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循環型社会形成に向けたエコものづくりの取り組みについて

人類の永続的な発展のためには、地球環境を保全し、循環型社会を形成することが不可欠である。
そのためには、社会に必要な様々なものづくりについて、二酸化炭素の排出を極力抑制するとともに、
資源を最大限有効利用し、未利用資源や廃棄物を可能な限り再利用するものづくりシステムを構築す
る必要がある。このシステムづくりに資することを目的として、
「エコものづくり研究会」
（一般社団法人
日本 MRS 所属）を立ち上げ、以下の 4 つの柱の理念に基づき、環境と調和・共生しながら、先進的
で世界的競争力のある「ものづくり産業」を推進する活動を行っている。4 つの柱の理念とは、1. 環境
と調和し、環境と共生するものづくりを推進、2. 環境型ものづくりの促進、3. 循環型処理技術の推進、
4. 環境保全活動に取り組む、の4 本柱である。
本研究会では、上記理念に基づき、“ エコものづくり” に関する最新の研究や技術開発動向につい
て調査・発表・討論するとともに、その成果を研究者、技術者をはじめ、エコものづくりに関心のある者
に幅広く情報提供することにより、“ エコものづくり産業 ”を積極的に推進し、循環型社会の形成に寄与
する活動を行っている。子供達に新しいものづくり発見と環境リサイクルの大切さを学んでもらい、将来、
世界のモデルとなり得る循環型社会を構築するための人材育成を目的として、エコものづくり研究会で
はエコものづくりの体験学習に取組んでいる。

（ a）生ニンニク
図1. アルミ灼熱断熱材を活用した黒ニンニク製造装置

（ b）黒ニンニク

図 2. 加熱温度 90 ℃、湿度 90％
（ 3日間で、黒ニンニク製造）

図3. 使用済みアルミ缶で製作した（左上）蝶々、
（中上）カブト虫、
（右上）折り鶴

図4. 使用した木製オルゴール箱教材

図 5. エコものづくり教室
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1. はじめに
循環型社会形成に向けたエコものづくりの取り組みとして「地産地消」、
「資源の再生」、
「ローイン
パクトな採取」、
「リサイクル」、
「分かち合い」、
「保存」等世界の先住民族やかつての日本人の暮らし
の中に、実は現代の人達の暮らし方のヒントがたくさんある。決して物質的には豊かではないけれど、
精神的に心豊かな暮らしの時間が流れていると思われる。彼らは生活圏の周りにある自然を知恵の
伝承と手の技を通して、綿々と暮らしを繋いで来ている。今のうちにこの知識や知恵を次世代に繋げる
事も私達の役割だと考えている。
環境を良くする三つの方法があると言われている。
「法律」、
「技術」、そして「意識改革」の三つの
方法である。これからこれらをどのような方法で子ども達に伝えてゆくのかが課題となっている。そこで、
本報告では、循環型社会形成に向けたエコものづくりの取り組み事例について報告する。また、将来、
子供たちに環境に配慮したエコなものづくりを担っていただくことを期待して、子供たちにエコなものづく
りを体験させる人材育成の取り組みについても報告する。

2. エコなものづくりの取組み
2. 1 ウッドセラミックスレンガを熱源とする乾燥装置の開発
低炭素社会の実現に向けて取り組むべき国際的課題は、石炭、石油、コークスなどの炭素系地下
埋蔵資源の使用量を減らし、カーボンニュートラルであるバイオマス由来の資源の活用に舵を切ること
である。しかし、食料として利用可能な植物系資源やその農地を活用することは、地球規模の食糧
不足およびそれに伴う食料価格の高騰を招くことから、ゴミとして廃棄されているバイオマスを有効
利用するさまざまな取組みが行われている。そこで、これらの取組みについて農業産業の分野を例に
述べてみたい。野菜や果物は、乾燥することで高付加価値産品として輸出することが可能になる。
植物系食料および畜産飼料は、カビの発生や腐敗を防止することおよび重量を低減することを目的に、
通常では、乾燥処理してから輸出される。これらの熟成・乾燥プロセスでは、熱源としてボイラーが
利用されているが、一方で、農業産業が振興して輸出量が増加すると、ボイラー燃料から発生する
二酸化炭素量が増加することになる。この二酸化炭素の増加が地球規模での環境破壊に大きく関
わってきており、自然災害を招く要因と考えられている。このような状況を鑑みて、農業産業の分野で
の乾燥処理の対策の一つとして、環境に優しい材料、ウッドセラミックスを熱源とする乾燥装置で代替
する取り組みが行われている。具体的には、この材料に野菜・果物用の熟成炉および穀物乾燥炉の
内壁に適用することにより熟成、そして乾燥が大幅に促進され、ボイラーで使用する石油量を大幅に
削減することが可能になるというものである。この装置に使っているウッドセラミックスであるが、この材
料は木質系バイオマスとフェノール樹脂から成るハイブリッド多孔質炭素材料で、高い遠赤外線放出性
と比表面積、調湿性効果、蓄熱効果等を特徴とする材料である 1 ）～ 5 ）。以下に、この乾燥装置に使用
される熱源体（レンガ状のウッドセラミックス）の作成工程について説明する。
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2. 1. 1 ウッドセラミックスの熱源体の作成
廃棄されたあるいは未使用等の木材及び木質材料に熱硬化性樹脂を含浸し、炭化して得られる
ウッドセラミックス原板を加工して製品とする。廃棄あるいは未使用の木材の木材繊維やおが屑と熱
硬化性樹脂を混練し、成形したものを炭化後、切削加工して製品にする。木材の炭化物に熱硬化
性樹脂や木材液化物を混練し、木型で成型して、焼成する。今回は、炭粉＋フェノール樹脂を混合
して、木型に入れて（写真 1 ）レンガ状に成型したウッドセラミックス（以後、ウッドセラミックスレンガと
称す。）を作成した（写真 2 ）。ウッドセラミックスレンガの形状は、縦 210mm×横 100mm×厚さ30mm
である。原料の配合は、① 炭（粉砕）
（ 1800g）②フェノール（ベルパール）
（ 600g）③アミコール（67g）
④ガラス繊維（ 123g ）⑤ 水（ 1L ）。下記のウッドセラミックスレンガ製造工程で行なった。① 炭粉とフェ
ノール樹脂やデンプン、ガラス繊維の混合 ② 水の付加 ③ 練り合わせ ④ 木型への詰め込み ⑤プレス
⑥ 加熱（フェノール硬化）
・乾燥（ 180 ℃）⑦ 脱型 ⑧ 加熱（フェノール硬化）
・乾燥（ 180 ℃）⑨ 表面
研磨仕上げ（ #180 ）⑩ 焼成温度 800 ℃の製造工程で、ウッドセラミックスレンガを作成する。

図 1. 木型

図2. レンガ状のウッドセラミックス

2. 1. 2 乾燥装置の開発と黒ニンニクの製造
炭素は、赤外線や遠赤外線の標準放射体である「黒体」に最も近い特性を有する物質で、赤外
線分析計などの発光体として使用されている物質である。さらに身近な調理の現場では、木炭は燃
焼時に水分を放出せず、しかも中までふっくらと火が通る（すなわち、遠赤外線の放射体である）こと
から現在でも焼き肉や焼き魚の最高の熱源として用いられている。ウッドセラミックスは、黒体に近い

図 3. 遠赤外線放射測定装置

図 4. ウッドセラミックスを用いた
黒ニンニク製造装置
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特性を有することから遠赤外線としての利用が考えられ、構成成分が炭素であることと形状加工の
自由度が高い特徴を生かし、様々な形状の面状発熱体や遠赤外線放射体としての活用が考えられ
ている。図 3 はウッドセラミックスを熱源とする遠赤外線測定装置、そして図 4と図 5 はウッドセラミック
スを遠赤外線放射体とした黒ニンニク製造装置を示す。これまで通常、黒ニンニクの製造に約一ヶ月
を必要としていたが、このウッドセラミックスを遠赤外線放射体とした製造装置で黒ニンニクを作ると、
温度 90 ℃、湿度 90％の条件下で、3日間で製造することができる（図 6 ）。製造コストも従来の1/3 程度
に抑えることが可能である。

図5. アルミ灼熱断熱材を活用した
黒ニンニク製造装置

図 6. 3日間で製造した黒ニンニク

今後、この製造方法をベトナム国とタイ国と連携して、ウッドセラミックスレンガを用いた黒ニンニク製
造技術をアジアにて普及する予定である。
黒ニンニクの製造において、湿度調整は重要なパラメータとなる。多孔質炭素材料ウッドセラミックス
はその多孔質な表面でのガス吸着によりインピーダンス抵抗が変化することから、湿度センサやガスセ
ンサへの応用が検討されている。ウッドセラミックスのインピーダンスは、湿度の上昇にともないにインピー
ダンスがほぼ直線的に減少する。現在、使用されている代表的な湿度センサには、セラミック湿度セン
サと高分子湿度センサがある。高分子センサには、① 湿度センサとして使用したときカビが発生する、
② 使用温度領域が狭いという問題がある。また、市販のセラミックス湿度センサは湿度に対する抵抗
変化が指数関数的であり、湿度領域により感度が異なるという問題点がある。ウッドセラミックス湿度
センサは、湿度に対する抵抗変化が直線的であり、応答性および使用温度範囲の確認が進めば、
高温・高湿で使用できる安価な湿度センサとして提供が、可能である。
2. 2 ものづくり体験からの人材育成
2. 2. 1 使用済みアルミ缶を利用した教材化（折鶴）の取組み
子供達に新しいものづくり発見と環境リサイクルの大切さを学んでもらい、将来、世界のモデルとなり
得る循環型社会を構築するための人材育成を目的として、エコものづくりの体験学習の教材化（アル
ミ缶を使った折鶴の製作）に取り組んでいる。厚生労働省ものづくりマイスター制度（若年技能者人
材育成支援等事業）を活用して、
「アルミ缶折り鶴の作り方」を「ものづくり体験教室」
（以下「体験教
室」という。）として小・中学校の児童・生徒達を対象にしている。講師は、職業訓練指導員 OB 5 名
及び厚生労働省 OB 、そしてアルミ缶折り鶴の作り方を発案した新潟県三条市にある金鹿工具製作
所職員の合計 7 名のスタッフである。この体験教室は、小学校では「総合学習」又は「図工」
（図 7 ）
、
中学校では「技術・家庭」の科目で実施している。製作の体験時間は 2 時間程度である（図 8 ）。

5

対象者は子供たちであるが、担任の先生をはじめ保護者の方々も参加される場合もある。東京都内の
体験教室を担当して、既に 5 年が過ぎ、これまで延べ 35 校に 56 回実施し、授業を受けた児童・生徒
数は 1,500 名を超えている。先生方が特に心配されるのは、
「ケガをしたら大変なことになる。完成で
きない子がいたら、どうしよう」ということ。しかし、これまでに授業を受けた児童・生徒にはケガもなく、
全員が折り鶴・蝶々等を完成している。

図7. 使用済みアルミ缶を使った
クラフトの体験学習（小学校）

図 8. 使用済みアルミ缶を使った
折り鶴の体験学習（中学校）

体験教室では、ハサミなどの刃物を危険なものとして子供から遠ざけるのではなく安全教育を積極
的に行って、便利な道具として使いこなす方が重要であることを教える。アルミ缶から作っている作品
は折り鶴以外に、学年に応じて「蝶々」、
「カブトムシ」、
「折り鶴」等の課題（図 9 ）を用意してある。
この体験教室では、ものを作るには 3 つ（材料、道具、人の力）が重要であることを教えている。
具体的には、アルミ板（アルミ缶から作成した板：材料）を事務用ハサミ
（工具）で切り、次にその板を
掴み箸（つかみばし：板金用工具）で折って（人の力）折り鶴を完成させる。これにより、技能と知識を
身に着けると同時に、ものづくりの面白さや楽しさを体験させている。体験教室の後に毎回、アンケート
を実施しているが、ある小学校 5 年生のアンケート結果では、
「役に立たなかった」と答えた生徒は
一人もいなかった。他の小・中学校でも授業後、先生から伺った話では、うちの生徒にこんな素晴ら
しい才能がある子がいるなんて思わなかったとか、生徒が作ったアルミ缶折り鶴を家に持って帰ったら
親が「どうやって作ったの？」と聞かれるので、児童・生徒が自信を持つようになったと聞いている。
子供たちに、道具を使って身近にあるアルミ缶を加工し、工夫すれば製品になることを体験させている。
アルミ缶という廃棄物を使用するので、経済的負担がなく、またアルミニウムは環境にやさしい素材なの
で、アルミ缶クラフト製作は「エコ」を体験するには非常に適した課題ではないかと思われる。

図9. 使用済みアルミ缶で製作した
（左上）蝶々、
（中上）カブト虫、
（右上）折り鶴
図 10. 使用済みアルミ缶を使った
クラフトの体験学習（環境まつり）

6

これまで中学校あるいは小学校で数多くものづくり体験教室を行っているが、その他、地方公共
団体の環境課等が実施しているイベント（例えば、
「環境まつり」）でも人材育成に取り組んでいる
（図 10 ）。これからも、機会あれば子供たちの「エコ」と「ものづくり」体験教室に、いつも安全に配慮し
ながら取組んでいきたい。子供たちが一生懸命に取り組んでいる姿は頼もしく感じられる。このような姿
に励まされつつ活動を続けていきたい。
2. 2. 2 廃棄木材を利用した教材化（木製のオルゴール箱）の取組み
子供たちに未来エネルギー発見と環境リサイクルの大切さを学んでもらう「東京タワー・キッズ環境
科学博士 2019 」にて、小学生を対象に、オルゴール本体を収納するオルゴール箱を製作するエコもの
づくり教室を開催した。このエコものづくり教室は、単にものを製作するだけでなく、環境に対する関心
を持ち、ものづくりの楽しさを感じていただくことを目的としている。具体的には、箱に使う木材は、未使
用材、廃棄材料等から有効活用して作られた材料（MDF：Medium Density Fiberboard）であるこ
と等、オルゴール箱に使う材料（木材）について環境の面から説明し、材料の有効活用、ムダにしない、
そしてもったいないということを製作する前に説明しているまた、図 11 、図 12 に示すように、オルゴール
本体の構造、オルゴールの音の伝わり方、共鳴等についても製作前に説明した上で体験させている。
製作したオルゴール箱を図 13に示す。体験教室の時間は1 時間である（図 14 ）。限られた時間の中で
の体験、そして時間内で作品を完成することを目的としているので、事前に材料を予め加工した。この
ような体験では、時間内に完成することが大事であり、完成した後の満足感、達成感を感じてもらうこ
とが重要であると思われる。

図11. オルゴールの仕組み

図 12. オルゴール箱のしくみ

短い時間の中でのエコものづくり教室であったが、参加者全員が時間内に完成することができた。

図13. 使用したオルゴール木製箱教材

図 14. エコものづくり教室
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2. 3 ものづくり（アルミ缶折り鶴）体験学習を受けた児童のアンケート結果
東京都大田区の小学校（ 5 年生）で実施した体験学習後のアンケート集約結果は表 1.に示します。
表 1. ものづくり（アルミ缶折り鶴）体験学習を受けた児童のアンケート結果
（アンケート提出者は64 名）

1.

役立ったか

① 役にたった

35 名

② ある程度役にたった

29 名

③ 役にたたなかった
2.

授業等時間

0名

① 十分だった

39 名

②もっと長くしてほしい

24 名

③ 少し短くしてほしい

0名

④ その他

1名

① 高すぎた
3. レベル

4.

5.

教え方

2名

② やや高かった

15 名

③ ちょうど良かった

39 名

④ やや低かった

5名

⑤ 低かった

2名

⑥ 無記入

1名

① わかりやすかった

58 名

② わかりにくかった

2名

③ その他

3名

④ 無記入

1名

意見・感想
① 再度体験希望に関するもの（「またやりたい」等）

37 名

② 感動・感謝に関するもの（「楽しかった」
「うまくできた」等）

24 名

③ 教え方に関する感謝のことば（「わかりやすく教えてもらった」等）

10名

・ リサイクルに活かせそう
・ アルミ缶で作ることが驚きでした
・ アルミ缶があんなにきれいな折り鶴になるなんて思わなかった
・ ものづくりは好きではなかったけれど今回の授業でものづくりに興味がわいてきた

2. 4 ものづくり（オルゴール）体験学習を受けた児童のアンケート結果
オルゴール箱を製作した後にアンケートを行った。主な回答を表 2. に示す。体験教室に参加されて
満足していただき、ものを大切にする、無駄にしないことを感じていただけたようである。
表 2. ものづくり（オルゴール）体験学習を受けた児童のアンケート結果

1. オルゴールを製作してみて、どのようなことが楽しかったですか？あるいは楽しくな
かったですか？
1. 1（楽しかった方）
・ボンドではっている時
・ 家族で協力して動かないように押さえながらねじを回すところ
・ 難しかったけど、すてきなオルゴールが作ることができて楽しかったです
・ 木の箱にオルゴールをとりつけることできれいな響きになったことにおどろいた
・ 一からつくったこと
・ パズルみたいに木をくみたてていくのが楽しかった
1. 2（楽しくなかった方）
・ つくるのがむずかしかった
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1. 3（その他）
・ 捨てるものなのにすごいものが作れてびっくりしました。ありがとうございました
・ 簡単に捨てられる物を重視する世の中は間違っていると思う
・ものをたいせつにするのはいいとおもいます
・ エコをしたいとおもった
・ エコでいいなと思った
・ものが無駄にならずにこれからも地球の生物が生きていきやすくなると思う
2. （木製箱のオルゴールを製作してみて、どんなことを感じましたか。）
・ 物を大切にする事の大切さ、再利用で何でも作れる事が分かりました
・ 使わない、捨てる木材で物を作る事はとてもとても良い事だと思いました
・ 捨てる木材を利用してきれいなオルゴール箱を作ることができてとてもうれしかったです
・ 廃材を再利用し物を作ることで再利用の意識が高まったと感じた
・ かんたんそうに見えたけれど、いがいと楽しいと思った
・ものを大事にしていてすばらしい。また作りたい
3. （ものを大事にすることに対して、どう思いましたか。）
・ 最後まで使い切る事が大事だと思いました
・自分でもこれからは意識して、再利用出来るものはしていきたいと思いました
・たいせつだとおもいます
・これから大切にしたい

2. 5 今後の体験学習の展開
使用済みアルミ缶、使用済みプラスチック容器を使って、製品をつくることで、環境面から「リデュー
ス、リユース、リサイクル」を考えるキッカケを作る。そのために、エコものづくり体験教室で、図 15のよう
に具体的に取り組むことを計画しています。

図 15.
環境教育としてのアルミ缶折り鶴と
廃プラスチックス容器との組み合わ
せの体験学習
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コンピューターで、模様の図面を作成して、図 16 に示すようにレーザ加工機で、木材表面に模様付
けを行った。また、図 17にレーザー加工を用いて模様付けた木製オルゴール箱の写真を示す。今回教
材に用いた木製オルゴール箱は、MDF（木材中質繊維板）をカットしたものです。

（a）レーザー加工機
（ b ）レーザー加工機により模様をつけ加工
図 16. レーザ加工機による木材中質繊維ばんに模様付け加工

図 17. レーザー加工により模様をつけたオルゴール箱

レーザー加工等を行うことによって、より魅力的な教材になると予測できる。またものづくり教室の時間
を長くとることが可能であれば箱に彩色等を施すなど、教室の開催時間により他の展開も可能である。

3. まとめ
以上、エコものづくり研究会で取組んでいる循環型社会形成に向けたエコものづくりの取組みと
環境に配慮したエコなものづくりができるための子供たちを育成している取り組みについて、以下にま
とめる。
1）
「ウッドセラミックスレンガを熱源とする乾燥装置で製造した黒ニンニク」では、従来、黒ニンニク製造
においては約 1ヶ月間を必要とするが、温度 85 ℃以上、湿度 88％以上の条件下のもとで遠赤外線
効果、調湿性効果、蓄熱効果等を有するウッドセラミックスレンガを熱源体とする黒ニンニク製造装
置で作ると3日で作ることが可能となる。従来の黒ニンニク製造に比べてウッドセラミックスレンガの
黒ニンニク製造装置で作るコストも、約 1/10となる。また、黒ニンニクの製造における、湿度調整に
必要な湿度センサも、多孔質炭素材料ウッドセラミックスを用いて作製可能である。
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2）
「使用済みアルミ缶を利用した教材化（折鶴）の取り組み」では、小中学校の授業で実施してきた
「ものづくり体験教室」は、道具を上手く使えば物が作れることを子供達に体験の中で理解させ
ている。使用済みのアルミ缶を活用して作ったこの教材は、板金製品がどのような工程で作られて
いるかを理解し易く、これを使って指導すれば、子供でもアルミ缶クラフトを作ることができる。また、
自治体や関係団体と協力して、エコものづくり体験教室の活動を通じ、多くの子供たちにものづくり
の楽しさと環境の大切さを周知広報することができ、ものづくり体験教室を担当する機会を多く持つ
ことができた。このものづくり体験教室はアルミ缶という廃棄物を使用するので、経済的負担がなく、
またアルミニウムは環境にやさしい素材なので、アルミ缶クラフト製作は「エコ」を体験するには非常
に適した課題となっている。
3）
「廃棄木材を利用した教材化（木製のオルゴール箱）の取組み」では、本教材は、子供が興味を
持ちやすいように、見慣れたオルゴール箱を題材に、オルゴールの仕組みと音の伝わり方等、そし
てその箱に使用されている木材、そして、その木材を生み出す森林の話と、森林が地球環境にも
たらす影響、および環境にやさしい木材の話などと幅広く解説し、将来を担う子供が環境材料とし
ての木材、そして環境問題への関心をもってくれることを期待して取組んでいる。
以上、エコものづくり研究会で取組んでいる循環型社会形成に向けたエコなものづくりと子供たちを
対象とした人材育成について述べてきた。人材育成については、ものづくりの楽しさを体験させながら
「もの」を大切にする、無駄にしない、そして有効活用する工夫、といった、特に環境に配慮したもの
づくりを指導している。今後更に、若い世代を対象に、環境問題を意識させ、そして対策する習慣を
身に着けさせていきたい。
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