課題の概要
○課題名
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（実施予定期間：

「森と人が共生するＳＭＡＲＴ工場モデル実証
「石井 正弘
「岡山県
平成２２年度～平成２６年度）

」
」
」

１．課題の目的・内容・計画[気候変動対策技術の開発、社会システム改革、気候変動対策
の社会実装に向けた方向性]
気候変動に適応した新たな社会創出に向けては、ＣＯ２吸収源としての森林機能の保全・強化や、
真に環境負荷が低く、実用的なバイオマス製品の社会普及が不可欠である。本課題では、従来、搬
出コスト等の問題でほとんど利用されていない林地残材※を、機能性、環境性両面で付加価値の高い工
業用材料として社会で本格利用するための技術開発を行う。
具体的には、太陽光や風力、ﾊﾞｲｵﾏｽ等、地域の特性に応じたクリーンなエネルギーを利用して、林地
残材等から革新的新素材「ナノファイバー」を製造する技術を開発する。また、その経済性や環境、社会
への影響評価、バイオマスタウン真庭市内の「真庭バイオマス集積基地」への新旧技術の結集による生
産システム化、集材など林業者や住民等との一体的な地域システム化を図る実証等を通じて、サスティナ
ブルな林工一体型「SMART 工場」モデルを構築し、その全国普及を図る。これにより、森林・林業を再
生し、豊かな緑環境に恵まれた「森と人が共生する社会」への変革を図る。

２．実施体制
岡山県が中核機関となり、モリマシナリー㈱（微粉砕技術等）及びコアテック㈱（新エネルギ
ー複合利用技術等）が有する基盤技術と、(独)産業技術総合研究所、岡山大学、岡山県立大学、
岡山県工業技術センター及び三菱化学㈱が有する基盤研究等を融合し、真庭木材事業協同組合が
運営する「真庭バイオマス集積基地」で生産システム化する。さらに、倉敷芸術科学大学、ヤマ
ハリビングテック㈱の製品化技術として発展させ、真庭市が地域での一体的システム化に向けた
基盤形成を行う。

３．地域の特性と自治体の役割
バイオマス産業の振興を重点施策とする岡山県が中核機関となって総括し、総面積の約 80%が森
林で、林業、製材業を基軸産業とする真庭市が、最適集材の地域システム化等、環境先進杜市（と
し）に向けた地域基盤形成を行う。

４．社会システムとの関連性
本課題で構築する林工一体型ビジネスモデルの全国展開を加速化するため、間伐材の搬出促進施
策や、ＲＰＳ法等、関連する諸制度の運用改善、拡充、規制緩和等を国へ提案する。

５．実施期間終了後の展開
参画企業、協力企業による製品応用や真庭市民等のバイオマス利活用推進の自発的な取組、岡
山県及び真庭市の継続的な施策展開、さらにそれらをモデルとした全国での事業展開により、社
会システム改革の定着が図られる。

６．ミッションステートメントの概要
①木材チップから一貫連続処理でのナノファイバー製造と樹脂混練技術の確立
※微粉砕・分級処理による微粉砕物（500nm 以下）回収量 10kg/h 以上、複合樹脂強度 40MPa 以上等

②地域特性に応じたコンパクトで安定的な新エネルギー複合システム技術の確立
※微粉砕処理設備（約 30KWh）の消費電力 100%供給、真庭ﾊﾞｲｵﾏｽ集積基地全体(約 300KWh)の消費ｴﾈﾙｷﾞｰ
（電力、蒸気など等）の 25%以上供給等

③全国の林地残材の活用拡大につながる持続可能なビジネスモデルの構築

「森と人が共生するＳＭＡＲＴ工場モデル実証」実施体制
（岡山県）
岡山県が有する産学官の連携基盤、組織的な総合調整機能を活かし、参画機関が有機的に
結束し確実に目標を達成する。
課題責任者は、本課題実施についての包括的な権限と責任を持つ。また、各機関に研究責
任者を置くとともに、研究が細分化される微粉砕、新ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑの開発においては、領域を総括
するｾｸｼｮﾝﾘｰﾀﾞｰを置き、全体としての目標達成に必要な整合性確保と進捗管理を行う。
さらに、岡山県は本事業と並行して、独自の財源で県内外の企業や大学等と連携し、用途
開発に係る先導的研究、製品化開発等を実施し、相乗効果による本課題成果の最大化とその活
用、研究推進の拠点化を図る。
【中核機関】

（研究拠点形成）
応用研究推進、社会導入加速化

岡山県
総括責任者：岡山県知事 石井正弘
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ（課題代表者）
：小田喜一、ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ（事務）
：産業労
働部産業振興課長 石原伸一、ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ（技術）
：元㈱豊田中央研究
所主席技師、東海ものづくり創生協議会 加藤隆幸（外部）
□役割：総括、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ構築、社会改革推進、（技術支援）
□実績：H16 地域再生計画「岡山ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｲｵ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進」、H20 真
庭ﾊﾞｲｵﾏｽ集積基地整備支援、産学官連携の技術開発
□責任者：石井正弘、環境・ﾊﾞｲｵ産業振興施策の重点化

協力機関※ｻﾝﾌﾟﾙ評価、製品試作
㈱クラレ、三菱自動車工業㈱、ｾﾙﾛｰｽ
系ﾊﾞｲｵﾏｽ超微粉砕研究会、岡山ﾊﾞｲｵﾏ
ｽﾌﾟﾗｽﾁｯｸ研究会、国内外の大学、研
究機関等
※近未来
製品イメージ

基盤研究・基盤応用研究

倉敷芸術科学大学

ｼｽﾃﾑﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ・評価

三菱化学株式会社
□役割: 有機薄膜太陽電池のﾌｨｰ
ﾙﾄﾞ実証、積雪、寒暖対応検証
□実績: 有機薄膜太陽電池の実
用化、総合化学
□責任者:山岡弘明、有機薄膜太
陽電池研究統括

岡山県立大学
□役割: エネルギー需給評価、
マネジメント技術開発
□実績: 情報・機械技術研究
□責任者:中川二彦、地域分散型
エネルギー技術研究

材料化技術
の高度化

□役割：高付加価値セルロース材料
化技術の先導研究
□実績：生命科学、ｸﾞﾘｰﾝｹﾐｽﾄﾘｰ
□責任者：岡田賢治、ケナフ繊維充
填、ＰＬＡ複合材料研究

(独)産業技術総合研究所
ﾊﾞｲｵﾏｽ研究ｾﾝﾀｰ
□役割：微粉砕物の物性解析、
水熱処理・触媒評価、複合材料
化の基盤技術開発、システム全
体の経済性、CO2排出LCA評価、
社会的影響評価
□実績：木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利活用技術の
先導的研究
□責任者（微粉砕ｼｽﾃﾑｾｸｼｮﾝﾘｰ
ﾀﾞｰ）
：遠藤貴士、天然高分子の
超粒子化、複合化等、ﾊﾞｲｵﾏｽ
利用の先導的研究
（経済性等評価：美濃輪智朗）

要素技術開発

岡山大学

□役割：微粉砕装置の摩耗評価、耐
摩耗表面改質、粉砕触媒、分散・
脱水処理ﾌﾟﾛｾｽ等開発
□実績：トライボ機素開発、高分子
研究
□責任者：藤井正浩、設計工学、機
械機能要素、ﾄﾗｲﾎﾞﾛｼﾞｰ研究

基盤技術応用・装置化等 導入に向けた社会実証

微粉砕物評価

（設計評価）

要素技術のシステム統合

コアテック株式会社

岡山県工業技術センター

モリマシナリー株式会社

□役割: 太陽光、風力、バイオ
□役割：木材ﾁｯﾌﾟからの超微粉
マス発電の自立型複合シス
砕、ナノファイバー化連続処
テム化技術開発
理装置開発
□実績: ﾙｰﾌﾟｳｲﾝｸﾞ式風力発電
□実績：平成 20 年度経済産業
装置、太陽光発電施工技術等
省「低炭素社会に向けた技術
開発、経済産業省事業※によ
シーズ発掘・社会システム実
る負荷追従型発電、回生ｴﾈﾙ
証モデル事業」※による微粉
ｷﾞｰの効率的回収技術開発
砕装置等、装置開発
□責任者（新ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑｾｸｼ （省力化） □責任者：山本顕弘、バイオマ
ｮﾝﾘｰﾀﾞｰ）：光畑共久、構造
ス微粉砕装置他、各種機械装
設計、環境機器部門統括
置開発
（実証、評価、ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ）

□役割：微粉砕物の特性評価
□実績：粉砕ﾌﾟﾛｾｽ研究、表面分析
□責任者：福﨑智司、粉体の表面特
性評価、微生物制御機能研究
（性能要求、粉体評価）
材料化技術

ﾔﾏﾊﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃｯｸ株式会社

の実用化

□役割：新規迅速ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ技術開発
□実績：ｳｯﾄﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製造販売
□責任者：伊藤弘和、木粉高充填ｳｯﾄﾞﾌﾟ
ﾗｽﾁｯｸｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ技術開発
協力機関：真庭森林組合、製材所等関係者

（事業性の検証）

（安定調達、資源用途配分）

真庭木材事業協同組合

実証拠点：真庭バイオマス集積基地

□役割：原料調達から出荷までの生産管理手法研究等
□実績：製材業者、森林組合等、真庭地域の木材事業者
約 30 団体の加盟組織、集積基地設置、運営・管理
□責任者：堀清、集積基地運営・管理、用途研究
（真庭システム構築）

真庭市
□役割：まちづくり計画策定、地域人材育成、普及啓発 □実績：2007 年「バイオマスタウン構想、2008 年経済産業省
「次世代エネルギーパーク」、2009 年「新エネ百選」、2010 年「新エネルギー大賞・経済産業大臣賞」受賞（真庭バイ
オマスツアー）□責任者：宅見幸一、ﾊﾞｲｵﾏｽ産業クラスター推進

岡山県

「森と人が共生するＳＭＡＲＴ工場モデル実証」実施内容
林工一体型「ＳＭＡＲＴ工場」のビジネスモデル化

経済性、環境性等評価

私・国有林

森林組合・個人等

製材所
（製材端材）

森林への利益還元
長期・安定的な資源利用

（間伐材）

実証拠点：真庭バイオマス集積基地

ＳＭＡＲＴ工場

効率的な原料収集と素材生産を一体化した、環境にやさしいものづくり工場
ムダのない合理的な生産管理

高付加価値材料
「ナノファイバー」製造
樹脂コンパウンド
溶融紡糸、結晶化

ペレット、チッ
プ等製造

地域特性を活かした
持続的な新エネルギー利用
（太陽光、風力、バイオマス）

バイオマス産業を支える地域基盤形成
・地域人材育成（森林管理、効率的施業、利用研究等） （資源循環、資金還流）
・環境先進杜市（とし）を目指したまちづくり計画
・環境教育、各種セミナー等による普及啓発

（樹脂、材料メーカー）
(家電メーカー)

(自動車メーカー)

(日用品メーカー等)
（都市部でのバイオマス製品普及）

※SMART工場（SMall Advanced Regional- industrial Technologyを結集したものづくり工場をイメージした造語）

ミッションステートメント
○課題名
○総括責任者名
○中核機関名
（実施予定期間：

「森と人が共生するＳＭＡＲＴ工場モデル実証
「石井 正弘
「岡山県
平成２２年度～平成２６年度）

」
」
」

（１）課題の概要
気候変動に適応した新たな社会創出に向けては、森林のＣＯ２吸収源機能の保全・強化や、
真に環境負荷が小さく実用的なバイオマス製品の社会普及が不可欠である。本課題では、太陽
光や風力、ﾊﾞｲｵﾏｽ等、地域の特性に応じたクリーンな新エネルギーを利用して、林地残材等から革
新的新素材「ナノファイバー」を製造する技術を開発する。
また、その経済性や環境、社会への影響評価や新旧技術の結集による生産システム化、集材など
林業者や住民等との一体的な地域システム化を図る実証等を通じ、環境性と経済性のバランスが取
れたサスティナブルな林工一体型「ＳＭＡＲＴ工場」モデルを構築する。
また、そのモデルの全国展開を加速化するため、間伐材の搬出促進施策や、ＲＰＳ法等、関連す
る諸制度の運用改善、拡充、規制緩和等を国へ提案する。
これら事業の一体的な実施により、森林・林業を再生し、豊かな緑環境と経済活動が調和した「森と
人が共生する社会」への変革を図る。

（２）実施期間終了時における具体的な目標
①３年目終了時
・1μm 以下のナノファイバー含有量を 80％以上とする微粉砕・分級システム確立
・ﾒｶﾆｶﾙｱﾛｲﾅﾉﾌｧｲﾊﾞｰを用いた汎用樹脂（25MPa 以上）の強度を有する複合化技術の確立
・リチウムイオン電池とｺﾝﾊﾞｰﾀ・ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御による充放電効率 85％以上の技術確立
・「真庭市環境杜市（とし）計画」
（仮称）の策定
※μm(ﾏｲｸﾛﾒｰﾄﾙ):1/1000 ﾐﾘﾒｰﾄﾙ,1μm=1,000nm(ﾅﾉﾒｰﾄﾙ),MPa:ﾒｶﾞﾊﾟｽｶﾙ

②事業終了時
○木材チップから一貫連続処理でのナノファイバー製造と樹脂混練技術の確立
※微粉砕・分級処理による微粉砕物（500nm 以下）回収量 10kg/h 以上の新システム開発
※高強度樹脂以上（強度 40MPa 以上）となるﾅﾉﾌｧｲﾊﾞｰ混練技術の確立
※年産 200 トン以上を達成可能なナノファイバー樹脂複合ペレット製造技術の提示

○地域特性に応じたコンパクトで安定的な新エネルギー複合システム技術の確立
※微粉砕連続処理システムの負荷変動対応、消費電力の 100％供給技術の確立
※真庭バイオマス集積基地全体(約 300kW)の消費エネルギー(電力、蒸気など)の 25％以上
を太陽光、風力、バイオマスの新エネルギーで供給する複合システム技術の確立

○全国の林地残材の活用拡大につながる持続可能な事業モデルの構築
※「真庭システム」確立、間伐材の搬出量倍増(3,000t/年→6,000t/年)

（３）実施期間終了後の取組
参画機関及び協力企業による製品応用や、真庭市での民間主導のバイオマス利活用推進の取
組、岡山県及び真庭市の継続的なバイオマス産業振興施策、また、それらの取組の全国への情
報発信、普及により、社会システム改革の定着を図る。

（４）期待される波及効果
本提案で開発する技術、ビジネスモデルは、全国の森林資源の活用、森林・林業の再生に活
かされ、水源のかん養、流木被害防止や中山間地域への定住促進、環境技術としての国際的産
業競争力強化等、波及効果が大きい。

