
平成23年度研究・技術支援成果事例 
 

●研究開発成果 

・スラグと石膏を主原料とした環境浄化型の土壌固化材の開発 

・複合プラスチックの化学分離によるリサイクル技術の開発 

・高強度萩焼の開発 

 

●技術支援成果 

・漆喰塗料の開発（商品名；しっくのんＡ） 

・重交通道路のマンホール蓋交換工事用カッター刃の開発 

・牽引型移動式トイレの開発支援 

・国産椿油を利用した雑貨石けんの製造技術支援 

・移動式ソーラー充電ユニットの開発 

・ユーザビリティ評価技術の導入支援 

・内視鏡手術用鉗子ハンドルの開発 

・棚田有機ブランド米を用いた純米酒「泣かす酒」の開発 

・定電位電解装置コントローラーの開発支援 

・鶏肉を使用したメンチカツ「ゆずきちチキンメンチ」の開発 

・廃タイヤを用いた植木鉢「エコ鉢くん」の開発支援 



研究開発成果事例

スラグと石膏を主原料とした環境浄化型の
土壌固化材の開発

■研究の概要

■研究の成果

担当職員 三國 彰、細谷 夏樹
共同研究 （株)徳機製作所

■研究の項目

建設現場で発生する建設汚泥の固化において、有害物質の溶出等の問題がない土壌固化材の
開発が求められています。無機系廃棄物を有効利用した中性領域で固化する固化材として廃石
膏ボードやスラグの利用が考えられていますが、環境基準を上回るフッ素イオンが溶出するた
め、実用化に至っていませんでした。本研究では、廃石膏ボードおよびスラグに含有される
フッ素等の有害成分の不溶化技術の開発を行い、土壌固化材の開発を行いました。

① 微量有害物質の検出技術 ② 有害物質の不溶化技術 ③ 無機系資源の固化技術

① 土壌固化材の開発により、大量に発生する建設汚泥や浚渫土等の固化が可能となります。

② スラグ等の無機系廃棄物の大規模なリサイクルが可能となります。

③ 建築資材等への利用も可能となります。

④ 特許出願中

豊富な無機資源として活用

（安定供給、リサイクル）
【土壌固化材への応用】

フッ化物イオンの溶出を低減する固化材
環境基準値： 0.8ppm 以下

・ 固化技術

・ 有害物質の不溶化技術

無機系個化材のフッ素溶出量

施工現場（建設汚泥の固化）

スラグ

固化材を使用した汚泥のpHおよび重金属イオンの測定結果

軟弱汚泥に固化材を（５～10％）添加
高ｐH（ｐＨ10以上） → 中性領域（ｐH7～9程度）
重金属イオンの溶出；環境基準値以下

石膏ボード等

中性領域で固化

無機系廃棄物

試料 ｐH 六価クロム化合物（mg/L) 性能

汚泥A　＋　エコソイル（８％） 9.0 0.010 ○
汚泥A　＋　高炉セメント（８％） 11.8 0.043 △
汚泥B＋　高炉セメント（5％） 10.6 0.078 ×

環境基準値（六価クロム化合物）；0.05（mg/L)

性能；○；良好(使用可）, 　△；劣る（使用可）,　×；使用不可



研究開発成果事例

複合プラスチックの化学分離によるリサイクル技術の開発

■研究の概要

自動車産業に使用されるプラスチック部品には、内装材やバンパーのように、汎用樹脂（PP等
のポリオレフィン）板にPETのフェルトが溶着した材料や塗装部品など、複合材料も多い。これ
らは物理的に完全分離することはできないため、元の材料にリサイクルするのは困難である。

そこで、主成分の汎用樹脂を高付加価値材料としてリサイクルするために、異種材料（ここで
はPET等のエステル系樹脂）のみを化学的に完全分離する技術を開発した。

■研究の項目

①PP等の板やシートにPETフェルトを融着させた材料のPETのみを完全分解する方法の開発
②塗装プラスチック成形品から塗膜のみを完全に除去する方法の開発

■研究の成果

①基材がPPの場合は140～160℃のNaOH溶液でPP樹脂を溶融することなくPET樹脂を完全に分解
することができた。
②基材が耐熱性が低いEVAの場合は120℃で30分程度の時間をかけることで分解可能であった。
③バンパーの塗装は150℃30分で殆どの製品で塗膜が除去できた。しかし、160℃でも分解できな
いものもあった。
④現在、小田産業(株)で事業化のため工場を建設中である。

担当職員 友永文昭 共同研究：小田産業株式会社

処理温度 140 150 160

時間(min) 20 30 30塗膜厚さ

メーカー (g/m2)

A ○ ○ 35

B ○ 55

C △ ○ 115

D △ ○ 68

E △ ○ 58

F △ ○ 81

G △ △ ○ 71

H × × △

I × × ×

○：完全剥離 △：一部残 ×：未分解

バンパー塗膜の処理結果（NaOH濃度15%）

バンパー破砕片 → 塗膜除去後

内装材と成形時トリミング材

破砕 PET
分解

PET樹脂の吸収が消失



研究開発成果事例

高強度萩焼の開発

■研究の概要

萩焼の特徴である素地の強度や吸水性は、現代の生活様式からみると短所となり、販路拡大へ
の大きな障害となっている。萩焼製造業者全体が抱えている大きな問題であるとの判断から、新
しい素材とデザイン開発により、萩焼の良さを残しながらも「汚れにくく割れにくい、使い勝手
の良い」高強度・低吸水性陶器の開発を目的とする。

■研究の項目

① 高強度・低吸水性萩焼

② 高強度萩焼に適した釉薬の開発

③ 高強度萩焼の特色を活かしたデザイン開発

■研究の成果

① 萩焼の高強度化及び低吸水化のための作製条件を把握した。

（従来品の２倍～４倍の強度、吸水率３％以下の萩焼の作製条件（配合条件、成形条件等）を把握した。）

② 高強度萩焼に適した釉薬組成を把握した。

③ 高強度萩焼の特色を活かしたデザイン開発を行った。

（本研究成果の技術を一部製品に応用している。一方、高強度にすることで、萩焼としての風合いがそこなわれる試験品も
あるため、製品の改良を行っている。また実際の萩焼の製造条件における強化技術の検討も行っている。）

環境技術グループ 三國 彰
デザイングループ 松田 晋幸

開発企業 ;（有）萩陶苑
共同研究：宇部工業高等専門学校

（株）ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ･ﾜｲｽﾞ

〔お問い合わせ先〕山口県産業技術センター 企画情報室 TEL:(0836)53-5051 FAX :(0836)53-5070

各種配合条件で作製した試験片（一例）

鋳込成形による試作品

平成19～20年度
地域資源活用型研究開発事業



技術支援成果事例

漆喰塗料の開発（商品名；しっくのんＡ）

■支援の概要

（株）薬仙石灰は山口県産業技術センターとともに山口県の貴重な資源である石灰岩を有効利
用した漆喰塗料の開発（しっくのん）を行ってきました。しっくのんＡはしっくのんに粉末活性
炭を混合することにより、ＶＯＣ（揮発性有機物質）等をより強力に吸着し、他の塗材では吸着
しにくいトルエンなども吸着する漆喰塗料です。特にシックハウスの原因となるＶＯＣ、タバコ
やペットの臭い等を吸着します。 山口県産業技術センターではしっくのんＡのホルムアルデヒド
等ＶＯＣや有機物質の吸着試験に関する技術支援を行いました。

■支援の項目

① 配合条件の検討 ② 性能改善（施工性、接着性、着色性）

③ 物性測定（ガス吸着性能の測定）

■支援の成果

① 漆喰塗料および吸着性能の高い漆喰塗料として利用可能な配合組成が把握できました。

② 施工性、接着性、着色性等の性能を改善しました。

③ ガス吸着性能等の物性を把握しました。

環境技術グループ 三國 彰 支援企業：薬仙石灰（株）

〔お問い合わせ先〕山口県産業技術センター 企画情報室 TEL:(0836)53-5051 FAX :(0836)53-5070

製品（しっくのん）

施工例；

（ﾊｹ塗り、ﾛｰﾗｰ塗り可）

・配合条件の検討

活性炭等の添加

・物性測定

（吸着性能の評価等）

下塗り材にしっくのんＡ
を使用

図 有機物質の吸着例（トルエンの吸着）

ＶＯＣ
（揮発性有機物質）

や臭気の

吸着性能の向上

試験方法；ｶﾞｽﾊﾞｯｸ法 ｶﾞｽﾊﾞｯク；５L

乾燥塗料重量；0.5g



技術支援成果事例

重交通道路のマンホール蓋交換工事用カッター刃の開発

■■■■支援支援支援支援のののの概要概要概要概要

マンホール蓋は定期的な交換が必要で、その工事では、蓋周囲の路面を切り抜きます。この路

面切断工法として、従来は特定サイズの円切断を対象とした専用カッター刃と大型の切断機

（150～3000kg程度）が使用されており、“特定サイズの円以外は摩擦抵抗が増大しカッター

刃の寿命が短い”、“摩擦熱を抑える冷却水の使用で産業廃棄物となる汚泥が発生する”、“大

型機械の使用に多くのエネルギーを要する”という問題点がありました。

これらを改善する、小型の切断機で深さ５cmまでの路面切断が行え、乾式でのフリーサイズの

円切断が可能な“傘型円錐台形状カッター刃”の開発を支援し、平成２０年４月に商品化されました。
しかし、このカッター刃では、深さ10cmまでの路面切断が求められる国道などの重交通（交

通量の多い）道路の交換工事に対応できなかったため、新たなカッター刃の開発を支援しました。

■■■■支援支援支援支援のののの項目項目項目項目

①切断深さ10cmに対する適正（刃以外を擦らせない）カッター刃形状の検討

②幾何形状計算による適正（刃以外を擦らせない）刃厚の検討

③主要マンホールサイズ（φ850～2650mm）を切断可能なカッター刃形状パターンの検討

■■■■支援支援支援支援のののの成果成果成果成果

①刃以外の擦れを低減することで、小型切断機での乾式切断が可能になりました。

②冷却水の使用がなくなり、産業廃棄物の発生を約６割削減できました。

③５種類のカッター刃で、深さ10cmのφ８50～2650mmの円切断が可能になりました。

④平成23年7月に商品化しました。

担当職員：永田正道 支援企業：株式会社魚谷工作所

カッターカッターカッターカッター刃刃刃刃

刃

切切切切 断断断断 円円円円

曲率差曲率差曲率差曲率差をををを

小小小小さくさくさくさく！！！！

刃厚刃厚刃厚刃厚をををを

調整調整調整調整！！！！

専用の小型切断機（70kg）

開 発 カ ッ タ ー 刃

ΦΦΦΦΦΦΦΦ20002000200020002000200020002000用用用用用用用用

ΦΦ2000~2000~ΦΦ26502650
ΦΦΦΦΦΦΦΦ16001600160016001600160016001600用用用用用用用用

ΦΦ1600~1600~ΦΦ20002000

ΦΦΦΦΦΦΦΦ850850850850850850850850用用用用用用用用

ΦΦ850~850~ΦΦ10001000
ΦΦΦΦΦΦΦΦ10501050105010501050105010501050用用用用用用用用

ΦΦ1050~1050~ΦΦ12501250
ΦΦΦΦΦΦΦΦ13001300130013001300130013001300用用用用用用用用

ΦΦ1300~1300~ΦΦ15501550

Φ８５０～２６５０ mm のフリーサイズ円を切断可能！

深さ10cmまで
乾式で切断



技術支援成果事例

■支援の概要

■支援の項目

■支援の成果

担当職員：田村智弘
藤井謙治

支援企業：(社)山口県技術交流協会 移動トイレ研究会（(株)中原工務所、
(株)岸田ｽﾃﾝﾚｽ工業所、せお産業(株)、シマダ(株)、㈲コスモ研究所）

牽引型移動式トイレの開発支援

道路工事や電気工事等に従事する作業者のため、仮設トイレやトラック据付型の移動式ト
イレが用いられています。仮設トイレは、トラックによる運搬時の重心が高くなり走行が不
安定になることや、設置・撤去の際にクレーンが必要になる問題があります。また、トラッ
ク据付型の移動式トイレは、設置時にトラックを他の用途に利用できないため、非効率にな
ります。そこで、これらの問題を解決する牽引型の移動式トイレの開発を行いました。

①コンパクトに収納される構造の提案

②展開アシスト用ガススプリング取り付け位置の最適化

①展開アシスト機構付き折り畳み方式の収納構造を提案しました。

②展開アシスト用ガススプリングの取り付け位置を検討し、展開時の作業者の負担を軽減す

ることができました。

③特許審査請求中（H24年2月現在）：特開２００８－２６１１４３
④平成２３年度に、『トイレーラー』として商品化されました。

試作した移動式トイレ

(i) 運搬時

折り畳んでコンパクト、低重心

(ii)設置時

ガススプリングによる展開アシスト

切り離して他の
作業に使用

牽引

開発製品の使用方法



技術支援成果事例

■支援の概要

山口県をはじめ国産の椿から搾油された椿油のみを原料油脂に利用し、合成界面活性剤・合成
香料・防腐剤・合成着色料等一切不使用の高品質な石けんを製造する技術を確立しました。コー
ルドプロセス製法によりほぼ白色の石けんを製造することができました。

■支援の項目

①けん化条件の確立

②石けんの成型手法の支援

■支援の成果

①国産椿油のみを原料とし、コールドプロセス製法により高品質な石けんの製造法を確立

しました。

②国産椿油を使用した雑貨石けん『春椿』として平成２３年８月に商品化されました。

担当職員 岩田在博、小川友樹、有村一雄 支援企業：NPO法人ピアサポートセンター香生の里

国産椿油を利用した雑貨石けんの製造技術支援

国産椿油 けん化反応装置 試作した石けん

商品のサンプル
山口県産椿



技術支援成果事例

移動式ソーラー充電ユニットの開発

■支援の概要

山口国体競技会場において来場者の携帯電話等の充電に使用してもらうための「移動式ソー
ラー充電ユニット」を、長州産業株式会社と宇部興機株式会社が共同で企画開発するにあたり、
従来になかった製品であることから、使用者に製品の用途が分かり易いことや使い易いこと、設
置環境に調和することなどに配慮したデザイン設計を支援しました。

■支援の項目

①長州産業株式会社の自社製品であるソーラーパネルをそのまま利用した筐体設計。

②設置場所であるスポーツ競技会場に調和する筐体デザイン。

③装置の用途の分かり易さに配慮した絵文字、使用者の使い易さに配慮した設計。

■支援の成果

三者の共同開発により、平成２３年６月に完成しました。

担当職員：藤井謙治 支援企業：長州産業株式会社・宇部興機株式会社

三次元CADを使用した設計支援

製品の完成



Ｖ

技術支援成果事例

ユーザビリティ評価技術の導入支援

■支援の概要

県内企業におけるものづくりに対し、より使いやすさに優れた製品デザイン開発を促進するこ
とを目的とし、ユーザビリティ評価技術の移転を行いました。本事例では、使い心地がよく操作
しやすいスプレー形状や好まれるデザイン等に関するユーザビリティ評価試験を企業との共同に
より実施し、より現実的な技術導入を支援しました。

■支援の項目

①複数のスプレーサンプルモデルを使用した、官能評価および筋電位測定（人間工学的評価）

②スプレーサンプルモデル使用時の被験者のビデオ映像記録による特徴分析（プロトコル分析）

③評価試験結果の統計的な解析

■支援の成果

①企業内でユーザビリティ評価が実施されるようになりました。

②自社でデザインの外注とユーザビリティ評価を実施し開発されたユニバーサル

デザインスプレーが、2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。

担当職員：藤井謙治 松田晋幸 支援企業：キャニヨン株式会社

サンプルモデル作成と人間工学的評価試験

官能評価 筋電位測定

サンプルモデル使用時のプロトコル分析

行動と発話の記録

官能評価と筋電位の関係

（解析の１例）

使いやすく、好ましいデザインの分析

グッドデザイン賞受賞

官能評価のわるい部位に
大きな筋電位が見られる （解析の１例）



技術支援成果事例

内視鏡手術用鉗子ハンドルの開発

■支援の概要

内視鏡手術用鉗子のハンドルは多くが外国製であることから、必ずしも日本人にとって使いや
すいものばかりではありません。そこで、日本人の人体計測データを利用した使い心地がよく操
作しやすい寸法や形状の検討と、モデルによる官能評価を行い、より使いやすいデザイン設計を
支援しました。

■支援の項目

①日本人の人体計測データを利用した、ハンドルの寸法や形状の設計支援

②使いやすく簡単な機構の、ラチェットのオン・オフ機能の設計支援

③モデルの作成と、使いやすさの官能評価試験

■支援の成果

①官能評価試験の結果、使いやすさと使用の意向について、良好な結果が得られました。

②平成２３年４月に商品化されました。

担当職員：藤井謙治 支援企業：株式会社平和医療器械

モデルの作成と官能評価試験

使用対象者の指の関節幅と関節厚の算出

製品化モデル



技術支援成果事例

棚田有機ブランド米を用いた純米酒「泣かす酒」の開発

■ 支援の概要

周南市の中須地区の棚田で栽培された棚田有機ブランド米「泣かす米」を用いた日本酒の開
発に関する技術支援を行いました。「泣かす米」の生産グループは、長年の活動が認められ、
平成２２年度「第６回美の里づくりコンクール」（農林水産省）において、農林水産大臣賞を
受賞しました。

■ 支援の項目

① 開発会議を通じた商品コンセプト等の検討

② 製造方針・方法（原料処理、仕込配合、麹の分析、酵母、醪管理等）の検討

③ 製成酒の官能評価

■ 支援の成果

棚田有機ブランド米「泣かす米」を用いた純米酒「泣かす酒」を、平成24年2月に商品化を
しました。

都濃自然米生産グループ、睦美マイクロ（株）、山口県デザインセンター、（財）周南
地域地場産業振興センター、経済産業省委託事業支援機関ＳＡ、食品技術グループ

支援企業：株式会社はつもみぢ

アルコール；15度以上16度未満
精米歩合；65%
日本酒度；+5
酸度；1.8ml
1,800円（720ml）

開発会議

周南サポート事業（(財)周南地域地場産業振興センター）

中小企業支援ネットワーク強化事業（経済産業省）

 
中須の棚田



技術支援成果事例

■支援の概要

■支援の項目

■支援の成果

担当職員：吉木 大司、松本 佳昭 支援企業：株式会社アノードエンジニアリング

定電位電解装置コントローラーの開発支援

金属材料内の酸化物、炭化物、窒化物、硫化物など、金属の性質に影響を及ぼす非金属
介在物を定電位分解法により分離抽出する実用的な装置において、アナログ回路以外の電
子回路部分をFPGA（CPLD）に置き換えることにより、内部回路の簡易化を実現しまし
た。

①やまぐちブランド技術研究会 組込みシステム分科会にて、FPGA研修（10回/年）

②FPGA（CPLD）の仕様検討

③VHDLロジック最適化の支援

①汎用ロジックICの組合せで構成していたカウンター回路などをCPLDに集約できました。

②平成23年4月に、定電位電解装置コントローラーとして、商品化されました。

〔お問い合わせ先〕（地独）山口県産業技術センター TEL: (0836)53-5050 FAX: (0836)53-5071
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定電位電解装置

【特徴】
操作性の重視
（照光式スイッチなどの採用）
熱設計の配慮
（大型放熱器、

低温度ドリフトアンプなどの採用）

【仕様】
最大電解電流 ±2A
最大出力電圧 ±10V
電解電流レンジ ±1999mA

±199.9mA の2レンジ
電 源 AC100V
外形寸法重量 248×170×320[mm]

14.8kg



技術支援成果事例 

鶏肉を使用したメンチカツ「ゆずきちチキンメンチ」の開発 

■支援の概要 

 長門ゆずきちの果皮と果汁、長州どりを使用し、香り高くジューシーなチキンメンチカツを開
発した。果皮は香りと苦味があるため、処理方法や添加量を、鶏肉はジューシーさに欠けるため、
果汁やスープの添加を検討した。 

■支援の項目 

①製品の規格化に向けた分析 

②製品の特徴を確認するための分析 

■支援の成果 

ジューシーなのにさっぱりとした長門ゆずきちの香薫るチキンメンチカツ開発することができま
した。 

担当職員 半明桂子 支援企業：有限会社福八 

山口県原産の果樹である「長門ゆずきち」の香り高
い果皮と、合成抗菌剤や抗生物質を使用せずに飼育
した長州どりを使用した、鶏肉のメンチカツ。牛や
豚を使用した一般的なメンチカツと比較して、さわ
やかな香りとまろやかな酸味が特徴。ジューシーな
のに後口がさっぱりとしていますので、脂っこい料
理や肉料理が苦手な方にも美味しく召し上がってい
ただけます。 
 
特 徴 
★長門ゆずきち由来のさわやかな香り 
★鶏肉なのにジューシー 
★内部に見える果皮の鮮やかな色彩 
★さっぱりとした後口 

この商品は「山口県食品開発推進協議会メンチカツ
専門分科会」の委員として、開発を行いました。 



技術支援成果事例 

廃タイヤを用いた植木鉢「エコ鉢くん」の開発支援 

■支援の概要 

 廃タイヤを用いた植木鉢「エコ鉢くん」を製造する工程では、加工機に大きな荷重がかかるた
め、製造時の安全面に注意する必要があります。そこで、製造時に発生する荷重の測定、加工機
の強度解析・強度試験および製造方法に関するアドバイスを行うことで商品化を支援しました。 

■支援の項目 

①製造工程で発生する加工機への荷重測定。 

②加工機の強度解析および強度試験の実施。 

③製造方法に関するアドバイス。 

■支援の成果 

 平成２４年３月に商品化されました。 

担当職員：前田秀治、田村智弘、村川収 支援企業：株式会社トータルホーム山口 

完成商品 

引張圧縮試験機による強度試験 

ひずみゲージによる荷重測定 
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