
１．事業者の概要 
 組織名 ： 鹿児島大学 
 所在地 ： 鹿児島県鹿児島市郡元1-21-40 
 電話/FAX： 099-285-8453／099-285-8464 
 メール  ： ono@ibe.kagoshima-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 小野 智司 准教授（大学院理工学研究科情報生体システム工学専攻） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5686346号、特許第5071853号、 
                                                 特許第4752060号 
 活用した助成金 ： 科学研究費補助金（若手B）（平成23年度～平成24年度） 
 産学官連携実績 ： IT系、印刷系会社等数社 

２．研究開発の目的、対象とする問題 
 
【研究開発の目的】 
 人間が持つ領域知識や嗜好を、最適化の過程
で動的に取り入れることを目的とした技術を開発
する。 
 
【どんな問題を対象とするか】 
 複数の変数の値の組み合わせを決定する問題
で、解の品質を表す客観的な指標に加えて、その
指標では表現が難しい人間の嗜好や領域知識な
どが存在する問題に適用が可能である。 
 例えば、看護師勤務スケジューリングにおいて、
法規に関する条件等は客観的な指標としてシステ
ムに事前に組み込んでおき、看護師の組み合わ
せなどの細かい条件等は、最適化の最中に、実際
に提示された割当て案を見ながら考え、システム
に指示することが可能となる。 

人間の嗜好や領域知識と客観的な指標の双方を最適化する技術 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 本技術に基づくシステムは、最適化の過程を人
間が観察し、良好な解候補に重みを付けたり、解
の一部を直接編集することを許す。システムは
ユーザの操作をもとに学習を行うことで、ユーザが
持つ暗黙の嗜好や領域知識の近似モデルを構築
し、以後の最適化において目的関数の1つとして
利用する。 
 
【技術・製品の強み】 
 本技術・製品の強みは下記2点が挙げられる。 
 
①制約の強いデザイン・設計問題に適用可能 
 これまでに、規格を遵守した装飾QRコードの生
成技術や、平面充填図形のデザインに応用し、制
約を満たしつつ人間の嗜好を反映したデザインを
実現できることを確認している。 
 
②分野固有の手法や技術を併用可能 
 分野固有の解法が存在する場合は、最適化に
組み入れて利用することが可能である。 

規格を遵守した装飾QR
コードの生成への応用 

平面充填図形の 
デザインへの応用 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 これまでに実現した装飾QRコードや平面充填図形の
デザインのほか、本技術は多様な用途に適用できると
考えている。詳しくは、下記の解説論文を参照されたい。 
 
小野 智司: ユーザシステム協調型進化計算 ― 人間
の知識や嗜好を活用した最適化の実現、 
システム／制御／情報，60 巻 (2016) 7 号 p. 284-291，
https://doi.org/10.11509/isciesci.60.7_284  
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 個別の対象問題に対してGUIを備えたシステムの開
発が必要となる。また、事業化や販路の形態も対象問
題の特性や用途に依存すると考える。 

小野 智司 准教授 

５．企業へのメッセージ 
 
 当研究室では、これまでも二次元コードや人的資源を
効率的に割り当てる業務改善などの分野に最適化技
術を導入する形で産学連携の実績があり、各企業との
連携・共同研究に積極的に取り組んでいます。 
 今回ご紹介した最適化技術だけでなく、装飾2次元
コードの作成等についてもご相談をお受けできます。 
 平面充填図形のデザインへの応用は、「鹿児島県発
明協会会長賞」を受賞しました。 
 地方国立大として教育・研究のミッションを果たしつつ、
企業の皆様の力となり、九州産業の活性化に寄与でき
ればと考えています。 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 現在、ヘッドマウントディスプレイ（以下HMD）を用
いたVRコンテンツが増えてきており、これらは現実
での再現がむずかしい環境をユーザ自身に体験
させることができる。しかし、１人ずつ付け外しが必
要、HMDを付けた者にしか効果が伝わらない、年
齢制限などのデメリットが存在する。 
 そこで本研究では、ただ範囲内に立つだけでユー
ザの身体をまるごと映像世界に巻き込み、その場
のアクションで仮想環境に影響を与えることがで
きるVRシステム（右図）を開発する。 
 
【始めたきっかけ】 
 本システムは“映画の主人公になった”かのよう
な新しい感覚をユーザが体験できるよう生み出さ
れた。Kinectに代表される実空間の情報入力装置
の出現と、筆者が培ってきたリアルタイム３DCG技
術の組み合わせにより実現可能であると考え、着
手した。 

映像世界へとシームレスに観客を巻き込む！参加型VR環境再現システム 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 久留米工業大学 
 所在地 ： 福岡県久留米市上津町2228-66 
 電話/FAX： 0942-22-2345 （代表） ／0942-21-8770 
 メール  ：  kudo@kurume-it.ac.jp 
 研究者情報 ： 工藤 達郎 講師（工学部 情報ネットワーク工学科） 
 論文掲載、受賞歴、出展実績 ：  
   ① 2016 Asia Digital Art Award FUKUOKA, Interactive Art部門大賞/総務大臣賞 
   ② Siggraph Asia 2017 BANGKOK, VR Showcase, 発表展示 
   ③ 福岡アジア美術館(2017/3/2~3/7), アクロス天神(2017/8/2~8/6)での展示 等 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
  システム稼働の必要最低機器は以下である。 
  １）実空間情報入力装置（例:Kinect v2）x1 
  ２）Windows PC x1 
  ３）ディスプレイ x1 
 システム内では、入力装置からユーザの身体の
形状と色データをリアルタイムに取得し、仮想空間
上にその姿を３次元で再現する。 
 仮想空間は力学的にシミュレートされており、そ
の場でのユーザ動作（押す動作や殴る動作、など）
で仮想空間の物体を押す、破壊するといった影響
を与えることができる。6人まで同時に参加できる。 
 
【技術・製品の強み】 
 １）機器を身に着けることなく即時動作する 
 ２）現実では難しい物理現象を自身の身体 
   で体験し、俯瞰的に見ることができる 
 ３）仮想空間に巻き込むことのできる人数は 
   最大6人だが、観客数に制限はなく同じ 
   出力を全員が受け取れる 

システム概念図 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 本システムは、筆者のエンターテイメント作品『The 
Simple Formula』に応用され（上記実績①②③）、終日
展示でも安定した動作が確認できた。今後も、コンテン
ツ領域においては応用と発表を行っていきたい。 
 また本システムは、 “自分の身体が環境に与える影
響をその場で再現して見ることができる”シミュレータで
もある。今後は、仮想空間内で扱う対象の種類を変え
ることで、研究面でもシステムを応用させていく。例えば、
空気・熱を対象として“ある部屋に自分がいたら、どの
ような空気や温度の循環が起きるのか”を、その場で部
屋を切り替えながら検証するシステムなどが考えられる。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 今後の事業化においては、対象とする領域（医学・教
育・福祉など）を確定した上で、その専門領域のエンジ
ニアや知識人と連携することで、身体と環境との相互影
響をより正確に再現することが必要となる。 

５．企業へのメッセージ 
  筆者は、これまでも実空間情報をリアルタイムに
反映させるシステムや作品を多数制作してきました。  
 動く対象に追従投影を行う動的プロジェクション
マッピングシステムを世界に先駆けて開発し、第23
回 福岡県文化賞【奨励部門】を受賞した実績もあ
ります。是非とも私の技術を地域へと生かしたいと
考えておりますので、貴社がお考えのアイディアと
少しでも重なる部分がございましたら、お気軽にご
連絡下さい。 

工藤 達郎 講師 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 帰宅困難者対策を始めとした災害対策は、特定
の施設に頼るのではなく、地域連携が必要である。
災害時に地域の防災関連情報を共有し、連携し合
える体制を構築するための支援システムとしてオ
フサイトセンターの開発を行なう。 
 
【始めたきっかけ】 
 東日本大震災時の首都圏では、行き場を失った
多くの帰宅困難者が地下街に流れ込んだ。地下街
では、人道的観点から帰宅困難者を受入れていた
が、あくまで施設側の自主的な判断の結果であっ
た。今後の災害対策を考える上では、特定の民間
施設の善意や自主性に頼った対策ではなく、事前
に災害対策の仕組みを構築しておく必要があると
考え、本研究に臨んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大規模災害時の安全安心を支援するオフサイトセンターの開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 近畿大学 
 所在地 ： 福岡県飯塚市柏の森11-6 
 電話/FAX： 0948-22-5655／0948-23-0536 
 メール  ：  hori@fuk.kindai.ac.jp 
 研究者情報 ： 堀 英祐 講師（産業理工学部 建築・デザイン学科 建築環境・設備研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集 
 活用した助成金 ： セコム科学技術振興財団一般研究助成（平成27年度～平成30年度） 
 産学官連携実績 ： 芝浦工業大学、国士舘大学、工学院大学 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 オフサイトセンターとは、一般には、原子力施設
の緊急事態時において、外部（オフサイト）で緊急
対策を行なうための拠点施設を示す。この考え方
を、大規模災害時の地域防災に応用することで、
主要都市のターミナル駅周辺地域で策定されてい
る「都市再生安全確保計画」等の災害対策の実効
性を確保するシステムの開発を行っている。具体
的には、帰宅困難者の一時滞在が想定される施
設のエネルギー供給のバックアップと滞在空間の
温熱環境・建築設備稼働状況等の情報の収集・発
信を行い、施設管理者や対策本部責任者の意思
決定の支援を行うシステム構成となっている。 
 
【技術・製品の強み】 
 本システムの強みは下記の３点が挙げられる。 
①エネルギー融通システムによる停電時における
必要最低限のエネルギー確保 

②エリア内情報の収集・発信による緊急災害対策
の意思決定の合理化と迅速化の実現 

③帰宅困難者への状況提供による混乱等の抑制 

オフサイトセンターのイメージ 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 帰宅困難者が最も集中する可能性の高いターミナル
駅に接続する地下街空間のエネルギー供給システム、
温熱環境、設備稼働状況についての調査を実施してい
る。今後は、こうした施設固有の情報を周辺の複数の
施設でリアルタイムに連携する仕組みづくり、及び避難
者等を支援するためのエリア内情報の収集・発信のた
めのシステムづくりと、こうした機能を備えたオフサイト
センター導入に対する定量的評価のため指標づくりが
必要である。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 災害時の対応には地域連携・施設間連携が不可欠
であり、本システムを導入するためには、地域で活動す
る多様な組織体の防災対策への意識の共有化が必要
である。また、事業主体となる組織も必要になる。 

５．企業へのメッセージ 
 本研究では、近い将来危惧されている大規模災害に
対する実効性のある対策として、施設管理者・帰宅困
難者の双方を支援するためのシステム開発に、複数の
大学の研究室が専門性を活かし、協働して取り組んで
います。近年の頻発している大規模災害の経験からも、
災害対策における公共の支援には限界があることは明
らかです。企業が立地し活動する地域を災害から守る
ためには、公的空間を含めた対策について地域連携・
施設間連携を行っていく必要があります。 
 現在取り組んでいる研究の成果が一部でも、企業の
皆様の力となり、九州産業の活性化に寄与できればと
考えています。 

堀 英祐 講師 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 インバータやコンバータといった電力変換装置は、
小型軽量化が要求されてきている。小型軽量化には、
パワー半導体スイッチング素子のスイッチング周波
数の高周波化が必要不可欠であるが、スイッチング
電力損失や電磁ノイズの増加といった弊害が生じる。
そこで、「ソフトスイッチング電力変換回路技術」を用
いることにより、これらのデメリットを解消する。 
 
【始めたきっかけ】 
 従来のハードスイッチング方式と新提案ソフトスイッ
チング方式において試作実験器を製作して、それぞ
れ比較・検討を行った。その結果、ソフトスイッチング
方式の方が電力変換効率の向上や、放射性／伝導
性ノイズの低減を図ることができたことから、現在も
継続して研究・開発に取り組んでいるところである。 

高効率・小型軽量化・低電磁ノイズ電力変換回路とその実用化に関する研究 

１．事業者の概要 
 組織名： 九州産業大学 
 所在地： 福岡県福岡市東区松香台2丁目3-1 
 電話/FAX： 092-673-5638／092-673-5638 
 メール：  ogura.k@ip.kyusan-u.ac.jp 
 研究者情報： 小倉 弘毅 准教授 （理工学部 電気工学科 ﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報： 特許 第5523811号 
                                  「ソフトスイッチング降圧チョッパおよび電力供給システム」 
 産学官連携実績： サンケン電気株式会社、パナソニック株式会社、 
                              株式会社 本田技術研究所 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 ソフトスイッチング電力変換回路技術とは、電力変
換回路にインダクタとコンデンサの部分共振現象を
巧みに利用することにより、パワー半導体スイッチン
グ素子を「ソフトに」スイッチングする技術である。この
技術は、スイッチング電源や誘導加熱（IHクッキング
ヒーター、IH炊飯器）といった家電製品などにも応用
されており、装置の小型軽量化や制御性能の向上に
寄与している。 
 
【技術・製品の強み】 
 本技術の強みは、以下の2点が挙がられる。 
1) 電力変換効率の向上 
従来のハードスイッチング方式と比較して、ソフトス
イッチング方式は電力変換効率が数％向上する。こ
れは、パワー半導体スイッチング素子のオン/オフ・ス
イッチング過渡時において、電圧波形と電流波形の
重なりがほとんど生じなくなるからである。 
2) 電磁ノイズの低減 
ソフトにスイッチングすることから、スイッチング過渡
時の電圧波形・電流波形の傾きが緩やかになる。す
なわち、サージ電圧やサージ電流の発生が抑制され
ることから、放射性ノイズ／伝導性ノイズといった電
磁ノイズの軽減につながる。 

PV用インバータの試作 電力変換効率 測定例 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 蓄電デバイス技術の向上、また太陽光発電や風力発電、
燃料電池発電といった環境に優しいグリーン電力の普及
により、賦存する多様なエネルギー資源を最大限活用し
た「自律分散型エネルギー社会」に移行しつつある。電力
の輸送・変換・制御・供給に関わる技術分野で欠かせない
「パワーエレクトロニクス」と「ソフトスイッチング技術」を最
大限活用していく所存である。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 地球環境にやさしく、災害時や停電時の対策にも寄与し、
生活の質の向上にも資するモデルとなるような都市の実
現に向けて、産学官民一体による技術開発や実証実験の
促進が必要不可欠である。これには、地域の知恵、知見、
技術、人材を活用した地域創出型の展開が求められてお
り、積極的に関与していきたいと考えている。 

５．企業へのメッセージ 
 
 「新エネルギー利用インターフェースソフトスイッチング電
力変換システムに関する研究」を研究テーマの1つとして、
現在も取り組んでおります。電力供給・利用システム技術、
電気・電子回路技術、計測・制御技術、計算機応用技術
の複合境界領域の専門知識が要求されるアドバンスト・パ
ワーエレクトロニクス分野において、日々熱意をもって意
欲的かつ自発的に研究活動に励んでおります。環境・エ
ネルギーに関する企業、自治体とのネットワークを活用し
つつ、「九州発」の新たな環境・エネルギー産業が今後ま
すます発展できるように貢献していきたいと思っておりま
す。 
 

小倉 弘毅 准教授 
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２．研究開発の目的と動機 
 
【研究の目的】 
 デザインを経営に取り込むことによって企業価値を
創出し、社会におけるポジションの確立により経営を
安定化する。 
 

【始めたきっかけ】 
 プロダクトデザイナーとして多くの顧客、企業の課
題に向き合ってきた。その過程で「デザイン」というも
のが、プロダクトやグフィックのようなアウトプットだけ
でなく、企業そのものをデザインすることが必要だと
確信するようになった。実際、2010年以降「デザイン」
の役割は大きく広がり企業の経営方針、企業文化の
形成にまで及ぶようになってきている。デザインは継
続してこそ企業価値、文化を生むものであり、多くの
日本企業がデザインを活用する方向性を定められて
いない現状を変えたいと考えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企業=経営×デザイン 企業活動における統合デザイン開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 崇城大学 
 所在地 ： 熊本県熊本市西区池田4-22-1 
 電話/FAX： 096-326-4012 
 メール  ： iida@art.sojo-u.ac.jp 
 研究者情報 ： 飯田晴彦 教授（芸術学部デザイン学科  
                           プロダクトデザインコース 製品デザインスタジオ） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 高強度複合材料における新しいデザイン手法の応用 
                         と検証 日本機械学会論文集Vol.81, No.824, 2015 
 活用した助成金 ： くまもと夢挑戦ファンド事業助成金  
 産学官連携実績 ： 熊本大学、サンワハイテック、堀甲製作所、熊本県産業技術センター 

３．概要と強み 
 
【研究の概要】 
 デザインの広義の目的である「問題解決」「価値創
造」「未来提案」の3つをマーケティング、ブランディン
グ、経営戦略（≒デザイン戦略）にかけ合わせ、CDO
（Chief Design Officer）を中心として企業の統一した
考えを発信することで、事業環境の変化に対応し強
いブランド力を創り上げること。 
 
【デザイン導入の強み】 
①企業のステークホルダーは、顧客、従業員、投資
家、地域と様々である。デザインによって他者を意識
した経営が可能となり、多くの共感や支持を得ること
ができる。 
②デザインは価値を作り出すプロセスでもある。自社
の理想を追求することで社会におけるポジションを確
立することができ、競合とは異なる価値の創出を意
識した経営をおこなうことが可能となる。 
③デザインは未来提案であり、これまでにない企業
活動が生まれる。 
④デザインを経営に取り込む事は継続的に企業に変
化を与え「イノベーティブな組織」へと変革させる。 

統合デザイン例 （CI、グラフィック、Web 、プロダクト） 

デザイン開発 

４．具体的な展開 
 
【統合デザイン開発】 
 CEOと同じようにCDO（Chief Design Officer）またはデザイ
ン統括部門を設置し企業デザインを統括する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 企業理念の基、CDOまたは統括部門がマーケティングか
らブランディング、製品、広告、そしてデザイン戦略を構築す
る。                            

飯田 晴彦 教授 

５．企業へのメッセージ 
 
 デザインは、経営のトップがデザインを理解し、経営戦略
と同じように強力な意思決定があってこそ威力を発揮します。
デザインを一発逆転の手段として単発とせず、継続的に行
うことによって、点から面になり、企業そのもののデザインが
生まれます。海外のスタートアップ企業が最先端と報じられ
ますが、その企業には必ずデザインがあります。シリコンバ
レーにも企業と同じだけのデザイン事務所が存在します。こ
れからの社会でデザインを抜きにした経営は考えられませ
ん。  デザインを経営に取り込み、変化に対応できるイノ
ベーティブな組織づくりをご一緒に目指せればと考えます。 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 日本にはわずかな落差、流量の少ないCREEK
（小規模な河川、川、水路、小川等）が多く存在する。
これらの場所を利用した小規模な小水力発電では、
限定された流量・流速で発電する必要がある。従来
の円筒型の交流発電機では、使用回転数が高く極
数が少ないため、使用しづらい。この現状に対し、
小型水車等を利用した小水力発電向けの低回転で
効率よく発電できる小型の発電機がニーズとして強
く望まれている。 
 
【始めたきっかけ】 
 小水力発電用の小型発電機が望まれる中、側面
を平板構造にすることによって複数の発電機や増
速機を容易に連結できるインナーロータ型ディスク
発電機を試作開発することを目指した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これからの自然エネルギーの活用は「地域の自立エネルギー」が主役 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 西日本工業大学 
 所在地 ： 福岡県京都郡苅田町新津1-11 
 電話/FAX： 0930-23-1491／0930-24-7900 
 メール  ：  takajo@ nishitech.ac.jp 
 研究者情報 ： 高城 実 教授／野中 智博 教授（工学部 総合システム工学科） 

 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特開2017-163813（インナーロータ型ディスク発電機） 
 活用した助成金 ： 奨学寄附金（平成29年度） 
 産学官連携実績 ： 熊本電気工業株式会社、西日本工業大学、福岡県築上町役場 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 発電を行う主要部分が発電機の中央部に配置
された回転子と回転子の両側に一定の隙間を
もって回転子を挟み込むように配置された固定
子で構成されるインナーロータ型ディスク発電
機で小型で構造がシンプルで薄い特徴を有する。 
   
【技術・製品の強み】 
 本技術・製品の強みを下記に示す。 
①固定子および回転子を保持する発電機筐体側
面を平坦な構造にすることにより、複数の発電
機や増速機を直接連結し増設できる。 
 
②小規模な水力（身近な水資源）を広範に有効
利用でき、この発電機を利用したサイフォン式
発電システム1台で180W（パイプ径125mmφ）
の発電電力が得られる。 
 
③設置場所に応じた汎用性のあるコンパクトで可搬、
設置、撤去等が容易な一体型の小水力発電システ
ム（水車は直径600mmで増速率は5～10倍）を提
供可能である。 インナーロータ型 

ディスク発電機 
サイフォン式発電シス
テムの概要と風景 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 当該発電機とサイフォン式導水管(塩ビパイプ）を用い
ることにより、水流がない場所(河川の外側）でも発電
が可能なコンパクトで低価格な小型発電システムの製
造販売を目指す。 
  地方自治体、水利権を持つコミュニティ、自家用水路
をもつ旅館、農家の方々等に「地産自立エネルギー」と
して活用してもらいたい。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 西日本工業大学でのシーズ(特許公開中）を基に外径
が600mmの小型水車の内部に当該発電機を組み込ん
だ低価格の一体型の小型水車を試作開発中である。こ
のことにより、D.I.Y（Do It Yourself)で運搬、設置、維持
が容易な低価格の小水力発電システムの実現可能性
を追求し、事業化を目標とする。 

高城 実 教授（代表） 

５．企業へのメッセージ 
 
 平成18年度から小型発電システムに関する研究開発
および各地域と連携した実証実験をしてきた。 
 その結果、新型のインナーロータ型のディスク発電機
を考案し、現在、特許公開中である。 
 また、サイフォンの原理を利用して、ため池等の流れ
のない場所でも、導水路を用いて小水力発電に成功し
た。これまでの研究で、試作、実験を繰り返し最高で総
合効率63%を達成し、太陽光などの他の発電に比較し
充分高い効率を得ることができた。 
 これらを通し、D.I.Y小水力発電システムの基本的な
構成内容、性能を充分に把握できている。 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 イチゴなどの栽培には、ハウスを一定な温度を
キープするため、冬と春の時期に加温する必要が
ある。本研究は省エネ、低コスト、環境に優しい、
操作簡単なバイオマス燃料である木質ペレットを
利用した加温機の開発を行う。 
 
【始めたきっかけ】 
  近年、電気や重油などエネルギーの価格上昇
やグリーンエネルギーの開拓指向から、木材ペ
レットや木材チップなどのバイオマス燃料の利用が
注目されている。現状において、イチゴ農家は加
温設備に重油を使用するのが一般的であるが、燃
料価格の高騰や環境汚染、また手動操作の煩雑
作業は問題になる。これらの問題を解決するため、
新型加温機の開発を始めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自然から生まれた燃料を使い適切なハウス温度をキープ 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 西日本工業大学 
 所在地 ： 福岡県京都郡苅田町新津1-11 
 電話/FAX： 0930-23-1491／0930-24-7900 
 メール  ：  gao@nishitech.ac.jp 
 研究者情報 ： 高(GAO) 峰(Feng) 教授（工学部総合システム工学科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許申請準備中 
 活用した助成金 ： 文部科学省地の拠点事業（平成28年度～平成29年度） 
 産学官連携実績 ： NPO法人森の学校 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
  重油の代わりに、バイオマス燃料である木質ペ
レットを利用した操作容易、低コスト、環境に優しい
新型加温装置を提案し、試作機での評価および改
良を行っている。 
 
【技術・製品の強み】 
(１) クリーンエネルギーを利用、環境に優しい。石
油価格の変動の影響を受けず、低ラーニングコス
トの実現が期待できる。 
(２) 高効率の燃焼送風機構を用いる。加温機は上
方に設置したファンによる強制吸気を行い、熱交
換器を経由して、加温機の両サイドから温風を排
出する。燃焼室内に、温室の温度変化により木質
ペレットの燃焼状態を制御し、熱源を提供する。燃
料フィーダー内に充填した木質ペレットを、必要な
量を自動的に調整しながら、スクリューコンベアで
燃焼室に供給する。 
 (３) 操作容易、自動運転の設計を採用、高齢者社
会に対応する。 

バイオマス燃料加温機 試作機 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 遠隔操作可能、省力、省エネ、環境にやさしい温室の
加温設備として期待する。農家の作業量を低減するた
め、温室の現場は無人化する。加温機本体は室内の
温度変化に応じ、熱風の出力を自律に制御する。また
現場では、温度センサー、監視カメラなどの情報収集
設備を設置し、状況を無線通信ネットワークを通して、
自宅などの管理室に送り、同時に稼働指令を受ける。
遠隔操作の実行により、知能化・省力化・省エネなどの
特長を有する未来型の加温機を目指す。 
  
【事業化や販路開拓における課題】 
 商品化に向け、構造の簡素化、現試作機の改良点を
反映した装置の製作および再評価の実施。 

５．企業へのメッセージ 
 
 日本は、豊富な森林資源に恵まれている。樹皮、木
屑、端材などの建材や家具の原材料に使用できない木
材は、クリーン燃料としての利用が注目されている。一
方、従来から石油由来の燃料は、価格高騰や環境汚
染などの問題になっている。農業用ハウスの加温技術
において、本研究は木質ペレットを燃料とした加温機を
提案し、環境に優しい、省エネ、次世代の加温装置とし
て、その将来性が予測できる。実用化および商品化を
目指して、開発を継続している。是非、企業様のご参加
を期待したい。 

高 峰  教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 本研究はプレス機の上下往復運動を利用して、
金型内に装着可能な高圧エア圧縮ユニットを開発
した。強力な高圧エアによって、抜け加工で発生し
たカスを吹き落とし、カス上がり問題を解決する。 
 
【始めたきっかけ】 
 プレス金型を用いた抜け加工において、カス上が
りは従来からの１つの難題であった。生産現場では、
ダイの内側面に縦方向に微小な溝を付ける、パン
チの先端形状に傾斜角度を設置するなどの対策を
取ったが、動作の安定性や刃物の寿命への影響の
問題は完全に解決されていない。本研究は、プレス
の動作特徴およびパワーを活かせ、金型内で作っ
た強力なエアで、カスを除去することで、この問題
の完全解決を狙う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プレス機のパワーを利用して高圧エアを作り、金型のカス上がり問題を解決 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 西日本工業大学 
 所在地 ： 福岡県京都郡苅田町新津1-11 
 電話/FAX： 0930-23-1491／0930-24-7900 
 メール  ：  gao@nishitech.ac.jp 
 研究者情報 ： 高(GAO) 峰(Feng) 教授（工学部総合システム工学科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許取得（特許第5046048号） 
 活用した助成金 ： 平成26年度三井金型振興財団研究助成金 
 産学官連携実績 ： 株式会社エヌテック 
  

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 本技術は、金型内に設置可能な圧縮ユニットによ
り、通常の工場に設置したエアの数十倍の圧力で
抜きカスを吹き落とし、ダイの中に残存させないよう
に、抜き加工のカス上がり問題を徹底的に回避す
る。 
 
【技術・製品の強み】 
 プレスのパワーの一部を利用して、金型内で高圧
エアを作る技術は下記の特長を有する。 
(a) プレスのスライドの往復運動は、ピストンとシリ
ンダー構造を持つ典型的なエア圧縮動作に利用し
やすい。 
(b) 通常のプレス機は数十トンから数千トンの能力
を持ち、十分なパワーの提供が可能。 
(c) エアの発生に必要な圧縮運動はプレス成形工
程の稼働方向に一致するため、加工しながら高圧
エアを継続的に作れる。 
(d) 圧縮ユニットは金型内に設置、装置の小型化
は可能。 
(e) 電力や工場に設置したエアなどの外部動力源
は不要。 高圧エア圧縮ユニット カス除去実験用金型 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 本開発は、試作機を用いてカス除去の実験を行い、
与えられた実験条件では、完全なカス除去を確認した。
今後は、発生した強力なエアで動力を提供する技術と
して開発を継続し、微小突起の成形や小径穴のパンチ
ングなどの二次加工にも対応して、生産性の向上およ
びエネルギーの効率的な利用を図る。圧縮ユニットの
試作２号機を用いた検証実験において、２０．０ＭＰａの
高い圧力値を得た。動作の安定性、使いやすさおよび
耐久性についての改善を行っている。 
  
【事業化や販路開拓における課題】 
 本技術の汎用性および事業化を目指すため、高圧エ
ア発生ユニットの構造の標準化およびその機能の最適
化が必要である。 

５．企業へのメッセージ 
 
 金型はすべての大量生産に欠かせないツールである。
金型機能の改善は、対象製品の生産効率および品質
の向上に繫がる。金型内の自発高圧エアでカスを除去
する技術において、大学の実験室でその有効性を確認
した。生産現場での検証および商品化は本開発の次
のステップになる。さらに、発生した高圧エアを金型の
補助動作や微小成形などの２次加工に適用すれば、
金型内の１つの補助動力源としての利用は可能になる。
共同研究または製品化の推進について、是非企業様
のご参加を期待する。 

高 峰  教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 現在国内で地震が頻発しており人々の防災意識
も高まっている。このような状況に対して住宅に設
置する制震装置への注目も高まりつつある。 
 本研究ではこれら制震装置に対して新しい機能・
価値を付加し、商品展開することを目的とする。 
 
【始めたきっかけ】 
 2016年に連携企業営業担当者より住宅用制震
装置に対する新たな商品展開案を依頼された。 
 通常、制震装置として用いられるオイルダンパー
は壁体内に閉鎖的に設置されるが、設置後は目
視することができない。設置した制震装置を見せる
ことで恒常的に安心感を保持できるような商品展
開を着想した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安心を”魅せる”制震装置付意匠壁 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 西日本工業大学 
 所在地 ： 福岡県北九州市小倉北区室町1-2-11 
 電話/FAX： 093-563-3507／093-563-2220 
 メール  ：  ishigaki@nishitech.ac.jp 
 研究者情報 ： 石垣 充 教授（デザイン学部建築学科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許申請中 
 活用した助成金 ： 文部科学省地の拠点事業（平成26年度～平成29年度） 
 産学官連携実績 ： 株式会社江戸川木材工業、 
               株式会社日立オートモティブシステムズ 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 制震装置として用いられるオイルダンパーを壁
体内に閉鎖的に設置するのではなく「露出」させる
新しい形式の研究および商品開発。 
 
【技術・製品の強み】 
 本技術・製品の強みは下記３点が挙げられる。 
①制震装置を露出させる新規性 
 従来技術では制震装置設置後にオイルダン
パーを目視できないが、本技術では露出されてお
り「常に地震から守られている」という安堵が得ら
れる。 
②水平力伝達合板の家具利用 
 オイルダンパーが接続される構造用合板に、書
棚、机、ワインラックなどを設置するなど、制震装
置以外の家具機能を付加することで様々な生活
シーンを演出する。 
③多様な商品展開 
 上記①②により、様々な制震装置の見せ方と
様々な家具の利用が可能な制震装置付意匠壁と
なる。またこれらの汎用性により住宅のみならず
飲食店など特殊建築物への設置も可能である。 新工法概念図 イメージ模型 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 2018年春、福岡県行橋市内の既存住宅を改修し当該
研究を中心とした展示空間が完成する。今後はこの展
示空間を拠点として新たな設置方法、家具展開など商
品展示を行い設置例を増加させる予定である。 
 また国内外各地での積極的な展示も行う。2017年度
は東京ビッグサイトでの展示を行ったが2018年度はイ
タリアで行われる家具見本市ミラノサローネにあわせた
デザインウィークでの展示を予定している。 
  
【事業化や販路開拓における課題】 
 制震装置を設置する接続金物の改良を検討する必
要がある。また施工業者への周知不足が課題となって
いるため、当該研究の紹介に特化したパンフレットなど
を作成し、建築業界での情報発信も行う。 

５．企業へのメッセージ 
 
【住宅等を施工する企業様へ】 
 施主からの設置希望情報の提供により設置案の提
示が可能です。また店舗などへの設置も可能です。 
【家具等を施工する企業様へ】 
 今後は様々な家具機能を付加した制震装置付意匠
壁を展開していきます。共同で取り付け家具を商品化
するなどの受託研究も可能です。 
【設計事務所など提案を行う企業様へ】 
 当該研究を利用した設計競技入選実績も多数ありま
す。コンペ、プロポーザルなどにおける提案作成の助
言助力が可能です。 

石垣 充 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 

【研究開発の目的】 
 投影された３次元オブジェクトが、(1) 裸眼で多視
点から（複数人でも同時に）見ることができ、(2) 単
純・簡単で安価に実現できる機構で移動・設置が
容易な構造である、新しいインタフェースの実現を
目的とする。 
 

【始めたきっかけ】 
 ３次元立体映像を表示する３次元ディスプレイは、
これまでも様々な方法が提案されているが、画像
が暗く鮮明でない、観察者の視点位置を制約する、
観察者ごとに装着する器具が必要になる、などの
欠点があった。また立体画像の空中投影では、体
積型ディスプレイやプラズマ発光はインタラクション
が難しく、ハーフミラー式は基本的に２次元画像で
あり、フォグディスプレイは装置が複雑になり、特
殊パネル式（２面直交リフレクタなど）では視域が
狭くなる。 
 

３次元空中ホログラフィック画像インタフェース（3DAHII） 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 早稲田大学 
 所在地 ： 福岡県北九州市若松区ひびきの2-7 
 電話/FAX： 093-692-5241／093-692-5021 
 メール  ： matsumaru@waseda.jp 
 研究者情報 ： 松丸 隆文 教授（大学院情報生産システム研究科 BRHM研究室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： IEEE-ROBIO 2016，IEEE-ROBIO 2017 
 活用した助成金 ： 栢森情報科学振興財団（H27～28）、早稲田大学（H28）、 
              日本学術振興会（H29～） 
 産学官連携実績 ： (有)サンテクニカル、沢田工業(株)、矢崎化工(株)、リーフ(株) など 

３．技術・製品の概要と強み 
 

【技術・製品の概要】 
 ３次元オブジェクトの再構築にはピラミッド－ホロ
グラフィpyramid-holographyを、空中投影には放物
面鏡parabolic reflectorを用いる。投影オブジェクト
を操作するユーザーの手指の動きモーション・セン
サで計測し、３次元オブジェクトとの関係に応じたリ
アクション（視覚・聴覚効果など）を付加できる。 
 

【技術・製品の強み】 
 ３次元空中ホログラフィック画像インタフェース
（3D Aerial Holographic Image Interface, 3DAHII）
は、当研究室におけるこれまでのプロジェクタ－セ
ンサ・システム（ステップ・オン・インタフェースSOIな
ど）に関する研究を進展させたものであり、 
 (1) ２次元平面ではなく３次元空間に投影された３
次元オブジェクトを、 
 (2) ユーザが直接（投影オブジェクトと手指・ツール
を重ね合わせることで）操作（移動・変形など）がで
きる、 
という従来にない特徴をもつ。 
 3DAHII 国際ロボット展2017 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 

【今後の展開】 
 まず、ロボットの遠隔操作の入出力インタフェースとし
て研究開発をはじめた。入力値は３次元空間内の３次
元ベクトルとなるため、３次元空間内でのロボットの運
動を操作するのに適切だと考える。例えば、ロボットの
移動方向（３次元）と大きさを直接指示できる。 
 他の有力な適用先として車載コンソールが考えられ
る。BMWは、空中に投影されるコントロールパネルをジ
ェスチャで操作し触覚フィードバックもあるHoloActive 
Touchを公開したが（ 2016年12月）、空中に投影される
のは平面パネルであり、それを見ることができる視域も
狭い。 
 

【事業化や販路開拓における課題】 
 3DAHIIは、現在の視覚・聴覚フィードバックに触覚
フィードバックの追加にも着手し、堅実にその研究開発
を進めているが、適切な実装対象の設定および実用
化・商品化には産業界の協力が必要不可欠であり、多
くの方々からご意見を伺いたい。 
 

５．企業へのメッセージ 
 

 これまでの研究開発・教育活動は多岐にわたるが、
「人と機械のより良い関係」を目標にした一貫した活動
だと考える。研究課題と現実世界との関連を常に意識
し、あくまでも実際の生活の中で役立つロボティクス・メ
カトロニクス・システムを考える。研究成果は、学術論
文にするだけでなく、新しい機能や使いやすさとして世
の中に提案してゆくこと、社会にインパクトを与えるよう
な発表をしてゆくことが重要だと考えている。 

松丸 隆文 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 従来の電子体温計では、先端が細いため高齢者
や疾患で痩せ細った方には、腋窩に体温計を挟む
ことが難しい。そこで当研究開発では、体温計の先
端に軟質性素材のボールを取付けることで、腋窩
にズレなく先端をフィットさせ、且つ高精度短時間
で体温を予測する体温計を開発する。 
 
【始めたきっかけ】 
 当研究室では、これまでに病院介護在宅離島等
の医療スタッフとの研究体制に実績があり、従来
の体温計に対する改良や新たなニーズを求められ
た。一方で、ユーザーからのヒアリング結果を含め、
従来の体温計の欠点を改善する意味で、双方が
マッチしたのがきっかけである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コロンブスの卵！！検温がやめられない！おもしろおかしい体温計の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎総合科学大学 
 所在地 ： 長崎県長崎市網場町536 
 電話/FAX： 095-838-5186／095-838-6415 
 メール  ：  MIZUNO_Yuji@NiAS.ac.jp 
 研究者情報 ： 水野 裕志 講師（新技術創成研究所 電気電子情報部門） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第5345488号・電子体温計 
 活用した助成金 ： 科研費、課題番号26750235（平成26年度～平成29年度） 
 産学官連携実績 ： 無し 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 従来の電子体温計の標準・仕様を変えることなく
腋窩にやさしく検温できる電子体温計の開発を目
的とする。感温素子が置かれている測温部に軟質
性材料を取り付けることで、凹んだ腋窩に体温計
がフィットし、激しい体動時のズレ等を防ぐ。軟質性
材料は、一般的に熱伝導率が低いため感温素子
に温度が伝わる時間が長くなる。そこで、軟質性材
料を取り付けた測温部の構造体を伝熱工学や電
子工学的にモデル化することで、粘膜下部位を短
時間且つ高精度に測定する。生体適合の実績あ
る材料による測温部の高精度モデルを図り、高精
度短時間の検温を実現させる。 
 
【技術・製品の強み】 
 腋窩だけでなく、直腸温や口腔内にも適応できる
体温計である。乳幼児や妊娠前後では口腔温の
頻回な検温が推奨されているが、金属アレルギー
の発症や体温計の先端を噛むことによる破損の恐
れがある。このような場面でも使用できると考えて
いる。 

様々な軟質性ボールで試作した体温計 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 粘膜下部位に適した体温計として展開を予定してい
る。直腸温、口腔内など粘膜下での粘膜損傷や感染の
リスクを防止できる。ヒトだけではなく動物用体温計とし
ても活用できると考える。動物の検温では、市販されて
いる体温計に透明カバーやガーゼを被せ肛門に挿入
するため、粘膜の損傷や感染防止という根本的な問題
は解決できていない。このような動物医療の現状からも
学術研究として大変重要であると言える。  
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 事業化においては、軟質性材料の熱伝導をアップさ
せ、測定時間の短縮化を図った改良が求められる。未
だ、企業連携が実現できていないため、共同で実用化
に向けた研究開発を望む。 

５．企業へのメッセージ 
  
 当研究室では、これまでもバイタルモニタリングシス
テムの開発として、企業との連携・共同研究に積極的
に取り組んでいます。 
 特に、自宅でも使える医療機器という点から、将来の
ヘルスケア業界への参入を検討する中小企業との連
携に力を入れていきたいと考えています。当研究室に
は、高精度な環境試験器等を所有しており、実験を行
うことも可能です。 
 企業の皆様の力となり、九州産業の活性化に寄与で
きればと考えています。 

水野 裕志 講師 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 海に囲まれた長崎県では再生可能エネルギーの
一つとして海洋エネルギーの利用が注目されてい
る。その中で、潮流や海流などの流れを利用して
発電する形態としては、陸上の風車を援用したも
のがもっぱら検討されているが、発電コストを陸上
の火力発電や原子力発電並みあるいはそれ以下
に劇的に低減するためには、従来の発想とは全く
異なった発電方式が必要であろうと考え、そのよう
な新しい発想に基づく海洋エネルギー利用方法を
開発することを目的としている。 
 
【始めたきっかけ】 
 人工物であるスクリュープロペラに比べて格段に
効率がよいとされる魚の泳法の流体力学的研究を
行う中で、本研究の開発を思いつくに至った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

魚の泳法を利用した海洋エネルギーの利用技術の開発 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎総合科学大学 
 所在地 ： 長崎県長崎市網場町536 
 電話/FAX： 095-838-4128／095-838-6911 
 メール  ：  KAGEMOTO_Hiroshi@NiAS.ac.jp 
 研究者情報 ： 影本 浩 教授（工学研究科） （東京大学名誉教授） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許出願番号：特願2017-189420 
 活用した助成金 ： なし 
 産学官連携実績 ： なし 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 提案する装置の具体像は右下図に示すようなも
のである。 
速度Uの流れ（海流・潮流）の中に装置を固定し、
上面弾性ベルトと下面弾性ベルトをそれぞれ「魚
の泳法」を模擬した鉛直方向変位の時系列を与え
て、推進力を発生させ、上下ベルトの動きを軸を介
してタービンに伝えて、タービンを回転させ発電を
行う。 
 
 
 
 
 
 弾性ベルトに与える鉛直方向変位の時系列の例 
 
【技術・製品の強み】 
 既存の技術に比べて画期的に発電コストを低減
させることのできる可能性がある。 
 
 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 これまで提案されている海洋エネルギーの利用方式
に比べて画期的にコストの安い利用方式となる可能性
がある。 
 
 
 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 本研究は現時点では理論上に留まっており、具体的
な試作開発を行い検証する必要がある。 
 

５．企業へのメッセージ 
 
 エネルギー問題の解決なくして人類の持続可能な発
展はありません。これまで40年近く海洋工学に関わっ
てきた知識と経験を生かして、残りのキャリアで長崎県、
わが国そして人類のために最後のご奉公ができたら望
外の幸せです。同じような志を持つ企業がいらっしゃれ
ば、共に研究開発を行わせていただきたいと考えてい
ます。 
 

影本 浩 教授 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 企業が有するコア技術の価値をユーザー視点で
再解釈し、キーワードを抽出。そのキーワードから
展開したアイデアを基に、高い競争力を発揮できる
価値創造型の新規事業を創出する。 
 
【始めたきっかけ】 
 当センターが、 (有)坂本石灰工業所の新規事業
創出に対してユーザー経験の質的向上を実現す
るデザイン開発技術の導入を支援。石灰と水で温
度制御するコア技術について、その価値をユー
ザー視点で再解釈し、「火を使わない／温度勾配
を自在に制御」等のキーワードを抽出。様々なアイ
デアから従来にない生活シーンを実現し、独自の
競争力を発揮できる事業として、「火を使わないお
灸の開発」に取り組んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

デザイン開発技術導入による新規事業創出支援 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 熊本県産業技術センター 
 所在地 ： 熊本県熊本市東区東町3丁目11-38 
 電話/FAX： 096-368-2101／096-369-1938 
 メール  ：  sato@kumamoto-iri.jp 
 研究者情報 ： 佐藤 達哉 研究参事（技術交流企画室） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特願2016-039371・温熱パック、 
 活用した助成金 ： 戦略的基盤技術高度化支援事業（平成27年度～平成29年度） 
 産学官連携実績 ： 有限会社坂本石灰工業所、九州看護福祉大学、 
               株式会社NOSIGNER 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 お灸には、火傷や火災のリスク、臭いや煙、服を
羽織れない、動けないなどの不満が存在する。一
方、石灰は水と反応し、約270℃まで発熱するが、
この発熱を自在に制御する技術で、火を使わない
という付加価値を与えることができる。しかしながら、
お灸への不満は火を使わないことだけでは解消さ
れない。そこで、デザイン開発技術を投入すること
で、いつでもどこでも使用可能で、見せることが楽
しいお灸を実現し、”気付いた時にすぐお灸”という
従来にない新たなユーザー体験の創出を目指した。 
 
【技術・製品の強み】 
①火を使わない安全性の確保 
 40～50℃で、お灸と同等の温度勾配を実現。 
②ユーザビリティ・使い勝手の向上 
 薄型化による絆創膏の様な手軽さと使い心地。 
③審美性・感性価値向上 
 ピアスやネイルの様な造形可能性を検討。 
④ブランド化 
 従来のお灸のネガティブなイメージを払拭し、ア
ロマテラピーの様なイメージを演出。 

従来のお灸のイメージ 試作中の商品イメージ 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 鍼灸師による試作評価では、煙が発生しない、火の
始末を気にしなくてよい、公共空間など使用する場所
が増える等、概ね高評を得られた。そこで、第一段階と
しては、ニッチ市場におけるコアユーザー獲得を目指し、
鍼灸師の施術用、鍼灸院での物販等を展開する。その
後、コアユーザーの使用等により商品の信頼性を高め
ながら、薬を使用できない妊婦などニーズの高いユー
ザーを見極め、段階的波及を試みる。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 お灸は未経験者でもネガティブなイメージがあること
から、商品単体ではなく、サービス、ブランドとしての価
値を構築し、従来にないセルフケアの心地よさを分かり
やすく伝えながら、体験のきっかけを提供することが最
大の課題である。 

佐藤 達哉 研究参事 

①スポイドを使い、
水滴を垂らします。 

②剥離紙をはがし、ツボに
貼り付けます。 

③約1分後に温度が上がり、
ツボを刺激します。 

５．企業へのメッセージ 
 
 当センターは、ユーザー評価やデザイン試作等を担
いながら、 (株)NOSIGNER、九州看護福祉大学等デザ
インやお灸の専門家との連携やデザイン開発技術の
導入を支援しています。今回の技術導入をきっかけに、 
BtoBで石灰乾燥剤が主力の(有)坂本石灰工業所は、
ヘルスケア分野に進出し、また、乾燥剤の新たなビジ
ネスモデル検討や企業ブランド構築等も始まりました。
デザイン開発技術は、製品と人や社会との相互作用的
な関わりも含めた価値創造に繋がる総合的な設計技
術です。導入に興味のある企業の皆様は、是非、お声
掛け頂ければと思います。 
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２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 陶磁器市場が縮小していく状況から、陶磁器製品
の付加価値向上と飲食器以外の新規市場展開を目
的に研究開発を実施した。 
 
【始めたきっかけ】 
 肥前地区の伝統的な白磁（肥前磁器）は天草陶石
を原料として製造されており、従来から透光性に優れ
た磁器として賞揚されている。しかし、肥前磁器も通
常の厚み（3～5㎜）では光の透過量は限られており、
加飾に利用するには不十分であったため、天草陶土
に比べ透光性が３倍の優れた磁器用坏土を開発した。
この透光性陶土を利用したインテリア製品を3次元
CAD技術とNC加工技術で創ることができないかとい
うことで本研究に取り組んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３Dデジタル機器による磁器製照明インテリア製品「フォトセラ」 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎県窯業技術センター 
 所在地 ： 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷605-2 
 電話/FAX： 0956-85-3140／0956-85-6872 
 メール  ：  s05510@pref.nagasaki.lg.jp 
 研究者情報 ： 依田慎二 主任研究員 （戦略・デザイン科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 長崎県窯業技術センター研究報告（H8,H19,H21年度) 
 活用した助成金 ： 特になし 
 産学官連携実績 ： 内山オプトテック株式会社、一龍陶苑株式会社、有限会社中島石膏 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 磁器の凹凸による光の透過度の違いを利用し、
バックライトを当てることで写真を表現する製品 

○導光板 

•エッジライト型を採用していることから、薄型でも画
面全体が明るく均一に発光する。 

•導光板パターンを、アクリルなどの透明板にレーザ
ーで直接彫り込むため、金型（射出成形法）が不要で
ある。このことから、中・小ロット生産に適している。 

•大型サイズの導光板の加工が可能（現有の設備で
最大２ｍ×１ｍ） 。 

○陶板 

•一般の天草磁器に比べ３倍の光透過率を有してい
るため、少ない光量で発光する。 

•明暗のコントラストを製品の厚みに対応させてデータ
を作成して、NCマシンで石膏型を直接加工する。 

 
【技術・製品の強み】 
・陶板が耐候性能に優れているので、劣化することが
ない。 
・LED導光板をバックライトに用いているため、写真面
に均一な光が当たり、薄型で過熱による火傷の危険
性もない。 
 
 

5軸モデリングマシン 坂本龍馬の試作品 

デザイン開発 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 薄型で均一な発光体で省エネ、長寿命であり、自由な発
色のコントロールが可能なLED導光板の特性を活かし、壁
面の照明などの建材やインテリア、看板、案内板、表示板
などの大きな市場が想定できる分野への販路を開拓した
いと考えている。  
 
【事業化や販路開拓における課題】 

•オリジナルの導光板と陶板であるため価格が高い。 

•既定の画像の量販仕様ができればコスト低減が可能で
あるが、市場でそのようなものが受け入れられるか分から
ない。 

•陶磁器の流通にない全く新しい製品であるので、どのよ
うな市場に、どんな販売ルートで投入すれば良いか分か
らない。 

５．企業へのメッセージ 
 

 本技術は、右図のような特徴 

を活かして、３Dデジタル機器で 

製作をしております。 

 これまでに電気関連の業界や 

陶磁器業界で販売されたことが 

ない製品なので「売り方」がわ 

からない。また、想定できる市 

場はあるが、具体的な製品が 

ないので、商品化や販路開拓 

に関する情報を募集しており 

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

依田 慎二 主任研究員 
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構造解析による磁器食器の強度向上 

１．事業者の概要 
 組織名 ： 長崎県窯業技術センター 
 所在地 ： 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷605-2 
 電話/FAX：  0956-85-3140／0956-85-6872 
 メール  ：  s05510@pref.nagasaki.lg.jp 
 研究者情報 ： 秋月 俊彦 科長 （環境・機能材料科） 
 論文掲載、知的財産取得情報 ： 特許第4448977号 
 活用した助成金 ： 特になし 
 産学官連携実績 ： 特になし 
 

デザイン開発 

秋月 俊彦 科長 

２．研究開発の目的やきっかけ 
 
【研究開発の目的】 
 製品強度を向上するには、素材の開発とともに
形状の開発も重要と考えられる。    
 そこで、アルミナ強化磁器食器の形状による衝撃
強度の向上を目的に、構造解析により製品の縁形
状と衝撃強度との関係について検討を行った。 
 
【始めたきっかけ】 
 学校給食用や業務用の食器には、できるだけ軽
く、しかも割れにくい磁器食器が求められていた。
そのため、県内陶磁器業界からの要請を受け、構
造解析技術を活用し、重量を増やすことなく、衝撃
に対して割れにくい形状の開発に取り組んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．技術・製品の概要と強み 
 
【技術・製品の概要】 
 従来、学校給食用等で使用される強化磁器食器
には、高い衝撃強度が求められる。そのため、縁
の部分などを厚くすることで、強度は上がるが、重
量が増加することが問題となっていた。 
 そこで、構造解析技術を活用し(図ａ)、縁部に力
が加わった時の破壊起点を予測し(図ｂ)、その部
分の形状を変化させる(図ｃ)ことで、従来製品より
軽くて強い縁形状を開発した(図ｄ)。 
 
【技術・製品の強み】 

 本技術・製品の強みは下記３点が挙げられる。 

①従来の強化磁器食器の縁形状の一部を、適切
な大きさで、わずかに窪ませるだけで、衝撃強
度を30%向上できる。 

②強度向上のための新たな原料や設備を必要とし
ない。 

③従来の強化磁器食器（皿や碗）ごとに、構造解
析を行い、最適な縁形状を算出できる。 

 

構造解析技術の概要図 

４．今後の展開や課題 
 
【今後の展開】 
 学校給食用として、陶磁器メーカー等数社へ、すでに
特許実施許諾を行っている。 
 食器の破損率を下げることも可能と考えられることか
ら、今後、外食産業等で使用される業務用の強化磁器
食器等にも活用いただきたいと考える。 
 
【事業化や販路開拓における課題】 
 従来製品よりも衝撃強度は向上するが、それが即、
破損率の低下につながるかは、実際に商品を使ってい
ただいて確認していく必要がある。ただ、その点が確認
できれば企業の皆様にとって大きな強みとなる。 

５．企業へのメッセージ 
 
 学校給食用はもとより、大量の食器を取り扱う外食産
業用など、より多くの方々にこの技術を活用し、家庭と
同じ安全・安心な磁器食器で食事をしていただきたいと
考えます。 
 衝撃に対して割れにくいということを企業の皆様の強
みとして、強化磁器食器の販路拡大につなげていただ
くことを期待します。 
 

（図ａ） （図b） 

（図c） （図d） 

15 


