
 

水道インフラからキッチンカーへ 

安全に供給する為の活性水生成装置と 

EVイノベーションサポート 

株式会社イルカカレッジ 
代表取締役  朝山 規子 

http://www.iluka.co.jp/ 



自己紹介 

株式会社イルカカレッジ 
本社住所   〒683-0834 鳥取県米子市内町４６番地 

本   店      〒683-0065 鳥取県米子市万能町１２５  

         Tel0859-35-9787   Fax0859-35-9074 

東京支店   〒100-0014東京都千代田区永田町2-9-6十全ビル201 

         Tel03-3593-7078     Fax03-6268-8374 

 
設    立   平成８年９月１０日 イルカカレッジ(有)→ 

                       平成１９年４月３日株式会社イルカカレッジへ商号変更 

 
代  表  者      代表取締役 朝山規子 

資  本  金    1000万円 

 
経営 理念   楽しいことをすれば人の能力は無限大！ 

          無限の提案を原動力に環境貢献 

         ・私たちは技術の伝承によって社会貢献します。 

         ・私たちは技術の普及提案によって環境貢献します。 

 

スローガン  人と地球の元気を応援します。 

 

事業内容     商品開発及び教育ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 
          EV・PVマイスタースクールを運営 
 

         ＜主な取扱商品＞ 

       ・電気自動車関連 

         「構内用電気自動車」「EVスクーター」「EVミニカー」「EVﾊﾟｰﾂ」「EVスタンド」 
        ・環境関連商品 

         「渦流システム」「風力発電」「太陽光発電」「蓄電システム」 
         ＜主な研究開発＞ 

         「構内用EV車・EVステーション等の開発」H21年～ 「ワイヤレス給電教材の開発」H24年～ 

         「航空消火システムの開発」 H24年～  「渦流システムの循環浄化装置の開発」H20年～ 

         「BDFのための廃食用油のろ過装置の研究開発」H13～15年 「健康サポーターの開発」H16～18年 

 

 

代表者関連事業 
  ・一般社団法人鳥取県発明協会 理事 
  ・平成１３年～２２年鳥取大学共同研究員 
  ・鳥取県環境審議会委員 

平成１８年に経営革新の 

認定を受けました。 



年度 産学共同研究の取り組み内容 その他 成果など 

H13～15年 廃食用油を燃料とするためのろ過装置の研究開発 
・不純物をろ過精製するための吸着剤の開発 
・酸化樹脂化防止剤の開発 

バイオディーゼルの研究開発 発電に成功 
1) 特願 2004-106222「廃食用油を吸着させたシート状肥料」（発明者：朝山規子，田中俊行，

松良悦正）  （出願年月日：2004 年 3 月 31 日）  
2)  特願 2003-089727「ディーゼルエンジン燃料用油及びディーゼルエンジン用潤滑油」（発

明者：朝山規子， 田中俊行）（出願年月日：2003 年 3 月 28 日） 
3)  特願 2002-254507「吸着濾過シート及びその製造方法並びにそのシートを用いた液状

体の処理方法」  （発明者：朝山規子，田中俊行）（出願年月日：2002 年 8 月 30 日）  

H15～17年 健康サポーター及びキララクリームの研究開発 
・鉱石サポーターの健康に与える影響調査研究 
・天然鉱石を使ったクリームの顔面リストアップ 
 効果に関する調査研究 

「しゃんしゃんサポーター」腰用・手首・足首サポーターの商品化 
キララクリームの試験販売 

H18年～ 電気自動車の普及に取り組む 
ＥＶ安全協会を組織化 副代表となり全国展開 
トヨタ車体ディーラーとしてＥＶ販売に参入 

廃食油発電で作った電気をEVに充電し、地域の話題に！ 
産官学の交流の場となり会員70社 
  （上場企業・学術会員・企業会員・個人会員） 

H20～21年 水活性化による環境浄化の研究及び普及活動 
平成20年生活衛生推進事業「環境にも貢献できる渦流装置の研究」 

平成21年生活衛生推進事業「利用者の健康を守る渦流装置の研究」 

全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会の委託により研究報告 
 

H21年～  関東経済産業省委託事業「バッテリーとキャパシタを併用した充電シス
テムのモデル事業」 
東京トラックショー電気自動車コーナー開設（大学ブースも設置） 
滋賀県「MIHO MUSEUMの依頼でＥＶ遊覧車開発 

京都大学・西日本工業大学・ 
徳島自動車短期大学・メイコー・ 
川崎重工・日本ケミコン・ニチコン・ 
テクノコア・イルカカレッジ 

EVスタンドの開発商品化 

H22年  EVマイスタースクール開講（東京校） 
第１回ＥＶ基礎講座開講（鳥取県の委託事業） 

                  MIHO MUSEUMの11人乗り 
                  EV遊覧車1台開発納車 
                   ≪リチウム仕様≫ 

H23年  第２回ＥＶ基礎講座開講（鳥取県の委託事業） 
8人乗り遊覧車開発 

 
 
 

H24年 「MIHO MUSEUMの11人乗り遊覧車」4台開発納車 
東京都味の素スタジアム用EV牽引車4台改修製造 
第3回ＥＶ基礎講座開講（鳥取県の委託事業） 
EVマイスタースクール開講（一関高専） 

                                       MIHO MUSEUMの11人乗り 
秀明会８人乗りEV５台開発                         EV遊覧車４台納車 
                                           ≪鉛仕様≫   

書籍発行「太陽光発電技術者育成のための基礎知識」明治大学  藤井白根著 

「ワイヤレス給電技術者育成のための基礎知識」早稲田大学 高橋俊輔著               

平成25年 航空消火システムの開発 特許出願 

株式会社イルカカレッジ 
本店：  〒683-0065 鳥取県米子市万能町125 

         Tel0859-35-9787 Fax0859-35-9074 

東京支店：〒100-0014東京都千代田区永田町2-9-6-201    

       

 

        

   



電気自動車への取り組み 

廃食用油 BDF 電気 EV 



◆11人乗り遊覧車 （イスが可動折タタミ式で、車椅子を前向きに乗せることが可能です） 

Iluka College Co.,Ltd 





飲食業界にとって使用する水の安全は営業活動の根幹を
担っています。 

 更に排水環境及び廃棄物の処理は、お借りする場所の
衛生面を確保するための大切な役割です。 

   キッチンカーが立ち去った後も、いつもきれいなフロアーを
維持するために渦流装置の設置をお勧めします。 

 



ビル 

渦
流
装
置 

ワイヤレス給電技術 

水道管 

メーター① メーター② メーター③ 

キッチンカー キッチンカー キッチンカー 

・水道管の間に、渦流水発生装置を設置することでキッチンカーで使  
 用する水を安全に、更に排水環境をクリーンにする。 
 
・キッチンカー下にワイヤレス給電を設置して、いつでも電気を送電 
 できるシステム。 

 

将来の構想図 

 



【生活衛生営業振興推進事業実施報告書】 
 
３ 目的 

    公衆浴場は、昨今の燃料価格の高騰により、旧設備の改善による省エネ対策と環境負荷の少ない施設設備の見直しが
急務になっている。また、日本の公衆浴場の水質は塩素の投入下限を指導して安全基準としてきた。しかしながら、塩素
を餌として繁殖する大腸菌やレジオネラ菌の出現など、菌は複雑に耐性を獲得しており増殖傾向にある。またアトピー性
皮膚炎に代表されるように肌の抵抗力も弱くなっていることから、薬剤に頼らない安全安心な水質の水を供給する技術開
発が求められている。 

    本事業では、浴場の配管系統に渦流システムを導入して給水関係の技術革新を図ることにより、清掃労力を最小限に抑
え、薬剤に頼らないで、安心かつ心地よい湯質づくりを実現し、さらには省エネにつながる設備を装備することにより、組
合員一丸となってＣＯ2削減に寄与できる経営革新に取り組むための基礎研究を行うことを目的とする。 

 
４ 実施内容 

    本事業を実施するにあたり、東京都内の公衆浴場施設に渦流システムを設置し、専門家による調査を委託すると共に、
関係者で評価を行った。また、専門的な実証試験は鳥取大学医学部と株式会社イルカカレッジに委託して行った。 

 
【専門家評価委員】 
    委員長    井上貴央  鳥取大学医学部 医学部長 
    委  員     深田美香  鳥取大学医学部保健学科 教授   
    委  員    田中俊行  鳥取大学医学部保健学科 准教授 
    委  員    山田七子  鳥取大学医学部医学科皮膚病態学分野 講師  
    委  員    永田直樹  財団法人鳥取県保健事業団 事務局次長 
    委  員    福井甫   介護老人福祉施設 新さかい幸朋苑 医師 
    委  員     朝山規子  株式会社イルカカレッジ 代表取締役 

公衆浴場の経営革新に挑む 
〜  温浴効果・安心安全の湯質つくりで環境にも貢献できる 「渦流システムの研究 」 〜 

● 環境負荷の軽減        

● 薬に頼らない安心な湯質作り 

● 湯冷めしない温浴効果 

● お肌しっとり美肌効果 

 



＜鳥取大学報告書より抜粋＞ 

渦流装置を設置して１週
間後の排水の状態。 

 ★はスカムが除去され
て、排水溝のコンクリート
が現われてきた部分を示
す。 

渦流装置を設置して１か月
後の排水溝の状態。 

排水の流れを矢印で示す。  
★はスカムが除去されて、
排水溝のコンクリートが現
われてきた部分を示す。 

渦流装置を設置して
２か月後の排水溝
の状態。 

★は剥離シタスカム
が排水ピット集水枡
蓋を覆っている状態
を示す。 

渦流装置を設置して
３ヶ月後の排水溝の
状態。 

★は剥離したスカム
が無く、排水ピット集
水枡蓋が露出した状
態を示す。 



◆細菌の繁殖を抑制する 

水道水           渦流水 

レジオネラ菌は感染すると肺炎を引き起こし 
死亡にも繋がることから、プールや浴場などで 
検査項目となっている。 
渦流水はレジオネラ菌の繁殖を抑制することが 
鳥取大学の調査で明らかになっている。 
 
 
 
 
 
 
 
食品の衛生上必須とされている、一般細菌・大腸菌 
・サルモネラ菌などの繁殖抑制効果も確認されている。 

 鳥取大学 井上貴夫教授のレポートより 



渦流システム内部のイメージ 

渦流は清流と清流をぶつけ合わせ竜巻を起こして洗浄効果の高いイオン水を再現しました。 



◆特徴１：洗浄効果が高い 
 
１．農産物の放射能汚染を洗浄 
渦流水で洗浄した野菜は放射性物 
質の洗浄効果が実証されています。 
農地の洗浄効果においても実証して 
おりますので別途資料を、ご参照く 
ださい。 
 

２．農薬・化学物質の洗浄効果 
農地から農薬や化学物質を洗浄し、無農薬野菜を 
健康に育てるために世界中で活躍しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

洗浄前                   渦流水洗浄後 

洗浄前                    水道水洗浄後 

        ＜油分・カビなどの洗浄＞ 
鴨肉加工場の作業場にて、毎日お湯にてブラッシング洗浄して
いるが黒ずんで困っていた。お湯で落ちなかった酸化した油汚
れや黒カビが渦流水で 
簡単に洗浄された。→ 

  ＜残留洗剤の洗浄＞ 
←シャンプー前の髪を渦流水で洗浄。 
頭皮・頭髪に残留した洗剤を渦流水が 
洗い流している。 



自社製品への導入により 
業界をリードします！ 



 








