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局部磁場による裏波ビード形状の改善効果－磁性材料への適用－

［要 約］

本研究では溶融池磁気制御アーク溶接法における磁気変動の予測にシミュレーション

を導入し、磁化コイルの形状と磁気の流れなどを把握すると共に、実機による確認実験

を行った。

その結果、シミュレーションの結果に基づき最適な磁化コイルの先端形状を決定し、磁

、 。 、場分布を測定したところ シミュレーション結果とほぼ一致した 同コイル先端を用いて

SS400 SUS304強磁性体の に対して実験を行ったところ、漏れ磁束の影響から常磁性体の

溶接時と異なり、電磁力による持ち上げ効果は少なかった。

溶接 電磁力 溶融池 磁化コイル［キーワード］TIG

工業技術センター 生産技術研究班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

水道管などの配管材料として利用されている鋼管の一層目の溶接には継ぎ手の信頼性の

高さから、 溶接が利用されている。しかしながら、溶接時においては、重力による溶TIG
融金属の垂れ下がりにより欠陥を生じやすいと同時に、内側からの補修も困難であること

から、これらの問題を解決する溶接法が望まれている。そこで、本研究では溶融池磁気制

御アーク溶接法における磁気変動の予測にシミュレーションを導入し、磁化コイルの形状

と磁気の流れなどを把握すると共に、実機による確認実験を行った。

［成果の内容・特徴］

①溶融金属部後方に対して、局所的な強い磁場を発生させるため、幾つかの磁極先端形状

について解析を行い最適な磁極先端形状を決定した（図 。1,2）

②決定した磁極先端形状を製作して磁場分布を計測し、解析結果と比較したところ、磁束

密度の値は若干下回ったものの、分布傾向は解析結果とほぼ一致していた（図 。3）

③新しい磁極先端を用いて強磁性体材料である について溶接実験を行ったところ、SS400
漏れ磁束の影響から 溶接時と異なり、電磁力による持ち上げ効果は少なかったSUS304
（図 。4）

④溶接実験の結果から、解析条件を見直すため、テストピースを溶融池や開先の隙間等を

個別にモデリングし、溶融金属部については、キュリー点を考慮した比透磁率を設定し

たところ、空気中と比較して溶融金属部の磁束密度が 程度に低下する結果となった1/5
（図 。5）

［成果の活用面・留意点］

解析により溶融金属部の磁束密度を試算することができることから、実際の溶接現象を

予測でき、磁化コイルや磁極先端形状へフィードバックさせることが可能である。

［残された問題点］

磁化電源の発生電流限界のため、現在使用中の磁化コイルでは溶融金属の持ち上げ効果

が得られるような磁束密度を発生できないことから、コイルの巻数を増やすなどした新た

な磁化コイルの製作が必要である。

生産技術分野
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生産技術分野

［具体的データ］

図1 磁極先端形状 図2 解析モデル

a)Z軸方向の磁場分布 b) Y軸方向の磁場分布

図3 磁場分布の解析値と実測値の比較

a)磁化電流：0[A]（0mT） b)磁化電流：5[A]（10mT） c)磁化電流：10[A]（20mT）

図4 磁化電流を変化させた場合のマクロ写真（断面写真）

図5 磁化電流5[A]における磁束密度分布の解析結果（磁極先端より3.25[mm]上方）

［研究情報］

研究課題名：局部磁場による裏波ビード形状の改善効果－磁性材料への適用－

2012 008課題ＩＤ： 技

予算区分：沖縄県産業振興重点研究推進事業（県単）

研究期間：平成 年度25
研究担当者：棚原靖 羽地龍志 松本幸礼

16 25 p.11-16発表論文等：沖縄県工業技術センター研究報告書 第 号 平成 年度

特許取得予定の有無：なし
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沖縄サポーティングインダストリー基盤強化事業

［要 約］

金型技術研究センターでは、金型に関連する人材育成を行うことで、企業を誘致し県内

サポーティング産業の振興を図っている。これまでの人材育成事業では、主に金型に関連

する技術講座を実施してきたが、より実践的な人材を育成するためには、実際の業務を通

。 、 、じての研修が必要と考えられた 本事業は 工作機械や測定機器などの最新機器を導入し

それらの機器を企業と連携した製品開発の中で活用することで実践的な人材の育成に取り

組んだ。

サポーティング産業、人材育成［キーワード］

工業技術センター 生産技術研究班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

沖縄県は、県内総生産に占める製造業の割合が約 で全国一低いことが知られている4.5%
が、その製造業の内訳についても大きな偏りのあることが分かっている。沖縄県の製造業の

、 、 。構成は サポーティング産業の集積が少なく 最終製品製造業が多い逆三角形の構図になる

サポーティング産業の集積が少ない沖縄では、工業系の教育機関を卒業した若者に対して

就職の場を提供するのが難しいことや、立地後の協業体制の構築が期待できないことによる

企業誘致への悪影響、或いは特産品を原料とした新製品を開発する場合でも類似する既存の

本土製加工機を流用するしかないなどの不都合が生じている。

年、沖縄県工業技術センターは、サポーティング産業を振興するため、金型に関連2010
する人材育成、機器提供、研究開発を行う金型技術研究センターを設置し継続的に活動を続

けてきた。特に人材育成事業での研修生数は、長期研修（１年間）で 名、短期（約１週32
間）では延べ 名となっており、その間の関連する誘致企業数は７社あり、研修修了者の190
内 名が誘致企業や将来沖縄へ立地する予定の企業へ就職している。これまでの人材育成31
事業では、主に金型に関連する基本的な技術講座を行ってきたが、これらの活動を更に加速

するためには、より実践的な人材育成を行うことが求められるようになった。

本事業は、工作機械や測定機などの最新機器を導入し、それらの機器を企業と連携した製

品開発の中で活用することで、 形式で実践的な人材の育成に取り組んだものである。OJT

［成果の内容・特徴］

導入した機器を企業と連携した製品開発や部品加工の中で活用し、 形式の人材育成研OJT

修を実施した。表にこれまでの成果を示す。

表 人材育成の成果

平成 年度 平成 年度24 25
製品開発 ３件 ５件

部品加工 ４０件 ５３件

育成した技術者 ８人 １３人

機器の利活用 ２７７件 ３９８件

「育成した技術者」とは、県内の機械加工業者が企業からの依頼を受け、製品開発や部品加

工に取り組んだ場合はその機械加工業者の技術者、開発案件を持ち込んだ企業の担当者が自

ら成形などを行った場合は、その担当者。また「利活用」とは、製品開発に取り組む中で使

用した機器の延べ回数となっている。

生産技術分野
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［成果の活用面・留意点］

平成 年度に導入した金属粉末積層造型機では、切削加工や放電加工といった従来の金24
型製作手法では実現できなかった螺旋状の冷却管が製作可能であり、成形サイクルの短縮に

効果を発揮する。また平成 年度に導入した非接触測定器では、リバースエンジニアリン25
グや加工精度の検証などに活用することができる。

［残された問題点］

サポーティング産業に携わる人材の育成を継続して実施する。

［具体的データ］

（製品開発例）

協同バルブ商事㈱と、浴槽や浴室、洗面台などに使用される排水トラップ（図１）の開発

を行った。排水トラップは、浴槽などからの排水を内部に取り込み、接続された配水管に導

くものである。

（部品加工例）

㈱デジタルデザインサービスからの依頼により骨接合プレート（図２）の試作に取り組ん

だ。骨接合プレートは、整形外科手術において切断された骨を、適切な位置で固定する医療

用部品である。

図 排水トラップ 図２．骨接合プレート（チタン製）1.

［研究情報］

研究課題名：沖縄サポーティングインダストリー基盤強化事業

2012 015課題ＩＤ： 技

予算区分：沖縄サポーティングインダストリー基盤強化事業／一括交付金

研究期間：平成 ～ 年度23 25
研究担当者：泉川達哉

発表論文等：無し

特許取得予定の有無：無し
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押出工程の可視化に関する研究

［要 約］

アルミサッシなどの製造におけるアルミ押出成形工程では、予備加熱を行ったアルミ押出

金型とアルミビレットを押出装置にセットし成形を行う。本研究では、金型を予備加熱炉内

に設置した状態で温度計測を行い、炉内の温度分布の把握を行った。また、アルミサッシの

材料となるアルミビレットを切断するシャーリングの挙動をハイスピードカメラにより撮影

し、動体解析を行った。

アルミサッシ、押出、アルミビレット、温度測定、動体解析［キーワード］

工業技術センター 生産技術研究班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

アルミ押出成形に際し、温度管理は重要な管理項目であるが、現状は押出金型の加熱温度、保

持時間の設定はオペレーターの経験に委ねるところが大きい。量産における温度計測は、予備

加熱炉の熱電対と、接触式温度計により行われているが、これらの計測法は部分的な温度の計

測であるため、金型の温度分布や加熱時の温度上昇、待機時の温度低下についての把握は限定

的であった。そのため、過剰な加熱時間や温度設定により金型表面の酸化による寿命の低下、

エネルギーの損失の一因となっている。 また、アルミビレットの切断工程ではシャーリング

刃を定期的に交換する必要があるためコスト増大の一因となっている。その解決策として、刃

形状やクリアランスの最適化の検討を行うために挙動解析を行った。

［成果の内容・特徴］

・金型の加熱状況を把握するために図１のように押出金型を一部加工し熱電対を固定した。測

定対象とする金型は図２のように３種類とし、熱容量の大きい金型を中央に配置、熱容量の

小さい金型をヒーターに近い外側に配置し温度測定を行った。その結果を図３に示す。押出

可能となる温度に達する所要時間は、１時間以上の差が見られた。また、金型を取り出した

際の温度変化についても測定を行ったが、オーバーシュートにより設定温度に対し３０℃以

上の温度上昇が発生した。

・アルミビレットの切断工程についてハイスピードカメラで撮影を行い、動体解析ソフトにて

変位の測定を行った。その結果、シャーリング刃交換前後の変位量やホルダその他の変位に

ついて把握することが可能となった。

［成果の活用面・留意点］

・予備加熱炉での加熱において、炉内や金型の配置による温度変化を把握することが可能とな

った。これにより効率的な金型の配置、温度設定、加熱時間の短縮に繋がり省エネや金型の

長寿命を図ることが可能となる。

・アルミビレット切断工程では、従来経験による刃先形状の検討やクリアランス設定を行って

いたが、ハイスピードカメラで切断工程の挙動解析を行うことにより、効率的な設計を行う

ことが可能となった。

［残された問題点］

・動体解析について、基準点の設定によっては解析の精度が落ちることがあったため、更なる

検討が必要である。

生産技術分野
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［具体的データ］

［研究情報］

研究課題名：押出工程の可視化に関する研究

2013 008課題ＩＤ： 技

予算区分：企業連携共同研究開発支援事業（県単）

研究期間：平成 年度25
研究担当者：松本幸礼、羽地龍志、金秀アルミ工業(株) 瀬長一郎

発表論文等：無

特許取得予定の有無：無

図 温度上昇測定結果3

図 動体解析による変位測定6

図 撮影状況4

図 熱電対取付1 図 予備加熱炉設置状況2

（ ）図 撮影動画の動体解析 右 軌跡有5 :
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コンパクトな火葬炉の排ガス処理設備の開発

［要 約］

、 、本研究では火葬炉の排ガス冷却に熱交換器を使用することで バグフィルタを小型化し

コスト、建築物景観の優れたコンパクトな火葬炉設備を開発することを目的に、熱交換器

の基本設計、詳細設計、解析による性能確認、コスト計算を行った。その結果、新規形状

の熱交換器を設計し、従来の設備よりサイズ、コストの優れた火葬炉設備を開発した。

火葬炉設備、熱交換器、解析［キーワード］

工業技術センター 技術支援班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

火葬炉設備は、大型の目立つ建屋は好まれず、周辺環境に調和するデザインが求められて

いる。従来の設備は、バグフィルタが巨大であり、これにより大型化し建設コストも高くな

っている。バグフィルタが巨大な理由は、排気ガスを冷却するために空気の吹き込みを行う

ことにより、ガス量が増えてしまうためである。これを解決する手段として熱交換器を取り

付けることで、ガス容量を増やさずに冷却することができ、バグフィルタを小型化すること

ができる （株）開邦工業では、以前より上記システムを検討していたが、熱交換器の設計。

に不安があったことから、実際に納入にはいたらなかった。そこで企業連携共同研究支援事

業を活用し （株）開邦工業と工業技術センターで共同研究を行うこととした。伝熱解析を、

活用して、熱交換効率とメンテナンス性に優れた熱交換器を独自に設計し、コンパクトな火

葬炉設備を開発することを目的とした。

［成果の内容・特徴］

・メンテナンス性と交換効率に優れたガス－ガス型の熱交換器を開発した。

・上記の熱交換器を適用することで、排ガス量を ％削減し、バグフィルタが小型化でき75
る。

・上記の熱交換器を適用することで、設備全体のイニシャルコストを 万円（１炉あた1,115
り）削減することができる。

［成果の活用面・留意点］

・本研究で、伝熱解析を行うことで新たな熱交換器を備えた火葬炉設備を開発し、コスト、

景観の面で、他社との差別化を図ることが可能となった。

・県外市場においても小型の火葬炉設備が求められていることから、県外での受注が期待で

きる。

・今回の研究で、熱交換器の設計に を活用することで、経験やノウハウの不足を一部CAE
補うことができた。今後他の事例に関しても、 の活用が期待できる。CAE

［残された問題点］

・本研究は熱交換器の設計と によるシミュレーションまでであり、実機の製作、性能CAE
確認までは行っていない。今後は （株）開邦工業にて実際の設備へ適用を目指して、さ、

らに開発を継続していくこととなる。

生産技術分野
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［具体的データ］

［研究情報］

研究課題名：コンパクトな火葬炉の排ガス処理設備の開発

2013 009課題ＩＤ： 技

予算区分：企業連携共同研究支援事業（県単）

研究期間：平成 年度25
研究担当者： 株）開邦工業 玉寄英一、工業技術センター 金城洋（

発表論文等：無し

特許取得予定の有無： （株）開邦工業単独にて特許出願済み（平成 年 月）26 11

図４ 温度コンター図 （最終形状）

表１ 解析結果（最終形状）
燃焼排ガス 空気

解析値 目標値 解析値

出口平均温度 202 200 116

（℃）

全圧損失 71.9 2599

（Pa）

交換熱量 267,483 283,396 267,583

（kcal/h）

図１ フロー図（従来設備） 図２ フロー図（新規設備）

図３ 熱交換器組立図（最終形状）
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形状認識自動塗装装置の開発

―粉体塗料の回収及び再利用－

［要 約］

環境の悪い中手作業で行っていた粉体塗装を、形状を認識し自動塗装化することで、

作業者の負担を軽減し、様々な形状を効率よく塗装することを実現した。当センターは

浮遊・飛散した塗料の流れを分析し、回収方法を検討した。また回収した塗料について

各種試験を行い再利用できることを確認し、回収した塗料を再利用することで、塗料の

歩留まりを改善することができた。

形状認識 自動塗装 塗料の回収・再利用［キーワード］

沖縄県工業技術センター 生産技術研究班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

沖縄県では配電盤など薄板加工の業界（県内 社、約 ～ 億円市場）があり、粉体塗7 30 50
装は重要な工程の一つである。しかし塗装の自動化が遅れており、環境の悪い中、手作業に

よる単純作業の繰り返しのため、作業者の負担が大きい工程となっている。また、多品種少

量の様々な製品のため塗料歩留まりが悪く( ～ ％)、広い作業スペースが必要となるた50 60
め生産効率が悪くなっている。このことから、安価でコンパクトな形状自動認識塗装機及び

回収装置が開発できれば、作業者の負担もなくなり生産性が向上すると考えられる。

当センターは浮遊・飛散した塗料の流れを解析し、集塵機及びヘパフィルターを用いて効

果的な回収方法の検討を行った。また、回収した塗料を再利用するための各種試験(剥離試

験、混合比率試験、粒子形状確認、塩水噴霧試験)を行なった。

［成果の内容・特徴］

①塗料回収方法の検討

。 、設計した自動塗装機ブース内における浮遊・飛散した塗料の流体解析を行った その結果

フィルターをブース内対角上に 個設置する事でブース内に流れが生じ、より効率的に塗料2
が回収できることが予測できた（図 。1）

②塗料回収実験

自動塗装機ブース内で浮遊・飛散した粉体塗料を効率的に回収できるか、ファンの吸い込

み量を調整し回収実験を行った。その結果、ファンの流量 において回収率 ％で33m /m 73.23

一番良い値となった（表 。1）

③回収塗料の各種評価実験

既存の設備及び自動塗装機による塗装実験を行い、回収した塗料を再利用することができ

るのか、各種試験(成分分析、粒子形状確認、混合比率試験、剥離試験、塩水噴霧試験)を行

い、新品塗料と比較し評価を行った。自動塗装機を用いた回収塗料を評価した結果、新品塗

料と比較し、同等な結果を得ることができた。今回の実験を通して回収塗料を再利用できる

ことが確認できた（図 。2）

［成果の活用面・留意点］

まだ試作機の段階の為、製品化には ～ 年ほどかかると考えられる。1 2

［残された問題点］

塗料の回収率を を目標にしていたが、達成できなかった。配管に使用したジャバラを80%
塩ビ管に変更するなど、今後も回収率を上げるために様々な改善が必要である。

生産技術分野
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生産技術分野

［具体的データ］

図１ 流体解析結果

表１ 塗料回収実験

図２ 塩水噴霧試験

［研究情報］

研究課題名：形状認識自動塗装装置の開発 ―粉体塗料の回収及び再利用－

2013 013課題ＩＤ： 技

予算区分：工業研究費(受託)

研究期間： 年度H25
研究担当者：山内章広

pp17-20発表論文等：沖縄県工業技術センター 研究報告 第１６号

特許取得予定の有無：無し

初期設計時のブース内の流れ 最終設計時のブース内の流れ

ブース
内の流
れ

大気

フィルター

ブロアーへ
流量25m3/min 流量50m3/min

使用量(g) 回収量(g) 付着量(g) 付着率(%) 回収率(%)

作業員 124 90 72.6

流量33m3/m 343 180 71 20.7 73.2
流量22m3/m 322 136 55 17.1 59.3
流量11m3/m 266 85 56 21.1 53.0
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島嶼型発電装置を実現するためのサーマルリサイクル技術の開発

［要 約］

小規模廃熱を活用したマイクロ発電のニーズに対応するため、㈱トマス技術研究所の

小型焼却炉「チリメーサー」を熱源とし、発電に適した加熱蒸気を生成するための熱交

換機、および加熱蒸気を用いて発電する蒸気タービンの開発を行った。島嶼地域におい

て求められている小規模分散型ゴミ処理システムでは、既存のマイクロ発電システムが

必要とする廃熱量よりも少ない熱量しか得られないことが考えられるため、本テーマで

は 程度の発電が可能な小型発電システムの開発を目標とした。10kW

サーマルリサイクル、タービン、発電、島嶼地域［キーワード］

工業技術センター 生産技術研究班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

震災後のエネルギー問題や環境意識の高まりにより、これまで無視されてきた小規模廃熱

を活用したマイクロ発電のニーズが増えている。沖縄県内でもゴミ焼却炉からの廃熱をリサ

イクルしたいという需要がある。小規模廃熱を使って電気を作るためには、少量かつ変動す

る熱量を効率良く回転エネルギーへ変換するためのタービンに関する技術や、発電に適した

過熱蒸気を作り出す技術が求められる。このため、本テーマでは小規模廃熱に適したタービ

、 。ン構造を解明するとともに 効率良く高圧・高温の過熱蒸気を作り出す技術の確立を目指す

20 10kW本テーマを実施することにより、約 世帯程の小規模コミュニティに適した発電出力

の島嶼型発電装置の実現が期待できる。

［成果の内容・特徴］

、 。①設定した蒸気や発電容量の条件に対し 適切なタービン形状の設計を行うことができた

ブレード形状について速度三角形による翼性能評価を行い、製作が比較的容易となる形

状を求めた。

②ブレードとボスを一体化することで安全で安価なタービンとすることができた。ブレー

ド部とボス部は 軸加工機を使用して全て削り出しとしたので、製作工数も大幅に減ら5
すことができた。

③実施した発電実験において、加熱蒸気の生成とタービンの駆動を確認した。

［成果の活用面・留意点］

発電実験では発電に必要なタービンの回転数である を確認することができたが、7,500rpm
実験中に加熱蒸気の管路に亀裂が入ったため、発電量の確認はできなかった。亀裂の原因は

高温によるセンサの誤作動であったため、制御系の設計変更が必要である。

［残された問題点］

制御系の設計変更および配管の補修を行った後、発電実験を行う。

生産技術分野
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生産技術分野

［具体的データ］

図１．開発した発電用タービン 図２．タービン羽根車の加工

図３ 発電システム外観

［研究情報］

研究課題名：島嶼型発電用高効率蒸気タービンの開発

2013 014課題ＩＤ： 技

予算区分：工業研究費(受託)

研究期間：平成 年度25
研究担当者：泉川達哉

発表論文等：無し

特許取得予定の有無：無し
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車いす乗降用後付けスローパーの開発

現在使用している乗用車に車いすを搭載するため、後付けスロープの［要 約］

開発及び車両改造を行い、車いす利用者の行動範囲の拡大や介助者の負担

軽減に寄与した。

車いす、福祉車両、ひずみ測定、機械加工［キーワード］

工業技術センター 生産技術研究班、技術支援班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

福祉車両に関する知見を有するタイヤランド沖縄には、車いす利用者や介護者から『既

存のスローパー付き福祉車両は高価なので、現在使用している乗用車に車いすを搭載する

ためのスロープを安く取り付けたい』などの要望や加工依頼などが多数寄せられるが技術

的に困難なため対応できていない。

このような課題を解決するため本研究では、タイヤランド沖縄と、自動車の改造技術を

保有する新垣鈑金、ひずみ測定技術を有する工業技術センターが研究共同体を形成し、乗

用車に後付け可能な車いす乗降用スローパーを開発する。

［成果の内容・特徴］

本研究で開発を目指す「車いす乗降用後付けスローパー」は、ユーザが使用している乗

用車に車いすを円滑に乗降させる機能を付加し、車いす利用者の行動範囲の拡大や介助者

の負担軽減に寄与することなどを特徴とするものである。また、種々の要求事項を踏まえ

開発対象を自走タイプの車いすおよび介助タイプの車いすに絞り込み、以下に示す３つの

サブテーマを設定し研究を実施して成果を得た。

①自家用車に搭載可能な後付けスローパーの設計

関係団体への聞き取り調査や車内寸法に関する調査結果から改造候補車両を絞り込

み、ダイハツ製タントを購入した。改造前の車両重量および車枠強度などを測定して

改造目標を設定した。

②加工及び車検登録

登録に向けた強度評価や荷重の制限を考慮して車体加工方法や部材の選定を行い、加

工範囲を決定した。その後、研究車両の改造とスローパーを製作した。製作後の車両

データ（車重、ひずみ）測定を実施し、車両登録手続きを完了した。

③評価およびパッケージ化の条件設定等

製品の販売を見据え、競争力を強化するためのパッケージ化に関する種々の課題につ

いて検討した。

［成果の活用面・留意点］

自動車保有率が高い本県では、高齢化時代の到来により、研究車両への要望は今後益々

増加することが予想され、車いす利用者の行動範囲の拡大や介助者の負担軽減のほか、レ

ンタカーへの事業展開などを通して県民生活に貢献することができる。また、本県に留ま

らず、全国の車いす利用者やその家族、介護事業所が抱える身体的・金銭的・精神的負担

が軽減されるなど、多くの顧客ニーズに応えることが可能となる。

［残された問題点］

、 、本研究では軽自動車の改造を実施したため 今後は普通車両への展開が必要であるほか

販売価格低減に向けた工程の見直しやコスト削減作業が必要である。

生産技術分野
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［具体的データ］

［研 究 情 報］

車いす乗降用後付けスローパーの開発研究課題名：

2013 016課 題 Ｉ Ｄ： 技

：工業研究費(受託)予 算 区 分

：平成 年度研 究 期 間 25
：羽地龍志、松本幸礼、棚原靖研究担当者

：沖縄ベンチャースタジオ発表論文等

（平成 年夏号「車椅子乗降用後付けスローパーの開発」 掲載）26 P6
おきぎん調査月報

（平成 年 月号「自由が広がる！世界が広がる！！」 ～ 掲載）26 9 P1 P3
かいぎんエコマガ

（平成 年 月号「 」 ～ 掲載）26 12 Voice of Okinawa Leaders P2 P3
：なし特許取得予定の有無

生産技術分野
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与那原町赤瓦原材料（クチャ）埋蔵量調査

本島南部の公共事業が予定される７地区を調査し、採取されたクチャについて、［要 約］

吸水率や曲げ強度、焼成呈色等の試験により窯業原料としての評価（赤瓦原材料に

適した原料としての評価）を行った。この評価試験結果をもとに、調査地区ごとに

今後公共事業に伴い発生するクチャを赤瓦原材料として活用する際の注意点をまと

めた。さらに、地質図を用いて調査地区の地層を確認したところ、試験結果が良好

なクチャが得られた地区は同一の地層であることがわかった。

赤瓦、クチャ［キーワード］

工業技術センター 生産技術研究班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

県内で生産されている赤瓦は沖縄本島南部一帯で採れるクチャと呼ばれる泥岩を原料として

いる。

原料として使用されているクチャは、住宅・畑等の造成時に発生する残土をその都度入手し

ているが、安定供給という面で課題がある。そこで、公共事業（土地改良事業、道路建設等）

の関係機関に協力を依頼し、本島南部地域における将来の事業計画を踏まえたクチャの地質調

査、埋蔵量調査等 を行い、今後公共工事に伴い発生するクチャ残土の活用について検討した。
1)

当センターは、採取したクチャが赤瓦の原料に適しているか試験を行い、沖縄県赤瓦事業協

同組合とともに、赤瓦の原料として活用する際の注意点を調査地区ごとにまとめた。

［成果の内容・特徴］

１．クチャは調査地区が異なっても、主要鉱物の種類に大きな差異はないが、粗粒（ 以0.25mm
上の粒）の含有割合に違いが認められた。

２．クチャ中の粗粒にはパイライト（ ）が確認された。パイライト中の硫黄分は白華現象のFeS2

要因となる可能性があり、粗粒を多く含むクチャ（砂層が多いクチャ）を用いる際は白華現

象の発生に注意する必要がある。

３．粗粒を多く含むクチャは、曲げ強度が小さくなる傾向がある。粗粒を多く含むクチャを原

料に用いる際は、製品強度を確認する必要がある。

４．地質図を用いて調査地区の地層を確認したところ、試験結果が良好な地区（伊覇地区、大

里地区）は同一の地層（与那原層 ）であることがわかった。Ylp2

［成果の活用面・留意点］

調査地区ごとにまとめたクチャに関する情報は、短期・中期的な原料の確保や赤瓦の製造を

行う際に利用され、赤瓦の生産性や品質の向上に役立つと考えられる。

与那原層 には赤瓦の原料に適したクチャが埋蔵している可能性が高いことが明らかとなYlp2

った。これは今後のクチャの効率的な確保につながり、長期的な原料の確保に役立つと考えら

れる。

［残された問題点］

公共事業現場におけるクチャ残土を確保する仕組みの構築

生産技術分野
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生産技術分野

［具体的データ］

表 抽出試料（調査地区を代表するクチャ試料）による試験結果一覧

伊覇地区、大里地区から採取したクチャは吸水

率が低く、曲げ強度が大きくなっており、瓦原料

に適している。

新しい層Yup , Yp , Yp2 3 4 （下位より）

与那原層 …伊覇、大里、瓦組合クチャYlp2

…喜屋武、与那原Yup1

古い層Ylp1…宮平、津嘉山、津嘉山公園

)図 調査地区の地質図
2

)与那原町役場産業振興課 株式会社アジア測量設計 平成 年度 与那原町赤瓦原材料（クチャ）埋蔵量1 , , 25

調査

)産業技術総合研究所地質調査総合センター 万地質図幅「那覇及び沖縄市南部地域 「糸満及び久高島2 ,1/5 」

地 域 」

［研究情報］

与那原町赤瓦原材料（クチャ）埋蔵量調査研究課題名：

2013 018課題ＩＤ： 技

工業研究費(受託)予算区分：

研究期間：平成 年度25
*

研究担当者：赤嶺公一、宮城雄二、花城可英、八幡昇

沖縄県赤瓦事業協同組合＊

16 25 p.21-28発表論文等：沖縄県工業技術センター研究報告書 第 号 平成 年度

特許取得予定の有無：なし

色相 明度 彩度 色相 明度 彩度

29.3 ない

SK4a 7.1 7.8 24.3 16.3 17.9 －

8.2 8.6 26.5 25.1

22.8 ない

SK4a 7.4 8.2 26.2 22.4 25.6 ない

7.3 7.5 27.5 17.1

23.7 ない

SK2a 8.4 9.7 30.1 11.3 13.7 多い

6.8 8.0 25.5 23.0

21.1 ない

SK3a+ 8.2 8.6 28.1 14.2 16.2 多い

9.8 10.3 29.9 17.9

多い

SK3a 9.8 10.5 20.8 16.5 17.8 多い

8.6

耐火度

9.2 28.6 11.8

収縮率(%)
含水率
(%)

曲げ強度（MPa）

14.1SK1a

SK3a+

SK4a

SK4a

SK4a

粗粒の
判定

乾燥収縮 全収縮 1000℃ 1030℃

地区名 試料No. 試料名

宮平 s005 宮平B-2②

津嘉山 s011 津嘉山B-1②

津嘉山 s028 津嘉山B-7①

津嘉山公園 s041 津嘉山公園B-4②

伊覇 s051 伊覇B-2②

喜屋武 s063 喜屋武B-2②

与那原 s071 与那原B-2②

大里 s080 大里B-2②

－ k023 瓦組合クチャ
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アルミニウム製防火戸の開発

［要 約］

本研究では、これまでの製品以上に遮炎性を高めたアルミニウム合金製防火戸を開発する

ことを目標とした。具体的にはアルミサッシの構造、サッシを構成する樹脂部品の材料、形

状の変更を行い遮炎性能の向上を図った。また、社内で性能試験を行うための評価設備につ

いても開発を行い効率的な製品開発に繋げた。

アルミサッシ、防火戸、温度測定［キーワード］

工業技術センター 生産技術研究班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

アルミニウム合金製防火戸(防火設備)とは、建築基準法で 分間の遮炎性能を有する防火設20
備と規定されており、加熱曲線にて 分間の試験を行い、以下の項目を満たすものである。20

・非加熱側へ 秒を超えて継続する火炎の噴出と発炎がないこと。10

・非加熱面で 秒を超えて継続する発炎がないこと。10

・火炎が通る亀裂等の損傷および隙間を生じないこと。

これらの基準をクリアする製品を開発するため、アルミサッシ構造の検討、アルミ押出形材や

付随する樹脂部品の設計、試作を行った。また、防火性能を評価するための設備についても開

発を行い、大臣認定が取得できるような技術の集積を目標とした。

［成果の内容・特徴］

・図１に示すような社内試験装置を開発し、スケールダウンした引き違い戸の遮炎性能試験を

行った。その結果炉内に設置した熱電対の温度測定結果は図２のような曲線となり、本試験

に近い加熱性能が得られた。また、サーモグラフィーでの温度測定結果を図３，４に示す。

・サッシを構成する樹脂部品の試作を行い、単品での燃焼試験、サッシへ組み込んだ状態での

遮炎性能試験を行った。その結果、社内試験では 分間の試験にて基準をクリアしたが、認20
定機関での試験では、一部規定の時間未満で発炎する結果となった。この原因として、社内

試験用の評価設備の温度分布に問題が有ると思われる。比較結果を図６に示す。

［成果の活用面・留意点］

認定機関での試験は費用が高額であり、また予約から試験実施まで 年以上かかるため容易1
に受験出来ない。社内試験用の評価設備にて予め複数の試験を行い、製品設計に迅速に反映さ

せることが可能となり、設計期間、費用の大幅な削減に繋がる。

［残された問題点］

・認定機関での試験結果と社内試験での結果が異なっている。その原因として、社内試験炉の

温度分布、現在測定している熱電対の応答速度、その他の要素が影響していると思われる。

これらについては、認定機関の温度分布と社内試験の温度分布をサーモグラフィーにて測定

し合わせ込みを行う必要がある。

・今回開発を行った引き違いの防火戸において耐火性能は向上したが、認定機関での試験基準

はクリアしていないため更なる改善が必要である。

生産技術分野
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［具体的データ］

［研究情報］

研究課題名：アルミニウム製防火戸の開発

2013 019課題ＩＤ： 技

予算区分：工業研究費(受託)

研究期間：平成 年度25
研究担当者：松本幸礼、羽地龍志、泉川達哉、金秀アルミ工業(株)舟ヶ崎貴士

発表論文等：無

特許取得予定の有無：無

図２ 社内試験用評価設備 加熱曲線図１ 社内試験用評価設備

（ ）図３ 社内試験 温度分布 １５分経過 （ ））図４ 社内試験 温度分布 ２０分経過

図６認定機関と社内試験の温度比較図５ 認定機関での試験状況



- 87 -

異物飛散を考慮した、高速回転円盤製塩装置の開発

［要 約］

本研究では、製塩に用いられている電気モーターの代替として、エアーモーターにつ

いて実験装置を試作するとともに、性能確認試験を行った。

タービン翼形状やエアー供給圧が回転数に及ぼす影響を調べた結果、試作したエアーモ

ーターは無負荷時において ［ ］の回転数を得ることが出来たが、実機と同形状24,000 min-1

の円盤を装着した所、 [ ］程度まで減少する結果となった。5,000 min-1

エアーモーター 高速回転 タービン翼［キーワード］

工業技術センター 生産技術研究班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

株式会社ぬちまーすで行っている製塩法は、高速回転させた円盤に海水を滴下すること

によって微粒子化し、水分を蒸発させる方法である。本方法には、特殊な電気モーターを

用いているが、高速回転による発熱でコイルの焼付や軸受けの劣化等によりモーターの寿

命が短いことが課題となっている。そこで、本研究では、電気モーターの代替として、エ

アーモーターについて実験装置を試作するとともに、性能確認試験を行った。

［成果の内容・特徴］

①いずれのタービン翼形状においても、回転数はエアー供給圧の増加に対して比例的に増

加しており、 枚翼以上においては、設計予測を上回る約 [ ]の回転数となっ8 18,000 min-1

た（図 。4）

②また、エアー供給数を 箇所から 箇所に増やすことで、さらなる回転数の増加がみら1 2
れた（図 。5）

③実機を想定した回転円盤を装着した実験では、トルク不足に伴う著しい回転数の低下が

見られた（図 。6）

④タービン翼厚を [ ]から [ ]に増やして実験を行ったところ 最大で [ ]22 mm 46 mm 5,400 min、
-1

まで増加することが確認された。

［成果の活用面・留意点］

低負荷の条件であれば、高速回転を得ることが可能である。また、エアーを動力源とす

ることから、電気モーターと比較して軽量かつコンパクトなモーターとして利用できる。

［残された問題点］

本研究の条件下では、回転円盤を装着した場合、目標とする回転数を得る事はできなか

ったが、翼厚やエアー供給数を増やすことで、回転数の増加が見られたことから、これに

、 。加えタービン翼を大型化することで さらなる回転数の増加が見込めるものと考えられる

生産技術分野
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［具体的データ］

図1 実験装置の構成図 図2 実験装置の写真 図3 タービン翼形状

（ ）図4 供給圧を変化させた場合の回転数 図5 供給口数の比較 供給圧：0.5[MPa]エアー エアー

a)回転円盤装着時の測定状況 b) 回転円盤装着時における回転数の変化

図6 回転円板を用いた測定

［研究情報］

研究課題名：異物飛散を考慮した、高速回転円盤製塩装置の開発

2013 020課題ＩＤ： 技

予算区分：工業研究費（受託）平成 年度産学官連携推進ネットワーク形成事業25
研究期間：平成 年度25
研究担当者：棚原靖

発表論文等：なし

特許取得予定の有無：なし
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溶接部（溶融金属部）
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4枚翼 8 枚翼


