
令和４年５月３１日（火）、八戸工業大学メディアセンターホールにおいて「令和３年度 若手研究者

研究助成 成果報告会」が開催されました。 

 
 

 

 

 

１．主催者挨拶　　　14：30～　　　　　

２．研究成果報告　　14：35～ （各発表10分･･･報告7分、質疑応答3分）

　座長：星野　保  教授（八戸工業大学 工学部学科長）

№ 　　　　　　　　　　　発表者／研究課題

1 14:35～14:45 本田   洋之　（八戸工業大学 工学部工学科　講師）

「青森県の伝統的な大豆発酵食品の製造過程における微生物種の評価」

2 14:45～14:55 西尾   洸毅　（八戸工業大学 工学部工学科　講師）

「都市コンパクト化のための「新たな住宅セーフティネット」としての民

　間賃貸住宅ストックの活用可能性」

3 14:55～15:05 土屋　拓也　（八戸工業大学　基礎教育研究センター　准教授）

「数値計算を用いた真法弟算記の精査について」

4 15:05～15:15 宇野　あずさ　（八戸工業大学 感性ﾃﾞｻﾞｲﾝ学部感性ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科　講師）

「地消地産による画材開発～地域資源の活用とクリエイティブ・ネットワー

　ク形成についての研究～」

5 15:15～15:25 門磨　義浩　（八戸工業高等専門学校　産業システム工学科　准教授）

３．講評               　　金子賢治　教授（八戸工業大学 学長補佐)

一般財団法人 青森県工業技術教育振興会

令和3年度 若手研究者研究助成 成果報告会

次　　　　　第

日　時 ： 令和4年5月31日(火)　14：30～

場　所 ： 八戸工業大学 メディアセンターホール

報告時間

「微細マンガン系酸化物の開発と多価イオン二次電池用電極材料への応用」
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十和田市の一部地域では、納豆に類似した発酵食品「ごど」が作られている（図１）。かつては各家庭

で納豆が作られており、その際に納豆の出来が悪く糸を引かないことがあった。そのような大豆を利用

して、米麹と塩を混ぜ、冬季に 2週間ほど低温で熟成させて作られたのが「ごど」である。「ごど」の作

り手によって製法は多様であり、微生物の種類や香味に差異が生じている可能性がある。このような郷

土料理は徐々に地域で受け継ぐ人が少なくなっており、「ごど」とともに、「ごど」に含まれる未知の微

生物遺伝資源が将来的に失われてしまう恐れがある。 

そこで本研究では「ごど」に生息する乳酸菌の分離・保存を行い、低温での生育を評価し菌種同定を

行った。さらに、「ごど」の種々の原材料および製造条件が生菌数（納豆菌、コウジカビ、乳酸菌）に与

える影響を調べた。 

ごどの原材料の中で、米麹 3 種類、および甘酒 2種類から乳酸菌が確認されたが、6種類の納豆から

は乳酸菌は検出されなかった。「ごど」からは、Leuconostoc mesenteroidesなどの乳酸菌が分離・同定

され（表１）、それらは米麹から分離された報告のある菌種であった。Y14株、P5 株、および GK104 株

は MRS 液体培地において 5℃条件下で増殖可能であった。これらの結果は、低温耐性を有し米麹由来

と推定される乳酸菌が「ごど」に存在し、このことが冬季における「ごど」の低温熟成をもたらす要因

の１つであることを示唆している。 

「ごど」の製造において、各種微生物の生菌数に大きく寄与する

のは、納豆の量、および保存温度であった。米麹はカビ数に影響を

与えるが、納豆菌および乳酸菌に対する影響は限定的であった。ま

た、大豆の煮汁が生菌数に与える影響は認められなかった。納豆を

増量することで乳酸菌数が増加したことから、納豆由来のアミノ

酸・ペプチドなどの成分を乳酸菌が利用しており、納豆菌と乳酸菌

の競合は生じていないと推測される。今後は、分離した乳酸菌の機

能性について評価を行う予定である。 

表１ 「ごど」から検出された乳酸菌の同定 

菌株 同定結果 
相同率 

(%) 

Y14 Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides/dextranicum 100   

P5 Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides/dextranicum 100   

GK104 Latilactobacillus sakei subsp. sakei 100   

GSC1 Enterococcus faecium/Enterococcus durans 99.7  

 

図１ 熟成中の「ごど」 
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我が国の都市計画では、各自治体の立地適正化計画によって居住誘導区域・都市機能誘導区域の

設定が進められているが、設定・評価の根拠づくりが課題となっている。一方で、住宅確保要配慮

世帯にとっての居住の根幹を担ってきた公営住宅（以下、公住）では、地方財政の緊縮により大幅

な更新が期待できない状況にあるため、いかに住宅確保要配慮世帯向けのセーフティネット住宅（以

下、SN 住宅）を供給・活用するかが課題となっている。本研究では、都市機能誘導区域及び居住

誘導区域内（以下、区域内）にある SN住宅基準を満たす民間賃貸住宅（以下、民賃）が都市コ

ンパクト化のインセンティブとして働くと考え、青森県の主要 3 都市（青森市・弘前市・八戸

市）を対象として、公住及び SN化可能な民賃の位置と立地適正化計画の範囲との地理的関係を

分析し、都市コンパクト化のための SN住宅の活用可能性を検討する。結果を下記にまとめる。 

表 1より、1）戸数ベースで公住の位置をみると、居住誘導区域及び立地適正化計画範囲の区

域外（以下、区域外）に立地しているものが 35％と少なくない。特に八戸市は 60％である。2）

公住の老朽率をみると、建設年 1981 年以前の旧耐震は 49％であり、区域外に立地しているも

のが 17％である。特に八戸市は 25％と少なくない。3）民賃のうち、SN化可能率は 78％であり、

区域内に立地しているものが 38％である。特に青森市は 45％と多い。表 2 より、4）区域内外

に関わらず全ての旧耐震である公住に対する区域内の SN 化可能住宅の割合をみると 43％と高

くはない。青森市が 48％と最も高く、弘前市が 24％と低い。5）区域外に立地する旧耐震の公

住に限ると、3都市の合計で 125％にまで上がり、青森市が 207％、八戸市が 94％となる。 

以上より、青森県 3都市では区域外にある旧耐震の公住に対する SN化可能住宅の割合が高い

ため、老朽化した公住の住戸数を区域内の SN 住宅で補える可能性があり、これらの SN 住宅の

活用が都市コンパクト化を促進しうると考える。ま

た、図のように、区域内であるが SN 化可能率が低

く、旧耐震の戸数も多い地域や区域外であるが SN

化可能率が高く、新耐震の戸数も多い地域もみられ

たため、今後は、これらの地域を区域から除外また

は区域に編入した場合の変化など、区域の設定・評

価のための知見を蓄積していきたい。 

 
表 1 公住の旧耐震率と民賃の SN化可能率 

表 2 旧耐震に対する SN化可能戸数 

図 旧耐震の位置と SN化可能率（八戸市） 
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 真法恵賢は、仏僧でありかつ八戸の和算の開祖で、恵賢流と呼ばれる和算の流儀を作った。

恵賢の名前自体は全国的にはあまり知られていないものの、弟子たちの算額奉納が盛んであっ

たこと、それをまとめた書籍である「真法弟算記」が残されていることで、どのような研究を

行っていたか伺い知ることができる。弟算記には、問題とその解答が掲載されており、その解

法を弟子たちが学んだと推測される。恵賢の得意とした高次方程式の解法である「天元術」を

用いたと思われる。一方で、高次方程式では次数分の数の解が複素数の範囲で存在するため、

解の存在と一意性がどの程度きちんと調べられていたのか疑問である。また、天元術の解法で

は算木等を用いていたと思われるが、逐次近似法に類似した手法を用いていたと思われる。そ

のためその解の精度がどの程度正しいのか、詳しく調べる必要がある。 

 今回、直角三角形を用いた問題である「勾股弦」

の問題について、解の存在と一意性とその精度を調

査した。右のグラフのように、直角三角形に３つの

円が内包している問題を考えている。与えられてい

る条件は、直角三角形の底辺と一番大きな円の長さ

の差と、中円と小円の差だけである。この条件から、

すべての円の直径と直角三角形の各辺を求める問

題となっている。条件となる方程式は、４次方程式

となる。本研究では、４次方程式の４つある解のう

ち、条件に合う解が１つしか存在しないことを示し、

その解を二分法によって有効数字６桁の精度まで

求めた。この結果の一部は公開講座（「八戸の和算

について」4月 23日）にて発表し、詳細な結果については今後書籍にて出版の予定となってい

る。 

 また、八戸和算の全国的な立場を調べるために、江戸時代に遊歴和算家という旅をして和算

の研究と教育を行った「山口和」とその日記「道中日記」で当時の状況を調べた。山口和に会

ったとされる「中里保太夫」が、真法賢流の免許を正部家作右衛門種泰から受けた中里文七の

子であったことがわかっている（「遊歴和算家「山口和」と八戸」）。 
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東北地域は、縄文土器や津軽塗などに見られる漆や近年化粧品に用いられる孔雀石、水晶など文化的

資源に欠かせない原料を産出し、北国の厳しい自然環境に対する工夫によって営まれた生活によって独

自の文化的所産を育んできた。しかし、大量生産や効率重視による近現代化や人の健康や環境に配慮し

たものづくりの変化に伴い、人工製品への転換が求められている。こうした文化的資産の衰退は、生活

風景の損失等が進み、土地の記憶や故郷への誇りや親しみ、ひいては心の拠り所となる地域固有の価値

に影響を与えかねない。本研究では、自然素材による文化資源の活用に着目し、東北地域の自然物によ

る絵具の実用化を手がかりとして、天然土や鉱物による天然物による試料の採取・保存・色素抽出の過

程を経て天然顔料の生成を行い、色材としての機能性に関する検討を行うものである。 

 青森県、秋田県、岩手県による東北３県をめぐり、天然顔料の

原料となる土塊を中心として試料採取を行った（図 1）。乾燥・

粉砕・煮沸・分級・脱水による色素抽出の過程を経て、結果とし

て 10 種の土性顔料を生成することができた（図 2）。これら顔

料が色材としての機能性を確認する際に、外的環境の要因による

影響を受けずに品質を維持することが可能どうか堅牢性から絵

具の機能性を評価した。具体的には、自然物から色素抽出した顔

料と展色材を攪拌して油絵具を生成し、絵具がキャンバスや石な

どの支持体に固着することで褪色や剥離、黄変による変化を確認

するものである。生成した 10 種類の顔料全てにおいて、展色材

と攪拌しても褪色することなく発色し色材としての品質を有す

る可能性があることを確認した。課題として絵具を支持体に塗装

する工程において顔料と展色材が分離し、支持体への着色性が不

安定な点が挙げられる。顔料の粒子径は従来 50nmから 1000nm

としており、今回色素抽出した顔料は 1000nm以上の大きさで生

成したことで分離を引き起こしたと推測される。 

今後は、顔料抽出における生成方法や顔料のバリエーションを

獲得するために、顔料成分や粒子構造に関する専門家や自然素材

の資源活用化に向けて地域自治体と連携して文化資源の活用や

評価を継続して行う予定である。 

図 1 秋田県北秋田市での試料採集 

図 2 生成した土性顔料 
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次世代高機能二次電池として、電荷のキャリアをリチウムイオンなど 1 価の陽イオンから 2 価や 3 価の陽

イオンに置き換えた多価イオン二次電池が注目されている。キャリアの電荷が 2 倍、3 倍となることによっ

て、エネルギー密度の大幅な向上が期待できるが、多価イオンは静電的な相互作用も大きく、挿入脱離可能

な電極材料の報告例は少ない。そこで本研究では、様々なイオン種を構造内に取り込むことが報告されてい

るマンガン系酸化物(トドロカイト型)に注目し、多価イオン導入材料の開発を目指した。 

合成は、一般的な加熱還流装置を用いて還流法で行った。乳酸ナトリウムを出発物質に用いて場合、

還流操作を 120℃で行うことで、トドロカイト構造由来のブロードな回析ピークが見られ、トドロカイ

ト型マンガン酸化物を合成できた。その合成試料の FE-SEM 像を図 1 に示す。数十から数百 nm のロッ

ド状の粒子が凝集し、繊維状の形態をしていることがわかった。 

まずは、充放電が可能であるかを確認するために、Li+イオンをもちいて定電流充放電試験を行った結

果を図 2 に示す。電流密度は 1～10 サイクルを 25 mAg-1、11～15 サイクルを 50 mAg-1、16～20 サイク

ルを 100 mAg-1、それ以降 100 サイクルまでを 100 mAg-1とした。初回サイクルと 2 サイクル目以降で、

充電曲線が大きく変化しており、不可逆的な反応もしくは構造変化が起こっていると考えらた。一方で、

その後は、充電放電曲線の形状は落ち着いており、比較的安定した充放電が可能であることがわかった。

また、充放電サイクルに伴う容量減少はみられるものの、電流密度に対する応答は比較的良好でり高出

力(レート特性)な電極材料の開発の可能性が示唆された。 

今後は、合成方法を最適化し充放電時の結晶構造の安定性を向上させることで、容量減少の緩和が期

待できる。また、Li+イオンである程度実証できれば、多価イオンを用いた試験に移行し、Ca2+や Mg2+

などの多価イオンを用いた状況での最適化を行い、高エネルギー密度電池の開発を目指す。 

 

 
図 1 120℃(還流)で合成した試料の FE-SEM画像.  図 2 120℃(還流)で合成した試料の充放電曲線. 


