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石炭灰の改質技術とその利用技術に関する研究

フライアッシュセメントを使用して焼却灰を造粒した場合、普通ポルトランド［要 約］

セメントを使用した造粒物に比較して重金属類の溶出量が抑えられることがわか

った。

石炭灰 フライアッシュセメント［キーワード］

沖縄県工業技術センター 開発研究部［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

平成 年度に沖縄産学官「石炭灰の改質技術及びフライアッシュセメントの製造技術の15

開発」を実施した。しかし単年度プロジェクトのため研究期間が短く、詳細な改質条件、

フライアッシュセメントの特性把握まで詰めることが出来なかった。このため経常研究と

してフライアッシュセメントの特性把握と用途拡大を目的に研究を行った。

［成果の内容・特徴］

フライアッシュセメントの特性を生かした製品開発を検討するため、焼却灰にセメント

と特殊硬化剤を加え、図１に示す方法により造粒試験を行った。そして配合量の違いによ

り造粒物からの重金属類の溶出量がどう変化するか検討した。

その結果フライアッシュセメントを使用した造粒物は普通ポルトランドセメントを使用

した造粒物に比較して六価クロムなどの重金属類の溶出量が少なくなった。

今回フライアッシュセメントの特性の一端が明らかになり、フライアッシュセメントの

用途拡大が期待される。

［成果の活用面・留意点］

フライアッシュセメントだけでは造粒物からの重金属類の溶出を土壌環境基準以下に抑え

ることはできないため、造粒主原料により、無機系特殊硬化剤、固化補助剤の配合量を検討

する必要がある。

［残された問題点］

沖縄県においてはフライアッシュセメントの価格が高いためコスト削減が課題となる。

工業・工芸分野
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工業・工芸分野

［具体的データ］

図１ 造粒物の製造方法

Ｐ１配合：焼却灰＋無機系特殊硬化剤(1%)＋普通ポルトランドセメント10%

Ｆ１配合：焼却灰＋無機系特殊硬化剤(1%)＋フライアッシュセメント10%

六価クロム溶出量比較

Ｐ＞Ｆ

Ｐ２配合：焼却灰＋無機系特殊硬化剤(1%)＋固化補助剤(15%)＋普通ポルトランドセメント5%

Ｆ２配合：焼却灰＋無機系特殊硬化剤(1%) ＋フライアッシュセメント5%＋固化補助剤(15%)

六価クロム溶出量比較

検出限界以下（その他の重金属類も土壌環境基準以下）

［研究情報］

研究課題名：石炭灰の改質技術とその利用技術に関する研究

2004 004課題ＩＤ： 技

予算区分： 県単

研究期間： 平成１６年度

研究担当者：花城可英

発表論文等：無し

特許取得予定の有無：無し
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溶融池磁気制御アーク溶接法の高度化に関する研究

アーク溶接に代表される溶融溶接は施工の利便性等から最も多用されている溶接法で［要 約］

あるが、横・上・立向の難姿勢溶接時には重力で溶融金属が垂下り、各種溶接欠陥が発

生しやすく、施工能率が大幅に低下する問題がある。これに対し、溶融池内の電流分布

または外部磁場分布を非対称化し溶融池内に上向電磁力を発生させる「溶融池磁気制御

アーク溶接法」は溶融金属の流れとビード形状を制御する新しい溶接法である。当該方

法は同軸コイルを用いた横向姿勢溶接において既に実用化されており、他姿勢への適用

拡大ニーズも大きい。

本研究は当該方法の適用姿勢および材質の拡大を図ることをねらいとし、 トーチTIG

取り付け機構の設計・改良や上向・立向溶接など難姿勢における適正な磁気制御溶接条

件を予測した。 およびオシレータを付与した溶接装置を用い、非磁性体であるスAVC

テンレス鋼および強磁性体である炭素鋼の難姿勢溶接実験を行った結果、各姿勢におい

てビード形状の改善に効果があることがわかった。

アーク溶接、溶融池、電磁力、磁場、難姿勢溶接［キーワード］

沖縄県工業技術センター 開発研究部［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

実際の現場における溶接施工は単純な下向溶接に限らず、横向や立向さらには上向など溶接対

。 。象に応じた溶接姿勢で施工しなければならない その際に問題となるのが重力による影響である

溶融金属の垂れ下がりを緩和・解消するために考案された溶融池磁気制御アーク溶接法の溶接姿

勢および材質の拡大を図ることをねらいとして研究を行った。

［成果の内容・特徴］

溶融池磁気制御アーク溶接装置の トーチ取り付け機構の設計および改良や、上向・立向溶TIG

接などの難姿勢における適正な磁気制御アーク溶接条件を予測し実験を重ねた。 およびオシAVC

レータを付与した溶接装置を用い、非磁性体であるステンレス鋼および強磁性体である炭素鋼の

難姿勢溶接実験を行った結果、各姿勢においてビード形状の改善に効果が認められた。

［成果の活用面・留意点］

アーク電流やワイヤ加熱電流、溶融池内に発生させる電磁力の強さ・分布・方向など種々の溶

接条件によって溶融金属の挙動やビードの形状を制御できることがわかった。このことから、溶

接材料や溶接姿勢に応じた溶接装置の小型化や軽量化できる可能性があることが示唆される。

［残された問題点］

１．交流磁場によるビード形状改善効果および組織微細化効果

２．溶融池に作用させる磁場の解析。

工業・工芸分野
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［具体的データ］

図１ 装置外観

図２ コイル電流の違いによるビート形状の変化

電磁力の強さ（ を大きくする）によりビード形状が改善される。Ic

［研究情報］

研究課題名：溶融池磁気制御アーク溶接法の高度化に関する研究

2004 057課題ＩＤ： 技

予算区分：受託研究

研究期間：平成 年度～平成 年度16 17

研究担当者：羽地龍志、松本幸礼

発表論文等：溶融池磁気制御アーク溶接法の適用拡大に関する研究 －上向、下向姿勢での裏波

（ ）溶接の磁気制御－ 社団法人溶接学会平成 年度秋季全国大会：福井県17 H17.9

特許取得予定の有無：委託元の沖縄高専・真鍋教授にて取得予定あり
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機械金属製造業の技術実態調査

県内機械金属製造業の技術水準をはじめ、企業単独では解決困難な技術的課題とその［要 約］

要因などを的確かつきめ細かに把握し、欠落技術の補強などの技術支援策に繋げること

を目的に調査を行った。調査は企業担当者からのヒアリングと生産現場視察を通して技

術的課題を抽出する定性的手法のほか、各種情報源（関連団体発行の企業リストや企業

ホームページなど）から主要製品、保有機器などの情報を収集する手法によって実施し

た。

その結果、未成熟な技術分野として、 加工機を効率的に活用するために必要なNC

に関する技術や、金属の熱処理技術などが明らかとなり、溶融亜鉛メッキCAD/CAM/CAE

以外の表面処理技術が欠落技術であることなどがわかった。

機械金属製造業、技術水準、欠落技術［キーワード］

沖縄県工業技術センター 開発研究部［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

、 。機械金属に関する製造技術は 食品産業をはじめとする全ての産業に共通する基盤技術である

しかしながら、県内機械金属製造業は県外の業界と比較すると技術集積が低いため他産業との繋

がりは弱く、簡易な装置開発に関しても県外に発注する状況も少なくない。

本テーマでは実態調査を通して、県内機械金属製造業が保有する技術水準や、抱えている技術

的課題、新製品開発の障害となっている課題及び他産業の機械金属製造業に対するニーズなどを

的確且つきめ細かに把握し、問題解決のための有効な技術支援策を検討する。

［成果の内容・特徴］

実態調査は資料などによる情報収集と調査員が直接ものづくりの現場へ赴いて実施するヒアリ

ング調査を実施した。情報収集は、各種情報誌や各企業ホームページおよび製品パンフレットな

どの資料を収集し、企業情報データベースに情報を入力（機械金属製造業 社）した。主要製318

品や保有機器リストなどの情報を基に技術水準などを推察した。ヒアリング調査は、製造業の技

術水準や保有機器、企業が抱えている技術的問題・課題をできるだけ詳細に把握するために複数

人数で実施（延べ 社）した。その結果、機械金属製造業における未成熟技術と欠落技術が明137

らかとなった。

［成果の活用面・留意点］

調査結果より明らかとなった未成熟技術と欠落技術に対して具体的な支援策を設定することが

必要である。また、機械金属製造業と他業種を結びつけるコーディネート的な支援策の設定が必

要である。

［残された問題点］

継続的な追跡調査

工業・工芸分野
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工業・工芸分野

［具体的データ］

表１ 調査業種と製造品目

Ⅰ類：素形材料を供給する業種

：溶接、機械加工により製品を製造する業種Ⅱ類

：主に薄板加工を行い製品を製造する業種Ⅲ類

：主に線材を扱う業種Ⅳ類

：アルミサッシの 次加工に関連する業種Ⅴ類 2

：表面処理に関連する業種Ⅵ類

Ⅶ類 調査対象業種：樹脂成形品に関する業種

表２ 対象業種別の調査回数

表３ 機械金属系調査対象業種

１．未成熟技術（定着しているが、保有企業数が極端に少ないなど）

に関する技術（ＮＣ加工機を効率的に活用するための技術）CAD/CAM/CAE

２．欠落技術（定着していない技術）

メッキや熱処理などの表面処理技術（溶融亜鉛メッキ以外の表面処理技術）

［研究情報］

研究課題名：機械金属製造業の技術実態調査

2005 004課題ＩＤ： 技

予算区分：県単

研究期間：平成 年度17

研究担当者：羽地龍志、泉川達哉、松本幸礼、安里昌樹、山内章広、當間進一

発表論文等：なし

特許取得予定の有無：なし
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久米島窯業原料の基礎性状

新規窯原料の利用技術に関する研究として久米島窯業原料の基礎性状について［要 約］

検討した。久米島宇江城岳層の安山岩が塊状に風化し、褐色の母体に白色粒子が

混在している塊状試料を採取し、その鉱物組成、化学組成、耐火度などを測定し

た。そして久米島窯業原料は を多く含むにもかかわらず、比較的耐火度がFe O2 3

高いという他の窯業原料にない特徴を持つ原料であるこを明らかにした。

陶磁器 窯業原料 鉱物組成 耐火度 久米島［キーワード］

沖縄県工業技術センター 開発研究部［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

特産品として久米島産窯業原料を利用した陶磁器を開発し、同島の活性化に資するこ

とを目的とし、久米島町が平成 年度から一島一物語事業として実施している「南宋ロ17

マン久米島紫金鉱活用事業」に基礎資料を提供するため久米島窯業原料の基礎性状につい

て検討した

［成果の内容・特徴］

)今回採取した試料の化学組成は表１に示すように が ％前後と高く、また は1 Al O 30 Fe O2 3 2 3

10 Fe O SK27％を超える試料がほとんどであった また が高いにもかかわらず 耐火度は。 、2 3

(融点 ℃)以上を示している。1,610

)図１に示すように試料にはカオリン粘土鉱物のほかヘマタイトが確認された。また図２に2

示すように試料によってはマグネタイト、α 石英、クリストバライトと思われるピーク-

が見られた。

久米島原料は鉄分が高いにもかかわらず耐火度が比較的高いというこれまでにない特徴を

持つ窯業原料であることが明らかとなった。

［成果の活用面・留意点］

焼成試験を行っていないため、その特徴を生かした利用法については今後検討していく必

要があると考える。

［残された問題点］

１．焼成性状

２．製品化

工業・工芸分野
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工業・工芸分野

［具体的データ］

表１ 試料の化学組成と耐火度

図１ №１(下阿嘉)の 線回折図X

図２ №４(山里土地改良区)の 線回折図X

［研究情報］

研究課題名：新規陶磁器原料の利用技術に関する研究

2005 006課題ＩＤ： 技

予算区分：県単

研究期間：平成１７年度

研究担当者：花城可英、中村英二郎、赤嶺公一、与座範弘

発表論文等：なし

特許取得予定の有無：無

（％）

試料番号 採取場所 Al2O3 SiO2 Fe2O3 MnO TiO2 CaO MgO Na2O K2O 強熱減量 耐火度

№１ 下阿嘉 34.32 38.00 12.56 0.03 1.47 0.03 0.39 0.50 0.06 14.25 SK28+

№１B 下阿嘉(№１と別の層) 34.70 37.35 12.79 0.05 1.48 0.03 0.42 0.54 0.14 14.06 SK28

№２ 中村渠 33.26 38.63 13.11 0.05 1.86 0.10 0.31 0.63 0.07 13.40 SK27

№３ 山里道路下 34.15 39.27 12.65 0.09 1.52 0.03 0.29 0.15 0.16 13.06 SK27

№４ 山里土地改良区 27.70 45.27 13.87 0.03 0.91 0.11 0.31 0.98 0.10 11.84 SK18

№５ だるま山林道 29.27 47.01 9.61 0.06 0.94 0.05 0.38 1.03 0.09 12.89 SK27

№６ 嘉手苅 27.76 44.95 11.86 0.04 1.01 0.10 0.19 0.44 0.09 15.45 SK26
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関節装具部材の高剛性化に関する研究

㈱佐喜眞義肢で製作している関節装具の主な部材はアルミニウム板( )の［要 約］ t2mm

切り出しで作られており、従来、軽量化の手法としては板厚を薄くすることが行

。 、 、われてきた しかし これ以上板厚を薄くすることは剛性の低下を招くことから

更なる軽量化を行うための手法として素材を変更することが求められている。本

研究では、近年、福祉機器やレジャー用品などにおいて多用されている炭素繊維

強化樹脂の利用を目指し、その成形技術の確立を図った。成形方法としては、成

形精度が高く、中・小型品の成形に適しているプレス成形を採用し、炭素繊維の

積層方法や樹脂量などの材料条件と、成形温度や圧力などの成形条件を組み合わ

、 。 、せ 数種類のパターンで曲げ試験片を製作した またプレス金型の構造を工夫し

10三次元的な形状の成形を試みた。その結果、弾性変形の範囲がアルミに比べ

倍以上大きい試験片を製作することができた。

関節装具、炭素繊維強化樹脂、プレス成形条件［キーワード］

沖縄県工業技術センター・生産技術研究班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

㈱佐喜眞義肢では、昭和55年から関節装具を製作しており、平成10年には独持の発想で

「CBブレース」の開発を行った。これは膝の中央部に補強用部材を入れたシンプルな構造

の関節装具であるが、その装着感や支持力が、従来型装具に比較し優れている。CBブレー

スは、主にアルミニウムの板材を切り出した部材によって作られており、これまでの製造

方法だと軽量化するには素材の厚みを薄くするか、部材のサイズを小さくするしかなく、

これ以上の軽量化は剛性の低下を招くため難しくなってきた。

そこで本研究では、近年、福祉機器やスポーツ用品の分野で多用されるようになった炭

素繊維強化樹脂（CFRP）を関節装具の素材として利用するため、その成形手法について研

究することを目的とした。

［成果の内容・特徴］

のプレス成形に関しては沖縄県内に前例が無く、材料メーカーから得た基本的なCFRP

成形条件を基に試行錯誤的に最適なパターンを模索した。関節装具の部材としては、膝を

矯正するのに必要な剛性が求められることに加え、変形量が大きくなった場合でも脆性破

。 、 、壊しないことなどが必要だと考えられる 本研究では まず単純な矩形の試験片を製作し

その曲げ試験を行うことで成形条件の最適化を行った。

［成果の活用面・留意点］

本研究で得られた の成形に関する知見を活用し、平成 年度沖縄産学官共同研CFRP 18

究推進事業においてカーボン製関節装具の開発を行っている。

［残された問題点］

三次元形状成形時の離型性CFRP

工業・工芸分野
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［具体的データ］

本研究で行った成形パターンを表１に示す。３つのプリプレグ材と繊維の４つの重ね方を

組み合わせ、合計７パターンについて成形を行った。表中、繊維の重ね方で「縦のみ」と

、 、なっているのは 成形した試験片の長手方向に沿って繊維が延びている場合を示しており

「横のみ」は長手方向に対して垂直に繊維が延びているものである。また「交互」という

のは、プリプレグシートの繊維方向を１枚毎に「縦 「横」と変えたものである。材料」、

Ⅲの場合は、元々繊維がクロス状に編まれているため、そのまま積層するパターンのみと

した。試験片は長さが 、幅 、厚さ の矩形で４つの角は とした。140mm 20mm 1.2mm R10

表１．成形パターン

縦のみ 横のみ 交互 そのまま

材料Ⅰ ○ ○ ○

材料Ⅱ ○ ○ ○

材料Ⅲ ○

全ての成形パターンについて、変位 までの範囲で耐荷重値を比較したグラフを図１に20mm

示す。曲げ試験の結果、下記のことが分かった。

①繊維方向が横のみの場合、全く剛性が無い

②繊維方向が縦のみの場合、高剛性ではあるが変形量が少なく脆性破壊してしまう。

③クロス材の場合、しなり易いが脆性破壊する。

④繊維を交互に重ねることによって、強く且つしなりのある成形体が得られる。

［研究情報］

研究課題名：関節装具部材の高剛性化に関する研究

2005 011課題ＩＤ： 技

予算区分：公募（産学官連携スタートアップ事業）

研究期間：平成１７年度

研究担当者：泉川達哉

発表論文等：無し

特許取得予定の有無：無し
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伝統染織物を展開した製品開発研究（デザイン開発）

紅型服地及び二次加工品の効率化を図るため、コンピュータ機器による紅型デ［要 約］

ザイン、配色シミュレート、型紙作成が容易に行える古典紅型文様基本単位デジ

タルデータベースを構築し、情報提供、技術支援を実施する。

紅型、服地、二次加工品、古典紅型文様基本単位デジタルデータベース［キーワード］

沖縄県工芸指導所 工芸支援班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

紅型業界では、紅型技術を活用し服地を含めた二次加工品の生産を始めているが、商品

の大半は帯、着尺に活用する古典紅型柄の型紙を併用している。そのため、デザイン面で

和装商品と十分差別化が図られた商品が少ない。また、製作工程も手作業のため価格面で

も高額なものとなっている。消費者からは、生活スタイルにマッチした低価格で現代的な

紅型デザインの服地、二次加工品を求める意見が多い。しかし、大手以外の殆どの紅型業

者では 、 人程度の少人数で商品製作を行っているため、消費者ニーズに対応した商品1 2

開発は難しい状況にある。従って、容易で効率的にデザイン作成ができると共に、製作工

程の省力化につながるシステムが必要である。そこで、コンピュータを活用し迅速且つ自

在にデザイン作成、配色シミュレート、型紙作成が行える古典紅型文様基本単位デジタル

データベースの構築を図り、情報提供、技術支援を実施する。

［成果の内容・特徴］

■古典紅型文様基本単位の収集・収録（写真 ）しデータベースを作成1

・平成 ～ 年度に当所で収集・収録した古典紅型文様基本単位の画像データ（ビット3 7

マップデータ）動物類、花類、平成 、 年度収集・収録した草木類、人工物、風16 17

、 （ ）、 （ ）、景 割付文様を画質に左右されずデザイン作成 写真 配色シミュレート 写真2 3

コンピュータカッティングマシンに対応したデータ（ベクトルデータ）を作成した。

■作成したベクトルデータはデータベースとして保存（写真 ）4

・各基本単位文様の種類別に保存

■デザイン、配色シミュレート、型紙作成工程の省力化

・従来の紅型製作工程と古典紅型文様基本単位デジタルデータベースを使用した、新し

い紅型製作工程を比較した場合（写真 、市販のコンピュータ機器とソフトを活用5）

し、デザイン、配色シミュレート、型紙作成の部分で省力化が図られる （写真 ）。 6

［成果の活用面・留意点］

・紅型服地及び二次加工品の製作工程実用化に向けて、情報提供、技術支援を図っていき

たい。

・古典紅型文様基本単位デジタルデータベースの取り扱いについては、琉球びんがた事業

協同組合及び各紅型関連事業所と十分な検討が必要である。

［残された問題点］

・古典紅型文様基本単位デジタルデータベースの管理・配付方法（県管理か業者管理、サ

ーバーか ）CD

工業・工芸分野
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［具体的データ］

1写真

2 3写真 写真

4写真

6写真

5写真

■古典紅型文様基本単位データベースの内容

【自然物 （ ）動物：鳥類（ ）魚類（ ）昆虫類（ ）獣類（ ）】 833 182 62 40 30

植物：花類（ ）草木類（ ）210 309

【人工物 （ ）】 172

【風 景 （ ）】 199

【割付け （ ）】 25

合 計 データ1229

鶴 団扇 流水 唐草

［研究情報］

研究課題名：伝統染織を展開した製品開発研究

課題ＩＤ：2004－芸－

予算区分：県単

研究期間：平成16～17年

研究担当者：比嘉 利寛

発表論文等：工芸指導所平成 年、 年度年報 平成 年度地域産業技術研究成果発16 17 17

表会

特許取得予定の有無：なし
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伝統染織を展開した製品開発研究(ウエア開発)

沖縄の伝統織物の技術を活かした、手織ウエアに関わるトータル的なデザイン［要 約］

開発を実施し、織物産地における本格的な手織ウエアの商品化、販売を行うため

の生産体制の効率化に向け支援を図る。

①ウエア ②工芸 ③製品開発［キーワード］

沖縄県工芸指導所 工芸研究班［担 当 機 関］

［背景・ねらい］

日本国内において、環境省が推進する「チームマイナス６％ 「 （クール ビズ 」」、 ）COOL BIZ

、 ” ” 。 、等の奨励により 沖縄の かりゆしウエア の売り上げも順調な伸びを見せている しかし

伝統的織物の技術を活かしたウエアについては和装用反物の転用の域を脱けきれず、金額的

にも高価なシャツとなり一般生活者には手の届きがたいものとなっている。

またデザイン的にも伝統柄をプリントした”かりゆしウエア”との違いはなく購入者には

見分けが困難で、差別化が難しい現状がある。

そこで本開発研究においては手織の技術を活かし、素材、テキスタイルデザイン、生産、

販売方法、ディスプレイにいたるトータル的なデザイン開発を目標に手織ウエアの商品化を

目指す。また商品化する事により、産地内のウエア開発における波及効果をねらう。

［成果の内容・特徴］

現状調査・嗜好分析： ウエアに対する意識(表 )(表 )嗜好分析結果(表 )１． 1 2 3

デザインコンセプト [ ](伝統に少しの変化と革新を加える)２． ： トラディショナル＆イノベーション

ターゲット及び価格帯 販売・価格帯のターゲットを設定した。(図 )のとおり３． ： 1

デザインイメージを作成。 年・ 年(図 ～図 )のとおり４．ウエアデザイン： 16 17 2 3

使用素材の決定。 ％綿糸を使用する。 年 年(表 )のとおり５．素 材： 100 16 17 4

染色堅牢度試験結果： 最終製品(生地)の堅牢度試験結果。６．

試作・製品試作： テキスタイルの検討・決定。(写真 ～写真 )のとおり[ 年度]７．テキスタイル 1 3 17

ブランドイメージの検討・展開 ブランドカラー・ロゴ ウエアブランド (図 )のとおり８． ： を決定し手織 を認知させる 4

琉球絣組合販売所での販売。 によるネット販売の検討。工房での販売。９．販 売 方 法： HP

南風原町・組合の販売連携。産業まつりへの出展等、展示会への出展。10．その他販促活動：

［成果の活用面・留意点］

１．織工房[由](南風原)が製作・販売・ 管理を行っていく。しかし継続的に技術的支HP

援を行っていく必要がある。

２．販売促進、安定供給において、商標または意匠登録を検討する。

［残された問題点］

１．継続できる生産体制の確立と定期的な新商品(テキスタイル)の開発。

２．シャツ以外のアイテムの開発。

［具体的データ］次ページ

工業・工芸分野
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(図 )販売ターゲット (図 ) 年度試作デザイン (図 ) 年製品試作デザイン1 2 16 3 17

(表 )試作使用素材[ 年度・ 年度]4 16 17

(表 )製品試作生地の染色堅牢度試験結果5

(写真 ) 年度製品試作テキスタイル試織[ 年度]17 3 17

) )(写真 (写真1 2

(ブランドロゴの決定)(図４)ブランドイメージ展開

販売方法

①基本的には直売方式をとり、琉球絣事業協同組合内の展示販売所における販売。

② (ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ)を作成し、 からの注文販売。HP HP

③展示会、販売会等での直接販売または受注販売。

［研究情報］

研究課題名：伝統染織を展開した製品開発研究(ウエア開発)

課題ＩＤ： 研究区分：実用化研究

予算区分：県単

研究期間：平成 年～平成 年度16 17

研究担当者：玉城 研

発表論文等：工芸指導所 平成 年・ 年度年報16 17

特許取得予定の有無：なし




