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窯業資源調査

［要 約］県内の窯業原料は、鉱量が比較的少なく地質的にみて均質な粘土が賦存していな

いため、量的にも質的にも安定した原料の確保ができない状況である。そこで県内の窯業資

源未調査地域等にて試料を収集評価することにより、窯業原料の広域的な産状ならびに性状

の総括をおこない、今後の窯業資源の開発や利用にとって重要な基礎資料を得た。

［キーワード］窯業、陶磁器、粘土、蛍光X線分析、X線回折分析

［担 当 機 関］沖縄県工業技術センター 生産技術研究班

［背景・ねらい］

県内の窯業原料は、鉱量が比較的少なく地質的にみて均質な粘土が賦存していないため、量

的にも質的にも安定した原料の確保ができない状況である。県内には窯業資源未調査の地域が

あり、新規窯業原料の確保のため離島を含めて調査を行い、数多くの試料を収集評価すること

により安定的に窯業原料を確保する必要がある。そこで本島北部地域や島内に焼き物業者が立

地する離島地域（石垣島、竹富島、宮古島、与那国島、西表島）で窯業原料を採取し窯業資源

の基礎特性の測定を行い、窯業原料としての可能性を探った。

［成果の内容・特徴］

沖縄本島北部（130 試料）、石垣島（39 試料）、宮古島（28 試料）、与那国島（21 試料）・西表

島（35 試料）にて試料を採取し、窯業原料としての基礎特性の測定を行った。基礎特性として

は、化学組成、鉱物組成、乾燥・強熱後の呈色、耐火度等を測定し、各試料の個別データを一

覧表としてまとめ、粘土の生成（生い立ち；熱水性粘土、風化残留性粘土、堆積性粘土）や地

層別に整理した。

［成果の活用面・留意点］

多様な陶器生産システム構築事業（沖縄特別振興対策調整費、H22-24 年度）にて、採取した

試料やデータを一部利用する。この事業では、陶器（シーサー、日用雑器等）の原料となる調

整された粘土である坏土の安定供給を目指している。

また地元自治体との情報交換による窯業原料の確保が一部可能となった。

［残された問題点］

窯業原料の広域的な産状を調査したため、調査範囲を絞った賦存量調査等で得られる詳細な

産状までは把握できなかった。

窯業原料の基礎特性として、焼成試験（電気炉を利用したテストピースの試作等）を行って

いないため、有望な窯業原料について焼成試験が必要である。

工業・工芸分野
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［具体的データ］

沖縄本島北部（130 試料）、石垣島（39 試料）、宮古島（28 試料）、与那国島（21 試料）・西表

島（35 試料）にて試料を採取し、窯業原料としての基礎特性の測定を行った。基礎特性として

は、化学組成、鉱物組成、乾燥・強熱後の呈色、耐火度等を測定した。各試料の個別データは

一覧表としてまとめ、粘土の生成（生い立ち）や地層別に整理した。

（沖縄県工業技術センター研究報告書 H18-22 年度）

図 1 国頭村試料採取場所 図 2 大宜味村、東村、名護市試料採取場所

図 3 名護市、恩納村試料採取場所 図 4 恩納村、金武町試料採取場所

［研究情報］

研究課題名：窯業資源調査

課題ＩＤ：2006技006

予算区分：県単

研究期間：平成18年度～平成22年度

研究担当者：赤嶺公一、中村英二郎、宮城雄二、赤嶺欣哉、花城可英、與座範弘

発表論文等：壷屋焼で使用される沖縄本島北部地域の粘土資源について(ポスター討論)粘土

科学討論会（2008） 、沖縄県工業技術センター研究報告

特許取得予定の有無： 無し
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腐食環境評価システムの開発

［要 約］

本島６地点において鋼板の大気暴露試験、飛来塩分の測定を行った。飛来塩分は測定

法の違いにより値に違いがみられ、特に台風時に顕著であった。

［キーワード］腐食、大気暴露試験、海塩粒子（飛来塩分）

［担 当 機 関］工業技術センター 生産技術研究班、技術支援班

［背景・ねらい］

平成 17、18 年度地域再生コンソーシアム事業において腐食環境予測・評価システムが構さ

れたが、腐食環境のようなテーマは短期間に結果が出るものではなく、継続しての評価・改良

が必要である。本研究では 17,18 年度に測定したデータをもとに、より簡易に環境測定可能なシ

ステムの改良を行った。具体的には鋼板の大気暴露試験、海塩粒子量の測定法の選定・改良を

行った。

［成果の内容・特徴］

年間を通した飛来塩分測定法の比較を行った。それぞれの測定方法で腐食速度との相関が認

められた。ただし台風時の測定は困難であり、特にガーゼ法で顕著であった

うるま市（３ヶ所）、那覇市（２ヶ所）、八重瀬町（１ヶ所）でSPCC鋼板の暴露試験を行った。

うるま市の暴露地は東海岸から約1km圏内、那覇市は西海岸から約1km圏内、八重瀬町の暴露地は

東西海岸から約4kmの位置である。東海岸と西海岸で月により腐食量に違いが見られた。また1

ヶ月暴露において他の暴露地と比べて内陸にある八重瀬町の腐食量は小さい値であったが、１

年間暴露ではうるま市とほぼ同じ値であった。

また狭いスペースでも暴露試験（飛来塩分量測定を含む）を行えるよう簡易測定パネルを製

作し、暴露試験を行った。

［成果の活用面・留意点］

台風時の飛来塩分量について、測定法の違いにより値に大きな違いがでる可能性がある。特

にガーゼ法については飛来塩分を捕集できない場合がある。

［残された問題点］

台風時の腐食量と塩分量の相関について、研究期間（暴露試験）内で台風接近が少なかった

こともあり、十分なデータが得られていない。台風による影響は大きいことから継続したデー

タの収集が必要だと思われる。特に八重瀬町での暴露試験開始が H20 年であり、本島に接近し

た台風が H20 年以降少なかったことから、本島内陸部での台風時のデータ収集が必要である。

また今回の暴露試験では 1 ヶ月暴露、1 年暴露（4 月スタート）を行ったが、3 ヶ月・6 ヶ月暴

露、暴露スタートを 7・10・1 月にずらしたときの腐食量の違い等、いろいろなケースのデータ

収集も必要だと思われる。

工業・工芸分野
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［具体的データ］

平成 19 年の腐食速度および飛来塩分量のグラフである。7 月に台風 4 号が沖縄本島に接近し、

大きな値を示している。しかしガーゼ法による飛来塩分量は平常時と変わらない値を示してい

る。

下表は各暴露地点での SPCC 鋼板の腐食速度である。八重瀬町の値は 1 ヶ月暴露の平均では他

地点と比較して小さい値を示しているが、年間の腐食速度ではうるま市 B・C と差のない値を示

した。

1 ヶ月暴露の年度平均腐食速度(mdd) 年間（４～３月）の腐食速度(mdd)

［研究情報］

研究課題名：腐食環境評価システムの開発

課題ＩＤ：2007 技 020

予算区分：県単

研究期間：H19 ～ 22 年度

研究担当者：安里昌樹、中村英二郎

発表論文等：なし

特許取得予定の有無：なし

平成１９年飛来塩分測定法の違いによる塩化物の付着度比較
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うるま市C（ウェットキャンドル40%） うるま市C（簡易パネル４方向平均）

H19 H20 H21 H22
うるま市A 39.45 21.29 20.56 23.87
うるま市B 26.77 13.79 16.64 16.51
うるま市C 29.83 15.25 17.24 16.99
那覇市A 37.31 21.13 25.05 28.23
那覇市B 36.97 21.92 23.07 28.05
八重瀬町 13.05 11.52 12.02

H19 H20 H21 H22
うるま市A 13.12 10.22 9.94 10.19
うるま市B 9.56 7.92 7.59 8.55
うるま市C 10.26 7.16 7.46 9.04
那覇市A 13.40 9.95 11.91 10.94
那覇市B 13.04 9.25 10.94 10.23
八重瀬町 7.66 7.37 8.12
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廃石膏の有効活用に関する研究

［要 約］管理型最終処分場での埋立処理されることになった廃石膏（二水石膏）について

半水又は無水石膏に再生する加熱条件を検討し、路盤材や建築資材へのリサイクル

を目指した。また製品の硫化水素に関する安全性についても検討した。

［キーワード］廃石膏、リサイクル、路盤材

［担 当 機 関］工業技術センター 生産技術研究班

［背景・ねらい］

廃石膏ボードは、紙と石膏に分別され、安定型最終処分場で埋立処理されていた。しかし

ながら埋立処分された廃石膏から硫化水素が発生する事例が相次ぎ、沖縄県でも平成 22 年 4

月から分別後の廃石膏も管理型最終処分場で埋立処理されることになった。

しかしながら本県においては現在管理型処分場がほぼ無いに等しい状況である。このため

廃石膏の有効活用等によりリサイクルを進め、廃石膏の埋立処分量の軽減を図る必要がある。

［成果の内容・特徴］

廃石膏（二水石膏）を水和硬化を起こすことができる半水又は無水石膏に変化させ、固化

剤や副資材として利用し、路盤材や建築資材等への活用を図った。このため廃石膏ボードから

分別された廃石膏（二水石膏）を半水又は無水石膏に変化させる加熱条件を検討し、路盤材や

建築資材への固化剤や、副資材としての配合条件等を検討した。また製品の物性値などの評価

試験を行ったほか、廃石膏が配合された路盤材から硫化水素ガスが発生しないことを確認し、

安全性についても明らかにした。

［成果の活用面・留意点］

廃石膏は加熱することにより、水和硬化を起こすことができる半水又は無水石膏に再生す

ることが可能となった。このためこの再生廃石膏を低コストの固化材として利用できるよう

になる。しかしながら廃石膏ボードの種類によっては HF 溶出量が基準を超えるものがある。

そのため石膏ボードの種類の確認あるいは溶出量を確認し、その対策を行う必要がある。

［残された問題点］

これまで廃石膏ボードの品番によりリサイクル可能かどうか判断している。今後は簡易的

に HF 溶出量を評価し、品番が確認できない廃石膏ボードについてもリサイクル可能な体制を

確立し、リサイクル量を拡大する必要がある。また HF 溶出抑制方法についても検討する必要

がある。

工業・工芸分野
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［具体的データ］

廃石膏の再生条件の検討

廃石膏を加熱することにより、固化剤として利用できる半水石膏にすることが可能である。

表１ 加熱温度と時間による鉱物組成の変化

配合条件等の検討

アルミスラッジ、鋳物廃砂、再生廃石膏に消石灰を加えて最適配合案を検討。

表２ 造粒物の配合割合と圧縮破壊荷重

配合 ｱﾙﾐ 廃鋳物砂 再生廃石膏 水 消石灰 圧縮破壊
№ ｽﾗｯｼﾞ (外割) (外割) (外割) 荷重(N)

① 70wt% 30wt% 15wt% 10wt% 5wt% 146.4

② 〃 〃 〃 〃 10wt% 211.0

③ 〃 〃 〃 〃 15wt% 213.4

④ 〃 〃 〃 〃 20wt% 209.2

⑤ 〃 〃 〃 15w% 5wt% 141.7

⑥ 〃 〃 〃 〃 10wt% 218.0

⑦ 〃 〃 〃 〃 15wt% 250.1

⑧ 〃 〃 〃 〃 20wt% 262.0

⑨ 〃 〃 〃 20wt% 5wt% 232.1

⑩ 〃 〃 〃 〃 10wt% 263.3

⑪ 〃 〃 〃 〃 15wt% 306.2

⑫ 〃 〃 〃 〃 20wt% 317.2

廃石膏含有路盤材の安全性評価

再生路盤材(廃石膏混 3 ％)及び石膏配合量を増やした再生路盤材(廃石膏混 6 ％)及び再生

路盤材(廃石膏混 9 ％)に＋水３倍を加え、密閉して 35 ℃で２週間放置した。

その結果再生路盤材から硫化水素ガスの発生は確認されなかった。

［研究情報］

研究課題名：廃石膏の有効利用に関する研究

課題ＩＤ：2008 技 003

予算区分：企業連携共同研究開発支援事業

研究期間：H20 ～ H22

研究担当者：宮城雄二、花城可英

発表論文等：

特許取得予定の有無：無

GB-R（普通）

10min 20min 30min 60min 120min

100℃ 二水 二水 二水 二水+初期半水 二水+半水

150℃ 二水+初期半水 二水+半水 半水+二水残 半水 半水

200℃ 二水+半水 半水 半水 半水 半水

250℃ 半水 半水 半水 半水 半水

GB-R（普通）

10min 20min 30min 60min 120min

100℃ 二水 二水 二水 二水+初期半水 二水+半水

150℃ 二水+初期半水 二水+半水 半水+二水残 半水 半水

200℃ 二水+半水 半水 半水 半水 半水

250℃ 半水 半水 半水 半水 半水
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成形条件の最適化による厚肉中空成形用金型の開発

［要 約］

拓南伸線㈱では、射出成形の条件や成形形状を工夫することによりトラス構造の部品とし

て用いる樹脂製ボールジョイントを試作したが、現状ではヒケや成形品内部の融合不良のた

め想定していた剛性が得られない場合も多く商品化に至るにはまだ課題が残されている。本

研究では、これらの課題を解決する手法としてガスアシスト成形に着目し、ガス圧力や圧力

保持時間などを調整することでボールジョイントとして活用できる厚肉中空体の成形を試み

た。

［キーワード］厚肉成形、中空成形、射出成形、ガスアシスト成形、金型

［担 当 機 関］工業技術センター 生産技術研究班

［背景・ねらい］

金属材料価格の高騰に伴い、安価に高い剛性の得られる樹脂製品を簡単な構造体の部品とし

て活用したいというニーズが増えてきた。例えば柱が少なく大規模な空間が確保できるトラス

構造のジョイント部材は、通常、ネジ穴を加工した鋼球であるが、よりコストの安い樹脂材料

への転換が求められている。拓南伸線㈱をはじめとする研究プロジェクトチームでは、平成19

年に射出成形の条件や成形形状を工夫することによりトラス構造の部品として用いる樹脂製ボ

ールジョイントを試作したが、現状では成形品内部の融合不良のため想定していた剛性が得ら

れない場合も多く、成形不良の少ない安定した製品とするための課題が残っていた。従来、射

出成形品の成形不良を解決する手法として、成形金型内に溶融樹脂を射出した後、不活性ガス

を注入し中空部を成形するガスアシスト成形法が開発されている。しかし、この手法ではガス

を注入するタイミングが難しく、特に厚肉成形品においては中空部が偏ってしまい肉厚が不均

一になりがちである。本研究では金型の設計段階における成形シミュレーションを駆使するこ

とにより、ガス注入のタイミングなどを最適化し、ボールジョイントとして活用できる厚肉中

空成形に取り組んだ。

［成果の内容・特徴］

①シミュレーションに関する成果

(1)３次元流動解析を活用することでガスアシスト成形のシミュレーションを行い、成形品に

形成される中空形状を予測することが可能となった。

②厚肉中空体の成形に関する成果

(1)成形条件を調整することで中空部を形成することはできたが、その形状を安定化させるこ

とは難しいことが分かった。

(2)樹脂の充填時間を３秒、ガス保持時間を 600 とした場合、球体の表面近傍に成形不良の無

い高密度層を安定して作ることができた。

［成果の活用面・留意点］

本研究では、ガラス繊維が50%入ったナイロン樹脂性の球体に関して成形条件を決定したが、

その他の樹脂材料、成形形状に適用する際は、再度ガスアシスト成形のシミュレーション、成

形試作が必要だと考える。

工業・工芸分野
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［残された問題点］

ボールジョイントに関して、成形不良の無い高密度層の成形品を作るためには、現段階では

成形時間が10分以上必要である。実用化するためには、金型の冷却効果を高めるなど成形時間

を短縮することが求められる。

［具体的データ］

シミュレーション結果のスキン材

料比という指標で、成形品の中空

部の状態を予測することが可能と

なった。

左図の上側は、成形品の表面近傍

が高密度層になる場合の解析結果

と試作結果である。

下側の図は、中空部ができる場合

の解析結果と試作結果である。

表面近傍に高密度層のある成形品

について、強度評価を行った。

左図のように、通常の射出成形で

の引張強度は 58kN であったが、

ガスアシス ト成形で の強度は

67.2kN に改善された。

［研究情報］

研究課題名：成形条件の最適化による厚肉中空成形用金型の開発

課題ＩＤ：2008 技 024

予算区分：受託(戦略的基盤技術高度化支援事業）

研究期間：平成２１年度～平成２３年度

研究担当者：泉川達哉、金城洋

発表論文等：なし

特許取得予定の有無：なし
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木材の利用促進に関する研究

［要 約］亜熱帯性木材に関するグレーディング技術は未確立である。立木中を伝播する応

力速度を測定し、ヤング率を推定する方法を用いて、立木の状態でリュウキュウマ

ツのヤング率を求めることが可能となった。これによりリュウキュウマツのグレー

ディングが可能になった。

［キーワード］リュウキュウマツ、グレーディング技術、曲げヤング率

［担 当 機 関］工業技術センター 生産技術研究班、技術支援班

［背景・ねらい］

木材は、工業分野で広く使用されている金属材料やプラスチック材料と比較するとその

性質が一定ではない。このため、「適正な加工制御」および「製品の品質保証」の観点から

非破壊による強度検査に対するニーズは高いが、亜熱帯性木材に関するグレーディング技

術は未確立である。亜熱帯性木材の性状を評価するグレーディング技術を確立することに

よって、使用用途に適した材料を供給できるほか、新たな販路開拓も期待できると考えら

れる。

［成果の内容・特徴］

亜熱帯性木材を材料として利用するときに最も重要な強度についてヤング率との関係を明

らかにし、非破壊法による強度測定法の開発と精度向上を目指した。

ツリーチェッカーによって得られるヤング率は、立木中を伝播する応力速度（実測値）と

立木の密度（推定値）を元に算出されたものであるが、ヤング率の傾向を把握するための機

器として十分に適用可能である。

ツリーチェッカーによる測定の結果、樹径が小さいリュウキュウマツのヤング率は比較的

高く、樹径が大きいリュウキュウマツのヤング率は低い傾向があることがわかった。また、

立木ヤング率と製材された試験片を測定して得られた曲げヤング率両者の間には相関が認め

られた。このことから、立木の状態でツリーチェッカーを用いて測定することによって曲げ

ヤング率を推定することが可能と考えられる。

［成果の活用面・留意点］

ツリーチェッカーによりヤング率を測定することにより、立木を切り倒すことなくそのヤ

ング率(強度)を推定することが可能となり、用途に応じた木材利用が可能となると考える。

つまりヤング率が高い立木は構造材、強度が要求される家具類、ヤング率が低い立木は強度

が要求されない小木工などに利用するなどが想定される。

［残された問題点］

まだデータ数が少なく、地域ごとの差違も想定されるため、さらなるデータの蓄積により、

測定精度の向上を図る必要がある。特に広葉樹についてはデータ蓄積が必要である。
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［具体的データ］

図１最大曲げ強さと曲げヤング率の関係 図２胸高直径と立木ヤング率の関係（名護地域）

図１に示すようにリュウキュウマツにおいて最大曲げ強さと曲げヤング率との間には強い相

関が認められた。

図 2 に示すようにリュウキュウマツの胸高直径と立木ヤング率には負の相関が認められ、樹齢

が同等の場合、直径が小さいほどヤング率が大きくなっている。

図３ 立木ヤング率と曲げヤング率の関係

図 3 に示すようにリュウキュウマツの立木ヤング率と曲げヤング率には相関が認められ、立

木ヤング率を測定することにより、グレーディングが可能である。

［研究情報］

研究課題名：木材の利用促進に関する研究

課題ＩＤ：2009 技 017

予算区分：特別調整費

研究期間：平成 21 年～平成 22 年

研究担当者：羽地 龍志、松本 幸礼、嘉手苅幸男、花城 可英

発表論文等：亜熱帯島嶼域における森林の環境保全と資源利用に関する研究推進事業報告書

特許取得予定の有無：無し
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