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北海道立工業試験場 
〒060-0819  北海道札幌市北区北19条西11丁目 
TEL 011-747-2321㈹ 
FAX 011-726-4057 
地下鉄：札幌市営地下鉄南北線「北18条駅」下車　徒歩約15分 
タクシー：JR「札幌駅」北口乗車　約10分 

北海道立工業試験場［野幌分場］ 
材料技術部セラミックス技術科 

〒069-0817  北海道江別市野幌代々木町76番地 
TEL 011-382-2704 
FAX 011-382-0189 
JR：函館本線「野幌駅」下車　徒歩約15分 
タクシー：JR「野幌駅」乗車　約5分 

野幌高校 
4番通 

江別西IC 

3番通 

2番通 

1番通 

至札幌 

至札幌IC 

JR函館本線 野幌駅 

野幌病院 

野幌郵便局 道銀 

野幌駅前 

消防本部前 

消防署 江別第二中学校 

北海道立工業試験場 
材料技術部セラミックス技術科 

野幌公民館 
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● 

次世代ポストゲノム研究棟 
創成科学共同研究機構 

リエゾン部 

創成科学研究機構棟 

北海道立工業試験場 

科学技術振興事業団 
研究成果活用プラザ北海道 

北海道環境科学研究センター 

北海道産学官協働センター 
コラボほっかいどう 

北海道立衛生研究所 

● 武蔵女子短大 ● 武蔵女子短大 

北海道立地質研究所北海道立地質研究所

　 地下鉄南北線
北18条駅から徒
歩でお越しの場
合地上の歩道を
ご利用ください
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■製品の高度化

1 生体情報を用いた感性の評価技術
Sensitivity Assessment using Biological Information

　製品やサービスを利用しているときの心理的、感性的な
変化を生体情報によって観測できれば、対象の客観的な評
価が可能と考えられます。今回、生活用品の使用時と食品
臭の吸引時の脳波や皮膚電気活動を収集、解析し、感性評
価手法としての有効性を検討しました。

P12

2 超微小部品への内面めっき技術の開発と高度表面解析
Development of the Inside Electroplating Techniques 

for Ultra Micro Components 

　半導体集積回路の電気的な検査に用いられる超微小部品
への内面めっき技術が必要とされています。この部品は円
筒形で片側が閉じた形状のため、めっきの成膜が極めて困
難でした。これを実現するための電解めっきプロセスを開
発しました。

P13

3 ホタテ船上選別支援装置の開発
Development of Assistant Machine for Scallop

Selecting on the Deck

　ホタテの船上選別作業を軽労化するため、作業負担を大
幅に軽減し、処理能力を高めることができ、軽量で移動性
が良い選別支援装置を開発しました。また、その試作機を
実際のホタテ漁において試用し、高い実用性を確認しました。

･P14

4 回転成形同時発泡技術による保冷容器の開発 
 Development of  Insulating Container

by Rotational Molding Simultaneous Foaming Technology  

　プラスチックの成形加工方法の一つである回転成形法に
おいて、二重殻の中空部内にポリエチレン発泡体を同時一
体的に成形するポリエチレン表皮／発泡体一体同時成形技
術を確立し、各種機能性に優れたプラスチック複合体によ
る大型保冷容器を開発しました。

･P15

■生産技術の高度化

5 湿式媒体粉砕機による超微細化技術の開発
Development of Ultrafine-grinding Technnology by using

a Wet Grinding Media Mill 

　湿式媒体粉砕機を用いて、ホタテ貝殻、サケ中骨、ホタ
テ外套膜等の未利用水産資源の超微細化技術の開発を行
い、各素材の粉砕特性および微細化処理品の機能性を検討
しました。

･･P16･

研究開発成果 ･ 技術支援成果事例集／２００９　要約
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内面めっきした超微小部品

開発したホタテ船上選別支援装置

開発した保冷容器とその断面構造

システム構成    椅子の傾斜

ホタテ貝殻の微細化処理例



６ フォトファブリケーションによる高出力モータの開発 
Development of High Power Motor with Photofabrication

　モータで用いられる巻き線をフォトファブリケーション

（めっき、エッチング等）によって形成する銅回路で代替

することにより、ユーザ仕様にオンデマンドで対応できる

省スペース型の高出力フラットモータを開発しました。

P17

７ 過熱水蒸気を用いた超塑性材料成形技術の開発
Development of Superplastic Forming Technology using

 Superheated Steam 

　超塑性アルミニウム合金は、複雑形状のブロー成形が可

能ですが、成形速度が遅い、技術情報不足等により普及し

ていません。これら課題の解決のため、過熱水蒸気を用い

たブロー成形装置を開発し、成形試験により最適条件の検

討、データの蓄積を行いました。

P18

8 ナノインデンテーション法による機械的特性評価
Evaluation of mechanical properties using

nanoindentation method

　通常の引張試験法では評価が困難な金属間化合物を対象

に新しい機械特性評価法としてナノインデンテーション法

を用いた機械的特性評価法を検討し、ヤング率や硬さを評

価できること、試料の微小領域や深さ方向でのヤング率や

硬さの評価ができることを明らかにしました。･･･････････

･P19

9 X線CTシステムによる内部欠陥の評価
Evaluation of Innards Defection for X-ray CT System

　高精度三次元X線CTスキャン装置を用いて、種々の製品

の内部欠陥を立体的に観察するために、７μｍのフィルム

を積層した試験対を拡大撮影した結果、十分な分解能でフ

ィルムの層間の分離観察が可能となりました。

P20

10 鋳造解析システムを利用した鋳物製造技術の高度化
Advancement of Manufacturing Technology for Castings

 using Numerical Analysis System  

　鋳物製造において、鋳造時の溶融金属の鋳型内での流れ

や冷却過程での凝固の様子を数値計算でシミュレーション

する鋳造解析システムを平成20年度に当場に導入し、これ

を利用した鋳造方案設計等の高度化を目標に研究会活動の

推進や、技術支援への取り組みを行っています。

P21

研究開発成果 ･ 技術支援成果事例集／２００９　要約
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銅巻き線回路

開発した成形装置

ナノインデンテーション法による測定例

 X線CT像
    （7μmフィルム積層断面）

ADSTEFANによる湯流れ･凝固解析事例



■情報通信・エレクトロニクス・メカトロニクス関連技術

11 農業機械の姿勢・振動制御技術の開発
Posture and Vibration Control of Agricultural Machinery

　農業機械は高速走行時に姿勢が乱れ、振動が激しくなり
ます。そこで、高速走行時においても農業機械の姿勢を一
定に保持するためのCAEを用いた機構開発技術、ならびに
振動を効率的に抑制するためのアクティブ制振制御技術を
開発しました。

P22

12 高性能橋梁点検システムの実用化 
Practical Development of the Bridge Inspection System

　梁桁下部の点検作業はコストが高く、十分な点検を実施出
来ない事が課題となっています。そこで、カメラを搭載した
多関節ロボットアームによって、桁下部の目視点検を低コス
トかつ迅速に行う事が出来る橋梁点検車両を開発しました。

P23･

13 投てき型作業システムの適用化検討
Study on the Outdoor Work Support System

using Casting-Mechanism 

･ ･「投げ釣り」や「投げ縄」に類するキャスティング機構
を用いた、投てき型作業システムの検討を行いました。機
構解析を活用することで効率的な投てき動作の生成を行
い、内界センサによる作業機飛行状態の計測と制御が可能
な試験機を製作しました。

P24

14 コマンド予測型次世代３次元ＣＡＤツールの開発
Development of Command Prediction Tools for 3D CAD

　３次元CADは多機能化に伴い、操作メニュー（コマン
ド）の数が膨大になってきているため、操作性が悪くなっ
ています。本研究では、人工知能的な学習機能によりユー
ザーの操作履歴を学習し、同ユーザーが操作しやすい、作
業環境を構築できる３次元CADモデリング支援ソフトを開
発しました。

P25

■新材料の開発と利用・道内資源の有効利用

15 亜臨界水技術による新規ホタテ香味調味料の開発
Development of Authentic Dried Scallop Adductor Flavored

 Seasoning using Subcritical Water Reaction

･ ･「ホタテ乾貝柱」の製造過程で副産される有用道産資源
｢ホタテ煮汁｣ を原料に、次世代プロセス技術である亜臨
界水マイクロリアクタを用いて、「乾貝柱」と同様の ｢乾
物香味」を持つこれまでにない新規ホタテ調味料の開発を
行いました。

P26

研究開発成果 ･ 技術支援成果事例集／２００９　要約
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試作したヒンジ付き４ｍアーム
及びアクティブ制振制御試験結果

「橋竜」２号機による点検

キャスティング機構試験機

コマンド予測表示例

亜臨界水マイクロリアクタの
パイロットプラント



■環境関連技術

16 XPSによるごみ溶融飛灰の総合的化学状態評価
Overall Chemical States Evaluation by XPS of 

Melting Furnace Fly Ash from MSW Melting Plants

　ごみを溶融スラグ化するときに発生する溶融飛灰は重金
属を含みますが、多成分で結晶性が悪いため一般的な分析
法では化学状態を知るのは困難でした。処理や重金属回収
を効率的に行うためにX線光電子分光分析（XPS）で化学
状態を総合的に評価しました。

P27

17 石膏粉を利用した複合汚染対応型不溶化剤の開発
Development of Elusion Inhibitor of Various Toxic Substance

with Plaster Board Powder

　石膏粉を用いた不溶化剤について、有害元素（カドミウ
ム、鉛、ひ素、水銀、ふっ素、セレン）に対する不溶化効
果および硫化水素が発生しない条件を確認し、環境にやさ
しい複合汚染対応型不溶化剤を開発しました。

P28･

18 防腐剤（CCA）処理木材の自動判別方法の開発
Development of Method for Automatic Distinction

of CCA Treated Wood from Building Debris

　LIBS法（レーザー誘起ブレークダウン分光分析法）を用
いたCCA（クロム・銅・ひ素化合物系防腐剤）処理木材中
に含まれる有害元素の高精度な判別方法について検討し、
木材中の100mg/kg程度までのクロム、銅、ひ素を測定で
きることを明らかにしました。

P29

■生活関連技術

19 農作業の軽労化に向けた人間工学の活用
Development of Assistive Technology to

Reduce Physical Burden of Agricultural Workers

　収穫作業時の前かがみ姿勢や重量物運搬等の負担の大き
な作業が少なからず残っている農作業の負担軽減を目的と
して、生体情報計測による現状分析を行い、作業上の注意
点等を抽出するとともに、負担の大きな作業の一部を補助
する作業支援用具を開発しました。

･P30

20 携帯可能な移乗補助ツールの開発
Development of Portable Transfer Assist Tool for Disabled

　被介護者をベッドから車いすへ移動する ｢移乗動作｣
は、介護の中でも重労働で腰痛が発生しやすいと言われて
います。そこで、腰の負担を軽減し、座ったままで移乗で
きる簡易移乗補助ツールを開発しました。

P31

研究開発成果 ･ 技術支援成果事例集／２００９　要約
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溶融飛灰中鉛のXPSスペクトル

石膏粉を利用した不溶化剤と
溶出抑制効果

LIBS装置（レーザー誘起ブレーク
ダウン分光分析装置）

キャベツ収穫作業

移乗補助ツール試作機



■創造的先進技術

21 動物骨用高速粉砕処理装置の開発と応用
Development and Application of Pulverizing

Apparatus with Highly Rotational Speed for Animal Bone

　動物骨の高度利用と医用産業への応用を目的として、安
全な動物骨から生理活性物質を分離回収する高速粉砕処理
装置を開発し、ブタやウシ骨由来粉砕顆粒の物理化学的特
性を調べ、酸処理顆粒のマウス埋入試験により骨誘導性等
を検討しました。

P32

22 ソフトウェアの形式検証に関する調査と教育
A Survey on the Formal Verification of Software

　高信頼性ソフトウェア開発では、要求仕様や設計を形式
的に記述し、数学的検証技法や検査ツールによって検証
を行う「形式手法」が注目されています。本研究では、現
場への技術導入を進めるため、主な形式手法に関する調査
と、教育コンテンツ開発を行いました。

P33

23 表面筋電による深層筋活動計測技術の研究開発
Development of Measurement Method of Deep Muscle

 Activity with Surface Electromyography

　人間工学分野や産業衛生分野では、作業時に発生する手
指の負荷を簡易に計測できる方法が求められています。そ
こで、前腕の表面筋電分布から前腕各筋の筋活動度を計算
し、手指の負荷を計測する手法を検討しました。

P34

研究支援成果 ･ 技術支援成果事例集／２００９　要約
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動物骨用高速粉砕処理装置

システム設計検証技術研究会

前腕模擬モデル



■製品の高度化

1 超薄型木製ブラインドの開発
Development of Ultrathin Wood Blind

　木材を0.2mm程度にスライスして得られる超極薄単板と

和紙を用いたサンドイッチ構造の積層板の成形性や機械的

物性について検討し、スラット（羽根）の厚みが従来の木

製ブラインドの半分以下の超薄型の木製ブラインドを開発

しました。

･P36

2 坑内無線端末のデザイン開発
Design Development of Wireless Communication 

Terminal for Coalmine

　アジア圏の炭鉱への導入を想定した炭坑用の無線通話シ

ステムの開発にあたり、坑内作業者用の携帯無線端末のデ

ザイン・試作開発を支援しました。

P37

3 強度・耐久性試験機による橋梁部材の評価
Estimation of Bridge Parts by Strength and Durability

 Testing Machine 

　橋梁の緩衝用構造部材として開発された伸縮装置の施工

基準への適合性を評価するため、強度や耐久性の評価を行

う試験方法を検討しました。また、試作装置に対して試験

を行い、その結果に基づいて今後の改良方針を明らかにし

ました。

P38･

4 紙製感染性廃棄物容器の開発
Development of Paper Receptacles for Infectious Wastes

　注射針等の感染性廃棄物は、廃棄時に適正に処理しない

と健康被害、生活環境汚染等の重大な事故を起こす危険性

があり、環境省が定めた規定に適合する容器を用いる必要

があります。紙製の感染性廃棄物容器の評価に関し技術支

援を行い、規定に適合した製品を開発しました。

P39

5 道産未利用木材を用いた木製器の開発
Development of Wooden Plate that Uses

Unused Wood of Hokkaido

　道内の白樺材を用いた木製器への利用について検討、指

導しました。白樺材は道内の各地に未利用の状態であるこ

とから、材料確保が容易であると考えました。指導は、白

樺の乾燥、接着手法、仕上げの塗装について行いました。

P40

技術支援成果 ･ 技術支援成果事例集／２００９　要約
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超薄型木製ブラインド

坑内無線端末試作機

鉛直載荷試験

感染性廃棄物容器

白樺材の木製品



6 農業用コンテナの軽量化
Weight-reducing of Agricultural Container

　農業用コンテナの低コスト化のため、軽量化の実現に向

けて、強度設計基準を明確にし、その達成度を評価する試

験方法を開発しました。また、既製品の強度試験を行い、

その結果に基づき軽量化設計を行いました。

P41

7 廃棄カーボン紙を利用した油吸着材商品の開発
Development of Oil Adsorping Material Product

　油吸着性能に優れた廃棄カーボン紙利用の環境配慮型商

品として油吸着材商品市場への参入を目指し、商品コンセ

プトやデザイン開発を中心に支援を行いました。

P42

8 車両消毒装置の軽量化
Weight-reducing of Vehicle-disinfecting Equipment

　防疫対策として開発が進められている車両用の通年型消

毒装置開発に際して、最重量でコストに占める割合も高い

台部の軽量化に取り組みました。試験方法を検討し強度試

験を行い、その結果に基づき軽量化の設計方針を決定する

ことができました。

P43

9 稚内珪藻頁岩を活用した日用品の商品化支援
Commercialization Support of Commodities Made of

 Wakkanai Diatom Shale

　優れた調湿・脱臭機能を持つ稚内産の珪藻頁岩を主原料と

した、魚焼きグリル用の敷石を開発している企業からの依頼

により、商品のネーミングやパッケージデザイン、販売戦略

および今後の商品開発戦略などの検討を支援しました。

P44

10 ホタテ香味調味料を利用した商品のデザイン開発
Design Development of Application for Dried Scallop Eyes

Flavored Seasoning to Merchandise

　当場が開発した「ホタテ香味調味料」の事業化の可能性

を探るために、業務用・一般流通向けの商品パッケージや

コミュニケーション媒体の試作開発を行いました。

P45

技術支援成果 ･ 技術支援成果事例集／２００９　要約
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強度評価試験（段積み荷重試験）

環境配慮型油吸着材「ボンキャッチ」

車両乗り上げ試験

グリル用敷石「魚焼き倶楽部」使用状況

ホタテ香味調味料を利用した商品試作



技術支援成果 ･ 技術支援成果事例集／２００９　要約

■生産技術の高度化

11 Ｘ線透過試験による欠陥検出システムの構築
Establishment of Flaw Detection System use X-ray 

Examination

　X線透過装置を用いて、被測定物の測定角度をX方向に
±90°Y方向に±45°変化できる、角度コントロール試料台
を作成し、その透過像から欠陥位置を特定するシステムを
開発しました。その結果、･0.5mmの精度で欠陥の位置検出
が可能となりました。

･P46

12 窯業における品質管理システムの開発
Development of Quality Management System

 in Ceramic Industry

　新ＪＩＳの認証を受けるにあたり、現在の品質管理体制
の見直し・構築を行い、新たな品質管理システムの開発を
指導して欲しいとの依頼があり、製造工程の改善・品質管
理体制の構築などの技術支援を行いました。

P47

13 電動式卓上石臼の試作開発
Development and Trial manufacture of

an Electromotive-type Desk Stone Mill

　従来の手回し式の卓上石臼を発展させて、電動式石臼の
試作に関する技術指導依頼に応えて試作品の製作に関わる
技術支援を行いました。特に、外観上の観点から電動機を
格納する部分の部品には鋳物を用いることとし、工業試験
場が有する粉末積層ＲＰ鋳型による迅速鋳造技術で対応し
ました。

P48

14 溶接用チップ再生技術の開発
Development of Welding Chip Reproduction Technology

　自動車部品等の生産ラインで用いられる自動溶接装置か
らは、毎日大量の溶接用チップが消耗品として排出されて
います。これらの使用済み溶接用チップを低コストで再生
する技術の開発を行いました。

P49

■情報通信・エレクトロニクス・メカトロニクス関連技術

15 車両のトランスミッションテスターの開発
Development of Testing Machine for 

Automobile Transmission Availability Judgement

　これまで廃材として処理されていた事故車両のトランス
ミッションの良否を判定し、リユース率を向上させるテス
ターを開発しました。試験条件の自動設定機能を設け、車
速やエンジン回転数等の計測データの解析機能を組み込
み、確実な良否判定を可能としました。

P50
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自動深さ計測例

新ＪＩＳによる製品

試作した電動式卓上石臼

再生用金型

開発したトランスミッションテスター



16 H8SX用TOPPERS/JSPカーネルの制御ボードへの適用
An Installation of the TOPPERS/JSP Kernel for 

 H8SX CPU on the Original Controller

　組込み機器開発では開発期間の短縮にミドルウェアの使
用が多くなっており、一般的にそれらはリアルタイムＯＳ
上で動作します。そのため、リアルタイムＯＳを導入する
際に必要な開発環境を構築し、開発した制御ボードへ適用
しました。

P51

■環境関連技術

17 廃蛍光管ガラスを用いた軽量タイルの開発
Development of Light-weight Tile from

Waste Fluorescent Lamp Glass

　使用済み蛍光管ガラスのリサイクル活用を目的として、
カレット（ガラス微粉砕物）に発泡剤を添加し、型に詰
め、焼成することで、軽量断熱性のあるタイルを開発しま
した。

P52

18 簡易臭気ガス発生方法による脱臭装置の性能評価
Simple Odor Emission Method for Evaluation

of Deodorization Performance

　脱臭装置の性能評価を行う時には任意濃度の臭気成分を
含む臭気ガスが必要ですが、標準ガスを入手できない臭気
成分についても簡易に臭気ガスを発生させる方法を考案し
ました。この方法を使ってキシレン、酢酸などの高い除去
効果が認められました。

P53

19 揚がり漁業用ロープ等のリサイクル技術の開発
Development of Waste Fishery Rope Recycling Technology

　漁村地域では、役目を終えた漁業用ロープ等が、適切に
処理されないまま浜に野積みされている光景をよく目にし
ます。こうした現状を改善するため、揚がり漁業用ロープ
等を原料とする再生プラスチック製品の製造技術開発を支
援しました。

P54

■エネルギー関連技術

20 太陽熱を利用した温室の長期土中蓄熱暖房システムの開発
Development of Seasonal Ground Thermal Storage

 System for Greenhouse using Solar Collectors

　太陽熱の通年利用を目的に、夏場の太陽熱を土中に蓄熱
して冬期の温室加温に利用する施設園芸用長期土中蓄熱暖
房システムの開発を支援しました。

P55

技術支援成果 ･ 技術支援成果事例集／２００９　要約

開発した制御ボード

内装壁面に試験施工した軽量タイル

臭気ガス発生部

揚がり漁業用ロープと再生したタコ箱

土中蓄熱槽
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技術支援成果 ･ 技術支援成果事例集／２００９　要約

21 下水汚泥の燃料化技術の開発
Development of  Technology to Make Fuel from

Sewage Sludge

　札幌市内で排出される下水汚泥は、脱水され焼却処分さ
れています。下水汚泥を熱分解により、炭化処理、ガス化
処理して炭と生成ガスを燃料として利用できないかとの相
談が（財）札幌市下水道資源公社よりあり、燃料化を検討し
ました。下水汚泥はバイオマス燃料とみなされ、炭酸ガス
の低減にも効果があります。

P56

22 廃食油のボイラー燃料への利用
Use of Waste Cooking Oil to Boiler Fuel

　レストラン、家庭などから出る廃食油を農業用温室の加
温ボイラの燃料として使用したいとの要望がありました。
また温室内に設置されている既存のボイラを大幅な改造を
しないで利用したいとの要望も併せてありましたので、灯
油、廃食油の混合燃料方式で検討しました。

P57

■生活関連技術

23 音声の自然な揺らぎを備えた電気式人工喉頭の製品化
Commercialization of the New Electro-larynx

having Natural Fluctuation of Voice

　当場は産学官連携により、国産初の電気式人工喉頭を
1998年に製品化しました。製品の普及に伴って寄せられ
た、より一層快適な会話機能を求める要望に応えるため、
自然な音声揺らぎを付加する機能等を備えた新しい電気式
人工喉頭を新たに開発し、製品化しました。

P58･

24 温泉排熱利用の透水コンクリート融雪システムの開発
Development of Water Permeable Concrete

Snow-melting System using Hot Spring Exhaust Heat

　現場打ち透水コンクリートを舗装材に用いる簡易型空気
式融雪システムの開発、および温泉排熱を熱源に利用する
温泉駐車場での実証試験を支援しました。

P59

25 洗濯用補助具の開発
Development of Assistant Container for Washing

Delicates by･Washing Machine

　手洗い・弱水流洗濯表示の衣類や傷めたくない衣類、型
くずれを防ぎたい衣類などの洗濯を、一般家庭用洗濯機で
可能とする補助具を開発・製品化するための、製品設計や
製品評価について技術支援しました。

P60
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下水汚泥の炭化装置

試作したシステム

電気式人工喉頭「ユアトーンⅡ･ゆらぎ」

白煙を用いた可視化実験

製品化された洗濯用補助具
（商品名　ポンジャブ／ POMJAB）



26 路面温水シャワー融雪システムの開発
Development of Road Snowmelting System

using Warm Water Shower

　従来のロードヒーティングに代わる歩道・駐車場向け融
雪システムとして、大量の雪を短時間で融かすことのでき
る温水シャワー方式による路面融雪システムの開発を支援
しました。

P61

技術支援成果 ･ 技術支援成果事例集／２００９　要約

融雪実験
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■研究の背景

　人が製品やサービスを利用しているとき心理的、感性的な変化が生じます。これらの内的状態

を脳活動や皮膚電気反射、心拍変動等の生体情報によって観測できれば、数値データに基づく対

象の客観的な評価や心理的な価値の提示が可能と考えられます。そこで本研究では生活用品と食

品を用いた取り組みとして、一般にロッキングチェアと呼ばれる揺動型の椅子に着座時、および

チーズの匂いを吸引中の生体情報を収集、解析し、感性評価技術としての有効性を検討しました。

■研究の要点

１．評価対象の特徴に応じた生体情報の選定と実験方法の考案

２．ロッキングチェアに着座し、動的揺動および静的に角度を増大させた場合の脳波および手指

の皮膚電気活動からの内的状態評価

３．チーズの匂いに対する嗜好性と左右前頭部からの脳波変動（ゆらぎスペクトル）に基づく検討

     
 

■研究の成果 

１．静的な状態のみならず動的な状態においても環境の工夫によって、安定して生体情報を計測

できることが分かりました。

２．ロッキングチェアを用いた実験では揺動角度が大きいほどα波（８〜 13Hzの脳波）パワーが

減少しリラックス感が抑えられ、また静的に椅子の角度を増大させた場合、一定の角度以上に

おいて皮膚電気活動が上昇し、被験者の不安感を検出できることが分かりました。

３．チーズの匂いに対する嗜好を、左右前頭部２箇所からの脳波のゆらぎスペクトルから感性的

な特徴量として抽出できることを確認しました。

研究開発成果１／製品の高度化

生体情報を用いた感性の評価技術
Sensitivity Assessment using Biological Information

製 品 技 術 部　桑野　晃希・前田　大輔・吉成　　哲

技術支援センター　中島　康博
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■研究の背景

　半導体集積回路の微細化に伴い、この電気的な検査に用いられる超微小部品への内面めっき技

術が必要とされています。この部品は円筒形で片側が閉じた形状のため、一般的めっきプロセス

では均一な成膜が極めて困難でした。これを実現するためのめっきプロセスの開発に取り組みま

した。開発の過程では、前処理の効果や成膜されためっき膜厚を評価するため、高度な表面解析

を行いました。

■研究の要点

１．円筒形部品内面のプラズマ表面処理による清浄化方法

２．内面への金（Au）/ニッケル（Ni）めっき膜の成膜方法

３．各段階での清浄性や膜厚の評価

■研究の成果 

１．プラズマ表面処理により微小部品の内面の脱脂清浄化が可能となりました。

２．めっき液の充填方法や電解条件の工夫により、円筒形で片側が閉じた内径100μm部品内面に

Au/Niの成膜が可能なめっきプロセスを開発しました。

３．基材の清浄化をXPS（X線光電子分光法）で、微小部のめっき膜厚を顕微XRF（蛍光X線分

析法）で評価できるようになりました。

４．大手装置メーカーでこの部品を利用した検査装置が製品化予定です。

㈱生野製作所、㈱日本アレフ

研究開発成果２／製品の高度化

超微小部品への内面めっき技術の開発と高度表面解析
Development of the Inside Electroplating Techniques for Ultra Micro Components

技術支援センター　斎藤　隆之

材 料 技 術 部　片山　直樹・飯野　　潔
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■研究の背景

  オホーツク海沿岸で行われているホタテの底引き網漁では、捕獲され船上に積み上げられたホ

タテの山から空貝、石、ヒトデなどを除去し、商品になる貝を船倉に納める選別作業が行われて

おり、その作業は20年前より変わらず４〜５名の人手により行われている過酷な作業です。近年

作業員の高齢化が進み作業員の確保も難しくなってきており、作業負担の軽減化が急務となって

きています。そこで、昨年まで実施した装置開発の成果を踏まえ、実用装置の開発を行い、処理

能力および取扱性などの実用性を検証しました。

■研究の要点

１．装置の軽量化設計

２．取扱性、操作性の改善方法

３．装置の評価（移動性、処理能力、取扱性）

■研究の成果

１．試作装置の実証試験結果を踏まえて、実用装置の設計を行いました。

２．強度解析により、軽量化設計を行って、移動性の改善を図りました。

３．実用装置を実作業現場に持ち込み、残された課題を抽出しました。

４．改良した実用装置の実作業試験を行い、選別作業の能率向上並びに作業負担の軽減が図られ

ました。

㈱プラウシップ　札幌市白石区北郷４条４丁目20−17　Tel. 011−875−5191

研究開発成果３／製品の高度化

ホタテ船上選別支援装置の開発
Development of Assistant Machine for Scallop Selecting on the Deck

情報システム部　多田　達実・浦池　隆文
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■支援の背景

　プラスチックの成形加工方法の一つである回転成形法は、二重殻の大型容器を容易に成形でき

る特徴があります。さらに、中空部内に発泡体を形成することにより断熱性、軽量化、緩衝機能

等に優れたプラスチック製品を作ることが可能です。一般的には、別工程でウレタンを注入発泡

させていますが、回転成形時にポリエチレン発泡体を同時一体的に成形することにより、生産性

や機能性が大幅に向上することが期待されます。しかし、この技術はアイデアとしては興味深い

ものの、実際の成形技術としては、まだ多くの改良点や開発課題が残されており、未だ実用化さ

れていません。今回、回転成形法によるポリエチレン表皮／ポリエチレン発泡体一体成形技術の

確立を目的に共同で研究開発を行いました。

■支援の要点 

１．回転成形同時発泡成形法に適した成形材料の選定

２．発泡性粒状ペレットの配合および製造条件の検討

３．回転成形同時発泡成形の成形条件の検討

４．成形品の性能評価

 

■支援の成果

１．発泡性粒状ペレットの製造条件を確立しました。

２．回転成形同時発泡技術について、各成形要因の最適化を図ました。

３．断熱性、軽量性、緩衝機能やリサイクル性等に優れたプラスチック複合体による高機能性保

冷容器を開発しました。

北海ダイプラ㈱　恵庭市北柏木町３丁目112番地　Tel. 0123−32−3141

研究開発成果４／製品の高度化

回転成形同時発泡技術による保冷容器の開発
Development of Insulating Container by Rotational Molding Simultaneous Foaming Technology

材料技術部　大市　貴志・可児　　浩

製品技術部　日高　青志
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■研究の背景

　近年、医薬・食品分野において、従来の素材をナノオーダーまで微細化する事により消化吸収

率促進や物性改善といった機能性の発現効果が明らかとなり、その応用研究が期待されています。

　本研究では、微粉砕域において粉砕速度が大きく、超微粉砕が可能な湿式媒体粉砕機を用い

て、ホタテ貝殻、サケ中骨（有機物含有および除去の２種）、ホタテ外套膜等の未利用水産資源

を対象とした処理技術について検討しました。

■研究の要点

１．湿式媒体粉砕機による機械的操作因子の検討

　（1）媒体メディア径　（2）攪拌回転数　（3）処理時間　（4）供給速度

２．各素材の粉砕速度の比較検討

３．微細化処理品の粒子径評価技術の検討

４．微細化処理品の機能性の検討

■研究の成果

１．各素材の粉砕の進行状況は、容器内循環回数と平均粒子径の関係より比較評価が可能となり

ました。

２．無機物を主成分とする素材は、メディア径の減少、攪拌回転数・循環回数の増加に伴い、粉

砕が進行する事が明らかとなりました。

３．無機物を主成分とするホタテ貝殻、サケ中骨（有機物除去）は、循環回数の増加に伴い粉砕

は進行し、約50回の循環にて200nm前後の微細化が可能となりました。

４．有機物を含有するサケ中骨、ホタテ外套膜は、1μm程度が粉砕の限界と考えられました。

５．微細化されたサケ中骨は、動物試験にてカルシウムの消化吸収性向上が示唆されました。

道立網走水産試験場、東京海洋大学

研究開発成果５／生産技術の高度化

湿式媒体粉砕機による超微細化技術の開発
Development of Ultrafine-grinding Technnology by using a Wet Grinding Media Mill

環境エネルギー部　内山　智幸・松嶋景一郎・鎌田　樹志・平野　繁樹
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■研究の背景

　一般的なモータは鉄心（コア）に銅コイルを巻き付けたシリンダ構造であり、重量あたりの出

力が小さく、また、製造する上で専用の装置を必要とすることから、ユーザが求める仕様にフレ

キシブルに対応できない等の課題を有しています。

　本研究は、絶縁基板上に銅回路を形成するフォトファブリケーション（めっき、エッチング

等）技術を確立することにより、ユーザ仕様にオンデマンドで対応できる省スペース型の高出力

フラットモータの開発を目指しました。

■研究の要点

１．高効率な電気回路、磁気回路の設計

２．電気回路の形成技術の確立（めっき、エッチング等）

３．電気回路用ディスク基板の積層・接着技術の確立

４．モータの特性評価技術の確立

■研究の成果

１．フォトファブリケーションによる銅巻き線回路の形成技術を確立しました。

２．モータの構造（銅巻き線回路、磁気回路）と特性（回転数、トルク）の関係を把握しました。

３．出力300Ｗのブラシ付きモータおよびブラシレスモータを試作しました。

４．本フラットモータを搭載した製品開発が進められています。

㈱コスモメカニクス　　　　　　旭川市豊岡５条４丁目２−11　Tel. 0166−34−8891

㈱中央ネームプレート製作所　石狩市新港西３丁目749番地　　Tel. 0133−73−1301

北海道大学

研究開発成果６／生産技術の高度化

フォトファブリケーションによる高出力モータの開発
Development of High Power Motor with Photofabrication

材 料 技 術 部　片山　直樹・飯野　　潔・赤沼　正信

技術支援センター　中西　洋介・斎藤　隆之
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■研究の背景

　超塑性アルミニウム合金は、500℃前後で数百％伸ばすことが出来、この性質を利用してブロー

成形による複雑形状の成形が可能です。これまでは航空・宇宙分野を中心に利用されて来ました

が、近年は軽量化とデザインの両立を目的として自動車ボディーに応用されており、今後より身

近な製品への応用が期待されます。しかし、プレス成形に比べて成形速度が遅い事や、技術情報

（成形条件、金型に関するノウハウ等）の不足が普及を妨げています。そこで、本研究ではこれら

課題の解決を目的として、過熱水蒸気を用いたブロー成形装置の開発、及び超塑性アルミニウム

合金の成形条件の検討を行いました。

■研究の要点

１．過熱水蒸気を用いたブロー成形装置の開発

２．超塑性アルミニウム合金用ブロー成形型の開発

３．最適成形条件の検討及びデータの蓄積

■研究の成果

１．過熱水蒸気を用いたブロー成形装置を開発しました。成形温度600℃以下、成形圧力１MPa

以下の成形に対応可能です。

２．超塑性アルミニウム合金用ブロー成形型を開発しました。キャビティ寸法はφ140㎜×40㎜

です。

３．超塑性アルミニウム合金の成形試験を行い、各成形条件（成形温度、成形圧力）の成形所要

時間について検討しました。その結果、板厚１㎜、成形温度550℃、成形圧力0.8MPaでは、予

熱時間５分、加圧時間２分でほぼ完全な成形品が得られました。

※本研究で使用した二次元画像測定機は、競輪補助事業により整備されました。

研究開発成果７／生産技術の高度化

過熱水蒸気を用いた超塑性材料成形技術の開発
Development of Superplastic Forming Technology using Superheated Steam

製 品 技 術 部　三戸　正道・安田　星季

技術支援センター　小林　政義
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■研究の背景

　電子部品のはんだ接合部分や耐熱材料の遮熱多層コーティング等の界面において生成・成長す

る各種金属間化合物の挙動は、接合界面の長期信頼性に大きな影響を与えており、信頼性設計を

する際に、金属間化合物の性状を制御することが重要となります。特に、電子部品の高密度実装

技術の進展に伴い、はんだ接合部分の体積に占める金属間化合物層の割合が高まっており、その

機械的特性評価が急務となっています。しかし、各種金属間化合物の機械的特性は、通常の引張

試験法等では評価が困難であることから、本研究は新しい機械特性評価法として、ダイヤモンド

圧子を試料表面に押し込みながら、その侵入量をナノオーダで連続測定し微小領域の硬さや弾性

率などを求めるナノインデンテーション法を用いた錫系金属間化合物の機械的特性評価法を検討

しました。

■研究の要点

１．ナノインデンテーション法に関する技術調査

２．スズ系金属間化合物の試作

３．ナノインデンテーション法による金属間化合物のヤング率や硬さの評価

■研究の成果 

１．ナノインデンテーション法を用いて、スズ系金属間化合物のヤング率や硬さを調べ、ヤング

率や硬さの機械的特性を評価できることを明らかにしました。

２．試料の微小領域や深さ方向でのヤング率や硬さの評価ができることを明らかにしました。

３．今後、半導体薄膜の絶縁膜や脆性材料の機械的特性評価法として検討を進めていく予定です。

研究開発成果８／生産技術の高度化

ナノインデンテーション法による機械的特性評価
Evaluation of mechanical properties using nanoindentation method

材料技術部　田中　大之
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■研究の背景

　自動車用アルミ系鋳造部品や電子部品実装では厳しい生産管理が行なわれており、信頼性設計

を行う上で製品中に発生するボイドやクラックの形態に関する発生位置、分布、サイジングにつ

いてこれまで以上に高精度な非破壊検査の定量的データが求められています。これらの欠陥を立

体的に評価するため、高精度三次元X線CTスキャン装置を用いて欠陥分解能について検討を行い

ました。

■研究の要点

１．対比試験片の作製

２．X線CT装置の撮影条件及びSN比の検討

３．拡大撮影及び断層方法の検討

４．欠陥分解能の評価

■研究の成果

１．分解能測定用対比試験体の拡大撮影により、７μmの分解能の撮像が得られました。

２．今後、アルミダイカスト製品や電子部品等実製品に適用し、欠陥の立体的抽出・評価を行う

予定です。

研究開発成果９／生産技術の高度化

Ｘ線ＣＴシステムによる内部欠陥の評価
Evaluation of Innards Defection for X-ray CT System 

材料技術部　相山　英明
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■支援の背景

　国内の鋳物メーカーで利用が普及しつつある鋳造解析システムの利用促進を図るため、工業試

験場に鋳物解析システム「ADSTEFAN Ver.10」を導入したことに伴い、その解析事例を積み

重ねるとともに、道内鋳物メーカーに鋳造解析システムの利用で鋳造技術の高度化につながるよ

う、研究会等を開催するなどの取り組みを進めています。その中でいくつかの企業の依頼に応じ

て実際の鋳物製品を対象とした解析を行い、鋳造方案設計などの技術支援に適用しました。

■支援の要点

１．鋳造解析システムADSTEFANによる解析事例の検証

２．研究会等による鋳造解析システムの利用普及の推進

３．個別企業の製品への事例解析および解析結果からの生産技術改善策の検討

■支援の成果

１．工業試験場に導入したADSTEFANを教材にして、鋳造CAEシステムの機能と、その利用に

当って注意すべき点などに関する認識を深めました。

２．鋳造欠陥対策に利用するための各種境界条件の設定方法や、解析結果の見方などについて理

を深めました。

３．いくつかの鋳物メーカーに対して欠陥対策を進めている実製品に対して鋳造解析を行い、解

析結果を参考にして方案改善等の検討を進めました。

㈱田中工業　小樽市奥沢３丁目30−９　Tel. 0134−25−7300

森川鉄工㈱　雨竜郡妹背牛町367　　  　　Tel. 0164−32−2050

研究開発成果�� ／生産技術の高度化

鋳造解析システムを利用した鋳物製造技術の高度化
Advancement of Manufacturing Technology for Castings using Numerical Analysis System

製品技術部　戸羽　篤也
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■研究の背景

　近年のEPA/FTA交渉の動向を受け、国は国産農産物の低コスト化を促進するため、生産性の

高い大規模農場経営への移行を促しています。このことから本道においても十勝地域を中心に農

場の大規模経営化が進み、さらなる農作業の効率化が求められています。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しますが、その反面、姿勢が乱れ、振動が激しくなります。特

に農薬散布機においては、散布用作業アームが長いため、高速走行時に車輪が僅かな地面の凹凸

に乗り上げると、アームが大きく振動する、また、アーム先端が地面に接触し破損するなどの不

具合がを生じます。そこで当場では、高速走行時においても散布用作業アームの姿勢を一定に保

持するための機構開発、ならびに振動を効率的に抑制するための制御技術の開発に取り組んでい

ます。

■研究の要点

１．アクティブ制御に使用する作業アームの振動モデルの構築

２．実験モーダル解析による作業アームの固有振動数、振動モード形状の同定

３．最適レギュレータによる状態フィードバック制御

４．CAEシミュレーションによる姿勢制御機構および車両走行時の動的挙動解析

５．CAEシミュレーションに基づいた制御用アクチュエータ出力値の導出

■研究の成果

１．農薬散布機を模擬した長さ４ｍのヒンジ付き作業アームを試作し、アクティブ制御による振

動抑制試験を行った結果、極めて良好な結果を得ました。

２．CAEシミュレーションを活用して走行時における作業機姿勢制御機構の動的挙動を検討し、

試作機の設計に反映することができました。

３．今後はCAEシミュレーションにより得られた知見を基に試作機を製作し、車両走行時におけ

る作業機の姿勢制御試験および作業アームのアクティブ制御試験を行う予定です。

研究開発成果�� ／情報通信・エレクトロニクス・メカトロニクス関連技術

農業機械の姿勢・振動制御技術の開発
Posture and Vibration Control of Agricultural Machinery

技術支援センター　中西　洋介

情 報 シ ス テ ム 部　浦池　隆文・鈴木　慎一
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■研究の背景

　高度成長期に建設された橋梁の多くが今後老朽化時期を迎える見込みであり、予防保全による

橋梁の長寿命化が求められています。そのためには損傷箇所を早期に発見するための定期点検が

重要ですが、橋梁桁下部の点検作業はコストが高く十分な点検が実施出来ない事が課題となって

います。

　建設コンサルタントの㈱帝国設計事務所を中心とするグループでは、カメラを搭載した多関節

ロボットアームによって遠隔操作で桁下部点検を行う橋梁点検車両「橋竜」の開発に取り組み、

平成19 〜 20年度には実用機となる「橋竜」２号機を開発しました。当場では、車載コンピュータ

システムやセンサ・通信系などに関する技術開発を、共同研究として実施しました。

■研究の要点

１．試作１号機の実地運用試験の評価に基づく、実用機向けの要求仕様策定

２．当場開発の点検作業支援ソフトウェア（プロトタイプ）の企業への技術移転

３．点検用画像センサとデータ伝送系の改善と低コスト化

■研究の成果

１．性能とコストのバランスを考慮した実用型の橋梁点検システムである「橋竜」２号機を開発

しました。

２．コンピュータ化された点検作業支援システムの搭載により、現場での点検作業から事務所での

データ整理・診断調書作成までの業務全体に関して、効率化を実現しました。

３．開発企業グループでは、平成20年度から本システムによる橋梁点検業務の受託を開始してい

ます。

㈱帝国設計事務所　札幌市東区北25条東12丁目１番12号　Tel. 011−753−4768

研究開発成果�� ／情報通信・エレクトロニクス・メカトロニクス関連技術

高性能橋梁点検システムの実用化
Practical Development of the Bridge Inspection System

情報システム部　堀　　武司・波　　通隆・中西　洋介
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■研究の背景

  産業用ロボットやクレーン、パワーショベル等の作業システムは、本体の構造や移動経路の状

態により、作業可能な範囲に制限があります。既存のシステムにおいて作業範囲の拡大を図るに

は、リンク長の延伸や関節数を増加すること等が考えられますが、高出力なアクチュエータが必

要となり、また複雑な機構になることから保守性の問題が発生します。そこで、「投げ釣り」や

「投げ縄」に類するキャスティング機構を用いた、投てき型作業システムに関する研究を行いま

した。本機構は、作業機を投てきするための剛体リンクと、飛行を制御するための紐状リンクに

より構成され、可動部の少ないシンプルな機構を特徴としています。効率的な投てき動作や、飛

行状態の制御手法について検討しました。

■研究の要点

１．機構解析による投てき動作のシミュレーション

２．飛行状態計測手法の検討

３．シミュレーション結果を基にした試験機の設計・製作と投てき試験

■研究の成果

１．振子運動を用いることで効率的な投てき動作が可能であることを確認しました。

２．ワイヤ角度検出用ポテンショメータと、主回転軸およびワイヤリール駆動用サーボモータ内

蔵のエンコーダにより、飛行状態の計測と制御が可能であることを確認しました。

３．試作機による投てき試験を行い、目標到達距離５〜 10mにおいて、良好な投てき精度が得ら

れました。

（独）産業技術総合研究所

研究開発成果�� ／情報通信・エレクトロニクス・メカトロニクス関連技術

投てき型作業システムの適用化検討
Study on the Outdoor Work Support System using Casting-Mechanism

情報システム部　浦池　隆文
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■研究の背景

　３次元CADは多機能化に伴い、操作メニュー（コマンド）の数が膨大になってきているため、

操作性が悪くなっています。

　そこで本研究では、人工知能的な学習機能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３次元CADモデリ

ング支援ソフトを開発しました。

■研究の要点

１．CAD操作情報の取得方法の開発

２．コマンド予測アルゴリズムの開発

３．コマンド例示方法の開発

４．ソフトの仕様設計

５．試作版ソフトの開発、改良

６．試作版ソフトのテスト、評価

■研究の成果

１．市販の３次元CAD（SolidWorks）にコマンド予測機能を追加できる、試作版アドインソフト

を開発しました。

２．本ソフトにより、モデリング作業中のマウスの移動量が減少し、作業を高速化できることが

分かりました。

３．今後は、さらに改良を進め、正式版のリリースを目指す予定です。

研究開発成果�� ／情報通信・エレクトロニクス・メカトロニクス関連技術

コマンド予測型次世代３次元ＣＡＤツールの開発
Development of Command Prediction Tools for 3D CAD

技術支援センター　安田　星季
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■研究の背景

　高付加価値加工品である「ホタテ乾貝柱」は、一ヶ月以上の加工期間を経て、貝柱に「乾物香

味」を付与することにより製造されます。この「乾物香味」が高級感・嗜好性を高め、高級中華

料理用の食材などに利用されます。一方、「乾貝柱」の製造過程でエキス成分の豊富な「ホタテ

煮汁」が副産されますが、現状、北海道内で加工されることなく、安価で本州企業に供給されて

いるに過ぎません。

　本研究では、有用な道産資源である「ホタテ煮汁」を原料に、次世代プロセス技術である亜臨

界水マイクロリアクタを用いて、これまでにない「乾貝柱」と同様の「乾物香味」を持つ新規ホ

タテ調味料の開発を行いました。

■研究の要点

１．「乾物香味」を生成させるメイラード反応の検討

２．亜臨界水マイクロリアクタの設計・製作

３．亜臨界水マイクロリアクタ前の処理工程の検討

４．新規ホタテ香味調味料のパイロットプラントの製作

■研究の成果 

１．１秒以下という非常に短時間でメイラード反応を促進させるシステムを開発しました。

２．「ホタテ煮汁」に含まれるグリコーゲンなどの高分子を低分子化する反応を誘発させることがで

きました。これにより、調味料をスープなどに使用する際、食材を濁らせることがありません。

３．亜臨界水マイクロリアクタのパイロットプラントを設計・製作しました。原料「ホタテ煮

汁」を最大10L/hで処理できます。

４．前処理工程を含めた新規ホタテ香味調味料のトータル製造プロセスを確立することができました。

５．本研究成果を特許として出願しました。（特願2008-072339）

丸共水産㈱　　稚内市中央４丁目18番18号　　　　　Tel. 0162−23−4050

㈱しんや　　　北見市常呂町字常呂45番地６　　　　Tel. 0152−54−2181

北興化工機㈱　札幌市西区発寒12条12丁目１番20号　Tel. 011−661−5274

北海道立網走水産試験場

研究開発成果�� ／新材料の開発と利用・道内資源の有効利用

亜臨界水技術による新規ホタテ香味調味料の開発
Development of Authentic Dried Scallop Adductor Flavored Seasoning using Subcritical Water Reaction

環境エネルギー部　松嶋景一郎・鎌田　樹志・蓑嶋　裕典
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■研究の背景

　道内には現在10カ所のごみ溶融固化施設があり、ごみを溶融スラグ化するときに発生する溶融

飛灰は亜鉛（Zn）、鉛（Pb）などを含むために処理が困難です。適正処理や重金属の資源回収を

効率的に行うためには溶融飛灰に含まれる成分を化学的に評価することが大切ですが、溶融飛灰

は多成分でかつ結晶性が悪いため、一般的な分析方法では含まれる化合物を正確に知るのは困

難でした。そこで、蛍光Ｘ線分析（XRF）、X線回折（XRD）などの基礎的分析に加え、X線光

電子分光分析法（XPS）により化学状態評価を行いました。本研究では重金属のみならず、酸素

（O）、塩素（Cl）、炭素（C）、硫黄（S)など、重金属と結合する可能性のある元素についても測定

し、総合的な評価を行いました。

■研究の要点

１．道内各熔融固化施設から採取した溶融飛灰のXRF、XRDによる基礎的分析

２．溶融飛灰と、溶融飛灰中に存在が予想される化合物の標準物質のXPS測定

３．溶融飛灰と標準物質のスペクトル比較による溶融飛灰中の元素の化学状態評価

■研究の成果

１．基礎的分析により道内で発生する溶融飛灰の性状を把握しました。 

２．代表的な溶融飛灰についてXPS測定を行い、今回作成した化合物データベースと比較するこ

とで金属、酸化物、塩化物、硫酸塩などの化学状態を評価することができました。

３．XRDでは化合物が特定できなかった鉛についても、XPSによって、結合する可能性のある他

の元素を含む総合的な評価によりPbCl2、PbCO3だと推定できました。

４．これらの結果は、国際学会を含む４回の発表を行い、成果の普及に努めました。

道内各熔融固化施設、北海道大学

研究開発成果�� ／環境関連技術

ＸＰＳによるごみ溶融飛灰の総合的化学状態評価
Overall Chemical States Evaluation by XPS of Melting Furnace Fly Ash from MSW Melting Plants

技術支援センター　稲野　浩行
材 料 技 術 部　板橋　孝至・堀川　弘善・赤澤　敏之
環境エネルギー部　富田　恵一
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■研究の背景

　重金属汚染土壌の不溶化処理として、設備費用が少ない薬剤処理方法が広く利用されています

が、薬剤として使用するキレート剤は高価であるため、環境負荷の少ない安価な不溶化処理薬剤

の開発が急がれています。

　株式会社イーエス総合研究所では石膏粉を利用した不溶化剤を研究開発し、ひ素に対する不溶

化の効果を確認しています。本研究では石膏粉を用いた不溶化剤について、有害元素（カドミウ

ム、鉛、六価クロム、ひ素、水銀、ふっ素、セレン、ほう素）に対する不溶化効果、さらに石膏

粉を用いた場合に発生が危惧される硫化水素の発生条件について検討し、環境にやさしい複合汚

染対応型不溶化剤の開発を行いました。

■研究の要点

１．石膏粉を利用した不溶化剤の硫化水素発生についての検討

２．安全な複合汚染対応型不溶化剤の開発

３．有害元素の不溶化効果の調査

■研究の成果 

１．石膏粉を利用した不溶化剤を土壌に10％（重量比）混合した状態で試験を行ったところ、含

水比30％以下、好気・嫌気のすべての系で、硫化水素は検出されず、安全性を確認しました。

２．石膏粉に添加剤を加えることにより、有害成分の溶出量が抑制され、安全な複合汚染対応型

不溶化剤が合成できました。

３．合成した複合汚染対応型不溶化剤は、ひ素の他、鉛、カドミウム、セレン、ふっ素および水

銀に不溶化の効果があることが分かりました。

㈱イーエス総合研究所　札幌市東区中沼西５条１丁目８−１　Tel. 011−791−1651

研究開発成果�� ／環境関連技術

石膏粉を利用した複合汚染対応型不溶化剤の開発
Development of Elusion Inhibitor of Various Toxic Substance with Plaster Board Powder

技術支援センター　高橋　　徹

環境エネルギー部　富田　恵一・若杉　郷臣・三津橋浩行・佐々木雄真
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■研究の背景

　CCA（クロム・銅・ひ素化合物系防腐剤）処理木材は1965年頃から住宅の土台として広く用い

られてきましたが、有害元素の排水処理関係の法令が変わり、1997年以降の使用量は激減しまし

た。しかし、今後木造住宅の解体が進み、2010年から北海道だけでも１万m3/年のCCA処理木材

が発生すると予想されています。

　一方、建築物の解体現場や中間処理におけるCCA処理木材の判別法は、目視、品質表示の確認

のみであり、誤判別により再資源化原料に有害金属が混入したり、有害金属による環境汚染が発

生する懸念があります。本研究では、リアルタイム計測、種々の形態試料（固体・液体・気体）

の高感度元素分析が可能であり、現場分析に適しているLIBS法（レーザー誘起ブレークダウン分

光分析法）を用いたCCA処理木材の高精度な判別方法の検討を行いました。

■研究の要点

１．LIBS法を用いた木材中のクロム、銅、ひ素分析における測定条件等の検討

２．LIBS法を用いた木材中のクロム、銅、ひ素分析における正確性および検出感度等の検討

３．蛍光X線分析法との比較検討

■研究の成果 

１．LIBS法を用いて、200nm付近の波長（クロム205nmまたは207nnm、銅204nm、ひ素194nm

の発光線）を測定することにより３元素同時に分析可能であることを見出しました。

２．CCA防腐剤の含有量を変化させた木材試料を計測した結果、各元素の発光強度と含有量との

関係は直線性を示し、蛍光X線分析法と同等の高い相関係数が得られました。

３．LIBS法を用いて木材試料中の100mg/kg程度までのクロム、銅、ひ素を検出できました。

北海道大学、北海道立林産試験場、北海道環境科学研究センター

研究開発成果�� ／環境関連技術

防腐剤（ＣＣＡ）処理木材の自動判別方法の開発
Development of Method for Automatic Distinction of CCA Treated Wood from Building Debris

技術支援センター　高橋　　徹

環境エネルギー部　富田　恵一・若杉　郷臣
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■研究の背景
　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ます。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

れています。

　そこで本研究では、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分析し、作業上の

注意点等を抽出するとともに、負担の大きな作業の一部を補助する作業支援用具を開発しました。

■研究の要点
１．運搬や収穫など農作業時の生体情報計測による農作業労働特性の把握

２．農作業労働特性に基づいた改善点の抽出

３．筋力や立位バランスに関する補助機能の検討と試作

４．上記検討作業支援用具の開発

■研究の成果
１．キャベツ生産の主な担い手である農業女性の作業時生体情報計測を行い、不安定な畑におけ

る重量物運搬歩行やバランス、収穫時の手、肩、腰の負担等の労働特性を把握しました。

２．空知農業改良普及センターの協力を得て、腰部をはじめ疲労度の高い部位を特定するととも

に、作業上の注意点等を抽出しました。

３．パイプフレームとゴムによる機能確認用作業軽減スーツを製作し、アシスト時の脊柱起立筋

筋電位の減少を確認しました。

４．作業軽減スーツ着用時の生体情報計測及びアンケート調査から、最適なアシスト量と着用負

担感の少なさを両立するための改良を行いました。

空知農業改良普及センター、東京大学、㈱ワールドワーク

※本研究で使用した３次元運動撮影解析システムは、競輪補助事業により整備されました。

研究開発成果�� ／生活関連技術

農作業の軽労化に向けた人間工学の活用
Development of Assistive Technology to Reduce Physical Burden of Agricultural Workers

製 品 技 術 部　吉成　　哲、前田　大輔、桑野　晃希

技術支援センター　中島　康博
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■研究の背景

　介護労働は肉体的負担が非常に大きく、介護現場ではほとんどの職員が腰痛を訴えています。特

に、ベッドから車いすへの移動といった「移乗動作」は介護の中でも特に重労働で腰痛が発生しや

すく、これが原因で休職や離職するケースも非常に多いと言われています。本研究では、このよう

な介護の負担を軽減するために、座ったままでベッドから車いすへ移乗できる簡易補助ツールを開

発しました。

■研究の要点

１．移乗板と支持部が一体化した移乗補助ツールの開発

２．移乗の動線に合ったボード形状の開発

３．車いすやベッドと干渉しない支持部の開発

■研究の成果

１．軽量で安定度の高い移乗補助ツールを開発しました。

２．移乗時の腰の動線に沿った移乗板の形状を開発し、移乗のしやすさを実現しました。

３．車いすやベッドと干渉しない支持部により、高いセッティング自由度を実現しました。

研究開発成果�� ／生活関連技術

携帯可能な移乗補助ツールの開発
Development of Portable Transfer Assist Tool for Disabled

技術支援センター　中島　康博

製 品 技 術 部　吉成　　哲・桑野　晃希・前田　大輔
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■研究の背景

　高齢化社会に伴い難治性骨疾患、歯周病、運動障害の患者が急増し、安全で効果的な治療法や

簡便な医用装置の普及が要望されています。動物骨には、微量の骨形成蛋白質や生理活性物質が

含有されています。動物骨から粉砕顆粒を作製し、生理活性物質等を分離回収するためには、冷

却高速粉砕に有効な装置の開発と粉砕・酸処理条件の確立が重要です。本研究では、動物骨の高

度利用と医用産業への応用を目的として、冷却高速回転粉砕装置を開発し、それを用いた動物骨

の最適粉砕条件を把握するとともに、粉砕顆粒の物理化学的特性を調べ、動物実験より完全脱灰

骨顆粒の骨誘導性等を検討しました。

■研究の要点

１．粉砕部ユニットの各種容器と回転刃の試作

２．凍結保存や煮沸処理した動物骨の冷却高速粉砕

３．動物骨由来粉砕顆粒の酸処理条件

４．動物骨由来粉砕顆粒、酸処理骨顆粒の物理的・化学的特性評価

５．完全脱灰骨顆粒のマウス背部皮下組織内への埋入試験

■研究の成果

１．ウシ大腿骨の12000rpm、１分粉砕では、SUS420J2容器はジルコニア容器に比べ粉砕効率が高く、

１mm以下の顆粒は全体の80%を示し、金属摩耗粉の混入は極微量であることが分かりました。

２．SUS420J2容器を用いた場合では、動物骨の種類と部位に関係なく、試料表面の有機質を分離

除去し、充填サイズと量の選定により短時間の高速粉砕が可能であることが判明しました。

３．海綿骨と緻密骨の境界近傍を切断、脂質・繊維質を除去、生理食塩氷と共に粉砕した顆粒は、

１mm以下54%、１- ２mm28%、２mm以上18%で、水酸アパタイト単一相が同定されました。

４．動物骨を粉砕、硝酸で完全脱灰した顆粒をマウスの背部皮下組織内へ埋入した組織では、顆粒

の感染や排除は認められず、ブタは４週後、ウシは６週後で、軟骨・骨誘導が確認されました。

５．完全脱灰骨顆粒は骨誘導や石灰化促進能を有する生体模倣材料として骨再生医療へ、冷却高

速回転粉砕法は骨再生工学に有効な単位操作として生化学や薬学の分離精製技術等への応用が

期待されます。

北海道医療大学歯学部、京都大学再生医科学研究所、東京医科歯科大学生体材料工学研究所

早坂理工㈱、㈱北海道畜産公社、㈱ムトウ

研究開発成果�� ／創造的先進技術

動物骨用高速粉砕処理装置の開発と応用
Development and Application of Pulverizing Apparatus with Highly Rotational Speed for Animal Bone

材料技術部　赤澤　敏之・板橋　孝至・稲野　浩行・堀川　弘善・高橋　英徳

製品技術部　中村　勝男・吉成　　哲
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■研究の背景

　高い信頼性が求められる分野のソフトウェア開発では、ソフトウェアの要求仕様や設計を形

式的に記述し、数学的検証技法や検査ツールによって不具合の検証を行う形式手法（Formal 

Method）と呼ばれる手法が注目されています。しかし、数学的専門知識が必要である事、入手可

能な技術情報が少ない事などから、技術導入があまり進んでいないのが現状です。そこで、企業

の開発現場への形式手法導入の準備作業として、主要な形式手法に関する調査と技術者教育を行

いました。

■研究の要点

１．現在用いられている主な形式手法と関連する支援ツールの調査

２．組込み制御分野を対象とした研修教材の開発

３．開発要員向け教育の試行

■研究の成果

１．形式手法の一つであるBメソッドとその支援ツールに関して、調査と試用を行いました。ま

た、他の手法（VDM, Z記法など）との比較検討を行いました。

２．組込み制御分野を想定した研修教材（自動車のドアロック制御など）を開発しました。

３．企業の開発要員を対象として、手法と支援ツール活用に関する教育を実施しました。その結

果、現場技術者にも十分習得可能との結論を得ました。

東海ソフト㈱、サニー技研、㈱ヴィッツ、名古屋市工業研究所

（独）産業技術総合研究、名古屋大学

研究開発成果�� ／創造的先進技術

ソフトウェアの形式検証に関する調査と教育
A Survey on the Formal Verification of Software

情報システム部　堀　　武司・波　　通隆

企 画 調 整 部　奥田　　篤
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■研究の背景

　人間工学分野や産業衛生分野では、工場や農場などの作業時に発生する手指の負荷を計測し、

腱鞘炎等の労働災害を抑制する研究が行われています。しかし、現状ではこれらを筋のレベルで

計測することは難しく、手指の負荷を簡易に計測する方法が求められています。本研究では、こ

のような問題点を解決するため、表面筋電計を用いて前腕の表面筋電分布を計測し、最適化計算

により前腕各筋の筋活動度を推定する手法を検討しました。

■研究の要点

１．有限要素解析による前腕数値モデルの筋電位伝導シミュレーション

２．牛の粉砕肉片をもちいた前腕模擬モデルによる表面筋電位分布計測

３．筋電位分布からの手指筋筋活動度の推定手法の開発

■研究の成果

１．解析により、表面電極の間隔によって、筋活動部位の深さに対する減衰度が異なることがわ

かりました。

２．筋活動部位および強度の推定計算法を開発し、牛粉砕肉片による前腕模擬モデルを用いて計

測実験を行った結果、良好な推定結果が得られました。

研究開発成果�� ／創造的先進技術

表面筋電による深層筋活動計測技術の研究開発
Development of Measurement Method of Deep Muscle Activity with Surface Electromyography

技術支援センター　中島　康博

製 品 技 術 部　吉成　　哲・桑野　晃希・前田　大輔





―36―

■支援の背景

　最近、ブラインド、スクリーン等のインテリア商品に、木材等の天然素材を活用したものが

多く開発されています。その中で木製ブラインドは、過去数年で市場規模が急激に拡大してお

り、今後も需要が期待される製品です。しかし、市場に流通している木製ブラインドは、スラッ

ト（羽根）の厚みが大きいため、巻き上げ時に窓を大きく占有してしまうことや、重量が大きい

ため、巻き上げ操作に負荷が掛かる問題点があります。空知単板工業では、主力製品として木を

0.2mm程度の厚みにスライスした超極薄単板を製造しており、この製品の新たな用途として、超

極薄単板と和紙からなるサンドイッチ材のブラインド用スラットへの応用について技術支援しま

した。

■支援の要点

１．最適な単板／和紙の積層構成

２．生産能力100枚／時間程度とするスラットの生産設備

３．ホットメルト樹脂を和紙に定量的に塗布するホットメルトコーターの製作

■支援の成果 

１．スラットの厚みが0.6mm（従来品は、最小で1.7mm）の木製ブラインドを開発しました。

２．薄単板ブラインドスラット（特許公開2008-274559）および薄型積層単板（特許公開

2008-272956）の特許を出願しました。

３．第67回東京インターナショナルギフト・ショー春2009および環境総合展2008に出展しました。

空知単板工業㈱　赤平市平岸西町３丁目12番地　Tel. 0125−38−8001

技術支援成果１／製品の高度化 派遣指導

超薄型木製ブラインドの開発
Development of Ultrathin Wood Blind

材料技術部　山岸　　暢・可児　　浩・金野　克美
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■支援の背景
　昨今の世界的なエネルギー需要を背景にベトナムや中国などアジア圏の炭鉱が拡大しています
が、これらの炭坑の多くは地下深くまで掘削を行う「坑内堀炭鉱」と言われています。ここでの
労働環境は、ガス爆発や落盤などの危険に常に晒されており、保安体制の確保が緊急の課題とな
っています。
　これに対して釧路コールマイン㈱は、日本国内で50年以上に渡って坑内掘炭鉱を運営してお
り、ここで培った保安確保のノウハウを活かした各種の坑内モニタリング機器から成る「坑内監
視システム」を開発し、アジア圏の炭坑に導入を図ろうとしています。
　今回その一環として、炭坑外部の司令室と内部の作業者との間で音声通話を可能とする「無線シ
ステム」を開発することとなり、坑内作業者用の無線端末のデザイン・試作開発を支援しました。

■支援の要点
１．これまで制作した坑内無端末試作の課題抽出
２．坑内無線端末のデザインコンセプト検討
３．３次元CADによる坑内無線端末筐体のデザイン開発
４．光造形物をマスターモデルとした注型による坑内無線端末筐体の試作

■支援の成果
１．炭坑作業者へのインタビューを通じて、筐体の握りやすさ、ボタンの操作性などについてこ

れまでの無線端末試作の課題を抽出しました。
２．事故発生時など緊急時に利用されることを踏まえ、誤操作や誤動作の心配が少ないシンプルな

使い勝手を第一に、炭坑用無線機らしいタフな外観イメージをデザインコンセプトとしました。
３．３次元CADモデルに内蔵する電子部品や基板形状、配線経路などの情報を正確に反映でき、

効率的なデザイン設計が行えました。
２．３次元CAD上で部品の組み付けなどの検証を十分に行えたため、光造形モデルを即座に注型

に利用でき、迅速な試作が行えました。

KCMエンジニアリング㈱　釧路市興津５丁目２番23号　Tel. 0154−91−5566

技術支援成果２／製品の高度化 派遣指導

坑内無線端末のデザイン開発
Design Development of Wireless Communication Terminal for Coalmine

製品技術部　万城目　聡・及川　雅稔・日高　青志・岩越　睦郎・安田　星季
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■支援の背景

　橋梁には部材の熱膨張による変形や振動による動きを吸収して過度な荷重が発生しないように

緩衝構造が必要となります。相談企業は、この緩衝構造を簡便に実現できる伸縮装置を開発しま

した。実際の施工基準への適合性を評価するため、強度・耐久性試験が必要となり、当場に強

度・耐久性試験方法について技術支援が求められました。

■支援の要点

１．強度試験の方法

２．耐久性試験の方法

３．試験結果に基づいた改良案の検討

■支援の成果

１．試験条件を整理し、効率的な試験方法を検討しました。

２．本試験により強度と伸縮に対する耐久性を明らかにしました。

３．強度・耐久性試験結果に基づいて今後の改良方針を明らかにしました。

ダイチ工営㈱　札幌市清田区清田１条１丁目５番１号　Tel. 011−883−7220

※本研究で使用した強度・耐久性試験機は、競輪補助事業により整備されました。

技術支援成果３／製品の高度化 技術指導

強度・耐久性試験機による橋梁部材の評価
Estimation of Bridge Parts by Strength and Durability Testing Machine

情報システム部　多田　達実
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■支援の背景

　注射針等の感染性廃棄物は、廃棄時に適正に処理しないと健康被害、生活環境汚染等の重大な

事故を起こす危険性があります。これらの処理には、環境省が定めた「廃棄物処理法に基づく感

染性廃棄物処理マニュアル」の収集運搬容器に係る主な規定に適合する容器を用いる必要があり

ます。

　㈱アールデータネットでは、紙製箱に耐貫通性、密閉性、耐漏洩性、収納性、堅牢性等の性能

を付与し、規定の評価基準に適合する廃棄物容器を開発しています。そこで、評価基準に準拠し

た性能の評価に関し技術支援しました。

■支援の要点

１．耐貫通性試験による貫通力の評価

２．耐水性試験による吸水度の評価

３．耐漏洩性試験による評価

■支援の成果 

１．耐貫通性試験により、開発製品が合否判定基準を充分に満たすことが明らかになりました。

２．耐水性試験、耐漏洩性試験により紙製容器の問題点を抽出しました。

３．「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」の収集運搬容器に係る主な規定に適

合する鋭利物専用の容器が開発されました。

４．北海道医療新聞（2009年１月23日）で紹介されました。

㈱アールデータネット　札幌市白石区東札幌５条１丁目１番１号 札幌市産業振興センター３F　B−５

Tel. 011−820−5150

技術支援成果４／製品の高度化 技術指導

紙製感染性廃棄物容器の開発
Development of Paper Receptacles for Infectious Wastes

材 料 技 術 部　山岸　　暢

情報システム部　吉川　　毅
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■支援の背景

　店舗で使用する木製器の素材（大径木）が減少してきている現状を打開するために道内の小径

木を有効に活用できる集成材を用いた木製器を検討したいとの相談があり、道内の白樺材の利用

について検討、指導しました。白樺材は道内の各地に未利用の状態であることから、材料確保が

容易であると考えました。指導は、白樺の乾燥、接着手法、仕上げの塗装について行いました。

■支援の要点

１．白樺の乾燥（集成前の含水率の調整）

２．耐水性、耐久性のある接着剤の選定

３．生地研磨、着色塗装の最適化

■支援の成果

１．使用中に変形、ワレ等が出にくい仕上げができるようになりました。

２．耐久性のある塗装仕上げした木製品を開発しました。

デリシャス㈱　札幌市豊平区月寒東３条17丁目１−27　Tel. 011−855−7733

技術支援成果５／製品の高度化 技術指導

道産未利用木材を用いた木製器の開発
Development of Wooden Plate that Uses Unused Wood of Hokkaido

製品技術部　岩越　睦郎
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■支援の背景

　鉄鋼材料の高騰が続く中、輸入農産物との競合や食料自給率向上の社会的要請から、農業コス

トの中でも、農業資材の低コスト化が強く求められています。低コストな農業用コンテナを製造

販売している相談企業は、更なる低コスト化に取り組むこととなり、当場には、設計基準の見直

しと軽量化設計およびその評価方法についての技術支援が求められました。

■支援の要点

１．強度設計基準の見直し

２．強度試験方法とその評価

３．現状品の強度試験・評価

４．軽量化設計

■支援の成果

１．実用上求められる強度仕様を整理し、強度設計基準を明確にしました。

２．強度設計基準の達成度を評価する試験方法を開発しました。

３．本試験方法により既製品の試験・評価を行い、軽量化設計を行いました。

北海道セイカン工業㈱　札幌市白石区米里３条２丁目　Tel. 011−873−4122

技術支援成果６／製品の高度化 技術指導

農業用コンテナの軽量化
Weight-reducing of Agricultural Container

情報システム部　多田　達実
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■支援の背景
　廃棄物処理業である㈱北海道エコシスは、事業所から排出される廃棄物を回収・処理する一
方、廃棄物を利用したリサイクル商品の開発に取り組んでいます。その一つに、細かく断裁した
廃棄伝票（カーボン紙）が有する特殊な機能（油分は吸着するが水分はほとんど撥水する）を利
用した「油吸着剤」があります。今日、油吸着剤は港湾・河川での油流出事故発生時の処理、建
築現場の重機や工場の機械、飲食店の厨房などでの油汚れの処理など、様々な場面で多様な商品
が利用されており、優れた商品の登場が期待されています。
　今回、優れた油吸着性能を持った廃棄カーボン紙を利用した環境配慮型商品として油吸着材商
品市場への参入を目指し、商品コンセプトやデザイン開発を中心に支援を行いました。

■支援の要点
１．油吸吸着材商品の市場調査（油吸着材商社へのヒアリング、市場調査会社への委託調査）
２．油吸着材商品のコンセプト検討
３．商品パッケージ・パンフレットデザインと商品モニター

■支援の成果
１．油吸着材材商品の市場規模や顧客セグメント、顧客の商品選定時の重視項目と環境配慮型商

品に対する考え方など、重要な情報を得ることができました。
２．調査結果を踏まえ、十勝エリアの建築現場や工場をターゲットとして、環境配慮型商品へ関

心の高い顧客に向けた油吸着量の多いピロータイプ（枕型）吸着材として商品化することとし
ました。

３．環境配慮型商品であることが顧客に伝わるように、パッケージ、パンフレットのデザインを
行いました。当該商品は現在十勝エリアの顧客へモニター使用を依頼しており好評を得ていま
すが、利用環境に合わせた商品形態展開を求める声があり、今後の検討課題となっています。

㈱北海道エコシス　北海道帯広市西24条北４丁目５番地４　Tel. 0155−37−3766

技術支援成果７／製品の高度化 技術指導

廃棄カーボン紙を利用した油吸着材商品の開発
Development of Oil Adsorping Material Product

製 品 技 術 部　万城目　聡

環境エネルギー部　岡　　喜秋
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■支援の背景

　畜産現場では様々な病気から家畜を守るための防疫対策が重要となってきています。そのた

め、相談企業では畜産現場に出入りする車両の消毒を効果的に行う設置型装置を開発し、販売し

ております。現状の装置は凍結の心配がある冬期間は使用できない装置でしたが、寒冷地での通

年使用の要望が高まり、それに向けた開発を進めています。当場には、重量物で且つ製造コスト

に占める割合も高い台部の軽量化について技術支援要請がありました。

■支援の要点

１．強度設計方法

２．強度試験方法とその評価

３．試験結果を踏まえた設計見直し

■支援の成果

１．車両消毒装置の強度設計の考え方の整理を行いました。

２．通年型試作装置について、台部の強度試験を行い、強度の過不足を明らかにしました。

３．本試験結果を踏まえて軽量化の設計方針を決定することができました。

㈱アブカワ　帯広市西19条北２丁目11−10　Tel. 0155−34−3134

技術支援成果８／製品の高度化 技術指導

車両消毒装置の軽量化
Weight-reducing of Vehicle-disinfecting Equipment

情報システム部　多田　達実
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■支援の背景

　優れた調湿・脱臭機能を持つ稚内産の珪藻頁岩を主原料とした、魚焼きグリル用の敷石を開発

している㈲加賀谷ブリックでは、商品のネーミングやパッケージデザインの開発、販売戦略およ

び今後の商品開発戦略の構築などが課題となっていました。本件ではデザイナー、マーケティン

グコンサルタント、プロジェクトマネジャーなどからなるチームの支援を得てこれらの課題を解

決し、商品化を進めました。その中で当場は、主に依頼企業における今後の商品開発戦略の検討

や、本商品のコアとなる価値の探求および、ネーミングの検討などを支援しました。

■支援の要点

１．将来に向けた商品アイデアの創出および商品開発戦略の検討

２．開発中の商品における本質的価値の探求

３．商品の本質的価値を直感的に伝えるネーミングの検討

■支援の成果

１．企業が抱える課題や将来のビジョンなどを踏まえて、商品開発戦略を検討しました。

２．魚焼きグリルの受け皿に敷石を用いるという、新しい生活様式への転換を呼びかける意味も

込めた商品ネーミングを考案しました。

３．本商品は2009年４月より「魚焼き倶楽部」の商品名で発売されています。

㈲加賀谷ブリック　釧路市共栄大通３−２−12　Tel. 0154−22−6553

釧路工業技術センター、釧路コールマイン㈱、伊藤千織デザイン事務所

るんちゃんｊｐ、ベーシックインフォメーションセンター㈱

技術支援成果９／製品の高度化 技術指導

稚内珪藻頁岩を活用した日用品の商品化支援
Commercialization Support of Commodities Made of Wakkanai Diatom Shale

製品技術部　日高　青志
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■支援の背景

　有用な道産資源である「ホタテ煮汁」を原料に、当場の技術シーズである亜臨界水マイクロリ

アクタを適用することによって、高級品とされる乾貝柱と同様の乾物香味を持つ「ホタテ香味調

味料」が開発されました。この調味料は、将来的に業務用途から一般流通向けまで幅広いターゲ

ット市場が考えられ、調味料単体としての販売の他、例えばスープ、麺類、蒲鉾、菓子などにホ

タテ香味調味料を利用することで多様な商品展開が可能です。

　そこで、本格的な事業化に向けてこれらの商品展開の可能性を探ることを目的に、業務用・一

般流通向け商品パッケージ及び顧客接点となるコミュニケーション媒体について先行デザイン開

発を行いました。

■支援の要点

１．ホタテ香味調味料のユーザ評価

２．ホタテ香味調味料を利用した商品展開ロードマップの検討

３．商品パッケージデザインおよびコミュニケーション媒体試作

■支援の成果

１．ターゲットユーザである業務ユーザ（料理人、食品製造業など）へのヒアリング結果から調

味料の香りが大変優れており、特に中華料理では実用性が高いことを確認できました。また、

香りのみに特化することが、ホタテだしなどの類似商品に無い強みとなることも分かりました。

２．商品展開ロードマップを検討しながら具体的な商品試作の位置づけを明確にした上で、業務

用２点（1000mlボトル、100mlボトル）、一般流通用４点（200mlボトル、ラーメン、蒲鉾、卵

焼きの素）の商品パッケージやリーフレットなどを試作開発しました。

３．これらの商品パッケージ、コミュニケーション媒体の試作を行うことによって、将来的な事

業展開の具体的なイメージを明らかにすると同時に、事業化に必要な調味料製造技術の課題と

研究取り組みの方向についても手がかりを得ることができました。

技術支援成果��／製品の高度化 技術指導

ホタテ香味調味料を利用した商品のデザイン開発
Design Development of Application for Dried Scallop Eyes Flavored Seasoning to Merchandise

製品技術部　万城目　聡・及川　雅稔・日高　青志
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■支援の背景

　苫小牧地域では、大小数社のアルミダイカスト関連の企業が自動車用部品を製造しています。

アルミダイカスト製品には、その製造手法上、内部に引け巣等の欠陥が存在するが、製品の不良

率低減や高品質化が求められ、これらの欠陥の低減が急務となっています。さらに近年、部品が

複雑化し、製品内部の欠陥位置と大きさの把握が求められています。そこで、苫小牧市テクノセ

ンターより、X線透過装置を用いて、欠陥位置の深さ方向の情報を調べたいという相談が当場に

あり、被測定物の測定角度を変えて画像を測定し、その画像から欠陥位置を特定するシステムに

ついて指導を行いました。

　

■支援の要点

１．測定物角度調整機の作製

２．X線透過試験の撮影条件の決定

３．X線透過写真の読込み（スキャナー）及び画像処理

４．自動深さ計測ソフトの開発検討

■支援の成果

１．X方向に±90°Y方向に±45°変化できる、角度コントロール試料台が作成できました。

２．自動深さ計測ソフトの開発ができました。

３．開発したシステム構成により、0.5mmの精度で　欠陥の位置検出が可能となりました。

苫小牧市テクノセンター　苫小牧市柏原32番地６　Tel. 0154−57−0210

技術支援成果��／生産技術の高度化 派遣指導

Ｘ線透過試験による欠陥検出システムの構築
Establishment of Flaw Detection System use X-ray Examination

材料技術部　相山　英明

製品技術部　櫻庭　洋平
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■支援の背景

　工業標準化法が改正され、新ＪＩＳマークの表示をするためには、旧ＪＩＳ工場であっても登

録認証機関から認証を取得する必要がありました。そこで、新ＪＩＳの認証を受けるにあたり、

現在の品質管理体制の見直し・構築を行い、新たな品質管理システムの開発を指導して欲しいと

の依頼があり、技術支援を行いました。

■支援の要点

１．製造工程の把握と問題点の抽出

　①レンガ製造工程の問題点抽出

　②レンガ製造工程の改善

２．品質管理システムの開発

　①品質管理体制の把握及び問題点抽出

　②品質管理体制の構築

３．新ＪＩＳの認証取得支援

　①社内標準の見直し及び作成

　②計測機器のトレーサビリティ体系の確立

■支援の成果 

１．レンガ製造工程における問題点を明らかとし、工程の改善を行いました。

２．品質管理体制の問題点を明らかとし、新たな品質管理体制の構築を行いました。

３．レンガ製造工程の改善と新たな品質管理体制の構築を行った結果、新ＪＩＳの認証を受ける

ことができました。

丸二北海煉瓦㈱　江別市野幌代々木町77−１　Tel. 011−382−3411

技術支援成果��／生産技術の高度化 派遣指導

窯業における品質管理システムの開発
Development of Quality Management System in Ceramic Industry

製品技術部　鶴谷　知洋・飯田　憲一
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■支援の背景

　石材を利用した製品として、コーヒー豆などを挽くための小型の卓上石臼を製作・販売してい

る企業から、同製品の発展系として手回し方式に替えて電動機を組み込んだ電動式の製品開発に

ついて技術支援が求められ、電動駆動機構の設計および鋳造部品の設計･製作などの技術支援を

行いました。

■支援の要点

１．現行製品の電動化に関する技術的な課題の検討

２．電動駆動機構の強度設計および電動機の選定

３．アルミ鋳物部材の製作と電動式卓上石臼試作機の組立て

■支援の成果

１．上下の石臼に加圧力を加えたまま石臼を回転させる機構を、従来の手回し式から電動機で回

転させるのにあわせて新たに設計しました。

２．外観上の付加価値を考慮して、石臼の下部に電動機を納めるためのハウジング部材を鋳物で

製作することとし、粉末積層成形装置で製作した鋳型を用いて部材の試作を行いました。

３．機構設計に基づいて加工した部材等を組み合わせ、電動式卓上石臼の試作品を完成させました。

浪越石材㈱　伊達市月弄町57番地　Tel. 0142−23−1478

技術支援成果��／生産技術の高度化 技術指導

電動式卓上石臼の試作開発
Development and Trial manufacture of an Electromotive-type Desk Stone Mill

製品技術部　戸羽　篤也・飯田　憲一
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■支援の背景

　自動車部品等の生産ラインで用いられる自動溶接装置からは、毎日大量の溶接用チップが消耗

品として排出されています。㈱西野製作所では、各種金属部品の新規製作に加え最近ニーズが高

まっている部品再生加工を行っており、これらの使用済み溶接用チップを低コストで再生する技

術を開発したいとの相談があり、技術支援を行いました。

■支援の要点

１．溶接用チップの圧造手法の検討

２．溶接用チップの材料特性の評価および圧造シミュレーションの実施

３．圧造装置の設計・加工および評価

■支援の成果

１．これまで、一定時間使用された後に廃棄されていた溶接用チップの再生技術を構築すること

ができました。

２．溶接用チップのテーパー部全体を圧縮することにより、チップが再生利用できることを確認

しました。

３．各種圧造方法の検討やシミュレーションの実施により新たな技術が習得でき、自社の加工技

術への展開が期待できます。

㈱西野製作所　室蘭市中島本町１丁目11番16号　Tel. 0143−44−5945

技術支援成果��／生産技術の高度化 技術指導

溶接用チップ再生技術の開発
Development of Welding Chip Reproduction Technology

技術支援センター　畑沢　賢一

製 品 技 術 部　飯田　憲一



―50―

■支援の背景

　事故車両のトランスミッションは、取り外す手間の問題と損傷の度合から従来の試験装置を使

うことができず、機能的な問題が無くても価値が低い廃鉄材としてリサイクルに回されていまし

た。相談企業は、事故車両のトランスミッションのリユース率を向上させるため、一昨年、シン

セメック㈱および当場と共同で、トランスミッションを車体から取り外すことなく性能評価試験

ができる装置を開発しました。当該装置は、人がアクセル操作を行うもので、加速具合や車速の

加減を安定して行うには熟練が必要で、得られたデータから性能の良否を判定するには試験やノ

ウハウが求められるという課題がありました。そこで、アクセル操作や負荷抵抗の制御を自動化

し、得られたデータを自動解析する試験評価装置を開発することとなり、技術支援が求められま

した。

■支援の要点

１．システム構成の検討・設計

２．試験条件の自動設定方法

３．試験データの解析・評価アルゴリズム

■支援の成果

１．従来難しかった事故車両にも使用可能で効率的な試験ができるトランスミッションテスター

を設計・試作しました。

２．試験車両に適した負荷抵抗の制御やアクセル操作を自動設定する手法を確立しました。

３．車速やエンジン回転数等の計測データに基づいた解析アルゴリズムを組み込むことにより確

実なトランスミッションの良否判断が可能になりました。

㈱スーパーライン北翔　江別市江別太305−15　Tel. 011−384−6955

技術支援成果��／情報通信・エレクトロニクス・メカトロニクス関連技術 派遣指導

車両のトランスミッションテスターの開発
Development of Testing Machine for Automobile Transmission Availability Judgement

情報システム部　浦池　隆文・多田　達実・鈴木　慎一
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■支援の背景

　制御機器において外部機器と通信を行う際、通信ソフトウェアが必要になります。この場合、

新たにソフトウェアを自作するか、市販されているミドルウェアを使用することが考えられま

す。最近は開発期間を短縮するためにミドルウェアを使用することが多くなっています。一般的

に組込み機器用のミドルウェアはリアルタイムOS（Real Time Operating System）上で動作す

るように設計されています。依頼企業はミドルウェアを使用するにあたり、リアルタイムOSの導

入を検討しています。今回、リアルタイムOSを自社製制御機器に導入するための開発環境の構築

およびリアルタイムOSを新たに開発した制御ボードへ適用しました。

■支援の要点

１．開発環境に対応したリアルタイムOSの機種依存部の開発

２．開発環境へリアルタイムOSの導入によるソフトウェア資産の有効活用

３．リアルタイムOS、デバイスドライバのモジュール化による他機種への拡張性

４．開発した制御ボードへの適用と動作試験

■支援の成果

１．従来から利用している開発環境にリアルタイムOSを導入しました。

２．リアルタイムOSが管理するデバイスドライバのモジュール化により、他機種への展開が容易

になりました。

３．開発した制御ボードでリアルタイムOSの動作を確認しました。

４．今後はミドルウェアを活用したシステム開発を支援していく予定です。

㈱日本除雪機製作所　札幌市手稲区稲穂３条６丁目４番38号　Tel. 011−681−3137

技術支援成果��／情報通信・エレクトロニクス・メカトロニクス関連技術 技術指導

H8SX用TOPPERS/JSPカーネルの制御ボードへの適用
An Installation of the TOPPERS/JSP Kernel for H8SX CPU on the Original Controller

情報システム部　堤　　大祐・大村　　功
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■支援の背景

　使用済み蛍光管は、全国で年間約３億５千万本がゴミとなって排出されます。蛍光管ガラスにつ

いては、その一部がグラスウール原料などに再利用されますが、大半は、埋め立て処分をされます。

　産業廃棄物の収集・処理を行っている㈱テクノでは，廃蛍光管の完全リサイクルを目指してお

り、当場に廃ガラスを使った軽量タイルの開発について支援を要請してきました。

■支援の要点

１．軽量タイル製造のための原料組成の検討

２．着色剤の選択と添加量の検討

３．実験炉での最適な焼成条件の確立

４．エコマーク取得のための溶出試験

■支援の成果

１．発泡ムラの少ない原料配合組成を確立しました。

２．市販無機系顔料による着色タイルの製造条件を確立し、商品化のための色見本を作製しました。

３．実験炉の燃焼特性を把握し、適正な焼成条件を確立しました。

４．試作したタイルは、当該企業に試験施工したほか、環境総合展等に出展しました。

５．溶出試験の基準値をクリヤし、エコマークを取得することができました。

㈱テクノ　小樽市石山町20番９号  　　　Tel. 0134−29−5951

㈱TCN　　夕張郡栗山町字御園215番地　Tel. 0134−22−3388

技術支援成果��／環境関連技術 派遣指導

廃蛍光管ガラスを用いた軽量タイルの開発
Development of Light-weight Tile from Waste Fluorescent Lamp Glass

技術支援センター　工藤　和彦・高橋　　徹
環境エネルギー部　岡　　喜秋
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■支援の背景

　生ゴミのリサイクルシステムを手がける㈱レビオでは、このシステム構築に必要な生ゴミを微

生物によって堆肥化する装置も製作しています。堆肥化過程では臭気を伴うガスが排出されるた

め、触媒メーカーと共同開発した非貴金属触媒を用いた低温触媒酸化脱臭装置を開発し、自社の

堆肥化装置での試用を続けてきました。その結果、長期にわたり脱臭性能が持続することが確か

められたため、この脱臭装置を単独で製品化することとなり、性能表示のため種々の臭気成分毎

の除去率を求める必要が生じました。そこで、脱臭装置に送り込む任意濃度の臭気成分を含む臭

気ガスの発生方法などについて技術支援しました。

■支援の要点

１．従来から行われている臭気ガス発生方法の調査

２．標準ガスが入手できない臭気成分について、簡易な臭気ガス発生方法の考案と適正条件の検討

３．簡易臭気ガス発生方法による脱臭装置の性能評価試験

４．臭気成分のサンプリングと分析を委託する環境計量事業所との調整

■支援の成果

１．臭気成分を含む溶液、溶液を滴下する微量ポンプ、滴下溶液を蒸発させるホットプレートか

ら構成される簡易な臭気ガス発生方法を考案しました。

２．臭気成分がホットプレート上で全量揮発ガス化すると仮定し、溶液の臭気成分濃度、滴下量

から臭気ガス中の臭気成分濃度を概略予測できることが確かめられました。

３．脱臭装置の性能評価試験を行い、アンモニア、トリメチルアミン、キシレン、ホルムアルデ

ヒド、酢酸、硫化水素（標準ガス使用）について高率で除去されることがわかりました。

㈱レビオ　滝川市泉町１丁目１−21　Tel. 0125−23−6660

技術支援成果��／環境関連技術 技術指導

簡易臭気ガス発生方法による脱臭装置の性能評価
Simple Odor Emission Method for Evaluation of Deodorization Performance

環境エネルギー部　浅野　孝幸
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■支援の背景

　漁村地域では、役目を終えた漁業用ロープ・漁網等が、適切に処理されないまま浜に野積みさ

れているといった光景をよく目にします。稚内製綱㈱は、ロープや漁網などの漁業系資材の製造

販売を行っており、自社の製品が使用後に野積みされているこうした現状を改善するため、自社

が漁業者に提供した漁業用ロープ等を自らの手で適切に回収するとともに、これを再生プラスチ

ックとしてリサイクルし、再び漁業者の有価物として提供するというビジネスモデルについて検

討を重ねてきました。この中で㈱旭川産業高度化センターの要請を受け、プラスチックリサイク

ルに関する技術支援を行いました。

■支援の要点 

１．プラスチックリサイクルおよびリサイクル成形装置に関する情報の提供

２．道内および道外プラスチックリサイクル関連企業との連携構築

３．揚がり漁業用ロープ等の性状分析・物性評価

４．揚がり漁業用ロープ等の前処理技術の開発

５．揚がり漁業用ロープ等を原料とする再生製品の製造技術開発

■支援の成果

１．揚がり漁業用ロープの材料物性は、再生原料として使用可能であることを確認しました。

２．揚がり漁業用ロープを再生原料とするための最適な前処理装置を開発しました。

３．揚がり漁業用ロープ等を原料とする再生プラスチックタコ箱の製造技術を開発しました。

４．試作品（タコ箱）のモニタリングテストを行い、漁業関係者から一定の評価を得られました。

稚内製綱㈱　　　　　　　　稚内市末広町２丁目８番23号　　　　Tel. 0162−23−2608

㈱旭川産業高度化センター　旭川市緑が丘東１条３丁目１番６号　Tel. 0166−68−2820

技術支援成果��／環境関連技術 技術指導

揚がり漁業用ロープ等のリサイクル技術の開発
Development of Waste Fishery Rope Recycling Technology

材料技術部　大市　貴志
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■支援の背景

　㈱ソラールは、当場の支援のもと、これまで樹脂パイプを用いた大型集熱器による施設園芸用

温室暖房システムの開発を行ってきました。本システムは、NEDOの太陽熱高度利用フィールド

テスト事業である日高町の軟白ネギ栽培温室の暖房システムに採用され、現在も分析・評価のた

めの計測が続けられています。今回、本システムで課題とされた冬期以外の太陽熱利用を目的

に、夏期の太陽熱を土中に蓄熱して冬期の温室加温に利用する長期土中蓄熱暖房システムへと発

展させることになり、そのシステム開発を支援しました。また、本システムもNEDOのフィール

ドテスト事業に採択されたことから、性能評価のための計測システムの構築と処理ソフトの開発

を支援しました。

■支援の要点

１．シミュレーションによる長期土中蓄熱の予測

２．土中蓄熱を考慮した温室暖房の負荷計算

３．太陽熱長期蓄熱温室暖房システムの設計

４．性能評価のための計測システムの構築

５．データ処理ソフトの開発

■支援の成果 

１．通年利用可能な施設園芸用の太陽熱長期土中蓄熱暖房システムを開発することができました。

２．本太陽熱温室暖房システムの性能を評価する計測システムを構築し、そのデータ処理ソフト

を開発しました。

３．本システムは、NEDOの太陽熱高度利用システムフィールド事業に採択され、本年４月より

４年間、実証運転とデータ計測を行う予定になっています。

㈱ソラール　札幌市厚別区もみじ台東２丁目３−９　Tel. 011−897−0011

技術支援成果��／エネルギー関連技術 派遣指導

太陽熱を利用した温室の長期土中蓄熱暖房システムの開発
Development of Seasonal Ground Thermal Storage System for Greenhouse using Solar Collectors

環境エネルギー部　富田　和彦



―56―

■支援の背景

　下水処理場から排出される下水汚泥の多くは、脱水処理された後焼却処分されています。札幌市

の焼却施設で発生する廃熱は廃熱ボイラーで蒸気として回収し、汚泥の乾燥、暖房、給湯、ロード

ヒーティングロードなどの熱源として利用されています。また、下水汚泥はバイオマス燃料とみ

なされ、炭酸ガスの低減にも効果があります。㈶札幌市下水道資源公社から、下水汚泥の熱分解

により炭化処理、ガス化処理してできた炭と生成ガスを燃料として利用できないかとの相談があ

り、技術指導にて対応しました。

■支援の要点

１．300℃、500℃、800℃における下水汚泥の炭化処理

２．各温度での生成ガス採取

３．汚泥と粉砕された紙との混合による燃料化

■支援の成果

１．300℃、500℃、800℃の窒素雰囲気中で炭化実験を行なった結果、収率30 〜 50％で炭化物を

得ることができました。300℃での低温炭化により得られた炭は臭気が強いが、500、800℃で

は問題がありません。

２．炭化試験により得られた生成ガス量は、乾燥物１kgあたり、70L、240L（炭化温度500℃、

800℃）でした。ガス成分は、窒素、水素、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、エタン、プロ

パン等です。

３．水分75％の下水汚泥に古紙を30％ほど混ぜた燃料を試作しました。ピンミルにて綿状に粉砕し

た古紙を汚泥と共に混練機にて均一に混合し、押出し成型機、ペレタイザーにて成形しました。

㈶札幌市下水道資源公社　札幌市豊平区豊平６条３丁目　Tel. 011−818−3671

技術支援成果��／エネルギー関連技術 技術指導

下水汚泥の燃料化技術の開発
Development of  Technology to Make Fuel from Sewage Sludge

環境エネルギー部　岡　　喜秋・上出　光志
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■支援の背景
　寒冷地では農業用ビニールハウスを維持するために、多くの燃料を使用します。昨今の燃料価
格高騰は農家の温室野菜栽培に大きな影響を与えます。そのため、レストラン、家庭などから廃
棄物として出る廃食油をボイラー燃料として利用できないかとの要望がありました。また、ボイ
ラーも従来のものを使用し、改造もできるだけ少なく安価にしたいとの要望も併せてありまし
た。しかし、廃食油は、灯油に比較すると粘度が高く、引火点も高いので、一般に使用されてい
る圧力噴霧方式では噴霧できないため、空気噴霧方式で行なわれております。この空気噴霧方式
は噴霧ノズル、空気圧縮機、制御弁などが必要になりシステムとして複雑、高価になります。こ
のため、灯油と廃食油の混合方式で検討しました。

■支援内容の要点
１．廃食油中の固形物の除去、灯油との均一混合の検討
２．ボイラーの燃料システムの改良
３．制御装置の試作
４．燃焼状況の把握、排ガス測定

■支援の成果
１．トロコイドポンプと10ミクロンのフィルターを使用し、燃料タンク中の廃食油と灯油の混合燃

料を循環することにより、その中の異物を除去し、均一に混合する前処理装置を製作しました。
２．ボイラーの着火・消火時は灯油を使用し、それ以外のボイラー稼働は、廃食油と灯油の混合

燃料を電磁ポンプに送り噴霧燃焼させる自動切換システムを試作しました。
３．冬期間のビニールハウスでの加温実験の結果は良好で、支障なく連続運転を行なう事ができ

ました。また排ガスの成分測定では、窒素酸化物73ppm、一酸化炭素13ppm、二酸化炭素11
％、酸素６％と、燃焼状況も問題ありません。さらに長期間運転することにより耐久性を検証
する予定です。

㈶道央産業技術振興機構　苫小牧市字柏原32番地の６　　Tel. 0144−51−2770

㈱アレフ　　　　　　　　札幌市白石区菊水６条３丁目　Tel. 011−823−8301

技術支援成果��／エネルギー関連技術 技術指導

廃食油のボイラー燃料への利用
Use of Waste Cooking Oil to Boiler Fuel

環境エネルギー部　岡　　喜秋・山越　幸康
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■研究の背景

　喉頭癌などの理由によって喉頭摘出手術を受けると、声を出すことができなくなります。この

ような障がいを負った方々のために当場は、産学官の共同研究成果として、国産初の電気式人工

喉頭「ユアトーン」を開発しました。本機器は1998年に㈱電制から製品化され、約4,500台が利用

されています。

　その後、製品の普及に伴って、より一層快適な会話機能を求める要望が多数寄せらたことか

ら、新たに、音声の自然な揺らぎを付加する制御機能の研究や、ハンズフリー操作機能の研究な

どを実施し、これらの成果を反映させた新しい電気式人工喉頭の製品化に取り組みました。

■研究の要点

１．音声の自然な揺らぎを付加するための制御機能の開発

２．ハンズフリー操作を利用可能にするためのインタフェース機能の開発

３．指や呼気を使った抑揚制御を利用可能にするためのインタフェース機能の開発

４．各種機能に対応した組み込み制御ソフトウエアの開発

５．新型電気式人工喉頭の製品開発

■研究の成果

１．より快適な会話機能を望む利用者の要望に応えるため、新しい電気式人工喉頭を開発しました。

２．肉声に含まれる微妙な揺らぎを付加することにより、音声の自然性を向上させました。

３．電気式人工喉頭「ユアトーンⅡ・ゆらぎ」として、2009年春に製品化されました。

４．指や呼気を使った抑揚制御や、ハンズフリー操作を行うためのインタフェース機能を内蔵して

おり、追って発売されるオプションと組み合わせることで、より高度な発声が可能になります。

㈱電制　江別市工栄町８番地の13　Tel. 011-380-2101

東京大学 先端科学技術研究センター

技術支援成果��／生活関連技術 派遣指導

音声の自然な揺らぎを備えた電気式人工喉頭の製品化
Commercialization of the New Electro-larynx having Natural Fluctuation of Voice

技術支援センター　橋場参生
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■支援の背景

　㈱ホクスイ設計コンサルは、当場の支援のもと、これまで透水ブロックを舗装材に用いた空気

式融雪システムの開発を進めてきました。その一環で、現場打ち透水コンクリートを舗装材に用

いる、建設コストの低減に考慮した簡易タイプの空気式融雪システムを開発することになり、そ

の試験施工が温泉施設に決まったことから、温泉排熱を熱源に利用する本融雪システムの設計、

融雪試験、およびデータ解析の支援を行いました。

■支援の要点

１．均一吹き出しのための熱流体解析シミュレーションによる有孔管の設計

２．白煙を用いた可視化実験による検証

３．サーモグラフィを用いた路面温度分布測定による検証

４．冬期融雪実験のデータ収集、解析

■支援の成果

１．温泉排熱を熱源とする本システムは、空気が飽和湿度に近い状態にあり、雪と接触すること

で顕熱まで利用できることから極めて効率の良いシステムであることが確認されました。

２．透水ブロックを用いる従来品に比べ、60％程度コストを下げた低価格な製品を開発すること

ができました。

３．商品名「E3ロード改良型」（仮称）として2009年４月に販売開始を予定しています。

㈱ホクスイ設計コンサル   札幌市北区北６条西９丁目２番地　Tel. 011−737−6232

技術支援成果��／生活関連技術 技術指導

温泉排熱利用の透水コンクリート融雪システムの開発
Development of Water Permeable Concrete Snow-melting System using Hot Spring Exhaust Heat

環境エネルギー部　富田　和彦
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■支援の背景

　㈲マミーズジャパンは、手洗い・弱水流洗濯表示の衣類や傷めたくない衣類、型くずれを防ぎ

たい衣類などの洗濯を、一般家庭用洗濯機の標準水流で行うことを可能にする洗濯槽投入型の補

助具を発案し、製品化の検討を行っています。そこで、当場では製品コンセプト、設計のブラッ

シュアップを図るために技術支援を行いました。

■支援の要点

１．製品コンセプト、設計案のブラッシュアップ

　①アンケート調査などユーザリサーチの進め方

　②試作品を使った使用試験方法

　③上記①、②を踏まえた製品のねらいの整理、設計案の検討

２．プラスチック部材の仕様検討

　①プラスチック材料の選定

　②プラスチック部材の製造方法と加飾方法

■支援の成果 

１．デリケートなおしゃれ着保護にふさわしい優しさにあふれる外観と構造を持った、全自動洗

濯機で手軽に使えるケース型洗濯用補助具が実現しました。

２．上記仕様の洗濯用補助具（商品名：ポンジャブ/POMJAB�）が製品化され、平成20年秋よ

り販売開始となりました。

３．本開発品はインターネット通信販売（楽天市場）や東急ハンズなどで販売中です。

㈲マミーズジャパン　　釧路市美原５丁目34−７　　　　　　Tel. 0154−37−4046

釧路工業技術センター　釧路市釧路市鳥取南７丁目２番23号　Tel. 0154−55−5121

技術支援成果��／生活関連技術 技術指導

洗濯用補助具の開発
Development of Assistant Container for Washing Delicates by Washing Machine

材料技術部　吉田　昌充

製品技術部　及川　雅稔
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■支援の背景

　雨漏り・スガ漏り防止工事専門会社である屋根の興研では、短時間で大量の雪を融かすことの

できる温水シャワー方式による屋根融雪システムの開発を独自に進めてきました。今回、このシ

ステムを応用し、従来のロードヒーティングに代わる歩道や駐車場向け融雪システムを開発する

ことになり、試作した温水シャワー方式の路面融雪システムについて、融雪効率を把握するため

の実験指導と性能解析等の支援を行いました。なお、路面は排水用V字溝を施したアスファルト

層を下地とする透水性路盤から成っています。

■支援の要点

１．融雪効率の算定に必要な測定項目および雪温、外気温等の測定条件の確認

２．ノズル噴射水量の測定

３．路面融雪状況を考慮した融雪効率の算定

４．融雪負荷に見合った貯湯量の算定

■支援の成果

１．試作した路面温水シャワー融雪システムの融雪効率を把握することができました。

２．北海道建設新聞で紹介されました。

３．商品名「貯湯式秒速路面融雪　スカット・イン・シャワー」として2009年４月より販売開始

を予定しています。

㈲屋根の興研　札幌市白石区中央２条６丁目1−4　Tel. 011−862−9006

技術支援成果��／生活関連技術 技術指導

路面温水シャワー融雪システムの開発
Development of Road Snowmelting System using Warm Water Shower

環境エネルギー部　富田　和彦
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沿

革

と

組

織

History & Organization Chart
農商務省の認可を受け、北海道工業試験場を設立
札幌郡琴似村に研究本館が完成し、醸造及び窯業の試験、研究業務を開始
北海道に移管され、北海道立工業試験場と名称変更
江別市元野幌に工芸部窯業分室を開設（現、材料技術部セラミックス技術科）
札幌市北区北19条西11丁目に庁舎を新築移転
工業技術指導センターを設置
道立食品加工研究センターの設立に伴い、食品部を移管
研究部を情報システム部、環境エネルギー部、材料技術部、製品技術部に再編
工業技術指導センターを技術支援センターに名称変更
研究参事を新設

大正　11年５月
　　　12年４月
昭和　24年９月
　　　25年10月
　　　52年11月
平成　３年10月
　　　４年２月
　　　14年４月

　　　16年４月

技術支援センター
研究成果や技術の移転のための支援と
技術情報提供

場　　長 副  場  長

所　　長 副  所  長

企画調整部
庶務、財務、研究開発の
企画及び総合調整

総務課 庶務、財務

研究参事（連携・交流） 主　幹 産学官連携及び新事業・新産業の創出支援

情報システム部 情報通信科 情報技術、通信技術、マルチメディア技術

電子システム科 電子回路設計技術、電子デバイスの利用技術、電子機器の評価
技術

計測情報科 センサ利用技術、計測情報処理技術、計測システムの開発

機械システム科 機械設計及び機械要素、機械システムの制御技術、メカトロニ
クス

企画調整課 研究開発の企画及び調整

情報通信技術、エレクト
ロニクス技術及びシステ
ム化技術の開発と応用
に関する研究開発並び
に技術支援

環境エネルギー部 エネルギー技術科 新エネルギーの開発及び有効利用、省エネルギーの導入技術及
びエネルギーの利用技術、利雪克雪技術

環境システム科 環境調和型製造プロセス、廃棄物の処理及び再資源化、環境汚
濁防止技術

生物資源応用科 有機系廃棄物処理、水処理技術、微生物の応用による廃棄物の
処理及び再資源化

分析応用科 化学分析技術、化学操作を用いた環境の保全及び再資源化技術

環境関連技術及びエネ
ルギー技術に関する研
究開発並びに技術支援

製品技術部 デザイン開発科 デザイン開発技術の高度化、製品等のデザイン開発

人間情報応用科 人間情報の計測処理技術、製品評価技術、人間生活工学による
製品開発

生産システム科 生産管理技術の高度化、生産設備の高度化及び効率化

製造技術科 工業製品の加工技術及び成形技術、製造工程の自動化技術

工業製品の開発技術及
び生産技術に関する研
究開発並びに技術支援

材料技術部 高分子材料科 高分子材料の特性評価及び利用技術、高分子材料の成形加工技
術、高分子材料の再資源化技術

材料化学科 材料の合成・改質及び複合化技術、材料の機能特性評価及び利
用技術、無機系材料の再資源化技術

セラミックス技術科 セラミック及びガラスの製造・評価技術、セラミックス原料及
びガラス原料の利用技術、機能性セラミックスの開発

金属材料科 高品質材料及び高機能材料の開発及び有効利用、鋳造及び焼結
による複合化、材料の特性評価技術及び非破壊検査技術の開発

精密加工科 精密特殊加工技術、電子部品実装技術及び環境適応型表面処理
技術、高機能性表界面の形成技術

技術支援課 工業技術の相談・指導及び普及等、工業技術情報の収集及び提
供、技術広報

研究支援第一科 情報通信関連分野、エレクトロニクス応用分野及びシステム化
分野の技術開発の派遣支援並びに研究開発

研究支援第二科 環境関連分野及びエネルギー利用分野の技術開発の派遣支援並
びに研究開発

研究支援第三科 材料分野の技術開発の派遣支援並びに研究開発

研究支援第四科 工業製品製造開発分野の技術開発の派遣支援並びに研究開発

材料技術に関する研究
開発並びに技術支援
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業
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の

概

要

Business Outline

大学など
他の支援機関

企業

研究開発 技術者養成

連携・交流

技術情報の提供

1 3

42

技術支援
5

技
術
ニ
ー
ズ

1 研究開発
　中小企業等のニーズを把握するとともに、その研究の課題
化を図り、産学官や民間等との共同研究をはじめ、様々な研
究開発を行っています。

2 技術支援
⑴ 工業技術の相談
　中小企業等の新製品・新技術の開発や技術的な課題など各
種の相談に応じています。

⑵ 技術指導
　中小企業等が抱える技術的課題の解決を図るため、技術者
の受け入れ等による指導を随時行っています。

⑶ 技術開発派遣指導
　新製品や新技術の開発などを支援するために、中小企業等
に研究職員を中長期間にわたり有料で派遣しています。

⑷ 依頼試験・分析
　中小企業等の依頼による試験・分析・測定などを有料で行っ
ています。

⑸ 試験設備・機器の開放
　各種の設備や加工機械、測定機器、検査機器などを有料で
開放しています。

3 技術者の養成 (人材育成 )
　中小企業等の技術者を対象に、技術研修や研修生の受け入
れを行っています。また、企業化支援の「技術開発型インキュ
ベーション事業」を行っています。

4 技術情報の提供
　工業技術に関する専門図書、JIS 文献などを一般開放して
います。また、北海道立工業試験場報告書、北工試だより、
技術支援成果事例集、事業のあらましを発行しています。

5 連携・交流
　大学及び研究機関等との情報交換・交流を行うとともに、
産学官連携プロジェクトの立案、調整、研究推進に取り組む
ほか、経営支援機関等と連携して企業などの事業化・実用化
を支援しています。

▼研究開発

▼技術情報の提供

▼技術指導
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Support Operations

写真①　道産サケ品質等級判別システム

写真②　農畜産用舗装材

写真③　ホタテ貝殻の有効利用

写真④　車いす補助動力ユニット

1 製品の高度化
　製品の高機能化、高品質化、
高付加価値化や新製品開発の
ための技術やデザイン・設計
技術など製品の高度化につい
て支援します。

①画像処理を用いた牛枝肉品質自動計測装置の開発
②鉛フリー製品の開発
③自溶合金溶射皮膜の開発
④情報機器・システムのユーザビリティ向上に関する研究
⑤ユニバーサルデザインや感性工学による新製品開発

2 生産技術の高度化
　高品質・低コストな製品を製
造するために必要な生産技術
の高度化について支援します。

①ハイブリッドRPシステムの開発
②生産管理による作業負担軽減と支援機器開発
③リアルタイム制御ロボットの開発

3 情報通信・エレクトロニクス・メカトロニクス関連技術の開発
　情報通信関連技術、エレク
トロニクス応用技術、システ
ム化技術の開発やこれらを応
用した製品開発について支援
します。

①次世代近距離無線通信技術による農業施設内センサネットワークに関する研究
②FPGAを用いた画像計測センサの開発
③北海道産鮭の品質評価システムの開発　写真①

④近赤外分光法を用いた農水産物用品質評価装置・システムの開発技術
⑤農業用長尺アームのアクティブ制振制御

4 新材料の開発と利用・道内資源の有効利用
　生産技術の高度化などに対  
応する新材料の開発や道内資  
源の有効利用技術などについ  
て支援します。

①超臨界流体の利用技術に関する研究
②生体機能性材料の開発
③製糖廃棄物を利用した農畜産用舗装材の開発　写真②

④環境調和材料の開発
⑤傾斜組成合金と高温耐食性材料の開発

5 環境関連技術の開発
　大気汚染などの環境保全関  
連技術や廃棄物の処理や再利  
用技術について支援します。

①水産系廃棄物の有効利用に関する研究　写真③

②廃棄物中の有害重金属の処理技術
③廃プラスチックのリサイクル技術
④環境浄化・保全セラミックスの開発と応用
⑤アルミリサイクル技術

6 エネルギー関連技術の開発
　融雪、凍結防止、着雪氷対
策や省エネ蓄熱・冷暖房およ
びバイオマスエネルギー関連
技術について支援します。

①冬期における居室外周部の快適性向上と省エネルギーに関する研究
②凍結スリップ防止パネルの開発
③着雪氷防止材料の開発
④バイオディーゼル燃料の品質向上技術
⑤資源用トウモロコシを用いたバイオエタノール製造技術

7 生活関連技術の開発
　快適で安全な生活環境を構
築する関連製品の開発や高齢
化対応機器、医療・福祉機器の
開発などについて支援します。

①人間情報計測処理技術の活用
②身体機能解析技術を用いた製品開発　写真④

③ハンズフリー型電気式人工喉頭の開発

　当場は「北海道立工業試験場中長期ビジョン」を策定し、
1地場産業の高度化のための技術支援
2 新しい産業や技術分野の創出のための技術支援
を行うため、幅広い技術開発に取り組んでいます。

ホタテ貝殻 アスファルト舗装材への利用

ホタテ貝殻入りチョーク 路面標示用塗料への利用
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き

Guidance for Use
用　　　件

技術相談、指導

工業技術に関する相談は 電話・文書・Eメール・来場による相談に応じています。

技術研修

技術研修の申込みは 研修許可申請書でお申し込みください。

場内見学

場内見学の申込みは 見学申込書でお申し込みください。
（3週間前までにご連絡ください。）

共同研究・受託研究

共同研究・受託研究の
問合せは

企画調整課にお越しください。
電話・文書・Eメールによる相談にも応じます。

技術情報・図書

技術文献、図書の閲覧は

JISの閲覧は
技術支援課にお越しください。

技術指導依頼書でお申し込みください。

派遣指導依頼書に、技術開発計画書等を添えてお申し
込みください。（有料）

技術指導の申込みは

試験分析依頼書でお申し込み下さい。（有料）

設備使用申込書でお申し込み下さい。（有料）

料金は、北海道収入証紙で納めていただきます。

技術開発派遣指導の申込みは

依頼試験分析、設備使用

試験・分析の申込みは

設備機器の申込みは

窓　　口手 続 き 等

技術支援センター技術支援課

企画調整部企画調整課

技術支援係
  011-747-2348

  011-747-2351

技術情報係
  011-747-2354

研究企画係
  011-747-2339

特許権等工業所有権

道有特許権等の利用は 実施許諾申請書でお申し込みください。
主査（研究調整）
  011-747-2344
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区　分 技術指導成果事例集（平成4年3月） 技術指導成果事例集（平成5年4月）

技　
　
　
　

術　
　
　
　

指　
　
　
　

導

化学工業関連分野 給水管の赤水防止装置の開発
降雪センサーの受感部の製造
膜分離の応用技術開発
自動車整備工場用排水処理装置の開発
万能型リン酸塩皮膜処理法の開発
チタン白金電極の開発

積雪寒冷地用道路センターポールの開発
蒸気暖房用銅製熱交換器の腐食疲労と防止対策
温水暖房配管の腐食と防止対策
馬鈴薯澱粉の顆粒化
消石灰飽和溶液注入による給水管の腐食防止法
セラミック溶射皮膜用封孔処理剤の開発
多段式連続炭化炉運転の最適化及び木質炭素の評価技術
GFPC材の切削試験装置
MgOを利用した油水分離用濾過材の開発

窯業・土石関連分野 天然石柔軟シートの開発
電気畜熱暖房器用蓄熱セラミックスの開発
石膏型作成と鋳込み成形技術
寒冷地トンネル用断熱材の性能評価法
コンクリート構造物の塩害防止塗装技術
低温硬化性ポリマーコンクリートの開発と実用化

本道珪藻土を利用した調湿機能タイルの開発
下水汚泥を原料とした透水性ブロックの開発
美瑛白土を利用した工芸ガラス製品の試作

機械・金属関連分野 ロータリー除雪機オペレータルームの静音化
ホタテ水噴射採貝機
高密度牧草梱包装置の開発
コンピュータシミュレーションを用いた低振動型自走式草刈り取り機の試作
純銀製パターの製造
セラミックモールド法によるプラスチック成形用金型の試作
鋳型砂自動試験機の開発
摩耗軸のめっきおよび溶射処理による再利用

海面養殖の自動給餌システムの開発
NC大型横中ぐり盤の生産性改善
チタンの曲げ加工と発色チタン材の耐食性
ホタテガイ養殖付着生物除去装置の開発
食品パッケージシステムの開発
内面研削盤の自動化

木材・木製品
関連分野

NCルータによる建材の加工
速乾型ウルシ塗装によるクラフト製品の開発
家具製品の構造改善
アイスホッケースティックの製品化
ユニット式コンビネーション遊具の商品化

樹脂含浸木製ドラムスティック
速乾型ウルシ塗料によるインテリア用品（床の間、明り取り）の開発
洋式風家具部材のNCルータ高次加工技術

デザイン関連分野 石張風コンクリート床タイルの製品化
健康運動楽器の機能とデザイン開発
うに、あわび加工食品のパッケージ開発
ストリートファニチャのデザイン改善とCGによる景観シミュレーション
農業機械（オニオンピッカー）のデザイン改良
たこ薫製のパッケージデザインと商品化
四阿（あずまや）のデザイン改善
桜鱒のパッケージデザイン指導
いくらのパッケージデザイン指導
レストラン用食器のデザインと製品開発
農産物のパッケージとイメージキャラクターのデザイン

オールシーズンタイプキャンピングカーの開発
ウッドクラフトのデザイン開発
チタン加工技術を利用したモニュメントの開発
新機構による2段式ガレージのデザイン開発
照明機能付きツリーサークルのデザイン開発
ストリートファニチャーのデザイン開発

熱利用技術関連分野 ゴムチップを利用した床暖房パネルと融雪パネルの開発
ヒートパイプによる水道メータの凍結防止
マンホールの断熱
養殖場の石油代替エネルギー利用システム
工場排熱利用の床暖房・融雪システムの開発
製材工場の省エネルギー
寒冷地用防寒靴の性能評価
成型木炭用炊事用具の開発
海外炭を原料とするバイオコール製造技術および燃焼器の開発

未利用資源関連分野 下水汚泥から肥効性複合融雪剤の開発
道産資源を利用したボーンチャイナの製造技術
膨張頁岩を利用した新製品開発
下水汚泥コンポストの造粒技術の開発

食料・医薬関連分野 ギョウジャニンニク製品の開発
道産米「ゆきひかり」「きらら397」による統一銘柄清酒の製品化
薬草乾燥工場の新設に伴う設計指導
遠赤外線のサキイカ乾燥工場への適用

エレクトロニクス
関連分野

発電溶接機自動制御装置の開発
バーコードを利用した生産管理システムの開発
タイヤの内部剥離検出装置の開発
データ・フロー型プロセッサの高度利用
板金展開NC加工システムの開発
CGによる橋梁の景観設計
木製ドアの自動開閉装置
ロードヒーティング用降雪センサの開発
NC自動プログラミングシステムの開発
超音波検査成績書の自動作成システムの構築

レーザ式オンライン板厚計測・管理システムの開発
汎用カラー識別装置の開発
文字（自由手書き英数字）認識ソフトウェアの開発

既　刊　目　録
Table of past Summary Reports
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区　分 技術支援成果事例集（平成6年8月） 技術支援成果事例集（Ⅱ）（平成7年9月）

試　
　

験　
　

研　
　

究

エレクトロニクス
関連技術

高速画像処理による農産加工品等級識別システムの開発
緑景観設計への3次元CGの適用
機構シミュレーションの利用技術

馬鈴薯・土石選別装置の開発
制御用ファジィプロセッシングボードの開発
自然な声を実現する電気式人工喉頭の開発

新材料関連技術 溶射接合によるマシニングセンターツールアームの開発
陶磁器とガラスの複合技術の開発
減圧注入成型法によるFRP製品の加工技術
複合超硬合金の開発と応用
ゼオライトによるアルカリ骨材反応の抑制
厚膜無電解ニッケルめっき技術の開発

高機能性分離カラム用充塡材料の開発
着雪氷防止塗料の開発

製品の高度化技術 微粒子設計、製造技術とその評価技術
ボイスチェア

高度生産技術 YAGレーザによる微細加工技術
オゾン利用による鮮度保持技術

窯業原料の配合計算システム
3次元測定とCAD/CAM技術

エネルギー・
環境保全関連技術

寒冷地におけるヒートポンプの開発 ホタテウロからの重金属除去（酸浸漬-水洗法）

技　
　
　
　

術　
　
　
　

指　
　
　
　

導

化学工業関連分野 CFRP製コイルバネの開発
機能性防寒靴の開発
家畜糞炭化物の造粒技術の開発
アルミニウム・シリケート系高分子凝集剤による上水の浄
化処理

減圧注入成形法によるFRP製品の開発
光造形モデルの塗装処理

窯業・土石関連分野 アルミナスラッジのセラミックスへの応用
装飾タイル作成のためのレジンモールディングの利用技術

機械・金属関連分野 トンネル内防水板の応力解析
CO2レーザによるチタンの文字着色技術
NCタレットパンチ自動穴明けシステムの開発
簡易自動超音波検査システム
ホームエレベータの開発
自動注湯機の開発
CADデータを利用したCAMシステムの開発
溶融亜鉛メッキ工程の自動化
機械加工工場における5S活動の推進

溶射を用いたコンクリート製品の開発
無電解めっきを利用した複層プレス金型の開発
農業機械製造における工程改善
凍結路面粗面化機構の開発
鉄系材料へのダイヤモンド薄膜の形成技術
暖房用ヒーターの強度解析
放電プラズマ焼結法による耐摩耗ノズルの開発

木材・木製品関連分野 自動ドアの商品化

デザイン関連分野 家庭用温水パネルヒータのデザイン開発
温泉析出物利用による特産品の開発
端材を利用したウッドクラフトの開発
ゴムチップパネルのデザイン開発

トマトジュースのパッケージ
洗車関連機器のデザイン開発

熱利用技術関連分野 一般都市ごみ燃焼低公害ボイラの開発
車両用フロアヒーティングシステムの開発
窓面コールドドラフト防止専用放熱器の開発

廃タイヤ・廃油焼却炉の開発
工場暖房用廃タイヤストーブの開発
スノーダクト用凍結防止装置の開発

未利用資源関連分野 鶏糞の堆肥化

食料・医薬関連分野 デンプントレーの開発
玉ねぎのキュアリング
パッキング作業改善に向けた機器類の開発

エレクトロニクス
関連分野

溶接ビード品質評価システムの開発
高速ビデオを利用した液体小袋充塡機の開発
ソーラーカーの開発
簡易デジタイジング装置

検査・識別システム用汎用高速画像処理装置の開発
無煙ロースタ制御ユニットの開発
農業管理ソフトウェア開発システム
高照度ブラックライト用リフレクターの開発
木材加工機械の簡易自動化

環境関連分野 公衆トイレ排水の循環再利用システム
写真廃液の濃縮
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区　分 技術支援成果事例集（Ⅲ）（平成8年9月） 技術支援成果事例集（Ⅳ）（平成9年9月）

試　
　

験　
　

研　
　

究

エレクトロニクス
関連技術

赤外ビジコンカメラを用いた路面凍結検知装置の開発
鋼板パネルロードヒーティング用ファジィ制御システムの
開発
アクティブ・ノイズ・コントロールシステムの開発

バッテリー残量計測装置の開発
ハーベスタの自動化技術
自律走行ロボットの開発
大根の自動選別箱詰システムの開発

新材料関連技術

製品の高度化技術 冬型電動車椅子の開発 北方型次世代暖房機のデザイン開発
球状カーボンを用いた発熱シートの開発
冬型電動車椅子（三輪タイプ）の開発

高度生産技術 青銅合金の蛍光X線分析法による迅速分析技術

エネルギー・
環境保全関連技術

ホタテウロからの重金属除去（酸浸漬-電解法）
機能性水処理接触材
融雪・凍結防止システムの開発
廃蛍光管からの希土類元素の分離回収
微生物による農薬除去技術

技　
　
　
　

術　
　
　
　

指　
　
　
　

導

化学工業関連分野 FRP製海藻着床板の試作と強度解析
減圧注入成形法によるFRP海藻着床板の開発

機能性アパタイト複合材料を用いた用水浄化システムの技術開発
湿式合成法による超微粒WC-Co系複合粉末の作製技術

窯業・土石関連分野

機械・金属関連分野 複合機能豆選別装置の開発
バーチドレンタインの耐久性向上
磁性鋼管用渦流探傷プローブの開発
林業機械の稼働時車体安定性の解析
農業機械の部品組立工程の自動化
じゃがいも種芋植付け補充装置の開発
新しい焼結技術による掘削ビットの開発
岸壁用船舶転覆防止材
漆を用いた金属エッチング製品の開発

鋳造工場の工程改善
家具製造業における工程改善
NC回転テーブルを利用した座付き配管用部材の加工
超硬合金による耐摩耗金型の開発

木材・木製品関連分野 木製品製造業における建具見積システムの開発 CGを利用した「インターネットセミナー」の制作

デザイン関連分野 福祉住宅用木製てすりの製作
融雪剤散布車のカバーリングにおけるモデル形成技術の活用
洗車関連機器のデザイン開発Ⅱ
曲げ木遊具のデザイン開発
ゴム弾性をもつデザインモデルの開発

降雪センサーのモデルチェンジ
融雪剤散布機のデザイン開発
生ゴミ発酵促進剤のパッケージデザイン
簡易型CADとレンダリングツールの活用技術

熱利用技術関連分野 低NOXバーナを使用した真空ボイラの開発
電気式ロードヒーティングの低コスト化

鋼板を利用したロードヒーティングの開発

未利用資源関連分野

食料・医薬関連分野

エレクトロニクス
関連分野

“木の街”旭川ホームページの製作
音声広告塔の開発
自然な声を発声できる電気式人工喉頭の実用化
2周波の超音波による底質調査技術の開発

ホームページ作成・更新支援システムの開発
DSPによる騒音制御システムの開発
牛舎内酪農機器通信制御システムの開発
ネットワークを利用した情報の共有化（小規模ネットワー
クの構築）
耐マイグレーション性評価技術
熱電変換モジュールの高信頼性技術の開発

環境関連分野 消石灰等による塩酸ガス乾式除去 産業廃棄物焼却炉によるフロン分解技術の開発
ペーパースラッジの再資源化
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区　分 技術支援成果事例集（Ⅴ）（平成10年8月） 技術支援成果事例集（Ⅵ）（平成11年8月）

試　
　

験　
　

研　
　

究

製品の高度化 ダイヤモンド砥粒の形状と研磨特性
減圧注入成形法によるFRP埋設灯油タンクの試作試験
アンドロイドシミュレーションによる製品評価技術

生産技術の高度化 ホタテガイ副産物のカドミウムの迅速分析（イオン電極法）遠隔作業のためのバイラテラルハンドの試作

エレクトロニクス・
情報通信関連技術

インターネットを利用する共同作業システムの開発 通信ネットワーク対応景観CADシステムの開発

新材料の開発・
資源の有効利用

PTC（自己温度制御）機能をもった面状発熱体による製品開発 乾電池を用いた面状発熱体

環境関連技術 廃蛍光管からの希土類元素の再資源化とその有効利用 ホタテウロからの重金属除去システムの開発
乳牛ふん尿のばっ気処理技術

積雪・寒冷地技術 凍結防止剤を利用した凍結防止舗装の開発 鋳鉄製高出力ロードヒーティングパネルの開発

生活関連技術 近赤外線を利用した路面水分検知装置に関する研究

創造的先進技術 形状記憶高分子ゲルの応用
質量の異なる搬送ワークの位置決め性に関する研究
ニューラルネットワークを用いた感性情報処理ソフトウェ
アの開発
複雑形状物のハンドリング作業支援システムの研究開発

技　
　
　
　

術　
　
　
　

指　
　
　
　

導

製品の高度化 牛枝肉輸送車両の強度解析
設計開発における構造解析（FEM）の活用
芝管理機械における部材の耐久性向上化技術
生型砂管理装置の機能向上
油圧四輪駆動車椅子のデザイン開発
注型技術を利用したクラフト製品の開発
電気式人工喉頭のデザイン開発

強度解析による農業機械の軽量化
生分解性梱包緩衝材の成形機の開発
機械設計支援ツールの開発
ISO対応家具強度性能評価試験
パッケージデザイン開発支援
カラマツを用いたガーデニング用品の開発

生産技術の高度化 コンクリート製品製造業における作業改善
シミュレーションによる工程改善事例
板金展開NC加工システムの改良
染色浸透探傷試験における現像皮膜の数値管理方法
電気回路部品の検査評価システム

金網製造業における作業改善
トラックボデー製造工場における工程改善
超音波のSH波等を用いたステンレス鋼の鋭敏化度評価
プリント配線板製造業の生産性改善
外部磁界を利用した磁粉検査用磁化コイルの試作
木炭の賦活-半活性炭の製造-
研磨ロボット再教示自動化ソフトウェアの開発

"エレクトロニクス・情
報通信関連技術"

チップ・スケール・パッケージングの熱応力解析
電気式人工喉頭の製品化
画像処理による鶏卵検査システム
公衆電話回線を利用した搾乳装置診断システムの開発
引張試験機データ処理システムの開発
疑似3次元CGを活用したオケクラフトデータベースの開発
ホームページのデザイン開発技術

簡易通信ネットワークを用いた牛舎管理システムの開発
乳牛用繁殖監視システムの開発
公衆電話回線を用いた乳牛管理用遠隔制御システムの開発
ルーフヒーティング制御用センサの開発
WWW-データベース連携アプリケーション開発支援システムの開発
インターネットによる受注業務に関する協業システムの開発
ホームページのデザイン開発及び管理技術

新材料の開発・
資源の有効利用

天然アパタイトの機能性開発とキャラクタリゼーション
製糖廃棄物を用いた農畜産用舗装材料
家畜用敷き料製造機の開発

環境関連技術 めっきスラッジの無害化処理
使用済み蛍光灯ガラスからモザイクタイルの開発
排水リサイクル型移動式水洗トイレの開発
焼却炉から発生するダイオキシンの抑制

シュレッダーダストを用いた路面ブロックの開発
廃ガラスからセラミックス製品の開発
自動車塗膜におよぼす各種凍結防止剤の影響

積雪・寒冷地技術

生活関連技術 車椅子用補助スキーの開発評価
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区　分 技術支援成果事例集2000（平成12年10月） 技術支援成果事例集2001（平成13年6月）

試　
　

験　
　

研　
　

究

製品の高度化 抗菌効果がある酸化チタン溶射皮膜の形成
アルミニウム合金製射出成形用金型の開発
パラレルメカニズムを用いた姿勢制御技術の開発
炭素系導電性発熱体を用いた補助パネルヒータの開発

農作業車両の自律走行作業支援システムの開発
アンドロイドシミュレーションによる製品適合性評価

生産技術の高度化 連続型凍結濃縮装置 鉛フリーはんだの実用化の検討

エレクトロニクス・
情報通信関連技術

景観設計用樹木画像データベースの構築 音声認識応用システムの開発
環境計測・精密測定用電磁界シミュレーションに関する研究
農作業車両のための環境情報モニタリングシステム

新材料の開発・
資源の有効利用

人形収納用の新しい調湿材

環境関連技術 有機性廃棄物の微生物処理技術
ペーパースラッジの再資源化

FRP廃棄物を再利用した製品の開発
重金属含有飛灰の不溶化処理技術
製糖廃棄物を用いた農畜産用低強度コンクリートの開発
サケ鼻軟骨由来コンドロイチン硫酸の高度利用化研究

積雪・寒冷地関連技術 寒冷外気利用氷層生成装置 プラスチック製パネルラジエータの開発
凍結スリップ防止パネルの開発
赤外光を利用した路面凍結検知装置の開発

生活関連技術 製品設計のための人間特性計測 ユニバーサルデザインに配慮したデスク用補助台装置の検討
北国型福祉社会における住生活環境整備に関する研究

創造的先進技術 福祉施設における自律型運搬ロボットの開発 仮想現実（VR）を用いた作業情報提示システム
凍結防止剤散布車の油圧部品の破損対策
長寿命スラリーポンプの開発
レンガ色自動選別装置の高度化
ホヤを利用した商品開発におけるデザイン開発
ホームページデザインの技術支援
3次元CADを活用したデザイン開発技術

技　
　
　
　

術　
　
　
　

指　
　
　
　

導

製品の高度化 液化天然ガス（LNG）輸送用コンテナの強度解析
樹木伐採用機械の車体安定度解析
固形食品スライサーの開発
CI導入におけるデザイン開発（VIS開発）
介助椅子のティルト機構の改善
商品開発に伴う企業ホームページデザイン
画像送信カメラケースの開発
身障者用木製織機の開発
サンドブラストを利用した木製プレートの開発

生産技術の高度化 データベースソフトを利用した業務改善
超音波を利用したステンレス鋼の鋭敏化度の評価
腐食性スラリー環境下での耐食性評価装置の開発
概算見積システムの開発

製紙用コーティングロール剥離検査システムの開発
溶射法によって形成された皮膜の密着性の評価
食品工場における工程改善
任意濃度の海洋深層水氷の製造装置
金属板穴あけ・切断加工NC機械制御装置の開発
触覚情報による産業用ロボットの教示技術

エレクトロニクス・
情報通信関連技術

地域産業情報を提供するWWW-データベースシステムの開発
印刷工程における文書記述言語の利用技術の開発
小規模組織向けイントラネット用データベースサーバシステムの開発
μITRON仕様リアルタイムOSの開発
DSPによるDP/PB変換システムの開発
Webアクセシビリティ指針に基づくホームページデザイン技術の開発

文書記述言語を利用した印刷工程の開発

新材料の開発・
資源の有効利用

環境関連技術 近赤外分光法によるプラスチックの材質識別
ホタテウロリサイクルプラント実稼動への支援
蛍光管ガラスのリサイクルによる装飾タイルの開発
家畜飼料貯蔵用タンク内部における調湿環境技術の応用
小型風車用ブレードの開発

農畜産系廃プラスチックの熱分解油化
廃ガラスを利用した工芸品の開発
廃粘土などを利用した照明器具の開発
介護用再生型オムツの開発

積雪・寒冷地関連技術 コールドドラフト抑止用床埋設放熱器の開発 踏むだけで容易に雪氷を砕くゴムマットの開発

地中直接採熱ヒートポンプを利用したロードヒーティング

生活関連技術 木製ガーデンファニチャの開発 音声操作型電動車椅子の開発
4輪駆動型電動車椅子のコントローラ開発
車椅子用後輪補助スキーの開発
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区　分 技術支援成果事例集2002（平成14年5月） 技術支援成果事例集2003（平成15年5月）

試　
　

験　
　

研　
　

究

製品の高度化 スプレードライング法による湿式粒子設計技術
農用車両の低コスト自律走行システムの開発

センサーフュージョンによる農業車両の自律走行

生産技術の高度化 プリント配線基板中のレーザビアホールへのめっき技術 Webを活用した作業改善システムの開発

エレクトロニクス・
情報通信関連技術

顔画像生成表示コンポーネントの開発
FPGAを用いたイメージセンサの開発
画像情報を用いた自律型移動ロボットの自己位置同定方法

超小型人工衛星用姿勢制御装置の耐久性能評価試験
農作物害虫遠隔計数システムの開発
農作物品質の光学的非破壊計測技術の開発
牛体の模様を利用した牛の動き推定法
μITRON4.0仕様リアルタイムOSの開発

新材料の開発・
資源の有効利用

廃ガラスを利用した軽量材料の開発
ごみ焼却炉高温耐食材料の開発

ホタテ貝殻を利用した複合材料の開発
イカ加工残さの有効利用技術の開発

環境関連技術 廃蛍光体スラッジからの希土類蛍光体の合成 バイオガス生物脱硫システムの開発
ライムケーキを利用した舗装材の混合プラントの開発

積雪・寒冷地関連技術 滑雪塗料の開発 凍結スリップ防止パネルの開発
省エネルギー型石油ロードヒーティングシステム

生活関連技術 タッチパッド型電動車いすコントローラの開発 雪道移動用補助動力ユニットの開発
高齢者・障害者対応調理台の開発

技　
　
　
　

術　
　
　
　

指　
　
　
　

導

製品の高度化 暗渠配水管工事用トレンチャーの高さ制御
生ゴミポストの強度試験と解析
廃タイヤリサイクルシステム
カオス振り子の製作
熱湯洗浄機の改善
リードフレーム用めっき皮膜の鉛フリー化
結露防止ヒーターの開発
非接触3次元測定システムを利用した土偶の形状測定
災害備蓄用缶詰パンのパッケージデザイン開発
甜菜を原材料として利用したスピリッツのパッケージデザイン開発
地域振興のためのサイン整備事業支援

高速大型4WD-4WS農用車両の開発
学校用木製家具の開発
配線クランプ金具の強度試験
高速ビデオ解析を用いたビート移植機の開発
道路管理用砂箱のデザイン開発

生産技術の高度化 ホタテウロ重金属除去プラントにおけるカドミウム連続モニタリングシステムの開発
浸透検査における現像塗膜厚さ測定用グレースケールの開発
熱電素子向け鉛フリーはんだコーティング装置の開発
酪農機械製造ラインの工程改善

熱電素子の高強度化技術の開発
非接触式簡易型三次元形状計測システムの開発
在庫管理システムの構築
壁面ヒーターの開発
非接触3次元測定システムによる3次元外形状測定と測定データの活用
着氷防止マット製造工程の改善

エレクトロニクス・
情報通信関連技術

画像処理を用いた稚ウニ育成状況管理システムの開発
文書記述言語を利用した印刷用文書処理システムの開発
NCプログラム管理ソフトウェアの開発
畜産業における新しいデータ通信システムの開発

牛舎におけるデータ伝送システムの設計と給餌システムへの適用
製材色選別システムの開発
旭川家具3Dカタログ作成支援
海水の結氷状態の測定

新材料の開発・
資源の有効利用

サケ鼻軟骨由来コンドロイチン硫酸の開発
ロータリーキルンを用いた発砲セラミックス

傾斜組成超硬合金を接合した機械部品の開発
廃コピー機におけるガラスの性状評価と有効利用

環境関連技術 地下水に含まれるアンモニアのゼオライトによる除去
三流体バーナの開発
風況解析プログラムの開発
菜種油のバイオディーゼル燃料化
新聞紙、ポテトパルプ及び木炭混合ボードの性能評価
発砲スチロール減容物による接着剤の開発
廃蛍光管を利用したガラス製品の開発

廃油バーナの開発
砂原町における風況結果
釣り用鉛フリー重りの開発
消火器薬剤の肥料としてのリサイクル
空きびんを利用した水栽培容器の開発
廃ガラスを利用した海洋漂砂調査用試験砂の開発

積雪・寒冷地関連技術 子牛育成用温熱ヒーターマットの開発
床暖房パネルの開発

水熱源ヒートポンプの開発
熱源付属型輻射パネル式暖房機の開発
天井放射空調パネルの性能評価
電気畜熱式温水床暖房システムの開発

生活関連技術 多様な身体特性に対応可能な手摺の開発
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区　分 技術支援成果事例集2004（平成16年5月） 技術支援成果事例集2005（平成17年5月）

研　
　

究　
　

開　
　

発

生産技術の高度化 自溶合金溶射皮膜の非破壊評価方法の開発
フローはんだ付における鉛フリーはんだの組成管理
酸化チタン光触媒の防汚機能の評価技術
運指キャプチャーシステムの開発

橋梁への防食溶射技術
タグチメソッド（品質工学）を活用した製品開発

情報通信・
エレクトロニクス・
メカトロニクス関連技術

汎用車載ネットワークCANの農業機械への応用
組込みシステム・オープンプラットフォームの構築
FPGAを用いた動きセンサの開発とひと検知への応用
牛枝肉横断面の高精細画像撮影装置
μITRONベースの組込み画像センサシステム
撮像素子型センサを用いた複雑色判別技術の開発

近赤外分光法による携帯型糖度計測装置の開発
携帯電話を用いた遠隔操作モジュールの開発
CANを用いた移動ロボット開発用プラットフォーム
画像処理を用いた牛枝肉の品質評価システム
XMLスタイルデータ変換ソフトウェアの開発
下水道管補修用せん孔ロボットの開発
FPGA評価ボードの開発
植林苗木の位置検出技術の開発

環境関連技術 地中熱交換器を用いた利用したヒートポンプの開発
ホタテ貝殻粉末を利用したアスファルト舗装
ホタテ貝殻を原料とした無機顔料の開発
有機系廃棄物の再資源化・エネルギー回収技術情報データベース
下水汚泥焼却灰のひ素固定化及び造粒化技術
使用済み農ビを用いたリサイクル製品の特性評価

ホタテ貝殻粉末を利用したアスファルト舗装の供用性調査
有機性廃棄物の高度処理技術の開発
環境に優しいロードヒーティング用不凍液の開発
イカ加工残さを利用した養魚用飼料化技術の開発
ライムケーキを用いた農畜産用舗装技術の開発
廃乾電池亜鉛滓を用いた多孔性セラミックスの開発

製品の高度化 インクジェットプリンタ・コーティング剤の耐候性試験
観光情報システム・機器のコンセプト開発
光造形によるIT機器のプロトタイプモデル筐体の開発

生活関連技術 ゆらぎ信号を用いた電子機器制御技術
運動負担予測技術の開発
マグネット式ボタンの開発

技　
　
　
　

術　
　
　
　

支　
　
　
　

援

生産技術の高度化 電子線微小部分析装置を用いた耐食性評価技術
超音波検査判断支援システムの開発
5Sによる職場改善
野菜加工工場における工程改善
木彫り人形マスターモデルの非接触3次元測定
自由曲面を有するIP電話筐体の開発

高効率凍結濃縮装置の開発
超音波検査判断支援システムの開発
貝殻使用仕掛けの生産性向上
サイバー鳴子の開発

情報通信・
エレクトロニクス・
メカトロニクス関連技術

マイコン搭載画像処理ライブラリの開発
大型作業機械の振動計測
インターネット接続用セットトップボックスの開発
スクラッチカード用透過型印字機の開発

組込みシステム向けTCP/IPプロトコルスタックの応用
工業高等学校向け画像処理教材の開発
携帯電話を用いた遠隔データ収集制御装置の開発
日本酒選択支援システム「酒道楽」の開発
SH2マイコン用イーサネットドライバ
FPGAを用いたLCDグラフィックコントローラ
i-mode Web閲覧システムの開発
気象計測用小型マルチセンサシステムの開発
組込みソフトウェア開発環境の構築
自在アームを有する小型橋梁点検車の開発

新材料の開発・
資源の有効利用

ホタテ貝殻由来軽質炭酸カルシウムの製造技術の開発
ホタテ貝殻を利用した溶融型路面標示用塗料の開発
高温潜熱を持つ畜熱冷剤の開発
牛骨由来傾斜機能アパタイトセラミックスの開発

ホタテ貝殻を利用したチョークの開発

環境関連技術 木質バイオマスガスエンジン発電システムの開発
木質バイオマス燃焼ボイラーの開発
ペーパースラッジ炭化物の製造プロセス評価
使用済み発砲スチロールのリサイクル技術の開発

ホタテ貝殻を原料とした透水性ブロックの製造技術
ホタテ貝殻由来軽質炭酸カルシウムの形状制御技術
ホタテ貝殻を用いた保水性塗装平板の開発
廃蛍光管ガラスのリサイクル活用
廃乾電池亜鉛滓（IZC）を利用したレンガの開発

製品の高度化 小径管用洗浄ロボットの開発
木製エレベーターの開発
創造的発想支援法TRIZを活用した機械装置の開発
全自動魚卵検査装置の開発
プリント基板形成技術によるコアレスモータの開発
滑り止め収納箱（砂箱）の商品開発
重度障害児用チェアスキーのプロトタイプ開発
車椅子用電動補助ユニットのデザイン改善

体位変換補助具の開発
バス停留所の製品コンセプト開発
フルカラー LEDを使用したディスプレイ装置の開発
3次元データを活用したチェアの開発
北のやすらぎブリック製造工程の改善

エネルギー関連技術 地中熱・換気廃熱回収ヒートポンプの開発
風力発電と燃料電池によるハイブリッド発電システム

生活関連技術 高齢者用浴槽の開発 雪道移動用補助動力ユニットの製品化

創造的先進技術 凍結海洋深層水塩および濃縮液製品の開発
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区　分 技術支援成果事例集2006（平成18年5月） 技術支援成果事例集2007（平成19年5月)

研　
　

究　
　

開　
　

発

製品の高度化 LED発光ディスプレイ装置の高度化 ランダム振動試験による耐振性能評価方法
バイオガストラクタ燃料供給部の強度・耐久性試験
モーダル解析を用いた長尺アームの制振制御
超臨界乾燥法による多孔質担体の製造
携帯電話のテレビ電話コミュニケーション評価手法開発
携帯型マニピュレータの開発

生産技術の高度化 高濃度原液用凍結濃縮装置の開発
重機アタッチメント製造工程の工程改善
鉛フリー小型釣り用オモリの開発

廃タイヤ炭化微粉末へのめっき皮膜形成
食品製造業における嗜好評価システムの開発
リアルタイム制御による力覚加工システムの開発

情報通信・
エレクトロニクス・
メカトロニクス関連技術

非接触式のスポット型路面水分検知センサ
パケットロス補完機能を搭載したＩＰ電話の開発
組込みシステム向け暗号化通信モジュールの開発
実環境における移動体の検出追跡技術の開発
畜産動物の運動器病予備検診技術
アクティブ制御を用いた長尺アームの制振制御
高所荷積作業装置の安定性解析
橋梁点検車搭載の画像計測システムの開発
小型カメラを用いた電子白板システムの開発
高放熱型プリント配線基板の開発

生分解性素材を用いた海洋投下型センサーの開発
進化計算法のスケジューリングソフトウェアへの応用
遠隔から映像配信が可能な映像再生システムの開発
組込みシステム向けネットワークミドルウェアの開発
牛枝肉品質評価ソフトウェアの製品化
道産ホタテガイ品質評価システムの開発
リアルタイム物体追跡のための輪郭抽出の並列処理
３Ｄ-ＣＡＤを活用したメカトロ製品の機能シミュレーション

新材料の開発と利用・
道内資源の有効利用

水産物からの機能性物質抽出精製法の開発と製品化
環境に優しい木チップ滑り止め材の開発

硫酸環境向けポンプ用軸スリーブの開発

環境関連技術 炭酸ガス洗浄工法による水道管シールコートの除去
イカ内臓の重金属簡易迅速分析法の開発
廃乾電池亜鉛滓を用いた水処理材の開発

加熱還元気化法による廃棄物からのひ素除去の検討

生活関連技術 ハンズフリー型電気式人工喉頭の開発
放射併用吹出しパネルの開発
福祉機器搭載型ネットワーク構築技術の開発

換気排熱を利用する空気式融雪路盤

創造的先進技術 氷点下における燃料電池の起動・停止条件の検討
歯のバイオリサイクルを利用した生体材料の開発

エレクトロスピニングによるキトサン・ナノ繊維の製造
装着型歩行機能計測システムの開発

技　
　
　
　

術　
　
　
　

支　
　
　
　

援

製品の高度化 ゴミの減容装置の開発
防雪柵の共振解析
構造解析技術を活用した学童椅子の強度設計
ＰＣＢ保管容器の漏液防止性能評価
転動流動層を用いたコーティング技術
Ｘ線電極の剥離検出
車両用砂箱のデザイン開発
ロールベーラの外観デザイン改善
バキュームクリーナの操作パネルのユーザビリティ改善
Ｕ型伸縮窓下ヒーターの開発
ホタテ貝殻を利用したブラスト装置の開発

球状軽質炭酸カルシウム微粒子の開発
コミュニケーション媒体としてのパンフレットデザイン
洗車関連機器の操作パネルデザイン開発
肥料流通システムのコンセプト開発
間口除雪支援機器・システムのコンセプト開発
石臼コーヒーミルの開発
電熱式ジンギスカン調理器の開発
新型窓下ヒーターの開発

生産技術の高度化 作業日報管理システムの開発
紙袋製造工程における接着剤塗布検出システム
小規模水産加工場における洗浄用海水殺菌システム
エッチング溶液の濃度管理方法の開発

全天候型ＲＦＩＤユニットの性能評価
タンパク質結晶化容器の成形技術
表面分析と溶出試験によるガラスの耐久性評価
農業機械製造業における工程改善
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

情報通信・
エレクトロニクス・
メカトロニクス関連技術

農業機械・設備用リモートメンテナンスシステムの開発
無線ＬＡＮを用いた遠隔制御システムの開発
音楽を奏でる舗装道路「メロディーロード」の開発
小型紙幣識別装置の開発
牛個体識別用無線通信システムの開発

橋梁点検用アームロボットの高度化
カラマツ高付加価値化のための画像計測システムの開発
放牧地用可動型フィードステーションの開発
光がゆらめくＬＥＤデザイン照明の開発
無線通信による農作物灌水制御システム

新材料の開発と利用・
道内資源の有効利用

ライムケーキを用いた高反応消石灰
ホタテ貝殻による路面標示用塗料の耐滑走性の改良
調湿機能を有する内装材の開発
道産鉱物を利用した色ガラスの開発

病害虫忌避剤を担持させた除放性セラミックスの開発

環境関連技術 医療廃棄物焼却炉から排出されるダイオキシンの抑制 廃カーボン紙を利用したリサイクル技術の開発
廃タイヤの常温ゴム粉末化システムおよびその方法
廃石膏ボードの利用技術

エネルギー関連技術 熱分解ガス利用デュアルフューエル発電機の開発
寒冷外気とサイロの利用による牛舎冷房装置の開発
海洋深層水塩の製造装置の開発
ソーラーウォール24時間タイプの性能評価
地中熱ヒートポンプによる床暖房システムの開発
省エネルギー型空調用フィルターの開発
潜熱蓄冷技術の開発

ヒーター内蔵太陽熱温風暖房装置の開発
水素吸蔵合金を用いた水素貯蔵システム
地中熱利用システムの農業施設への応用
バイオガス専焼ボイラの開発

生活関連技術 電気温水プラスチックヒーターの開発
透水ブロックを用いた空気式融雪システムの開発
ティルトリクライニング型入浴チェアの開発
身障者にも使いやすいラジオスタジオ機器の開発
スノーダンプ用冶具開発における人間工学評価技術
車両乗降補助装置の開発

有酸素運動促進マスク使用時の呼吸退社計測
ペレットストーブへのペレット投入時の身体負荷計測
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研　
　

究　
　

開　
　

発

製品の高度化 農水産品ハンドリング機器の仮想試作ツール
とかちゼオライトを利用した水処理材の特性評価
脳波を用いた感性評価技術

生産技術の高度化 超音波シミュレーション技術の開発
抽苔（ちゅうたい）ニンジン自動判別装置の開発

情報通信・
エレクトロニクス・
メカトロニクス関連技術

生分解性素材を用いた投込み式深海底モニターの開発
音声で操作できる視力障がい者向け予定管理装置の開発
乾ホタテ貝柱用携帯型近赤外水分センサの開発
二重反転翼を有するダクテッドファン型飛翔体の開発
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
車速計測のための組込み向け小型画像センサ
北海道産サケの品質等級判別システムの開発
近距離無線通信を用いた施設内センサネットワーク

新材料の開発と利用・
道内資源の有効利用

亜麻を用いた複合材料の検討

環境関連技術 一般廃棄物溶融スラグの建設資材化技術
高比表面積を有する排煙処理用高反応消石灰の開発
北海道内温泉水による金属材料の腐食

生活関連技術 ユニバーサルデザインスコップの開発
円山動物園情報提供システムの提案

創造的先進技術 動物骨由来生体模倣材料の開発と応用

技　
　
　
　

術　
　
　
　

支　
　
　
　

援

製品の高度化 肥料流通コンテナシステムのデザイン開発
光触媒を利用した空気浄化型内装材の開発
廃プラスチック板を利用した鋼構造バンカーサイロの開発

生産技術の高度化 製造業における作業改善とレイアウト改善
生体外観のデジタルデータ取得手法の開発

情報通信・
エレクトロニクス・
メカトロニクス関連技術

医薬品候補化合物の仮想選別に用いる探索ソフトウェアの開発
FPGA設計開発スタートアップ支援
ソフトウェア技術者向け組込み制御技術研修課程の開発
ランダム振動試験の製品開発への適用
住宅換気システムの清掃器具の開発

新材料の開発と利用・
道内資源の有効利用

とかちゼオライトの基本性状と礫耕栽培への応用

環境関連技術 新築端材石膏ボードを使ったライン引き粉の開発

エネルギー関連技術 熱電変換素子を利用した発電システム
自動車用部品冷却装置の性能改善
バイオディーゼル燃料製造装置の開発
樹脂パイプ集熱器による太陽熱温室暖房システム
牛乳熱利用ヒートポンプシステムの開発

創造的先進技術 表面分析技術による微量汚れの検出



※　技術支援成果事例集のバックナンバーをご希望の方は下記までご連絡ください。
　　なお、当場のホームページにも技術支援成果事例集を掲載（平成12年度版から）しており
　ますので、併せてご活用ください。（アドレスは下記）

 技術支援成果事例集 2009

平成21年５月　発行

発行：北海道立工業試験場
　　　　　　　　　　　技術支援センター技術支援課技術情報係

印刷：正文舎印刷株式会社

〒060−0819　札幌市北区北19条西11丁目
TEL（011）747−2354
FAX（011）726−4057

URL  http://www.hokkaido-iri.go.jp/

これまでの発行状況

名　　称 発行年月
紹介成果事例数

試験研究 技術指導 合　　計

技術指導成果事例集 平成４年３月 − 63 63

　　　 〃 　　　　 平成５年４月 − 30 30

技術支援成果事例集 平成６年８月 14 27 41

　　　 〃 　　　　（Ⅱ） 平成７年９月 8 25 33

　　　 〃 　　　　（Ⅲ） 平成８年９月 8 24 32

　　　 〃 　　　　（Ⅳ） 平成９年９月 9 20 29

　　　 〃 　　　　(Ⅴ) 平成10年８月 9 23 32

　　　 〃 　　　　(Ⅵ) 平成11年８月 10 27 37

 　　　 〃 　　　　2000 平成12年10月 12 26 38

 　　　 〃 　　　　2001 平成13年６月 16 22 38

 　　　 〃 　　　　2002 平成14年５月 11 30 41

 　　　 〃 　　　　2003 平成15年５月 15 28 43

 　　　 〃 　　　　2004 平成16年５月 16 28 44

 　　　 〃 　　　　2005 平成17年５月 22 28 50

 　　　 〃 　　　　2006 平成18年５月 24 38 62

 　　　 〃 　　　　2007 平成19年５月 22 30 52

 　　　 〃 　　　　2008 平成20年５月 21 18 39

 　　　 〃 　　　　2009 平成21年５月 24 26 50
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北海道立工業試験場 
〒060-0819  北海道札幌市北区北19条西11丁目 
TEL 011-747-2321㈹ 
FAX 011-726-4057 
地下鉄：札幌市営地下鉄南北線「北18条駅」下車　徒歩約15分 
タクシー：JR「札幌駅」北口乗車　約10分 

北海道立工業試験場［野幌分場］ 
材料技術部セラミックス技術科 

〒069-0817  北海道江別市野幌代々木町76番地 
TEL 011-382-2704 
FAX 011-382-0189 
JR：函館本線「野幌駅」下車　徒歩約15分 
タクシー：JR「野幌駅」乗車　約5分 
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野幌郵便局 道銀 

野幌駅前 

消防本部前 
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北海道立工業試験場 
材料技術部セラミックス技術科 
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● 

次世代ポストゲノム研究棟 
創成科学共同研究機構 

リエゾン部 

創成科学研究機構棟 

北海道立工業試験場 

科学技術振興事業団 
研究成果活用プラザ北海道 

北海道環境科学研究センター 

北海道産学官協働センター 
コラボほっかいどう 

北海道立衛生研究所 

● 武蔵女子短大 ● 武蔵女子短大 

北海道立地質研究所北海道立地質研究所

　 地下鉄南北線
北18条駅から徒
歩でお越しの場
合地上の歩道を
ご利用ください




