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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

無⼈搬送⾞，無軌道型，物流システム，マーカレス

《研究の背景・⽬的》
ＡＧＶ（無⼈搬送⾞）は⼯場や物流の無⼈化率を進めて製造コストの低減

に貢献するが，従来型ＡＧＶは，ラインやマーカを事前に敷設する必要があ
る，あるいは，距離センサが検出できる周辺固定物を前提とする．しかし，
⾛⾏ルートの初期設定や変更に⼿間がかかる問題や，周辺固定物のレイアウ
ト変更によって位置推定に影響が⽣じる問題がある．そこで，路⾯模様を撮
影するカメラを搬送⾞に搭載し，独⾃の画像処理⼿法により位置推定と誤差
修正を⾏うことで，導⼊期間が短く、また，周辺環境の影響を受けずに柔軟
に経路設定が⾏える新⽅式の⾞両誘導制御法を開発した．

分野① 精密加⼯・機械

プロフィールプロフィール

短時間で導⼊できルート変更も容易な無⼈搬送⾞

岡⼭⼤学 ⼤学院 ⾃然科学研究科 メカト
ロニクスシステム学研究室 永井 伊作

三和電⼦株式会社
IKOMAロボテック株式会社

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等
⼯場や倉庫，施設において，⼈や物の運搬作業を⼈の代わりにロボットで

⾏わせたいと検討されている企業の⽅から，具体的な使⽤環境や要求仕様を
教えていただき，それを実現する新たな無⼈搬送⾞を開発したい．また，本
技術は，移動をともなう点検・監視を担う作業ロボットにも応⽤できる．

・⽣産現場のＡＧＶ（無⼈搬送⾞）を利⽤したスマート⼯場化，⾃動倉庫
・規定のルートを定期的に巡視する点検や警備業務の⾃動化
・病院や介護施設における⾷事搬送

▽ 研究シーズの⽤途

1



TEL：086-251-8065
Email：nagai-i@okayama-u.ac.jp

従来技術の問題点/課題 等・・・
本技術の特徴 従来技術に対する優位性 等・・・
軌道式ＡＧＶでは，ライン等を⽤いて経路を最初に構築しなければならず，

導⼊に際して⼿間と費⽤がかかる上，⼯場レイアウトの変更を妨げる要因とな
る．また，近年登場したレーザ距離センサを⽤いる無軌道式では，エリア周辺
に壁や設備などの固定物が存在することを前提とし，導⼊時にマップ作成のた
めに数時間程度は準備作業を必要とする．また，固定物の位置変化は意図しな
い動作の原因につながる．
⼀⽅，本技術では，⾞両に搭載した下向きカメラを⽤いて，最初に１度だけ

教⽰⾛⾏を⾏って移動軌跡の推定および経路画像の記憶を⾏えば，経路に沿っ
た再⽣⾛⾏を⾼精度（数ミリ程度の誤差）で繰り返すことができる．

本技術には，（１）使⽤するセンサはカメラ１台であり，近年の⾼性能かつ安
価なARMボードコンピュータでも処理できるため製造コストを⼩さくできる，
（２）移動⾯の任意の⾃然な模様に対応し，⽚道経路を１回教⽰⾛⾏するだけ
で短時間で導⼊でき，経路の変更や追加も容易，（３）仮に模様が全くない所
でも模様テープを貼り付ければ軌道式として使える柔軟性，（４）内部照明に
より外界の照明状況に影響されない，（５）利⽤可能かどうかは移動⾯の種
類・模様より判断できて周辺環境への依存がない，といった点で既存技術には
ない特徴と優位性がある．

研究シーズ導⼊事例・効果 等
ＡＧＶは、⼯場内における製造ライン間で製品の⾃動搬送を担う⽣産設備で

あり，国内だけで年間１８８億円（２０１９年度出荷額）の市場規模がある．
近年では電⼦商取引の増加にともなって物流倉庫を無⼈化・効率化する必要が
あり，⾃動倉庫のために専⽤開発されたＡＧＶが市販されるなど，ＡＧＶの種
類と利⽤は増加している．また，特に最近では⼈⼿不⾜から市街地において⾃
動⾛⾏で宅配するロボットも国内外で開発されており，ＡＧＶに関連した⾃動
⾞両移動技術の応⽤は様々な分野に広がることが予想される．

▽ 研究シーズの具体的内容

移移動動面面のの自自然然なな模模様様をを利利用用

下下向向ききカカメメララ

試試作作１１号号機機
参参照照点点群群（（黄黄色色））をを
用用いいたた画画像像追追跡跡
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

医療⽤洗浄器、省⼒化、効率化、ステンレス

⼿術器械など器具類を再使⽤するにあたって、消毒・滅菌の前に⾏う洗浄は
重要かつ不可⽋である。WD は洗浄・熱⽔消毒・乾燥の⼀連の⼯程が⾃動で
効率よく⾏うことができ、最もよく使⽤されている洗浄器である。吸引嘴管
の様な管状器械を⼀般の⼿術器械と混載して洗浄することを可能にしたア
タッチメントを発明し、特許を取得した（特許第6045002号）。試作品は樹
脂製であったが、耐久性に問題があるため、ステンレス製としての実⽤・商
品化にむけて研究・開発中である。

分野① 精密加⼯・機械

プロフィールプロフィール

ウウォォッッシシャャーーデディィススイインンフフェェククタターーののたためめのの
管管状状器器械械用用アアタタッッチチメメンントトのの実実用用化化にに向向けけてて

川崎医科⼤学 ⿇酔・集中治療医学２教室
⾕野 雅昭

株式会社キャステム

▽ 連携希望先

ステンレス加⼯（螺⼦等）

⼿術器械等の洗浄に使⽤する医療⽤洗浄器（ウォッシャーディスインフェク
ター：WD）おいて、管状構造の器械を通常のラックで外表だけでなく内腔ま
で洗浄できるようにするアタッチメント。

▽ 研究シーズの⽤途
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従来技術の問題点
WDによる洗浄は通常、器械セット毎に⾏われる。しかし、⼤半のセットに含
まれる吸引嘴管のような管状の器械は、従来、同⼀バッチで確実な洗浄が困難
であった。外表及び内腔を同時に満遍なく洗浄することが出来なかったためで
ある。

【従来の管状器械のWDによる洗浄の⽅法と問題点】
①管状器械専⽤のラックの使⽤
（利点）洗浄は良好に⾏える。
（⽋点）他のセット器械と同⼀バッチで洗浄できない。
②他のセット器械とそのまま積載
（利点）運⽤効率は良い。
（⽋点）内腔が洗浄できない。
③シリコンチューブなどを他のセット器械と積載
（利点）運⽤効率は良い。内腔は洗浄できる。
（⽋点）チューブとの接続（接触）部位が洗浄できない。

本技術の特徴 従来技術に対する優位性
管状器械を含む⼿術器械セットを通常の洗浄ラックを⽤いて丸ごと（同⼀バッ
チで）洗浄することを可能にする。
従来の⽅法では洗浄の質と運⽤効率のどちらかを犠牲にせざるを得なかったが、
本技術により、⾼いレベルで双⽅を両⽴させることができるようになる。

川崎医科⼤学 産学連携知的財産管理室
〒701-0192 岡⼭県倉敷市松島577

TEL:086-462-1111 FAX:086-464-1073
Eメール：s-renkei@med.kawasaki-m.ac.jp

▽ 研究シーズの具体的内容

試作品試作品
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▽ 研究の概要

キーワード 省⼒化装置、紙ひも、定⼨切断・結束

本開発で取り組んだ装置は、デパート等の買い物時に⽤いられる⼿さげ紙
袋の取⼿材料となる紙ひもを、⻑さ約500mから成る⼤⽟から引き出し、
45±1cmの⻑さに切断して100本束ねて両端2箇所を結束する⾃動機械です。
昨今の通信販売のシェア拡⼤、顧客ニーズの多様化により、⽣産される紙

ひもは、多品種少量⽣産へとシフトしています。そのため、当初材料として
使⽤する⼤⽟を5個で開発していましたが、少量⽣産化に伴い1個とすること
で、材料となる⼤⽟の管理の⼿間を低減することができました。
さらに、⼿作業で約5%発⽣していた材料の廃棄ロスについても、巻取り

機構を⾒直すことで、ほぼゼロとすることができ、⽣産性の向上に貢献して
います。切断⾯および結束の品質については、紐と直⾓⽅向に汚れがつかず、
よれ、バリのない美麗な切断⾯、かつ両端を揃えて結束するという要求を満
⾜することができました。

分野① 精密加⼯・機械

プロフィールプロフィール

紙ひもの⾃動裁断・結束機の開発

中国職業能⼒開発⼤学校
⽣産システム技術系
三⽊ ⼀伯、三浦 志樹、⾼⼭ 雅彦

▽ 連携希望先

⽣産⽤機械器具製造業における省⼒化装置の開発を希望される企業など

機械・電気・電⼦情報の学⽣が参加可能な開発テーマを希望

①作業⼯程の⾃動機械化
②検査⼯程の省⼒化
③製品出荷作業の管理・効率化

▽ 研究シーズの⽤途
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中国職業能⼒⼤学校 援助計画課
TEL：086-526-3102 FAX:086-526-2319
Email：chugoku-college03@jeed.or.jp

▽ 研究シーズの具体的内容

装置は、⼤⽟からの紙ひもの供給、巻取り、
定⼨切断、結束、格納の5つの機構から構成さ
れています。
供給機構では、紐のテンションを⼀定制御す

ることで、完成品の紐の⻑さが要求仕様を満た
し、かつよれ、ねじれが除去できるよう⼯夫し
ました。巻取り機構であらかじめ紐を巻きとり、
その両端を⾼速回転するカッターで切断するこ
とで、安定した⻑さ、品質での切断が可能とな
りました。
さらに、⼤⽟の中にまれに存在する紐と紐の

結び⽬が紙ひもの束に混⼊し、これが納品先か
らのクレームとなるため、この結び⽬の混⼊を
検知、選別する機構を追加し、クレーム低減に
貢献できるようにしました。
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

省⼒化装置、線⾹、包装、モータ制御

本テーマは、岡⼭県倉敷市にある株式会社⽟華堂様より依頼されて取り組
んだ研究です。依頼元からは、線⾹の包装をパートの⽅がすべて⼿作業で
⾏っており、作業負担が⼤きいことから⼀連の作業を⾃動化してほしいとの
要望を受けました。装置を開発するに当たり、作業負担を軽減し、作業の効
率化を⽬標として着⼿しました。
本装置の開発には、当校での卒業製作として3科(機械・電気・電⼦情報)の

学⽣11名が972時間かけて、調査・企画・実験・
設計・製作・評価の⼀連の作業に携わっています。
また、本装置は、径・⻑さが異なる3種類の線

⾹を「供給」「包装」「指定された⽊箱へ収納」
する⼀連の動作を、すべて⾃動で⾏えるように設
計されています。

分野① 精密加⼯・機械

プロフィールプロフィール

線⾹包装装置の開発
中国職業能⼒開発⼤学校
⽣産システム技術系
森 公秀、蔭⼭ 哲也、藤本 周央

株式会社⽟華堂

▽ 連携希望先

⽣産⽤機械器具製造業など

機械・電気・電⼦情報の学⽣が参加可能な開発テーマを希望

①細⻑く、脆い製品の搬送・包装
②包装する対象物にあわせた装置設計、試作（乾麺などへの応⽤が可能）
③糊付けを含めた貼り付け機構（様々な対象物への適⽤が可能）

▽ 研究シーズの⽤途
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▽ 研究シーズの具体的内容

依頼元の企業では、線⾹の包装を⼿作業で⾏っていました。そこで、⽣産性
の向上と労働コスト低減を⽬標として、線⾹を⾃動包装する装置を開発しまし
た。装置の仕様を表1に、完成した装置の全体を図１に⽰します。
線⾹の包装については、①装置のストック部から包装紙を⾮接触吸着パッド

で１枚吸い上げ、②のり付け部で包装紙の端から5mm幅以内に均⼀にのりを
塗布し、③供給部のハンドにより運ばれてきた線⾹と重ね合わせて巻き付ける
といった３⼯程で⾏われます。なお、包装された線⾹は、その後、⽊箱に収納
されます。
のりは、市販のでんぷんのりを使⽤しており、脱着可能な注射器に充填して

います。包装紙にのりを塗布する⼯程では、のりを2本のローラに垂らして、
ローラの回転によって均⼀に伸ばし、ブラシで包装紙に塗布します。なお、注
射器やローラは、容易に脱着が可能であり、洗浄および交換できるように⼯夫
しています。
また、本装置には、ロボシリンダー、DCモータ、ステッピングモータと

いったアクチュエータ類が多数使⽤されており、これらを制御することで、線
⾹を包装する⼯程を実現しています。

表１ 装置仕様

図１ 装置全体

項 ⽬ 装置仕様

電 源 単相AC100V

装置⼨法
D680㎜
W1500㎜
H1470㎜

⽣産数 2000個/⽇

稼働時間 8時間

包装可能商品種 3種類

の り 市販のものを使⽤

取り外し洗浄可能 のり付け部各所

中国職業能⼒⼤学校 援助計画課
TEL：086-526-3102 FAX:086-526-2319
Email：chugoku-college03@jeed.or.jp
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先

水路点検，画像処理，インフラマネジメント

《研究の背景・目的》
小水路やトンネル等のインフラ設備の維持・管理には目視による
点検やモニタリングが行われる．近年，UAVや自律ロボットを用いた
道路トンネル点検装置が提案されているが，狭く通水がある水路の
変状を簡便に点検できる手法は少ない．
本研究は簡便な水路変状点検システムとして，電動車に半天球カメラを取り付けた装置
で移動撮影した動画を元にフリーソフトを用いて展開図に加工する方法を提示する．

分野① 精密加工・機械

プロフィール

プログラミングなしに水路トンネル壁面展開図を作成する点検システム

（独）国立高等専門学校機構
津山工業高等専門学校
総合理工学科 機械システム系 教授
細谷 和範

▽ 連携希望先

建築土木分野の企業，環境調査会社，官公庁
本システムはとても簡単な方法で，
精度はよくありませんが，
画像処理の未経験者や
初心者に良い教材に
なるかと思います．

フラットな底面の水路トンネルや隧道の壁面展開写真を作成．
（用途）
・狭いトンネル内の様子を平面的に展開した写真を作りたい．
・画像プログラミングを行うことなしに試しに作ってみたい．

▽ 研究シーズの用途

トンネル壁面変状はこのような展開図状
に記録される

IoT技術を使って水路壁面を面
的にとらえたい．でもプログラ
ミングは苦手な技術者の方々．

https://www.tsuyama-ct.ac.jp/hosotani/
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津山高専学術連携・国際企画室（担当：柴田）
TEL：0868-24-8333
Email： rennkei@tsuyama-ct.ac.jp

従来技術の問題点/課題
・水路トンネル特有の難しさ：GPSが使えない・自己位置推定が難しい！
・壁面展開画像の作成：撮影画像の特徴点抽出等，画像処理プログラミングが必要！
・変状抽出：マルチスペクトル画像間処理やAIなど，専門知識が必要！

簡便な方法で水路壁面写真を作れないか?
簡便に壁面展開写真を作成する水路変状点検システムを提案．
・一定速度で走行する電動車に半天球カメラを取り付けた撮影装置
・フリーソフトを用いて移動撮影動画から展開写真作成

実証試験例
① 水路トンネル（高さ1.5m）
の側壁展開写真
Python + Open CVで作成
側面と天井を平面的に把握可能
② 水深30 ㎝の貯水池
ビデオ編集アプリで作成
プログラミングなしに作成
水面下から側壁を撮影
水面の映り込みが課題

▽ 研究シーズの具体的内容

画像処理：フリーのビデオ編集ソフトとImageJを利用．
動画クロップ： VViiddeeoo  CClliipp  QQuuiicckk  TTooooll
切 出 し: BBaattcchh  VViiddeeoo  TToo  IImmaaggee  EExxttrraaccttoorr
画像接続 : IImmaaggeeJJ

①半天球カメラ動画
各フレーム画像を短冊状に切出し

②つなぎ合わせる
完成！左右のローラーで壁面に沿って走行

する電動車（長さ1m，速度0.5m/s）
プログラミングが苦手ではなければ➡Python + Open CVでコーディングすれば一括処理可能

壁面展開
画像

本格的な調査システム構築にTRYしたくても初学者には敷居が高い！
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

⽣物模倣技術，バルブレスポンプ，環境保全，⽔中ロボット

《こわれにくく，⻑期間の運⽤が可能なクラゲロボ》
親⽔の場でもある湖沼や海岸等において，⻑期間にわたって浮遊し続ける廃プラスチッ

ク⽚や粒⼦状の微細なごみを回収で
きる，ロバスト性に富んだクラゲ型
ごみ捕集システムを開発した．

傘の開閉動作により⽣じる誘起流
を制御し，吸引と吐出する流れを⽣
み出すバルブレスポンプとして機能
する．

分野① 精密加⼯・機械

プロフィールプロフィール

⽔中の微細な浮遊ゴミを回収するクラゲ型ロボット

（独）国⽴⾼等専⾨学校機構
津⼭⼯業⾼等専⾨学校 総合理⼯学科
機械システム系 教授 細⾕ 和範
⼤阪⼯業⼤学
ロボティクス&デザイン⼯学部
ロボット⼯学科 准教授 ⾕⼝ 浩成

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等

環境保全技術を扱う企業，官公庁，⽔槽を持つ⽔族館などの⽂化施設

クラゲの採餌⾏動をヒントにした浮遊ごみ捕集システム
・ポンプの⽬詰まりが⽣じる場所での微細な⽔中ごみ回収
・⽔族館等，観賞を邪魔しないで（ひっそりと）⽔中を漂うごみを回収

▽ 研究シーズの⽤途

外から吸い込んで，下⽅に吐出！
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津⼭⾼専学術連携・国際企画室（担当：柴⽥）
TEL：0868-24-8333
Email： rennkei@tsuyama-ct.ac.jp

⽔中ごみ回収の難しさ
浮遊するごみのサイズは様々で

あるが，直径5 mm以下のマイク
ロプラスチックは，網や吸引ポン
プで回収可能であるものの，広範
囲のごみを⻑期間にわたって回収
するためのロバスト性とメンテナ
ンスが良い装置がない．とりわけ
回転軸を持つタービンポンプは腐
⾷の⼼配がある他，付着⽣物によ
る⽬詰まりが⼼配される．

本技術の特徴
クラゲ型ロボの傘に単純な開閉

動作を与え，流れを制御すること
で周囲の⽔塊を輸送する．

これまでに，サーボモータ及び
通電加熱により伸縮するSMAソフ
トアクチュエータを⽤いたプロト
タイプを開発し，駆動テスト並び
に流体解析を繰り返している．

研究シーズの波及効果
遊泳しながらごみを捕集する

クラゲ型ロボットは⾒た⽬にも
ユニークで，さまざまなシーン
で活躍できるポテンシャルを有
している．

▽ 研究シーズの具体的内容

Closing motion Closing motion

Jet

Vortex

Vortex

Swirl

Opening motion

Swirl
Vortex

Jet

Closing motion Closing motionOpening motion

クラゲ型ロボットが作り出す流れに注⽬して
ごみ捕集に利⽤した例は本研究が初めて！

解説：傘が開くと，周囲から傘内部に⽔塊が吸い込ま
れ，循環構造（渦）が発達．取り込んだごみを保持す
る．⼀⽅，傘が閉じられると，渦を伴う噴流状の流れ
が下⽅に向かって吐出される．この渦は周囲の⽔塊を
取り込むような誘起流を発⽣する．

簡単な開閉モデルを⽤いた流れの可視化実験

現在屋外実験を繰り返している実証試験モデル
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電気⾃動⾞などの開発が進められる中、静粛性の確保に不可⽋な⾼性能な
吸⾳材の開発ニーズが⾼まっており、⾼い周波数の性能評価が必要とされて
いる。材料の吸⾳性能の評価には、２本のマイクロホンを⽤いる測定装置が
普及しているが、この装置は、⾼い周波数まで吸⾳率を測定する場合、細い
管を⽤いる必要があり、測定精度の問題があった。このことから、我々は８
本のマイクロホンを⽤いることで、⽐較的⼤きな材料で⾼い周波数まで計測
可能な⼿法の開発を⽬的として研究に取り組んだ。

▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

防⾳対策、吸⾳、垂直⼊射吸⾳率測定、伝達関数法

分野① 精密加⼯・機械

プロフィールプロフィール

広帯域垂直⼊射吸⾳率測定装置
岡⼭県⼯業技術センター
応⽤技術部 計測制御科 眞⽥ 明

⽇本⾳響エンジニアリング株式会社
ソリューション事業部 中川 博

▽ 連携希望先

防⾳製品開発企業、機器の低騒⾳化対策を必要とする企業。

ウレタンフォーム、繊維系材料などの吸⾳材料の吸⾳特性の測定

▽ 研究シーズの⽤途

112

2

2

1

jks
jkz

jks
er e

e
H
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反射率

垂直入射吸音率測定装置（JIS A1405‐2, ISO10534‐2 )

２本のマイクロホン間の伝達関数を測定

21 r 

s：マイク間距離
k: 波数

Mic. 1 Mic. 2

スピーカ

吸音材料

FFT AnalyzerFRF

インピーダンス測定管

垂直入射吸音率

12H
従来法 広帯域化
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従来技術の問題点/課題、本技術の従来技術に対する優位性

実験結果および開発した装置

TEL：086-286-9600
Email：akira_sanada@pref.okayama.lg.jp

▽ 研究シーズの具体的内容

試験体
スピーカ

２本のマイクホロン

①②

８本のマイクホロン
⑥

④ ⑧ ①
⑤

③

⑦

試験体

スピーカ

②

問題点：
・⾼周波数計測：細い管必要 → 精度低下
・測定帯域狭 → 広帯域での計測には

細管と太管の両⽅で計測必要

⻑所：
・⽐較的⼤きい試験体 → ⾼精度
・広帯域で計測可 → ⼀つの管で計測可

従従来来法法 開開発発ししたた８８ママイイククロロホホンン法法

2000 4000 60000

0.2

0.4

0.6

0.8

1

周波数(Hz)

垂
直

入
射

吸
音

率

fc1,0 fc0,1 fc4,0
細管（29mm）

2マイクロホン法

提案
8マイクロホン法

20mm厚 繊維系吸音材

従来の約3倍の周波数まで測定可能確認

日本音響エンジニアリング（株）で製品化された
広帯域対応 垂直入射吸音率測定システム

WinZac8

太管（φ100mm）：100Hz～1.6kHz
細管（φ29mm) ：500Hz～6.4kHz

φ100mm音響管：100Hz～5.8 kHz

φ40mm音響管：200Hz～10 kHz

100mm音響管による測定例

音響モードの対称性を利用して
高次モードの影響を分離・除去

従来法
測定上限周波数

提案法
測定上限周波数

・さらに10kHzまでの⾼周波数計測にも対応

高次音響モードが発生する
高周波数では計測不可
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

分野① 精密加⼯・機械

プロフィールプロフィール

磁界解析を⽤いたモータの⾼性能化

岡⼭県⼯業技術センター
応⽤技術部 ⾦属加⼯科 勝⽥智宣

▽ 連携希望先

・モータ、発電機
・磁性材料(磁⽯、電磁鋼板、コイル)
・トランス、リアクトル
・⾼周波焼⼊れ装置
等の電磁気に活⽤する部品、材料、装置メーカ

磁界解析…電磁気に関するシミュレーション(活⽤事例)
モータ：トルク、トルクむら、磁束密度、誘起電圧、損失、効率、温度
⾼周波焼⼊れ：温度、損失、磁⽯：着磁、磁束密度、トランス：磁束密度

▽ 研究シーズの⽤途

磁界解析，モータ、トルク、磁束密度、損失、効率

(株)⼾⽥レーシング、コアテック(株)

①トルクむら
磁⽯とコイルの引き合い・反発
→トルクむら発⽣：不快な振動や⾳

磁界構造に起因
部品・組⽴精度の影響あり

②発熱
コイル、鉄⼼・磁⽯
→温度上昇：部品焼損、効率悪化

コイル

固定⼦
鉄⼼

磁⽯

回転⼦
鉄⼼

磁界解析による素材・形状最適化

トルクむら抑制、焼損防⽌/効率改善

15



①偏
⼼

TEL：086-286-9600
Email：tomonori_katsuta@pref.okayama.lg.jp

▽ 研究シーズの具体的内容

磁束の集中部分の緩和
→トルクアップ、磁⽯保護

素材や形状変更
→トルクアップ、トルクむら抑制

⼀般的な評価

詳細な評価

素材、コイル、電気条件の検討
→効率向上、焼損防⽌

偏⼼有無のトルク波形の検討
→部品・組⽴精度の⾒直し

低損失材料⼀般材料

軸ずれ
正常位置

②温
度

正常位置 回転⼦の軸ずれ

コイル
磁⽯

回転⼦固定⼦

ト
ル
ク

⾓度

温
度

ト
ル
ク

⾓度 磁束密度マップ

温度マップ

時間
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

ショットブラスト、⼤気圧プラズマ、アルミニウム(Al)、
エポキシ樹脂、接着

《研究の背景・⽬的》

分野① 精密加⼯・機械

プロフィールプロフィール

ショットブラストと⼤気圧プラズマを⽤いた
アルミニウムとエポキシ樹脂の接着に関する研究

岡⼭県⼯業技術センター
素材開発部 基盤技術創成科 中⻄亮太

岡⼭⼤学⼯学部
丸⽂株式会社

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等

▽ 研究シーズの⽤途

・⾃動⾞、航空、鉄道に⽤いられる同種あるいは異種材料の接着部品

軽量化×
複雑形状×
接合強度○

軽量化○
複雑形状○
接着強度×

ボルト接合

Al
Al

ショットブラストと⼤気圧プラズマを併⽤した処理により、
同種あるいは異種材料接着部品の接着強度向上が期待できる。

接着
ショットブラスト
⼤気圧プラズマ

接着

軽量化○
複雑形状○
接着強度○

Al

AlAl

Al

エポキシ樹脂
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TEL：086-286-9600
Email：riyouta_nakanishi@pref.okayama.lg.jp

▽ 研究シーズの具体的内容

1. ⼤気圧中で
酸素ラジカルを照射

2. 有機物が
酸素ラジカルと反応

⼤気圧プラズマショットブラスト

表⾯の酸化物除去と凹凸付与

○処理⽅法

O O OO汚れ物質 O
O

C O
O

C

投射材 C C C C
C C C

Alとエポキシ樹脂のせん断強度純⽔を⽤いたAl表⾯の接触⾓

超親⽔性

○結果

1.8倍

ショットブラスト
⼤気圧プラズマ未処理

界⾯
破壊

凝集
破壊

エポキシ樹脂

Al

Al Al

未処理 ショットブラスト
⼤気圧プラズマ

Al
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

《研究の背景・⽬的》

分野① 精密加⼯・機械

プロフィールプロフィール

進⾏波搬送システムの開発
岡⼭県⼯業技術センター 素材開発部
基盤技術創成科 岩⽥和⼤

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等

▽ 研究シーズの⽤途

進⾏波 ウェーブマシン 搬送 有限要素法 数値解析

・ウェーブマシンの進⾏波凹凸を利⽤した搬送機器やアクチュエータの開発
・有限要素法を⽤いた遷移状態動解析による振動の伝搬予測

組⽴⼯場のさらなる⾃動化

搬送機器メーカー、アクチュエータ開発

様々な部品形状に対応できる
物体搬送・供給システム

シャイブ式ウェーブマシンで実現 進⾏波による搬送
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TEL ： 086-286-9600 (代表)
Email： kazuhiro_iwata@pref.okayama.lg.jp

▽ 研究シーズの具体的内容

ヤング率
[GPa]

ポアソン
⽐

密度
[g/cm3]

搬送システム(鉄) 207 0.29 7.83
ポリエチレン球 1.00 0.40 0.90

ガラス球 71.6 0.23 2.39
クロム鋼球 207 0.29 7.79

実験と解析により、材料の異なる
3種類の1インチ球で物体搬送を検討

搬送システムの有限要素モデル

製作した搬送システム

ポリエチレン球
(最後まで搬送)

ガラス球
(最後まで搬送)

クロム鋼球
(280mmで落下)

300 mm

Z Z初期状態 0.4秒後

0.8秒後 1.2秒後

初期状態 0.4秒後

0.8秒後 1.2秒後

ガラス球が搬送される様⼦ ガラス球の搬送を模した遷移状態動解析

解析によって求めた、３種類の１インチ球中⼼を側⾯から⾒た軌跡

実験と解析で３種類の１インチ球の搬送を確認できた

丸:0.4秒後 四⾓:0.8秒後 三⾓:1.2秒後
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▽ 研究の概要

キーワード ⾃動⾞、ガソリン、化学薬品

2003年から排気ガス規制が厳しくなり、ディーゼル⾞にはDPFの装着が義務
化されました。ただ、DPFは永久的に使えるものではなく、約20万kmの⾛⾏
で故障してしまう可能性が⾼いと⾔われています。

DPFはレアメタルを含有しており、購⼊しようとすれば、30万円〜100万円
と⾼価なものになります。そのコストを抑えたいとのお声を多く頂き、安価
に修理できないのか、どうすればDPF本体が故障しにくくなるのか等を研究・
開発することで、ディーゼル⾞を所有している⽅に維持コストを抑え、愛⾞
に⻑く乗ってもらえる為に研究を⾏っております。

分野① 精密加⼯・機械

プロフィールプロフィール

DPFマフラーの⽬詰まりを解消できる
修理⽅法添加剤の研究・開発

株式会社アイテムワン
DPFドットコム 代表取締役 ⿊川 聖⾺

▽ 連携希望先

・化学薬品メーカー、油脂メーカー、⾃動⾞部品メーカー
・弊社製品の品質検査の出来る企業
・他、共同研究を⾏って頂ける企業

上記テーマの研究・開発を⾏うことで、ディーゼル⾞に装着されているDPFマ
フラー(排気ガスに含まれる有害物質を除去する為のフィルター装置：以下、
DPFと呼称)のメンテナンスを容易に⾏えるようにします。

▽ 研究シーズの⽤途

共同研究先共同研究先

21



TEL：086-486-3017
Email：info@dpf-dpd.com

弊社では、DPF洗浄修理とDPF添加剤の研究・開発を⾏っております。

・分解洗浄修理 研究内容

従来のDPF洗浄修理は、DPFを⽔またはお湯に浸漬させるだけで
新品同様にさせることは困難でした。

そこで弊社は、汚れを完全に落とすためにはどうすれば良いか
研究・開発したものが、分解・切断洗浄修理となります。
ただ⽔やお湯に浸漬させただけでは汚れは落ちないと弊社の約6000件の
データから証明され、煤、アッシュ（エンジンオイル等の燃えカス：以下、
アッシュと呼称）汚れには強アルカリ性の液体に浸漬させる⼿法が
有効と判断しました。

現状、苛性ソーダを使⽤しておりますが、取扱も難しく⾝体に危害を及ぼす
可能性もある為、より安全で効果を発揮する薬品の研究を進めております。

・DPF燃料添加剤 研究内容

現在、弊社では洗浄修理の他にDPF燃料添加剤（DPF内に溜まった煤などの
燃焼を促進させるもの：以下、燃料添加剤と呼称）の研究もしております。

従来の燃料添加剤は、DPF内に煤、アッシュで溜まって⽬詰まりを
起こしてしまった場合に、酸化鉄含有の燃料添加剤が多いですが
弊社では、酸化セリウム含有の燃料添加剤を開発しました。
酸化セリウムだと酸化鉄とは違い、DPFに含まれるプラチナの働きを
邪魔することがありません。また、酸化セリウムは酸化鉄の1/3程度の量で
同様の効果を発揮するため、アッシュの⽣成もされにくくなっております。

ただ、酸化セリウムは⾼価になるため商品の定価が⾼くなってしまいます。
今後は、酸化セリウムと同様以上の効果を発揮する商品開発に
努める予定です。

▽ 研究シーズの具体的内容
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

切削加⼯、加⼯モニタリング

《研究の背景・⽬的》
⾼品位・⾼効率・複雑形状加⼯への要求が⾼まる中、当社は加⼯現象を正

確にリアルタイム計測する⼿法を開発している。MULTI INTELLIGENCE®は、
回転する⼯具ホルダの加速度振動と刃先近傍の温度を測定するために開発さ
れたシステムであり、刃物・ホルダの内部に搭載されたセンサ・電⼦回路か
ら、無線でデータを収集する。

従来のシステムでは、加速度の情報を実効値として平均化し、データ量を
低減して (収集速度 数⼗回/秒) 刃物の破損・ビビリなどの異常・予兆をとら
えていた。⼀⽅、対象とする現象の周波数帯において、振動が微弱な場合、
検知の精度を向上させるには、加速度波形の周波数解析が必須となる。

このためには、加速度の収集速度を約 4 万回/秒として「真の波形」を得る
ことが必要であり、刃物・ホルダ・⼯作機械主軸などの固有振動数を特定で
きる⾼速サンプリング版 MULTI INTELLIGENCE® i-flash を開発した。

分野① 精密加⼯・機械

プロフィールプロフィール

機械加⼯時の加速度振動⽣波形を
検出する⼯具ホルダの開発

(株)⼭本⾦属製作所 岡⼭研究開発センター
研究開発グループ

同志社⼤学、摂南⼤学、電気通信⼤学

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等
⼯作機械メーカー、切削⼯具メーカー、機械学習の専⾨家

⽤途① 加⼯現象の数値化・定量化
⽤途② 加⼯不良の検知・原因追及
⽤途③ 最適加⼯条件の探索

▽ 研究シーズの⽤途
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TEL：086-239-8585
Email：shimizu@yama-kin.co.jp

▽ 研究シーズの具体的内容

RMS版（従来ver） i-flash版（NEW!）
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欠陥箇所 a：空転
b：加⼯（⽋陥なし）
c：加⼯（⽋陥あり）
d：加⼯（⽋陥あり）
e：加⼯（⽋陥なし）

⽋陥の有無で、
加速度の差が⾒られない

⽋陥の有無で、
加速度の差が⾒られない

データはRMS処理
（実効値化）されており、
これ以上の解析は難しい

データはRMS処理
（実効値化）されており、
これ以上の解析は難しい

“真の加速度”を検知することが可能！“真の加速度”を検知することが可能！

加速度波形を解析
→異常・予兆の周波数帯を特定！
→→加⼯トラブルを回避可能！！

加速度波形を解析
→異常・予兆の周波数帯を特定！
→→加⼯トラブルを回避可能！！

欠陥箇所

ドリル加工時に、微細な材料内部の欠陥を検知したい場合…

SNS,YouTubeでも
情報発信中！！

Twitter

YouTubeInstagram

Facebook
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

フレキシブル，フォルダブル，曲げ，耐久試験機，形状解析

海外のスマートフォンメーカーを中⼼に、ディスプレイを折り曲げられる
スマートフォン、いわゆるフォルダブルスマホの発売が相次いでおり
国内の材料メーカーでのフィルム等の材料開発も盛んになってきている。
こうした材料に求められる耐屈曲性の評価を効率化するため当社は、

折り曲げ試験中の材料の破壊を早期に検知する画像処理技術を開発し、
この技術を搭載した耐久試験システムを2020年春に発売した。
現在、破壊検知性能の向上を⽬的に、折り曲げ試験中の材料を左右双⽅向
から撮像するカメラシステムを開発中である。

分野① 精密加⼯・機械

プロフィールプロフィール

フレキシブルデバイスの量産化に向けた耐久試験装置の⾼度化

▽ 連携希望先

フレキシブル素材／デバイスメーカー様
画像の経時変化から、試験対象の故障・異常を検知するためのAI技術

フォルダブルフォン等のフレキシブルデバイスおよび左記デバイスで使⽤
されるフレキシブル素材の折り曲げ耐久試験で使⽤可能

▽ 研究シーズの⽤途

ユアサシステム機器株式会社 R&D技術部
（ユアサシステム機器(株)リサーチパーク研究所内）

国⽴⼤学法⼈東京⼯業⼤学
地⽅独⽴⾏政法⼈⼤阪産業技術研究所
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TEL： 086-287-9030
Email：hisao.sasaki@yuasa-system.jp

〔従来技術の問題点〕
折り曲げを⾏っている材料の端⾯形状を⼀⽅向のみから撮像するため、破壊の
発⽣個所によって、破壊の検知タイミングに差異が⽣じるという課題があった。

〔本技術の特徴〕
◆双⽅向撮像カメラシステム
折り曲げられている材料の左右

にカメラを設置し、材料の両端⾯
の形状を同時撮像できるシステム
である。

◆撮像システム直⽴設置機構
曲げ試験機内での撮像システム

（カメラ、レンズ、LED照明）の
設置は、直⽴設置機構を採⽤して
いる。レンズと撮像対象サンプル
間に設置したプリズムで撮像経路
を９０度曲げ、撮像系全体を縦⽅
向に設置することで、曲げ試験機
のサイズアップを回避している。

〔従来技術に対する有意性〕
材料の破壊を、その発⽣個所に関わらず、極めて初期段階で検知し、試験機

を停⽌させることができる。これにより、折り曲げ試験に伴う破壊の発端解析
が可能となり、デバイス開発が効率化できる。

〔研究シーズ導⼊事例〕
折り曲げ可能なディスプレイを構成する多数の素材の貼り合わせに使⽤され

る粘着剤の多くは、その粘着強度と折り曲げやすさについてトレードオフの関
係を持つ。実デバイス、あるいはこれを模した多層評価サンプルの折り曲げ耐
久試験で、所定の折り曲げ⾓度で撮影した側⾯画像の経時変化から剥離の発⽣
を検出し、粘着剤選定評価を効率化する。

▽ 研究シーズの具体的内容
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

微細孔、メカニカル、異形状、⾦属箔、樹脂フィルム

当社は岡⼭県新⾒市を主たる製造拠点として、パンチングメタルの製造を
おこなっている。
新たな事業の⼀つとして微細孔加⼯に挑戦し、⾦属箔・樹脂フィルムに対し、
メカニカルな加⼯で直径 100 μｍの孔あけにも成功した。
この微細孔加⼯技術は既存の材料と加⼯法では極めて難しかった分野におい
て、⾃由度のある形状と材料オリジナルの表⾯性状または加⼯表⾯の状態を
維持したままの開孔が可能であり、先進的な研究や開発の分野で役⽴つ材料
として成⻑を期待している。

分野① 精密加⼯・機械

プロフィールプロフィール

⾦属箔・樹脂フィルムへの微細孔加⼯技術

松陽産業株式会社 岡⼭事業所

⾃社独⾃技術

▽ 連携希望先

当社の微細孔加⼯技術にご興味を持っていただける研究・開発分野。
※従来のパンチングメタル（鉄、ステンレス、アルミ、チタン；樹脂なども
可能）による、通気・ろ過・吸⾳・軽量化などの機能に関する連携も希望。

※微細孔を⾃由に配置することによる各種研究開発材料としての利⽤
① 光学的フィルタ
② エラーモード・不具合シミュレーション・解析⽤の“再現性”のある試料

▽ 研究シーズの⽤途
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TEL：
Email：

▽ 研究シーズの具体的内容

TEL：0867-94-2232（岡⼭事業所 技術部⾨直通）
Email：mcf@shoyo-sangyo.co.jp

【⾦属箔における微細孔開孔技術の⼀般的課題】
①機械的加⼯（パンチング、突き刺し）
・加⼯油を使うことが必要な場合があり、また、直径が300 μm以下になる

とパンチとダイのクリアランス調整の難度が⾮常に⾼くなる。
②熱的加⼯（レーザ）
・加⼯時に不活性ガス雰囲気下とすることが求められ、⾶散するスパッタに

よる表⾯への影響に懸念あり。
③化学的加⼯（フォトケミカルエッチング）
・化学的に安定している⾦やチタンの加⼯難度が極めて⾼く、廃液処理に

ついても対応する必要あり。

【当社の微細孔加⼯技術】
・アルミや銅などの⼀般的な⾦属材料のみならず、化学的に安定な⾦箔や

チタン箔、スーパーエンプラであるポリイミド樹脂フィルムにも適⽤可能。
・丸孔はもとより、異型であるトランプ柄（600 μm程度）を配置したもの

も試作済。
・孔の有無や孔の⼤きさで画像を表現するFree Art Perforation®技術と

組み合わせることで、階調豊かに各種のイメージを表現可。
・表⾯に印刷したもの、各種特殊加⼯をした場合でも、基本的には表⾯性状を

そのまま維持。
・開孔した際に同時に得られる「平⾯状パウダー」もユニークな材料。

【微細孔加⼯の各種事例】

写真4. チタン箔（厚さ 5 μm）に開孔した丸孔
（直径 100 μm）のSEM写真

写真5. 印刷アルミ箔（厚さ 12 μm）に直径 100 μmの
丸孔で描画し、バックライトLEDの電源をON（上段）と
OFF（下段）とした場合

写真1. ⾦箔（厚さ 10 μm）に開孔した丸孔
（直径 100 μm）

写真2.ポリイミド（厚さ 12.5 μm）に開孔した
丸孔（直径 100 μm）と曲がり⻑孔の組み合わせ

写真3. ポリイミド（厚さ 12.5 μm）に11種の
孔径で開孔（直径 110 μm~210 μmの孔加⼯例）

写真6. ⼗円硬貨にのせたトランプ柄平⾯状パウダー
（厚さ 15 μmのアルミ板状物、幅 約600 μm）
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

ミキサーセトラー（連続 抽出・分離・洗浄），フロー合成

医薬品⽣産は⼀般に「バッチ法」と呼ばれる反応釜を⽤いた⽅法で⽣産さ
れる。しかし、品質・安全・環境⾯での課題、また新型コロナウイルスのよ
うなパンデミック感染症への対応のため、FDA(⽶国)やPMDA(⽇本)は、流
路系にて有機合成反応を⾏い⽬的物を得る「連続フロー合成」を推進してい
る。しかしながら、原料から⽬的物までの多段階合成を連続化した実例はな
いに等しい。その背景に、各化学反応後に流路系にて⽬的物質の抽出・分
離・洗浄⼯程を⾏う適切な装置がなかったことが挙げられる。今回、その課
題解決を⽬的に、岡⼭⼤学との共同研究を⾏い、当該装置として「ミキサー
セトラー」を開発した。これにより、岡⼭⼤学で⾒出された医薬候補物質の
バッチ式多段階合成を連続フロー化へ変換することを可能にした。

分野① 精密加⼯・機械

プロフィールプロフィール

ガラス、ステンレス等の難削材料の
精密加⼯によるミキサーセトラーの開発

マックエンジニアリング株式会社
代表取締役会⻑ ⼩⾕ 功
代表取締役社⻑ ⼩⾕ 研太朗

岡⼭⼤学⼤学院医⻭薬総合研究科
合成医薬品開発学 准教授 加来⽥ 博貴

▽ 連携希望先

連続フロー合成・⽣産にご関⼼をお持ちの企業・⼤学

弊社は精密部品加⼯及び⾦型（ダイス）部品加⼯を提供している。この精密
機械加⼯技術を基盤として、平成17年より「マイクロリアクター」と呼ばれ
る有機化学合成⽤の装置開発を⾏なってきた。この装置は、有機化学合成を
流路系にて⾏う「フロー合成反応」に⽤いるものである。今回、連続フロー
合成法を実現する上で希求されていた「⽬的物質の抽出・分離・洗浄⼯程⽤
の装置」として「ミキサーセトラー」を開発した。

▽ 研究シーズの⽤途
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TEL：086-522-5276
Email：info@makeng.co.jp

▽ 研究シーズの具体的内容

廃水1 廃水2 廃水3

1 2 3

1. ミキサーセトラーとは
• ポンプにて送液された溶液を混合するミキサーと

分液するためのセトラーから構成
• セトラー（分液部）での上層と下層の液⾯調整は、

調整バルブにて内圧をコントロールして制御
• 右図の５層構造

2. 3連続実施例の概要
• Ｙ字ミキサーにてスラ

グ流をつくる
• チューブ内のスラグ流

にて抽出
• 抽出時間に合わせて

チューブ⻑さ変更
• 抽出物は油層へ、廃棄

物は⽔層へ
3. 酸含有溶液の洗浄試験
• 廃⽔1はすべてpH1以下
• 流速1~3mL/分では

ほぼ1回で洗浄完了
• 流速5~10mL/分では

3回で洗浄可能
• 流速10mL/分で３連続

するとバッチより有利

特許出願済
特願2020-146130

本成果は、令和元年度
「きらめきファンド事業」
によるものです。

調整バルブ
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

《研究の背景・⽬的》
本研究はマイクロカプセル合成時のpHを調整することで，直径1m以下の

蓄熱物質含有カプセルの作製を⽬指すものである．
⼯場排熱等の未利⽤エネルギーの活⽤には，エネルギーを貯蔵する物質が

不可⽋であり，我々は蓄熱物質が固体-液体間で相変化する際の潜熱の利⽤に
注⽬している．しかし，輸送や利⽤の利便性や蓄熱物質の漏洩を防⽌するた
め固体殻に内包する必要があり，既存のカプセルでは数mと⼤きい．ここで
は内包物の含有量を保ちながらカプセルをさらに⼩さくすることで，殻厚さ
の低下や⽐表⾯積の増加など熱交換を促進できるカプセルを作製する．

分野② 新素材・新材料

プロフィールプロフィール

潜熱蓄熱カプセルのナノスケール化
岡⼭⼤学⼯学部 機械システム系学科
伝熱⼯学研究室 ⼭⽥ 寛

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等
・排熱エネルギーを再利⽤をご検討の⽅々
・太陽熱など⾃然界からの熱回収をご検討の⽅々

▽ 研究シーズの⽤途

潜熱蓄熱，微⼩化，未利⽤熱回収

 ⼯場などの排熱エネルギー回収，再利⽤
 スラリーによる熱エネルギー輸送
 建材などへの混⼊による蓄熱性能付与
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従来技術の問題点/課題
既存のマイクロカプセルの多くは数mの直径である．内包物の含有割合を

固定した場合，直径が⼤きくなることで殻の厚さは増加する．また，殻材には
ポリマーが採⽤されることが多いが，熱伝導率が0.2 W/(m·K)程度と⾮常に
低い．これらは殻材を通しての熱伝導を妨げる要因であるため，蓄熱のように
熱の出⼊りの伴う現象への適⽤には改善が必要である．

本技術の特徴 従来技術に対する優位性
本研究の特徴は，Self-assembly法を利⽤した炭酸カルシウム殻の作製と

合成時のpH調整によるマイクロカプセルの微⼩化である．
炭酸カルシウムは熱伝導率がポリマーと⽐較して1桁程度⾼い材料として知

られており，安価に合成することができる．pHの調整は殻材合成の前段階で
HClやNaOHの⽔溶液を⽤いて⾏い，pHの値を⼩さくするほどマイクロカプ
セルが⼩さくなり，図1に⽰すようにpH1においては1m程度と得られてい
る．このときの蓄熱量は，図2に⽰すようにpHを調整しない条件と⽐較して1
割程度増加する結果が得られており，殻材の結晶構造はCalciteの多い状態か
らVateriteの多い状態へと変化すること
がわかっている(図3)．
加えて，ここでは50℃付近に融点を持

つテトラコサン(C24H50)を蓄熱物質とし
ているが，回収したい温度に合わせて蓄
熱物質(炭化⽔素など)を変更することが
できることも特徴である．

▽ 研究シーズの具体的内容

図2  pH=1および無調整の条件における潜熱量
の評価結果．
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図3  pH=1および無調整の条件におけるXRD
の評価結果．
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図1  (a)pH=1および(b)無調整の条件で作製
したカプセルのSEM像．
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

カーボンナノチューブ，熱電発電素⼦

《研究の背景・⽬的》
センシング技術，フレキシブルデバイス，そして機械学習によるビッグ

データ解析技術の急速な発展によって，IoTは益々盛り上がりを⾒せている．
そのような中，特にセンサなどの末端デバイスの動作や計算に必要な電⼒問
題に関しては，未だに最後の課題として残されたままである
本研究では，温度差から発電することのできる熱電発電素⼦を，カーボン

ナノチューブ（CNT）という素材で作製することで，軽量性，柔軟性，耐環
境性，毒性・希少元素不使⽤といった優れた特性を兼ね備えるエネルギー
ハーベスターを提供する．

分野② 新素材・新材料

プロフィールプロフィール

カーボンナノチューブ繊維を⽤いたフレキシブル熱電発電素⼦の作製

岡⼭⼤学⼤学院 ⾃然科学研究科
ナノデバイス・材料物性学研究室
特任助教 井上寛隆

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等
業種：
繊維業界，半導体業界 他

希望する技術：
熱電発電モジュール作製⽤の編み込み技術やドーパントの連続塗布技術

 IoT⽤の末端デバイス（⼩型センサなど）の電⼒源
 ⼯場や⾃動⾞，配管などの排熱からの発電
 スマートテキスタイル⽤の体温発電素⼦

▽ 研究シーズの⽤途
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【従来技術の問題点/課題】
 ビスマステルルなどの無機材料は現状の熱電変換効率は⾼いものの，柔軟

性がないこと，重量が重いこと，毒性元素および希少元素を含むことなど
から，適⽤範囲が限られる

 有機材料であるPEDOT:PSSや，カーボンナノチューブ（CNT）を⽤いた
フレキシブルな熱電発電素⼦の報告もあるが，産業利⽤を強く意識した連
続⽣産性に関するアプローチ提案が不⼗分

【本技術の特徴/従来技術に対する優位性】
 柔軟性，軽量性，⾼強度性を併せ持つCNT線材を⽤いることで，⼩型デバ

イスやウェアラブルデバイスなど幅広い適⽤が可能になる
 希少元素，有毒元素を含まないため，資源枯渇の⼼配がなく将来的なコス

ト削減が⾒込める
 化学的安定性も⾼く，発電素⼦の交換頻度を抑えられ，過酷な環境下での

⻑期間使⽤も可能となる
 「⽷」という形状の特徴から，連続プロセスによって様々な処理（加熱処

理，化学ドーピング処理，⾼密度化処理 等）を適⽤することが可能

【研究シーズ導⼊効果】
 IoT社会形成，脱炭素社会実現において重要となるエネルギーハーベス

ターに関するベース技術を構築することで，将来的な波及効果を狙える
 様々な優れた特性を有するCNT線材を，⾼強度線材や軽量電線，フレキシ

ブルスーパーキャパシタなど，熱電発電素⼦だけでなく様々な展開が可能

▽ 研究シーズの具体的内容
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

⾼性能⾼分⼦，機能性⾼分⼦，微粒⼦，バイオマス

《研究の背景》
これまで，⾼性能⾼分⼦はその⾼性能性を向上させるために様々な研究開発がな
されてきており，種々のエンジニアプラスチックが上市されている．⼀⽅で，そ
の⾼性能性がゆえに微細加⼯が困難であることや，他の材質との親和性の低さに
よる剥離・凝集等の課題がある．本研究では，⾼性能⾼分⼦微粒⼦の⾼性能性を
維持したまま種々の官能基や⾼分⼦鎖を導⼊することでぬれ性・各種材料との機
親和性等の機能性が付与された微粒⼦の調製を⽬指す．また，SDGsをはじめ，
世界的に環境への配慮と持続的な科学技術の発展を⽬指す気運が⾼まっている。
本研究では課題解決のためにバイオマス原料からアプローチすることで，SDGs
に対しても貢献していく．

分野② 新素材・新材料

プロフィールプロフィール

機能性⾼性能⾼分⼦微粒⼦の調製

岡⼭⼤学⼤学院環境⽣命科学研究科
環境⾼分⼦材料学研究室 助教
新 史紀

▽ 連携希望先

本研究で提案する機能性⾼性能⾼分⼦微粒⼦は，微粒⼦⾃体が300℃以上でも変
形や分解しないため，⾼温・⾼圧・紫外線等の過酷環境下でも使⽤可能，かつマ
トリクスとの親和性が⾼く分散性の⾼い添加剤として利⽤が期待される．

▽ 研究シーズの⽤途

機能性⾼性能⾼分⼦
次世代型⾼分⼦材料

⾼性能⾼分⼦ 機能性⾼分⼦の
エッセンス

+

業種，希望する技術・知⾒ 等
新材料開発，添加剤開発，プラスチック成形加⼯，各種⼒学・熱試験

《⽬的》
機能性が付与された⾼性能⾼分⼦微粒⼦の開発
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TEL: 086-251-8915
E-mail: h-atarashi@okayama-u.ac.jp

▽ 研究シーズの具体的内容

●研究シーズ導⼊事例・効果 等

●⾼性能⾼分⼦微粒⼦の問題点や課題
成形加⼯性，他材との親和性，⾼分⼦量化，etc.

●本技術の特徴や従来技術に対する優位性
本技術の反応スキームと重合条件

バイオマスであるカフェ酸を原料としたAB2型モノマーによる⾼分⼦合成

マイクロメーターサイズの微粒⼦調製
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分岐の少ない⾼分⼦の調製を達成
繰り返し単位中の線状成分は85%

異なる直径サイズの微粒⼦調製を達成

現段階での導⼊事例はないため，効果等は未確認

マイクロスフィア微粒⼦への機能性官能基の導⼊

R : CH3CO (3,4-diacetoxycinnamic acid) (DACA), yield : 79%
R : C6H5CO (3,4-dibenzoyloxycinnamic acid) (DBCA), yield : 44%

caffeic acid

Table 1 Results of polymerization a

Run
No.

Polymerization condition
t t b

(min)
Yield
(%) Morphology

Monomer Solvent Temp.
(℃)

1

DACA
LPF 220 55 86 Sphere

2 280 30 44 Sphere
3

DBT
220 180 57 Sphere

4 280 60 6.5 Sphere
5

DBCA
LPF 250 30 10 Sphere

6 LPF/DBT c 250 50 54 Sphere
7 DBT 250 -d 0 -d

a Polymerizations were carried out at concentration of 1.0 wt%
for 360 min. b t t is the time when solution became turbid. c LPF
and DBT mixed in 50/50 wt%. d Not measured because
precipitates were not collected.

モノマー合成

ポリマー合成

脱保護

表⾯近傍の分⼦鎖に
対し官能基や⾼分⼦
鎖を導⼊R：アセチル基

ベンゾイル基

側鎖Rを置換
ポリエチレングリコール → ⽔と馴染む
ポリエチレン → ポリエチレンと馴染む

添加剤として期待
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▽ 研究の概要

キーワード フィラー、⾼耐熱性、熱伝導性、異⽅性、⾼⽐表⾯積、⾼空隙率

《研究の背景・⽬的》
単層カーボンナノチューブ（SWNT）、セルロースナノファイバー（CNF）、

⾼熱伝導性剛直⾼分⼦ナノファイバーに関し、結晶化を利⽤した全く新しいタイ
プの構造制御技術を確⽴した。この技術では特別な操作、装置等は必要とせず、
加熱と冷却だけで⾼性能⾼分⼦ナノ材料が作製できる。⾼分⼦との複合体など、
多くの分野での応⽤が期待される。

分野② 新素材・新材料

プロフィールプロフィール

⾼性能⾼分⼦ナノ材料の作製と複合体への応⽤

▽ 連携希望先
共同研究を⾏っていただける企業、研究機関

・ナノファイバーの優れた補強効果と軽量、⾼耐熱性から複合体への利⽤を期待
・耐熱性、放熱性を必要とする精密機器⽤材料や放熱材料、太陽電池や燃料電池
の構造材料や放熱材料、⾼耐熱性フィルター、異⽅性⾼熱伝導率シートに有望

▽ 研究シーズの⽤途

岡⼭⼤学 ⼤学院⾃然科学研究科
⾼分⼦材料学研究室 内⽥ 哲也
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TEL：086-251-8103   Email: tuchida@cc.okayama-u.ac.jp

▽ 研究シーズの具体的内容
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

プラズマ表⾯改質，DLC，⽣体親和性，親⽔性，医療機器

《研究の背景・⽬的》
近年、⾎管外科領域においては，⾎管疾患として動

脈硬化や⾎管炎などが増加傾向にある。そのため、外
科的治療として⾎管移植を必要とする症例も増加し、
⼈⼯⾎管の需要が増加している。しかし、⾎管内径が
6 mm未満の⼩⼝径の場合は、吻合部の内膜肥厚によ
る閉塞の課題があり、使⽤が制限されている。そこで、
⼈⼯⾎管内腔を平滑化するためのDLC成膜、さらに表
⾯状態を⽣体内環境に近づけるため、酸素プラズマ処
理を⾏い、親⽔化技術を開発した。今後は、⽣体適合
膜としてのDLC機能を深化させ、医学・⼯学連携によ
り、最先端の実⽤化技術として研究を進めたい。

分野② 新素材・新材料

プロフィールプロフィール

交流⾼電圧バーストプラズマを⽤いた
医療⽤チューブ内腔の親⽔化技術の開発

▽ 連携希望先

共同研究の可能性があれば，どなたでも歓迎です．
（表⾯処理メーカ、医療機器メーカ、医療材料メーカ 等）

⽤途①⽣体親和性の向上を必要とする医療⽤樹脂チューブ内⾯への適⽤
⽤途②気泡，栄養物の付着抑制を⽬的とする医療⽤チューブ内⾯への適⽤
⽤途③親⽔性，撥⽔性，撥油性，防汚性付与が必要なチューブ内⾯への適⽤

▽ 研究シーズの⽤途

岡山理科大学フロンティア理工学研究所

プラズマ薄膜材料研究室 教授 中谷 達行

岡山大学病院心臓血管外科
藤井 泰宏，逢坂 大樹，大澤 晋

ストローブ株式会社 今井 裕一

岡山県工業技術センター 國次 真輔
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TEL：０８６－２５６－９６４８ E-mail：nakatani@ifst.ous.ac.jp

本技術の特徴、従来技術に対する優位性

研究シーズ導⼊事例・効果 等

▽ 研究シーズの具体的内容

●ePTFE製人工血管内の
プラズマ放電

●開発した交流高電圧プラズマCVD装置

■放電原理

●マン分析（DLCを確認）

●動物実験（ヤギ）
（総頚動脈ー外頸静脈シャント）

動動静静脈脈シシャャンントト開開存存率率向向上上

免免疫疫細細胞胞のの
活活性性化化抑抑制制

フフィィブブリリンン吸吸着着抑抑制制

アアルルブブミミンン吸吸着着促促進進
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▽ 研究の概要

キーワード 無線電⼒伝送, 電磁メタマテリアル, 環境発電

《研究の背景・⽬的》

マイクロ波⽅式無線電⼒伝送はその他の⽅式と⽐較して伝送可能距離を⻑く
とることが可能であり, ハーネスレス化によって電気機器の設置⾃由度を⼤幅
に拡充できることが最⼤のメリットであると⾔える. しかし, 送信点と受信点
との間に何らかの障害物が存在している場合直接波が伝搬せず, 電⼒伝送効率
が⼤きく下がってしまうという課題をかかえている.
無線電⼒伝送技術を我々の社会に変⾰をもたらすだけの技術に昇華させるた
めには, ⾒通し外環境下でも⾼い電⼒伝送効率を実現する技術が要求される.

分野② 新素材・新材料

プロフィールプロフィール

⾒通し外環境における⾼効率な無線電⼒伝送

（独）国⽴⾼等専⾨学校機構
津⼭⼯業⾼等専⾨学校 総合理⼯学科
電気電⼦システム系 准教授
⼭本 綱之

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等

電気機器のハーネスレス化, バッテリーレス化が強く望まれる分野, 空間, 機
器等についてニーズをお持ちの⽅ (例: 住宅や⼯場内のセンサネットワークの
構築, ⾞のパワースライドドアにおけるハーネスレス化による軽量化 等)

「マイクロ波⽅式無線電⼒伝送技術」は, ハーネスレス化による軽量化や設置
⾃由度の⼤幅な拡充だけでなく, ⼈の⽴ち⼊りが困難な場所への継続的な電⼒
供給をも可能にする, 電気機器に⾰新をもたらす技術シーズになり得る.

▽ 研究シーズの⽤途
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TEL：0868-24-8260
Email：t_y@tsuyama-ct.ac.jp

反射⾓度を⾃在に調整可能な反射板を利⽤した無線電⼒伝送

⾒通し外環境下においてマイクロ波⽅式無線電⼒伝送を実施する場合, 電磁波
を壁等に貼り付けた⾦属で反射させて障害物を迂回させる⽅法が考えられる. 
しかし通常の⾦属板では, 電磁波は⼊射⾓度と同じ⾓度にしか反射させること
ができないため, 送信点と受信点の設置場所が⼤きく制約されてしまう.

そこで, 反射⾓度を⾃在に調整可能な反射板について現在研究を進めている. 
図1に, 誘電体基板に配置された⾦属パッチからなる反射板を⽰す. 設置する⾦
属パッチを適切に設計・配置することで, ⼊射⾓度とは異なる⾓度に電磁波を
反射させることが可能となり, より柔軟なマイクロ波⽅式無線電⼒伝送の実施
が可能となる. 

この技術を応⽤することで, 反射板を電磁波における集光レンズのように動作
させることも可能となる. 例えば, 反射板で反射させた電磁波を受信点1点に集
光させて受信点へは⼤きな電⼒を送電し, 同時にそれ以外のエリアへの電磁波
漏洩を最⼤限に抑制することも可能となる. 現在, この電磁波集光反射板につ
いて検討しており, 今年度中に実証実験を実施予定である.

▽ 研究シーズの具体的内容

図1 誘電体基板上に配置された
⾦属パッチからなる反射板.

図2 反射板の電磁波伝搬実験.
正⾯⽅向から⼊射された電磁波に対し,
⾦属板: 0度⽅向
反射板: +30度⽅向
に最も⼤きな反射波が⽣じている.
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▽ 研究の概要

キーワード

研究者
顔写真 共同研究先共同研究先

AFM, 弾性率, 凝着エネルギー, 相構造, ブレンドゴム

する。

《研究の背景・⽬的》
ゴム材料の⾼性能化やコストダウンのために複数のゴムをブレンドすること
は広く⾏われている。ブレンドゴムの物性は、各ゴム相の分散状態に強く影
響を受けるため、相構造の把握が重要となる。相構造の観察には⼀般的に電
⼦顕微鏡が⽤いられており、重⾦属で染⾊した試料を観察することでコント
ラストの差から各ゴム相を区別する。しかし、試料によっては各ゴム相でコ
ントラストの差がつかず、相構造の観察が困難な場合がある。そこで本研究
では、原⼦間⼒顕微鏡(AFM)を⽤いたナノ⼒学物性マッピングによりブレン
ドゴムの相構造の観察を試みた。この⼿法を適⽤することで、画像のコント
ラストの差ではなく、⼒学物性値に基づいて相構造を区別できる。ここで
は、弾性率像、凝着エネルギー像により、相構造を観察した例について紹介
する。

分野② 新素材・新材料

プロフィールプロフィール

原⼦間⼒顕微鏡によるゴムの相構造観察
岡⼭県⼯業技術センター 素材開発部
⾼分⼦材料科 ⽯⽥拓也

東京⼯業⼤学 物質理⼯学院

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等

ゴム製品製造業

⽤途①ブレンドゴムの相溶性の解析
⽤途②ゴム中における粒⼦の分散性評価
⽤途③ゴムのナノスケールにおける劣化解析

▽ 研究シーズの⽤途
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TEL： 086-286-9600 

Email：takuya_ishida@pref.okayama.lg.jp

▽ 研究シーズの具体的内容

弾性率(ヤング率)
凝着エネルギー

フォースカーブの例AFM模式図 (荷重-変形量曲線)
フォースカーブの取得

原⼦間⼒顕微鏡(AFM)とは？
試料と探針の間にはたらく⼒を検出して画像を得る装置

充填剤

ヒドリンゴム

NBR

NBR

ヒドリンゴム

充填剤

中間領域

試料 ヒドリンゴム:NBR = 7:3 

多値化

多値化

ナノ⼒学物性マッピングに相構造を明瞭に観察可能

w w

:探針先端曲率半径
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

難溶性物質、医薬、化粧品、サプリメント

《研究の背景・⽬的》
⽔に溶けにくい医薬（難溶性医薬・⽣理活性物質）は体内に吸収されない

ため、効⽤が⾼いにもかかわらず市場に出ていません。上市されている場合
でも、有害な有機溶媒に溶かして使⽤されています。

そこで、このような難溶性医薬を20 nm以下のナノ粒⼦にして⽔に分散さ
せることによって、⽪膚、粘膜、⼩腸を通じて容易に体内に吸収されること
を⾒出しました。もちろん有害な有機溶媒に溶かして服⽤することもありま
せん。患者に⾝体的な負荷を与えることなくQOLを著しく向上させることが
できます。このナノ化対象物質の⽤途は、医薬品のみならず、化粧品やサプ
リメントにも適⽤できます。

分野② 新素材・新材料

プロフィールプロフィール

フロー式プロセスによる難溶性物質のナノコロイド溶液（⽔分散）

株式会社 ナノ・キューブ・ジャパン
代表取締役 中﨑 義晃

▽ 連携希望先
業種、希望する技術・知⾒ 等
業種として、医薬、化粧品、サプリメント関連会社を希望致しますが、
ナノ化をお考えになっている企業であれば、限定・特定は致しません。

医薬
化粧品
サプリメント

▽ 研究シーズの⽤途

CBC株式会社
ライフサイエンス ディビジョン
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TEL： 086-201-6697
Email    info@nano-c-j.co.jp

従来技術の問題点/課題 等・・・
本技術の特徴 従来技術に対する優位性 等・・・

研究シーズ導⼊事例・効果 等

▽ 研究シーズの具体的内容
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▽ 研究の概要

キーワード ⾮破壊検査，鋼材，磁気計測

《研究の背景・⽬的》

分野③コネクテッド・エレクトロニクス

プロフィールプロフィール

磁気を⽤いた鋼材の局所領域における⾮破壊検査

岡⼭⼤学⼤学院
ヘルスシステム統合科学研究科
先端医⽤電気⼯学研究室 堺 健司

▽ 連携希望先

 鉄鋼関連企業
 ⾃動⾞関連企業
 計測装置関連企業

鋼材内で部分的に硬さなどの特性が異なる領域の⾮破壊評価。
形状が複雑な鋼材部品の狭い領域や鋼材端部における特性の⾮破壊評価。

▽ 研究シーズの⽤途

1つの鋼材内で部分的に特性が異なる製品や，
複雑な形状の鋼材部品が開発されている。

⽬的：鋼材の局所領域における特性変化を磁気により⾮破壊検査

鋼材内の狭い領域で物性などを評価することが求められている。

共同研究先共同研究先
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TEL：086-251-8114
Email：sakai-k@okayama-u.ac.jp

▽ 研究シーズの具体的内容

⾮破壊，⾮接触で検査可能。
⾃動計測による多点計測でマッピング

などによる結果の可視化が可能。
表⾯の酸化膜などによる影響を受け

にくく，表⾯研磨など前処理が不要。
測定時間の短縮，測定労⼒の低減。

従来技術と問題点従来技術と問題点

従来の磁気⾮破壊検査法の課題

新規提案法

• 破壊検査のため全数検査不可。
• 表⾯研磨などの前処理が必要で測

定労⼒と測定時間が増⼤。
• ⾮破壊検査法も存在するが，前処

理が必要で適⽤範囲が限られる。

磁気⾮破壊検査法の特徴磁気⾮破壊検査法の特徴

鋼材端部などの領域では印加磁場の不均⼀な分布により正しい評価ができない。
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磁場を局所領域に印加する⾮破壊検査⽤プローブを考案

新規プローブによる磁場マッピング 硬度計により測定した硬度

低硬度の領域

⾼硬度の領域

従来の磁気⾮破
壊検査法で測定

鋼材の機械的特性評価
破壊検査が一般的

磁場マッピング
（硬度の分布に対応していない）

鋼材の部分的な特性変化や形状が複雑な部品の⾮破壊検査に応⽤可能。

鋼板端部において硬さ分布を評価することに成功
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

レーザスキャン 3D点群 間引き ⾯張り表⽰ MMS

現在、道路や橋梁など社会インフラの維持管理のために多様なレーザ測量⼿
段が活⽤されており、Mobile Mapping System (MMS) もその⼀⼿段であ
る。MMSは、道路を通常⾛⾏しつつ膨⼤な⾊付き3D点群を収集できる⼀⽅
で、その点群の総数は数千万点から数億点に及ぶこともあり、データ処理や
インターネット経由の配信が困難となる。そこで、点群を三⾓形ポリゴンで
補間して3Dシーンを⾯張り表⽰することを前提に、⼤幅に点群を間引くため
の⼿法について研究を⾏っている。データ取得の状況によるが、MMSで得た
3D点群のデータ量を概ね15％〜40％程度にまで削減できる。

分野③コネクテッド・エレクトロニクス

プロフィールプロフィール

サーフェスモデル構築のためのMMS点群の適応的間引き法

岡⼭理科⼤学 ⼯学部 情報⼯学科
島⽥ 英之

株式会社 ウエスコ
地理情報事業部 吉川 慶

▽ 連携希望先

WebサービスのためのC/S技術を有する企業・団体
防災・減災を⽬的とした地理情報処理や配信に関⼼のある企業・団体

レーザスキャンにより取得した膨⼤な3D点群データを，⾯張り表⽰を前提と
して⼤幅に間引くことができる。レーザ計測⽤⾞両（MMS）で得た点群に対
して最も効果が⾼いが，⼀般の3D点群データに対しても効果がある。

▽ 研究シーズの⽤途
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TEL： 086-256-9507
Email： hshimada@ice.ous.ac.jp

レーザ測量で得た膨⼤な3D点群データのデータ量を縮⼩したい場合、何ら
かのデータ圧縮⼿法（ファイル圧縮ツールなど）が併⽤されることが多い。そ
れによりファイルのサイズが縮⼩され、可搬性は⾼くなるものの、点群の規模
としては依然膨⼤なままなので、 3D点群に対するデータ処理そのものが軽減
されるわけではない。 3D点群の数⾃体を削減するためには、たとえば粗い格
⼦に落とし込んで格⼦内で平均を取って再標本化する⽅法などが簡便ではある
が、それでは点群が持つ⾊や形状の特徴を損ないやすい。
本技術の特徴は、最終的に3D点群に⾯を張って表⽰することを前提とし

て、そのために冗⻑な点を削減することである。⾯によりシーンを構成する上
で必要な、形状や⾊の再現のための要所にある点を残しつつ間引くので、シー
ン全体で点の数を⼤幅に削減しても、⾯を張れば元の3D点群と遜⾊のない
シーンが再現される。他にも、間引きの程度を柔軟に調整できる、元の3D点
群の規模に依存せず逐次処理できるという利点がある。

本技術により、⽬的に応じて柔軟に3D点群（特にMMSにより取得した3D
点群）のデータ量を削減できる。⼀般測量業務の⽤途以外にも、例えば道路や
その周辺の3Dシーンをユーザの視聴環境に合わせた品質でネット配信する
サービスなども実現可能となり、浸⽔時の⼈や⾞の避難シミュレーションな
ど、防災や減災の⽤途にも活⽤できると考える。

▽ 研究シーズの具体的内容

オリジナルの点群 本技術で間引いた点群 ⾯張りによるシーン再現
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▽ 研究の概要

キーワード

⼯場内設備の１つである集じんダクト内部の検査を⽬視で⾏うためには、
いくつかの問題点があります。粉じんが堆積した狭いダクト内部に⼈間が侵
⼊する際に発⽣する安全上の問題や⾼所にあるダクトの検査に伴う危険性の
問題などです。
本テーマでは、これらの問題点を解消するため、遠隔操作可能な⼩型のロ

ボット（可動式カメラ搭載）を開発することを⽬的としました。作業者は安
全が確保できる場所からダクト内部の映像をリアルタイムに監視しつつ、ロ
ボットの遠隔操作によってダクト内部の状況をくまなく確認できることを⽬
指しました。
開発の成果は、同様の問題を抱える事例においても活⽤が⾒込まれます。

分野③コネクテッド・エレクトロニクス

プロフィールプロフィール

集じんダクト内部検査システムの開発

中国職業能⼒開発⼤学校
⽣産システム技術系
松葉 孝治、⾼橋 茂信、佐藤 幸司

▽ 連携希望先

⽣産⽤機械器具製造業など

機械・電気・電⼦情報の学⽣が参加可能な開発テーマを希望

▽ 研究シーズの⽤途

検査システム、無線通信、映像監視

①検査⼯程の省⼒化
②⾼所や狭所での⽬視検査
③組込みマイコン、映像伝送、システム開発等
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中国職業能⼒⼤学校 援助計画課
TEL：086-526-3102 FAX:086-526-2319
Email：chugoku-college03@jeed.or.jp

▽ 研究シーズの具体的内容

垂直移動ロボット

カメラ

⽔平移動ロボット

カメラWi-Fi
ルータ

LEDライト

⾚外線センサ

⽔平移動ロボット仕様

項項目目 内内容容

駆駆動動用用実実験験 DC6.6V

制制御御用用実実験験 DC5.0V

寸寸法法
W230mm
D192mm
H155mm

重重量量 4.0kg

稼稼働働時時間間 約約2時時間間

最最高高速速度度 分分速速5.8m

走走行行制制御御 前前進進・・後後退退・・旋旋回回

垂直移動ロボット仕様

項項目目 内内容容

駆駆動動用用実実験験 DC6.6V

制制御御用用実実験験 DC5.0V

寸寸法法
W320mm
D320mm
H260mm

重重量量 3.9kg

稼稼働働時時間間 約約4時時間間

最最高高速速度度 分分速速8.7m

走走行行制制御御 前前進進・・後後退退・・旋旋回回

ロボット本体の操作や映像の確認はタブレット端末⽤アプリで実⾏
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▽ 研究の概要

キーワード 交流モータ，センサレスベクトル制御，振動抑制

交流モータの性能を引き出し，効率駆動を達成するには，インバータ駆動に
基づくベクトル制御技術が不可⽋です。例えば誘導モータでは，ベクトル制
御により，サーボ機能の実現，⾼効率駆動が可能となります。⾼効率モータ
として知られる永久磁⽯同期モータは，ベクトル制御による駆動が前提です。
当研究室では誘導モータの低速域においても安定駆動可能な速度センサレス
のベクトル制御法を研究しています。また，永久磁⽯同期モータや同期リラ
クタンスモータのトルクリプル（振動）を制御の観点から抑えるリプル抑制
法の研究も⾏っています。業種を問わず，モータに関する課題解決に協⼒で
きれば幸いです。

分野③コネクテッド・エレクトロニクス

プロフィールプロフィール

交流モータのベクトル制御技術の開発
（独）国⽴⾼等専⾨学校機構
津⼭⼯業⾼等専⾨学校 総合理⼯学科
電気電⼦システム系 助教
中村直⼈ ／ Naoto Nakamura

▽ 連携希望先

業種: モータ製造，モータを利⽤した各種製品開発
希望する技術: モータ駆動制御，インバータ関連
希望する知⾒: 制御⼯学，電⼒⼯学

インバータ駆動制御に基づく各種交流モータ（誘導モータ，永久磁⽯同期
モータ，同期リラクタンスモータ）の⾼性能，⾼効率化

▽ 研究シーズの⽤途
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TEL：0868-24-8246（研究室）
Email：nakamuna@tsuyama-ct.ac.jp

〇誘導モータの広範囲駆動のためのセンサレスベクトル制御法
センサレスベクトル制御法は速度センサを⽤いないベクトル制御法で，モー
タの⾼効率・⾼機能化を安価に達成することを⽬的としています。誘導モー
タのセンサレスベクトル制御法（適応オブザーバ）には低速・回⽣領域にお
ける安定性に課題があったのですが，これを解決するための新たなセンサレ
ス制御法を開発しました。提案法は低速・回⽣領域における速度急変時にも
安定な駆動性能を発揮し，広範囲における速度センサレス制御が可能です。

〇永久磁⽯同期モータのトルクリプル抑制法
集中巻線⽅式を採⽤した⾼出⼒モータは，⼤きなトルクリプルを⽣じること
が知られています。本リプルは振動・騒⾳の原因となるため，制御によって
抑制する必要があります。当研究室では効率的にトルクリプルを抑制するた
めのベクトル制御法を研究しています。

▽ 研究シーズの具体的内容
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▽ 研究の概要

キーワード ファイバーセンシング、零位法、マッハ･ツェンダ⼲渉

災害予測技術の研究
近年、⻑い時間をかけて劣化してきた構造物の安全性が社会問題となってい
ます。例えば「⾼度経済成⻑期に建設されたトンネルや⾼架橋などの経年劣
化」が その代表です。あるいは「地震発⽣前のゆっくりとした地殻変動」も、
ある意味、類似しています。これらの兆候を早い段階で検知することで災害
の予防保全に役⽴てたいと考えています。

検討課題
・光ファイバセンシング技術の⾼性能化
・監視システム技術の構築
・予防保全に向けたデータの蓄積

分野③コネクテッド・エレクトロニクス

プロフィールプロフィール

ファイバーセンシングによる災害予測の検討
（独）国⽴⾼等専⾨学校機構
津⼭⼯業⾼等専⾨学校 総合理⼯学科
情報システム系 准教授
⽥中郁昭

▽ 連携希望先

業種
・⾼層ビル、架橋、トンネル、原⼦炉などの構造物の安全性を取り扱う業種
・⽕⼭地域や活断層などの災害予防保全に関与する業種
希望する技術・知⾒ 等
・光計測技術、レーザ技術、⼟⽊・構造⼯学 等

＜経年劣化や過酷な環境に晒された構造物の安全性を監視するような分野＞
⾼層ビル、⾼架橋、トンネル、原⼦炉、船舶／⽕⼭地域や活断層などの地下
岩盤、⼭や河川斜⾯のように社会活動の安全に関わるような構造物の監視シ
ステムとして応⽤できます。

▽ 研究シーズの⽤途
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TEL：０８６８-２４-８２００（代表）
Email：tanakaku@tsuyama-ct.ac.jp

構造物が応⼒や熱の影響を受けた時、形状変化、温度変化、振動（横波、縦
波）などの現象が⽣じます。これらを光ファイバーの零位法によって定量的
に検知するための検討を⾏っています。 以下が、その概略です。

〚温度変化の検出〛
同⼀光源から発したチャープパルス光が異なる光路に分けられ、再び合波さ
れる時、伝達時間の違いによってマッハ・ツェンダ⼲渉が⽣じます。この時、
下図に⽰す光路に屈折率の異なる光ファイバーを⽤いれば(n1, n2)、その温度
依存性により⼲渉周波数に変化が⽣じます(図1)。その変化から、構造物周辺
の温度状況を検知することができます(以下は、イメージ)。

〚応⼒発⽣の検出〛
下図に⽰す光路構成において、同じ屈折率の光ファイバーを⽤い、その１本
を構造物に固定すれば、固定された側の光ファイバーの屈折率(n1)は構造物の
変形に応じて変化するため、これが⼲渉周波数の変化として現われます(図2)。
また、固定されてない側に偏波保持ファイバーを⽤いれば、固定側ファイ
バーを通過するパルス光の偏波⾯だけが回転するため、⼲渉波形の振幅に変
動が⽣じます(図3)。このような⼿法によって構造物周辺に応⼒が発⽣してい
ることが分かります（以下は、イメージ）。

研究シーズ導⼊事例・効果 等
構造物の形状変化を線的に、⼜は⾯的に計測できることから、⻑い時間をかけ
て劣化していく構造物のリスクマネジメントに有効です。

▽ 研究シーズの具体的内容
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

スラリー、膜厚均⼀、グローブボックス、硫化物系

《研究の背景・⽬的》
全固体電池を量産化するためのプロセス開発の中で、従来の粉末を圧粉成

型して作製する錠剤型電池から、スラリーを塗布してそれらを積層するシー
ト型電池への転換が検討されている。錠剤型電池の作製⼯程では、電極複合
体の均⼀分散や固体電解質の薄層化が困難であるが、スラリー分散や塗布技
術により解決できると期待される。
タツモ株式会社は、⼤阪産業技術研究所と共同研究を通じて、全固体電池

に使⽤するスラリー材料を均⼀に薄膜化して⼤型化に対応出来るシートをス
リットコート技術で実現する。

分野③コネクテッド・エレクトロニクス

プロフィールプロフィール

全固体電池材料 スラリー塗布技術開発

タツモ株式会社 開発部
⼾村操 五⼗川良則 平井佑哉

地⽅独⽴⾏政法⼈ ⼤阪産業技術研究所
⾼橋雅也 ⼭本真理 加藤敦隆

▽ 連携希望先

・全固体電池研究開発機関
・電池メーカー
・電池製造装置メーカー

・全固体電池製造向けR＆D⽤途向け塗布装置（グローブボックス内設置）
・単層塗布、多層塗布対応のノズル・ポンプ仕様
・塗布膜の均⼀化と薄膜化

▽ 研究シーズの⽤途

岡⼭県 次世代産業研究開発プロジェクト創⽣事業(H30,R1)
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TEL：086-239-5116(開発部)
Email：misao.tomura@tazmo.co.jp (開発部 ⼾村操)

＜従来の製造プロセス開発の課題＞
・粉体成膜の為に膜厚の均⼀化や薄膜化が難しい
・加圧成型のために製造タクトがかかる
・⼤型化が難しい

＜本技術の特徴的な技術開発＞
・スリットコート技術による膜厚均⼀化と薄膜化
・スラリー塗布条件を数値解析により最適化（⼀部３Ｄ化）
・スリットコートに最適なスラリーの開発
・固体電解質層と負極層あるいは正極層の多層塗布技術開発
・膜の評価と電池作製⼯法の開発

▽ 研究シーズの具体的内容

タツモ株式会社

■均⼀化による効果 ■ダミー材料による塗布検証(事前検証)

■塗布シミュレーション

■塗布シミュレーション
・スパコンを利⽤した解析で⼤幅に解析時間の短縮が実現できた
・今後ノズル幅全域を表現する3次元シミュレーションを実現していく

膜厚ムラあり

膜厚ムラなし

下層アルミナ含有負極 下層アルミナ含有正極

３次元シミュレーション
（メニスカス形状）

■スリットコート材料の開発(硫化物) ■シーズ導⼊事例 2020年度出荷済装置

正極断⾯ 150μm狙い負極断⾯ 58μm狙い

ＳＥ正極断⾯（100μm狙い）

活物質(NMC)
ＳＥ(LPS)
導電助剤(AB)

表⾯粗さ
・正極1.23μm
・負極0.74μm
・ＳＥ0.37μm

ＧＢ向けＲ＆Ｄ⽤途 スラリー塗布装置

多層塗布可能
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・
医用
・
福祉

［ 30 - 42 ］
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

《研究の背景・⽬的》

分野④ 健康・医⽤・福祉

プロフィールプロフィール

⽣体軟組織やハイドロゲルに接着する医療⽤⾦属とセラミックス

岡⼭⼤学⼤学院 医⻭薬学総合研究科
⽣体材料学分野 岡⽥正弘、松本卓也

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等

▽ 研究シーズの⽤途

岡⽥正弘 松本卓也

軟組織接着材、チタン、ハイドロキシアパタイト

⽣体内軟組織と瞬時に強く接着する
チタン (⾦属) とハイドロキシアパタ
イト (セラミックス) を開発しました。
体内埋込型医療機器やインプランタ
ブル・デバイス (右図) の体内固定や
⼿術時における臓器・組織の固定・
把持⽤器具などとしての⽤途を考え
ています。

従来の軟組織⽤接着剤には接着性や
安全性に課題があり、また、接着さ
せるために硬化反応が必要でした。
開発した材料は、硬化反応を必要と
せず、瞬時に⽣体内の軟組織と接着
するものです。

・バイタルサイン
・バイオマーカー

眼内レンズ

ペースメーカ
・ジェネレータ
・リード

電⼦タグ

センサー
+

通信装置
投薬機器

カテーテル

ステント

⼈⼯⾎管

⾎管

閉塞

・本⼈認証

・脳波機械制御

ブレイン／マシン
インターフェイス

⼼臓

脳

インプラント

100 nm

5 mm

アパタイト接着材
筋⾁

肺

⽪膚

30 g

チタン接着材

筋膜

センサ

表⾯微細構造

1 µm

表⾯微細構造

センサ

医療機器開発に興味のある企業との連携を希望しています。
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TEL：086-235-6666
Email：m_okada@cc.okayama-u.ac.jp

▽ 研究シーズの具体的内容

従来技術の問題点/課題
現在の体内埋込型医療機器や開発中のインプランタブル・デバイス (マイク
ロチップやセンサなど) を体内に固定する場合、縫合⽷が使⽤されています。
医療現場において、このような⽤途で簡便かつ迅速に使⽤できる⽣体組織⽤
接着材の開発が強く望まれています。 従来の⽣体組織⽤接着剤は、接着性あ
るいは安全性に課題があり、 ⾼い接着強さと⽣体親和性を併せ持つ新しい接
着材の開発が望まれています。
チタン (⾦属) あるいはハイドロキシアパタイト (セラミックス) は、⽣体親
和性に優れる材料であり、体内埋め込み型医療⽤デバイスの外装や⻭科⽤イ
ンプラントあるいは⾻補填材などとしてそれぞれ利⽤されています。
本技術の特徴と従来技術に対する優位性
本研究グループは、チタン表⾯を化学的に処理 (下図A) あるいはハイドロキ
シアパタイトを多孔質化し、⽣体内軟組織に含まれる有機質との相互作⽤を
⾼めることで、⾼い接着⼒を⽰す固体接着材の開発に成功しました。開発し
た固体接着材は軟組織に軽く圧接するだけで瞬時に接着します。また、従来
の⽣体組織⽤接着剤であるフィブリンよりも数倍⾼い接着強さを⽰しました
(下図B)。これらの材料は 滅菌などの処理も容易であり、瞬時に強⼒な接着
⼒を発揮するものとして応⽤が期待されます。例えば、体内埋込型医療機器
やインプランタブル・デバイスの体内固定への応⽤、組織接合や組織変形矯
正など簡便な外科処置への応⽤が期待されます。

社会的な意義
今回の研究成果は、Society5.0 時代に世界的な普及が考えられるインプラ
ンタブルデバイスの体内固定技術となる可能性があります。また、外科⼿術
の簡略化などにつながる可能性もあり、 社会的にも⼤きな意義をもつ成果で
す。

(A) チタンの外観と表⾯微細構造

チタンフィルム

✓疎⽔化した凹凸の形成
✓曲げられる

チタン

真⽪

未処理チタン

接着処理チタン

1 µm

1 µm接着処理

(B) 接着試験の様⼦と接着強さ

5 mm

接
着

強
さ

(k
Pa

)

未処理

80

60

40

20

0
市販

接着材

3倍以上

接着処理
チタン瞬時に強く接着
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

切削加⼯・ディスポ製品・ストロー・先端湾曲

《研究の背景・⽬的》
岡⼭⼤学⽅式の⼈⼯網膜 （OUReP classⅢ 医療機器） は、光電変換⾊素を
ポリエチレンフィルム表⾯に化学結合させた世界初の新⽅式「⾊素結合薄膜
型」の⼈⼯網膜です。

治験⼿術で使うディスポ製品の⼈⼯網膜注⼊器 OUReP Injector (class Ⅱ
医療機器)を三乗⼯業が開発しています。注⼊器の先端は岡⼭県「ものづくり
中⼩企業」 （ストロー製造） のシバセ⼯業（株）が作成するポリプロピレン
のチューブから成っています。チューブの先端を湾曲させて、簡便に注⼊操
作ができるように⼯夫しています。

OUReP Injector の開発戦略として、⼈⼯網膜の医師主導治験で Injector 
を使⽤して⼿術を⾏うこと、医療機器として⼈⼯網膜と Injector の同時承認
を得ること、⼈⼯網膜と Injector をセット販売することを⽬指しています。

分野④ 健康・医⽤・福祉

プロフィールプロフィール

⾊素結合薄膜型⼈⼯網膜 OUReP 治験で使う
「先曲がりディスポ注⼊器」 OUReP Injector

松尾俊彦 岡⼭⼤学⼤学院ヘルスシステム統合
科学研究科／岡⼭⼤学病院眼科

内⽥哲也 岡⼭⼤学⼤学院⾃然科学研究科
三乗⼯業株式会社
シバセ⼯業株式会社 有限会社ケイ・テクノ

▽ 連携希望先

第1種 医療機器製造販売業の企業

① ⼈⼯網膜植込み⼿術で使うディスポ製品 医療機器 クラス II
注⼊器の先端が湾曲しているので挿⼊操作が簡単になった！

② 医療機器として⼈⼯網膜 OUReP と OUReP Injector 同時承認
③ ⼈⼯網膜 OUReP と OUReP Injector のセット販売

▽ 研究シーズの⽤途
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松尾俊彦 Email：matsuot@cc.okayama-u.ac.jp
内⽥哲也 Email：tuchida@cc.okayama-u.ac.jp

ウサギ眼での挿⼊⾵景

内径1.4mm ⾁厚0.1mmの先端チューブ

▽ 研究シーズの具体的内容

Matsuo T, et al.  Journal of Surgical Techniques and Procedures 2020;4:1040.
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▽ 研究の概要

キーワード ⼿術⽀援システム，VR，AR，画像処理

・開腹⼿術や内視鏡⼿術をサポートする映像技術や装置の開発
・SLAMにより内視鏡カメラの位置・姿勢を推定するシステムの開発
・ステレオカメラ映像から3次元形状を算出するプログラムの開発
・没⼊型VRシステムで術野を3次元的に閲覧・操作できるシステムの開発
・深度カメラを⽤いて術中の臓器位置・姿勢を推定するシステムの開発
・マーカを取り付けたメスの先端位置を推定するシステムの開発
・設定した領域との近接状況を光や⾳で提⽰する⼩型デバイスの開発
・DICOMをGPGPUで⾼速に処理するプログラムの開発
・複数のX線画像を透過重畳表⽰して表⽰・計測するプログラムの開発

分野④ 健康・医⽤・福祉

安全・安⼼な⼿術を実現するためのシステム

共同研究先共同研究先

プロフィールプロフィール 岡⼭県⽴⼤学 情報⼯学部 ⼈間情報⼯学科
メカトロニクス研究室 ⼩枝 正直

京都⼤学⼤学院医学研究科 ⼩川 修
関⻄医科⼤学脳神経外科学 埜中 正博，他

▽ 連携希望先

・病院
・医療ソフトウェア開発企業
・医療器具開発企業
・画像処理ソフトウェア開発企業
・コンピュータビジョン，機械学習ソフトウェア開発企業

安全で安⼼な⼿術を実現するために，画像処理やコンピュータビジョン，機
械学習，AR，VR技術などを⽤いて術野の状況やメスの位置などを分かりや
すく医師に提⽰して，適切な切除を誘導したり，事故を未然に防⽌します．

▽ 研究シーズの⽤途
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ロボット⽀援腹腔鏡下腎部分切除術（RALPN）は，
⼿術ロボットdaVinciを使⽤した内視鏡⼿術で，腎臓に
発⽣した癌組織の領域のみを切除して摘出する⼿術です．
daVinciではステレオカメラの内視鏡により術野を⽴体
的に⾒ることが可能で，⾃由度の⾼い鉗⼦や鋏などを遠
隔で操作して⼿術することが可能です．しかし狭い視野
の中で安全に⼿術を進めるためには⼗分な知識と経験が
必要です．現在，我々はda Vinci XiによるRALPNをサ
ポートする映像システムを開発しています．本システム
では，SLAM技術と拡張現実感 (AR) 技術を応⽤して，
患者の腎，腫瘍，動静脈，尿管などの3次元コンピュー
タグラフィックス（3DCG）モデルを内視鏡カメラ映像
にリアルタイムに重畳することで，⾎管や腫瘍の探索，腫瘍
の切除などをサポートします．
3DCGはCT/MRIで術前に撮像した患者の断層画像群（DIC
OM）から作成します．ステレオ内視鏡カメラ映像から術野
の３次元形状を算出し，その点群と3DCGを３次元空間に配
置して，より直感的に閲覧・操作が可能なVRシステムも開
発しています．

開腹⼿術のサポートにおいては，対象臓器の位置・姿勢・
形状とメス先端の位置の測定が重要です．我々のチームで
は，深度カメラで計測した実臓器の表⾯形状とDICOMから
⽣成した深度画像から臓器位置・姿勢を推定する⼿法やメス
と⾎管など重要部位との距離情報を提⽰するデバイスを開発
しています．DICOMはデータ量が⼤きいため，⼀般的には
3次元ポリゴンモデルに変換してから処理されますが，変換
が煩雑で，変換時に重要な情報を⽋損する
危険性もあります．そこで我々のチームで
は，汎⽤グラフィックスプロセッサ（GP
GPU）でDICOMを⾼速に処理するプログ
ラムの開発も⾏っています．

研究シーズ導⼊事例
・京都⼤学病院，関⻄医科⼤学，他

▽ 研究シーズの具体的内容
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⾐類は，気候適応，⾝体防護，⽣活活動適応などの役割だけでなく，その形
状により触覚を活⽤するものもある．例えば，鳶服の裾の広い形状は，触覚
により空間や空気の流れの感知に繋がり，⾜元に対する意識が⾼まると⾔わ
れている．我々は普段着⽤する⾐類や触覚デバイス等による触覚⼊⼒を活⽤
することで，ヒトの本来持つ能⼒＝筋機能などを引出す⼿段を検討している．

▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

ライトタッチ効果，姿勢制御，歩⾏，⾐類，接触

《研究の背景・⽬的》⼀定の姿勢を保持する際，固定された物に⾝体を⽀え
られない程度の⼒で軽く触れることにより姿勢動揺が低下する．これはライ
トタッチ効果と呼ばれ，触覚付加により⾝体部位の相対的な位置関係の変化
などが把握しやすくなるためと考えられている．
我々は触覚付加がヒトの動作に与える影響のメカニズムに⾔及すると共に，

この現象を⽇常で利⽤する基礎的検討を実施してきた．現在はこれらの成果
をさらに発展させ，⽇常で⾝に着ける⾐類や様々なデバイスを活⽤した触覚
⼊⼒を⽤いることで，⾃⾝の持つ感覚（触覚）を活かした⽇常動作向上の⽅
策について検討を加えている．

プロフィールプロフィール

⽇常⽣活における触覚情報を活⽤したヒトの動作向上について

岡⼭県⽴⼤学 情報⼯学部 ⼈間情報⼯学科
⽣体情報計測研究室 （⼤下和茂）

▽ 連携希望先

・健康，リハビリ，福祉にかかわる分野
・デザイン，⼈間⼯学に関わる分野
・スポーツ科学，トレーニング科学に関わる分野

▽ 研究シーズの⽤途

分野④ 健康・医⽤・福祉
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TEL：0866-94-2130（研究室）
Email：oshita@ss.oka-pu.ac.jp

ライトタッチ効果は学術的に興味深いが
何かに軽く触れたまま⽣活することは少な
い．⼀⽅，ライトタッチ効果は受動的な接
触でも認められる（Menzら, Neurosci
Lett, 2006）．そこで我々は，⾝体に布を
まとうことで受動的な触覚付加に繋がるの
ではないかと検討を加えた結果，下半⾝を
布で覆うことで歩⾏指標が改善することを
明らかにした（図1）（Hum Mov Sci, 
2017; Appl Sci, 2020）．しかし，⽇常で
着⽤する⾐類での影響は分かっていない．
⽇本の袴やスコットランドのキルトのよう
に⾝体と⾐類との間に空間があり，動作に
伴い，⾐が接触するような形状で効果的な
可能性があり，動作に好影響を与える⾐類
の特徴を明らかにすることで，研究成果が
実⽣活での利⽤に繋がると期待できる．

⼀⽅，リハビリや運動指導などでは，対
象者とリハビリの療法⼠や運動指導者など
との接触を介する場合がある．我々は，⼀
般⼈が運動時にどの部位が主動筋かの判断
は難しいことを報告しいる（Int J Sport 
Health Sci, 2019，体⼒科学, 2018）．こ
れに対し，指導者は接触により対象者に主
動筋の認識を⾼めさせ，トレーニング効果
の助⻑を試みる．我々は，このような接触
でも運動時における主動筋の活動が⾼まる
ことを明らかにした（図2，IFMBE，2021
掲載予定）．このような成果を応⽤すれば，
動作解析を通して，振動⼦などを⽤い，主
動部位に適切なタイミングで触覚刺激を加
えることでトレーニング効果を⾼めること
に繋がり，⽣活動作の向上，スポーツパ
フォーマンスの改善などに繋がるスマート
デバイス開発の⼀助ともなり得る．

▽ 研究シーズの具体的内容
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

洗浄可能な携帯型リハビリテーション機器，センサレス

《研究の背景・⽬的》
転倒による⼀時的な致傷が，患者の⾏動や運動を制限し，要介護状態に陥れ
るなど，介護要員や費⽤の増加に要因になる．また，理学療法⼠の施術時間
は法的な制約があり，⾃主的なリハビリテーションを頼る場合もある．本研
究では安全で，特別な知識なしに使⽤できるホームリハビリテーション機器
として，⼿⾸に他動運動を加え，さらに使⽤後の洗浄や温⽔内での使⽤が可
能な可搬型⼿⾸リハビリテーション機器の開発をめざす．さらに，低価格の
組込みコントローラとOn/off弁を⽤いた駆動システムを構築し，機器のモデ
ルを基にしたセンサレスでの姿勢追従制御を実現する．

分野④ 健康・医⽤・福祉

プロフィールプロフィール

位置センサを有しない洗浄可能な携帯型⼿⾸リハビリテーション機器

岡⼭理科⼤学 ⼯学研究科 知能機械⼯学専攻
⾚⽊研究室 修⼠2年⽣ ⽻根佑典

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等

リハビリテーション等を実施している医療施設およびリハビリテーション機
器を販売している企業との連携を希望

特別な知識なしに使⽤でき，⼿⾸に他動運動を加え，さらに使⽤後の洗浄や
温⽔内での使⽤が可能なリハビリテーション機器．

▽ 研究シーズの⽤途

松江⼯業⾼等専⾨学校
電⼦制御⼯学科 下岡 綜 助教
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TEL：086-256-9786（岡⼭理科⼤学 ⼯学部 ⾚⽊徹也教授）
Email：t19rm05hy@ous.jp <⾚⽊徹也教授：akagi@are.ous.ac.jp>

従来技術の問題点と本技術の特徴＆優位性

⼿に持って⼿⾸に他動運動を加えれる軽量で柔軟な機器は実現していない．
このような要望の機器を開発するため，機器に⽤いるアクチュエータとして軽
量な伸⻑型柔軟空気圧アクチュエータ (以降EFPAと呼ぶ)を⽤いた．EFPAは
弾性チューブを蛇腹状の被覆チューブで覆った単純な構造を有し，印加圧⼒に
よりチューブの膨張をスリーブで軸⽅向の変形にのみに拘束することで，軸⽅
向に約2.5倍伸⻑する．引張⼒はチューブの弾性に依存し，最⼤約60Nである．
EFPAを⽤いて試作した可搬型⼿⾸リハビリテーション機器を下図に⽰す．機
器は23枚のPET製の拘束板(厚さ1㎜)で拘束した3本のEFPAから構成され，中
⼼から120度ごとに配置した⾃然⻑200㎜のEFPAを提灯のように周⽅向に広
げることで，ゴムチューブの弾性⼒を利⽤して曲げ剛性を確保している．

研究シーズ導⼊事例・効果 等

試作機器を⽔の中等で使⽤するためセンサレスで⽬標軌道に追従するシステ
ムを構築した．姿勢制御システムは，試作機器と，2つのOn/off弁で給気・排
気・保持を可能にした3組の弁と，マイコンから構成される．この機器は⽔分
環境で使⽤するため，市販の位置センサが使⽤できない．そこで，⼀定供給圧
⼒(0.5MPa)で⼀定時間給気・排気・保持の動作を⾏い，その操作回数から機
器の姿勢を近似モデルで推定し，現内圧下での給気・排気操作に対する圧⼒と
湾曲⾓変化をモデルから算出し，この変化の積分により各EFPA内圧や湾曲⾓
を求めた．この⼿法により，センサレスで，⼀定の湾曲⾓で湾曲⽅向を360度
回転させる他動運動を⼿⾸に与える機器が実現できた．

▽ 研究シーズの具体的内容
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

ＶＲ、リハビリテーション

《研究の背景・⽬的》
リハビリテーション（以下リハビリ）は、病気や怪我の治療・回復に重要

な役割を果たし、近年はその⽅法も多様化している。なかでもVRを導⼊する
事例が顕著に増えており、リハビリにゲーム要素を取り⼊れ、楽しく実施す
るという取り組みである。VRを⽤いたリハビリは、⼀般的に知られている障
害箇所の機能回復や、⽇常⽣活に必要な反復動作の実践、認知機能の回復、
⾔語機能の回復といった、様々な⽬的に活⽤されている。
本研究では、VRを⽤いたリハビリテーションソフトウェアの開発を検討し

た。

分野④ 健康・医⽤・福祉

プロフィールプロフィール

ＶＲを⽤いたリハビリテーションソフトウェアの検討

岡⼭理科⼤学 ⼯学部 知能機械⼯学科
久野研究室 久野 弘明、下岡 由弥、鎌⽥ 雅希

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等
・ソフトウェア開発
・アプリケーションの作成

⼿指の開閉運動、⼿⾸・肘・肩の関節運動、バランス感覚などのリハビリ
テーション

▽ 研究シーズの⽤途
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TEL：086-256-9493
Email：kuno@are.ous.ac.jp

《⽅ 法》
リハビリテーションソフトウェアの開発は、 Unity（ユニティ・テクノロ

ジーズ社、ゲームエンジン）を⽤いて⾏った。開発に⽤いたヘッドマウント
ディスプレイ（HMD）は、HTC vive（HTC 社および Valve Corporation
社）を⽤いた。

VR 空間およびオブジェクトを設計し（図 1）、オブジェクトは、コント
ローラで掴んで投げられ、床や壁に衝突すると跳ね返るようにスクリプトを作
成した。また、空間の中央にスイッチを設け、それを押すことでスイッチの⾊
に対応したボールが降ってくるようにし、更にボールが壁に当たると⾳が鳴る
ようにすることで視覚だけではなく聴覚の⾯からもストレス軽減にアプローチ
した。最後に、壁の⾊とボールの⾊は決められた 4 ⾊の中からランダムに配
⾊されるようにした。そしてボールが壁に当たった際、ボールの⾊と壁の⾊が
同じだった場合にボールと壁が消えるようにプログラムを設計した。またその
壁の向こう側に空間を設けオブジェクトを設置した。

《結果および考察》
図 2 は、試作したソフトウェアを実⾏し、HMD を通して⾒たボールをコン

トローラで掴んだ様⼦である。掴んだボールを投げると、イメージした軌道を
通って壁に当たり、⾳が鳴って跳ね返った。また、同⾊の場合はボールと壁が
消え、設計通りの動作を確認することができた。

これらのゲーム性や⾝体動作から、ボールを掴んだり離したりするための⼿
指の開閉運動、ボールを投げるときの⼿⾸・肘・肩の関節運動、VR 空間で動
作したり移動したりするためのバランス感覚など、楽しみながらリハビリテー
ションを⾏うことが期待できると考える。

図1 VR 空間とオブジェクトの設計 図2 VR 空間のボールを掴んだ様⼦

▽ 研究シーズの具体的内容
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

柔軟なリニアステッピングアクチュエータ，湾曲動作

《研究の背景・⽬的》
⽇本の⾼齢化社会に伴い，リハビリテーション機器や介護⽀援機器⽤のアク
チュエータとして，柔軟で⼈にやさしいソフトアクチュエータの開発が望ま
れる．また，このソフトアクチュエータは柔軟なだけでなく⼈体の部位を動
かうためには⼤きな⼒と広い可動域も必要である．そこで⼈間親和性が⾼く
⼤きな発⽣⼒と変位量を有するアクチュエータとして，⾃在な⽅向に柔軟
ロッドの押出/引込動作が可能で，衝撃にも強い空気圧リニアステッピングア
クチュエータ(PLSA)の開発を検討した．

分野④ 健康・医⽤・福祉

プロフィールプロフィール

柔軟性を有する空気圧リニアステッピングアクチュエータの試作

岡⼭理科⼤学 ⼯学研究科 知能機械⼯学専攻
⾚⽊研究室 ⼤学院⽣ ⼤永 昂汰

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等

リハビリテーション等を実施している医療施設およびリハビリテーション機
器を販売している企業との連携を希望

⼈体の部位を駆動するために必要な⼤きな発⽣⼒と変位量を有し，⼈間親和
性が⾼い柔軟なリニアステッピングアクチュエータを開発，リハビリテー
ション機器にも応⽤可能

▽ 研究シーズの⽤途
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TEL： 086-256-9786（岡⼭理科⼤学 ⼯学部 ⾚⽊徹也教授）
Email：t20rm01ok@ous.jp <⾚⽊徹也教授：akagi@are.ous.ac.jp>

従来技術の課題＆本技術の特徴・優位性

発⽣⼒と変位量ともに⼤きなソフトアクチュエータは現在のところ実現され
ていない．本研究では以前に，2つの保持機構が柔軟ロッドを持ち替えながら
空気圧シリンダを使って押出/引込動作を⾏うリニアステッピングアクチュ
エータ(PLSA)を開発した．しかし，シリンダは衝撃に弱く，摺動部を有する
ため衝撃耐性や⼈間親和性の点で問題を有していた．そこで柔軟で，耐衝撃性
の⾼い伸⻑型柔軟空気圧アクチュエータ(EFPA)を⽤い，6本のEFPAを半径40
㎜の円周上に中⼼から60度毎に並列に配置し，各EFPAの蛇腹状スリーブを
PET板で拘束して曲げ剛性を⾼めることで，柔軟で湾曲可能なPLSAを試作し
た．柔軟PLSAは最⼤湾曲⾓は90度で、直線状だけでなく、放射状に湾曲しな
がら⼤きな⼒で柔軟ロッドの押出/引込動作が可能である．

研究シーズ導⼊事例・効果 等

100N以上の発⽣⼒での⻑変位の押出/引込動作が可能で，その⼒が作⽤す
る⽅向を変えることもできる．また摺動部や錆びを⽣じる材料も有しないため，
⽔中での使⽤も可能である．
これらの特性を活かし，浴場介助や，湯中でのリハビリテーションなど温熱

効果でこわばり等を除去した状態での関節可動域改善のための他動運動など特
殊な環境で使⽤されるリハビリテーション機器への応⽤が期待される．

▽ 研究シーズの具体的内容
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

空気圧駆動ソフトアクチュエータ，リハビリテーション

《研究の背景・⽬的》
転倒による⼿⾸の致傷など，⾼齢者が⼀時的な致傷により⾝体能⼒を損なう
ことは，介護費⽤の増加や労働⼒喪失など経済に与える影響も多い．また，
理学療法⼠による施術には時間的な制限があり，患者の⾃主的なリハビリ
テーションに依存している⾯もある．そこで，本研究では，⼀時的な致傷後
に⾃宅で患者⾃⾝が⼀⼈で使⽤できる，つまり安全で，特別な知識なしに使
えるホームリハビリテーション機器の開発をめざす．具体的には，伸⻑型柔
軟空気圧アクチュエータ（EFPA）を正四⾯体の⼀辺に配置して、湾曲や伸⻑，
収縮動作が可能で⼿⾸のリハビリテーションなどに応⽤できる可動域の広い
ソフトアクチュエータを開発した．

分野④ 健康・医⽤・福祉

プロフィールプロフィール

正四⾯体型アクチュエータの開発

岡⼭理科⼤学 ⼯学部 知能機械⼯学専攻
⾚⽊研究室 ⼤学院⽣ 武内 健史郎

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等

リハビリテーション等を実施している医療施設およびリハビリテーション機
器を販売している企業との連携を希望

⼿を添えて使⽤することで，ボールを⽤いた⼿⾸のリハビリテーションと同
様な運動を他動運動として加えることができる．さらに，コンパクトで3次元
的に広い可動域を実現しており，⼈間親和性の⾼い駆動機器として使⽤可能．

▽ 研究シーズの⽤途
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TEL： 086-256-9786（岡⼭理科⼤学 ⼯学部 ⾚⽊徹也教授）
Email：t20rm03tk@ous.jp <⾚⽊徹也教授：akagi@are.ous.ac.jp>

人間親和性の高いソフトアクチュエータとして空気圧ゴム人工筋
を用いた研究が多くある．しかし，このゴム人工筋は自然長に対
して変位量が25％程度と小さく，立体的な挙動が難しい点があげ
られる．そこで伸長型柔軟空気圧アクチュエータ（EFPA）を用いた
機器を開発した．EFPAはゴムチューブを軸方向にのみ伸長する蛇
腹状スリーブで覆った駆動器である．また，EFPA3本を並列に配置
し，PET製拘束板(1㎜)に蛇腹状スリーブにはめ込むことにより，周

方向と軸方向の両方を同時に拘束することで曲げ剛性や押出力
を強化した周拘束強化型EFPAを開発した．下図に正四面体型ア
クチュエータを示す．構造は，自然長130㎜の周拘束強化型EFPA
6本を正四面体の辺の部分に配置し、各EFPAの両端は四面体状
に配置するための樹脂製コネクタとネジ等で接続している.

研究シーズ導⼊事例・効果 等

周拘束強化型EFPAを6辺に配置した正四面体型アクチュエータ

を開発した．また，マイコンと弁を用いたシーケンス制御による動
作確認を行った（上図）．その結果、湾曲・伸長動作や、高さ変化
で155㎜と多様で広い可動域を実現した．また，今後はこれを用

いて形状が自由に変形でき，手に持って使えるリハビリテーション
機器の開発をめざすとともに，多様な変形を活かしたロボットへ
の応用も検討中である．

▽ 研究シーズの具体的内容
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

培養細胞，寒冷刺激，神経突起形成率，シグナル伝達経路

《研究の背景・⽬的》
⽣体における病態や障害に対して，寒冷療法を適⽤する時，適応，⽤量，使
⽤⽅法が⼀律であり，病態や障害に効果的な治療が施されていないように思
われる．寒冷療法を厳密に使⽤すれば治療効果が⾼まると考え，寒冷療法の
科学的根拠を追求することが重要である．
本研究の⽬的は，寒冷刺激が⾝体を構成している細胞にどのような影響が

あるかを検証することにあり，培養神経細胞であるPC12m3細胞を⽤いて寒
冷刺激の効果を神経突起形成率から⾒出し，そのメカニズムについて分⼦⽣
物学的に解明する．

分野④ 健康・医⽤・福祉

プロフィールプロフィール

寒冷刺激を感知する細胞内シグナル伝達経路の探究

吉備国際⼤学 保健医療福祉学部
理学療法学科 井上茂樹

吉備国際⼤学
保健福祉研究所 加納良男

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等
医療関連企業
① 新しいリハビリテーション機器を開発している医療機器メーカー
② スポーツ関連企業
③ 医療法⼈

① 医療機器開発へ向けた基礎実験
② スポーツ領域における寒冷療法の効果検証
③ リハビリテーション領域の物理療法の効果検証

▽ 研究シーズの⽤途
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TEL：０８６６２２９２０８
Email：s_inoue@kiui.ac.jp

本技術の特徴
寒冷療法に関する研究は，組織レベルの⽣理的側⾯だけではなく分⼦細胞学

的な実験研究は多くあるが，培養細胞を⽤いた寒冷刺激効果を検証した報告は
あまりない．わが国において2021年に東京でオリンピック・パラリンピック
競技⼤会が開催される．スポーツ現場では，治療やコンディショニングに当て
られる時間は限られるため，効果的かつ効率的な治療を実施することを求めら
れる．スポーツ外傷のリハビリテーションに貢献するうえで，⽣体への効果を
探究し，基礎研究の成果が求められると考えられる．
研究シーズ導⼊事例・効果 等
寒冷刺激は，PC12m3細胞100万個を25cm2のフラスコに蒔き，精製された

NGF 1μlを作⽤させて寒冷刺激を与えた．神経突起形成率の実験では，
PC12m3細胞に寒冷刺激を与えると，神経突起の形成がかなりみられた．
PC12m3細胞に寒冷刺激を与えたところ，⾮処理群と⽐べて4℃ 30分間では
約4倍と⾼い神経突起形成がみられた．p38 MAPKの抑制実験では，⾮処理群
と⽐較してp38 MAPKの活性を特異的に抑制するSB203580を加えて，寒冷刺
激を与えると神経突起形成を抑制する結果となった．
本研究は，PC12m3細胞に寒冷刺激を与えると，⾮処理群と⽐較して4℃ 30

分の寒冷刺激を与えると約4倍の神経突起の形成がみられた．このように，
PC12m3細胞に最適な寒冷刺激を与えると神経突起形成が誘導される結果と
なった．⼀⽅，SB203580を加えて寒冷刺激を与えると神経突起形成を抑制
する結果となった．今回の研究では，PC12m3細胞において寒冷刺激後にp38 
MAPキナーゼの阻害剤を添加し神経突起形成を抑制し，p38 MAPKの検出の
実験では，PC12m3細胞において，寒冷刺激を与えるとp38 MAPKの有意な
活性化がみられたことから，寒冷刺激の影響を細胞応答として細胞内シグナル
伝達系が活性化し，その応答により神経突起の形成を促進したものと推察され
た．

▽ 研究シーズの具体的内容

⾮処理 4℃ 30分

⾮処理＋SB203580 10μM 4℃ 30 分＋SB203580 10μM
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

間葉系幹細胞、神経幹細胞、脊髄損傷

脊髄損傷(SCI)は、交通事故、運動における事故、転倒などによって、脊髄に損傷を
受け、脊髄中の運動神経や感覚神経が傷つくことで、そこから下部の運動や感覚にお
ける障害が発⽣する障害をいう。完全⿇痺では四肢や下肢が全く動かなくなって寝た
きりになり、呼吸や排泄も困難となる。現在、⽇本には10万⼈以上の脊髄損傷患者
がおり、毎年5千⼈以上の新たな患者が⽣じている状況である。運動神経のような中
枢神経は、⼀度損傷を受けると⼆度と再⽣しないので、この脊髄損傷は不治の病と⾔
われてきた。この脊髄損傷を、我々が開発した間葉系幹細胞(MSC)由来の新規神経
幹細胞を移植することで修復し、再び運動機能を回復させて、全ての脊髄損傷患者の
QOLを向上、回復させ社会復帰させることを⽬的とした研究である。

分野④ 健康・医⽤・福祉

プロフィールプロフィール

ヒト間葉系幹細胞由来新規神経幹細胞の単離と脊髄損傷治療への応⽤

就実⼤学 薬学部 薬学科 分⼦臨床診断学
研究室 教授 中⻄ 徹
就実⼤学薬学部 助教 ⼭崎勤、奈良先端⼤学
院⼤学 教授 笹井紀明、岡⼭⼤学⻭学部 ⻑塚
仁、（株）桃⾕順天館、（株）ツーセル

▽ 連携希望先

製薬・医薬品開発企業、ベンチャー； 細胞培養・細胞開発関連企業、ベンチャー、
試薬メーカー； セルソーター技術をもつ共同研究可能な研究所等或いはセルソー
ターが使⽤可能な施設を有する研究所等； 細胞の⼤量培養やGMP, GLP基準下で
のセルバンク作製経験のある企業等； 安全性試験を受託する企業等； 脊髄損傷
(SCI)治療の治験の実施が可能な病院など。

再⽣医療技術を応⽤して間葉系幹細胞から独⾃に樹⽴した、増殖効率及び分化効率
の⾼い新規神経幹細胞を細胞医薬品として開発し、これまで効果的な治療法がな
かった脊髄損傷患者をこの細胞の移植治療により救い⽣活・社会復帰を可能とする。

▽ 研究シーズの⽤途
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従来技術の問題点：
従来技術としてはiPS細胞とMSC製剤がある。iPS細胞から分化させた神経幹細胞を
移植して脊髄損傷治療を試みる臨床研究がスタートしているが、iPS細胞は不安定性
が⾼く、性能のよい細胞を選んでもその性質が変化して、がん化するなどの問題が
⽣じている。しかも培養操作が特殊であり多量の細胞を治療⽤に⽤意するには多く
の時間とコストがかかるため、⼀⼈当たりの治療費は莫⼤なものとなっている。ま
たMSC製剤の場合、患者の⾻髄からMSCを取り出して体外で増殖させ損傷部位に移
植するもので、治療⽤細胞薬としての認可を受け保健診療が適⽤されているが、
MSCには様々な細胞群が含まれていることが知られていて、これらをそのまま治療
に使⽤するのでは効果が低い。効果を⽰すのはMSCの中のごく⼀部の細胞だけでこ
れ以外の細胞はむしろ有効性を妨げているなどの問題点もある。両者に共通の⼤き
な問題点として、治療の対象となるのが受傷後⼀ヶ⽉以内のいわゆる亜急性の脊髄
損傷に限られていることである。全国に10万⼈以上いる脊髄損傷患者のほとんどは、
受傷後、数ヶ⽉から数年を経た慢性損傷の患者であり、現在の再⽣医療ではこれら
の患者を救うことは難しい。
本技術の特徴と従来技術に対する優位性：
今回独⾃に開発した新規神経幹細胞は、培養が容易な上に神経分化効率が⾼く、iPS
細胞の50倍以上のコストパフォーマンスを有していた。さらにこの細胞は、神経修
復因⼦であるBDNF（脳由来神経栄養因⼦）を、iPS細胞やMSCの40倍以上も産⽣
していることがわかり、⾼い神経修復能⼒を有していることが予想された。

研究シーズ導⼊事例・効果：
今回新規開発した神経幹細胞を⽤いて、脊髄損傷受傷モデルラットにおける細胞移
植治療実験を⾏った。受傷後1週⽬に精髄損傷部位にこの細胞を投与して、約1ヶ⽉
後まで運動機能を観察したところ、コントロールのラットでは歩⾏が不能であった
のに対して、この神経幹細胞を投与したラットでは下肢の⿇痺がほとんど回復して
歩⾏ができるようになることがわかった。

▽ 研究シーズの具体的内容

新規神経幹細胞

・容易に拡大培養可能
・神経細胞に効率的に分化
・神経栄養因子を産生

新規神経幹細胞投与後の脊髄損傷モデルラ
ットでは1ヶ月後に麻痺がほとんど回復し
て歩行が可能となる

iiPPSS細細胞胞をを上上回回るる治治療療成成績績

世世界界でで初初めめてて樹樹立立にに成成功功！！

TEL：086-271-8363
Email：torhoshi@shujitsu.ac.jp
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▽ 研究の概要

キーワード 環境改善、低感染性素材、抗菌、付着阻害、成分探索

微生物（細菌）は汚染や病気を引き起こすため、除菌を行うことが大切で
ある。さらに細菌は物質表面への定着などのために粘着性物質を産生し
バイオフィルムを形成する。このバイオフィルム形成を阻害することで、細菌
の付着を阻害できる。
産業用物質（商品など）や廃棄物から抗菌物質やバイオフィルム形成阻

害物質の探索を行っている。それらは、商品の新たなアピールや環境問題
への対策になる。今までに提供された産業用物質から抗菌物質を見出し
た。また、産業用物質の抽出物や産業廃棄物の抽出物にバイオフィルム形
成阻害効果を見出した。今後の利用方法が期待される。

分野④ 健康・医⽤・福祉

プロフィールプロフィール

産産業業物物質質、、産産業業廃廃棄棄物物かかららのの有有用用物物質質のの探探索索

▽ 連携希望先

サニタリー関連分野、産業廃棄物

① 水回りのコーティング、環境改善素材

② 医療機器のコーティング、低感染性素材

③ 産業用物質、廃棄物の有効利用

▽ 研究シーズの⽤途

就実⼤学薬学部 分⼦⽣物学・⽣薬学
講師 ⼭⽥陽⼀、教授 ⼯藤季之
教授 塩⽥澄⼦、教授 ⼆宮清⽂

共同研究先共同研究先
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TEL： 086-271-8423 (⼭⽥) 
Email： y-yamada@shujitsu.ac.jp

本技術の特徴

研究シーズ例

▽ 研究シーズの具体的内容

ココーーテティィンンググすするるここととでで、、殺殺菌菌をを行行うう。。

・・抗抗菌菌物物質質

・・ババイイオオフフィィルルムム形形成成阻阻害害物物質質
ココーーテティィンンググすするるここととでで、、細細菌菌のの付付着着をを抑抑制制すするる。。

①①感感染染防防止止やや汚汚染染防防止止ののたためめ、、チチュューーブブややパパイイププななどど
へへののココーーテティィンンググ物物質質のの探探索索

②②産産業業用用物物質質（（商商品品ななどど））やや産産業業廃廃棄棄物物かかららのの物物質質探探索索

商商品品のの新新たたななアアピピーールルやや環環境境問問題題へへのの対対
策策。。

抗抗菌菌物物質質 ババイイオオフフィィルルムム形形成成阻阻害害物物質質

物物質質 MMIICC ((μμgg//mmLL))

トトリリププタタンンススリリンン

タタググススリリンンドドーールル

2211

88

ノノルルフフロロキキササシシンン

スストトレレププトトママイイシシンン

22

88

多多剤剤耐耐性性黄黄色色ブブドドウウ球球菌菌NN331155株株にに対対すするる
最最小小生生育育阻阻止止濃濃度度((MMIICC))

すすくくもも：：
藍藍染染のの染染料料

産産業業廃廃棄棄物物ＡＡ

WWAA WWBB WWCC

水水

ヘヘキキササンン 酢酢酸酸エエチチルル
すすくくもも

ＳＳAA  ＳＳBB  ＳＳCC ＳＳDD

水水

ヘヘキキササンン
ブブタタノノーールル酢酢酸酸エエチチルル
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％

）

黄黄色色ブブドドウウ球球菌菌NN331155株株のの
ババイイオオフフィィルルムム形形成成阻阻害害効効果果

（（））はは使使用用濃濃度度（（μμgg//mmLL））をを示示
すす。。

DDAAははデデヒヒドドロロアアビビエエチチンン酸酸でで、、
当当研研究究室室でで見見出出ししたたババイイオオフフィィ
ルルムム形形成成阻阻害害物物質質。。

産産業業廃廃棄棄物物ＡＡ：：
年年間間推推定定廃廃棄棄量量110000～～220000トトンン

・・トトリリププタタンンススリリンン

・・タタググススリリンンドドーールル（（新新規規物物質質））

N

N

O

O
N
H

N

O

O
HN

++

ササンンププルル

リリンンググ状状にに染染色色さされれてて
いいるるババイイオオフフィィルルムム。。

ババイイオオフフィィルルムムのの染染色色

抗菌薬
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

がん、酵素、蛍光基質、セラミド

《研究の背景・⽬的》
酸性セラミダーゼは、体内で脂質分⼦セラミドを加⽔分解する脂質代謝酵

素である。本酵素は前⽴腺や頭頸部、⼤腸など種々のがん細胞に⾼発現して
おり、その阻害薬は新規抗がん薬としての応⽤が期待されている。本法は、
この新規抗がん薬のハイスループット・スクリーニングに有⽤な、酸性セラ
ミダーゼの活性測定法である。

分野④ 健康・医⽤・福祉

プロフィールプロフィール

新規抗がん薬のスクリーニングに有⽤な酸性セラミダーゼ活性測定法

川崎医科⼤学 医学部 薬理学教室 講師
坪井 ⼀⼈

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等

製薬会社

新規抗がん薬のスクリーニング

▽ 研究シーズの⽤途
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TEL：086-462-1111 (ext. 27517)
Email：ktsuboi@med.kawasaki-m.ac.jp

従来技術の問題点/課題 等・・・
本技術の特徴 従来技術に対する優位性 等・・・

本法は、我々が開発した蛍光基質N-(4-Methylcoumarin)lauramide (LAMCA)

（下図）を⽤いた酸性セラミダーゼ活性の測定法である。96⽳プレート上で
LAMCAと酸性セラミダーゼ標品を、酸性バッファー中で30〜60分程度反応さ
せ、蛍光プレートリーダーを⽤いて⽣成物の蛍光を測定する。この際、被検物
質を共存させることで、新規抗がん薬として期待されている酸性セラミダーゼ
阻害薬のハイスループット・スクリーニングに適⽤することが出来る。

質量分析器などの⾼価な機器を必要とせず、また、⽣成物の分離操作を必要
としないので簡便である点が従来法に対して優位な点である。

研究シーズ導⼊事例・効果 等

既知の酸性セラミダーゼ阻害薬であるカルモフールの阻害効果を本法を⽤い
て測定したところ、濃度依存的な阻害を認め、50%阻害濃度は9.7 nMであっ
た。この値は、質量分析法で求められた既報値(29 nM; Realini et al., Sci. Rep.,

3, 1035 (2013)）に近かった。

▽ 研究シーズの具体的内容

LAMCA
H2O

+

Lauric Acid 7-Amino-4-methyl-
coumarin

蛍光
酸性セラミダーゼ
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▽ 研究の概要

キーワード

研究者
顔写真 共同研究先共同研究先

⾎液透析、圧縮空気駆動⽅式シングルニードル透析

《研究の背景・⽬的》
患者本⼈が⾃宅で⾏う夜間睡眠時透析は、夜間睡眠時に透析治療を⾏うこ

とで患者が社会復帰しやすく、予後が良好であることが報告されている。し
かし、現在、治療中に⽣じる抜針による⼤出⾎事故や除⽔に伴う⾎圧低下な
どのリスクから我が国では普及していない。
そこで、我々は基本的に出⾎事故が⽣じにくいくく、かつ穿刺針1本のみで

脱⾎・返⾎する体外循環法に着⽬した。ピストンポンプを⽤い、有効⾎流量
の増加を図る新しい体外循環法（圧縮空気駆動⽅式シングルニードル透析）
を考案し、特許出願（特開2019-092643）を⾏っている

分野④ 健康・医⽤・福祉

プロフィールプロフィール

⻑時間、安全に治療できる圧縮空気駆動⽅式シングルニードル透析

川崎医療福祉⼤学医療技術学部臨床⼯学科
次世代⾎液浄化システム研究室

⼩野淳⼀、⼩笠原康夫

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等
本研究シーズは、⾎液透析装置として活⽤することを⽬的としている。
新しい体外循環駆動⽅式として、ピストンポンプを⽤いた圧縮空気駆動⽅式
を採⽤しているため、このような構成部品に関する技術を有している企業と
の連携を希望している

本研究シーズは、我が国において32万⼈を超える維持透析患者さんに対し
て、腎臓移植と同程度の⽣命予後や合併症抑制が可能である夜間睡眠時透析
を安全に実施することができる新しい体外循環治療法である。

▽ 研究シーズの⽤途
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TEL：086-46-1111 内線：55076
Email：jun@med.Kawasaki-m.ac.jp

従来技術の問題点/課題 等・・・
本技術の特徴 従来技術に対する優位性 等・・・

患者本⼈が⾃宅で⾏う夜間睡眠時透析は、夜間睡眠時に透析治療を⾏うこと
で患者が社会復帰しやすい。また、透析合併症の抑制や腎移植患者と同程度の
予後であることが報告されている。しかし、治療中に⽣じる抜針事故や除⽔に
伴う⾎圧低下などのリスクから我が国では普及していない。この問題に対して、
我々は1本の穿刺針を⽤いて透析治療を⾏うシングルニードル法(SN)に着⽬し
た。現⾏のSN法は有効⾎流量が少なく、⼗分な透析効率が得られない。これ
に対し、脱、返⾎をピストンポンプにより強制的に実施し、返⾎相の遅れを防
⽌することで、有効⾎流量の増加を図る新しい体外循環法（圧縮空気駆動⽅式
SN法）を考案し、特許申請を⾏った。また、従来のシングルニードル法と⽐
較し、約1.5倍の⾎流量を得られること、また、後負荷による影響を受けない
ことを確認している。現在、試作機を作成し、最適な運転条件を検討している。

研究シーズ導⼊事例・効果 等

維持透析患者は32万⼈を超え、⾎液透析は最も成功している⼈⼯臓器であ
る。その⼀⽅で尿毒素の蓄積により様々な合併症を発症し、予後は健常者の半
分程度であることが報告されている。これに対し、夜間睡眠時に透析治療を⾏
うことで、時間の拘束を受けず⼗分な透析効率を確保できることで、合併症の
抑制や予後の改善が得られる。さらに、⼼不全や全⾝状態の悪化した⼊院患者
に対しても、NHDの施⾏により、⽇中に検査やリハビリテーション等を積極
的に⾏うことができ，早期退院に貢献できる。

▽ 研究シーズの具体的内容
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

醸造、発酵、ワイン、⽇本酒、酵⺟、機能性

１．ポリフェノール量の多いブドウの育種、ワインの醸造に関する研究を
⾏っている。ブドウとワインのポリフェノール量、抗酸化能の測定によ
り評価した。

２．⾹気の⾼いブドウ栽培とワイン醸造を⽬指している。
ブドウ“マスカット・オブ・アレキサンドリア”の⾹気成分の多い
時期にブドウの収穫を⾏い、⾹気の⾼いワイン醸造を検討した。

分野⑤ バイオ・⾷品

プロフィールプロフィール

ワインをはじめとした醸造・発酵と⾷品の評価

岡⼭理科⼤学 ワイン発酵科学センター
⾦⼦ 明裕

ふなおワイナリー有限会社

▽ 連携希望先

酒造メーカー、⾷品メーカー、六次産業化

① 酒類・飲料、⾷品の評価、研究開発
② 発酵⾷品
③ ⾷品の機能性評価

▽ 研究シーズの⽤途
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１．ブドウ・ワインの品種別ポリフェノール量と抗酸化能の測定
各種ブドウ・ワインのポリフェノール
量と抗酸化能（DPPHラジカル消去能）
の測定を⾏った。

ヤマブドウ系でポリフェノール量の多
いブドウの育種とワイン醸造を⽬指して
いる。

２．ブドウ “マスカット・オブ・アレキサンドリア”における⾹気成分の変化
マスカット・オブ・アレキサンドリア“の特徴⾹である”リナロール”の⼀番⾼
い時期に収穫を⾏い、より⾹りの⾼いワインの醸造を⽬指した。
7 ⽉17 ⽇から9 ⽉25⽇まで7-10⽇ごとに収穫を⾏い、収穫時期による成分
変化を測定した。糖度は、9⽉上旬にかけて増加し、その後も増加幅は減少し
たが緩やかに増加した（図2）。マスカット・オブ・アレキサンドリの特⻑⾹
であるリナロールは9⽉16⽇にかけて増加し、その後、減少した。 “マス
カット・オブ・アレキサンドリア“の特徴を出したワイン⽤ブドウとした場合、
⾹気成分のリナロールが⾼い時期に
収穫することで、より⾹りの⾼いワ
イン醸造ができることが⽰唆された。⾷
ワイン⽤のみならず、⽤途・⽬的に
合わせた収穫適期の指標に役⽴つ研
究を⾏っている。

TEL： 086-256-9768

Email： kanekoa@pub.ous.ac.jp

▽ 研究シーズの具体的内容

図図１１

(R.T.)

(TIC)

(ブドウ収穫日)

図図１１ブブドドウウ““ママススカカッットト・・オオブブ・・アアレレキキササンンドドリリアア””のの香香気気
成成分分（（リリナナロローールル））のの収収穫穫時時期期にによよるる違違いい (GC)

（％）
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

⽝，削り節，嗜好性，動物⽤医薬品, ペットフード

ペットフードは, その⽬的によって「総合栄養⾷」「間⾷」「療法⾷」「その
他の⽬的⾷」に分類されている。 ʻかつおʼ や ʻまぐろʼ の削り節が「間⾷」と
して製品化されているが, それらの⾼嗜好性を考えれば,「間⾷」としての利
⽤にとどまらず, ⽝が好んで摂⾷しないフードを給与する際にトッピング
(「その他の⽬的⾷」として) することにより, フードを摂取させやすくできる
ことも期待される。また, ⽝は⾃発的に薬剤を服⽤することはないが, 削り節
で錠剤等をコーティングすることによって, ⽝が飲みやすい・⽝に飲ませやす
い薬剤の調製が可能になることが予期される。本研究では, 獣医療への削り節
製品の応⽤を検討した。

分野⑤ バイオ・⾷品

プロフィールプロフィール

獣医療への削り節製品の応⽤ －⾼嗜好性の⽝⽤薬剤を作るために－

岡⼭理科⼤学 獣医学部 獣医学科
中村有加⾥，深瀬 徹

マルトモ株式会社
⼟居幹治，松本淳⼀

▽ 連携希望先

・ペットフード製造企業 (新規概念のペットフードの開発を⽬指して)
・ペットショップ (新規概念のペットフードの市場開発を⽬指して)
・動物⽤医薬品製造企業

(⽝が飲みやすい・⽝に飲ませやすい新規薬剤の開発を⽬指して)
・動物⽤栄養補助⾷品製造企業 (新規栄養補助⾷品の開発を⽬指して)

・⾼嗜好性の⽝⽤「間⾷」
・⽝の⾷欲増進
・⽝が飲みやすい・⽝に飲ませやすい動物⽤医薬品の調製

▽ 研究シーズの⽤途
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TEL：0894-52-9203
Email：t-fukase@vet.ous.ac.jp

供試製品
・削り節とそれに類する間⾷⽤ペットフード８製品

(マルトモ株式会社 ʻペットショップボーイʼ 製品群) 

⽝⽤削り節製品に対する⽝の嗜好性
・⽝100頭の⿐先に各々の製品を提⽰

(８製品の提⽰の順番は乱数表を⽤いて無作為に決定)
・⾃発摂取の有無, ⾃発摂取した場合には摂取までの時間を観察

普段に与えていないフードにトッピングした場合の嗜好性
・⽝30頭に対して, 普段に与えていないフード２種を提⽰
・そのまま提⽰した場合と供試８製品をトッピングして提⽰した場合の

⾃発摂取率を⽐較

削り節製品を⽤いたコーティングによる薬剤投与の簡便化
・ʼかつおʼ を⽤いた削り節製品 (ʻかつおだいすきʼ) を乳鉢で粉砕後,

乳糖を成分とする素錠の錠剤 (Φ7mm, 本研究⽤に⾃作) をコーティング
・⽝30頭の⿐先に提⽰ ➡ 27頭 (90%) が⾃発摂取

(本来は⾃発摂取しない素錠を多くの⽝が⾃発的に摂取)

▽ 研究シーズの具体的内容

 

供試製品 
 

供試頭数 
 ペットフード A  ペットフード B 

  摂取頭数  摂取率(%)  摂取頭数  摂取率(%) 
かつおだいすき  30  30  100  30  100 
減塩かつおだいすき  30  30  100  30  100 
かつおだいすきプレミアム  30  30  100  30  100 
まぐろだいすき  30  29   97  29   97 
減塩まぐろだいすき  30  30  100  30  100 
チキンだいすき  30  30  100  29   97 
ふりかけだいすき  30  28   93  27   90 
減塩にぼしだいすき  30  27   90  26   87 

*ペットフード A だけのときの摂取率＝90%，ペットフード B だけのときの摂取率＝83% 

 
供試製品  供試⽝数  ⾃発摂取⽝の割合 (%)  ⾃発摂取までの時間(秒) 

かつおだいすき  100  98  1−12 
減塩かつおだいすき  100  98  1−14 
かつおだいすきプレミアム  100  99  1−11 
まぐろだいすき  100  97  1−17 
減塩まぐろだいすき  100  97  1−18 
チキンだいすき  100  96  1−21 
ふりかけだいすき  100  94  1−12 
減塩にぼしだいすき  100  92  1−12 

 

多くの⽝が
短時間の
うちに
摂取

⾷べない
フードも
⾷べる
ように

かつおだいすき
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

UV-LED、枯草菌芽胞体、不活化

《研究の背景・⽬的》
「水銀に関する水俣条約」により水銀含有製品（低圧水銀ランプ）に替わる光源開

発の取組みは非常に重要である。UV-LEDは、従来の水銀ランプに代わる新たな微

生物不活化用光源として期待されている。細菌の中でも紫外線に対して比較的抵抗

性を持った枯草菌芽胞体（Bacillus subtilis spore）の不活性化に有効な波長分布を

有するUV-LEDを選択することを目的に、異なるピーク波長を有する複数のUV-LED

のUV出力（照度）を同等に調整して枯草菌芽胞体の生残率曲線を求めた。

分野⑤ バイオ・⾷品

プロフィールプロフィール

UV‐LEDにによよるる枯枯草草菌菌芽芽胞胞体体のの波波長長感感受受性性にに関関すするる検検討討

岡山理科大学 工学部
生命医療工学科 猶原 順

千代田工販株式会社
浦上逸男

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒
従来の殺菌ランプ（低圧水銀ランプ）に替わる有力な水銀フリー光源のUV-LEDに

よる殺菌を行う際の最適紫外線波長を明らかにすることで、高効率で低コストの殺

菌を行うことができる。食品加工、医療・介護、宿泊施設などのサービス業、農業、

水産業、空気・水処理などの業界に応用できる。

UV-LEDは、従来の殺菌ランプ（低圧水銀ランプ）に替わる有力な水銀フリー光源

である。UV-LEDは用途に応じて最適な波長を選択できUV出力を比較的容易に変

動させるこれまでにない大きな利点があり、従来低圧水銀ランプで紫外線殺菌を行

なっている分野への応用が可能である。

▽ 研究シーズの⽤途
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TEL： 086-256-9711

Email： jnaohara@bme.ous.ac.jp

従来技術の問題点/課題
UV-LEDは素子固有の波長域に分光分布を有するが、殺菌作用に寄与するのは、

分光分布内の各波長における照度に枯草菌芽胞体の波長感受性を乗じて得られる

照度（ここでは有効照度という）である。それを分光分布の全波長域にわたって積算

した値を積算有効照度とし、さらに積算有効照度と照射時間の積を有効UV照射量と

する。これにより、枯草歯芽胞体に限れば、どのような分光分布を有する光源であっ

ても有効UV照射量を算出することで殺菌効果の予測が可能となる。

本技術の特徴 従来技術に対する優位性
各UV-LEDによる生残率曲線から、10-3不活性化に要する照射時間を算出した。

268nmでは 100sec、277nmでは 105sec、286nmでは181secを得た。この時の照度条

件がほぼ同等であるので、照射時間の差は、枯草菌芽胞体が有する波長感受性の

作用によるものでる。即ち波長をX軸に照射時間（相対比）をY軸にプロットして得ら

れる近似曲線（図1）は、枯草菌芽胞体の波長感受性曲線を近似していることが推測

される。

研究シーズ導⼊事例・効果
各UVLEDの分光分布と10-3不活性化に要する照射時間の結果から、各UV-LEDの

有効UV照射量が同等となる積算有効照度及びそれに適合する波長感受性曲線を

検討した。以上から枯草菌芽胞体の波長感受性のピークは275nm付近に存在する

ことが推察された。

▽ 研究シーズの具体的内容

図1 枯草菌芽胞体のUV-LED波長感受性
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

快眠、グルタチオン、抗酸化、⻩ニラ

分野⑤ バイオ・⾷品

プロフィールプロフィール

岡山県産黄ニラによる快眠誘導性作用を持つ機能性食品開発

就実⼤学 薬学部 薬学科
⽣化学研究室
教授 坪井誠⼆ 守⾕智恵
助教 川上賀代⼦

▽ 連携希望先

製造業

⽤途① 特定保健⽤⾷品、機能性表⽰⾷品の開発
⽤途② 新たなグルタチオン上昇作⽤をもつ成分の探索

▽ 研究シーズの⽤途

⽣体内の酸化・抗酸化のバランスが崩れ、活性酸素種による障害が⼤きくな
ると、いわゆる酸化ストレスという状態になる。過度の酸化ストレスは、⽼化、
がん、神経変性疾患、動脈硬化などのさまざまな疾患の原因や増悪化に関与す
ることが⽰されている。⽣体内で合成される抗酸化物質の1つであるグルタチ
オンは、抗酸化作⽤、異物の解毒代謝などにおいて重要な役割を果たしている。
従って細胞内のグルタチオン量の上昇は、⽣体の抗酸化能を増強し、酸化スト
レスの軽減に繋がるといえる。
細胞内グルタチオン上昇作⽤を

もつ物質を探索した結果、⻩ニラ
に強い細胞内グルタチオン上昇作
⽤があること、グルタチオンによっ
て活性制御を受ける睡眠ホルモン
合成酵素（NAT）の活性化作⽤が
あることを⾒出した。⻩ニラのグル
タチオン上昇作⽤により快眠を導
く機能性⾷品への応⽤が期待で
きる。
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TEL： 086-271-8349 

Email：tsuboi@shujitsu.ac.jp

▽ 研究シーズの具体的内容
1．睡眠ホルモン メラ
トニンの生合成経路

2．NATの三次元構造とその
レドックス制御

3．COS7/NAT細胞を用いた
NAT活性測定法

4．黄ニラ抽出物による細胞内グルタチオン上昇作用
と細胞傷害抑制作用

黄ニラを活用することで、快眠
を導く機能性食品の開発への応
用が期待できる。また、黄ニラの
ように、人が一般的に食用して
きた成分が睡眠を誘導するメラ
トニンの産生を促進するというこ
とが明らかとなり実用化されれ
ば、安全性の高い睡眠に有効な
食品を確保出来ることとなる。

5．黄ニラ抽出物のNAT活性
に対する影響

黄ニラ抽出物を処理することで細胞内グルタチオン量が濃度依存的に上昇すること、 H2O2による細胞傷害が抑制される
ことが明らかとなった。また、黄ニラ抽出物により、H2O2で低下したNAT活性の上昇がみられた。

6．黄ニラ抽出物の各画分の細胞内グルタチオン上昇作用

40% 及び 100% メタ
ノール画分に活性成
分が含まれていること
が明らかとなった。現
在、40％メタノール画
分をさらに分画し、活
性成分の同定を試み
ている。
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

⾃⼰免疫疾患、早期発⾒ツール

《研究の背景・⽬的》
近年、⾃⼰免疫疾患に対する多
くの治療法が開発され、早期で
あるほど治療効果が⾼く、完全
寛解の可能性も⾼くなっている。
しかし、早期診断のツールがな
いのが現状である。
そこで、本開発は⾃⼰免疫疾患
の「極早期発⾒」を実現し、完
全寛解の向上を⽬指している。

分野⑤ バイオ・⾷品

プロフィールプロフィール

「⾃⼰免疫異常の検査⽅法：⾃⼰免疫異常検出デバイスの開発」

川崎医科⼤学 衛⽣学 李順姫、⼤槻剛⺒

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等
検査診断、検査キット製造などに親和性の⾼い企業

本技術の適⽤としては、年々増加する⾃⼰免疫疾患の「極」早期発⾒を可能
とするツールを提供する（図１）。珪肺症に代表される塵肺患者、様々な化
学物質に曝露される⼈々の健康診断項⽬や、⾃⼰免疫疾患が頻発する若年層
⼥性などの⼀般健康診断項⽬に加えることを想定している。

▽ 研究シーズの⽤途

図図１１..  指指定定難難病病中中のの自自己己免免疫疫疾疾患患のの推推移移
昭和４９年度〜平成２６年度（難病情報センターデータ参照）
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川崎医科⼤学 産学連携知的財産管理室
〒701-0192 岡⼭県倉敷市松島577

TEL:086-462-1111 FAX:086-464-1073
Eメール：s-renkei@med.kawasaki-m.ac.jp

従来技術の問題点/課題

近年、⾃⼰免疫疾患の罹患者は急
増しているが（図１）、従来の検
査技術では、患者が痛みや不調を
認識後、組織破壊が進まないと発
病を捉えられない（図２）。破壊
された組織の再⽣は困難なことか
ら、「極」早期の段階で⾃⼰免疫
動態を捉えることが課題である。

そこで、我々は、じん肺の⼀つで
ある珪肺症例で⾃⼰免疫疾患が多
発することに注⽬し、⾃⼰免疫疾
患未発症の珪肺症例を、⾃⼰免疫
疾患予備軍と⾒⽴て、⾎中サイト
カインを測定し、健常⼈のデータ
と⽐較することで⾃⼰免疫疾患の
萌芽を捉える予測式の構築を⾏っ
た。

たった３つのパラメーター (sFAS,
IgG4, IL-6)で、⾃⼰免疫異常を検出
できる予測式が得られた（図３）。

▽ 研究シーズの具体的内容
図2. 従来技術の問題点

（例）早早期期リリウウママチチのの診診断断基基準準

1. 関節炎の程度と（数）パターン（大／小関節）

2. 血清学的検査異常の有無（リウマトイド因子／抗CCP抗体）

3. 関節炎の持続期間

4. 急性炎症蛋白増加の有無

 症状が出た後の対応

 偽陽性が出やすい診断基準

無症状で自己抗体の測定は不適切

期待される効果
本発明の優れた点は、⾃⼰抗体ではない⾎中因⼦の変動、しかもたった３つの項⽬（sFAS、
IgG4、IL-6）で⾃⼰免疫疾患の萌芽を捉えることが可能になる点である。
本技術の適⽤としては、様々な化学物質に曝露される⼈々の健康診断項⽬や、⾃⼰免疫疾患が
頻発する若年層⼥性などの⼀般健康診断項⽬に加えることを想定している。

図３. 予測式の構築（重回帰分析）

目標：condition (HVを１、Silを２）, 

予測変数：DcR3 IL2Ra IL10 IL1alpha IL6sR IL6 TGFb1 G-CSF 
IgG IgA IgE IgM IgG1 IgG2 IgG3 IgG4 BAFF LAG3 sFAS

予予測測式式 ccoonnddiittiioonn==  ((  aa  xx  ssFFAASS ))  ++  ((  bb  xx  IIggGG44  ))  ++  ((  cc xx  IILL--66  ))  ++  dd

cut off=1.3935 

偽陽性　0 

偽陰性　1 

予測値による、偽陽性はな
く、偽陰性も１つだけ。と
ても感度が良い。

方方法法

• 健常人（HV: healthy volunteer） １９名

（男性８名、女性１１名、平均年齢４４．８４±８．５８歳）

• 珪肺症例（Sil: silicosis） ２０名

（男性１９名、女性１名、平均年齢７４．８５±５．３５歳）

• 血漿中サイトカインの測定はELISAもしくはMultiplex 

Human Panelで測定。

• 測定結果をSPSS/IBM社を用いて統計解析。

健常人 珪肺症例
（自己免疫疾患予備軍と見立て）
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▽ 研究の概要

キーワード 太陽光発電，電気⾃動⾞，電⼒貯蔵，電圧制御，電⼒系統

《研究の背景・⽬的》
低炭素化社会の実現のため，太陽光発電（PV）システムと電気⾃動⾞

（EV）の導⼊が進められている。PVは気象条件に依存して発電するため，PV
電⼒は急峻に変動する。また，需要量を上回った電⼒は電⼒系統へ逆潮流され，
系統電圧が上昇する要因となる。安定した電⼒運⽤のためには，系統電圧が適
正範囲内に維持される必要があり，系統電圧が上昇するのを防⽌するために，
PV電⼒の抑制制御が実施される。これは，発電機会の損失であり，電⼒⾃給
率の低い⽇本において，効果的なPVエネルギーの活⽤を困難としている。⼀
⽅，EVは，⾮⾛⾏時であり電気料⾦が安く設定されている深夜から早朝に充
電されることが多い。そのため，今後，EVが多くの家庭で所有されるように
なると，EVによる充電が電⼒系統にとって⼤容量の電⼒負荷となり，深夜か
ら早朝に系統電圧が低下し，適正範囲を逸脱する要因となる。
本研究は，PVシステムが⼤量に導⼊された電⼒系統において，分散設置さ

れたEVや蓄電池を⽤いて系統電圧を適正範囲内に維持するとともに，PVシス
テムの発電機会損失を解消する電⼒系統安定化制御法を開発する。

分野⑥環境・化学

プロフィールプロフィール

太陽光発電と電気⾃動⾞を⽤いた電⼒系統安定化制御法

岡⼭⼤学 ⼤学院⾃然科学研究科
電⼒エネルギーネットワーク研究室
髙橋 明⼦

▽ 連携希望先
業種、希望する技術・知⾒ 等
電⼒会社，電⼒配電事業者，電気⾃動⾞充電装置関連企業

・電⼒系統の電圧安定化制御
・電気⾃動⾞の充電設備における制御
・太陽光発電の活⽤と電気⾃動⾞の付加価値向上

▽ 研究シーズの⽤途

共同研究先共同研究先
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従来技術の問題点・課題

▽ 研究シーズの具体的内容

TEL：０８６－２５１－８１２
Email：takahashi-a@okayama-u.ac.jp

⽇中にPVシステムが発電 ⇒ 系統電圧上昇
深夜から早朝にかけてEVが⼀⻫充電 ⇒ 系統電圧低下

図１ 系統安定化制御の概念図

本技術の特徴

EVの導⼊拡⼤
電⼒系統に設置された機器だけでは
対応不可能，新たな機器の導⼊系統電圧が適正範囲の上下限値を逸脱

⇒ PV電⼒を抑制= 発電機会損失
⇒ 系統に設置された電圧制御機器で対応

充電量はEV所有者のニーズに依存
⇒ 公開されている統計データを活⽤

（⽤途，⾛⾏距離など）
EV所有者のニーズを損なうことなく

EVを電⼒系統の調整⼒として活⽤
（図２参照）

電⼒系統に分散に設置された⾛⾏していない
EVを⽤いて系統電圧を維持
（図１参照）
• EVは深夜から早朝にかけて充電するのではなく

⾛⾏していないときに充電
• ⽇中はPV電⼒の余剰電⼒を⽤いて充電

⇒ PVシステムの発電機会損失を低減

従来の電⼒系統を増強することなく
地域のスマートグリッド化を実現
限られたエネルギーを有効活⽤

EVの充電量と制御法

図２ EVの⾛⾏パターン
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

⾃主避難 ひなん獅⼦ 警戒避難基準 ⾬量計 AI

《研究の背景・⽬的》
システムの開発は、広島県で2014年8⽉に発⽣した⼟砂災害の被災地区住⺠
と話したことがきっかけです。⾃治会⻑に防災講演会で、被災住⺠としての
当時やその後の対応を伺い、住⺠主体の避難システムを構築することが住⺠
の命を守る最善の⽅法であると考え制作したところ、住⺠の防災意識の向上
に役⽴ったことから、開発したらどうかと指摘されたことがきっかけでした。
⾃治会や要⽀援者施設、⼯場などが導⼊できる規模の⼩さなシステムの開発
を⾏うことを⽬的として研究開発を始めました。

分野⑥環境・化学

プロフィールプロフィール

地域の降⾬量や被災経験に基づいた
⾃主避難⽀援システム「ひなん獅⼦」の開発

岡⼭理科⼤学 ⽣物地球学部 ⽣物地球学科
防災気象学研究室 佐藤丈晴

株式会社 オリエンタルコンサルタンツ
流域管理・保全事業部 井川忠 植野惣 澤夏起

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等
防災に関連する企業。
既往の降⾬や地形、被災履歴、点検データ等を効果的・効率的に処理できる
AIや機械学習を駆使したシステムの開発に携わっているので、その分野にお
いて興味のある企業。

○⾃主防災組織、⾃治会、地域コミュニティの防災担当者の家屋
○避難所等災害時に住⺠が集合し、誰もが⾒ることができる場所
○病院、学校、⽼⼈ホーム等災害時要⽀援者施設の管理⼈室やホールなど
⼈が集まる場所

○⾃治体、出張所、福祉施設、道の駅など公共施設

▽ 研究シーズの⽤途
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TEL：086-256-9592
Email：sato@big.ous.ac.jp

従来技術の問題点/課題 等・・・
本技術の特徴 従来技術に対する優位性 等・・・
⾃治会⻑より助⾔いただいた際に⼤きな課題を教えていただきました。それは、
①適切な基準を設定すること、②コストが⾼額であることの2点でした。この
課題を改善することに⼒点を置き開発しました。
①適切な基準を設定することについては、防災気象情報（⼤⾬警報、⼟砂災害
警戒情報）の発表タイミングを⾃治会で計測した降⾬量に当てはめる⽅法を考
えました。誰もが知っている情報であるからです。そこで、防災と気象の専⾨
家集団である株式会社オリエンタルコンサルタンツと共同して課題解決に取り
組みました。既往の降⾬量と気象台で使⽤されている解析⾬量の関係をAIで
分析し、当地における最善の基準を設定する⽅法を開発しました。
②コストの⾼騰については、できるだけ価格を抑えた上で、適切な避難のタイ
ミングを⾒極めるシステムが必要だと考え、通信装置を削り、市販の⾬量計な
どを活⽤する形で開発した。情報伝達は、⾃治会の連絡網を活⽤することに
よって慣れ親しんだ情報網から適切な防災情報が提供される形をとりました。
研究シーズ導⼊事例・効果 等
2017年10⽉から約3年間、美咲町の川北⾃治会エリアで実証実験も⾏いまし
た。期間中、⾚ランプが点滅するケースが2回あり、いずれも⾬量計の周囲で
⼟砂災害が発⽣しました。⼀⽅で町内の他地区では⼤⾬警報相当の⾬量が観測
されましたが、エリアの⾬量に応じて⻩ランプにとどまったケースもあり、⾃
治会など狭い地区ごとの避難⾏動を考える際の参考になったと伺いました。今
までに10箇所で設置して、現在も稼働しています。

▽ 研究シーズの具体的内容
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▽ 研究の概要

キーワード

《研究の背景・⽬的》
ドローンを利用した気象観測技術が、気象学や大気環境の学術分野で

注目されている。特に鉛直方向の気象観測は、気球を用いた観測が従来
の手法であるが、コスト面や観測の難易度に問題がある。その点、ドロー
ンによる気象観測はコスト面にも優れ、観測を容易に行える利点が大き
い。本研究ではドローンによる霧の鉛直構造の調査を実施し、気象観測
への有用性を示す。

分野⑥環境・化学

プロフィールプロフィール

ドローン技術の気象観測への応⽤ －霧の鉛直構造を調査した例－

岡⼭理科⼤学 ⽣物地球学部 ⽣物地球学科
教授 ⼤橋 唯太、⼤学院⽣ ⻄原 ⼤貴

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等
気象観測による調査を必要とする、気象情報サービス会社や地方自治

体など。霧のドローン調査は、濃霧被害に直面する高速道路や農業用地
などを管理する関係者と協力体制が可能である。

▽ 研究シーズの⽤途

近年急速に科学技術への利用が広がったUAV（ドローン）は、気象観測にも応用する
ことができる。温度や湿度などを測定する機器は小型化や防水性が進んでおり、
ドローンにも十分搭載できる。ドローンは空間３次元、静止や移動も自由に行える
４次元的な機動性の高さを有し、従来の気象観測にはない可能性があり、未知の
気象現象への新知見も得られる期待ができる。

ドローン、気象観測

共同研究先共同研究先
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TEL： ０８６－２５６－９７４５
Email： ohashi@big.ous.ac.jp

従来技術の問題点/課題 等・・・
本技術の特徴 従来技術に対する優位性 等・・・

ドローンの飛行は、航空法による制約が大きい。例えば、飛行高度は地
表から１５０ｍまでとされているが、本研究で実施した霧の観測では山の
斜面を利用して、標高の異なる３地点で観測した気象データを鉛直方向
に接合することで、霧の底部から頂部まで全体を捉える工夫をおこなった。

これによって、霧の鉛直構造や、霧の層が厚く発達する日の大気の特徴
を明らかにすることができた。従来であれば、霧の観測もヘリウム気球を
用いて上空の気象観測をおこなっていたため、莫大なコストととれに伴う
実施回数の制限や、機動性の悪さなど、多くの問題に遭遇していた。この
点でドローンによる気象観測が優位であるが、飛行による騒音や、夜間
飛行などで航空局での事前許可が必要など、諸問題はある。本研究では、
その規制から除外される重量200g未満のトイドローンを夜間の気象観測
に利用している。

研究シーズ導⼊事例・効果 等

本研究では、霧の鉛直観測をおこなっているが、上空の気温や風速の
状態を調査する目的でドローンを用いることが可能である。また、ドローン
に搭載できる小型の空気サンプリング機器があれば、上空の大気汚染濃
度の測定にも利用できそうである。 本研究は１台のドローンで観測をお
こなったが、複数のドローンを用いた観測網などへの拡張や、水平方向に
移動しながら気象観測をおこなう応用性も期待できる。

▽ 研究シーズの具体的内容
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

光反応、オレフィン、脱スルホニル化

《研究の背景・⽬的》
Julia オレフィン化は様々な置換基を損なうことなく⼆重結合を構築できる

ことから天然物や医薬品の合成に利⽤される。有⽤な反応であるが、還元剤
として⽔銀を使⽤することから、その⼤きな環境負荷が問題視されてきた。
我々はこの問題を克服するために、有機光触媒に着⽬した。有機光触媒は可
視光を照射することで、⾦属反応剤に劣らない⾼い酸化⼒や還元⼒を⽰すこ
とから、近年有機合成に幅広く利⽤されている。我々は、⾼い還元⼒を⽰す
パイ拡張ピレン光触媒を独⾃に開発し、これを⽤いて⽔銀還元剤を代替する
環境低負荷なオレフィン合成を⽬指した。

分野⑥環境・化学

プロフィールプロフィール

ピレン光触媒を⽤いた緑⾊LED照射による
ビニルスルホンの脱スルホニル化反応

岡⼭理科⼤学 ⼯学部 バイオ・応⽤化学科
折⽥ 研究室 ○渡部 光、佐藤 拓磨、
隅⽥ 道希、古松 創、奥⽥ 靖浩、折⽥ 明浩

⼤阪府⽴⼤学 福⼭研究室

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等

有機合成化学、光化学

重⾦属の使⽤を回避した⼆重結合の構築法として医薬品や機能性材料の合成
反応へ応⽤可能

▽ 研究シーズの⽤途
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TEL：086-256-9533
Email：orita@dac.ous.ac.jp

従来技術の問題点/課題 等・・・
本技術の特徴 従来技術に対する優位性 等・・・

Juliaオレフィン化は⼆重結合の構築法としてよく知られている。この反応
はスルホンとアルデヒドを出発原料に⽤いて、1) β-アセトキシスルホンの調
製、2) 還元剤に⽔銀を⽤いた還元的脱スルホニル化によってオレフィンを合
成する(Scheme1)。

幅広い基質適⽤範囲を⽰すことから医薬品や天然物の合成に利⽤されてきたが、
⽔銀の使⽤が環境負荷の⾯から問題視されており、重⾦属の使⽤を回避した新
たな合成法の開発が必要とされていた。我々はペリレン光触媒と⻘⾊LEDを組
み合わせることで、ビニルスルホンの還元的脱スルホニル化が進⾏することを
報告した。すなわち我々は「⽔銀」を「光」に置き換えた、 “光Juliaオレフィ
ン化”に成功した。この反応は⽐較的基質範囲が広く様々なオレフィンを合成
できるが、⽣成物とペリレン光触媒との分離がしばしば困難であった。そこで
我々は、パイ拡張ピレンに極性官能基を置換することで、容易に分離精製可能
な光触媒を開発した。

ビニルスルホン、ピレン光触媒、iPr2NEtのMeCN/THF混合溶媒中、緑⾊
LEDを9時間照射したところ、脱スルホニル化が効率的に進⾏し、⽬的のオレ
フィンが89%の収率で得られた(Scheme 2)。また、新たに開発したピレン光
触媒は、期待通り、オレフィンから容易に分離することができた。将来的には
環境低負荷なオレフィン合成法として⼯業的利⽤を⽬指していきたい。

▽ 研究シーズの具体的内容

RO OR

ORRO pyrene cat.

1. High Polarity Unit
      Easily Separable

2. π Expanded Unit
  Green LED

Ph Ph
PhSO2

Ph Ph
H

89%Vinyl Sulfone iPr2NEt,MeCN/THF, 
50C, 9 h
Scheme 2.  Pyrene Photocatalyzed Desulfonylation

RO OR

ORRO pyrene cat.

Ph

PhSO2
+

Ph

O

H
Ph

PhSO2

OAc

Ph
Ph

Ph

-Acetoxy SulfoneSulfone Aldehyde
Olefin

Scheme 1. Julia Olefination

Hg
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

光学材料、分光学、マイクロレンズアレイ

《研究の背景・⽬的》
第２２回発表会の成果報告からの継続研究を続け、マイクロレンズアレイ

(MLA)を通過した光の特性について、発表者の最終⽬標に適しているか等、機
器を⽤いて測定し、検討した。この結果をパネルで紹介する。
発表者の研究の最終⽬標は、可視光領域の光を使った分析化学的⼿法にお

いて、集光効率を上げる試みをしている。蛍光やラマン光などの微弱光を光
ファイバーを⽤いたプローブで集光する場合において、試料の現状を⼤きく
変えることなく測定が可能となるよう検討している。

分野⑥環境・化学

プロフィールプロフィール

微⼩なレンズの分光特性の評価
吉備国際⼤学 外国語学部 外国学科
准教授 髙⽊ 秀明

▽ 連携希望先

微細光学ガラス加⼯もしくは製作

粗い表⾯の分光分析

▽ 研究シーズの⽤途
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TEL： ０８６－２０７－２９１１（内線７２５４）
Email： takagi@kiui.ac.jp

固体表⾯の可視光領域反射光や蛍光、ラマン分析において、表⾯の凹凸によ
り、光が乱反射あるいは散乱することがある。写真撮影では、偏光フィルター
を⽤いて、改善することができるが、分光分析ではできるだけ多くの光を集光
したい⾯もある。
発表者は、絵画など⽂化財を対象試料として、分光分析を⾏っているが、試

料採取をせず、光ファイバーを利⽤して測定を⾏っている。試料採取のほか、
試料表⾯も改変しないようにしているため、⼯業製品の塗膜のように平坦では
なく、さらに光沢のある場合もある。そこで、凹凸のある表⾯にMLAを使っ
て焦点をあわせることができれば、可視光領域における乱反射や散乱の影響を
減らせるのではないかと考えている。
絵画試料の測定を想定し、発光スペクトルの波形がどのように観察されるの

かを疑似的に紙⾯から蛍光が発⽣している状況を再現した。具体的には、ろ紙
の裏側に⻩⾊のLEDを設置し、ろ紙ごしに発光した光をファイバープローブを
通して分光器に導いてスペクトル測定を⾏った。
MLAを通したカメラ観察でも考察したとおり、MLAを通るとマスク部分で

光が反射し、約半分に減光される結果となった（図２）。スペクトルの波形は、
ほとんど変化していないことがわかった。ろ紙の凹凸⾯による拡散光の集光は
されていないため、集光率の向上は改善できず、MLAのマスク部分の寄与を
改善を問題解決する必要がある。

図１ MLAなし 図2 MLA有り
参考⽂献：吉備国際⼤学研究紀要（医療・⾃然科学系）,(30),45-51。

▽ 研究シーズの具体的内容
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

プラスチック、リサイクル、ポリマーブレンド

《研究の背景・⽬的》
ポリエチレン(PE)とポリアミド(PA)を含む積層フィルムが包装⽤に⽤いら

れている。しかし，この積層フィルムの溶融混練では相溶性に乏しいブレン
ド物が得られてしまうために，この積層フィルムのマテリアルリサイクルは
⼗分に検討されていない。そこで，PE/PA多層フィルム回収物のモデルとし
てLLDPE/PA6ブレンドの⼒学特性と相溶化材である無⽔マレイン酸変性ポ
リプロピレン(MPP)の添加による⼒学特性向上効果について検討した。

分野⑥環境・化学

プロフィールプロフィール

プラスチックリサイクルを念頭に置いたポリマーブレンドの特性改善

岡⼭県⼯業技術センター
素材開発部 機能材料科 ⽇笠茂樹

▽ 連携希望先

ゴム・プラスチック関連企業等

① ポリマーブレンドの特性向上
② 回収プラスチックのマテリアルリサイクルの促進

▽ 研究シーズの⽤途

105



本技術の特徴

▽ 研究シーズの具体的内容

TEL ： 086-286-9600 (代)
Email： shigeki_hikasa@pref.okayama.lg.jp

ポリエチレン(PE)とポリアミド(PA)を含む積層フィルムが包装用に用いられている。

しかし，この積層フィルムの溶融混練では相溶性に乏しいブレンド物が得られてし
まう。
ポリアミド6(PA6)が混合されることによって直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)は

弾性率が高くなるものの衝撃強度が低下する。この衝撃強度を改善するために、
無水マレイン酸変成ポリプロピレン(MPP)を3%添加したところ、弾性率がわずかに
低下するものの衝撃強度が飛躍的に向上した。
この衝撃強度向上の理由は、MPPの作用によるPA6分散粒子の微細化であった。
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MPP添添加加(3%)にによよるる
PA6粒粒子子のの微微細細化化
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

セルロースナノファイバー, CNF, ⾼分⼦複合材料

主に⽊質パルプを原料として製造されるセルロースナノファイバー
（CNF）は次世代の低環境負荷材料として注⽬を集めている。当センターで
はCNFをゴムに添加して均⼀分散・複合化し、⾼性能化する技術開発につい
て取り組んでいる。⾼分散や⾼補強を達成するためにはCNFの化学修飾が有
⽤であるが、煩雑なプロセスが課題となっている。今回⽔分散CNFを原料と
して、簡略化したプロセスで化学変性CNFの乾燥粉末を得る技術を開発した。
プロセス数を削減したことでコストダウンにつながることが期待される。

分野⑥環境・化学

プロフィールプロフィール

セルロースナノファイバーの簡易的化学修飾

岡⼭県⼯業技術センター 素材開発部
⾼分⼦材料科 幕⽥悟史

▽ 連携希望先

ゴム・プラスチック関連企業等

各種ゴム製品の補強
各種ゴム製品の軽量化
その他の⾼分⼦材料・CNF複合材料

▽ 研究シーズの⽤途
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TEL：086-286-9600 (代表)
Email：satoshi_makuta@pref.okayama.lg.jp

従来技術の課題

CNFはプラスチックやゴムへの分散性や接着性がよくないため、それらを改
善させるためにしばしば化学修飾が⾏われる。⼀般的な化学修飾プロセスは、
溶媒置換、化学反応、分離・精製、乾燥、粉砕と多くのプロセスを含む。

本技術の特徴

本技術では、⽔中でCNFと反応する薬剤を選択する
ことにより、有機溶媒との置換プロセスを省略した。
また、化学反応と乾燥 (⽔分除去) を⼀回の加熱処理
で同時に⾏うことで、さらなる省プロセスを達成した。
未変性のCNFを加熱乾燥すると繊維は凝集して塊状に
なってしまうが (右図A)、本⼿法のCNF粉末は化学修
飾により凝集⼒が低下し、加熱乾燥しているにも関わ
らず繊維の形状が観察される (右図B)。しかしながら、
コストが⾼いが凝集を抑えられる凍結乾燥法と⽐較す
るとまだ凝集が多く、さらなる改善の余地がある。

ゴム/CNF複合材への応⽤例

作製した変性CNFの粉末をEPDMゴムに
添加した例を右図に⽰す。CNF未添加のも
のや化学変成をしないで熱乾燥したCNFを
添加したものに⽐べて⾼い応⼒を⽰した。
特に⾼ひずみ領域においても応⼒が上昇し
ており、化学修飾によってゴムとCNFの接
着が改善されていることが⽰唆される。

▽ 研究シーズの具体的内容

(A)

(B)

108



▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

《研究の背景・⽬的》

ＣＮＦ塗布することでテキスタイルへの
濃⾊・鮮明印刷が可能

湿摩擦によりＣＮＦと印刷が容易に剥離
湿摩擦堅牢度向上技術の確⽴必須

ＣＮＦ塗布無し ＣＮＦ塗布有り

分野⑥環境・化学

プロフィールプロフィール

ＣＮＦ塗布によるテキスタイルインクジェット印刷技術の⾼付加価値化

▽ 連携希望先

・テキスタイルおよびジーンズへ印刷を希望する企業や⼤学

・スマートテキスタイルに関⼼を有する企業や⼤学 他

・テキスタイルやジーンズへの鮮明・⾼染⾊堅牢度印刷
・導電インクを使⽤したスマートテキスタイルへの展開
・機能性薬剤の表⾯塗布加⼯技術 他

▽ 研究シーズの⽤途

岡⼭県⼯業技術センター
応⽤技術部 ⾷品・繊維科 國藤勝⼠

ニッセンファクトリー株式会社
代表取締役 難波 眞

セルロースナノファイバー・インクジェット印刷・テキスタイル
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TEL：086-286-9600
Email：katsushi_kunitou＠pref.okayama.lg.jp

従来技術の問題点/課題
本技術の特徴 従来技術に対する優位性

添加樹脂を検討し、⽔系ウレタン
樹脂が最適であることを確認

・添加樹脂量の最適化
・樹脂配合ＣＮＦ塗布量の最適化
・塗布後固着処理の最適化

湿摩擦堅牢度向上ＣＮＦ塗布技術確⽴

ＣＮＦ塗布することで濃⾊・鮮明
印刷となったが、湿摩擦によって 剥離量が⼤幅に抑制される
容易に剥離 ことを確認

研究シーズ導⼊事例・効果

共同開発企業にて本技術が実⽣産において適⽤可能であることを確認した。

実機を使⽤した印刷 (湿摩擦後)

処理無し

開発技術

▽ 研究シーズの具体的内容

印刷後 湿摩擦後

ＣＮＦ塗布無し

印刷後 湿摩擦後

ＣＮＦのみ塗布

印刷後 湿摩擦後

開発した塗布技術
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

循環型社会形成推進モデル事業 植物由来⾮晶シリカ

《研究の背景・⽬的》

稲作で毎年⼤量排出される籾殻（の燻炭）は、従来、籾殻回収事業者に
よって製鉄保温材として再利⽤されているが、製鉄市場の縮⼩とコロナの影
響により現在、新規回収が困難となっている。

この籾殻（の燻炭）に含有されるシリカに注⽬し、電⼦イオンによる活性
酸素反応分解メカニズムで籾殻（の燻炭）から植物性の⾼純度⾮晶シリカを
低コストで安全にかつ効率的に抽出する装置の開発とシリカの活⽤を⾏う。

分野⑥環境・化学

プロフィールプロフィール

電⼦イオン分解による籾殻から⾼純度⾮晶シリカの抽出

ELYSIUM SCIENCE（株）⽴命館ラボ
KAWANO PHARMA 川野製薬（株）

▽ 連携希望先

もともと籾殻を炭にして⽥畑に撒くことで肥料としての効果もありますが、
⾼純度の⾮晶シリカを抽出し⼯業製品（タイヤ、塗料、コンクリート、鉄製
品）に混和することで、製品の強度、耐久性、難燃化、遮熱、撥⽔性、塩害
対策、有機物分解、環境改善などの効果が期待できます。

その効果を体感、体験して下さる⼤学様、企業様⼀度お問い合わせ下さい。

▽ 研究シーズの⽤途

㈱ジェネスラボ
代表取締役 岩藤 修一

循環型社会形成モデル事業による開発装置の活⽤
籾殻（の燻炭）を分解処理を⾏い、環境保全資材へ再利⽤

開発装置から⽣成されたシリカの応⽤
植物由来の⾼純度⾮晶シリカをパウダー、リキッドやソイルにして応⽤
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電⼦イオン分解メカニズム

マイクロエレメントモニタによる分析結果

▽ 研究シーズの具体的内容

https://www.genes-lab.jp お問い合わせ

Email： info@genes-lab.jp QRコード
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

《研究の背景・⽬的》
多くの性質を併せ持つシリコーンは様々な⽤途に使⽤されていますが、近年
では特に、電気・電⼦材料や⾃動⾞関連部品への需要が⾼まっています。し
かし、シリコーンに含まれている低分⼦環状シロキサンが原因となり、接点
障害が起こるトラブルが増加しています。
⼀般的には、低分⼦環状シロキサンを除去するために、成形したシリコーン
ゴムを200℃程度で熱処理する、「⼆次加硫」と⾔う⼯程を⾏っています。⼆
次加硫が不要となれば、メーカーの⽣産性の向上、省エネルギーへの貢献が
出来ると考え、弊社の蒸留技術を⽣かし、低分⼦環状シロキサン含有量の少
ないシリコーンを精製することを⽬的としています。

分野⑥環境・化学

プロフィールプロフィール

⼆次加硫不要シリコーンの精製

中国精油株式会社 ⽔島⼯場

▽ 連携希望先
業種、希望する技術・知⾒ 等

▽ 研究シーズの⽤途

・・電電気気自自動動車車向向けけECU等等のの電電気気・・電電子子部部品品

低低分分子子環環状状シシロロキキササンン、、シシリリココーーンン、、薄薄膜膜蒸蒸留留

京都⼯芸繊維⼤学 松川教授
倉敷芸術科学⼤学 仲教授

シリコーンゴム成形企業
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TEL： 086-526-1106
Email： monzen@chusei-oil.co.jp

・接点障害
低分⼦環状シロキサンは分⼦量の⼤きさの割に沸点が低く蒸気圧が⾼いため、

気化しやすい。リレー等の接点周辺に低分⼦シロキサンが存在していると開閉
時のアークにより酸化分解され⼆酸化ケイ素になり、表⾯上に堆積、接点障害
に⾄る。また、製品の⼩型化も接点障害の⼀因になっていると考えられる。
・接点障害を防ぐために
≪従来の⽅法≫
・溶剤洗浄法 ・⼆次加硫

▽ 研究シーズの具体的内容

⼀
時
加
硫

成
形

⼆
次
加
硫

シリコ-ン
ゴム完成

問題点
シリコーン回収率の低下
⼤量の廃溶剤の処理

200 ℃200℃〜220℃
2〜4時間

問題点
ゴムの厚みにより⻑時間必要
深部までの除去は困難
熱によりひずみ発⽣→不良品

5回以上
繰り返す

シリコーンオイル 環状シロキサン

原料

真
空
化
で
加
熱

≪弊社の精製⽅法≫
・薄膜蒸留

≪蒸留実績≫
ジメチルシリコーン(10,000cSt)を蒸留
蒸留前181ppm ➡蒸留後 検出下限値以下

35 55＞＞
17 55＞＞
7 55＞＞
7 55＞＞
11 55＞＞
11 55＞＞
10 55＞＞
13 55＞＞
14 55＞＞
15 55＞＞
42 55＞＞

118811 --

蒸留前 蒸蒸留留後後

D合計

低
分
子
環
状
シ
ロ
キ
サ
ン

(ppm)

D8
D9
D10
D11
D12

D13

D3
D4
D5
D6
D7

蒸留精製により、低分⼦環状
シロキサンの低減に成功！

*検出
下限値
5 ppm特徴

膜形成による効率のよい蒸留
圧⼒損失が無く、⾼真空を実現
ロスが少ない→⾼回収率

その他、様々な構造のシリコーンオイルを製品化に向けて現在検討中

114



▽ 研究の概要

キーワード 持続可能資源、天然素材、チキソ性、樹脂強化

持続可能資源である⽊材をナノファイバー化することで今までにない特性が
⽣まれる。
⽊材資源を、⾼付加価値化することで持続可能な循環型社会形成の⼀端を担
う。

分野⑥環境・化学

プロフィールプロフィール

⽊から製造したセルロースナノファイバーの開発

モリマシナリー株式会社
セルロース開発室 ⼭本顕弘

▽ 連携希望先

1. 塗料等の粘度特性を改善したい⽅
2. 樹脂、ゴム等の強度特性を改善したい⽅

1. セルロースナノファイバーの粘度特性を利⽤した増粘剤
2. セルロースナノファイバーの⾼強度を利⽤した樹脂添加剤

▽ 研究シーズの⽤途

共同研究先共同研究先
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TEL：0868-74-3110
Email：a.yamamoto@mori-machinery.co.jp

1. セルロースナノファイバーは⼒を加えると粘度が急速に下がるチキソトロ
ピーという特性をもっている。これはセルロースナノファイバーが液体に
溶解しているのではなく繊維として分散していることで発現する特性で、
従来の化学由来のチキソ剤のものに対して効果が⾼く、天然素材なので⾃
然にやさしい。チキソトロピーは塗料に求められる性質の⼀つで、有機溶
媒系から⽔系へ転換している塗料では天然素材が求められることが多い。

2. セルロースナノファイバーが強靭な繊維であることを利⽤して樹脂やゴム
に混錬することで⾊々な特性が発現する。現在、ガラス繊維の代替として
研究されることが多いが、物性値だけでは価格でガラス繊維に敵わないた
めガラス繊維の弱点であるリサイクル性や⾃然への悪影響を考えた際の優
位性や、ナノファイバーなのでガラス繊維では強化できない細かな樹脂製
品に適⽤可能で今まで強化できなかった部材への展開が可能である

セルロースナノファイバーの粘度特性から塗料への添加剤として採⽤されるこ
とが多い。セルロースナノファイバーの強⼒なチキソ性を利⽤して少量添加で
塗りやすく垂れない塗料や、セルロースナノファイバーが溶液中に分散してい
ることを利⽤した顔料等の沈降防⽌として活⽤されている。

▽ 研究シーズの具体的内容
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▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

環境⼈間学、経路空間、⾝体性、感性、運動感覚、触覚、健康

《研究の背景・⽬的》
昨今の建築空間、とくに執務空間においては⽣産性、効率性重視に変わっ

て「創造性・ウェルネス」向上が求められ、⾝体運動や五感などʻ⾝体的感性ʼ
と呼べるものを誘発する建築的⼯夫が必要であるとされている。
そこで、空間利⽤において⾝体運動の最⼩化を求められてきた現代の⼀般

建築と⽐較して、それが顕著にみられる茶道宗家の露地に着⽬した。
待合から茶室までの露地の「経路」においてʻ⾝体的感性ʼにかかわる「五

感」と「⾝体運動」のあり⽅の考察から「創造性･ウェルネス」向上のための
ヒントが⾒出せるのではないかと考えた。

分野⑦ デザイン・ＭＯＴ・知的財産 等

プロフィールプロフィール

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等
内部・外部の床材料メーカー：露地の経路空間における知覚刺激のなかで

＜触覚＞、とくに素材変化にともなう⾜裏の感覚変化が豊かにみられた。
床仕上げ材、外構の舗路の仕上げ材などの＜触感＞を視野においた製品の⽣
産、研究に治験、興味を持たれている⽅

様々な「環境」とのʻかかわりʼにおける「⼈間」の「⼼⾝にとって快適」な建
築「環境-⼈間-建築」の空間構成⼿法をもとめる⼀連の研究のなかで、「創造
性・ウェルネス」向上を観点に経路での⾝体的感性の誘発⽅法を探求した。

▽ 研究シーズの⽤途

「環境-⼈間-建築」：経路空間における⾝体的感性の誘発

岡⼭理科⼤学 ⼯学部 建築学科
建築設計・建築空間論 増⽥ 俊哉研究室

117



TEL： 086-256-9826 
Email： masuda@archi.ous.ac.jp

従来技術の問題点/課題
本技術の特徴 従来技術に対する優位性

本来、触感と素材ともに多様で豊かであった伝統的な露地の経路空間にくら
べて、近現代の建築の経路では⼈間の知覚の快適性と⼯業製品としての⽣産性
の追求が＜負荷のない触感＞に転じてきたように思える。

研究シーズ導⼊事例・効果 等

▽ 研究シーズの具体的内容

茶室の露地では蛇⾏する⾶び⽯を
選びながら慎重に歩み（触覚）、つ
くばいで腰をかがめて（運動感
覚） 、⼿⽔を使う（冷温覚）。そ
して、⾶び⽯で踏⽯に⾄り、狭いに
じり⼝から⾝体をかがめて茶室へと
畳をにじり⼊る（触覚・運動感覚）。

こういった⼀連の⾝体運動と知覚、
とくに素材変化に伴い⾜裏の触覚も
様々に変化する。

材質感の変化に考慮して触覚を中
⼼とした五感の活性や、適度な⾝体
運動を増加させることで「創造性・
ウェルネス」向上空間の構築に寄与
できるであろうと考えている。

その際、既往の仕上げ製品に＜触
感＞のバリエーションが乏しい。

Fig. 1：「裏千家今⽇庵」の露地図⾯（※注）

⼤徳寺⾼桐院：
茶室への経路の⾶び⽯・延段

慈光院：
⽞関への霰こぼし

⼤阪市内の「プール学院中学校・⾼
等学校」では⽔盤を歩むために⾶び
⽯を配して⽣徒の⽇常における運動
⾏為とともに継時的な知覚の誘発を
ねらった。

（※注）図⾯：『裏千家今⽇庵』淡交社1977
露地部分の配置平⾯図に基づき筆者作成

「プール学院中学校・⾼等学校」写真：©TAKENAKA CORPORATION
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岡⼭⼤学

▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

RPA UiPath Excel パワーピポット パワークエリ

《研究の背景・⽬的》

RPAとはRobotic Process Automationの頭⽂字をとったもので、定型的なパ
ソコン作業についてソフトウエアによって⾃動化を図るという概念です。
⽇本の総⼈⼝は2000年以降減少傾向が続いていることがわかっており労働⼒
の低下を補うためにRPAの活⽤が期待されています。
またExcelのパワーピポットやパワークエリの機能と組み合わせることにより
安価かつ効率的に反復業務の⾃動化を進めることができ、働き⽅改⾰を進め
る企業に期待されている技術です。

分野⑦ デザイン・ＭＯＴ・知的財産 等

プロフィールプロフィール

RPA（UiPath)とExcelを組み合わせた業務効率化提案

レイプロ株式会社
代表取締役 難波 哲之

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等

中⼩企業向けWEB開発やシステム開発を⾏っている企業
RPAの導⼊⽀援を⾏っている企業

・企業の⼈員不⾜と働き⽅改⾰

▽ 研究シーズの⽤途

岡⼭⼤学
⼯学部情報系学科 乃村准教授
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TEL：090-7543-4755
Email：t.namba@raypro.co.jp

従来技術の問題点/課題 等・・・
本技術の特徴 従来技術に対する優位性 等・・・

多くのRPAソフトは⽉額制で技術習得に多くの時間がかかっていました。
UiPathは個⼈および⼩規模組織は無償で利⽤することができる為導⼊の
ハードルが低く、多くのアプリケーションに対応し習得にかかる時間は
⽐較的少なくて済みます。

弊社では予算の無い中⼩企業に対して安価で導⼊しやすいサービスの開発を
進めています。

研究シーズ導⼊事例・効果 等

印刷業A社：売上集計 仕⼊集計 ⽉次集計に約２⽇かかっていたが１時間で
集計可能になった。

製造業B社：今まで出来ていなかったリアルタイムでの売上 仕⼊ 受注 ⾒
積り等のデータが集計可能になった。

運送業C社：運⾏記録から移動距離をWEB上から⾃動取得出来るようになっ
た。

製造業D社：出荷データを運送会社の送り状データへ変換し送り状発⾏システ
ムへ⾃動⼊⼒できるようになった。

▽ 研究シーズの具体的内容

120



▽ 研究の概要

キーワード

共同研究先共同研究先

《研究の背景・⽬的》

当社は、⻑年岡⼭県⽴⼤学デザイン学部様と産学共同研究を実施している。
デザインを導⼊することで、利便性の⾼い、よりユーザーフレンドリーな製
品を開発したい思いから取り組みを開始した。

デザインを導⼊することで、製品から⾒える企業像を明確にし、⾃社ブラ
ンド構築・他社との差別化・競争⼒強化を⽬的としている。

分野⑦ デザイン・ＭＯＴ・知的財産 等

プロフィールプロフィール

デザイン導⼊によるプロダクト開発
株式会社英⽥エンジニアリング
経営企画部 ⼩野 ⼒
知的財産管理課 ⽯原 靖之

▽ 連携希望先

業種、希望する技術・知⾒ 等

デザインの導⼊をお考えの企業様に対して、コラボレーション（共同研究
開発）したい。また、デザイン性の⾼い当社コインパーキング機器を必要と
される組織・企業様へ提案したい。

▽ 研究シーズの⽤途

プロダクトデザイン・デザイン思考

駐⾞場を始めとする多種多様な製品にデザインを導⼊している実績が
ある。デザインを考慮した当社製品とコラボレーション（共同研究開発）
可能な組織・企業様を希望する。
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TEL：0868-74-3637
Email：ono-t@parkn.net

従来のコインパーキング機器は、駐⾞時に段差を乗り越える必要があり、こ
れが駐⾞場内の事故の要因になっていた。また、駐⾞スペース側⾯に駆動部が
出ている為、タイヤやホイールを傷つける可能性があり、⼼理的に駐⾞が難し
いと感じる要因になっていた。加えて、⾞からの乗降時や歩⾏者のつまずきの
原因にもなっていた。
そこで、段差のない新型ユニット「ゼロフラップ」を開発した。通常時は地

⾯と同⼀⾯になる為、駐⾞し易さの向上と同時に利⽤者の安全性が向上した。

また、ゼロフラップの改良及び利便性の⾼いコインパーキングのガイドライ
ン作成を⽬標とし、岡⼭⼤学様と⼈間⼯学に基づいた共同研究を⾏った。ゼロ
フラップ改良についてアイトラッキング試験を実施し、製品改良を実施した。
更に、看板の視認性、照明の均⻫度、⾞室サイズやラインまでのコインパーキ
ングを構成する要素に対し⾏動分析実験を実施し、安⼼・安全で便利なコイン
パーキングの設計・施⼯のためのガイドラインを作成した。(下図）

グッドデザイン賞を受賞している「P-ETA」システムは、利⽤データ等の解
析による駐⾞室設計等により、駐⾞場利⽤者の駐⾞し易さを追求し安⼼・安全
な駐⾞場を実現したシステムである。今後は上記実験結果とP-ETAを掛け合わ
せ、よりユーザーに優しいコインパーキングを⽬指す。
現在、岡⼭⼤学様との共同研究で精算機のユーザビリティに関する実験を実

施している。精算機のUIから筐体デザインまで再考し、より使い勝⼿の良い
精算機を⽬指す。

▽ 研究シーズの具体的内容

従来コインパーキング機器 ゼロフラップ

下降時に視認性を
抑えた新型器

遠くから⾒やすい
料⾦案内看板

均⻫度の⾼い
明るい空間

精算機上に
レイアウト表⽰
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連携支援機関のご案内

研究推進機構　産学連携・知的財産本部（担当：栢菅、小野、渡邊）
〒700-8530　岡山市北区津島中1-1-1
TEL　086-251-8465
E-mail　r-kenkyu@cc.okayama-u.ac.jp

岡山大学

地域創造戦略センター（担当：武田、渡辺）
〒719-1197　総社市窪木111
TEL　0866-94-2205
E-mail　rcr-sec@ad.oka-pu.ac.jp

岡山県立大学

研究・社会連携室（担当：中村、桑本、西田）
〒700-0005　岡山市北区理大町1-1
TEL　086-256-9730
E-mail　renkei@office.ous.ac.jp

岡山理科大学

庶務部　庶務課（担当：黒田）
〒716-8508　高梁市伊賀町8
TEL　0866-22-7404
E-mail　kiu-syomu@office.jei.ac.jp

吉備国際大学

産学官地域連携センター（担当：永山）
〒703-8516　岡山市中区西川原1-6-1
TEL　086-271-8465
E-mail　rcc@shujitsu.ac.jp

就実大学

産学連携知的財産管理室（担当：本地）
〒701-0192　倉敷市松島577
TEL　086-462-1111（内線26030、26049）
E-mail　s-renkei@med.kawasaki-m.ac.jp

川崎医科大学

事務部　庶務課（担当：浅野、大植）
〒701-0193　倉敷市松島288
TEL　086-464-1010
E-mail　kenkyu@mw.kawasaki-m.ac.jp

川崎医療福祉大学

援助計画課
〒710-0251　倉敷市玉島長尾1242-1
TEL　086-526-3102
E-mail　chugoku-college03@jeed.or.jp

中国職業能力開発大学校

学術・社会連携推進事務室（担当：三嶋）
〒708-8509　津山市沼624-1
TEL　0868-24-8217
E-mail　rennkei@tsuyama-ct.ac.jp

津山工業高等専門学校

素材開発部（担当：川端）
〒701-1296　岡山市北区芳賀5301
TEL　086-286-9600
E-mail　kougi-info@pref.okayama.lg.jp

岡山県工業技術センター

（担当：佐藤、堀）
〒701-1296　岡山市北区芳賀5303
TEL　086-286-9116
E-mail　info@oric.ne.jp

岡山リサーチパーク
インキュベーションセンター（ORIC）

機関名 担当・所在地・電話・Ｅメールアドレス

検索リサーチパーク　研究展示

ものづくり支援部
研究開発支援課
（担当：山本・松島）

〒701-1221 岡山市北区芳賀5301 テクノサポート岡山
Tel  086-286-9651　Fax  086-286-9676
E-mail  kaihatsu@optic.or.jp

事務局
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第25回

岡山リサーチパーク
研究・展示発表会
シーズ集

県内選りすぐりのシーズ ここに集結！

岡山県、公益財団法人 岡山県産業振興財団主催

国立大学法人岡山大学、岡山県立大学、岡山理科大学、就実大学・就実短期大学、
学校法人順正学園吉備国際大学、川崎医科大学、川崎医療福祉大学、津山工業高等専門学校、
中国職業能力開発大学校、岡山リサーチパークインキュベーションセンター（ORIC）

後援

独立行政法人中小企業基盤整備機構中国本部協力

岡山県委託事業

7分野 61テーマ
❶ 精密加工・機械 ❷ 新素材・新材料

❸ コネクテッド・エレクトロニクス

❹ 健康・医用・福祉 ❺ バイオ・食品

❼ デザイン・知的財産 等❻ 環境・化学

検索リサーチパーク　研究展示

ものづくり支援部
研究開発支援課
（担当：山本・松島）

〒701-1221 岡山市北区芳賀5301 テクノサポート岡山
Tel  086-286-9651　Fax  086-286-9676
E-mail  kaihatsu@optic.or.jp

事務局
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