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研究期間（平成１２～１４年度） 事業区分（産官共同研究開発事業）

次世代メカトロニクスシステムの開発

－32bit浮動小数点DSP とFPGA を使ったモータドライブシステムの開発－＊ ＊

DCブラシレスモータのベクトル制御を行うために、32bit浮動小数点DSPとFPGAを使用したモータド
ライブシステムを製作しました。製作した制御回路は、900MFlops の演算能力と最大10Aのモータド＊

ライブ能力を持ちます。モータからの逆起電力を使ったセンサレス制御プログラムも開発しました。

定速回転での制御を必要とするディジタル
印刷機の紙送り用モータ、高トルクを必要と
する各種産業用ロボットに用いるモータなど
を、ソフトウェアの変更により、モータの特
性を変更できるフレキシブルなモータの開発
を行っています。これらのモータはただ電気
を流せば回るというモータではなく、モータ
に最適な駆動信号を供給し、制御してやる必
要があります。モータを最適制御するために
は、モータの解析、制御アルゴリズム の開＊

発、制御アルゴリズムを高速に実行するため
のモータドライブシステムの開発が必要とな
ります。モータの解析と制御アルゴリズムの
開発を県内企業が行い、モータの制御回路と
基本プログラムをハイテクプラザが担当し開

発を行ってます。
年度は、 と を使ったモータ13 DSP FPGA

ドライブシステムを製作しました。モータ制
御の演算は、 で行い の演算能DSP 900MFlops
力を持っています。固定小数点の に載DSP
せ替える事も可能なので、安価な へのDSP
対応も可能です。 回路 、逆起電力をPWM ＊

測定する コンバータの制御回路、モーA/D
タの速度・位置センサからの信号を取り込む
回路は 内に作りました。モータからのFPGA
逆起電力によるセンサレス制御プログラムも
開発しました。

応用技術部 システム制御科

高橋 淳 大内 繁男

32bit DSP FPGA

A/Dコンバータ

モータドライバ
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研究期間（平成１２～１４年度） 事業区分（産官共同研究開発事業）

次世代メカトロニクスシステムの開発

－近距離における電波伝搬特性に関する研究－

ノイズの多い機器の周辺で効率のよいワイヤレス通信を行うため、パソコン用ワイヤレスマウスの
。 、 、 （ ）、基板アンテナの検討を行いました その結果 アンテナパターンの形状によって 磁界成分 近傍界

（ ） 、 。電界成分 遠方界 の両方を受信できることがわかり アンテナの設計指標を得ることができました
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昨今の急激な情報機器の普及と共に、無線
やブルートゥース といった無線によるLAN ＊

通信も急速に広まってきました。また、パソ
コンでは周辺機器が増加するに伴い、接続の
簡素化という点から、マウスやキーボード等
の無線化も進んでいます。
しかし、これらパソコン等の情報機器は規

格内とはいえ自らがノイズを発生しており、
無線環境としては決して良い条件ではありま
せん。また近距離での通信であることから、
放射電磁界のほかに誘導電磁界も存在してい
ます。
本研究では、近距離通信における電波伝搬

特性 を解析し、ノイズ成分の多い機器の周＊

辺で、効率のよいワイヤレス通信を実現する

ための、基礎データを収集することを目的と
しています。
実験対象としては、パソコンのワイヤレス

マウスと組み込み型基板アンテナを選定しま
した。これらは、通信方式等に規格がなく各
社独自の仕様となっているうえ、使用環境に
左右される要因が多く、安定した動作を維持
するため送受信特性の良いアンテナが求めら
れています。また、機器組込型のため小型ア
ンテナであることも重要な要件となります。
このため、近距離での送受信に使用する小

型アンテナを試作し、送受信特性の解析を行
いました。
応用技術部 システム制御科

須藤 尚子 笹山淑弘

図２ 基板アンテナ
受信特性

図１ 基板アンテナ
インピーダンス 特性＊

基板アンテナ

10mm

135mm
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研究期間（平成１１～１３年度） 事業区分（中小企業技術開発産学官連携促進事業：広域共同研究）

情報処理装置から発生するノイズの低減に関する研究

－ USB キーボードの試作と評価 －＊

）図１ 放射電界強度（水平偏波

図３ 試作キーボード

図２ 放射電界強度（垂直偏波）

情報処理装置から発生する放射ノイズの対策は、一般的にはカット＆トライで行われ製品開発の効
率が悪く、設計段階でノイズを低減し効率を高めるため、プリント基板のパターン設計によるノイズ
低減手法の研究開発を行いました。その結果、ＥＭＩ規格に適合するパターン設計手法が確立できま
した。
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一般に電子機器のノイズ対策は、定性的な
解析結果に基づくものではなく、設計の最終
段階でカットアンドトライで行われることが
多く、作業効率が低く時間が無駄に使われて
います。
設計の最終段階のノイズ対策に用いられる

手法は、ノイズ対策部品の使用によるものが
多く、製品のコストを急激に上昇させてしま
います。
設計効率と製造コストの問題から、設計段

階から適用できる低コストのノイズ対策が求
められています。
本研究では、製品の設計段階から放射ノイ

ズを抑制し、製品設計の効率化に寄与できる

技術の確立を目指しました。
曲がりや、平行線路等の様々な配線パター

ンを有する基板について、パターンと放射ノ
イズの相関を取得し、パターン形状による放
射ノイズ発生機構を解析しました。
結果を基にノイズを抑制したプリント基板

設計を行い、電子回路を用いた製品設計のノ
イズ対策に有効かつ効率化、低コスト化に貢
献する開発手法を取得しました。また様々な
情報処理装置の入力部として大多数を占める
キーボードに着目し、その検証としてキーボ
ートの試作開発を行いました。
応用技術部 システム制御科

笹山淑弘 須藤尚子

図１、２は試作したUSBキーボードを３ｍ法
の電波暗室で、30MHz～1GHzの周波数範囲で放
射電界強度測定したもの。
図中の赤線はVCCI Class-Bの規格値を表して

いる。
図３は試作したUSBキーボードの外観と動作

の様子。
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研究期間（１３年度） 事業区分（うつくしま未来博）

画像処理によるジャンケンマシンの開発

平成13年7月7日から9月30日まで開催された「うつくしま未来博」の未来産業館で研究内容を紹介
するために、画像処理を利用したジャンケンマシンの研究開発を行いました。その結果、対戦相手の
手の検出と形状認識を高速に実行し、目にもとまらぬ後出しで勝敗を自由に制御できました。

「うつくしま未来博」の未来産業館にハイ
テクプラザの研究成果を展示するために、画
像処理を利用したジャンケンマシンを製作し
ました。ハイテクプラザでの研究成果をわか
りやすく、特別な説明なしに体感してもらう
という目的で開発しました。
人間の目には約1億個の視細胞があり、目

から入力された映像を脳で認識しています。
現在、画像処理装置として実用化されてい

る装置の画素数は数十万画素から数百万画素
程度です。
画像処理装置は性能の面ではまだまだ人間

に追いついていませんが、特定の分野や、限
られた作業に特化すれば、繰り返し正確な作
業を高速に行うことができます。

ジャンケンマシンは、160×120=19200画素
のデータを処理しています。数万画素程度の
画像処理ならば、パーソナルコンピュータで
も0.1秒以内に計算が可能なので、瞬時に結
果を出す必要があるジャンケンマシンを作る
ことができました。

、 、開発したジャンケンマシンでは 手の大小
方向にかかわらず認識が可能です。
使用したパーソナルコンピュータのCPUは

1.5GHzのPentium�で、オペレーティングシ
ステムはWindowsNT4.0です。プログラム開発
にはVisualBASICを使用しました。

応用技術部 システム制御科
高橋 淳 大内 繁男
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研究期間（１３年度） 事業区分（ニーズ対応型短期研究開発事業）

画像処理による寸法測定装置の開発

小型電子部品の検査工程で寸法測定を自動化するために、画像処理技術を利用した寸法測定装置の
研究開発を行いました。その結果は、倍率１倍のテレセントリックレンズとＣＣＤカメラを用いるこ
とにより、複数の測定点を分解能約14μｍで同時に計測することができました。

電子部品の加工組み立て工程で、部品の加
工精度を確認するために寸法測定を行う必要
があります。寸法測定項目が多数あり、非接
触で測定を行いたいという要求に対して画像
処理技術を応用した寸法測定システムを開発
することにしました。
画像処理装置は、パーソナルコンピュータ

の バス に画像を取り込むフレームグラPCI ＊

バーボードを組み込み、テレビカメラを接続
しました。入力画像は × 画素です。640 480
倍率が 倍のテレセントリックレンズ を使1 ＊

、 。用した場合 分解能は約 μ となります15 m
画像処理プログラムは、過去に 言語をC

使用してワークステーションの 上で開UNIX
発したものを に書き換えて利VisualBASIC ＊

用しました。
濃度ヒストグラム、判別分析法による 値2

2 2画像のしきい値計算、濃淡画像の 値化、
、 、値画像のラベル付け ラベル画像の面積計算

重心計算と輪郭抽出などのプログラムを
のモジュールとして開発しましVisualBASIC

た。
画像処理装置と、 θテーブル、照明X-Y-

装置などを組み合わせることによって自動計
測システムを開発することができました。

応用技術部 システム制御科

高橋 淳 大内 繁男
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研究期間（平成１２～１４年度） 事業区分（福島、山形、新潟三県公設試験研究機関共同研究事業）

微生物による未利用資源の高度利用化

新規発酵槽

発酵槽センサー部

食品リサイクル法など法律の施行により、食品関係事業者から排出される廃棄物は、法の規制を受
けることとなり、その対策が必要とされています。そのため、未利用資源を微生物の発酵により肥料
等に変換する研究を行いました。その結果、発酵槽の実測データから、発酵温度の上昇と、二酸化炭
素濃度の上昇にはある一定の関係があり、温度上昇に先立って、二酸化炭素濃度が上昇することがわ
かりました。また、発酵槽内の処理物を分析した結果、C/N比（炭素・窒素率） は投入開始から１０＊

日前後で２０以下となり、毎日生ゴミを投入しても大きく変化しないことがわかりました。

現在、環境に対する負荷軽減が大きく叫ば
れており、これ以上廃棄物を燃焼によって処
理することは避けなければならない状況下に
あります。
さらに平成１３年４月に「食品循環資源の

再生利用等の促進に関する法律 」が施行さ＊

れ、食品廃棄物の再資源化へ向けた取り組み
が急務となっています。
そこで、本研究では、食品廃棄物の「高速

堆肥化」のため、発酵中の微生物相の変化と
発酵槽の制御方法や、発酵槽から発生する臭
気に対する問題等について様々な検討を加え
ています。
具体的には、微生物を添加しない発酵肥料

製造管理手法の開発や、被発酵成分が肥料製
造に及ぼす影響、そして、微生物相の確認法
の検討、脱臭槽における脱臭メカニズムの解
明などの研究を行っています。
そして、これから再資源化に取り組もうと

している事業所や、新たに発酵槽を製造しよ
うとする企業に対し、研究の成果を普及する
ことにより、より付加価値の高い肥料の製造
や、管理しやすく失敗の少ない発酵槽の開発
などが可能となると考えられます。

応用技術部 微生物応用科

桑田 彰、池田信也、鈴木英二、安川 真
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研究期間（平成１２～１３年度） 事業区分(ニーズ対応型研究開発事業)

県産資源白土の高機能化
－高機能シラスバルーン の製造技術の確立－＊

今回開発した高圧縮強度シラスバルーン(左上:加圧前のSEM像、右上:加圧後のSEM像、左下:加圧前の粒度分布、右下

:前処理条件と粒子密度、非破壊率の関係)

プラスチック用フィラー 等のさらなる用途拡大を図るため、高圧縮強度シラスバルーンの開発を＊

行いました。その結果、前処理乾燥装置を用いて粉体内の水分量を制御することにより、ほぼ100％
発泡し、かつ圧縮強度の高いシラスバルーンを製造することが可能となりました。
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シラスバルーンは火山性ガラス質堆積物を
℃付近で急速加熱することによって得1000

られるガラス質中空体で、その軽量性、断熱
性を活かして軽量化骨材として一部外壁材等
に使用されています。しかし発泡性が高いと
圧縮強度が低く、圧縮強度が高いと発泡性が
低いという軽量化(高発泡率)と高強度が相反

、 。するところがあり 用途が限定されています
これまでこれを両方ともクリアするには超微
粒バルーン製品がありますがコスト的な問題
がありなかなか普及していません。
当所ではこれまで県産資源である白土を用

いてシラスバルーンの作製のための研究を行
い、現在マールライトの名前で商品化に至り

ました。今回はさらに上記の問題点を解決す
るため、企業と共同で開発した前処理乾燥装
置を用いて高発泡率、高圧縮強度を有する高
機能シラスバルーンを作製し、製品化するこ
とを目的としています。
これらが製品化されることによりプラスチ

ック用フィラー等のさらなる用途拡大となり
生産量の増大、県産資源の利活用が見込まれ
ます。

材料技術部 無機材料科

関根義孝、加藤和裕

丸中白土株式会社

紺野篤男、西坂直伸、紺野圭樹
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研究期間（平成１３～１４年度） 事業区分（ニーズ対応型研究開発事業）

最表面観察手法の確立と生産工程への応用

イオンプレーティング膜 表面の形態を明らかにするために、走査型電子顕微鏡(SEM)及び原子間力＊

顕微鏡(AFM) を用いて観察をしました。その結果、ショットピーニング処理 を行うことにより、ド＊ ＊

ロップレットが除去されていることが観察されました。

イオンプレーティング＋ショットピーニング処理

SEM像 AFM像

イオンプレーティングのまま

SEM像 AFM像

近年、表面形態・物性などの観察・評価装
置が著しく進歩し、高倍率下での観察が可能
になり、製造プロセスの改善や不良対策に一
部利用されています。しかしながら、真の表
面形態を観察する手法が確立されているとは

。 、言えません 表面形態を観察する方法の中で
走査型電子顕微鏡は有効で一般に広く用いら

2れています。また、原子間力顕微鏡は SiO
のカンチレバー の先端に取り付けた尖った＊

針を試料表面に近づけ、試料表面とカンチレ
バーの間にかかる原子間力（斥力）を検出し
ます。それをカンチレバーの上下方向のたわ
み量として捉え、大気中で絶縁物を高分解能
で観察することが可能です。

アークイオンプレーティング法はイオン化
率が高く、つきまわりがよく、密着強度が高
い膜が得られるので、工具などには広く用い
られています。しかしながら、アーク放電の
際 ターゲット金属から飛び出る金属融滴 ド、 （
ロップレット）が基材表面に付着して、表面
粗さを増大させ、表面性状を劣化させる問題
があります。ドロップレットの形態及び微小
な表面の凹凸は、工具摩耗や膜の摩擦・摩耗
特性に影響を及ぼすことが考えられ、真の表
面微細構造を調べることは非常に重要です。

材料技術部 材料化学科 栗花信介

材料技術部 無機材料科 高瀬つぎ子
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研究期間（平成１３年度） 事業区分（事例研究）

炭酸カルシウムを利用したインクジェットプリンター用紙の開発

ウェザーメータによる耐候性試験結果（９６ｈ）

炭酸カルシウムの用途拡大とインクジェットプリンター用紙の低コスト化のために、炭酸カルシウ
ムをコーティング剤に利用したインクジェットプリンター用紙の研究開発を行いました。その結果、
発色性、耐候性で市販品と遜色がない試作品ができました。

図１　耐候性試験前後の測色値変化（試作品）
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図２　耐候性試験前後の測色値変化（市販品）
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左：市販品　右：試作品

インクジェットプリンター用紙（以下プリ
ンター用紙）のコーティング剤は、有機成分
と無機成分から成り、そのうち無機成分とし
てはシリカ、酸化チタン、炭酸カルシウム等
が利用されています。
現在市販されているプリンター用紙のほと

んどは無機成分としてシリカが主成分として
使われていて、他の成分は微量という現状で
す。
炭酸カルシウムはシリカに比べてコストが

安く、コーティング剤に利用することでプリ
ンター用紙の低コスト化が図れる利点があり
ます。そこで、炭酸カルシウムの用途拡大と
プリンター用紙の低コスト化を目的に、試作

・評価を進めました。
コーティング剤の無機成分で、炭酸カルシ

ウム１００％の場合は印字の際の滲みが著し
く使用には耐えませんでしたが、シリカ：炭
酸カルシウム＝５０：５０で粒径を最適化す
るなどの工夫により、印字の際の滲みが抑え
られ、ウェザーメータや屋内暴露による耐候
性試験でも、市販品と遜色のないものができ
ました。

いわき技術支援センター

中山誠一、緑川祐二、齋藤宏

株式会社ファイマテック相馬工場

技術開発研究部 内山浩隆
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研究期間（平成１３年度） 事業区分（事例研究）

メタノール中の硫黄定量分析法

試 料
はかり取り量１ｍｌ，ベッセル(分解容器)
ＨＮＯ １２ｍｌ，Ｈ Ｏ ２ｍｌ３ ２ ２

マイクロウェーブ分解
２５０Ｗ２分－０Ｗ２分－２５０Ｗ６分－
４００Ｗ５分－６５０Ｗ５分，Ｖｅｎｔ５分

定 容
蒸留水で１００ｍｌメスフラスコに定容

ＩＣＰ測定
Ｓ

図 メタノール中の硫黄量分析フローシート

表 分析結果

成分(mg/L) Ｓ

試料名 １ ２ 平 均

メタノール（試料） １．４ １．３ １．４

メタノール ブランク ０．５ ０．５ ０．５（ ）

溶媒として用いられたメタノールを回収再利用するために、問題となるメタノール中の微量硫黄の
定量分析方法の検討を行いました。その結果、マイクロウェーブ分解－ＩＣＰ発光分光分析法 によ＊

り、微量の含硫黄アミノ酸化合物（医薬品用）を含む、メタノール試料中の硫黄を定量分析できまし
た。

メタノールは、有機合成の出発物質、また
は溶媒としてなど利用範囲は広いですが、溶
媒として用いられたメタノールを回収、再利
用する際に、他の有機合成物質が混入してい
ると利用価値がなくなってしまいます。
今回、含硫黄アミノ酸化合物の残量を把握

するために、その硫黄に着目しました。しか
し、従来法であります燃焼吸収－滴定法など
は、手順が煩雑で時間がかかるうえ、検出量
の限界が高く、微量の硫黄定量には向きませ
ん。そこでこれらの問題を解決するために、
マイクロウェーブ分解－ＩＣＰ発光分光分析
法によります硫黄の定量分析を試みました。

メタノール試料中の硫黄定量は、希釈及び
開放系によります分解、定量では、硫黄の揮
散などによって正確に定量できませんでした
が、マイクロウェーブ分解装置を用いた密閉
系の分解法によって、ほぼ理論値どおりの分
析ができ、微量の硫黄を含んでいる実試料へ
の応用も可能でした。

いわき技術支援センター

中山誠一

材料技術部 材料化学科

杉内重夫
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研究期間（平成１２～１４年度） 事業区分（産官共同研究開発事業）

異素材の複合化縫製技術等の活用による高感性衣服 の開発
＊

－ニットと織物の結合による高感性衣料の開発－

ニットと織物を縫い合わせて衣服を作る場合、ニットと織物の縫い合わせしたい部分を重ね合わ
せてミシン等で縫製するため、そのような部分は肉厚となり人体への接触圧が高まり、着心地に影
響します。また、仕立て映えもあまり良くありませんでした。
本研究は縫合部分を肉厚にすることなく、スムーズでフラットにニットと織物を結合させるでき

る編織地の製造技術を考案しました。
一般に織物（反物）の両端には耳と呼ばれる地の組織と異なる部分があります。ニットに結合さ

せる織物の耳に一般には存在しない隙間を設け（織物はこの目的のために新規で織らなければなら
ない 、この隙間に編み機の編み針を挿入し、織物からニットを直接編み出します。）

ニットと織物の生地を組み合わせた従来の衣服の欠点（縫い目が綺麗でない、仕立て映えがあまり
良くないなど）を解決するために、ニットと織物を結合した服地の製造方法を開発しました。その結
果、織物の部分からニットを直接編み出すという画期的な方法を確立しました。

織物の衣服（シャツ、ジャケットなど）に
求められる性質は形態保持性やシルエットの
美しさなどです。一方、ニットの衣服（セー
ター、カーディガンなど）は伸縮性、身体フ
ィット性などです。
ニットと織物を組み合わせた衣服は以前か

らからありましたが、上記の様に性質の異な
る両素材を組み合わせると、縫い合わせ部分
の縫い目が綺麗に仕上がらない、仕立て映え
があまり良くない、着心地が良くないなどの
問題が発生しました。
このような背景から、ニットと織物の縫い

合わせ部分がフラットに仕上がる新しいファ

ッション衣料は作れないかと考え研究に取り
組み、開発に成功しました （特許出願中）。
製品化に当たっては、織物の試織は三与機

業場�、デザイン・編み・縫製は菅野繊維�
にご協力を頂きました。
菅野繊維�では当技術を駆使した製品をア

パレルに提案したところ良い感触を得たため
引き続き各色の試作品を提案しています。
福島ブランドとして産地活性化の一助にな

ればと考えております。
福島技術支援センター 繊維科

菅野陽一、野村 隆、長沢 浩、吉田正尚

伊藤哲司、東瀬 慎、佐々木ふさ子
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研究期間（平成１２～１４年度） 事業区分（産官共同研究開発事業）

県産農産物を利用した機能性食品の開発

－リポキシゲナーゼ の不活性化と各種デザート類の試作－
＊

写真 試作したデザート類

大豆臭の少ない豆乳をつくるために、青臭みの原因となるリポキシゲナーゼを不活性化する方法に
ついて試験しました。その結果、イソフラボン 含量が高い品種である東北 126号 を使用して、大豆＊ ＊

臭の少ない豆乳を作ることができました。さらに、この豆乳を使用してイソフラボン含量の高い各種
のデザート類を試作しました。

図　浸漬大豆を沸騰水でブ
　　ランチングしたときの
　　豆乳の脂質過酸化度

0

10

20

0 10 20 30

ブランチング時間（ｓｅｃ）

青臭み

　　

大豆に含まれる機能性成分である「イソフ
ラボン」は、老化防止をはじめ各種ガンのリ
スク軽減、更年期障害の抑制など、様々な生
体調節機能を有しています。本研究では、こ
の大豆イソフラボンに着目し、県産大豆を利
用して健康的で広い世代に愛される加工食品
を開発することを目的としました。
昨年度の研究から、イソフラボン含量の高

い大豆として東北 号が有望と認められま126
した。しかし、この大豆はリポキシゲナーゼ
活性を有しているため豆乳調製時に大豆臭を
生成してしまいます。そこで、本年度はリポ
キシゲナーゼの不活性化について試験を行な
いました。

その結果、より簡便で製造現場で適用しや
すい方法として、浸漬した大豆をある一定の
条件で加熱することで、収量を減らさずに不
活性化できることがわかりました（図 。）
この方法を東北 号に応用してイソフラ126

ボン含量が高く、かつ大豆臭の少ない豆乳を
、 、 、調製し それを主原料に カスタードプリン

黒ごまプリン、ババロア、杏仁豆腐等のデザ
ートを試作しました（写真 。試作品を官能）
評価した結果、いずれも大豆臭が少なく、不
活性化処理の効果が認められました。

会津若松技術支援センター

（ ） （ ）遠藤浩志 発酵技術科 大野正博 食品技術科
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研究期間（平成１３年度） 事業区分（ニーズ対応型研究開発事業）

県産新酒造好適米「夢の香」に関する研究

－夢の香の醸造特性－

表１ 製成酒の一般成分値
１号酒（対照） ２号酒 ３号酒

日本酒度 ＋３．５ ±０．０ ＋３．０
アルコール(％) １６．３ １６．３ １６．３
総酸度(ml) １．６０ １．７５ １．６０
アミノ酸度(ml) ０．９０ １．１５ ０．８５
還元糖（％） ２．６０ ３．２６ ２．２６

表２ 製成酒の香気成分値
１号酒（対照） ２号酒 ３号酒

ﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾙｺｰﾙ(ppm) ７３ ５７ ６５
ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙｺｰﾙ(ppm) １００ ９９ ９９
ｲｿｱﾐﾙｱﾙｺｰﾙ(Ａ)(ppm) ２０１ １７８ １９６
酢酸ｴﾁﾙ(ppm) ５５ ３８ ５９
酢酸ｲｿﾌﾞﾁﾙ(ppm) ０．１４ ０．１０ ０．１２
酢酸ｲｿｱﾐﾙ(Ｅ)(ppm) ３．３７ ２．５０ ３．０９
ｶﾌﾟﾛﾝ酸ｴﾁﾙ(Ｃ)(ppm) １．５４ ３．４０ ２．４７
Ｅ/Ａ×１００比 １．６８ １．４１ １．５８
Ｃ/Ｅ比 ０．４６ １．３６ ０．８０

県産の新酒造好適米「夢の香」を用いて総米９０ｋｇの試験醸造をしました。その結果、使用酵母
の違いによって製成酒の一般成分値及び香気成分値に差が表れました。

農業試験場と共同で開発した本県独自の酒
造好適米「夢の香」は大粒心白米 でかつ低＊

タンパク、軟質米と酒造好適米の性質を備え
ているばかりでなく、従来の「五百万石」や
「華吹雪」と比較し、耐冷性、耐病性にも優
れており、栽培面からも非常に期待されてい
ます。そこで、この酒造好適米「夢の香」を
最大限に活用するためには原料米の酒米特性
を多方面の角度から詳細な解析を行い、また
試験醸造により醸造特性の再現性も併せて検
討することが急務です。
一方、多品種少量生産の時代にはいった酒

類業界は、特定名称酒に位置づけられている
吟醸酒や純米酒及び低アルコール酒は若年層

や女性層を中心に急速に伸び続けています。
そうした中で、県産米の「夢の香」と当セン
ター及びハイテクプラザで開発した県独自の
清酒酵母を用いて、県オリジナルの特徴ある
清酒の開発を行い、その技術を県内酒造メー

、 。カーに広く普及し 業界の活性化を図ります
その結果、一般成分の総酸度及びアミノ酸

度値、香気成分のカプロン酸エチル値で対照
酒よりも試験酒で高い値を示しました。

会津若松技術支援センター 発酵技術科

高橋幹雄 鈴木賢二 佐藤 正

����� !"#$ %&'()*$+,-.��

20 ()<=>?@-.AB+C256 D+E:12FG>HIDJDAKL MNCOPQ

RS0CTU0'VCWXY�X12+Z[C\]^_12 F`(aD;V256D+EEC#+

OPQRS0+b:;cC\]^_12+d6(a+d.256`efgh.i'`�j6JDAK

������ ����	
�������������

�������



研究期間（平成１２～１３年度） 事業区分（ニーズ対応型研究開発事業）

県産農作物の品質特性の把握と加工適性に関する研究

－柿の脱渋及び渋戻りの阻止について－

渋柿の加工用途を拡大するために、渋戻りのしにくい脱渋方法を検討しました。その結果、会津身
不知柿、蜂屋柿とも、アルコール脱渋に比べ、炭酸ガス脱渋の方が加熱しても渋戻りしにくく、特に
会津身不知柿においては、炭酸ガス脱渋により加熱による渋戻りが抑制できることが分かりました。

会津身不知アルコール脱渋
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80%ﾒﾀﾉｰﾙ

会津身不知炭酸ガス脱渋
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1%HCl-ﾒﾀﾉｰﾙ(60℃)
1%HCl-ﾒﾀﾉｰﾙ(室温)
0.1%HCl-ﾒﾀﾉｰﾙ
80%ﾒﾀﾉｰﾙ

蜂屋アルコール脱渋
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温)
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蜂屋炭酸ガス脱渋
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1%HCl-ﾒﾀﾉｰﾙ(60℃)

1%HCl-ﾒﾀﾉｰﾙ(室温)

0.1%HCl-ﾒﾀﾉｰﾙ

80%ﾒﾀﾉｰﾙ

渋柿は脱渋処理により果肉中のタンニンが
不溶化して渋みを感じなくなりますが、加熱
や破砕処理によってタンニンは再び可溶性と
なり、渋みを感じるようになります（渋戻
り 。この渋戻りを阻止し、柿の加工用途を）
拡大するために、本県の代表的な渋柿である
会津身不知柿、蜂屋柿について脱渋方法を検
討しました。 それぞれの品種について、ア
ルコール脱渋と炭酸ガス脱渋によるタンニン
の変化を調べたところ、２品種とも炭酸ガス
脱渋の方がタンニンの不溶化が進み、加熱し
ても渋戻りしにくいことが官能試験でも確認
されました タンニンが不溶化した状態 タ。 （
ンニン細胞）は顕微鏡でも観察することがで

きますが、炭酸ガス脱渋したものは加熱後も
タンニン細胞が保たれていることを確認しま
した。品種では、会津身不知柿の方が蜂屋柿
に比べて渋戻りしにくいことが分かりまし
た。現在生食用に出荷されている会津身不知
柿は、アルコール脱渋か、アルコールと炭酸
ガスを併用して脱渋されています。生食では
なく、二次加工に用いる場合は、炭酸ガスで
脱渋することで渋戻りを防ぐことが出来ると
考えられます。

会津若松技術支援センター 食品技術科

齋藤 裕子 河野 圭助
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研究期間（平成１３～１４年度） 事業区分（ニーズ対応型研究開発事業）

酵素重合型プレポリマーハイソリッドUV漆塗料の開発とその応用研究

酵素重合型漆塗料 を活用し、無溶剤型UVアクリレート化合物との相溶性を検討しつつ揮発性有機＊

溶剤を含まない含漆UV塗料の開発を行いました。その結果、人と地球環境に優しいプレポリマーハイ
ソリッドUV漆塗料として機能性・耐久性が確認され実用化が可能となりました。

近年、シックハウス症候群が社会問題とし
て大きくクローズアップされています。これ
らの原因として揮発性有機溶剤が大きく影響
していると言われています。本研究では、住
宅内装部材にそのシェアーを広げようとして
いる含漆 塗料も安全でしかも人や地球環UV
境に優しい塗料として活用されるためにも、
これら揮発性有機溶剤を使用しないノンソル
タイプの含漆 塗料の開発を行いました。UV
加えて、自然乾燥性の酵素重合型漆塗料を活
用しハイソリッドでしかも、耐久性、機能性
は従前の溶剤型含漆 塗料と劣ることなくUV
強固な塗装被膜を形成することが可能となり
ました。唯一の問題点としては塗膜レベリン
グ性 に難があったことから、再度数十種類＊

ノンシリコンタイプのレベリング剤や界面活
性剤の検討を行い、その中から厳選したもの

を添加しその効果確認を行いました。また、
光開始剤についても揮発性有機溶剤による希
釈の必要性のない微粉体を含漆 塗料中にUV
撹拌混合させていく塗料調整工法が確立した
ことで、試作品として「うつくしま。ふくし
ま未来博」出展品でもあった含漆 塗りカUV
ーや技能五輪入賞メダルなどに応用し、その
塗膜性能を充分に確認することが出来まし
た。今後は、積極的に住宅内装部材やインテ
リア製品等に実践的な活用が出来る段階に入
りつつあると認識しています。

会津若松技術支援センター 産業工芸科

須藤 靖典 出羽 重遠
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研究期間（平成１３年度） 事業区分（調査研究事業）

県産間伐材等木材の用途開発と性能評価技術の研究

県産杉間伐材での学校用家具の開発を行うため、軟質針葉樹である杉材のねじ保持性能の研
普通教室用机で使用されている合板(15ﾌ ﾗ゚ｲ２０�ｔ)材料や広葉樹（ブ究を行いました その結果は。 、

ナ材）の半分以下の引抜き強さしか得られないことが確認されました。

案内孔径比におけるねじの保持力
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杉材における各種ねじの保持力
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本県の森林資源を育成するためには、間伐
の円滑な推進と間伐材の用途開発及び間伐材
の利用促進が必要となっております。又、学
校用家具の日本工業規格の改正など木製品の
参入し易い教育環境が整備されつつありま
す。県産杉間伐材等での学校用家具の開発や
製品の普及が推進されるためには、材料特性
や接合強度、家具の安定性、耐久性試験、素
材の表面性能の改良など学校用家具として必
要不可欠な性能を開発する研究が必要であり
ます。
地場産の杉や檜等の針葉樹を利用した学校

用家具の開発は、各県の公設試を中心に盛ん
に行われ、軽量化やスチール部材との複合化
等による製品が開発されてます。

本研究では、スチール部材との複合化にお
ける軟質針葉樹である杉材のねじ保持性能等
を取り上げスチールとの結合強度性能に関す
る基礎的資料を得る目的で、市販ねじによる
杉材のねじ保持性能について検討を行いまし

Tた。又、基本的な接合強度の把握のため、
型曲げ試験による接合強度性能について検討
を行いました。

会津若松技術支援センター 産業工芸科

橋本春夫
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