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バイオマス・マテリアル・マガジン Ｖｏｌ．２  ２００８年１２月 

巻頭文 

「夢を語ろう！」 

青森県工業総合研究センター 所長 唐澤英年 
 
 

 本研究会では、皆さんの夢を語りましょ

う。何の夢？それは、新製品です。「こん

な製品があれば便利なのに」、「こんな機

能が欲しい」などなど。ただ、語るだけで

はダメです。それを実行しなければ、単な

る夢で終わってしまいます。 

 以前勤めていた会社では、「有言実行」

をモットーにしていました。これは、自分

の考えていることを言葉にして皆に伝え、

それを実際に行動していくことです。皆に

公表することで、ある意味、義務感が出来、

やり遂げようという意志が強くなります。

「あおもりバイオマス材料研究会」では、

バイオマスの持っている機能性を活かして

新製品を開発することが本来の目的です。

しかも、売れる製品開発です。工業総合研

究センター（工総研）や大学で検討したバ

イオマスの機能性を皆さんに紹介します。

その機能性を活かす新製品について、皆さ

んで夢を語りましょう。そして、同じよう

なコンセプトを持つ製品をターゲットにし、

分科会を作り、製品開発を実行していきま

しょう。製品開発に必要な研究やマーケテ

ィングは、工総研や大学が手伝います。 

 県では、「ＦＰＤ関連産業」「環境・エ

ネルギー産業（含むバイオマス資源）」「光

技術産業」「自動車部品関連産業」などの

地域産業の振興を推進しています。そして、

これら産業に関する各種の講習会を開催し

ています。また、工総研においては、毎年

３００社を目標に企業訪問を行っています。

これは、企業の皆さんの抱える個々の課題

を拾い上げるためです。いわゆる御用聞き

です。しかし、これら講習会や企業訪問だ

けでは、目標が県内産業振興と大きすぎる

ため、大きな効果を得ることは困難です。

そこで、工総研では今年度から、業界のレ

ベルアップに必要な技術課題を抽出する

「技術研究会」と、シーズを製品化するた

めの異業種企業から構成される「製品化研

究会」を設置することにしました。これは、

目標をそれぞれ技術のレベルアップと新製

品開発に絞り、産業振興の効率向上を目指

すものです。技術研究会については、現存

する協議会や研究会との調整に時間がかか

っていますが、今年度中には最低１件は立

ち上げたいと思います（これも「有言実行」

の一つです）。また、製品化研究会につい

ては、岡部さんの尽力により「機能性材料

研究会」が設立され、バイオマス材料に限

定した本研究会が分化会として立ち上がり

ました。 

 本研究会は単なる情報交換の場ではあり

ません、皆さんで「夢を語る」場です。そ

して、皆さんで売れる製品開発を実行して

いきましょう！ 
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バイオマス・マテリアル・マガジン Ｖｏｌ．２  ２００８年１２月

特集記事（１）

建築廃材で作った多機能性炭素内装材「ウッドセラミックスボード」 

小野 智史 （丸勝小野商事） 
 

１．建築リサイクル法による循環型社会形

成推進 
  平成１４年の建築リサイクル法の施行に

より、建築物の解体に伴う廃棄物のリサイ

クル処理が法制化されています。すなわち

建築物の解体にあたっては、廃棄物を分別

しつつ解体し、木材やコンクリート類は、

再資源化を行わなければなりません。建設

廃棄物の再生利用率は、過去１０年間で６

０％から８８％に大幅に向上しており、こ

れは官民連携して取り組んだ大きな成果で

す。 
  重量的に大きな割合を占めるのは、コン

クリート屑などの無機物であり、路盤材な

どに高率で再利用されています。有機物で

ある木質建築廃材は繊維化して、ＭＤＦ（中

密度繊維板）原料などに再利用されていま

すが、燃料化や埋め立て廃棄も行われてお

り、完全な再利用プロセスが確立されてい

ません。木質建築廃材は、カーボンニュー

トラルなバイオマスであり、この再利用方

法の確立は地球温暖化防止にも寄与します。

今回は、この木質建築廃材の用途として、

ひとつのご提案をしたいと思います。 
２．多機能性素材「ウッドセラミックス」

とは 
  ご存じのように木質素材を高温で処理し

て得られる「炭」は、臭気物質の吸着や、

水の浄化など様々な機能を有しています。

しかし手に取れば黒い粉がつく事から分か

るように、産業用途に必要な強度や均質性

に欠ける問題点が有りました。私たちは、

多孔質の木材や炭に、フェノール樹脂のよ

うな、強度の高い燃焼生成物（これも炭で

す）を与える成分を浸透させ、さらに熱処

理を施すことで「ウッドセラミックス」と

いう新素材を産み出しました。熱処理に必

要な熱源は、木材そのものから発生する熱

分解ガスを利用し、高エネルギー効率で「ウ

ッドセラミックス」を生産することに成功

しました。ウッドセラミックスは、炭の優

れた機能と、工業的に利用可能な強度、均

質性を兼ね備えており、木質建築廃棄物の

新しい再利用方法として注目されています。 
３．健康と環境に優しいウッドセラミック

スボード 
この度、建築廃棄物から製造したウッドセ

ラミックスを、機能性内装材として加工し

た、ウッドセラミックスボードを開発いた

しましたので、ご紹介いたします。この機

能性内装材は、臭気物質やガス状の有害物

質の吸着性が非常に優れています。また多

量の湿度を吸着したり放出したりする特性

が有り、乾燥しがちな室内の湿度を一定に

保つ働きがあります。また、私たちは電磁

波に囲まれて生活していると言っても過言

ではありませんが、この機能性内装材は製

造方法によっては、電磁波を遮蔽する働き

も付与できます。 
また、この内装材を最終処分として埋め立

て廃棄する際にも、有害な重金属類の溶出

が起こらないという特性があります。
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つまり、健康や環境に非常に優しい内装材

であると考えられ、循環型社会をより進め

ていく画期的なアイテムとして、利用推進

をご提案したいと思います。
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バイオマス・マテリアル・マガジン Ｖｏｌ．２  ２００８年１２月

特集記事（１） 

 

「産学官連携共同研究開発重点化事業から生まれた       

ナノヒバ油の新商品」 

小舘澄江（小舘木材）

 
 

青森ヒバとは

ヒノキ科アスナロ属の針葉樹で和名を「ヒノキアス
ナロ」

木曽のヒノキや秋田のスギとともに日本三大美林

湿気に強く、腐りにくく、シロアリにも強い優れた建
築材

国の重要文化財にも

多く使用され、耐朽性

は歴史が証明
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青森ヒバ油とは

青森ヒバ
(ヒノキアスナロ）

ヒバ油

ヒバ水

O
OH

酸性油

水
蒸
気
蒸
留

樹脂油

樹脂吸着

精製

１,０００kg

約１０kg

中性油＋

O
OH

約０.４kg
ヒノキチオール

ｱﾙｶﾘ抽出

O
OH

約１，０００kg・資源量： 約1300万ｍ３

（全国の約80%）
・伐採量： 約３万ｍ３／年
・オガクズ等の廃材約20%発生

ヒバ油の５大効果

抗菌効果： カビや細菌を寄せ付けない

防虫効果： ｼﾛｱﾘ、ﾀﾞﾆ、ｺﾞｷﾌﾞﾘを寄せ付けない

精神安定効果： 香りが気持ちをリラックスさせる

消臭効果： 不快な臭いを抑える

発芽抑制効果： 植物の芽の成長を抑える
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弘前大学大学院医学研究科

ナノヒバ油による病原体防除の検討

・MRSA
・E. coli 
・S. marcescens 
・P. aeruginosa
・C. albicans
・Trichophyton sp 滅菌水添加培地

抗菌活性試験

抗菌性持続試験

ナノヒバ油添加培地

阻止円

ナノヒバ油添加6ヶ月後の濾紙

ナノヒバ油＋他の素材

ナノヒバ油

○ヒト病原体に対しても抗菌活性があることが示された

○抗菌活性の持続は1ヶ月～6ヶ月と長い ○他素材との組み合わせるによる応用が可能

成長抑制

応用

シリカを添加したナノヒバ油
にHPCゲルを浸漬したもの

産学官連携共同研究開発重点化事業から生ま産学官連携共同研究開発重点化事業から生ま
れたナノヒバ油の新商品れたナノヒバ油の新商品

ナノヒバ油と噴霧装置ナノヒバ油と噴霧装置イグサ敷物イグサ敷物((ネブタ絵入りネブタ絵入り))

抗菌集成まな板抗菌集成まな板((青森ひば青森ひば))
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集成材とは

ひと言で言えばひと言で言えば

構造用集成材 建物の構造部材となるもの建物の構造部材となるもの

断面の大きさにより大断面、断面の大きさにより大断面、
中断面、小断面中断面、小断面

造作用集成材 建物の構造に影響しない、
内部造作

丸
太
状
態
の

木
を
ひ
き

木
材
の
欠
点

を
取
り
除
き

ほ
ぼ
同
じ
繊

維
方
向
に
平

行
に
重
ね

集
合
接
着

さ
せ
た
木

ヒバ集成材の抗菌まな板

病原性大腸菌（病原性大腸菌（OO--157)157)に強いに強い

油分が多く水切れがよい油分が多く水切れがよい

木材の有効活用になる木材の有効活用になる

自由なサイズで作れる自由なサイズで作れる

反りや割れが生じにくい反りや割れが生じにくい

接着層にナノヒバ油を混入し、接着層にナノヒバ油を混入し、

菌からの劣化を防ぐ菌からの劣化を防ぐ

接着剤は食品認可接着剤は食品認可

されたものを使用されたものを使用

ナノヒバ油製剤

病原性大腸病原性大腸
菌（菌（OO--157)157)
をを寄せ付け寄せ付け
ないない
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ナノヒバ油のミスト分散による
抗菌・防虫技術の開発

約20ｔ／年

約3万ｍ３／年

伐採・製材

ヒノキ科アスナロ属の針
葉樹「ヒノキアスナロ」

日本三大美林
（木曾ヒノキ、秋田スギ）

国の重要文化財に多用
される高耐朽性建築材

資源量：約1300万ｍ３

（全国の約80%）

青森ヒバ
オガクズ等

の廃材 約20%

ヒバ油

水蒸気
蒸留

約１%

オガクズ等
の廃材 約20%

ヒバ油ヒバ油

水蒸気
蒸留

約１%

農業分野農業分野農業分野農業分野

病害虫防除

生活分野生活分野

医療分野医療分野医療分野医療分野

アレルギー防止

院内感染防止

抗菌

防虫

精神安定

消臭

発芽抑制

ミ
ス
ト
分
散

抗菌成分： ヒノキチオール

含有量 (%) 備考

ツヨプセン 50～60

セドロール 5～10

ヒノキチオール 1～2

β-ドラブリン 1～2

シトロネル酸 1～2

24～42

酸性油

青森ヒバ油の成分組成

パラサイメン、ウィドロール他

芳香成分

抗菌成分

成分

中性油

 

OHO

ナノヒバ油製剤

まとめ

年々、青森ヒバの伐採量が減ってきており、

貴重な青森ヒバを有効に活用するためにも

商品開発を進めていかなければならないと

考えております。

また、温暖化対策としてもバイオマス資源の
有効活用の推進は、非常に重要であると
思います。
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バイオマス・マテリアル・マガジン Ｖｏｌ．２  ２００８年１２月 

特集記事（２）

「水産資源の有効活用＿シジミ・エチゼンクラゲなど＿」 

青森県工業総合研究センター 内沢秀光

青森県のシジミ漁獲量：3,230t

内水面漁獲量全体の64%

全国のシジミ漁獲量：10,942t

青森県はその30%、

島根県（47%）に次ぐ第２位

青森県における内水面漁業漁獲量：5,054t（平成19年）

北海道、島根県に次ぐ第3位。全国の漁獲量（38,988t）のおよそ13%

シジミについてシジミについて

 

 

 

 

 

青森県はシジミの大産地

青森県工業総合研究センターミッション； 「県内産業振興への貢献」（１）新技術、新製品開発による企業支援、新産業創出

地域資源の高付加価値化により企業の新商品開発を支援し、工業振興を図る。

シジミは古来より肝臓に良いといわれている強肝食

シジミ 

　エキス

エキス 

ドリンク

エキス
しじみ

み そ

漢方薬（蜆、ケン）

清熱、利湿、解毒に効果あり
伏谷伸宏他編：動物成分利用集成、Ｒ＆Ｄプランニング (1986)

シジミは古来より肝臓に良いといわれている強肝食

シジミ 

　エキス

エキス 

ドリンク

エキス
しじみ

み そ

漢方薬（蜆、ケン）

清熱、利湿、解毒に効果あり
伏谷伸宏他編：動物成分利用集成、Ｒ＆Ｄプランニング (1986)

シジミは古来より肝臓に良いといわれている強肝食

シジミ 

　エキス

エキス 

ドリンク

エキス
しじみ

み そ

漢方薬（蜆、ケン）

清熱、利湿、解毒に効果あり
伏谷伸宏他編：動物成分利用集成、Ｒ＆Ｄプランニング (1986)

 

シジミは古来より肝臓に良いといわれている強肝食

シジミ 

　エキス

エキス 

ドリンク

エキス
しじみ

み そ

漢方薬（蜆、ケン）

清熱、利湿、解毒に効果あり
伏谷伸宏他編：動物成分利用集成、Ｒ＆Ｄプランニング (1986)
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エキス 乾燥粉末化 カプセル化

青森県産ヤマトシジミ（Corbicula japonica）

肝機能改善
二日酔い予防

１００％シジミエキス「肝助」
（平成１０年）

実際に効果を確かめたい
⇨有志１０名による摂取試験

期待

福島商店福島商店

生理機能

シジミエキス「肝助」の開発

【解決課題】
商品の安定性、均一性
100％のままでの粉末化など

 

特許第3475411号
『シジミ貝殻粉末体を有効成分とする肝臓機能
障害改善作用組成物、およびその製造方法』
（青森県、有限会社三九）

特許第3475411号
『シジミ貝殻粉末体を有効成分とする肝臓機能
障害改善作用組成物、およびその製造方法』
（青森県、有限会社三九）

QuickTimeý Ç²
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シジミ貝の構成割合

シジミ貝1000g（H16.8.2収穫、十三湖産、296個、3.4g/個)

• 貝殻 ：560.0g (56.0％)
• 身 ：16.8g (  1.7％)、取り出した身の水分含量は23.4％
• エキス ：9.8g (  1.0％)
• 水 ：413.4g (41.3％)

（有）岩木納豆本舗（株）フジクリーン・テック
肝機能の指標であるGOT、GPTが、
対照と比較し低値。

（弘前大学との共同研究）

【LECラット】

肝炎及び肝癌を自然発症する、ヒト肝疾肝炎及び肝癌を自然発症する、ヒト肝疾

患モデルラットとして注目される患モデルラットとして注目されるLECLECラットラット
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バイオマス・マテリアル・マガジン Ｖｏｌ．２  ２００８年１２月 

特集記事（２） 

 

「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）」 

   青森県県土整備部管理課 建設産業支援グループ 澤頭潤 

５ スィートソルガムとは

スイートソルガム(Sorghum bicolor Moench)はイネ科Sorghum属の1年生作物で、その茎は多汁質
で糖分含有率が高い特徴があります。C4植物※で高い光合成能力を有しており、生育が旺盛で晩
生品種では草丈が5m以上になるものもあります。1970年代のオイルショック後、バイオマス作物と
して取り上げられましたが、 近再び注目されています。搾汁した糖液からエタノールを生産し(バイ
オエタノール)、自動車の燃料として活用できますし、さらには地上部全体をガス化・メタノール製造

法によってより効率的にエネルギー変換できる技術も開発されています。

宮城大学 中村研究室HPより抜粋

トウモロコシとソルガムの種

ソルガム ソルガムの穂

※：通常稲や雑草などはC3植物、トウモロコシ等はC4植物で分類されている。

５ 収穫量調査①

青森県内３箇所（中泊、青森市、新郷村）で、スィートソルガムの種類及び施肥量を変化させ平成２０年６月～１０
月までの生育状況を調査しました。今年度は天候に恵まれ大きな台風もなく順調に生育しました。詳細な調査結
果は後日に取りまとめることとなっていますが概要を報告します。

中泊

青森市

新郷村

試験栽培箇所
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（有効なガス）

バイオマスからのメタノール製造原理
外熱

H

C
有機物

H2O蒸気
ガス化

800～1000℃

（バイオマス）

（ガス化剤）

外熱

メタノール合成

200～300℃

メタノール（液体）

CO
H2

H2

H2

COCH４

2H2+CO CH3OH

CH3OH

農林バイオマス３号機付設

３０ℓ/d メタノール合成（製造）装置

合成槽

冷却槽

バ
イ
オ
マ
ス
ガ
ス
タ
ン
ク
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エタノール

バイオ・メタノール

(1ｈａ)
1 ㎘ /年間

(1ｈａ)
3 ㎘ /年間

(1ｈａ)
10 ㎘ /年間

植物油(左) BDF(右)

〔㎘は石油換算〕

食料

食料

非食料

バイオメタノール燃料の多用性

メタノール
バイオディーゼル油

石油に代替できる多用途燃料

自動車用燃料

メタノール車、ＦＦＶ

直接メタノールＦＣ直接燃焼

M50 M100

燃料電池（ＦＣ）
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バイオマスマテリアルマガジン Ｖｏｌ．２  ２００８年１２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。 

 

○イノベーション推進事業のご紹介（経済産業省）のお知らせ 

●経済産業省の技術実用化支援 事業の

公募について、  「イノベーション推進事

業」の名称で、以下の通り公募をおこなって 

おります。公募要領はそれぞれのページの

下の方に添付 されておりますが、「２．応募

の要件」「2－1．実用化開発の区分」の （２）

には、革新的温暖化対策技術（ＣＯ２等固定

化・有効利用の分野） を明記し、ＧＨＧの変

換・有効利用や固定化等の技術につきまし

ても 対象としております（当省技術戦略マッ

プに準拠）。今後、技術開発に お役に立つ

ようでしたら、以下のような制度も活用くださ

い。                                 

・イノベーション推進事業（産業技術実用化

開発助成事業、次世代戦略技術実用化  

開発助成事業）  

https://app3.infoc.nedo.go.jp/informations/

koubo/koubo/CA/jitsuyou/H21-1/nedokou

bo.2008-11-05.7454546628/         

 ・イノベーション推進事業（研究開発型ベン

チャー技術開発助成事業）  

http://app3.infoc.nedo.go.jp/informations/k

oubo/koubo/CA/jitsuyou/H21-1/nedokoub

o.2008-11-05.9197362050/

● 「低炭素社会に向けた技術シーズ発掘・社

会システム実証 モデル事業」についても、公

募が開始されましたので、 ご紹介します。  

http://www.meti.go.jp/information/data/c811

28bj.html  

 技術とそれを活用する社会システムを、地域

の中で実証すると いうものです。なお、申請

窓口は各地方局となります。

○研究会規約の改定案のご提案（ 知的所有権の取り扱い）                           

（主旨）今後の活動で計画している分科会（ワーキング）における取り組みにおいて、知的所有

権の取り扱いが問題になることが予想されることから、事前に明文化することで回避する。 

   

 あおもりバイオマス材料研究会規約 

（名 称） 

第１条 本会は、あおもりバイオマス材料研究会（以下「研究会」）と称し、 

事務局をアンデス電気株式会社（青森工場）内に置く。 

 

（目 的） 

第２条  本研究会は、県産資源材であるバイオマス材料を普及させる為 

「あおもりバイオマス材料研究会」から積極的に情報を発信させる事で 

本研究会の知名度を向上させるとともに勉強会を通じ、会員同士の 
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レベル向上をはかるものである。 

また、本研究会は、産業技術を発展させるためのコミニュケーション 

の場を提供し、その刺激材となることを目的として設立する。 

 

(事 業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

１．青森県産バイオマス材料及び「あおもりバイオマス材料研究会」の 

普及活動として、学会等での共同展示 

２．「あおもりバイオマス材料研究会」からの情報発信 

（機関誌等への記事掲載、学会での発表、メルマガの発行） 

３．リサイクル法・グリーン購入法などの勉強会実施による会員同士 

の レベル向上 

４．技術情報の交換及び工場・施設用の見学 

５．技術課題の抽出及びワーキンググループによるＦＳ調査 

６．会員からの申し出のあった課題の研究 

 

(組織あるいは会員） 

第４条 本会は、機能性材料研究会の下部組織としてバイオマス材料の 

リサイクル事業を営む企業およびバイオマスに興味を持つ企業や個人 

並びに会の主旨に賛同する者によって組織する。 

 

（役 員） 

第５条 本会は、次の役員を置く。 

会 長     １名 

副会長     １名 

幹 事     若干名 

 

（役員の選任） 

第６条 １ 役員は、総会において会員の中から選任する。 

２ 会長・副会長・幹事は、役員の互選とする。 

 

（役員の任期） 

第７条   役員の任期は、２年とする。但し再任は妨げない。 

 

（役員の職務） 

第８条 １ 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。 

３ 幹事は、会務を執行する。 

４ 幹事の中から監査役を選出し、本会の業務を監査する。 
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５ 本会の事務と会計については、アンデス電気株式会社に会長が 

委託する。 

 

（顧 問） 

第９条   本会は、顧問若干名を置くことが出来る。 

 

（総 会） 

第１０条 １ 総会は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 定時総会は年一回とし、必要に応じて臨時総会を開催することが 

できる。 

３ 総会には、役員会で必要と認めた事項を附議する。 

 

（役員会） 

第１１条  役員会は、必要がある場合、会長が招集し、その議長となる。 

 

（会 議） 

第１２条  総会及び役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否 

同数の時は、会長が決するところによる。 

 

（会 費） 

第１３条  本会は、原則、会費無料として活動していく。 

 

（会 計） 

第１４条  本会の事業年度は、４月１日から。翌年３月３１日までとする。 

 

（知的所有権の取り扱い） 

第１５条  研究会の事業を通じて、知的財産基本法第２条第２項で規定 

する知的財産権(以下「知的財産権」という。）が発生する時は、会員は 

その帰属及び実施等の取り扱いについて別途契約を締結するものとする。 

２ 会員は、知的財産権の取り扱いに係る争訟等が研究会の事業に支障 

を来たさないように努めなければならない。 

 

（その他） 

第１６条  本規約は、総会で変更することが出来る。 
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バイオマスマテリアルマガジン Ｖｏｌ．２ ２００８年１２月 

行事予定・報告 

○ 第四回あおもりバイオマス材料（A・B・M）研究会開催案内 

拝啓 皆さまにはいよいよご清栄のことと

お慶び申し上げます。平素は格別のご高配

を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、このたび「あおもりバイオマス材料

(略称；A・B・M)研究会」第４回研究会を

開催したくご案内申し上げます。 
第４回の研究会では、複数の公的機関・企

業様より 事業展開に役立つ情報及び、新

たな出会いのきっかけとなる異業種交流

の場を提供したいと考えております。  

また、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)ネットワークを、会

員間の横の連携で構築できる様に本研究

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。ご多用中とは存じますが、

何卒 お繰り合わせの上ご出席くださいま

すようお願い申し上げます。    敬具         

                               

記 

日時 平成 21 年 1 月 15 日（木）午後 13 時 30 分～15 時 30 分 
場所 弘前大学地域共同研究センター セミナー室 
１．基調講演 「弘前大学の地域共同研究センターの取り組み」20 分 

   弘前大学地域共同研究センター センター長 檜槇 貢 教授 

２．事例発表 「ホタテ貝殻の利活用の現状について」  20 分 

青森県農林水産水産部水産局水産振興課  

   企画・普及グループ 主幹 川村俊一 様 

３．事例発表「ナノヒバ油の農業分野での取り組み」  20 分 

   弘前大学農学生命科学部 田中和明准教授 

４．ワーキングの取り組みについて分科会に別れて具体的に協議する。  

a. 環境浄化ワーキング  (ろ過材、漁礁など) 

b．環境複合化技術ワーキング (箸、皿、屋上緑化資材等) 
（参考…【研究会の目的】） 

①青森県産バイオマス材料及び「あおもりバイオマス研究会」の普及活動及び情報発信        
②勉強会実施による会員同士のレベル向上を目的に活動 
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 

追伸 恐れ入りますが参加のお申し込みは FAX 又はメールにて１２月２７日までにご返事ください。 

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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○平成２０年度ホタテ貝殻利活用情報交換会議の開催について（ご案内） 

 

青森県では、ホタテ貝殻の利活用を促進するため、産学官の関係者が広く集まって情報

交換する目的で、下記により会議を開催することになりましたので、お知らせします。 

なお、出席される場合は、１２月１２日（金）までに別紙により出席者名簿をお知らせ

ください。 

 併せて、仕事の関係先等にも広くご紹介頂きますようお願いします。 

 

記 

１ 日 時 

    平成２０年１２月１９日（金）１３：３０～１５：３０ 

２ 場 所 

    青森県庁西棟８階大会議室 

３ 議 題 

(１) 話題提供 

１）ホタテガイ貝殻を活用した豊かな海づくり 

   「陸奥湾におけるホタテガイ貝殻を利用したアマモ場の造成」 

（青森県水産総合研究センター増養殖研究所 磯根資源部長 桐原慎二） 

２）ホタテガイ貝殻利活用研究 

「ほたて貝殻利活用研究の現状」 

（青森県工業総合研究センター 研究調整監 岡部敏弘） 

(２) 平成１９年ホタテガイ貝殻利活用調査結果等 

   （青森県農林水産部水産局水産振興課 川村俊一） 

(３) その他（意見交換） 

青森県水産振興課企画･普及Ｇ 

Tel：017-734-9592 

Fax：017-734-8166 

担当：主幹 川村俊一 
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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。 
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●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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●１１月２１日第三回あおもりバイオマス材料（A・B・M）研究会開催。青森中央学院大學７階会

議室を借用し、第二回研究会同様、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。話題提供として、特集記事（２）で掲載した澤頭氏、内沢氏のほか、八戸工業大学の

信山氏より話題提供がありました。なお、信山氏につきましては、新聞に掲載記事があります

ので内容紹介として掲載させていただきました。 
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●１１月２８日（社）青森県工業会主催の「産学官連携推進会議 IN 青森職業能力開発短期

大学校」にて、アンデス電気㈱の橋本氏より「環境に配慮した機能性複合材料の開発―ホ

タテ貝殻、りんご残渣炭等の射出成形材料としての活用―」の成果発表がありました。又、当

日の発表内容について後日、日本経済新聞社青森支局長石黒氏より取材の申し出があり１２月４

日版の日本経済新聞（東北版）に掲載されました。
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バイオマスマテリアルマガジン Ｖｏｌ．２ ２００８年１２月 

 

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１２月１日） 

・企 業               ・大学/県・市 

JA アオレン             青森中央学院大学 

（青森県農村工業協同組合連合会）   青森県工業総合研究センター 

アンデス電気株式会社         青森県知的所有権センター 

株式会社エコフロンティア       青森県県土整備部監理課 

大泉開発株式会社           青森県商工労働部新産業創造課 

北日本海運興業株式会社        青森県環境保険センター 

小館木材株式会社           （社）青森県林業会議  

株式会社鹿内組            北里大学   

株式会社ジェミオ           グリーンバイオセンター 

鈴木建設工業株式会社         （財）２１あおもり産業総合支援センター  

合同会社ツリーワーク         フラワーセンター２１あおもり 

東北ミリオン株式会社         八戸工業大学 

東管工業株式会社           弘前大学 

ニッコーテクノ株式会社         

株式会社西衡器製作所          

株式会社ビジネスサービス        

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、３０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）
橋本宏道・鎌本修一 
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