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バイオマスマテリアルマガジン Ｖｏｌ．１ Ｎｏ．１ ２００８年１１月 

創刊に寄せて 

「A・B・M 発足に当たって」 

青森中央学院大学 学長 中村信吾 
 
 

  産官学連携という言葉はこれまでも何

回も聞いたし、それに関係した研究会にも

参加したことがある。この会（ABM）のこ

とも、先日ある新聞で産官学連携という言

葉で紹介されたが、ちょっと違うんだよ」

という気がした。確かに参加者は｢産」か、

｢学」か、｢官」かには所属している。ただ

それだけ。別に組織間の連携はない。産官

学連携といわれる多くの研究会がこれから

も組織されるだろうが、過去の例では当初

の期待とは異なり、あまり成果を上げてい

ない場合が多かった。それぞれにいろいろ

な事情があったのだろう。その多くは「官」

が企画して、｢学」という研究機関、｢産」

という企業が集まり、議論したり、共同の

実験をしたりした。しかし、その方向性が

各自バラバラといった場合が多く、それで

は成果がでないのは当然かもしれない。 首
都圏のような所では、研究仲間は周りにた

くさんいるし、情報は早いし、競争心も刺

激も強いので成功するかも知れない。要す

るに面積あたりの人の密度も技術の密度も

大きい。一方、本県のような産業密度は薄

く、面積の大きいような所では同じような

方式ではうまくいかない。今までの例を振

り返ってみると、「官」が企画して、「学」

が知恵を出し、｢産」はそこで話を聞いてく

るという場合が多かった。つまり他人任せ

であった。｢学」は研究・開発とはそういう

もの、｢官」も成果があまり芳しくなくとも、

ある期限が来れば報告書を出してそれで終

わり。「産」もなかなか難しいものだなとあ

きらめる。しかし、開発力も技術力も研究

心もない産業や産業無き地域社会は、これ

からの時代に生き残れるだろうか。それは

難しい。 

 本会は同じ轍を踏まぬために、自分たち

が作って自分たちを磨くのだと気構えが必

要であるし、またそうしなければならない。

まず自分が主体となって考えることである。 

 昔から言われているように身の回りの状

態を冷徹に分析し、自分の技術水準を性格

に把握し、それを積極的に高め、新しいも

のにチャレンジしていくことが重要である。 

  「ひと・かね・もの」といわれる中で、

今我々が大消費地とは離れた積雪寒冷の地

にある。有利な立場にあるものとは何か。

資源と言えば、農水産物や水および観光資

源しかない。他の資源は運搬しなければな

らない。この資源状態で何が作れるか、あ

るいはこの立地条件で資源を運んできて成

立する加工技術や産業とは何か、そこに各

自が持っている技術は役に立たないか、他

の人達と交流する過程で派生する技術の創

出があるのではないかなどと真摯に挑戦す

れば真の意味の異業種交流（この言葉も何

回聞いただろう）や創造への道筋が生まれ

よう。 

 やはり、問題は人であり、取り組み方で

ある。前向きの方向で行こう。だから会議

に来たら必ず発言すること。聴き放しは御

法度にしたい。 

 こんな風にしてこの会は自分を知らず知

らずのうちに啓発し、あわせてこの会を産

業の知的集積場にすることが期待される。

それ故に前 2 回の会合は、他社に知って貰
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いたいので自己紹介に力をいれた。しかし

いつも自己紹介ばかりでは前に進まぬ。や

がて分科会のようなものも出来よう。 

 議論が活発になり、交流も盛んになった

ら、方向性も決まり、ベクトルが大きくな

る。創造性も発揮できよう。そこには官も

なく産もなく学もなく、参加者が共同の目

的に取り組む姿がみられよう。そこで初め

てきわめて効率の良いレベルの高い産官学

連携の成果が得られるのではないか。 
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バイオマスマテリアルマガジン Ｖｏｌ．１ Ｎｏ．１ ２００８年１１月 

随  想

「バイオマス資源を用いた技術開発による循環型社会構築に向けて」 

        青森県工業総合研究センター 研究調整監 岡部敏弘 

 

3 年前から青森県工業総合研究センターで

は、企業訪問を年間 300 社ほど行って積極

的なニーズ調査を行っています。今年から

さらに青森県工業総合研究センターの唐澤

英年所長の提案で 「出会いを見つけて、

成功事例をつくる」ための機能性材料研究

会を立ち上げ、その下に各分科会になる青

森県バイオマス材料研究会などを設置して

積極的なネットワーク作りを行っています。

青森県バイオマス材料研究会では、「出会

いを見つけて、成功事例をつくる」と言う

合言葉で産学官のメンバーが集まって 2 回

ほどの研究会を開催しました。バイオマス

材料は、循環型社会の構築には、欠かせな

い材料ですが、工業材料として欠けている

要素があります。バイオマス材料を活かす

には、①異業種の技術②複合材料③環境調

和型材料などが挙げられます。 
年々、産業が発展するにつれて全体的に二

酸化炭素の排出量は、増加します。 
世界の１９９４年度（平成６年度）の二酸

化炭素排出量は、炭素換算で約６２億トンで、

そのうち日本が排出する二酸化炭素は、約４．

９％（約３．０億トン（炭素換算））で、ア

メリカ、中国、ロシアについで第４位となっ

ています。日本は１国だけでアフリカ大陸全

体や南米大陸全体よりも多くの二酸化炭素

を排出しています。また、一人当りの排出量

は、アメリカ、カナダ、ロシア、ドイツ、英

国についで日本は第６位で２．４トン／人

（炭素換算）となっています。 
循環型社会は、できる限り地球資源を大切

に使い、ゴミを出さないように。さらに出

したゴミはできる限り再利用しようとする

社会である。年々、温暖化現象が進んで行

くことが想定される。そこで、どのような

取り組みが必要であるかを考えると身近な

ところより取り組む必要がある。循環型社

会を如何に構築するかにある。減量化

（Reduce）、再使用化（Reuse）、再資源化

（Recycle）は、これは我々がやっていかな

ければならないマテリアルリサイクル（新

しい製品の原材料として使用する）やサー

マルリサイクル（燃やした際に出る熱をエ

ネルギーとして利用する）の研究や開発が

必要である。 
青森ヒバ（一般名としては、“ヒノキアス

ナロ”として知られている）は青森県に全

国の 82％以上が生息し、中でも、津軽・下

北の両半島に集中して分布している。全国

の青森ヒバ材の資源量は 1613 万 m3で、そ

の 97％が国有林である。伐採量は資源量の

約 1％にあたる約 15 万 m3が約束されてい

る。伐採された木は製材所で加工され、主

に建築用材として利用されるが、製材過程

においてオガクズなどの廃材が製材量に対

して約 20～30％発生する。そのため、製材

量の多い青森県では、大量に発生する廃材

の処理は深刻な問題である。 
このような背景から、大量に発生する青

森ヒバ廃材からヒバ油を抽出し、その有効

利用の開発に取り組んだ。また同時に抗

菌・防虫成分を取り除いた廃材を堆肥化し、

更に森林に還元することにより廃材の処分

を行なう青森ヒバ廃材リサイクルシステム

を確立した。さらに、ヒバ油抽出後のオガ



5 / 15 

クズのもう一つの利用方法として炭素材料

への変換を考えた。木質材料を、炭焼き技

術を発展させた精密な環境制御下で焼成す

ることで、木炭の欠点であったひび割れや

形状の狂いを解消し、工業用素材としたの

が多孔質炭素材料「ウッドセラミックス」

である。「ウッドセラミックス」は青森県工

業総合研究センターが独自で開発した工業

素材で、建築廃材や古紙、リンゴ搾り滓、

オカラ、家畜排泄物、生ゴミなどを細かく

粉砕し、これらをプレスして板状にしたも

のを原料として使用することも出来できる

ので、増え続けるごみ問題の解決の糸口と

して期待されている。特に建築リサイクル

法で処理される建築廃材から作られたウッ

ドセラミックスは、建築資材として電波しゃへ

い性、調湿性、断熱性、脱臭性、吸音性の多機能

を合わせ持った特徴を有することから、医療機関

や一般住宅向け建築資材として幅広い用途が見込

まれている。ウッドセラミックスは、天然木

材或いは木質材料を主原料とし、原料採取

から製品までの製造プロセス、更に寿命の

終わった製品のリサイクルを含めた処理に

至るまでを考慮したエコマテリアルである。

また、主原料の木材・木質材料は、人間が

植林、育成、伐採等を計画的に行う限りに

おいては、永続性が保たれていることから、

ウッドセラミックスは、自然と共存した持

続可能な材料であると言える。これらエコ

マテリアル（環境調和型材料）を活用して

循環型社会の構築を推進するものである。

後に循環型社会構築のために「バイオマ

ス資源を用いた循環型処理技術」の活用を

「出会いを見つけて、成功事例をつくる」

合言葉に青森県バイオマス材料研究会に提

案して行きたいと思います。 
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バイオマスマテリアルマガジン Ｖｏｌ．１ Ｎｏ．１ ２００８年１１月 

特集記事

「脱石油化を目指したホタテ貝殻パウダー入り抗菌性プラスチック開発」 

アンデス電気株式会社 開発三部（青森） 橋本宏道  

 

  農林水産業地域においては、１次・２次加

工時に発生する廃棄物の処理が大きな課題と

なっており、廃棄バイオマスの有効活用が望

まれているが、現状は、ホタテや牡蠣等の貝

殻やリンゴ搾り汁残渣物、木材加工時の杉皮

などの廃棄バイオマス資源を有効活用されて

いるとは言い難い。 

現在、一部地域の取り組みとして、リンゴ

選定枝や杉チップなど主に木質バイオマスの

活用やホタテ貝殻を粉末にして凍結防止材と

して活用している事例はあるが毎年、発生す

る廃棄バイオマスの処理を全てカバーするま

でには、至っていない。 

反面、地球温暖化による自然災害が注目さ

れているなかで、CO2 削減が大きな数値目標

となっており、主要な要因としては、石油・

石炭・ガスなどの化石燃料の燃焼によるもの

であることから脱石油系材料としての代替材

料の開発が求められている。石油系樹脂（プ

ラスチック製品）は、いたるところに使用さ

れており、廃プラスチックの処理（埋め立て

地の限界・焼却による CO2 排出等）について

も大きな社会問題となっている。そこで脱石

油系材料の代替材料としての廃棄バイオマス

の活用がある。 

代表的応用例としては、ホタテ貝殻を用い

た抗菌性プラスチックが挙げられる。ホタテ

貝殻の主な構造は、幅数μm 程度の短冊状の

炭酸カルシウムの結晶が規則正しく配列して

いるので、粉砕すると炭酸カルシウムの結晶

形状により、図.１.に示すような棒状の粉体

が得られる。本粉体をプラスチック等と複合

化すると、一般に用いられている繊維強化材 

等と同様に機械的物性を向上させることがで

きる。 

 

図１．ホタテ貝殻の粉砕物 

 抗菌性については、コーティングによる方

法が一般的であるが、代表的のコーティング

方法である光触媒を用いた方法では、優れた

殺菌・抗菌効果はあるものの食べ物と接触す

る食器や幼児が口に入れる玩具（例えば、ブ

ロックなどの知能玩具など）に使用すること

は、安全性の面で課題がある。 

そこで注目されているのが廃棄バイオマス

であるホタテ貝殻を用いた抗菌性プラスチッ

クである。廃棄バイオマスを用いたプラスチ

ックの利点を挙げると、 

１）年間５万トン以上のホタテ貝殻が原料と

なる。 

２）天然由来で安全である（化石の石灰岩は、

危険な不純物を含んでいる可能性が高い）。 

３）抗菌、抗カビ、消臭、補強材など多様な

機能性を有する。 

などがある。 

半面、機能性を持たせる為の加工費用によ

りコストアップとなる点と天然由来のため、

そのままだと強アルカリ性により人体に影響

を与えるといった課題がある。 

これまでの廃棄バイオマスの活用は、処理

及び加工コストが課題となり、又、特性上の

不安定が課題となり、石油系樹脂（プラスチ

ック）などの工業用には、使用されにくい材
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料であった。しかし、コストの面では、CO2

削減などの環境政策により、多少のコスト高

でも利用されるようになってきており、これ

までとは、異なった環境となってきている。

今後、使用量が増えることを想定すれば、価

格面では、さらに削減できることになり、価

格面での課題は、解消されることになる。 

このような状況より、特性の安定化に向けた

材料の改良として、バイオマス材料自体の改

良や組み合わせによる特性改良などの新たな

る機能材料の開発が求められる。

 

3

微粉体（数μm以下）にしたECO材料の開発と結果ANDES CONFIDENTIAL

CaO+合成樹脂成形品（試作）

目的

環境に配慮したｸﾞﾘｰﾝ調達【50%含
有のECOﾏｰｸ】材料を普及させ、ﾌﾟﾗ
ｽﾁｯｸの使用量削減、CO2削減を目的
として開発を進める。

【機能性】 抗菌性能・強度改善

ホタテ貝殻粉末と合成樹脂を混合・成形

〔有機-無機ハイブリッド材料〕

【提案内容】

●ホタテパウダー含有率：●ホタテパウダー含有率：CaOCaO 70wt%70wt%＋＋PPPP樹脂樹脂30 wt%30 wt%
試作済み試作済み
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5

性能試験（抗菌性）
ANDES 
CONFIDENTIAL

【大腸菌】

【黄色ブドウ球菌】

抗菌性能評価 試験結果
080918作成

※抗菌活性値　R＝log(B/C)
抗菌 抗菌 B：対照の24時間後の生菌数

初期 24時間後 活性値
※ 初期 24時間後 活性値

※ C:抗菌加工試料の24時間後の生菌数
1 CaO 5.0E+05 ＜10 5.8 9.2E+05 ＜10 4.9
2 CaO－CaCO3 5.0E+05 ＜10 5.8 9.2E+05 ＜10 4.9 JISでは、抗菌効果は抗菌活性値が2.0以上（生菌率１％以下）としている。

3 ヒバ－CaCO3 5.0E+05 6.0E+06 0.0 9.2E+05 1.1E+05 0.9
4 Ag 5.0E+05 ＜10 5.8 9.2E+05 3.1E+03 2.4
5 リンゴ炭10%－CaCO3 5.0E+05 8.0E+06 -0.1 9.2E+05 1.5E+06 -0.3
6 リンゴ炭25%－CaCO3 5.0E+05 8.0E+06 -0.1 9.2E+05 1.2E+06 -0.2
7 リンゴ炭40%－CaCO3 5.0E+05 6.9E+04 2.0 9.2E+05 3.4E+04 1.4
8 対照（無添加PP） 5.0E+05 6.2E+06 - 9.2E+05 8.2E+05 -

黄色ブドウ球菌大腸菌
生菌数（個）生菌数（個）添加材料No

14

ホタテパウダー：青森エコサイクル産業共同組合

複合材料：CaCO3 50wt%＋PP樹脂50wt%
CaCO3＝青森エコサイクル産業共同組合

金型：青森職業能力開発短期大学校

ヒバおがくず：小館木材(株)
ホタテパウダー：青森エコサイクル産業共同組合

複合材料：ヒバ 5wt%＋CaCO3 45wt%＋PP樹脂50wt%
ひば＝小館木材(株)

CaCO3＝青森エコサイクル産業共同組合

金型：青森職業能力開発短期大学校

リンゴ搾り粕炭：合同会社 ツリーワーク
ホタテパウダー：青森エコサイクル産業共同組合

複合材料：リンゴ炭 10wt%＋CaCO3 40wt%＋PP樹脂50wt%
リンゴ炭＝合同会社 ツリーワーク

CaCO3＝青森エコサイクル産業共同組合

金型：青森職業能力開発短期大学校

課題-市場獲得【ホタテ貝殻複合材料の使用事例】 ANDES CONFIDENTIAL

Fig.1 廃棄バイオマス（ホタテ貝殻）を用いた抗菌性プラスチック 
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バイオマスマテリアルマガジン Ｖｏｌ．１ Ｎｏ．１ ２００８年１１月 

お知らせ(会員企業・大学他) 
 

…会員企業・大学・県及び市からの情報を掲示板として開放いたします。 

 

○国際プラスチックフェア出展のお知らせ 

                

 

１１月７～１１日幕張メッセで開催される国際

プラスチックフェア（JAPAN 2008 IPF）に弊

社アンデス電気（株）は、バイオマス材料と石

油系樹脂を混練してペレット状にした複合樹

脂と成形品を出展いたします。出展ブース

は、第一実業のブースになりますが、同じブ

ースには、富士フィルム等大手の企業も出

展いたします。 

お問合せ先 

アンデス電気（株）橋本宏道 

E-mail:hr_hashimoto@andes.co.jp 

国際プラスチックフェアの情報 

http://www.a-tex.co.jp/plastics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○環境福祉学会２００８「第四回年次大会研

究発表での研究会企業発表のお知らせ 

 

11 月９日東京大学医学部鉄門記念講堂で

開催される環境福祉学会（第四回年次大

会）にて、あおもりバイオマス材料研究会会

員企業の(株)丸勝小野商事、小館木材（株）

様が発表致します。 

環境福祉学会２００８の情報 

http://www.kankyofukushi.jp 
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行事予定・報告 

○第三回あおもりバイオマス材料（A・B・M）研究会開催案内 

１１月２１日（金）青森中央学院大学に

て、「あおもりバイオマス材料(略称；A・

B・M)研究会」第３回研究会を開催しま

す。今回も第２回同様、お弁当を食べな

がら、リラックスしながら各社・各機関

様からのご意見（アイデア）を頂戴した

いと考えております。第３回の研究会で

は、複数の公的機関・企業様よりバイオ

マスの取り組みについてご紹介していた

だき、異業種間からのヒラメキ・アイデ

アにより、新たな出会いのきっかけをつ

くりたいと考えております。本研究会は、

参加企業様が技術で壁にぶつかっても相

談できる(技術の)ネットワーク構築を目

的として活動しており、会員間の横の連

携で解決できる仕組みを構築できるよう

に本研究会では、サポートして参ります。

業界を超えて、バイオマス材料を普及し

ていくためにも各会員様の積極的参画を

希望いたします。 
 

 
日時 平成 20 年 11 月 21 日（金）午後 12 時 30 分～14 時 30 分 
場所 青森中央学院大学 ７階 会議室 
題目 「出会いを見つけて、成功事例をつくる」 
 １．「スイートソルダム栽培によるバイオエタノール・メタノールの取り組み 

（青森県建設業の新たなる取り組み）」

講師 青森県県土整備部管理課 建設産業支援グループ 澤頭潤氏 
２．「水産資源の有効活用―シジミ・エチゼンクラゲなど」 

講師 青森県工業総合研究センター 内沢秀光氏 
尚、そのほかに、県外・県内企業様からの話題提供を御願いしております。 
参加のお申し込みは FAX 又はメールにて１１月７日までにご返事ください。 

尚、当日の食事代として６００円（弁当代５００円、御茶１００円）を徴収させていただき

ます。お問い合わせ先：アンデス電気（株）開発三部 TEL 017-782-1999 FAX 

017-782-1651 
幹事  鎌本 修一 [s_kamamoto@andes.co.jp] 
事務局 橋本 宏道 [hr_hashimoto@andes.co.jp] 
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‥行事報告‥ 

●７月１８日「機能性材料研究会」が社会教育センターにて開催され、その場にて「機能性材

料研究会」の分科会として、「あおもりバイオマス材料研究会」立ち上げについてアンデス電気

（株）より提案がありました。 

 

 

●７月２４日第一回あおもりバイオマス材料研究会及び設立総会を青森県工業総合研究セン

ター会議室を借用し、１５名の参加者のもと開催しました。当日は、研究会の会長（青森中央

学院大学 中村学長）・副会長（社団法人青森県林業会議 野宮専務理事）の選任と研究会

規約（案）の承認を提案し、一部規約に見直しは、ありましたが全員一致で承認されました。 

また、設立総会後、「バイオマス製品の普及にグリーン購入法は役立つか」について青

森県環境政策課主事 工藤倫子氏を講師に招き、グリーン購入法の概論、バイオマス資

源とグリーン購入法、グリーン購入法の実態について、ご講演いただきました。 
 
●９月１９日第二回あおもりバイオマス材料（A・B・M）研究会開催。青森県工業総合研究セン

ター会議室を借用し、２９名の参加者のもと各企業・大学・公試関係者より話題提供を頂きまし

た。また、第二回研究会より、昼食をとりながら話題提供に耳を傾け、意見交換を行ないまし

た。 

なお、当日の様子については、東奥日報（９月２４日版）に掲載されました。
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あおもりバイオマス材料（A・B・M）研究会 

 あおもりバイオマス材料研究会は、以下を目的とする非営利の協業組織です。 

１：青森県産バイオマス材料及び A・B・M 研究会の普及活動、情報発信 

２：勉強会実施による会員同子のレベル向上 

３：バイオマス材料の機能性向上と技術課題の抽出 

４：技術課題の FS 調査等の応募 

５：会員からの申し出のあった課題の研究 

＊ 会員機関（２００８年１１月１日） 

・企 業               ・大学/県・市 

アンデス電気株式会社         青森中央学院大学 

小館木材株式会社           青森県工業総合研究センター 

株式会社鹿内組            青森県知的所有権センター   

株式会社ジェミオ 

鈴木建設工業株式会社         青森県環境保険センター 

合同会社ツリーワーク         （社）青森県林業会議 

東北ミリオン株式会社         北里大学 

東管工業株式会社           グリーンバイオセンター 

ニッコーテクノ株式会社        （財）２１あおもり産業総合支援センター 

株式会社西衡器製作所         フラワーセンター２１あおもり 

株式会社ビジネスサービス       八戸工業大学 

株式会社前川製作所 

株式会社丸勝小野商事         

（以上五十音順、２３機関） 

 

 

ABM 研究会事務局： 〒038-0004 
青森県青森市富田３丁目８－３１ 
アンデス電気株式会社（青森工場内）
開発三部 
TEL:017-782-1999    FAX:017-782-1651 

E-maill:s_kamamoto@andes.co.jp 

    hr_hashimoto@andes.co.jp 

あおもりバイオマス材料研究会 
バイオマスマテリアルマガジン 
第 1 巻１号 
通巻１号 
２００８年１１月４日発行 
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