
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■ 関連図書 

 
【一般解説書】 
 
○『トコトンやさしいナノセルロースの本（B&Tブックス）』 

 ナノセルロースフォーラム／編 日刊工業新聞社 2017.11 
高強度、粘性、ガスバリア性、熱安定性などの機能を持つナノセルロース。その製造から性質、用途までを、１項目見
開きで右ページに解説、左ページにイラストでわかりやすく紹介する。  

○『図解よくわかるナノセルロース』 ナノセルロースフォーラム 日刊工業新聞社 2015.8 
注目素材のナノセルロースの研究動向や日本の政策展開を紹介。さらに、ナノセルロースの調製法や分析・解析手法、
成形加工、表面改質、高機能化と先端材料への利用など、図表を用いてわかりやすく解説する。  

○『繊維の科学（B&Tブックス）』 日本繊維技術士センター／編 日刊工業新聞社 2016.12 
体調管理する繊維、電気を流す繊維など、医療や建築、自動車、IT 産業などに活躍の場を広げている繊維。最近開発
された繊維製品を中心に取り上げ、それぞれが持つ技術的な意味合いを科学的な見地からわかりやすく解説する。  

○『紙パルプ産業と環境 2017』 紙業タイムス社 2016.8 
CNF の現在と未来、気候変動と持続可能性、森林・林業・木材、古紙の回収と利用、製紙産業の取組みなどについて
まとめる。データで見る紙パの環境対応ほか資料・統計も収録。 

 
【専門技術書】 
 
○『ナノファイバー実用化技術と用途展開の最前線 新材料・新素材シリーズ』 

 谷岡明彦／監修 シーエムシー出版 2019.1 
ナノファイバーの製造技術だけではなく、エネルギー用部材、エアフィルター用部材、水処理用部材、先進医療・衛生
用部材等の最前線について、それぞれの用途展開を中心に解説する。今後のビジネス展開に欠かせない話題が満載。 

横浜市中央図書館 令和元年度第６回ライブラリースクール ブックリスト 

 「持続可能な社会に向けたミライの新素材 

  セルロースナノファイバー 」  

講師：相澤寛史 氏（環境省地球環境局）  令和元年 12 月 7 日（土） 

 
「セルロースナノファイバー（CNF）」とは… 

 

木材のパルプ繊維を解きほぐした超極細の繊維。重さが鉄の 5 分の 1、強度が 5 倍以上で、炭素

繊維より低コストが見込まれるため、夢の繊維素材として開発が活発化している。東京大学、京都

大学ほか、さまざまな研究者が製紙会社などと共同で新しい製法による量産化や用途開発などを進

めている。消臭効果のある銀イオンなどを付着させた紙おむつ、紙のように曲げられるディスプレ

イ、CNF を樹脂で固めて自動車の車体に利用するなど、応用研究も行われている。 

（「デジタル大辞泉」より） 

 

今をときめく最先端の新素材、「セルロースナノファイバー（CNF）」。その優れた機能に着目し、

マルチマテリアル材料として活用する動きが加速しています。無限の可能性を秘めた CNF。関連の

書籍や記事をご紹介します。 

○ 講師執筆記事 
「環境省地球温暖化対策事業政策最前線 セルロースナノファイバーのさらなる社会実装に向けて：
食品への添加から自動車部材の製品開発まで」相澤寛史氏 「時評」61(4) 2019 年 4 月 時評社 



 
○『バイオマス由来の高機能材料』 エヌ・ティー・エス 2016.11 
「セルロース」「ヘミセルロース」「セルロースナノファイバー」「リグニン」「キチン・キトサン」「炭素系材料」に分
けて、未利用バイオマス資源を高機能材料に変える応用技術とアイデアを紹介する。  

○『スーパーバイオマス』 福田裕穂 慶應義塾大学出版会 2016.2 
石油の代わりに植物バイオマスを利用し、現在の大量消費社会から持続可能な循環型社会へと移行していくための、
最先端バイオ技術を紹介。ライフサイクルアセスメント（LCA）についても述べる。  

○『セルロースナノファイバーの調製、分散・複合化と製品応用 
－分離・解繊技術／表面改質／凝集対策－』 田崎裕人 技術情報協会 2015.1 

「効率的なナノ化プロセス」「脱水･乾燥技術」「樹脂中への均一分散」「利用に向けた技術開発」。産・学・官のリーダ
ー達が明かす実用化を後押しするノウハウを集約。  

○『セルロースナノファイバーの樹脂への分散技術と応用事例』 寺田千春 技術情報協会 2012.4 
 

 
■ 雑誌記事（日経 BP 雑誌記事を中心に） 

 
○「日経ものづくり」 2019 年 4月号 日経 BP社 

p.36-37「レポート 清水焼に CNF利用し歩留まり 2 倍 扱いやすいスラリーと高い脱型性実現」 
保水力が高い CNF を長石が主原料のスラリーに添加した結果、成形品は 0.58％ほど大きく収縮するようになった。加
えて CNF は粘着性が小さいため成形品が型に張り付きにくくなった。 

 
○「日経 ESG」 2018 年 12 月号 日経 BP社 

p.24-27「Cover Story「SDGs」でビジネスを起こせ エネルギー・素材 技術の壁、「協働」で突破」 
SDGs によって最も市場の拡大が見込まれているのが、エネルギーと素材の分野だ。再生可能エネルギーや未利用エネ
ルギー活用のための技術や、軽くて強い新素材の開発が進んでいる。アシックスは、CNFをクッション材に活用したラ
ンニングシューズのグローバル販売を開始した。 

 
○「日経ものづくり」 2018 年 10 月号 日経 BP社 

p.25-28「ニュースの深層 セルロースナノファイバーの実用開発が加速 パナソニックが掃除機、阪大は電子ペーパー」 
CNF を利用する上で大きな課題となるのが CNF そのものの製造コスト。木材を CNF へとナノ化し、樹脂中に分散し
て CNF 強化樹脂を生産する「京都プロセス」の開発によって、製造コストの削減は進んでいるものの、まだ安価とは
いえないが、機能性材料として CNF を使う試みも始まっている。 

 
○「日経ものづくり」 2018 年 9月号 日経 BP社 

p.4-8「挑戦者 京都大学生存圏研究所生物機能材料分野特任教授 臼杵有光 
 植物が造るフィラー 資源枯渇と無縁に」 

もともと私は豊田中央研究所の研究者でした。京都大学は兼任で籍を置いています。豊田中央研究所では粘土を樹脂
にフィラーとして混ぜ、複合材料の性質を改善する研究をしてきました。現在はどうやって自動車部品に使えるか考
えて、CNFの開発を進めています。2020 年度に自動車を 10％軽量化する目標を掲げて研究しています。 

 
p.63-70「特集 2 CNFでクルマが変わる 軽くて強いグリーン車体へ」 
果たして、セルロースナノファイバー（CNF）でクルマを造れるのか─。86 に搭載された CNF製部品のうち、最も目を
引くのは大物部品であるフロントフードである。CNF を使った構造用大型部品の成形方法を確立することを狙い、金
沢工業大学大学院工学研究科教授の影山裕史氏が開発した。 

 
○「日経 Automotive」 2018年 9 月号 日経 BP社 

p.28-29「Automotive Report トヨタ「86」の部品を CNFで試作 フード系の大物部品を 4 割以上軽く」 
環境省の「NCV（ナノセルロース自動車）プロジェクト」が、“セルロースナノファイバー（CNF）製スポーツカー”を開
発した。トヨタ自動車の小型スポーツカー「86」のボディーを、可能な限り CNF を使った部品（CNF製部品）に置き
換得る試み。 

 
○「日経アーキテクチュア」 2018 年 6月 28日号 日経 BP 社 

p.36-37「特集 すぐ使える新世代素材 異分野発の新素材が実用へ 5 分でわかる注目新素材のポイント」 
今、国を挙げて新素材の研究開発に力を入れている。その波は、自動車や日用品などの分野を越えて、建築分野にも影
響を及ぼしつつある。代表例がセルロースナノファイバー（CNF）だ。複合材として樹脂サッシや発泡系断熱材、塗料
などに入れると､強度や断熱性能を高められる。 

 
p.58-59「特集 すぐ使える新世代素材 Part2 繊維素材 サッシや塗料を変える自然素材 

 鹿児島では竹由来で実証実験も 最先端を探る・セルロースナノファイバー（CNF）」 
樹脂サッシがより細く、強く、軽くなるかもしれない。そんな可能性を見せてくれる新素材がセルロースナノファイバ
ー（超微細植物結晶繊維、CNF）だ。弾性率などの力学的な性能は、アラミド繊維と同程度で、少量でも樹脂と混ぜる
と強度を増すことができる。 

 



 
○「日経ものづくり」 2018 年 5月号 日経 BP社 

p.38-39「特集１ 新材料で勝つ これからの競争、新材料抜きで勝ち抜けますか？」 
セルロースナノファイバーは新材料の中でも注目度の高い「グリーン材料」。植物の主成分であるセルロースを主原料
とするため、サスティナビリティー（持続可能性）に優れる。多様な特性も備え「夢の新材料」と呼ばれることも。 

 
p.54-57「特集１ 新材料で勝つ〔Part2 材料編〕セルロースナノファイバー（CNF） 

 持続可能性に応えて成長する CNF 植物由来の究極の「グリーン材料」」 
2030 年に国内だけで 1兆円市場への成長が期待されている新材料、それがセルロースナノファイバー（CNF）だ。日本
発の「夢の新素材」とも呼ばれる、今、最も注目度の高い究極の「グリーン材料」だ。植物由来の材料のため枯渇の心
配がない上に、環境負荷が低い。 

 
○「日経ものづくり」 2018 年 4月号 日経 BP社 

p.32-33「レポート CNF強化 PPの実用化へ一歩前進 添加量の最適化で曲げ弾性 1.6倍」 
現在、特に動きが活発なのは自動車分野に向けた開発である。京都大学やデンソー、トヨタ紡織などの研究機関や企業
が、環境省の事業「NCV（Nano Cellulose Vehicle）プロジェクト」において、CNF を利用した自動車部品の開発を
進めている。 

 
○「日経ビジネス」 2018 年 3月 12 日号 日経 BP 社 

p.46-50「スペシャルリポート 日本製造業「最後の切り札」 ローテクが日本を救う」 
日本製紙クレシアは、パルプ繊維を微細化した「セルロースナノファイバー（CNF）」と銀イオンを使い、消臭力を 3 倍
に引き上げた紙おむつを開発、2015 年に発売した。 

 
○「日経アーキテクチュア」 2018 年 1月 11日 日経 BP社 

p.62-67「特集 建築を変える新技術・ビジネス 100 テーマ 4 建築×新素材 ハイテク素材で高まる自由度」 
028 CNF（セルロースナノファイバー）サッシや塗料に可能性。軽くて熱膨張が少ない特性を生かし、建材では樹脂サ
ッシなどに使える。動かすと粘度が下がり、静置すると粘度が上がるので、液だれしにくい塗料へのニーズもありそう
だ。 

 
○「日経ものづくり」 2017 年 11 月号 日経 BP社 

p.35「レポート 食べられる CNFを食品や化粧品に 日本製紙が機能性添加剤向け工場」 
日本製紙は、（2017 年に）江津工場、石巻工場、富士工場と、セルロースナノファイバー（CNF）に関わる 3 つの工場
を稼働させた。工場で生産するのはカルボキシルメチル（CM）の粉体で、塗料や食品、化粧品といった用途を見込む。 

 
○「日経エコロジー」 2017 年 11 月号 日経 BP社 

p.58-60「ケーススタディ環境経営 日本製紙 “脱製紙”へ CNFに賭ける」 
日本製紙は 9 月 26 日、江津工場（島根県江津市）でセルロースナノファイバー（CNF）の量産設備（プラント）の竣
工式を開いた。今年、同社が CNF のプラントを稼働させるのは、石巻工場（宮城県石巻市）、富士工場（静岡県富士
市）に続いて 3 カ所目になる。 

 
○「日経ビジネス」 2017 年 9月 18 日号 日経 BP 社 

p.18「時事深層 INDUSTRY 独自の分析技術がカギに 「麦」と「コメ」で相次ぐ異業種参入」 
食品業界に異業種からの参入が相次いでいる。「本業」で培った技術とノウハウを応用し、新しい「価値」を創出。日
本製紙グループは、木材パルプで作る極細の繊維 CNF を食品添加物として出荷する。小麦などに混ぜると食パンの保
水性が増したり、コロッケが形崩れしにくくなったりする。 

 
○「日経ものづくり」 2017 年 9月号 日経 BP社 

p.56「特集 1 今こそ本気でマルチマテリアル〔Part2 事例〕王子ホールディングス 
 立体成形できる CNF透明シート 低熱膨張性を生かせる用途開拓へ」 

王子ホールディングス（以下、王子 HD）は成形性に優れた植物由来のセルロースナノファイバー（CNF）透明シート
「アウロ・ヴェール 3D」を開発した。同製品をプレス加工すれば、自由に立体成形できる。現在、ユーザー企業と共
に用途開発を進めている。 

 
p.57-58「特集 1 今こそ本気でマルチマテリアル〔Part2 事例〕太陽ホールディングス 

 CNF 添加で従来手法の限界突破へ 低熱膨張で高強度な電子部品材料」 
化学材料メーカーの太陽ホールディングス（以下、太陽 HD）は、エポキシ樹脂に植物由来のセルロースナノファイバ
ー（CNF）を添加し、熱膨張しにくい電子部品用絶縁材料を開発している。 

 
○「日経ものづくり」 2017 年 8月号 日経 BP社 

p.26-27「レポート 日本製紙が CNF強化樹脂を実証生産 自動車用途など目指して開発強化」 
日本製紙は富士工場（静岡県富士市）でセルロースナノファイバー（CNF）強化樹脂の実証生産設備を稼働させた。生
産手法に京都プロセスを導入し、植物由来の繊維である CNF を樹脂に混ぜ、軽くて高強度な CNF強化樹脂を生産する
設備である。 

 
 



 
○「日経エコロジー」 2017 年 7月号 日経 BP社 

p.10-11「トレンド＆ニュース 次世代素材 CNFの量産ラッシュ始まる まず立体シートや増粘剤で」 
日本製紙などが相次いでセルロースナノファイバー（CNF）の量産を開始した。2030 年に 1兆円の市場を巡り、製紙会
社が高機能品の開発や営業力の強化に動く。セルロースナノファイバー（CNF）は今後の事業の柱として期待が大きい。 

 
○「日経ビジネス」 2017 年 4月 10 日号 日経 BP 社 

p.48-52「企業研究 Vol.114 日本製紙（製紙メーカー） 新素材で紙頼み脱却」 
CNF が注目を浴びるのは高い強度と軽さを実現する“夢の素材”だからだ。樹脂と混ぜて固めれば、鉄の 5 倍の強度、5
分の 1 の重さの高機能プラスチックになる。強度は炭素繊維に一歩劣るが、リサイクル性では勝るといい、軽量化が
進む自動車分野での活用がとりわけ期待される。 

 
○「日経エコロジー」 2017 年 3月号 日経 BP社 

p.18「トレンド＆ニュース 次世代素材 日本製紙、CNFで先手 「本命」の自動車部材狙う」 
セルロースナノファイバー（CNF）の開発競争が加速している。日本製紙は、自動車部材として使う CNF強化樹脂の生
産に乗り出す。日本製紙は、セルロースナノファイバー（CNF）の新たな生産設備を今年 6 月に稼働開始する。 

 
○「日経 Automotive」 2017年 2 月号 日経 BP社 

p.58-59「Cover Story 2030 年に花開く 10大材料 
〔Part2 ナノレベルから見直す〕セルロースナノファイバー（CNF） 車両質量の２割軽量化を狙う」 

植物由来の材料で内外装などクルマのさまざまな部品を作る。2030 年には量産車で実現できるかもしれない。期待の
新材料は「セルロースナノファイバー（CNF）」。これは、植物の細胞壁内に存在し、直径が数 nm、長さが数μmほど
で繊維状のもの。 

 
○「日経ものづくり」 2017 年 2月号 日経 BP社 

p.4-8「挑戦者 京都大学教授 矢野浩之 樹木の「声」を聞き強さを引き出す」 
周囲からは、材料の性質やコストなどについて、さまざまな要求を受けました。今では多くの人が CNF に期待してく
れていますが、以前はここまで話題に上がるようなことはありませんでした。CNF 開発者インタビュー。 

 
○「日経ものづくり」 2017 年 1月号 日経 BP社 

p.26-27「レポート 新技術／品質向上 新材料「CNF」で自動車部品を 3 割軽く 
 医療分野に向けた製品の開発にも利用」 

新技術／品質向上 セルロースナノファイバー（CNF）を使うことで、強度を維持しながら自動車用エンジンカバーを
軽量化することができた。日本の CNF 研究をリードする 1 人、京都大学生存圏研究所生物機能材料分野教授の矢野浩
之氏は、胸を張る。 

 
○「日経エコロジー」 2017 年 1月号 日経 BP社 

p.58-60「技術フロンティア 次世代素材 航空機から医薬品まで 多彩な原料でナノ技術競う」 
軽くて強い素材としては CFRP（炭素繊維複合材料）が知られており、既に航空機や自動車で採用が広がっている。
CNFは「ポスト炭素繊維」との呼び声も高く、企業が開発を競っている。CNFは液体と混ぜると均一に分散する他、表
面積が大きく他の物質を吸着しやすい。 

 
○「日経ものづくり」 2016 年 12 月 日経 BP 社 

p.59-66「特集 2 1兆円市場に向けて急伸するセルロースナノファイバー CNF」 
将来有望株の CNF だが、従来は基礎研究の領域から脱していなかった。それがここに来て実用化への期待が急速に高
まっているのには理由がある。革新的な生産プロセス「京都プロセス」が登場したからだ。 

 
○「日経ビジネス」 2015 年 10 月 12 日号 日経 BP 社 

p.72-74「未来テック FILE.026 セルロースナノファイバー 植物なのに強くて軽い新素材 ［大阪ガス、日本製紙、
第一工業製薬、東京大学、王子 HD、信州大学］」 
現時点で CNF の用途として最も期待が寄せられているのは、住宅などの建材や自動車の内装材、タイヤなどに使用さ
れるプラスチックやゴムなどの合成樹脂の補強材の役割だ。プラスチックやゴムに CNF を混ぜることで、強度を高め
ながら軽量化を図る。 

 
 

中央図書館では、みなさまの調査研究・問題解決のお手伝いをしています。 
お気軽に各階カウンター・電話・ホームページの申込みフォームにて、お問い合わせください。 
・電話︓０４５（２６２）００５０ 
・Web︓https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi 

/library/shirabemono/referance.html 
横浜市中央図書館 調査資料課 


