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過酸化水素を消費する添加酵素を用いた漆の硬化条件の改善

高分子系チーム　　池永　　誠，橘　　洋一

京都工芸繊維大学　　北島佐紀人　　　　　　

要　　旨

　漆は植物より採取され，内在の酵素であるラッカーゼの作用によって硬化するため，硬化時に有機溶剤を必要としな

い極めて環境負荷の低い材料であり，その普及や反応機構に則った材料開発が望まれている。前報にて，塩基性条件に

て漆の主成分であるウルシオールから過酸化水素が大量に生成することを確認した。また過酸化水素が，漆ラッカーゼ

の活性低下，及び漆の硬化時間の遅延を引き起こすことを確認した。本研究では，ウルシオールから生成する過酸化水

素が，酵素の一種である西洋ワサビ由来ペルオキシダーゼを添加することで，反応系中から十分に消費されることを見

出し，これにより塩基性条件における漆の硬化を実現した。西洋ワサビ由来ペルオキシダーゼの役割を検討したところ，

過酸化水素の消費によるラッカーゼの活性低下の抑制であり，漆の硬化はラッカーゼによるウルシオールの酸化に起因

することが示唆された。

１．緒言

　環境問題への懸念から，環境負荷の低い材料の開発が

世界的に望まれている。伝統的な塗料である漆は，植物

由来であり，内在酵素のラッカーゼが主成分のウルシ

オールを酸化することで硬化することから，化石資源由

来かつ使用時に有機溶剤を要する一般的な塗料と比べ

て，環境負荷の低い材料である。そのため我々は漆の普

及及びその反応機構に則った材料開発を目指した研究を

行っている1-3）。

　前報にて，漆の主成分であるウルシオールが過酸化水

素の生成を伴いながら酸化されること，及びその反応が

塩基性下にて促進されることを見出した（図１）4）。ま

た，過酸化水素が漆ラッカーゼの活性低下，及び漆の硬

化時間を遅延することを確認した。これらの結果より，

過酸化水素によって漆の硬化条件が制限されている可能

性が示唆された。そこで本研究では，塩基性下において

ウルシオールから生成する過酸化水素を添加酵素によっ

て消費することにより，漆の硬化特性の改善を目指した。

２．実験方法

2.1　材料

　漆は，佐藤喜代松商店より購入した中国産の生漆を使

用した。生漆とは，樹木より採取した漆を濾過のみ行っ

たものである。ウルシオールは，生漆からジエチルエー

テルにより抽出したものを使用した。ウルシオールの分

子量は，これまでの報告から316.6とした5）。その他の試

薬は，富士フィルム和光純薬社製のものを使用し，酵

素試薬は生化学用の西洋ワサビ由来ペルオキシダーゼ

（HRP，酵素番号：1.11.1.7）及びウシ肝臓由来カタラー

ゼ（BLC，酵素番号：1.11.1.6）を用いた。

2.2　ウルシオールから生成する過酸化水素の測定

　ウルシオールをpH 10の炭酸ナトリウム-水酸化ナト

リウム緩衝液を用いて100 mmol L－1に調整した6）。そ

こに，44 mg L－1のHRP，またはBLCを加えた。調整

した混合物を室温にて所定時間撹拌後，上澄み液を試料

とした。混合物の撹拌中に添加したHRP及びBLCが塩

基により失活した場合，ウルシオールから生成する過酸

化水素が消費されずに蓄積する。そこで，測定時の試料

には別途BLCを加えて，蓄積した過酸化水素から生成

する酸素量を酸素電極（YSI社製 5300A）によって測定

した。同様の測定を定量した過酸化水素試薬において行

い，過酸化水素量とそこから生成する酸素量についての

検量線を作成し，各種酵素の存在下におけるウルシオー

ルから生成した過酸化水素の蓄積量を算出した。
図１　予想されるウルシオールからの過酸化水素の生成反応
　　　 R，O2－は，それぞれ飽和もしくは不飽和の長鎖炭化

水素，スーパーオキシドアニオンを表す。
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2.3　酵素試薬を添加した漆の調整

　生漆，熱失活漆，もしくはそれらの混合物1.8 gに

0.13‒0.20 mmolの水酸化ナトリウム，及び２mgの

HRP，BLC，または不活性化したHRPを添加し，漆試

料を調整した。熱失活漆は，生漆を80 ℃で８時間処理

し，内在のラッカーゼを完全に失活させ，水分量を生

漆と同程度に調整して作成した。不活性化したHRPは，

大量の過酸化水素によって失活させた後，メタノールを

加えて沈殿化した固体を回収することで作成した。

2.4　硬化時間の測定

　調整した漆試料の硬化時間を，塗料乾燥時間測定器

（太雄機材社製 Dry Time Tester）により測定した。

試料を37.5 µmのフィルムアプリケーターを用いて塗布

し，硬化は恒温恒湿槽にて20 ℃，相対湿度80％の条件

にて行った。塗膜の硬化時間は，塗料乾燥時間測定器に

て装置の針が塗膜の上部を滑り出した時間とした。ま

た，240時間経過後に硬化しなかった試料を硬化不良と

した。

2.5　FT-IR及び1H NMRによる分析

　ウルシオールの重合の進行を確認するため，FT-IRス

ペクトル及び1H NMRスペクトルを得た。測定サンプ

ルは，調整した漆試料を50 µmのフィルムアプリケー

ターによってガラス板に塗布し，20 ℃，相対湿度80％

にて様々な時間，静置して作成した。得られた硬化及

び未硬化のサンプルをフーリエ変換赤外分光光度計

（PerkinElmer社製 Frontier FT-IR）のATR法及び核

磁気共鳴装置（Bruker社製 AV600）によって測定した。

NMRの測定は，テトラメチルシランを含有した重クロ

ロホルム溶液にて行った。

３．実験結果と考察

3.1　 ウルシオールから生成する過酸化水素における添

加酵素の効果

　本実験で使用したHRP，及びBLCは，植物，動物，

及び菌類を問わず，幅広い生物に存在する酵素である7）。

HRPは，過酸化水素を水に還元しつつ，フェノール類

を酸化する（図２）。つまり，過酸化水素とウルシオー

ルの存在下のHRPは，過酸化水素を分解しつつ，ウル

シオールを酸化することが予想される。一方，BLCに

よる過酸化水素の分解は，水と酸素への不均化反応のみ

である（図３）。

　図４にウルシオールから生成した過酸化水素の蓄積量

と撹拌時間の関係を示す。添加酵素のない溶液において

は，ウルシオール溶液の撹拌時間に伴って，過酸化水素

の量が増加した。一方，HRPを添加した場合では，測

定を行った全てのサンプルにおいて，過酸化水素が検出

されなかった。これは，図２の反応によって，HRPが

生成した過酸化水素を消費しているためと考えられる。

一方，BLCを添加した溶液では，８時間の撹拌までは

HRPと同様に過酸化水素が検出されなかったが，24時

間以上撹拌したサンプルにおいては，過酸化水素の量が

増加していた。これは，撹拌８時間以降に塩基性条件に

よって，BLCの活性が完全に失活したことで過酸化水

素を分解できなくなったためと考えられる。

　以上の結果より，ウルシオールから過酸化水素が大量

に生成する塩基性条件において，過酸化水素の消費に対

してHRPが効果的であった。また，BLCもHRPより短

図２　ペルオキシダーゼの過酸化水素分解反応

図４　 ウルシオールから生成する過酸化水素における添加酵
素の効果

図３　カタラーゼの過酸化水素分解反応
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時間ではあるが過酸化水素の消費効果が確認された。

3.2　漆の硬化時間における添加酵素の効果

　過酸化水素の生成量が多い塩基性条件の漆において，

過酸化水素を消費する酵素（HRP，BLC）を加えた硬化

時間を図５に示す。HRPを添加した生漆では，測定し

た全ての領域において硬化が確認された。一方，添加酵

素の無い生漆では0.17 mmol以上の水酸化ナトリウムを

添加したところ，硬化不良となった。添加酵素の無い生

漆の硬化不良は，ウルシオールから生成した過酸化水素

によるラッカーゼの活性低下が原因で起こり，HRPに

よる過酸化水素の消費によって硬化不良が改善したと推

測される。またBLCを添加した生漆では，添加酵素の

無いものと同様の結果であり，図４と同様に硬化の途

中に塩基性条件にて酵素活性が失活したと考えられる。

HRPの添加による漆の硬化が，その酵素活性に依存す

ることを確認するために，不活性化したHRPを用いて，

漆の硬化時間を測定したところ，添加酵素の無い生漆と

同様の結果となった。

　以上の結果より，HRPの添加による塩基性条件の漆

の硬化が，HRPの酵素活性に起因することが確認された。

3.3　HRPの役割の検討

3.3.1　硬化時間による検討

　HRPを添加した塩基性条件のウルシオールの酸化反

応は，（１）ラッカーゼによる酸化，（２）過酸化水素の生

成反応による酸化（図１），及び（３）HRPによる過酸

化水素を消費しながら行われる酸化（図２）の３種類の

反応が想定される。それぞれのウルシオールの酸化が，

どの程度漆の硬化に寄与しているか，HRPの役割から

検討を行った。まず，HRPの役割がウルシオールの酸

化であった場合，漆内在のラッカーゼが失活した状態で

も，HRPがラッカーゼの代わりにウルシオールの酸化

を行うことで漆の硬化が起こることが予想される。そこ

で，ラッカーゼを失活させた熱失活漆と生漆を任意の割

合に混合したものに，過酸化水素生成のための水酸化ナ

トリウムとHRPを添加して，硬化時間を測定した結果

を表１に示す。熱失活漆のみ（生漆の割合が0％）に水酸

化ナトリウムとHRPを加えたサンプルでは，240時間経

過後も硬化しなかった。一方，生漆と熱失活漆の混合物

（生漆の割合が75％以上）では，硬化が確認された。こ

の結果より，過酸化水素が生成する条件下でHRPを加

えた漆の硬化においても（１）の反応を起こす漆内在の

ラッカーゼの酵素活性が必須であることが示された。し

たがって，漆の硬化に寄与したウルシオールの酸化は

ラッカーゼにより行われており，HRPの役割は，過酸

化水素の消費によるラッカーゼの活性低下の抑制である

ことが示唆された。

3.3.2　分光法を用いた検討

　FT-IR及び1H NMRを用いて，HRPの役割を検討した。

漆は硬化の過程において，ウルシオール同士で様々な結

合が形成される。ウルシオールに新たに形成される結合

は，芳香環同士の反応［図６.（ａ）］，芳香環と側鎖の反
応［図６.（ｂ）］，及び側鎖同士の反応［図６.（ｃ）］の３

種類に大別される8）。HRPの有無によるこれらの新たな

結合を測定することで，HRPの役割を検討した。測定

したサンプル及び結果を表２に示す。

　FT-IRスペクトルを図７に示す。生漆の硬化過程のス

ペクトルでは，これまでの報告と同様にウルシオールの

重合が進行する過程において，以下のピークの変化が観

測された［図７.（１）］9）。ベンゼン環の振動である1620

及び1595 ㎝－1の２つのピークが図６.（ａ），（ｂ）に示す

図５　漆の硬化時間における添加酵素の効果
　　　 水酸化ナトリウム添加0.17 mmol以上の領域は，HRP

を添加したサンプル(□)のみ硬化した

表１　水酸化ナトリウム及びHRPを加えた様々な漆の硬化時間
　水酸化ナトリウムとHRPを添加した漆の硬化時間を表す。漆は，生漆と熱失活漆を混合して作成した。

漆における生漆の割合（％） 0 25 50 75 100
硬化時間（hours） 硬化不良 硬化不良 硬化不良 49.5 ± 2.2 14.6 ± 2.6



－4－

研究報告　№10（２０２０）

新たな結合の形成によってブロード化した。1475 ㎝－1

のピークは，強度が低下し，新たに1460‒1430 ㎝－1に

ブロードなピークが出現した。このピークの変化は，主

にウルシオールの側鎖に結合が形成したためと考えられ

る。ウルシオールモノマーの側鎖に存在する非共役の

二重結合に起因する982及び945 ㎝－1のピークは，重合

により図６.（ｂ），（ｃ）に示す共役二重結合に変化して

990 ㎝－1にシフトした。990 ㎝－1の透過率を945 ㎝－1の

透過率で割った値を算出したところ，硬化前の約１か

ら，重合の進行に伴い減少し，硬化後は0.940となり（表

２），２つのピークの割合から硬化の進行度が確認でき

た9）。水酸化ナトリウムを加えた生漆及び熱失活漆にお

いて，硬化の進行にHRPが及ぼす影響を測定した［図

７.（２）］。硬化は，HRPを添加した生漆のみ［図７.（２）

のＥ］において起こり，その他は硬化不良であった。熱

失活漆の図７.（２）のＢとＣは，重合がわずかに進んだ

図７.（１）のA20と同様のスペクトルであった。この重

合の進行は，図１に示す過酸化水素の生成反応に伴うウ

ルシオールの酸化に起因することが予想される。しかし

ながらHRPの有無によるスペクトルの差がなく，HRP

による重合の進行は確認されなかった。一方，水酸化ナ

トリウムを加えた生漆である図７.（２）のＤとＥでは，

HRP無しではラッカーゼが失活するため，熱失活漆と

同様のスペクトルであったのに対して，HRPを添加し

た生漆では，図７.（１）の硬化した生漆と同様のスペク

トルとなった。990 ㎝－1と945 ㎝－1の透過率の比も，硬

化しなかった熱失活漆及びHRP無しの生漆では約0.98

であったのに対し，HRPを添加して硬化した生漆では

0.938まで減少しており（表２），過酸化水素が生成する

条件においては，ラッカーゼの活性とHRPの両方があ

る図７.（２）のＥのみ十分なウルシオールの重合の進行

が確認された。

　1H NMRの測定結果を図８に示す。1H NMRの測定

にあたって，芳香環，及び芳香環と結合した炭素である

ベンジル位に着目した。芳香環のプロトン数は，ウル

シオールが反応し，図６.（ａ），（ｂ）に示す新たな結合

図６　ウルシオールの反応により形成する二量体の例
　（ａ）は芳香環同士の反応，(ｂ)は芳香環と側鎖の反応，(ｃ)は側鎖同士の反応。

表２　サンプル組成とFT-IR及び1H NMRの測定結果
　+及び−は，それぞれ添加及び無添加を表す。透過率の割合は，IRスペクトルにおける990 cm−1の透過率を945 cm−1の透過率
で割った値を表す。積分値は，NMRスペクトルにおける2.45–2.7 ppmの積分値を2とした時の，6.5–6.9 ppmの積分値を表す。

サンプル名 漆 NaOH HRP 静置時間 状態 透過率の割合（FT-IR） 積分値（1H NMR）
A0 生漆 − − 0 min 未硬化 0.997 2.80
A20 生漆 − − 20 min 未硬化 0.978 2.33
A40 生漆 − − 40 min 未硬化 0.965 2.18
A60 生漆 − − 60 min 未硬化 0.943 2.22

A 硬化 生漆 − − 80 min < 硬化 0.940 −
B 熱失活漆 + − 10 day 未硬化 0.981 2.36
C 熱失活漆 + + 10 day 未硬化 0.979 2.41
D 生漆 + − 10 day 未硬化 0.984 2.34
E 生漆 + + 9 h 未硬化 − 2.23

E 硬化 生漆 + + 12 h < 硬化 0.938 −
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が形成されることで減少する。一方，ウルシオールモノ

マーのベンジル位は，反応に関与せず新たな結合が形成

されないことからプロトン数が増減しない。これらの

理由により，ウルシオールモノマーのベンジル位のプ

ロトン（2.45‒2.7 ppm）の積分値を理論値である２とし

て，反応によって減少する芳香環のプロトンの積分値

（6.5‒6.9 ppm）を算出することで，ウルシオールの重

合の進行度が確認できる。図８.（１）に生漆の硬化過

程のスペクトルを示す。硬化反応が進行するにしたがっ

て，芳香環のプロトンの積分値が2.80から2.23まで減少

しており（表２），ウルシオールの重合の進行が確認さ

れた。図８.（２）に水酸化ナトリウムを加えた生漆及び

熱失活漆におけるHRPの有無によるスペクトルの違い

を示す。熱失活漆では芳香環のプロトンの積分値がど

ちらも約2.4であった（表２）。重合が全く進行していな

い図８.（１）のA0と比較して，過酸化水素の生成反応

によるわずかな重合の進行は確認されるが，HRPの有

無による差が観測されなかったことから，HRPによる

ウルシオールの重合は確認されなかった。一方，HRP

無しの生漆である図８.（２）のＤでは，芳香環のプロト

ンの積分値が2.34であったのに対し，HRPを加えた図

８.（２）のＥにおいて積分値が2.23まで減少しており，

硬化直前の無添加の生漆である図８.（１）のA60と同様

の値までウルシオールの重合が進行していた。

図７　（１）無添加の生漆，及び（２）水酸化ナトリウムを加えた漆のFT-IRスペクトル
　測定したサンプル組成は表２に示す。

図８　（１）無添加の生漆，及び（２）水酸化ナトリウムを加えた漆のNMRスペクトル
　測定したサンプル組成は表２に示す。測定は，テトラメチルシラン(TMS)を含有した重クロロホルム溶液にて行った。
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　FT-IR及び1H NMRの測定結果より，漆内在のラッ

カーゼが失活した熱失活漆においてHRPの有無による

ウルシオールの重合反応の進行の差が確認されなかった

ことから，HRPによるウルシオールの重合反応への寄

与は確認できなかった。一方，ラッカーゼの活性があ

る生漆では塩基性条件下においてHRPの有無による重

合反応の差が確認されたことから，HRPがウルシオー

ルから生成される過酸化水素を消費することによって，

ラッカーゼの活性低下を抑制しており，ラッカーゼがウ

ルシオールを酸化することで，漆の硬化が起こることが

示唆された。

４．結論

　本研究では，ウルシオールから生成する過酸化水素の

消費について添加酵素による検討を行った結果，HRP

が有効であることを見出した。漆の硬化におけるHRP

の役割は，ウルシオールの酸化ではなく，過酸化水素の

消費による漆内在のラッカーゼの活性低下の抑制である

ことが示唆された。HRPの添加によって，通常の漆が

硬化できない過酸化水素が大量に生成する塩基性条件で

の漆の硬化が実現された。塩基性物質であるスレートや

モルタルは，建材として広く使用されており，今後，こ

れらへの漆の用途拡大が期待される。
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無電解Fe-Ni-B合金めっき皮膜の熱応力挙動

表面処理チーム　　山本　貴代，永山　富男，中村　俊博

要　　旨

　無電解めっき法を用いて鉄-ニッケル-ホウ素（以下，Fe-Ni-B）合金薄膜を作製し，成膜時の応力発生，熱応力挙動

を評価し，合金組成及び微細組織と関連付けた。成膜応力は，Feを含まない膜からインバー組成領域の間において，

３つの領域に分けることができ，低Fe含有率（Fe:0～10 wt％，B:4～5 wt％）のめっき膜では約100 MPa～200 MPa

の低応力値，中Fe含有率（Fe:20～40 wt％，B:1～2 wt％）では約800 MPaの高応力値，高Fe含有率のインバー組成

である（Fe:55～63 wt％，Bはいずれも0.3 wt％以下)めっき膜では約500 MPaの中応力値を示した。熱応力挙動は，

低Fe含有率のめっき膜において，加熱による相分離，あるいは相分離前に生じる回復によって，膜が収縮し，300 ℃

までの加熱・冷却後に応力が劇的に増大した。膜中のFe含有率の増大に付随してB含有率の低下が進むに伴い，これ

らの加熱による収縮はほとんど認められなくなった。さらに，高Fe含有率のインバー組成膜では，CTE値が小さいこ

とから，加熱・冷却時の熱応力変化及び再室温時の応力値が種々の合金比率のFe-Ni-B膜中で最も低い値を示した。こ

れらの成膜応力や熱応力挙動は，膜の合金組成及び微細組織と密接に関連した。

１．はじめに

　超スマート社会の実現に向けて，電子デバイス用の高

密度パッケージングのより高い信頼性が検討されてい

る。現在，電子デバイスの高密度パッケージにおいて

は，めっき法による薄膜形成技術が不可欠である。特に，

ニッケル（Ni）及びNiを主成分とする金属薄膜は，その

電気的特性，化学的特性，及び機械的特性が優れている

ために，多用されてきた。しかしながら，将来要求され

るより高い実装信頼性を得るためには，既存材料に代わ

る新たな薄膜材料の探索が必要となる1-3）。

　鉄-ニッケル（Fe-Ni）合金薄膜は，Ni薄膜と比較して，

鉛フリーはんだとの優れた濡れ性と低い反応速度（食わ

れ抑制）を示すため，有望視されている1）。さらに，「イ

ンバー合金」と呼ばれる，鉄含有量が55～70 wt％の高

温冶金で製造されたFe-Ni合金は，熱膨張係数（CTE）

が半導体に近い，低い値を示す4）ため研究者の興味を惹

いている1,5-6）。

　特に，無電解Fe-Ni合金めっきプロセスは，絶縁基板

などの非導電性材料上に金属化された膜を形成すること

を可能にするため，現在関心が持たれている。

　しかし，無電解めっき法でFe-Ni合金薄膜を作製する

場合，FeとNiイオンの還元の電位差，あるいはFe2+の

酸化のしやすさから，目的のFe/Ni合金比率の膜を得る

ことは容易ではない1）。そのため，高密度半導体実装へ

の適合性にかかわる無電解めっきで作製したFe-Ni合金

膜の熱膨張特性は十分に研究されていない。

　我々はこれまでに，FeとNiイオンの還元の電位差を

低減し，無電解めっき法を用いてインバー組成のFe-

Ni-B合金薄膜を作製し，Ni-B合金膜と比較して，それ

らの熱応力挙動を評価した7-8）。300 ℃加熱におけるSi

基板上の無電解Ni-Bめっき膜とインバーめっき膜の熱

応力を評価した結果，無電解インバーめっき膜におい

ては，Niを主成分とするめっき膜に比べ熱応力が軽減

できることを示した8）。めっき膜の熱応力挙動は，膜の

CTEと加熱による結晶構造の変化に関連していること

が示された。

　さらに，これまでの検討結果7-8）から，無電解インバー

めっき膜をデバイスに適応する場合には，加熱時の熱応

力挙動に加えて，初期の成膜時の応力もデバイスの信頼

性を決定する因子になることが示唆された。

　しかしながら，無電解Fe-Ni-B合金めっき膜の成膜応

力とその加熱による変化，すなわち熱応力について，系

統的な検討はこれまで行われていない。

　本研究では，無電解めっき法で作製されたFe-Ni-B合

金薄膜の成膜時の応力や熱応力挙動をより詳細に調査す

るため，前報8）に加えて，Fe含有量が0～63 wt％まで

の幅広い無電解Fe-Ni-B合金膜を作製し，それらの応力

発生，熱応力を結晶構造や粒径と関連付けて検討した。

２．実験方法

2.1　無電解Fe-Ni-B合金めっき膜の作製

　無電解Fe-Ni-B合金めっき皮膜を作製するために，表
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１に示しためっき浴とめっき条件を用いた8）。使用した

試薬は，富士フィルム和光純薬製のケミカルグレード

品とナカライテスク製である。基板には，直径4inchSi，

厚さ525 µmのウェハに，Cr次いでNiスパッタを約

10 nmずつ施したものを用いた。Zhouら1）の結果を参

照して，アルミニウムシートを基板に接触させ析出を

促した。全金属イオン濃度は0.05 mol/Lであり，Fe2+/

（Fe2++Ni2+）の比率は０から0.4まで変化させた。浴温

は70 ℃，pHは10.0とし，めっき時間はめっき厚さが

500 nmとなるよう調整した。

2.2　Fe-Ni-B合金めっき膜の物性評価

　得られた合金めっき膜の組成は，電子線マイクロアナ

ライザ（以下，EPMA,日本電子製 JXA-8230）を用いて

（加速電圧15 kV，ビーム直径20 µm），ZAF法により

決定した。めっき膜厚さは蛍光X線-FP法（日立ハイテ

クサイエンス製 SEA6000VX）により決定した。これら

の標準試料には，高純度化学製溶製Fe-Ni合金を用いた。

表面形態の観察には走査型電子顕微鏡（以下，FE-SEM,

日本電子製 JSM-6700F）を用いた。めっき皮膜の粒径

は，観察される平均粒径から算出した。

　めっき膜の熱応力挙動を評価するために，薄膜応力計

（東朋テクノロジー製 FLX-2320S）を用いた。試料の

曲率Rを30 ℃～300 ℃まで，昇温速度１℃/min，N2雰

囲気（500 mL/min）において測定した。

　得られた曲率Rをストーニーの式（１）9）を用いて膜

の応力値σとして算出した。

 = 6(1 )      　　　（１）　　　

　ここで，σは無電解めっき膜及び中間層であるスパッ

タ膜の合計の応力，Esは基板のヤング率，tsは基板Si

の厚さ，tFは無電解めっき膜及び中間層であるスパッタ

膜の合計の厚さ，υsは基板のポアソン比，Rは曲率であ
る。Es/（1－υs）は基板の二軸弾性係数である。基板Si

の二軸弾性係数は180.5 GPa10）を用いた。

　また，求められた応力より，中間層のNi及びCrスパッ

タ膜の応力σintについては以下の（２）式11）より差し引

き，以下の式（３）より無電解Ni-B及び無電解Fe-Ni-B

合金めっき膜のCTEαFeNiを算出した。

 =
1

+ 　（２）　　　

 =
( )

1 　　　（３）　　　

　ここで，σfilmは無電解Ni-B及びFe-Ni-B合金めっき

膜の応力，σtotalはめっき膜及びスパッタ膜の応力（前

述（１）式のσと同義），σintは中間層であるNi及びCr

スパッタ層の応力，tintは中間層であるNi及びCrの厚さ，

tfilmは無電解Ni-B及びFe-Ni-B合金めっき膜の厚さ，α

filmは無電解Ni-B及びFe-Ni-B合金めっき膜の線膨張係

数，αsは基板Siの線膨張係数（3.2 ppm/K12）），υfilmは
無電解Ni-B及びFe-Ni-B合金めっき皮膜のポアソン比，

Efilmは無電解Ni-B及びFe-Ni-B合金めっき膜のヤング

率である。いずれのυfilmも0.3とし，Efilmは超微小押し
込み硬さ試験機（ENT-2100，Elionix Inc.）で測定した

値を用いた。

３．結果

3.1　 無電解Fe-Ni-B合金めっき膜の形成時及び加熱時の

応力

　めっき浴中のFe2+/（Fe2++Ni2+）比と応力測定に用いた

無電解めっき膜の合金組成を表２に示す。

　Ni/Cr/Si基板上においてFe含有率0 wt％～63 wt％

のFe-Ni-B合金めっき膜が得られた。Bは還元剤のジメ

チルアミンボランからの共析である。Fe含有率の増大

に伴い，Bの含有率は減少した。

　無電解Fe-Ni-B合金めっき膜の30 ℃から300 ℃まで

表１　めっき浴組成及びめっき条件8)

表２　 Fe2+/（Fe2++Ni2+）比と応力測定に用いた無電解めっき膜
の合金組成

硫酸鉄７水和物 0-0.02 mol/L

硫酸ニッケル６水和物 0.03-0.05 mol/L

ジメチルアミンボラン 0.025 mol/L

くえん酸カリウム 0.1 mol/L

ピロりん酸カリウム 0.005 mol/L

浴温度 70℃

pH 10.0

Fe2+/（Fe2++Ni2+）比
Fe
含有率
/wt％

Ni
含有率
/wt％

B
含有率
/wt％

0 0 95 5

0.05 11 85 4

0.1 19 79 2

0.2 37 62 1

0.3 55 45 < 0.3

0.4 63 37 < 0.3
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のσfilmを測定し，これらの結果から膜の熱膨張挙動を

調べた。

　図１に，30 ℃から300 ℃に加熱し，300 ℃から

30 ℃に冷却した間に得られた無電解Fe-Ni-B合金めっ

き膜のσfilmを示す。併せて300 ℃から室温（30 ℃）へ

の冷却間のCTE値を熱応力曲線の傾きから算出し，図

中右上にそれぞれ示す。図２には，図１より算出した，

めっきしたまま，300 ℃加熱後の再室温（30 ℃）にお

ける膜の応力σfilm，及び加熱・冷却中の最大応力値及

び最小応力値の差Δσfilmを示す。

　図２より，成膜応力は，Fe含有率に応じて，３つの

領域に分類できることが分かる。低Fe含有率領域であ

るFe含有率0 wt％～10 wt％の無電解Ni-Fe-B合金膜

のσfilmは，約100 MPa～200 MPaの低い引張応力で

あった。次に，中Fe含有率であるFe含有率20 wt％～

40 wt％の場合，σfilmは約800 MPaまで著しく増加し，

高い引張応力を示した。高Fe含有率のインバー組成範

囲であるFe含有率55 wt％～63 wt％の膜では，σfilm

は減少し，約500 MPaの中程度の引張応力を示した。

　図１に示すように，Feを含まないNi-5 wt ％B合

金めっき膜のσfilmは，260 ℃から270 ℃まで間に－

200 MPaから200 MPaまで著しく増加した。これは

Ni-5 wt％B合金めっき膜の急激な収縮が，この温度

範囲で生じたことを示唆している。この非可逆的な収

縮に加えて，300 ℃から30 ℃の冷却間のCTE値が約

14 ppm/Kと大きいため，再び室温に戻る際にσfilmは

1000 MPaにまで増大した。図２に示すように，加熱・

冷却中の熱応力変化の差Δσfilmも，膜収縮及び高CTE

値に起因して，Ni-B合金膜が最も大きな値1200 MPaを

示した。

　無電解Fe-85 wt ％Ni-4 wt ％ B合金めっき膜の

200 ℃から300 ℃までのσfilmは，-65 MPaの一定値を

示し，温度変化による熱応力の変化は見られなかった。

すなわち，Ni-5 wt％B膜のような急激な収縮は認めら

れないが，膜の格子振動による熱膨張を打ち消す程度の

収縮が生じていることが示唆される。この収縮も非可逆

的であり，またNi-5 wt％B膜と同様に高いCTE値を示

図１　無電解Ni-B合金及びFe-Ni-B合金めっき膜の熱応力変化

図２　 めっきしたまま（○），300℃加熱後の再室温（30℃）
（□）における膜の応力σfilm，及び加熱・冷却中の最
大応力値及び最小応力値の差Δσfilm（△）に及ぼすFe
含有率の影響
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すことから，再び室温に戻る際にσfilmは約800 MPaに

まで増大した。

　対照的に，Fe含有率が約20 wt％を超える中Fe含有

率及び高Fe含有率の膜のσfilmは，30 ℃から300 ℃に

加熱した後，さらに30 ℃に冷却すると，ほぼ直線的に

減少及び増加し，それぞれ膜の格子振動による熱膨張・

収縮に由来するCTE値に依存した可逆的な熱応力挙動

を示すことが判明した。しかし，中Fe含有率の膜にお

いては，成膜応力が高いため，一連の加熱・冷却時に高

応力値を推移する。他方，インバー組成である高Fe含

有率Fe-Ni-B膜は，その成膜応力が中程度であり，さら

に約10 ppm/Kの低CTE値を有することからΔσfilmが最

も小さく，加熱・冷却時も安定した比較的低いσfilmを

示すことが判明した。

　Fe含有率63 wt％以外のFe-Ni-B合金めっき膜は，同

じFe/Ni合金比率を有する溶製Fe-Ni合金のCTE13）とほ

ぼ同じであった。Fe含有量が63 wt％のFe-Ni-B合金の

CTEは約10 ppm/Kであり，同Fe/Ni比の溶製合金より

大きなCTEを示し，電気インバー合金めっき皮膜と同

等の値であった14-15）。この要因については，後に示す準

安定相であるbcc相を膜の結晶構造として含むためであ

るが，詳細は前報8）に述べたため，そちらを参照された

い。いずれのCTE値もBの影響は認められなかった。

　以上の結果から，無電解Fe-Ni-B合金めっき膜は，成

膜応力，加熱による非可逆的な膜収縮，CTE値に依存

する熱応力挙動を示すことが判明した。特に，インバー

組成の膜は，加熱・冷却時の熱応力変化が少なく，その

絶対値も小さいことから，耐熱性メタライズ膜として有

用であることが示唆された。

3.2　無電解Fe-Ni-Bめっき膜の結晶構造及び表面形態

　得られた無電解Fe-Ni-B合金めっき膜の成膜応力，及

び熱応力に及ぼす合金組成及び加熱・冷却の影響を調べ

るために，膜の結晶構造及び表面形態を評価した。

　図３に，めっきしたまま及び300 ℃までの応力測定

後のFe含有量が0 wt％から63 wt％の無電解めっき

Fe‒Ni‒B合金薄膜のXRDパターンを示す。図４には同

様にめっきしたまま及び300 ℃までの応力測定後の表

面形態を示す。

　低Fe含有率領域のNi-5 wt ％ B及 びFe-85 wt ％

Ni-4 wt％Bの無電解めっき膜の約44°のXRDピークは、

ブロードな回折パターンを示した。文献16-17）によれば，

B含有量が4 wt％以下の無電解Ni-B合金膜は超微細結

晶を示し，B含有量が4 wt％を超えると非晶質となる。

得られたNi-5 wt％B膜は，先の研究16-17）と図３に示す

XRDパターンから非晶質であると推定された。Fe含有

率が20 wt％から55 wt％までのFe-Ni-B合金めっき膜

の回折パターンには，熱平衡相である面心立方（fcc）相13）

に由来する明確な回折ピーク観察された。Fe含有率の

増大に伴って，半値幅は減少し，より高い結晶化度の膜

が得られた。Fe含有量63 wt％のFe-Ni-B合金めっき膜

では，fcc（111）面のピークとともに44°付近の高角側に

体心立方bcc（110）面のピークが検出された。溶製Fe-

36 wt％Ni合金で観察されたfcc単相13）とは異なるbcc

とfccの混合相であった。インバー組成において，電気

めっき法や無電解めっき法で作製されたFe-Ni合金めっ

き膜は，インバー組成領域において，しばしば水素発生

図３　 種々Fe含有率の無電解Fe-Ni-B合金めっき膜のX線回
折パターン
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や水素化物発生に伴う準安定相であるbcc相が出現し，

fcc相との２相混相であることが報告されている1,15,18）。

したがって，本研究で得られた膜も同様に混相が観察さ

れたと考えられる。

　図４からは，めっきしたままの膜は，Fe含有率が増

大するに伴って，表面形態から推察される粒径は増大す

ることが示された。

　300 ℃に加熱によって，無電解Ni-5 wt％B合金めっ

き膜のXRDパターンに明確なピークが現れ，それらは

NiとNi3Bに帰属された。約44°でのfcc（111）ピークの

半値幅は，めっきしたままの膜の約７°から，300 ℃に

加熱した後，約0.2°まで減少した。

　Feを含有したいずれのFe-Ni-B膜においても，300 ℃

に加熱した後，結晶相ピークの半値幅のわずかな減少及

び約43°でのfcc相のピーク高さの増加が観察されたのみ

であり，相分離や相変態，再結晶を伴う急激な半値幅の

減少は認められなかった。

　図４の表面形態観察からは，300 ℃に加熱した後の膜

表面のわずかな酸化が観察されたが，めっきしたままの

表面形態と非常に類似し，クラックや著しい結晶粒の増

大は観察されなかった。

４．考察

　無電解及び電気めっき膜の膜形成によって発生する応

力は，組成に依存した微細組織に関連することがこれま

で多く報告されている。

　今回のようなNiに対し，原子半径の大きく異なるB

及びリン（P）の含有量が多く，非晶質膜が得られた場

合には，析出時に粒界が認められず，原子の再配列が生

じないため，引張応力または圧縮応力の値が減少するこ

とが知られている19）。例えば，Linら20）は，電気Ni-P合

金めっき膜において，非晶質相が得られるP含有率（約

7 wt％）では，ほとんど０MPaに近い応力であるが，

約2 wt％のP含有率では，得られる膜は極微細結晶で

あり，極めて高い約600 MPaの応力を示し，純Ni膜で

は粒径の増大とともに，約150 MPaにまで再び減少す

ることを報告している。

　したがって，本研究では，図３及び４で観察されたよ

うに，低Fe領域のめっきしたままのFe-Ni-B合金膜は，

B含有率が高く，ほとんど準安定相のアモルファス状態

であるため，低い成膜応力を示したと考えられる。

　他方，Vicenzo21）は，結晶性の電気Fe-Ni合金めっき

膜では，Niと原子半径の近いFeの含有率が高いほど，

粒径が微細化し，欠陥密度が高くなり，その結果，膜形

成時の応力が大きくなると報告している。

　本研究では，中Fe含有率領域のFe含有率19 wt％及

び37 wt％の無電解めっきFe-Ni-B合金膜は，結晶性で

図４　 種々Fe含有率の無電解Fe-Ni-B合金めっき膜の表面形態
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はあるものの，高Fe含有率膜に比べ，多くのBを含む

ため，非常に微細な結晶を有する膜であった。そのため，

膜中の欠陥が増大し，高Fe含有率領域の膜に比べ，高

い引張応力値を示したと考えられる。さらに，高Fe含

有率領域のFe含有量が55 wt％及び63 wt％のインバー

組成のFe-Ni-B合金めっき膜は，B含有率が極めて微量

であるため，結晶性が高く，結晶粒径が大きいため，応

力が再び低下したと考えられる。しかし，Vicenzo21）の

報告のように，高Fe含有率膜のため，Linら20）が報告し

た純Ni膜ほど成膜応力は低下しなかった。

　これらの膜を加熱すると，Ni-B膜は，前報8）でも述べ

たように，準安定相であるアモルファスNi-B膜がNiと

Ni3Bへと相分離を生じたため，260 ℃から270 ℃にお

いて収縮が生じたと考えられる。Fe-85 wt％Ni-4 wt％

B合金膜についても，Songら22）が無電解Ni-P合金めっ

き膜で報告しているように，相分離前の回復が生じてい

る可能性によって，膜収縮が生じたと示唆される。一方，

中Fe含有率及び高Fe含有率の膜は，めっきしたままと

加熱後も，結晶構造や粒径などに変化が認められないた

め，加熱・冷却時に可逆的な熱応力挙動を示したと考え

られる。

　以上の結果から，低Fe含有率の膜では，準安定相で

あるアモルファス相を有するため，成膜応力が低いもの

の，加熱による熱平衡相への相分離あるいはその前段階

の回復によって，非可逆的な膜の収縮が生じることが

示された。さらに，300 ℃加熱後から30 ℃冷却までの

CTE値は，その合金比率の典型的な約14 ppm/Kと大き

な値を示した。これらの要因によって，加熱・冷却中も

応力変化が大きく，再び室温状態に戻る際には，著しく

高い引張応力を示した。

　中Fe含有率の膜では，低いB含有率に影響され，微

細な粒を有するため，成膜応力は最も高く，成膜時に熱

平衡相であるfcc相が得られるため，加熱・冷却時の変

化は可逆的であった。したがって，熱応力挙動は，成膜

応力値が支配的となる高応力下で変化した。

　インバー組成である高Fe含有率の膜では，ほとんど

Bを含有しないため，他のFe含有率の膜に比べ，粒径

は大きく，それにより成膜応力は中程度を示した。Fe

含有率63 wt％の膜は，準安定相のbcc相を含むが，

300 ℃までの加熱によるfcc熱平衡相への相変態は観察

されないため，熱応力変化は可逆的であった。さらに，

CTE値が他のFe含有率の膜と比べ低いため，加熱・冷

却中そして再室温時においても熱応力変化は小さく，成

膜応力付近の約500 MPaの応力を常に示すことが判明

した。

　以上の結果から，無電解Fe-Ni-B合金めっき膜の熱応

力挙動は，膜中の還元剤由来のB含有率に依存した成膜

時の粒径及び微細構造が支配的な要因となる成膜応力

値，加熱による熱平衡相への変化の有無，及びFe/Ni合

金比率及び微細構造に決定づけられるCTE値に起因し

て変化することが示唆された。

　今回得られた無電解Fe-Ni-B合金めっき膜は，Fe及び

Bの合金化によって非常に微細な粒から成るため，その

程度を観察するため，今後は，透過型電子顕微鏡を活用

し，より詳細な評価を行う予定である。

５．結　　論

　無電解めっき法を用いて種々の合金比率のFe-Ni-B合

金薄膜を作製し，その熱応力挙動や結晶構造及び表面形

態を評価した結果，以下のことが判明した。

・ 成膜応力は，Feを含まない膜からインバー組成領域

の間において，３つの領域に分けることができ，低

Fe含有率では低応力値，中Fe含有率では高応力値，

高Fe含有率では中応力値を示した。

・ 無電解Fe-Ni-B合金めっき膜の熱応力挙動は，Fe含有

率の増大に伴うB含有率の低下が進むに従い，加熱に

よる収縮はほとんど認められなかった。

・ 熱応力挙動は，CTE値，合金比率に由来する微細組

織とその加熱による変化に依存することが示唆され

た。

　無電解インバーFe-Ni-B合金めっき膜は，成膜応力が

中程度ではあるものの，半導体チップあるいは基板との

CTEマッチングにより，加熱・冷却時の熱応力変化及

び再室温時の応力値が種々の合金比率のFe-Ni-B膜中で

最も低いことから，デバイスの熱応力の低減効果につい

て期待できる。
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めっき－陽極酸化法によるナノ多孔質スピネルフェライト膜の
生成と酸素還元・酸素発生電極特性

表面処理チーム　　紺野　祥岐，永山　富男，山本　貴代，大藏　　要，中村　俊博

要　　旨

　安価で大量生産に適した「めっき-陽極酸化法」により，ナノ多孔質スピネルフェライト膜（MxFe3-xO4，M=Ni，Co）

を作製し，その酸素還元反応・酸素発生反応（ORR・OER）用電極としての特性の評価を行った。Fe-14at％Ni及び

Fe-16at％Coめっき膜を成膜し，これらを陽極酸化及びポスト熱処理することで，直径50 nm以下のポアを有する多

孔質スピネルフェライト膜を得た。これらの試料に対し，回転リングディスク電極（RRDE）を用いて，アルカリ水溶

液中におけるORR・OER特性を評価したところ，Fe-Coめっき試料上に作製した多孔質CoxFe3-xO4膜が，ORRとOER

のどちらに対しても良好な特性を有することが分かった。

１．はじめに

　金属空気二次電池は，理論的には容量が無限である空

気極を正極とするため，大容量の革新型蓄電池として注

目されている。その空気極では，放電においては酸素還

元反応（ORR），充電においては酸素発生反応（OER）が

起きるため，ORR・OERの両方に優れた電極が求めら

れている。このような電極触媒としてはペロブスカイト

型，スピネル型酸化物などの安価で資源豊富な元素を

ベースとした遷移金属複酸化物の研究が活発となってい

る1,2,3）。これらの酸化物触媒は，一般に高温焼成プロセ

スにより合成され，ボールミルなどにより粉砕・微粒子

化し，バインダー及びカーボン導電助剤と混合したの

ち，集電体上に塗布することで，多孔質電極の形体で利

用される。この既存の塗布法による電極作製では，複数

の種類の原料を合成し，粉砕，塗布などの多くの工程を

経る必要があるため，プロセスの大幅な低コスト化や，

量産性の飛躍的な向上は困難であると予想される。また

多孔質電極では，粒子の微細化により電極の表面積を増

やすことが望ましいが，高温焼成による酸化物粒子の粗

大化，粉砕プロセスによる粒の微細化の限界，粒子同士

の凝集などから，従来法による多孔質電極の大表面積化

には限界がある4）。

　一方，湿式表面処理法の一つである陽極酸化（アノー

ド酸化）法を用いることで，金属基板上に多孔質構造を

有する酸化膜を形成することができ，これを様々な用途

の電極材料として利用する試みが報告されている5，6，7）。

陽極酸化では，多孔質膜は常温の溶液中において自己組

織的に生成するため，塗布法にみられる酸化物粒子の凝

集が起こらず，ナノオーダーの微細な多孔質構造を容易

に得ることができる。その上，触媒となる酸化物の合成

と集電体上への多孔質構造の形成を同時に，かつ大面積

一括処理により行えることから，既存の電極製造法を上

回る劇的な低コスト化，高スループット化も期待でき

る。

　陽極酸化多孔質膜を電極触媒に応用する研究として

は，鉄合金上の陽極酸化により，OER活性な鉄系複酸

化物膜を作製する研究がされている8，9）。

　またより高活性な複酸化物の多孔質膜を得るために，

めっき法により任意の組成の合金を作製し，これを陽

極酸化する手法も検討されている。Yangらは，ニッケ

ル‐コバルト（Ni-Co）合金めっき膜の形成とその陽極

酸化によって，優れたOER活性を有する多孔質膜を作

製している10）。同グループでは，他にも同様の手法で

Coベース多孔質電極触媒層の作製を報告している11，12）。

このような「めっき‐陽極酸化法」では，陽極酸化の

前工程に，同様の湿式表面処理法であるめっきを採用す

ることで，大面積一括処理による低コスト，高スルー

プットの利点を活かしつつ，広い組成の複酸化物から成

る多孔質膜が設計可能となっている。しかしながら現在

のところ，陽極酸化に用いる合金めっきの種類を検討

し，ORR・OERの双方に適した多孔質膜を形成する試

みはほとんどなされていない。

　そこで我々は，Feの陽極酸化及びポスト熱処理によ

り，スピネル型の酸化鉄（Fe3O4）の多孔質膜が得られ

ることに着目した7，13，14，15）。スピネル型酸化鉄，及び

そのFeの一部を置換したスピネルフェライトは，既存

の塗布法において，ORR・OER触媒としての応用が検

討されつつある1，2，16）。我々はこれまで，鉄系合金めっ
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きの陽極酸化により高活性なスピネルフェライト多孔質

膜を生成できないかと考え，Fe-Mn合金めっき‐陽極

酸化法によってスピネル型マンガンフェライト多孔質電

極を作製し，そのORR・OER特性について報告してき

た17，18）。

　本研究では，多孔質膜のORR及びOER特性のさらな

る向上と理解を目指し，Fe-Ni，及びFe-Co合金めっき

-陽極酸化によって，スピネルフェライト（MxFe3-xO4，

M=Ni，Co）から構成されるナノ多孔質膜の作製を試み

た。また回転リングディスク電極（RRDE）を用いた電

気化学測定によって，ORR・OER電極特性を評価し，

前報のFe-Mnも併せて考察した。

２．実験方法

　めっき－陽極酸化法による多孔質酸化物膜の生成法は，

図１に示す３段階のプロセスから構成される。

2.1　鉄合金めっき膜の作製（図１，ⅰ）

　Fe-M（M=Ni，Co）合金膜の電析は，表１及び２に示

す浴組成及び条件にて行った。Fe-Coめっき浴はQiang

らのめっき浴を参考に設計した19）。試薬は，和光純薬製

特級もしくはナカライテスク製特級のものを用いた。本

実験ではめっき浴を建浴したのち，硫酸または塩酸を用

いてpHを所定の値に調整した。基板，及び陽極は山本

鍍金試験器製のハルセル試験用純銅板，及び純鉄板をそ

れぞれ用い，所定の時間めっきを行った。

2.2　陽極酸化（図１，ⅱ）

　2.1で得られたFe-Mめっき膜を陽極酸化し，多孔質陽

極酸化膜の形成を行った。電解液は0.1 mol dm-3 NH4F

及び0.5 mol dm-3 H2Oを含むエチレングリコール溶液

を用いた。浴温は20℃とした。用いた試薬は全て関東

化学製である。対極をPtメッシュとし，定電圧40 Vで

5 分間陽極酸化を行った。

2.3　熱処理（図１，ⅲ）

　2.2で陽極酸化した試料を，管状電気炉中，窒素雰囲

気下にて400℃で1 時間，熱処理した。

　またニラコ製の純度99.99％の純鉄板，及び純鉄ディ

スクについても，2.2及び2.3の方法により表面に多孔質

酸化鉄膜を形成し，比較対象とした。

2.4　試料の観察・評価

　めっき膜厚及び組成は蛍光X線‐ FP法（日立ハイテ

クサイエンス製SEA6000VX）により決定した。試料の

表面形態観察は，走査型電子顕微鏡（SEM，日本電子製

JSM-6700F）により行った。酸化物膜の結晶構造はX線

回折法（XRD，リガク製Smart Lab）を用いて調べた。

また試料の縦断面観察を走査型透過電子顕微鏡（STEM，

日本電子製JEM-2100F）により行った。STEM縦断

面観察用の試料は，イオンスライサ（日本電子製EM-

09100IS）にて薄膜試料加工を行った。

2.5　電気化学測定

　ORRの触媒活性を評価するために，回転リングディ

スク電極（RRDE）を用いて，分極測定を行った。電解

液として0.1 mol dm-3 KOH水溶液を用い，対極に白

金（Pt）ワイヤー，参照電極にHg/HgO（0.1 mol dm-3 

KOH水溶液）参照電極を用いた。対極，及び参照電極

はビー・エー・エス製である。作用極としてはFeディ

表１　Fe-Niめっき浴組成及びめっき条件

表２　Fe-Coめっき浴組成及びめっき条件

塩化鉄（Ⅱ）4水和物 0.2 mol dm-3

塩化ニッケル 0.4 mol dm-3

塩化アンモニウム 1.0 mol dm-3

クエン酸水素二
アンモニウム・2水和物

0.03 mol dm-3

pH 4.0

浴温度 25℃

電流密度 400 A m-2

電解時間 600 秒

硫酸鉄（Ⅱ）7水和物 0.26 mol dm-3

硫酸コバルト（Ⅱ）7水和物 0.04 mol dm-3

ほう酸 0.4 mol dm-3

L-アスコルビン酸 5 mmol dm-3

pH 2.4

浴温度 25℃

電流密度 100 A m-2

電解時間 1200 秒

図１　 めっき-陽極酸化法による多孔質スピネルフェライト
膜の形成プロセスの模式図
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スク電極（直径4 mm，厚み4 mm）を用い，ディスク

電極面に純銅板上と同様の条件で多孔質酸化物膜を作

製し，測定を行った。ORR活性の評価は，カソード

分極測定を掃引速度10 mV s-1，RRDEの回転速度は

1600 rpmで行った。測定では，初めに純度99.999％の

アルゴンガスで20分以上脱気し，その後カソード分極を

行い，バックグラウンドの分極曲線を測定した。次に純

度99.99％酸素を20 分以上バブリングし，電解液を酸素

飽和させたのち，測定を行った。この酸素飽和時の分極

曲線から，バックグラウンド曲線を減算することで，充

電電流をはじめORRと無関係の電流の影響を除去した。

また測定中のRRDEのリング電極部の電位は1.3 V vs. 

RHEに保持した。ORRの反応経路は４電子反応と２電

子反応の二つがあることが知られており，アルカリ水溶

液中における反応は，表３のとおりである。

　反応が理想的な４電子反応で進む場合が（１）式と

なり，２電子反応を経る経路が過酸化水素イオンHO2-

の生成する反応（２），及びその還元反応（３）である。

RRDEを用い，（２）の２電子反応における反応生成物で

ある過酸化水素イオンHO2-の酸化による電流をリング

電極で検出することで，以下の関係から反応電子数n及

び過酸化水素イオンの発生率HO2-が求められる21）。

　　　 = 4 ×
/  （４）　　　　　　

　　　 = 200 × /
/  （５）　　　　　　

　ここではｎは反応電子数，IDはディスク電極における

還元電流，IRはPtリング電極における電流，Nはリン

グ電極の捕捉率で，本実験ではRRDEの寸法から理論的

に算出した値N＝0.424を用いた22）。

　OER活性については，ORR活性評価で用いたものと

同じ構成の三電極系電気化学セルを用いて，電極の回転

速度1600 rpmにて，酸素飽和0.1 mol dm-3 KOH水溶液

中，掃引速度10 mV s-1でアノード分極測定を行うこと

で評価した。なお，アルカリ電解液中でのOERは以下

の反応式で表される1）。

　　　4OH- → O2 + 2H2O + 4e-  （６）　　　　　　

３．結果

3.1　形態，組成及び結晶構造

　めっき浴中にて所定の条件で電解を行い，膜厚5.1 µm

のFe-14at％Ni，及び2.1 µmのFe-16at％Coを作製した。

以後，Fe-14at％Niめっき膜をFe-Ni，Fe-16at％Coめっ

き膜をFe-Coと称する。これらのめっき膜試料，及び市

販のバルク純Fe板を定電圧40Ｖで５分間，陽極酸化を

行い，多孔質酸化膜を形成した。その際の電流密度－時

間曲線を図２に示す。すべての試料において，陽極酸化

の電流は印可直後に急激に増大したのち，その後30 秒

間において低下していき，定常となる。その定常電流

密度は，Feにおいては3.5 mA cm-2であるのに対して，

Fe-Niでは11 mA cm-2，Fe-Coでは29 mA cm-2と高く

なっていた。

　次にこれらの試料のポスト熱処理を行った後，試料表

面のSEM観察を行った。Fe-Ni，及びFe-Co試料の表面

SEM像を図３に示す。どちらの試料においても，表面

に多孔質の形態が確認された。Fe-Niでは直径25-40 nm

程度の円形のポアがそれぞれ独立して分布していた。一

方，Fe-Coにおいては，ポア径10-25 nm程度の円形の

ポア以外に，局所的に50 nm以上の歪んだポアが見ら

れた（図３（b），矢印）。これは陽極酸化の際，局所的

にポアが密集した状態で成長し，それらポア同士が連結

表３　アルカリ水溶液中での酸素還元反応20）

反応式
電位 / V
vs. SHE

O2 + 2H2O+4e- → 4OH- （１） 0.401

O2 + H2O + 2e- → HO2- + OH- （２） -0.065

HO2- + H2O + 2e- → 3OH- （３） 0.867

図２　陽極酸化電流密度‐時間曲線
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してできたと考えられる。

　これらの試料の結晶構造をX線回折により調べたと

ころ，下地である鉄合金めっき膜のピークの他にスピ

ネル型酸化物のピークが見られ，スピネルフェライト

MxFe3-xO4（M=Fe，Co，Ni）膜が生成していることが確

認された（図は省略）。

　図４にFe-Mめっき膜試料の縦断面STEM暗視野像を

示す。Fe-Ni上では，基板に垂直に配列した柱状のポア

を有する膜厚1060 nmの多孔質酸化膜が得られた（図４

（a））。そのポアの直径は平均約23 nm，ポア間距離は

平均約50 nmであった。酸化膜の底部には，熱処理に

より生成した厚さ約110 nmの熱酸化層が存在している。

酸化膜／熱酸化層界面近傍の高倍率像を図４（b）に示

す。酸化膜底部は点線で示すように半球状セルが並んだ

構造となっており，アルミニウム上に生成する多孔質酸

化膜と同様の，Keller-Hunter-Robinsonモデルで表され

る特有の形態を有していることが分かる23）。

　図４（c）にFe-Co試料の断面写真を示す。酸化膜は多

孔質の外層と，微細な粒子が比較的密に堆積した内層か

ら構成されており，Fe-Niと同様に素地との間には熱酸

化層が形成されていた。多孔質の酸化膜外層の厚さは約

230 nmで均一なのに対して，内層の厚さは約245 nm

から315 nmと場所によってばらついていた。外層の多

孔質層も，バルク純Fe材上，及びFe-Ni上にみられる

ような柱状ポアの配列は見られず，より微細で複雑な形

状のポアからなる不規則な構造となっていた。合金組成

による酸化膜形態の差異については，後述する。

　これらの断面STEM像の多孔質酸化膜において

100 nm 

100 nm 

(a) 

(b) 

図３　多孔質膜の表面SEM像；(a) Fe- Ni，(b) Fe-Coめっき膜上

図４　 スピネルフェライト－めっき膜の断面STEM暗視野
像；(a) Fe-Niめっき，(b)(a)の拡大図，(c) Fe-Coめっき
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STEM-EDSエリア分析を行い，Feに対するNi，また

はCoのモル比を調べたところ，Fe-Ni上とFe-Co上の

両方において，約0.12となった。したがってＸ線回折の

結果と合わせて，それぞれFe-Ni上にはNi0.33Fe2.67O4，

Fe-Co上にはCo0.33Fe2.67O4の組成のスピネルフェライト

多孔質膜が生成していることが分かった。なお比較対象

のバルク純Fe板上の多孔質膜の組成はFe3O4であった。

3.2　酸素還元・酸素発生反応（ORR・OER）特性評価

　作製した多孔質酸化物膜のORR特性を評価するため，

RRDE法による酸素飽和0.1 mol dm-3 KOH水溶液中で

のカソード分極測定を行った。測定に先だち，電気化学

活性表面積（ECSA）を比較するために，非ファラデー

領域におけるCV測定から，下記の式（７）を用い，電

気二重層容量Cdlを求めた。

　　　i = Cdlν （７）　　　　　　　　

　ここで，iは電流，νは掃引速度である。

　Fe，Fe-Ni，及びFe-Co上の多孔質酸化物のCdlはそ

れぞれ，1.74，2.66，及び7.81 mF cm-2であり，Fe-Co

合金試料のCdlが特に大きな値であった。これはFe-Co

上のスピネルフェライト膜の微細かつ乱雑な多孔質構造

が，酸化物の比表面積の増大に寄与しているものと考

えられる。一般にCdlはECSAに比例して増大するため，

電極のECSAはFe＜Fe-Ni＜Fe-Co試料の順番に大き

くなると推定される。

　図５（a）に回転数1600 rpmのディスク電極上，

10 mV s-1の掃引速度でそれぞれの試料をカソード分極

した際に得られたORRの電流ID，及びその際のPtリン

グ電極における過酸化水素イオンの酸化電流IRを示す。

　はじめに，IDの値を幾何学的表面積で割り付けた電

流密度が-0.1 mA cm-2相当となる電位をORRの立ち上

がり電位として，各試料について比較する。Fe，及び

Fe-Ni上の酸化物膜の立ち上がり電位は0.72 V vs. RHE

とほぼ同じであった。一方，Fe-Co上では，0.76 V vs. 

RHEと電位が貴側にシフトしていた。またORR電流の

挙動を比較すると，FeとFe-Ni試料では，立ち上がり

後に緩やかに還元電流が増大した後，0.1 V以下で漸く

拡散限界電流のプラトーが表れはじめる。一方でFe-Co

試料では，立ち上がり後のORR電流が急激に増大し，

0.4 V以下で拡散限界となっている。

　リング電流値はいずれの試料においてもORRの立ち

上がり電位から0.22～0.24 V卑側までは増大し，それよ

りもさらに低い電位では減少している。したがって，い

ずれの試料でも（２）の２電子還元反応による過酸化水

素イオンの生成と，（３）の過酸化水素イオンの還元が起

こっている。

　これらの結果から式（４）及び式（５）を用いて，各

電位における反応電子数 n と過酸化水素イオン発生率

HO2-を求めた結果を図５（b）に示す。0.6 Vにおける

反応電子数は，Fe-Ni試料上でn=2.9と最も低く，Feで

は3.3，Fe-Coでは最も高く3.7であった。いずれの多孔

質膜においても，反応電子数は電位を卑に掃引していく

と上昇し，4に近い値となった。これは（２）の還元反応

により生成した過酸化水素イオンが，十分卑な電位にお

いては（３）の反応によって，さらに還元されるように

図５　 (a) RRDE法によるバルクFe及びFe-Mめっき膜上の多
孔質膜の酸素還元活特性評価，(b) 各電位での反応電
子数及び過酸化水素イオン発生率
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なるためと推察される。

　次にOER電極としての特性を評価するために,回転

ディスク電極（RDE）上，酸素飽和0.1 mol dm-3 KOH

水溶液中でのアノード分極測定を行った。図５に回転

数1600 rpmのディスク電極上，掃引速度10 mV s-1で

のアノード分極曲線を示す。Fe-Ni，及びFe-Coめっき

試料ではFe試料よりも卑な電位でOER電流が立ち上

がっており，OER活性が高いことが分かる。またOER

電流密度2 mA cm-2の時の電位を比較すると，Fe-Niは

1.62 V，Fe-Coでは1.64 Vであり，Fe-Niの方がより良

好なOER活性を示した。しかしながら，立ち上がり後

のOER電流の傾きは，Fe-Coの方が大きく，OER電流

密度10 mA cm-2以上を得ようとした場合，Fe-Coの方

がより低い電位で目的の大きさのOER電流を得られる。

これはFe-Co試料のECSAが，Fe-Ni試料よりも大きい

ことに起因すると考えられる。

４．考察

4.1　多孔質陽極酸化膜の形態

　Fe-NiとFe-Co合金めっき上の酸化膜の形態は大きく

異なっており，Fe-NiではAl上で見られるような柱状ポ

アを有する規則的な多孔質構造をしているのに対して，

Fe-Coでは不規則な多孔質構造となっている（図４（a），

（c））。Fe-Niにおいては，陽極酸化時に自己規則化に

よるポアの再配列が起こった結果，図３（b）のFe-Co上

の酸化膜に見られるポア同士の連結が抑制されているも

のと考えられる。また酸化膜の多孔質層の下部に着目す

ると，Fe-Ni上では多孔質層の底部に半球状セルが並ん

だ構造の厚さ29 nm程度のバリヤー層がはっきりと確

認できるが，Fe-Co上ではそのようなバリヤー層は確認

できず，多孔質層下部には厚い粒子堆積層が存在してい

る。このような両者の形態の違いは，陽極酸化時の多孔

質酸化膜の生成機構が異なることが原因と推察される。

今回は，熱処理後の試料のみを観察しており，陽極酸化

膜の生成機構を考察するには不十分である。今後，熱処

理前の試料に関して，より詳細に調べていく予定であ

る。

　これらの酸化膜の生成に消費された電気量を図１の電

流密度－時間曲線より求めたところ，それぞれFe-Niで

は3.73 C cm-2，Fe-Coでは8.29 C cm-2であり，Fe-Co

の陽極酸化では，Fe-Niの2.2 倍の電気量が酸化膜の成

長に用いられている。しかしながら，生成した酸化膜の

厚みはFe-Ni上では1060 nmなのに対して，Fe-Coでは

475～545 nm程度と半分以下となっている。したがっ

て，Fe-Coの陽極酸化では，おそらくガス発生により，

皮膜成長の電流効率が低下しているものと推察される。

このような陽極酸化中のガス発生による試料表面の閉塞

なども，多孔質構造の不規則化に寄与している可能性が

ある。

4.2　多孔質スピネルフェライト膜の電極特性

　今回作製した多孔質スピネルフェライト膜の電気化

学測定の結果に，以前報告したFe-Mnめっき－陽極酸

化により作製した多孔質膜の結果も加えて，Fe-M（Fe，

Ni，Co，Mn）めっき－陽極酸化により作製した多孔質

スピネルフェライト膜の電極特性について比較する。表

４に各試料における電気二重層容量Cdl，ORRの立ち上

がり電位Eonset，半波電位E1/2，0.6Vにおける反応電子

数n，及び過酸化水素イオン発生率HO2-，OERの電流

密度10 mA cm-2となる電位E10，E10とE1/2の差ΔEを示

す。なおFe-Mn試料に関しては，我々が以前報告した

Fe-15at％Mnめっき－陽極酸化法で作製した多孔質膜

のものである18，24）。

　ORR立ち上がり電位Eonsetは，Fe-Mn＞Fe-Co＞Fe-

Ni=Feの順となっており，特にFe-Mn試料が，２番目の

Fe-Coと比較しても0.12 Vも貴なEonsetを有する良好な

ORR電極であると分かる。

　一方，半波電位E1/2を比較すると，Fe-Mn試料の方が

図６　 酸素飽和0.1 mol dm-3 KOH水溶液中，RDE上での各試
料のOER特性評価
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依然として高い電位ではあるものの，Fe-Coとの差は

0.03 Vと非常に近くなっている。これはFe-Co試料では，

立ち上がり電位から拡散限界電流へ至るまでのORR電

流の傾きが他と比較して急であることに起因する。一般

にこのようなORR電流の傾きは，電極のECSAが大き

いほど急になると考えられるが，興味深いことに，本研

究でCdlから推定されるECSAの序列はFe-Mn＞Fe-Co

＞Fe-Ni＞Feであり，ORR電流の傾きが急なFe-Coの

方がFe-Mnよりも小さい。Fe-CoのORR電流の傾きが

他よりも急な理由としては，反応電子数 n が高いこと

が一因であると考えられる。同様にFe-Ni試料はFeの

約1.5 倍のECSAを有しているにも関わらず，図４（a）

に見られるように両者のORR電流に差が見られない原

因として，Fe-Niの反応電子数はFeよりも低く，ECSA

の増大によるORR電流の上昇を打ち消している可能性

が考えられる。

　0.6 Vでの過酸化水素イオン発生率HO2-は，Fe-Ni＞

Fe＞Fe-Mn＞Fe-Coの順に小さく，Fe-Coが最も酸素

を効率よく水酸化物イオンへと還元している（表４）。

LiらのMFe2O4（M=Co，Ni，Cu，Mn）を対象とした研

究において，CoFe2O4は他のスピネルフェライトと比較

して，優れた過酸化水素還元活性を有することが報告さ

れている25）。このことからFe-Co試料上では，生成した

Co0.33Fe2.67O4膜が式（3）の反応に対して高活性であり，

式（2）の反応で生成した過酸化水素を速やかに還元する

ことにより，HO2-を低減し，高い反応電子数でのORR

を達成していると推察される。

　OERの電極特性について，E10を比較すると，Fe-Ni

＝Fe-Co＜Fe-Mn＜Feの順で貴となっており，Fe-Ni，

Fe-Coが最も良好なOER活性を示している。また図５

のOER電流の立ち上がりに着目すると，Fe-NiはFe-Co

よりもわずかに卑な電位でOER電流が立ち上がってい

る。したがってFe-NiのECSAはFe-Coの３分の１程度で

あることを考慮すると，多孔質構造の制御により，Fe-Ni

のECSAを増大させることで，さらなるOER活性の向

上が期待できる。

　最後にΔEについて比較する。ΔEは金属空気二次電

池の空気極用電極としての性能を比較するうえで，よく

用いられる値の一つであり，これが小さいほど充放電

におけるORR・OERの過電圧の低い良好な電極である。

表４のとおり，ΔEはFe-Mn及びFe-Coで約1.1 Vと他

と比較して良好な値を示した。これはFe-MnとFe-Co

がORR活性に優れ，E1/2が貴であることに起因している。

この二者を比較した場合，ΔEはわずかにFe-Mnの方

が低いものの，Fe-Coにおいては過酸化水素の発生が抑

制されているため，実用上，電池部材の腐食低減が期待

され，Fe-Mnを用いるよりも，優れた性能を発揮できる

かもしれない26）。

５．結論

　本研究では，Fe-Ni及びFe-Co合金めっき膜を作製し，

これを陽極酸化，及びポスト熱処理することによって，

ナノ多孔質構造を有するスピネルフェライト膜を作製

し，そのORR・OER電極としての特性をRRDE，及び

RDEを用いて評価した。その結果，以下のことが分かっ

た。

１ ．めっき法により作製したFe-M（M=Ni，Co）合金めっ

き膜を陽極酸化，及び不活性雰囲気中でのポスト熱処

理することによって，スピネルフェライトMFe3-xO4

（M=Ni，Co）からなるナノ多孔質膜を作製すること

ができる。

２ ．ナノ多孔質スピネルフェライト膜の形態は，めっき

膜の組成によって異なり，Fe-Niめっき上では柱状ポ

アが規則的に配列した典型的な多孔質陽極酸化膜の形

態であるのに対して，Fe-Coめっき上では不規則な多

孔質構造を有する外層と，微粒子が堆積した内層を有

する膜が得られる。

３ ．Fe-Coめっき上に生成する多孔質膜は，バルクFe

材やFe-Niめっき上に生成する多孔質膜と比べ，ORR

の立ち上がり電位が貴で，反応電子数も高く，良好

なORR特性を有している。OERについては，Fe-Ni，

表４　Fe-Mめっき－陽極酸化法により作製した多孔質膜の組成及び電極特性値
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Fe-Co試料において，立ち上がり電位はFe-Niが若干

卑ではあるものの，ほぼ同程度の性能である。前報の

Fe-Mnめっきと比較しても，ORR及びOER特性はほ

ぼ同等であり，かつORRにおける過酸化水素発生も

少ないことから，Fe-Co多孔質酸化膜は有望な電極材

料候補となり得る。
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薄膜旋回分散法により作製した生漆及びそのクロメについて

高分子系チーム　　橘　　洋一

要　　旨

　漆は，古来より使われてきた天然樹脂塗料であり，我々に非常になじみ深いものである。現在に至るまで，高品質な

漆の開発を目的として，生漆（ウルシノキから採取した樹液を濾過したもの）の精製技術が種々検討されてきた。本研

究では，生漆に約25％含まれる水分に着目し，薄膜旋回分散法を用いて分散を行い，漆液の乾燥時間に対する分散の効

果，得られる漆塗膜の物性について検討した。加えて，得られた薄膜旋回分散生漆のクロメ（熱を加えながら攪拌して

いく工程）について検討を行った。生漆の分散の結果，分散における周速・処理時間を調整することで，水分量が生漆

と同じであるにも関わらず，高光沢で高い透明性を有する漆塗膜を得ることが出来た。また，クロメを行うことで，こ

れまでにない光沢・透明度を有する漆塗膜を得ることができた。本研究では，短時間で均質な高光沢の漆の精製を可能

にしており，加えて，塗膜の透明度という観点から漆のバリエーションを増やすことができるため，新たな漆の活用に

貢献できると考える。

１．緒言

　漆は，ウルシ科植物から採取された樹液を原料とす

る天然樹脂塗料であり，主として，油分（長鎖不飽和ア

ルキルが置換したカテコール誘導体からなる脂質成分）

と，油分中に分散した水分（水に溶解した水溶性多糖類

や酵素を含む）とからなる1）。そのため，ウルシノキか

ら採取した状態である生漆は，W/O型エマルジョン溶液

であり，全体の約25％（質量換算）を占める水分は，漆

中で水系粒子として存在している2）。また，漆の硬化反

応は，主に酸化酵素（ラッカーゼ）が脂質成分を酸化重

合することにより進行すると考えられている3）。この反

応に関して判明していない部分もあるが，近年では，漆

に含まれる成分の働きについて報告されつつある4,5）。

旧来より，漆を精製する過程において，「ナヤシ」「クロ

メ」と呼ばれる工程が行われてきた6）。ナヤシの工程は，

漆を数十分から数時間かき混ぜて練る操作であり，続い

て行われるクロメの工程では，熱を加えながら攪拌を行

う。これらの工程により，漆に含まれる水系粒子のサイ

ズを小さくし，均一にすることで，得られる漆塗膜の光

沢・透明度を上昇させることができる。

　これまで，本研究所では，漆中の水系粒子の分散に着

目し，3本ロールミルを用いて精製漆を作製する方法を

開発してきた7）。この方法では，得られた精製漆の乾燥

性が向上すると共に，硬化後の塗膜の光沢性及び光沢保

持性（耐候性）も向上する。これは，「ナヤシ」「クロメ」

を行った漆と比較して，塗膜の状態での水系粒子サイズ

を1/10程度に低下（数百nm程度）させ，水系粒子の分散

度を向上させたことに起因する。この精製漆は，現在市

販されており，実用化を達成している8）。しかしながら，

3本ロールミルを用いて精製漆を作製する場合，技術的

なノウハウが必要となり，さらに，精製にかなりの時間

が掛かる問題点がある。例えば，3本ロールミルを用い

て20 kgの生漆から精製漆を製造するには約７～８時間

を要する。

　本研究では，様々な分散手法が存在する中で，薄膜旋

回分散法に着目した。薄膜旋回分散法とは，溶液を薄膜

状態とした上で，せん断作用により粒子を分散させる方

法である9）。この方法により，高い攪拌エネルギーを均

等に処理物に転移することができ，微粒化を行いながら

粒子径コントロールが可能となる。そのため，均一な液

滴径のエマルジョンが得られることから工業的にも利用

されている10）。

　本研究では，漆の新たなバリエーションを増やすこと

を目的とし，薄膜旋回分散法を用いて漆中における水系

粒子の更なる高分散度化，及び処理の短時間化について

検討を行った。具体的には，薄膜旋回分散での分散条件

を変化させ，得られる漆塗膜の評価（光沢・透明度）を

行った。加えて，クロメの工程を行い，得られる漆塗膜

の評価を行った。

２．実験方法

2.1　生漆

　生漆は株式会社佐藤喜代松商店より購入した中国産

生漆を用いた。用いた生漆は，揮発成分21.8％，ウルシ
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オール68.8％，含窒素分1.9％，ゴム質7.5％であった。

2.2　薄膜旋回分散

　生漆の薄膜旋回分散は，プライミクス株式会社のフィ

ルミックス®40-L型を用いて行った。分散における周速

は，5 m/s～25 m/s（5 m/s），分散時間は，2，5，10，

20，30，45，60，90，180，300，900 sとした。分散は，

生漆を4 ℃に保ちながら行い，薄膜旋回分散生漆を得

た。分散後，ギャップ幅50 µmのアプリケーターを用

いてガラス板に塗布し，温度20 ℃，湿度80％の条件で乾

燥させた。乾燥時間の測定は，塗料乾燥時間測定器（太

佑機材株式会社）を用いた。乾燥時間は，測定器の針が

塗膜の上部をなぞり始めた時間（指触乾燥時間）とした。

2.3　鏡面光沢度・ヘーズ測定

　各条件で得られた漆塗膜の鏡面光沢度測定を行った。

測定は，日本電色株式会社製 GlossMeterVG2000を用い

た。JISK5600に準拠し，測定角度は60°とした。各漆塗

膜のヘーズ測定は，スガ試験機株式会社製ヘーズメー

ターHZ-2Pを用いた。ヘーズ値は，

　　　ヘーズ=拡散透過率/全光線透過率×100

で求められ，塗膜の濁り度を示す。測定は，JISK7105

に準拠し行った。

2.4　薄膜旋回分散生漆のクロメ

　所定の条件（周速が5，10，15 m/sの場合，処理時間

は300 or 900 s，周速が20 m/sの場合，処理時間は30ま

たは60 s）で生漆の薄膜旋回分散を行った後，約50 ℃

で20分間スターラーを用いて加熱撹拌を行った（クロ

メ）。分散後，ガラス板に塗布し，温度20 ℃，湿度80％

の条件で乾燥させた。その後，上述と同様に，乾燥時間，

光沢及びヘーズの測定を行った。

３．実験結果と考察

3.1　薄膜旋回分散生漆の乾燥時間測定

　薄膜旋回分散により得られた漆の乾燥時間の測定を

行った（図 1）。処理していない生漆は，乾燥時間が2時

間であった。周速が5 m/sの場合，分散を長時間行って

も，生漆と乾燥時間は変わらなかった。一方，周速を

10 m/s以上に増加すると，多少のばらつきが見られる

ものの，乾燥時間が遅くなった。また，分散時間を長く

すると乾燥時間がわずかに遅くなる傾向が見られた。周

速20 m/sでは，処理時間180 s以上で24 h以上の乾燥時

間となり，25 m/sでは，20 sで乾燥しなくなった。こ

の乾燥時間の遅延は，薄膜旋回分散により生じる局所的

な摩擦熱及び剪断力によって，生漆に含まれるラッカー

ゼが失活するためと考えられる。

3.2　薄膜旋回分散生漆塗膜の鏡面光沢度，ヘーズ測定

　分散における周速を変化させ，分散時間に対する精

製生漆塗膜の鏡面光沢度の結果を図 2に示す。分散前

の生漆塗膜の光沢値は25.7であった。周速が5 m/s及び

10 m/sにおいて，分散処理時間の増加と共に，塗膜の

光沢度が増加した。処理時間が900 sの場合，5 m/sの

条件では光沢度は約90であり，10 m/sの条件では100程

度となった。15 m/sの条件下では，処理時間の増加に

より，光沢度はわずかに増加し，最終的に105の値でほ

ぼ一定となった。これらの結果より，薄膜旋回分散にお

ける周速，分散時間の増加により，得られる精製生漆塗

膜の光沢度が上昇することがわかった。一方，周速が

20 m/s，25 m/sの場合，10 sの処理時間においても光

沢度は105となり，時間の増加による光沢度に変化は見

られなかった。

　得られた精製生漆塗膜のヘーズ測定結果を図 3に示

す。分散前の生漆塗膜のヘーズ値は47.5であった。図 2

の光沢度と同様に，周速が15 m/s以下の条件において，

ヘーズ値は周速に依存した。周速の増加と共に，ヘーズ

値の減少が見られ，最終的に，15 m/sで900 s処理した

塗膜は，ヘーズ値が4.1となり最も低い値となった。こ

図１　 周速（5，10，15，20 と 25 m/s）・処理時間の違いに
よる乾燥時間の変化
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れは，精製生漆塗膜がより透明になっていることを示

す。また，周速が20 m/s，25 m/sの場合，短時間の処

理で，透明度の高い漆塗膜が得られることがわかった。

以上の結果より，これまでの生漆では得られない光沢，

透明度を達成できたといえる。

3.3　薄膜旋回分散生漆のクロメ後の乾燥時間測定

　所定の条件で薄膜旋回分散後の生漆を用い，加熱撹拌

によりクロメの工程を行うことで薄膜旋回分散クロメ漆

を得た。得られた薄膜旋回分散クロメ漆の乾燥時間測

定の結果を図 4に示す。周速が遅い場合，或いは処理

時間が短い場合では，クロメを行うことで乾燥時間は

早くなった。一方，周速10 m/sで900 s処理した場合で

は，クロメ前と比較して乾燥時間は1.9倍遅くなり，周

速20 m/sで30 s処理した場合では，クロメ前と比較し

て2.8倍遅くなった。また，周速15 m/sで900 s処理し

た漆と周速20 m/sで60 s処理した漆の場合，測定限界

の24 h以上の乾燥時間となった。乾燥時間が早くなる

原因として，加熱撹拌中に漆の反応が進行するためと考

えられる。一方，乾燥時間の遅延に関しては，薄膜旋回

分散によりダメージを受けたラッカーゼが，加熱撹拌に

よって更に失活することにより，引き起こされたと考え

られる。

3.4　薄膜旋回分散クロメ漆の鏡面光沢度，ヘーズ測定

　薄膜旋回分散クロメ漆の鏡面光沢度測定結果を図 5

に示す。クロメ前と比較し，クロメ後の塗膜は，光沢

のわずかな増加が見られた。周速が10 m/s以上の場合，

光沢値は100以上となり，得られる塗膜は十分に高い光

沢を保持しているといえる。また，周速20 m/sで60 s

処理したクロメ漆の光沢値は115となり，非常に高い値

を示した。クロメ前後の光沢値の変化量が小さいことか

ら，薄膜旋回分散法を用いることで十分に分散が行われ

ていることが示唆された。また，クロメの工程を行うこ

とで，水分量の減少及び水系粒子の分散効果により，更

に高い光沢を有する漆塗膜を見出すことができた。

　薄膜旋回分散クロメ漆のヘーズ測定結果を図 6に示

す。クロメ前と比較し，クロメ後の塗膜のヘーズ値は，

図２　 周速（5，10，15，20 と 25 m/s）・処理時間の違いに
よる鏡面光沢度の変化

図４　薄膜旋回分散クロメ漆の乾燥時間測定

図３　 周速（5，10，15，20 と 25 m/s）・処理時間の違いに
よるヘーズの変化
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減少する傾向が見られた。特に，周速15 m/s以上の条

件において，ヘーズ値は5.0以下となり，非常に透明度

の高い漆塗膜となった。乾燥時間，光沢及びヘーズの結

果より，乾燥時間が速く，かつ，塗膜の光沢・透明度を

有する条件は，周速15 m/sで300 s処理した場合となっ

た（図 7）。この条件は，これまでの漆の精製という観

点からすると，非常に短時間であるといえる。

４．結論

　本研究においては，漆中における水系粒子の分散に着

目し，薄膜旋回分散法を用いて，新規精製生漆を開発し

た。分散条件を検討することで，精製生漆と得られる漆

塗膜物性との相関関係を明らかにした。水分量が生漆と

同じであるにも関わらず，高光沢・高透明度を有する塗

膜を得ることが出来た。また，薄膜旋回分散後の生漆を

用い，クロメの工程を行うことで薄膜旋回分散クロメ漆

について検討した。乾燥時間，光沢及びヘーズの測定結

果から，周速15 m/sで300 s分散を行う条件が最も良い

ことがわかった。本手法により，短時間で，かつ，ロッ

ト間による品質のばらつきを生じない均質な精製生漆・

クロメ漆を調整することができるため，新たな用途展開

が期待できる。
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図１　 漆の産地別におけるPy-GC/MSにおけるm/z 108のクロ
マトグラム 図２　使用した材料の主成分の構造式

朱合漆における添加油の定量について

高分子系チーム　　池永　　誠，橘　　洋一

要　　旨

　漆芸の文化財修復では，制作時の材料を用いて修復を行うことが原則である。従って，漆塗膜における混合物の種類

及び量を正確に分析することが必要不可欠となる。これまで使われてきた伝統的な材料として，漆に乾性油を添加した

朱合漆が挙げられる。この朱合漆の分析において，漆と乾性油の構造が一部似ているため，分離定量が難しいケースが

見られた。そこで，本研究では，FT-IR及びPy-GC/MSを用いて，朱合漆における乾性油の種類及び量について検討を

行い，分析法の確立を目指した。その結果，Py-GC/MSにおけるm/z 60のクロマトグラムでは，乾性油の種類による違

いが明確であった。また，どちらの分析法においても乾性油の添加量とピークの強度に強い相関が確認されたため，添

加量を定量できる可能性が示された。

１．緒言

　現在，漆芸の文化財には，現状復帰という理念に基づ

き，漆を用いた修復が行われている1）。漆には，様々な

産地があり，多種多様な混合物が用いられるため，修復

材料の選定において，材料の科学的な同定が不可欠であ

る。従来，不溶不融の高分子である漆の分析には，フー

リエ変換赤外分光光度法（FT-IR），及び熱分解ガスク

ロマトグラフィー（Py-GC）が用いられてきたが，精度

は十分でなかった。近年，Py-GCに質量分析法を組み

合わせた熱分解ガスクロマトグラフィー／質量分析法

（PyGC/MS）によって，より高い精度の分析が行われ

ている。例えば，漆には産地によりその主成分の化学構

造の一部が異なるが，Py-GC/MSを用いたアルキルフェ

ノールに由来する質量電荷比（m/z）108の比較により，

産地の容易な識別が可能となった（図１）2）。

　漆に乾性油を混合した朱合漆は，伝統的に用いられて

おり，乾性油の添加によってより彩度の低い塗膜が得ら

れる。混合する乾性油も不溶不融となり，漆と一部構造

が似ているため，材料の同定が非常に困難である。そこ

で本研究では，朱合漆に着目し，その添加油の種類及び

量における，FT-IR及びPy-GC/MSの有用性について検

討を行った。

２．実験方法

2.1　材料

　実験に用いた漆は，佐藤喜代松商店より購入した中国

産の漆を精製した赤呂漆を使用した。添加した乾性油

は，亜麻仁油，及び桐油を使用した。使用した材料のそ

れぞれの主成分の構造式を図２に示す。
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2.2　塗膜の作成

　赤呂漆に重量比で0‒30％の乾性油を混合した。その

後，50 µmのフィルムアプリケーターを用いて，ガラ

ス板に塗布し，20 ℃，相対湿度60％にて１週間，静置

して，塗膜を作成した。比較サンプルである乾性油のみ

の塗膜は，ガラス板に塗布後，180 ℃にて２時間，加熱

によって作成した。

2.3　塗膜の測定

2.3.1　塗膜の測色

　塗膜の色は測色計（日本電色工業社製 SD-5000）の透

過法によるL* / a* / b*の値により評価した。測定条件

は，光源としてパルスキセノンランプを用い，受光角を

０°，波長380‒780 nmの範囲を５ nm間隔で出力した

値からL* / a* / b*を算出した。

2.3.2　FT-IR

　FT-IRスペクトルは，フーリエ変換赤外分光光度計

（PerkinElmer社製 Frontier FT-IR）のATR法によっ

て測定を行った。

2.3.3　Py-GC/MS

　Py-GC/MSのクロマトグラムは，熱分解ガスクロ

マトグラフ質量分析計（Py部：フロンティア・ラ

ボ社製 EGA/PY-3030D，GC/MS部：島津製作所社

製 GCMS-QP2010 SE）によって測定を行った。サン

プル及び熱分解の条件は，約0.2 mgの試料を，500 ℃

にて0.3分間，熱分解を行った。ガスクロマトグラフの

条件は，キャリアガスとしてヘリウム，及び微極性カ

ラム（フロンティア・ラボ社製 UA-5；長さ30 m，内

径0.25 mm，固定相膜厚0.25 µm）を用い，スプリット

比を1:50，気化室温度を320 ℃，入口圧を50 kPa，カ

ラム流量を1 mL min－1とした。カラムの温度条件は，

40 ℃で２分間保持後に20 ℃ min－1で320 ℃まで昇温

し９分間保持した。質量分析計の条件は，インターフェ

イス温度を320 ℃，イオン源温度を200 ℃，70 eVの電

子衝撃法でイオン化を行い，熱分解開始の１分後から25

分後までm/z 33‒600を取得した。

３．実験結果と考察

3.1　作成した塗膜の測定結果

　作成した塗膜の組成及びL* a* b*の値を表１に示す。

乾性油の増加に伴って，明度を表すL*が増加し，色味

を表すa*及びb*が減少しており，予想通り塗膜の彩度

の低下が確認された。

　次に，IRスペクトルを測定した（図３）。乾性油の添

加に伴って，C=O結合の伸縮振動に由来する1742 ㎝‒1

（１）亜麻仁油添加系漆 （２）桐油添加系漆
図３　作成した塗膜のIRスペクトル

表１　作成した塗膜の組成及びL* / a* / b*の値

サンプル 組成 L* / a* / b*
A 赤呂漆 100％ 59.2 / 25.2 / 83.4
L5 赤呂漆 95％ + 亜麻仁油 5％ 62.9 / 20.9 / 82.4
L10 赤呂漆 90％ + 亜麻仁油 10％ 64.9 / 18.8 / 82.0
L15 赤呂漆 85％ + 亜麻仁油 15％ 68.5 / 14.7 / 78.1
L20 赤呂漆 80％ + 亜麻仁油 20％ 71.3 / 11.6 / 75.3
L30 赤呂漆 70％ + 亜麻仁油 30％ 76.0 / 6.6 / 67.7
L 亜麻仁油 100％ 94.5 / -3.6 / 10.9
T5 赤呂漆 95％ + 桐油 5％ 62.4 / 21.0 / 82.3
T10 赤呂漆 90％ + 桐油 10％ 67.6 / 15.2 / 79.3
T15 赤呂漆 85％ + 桐油 15％ 70.2 / 12.3 / 77.6
T20 赤呂漆 80％ + 桐油 20％ 73.2 / 8.4 / 73.0
T30 赤呂漆 70％ + 桐油 30％ 79.3 / 1.3 / 61.1
T 桐油 100％ 94.5 / -2.9 / 7.8
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（１）亜麻仁油添加系漆 （２）桐油添加系漆
m/z 108のクロマトグラム

図４　作成した塗膜のPy-GC/MSのクロマトグラム

（１）亜麻仁油添加系漆 （２）桐油添加系漆
m/z 60のクロマトグラム

（１）亜麻仁油添加系漆 （２）桐油添加系漆
トータルイオンクロマトグラム(TIC)

のピークが増加していた。また，C‒Hの伸縮振動によ

る2923 ㎝－1のピークは漆の主成分及び乾性油のどちら

にもアルキル鎖が存在することから（図２），全てのス

ペクトルから確認された。一方，亜麻仁油及び桐油のス

ペクトルの明確な差異は見られず，FT-IRによる両者の

識別は困難であった。これは，両者の主成分が，オクタ

デカトリエン酸の構造異性体であり（図２），その他の

成分も同様の構造であるためである。

　続いて，塗膜のPy-GC/MSの測定を行った（図４）。

トータルイオンクロマトグラム（TIC）より，亜麻仁油
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の添加では13分及び14分に，桐油の添加では7.2分，８

分，及び14分に新たなピークが確認された。続いて，

m/z 60及び108のクロマトグラムにて，比較を行った。

m/z 60では，9.6分に漆の糖類由来のピーク，８分，13

分及び14分などに添加した乾性油の脂肪酸のピークが

観測された。脂肪酸由来の８分のピークは，亜麻仁油及

び桐油ともに同様に増加していたが，13分及び14分の

ピークにおいては，亜麻仁油においてよりシャープな

ピークであった。これは，主成分における二重結合の共

役系の違いによって，熱分解の挙動が異なるためと考え

られる（図２）。一方，m/z 108は前述の通り，漆の主成

分の分解物であるアルキルフェノールに由来したピー

クが11.4分などに観測される。さらに，乾性油の添加に

よって，脂肪酸のフラグメントと考えられるピークが14

分に出現していた。こちらもm/z 60と同様に亜麻仁油

の添加サンプルにおいて，よりシャープなピークであっ

た。Py-GC/MSの結果より，m/z 108によって漆の確認

を行い，さらにm/z 60を確認することで添加油の種類

を同定できる可能性が示唆された。

3.2　検量線の作成

　FT-IR及びPy-GC/MSの測定結果より，検量線を作成

した（図５）。IRスペクトルでは，2923 ㎝－1のピークを

基準にして1742 ㎝－1のピーク強度で検量線を作成した。

一方，Py-GC/MSのクロマトグラムでは，m/z 60の9.6

分（図５ □），もしくはm/z 108の11.4分（図５ ◇）の

ピークを基準にしてm/z 60の８分のピーク強度で検量

線を作成した。作成した全ての近似曲線の決定係数（R2）

が0.96以上であり，どちらの測定においても乾性油の添

加量とピーク強度に強い相関が確認された。

４．結論

　今回，FT-IR及びPy-GC/MSによる朱合漆の測定を

行った。用いた乾性油である亜麻仁油と桐油において，

Py-GC/MSのm/z 60のクロマトグラムで明確な差が確認

され，両者の識別の可能性が示された。また，FT-IR及

びPy-GC/MSのどちらの測定からも強い相関の近似曲線

が得られ，朱合漆における添加油を定量できる可能性が

示された。

　文化財の修復では，劣化したサンプルの測定を行うこ

ととなる。今後は，サンプルの劣化が測定結果に与える

影響を検討する。
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（１）亜麻仁油添加系漆 （２）桐油添加系漆
図５　それぞれの測定から作成した近似曲線とR2の値



京都市産業技術研究所

－30－

Ti焼結体を利用した軽元素同時分析技術の確立

金属系チーム　　丸岡　智樹，塩見　昌平，南　　秀明

研究フェロー　　菊内　康正　　　　　　　　　　　　

要　　旨

　本研究は，GD-OESを用いて軽元素と金属元素の定量分析を同時に行う，「軽元素同時分析技術」を確立するために，

放電プラズマ焼結法による酸素および窒素の検量線用焼結体試料の作製について検討した。また，GD-OESによる酸素

および窒素の分析についても試みた。

　作製した焼結体はGD-OESによる測定が可能であり，それぞれの濃度と発光強度には良好な相関関係があることがわ

かった。

　本法で検討した焼結法による酸素および窒素の検量線用焼結体試料はGD-OESにおける酸素および窒素の半定量分析

として利用できる可能性が示唆された。

１．緒言

　金属材料の製造現場では低コスト化，省資源化，リサ

イクル化，歩留まり向上などの要求が高まり，金属材料

の高強度化プロセスや製造プロセスの見直しが盛んに行

われている。

　近年，製造プロセスとして最終製品形状に近い形で合

金作製ができる粉末冶金法が再注目されており，水素

（H），炭素（C），酸素（O）および窒素（N）などのユビ

キタス元素を利用した材料開発が盛んに進められてい

る。特に，高機能であるが原材料価格が高価であるNi

合金やTi合金の分野において粉末冶金法によるユビキ

タス元素を用いた種々の検討1～3）がなされている。

　したがって，高機能な材料開発を進めて行く上では

H，C，OおよびNの濃度およびその分布を知ることが

重要であると考えられる。

　日々の依頼試験や技術相談業務においても，一般的な

金属元素に加えて，H，C，OおよびNの濃度や分布に

ついて知りたいという要望は多い。現状の対応では，C

は炭素分析装置，H，OおよびNは酸素窒素水素分析装

置4），Fe，Al，CuおよびTiなどの主元素はICP発光分

析法，蛍光X線分析装置もしくは電子線マクロアナライ

ザーを使用する必要があり，すべての元素について分析

を行う場合は３機種以上の装置を扱う必要があるため，

依頼者や作業者にコストや納期の面での負担がかかる課

題が生じている。

　近年，登場したグロー放電発光分光分析装置（以下，

GD-OES）5）は水素からウランまでの全元素が測定可能で

あり，表面から深さ方向への元素分布分析が可能な装置

であることから，GD-OESを用いて軽元素と金属元素の

定量分析を同時に行う，「軽元素同時分析技術」を確立

することができれば，現状の課題解決に期待ができる。

　GD-OESにて「軽元素同時分析技術」を確立していく

ためには，標準試料の存在が必要不可欠となる。主元素

であるFe，Al，CuおよびTiは蛍光X線分析用の標準試

料を用いることができる。一方で，水素，炭素，窒素お

よび酸素については市販の標準試料は存在するものの粉

末や小粒であり，GD-OESにて利用できる形状のものは

ほとんど見当たらない。

　当研究所では，これまでGD-OESにおける水素分析技

術の確立6～8）を目指して，水素分析用標準試料を作製す

るために放電プラズマ焼結法9）を用いたTi-TiH2焼結体

の作製方法について検討してきた。そこで，水素と同様

に炭素，窒素および酸素についても，原材料として炭化

チタン粉末，窒化チタン粉末および酸化チタン粉末を用

いて焼結体を作製できれば，炭素，窒素および酸素の検

量線用標準試料に適用できる可能性がある。

　本研究では，今後需要が高まるTiに注目し，GD-

OESでのTi中のH，C，OおよびNの成分の分析手法に

ついて検討することを目的とした。JIS規格によれば，

純Tiの化学成分は，H:130ppm以下，N:500ppm以下，

C:800ppm以下，およびO:4000ppm以下と規定されてい

る。また，Tiの金属積層造形では窒素雰囲気を用いる

場合もあることから，高濃度の窒素（0.5％以上）の定量

分析が求められている。

　そこで，本報では放電プラズマ焼結法を用いて，上記

の濃度範囲に対応できる酸素および窒素の検量線用焼結
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体試料の作製について検討した。また，GD-OESによる

酸素および窒素の定量分析についても試みた。

２．実験方法

2.1　原材料

　原材料として高純度化学製Ti粉末（平均粒径：

45µm），TiH2粉末（平均粒径：45µm），TiO2粉末（平均

粒径：50µm），TiN粉末（平均粒径：53µm）を用いた。

　酸素の検量線用試料では，酸素量が3,500ppmおよび

9,000ppmとなるようにTi粉末とTiO2粉末を配合した。

高濃度窒素の検量線用試料では，窒素量が2,500ppm，

12,000ppmとなるようTi粉末およびTiN粉末を配合し

た。低濃度窒素の検量線用試料では窒素量が700ppmお

よび2,000ppmとなるように，Ti粉末およびTiH2粉末（窒

素含有）を配合した。配合後の各試料は，めのう乳鉢に

て15min混合した。

2.2　焼結体の作製

　内径40mmφのカーボン製焼結型に混合粉末を16g充

填し，上下を40mmφのカーボン製パンチで挟み込み，

放電プラズマ焼結装置（（株）シンターランド製LABOX-

650F，以下SPS）に装填した。酸素の検量線用試料およ

び高濃度窒素の検量線用試料の焼結条件は，焼結温度：

1000℃，焼結圧力：45MPa，保持時間：20minおよび真

空雰囲気にて行った。低濃度窒素の検量線用試料の焼結

条件は，焼結温度：800℃，焼結圧力：45MPa，保持時間：

20minおよび真空雰囲気にて行った。

2.3　焼結体の評価

　作製した焼結体の評価は，酸素窒素水素分析装置

（（株）堀場製作所製　EMGA930，以下ガス分析装

置）にて，酸素量および窒素量の測定，X線回折（（株）

Rigaku製Smartlab，以下XRD）による相の同定，電子

線マイクロアナライザー（（株）日本電子製JXA-8230，

以下EPMA）による断面観察およびTi，OおよびNの面

分析，グロー放電発光分光分析装置（（株）堀場製作所

製GD-Profiler2，以下GD-OES）による酸素および窒素

の深さ方向の元素分布分析を行った。

３．実験結果と考察

3.1　分析結果

　表１に作製した焼結体の酸素および窒素分析結果を示

す。表１よりほぼ原材料の配合通りの組成で検量線用焼

結体試料を作製できた。前報6～8）のTi粉末とTiH2粉末

の焼結の場合では，焼結中にTiH2粉末中の水素放出が

生じたため，焼結後の水素量は目標組成よりも低くなっ

た。本報のTiO2粉末およびTiN粉末の場合では，焼結

中の真空度の変化がわずかであったことから，酸素およ

び窒素の放出が生じなかったため，原材料の配合組成に

近い焼結体試料が得られたと考えられる。

3.2　X線回折

　酸素の検量線用焼結体試料のX線回折の結果を図１

に示す。Ow1では焼結前後ともにTiO2の回折ピークは

認められなかった。原材料のTiO2添加量が少ないため，

TiO2の回折ピークが検出されなかったと考えられる。

一方，Ow2の焼結前では原材料由来のTiO2の回折ピー

クが認められたが，焼結後は認められなかった。これは，

焼結前後において酸素量に差異がないことから，原材料

TiO2中のOが焼結中にTiへと拡散し，Ti中に固溶した

ものと考えられる。焼結後：Ow1においても，同様の

現象が生じているものと考えられる。

　次に高濃度窒素の検量線用焼結体試料のX線回折の結

果を図２に示す。図２より焼結前：NwH2ではTiNの回

折ピークが見られた。焼結前：NwH1では，TiNの添加

量が少ないため，TiNの回折ピークが検出されなかった

と考えられる。次に，焼結後：NwH2では焼結前に見ら

れたTiNの回折ピークが消失した。これは，TiNのNが

焼結中にTiへと拡散し，Ti中に固溶したことが考えら

れる。NwH1では焼結前後にTiNの回折ピークが確認でき

なかったが，同様の現象が生じているものと考えられる。

　低濃度窒素の検量線用焼結体試料のX線回折の結果を

図３に示す。NwLlおよびNwL2の焼結後においてTiH2

の回折ピークが検出された。高濃度窒素の検量線用焼結

体試料と同様に低濃度窒素の検量線焼結試料において

も，窒素はTi中に固溶していると考えられる。

表１　酸素および窒素の検量線用試料

サンプル名
酸素量
(ppm)

窒素量
(ppm)

備考

Ow1 3,546 42
酸素の検量線用試料

Ow2 8,651 88

NwH1 3,319 2,230
高濃度窒素の検量線用試料

NwH2 3,508 11,181

NwL1 3,852 676
低濃度窒素の検量線用試料

NwL2 4,112 1,960

Ti-blk 474 83 純チタン試料
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3.3　断面観察および面分析　

　図４にEPMAによる断面観察および面分析結果を示

す。各試料の反射電子像より，Ow1，Ow2，NwH1お

よびNwH2ではボイド（図中↓箇所）が少ないことがわ

かった。これは，焼結温度が高いため，焼結が進行し緻

密な焼結体となったためである。一方で，NwL1および

NwL2では，ボイド（図中↓箇所）が確認された。これは，

焼結温度が低いことが要因であることが考えられる。

　次に，面分析により各元素の分布状態を確認した。ま

ず，Ow1およびOw2のO-Kα像より，酸素の強度が高

い箇所と低い箇所が分布していることから，酸素が濃化

していることがわかった。次に，窒素含有試料である

NwH1およびNwH2のN-Kα像より，窒素の強度分布

が明確に認められ，窒素の濃化が認められた。NwL1お

よびNwL2における反射電子像の黒色部ならびにTi-K

α像の低強度の箇所はTiH2であることを過去の検討6～8）

によりに確認している。N-Kα像は，EPMAでは検出が

難しい濃度範囲であるため，NwH1およびNwH2のよう

な窒素の濃化を検出できなかったと考えられる。

3.4　GD-OES

　図５に酸素の検量線用焼結体試料のGD-OES結果，図

６に高濃度窒素の検量線用焼結体試料のGD-OES結果お

図１　 酸素の検量線用焼結体試料の
X線回折結果

図２　 高濃度窒素の検量線用焼結体
試料のX線回折結

図３　 低濃度窒素の検量線用焼結体
試料のX線回折の結果

図４　断面観察およびTi，OおよびNの面分析
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よび図７に低濃度窒素の検量線用焼結体試料のGD-OES

結果を示す。

　図５より酸素は表面から深さ方向へと均一に分布して

いることがわかった。図４のEPMAの面分析結果では，

酸素はミクロに偏析をしていたが，GD-OESの測定径が

４㎜φと面分析の範囲よりも十二分に広いことから，平

均化されているものと考えられる。

　次に，図６の高濃度窒素および図７の低濃度窒素でも，

酸素と同様に均一に窒素が分布している結果が得られた。

また，いずれの試料においても，添加元素の濃度が増え

るにしたがって発光強度は上昇していることがわかった。

これは，添加元素の濃度と発光強度には相関関係がある

ことを示唆している。

3.5　検量線

　GD-OESによる定量分析について検討するために，ガ

ス分析装置の分析値とGD-OESの発光強度をもとに検量

線を作成し，別途準備した検量線評価用焼結体試料につ

いてGD-OESによる定量計算を行い，ガス分析装置によ

る分析値との比較検討を行った。表２にガス分析装置に

より得られた検量線評価用焼結体試料の酸素量および窒

素量を示す。

　図８に酸素の検量線を示す。酸素分析値とGD-OESの

平均発光強度の相関係数は0.995であり良好な関係であ

ることがわかった。次に，図９に検量線評価用焼結体試

料を用いて酸素分析値とGD-OESの定量計算値を比較し

た結果を示す。図９より酸素分析値とGD-OESの定量計

算値はほぼ近い値を示すことがわかった。しかし，窒素

量が少量の試料（A,D）ではガス分析装置による酸素分

析値より若干高めに，窒素量が多い試料（B,C）では酸

図５　 酸素の検量線用焼結体試料の
GD-OES結果

図６　 高濃度窒素の検量線用焼結体
試料のGD-OES結果

図７　 低濃度窒素の検量線用焼結体
試料のGD-OES結果

図８　酸素の検量線

表２　検量線評価試料

サンプル名
酸素量
(ppm)

窒素量
(ppm)

備考

A 2,950 364
酸素および

低濃度窒素評価用

B 3,319 2,230
酸素用評価試料

（高濃度窒素の検量線用試料
NwH1）

C 3,531 6,480
酸素および

高濃度窒評価用

D 3,852 676
酸素および

低濃度窒素評価用

E 3,546 42
低濃度窒素評価用

（酸素の検量線用試料Ow1）

F 8,651 88
低濃度窒素評価用

（酸素の検量線用試料Ow2）
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素分析値より若干低めの傾向があった。今後，図４の酸

素のマッピングの結果でみられた酸素の偏析を焼結条件

の見直しや均質化熱処理などを行うことで均質化するこ

とができれば，精度向上が期待できる。また，GD-OES

の酸素の発光強度が測定時間と共に減少傾向にあること

も定量精度に影響する一因とも考えられる。

　図10に高濃度窒素の検量線を示す。窒素分析値とGD-

OESの平均発光強度の相関係数は0.999であり良好な関

係であることがわかった。図11に検量線評価用焼結体試

料を用いて，窒素分析値とGD-OESの定量計算値と比較

した結果を示す。図11より，窒素量の多いサンプルCに

ついては窒素分析値とGD-OESの定量計算値は近い値と

なったが，濃度が低い，サンプルAおよびサンプルDで

は誤差が大きかった。これは，検量線の濃度範囲が広い

ため生じた誤差であると考えられる。

　図12に低濃度窒素の検量線を示す。窒素分析値とGD-

OESの平均発光強度の相関係数は0.991であり比較的良

好な相関関係であることがわかった。図12より，窒素量

の低いサンプルAおよびDは前述の高濃度窒素の検量線

の時よりも，誤差は小さくなった。これは，分析対象と

検量線の濃度範囲がマッチしているためであると考えら

れる。しかし，GD-OES定量計算値は窒素分析値よりも

高くなる傾向がある。低濃度におけるGD-OESの窒素の

発光強度は非常に低くS/N比が小さいため誤差も大きく

なったと考えられる。今後は測定方法や前処理について

さらに検討する必要がある。　

　以上，SPSにより作製した，酸素および窒素の検量線

用焼結体試料を用いて，GD-OESによる酸素および窒素

の分析について検討した。ガス分析装置とGD-OESの定

量計算値にはまだまだ誤差はあるが，半定量分析として

利用できる可能性が見込めた。今後は，試料作製方法や

図９　酸素分析値とGD-OESの分析値 図10　高濃度窒素の検量線 図11　窒素分析値とGD-OESの分析値

図12　低濃度窒素の検量線

図13　窒素分析値とGD-OESの分析値

GD-OESの測定条件について検討することで，精度の向

上を図る予定である。

４．結論

　GD-OESにより軽元素と金属元素を同時に定量分析で

きるような，「軽元素同時分析技術」を確立するために，

放電プラズマ焼結法による酸素および窒素の検量線用焼

結体試料の作製について検討を行い，GD-OESによる酸
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素および窒素の分析についても試みた。得られた結果を

以下に示す。

１）  Ti粉末，TiO2粉末，TiN粉末およびTiH2粉末を組

み合わせることで，酸素量および窒素量の異なる焼

結体試料を作製できることがわかった。

２）  X線回折およびEPMAを行った結果，酸素の検量線

用試料では酸素はTi中に固溶し，窒素の検量線用

試料では窒素はTi中に固溶することが示唆された。

３）  GD-OESにて元素分布分析を行った結果，表面から

深さ方向に酸素および窒素が均一に分布しているこ

とがわかった。また，添加元素の濃度と発光強度に

は良い相関関係があった。

４）  放電プラズマ焼結装置を用いて作製した，酸素およ

び窒素の検量線用焼結体試料はGD-OESにおける酸

素および窒素の半定量分析として利用できる可能性

が見込めた。
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京都陶磁器業界における坏土及び釉薬課題について（その１）

窯業系チーム　　田口　　肇，鈴木　芳直，岡崎　友紀，橋田　章三，

稲田　博文，荒川　裕也，高石　大吾　　　　　　　

要　　旨

　陶磁器製造業界における原料の枯渇化等の問題が取りざたされている中，京都業界においてもこれまで坏土の製造販

売を担っていた企業が２社廃業した。その内の１社が製造販売してきた陶土は，京焼・清水焼の重要な素地として，長

く地場業界に使用されてきた。今回の陶磁器原料の供給状況の変化をうけ，その陶土に関する今後の業界対応を目的に

基礎物性データの構築を行った。その結果，寸法特性，曲げ強さ，熱膨張特性について有効な知見が得られた。また，

その企業が製造し，今回供給停止となった使用頻度の高い石灰釉についても，化学成分分析を通し，それに代わる調合

を得たことから，今後も継続して商品が製作できる状況がつくれた。

１．緒言

　現在全国的に窯業原料の枯渇化や供給の停止，また品

質の不安定化等が問題となっている状況の中，地場で原

料が採取できない京都の陶磁器業界においては，製作活

動を持続可能にすべく，原料確保とそれら原料の品質管

理は非常に重要である。

　そのような状況下において，令和元年８月から９月に

かけ，地場業界に陶土及び磁土の製造・供給を担ってき

た企業がそれぞれ１社ずつ廃業した。陶土を供給してき

た企業では域内業界が使用する重要な石灰釉も製造して

いたが，今回その提供も途絶えた。

　現在京都では，陶土と磁土の供給企業が各１社となっ

た状況であり，今後のものづくりを支える上で坏土なら

びに釉薬に関する基礎データ及び代替品の製造に向けた

技術の構築は地場の技術支援を使命とする京都市産業技

術研究所（以下京都市産技研）にとって，益々重要な業

務となる。

　そこで今回は，廃業した企業の内，陶土を取り扱って

きた企業A社の坏土について，今後の業界支援を目的に

基礎物性データの構築を行った。また，企業A社が製造

し，今回供給が途絶えた石灰釉の代替の調合についても

業界の要望を踏まえ検討を行った。

２．実験方法

2.1　坏土について

　企業A社の製品の中で，使用頻度が高い陶土として上

信楽坏土と赤合わせ坏土がある。今回はこれら坏土につ

いて，基礎物性を測定した。

　なお，現行の坏土（以下現行品）が過去のもの（以下

過去品）と比較し，特性がかなり変化している状況を踏

まえ，平成３年（1991年）に実施した各種坏土（素地）の

基礎物性（曲げ強さ，熱膨張係数，寸法特性）との比較

を行った。

2.1.1　化学成分分析について

　原料に関する化学成分分析は，ガラスビード法によ

り試料を作製し，（株）リガク製波長分散型蛍光X線装置

ZSX-PrimusⅡによる測定を行った。定量値は，FP法に

よる半定量法を用い，得られた結果に対し，前もって測

定した強熱減量の値とガラスビード作製条件を基に再

計算により得た。定量値の信頼性を評価するため，耐

火物技術協会が提供する蛍光X線分析用耐火物標準物質

JRRM102についても同様の方法を行い，認証値との比

較を行うことで，得られた結果に対する評価を行った。

2.1.2　寸法特性について

　図１に示す坏土による試験体を作製し，ノギスで50

㎜の印を入れたのち，焼成後における長さを測定し，式

（１）により全体収縮率を求めた。

図１　試験体

全収縮率＝
50－焼成後の長さ

×100……（１）
50
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2.1.3　曲げ強さについて

　曲げ強さは，（株）島津製作所製オートグラフAG-

Xplusを用い，スパン50㎜，荷重速度0.5㎜/min，３点

曲げ法により測定した。

　測定用試験体は，石膏型を用いた充填鋳込成形にて12

㎜φ×120㎜の形状に成形した。鋳込泥漿は，解膠剤の

水ガラスを0.8％と水分量が32％になるよう調製した。

2.1.4　熱膨張特性について

　熱膨張測定は，試験体を直径約５㎜φ，長さ約20㎜の

円柱状に作製し，（株）リガク製TMA8310により昇温速

度10℃/minで700℃まで測定した。得られた熱膨張率よ

り熱膨張係数を算出した。

2.1.5　焼成条件について

　寸法特性，曲げ強さ，熱膨張特性についての試験体は

電気炉を使用し，図２に示す酸化焼成条件により焼成し

た。

2.2　釉薬について

　京都業界では，染付釉として使用頻度の高い一号石灰

釉をこれまで２社が供給してきた。しかし，その内の１

社が廃業した。業界では，２社の一号石灰釉を混合して

使用することも多く，企業A社の釉薬について代替とな

る釉薬が求められた。

　釉薬の配合を設計するため，化学成分分析を行い，そ

の結果を基に，ゼーゲル式に変換し，その一号石灰釉に

使用されていた原料情報を参考に，入手できない原料に

ついてはゼーゲル式の特徴を考慮し，代替となる原料で

釉薬の調合を導き出した。

2.2.1　使用原料について

　今回使用した原料の化学成分値を表１に示す。

　

2.2.2　焼成条件について

　一号石灰釉の使用は通常染付釉であり，その焼成は還

元焼成である。そのことから，電気炉を用いた図２によ

る還元焼成を行った。

３．実験結果と考察

3.1　坏土について

3.1.1　化学成分について

　得られた分析値の結果を表２に示す。また，その結果

500

1000

5 10 15 20

67.9 18.5 0.09 0.19 0.07 6.09 6.68 0.01 0.44
80.2 13.5 0.11 0.02 0.07 3.10 0.14 2.66
0.20 0.08 54.7 0.79 0.04 0.79 43.2

60.014.060.09.89

64.54 22.23 1.18 0.19 0.25 1.90 0.38 7.80 51 33 16

69.00 19.10 0.89 0.24 0.24 1.30 0.16 7.86 45 44 11

66.07 19.78 3.99 0.39 0.58 2.20 0.48 5.87 41 35 24

70.60 17.30 2.87 0.23 0.34 2.00 0.34 0.66 4.88 38 46 16

75.70 13.40 3.78 0.05 0.62 0.18 0.37 0.45 0.13

80.47 13.79 3.97 0.04 0.67 0.14 0.30 0.45

図２　焼成パターン

表１　釉薬原料の化学成分値

表２　坏土の化学成分値およびノルム計算結果
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を基に，ノルム計算による結果も併せて表２に示す。

　なお，ノルム計算は，坏土を構成する鉱物を曹長石

（Na2O・Al2O3・6SiO2），正長石（K2O・Al2O3・6SiO2），

灰長石（CaO・Al2O3・6SiO2），カオリナイト（Al2O3・

2SiO2・2H2O），石英（SiO2）として求めた。

　ノルム計算の結果，上信楽坏土と赤合わせ坏土ともに

現行品が過去品よりも，粘土成分と長石成分が少なく、

珪石成分が多くなっていることが分かった。

3.1.2　寸法特性，曲げ強度，熱膨張特性について

　上信楽坏土及び赤合わせ坏土における過去品と現行品

の得られた各種物性値を表３に示す。

　表３を基に，全収縮率に関する上信楽坏土と赤合わせ

坏土の過去品と現行品の比較図を図３に，同様に曲げ強

さの比較図を図４に示す。熱膨張特性については，室温

から700℃までの熱膨張曲線を図５に示す。

　寸法特性については，上信楽坏土及び赤合わせ坏土と

もに，過去品に比べ現行品の収縮率が小さいことがわか

る。この値から焼成時における仕上がり寸法を得るため

の成形時における寸法割合を算出すると，上信楽坏土に

ついては，過去品が1.14倍，現行品が1.13倍，赤合わせ

坏土については過去品が1.16倍，現行品が1.15倍となる。

このことから，寸法特性については過去品と現行品にお

いて変化は少ないことが分かる。

　曲げ強さについては，上信楽坏土で，現行品と過去品

を比較すると現行品の方が，低いことが分かる。その原

因として，素地の粒度や素地中におけるカオリナイト

（Al2O3・2SiO2・2H2O）からの加熱変化によるムライ

ト（3Al2O3・2SiO2）の生成が考えられる。表２のノル

ム計算結果より，現行品が過去品に比べ，カオリナイト

の割合が少ないことから，生成されるムライトも少ない

ことが予想される。ムライトは素地の曲げ強さを大きく

することから，その生成が少ない現行品においては曲げ

強さが小さくなる傾向にあることが推察される。

　赤合わせ坏土においては，上信楽坏土とは異なり，現

行品の方が，曲げ強さが大きい。その原因については，

ムライトの生成以外に，酸化鉄による影響があると推察

される。この原因については，今後検討を試みる。

　熱膨張特性において，上信楽坏土では表３より現行品

が過去品に比べ熱膨張係数が大きな値を示している。表

２のノルム計算結果より，現行品は過去品に比べ，珪石

成分が多く，粘土成分が少ないことが分かる。陶器素地

においては素地中の石英含有量が増加する，またムライ

トの含有量が少なくなることで熱膨張係数が大きくなる
1）ことが報告されており，現行品の熱膨張係数が過去品

より大きくなった原因と一致する。現在，業界では現行

品において透明釉に貫入（クラック）が発生しなくなっ

0.0 

20.0 

40.0 

60.0 

図４　各種坏土の過去品と現行品の曲げ強さの比較

図３　各種坏土の過去品と現行品の全収縮率の比較

図５　各種坏土の過去品と現行品の熱膨張曲線

表３　各種坏土における過去品と現行品の物性
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た，また，釉薬が剥がれるといったことが起っており，

今回の結果は，その原因解明に役立つものであり，また

今後の坏土設計を行う上でも有効な知見であることが示

唆された。

　赤合わせ坏土においては，現行品と過去品でそれほど

違いはなかった。上信楽坏土同様，現行品においてはノ

ルム計算の結果より素地中における珪石成分が増加し，

粘土成分が減少していることから，熱膨張係数が大きく

なることが予想される。しかし，図５より熱膨張率の変

化は素地中の珪石由来である270℃近辺のクリストバラ

イト結晶によるαβ転移及び570℃近辺の石英結晶に伴

うαβ転移による急激な熱膨張率の変化への影響は認め

られない。これについては曲げ強さ同様，素地中の酸化

鉄による影響が考えられるが，原因については今後検討

を試みる。

3.2　釉薬について

3.2.1　ゼーゲル式と調合について

　蛍光X線分析により得た半定量値の結果を表４に示

す。

　この化学組成値を基に変換したゼーゲル式を以下に，

そのゼーゲル式から求めた調合結果を表５に示す。

　　0.23 KNaO ⎫
⎬
⎭

　　0.75 CaO 0.36 Al2O3

　　0.03 MgO 4.1  SiO2

3.2.2　釉性状について

　表５の調合を基に得られた釉薬のテストピースの結果

を図６に示す。

　目視による判断から，供給が途絶えた釉薬と同等の釉

性状が得られたことから，この調合による有効性が示唆

され，実際に業界でも使用されている。

４．まとめ

　これまで京焼・清水焼の重要な素地として，長く地場

業界に使用されてきたが，現在供給が途絶えた上信楽坏

土と赤合わせ坏土について，現行品に対する基礎物性を

測定し，その基礎データを過去品と比較することで，今

後の坏土設計に役立つ知見が得られた。また，その知見

を活かし，坏土提供企業への技術提供を行う事で，地場

の陶磁器業界における安定した持続可能なものづくりに

役立てることの可能性も示唆された。

　釉薬における代替品の調合については，現行品と同等

の釉性状が得られたことから，今後も継続して製品が作

れる状態をつくることができた。また，組成の化学分析

を通して，そのゼーゲル式が得られたことで，今後使用

原料の入手不可や化学組成の変動に対応できる状況が確

立できた。

参考文献

１）素木洋一，窯業協会誌，72，54（1964）．

62.0 9.64 0.30 12.10 0.19 3.08 1.60 0.05 9.87

表４　市販一号石灰釉薬の化学分析値

図６　一号石灰釉薬の市販品と試作品の釉性状
左：市販品　　右：試作品

表５　試作釉薬の調合
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新規無鉛フリットを用いた上絵付に適した赤絵具の作製

窯業系チーム　　稲田　博文，岡崎　友紀，田口　　肇，橋田　章三，

荒川　裕也，鈴木　芳直，高石　大吾　　　　　　　

要　　旨

　実用性の高い赤絵具を作製するために，赤絵の色彩に加えて赤絵具の描画性（描き味）が重要となる。しかし，粉体

の物性が上絵技法の描画性に与える影響についての詳細は明らかとなっていない課題がある。今回，我々が新たに開発

した無鉛フリット（京都産技研フリット）の粒子径を制御することで，描画性に優れるフリットが得られた。そこで，

作製したフリットとベンガラを混合し赤絵具を試作した。手描きにおける描画性評価を京都色絵陶芸協同組合の皆様の

協力のもと行った結果，粒子径を制御した京都産技研フリットから作製した赤絵具の描画性が優れることが明らかと

なった。

１．緒言

　陶磁器の加飾に用いる上絵具には，一般的に，600～

900℃程度の低温で焼成可能な低融点のガラス粉末（フ

リット）が含まれる。低融点にするために鉛系（有鉛）

フリットが使用されていたが，鉛系材料の無鉛化への要

望が近年強まっている。そこで，陶磁器産地に立地する

公設試や，大手陶磁器メーカーなどが中心となって研究

開発を行い，産地の特徴やメーカー製品仕様に最適化さ

れた上絵用の無鉛フリットが，現在製品化されている。

しかし，いまだ伝統工芸の分野では有鉛フリットが多く

使用されている。この原因として，材料コストの観点を

除けば，以下の２点が挙げられる。一つの目の原因とし

て，無鉛フリットの色調が有鉛に劣るということであ

る。もう一つの原因は，作業者にとっては描画性に劣る

ため，使い勝手が悪いことである。

　上絵の加飾において，色材として顔料（無機粉末）を

使用する場合，フリットと顔料（無機粉末）複合体を加

熱したときの反応メカニズムを明らかにできれば，フ

リットと顔料（無機粉末）との反応を精密に制御した技

術開発につながり，その結果，将来的に有鉛を凌ぐ色調

を無鉛系で達成できると考えている。これまでの無鉛フ

リットの開発では，有鉛と置き換えるための必要なフ

リット物性の要求水準，例えば低融点性，熱膨張係数及

び化学的耐久性などの物性を満たすことにとどまってい

た。

　赤絵は上絵の一種であり，現在も，京焼・清水焼をは

じめとした陶磁器の主要な産地で用いられている。赤絵

は，透明フリットと顔料であるベンガラの混合物である

赤絵具を作品に絵付け後，焼成することで得られるが，

過去に開発した無鉛フリット（楽フリット）を赤絵用フ

リットに用いた場合，色調の安定性などに課題があっ

た。そこで我々は，赤絵に適した無鉛フリットの開発に

取り組んだ。開発した無鉛フリット（以下，京都産技研

フリットと称す。）は，楽フリットをベースに組成改良

したフリットであり，顔料にヘマタイト（ベンガラ）を

用いた加飾手法である赤絵に適するように開発した新規

な組成のフリットである1，2）。既開発であり業界で使用

されている楽フリットは，熱処理時にベンガラと反応

し，黄土色の結晶が生成するため，赤絵用のフリットと

して使用する際，色調の調整において課題があった。一

方，京都産技研フリットは，既存フリットである楽フ

リットと比較して，顔料であるベンガラとの熱処理時の

反応性が低いだけでなく，黄土色の有色結晶の生成も抑

制されるため，赤絵の色調を安定して表現できる利点を

有する。そのため，京都産技研フリットは，赤絵に適し

たフリットとして，有鉛と置き換えることが期待できる。

　さらに，開発したフリットについては，作業者におけ

る描画性を最適化し，使い勝手の良い赤絵具を調製する

必要がある。特に京焼・清水焼業界における上絵は，主

に手描きにて絵付けされるため，手描き時の描画性が，

絵具原料として普及する際，重要な評価指標となる。描

画性が低い絵具では，細かな加飾表現が困難になるだけ

でなく，歩留まりや生産性が低下する。

　これまでは，描画性に寄与する材料の調製は，経験的

かつ感覚的に行われており，描画性を支配すると考えら

れる粒子径などの粉体物性を詳細に検討した研究は，ほ

とんど行われていない。我々はこれまでの検討から，上

絵具の描画性は，フリットの組成に加えて，粒子径にも
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強く影響され，特に，数十ミクロン以上の粗粒が，手描

き時の描画性を低下させている一因であるとの考察を得

ている。赤絵具は，フリットとベンガラの混合物であり，

それを構成するベンガラ粒子は微粉であるため，赤絵具

中の粗粒を除去するには，フリットの粒子径を制御する

必要がある。

　本報告では，描画性に優れた無鉛上絵具（赤絵具）を

開発するため，粒子径を制御した赤絵具について，手描

きにおける描き味の評価（描画性評価）を，京都色絵陶

芸協同組合の皆様の協力のもと実施した。また，今回描

画性評価のために新たに作製した赤絵具と従来手法で作

製した赤絵具において，それぞれの粉体特性，特に粒子

径分布についても報告する。

２．実験方法

2.1　京都産技研フリットを用いた赤絵具の作製

　京都産技研フリットを用いた赤絵具の描画性を評価す

るため，評価用の赤絵具を，粉砕条件変えた２種類のフ

リットを使用して作製した。まず，京都産技研フリット

の粒子径分布を，現在市販されている楽フリットと同程

度に調整した。フリットの粉砕は，楽フリットを製造・

販売している（株）京都イワサキに依頼し，楽フリット

の製造方法と同じ条件で粉砕した。もう一方のフリット

は，数十ミクロンメートル以上の粗粒を含まない条件で

乾式粉砕し作製した。

　赤絵具の作製に使用したベンガラには，業界で一般的

に使用されていること，地元絵具メーカーから購入する

ことが出来ることの理由から，錦龍ベンガラ（（株）京

都イワサキ）を選定した。粉砕条件の異なる２種類のフ

リットと錦龍ベンガラを100：20の重量比にて，乳鉢に

よる乾式混合することで赤絵具を作製した。なお，ベン

ガラの種類に応じてフリットとの反応性が異なるため，

使用するベンガラを用いた赤絵が目的の色調を呈するよ

うに，ベンガラ濃度を最適化する必要がある。今回は，

赤絵が渋めの赤色の色彩を発現するために，予備検討の

結果，上記のベンガラ濃度を採用した。以下，既存粉砕

条件により調製することで，市販製品（楽フリット）と

同程度の粒子径に調整した京都産技研フリットから作

製した赤絵具を「粗粒・赤絵具（錦龍）」とする。一方，

従来よりもさらに粉砕することで微粉化した京都産技研

フリットを用いて赤絵具を，「京都産技研赤絵具（錦龍）」

とする。

2.2　赤絵具の描画性評価

　作製した赤絵具の描画性評価を，京都色絵陶芸協同組

合の皆様の協力のもと実施した。具体的には，作製した

２種類の赤絵具（粗粒・赤絵具（錦龍）及び京都産技研

赤絵具（錦龍））を評価用試料として提供し，各評価者

が絵具ペースト化した後，汎用製品（試料）に手描きに

て絵付けする際の描き味についての感想を得た。従来窯

元で行っている方法を用いて絵具ペースト化をお願いし

た。そのことにより，様々な条件化で調製された絵具

ペーストについての描画性評価を得ることを目的とし

た。

2.3　赤絵具の物性評価

　描画性試験の結果と赤絵具の粉体特性との相関を評価

するため，作製した赤絵具を，レーザ回折／散乱式粒子

径分布測定装置（LA-950，HORIBA）及び走査電子顕微

鏡（TM3030Plus，日立ハイテクノロジーズ）にて評価及

び観察した。

３．実験結果

3.1　赤絵具の描画性評価結果

　粉砕条件が異なる２種類の京都産技研フリットを用い

て作製した赤絵具についての描画性評価を行い，10件

程度のアンケート結果を回収した。表１に，アンケート

質問例及び評価者のコメント例を示す。アンケート結果

表１　アンケート結果

質問 京都産技研赤絵具（錦龍）の描き味は，比較用の粗粒・赤絵具（錦龍）と比較していかがですか？

評価者のコメント例

京都産技研赤絵具（錦龍）の描き味は，粗粒・赤絵具（錦龍）よりもいい。

京都産技研赤絵具（錦龍）は，細かい加飾表現をすることも可能。

京都産技研赤絵具（錦龍）は，絵具調整の事前粉砕もほとんど不要。

京都産技研赤絵具（錦龍）は，ぼかしやベタ塗の技法も比較に比べて容易。

粗粒・赤絵具（錦龍）も粉砕すれば，描き味が良くなる。
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から，既存製品である楽フリットの粉砕条件よりも，さ

らに微粉化した京都産技研フリットを用いた京都産技研

赤絵具（錦龍）の描き味は，良好であるとの評価が得ら

れた。特に，「細かい加飾表現をすることも可能である。

絵具調整の事前粉砕もほとんど不要である。ぼかしやベ

タ塗の技法も比較に比べて容易である。」といった良好

な感想が得られた。一方で，「粗粒・赤絵具（錦龍）も粉

砕すれば，描き味が良くなる。」というコメントもあっ

た。窯元が有する粉砕装置にて赤絵具の調整をしていた

だき，描画性を評価した際のコメントと思われる。

3.2　赤絵具の粉体特性評価結果

　図１に，粒子径分布が異なる２種類の京都産技研フ

リットを用いて作製した赤絵具の粒子径分布測定結果を

示す。粗粒・赤絵具（錦龍）では，50 µmよりも大きな

粒子が存在することが分かった。なお，粗粒・赤絵具

（錦龍）の粒子径分布は，製品化されている楽フリット

と同程度である。一方，京都産技研赤絵具（錦龍）は，

50 µmよりも小さな粒子で構成されており，平均粒子

径（メディアン径）は，10 µm程度であった。なお，１

µm以下のピークは，主に赤絵具中に含まれるベンガラ

に由来する。

　図２に，図１に示した２種類の赤絵具について，走査

型電子顕微鏡による粒子形状の観察結果を示す。粗粒・

赤絵具（錦龍）には，数µmの粒子から100 µmよりも大

きな粒子が確認された。粒子形状は異形であり，特に

50 µmよりも大きな異形の粒子が存在することが分かっ

た。一方，京都産技研赤絵具（錦龍）には，10 µm前後

の異形粒子が多数存在し，図１に示した粒子径分布の結

果と概ね一致していた。２種類の試料において，どちら

のフリット粒子においても異形形状を呈していた。

図１　粒子径分布が異なる２種類の京都産技研フリットを用いて作製した赤絵具
（粗粒・赤絵具（錦龍）及び京都産技研赤絵具（錦龍））の粒子径分布

図２　粗粒・赤絵具（錦龍）及び京都産技研赤絵具（錦龍）の走査型電子顕微鏡像

京都産技研赤絵具
（錦龍）

粗粒・赤絵具
（錦龍）
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４．考察

　今回検討に用いた粗粒・赤絵具（錦龍）と京都産技研

赤絵具（錦龍）との相違点は，フリットの粒子径であり，

粗粒・赤絵具（錦龍）に比べ京都産技研赤絵具（錦龍）の

方が細かい（小さい）。今回のそれらの赤絵具を用いた

描画性及び粉体物性評価結果から，粗粒・赤絵具（錦

龍）は，50 µmよりも大きな異形の粒子が多数存在する

ことが分かった。この大きな粒子が赤絵具中に存在する

ことにより，絵具ペーストのざらつきが生じ，その結

果，絵付け時のなめらかな描き味を低下させている原因

であると思われる。一方，京都産技研赤絵具（錦龍）は，

50 µmよりも大きな粗粒がほとんど含まれないため，

絵具の描画性評価が高かったと推察される。フリットに

おける粗粒を除去することが，描き味に優れる絵具開発

のために有効であることが示唆された。また，描画性評

価における感想に，「粗粒・赤絵具（錦龍）も粉砕すれば，

描き味が良くなる。」ともあることから，窯元が保有す

る装置・設備にて粉砕することで，絵具の描画性が高ま

るものと予想される。我々は現在，少量の絵具調整にお

いて適用可能，かつ簡単・簡便な粉砕装置である，自動

乳鉢を用い粉砕条件を制御することで，京都産技研赤絵

具（錦龍）と同程度の粒子径分布を有する赤絵具が作製

可能であることを見出している。

５．まとめ

　50 µmよりも大きな粗粒がほとんど含まれていない

京都産技研フリットを用いることで，描画性に優れる赤

絵具を作製可能であることが示唆された。また，粗粒を

含む赤絵具であっても，適切な条件で粉砕することで，

描画性を高めることが出来るものと思われる。

　京都産技研フリットは現在，（株）京都イワサキが

MRKフリットの名称で製品化している。市販されてい

るMRKフリットは，楽フリットと同様のプロセスで製

造されているため粗粒を含んでいるが，自動乳鉢を用い

て粉砕処理をすることで，描画性に優れた赤絵具が作製

可能であることを示した。この粉砕処理は，少量の赤絵

具作製には適用可能な手法であるが，絵具の量産性にお

いては課題が残る。

　一般的に，液体中に粒子が分散する系のレオロジー特

性は，粉体の種類（組成），粒子径分布，粒子形状，粒

子の表面状態などが影響を与えることが知られている。

そのため，絵具ペーストの描画性は，粗粒の有無に加え

て，粒子の形状や粒子径分布の幅（多分散指数）も影響

を及ぼしていると考えられる。今後，赤絵具の製品化に

向けた粉砕処理についてより詳細に検討し，描画性に優

れたフリットの量産技術に関する研究開発を実施する予

定である。京都産技研フリットが赤絵用フリットとして

地元業界に広く普及されるよう，今後も技術支援業務を

継続していく。
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熱膨張測定における測定条件及び装置構成の影響に関する検討

窯業系チーム　　荒川　裕也，稲田　博文，高石　大吾

要　　旨

　熱膨張特性は，陶磁器釉薬，電子部品用の接合材，先端工業材料等の様々な材料において重要な物性であり，その測

定技術は製品開発や品質管理等に広く用いられている。本研究では，熱膨張測定における測定条件及び装置構成による

影響について調査・検討した。検討の結果，測定曲線に異常が発生する一部の測定条件が見出され，他方，装置構成や

対象材料に合わせた適切な条件を設定することで，測定異常値の発生を抑制することが可能であることが判明した。ま

た，熱膨張が小さい場合に上記異常が発生しやすいことから，低熱膨張材料の測定の際には，測定条件や使用装置に応

じて適切な測定条件やデータ補正を行うことが必要であることが分かった。

１．緒言

　一般に，製造工程において高温での焼成・熔融工程を

伴い，また高温環境下でも使用されるセラミックス系材

料は，それら材料を扱う上で，その熱膨張特性が重要な

物性となる。古くは陶磁器素地と釉薬（ガラスコーティ

ング）の剥離の抑制1）に始まり，近代においては接合・

封止材の選定・開発2）や高温使用時における寸法変化管

理等に熱膨張評価が用いられてきた。また，近年では，

精密機器や工作機械等の分野で，熱膨張挙動を高度に制

御した素材3，4）やゼロ膨張と呼ばれる超低熱膨張材料5）

なども注目を集めている。本研究では，上記のようなセ

ラミックス系材料の評価技術の高度化を目的に，熱膨張

測定における測定条件や装置構成等の影響について検討

した。

２．実験条件

　使用した測定装置と主要な構成を表１に示す。いずれ

も示差膨張方式の装置であるが，試料の設置方式や試料

室・検出棒の材質等が異なっている。測定試料は，直径：

５㎜，長さ：20 ㎜の石英またはアルミナを使用した。

参照試料は，上記と同一形状の各装置メーカー推奨のア

ルミナまたは石英製の参照試料を使用した。試料室雰囲

気は大気とし，昇温条件は10℃/minとした。

３．実験結果及び考察

3.1　検出棒荷重による影響

　図１に，測定試料をアルミナとして，検出棒荷重が熱

膨張測定結果（熱膨張曲線）に及ぼす影響を検討した結

果を示す。装置A（縦型）では，低荷重（0.1N）時に振動

と推察されるノイズが発生する測定例が得られた。一

方で，高荷重（0.5N）時や，装置B（横型）での測定時に

は同様の現象は見られないことから，装置A，低荷重

（0.1N）時に観察された測定ノイズは，縦型（直立）設

置方式に由来する試料固定の不安定さが原因と考えられ

る。

表１　熱膨張率測定装置の主要な構成

図１　低荷重条件におけるノイズの発生
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3.2　バックグラウンド（ドリフト）による影響

　図２に同一材種（石英）の参照試料を用いた際のブラ

ンク測定結果を示す。いずれの装置においても，測定中

にバックグラウンドの変動（ドリフト）が発生していた。

また，装置A・Bで変動幅が大きく異なることや，参照

側と測定側の試料を入れ替えた場合でも同様の曲線が得

られたことから，これらのドリフトは主に装置に依存す

るものであると考えられる。特に装置Aでは，数μm

程度の変動が発生しており，石英等の低熱膨張試料の測

定時には，解析時に補正処理を行う等の注意が必要であ

ることが分かった。

3.3　参照試料及び解析処理による影響

　図３に装置Aを用いて異なる参照試料において石英試

料の熱膨張を測定した結果を示す。アルミナ参照試料で

の測定時に，不自然に屈曲した曲線が出力されているこ

とが分かる。これは，試料の熱膨張を算出するデータ処

理の際に，測定時に検出される試料の長さ変化に，参照

試料の熱膨張を100～200℃ごとに直線近似したデータ

テーブル値を加算する仕様のためである。一方で，石英

参照試料を用いた場合では，参照試料が低膨張であるた

め上記データ処理による値のずれが軽減され，適正な曲

線を得ることが出来たと考えられる。

図２　各装置におけるブランク測定の結果

図３　各参照試料での石英試料測定結果

４．結言

　セラミックス系材料を対象に，熱膨張測定における測

定条件や装置構成等の影響について検討した結果，以下

の知見を得た。

・ 装置Ａ（縦型）を用いた場合，低荷重の条件では測定

曲線に試料振動のノイズが発生することが判明した。

・ 測定時のドリフトの変動幅は，装置構成によって大き

く異なることが確認された。

・ 熱膨張率の高い参照試料を用いて低熱膨張試料を測定

した場合，データ処理の仕様に由来する解析エラーが

発生しうることが判明した。

　いずれも測定曲線に対し顕著な影響を及ぼし得るもの

であったが，適切な条件を設定することで，測定異常値

の発生を抑制することが可能であった。また，試料の膨

張量が少ない場合には，測定・解析エラーが発生しやす

いことから，特に低熱膨張の試料の測定においては，測

定条件や使用装置の選定に注意を要する。
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京都市産技研清酒酵母を用いた酒母省略仕込の検討

バイオ系チーム　　清野　珠美,廣岡　青央

要　　旨

　京都市産技研の分譲用清酒酵母（1ビン170 mLの酵母培養液）が酒母省略仕込へ適用できるか，その可能性につい

て，水麹による酵母の増殖を試み，分譲用清酒酵母の必要量を検討した。小規模水麹を作製し，温度，培養期間，そし

て添加する酵母数を変えて培養を行い，菌数増殖の変化を計測した結果，米麹20 g，蒸留水100 mLの水麹に分譲酵母

10 mL分の酵母を添加し，20 ℃，25 時間の培養を行うことで，酒母省略仕込を安全に行える酵母密度（水麹終了時で

酵母密度5×107 個/mL以上）に到達した。総米400 kgの仕込において，酒母省略仕込を行う場合は，分譲酵母ビン60

本を使用し，20 ℃で約1日水麹期間を取ることで，安全な製造が可能であると示唆された。

１．はじめに

　清酒製造は開放発酵であり，常に野生酵母などの雑菌

汚染の危険にさらされている。特に発酵初期では優良清

酒酵母の密度も低く，アルコール濃度も低いため，危

険性がさらに高い。このような状況で発酵を健全に行

わせるために，仕込の前に発酵のスターターである酒

母（しゅぼ）（酛（もと）ともいう）を製造する。酒母と
は，1 回の製造に使用される原料米の総量の約7 ％に相

当する量を使用して，優良清酒酵母の純粋培養を行う工

程である。製造方法により2週間から1 か月の製造期間

を要する。完成した酒母は多量の清酒酵母（酵母密度で

2～4×108 個/g），有機酸（普通速醸酛で滴定酸度7.0前
後），及びアルコール分（10 ％以上）を含み，雑菌の増

殖が抑制されている。この酒母に，さらに原料（米，麹，

水）を三段階（初添，中添，留添）に分けて加えること

で極端に酵母密度が低下しないようにしながら，段階的

に規模を拡大した「仕込」が行われる。

　一方で，酒母を省略した酒母省略仕込という製造方法

も存在する。これには固形酵母や乾燥酵母，アンプル酵

母といった，小容量で高濃度の酵母培養品を活用し，仕

込の最初の段階である初添の時に，乳酸と大量の清酒酵

母を投入して，清酒酵母優勢の状態にする方法である。

この方法により，酒母製造の期間をおよそ半日～3 日程

度まで短縮し，労務負担を軽減できる利点がある。前述

の高濃度酵母培養品の製造には専用の設備が必要である

ため，中小企業では専門業者から購入することが多い。

　京都市産技研では昭和30年代から，保有している清酒

酵母の分譲事業を行っている。分譲形態は，300 mL清

酒ビンに，調製した分譲用麹汁培地170 mLを分注・殺

菌したものに，清酒酵母を拡大培養させたものを分譲し

ている。酒母を製造する場合，「酒母総米100 kg（汲水

歩合110）あたり分譲ビン5 本」を基本として添加する

こととしている。このように，現在の分譲事業は酒母製

造を行うことを前提としているが，近年，分譲酵母をそ

のまま酒母省略仕込に使用することができないか，とい

う問い合わせを受けている。産技研では固形酵母などの

高濃度酵母培養品を製造する設備がないため，まずは現

状の分譲形態を用いて，1仕込における使用量を増やす

ことが想定される。そこで本報では，酒母省略仕込を安

全に行うために必要な産技研分譲酵母の使用量につい

て，水麹による検討を試みた。

２．実験方法

　実験には京都市産技研清酒酵母「京の琴」を使用した。

分譲用清酒酵母の培養は，酒造会社に分譲する際の培養

方法と同様に行った。具体的には，研究所で作製した分

譲用麹汁培地170 mLをビンに分注，加熱殺菌したもの

に，麹汁スラント培地から1白金耳分の酵母を播種し，

28 ℃のインキュベーター内で3 日間培養後，4 ℃の冷

蔵庫で1 週間前後保管した。この培養液を以降の実験に

使用した。

　酵母数増殖試験では，乾燥麹（60 ％精米，徳島製麹

株式会社）20 g，50 ％乳酸（食品添加物用，関東化学

株式会社）1 mL，水100 mLを混合し，水麹を作製した

後，前述の培養液から0.5，1，5，10 mL分の酵母菌体

を遠心分離により回収，蒸留水で洗浄後添加し，15 ℃

及び20 ℃のインキュベーターで培養した。本水麹は，

総米400 kgの仕込配合における，初添時の水麹（初添

総米は全体の15 ％，麹歩合は30 ％，汲水歩合は165）

を1/1000に縮小した仕込配合を想定している。水麹中の
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酵母菌数計測は，水麹液を0.1 N NaOHで適宜希釈し，

トーマ血球計算盤で計測を行った。酵母数の算出方法

は国税庁所定法に従い，血球計算盤の1区画（1/20 ㎜×

1/20 ㎜×1/10 ㎜=1/4000 ㎜3）中の酵母数を計50 区画

分計測し，その酵母数をaとして，1 mLあたりの酵母数

（個/mL）=a×8×104×希釈倍率という計算式で算出した。

３．実験結果と考察

　酒母省略仕込でよく用いられる固形酵母は，通気培

養により大量培養され，遠心集菌することで通常1 gあ

たり2～3×1010 個の圧搾固形酵母が回収できる。固形

酵母を使用した酒母省略仕込では，総米100 kgあたり，

40～50 g（酵母数80～150×1010 個）の固形酵母を添加

するのが適切であると言われている1）。仕込全体の汲水

歩合を130と考えると，初添の汲水体積は仕込全体の約

1/7と見なして約19 Lとなり，前述の量の固形酵母を添

加すると，初添の汲水中酵母密度は約4～8×107 個/mL

と考えられる。今回，産技研分譲酵母の酵母密度は約4

×107 個/mLであったため（表1及び2），1 ビン170 mL

あたりの酵母数は約7×109 個となり，前述の100 kg

仕込規模で固形酵母並みの酵母数を用意するにはビン

100 本以上が必要となる。これは現在の産技研の設備で

は対応困難である。しかし過去の文献2）や現場の聞き取

り調査から，固形酵母による酒母省略仕込でも，初添の

水麹に酵母を添加後，15～20 ℃で半日～2 日間培養し

て，酵母の活性を高めたり，十分な酵母密度に達してか

ら初添分の蒸米を加えるのが一般的であることから，分

譲酵母による酒母省略仕込を行うにあたり，水麹の期間

を半日以上行い，必要十分量の酵母密度まで増殖させる

ことを前提として，使用量を検討することとした。

　酒母省略仕込による初添の汲水に添加する酵母密度の

安全醸造限界点は新鮮培養酵母で3～5×106 個/mL，古

い培養酵母でその8～10倍量の酵母数と言われている3）。

また別の文献では，固形酵母仕込による初添の水麹終了

時の目標酵母密度は約7×107 個/mLとある4）（ただしこ

の時の水麹期間は20～24 時間）。実際，分譲酵母は培

養終了から酒造会社が使用するまで，数日後となる場合

もある。そこで，今回の試験では，水麹終了時の目標酵

母数を5×107 個/mL以上とした。表1及び2に，水麹試

験による酵母密度の変化を示した。15 ℃水麹試験では，

5×107 個/mL以上に到達するのは分譲酵母10 mL分の

酵母数添加，培養48 時間のみであった（表1下線部）。

一方で，20 ℃では，0.5，1及び5 mL分の酵母数添加で

40 時間，10 mL分の酵母数添加で25 時間であった（表

2下線部）。今回の仕込配合は総米400 kgの仕込におけ

る，初添時の水麹を1/1000に縮小した仕込配合を想定し

ており，分譲酵母使用量をこの仕込規模に換算すると，

0.5 mLは0.5 L（ビン約3 本），10 mLは10 L（ビン約

60 本）となる。今回の結果から，産技研分譲酵母によ

る酒母省略仕込を行う場合は，総米400 kgの仕込に対

して，初添の水麹に分譲酵母ビン60 本分の酵母を添加

し，20 ℃で約1 日培養するのが適切であると考えられ

る。増殖力が強い酵母の使用や，水麹の温度を20 ℃以

上に保つ設備があれば，半分の使用量でも，1 日の水麹

で十分量の酵母を得られる可能性があるため，さらに条

件を検討する必要がある。

4.おわりに

　昨今の清酒業界，特に中小規模の酒造会社では，数

種類の売れる製品をたくさん製造する“少種多造”より

も，多様な製品を小・中規模で製造する“多種少造”の

傾向にあり，その分酒母製造の回数も多くなる。産技研

表１　15 ℃における水麹試験

表２　20 ℃における水麹試験

前培養液の酵母密度
（個/mL）

3.7×107

培養後の酵母密度（×107 個/mL）

分譲酵母の添加量 0.5mL １mL ５mL 10mL

培養０時間 0.0 0.0 0.2 0.4

　　15時間 0.3 0.3 0.3 0.7

　　25時間 0.4 0.3 0.4 1.3

　　40時間 0.4 0.6 1.7 3.0

　　48時間 0.8 1.5 2.7 6.5

前培養液の酵母数
（個/mL）

3.9×107

培養後の酵母数（×107 個/mL）

分譲酵母の添加量 0.5mL １mL ５mL 10mL

培養０ 時間 0.0 0.0 0.2 0.4

　　15 時間 0.4 0.3 0.7 1.7

　　25 時間 0.8 1.5 3.7 5.2

　　40 時間 5.7 7.2 9.0 10.6

　　48 時間 13.5 11.5 13.3 16.3
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の清酒酵母分譲事業も酒母省略仕込に対応可能にするこ

とで，中小規模の酒造会社の一定の労務負担の軽減につ

ながる可能性を見出すことには，意義があると考えられ

る。今後，より少ない酵母添加量でも安全に酒母省略仕

込を行える条件を検討し，京都の酒造業界に提言してい

く。
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食品中の有機酸分析法の検討

バイオ系チーム　　田中　秀典，清野　珠美，和田　　潤，廣岡　青央

要　　旨

　有機酸は，食品の風味や保存性に大きく影響を与える成分であり，その種類と含有量を迅速に測定することは食品の

開発や品質管理において大変重要である。本研究では，液体クロマトグラフ質量分析計（LC-MS）を用いた前処理無し

の有機酸一斉分析法を検討した。検討の結果，標準有機酸だけでなく，他の様々な物質を含有している実試料において

も試料の特別な前処理無く簡便，迅速，一斉に有機酸の定量分析を行うことが可能となった。本分析法が食品等に含ま

れる有機酸を簡便に分析・評価する方法として有用であることが示唆された。

１．はじめに

　有機酸は，食品において主に酸味を示す有機化合物で

あるが，リンゴ酸は爽やかな酸味を，酒石酸は渋みの

ある刺激的な酸味を呈するなど，有機酸の種類によっ

て味に特性がある1,2）。そのため，例えば清酒において

酸度が同じであっても有機酸組成が異なると風味が大き

く異なってくる。また，有機酸は抗菌作用を示し食品の

保存性に大きく寄与するが，その種類によって作用を示

すpHや濃度が異なってくる3,4）。したがって，清酒を始

めとする食品全般において，有機酸の種類，および含有

量や比率を分析することは製品開発や品質管理において

大変重要である。また，食品は状態も常に一定，均一で

ないものも多く，品質変化が早いため，製造および品質

管理において，分析時間が短く，一度に多数の成分を分

析できることは重要である。中でも，発酵食品は製造中

に刻々と品質が変化するため，その発酵を制御し一定の

製品を作るには，分析結果を製造工程に迅速にフィード

バックすることが特に求められる。

　一般的な有機酸の分析方法として酵素法が挙げられる

が，一斉分析ができないデメリットがある。研究所保有

技術であるガスクロマトグラフィ（GC）による有機酸分

析では，清酒中に含まれるピルビン酸，乳酸，コハク酸，

リンゴ酸，クエン酸，フマル酸の一斉分析が可能である。

また，GCは装置が安価であることや，分解能が極めて

高いことがメリットとして挙げられる。しかし，前処理

の工程が複数存在すること，それに伴って時間がかかる

ことや回収効率に影響が出ることなどのデメリットが

ある。近年の高速液体クロマトグラフィ（HPLC）では，

前処理無しに分離・一斉検出できるが，一部分離できな

い有機酸やアミノ酸等の夾雑物によって，また移動相に

よるバックグラウンドの上昇によって定量できない成分

が存在する。

　液体クロマトグラフ質量分析計（LC-MS）は，HPLC

部分で分離した物質をMS部分でイオン化し，質量電荷

比（m/z）を検出する装置である。そのため，成分の分

離が不十分で保持時間が同じであったとしても，目的成

分のm/zを追跡することによって個々の有機酸を分離し

て定量することが可能となる。LC-MSはデメリットと

して装置が高価であるが，メリットとして前処理無しに

目的成分を選択性高く高感度に一斉分析が可能である
5）。また，前処理無しに分析を行うため，測定試料中に

存在する有機酸以外のアミノ酸や核酸等の有用物質の一

斉分析にも期待ができる。そこで，今回は，従来の有機

酸分析法の問題点を改善する方法としてLC-MSを用い

た分析法を検討したので報告する。

２．実験方法

2.1　標準有機酸混合溶液の調製

　酒石酸，リンゴ酸，コハク酸，マレイン酸は，各種

有機酸を蒸留水に溶解させて1,000 ppm溶液を調製し

た。ピルビン酸，乳酸，クエン酸，フマル酸は，それぞ

れピルビン酸ナトリウム，乳酸リチウム，クエン酸三

ナトリウム・二水和物，フマル酸二ナトリウムを用い

て1,000 ppm溶液を調製した。各種溶液は４℃で保存し

た。使用時はギ酸（終濃度0.1％）を用いて希釈し，0.1，

0.5，1，5，10，100 ppmの標準有機酸混合溶液をそれ

ぞれ調製した。この溶液に内部標準としてメチルコハク

酸溶液（終濃度10 ppm）を加えて分析に供した。

2.2　実試料の調製

　実試料として，乳酸菌培養液上清試料，酵母培養液上

清試料，及び清酒試料を用いた。乳酸菌培養液上清試料
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は，研究所が保有する乳酸菌ライブラリー6,7）の中から，

予備試験によって特徴的な性質を示した乳酸菌３株を

MRS培地（Difco）で培養して調製した。乳酸菌の培養は，

１mL MRS培地に乳酸菌を１白金耳植菌し，３日間

30℃で静置培養した。培養液を遠心分離して得た培養液

上清を0.1％ギ酸で100倍および200倍に希釈し，0.45 µm

のフィルターによりろ過したものを試料とした。酵母培

養液上清試料は，研究所が酒造会社に分譲している清酒

酵母である「京の琴」をYPD培地で培養して調製した。

酵母の植菌及びそれに続く操作は，乳酸菌培養上清試料

の調製と同様に行った。清酒試料は，市販の清酒２つを

0.1％ギ酸で200倍希釈し，0.45 µmのフィルターにより

ろ過した。これらの溶液に内部標準としてメチルコハク

酸溶液（終濃度10 ppm）を加えて分析に供した。

2.3　LC-MSによる有機酸定量

　LC-MSはACQUITY TQD（Waters）を用いた。各有機

酸のm/zとそのプロダクトイオンのm/zの組み合わせ

（MRMトランジション）の決定には，Masslynxソフトウェ

ア（Waters）のIntelliStart機能を用いた。その際のMS検

出はエレクトロスプレーイオン化（ESI），Negativeモー

ドで行った。各有機酸は，Discovery HS F5カラム（100

×4.6 mm，５µm，Supelco）で成分分離後5），MRMモー

ドにより検出し，ピーク面積を求めた。分析条件を表１

に示す。

　実試料中の有機酸の定量は，標準有機酸のピーク面積

から求めた検量線を基に算出した。

３．結果と考察

3.1　標準有機酸の検量線の作成

　本実験で用いた有機酸８種はDiscovery HS F5カラ

ムとLC-MSシステムを用いることで，全て分離検出で

きた（図１）。フマル酸とマレイン酸はシス-トランス異

性体であり，本システムにおけるMRMトランジション

が同値になった（表２）。そのため，LCでの分離により

ピークは２つに分かれているが，MSでのMRMモード

による測定において同一のチャンネルでの検出になった

と考えられる。

　表２に示す通り，検量線の決定係数（相関係数の２乗，

r2）は，酒石酸，リンゴ酸，ピルビン酸，乳酸，クエン

酸において0.1-100 ppmの濃度範囲で，マレイン酸にお

いて0.1-10 ppmの範囲で，コハク酸，フマル酸におい

て0.1-5 ppmの範囲で0.995以上であった。なお，酒石酸，

リンゴ酸，ピルビン酸，乳酸，クエン酸は0.1-10 ppm

の範囲では0.999以上であった。したがって，これらの

濃度範囲において，有機酸８種の検量線作成と精密な定

表１　LC-MS分析条件

表２　各有機酸のMRMトランジションと検量線の直線性
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量分析が可能であることが示された。

3.2　実試料の有機酸定量分析

　実試料として乳酸菌培養液上清試料，酵母培養液上清

試料，及び清酒試料を用い，有機酸の定量分析を行った

結果を表３に示す。いずれの試料も定量を行うことがで

きた。

　乳酸菌培養液上清試料では，用いた菌株によって各有

機酸の量が顕著に異なることがわかった。菌株の特徴を

評価するにあたって，クエン酸についてはMRS培地含

有量からの減少量を分解能力とし，他の有機酸はMRS

培地含有量からの増加量を生成能力とする。F307株は，

リンゴ酸，ピルビン酸，コハク酸の生成能力とクエン酸

分解能力は低く，MRS培地中の量とあまり差はない一

方，F2103株はクエン酸分解能力が極めて高く，検出が

できない量まで減少していた。F2803株はクエン酸の大

半を分解し，リンゴ酸，ピルビン酸，乳酸，コハク酸の

生成能力は極めて高かった。３株に共通して，乳酸の生

成能力は極めて高く，酒石酸，フマル酸，マレイン酸の

生成は見られなかった。

　次に，酵母培養液上清試料では，「京の琴」の特性で

ある，リンゴ酸と比べてコハク酸を極めて多く生成する

という特徴を確認することができた。なお，酒石酸，フ

マル酸，マレイン酸は検出されなかった。

　清酒試料においても有機酸の組成，含有量が大きく異

なることがわかった。清酒①はリンゴ酸よりコハク酸が

多く，清酒②はリンゴ酸とコハク酸は同程度の量であっ

た。また，ピルビン酸は清酒①で検出されなかったが，

清酒②では検出された。どちらの清酒においても，クエ

ン酸の量に大きな差は無く，酒石酸，フマル酸，マレイ

ン酸は検出されなかった。この清酒①は，「京の琴」が

使用されたものであり，前述の酵母の特徴が清酒に反映

されていることが確認できた。今回全ての試料で検出さ

れなかった酒石酸は，ブドウに多く含まれる有機酸であ

るため，今後ワイン等を分析する際には本定量法が活用

できるものと考えられる。

　研究所では，昭和30年代より分譲している清酒酵母

を，また分譲酵母以外にも香気生成や有機酸生成に特性

を有する酵母を多数保有し，保管している8）。この保管

菌株を基に特徴的な新酵母を開発する際，特性把握のた

図１　有機酸混合標準溶液のマスクロマトグラム（10 ppm）

表３　実試料の有機酸分析結果（単位：ppm）

※n.d.：not detected
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めに数多くの菌株が生成する様々な有機酸を分析する必

要性がある。その際，簡便，迅速，一斉に定量分析が行

えることが求められる。また，このことは酵母だけに

留まらず，近年重点的に収集した500株以上もの乳酸菌

で構成される研究所保有の乳酸菌ライブラリー9）にも当

てはまる。京都市の事業所に乳酸菌ライブラリーを提供

し，発酵食品製造に利用いただく際，食品の風味や保存

性に大きく関わる有機酸の生成能力の特徴は極めて重要

な因子になると考えられる。また，清酒や乳酸発酵食品

に限らず，食品全般においても，製品開発や品質管理の

ために有機酸の種類，および含有量や比率を迅速に把握

することは大変重要である。以上より，食品などに含ま

れる様々な有機酸を簡便に，迅速に，一斉に定量分析可

能な本分析法は大変有意義な方法であると言える。

４．まとめ

　今回検討したLC-MSを用いた分析法により，標準有

機酸だけでなく，他の様々な物質を含有している実試料

においても試料の特別な前処理無く簡便に，迅速に，有

機酸の一斉定量分析を行うことが可能となった。また，

GCを用いた方法では分析できなかった酒石酸やマレイ

ン酸についてもLC-MSを用いることで分析可能となっ

た。食品には様々な有機酸が含まれており，その種類に

よって風味や保存性を大きく左右するため，製品開発や

品質管理の観点から食品中の有機酸の種類，および含有

量や比率を迅速に把握することは大変重要である。今

後，より多くの種類の有機酸や，有機酸以外にも機能性

アミノ酸等の有用物質をも一斉に分析できるように検討

を進める予定である。
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２D/３D技術応用による伝統産業に適したデザイン開発手法の
研究開発と普及事業（第２報）

その１～「３Dプリントモデルの陶磁器製造型への活用の検討」

デザインチーム　　比嘉　明子，木戸　雅史，竹浪　祐介，

松原　　剛，松田なつみ，沖田実嘉子　
要　　旨

　本研究は，京都の伝統産業分野の製造工程を対象に２Ｄ及び３Ｄの総合的なデジタル技術の活用を検討することによ

り新商品開発の効率化につなげ，業界の活性化を目指すことを目的とする。今年度は，陶磁器製造型への３Ｄプリント

モデルの活用に向けて，昨年度の継続課題である３Ｄプリントモデルの「押型」活用における離型方法と，型板を用い

た装飾模様の作成手法について検討した。

　前者については，３Ｄプリントモデルの「押型」の離型について複数の離型剤を使用し比較した結果，油性の離型剤

を使用することで，型離れが良好になる可能性が示唆された。

　また，後者については，型板の厚みや粘土の条件を考慮すれば，装飾模様が作成可能であることが確認できた。その

上で，市内事業者にコースターの作成を依頼した。その結果，意図したデザインは表現でき，今後の商品開発に活用で

きる可能性が見出せた。

１．はじめに

　京都の伝統産業分野は生活様式の多様化などにより従

来品の需要減少が深刻な状況にあり，時代の潮流に合っ

た新商品開発の強化や新規受注に対応できる量産力が求

められている。しかし，製造工程が手仕事中心で製作に

時間がかかることや手戻りが多く製造コストが高いこと

が課題となっている。

　本研究では，これらの課題を解決するために，デジタ

ル技術を取り入れた伝統産業に適したデザイン開発手法

の構築及び業界普及に取り組み，伝統産業における新商

品開発能力の向上と開発コストの低減を目指す。伝統産

業における製作工程に対する業界ニーズを講習会やヒア

リングによって調査を行い，デジタル技術導入による試

作工程の短時間化・省力化が可能な工程の設計やデジタ

ル化によりこれまでにないデザイン提案を可能にする手

法を設計し，実務者による試作・検証を行い，事例を蓄

積し業界普及に取り組むものである。

　今年度は，デジタル技術を活用した製造工程の効率化

提案として，３Dプリントモデルの陶磁器製造型への活

用を検討した。

　陶磁器の製造工程にはろくろ成形や手びねりに代表さ

れる手づくりを中心とする手法と，押型成形，鋳込みな

ど主に石膏の製造型を用いる手法がある。石膏の製造型

は原型を基に作成するが，原型作成の際に粘土を用いる

場合，高度な手技による造形技術が必要である。これに

対して，原型を３D-CADソフトで造形し３Dプリント

する技術の導入により，手作業の工程が省力化できると

ともに，デジタルならではの造形形状の実現並びに形状

をデジタルデータ化して保存することが可能となると

いった効果を確認した1）。今回は，３Dプリントモデル

の「押型」活用における離型方法と，型板を用いた製造

工程の省力化について検討した。

2． ３Dプリントモデルの「押型」活用における離型方

法の検討

2.1　離型に関する課題

　前報2）で，陶磁胎漆器「箸置き」の製作を想定し「押

型成形技法」により陶磁器部分を作成する工程の省力化

を検討した。押型成形技法とは，型に粘土を押込んで成

形した後，取り出して素地を得る技法である。３D-CAD

ソフト上で造形した原型データを外型である「押型」に

変換して３Dプリントし，これを直接「押型」として用

いる成形テストを行った。しかし，３Dプリントモデル

の「押型」では粘土の型離れが悪く形状が変形するなど

課題が残った。

　この課題を再度検討するため，離型剤について情報収

集したところ，紙粘土等によるフィギュア製作において

は，樹脂製の型に油分を塗布し離型させることがわかっ
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た3）。そこで，離型方法として，従来から石膏型で使用

される片栗粉との比較とともに，油性の離型剤の活用を

検証した。

2.2　３Dプリントの押型による試作

　押型は，産技研が保有する３Dプリンタのうち，樹脂

溶解堆積式（Stratasys F370 Stratasys社製）と光造形式

（Form2　Formlabs社製）の２種類で作成した（図１）。

　離型剤の検証は，a：離型剤なし，b：片栗粉，c：食

用オリーブ油，d：市販潤滑油（KURE5-56）の３つの離

型剤使用を含む４条件とした。粘土は，磁土を用いた。

工程は一般的な押型による素地制作と同様に「粘土を押

型に押し込む」，「押型から粘土を取り出す」を手順とし

て，陶磁器事業者（大前史氏）に試作を依頼した。

2.3　結果と考察

　各種離型剤を用いて得られた粘土素地を図２に示す。

離型剤なしでは，形状の破壊が見られ，離型が不良であ

り，片栗粉では一部に傷が見られた。食用オリーブ油及

び市販潤滑油は，形状に破壊はなく良好に離型すること

ができた。

　油性の離型剤を塗布することで粘土素地には油分が残

るが，その後700～1200度の焼成を行うため，素地に油

分が残ることはなく，影響はないと考えられる。以上の

ことから，今回は焼成工程を経ていないものの，油性

の離型剤を使用することにより３Dプリントモデルを陶

磁器の押型に活用出来る可能性が見出せた。今後は３

D-CADデータの作成から成形，焼成まで一連の工程の

実施可能性について引き続き検証を行う。

３．型板を用いた装飾模様の作成手法の検討

3.1　従来の手法「貼付け」とその課題

　陶磁器の表面にレリーフ状の装飾を施す技法として，

本体とは別に粘土で作った模様を貼り付ける技法があ

る。「貼付け（はりつけ）」又は「貼花（ちょうか）」と

呼ばれ4），京焼・清水焼の伝統的工芸品指定の技術項目

でもある。類似の方法としてはジャスパーウェア（英

ウェッジウッド社）が有名で，表面に別色のレリーフ装

飾が施された製品が生産されている。　　

　貼付け技法におけるレリーフの装飾模様は，手びねり

などの手作業あるいは型取りで作成される。型取りの場

合，押型（石膏型）に粘土を押し込み，針金などで離型

して装飾模様を作成し，それを一つ一つ素地に貼付けて

装飾を構成する。押型（石膏型）を使用することで手び

ねりよりも装飾模様が量産できるが，装飾模様をパーツ

として一つ一つ作成し本体へ付着させるため，時間と根

気が必要な手作業となる。

3.2　型板を用いた装飾手法の検討

　前述の「貼付け」技法において，装飾模様の作成作業

の省力化や効率化を図るために，装飾模様を彫り抜いた

型板を用いて，素地本体にまとめて一気に模様の粘土を

接着し装飾する工程を検討した。型板には製図用テンプ

レートで代用し，テストを行った。

　製図用テンプレートを粘土素地の表面に直にあて，装

飾用の粘土を押し込んだ後にはみ出た不要分を取除く

と，レリーフ状の装飾模様を作成できた（図３）。この

ことから，実際に装飾模様を掘り抜いた型板を用いた工

図１　３Dプリントによる試作用押型
左：樹脂溶解堆積式（ABS），右：光造形式（光硬化性樹脂）

図２　３種の離型剤を用いた試作の結果
（離型後21時間経過）

a:
離型剤
なし

b:
片栗粉

c:
食用
オリ-ブ油

d:
市販潤滑油

樹脂溶解堆積式
（ABS)

光造形式
（光硬化性樹脂)
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程を設計し，製作を行った。

3.3　型板を用いた工程による作製テスト

3.3.1　条件

　型板を用いた装飾手法の工程を検証するため，以下の

条件で作製テストを行った。

・装飾模様（図４上）

　 　装飾模様を２Ｄ描画ソフトで作成した。円形や方形

を含む大小の幾何学模様28点で構成し手作業では作

成困難なデザインとした。

・型板（図４下）

　 　２㎜厚と５㎜厚のアクリル板２種類を用いて，レー

ザー加工機（Trotec社製　Speedy300　60W）で，装

飾模様を彫り抜く加工を行った。

・粘土（図５）

　磁土A： 「上石（じょうせき）」（日本陶料）という，京

焼・清水焼業界で一般的に使用されている磁

土を使用した。

　磁土A１： 色土（上石3000ｇに色材として，酸化コバ

ルト30ｇを混練したもの。）

・素地本体の作成方法

　 　ベースとなる素地本体は，パネルやタイルへの応用

を想定して平板とし，たたら成形（粘土の塊を均一の

厚みに切り分け板状にして成形する技法）により作製

した。

3.3.2　作製テストとその評価方法

　素地本体と装飾模様について，粘土材質の組合せは

A/A，A/A1，A1/A，A1/A1でテストピースを作成した

（図６，図７）。テストピースは各組合せにつき，４個

を作成し，乾燥後に素焼きし透明釉を施して本焼きし

た。接着の良否は装飾模様（図８に示した枠線内）の個

数の平均値で評価した。

3.4　結果と考察

　装飾模様の接着個数の平均を図９に示す。２㎜厚の型

板では，土の組合せで見ると，A/Aが27.3と最も接着が

良いが，A/A1（25.3）とA1/A（25.8）とはほとんど差が

ない。一方，A1/A1では9.3となり不良である。その理

由としては粘土の乾燥収縮などの要因も考えられるが，

色材の添加により素地本体と装飾模様間の界面の接着力

が下がったのではないかと推察する。

　また，５㎜厚の型板は２㎜厚に比較して全体的に接着

図３　製図用テンプレートによる貼付けのテスト
（①粘土を押し込む　②不要分を取除く　③模様ができる）

図４　上：装飾模様（２D描画ソフトで作成）
下：アクリル板の型板（左：２㎜厚　右：５㎜厚）

図５　たたら成形で作成した素地本体（磁土の板）
左：磁土A1，右：磁土A
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性が悪い（図９）。両型板の素地本体に対する面積は同じ

であるが，型板と装飾模様用粘土とが接する面積は，型

板の厚みが増すほど大きくなり，型板と装飾模様用粘土

との接着性が強くなる。装飾模様用粘土を素地本体に押

し付けて接着させ，型板を上方に引き上げて離型するが，

その時には装飾模様用粘土には上向きの力が強く働く。

この力は素地本体と装飾模様用粘土を剥がす方向の力で

あり，厚みのある５㎜厚の型板では，素地本体と装飾模

様の間の接着性が下がったのではないかと推察する。

　今回，実施した試作結果から，型板の厚みが２㎜，使

用土がA/A，A/A1，A1/Aの組合せであれば，製作にお

いて本工程の導入の可能性が見い出せた。

3.5　陶磁器事業者による実作テスト

3.5.1　実作工程

　市内陶磁器事業者の高地佐代子氏5）に，これまでの試

作工程を用いたコースター（図10）の実作を依頼し，こ

の工程に実用性があるかを検証していただいた。コース

ターのモチーフは「ビスケット」で高地氏のオリジナル

である。材料は「並信楽（なみしがらき）」（日本陶料）

という陶土を用い，これをベースに顔料を混練して作製

した赤土を用いている（表１）。

　型板はレーザー加工機によりアクリル板で作成した

（図11）。型板の厚みは，装飾模様の「ビスケット」部

分の表現効果を考慮した結果，試作時より１㎜厚い３㎜

で実施した。工程は図12に示す。

3.5.2　実作の評価

　「ビスケット」を装飾模様として試作していただいた

図６　型板で装飾模様を作製する様子
本体：磁土A　装飾模様：磁土A1

図９　装飾模様（28点）の接着個数（平均）

図８　テストピース上の装飾模様の配置
左：型板２㎜厚，右：型板５㎜厚

図７　素地本体と装飾模様の土の組合せ
（焼成済テストピース）

２㎜ ５㎜
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が，本物のビスケットを整然と並べたような独特のデザ

インが実現できた（図13）。使用する土の色違いによる

効果や，釉薬との組合せにより商品のバリエーション展

開が期待できる。一方で，高地氏にヒアリングしたとこ

ろ，製作上の課題として，型板の離型をよりスムーズに

することで作業の効率化が図れることが指摘された。

　以上のように，高地氏に試作していただいた結果，型

板を用いた装飾模様の実作は可能であったが，より作業

効率を上げるためには型板の離型の向上が必要であるこ

とがわかった。型の離型については，２で検討した油性

図10　コースターのアイデアスケッチ（高地氏による）

表１　使用した材料

図11　左：型板の図面　右：アクリル板で作成した型板 図13　完成品

図12　型板を用いた装飾模様（ビスケットのモチーフ）の成形工程

⑨ ⑩

素地本体
「並信楽」でたたら成形により作成（７㎜厚
程度）

装飾模様
(ビスケット)

・ビスケット：「並信楽」(80％）赤土（20％）
＊赤土＝「並信楽」に黄色の顔料（「並信楽」
20に対して３％）を加えて作成
・チョコビスケット：赤土＋チョコ色顔料
（全体の４％）
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離型剤の使用の検討や素地の製作方法も含めて引き続き

検討していく。

４．結論

　今回は３Dプリントモデルの陶磁器の製造型への活用

として，３Dプリントモデルの「押型」活用における離

型方法と，型板を用いた装飾模様の作成工程について検

討した。

　前者では３Dプリントモデルの「押型」に複数の離型

剤を塗布し，離型の比較を行ったところ，油性の離型剤

を使用することで型離れが良好になった。

　後者の装飾模様を型板で作成する工程については，

レーザー加工機によりアクリル板で作成した型板（２㎜

と５㎜）を用いて試作を行った。今回実施した工程にお

いては，２㎜厚の型板を使用し，色土のみの組合せ以外

であれば，装飾模様の作成は可能であった。今回は，京

焼・清水焼業界で一般的に使用されている磁土「上石」

で試作を行ったが，これを使用する範囲に限れば，型板

の厚みや材料（「上石」とそれをベースにした色土）の

条件を考慮することで，装飾模様の接着は可能であり，

実作の可能性が確認できた。

　この試作に加えて，市内陶磁器事業者にコースターの

実作を依頼した結果，意図したデザインは表現でき，今

後の商品開発に活用できる可能性が見出せた。しかし，

より作業効率を上げるためには型板の離型を向上させる

必要があることがわかった。型の離型については，２で

検討した油性離型剤の使用の検討や素地の製作方法も含

めて引き続き検討していく。
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html

注　　釈

５） 京もの担い手プラットフォームメンバー
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２D/３D技術応用による伝統産業に適したデザイン開発手法の
研究開発と普及事業　第２報

（その２）デジタルクリンナップ手法による伝統工芸品
製作プロセスの改善検討

デザインチーム　　竹浪　祐介

要　　旨

　伝統工芸における製作プロセスの改善として，手作りの原型を３Dスキャンしてデジタルデータ化し，３D-CAD上

でデータを加工して修正及び補正を施した後，原型を３Dプリンタで出力する“デジタルクリンナップ”を試行した。

その結果，デジタル工程の可逆性の高さから手戻りの負担が軽減され，簡便に美観を整えることができた。また，これ

らを若い作り手に指導することも造形力向上に効果的であった。

１．はじめに

　２D／３D技術応用による伝統産業に適したデザイン

開発手法の研究開発と普及事業の一環として，本報では

伝統工芸品の製作プロセスのうち，とくに設計段階に３

Dスキャナーや３D-CADを導入することによる効率化，

造形表現の幅を広げるための技術“デジタルクリンナッ

プ”の実践とその効果を報告する。今回は，陶芸と漆芸

について取り組んだ。

２．「磁器製カレー皿」量産向け商品開発

2.1　課題

　陶磁器の鋳込み造形の製作工程のうち，原型製作の従

来の伝統的手法は全てを手作りで行うため，試作の修正

は最初から作り直しになることから手戻りによる時間と

手間がかかり，効率化に改善の余地がある。

　この課題について，平成26年度1）及び平成28年度受託

研究2）で試作した介護食器のうち「掬いやすくこぼしに

くい磁器製カレーライス用皿」の量産向け商品開発を例

に挙げる。高齢や障がいにより食べ物が掬いにくい場合

には，器の内側に張り出した「返し（オーバーハング）」

を設けることが有効である。その角度や半径について

は，作業療法士のアドバイスを元に従来方法の粘土によ

る手作りで曲面を調整した。

　しかし，その掬いやすさを保ちながら粘土原型に残る

手跡の凹凸を滑らかにするには複数回の手戻り（作り直

し）が避けられず，効率が悪い。この課題を改善するた

め，原型の設計の一部にデジタル技術（３Dスキャンと

３D-CADモデリング）を取り入れた。製作プロセスを

図１に示す。

2.2　製作プロセス

　製作は以下の１～５で進めた。

１：粘土による粗原型作成

　手作りで粘土モデルを成形する従来の手法で掬いやす

さを検証しつつ原型を製作した（図２）。この原型は粗

い状態で良い。

図１　設計プロセスの模式図
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４：３Dプリントによる原型出力

　造形データを３Dプリンタ（stratasys製FORTUS 

360mc-L）にて出力。

　３Dプリント原型は実際に皿として使うことが可能で

あり，陶磁器を作る前段階で形状を検証でき，開発コス

トの削減にもつながる。

　形状検証後，陶磁器の焼成における収縮分を拡大（割

掛け）させた原型を３Dプリンタで出力した（図５）。

５：伝統技法による成形・焼成

　伝統的手法に戻り，鋳込み成形から焼成を経て，磁器

製の実用試作品が完成（図６～７）。

2.3　評価

　磁器製実用試作品を，第44回国際食品・飲料展

「FOODEX JAPAN」（幕張メッセ：2019.3.5～8）及び舞

鶴カレーの会（舞鶴赤レンガパーク：2019.3.29）に出展

し，のべ100名以上の来場者に使い勝手を評価いただい

たところ，小学生から70歳程度の高齢者まで全員がこぼ

すことなく掬うことができ，掬ってからその仕組みに気

づいて「なるほど」と声が上がるなど好評価であった。

また，形状についても介護用の食器に見えない自然なデ

ザインと評価され，商品化を希望する感想も多く聞くこ

とができた（図８）。

　デジタルクリンナップを陶磁器製作に取り入れること

で，手作りによる造形の柔軟さを活かし，手戻りを最低

図２　粘土モデルでの原型製作

図３　３Ｄスキャンによるデジタルデータ化

図６　充填鋳込み成形

図７　磁器製実用試作品

図４　左：手作りの原型　右：CADでのクリンナップ

図５　３Dプリンタ出力原型

２：原型の３Dスキャニング

　粗原型を３Dスキャナー（コニカミノルタ製 RANGE5

及びCREAFORM製Handyscan700）でデジタルデータ

としてコンピュータに取り込む（図３）。

３：３Dスキャンデータのクリンナップ

　その曲面を，表面の粗さや凹凸を滑らかになぞるよう

に３D-CAD（GeomagicDesignX及びFusion360）にて描

き直す“トレース”を実施（図４）。
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限に抑えることができた。このデジタルクリンナップは

イメージやアイデアを具体化する上で，作り手を補助す

るツールとなることが示唆された。例えば，発想力が

あっても技能経験が乏しい作り手（次世代の担い手）が

この方法を活用して造形表現の幅を広げることができる

ツールとなる可能性がある。

３．漆芸におけるデジタルクリンナップの試験導入

3.1　乾漆技法における原型造形の課題

　漆芸では「乾漆」と呼ばれる造形方法がある。これは

ロクロで成形できる回転形や板材で構成できる指物とも

異なる三次曲面等の多い造形に使われる技法で，粘土や

発泡スチロールで原型を造形したのち布や紙を何枚も貼

り，漆塗りを施す技法である。原型が忠実に再現される

ため，歪みや意図しない凹凸といった不具合も写し取ら

れてしまう。これもイメージの具現化には陶芸同様に高

い造形技術が求められる。

　今回は京都市産技研が実施する伝統産業技術後継者育

成研修漆工コースの研修生３名（A，B，C）に，デジタ

ルクリンナップ手法を用いて作品製作を行ってもらっ

た。この実践について効果を検証した。

3.2　実践プロセス

　実践は（１）手作りの原型作成，（２）デジタルクリン

ナップ，（３）効果検証の手順で行った。この実践は「手

作り技術の向上」を否定するものではなく，手作りを補

助するツールとしての活用を目指しており，（1）の原型

作成はあくまでも手作りで行った。図９に「杖の柄（A）」

「スマートフォンスタンド（B）」「花器（C）」の原型を

示す。３名とも理想的なデザインはイメージできている

ものの，造形の習熟度により原型としての完成度には改

善点が残った。

3.3　デジタルクリンナップの実施

3.3.1　ポリゴンデータの再加工「杖の柄（A）」

　石膏粘土で手作りにより作成した原型に対して３Dス

キャンを行って形状データを得た。そのデータに対して

３D-CADにて表面データの加工を行った（図10）。手跡

の凹凸が残るポリゴンデータを直接加工し，任意の部分

に平滑化処理（スムージング），ポリゴン削減をするこ

とによって滑らかな曲面にクリンナップし，３Dプリン

タで出力した。これにより，原型のイメージを損なわず，

図８　FOODEX JAPAN　出展ブース

図10　３D-CADによるクリンナップ指導

図９　研修生が手作りにより作成した原型
左上：杖の柄（A）

右上：スマートフォンスタンド（B）
下：花器（C）
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データを得た。そのデータに対して３D-CADでトレー

スするクリンナップ指導を行った。当該の花器の形状は

３D-CADでは基本技術の掃引体（スイープ）で立体化で

きるため，スムーズに外形上をトレースできた（図14）。

また，元データを拡縮・変形させることでサイズや縦横

比を変更したバリエーションも複数作成できた（図15）。

3.4　実践の評価と課題

　研修生３名がデジタルクリンナップ手法を実践し，以

下の結果を得た。

・ 手作りでの実現が困難であった滑らかな表面形状が出

力可能となり，デザインのブラッシュアップに繋がっ

た。

・ ポリゴンデータの再加工からトレースでの描き直しま

で，３D-CADの様々な機能で柔軟に対応できた。

　一方で，研修生３名とも３D-CADの操作経験は全く

無く，課題として３D-CADの習得に時間を要するとい

う懸念があった。しかし，日常からパソコンやスマート

フォンなどのデジタル機器に親しんでいる世代であるた

めか，抵抗感無く操作方法を習得し，３時間ほどで理想

的なデザインを実現できた。この他にも設計製図（三面

美観を改善した原型が製作できた（図11）。

3.3.2　自由曲面の再構築「スマートフォンスタンド（B）」

　発泡スチロールやスチレン板及び粘土で作成した原型

を３Dスキャンしてデータを得た。そのデータの外形状

をなぞるように３D-CADで自由曲線を描き（トレース），

曲面を再構築した（図12）。スキャンデータそのものを

加工するのではなく外形状や断面を参照して「描き直

す」ことで，平滑面や左右対称といった幾何形体を持っ

た曲面構成を実現できた。また，いわゆる“手なり”（手

作りでの曲面構成の不明瞭な箇所）がCAD上で明らか

となり，造形の見直しにもつなげることができた（図

13）。

3.3.3　 スイープ（掃引）モデリングによる立体化「花器

（C）」

　粘土で手作りにより作成した原型を３Dスキャンして

図11　左：修正前，右：修正後

図12　３Dスキャンとトレース

図13　左：修正前，右：修正後

図15　完成した漆芸作品（花器）

図14　左：手作り原型，右：CADでのトレース
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図）の基礎を学んだうえで，手描きスケッチから直接３

D-CAD設計にて立体化に取り組んだ前出以外の研修生

も３名いたが，いずれも１日以内という短時間で基本操

作方法を習得できた。このように，技術や経験の乏しい

若手技術者にはデジタルクリンナップは有効な手法であ

る。

４．まとめ

　今回は，デジタルクリンナップ手法を取り入れて，陶

磁器「掬いやすいカレー皿」の開発，そして漆芸の乾漆

の原型作成応用への実践を行った。その結果，陶芸・漆

芸の両工芸分野において，この手法を導入することによ

り原型製作時の効率化が図れることが示された。

　この手法は工程を単純に省力化するものではない。手

作りでは見過ごされがちな僅かな面構成の矛盾がCAD

では“エラー”として認識されることも少なくないため，

CADを扱う際にはより正確な立体把握のスキルが要求

される。そのため，“手作りとは異なる技術を使う，可

逆性の高い手段”という位置づけで活用すれば，製作の

効率化に寄与することが期待できる。

　実践に協力いただいた研修生は手わざの経験は浅いも

のの，３D-CADの操作は短期間に習得して理想的なデ

ザインを実現でき「手軽で早い」「思い描いていたカタ

チに近づけやすい」と好評であった。デジタルクリン

ナップ手法の導入障壁の低さはいわゆる“デジタルネイ

ティブ”の世代に依るものと思われ，今後，この手法は

若い作り手を中心に積極的に取り入れられてゆくと思わ

れる。

　今回検討したデジタルクリンナップ手法について，今

後も手作りとデジタル技術双方のメリットを活かした事

例として，伝統産業を中心に随時，技術移転を図りたい

と考えている。

文　　献

１）  平成26年度受託研究（高齢者のＱＯＬ向上のための,

京都の伝統工芸による美的感性価値の高い機能性介

護食器の開発）

２）  竹浪祐介：京都市産業技術研究報告，No.7，pp.75-

78（2017）．
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手指の触覚と音声による情報獲得を主とした
京都府立植物園地図のデザイン開発

～京都府立植物園の触地図ガイドブック開発～

デザインチーム　　竹浪　祐介

大平印刷株式会社　　杉本　豊明
要　　旨

　大平印刷㈱からの受託研究において，視覚障がいのある方にも京都観光を楽しんでいただけることをコンセプトに平

成30年度に試作開発した1）「京都府立植物園触地図ガイドブック」の改良を行った。研究は京都府立植物園及び社会福

祉法人京都ライトハウス，京都府立視力障害者福祉センター，京都府立盲学校高等部の協力を得て実施し，新たに「ゾー

ニング」の概念を取り入れ，従来のＵＶオフセット厚盛印刷及び音声タッチペン技術も継続しての活用，園路の触読性

についても多くの視覚障がい者のアドバイスを反映した。このような大幅な改善を実現し，製品版の完成に繋げること

ができた。

１．はじめに

　本研究は“視覚障がい者の京都観光の充実”をコンセ

プトに平成29年度に開発した「元離宮・二条城触地図ガ

イドブック」の好評を受け，その第二弾として開発した

平成30年度「京都府立植物園触地図ガイドブック試作」

の改良である。試作の評価から得た知見をもとに色弱者

まで対象を広げた抜本的な修正を施し，植物園の特性も

鑑みた製品版地図を目指して取り組んだ。

２．開発体制

　本プロジェクトの開発体制を図１に示す。昨年度同

様，地図デザイン及び点字原稿作成を京都市産業技術研

究所が行い，大平印刷㈱及び協力企業で印刷と音声デー

タを作成した。

　本プロジェクトの対象である京都府立植物園及び京都

府立大学の協力を仰ぎ，点訳については，京都府立視力

障害者福祉センター及び京都府立盲学校高等部の教員に

監修を依頼した。

３．開発プロセス

　本年度の開発は平成30年度受託研究1）の試作品をベー

スに，ページレイアウト・分岐表示・ゾーニング・色弱

者対応の４点の改善を図ることとした。

3.1　開発で活用した技術

　DTP編集技術・UVオフセット厚盛印刷及びドット

コード印刷による音声ペン技術は全て前回の試作版の技

術を踏襲した。今回は主としてデザインの改善研究によ

るユーザビリティの向上を図った。

3.2　ページレイアウトの見直し

　点字は墨字（活字）と異なり，規格によりサイズが決

まっているため，情報量が増えるにつれ紙面も大きくせ

ざるを得ない。

　試作品の紙面は視覚障がい者が散策中に使用すること

を想定し，持ち運びやすさの観点から「北エリア」「南

エリア」など地区域別に複数枚分割してリング留めした

構成とした。しかし紙面を持ち変えることで全体像や位

置関係などが把握しづらくなるという指摘が多かった。

　そのため，分割構成からB3サイズ１枚に全体図を記

載するレイアウトに変更し，折りたたみ開閉しながら使図１　開発体制
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用することで位置関係の連続性を保つように改善を図っ

た（図２）。

　また，地図内に点字表記を挿入することと触読性の効

率化から，園路の長さや面積比率はディフォルメした。

ディフォルメはフィールドワークを繰り返した体感と視

覚障がい者からのアドバイスを併せて，実際の距離感か

ら解離しない程度とした。一般向けの視覚地図とディ

フォルメして作成した触地図を図３に示す。

3.3　園路の分岐検討

　府立盲学校高等部の教員（中途失明者）から，視覚で

地図を“見る”場合は周辺視野なども併せて短時間で把

握する，いわゆる“パッと見”で全体像を理解するのに

対し，触読は「点」で触れる指先を動かしながら，その

連続と記憶力とを総合することで把握するため，道が複

雑に入り組んだ地図は把握が難しく，時間がかかると指

摘を受けた。

　前作である二条城触地図2）は順路がほぼ直角に交差し

ていたためその複雑さには気を払わずにデザインできた

が，植物園の園路はカーブが多く，複雑に分岐しており，

触読性に改善の余地があると思われた。そこで，分岐の

表記を４種類作成した。

　分岐の表記方法はヒューマンインターフェース学会研

究会3）などで得た情報から，通常の分岐（A），分岐地点

を丸で目立たせる（B），分岐直前で線を分断することで

「分岐があること」を認識させる（C），AとBを併せて

分岐直前で線を分断したうえで分岐点を丸で表現する

（D）合計４種のバリエーションを作成した（図４）。分

岐点で線を分断させる方法（C及びD）は点字ブロック

や歩行誘導ソフトマット「歩導くん4）」などで採用され

ており，歩行時に白杖でマットの触感が途切れることで

図２　リング留め（上），一枚図（下）

図３　視覚地図（上）・触地図（下）
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「分岐・右左折」などを示す施工方法である。

　４種の分岐パターンを視力障害者福祉センター職員４

人及び府立盲学校高等部教員４人に依頼し，室内で触読

比較していただいた。その様子を図５に示す。全員がA

の分岐を最も触読しやすいと評価した。Bの表現では分

岐があることはわかるものの，その詳細（何本が，どの

方向に分かれているか）が指の腹で一度にすべては把握

しづらいことがわかった。C・Dのように分岐点での線

の分断は，歩行しながら誘導マットの上を歩行するので

あれば変化を示すきっかけとして立ち止まる，確認する

などの行動を促せる。しかし今回のテストのように机上

での手指による触読の場合では線の分断が「何かを触り

損ねた」あるいは「突然道が無くなった」と認識されて

しまい，触読しづらさを招いた。

　触地図における分岐の表現は従来のそれが至適との結

論に至ったが，手指による触読は，歩行時の足や白杖に

よる認識とは異なることが明らかとなった。

3.4　植物の「ゾーニング」

　視覚を使わずに園内を楽しむにあたって，「シンボル

ツリー」と呼ばれる特定の樹木は健常者と同様の鑑賞ポ

イントとなる。しかし視覚障がいがあると数歩ずれただ

けではポイントからずれたことに気付きにくく，観賞の

ための位置の確定が厳密となる。そこで「ドングリの成

る木に囲まれている」，「針葉樹林の中を歩いている」な

どといった“同種の樹木で構成されている区域（ゾーン）

に着目した。ゾーニングを取り入れることで，１本の木

のみからではなく“あたり一帯の雰囲気”として観賞が

容易になる。

　ゾーニングは大まか過ぎたり逆に詳細過ぎても観賞の

魅力を削いでしまう。そのため，植物園詳細図から樹種

をまとめ直し，フィールドワークも併せて検討を重ね

（図６），音声ペン用のドットコードでゾーンを区分け

した。ドットコード印刷は肉眼では判別できないほど微

細なため，触読や視覚を妨げない。また，大まかな面積

にコードを埋め込むことにより音声ペンをタッチする箇

所が多少ポイントからずれてもコードを読み取れる技術

特性を活かし，視覚障がい者に優しく使いやすい設計と

した。

3.5　色弱者対応（カラーユニバーサルデザイン）

　人間の“色の感じ方”は一様ではなく，眼球内の視細

胞に存在する錐体の一部が無いか，十分に機能しないた

めに，色の見え方がいわゆる一般の人と異なる人が存在

する。本稿では色弱者と総称する。色弱者の割合は日本

人男性の20人に１人，女性の500人に１人で，日本全体

では300万人以上いると言われており5）珍しい現象では

ない。色弱者はその錐体の変異からP型・D型・T型等

の呼称で分けられており，それぞれ一部の色の組み合わ

せについて区別がつきにくいことが多い。このためデザ

図４　分岐表現４種（部分図）

図６　ゾーニング検討（部分図）

図５　触読での評価の様子
視力障害者福祉センター（左），盲学校（右）
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イン検討においては色の使い方や明度差などに配慮が必

要である。これを「カラーユニバーサルデザイン」と言

う4）。図７に区別しにくい色の例を示す。

　本研究の触地図開発では，全盲者のみではなく色弱者

にも対応し，広義の視覚障がい者対応としてユニバーサ

ルデザイン性を高めることとした。3.4で述べたゾーニ

ングのカラーリング検討には，色弱模擬フィルタ「バリ

アントール（伊藤光学工業株式会社製）」とスマートフォ

ン用アプリ「色のシミュレータ」及びAdobe Illustrator

の校正機能を併用して，区別しやすいカラーリングを施

し，色の境界には白線を挟んで分けるなどの配慮を施し

た（図８）。

４．完成品

　以上のプロセスで点字情報の精査とレイアウトデザイ

ンを行った原稿にナレーション用音声データも埋め込ん

だ改良版を完成させた。紙面は「表紙と凡例，全体図，

観覧温室」で構成される。図９に完成品を提示する。

５．今後について

　この改良版をもとに植物園にて視覚障がい者との現地

検証を行う予定であったが，2020年１月から蔓延した新

型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により緊

急事態宣言が発令され，植物園が一時閉鎖されたため，

関係者間での協議の結果，現地検証は期日未定の延期と

なっている。
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図７　色弱者の見え方5）

図８　色弱者対応カラーリング（部分図）

図９　植物園触地図ガイドブック完成品
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１．はじめに

1.1　研究の背景

　製品開発現場でのVR技術の応用については1990年代

から様々な模索が続けられてきた。これまではハード

ウェアやシステム構築にかかる導入コストや，スペース

の確保などハードルが高く，導入は大手企業に限られ中

小企業への普及には程遠かった。近年に至り，PCゲー

ムをはじめとしたエンターテイメント業界における急速

なVR技術の普及に伴い，VR関連機器の開発が活発化

し，従来よりも高機能でありながらより低価格となり運

用もしやすくなったことで，製品開発現場でのVR技術

の活用が改めて注目されている。今後，製品検討段階に

おける顧客とのコミュニケーション，ニーズの把握と

いったICTの一環としての応用にも可能性がある。

　近年主流であるヘッドマウントディスプレイ型（没入

型）VRシステムは，省スペースでありながら，さらに

リアリティを強く感じることができる。自動車デザイン

など大型製品の検討だけではなく，より小型な家具や日

用品などのデザイン検討において非常に有効である。ま

た，全天球的なCG画像の表示により，展示会ブースな

どの空間デザイン検討においても効率的に検討を行うこ

とができる。

　伝統産業従事者にとってもVR技術導入は，普段使用

している作業道具に近いアナログの操作感でありなが

ら，効率的に修正や複製が行えるといったデジタルの利

便性を享受でき，非常に有用な手段となる。

　しかし，現段階では中小企業や伝統工芸従事者にとっ

てVR技術導入のハードルは高い。前述のとおり，VR

のハードウェア導入や運用はしやすくなっているが，そ

れぞれの業務に活用できるVRデザイン検討プロセスの

構築やプログラム開発を自社で開発せねばならず，導入

における障壁となっている。

　そこで本研究では，デザイン事業者や伝統工芸従事者

のデザイン検討に没入型VRシステムを組み込むことで，

より効率的な製品開発の実現を目指す。

1.2　第一報の概要と本稿における検討課題

　平成30年度より，友禅柄の下絵工程を対象に本研究

を開始している。これまで若手の京友禅従事者が下絵検

討を行う際の課題として，着姿のイメージを持ちながら

のデザイン検討や，着物の各部位間の柄繋がりを確認す

る作業が難しいという意見があった。そこで，下絵のデ

ザイン検討の効率化を図ることを目的としVRプログラ

ム開発に取り組んでいる。第一報１）で報告したように，

平成30年度に試作したプログラム（以下試作プログラム

（H30））では，描写した線を他のモデルへ自動的に反

映させる機能（図１）の実装を行った。また，スムーズ

でストレスのない挙動性を持つ描画ツールの作成を目指

して「プログラムの処理速度」と「描画ツールの使用感」

の２点に対して検討と改善を行ない，良好な動作感を得

VR（バーチャルリアリティ）技術を活用した
新しいデザイン検討プロセスの開発研究

―京友禅下絵工程へのVR技術応用について―【第２報】

デザインチーム　　木戸　雅史

要　　旨

　本研究は，デザイン事業者や設計者，伝統工芸従事者を対象に，VR技術を活用した新たなデザイン検討プロセスも

しくは顧客とのコミュニケーションプロセスを開発することで，顧客ニーズを反映させ，手戻りのない効率的な製品開

発の実現を目指すことを目的としている。平成30年度から，VR技術を活用した新たなデザイン検討プロセスの開発と

して，京友禅の下絵工程を対象にVRプログラムの試作を行っている。第一報で報告したように，平成30年度にはVR

空間内に配置した反物，部位ごとの展開図，仮絵羽，着姿のモデルのうちいずれか一つに対し，描画ツールで下絵を描

くと同時に他のモデルにも描いた下絵が反映されるプログラムを試作した。このプログラムにより，これまで若手の京

友禅従事者が下絵検討を行う際にある程度経験が必要であった着姿のイメージを持ちながらのデザイン検討や，着物の

各部位間の柄繋がりを確認する作業が効率化できることが示唆された。令和元年度は,このプログラムを更にブラッシュ

アップし，テクスチャ解像度の向上や描画ツールの使用性の向上，およびデカール貼付機能の実装などを行った。
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た。一方で，課題であったスムーズな描画ツールの挙動

は実現できたものの，テクスチャ解像度が粗い為に細か

く精細な絵柄が描き辛い点，塗る色毎に描画ツールを持

ち変えなければならない点等，その後の検証により更に

使用性を追求する必要があることが明らかとなった。ま

た大まかな絵柄の配置検討のために，既存の絵柄を貼り

付ける機能（デカール機能）の要望もあった。そこで今

年度は，平成30年度に試作したプログラムに対してテ

クスチャ解像度を向上させる手法を探るとともに，描画

ツールの種類および色の変更といったユーザーインター

フェイス（以下UIと記載）の向上，デカール貼付機能の

追加等，新機能の実装について検討した。

２．VRプログラムの概要

2.1　開発機材

　以下の機材を用いて開発を行なった。

・PC：UNITCOM製CPU/Intel Core i7-8700K

　GPU/NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB

・ ソフトウェア：Unity2017（動作プログラム作成），

Marvelous Designer5（着物モデル作成），Blender（モ

デルデータ変換）Rhinocerous（空間モデルデータな

ど作成）

・ VRヘッドセット：VIVE PRO（HTC製），OculusQuest

（Oculus製）

2.2　VR空間の設計

　Rhinocerousで作成した空間データおよびMarverous 

Designerで作成した着物のモデルデータをUnityに読み

込んで配置した上で，白を基調としたラボのようなイ

メージとなるよう，壁と床の素材感及び照明などを設定

した（図２）。

　図２に示す①反物（部位を裁断する前の状態），②部

位（身頃，衽，袖，衿）ごとの展開図，③仮絵羽（仮の

縫製状態），④着付け状態の着姿の４つのモデルのいず

れかに，VR空間に準備された描画ツールによって色柄

を描く（各着物モデルのテクスチャデータに色柄を上書

きする）ことで，テクスチャデータを共有している他の

全ての着物モデルにも描いた色柄が自動的に反映される

（図３）。以上のVR空間の設定は第一報と同様である。

３．課題と改善手法

　試作プログラム（H30）に対する改善点として，「描画

解像度の向上」「使用性向上のためのパレットUIの実装」

「実用性向上のためのデカール機能の実装」の３点を挙

げ，それぞれ以下のように検討と実装を行った。

3.1　描画解像度の向上

　試作プログラム（H30）では処理速度の遅さに起因す

る使用者のストレスを緩和する為に，描画ツールとモデ

ルの接触点検出方式の工夫やテクスチャ更新頻度の調整

を行うとともに，あえてモデルのテクスチャ解像度を下

げることで処理速度を向上させていた。

　しかし本プログラムの実用性をより高めるために再度

検証を行ったところ，遅延によるストレスは緩和された

もののテクスチャ解像度が粗い為に細かく精細な絵柄

が描き辛いことから，より精細な描画への要望が挙が

図１　作成したプログラムの概念図

図２　作成したVR空間

図３　描いた色柄が他のモデルにも反映される

①

②

③④
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り，処理速度を落とすことなく解像度を向上させること

が必要であることが分かり，その為の手法を模索した。

Unityでは8192×8192ピクセルまでの画像を取り込むこ

とが出来，更に使用に際して閾値を指定できる（閾値は

２の累乗）。試作プログラム（H30）の検討の際には，テ

クスチャ画像の一辺に対し1024/2048/4096/8192ピクセ

ルの閾値を設定し，更に圧縮フォーマットや，描画距離

に応じて解像度の低いテクスチャを表示させるミップ

マップの組み合わせを検討した上で，結果2048×2048

ピクセルの１枚のテクスチャに着物のすべてのパーツを

配置することで絵柄を描画していた（図４）。今回，再

度検討を行い，一枚のテクスチャ画像解像度を2048ピク

セルから4096ピクセルへと倍にするのではなく，解像

度は2048ピクセルのまま，その枚数を１枚から２枚へ

と倍にし（着物のすべてのパーツを２枚のテクスチャに

分割して配置し），１つのモデルが２つのテクスチャを

持つような構成とすることで（図５），描画スピードを

変えることなく解像度を２倍にできることがわかった。

3.2　使用性向上のためのパレットUIの実装

　試作プログラム（H30）では複数のブロック型描画

ツールに異なる色が割り当てられており，それらを持ち

替えることで描画色の変更を行っていた。また，ブラシ

のサイズや形状の変更は実装していなかった。

　今回，左手用の左コントローラーに「パレットUI」

を設定し，VR空間上の左コントローラー周囲にカラー

チップやブラシ形状のサンプルを配置し，それを右コン

トローラーから射出された光線で選択することで描画

ツールに反映させる方式を検討し，実装した。コント

ローラーの座標を連続して取得し，その座標の周囲にパ

レットUIの原点を紐付けることで，コントローラーを

自在に動かしてもパレットUIが離れることはない。（図

６）。ブラシ形状は透明情報を保持するPNG画像を読み

込んだ上で配置しブラシとして使用することで，塗り重

ねによる色の濃さの変化などを表現できる。

　これにより，色替えの度にブロック型描画ツールを持

ち替える必要が無くなったこと，また左手首の動きだけ

で多数のサンプルにすぐにアクセスできることから，使

用性の向上を図ることができた。さらに複数のサイズや

形状のブラシを用意することで，背景を大まかに塗った

後にその境界線をぼかし，その上から細い線で図案を描

写するなど，より実際の下絵検討に即した描画が可能と

なった。

3.3　実用性向上のためのデカール機能の実装

　実際の京友禅の下絵検討工程では，花や葉など一定の

図柄を任意に配置して図案を検討することも多いが，試

作プログラム（H30）では描画ツールで任意の線を描く，

もしくは塗りつぶすだけの機能であった。

　そこで今回，3.2に記した「パレットUI」の左側面に，

図４　試作プログラム（H30）でのテクスチャ構成（１枚）

図６　コントローラーの周囲に配した「パレットUI」

図５　今回改善したテクスチャ構成（２枚）
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任意の絵柄をPCから取り込んでデカールとしてモデル

に貼りこむことのできる機能を実装した。デカールは手

描きの絵をスマートフォンのカメラで撮影し，背景を透

過させる処理を行った上でブラシ同様透明情報を保持す

るPNG形式のファイルに変換してPCに保存した後にプ

ログラムに取り込んだ。デカールをパレットUIから選

択し，右コントローラーのトリガーを一度押下すること

で，描画ツールから射出される光線とモデルとの交点に

デカールが貼りこまれる（図７）。これにより，実際の

下絵検討に近いVRによる検討が可能となった。

４．結果と考察

　本研究は，VR空間内において描画ツールで仮絵羽な

どの着物モデルに描いた下絵を同時に反物や着姿といっ

た他のモデルにも反映させる機能を持たせることによ

り，これまで若手の京友禅従事者が下絵検討を行う際に

課題であった着姿をイメージしながらのデザイン検討

や，着物の各部位間の柄繋がりを確認する作業の効率化

を目指したものである。

　平成30年度に作成したプログラムに対して今年度は

テクスチャ解像度の向上や描画ツールの使用性の向上，

およびデカール貼付機能の実装などを行った結果，より

実際の下絵検討に即した使用感を得ることができた（図

８）。

　今後もプログラムの完成を目指し，引き続き以下の検

討を行う。

・作成した下絵の出力方法の検討と実装

・実際の作業者による評価

　これらにより本プログラムを有効なデジタル活用手法

として確立させるべく目指すとともに，デザイン事業

者，伝統工芸従事者への展開を図る。

図７　パレットUIの左側面に配したデカール機能

図８　今回のツールを用いて作成した着物の下絵

（追記）

　今回の研究において，知恵産業融合センター浅井課長

補佐および製織システムチーム　岩崎次席研究員に，ア

イデア検討やプログラム開発などについて協力頂いた。

参考文献
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図１　実験に用いた臭気物質
(a)イソ吉草酸(汗臭),

(b)trans-2-ノネナール(加齢臭),
(c)インドール(便臭)

看護・介護現場の快適空間化を目指した「消臭機能の設計」

色染化学チーム　　緒方規矩也

要　　旨

　消臭機能物質の性能に関する知見を得るため，ISO17299-3の測定法を用いてイソ吉草酸，インドール，trans-2-ノネ

ナールを対象とした消臭性能評価を行った。消臭機能物質には性質の異なるゼオライトを７種類用い，それぞれの持つ

シリカ/アルミナ比や細孔径，比表面積などのパラメーターと，評価結果を比較した。その結果，一部例外となる試料

が存在するものの，消臭分野には，対象となる臭気物質をトラップ可能な大きさの細孔径を持ち，比表面積が大きいゼ

オライトが有利である傾向が示唆された。

　また試験の精度について検証したところ，臭気減少率が高いほど評価結果が安定する傾向が見られた。これはゼオラ

イトの性質によるものではなく，試験方法そのものに起因した傾向であると考えられる。

１．緒言

　現在我が国では世界に類を見ないスピードで高齢化が

進行しており，今後も高齢者率の増加傾向は続くと推計

されている1）。これを受けて京都市は介護ビジネスを新

たな成長分野と位置付け，介護ビジネスへの新規参入を

目指す市内企業への支援施策として「新しい介護支援ビ

ジネス創出研究会」を立ち上げた。この研究会には京都

市産業技術研究所（以下産技研）も参画している。研究

会が行った介護施設に対するニーズ調査により，看護，

介護の現場では臭いが大きな問題となっており，「消臭」

に商機が見込まれることが判明した。

　この状況を踏まえて，産技研では消臭製品開発を目指

す市内企業を支援するために，平成28年度から空間中の

臭気物質の分析や，消臭性能の評価技術に係る研究に取

り組んでいる2-4）。

　実用的な消臭製品を開発するためには，製品の用途や

使用環境に応じた適切な機能設計が重要となる。そのた

めには臭気物質各種に対して，有効な機能物質に関する

情報が不可欠となる。例えば，ある機能物質はアミン系

の臭気を強く吸着し，別の機能物質はアルデヒド系の臭

気への効果が高い，といったように機能物質ごとの傾向

を把握することで，製品開発における機能物質の選定に

貢献することが可能となる。本報では繊維製品の消臭性

能評価の国際規格であるISO17299-3の手法5）を用いて機

能物質の評価を行い，機能物質の持つ性質と評価結果を

比較することで，それらの関係性について調査した。調

査にあたっては，極性や比表面積などの性質に多様性が

あり，且つ個々の性質に関する情報が容易に入手可能な

機能物質が必要となる。そこで本事業では，条件に合致

する試料として，合成ゼオライトを用いた。本報では，

ゼオライトの吸着機構6-8）を踏まえ，臭気減少率に影響

を与える可能性が大きいパラメーターとして，細孔径，

比表面積，シリカ/アルミナ比に着目し，データを解析

した。

　また企業支援に向けた分析技術を運用していくにあた

り，試験の精度に関する知見を得るため，本試験での臭

気減少率と標準偏差との関係を調査した。

２．実験

2.1　試薬及び装置

　試薬は富士フイルム和光純薬株式会社製のものを使用

した。臭気物質として，イソ吉草酸（特級），trans-2-ノ

ネナール（一級），インドール（特級）を用いた。各臭気

物質の構造式を図１に示す。

　これらの臭気物質をISOで規定された濃度の臭気物

質標準液とするため，エタノール（特級）に溶解した。

ISO規定における標準液濃度は，イソ吉草酸とインドー

ルでは20 g/L，trans-2-ノネナールでは10 g/Lである5）。

　機能物質には，和光純薬が揮発性有機化合物の除去や
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脱臭用途に推奨する，合成ゼオライトHSシリーズの全

７種類を用いた。

　使用した合成ゼオライトの諸元を表１に示す9）。

　分析装置には，日本電子株式会社製のガスクロマト

グラフ質量分析計JMS-Q1050GC（以下GC-MS）を用い，

分離カラムにはアジレント社製の無極性キャピラリーカ

ラムDB-5MS（内径0.25 ㎜，長さ30 m，膜厚0.25 µm）

を採用した。

　GC-MS測定におけるキャリアガスには純度99.9999 ％

のヘリウムを用いた。

2.2　消臭性能評価

　合成ゼオライト0.01 gを精秤し500 mlの三角フラス

コに加えた。このサンプル量はISO17299-3に規定され

る繊維の試験片量が0.5 gであることから，現実的な加

工量である２ wt％となるように設定したものである。

このとき，測定する臭気物質ごとに，ゼオライトの入っ

ていないブランクのフラスコも用意した。三角フラスコ

内を窒素ガスでパージし，臭気物質標準液を５ µl注入

した。フラスコの口をパラフィルムでシールし，20 ℃

の環境下で２時間静置した。２時間後，フラスコ内部

のガスを均一化するため振り混ぜ，試料ガス１ mlを

GC-MSに注入した。

　試料の注入方法はスプリット注入（スプリット比

１：20）で気化室温度は250 ℃，カラム流量は１ ml/

minに設定した。カラムオーブンの温度条件は定値運転

で，イソ吉草酸を70 ℃，trans-2-ノネナールとインドー

ルを120 ℃とした。

　測定は３回行い，平均臭気減少率（％）はGC-MSの

ピーク面積から以下の式で算出した。

ORR =
1 ( )

ｎ

× 100

ORR：（平均）臭気減少率（％）

Sb：ブランク試験のピーク面積値

Sm：サンプルを用いた試験でのピーク面積値

３．結果と考察

3.1　 各種臭気物質に対する臭気減少率とゼオライトの

性質との関係

　測定により得られた平均臭気減少率と標準偏差を表２

に示す。

　先ず，ゼオライトの構造に起因する吸着性について検

討した。ゼオライトはナノ孔を有していることから，内

部表面積が外部表面積の100倍以上となることが一般的

である。このような細孔空間内に取り込まれた吸着質

は，周囲のあらゆる壁から分子間力の影響を受け，吸着

状態を取るとされている6）。そこで，細孔の大きさが臭

気減少率に与える影響について検討した（図２）。

　図２より，細孔径が最小の0.48 nmであるHS-720カ

リウムフェリライト（以下：HS-720）は他のゼオライト

に比べ臭気減少率が低い傾向が見られた。そこで，細孔

径に影響を受ける要素である臭気物質の分子サイズに

着目したところ，イソブタン（C4H10）の動的分子径が

0.5 nmであることから10），イソ吉草酸（C5H10O2），イ

ンドール（C8H7N），trans-2-ノネナール（C9H16O）の分

子はHS-720の細孔よりも大きいことが推定された。そ

表１　ゼオライトの諸元

表２　臭気減少率と標準偏差
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のため，細孔内へのトラップが抑制され，臭気減少率の

低下につながったと考えられる。このことから，本試験

の条件においては，対象となる臭気物質に対して，充分

な大きさの細孔径を持つゼオライトを選択することが消

臭に有利であることが示唆された。

　他方で，細孔径が0.9 nmのHS-320ナトリウムY（以

下：HS-320Na）に対するtrans-2-ノネナールの臭気減少

率は，HS-720の結果よりも小さい値を示した。このこ

とは，臭気減少率は細孔径のみで決定されるものではな

いことを示している。

　次に比表面積と臭気減少率の関係を図３に示す。

　図３より，大部分の試料において，比表面積が大きく

なるに従い臭気減少率が上昇する傾向が見られた。ゼオ

ライトの吸着は主として吸着質を細孔内に取り込むこと

によって生じるため，一つ一つの細孔が主要な吸着サイ

トとなる。ここで，細孔はゼオライトの結晶骨格構造に

起因することから，細孔同士は均質で各々の吸着能力に

差は無く，またその数は有限である。そのため，ゼオラ

イトに対する吸着は一般的にLangmuir型の吸着等温線

を示すとされている7）。比表面積は，細孔の数，すなわ

ち吸着サイトの数に関与する数値であるため，これが増

加することが臭気減少率の上昇に寄与した可能性が考え

られる。

　しかしながら，細孔径との比較において不規則な結果

を示したtrans-2-ノネナールに対するHS-320Naの臭気

減少率は，比表面積との比較においても，上記の傾向に

当てはまらない結果となった。このような結果となった

理由については，ゼオライトのカチオン種の影響や臭気

物質の性質など，様々な要因が考えられるが，今回の実

験では特定に至らなかったため，今後さらなる検討が求

められる。

　次にゼオライトの吸着における極性相互作用に関わる

要因について検討した。ゼオライトの極性相互作用は結

晶骨格に含まれるアルミナ構造およびその近傍に存在す

る交換性カチオンに起因する8）。そのため，ゼオライト

骨格中のシリカに対するアルミナの比率が高い，つまり

はシリカ/アルミナ比が小さいゼオライトほど極性物質

に対して高い親和性を示す。そこで，シリカ/アルミナ

比と臭気減少率との比較を試みたが，両者の間に明確な

関係性は見られなかった。

　以上の結果から，ISO17299-3の試験条件における臭

気減少率には，ゼオライトの極性に関わる値であるシリ

カ/アルミナ比よりも，構造に関係する細孔径と比表面

積の値がより大きな影響を持つ傾向が示唆された。

3.2　試験の精度と臭気減少率との関係

　試験の精度について検討を行った結果，臭気減少率が

高い試料ほど標準偏差が小さく，評価結果が安定する傾

向が見られた。とりわけ，今回の試験では臭気減少率

95 ％を超える試料については標準偏差が全て１ ％未

満となっており，これは消臭性能が充分に高い試料であ

れば，測定結果のばらつきが極めて小さくなることを示

している。

　このような傾向は，ISOがポリエステル消臭加工布を

用いて実施したラウンドロビンテストでも同様に見られ

たことから5），ゼオライトに固有の現象ではなく，試験

方法そのものに起因したものであると推察される。

　このような傾向が見られた原因については，２つの理

由が考えられる。１つは消臭性能が高い機能物質の場

合，吸着した臭気物質の再放出が少なく，フラスコ内の

臭気物質が低濃度で安定するためと考えられる。２つ目

としては統計的な要因の影響が考えられる。本報での実

験操作はブランク試験も含めすべて同一であるため，操

作によって生じるGC-MSピーク面積値の相対的なばら

図２　細孔径と臭気減少率の関係

図３　比表面積と臭気減少率の関係
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つきは試料の種類によらず同程度であると推定できる。

データ群同士の相対的なばらつきが同程度であれば，平

均値が小さいデータ群の方が標準偏差は小さくなる11）。

そのため消臭性能が高い，すなわちピーク面積値の小さ

い試料では，操作に起因する誤差の影響が相対的に小さ

くなり，測定結果が安定化する。また，以上の理由から，

同一の原理を用いた評価方法であれば，他の臭気物質を

対象とした試験においても同様の傾向がみられると考え

られる。

　また，この傾向は企業支援の際にも有用であると考え

られる。ｎ＝３のとき平均臭気減少率95 ％，標本標準

偏差１ ％となる精度での測定において，結果のばらつ

きがｔ分布であると仮定すれば，統計的には99 ％の確

率で臭気減少率が95±５ ％の範囲内に収まる12）。この

ように，高性能な試料の評価結果が不規則的に低い値と

なる確率は極めて小さい。そして，消臭製品の開発に際

しては，性能が低く測定結果のばらつきが大きい試料に

ついて着目する意義は少ない。そのため，臭気減少率が

90 ％未満の試料は機能物質の候補から除外するなどの

形で運用することで，少ない試験回数であってもスク

リーニング法として有用であると考えられる。

４．結言

　市内企業の消臭製品開発支援に資する知見を蓄積する

ため，ISO17299-3の手法により３種類の臭気物質に対

する７種類の合成ゼオライトの消臭性能を評価した。

　今回の試験においては，除去対象となる臭気物質をト

ラップできる大きさの細孔径を持ち，比表面積が大き

い，つまりは吸着サイトの数が多いゼオライトが消臭に

有利である傾向が示唆された。例外として，充分な細孔

径と比表面積を持つHS-320Naのtrans-2-ノネナールに

対する臭気減少率が小さかったものの，他の試料につい

ては上記の傾向に従う結果となったことから，消臭製品

開発における機能物質の選定に際しては，物質の特性に

関する情報を活用することで候補を絞り込める可能性が

示された。

　また試験の精度について検証したところ，臭気減少率

が高いほど評価結果が安定する傾向が見られた。特に，

臭気減少率95 ％を超える試料については全て標準偏差

が１ ％未満となっており，非常に高い精度となってい

る。このことは，機能物質の候補の中から性能が不充分

なものを除外する際には，試験回数n=３以下の場合で

も有用な情報が得られることを示している。

　今後，本評価方法を応用し，種々の機能物質の消臭性

能を評価し，その情報を蓄積していく。また，それらを

解析することで，機能物質の性質が消臭性能に与える傾

向を捉え，市内企業の消臭製品開発支援へと繋げてい

く。
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型紙自動作製システムの実用性検討
型友禅における型紙作製の自動化に関する研究（第３報）

色染化学チーム　　籔内　　快，上坂　貴宏

デザインチーム　　沖田実嘉子　　　　　　

製織システムチーム　　廣澤　　覚，名所　高一

要　　旨

　型友禅における型紙作製は手彫りで行われ，職人の技能に大きく依存している。しかし近年，職人の高齢化や後継者

不足によって型紙を作製できる職人は減少しており，このままでは型紙の供給が困難となり，型友禅業界に大きな影響

を及ぼす事態が予想される。そこで弊所では，平成28年度からカッティングプロッターを用いた型紙自動作製システ

ムの検討を行っている。今年度は加工条件の精査による加工精度の更なる向上の検討と型枚数が3枚程度の比較的単純

な図案について自動作製した型紙を用いて生地に手捺染する実地試験を行い，型紙自動作製システムの実用性を評価し

た。今回の実地試験では良好な結果を得られており，手彫りの型紙の代替として使用できる可能性が示唆された。今後

は更に複雑な図案についても実地試験を実施し，実用性の評価を続けていく。

１．緒言

　京都の繊維産業は高度に分業化していることが特徴で

あるが，近年，高齢化や後継者不足による生産工程の断

絶など分業化の弊害が顕在化しつつある。型紙製造工程

においても高齢化や職人の減少により型紙の供給が困難

になる可能性が指摘されている。型紙の供給が途絶える

ことになれば型友禅業界に与える影響は甚大であり，こ

の問題への解決策が求められている。

　職人不足による型紙作製工程の断絶という問題の解決

策の一つとして型紙作製の自動化が考えられる。機械に

よる染色型紙の自動彫刻は小紋文様や伊勢型紙を対象に

検討が行われており，実際の型紙製造工程への利用可能

性が示されている1，2）。京都を代表する捺染技法である

型友禅においても，型紙の供給不足への対策として型紙

製造工程の自動化が求められており，京都独自の生産工

程に合致した型紙自動作製システムの開発が希求されて

いる。

　そこで弊所では，28年度より型紙自動作製システム

の構築を検討してきた。その中で，コストの低さや省ス

ペース性に大きな利点があり，かつ，手彫りの型紙と切

断形状も近いことから型紙の自動加工用の装置として

ロールタイプのカッティングプロッターを選定し，その

実用性を評価してきた。昨年度までの活動により，座標

補正用目印（トンボ）による自動補正機能を利用した上

で，型紙のたわみを軽減する措置を取ることで精度が向

上することが分かっている3，4）。一方で，更なる精度の

向上が必要であることや手彫りとの型紙の切り口の差な

どによる工程トラブルの有無を確認することなどの課題

が残っている。

　本報では，カッティングプロッターでの切断条件を精

査することに加え，自動彫刻で作製した型紙を実際の手

捺染に使用し，染色の仕上りを確認するとともに，糊置

き工程で使用する際の問題点の抽出とその対策検証のた

め実地試験を行った。

２．実験方法

2.1　型紙

　厚さ約0.2 mm（10番）の合成型紙（ST紙）にフィルム

を裏張りして使用した。型紙にはあらかじめ糸目ととも

に座標補正用目印（トンボ）をスクリーン印刷した。

2.2　加工機

　カッティングプロッターはロールタイプのミマキエン

ジニアリング製，CG-160FX-Ⅱを使用した。また，加

工精度評価サンプル作製の際にはカット圧100 g，カッ

ト速度は1，10，40 cm/sでカットを行った。

2.3　加工精度の評価

　作製した型紙はデジタルマイクロスコープ（キーエン

ス製，VHX-2000，倍率100倍）で撮影を行い，同装置に

インストールされている解析ソフトで図１に示すように

糸目の総幅（L1）と糸目の内側の端からカットの中心位
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置（L2）の測定を行った。図２に図案中の測定点を示す。

　カット位置の測定は，L1とL2の測定値を式１に代入

し，糸目の中心からのカット位置の距離（LC）を算出す

ることで行った。カット位置が糸目の中心であればLc

は0 µmとなる。

2
 

式１　LCの計算式

　加工精度の評価には，工程の品質管理に一般的に使用

されている片側の工程能力指数（Cpk）を用いた。Cpk

は平均値と標準偏差から規格の上限（上側規格）および

規格の下限（下側規格）から外れる確率を推定するもの

で，今回の実験ではカット位置が糸目外に出る（カット

位置が図１の「柄の外側」もしくは「柄の内側」の領域

に位置すること）部分の発生率を評価した。

　一般的な糸目の太さは500 µmであることから，上側

規格を柄の外側と糸目の境界（+250 µm），下側規格を

柄の内側と糸目の境界（-250 µm）とし，上側規格の工

程能力指数Cpk（USL）と下側規格の工程能力指数Cpk

（LSL）を式２から算出した。切断位置が糸目外に出

る部分の発生率が0.3％以下と推定されるCpk（USL），

Cpk（LSL）が共に1.0以上を目標に設定した。
2

Cp USL
上側規格

3 , Cp LSL
下側規格

3  

式２　Cpk(USL)，Cpk(LSL)の定義式

2.4　実地試験用の型紙の作製

　実地試験に使用した図案を図３に示す。この図案の一

部をイラストレーターでベクター化し，カッティングプ

ロッターのカットデータとして使用した。カットデータ

は昨年の報告4）と同様ラスターデータをベクター化した

後，オフセット処理を施すことで作製した。今回は図案

のうち葉の一部と枝，総伏せの三種類を作成した。作成

したカットデータを図４に示す。

　実地試験で使用した型紙は，厚さ0.2 mmのST紙に

対してカットスピード1 cm/s，カット圧100 g，で自動

彫刻を行った。

３．実験結果

3.1　加工精度の評価

　表１に各測定箇所でのLcの平均値と標準偏差，Cp

（USL），Cp（LSL）を示す。各測定結果を見ると，カッ

ト速度が1 cm/sの結果は全ての測定箇所でCpk（USL），

Cpk（LSL）が1.0を超えており，十分な加工精度を達

成している。一方で，カット速度が10 cm/sおよび

図１　カット位置の測定イメージ

図２　図案中の測定箇所

図３　実地試験に使用した図案
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40 cm/sの測定結果では，Cpk（LSL）が1.0未満となっ

ている測定箇所が存在する。以上のことから，カット速

度は遅い方が加工精度の面では有利であり，カット速度

が1 cm/sであれば型紙を作製するのに十分な加工精度

が得られることが分かった。

　また，カット速度が10 cm/sでも糸目の幅が広く，正

確な制御が必要でない図案には適用可能となる可能性も

ある。例えば糸目の幅が600 µmの図案の場合，下側規

格は-300 µmでありCpk（LSL）は全ての測定箇所で1.0

以上の十分な加工精度を有することになる。カットス

ピードは加工精度に影響を与えるが生産性に与える影響

も大きい，そのため求められる加工精度があまり高くな

い場合はカットスピードを上げ，生産性を重視した加工

条件にすることも可能である。

　以上のことから，図案や糸目の太さに合わせカットス

ピードを必要十分に調整することができれば生産性と加

工精度を両立した生産を実現できる可能性も示唆され

た。

3.2　実地試験

　実地試験で作製した布帛の一部をスキャンした画像

データを図５に示す。図５のように全体イメージでは手

彫りの型紙と自動彫刻の型紙では大きな差は認められな

い。一方で，図６に示すように細部を確認していくと一

部で図案からのズレなどが見つけられた。この対策とし

ては，カットデータを作成する際に少しデータを小さ

く作成することが考えられる。現在のカットデータは，

カット位置が糸目の内部に位置するように糸目と差色の

境界よりも少し拡大して作製している。この場合，糸目

と型紙の間に色糊が置かれることで毛細管現象により糸

目の外側に侵入しやすくなり，白場を汚染する危険性が

高くなる。そのため，カットデータを少し小さく作成し，

型紙と糸目の境界に直接色糊が接する可能性を減らすこ

とで白場を汚染する危険性を低減することができると予

想される。

　実地試験の際に職人の方にヒアリングも行い，手彫り

表１　各加工条件での加工精度

図４　作成したカットデータ
（葉，枝，総伏せ）

平均値/µm 標準偏差 Cpk(HSL) Cpk(LSL) 平均値/µm 標準偏差 Cpk(HSL) Cpk(LSL) 平均値/µm 標準偏差 Cpk(HSL) Cpk(LSL)

1 -139 34 3.81 1.09 -171 37 3.79 0.71 -136 31 4.15 1.23
2 -64 55 1.90 1.13 -59 54 1.91 1.18 -64 43 2.43 1.44
3 -32 41 2.29 1.77 -113 34 3.56 1.34 -103 66 1.78 0.74
4 -111 35 3.44 1.32 -152 42 3.19 0.78 -171 55 2.55 0.48
5 -21 63 1.43 1.21 19 48 1.60 1.87 16 51 1.53 1.74

測定箇所
カットスピード 1cm/s N=24 カットスピード 10cm/s N=16 カットスピード 40cm/s N=11
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図５　手彫り型紙（Ａ）と自動彫刻型紙（Ｂ）での染色結果

図６　枝の部分に発生したズレ
（図５Ｂの拡大）

の型紙と比べても作業性や印捺性，感触なども大きな違

いはなく，作業面での問題は特にないという意見が得ら

れている。

　以上のことから自動彫刻の型紙は，型枚数の少ない比

較的単純な図案については手彫りの型紙の代替として使

用可能であることが示唆された。

４．まとめ

　本研究では，カッティングプロッターを用いた型紙自

動作製システムの実用性について検討し，型枚数が3枚

程度の比較的単純な図案での実用性を確認した。また，

カット速度により加工精度が変化することが示唆され

た。基本的には，低速での彫刻で高い精度を得られるが

糸目の太い図案に対してはカット速度を上げ，より生産

性の高いカット条件を適用することも可能である。

　今後は，一反分の大きさの生地を用いて，より複雑な

振袖柄について実地試験を行う予定である。また，それ

と同時により多くの職人の方からヒアリングを行い，型

紙の使用感についての意見を収集する予定である。今後

も型紙の供給問題に対して解決策を提供することで型友

禅業界に貢献できるよう，本技術を可能な限り早く実用

可能な技術とすることを目指し活動を続けていく。
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図１　2-イミノチオラン塩酸塩とタンパク質中の
一級アミンの反応

パッドスチーム法による新規絹防しわ加工の検討

色染化学チーム　　籔内　　快

要　　旨

　京都市内繊維産業の製造出荷額のうち絹製品は今なお大きな割合を占めており，市内繊維産業にとって絹は重要な繊

維素材であると言える。一方で絹製品の製造出荷額は平成2年より減少を続けており，それに伴い京都市内の繊維産業

も縮小傾向が続いている。絹は「繊維の女王」とも称されその風合いは現在も高く評価されているが，取り扱いが難し

いというマイナスイメージも根強く，絹の需要拡大を阻害する原因となっている。本研究では，羊毛で効果が確認され

ている2-イミノチオラン塩酸塩を加工剤に用いた防しわ加工について，パッドスチーム法で絹に適用することで同様の

効果が得られるか検討した。その結果，今回検討したパッドスチーム法の条件では十分な効果を得ることができず，加

工剤導入量の増加させるため更なる加工条件の検討が必要であることが分かった。

１．緒言

　着物の産地である京都では，絹は古くから非常に多く

使用されてきた繊維種である。絹はその優れた光沢とド

レープ性から「繊維の女王」と呼ばれ，古来より高級服

地として王侯貴族の衣装に使用されてきた。京都市内の

繊維産業の製造出荷額のうち，絹は現在も大きな割合を

占めており，市内繊維産業にとって非常に重要な繊維で

ある。このように古くから京都で親しまれ，現在も重要

な地位を占める絹であるが，平成2年以降その出荷額は

減少を続けており，いかに生産の減少を食い止めるかが

課題となっている。

　一方で絹という繊維自体に着目してみると，独立行政

法人中小企業基盤整備機構による調査1）では，消費者に

は現在も絹＝高級素材という意識があり，手触りや光沢

など風合いに優れているという認識があることも報告さ

れている。しかし同時に「扱いの難しい繊維」というマ

イナスイメージも根強くあり，絹繊維製品の普及におい

てはその「扱いづらさ」が大きな課題となっていると考

えられる。そのため，扱いづらさを解決することが絹の

需要拡大に繋がっていくものと考えられる。特に家庭洗

濯を可能とするウォッシャブル加工を実現することによ

り，絹のイージーケア性は大きく改善し，より気軽に絹

製品の風合いを楽しむことが可能になる。

　シルクのウォッシャブル加工で解決すべき課題として

は，洗濯時の縮みを軽減する「防縮性」，洗濯時の色落

ちを防ぐ「洗濯堅牢度」，繊維が湿潤した状態で擦過す

ることで毛羽が発生することを防ぐ「防スレ性」，洗濯

時のしわ付きを防止する「防しわ性」がある。そしてこ

れらの課題をすべて解決することで絹を家庭で気軽に洗

濯できるウォッシャブル加工が実現する。これらウォッ

シャブル加工に関する課題について，今まで数多くの研

究がなされてきたが，その多くが防スレ性に関するもの

で防しわ性に対してアプローチした研究は少ない。

　そこで本研究では，羊毛で防しわ効果が報告されてい

る2-イミノチオランを用いた加工2）に着目した。今回は

連続工程での加工が可能であるパッドスチーム法での絹

の防しわ加工を検討し，より生産性の高い手法での防し

わ加工の実現を目指した。

２．実験方法

2.1　試薬

　使用した薬剤は，Toronto社製の2-イミノチオラン塩

酸塩，ナカライテスク社製のリン酸二ナトリウム，リ

ン酸三ナトリウム，Sigma Aldrich社製のポリオキシ

エチレン（10）オクチルフェニルエーテル（POEOFE，

ToritonX-100）を使用した。2-イミノチオラン塩酸塩は

アルカリ条件下でタンパク質の一級アミンに選択的に反
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応することが知られており，図１のようにタンパク質分

子鎖に対し，システイン基を導入する試薬である。シス

テイン基同士がジスルフィド結合を作ることで分子鎖間

に化学架橋が導入され，繊維の物性を改質することが期

待される。

2.2　布帛

　布帛は葵株式会社より購入した，変り無地（絹100％

目付156 g/㎡）を使用した。

2.3　使用機器

　布帛の加工には，辻井染機工業株式会社製のマングル

ローラーを使用した。加工時は圧力0.3 MPaで使用し，

加工液のピックアップ率は100％に調整した。

2.4　防しわ加工

　pHを8.0に調整した0.5 Mリン酸緩衝液に対して，

POEOFEを0.1wt％，2-イミノチオラン塩酸塩をそれぞ

れ0，0.5，2，8wt％に調製し，4水準の加工液を作製し

た。これらの加工液に布帛を浸漬した後，マングルロー

ラーで布帛を絞り，加工液の布帛への付与量を調節し

た。マングルローラーで絞った布帛は冷風で乾燥させた

後，常圧の蒸し箱で30分間蒸熱し，水洗後蒸気プレスで

セットを行った。

2.5　防しわ試験

　防しわ試験はJIS U 1059-1モンサント法に準じて行っ

た。サンプルは標準状態（20℃，65％RH）の環境で1日

以上放置し，その後35℃，65％RHの環境で24H以上コ

ンディショニングしたのち，標準条件下でしわ付け装

置により500 gの荷重をかけて5分間しわ付けを行った。

その後モンサント型の防しわ試験機で回復工程を行い，

開角度を測定した。開角度は，防しわ試験機に設置した

時点から，0，1，5，15，30分経過した時点に測定を行っ

た。

2.6　ICP発光分光分析測定

　各サンプルそれぞれ約0.5 gを硝酸と過酸化水素の混

合液で酸化分解した。その後，分解液を25 mlまで希釈

し，ICP発光分光分析装置（iCAP6500Duo，サーモフィッ

シャーサイエンティフィック社製）で硫黄の含有量を測

定した。

2.7　顕微ラマン分光測定

　サンプルのうち0wt％と8wt％の加工剤濃度で加工を

行った布帛を樹脂で包埋し，ミクロトームで10 µm程

度の厚みにスライスした試料片について，顕微ラマン分

光装置（LabRAM ARAMIS，堀場製作所社製）を用いて

繊維断面の顕微ラマン分光測定を行った。レーザー光源

にはHe-Neレーザー（波長632 nm）を使用し，ピンホー

ル径は200 µm，スリット幅は100 µm，300 /cmのグ

レーティングを用い，露光時間120秒で積算回数2回の

測定を行った。

３．実験結果と考察

3.1　防しわ性能評価

　パッドスチーム法で加工を行ったサンプルの防しわ試

験結果として各加工剤濃度で加工したサンプルの回復工

程の開始から5分の時点での開角度を表１に示す。加工

剤を含まない0wt％の試料と比較しても開角度には大き

な差は見られず，今回の加工条件では加工による防しわ

性能の向上は確認できなかった。

　開角度の経時変化を図２に示す。0wt％の結果とその

他の薬剤濃度の結果を比べてみても開角度の回復挙動に

あまり変化は見られない。

　以上のことから，しわの回復性の加工による向上は見

られず，加工による防しわ効果は確認できなかった。

加工剤濃度
(wt%)

開角度
[5分時点]

(deg)

0 wt%との差
(deg)

硫黄検出量
(ppm)

0 104 523
0.5 100 -4 895

2 103 -1 1155
8 108 4 1309

表１　布帛の各種測定値

図２　開角度の経時変化



京都市産業技術研究所

－82－

3.2　ICP発光分光分析装置による硫黄含有量の測定

　2-イミノチオラン塩酸塩がタンパク質であるフィブロ

イン中の一級アミンと反応することで，絹布帛に含まれ

る硫黄量が増加することが予想される。加工剤濃度毎の

硫黄検出量を表１に示す。加工剤濃度が高くなるに従い

硫黄の検出量も増加することから，加工剤濃度が高濃度

であるほど布帛に含有する硫黄量が増加していることが

分かる。

　一方で，ICP発光分光分析装置では絹布帛中の硫黄分

の増加は検出可能であるが，繊維中の硫黄分子がジスル

フィド結合を形成しているのか，チオールの状態なのか

どちらの状態で存在するのかは判別できない。そこで，

硫黄の繊維内での状態を確認するため，顕微ラマン分光

による測定を行った。

3.3　顕微ラマン分光による測定

　顕微ラマン分光測定により得られたラマンスペクト

ルを図３に示す。0wt％と8wt％の加工剤濃度で加工を

行ったサンプルのスペクトルを比べても，大きな違いは

確認できない。一般的にジスルフィド結合（S=S）のピー

クは500 cm-1付近に現れるとされているが，両サンプル

共に500 cm-1付近にはピークが存在しない。また，チ

オール（S-H）のピークは2550～2600 cm-1に現れるとさ

れるが，こちらも両サンプル共にピークは検出されてい

ない。この原因としては，導入量が少ないため検出でき

ていない，もしくはそもそも絹布帛にチオール基が導入

されていない可能性が考えられる。

図３　加工絹のラマンスペクトル（左：400～3400 cm-1，右：400～800 cm-1）

　一方で，ICP発光分光測定により布帛中の硫黄の含有

量が増加していることは確認されているため，検出限界

を超える量の硫黄が存在すればスペクトルには何らかの

変化が現れるはずである。

　以上のことから，今回顕微ラマン分光測定で加工した

布帛中の硫黄成分に関わるピークが検出できなかった原

因は，検出するのに十分な量の加工剤が導入できていな

いことが原因である可能性が高いものと考えられる。

４．まとめ

　本研究では，羊毛で防しわ効果が報告されている2-イ

ミノチオラン塩酸塩について，パッドスチーム法を用い

た絹への加工を検討した。その結果，明確な防しわ性能

の向上は確認できず，パッドスチーム法による加工では

有効な加工条件を見つけることができなかった。また，

ICPによる布帛中の硫黄含有量の変化やラマンスペクト

ルの測定によって，布帛の硫黄含有量は増加しているも

のの，ラマンスペクトルで検出を可能とするのに十分な

量を導入できていない可能性が示唆されており，導入量

を増加させることができれば，羊毛での加工と同様，防

しわ効果を得られる可能性もあると考えられる。

　今後も効果的な絹の防しわ加工の実現を目指し検討を

続けていく。
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屋外用色漆塗り錺金具の10年間の天然曝露結果を考える

研究フェロー　　大藪　　泰

（株）佐藤喜代松商店　　佐藤　貴彦

要　　旨

　銅製試験片や錺金具（銅製球体）に黒・青・赤・白・黄の５色の色漆を塗装し，10年間の天然曝露試験を行った。①

生漆に蛋白質加水分解物を４％添加し３本ロールミルで精製した透漆に，②ウルシオールを混合し，③漆では使用され

たことのない顔料を混練した色漆を使用した。曝露場所を①弱曝露：やや屋根に隠れ，日光の当たる時間が短く，雨も

直接当たりにくい場所での曝露，②強曝露：昼間は南向き日光が当たり，かつ雨を防ぐものが無い場所での曝露の２ヶ

所を設定し，10日毎の水拭きを行う場合と水拭きを行わない場合で試験を行った。その結果，弱暴露と強曝露の環境に

違いによる劣化の様子の違いや10日毎の水拭きを行うことで，表層からサブミクロン程度の膜厚を取り除き，色漆特有

の劣化であるチョーキングや顔料の垂れ・流れを防ぐことができること等が分かった。漆膜の10年間に亘る天然曝露試

験結果はこれまでに報告はなく，以上の結果を詳細に検討した本データは，大変貴重なデータとなる。このデータを漆

の利用拡大に繋げていきたい。

１．はじめに

　我々は低温低湿でも乾燥し耐候性が良好な漆を開発し

た１，２）。この漆の技術移転を行い，漆器や仏壇以外への

利用拡大を検討・実践している３）。そのような中，A社

からの依頼により，屋外用錺金具（銅製球体）に黒・青・

赤・白・黄の５色を漆塗装し，実際のA社に飾り付け設

置した。この銅製球体は20年間の屋外曝露に耐えうる耐

久性を要求されており，様々な実験を経て実現した。ま

ず，銅製球体の塗装設計とメンテナンスのために，平成

13年から試験片を用いて２回の天然曝露試験と促進耐

候性試験を行った。その結果を踏まえ，平成19年４月か

ら第３回天然曝露試験として試験片を用いて，平成21年

６月から第４回天然曝露試験として実際の銅製球体に色

漆塗装を施し，実際の設置場所付近において天然曝露を

行っている。この天然曝露試験は10年以上が経過してお

り，色漆塗膜の天然曝露試験において大変貴重なデータ

となる。これらの10年間の天然曝露結果を整理し，色漆

の耐候性とメンテナンスを考える。

２．基本的な考え方

　漆膜は屋外に曝されると，最表層の膜が徐々に分解し

光沢を失い，膜厚を減少させて劣化していく。漆膜の光

沢は水系成分の分散と粒径に左右される。水系成分の分

散が良好で粒径が小さい漆は，硬化膜の表面の凹凸も小

さくなり，結果的に光沢が高い。さらに，表層が紫外線

で劣化し雨で洗い流されたとき，露出した新たな面にお

いても，漆中の水系成分の分散が良好で粒径が小さいた

め新たな表面の凹凸も小さく，結果的に光沢保持率が良

好となる。また，水溶性多糖類の粒径の大きさや割合は，

膜の消失速度に大きな影響を及ぼす。つまり水溶性多糖

類の粒径が小さく，さらにその量が少なければ，膜の消

失速度は減少させることができる４）。

　そこで，実際の銅製球体の色漆塗装については，水

溶性多糖類の粒径が従来の漆より1/5～1/10程度小さい

３本ロールミル精製漆１）を使用することを前提とした。

また，水溶性多糖類の割合を減少させるため，生漆より

分離したウルシオールを３本ロールミル精製漆に混合

し，水溶性多糖類の割合を大きく低下させた。通常，ウ

ルシオールを混合すれば，ウルシオール単位当たりの乾

燥に寄与する酵素活性値が下がり乾燥が遅れる。そこで

蛋白質加水分解物を４％添加した３本ロールミル精製漆

（4TR漆）２）を使用した。この漆は低温低湿でも乾燥し，

通常の漆の乾燥条件（常温多湿，例えば20℃70％RH）

では乾燥速度が非常に速い。従ってウルシオールを混合

し，ウルシオール単位当たりの酵素活性値が低下して

も，もとの乾燥性が非常に良好であるため，通常の漆の

乾燥条件では問題なく乾燥し，ウルシオールの混合によ

る効果が発現し，劣化における膜厚減少を抑制すること

ができる。

　一方色漆においては，漆膜の劣化である表層から膜が

消失する現象が発生する限り，顔料が露出し，それが過

度になればチョーキングや顔料の垂れ・流れを発生す
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る。幸い実際の設置場所は10日毎程度に清掃があり，そ

こでこのとき漆塗銅製球体を水拭きし，極表層の劣化層

を除去することとした。

　試験片の作成において，各色ともまず透漆100/顔料

100（重量比）の割合で混練し色漆を調製した。ウル

シオールの混合について，白については色漆70/ウル

シオール30（ビヒクルとしての4TR/ウルシオールは

100/86），他の色については色漆50/ウルシオール50（ビ

ヒクルとしての4TR/ウルシオールは100/200）の割合で

調製した。つまり，白漆の水溶性多糖類はもとの4TR漆

の54％，同じく他の色漆では33％となっている。

　また，黒漆においては２層黒漆を塗装し，その後ウル

シオールを混合した透漆を塗重ね，いわゆる黒溜とし耐

候性を向上させた。さらに，銅製球体への漆膜の付着を

向上させるため，すべての第１層は３本ロールミル漆に

ベンカラを混錬し，150℃/１時間の焼付けを施した。

３．曝露試験の経緯

　まず，第１回目として，市販の赤呂漆と漆用顔料を使

用して色漆を作成し，銅製試験片に塗装し天然曝露試験

を行った。これは，現有する通常の色漆の天然曝露試験

と考えることが出来る。この結果を踏まえ，第２回とし

て，銅製球体にふさわしいと考えられる漆用顔料を含め

た塗料用顔料やプラスチック用顔料を用いて，３本ロー

ルミル精製漆と混錬した５色（黒，赤，青，黄，白）の

色漆で試験片を作製し，天然曝露試験と促進耐候性試験

を行った。その結果，第１回の市販の赤呂漆や漆用顔料

を用いた試験片に対して，第２回の試験片は耐候性の改

善ができた。これらの結果を踏まえ，第３回天然曝露試

験を平成19年４月から行った。試験片の曝露場所を①弱

曝露：やや屋根に隠れ，日光の当たる時間が短く，雨も

直接当たりにくい場所での曝露，②強曝露：昼間は南向

き日光が当たり，かつ雨を防ぐものが無い場所での曝露

の２ヶ所を設定し，一定間隔の水拭きを行う場合（フキ）

と水拭きを行わない場合（ママ）で試験を行った。水拭

きを一定間隔で行い劣化した極めて表層の漆塗膜を除去

することで，色漆のチョーキングを防ぐことが可能と考

えられた。さらにこれらの結果を踏まえ，実際の銅製球

体で行う最終の第４回目天然曝露試験は，平成21年６月

より行った。

４．試験片による第３回天然曝露試験

　まず，代表的な例として弱曝試験片の黒溜と赤の膜厚

の変化120か月を図１に，光沢保持率の変化を図２に示

す。黒溜と赤いずれにおいても，約10日毎にフキを行っ

ている方が膜厚の減少は大きく，120か月で黒溜フキは

159µｍ，赤フキは54µｍの減少となっている。単純に計

算すれば，10日毎の水拭きで，黒溜では0.44µｍ，赤で

は0.15µｍの膜を除去していることになる。この膜厚の

減少から逆算すれば，計算上20年間では，黒溜フキで

は317µｍ，赤フキでは108µｍの膜が消失することにな

る。また，黒溜フキは159µｍの膜厚が減少しても，こ

れは透漆の膜厚減少であるので，塗り重ねによる色の違

いが分かり難い。赤フキについては54µｍの減少で，塗

り重ねにおける上層から２層目が出現し，色むら（刷毛

目）が若干認められる。光沢の変化について，黒溜ママ

及び赤ママにおいては，表層の凹凸やチョーキングが発

生し光沢測定は33ヶ月で終了した。一方，黒溜フキ及び

赤フキにおいては光沢の低下が認められたので67か月

の測定で終了しているが，表層は平滑でチョーキング等

の発生は認められない。このように極表層を水拭きで除

去することにより漆膜表層の安定化を図ることが出来て

いる。他の色漆においても同様で，水拭きの効果が明確

となった。

　次に，強曝試験片の膜厚の変化を図３に，光沢保持率

図１　弱曝試験片における膜厚の減少

図２　弱曝試験片における光沢保持率
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の変化を図４に示す。膜厚の減少において，先の弱曝試

験片と同じ傾向であるが，その減少は当然のことながら

強曝試験片の方が大きい。120か月で黒溜フキは243µｍ，

赤フキは120µｍの減少となっている。単純に計算すれ

ば，約10日毎の水拭きで，黒溜では約0.66µｍ，赤では

約0.33µｍの膜を除去していることになる。この膜厚の

減少から逆算すれば，計算上20年間では，黒溜フキで

は約475µｍ，赤フキでは約238µｍの膜が消失すること

になる。実際の錺金具の曝露環境は，茅葺屋根に覆われ

ており，すべての時間帯において光や雨に曝される等，

それほど厳しいものではない。そこで膜厚の減少は，実

際の環境に近い弱曝に近似するものと考えられるが，安

全を考えて400µｍ以上の膜厚となるように塗り重ねれ

ば，20年間の天然曝露においても漆膜が消滅し素地の銅

が露出することはないと考えた。光沢について，黒溜マ

マ及び赤ママにおいては，表層の凹凸やチョーキングが

発生し光沢測定はそれぞれ，33か月と６か月で終了し

た。黒溜フキ及び赤フキにおいては光沢の低下が認めら

れたので67か月の測定で終了しているが，表層は平滑で

チョーキング等の発生は認められない。このように極表

層を水拭きで除去することにより漆膜表層の安定化を図

ることが出来ている。他の色漆においても同様で，水拭

きの効果が明確となった。ただ，水拭きの加減により劣

化した上層膜をどの程度除去するかにより光沢は変化す

るので，弱曝の図２においても強曝の図４においても，

その光沢保持率の変化は傾向性が認められず一定しな

い。

　曝露試験片の様子の一例として，120か月が経過した

黒溜試験片を図５に示す。いずれもママは光沢がなくな

り表層がざらざらと凹凸があり，一方フキにおいては，

光沢は低下しているが表層は平滑である。

５．銅製球体による第4回天然曝露試験

　１～３回の曝露試験を踏まえて，最終処方として4TR

漆にウルシオールを混合しこれをビヒクルとし，色漆に

は使用されたことのない顔料を使用した。これらの顔料

は耐候性や鮮明性等の優れた工業用塗料やプラスチック

用である。また，酸化チタンの一部代替としてジルコニ

アを用いた。白色顔料として通常使用する酸化チタン

は漆の劣化と相まって著しくチョーキングを発生する。

従って酸化チタンの一部をジルコニアに置き換えること

により，チョーキング現象を軽減させることとした。漆

の白色顔料としては，屈折率が高く隠ぺい力が大きいこ

と，さらに顔料を構成する金属がウルシオールと反応し

ないことが重要であり，この点からジルコニアを選択し

た。今回使用したジルコニアの屈折率は2.2であり，通

常の酸化チタンの2.7よりは低いが，他の白色顔料，例

えば硫酸バリウムや炭酸カルシウムは約1.6程度であり，

これより高い。一方，鉛白や亜鉛華はそれぞれ鉛や亜鉛

がウルシオールと反応し灰色から黒色となるため使用で

きない。使用した顔料を表１に示す。また，第３回天然

曝露試験片の経過を踏まえて，水拭きを行うことを前提

図３　強曝試験片における膜厚の減少

図４　強曝試験片における光沢保持率

弱曝（左/フキ，右/ママ）　強曝（左/フキ，右/ママ）
図５　黒溜試験片の120か月

表１　各色漆の使用顔料（黒は顔料未使用）

黒 白 黄 赤 青

黒漆（ 2回） 酸化チタ ン モノ アゾ系黄色顔料
ジケト ピロロピ

ロール
フ タ ロシアニン銅

ウルシオール
/4TR漆上塗り

ジルコ ニア
酸化ビスマスと 酸化バナ

ジウムの複合顔料
弁柄 ジルコ ニア
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図６　弱曝黒溜における膜厚の減少 図11 強曝黒溜めにおける膜厚の減少

図７　弱曝赤における膜厚の減少 図12　強曝赤における膜厚の減少

図８　弱曝青における膜厚の減少 図13　強曝青における膜厚の減少

図９　弱曝黄における膜厚の減少 図14　強曝黄における膜厚の減少

図10　弱曝白における膜厚の減少 図15　強曝白における膜厚の減少
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図16　弱曝黒溜における光沢保持率 図21　強曝黒溜における光沢保持率

図17　弱曝における光沢保持率 図22　強曝赤における光沢保持率

図18　弱曝青における光沢保持率 図23　強曝青における光沢保持率

図19　弱曝黄における光沢保持率 図24　強曝黄における光沢保持率

図20　弱曝白における光沢保持率 図25　強曝白における光沢保持率
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とした。膜厚及び光沢測定ともに東西南北及び天（銅製

球体の最上部）の５点の方位を測定している。

　膜厚の変化を図６～図15に，光沢保持率の変化を図16

～図25に示す。なお，強曝黒溜銅製球体において，77

か月で最下層の焼付け塗膜（ベンガラ混練の赤色）が出

現したためそれ以降の測定は中止した。また，弱曝青銅

製球体と強曝赤銅製球体において，77か月以降の東西南

北のデータが得られていないが，これは測定後再設置す

るときに設置方位を誤り，77か月以降は結果的に天のみ

のデータとなったためである。弱曝の様子を図26に，強

曝の様子を図27に示す。

　膜厚の減少においては，当然のことながら強曝＞弱曝

となった。またその方位性においては，弱曝では大き

な差はないが，強曝では天が大きく減少している。黒

漆の上に透漆を塗っている黒溜が最も膜厚減少が大き

いと思われるが，77か月での強曝における天の膜厚減

少は150µｍであった。これは20年では468µｍとなり，

実際に設置した黒溜銅製球体の天の膜厚は763µｍであ

り，焼付け塗膜の出現は考えられない。また120か月経

過の他の銅製球体においては，強曝黄と強曝白の天が

206µｍと最も大きくなったが，20年では412µｍとなり，

いずれも実際に設置した銅製球体の膜厚より小さく，さ

らに実際の銅製球体曝露環境は本実験による弱曝に近い

環境と考えられるので，問題はない。

　光沢保持率においては，いずれの銅製球体とも曝露開

始から一定期間単純に低下している。その低下は当然の

ことながら強曝＞弱曝となった。第３回の天然曝露試験

片と同じように水拭きの効果が認められ，明確なチョー

キング等はないが，水拭きの加減により劣化した上層膜

をどの程度除去するかにより光沢は変化するので，図16

～25において，50か月前後以降からは，その光沢保持率

の変化は傾向性が認められず増減が大きく一定しない。

　以上の結果から，きっちりと10日間おきに水拭きをす

れば，極表層（サブミクロン程度）の漆膜が除去され常

にチョーキングのない新たな表面が出現する。水拭きさ

れる膜はサブミクロン程度であるので，劣化色漆膜層が

大きく色流れや色移りすることはない。またその光沢は

水拭きの加減に左右されることとなる。

　曝露銅製球体の様子の一例として，120か月が経過し

た黒溜と赤の様子を図28に示す。黒溜銅製球体において

は，強曝では溜塗りの透漆や黒漆が消失し，一部焼付け

漆層のベンガラ塗りが出現している。それ以外の部位で

は，いずれも光沢は低下しているものの表面の目立った

凹凸等の欠陥は認められない。赤銅製球体においては，

弱曝と強曝の膜の状態の差は明確であるが，いずれにお

いても膜のチョーキング，さらには色流れや色移り等は

認められない。

　さらに，ウルシオールを添加することで漆膜中の水溶

性多糖類の割合を低下させ，その結果，膜厚減少を抑え，

初期の光沢保持率を改善している５）。

６．おわりに

　平成13年３月にA社から銅製球体の色漆塗りについて

の相談を受け，数度の打ち合わせの後５月に現地調査を

行った。それから19年，２度の天然曝露試験や促進耐候

性試験を経て，平成21年６月からの実際の銅製球体によ

る天然曝露試験を開始し今に至る。これらの結果を観察

しながら，20年間の屋外曝露に耐えうる色漆膜の最終の

処方や工程を決定し，実際にA社に飾り付け設置した。

使用した漆及びその塗装工程の特徴は，①生漆に蛋白質

加水分解物を４％添加し３本ロールミルで精製した透漆

に，②ウルシオールを混合し，③漆では使用されたこと

のない顔料を混練した色漆を，④400µｍ以上の膜厚に

図26　弱曝露の様子

図27　強曝露の様子 図28　黒溜と赤の120か月後
（左：弱曝，右：強曝）

南

南
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なるよう塗り重ねを行った。

　一方では色漆膜の耐候性，つまり劣化に伴い極表層の

膜が消失し，その結果顔料の露出が発生する問題を解決

しなければならない。①発色は大きく低下するが，色漆

の上に透漆を塗り溜塗とすること，②一定時間毎に水拭

きを行いサブミクロンオーダーの膜を除去すること，等

考えられる。今回は発色性の問題から黒以外は溜塗りに

はせず，メンテナンス対応とのもとで水拭きによる方法

を選択した。

　本報告の10年間の漆膜の天然曝露において，黒溜は黒

漆の上に塗り重ねた透漆，つまり透漆自身の耐候性試験

結果と考えることが出来る。一方，各種色漆は顔料が混

錬されたときの耐候性試験結果である。さらに，弱曝と

強曝露の２通りの結果があり，環境による劣化の様子の

違いも把握できる。漆膜の10年間に亘る天然曝露試験結

果はこれまでに報告はなく，大変貴重なデータである。

このデータを漆の利用拡大に繋げていきたい。
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ラオス漆工材料「カモク」の製造

研究フェロー　　大藪　　泰

身延山大学　　柳本伊左雄

要　　旨

　ラオス漆工材料「カモク」について，ルアンパバーン国立王宮博物館仏像修復所での実験（2019年３月１日～３月７

日）を基に，カモクの問題点を解決するための製造方法を検討した。その結果，①素性の分かったミャンマー産生漆を

使用し，②一定の加熱スケジュールで熱重合漆を作成し，③この熱重合漆に従来よりも低濃度のキタオを混練して，④

しっかりと乾燥し割れの発生確率が低いカモクを製造することが出来ると考えられた。今後は，修復所で同じように製

造できるのかを実験・確認し，使用目的に合ったいくつかのカモク製造方法のマニュアル化を行う。そして，これらの

マニュアル化された製造方法を現地の修復技術者の方々へきっちりと技術移転を行わなければならない。

１．はじめに

　ナムキャンnamkian（漆）にキタオkhithao（菩提樹の

灰）練り込みカモクkhamoukとす。美しい響きのラオ

スの言葉だ。カモクは，ラオスの仏像の模様や寺院の装

飾に用いられる，漆を用いたラオスの伝統技法である。

その配合の違いにより粘度が異なり，仏像の欠落部等を

埋めるパテとして，あるいは型に押し込み図１に示す

ような螺髪や装飾部材として用いる１）。寛容な材料であ

る。同じ様な技法は沖縄の伝統技法の堆錦２）やミャン

マーのタヨー３）としても存在する。これらの共通点とし

ては①漆を加熱する（煮る）。②その加熱した漆に充填

剤（顔料，植物灰，動物骨等）を練り込み，③通常の漆

では不可能な厚みを持った薄板状や線や形に成形する。

④これらの技法は暑い気候の地域に存在する。興味深い

伝統的材料・技法である。

　身延山大学・東洋文化研究所は，2001年９月にラオス

情報文化観光省との間に世界文化遺産ルアンパバーン地

区内の仏像修復に関わる調印を交わし，それ以降毎年世

界遺産における仏像の修復を現地の修復技術者（ビエン

チャン工芸大学の教師やルアンパバーン国立王宮博物館

仏像修復所技術者）と共同で「ラオス世界遺産仏像プロ

ジェクト」を実施している。その間，国際交流基金アジ

アセンター，アジア・文化創造協働助成等を受けながら

20年以上継続している。「ラオス世界遺産仏像プロジェ

クト」の大切な任務のひとつとして，このカモクについ

ての研究がある。使用目的に沿ったカモクの製造方法を

明確にし，誰が製造しても一定の安定した物性を持った

カモクでなければならない。使用漆が不安定，製造方法

における技術者の個人差が大きい，カモクの乾燥が遅

い，成形物に用いるカモクは経過とともに割れの発生が

認められる場合がある，等問題点は多い。

　本プロジェクトは京都市産業技術研究所の文化財修復

の活動を知り，当研究所にカモクの製造についての相談

をされた。そこで我々は「ラオス世界遺産仏像プロジェ

クト」からの命令を受けて，2019年３月１日から３月

７日において，ルアンパバーン国立王宮博物館内仏像修

復所でビエンチャン工芸大学の教師やルアンパバーン国

立王宮博物館仏像修復所技術者達とカモクについての議

図１　カモクで制作した螺髪 図２　国立王宮博物館内仏像修復所に作った実験台
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論や実験を行った。修復所にはカモク製造実験ができる

ように実験台を設置し，ヒーター，耐熱容器（テフロン

製フライパン），定盤（ポリプロピレン製まな板），放射

温度計，電子天秤等を購入した。実験台の様子を図２に

示す。このときの実験を基に，帰国後さらに継続してカ

モクの問題点を解決するための実験を行っている。

２．カモクの基本的な考え方

　現在，ラオスでは漆の採取は行われていないので，カ

モクに使用する漆は輸入に頼っている。過去に採取され

たラオスの漆は定かでないが，鈴鹿の報告４）によれば，

ベトナム系漆やタイ・ミャンマー系漆のいずれも存在し

たことを報告している。

　通常の漆の乾燥は常温高湿雰囲気で行われる。漆の乾

燥は，漆に含まれる酵素ラッカーゼが触媒的な働きで脂

質成分（ウルシオール，ラッコール，チチオール）を重

合させる。このときラッカーゼが働くためには，高湿度

雰囲気が必要とされる。しかし厚塗りをすると膜の内部

は未乾燥のままで，表層のみが乾燥しシワが発生する。

しかしカモクは厚塗りしても成形物にしても，長期間で

はあるが，表層にシワが発生せず乾燥する。堆錦やタ

ヨーにおいても同様である。ラッカーゼは40℃程度以上

になると熱による失活が始まり，ついには活性を失い，

漆は乾燥しなくなる。カモクは加熱した漆を使用する，

つまりラッカーゼの失活温度以上で熱するにもかかわら

ず，時間はかかるが乾燥する。この事実は，ラッカーゼ

以外の反応系が発生している証拠である。

　漆は加熱することで徐々に脂質成分が熱重合し粘度を

上昇させる５）。重合した漆は，その程度（重合度）にも

よるが，脂質成分の側鎖の２重結合の存在により，空気

中の酸素により酸化重合タイプの塗料となる。ボイル油

等を代表する油性塗料と同じと考えることが出来る。カ

モクは，これに多量の充填剤としてのキタオを混練す

る。すなわち，カモクはラッカーゼの働きによらない酸

化重合による非常にゆっくりとした硬化機構で，充填剤

を多量に含有し，従って酸素も内部まで行き届き，厚塗

りや成形物としての使用が可能となる。さらにこれらの

反応は，高温なほど促進され，従って気候面で恵まれた

地域の技法として，ラオスのカモクに限らず，沖縄の堆

錦，ミャンマーのタヨーが生まれたものと考える。

３． ラオス（ルアンパバーン国立王宮博物館仏像修復所）

での試み

　2019年３月１日から３月７日の滞在中，まず，現地

の修復技術者の方々に漆の加熱方法やカモクの作り方，

カモクの使用方法等を見せて頂いた。そしてカモクのイ

メージをしっかりと私の中に植え付けた。

3.1　使用材料

　使用している漆を図３に，キタオを図４示す。漆はタ

イより輸入しているとのことであった。固形分を調べる

と（加熱前後の重量比）約85％であった。通常漆の揮発

成分は水のみであるが，この漆は溶剤臭がした。帰国

後，ラベル等からこの漆を調査した。その結果，ミャン

マー・シャン州産の漆であり，輸入したタイの業者が小

分けして溶剤で薄めて販売しているものと分かった。熱

分解GC/MSで分析したところ，確かに主成分をチチオー

ルとする漆であった。溶剤希釈は原材料の漆の粘度が高

いためであると考えられるが，この漆が加熱されている

のか否かは定かでなかった。また，仏像修復所にある同

じラベルの缶の漆は，粘度等もこれとは大きく異なり，

カモクに使用する原材料の漆が一定の性質でないことが

分かった。一方キタオは安定した性質の材料として供給

されているという。

3.2　漆の加熱

　漆の加熱方法，つまり熱重合漆の製造法である。橘ら

の報告１）では，現地では鍋に漆を入れかき混ぜながら

５分煮るとの記述あるが，仕込み量や加熱温度等具体的

な方法は明確でない。そこで，修復所の修復技術者が製

造する方法やその粘度の様子を観察し，ここからいくつ

かの製造条件を試してみた。その一例を下記に示す（表

記温度は放射温度計測定による漆の表面温度）。

　① ヒーターにフライパンを置き，15ｇの漆を入れ加熱

を開始。図３　カモク用漆 図４　カモク用キタオ
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　② しっかり攪拌しながらゆっくり加熱。70℃過ぎたぐ

らいで泡が発生。125℃10分。

　③しっかり攪拌。130～150℃20分。

　④しっかり攪拌。150～160℃30分。

　ここで，「しっかり攪拌する」とは，漆の中に空気を

吹き込み，乾燥性を向上させることを意味する。漆の温

度が上がると粘度が低くなる（①～③）。150℃以上にな

ると，粘度は低い状態のままであるが，注意してみると

③の終了時の粘度がやや上昇している。常温に戻すと，

漆の粘度はかなり高くなっている。以上のプロセスは，

主成分であるチチオールの熱重合が起こっていることを

示している。しかし，常温放置（温度約20～35℃，湿度

約25～75％RH）では，滞在中に乾燥はしなかった（５

日たっても乾燥していない）。その様子を図５に示す。

乾燥性を改善するにはさらに加熱時間長くし，温度を上

げることが必要と考えられる。

3.3　キタオの混練

　キタオを熱重合漆に混練する。つまりカモクの製造で

ある。現地の修復者が製造する方法やその粘度の様子か

ら，いくつかの製造条件を試してみた。その一例を下記

に示す。

　① 熱重合漆を常温で，少しずつしっかり箆で混練しな

がらキタオを加え，成形用に適した粘度（固さ）に

調製。キタオの濃度は71wt％程度となった。

　② ヒーター（デジタル目盛100℃）上の熱重合漆に，少

しずつしっかり箆で混練しながらキタオを加え，成

形用に適した粘度（硬さ）に調製。キタオの濃度は

75wt％程度となった（なお，仏像修復所では，熱

重合漆の固形分を正確に測定することが出来ないた

め，キタオの濃度は正確な固形分比ではなく，目安

として考える）。

　カモク自身の粘度は①＜②。キタオの濃度も①＜②で

ある。これらは滞在中（製造後５日間）では乾燥してい

ないものの，表層はベトベト感がなく乾燥が進んでいる

ことが分かった。そのときの上記カモク①の様子を図６

に示す。

　以上の試みから，これまでのカモクの問題点を解決す

るための基本的な考え方は，

　① 漆をしっかり加熱することで，熱重合漆自身の乾燥

性を向上させる。結果的には，カモクの乾燥が向上

する。

　② 漆をしっかり加熱することで，チチオールの重合度

を上げ熱重合漆の粘度を高くする。結果的には，同

じ粘度のカモクとした場合，混練するキタオの量が

少ない。つまりカモク自身の割れ発生の確率が低く

なる。

４．カモク製造実験

　ラオス（ルアンパバーン国立王宮博物館仏像修復所）

での試みを基に，当研究所でカモクの製造実験を行って

いる。ゴールは，これまでのカモクを改善し乾燥性や割

れの防止を向上させた，①カモク用熱重合漆の製造方法

の確立，②熱重合漆とキタオの混練方法の確立，③熱重

合漆とキタオの用途別による配合比の決定，④カモク製

造方法（①～③）のマニュアル化である。

4.1　カモク用漆について

　3.1で述べたように，カモク用の漆はタイから輸入し

図５　熱重合漆
①130℃サンプリング　②140℃サンプリング　③150℃サン
プリング（より高い温度で加熱した熱重合漆の粘度が高く，
垂れが少ない様子が分かる）

図６　試作したカモク①
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ており，履歴の分からない性質が一定しない漆を使用し

ている。このため，製造したカモクについても一定の製

造方法を定めることが出来ず，また性能も異なる。そこ

で，まず安定した原料漆の輸入を考えなければならな

い。鈴鹿４）は，過去に存在したラオスの漆は，ベトナム

系漆やタイ・ミャンマー系漆のいずれもあったことを報

告しているので，過去のカモクはいずれの漆が使用され

ていてもおかしくはない。また，ベトナム系漆とタイ・

ミャンマー系漆は，組成や性質も異なる。現在のルアン

パバーン国立王宮博物館仏像修復所ではタイ経由のミャ

ンマー産漆を使用しているので，いわば使い慣れた漆を

使用する方が作業上好都合と考えた。

　そこで，素性のわかったミャンマー産漆を生漆のまま

入手し，自らで加熱し，安定した品質のカモク用漆を製

造することが必要となる。ミャンマー産生漆入手には，

漆生産地のラオス国境隣接のミャンマー・シャン州から

直接入手するか，パガン漆器産地の漆商から入手するか

の二通りの方法が考えられる。前者は陸路で輸入できる

可能性もある。いずれにせよ，素性の分かったミャン

マー産生漆を輸入するルートを作らなければならない。

4.2　カモク用漆の加熱について

　これまでのカモクは，割れの発生が認められる場合が

あるという。これは，成形材料として利用するときの粘

度にカモクを調製した場合，キタオの濃度が大きく，つ

まりバインダーとなる熱重合漆が少ないためと考えられ

る。これには，現状よりもさらに漆を加熱し，熱重合漆

の重合度を上げ粘度を高くして，相対的にキタオの濃度

を低下させる方法が考えられる。そこで，仏像修復所で

の試みを基に，加熱のスケジュールをいくつか試みてい

る。実験は仏像修復所で再現が図れるように，電磁調理

器上にフライパンを置き，15ｇの漆を入れ加熱をするこ

とにより製造している。

　加熱スケジュールの一例を図７に示す。使用漆は，先

に述べたように，素性が明確であり，ラオスの修復技術

者が使用しやすいと考えられるミャンマー産生漆を使用

した。2018年９月にミャンマーのシャン州インレー湖

のナンパンの市場で購入したものである。水分14.9％，

乾燥時間は20℃80％RH雰囲気で約30時間（乾燥膜厚約

30µｍ）。まず，電磁調理器のスタート温度をデジタル

目盛120℃に設定し，40分間かけて160℃に設定温度を

上げ，その後160℃で30分加熱した。加熱中は常に箆で

加熱時間（分） 加熱なし 10 20 30 40 50 60 70

乾燥時間
20℃
80％RH
約30時間

室内放置
約90日
未乾燥

室内放置
約90日

室内放置
約90日

室内放置
約70日

室内放置
約60日

室内放置
約40日

室内放置
約30日

乾燥膜の様子

図７　熱重合漆製造の加熱スケジュール

表１　熱重合漆の乾燥性
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漆を攪拌している。このときの放射温度計測定による漆

の表面温度は，デジタル目盛温度～＋20℃程度であっ

た。このようにして製造した熱重合漆について，10分

ごとにサンプリングを行い，ポリプロピレン板に塗布し

た。乾燥時間等の様子を表１に示す。熱重合漆は，加熱

により酵素が失活しその乾燥性は低下したが，加熱時間

を長くするほどその乾燥性は向上し，トータル70分加

熱した熱重合漆は常温において約30日（2019年９月13日

～）で乾燥している。これは，ミャンマー漆の主成分で

あるチチオールが加熱されることにより重合度が増加

し，自動酸化の酸化重合タイプの塗料に変わってきたも

のと考える。

　一方，仕込み容器や漆の仕込み量で漆の加熱による液

温が異なり，同じ加熱スケジュールで行ったとしても同

じ熱重合漆が仕上がることは少ない。従って図７に示す

基本的な加熱スケジュールを基に加熱し，終点判断をど

のようにするかを考えなければならない。そこで，終点

間際の熱重合漆を箆に取り水に一滴落とし，水面に拡

がった漆の様子やそれを再び箆で水面から拾い上げたと

きの漆の様子，さらにはその漆を指で触ったときの粘り

具合から終点を判断できると考える。図８は図７及び表

１で示した熱重合漆の終点間際の漆を水に滴下した様子

であり，図９はその漆を拾い上げたときの様子である。

さらに図10はその漆を指で触ったときの様子である。感

覚的な判断であるが，簡便な方法と考える。

4.3　カモクの配合とその製造方法について

　カモクの配合，つまり熱重合漆とキタオの混合割合

は，カモクの使用用途により異なる。凹み等を埋めるた

めのパテとして利用する場合に比較して，螺髪等の成形

材の材料として利用する場合は，粘度を高くする必要が

あり，従ってキタオの混合割合は大きい。一方，長年に

よる割れの発生確率を低くする必要があり，可能な限り

キタオの混合割合は小さくしたい。つまり，加熱重合漆

の重合をより進め粘度を高くして，キタオの混合割合を

小さくすることが望ましい。そこで図７で得た熱重合漆

（固形分100wt％を確認している）を用い，これにキタ

オを混練してカモクの製造をいくつか試みている。例と

して，まずパテ用のカモクについては，この熱重合漆に

常温で少しずつキタオを加え，箆でしっかり混練しなが

らパテに適した粘度まで加えた。このときのキタオの

濃度は50wt％であった。一方，螺髪等の成形材として

使用するカモクについてはキタオの混練が容易なよう

に，熱重合漆をフライパンで再度加熱しながら粘度を下

げ（電磁調理器上のデジタル目盛100℃），キタオを箆で 

しっかり混練し加えた。冷却後の粘度を見ながら，螺髪

等に適した粘度までキタオを加えたときのキタオの濃度

は，66wt％であった。カモクの配合について，Jillら6） 

は，パテ等に使用するカモクにおいてはキタオの濃度は

70～72wt％，螺髪用に使用するカモクにおいては72～

73wt％と報告している（なお，熱重合漆の固形分が不

明のため，キタオの濃度は正確な固形分比ではなく，目

安として考える）。また，先に述べた我々が試みた仏像

修復所でのキタオの濃度は，常温混合で71wt％程度で

あり，Jillらの報告と一致している。例として示した熱

重合漆は，電磁調理器のスタート温度を120℃に設定し，

40分間かけて160℃に設定温度を上げ，その後160℃で

30分加熱したものである。この漆は，現地で通常使用

する熱重合漆に比べ重合が進み粘度が高いと考えられ，

Jillらの報告や我々が仏像修復所で試みたカモクに比べ，

キタオの濃度が低くなっている。つまり，経時による割

れの発生確率がより低いと考えられる。また，キタオ

の濃度66wt％のカモクの乾燥性を確認するため，シリ

コン型（凹形状10㎜×７㎜×５㎜）にこのカモクを押し

込んで立体物を製造し，離型後これを常温に放置した

（2019年９月）。その結果，数日で表層はベトベト感が

無くなり，約２～３週間でしっかり乾燥していたが，指

で強く押すとまだ内部はやや柔らかい状態であった。約

５～６週間後は，内部もほとんど固まった様子であっ

た。このときの様子を図11に示す。一方，キタオの濃度

50wt％のカモクでは，約１㎜の厚みにおいて，これよ

り１～２週間ほど早い乾燥性が認められた。

　以上の様に，しっかりと乾燥しキタオの濃度が低いカ

モクを製造することが出来ることを確認できた。さら

に，堆錦技法を参考にして，カモクをハンマー等で叩く

ことによる効果やロール等で板状のカモクを作成し，こ

れを吊り下げて，より表面を空気に触れさせた後再び練

ることの効果を検証することも必要であると考える。つ

図８　 水面に滴下
したときの
様子

図９　 箆で拾い上
げた様子

図10　 指で触った
様子
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図11　試作したカモク

図12　板状のカモクを干している様子

まり，カモクの「叩く ⇋ 干す ⇋ 練る」を繰り返し，重

合の促進と乾燥性の向上を確認したい。カモクを板状に

延ばし干している状態の様子を図12に示す。

５．今後の取り組み

　現地仏像修復所での試みと帰国後のいくつかの実験に

より，①素性の分かったミャンマー産生漆を使用し，②

一定の加熱スケジュールで熱重合漆を作成し，③この熱

重合漆に従来よりも低濃度のキタオを混練して，④しっ

かりと乾燥し割れの発生確率が低いカモクを製造するこ

とが出来ると考えられた。

　今後は，素性の分かったミャンマー産生漆を入手する

ために，ミャンマーの漆事情について，その内情に良く

通じている方からのご助言を伺いながら，実際の漆生産

者や販売者と接触して，どのようにして直接漆を買い付

けることが出来るか，また，その輸入及び輸送手段等を

詳しく検討する必要がある。さらに，これまでのカモク

製造実験を基に，修復所で同じように製造できるのかを

実験・確認し，使用目的に合ったいくつかのカモク製造

方法のマニュアル化を行う。そして，これらのマニュア

ル化された製造方法を現地の修復技術者の方々へきっち

りと技術移転を行わなければならない。
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「文化的工芸品」のデザイン要素を活用した新商品開発（第２報）
～「京都×能装束」文化ものづくりプロジェクト～

デザインチーム　　松原　　剛，松田なつみ，沖田実嘉子，比嘉　明子

要　　旨

　「京都×能装束」文化ものづくりプロジェクトを立ち上げ，昨年度に構築した「デザイン検索システム」を活用して

能装束意匠のデザイン要素について分析を行った。そこから導いた文化的な価値を企画に落とし込み，参画企業（４社）

を指導しながらコンセプトの「桃山モード」を表現するメインライン（共通柄）とオリジナルライン（各社個別柄）の商

品を24種類完成させた。

　販路開拓については，外部アドバイザーの協力を得ながら，文化に対する意識の高い売場として「百貨店」（日本橋

三越本店，大丸松坂屋京都店）を対象に定めて，販売イベントの機会確保に向けて企画プレゼンテーションを行った。

百貨店側からも，販売イベント開催に向けて前向きな回答が得られ，実施に向けた準備も一部進められた。プロジェク

トを消費者へ周知するプロモーションについては，SNSを通じた情報発信を積極的に行うとともに，４社合同の記者

発表を開催した。しかし，新型コロナウイルス感染拡大による影響を受け，予定していた大丸松坂屋京都店での販売イ

ベントなどは,中止せざるを得ない状況となった。

　今後の展開は，社会情勢に注視しながら，プロジェクト商品を一同に介する新たな機会創出を目指しつつ，事業とし

て安定した軌道に乗せるとともにより内容を充実させることで，京都市のものづくり中小企業の支援に努める。

１．緒言

　第１報1）で報告したように本事業は，京都市のものづ

くり中小企業（以後，京都市内中小企業）に対して，美

術館・博物館（以後，ミュージアム）が収蔵している「文

化的工芸品」のデザイン要素を活用した商品企画の提案

と開発支援を行うものである。さらに今回，地方独立行

政法人京都市産業技術研究所（以後，京都市産技研）が

取り組むスキームは，従来の「試作品開発・展示会発表

→販売検討・流通確保」ではなく，企画段階から販売・

販路を意識した，新たな「ものづくりの潮流」の提案を

図１　「文化× 産業」という新たな企業支援の取組
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目的としている。

　昨年度「文化的工芸品」として調査した一般社団法人

林原美術館（以後，林原美術館）に収蔵される能装束（池

田家伝来）のデザインを様々な角度から分析した結果，

歴史的・文化的にも価値があるのはもちろんのこと，「モ

ダンさ」や「小振りで可愛らしいキャラクター（形象）」

など，現代のライフスタイルブランド商品に活用できる

要素があることがわかった。このことから，外部アドバ

イザーからの意見も交えながら，能装束のデザイン要素

を商品開発に活用できるプロジェクト体制を組み，「産

業×文化」という新たな企業支援のスキーム構築を目指

している（図１）。

　また，本事業は，京都市が掲げる「文化を基軸とした

市政運営」を京都市産技研が地域企業支援という形で推

進する新たな産業支援としての取組でもある。

２．商品コンセプト

2.1　「桃山モード。それは凛とした可憐さ。」

　林原美術館の能装束には，安土桃山時代の優品が含

まれコレクションの核となっている。安土桃山時代は，

人々が西洋文化と出会う中で「桃山文化」を生み出し，

洗練された日本における様式美の一つを作り出した時代

である。また，能装束は，安土桃山時代頃から西陣で織

られた染織物という歴史的な経緯がある。これらの情報

をベースに「デザイン検索システム」（平成30年度に京

都市産技研が開発した林原美術館収蔵の能装束を企画に

応じて検索できるシステム：図２）を活用して林原美術

館の能装束における特徴を検討した。

　その特徴は，重厚にして豪華な趣よりも繊細優美な特

色が前面に押し出され，文様の各形象は小振りで可愛ら

しいモノが多く，極めて明るい色彩が持つ可憐な趣であ

る。桃山文化が創り出した能装束の文化的・歴史的事項

を背景にして，これらの能装束をデザインに活用できる

ことを確信した。

　また，林原美術館の能装束の価値を現代のライフスタ

イルブランド商品へ変換するための商品コンセプトを検

討する中で，武家や大名が持つ「戦」のイメージではな

く，能を式楽として高めた平和で豊かなイメージを消費

者へ提案することを大切にした。

　これらの情報を現代の技術でリファインし，再び京都

から発信するイメージを付加するため，商品コンセプト

を「桃山モード。それは凛とした可憐さ。」とした。

2.2　文化的価値観の醸成

　今回の商品開発に使用する能装束を所有していた池田

家は,領民にも能を観劇させ，文化としての裾野を広げ

ていたというエピソードがある。その精神を受け継ぎつ

つ，大名文化が繁栄する中で，洗練され続けた能装束の

デザインをカジュアルな商品として開発し，文化感度が

高い消費者へ訴求することで，文化的価値観に共鳴する

マーケットの醸成を目指した。

３．プロジェクト参画企業

　プロジェクトに参画する企業の選定基準を作成するに

あたり，常に「和」文化という基盤でものづくりを実践

し，能装束が持つ感性と文化的価値を商品デザインにリ

ファインできる技術力の保有を重視した。その上で株式

会社亀田富染工場，秀和株式会社，株式会社髙岡，宮井

株式会社の４社を選定し，本事業の新たな企業支援ス

キームを提案したところ賛同が得られ，プロジェクトへ

参画していただけることとなった。

４．商品開発

4.1　４社共通柄の検討

　ブランドイメージ構築のため，４社共通の柄を検討す

ることにした。共通柄に使用する能装束は，「デザイン

検索システム」を用いて「桃山モード」のコンセプトに

適した能装束類を京都市産技研とアドバイザーで事前に

ピックアップした。

　その一つである「紅白段桜花文摺箔」（図３）は，林原

美術館コレクションの代表的な安土桃山時代の一領であ

る。紅白の段替りは，紅白の裂地をはぎ合わせたもので，図２　デザイン検索システム
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文様の枝垂れ桜は金摺りにより表現されている。肩から

悠然と垂れる大振りの花や葉は豊麗で，繊細な枝ときわ

めて対照的である。色彩，文様ともに安土桃山時代の溢

れるような若々しさや力強さをよくあらわしている。

　実物が醸し出す「紅白段桜花文摺箔」の優美さについ

て，参画企業からも高く評価されるとともに，「桃山モー

ド」のイメージにフィットしていることから，「紅白段

桜花文摺箔」をライフスタイルブランドの統一イメージ

として開発商品の共通柄に採用することにした。

4.2　共通柄商品の製作

　「紅白段桜花文摺箔」を基にした共通柄による商品開

発において必要な事項は，本物が放つ魅力を損なわない

ための素材選び，プリントする文様のサイズ，本物に施

された技法やテイストの再現性である。これを実現する

テキスタイルの仕様を具体的に決定するため，テキスタ

イル製作を担当する参画企業及びアドバイザーとの打合

せを重ねた。

　素材は，企業が用意したいくつかの候補の中から，実

物の生地イメージに近いバックサテンシャンタン（ポリ

エステル）を選択した。各社で共通のプリント生地を使

用することで，商品群としての統一感を図った。柄のサ

イズに関しては，アイテムサイズが小さいものから大き

いものまで，使用可能な範囲に調整する必要があり，入

念に検討を繰り返し決定した。

　染色表現には，金箔部分のかすれた上品な雰囲気を再

現するため，かすれた部分を別版で表現しマス見本を繰

り返し作成することで，より手捺染の再現性を高めた。

その際のカラーリングについてのコントロールは，デザ

インチームが行った。

　さらに，プロジェクトとしての商品イメージを統一す

るため，カラーリングに注目した。京都市産技研では，

1992年に作成した「京都の伝統染色に関する色彩見本」２）

で，色彩を修正マンセル数値に変換した色彩データを保

有している。そのデータからカラースケール（図６）を

作成して，各社に提供することで商品の色彩管理につい

ての指導を行い，各社ごとに製作する商品イメージの統

一を図った。

　また，２章で述べた「デザイン検索システム」を活用

して，導き出した商品コンセプト「桃山モード」のイメー

ジ「繊細優美で文様の各形象が小振りで可愛らしく明る

い色彩が持つ可憐な趣」を商品開発の肝として浸透させ

た。さらに参画企業が個別に商品開発を行う際も，同検

索システムを活用することでモチーフの選定を迅速に行

うだけでなく，各社の顧客層及びブランドイメージとの

適合についても比較検討しながら，商品企画できるよう

に同検索システムの活用を促進した。

　この共通柄を2020年春夏期に発表する全社共通のメ

インラインに決定して以降，商品開発に使用するテキス

タイルとして仕上げるのに企画からプリントまで約４か

月間という短期間で仕上げた。これも前年度にプロジェ

クトの商品コンセプトを京都市産技研内で作り上げ，そ

の価値を理解する企業が製作を手がけたからこそ可能で

あったと言える。

　このメインラインの商品の他に，各社が独自にセレク

トした自社商品の個性を生かすオリジナルライン（個別

柄）の商品開発も並行して行った。

4.3　2020春夏プロジェクト開発商品

　令和２年２月までにメインラインとオリジナルライン

とを合わせて，24種類の商品群を完成させた。開発した

2020春夏期向け商品は，メインラインが図４に示す10

種，オリジナルラインが図５に示す13種と追加作成した

「七分袖カットソー」１種の合計14である。

4.4　各柄のイメージコピー

　デザインチームとしては,メインライン及びオリジナ

図３　紅白段桜花文摺箔
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図５　オリジナルライン（個別柄）

図４　メインライン（共通柄）
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ルラインの柄を説明するイメージコピーの原文（表１）

を作成し商品開発支援につなげた。

　原文を提供することで，参画企業ごとに作成する商品

紹介及び広報物における内容をコントロールし，消費者

へ伝えるイメージの統一を図った。

4.5　統一商品タグ

　商品に付ける林原美術館公認の商品タグ（図７）は，

京都市産技研で新たにデザイン開発を行った。美術館の

シンボルマークとロゴを活かして，タグデザインとして

再構成したものである。マークの部分を箔押しにしたデ

ザインは，メインラインの「紅白段桜花文摺箔」をイメー

ジしている。「桃山モード」のタグとしての品位を保ちな

がら，どの商品にも使用できる汎用性を持たせている。

4.6　リーフレット

　事業紹介用のダイレクトメールやリーフレット（図

８）には，「紅白段桜花文摺箔」のイメージに合わせてグ

ラフィックを作成した。実物が持つ段替の特徴を活かし

たレイアウトに可憐な桜花のモチーフを施すことで「桃

山モード」の世界観を構成した。

５．プロモーション活動

5.1　SNSを活用したプロモーションを実施した背景

　総務省「令和元年度版　情報通信白書」3）によると，

インターネット利用においては，スマートフォンがパソ

コンを上回っていると報告されている。それに伴い，情

報収集の仕方も変化しており，Googleなどの検索サイ

トではなくSNSを活用して情報収集している人が増え

てきている。こうした中，商品開発の過程において，顧

客に対するプロモーション手法としてのSNS活用は今

や不可欠であると言える。

表１　商品紹介用のイメージコピー原文

図６　カラースケール

図７　商品タグ

図８　ダイレクトメールとリーフレット
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　また，SNSを活用してプロモーションを行うメリッ

トとして，「ターゲットユーザーに効率よく集客や販売

促進が行える」「広告とは異なり，ターゲットユーザー

に共感されやすい投稿をすることでブランディングに効

果的」な点が挙げられる。

　そこで，ターゲットユーザーである「文化の感度が高

い消費者」に対し，商品の発売前からプロジェクトの商

品に興味を持ってもらい，商品コンセプト「桃山モード」

に共感してもらえる顧客の獲得を目指し，フェイスブッ

ク，ツイッター，インスタグラムのSNSアカウントを

開設した（表２）。

5.2　実施したプロモーション内容

　ここでは，令和元年９月19日～令和２年３月31日に

実施したプロモーション内容を報告する。商品発売前で

あったため提供できる情報が少ない状況であった。そこ

で，本プロジェクトのコンセプトに共感してもらい，発

売開始まで興味を惹きつけられる投稿を目指し，ティ

ザー広告の手法（情報を小出しにすることで消費者を焦

らすような広告手法）を用いて商品開発過程を紹介する

投稿を行なった。

　また特にツイッターにおいて，本プロジェクトの存在

を知ってもらうため有効な手段の１つとして，ターゲッ

トユーザーのアカウントをフォローすることが挙げられ

る。理由としては，ターゲットユーザーをフォローする

と，そのユーザーに通知が入り，本プロジェクトのアカ

ウントのプロフィールや投稿内容を見てもらうことがで

きるためである。

　そこで，次に挙げる「文化の感度が高い消費者」が興

味を持ちそうなキーワードに関連した投稿をしているア

カウントを選定してフォローした。

【キーワード】

能／西陣織／着物／美術館巡り／池田家／戦国時代／安

土桃山時代／大河ドラマ／日本文化／刀剣乱舞

　これとともに，林原美術館・参画企業のアカウントの

フォロワーに対してもフォローを行なった。

表３　フェイスブック　閲覧したユーザー数上位５点の投稿表２　各SNSアカウントとフォロワー数
（令和２年４月20日時点）

京都×能装束　文化ものづくりプロジェクト

SNS Facebook Twitter Instagram

開設日 令和元年９月 令和元年10月 令和２年２月

フォロ
ワー数

95人 494人 137人

投稿内容

閲覧

ユーザー数

（リーチ）

令和元年９月19日 「京都×能装束」文化ものづく
りプロジェクト始動！
京都市産業技術研究所及び林原
美術館，京都市内ものづくり企
業３社（亀田富染工・秀和・髙岡）
では，同美術館収蔵の優れた「能
装束」のデザインを活用し，「美
術や文化を楽しむライフスタイ
ルブランドの構築」を目指した
商品開発事業を開始しました。
商品の開発過程や発売情報など
の最新情報をFacebookで発信し
ます！

1552

令和２年２月14日 商品お披露目の記者発表
京都市長立ち会いのもと，令和
２年２月14日（金）に京都市役所
にて記者発表を行い，能装束の
デザインを活用したバッグ，ワ
ンピース，クッション，風呂敷
など開発した商品のお披露目を
しました。

822

令和元年10月24日 商品開発会議１回目
来年の春夏販売を目指した開発
が始まりました。詳細はまだお
見せできませんが，今回の商品
のデザインに使う能装束を決め
ました。どんな商品ができるの
か，ワクワクしますね！

738

令和元年10月24日 商品開発会議２回目
今回はどんな配色の生地を作る
のかを打ち合わせしました。能
装束にも使われている，京都の
伝統染色。その色彩資料を参考
にカラーリングを検討していき
ます。
桐の箱に厳重に保管されている
色彩資料に隠された秘密は…後
日改めてご紹介します。

692

令和２年１月10日 商品開発会議３回目
苦労して色合いを調整した布地
がやっと仕上がり，早速製品サン
プルを作ってこられた企業もい
らっしゃいました。詳細をお見
せできないのが残念ですが，今
年の春夏期の販売に向けて着々
と準備が進んでいます！

563
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5.3　実施したプロモーションの結果と考察

　今回はフェイスブックとツイッターでのプロモーショ

ン結果について報告する。なおインスタグラムは開設し

て間も無く，データが不十分なため割愛する。

5.3.1　フェイスブック

　閲覧したユーザー数上位５点の投稿を表３に示す。閲

覧したユーザー数が多かったのは，商品開発会議第１～

３回目のような商品開発の進捗過程を具体的に紹介した

内容及び，広報発表・記者発表を伝える投稿だった。以

上のことから，商品発売前で提供できる情報が少ない

中，ティザー広告の手法を用いて商品開発の進捗過程を

具体的に紹介することで，本プロジェクトのコンセプト

に共感してもらい，発売開始まで興味を惹きつける狙い

が達成できたと考えられる。

　また，広報発表や記者発表を伝える投稿においては，

参画企業・林原美術館等に投稿のシェアを呼びかけたこ

とが奏功し，フェイスブックページへの「いいね！」数

が記者発表前は，45名だったものを記者発表後に約２倍

の87名に増やすことができた。フェイスブックでは「い

いね！」やシェアをしたユーザーの「友達」又は「友達

の友達」までしかタイムラインに表示されないため，ツ

イッターのように不特定多数のユーザーに広く拡散する

ことが難しい。今後も，関係者と連携を取りながら投稿

し，それが多くの人の目に触れることにより，ターゲッ

トとなる「文化の感度が高い消費者」に情報が伝わるよ

う努めたい。

5.3.2　ツイッターの場合

　閲覧したユーザー数上位５点の投稿を表４に示す。閲

覧したユーザー数が多かったのは，商品開発の過程を紹

介した内容，広報発表・記者発表を伝える投稿の他，商

品コンセプト「桃山モード」の背景である桃山文化を伝

える豆知識的な投稿だった。

　商品開発の過程を紹介した内容，広報発表・記者発表

を伝える投稿に関しては，上述のフェイスブック同様に

狙いが達成できたと考えられる。

　また，桃山文化を伝える豆知識的な投稿については，

一般的に写真や動画付きの投稿の方が，反応は良いとさ

れる。しかし，今回のケースでは，写真なしの投稿にも

関わらずユーザーの反応が良かった。以上のことからツ

イッターでは，桃山文化など商品コンセプトの背景紹介

のような文化的でストーリー性のある，豆知識のような

内容の方が好まれる傾向があると考えられる。

　次に，関連キーワードを元にフォローした後，フォ

ローバックがあった数の推移を（図９）に示す。

　「能／着物／池田家／戦国時代／安土桃山時代／大河

ドラマ」のキーワードに関連した投稿をしているユー

ザーを２月上旬にフォローした際，他のキーワードより

も，フォローバック数が約５倍に増加したことが確認で

表４　ツイッター　閲覧したユーザー数上位５点の投稿

投稿内容 写真

閲覧
ユーザー数
（インプレッ

ション）

令和２年

２月14日
商品お披露目の記者発表
京都市長立ち会いのもと，令和
２年２月14日（金）に京都市役所
にて記者発表を行い，能装束の
デザインを活用したバッグ，ワ
ンピース，クッション，風呂敷
など開発した商品のお披露目を
しました。

あり 2271

令和２年

３月27日
2020 Spring & Summer　Main Line
小袖は桃山文化の中で上流階級
の女性から愛され，時代のモー
ドとなり，能装束として定着し
ました。可憐に咲く桜花からは，
時に凛とした女性を想像させま
す。そんな魅惑的で美しいデザ
インを現代のライフスタイルに
リファインしました。

あり 1596

令和２年

２月27日
＼林原家と池田家～その２～／
池田家は,明治維新後も大名文化
の品々を守り続けますが,第二次
大戦で屋敷のほとんどを失いま
した。しかし,奇跡的にも三つの
蔵が残り,この蔵に守られた桃山
文化の宝を池田家の家臣だった
林原家が受け継ぎ,後世に伝える
役目を担うことになりました。

なし 1339

令和２年

１月24日
＼林原美術館収蔵・能装束の特
徴／
豪華絢爛という語句で語られる
事が多い能装束ですが,同館収蔵
の能装束は「池田様（よう）」と
呼ばれる「繊細優美な趣き」が
あります。 凛とした可憐な趣き
があり,戦う武家のイメージでは
なく,平和で華やかなイメージの
デザインです。

なし 1281

令和２年

１月10日
＼商品開発会議３回目／
苦労して色合いを調整した布地
がやっと仕上がり，早速製品サン
プルを作ってこられた企業もい
らっしゃいました。詳細をお見
せできないのが残念ですが，今
年の春夏期の販売に向けて着々
と準備が進んでいます！

なし 1092
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きた（図９の囲み部）。フォローを行なった直近の投稿

内容の影響を排除できないが，本プロジェクトに興味を

持ち，ターゲットユーザーとなりうる可能性が高いキー

ワードであると考えられるため，引き続きこれらのキー

ワードに関連した投稿をするユーザーを重点的にフォ

ローしていきたい。

６．桃山モードに適した販路の調査及びアプローチ

　本研究事業の大きな特徴は，商品開発と販路開拓を同

時進行させていくところにある。

　商品コンセプトの「桃山モード」を統一的にアピール

するために，参画企業個々の販路とは別に，プロジェク

トブランドとして，一同に商品を披露する機会が必要で

ある。そのため，販売イベントの企画を検討することと

した。

　本プロジェクトのターゲットである文化に対する感度

の高い購買層へアプローチできる販売イベント場所をア

ドバイザーとともにリサーチした。エリアとしては，情

報発信力や市場規模の大きさ，また文化的感度の高い消

費者層の存在を期待して，首都圏を中心に検討した。ま

ず小売業界の状況について，インターネットで情報収集

を行った。小売業界売上高とシェアで見ると，１位のイ

オン（83,900億円），続くスーパーやコンビニ，ファスト

ファッション，家電量販店等に次いで，三越伊勢丹HD

は６位4）（12,688億円），高島屋が続く７位3） （9,495億円） 

に位置していた（2018-2019年）。百貨店は量販店が拡大

し業績不振が指摘されるものの，小売業界で依然として

上位にランクされていることがわかった。また，百貨店

業界に限って売上高とシェアを見ると三越伊勢丹HDが

業界１位5）であった。これを踏まえ，販売イベントの場

として，小売業界でも上位にある三越伊勢丹HDをター

ゲットとした。

　三越伊勢丹HDのうち，日本橋三越本店は日本最古の

百貨店（創業1673年）でその歴史は古く，文化をテーマ

にした店舗経営や様々な文化事業の展開を図っている。

年収1000万円以上の高所得者層が利用する百貨店とし

ては１位6）であり，文化的な事物にも関心が高い顧客で

あることが予想される。こうした情報を整理し検討した

結果，日本橋三越本店が「桃山モード」商品を披露する場

所としてふさわしく，また商品披露の企画が単に販売イ

ベントで終わらない波及効果が期待できると判断した。

　そこで同店に対して，「販売イベント企画提案書」を

作成し，販売イベント企画のプレゼンテーションを行う

とともに今後の同店での文化事業へ発展する可能性も含

めてアプローチを行なった。

　次に，地元京都の百貨店の中でも文化を背景にした取

組が活発である大丸松坂屋京都店を候補として選定し，

販売イベントのプレゼンテーションを行った。

　その結果,企画提案書に対して両百貨店とも高い関心

を持っていただいた。特に，大丸松坂屋京都店において

は,本事業と「桃山モード」商品のコンセプトに共感い

ただき，販売イベントの機会確保に成功した。以上のよ

うに，桃山モードに適した販路としてまずは「百貨店」

での販売イベントに取り組むこととし，４月中旬を目処

に大丸松坂屋京都店でのイベント実施に向けて準備を開

始した。

７．広報活動としての記者発表

　令和２（2020）年２月14日（金）に京都市役所におい

て，門川大作市長立ち会いの下，プロジェクト参画企業

の代表者が出席して商品の完成発表を行った。記者発表

には，京都の新聞社以外に岡山や大阪からも出席があ

り，数々のメディア7）で取り上げられ，文化をテーマに

した商品への関心の高さが伺えた。

　京都市では，令和４年（2022年予定）に文化庁の京都

市移転を控え，同庁が掲げる「文化による地方創生や文

化財活用の新たなニーズの対応」の強化に連携するとと

もに，「文化を基軸にした市政運営」の一環として，歴

史文化を産業化して未来につなげるための政策に取り組

んでいる。当日の発表では，本プロジェクトが京都に由

来する文化的背景のある企画を地域企業に提案し，美術

や文化を楽しむライフスタイル商品を開発した点や「産

業×文化」という新たな企業支援のスキームを構築した

点を強調した。

図 9　フォローバック数の推移
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８．まとめと今後の展開

　令和元年度は，「京都×能装束」文化ものづくりプロ

ジェクトとして，参画企業とともに京都の文化的な背景

を持った能装束という確かなコンテンツと，それを活か

せる京都の技術で商品開発を行い，「桃山モード」のコ

ンセプトの下，メインライン（共通柄）とオリジナルラ

イン（各社個別柄）で24種類の商品を完成させた。

　販路開拓については，外部アドバイザーとともにリ

サーチし，文化に対する意識の高い売場として「百貨店」

（日本橋三越本店，大丸松坂屋京都店）を対象とし，販

売イベント企画のプレゼンテーションを通じたアプロー

チを行い百貨店側も前向きに検討された。

　消費者へ周知するプロモーション活動は，SNSを通

じた情報発信を積極的に行うとともに，４社合同による

記者発表の開催に取り組んだ。

　しかし，新型コロナウィルス感染拡大による影響を受

けて，予定していた大丸松坂屋京都店での販売イベント

などは，中止せざるを得ない状況となった。そのため４

社の商品を一同に介する，新たな機会創出を目指して検

討を進めている。

　今後は，これらの社会情勢を見ながら以下の活動を進

め，事業として安定した軌道に乗せるとともにより内容

を充実させることで，京都市のものづくり中小企業の支

援に努める。

・ 各社による2020春夏商品の販売（令和２年４月28日よ

り開始）

・京都市産技研から各社へ2020年度企画の提案

・プロジェクトとしてのコンセプトモデルの製作

・セレクトショップ等の販路確保

・各社合同での展示発表及び販売の機会を創出
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セルロースナノファイバー強化熱可塑性樹脂
－軽量部材の開発に向けて－

（原題：Cellulose Nanofiber Reinforced Thermoplastic Resins for 
Lightweight Parts）

高分子系チーム　　仙波　　健，伊藤　彰浩

研究フェロー　　北川　和男　　　　　　

京都大学　　中坪　文明，矢野　浩之

要　　旨

　セルロースナノファイバー（CNF）は，高強度，低線熱膨脹，持続的再生可能，生分解性など様々な長所を有するこ

とから注目されている。本研究では，アセチル化（Ac）により耐熱性，疎水性，熱可塑性樹脂との相容性が改善された

パルプを合成し，二軸混練押出機を用いてAcパルプと熱可塑性樹脂を複合化した。Acパルプなどの化学変性パルプと

熱可塑性樹脂を混練中に解繊する手法をパルプ直接混練法と呼び，この手法を用いているのが京都プロセスである。本

プロセスは，従来手法（樹脂との複合前にセルロース繊維を解繊する）よりも高性能な複合材料が得られるうえ，大幅

なコストダウンが達成可能である。親水性の高いポリアミド６（PA6）とAcパルプの複合化では，Acパルプの置換度

（DS : Degree of Substitution，セルロースの繰り返し単位であるグルコースに含まれる３つの水酸基をAc基に置き換

えた個数，最大３）が0.5付近において，Acパルプ/PA6の曲げ特性が最大となった。曲げ弾性率は，Acパルプ10重量％

添加により非強化PA6の２倍以上，曲げ強度は1.8倍まで向上した。疎水性の高いポリプロピレン（PP）とAcパルプの

複合化では，DSを2.5以上にまで高めてもほとんど物性が向上しなかった。そこで熱可塑性樹脂分野における基本技術

をAcパルプ/PP材料に組み合わせることにより，大きな補強効果を得ることに成功した。PA6マトリックス及びPPマ

トリックス材料とも，Acパルプが溶融混練中に解繊されCNF化していることを確認した。

（本研究は，TAPPI(北米紙パルプ協会) 2019　international conference on nanotechnology for renewable materials，

2019年６月２日～５日　千葉県幕張メッセにて発表した）
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セルロースナノファイバー強化熱可塑性樹脂
－成形加工からその性能まで－

（原題：Cellulose Nanofiber Reinforced Thermoplastic Composites: 
from Processing to Performances）

高分子系チーム　　仙波　　健，伊藤　彰浩

研究フェロー　　北川　和男　　　　　　

京都大学　　中坪　文明，矢野　浩之

要　　旨

　セルロースナノファイバー（CNF）は，高強度，低線熱膨脹，持続的再生可能，生分解性など様々な長所を有するこ

とから注目されている。本研究では，アセチル化（Ac）により耐熱性，疎水性，熱可塑性樹脂との相容性が改善された

パルプを合成し，二軸混練押出機を用いてAcパルプと熱可塑性樹脂を複合化した。Acパルプなどの化学変性パルプ

と熱可塑性樹脂を混練中に解繊する手法をパルプ直接混練法と呼び，この手法を用いているのが京都プロセスである。

Acパルプとポリアミド６（PA6）の混練時に，二軸混練押出機の上流から下流までの６か所においてAcパルプ/PA6混

合物を採取し，その分散状態を観察した。上流では直径数十µm以上のAcパルプがそのまま存在したが，材料が下流

に進み，スクリューにより混練されることにより，パルプが解繊されていく様子を確認した。特にニーディングゾーン

（強練スクリューゾーン）通過後には顕著に解繊が進行した。溶融混練により得られたCNF/PA6混合物をインライン

スクリュー型射出成形機により成形加工したところ，ここでも解繊が進むことが確認できた。また得られたCNF/PA6

複合材料の曲げ特性は，カーボンナノチューブ，グラフェン，クレイなどの代表的なナノフィラーとPA6の複合体の文

献値と比較して，遜色ないことが確認できた。

（本研究は，Asian Workshop on Polymer Processing 2019，2019年10月28日～31日　中国　北京にて発表した）
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セルロースナノファイバー強化ポリプロピレン発泡体の
気泡構造と機械的特性

（原題：Cell Morphologies and Mechanical Properties of Cellulose 
Nanofiber Reinforced Polypropylene Foams）

高分子系チーム　　伊藤　彰浩，仙波　　健

研究フェロー　　北川　和男　　　　　　

京都大学生存圏研究所　　奥村　博昭，矢野　浩之

要　　旨

　セルロースナノファイバー(CNF)強化ポリプロピレン(PP)の発泡成形について，材料の組成及び発泡条件が発泡体

の気泡構造，機械的特性及び熱的特性に及ぼす影響について検討を行った。CNF強化PPは，二軸押出機を用いてPP

中でパルプを解繊することにより作製した。発泡成形は，物理的(蒸発型)発泡剤として超臨界CO2を用いた減圧発泡

法により行った。比較的低温での発泡において，CNF強化PP発泡体はPP発泡体に比べて顕著な気泡数の増加が確認

され，CNFは発泡核剤としての役割を果たすことが明らかになった。また，比較的高温での発泡においてはCNFを複

合化したことによる増粘のため，気泡径の減少，気泡数密度の増加をもたらした。得られたCNF強化PP発泡体の特性

は，PP未発泡体よりも低比重でありながら高い曲げ弾性率，曲げ強度，衝撃エネルギー，熱変形温度(荷重たわみ温度)

を示した。これらの特性が発現したことにより，PPを使用した部材の性能を向上させるとともに軽量化を図ることが

可能となることが判明した。PP発泡体へのCNFの複合化は，PPの発泡性及び得られるPP発泡体の物理特性を改善さ

せる有効な方法であることが示された。

（本研究は，Journal of Cellular Plastics，vol.55，Issue4，p385-400(2019)に掲載された）
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疎水変性セルロースナノファイバーの添加と気泡構造の制御による
高い機械的特性を有した軽量プラスチック発泡体の開発

（原題：Development of Lightweight Foamed Plastics with High 
Mechanical Properties by Using Hydrophobic Modified Cellulose 
Nanofiber and Controlling Cell Morphologies）

高分子系チーム　　伊藤　彰浩，仙波　　健

研究フェロー　　北川　和男　　　　　　

京都大学工学研究科　　大嶋　正裕　　　　　　

京都大学生存圏研究所　　矢野　浩之　　　　　　

要　　旨

　プラスチック発泡成形は比重低下，材料の使用量削減，断熱性や絶縁性向上等，優れた特性を付与できる成形加工法

であるが，機械的及び熱的特性を低下させてしまう課題がある。それらの課題を改善するために，我々はこれまでにセ

ルロースナノファイバー（CNF）の複合化がプラスチック発泡体の補強と気泡微細化に有効であることを示してきた。

本報では，疎水化学変性CNFの複合化が，窒素ガスを用いて作製したポリアミド６（PA6）発泡射出成形品の気泡を微

細化するメカニズムと機械特性に及ぼす影響について検討した。その結果，以下のことが明らかになった。

１） 変性CNFは，PA6の低周波（低せん断速度）領域における溶融粘度を増加させることが分かった。

２）  発泡可視化実験の結果より，CNF複合化による気泡微細化の主たる要因は粘度上昇による気泡合一の抑制である

ことが分かった。

３）  独立気泡を維持しつつ発泡倍率を高め，成形品表面の未発泡層を厚くすることにより，比曲げ弾性率，比曲げ強度

が上昇した。変性CNF10wt％/PA6の２倍発泡体（比重約0.7）の比曲げ弾性率，比曲げ強度は同一比重のPA6発泡

体のそれぞれ1.8倍，1.4倍を示した。

４）  変性CNF５wt％/PA6を用いて40cmスケールの大型発泡射出成形部材を試作した結果，優れた成形加工性を示し

た。また，その表面はガラス繊維強化PA6よりも平滑であることが分かった。

（本研究は，TAPPI(北米紙パルプ協会) 2019　international conference on nanotechnology for renewable materials，

2019年６月２日～５日　千葉県幕張メッセにて発表した）
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セルロースナノファイバー強化熱可塑性エラストマーの発泡成形

（原題：Foam Molding of Cellulose Nanofiber Reinforced Thermoplastic 
Elastomer）

高分子系チーム　　伊藤　彰浩，仙波　　健

研究フェロー　　北川　和男　　　　　　

京都大学生存圏研究所　　矢野　浩之　　　　　　

要　　旨

　セルロースナノファイバー（CNF）はあらゆる植物の基本骨格を形成するナノスケールの繊維である。CNFは資源が

豊富であることに加えて，軽量，高強度，低線熱膨張率といった優れた特性を持つことから，材料の軽量化，環境負荷

低減を達成するプラスチック補強繊維として精力的な研究開発が行われている。2018年にランニングシューズのミッド

ソールに用いるスポンジ材を補強するナノ繊維としてプラスチックとの複合材料では初めて商品化されたことを受け，

CNFと軟質材料との複合化への関心が高まっている。本検討では，これまでの検討で高い分散性と物性向上が得られ

ているアセチル化CNF強化ポリアミド6（PA6）と，それと相容性の高いPA6系熱可塑性エラストマーとを複合化する

ことにより得られる材料の発泡射出成形性及び得られる発泡成形品の特長について検討を行った。その結果，PA6系熱

可塑性エラストマーへアセチル化CNFを１％添加することにより，低周波（低せん断速度）領域における溶融粘度が増

加し，発泡体の気泡が微細・均一化した。特に成形品表面の未発泡層（スキン層）直下の粗大気泡サイズが大幅に減少

した。また，機械的特性として，高い反発性を維持しつつ曲げ強度及び圧縮応力をそれぞれ30％，80％向上させるこ

とが出来た。

（本研究は，令和元年10月２日～３日にバリャドリード（スペイン）で開催された国際会議FOAMS2019において口頭

発表した）
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デュアル酵素システムによる塩基性pHにおける漆の硬化

（原題：Curing of Urushi under basic pH conditions by a dual enzyme 
system）

高分子系チーム　　池永　　誠，橘　　洋一

京都工芸繊維大学　　北島佐紀人　　　　　　

要　　旨

　漆は，ウルシノキの樹液から得られる環境に優しい材料である。漆の硬化は，主成分であるフェノール性化合物のウ

ルシオールが，内在のラッカーゼによって酸化・重合することで達成される。この硬化反応は，強塩基性下では起こら

なくなることが知られている。そこで本研究では，強塩基性下で漆が硬化不良となる原因を解明し，この問題を解決す

る方法を探索した。過酸化水素を酸素に分解するカタラーゼと酸素電極を用いた実験によって，ウルシオールと塩基性

の水の混合物から過酸化水素が大量に生成することが見出された。また，過酸化水素が漆に与える影響を検討したとこ

ろ，漆ラッカーゼの活性の阻害，及び漆の硬化時間の遅延が確認された。そこで通常硬化しない水酸化ナトリウムを大

量に加えた塩基性条件下の漆に，過酸化水素を分解する西洋ワサビ由来ペルオキシダーゼを添加したところ，漆の硬化

が確認された。このシステムにおけるペルオキシダーゼの主な役割は，ペルオキシダーゼによるウルシオールの重合が

プロトン核磁気共鳴及び赤外分光法から確認されなかったことから，過酸化水素によるラッカーゼ活性の阻害を防ぐこ

とであると推測された。この結果を用いることで，漆の硬化条件の拡大，及び漆の新たな用途展開が期待される。

（本研究は，Progress in Organic Coatings，138 (2020)に掲載された）
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燃焼イオンクロマトグラフィーによる
炭化ケイ素粉末中のフッ素の定量

（英文タイトル：Determination of Fluorine in Silicon Carbide Powder 
by Combustion Ion Chromatography）

金属系チーム　　南　　秀明，山梨　眞生，塩見　昌平，丸岡　智樹

要　　旨

　燃焼イオンクロマトグラフィーによる炭化ケイ素粉末中のフッ素の定量に関して，燃焼炉の燃焼時間，燃焼温度，燃

焼炉に導入するキャリアーガス（大気，混合空気，アルゴン及び窒素）の種類，加湿ユニットによるキャリアーガスの

湿潤・乾燥条件などの各処理条件が，フッ素の定量値にどのように影響するかについて，炭化ケイ素の質量変化及び結

晶構造変化挙動とともに検討した。その結果，燃焼温度：1200℃，燃焼時間：30分において，湿潤条件では，大気，混

合空気，アルゴン及び窒素のすべてのキャリアーガス条件で，認証標準物質であるファインセラミックス用炭化ケイ素

微粉末試料（α形8001a及びβ形8002a）のフッ素の定量値は，参考値±拡張不確かさ（8001a：700±160mgkg-1，8002a 

: 750±54mgkg-1）内の結果が得られた。いずれの試料も大気，混合空気のキャリアーガス条件でのフッ素の定量値は，

アルゴン，窒素のキャリアーガス条件に比べて30mgkg-1程度低く，酸素の影響が若干認められた。一方，乾燥条件で

は，大気，混合空気のキャリアーガス条件でのフッ素の定量値は参考値±拡張不確かさ内であったが，アルゴン，窒素

のキャリアーガス条件でのフッ素の定量値は参考値±拡張不確かさの半分程度となった。フッ素の抽出にはキャリアー

ガスに含まれる酸素もしくは水分の最適化が重要であることが示唆されたが，個々の影響については，キャリアーガス

に含まれる酸素濃度や加湿ユニットの水の溶存酸素濃度の影響など更なる検討が必要である。また，質量変化と結晶構

造に関して，8001a，8002aのいずれの試料も，燃焼処理に伴い質量が増え，その質量変化の挙動は結晶構造の違いに

より大きく異なっていたが，質量変化及び結晶構造変化とフッ素の定量値への相関は認められなかった。

（本研究は，分析化学，Vol. 68，No. 4，pp. 265-274 (2019) に掲載された）
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全視野型XRDイメージング法の開発と
銅の高温酸化過程のその場観察

（原題：Development of Full-field XRD（FFXRD）Imaging Method 
Realized in the Laboratory Using a Straight Polycapillary and in 
situ Observation of the Oxidation Process of Cu by Heat Treatment）

金属系チーム　　山梨　眞生

大阪市立大学　　辻　　幸一

要　　旨

　金属材料の“腐食”のような化学反応は酸化物や水酸化物の生成をともなう結晶構造変化に起因するところが大きい。

X線分析法の一つであるX線回折法（XRD：X-ray diffraction）は試料に照射されたX線が干渉する現象を利用し，結晶

構造情報が得られるため，上記のような化学反応の解析に用いられている。従来，XRDは試料全体の平均的な情報を

得る手法であったが，近年，X線光学素子の発達により，“どこに”，“どのような”，結晶構造が分布しているか判別可

能なXRDイメージング法が放射光施設を中心に開発されつつある。しかし，放射光X線分析を利用するためには，コ

ストや利便性の面からさまざまなハードルが存在する。よって，実験室環境においてもユーザーが求める情報を提供

可能なXRDイメージング法の開発が求められ，特に，広視野領域の結晶構造分布（本研究では25 ㎜2以上の結晶構造分

布取得を目指す）を短時間に得られる全視野型XRDイメージング法への要望が強くなっている。本研究では，高出力

X線管やX線光学素子，二次元検出器を組み合わせた全視野型XRDイメージング法を開発し，分析特性評価を行った。

無数のガラス管を束ねた構造をもつストレートポリキャピラリーを利用することで位置分解能が向上し，汎用の二次元

ソーラースリットでは計算不可能であった空間分解能を算出することができた（575 µm＠Cu (200)）。また，短時間に

広視野領域の結晶構造分布が得られることから，銅の高温酸化過程における結晶構造分布変化をその場分析した。Cu

やCu2O，CuOの各格子面に対するXRD強度分布を取得し，酸化挙動を解析した。さらに，微小部XRD分析を行うこ

とで，得られた結晶構造分布の妥当性を評価した。広視野領域における結晶構造分布を得るために，全視野型XRDイ

メージング法はX線露光時間の短時間化とその場分析が可能なことから有効な手法であることが示された。

（本研究は，e-Journal of Surface and Nanotechnology，18，pp. 1-7（2020）．に掲載された）
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シリコン‒マグネシウム混合フィラーを用いた
高温使用可能なアルミナセラミックス接合体の作製

（原題：Joining of alumina ceramics using silicon‒magnesium 
composite filler for high-temperature applications）

金属系チーム　　小濱　和之

要　　旨

　アルミナ（Al2O3）は高い耐熱性や耐酸化性など優れた特性を有しており，最も汎用性のあるセラミックスのひとつ

である。一方で，大型・複雑形状部材の一体形成が難しく，小型・単純形状部材の接合による組み立てが望まれている。

しかし，溶融溶接は困難で，直接接合には極めて高い接合温度が必要である。種々のメタライズ法やろう付け法が提案

されているが，いずれも接合部に耐熱性や耐酸化性の低い金属ろう材（フィラー）が残存する場合が多く，接合体の高

温使用は困難となる。

　筆者は，接合部の耐熱・耐酸化性を維持しつつ接合温度を低減するため，シリコン（Si）とマグネシウム（Mg）を含

有する混合フィラーを用いた接合法を提案している。Siは，約1400℃の高い融点を有し，1000℃程度以上では延性が

発現するとされる。また，表面に緻密な酸化皮膜を形成しやすく，接合部を高温酸化から保護する効果が期待される。

さらに，従来の金属フィラーに比べてAl2O3との熱膨張係数差が小さく，接合部での熱応力の発生が抑制されると考え

られる。一方，Si‒Mg状態図に基づくと，SiにMgを添加することで，1100℃程度以下の低い接合温度でSi‒Mg共融液

相を生成させることができるため，比較的低温での接合に供することができる。さらに，蒸気圧が高いMgの多くが共

融液相中から蒸発して取り除かれることで，接合部ではSi基の接合層が形成される。この接合層の融点は本来のSiの

融点（約1400℃）と同等程度であると期待される。

　本論文では，上記の原理に基づく接合が可能かどうか検証するため，Si‒Mg混合フィラーを用い，真空中1100℃保持

により，Al2O3接合体を作製した。フィラー中のMgの多くが蒸発して除去され，接合部ではSi基接合層が形成されて

いた。フィラーの初期Mg組成が43～53 at.％の範囲のとき，室温での接合部引張強度は平均で20～30 MPaであった。

これらの接合体について，大気中1200℃で曲げ試験を行ったところ，約65 MPaの破壊応力を示したことから，接合温

度よりも少なくとも100℃高い温度で使用できる可能性があると結論づけた。

（本研究はJSPS科研費JP18K04726の助成を受けたものである）

（本研究はScience and Technology of Welding and Joining誌にて発表した）

https://doi.org/10.1080/13621718.2020.1714874
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ヘマタイトをコア，ガラスをシェルとした多核コア・シェル粒子の
作製と赤絵陶磁器への応用

（原題：Multinuclear core/shell hematite/glass particles for peeling-
free red overglaze enamels on porcelain）

窯業系チーム　　稲田　博文，岡崎　友紀，荒川　裕也，高石　大吾

工学院大学　　橋本　英樹　　　　　　　　　　　　　　　　　　

要　　旨

　陶磁器へのセラミックコーティングの一つである上絵加飾においては，製造時にちぢれと呼ばれる部分的な剥離が生

じることがあり，量産の際の問題となっている。本研究では，製造時に剥離が起こらず，鮮やかな色彩を呈する上絵が

得られる，赤色系コーティング材料を開発する事を目的として，マイクロメートルサイズのガラス粒子中にヘマタイト

粒子が高分散した複合粒子を設計した。サブミクロンサイズまで粉砕した無鉛ガラスとヘマタイトを混合した後に，熱

処理して得られたバルク体を粉砕することで，複合粒子を得た。TEM観察の結果，複合粒子はヘマタイトをコア，ガ

ラスをシェルとした多核コア・シェル粒子であり，ガラス中でヘマタイト粒子は高分散していた。複合粒子及び粒子径

の異なるガラスとヘマタイトの混合粉末をそれぞれ溶媒に加えて作製したペーストを，磁器試片に上絵付けを行った結

果，粒子径の大きなガラスで作製した混合粉末では，鮮やかな赤絵は得られなかったが，サブミクロンサイズのガラス

で作製した混合粉末では，鮮やかな赤絵が得られた。しかし，後者では，赤絵層の一部が下地の磁器試片から剥離した。

一方，複合粒子では，鮮やかな赤絵が得られるとともに剥離も生じなかった。本研究で開発した多核コア・シェル粒子

は，鮮やかな赤絵を実現し剥離も生じないことから、大量生産に適しており，今後、ガラスコーティングの加飾に広く

利用されると期待される。

（本研究は，J. Eur. Ceram. Soc. 2019，39 (15)，5096-5101.にて発表した。発行団体，ヨーロッパセラミックス協会）

https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2019.07.019
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摩擦測定による光劣化低密度ポリエチレンの表面特性評価

（原題：Surface damage characterization of photodegraded low-
density polyethylene by means of friction measurements）

金沢大学　　五十嵐敏郎，大野蒼一郎，比江嶋祐介，新田　晃平

製織システムチーム　　小田　明佳，廣澤　　覚　　　　　　　　　　　　

要　　旨

　光劣化によって起こる低密度ポリエチレンの表面損傷を評価するために摩擦測定を行った。光劣化プロセスの初期段

階において，紫外線照射時間とともに摩擦係数の平均値と平均偏差は増加し，表面粗さは大きくなることが示唆された

が，一方，機械特性は本質的に変化がなかった。劣化の次の段階である延性-脆性ステージでは，摩擦係数の平均値は

ほぼ一定を維持したまま，平均偏差はかなりの減少を示し，表面がより均質になっていることを示唆している。延性-

脆性ステージを越えると，摩擦係数の平均値も平均偏差も照射時間とともに徐々に増加し，表面亀裂が発生することに

よって表面粗さがより大きくなることを示している。表面粗さの光学測定と比較することで，摩擦測定の信頼性が確認

されており，本測定法は高分子材料の劣化を検出する簡便で高感度な方法であることが分かった。

（本研究はJournal of Polymer Engineering，39(9)，805-812（2019）．に掲載された）
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研究報告　№10（２０２０）

信号累積型イオン感応性電界効果トランジスタ（SA-ISFET）と
西洋ワサビペルオキシダーゼの組み合わせに基づく

新たな酵素アッセイ

（原題：New enzymatic assays based on the combination of signal 
accumulation type of ion sensitive field effect transistor (SA-ISFET) 
with horseradish peroxidase）

バイオ系チーム　　泊　　直宏　　　　　　　　　　　　

経営企画室　　山本　佳宏　　　　　　　　　　　　

摂南大学　　佐々本康平，坂井　華美，西矢　芳昭

株式会社バイオエックス　　谷　　敏夫　　　　　　　　　　　　

要　　旨

　ペルオキシダーゼは，オキシダーゼ活性などの各種酵素反応の二次反応用酵素として，あるいはELISA(Enzyme-

Linked ImmunoSorbent Assay)に代表されるように抗体と結合して抗原抗体反応を検出する免疫測定用酵素として基

礎実験や臨床検査の分野において広く用いられている酵素である。

　通常，酵素反応は，反応によって生じる生成物の光の吸収を測定するため，分光光度計などの光学部品を用いた測定

機器が必要となるが，本研究では酵素反応を測定するための簡単な方法として，信号累積型のイオン感応性電界効果ト

ランジスタ（SA-ISFET）センサーを使用した。SA-ISFETはプロトンの変化を検出することができるセンサーであり，

酵素反応後に生成されるプロトンを検出することによって酵素アッセイに使用することができる。そこで，この原理を

用いて西洋ワサビペルオキシダーゼ活性の検出系を構築し，過酸化水素の定量測定を行った。その結果，再現性，直線

性，日差再現性も良好であった。また，グルコース，サルコシン，尿酸，乳酸を測定するためのオキシダーゼ-ペルオ

キシダーゼ反応システムも構築した。さらに，本酵素反応検出の応用として，ペルオキシダーゼ標識抗体を用いたイム

ノアッセイ系を構築し，１mlあたり106細胞の大腸菌の検出を可能にするとともに，品質管理のような連続分析に対応

するため，フロー系ISFET計測装置を試作し，ペルオキシダーゼをモデルとした酵素出力の検出を行った。

（掲載雑誌名：Analytical Biochemistry ,VOL584 (2019)）
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有機酸添加浴からのインバーFe-Ni合金めっき膜の作製とその特性

（原題：Electroplating and Characterization of Invar Fe‒Ni Alloy 
Films from Plating Baths Containing Organic Acids.）

表面処理チーム　　永山　富男,　山本　貴代,　中村　俊博

要　　旨

　Ni含有率36～100 mass％の電解Fe‒Ni合金めっき膜を作製するため，実用的なめっき浴とめっき条件を提案した。

硫酸塩－塩化物浴へのサッカリンの添加は，インバー組成領域のFe-30-45 mass％Ni合金めっき膜を得るために不可欠

であった。さらに，空気酸化等によって生成されるFe3+は，加水分解によりその水酸化物の沈殿が生じやすく，それら

のめっき膜中への混入により，めっき膜の靭性の低下が懸念される。そこで，サッカリンを含むFe-Ni合金めっき浴に

酒石酸またはマロン酸を添加した場合，Fe3+をマスキングすることができた。また，これらのめっき浴から得られたイ

ンバーFe‒Ni合金めっき膜の内部応力は比較的低い値であることを確認した。結果として，これらの最適化されためっ

き浴から得られたインバー電気めっき膜は，電鋳膜としてのMEMS分野への応用が可能であることが期待される。他方，

めっき浴にクエン酸を添加すると，Fe3+とより安定な錯体が形成されるが，得られるインバーFe‒Ni合金めっき膜に非

常に大きな内部応力が発生し，得られためっき膜は電鋳膜としての使用は困難であることが判明した。Ni含有量45～

100 mass％のFe-Ni合金めっき膜はfcc構造の単相合金であり，インバーFe-36～42 mass％Ni合金めっき膜は，溶製

合金の熱安定相であるfcc相とは異なる，準安定bcc相またはbcc相とfcc相との混合を示した。したがって，めっきし

たままのインバー合金めっき膜に低熱膨張特性を付与するためには，熱処理を施すことにより，高温平衡相であるfcc

相への相変態を生じさせる必要がある。

（本研究は，ECS Transactions，89(7)，pp.65-80 (2020) に掲載された。）
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無電解Fe-Ni-B合金薄膜の作製とキャラクタリゼーション

（原題：Preparation and Characterization of Electroless Deposited 
Fe-Ni-B Alloy Films）

表面処理チーム　　山本　貴代,　永山　富男,　中村　俊博

　

要　　旨

　Fe-Ni合金は，合金組成に依存してその熱膨張係数（coefficient of thermal expansion，CTE）が１～13ppm/Kの幅広

い値を示す“熱膨張制御合金”であり，Fe含有率50～70wt％の合金（インバー合金）は，低CTE特性を呈する。

　半導体デバイスのサーマルマネージメントの必要性から，Fe-Ni合金の活用が注目されており，それら合金薄膜の形

成には，無電解めっき法が特に高密度実装において有用である。しかし，無電解Fe-Ni合金めっき薄膜の諸特性につい

てはこれまで十分に検討されていない。これまで，低CTEインバー合金の組成であるFe含有率55及び64wt％の合金めっ

き薄膜の諸特性について無電解Ni-B合金めっき薄膜と比較して検討した。本研究では，Fe含有量0～64wt％の幅広い

合金組成比のFe‒Ni‒B膜について，熱応力挙動に及ぼす合金組成の影響を調査した。

　無電解Fe-Ni-B合金めっき薄膜の室温から300℃までの加熱・冷却後のσfilm変化を検討した結果，０～10wt％Feの

薄膜は，加熱前後でσfilmの差は大きく，約700MPaも増大したが，20～64wt％Feの薄膜についてはその増大は僅かに

約100MPaであることが判明した。特に，インバー合金組成の無電解Fe-Ni-B合金めっき薄膜は，加熱・冷却後の応力

が小さいこと，既報の拡散バリア特性とともに，半導体チップとのCTEマッチングにより，デバイスの熱応力の低減

効果についても期待できる。

（本研究は，ECS Transactions，89(7)，pp. 53-64（2020）に掲載された）
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電析Fe-Mn合金上の多孔質アノード酸化物の形成と電極触媒活性

（原題：Formation and Electrocatalytic Activity of Porous Anodic 
Oxide on Electrodeposited Fe-Mn Alloy）

表面処理チーム　　紺野　祥岐，永山　富男，山本　貴代，大藏　　要，中村　俊博

要　　旨

　遷移金属（Ti，Fe，Coなど）の多孔質アノード酸化膜は，ユニークな多孔質構造と大きな表面積を有することから，

リチウムイオンバッテリー，電気化学キャパシタ，水分解などの電極材料としての応用が期待されている。本研究では

異なるMn組成のFe-Mn合金膜の電析，アノード酸化，及びポストアニーリング処理による多孔質鉄マンガン酸化物の

合成を行い，これらに対して回転リングディスク電極（RRDE）を使用した酸素還元反応（ORR）と酸素発生反応（OER）

の電極触媒活性評価を行った。

　Fe-15at％Mn電析膜上でのアノード酸化，及び窒素雰囲気下での熱処理により，マンガンスピネルフェライト

（MnxFe3-xO4）からなるシリンダー状ナノポア構造の多孔質酸化物膜を形成できることが分かった。0.1 mol dm-3 

KOH水溶液中での電気化学測定の結果から，この多孔質膜のORRの立ち上がり電位は0.88 V vs. RHEであり，良好な

ORR活性を有していた。Fe-15at％Mn上の多孔質膜ではまた，Fe-36at％Mn上の多孔質膜よりも電極の実表面積が小

さいにも関わらず，同じ電位においてそれと同等以上の大きさのORR電流が得られた。OER特性評価においては，多

孔質マンガンスピネルフェライト膜は通常のFeのアノード酸化により形成される多孔質Fe3O4膜よりもOERの立ち上

がり電位が低く，比較的良いOER活性を有していることが分かった。

（本研究は，令和元年６月２日～５日に開催された国際学会3rd International Symposium on AST 2019にて発表を行っ

た）
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漆塗膜の感性評価と光反射特性の関係

畿央大学　　李　　沅貞　　　　　　
長野大学　　田中　法博，望月　宏祐

研究フェロー　　大藪　　泰　　　　　　

要　　旨

　漆の代表的な色である黒漆について，感性評価情報「人間が感じる視覚的質感」と物理的な情報「定量的な反射特性」

を対応させ，漆の感性評価がどのような物理的な情報に依存しているのかを検討した。

　試料として，艶消し～半艶塗りたて仕上げとする黒棗を，３種の塗料（漆，比較対象としてカシュー樹脂塗料とウレ

タン樹脂塗料）を用い，２通りの塗装工程（刷毛塗り工程と吹き付け工程）により計６種を作成した。視覚的質感の主

観的な評価に関わる被験者として，漆工芸専門家，漆工芸を学んでいる人，その他の各30人の３つの群とした。一方，

物理的な情報として，鏡面光沢度（20°，60°，80°），測色（正反射光を含む・含まない），試作した光学計測系による

反射光強度分布を計測した（図１）。その結果，

① 主観的な評価において，「黒み感」「つや感」は「深み感」「むっくり感」「あたたかみ感」に比較して３つの群ともに被

験者間の一致性が認められた。

② 漆工芸専門家の第１群による評価は他の２つの群とは異なり，漆を「むっくり感」「あたたかみ感」で高く評価し，

それらを総合的に「好き」と判断していると考えられた。

③ 測色結果の正反射光を含むL*値において，漆，カシュー樹脂塗料，ウレタン樹脂塗料に大きな差異はみられなかっ

たが，正反射光を含まないL*値においては，漆はカシュー樹脂塗料やウレタン樹脂塗料と比較して高い値を示した。

④ 反射光強度分布において，漆では法線近傍の裾野が広く

（画素値が広く大きい），ヒトが注目している塗面の近

傍で光を多く反射し，明るく見えることを示した。

　以上の結果から，艶消し～半艶塗り立て漆塗膜の特有の

肌合いである光が細かく散乱したように見え，さらに見る

角度によって肌合いが変化する特徴は，正反射光を含まな

いときのL*値や反射光強度分布における画素値の違いと

関連していると考えられた。そしてこれらの物理量に対し

長年の経験を持つ漆工芸専門家は，「むっくり感」「あたた

かみ感」と評価し，総合的な評価の「好き」の心理量とし

て結びつけたと考えられる。 

（本研究は，科学研究費助成金（課題番号26350057）の助成により行われた成果であることを付記して謝意を表します）

（本研究は，日本感性工学会論文集19巻（2020年）２号に掲載された）

図１　棗における光反射特性計測系
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