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セルロースナノファイバー

日本は世界でも類いまれなる森林大国。国土の７割を森林が占め、

その形状や特徴的な物性により、フィルター部材、高ガスバリア包装

今でも先進国ではトップクラスの緑の国土を誇っている。そんな身近

部材、エレクトロニクスデバイス、食品、医薬、化粧品、ヘルスケア

な「木」という天然資源が、いま夢の材料として大いに注目され始

など様々な分野において利用が期待されている。特徴としては、

めている。植物の構造の骨格を成している基本物質「セルロース」を

１．軽くて強い

ほどいて再構成した繊維材料、それが「セルロースナノファイバー」

２．超極細の繊維（繊維幅約３nm）

（略称ＣＮＦ）だ。
「セルロースナノファイバー」は、炭素繊維（カー

３．比表面積が大きい

ボンファイバー）の６分の１程度のコストで、車のボディから家電製

４．熱による寸法変化が小さい

品まであらゆる工業製品の材料になる可能性を秘めている。

５．ガスバリア性が高い

◆強度は鋼鉄の約５倍、熱に強く、プラスチッ
クよりも軽くて、ガラスのように透明

６．水中で特徴的な粘性を示す

まず、材料力学的な特性。軽

ゲル状の液体状態

ノーベル賞といわれる「マルクス・バーレンベリ賞」を磯貝明東大教

のに、強度は鋼鉄の５倍以上も

授ら日本人研究者３人が受賞。特定の酸化反応を使い、木材繊維を

ある。だからといって硬いわ

20分の１以下のエネルギーでナノレベルまでほぐす方法を発見した

けではなく、しなやかな物性を

ことが評価された。こうした中、とりわけ実用化に熱心なのが製紙会

もっている。軽いため、従来の

社だ。日本製紙は、傘下の日本製紙クレシアからＣＮＦのシートを挟

プラスチック材に配合するだけ

み込んだ大人用紙おむつを発売した。ＣＮＦに含ませた銀などの金属

でも、製品を軽量化することが
酸化炭素排出量の削減にも貢

◆製紙会社が熱心

この分野の研究で世界をリードしているのが日本だ。森林分野の

さは鋼鉄の５分の１しかない

できる。そのため省資源化や二

７．環境にやさしいバイオマス素材

CNF 拡大写真

献する。さらに、熱に対しても強く、線熱膨張率はガラスの50分の
１で、石英ガラスと同等の低さ。透明化できることも大きな特徴だ。

イオンが、不快な臭いを吸着する仕組みで、消臭機能を従来の３倍に
高めた。ＣＮＦを使った商品の発売は世界で初めてだ。販売開始に伴
い、生産体制も強化。これまで山口県岩国市の工場に年間30トンの試
験生産ラインはあったが、生産能力を10倍程度に拡大する方向で検
討している。王子ホールディ

透明化できる理由は、この材料の構造がナノメートルレベルであるこ

ングスは、ＣＮＦを使った透

とにある。赤、青、緑といった可視光の波長は400〜800ナノメート

明なシートを三菱化学と共同

ル程度。これに対して、セルロースナノファイバーの繊維１本の径は

開発した。高温状態でも縮み

４〜20ナノメートルほどしかない。これだけ細ければ、可視光の波

にくく、薄くて折りたためる

はセルロースナノファイバーで散乱せずに透過してしまう。つまり透
明な状態を保てるわけだ。

ため、曲げられる次世代の

◆原料は大量にある材木

えるとして、今後実用化する

少量でよいというのであれば、こうした優れた材料を他にも得るこ

とはできる。セルロースナノファイバーがそうした素材と異なるの
は、原料が大量に存在するという点だ。地球上に広く存在する植物に
原料のセルロースが含まれている。樹木は容積が大きいために原料の
対象として注目されているが、木質だけでなく、茎にも皮にも、ほぼ
同質のセルロースが存在する。つまり、セルロースは植物の構造の基
本を成す物質なのだ。
エネルギーや工業原料などの資源として使われる生物体をバイオマ
スというが、地球上のバイオマス総量は１兆8000億トン。これは、
石油の原油埋蔵量1630億トンの10倍以上の量にもなる。

◆セルロースナノファイバーの特徴

樹木はセルロース分子の集合体であるセルロースナノファイバー

からなる木材繊維で構成されている。セルロースナノファイバーは、

ディスプレーや太陽電池に使
CNF の用途の拡がり

計画だ。

◆技術的な課題は

もっとも、ＣＮＦは夢の素材といわれる分、技術的課題が少なくな

い。たとえば、樹脂とＣＮＦをなじませることは、水と油を混ぜる
ようなもので、高度な技術が求められるという。また、現在の製造コ
ストは１キロあたり数千〜１万円と、炭素繊維の3000円程度より高
い。ただし、価格については量産効果で一気に下がる可能性がある。
実際、2020年ごろには1000円程度まで下がるとの予測があるほか、
潜在的には500円以下に抑えられるともいわれる。
※京都大学生存圏研究所 矢野研究室／日本製紙のホームページより著者改編
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成岡マネジメントオフィスからのメッセージ

クラウドファンディングを研究する

クラウドファンディング（CrowdFunding）とは、群衆（crowd）
と資金調達（funding）を組み合わせた造語。クリエイターや起業家
が製品・サービスの開発やアイデアの実現などの「ある目的」のため
に、インターネットを通じて不特定多数の人から資金の出資や協力を
募る方法。最近、国内で注目を浴びている新しいビジネスモデルだ。
いろいろな運営形態

■今後もっと伸びる
クラウドファンディン
グは寄附ではない

■どのような場合に利用するのか

例えば、あるクリエイターが自主
制作アニメを制作したいとすると、
なぜそのアニメが作りたいのか
どういうアニメを作りたいのか
どういうふうに作っていくのか
資金はいくら必要なのか
といった情報を、プロジェクトとし
てクラウドファンディングサービス
上に掲載する。また、出資をしてく
クラウドファンディングの概要
れた人（支援者）に対して、何かし
らの見返り（リターン）がある場合は、その旨も記載する。
そして、一定期間の間に、プロジェクトに共感した複数人の支援者
が少額ずつ資金を出資・支援し、目的の資金が集まった時点でプロ
ジェクトが成立し、プロジェクトの起案者は、集まった資金を元手に
プロジェクトを実行する。
その際、プロジェクト起案者は、サービス運営者に、集まった金額
の一定金額を手数料として支払う。

■プロジェクトのメリット

製品やサービスのアイデアがあり、制作をするスキルもあるが、そ
のための資金や元手がなかったり、そもそも知名度がないクリエイ
ターや起業家が、クラウドファンディングサービスをはじめとしたプ
ラットフォームを利用することで、資金を集めることができるとい
うのが一番のメリット。また、ソーシャルメディアとの相性もよく、
開発段階から支援者との交流も行えるので、細かなニーズや要望を
キャッチしやすいという点も大
きなメリット。支援者のメリッ
トとしては、今後成長していく
可能性のある製品やサービスに、
インターネットで少額から気軽に
寄付や出資ができるという点や、
「購入型」の場合は、支援額に応
日本型クラウドファンディングの仕組み じたリターンを得られることが大
きなメリットとなる。

クラウドファンディングは、まだまだこれからも伸びていく市場で
あり、日本国内だけでも40以上のサービスがせめぎ合っている。そ
んな中、特定のジャンルに特化したり、明確なコンセプトを設定する
ことで掲載プロジェクトで差別化をはかったりといった工夫がされ
ているものもある。クラウドファンディングを活用して資金調達を考
えているクリエイターや起業家は、自身の実現したい製品やサービス
が、どのクラウドファンディングサービスと親和性が高く、成立の可
能性が高そうかをよく調査した上で、プロジェクトを起案してみれば
いい。意外とエンジェルの少額投資家が多くいる可能性がある。

成功事例

■急成長する「購入型」クラウドファンディング

クラウドファンディング・インダストリー・リポートによると、
クラウドファンディングの４タイプの中でも、「購入型」のプラット
フォーム数は最も多く、世界的に中小企業が資金調達に採用している
ため急成長を遂げているとされている。日本では、購入型と寄付型は
原則的に金融商品取引法の規制対象ではないため参入障壁が低いこと
や、個人や団体・企業が手軽に起案しやすいという特徴から、サイト
の数・調達金額ともに近年急伸している。
「2014年版中小企業白書」
（中小企業庁）では、クラウドファンディングにより「個人が企業に
対して直接出資することが可能になり、様々な理由で金融機関等から
の資金調達が困難であった企業の資金調達の可能性が拡大」するとさ
れている。特に購入型への期待は大きく、大阪府などの地方自治体も
地元の中小企業に対して、クラウドファンディングを用いた資金調達
支援に乗り出している。
購入型の特徴をまとめると、
・誰もがプレーヤーになれる
・双方向のコミュニケーションで、芽生える仲間意識
・ついのめり込んでしまうゲーム性
・魅力的なリターン（特典）
・ファン獲得・PR・マーケティング、思わぬ効果も

■クラウドファンディングの種類

クラウドファンディングは、一般的には支援者に対するリターンに
よって大きく３つの種類に分類される。
寄付型：リターンなし
金融型：金銭的なリターンを伴う
購入型：金銭以外の物品や権利を購入
特に、日本では金融商品取引法の規制などの関係上、購入型が最も
普及しており、アメリカの Kickstarter をはじめ、日本の CAMPFIRE
や READYFOR も購入型になる。

クラウドファンディン
グでの心構え

※朝日新聞サイト・Anipipop などのホームページの情報を元に発行者改編
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株式会社 FUKUDA 様
【社
名】株式会社 FUKUDA
【創
業】1969年（昭和44年）９月
【法 人 設 立】1976年（昭和51年）９月
【資 本 金】1,000万円
【代表取締役】福田 喜之
【事 業 内 容】潤滑油総合卸売り販売及びそれに付帯する一切の業務
【所 在 地】〒607-8170 京都市山科区大宅向山６番地
TEL：075-573-3030
FAX：075-575-1144
http://www.fukuda-lub.co.jp/

1969年（昭和44年）現在の代表者の父親が左京区で創業しまし
た。当時は大阪万博の前年で、モータリーゼーション全盛の時代
にまさに突入しようとしていた時代でした。当初は自動車部品の
小売業も営んでいましたが、その後エンジンオイルの卸売専業と
して飛躍を遂げます。特に、最近ではIBCローリーサービスという
環境負荷を軽減する斬新なシステムを開発。その業績を認められ、

オスカー認定、経営革新、知恵の経営モデル事業、新連携認定な
どを怒涛の勢いで総なめにしています。特に評価の高い IBC ロー
リーサービスは、顧客企業の容器廃棄の削減、容器製造・輸送な
どの CO2削減、エコマークを取得した環境に配慮したサービスの
提供、環境マネジメントの取り組みに寄与、エコカーユーザーな
どに対する付加価値の提供など大きな効果を挙げています。

写真１：
従来は、お客様自身で重い
ドラム缶やペール缶の運搬
や積み下ろし、オイル缶を
持ち上げてオイルを入れる
作業が必要

写真３：
客先店舗にオイルタンクを
無償で設置。身体的な作業
負担が大きく軽減し、従業
員の安全性向上、労働環境
の改善につながる

写真４：
オイル卸売販売業界におい
て初の残量検知システムの
導入によりエンジンオイル
の残量管理や発注の負担を
軽減し在庫切れの不安を解
消

ベンチャーキャピタリスト から

起業家

その10

写真２：
ローリーサービス導入後は、
ローリー車がお客様のもと
に定期巡回し、タンク残量
に応じてエンジンオイルを
補充

への アドバイス

事業計画（続き）

VCや銀行などの金融機関にしても、取引先にしても、きちんと
した事業計画書が存在し、それが実際に経営に活用されている会
社には大きな安心を感じるものです。取引先に対して事業計画書
を出すというのは意外に思われるかもしれませんが、自社の方針
を取引先にも事業計画の形で明示することによって、自社の経営
に対する信頼が得られます。
いつでも渡せる事業計画書が１つあれば、どんな人と会うとき
にも慌てずにすみます。
私はこれまで恐らく1,000を超える事業計画を読んできました。
一番大事なことはその事業計画を経営者自身が真剣に考え、真剣
に実行しようとしているものかどうかです。事業計画の背後には、
製品サービスとマーケットに対する見解があり、ポジショニングと
ビジネスモデルがあるはずです。その上で今あるものに加え、ど

木村美都

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
（JASDAQ 上場 コード 8462）

のような経営資源をどのように調達するのかと、問い掛けます。
計画が生きているなと感じる時があります。計画は本来、常に
変化し、成長するものです。たまに銀行やベンチャーキャピタル
の担当者で実行前に提出された計画に固執する人がいます。経営
者にもそんな人が。確かにコミットメントとしては重要ですが、
計画はその時の方向性を示すものであり、状況や前提条件が変わ
れば変化し、新しいアイデアが生まれれば成長するもので、常に
メンテナンスが必要なものだと考えましょう。
また、膨大な内容の加飾された計画書よりも、できるだけポイ
ントを絞った物の方がわかりやすく実際に使いやすいはずです。
具体的な顧客のニーズや競合リスクを配慮した独りよがりではな
い計画書でしょうか。
たった７ページの計画書で数億円の資金調達に成功し、世界的
大企業にまで成長した企業もあります。その計画書には、「事業
の使命」
「４ヶ月間の目標」
「暫定２カ年の計画案」
「製品」
「市場」
「競合他社」「客層」が書かれていました。
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勉強会のご案内

3月度・4月度

N M O 勉 強 会 京都例会

N M O 勉 強 会 大阪例会

http://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html

http://www.nmo.ne.jp/business/it-osk.html

第183回

日 時：03月09日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です
会 場：COCON 烏丸４階シティラボ内セミナールーム
				 http://www.citylabo-ino.com/
				 （市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車 / 阪急京都線「烏丸駅」
下車すぐ「地下鉄02番出口」より１階正面玄関へ）

講 師：成岡 秀夫（株式会社成岡マネジメントオフィス代表取締役）
テーマ：IoT の活用と成功事例を研究する
				 〜中小企業は IoT にどのように取り組めばいいのか〜
第184回

日 時：04月13日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です
会 場：COCON 烏丸４階シティラボ内セミナールーム
				 http://www.citylabo-ino.com/
				 （市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車 / 阪急京都線「烏丸駅」
下車すぐ「地下鉄02番出口」より１階正面玄関へ）

講 師：久乗 哲氏（税理士法人りたっくす 代表）
テーマ：平成29年度の税制改正の解説
				 〜知らないと損をする中小企業に関連の税制改正を解説〜

第21期（2017年度前期）

成岡秀夫経営塾

マネジメント基本講座シリーズ
時間

13：30〜17：00

場所

 都市下京区烏丸四条 COCON 烏丸ビル４階シティラボ内
京
セミナールームにて

形式

成岡からの講義形式／毎回自由参加

費用

毎回5,000円（テキスト代金・諸費用込み）

定員

10名で先着順／申込後のキャンセルはできません

申込

ホームページ、E メール、FAX、電話にてお申込みください

※６回すべて受講される方は25,000円（ただし前納ください）





スケジュールと内容
講座番号

開講日

曜日

課

題

21-1

2017/4/16

日曜日

決算書・試算表を理解する
～貸借対照表～

21-2

2017/5/14

日曜日

決算書・試算表を理解する
～損益計算書～

21-3

2017/6/18

日曜日

決算書・試算表を分析する
～キャッシュフロー計算書～

21-4

2017/7/23

日曜日

設備投資と資金繰りの基本
～投資判断基準と現実の資金繰り～

21-5

2017/8/20

日曜日

管理会計と財務会計の違いと活用
～収益管理の方法～

21-6

2017/9/10

日曜日

経営計画を作成する
～中期計画を作成する際のポイント～

ぼやぼやしていたらもう２月が終わって桜の便りが聞かれる３月になった。年
度末、学年の終わり、異動転勤、卒業入学など、今までのライフスタイルに切
りがつき、新しい生活が始まる。３月はこの準備と変化の期間だ。この期間を
いかにうまくスムースに変化し、脱皮し、コントロールするかが重要だ。面倒
くさいと感じる人は難しい。なにごとも、変化を楽しいと感じることだ。新し
いことが始まると、ワクワクする感じがないといけない。（な）

第144回

大阪神戸合同例会

日 時：03月14（火）18：30〜20：30
				 …当月は神戸大阪合同例会のため日程は第２火曜日になって
います。ご注意ください。また開始時刻も18：30です。

会 場：神戸市勤労会館（JR・阪急など三ノ宮駅から東へ徒歩５分）
				http://www.kobe-kinrou.jp/shisetsu/kinroukaikan/
index.html
講 師：千田徹夫氏（中小企業診断士）
テーマ：「成功創業者たちの意識と行動」
				 〜ひょうごオンリーワン企業事例に学ぶ〜
第145回

日 時：04月18日（火）19：00〜21：00…第３火曜日です
会 場：大阪産業創造館６F-D 会議室
				 （地下鉄堺筋本町駅徒歩３分）
講 師：今仲 清氏（税理士法人今仲清事務所 所長）
テーマ：平成29年度の税制改正の解説
				 〜知らないと損をする中小企業に関連の税制改正を解説〜

今月の
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書 名：ハイアウトプットマネジメント
著 者：アンドリュー・S・グローブ
訳 者：小林 薫
発 行：日経 BP 社
発行日：2017年01月16日
定 価：1,800円＋税
ページ数：332ページ
版 型：A５版

ハイアウトプットマネジメント

インテルの CEO で著者のアンドリュー・グローブは伝説的な人物でシ
リコンバレーなどでは知られている。ハンガリー難民としてアメリカに渡
り、いくつかの大学で学び、ある半導体関連の製造業に勤務するかたわら、
半導体に関する著書を書いた。その結果、1968年に創業されたインテル
に以前から経営に関わり、インテルを屈指のテクロノジー企業に育てた功
労者の一人である。
彼は、経営を非常にシンプルで次の式で説明する。
マネジャーのアウトプット
＝自分の組織のアウトプット＋自分の影響力が及ぶ隣接組織のアウトプット
この著書で彼は、マネジャーと社員個人がいかに違う存在であるかを明
らかにしている。管理職的な立場の方には、非常に参考になる１冊だ。

【目 次】

編集後記

第１部：朝食工場－生産の基本原理
生産の基本／朝食工場を動かす
第２部：経営管理はチームゲームである
経営管理者のテコの作用／ミーティング／決断／計画化
第３部：チームの中のチーム
朝食工場の全国展開／ハイブリッド組織／二重所属制度
／コントロール方式
第４部：選手たち
スポーツとの対比／タスク習熟度／人事考課 （以下略）
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勉強会の様子や講演活動の記録など掲載しています。
メールマガジンのお申し込みもこちらからどうぞ。
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