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１．2010年前後にトヨタをはじめ多くの日本メーカーがバイオマ
スプラスチックの自動車部品への採用を検討し、トヨタのSAIでは、自動
車の内装の表面積の８０％に採用され、他の自動車メーカーでも採用
検討を進めた時期に、初版を作成した。

２．２０１８年頃に、新しいバイオＰＣなどが、モールドインカラーで自動車の
内装、次いで外装に使われだし、ＣＮＦ（セルロースナノファイバー）の
検討が進んだ時点で、見直し更新して第２版作成。
（初版の内容は、原則そのまま継続）

３．今回（２０２０年７月）に、第２班を見直し、追加、編集を行って、第３班を
作成。（自動車に関連の薄いもの、過去の状況はかなり削除）

本資料の概要
MTO技術研究所
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１． バイオマスプラスチックの概要
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生分解性プラスチックの定義（アナポリスサミット）

生分解性プラスチックには、生物資源（バイオマス）由来のバイオプラスチックと、
石油由来のものがある。生分解性であれば、原料が何であるかは問わない。主
流はバイオプラスチックであり（ただしバイオプラスチックの全てが生分解性では
ない）、でんぷんを原料とするものが多い。

バイオマッスプラスチックと生分解性プラスチックとエコプラスチック

これらは、混同して使用されることも多いが、定義は異なる。本資料では、バイオプ
ラスチック（樹脂、繊維、繊維複合材料、その他）を対象とする。

日本バイオマス協会のバイオマスプラスチックの定義、解説

バイオマスプラスチックとは、「原料として再生可能な有機資源由来の物質を含み，化
学的又は生物学的に合成することにより得られる分子量（Mn）1,000以上の高分子材
料をいう．（化学的に未修飾な非熱可塑性天然有機高分子材料は除く）」と定めてい

ます。社会生活に有用なプラスチック素材を従来の石油などの化石資源からではなく
再生可能な有機資源から持続的に作れることの重要性に注目しています。

エコプラスチック（自動車用語辞典）
バイオプラスチック（植物由来樹脂）の一種で、トヨタが開発・実用化中のもの。
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エコマテリアルは、日本の材料研究者の議論の中で1991年に生み出された概念
で、「地球環境に調和し持続可能な人間社会を達成するための物質・材料」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%83%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E6%B2%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A7%E3%82%93%E3%81%B7%E3%82%93


分類 種類 実用化されている主要材料 用途例

プラス
チック
（基材）

植物由来樹脂
（バイオプラスチック）

ＰＬＡ（プリ乳酸）、植物由来
ＰＣ、ＰＥ、ＰＰ、ＰＥｓ

食器、自動車部品

バイオプラスチックと石油
系樹脂の複合材料（通常
２５％以上の植物由来樹
脂を含むもの）

ＰＬＡ／ＰＰアロイ、ＰＬＡ／Ｈ
ＤＰＥ積層

自動車部品、家電部品、

パソコン筐体、携帯電話筐
体、オフィス複合機、包装フ
ィルム

植物繊維を混錬などで複
合化した材料

セルロース繊維、ＣＮＦ（セ
ルロースナノファイバー）、
竹繊維、ケナフ繊維、蜘蛛
の糸繊維、CNFを複合化し
た材料。

ケナフ／ＰＬＡ、ＰＰ、セルロ
ース／ＰＰ、竹／ＰＢＳ、植物
由来ＰＵ、ＣＮＦ／ＰＰ等

自動車部品、家電部品

繊維 植物由来樹脂繊維
（バイオプラスチック繊維）

ＰＬＡ、ＰＴＴ（ポリトリメチレン
テレフタレート）繊維、蜘蛛
の糸繊維

フロアマット等
衣類

バイオプラスチック繊維と
石油系繊維の混紡など

ＰＴＴ／ＰＡ、バイオＰＥｓ／Ｐ
ＥＴ

フロアマット等
ルーフなどの表皮

実用化されている主要なバイオマスプラスチックの分類
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主要なバイオマスプラスチック

種類 製造法 主要会社

ＰＬＡ トウモロコシ等のデンプンを糖化し、
乳酸発酵

ネイチュアワークス、ユニチカ、
カネボウ、三井化学など

ＰＣ 植物由来イシソルバイドの重合 三菱ケミカル、帝人など

ＰＥ サトウキビ由来のバイオエタノールか
ら合成。その他

プラスケン（ブラジル）など

ＰＰ 上記の余剰物をガス化してメタノール
等経由で合成。その他

プラスケンなど

ＰＥｓ グルコースからバイオエチレングリコ
ール経由で合成

ＰＴＴ ポリトリメチレンテレファタレートから
合成

旭化成、デュポン他

ＰＡ１１ ひまし油アミノウンデカン酸経由で合
成

アルケマ（仏）

ＰＵ 大豆由来あるいはひまし油由来のポ
リオールから合成
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繊維の種類 主要製造または検討メーカー

ＣＮＦ（セルロースナノ
ファイバー）
＊特殊ナノファイバー

王子ホールデイング、日本製紙、大王製紙、中越パル
プ、第一工業製薬、北越紀州製紙、花王
＊パナソニック

ケナフ繊維 トヨタ紡織

竹繊維 三菱自動車、中越パルプ、ＣＩＥＮ

セルロース繊維 トヨタ車体

合成蜘蛛の糸繊維 スパイバー

主要な複合材料用バイオマス繊維

ＣＮＴ（カーボンナノチュ
ーブ）

グラファイトのシートを丸めた構造の直径1～数十nmの
円筒状物質。電界放出ディスプレイ（FED）の電極やト
ンネル顕微鏡の針として使われている

参考
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２． バイオマスプラスチックの各論
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２．１ ポリ乳酸（PLA）樹脂、繊維
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【ポリ乳酸樹脂とは】
植物由来プラスチックとして知られているポリ乳酸（Polyactic Acid、Polyactide：
PLA）は、トウモロコシ、イモ類、サトウキビなどの植物から取り出したでんぷんを

酵素の働きでグルコースにし、それを乳酸発酵して得られた乳酸をモノマーとして
重合させて合成したポリマー。
乳酸には、L-体とD-体の二つの光学異性体があるが、L-体の乳酸から得られる
ポリマーの方が優れた特性を示すため、L-乳酸が合成原料になっている。

【ポリ乳酸樹脂の成形】
PLA樹脂はABS樹脂に比べ、耐熱性や耐久性、強度が弱い。
しかし、結晶化によって、強度と耐熱性を得ることが可能。PLA樹脂が結晶化する
には110℃±10℃と高温の状態が必要で、なおかつ結晶化が終わるまで長時間
かかる。そのため射出成形金型を使ってPLA樹脂を結晶化するには緻密な温度
コントロールが必要になる。

【ポリ乳酸樹脂の特性】
透明性が高く、剛性および引張強度も高いが、耐熱性と耐衝撃性が低い。

また、環境中での水分により加水分解を受け、低分子化し、微生物によって最終
的に水と二酸化炭素に分解されるという特性がある。

２．１．１ ポリ乳酸樹脂
MTO技術研究所



２．１．２ ポリ乳酸樹脂の製造方法

ポリ乳酸（PLA）は、現在もっとも普及
しているバイオプラスチックです。
トウモロコシなどの原料を発酵すること
によって乳酸を製造し、これを重合して
ポリ乳酸（PLA）を製造します。

ポリ乳酸

PLA Ｐｏｌｙ Ｌａｕｔｅｃ Acid

MTO技術研究所



【代表的な用途例】
・食品と接する食品用トレイ、
農業用フィルム、レジ袋
・家電製品の部品、自動車部品
・携帯電話、パソコンの筐体
・3Dプリンターの材料

２．１．３ ポリ乳酸樹脂の用途例

マツダのＰＬＡステレオコンプレックス
＊内装材（８０％以上の植物度維持）
通常のＰＬＡより耐熱性が40℃高く（２
１０℃）、耐摩耗性、難燃性良好

3Dプリンター品
ユニチカ

ＮＥＣ

MTO技術研究所



植物由来プラスチックである「ポリ乳酸」を50％以上使用した環境低負荷型プラス
チック容器を開発

２．１．４ 資生堂のＨＤＰＥ／ＰＬＡ積層容器ＵＲＡRA

MTO技術研究所



用 途
衣料用途としてTシャツやユニフォーム等、生活雑貨用途にも幅広く展開されている｡
生分解性を利用した、農業用シートや園芸ネットなどにも利用されている｡

２．１．５ ポリ乳酸繊維（とうもろこし繊維）

製造方法

乳酸発酵を経て得られる乳酸を重合後、ポリ乳酸樹脂とし熱をかけて溶融させ繊
維化する（溶融紡糸法）。同じく溶融紡糸で製造されるナイロン、ポリエステル等と
同じ設備が使用可能だが､融点（約170℃）以下での温度管理が非常に重要であ
る｡特 徴
１．人間の体内にも存在する乳酸を原料とするため､生体適合性のある安全な素材
２．ナイロンとポリエステルの中間のヤング率を示し､ソフトで清涼感のある風合い
を持つ。

３．.環境負荷が非常に小さい｡土中に廃棄後、2年から3年で分解される｡
４.ポリエステル、ナイロン等に比べ融点が低いので、アイロン等の取り扱いには注
意を要する｡

使用後廃棄しても土中や水中の微生物の栄
養源として利用され､最終的には水と炭酸ガス
（ＣＯ2）に分解される

MTO技術研究所



トヨタのラウムのフロアマット

２．１．６ ポリ乳酸繊維の用途例

三菱のｉ（アイ）のフロアマット
PLA繊維とナイロン繊維の撚糸

MTO技術研究所



２．２ バイオポリカーボネート

MTO技術研究所



DURABIO™（デュラビオ™）は、三菱ケミカルが開発した植物由来のイソソルバイ
ド（イソソルビド）が主原料のバイオエンジニアリングプラスチック

２．２．１ デュラビオ（ＤＵＲＡＢＩＯ）－１

・耐衝撃性・耐熱性・耐候性など：
従来のＰＣより優れている。
・発色性、透明度が高い（光線透過率９２％）
⇒顔料配合だけで、つややかな光沢のあ
る表面に仕上がる。
・表面が堅くて丈夫⇒擦り傷が付きにくく、
塗装工程不要。
⇒塗料から出るVOC（揮発性有機化合
物）排出をゼロにできる。

MTO技術研究所
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２．２．２ デュラビオ（ＤＵＲＡＢＩＯ）－２

スズキの新型軽乗用車『ハスラー』
の内装樹脂カラーパネルに採用
（2014/01発表）

新型『ロードスター』の内装意匠

部品に採用（2015/01発表）

MTO技術研究所
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２．２．３ デュラビオ（ＤＵＲＡＢＩＯ）－３

量産車の外装意匠部品にも採用。

MTO技術研究所



2017/12/22に発売したロードスターRFの後方窓枠
などの外装パネルに三菱化学のデュラビオを採用。
（朝日新聞2016/12/15)

20

１０）

２．２．４ デュラビオ（ＤＵＲＡＢＩＯ）－４

（加工技術はマツダが検討）

外装パネルとしての性能

MTO技術研究所



帝人の 「ＰＬＡＮＥＸＴ®ＳＮ４６００」は高い耐ガソリン性・成形性を持つバイオプラスチック（ＰＣ）
フィルム。
スマートエントリシステム用ドアトリムハンドルに対応（真空蒸着）（成形は宏機製作所＊）。

２．２．５ 「ＰＬＡＮＥＸＴ®ＳＮ４６００ フィルム

21
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２．３ 蜘蛛の糸繊維、複合材料
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スパイバーが開発した合成クモ糸繊維。アミノ酸配列の違いで、機械特性に差がある。

スパイバー株式会社が、合成の蜘蛛の糸繊維「ＱＵＭＯＮＯＳＵ」を開発。
スパイバーでは、企業と共同でクモの糸をベースとした新素材のデザインシステ
ムの開発及び量産技術の開発を行っており、世界初の実用化を目指している。

バイロイト大学で、フィルム化。PE、PP、PETフィルムと比較して、空気透過度
が低く、水蒸気透過度が非常に高いとの結果。
（European Plastic News 2011年5月号 P14）

MTO技術研究所
２．３．１ 蜘蛛の糸繊維

中国の研究グループが「遺伝子置き換えでクモ糸タンパク質を高割合
で含むシルク繊維を大量生産」（）



クモが生成する牽引糸は、アラミド繊維や炭素繊維に匹敵する強度であり、
ナイロンなどを上回る伸縮性、300℃を超える耐熱性を持っており、比重は1.2前後
（炭素繊維が1.8程度）と非常に軽量である。また、石油を原料とせず、生分解性で
あり、再資源化が可能で環境に優しい新素材としての実用化が期待されている。

クモの糸繊維

２．３．２ 蜘蛛の糸繊維ＱＭＯＮＯＳ－１

スパイバー㈱カタログから
http://spiber.jp/jp/product.html

MTO技術研究所



蜘蛛の糸 牽引糸の分子構造

MTO技術研究所

スパイバー㈱カタログから

２．３．３ 蜘蛛の糸繊維ＱＭＯＮＯＳ－２



Spiberの
講演資料から

MTO技術研究所
２．３．４ 蜘蛛の糸繊維ＱＭＯＮＯＳ－３



蜘蛛の糸繊維のタフネス

MTO技術研究所

スパイバー㈱カタログから

２．３．５ 蜘蛛の糸繊維ＱＭＯＮＯＳ－４



クモ糸繊維の製品化の流れ

クモ糸素材の人工合成ライン。微生物にクモの遺伝子
を組み込み、培養する

スパイバー㈱資料から

MTO技術研究所２．３．６ 蜘蛛の糸繊維ＱＭＯＮＯＳ－５

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7_YT4_uXOAhVKlJQKHbuqCoAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblogs.yahoo.co.jp%2Fzudonosan%2F35267338.html&bvm=bv.131286987,d.dGo&psig=AFQjCNHqE--8C7om-OH9QlJDxaDDYyMqgw&ust=1472538324653107
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikw6Of_-XOAhUDJZQKHZ5fAm8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.nikkei.com%2Farticle%2FDGXNZO55429530U3A520C1TJ1000%2F&bvm=bv.131286987,d.dGo&psig=AFQjCNHqE--8C7om-OH9QlJDxaDDYyMqgw&ust=1472538324653107


人口蜘蛛の糸を使った車のシート（トヨタ）

MTO技術研究所２．３．７ 蜘蛛の糸繊維ＱＭＯＮＯＳ－６



ボビンに巻き取った合成クモ糸繊維。着色も自在

「QMONOS®」を使って織ら
れたドレス。鶴岡の絹織物企
業も制作に協力した

クモ糸繊維ＱＭＯＮＯＳの用途例

「QMONOS(TM)」を表地に
使用したアウターウェア
「MOON PARKA」

スパイバー㈱資料から

MTO技術研究所
２．３．８ 蜘蛛の糸繊維ＱＭＯＮＯＳ－７



蜘蛛の糸繊維の用途分野

MTO技術研究所

スパイバー㈱カタログから

２．３．９ 蜘蛛の糸繊維ＱＵＭＯＮＯＳ－８



＊クモの糸よりも頑丈な天然繊維が発見される。それは…ミノムシの糸？
2018年末ごろからミノムシ糸は注目されていたが、農研機構がミノムシ糸.の強

度の科学的解明に成功。（２０１９／４）
蜘蛛（オニグモ）の糸と比較して破断強度１．８倍、タフネス２．３倍、ミノムシの糸
は結晶領域と非晶領域が周期的に繰り返した秩序性階層構造をもち、その秩序
性はカイコやクモの糸に比べて圧倒的に高いことが判明。この秩序性階層構造の
おかげで、引っ張ったときも糸に働く応力が個々の結晶にまんべんなく分散するた
め、硬い性質を発現する。

２．３．１０ ミノムシの糸繊維－１
MTO技術研究所



２．３．１１ ミノムシの糸繊維－２ MTO技術研究所



２．４ CNF(Cellulose Nao Fiber)

およびCNF複合材料

MTO技術研究所



セルロースナノファイバー（以下CNF）は、木を構成する繊維をナノレベルまで
細かくほぐすことで生まれる最先端のバイオマス素材。

植物繊維由来であることから、生産・廃棄に関する環境負荷が小さく、軽量であ
ることが特徴で、弾性率は高強度繊維で知られるアラミド繊維並に高く、温度変
化に伴う伸縮はガラス並みに良好、酸素などのガスバリア性が高いなど、優れ
た特性を発現。

２．４．１ ＣＮＦ（セルロースナノファイバー
MTO技術研究所



２．４．２ ＣＮＦ（セルロースナノファイバーの物性
MTO技術研究所



２．４．３ ＣＮＦ（セルロースナノファイバーの製造方法
MTO技術研究所



２．４．４ 一般的なＣＮＦナノ化技術
MTO技術研究所



２．４．５ ＣＮＦ複合材料の製造技術

京都市産業技術研究所の方法（京都プロセス）

MTO技術研究所



２．４．６ ＣＮＦ（セルロースナノファイバーの用途
MTO技術研究所



二酸化炭素削減を目的とし、セルロースナノファイバー（CNF）を複合化した樹脂材

料で部品を試作し、自動車に搭載することで、複合樹脂～最終製品までの一連の
流れを俯瞰した、性能評価・検証を実施する。

２．４．７ ＮＣＶ（Ｎａｎｏ Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ Ｖｉｃｈｃｌｅ）プロジェクト－１

MTO技術研究所

本プロジェクトの詳細は別資料参照



トヨタ自動車の小型スポーツカー「86」の鋼を主体とするボディーを、可能な限り
CNFを使った部品（CNF製部品）に置き換えたコンセプトカー
「CNF製スポーツカー８６」を開発。

２．４．８ ＮＣＶプロジェクト－２

MTO技術研究所

https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00385/00001/?SS=imgview&FD=-130192342


発泡ＰＵの芯材材の上下をＣＮＦペーパーとエポキシの複合材の内
皮、外皮で挟んだ構造

「CNF製スポーツカー86」の フード（金沢工業大学）

２．４．９ ＮＣＶプロジェクト－３
MTO技術研究所



「CNF製スポーツカー86」のトランクフード（利晶工業）

２．４．１０ ＮＣＶプロジェクト－４

「CNF製スポーツカー86」の
トランクフードロア
（ダイキョーニシカワ

トランクフードロアはＣＮＦ複合樹脂
（ＣＮＦ５％を含むＰＡ６を２倍に発泡
成形

ＣＮＦ１００％パネル（、紙ハニカム／
CNFサンドイッチパネル

MTO技術研究所



芯材にアルミ合金管を使用しないＣＮＦ構造材

アルミ合金管にＣＮＦシートを巻きつけて作る

「CNF製スポーツカー86」の ルーフサイドレール、その他（昭和丸筒）

２．４．１１ ＮＣＶプロジェクト－５
MTO技術研究所



ＣＮＦ添加ＰＰのブロー成形。ＣＮＦ添加でブロー
成形の再利用性を５回から１０回に向上。

「CNF製スポーツカー86」の シートバック

２．４．１２ ＮＣＶプロジェクト－６
MTO技術研究所



「CNF製スポーツカー86」の ドアトリム

２．４．１３ ＮＣＶプロジェクト－７

ＰＰ／ＣＮＦ１０％
のドアトリム

MTO技術研究所



「CNF製スポーツカー86」の インテークマニホールド－１

２．４．１４ ＮＣＶプロジェクト－８

ＰＡ６／ＣＮＦ１５％のインテークマニホールド

MTO技術研究所



「CNF製スポーツカー86」の ブロー成形デッキボード－２

ＣＮＦ１０％のデッキボード（キョーラク） 不織布一体成形

２．４．１５ ＮＣＶプロジェクト－９
MTO技術研究所



「CNF製スポーツカー86」の エンジンカバー－１

２．４．１６ ＮＣＶプロジェクト－１０
MTO技術研究所



パナソニック株式会社は、植物由来のセルロースファイバーを55%以上の濃
度で樹脂に混ぜ込むことが可能となる複合加工技術を開発した。また、本開
発の材料を用いた独自の成形技術により、素材のもつ自然感を活かす意匠を
表現することに成功した。繊維の太い部分を残しつつ、先端のみをナノファイ
バー化している

２．４．１７ パナソニックのセルロースファイバー１

水を使用せず、溶融した樹脂中でパルプを解繊する「全乾式プロセス」を開
発。また、セルロースファイバーを55%以上樹脂に混ぜ込む複合加工技術、
白色の成形材料の生成を可能にする混練技術の開発に成功。これらの技
術により開発した白色の高濃度セルロースファイバー成形材料は着色自由
性が高く、また独自の成形技術により、着色剤なしでも、素材そのものを褐
色化させることで色むらを制御する成形が可能となり、木質感などの高いデ
ザイン性を実現できる。

2018年8月に発売したコードレススティック掃除機MC-SBU820J／MC-

SBU620Jで採用した。

MTO技術研究所



２．４．１８ パナソニックのセルロースファイバー２
MTO技術研究所



２．４．１９ パナソニックのセルロースファイバー３
MTO技術研究所



２．４．２０ パナソニックのセルロースファイバー４

応用例

タンブラー

掃除機

MTO技術研究所



３．その他のセルロース繊維複合材料
（木材、竹、ケナフ、麻など）

MTO技術研究所



３．１ バイオプラスチック「漆ブラック」の表面に、蒔絵印刷

MTO技術研究所



トヨタ車体はポリプロピレン（ＰＰ）木粉繊維を複合した材料の意匠性を高めた
素材「加飾ＴＡＢＷＤ（タブウッド）」を開発。

３．２ 加飾木粉繊維複合材料
MTO技術研究所



３．３ 木質繊維複合材を用いた自動車車

フィンランドの製紙メーカーＵＰＭが大学と共同で、コンセプトカーＢｉｏｆｏｒｅ

ほぼすべての外板にＵＰＭＦｏｒｍ（木質セルロース）を用いたバイオプラスチッ
ク採用。室内のウッドパネルは熱成形木材を使用。
（フレーム：鋼管とｾﾙﾛｰｽ/ＣＦ繊維複合材、ドアミラー、ランプ等：ＣＦＲＴＰ）
同サイズの車より約１５０ｋｇ軽量化。

MTO技術研究所



『三井化学は、木くずからプラスチック作る技術確立』
＝大腸菌が一役、自動車部品に＝

バイオマス（生物資源）を活用した化学製品の開発が加速してきた。三井化学は、木
くずやサトウキビの搾りかすからプラスチック製品を作る最新技術を確立し、量産化
に向けた大型の実証装置を設置した。2012年にも、自動車のバンパー向けなどに商

業販売を目指す。新興国の台頭で中長期的には原油価格の上昇が見込まれる中、
化学業界にも脱石油の動きが広がってきた。
（０９／１２／２９ 時事）

３．４ その他の木質繊維複合材

『長岡技術科学大学と大阪府立大学、財団法人バイオインダストリー協会の研究グ
ループ』は、稲わらなどの食用にならない植物繊維（セルロース）を従来の5倍の効率
で分解する酵素を開発した。

『富士ゼロックス』は木質系セルロースを原料とするバイオプラスチックをオフィス複合機
に大量採用できる成形技術の実用化にめどをつけた。
他の樹脂と混合してもセルロースを４０％以上含有できる。
セルロースは水素結合が強くて弾性率が高く、水で変形しやすいため射出形成が
難しい。同社はセルロースの性質に合わせた射出条件を見いだした。金型設計も
見直し、強度があるセルロースの成形品の製造を可能にした。

2015/3/3

MTO技術研究所



３．５ 三菱自動車の竹繊維複合材料－１

竹をある特殊な機械（未公表）で粉砕・解繊《VOC（揮発性有機化合物）等の発生を抑制》

→PBS（ポリブチレンサクシネート）樹脂に複合化（植物度８３％）

→ポリウレタン樹脂に複合化（植物度60％）

「iMiEV」の実証走行試験車のテールゲートトリムに採用

→熱プレス成形

課題：加水分解抑制剤が高価、耐熱性が低い

→竹繊維にバインダ樹脂を添加してマット化し，そのマットを金型に敷き詰めて，
RIM成形

課題：生産速度が遅く，製造コストがアップ

→狙う用途は，ドアトリム基材，シート背板，天井材など

（１）

（２）

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20081128/162071/

MTO技術研究所



３．６ 三菱自動車の竹繊維複合材料－２

竹繊維/PBS樹脂複合材料の
成形試作品

竹繊維/植物由来ウレタ
ン樹脂複合材のドアトリ
ム試作品

竹繊維/植物由来ウレタ
ン樹脂複合材の試作品
表面

二酸化炭素排出量約51％削減

二酸化炭素排出量約28％の削減

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20081128/162071/

MTO技術研究所



竹の紙 強くてしなやか

３．７ 中越パルプの竹繊維ナノファイバー
MTO技術研究所



特徴：
１．光をあてると琥珀色のあたたかい色合いの中で竹繊維がまばらに浮かび上がります。
２．焼却処分できる
３．二酸化炭素の排出削減

項目 単位 ＢａＦＲＰ ポリカーボネート

引張強さ MPa 40～60 50～70 

引張弾性率 MPa 2400～2800 1900～2400 

曲げ強さ MPa 40～100 80～120 

曲げ弾性率 MPa 1400～1600 2200～2600 

３．８ CIEN㈱の竹繊維FRP(BａFRP)

竹繊維強化熱可塑性樹
脂の開発は同志社大学
等で行われている。

http://www.hit-co.jp/bafrp.html

MTO技術研究所



『奈良県森林技術センタ』ーは竹８割のプラスチック開発。
木材を使用したプラスチックよりも加工しやすく、プラスチックの割合を抑えられる。
メリットがある。環境に配慮した素材として、自動車の内装や家電の部品としての
活用も期待できるという。シヤチハタ」は印肉ケースを販売。
自動車メーカーから共同研究の申し入れもある。

３．９ 竹繊維 その他の情報

MTO技術研究所



ケナフ60／PP40質量％のドアイナーパネル
のアッパー基材を射出成形で製造。
（表皮材なしで使用？）

ケナフを粉砕（直径が約5mm）し，PPの粉末などと混ぜて造粒。PPと同様に射出成形。
（ケナフとPPを均一に分散させ，相溶化した状態にすることで通常のPP並みの流動性確保）。
ケナフ/PPの射出成形品は，PP単体の射出成形品に対し，剛性に優れ，成形後の収縮
率が小さいといった特徴がある

３．１０ トヨタ紡織のケナフの利用

同エアクリーナケース

ケナフとポリ乳酸（またはＰＰ）を原料
とするドアトリム。
ＴＰＯ表皮材で加飾ケナフ/PLA

TPO表皮

１．ケナフ／PLA基材＋TPO表皮材

２．ケナフ／PP成形品

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/FEATURE/20090928/175730/

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090529/171000/

MTO技術研究所



亜麻とテンサイを素材としたサンドイッチ構造の板を車のシャシ、ボディ、内装す
べてに使用。4人乗りで車両重量はわずか310㎏

図４－２０ その他の自動車ボディパネル－２

３．１１ アイントホーフェン工科大学（オランダ）の
植物から作る本物のエコカー

MTO技術研究所



BMW５シリーズのドアパネル

３．１２ 麻繊維複合材料

オランダのHEMP社の麻の不織布
（堀江工業が輸入）

MTO技術研究所



バイオマス材料の自動車部品
への検討・採用状況

本項目は、２０１０年前後頃に各自動車メーカーが、バイ
オマス材料の検討・採用に注力した時点でまとめた資料
で、その後、継続発展の情報が乏しいので、原則、その
まま掲載する（一部省略）
今後、再度検討が進むことを期待している。

MTO技術研究所



自動車部品に検討・採用されているバイオマス材料

・（ＰＬＡおよびＰＬＡ／石油系樹脂）／繊維
アロイ（各社）
・ＰＬＡステレオコンプレックス（Ｍａ）
・ケナフ繊維強化ＰＬＡ（Ｔｏ）
・ジュート、ＰＴＴ繊維強化ＰＬＡ（Ｍi）
・ケナフ繊維強化ＰＰ（Ｔｏ）
・竹繊維強化ＰＢＳ（Ｍｉ）
・竹繊維強化ＰＵ（植物油由来 ポリオール
使用） （Ｍi）
・ＰＵ（植物油由来ポリオール使用）
フォーム（Ｔｏ､Ｍｉ）
・セルロース充填ＰＰ（Ｔｏ）
・ケナフ繊維強化リグニン熱硬化樹脂（Ｔｏ）
・液状化木材フェノール（Ｍｉ）
今後
・セルロース系バイオマスからのエタノール
から作るバイオPP

・エンジンルム内用バイオ樹脂(Mi)

・バイオＰＣの内装、外装（Ｓu、Ｍa）

・ＰＬＡファブリック（Ｔｏ、Ho)

・バイオPEファブリック（Ｍｉ、Ｔｏ）
・PLA/PA6他ファブリック（Ｍｉ）
・ＰＬＡステレオコンプレックス（Ma）
・植物由来のPEｓ/石油系PETファブリック
（Ｔｏ）
・PTTファブリック（Ｍｉ、Ｈｏ)

・ひまし油由来ＰＡ１１ファブリック（Ｍｉ）

・バイオ加飾フルム
・バイオ塗料（内装用）
・バイオ塗料（外装用）
・バイオインキ

基材 表皮材

Ｔｏ：トヨタ、Ｍｉ：三菱、Ｈｏ：ホンダ、
Ｍａ：マツダ、Ｓｕ：スズキ

MTO技術研究所



１．ラウム(2003/05)

・ＰＬＡ繊維：フロアマット、
・ケナフ繊維強化PLA：スペアタイヤーカバー
２．SAI(2009/10) 室内表面積の６０％をエコプラスチック化
・ケナフ繊維強化PLA：ドアトリムオーナメント。１００％植物由来
・植物由来のPEｓ/石油系PET表皮材の天井、サンバイザー、ピラーガーニッシュ
・石油系PET表皮材/PLA：トランクマット、トランクトリム、トランクドアトリム
・ひまし油由来のポリオール/イソシアネートのPUF：シートクッション
・PLA/PP：カウルサイドトリム、スカッフプレート、ツールボックスなど
３．2011 レキサス
・ラゲッジトリムの表皮にバイオPET（PLA）（基材材PBT)

３．SAI(2011) 室内表面積の６０％をエコプラスチック化
３．コスム（1人乗り電気自動車） ［トヨタ車体〕
・ケナフ繊維充填したケナフから抽出のリグニンの熱硬化性樹脂：
外板試作

４．試作、展示 ［トヨタ車体〕
・ケナフ繊維強化PP（ケナフ６０Wt%)：エアクリーナーケース
５．製品化検討 ［豊田合成〕
・セルロース充填PPによる内装部品の製品化。2011年目処。
６，その他
・ルーフヘッドライニング、サンバイザー、ピラーの表皮に植物由来のPEｓ（基材PBT)

バイオマスプラスチックの自動車部品への利用（トヨタ系）－１
MTO技術研究所



（第41回東京モーターショー）

植物度４０％の樹脂使用の
ラジエータータンク（日本電装）

植物度１００％のケナフ／PLAの基材
を用いたドアトリム（？表皮後貼り）

（豊田紡織）

バイオマスプラスチックの自動車部品への利用（トヨタ系－２）

MTO技術研究所



A カウルサイドトリム
B ドアスカッフプレート
C フィニッシュプレート
D トランクマットの不織布表皮
E トランクトリム（フロント・サイド）の不織布表皮
F トランクドアトリムの不織布表皮
G ツールボックス
H 天井の表皮
I サンバイザーの表皮
J ピラーガーニッシュの表皮（フロント・センター・リヤ）
K ドアトリムオーナメントの基材（フロント・リヤ）
L 運転席クッションパッド

エコプラスチック製表皮材を活用
した天井、ピラーガーニッシュ、
サンバイザー

SAIの室内表面積の６０％を
エコプラスチック化

トヨタ自動車「SAI」に採用されたエコ材料－１

11年には内装部品の表面積80％に
エコプラスチックを採用した車両を
投入する予定。

バイオマスプラスチックの自動車部品への利用（トヨタ系－３）

MTO技術研究所



原料 開発 ・ 採 用部品

植物系 石油系 使用部位

トヨタ自動車エコプラスック
製表皮材

（トヨタ自動車、東レと共同
開発)

植物由来

ポリエステ
ル

ＰＥＴ

（ポリエチレン

テレフタレート）

天井 H

サンバイザー I

ピラーガーニッシュ J

（フロント・センター・リヤ）

表 皮

（繊維部分）

＜今回新たに量産化した植物由来内装部品＞

原料 開発 ・ 採 用部品

植物系 石油系 使用部位

エコプラスチック製基材

(トヨタ自動車、東レと共

同開発)

ケナフ繊維､

ポリ乳酸

ー ドアトリムオーナメント K

（フロント・リヤ）

基材

＜今回新たに開発した植物由来内装部品＞

トヨタ自動車「SAI」に採用されたエコ材料－２

バイオマスプラスチックの自動車部品への利用（トヨタ－４）

MTO技術研究所



原料 開発 ・ 採 用部品

植物系 石油系 使用部位

エコプラスチック製射出材

(トヨタ自動車と住友化学
が開発)

ポリ乳酸 ＰP（ポリプロピ
レン）

カウルサイドトリム A

ドアスカッフプレート B

フィニッシュプレート C

ツールボックス G

全体

エコプラスチック製表皮材
（不織布）

(トヨタ自動車と東レが開
発)

ポリ乳酸 ＰＥＴ

（ポリエチレン

テレフタレート）

トランクマット D

トランクトリム E

（フロント・サイド）

トランクドアトリム F

不織布表皮

（繊維部分）

エコプラスチック製フォー
ム材

(トヨタ自動車、三井化学
と共同開発)

ひまし油由
来ポリオー
ル

ポリオール、

イソシアネート
(架橋剤)

運転席クッションパッドL クッションパ
ッド

＜そのほかSAIに採用されている主な植物由来内装部品＞

トヨタ自動車「SAI」に採用されたエコ材料－３

バイオマスプラスチックの自動車部品への利用（トヨタ系－５）

MTO技術研究所



トヨタ自動車の新「SAI」に新たに採用されたエコ材料－１

2011年/1月に内装部品の表面積80％
にエコプラスチックを採用したSAI改良
車両を投入した。また、フロントグリル、
ドアパネルにメッキモール、センターク
ラスターに木目加飾を採用

MTO技術研究所

バイオマスプラスチックの自動車部品への利用（トヨタ系－６）

天井、サンバイザー、ピラーガーニッシュの表
皮などにデュポンのＰＴＴ（ポリトリメチレンテレ
フタレート）繊維が採用された

PLA/PP：スカッフプレート



ケナフ/PPアロイの射出成形品。
（ケナフ60質量％，PP40質量％）
PP単体の射出成形品に比べて，
剛性に優れる，成形後の収縮率
が小さい

製造工程：
ケナフ（アオイ科フヨウ属の植物）を直径が5mmぐらいになるまで粉砕
→ポリプロピレン（PP）の粉末などと混ぜてコンパウンド
→そのコンパウンドから射出成形用の材料となるペレットを製造
→このペレットを用いて部品の射出成形

２００９年東京モーターショで展示されたトヨタ紡織のエコ材料部品

MTO技術研究所



PTT樹脂の原料である1,3-プロパンジオールは、植物から製造できます。
また、PTT繊維は伸縮性や柔軟性に優れた特性を持つことから、自動車の内装
表皮材に適した植物由来材料として近年注目されています。
このPTT繊維フロアマットは、今秋発売の軽乗用車に採用される予定です。

三菱自動車のグリーンプラスチック－１

フロアマット(i-Miev)

PTT樹脂（ポリトリメチレンテレフタレート）繊維

MTO技術研究所



三菱自動車のグリーンプラスチック－２

・竹繊維と植物由来樹脂であるPBS（ポリブチレンサクシネート）
樹脂を使用した自動車用部材を開発。（愛知県産技研の協力）
・竹は生育が早く、持続的な供給が可能な資源で、入手性に優
れている。（生育地域は日本・中国・東南アジアなど広範囲）
・PBS樹脂は、コハク酸と1,4-ブタンジオールを主成分として作ら
れる樹脂で、コハク酸はサトウキビやトウモロコシなどの糖質
から発酵化学によって製造できる。

竹繊維複合ＰＢＳ（ポリブチレンサクシネート内装部品

MTO技術研究所



三菱自動車のグリーンプラスチック－３

MTO技術研究所



材料 材料内容 部品 採用状況など 植物度 CO２削減 課題

液状化木材フェノール 木粉＋フェノール カップ型灰皿 ディーラー 16% コストダウン
樹脂 オプション 軽量化
PTT繊維 澱粉を糖化し、発酵した1,3-ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ フロアマット パジェロミニ 51%

ｼﾞｵｰﾙと石油由来のﾃﾚフタル酸 （オプション）
竹繊維補強PBSボード 糖を発酵して得られるｺﾊｸ酸と石油 テールゲー i-Miev 51%

由来の1,4-ﾌﾞﾀﾝｼﾞｵｰﾙから重合され トトリム
るPBTを竹繊維で強化

PLA繊維／PA６繊維 澱粉を糖化し、発酵した乳酸を重合 フロアマット I 1st Aniversary 19%
したPLAとPA6の撚り合わせ Edition

植物由来ポリエステル 石油由来／植物由来ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ ｳｵｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌ 開発中 32% 26% 価格
のアロイ ﾌｨﾙﾑ

植物由来ウレタン ひまし油ﾎﾟﾘｵｰﾙを利用したPU ｼｰﾄｸｯｼｮﾝ 開発中 5% 植物度アップ
ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ 20-25%

竹繊維補強PU ひまし油ﾎﾟﾘｵｰﾙとﾔｼ油ｸﾞﾘｾﾘﾝを ﾄﾞｱﾄﾘﾑなど 開発中 28% 価格
用いたPUを竹繊維で補強

PLA射出成型材 ｼﾞｭｰﾄ、ﾎﾟﾘｱﾘﾚｰﾄ繊維などで改良 ﾄﾞｱﾄﾘﾑなど 開発中 85% 価格
したPLA材料 耐加水分解性

複合PLA系繊維 複合PLA ｼｰﾄ生地 開発中 56% 価格
耐加水分解性

三菱自動車のエコ材料部品

MTO技術研究所



PLAパイル植毛：
ピラーガーニッシュ

PLA繊維：ドアトリムPLA（ポリ乳酸）繊維とナイロン繊維
の撚糸『ｉ（アイ）』
特別仕様車「1st Anniversary Edition」

フランクフルトモーターショー(2007/09)出展品

PTT繊維：フロアマット(i-Miev､
ﾊﾟｼﾞｪﾛﾐﾆ)、ＣＯ２５０％削減

竹繊維強化植物由来ＰＢＳ樹脂：
テールゲートトリム(i-Miev)

バイオマスプラスチックの自動車部品への利用（三菱）

MTO技術研究所



竹繊維やひまし油由来ポリオール
などから造ったドアトリム

ポリ乳酸（PLA），ジュート，ポリ
アリレートから造った射出成形部材

２００９年東京モーターショで展示された三菱自動車のエコ材料部品

ひまし油由来ポリオールなどから
作ったポリオールとＰＬＡ複合繊維
で作った表皮材

バイオマスプラスチックの自動車部品への利用（三菱）

MTO技術研究所



植物由来材料であるバイオPE（ポリエチレン）を用いた
フロアマットを、永大化工株式会社、MRCパイレン株式会社
および豊田通商株式会社と共同で開発したと発表した。
同フロアマットは、2012年夏の製品化を予定している。

バイオPEは、サトウキビの廃糖蜜（製糖時に発生する食品
廃材）を原料とする植物由来樹脂

バイオマスプラスチックの自動車部品への利用（三菱）

液状化木材フェノール：カップ型灰皿他

MTO技術研究所



・自動車内装用バイオファブリックの開発に取り組み。
・その成果として、トウモロコシを原料にして発酵させ製造した、自動
車用世界初のPTT（ポリトリメチレンテレフタレート）樹脂による表皮
材、「Hondaバイオファブリック」を開発。その風合いと耐久性を活
かし、シート表皮、ドアライニング、コンソールトレイ、アームレスト
など直接触れる主な部位に採用。
・また、トウモロコシなど植物性バイオマス由来のPLA（ポリ乳酸）繊
維を、ルーフライニングやフロアカーペット、トランクライニングなど
に採用。
・内装の繊維表皮すべてに植物系素材を使用しています。

ホンダのバイオファブリックなど

MTO技術研究所



１．２００６／
・ＰＬＡ／ＰＰ：内装部品試作
２．プレマシーハイドロジェンＲＥハイブリッド
（07/10のモーターショー）
・ＰＬＡステレオコンプレックス内装材（８０％以上の植物度維持）：
ロアパネル、フロントコンソール、グローブリッド
通常のＰＬＡより耐熱性が40℃高く（２１０℃）、耐摩耗性、
難燃性良好
・ＰＬＡステレオコンプレックスファブリック：シート表皮に適する性能
３．
・セルロース系バイオマスを使って生成するエタノールからPPを
製造する技術を開発中

バイオマスプラスチックの自動車部品への利用（マツダ）

MTO技術研究所



マツダは、植物由来の材料からなる、自動車関連商品の材料を「マツダ バイオテ
ックマテリアル（Mazda Biotechmaterial）」というブランドネームで総称し、研究開
発を進めています。

産学官共同開発を通じて、熱や衝撃に強く、美しい外観が得られる射出成形が可
能な植物由来のバイオプラスチックの開発に自動車業界で初めて成功しました。
現在、食糧と競合しないセルロース系バイオマスを原料としたバイオプラスチック
技術開発を行っており、2013年までに自動車への実用化を目指しています。
また、中四国地方に拠点を持つ企業と共同で、自動車シート表皮に適した100%

植物由来のバイオファブリックの開発にも、世界で初めて成功しました。

バイオマスプラスチックの自動車部品への利用（マツダ）

MTO技術研究所



ＰＬＡステレオコンプレックス＊内装
材（８０％以上の植物度維持）
通常のＰＬＡより耐熱性が40℃高く
（２１０℃）、耐摩耗性、難燃性良好

ＰＬＡステレオコンプレックスファブリック
シート表皮として耐えうる耐磨耗、耐候
性、難燃性を備える

バイオマスプラスチックの自動車部品への利用（マツダ）

＊ポリ乳酸の鏡像異性体であるＬ体と
Ｄ体をブレンドすることで、両者が強く引
き合い結びついた結晶ドメインを形成する

MTO技術研究所



バイオマス不飽和PEｓ使用の植
物性FRPと植物性発泡体を組合
せたコンポジットパネル
（２８ｋｇ→２１ｋｇ）に軽量化

バイオマスプラスチックの自動車部品への利用（日産）

MTO技術研究所



バイオマスプラスチック使用における加飾コンセプト

バイオマスプラスチックの通常成形

バイオマスプラスチックの一次加飾、二次加飾

高品位の見栄え、感触困難

見栄え、感触の向上

低植物度の材料の組合せ
・バイオマス樹脂と石油系材料のアロイプラスチック使用
・バイオマス樹脂にバイオマス/石油系ファブリックの貼合
・バイオマス樹脂成形品に従来の塗料で塗装

高植物度の材料の組合せ
・植物度１００％のバイオマス樹脂の金型表面高品位転写成形
・植物度１００％のバイオマス樹脂に植物度１００％のファブリック貼合
・バイオマス樹脂成形品にバイオマス塗料で塗装

オールバイオオレフィン化

・一般的には
通常の加飾
技術が適用
・材料はﾓﾃﾞｨ
ﾌｧｲ必要

MTO技術研究所



基本的には下記のような通常の加飾技術が利用できると思われる。
（多少のモディファイは必要）

１．金型表面高品位転写成形

２．フィルム貼合、転写成形

３．ファブリックなどの貼合成形

４．塗装、印刷、蒸着などの二次加工

バイオマスプラスチック使用におけるの加飾技術

MTO技術研究所



１．サカタインクス OIB 10
ポリ乳酸フィルムを主対象とした表刷り用インキ。メインバインダーにはバイオマス
由来の素材として植物由来の樹脂を使用。

バイオマスインキ、着色剤マスターバッチ

２．ダイサン 大豆インキ
大豆インキはインキ中の石油溶剤系の一部を大豆に置き換えたもので、
米国大豆協会による大豆の消費拡大と環境への配慮から開発されました。
■環境に優しい大豆インキ
（1）大気汚染の原因となる揮発生溶剤（VOC）が少ない。
（2）印刷物の再生処理がしやすい。
（3）廃棄物処理が簡単。

３．大日精化
生分解性樹脂用カラーマスターバッチ「アースリーマスター」

４．東洋紡
ポリ乳酸使用の成形材料用ＭＢ「バイロエコール」

MTO技術研究所


