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Ⅰ．研究計画の概要
■プログラム名： 気候変動に対応した新たな社会の創出に向けた社会システムの改革
■プロジェクト名： 「森と人が共生する SMART 工場モデル実証」
■中核機関名： 岡山県
■総括責任者名（役職）：岡山県知事 石井正弘
■研究代表者名（所属・役職）岡山県産業労働部グリーンバイオプロジェクトマネージャー 小田喜一
■研究実施期間： 平成 22 年度～26 年度（5 年間）
■研究総経費： 総額 508.1 百万円 （間接経費、環境改善費込み）
■参画機関名:岡山県、（独）産業技術総合研究所、岡山大学、倉敷芸術科学大学、岡山県立大学、
岡山県工業技術センター、モリマシナリー（株）、コアテック（株）、ヤマハリビングテック（株）、三菱化
学（株）、真庭木材事業協同組合、真庭市、岡山県農林水産総合センター森林研究所
■協力機関名: 農山村支援センター、岡山大学農学部、真庭森林組合
■社会実証対象地域名: 岡山県真庭市
１．プロジェクトの目的・内容・目標
間伐推進・林地残材利用拡大・バイオマス製品の社会普及により、森林の CO2 吸収源機能の保
全・強化を図ることを目的として、地域特性に応じた新エネルギーを利用して林地残材から革新的
新素材「ナノファイバー」を製造する技術を開発し、サスティナブルな林工一体型 SMART 工場のビ
ジネスモデルを構築する。
課題実施期間内に、林地残材の本格的利用につながる材料化技術を実用化するとともに、林工一
体型ビジネスモデルの構築や真庭市での環境先進杜市モデルとしての地域基盤を形成する。
２．研究の趣旨
太陽光や風力、バイオマス等、地域に適した新エネルギー利用による革新的新素材｢ナノファイバ
ー ※｣の製造技術開発
（※セルロースをナノレベルまで（繊維幅 100～500 ナノメートル程度）微粉砕したセルロースナノファ
イバー。以下「ナノファイバー」と表記する。1 ナノメートルは 100 万分の１ミリメートル。）
３．実施計画
（１）初年度

テスト粉砕機製造、材料化予備試験、エネルギー需給調査、装置基本設計、生産管
理手法検討、集材システム検討、普及啓発

（２）2,3 年度

プロトタイプ粉砕機による粉砕試験、メカニカルアロイ法等による複合化、複合システム
のＦＳ・詳細設計、個別装置の開発、最適配分手法の研究、環境先進杜市計画策定

（３）4,5 年度

真庭バイオマス集積基地での統合実証、生産管理手法確立、最適ビジネスモデル構
築

４．実施体制
各機関に課題目標達成に必要な専門的知見、開発実務等経験を有する研究者を配置するとともに、
研究が細分化される超微粉砕、新エネルギーシステムの開発においては、領域を総括するセクショ
ンリーダーを置き、目標達成に必要な整合性確保と進捗管理を行う。
1

５．地域の特性と自治体の役割
環境・バイオ産業を新たな産業機軸に育成することを目指す岡山県が中核機関として全体を統括し、
総面積の約 8 割が森林で、林業・製材業を主要な産業とする真庭市において集材システム構築、ま
ちづくり計画策定、人材育成、普及啓発等の地域基盤形成を図る。
６．社会システムとの関連性
社会実装に向けては、先進的バイオマスタウン真庭市をモデルとし、本課題で開発する技術を核と
する林工一体型ビジネスモデルの構築を図る。一方で、構築されるビジネスモデルを全国に普及す
るに当たり、技術革新や集材の効率化等、企業、地域住民の自助努力では克服できない社会制度
的課題や事業化の課題を整理し、国の関係府省との連携を図りながら、その課題解決を図るために
必要な社会制度改革等を検討し、国に提案する。
７．採択時コメント
採択条件に係る確認事項
（１）本テーマの推進に当たっては、ＬＣＡやコスト計算の評価を、より十分に行うこと。特に、社会実証に
向け、既存製品とのＣＯ２削減効果の比較や、集荷における輸送費・人件費やエネルギー消費量な
どを含め、バウンダリーを見直し、林業を含むプロセス全体について行うこと。
（２）ナノファイバーにかかる要素技術の開発に偏重することなく、特に地域振興の観点から岡山県真庭
市の林業関係者等と十分な連携を図ること。
（３）知的財産の取得や管理については、個〄の技術を組み合わせたパッケージとして普及が見込まれ
ることにかんがみ、参画機関が個〄に行うのではなく、特定機関（一つの機関）を中心に行うこと。
Ⅱ．ミッションステートメント
（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、
バイオマス等、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、その全国普及の加速化に向け、間伐材の搬出促進施策や、カーボンクレジット、RPS 法等、関
連する諸制度の拡充等を通じて、森林や新エネルギーの環境性に対し、積極的に経済価値を与え
る社会制度改革を国へ提案する。これにより、森林・林業の再生を促し、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バ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
2

立
・リチウムイオン電池とコンバータ・インバ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:メガパスカル
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）となるナノファイバー混練技術の確立
※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。
Ⅲ．所要経費
１．プロジェクト全体の所要経費（表1）
（単位：百万円）
補助対象経費

22 年度

23 年度

24 年度

25 年度

26 年度

１．設備備品費

58.1

71.4

63.1

64.0

49.0

２．人件費

23.0

40.5

48.8

47.0

48.0

13.9

26.0

27.8

25.2

26.2

(13 名)

(12 名)

(9 名)

(15 名)

(15 名)

9.1

14.5

21.0

21.8

21.8

(10 名)

(16 名)

(15 名)

(17 名)

(17 名)

（１）事業担当職員
（２）補助者
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備考

３．事業実施費

34.8

54.8

64.2

39.0

40.0

25.2

37.4

45.3

26.8

27.8

（２）旅費

2.8

5.3

6.1

4.2

4.2

（３）その他

6.8

12.1

12.8

8.1

8.1

34.8

－

－

45.0

40.0

0.0

11.5

3.3

－

計

150.6

178.2

179.3

195.0

177.0

総計 880.1

(内、自己資金)

（1.9）

（7.7）

（0.0）

（0.0）

（0.0）

（9.7）

50.5

70.7

74.7

69.0

69.0

（１）消耗品費

４．間接経費
５.環境改善費

補助対象外経費

－

総計 333.8

２．研究グループ別の使用区分（表２）
補助対象経費（単位：百万円）

設備備品費

超微粉砕シ

新エネルギー

ステム

複合システム

地域基盤形成

計

108.4

64.7

19.5

192.6

人件費

76.4

35.5

0.4

112.3

事業実施費

91.5

51.1

11.1

153.7

間接経費、環境

42.6

5.6

1.8

182.8

318.9

156.9

改善費
計

32.8

508.1

【設備備品名：購入期日、購入金額、設備備品を購入した研究セクション】
①マイクロスコープ：2010 年 8 月 16 日，8.2 百万円，超微粉砕システム
②電子顕微鏡：2010 年 8 月 16 日，18.0 百万円，超微粉砕システム
③微粉砕テスト機：2010 年 11 月 12 日，5.1 百万円，超微粉砕システム
④水熱処理装置：2011 年 9 月 29 日，6.3 百万円，超微粉砕システム
⑤微粉砕装置：2012 年 1 月 31 日，12.2 百万円，超微粉砕システム
⑥粗粉砕装置：2012 年 3 月 19 日，5.6 百万円，超微粉砕システム
⑦一軸押出機：2011 年 3 月 10 日，6.9 百万円，超微粉砕システム
⑧サイドオープンドラフトチャンパー：2011 年 3 月 18 日，超微粉砕システム
⑨リチウムイオン電池蓄電システム：2012 年 2 月 20 日，23.1 百万円，新エネルギー複合システム
Ⅳ．自己評価
１．進捗状況
ミッションステートメントに掲げる中間目標は、3 年目終了時の目標であるが、2 年目の研究成果をも
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って全ての項目について目標を達成している。また、個別の参画機関においても、年次計画に沿っ
た進捗が行われている。
２．研究プログラムの有効性
（１）プロジェクトの研究目標
本プロジェクトの事業終了時の目標は、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、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、③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を設定しており、
各目標について、超微粉砕システムセクション、新エネルギー複合利用システムセクション、地域基
盤形成セクションにおいて年次計画通りの研究が行われている。
ビジネスモデルの構築については、木質バイオマスを余すことなくより有効に使うカスケード利用を
進める必要があり、ナノファイバーの製造に加えて、ＷＰＣ（ウッドプラスチックコンポジット）原料に利
用できる高規格木粉の製造を行うこととしている。ＷＰＣ市場は既に多くの製品が普及しているが、
要求される性能は厳しいため、Ｈ２４年度から高規格木粉の製造技術の研究に真庭木材事業協同
組合が取り組むこととした。そのため、粉砕や乾燥など木粉製造技術の評価は岡山県農林水産総
合センター森林研究所木材加工研究室が行うこととなった。
（２）要素技術・システム開発の内容
①微粉砕システムの開発
目標：500nm 以下のナノファイバー含有量を 80％以上とする微粉砕・分級システムの確立
：500nm 以下のナノファイバー回収量 10kg/h 以上の新システム開発
成果：平成 23 年度に製作した微粉砕実機（粉砕 6 室連続）により、繊維幅１μｍ以下の微細繊維を
99％水分で 150ｋｇ／ｈ回収できた（ドライベースでは 1.5ｋｇ／ｈ）。目標値は 80％水分－ドライベース
2kg／ｈを想定しており、回収量の最終目標に対する達成度は 75％である。微粉砕物を走査型電子
顕微鏡で観察し計測した結果、幅 1μm 以上の大きな繊維は数本のみであり、繊維幅 1μｍ
以下のナノファイバー含有量は 90%以上であった。テスト微粉砕機による数回の処理により
幅 500nm 以下の微細繊維含有量を 70％以上にでき、微細繊維部分は 100nm 以下であるこ
とを確認している。
進捗：最終目標に対する達成度は 80％である。
②ナノファイバー樹脂複合ペレット製造技術の開発
目標：高強度樹脂以上（強度 40MPa 以上）となるナノファイバー混練技術の確立
：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
成果：中間目標である 25MPa に対して、0.5％のナノファイバーの複合化で 30MPa の引っ張り強度
を確認した。中間目標は達成しており、最終目標 40MPa に対しては、75％の達成率となっている。
年産 200 トンのナノファイバー（80％水分）を製造するためには、10kg／h のナノファイバー製造能
力が必要である。99％水分で 150ｋｇ／ｈ回収できたことから，ドライベース 1.5kg／ｈとなった。
進捗：最終目標に対する達成率は 75％である。
③地域特性に応じたコンパクトで持続可能な新エネルギー複合利用システム化技術の確立
ⅰ.地域に応じたコンパクトな自然エネルギー複合利用技術の開発
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目標：３年目；高効率の自立型電力供給システムの開発を目的として、リチウムイオン電池を用いて
85％以上の高効率充放電の検証、薄膜を含む太陽電池と風力発電装置および熱・発電複合
型バークボイラーの開発と設置を行う。
最終年；上記を用いてナノファイバーの製造に必要な全エネルギーを新エネルギーで供給す
るとともに、バイオマス集積基地における全消費エネルギーの 25％以上を新エネルギーで供
給するシステムを導入、構築する。
成果：軽量な薄膜太陽電池モジュールの開発を行い、ロール成形機を導入し量産化を図った。系統
連系可能な小型風力発電の設計を行い、運転試験を開始した。木質バイオマス発電装置の調
査を行い、基本設計を開始した。リチウムイオン蓄電池システムを構成し、繰り返し充放電の実
験を行った結果、太陽光の電力を充電し、直流放電する間の充放電効率≧90％を達成し、直
流放電後の交流変換を含む充放電効率≧85％を達成し、3 年間の目標は達成した。
進捗：最終目標に対する進捗は 75％であり、最終年の目標達成に向けて順調に進捗している。
ⅱ.地域特性を活かす新エネルギー導入のためのエネルギー需給マネジメントの研究
目標：３年目；真庭バイオマス集積基地おけるエネルギー需要(消費)と太陽光発電・風力発電やバイ
オマスエネルギーなどの自然エネルギーの供給可能量を調査する。また、エネルギーマネジメ
ントシミュレーターを開発し、真庭バイオマス集積基地における全消費エネルギーの 25％以上
を新エネルギーで供給し、かつナノファイバーの製造に必要な全エネルギーを新エネルギー
で供給可能なエネルギーシステムの基本設計を行う。
最終年；上記の検討に基づき導入された、エネルギーシステムの経済性、CO2 削減効果、将来
性および普及するための改良点を評価し、他の地域への適用の可能性についても検討する。
成果：真庭バイオマス集積基地の CO2 排出量は 57％が電力、43％がフォークリフトなどの移動機器
が使う化石燃料であり、目標の達成には化石燃料と系統電力を新エネルギーでバランス良く供
給する必要があることを明らかにした。また、開発したエネルギーマネジメントシミュレーターを
用いて、チップ生産量 400 トン／月で全消費エネルギーの 25％以上を新エネルギーで供給し、
かつナノファイバー製造に必要な全エネルギーを新エネルギーで供給できるエネルギーシス
テムを基本設計し、3 年間の目標を達成するとともに、最終目標を達成する目処がついた。
進捗：最終目標に対する進捗は 75％である。
（３）社会実証の内容
プロジェクト参画機関内で唯一バイオマス製品の出口（ＷＰＣ事業）を行っているヤマハリビングテッ
ク(株)を中心に、ナノファイバーと樹脂のコンポジットの利用可能な分野や市場を検討している。また、
岡山県独自の予算で、ナノファイバーや高規格木粉を使用するＷＰＣ等の技術開発、製品開発を行
う県内企業に対して支援を行い、製品開発を急いでいるところである。
一方、プロジェクトの舞台となる真庭市においては、市内のバイオマス利活用関連施設を巡る「バイオ
マスツアー真庭」を開催（年間約 2,000 人参加）するとともに、県内大学、地域の産業界向けの人材育
成講座を開催している。
ビジネスモデルとしては、真庭バイオマス集積基地の基本である製紙用チップの製造に加えて、ナノ
ファイバーによる高機能複合材料を主体としながら、資源のカスケード利用、トータルでの付加価値の
最大化を図るという観点から高規格木粉の製造に取り組むこととしている。これ以外にも現在価値の低
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い樹皮やチップダストなどの新たな用途を探していくこととしている。
（４）制度的隘路の抽出と克服
プロジェクトの遂行時、或いは全国展開時に支障となる制度的な隘路として次の項目を抽出した。
このうち、プロジェクト遂行時に直ちに支障となるものは、電気事業法、労働安全衛生法であるが、
SMART 工場実証で設置する設備の内容・規模によっては回避できる可能性もあるため、この方向で
の検討を進めたい。
全国展開時に支障となる隘路については、現在国において再生可能エネルギーの普及促進のため
のエネルギー制度の改革が進められているところであるので、動向を注視しつつ進めたい。
表３ 社会制度隘路の内容
社会制度隘路

関係省庁

・再生可能エネルギーに関わる電気主任技術者、ボイラー取扱
作業主任者の選任 －選任義務の軽減

経済産業省（電気事業法）
厚生労働省（労働安全衛生法）

電気事業法のより一定規模以上の発電設備を設置する場合、
電気主任技術者の選任が義務付けられている。H23.6 に太陽
光発電、複数を組み合わせる場合は 50kw 以上に緩和された
が、風力発電については 20kw のままである。また、一定規模
以上の伝熱面積を持つボイラーを設置する場合においても、
労働安全衛生法でボイラー作業主任者の選任が義務付けられ
ている。
・再生可能エネルギーの有効活用－蓄電池を含む発電放電シ

経済産業省（電気事業法）

ステムの導入
再生可能エネルギーによる発電した電力は、原則としてＳＭＡ
ＲＴ工場内で消費するが、工場が操業していない時に発電し
た蓄電池の容量を上回る電力についても、エネルギーの有効
活用、事業性確保を図るため、余剰電力を買取る制度が必要
である。
・ナノファイバー等バイオマス新素材の普及拡大
－新素材の標準化

経済産業省（JIS 法）
農林水産省（JAS 法）

バイオマス新素材を広く普及させるためには、ＪＩＳ法等による
標準化を行い、安心して使用できる環境づくりが必要である。
・バイオマス製品のインセンティブの創出－J-VER を活用した岡

環境省、経済産業省

山クレジットの創設
バイオマス製品利用のインセンティブ、経済価値の付与のた
め、Ｊ－ＶＥＲ（オフセットクレジット）制度を活用した岡山クレジ
ットが必要である。
・林地保有の細分化 －国による買上措置等

農林水産省（森林法）

効率的な森林管理、施業を行うためには、不在村者の相続等
により細分化した林地をまとめて管理できる制度が必要であ
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る。
・木材需要の拡大

－建築材需要の拡大

国土交通省（建築基準法）

木材需要の拡大を図る為には、木材の本来の目的である建築
材需要の拡大を図ることが肝心である。建築基準法で木材の
使用が制限されている大規模建築物の主要構造部などに使
用できるよう、集成材、難燃材等の開発を支援するべきであ
る。
・バイオマス資源の有効活用 －電力会社の伐採立木の産業廃

環境省（廃掃法）

棄物としての受入
電線の支障となるため電力会社が伐採した立木は、産業廃棄
物として処理されているが、廃掃法を除外して受け入れること
ができれば、バイオマス資源の有効利用につながる。
・農地転用、林地開発 －農地転用許可、林地開発許可の柔軟
化

農林水産省（農地法）
林野庁（森林法）

ＳＭＡＲＴ工場を全国展開する場合の適地は、山間の林地や
山際の農地が多いため、農地転用等許可制度の柔軟化が必
要である。
・再造林施策の充実 －森林資源の継続的な供給を確保

林野庁（森林法）

ＣＯ２削減のためには、間伐等による適切な森林管理とともに、
再造林（植林）が重要である。昭和５５年以降、造林面積は減
尐し続けており、４０年後の資源の枯渇が危惧されている。
・遊休農地を利用した造林の推進－遊休農地の利用により、管
理費用･伐採費用を低減

農林水産省（農地法）
林野庁（森林法）

日本各地で顕在化している遊休農地に造林を行うことにより、
管理作業、搬出作業が容易となり、遊休農地の解消につなが
る。
３．実施体制等の有効性
（１）研究体制
・確実に目標を達成するため、課題責任者に包括的な権限と責任を持たせるとともに、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て、参画機関を有機的に結束した。また、各機
関に課題目標達成に必要な専門的知見、開発実務等経験を有する研究者を配置し、1 名をその責任
者とした。研究が細分化されている微粉砕、新エネルギーシステムの開発においては、領域を総括す
るセクションリーダーを置き、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っている。
・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て、用途開発に係る先導
的研究、製品開発等を実施し、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
を図ることとしている。
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岡山県
◎総括、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ構築等
参画機関が有機的に連携

産総研：ＬＣＡ，経済性、社会性評価

ｾﾙﾛｰｽﾅﾉﾌｧｲﾊﾞｰ製造

新ｴﾈﾙｷﾞｰ複合利用

【(独)産業技術総合研究所バイオ
マスリファイナリー研究センター】

【コアテック㈱】
◎新エネルギーシステム総括
○リチウムイオン電池蓄電・制御、風力
発電、バイオマスエネルギー利用

◎超微粉砕システム総括
○物性解析、ｼｽﾃﾑ評価等

【岡山大学】

【モリマシナリー㈱】

○装置の耐久性向上、粉
砕促進助剤等

○一貫連続処理ナノファ
イバー製造装置

【倉敷芸術科学大学】

【ﾔﾏﾊﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃｯｸ㈱】

○溶融紡糸、高強度材料
開発

○微粉砕物の混練技術
開発、樹脂ペレット化

【県工業技術ｾﾝﾀｰ】

【県森林研究所】

○粉砕条件、微粉砕物特
性評価等

○木粉の製造条件、特性
評価等

地域基盤形成

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：小田 喜一
ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：加藤隆幸、小林健二

【岡山県立大学】
◎ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、 F/S調査・評価等

【三菱化学㈱】
○有機薄膜太陽電池フィールド実証

【真庭木材事業協同組合】
○ｼｽﾃﾑの事業性評価、資源の有効活用、生産管理手法の研究等 ○木粉製造技術の研究
【真庭市】
○最適集材「真庭システム」構築、環境先進杜市（とし）計画策定、普及啓発等

図１ 研究体制図
（ａ）超微粉砕システムセクション
当セクションでは、粗粉砕、水熱処理、微粉砕という機械的処理の組み合わせにより、木材チップから
効率的にナノファイバーを製造するシステムを確立し、得られたナノファイバーをメカニカルアロイおよび
迅速コンパウンド手法を用いて汎用樹脂と複合化することにより高強度成形材料を開発することを目標
としている。
微粉砕機の開発はモリマシナリー(株)が実施し、部材の耐摩耗表面改質技術については岡山大学が
実施している。微粉砕物の特性の評価技術に関しては（独）産業技術総合研究所と岡山県工業技術セ
ンターが実施している。微粉砕物の複合化技術に関しては基盤研究を（独）産業技術総合研究所が実
施し、迅速コンパウンド技術開発・量産化検証をヤマハリビングテック（株）が行っている。また、用途開
発としてナノファイバーの高機能性材料化研究を倉敷芸術科学大学および岡山大学が実施している。
なお、平成２４年度から取り組むこととした、木材プラスチック複合材料（混練型ＷＰＣ）に適応可能な高
規格木粉製造技術については、岡山県農林水産総合センター森林研究所木材加工研究室を中心とし
て、研究機関である（独）産業技術総合研究所と岡山県工業技術センターが連携して進めている。
（ｂ）新エネルギー複合利用システムセクション
太陽光と風力発電、熱・発電複合型バーク(樹皮)ボイラーおよび電力負荷平準化システムの新エネル
ギーの有効利用技術を組み合わせて導入することにより、セルロースナノファイバー製造工程に必要な
エネルギーを賄うとともに、既存設備からの CO2 排出量を大幅に削減するエネルギーシステムを構築す
るセクションである。
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薄膜太陽電池、風力発電装置、熱・発電複合型バーク(樹皮)ボイラーおよび蓄電池等による蓄電・制御
技術の開発と実証設備建設をコアテック（株）が行い、有機薄膜太陽電池の発電実証を三菱化学（株）
が行う。SMART 工場全体のエネルギーシステム設計とシステム評価を岡山県立大学が行っている。
（ｃ）地域基盤形成セクション
SMART 工場社会実装に向けた原料調達、生産管理手法の研究を真庭木材事業協同組合が行い、地
域と連携した最適集材・流通システムの具体化を真庭市が行っている。
また、真庭木材事業協同組合は、木粉製造技術の研究について主体的に取組を進めている。
（２）運営委員会等
参画機関、外部有識者、関係行政機関からなる運営委員会を設置し、事業方針等の協議、確認、進捗
状況の把握を行うとともに、外部有識者等からの意見、助言等を受けながら進めている。
（３）所要経費の使途
平成２２、２３、２４年度の 3 カ年の補助対象経費の合計は 508 百万円となっており、費目別では設備備
品費 193 百万円（37.9％）、人件費 112 百万円（22.1％）、事業実施費 154 百万円（30.2％）、間接経費
と環境改善費を合わせて 49 百万円（9.8％）となっている。事業実施費の内訳は、消耗品 108 百万円
（21.2％）、旅費 14 百万円（2.8％）、その他 32 百万円（6.2％）となっている。
（４）情報発信
岡山県において、グリーンバイオプロジェクトのホームページを開設し、ＳＭＡＲＴ工場実証について PR
している。また、プロジェクトの開始に当たり、キックオフセミナーを開催して取組内容を広く周知するとと
もに、バイオマス利活用推進、地球温暖化防止に向けた意識の醸成を図った。
４．実施期間終了後の継続性・発展性
（１）実施体制
従来の製紙用チップの製造に加えて、セルロースナノファイバーの製造、高規格木粉の製造を行う
SMART 工場の運営を真庭木材事業協同組合、モリマシナリーを中心として検討していく。
（２）資金計画
ナノファイバー製造の実証ベースから事業化ベースへのスケールアップに必要な資金については、他
の補助制度の活用含めて事業主体が検討していく。
（３)成果の活用・展開（政策への反映）
・ＳＭＡＲＴ工場においては、セルロースナノファイバー、高規格木粉の製造に加えて、セルロースナノ
ファイバーのマスターバッチ化等加工技術、木粉の加工技術を活用した高付加価値な製品への展開
を検討していく。
・本研究開発における新エネルギー複合利用システムは、系統への逆潮流をできるだけ抑制するシス
テムを提案している。その一方で、太陽光による発電量が設置場所の電力消費よりも多い余裕電力が
発生した場合に、系統へ逆潮流させる方法もある。今年の 7 月から、このような新エネルギーによって
発電された余裕電力の買い取りが義務付けられた。この固定価格買取制度は、太陽光発電等の設置
事業者の利益を確保しつつ新エネルギーの普及を図るものであるが、電力消費者、すなわち国民負
担の上に成り立っている制度であり、特に高齢者をはじめとする経済的弱者や電力多消費型企業の
経済負担が増すという課題が指摘されている。本研究では、太陽光発電と電気自動車などの移動機
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器を組み合わせた双方向システムを導入することにより、最終消費者である地域住民や地域企業へ太
陽光発電などのベネフィットを直接還元する地産地消型のエネルギーシステムについて検討している。
今後、このような地域経済トータルへ寄与するシステムを開発・普及させていくことにより、現在の買取
制度やメガソーラーの課題を克服しつつ、新エネルギーの普及が自立的に拡大できる取り組みを行っ
ていくことが重要と考えている。
・尐子高齢化が進み、建築需要の増大が見込めない社会情勢においても、国産材の利用促進施策
は、建築用材の利用促進を中心として長年展開されてきた。難燃性木材や高強度集成材の開発、公
共建築物への積極的な木材利用等様〄な取組みが進められてはいるものの、木造住宅の市場そのも
のが縮小していく状況にあっては、国産材の利用は進まない。従って、従来から行われているウッドプ
ラスチックコンポジット（ＷＰＣ）への木粉利用や、新たな素材である安価なナノファイバーの開発など建
築用材以外のマテリアル利用やエネルギー利用など新たな分野の研究開発に力を入れて、森林資源
の利用拡大を図るべき時期に来ている。ＳＭＡＲＴ工場モデル実証による技術確立、ビジネスモデル
構築の成果を、マテリアル利用による国産材の利用促進政策に反映していく。
（４）波及効果
ナノファイバー製造は実証規模であるが、事業化規模の木粉製造を合わせて行うことにより、事業性の
高いモデルを示すことができる。また、県内や隣県の木材生産地と連携や協力を積極的に行うことによ
り、ＳＭＡＲＴ工場の全国普及の加速が期待できる。
Ⅴ．研究成果
１．採択コメントへの対応
（1）コメント：本テーマの推進に当たっては、ＬＣＡ（Life Cycle Assessment）やコスト計算の評価を、より十

分に行うこと。特に、社会実証に向け、既存製品との CO2 削減効果の比較や、集荷における
輸送費・人件費やエネルギー消費量などを含め、バウンダリーを見直し、林業を含むプロセス
全体について行うこと。
対応：林業に関して、対象原料であるヒノキの GHG(Greenhouse Gas)排出量について、植林から伐採、
輸送（国内平均）までのデータが CFP および IDEA に収集されており、それぞれ 12.6
kg-CO2/m3、13.48 kg- CO2/m3 であった（CFP：カーボンフットプリント制度試行事業用 CO2 換
算量共通原単位データーベース、IDEA：社団法人産業環境管理協会提供 LCA ソフト MiLCA
のインベントリデーターベース）。それぞれの引用データは、CFP では農林水産省平成 12 年度
林業経営統計、IDEA では農林水産省平成 19 年度林家経済調査報告育林費調査報告であっ
た。森林組合へのヒアリング調査から、同等の林業作業体系を行っており、上記の値を用いて
も大差ないことを確認した。従って、林業工程での GHG 排出量は非常に小さい（木材に固定さ
れている CO2 量：1,357kg/m3 のおおよそ 1%）ことが分かった。
コスト計算については、森林組合や木材事業協同組合とともに対象原料であるヒノキの調達費
用を検討した。集荷における輸送費・人件費・エネルギー費なども含めて妥当な調達費用を設
定した。
上記の検討結果を含め、林業を含むプロセス全体（山での植樹～伐採・輸送工程からナノファ
イバー製造工程まで）についての LCA（GHG 排出量）やコストの試算を行った。ナノファイバー
製造工程で使用する電気を再生可能電力で賄うことで、GHG 排出量をマイナスにできることが
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分かった。
また、ナノファイバー製造コストについて、実証と事業化、再生可能エネルギーを取り入
れた場合について試算を行った。その結果、当初の目標値（樹脂への添加量 10％の場合
を想定して 500 円／kg-dry とした）に対して 1,900～2,400 円／kg-dry となったが、汎
用性プラスチックポリプロピレンとの複合材料では、0.5wt%の尐量添加で顕著な引張強
度の向上が図れることができ、価格での競争力は十分あることなどが分かった。
（２）コメント：ナノファイバーにかかる要素技術の開発に偏重することなく、特に地域振興の観点から岡山

県真庭市の林業関係者等と十分な連携を図ること。
対応：木質バイオマスのカスケード利用を図るため、平成２４年度から木粉製造技術の研究に取り組
むこととした。また、森林組合や専門家に運営委員会外部有識者委員を委嘱しており、意見を
聞きながら進めることとしている。
（３）コメント：知的財産の取得や管理については、個〄の技術を組み合わせたパッケージとして普及が見

込まれることにかんがみ、参画機関が個〄に行うのではなく、特定機関（一つの機関）を中心
に行うこと。
対応：参画機関間で共同研究契約を締結しており、共有する知的財産権等の出願等の取扱いについ
ては、関係する機関で協議し、別途契約等締結することとしている。
２．ミッションステートメントに対する達成度
（１）目標・計画の達成度

3 年目終了時の目標を達成している。

①1μm 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
モリマシナリー(株)が製造した微粉砕テスト機によるヒノキ粉砕物を走査型電子顕微鏡で
観察して計測したところ、幅 1μm 以上の大きな繊維は数本のみであり、繊維幅 1μｍ以
下のナノファイバー含有量は 90%以上であった。達成度は 100％である。
②メカニカルアロイナノファイバ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
ヤマハリビングテック(株)において、ナノファイバーとポリプロピレンの複合樹脂を作成し、引張強
度試験を行ったところ、0.5％の混入で 30MPa を達成した。達成度は 100％である。
③リチウムイオン電池とコンバータ・インバータ制御による充放電効率85％以上の技術確立
直流部での効率90％、交流部での効率85％を達成した。達成度は100％である。
④「真庭市環境杜市（とし）計画」（仮称）の策定
「気候変動への適応と地域活性化に向けたまちづくり計画-木質バイオマス利活用推進プラン-」と
して策定した。達成度は100％である。
（２）当初計画どおりに進捗しなかった理由

なし。

（３）研究目標の妥当性について
・３年目終了時の中間目標については、達成できており、目標設定も妥当であると考える。
・事業終了時の最終目標についても、中間目標の延長線上にあり、妥当と考える。
・最終目標のうち、間伐材の搬出量倍増（3,000 ﾄﾝ／年→6,000 ﾄﾝ／年）については、平成 2１年度実
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績で既に 6，500 ﾄﾝであり達成していたため、この約 2 倍の 12,000 ﾄﾝに上方修正する。
３．研究成果の概要
（１）要素技術・システム開発
（ａ）超微粉砕システムの開発
◆参画機関・協力機関
（独）産業技術総合研究所、モリマシナリー（株）、岡山大学、倉敷芸術科学大学、
ヤマハリビングテック（株）、岡山県工業技術センター、岡山県農林水産総合センター森林研究所
当セクションでは、木材チップからの一貫連続処理によるナノファイバー製造および高強度ナノ
ファイバー複合材料の開発を重点課題とし、目標達成のため支援技術や関連技術，応用技術の開
発について産学官の協力体制で進めている。微粉砕システムセクションにおける研究開発概要を
図２に示した。3 年目終了時の具体的な目標は、①1μm 以下のナノファイバー含有量を 80％以
上とする微粉砕・分級システムの確立、②メカニカルアロイナノファイバ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である。これまでに、モリマシナリー㈱にお
いて開発して微粉砕機実機による試験により、繊維幅１μｍ以下のナノファイバーを 90％以上の
含有率で得られることを実証した。また、ヤマハリビングテック㈱では、ディスクミルを用いて
製造された表面処理ナノファイバーを用いて、迅速コンパウンド手法によりポリプロピレン樹脂
と複合化させた。得られたナノファイバー複合化コンパウンドの射出成形品（試験片）では 引
張強度 25MPａ以上を達成した。
研究開発は以下のようにして実施した。微粉砕機開発では、(独)産業技術総合研究所および岡山
県工業技術センターにおいては、小型試験用粉砕機を用いて間伐材であるヒノキおよびスギから
100nm 以下のナノファイバーが製造可能であることを確認した。また、水熱処理等の予備処理を
行うことによって、ナノファイバーの収率が向上できることを明らかにした。モリマシナリー㈱
においては、
初めに粉砕室が１カ所のみの微粉砕テスト機を製作し、
ヒノキを原料として回転刃、
固定刃、臼、プレート等の粉砕室構造の異なる条件で微粉砕テストを行い、構造の最適化を進め
た。その結果、粉砕室の構造を変えて 6 回粉砕処理することにより、繊維幅 500nm 以下の微細
繊維が製造できた。この結果を基に、粉砕６室連続処理が可能な微粉砕実機を製作した。微粉砕
機の構造および条件の最適化においては、小型試験用粉砕機による微粉砕条件の検討、微粉砕テ
スト機により得られた微粉砕物の特性評価を岡山県工業技術センターにおいて実施し、結果を微
粉砕機開発にフィードバックさせた。
また、微粉砕機の回転刃や臼の耐摩耗性を向上させるため、
岡山大学において微粉砕機の想定稼働環境における各種金属材の摩耗性を評価し、粉砕機材質の
耐摩耗性を向上させる表面処理方法を明らかにした。
ナノファイバー複合材料開発については、ヤマハリビングテック㈱および(独)産業技術総合研究
所において、ナノファイバーの樹脂複合化のための表面処理方法および複合化方法の基盤的検討
を行った。それらの結果を基に、ディスクミルを用いたヒノキ由来ナノファイバーのマレイン酸
変性樹脂による表面処理および高せん断場による混練・水分除去（迅速化コンパウンド手法）に
より、引張強度 25MPa 以上の射出成形品を得ることができた。また、モリマシナリー㈱開発の
微粉砕機により製造されたヒノキ由来ナノファイバーについても、樹脂に均一分散させ射出成形
品を製造することができた。
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ナノファイバーの応用技術、高付加価値化技術に関しては倉敷芸術科学大学、岡山大学において
実施し、溶融紡糸法による高強度セルロース誘導体繊維の開発および微粉砕プロセスに応用可能
な粉砕促進技術の開発を進めることができた。また、原料木材のナノファイバー以外での有効利
用、端材利用、カスケード利用技術として、木材プラスチック複合材料（混練型ＷＰＣ）に適し
た高規格木粉の製造技術の研究を平成 24 年度から岡山県農林水産総合センター森林研究所が担
当した。平成 23 年度においては、予備検討として県独自予算により、真庭木材事業協同組合、
県内企業とともに粉砕条件による木粉の特性への影響について評価を行い、利用性の高い木粉を
得るための粉砕方法に関する基本的な方向性を見出した。

間伐材（ヒノキ，スギ）

小型試験機による
・原料特性評価
・効率化方法
・複合化方法

木材チップ

産総研
データ提供・フィードバック

カスケード利用，端材利用
・木粉の特性評価
・高規格木粉製造技術

岡山県農林水産総合センター
１室テスト機

・試験機による粉砕条件検討
・微粉砕機生成物の特性評価

６室実機

・テスト機による機構の最適化
・実機製作

1μ m以下微細繊維：含有量90%以上達成

岡山県工技センター

モリマシナリー(株)
粉砕機材質の
・摩耗性評価
・耐摩耗性向上

応用技術開発

ナノファイバー供給

・表面処理試験
・複合化試験
・形成試験

岡山大学
・高付加価値化技術
・利用技術の高度化

ナノファイバー複合体強度：25MPa以上達成

倉敷芸科大学・岡山大学

ヤマハリビングテック(株)

図２ 微粉砕システムセクションにおける研究開発概要
（b）新エネルギー複合利用システムの開発
◆参画機関・協力機関
コアテック(株)、岡山県立大学、三菱化学(株)
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化技術の確立を目指しており、
3 年目終了時の具体的な目標は、リチウムイオン電池とコンバータ・インバータ制御による充放電効率
85％以上の技術確立と SMART 工場のエネルギーシステムの基本設計であった。これらの目標はどちら
も達成し、最終目標を達成する目処がついた。現在、実証設備建設に向けて詳細設計を行っている。以
下に各組織の成果を示す。コアテック㈱では、リチウムイオン電池を利用した充放電実験を行った
結果、交流・直流・交流での充放電効率 85％以上を確認した。また、岡山県立大学では開発した
エネルギーマネジメントシミュレーターを用いてシステム構成を検討し、木材チップ生産量が 400 トン／
月において、バイオマス集積基地における全消費エネルギーの 25％以上を新エネルギーで供給し、か
つナノファイバー製造に必要な全エネルギーを新エネルギーで供給できるエネルギーシステムを基本設
計した。
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なお、三菱化学(株)については、有機薄膜型太陽電池の自然条件下での発電実証を行うこととしている
が、SMART 工場予定地でのフィールド実証は、平成 25、26 年度の実施予定である。

（２）社会実証
（ａ）地域基盤の形成
◆参画機関・協力機関
真庭市、真庭木材事業協同組合
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 を目 標 としており、 3年
目 終 了 時 の目 標 は、④「真 庭 市 環 境 杜 市 （とし）計 画 」（仮 称 ）の策 定 であった。真 庭 市 におい
ては、平成20年度に予備検討した環境モデル先進都市構想を足掛かりとして、環境戦略計画を新たに
策定 するための基 礎 的 情 報 収 集 、現 状 分 析 等 を実 施 し、「気 候 変 動 への適 応 と地 域 活 性 化
に向 けたまちづくり計 画 -木 質 バイオマス利 活 用 推 進 プラン-」を策 定 した。
・真庭市は、地域の林業、製材業との連携、高齢者労働力の活用等による集材・利用の適正化、気候変
動への適応と地域活性化に向けたまちづくり計画策定、真庭バイオマスラボや市有林を活用した人材
育成、バイオマスツアー真庭等を通じた普及啓発等を担っており、具体的な行動計画として「気候変動
への適応と地域活性化に向けたまちづくり計画 ～木質バイオマス利活用推進プラン ～」を策定した。
また、真庭バイオマスラボを拠点とした人材育成やバイオマスツアー真庭等による普及啓発を行ってい
る。
・真庭木材事業協同組合では、SMART 工場の社会実装に向けた原料調達、生産管理手法の研究に取
り組んでおり、安定的な資源調達、効率的な生産体制の検討、取引管理・集計処理システムの検討、
品質管理におけるトレーサビリティ手法の検討を行った。
（ｂ）ビジネスモデル構築、ＬＣＡ評価
◆参画機関・協力機関
（独）産業技術総合研究所、岡山県
・
（独）産業技術総合研究所と岡山県は、林業を含むプロセス全体（山での植樹～伐採･輸送行程
からナノファイバー製造工程まで）について LCA(Life Cycle Assessment（GHG(Greenhouse
Gas)排出量）やコストの試算を行った。その結果、ナノファイバー製造工程で使用する電力を
再生可能エネルギーで賄うことにより、GHG 排出量をマイナスにできることを明らかにした。
ビジネスモデル構築のための基本条件を整理し、柱となる事業の内、ナノファイバー事業につい
て、実証と事業化、再生可能エネルギーを取り入れた場合についてナノファイバー製造コストの
試算を行った。その結果、当初の目標値（樹脂への添加量 10％の場合を想定して 500 円／kg-dry
とした）に対して 1,900～2,400 円／kg-dry となったが、汎用性プラスチックポリプロピレンと
の複合材料では、0.5wt%の尐量添加で顕著な引張強度の向上が図れることができ、価格での競
争力は十分あることなどが分かった。
さらに、真庭地域の林業者や木材事業者、県内の建築関係者と個別に意見交換を行い、木材需要の
拡大に向けた現状の課題の抽出や、国内クレジット制度等、関係する既存の制度を調査し、概要を取り
まとめた。
その他、岡山県の独自事業として、岡山県リサーチパークインキュベーションセンター（岡山市北区芳
賀）内に開設した共同研究拠点「岡山バイオマスイノベーション創造センター」に、溶融紡糸法等、セル
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ロースナノファイバーの高度利用技術の発展的研究のための試験設備を整備した。

４．各研究セクション（サブテーマ）の研究成果
（１）超微粉砕システムセクション
◆セクションリーダー

（独）産業技術総合研究所 バイオマスリファイナリー研究センター
セルロース利用チーム 研究チーム長

遠藤 貴士

◆参画機関、協力機関
（独）産業技術総合研究所、モリマシナリー（株）、岡山大学、倉敷芸術科学大学、
ヤマハリビングテック（株）、岡山県工業技術センター、岡山県農林水産総合センター森林研究所
◆テーマ
超微粉砕システムセクションにおいては、ナノファイバーを効率的に製造する超微粉砕装置の開発お
よび迅速コンパウンド手法によるナノファイバーと樹脂の複合化技術・高強度複合材料開発をメインテ
ーマとしている。さらに、それらの開発を推進するためのサブテーマとして、基盤試験による微粉砕技
術および複合化技術，ナノファイバー評価技術の構築，開発した超微粉砕機により製造された超微粉
砕物の形状等の特性評価、超微粉砕機の耐摩耗表面改質法の開発を進めた。また，ナノファイバー
の応用技術開発として粉砕促進技術、高強度セルロース誘導体繊維の開発に取り組んだ。
１ 木材チップからの超微粉砕、ナノファイバー化連続処理装置開発（モリマシナリー㈱）
（目標）
エクストルーダ方式微粉砕機に粗粉砕、水熱処理、分級、脱水工程を組み合わせて、効率的
にナノファイバーを製造する一貫生産システムの開発を目標としており、粉砕テスト機で得ら
れたデータを基に微粉砕実機を製作し、運転テストにより得られた微粉砕物の特性評価結果を
基に微粉砕実機の構造や運転条件の最適化を進める。
（成果の概要）
微粉砕機テスト機により得られたデータに基づき微粉砕機実機を製作した。微粉砕機実機の6
室処理により得られたヒノキ粉砕物を電子顕微鏡で観察したところ、繊維幅1μｍ以下のナノフ
ァイバーの生成を確認した。微粉砕物を高分解能走査型電子顕微鏡で観察して計測した結果、
幅１μm以上の大きな繊維は数本のみであり、繊維幅1μｍ以下のナノファイバー含有量は90%
以上であった。この結果は 3年目終了時の目標を達成している。
（成果の詳細内容）
①微粉砕テスト機の開発
微粉砕機実機を開発製造する前に、3mm以下に粗粉砕されたヒノキを微粉砕するための微粉砕
テスト機を設計、製作した。この微粉砕テスト機により粉砕データを収集し、微粉砕機実機の
粉砕構造を決定した。
製作した微粉砕テスト機は１軸の横型となっており、スクリューにて粉砕物を送る構造とな
っていて0～1800ｒｐｍで運転できる。処理室を１室のみ保有しており、スクリュー、回転刃、
固定刃、臼、プレートの粉砕構造を組み替える事により、1室目、2室目、3室目・・・と様々な
組み合わせのテストが実施可能な構造とした（図３）。
粉砕用原料としてはヒノキチップを水熱処理した後に1mm×15mm以下に粗粉砕した繊維状の
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ものを用いた。粉砕構造を組み替えながら微粉砕の検証を行った。形状の異なる臼15種類、プ
レート5種類を組み合わせて処理能力、微粉砕能力を測定し最適な組み合わせを選び出した。微
粉砕能力についてはマイクロスコープで全体の粉砕度を評価し、電子顕微鏡にて細かい粉砕度
の評価を行った。その結果、組み合わせを変え、６回処理すると繊維幅500nm以下の粉砕が可能
であることが分かった。

図３ 開発製造した微粉砕テスト機
②微粉砕機実機の開発
テスト機の運転結果より得られたデータを元に微粉砕実機を設計、製造した（図４）。

図４ 開発した微粉砕装置
この微粉砕機実機は、１本の軸上にスクリュー、回転刃、臼を持っておりケースに固定され
ている固定刃、プレートに対して、回転刃と固定刃および、臼とプレートがそれぞれセットで
粉砕する構造となっている。回転刃は軸に対して放射状の羽根を持っており、固定刃の対応す
る羽根との間で剪断される。臼およびプレートは円周上に中心線から角度を持った溝が掘られ
ており、原料はこの溝に送り込まれ、お互いの溝が交差する際に剪断、もみほぐし、すり潰し
を行い、粉砕する（図５）。これらの、剪断、もみほぐし、すり潰しの効果による粉砕を６室
の処理室に分かれて行う構造となっている。投入された原料は１室目で粉砕された物は２室目
へ、２室目で粉砕されたものは３室目へ、と順次粉砕されていき、６室処理されて装置から排
出される。各処理室の構造と粉砕の進行度は以下の通りであった。粉砕の評価は岡山県工業技
術センターにおいて行い、粒度分布計による平均粒径と、比表面積の測定を行った。粒度分布
計では原理的に繊維状物のサイズを測定できないが、粒径値が小さくなるほど、比表面積は数
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値が大きくなるほど対象物が小さいことを示している。

固定刃
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臼
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ー
ト

臼

臼

粉砕物

粉砕物

粉砕物

粉砕物

回転刃

回転刃、固定刃による剪断

粉砕物

臼とプレートによる剪断

臼とプレートによるすり潰し、もみほぐし

図５ 粉砕の構造
１室目：回転刃、固定刃および臼1、プレート 平均粒径 98.9μｍ

比表面積 47.0ｍ２／g

２室目：回転刃、固定刃および臼2、プレート 平均粒径 87.7μｍ

比表面積 59.0ｍ２／g

３室目：回転刃、固定刃および臼3、プレート 平均粒径 68.2μｍ

比表面積 64.2ｍ２／g

４室目：臼3、プレート

平均粒径 60.2μｍ

比表面積 64.7ｍ２／g

５室目：臼3、プレート

平均粒径 45.2μｍ

比表面積 80.0ｍ２／g

６室目：臼4、プレート

平均粒径 30.5μｍ

比表面積 92.7ｍ２／g

以上のように、各処理室にて粉砕が進んでおり、効率の良い段階的な粉砕が実現している。
微粉砕装置の6室で処理されたものは市販されている高価なナノファイバーの平均粒径35.7μ
ｍ、比表面積102ｍ２／gと同等であった。また、電子顕微鏡観察により、繊維幅１μｍ以下の微
細生成物を確認した。高分解能走査型電子顕微鏡により計測した結果、繊維幅1μｍ以上の大き
な繊維は数本のみであり、繊維幅1μｍ以下のナノファイバー含有量は90%以上であることを確
認した。処理量は99％水分で150kg／hであった。
③微粉砕前後工程のテスト
木材チップを粉砕しやすくする前工程として水熱処理についてテストを行った。条件は150℃
で2時間。釜を１ｒｐｍで回転させながら処理を行った。効果については、粗粉砕時の機械負荷
が50～60Aであったのが40～50Aに低下し、粉砕しやすくなっていることが分かった。後工程に
ついては、製造されたナノファイバーは99％水分でほとんどが水であり運搬効率が低い。この
問題の対策として生成物の脱水テストを行った。99％水分から90％水分まで脱水を実施したが、
脱水物では軽い凝集が起こっていた。必要以上に脱水すると，凝集により樹脂複合化の障害と
なることが分かった。

2 超微粉砕物の特性評価及び複合化技術に関する研究（(独)産業技術総合研究所）
（目標）
木材の機械的処理による超微粉砕プロセスを効果的に進行させるための、水熱処理や予備粉砕処理
等の複合処理の効果や粉砕助剤となる添加剤効果を明らかにする。また、生成した超微粉砕物の結晶
性等の物理・化学的特性、樹脂との複合化特性を解明し、ナノファイバー製造装置開発およびナノファイ
バー複合材料開発の機関にフィードバックさせる。
（成果の概要）
ナノファイバー製造技術に関しては、微粉砕機開発のための基礎データを得るため、真庭産ヒノキお
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よびスギを原料として、湿式粉砕用試験装置としてボールミルおよびディスクミルを用いてナノファイバー
化試験を行った。その結果、ヒノキからは20ｎｍ以下、スギからは100nm以下の微細繊維が製造可能であ
ることが確認できた。また、湿式粉砕のための予備処理として水熱処理と湿式カッターミル処理を複合す
ることにより、ナノファイバーの製造効率を向上できることが分かった。これらの結果は微粉砕機開発にフ
ィードバックし、粗粉砕と水熱処理を適切に行った原料を用いることで、モリマシナリー(株)開
発の微粉砕機を用いて繊維幅1μｍ以下の微細繊維を90%以上の含有量で製造することができた。
ナノファイバー複合化技術に関しては、ナノファイバーの凝集力が強いため、モデル系として水溶性ポ
リマーであるポリビニルアルコールを用いて複合化試験を行った。その結果、分散性を向上させればナノ
ファイバー１wt%添加でも引っ張り強度を1.3倍向上できることが分かった。より実際的な複合化技術として、
汎用樹脂であるポリプロピレンへのナノファイバー複合化試験を行った。乾燥時のナノファイバーの凝集
抑制として、ステアリン酸ナトリウム等を用いて表面処理を行うことにより、ポリプロピレンへの分散性が向
上し、複合体強度を向上できることが明らかとなった。これらの結果は迅速コンパウンド化技術の実用化
へフィードバックし、ヤマハリビングテック(株)において表面処理したナノファイバー0.5wt%添加で複合体
強度25ＭＰａ以上を達成することができた。
（成果の詳細内容）
①ナノファイバー製造技術に関する基盤試験
間伐材であるスギ、ヒノキからナノファイバーが製造可能であることを確認する目的で、小型遊星ボールミ
ルを用いた基盤的粉砕処理試験を行い、ナノファイバー化特性について検討した。また、ナノファイバー
の生成効率向上を目的として、複合処理効果、化学処理効果について調べた。さらに、ディスクミルを用
いた連続粉砕試験も実施した。以下にその結果を示す。
基盤試験では小型遊星ボールミル（フリッチュ社、P-7 型）を用いて湿式粉砕による微細化について検討
した。試験は 3mm および 0.2mm の木粉を原料として用い、固形分（木粉）濃度を 7wt%に調製して湿式粉
砕を行った。その結果、クリーム状の生成物が得られたが、3mm 木粉を原料とした場合は、未粉砕の mm
オーダーの粒子が残存していた。120 分粉砕生成物を簡易的にレーザー回折法で評価したところ、
0.2mm 木粉を原料とした場合の生成物粒径は 14μm（スギ）、21μm（ヒノキ）であった。生成物を希釈して
沈降法により評価した結果においてもスギの方が沈降速度が遅い成分が多く、微細化物が多く生成する
ことが示された。次に、より詳細に形状を調べるために高分解能走査型電子顕微鏡を用いて不沈成分を
調べた結果（図 6）、ヒノキでは全体的に 20nm 程度のナノファイバーが生成していたが、スギでは比較的
太い 100nm 程度の繊維が多数存在していることが分かった。このことはスギではヒノキと比較して沈着し
た樹脂成分が多く水の浸透性が阻害されてナノファイバー化しにくいためと考えられた。
スギ

ヒノキ

500nm
X80,000

500nm
X100,000

図 6 湿式粉砕物の走査型電子顕微鏡写真
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次に、より実際的なナノファイバー化プロセスの検討として、ディスクミル（増幸産業、スーパーマスコロイ
ダーMKCA6-2 型）を用いた湿式粉砕試験を行った。また、水熱処理と湿式カッターミル処理（増幸産業、
ミクロマイスター3M7-40 型）を組み合わせた複合処理の効果について検討した。これまでの研究からナ
ノファイバーは加水分解酵素との反応性が著しく高いことから、未粉砕物や太い繊維が混合した系にお
けるナノファイバー化度を調べるため、酵素分解性評価を実施した。
その結果を表 4 に示す。水熱処理や湿式カッターミル処理のみ、ディスクミル処理のみでは生成物の酵
素分解性は低くナノファイバー化はほとんど進行しないことが分かった。しかし、水熱処理および湿式カ
ッターミル処理を行い、最終段階としてディスクミル処理を組み入れることによって、ナノファイバーが効果
的に生成し、生成物の酵素分解性はスギで 80%、ヒノキで 88%となり、これまでの知見から、15-20nm 程度
のほぼ均一なナノファイバーが得られることが分かった。
表 4 複合処理によるナノファイバー製造の効率化
処理プロセス

スギ／酵素分解性%

ヒノキ／酵素分解性%

AC

0.4

1.1

AC-CM

4.4

7.9

AC-CM-AC

5.8

11.1

AC-CM-AC-DM1

38.4

46.0

AC-CM-AC-DM3

43.0

61.3

AC-CM-AC-DM5

60.0

64.5

AC-CM-AC-DM10

72.4

74.9

AC-CM-AC-DM15

80.0

88.2

次に、ナノファイバー化を促進させるための化学処理の基盤検討として、水酸化ナトリウム添加水熱処理
の効果について検討した。粉砕試験は小型遊星ボールミルを用いた。生成物については、酵素分解性
とともに比表面積の評価を行った。その結果、アルカリ添加系では、比表面積および酵素分解性が著しく
向上し、ナノファイバー化は 2 倍以上効率化することが分かった。
次に、オゾン処理の効果について検討した。未処理原料、水熱処理物およびオゾン処理物についてディ
スクミル処理効率を比較した。その結果、同程度のナノファイバーが生成するのに必要な処理時間は、
未処理の場合 1.34min/g（ナノファイバー）であったが、水熱処理後では 0.57min/g 、オゾン処理後では
0.2min/g まで迅速化した。以上のことから化学処理を適切に組み合わせることにより高効率化が可能で
あることが分かった。
②ナノファイバー複合化技術に関する基盤試験
ナノファイバーは湿式法で製造するため水分散スラリーとして得られる。そのためオレフィン
系樹脂との複合化の際の加熱により乾燥して強く凝集し、均一分散できずにナノファイバーの補
強効果が十分に発揮されない可能性がある。そこで、モデル系として水溶性ポリマーであるポリ
ビニルアルコール(PVA)とナノファイバーの複合化試験を行った。水系で PVA にナノファイバー
スラリーを 0 から 10wt%添加して十分に混合・分散後、キャスト法によりシート化して、ダンベ
ル型試験片の強度物性を調べた。その結果、ナノファイバー添加量が 1wt%でも引っ張り強度は
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1.3 倍まで向上した（表 5）
。この結果から、ナノファイバーを樹脂マトリックスに十分に分散で
きれば低添加量でも複合体物性向上が期待できることが明らかとなった。

表 5 均一系におけるナノファイバー複合化効果
ナノファイバー

引っ張り強度

弾性率

伸び

添加量(wt%)

（MPa）

(GPa)

(%)

0

76.6

4.1

3.0

1

96.9

4.7

3.2

3

99.8

5.5

3.2

5

110

5.8

4.3

10

111

5.9

4.2

実際的な複合材料では、マトリックス樹脂としてポリプロピレン等のオレフィン系樹脂を用い
る。そのため混練時の乾燥・脱水による凝集抑制が重要となる。そこで凝集抑制方法として、水
溶性添加剤の効果について検討した。ヒノキ木粉を原料として、ディスクミルまたは小型遊星ボ
ールミルによりナノファイバーを製造し、水溶性添加剤により表面処理をした後、ポリプロピレ
ン(PP)への複合化および複合体の物性評価を行った。以下に結果を示す。
実験の操作性と再現性を向上させるために、ヒノキチップはカッターミルを用いて 3mm アン
ダー、次いで 0.2mm アンダーに粉砕し、得られた木粉を直接の原料とした。ナノファイバー製
造試験では 0.2mm ヒノキ木粉を固形分濃度 5wt%で 24 時間以上水に浸漬した後、ディスクミル
を用いて 10 回繰り返して湿式粉砕し、クリーム状の生成物を得た。乾燥試料の電子顕微鏡観察
により幅 20～100nm のナノファイバーが生成していることが確認できた。得られたナノファイ
バーは大量の水を含んでいるため、ポリオレフィンのような疎水性樹脂にはそのままでは混合・
複合化させることが困難である。そのため、複合化前に予め凍結乾燥を行った。乾燥過程では、
ナノファイバー同士が強固に凝集して複合体の物性が低下するため、凝集抑制と樹脂の補強効果
の向上を目的として水溶性添加剤の効果について調べた。
水溶性添加剤（高級脂肪酸塩、セルロース誘導体塩）は、ナノファイバースラリーに 0.2～3wt%
（対ナノファイバー重量）添加して撹拌・混合した後、凍結乾燥を行って、表面処理ナノファイ
バーを得た。表面処理ナノファイバーは、PP（日本ポリプロ、MA3）70－ナノファイバー30 の
量比で混合し、相溶化剤としてマレイン酸変性オレフィン（三洋化成、ユーメックス 1010）を
5wt%添加して混練試験機を用いて 170℃で複合化試験を行った。得られた複合体については、熱
プレス成形によりシート化し、切り出したダンベル型試験片について引っ張り試験を行った。そ
の結果、ステアリン酸ナトリウムおよびカルボキシルメチルセルロースナトリウムを添加した系
では補強効果が高いことが分かった。複合体物性は未添加の PP と比較して引っ張り強度で 1.5
倍（20→31MPa）
、弾性率で 2.4 倍（570→1400MPa）向上した（図 7）
。
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図 7 ナノファイバー複合体物性におよぼす添加剤効果
水溶性添加剤の添加量効果について調べた結果、0.2wt%で十分であり、添加量が多い場合には逆
に物性が低下することが分かった。ナノファイバーの混合割合を 10wt%から 70wt%で変化させ
たところ、割合が増加するに従って強度物性は向上したが引っ張り強度は 30wt%以上で大きな変
化はみられなくなった。弾性率については 70wt%の場合に 2400MPa まで向上したが伸び率は
2%まで低下した。これらのことから、表面処理ナノファイバーを用いることで樹脂中での分散性
が向上し、複合体物性が向上できることが明らかとなった。
３ 超微粉砕装置の摩耗評価法と耐摩耗表面改質法の開発（岡山大学）
（目標）
有機酸等の木材成分や粉砕促進触媒等を含む溶液中はコロージョン環境（装置劣化が進みやすい
状態）下であり、機械装置部品の耐摩耗技術は粉砕装置の実用化の鍵となる。モリマシナリー㈱の超微
粉砕装置の設計開発・改良のため、メカノケミカル的負荷下における摩耗評価法を開発するとともに、実
用に耐えうる耐摩耗表面改質法を開発する。
（成果の概要）
モリマシナリー(株)において開発する粉砕装置の耐摩耗性を向上させるため、熱処理条件の異なる炭
素鋼等を試験体として種〄の水媒体温度条件下での、摩耗性評価技術を確立した。この評価技術を基
に、微粉砕テスト機における実データとの比較を行った。その結果、SUS440 焼入れ材の耐摩耗性が良
好であることが分かった。さらに耐摩耗性を向上させるため、ＤＬＣ（ダイヤモンドライクカーボン）膜の効
果について試験片を用いて調べた結果、a-C:H:Si 型ＤＬＣ膜が効果が高いことが示された。微粉砕テス
ト機に実際にＤＬＣ膜を施工して試験したところ、効果はあったものの耐久性が課題であることが分かっ
た。
（成果の詳細内容）
①超微粉砕装置の摩耗評価法の検討
水溶液中で摺動試験を実施し、粉砕装置の摩耗評価のための評価条件を明確にした．装置のコスト面
から、炭素鋼およびはだ焼鋼を中心にして熱処理条件を変えて耐摩耗性評価を行うとともに、触媒反応
効率の観点から溶液温度を数種類変化させた実験を実施し、各試験条件における摩耗評価を実施した．
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その結果、粉砕装置の摩耗評価のための評価条件を明確にするなど、材料の耐摩耗性をシミュレートす
る評価技術を確立できた。
微粉砕装置用摺動材料およびDLC 膜のトライボ性能を評価するために、その摺動条件をシミュレ
ートするリングオンディスク方式による摩耗評価試験を行った。SUS440C焼入れ材、S45C焼入れ材、
SCM420浸炭焼入れ材、SKD11焼入れ材およびHastelloyC22材を用いて摩擦摩耗試験を行い（図８）、実
機プロトタイプ機（微粉砕テスト機）での摩擦摩耗挙動と比較し両者の相関を検討した。その結果より、高
い相関を持つ評価試験条件を決定した。評価試験に用いた材料の中では、比較的低い摩擦係数を示し、
かつ、比摩耗量の小さいSUS440C焼入れ材が良いトライボ性能を発揮し、耐摩耗性が高いことが示され
た（図９）。

図 8 バルク材料の摩擦挙動

図 9 バルク材料の摩耗率
②超微粉砕装置の耐摩耗表面処理法の開発
耐摩耗性の向上を目的として、材料評価試験で耐摩耗性が最も優れた SUS440C 製のリングおよび
ディスク試験片に 3 種類のアモルファス構造の水素含有 DLC（ダイヤモンドライクカーボン）膜を 3
種類（a-C:H、a-C:H:W、a-C:H:Si）とテトラヘドラルアモルファス構造の水素フリーDLC 膜（ta-C）を
施し摩擦摩耗挙動を調べた（図１０）。いずれの DLC 被膜でも SUS440C バルク材に比べて低い摩擦
係数が得られ、かつ、比摩耗量も小さく、DLC 被膜の水潤滑下での有効性を明らかにした（図１１）。
本試験における水潤滑下では a-C:H および ta-C の DLC 被膜では摺動中の摩擦係数の急変およ
び変動幅が大きくなるという特異な挙動が見られた。
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図１０ DLC 被膜の摩擦挙動

図１１ DLC 被膜の被摩耗率
摩擦特性と摩耗特性のバランスが最も優れていた a-C:H:Si を実機テスト機（モリマシナリー(株)開
発）で試験した結果、途中で膜がはがれるなど耐久性に課題があり、実機の部材への DLC 膜の被
膜方法に検討が必要であることが明らかとなった。
４ 化学処理による微粉砕プロセスの省コスト、省エネルギー化技術の開発（岡山大学）
（目標）
セルロース系バイオマスの超微粉砕を実現するためには、機械的粉砕に加えて酵素反応や化学反応を
援用することが必須である。本研究では、粉砕促進のための薬剤ならびに処理条件等の化学処理プロ
セスの開発に加えて、水中に分散している木材の微粉砕物に化学修飾を施すことにより粉砕・脱水の製
造プロセスを低コストかつ低エネルギーで実現する技術開発を行う。また、有機酸による機械粉砕促進の
効果を反応プロセスから検討し、コスト的に最適な助剤開発を行う。
（成果の概要）
木質原料の微粉砕処理を効率的に進めるための粉砕時の助剤添加効果についてボールミルを用いた
基盤試験により検討した。その結果、クエン酸等の有機酸が有効であることが分かった。しかしながら、装
置の腐食等が課題となるため、糖類の添加効果について検討した結果、プルランが粉砕助剤効果が高
いことが分かった。この手法は原料スラリーに添加して粉砕するのみで効果が期待できることから、今後、
モリマシナリー(株)開発の微粉砕機への適応性を検討する。
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微粉砕物の利用性向上を目的として、脱水処理を効率化するための化学的表面処理方法について検
討した。その結果、微粉砕物に対してスチレングラフト化あるいはメタクリル酸メチルグラフト化を行うこと
で、脱水効果を向上できることが分かった。本手法による処理物は、樹脂との混練性も向上することから、
複合材料開発にも応用が可能である。
（成果の詳細内容）
①粉砕助剤として有機酸の検討
有機酸等による機械粉砕促進の効果を、反応プロセスから検討し、コスト的に最適な助剤を検討した
結果、木材の微粉砕に関して、有機酸が有効であることが分かった。とくに、セルロースに対して有効であ
った。しかし、セルロースの他、ヘミセルロースやリグニンを多く含む木材に対して適用したところ、 原料と
なる木材の粉砕前処理の状態が重要であることが分かった。有機酸の中ではクエン酸が有効であるという
結果を得ているが、酸であり、機械の腐食や損耗も考慮すると機械装置の設計上で不利な面がある。そ
こで、腐食性の無い糖を中心として検討を行った。糖を利用した場合、廃液等はエタノール発酵プロセス
への転用が容易であるためである。
試験では糖類として、単糖としてグルコース、多糖として、アミロース(でんぷん)およびプルランについ
て効果を検討した。これらの 5％水溶液を作製し、これに木粉を分散させ、ジルコニアビーズを用いてボ
ールミルにより粉砕した。得られた分散液について、5 倍に希釈し、沈降状況を測定した。その結果、 プ
ルランはこれまでに効果が確認されていたクエン酸と同様に沈殿の沈降速度が遅くなり、特に微粉砕さ
れた部分が沈降するのが遅くなるため、超微細繊維の凝集を抑制して粉砕を促進する効果が示された
（図１２、１３）。難水溶性のアミロースについても効果は確認できたが、生成物の形状等が異なっているた
めさらに機構の検討が必要であった。プルランは分子がグルコースのみから構成されており腐食性もなく
食品にも利用されている安全な物質であるため、粉砕促進助としての利用性は高い。今後、コストも含め
て検討を進める予定である。

図１２ 攪拌 12 分後の沈降状況(左から、水、
プルラン 5％、アミロース 5％、グルコー
ス 5％)

図１３ 沈降状況の時間変化 沈殿物の界面
の位置の時間経過を測定した。

②短高分子鎖のグラフト導入プロセスの開発
粉砕により得られた微粉砕物は水分散状態として得られるが、ナノファイバー化が進行すると保水性が
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高くなり脱水処理が困難になる。そのため、ナノファイバーの表面を化学的に修飾することによる脱水促
進効果を検討した。実験は以下のようにして行った。ナノファイバーの水懸濁液に過酸化物を添加し、ビ
ニルモノマー(スチレン、酢酸ビニル、メタクリル酸メチル等)の存在下で、懸濁重合を行った。この操作に
より、ナノファイバー表面に短い高分子鎖を修飾し、分子鎖の働きにより疎水性を増し、脱水し易くした。
ヒノキ由来リグノセルロース系ナノファイバー分散液について、まず、分散液(0.5％)1.6 リットルに窒素を
導入しながら、超音波ホモジナイザーにより分散液内での酸素を除去し、スチレンモノマー8g を加え、よ
く撹拌した。次に、硫酸鉄二水和物 0.3g を添加し、溶解させた。最後に過酸化水素水(30％)4ml を加え、
30℃で 2 時間反応を行い、得られたものを回収した。同様の実験をメタクリル酸メチルでも行い、グラフト
化物を得た。このグラフト化物は水に対して、疎水性に挙動し、未処理の微粉砕物よりも水中では凝集し
やすくなっていたが、良好な脱水特性を示した。乾燥物の写真を図 14 に示した。グラフト化物は樹脂との
混練性も高いと考えられ、複合材料開発にも応用が可能である。

図１４ スチレングラフトセルロース微粉砕物

メタクリル酸メチルグラフト微粉砕物

５ 化学的処理による粉砕促進技術、有機化学的修飾プロセスの開発（岡山大学）
（目標）
木材の機械的粉砕処理を効率化するための粉砕助剤、木材等の化学的酸化処理の効果を検討す
る。化学的酸化法としては、電解酸化、次亜塩素酸塩、オゾン酸化等を適用し、反応促進としてマイク
ロ波反応等の応用も検討する。また、微粉砕物の利用技術開発の一環として複合化紡糸技術の検討
を行う。技術開発では，溶解技術およびセルロースドープの作製方法について検討する。
（成果の概要）
木粉に対して種〄の化学的酸化処理の適応性を試験した結果、処理後の木粉の形状変化から、機
械的処理を行わなくても、微細化が進行した、電解酸化処理は木材原料の脆弱化処理や粉砕促進に
効果があることが分かった。次亜塩素酸ナトリウム処理では、セルロース成分の割合が減尐したことか
ら、強固な木材組織を部分的に分解して脆弱化することが示された。
（成果の詳細内容）
①粉砕助剤として化学的酸化処理の検討
含水している木材の超微粉砕物に化学処理を行い、粉砕助剤の効果を検討した。化学的処理として、
オゾン酸化、電解酸化、次亜塩素酸ナトリウム処理を検討した。それぞれの効果は次の通りであった。
・オゾン酸化：微粉砕液にオゾンガスを通じた後、反応混合物はそのまま、粒度分布測定を行なったが顕
著な粉砕効果は観察できなかった。
・電解酸化：電解反応はビーカー型反応器で、反応物資に電極（白金板）を挿入して荷電して行なった。
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反応混合物はそのまま、粒度分布測定を行なったところ粉砕効果が見られた。このことから、木材の脆弱
化処理としての効果があることが示された。電解条件（端子電圧、電流値、支持塩）の再検討を継続して
行う予定である。
・次亜塩素酸ナトリウムによる化学処理：微粉砕水溶液にNaClOを加えて化学処理した。化学処理後、反
応液をろ過して、残ったセルロースの回収量を計測した。NaClOの使用量を上げると回収量が減ることか
ら、NaClO処理によって組織構造が破壊されて微粉砕されたセルロースがさらに脆弱化し微粉砕を受け
ることが示された。
②微粉砕物溶解技術およびセルロースドープの作製
セルロース系素材での紡糸技術を開発する目的で，チオシアン酸ナトリウムによるセルロースドープの
作製、疎水性物質との複合材の作製を行った。セルロースのドープ液の作成条件を検討するため、精製
された高純度セルロースを原料とし、チオシアン酸 (2 mL)を混合して、マイクロ波照射を行いセルロース
が融解するまで加熱した。チオシアン酸ナトリウムおよびカルシウム溶液の濃度を変化させて、セルロー
スの溶解し易さを検討したところ、チオシアン酸カルシウムが高い溶解性を示した。
次に、ヒノキを原料として製造された微粉砕物のドープ液作成と微粉砕物の回収操作を行った。ヒノキ
微粉砕物(モリマシナリー製)のドープ液を作成するため、微粉砕物にチオシアン酸塩水溶液を混合させ、
マイクロ波照射で加熱しドープ液を調製した。その後、水で希釈してろ過し、乾燥物の重量測定した結果、
高い回収率を示した。原料微粉砕物 300mg を 50% チオシアン酸カルシウムに溶解させた場合の回収率
は８５％以上であった。これにより，得られたドープ液を紡糸できることが示された。
チオシアン酸ナトリウムおよびカルシウム水溶液に各種セルロース、ヒノキ微粉砕物が溶融する工程を
図１５に示した。これらのドープ液はエポキシ環を含むグリシジル化合物との化学的複合化が起こり、複
合材料を生成することが分かった。さらに、粉砕物ドープと疎水性物質との複合剤の物性検討、脱水条
件の検討により、新規な複合体繊維等の製造が可能になることが示された。

図１５ 微粉砕物のチオシアン酸ナトリウムおよびカルシウム水溶液への溶融工程
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６ 超微粉砕木粉の特性評価に関する研究(岡山県工業技術センター)
（目標）
木質バイオマスの微粉砕工程では、木粉のダウンサイジング化と同時に形態も逐次変化する。
サイズと形態は、いずれも微粉砕木粉の種々の特性に大きく影響する因子であり、微粉砕条件に
依存している。そのため、木質バイオマス用粉砕機を開発して、目的に応じた微粉砕木粉を提供
するためには、粉砕処理条件による微粉砕生成物のサイズと形態を正しく評価することが重要で
ある。そこで、各種条件で木質原料を微粉砕し、得られたリグノセルロース系ナノファイバーの
サイズや形態等の特性評価手法の確立を目的とした。また、粉砕条件と生成物の物性の関連につ
いて明らかにし、開発する木質バイオマス用粉砕機の運転条件設定にフィードバックさせる。
（成果の概要）
基盤試験におけるナノファイバー製造方法としては、モリマシナリー(株)開発の微粉砕機と類
似の粉砕効果が得られると考えられるディスクミルを用いた。評価技術構築のための微細で均一
なナノファイバーは高圧ホモジナイザーを用いて製造した。原料としては、試薬のセルロース粉
末をモデル原料として製造条件を構築し、実際に真庭産ヒノキを用いて評価用のナノファイバー
を製造することができた。得られたナノファイバーを基準試料として粒度分布、比表面積、走査
型電子顕微鏡（FE-SEM）観察による評価手法を構築するとともに粉砕条件との関連について明ら
かにすることができた。ディスクミルのディスク間クリアランス、ディスク回転数と生成物の微
細化度合いの関連性のデータは，モリマシナリー(株)開発の微粉砕機の運転条件設定にフィード
バックさせ微粉砕機開発を促進させることができた。
また、微粉砕試料の比表面積測定および FE-SEM 観察のための試料乾燥方法として、紙パルプ分
野で用いられていた溶媒置換－凍結乾燥法をナノファイバーに適応するための条件を構築するこ
とができた。これら手法を、モリマシナリー(株)開発の微粉砕機により得られた生成物に適応し、
基盤試験で得られたナノファイバーとの比較を行った。その結果、新規開発した粉砕機は既存装
置以上の高いナノファイバー生産性（ナノ繊維の乾燥重量換算で約 1.5kg･h-1）を発揮し、基盤
試験で製造したのと同等の微細なナノファイバーが製造できることを確認できた。
（成果の詳細内容）
①ナノファイバー評価技術
セルロース粉末（Whatman 製、CF11）を対象に、ディスクミル（増幸産業製、MKCA6-2、#120
砥石、砥粒サイズ約 125μm）の粉砕レベルに及ぼすディスクのクリアランスと回転数の影響を検
討した（セルロース水懸濁液:1 mass%）。なお、クリアランスはディスク同士が接触する位置を
ゼロと定義した（＝圧力ゼロ）。図 16 に、ディスク回転数と粉砕物の比表面積の関係を示す。
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クリアランスは-100μm に設定した（空運転でディスクが接触する位置をゼロとし、それより
100μm ディスク間を押し当てて加圧した状態）。1 回目の通過（パス）では、回転数の増加とと
もに比表面積が減尐する傾向が見られたが、各回転数においてパス回数の増加とともに比表面積
が増加した。最大の比表面積を示した回転数 1000rpm、パス回数 10 回が微細化にもっとも適して
いた。これらの結果は、モリマシナリー(株)開発の微粉砕機には機構等が完全には同一ではない
ため、そのまま適応できないが，運転条件の設定には有効であった。
ナノファイバーは極めて凝集力が強いため、一般的な凍結乾燥では不十分である。水懸濁液中
のナノファイバーの FE-SEM 観察及び比表面積測定では、表面や空隙に存在する水をいかに脱水し、
乾燥するかが重要となる。そこで，紙パルプ分野で用いられていた溶媒置換－凍結乾燥法の適応
性を調べた。ナノファイバー粉砕物を遠心分離して回収した後、tert-ブチルアルコール（t-BuOH）
で溶媒置換を数回行って脱水した。次に、脱水粉砕物を凍結した後、減圧下にて数時間静置し、
試料調製を行った。図 17 に、溶媒置換の有無によるセルロース粉砕物の FE-SEM 観察像の差異を
示す。置換無しの場合、脱水時に繊維物の凝集が起こり 100nm 以下のナノファイバーが確認され
ないのに対して、置換有りの場合は数十 nm の微細なナノファイバーが明確に観察された。次に、
比表面積測定の為の乾燥条件について調べた。置換無しの場合の比表面積が 16.0m2･g-1 であるの
に対して、置換有りの場合は 170m2･g-1 となり、溶媒置換によって、より正しく比表面積が評価で
きた。このような t-BuOH を用いた溶媒置換と凍結乾燥の前処理により、ナノファイバーの FE-SEM
観察および比表面積測定をより正確に実施するための手法を確立することができた。
セルロース粉末のディスクミル粉砕実験により得られた粉砕条件を基に、ひのきチップの湿式
粉砕条件を調べた。まず、ひのきチップの粉砕をカッターミル（3M7-40；増幸産業㈱）により行
った。
次に、
ディスクミルを用いて接触回転させながら粉砕（固形分濃度 1mass%、回転数 1000rpm、
1 回通過）を行った。さらに、高圧ホモジナイザー
（MMX-L200-D10；増幸産業㈱）を用いて粉砕（固形分濃

置換 無

度 0.5mass%、処理圧力 100MPa、10 回通過）を行った。
カッターミル粉砕試料は 0.3～2mm 程度の粒子サイズで
あったのに対して、ディスクミル粉砕試料は平均粒径が
5.1μm であった。ディスクミル粉砕試料の FE-SEM 観察
の結果、一部に凝集塊や幅 1～3μm 程度の帯状粉砕物も

500nm

確認された。さらに高圧ホモジナイザー処理を行うこと
で、
繊維幅が 50～200nm 程度のナノファイバーが得られ、

置換 有

比較試験用ナノファイバーの調製方法を構築することが
できた。
②開発粉砕機による生成物評価
モリマシナリー(株)が平成 23 年度に新規開発した粉
500nm

砕テスト機による微粉砕物の評価を行った。微粉砕物は
ヒノキチップを水熱処理（150℃、1h）を行った後、二軸
スクリュー型粉砕機（B22；モリマシナリー㈱）で粗粉砕
を行い、続いて、新規開発した粉砕テスト機による微粉
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図 17

溶媒置換の有無で観察試料

を作製した粉砕物の FE-SEM 写真

砕を実施した試料である。得られた粉砕物の平均粒径は 35
μm および比表面積は 85m2･g-1 であった。FE-SEM 観察の結
果、
繊維幅 100nm 以下の微細なナノ繊維が観察され
（図 18）
、
既存のカッターミルおよびディスクミルにより粉砕した場
合と同様に、ナノ繊維化した微粉砕物が得られることが実
証できた。新規開発した粉砕機を用いることにより、既存

500nm

粉砕機より高い生産性（ナノ繊維の乾燥重量換算で約
1.5kg･h-1）を確認した。一方、500～1000 倍での SEM 観察

図 18

写真において、繊維幅 1μm 以上の棒状＆帯状未粉砕物も 1

調製したナノファイバーの FE-SEM 写

視野あたり数本程度、局所的に確認されていたが，繊維幅

真

新規開発粉砕テスト機により

1μｍ以下のナノファイバー含有量は 90%以上であること
が確認できた。

７ ナノファイバーを用いた高機能性材料化プロセスの検討（倉敷芸術科学大学）
（目標）
・溶融紡糸法による高強度セルロース繊維の生産技術開発
微粉砕物の応用技術開発の一環として、微粉砕物からセルロース、ヘミセルロース、リグニンを分別し、
分別したセルロースを原料として高強度ナノファイバーの開発を行う。セルロース繊維は化学合成したセ
ルロース系樹脂を溶融紡糸することにより製造する。主要な用途は自動車用樹脂製品の繊維強化材を
目指す。
（成果の概要）
ヒノキ微粉砕物を原料として得られた精製セルロースを用いて、導入する官能基を変えてセルロース
誘導体を合成した。シリル基やエステル基など極性をもつ官能基を導入した高置換度セルロース誘導体
を溶融紡糸することができた。溶融紡糸装置を用いて繊維約 50μm のナノファイバーを連続生産するこ
とができた。繊維の引張強度におよぼすセルロース誘導体の特性について調べた結果、結晶状態には
ほとんど依存せず、セルロース重合度に大きく影響を受けることがわかった。重合度が大きいトリメチルシ
リルセルロース(TMSC)を紡糸して得られた繊維の強度は 300〜450Mpa（天然繊維（麻）と同程度）であっ
た。これらのことから，ヒノキ微粉砕物を原料として樹脂補強材に利用できる高強度セルロース誘導体繊
維を製造できることを明らかにした。
（成果の詳細内容）
①微粉砕物からセルロース分別の研究
はじめにヒノキ微粉砕物の組成を Wise 法によって分析した。木質成分はリグニン 26.3%、ヘミセルロー
ス 23.3%、α—セルロース 50.3%であった。これより真庭市のヒノキ微粉細物にはセルロース系樹脂の合成
に使用するセルロースが約 50％含まれていることがわかった。次にクラフト蒸解法により微粉砕物からセ
ルロースを分別した。蒸解液は水酸化ナトリウム（NaOH）と硫化ナトリウム（Na2S）を 3:1 の割合で蒸留水１
ℓに 50g 溶解させたものを使用し、触媒にアントラキノンを使用した。微粉砕物 10g 当たり蒸解液を 100〜
250mℓ使用し、温度 145℃、圧力 0.42MPa の条件でクラフト蒸解法によるセルロースの分別を行なった。
80％の収率でセルロースを分別できた。分別したセルロースについて重合度及び結晶性について調べ
た。重合度は銅エチレンジアミン溶液法による粘度測定から求めた。重合度の値は 1896 であり、通常の
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木材パルプの重合度 1500〜2000 内であった。また X 線回折(XRD)測定の結果から結晶形態は I 型を示
しクラフト処理により結晶構造の変化を起こしていないことを確かめた。
②セルロース系樹脂の化学合成研究
セルロースに導入する官能基を変えてセルロース誘導体を合成した。図 19 に導入した官能基の化学
式を示す。

図 19 導入したセルロース誘導体の官能基
合成したセルロース誘導体の溶融紡糸性は導入した官能基の置換度と極性に大きく影響した。置換
度 DS は NMR 測定及び元素分析により求めた。エチル基やベンジル基など極性の小さい官能基を導入
した場合には、溶融紡糸するには置換度を下げる必要があった。一方シリル基やエステル基など極性を
もつ官能基を導入したセルロース誘導体の場合には、高置換度でも溶融紡糸できた。導入する官能基
の極性が小さい場合には、セルロースはポリオレフィンのような溶融状態において高分子鎖の絡みがほと
んどない剛直高分子であるため、高置換度ではセルロース高分子間の相互作用が弱く溶融紡糸性が乏
しいと考えられる。置換度を下げることでセルロース水酸基間の水素結合によりセルロース高分子間の相
互作用力が増して、溶融紡糸が可能になったと考えられる。このことから、溶融紡糸可能なセルロース誘
導体は極性を持つ官能基を導入する必要があることがわかった。
置換度を調製した溶融紡糸可能な３種類のセルロース誘導体を、示差走査熱量測定（DSC）、動的固
体粘弾性測定（DMA）及び偏光顕微鏡による結晶状態について調べ、これら誘導体のガラス転移点 Tg
及び融点 Tm を求めた（表６）。その結果、合成したベンジルセルロース（BnC）のガラス転移温度は Tg
=1１0℃、融点は Tm=190℃であった。ベンジルセルロースとエチルセルロース（EtC）の比較では、エチル
基よりベンジル基の方が嵩高いためか、熱流動性が増し、Tg が低下するものと考えられる。一方、トリメチ
ルシリルセルロース(TMSC)は他のセルロース誘導体に比べ Tg が 200℃と高い値を示し、耐熱性を有す
る樹脂であることがわかった。
表６ セルロース誘導体の熱特性

③溶融紡糸法によるセルロース系樹脂の繊維化研究
溶融紡糸装置には一軸押出機を用いた。セルロース繊維の溶融紡糸工程を図 20 に示す。写真（Ⅰ）
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は一軸押出機（溶融混練部）、写真（Ⅱ）はオリフィスから吐出した直後の溶融紡糸セルロース繊維、写
真（Ⅲ）は繊維の巻取工程を示している。口径 1mm〜0.3mm のオリフィスを用いて繊維約 50μm のセルロ
ースファイバーを連続生産することができた。

図 20 セルロース繊維の
溶融紡糸工程

④ 溶融紡糸したナノファイバーの物性、溶融紡糸条件等研究
一軸混練機で溶融紡糸したセルロース繊維の引張強度を顕微鏡用加熱冷却延伸装置を用いて測定
した。引張強度試験は 23℃で、引張速度 0.1mm/s で行った。引張強度に及ぼす繊維物性の影響を調
べるために溶融紡糸したセルロース繊維のＸ線回折測定、セルロース重合度測定を実施した。Ｘ線回折
測定の結果、溶融紡糸したセルロース繊維はセルロース I 型結晶、II 型結晶は見られず、３つのセルロー
ス誘導体の結晶状態は類似していることがわかった。
次に、図 21 にセルロース重合度と引張強度の関係を示す。引張強度はセルロース重合度が大きい、ト
リメチルシリルセルロース(TMSC)が最も大きな値を示した（300〜450MPa）。以上の結果から、溶融紡糸し
たセルロース繊維の引張強度は結晶状態にはほとんど依存せず、セルロース重合度に大きく影響を受
けることがわかった。溶融紡糸条件については、オリフィス径＝1mm〜0.3mm、溶融温度=樹脂融点付近
Tm、スクリュウ回転数=10〜30r.p.m、繊維巻取速度＝20〜70m/min の条件下で連続的に連続紡糸が可
能であった。
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図 21 セルロース繊維強度と重合度の関係

８ メカニカルアロイナノファイバーを利用した迅速コンパウンド化技術の実用化（ヤマハリビングテック㈱）
(目標)
微粉砕機により製造されたナノファイバーを樹脂と複合化することにより、ナノファイバーの
特性を生かした高強度複合材料を開発する。複合化プロセスではナノファイバー表面を改質するため
のメカニカルアロイ技術および樹脂と複合化させるための迅速化コンパウンド手法を確立する。
（成果の概要）
マレイン酸変性ポリプロピレン樹脂のエマルジョンを用いたナノファイバー表面処理として遊星ボールミ
ルを用いた基盤試験によりメカニカルアロイ条件を検討し、ディスクミル用いて表面処理メカニカルアロイ
ナノファイバーの量産化を達成した。さらに表面処理メカニカルアロイナノファイバー用いた迅速コンパウ
ンド手法を開発し、ポリプロピレンとの複合材料ではナノファイバー0.5％複合化で 30ＭＰａの引張強度を
達成した。
（成果の詳細内容）
①基盤的メカニカルアロイ条件の検討
真庭産ヒノキを原料として、遊星ボールミルにて湿式粉砕を行いサイズをコントロールしたナノファイバ
ーを調製した。マレイン酸変性ポリプロピレン樹脂のエマルジョンを表面改質剤として用い遊星ボールミ
ルにてメカニカルアロイナノファイバーを合成し、ナノファイバー表面の改質を実現した（図22）。
このメカニカルアロイナノファイバーを樹脂と試験的にコンパウンド化し粘弾性評価を行った結果、表面
改質によりセルロース成分と樹脂の相溶性が向上することを確認した。この結果から、表面処理メカニカ
ルアロイナノファイバーが複合材料に適応できることを確認できた。
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500n

500n

アロイにより表面処
理がされている
メカニカルアロイ無

メカニカルアロイ無

図22 メカニカルアロイによるナノファイバー表面の改質
②実際的メカニカルアロイ条件の検討
基盤試験で得られた結果を基に、真庭産間伐材ヒノキを原料としディスクミルを利用してマレイン酸変
性樹脂をベースとした表面処理剤にてメカニカルアロイ評価を実施した。その結果、均質に表面処理され
たメカニカルアロイナノファイバー（図23）を連続的に製造でき量産化できることをが明らかとなった。
メカニカルアロイ無 CNF

メカニカルアロイ有 CNF

アロイ処理

5μm

5μm

図23 メカニカルアロイセルロースナノファイバーのSEM画像
③メカニカルアロイナノファイバーのコンパウンド条件の検討
メカニカルアロイナノファイバーをホモミキサーを用い撹拌条件を変えて迅速化コンパウンド手法を検
討した。得られたコンパウンドの流動特性から均一分散性を評価した。その結果、表７に示すように、
180℃－8000ｒｐｍの条件で均一分散できる迅速化コンパウンド条件を確立した。
表７ コンパウンド特性

また、このコンパウンドを用い、射出成形にて各種成形を実施し、射出成形においても均一分散して
いることを実証するとともに、成形性に問題ないことを確認した。
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④メカニカルアロイおよび迅速化コンパウンド手法の実際的複合材料への応用
上記量産ベースで合成したメカニカルアロイナノファイバーをポリプロピレン系樹脂と混合し、遊星型高
速ミキサにて、高せん断を与えて混練と水分除去を同時に実施する実際的な迅速化コンパウンド手法を
検討した。その結果、高い分散性を有したコンパウンドの量産条件を確立した（表8、図24）。この量産実
証コンパウンドを用いた射出成形体にて強度試験を実施した結果、中間目標性能である25MPa以上の強
度を確保した。この強度は、自動車等に汎用的に利用されるフィラー充填プラスチック（タルク充填プラス
チック、炭カル充填プラスチック）の強度よりも高い性能を示している（図25）。この迅速化コンパウンド手法
はモリマシナリー㈱開発の微粉砕機により製造されたヒノキ由来ナノファイバーへも応用するこ
とができ、樹脂中へナノファイバーを均一に分散させた射出成形品製造技術を構築することがで
きた。
表8 迅速化コンパウンド条件

混練時間

分散性

6時間

○

2時間

○

2時間

×

1時間

○

真空ポンプ

ディス
パーザー

混練時間

分散性

無し

有り

6時間

○

小型ポンプ

有り

2時間

○

小型ポンプ

無し

2時間

×

大型ポンプ

有り

1時間

○

低分散

3μm

高分散

低分散

3μm

3μm

引張強度（MPa）

図24 分散状態のSEM画像

30
目標値

20
ブランク

CNF
0.5％

CNF
2.5％

炭カル
30％

図25 メカニカルアロイナノファイバーコンパウンドを利用した成形体強度
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タルク
30％

（２）新エネルギー複合利用システムセクション
◆リーダー

コアテック（株） エコロジー事業部・取締役事業部長 光畑共久

◆参画機関、協力機関
コアテック（株）、岡山県立大学、三菱化学（株）
◆テーマ
地域特性を生かす新エネルギー導入のためのエネルギー需給マネジメントの研究
1 地域に応じたコンパクトな自然エネルギー複合利用技術の開発（コアテック㈱）
（目標）
発生が不安定な新エネルギーを有効に利用するために、二次電池を活用した蓄電・制御技術及び
独自開発の負荷追従発電技術などを一体化した高効率自立型電力供給システムを開発する。具体
的には、リチウムイオン電池を用いて 85％以上の高効率充放電の検証、薄膜を含む太陽電池の開発
と設置および小型風力発電設備の開発と設置を行い、ナノファイバーの製造に必要な全エネルギー
を新エネルギーで供給するとともに、バイオマス集積基地における全消費エネルギーの 25％以上を新
エネルギーで供給するシステムを導入、構築する。
（成果の概要）
バイオマス集積基地のエネルギー附存量調査を岡山県立大学と共同で行った。また、軽量な薄膜
太陽電池モジュールの開発を行い、ロール成形機を導入し量産化を図った。系統連系可能な小型風
力発電の設計を行い、運転試験を開始した。木質バイオマス発電装置の調査を行い、基本設計を開
始した。リチウムイオン蓄電池システムを構成し、繰り返し充放電の実験を行った結果、太陽光の電力
を充電し、直流放電する間の充放電効率≧90％を達成し、直流放電後の交流変換を含む充放電効率
≧85％を達成した。
（成果の詳細内容）
①バイオマス集積基地のエネルギー附存量調査
バイオマス集積基地の消費電力、未利用木質資源の収集量、日射量・風力量の調査及び評価を岡
山県立大学と共同で実施した。その結果、チップ平均生産量480t/月(2010年度)ベースでの使用電力
量は、年間161,000ｋWh、ピーク（2月）16,920ｋWh、契約容量147ｋW、工場運転時定常負荷平均約７0
ｋW、5分間値ピーク270ｋW、工場停止時負荷10ｋW（待機電力）というデータを得た。なお、未利用材・
樹皮2,000ｔ（倒木、チップ生成時に発生する樹皮バークを含む）が収集されていることが分かった。
また、日射量は年平均3.2ｋW/㎡、風速は平均0.83ｍ/ｓであった。
なお、2011年度から、チップの生産量は大幅に増加(最大825t/月、平均700t/月)している。

図26 チップ加工、バーク（樹皮）生成状況と日射・気温観測状況
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②薄膜系太陽電池モジュールの製作
軽量で施工が容易、かつ安価な薄膜系太陽電池モジュールの開発を行うとともに、壁面やカーポー
ト等の従来は設置が困難であった場所へ容易に設置できる太陽電池の検討を行い、屋根以外へも多
くの太陽電池を設置する方法を検討した。更に太陽電池パネルと屋根の設置空間を利用した空気集
熱の実験を行い、木質資源の乾燥用熱としての利用の可能性について検討した。
薄膜太陽電池モジュールでは、「板金加工をする場合の折曲げ工程のスピードアップ」「接着技術の
確立と接着工程のスピードアップ」が製作上の課題であった。折曲げ工程のスピードアップについては、
専用のロール成形機を開発し、導入した。これにより2分かかっていた折曲げ工程が10秒（ロール通過
時間）と劇的に短縮された。また、接着方法についても、さまざまな接着剤を試した結果、耐候性テー
プとシーリング接着材の組合せによる接着が最も優れていることが分かった。

図27 ロール成形機と太陽電池モジュール加工状況

軒先から空気取入れ

床下に空気熱を送る

図28 集熱実験を行った住宅イメージと集熱状況

図29 カーポートに取り付けた太陽電池
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薄膜(アモルファス)太陽電池を42㎡の住宅屋根に設置して実験を行い、冬の晴天時の集熱量
550kcal/h、集熱効率4～5％、発電効率は5.5％程度という結果を得た。集熱については、期待したほ
どの効果ではなかったため、太陽熱を利用したチップ・木材の乾燥については、本研究では行わない
方向で進めていく。また、耐久性を検討するため、カーポートに太陽電池を貼り付けて暴露試験を行い、
表面シートに白濁や劣化のないことが検証できた。
以上の結果に基づき、防草シートと組み合わせた薄膜太陽発電モジュールを真庭バイオマス集積
基地の未利用地を利用して設置した。
③小型分散型風力発電の開発
自社で開発した独立電源用小型風力発電機（翼直径1.5ｍ出力500Ｗ）を元に翼直径2ｍ、出力1.5ｋ
Ｗの系統連系が可能な系統連系型小型風力発電機の設計の最適化と試作を行った。試作機では
様〄な工夫により、部品コストの大幅な低減を図った。その結果、出力500Wタイプに比べて発電能力
を3倍に増加させるとともに、コストを1.5倍に抑えた風力発電機を開発した。
500W 風車

翼加工試験

状況

図30 500W機イメージと2kW機翼加工試験状況

図31 設計変更図
④バイオマス発電設備導入の可能性検討
真庭バイオマス集積基地に集められる木質資源、中でも用途が望めないバーク（樹皮）を燃料にし
たバイオマス発電設備導入の可能性について検討を行った。バイオマス発電は、バイオマスをガス化
してガスエンジンなどで燃焼させるガス化発電方式、バイオマスをそのまま燃焼して排熱を蒸気で回収
38

して蒸気タービン発電する蒸気発電方式、燃焼熱を直接加熱源として用いピストンを回すスターリング
エンジン発電方式、熱電素子を利用して発電を行う熱電素子利用発電方式の4つの方式がある。この
内、ガス化発電はガスの発酵設備またはガス化炉の設備が必要であり、また、蒸気タービン発電も純
水設備や冷却水などの水処理設備が必要であることなどから小規模の発電装置では経済性が極めて
悪く、真庭では導入が困難と考えられる。そこで、スターリングエンジン方式と熱電素子利用発電につ
いて導入の可能性を検討した。
スターリングエンジン方式は古くからある技術だが、エンジンの構造上高温化が難しいため、発電効
率に限界があることと、最新の設備でも発電出力あたりの設備費が200万円/kWであり、太陽光発電の
3～4倍と極めて高価である。このため、真庭の集積基地への導入には向かない。
熱電素子利用発電方式は熱電素子（ゼーベック効果）を利用した発電方式で、近年、研究が進み優
れた製品ができてきたことと素子の値段が下がってきたことから注目を集めるようになってきた。発電効
率は低いが、プラスチック製造に温水が必要なことから、バーク（樹皮）を燃料にした温水ボイラーの排
熱回収装置として導入試験を行うことにした。

図32 バーク燃焼ボイラーのメージ
⑤二次電池の調査研究
太陽電池によって発電された電力は天候によって出力が変化するため変動が激しい。バイオマス集
積基地の負荷へ安定的に電力を供給するためのバッファとして二次電池の設置を行う。使用する二次
電池として、今後普及拡大とコスト低減が期待されるリチウムイオン電池の製品調査と充放電制御の調
査検討を行った。その結果、リチウムイオン電池を従来の定置型蓄電装置に利用されている双方向イ
ンバータ方式による充放電装置と組み合わせ、バイオマス集積基地で使用可能な負荷電力に対する
電力安定制御を付加したシステムとして開発を進めており、リチウムイオン電池を利用した蓄電装置と
充放電を制御するコントローラの設計を行った。実験用簡易型コントローラを試作し、蓄電池の充放電
実験と効率の検証を行った。交流から直流への変換は双方向インバータを利用し、リチウムイオン電池
への効率は90％以上、交流・直流・交流での充放電効率85％以上が確認できた。

図33 リチウムイオン電池の種類とパワー密度・エネルギー密度量の比較
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太陽電池

インバータ

～

太陽電池

～

インバータ

放電

充電

充電・放電
蓄電池

蓄電池

図34 蓄電池の充放電方式

中間目標：蓄電池の充放電制御による効率８５％ （Ｈ２４年度末目標 前倒し）
現状：AC/DC/ACにて充放電効率85％を実証できた（充放電条件によるので、詳細実験を続ける）
①パワーコンディショナの双方向インバータによる充放電効率の測定、研究
DC充電

AC充電

DC放電

AC放電

場内商用
通信司令
太陽電池
リチウムイオン電池

パワーコンディショナ
（双方向インバータ式を採用）
充放電コントローラ
モニタリング

％

充放電効率とは、
放電できた電力量／充電した電力量＝目標８５％以上
従来の鉛蓄電池に比べ充電効率が良いと呼ばれるリチウ
ムイオン電池が、どれだけの性能を持って、どのような充
放電制御を行うことで効率があげられるかを検証する。

kWh

進め方：ＳＯＣ充放電エリア（スタートＳＯＣ・ストップＳＯＣ）の設定による充放電高率に違いの検証
有効電力・無効電力優先制御、力率優先制御、等、、、

図35 充放電の制御
なお、太陽電池の発電電力とバイオマス集積基地内の電力需給を昼夜または日〄の単位で調整
するためには大容量の二次電池が必要になる。また、系統へ逆潮流させることは地域経済にマイナ
スになることが、岡山県立大学の研究から明らかになっている。そこで、フォークリフトなどの移動機
器を電動化し、太陽電池の発電とバイオマス集積基地内の電力消費によって生じる余裕電力の逆
潮流をできるだけ抑制するため、移動機器に搭載した蓄電池へ充電するシステムについても検討を
行っていく。
２ 地域特性を活かす新エネルギー導入のためのエネルギー需給マネジメントの研究（岡山県立大学）
(目標)
真庭バイオマス集積基地おけるエネルギー需要(消費)と太陽光発電・風力発電やバイオマスエネル
ギーなどの自然エネルギーの供給可能量を基に、これらの自然エネルギーを地域や工場で使用する
電力や熱などのエネルギー源として変換・活用する方法とその可能性を見極める。そして、その結果を
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基に、真庭バイオマス集積基地において自然エネルギーを高効率に利用する「SMART 工場」モデル
を構築するとともに、実際に導入し、その効果と他の地域への適用の可能性について評価する。具体
的には、真庭バイオマス集積基地における全消費エネルギーの 25％以上を新エネルギーで供給する
システムとともに、ナノファイバーの製造に必要な全エネルギーを新エネルギーで供給可能なエネル
ギーシステムの基本設計を行うとともに、導入後の評価をする。
(成果の概要)
真庭バイオマス集積基地におけるCO2排出量の57％が電力、残りの43％はフォークリフト、グラップ
ルおよびショベルローダーの移動機器が消費する化石燃料であり、目標を達成するためには、化石燃
料を電力に代替し、電力を新エネルギーで供給するシステムを構築する必要があることを明らかにした。
また、木材チップ生産量が400トン／月でのSMART工場のエネルギーシステムの基本設計を実施し
た結果、フォークリフトを電動化して搭載する蓄電池を活用することにより、真庭バイオマス集積基地に
おける全消費エネルギーの25％以上を新エネルギーで供給するとともに、ナノファイバーの製造に必
要な全エネルギーを新エネルギーで供給できることを明らかにした。
（成果の詳細内容）
(1)真庭バイオマス集積基地におけるエネルギー需要と自然エネルギーの供給可能量の調査
①バイオマス集積基地でのエネルギー消費量の調査、②昼間平均値と瞬時値のエネルギー消費の
測定と解析、③太陽光発電とバーク（樹皮）によるエネルギー供給の可能性評価を実施した。
その結果、真庭バイオマス集積基地では、化石燃料換算するとエネルギー消費量の72％が電力
であり、28％がフォークリフト、グラップルおよびショベルローダーの移動機器が消費する化石燃料で
ある。エネルギー消費量では、軽油はバイオマス集積基地全体の28％に過ぎないが、CO2排出量で
は43％を占めている。このため系統電力の一部を太陽光発電などの新エネルギーの電力に置き換
えるだけでは、過大な太陽光発電の設置面積が必要になる。そこで、移動機器が消費する化石燃
料も含めて、新エネルギーで代替するエネルギーシステムの構築が必要なことが分かった。

エネルギー消費量

CO2排出量

合計 2,240 GJ/年

合計 106 ｔ /年

630GJ/年

軽油 29％
その他機械

軽油16.4kℓ/年

1,610GJ/年
(発電η=36％)

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ
軽油 14％

電力
161MWh/年

電力 57％

図36 真庭バイオマス集積基地のエネルギー消費内訳とCO2排出量
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(2)エネルギー需給データの解析、評価シミュレーターの開発
①シミュレーションモデルの開発
シミュレーションモデルは次の 2 つのモデルで構成され、これらを開発、作成した。
・バイオマス集積基地における 1 年間に亘る１時間毎のエネルギー消費量と新エネルギーの供給
量の収支(過不足)を時系列に評価するエネルギー収支モデル
・上記(1)での「エネルギー消費量の調査結果」に基づき、バイオマス集積基地において、チップ生
産量の増減に伴うエネルギー消費量の変化を推定するモデル
②スマートファクトリーにおけるエネルギーシステムの基本設計
・ シミュレーションの結果、バイオマス集積基地でのエネルギー需給調整には蓄電池が必要であ
り、高価な蓄電池の経済的な使い方を検討するため、改造ＥＶ(改造電気自動車)を製作し、ＥＶ
などの移動機器による電力負荷平準方法について検討した。具体的には、フォークリフトを電動
化し、太陽光発電などの新エネルギー電力で軽油を代替することにより、軽油使用量を削減し、
CO2 を削減するシステムを検討した。

現状システム

構築したいシステム
軽油；β

木材
バイオマス集積基地

軽油；β

木材
バイオマス；Ｆ 自然エネルギー

バイオマス集積基地

太陽光；Ｅ

系統
α

フォークリフト；Ｂ
ショベルローダ；Ｃ
グラップル；Ｄ

風力；Ｇ

系統
α

電動フォークリフト；Ｂ
工場；Ａ

工場；Ａ
排出
木皮

販売

ショベルローダ；Ｃ
グラップル；Ｄ

将来
電動化

木材チップ

排出
木皮

販売

木材チップ
ナノファイバー

図 37 真庭 SMART 工場で構築したいシステム
・木材チップ生産量が400トン／月におけるSMART工場エネルギーシステムの基本設計を実施した。
ナノファイバー製造に必要なエネルギー消費量(超微粉砕システムセクション提示)を上記(1)で調
査した実績値に加え、真庭バイオマス集積基地における全消費エネルギーの25％以上を新エネ
ルギーで供給するとともに、ナノファイバーの製造に必要な全エネルギーを新エネルギーで供給
可能なエネルギーシステムを検討した。その結果、システムではフォークリフトを電動化し、燃料の
軽油を太陽光発電で代替することにより、バイオマス集積基地の現状のエネルギー消費と比較し
てCO2排出量を30％削減でき、ナノファイバー製造工程を含めても25％削減できる。
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CO2排出量
(t /年)

128
新ｼｽﾃﾑPV能力；63.6kW
新工場

△25 ％

106

96
△30 ％

新工場
電力 22

74

電力 60

電力 56(=43+22-9)
電力 43

電力 43
現 状

軽油 31
軽油 31

軽油 31

逆送電力 9

逆送電力 9

新ｼｽﾃﾑ

新ｼｽﾃﾑ＋新工場

軽油 15
現状

ベース

図 38 真庭 SMART 工場で構築したいシステム
なお、本モデル実証事業を受託した際のチップ生産量は 400 トン／月であったが、その後、チッ
プ生産量が増加し、現状は平均 700 トン／月(2011 年度最大値は 825 トン／月)になり、エネルギー
消費量も約 1.8 倍に増大している。したがって、本モデル実証事業での評価はチップ生産量 400
トン／月ベースとするが、今後、予算の許される範囲で 700 トン／月に対応したエネルギーシステム
の設計を行い、設備導入へ反映していく予定である。
(3)地域基盤形成セクション
◆リーダー プロジェクトリーダー 小田喜一
◆参画機関、協力機関 真庭木材事業協同組合、真庭市
◆テーマ ＳＭＡＲＴ工場の社会実装に向けた原料調達、生産管理手法の研究
１ 「環境先進杜市」を目指したまちづくり計画策定、地域人材の育成、普及啓発（真庭市）
(目標)
地域の林業、製材業との連携、高齢者労働力の活用等による集材・利用の適正化、気候変動への
適応と地域活性化に向けたまちづくり計画策定、真庭バイオマスラボや市有林を活用した人材育成、
バイオマスツアー真庭等を通じた普及啓発等。
(成果の概要)
環境戦略計画を新たに策定 するための基 礎 的 情 報 収 集 、現 状 分 析 等 を実 施 し、「気 候 変 動
への適 応 と地 域 活 性 化 に向 けたまちづくり計 画 -木 質 バイオマス利 活 用 推 進 プラン -」を策
定 した。真庭システムの構築に向け、森林の賦存量および搬出可能量等について調査を実施した。
その結果、森林賦存量：12,500,000㎥、年間伐採材積：169,000㎥、市場出荷量：83,000㎥等であっ
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た。
人材育成・情報収集・普及啓発として、「真庭バイオマスラボ」を活用した人材の育成事業、体験セミ
ナー開催、バイオマスリファイナリー事業化に向けた調査検討、普及啓発事業として「バイオマスツ
アー」などを行った。
（成果の詳細内容）
① 環境戦略計画策定のための基礎調査（気候変動への対応と地域活性化に向けた課題整理）
平成20年度に予備検討した環境モデル先進都市構想を足掛かりとして、環境戦略計画を新たに策
定するための基礎的情報収集、現状分析等を実施し、「気候変動への適応と地域活性化に向けた
まちづくり計画-木質バイオマス利活用推進プラン-」を策定した。
（ａ）エネルギー起源による温室効果ガス排出実態等、基礎データ整理
CO2 排出量及び排出特性の調査を実施し、データ整理を実施した。全排出量；635,120 t-CO2 の
内、産業部門からの排出が全体の 32.4%と最も高く、以下工業プロセス部門（22.5%）、運輸部門
（19.8%）、民生家庭部門（12.1%）、民生業務部門（10.3%）、廃棄物部門（2.9%）と続いている。岡山県
の産業部門と工業プロセス部門の構成比と比較した場合、本市の工業プロセス部門の構成比の高
さが目立つ。

廃棄物
2.9%

工業プロセス
22.5%

産業
32.4%
産業
32%

真庭市

岡山県

運輸
20%

民生業務 民生家庭
10%
12%

68%

10%

工業プロセス
23%

9%

8%

廃棄物
3%

4%

2%

民生家庭
12.1%
0%

民生業務
10.3%

運輸
19.8%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

図 39 CO2 排出状況調査集計

※岡山県の排出量：「岡山県内の平成 19 年度温室効果ガス排出量の状況」
（2011 年 1
月）を基に、本市の排出量算定対象部門の排出量のみ集計。

（ｂ）市民、事業者を対象とする環境意識等に関するアンケート調査
成人市民1、000人に対してアンケート調査を実施した。（地区毎の人口による層化比例抽出、回収
率：49.8％）市 の自 然 環 境 及 び自 然 環 境 に対 して好 意 的 な意 見 が大 勢 を占 めており、関 心
も高 いことが分 かった。ゴミ問 題 については、分 別 方 法 などが市 民 に定 着 しつつある様 子 が
うかがえるが、地 域 のコミュニケーションやコミュニティ活 動 が薄 れているとの指 摘 と併 せて改
善 が求 められている。地 球 温 暖 化 などのグローバルな問 題 への関 心 は高 いが、地 域 の生
活 ・自 然 環 境 の改 善 を優 先 する様 子 もうかがえる。この他、行政計画、条例などの整備状況を
整理し、「地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画 （事 務 事 業 編 ）」や「真 庭 市 バイオマスタウン構 想 」など、
地 球 温 暖 化 対 策 に関 わる個 別 計 画 が整 備 されているのに対 し、市 域 の地 球 温 暖 化 対 策 に
関 する総 合 計 画 となり得 る「地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画 （区 域 施 策 編 ）」が未 策 定 であること
から、同 計 画 の早 期 策 定 が望 ましい。

44

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

廃棄物の不法投棄対策
生活排水対策
高齢者のごみ出し困難者対策

農地の保全

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

山林の保全

有害化学物質対策

異常気象

工場排水対策

地球温暖化

省エネルギー化の推進

水質汚濁

公共交通機関の整備による交通公害の改善
伝統的な行事や祭りの継承

ごみ・廃棄物問題

新エネルギーの導入

大気汚染

ごみの散乱防止
身近な水辺の保全・整備

土壌汚染

学校での環境学習の推進

景観の保全

工場や事業所等のばい煙対策

生態系の保全

野生生物や生息地の保護
自動車の排ガス対策

騒音

生ごみの分別回収

ダイオキシン類などの有害化学物質

文化財の保護
工場や事業所等の悪臭対策

悪臭

公園・広場などの整備

過度な夜間照明（光害）

市民の環境学習の推進・支援

振動

身近な緑の保全・整備

伝統的な建築物の保全

電波障害

インターネットや広報による市役所からの環境情報提供

日照阻害

まち並みの保全

地盤沈下

環境に係る新しい条例の制定や規制による環境保全
市民が気軽に利用できる環境相談の窓口の設置

関心がある

何となく気になる

知っている程度である

知らない

紙ごみ（雑紙類）の分別回収
工場や事業所等の騒音対策
事業者の環境保全活動の推進及び支援

図 40 公害や環境保全の関心

市民と真庭市の環境に関する情報交流の場の設置
自動車の騒音対策
落書き対策

度調査結果

環境保全に係る見学会、自然観察会、 イベント等の開催
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過度の夜間照明・光害対策

緊急の課題

重要

どちらかといえば重要

どちらともいえない

あまり重要ではない

図 41 環境保全の取り組みへ向けた要望調査結果
（ｃ）温室効果ガス排出データに基づく排出量抑制行動プラン（エネルギー消費量の削減、新エネルギ
ー等の導入）および吸収量増量行動プラン（森林保全プラン）、アンケート調査結果に基づく市民参
加型環境対策行動プラン、里山、林地残材等を含めた環境全般における市民の環境保全活動や
その実行に向けたシステム導入などを盛り込んだ「気候変動への適応と地域活性化に向けたまちづ
くり計画-木質バイオマス利活用推進プラン-」を策定した。
②真庭システム構築に向けた協議会設置及び課題の洗い出しに向けた基礎的調査の実施
素材生産会社から原木市場、製材所、製品市場まで、真庭地域における製造・流通の関係者で
組織されている真庭システム検討協議会が、平成２１年６月に取りまとめたビジョンをベースとする
真庭システムの構築に向け、森林の賦存量および搬出可能量等について調査を実施した。結果
は、森林賦存量：12,500,000㎥、年間伐採材積：169,000㎥、市場出荷量：83,000㎥、林地残材活用
量： 20,000㎥（原料・燃料として活用）、活用していない林地残材量

63,000㎥であった。実績・実

測等に基づく推計値ではあるが、林地残材83,000t／年のうち20,000㎥（24%）の活用に繋がってきて
いる。
③人材育成・情報収集・普及啓発の実施
「真庭バイオマスラボ」を活用した人材の育成を行うとともに、先駆的取組み等の情報を収集し今
後の事業化に向けた調査検討を行った。
（ａ)バイオマスに関連する基礎的知識（環境とバイオマスの関連、地域資源の重要性等）の習得を目
的とし、将来の地域を担う高校生、大学生を対象として体験セミナー等を行った。また、CO2 削減や
木質資源の地域内循環システムの普及啓発を行った。
（ｂ)地域内のバイオマス関連技術や実務の担い手を育成するとともに、新産業創出に必要な情報共
有や起業手法等の習得を目的とし、地域内関係企業の経営者や従業員等を対象とした人材育成
講座や技術研修等を行った。
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(c)先駆的な取組みを実施している企業等の情報収集を図り、今後のバイオマスリファイナリー事業
化に向けた調査検討を行った。
（ｄ)人材育成講座やバイオマスツアー等を活用し、CO2 削減に向けた普及啓発を行うとともにパンフ
レットの作成を行った。
（ｅ)木質資源の利用拡大を図るため木粉堆肥化事業をモデル的に実証し、その地域内循環成果の
普及啓発を行った。あわせて、市内小学校等との連携により、人材育成の手法としても検証した。
２ ＳＭＡＲＴ工場の社会実装に向けた原料調達、生産管理手法の研究（真庭木材事業協同組合）
（目標）
ＳＭＡＲＴ工場実現に必要な資源調達・用途配分、安定生産計画等、生産管理手法の調査研究
（成果の概要）
安定的な資源調達、効率的な生産体制を検討するため、素材生産・製材の一体化など真庭バイオ
マス集積基地を拠点とした情報管理による経営合理化に向けたデータ収集・分析を行った。２３年
度は製材所からの樹皮及び市場、他地域からの資源が急増していることが判明した。
（成果の詳細内容）
(a)バイオマス搬入量の種類別データ分析
樹種別、業者別にデータ推移及び割合について分析し、樹種はヒノキが 4 割程度を占めているが、
２３年度は製材所からの樹皮 2,500 トン及び市場、他地域からの資源が急増し、丸太、背板併せて
19,000 トンが搬入された。
(b)バイオマス搬出元調査
真庭森林組合が搬入したものについて、搬出元の調査を実施したところ、勝山・久世・落合地域な
ど 20km 圏域からの搬出であることが判明し、ビジネスモデル構築のため当初想定した圏域であっ
た。
(c)取引管理・集計処理システム検討
開発したシステムの運用を行いながら、実用性を検証し、データ取り込み時の誤操作防止の確認
システム追加など必要な改善を行った。
(d)品質管理の最適化手法、製品の低コスト生産、高付加価値化の検討
ｱ)各種木質資源（チップ、樹皮等）の性状分析
生産から出荷時までの各種木質資源（チップ、チップダスト、樹皮）の含水率の変動データ収集
分析を行い、製品及び製品製造時の副産物における、性状を把握した。また、資源の高付加価
値化の検討のため、おが屑の性状分析、粒径選別調査等を実施した。
ｲ)チップ製造工場の稼働状況と車両の搬入状況についてデータ収集分析を実施し、グラップルロ
ーダー2 台による工場稼動の効率化が判明した。
ｳ)バイオマス資源を含めた各種木質資源に高付加価値化、販売促進効果を生み出すトレーサビリ
ティ確保の手法を調査検討した。
（４）ＬＣＡ（Ｌｉｆｅ Ｃｙｃｌｅ Ａｓｓｅｓｓｅｍｅｎｔ）評価、ビジネスモデル構築
◆参画機関、協力機関

（独）産業技術総合研究所、岡山県

◆テーマ ＬＣＡ評価の実施、ビジネスモデルの構築
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（目標）
システム全体の経済性、ＬＣＡ評価、社会影響等を分析し、環境性と経済性が最適バランスされたビ
ジネスモデルを構築する。
（成果の概要）
林業を含むプロセス全体（山での植樹～伐採･輸送行程からナノファイバー製造工程まで）につ
いて LCA（Greenhousu Gas(GHG)排出量）やコストの試算を行った。ナノファイバー製造工
程で使用する電力を再生可能エネルギーで賄うことにより、GHG 排出量をマイナスにできる
ことが分かった。
ビジネスモデル構築のための基本条件を整理した。その内 CNF 事業について、その製造コス
トを試算した結果、当初の目標値よりかなりの高コストと成ったが、汎用性プラスチックポリ
プロピレンとの複合材料では、0.5wt%の尐量添加で顕著な引張強度の向上が図れるため、価格
での競争力は十分あることが分かった。
（成果の詳細内容）
①LCA 評価の実施
採択条件になっている林業分野を含めたトータルシステムの GHG 排出量の検討を行った。各工程
の GHG 排出係数は、カーボンフットプリント制度試行事業用 CO2 換算量共通原単位データーベース
値ならびに社団法人産業環境管理協会から出されている LCA ソフト MiLCA のインベントリデーターベ
ースである IDEA の値の 2 通りに関して検討を行った。林業に関しては、対象原料のヒノキの植林から
伐採、輸送（国内平均）までのデータがカーボンフットプリントおよび MiLCA ともに収集されており、そ
れぞれ 12.6 kg-CO2/m3、13.48 kg-CO2/m3 であった。それぞれの引用データは、カーボンフットプリン
トでは農林水産省平成 12 年度林業経営統計、MiLCA は農林水産省平成 19 年度林家経済調査報告
育林費調査報告であった。近年、高性能林業機械の導入が進んでおり、この導入により GHG 排出係
数が大きく異なっている可能性がある。そこで、既報の各種報告書から高性能林業機械の使用による
GHG 排出係数を推定し、人力に大きく依存した従来林業施業と高性能林業機械を用いた施業による
推定 GHG 排出係数の差を求めた。この差は、平成 12 年度データを用いたカーボンフットプリントの値
（主に人力に依存）と MiLCA（平成 19 年度データ、一部高性能林業機械が導入）との差よりも大きく、
GHG 排出係数が高い MiLCA 係数においても最大で 4 kg-CO2/m3 の加算が必要であることが示され
た。従って、林業工程での GHG 排出量は非常に小さい（木材に固定されている CO2 量：1,357kg/m3
のおおよそ 1%）ことが分かった。
上記の検討結果を含め、林業を含むプロセス全体（山での植樹～伐採・輸送工程からナノファイバ
ー製造工程まで）についての LCA（GHG 排出量）の試算を行った。ナノファイバーの生産速度は実証
で 10kg/h 事業化時 100kg/h、稼働時間は 8h/d、256d/y、歩留まりは 80%として計算した。実証、事業
化 時 共 に 外 部 電 力 購 入 し た 場 合 、 GHG 排 出 量 は そ れ ぞ れ 12.71kgCO2/kg-CNF 、
8.1kgCO2/kg-CNF とプラスとなる。これは、ナノファイバー製造工程が GHG 排出量のほとんどを占め
ており、電力使用に起因するものである。他方、事業化時で使用する電力を再生可能電力で賄うとす
ると、ナノファイバー製造で GHG 排出量は 1.38kgCO2/kg-CNF となるが、ナノファイバーに固定された
CO2 分（大気からの吸収分；1.83kgCO2/kg-CNF）を差し引くと GHG 排出量をマイナスにできることが
分かった。
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図 42 ナノファイバー製造における GHG 排出量
（ナノファイバーは同重量のポリプロピレンを代替すると仮定）
②ビジネスモデルの構築
ビジネスモデルは、間伐材や製材端材など地域の未利用バイオマスの利活用、林工一体型
SMART 工場、森林･林業の再生と中山間地域の経済的活性化を現実化するためのモデルとする。
従って、現状の事業も含め、プロジェクト実証で得られた研究成果、技術、知見を元にビジネ
スモデルを構築し、地域のみならず全国に展開できるモデルとする。また、真庭バイオマス集
積基地を拠点とし、木質バイオマスのより効率的な利活用として“カスケード利用”を積極的
に取り入れた事業について、モデル構築を行う。
(a)原料･調達
現在、真庭バイオマス集積基地に真庭地域の林家、伐採業者、製材所（真庭木材事業協同組合
加盟）
等から搬入されている間伐材、
製材端材のヒノキ、スギの木質バイオマスを対象とする。
(b)木材チップ事業
現状、事業の中心となっているが、国産材製紙用チップは、輸入製紙用チップの価格に強く影
響されているため、減価償却費等を考慮すると採算は取れてはいない。しかし、間伐材、製材
端材等の未利用バイオマスの大量用途先として、事業として重要であり継続は必要である。微
粉砕樹皮の燃料、チップダストの利用を進めると共に、新エネルギー複合発電により、使用電
力を賄うことで、採算性の向上が見込まれる。
(c)木粉事業
数 mm～数 10μm の木粉粒子は、一般的にはウッドプラスチックコンポジット（WPC）とし
て、建築用内装材、ウッドデッキ材、歩道や公園の模擬杭、自動車用内装材等に既に使用され
ている部材もあるが、
将来的には、
大きな需要が期待できる事業である。
事業拡大のためには、
工業材料として、製品の安定供給、品質の保証、製品コストなど各ユーザーの仕様を満足する
必要があり、その製造技術を確立することにより、大きな用途開発につながることが期待でき
る。
(d)ナノファイバー事業
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ナノファイバーは鋼鉄の 5 倍の引っ張り強さと 1/5 の軽さを持つ優れた構造材料であり、ナノ
ファイバー・プラスチック複合材料は高強度･軽量材料として、将来、日用雑貨、情報通信機器、
自動車分野での非常に大きな需要が見込まれる。また、CNF それ自体新素材として医療など新
たな分野への利用も期待されている。
(e)用途開発･顧客へのサービス
以上、原料調達、各種事業、用途開発や顧客サービスにより、その利益を地元に還元できるビ
ジネスモデルを構築する。
ビジネスモデルの構築に向けて、その事業の一つであるナノファイバー製造コストを試算した。林業分
野については、森林組合や木材事業協同組合とともに対象原料であるヒノキの調達費用を検討して、
集荷における輸送費・人件費・エネルギー費なども含めて妥当な調達費用を設定した。ナノファイバー
製造プロセスは、森林伐採→搬出→チップ→水熱処理→微粉砕→ナノファイバーで、生産速度は実
証で 10kg/h 事業化時 100kg/h、稼働時間は 8h/d、256d/y、歩留まりはいずれも 80%ととし、ナノファイ
バー年間生産量は、それぞれ 4.1t-dry/y、41t-dry/y となる（図 43 のナノファイバー製造における
GHG 排出量の計算条件と同じ）。 但し、減価償却費は、実証で無、事業化で 8 年償却、残存簿価無
とした。コスト試算結果を図 54 に示す。ナノファイバーの製造コストはいずれの場合も 1,900～2,400 円
/kg-dry の範囲で実証規模では生産量が尐ないため人件費が相対的に高く、事業化規模では設備の
減価償却費が高くなることが分かった。当初の目標値(樹脂への添加量 10％の場合を想定して 500
円／kg-dry とした）と比較して、汎用性樹脂ポリプロピレンとの複合材料では、0.5wt%の尐
量添加で顕著な引張強度の向上が図れるため、価格での競争力は十分あることが分かった。

図 43 各パターンにおける CNF 製造コスト
＊「実証」は今回の実証事業、「RE 実証」は必要エネルギーを再生可能エネルギーにより全量まかな
った場合、「事業化」は事業規模（実証の 10 倍）を想定した場合、「事業化 RE 実証値」は再生可能エ
ネルギーを導入した事業化の場合。
＊「実証」「RE 実証」では補助による設備設置のため減価償却を除く。「RE 実証」は燃料代を含まない。
「事業化 RE 実証値」では RE 電力の価格を実証事業での値とした。
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このほか、真庭地域の林業者や木材事業者、県内の建築関係者と個別に意見交換を行い、木材需要
の拡大に向けた現状の課題抽出を図った。また、環境価値に経済的価値を付与する社会制度のあり
方を検討するため、国内クレジット制度等、関係する既存の制度を調査し、概要を取りまとめた。
さらに岡山県の独自事業として、岡山県リサーチパークインキュベーションセンター（岡山市北区芳賀）
内に開設した共同研究拠点「岡山バイオマスイノベーション創造センター」に、溶融紡糸法等、ナノフ
ァイバーの高度利用技術の発展的研究のための試験設備を整備した。

５．実施体制について
（１）研究体制（技術開発・社会改革推進チーム）
研究内容毎に、超微粉砕システムセクション、新エネルギー複合利用システムセクション、地域基盤形
成セクションを組織し、セクションリーダーをおいて研究の進捗、連携を行った。プロジェクト全体に関
わる内容については、運営委員会を開催して参画機関全員の同意を得ながら進めている。
なお、必要に応じて、参画機関同士の打ち合わせ、セクション会議を開催し、協力して研究を進めた。
（２）研究運営委員会等会議の開催状況
研究運営委員会委員一覧（表 9）
氏名

所属機関

役職

◎小田 喜一

岡山県産業労働部産業企画課新エネ

グリーンバイオプロジェクトマネージャ

ルギー推進室

ー

加藤 隆幸

〃

森と人が共生するＳＭＡＲＴ工場モデ
ル実証技術アドバイザー

小林 健二

〃

新エネルギー推進室長

宮田

茂

〃

総括副参事

崎谷

誠

〃

副参事

山田 昌宏

〃

主任

井上 真吾

〃

主任

美濃輪 智朗

（独）産業技術総合研究所

バイオマスリファイナリー研究センター
実証・実用化チーム研究チーム長

遠藤 貴士

〃

バイオマスリファイナリー研究センター
セルロース利用チーム研究チーム長

藤井 正浩
井口

勉

沖原

巧

岡山大学大学院自然科学研究科
〃

教授
准教授

岡山大学自然科学研究科

講師

岡田 賢治

倉敷芸術科学大学生命科学科

教授

福崎 智司

岡山県工業技術センター

研究開発部長

川端 浩二
山本 顕弘
東山 慎吾

〃

研究開発部化学・新素材グループ長

モリマシナリー（株）セルロース開発室
〃
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室長

八代田素己

モリマシナリー（株）セルロース開発室

伊藤 弘和

ヤマハリビングテック（株）事業企画推

グループ長

進部ＷＰＣ事業推進グループ
岡本 真樹
河崎 弥生

〃
岡山県農林水産総合センター森林研究

室長

所木材加工研究室
野上 英孝
光畑 共久
鉄井

〃

研究員

コアテック（株）

隆

〃

常務取締役

エコロジー事業部

課長代理

中川 二彦

岡山県立大学情報工学部

教授

山岡 弘明

三菱化学（株）

理事兼ＯＰＶ事業推進室統括部長

鳥越 康生

真庭木材事業協同組合

理事長

堀

清

〃

樋口誠一郎
宅見 幸一

専務理事

〃

真庭バイオマス集積基地チップ工場長

真庭市産業観光部バイオマス政策課

バイオマス政策課長

長尾 卓洋

〃

総括参事

前田 健一

〃

主任

森田

〃

上級主事

学

澁澤 寿一

農山村支援センター

副代表

嶋

岡山大学農学部

准教授

真庭森林組合

代表理事組合長

一徹

梶岡 知幸
◎研究運営委員長

運営委員会等の開催実績及び議題
(a) 運営委員会
第一回（平成２２年７月３０日）
議題： （１）運営委員会設置要綱について
（２）趣旨、実施体制、目標等の確認について
（３）事業計画について
（４）共同研究契約について
（５）経費の適正執行、証拠書類の保管について
第二回（平成２２年１１月２９日）
議題： （１）平成２２年度の進捗状況、平成２３年度の事業計画について
（２）今後の事業の進め方について
第三回（平成２３年３月１６日）
議題：（１）平成２２年度の事業成果及び平成２３年度の事業計画について
（２）平成２３年度の共通テーマへの取組について
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（３）平成２２年度事業成果の公表について
第四回（平成２３年５月２６日）
議題：（１）新エネルギー複合利用システム事業進捗状況について
（２）研究棟の整備について
（３）秘密保持、成果等の発表に関する取扱方針について
（4）ビジネスモデル構築の基本方針について
（５）環境影響評価（ＣＯ２排出量）について
（６）事業性評価について
（７）中間報告の目標設定について
第五回（平成２３年１１月１６日）
議題：（１）新エネルギー複合利用システム事業進捗状況について
（２）中間報告の目標の達成状況について
（３）ＧＨＧ原単位について（山からの搬出工程）
（４）セルロースナノファイバー資料提供の状況について
（５）微粉砕機実機の製作状況について
第六回（平成２４年３月２６日）
議題：（１）高規格・低コスト木粉製造技術に関する研究について
（２）平成２３年度の事業成果及び平成２４年度の事業計画について
（３）中間報告の報告内容について
（３）所要経費の使途
○人件費内訳：平成22、23年度の人件費の総額は63,479千円で補助対象経費全体の19.3％を占めて
おり、事業担当職員が延べ25人でﾞ39,902千円、補助者が延べ26人で23,577千円となっ
ている。
（岡山県） H22、23-事業担当職員1名（プロジェクトの総括）、人件費総額：4,122,300円
（産総研） H22-補助者3名（超微粉砕物の特性評価及び複合化技術に関する研究業務-2名、経済
性評価に関する研究業務-1名）、人件費総額：5,926,860円
H23-補助者6名（超微粉砕物の特性評価及び複合化技術に関する研究業務-5名、経済
性評価に関する研究業務-2名）、人件費総額：10,240,950円
(ﾓﾘﾏｼﾅﾘｰ) H22、23-事業担当職員3名（微粉砕装置の設計、開発）、人件費総額：16,907,744円
（岡山大学） H23-補助者2名（粉砕助剤検討、ヒノキ粉砕物への短鎖導入）、人件費総額104,798円
（倉敷芸科大）H22、23-補助者1名（プラスチック化学合成、溶融紡糸）、人件費総額：4,852,900円
（ヤマハリビングテック）H22、23-事業担当職員3名（ラボ評価、量産想定評価）、
人件費総額：2,233,824円
（コアテック） H22-事業担当職員4名、補助者1名（インバータを利用した発電装置開発）
H23-事業担当職員5名、補助者２名（太陽電池モジュール開発、風力発電機組立）、
人件費総額：18,108,500円
(岡山県立大学)H22-補助者2名（データ入力・整理）、H23-補助者４名（データ入力・整理）、
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人件費総計：597,477円
（真庭木材事業協同組合）H22-事業担当者2名、補助者3名（生産管理データ収集）、
人件費総計：384,200円
○主な設備
(岡山県) H22-設備名称：一軸押出機、形式：東洋精機製作所 D2025、価格：6,856,500 円、用途：CNF
と樹脂との混練
H22-設備名称：サイドオープンドラフトチャンパー、形式：ダルトン DFV-17AC-12AL1、
価格 5,250,000 円、用途：局所排気
(産総研) H23-設備名称：卓上強度試験機、形式：テンシロン万能試験機（引っ張り試験、曲げ
試験）、用途：ナノファイバー複合材料の強度試験、価格：3,227,500 円
（岡山大学） H22-設備備品名称：マイクロ波反応装置、形式：μReactorEX、価格：１,029,000円、用途：
マイクロ波照射による加熱
（倉敷芸科大学） ①高圧蒸気滅菌器、形式：平山製作所 HG-80、用途：セルロースを効率的に分別す
る、価格：661,500円、取得等年月日：H22.12.2
②四口セパラブルフラスコ、形式：20L クランプ付 中管 TS29/42 側管 TS24/40、
用途：セルロース系バイオマスプラスチックの化学合成用反応容器に使用、価格：
246,750 円、取得等年月日：H23.2.10
③攪拌機、形式：BL300-D 型、用途：セルロース系バイオマスプラスチックの化学合成、
価格：202,650 円、取得等年月日：H23.2.10
④ユニバーサル冷却遠心機、形式：久保田商事㈱5922、用途：脱リグニン処理液から
セルロースを分離精製するために使用する。また分離したセルロースからナノクリス
タルセルロース(NCC）を分離するために使用する。価格：835,800 円、取得等年月
日：H23.6.28
⑤ロードセル ２０N、形式：高感度用(測定レンジ 0.01～20N)、用途：溶融紡糸したセ
ルロース繊維の引張強度を高精度で測定するために使用する。価格：363,825 円、
取得等年月日：平成 24 年度第 2 四半期で取得等予定
(モリマシナリー) ①マイクロスコープ VHX-1000/1100：微粉砕物の形状を迅速に観察する装置、8.2百
万円
②電子顕微鏡 VE-9800SP2254：微粉砕物の形状を詳細に観察する装置、18.0 百万
円
③微粉砕テスト機 T22：微粉砕装置開発のために粉砕に対するデータの収集を実施
する装置、5.1 百万円
④水熱処理装置 KA1・60E：檜チップを粉砕しやすく前処理する装置、6.3 百万円
⑤微粉砕装置 C22：セルロースナノファイバーを製造する装置、12.2 百万円
⑥粗粉砕装置 B22：檜チップを粗粉砕する装置、5.6 百万円
(コアテック) ①リチウムイオン蓄電システム LSSA-4.5-S3CX/LIM50E-8G2-C、22.0百万円
（４）情報発信 （アウトリーチ活動等）について
①一般向け広報：産総研中国センター一般公開（東広島市）、2010.10.29
②一般向け広報：バイオマス科学教室（岡山県真庭市）、2011.5.27
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③一般向け広報：夏休み親子バイオマスツアー（岡山県真庭市）、2011.8.24
④一般向け広報：バイオマス産業体験講座（岡山県真庭市）、2011.9.12
⑤関連分野向け広報：森林バイオマス利用学会見学（東広島市）、2011.9.27
⑥一般向け広報：産総研オープンラボ（つくば市）
、2011.10.13-14
⑦関連分野向け広報：セルロース学会若手セミナー見学（東広島市）、2011.10.21
⑧一般向け広報：小学校キャリヤ教育（東広島市 ）
、2011.10.24
⑨一般向け広報：産総研中国センター一般公開（東広島市）、2011.10.28
⑩一般向け広報：バイオマス科学教室（岡山県真庭市）、2011.11.18
⑪関連分野向け広報：徳島文理大学理工学部ナノ物質工学科見学（東広島市）
、2011.12.21
⑫一般向け広報：小学校キャリヤ教育（広島県呉市）
、2012.2.7
⑬平成 22 年度バイオマスマテリアル利用研究会講演会 in 岡山（2010 年 12 月、主催：産総研）
「岡山県工業技術センターでの木質バイオマス微粉砕技術の研究紹介」、川端浩二
⑭第 15 回岡山新材料技術融合フォーラム（2011 年 4 月）
「岡山県工業技術センターでの木質バイオマス微粉砕技術の研究紹介」、川端浩二
⑮第 16 回岡山リサーチパーク研究・展示発表会（2011 年 9 月、ポスター展示）
「木質バイオマスの粉砕による繊維状粉砕物の創製」、川端浩二・山本顕弘・小野史彰
⑯岡山日日新聞、ものづくりノート 17 (2011.8.27 掲載) 、題目：バイオマス活用で新しい時代をつくる
⑰プラスチック成形加工学会第２３回年次大会（2012 年 6 月 13 日、ポスター発表）
「溶融成型可能なセルロース系バイオマスプラスチックの開発」
⑱プラスチック成型加工学会第２０回秋季大会（2012 年 11 月、ポスター発表）
「木質系バイオプラスチックの溶融紡糸繊維の強度特性」
⑲技術情報協会講演会 2011 年 10 月 「ウッドプラスチックにおけるセルロースナノファイバーの応用
技術」
⑳産総研コンソーシアム 持続性木質資源技術研究会 第 20 回研究会 2011 年 11 月 「混練型
WPC の展望、 木質繊維の高度利用について」
㉑7th International Workshop on Green Composites 2012 年 8 月 「パネルディスカッション」
㉒技術情報協会講演会 2012 年 9 月 「ウッドプラスチックにおけるセルロースナノファイバーの複合
技術」
㉓Cellulose communication1 月号 2011 年 1 月 「ウッドプラスチックにおけるセルロースナノファイバー
の応用」
㉔木材加工技術協会年次大会（岡山） 2011 年 10 月 「木質ボード廃材を利用した混練型 WPC の
機能化」
㉕Polyfile11 月号 2011 年 11 月 「ウッドプラスチックを支える技術と開発事例」
㉖Biocomp（ポスター発表 2 件） 2012 年 11 月

「Functionalization of wood plastic composites using

wasted wood-based board」、「The effect of the shape of pulverized wood flour on the mechanical
properties of wood plastic composites」
（５）研究成果の発表状況
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１）研究発表件数（表 10）
原著論文発表

左記以外の誌

（査読付）

面発表

口頭発表

合計

国

内

１

件

3

件

14

件

18

件

国

外

2

件

0

件

5

件

7

件

合

計

3

件

3

件

19

25

件

件

２）特許等出願件数： 該当なし
３）受賞等：

該当なし

４）原著論文（査読付）
【国内誌】（国内英文誌を含む）
①伊藤弘和、服部英広、高谷政広、岡本忠、遠藤貴士、李承桓、藤正督、寺本好邦、吾郷万里子、今
西祐志：「高充填ウッドプラスチックにおけるコンパウンドのフィブリル化処理の効果」、繊
維学会誌、６７(1)、1-7、（2011）
【国外誌】
①SH. Lee、 Y. Teramoto、 T. Endo:”Cellulose nanofiber-reinforced polycaprolactone /
polypropylene hybrid nanocomposite” 、 Composites Part A: Applied Science and
Manufacturing、 42(2)、 151-156、 (2011).
②F. Chang、 SH. Lee、 K. Toba、 A. Nagatani、 T. Endo:” Bamboo nanofiber preparation
by HCW and grinding treatment and its application for nanocomposite”、 Wood Science
and Technology、 46、 393-403、 (2012).

５）その他の主な情報発信（一般公開のセミナー、展示会、著書、Ｗｅｂ等）
①学会展示：第 61 回日本木材学会大会（京都）、2011.3.18-20
②学会展示：第 200 回生存圏シンポジウム・第 7 回バイオ材料プロジェクト、2012.3.12
③学会誌：おかやまグリーンバイオ・プロジェクト－セルロースで拓く新たな未来－、セルロース学会誌
Cellulose Communications、 Vol.18、 No.1 (2011)P.22-23.
④書籍（共著）：「セルロースナノファイバーの作成、樹脂分散技術と応用展開」（2012年4月27日発刊）
⑤一般公開のセミナー：「第 15 回岡山新材料技術融合フォーラム開催」、2011 年 4 月 25 日
⑥一般公開のセミナー：「産総研オープンラボ 2011 講演会「地域におけるオープンイノベーションの推
進」」、2011 年 10 月 13 日
⑦一般公開のセミナー：「セルロース学会若手セミナー」、2011 年 10 月 22 日
⑧“地域特性を生かす新エネルギー利用システムの試設計” 化学工学会第 77 年会，G308 (2012)
⑨“真庭 SMART 工場における再生可能エネルギーの活用システム” 化学工学会第 44 回秋季大会
(2012) 9 月予定
⑩Masahiro Yamamoto, Tsuguhiko Nakagawa “The effective utilization System for Renewable Energy
Making use of Regional Characteristic” AIChE Annual Meeting (2012) 10 月予定
55

⑪第 61 回木材学会企業展示（京都） 2011 年 3 月
⑫浜松メッセ（浜松） 2012 年 2 月
⑬京都大学生存圏シンポ企業展示（京都） 2012 年 3 月
⑭Nanocellulose summit 企業展示（京都） 2012 年 10 月
⑮Biocomp（静岡） 2012 年 11 月
６．社会システムとの関連性
（１）社会システム改革の実現性
林工一体型ビジネスモデルの全国展開の加速化には、間伐材の搬出促進施策や、カーボンクレ
ジット制度、RPS 法（電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法）等関連諸制
度の拡充を通じて、森林や新エネルギーの環境性に対して、積極的に経済価値を与える社会制
度改革が必要である。
セルロースナノファイバーを使用した木質バイオマス製品の普及段階において、J-VER を活用し
たインセンティブの付与を検討しているが、現在、国において J-VER 制度と国内クレジットの一本
化の作業が行われているため、この動向に対応した仕組みづくりが必要である。
また、電気主任技術者が必要とされる太陽光発電の規模が 20kw 未満から 50kw 未満に緩和され
るなど、国において再生可能エネルギーの導入促進のための規制・制度改革が進みつつあるの
で、これを参考として進めたい。
（２）地方公共団体と実施対象地域
面積の約 8 割が山林である真庭市は、明治時代から杉やヒノキの植林が盛んに行われ、木材産業
が発展してきた西日本有数の木材のまちである。平成 18 年 4 月に「バイオマスタウン」となり、
SMART 工場実証の舞台となる「真庭バイオマス集積基地」の整備、バイオマスツアー真庭や人材
育成講座などのハード・ソフトの両面から、官民で連携してバイオマスの利活用に積極的に取り組
んでいる。
当プロジェクトは、林地残材の最終的な価値が搬出コストに見合わないため、高付加価値のナノフ
ァイバーを製造する技術を確立するものである。
現況においても、間伐材の搬出に対して国、県、市の補助が行われているが、林道から離れてい
たり、搬出経路が急峻であるなど搬出に手間がかかり、結果としてコストが膨らむ場所の残材は残
されたままである。そのため間伐と搬出を一体的に捉える補助制度など、間伐材が確実に降りてく
る仕組み作りが必要である。
（３）制度的隘路
制度的隘路については、Ⅳ.自己評価 制度的隘路の抽出と克服に記したとおりである。これに加
えてＳＭＡＲＴ工場の事業性の確保、再生可能エネルギーの導入促進という観点から、太陽光パ
ネルで発電した余剰電力を地域内等で有効に活用するスマートグリッドが容易に行えるような制度
改革が必要である。
Ⅵ．今後の計画
１．実施期間終了後における取組みの継続性・発展性
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・成果の到達レベルと研究計画、実施体制、資金計画
事業終了時の目標については、すべて達成可能と見込んでいる。従来の製紙用チップの製造に加
えて、ナノファイバーの製造、高規格木粉の製造を行う SMART 工場の運営を真庭木材事業協同組
合、モリマシナリーを中心に検討していく。
・実証ベースから事業化ベースへのスケールアップに必要な資金については、他の補助制度の活用
を含めて事業主体が検討していく。さらに、現在価値の低い樹皮やチップダスト等の新たな用途を
研究していくとともに、ナノファイバーや高規格木粉のマスターバッチ事業への展開を検討していく。
・木粉事業は、数マイクロメートルから数ミリの木粉を樹脂と混練して成形するウッドプラスチックコンポ
ジット（ＷＰＣ）の原料を目指している。ウッドプラスチックコンポジットは、ウッドデッキ、ベランダ、ベン
チ等のエクステリアを中心に使用されてきたが、石油由来資源の使用量削減が求められる状況下に
あっては、今後、様〄な分野でのウッドプラスチックコンポジットへの置き換えが進むものと考えられ
る。ＳＭＡＲＴ工場では、Ｈ25 年度は年 300 トン、将来的には年 1,500 トンの高規格木粉生産を目標
としている。
・ナノファイバー・汎用樹脂複合材料については、高強度、軽量材料として自動車分野への使用を目
指しているが、将来的には、情報通信機器や家庭用電化製品での利用も見込まれる。また、ナノフ
ァイバーの機能性に着目した医療分野などでの利用も期待されているところである。

２．波及効果と普及発展
成果の活用（政策への反映）、他地域への導入
ナノファイバーだけでなく、高規格木粉等の活用により、木質バイオマスのカスケード利用を行うこと
により、より事業化ベースに近いモデルを提示することが可能となる。高規格の木粉は全国各地で
基本的な需要があるため、ＳＭＡＲＴ工場の全国普及が加速される。
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