
（成果情報名）局部磁場による裏波ビード形状の改善効果

（要約）これまで、鋼管など強磁性体である炭素鋼溶接における溶融金属の垂れ下がりを

防止するために溶融池磁気制御アーク溶接法を適用し、実験を行ってきた。

平成25年度の実験において、SS400に対しては、160巻きの磁化コイルでは電磁力

による持ち上げ効果が小さかったことから、コイルの巻数を増やした新たな磁化

コイルを製作するとともに、数種類のルート間隔を有した試験片を用いて溶接実

験を行ったところ、表面のビード形状並びに裏波ビード形状ともに良好な溶接条

件を得た。

（担当機関）工業技術センター 生産技術研究班 連絡先 098-929-0111

部 会 生産技術 専 門 溶接技術 対 象 溶接施工業

［背景・ねらい］

水道管などの配管材料として利用されている鋼管の溶接においては、一般的なアーク溶接

が行われている。その際、重要となる一層目の溶接には継ぎ手の信頼性の高さから、TIG（テ

ィグ）溶接が利用されてる。しかしながら、溶接時においては、重力による溶融金属の垂れ

下がりにより欠陥を生じやすいと同時に、内側からの補修も困難であることから、これらの

問題を解決する溶接法が望まれている。

［成果の内容・特徴］

１．昨年度結果において、改良した磁化コイルを使用しても溶融金属の持ち上がり効果が少

なかったことから、空気中と試験片近傍の地場分布を比較したところ、磁化電流４[A]印加

時において、空気中の12[mT]に対して、試験片近傍では0.5[mT]となっており、予想以上に

漏れ磁束が大きいことがわかった。（図２）

２．試験片近傍の磁場分布の把握により、ビードオンプレート溶接（開先無し）は困難であ

ることか示唆されたため、開先（開先間隔：0.5mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm）を設けた溶接

実験を行った。

溶接実験の結果、磁束密度13[mT]、開先間隔1.0mm、溶接電流140[A]、溶接速度2.0[mm/sec]、

ワイヤー供給速度10[mm/sec]において、良好な溶接部を得ることができた。また、施工の

再現性も極めて良好であることが分かった。（図３）

その他の開先間隔については、いずれも不安定なビード形状であった。

［成果の活用面・留意点］

実験では、良好なビード形成に必要な磁場を探索するため、電磁石を使用したが、実際の

現場では、電源の準備や磁石が大きくなるため、同程度の磁束密度を有した永久磁石を用い

た方が、施工上容易になると考えられる。

［残された問題点］

溶接開始部および終了部においては、タック溶接の影響から漏れ磁束の影響を受けるため、

溶接長さを短くしたり、端から少し離れた箇所で溶接する等の考慮が必要である。
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［具体的データ］

表1 実験条件

図1 実験装置概略図

図2 試験片表面近傍の磁場分布

図3 ルート間隔：1.0[mm]溶接時における磁場有無の影響

［研究情報］

研究課題名：局部磁場による裏波ビード形状の改善効果

課 題 Ｉ Ｄ：2012技008

予 算 区 分：工業研究費（単独）

研 究 期 間：平成25年度～平成27年度

研究担当者：棚原靖、羽地龍志、松本幸礼

発表論文等：なし
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（成果情報名）壺屋焼原料の品質安定化に関する研究開発

（要約）坏土（はいど、陶器の素地をつくる土）の品質安定化に資するため、坏土の化学

組成から焼成後のテストピースの吸水率を推定する方法について検討し、問題の

ある坏土を見分けるスクリーニング試験に使用できることがわかった。また、化

粧土（素地の上に掛けて、外観を白くみせたり、線彫りなどの加飾のための白色

粘土）は、粘性が高いため、浸し掛けする際に液切れが悪いといった、作業性の

課題があった。作業性改善のため、化粧土濃度や珪酸ソーダ、長石の配合割合の

検討を行い、化粧土の配合割合に関する知見を得た。

（担当機関）工業技術センター 生産技術研究班 連絡先 098-929-0111

部 会 生産技術部会 専 門 窯業、品質管理技術 対 象 坏土、化粧土、陶器

［背景・ねらい］

壺屋陶器事業協同組合（以下、壺屋組合）は県内各地で産出する原土を採取し、数種類ブ

レンドして坏土を生産している。このような中、原土の採取場所が変わることにより、原土

の性質ひいては坏土の品質に変動が認められた。そこで、坏土の迅速評価の検討を行うため、

壺屋組合が生産した坏土（赤土２号・３号坏土）の化学組成から焼成後のテストピースの吸

水率を推定することに取り組んだ。また、2013年に壺屋組合が確保した安富祖粘土を用いて

化粧土の試作を行った。試作した化粧土は、色味やはがれ等の問題はなかったが、浸し掛け

する際に液切れが悪いといった、作業性の課題があるため、作業性の改善（粘性を下げる）

について検討した。

［成果の内容・特徴］

１．坏土の迅速評価

（1）赤土２号・３号坏土について、化学組成と焼成後のテストピースの吸水率との関係を重

回帰分析により求めた。得られたそれぞれの推定式を以下に示す。

赤土２号坏土の吸水率の推定式 吸水率(%)=-0.24Al2O3-1.11K2O-4.19CaO+11.3

赤土３号坏土の吸水率の推定式 吸水率(%)=-4.96MgO-5.45K2O-4.33CaO+23.2

（2）推定式を構築するのに使わなかったデータに対して推定式の予測性能を検証した結果、

化学組成から吸水率を推定できることがわかった。これにより、煮沸法で５日程度かか

っていた吸水率の測定が、２時間で推定できるようになった。

２．化粧土の作業性の改善

（1）化粧土に珪酸ソーダ、長石を加えることにより、化粧土の作業性が向上することが確認

できた。

（2）化粧土濃度、珪酸ソーダ、長石の配合割合をかえた色味本用テストピースは、化粧土の

粘性・色見の変化を体系的に把握することができ、化粧土を扱いやすく調整する際の参

考に活用できると考える。

［成果の活用面・留意点］

今回検討した坏土の迅速評価法については、今後壺屋組合と調整を行い、品質管理試験の

一つとして利用したいと考えている。

［残された問題点］

壺屋組合にて品質管理試験への適用を目指し、さらにデータを蓄積し検証することとなる。
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［具体的データ］

①坏土の迅速評価

②化粧土の作業性の改善（色見本用テストピース 左：赤土２号坏土 右：赤土３号坏土）

［研究情報］

研究課題名：壺屋焼原料の品質安定化に関する研究開発

課 題 Ｉ Ｄ：2013技003

予 算 区 分：沖縄県産業振興重点研究推進事業

研 究 期 間：平成25年度～平成27年度

研究担当者：赤嶺公一、宮城雄二、與座範弘、花城可英

発表論文等：沖縄県工業技術センター研究報告 第18号 平成27年度 p.17-20 , p.43-46

予測性能の検証結果
推定式を構築するのに使わなかったデータに対して、予測性能を検証した

実測値 計算値
28 61.0 25.3 7.43 1.15 0.37 1.37 3.06 0.10 0.19 0.15
29 61.0 25.2 7.45 1.14 0.36 1.39 3.06 0.09 0.19 0.19
30 61.1 25.3 7.36 1.14 0.36 1.36 3.02 0.10 0.22 0.23
31 61.0 25.3 7.44 1.16 0.37 1.38 3.06 0.08 0.28 0.16
32 60.8 25.5 7.39 1.16 0.37 1.38 3.07 0.06 0.26 0.07
33 61.4 24.8 7.54 1.17 0.37 1.29 3.10 0.09 0.19 0.24
34 60.5 25.4 7.70 1.20 0.38 1.39 3.15 0.09 0.12 -0.01
35 62.9 24.6 6.56 1.15 0.36 1.34 2.83 0.07 0.52 0.61
36 62.7 24.9 6.48 1.17 0.37 1.27 2.86 0.06 0.44 0.47
37 63.0 24.8 6.39 1.18 0.41 1.19 2.80 0.06 0.58 0.40
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※吸水率の実測値は煮沸法。
※吸水率の計算値は、下記の推定式より求めた。
吸水率の計算値(%)=-0.24Al2O3-1.11K2O-4.19CaO+11.3

※赤土２号坏土は壺屋組合が生産する1230℃焼成用の
坏土。
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（成果情報名）アイス混合充填システムの開発

（ダブルジェラートのカップ化並びに量産体制の確立）

（要約）（株）たみくさでは、２種類のジェラートを手作業で混ぜ込んだ「ダブルジェラー

ト」を販売し好評を得ており、持ち帰り用にカップ化してほしいという要望が多

くある。しかし、小規模の充填機で２種類のジェラートを同時に充填できるもの

が、現在市場には存在しない。そこで既存の充填機を用いた混合充填システムを

開発する。ホッパー仕切りによる混合充填の検討、既存の２台の充填機を用いた

混合充填システムの設計・試作、最適な充填・配合条件の検討・評価を実施した。

（担当機関）工業技術センター 連絡先 098-929-0111

部 会 生産技術 専 門 機械 対 象 食品機械など

［背景・ねらい］

（株）たみくさでは、沖縄県産素材を用いたこだわりのジェラートを販売している。現在

店頭では２種類のジェラートを手作業でマーブル状に混ぜ込んだ「ダブルジェラート」が人

気で、持ち帰り用にカップ化してほしいという要望が多くある。カップ化には充填機を使用

しなければならないが、小規模の充填機で２種類のジェラートを同時に充填できるものが、

現在市場には存在しない。そこで、既存の充填装置を２台組み合わせた充填システムを開発

することで、ダブルジェラートの持ち帰り用カップ化を実現する。

［成果の内容・特徴］

１．3Dプリンタによる混合ノズル試作

樹脂3Dプリンタにより混合ノズルを製作して、コーティングを施すことで、迅速にテス

トを行うことができた。

２. ステンレスを用いた混合ノズル試作

上記樹脂モデルをもとに、実際の製造に使用できるステンレスのノズルを試作した。

３．ダブルジェラートの混合充填実験

上記ノズルでジェラートの充填実験を行い、一部のジェラートについては、最適な充填

条件を得ることができた。

［成果の活用面・留意点］

通常樹脂3Dプリンタの試作品では、透水性があるため今回の様なノズルなどには使用でき

ないが、コーティング手法を検討することで浸透しないノズルを試作することができた。他

の食品機械等の開発においても、この手法を用いることで、迅速な試作を行うことが可能で

ある。

［残された問題点］

一部のジェラートについては、最適な充填条件を得ることができたが、各々のジェラート

によって配合割合や粘度が異なるため、全てのジェラートで同じ条件を使用することができ

なかった。そこで充填条件に関しては、今後企業側で継続して検討してもらうこととなった。
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［具体的データ］

図１ ダブルジェラート 図２ 樹脂3Dプリンタで試作したノズル

図３ ステンレスで試作したノズルの取付状況 図４ 試作したジェラート

［研究情報］

研究課題名：アイス混合充填システムの開発

（ダブルジェラートのカップ化並びに量産体制の確立）

課 題 Ｉ Ｄ：2015技011

予 算 区 分：受託

研 究 期 間：平成27年度

研究担当者：金城洋、棚原靖、照屋駿

発表論文等：なし
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（成果情報名）食品中の非金属異物検出技術の検討

（要約）近年、食品の安心・安全について消費者による関心は高まっている。これはファースト

フード店による異物混入や、賞味期限切れの材料の使用などがニュースで取り上げられ

たことから、消費者が食に対する不安を持つようになった為だと考えられる。

県内の食品産業を見てみると、Ｘ線探知機による金属の異物検査は行っているが、非金

属異物については人手による目視検査が主である。目視検査には人手がかかり、作業工

程が遅くなるため、作業能率が下がることにより生産量にも影響を及ぼしている。

本研究では、非金属異物について近赤外線を用いて反射分光スペクトルを分析し、カメ

ラによる異物検出の検討を行った。

（担当機関）工業技術センター 連絡先 098-929-0111

部 会 生産技術 専 門 製造プロセス 対 象 製造業

［背景・ねらい］

食品の安心・安全について消費者による関心の高さから、異物混入は企業イメージの低下

や売り上げにも影響する大きな問題となっている。特に非金属異物（虫、プラスチック片な

ど）は人手による発見が難しく、企業にとって大きな課題である。本研究では、食品中の非

金属異物の検出を近赤外線及びカメラを用い、検出する方法の検討を行った。

［成果の内容・特徴］

もずく中の異物除去について技術相談があったことから、もずく製造過程での非金属異物を検出できる

かを目標とした。実験の結果として

１．もずくと混入した異物の反射スペクトルデータを収集した。

２．収集したデータからもずく中に混入した貝を検出することができた。

３．他の異物についてはもずくと反射率が同等であり、検出することができなかった。

［成果の活用面・留意点］

今回の研究はもずく中の非金属異物の検出を目標に行ったが、もずくと異物の反射率が同程度だった

ことから、貝以外の異物を画面上にはっきりと確認することが困難であった。しかし、近赤外線を照射

することで異物の形状を確認することができた。これら二つの画像を組み合わせすることにより、異物

の検出は可能であると考えられる。

［残された問題点］

近赤外線では混入が想定される異物について、前もって反射スペクトルデータの収集が必

要になってくる。そのため、想定外の異物が混入すると検出することができない。近赤外線

だけでは非金属異物の検出は難しく、画像処理との組み合わせが必要。
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［具体的データ］

サンプリングした異物の反射分光スペクトル

・貝以外の異物は、もずくと反射スペクトルが同程度であった。

異物(貝)の画像処理

・近赤外線を照射することで、異物を鮮明にすることができる(写真右)。

［研究情報］

研究課題名：食品の非金属異物検出技術の検討

課 題 Ｉ Ｄ：2015技017

予 算 区 分：企業連携共同研究開発支援事業（県単）

研 究 期 間：H27年度

研究担当者：山内章広

発表論文等：無し
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（成果情報名）強風・塩害に強い太陽光発電型カーポートの開発

（要約）太陽光発電パネルの設置面積を広く確保するため、カーポートの屋根に発電パネ

ルを設置したいとのニーズがある。カーポート上に設置された発電パネルは、住

宅の屋上に設置するよりも視界に入りやすいため、意匠性に優れた構造が求めら

れる他、台風や塩害への対策も求められる。

本研究では、コンピュータによる強度解析を活用し、様々な風力条件でのシミュ

レーションを行うことで、最大瞬間風速60m/sにも耐えることの出来る太陽光発電

型カーポートの開発を目的とする。

（担当機関）工業技術センター 生産技術研究班 連絡先 098-929-0280

部 会 生産技術 専 門 製造プロセス 対 象 製造業

［背景・ねらい］

太陽光発電パネルの設置面積を広く確保するため、カーポートの屋根に発電パネルを設置

したいとのニーズがある。カーポート上に設置された発電パネルは、住宅の屋上に設置する

よりも視界に入りやすいため、意匠性に優れた構造が求められる他、台風や塩害への対策も

求められる。

本研究では、コンピュータによる強度解析を活用し、様々な風力条件でのシミュレーショ

ンを行うことで、最大瞬間風速60m/sにも耐えることの出来る太陽光発電型カーポートの開発

を目的とする。

［成果の内容・特徴］

家庭用のカーポートには既製品が無く、設置スペースや顧客ニーズに応じて形状を定め、

毎回強度試験を行う必要があったが、本研究での成果を活用することで、カーポートの強度

をコンピュータによって事前に確認することが可能となる。

具体的な開発の成果は以下の通りである。

１．カーポートの解析モデルを作成した。

２．載荷試験を行い解析モデルの妥当性を確認した。

３．強度解析により耐風圧性能を確認した。

［成果の活用面・留意点］

カーポートの耐食性については、使用する材質の検証を塩水噴霧試験や暴露試験で行って

いるところであるが、結果を得るためには長期間の比較検証が必要である。当面は、短期的

にその耐食性が確認されているZAM鋼板や溶融亜鉛メッキを併用しながら、長期暴露試験の結

果に応じて、使用する材質を変更していくことが求められる。

［残された問題点］

５～10年といった長期的な視点での耐食性の判断がまだできていない。
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［具体的データ］

図1．作成した解析モデル

図2．載荷試験の様子（カーポートフレームに鉄板を載せ変位を測定）

図3.強風による変形シミュレーションの結果 図4.試作したカーポート
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