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ナノセルロースを含む世界トップレベルのナノ素材創成技術や実用化実績に加え、「革新
的技術創造促進事業（農林水産省事業）」で得られたナノ・ナノ複合化技術等を共通基盤と
し、主に森林資源由来の抽出物やバイオナノカーボンを用いて、軽量・強度、強靭性、新規
機能性を併せ持つ革新的新素材を創成する。これまで得られた知見と構築してきた研究体制
の実効性をベースに、参画企業・信州大、東京大学チームで共創してシナジー効果を高める。
これにより森林資源を有効活用した新規な素材開発とその実用化を強力に推進し、そして当
該新素材を他分野に先駆けて農林水産業分野に導入して同分野の高度化に寄与していく。
① 森林資源由来バイオナノカーボンを用いた高分子スーパーマテリアルの創成（農林水産
用機器）
② 高機能性バイオナノカーボン複合材（農業用資材、電子機器部品）
③ ウェアラブル・ウオッシャブル・バイタルセンサーの開発
④ 炭素繊維強化複合材用高性能バインダーの開発
⑤ 高性能農業用消臭材の開発

＜研究内容＞

研究代表者： 国立大学法人
信州大学先鋭材料研究所
特別特任教授 遠藤 守信

共同代表： 国立大学法人
東京大学工学系研究科教授
総長特任補佐 坂田 一郎
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研究実施責任者：国立大学法人
信州大学先鋭材料研究所

特任教授 野口 徹

研究分担者：国立大学法人
東京大学未来ﾋﾞｼﾞｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ

特任教授 古月 文志



１．本事業の研究計画概要図
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⦿コスト競争力、農漁業者にやさしい革新的な
農機具、漁船技術の実現

⦿IoTと組合わせ、高齢化が進む農業者の先進的な
業務支援

⦿都市近郊畜産業等の環境問題（臭気等）の解決

超軽量・高強度部材（ゴム、樹脂）
消臭・吸着材、熱伝・導電材、その他高機能材

信州大学
東京大学

農（林）工連携

企業チーム

社会貢献
《シナジー効果》

精製林材、ナノセルロース、
リグニン他の抽出物

バイオナノカーボン化
Bio NanoCarbon

Consortium

3P/15



〈研究体制（共創プラットフォーム）と応用製品等〉

〈農業分野に革新的新素材を先行的に適用する〉
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リング類

農機用ベルト

農業林業用タイヤ

オイルシール製品

水密ゴム製品 シリンダ製品

高性能農業用消臭剤

ウェアラブル・ウォッシャブル
バイタルセンサ

日信工業（株）
バンドー化学（株）
横浜ゴム（株）
（株）フコク

興和ゴム工業（株）
（株）阪上製作所
北川工業（株）

東京大学大学院
農学生命科学研究科

東北大学
多元物質科学研究所

東京工業大学
物質理工学院応用化学系

京都工芸繊維大学
材料化学系

ナノサミット（株）

（株）インターネット
イニシアティブ
（株）三五

しげる工業（株）
レンフロ・ジャパン㈱

ミズノ㈱

代表研究機関
信州大学

先鋭材料研究所

中核参画機関
東京大学

大学院工学系研究科/
未来ビジョン研究センター

研究代表 遠藤守信
MIT、北京科技大、M.Terrones、野口徹、

坂田一郎チーム（中核参画機関）、埼玉県
から最大のシナジー効果を目指す

プロデューサー
古瀬幸広、 藤澤義和

全ての研究機関の進捗管理
特許化支援・製品化アドバイス

EMC製品

炭素繊維バインダ

（株）金陽社

先鋭領域融合研究群
先鋭材料研究所



２０１８年１１月２８日
平成３０年度第１回研究推進会議
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１．研究開発コンソーシアムについて

２．コンソーシアムの研究成果報告

Ａ１－（１）高分子スーパーマテリアルの材料開発と解析

Ａ１－（２）高機能性バイオカーボンの開発

Ａ１－（３）複合材料の製品・実用化研究

Ａ１・複合材・高分子スーパーマテリアルの開発まとめ

Ｂ２－（１）ウェアラブル・ウオッシャブル バイタルセンサの開発

Ｂ２－（２）炭素繊維強化用高性能バインダの開発

Ｂ２－（３）高性能消臭剤の開発

Ｂ２・森林資源由来・先進ナノ材料を用いた応用まとめ

３．外部資金利用について

４．まとめ

6
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Ａ１・複合材・高分子スーパーマテリアルの開発 まとめ

１．A1-(1) 高分子スーパーマテリアルの材料開発と解析

２．A1-(２) 高性能バイオカーボンの開発
セルロース原料、リグニン原料の炭化

３．A1-(3) 複合材料の製品・実用化研究

弾性混練法（二段階弾性混練法、CWSolid法）

セルレーション原理
（ゴム中にCNF立体構造形成）

①CNF凝集抑制
②ゴムとの密着

①CNF表面制御
②界面相形成

開発・解析・評価
１．CNF開発：表面制御（改質、調整法）⇒東大・磯貝研
１．可視化：透過型電子顕微鏡観察（STEM、位相TEM)⇒東北大・陣内研
２．界面相解析：弾性率ﾏｯﾋﾟﾝｸ（ナノ触診原子間力顕微鏡）⇒東工大・中嶋研
３．構造解析：レオロジー評価（レオメータ）⇒京工繊大・浦山研

農業機器ブレーキ用シール → Oリング
農業機械伝動部品 → Vベルト
農業機械タイヤ用素材 → エコタイヤ
漁船エンジンオイルシール備品→ 気密シール
水密部品 → 水密シール
農業機械機密ブーツ → 気密シール
緩衝用部品 → 防振ダンパー
農業機械用ゴムロール → ゴムロール

用途 製品
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信州大・野口研
⇒共通試料作成

化学解析班
構造解析班
物性解析班



Ａ１・複合材・高分子スーパーマテリアルの開発 まとめ

１．A1-(1) 高分子スーパーマテリアルの材料開発と解析
①信州大学Grは、弾性混練法およびCWSolid法により高性能なCNF複合体の調整に成功
②CNF補強メカニズムは、複合体中に形成するCNF立体構造によることが明らかとなった。
③超極細繊維の特徴を有効活用するために、

・CNFの水素結合に起因する凝集を抑制する技術を開発
・極細繊維とゴムの界面に、ゴム分子による界面相が形成されることが分かった。

【補強メカニズムの解明のために、セルレーション理論に基づくものであることを追求する。】
２．A1-(２) 高性能バイオカーボンの開発
形状保持したセルロース原料の炭化、繊維状のリグニン原料の炭化

３．A1-(3) 複合材料の製品・実用化研究
①力学物性の大幅な向上を実現
②実用配合設計および加工法の開発、スケールアップの試作段階に進んだ。
③製品化に向けては、従来品との差別化を追求し、耐久性や破壊耐性に優れた新素材の可
能性が見えてきた。
④一方、耐水性、圧縮永久ひずみ性の課題が明らかになった。
⇒界面相の制御が不可欠であり、既に、改良に着手している。

【研究は計画に沿って進められており、今後の計画に変更はない。課題への対応は、既にい
くつかの改良案を開発中であり、実用化に向けてはコスト負担を考慮し進めていく。】
３．出口戦略及び商品化・事業化のビジョン
本事業の重要戦略は、国内林産資源の民生、工業製品への活用にある。従来のゴム補強
は石油由来のカーボンブラックが主体であり、その使用量は、全世界にて年間１１００万トン
である。その約６割が農業用を含むタイヤ用途である（ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ協会） 。開発中の新素材
は、これらをベンチマークとし、ＣＮＦの優位性を活用した商品化を進める。その上で、林業活
性化と山林保全に寄与することをめざす。
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森林資源由来・先進ナノ材料を用いた応用 まとめ

【終了年度までの取組方針：まとめ】

•（１）及び（３）：具体的な製品開発、実用化を見据えた品質の安定・最適化や製造プロセス
の確立等。研究開発体制を充実し、最終年度で具体的製品化の検討を目指す。

•（２）：効果が確認されつつある熱硬化性CFRPを中心に、実用化に向けた開発を加速。

•各応用性能の発現原理等について、学理的な原理解明を進めることも重要。コンソーシア
ム内の研究機関と連携し、研究を推進。

【これまでの主な研究計画と進捗等のまとめ】

•（１）バイタルセンサのセンサ部として用いることが可能な洗濯耐性を有する導電性繊維の
開発、（２）炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の性能を向上させる高性能バインダの開発、

（３）畜舎等の消臭に対応可能な高性能消臭剤の開発、のいずれにおいても、主に①これら
高機能素材の基礎となるナノ・ナノ複合体の合成、②ナノ・ナノ複合体を用いた高機能素材
の試作と基礎的な試験の実施は計画通りに進捗している。

【今後期待する成果、商品化・事業化のビジョン等】

（１）装着感なく使えるバイタルセンサを開発し、高齢農作業者等のサポートが最終目標。今
後、センシング部位開発や電子部品、データ処理システム等の開発を進め、製品化。

（２）軽量で高い強度と十分な耐久性を持つCFRPを開発し、農業機械のコスト低減、操作性向
上等が最終目標。製品化ターゲットを特定し、製品化を目指す。

（３）畜産現場で十分な性能を発揮する消臭剤の開発により、都市近郊等に立地する畜産業
者の環境改善、畜産業の魅力の向上が最終目標。エアロゲル状消臭材料で製品化。
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特許出願件数

Ｈ31.3.31現在 他、３件準備中

論文、学会等発表件数

Ｈ31.3.31現在集計中

平成28年度 平成29年度 平成30年度 合 計

件 数 １件 ５件 ６件 １２件

10P/15２．研究開発の成果

平成28年度 平成29年度 平成30年度 合 計

件 数 １件 １１件 １６件 ２８件



３．外部資金利用について

構成員２０者の円滑な連携をどのように引き出すか

◎ 会議（マネジメント）： 研究開発の進捗状況を相互確認し、多数の
構成員間の連携を強化することにより、研究開発を効率よく推進
するための会議体制を構築

研究推進会議
（農林水産省、生研支援センター参加によるチェック、アドバイス） ）

 毎年度において２回開催（１１月及び３月頃）
 プロデューサー及び全構成員２０者が参加
 各構成員の研究開発の進捗状況、目標達成

目標達成状況、課題を報告
 自由な意見交換
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３．外部資金利用について

ＡＢＣコンソーシアム会議

 信州大学グループでは約２カ月に
一度開催
 グループの１３者の構成員が参加
 各班から研究開発状況を報告
 自由な意見交換、連携の確認
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事務局会議

 プロデューサー及び代表研究機関で毎月開催
 年間イベント等の実施方針の検討、実施状況の確認、課題解決

の検討

◎アウトリーチ： プロジェクト活動が国民に正しく理解され、
支持されることも重要

 アグリビジネス創出フェア、各種ポスターセッション等に積極的に参加



彩の国ビジネスアリーナ２０１９
さいたまスーパーアリーナ
２０１９年１月３０～３１日

上田埼玉県知事に説明

多くの来訪者が見学

会場の全景

当拠点のスタッフ
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アグリビジネス創出フェア２０１８出展 （平成３０年１１月２０～２２日）
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高分子スーパーマテリアルの開発について、概ね計画以上の成

果が得られており、CNFの応用による社会実装に向けて、さらに

強力に研究推進をはかって行く。

機能性材料の開発については、いずれの課題についても計画以

上の成果が得られており、研究を継続することで学術的な原理の

解明と材料の量産化プロセスの開発、材料を応用した製品開発を

進めることが有意義であると評価される。

信州大・東京大の両チームのシナジー効果は大きく、年２回の研

究推進会議等での共創関係をさらに強化発展し、より大きな成果

に結びつけていく。

４．まとめ
森林資源を有効活用した革新的新素材の創成と応用の開拓

アドバンスドバイオカーボン（ABC）コンソーシアム Consortium
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