる他、

メソポア領域の細孔形状を維持できる点にある。

本開発では、可塑性に乏しい珪藻頁岩を成形する

ための結合材として、水溶性のコロイダルシリカが

有望であることを見いだした２）。コロイダルシリカ

液(以下、Co 水と略記）は粒子径数十 nm のシリカ
を水に分散したもので、遊離 Ca イオンと反応して
硬化するという特長がある。しかしながら、珪藻頁

岩には遊離 Ca イオンが少ないことから、適量の Ca
イオン源を配合することとした。その Ca イオン源
として、住宅の新築時に排出される石膏ボードを利

用した。

2.2強度試験

プレス成形により、タイルを成形し、強度試験を

実施した。非焼成で硬化させるため、内装壁材とし

て必要な曲げ強度(12N/cm)を有するかを一つの目安

とした。珪藻頁岩に石膏、Co水（50wt%水）を配合し

たタイル(110×66×12mm厚)を試作し、3点曲げ試験

を行った。比較のため、Co水の代わりに水を使用し

た試験も行った。

図1にその結果を示したが、Co水を使用することに

より、曲げ強度の増加が確認された。

図１ 試作タイルの強度試験

2.3調湿機能の測定

調湿機能は、一定温度条件(25 ℃)に設定された槽
内に試料を設置し、湿度を変えたときの試料の 24
時間毎の重量変化(吸放湿量の差）から評価する汎用

手法を用いた。試料は2.2と同様に成形したタイルで、

Co 水を用い、珪藻頁岩に対して、石膏を15、30、40
％配合した。その結果を図2に示した。石膏の添加量

が少ないほど吸放湿量が大きくなったが、強度を考

慮すると石膏添加量 30％程度が適当と考えられた。

図２ 試作タイルの石膏添加量と吸放湿量との関係

３．おわりに

現在、上記結果を基に、当該企業で内装タイルと

して商品展開をはかっている。

参考文献

１）野村隆文ほか、平成4年度共同研究報告書「本道

珪藻土の高度利用と資源評価に関する研究」(1993)

２）特願2006-109177「調湿内装材の製造方法」

（連絡先：kudou@hokkaido-iri.go.jp ､ 011-382-2704）
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ソフトフェライト焼結体の接合と大型製品への適用
ソフトフェライト焼結体の接合技術に関する研究 （平成１８～１９年度）

技術支援センター ○相山英明、宮腰康樹

材料技術部 田中大之、中嶋快雄、高橋英徳

１．はじめに

一般に、磁気コア用磁性材料としては、けい素鋼

板やパーマロイなどの合金磁性材料が広く使用され

ているが、これらは比抵抗が小さいため使用周波数

が高くなるに従い渦電流が大きくなり、エネルギー

損失と発熱の問題が生じる。ソフトフェライトは、

渦電流損失が少なく、高透磁率及び低保磁力の軟磁

気特性を有するために、磁気テープ、スイッチング

電源など様々な製品に用いられている。しかし、ソ

フトフェライト材は焼結により製作されるため、そ

の製造方法及び材料強度の点から、大型製品や複雑

な薄型形状の製品への適用は困難である。本研究は

ソフトフェライト焼結体を大型製品へ適用するため

に、接着、ろう付け等の方法により接合し、接合方

法の違いによる磁気特性の変化を検討した。

２．実験方法

ソフトフェライト焼結体（JFE ソフトフェライト社
製（MBT1）、外径：50mm、内径：30mm、厚さ：5mm
のリング状試料）を半割にし、以下の方法により接

合を行った。

2.1レーザ溶接（CO2レーザ）

出力：200 ～ 1500W、溶接速度：1 ～ 2m/min、連
続発振、パルス発振、ジャストフォーカス、予熱温

度：300℃、後熱：3分間治具上で放熱
2.2ろう付け
ろう材：Niろう（箔）、厚さ 0.05 mm、2枚重ね
ろう付け温度：1175℃、1分間保持（真空中）
表面処理：白金蒸着、Niめっき

2.3接着接合
接着剤、導電テープ

2.4 磁化曲線の測定

磁化電流：φ 0.8mm フォルマール線、75 巻き
磁束の測定：φ 0.5mmフォルマール線、50巻き

３．結果及び考察

3.1 レーザ溶接
レーザ溶接では 3mm の溶込みは確認できたが、

母材部に熱応力による割れが認められた。

3.2 磁化曲線の測定

磁化曲線の測定結果を図 1 に示す。横軸が磁界で
縦軸が磁束密度である。半割しないものは 60 ～
70A/m の磁界で磁気飽和の傾向を示し、飽和磁束密
度の大きさは約 0.65T、最大透磁率は 9× 10-3H/mで
ある。

図１ 各種接合方法による磁化曲線

接着剤で接合したものが、接合したものの中で最

も磁気特性がよく、200～ 300A/mの磁界で磁気飽和
の傾向を示し、飽和磁束密度の大きさは約 0.5T、最
大透磁率は 3 × 10-3H/m であり、半割しないものの
約 1/3であった。
導電テープ及びろう付けは 600A/m の磁界でも磁

気飽和の傾向が認められなく、最大透磁率は 0.4 ～
0.5× 10-3H/mである。

４．まとめ

今回の実験結果をまとめると以下のとおりである。

・CO2レーザ溶接（出力 400W、溶接速度 2m／ min）
では約 3mm の溶込みが認められたが、溶接近傍に
割れが発生し、接合不能であった。

・ ろう付けは白金蒸着あるいは Ni めっき処理を行
うことにより接合することができたが、透磁率は接

合していないものの 10数分の 1であった。
・接着剤により接合したものが最も高い透磁率を示

し、半割していないものの約 1/3であった。
・ソフトフェライト焼結体を交流極間式磁化器の鉄

心に適用したところ起磁力は満足できたが、過電流

による発熱の問題が生じた。

（連絡先：aiyama@hokkaido-iri.go.jp ､ 011-747-2981)
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北海道内温泉水による金属の腐食と防食技術
北海道内温泉水に対する金属材料の腐食特性と防食技術に関する研究（平成18～19年度）

材料技術部 ○飯野 潔、赤沼正信、片山直樹、田中大之

技術支援センター 斎藤隆之

地質研究所 鈴木隆広

１．はじめに

温泉は、北海道にとって重要な観光資源である。

しかし、泉質によっては強い腐食特性を示すため、

熱交換器等の機器コストと維持管理コストのアップ

につながり、その低減化が重要な課題となっている。

本研究では、道内４カ所の源泉地で各種金属の屋

外暴露試験を行い、さらに実験室でも腐食試験を行

うことで温泉水に対する金属の耐食性に関するデー

タの収集を行ってきた。本発表では、３種類のステ

ンレス鋼とチタンの耐食性について、さらに溶接法

の違いが各素材の耐食性に与える影響について検討

した結果を報告する。

２．試験方法と結果

表１に、腐食試験に用いた温泉水(40～50℃)の分

析値を示す。登別は硫酸イオンが多い源泉として選

定し、夕張、妹背牛、白滝は塩素イオンの大小が腐

食に与える影響を調べるため選定した。供試材料に

は、ステンレス鋼(SUS304、SUS316L、SUS329J4L)
とチタンを用い、また溶接法については、従来法の

TIG 溶接と近年溶接品の高品質化とコスト低減化技
術としても期待されている YAG レーザ溶接を採用
した。試験片は、寸法 100× 500× 3 mmで、50 mm
幅の長板２枚をつきあわせ溶接したものである。暴

露試験は、各源泉地で実験槽に引き込んだ温泉水中

に試験片を半分浸せきさせ、一定期間経過後に試験

片の浸せき部（液相部）、露出部（気相部）および境

界部（気液境界部）、以上３カ所の腐食状況を観察し

た。

その結果、耐食性の良いステンレス鋼として知ら

れる二相ステンレス鋼(SUS329)も溶接部では孔食が
起きる場合が多く、注意を要することがわかった。

SUS304 の TIG 溶接試験片で、図１に示すように熱
影響部に応力腐食割れ(SCC)が認められたことから、
50 ℃以下の低温でも SCC が起こることが明らかと
なった。

表２の結果から、温泉水中で SUS304 が使用でき
るのは、塩素イオン濃度が 100ppm 以下、SUS316L
でも 1000ppm 以下であり、それ以上になると高価格
でもチタンを使用せざるを得ないといえる。さらに、

TIG 溶接試験片に比べて YAG レーザ溶接試験片の

方が耐食性が良いことから、YAG レーザ溶接の優位
性が明らかとなった。

表１ 温泉水の分析値

３．まとめ

道内４カ所の源泉地で金属試験片を温泉水に長期

間暴露する実験を行ない、泉質や鋼種、溶接法の違

いが金属腐食に及ぼす影響を調べた。その結果、温

泉設備の最適設計およびメインテナンス効率化の指

標となる有効なデータが得られた。このデータをも

とに、現在、防食技術についても検討している。

（連絡先：iino@hokkaido-iri.go.jp ､ 011-747-2979）

単純温泉
塩化物・炭酸
水素塩泉

強塩化物泉
酸性・含硫黄
硫酸塩泉泉質

0.50.5812Fe2+

12211,87066Ca2+

425255,757114Na+

13147651－HCO 3
2-

12－－528SO 4
2-

2168612,333101C l-
6.76.87.12.6pH
白滝妹背牛夕張登別

単純温泉
塩化物・炭酸
水素塩泉

強塩化物泉
酸性・含硫黄
硫酸塩泉泉質

0.50.5812Fe2+

12211,87066Ca2+

425255,757114Na+

13147651－HCO 3
2-

12－－528SO 4
2-

2168612,333101C l-
6.76.87.12.6pH
白滝妹背牛夕張登別

表2 暴露試験（1年後）の腐食状態

図1 夕張温泉水浸漬により発生した応力腐食割
れ（SUS304、TIG溶接）



- 21 -

自動車産業参入への生産管理及び基盤技術力向上の支援
（平成１８～１９年度）

製品技術部 ○飯田憲一、小林政義、鶴谷知洋

材料技術部 片山直樹、山岸暢

技術支援センター 鴨田秀一、畑沢賢一、戸羽篤也

北海道経済部産業振興課、(社)北海道機械工業会

(財)北海道中小企業総合支援センター

１．はじめに

北海道では、道央地域を中心にアイシン北海道㈱

や㈱デンソーエレクトロニクスなどの自動車関連企

業の進出やトヨタ自動車北海道㈱や㈱ダイナックス

などの工場増設があり、自動車産業の集積が進んで

いる。自動車は、鋳物や金属プレス品、樹脂など２

～３万点の部品から構成され、多数のメーカーが重

層的な分業体制を形成する裾野の広い産業である。

また、雇用や関連産業需要の創出、生産技術や生産

管理技術の波及など地域に及ぼす影響は非常に大き

い。しかし、道内進出企業の地場調達率は１０％以

下であり、北部九州の５０％や東北の３０％に比べ

極めて低い水準となっている。これは自動車産業に

求められるＱ（品質）、Ｃ（コスト）、Ｄ（納期）に

係わる生産管理技術力やプレス加工・鋳造などのも

のづくり基盤技術力の不足がその要因であり、早急

な対応が求められている。

当場では北海道経済部、(社)北海道機械工業会、

(財)北海道中小企業総合支援センター等と連携し、

地場企業の自動車産業への参入促進を図るため、自

動車産業集積促進事業を実施した。具体的には、発

注企業が求めるコスト面や高精度加工など品質面へ

の対応力強化に向けた技術開発、トヨタ生産方式導

入ゼミナールやプレス加工研究会などによる地場企

業への技術移転、進出企業と地場企業との取引促進

などである。

２．道内企業の現状と課題

公共事業に大きく依存してきた道内の製造業は、

個別企業の特化技術や製品開発力及びたゆまないＱ

ＣＤを求める姿勢を生み出しにくい体質を形成して

きた。これまで道内には昭和５９年にいすゞエンジ

ン製造北海道㈱、平成３年にトヨタ自動車北海道㈱

等の自動車産業が進出している。しかし、未だ地場

調達率が極めて低いのが現状である。

道内企業は、ＱＣＤ手法の導入が遅れているこ

とが道内立地の自動車産業との取引が進展しない

要因の一つである。しかし、最近、地場企業がト

ヨタ生産方式を導入し、トヨタ自動車北海道㈱と

の直接取引となる事例が出始めるなど、ＱＣＤ手

法の導入に向けた取り組みが徐々に行われ始めて

いる。図１は地場企業が考えている自動車産業参

入に当たっての課題の調査結果である。「コスト対

応力」が５７％と最も多く、以下「品質対応力」、

「ISO/TS 等の認証取得」、「量産対応力」、「納期対
応力」などＱＣＤに関わる項目が上位を占めてい

る。

図１ 自動車産業参入に当たっての課題

また、行政や試験研究機関等に期待する要望とし

ては、「自動車関連企業との取引支援（ビジネスマッ

チング等）」が最も多く、「各種勉強会・セミナーの

開催」「研究開発に関する支援」なども比較的多い。

以上のように地場企業の自動車産業への参入に当

たっては、生産管理技術力の強化、品質やコストの

対応力強化に向けた研究開発、自動車関連企業との

取引支援（ビジネスマッチング等）などを早急に進

める必要がある。

３．取り組み内容

３．１ 自動車産業集積促進事業

本事業は図２に示すように、生産管理技術力及び

基盤技術力の向上支援、取引促進支援の大きく３本

柱から成っている。
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図２ 事業の概要

生産管理技術力向上支援では自動車産業参入に必

要であるトヨタ生産方式を修得するゼミナール、Ｑ

ＣＤに関する知識を広く修得する管理者養成塾など

企業の人材育成を中心としたメニューから成ってい

る。基盤技術力向上支援では自動車部品の製造に必

要なプレス加工や金型、鋳造に関する技術修得を目

的とした研究会の設置、また、製品の高付加価値化

やコスト低減を目的とした技術開発などである。取

引促進支援では進出企業と地場企業の取引拡大のた

め、個別企業ごとに専門家による問題点の洗い出し

やその対応策についてのアドバイスを行う企業間ビ

ジネスマッチング、立地検討企業への地場企業情報

の提供を目的とした企業ガイドブックの作成等であ

る。次項以降に主な支援内容を具体的に紹介する。

３．２ 生産管理技術力向上支援

生産管理とは「要求される品質の製品を、要求さ

れる時期に、要求量だけを、効率的に生産すること」

であり、達成手段として様々な手法がある。トヨタ

生産方式（略称ＴＰＳ）もその一つであり、自動車

産業に参入するために修得は必須である。ＴＰＳの

目指すものは「徹底的なムダの排除による原価低減」

であり、ＴＰＳを支える２本柱として図３に示すよ

うに「自働化」と「ｼﾞｬｽﾄ･ｲﾝ･ﾀｲﾑ」から構成される。

図３ トヨタ生産方式の体系図

ＴＰＳ修得支援として、座学形式のＴＰＳ導入ゼ

ミナールと実践形式のＴＰＳ集中ゼミナールを開講

した。ＴＰＳ導入ゼミナールは座学の他に図４に示

すような効果を体得できる演習や道内外の先進企業

視察を取り入れた。２年間で２３社３３名が参加し

た。ＴＰＳ集中ゼミナールは図５のようにトヨタ自

図４ 一個造りのｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ演習

動車北海道㈱の協力を得て行われ、参加メンバー(1
グループ 5～ 6社)の１社の現場を実習対象とし、現
場改善を行いながらＴＰＳを修得する方式で行われ

た。実際に大幅なレイアウト変更やジャストインタ

イムの導入などをゼミ期間で行うため、進め方や改

善効果を体得できるのが特徴で、参加者からの満足

度も非常に高い。

図５ ﾄﾖﾀ自動車北海道㈱による指導

その他、経産省委託事業(H17～ 18年度)で北海道
工業大学と共同開発した生産管理中核人材育成カリ

キュラムの自立化が平成１９年度から行われ、北海

道工業大学公開講座「生産管理エキスパート塾」を

開講した。本講座は、ＱＣＤを実現するための理論

と実践的手法を理解し、受注から設計、購買、生産、

販売までトータルな視点で捉え、自社の体質強化と

競争力アップを実践出来る人材育成を目的としてい

る。初年度は定員を大幅に上回る２９名が、２１日

間８０時間のカリキュラムを受講した。

３．３ 基盤技術力向上支援

我が国の経済発展をリードしている電気機械、輸

送用機械などの加工組立型工業は、プレス加工・金

型・鋳造・表面処理など多くのものづくり基盤技術

により成っている。しかし、本道のものづくり産業

は加工組立型工業が約１２％と全国の４７％と比べ

極めて低く、自動車産業が求める水準になかった。
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そこで、基盤技術の高度化を図るため、地場企業を

対象とした座学、実習などを行う研究会を設置する

ともに、発注企業が求めるコスト面や品質面の対応

力強化に向けた技術開発を行っている。

自動車産業の基盤であるプレス加工と鋳造の２つ

の研究会を設置した。「北海道プレス加工研究会」は

プレス・金型関連企業を中心に２０社３４名が参加

し、平成１９年１０月に発足した。１９年度は、プ

レス加工に関する基礎から応用技術まで幅広く取り

上げ、９回に渡って座学や実習（図６）、先進企業の

講演会などを行った。平成２０年度は座学、実習の

図６ 成形性評価試験の実習

他、企業が抱える課題を取り上げた意見交換も行う

予定である。

「非鉄鋳物高度化技術研究会」はアルミ合金、銅

合金などの非鉄鋳物を行っている１５社１７名が参

加し平成２０年３月に発足した。当研究会では製品

の高品質・高付加価値化及び評価技術の確立を目指

し、先端技術に関する講演会や意見交換会などを年

４回行う予定である。

地場企業のプレス加工技術の高度化を図るため、

当場に導入したサーボプレス（図７）を利用した技

図７ サーボプレス

術開発を行っている。従来、プレスは油圧プレス、

クランクプレスなどであったが、数年前からＡＣサ

ーボモータを利用したサーボプレスが開発された。

サーボプレスは高精度、高生産、低騒音、省エネな

どをはじめ、加工に最適なモーションを設定するこ

とによって工程短縮や複合成形が可能となる。現在、

材質や板厚、成形モーション、速度などを可変し最

適成形条件を検討する「自動車用プレス部品におけ

る高度加工技術の確立」と高延性鋳鉄材料によるプ

レス加工の可能性を検討する「高延性鋳鉄の製造と

精密塑性加工技術の開発」など４研究課題を実施し

ている。

３．４ 取引促進支援

道内外の自動車産業との取引拡大のため、個別指

導を行う企業間ビジネスマッチングや各種商談会及

び逆見本市の開催を行った。企業間ビジネスマッチ

ングでは３年間で発注企業延べ２０社、受注企業延

べ３６社についてマネジャーとともに問題点の洗い

出しやその対応策についてアドバイスを行った。ま

た、立地検討企業への地場企業情報の提供を行うた

め、基盤技術企業と生産設備製造・メンテナンス企

業の２種類のガイドブック（図８）を作成した。す

でに発注側企業から延べ５９件の問い合わせがあり、

その内６件が商談に結び付くなどの成果が出ている。

図８ 道内企業を紹介したガイドブック

４．まとめ

この２年間様々な支援を行った結果、実際に自動

車産業に参入を果たした地場企業はわずかであるが、

多数の意欲のある地場企業が出始めてきている。

付加価値額の大きい自動車産業の集積を推進する

ことは経済や雇用などの面で非常に効果が大きい。

そのため九州や東北でも自動車産業の誘致が活発に

行われている。本州に比べ景気回復が遅れている本

道経済の再生のためにも、地場企業の自動車産業参

入が期待される。当場においても地場調達率の向上

に向けて、地場企業の競争力強化を図る様々な技術

支援を継続して行っていく予定である。

（連絡先：iida@hokkaido-iri.go.jp ､ 011-747-2964）
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薄肉球状黒鉛鋳鉄品の製造とその塑性加工 
低酸素鋳鉄溶湯による高品位鋳造プロセスに関する研究（平成１８～１９年度） 

 

 技術支援センター ○戸羽 篤也、宮腰 康樹、 

 製品技術部 安田 星季、櫻庭 洋平、三戸 正道 
 
１. はじめに 

鋳鉄品の高機能化の一つに薄肉･軽量化がある。鋳鉄

の材質は、凝固過程における冷却条件の影響を強く受

け、肉薄の鋳鉄鋳物は鋳造後の冷却速度が大きいため

セメンタイトと呼ばれる硬く脆い組織が晶出しやすい。 
本研究では、球状黒鉛鋳鉄（FCD）の薄肉鋳物の製
造に有効とされる溶湯中酸素量の低減化、冷却速度を

遅くするための鋳造方案、および接種処理などの効果

を検証した。さらに、薄肉球状黒鉛鋳鉄品の塑性加工

性を検証するための機械的性質に関する基礎データを

収集した。 
２. 実験方法 

球状黒鉛鋳鉄の薄板の鋳造は、図 1に示すように薄
板の両側に駄肉を設け、薄板部に溶湯を通過させて鋳

型を予熱する鋳造方案を採用し、1,400℃の注湯温度で
製作した。溶湯の化学成分は、加炭材を少し高めに添

加し炭素当量で 4.5％程度に調整した。溶湯の低酸素
処理は Mg 系の処理剤を溶解炉の溶湯中に添加して
Mg の酸化反応による脱酸を行った。接種は、鋳型の
湯口系部分に接種材を予め設置する「鋳型内接種」と

し、黒鉛の球状化処理は、溶解炉から取鍋で溶湯を受

けた後、球状化処理材を添加して速やかに撹拌した。 
製作した薄肉球状黒鉛鋳鉄は、引張強度、伸びを測

定するとともに硬さ試験、組織観察等を行った。 
３. 結果と考察 

試験片板厚を 2～6mmに変化させて鋳造したときの
組織の変化を図 2に示す。黒鉛形状はほぼ同じである
が、基地組織中のパーライト（セメンタイトを含む組

織）量の変化が確認できる。この他、注湯温度や接種

処理の違いによっても組織の変化が認められた。 
セメンタイト組織がほとんど晶出しない FCD450相
当の鋳物試験片と、多少晶出が見られる FCD600相当
の鋳物試験片を用いて図 3に示すような曲げ試験を行
った。その結果、塑性歪の状況から FCD450試料の方
が塑性変形能に優れていることを確認した。 
曲げ試験により亀裂や破断が起こった部分の組織を

観察した写真を図 4 に示す。FCD600 試料は亀裂が球
状黒鉛間を伝播して進行した様子が確認できる一方、

FCD450 試料の方は黒鉛周辺の形状変化が認められ、
基地組織が塑性変形している様子が確認できた。 
４. まとめ 

薄肉球状黒鉛鋳鉄の製造において、冷却速度を制御

するための方案や注湯温度のほか、化学成分や種々の

溶湯処理により、基地組織中のセメンタイト晶出量を

制御できることを確認した。従前の機械加工の代替と

して塑性加工による鋳鉄品の追加工が可能になれば、

量産によるコストメリットが期待できることから、今

後、鋳鉄品へのプレスや冷間鍛造等の加工の可能性を

検討するとともに、その品質評価を目的とした研究へ

発展させていきたい。 
（連絡先：toba@hokkaido-iri.go.jp、011-747-2972） 

  
 

曲げ試験の様子  試験片；FCD450(左)と FCD600(右)

図３ 薄肉球状黒鉛鋳鉄板の曲げ試験 
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図１ 鋳造方案と鋳造品 

   
板厚 2mm      板厚 4mm      板厚 6mm 

図２ 鋳物の板厚と組織の比較 

  
 

  
 

FCD450(左)と FCD600(右)、亀裂先端部(上)と表面近傍(下) 

図４ 曲げ試験後の組織観察写真（亀裂発生部） 
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製品開発の迅速化に対応する３次元モデリング支援技術
研究開発能力育成事業（平成１９年度）

製品技術部 安田星季

派 遣 先：(独)産業技術総合研究所、慶應義塾大学

１．はじめに

CAD/CAMが普及し、製品形状の入力手段として 3
次元 CADが一般的になっている。しかし、既存の 3
次元 CAD で製品形状をコンピュータに入力する作
業（３次元モデリング）は煩雑で手間が掛っている。

そこで本研修事業では、さらなる製品開発の迅速

化に対応するため、３次元モデリングを簡素化、効

率化する支援技術に関する研究を行った。

２．３次元モデリング支援コマンド群の開発

３次元モデリングにおいては、やり直しや同じ操

作を繰り返す場合が多い。例えばリバースエンジニ

アリング（実物からデジタルモデルを作成すること）

を行う場合、出来上がりのデジタルモデルを見なが

ら基準線や特徴線を修正し、修正した線を基に再度

立体化するという工程を、満足する形状が得られる

まで繰り返す。このため、曲線の引き直しや曲線の

制御点を移動する操作を繰り返すことが多い。そこ

で、こうした作業を簡素化する新しいコマンド群の

開発を行った。

３次元 CADは、Rhinoceros（McNeel North America
社）を用いた。Rhinoceros によるモデリング作業の
中で特にやり直しや繰り返しの頻度が高い 10種の作
業について、これらを簡素化するコマンド群の開発

を行った。開発は、Rhinoceros プラグインソフト開
発環境（スクリプトエディタ、SDK 等）で行った。
その結果、従来は６段階の操作工程が必要であっ

た作業が３段階に短縮可能になるなど、大幅な効率

化を実現した。開発コマンド群の表示画面例を図１

に示す。

図１ 開発コマンド群表示画面例

３．コマンド予測プログラムの開発

一般的に CAD ユーザーは CAD 操作に熟練するに
つれて、使用するコマンドや操作手順がパターン化

する傾向がある。そこで、学習アルゴリズムにより

ユーザーの操作履歴を学習し、同ユーザーが次に選

択する可能性の高いコマンドを画面上の選択しやす

い位置に例示する「コマンド予測プログラム」を開

発した。本プログラムは、Rhinoceros 上で動作する
プラグインソフトである。本プログラムの構成を図

２に示す。

４．開発機能の評価

開発したプログラムの有効性を確認するために、

モデリングの作業性を調べた。学習機能が有る場合

と無い場合のモデリング作業中のマウスポインタ移

動量を測定し、比較した。

その結果、学習機能が有る場合は無い場合に比べ

てポインタの移動量が 30 ～ 40%減少することがわ
かった。このことから、開発したプログラムはモデ

リング作業の負担軽減に有効であることが確認でき

た。

５．まとめ

H19 年度の研修事業で、派遣先研究機関において
「製品開発の迅速化に対応する３次元設計支援技術

に関する研究」を行った。その中で、３次元モデリ

ング支援コマンド群の開発、コマンド予測プログラ

ムの開発を行い、本開発機能の有効性を確認した。

今後は、開発したコマンド予測プログラムを他の

３次元 CADにも適用していく予定である。

（連絡先：s-yasuda@hokkaido-iri.go.jp ､ 011-747-2972）

図 ２ コ マ ン ド 予 測 プ ロ グ ラ ム の 構 成
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図２ 試作機の外観 

  
  (a)           (b) 
図 １   CADでの検討(a)と裁断実験(b) 

複雑・不定形農産物に対する自動カット装置の開発  
道産食品のための複雑形状カット技術の開発（平成１８～１９年度） 

 

製品技術部     ○鎌田英博、櫻庭洋平、中村勝男 
技術支援センター  戸羽篤也 
びえいフーズ（株）、シンセメック（株）、北海道大学 
北海道立食品加工研究センター、（社）北海道冷凍食品協会 

 
１．はじめに 

 曲面形状の根菜類を、一定重量で消費者の嗜好に合

った多面体にカット（乱切）する工程は、機構も複

雑で自動化が困難となるため、人の視覚に頼って裁

断しているのが現状である。したがって、過疎化が

進む地域では、繁忙期に安定した労働力を確保でき

なければ生産体制に深刻な影響があるため、地元企

業からは自動化の要望が挙げられている。          

本研究では、現状の工程で人が行う裁断作業の実

態をデータ化し、作業者の裁断動作を解析して人の

スキルの特徴を抽出した。さらに、実物（南瓜）の

モデルデータを採取し CAD上で裁断シミュレーショ

ンを試みるなど、基礎データを検討しながら複雑な

形状体の最適な裁断機構を考案した。その上で、試

作試験を実施し、生産性を重視した自動加工システ

ムの開発を目指した。 

 

２．カット軌道の生成手法 

現状の作業工程では、前処理として、ワークを水

平方向に２分割する。次に半球面を上方から縦方向

に５から６分割し馬蹄形状とし、これを作業員が包

丁で一口大に裁断する。この際、形状や重量が一定

範囲に納まるよう裁断位置を調整するが、この裁断

軌道では、規格外乱切片の発生する確率が大きく、

歩留まりの低下が課題であった。 

一方、新たに考案した裁断軌道による処理方法は、

３次元 CAD上で裁断シミュレーションを行いその結

果を基に考案したもので図１に示すように、緯度面

でリング状にくり抜いたものを、経度面で放射状に

１２分割する。この裁断軌道では、南瓜のサイズが

変動すると、乱切片の重量も比例して変化すること

がわかった。そのため、刃物の形態・傾斜角度・軌

道位置の値をそれぞれの設定範囲内で調整した。図

1(a)は、CAD上で南瓜を裁断した様子である。各切片

のサイズと体積を計測しながら最適な刃物の設定値

を求めることができた。図 1(b)は、この結果をもと

に等分割裁断実験を行っている様子である。 

 

３．試作機の概要 

図２は、試作した南瓜の乱切装置である。円形イン

デックステーブル上に６個の裁断台を設けており、

それぞれにワークの把持機構を備えている。作業者

は、裁断可能サイズの南瓜を裁断台に置き始動ボタ

ンを押す。テーブルが 60度回転し、リング状に繰り
抜く工程とそれを放射状に分割する工程を通過の後、

乱切り片と上半の未処理部が排出される。処理プロ

セスやカット機構の妥当性をフィールド試験で検証

した結果、本装置による乱切片の外観は人の手によ

る裁断片と比較すると、極めて均整の取れた形状で

あることがわかった。さらに、加工処理時間も予定

範囲（10sec/step）に収めることができた。 
  

４．まとめ 

南瓜自動乱切装置の開発プロジェクトの現況を述

べた。今後は、未処理部分の自動化機構や、裁断位

置･姿勢の制御機能向上などを研究し、完成度の高い

システム化を目指す。 
（連絡先：kamata@hokkaido-iri.go.jp､011-747-2976） 
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農作業軽労化支援技術の検討
農作業軽労化支援技術に関する研究（平成１８～２０年度）

製品技術部 ○前田大輔、吉成哲、桒野晃希

技術支援センター 中島康博

空知農業改良普及センター空知南西部支所

東京大学、㈱ワールドワーク

１．はじめに

農家の高齢化・女性化が進む一方で、使用上の制

約や費用の点から作業の機械化が難しい作物があり、

人手による作業が少なからず残っている。特に、重

量野菜の収穫作業における前かがみ姿勢、出荷作業

の荷運び等は健康維持の観点から問題が多く、軽労

化支援技術の確立が求められている。

本研究では、ほ場における生体情報の計測により

農作業時の身体負

荷を明らかにし、

また、筋力補助の

機能確認用アシス

トスーツを用いて

アシスト方式の検

討を行った。

図１ キャベツの収穫作業

２．ほ場での生体情報計測

農作業時の身体負荷を定量化するため、キャベツ

の収穫、キャベツ箱の運搬、ならびに歩行の際の筋

活動を計測した。

ほ場内では整地歩行と比べ、計測した全ての筋で

筋活動の増加が見られた（図２）。収穫動作では体幹

屈曲及び伸展動作時に脊柱起立筋及びハムストリン

グスの活動が大きく、またバランス維持などのため

に前脛骨筋の活動が大きかった。

図２ 歩行中の筋電図

（左：平地歩行時、右：ほ場歩行時）

３．機能確認用アシストスーツ

図３に製作した機能確認用アシストスーツを示す。

背面に背負うパイプフレームとフレーム後方下端に

連結するゴムにより構成され、前屈姿勢時にゴムの

張力が働き、腰部の筋力を補助する。

図３ 機能確認用アシストスーツ

４．模擬作業時の生体情報計測

重量野菜の収穫作業を想定した模擬作業中の生体

情報を計測し、アシストスーツ着用時及び中敷き着

用時のバランスと筋電位の関係、最適アシスト力の

検討を行った。

アシストスーツ着用時、前屈角 60°において、脊
柱起立筋の最大随意筋出力比（%MVC)が 3.1%減少
（p<0.05）した。一方、前脛骨筋の最大随意筋出力
比は 2.2%増加（p<0.01）しており、このことは腰部
のアシストが他の部位へ影響を与える可能性を示唆

している。中敷き着用時のバランスについては個人

差の大きい結果となった。

５．まとめ

農作業時の生体情報計測結果から腰部の筋力補助

と下肢の安定性確保が負担軽減に有効と考え、機能

確認用のアシストスーツを製作し、ゴム等のアクチ

ュエータが腰部の筋力補助に有効であることを確認

した。

今後はアシスト方式の最適化をすすめ、農作業軽

労化支援用具の開発を目指す予定である。

（連絡先：maeda@hokkaido-iri.go.jp ､ 011-747-2975）



- 28 -

円山動物園サービス生産性向上実証実験プロジェク ト
アニマルフォトマップによる情報提供システムの実証試験（平成１９年度 ）

製品技術部 ○万城目 聡、安河内 義明、及川 雅稔

技術支援センター 橋場 参生

札幌市立大学、室蘭工業大学、札幌医科大学、㈱データクラフ ト

１．はじめに

昨今、旭山動物園がユニークな生態展示によって

来園者を急増させた事で、動物園、水族館などの生

態展示施設が注目を集めている。

しかし道内の多くの生態展示施設では財政難など

を理由に思うようなサービス向上が図れない現状が

あり、施設の新築・改修など大規模な設備投資に頼

らない顧客満足度向上のための取り組みが模索され

ている。

そこで円山動物園内（札幌市）をケーススタディ

として、生態展示施設のサービス生産性を向上させ

る新しいサービス群を提案し、地域住民を対象とし

たモニター実証試験でその有効性を検証した。

今回、当場が携わった動物園情報提供サービスの

提案について紹介する。

２．サービス全体のコンセプト提案

全国の主要な生体展示施設の調査（現地訪問、ウ

ェブコンテンツ分析）の結果を踏まえ、本プロジェ

クトでは顧客の動物園体験を「来園前・中・後」の

時間軸で捉え、サービス全体のコンセプトを「行く

前も、行った後も楽しめるビフォー・アフター動物

園」とした。

これを実現するため、動物の里親制度（アニマル

ファミリー）と Web 上で会員の交流を深めるソーシ
ャルネットワークサービス（SNS）をコアとする顧
客参加型のサービス群を提案した（図１）。動物園情

報提供サービス（アニマルフォトマップ）は動物園

内での提供サービス群の一部を構成する。

図１.サービス提案の全体像

３．動物園情報提供サービスの提案

現在の円山動物園の情報提供サービスはウェブ、

パンフレット、案内サインなど、他の生態展示施設

並みの一般的な内容である。

そこで、これらと異なる視点で先のサービスコン

セプトにマッチしながら動物園内体験の魅力向上に

貢献できる情報提供サービスとして、娯楽性に重点

を置いた動物写真投稿サービスなど、3 種類のコン
テンツからなるサービス「アニマルフォトマップ」

を提案した（図２）。

図２．アニマルフォトマップ画面と園内情報端末

４．モニターテスト

モニター実証実験参加者を対象にアニマルフォト

マップの画面デモと試作情報端末を用いたモニター

テスト（デモ操作観察、アンケート、インタビュー）

を実施した（5件）。
その結果、動物写真を投稿する楽しみや、動物写

真を通じた他のユーザとのコミュニケーションなど、

提案内容に強い関心があることが分かり、生体展示

施設の新たな情報サービスとしての有効性を確認で

きた。

５．まとめ

円山動物園をケーススタディとして、ビフォー・

アフター動物園のための情報提供サービス「アニマ

ルフォトマップ」を提案した。

実運用にはシステム開発の必要性があるが、イン

ターフェースを見直すことで比較的簡易に類似のサ

ービスが提供可能と考える。

また今春より円山動物園において本プロジェクト

提案の一部を実施する予定である。

（連絡先：manjome@hokkaido-iri.go.jp 011-747-2377）
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廃食用油からのバイオディーゼル燃料の製造とその利用

動植物性油脂のディーゼル燃料化技術に関する研究（平成１６度～１８年度）

技術開発派遣指導 （平成１７年度～１９年度）

寒冷地対応型バイオディーゼル燃料の開発 （平成１８年度）

バイオディーゼル燃料導入（知床モデル）推進事業（平成１９年度）

環境エネルギー部 ○山越幸康、上出光志、北口敏弘、岡喜秋、

三津橋浩行、鎌田樹志、佐々木雄真

(株)北海道エコシス、北清企業(株)、北海道環境生活部

１ はじめに

近年，動植物性油脂をメタノール等でエステル交

換することにより製造される軽油代替燃料（バイオ

ディーゼル燃料）が注目されている。この燃料は，

原料である油脂が動植物由来であるため，燃焼時の

二酸化炭素の排出量カウントがゼロであること，硫

黄分をほとんど含まないため燃焼時の硫黄酸化物排

出量がほとんどないこと等の理由で環境負荷の低い

燃料と言われている。北海道内でもバイオディーゼ

ル燃料製造事業所は急激に増加しており，その数は

40カ所以上となっている。しかしながら，その燃料

には、燃料の品質や性状に問題がある場合もあり、

工業試験場では、それらの課題解決のために試験研

究や事業者などへの技術支援等を行っており，それ

らの結果について報告する。

２ バイオディーゼル燃料の性状

２．１ バイオディーゼル燃料の品質と課題

廃食用油を原料として、道内で製造されているバ

イオディーゼル燃料性状の調査結果を表１に示す。

下欄には参考値として JIS-K2390（自動車燃料－混
合用脂肪酸メチルエステル(FAME)、ニート規格）
とバイオディーゼル燃料の先進地である京都市が独

自に作成している規格値の値も記載した。

水分、酸価、密度はニート規格の満たすことがで

きているが、動粘度とグリセリン含有量は規格値を

満たせていない事例が多い。グリセリド含有量と脂

肪酸メチルエステル含有量については、特に規格値

を満たしていない場合が多いが、未反応のグリセリ

ド量が多いということは、反応が十分に進行してい

ないことを示唆しており、燃料の高品質化のために

は製造工程の改善が必要であることが分かる。

表１ バイオディーゼル燃料の性状

２．２ バイオディーゼル燃料の低温特性

バイオディーゼル燃料は、低温特性が悪いため、

低温下での使用には充分注意が必要である。

低温特性は、燃料製造原料である油中の飽和脂肪

酸含有量に大きく依存する。図１に飽和脂肪酸の含

有量と曇り点（JIS-K2269)の相関を示す。両者は良
い相関があり、飽和脂肪酸含有量が高いほど曇り点

も高くなっている。特に牛脂やパーム油等（飽和脂

肪酸含有量が 30 ～ 40%の油脂）は、曇り点が１０
℃以上にもなり、そのままでの利用は困難である。

低温特性を改善する方法としては、添加剤の混合

が考えられる。表１の事業所 G で製造された燃料に
対してのいくつかの添加剤の効果を表２に示す。そ

の効果は、曇り点には数度程度であるものの、流動

点（JISK-2269)に対しては、３０℃以上も低下する
ものもある。

表３にいくつかの油種を原料として製造したバイ

オディーゼル燃料に対する添加剤（表２の添加剤２）

の効果の一例を示す。どの燃料に対しても幾分の効

果はあるが、パーム、牛脂由来の燃料については、

依然として低温特性の改善効果はなく、そのままで

の利用は難しい。

ﾓﾉｸﾞﾘ
ｾﾗｲﾄﾞ

ｼﾞｸﾞﾘ
ｾﾗｲﾄﾞ

ﾄﾘｸﾞﾘｾ
ﾗｲﾄﾞ

Ａ 90 0.00 0.7 0.7 3.9 － － － －

Ｂ 95 0.00 0.6 0.1 0.0 － － － －

Ｃ 86 0.38 0.6 0.6 1.5 450 0.24 0.888 5.2

Ｄ 90 0.54 0.5 0.7 2.9 <200 0.18 0.886 4.9

E 89 0.01 0.7 0.7 4.8 210 0.20 0.887 4.8

F 92 0.00 0.8 0.9 3.7 － － － －

G 92 0.00 1.1 0.5 1.4 380 0.13 0.888 4.8

H 94 － － － － － － 0.885 4.5

I 95 － － － － － 0.18 0.887 4.8

J 86 － － － － － 0.04 0.889 5.7

K 92 － － － － － 0.18 － －

L 94 － － － － － － － －

M 90 － － － － － － 0.887 5.0
JIS K
2390

96.5
以上

0.25
以下

0.8
以下

0.2
以下

0.2
以下

500
以下

0.5
以下

0.86-
0.90

3.0-5.0

京都市
規格値

－
0.25
以下

0.8
以下

0.2
以下

0.2
以下

500
以下

0.5
以下

0.86-
0.90

3.0-5.0

水分
(ppm)

酸価
(mg-

KOH/g)

密度
(g/cm3)
(15℃）

動粘度
(mm2/s)
(40℃)

製造事
業所

脂肪酸
ﾒﾁﾙｴｽﾃﾙ
含有量(%)

ｸﾞﾘｾﾘﾝ
含有量
（％）

グリセライド含有量(%)
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低温下での利用のために、バイオディーゼル燃料

を軽油に混合する方法もある。表４にいくつかの油

種を原料として製造した燃料を軽油に混合した場合

の低温特性を示す。5%程度の混合であれば、パーム
油由来の燃料でも曇り点は-10℃以下となっており、
冬期間でも使用できる可能性があることがわかった。

図１ 飽和脂肪酸含有量と曇り点の相関

表２ 添加剤による低温特性の改善効果

表３ さまざまな油種に対する添加剤の効果

表４ 軽油へのバイオディーゼル燃料混合比率と

低温特性

0 5 10 20 50 100

菜種系 7.6 － － -17 -13 -5

大豆系 14.7 -15 － -13 -5 0

パーム系 39.0 -12 -4 － － 9

菜種系 7.6 － － -33 -25 -10

大豆系 14.7 -35 － -25 -12.5 -2.5

パーム系 39 -20 － － 7.5

曇り
点

-19

流動
点

＜-37.5

低温
特性

燃料製造
原料油種

飽和脂肪酸
含有量(%)

バイオディーゼル燃料比率(wt%)

無し -4 -5 －
1 -6 <-37.5 -8
2 -6 <-37.5 -9
3 -6 -30 －
4 -7 -17.5 －
5 -5 -35 －
6 -5 <-37.5 －
7 -7 -15 －
8 -4 -5 －

添加剤名
温度（℃）

曇り点 流動点
目詰まり

点

0

10

20

30

40

50

-10 0 10 20 30

曇り点（℃）

飽
和

脂
肪

酸
含

有
量

（
％

）

大豆系
廃食用油

14.7 0 -3 -2.5 -12.5

菜種系
廃食用油

7.6 -5 -9 -10 -37.5

パーム系
廃食用油

31.1 5 2 5 -5

試薬牛脂 38.8 16 11 12.5 10

油種
飽和脂肪
酸含有量

(%)

曇り点（℃） 流動点（℃）
添加剤

無し
添加剤
混合

添加剤
無し

添加剤
混合

３ バイオディーゼル燃料製造装置の開発

技術開発派遣指導（（株）北海道エコシス）におい

て、反応工程を中心に製造工程を検討し、それらの

結果を基に燃料製造装置を開発した。

装置の写真を図２に示す。

反応工程を改良することで、未反応物質を低減し、

余剰メタノールを回収することで、燃料製造コスト

及び廃水処理に対する負荷の低減化を図った。また、

製造工程を自動化することで、操作性及び生産性の

向上を図った。

製造した燃料の物性値の一例を表５に示した。ま

た、グリセリド類含有量は表６に示すように、複数

回の製造でも安定的にニート規格案を満たす数値を

達成することができた。

今後、装置コンパクト化を図り、販売する予定と

なっている。

図２ バイオディーゼル燃料製造装置

表５ 製造した燃料の物性値の一例

表６ 燃料のグリセリド含有量

４ 冬期間の実車試験

４．１ 札幌市内での冬期利用試験

図３に示す北清企業（株）所有の廃棄物回収車を

ﾓﾉｸﾞﾘｾﾗｲﾄﾞ ｼﾞｸﾞﾘｾﾗｲﾄﾞ ﾄﾘｸﾞﾘｾﾗｲﾄﾞ
ＲＵＮ1 0.8 0.2 0.0
ＲＵＮ2 0.8 0.1 0.0
ＲＵＮ3 0.8 0.1 0.0
ＲＵＮ4 0.5 0.1 0.0
ＲＵＮ5 0.6 0.1 0.0
ＲＵＮ6 0.6 0.1 0.0
ＲＵＮ7 0.8 0.2 0.2

ニート規格 0.8以下 0.2以下 0.2以下

　
グリセライド含有量(%)

ｸﾞﾘｾﾘﾝ
ﾓﾉｸﾞﾘ
ｾﾘﾄﾞ

ｼﾞｸﾞﾘ
ｾﾘﾄ゙

ﾄﾘｸﾞﾘ
ｾﾘﾄﾞ

94.0 0.02 0.8 0.2 0.2 4.5 0.888

脂肪酸ﾒﾁ
ﾙｴｽﾃﾙ含
有量(wt%)

グリセリド類含有量(wt%) 動粘度

(mm
2
/s)

(40℃)

密度

(g/cm
3
)

(15℃)
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図３ 北清企業実車走行試験使用車両

表７ 札幌市内での冬期走行試験供試燃料の特性

用いて冬期間に走行試験を行った。供試燃料として

は、表７に示した９種の燃料を使用した。

試験は平成１９年３月に、車両２台で、延１８日

間、1800km にわたって行った。試験おいては、「大
豆系廃食用油添加剤 0.5%混合」、「菜種－大豆混合系
そのまま」の２つの燃料についてそれぞれ-8 ℃、-5
℃でフィルター詰まりのトラブルがあったが、その

他の燃料については、特段のトラブルはなく、特に

軽油混合燃料については、軽油とほとんど遜色ない

運行状況であった。

４．２ 知床地区での冬期利用試験

２０年２月～３月に斜里町内で冬期走行試験を行

った。試験は、（有）藤原設備工業車両（図４上）と

斜里バス（株）のボンネット型バス（図４下）を用

い、表８に示す低温特性の燃料で実施した。

表８ 実車試験供試サンプルの低温特性

飽和脂肪酸
含有量(%)

燃料タイプ
曇り点
（℃）

目詰まり
点（℃）

流動点
（℃）

そのまま -4 -5 -7.5

添加剤0.5％混合 -6 -8 -32.5

軽油80％混合 -17 － -27.5

そのまま -6 -8 -12.5
添加剤0.5％混合 -8 -12 －

軽油80％混合 -17 － -32.5

そのまま 3 -1 -2.5

添加剤0.5％混合 1 -7.5

軽油80％混合 -13 － -25

11.2

14.6

7.1

原料油種

菜種－大豆
混合系

廃食用油

菜種系
廃食用油

大豆系
廃食用油

　 曇り点（℃） 目詰点（℃）

実車試験供試
サンプル

-7 -10

図４ 試験使用車両（上：（有）藤原設備工業車両、

下：斜里バス（株）車両）

５ おわりに

近年は、バイオディーゼル燃料の原料として、事

業系廃食用油に加えて、家庭系廃食用油の利用につ

いての検討も盛んに行われている。道内でも既に、

家庭系廃食用油を回収し、バイオディーゼル燃料と

して利用している自治体もあり、今後そのような動

きは、拡大するものと思われ、バイオディーゼル燃

料に対する期待も大きくなっている。

バイオディーゼル燃料の普及拡大のためには、い

くつかの課題があり、当場でもそのいくつかに取り

組んできた。まだ解決に至っていない課題も多く、

今後も多くの検討を要するものと思われる。 特に、

北海道で燃料の普及拡大を図るためには、低温流動

性の改善が必要であり、添加剤の利用に加えて他の

改善手法についても検討中である。

また、その他バイオディーゼル燃料に関する課題

についても、技術支援のための技術蓄積をすすめ、

ニーズに対応していきたいと考えている。
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新築端材石膏ボードを使用したライン引き粉の開発
新築廃石膏ボードの有効利用（平成１９年度）

環境エネルギー部 ○内山智幸、平野繁樹

技術支援センター 吉田昌充、長野伸泰

材料技術部 工藤和彦、吉田憲司

企画調整部 浦 晴雄

北清企業株式会社、日本理化学工業株式会社

１．はじめに

現在、道内で新築時に端材として発生する石膏ボ

ードは、年間約３０００トンに及ぶが、有効利用に

関する取り組みは開発途上にある。これら新築端材

は、解体系ボードとは異なり、異物混入や水濡れな

ども無く、良好な状態で収集運搬できることから、

リサイクル製品としての利用が期待されている。

本研究ではグラウンド用ライン引き粉（白線）と

して使用可能な粉末の加工処理と処理物の性能評価

を行い、取り扱い性に優れたリサイクル製品を開発

した。

２．実験

２．１．試料

開発品は、新築端材を予め解砕、粉砕し、紙片を

分離後、3mm以下に粒度調製する粗分別処理と、粗分

別品にはライン引き機からの排出において目詰まり

の原因となる微細な紙粉末および粗粒分が含まれて

いることから、それらを除去するための精密分別処

理により製造した。なお、比較試料として、従来使

用されている炭酸カルシウム、石膏も試験した。

２．２．実験方法

(１)ライン引き機

市販のライン引き機は粉体容器、供給部、排出口

から構成されている。供給部はブラシ、パドル方式

等、排出口はスリット状や丸穴形状等、様々なタイ

プのライン引き機がある。ライン引き粉は、それら

多様な機種において適切な描線を得る事が必須であ

り、７機種を用いて検討を行った。（図.１）

(２)ライン引き粉の性能

要求される主な性能は、経済性と排出性である。

前者は少量で描線がクリアである事、後者は安定し

た排出量が可能でラインの濃淡が少ない事である。

これらの性能を定量的に把握するために、回転す

るボールミル架台上にライン引き機のタイヤを載せ、

タイヤの外周長と回転数より、初期～100mに相当す

る排出量を計測し、描線に関する評価を行った。

３．結果

開発品は、従来品と同様に各ライン引き機におい

て明瞭な描線を得ることができた。（図.２）また、

開発品は棒状微粒子の集合体より構成されており、

粒子密度が小さく、そのため軽量であり同一の重量

にて約２～３倍のライン長を引く事ができた。なお、

紙粉末を含有する粗分別品は粉体の流動性が悪く、

ブラシ式供給部－スリット形排出口のタイプでは明

瞭な描線は得られなかった。このことから、粒度調

製・紙粉末除去工程は本製品開発に必須なものであ

ることが明らかとなった。

４．おわりに

新築端材石膏ボードの粉末加工技術、さらに各種性

能評価を行い、グラウンド用ライン引き粉として使

用可能な商品「エコプラスターライン」を開発した。

なお、共同開発企業と本製品に関する特許を共同出

願し、今後、販売を予定している。

（連絡先：uchiyama@hokkaido-iri.go.jp, 011-747-2950）
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一 般 廃 棄 物 溶 融 ス ラ グ の 環 境 安 全 性 お よ び 有 効 利 用
一 般 廃 棄 物 溶 融 ス ラ グ の 建 設 資 材 化 技 術 （ 平 成 平 成 １ ７ ～ １ ９ 年 度 ）

環 境 エ ネ ル ギ ー 部 ◯ 高 橋 徹 、 富 田 恵 一 、 若 杉 郷 臣

技 術 支 援 セ ン タ ー 長 野 伸 泰 材 料 技 術 部 工 藤 和 彦

北 方 建 築 総 合 研 究 所 ,(独 ) ,西 い ぶ り 広 域 連 合 ,全 国 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 品 協 会 北 海 道 支 部土 木 研 究 所 寒 地 土 木 研 究 所

１ はじめに

近年、廃棄物の最終埋立処分場の延命化や環境汚

染防止の観点から一般廃棄物の溶融スラグ化施設の

建設が盛んである。現在、道内では 施設が稼働し10
ており、約 万トンの一般廃棄物溶融スラグが製造3
されている。また、コンクリート用骨材や道路用骨

材として溶融スラグを利用するための規格が制定さ

れ、利用用途の拡大が期待されているが、いくつか

の施設では鉛含有量高く、低減に向けた取り組みを

検討している。今回は鉛含有の原因と対策について

報告すると共にコンクリート用骨材や道路用骨材と

しての利用化試験結果も紹介する。

２ 実験方法

溶融スラグ中の重金属含有量が高まる原因を調べ

るため、 市における分別ごみおよび比重選別したA
分別ごみについて重金属含有量を測定した。測定は

℃で 時間炭化、さらに ℃で 時間灰220-350 24 450 24
化し、蛍光Ｘ線分析を用いて行った。比重選別は水

（比重１）と飽和塩化カルシウム溶液（比重約 ）1.4
を用いて行った。

３ 結果および考察

分別ごみの可燃分と不燃分中の重金属3.1

市の分別ごみは目開き の大型ふるいによA 20mm
ってふるい上の可燃分とふるい下の不燃分に分けら

。 、れている 表 に示した分析結果から不燃物中の1 Zn
および 含有量はいずれも可燃分より高いことSn Pb

が分かった。また、不燃分の灰分も高いことから、

不燃分中の重金属類が溶融スラグの重金属含有量を

高める要因になると考えられる。

比重選別した不燃分中の重金属3.2

分別ごみの不燃分を比重 以下、 以上 以1.0 1.0 1.4
下、 以上の 分画に分離した各試料についての分1.4 3

2 2 Zn Pb析結果を表 に示す 表 から 灰中の および。 、

濃度は比重の軽い画分が高く、 濃度は比重 かSn 1.0
ら の画分が高いことが分かる。 以下の画分に1.4 1.0
はポリエチレン、ポリプロピレンおよび発泡プラス

チック等が多く、化学組成も塗料・顔料に多く用い

られる ， が多く含有していることから、こTiO SiO2 2

の画分の と は塗料・顔料に起因すると推定さZn Pb

1.0 1.4 PETれる。比重 から の画分には塩化ビニル、

、 、および 樹脂が多く 塩素含有量が多いことからABS
、 、この画分の および は塩化ビニルの安定剤Pb Sn Zn

顔料等に起因することが示唆される。比重 以上1.4
の不燃分にはプリント基板、ガラス、磁器および金

属が多く、灰分が と高いことからプラスチック94%
類は殆ど無いと判断でき、 はプリント基板のはんPb
だ、鉛ガラス、電球および磁器等に使用されている

ものと推定される。また、ごみの重量割合と灰分か

ら溶融スラグの 含有量を算出した結果、 割以上Pb 9
が比重 以上の画分に由来しており、溶融スラグ1.4
の 含有量を高くしている要因の大部分は、はんPb
だ、鉛ガラス、電球および磁器と考えられる。

表1 分別ごみの分析結果

表2 不燃分の比重選別後の分析結果

４ まとめ

溶融スラグ中の 含有量を高くしている要因のPb
大部分は、はんだ、鉛ガラス、電球等と考えられ、

食品包装用以外のプラスチック類にも重金属が含有

していることが分かった。溶融スラグの 含有量Pb
の低減にはこれらの廃棄物の分別が一つの方法と思

われる。また、利用化試験の結果、溶融スラグをコ

ンクリートおよび道路用骨材として使用しても品質

劣化は生じず、十分に使用できることが分かった。

（連絡先： ､ ）touru@hokkaido-iri.go.jp 011-747-2938

可燃分 不燃分
    14±4     44±10        8±1

SiO2(%)     43±11     64±2 　 　20± 3

Al2O3(%)     15±14       8±1      40±12
CaO(%)     13±4     10±1      17±4
TiO2(%)     1.9±4     0.9±4      6.0±4
Cl(%)     2.7±4     1.1±4      3.0±4
Zn(mg/kg) 2200±800  3100±1200     700±150
Sn(mg/kg)   280±210    540±350     180±70
Pb(mg/kg)   700±350  1500±660       30以下

分別ごみ（A市） 容器包装プラ
スチック

灰
中
の
含
有
量

ごみの種類

灰分(%)

<1.0 1.0～1.4 1.4＜
18 32 50
2.4 3.6 94

SiO2(%) 43 28 68

Al2O3(%) 10 9 7
Cl(%) 1 4 0.4
TiO2(%) 14 7 0.2
CaO(%) 12 21 9
Zn(mg/kg) 7200 4700 4300
Sn(mg/kg) 220 1300 330
Pb(mg/kg) 2000 1300 1300

灰
中
の
含
有
量

比重
重量割合(%)
灰分(%)
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水産系バイオマスを利用した金属吸着剤の試作とその特性評価
水産系バイオマスを利用した重金属吸着剤の開発に関する研究（平成１８～１９年度）

環境エネルギー部 ○富田恵一、若杉郷臣、高橋 徹

技術支援センター 長野伸泰

１．はじめに

水生生物には各種重金属元素を濃縮するものが知

られており、ホタテガイやイカなどの軟体動物の内

臓には Zn,Cd などの重金属が対海水比で 100 万倍の
100mg/kg程度にまで濃縮されている例がある。
本研究では、北海道で大量に排出されているホタ

テウロを使用して、その特有な機能を活かした新規

の重金属吸着剤として利用するため、吸着能や選択

性等、吸着剤としての性能を明らかにした。

２．実験

2.1ホタテウロ試作吸着剤の調製
ホタテウロは酵素を含有しており、金属吸着剤と

して使用した場合、その安定性に問題が生じると考

えられることから、煮沸し酵素を失活させたものを

使用した。次に、含まれる脂肪及び Cd,Zn,Cuなどの
金属を除去するため有機溶媒及び塩酸を添加して抽

出・洗浄及び遠心分離を行い、以下の特性評価実験

に供した。

2.2特性の評価
各金属及び緩衝液を添加し、金属濃度及び pH を

調整した溶液に、試作吸着剤を添加し一定時間攪拌

し各金属を吸着させた後、遠心分離による固液分離

を行い溶液に残った金属を定量し、各金属の吸着率

を算出した。

各金属の吸着選択性を調べるため、中性付近(pH6)
及び酸性下(pH1)での各金属の吸着試験を行った。
さらに、pH の影響、吸着時間の影響、最大吸着量に
ついて検討した。

2.3ペプシン分解後の試料による吸着
吸着機構について検討するため、試作吸着剤に含

まれる吸着サイトと考えられるタンパク質をペプシ

ンで部分的に分解し、残存固体での吸着特性の変化

を調べた。

３．結果と考察

脱脂による金属吸着への影響を調べた結果、エタ

ノール脱脂を行った試料の吸着率は無脱脂試料と大

きな差はみられないが、ジエチルエーテルによる脱

脂を行った試料は Cd,Zn 等多数の元素の吸着率が低
下した。この結果から、極性が低いエーテルによる

金属吸着サイトの変質が示唆された。そこで、以降

の吸着実験はエタノール脱脂によるものを用いた。

pH6 での吸着試験では Cu,Zn,Pd,Pt,Au,Pb が、pH1
では Pd,Au,Pt の吸着率が高かった。しかし、ホタテ
ガイで高濃縮率が知られている Cd については 30%
程度(pH6)と高い吸着率は得られなかった。
次に吸着率が高かった元素について、吸着率に対

する pH の影響の試験結果を図に示す。これより中
性領域で吸着率が高く pH 依存性が大きい
Zn,Cu,Pb,Cd グループと低 pH で高い吸着率を示す
Au,Pd,Ptグループがあることが分かった。

図 試作吸着剤の吸着率に対するpHの影響

Auを用いて吸着時間の影響を調べた結果、固液分
離時間を含み 20分程度と比較的短時間で十分平衡に
なっていることが分かった。また、強酸性領域での

挙動について調べたところ 1M塩酸中でもほぼ 100%
の吸着率を示し、酸による脱着は困難であり、例え

ば Au の回収に用いる場合には吸着可能限界濃度ま
で吸着させた後、焼却しその灰から回収する方法が

適していることが分かった。なお、Au濃度 100mg/L、
固液比 1:50 での吸着試験においてもほぼ 100%吸着
され、そのときの吸着剤を乾燥物中に換算すると

Au:1.75w/w%まで濃縮された。
ペプシン分解の吸着特性への影響を調べた結果、

pH1側での Au,Pt吸着率が大きく低下したのに対し、
pH6 では Cu 等の吸着率は無処理に対し少し下がる
程度であった。以上、２種類の元素群の吸着はその

挙動が大きく異なっていることから、少なくとも２

つ以上の種類の吸着サイトの存在が推察された。

４．おわりに

ホタテウロを用いた吸着剤を試作した。低 pH で
選択的に Au 等の吸着が可能なことから、Au 含有廃
水等からの Auの回収等への応用が考えられる。
（連絡先：keiichi@hokkaido-iri.go.jp ､ 011-747-2936)
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とかちゼオライトを利用した水処理浄化材の特性評価
と か ち ゼ オ ラ イ ト を 利 用 し た 水 処 理 浄 化 材 の 開 発 （ Ｈ １ ９ 年 度 ）

環境エネルギー部 ○三津橋浩行、佐々木雄真

材料技術部 野村隆文、吉田憲司、執行達弘、赤澤敏之

(株)共成レンテム

１．はじめに

十勝産天然ゼオライト(とかちゼオライト)は優れ

た吸着特性を有することから、土壌改良材、飼料添

加材等の農畜産用資材へ応用されている。その陽イ

オン交換特性は NH4-N 除去工程へ適用可能であり、
排水による硝酸態窒素汚染や富栄養化の防止、魚類

飼育循環水中の毒性物質（NH3 や NO2-N）の蓄積防
止効果が期待される。また、とかちゼオライトは粘

土質成分を多く含むため、複雑形状セラミックスを

容易に成形加工することができる。

本研究では、とかちゼオライトの水処理分野への

用途開発を目的として、中空円筒状セラミックスを

作製し、その NH4-N 処理性能を調べ、観賞魚飼育水
の水処理浄化材への応用可能性を検討した。

２．実験方法

とかちゼオライト

を原料とした水処理

用セラミックス（TZ
試料）は、水接触面

積を大きく水流抵抗

を低くする観点から

中空円筒形状を選択

した。市販観賞魚飼

育水用ろ過材(市販品，7.5ODx2.5IDx7.5Hmm)と比較す
るため、同様のサイズ（9ODx1.5IDx9Hmm）に成形後、700
℃と 900 ℃で焼成して TZ 試料を作製した（図 1）。
これら試料の NH4-N
吸着特性(100mgN/L-
酢酸アンモニウム水

溶液，20 ℃，24h 浸
漬後の NH4-N吸着量）
は TZ(700 ℃)試料が
最も高い（図 2）。

NH4-N 処理実験は
回分法および連続法で行い、回分法による NH4-N 処
理実験では、NH4-N(10mgN/L)人工水 2L を入れた実
験槽(100x100x250mm)底部に、TZ 試料または市販品
65 ～ 90 個 (50-100g)を 飼 育 水 槽 用 ろ 過 器
(75Dx60Hmm)に充填、装着した。市販の硝化用微生
物を添加後、ろ過器底部より空気を 1.5L/分で連続曝
気し、NH4-N濃度の経時変化を測定した（図 3）。

図 1 TZ試 料

図2 NH4-N吸着特性
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連続法による処理実

験は、飼育水の NH4-N
濃度が 1mgN/L 程度で
強い魚類毒性を示すと

されることから、NH4-N
(1mgN/L)人工水を連続
通水して行った。回分

法による実験により

NH4-N がほぼ全量消費された後、通水量を 0.25 ～
2.0L/分で低通水量からステップ負荷し、NH4-N 濃度
の経時変化を測定した。

３．実験結果

(1)回分法による NH4-N処理実験
NH4-N 吸着特性

に相関して各試料

の NH4-N 減少傾
向が見られた（図

4）。実験は全試料
で pH=8 で 行 わ
れ、ろ過材なしで

も曝気による放出

により NH4-N が減少するが、TZ(700 ℃)試料では速
やかに NH4-N濃度が低下し、高い NH4-N吸着能が認
められた。

(2)連続法による NH4-N処理実験
水質安定後

30日間の平均
出口濃度は、

TZ(700 ℃)試
料がいずれの

NH4-N 負荷で
も出口 NH4-N 濃度が低く、十分な処理能力を有して
いた。また、TZ(700 ℃)試料および市販品は全試験
期間(約半年間)の浸漬においても欠損等の形状変化

は見られなかった。

４．まとめ

とかちゼオライトを利用した中空円筒状セラミッ

クスは、観賞魚用市販ろ過材と比較して十分な NH4-N
処理能力を示し、観賞魚飼育水処理材として応用可

能であることが示された。

(連絡先：mituhasi@hokkaido-iri.go.jp、 011-747-2952)

図3 処理実験装置

図4 回分法に よる処理実験

表1 水質安定後の平均NH4-N濃度
平均入口

TZ TZ ろ過材
700℃ 900℃ なし

mgN/L/日 mgN/L mgN/L mgN/L mgN/L mgN/L
0.25 0.9 0.0 0.2 0.1 0.1
0.50 0.9 0.1 0.5 0.6 0.6
1.00 0.9 0.2 0.6 0.5 0.7
2.00 1.0 0.5 1.0 0.5 0.9

平均出口NH4-N濃度
NH4-N
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湿式媒体ミルによる微粉砕技術の開発
超微細化技術（ ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ）によるマリンサプリメント素材の開発（平成17～19年度）

生活習慣病等改善効果を有するハマナス新規高機能性エキスの開発（平成18～19年度）

環境エネルギー部 ○松嶋景一郎、内山智幸、鎌田樹志、平野繁樹、蓑嶋裕典

企画調整部 浦晴雄

道立網走水産試験場、（財）北見工業技術センター、北見工業大学、

共成製薬（株）、(株)はるにれバイオ

１．はじめに

物質はサイズをナノスケールのオーダーまで小さ

くすることにより、バルクの時とは異なる物性・機

能を発現する。この性質に注目し、新規なナノスケ

ール物質の創造技術「ナノテクノロジー」に関する

研究が盛んに行われている。

ナノスケール物質の作製法には大きく分けて①バ

ルクの物質を粉砕あるいは加工し微細化する「ブレ

イクダウン法」、②原子あるいは分子を物理的・化学

的手法で反応させ大きくしていく「ビルドアップ法」

の 2種類に分けられる。
本発表では、前者の手法として湿式媒体ミルを用

い、北海道特有の天然資源の高機能化を目的に、天

然無機物および有機物をナノスケールオーダーまで

粉砕する技術を検討した結果を報告する。

２．湿式媒体ミル

図 ダイノミル

使用した湿式媒体ミル「ダイノミル（KDL A、
Willy A. Bachofen 社）」は、連続流通型の粉砕機であ
る。水平に設置された円筒容器にスラリー状の被粉

砕物を供給し、連続的に粉砕処理を行う。容器内で

は、小径の粉砕媒体（メディア）が複数のディスク

を装着した回転軸により高速撹拌されており、メデ

ィア間に生じる摩擦および剪断作用によって、微粉

砕と同時に精密分散を行う。

 
 

 

粉砕能力は、①メディアの種類・サイズ、②メデ

ィアの撹拌速度、③メディアの充填量、④被粉砕物

の供給速度（滞留時間）等により決定される。

３．天然無機物の粉砕

カルシウムは骨や歯の主成分であり、神経伝達や

生理機能などにも重要な役割を果たす必須栄養素で

ある。北海道の重点研究において、ホタテ貝殻（炭

酸カルシウム）およびサケ中骨（リン酸カルシウム）

をカルシウム供給源として飲食品や健康補助食品な

どに利用可能とするために微粉砕技術を検討した。

ホタテ貝殻は粉砕助剤を添加することなく平均粒

子径 800nm まで、さらに分散剤を添加することによ
り平均粒子径 200nm まで微粉砕することが可能とな
った。サケ中骨は、タンパク質が付着した状態のま

まではナノスケールオーダーまでの粉砕が困難であ

ったが、タンパク質の除去および粉砕時の pH 調整
により平均粒子径 300nm まで粉砕が可能となった。

４．天然有機物の粉砕

北海道の花として知られているハマナスには、ポ

リフェノール等の機能性物質が含有されている。経

済産業省委託事業（平成 18 ～ 19 年度）において、
機能性物質の有効利用を目的としたハマナス生花の

粉砕技術を検討した。その結果、メディア径を調整

することにより、通常非常に困難とされる有機物の

ナノスケールオーダーまでの粉砕が可能となった。

５．まとめ

連続流通型の湿式媒体ミルを用いることにより、

無機物および有機物をナノスケールオーダーまで粉

砕可能とする技術を確立した。引き続き、農水省委

託プロジェクト研究「食品素材のナノスケール加工

及び評価技術の開発」（平成 19～ 24年度）で、評価
技術を含めた天然資源の超微細化技術を検討する。

（連絡先：matusima@hokkaido-iri.go.jp ､ 011-747-2997）
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製造業における作業改善とレイアウト改善
技術開発派遣指導、技術指導（平成１９年度）

製品技術部 ○鶴谷知洋、飯田憲一

１．はじめに

製造業においては、設備や装置が大型であること

から工場建設時の工程やレイアウトが固定されてい

ることが多い。また、工場の増築や設備の追加を無

秩序に行った等の理由により、非効率的な生産を行

っている企業が少なくない。企業の生産活動をとり

まく環境の変化に対して、工程やレイアウトを随時

見直すことは効率的な生産を行う上で非常に重要で

ある。本発表では、作業者の身体的負担の軽減や生

産性及び品質向上を目的として、作業観察や工程分

析、作業者への聞き取り調査、動線の追跡、レイア

ウト検討などを行い、作業改善とレイアウト改善を

支援した３企業の事例について報告する。

２．支援事例

２．１ 精密機構部品製造業の組立工程改善

企業は、生産上の管理から小ロット化を推進して

おり、生産量の変動に対応できる体制になっている

が、今後も受注量のさらなる変動が予想され、これ

以上の対応は困難であることから、工程の再構築を

行うこととなった。

作業観察や工程分析、動線の追跡等を行い、製品

の流れや人の動き、工程の負荷や問題点等を把握し、

以下の４点を目標とする改善案を提案した。

①生産状況や問題点を見えるようにする

②工程の流れをスムーズにする

③長い運搬距離の短縮、手待ちの排除など工程に存

在するムダを排除する

④流れ作業のライン生産方式から各工程で完結する

セル生産方式へ変更する

現状のレイアウトを図１に、提案したレイアウト

を図２に示す。

図１ 現状のレイアウト 図２ レイアウト改善案

２．２ 石鹸製造業の工程改善

企業は、生産量の増加に対して現工場が手狭とな

り、新工場へ移転することとなった。そこで、製造

工程を根本的に見直し、新たな設備の導入やレイア

ウト編成を行うこととなった。

現工場の製造工程において、工程分析や作業者へ

の聞き取り調査を行うとともに、導入予定設備や新

工場の間取り、法令などの制約条件についての把握

も行った。レイアウト案は、作業者の負担の軽減と

生産性の向上を目的として構築した。

２．３ 食品製造業の工程改善

企業は狭小かつ多角形の間取りで多品種少量生産

を行っているが、今後はロットの大きな製品が増え

ることも予想され、製造の効率化と衛生管理の強化

を目的として、工程とレイアウトの改善を行うこと

となった。

作業観察や工程分析、動線の追跡や作業者への聞

き取り調査等を行い、衛生面、作業者の身体負担、

生産性の 3 つの側面から問題点を抽出した。抽出し
た問題点の解決を目指し、図３に示す現状のレイア

ウトに対して、図４に示す改善案を構築した。

図３ 現状のレイアウト 図４ レイアウト改善案

３．まとめ

今回、精密機構部品製造業、石鹸製造業、食品製

造業の分野において、小ロット生産への対応強化、

生産量の増強などを実現するため、作業改善とレイ

アウト改善を支援した。支援を行った 3 企業は、平
成 20 年度中にレイアウト改善を完了する予定であ
る。

（連絡先：tsuruya@hokkaido-iri.go.jp ､ 011-747-2964）
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生体情報を活用した感性評価技術（第１報）
生体情報を活用した感性評価技術に関する研究（平成１９～２０年度）

製品技術部 ○桑野晃希、吉成哲、前田大輔

技術支援センター 中島康博

１ はじめに

製品やサービスには、機能面だけでなくユーザの

感性や心理状態への影響も考慮することが必要にな

ってきており、その効果を客観的に評価する技術が

求められている。その１つとして、生体情報を利用

した評価が有効であると考えられる。そこで、これ

らの評価手法として脳活動・唾液アミラーゼ・心拍

変動等の生理反応を利用することを提案した。今回

は食品の画像提示や衣類装着時の計測データを解析

し、感性評価指標としてその有効性を検討した。

２ 実験および解析方法

実験システムの概略を図 1に示す。

以下の 2種類の実験中の生体情報を計測した。
実験 1：モニタ上に順次提示される 160 枚の食品

画像に対し、好みを 5段階で評定する。
実験 2：通気性の異なる 2 種類の手袋をそれぞれ

両手に装着し、15 分間安静状態を保つ。
脳波は 1kHz でサンプリングし、ストレスやリラ

ックス状態によって変動するα波帯域（8-13Hz）や
対象を認識するときの脳活動とされるγ波帯域

（30Hz 以上）の振幅変動に着目して解析した。心電
図からは R-R 間隔（心室の興奮間隔）を周波数解析
し、0.04Hz～ 0.15Hzの低周波成分（LF）と0.15～0.
4Hzの高周波成分（HF）のスペクトル面積比 LF/HF
を求めた。LF/HF は交感神経、副交感神経の活動を

図１ 実験システム

反映し、その大小から精神負荷の強度が推定できる

ことが知られている。唾液中のアミラーゼはストレ

スに応じて分泌量が増大することが報告されており、

実験2において分泌量の変化を調べた。

３ 結果と考察

図 2 は実験 1 で得られた代表的な被験者１名の頭
頂部の脳波パワー変動を、時間－周波数軸で表した

図である。図中の囲み部のように、嫌いな画像の提

示時にはγ波帯域において振幅が増大することが確

認された。図 3 は実験 2 の結果を代表的な被験者に
ついて示している。温度、湿度ともに低いメッシュ

地の手袋は LH/HF が化学繊維の手袋に比べて低い値
を示した。これはストレスレベルが低いことに起因

していると考えられる。ただし、アミラーゼについ

ては測定値にばらつきがあったこともあり、一定の

傾向は見られなかった。

４ まとめ

以上のように好き嫌いやストレス等の感性評価指

標として脳波や心拍データが有効であることを確認

した。今後は実験対象を広げるともに、最適な生体

情報との組み合わせついて検討していく予定である。

（連絡先：kuwano@hokkaido-iri.go.jp ､ 011-747-2975）

図２ 画像の好みと脳波パワー変動

図３ 手袋の装着時の計測値
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中小製造業における戦略的デザイン活用支援ツールの開発
（平成１９～２１年度）

製品技術部 ○及川 雅稔、万城目 聡、日高 青志

札幌市立大学

１．はじめに

今日、地場中小企業において、多様化・高度化す

る顧客ニーズや社会ニーズに応える魅力あるものづ

くりを実現するためには、技術・品質・価格を超え

た第四のパワーとなるデザイン力の戦略的な活用が

極めて重要なテーマとなっている。戦略的活用とは、

デザイン活用の対象を製品開発だけに留めず、経営

戦略の策定から製品ラインナップ展開、流通・販売、

アフターサービスに至るまで、トータルにデザイン

を活かしブランド構築を目指すなど、デザイン活動

が提供する効果を、各企業の状況に応じて最大化さ

せることである。

今回、デザイン活用経験の乏しい経営者などが、

自社のレベルに応じたデザイン導入・活用を段階的

かつ適切に進められるよう、関連する知識の獲得を

支援したり、企業経営におけるデザイン業務の運用

管理を支援するツールを試作したので紹介する。

２．企業レベルに応じたデザイン活用

①デザイン導入・活用のステップ

導入戦略・プラン策定段階と導入プロジェク

ト実行段階合わせて１０ステップから成るデザ

イン導入・活用の基本プロセス案を構築した。

②デザイン活用成熟度モデル

基本プロセス案のSTEP３ではデザイン活用能

力レベル(成熟度)を把握する取り組みを位置づ

けており、そのための成熟度モデル案と各成熟

度に応じたデザイン活用内容(図１)を検討した。

図１ デザイン活用成熟度モデル案

３．戦略的デザイン活用支援ツールの試作

①デザイン理解促進のための情報提供ツール

中小製造業が、自社のレベルに応じた適切な

デザイン導入・活用ステップや取り組み内容に

関する知識を得たり、デザイン成熟度のレベル

アップに必要とされる段階的な推進方策等につ

いての実践的な知識を獲得できる情報提供ツー

ルとして、「戦略的デザイン活用ガイドWEB」の

基本構成など検討し一部を試作(図２)した。

図２ 戦略的デザイン活用ガイドWEB案

②デザイン業務支援のためのワークシートツール

デザイン開発実行段階の課題に応え、適切な

推進を支援するためのツールとして、道工試が

提案する思考フレームワーク TOBICをベースと
するワークシート形式ツール案を試作した。

４．おわりに

デザイン活用の効果を最大化させるには、顧客価

値を実現する製品デザインから、その価値を顧客に

伝え、購入、使用満足に至ることを考えるデザイン

まで一貫させる必要がある。このトータルなデザイ

ン活用に向け、段階的にデザイン導入を図ることは、

中小企業のビジネス革新への近道であり、今回この

取り組みを支援する一連のツール群を試作した。

今後は、試作したツールの効果検証・改善を目的

に実プロジェクトでの使用試験を行う予定である。

（連絡先：oikawa@hokkaido-iri.go.jp 011-747-2377）
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草本系バイオマスを原料と し たエ タ ノール変換技術の開発
道内未利用バイオマス資源のバイオエタ ノール変換技術に関する研究 （ 平成 １ ８～ １ ９年度 ）

環境エネルギー部 ○北口敏弘、岡 喜秋、上出光志、

山越幸康、三津橋浩行

１．はじめに

バイオエタノールは大気中の二酸化炭素を固定し

た植物を原料として製造されるので、それを燃料と

して使用しても大気中の二酸化炭素の絶対量を増や

さないクリーンな燃料として注目されている。現在、

サトウキビ、トウモロコシなどの糖やデンプンを原

料としたエタノールが生産されているが、それらは

食料と競合する問題があるほか、将来的に増加する

エタノール要求量に対して国内での原料供給量の確

保が難しいなどの指摘がある。そこで当試験場では、

食料と競合せず、賦存量の多い稲わらなどの農業廃

棄物や牧草、飼料用トウモロコシの茎葉などの草本

系バイオマス資源を原料としたエタノール製造技術

開発に取り組んでいる。

２．バイオマス資源

バイオマス資源は広く薄く分布し、収集、運搬の

費用等が発生するため利用しにくい資源といわれて

いる。各自治体が管理する道路、河川、公園などの

維持事業では道路脇などに自生する草を年に数回刈

り取り、収集していると思われ、別途費用をかけな

くてもバイオマスをある程度収集できると見込まれ

る。その賦存量について道内各自治体に対するアン

ケート等によって調査した結果を他のバイオマス（稲

わらなど、NEDO データベースより）の賦存量と併
せて図１に示す。

道内市町村が刈り払いしている草のバイオマス量

はもみ殻よりやや少ない約９万トンであることがわ

かった。そのうち、約２万２千トンが収集され、収

図１ 道内のバイオマス賦存量

集量の最も多い支庁は石狩支庁で約７千４００トン

であった。

３．エタノール変換

木や草などリグノセルロース系バイオマスは主に

セルロース（38-50%）、ヘミセルロース（23-32%）、
リグニン（15-35%）から構成される。セルロースは
グルコース（C6 糖）が強固につながったもので分解
（糖化）が困難である。また、ヘミセルロースは主

にキシロース（C5 糖）から構成されるが、一般の酵
母では代謝できない。高効率なエタノール変換には

セルラーゼなどによる酵素糖化、キシロースの利用

が必須であるため、神戸大学（工学部近藤昭彦教授）

の協力のもと酵母にセルラーゼなどの酵素を生産さ

せ、セルロースを糖化するとともにキシロースも代

謝することのできる機能性酵母の構築を行った。ま

た、セルロースの低分子化とセルロース表面を覆っ

ているリグニンの分離を目的とした蒸煮・爆砕法に

よる前処理方法の検討を行った。蒸煮・爆砕法の検

討では処理温度 190 ～ 220 ℃以上でヘミセルロース
の過分解が起こり（図２参照）、発酵阻害物質である

HMF(ﾋﾄﾞﾛｷｼﾒﾁﾙﾌﾙﾌﾗｰﾙ)などが生成していることが
分かった。

図２ 爆砕処理温度と回収物構成

４．まとめ

リグノセルロース系バイオマスのエタノール変換

は二酸化炭素排出抑制に大きく貢献できる重要な技

術であり、さらに検討を進めていく予定である。

（連絡先：kitaguti@hokkaido-iri.go.jp、011-747-2949）
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換気排熱を利用した空気式融雪路盤の開発
換気排熱を利用する空気式融雪路盤の最適設計（平成１９年度）

技術支援センター ○富田和彦、白土博康、長野伸泰

環境エネルギー部 保科秀夫

(株)ホクスイ設計コンサル

１．はじめに

熱交換を行わない第３種セントラル換気システム

等においては、換気は昼夜を通し屋外に排出されて

いる。この無駄に捨てられている換気排熱を玄関前

通路等の融雪用熱源として利用できれば、地球環境

に優しい省エネルギーなロードヒーティングシステ

ムが実現可能となる。前年度、換気排熱を融雪用熱

源として利用する路盤構造として、路面温度を均一

化する熱交換Ｕターン通風方式の路盤モデルを提案

し、市販部材を使った融雪路盤による検証実験で換

気排熱の利用可能性や路盤モデルの有効性を確認し

た。しかし、降雪量の大きい時に融雪ムラの発生が

見られたことから、本年度は、CFD（Computational
Fluid Dynamics）解析による路盤モデルの最適化を行
った。さらに、最適化した路盤モデルを製作し、検

証実験と CFD解析結果との比較・検討を行った。
２．路盤モデル

2.1 熱交換 Uターン方式路盤モデル
熱交換Ｕターン方式（図１）では、通気路内に配

置した仕切板を介し、下層の高温空気と上層の低温

空気との間で熱交換が行われ、通気路内全体の送風

温度がほぼ等しくなり、路面温度の均一化が図られ

る。

2.2 二層混合・熱交換方式路盤モデル（新提案）

新提案の二層混合・熱交換方式（図２）では、仕

切板に多数の通気孔を設け、下層の空気が通気孔を

通って上層に移動し、熱交換 U ターン方式とは反対
側の通気口から排出される。この方式の場合、路面

温度を均一にするには、仕切板全体にわたり空気を

下層から上層へ均一に吹き出させる必要がある。

３．路盤モデルのCFD解析

これら路盤モデル

の路面温度を均一化

させる最良の方法

は、仕切板にフィン

を取り付けて伝熱面

積を増やし、上下２

層間の熱伝達を促進

させることである。

ただし、欠点として材料コストや圧力損失の増加が

あげられる。さらに、二層混合・熱交換方式では適

切な孔径と開口率の選択が必要である。これら仕切

板の最適値を求めるため、舗装材表面温度分布、舗

装材表面放熱量、及び出入口差圧を評価指標とする

CFD 解析を行った。解析には、汎用ソフトウェアの
COSMOSFloWorksを使用した。
４．解析結果

換気排熱を想定した条件下における CFD 解析の結
果、最適なフィン形状としては、上層フィンを舗装

材に接触させ、下層フィンを高く（U 字トラフの底
面に接触させることで舗装材を支持）、フィン間隔を

狭め(30㎜間隔程度)、フィンを厚く（1.2～ 1.6㎜）
することが示された。特に、舗装材とフィンの接触

は、通気路内上下２層間の熱交換だけでなく、舗装

材への熱伝達に効果があり、舗装材温度の上昇や表

面温度の均一化、表面放熱量の増大に大きく作用す

ることが示された。また、二層混合・熱交換方式に

おける仕切板は、孔径が 6～ 9㎜、開口率 10～ 20%
が適当あると考えられる。

その他の解析結果の詳細および最適路盤モデルに

よる検証実験と CFD 解析の比較についてはポスター
で紹介する。

（連絡先：kazuhiko@hokkaido-iri.go.jp ､ 011-747-2948）
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氷ろ過装置の実用化
氷ろ過実用装置の具体化・設計に関する研究（民間共同研究平成１9年度）

環境エネルギー部 ○手塚 正博

(株)城 城 昌治

１．はじめに

北海道においては、天 然 物 か ら の 有 用 成 分

回収による高付加価値製品の開発が活発に

進められている。天然物の利用には、油脂

と 水 溶 液 の 分 離 が 必 要 と な る 。 しかし、多

量 処 理 を 可 能 と す る 既存の分離技術は、数 度

の 高 温 度 お よ び 化 学 的 処 理 工 程 を 必 要 と

し、酸化、変性が進行する 1 ) , 2 )。一方、含有

物が少量な場合の分離方法としてろ過法がある。

ろ過法は、他の分離技術に比べ高分離効率、

また微小の粘性液体およびエマルジョン、サスペン

ジョンの分離のできる技術とされている。しかし、

多量処理での分離が困難である。本報告では、

油脂と水溶液の分離を低温度、また多量処理に

おいて可能とする氷生成機、脱水機、分離器および

氷融解槽から構成される方法および装置を提案する。

２．実験と結果

2.1菜種油の低温粘度測定および菜種油、胡麻油、

コーン油、olive油の低温凝固試験を行った。

2.2 遠心分離機を用い氷をろ過材とした実験を行い

次の結果を得た。

ａ．エマルジョン油脂の粗大化試験を行い良好な

結果を得た。

ｂ．菜種油と塩水（NaCl20wt%水溶液）との混合液

を用いた分離試験を行い分離効率83％までの結果を

得た。

ｃ．ハイドロフルオルエーテルと塩水（NaCl20wt%

水溶液）との混合液を用いた分離試験を行い分離効

率90％までの結果を得た。

図１ 各種油脂の凝固温度
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３．提案の方法および装置

本開発では、ろ過氷生成機、脱水機、分離器およ

び氷融解槽から構成される方法としなければならな

い。また、上記構成にいてその装置は、氷の生成、

分離物の供給、脱水および油の分離等を連続化する

ことを指向した。

図２ 氷生成機

図３ 分離機

参考文献

1）外山健三ら、水産油糧学、 1988
2） 坂口守 彦ら、水 産資源の 先進的有 効利

用法、 2005

（連絡先：tezuka@hokkaido-iri.go.jp ､ 011-747-2948）
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ライムケーキからの高反応消石灰製造と排煙処理性能評価
高比表面積を有する排煙処理用高反応消石灰の開発（H19）

技術支援センター ○長野伸泰

環境エネルギー部 高橋 徹、若杉郷臣

上出光志、佐々木雄真

1.はじめに

本道の基幹産業である製糖工業から多量に排出さ

れるライムケーキのリサイクル利用を推進するため、

新規な高反応消石灰製造技術について検討した。ま

た、試作した高反応消石灰のHCl,SO2ガス吸収性能を

評価し、排煙処理剤としての利用可能性について検

討した。

2.実験

2.1試料

実験に用いたライムケーキは、日本甜菜製糖(株)

芽室製糖所より提供を受けたもので、水分30％(湿潤

ベース)、有機分13％(乾重量あたりの500℃減量)を

含有する、平均粒子径約10μmの炭酸カルシウム微粉

末汚泥である。

2.2高反応消石灰の製造工程と粉体性能試験

ライムケーキを外熱式ロータリーキルン炉(レトル

ト径300mm,加熱有効長2400mm,加熱温度900℃、滞留

時間30分)で焼成し水和活性の高い生石灰とした後、

生石灰と水とを混合・撹拌し高反応消石灰を得た。

得られた高反応消石灰および比較試料として一般

消石灰と市販高反応消石灰、合わせて３種類の消石

灰について、比表面積とSO2吸着量測定を行った。

2.3産業廃棄物焼却施設での排煙処理性能試験

実稼働している廃棄物焼却施設にて、試作高反応

消石灰、一般消石灰、市販高反応消石灰の３試料を、

３日間、それぞれ日にちを変えて煙道に吹込み、バ

グフィルター前後で、排ガスのHCl,SO2,NOx濃度を測

定することによって、排煙処理性能を評価した。

3.結果

3.1ライムケーキ焼成条件と消石灰粉体性能

ライムケーキ焼成試験では、原料供給量を減らす

ほど炉内O2濃度が上昇して生石灰の焼成が進む(表)。

供給量20kg/Hrで焼成した生石灰の消化物(消石灰)の

比表面積・SO2吸着量が最も高い値を示した。本試験

条件の範囲では、供給量15kg/Hrでは焼成が進みすぎ、

25kg/Hrでは焼成不十分である。供給量20kg/Hrの焼

成物が最も高い水和活性を示し、そのため、高比表

面積を有する高反応消石灰が得られる。

表 キルン焼成条件と生石灰･消石灰の粉体性能

3.2産業廃棄物焼却施設での排煙処理性能試験

図に３種類の消石灰を

煙道に吹込んだ際のバグ

フィルター前後での、廃

棄物焼却排ガス中のHCl量

の変化を示す。

一般消石灰を 10 分間に
31molの割合で吹込んだ際
の HCl 量は原ガス 16.6
molが 2.3molに低下した。
市 販 高 反 応 消 石 灰 を

23mol/10min の割合で吹込
んだ際の HCl量は 23.5mol 図 HCl処理効果

が 1.3mol、試作高反応消石
灰を同じ割合で吹込んだ際には 43.2mol から 1.0mol
あるいは 22.6molから 0.4molへと低下した。
実稼働している廃棄物処理施設であるため、各試

験日間でほぼ同一の排ガス組成にて排煙処理試験を

行うことはできなかったが、ライムケーキ由来高反

応消石灰は、市販高反応消石灰と同等あるいはそれ

以上の排煙処理性能を有することが示唆された。

４．おわりに

ライムケーキから高反応消石灰を製造する技術を

確立し、煙道ガス処理剤としての利用可能性を実証

した。今後、更に実用化に向けた検討を進める。

（連絡先：nagano@hokkaido-iri.go.jp, 011-747-2940）

生石灰
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濃度
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CaCO3
量

比表
面積

SO2
吸着
量

℃ min kg/Hr ％ ％ m
2
/g mg/g

15 17.9 N.D. 32 112
20 17.4 N.D. 37 132
25 16.0 N.D. 34 123
30 14.3 24 22 72

N.D. 13 60
N.D. 30 100

一　　　般　　　消　　　石　　　灰
市　販　高　反　応　消　石　灰

焼成条件 消石灰
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高性能橋梁点検システムの開発
受託研究（平成１７年），技術指導（平成１７～１９年度），民間共同研究（平成１９年度）

情報システム部 ○堀 武司、波 通隆、中西洋介

(株）帝国設計事務所，（財）北海道科学技術振興財団

１．はじめに

高度成長期に建設された橋梁の多くが今後老朽化

時期（築 50年以上）に入る見込みである。しかし、
近年の建設関連の予算削減により新規建設や架け替

えによる対処は困難であるため、適切な維持管理と

早期補修によって既存橋梁の長寿命化を図る事が求

められている。

橋梁の適切な維持管理のためには、定期的な点検

診断診断によって損傷の程度を把握する必要がある。

しかし、橋梁桁下部の点検作業を行うためには作業

用足場の構築や特殊な有人ゴンドラ車が必要であり、

点検コストや安全性の面で問題がある。

これらの問題を解決するため，カメラを搭載した

無人ロボットアームを用い、橋梁桁下部の点検作業

を遠隔操作で実施可能な橋梁点検システムを開発し

た。

２．点検システムの構成

橋梁点検システム試作一号機（図１）の構成につ

いて説明する。

システムは、4t トラック上に架装された作業用ロ
ボットアーム（古河ユニック（株）製）、点検用機器

を搭載した雲台、および制御機器類から構成される。

ロボットアームは、全長約 23m、４関節、10 自由度
の構造を持ち、車輌の下部へアームを展開して、広

い範囲で点検作業を行う事が可能である。

点検作業に使用するセンサ機器類は、ロボットア

ーム先端の２軸雲台上に搭載した。コンクリートの

ひび割れ等の検査を、直接目視した場合と同じ水準

で実施出来るように、ハイビジョンビデオカメラ（モ

ニタ用）、静止画像カメラ（800 万画素、記録用）な
どの機器を搭載した。

システムの操作と点検作業は、全て操作室内から

の遠隔操作で行う。橋梁上の車輌停車位置、ロボッ

トアームの姿勢、写真撮影箇所の座標データなどは、

各種センサと車載 PCによって全て把握されており、
３次元 CG による作業環境可視化システム（図２）
によってオペレータに呈示される。

３．点検診断調書作成の効率化

実際の橋梁点検作業では、多い場合には数日間で

千枚近い写真撮影を行う。これらの膨大な記録写真

と、損傷箇所、診断結果などの情報を記録、整理し、

最終的に点検診断調書としてまとめる作業は非常に

煩雑であり、点検作業全体の工数のかなりの部分を

占めている。本システムでは、写真データと橋梁上

の位置、点検作業者のコメントなど全ての情報管理

を車載 PC 上で自動化し、作業の大幅な省力化を実
現した。更に、点検記録データベースの情報から点

検診断調書を半自動作成する事も可能であり、橋梁

点検業務全体の効率化が可能となった。

４．まとめ

橋梁桁下部の目視点検作業を効率化するためのシ

ステム開発を行った。現在は、一号機の試験結果を

踏まえ、作業速度の大幅な向上とコストダウンを図

った改良型モデルを開発中であり、今後は道内外の

橋梁での実地運用試験を進めていく予定である。

（連絡先： horit@hokkaido-iri.go.jp， 011-747-2942）

図 １ 橋梁 点検 シ ステ ム（ 試作 １ 号機 ）

図２ 3次元CG表示による作業環境

可視化システム
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GISを用いた車両軌跡の解析による配送支援システムの開発
車両軌跡の解析による高効率配送支援システムの開発（平成１９年度）

企画調整部 ○奥田篤

情報システム部 宮﨑俊之、大崎恵一
日本システム機器㈱

１．はじめに

多積雪地域における大型車両を用いる配送では、
経路の選択肢が少ないために、配送効率が運転手の

地理習熟度に大きく影響を受ける。しかも、近年、
運転手の定着率の低下や休日の増加などにより、配
送先を固定することが難しくなっており、配送先の

地理に未習熟な運転手を相当数起用せざる得ない。
そのため、地理習熟度に依らずに配送効率を平準化

することが求められている。
そこで、走行軌跡をデータベース化し、そこから

抽出した経路を提示することで、地理未習熟な運転
手でも効率的に配送が行えるよう誘導する配送支援

システムを開発した。
本報告では、配送支援システムの概要とシステム

を灯油配送に適用した結果について紹介する。

２．配送支援システムの概要

開発した配送支援システムは、車両に搭載する走
行軌跡記録・経路提示システムと、走行軌跡データ

ベースから構成されている。
車載システムは、小型 GPS レシーバー及び外部ア

ンテナと小型ＰＣから構成されており、走行軌跡の

取得と配送先までの経路の提示に用いられる（図１）。
GPS レシーバーは、システムが高価で複雑になる

ディファレンシャル補正や後処理を用いずに、自律
測位のみで実用的な走行軌跡を取得するために、高

感度で安価な GPS チップ（SiRF Technology 社
SiRFstarIII）を搭載したレシーバーを採用した。
車両が走行中は、GPS レシーバーで継続的に測位

が行われており、１秒毎に出力される位置情報を記
録することで、走行軌跡を取得する。

車載システムは地図を搭載している。また、経路
データベースから配送先毎に応じて抽出される経路

データを搭載することができる。配送時は、各配送
先付近において、車両の現在位置と配送先への経路

を運転手に提示することで、転回や再アプローチな

どの冗長走行が生じないように誘導する。

走行軌跡データベースは、車載システムで取得さ
れた走行軌跡を処理して、各配送先について、その

付近での経路を蓄積する。走行軌跡から、位置およ
び速度の変化を利用して、停止位置を特定する。各
停止位置から走行軌跡を辿り、所定の右左折数を経

過する位置まで経路を切り出し、データベースに保
持する。併せて、住所などの配送先情報と連結する。

配送を行う際には、予め、経路データベースに配
送先リストを与えて、各配送先に対応した経路デー

タを抽出する。これを車載システムに搭載して、配
送先付近での誘導に利用する。

３．灯油配送への配送支援システムの適用
大型車両であるタンクローリーを用いる灯油配送

への経路支援システムの適用を試みた。
まずは、地理に習熟した運転手が実際に配送を行

った際の走行軌跡を取得した。これを経路データベ
ースで処理して、得られた経路データを車載システ

ムに搭載した。各配送先付近の地理に未習熟な運転
者が、車載システムを携帯して、あるいは地図のみ
を携帯して、取得済走行軌跡を対象として、それぞ

れ追走行を実施し、その走行の冗長性を評価した。
追走行時に得られた走行軌跡の１例を図２に示す。

地図のみを携行した場合では冗長走行が頻繁に認
められるのに対して、車載システムを携行した場合

は完全に対象軌跡通りに走行されており、配送支援
システムの有効性が確認された。

４．おわりに
走行軌跡データベースから抽出した経路を提示す

ることで、地理に未習熟な運転者でも効率的に配送
を行える配送支援システムを開発した。システムを

灯油配送に適用して評価し、その有効性を確認した。

（連絡先：okuda@hokkaido-iri.go.jp ､ 011-747-2946）
図１ 走行軌跡記録・経路提示 ｼｽﾃﾑ

図２ 追走行における冗長走行の例

（淡線は地図のみ携行した際の走行軌跡、

濃線は対象軌跡）
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キャスティング機構を用いた投擲型作業システムの開発
（独）産業技術総合研究所地域産業活性化支援事業（平成１９年度）

技術支援センター ○浦池隆文

(独)産業技術総合研究所

１．はじめに

農林水産業や測量・調査に関する屋外作業では、

担い手不足による負担の増大や危険性が問題となっ

ており、より広い作業領域をカバーでき、高速かつ

精密な動作が可能な作業システムの開発が求められ

ている。本研究では、(独)産業技術総合研究所にお

いて基礎的研究が進められている、「投げ釣り」や「投

げ縄」に類するキャスティング機構に着目し、これ

を活用した投擲（とうてき）型作業システムの試作

と動作試験を行ったので紹介する。

図１ キャスティング機構

２．キャスティング機構

図１に、機構の構成例（左上）および既存の作業

機器との比較（右下）を示す。キャスティング機構

は、作業機の初速及び投擲角をコントロールするた

めの剛体リンク部と、作業機の飛行状態をコントロ

ールするための紐状柔軟リンク（ワイヤー）により

構成される。①主な可動部が剛体リンクの回転部で

あり機構がシンプル、②投射に必要なエネルギーを

回転運動で蓄えることから省エネルギー、などの特

徴を有している。図２に試験装置の概観を示す。

３．投擲試験

試作した試験装置により、目標到達距離 2.4[m]に
対して繰り返し投擲試験を行った（張力制御なし・

放物運動）。その結果は 2.4 ± 0.03[m]、繰り返し誤
差± 1.25%であり、十分な精度が確認された。図３
に試験の様子を示す。

繰り出し／巻き取り機構

張力制御機構

剛体リンク

紐状柔軟リンク（ワイヤー）

受動関節

回転アクチュエータ

繰り出し／巻き取り機構

張力制御機構

剛体リンク

紐状柔軟リンク（ワイヤー）

受動関節

回転アクチュエータ

図２ 試験装置

図３ 投擲試験の様子

４．張力による飛行経路のコントロール

キャスティング機構では、柔軟リンクに適切な張

力を与えることで、作業機の飛行経路をコントロー

ルすることが可能である。図４に、投擲角 45[deg]、
初速 10[m/s]、投擲点の高さ 2[m]として行ったシミ
ュレーションの結果を示す。張力を作用させること

で到達目標に対して垂直に落下させることや、大き

く引き戻す動作が可能であることがわかる。

図４ 張力による飛行経路の変化

５．今後に向けて

屋外作業では様々な外乱（主に風）の影響を受け

る。張力センサからの出力、および剛体リンク・受

動関節の回転角出力を基にしたフィードバック制御

を付加することで投擲精度を確保し、実用化を見据

えたさらなる高機能化を実現したい。

（連絡先：uraike@hokkaido-iri.go.jp ､ 011-747-2943）
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電子機器評価の現状と電磁ノイズによる誤動作防止対策

情報システム部 ○新井 浩成

１．はじめに

電子機器は、電磁ノイズによる誤動作防止のため

に、EMC（電磁環境両立性）が求められる。EMC
とは、Electoromagnetic Compatibilityの略で、電子機
器自身が動作する際に発生する電磁ノイズ

（Electromagnetic Interference / EMI）によって他の機
器を誤動作させることなく、かつ、外界からの電磁

ノイズによって誤動作しない感受性（Electromagnetic
Susceptivility / EMS）を持つことである。

WTO（世界貿易機関）において貿易の技術的障害
に関する協定が発効した 1995年以降、各国間で試験
規格の統一が図られており、国内（道内）でもこれ

ら評価試験が必須となってきている。

２．EMC評価試験

EMC評価については、IEC（国際電気標準化会議）
が電子機器から発生する電磁ノイズを抑制するため

のエミッション（EMI）と、誤動作を防止するため
のイミュニティ（EMS）に分類し、電磁ノイズの伝
搬経路に対応した試験項目を規格化している（図 1）。

図1 主なEMC評価試験項目

３．EMCの現状と試験規格の動向

EMC が注目されたのは、機器が半導体化された
1970 年代に遡る。その当時と比べ、電子部品の動作
周波数の高速化によるエミッションの広帯域化、イ

ミュニティでは低電圧動作によるノイズマージンの

減少、携帯電話や無線 LAN に代表される電磁波利
用機器の増加など、電子機器を取り巻く環境は遥か

に厳しくなっている。

このような背景から、IEC 試験規格の改定を受け
て、国内でも本年 4 月以降順次、エミッション／イ
ミュニティ双方の試験周波数上限を拡大する方向で

検討が進められている。

　　　　　　　　　 試験分類　　　　　　　　　　　　　試験項目 VCCI クラス A/B

　　　　　　　　　　（EMI）　　　　　 伝搬性　 　 CISPR 16,22 妨害波電界強度（30MHz～1GHz）

　　　　　　　　　 エミッション　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　 CISPR 16,22 電源ポート伝導妨害波（150KHz～30MHz）

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　伝導性　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 CISPR 16,22 通信ポート伝導妨害波（150KHz～30MHz）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試験項目 JIS C 61000シリーズ（基本規格）

EMC評価 IEC61000-4-2 静電気放電　　　　　　　　　　　　　 　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 伝搬性 　 　IEC61000-4-3 放射無線周波電磁界（80MHz～1GHz）　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 IEC61000-4-8 電源周波数磁界（50Hz）　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　（EMS）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃

　　　　　　　　　 イミュニティ　　　　　　　　 　 IEC61000-4-4 電気的ファーストトランジェント/バースト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　IEC61000-4-5 サージ（雷）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 伝導性　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 IEC61000-4-6 無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 IEC61000-4-11 電圧ディップ、短時間停電及び電圧変化　

　　　　　　　　　 試験分類　　　　　　　　　　　　　試験項目 VCCI クラス A/B

　　　　　　　　　　（EMI）　　　　　 伝搬性　 　 CISPR 16,22 妨害波電界強度（30MHz～1GHz）

　　　　　　　　　 エミッション　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　 CISPR 16,22 電源ポート伝導妨害波（150KHz～30MHz）

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　伝導性　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 CISPR 16,22 通信ポート伝導妨害波（150KHz～30MHz）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試験項目 JIS C 61000シリーズ（基本規格）

EMC評価 IEC61000-4-2 静電気放電　　　　　　　　　　　　　 　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 伝搬性 　 　IEC61000-4-3 放射無線周波電磁界（80MHz～1GHz）　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 IEC61000-4-8 電源周波数磁界（50Hz）　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　（EMS）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〃

　　　　　　　　　 イミュニティ　　　　　　　　 　 IEC61000-4-4 電気的ファーストトランジェント/バースト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　IEC61000-4-5 サージ（雷）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 伝導性　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 IEC61000-4-6 無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 IEC61000-4-11 電圧ディップ、短時間停電及び電圧変化　

４．対策事例

事例として、エミッション評価項目の一つである

電源ポート伝導妨害波の改善例を示す（図 2）。

図2 対策による改善例

未対策と比べ、ノイズ対策部品（ラインフィルタ

ー）の実装によって一定の改善は見られるが、全周

波数領域で効果を得られていない。周波数が高い領

域では浮遊容量などが原因で、電磁ノイズの結合が

容易となる。そのため、最終対策としてラインフィ

ルター入出力の分離とノイズ源であったモーターへ

の配線を短くするなど筐体内の配線見直しを行い規

格をクリアした。このように EMC 対策は、製品化
に至る最終段階まで、注意深く対応する必要がある。

５．おわりに

EMC 評価試験機器が導入されて以来、着実に設備
使用件数や EMCに関する相談件数は増加している。
今後も電子機器の動作信頼性向上のために必要とな

る技術的支援を行っていく。

（連絡先：arai@hokkaido-iri.go.jp ､ 011-747-2945）
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亜麻を用いた複合材料の特性評価
環境対応型高分子系複合材料の開発と応用に関する研究（平成１７～１９年度）

材料技術部 ○山岸 暢

(有)亜麻公社

１ はじめに

亜麻は、栽培に冷涼な気候が適しているため、明

治初期に北海道に導入され、軍需の拡大とともに栽

培量が増加し、ピーク時の昭和 20 年代には全道で3
万 ha以上が作付されていたが、終戦後化学繊維の普
及とともに減少し、昭和 40年代に道内から姿を消し
た。しかし最近、亜麻仁油を原料としたサプリメン

トや食品を生産するため、道内の一部の地域で栽培

が復活されている。亜麻の茎の繊維質から作られた

糸は、引張強さや耐久性の高さ等の優れた性質を有

するとともに、カーボンニュートラルであり、複合

材料に用いると、ガラス繊維等を用いた従来の材料

に比べて環境負荷の低減が期待できる。

本研究では、道内で栽培された亜麻の未利用の茎

から採繊した繊維とポリプロピレン（PP）から成る
複合材を試作し、各種の材料特性について検討した。

２ 実験方法

当別町の農家で栽培された亜麻を蒸留水に 2 週間
浸漬し、さらに 3 日間天日乾燥した後、茎を破砕し
採繊した。図１に、得られた繊維を示した。亜麻繊

維と PP の複合材は、プラスチコ－ダ－により所定
の割合で 190℃で混練した後、加熱プレスで 190℃、
30MPaで板材に
成形し、圧力を

保持したまま常

温まで放冷し作

製した。曲げ試

験は JIS K7017、
密 度 は J I S
K7112 に準拠し
測定した。 図１ 亜麻繊維

３ 結果および考察

図２に亜麻の充填率と曲げ弾性率の関係を示した。

亜麻の充填率が高くなる程曲げ弾性率は直線的に高

くなった。50wt%の充填率の場合の曲げ弾性率は、
約 3000MPa であり、PP にガラス繊維を約 10wt%充
填した複合材とほぼ同じ値である。亜麻繊維の弾性

率はガラス繊維に比べて小さいが、充填率を高くす

ることにより、ガラス繊維強化複合材と同等の剛性

を有する複合材が得られた。

図２ 亜麻充填率と曲げ弾性率の関係

図３に亜麻の充填率と複合材の密度の関係を示し

た。充填率が高くなる程、直線的に密度は高くなっ

た。破線は、ガラス繊維の密度を 2.55g/cm3
とした場

合のガラス繊維強化複合材の密度の計算値であり、

亜麻を充填した複合材よりも高くなった。図中のガ

ラス繊維強化複合材の比例定数は、亜麻充填複合材

の約 5 倍であり、充填率が高くなる程密度の差は大
きくなった。これは、亜麻繊維の利用により従来よ

りも非常に軽量な複合材が開発できることを示唆す

るものである。

図３ 繊維充填率と密度の関係

４ おわりに

亜麻の繊維質を熱可塑性樹脂に充填すると、複合

材の剛性を向上させられることが明らかになった。

また、従来の複合材よりも軽量なものが得られた。

さらに、50wt%以下に充填された複合材は熱可塑性
樹脂に通常用いられる成形方法が適用可能であり、

汎用性のある用途への展開が期待される。

（連絡先：yamagisi@hokkaido-iri.go.jp ､ 011-747-2931）
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ごみ溶融飛灰の化学状態分析
技術指導（平成１９年度）

技術支援センター ○稲野浩行、長野伸泰

環境エネルギー部 富田恵一

材蝋技術部 板橋孝至

北海道大学

１.はじめに

ごみの溶融処理は、ダイオキシン類対策、廃棄物

の減容化による最終処分場の延命化、資源の循環利

用を促進するための有効な手段であり、道内では現

在１０ヶ所のごみ溶融施設が稼働している。ごみを

溶融処理した時に発生する排ガスを急冷してできた

溶融飛灰（煤じん）には亜鉛、鉛などの重金属が含

まれるため、キレート処理などの後埋立処分される

のが大半である。資源として重金属回収を行う場合、

処理方法を検討する上で各元素の化学形態を知るこ

とが重要であるが、溶融飛灰は、結晶性が悪く X 線
回折（XRD）だけでは化学形態が不明な元素もあり、X
線光電子分光分析 (XPS)により化学結合状態の評
価を行った。

２.飛灰の評価方法

重金属含有量の異なる３種類の溶融飛灰について、

蛍光Ｘ線分析（XRF）による成分分析、XRD による
結晶相の同定後、存在する各元素について XPS スペ
クトルを測定した。XPS では、全体的な測定により
表面に存在する元素の種類を知ることができる（定

性分析）。さらに各元素についてスペクトルを測定し、

ピーク位置のずれ（ケミカルシフト）から、その元

素が金属、酸化物、塩など、どのような状態で存在

しているのかを知ることができる（化学状態分析）。

そのケミカルシフトを、存在が予想される化合物の

試薬の測定結果や文献値と比較した。

表１ 蛍光Ｘ線オーダー分析値（Na以上、mass%)

サンプル 1 2 3
Na 28.9 24.3 14.1
Si 3.2 0.4
P 3.7 0.9
S 1.7 1.2 0.5
Cl 52.5 32.0 12.9
K 14.3 11.0 4.8

Ca 0.2 0.3 1.8
Zn 0.6 18.1 50.3
Pb 0.7 2.8 12.7

３. 結果と考察

XRF によるオーダー分析の結果を表１に示す。
XRD では、NaCl、KCl、ZnO 相のみが同定され、そ
の他の元素、Si、P、S、Ca、Pb を含む化合物につい
てはその化学形態が不明であった。

次に XPS で各元素のスペクトルを測定した。図１
に例として硫黄の XPS スペクトル(S2p)を示す。試
薬を測定したときのピーク位置および S 単体の文献
値を図中に矢印で示した。S は、硫化物あるいは硫
酸塩としての存在の可能性があるが、サンプル１～

３を測定した結果、硫化物を示す 160eV 付近にはピ
ークがなく、硫酸塩を示す 168eV 付近にのみピーク
が現れた。よって、溶融飛灰中で S は硫酸塩として
存在していると推定される。

図１ 硫黄のXPSスペクトル(S2p)

他の元素についても同様の検討を行った。Cl につ
いては、塩化物であると推定され、これは NaCl、KCl
が同定された XRD の結果と一致した。Pb 含有量の
多いサンプル 3 については、これらに加えピークの
広がりから PbCl2の存在が示唆された。

Pb については、金属、酸化物、硫化物ではなく、
PbCl2や PbCO3等、＋２価の塩であると推定される。

これらの結果を総合的に評価し、溶融飛灰中の各

元素について化学状態の推定を行った。

（連絡先：inano@hokkaido-iri.go.jp ､ 011-747-2935）
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とかちゼオライトの基本性状と礫耕栽培への応用
ゼオライト焼成体を用いたトマトの生育と材料の物理的・化学的特性との相関の解明

技術指導（平成１８年度）

材料技術部 ○執行達弘、吉田憲司、野村隆文

雪印種苗㈱技術研究所

１．はじめに

近年、需要が伸びている高糖度トマトの栽培では、

水分供給量の制御技術として礫耕栽培が注目され、

広く利用されている。しかし、従来の礫耕栽培の培

地は、支持体としての強度と軽量化のみが重視され

ていて、保肥能をもたないため礫耕栽培の養液には

高濃度の肥料が必要であった。このことは、廃液に

よる環境負荷やコスト高に繋がる。一方、とかちゼ

オライトは北海道上士幌町で産出される天然ゼオラ

イトであり、高い保肥能を有するため、土壌改良材

等の農業資材へ応用されている。本研究では、とか

ちゼオライトの保肥能を利用した礫耕栽培培地の開

発を目的とした。とかちゼオライトの基本性状を調

査した後、可塑性を活かして各種ペレットを作製し、

その保肥能とトマト生育状況等を検討した。

２．実験方法

とかちゼオライト粉末に加水（10 wt%）した後、
水分が細孔に均一に浸透するように 24 h静置した。
その粉末を一軸成形機、及びディスクペレッターを

用いて直径 3 mm、長さ 6 mmの円柱状に成形した。
その成形体を 40℃で 24 h乾燥後、空気中、400～ 900
℃で 2 h焼成した。得られた試料について、Ｘ線回
折、走査型電子顕微鏡、示差熱／熱重量分析、熱機

械分析、CEC の測定、ならびに水道水中浸漬実験に
より、加熱に伴う物性の変化を調査した。栽培試験

では焼成ペレットを充填した 9.5 cmポットを用い、
トマト、カボチャ、キャベツを実際に栽培し（室内

で 45 日間）、草丈、葉数、葉面積、根長、葉部／茎
部／根部乾物重を比較した。なお、施肥量は慣行の 3
分の 2に抑えた。

３．結果と考察

とかちゼオライトの未焼成粉末は、ゼオライトで

あるモルデナイト相、粘土であるモンモリロナイト

相、さらに石英相の混合物であった。また、モンモ

リロナイト相は 400 ～ 600 ℃で減少し、モルデナイ
ト相は 900 ℃で焼結に伴い急激に減少することが明
らかになった。

図 1 に、とかちゼオライトの 400 ℃焼成体(A)、
及び 600℃焼成体(B)を水道水に 12 h浸漬した外観
写真を示す。400 ℃焼成体は水中で崩壊するのに対
して、600℃焼成体は形状変化が認められなかった。
600 ℃以上では粘土成分由来の膨潤性が失われ、ペ
レットの耐水性が向上したためと考えられる。

図１ 水道水中浸漬実験の外観

表 1 に、未焼成粉末ならびに 600 ～ 900 ℃焼成体
の CEC（＝保肥能）を示す。一般に CEC が 20 以上
で「普通の土壌」、50 以上で「肥沃な土壌」並みと
評価される。これより、未焼成粉末、及び 600～ 800
℃焼成体が普通～肥沃な土壌並みの CECをもつこと
がわかった。また、CEC の焼成温度依存性は、モル
デナイト相（理論 CEC は 223）の含有量との相関性
が高いと推測される。

表１ CECの焼成温度依存性

以上より、600 ～ 800 ℃焼成体が高い保肥能を有
する礫耕栽培培地として有望であることがわかった。

栽培試験では、いずれの作物においても 900 ℃よ
り 600℃焼成体を用いた方が生育が旺盛であり、CEC
との相関が示唆された。

４．まとめ

とかちゼオライトの優れた保肥能、及び可塑性を

活かして、礫耕栽培培地を作製することができた。

とかちゼオライトは、他のゼオライトに比べ添加剤

の混合や成形などの材料設計が容易であり、多機能

な農業資材への応用が期待される。

（連絡先：shigyo@hokkaido-iri.go.jp ､ 011-382-2704）

未焼成 600℃700℃800℃900℃従来品

86 64 57 43 1 7

(A)400 ℃ (B)600 ℃
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有限要素法による超音波シミュレーション技術の開発
超音波探傷とシミュレーションによる高精度探傷技術の開発（平成１９年度）

材料技術部 ○田中大之、中嶋快雄、高橋英徳

技術支援センター 相山英明、宮腰康樹

共同研究機関 日鋼検査サービス（株）

１ はじめに

原子力発電機器の一次系配管等において応力腐食

割れが検出され、社会的問題となっている。この応

力腐食割れはステンレスの溶接による熱影響部近傍

の母材に発生し、母材による超音波減衰の影響と応

力腐食割れの欠陥形状の影響を受け、その検出性と

き裂深さ測定のサイジングに課題があり、検出方法

やサイジング方法、超音波シミュレーション技術の

開発が行われている。本研究は汎用有限要素法ソフ

トウェアを用いて超音波伝搬のシミュレーション技

術を開発するとともに、仮想のきずを含む試験体を

モデル化し、超音波伝播の時間的変化の可視化を検

討する。

２ モデル化

モデル化に用いた要素は、2 次元ソリッド要素（8
節点）で、要素分割は３水準（粗分割（100× 50）、
細分割（200 × 100）、極細分割（400 × 200））で行
った。時間ステップ幅は最初の 1 × 10-6 秒間のみ 1
× 10-7 秒幅でそれ以外は段階的にステップ幅を変え

て最大 1 秒間程度まで計算した。荷重は 1000N の力
を等分布荷重で 1 × 10-6

秒間に三角波で与えた。使

用したソフトウェアは、米国 ADINA 社の ADINA8.3
である。

３ シミュレーション結果

有限要素法を用いた動解析の一種である過渡応答

解析では、解析精度を大きく左右する要因としてメ

ッシュサイズと時間ステップ幅等が挙げられる。対

象物を忠実に再現できるように分割数と、時間ステ

ップ幅を細かくしていけば解析精度を向上させるこ

とができる。一方では、解析に使用するマシンの性

能と解析コストの制約を受ける。そこで本研究では、

当場に設置されているマシンを用いて、適切なメッ

シュサイズと時間ステップ幅を検討した。図に解析

結果に及ぼすメッシュサイズの影響を示す。メッシ

ュサイズが細かくなるにつれて、超音波の伝搬状況

を精度良く再現できる。また極細分割モデルでは、

仮想きずの付近で、きずと超音波との相互作用を生

じている。

(a)メッシュが粗い場合

(b)メッシュが細かい場合

(c)メッシュが非常に細かい場合
図 解析結果に及ぼすメッシュサイズの影響

４ おわりに

汎用有限要素法ソフトウェア ADINA を用いて超
音波シミュレーションの検討を行い、基本的な超音

波の伝搬過程を動的に可視化できることを明らかに

した。ただし、使用する解析環境によって、解析精

度やモデル化に大きな制約を生じる課題がある。今

後、実際の超音波探傷に合わせた解析技術の検討を

進めていきたい。

（連絡先：tanaka@hokkaido-iri.go.jp ､ 011-747-2969）
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廃乾電池由来酸化物を活用した高性能低コスト脱Mg材の開発
水銀鉱業技術を活用した廃乾電 池由来高性能低コスト脱Mg材の開発(平成 19 ～ 20)

材料技術部 ○高橋英徳、執行達弘、野村隆文、赤澤敏之、中嶋快雄、田中大之

北海道大学、北見工業大学、野村興産㈱、㈱鈴木商会、日本軽金属㈱、ノーステック財団

1.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をアルミ

ニウム溶湯に添加、反応させることにより溶湯中の

不要な合金元素を除去することを検討している。

今回は、使用済み乾電池から精製した酸化物粉末

(電池滓)を用いたアルミニウム合金中のマグネシウ

ム低減(脱Mg)方法について報告する。

２．実験方法

図1に粉末添加法の概略を示す。これはIF(インジ

ェクションフラックス)と呼ばれる方法であり、溶湯

に粉末をキャリアガスと共に噴射する。キャリアガ

スにより溶湯は攪拌され、この間に粉末は溶湯中の

マグネシウム(Mg)と反応・吸着して溶湯表面に浮上

する。浮上した酸化物を取り除くこと(除滓)により、

結果的に溶湯中のマグネシウムが除去されるという、

きわめて簡単な方法である。

図１ 粉末添加法の概略

写真 1 に示すようにルツボを用いた簡易実験を行
った。Mg 含有量が多いアルミニウムスクラップ合
金を想定して、Mg 濃度が 4.5wt%の AC7A アルミニ
ウム合金を用いた。約 150g の AC7A を 800 ℃で溶
解し、これに所定量の電池滓粉末を加え、粉末投入

時および 30分ごとに撹拌し、最大で 2時間保持した
後に写真 1 に示すように金網を用いてアルミニウム
と粉末を分離した。得られたアルミニウムは蛍光 X

ランス

キャリアガス(Ar)

酸化物粒子

酸化物粉末の投入 Mgと粉末の反応・吸着 溶湯表面に浮上
した粉末の除去

アルミ溶湯

除滓ランス

キャリアガス(Ar)

酸化物粒子

酸化物粉末の投入 Mgと粉末の反応・吸着 溶湯表面に浮上
した粉末の除去

アルミ溶湯アルミ溶湯

除滓

線分析装置を用いて Mg 含有量を測定し、電池滓粉
末のMg除去性能を評価した。

写真１ ルツボ実験の概略

３．結果と考察

図 2 にルツボ実験で得られた粉末添加量と溶湯中
Mg 濃度の関係を示す。粉末添加量の増加と共に Mg
含有量は低下しており、これより電池滓はアルミニ

ウム合金中の Mg を低減する能力を有していること
が明確になった。5wt%の添加では 1.6wt%の Mgを低
減しており、現行市販品が 0.5wt%の添加で 0.05wt%
の Mg を低減することと比べると、電池滓は現行品
と同等もしくはそれ以上の脱 Mg 性能を有している
ことがわかる。電池滓の主成分である亜鉛およびマ

ンガン酸化物が Mg と置換反応を生じていると推定
される。

図2 粉末添加量と溶湯中Mg濃度

４．まとめ

廃乾電池より精製した酸化物(電池滓)粉末を用い

てアルミニウム溶湯中のマグネシウムを低減できる

ことを確認した。今後は反応効率の向上を図り、こ

のリサイクルプロセスの確立および実用化を検討す

る。

(連絡先：hidenori@hokkaido-iri.go.jp、 011-747-2973)
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