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（２）ナノファイバーの応用分野 

ナノファイバーの応用分野としては、フィルター材料、エレクトロニクス材料、電池材料、複合材料、

医療・バイオ材料などがある。 

 

ナノファイバーの技術俯瞰図 

 

出典）特許庁「平成 27 年度特許出願技術動向調査報告書（概要）ナノファイバー」（平成 28 年 2 月） 
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①フィルター材料 

フィルター材料は実用化が最も進んでいる分野であり、メルトブロー法、電界紡糸法等で製造された不

織布が多用されている。 

フィルターはナノファイバーが効果を最もよく発揮する分野で、圧力損失の低下によるエネルギー消

費の削減はユーザーにとって大きなメリットとなっている。 

エアーフィルターでは HEPA/ULPA クラスの超高性能フィルターとして、また液体カートリッジフィ

ルターではメンブレンに代わる精密濾過に使用されている。自動車のエンジン用エアークリーナーや集

塵機では濾過精度の向上と長寿命化等を目的に使用されている。 

②電池材料 

実用化されている電池材料は、リチウムイオン電池の電極導電助剤やセパレータなどである。電極導電

助剤にはカーボンナノファイバーやカーボンナノチューブ等の高導電性の素材が、1 次電池のセパレー

タにはポリエチレンやポリプロピレンのメルトブロー法によるナノファイバーが用いられている。2 次

電池用のセパレータには電界紡糸法によるナノファイバーが検討されている。 

③エレクトロニクス材料 

エレクトロニクス材料では、透明導電性フィルムの導電材に銀ナノワイヤー、カーボンナノチューブ等

が使用されており、バクテリアセルロースがスピーカーコーンに適用されている。透明導電性フィルム

の需要は、タッチパネル向けが増加しており、導電性ナノファイバーへの期待は大きく、ITO フィルム、

メッシュ配線フィルムへの適用が検討されている。表示デバイス、太陽電池等のフレキシブル基板向け

には、セルロースナノファイバー、キチンナノファイバー、バクテリアセルロースによる透明フィルム・

シートの開発が活発に行われている。 

④複合材料 

炭素系ナノファイバー（カーボンナノチューブ、カーボンナノファイバー）や天然高分子系ナノファイ

バー（セルロースナノファイバー）等を樹脂に添加することにより、成形品の強度、弾性率、耐衝撃性の

向上や、導電性、熱伝導性、耐熱性等の機能を付与することができる。 

1)炭素系ナノファイバーの複合材への応用 

カーボンナノチューブは熱可塑性樹脂のフィラーとして使用されており、そのコンパウンドやマスター

バッチが販売されている。カーボンナノチューブの添加の主な目的は、成形品への導電性付与で、クリー

ンルーム等で使用される搬送器具に適用されている。 

2)天然系ナノファイバー（セルロースナノファイバー）の複合材への応用 

セルロースナノファイバーは、親水性であるため疎水性の樹脂に均一に分散させることは難しく、樹脂

の強化材として用いるためには表面の化学修飾が必要である。セルロースナノファイバーは、低コスト

で大量生産できる可能性があるため、市場規模が大きく、低コストニーズが強い自動車部品への適用が

検討されている。自動車樹脂部品として大量に使用されているガラス繊維の代替としての応用開発が積

極的に進められている。また、セルロースナノファイバーは植物からできているため、自動車の製造にお

ける環境負荷低減に貢献することも期待できる。 
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ナノファイバーの応用、用途 
ナノファイバーの応用、用途 
 1.蓄電・エネルギー用途 
  1.1 二次電池用途 
   (1)正極材料 
   (2)負極材料 
   (3)セパレーター材料 
  1.2 太陽電池用途 
   (1)電極材料 
   (2)繊維状太陽電池 
  1.3 燃料電池用途 
   (1)電極材料 
   (2)電解質膜 
   (3)セパレーター材料 
  1.4 キャパシター用途 
  1.5 その他の蓄電、エネルギー用途 
   (1)フレキシブルバッテリー 
   (2)ナノファイバー蓄電・発電デバイスを用いた小型シート状センサー 
   (3)超伝導フラーレンナノファイバー 
   (4)熱電変換素子 
 2.エレクトロニクス用途 
  2.1 導電性ナノファイバー 
  2.2 エレクトロニクスデバイス 
   (1)電子部品および電子部品用材料 
    A. セルロースナノファイバーの利用 
    B. カーボンナノファイバーの利用 
     a. 電気回路 
     b. 電子部品 
     c. トランジスタ 
     d. 電子放出源、粒子加速器 
   (2)人工物メトリクス認証紙 
   (3)電気化学アクチュエーター 
   (4)電磁波シールド材および電磁波放射材 
   (5)走査プローブ探針 
   (6)材料識別システム 
   (7)アンモニアガスセンサー  
 3. 光学デバイス用途 
  3.1 液晶表示素子 
  3.2 電子放出エミッタ 
  3.3 エレクトロルミネッセンス素子 
  3.4 プラズモン共鳴利用光デバイス 
  3.5 太陽光集熱器 
  3.6 光発熱体および光電素子 
  3.7 発光・発色ファイバー  
 4.化学原料、触媒、結晶核剤、分散剤用途 
  4.1 バイオエタノール原料 
  4.2 触媒および触媒担体 
  4.3 結晶核材 
  4.4 分散剤 
 5.分離、吸着、研磨、清拭用途 
  5.1 分離、吸着用途  
   (1)エアフィルター  
   (2)液濾過フィルター  
   (3)吸着フィルター  
  5.2 研磨、清拭用途  
   (1)研磨布  
   (2)ワイピングクロス  
 6.機能性基礎資材用途  
  6.1 機能性膜、フィルム、シート、紙、繊維集合体 
   (1)高強力、低熱膨張フィルム・シート 
   (2)光反射防止フィルム  
   (3)導電性フィルム  
   (4)記録紙 
   (5)通気性シート、紙、多孔体 
   (6)FRP用基材  
   (7)耐紫外線防汚シート  
   (8)放射線吸収、遮蔽材  
   (9)遮熱素材  
   (10)機能性建材、空調資材 
  6.2 コーティング材 
   (1)ガスバリア性コーティング材 
   (2)耐水・耐油性コーティング材 
   (3)高撥水膜  
   (4)絶縁性、防汚性コーティング材  
   (5)耐摩擦性、耐摩耗性改善材（めっき）  
   (6)表面平滑化光沢付与製紙塗工材  
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  6.3 機能性フィラーおよびその複合材  
   (1)補強用フィラー 
    A. セルロースナノファイバーフィラー 
     a. フィルムの補強 
     b. 樹脂の補強 
     c. ゴムの補強 
    B. 植物性ナノファイバーフィラー（植物油硬化フィルムの補強） 
    C. キチンナノファイバーフィラー 
    D. カーボンナノファイバーフィラー  
     a. 合成樹脂、ゴムの補強  
     b. 繊維の補強  
     c. 金属、セラミックスの補強  
    E. その他のナノファイバーフィラー  
   (2)機能性付与、改質用フィラー  
    A. セルロースナノファイバーフィラー（発泡ポリエチレンの均質軽量化） 
    B. キトサンナノファイバーフィラー（導電性付与）6 
    C. カーボンナノファイバーフィラー6 
     a. 導電性付与  
     b. 熱電導性付与  
     c. 耐熱性、耐摩耗性、低摩擦性改善（シール材の性能改善）  
    D. アルミナナノファイバーゾルフィラー（高分子の熱安定性改善）  
 7 医療・バイオ用途  
  7.1 再生医療、細胞培養足場材  
   (1)再生医療へのナノファイバーの利用  
   (2)神経誘導管と末梢性神経の再生（乳酸系ポリマー、キトサンナノファイバー） 
   (3)肋軟骨細胞再生（キトサンナノファイバー） 
   (4)骨・歯、血管、皮膚、角膜材料 
    A. 骨・歯移植材料  
    B. 人工血管  
    C. 創傷被覆材  
    D. 角膜再生材料  
   (5)微小繊維被覆カバーステント  
  7.2 治療材  
   (1)ナノファイバー化による抗菌性発現  
   (2)シクロデキストリン固定感染症予防ナノファイバー（PVA）  
   (3)潰瘍性大腸炎治療キチンナノファイバー  
   (4)バイオ系ポリマーナノファイバー不織布創傷被覆材  
   (5)アレルゲン不活性化ナノファイバーシート（薬剤含有シート）  
   (6)タンパク質吸着シート（セルロースナノファイバー不織布）  
  7.3 バイオ的評価法、バイオセンサー  
   (1)検体の極細繊維化による生分解性評価の効率化  
   (2)長距離伝搬表面プラズモンバイオセンサー（ポリアクリル酸ナノファイバー） 
   (3)心筋単細胞の張力計測システム（炭素強化グラファイト繊維） 
   (4)生体反応性カーボンナノチューブ 
   (5)診断用発光分子内包カーボンナノチューブ 
  7.4 農薬 
 8 化粧用途 
   (1)ナノファイバー化粧品基材 
   (2)ナノファイバー毛髪コーティング剤  
   (3)ナノファイバーコスメ用具  
   (4)柔らかい風合いの高性能脂取り紙  
 9 食品用途  
   (1)セルロースナノファイバー食品添加剤  
   (2)キチンナノファイバーの機能性食品への利用  
 10 衣料・布帛用途  
   (1)高強度長繊維ポリエステルナノファイバーの機能性衣料用途開発  
    A. ゴルフグローブ  
    B. 吸汗速乾性下着（クーリングシャツ） 
    C. 健康下着（低圧迫感運動負荷向上パンツ、低肌刺激性下着） 
    D. ネッククーラー 
    E. フェイスマスク 
    F. 遮熱傘（日傘） 
    G. 消臭ミシン糸 
   (2)ナノファイバー通気性防水不織布 
   (3)風合い、制電性、染色性の優れたナノファイバーとその織編物 
   (4)光沢性ナノファイバー布帛 
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（３）ナノファイバーの応用産業・市場動向 

①ナノファイバーの応用産業の概要 

ナノファイバーは、環境、エネルギー、健康・医療、社会インフラ、情報通信・エレクトロニクス等の

幅広い分野に対して、横断的な革新をもたらすイノベーションのエンジンとしての機能を有しており、

多様な産業分野の未来を先導する材料として期待される。 

今後成長が期待される応用産業としては、環境分野では水・大気浄化フィルター、エネルギー分野では

次世代電池部材、発電・蓄電部材、エレクトロニクス分野ではディスプレイ材料、配線材料、輸送機器分

野ではグリーン複合材、医療・バイオ産業では再生医療、細胞培養足場、ドラッグデリバリー、産業資材

では化粧品、塗料、インキ、衣料、食品等への応用開発が進められていくものと考えられる。 

 

出典）特許庁「平成 27 年度特許出願技術動向調査報告書（概要）ナノファイバー」（平成 28 年 2 月） 

 

 

出典）本宮達也（2006）「ナノファイバー」日刊工業新聞社 
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②ナノファイバーの市場規模 

1)植物ナノセルロースの市場規模 

植物ナノセルロースは、日本製紙や王子ホールディングス、中越パルプ工業、スギノマシン、ダイセル

ファインケムなど商用生産を進めている企業もあるが、多くは研究開発、実証事業段階であり、現状はサ

ンプル供給にとどまっている。植物ナノセルロースは、これから成長が期待される材料であり、2015 年

から約 20 トン／年の市場が立ち上がるものと予測されている。 

以下に世界におけるセルロースナノファイバーの市場規模の推移と予測を示した。セルロースナノフ

ァイバーは、製紙メーカーにより実用化されていくものと予測され、2020 年には数量ベースで約 100 ト

ン／年、金額ベースで約 1.5 億円／年の市場規模になっていくものと予測されている（特許庁「平成 27

年度特許出願技術動向調査報告書（概要）ナノファイバー」より）。 

 

世界のセルロースナノファイバーの市場規模の推移と予測 

 

出典：株式会社富士経済「2015 年版バイオマス利活用技術・市場の現状と将来展望」 
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2)炭素系ナノファイバーの市場規模 

炭素系ナノファイバーの世界市場規模推移及び将来予測を以下に示す。2013 年の炭素系ナノファイバ

ーの販売数量は約 170 トンで、販売金額は約 31 億円であった。2017 年には、販売数量約 230 トンで販

売金額は約 43 億円となることが予測されている。炭素系ナノファイバーの市場は、電池用市場と搬送用

トレーを中心にこれまで伸びてきた。 

まずリチウムイオン電池の導電助剤用として市場が形成され、その後搬送用トレーなどの用途が広が

り現在に至っている。ここ数年は市場をけん引してきたリチウムイオン電池向けが、採用ユーザーの販

売量減が原因で縮小している。搬送用トレーは、ハードディスクの市場の停滞の影響があるものの競合

のカーボンブラック等を代替しおおむね横ばいから微増で推移している。今後も樹脂添加用及びリチウ

ムイオン電池の導電助剤用を中心に市場拡大が予測されている（特許庁「平成 27 年度特許出願技術動向

調査報告書（概要）ナノファイバー」より）。 

 

炭素系ナノファイバーの世界の市場規模推移及び予測（2010 年～2017 年） 

 

出典：株式会社富士キメラ総研「2013 年微粉体市場の現状と将来展望」 
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天然高分子系ナノファイバー 用途別の出願件数 

（日米欧中韓カナダへの出願、出願年（優先権主張年）：1980 年～2013 年） 

 
出典）特許庁「平成 27 年度特許出願技術動向調査報告書（概要）ナノファイバー」（平成 28 年 2 月） 
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炭素系ナノファイバー 用途別の出願件数 

（日米欧中韓カナダへの出願、出願年（優先権主張年）：1980 年～2013 年） 

 

出典）特許庁「平成 27 年度特許出願技術動向調査報告書（概要）ナノファイバー」（平成 28 年 2 月） 
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天然高分子系ナノファイバー 課題の中分類別の出願件数 

（日米欧中韓カナダへの出願、出願年（優先権主張年）：1980 年～2013 年） 

 
出典）特許庁「平成 27 年度特許出願技術動向調査報告書（概要）ナノファイバー」（平成 28 年 2 月） 
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炭素系ナノファイバー 課題の中分類別の出願件数 

（日米欧中韓カナダへの出願、出願年（優先権主張年）：1980 年～2013 年） 

 
出典）特許庁「平成 27 年度特許出願技術動向調査報告書（概要）ナノファイバー」（平成 28 年 2 月） 
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天然高分子系ナノファイバー 製造方法と原料の種類別論文発表件数 

（論文発表年：1980 年～2013 年） 

 

 
出典）特許庁「平成 27 年度特許出願技術動向調査報告書（概要）ナノファイバー」（平成 28 年 2 月） 
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天然高分子系ナノファイバー 用途別論文発表件数 

（論文発表年：1980 年～2013 年） 

 

 

出典）特許庁「平成 27 年度特許出願技術動向調査報告書（概要）ナノファイバー」（平成 28 年 2 月） 
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炭素系ナノファイバー 用途別論文発表件数 

（論文発表年：1980 年～2013 年） 

 

 

注）ただし、カーボンナノチューブに関する論文は不完全 

出典）特許庁「平成 27 年度特許出願技術動向調査報告書（概要）ナノファイバー」（平成 28 年 2 月） 
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天然高分子系ナノファイバー 課題の中分類別の論文発表件数 

（論文発表年：1980 年～2013 年） 

 

 

出典）特許庁「平成 27 年度特許出願技術動向調査報告書（概要）ナノファイバー」（平成 28 年 2 月） 
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炭素系ナノファイバー 課題の中分類別の論文発表件数 

（論文発表年：1980 年～2013 年） 

 

 

注）ただし、カーボンナノチューブに関する論文は不完全 

出典）特許庁「平成 27 年度特許出願技術動向調査報告書（概要）ナノファイバー」（平成 28 年 2 月） 
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■参考：カーボンナノチューブの分野別用途 

 想定される CNTの応用分野と用途は、CNTの高強度、軽量、高熱伝導、高電流密度といった特性、及

び電気・電子的な特性がそれぞれ多方面で優位性を発揮できるため、多岐にわたる。 

 既存用途には、主に帯電防止用のトレー、リチウムイオン電池（LiB）の負極材、自動車用燃料チュ

ーブ等がある。 

 現在、各社が新しい用途を模索しており、欧州ではプラスチックコンパウンドやセメント等への応用

なども検討されている。また、高容量の電池やキャパシタ用途などで評価されれば、当該市場の拡大に

つながる。また、研究開発段階の想定用途としては、主に電池分野の合金系の負極材、シリコン代替半

導体回路、フレキシブル電気回路、高性能熱交換器等がある。 
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-27- 

 

②セルロースナノファイバーの製造方法 

セルロースナノファイバーの主な製造方法を以下に示す。 

 
出典）公益財団法人ちゅうごく産業創造センター「中国地域におけるセルロースナノファイバー関連産業創出可能性調査報告書」（平

成 28年 3 月） 

 

このうち植物ナノセルロースの製造方法の概要は、以下の通りである。 

植物ナノセルロースの原料としては、通常パルプが使用されるが、その製造方法として大別して二つの

方法が提案されている。セルロースに剪断力を働かせながらセルラーゼを作用させてミクロフィブリル

間の水素結合をほぐす方法（京都大学矢野教授の方法及び森林総合研究所の方法）と TEMPO（2,2,6,6-テ

トラメチル-1-ピペリジニルオキシラジカル）を作用させてセルロース分子間の水酸基をカルボン酸に酸

化し、カルボン酸間の静電反発により凝集を防止する方法（東京大学磯貝教授の方法）である。解繊装置

としては、高圧ホモジナイザー、グラインダー、水中カウンターコリジョン、超音波等の方法が適用され

る。 
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（３）セルロースナノファイバーの特性と用途 

①セルロースナノファイバーならではの特性 

セルロースナノファイバーは、セルロースそのものの特徴である再生可能資源、生態分解性、生体適

合性、有機溶剤耐性などと、ナノ化によって小さい熱膨張（＝温度変化に伴う寸法変化）、高強度・高

弾性、大きな比表面積などの特徴を併せ持っているといわれている。さらに、植物ナノセルロースで

は、木材など植物資源の約 50％を占めることから、ほぼ無尽蔵の持続可能型資源であるといえる。 

■ナノファイバーの特性（特許庁調査報告書より） 

１．超比表面積効果 

マイクロファイバーと比べると比表面積が約1,000 倍になり、分子認識性や吸着性

が著しく向上する。 

２．ナノサイズ効果 

ナノサイズであることにより、気体等の流体と接した場合の圧力損失が極めて小さ

いなどの流体力学特性を持ち、繊維径が可視光の波長よりも短いために光が乱反射

しにくいなどの光学特性も有している。 

３．超分子配列効果 

高分子が一列に配列していることから、電気的特性や力学的特性、熱的特性に優

れ、高強度で耐熱性があるほか、高い電気及び熱伝導性を示す。 

■セルロースナノファイバーの主な特性（旭リサーチセンター） 

・吸着性 

・機械的特性 

・透過性 

・透明性 

・ガスバリア性 

・生分解性、生体適合性 

・撥水性 

・その他 

■植物ナノセルロースの主な特徴（京大矢の先生講演資料） 

○全ての植物細胞の基本骨格物質 

○1兆トンの蓄積（埋蔵石油資源の6倍）・持続型資源 

○高性能グリーンナノファイバー 

・伸びきり鎖微結晶ポリマー 

・幅：10～20nm、長さ1μm以上 

・軽量：1.6g/cm3 

・高弾性：140GPa、高強度：3GPa（鋼鉄の8倍の強度） 

・低線熱膨張：0.1ppm/k（長さ方向）（石英ガラス相当） 

・弾性率不変：-200℃～+200℃ 

・高熱伝導性：ガラス相当 
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カーの音響振動板、人工血管、創傷被覆材、UVカット材、高強度透明材料、表示デバイスなどがあ

り、デザートから先端材料まで幅広い応用が可能である。 

以上のように、バクテリアセルロースは、植物セルロースと全く異なる材料といえる。 

 

③セルロースナノファイバーに期待される用途 

セルロースナノファイバーの最大の課題は用途開発が進まないということである。セルロースナ

ノファイバーは比表面積が大きく、軽くて強くて熱膨張が小さいという特徴を持っているが、この

性能を最終製品にどう発現するかが重要である。例えば、構造用途でのキーテクノロジーとして

は、性能発現のためにセルロースナノファイバーの表面修飾を行い、均一に解繊し、樹脂中にいか

に均一に分散するかが重要であり、安価なパルプから、いかに低価格で高性能な製品を作り出せる

かが重要なポイントとなる。また、実用化に当たっては、セルロースナノファイバーの特徴をいか

した、他の材料では代替できない用途を開発していくことが必要である。こうした用途開発のため

には、川下企業（化学、自動車、電機、住宅等）との連携によるニーズ志向のコンカレントな開発

を行う必要がある。 

今後は、多種多様な汎用及び先端製品の中に素材の一部として組み込まれているようになること

を期待したい。単に、環境に優しいといったようなキャッチフレーズでなく、機能として既存素材

にない特徴をいかすことで、市場形成と利用分野が広がるものと考えられる。一方、シーズからの

新素材の実用化、商品化には多くの高いハードルがあるのは過去の事例を見ても明白であり、今後

も、企業の研究開発担当や、産総研、大学研究室が協同で、役割分担を明確にして、それらのハー

ドルを越えていく努力を積み重ねていくことが望まれる。 

 

セルロースナノファイバーの用途 

 
出典）三菱化学テクノリサーチ「平成２５年度製造基盤技術実態等調査（製紙産業の将来展望と課題に関する調査）報告書」（平

成26年3月） 
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パルプと製紙業の協会であるTAPPI（The Technological Association of the Pulpand  Paper 

 Industry）は、CNFの用途とその潜在市場（5～10年後）について報告している。その「妥当な推計」

では、以下に示すように、包装、コーティングの年間528万トンが一番大きな市場である。次に大き

いのがプラスチック包装の置換、セメント、自動車車体となっている。ちなみに世界の紙・板紙生産

量は約4億トンである。 
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TAPPIは潜在的な市場規模は大きくないが有望な市場も推定しており、以下に示すように、石油・ガ

ス産業用のエアロゲル、断熱材などが挙げられている。なお、炭素繊維が使われている航空機について

はCNFが代替することはほとんどないという推計になっている。 
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３．セルロースナノファイバーの将来ビジョンとロードマップ 

（１）セルロースナノファイバーの実用化に向けた将来ビジョンとロードマップ 

平成２５年度製造基盤技術実態等調査（製紙産業の将来展望と課題に関する調査）報告書では、以下

に示す「セルロースナノファイバーの実用化に向けたロードマップ」を作成している。課題としては、

「木質材料からの効率的、安価な有効成分分離技術（セルロース系資源の前処理技術の確立）」、「低

エネルギー、高効率なパルプの解繊技術の確立」、「機能化・複合化技術の確立、生産技術、用途開発」、

「分離したリグニンとヘミセルロースの高度活用技術」を挙げている。 

セルロースナノファイバーの開発目標としては、第1 世代と次世代に分けてロードマップを作製して

いる。第１世代とは、現在検討されている機械解繊や2 軸混練技術、TEMPO 酸化法等の製造法の延長

線上で得られる性能やコストを有するセルロースナノファイバーを示しており、ある程度予想できる領

域である。一方、次世代セルロースナノファイバーとは、現状の第1 世代技術では到達できない革新的

技術で製造された、高性能で安価なセルロースナノファイバーを示すこととしている。 

第1 世代のセルロースナノファイバーについては、用途によっては実用化の早いものもあると考えら

れるが、全体として2020 年頃までに実証試験が終了し、2025 年以降に普及・拡大を目指していくこと

としている。 

次世代のセルロースナノファイバーについては、ロードマップ上に具体的な技術開発内容と達成時期

を記載したが、2020 年頃までに革新的な製造・加工技術の研究開発が行われ、2025年には実証試験が

終了し、2030 年頃に普及・拡大を目指すこととしている。 

共通基盤技術としては、セルロースナノファイバーの計測・評価技術（幅分布、長さ分布、純度、機

能評価など）や、安全性評価、標準化について記載している。特に、標準化については2020 年までには

国際的な取りまとめを行うこととしている。 
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セルロースナノファイバーの実用化に向けたビジョンとロードマップ 
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（２）セルロースナノファイバーの機能化のロードマップ 

セルロースナノファイバーの特徴としては、透明性、軽量・高強度、寸法安定性、ガスバリアー性、細

孔の制御や粘弾性の制御が可能である等があり、こうした特徴をいかした新規用途を見いだすことが、

今後の重要な開発課題である。 

平成２５年度製造基盤技術実態等調査（製紙産業の将来展望と課題に関する調査）報告書では、ユーザ

ーの視点から見ると現行品の代替を検討するのであれば、到達しなければならない最低限の開発目標と

して、「機能化のロードマップ」を作製している。 

このロードマップは飽くまでも現行品の代替のための指標であり、今後最も重要な開発課題は、セル

ロースナノファイバーにしかできない新規用途を見いだすことであるとしている。これらのセルロース

ナノファイバーが保有する機能をいかして、他の材料ではできない機能を目指していくにはどうしたら

良いかを考えていくことが必要であるとしている。 
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（３）セルロースナノファイバーによる新市場創造戦略 

平成２５年度製造基盤技術実態等調査（製紙産業の将来展望と課題に関する調査）報告書では、セルロ

ースナノファイバーによる新市場戦略として、以下のとりまとめがなされている。 

現在事業化が進んでいる第1 世代のセルロースナノファイバー（機械解繊品及びTEMPO 酸化品など）

は、2020 年に向けて用途開発が進み、需要の拡大とともに生産設備のスケールアップが実施され、生産

量1,000 トンで価格が1,000 円/kg を切れるような商品へと成長していくことを期待したい。さらに、2

030 年に向けての新市場創造戦略として、現状の第1 世代の技術では到達できない革新的製造技術が開

発され、生産量が数十万トンで、価格が数百円代となり、自動車部材や情報電子材料、包装材料、建築材

料、食品用増粘剤、高機能性フィルター等の多くの用途に汎用的に採用されることにより1兆円規模の新

しい市場が創造されることを、達成すべき目標として設定した。 

本年6 月に設立される「ナノセルロースフォーラム」の活動を通して、国の強力なリーダーシップの下

に、オールジャパン体制での産官学の連携により、新しい市場の創造に向けて、更に議論が深まり、目標

を達成していくことが望まれる。 

こうした新しい市場の創造により、将来にわたって製紙産業が持続的な成長を遂げるとともに、日本に

新たな産業として高度バイオマス産業が生まれ、低炭素社会、循環型社会の構築に貢献をしていくこと

が期待される。 
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（２）セルロースナノファイバー応用製品の開発状況 

セルロースナノファイバー関連の日本の特許出願件数を分類・整理したものを以下に示す。 

機械的特性を活かした複合材料、吸着性を利用した印刷用紙やインクジェットなどがあり、さらには

食品添加剤などといった幅広い用途開発が検討されている。 

また、透過性を活かしたフィルターや電池のセパレーター、ガスバリア性を活かした包装材料、透明

性を活かした光学フィルムなどが検討されている。 

特性別の CNF の用途特許の特許出願件数推移 

 

機械的特性と吸着性を活かした用途特許の出願数の内訳 

 

出典）旭リサーチセンター資料  
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透過性､ガスバリア性､透明性､生分解性､生体適合性､撥水性､その他の特性を活かした用途特許の出願数内訳 

 

特許出願件数の多い企業のホームページが自らのCNFの用途について記載しているものを整理した

ものを以下に示す。フィルター、セパレーター（電池やキャパシターなど）から食品、医療、ヘルスケ

アまで多くの用途が記載されている。これらはCNFを単独でフィルム化したり、不織布にして使うもの

や、樹脂などと複合材にして使うものなどさまざまな形態で使われる。当然のことながらCNFのメーカ

ーである製紙会社では多方面の用途に応用可能であるといっているのに対して、ユーザー企業は自社

の得意な分野での応用に限定した記載となっている。 

特許出願件数の多い企業のホームページに記載のCNF の用途 

 

出典）旭リサーチセンター資料  
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■セルロースナノファイバーの用途開発例 

１．フィルター 

２．スピーカー用振動板 

３．衣料用洗剤用添加剤 

４．化粧品原料 

５．バイオ医薬製造用クロマトグラフィー用充填剤（セルフィン） 

６．薬剤放出担体 

７．高成形性結晶セルロース 

８．食品添加物用微小繊維状セルロース 

９．セルロース系の医薬用製剤のコーティング剤 

10．海水淡水化装置用逆浸透膜（酢酸セルロース） 

11．TAC の LCD 構成材料としての応用 

12．セルロースを用いたパン 

13．アミロースの合成 

14．熱でゲル化するセルロース誘導体 

15．透明セルロースゲル 

16．住宅用断熱材セルロースファイバー 

17．セルロース繊維の光触媒加工 

18．水素をつくるペーパー触媒 

19 溶融紡糸法によるセルロースの繊維化 

20．通気性制御素材の開発 

21．抄紙法を用いたセルロース発熱シート 
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セルロースナノファイバー関連サンプル提供企業一覧① 

 

出典）経済産業省資料（2016年 9 月 20 日時点）を元に作成 

  

王子ホールデングス 日本製紙 星光PMC 中越パルプ工業 大王製紙

スラリー状CNF

ウェットパウダー状CNF
シート状CNF

変性セルロースナノファイバー
■TEMPO酸化CNF

■CM化CNF
（目的によって秘密保持契約を

交わす）

変性セルロース配合樹脂、及び
変性セルロースパウダー

＜ナノセルロース＞&＜表面疎
水化ナノセルロース＞

原料・濃度・処理条件による
分散液：スラリー状／ペースト

状/ウェットパウダー

セルロースナノファイバー

サンプルの状態
スラリー状CNF
ウェットパウダー状CNF

シート状CNF

ウエットパルプ（固形分20％）

/CNF水分散品（固形分1～
5％）/CNF粉体品（固形分90％

以上）

1）ペレット
2）乾燥粉末

スラリー／ペースト状/ウェット
パウダー

スラリー

原料 植物繊維（パルプ） 製紙用パルプ パルプ

同社パルプ３種から選択でき

る。
・竹漂白パルプ

・広葉樹漂白パルプ
・針葉樹漂白パルプ

要望に応じて未晒パルプにも対
応

同社パルプ４種から選択でき

る。
Ａ：化学パルプ(広葉樹漂白品)

Ｂ：化学パルプ(針葉樹漂白品)
Ｃ：機械パルプ(漂白品)

Ｄ：古紙パルプ(雑誌古紙パル
プ・漂白品)

繊維
繊維径・・・・4～数十nm （数十
nm以上の繊維径につきまして

は個別にお問い合わせ下さい）

繊維幅：
約3nm（TEMPO酸化CNF）

3nm～20nm（CM化CNF）

－

正確な繊維長分布や繊維幅分
布の表示が難しいため、解繊度

合、結晶化度、重合度などの指
標で表示。

繊維幅・・・ 20nm～数 100nm

製法 化学処理（変性）・機械処理 TEMPO酸化、CM化処理など 混練法
水中対向衝突法（ACC法）,水圧

貫通微細化法
機械処理

セールスポイント

① 三形態のCNFが提供可能
（スラリー、パウダー、シート）

② 化学変性(リン酸化)の前処
理を行うことで、微細化エネル

ギーを低減
③ 高い透明性

④ 増粘性、粒子分散安定性、
保水性、チキソトロピック特性に

優れる
⑤ 透明連続シートの製造に世

界で初めて成功
⑥ 樹脂と複合化することによ

り、温度変化に伴う伸縮が小さ
く、丈夫でフレキシ

ブルなフィルムも製造可能

①TEMPO酸化CNFは均一ナノ
分散（幅3nm）で透明性が高く、

透明材料への適用が可能。
②CM化CNFは食品添加剤であ

るCMCと同じ製法であり、各種
添加剤としての利用が可能。

③付着させる金属の種類を変え
ることで、さまざまな機能を付与
することが可能。また、CNFは

比表面積が大きく、少量の添加
で効果的に機能を発現。

④パルプのナノ構造を利用して
紙を直接透明化（変性パルプ

シートに樹脂含浸させてUV硬
化）2011年～京大矢野研と共同

開発

①NEDO「グリーン・サステイナ
ブルケミカルプロセス基盤技術

開発」プロジェクト（2010～2012
年度）に参画
②ポリプロピレン（PP）やポリエ

チレン（PE）といった樹脂中に
CNFを均一に分散させる技術の

研究成果

＜ナノセルロース＞

①特許5419120号水懸濁試料を
高速で対向衝突させることによ

り、セルロース分子間の界面相
互作用を開裂させ化学修飾を

用いずにナノ微細化させる独自
手法（ACC:水中対向衝突法）。

この手法により得られるナノセ
ルロース(NC)のファイバー表面

は、「両親媒性」の特性を持つ
NCの製造を可能にする。
②九州の孟宗竹を主原料にし

た竹パルプは当社オリジナルの
原料。

＜表面疎水化ナノセルロース＞
①繊維状態を保ったまま化学

修飾によりナノセルロースを疎
水化。

②対水接触角は約130°と高い
疎水性を有する。

③トルエンなど各種有機溶媒に

分散可能。

元のパルプ原料によって品質

が異なるため、用途に応じて最
適なものを選択できる。

■化学パルプ→疎水性のリグ
ニン含有分が少ないため保水

性が高い。
■機械パルプ→脱水性に優れ
加工効率が良い

■古紙パルプ→樹脂と複合した
際には安価に補強効果が期待

解繊度合いの調整で用途に応
じた繊維

の大きさに調整することが可
能。

想定用途
エレクトロニクス、輸送機器、建

材、化粧品、医療等の分野

補強材、透明表示体フィルム、

各種添加剤（食品・化粧品）、
フィルター部材、高

ガスバリア包装部材、エレクトロ
ニクスデバイス、医薬、ヘルス
ケアなど

熱可塑性樹脂を用いた各種成

形物

プラスチック補強
エマルション調製

増粘剤、分散剤
化粧品等

保水剤、樹脂・繊維の補強剤、

フィルター部材、電池部材、バ

インダー、建材・内装材の多機

能化、或いは化粧品・食品・医
薬品関係など

企業名

サンプル名称

特徴
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セルロースナノファイバー関連サンプル提供企業一覧② 

 

出典）経済産業省資料（2016年 9 月 20 日時点）を元に作成 

 

  

スギノマシン モリマシナリー ダイセルファインケム 第一工業製薬 大阪ガス

「BiNFi-s」（ビンフィス）

リグノセルロースナノファイバー

セルロースナノファイバー

NUKPナノファイバー

粉末セルロースナノファイバー

微小繊維状セルロース ｢セリッ

シュ｣

（KY100G、FD200L）

レオクリスタ
フルオレンセルロースファイ

バー

サンプルの状態
スラリー、乾燥粉末、フィルム

（有償での提供）

ペースト状

粉体

ペースト状

KY100G（10wt%）

FD200L（20wt%）
透明ゲル状の水分散物 粉末

原料

天然由来原料「セルロース・キ

チン・キトサン」の各種原料、低

置換度CMC（セルロースをカル

ボキシメチル化したもの）

食品添加物として認可を受けた

原料を使用した製品ラインアッ

プ。

・檜チップ

・パルプ
パルプ パルプ －

繊維
繊維径・・・約20～50nm

長さ・・・数μm

■リグノセルロースナノファイ

バー：水分90％、繊維幅50～

300nm、比表面積90㎡/g

■セルロースナノファイー：水分

95％、繊維幅30～200nm、比表

面積150㎡/g

■NUKPナノファイバー：水分

95％、繊維幅30～200nm、比表

面積150㎡/g

繊維径・・・0.1 - 0.01㎛ 繊維幅：4～10㎚ －

製法 ウォータージェット法 機械処理 TEMPO酸化法

独自開発した石炭由来の化学

材料「フルオレン」で、セルロー

スファイバーを表面修飾

セールスポイント

①繊維長の異なるグレードをラ

インアップしており、用途にあっ

たCNFを選定できる。特に補強

については長いグレードが最

適。

②10wt.%の高濃度品を提供して

おり、添加濃度を高めることが

可能

③セルロースに加えキチン・キ

トサンを原料としたナノファイ

バーをラインアップ。

④CMCをナノファイバー化したT

シリーズも有り

①個別対応によるCNF製造

②1,000円/kgを切るCNFの提供

③粉末化サンプルの提供

④生産能力 10kg/時間の処理

能力あり

『セリッシュ』は、セルロースを超

高圧ホモジナイザーで機械的

剪断を加え、ミクロフィブリル化

していることから、セルロースの

基本特性（物理的・化学的な安

定性など）を損なわずに微細化

されているので、高付加価値な

商品設計が可能となります。

①新規の増粘・ゲル化剤

②高い増粘性

③高いチクソ性

④高い乳化・分散安定性

⑤みずみずしい感触

⑥ゲルのミスト可能

⑦高い透明度

⑧細くて均一な繊維幅

〇疎水性のフルオレンでセル

ロースファイバーを表面修飾す

ることにより、乾燥後も凝集する

ことなく、有機溶媒に高い分散

性を示す

〇ポリ乳酸樹脂へのコンパウン

ドでは、成形物の強度や弾性率

などの機械物性および耐熱性、

耐摩耗性等が向上することを確

認している

想定用途

①化学：水溶性樹脂・ゴムなど

の補強材、微粒子の分散剤

②電気・電子：電子材料（リチウ
ムイオン電池関連、絶縁材、透

明フィルムなど）

③建築：コンクリート等の補強、

ホルムアルデヒド吸着材等

④化粧品：触感改良、割れ防

止、微粒子の分散剤、天然物由

来の乳化剤

⑤医薬品：生体適合材料、フィ

ルム製剤

プラスチックを対象とするが、対

象事業範囲は広げて行きたい。

紙力増強剤等
・特殊フィルター

・電池用セパレーター

・スピーカーコーン

粉体・繊維状物のバインダー

医薬・化粧品のゲル化剤

食品の食感改良・増粘剤

酒類の濾過助剤

増粘剤、乳化・分散安定剤

化粧品、トイレタリー、塗料、色
材、農業・園芸用薬剤、電子材

料、セラミックス、樹脂など

三菱鉛筆と共同で世界初の実

用化に成功。「セルロースナノ

ファイバー」を配合し、速書きで

もカスれない新開発のゲルイン

クボールペン「ユニボール シグ

ノ３０７」を開発。

自動車部品、電子部品等の樹

脂、コーティング用フィラー

企業名

サンプル名称

特徴
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③量産体制の状況 

■日本製紙 

・日本製紙は 2013 年 10 月、業界に先駆けて岩国工場（山口県岩国市）に東京大学の磯貝明教授らが開

発した触媒「ＴＥＭＰＯ」を使って化学処理する年産能力 30トンの実証生産設備を導入し、サンプル

供給を本格化。実証生産設備の余力がなくなり、サンプル供給への影響も懸念される状況になってきた

ことから、石巻工場（宮城県石巻市）に、セルロースナノファイバー（以下「ＣＮＦ」）を大量生産す

る設備の建設を決定。資金額は 16 億円で設備能力は年間 500 トン、稼働開始は 2017 年 4 月を予定し

ている。 

■中越パルプ工業 

・中越パルプ工業は 2016年 3月末、川内工場（鹿児島県薩摩川内市）にＣＮＦの量産設備「第１期商業

プラント」を建設すると発表した。約 12 億円を投じて 2017 年 4 月に年産能力 100 トンで稼働する。

さらなる需要拡大を見込んだ設備増強も視野に入れている。 

■その他 

・一方で、北越紀州製紙では、自社では製造せず、外部から調達することにより、用途に適したセルロー

スナノファイバーを活用しようとしている。 
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■参考：バクテリアセルロースのバイオ医療計測への応用の試み 

バイオ医療計測の分野で盛んに研究されているものの１つに、なのテク技術を利用した遺伝子やたんぱく質の分析技

術がある。中でも電気泳動法による分析技術は、最新のゲノム･プロテオーム解析の基礎になっている。手のひらサイズ

のマイクロチップ基盤上にマイクロチャンネルと呼ばれる幅 100 マイクロメートル、深さ数十マイクロメートルに掘ら

れた溝に電気泳動ゲルを充填し、その中で電気泳動を高感度、高分離度、高精度に行う分析技術の開発が進められてい

る。 

ゲルとして粒子状のバクテリアセルロースを用いることにより、分離度と感度の向上が可能であることが見出され、

さらに検出感度が増加傾向にあることが見出された。バクテリアセルロースのナノ構造体は、バイオ医療計測における

疾病診断等に応用可能であるとされている。また、バクテリアセルロースのバイオ医療計測分野への利用は高付加価値

な利用といえるとしている。 

 

■参考：バクテリアセルロースの化粧品への応用の試み 

既存のナノテク化粧品ではナノ粒子サイズの安全性や凝集阻害剤の精査も同時に求められ、よりシンプルな素材が

好まれていたが、バクテリアセルロースは理想的な素材といえる。 

さらに、保湿性、吸湿性、ゲルからの薬剤透過･浸透性についても、バクテリアセルロースは優れた素材といえる。 

また、バクテリアセルロースの化粧品への利用の試みとして重要なことのひとつとして、安全性が挙げられる。バ

クテリアセルロースは、食品に利用されるため安全と考えられているが、化粧品の利用のためには、菌の処理や精製

工程を含めて、肌やアレルギー体質への影響などの詳細な検討を要する。 

バクテリアセルロースは皮膚アレルギーを誘発する可能性が低いことが示されたが、今後再生医療や体内への利用

のためには更なる精査が必要になってくる。 
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（２）小麦、豆類、ばれいしょ、てんさいの輪作が中心の畑作 

 北海道は、寒冷で積雪期間が長いなど厳しい自然条件下にあるが、明治以来、欧米の近代的な農業技

術の導入や生産基盤の整備などによりこれらを克服し、稲作、畑作、酪農・肉用牛を中心とした生産性

の高い農業が展開されている。 

 平成26年の北海道の耕地面積は約1,141,000haで、全国の耕地面積（4,146,000ha）の４分の１近くを占

めている。 

主要農作物収穫量のうち全国に占める割合が大きいものとしては、平成26年で、「てんさい（3,567

千t、全国比100%）」、「麦類（551千t、全国比64.7%）」、「小豆（72千t、全国比93.9%）」、「青刈

りとうもろこし（2,840千t、全国比58.9%）」、「いんげん（20千t、全国比96.1%）」などがある。 

主要農作物の作付面積・収穫量（平成26年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）農林水産省北海道農政事務所「北海道農林水産統計年報（総合編）」より 

 

北海道畑作農業は、小麦、豆類、でん粉原料用ばれいしょ、てんさいの4作目を中心に十勝、網走が

畑作主産地帯となっている。これは、一つの作物を植え続けると、その作物に特有の土壌伝染病害虫が

発生したり、土の養分が衰えたりして、収穫が減るなどの連作障害を防止するため、同じ畑に同じ作物

を続けて栽培しないで、ちがう種類の作物を組み合わせ、一定の順番でくりかえし栽培する輪作を行っ

ているためであり、十勝は畑作4品を中心とした4年輪作、網走は、豆類を除く畑作3品を中心とした3年

輪作の作付体系となっている。 

  

作付面積（ha） 収穫量（t）
全国 北海道 全国シェア 全国 北海道 全国シェア

水稲 1,573,000 111,000 7.1% 8,435,000 640,500 7.6%
麦類（子実用） 212,600 123,400 58.0% 852,400 551,400 64.7%
大豆 131,600 28,600 21.7% 231,800 73,600 31.8%
そば 59,900 21,600 36.1% 31,100 13,000 41.8%
なたね 1,470 404 27.5% 1,780 820 46.1%
てんさい 57,400 57,400 100.0% 3,567,000 3,567,000 100.0%
小豆 32,000 26,300 82.2% 76,800 72,100 93.9%
いんげん 9,260 8,540 92.2% 20,500 19,700 96.1%
牧草計 739,600 541,500 73.2% 25,193,000 17,436,000 69.2%
青刈りとうもろこし 91,900 50,000 54.4% 4,825,000 2,840,000 58.9%
かんしょ 38,000 14 0.0% 886,500 281 0.0%
その他畑作 500,270 74,042 14.8% - - -
果樹 128,340 2,680 2.1% 1,611,700 20,175 1.3%
合計 3,575,340 1,045,480 29.2% - - -
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北海道畑作農業での輪作パターン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）農林水産省資料 

  

このうち、てんさいは、北海道の冷涼な気候に適した安定作物であり、日本では北海道だけで栽培さ

れる作物で、沖縄や鹿児島産のサトウキビと同じく、砂糖の原料となることにより価値が生み出される

ものであることから、原料生産とそれを加工する糖業とは切っても切れない関係となっている。さら

に、原料輸送作業等は、運輸・土木業界などと密接な関係があり、てんさいを中心とした関連産業は、

地域経済に大きな影響を与えている。近年、輪作では、小麦などの省力的な作物が増加している一方、

労働力を必要とするてん菜は、生産面での高齢化や後継者不足の進展による農家戸数の減少、経営規模

拡大に伴う労働力不足等の問題に加え、近年は高温多雨による気象変動や病害虫の多発により低糖分

が続いていたことから、生産者の所得の減少や耕作意欲の減退を招き、全道的に輪作体系の崩れが懸念

される状況にあったが、平成26年度を境に回復傾向を見せている。 

 

てんさいの作付面積及び収穫量の推移（北海道） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）農林水産省資料より 
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（３）豊富な森林資源が存在 

 北海道の森林面積は、平成27年4月1日現在554万haで、土地面積（北方領土を除く）の71%、全国の

森林面積の22%に相当している。 

 北海道の森林は、エゾマツやミズナラに代表される天然林やカラマツなどの人工林が広がり、林種

別では、「天然林（68%）」が最も多く、次いで「人工林（27%）」、「無立木地・その他（5%）」と

なっている。所管別では、森林面積の55%を「国有林」が占め、次いで「私有林等（28%）」、「道有

林（11%）」、「市町村有林（6%）」となっている。国有林、道有林、市町村有林といった公的な森林

を合わせた割合は72%で、全国平均の42%に比べ高い比率となっている。 

 森林蓄積は、全国の約15%を占めており、近年は、人工林の蓄積が顕著に増加し、カラマツやトドマ

ツの人工林資源が成熟期を迎えている。 

 道内における木材総需要量の用途別割合は「パルプ用」が49.6％を占め、次いで「製材用」が35.5％

を占めている。 

  

森林の面積・森林蓄積（平成27年４月１日現在） 

北海道 

森林面積 

土地総面積 8,342,422 ha 

土地総面積に対する森林面積割合 70.7 ％ 

森林面積 5,541,321 ha 

森林蓄積 

針葉樹 406,002 ｍ3 

広葉樹 369,245 ｍ3 

合計 775,247 ｍ3 

全国 
森林面積 

国土面積 3,779 万 ha 

土地総面積に対する森林面積割合 67.3 ％ 

森林面積 2,508 万 ha 

森林蓄積 合計 49 億ｍ3 

 

資料）北海道水産林務部「北海道林業統計」 

 

北海道の木材需給の状況（平成26年度） 

需要 

総数 7,061 千ｍ3 

製材用 2,535 千ｍ3 

パルプ用 3,485 千ｍ3 

合板等用 1,041 千ｍ3 

供給 

総数 7,061 千ｍ3 

道産材 3,962 千ｍ3 

輸入材 3,099 千ｍ3 

資料）北海道水産林務部「北海道林業統計」 

  



-57- 

 

（４）海面漁業・養殖業生産、水産加工が盛んな水産業 

北海道は、太平洋、オホーツク海、日本海の３つの海に囲まれ、全国の12.5％にあたる4,456km(北方

領土等を含む)の海岸線を有し(国土交通省、2012年度海岸統計)、北方に広く展開する大陸棚及び沖合

の北見大和堆や武蔵堆など好漁場を擁している。 

 2013年の海面漁業・養殖業生産量(属地)は130.6万トンで全国(473.0万トン)の27.6％、生産額は2,900億

円で全国(1兆3,539億円)の21.4％を占めており、いずれも全国第1位である。 

 主な水揚げは、ホタテガイ、スケトウダラ、サンマ、サケ、スルメイカなどで、漁業種類では沖合底

びき網、ホタテガイ桁網、サケ定置網、サンマ漁業、ホタテガイ養殖などが中心となっている。 

 

海面漁業・養殖業の魚種別生産量構成比(平成25年：属地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）北海道水産林務部「北海道水産現勢」（生体重量） 

 

 

北海道の平成26年の水産加工品生産量は、59万４千トンで、全国の18.6％を占めている。品目別では、

「生鮮冷凍水産物」が39万トンで最も多く、「塩蔵品」の６万１千トン、塩辛やつくだ煮などの「その

他の食用加工品」の５万５千トンとなっている。生鮮冷凍水産物の「ほっけ」、｢ほたてがい｣と塩蔵品

の「さんま」は、全国シェアが９割を超えている。また、甲殻類である「かに類」は、生産量は少ない

ものの全国の52.6％を占めている。 
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水産加工品生産量（平成26年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）農林水産省｢水産加工統計調査（平成26 年）｣ 
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（５）食料品製造業の比率が高く、加工組立型製造業の比率が低い製造業 

平成26年の製造品出荷額等を業種別でみると、「食料品製造業」が１兆9,846億円（29.7％）、続いて

｢石油製品・石炭製品製造業」１兆6,164億円(24.2％)、｢鉄鋼業」5,569億円(8.3％)、｢パルプ・紙・紙加

工品製造業」4,119億円(6.2％)となっており、上位４業種で全体の約３分の２（４兆5,698億円、68.5％）

を占めています。一方、全国では、自動車などの「輸送用機械器具製造業」や医薬品製剤やプラスチッ

ク等の「化学工業」、「鉄鋼業」などで構成比が高くなっており、工業構造が大きく異なっている。 

 

業種別製造品出荷額等(平成26年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）経済産業省、道総合政策部｢工業統計調査｣(従業者4人以上の事業所)による。 

 

製造品を業種毎に「基礎資源型」、｢地方資源型｣、｢金属加工型｣、「加工組立型」及び「雑貨型」の

５つの類型に分けてみると、北海道は石油製品や鉄鋼を中心とした「基礎資源型（41.9％）」と食料品

を中心とした「地方資源型（35.2％）」の２つで約８割を占めている。全国との比較では、自動車産業

等の「加工組立型」の占める割合が低い。 
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製造品出荷額等の業種類型別構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）経済産業省「工業統計(産業編)」による。 

 

平成26年の食料品製造業で出荷額の全国シェアが大きい製品には、「砂糖（72.0％）」、「塩干・塩

蔵品（48.7％）」などがある。 

 

食料品製造業の製造品出荷額等(平成26年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）経済産業省、道総合政策部｢工業統計調査｣(従業者数４人以上)による。 
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（６）中小規模の工場が中心の製造業 

北海道の製造業を従業者規模別で見ると、事業所数では全国と大きく変わらないが、従業者数で見る

と、大規模事業所で働く従業者数が、全国と比較して少ない傾向にある。 

 

 

従業者規模別事業所数 

 

 

従業者規模別従業者数 

 

資料）工業統計表（平成 26 年） 
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②食料品製造業等との連携･高付加価値化 

北海道の強みである食料品製造業等と連携し、発酵ナノセルロースを利用した健康食品･機能性食

品分野や食品添加物分野での新たな製品の開発･商品化が期待される。 

特に、ＤＤＳ（Drug Delivery System）に似た機能を持たせることが可能な健康食品があり、発酵ナ

ノセルロースの活用の可能性が期待される。 

また、発酵ナノセルロースは、既に食品として馴染みのあるナタデココと類似したものである。ナ

タデココと同じ様なものにはダイエタリーファイバーなど色々とあり、それらは腸内環境に偏りを生

じてしまうが、発酵ナノセルロースの場合はそれが起こらない可能性があり、摂取後の腸内環境をチ

ェックし、利点を出せれば展開できる可能性が高い。発酵ナノセルロースは、ナタデココとはファイ

バーの太さや構造的な違いがあり、色々な物との相合作用が違ってくる。表面の状況が違っているの

で、そのまま飲むのか、複合化して飲むのかで活かす機能が違い、ＤＤＳなどは表面との相合作用で

薬を吸着してゆっくり放出することができるので、そう言った効果は発酵ナノセルロースの方が発揮

しやすいものと思われる。 

このように、食料品製造業等と連携し、健康食品･機能性食品分野での新たな製品の開発･商品化に

取組むことにより、健康食品･機能性食品自体の高付加価値化が図られ、今にも増して北海道がその

分野でのトップランナーになることが期待される。 

③研究開発･商品開発の拠点の形成 

健康食品･機能性食品分野を中心に、道内で発酵ナノセルロースの研究開発、発酵ナノセルロース

を活用した製品開発等が行われることにより、北海道が発酵ナノセルロースひいてはセルロースナノ

ファイバーの一大研究開発･商品開発の拠点となることが期待される。 

④製品製造拠点の立地促進 

北海道は、現在植物ナノセルロースの主要な用途の一つとして期待されている自動車産業の集積が

弱いなど、工場立地は他地域と比較して、必ずしもセルロースナノファイバーを活用した工場立地は

有利な状況にあるとはいえない。 

しかし、発酵ナノセルロースを活用した様々な製品が道内で開発されることにより、食品分野や医

薬品分野、医療機器分野等で、北海道が発酵ナノセルロースを活用した製品の製造拠点としてのポテ

ンシャルが高まり、工場立地が促進されることが期待される。 

⑤地球温暖化対策への貢献 

てんさい、さとうきびは、空気中の CO2を吸収して砂糖を生成する植物である。 

さとうきびは C4植物（光合成の初期段階で、炭素 4個の化合物を生成する植物）であるのに対し、テ

ンサイは稲・麦など多くの植物と同じように C3植物（初期段階で炭素 3個の化合物を生成する植物）で

ある。 

一般的に、C4 植物は C3 植物より光合成効率が良いとされており、C4 植物であるさとうきびも大気中

の CO2 吸収体として優れた能力を発揮する。また、てんさいも C3 植物ではあるが、光合成速度は高い。

さとうきびの一日当たり乾物生産量は 1 平方メートル当たり 37 グラム、光合成効率 3.8％である一方、

C3 のてんさいは同 31 グラム、4.3％と、他の多くの C3 植物（稲・麦；同 18～27 グラム；1.7～2.9％）

に比べ圧倒的に高いと言われている。すなわち、さとうきび、てんさいは農作物の中で CO2吸収力という

面で、地球環境対策に有効な作物といえる。 

てんさいやさとうきびを発酵ナノセルロースの原料として活用することは、てんさいやさとうきびの

作付面積、収穫量を結果として増加させることとなり、ひいては地球温暖化対策にも貢献することとな

ると期待される。 

⑥北海道モデルの全国展開 

以上の発酵ナノセルロースを核とした関連産業の展開･地域振興を全国に展開していくことが期待さ

れる。  
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（３）安全性試験の実施 

木材パルプを原材料とするCNFは、心象的な違和感を含め、「口に入れるもの」としての安全・安心の

観点で課題があると思われる。一方、発酵ナノセルロースは食素材（甘味原料）を原材料としており、特

に食品・化粧品・医薬品分野で安全・安心の観点での優位性が見込まれる。 

発酵ナノセルロースは、バクテリアセルロースという意味では、食品であるナタデココと同じ成分であ

り、より安全な素材という利点がある。しかし、実際に製造に使用する菌株や、製造方法（培養方法・条

件）は、食品（ナタデココ等）とは異なり、その化学特性や物性は独自のものとなる。ユーザーは新たな

素材と受け取る事が想定されるため、安全性を担保する試験成績等が必須となる。 

そこで、「発酵ナノセルロース」について、「ラットを用いた単回投与毒性試験」及び「細菌を用いる復

帰突然変異試験」を道内の外部試験・評価機関（企業）に外注し、優位性が見込まれる「生体適合性」の

客観的・定量的な評価を実施した。 

結果の概要は、以下の通り、安全性が確認された。 

■ラットを用いた単回投与毒性試験 

・発酵ナノセルロース における毒性影響は認められず，概略のLD50値は2000 mg/kg以上であると推定

された。 

■細菌を用いる復帰突然変異試験 

・発酵ナノセルロースは，試験条件下において試験菌株に対する遺伝子突然変異誘発性を有しないと

判断された。 

また、草野作工㈱で実施した生体適合性試験結果は、以下の通りである。 
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また、北海道大学工学研究院 田島健次准教授により発酵ナノセルロースについてのプレゼンテーショ

ンを行った。 

 

出展ブース                   プレゼンテーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■草野作工 松島室長 談 

・化学日報社によると、来場者数1,538名で、当ブースには300～350名くらいが訪れ、75名と名刺交

換し、その倍くらいの方々に対応した。情報交換を行い、成果として、２社とサンプル提供の契

約を行った。 

・化学系のメーカーが非常に多く、フィラーの状況としては解繊のパルプの混入が今ひとつうまく

いっていないとのことだった。当方では両親媒性の提供が可能ということで、サンプル形態がゾ

ル状という特性を活かし、エンビと混ぜることについて樹脂メーカーから話があった。 

・１０月の展示会と大きく異なる点は、フィラー等に対して、繊維の長さにこだわりが見られ、長

いものを求める方向になっている。長さは、今後の大きな課題になるのではないか。当方の長い

という特性を活かしていきたいと考えている。 
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２．残された課題と今後の方向性 

発酵ナノセルロースの用途としは、医療系は治験の負担が大きいことなど、実用化までには相当な期間

が必要と思われ、中小企業が取り組み続けるのが厳しいものもあり、長期的に狙う市場と短期的に狙え

そうな市場とを分けて考えて行く必要がある。 

発酵ナノセルロースは、パルプ由来のナノセルロースファイバーが出てくる前から注目されていた材

料であり、医療系に物質性や機能で圧倒的な強みがあることから、最終的には医療、医薬品、ＤＤＳなど

への活用を目指し、中間段階として化粧品や健康食品、医療系でも比較的早く市場に出すことが可能な

診断薬などに活用することが、少量でも付加価値の高い用途を狙う上で有効と考えられる。 

北海道の中小企業でＤＤＳに近い機能性食品関連などを商品化することは考えにくいことから、まず

は材料として道内や道外企業に提供して、提供先で持っている機能性材料などと組み合わせて新しい製

品を作ると言った流れができれば、それを道内の企業や大学、研究機関がサポートしていく良い流れを

形成していくことも可能となる。 

発酵ナノセルロースの生産については、現在、経済産業省のサポートインダストリー事業で草野作工が

取り組んでいるが、パイロットプラントの導入・稼動も開始され、少しずつサンプルワークの規模を拡大

していこうとしている。まずは、サポートインダストリー事業での協力企業を足がかりとしながら、長期

的には引き合いがあれば、それらの企業へのサンプル提供を行おうとしている。 

ここでは、これまでの取組等を踏まえて、残された課題と今後の方向性について、とりまとめる。 

 

（１）生産効率・量産化、製造コストへの対応 

現在、「⽣産効率」 、「製造コスト」については、戦略的基盤技術⾼度化⽀援事業(サポイン事業)を活⽤

し、効率的培養⽅法と分離精製技術の確⽴による量産化について、研究開発を実施中である。 

生産効率、製造コストについては、引き続き取組む必要があり、より安価に量産化できる体制を構築

し、サンプル提供、製品製造に当たっての素材供給に対応していく必要がある。 

 

（２）生体適合性に関する更なるデータの収集・蓄積と安全データシートによる安全性の担保 

生体適合性については、発酵ナノセルロースの最大の特長の一つではあり、これまで安全性に関する各

種試験を行ってきたところではあるが、今後短期的に健康食品･機能性食品分野、食品添加物分野、化粧

品分野、中・長期的に医療系分野、医療機器分野に展開していくためには、更なるデータの収集・蓄積が

必要である。特に、発酵ナノセルロースの特長を、これまでは植物ナノセルロースとの比較において整理

してきたが、今後主たるターゲットと考えている医薬品分野、医療機器分野、健康食品･機能性食品分野、

食品添加物分野、化粧品分野への用途展開に当たっては、これらの分野で従来使用されてきた材料との

比較検討が必要と考えられる。 

また、発酵ナノセルロースの展開に当たっては、発酵ナノセルロースを安全データシートに掲載し、安

全性を担保し、健康食品･機能性食品分野、食品添加物分野、化粧品分野等における商品開発を加速して

いくことも必要である。 
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（３）用途開発を主導するメーカーとの強い連携の構築とコーディネータの配置 

セルロースナノファイバーは、その特徴を活かして様々な用途に活用可能であるものの、実際に製品化

され市場にでているものは限られる。しかし、その用途開発については、様々な企業･試験研究機関等で

活発に取組まれており、今後は研究開発段階から「いかに早く市場に出していくか」が市場をリードする

キーになるものと考えられる。 

このため、発酵ナノセルロースについても、用途開発を強力に推進するメーカーと連携し、その連携を

より強固なものとしていき、様々な用途開発を進めるとともに、いち早く市場に出していく体制を構築

することが求められる。 

また、このようなメーカーとの連携に当たって、営業マンとしてのコーディネータを置いて、企業との

パイプ役としていくことも考えられる。 

 

（４）短期、中期、長期のターゲットの設定とブランド戦略の立案 

発酵ナノセルロースの特長である生体適合性を活かせる展開用途として、医薬品分野、医療機器分野が

挙げられるが、これらの分野での用途展開は、治験の負担が大きいことなど、実用化までには相当な期間

が必要と思われ、中・長期的に狙う市場と考え、短期的に狙えそうな市場とを分けて考えて行く必要があ

る。 

短期的なターゲットとしては、健康食品･機能性食品分野、食品添加物分野、化粧品分野が挙げられる。 

これらの分野での用途展開に当たっては、北海道で採れたもので北海道の食品を良くする、発酵ナノセ

ルロースを添加することで不思議な食感が生まれる等北海道ブランドの確立・強化につながるものとし

ていくことが期待される。 

 

（５）域内ネットワーク及び量産化を可能とするサプライチェーンの構築 

発酵ナノセルロースを核に、北海道を革新的素材の⼀⼤拠点へとしていくためには、域内でセルロース

ナノファイバーの研究開発に取り組む⼤学や企業等が⼀堂に会し、情報共有や意⾒交換を⾏う場を設け

るなど、域内ネットワークを構築･強化していく必要がある。 

今年度開催した「セルロースナノファイバーサミットin北海道」等、様々な機会を通して、道内におけ

るネットワークを構築･強化していくことが求められる。 
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 また、今後発酵ナノセルロースの量産化を進めていくためには、「テンサイ」及び製糖工場から発生す

る「糖蜜」、それから「発酵ナノセルロースを製造」し、様々な企業等に発酵ナノセルロースを提供して

いく一連のサプライチェーンを構築することが不可欠である。 

 

 

 

（６）域内外へのＰＲ・情報発信 

植物ナノセルロースが、製紙業界における紙以外の新規事業の開拓や自動車部材への適用で等の面で、

全国的に非常に注目を集めているのに比較して、バクテリアセルロース･発酵ナノセルロースの知名度は

道内においても必ずしも高いとは言えない。 

このため、展示会やセミナー等を利用して、広く域内外に、発酵ナノセルロースの特長等をＰＲ・情報

発信していくことが求められる。 

将来的には、域外でその地域の農作物を活用し「発酵ナノセルロースによる関連産業の展開･地域振興 

北海道モデル」を全国展開していくことが期待される。 

 




