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巻頭文    

「情報時代と人」 

青森中央学院大学 学長 中村 信吾 

誰かに会ったり、何かの研究会に出たりすると挨拶の次に「何かおもしろい話はないか」

とか「何かいい話がないかな」という会話になる。これが十数年まえから「話」という単

語が「情報」という単語に置き換わり、「情報」は現代の挨拶用語になった。世に情報とい

う言葉が氾濫しているこの頃である。  
さて「情報」の意味とは何かと聞かれることがよくある。これが意外と難しい。多くの

辞典類での共通点は「対象を知ったことによって自分が変わる」ということになりそう。

したがって、同じ情報を見たり聞いたりしてもそれに対しての反応は人それぞれに異なる

のは当然である。 
筆者が情報という言葉をいつごろおぼえたのかというと戦争中のラジオからだったと思

う。うるおぼえであるが「情報 情報」という言葉から始まり、次に「○○軍管区発表 敵
○○編隊○○機が○○付近を北上中○○方面は十分なる警戒を要す」なんて内容である。

ここで○○にはきちんと数字や地名が入っている。終戦間際のことであり、こんなのを毎

日聞かされていた。「情報」そのものの言葉の意味なんて知らない小学生低学年のことであ

った。とにかくこの言葉を聞くと防空頭巾をかぶり急いで、防空壕に入ったり、夜なら電

灯を消した。やがて戦争も終わり、見かけ上は平和な時代になった。「情報 情報」もしば
らくは聞かなかった。 
何年か過ぎた後、コンピュ－タ－の出現とその発達で再び表れた言葉「情報」への感じ

は変わった。コンピュ－タ－で扱われるデータ（数字）そのものも情報と言われるように

なってしまった。そして演算速度や記憶容量の進歩はめざましくメガからギガまでになる

のもほんの数年だった。現在多くの人は情報饑餓状態であり、人が絶えず情報を欲しい欲

しいと言う。情報の 80%から 90%はすでに印刷物になっているという時代であるのに。 
英訳すると「information」と言われるこの単語も見知らぬ土地の駅やデパ－トの入口で「イ

ンフォメ－ション」など書かれている所でお目にかかる。そこに、本当に情報が必要な人

が訪れ、案内情報を活用する 
しかし IT革命などと言う言葉を聞くとたん難しさを覚える。それが最近では「IT」より「ICT」

( Information & Communication Technology) が一般的になってきた。コンピュタ－の利用で
通信技術は進歩して、情報も早く大量に送信でき、交流相手も広くなった。よい時代にな

ったとも言えるし、無駄も多い時代になったと思う。よく考えると「ICT」、はコンピュ－

タ－があって初めてできることである。と同時に情報の発信・受信の前後では人が関与し

ているのである。どんな時代になっても人と人との出会いと「face  to  face」 の話し合い
がもっとも大事な情報の獲得と伝達の手段であることで忘れてはいけない。 
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特集記事（１） 

「青森県バイオ燃料ビジネスプラン」 

青森県商工労働部新産業創造課 主査 小田切昌夫 

 

＜ビジネスプラン策定の目的と視点＞ 

■バイオマス資源が豊富な本県では、バイオ燃料の実用化は本県の産業振興に大きく寄与

するものと期待されている。 

■本県で有望と考えられるバイオ燃料ビジネスプランを検討、事業化を志す各主体に示し、

本県でのその利活用を促すことを目的に策定。  

 あつめる はこぶ つくる つかう

バイオ燃料ビジネス

原料を安定的に調達できるビジネス環境
製品（バイオ燃料）を

安定的に販売できるビジネス環境

 

※本ビジネスプランではバイオエタノール、BDF、BTL（原料をガス化し、ガスから燃料を合成した燃料。軽油代替燃料

となる）について検討した。 

 

＜ビジネスプラン要旨＞ 

「社会動向」 

厳しい国際競争が存在する中、現状では国内の生産規模や価格面の優位性は乏しい  

化石燃料の市況や今後の技術開発の進展に大きな影響を受ける  

「地域特性」 

津軽、県南、下北の各地域の特性の違いを受けて、地域ごとに利用可能なバイオマス資源やその利用

素地に特徴がある  

「本県におけるバイオ燃料利活用に向けた基本的考え方」 

地域ビジネスの展開：需要に応じた規模で、生産した燃料等を県内で消費し、地域自体が豊かになる

方向にビジネス展開を図ることが望ましい  

時間軸を意識したビジネスプラン：飼料化等地域ニーズに応じた取組みを先行、バイオマスを流通・

利活用する素地を養うなど、状況変化に対応可能な長期的なビジネス展望が必要 

「各地域におけるビジネスプランと課題・対応策」 

津軽ではりんご関係バイオマス、県南では水稲と畜産バイオマス、下北では森林バイオマスと油糧作

物を活用したビジネスが将来的に有望と考えられる  

現状では事業採算性は厳しく、地域においても、原料コスト削減等事業性の向上や、事業環境の構築

への努力が求められる 
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＜津軽地域におけるバイオマス資源＞ 

■稲作が盛んであり稲わらが多く発生。また、りんご剪定枝や搾りかすなど青森県特有の

バイオマス資源が存在する。  

■稲わらについては、従来すき込みや焼却がなされていたが、県南地方と取引を通じた飼

料等の利活用も進んでいる。りんご剪定枝は焼却されており、搾りかすは主に飼料として

利用されている。  

 

＜県南地域におけるバイオマス資源＞ 

■稲作、畜産が盛んであり稲わらは利用が進んでいる。 

耕作放棄地が多いため、価格は高いものの、多収米等資源作物を栽培した場合のポテンシ

ャルが最も大きい。  

 

＜下北地域におけるバイオマス資源＞ 

■林業から発生する木質バイオマスが多く存在する。また、周辺ではナタネの栽培も盛ん

である。 

■県南と同様に耕作放棄地を活用した資源作物のポテンシャルが大きくなるが、間伐材の

資源量も多い。  

 

＜県内におけるバイオ燃料に係る取組み＞ 

■具体的な取組みとしては、地域での BDF 燃料の製造・利用が中心。資源の収集規模、事

業規模など比較的小規模な地産地消の取組みが進んでいる。 

■近年の新エネルギービジョンやバイオマスタウン構想では、資源作物栽培やバイオエタ

ノール・BDFの製造がプロジェクトとして取り上げられている。 

■飼料米の作付や養鶏等への利用が各地で始められている。 

■試験研究機関において、各種資源作物の栽培試験が行われている。 

■りんご搾りかす等特徴的なバイオマスについて、利用法の研究蓄積が進んでいる。 

■石油代替燃料としては木質ペレットの製造・利用が進んでいる。 

 

飼料用稲等利用拡大イメージ    県「飼料用稲の利用拡大に向けた推進方策」より 
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＜ビジネスプランに期待される方向性（１）＞ 

■「地域ビジネスの展開」  

□大規模なバイオ燃料ビジネスには厳しい国際競争が存在する。  

□国内において生産規模や価格面の優位性が乏しい現状や、青森県の有するバイオマス資

源の特性を考えた場合、規模やコストでの優位性のみを追求するのではなく、需要に応じ

た規模で、生産した燃料等を県内で消費し、地域自体が豊かになる方向にビジネス展開を

図ることが望ましい。  

□この場合、ビジネス成立性を確保するためには、燃料生産だけではなく飼料や肥料、そ

の他材料などバイオマス資源を徹底的に使うこと、廃棄物を原料に利用する等により、効

率的なビジネス展開を図る必要がある。  

□また、農業をはじめとする産業の振興、耕作放棄地の維持、地域活性化、温室効果ガス

削減など、事業にともなう多様な付加価値を、採算向上に転化させていく視点と仕組みが

必要となる。さらに、多様な需要に対応するのではなく、生産量、品質などの面でターゲ

ットを絞ることも必要である。 

 

＜ビジネスプランに期待される方向性（２）＞ 

■時間軸を意識したビジネスプラン」  

□バイオ燃料ビジネスは、化石燃料の市況や今後の技術開発の進展に大きな影響を受ける。  

□このため、当面はバイオ燃料のみに限定せず、有望なバイオマス資源を用いた、地域ニ

ーズに応じた取組み（飼料化、肥料化、固形燃料化など）を先行することにより、バイオ

マスを流通し利活用する素地を養い、将来の状況変化に対応可能な長期のビジネス展望が

必要である。 

BDF

エタノール

BTL

副産物

菜種油

自動車

トラック　船

ボイラー

トラック　船

ボイラー

化学工場
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＜津軽地域におけるビジネスプラン（全体像）＞ 

りんご剪定枝
りんご搾りかす
稲わら、もみ殻

等

直接燃焼
CGS

エタノール生産

成分抽出

電力

エタノール

高付加価値成分

電力会社
（RPS）

民間企業・官公庁
（グリーン電力）

一般車両

工場 等

製薬会社 等

フェーズ1

フェーズ2（実証）

フェーズ3

 

 

＜県南地域におけるビジネスプラン（全体像）＞ 

多収米
（デンプン・セルロース） 飼料飼料化 畜産農家

ふん尿

メタン発酵

熱

電力 電力会社

エタノール生産

食品廃棄物

エタノール 一般車両

フェーズ1

フェーズ2（実証）

フェーズ3

 

 

＜下北地域におけるビジネスプラン（全体像）＞ 

BTL化一般廃棄物 軽油代替燃料

化学原料

販売

ナタネ 搾油 食用油
地域外へ

販売

地域内の

宿泊施設・飲食店 廃油

販売

搾油かす、茎など

BDF化

木質バイオマス ペレット化 ペレット 販売

フェーズ1・２

フェーズ3
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＜ビジネス展開の上での課題とその解決策に向けて＞ 

①事業収支と安定性の向上  

■現状ベースでは事業収支は赤字  

特に原料コストの割合が過大→収支を大きく圧迫、価格変動リスク大  

■コスト低減への努力、経営安定を意識したビジネス設計が必要  

方向性  ビジネス要素  地域で取組むことが有効と考えられる方策  

コスト低減  あつめる  

はこぶ  

つくる  

バイオマス多収・低コスト生産技術の開発 

耕作放棄地活用や森林再生、建設業異業種参入等関連政策との連動 

バイオマス原料の収集・供給システムの試行・確立 

設備導入補助や国内ＣＤＭ制度の活用 

事業に伴う廃棄物の極小化（肥料化、固形燃料化、メタン発酵等） 

小規模、低コストを志向した製造システムの開発  

収入増加  あつめる  

つくる  

つかう  

廃棄物系バイオマスの優先利用 

飼料、エネルギー等の併産（カスケード利用） 

セラミド等バイオマス由来の高付加価値物の開発 

環境や地域活性化等付加価値の上乗せ  

その他   原料供給者の事業参加による原料安定確保 

国研究・実証プロジェクトの県内誘導による技術・ノウハウ向上 

非運輸燃料向けビジネスの検討（ボイラ燃料、工業原料等）  

 

②地域での事業体制の構築  

■地域での実態に応じた事業計画の構築と、「あつめる」から「つかう」に至る各関係者の

コンセンサスの獲得が事業化の第１歩  

■事業立上げ段階では地域の担う役割が大きいため、地域協力体制についてもあわせて検

討が必要  

地域で取組むことが有効と考えられる方策  

事業化に興味を持つ者を中心とした、関係者による事業化検討体制の組織化と事業計画の構築  

・地域詳細調査 

 「あつめる」：入手可能量と分布性状、供給意向と価格、季節変動、農機等整備状況など 

 「はこぶ」 ：運搬手段・ルート  

 「つかう」 ：利用意向、希望価格、流通インフラなど  

・原料供給への地域協力体制の検討（原料と製品との交換等） 

・ビジネスモデル、規模、立地場所の検討 

・ＦＦＶ等利用機器の導入による需要創出 

・バイオ燃料が選ばれる仕組みづくり（利用ポイント等）  
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特集記事（１） 

「学生服のリサイクルの取組として屋上緑化及び農業資材への応用」 

株式会社トンボ 開発本部 節句田恵美子 

 
ユニフォーム業界についてなぜ、今国内に大規模縫製工場なのか？ 

＜制服の特殊事情＞ 
①超短納期・納期集中生産   
②資本回転率の悪い備蓄型 
③仕様変更ができにくい３者購買（学校、保護者、生徒） 
④色・柄の再現性が求められるため、不良反の発生も多い 
⑤トレンドより機能性重視（わかりやすいもの、即効性があるもの） 
＜ユニフォーム素材＞  
◆ユニフォームは人が活動している間一番長い時間身につける服。  
 人間から発する、汗、体温、皮脂等を軽減し快適性を提供できる素材を追求。  
◆三年間はくたびれない耐久素材  
風合いより耐久性、耐久性というより頑丈さ、ウール混 
◆素材選定に当たってはピリング（ひっかき）、堅牢度（色落ち）試験が必須  
◆形態安定、家庭洗濯イージーケアは必須 
◇ＳＥＫマーク付き素材、抗菌防臭素材等もある。 
＜市場構造＞ 
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＜ユニフォーム業界 エコ・リサイクル＞ 

◆（営業戦略として）制服回収箱を学校内に設置した例が過去にあり 

◆エコログリサイクリングネットワーク（綿・ポリエステル混のみ可能）  

 ポリエステル部分をボタンやファスナーなどに再利用する。  

◆帝人ファイバーｔｏファイバー  

 リサイクル技術が上がりバージンと同じレベルの再生品が可能  

◇サンエス排出権付きユニフォーム  

 商社丸紅主導 インドに於ける排出権を買う  

◇ユニフォーム業界でも 産業廃棄物広域回収業者資格取得の動き  

 販売のために前提回収が求められている。  
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特集記事（１） 

「バイオマス強化樹脂を用いたエコ箸について」 

アンデス電気株式会社 開発三部係長 橋本宏道 /  

株式会社ジェミオ 代表取締役 佐藤靖憲 

＜環境に配慮した機能性複合材料の開発 【バイオマス強化樹脂】＞ 

1.コンセプト 

本開発では、脱石油製品（脱プラスチック化）をテーマに CO2削減及び、廃プラスチックの処理問

題をアウトプットとして、青森県産資源材料であるホタテ貝殻の機能性に着目し石油系プラスチック

製品の削減に取り組み、機能性を有した新たな資源循環型 eco 材料及び、製品を提供することを

目的とする。 

 

 

2.機能性について【ホタテ貝殻】 

抗菌＝厳密には菌に対する効果であり“公衆衛生的観点から行われる弱レベル長期間の殺菌を

意味すると考えられる。

 

Ag+＝最近注目を集めている銀イオンは比較的 人に優しく、それでいて多くの微生物に対して除

菌効果がある。 銀の触媒作用が酸素の活性酸素化を引き起こし、それが細菌の細胞にダメージ

を与える、または酵素障害が要因だと考えられています。 

人間の肌は弱酸性であり、強アルカリは人体にとって危険であるが、適度なアルカリは健康に良い

と言われております。 
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3.pH コントロールについて

pH 7 8 9 10 11 12 13 14

身近な物 口の中(7.2～7.4)

人体

細菌, カビ

悪臭

アルカリ洗剤

皮膚の角質が溶ける 粘膜や皮膚が侵される

アルカリ性弱アルカリ性中性

繁殖可能

石鹸, シャンプー, 温泉

特に影響なし

抗菌効果あり 除菌効果あり

消臭効果あり  

1.消臭はおもに汗、トイレ、排水溝の異臭の除去を指します。悪臭はおもに酸性 物質であるため、

アルカリ性で中和することで消臭効果を発揮するものです。  

2.抗菌効果は、細菌やカビの細胞をアルカリ性で加水分解することで効果を発揮します。  

3.消臭も抗菌も特に水分に触れることにより効果を発揮します。 

 

4.安全性【即発ガンマ線分析（PGA)】 

図 3、図4にホタテ貝殻及び、石灰岩粉末での測定結果を示す。 いずれも主成分である炭酸カル

シウム由来のCa（カルシウム）が強く出ていることが分かる。相違点としては、ホタテ貝殻にはNa（ナ

トリウム）、B（ホウ素）がより多く含まれていることが挙げられる。いずれも海産物であるからと考える。 

重金属分析として、PGA分析で特に検出しやすい Cr（クロム）、Cd（カドミウム）で評価を試みた。 

結果として、Crは検出されず、Cdは石灰岩で約0.5ppm検出された。 今回測定したいずれのホタ

テ貝殻を用いた製品及び粉末からは検出されなかった。 以上のことから、ホタテ貝殻は非常にCa

含有量が高く、同時に不純物が少ない。 そして安全性についても問題ないと確認できた。  

0 1000 2000
102

103

104 Cd 558 keV

B 478 keV

Ca

Ca

Ca

Ca

C
ou

nt
s

-Ray Energy / keV

対電子消滅線

石灰岩 1.00697 g
測定日時　2008/7/31 12:53
測定時間　6500 秒

Ca 1942 keV

Ca

図4 石灰岩でのPGA分析
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Cd 558 keV (検出されず)
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Ca
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Ca

Ca

C
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nt
s

-Ray Energy / keV

対電子消滅線

ホタテ貝殻
測定日時　2008/7/31 12:00
測定時間　3222 秒

Ca 1942 keV

Ca

図3 ホタテ貝殻でのPGA分析  
5.現在までの取組み 

●ホタテパウダー含有率：CaO 70wt%＋PP 樹脂 30 wt% 試作済み  

●pH コントロールの方法を見出した  

y = 1.4426Ln(x) + 15.353

6

7

8

9

10

11

12

13

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

炭酸カルシウム5gに対する酸化カルシウムの添加量/g

p
H

pH

対数 (pH)

酸化カルシウムの添加量/g CaO 70wt% ＋ PP 
30wt% 試作用皿 
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6.ホタテ貝殻について

 

 

7.試作成形品について 

 
8.抗菌試験 
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9.問題点 

 
10.対応策【膨れ／抗菌性】 
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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。
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行事予定・報告 

○ 第７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 7回研究会を
開催したくご案内申し上げます。 
第７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 7月 30日 13:30～15:30 
場所 （独）青森県産業技術センター 農林総合研究所 花き部  

（旧）フラワーセンター２１あおもり 

 

 

詳細は別途、ご連絡致します。 
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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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●2009 年 1月 15 日第四回あおもりバイオマス材料（A・B・M）研究会開催。弘前大学地域共

同研究センター セミナー室を借用し、話題提供に耳を傾け、意見交換を行ないました。 
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●平成 21年 5月 21 日 第６回あおもりバイオマス材料研究会開催。 

  青森県産業技術センター 弘前地域研究所 会議室を借用し話題提供に耳を傾け、意見

交換を行いました。また、次回よりワーキンググループに分かれ新商品の開発に取り組む予

定になっております。 
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 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 

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。 
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（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。 

 

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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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        弘前市商工観光部商工労政課 

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： 〒030-0846 
青森県青森市南佃２丁目 16-1 
株式会社 ジェミオ 
佐藤 靖憲 
TEL:017-718-5241    FAX:017-718-5242 

E-maill : sato@jemio.com 

 

 

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●巻 5号 
通巻 5号 
２００９年７月９日発行 
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