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はじめに 
 

研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済への還元

等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動であり、このため、

経済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月３１日、内閣総

理大臣決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産業省技術評価指針」（平成２１年３月

３１日改正）を定め、これに基づいて研究開発の評価を実施している。 
 
経済産業省において実施した「プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発」は、CO2

の固定化・有効利用の分野で、CO2 削減効果が大きいが研究期間が比較的長期となる革新的技術

について、有効な技術シーズを準備し、実用化に向けた応用・実証研究につなげていくことを目

的として平成１１年度から平成２１年度まで実施したものである。 
 
今回の評価は、この「プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発」の事後評価であ

り、実際の評価に際しては、省外の有識者からなる『平成２２年度CO2 固定化・有効利用分野評

価検討会』（座長：鈴木 胖 財団法人地球環境戦略研究機関 関西研究センター長）を開催し

た。 
 
今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技術分科会

評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を審議し、了承され

た。 
 
本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。 
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○第１回評価検討会（平成２２年１１月１１日） 

  

 ・評価の方法等について 

 ・プロジェクトの概要について 

 ・評価の進め方について 

 

  

○第２回評価検討会（平成２３年１月２５日） 

 

 ・評価報告書(案)について 

 

○産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会（平成２３年３月９日） 

  

 ・評価報告書(案)について 
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事後評価報告書概要 
 

プロジェクト名 プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発 

上位施策名 温暖化対策の推進 

事業担当課 地球環境技術室 

プロジェクトの目的・概要 
将来において実現可能性の高い二酸化炭素固定化・有効利用技術に関する革新的な技術シーズ 
を発掘し、実現可能性を確認した上で、基盤技術として確立することを目的としている。 
 

予算額等（補助（補助率：10/10））                          （単位：千円） 
開始年 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成１１年度 平成２１年度 平成 14,19年度 平成２２年度 RITE 
H19FY 予算額 H20FY 予算額 H21FY 予算額 総予算額 総執行額 
674,000 千円 451,500 千円 180,600 千円 5,094,100 千円 4,797,698千円 

 

目標・指標及び成果・達成度 
(1) 全体目標に対する成果・達成度 
本制度は「二酸化炭素固定化・有効利用技術に関する技術課題に関する技術課題の抽出および二

酸化炭素排出削減に資する技術の開発」を目標としている。具体的には技術戦略マップで絞り込ま

れた重要分野でのさらなるコスト低減とポテンシャル増大のための技術課題の探索、新技術の調

査、基盤技術の開発とＦＳを実施し、2030 年で大気中の CO2 削減量が大きくコストが 2,000～
6,000 円／t-CO2 程度に到達可能な二酸化炭素固定化・有効技術を複数準備する事としている。 
 

要素技術 目標・指標 
 

成果 達成度

二酸化炭素固定

化・有効利用技

術」に関する技

術課題の抽出 

①CO2固定化・有効利用

の開発を効率的に進め

るための技術戦略の作

成 

・ 総合調査研究や技術戦略マップの策

定など、CO2固定化・有効利用に関す

る技術戦略を作成した。 
・ 総合調査研究において選定されたテ

ーマの基盤技術研究としての実施や

技術戦略マップに記載された分野で

のテーマ募集、技術戦略マップを指針

としたテーマ選定など、策定された技

術戦略を用いたテーマ選定・管理を行

った。 
・ 技術戦略マップは平成１６年度の初

版以降、毎年、国際動向の変化、技術

の進展に合わせて改訂を行った。ま

た、さらにコスト・ポテンシャル分析、

新技術調査、シナリオ分析やベンチマ

ークなどより精緻化を行い、十分なメ

ンテナンスを実施している。 
・ 本技術戦略マップは本事業における

テーマ選定のツールばかりでなく、

様々なプロジェクトの研究開発指針

達成 
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として使用されており、多方面に利用

されている。 
②技術戦略に沿った技

術シーズの探索 
・技術課題の抽出件数 

・ 総合調査研究でのテーマ抽出では、２

１６件のテーマを検討し、テーマ候補

１６件を抽出した。 
・ 総合調査研究では、調査された技術シ

ーズについて、CO2削減技術としての

位置付け、技術的波及効果、必要な資

源、目標、キーテクノロジー、CO2削

減効果などの分析がなされ、重みづけ

を行った。 
・ 先端的研究でのテーマ抽出では１ １

件の技術シーズ提案から有識者によ

る技術の優劣、課題と解決方法の明確

さ、二酸化炭素削減シナリオ、実現性

などに関する評価が行い、３９件の優

秀テーマを選抜した。これらのテーマ

については、さらに先端的研究で実際

に有効性検証のための研究を実施し

た。このように、単なるテーマ探索に

終わらず、「有識者による評価」と「実

験による検証」という２つのプロセス

を経て、より有効な技術シーズの効率

的な探索が行った。 

達成 

二酸化炭素 出

削減に資する 
術の開発 

①技術戦略にそった研

究を実施 
・研究開発テーマの実

施件数 

・ CO2 排出削減に資する技術開発とし

て、先端的研究３９テーマ、基盤技術

研究４０テーマと十分な件数の技術

シーズについて、実験による検証を行

った。 
・ 先端的研究の実施期間は１年、基盤技

術研究の実施期間は２-３年であり、従

来の研究開発プロジェクトに対して、

比較的短い期間に並行的に多数のテ

ーマ検討実施されるよう工夫した。 
・ 研究テーマは「CO2固定化・有効利用」

の重要分野である「分離回収」、「CO2

の隔離」、「大規模植林とバイオマス利

用」の戦略と密接に関係しながら実施

されており、革新的研究のためのシー

ズ準備という目標によく合致するよ

うにした。 
・ 基礎研究は不確実性が高いが、本制度

ではテーマの進捗状況を中間評価や

連絡会で把握し、進捗に応じてテーマ

の中止・変更をするようになってお

り、柔軟性を高くした。また、基盤技

術研究については研究推進委員会を

設置し、効率的に目標達成ができるよ

うに専門家の助言が受けられる仕組

みとした。 

達成 

②研究テーマ毎に設定

された目標に対する十

・ 実施テーマは「CO2固定化・有効利用」

の重要分野である「CO2の分離回収」、

達成 
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分な成果の確保 
・研究開発テーマの成

果 
・開発された有効な技

術の件数 

「CO2の隔離」、「大規模植林とバイオ

マス利用」、「CO2の有効利用」におけ

る 先端の研究であり、その成果は世

界でも注目されている。 
・ 「CO2の分離回収」では、世界トップ

クラスの高分子膜が開発され、経済産

業省補助事業の地球環境国際研究推

進事業「分子ゲート機能 CO2 分離膜の

基盤技術研究開発」、経済産業省補助

事業「分子ゲート機能 CO2分離膜の技

術研究開発」に発展するとともに、世

界的にその価値が認められ、米国

NETL との共同研究を実施するまでに

なっている。またセラミック膜もトッ

プクラスの性能のものが得られ、スタ

ンフォード大学の GCEP（Global 
Climate and Energy Project）プロジ

ェクトにつながっている。このように

世界的にも評価の高い分離回収技術

が生まれている。また、高圧ガス用吸

収液・吸着剤など低消費エネルギーの

CO2 回収技術が開発された。 
・ 「CO2の隔離」については、世界でも

例のない「蛇紋岩帯への貯留」、「人工

湧昇流」などの革新的な隔離技術の現

場実験がなされ、有効性が確認され

た。さらに、「常設型モニタリング技

術」が開発され、現在、経済産業省補

助事業「二酸化炭素貯留隔離技術開

発」の中で本格的な試験が実施されて

いる。 
・ 「大規模植林」においては、「葉緑体

形質転換」という新手法が開発され、

経済産業省補助事業「二酸化炭素大規

模固定化技術開発」に発展するととも

に、多数のテーマを生み出している。

適用種もタバコからポプラ、アブラヤ

シと実用性の高い樹木に展開され、ま

た導入遺伝子も成長促進遺伝子から

セルラーゼ形成遺伝子・乾燥耐性遺伝

子等へと拡大されている。また、乾燥

ストレスに関する植物の耐性メカニ

ズム検討が進められ、これを応用した

選抜技術などの非遺伝子組換え手法

が形成されつつある。 
・ バイオマス利用では微生物集団やセ

ルロソームのコリネ菌での発現、麹法

バイオマス糖化といった世界に例の

ない革新的手法が開発されている。ま

た、有用物質変換ではコハク酸、水素、

ブタノールについてのトップクラス

の研究がを進められている。特にブタ
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ノールは世界で競争が激化しつつあ

るが、従来の生産性の低い嫌気性細菌

ではなく、好気性細菌でのブタノール

変換に成功した。本研究さらに技術研

究組合による技術開発につながって

いる。 
・ 「CO2の有効利用」では鉄鋼スラグな

らびにコンクリート廃材を利用した

CO2 の固定化・有効利用技術が完成し

た。 
・ 基盤技術研究の事後評価では、平成１

４年度開始分から平成１９年度終了

分まで、２４件の終了テーマがあり、

その５４％の１３件が事後評価で「普

通」の B 以上の評価を受けている。研

究テーマが基礎的かつ萌芽的なもの

であることを考慮すると、十分な数で

あると考えられる。 
・ 先端的研究ではテーマ終了後、基盤技

術研究に移行したものが２件、企業と

の共同研究を検討しているものが 1件
であるが、基盤技術研究やプロジェク

ト研究でその成果を活用しているも

のが１２件あり、研究成果が次の基盤

技術研究に生かされている。 
・ 基盤技術研究については、７件がプロ

ジェクト研究に移行した。 
・ 特 出願件数は先端的研究で７件、基

盤技術研究で３０件であり、基盤技術

研究では約０．８件/テーマの出願とな

っている。また、論文数は先端１５０

件、基盤９４件であり、それぞれ２．

４、２．３件/テーマの論文発表を行っ

ている。口頭発表は先端、基盤あわせ

て５６５件あり、平均すると７．２件

/テーマの発表数となっている。技術開

発の基礎段階であることを考慮する

と、特許出願数３７件は十分大きな数

字であり、論文・口頭発表の件数も十

分なレベルにあると考えられる。 
 
 
 (2) 目標及び計画の変更の有無 
IPCC の第四次評価報告書にみるように、地球温暖化が人為的な温室効果ガス排出に由来するも

のであり、その影響が甚大であることが認識されるにつれ、温室効果ガス削減への要求は益々大き

なものとなっている。CO2固定化・有効利用は有望な緩和策のひとつと認識されており、このため

当該分野の動きは非常に激しい。そこで、国際動向を常に監視し、 新の動きを技術戦略マップに

反映させるようにした。また、技術開発に関しては有効な削減技術を開発するとともに、速やかに

利用できるようにすることが求められている。このため、従来の比較的広い技術範囲でのテーマ探

索、研究テーマの募集から、技術戦略マップを利用した重点テーマを絞り込んだ募集方法に変更し、

研究テーマの集中化を実施した。さらに、基盤技術研究の研究期間は通常３年であるが、成果の上

がらないものは中間評価の結果中止させ、成果が上がり研究プロジェクトに移行・吸収可能なもの
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は研究期間が１年であっても、次ステージに移行させることにした。 
例） 中間評価によって４件が中止。 

２件（うち１件はテーマの一部）をテーマ途中でプロジェクトに移行。 
 
 

＜共通指標＞ 

論文数 特許等件数 
（出願を含む） 

244 37 
 
 
 
 
評価概要 
１．総合評価 
CO2固定化・有効利用技術は利益に直結しなく、しかも開発に比較的長期間を要し、投資リスク

が高い技術である。そのため、CO2排出そのものの制限もしくはコスト化するような政策がない限

り、民間企業の技術開発競争だけで、研究・開発が進むことはほとんど期待できない課題であり、 
本事業は国が積極的に関与して技術開発を推進した良い事例であると高く評価する。 
本事業は、テーマの募集、取捨選択が常に技術戦略マップに照らし合わせ、実現の可能性の議論の

中で行われ、そして萌芽的な「先端的研究」に始まり、「基盤技術研究」で実用化の可能性を確認

し、「プロジェクト研究」につなげて実用化を目指すという３ステップの仕組みは、未踏分野に挑

む本事業にとってふさわしい研究マネジメント体制であると評価できる。 
研究テーマの選定に際しては、実施者以外の有識者評価委員による客観的な審査を行い、公平か

つ効率的な制度となっている。 
本事業の特性から、現時点では事業化、波及効果の具体的な成果は顕著ではないが、各分野で実

用化へのシーズが読み取れる。また、これらの成果は既存の産業（農業、鉱業、化学プラントなど）

への波及効果も十分に期待できる。不確実性はあるが大きなポテンシャルを持っている陸上固定分

野も確実に拾い上げ、先導的な研究成果を得ている。 
2030 年での CO2削減コスト、２０００～６０００円/ｔ-CO2というターゲットは、新型吸収液や

膜分離技術などによって、達成のめどが出てきている。 
本事業の成果をふまえて、研究プロジェクトまで至っている７つの研究開発テーマは、低コスト

の CO2分離・回収技術、森林による CO2固定量の増大技術、バイオリファイナリーなど、いずれも

今後の世界的な温暖化対策の枠組みや潮流のなかで、その有効性が評価されつつあるものであり、

先見性の高い研究開発プロジェクトであったと評価できる。 
一方、CO2隔離技術および有効利用技術は具体的な数量的目標設定が困難であることは理解でき

るが、今後も重要なテーマであり目標設定にさらに工夫を凝らして継続されることを期待する。 
今後、遺伝子組み換え植物・微生物などの研究では、その能力や機能とともに、生物多様性の保全

などもふまえて、環境中での影響評価も並行して取り組み、社会的受容性を高める努力が必要であ

る。 
大きな成果を出すためにはポテンシャルの高いテーマや斬新的なテーマに対して失敗を覚悟し

てでも果敢にチャレンジさせる環境が不可欠である。また、重要なテーマと判断されれば思い切っ

て予算を重点配分し、テーマを絞り込むことも必要である。今後はこのような研究開発環境整備も

必要と考えられる。 
 

２．今後の研究開発の方向等に関する提言 
CO2固定化・有効利用技術の開発は、まさに未踏分野への挑戦であり、その実用化・利用拡大に

は数十年規模の時間が必要である。「技術戦略マップ」はその羅針盤として重要な役割を果たすも

のであり、今後とも技術の 新動向等を注視し、ローリングを行い、的確な情報を国民に与え、必

要があれば適切な研究開発投資を国が行う際の指針とすべきである。 
国の関与が必要な研究開発には長期的なコミットメントのもとに継続的な事業推進を行い、事業

化においては、国際競争の中での企業の敗退は結果として国益の損失を意味することになることか
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ら積極的に国が支援し、官民が一体となって事業化の推進を行えるような体制も必要である。 
今回のプログラム方式の技術開発は、技術立国を目指すわが国の技術開発戦略として、非常に有

効なものと考える。地球温暖化対策に資する技術シーズの発掘は引き続きニーズがあるはずであ

り、このような制度は絶えず必要であると考える。また、技術戦略マップを活用した研究開発方式

は、CO2固定化・有効利用技術分野だけでなく、広く活用すべきである。 
また、ＣＣＳにおける隔離手法や遺伝子組み換え植物のように、国際的な受容性、社会的受容性

の確保が技術開発と並んで重要になる場合もある。そのため、基盤研究の段階から、オールジャパ

ン体制にこだわらず、むしろ日本が主導権をとりつつ、他国の研究機関、研究者と連携しながら、

研究・開発を共同で実施することも必要である。 
 
 
 
評点結果 
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第１章 評価の実施方法 
 
 

本プロジェクト評価は、「経済産業省技術評価指針」（平成 21年 3月 31日改定、以下

「評価指針」という。）に基づき、以下のとおり行われた。 

 

１．評価目的 
 
 評価指針においては、評価の基本的考え方として、評価実施する目的として 

(1)より良い政策・施策への反映 
(2)より効率的・効果的な研究開発の実施 
(3)国民への技術に関する施策・事業等の開示 
(4)資源の重点的・効率的配分への反映 

を定めるとともに、評価の実施にあたっては、 
(1)透明性の確保 
(2)中立性の確保 
(3)継続性の確保 
(4)実効性の確保 

を基本理念としている。 
プロジェクト評価とは、評価指針における評価類型の一つとして位置付けられ、

プロジェクトそのものについて、同評価指針に基づき、事業の目的・政策的位置付

けの妥当性、研究開発等の目標の妥当性、成果、目標の達成度の妥当性、事業化、

波及効果についての妥当性、研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の

妥当性の評価項目について、評価を実施するものである。 
その評価結果は、本プロジェクトの実施、運営等の改善や技術開発の効果、効率

性の改善、更には予算等の資源配分に反映させることになるものである。 
 
２．評価者 
 
 評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、被評価

者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等により、中立性の確

保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家で構成する検討会を設

置し、評価を行うこととした。 
 これに基づき、評価検討会を設置し、プロジェクトの目的や研究内容に即した専

門家や経済・社会ニーズについて指摘できる有識者等から評価検討会委員名簿にあ

る８名が選任された。 
 なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき経済産業省環境政策課地

球環境技術室が担当した。 
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３．評価対象 
 
 プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発（実施期間：平成１１年度から

平成２１年度）を評価対象として、研究開発実施者（財団法人地球環境産業技術研究機

構）から提出されたプロジェクトの内容・成果等に関する資料及び説明に基づき評価し

た。 
 
４．評価方法 
 
第１回評価検討会においては、研究開発実施者からの資料提供、説明及び質疑応答、

並びに委員による意見交換が行われた。 
第２回評価検討会においては、それらを踏まえて「プロジェクト評価における標準的

評価項目・評価基準」、今後の研究開発の方向等に関する提言等及び要素技術について

評価を実施し、併せて４段階評点法による評価を行い、評価報告書(案)を審議、確定し

た。 
また、評価の透明性の確保の観点から、知的財産保護、個人情報で支障が生じると認

められる場合等を除き、評価検討会を公開として実施した。 
 
５．プロジェクト評価における標準的な評価項目・評価基準 
 
評価検討会においては、経済産業省産業技術環境局技術評価室において平成２１年６

月１日に策定した「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項目・評価基準につい

て」のプロジェクト評価（中間・事後評価）に沿った評価項目・評価基準とした。 

 
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等） 

・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性等） 

・社会的・経済的意義（実用性等） 

（２）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。 

・国民や社会のニーズに合っているか。 

・官民の役割分担は適切か。 

 
２．研究開発等の目標の妥当性 

（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。 

・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設定して

いるか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水準（基準値）
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が設定されているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 
３．成果、目標の達成度の妥当性 

（１）成果は妥当か。 

・得られた成果は何か。 

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。 

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタイプの

作製等があったか。 

 

（２）目標の達成度は妥当か。 

・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の達成す

べき水準（基準値）との比較）はどうか。 

 
４．事業化、波及効果についての妥当性 

（１）事業化については妥当か。 

   ・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及び解決

方策の明確化等）は立っているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 
５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性  

（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。 

・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題への対

応の妥当性）。 

・採択スケジュール等は妥当であったか。 

・選別過程は適切であったか。 

・採択された実施者は妥当であったか。 

 

（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。 

・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。 

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環境が

整備されているか、いたか。 

・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分に行わ

れる体制となっているか、いたか。 
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・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実施して

いるか、いたか。 

 

（３）資金配分は妥当か。 

・資金の過不足はなかったか。 

・資金の内部配分は妥当か。 

 

（４）費用対効果等は妥当か。 

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 

・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 

 

（５）変化への対応は妥当か。 

・社会経済情勢等周辺の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題への対応

の妥当性）。 

・代替手段との比較を適切に行ったか。 

 
６．総合評価 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 プロジェクトの概要 
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１．事業の目的・政策的位置付け 

 

１－１ 事業目的 

二酸化炭素（以下、「CO2」と略す。）等の温室効果ガスに起因する地球温暖化さらに

は気候変動の問題は、世界の人口問題、各国の経済活動やエネルギー政策に密接に関係

し、かつ大きな影響を与える蓋然性が高いため、この解決に当たっては、世界各国が協

調・連携し、様々な分野の知見を結集して取り組むべきとの共通認識が構築されてきた。 

このような危機意識の下、１９８８年に気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が

設立され、１９９２年には気候変動に関する国際連合枠組み条約（UNFCC）が締結さ

れ、１９９７年には第３回締約国会議（COP３）において京都議定書が採択された。そ

の後、様々な地球温暖化対策が検討され、世界規模での二酸化炭素削減対策への取り組

みがなされている。 

しかしながら、温室効果ガスの大半を占める大気中の CO2 濃度は、２００５年では３

７９ppm、２００８年には３８５ppm と急増している。また京都議定書における第一約

束期間（２００８～２０１２年）では、我が国は１９９０年に比べ６％の温室効果ガス

の削減の目標達成が求められている中、２００５年度の温室効果ガス排出量は CO2 換算

１３億５，９００万トンで１９９０年に比べ７．７%増加している。 

我が国はこれまで省エネルギー・代替エネルギー技術開発及びその導入を積極的・継

続的に推進してきており、これらは結果的に温室効果ガスの排出抑制につながっていた。

このため、さらなる温室効果ガスの排出抑制、削減および固定化のためには、新たな技

術的対応が不可欠となり、国の施策として研究開発を推進してきている。特に、温室効

果ガスの中でも、とりわけ排出量の多い CO2 の排出抑制、削減および固定化は、 も重

要な課題の一つである。 

このような背景の下、本事業は平成１１年度より平成２１年度まで「地球温暖化防止

新技術プログラム」あるいは「環境安心イノベーションプログラム」の一環として取り

組んできたものである。 

 

＜本事業で実施する研究開発制度の概要＞ 

本制度は地球温暖化防止対策の重要なポートフォリオの一つである「CO2 の固定化・

有効利用」の分野で、CO2 削減効果が大きいが研究期間が比較的長期となる革新的技術

について、有効な技術シーズを準備し、実用化に向けた応用・実証研究につなげていく

ことを目的として、 

・技術シーズの探索とロードマップ等の検討 

・基礎研究から実験室規模での検証  

を行うことを目的とする。本制度は以下の２つの研究と研究評価から構成される。  

・ 先端的研究（平成１６年度～２０年度）：基礎研究シーズを基とした CO2 削減に向

けた目的基礎研究。研究期間：１年間 

・ 基盤技術研究：良好なシーズの実験室規模での確証研究。研究期間：2～3 年間 

・ 研究評価：先端的研究、基盤技術研究のテーマ選定・管理・評価と技術動向・技

術シーズ調査に基づく技術戦略の策定。 
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 プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発

基盤技術研究

・「地球温暖化問題」の解決に向けて、中長期的な観点から可能性の高い技術シーズを
　複数準備するため、テーマ発掘から実現性確認まで一貫体制で基盤技術の開発（先端
　的研究、基盤技術研究）を実施。
・複数のテーマを並列的に走らせ、短期間で成果を確認しながら進める柔軟性の高い
　「プログラム方式」を採用。

実験室規模で有効性
を確認
（公募・RITEとの共同）

先端的研究
研究プロジェクト

研究プロジェクト

研究プロジェクト

プログラム方式技術開発

AA BB CC DD

技術シーズの発掘 シーズ技術の有効性確認

予算：35～50百万円
期間：2～3年

予算：数百万～10百万円
期間：１年

アイデア・萌芽段階の
基礎研究

（公募・委託研究）
実現可能
性を確認

すべきもの

実現可能
性が高い

もの

実用化研究

・・・

調査・戦略策定
技術戦略ロードマップ

調査・戦略策定
技術戦略ロードマップ

公募 情報 公募

 

図 1－１－１ 本制度の概要 

 

なお、本事業は平成１１～１３年度は(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構（以

下「NEDO」と略す。）が、平成１４年度以降は(財)地球環境産業技術研究機構(以下「RITE」

と略す。)が実施機関となり実施した。 

 

１－２ 政策的位置付け 

温室効果ガスの排出削減に向けて、短期的には温室効果ガス排出削減に資する事業活

動の促進、技術の開発・普及の推進、京都メカニズムの活用等によって「京都議定書」

の６％削減約束を達成するとともに、中期的には２０１３ 年以降の将来枠組み構築お

よび具体化に向けた国際交渉への対応ならびに中期目標（２０２０ 年までに２００５ 

年比１５％削減）の達成、長期的には革新的な技術の開発と既存先進技術の普及を通じ

た地球全体での温室効果ガスの排出削減を実現し、将来にわたって我が国が地球温暖化

問題に着実に対応しつつ、国際的に競争力ある経済活動を持続させる必要がある。 

本事業は、経済産業省の定める「温暖化対策の推進」施策の中の革新的技術開発の一

部として位置付けられている（図１－２－１）。 
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図１－２－１ 平成 21 年度施策事前評価書に見られる温暖化対策の推進 

 

 また、経済産業省では、技術開発を推進するにあたり「技術戦略マップ」を策定して

いる。技術戦略マップは、新産業の創造やリーディングインダストリーの国際競争力を

強化していくために必要な重要技術を絞り込むとともに、それらの技術目標を示し、か

つ研究開発以外の関連施策等を一体として進めるプランを総合的な技術戦略としてと

りまとめたもので、いわば、産学官の研究開発投資の戦略的実施のナビゲーターともい

うべき俯瞰的ロードマップとなっている。 

本制度は、技術戦略の元となる新技術について探索を行うものである。 
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大
規
模
植
林
に
よ
る
地
上
隔
離

分
離
・
回
収

地
中
貯
留
・
海
洋
隔
離

ＣＯ２固定化・有効利用分野の技術ロードマップ

2010 2020 2030 2040 2050

CO2分離・回収本格適用

1,000円
台/tCO2

さらに分離膜の高圧ガ
ス適用で1,500円台に

・分離膜の大型化・連続製造

更なるコストダウン
更なる適用範囲の拡大

分離
ﾌﾟﾛｾｽ
の実現

高選択性
膜開発

コストダウン
・低再生ｴﾈﾙｷﾞｰ

吸収液開発
・未利用排熱利用
・システム開発

新方式基礎研究/適用検討

化学吸収

膜分離

物理吸収
吸着

深冷分離

更なるコストダウン
更なる適用範囲の拡大

更なるコストダウン
更なる適用範囲の拡大

▼
技術
確立

コストダウン
大規模化

分離コスト※1 4,200円/tCO2 2,000円台/tCO2

石炭ガス複合発電（IGCC)
先進的超々臨界圧発電（A-USC)

CO2地中貯留本格適用

地中貯留実証試験 大規模実証試験 ・地下深部塩水層貯留、廃油・ガス田貯留、炭層固定
・輸送技術 ・溶解希釈、深海底貯留隔離など

石炭ガス化燃料電池複合発電(IGFC）

実適用先の拡大
コストダウン

海洋隔離技術の
実適用

CO2地中挙動の理解と予測

地中貯留システムの効率化とコスト低減

貯留CO2の管理技術

影響評価・安全性評価
手法の開発

貯留層賦存量調査と利用拡大

実証技術の
適用・評価

分離～貯留
ﾌﾟﾛｾｽの実証

地下深部
塩水層貯留
廃油・ガス田
貯留
炭層固定

モデル海域での実証

CO2の海洋拡散・生物影響の科学的理解

拡散シミュレーション実験によるマッチング

生物影響モデルと実験によるマッチング

影響評価・安全性評価手法開発

▼技術
確立

地中貯留

海洋隔離

分離・貯留トータルコスト※2

7,300円/tCO2（新設石炭火力）

持続可能な森林の管理技術

品種改良・土壌改良技術
の開発とフィールド実証

形質転換体の開発
モデル樹木→実用樹木

フィールド実証 実適用検証

実適用検証

集水・灌漑・品種改良・
土壌改良とフィールド実証

環境耐性向上植物の創製
700→500→300mm適応

フィールド実証 実適用検証

実適用検証

植物の有用物質生産能向上
油脂、ワックス、ゴム、食料

フィールド実証・実適用検討

植物の生育が
可能な土地にお
いての単位面積
あたりのCO2固

定量増大

乾燥地等不良
環境地への植
生拡大技術

産業利用の拡
大による植生

拡大

単位面積当たりの固定量
現行の1.5倍

単位面積当たりの固定量
現行の2倍

適応降水量
～500mm

適応降水量
～300mm

油脂等の
生産性2倍

森林管理

吸収量のモニタリングと標準化CO2固定量の適

切な評価方法

バイオマスの革
新的利用によ
る植生拡大

実適用検討とシステム構築
革新的有用物質生産
技術開発

実用化検討
セルロース、リグ
ニンの革新的変
換の開発

実適用の拡大とコストダウン

実適用の拡大とコストダウン

セルロース系のエタノール化 BTL（Biomass to Liquid)

競争可能なコストでの
有用物質実用化(水素、ポリマー、化成品）

100円/L（稲わら・林地残材等から）
40円/L（資源作物等から）

海外植林による固定化コスト※3

1,800円～3,600円/tCO2

※1 分離回収：新設石炭火力（830MW）、回収量：100万t-CO2/年、7MPaまでの昇圧含む、蒸気は発電所の蒸気システムから抽気　［コストベース：2001年］

※2 地中貯留：上記分離回収コスト＋パイプライン輸送20km＋圧入（昇圧15MPa、10万t-CO2/年・井戸）　［コストベース：2001年］

※3 植林：植林周期7年伐採＋萌芽再植林、バイオマス生産量20m3/ha・年、植林管理費17-31％、用地リース費：50$/ha・年）  
＜出典：技術戦略マップ 2009＞   

図１－２－２ CO2 固定化・有効利用分野の導入シナリオ 
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１－３ 国の関与の必要性 

 

（１）背景 

温暖化問題は、その予想される影響の大きさや深刻さに鑑み、人類の生存基盤に関わ

る も重要な問題の一つとなっている。我が国は、平成１７ 年２月に発効した地球温

暖化対策のための国際的な枠組である京都議定書を締結しており、６％削減約束を達成

する国際的な責任を負っている。この約束を確実に達成するため、国は、地方公共団体、

事業者、国民、ＮＰＯ等、それぞれの役割に応じた取組を促す多様な政策手段を、その

特徴を活かしながら、有効に活用する必要がある。 

 

（２）官民の役割分担 

CO2 削減技術開発の研究体制では、国が基盤的な研究支援を行い民間企業等と共同研

究を行う点など、官民の役割分担がはっきりしている。また、利用者側も鉄鋼、火力発

電所、セメント工場等と受ける側がはっきりしている点も特徴的である。ただし、CO2

削減技術開発は、利益に直結しないことから投資リスクが高く、民間単独で取り組むこ

とが困難であること、一般的に相当規模の投資と相当程度の研究期間を要する点など企

業単独では実施のインセンティブが働かない分野であり、国の積極的関与が求められる

ところであり、国の関与の必要性が大きい。 

 

（３）本事業での国の関与の必要性 

前述したように本制度は地球温暖化防止対策の重要なポートフォリオの一つである

「CO2 の固定化・有効利用」の分野で、CO2 削減効果が大きいが研究期間が比較的長期

となる革新的技術について、有効な技術シーズを準備し、実用化に向けた応用・実証研

究につなげていくことを目的とする基盤的な基礎研究であるため、国の積極的な関与が

必要である。 

 

２．研究開発目標 

 

２－１ 研究開発目標 

本事業の目標と設定根拠、指標を下記に記す。 

 

２－１－１ 全体の目標設定 

 

表２－１－１ 全体の目標 

目標・指標 設定理由・根拠等 

二酸化炭素固定化・有効利用技術に関す

る技術課題の抽出および二酸化炭素排

出削減に資する技術の開発 

さらに具体的には技術戦略マップで絞

りこまれた重要分野でのさらなるコス

大気中の温室効果ガスとりわけCO2濃

度の上昇による地球温暖化は地球の

将来を脅かす重大な問題であり、CO2

のさらなる長期的、継続的な排出削減

を進めて、大気中の CO2 濃度を安定化
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ト低減とポテンシャル増大のための技

術課題の探索、新技術の調査、基盤技術

の開発とＦＳを実施し、２０３０年で大

気中のCO2削減量が大きくコストが２，

０００～６，０００円/t- CO2 程度に到達

可能な二酸化炭素固定化・有効利用技術

を複数準備することとした。 

 

 

させる必要がある。このためには、

IPCC の「二酸化炭素回収・貯留特別報

告書」や IEA の「エネルギー技術見通

し２０１０」に述べられている様に、

省エネルギーや燃料転換、再生可能エ

ネルギーの利用のみでは十分ではな

く、CO2 の分離回収・貯留などの「二

酸化炭素固定化・有効利用」を進める

必要があることから、本目標・指標の

設定を行った。 

 

２－１－２ 個別要素技術の目標設定 

 

表２－１－２ 個別要素技術の目標 

要素技術 目標・指標 設定理由・根拠等 

「二酸化炭素固定化・有

効利用技術」に関する技

術課題の抽出 

①CO2 固定化・有効利用

の開発を効率的に進める

ための技術戦略の作成 

②技術戦略に沿った技術

シーズの探索 

・技術課題の抽出件数 

技術の選定のためには、そ

の指針となる技術戦略が

求められる。 

技術課題抽出作業では質

と量が求められるが、両者

をともに評価する指標と

して、技術戦略に一致した

技術課題の抽出件数を設

定した。 

二酸化炭素排出削減に

資する技術の開発 

①技術戦略にそった研究

を実施 

・研究開発テーマの実施

件数 

②研究テーマ毎に設定さ

れた目標に対する十分な

成果の確保 

・研究開発テーマの成果

・開発された有効な技術

の件数 

・特許・論文発表件数等

（共通指標） 

技術開発の評価としては、

その量および質の評価が

必要である。このため、実

施件数、目標に対する成果

を指標とした。 
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３．成果、目標の達成度 

 

３－１ 成果 

３－１－１ 全体成果 
本事業では「二酸化炭素固定化・有効利用技術に関する技術課題の抽出および二酸

化炭素排出削減に資する技術の開発」を目標としており、この達成のために当該分野

の「技術戦略の作成」、「技術戦略に沿った技術シーズの探索」、「技術戦略に沿った技

術開発の実施」を行った。 

「技術戦略の作成」としては、CO2 固定化・有効利用分野の国際動向、技術動向、

コスト・ポテンシャル調査結果を基に、「CO2 固定化・有効利用分野の技術戦略マップ」

を策定した。この中で、当該分野の技術リストを整備し、それぞれの技術について、

CO2 削減技術としての有効性、ポテンシャルの大きさ、現状の概算コスト、２０３０

年でのコスト実現性（コストが２０００円～６０００円に到達可能か）について評価

し、重要分野と「削減ポテンシャル・コスト両面から有効な技術および削減ポテンシ

ャル、コスト両面から可能性があり、更なる検討が進められるべき技術」を選定した。 

 「技術戦略に沿った技術シーズの探索」として、本事業ではこれらの技術戦略マッ

プで絞りこまれた重要分野の技術を中心に、総合調査研究や先端的研究の公募によっ

て、３００件を超える技術シーズについて検討し、総合調査研究で１６件および先端

的研究で３９件、合計５５件のさらなるコスト低減とポテンシャル増大を進めるため

の技術課題を抽出した。 

「技術戦略に沿った技術開発の実施」としては、絞り込まれた３９件の先端的研究

によって新技術のアイデアの実現性検証を実施し、また、４０件の基盤技術研究を実

施することにより、シーズ技術の開発とその有効性確認を行った。 

先端的研究によって、分離回収、CO2 隔離、大規模植林、バイオマス利用、CO2 の

有効利用に関する様々な技術アイデアが検証され、「白色腐朽菌によるリグニン分解」

などのいくつかのアイデアが基盤技術研究に移行、あるいは基盤技術研究等で利用さ

れるようになった。 

また、基盤技術研究では、下記に記す技術シーズの有効性が検証され、２０３０年

で大気中の CO2 削減量が大きくコストが２，０００～６，０００円/t- CO2 程度に到達

可能な二酸化炭素固定化・有効利用技術が準備された。さらに、このうち高分子膜、

無機膜、常設モニタリング、葉緑体工学、セルロソーム糖化酵素、バイオブタノール

など７件の技術がプロジェクト研究に移行した。 

 

・ 低コスト・低消費エネルギーで CO2 を発生源から分離回収する技術（膜分離・

吸収法等） 

・ 新しいメカニズムの貯留技術やモニタリング等の地中貯留に資する革新的な要

素技術 

・ 植物による CO2 固定量の増大化技術（CO2 固定量増大・植生拡大） 

・ 固定されたバイオマスの有用物質変換技術（糖化、有用物質変換） 
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３－１－２ 個別要素技術成果 
（１）「二酸化炭素固定化・有効利用技術」に関する技術課題の抽出 

① CO2 固定化・有効利用の開発を効率的に進めるための技術戦略 

技術戦略の作成としては、平成１１～１３年度に実施した総合調査研究での当該分野

の技術マップの作成とテーマの絞り込み、平成１６年度から実施した技術戦略マップの

作成があげられる。 

 

 総合調査研究 

平成１１～１３年度に CO2 固定化・有効利用分野において本制度で実施すべきテーマ

の絞り込みを行う総合調査研究を実施した。本調査では産官学からなるワーキンググル

ープを設置し、以下の検討を行った。 

技術マップの作成 

技術マップの骨格にぶら下がるテーマの文献・ヒアリング調査 

調査表の作成 

探索テーマの絞り込みおよび絞り込みテーマについての評価表の作成 

本調査ではテーマの評価結果を基に、今後本制度で検討すべきテーマの絞り込みを実

施した。絞り込まれたテーマのうち８テーマは、平成１４年度から基盤技術研究で有効

性検証が実施された。 

 

 
 

 技術戦略マップの策定 

平成１６年度に産官学からなる「CO2 固定化・有効利用技術検討委員会」を設置し、

「CO2 固定化・有効利用分野の技術戦略マップ」の作成のための調査を実施した。さら

に本調査は平成 16 年度以降も継続し、その結果を元に毎年技術戦略マップの見直を行

った（表３－１－１）。 

具体的には CO2 固定化・有効利用分野を鳥瞰する技術マップ（技術リスト）（図３－

１－１）を作成し、その分野の技術シーズを調査した。各技術について現状の技術レベ

ル、ポテンシャルの大きさ、概算コスト、２０３０年でコストがモデルから計算される

限界削減費用である２，０００～６，０００円/t- CO2 になる可能性について調査した。

続いて CO2 固定化・有効利用技術検討委員会においてテーマ評価を行い、重要分野とし

て CO2 の分離回収、CO2 の貯留・隔離、および大規模植林等による地上隔離を選定し、

「削減ポテンシャル・コスト両面から有効な技術群で導入に向けた取り組みが進められ

るべき技術」として、海洋隔離技術、地中貯留技術（地下深部塩水層貯留、炭層固定、

EOR、枯渇油・ガス層貯留）、二酸化炭素の分離回収技術、大規模植林による地上隔離

を選定した。次にこれらのテーマについて技術課題を整理し、導入シナリオ、ロードマ

ップ（図３－１－２）および課題解決のための方策をまとめた。 
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表３－１－１ 技術戦略マップの作成と改訂 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－１－２ 技術戦略マップに関する調査 

調査内容 期間 概要 

国際動向調査 H16FY～ 地球温暖化防止かかわる国際動向 

新技術動向調査 H16FY～ CCS、大規模植林、バイオマス利用関する文献

調査、ヒアリング調査 

コスト・ポテンシャル評価 H17FY わが国での CCS のコスト・ポテンシャル調査

大規模植林のコスト・ポテンシャル調査 

シナリオ分析 H17・19FY CCS のシナリオ調査 

大規模植林・バイオマス利用のシナリオ分析 

標準化導入シナリオ H19Fy 本分野の標準化導入シナリオの検討 

CO2 有効利用分野の調査 H20Fy-H21Fy CO2 有効利用分野の 新の研究動向に関する

調査 

ベンチマーク評価 H20Fy-H21Fy 研究（論文）に関する日本のポジショニング

の把握。 

ポートフォリオ分析 H21Fy CO2 削減目標に対する技術ポートフォリオの

検討 

 

さらに、表３―１―１に示す検討および表３―１－２に示す調査を行い、これらの結

果に基づき技術戦略マップをローリングするとともに、内容の具体化をはかった。すな

わち、平成１７年度には各技術の CO2 削減ポテンシャル、コストの見直しを実施、また、

平成１８年度には新技術の調査とロードマップの詳細版である課題解決のための方策

の作成を行った。さらに、平成１９年度には標準化導入シナリオの検討、平成２０から

２１年度には研究（論文）に関する日本のポジショニングを把握するベンチマークなら

びに CO2 削減目標に対する技術ポートフォリオの検討を実施した。 

本技術戦略マップは本分野の動向と課題の理解、本制度におけるテーマ募集時の資料、

およびテーマ選定時の指針として十分な活用がはかられているのみならず、経済産業省

における他プロジェクトの企画および研究開発マネジメントについても利用されてい

る。 

・各項目ローリング

・CO2有効利用分野の調査

・研究（論文）に関する日本のポジショニ
ングの把握。（ベンチマーキング）

・CO2削減目標に対する技術ポートフォリ
オの検討

・各項目ローリング

・コスト、ポテンシャル、実用化

までのステップをより詳細に

調査（2005）

・技術課題の再整理と課題解決

のための方策の抽出（2006）

・CCSおよび大規模植林の実施

シナリオの検討（2007）

・標準化の導入シナリオ（2007）

技術戦略マップの策定

・技術マップ、一覧表

の作成

・技術の評価

・導入シナリオ、ロー

ドマップの作成

検討

内容

20092005～20082004実施年度

・各項目ローリング

・CO2有効利用分野の調査

・研究（論文）に関する日本のポジショニ
ングの把握。（ベンチマーキング）

・CO2削減目標に対する技術ポートフォリ
オの検討

・各項目ローリング

・コスト、ポテンシャル、実用化

までのステップをより詳細に

調査（2005）

・技術課題の再整理と課題解決

のための方策の抽出（2006）

・CCSおよび大規模植林の実施

シナリオの検討（2007）

・標準化の導入シナリオ（2007）

技術戦略マップの策定

・技術マップ、一覧表

の作成

・技術の評価

・導入シナリオ、ロー

ドマップの作成

検討

内容

20092005～20082004実施年度
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図３－１－１  CO2 固定化・有効利用分野の技術マップ（技術リスト） 
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炭層固定
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植物プランクトン、海藻等の培養設備生産
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関連技術

削減ポテンシャル・コスト両面から有効な技術群で
導入に向けた取り組みが進められるべきもの

森林管理
CO2固定量の適切な評価方法

植物の生育が可能な土地においての単位
面積あたりの二酸化炭素固定量増大

乾燥地等不良環境地への植生拡大
産業利用による植生拡大
バイオマスの革新的利用による植生拡大

注）技術マップ（技術リスト）（隔離）

注）技術マップ（技術リスト）（変換・有効利用）

注）技術マップ（技術リスト）（分離・回収）

注）技術マップ（技術リスト）（吸収・固定）
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図３－１－２ CO2 固定化・有効利用分野のロードマップ 
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② 技術戦略に沿った技術シーズ探索 

技術シーズの探索としては平成１１年～１３年度まで実施した総合調査研究、平成１

６年度に開始した先端的研究での技術シーズ提案があげられる。 

 

 総合調査研究 

平成１１年から１３年度まで実施した総合調査研究において、CO2 固定化・有効利用

分野のテーマ探索を実施した。本調査では二酸化炭素固定化・有効利用技術が展望でき

る技術マップを作成し、関連するテーマについて文献調査およびヒアリング調査を実施

した。調査されたテーマについては、産官学からなるワーキンググループを設置して評

価し、プログラム方式研究開発で実施すべき候補テーマが絞り込まれた（表３－１－３、

表３－１－４）。 

 

表３－１－３ 総合調査研究における検討テーマ数と検討を進めるべきとされたテーマ件数 

年度 検討テーマ数 詳細調査件数 テーマ候補 

平成 12 年度 96 件 26 件 6 件 

平成 13 年度 120 件 29 件 10 件 

合計 216 件 55 件 16 件 

 

表３－１－４ 総合調査研究で絞り込まれたテーマ候補 

 

 

 テーマ 

１ 

12 年度 

反応/分離相乗効果を活用した効率的なメタノール類の合成技術の開発 

２ CO2高効率固定植物ケナフからの高性能繊維製造技術の開発 

３ 新規幹付着光合成窒素固定菌の探索・評価とその利用による植物共生システムの開発 

４ 低リン酸・アルミニウム耐性への樹木・形質転換による熱帯雨林の再生に向けた技術開発 

５ 分離膜と吸収法のハイブリット化による新規な省エネ型 CO2分離回収技術の開発 

６ バイオマス利用システムによる CO2 削減効果の評価 

７ 

13 年度 

微生物機能を利用したﾊﾞｲｵﾏｽ資源からの CO2固定ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾛｾｽ基盤技術の開発 

８ 地中メタン生成菌による CO2からのメタン再生技術の開発 

９ 植物葉緑体の異種蛋白質大量発現系利用による大気中 CO2固定能増強のための基盤技術開発

１０ 高分子膜による CO2分離技術の開発 

１１ 深地下・海底環境利用による CO2地殻化学固定・ﾊｲﾄﾞﾚｰﾄ固定技術開発 

１２ 太陽光を利用した半導体光触媒・金属錯体光触媒による CO2光還元技術の開発 

１３ 森林再生に向けた施肥・薬剤による環境ｽﾄﾚｽ耐性樹木の開発 

１４ ゼオライトの有する交換性 Ca ｲｵﾝを利用した CO2固定化・有効利用技術の開発 

１５ CO2削減にむけた新規窒素固定菌の利用による植物共生システムの開発 

１６ 脱水反応による CO2と求核剤からの炭酸誘導体製造技術の開発 
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 先端的研究募集による新規テーマの調査 

平成１６年度から平成１９年度まで「先端的研究」のテーマ提案を募集することによ

って、「CO2 固定化・有効利用」に関する技術シーズを調査した。提案された技術シー

ズについては有識者による評価を行い、優秀なものは「先端的研究」として提案者に 1

年間の研究を委託し、アイデアの検証を実施した。 

表３－１－５に分野ごとに抽出された技術シーズの件数とキーワードを示した。 

 

表３－１－５ 先端的研究で提案された技術シーズの一覧 

応募件数 キーワード 応募件数 キーワード 応募件数 キーワード 応募件数 キーワード 応募件数 キーワード

　１．分離回収
　（化学吸収法、
　　吸着法、
　　膜分離法など）

5 件

・酸化物炭酸ガス吸収剤
・高温吸収分離
・選択透過型高分子膜
・溶融塩レドックス燃焼システム
・多孔質天然鉱物による高効率吸収固
定

3 件
・高性能炭酸ガス吸脱着材
・多孔性バルク材料の合成
・DDRゼオライト膜

8 件

・イオン液体によるCO2物理吸収

・CO2分離膜
・多孔化鉄鋼スラグの二酸化炭素吸収
固定
・吸収性液体膜
・DD3Rゼオライト膜
・金属炭酸塩吸収・固定
・高CO2分離をもつ無機材料

4 件

・二酸化炭素分離用新規シリカ膜
・Polymer Inclusion Membrane（ＰＩＭ）
・イオン液体物理吸収法による高圧
CO2ガス再生
・電気透析プロセス

9 件

・膜分離による水素製造
・熱力学解析によるCO2固定吸着剤の
探索
・高温CO2分離セラミック膜
・空気中からの膜式炭酸ガス化異種
・ユビキタス元素によるCO2吸収

　２．CO2隔離
　（海洋、
　　地中、
　　炭酸塩固定
　　　　　　　など）

16 件

・炭酸塩固定
・クラストレートハイドレートの熱力学的
安定性
・光合成細菌によるCO2固定量促進

・CO2海洋隔離と深海底資源開発ハイ
ブリッド化
・地中貯留モニタリング
・高CO2環境の影響評価
・海洋物質輸送の解析
・上昇二酸化炭素液滴の溶解過程
・海中高CO2濃度領域検出
・海洋隔離モニタリング
・泥質岩のシール能力
・二酸化炭素地中溶解モデル
・石炭層流体透過性
・深地層微生物の二酸化炭素固定
・大型藻類のCO2吸収源拡大

2 件
・CO2海洋隔離と深海底資源開発の複
合化システム
・炭酸ガス固定化

12 件

・炭酸塩固定
・ハイドレート海底下地中隔離
・フルボ酸鉄代替物質
・CO2地中挙動の高精度化

・植物プランクトンへのCO2吸収
・深部岩盤への地中貯留
・海洋生態系影響評価のモデル化
・CO2漏洩挙動の明確化

・注入CO2の挙動予測

7 件

・地球炭素地下固定の衝撃波による
解明
・超臨界ＣＯ２注入に伴う多孔質砂岩
のＳ波速度測定
・岩石内の超臨界CO2流動現象の高
精度可視化
・発生源直下の深部岩盤を利用した
分散型地中貯留量拡大技術
・海洋貯留・吸収源の拡大におけるプ
ランクトン群集の正の安定化効果
・高精度な長期間海洋隔離シミュレー
ション
・低コストモニタリング手法

8 件

・非構造性帯水層を中心としたCO2貯
留量の推定
・超臨界CO2の挙動予測
・海洋生態系の長期影響予測モデル
・CO2隔離効率評価
・軟質地盤における帯水層貯留の安全
性検討
・亀裂造成による圧入速度増大技術
・炭酸・アルカリ度現場継続技術

　３．大規模植林
　（植物改良、
　　土壌改良
　　　　　など）

6 件

・過酸化水素耐性APX
・高等植物のCO2固定化制御システム
・高濃度二酸化炭素溶解水施肥の応
答
・光合成能力の向上
・酵素群によるCO2光固定

・光合成CO2固定能の強化

2 件
・光機能性導入によるCO2固定化能向
上
・環境ストレス耐性の付与

6 件

・高CO2固定型の植物創製

・高速生長・高CO2固定型の植物創製
・油糧作物の水面栽培
・光合成能の増強
・環境ストレス耐性の付与
・菌根菌の共生機能

6 件

・有用野生植物とそれらの遺伝子群を
導入した環境耐性植物
・微細藻類の培養によるCO2削減
・アルカリ性土壌での植生拡大
・光合成循環的電子伝達系の強化
・環境不良地に適応する樹種の生理
的特性に基づいたスクリーニング
・Jatropha Curcas L.の優良種の交配
及び形質転換系の作出

5 件

・複数ストレス耐性野生植物による
CO2固定
・根の緑化による光合成能力向上
・C3植物の光合成能増強
・高濃度ショ糖蓄積植物の創生
・クロレラの屋外省エネ培養

　４．バイオマス利用 3 件

・バイオメタノール生産
・大型藻類バイオマスの高効率生産
・バイオマス資源からのエネルギー生
産

 件 － 3 件
・高分子材料
・リグニンの水素化分解
・木質バイオマスの直製酵素糖化

4 件

・足場タンパク質を用いたセルラーゼ
の固体表面への濃縮
・木質バイオマスの直接酵素糖化と残
渣リグニンの利用
・バイオマスを原料とした光駆動型バ
イオ水素生産
・木質バイオマスからの新発電燃料変
換

9 件

・光触媒によるセルロース分解
・C1微生物によるCO2濃縮利用
・バイオマス原料からの水素製造
・非食植物油脂による樹脂

　５．CO2有効利用 21 件

・フッ素化合物の光分解処理
・二酸化炭素の化学原料転換
・エチルベンゼン脱水素用触媒の高性
能化
・SiC化木の炭素永久固定
・海面活性剤の合成
・有用物質合成
・二酸化炭素の還元固定化反応
・位置選択的Kolbe-Schmitt型反応
・炭酸塩固定
・イオン性液体触媒
・二酸化炭素の高効率分解・還元
・水溶性ヒドリド触媒
・微生物の有用物質生産
・バイオポリエステル生産
・バクテリアセルロースの生産性向上
・微生物炭酸固定酵素
・リグニン分解能の強化
・乾燥強光耐性植物の遺伝資源
・微細藻類の有用物質合成

7 件

・水素回収型廃棄物処理システム
・CO2の化学エネルギー貯蔵
・二酸化炭素の光還元
・CO2固定化能酵素
・酸素耐性ヒドロゲナーゼ
・グリーンポリマー

6 件

・二酸化炭素の直接固定化
・貝殻による二酸化炭素の永久固定
・二酸化炭素の光還元
・二酸化炭素吸収能の向上
・プラスチックの酵素分解促進

5 件

・金属錯体触媒による二酸化炭素の
活性化
・酸化炭素からメタンへの化学的変換
・光触媒を用いた二酸化炭素還元
・オレフィンと炭酸ガスの同時転換
・天然水硬性石灰（NHL）を用いた
CO2循環型建材

5 件
・光触媒によるCO2還元
・放電プラズマによるCO2リサイクル
・半導体ニッケル触媒によるCO2還元

合　　計 51 件 14 件 35 件 26 件 36 件

分　　類
平成19年度 平成20年度平成16年度 平成17年度 平成18年度

 
 

（２）CO2 削減に資する技術の開発 

① 技術戦略にそった研究実施 

CO2 削減に資する技術の開発として、平成１１～平成２１年度に基盤技術研究４０テ

ーマを実施した。また、先端的研究は平成１６年度から開始し、平成２０年度までに３

９テーマを実施した（表３－１－６）。実施テーマを分野別に表３－１－７、表３－１

－８に、また年度別に表３－１－９から表３－１－１１に示した。平成１４年度に開始
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の基盤技術研究８テーマは前述の総合調査研究において絞り込まれたテーマである。ま

た、その他のテーマは公募を行い、提案されたテーマから評価・選定したものである。

実施テーマ件数を分野別に整理すると表３－１－６のようになる。分離回収、CO2 隔離、

大規模植林、バイオマス利用、CO2 の有効利用の各分野でほぼ均等にテーマを実施した。 

 

表３－１－６ 分野毎の応募および実施テーマ数（平成 11～21 年度） 

７９２２８３９１６２４０６６合計

※ 基盤技術研究については応募件数と実施件数の期間が一致していない。

これは平成14年度テーマを公募ではなく、総合調査研究から選定したことによる。

応募件数はH15年度からの値を示したため、応募件数＜実施件数となる場合も

ある。

＊ 先端的研究は、平成21年度実施なし

１２６０６４２６１８CO2の有効利用

２０３０１０２１１０９バイオマス利用

１４３６６２５８１１大規模植林

１４６４７４５７１９CO2隔離

１９３８１０２９９９分離回収

実施応募実施応募実施応募※

合計先端的研究＊基盤技術研究分 野

７９２２８３９１６２４０６６合計

※ 基盤技術研究については応募件数と実施件数の期間が一致していない。

これは平成14年度テーマを公募ではなく、総合調査研究から選定したことによる。

応募件数はH15年度からの値を示したため、応募件数＜実施件数となる場合も

ある。

＊ 先端的研究は、平成21年度実施なし

１２６０６４２６１８CO2の有効利用

２０３０１０２１１０９バイオマス利用

１４３６６２５８１１大規模植林

１４６４７４５７１９CO2隔離

１９３８１０２９９９分離回収

実施応募実施応募実施応募※

合計先端的研究＊基盤技術研究分 野
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表３－１－７ 基盤技術研究実施テーマ（分野別） 

テーマ名 実施者 実施期間

【分離回収】

1 高分子膜によるCO2分離技術の開発 RITE(化学研究G) H14-16FY

2 CO2分離回収・排出削減ﾌﾟﾛｾｽのための配向性ｾﾞｵﾗｲﾄ膜の開発 RITE(化学研究G) H15-17FY

3 酸化亜鉛を活用したCO2の分離・回収技術(亜鉛法)の開発 RITE(化学研究G) H16-17FY

4 高密度官能基表面を有する新規CO2分離膜の創成 RITE(化学研究G) H17-19FY

5 CO2分離回収型高効率水素製造のための基盤技術開発 RITE(化学研究G) H17-19FY

6 新規促進材による吸収液再生法の研究 RITE(化学研究G) H18-20FY

7 高圧ガスからのＣＯ２吸収分離技術の開発 RITE(化学研究G) H19-20FY

8 省ｴﾈﾙｷﾞｰ型圧力ｽｲﾝｸﾞ吸着法によるCO2分離技術の開発 RITE(化学研究G) H20FY

9 分離・回収に係る基盤技術の開発 RITE(化学研究G) H21FY

【CO2隔離】

1
地中メタン生成菌によるCO2からのメタン再生のための基盤技術の
開発

RITE(CO2貯留研究G) H14-15FY

2
深地下・海底環境利用によるCO2地殻化学固定・ﾊｲﾄﾞﾚｰﾄ固定のた
めの基盤技術の開発

RITE(CO2貯留研究G) H14-16FY

3 人工湧昇流海域におけるCO2吸収量の評価技術の開発 RITE(CO2貯留研究G) H15-17FY

4
蛇紋岩体の地化学環境を利用した原位置試験によるCO2地中鉱物
固定のための基盤技術の開発

RITE(CO2貯留研究G) H16-18FY

5 CO2地中貯留におけるシール層の安定性評価技術の開発 RITE(CO2貯留研究G) H16FY

6 ジオリアクターによる排ガス中CO2の地中直接固定化技術開発 RITE(CO2貯留研究G) H18-20FY

7
ＣＯ２地中貯留のための常設ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ構築に必要な海底計測
機器開発の基礎的研究

RITE(CO2貯留研究G) H19-20FY

【大規模植林】

1
ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ等熱帯沿岸生態系の修復・保全による地球温暖化ガス回
収・放出抑制評価技術の開発

（社）日本海洋開発産業協会
 （財）電力中央研究所

H12-15FY

2 森林再生に向けた施肥・薬剤による環境ｽﾄﾚｽ耐性樹木の開発
RITE(植物研究G) 王子亀山分室

王子製紙(株)
H14-16FY

3
植物葉緑体の異種蛋白質大量発現系利用による大気中CO2固定
能増強のための基盤技術の開発 RITE(植物研究G*) H14-16FY

4
植物によるCO2固定能力増強をめざした光合成ソース機能改良技
術の開発 RITE(植物研究G

*
) H16-18FY

5 高効率エネルギー生産のための新葉緑体工学の確立 RITE(植物研究G*) H17-19FY

6 セルラーゼ系酵素を生産する植物の創製 RITE(植物研究G
*
) H17-19FY

7 高ｽﾄﾚｽ耐性ユーカリの迅速選抜法の開発 RITE(植物研究G*) H19-20FY

8
葉緑体工学による活性酸素制御“ﾓﾃﾞﾙ植物でのHDP－APXｼｽﾃﾑ
強化 RITE(植物研究G*) H19-20FY

【バイオマス利用】

1
微生物機能を利用したﾊﾞｲｵﾏｽ資源からのCO2固定ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾛｾｽの
ための基盤技術の開発 RITE(微生物研究G

*
) H14-15FY

2
微生物集団系システム創成による革新的バイオ変換プロセスのため
の基盤技術の開発 RITE(微生物研究G*) H15-17FY

3
CO2を原料とした微生物による有用物質生産技術体系のための基
盤技術の開発 RITE(微生物研究G*) H16-18FY

4 深度地下微生物生態系によるCO2固定のための基盤技術の開発 RITE(微生物研究G*) H16-18FY

5
タンパク質複合体機能を利用した革新的なセルロース糖化法による
CO2固定化有効利用のための基盤技術開発 RITE(微生物研究G*) H17-19FY

6
革新的省エネルギー水素供給ステーション実現のための基盤技術
研究 RITE(微生物研究G

*
) H17-19FY

7 ソフトバイオマスからの次世代燃料生産基盤技術の開発 RITE(微生物研究G*) H19-20FY

8
統合型水素生産ｼｽﾃﾑによるバイオマスからの高収率水素変換のた
めの基盤技術開発 RITE(微生物研究G

*
) H19-20FY

9 ﾊﾞｲｵﾏｽからのｸﾞﾘｰﾝﾌｭｰｴﾙ生産基盤技術の開発 RITE(バイオ研究G) H20FY

10 大規模植林による地上隔離に係る基盤技術の開発 RITE(バイオ研究G) H21FY

【CO2の有効利用】

1
光合成機能遺伝子と有用物生産遺伝子を組み合わせた新たな代謝
機能の発現制御技術の開発

RITE(植物研究G) 釜石分室
㈱海洋ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ研究所

H11-14FY

2 二酸化炭素の電気化学的固定化技術の開発 RITE(化学研究G) H11-14FY

3 非光合成菌による二酸化炭素固定能の評価と利用技術の開発
RITE(微生物研究G) つくば分室

(株)日本触媒
H13-15FY

4
ゼオライトの有する交換性Caｲｵﾝを利用したCO2固定化・有効利用
技術の開発

RITE(化学研究G) H14-15FY

5
太陽光を利用した半導体光触媒・金属錯体光触媒によるCO2光還
元のための基盤技術の開発

RITE(化学研究G) H14-16FY

6 アルカリ土類金属を利用した新規CO2炭酸塩固定化システムの開発 RITE(化学研究G) H16-18FY

*平成20年4月～　バイオ研究グループに改編  
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表３－１－８ 先端的研究実施テーマ（分野別） 

テーマ名 実施者 実施期間

分離回収

1
高温高圧下でも使用可能な新規な二酸化炭素選択透過型高分
子膜の創製

明治大学 H16FY

2
粒界制御による3次元ﾐｸﾛ細孔ﾈｯﾄﾜｰｸを持つ多孔性ﾊﾞﾙｸ材料
の合成とCO2分離性能評価

大阪府立大学 H17FY

3
高いCO2分離機構を有する新規のCO2/CH4,CO2/N2分離用
高性能DDR型ｾﾞｵﾗｲﾄ膜の創製

長岡技術科学大学 H17FY

4
ｾﾞｵﾗｲﾄ膜のﾌﾞﾚｰｸｽﾙｰのための高性能DD3Rｾﾞｵﾗｲﾄ膜の開発
と戦略的な新規八員環ｾﾞｵﾗｲﾄの膜化

長岡技術科学大学 H18FY

5
3D細孔ﾁｬﾈﾙを持つ新規無機材料の薄膜化とCO2分離への応
用

大阪府立大学 H18FY

6 ｲｵﾝ液体(IL)を用いるCO2物理吸収･再生ﾌﾟﾛｾｽに関する研究 （独）産業技術総合研究所 H18FY

7 高透過性･高選択性二酸化炭素分離膜の開発と評価 京都大学 H18FY

8 ｲｵﾝ液体物理吸収法による高圧CO2ｶﾞｽ再生に関する研究 （独）産業技術総合研究所 H19FY

9 ﾕﾋﾞｷﾀｽ元素を利用する大容量CO2ｽﾄﾚｰｼﾞ物質の開発 熊本大学 H20FY

10 電気透析を用いた二酸化炭素回収法 東京大学 H20FY

CO2隔離

1
帯水層に圧入された二酸化炭素挙動のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに関する実用
化技術開発の研究

京都大学 H16FY

2 海洋溶解保証による漏洩許容型CO2地下貯留技術手法の提案 東京工業大学 H16FY

3
海洋酸性化による海洋生態系影響評価のための擬似海洋実験
と生態ﾓﾃﾞﾙの統合化による要素技術開発

静岡大学 H18FY

4
CO2の海洋貯留・吸収源の拡大におけるﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ群集の正の安
定化効果に関する実証　～中規模実験と新規ﾓﾃﾞﾙによる検証～

静岡大学 H19FY

5
高精度な長期間海洋隔離ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝを可能にする計算手法の
開発

北海道大学 H19FY

6
塩水中CO2ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞのための全炭酸・ｱﾙｶﾘ度の現場計測技術
の開発

高知大学 H20FY

7
大規模排出源近傍の軟質地盤における帯水層貯留の遮蔽層安
全性検討

応用地質㈱ H20FY

大規模植林

1
野生の乾燥強光耐性C3型植物に由来する有用遺伝資源を用
いた緑化展開

奈良先端科学技術大学院大学 H16FY

2
選択的RNAｽﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞによる植物への多面的環境ｽﾄﾚｽ耐性の
付与

静岡県立大学 H17FY

3
形質転換技術を利用したﾚﾄﾞｯｸｽｼｸﾞﾅﾙの制御による高速生長、
高CO2固定型の植物創製技術

岡山県 H18FY

4
高CO2固定植物の創製に向けた高等植物のCO2感知機構の解
明

九州大学 H18FY

5
光合成循環的電子伝達系の強化による乾燥耐性植物育種の可
能性検討

京都大学 H19FY

6
Jatropha Curcas L.の優良種の交配及び形質転換系の作出の
研究

日本植物燃料（株） H19FY

バイオマス利用

1
ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ生産のための選択的白色腐朽菌ﾘｸﾞﾆﾝ分解系の解
析と強化

京都大学 H16FY

2 微生物炭酸固定酵素の特性と進化系統に関する基礎解析 東京大学 H16FY

3 再生可能な植物油脂を基盤とするｸﾞﾘｰﾝﾎﾟﾘﾏｰの創製と応用 大阪大学 H17FY

4 木質ﾊﾞｲｵﾏｽの直接酵素糖化と残渣ﾘｸﾞﾆﾝの利用 名古屋大学 H19FY

5
足場ﾀﾝﾊﾟｸ質を用いたｾﾙﾗｰｾﾞ･ﾍﾐｾﾙﾗｰｾﾞの固体表面への
濃縮技術の研究開発

東北大学 H19FY

6 木質ﾊﾞｲｵﾏｽからの新発電燃料変換技術の開発 信州大学 H19FY

7
温室効果ガス回収型C1微生物コンソーシアムによる in situ バイ
オマス利用の基盤技術開発

京都大学 H20FY

8 木質ﾊﾞｲｵﾏｽの酵素糖化と残渣ﾘｸﾞﾆﾝの利用 名古屋大学 H20FY

9 ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙの高効率高速合成法の開発 福岡女子大学 H20FY

10 木質ﾊﾞｲｵﾏｽからの新発電燃料変換技術の開発 信州大学 H20FY

CO2の有効利用

1
遷移金属錯体の特性を生かした位置選択的kolbe-Schmitt型反
応の開発

京都大学 H16FY

2 ｹｲ酸ﾅﾉ多孔体に配列した酵素群によるCO2の光固定 名城大学 H16FY

3 高酸素耐性ｽｰﾊﾟｰﾋﾄﾞﾛｹﾞﾅｰｾﾞを用いた水素生産系の開発 京都大学 H17FY

4
集積型金属錯体を中核とした複合系光触媒による二酸化炭素
還元および水素発生に関する研究

東京工業大学 H17FY

5 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの酵素分解促進法の研究開発 東北大学 H18FY

6 膜分離を複合化した光触媒水素製造ﾌﾟﾛｾｽの構築 山口大学 H20FY

*平成21年度は実施なし  
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表３－１－９ 基盤技術研究 採択テーマ名と実施者（年度別） 

11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 2１年

NEDOから受託

総合調査研究から
選定されたテーマ

総合調査研究から
選定されたテーマ

総合調査研究から
選定されたテーマ

総合調査研究から
選定されたテーマ

総合調査研究から
選定されたテーマ

総合調査研究から
選定されたテーマ

総合調査研究から
選定されたテーマ

総合調査研究から
選定されたテーマ

平成15年度新規

平成15年度新規

平成15年度新規

平成16年度新規

平成16年度新規

平成16年度新規

平成16年度新規

平成16年度新規

平成16年度新規

平成16年度新規

平成17年度新規

平成17年度新規

平成17年度新規

平成17年度新規

平成17年度新規

平成17年度新規

平成18年度新規

平成18年度新規

平成19年度新規
平成21年度は①で実施

平成19年度新規

平成19年度新規
平成21年度は②で実施

平成19年度新規

平成19年度新規
平成21年度は②で実施

平成19年度新規
平成21年度は②で実施

平成20年度新規
平成21年度は①で実施

平成20年度新規
平成21年度は②で実施

①

②

3 4 5 12 13 15 15 13 14 10 2
※平成20年４月～：バイオ研究Gに改編

平          成

バイオマスからのグリーンフューエル生産基盤技術の開発（RITEバイオ研究G）

葉緑体工学による活性酸素制御“ﾓﾃﾞﾙ植物でのHDP－APXｼｽﾃﾑ強化（RITE植物研究

G※）

微生物機能を利用したﾊﾞｲｵﾏｽ資源からのCO2固定ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾛｾｽのための基盤技術の開
発（RITE微生物研究G）

高圧ガスからのＣＯ２吸収分離技術の開発（RITE化学研究G）

ＣＯ２地中貯留のための常設ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ構築に必要な海底計測機器開発の基礎的
研究（RITE CO2貯留研究G）

高ｽﾄﾚｽ耐性ユーカリの迅速選抜法の開発（RITE植物研究G※）

高密度官能基表面を有する新規CO2分離膜の創成（RITE化学研究G）

CO2分離回収型高効率水素製造のための基盤技術開発（RITE化学研究G）

タンパク質複合体機能を利用した革新的なセルロース糖化法によるCO2固定化有効利
用のための基盤技術開発（RITE微生物研究G）

ソフトバイオマスからの次世代燃料生産基盤技術の開発（RITE微生物研究G※）

非光合成菌による二酸化炭素固定能の評価と利用技術の開発
（RITE微生物研究G　つくば分室 (株)日本触媒）

地中メタン生成菌によるCO2からのメタン再生のための基盤技術の開発（RITE CO2貯留
研究G）

深地下・海底環境利用によるCO2地殻化学固定・ﾊｲﾄﾞﾚｰﾄ固定のための基盤技術の開
発（RITE CO2貯留研究G）

森林再生に向けた施肥・薬剤による環境ｽﾄﾚｽ耐性樹木の開発（RITE植物研究G 王子亀
山分室 王子製紙(株)）

革新的省エネルギー水素供給ステーション実現のための基盤技術研究（RITE微生物研
究G）

CO2を原料とした微生物による有用物質生産技術体系のための基盤技術の開発
（RITE微生物研究G）

蛇紋岩体の地化学環境を利用した原位置試験によるCO2地中鉱物固定のための基盤
技術の開発（RITE CO2貯留研究G）

CO2分離回収・排出削減プロセスのための配向性ゼオライト膜の開発（RITE化学研究G）

太陽光を利用した半導体光触媒・金属錯体光触媒によるCO2光還元のための基盤技術
の開発（RITE化学研究G）

省エネルギー型圧力スイング吸着法による新規ＣＯ２分離技術の開発（RITE化学研究G）

統合型水素生産ｼｽﾃﾑによるバイオマスからの高収率水素変換のための基盤技術開発

（RITE微生物研究G※）

計

植物葉緑体の異種蛋白質大量発現系利用による大気中CO2固定能増強のための基盤
技術の開発（RITE植物研究G）

新規促進材による吸収液再生法の研究（RITE化学研究G）

高効率エネルギー生産のための新葉緑体工学の確立（RITE植物研究G）

セルラーゼ系酵素を生産する植物の創製（RITE植物研究G）

ジオリアクターによる排ガス中CO2の地中直接固定化技術開発（RITE CO2貯留研究G）

酸化亜鉛を活用したCO2の分離・回収技術(亜鉛法)の開発（RITE化学研究G）

植物によるCO2固定能力増強をめざした光合成ソース機能改良技術の開発
（RITE植物研究G）

ゼオライトの有する交換性Caｲｵﾝを利用したCO2固定化・有効利用技術の開発
（RITE化学研究G）

アルカリ土類金属を利用した新規CO2炭酸塩固定化システムの開発（RITE化学研究G）

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発に関する総合調査（RITE研究企画
Ｇ）

光合成機能遺伝子と有用物生産遺伝子を組み合わせた新たな代謝機能の発現制御技
術の開発（釜石分室 ㈱海洋ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ研究所）

二酸化炭素の電気化学的固定化技術の開発（RITE化学研究G）

高分子膜によるCO2分離技術の開発（RITE化学研究G）

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ等熱帯沿岸生態系の修復・保全による地球温暖化ガス回収・放出抑制評価技
術の開発（（社）日本海洋開発産業協会 （財）電力中央研究所）

分離・回収に係る基盤技術の開発（RITE化学研究G）

大規模植林による地上隔離に係る基盤技術の開発（RITEバイオ研究G）

CO2地中貯留におけるシール層の安定性評価技術の開発（RITE CO2貯留研究G）

深度地下微生物生態系によるCO2固定のための基盤技術の開発
（RITE微生物研究G）

備　考

Ｈ13年度までは
　ＭＥＴＩ→ＮＥＤＯ

Ｈ14年度からは
　ＭＥＴＩ→ＲＩＴＥ

微生物集団系システム創成による革新的バイオ変換プロセスのための基盤技術の開発
（RITE微生物研究G）

テーマ名（実施箇所）

人工湧昇流海域におけるCO2吸収量の評価技術の開発（RITE CO2貯留研究グルー
プ）

中間評価により中止

中間評価により中止

中間評価により中止

中間評価により内容変更

中間評価により内容変更

中間評価により中止

地中PJへの統合により中止
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表３－１－１０ 先端的研究テーマと実施者（年度別） 

年度 実施者 所属 委託金額

1 遷移金属錯体の特性を生かした位置選択的
kolbe-Schmitt型反応の開発

村上　正浩 京都大学 5,250,000

2 ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ生産のための選択的白色腐朽菌ﾘｸﾞ
ﾆﾝ分解系の解析と強化

渡辺　隆司 京都大学 7,350,000

3 微生物炭酸固定酵素の特性と進化系統に関する
基礎解析

五十嵐　泰夫 東京大学 4,725,000

4 野生の乾燥強光耐性C3型植物に由来する有用
遺伝資源を用いた緑化展開

横田　明穂
奈良先端科学技術大学
院大学

7,350,000

5 帯水層に圧入された二酸化炭素挙動のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
に関する実用化技術開発の研究

松岡　俊文 京都大学 6,300,000

ｹｲ酸ﾅﾉ多孔体に配列した酵素群によるCO2の
光固定
Ⅰﾃﾞﾋﾄﾞﾛｹﾞﾅｰｾﾞの固定化と評価

◎大宮　邦雄 名城大学 2,000,000

Ⅱ人工酵素系構築と評価 粟冠　和郎 三重大学 2,000,000
Ⅲｹｲ酸多孔体に固定化された酵素の光機能評
価

梶野　勉 ㈱豊田中央研究所 1,250,000

7 海洋溶解保証による漏洩許容型CO2地下貯留
技術手法の提案

末包　哲也 東京工業大学 6,300,000

8 高温高圧下でも使用可能な新規な二酸化炭素
選択透過型高分子膜の創製

永井　一清 明治大学 4,725,000

◎左子　芳彦 京都大学 2,100,000

黒川　明 (財)ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ振興協会 1,050,000
西川　崇範 ㈱環境総合ﾃｸﾉｽ 2,100,000

2 再生可能な植物油脂を基盤とするｸﾞﾘｰﾝﾎﾟﾘﾏｰの
創製と応用

宇山　浩 大阪大学 7,350,000

◎中平　敦 大阪府立大学 5,250,000

山崎　友紀 大阪高専 1,571,000

◎石谷　治 東京工業大学 4,725,000

小池　和英 (独)産業技術総合研究所 525,000

5
高いCO2分離機構を有する新規の
CO2/CH4,CO2/N2分離用高性能DDR型ｾﾞｵﾗｲ
ﾄ膜の創製

姫野　修司 長岡技術科学大学 6,300,000

◎小林　裕和 静岡県立大学 3,825,000

重岡　成 近畿大学 2,475,000

1
ｾﾞｵﾗｲﾄ膜のﾌﾞﾚｰｸｽﾙｰのための高性能DD3Rｾﾞ
ｵﾗｲﾄ膜の開発と戦略的な新規八員環ｾﾞｵﾗｲﾄの
膜化

姫野　修司 長岡技術科学大学 8,900,000

2 形質転換技術を利用したﾚﾄﾞｯｸｽｼｸﾞﾅﾙの制御に
よる高速生長、高CO2固定型の植物創製技術

小川　健一
岡山県立生物科学総合
研究所

8,900,000

3 3D細孔ﾁｬﾈﾙを持つ新規無機材料の薄膜化と
CO2分離への応用

中平　敦 大阪府立大学 8,900,000

4 ｲｵﾝ液体(IL)を用いるCO2物理吸収･再生ﾌﾟﾛｾｽ
に関する研究

金久保　光央 (独)産業技術総合研究所 5,600,000

5
高透過性･高選択性二酸化炭素分離膜の開発と
評価

増田　俊夫 京都大学 6,700,000

6 海洋酸性化による海洋生態系影響評価のための
擬似海洋実験と生態ﾓﾃﾞﾙの統合化による要素技

鈴木　款 静岡大学 7,000,000

7 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの酵素分解促進法の研究開発 阿部　敬悦 東北大学 7,000,000

8
高CO2固定植物の創製に向けた高等植物の
CO2感知機構の解明

射場　厚 九州大学 7,000,000

高酸素耐性ｽｰﾊﾟｰﾋﾄﾞﾛｹﾞﾅｰｾﾞを用いた水素生産
系の開発

粒界制御による3次元ﾐｸﾛ細孔ﾈｯﾄﾜｰｸを持つ多
孔性ﾊﾞﾙｸ材料の合成とCO2分離性能評価

集積型金属錯体を中核とした複合系光触媒によ
る二酸化炭素還元および水素発生に関する研究

H18FY

選択的RNAｽﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞによる植物への多面的環
境ｽﾄﾚｽ耐性の付与

6

H16FY

テーマ名

1

H17FY

3

4

6
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表３－１－１１ 先端的研究テーマと実施者（年度別、続き） 

年度 実施者 所属 委託金額

1
木質ﾊﾞｲｵﾏｽの直接酵素糖化と残渣ﾘｸﾞﾆﾝの利
用

福島　和彦 名古屋大学 6,500,000

2
CO2の海洋貯留・吸収源の拡大におけるﾌﾟﾗﾝｸﾄ
ﾝ群集の正の安定化効果に関する実証　～中規
模実験と新規ﾓﾃﾞﾙによる検証～

鈴木　款 静岡大学 7,600,000

3 足場ﾀﾝﾊﾟｸ質を用いたｾﾙﾗｰｾﾞ･ﾍﾐｾﾙﾗｰｾﾞの固
体表面への濃縮技術の研究開発

阿部　敬悦 東北大学 7,900,000

4 木質ﾊﾞｲｵﾏｽからの新発電燃料変換技術の開発 高橋　伸英 信州大学 4,300,000

5 光合成循環的電子伝達系の強化による乾燥耐
性植物育種の可能性検討

遠藤　剛 京都大学 6,400,000

6 ｲｵﾝ液体物理吸収法による高圧CO2ｶﾞｽ再生に
関する研究

金久保　光央 (独)産業技術総合研究所 7,400,000

7 高精度な長期間海洋隔離ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝを可能にす
る計算手法の開発

山中　康裕 北海道大学 2,100,000

8 Jatropha Curcas L.の優良種の交配及び形質転
換系の作出の研究

三本木　一夫 日本植物燃料㈱ 7,800,000

1 温室効果ガス回収型C1微生物コンソーシアムに
よる in situ バイオマス利用の基盤技術開発

由里本　博也 京都大学 5,700,000

2 ユビキタス元素を利用する大容量CO2ストレージ
物質の開発

町田　正人 熊本大学 6,500,000

3 木質バイオマスの酵素糖化と残渣リグニンの利用 福島和彦 名古屋大学 6,400,000

4 塩水中CO2モニタリングのための全炭酸・アルカ
リ度の現場計測技術の開発

岡村　慶 高知大学 4,200,000

5 バイオディーゼルの高効率高速合成法の開発 草壁　克己 福岡女子大学 6,700,000
6 電気透析を用いた二酸化炭素回収法 柳沢　幸雄 東京大学 6,200,000

7 大規模排出源近傍の軟質地盤における帯水層
貯留の遮蔽層安全性検討

東　宏幸 応用地質(株) 5,400,000

8
膜分離を複合化した光触媒水素製造プロセスの
構築

田中　一宏 山口大学 4,900,000

9
木質バイオマスからの新発電燃料変換技術の開
発

高橋　伸英 信州大学 4,000,000

H20FY

H19FY

テーマ名

注：平成21年度は実施なし  
 

 
 
② 研究テーマ毎に設定された目標に対する成果 

各研究テーマの目標と成果は、先端的研究については表３－１－１２～表３－１－２

２（先端的研究、研究概要、目標および成果）に、また基盤技術研究については別紙１

「基盤技術研究テーマの個別票」に示した。
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表３－１－１２ 先端的研究 研究概要、目標、および成果（その１） 

年度 概　　要 目　　標 成　　果 終了後

1
遷移金属錯体の特性を生
かした位置選択的kolbe-
Schmitt型反応の開発

2-ナフトールとCO2から液晶材

料である6-ヒドロキシ-2-ナフト
イック酸を選択的に生成する遷
移金属錯体触媒を開発する。

・6-ヒドロキシ-2-ナフトイック酸をCO2と2-
ナフトールから合成する。
・通常、高温高圧が必須条件である
Kolbe-Schmitt反応を常温常圧で行える
ようにする。

・フェノキシド錯体において選択的に5-配位錯体を形

成したDCPE配位子をもつロジウム錯体を前駆体とし
て用い、ナフトキシド錯体の合成を行ったところ、望み
の配位形式の錯体を合成することに成功。
・二酸化炭素を用いて付加価値の高い化合物（常圧で
のカルボキシル化）を合成できることを示せた。

－

2
ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ生産のための
選択的白色腐朽菌ﾘｸﾞﾆﾝ分
解系の解析と強化

リグニンを酵素から離れたところ
で化学的に分解する白色腐朽
菌の機序を解明し、生物模倣反
応系を構築する。

・C.subvemisporaのリグニン分解能を高め
た形質転換体を作成する。
・生物模倣型リグニン分解反応系を構築
する。
・酵素糖化率の投入エネルギーを未処理
に比べて15％以上軽減する。

・選択的白色腐朽菌のリグニン分解機構を明らかにし
た
・選択的にリグニン分解する遺伝子を腐朽菌に導入す
るためのベクターを開発した
・リグニン分解性担子菌から脂肪酸不飽和化酵素遺伝
子のクローニングを実施
・スギ材の酵素糖化率に及ぼす腐朽処理の効果を調
べた。未処理のスギ材の糖化率7.2%から腐朽処理後

は約7倍に相当する52%の高い糖化率を与えることが
明らかとなった

■基盤技術研究へ移行
平成１７年度基盤技術研究
「タンパク質複合体機能を
利用した革新的なセルロー
ス糖化法」で実施

3
微生物炭酸固定酵素の特
性と進化系統に関する基礎
解析

還元的炭酸固定の機序を解明
して、メタボリックエンジニアリン
グ手法で炭酸固定の代謝を改
変し、CO2から有機酸、アミノ酸
の効率的発酵生産法を見出す。

・H菌の還元的TCA回路に働いている4
種の炭酸固定酵素の性質、進化系統付
けを行う。
・H菌の炭酸固定への還元力の供給方法
を明らかにする。
・C3-C4の炭酸固定酵素に還元力を供給
して、炭酸固定発酵が可能なことを検証
する。

・Ｈ菌の持つ炭酸固定経路である還元的TCA回路に
おける４カ所の炭酸固定反応に関わる炭酸固定酵素
を全て完全精製、それぞれに対応する脱炭酸酵素系
に新たな炭酸固定因子（ＣＦ）が付加することによって、
炭酸固定能を獲得したことを初めて明らかにした
・リセロール等の還元型基質の利用、または水素等の
外部エネルギーの供給によって、従来の有機酸・アミノ
酸発酵の炭酸固定反応部分を強化して、炭酸固定発
酵またはより炭酸ガスの排出の少ない発酵法が可能
であることを示した

■基盤技術研究にて利用
得られた知見を基盤技術研
究「CO2を原料とした微生物
による有用物質生産技術」
の中で利用

4
野生の乾燥強光耐性C3型
植物に由来する有用遺伝
資源を用いた緑化展開

野生生物の悪環境耐性遺伝子
を探索して一般植物に導入し耐
性評価を行ってストレス耐性の

適化を図る。

・野生スイカを対象として、乾燥強光スト
レス耐性の有用遺伝子を取得する。

・野生スイカがストレス下に発現させる特異な遺伝子
群を同定
・乾燥強光ストレスを受けている野生スイカの葉では、
非常に多種類のヒートショックタンパク質やRuBisCOア

クティベース、small Gタンパク質などの発現が見られ
た。

■基盤技術研究にて利用
得られた知見を基盤技術研
究「高ストレス耐性ユーカリ
の迅速選抜法の開発」の中
で利用

5
帯水層に圧入された二酸化
炭素挙動のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに関す
る実用化技術開発の研究

地下CO2の実用的モニタリング
方法として流電電位法の可能性
を実験室レベルで確立し、フィー
ルドで検証する。

・流電電位法をベースとしたモニタリング
手法の可能性を見出す。

・レア砂岩のコアを用い液体CO2と気体CO2の圧入を

行い、その時の比抵抗変化を計測した結果、CO2の圧

入に伴い比抵抗値が変化し、その変化の様子はCO2
の相状態に依存していることが分かった。
・比抵抗トモグラフィ解析に必要なプログラムの開発お
よび流電電位法解析システムをシミュレーションを行っ
た。
・比抵抗については、岩野原においてフィールド実験を
行い、CO2の挙動の把握の可能性が有ることが示唆

■基盤技術研究にて利用
得られた知見を基盤技術研
究「CO2地中貯留のための
常設モニタリングシステム
構築に必要な海底計測機
器開発の基礎的研究」の中
で利用

テーマ名

H16FY
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表３－１－１３ 先端的研究 研究概要、目標、および成果（その２） 

年度 概　　要 目　　標 成　　果 終了後

ｹｲ酸ﾅﾉ多孔体に配列した
酵素群によるCO2の光固定
Ⅰﾃﾞﾋﾄﾞﾛｹﾞﾅｰｾﾞの固定化と
評価

Ⅱ人工酵素系構築と評価

Ⅲｹｲ酸多孔体に固定化さ
れた酵素の光機能評価

7
海洋溶解保証による漏洩許
容型CO2地下貯留技術手
法の提案

CO2貯留層から海洋へのCO2の
輸送現象を解明して、漏洩を考
慮したCO2の隔離手法を提案す
る。

・多孔質内CO2と外部流れの物質輸送現
象を解明する。
・貯留層構造の有するべき条件（キャップ
ロックの透過率、厚さなど）を定量的に明
らかにする。

・温度7.6℃、圧力5.0MPaの液体CO2ハイドレートの場
合、温度7.6℃、圧力3.2MPaのガスハイドレートの場合
ともに、1.5MPaの差圧においても漏洩は全く観察され
ず、 ハイドレート層によるCO2貯留が可能であることが
示された。
・多孔質内におけるCO2の水への溶解速度を液体，ガ
ス，超臨界の状態において計測し、CO2の水への溶解
は極めて早く、特に液体の場合、溶解速度が大きくな
ることが分かった。

■プロジェクト研究にて利
用
得られた知見を基盤技術研
究「地中貯留プロジェクト」
の中で利用

8
高温高圧下でも使用可能な
新規な二酸化炭素選択透
過型高分子膜の創製

高分子鎖を膨潤・可塑化させな
い合成法により、高温・高圧下で
も、CO2を選択透過できる高分
子膜を創製する

・高温（＜１５０℃）高圧（40気圧）条件下
で膨潤・可塑化が制御されたネットワーク
型高分子膜を創製する。

・分子シミュレーションにより高分子ネットワークセグメ
ントと架橋点の 適化構造を研究し、ネットワークを気
体分子サイズに規則的に制御することが可能であるこ
とを明らかにした。
・気体分子サイズ（オングストロームレベル）でネット
ワーク化した6FDA-FDA-PEPA膜は、脆く測定に供す
ることはできなかったが、ネットワーク間距離を広げた
膜に対し実験を行った結果、規則的なネットワーク化
により可塑化を抑制することが可能であることを明らか
にした。

■プロジェクト研究にて利
用
得られた知見を「分子ゲート
機能CO2分離膜の技術開
発」の中で利用

1
高酸素耐性ｽｰﾊﾟｰﾋﾄﾞﾛｹﾞ
ﾅｰｾﾞを用いた水素生産系
の開発

電子供与体、メディエーター、
スーパーヒドロゲナーゼを用い
た光駆動水素発生システムを構
築する。

・超好熱古細菌A.caminiヒドロゲナーゼの
水素生産反応特性（適用範囲、酸素耐久
性、水素生産能）を把握する。
・A.caminiヒドロゲナーゼを用いた水素生
産評価システムで7.4μmol-H2/min/mg
以上の生産能を得る。
・新規の高活性・高酸素耐性ヒドロゲナー
ゼを1件以上取得する。

・超好熱古細菌A.camini H2aseは、優れた酸素耐性お
よび耐熱性を有することが明らかとなった。
・九州沿岸熱水環境より分離された計25株の好気性
好熱古細菌A.pernixについてH2aseスクリーニングを
行ったところ、A.camini H2aseと比較して７倍の活性を
有するTB5株H2aseを確認

-

2
再生可能な植物油脂を基
盤とするｸﾞﾘｰﾝﾎﾟﾘﾏｰの創
製と応用

エポキシ化植物油脂から農業用
フィルムに利用可能な新規生分
解性ポリマーを開発する。

・リパーゼ触媒を用いたエステル交換反
応により、エポキシ化油脂誘導体を合成
する。
・多様な物性・機能をもつ油脂ポリマーラ
イブラリーを構築する。
・生分解性ポリエステルとのセミIPN化に
よる高性能油脂複合材料を開発する。

・エポキシ化大豆油と中鎖脂肪酸トリグリセリドを
Mucor javanicus由来のリパーゼ処理したところ、エス
テル交換反応が進行し、エポキシ化油脂誘導体が得
られることを見出した。
・エポキシ化大豆油とエポキシ化亜麻仁油の共重合
し、その共重合体の塗膜物性（硬度）と動的粘弾性挙
動を評価した結果、エポキシ化亜麻仁油の混合比が
増えるにつれ、硬度、ガラス転移温度の直線的な増大
が見られた。

-

■技術のウォッチング
光エネルギーを利用して
NADHを合成することができ
ることが確認され、酵素複
合体構築に必要なパーツ
（キメラ酵素およびキメラコ
ヘシン）を調製できた。長期
的なテーマであり、さらに開
発元にて調査を継続する。
RITEでは関連する技術を継
続してウォッチする。H16FY

テーマ名

酵素複合体とクロロフィルをケイ
酸ナノ多孔体に固定化して光エ
ネルギーで補酵素再生系を動
かしてCO2から有用物質を生産
する。

・NADHデヒドロゲナーゼおよびギ酸デヒ
ドロゲナーゼよりドックリンを導入したキメ
ラ酵素を構築する。
・構築された酵素複合体とクロロフィルを
ケイ酸ナノ多孔体に固定化し、光機能の
評価を行う。

・ドックリンを導入した NADHデヒドロゲナーゼおよびギ
酸デヒドロゲナーゼを構築し、キメラ酵素の活性を確認
・結合特異性が異なる２種のコヘシンを大腸菌で産生
し、結合特異性を確認した。同様に３種コヘシンのキメ
ラ遺伝子を構築し、カイコで発現精製
・クロロフィルとＮＡＤＨデヒドロゲナーゼをケイ酸ナノ多
孔体に共固定し、電子媒体なしでNADHの光合成を確
認

6

H17FY



 

 26

表３－１－１４ 先端的研究 研究概要、目標、および成果（その３） 

年度 概　　要 目　　標 成　　果 終了後

5

高いCO2分離機構を有する

新規のCO2/CH4,CO2/N2分

離用高性能DDR型ｾﾞｵﾗｲﾄ
膜の創製

アルミナ支持体の改良により、
CO2分離能にすぐれたDDR型
ゼオライト膜を開発する。

・現状のDDR型ゼオライト膜（CH4/CO2
分離係数600、CO2透過速度8×10-
8mol/m2/s/Pa）を改良し、CO2透過速度を

10倍程度向上させる。

・現状のCO2/N2分離係数を約2倍、CO2
透過速度を約10倍向上させる。

・分離係数200以上でCO2透過速度1×10-7mol/m2/s/Pa
以上のこれまで報告されているCO2分離膜の性能を

陵駕したDD3Rゼオライト膜の開発に成功

■先端的研究で継続
成果を踏まえ平成１８年度
先端的研究で研究を実施

H18FY 1

ｾﾞｵﾗｲﾄ膜のﾌﾞﾚｰｸｽﾙｰのた
めの高性能DD3Rｾﾞｵﾗｲﾄ膜
の開発と戦略的な新規八員
環ｾﾞｵﾗｲﾄの膜化

平成17年度先端的研究で得ら

れた成果（CO2／CH4分離係数

356、CO2透過速度5×10-
7mol/m2/s/PaのDD3R膜の開発

に成功－これまでの10倍の透過
速度を実現）を踏まえ、更なる性
能向上のためのゼオライト－支
持体複合膜の制御を図るため、
DD3Rゼオライト結晶の形状制
御、コーティング条件の検討と他
の八員環ゼオライトの膜化を検
討

・CO2/CH4分離係数を400-500、CO2/N2
分離係数を50-100、CO2透過速度を1×
10-6mol/m2/s/Paとして実用化が可能なレ
ベルへシフトアップする。

・DDR3型ゼオライト膜の製膜条件を種々検討した結
果、支持体細孔径、水熱合成時間などにより分離性
能、透過速度に影響を与えることがわかり、本研究に
おいてCO2/CH4分離係数が500以上、透過速度が3×１

０
-7mol/m2/s/Pa以上の性能の膜化に成功した。

・CO2分離に適した新規なゼオライトとしてRHOゼオラ

イトの膜化を行い、RHO結晶の合成および支持体へ
の合成は成功したが、高い分離性能は示さず、今後
適化を目指す。

粒界制御による3次元ﾐｸﾛ
細孔ﾈｯﾄﾜｰｸを持つ多孔性
ﾊﾞﾙｸ材料の合成とCO2分
離性能評価

集積型金属錯体を中核とし
た複合系光触媒による二酸
化炭素還元および水素発
生に関する研究

テーマ名

4

－

□技術のウォッチング
開発元にて調査を継続する
とともに、関連する技術情報
は継続してウォッチする。

6

H17ＦＹ

・選択的スプライシング産物のcDNAをシ
ロイヌナズナで強制発現させ、複数の環
境ストレス耐性になることを証明する。
・選択的スプライシングと関連するSR41.2
などをシロイヌナズナに強制発現させ、
塩、強光等のストレス耐性を評価する。

・塩ストレスにより、この遺伝子からは新たな転写産物

(RNA) が生じた。この転写産物の塩基配列を決定した
結果、これは選択的スプライシングによるものであるこ
とが判明
・強光応答性SRタンパク質 “SR41a”は、 RNAスプライ
シング因子として核内で機能していることが示唆

■基盤技術研究にて利用
得られた知見を基盤技術研
究「高ストレス耐性ユーカリ
の迅速選抜法の開発」の中
で利用

水熱ホットプレス法を用いてミク
ロ細孔ネットワークを持つ無機
CO2分離膜材料を開発する。

・各種ゼオライトの粒界制御による3次元
ミクロ細孔ネットワークをもつ多孔性バル
ク材料の合成を水熱ホットプレス（HHP）
にて行い、それらバルク試料の特性評
価、さらに、CO2分離性能の評価を行う。

市販のY型ゼオライトを中心に水熱ホットプレス処理に
よりゼオライトバルク体の作成を試み、 適な条件を
見出した。
・それにより得られたゼオライトバルク体の性能評価を
行った結果、微細組織が構成されているとともに、CO2
分離性能は、膜厚1mm程度の厚膜ながら、これまで報

告されていたCVD法によるゼオライト薄膜と同等以上
の高い分離性能を示した。

・量子収率25％を目標とした、CO2の還

元と水素を発生するRu-Re集積型錯体光
触媒を開発する。
・水を還元剤とした二酸化炭素の光還元
および水の完全光分解を達成する。

・ルテニウム（Ru）－レニウム（Re）超分子錯体光触媒

のレニウム側Cl-アニオンをP(OEt)3に変えることによ

り、CO生成のターンオーバーナンバーは232に、CO生

成の量子収率は21 %にまで向上させる事に成功

・CO2を電気化学的に生成することが知られている

[Ru(tpy)(bpy)(CO)]2+型錯体を触媒として組み込んだ

Ru-Ru型超分子錯体の合成に成功

Ru-Re集積錯体を半導体と連結

し水の酸化とCO2還元・水素発
生が同時進行可能な光触媒を
開発する。

3

選択的RNAスプライシングを利
用した植物への多面的環境スト
レス耐性の付与法を開発する。

選択的RNAｽﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞによ
る植物への多面的環境ｽﾄﾚ
ｽ耐性の付与
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表３－１－１５ 先端的研究 研究概要、目標、および成果（その４） 

年度 概　　要 目　　標 成　　果 終了後

2

形質転換技術を利用したﾚ
ﾄﾞｯｸｽｼｸﾞﾅﾙの制御による
高速生長、高CO2固定型の
植物創製技術

酸化還元機構（レドックストリペ
プチドであるグルタチオンが高
成長の制御因子であることを解
明）の完全解明により、形質転
換技術を利用して高速成長、高
CO2固定型の植物を創製するた
めの技術を開発および樹木へ
の遺伝子導入を目指す

・ストレス条件下で野生型シロイヌナズナ
の成長を2倍以上向上させる。
・半砂漠・ステップ気候に自生する
Eustoma grandiflotumの成長性を2倍以
上に向上させる。
・高速生長、高CO2固定型の植物として
有望な樹木（ポプラ）の幼木を育成する。

・バイオマス生産量が2倍以上に増強できる高速成長・

高CO2固定型の植物創製を目指し、そのメカニズムに

ついて検討した結果、生育光強度が少なくとも300μ
Em-2s-1が必要であり、特定のシステイン残基が置換

されたFBA1を発現させることが良い結果となった。
・また、乾燥ストレスによる成長抑制を軽減するための
コンストラクトを見出した。

■基盤技術研究にて利用
得られた知見を基盤技術研
究「高ストレス耐性ユーカリ
の迅速選抜法の開発」の中
で利用

3
3D細孔ﾁｬﾈﾙを持つ新規無

機材料の薄膜化とCO2分離
への応用

平成17年度先端的研究におい

て、HHP（ホットプレス）法を用い
たバルク状ゼオライトの合成を
行い、良質で緻密質な無機膜材
料の開発に成功、さらにはバル
ク体全体にわたって３次元的に
細孔ネットワークが連結。これら
を踏まえて、高CO2分離能を持
つ無機ゼオライトおよびメソポー
ラス材料の開発と実用化向けた
無機膜の開発（量産化）を目指
す

・ゼオライトバルク体のCO2分離評価を行
う。
・ゼオライトバルク体で 適なCO2分離能
を持つ候補材料を開発し、薄膜化を試み
る。
・量産化に向けた無機膜の合成プロセス
を確立する。

市販のY型ゼオライトを中心に水熱ホットプレス処理に
よりゼオライトバルク体の作成を試み、 適な条件を
見出した。
・それにより得られたゼオライトバルク体の性能評価を
行った結果、微細組織が構成されているとともに、CO2
分離性能は、膜厚1mm程度の厚膜ながら、これまで報

告されていたCVD法によるゼオライト薄膜と同等以上
の高い分離性能を示した。

-

4
ｲｵﾝ液体(IL)を用いるCO2
物理吸収･再生ﾌﾟﾛｾｽに関
する研究

室温付近以下の融点・不揮発
性・不燃性の性質を有し、二酸
化炭素を選択的に物理的に溶
解する性質を有するイオン液体
を利用し、化学吸収法から物理
吸収法への転換および回収状
態をガスから液化状態へ変換
し、吸収液の再生エネルギーを
低減する技術の開発

・吸収工程では、吸収速度が1kg/dm3h以

上の選別とヘンリー定数が100bar以下の
探索・新規合成を行う。
・回収工程では、1.2g cm-3以上を有する
イオン液体を識別する。
・高温でも長時間安定なイオン液体を選
別する。

・イミダゾール系イオン液体のCO2吸収量は、アニオン
の分子構造の違いにより敏感であることが分かった。
また、CO2吸収速度については、高粘性のイオン液体
でかなり低下し、吸収液の粘性率が重要な因子である
ことが分かった。
・イオン液体とCO2の分離については、溶解度データ

に基づき、温度、圧力条件などによりCO2の回収量を
試算した結果、従来法（アミン）と同程度の回収量でさ
らに消費エネルギーが大幅に削減されることが見出さ
れた。

■先端的研究で継続
成果を踏まえ平成１９年度
先端的研究で研究を実施

5 高透過性･高選択性二酸化
炭素分離膜の開発と評価

アセチレン類の重合によって得
られる球状の置換基を有するポ
リアセチレンを活用（1.極性基を
有するポリ（ジフェニルアセチレ
ン、2.極性を規制したセルローズ

誘導体の創製）し、あらたなCO2
分離膜の設計・合成および分離
性能の評価を実施

①CO2透過係数が約100barrerで、N2お

よびCH4に対するCO2の透過選択性が

100以上、H2との透過選択性が10以上、

あるいは、②CO2透過係数が約30barrer
で、N2およびCH4に対するCO2の透過選

択性が200以上、H2との透過選択性が20
の分離膜材料を開発する。

・ポリマーの水酸基の存在しない方のフェニル基上に、
種々の大きさの球状置換基を有するポリマーを合成
し、気体透過性について評価した結果、置換基のサイ
ズを変更することにより選択性はやや低下するもの
の、透過性を向上（CO2/N2:110から150～280）するこ
とが明らかになった。

■プロジェクト研究にて活
用
得られた知見を「分子ゲート
機能CO2分離膜の技術開
発」の中で利用

H18FY

テーマ名
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表３－１－１６ 先端的研究 研究概要、目標、および成果（その５） 

年度 概　　要 目　　標 成　　果 終了後

6

海洋酸性化による海洋生態
系影響評価のための擬似
海洋実験と生態ﾓﾃﾞﾙの統
合化による要素技術開発

大気中の二酸化炭素の海洋へ
の注入と栄養塩の濃度の変化
に伴う生態系変化（植物プランク
トン等の存在量、種組成、バイ
オマス量の変化、栄養塩濃度の
変化など）について検証し、影響
評価のためのパラメータの相互
関係をモデル化する研究

・海洋酸性化が生物生産量と植物プラン
クトンの種組成に与える影響を定量化す
る。
・栄養塩の再生速度を明確にする。
・二酸化炭素の注入量と生態系応答速度
の比が1になる条件を明確にする。
・海洋生態系影響評価のモデルと評価要
素を明確する。

・800～1000ppmの高濃度CO2下で炭酸カルシウムの
殻をもつココリスについて、その生態を調査した結果、
これまで考えられていたモデル計算による高濃度の
CO2の増加による炭酸カルシウムが溶解するというシ
ミュレーションは正しくない可能性があることが分かっ
た。
・また高濃度のCO2下で珪藻、鞭毛虫、ピコプランクト
ン、動物プランクトン、微生物のすべてのバイオマスは
2倍に増加することが分かった。CO2の増加はプランク
トン、微生物を増加する方向に働くことを見出し、この
結果もモデル計算では予測できなかったことである。

■プロジェクト研究にて利
用
得られた知見を基盤技術研
究「地中貯留プロジェクト」
の中で利用

7
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの酵素分解促進法
の研究開発

疎水固体－液体界面での酵素
反応によるプラスチック分解率
の向上を目指し、疎水性固体表
面に分解酵素を濃縮する分子
機構を解明し、分解率の向上に
関する知見を見出す

・両親媒性タンパク質ハイドロフォビン
RolAと酵素クチナーゼCutL1の結合部位
を決定する。
・両親媒性タンパク質群と相互作用する
固体高分子分解酵素群を探索する。

・酵素とは別のタンパク質性のプラスチック分解促進因
子の探索を実施した結果、糸状菌がプラスチック固体
表面に生育する際に複数の両親媒性タンパク質が菌
体より分泌され、疎水固体表面に吸着してコンフォー
メーションが変化した後にプラスチック分解酵素クチ
ナーゼを特異的にリクルートすることでプラスチック分
解を促進する、新規な分解機構を見出した。

■先端的研究で継続
成果を踏まえ平成１９年度
先端的研究で研究を実施

8
高CO2固定植物の創製に
向けた高等植物のCO2感
知機構の解明

気孔開度が光合成の律速段階
となるメカニズムをサーモグラ
フィーを用いた葉面温度測定に
よりモニタし、CO2応答に異常を
持つ突然変異体を網羅的にスク
リーニングする手法を確立

・高等植物のCO2センサーおよびその下
流のシグナル伝達経路を統御する因子
を同定し、それらの遺伝子をクローニング
する。
・その遺伝子を活用し、高CO2環境で効
率的にCO2吸収・固定化を行う植物開発
への道筋を見出す。

・植物におけるCO2センシングの機構を解明することを
目的として、CO2応答性突然変異体を単離し、原因遺
伝子の解析からCO2シグナル伝達に係わるキナーゼ
を同定した。

■基盤技術研究にて利用
得られた知見を基盤技術研
究「高ストレス耐性ユーカリ
の迅速選抜法の開発」の中
で利用

H19FY 1
木質ﾊﾞｲｵﾏｽの直接酵素糖
化と残渣ﾘｸﾞﾆﾝの利用

スギ間伐材などの未利用木質
バイオマスから、直接酵素糖化
により、バイオエタノールを安定
して供給する新技術を開発す
る。 本研究開発は以下の３項目
に分類される。
１．多糖成分とリグニンの結合を
ピンポイントで切断・剥離する前
処理技術開発。
２．高結晶セルロースやヘミセル
ロースを加水分解できるような
オーダーメード麹菌作出。
３．残渣リグニンの誘導体化に
よる新規機能物質への変換

・木質バイオマス資化に適した組換え麹
菌の作出および酵素大量生産技術の確
立
・木質の軽微前処理により、糖成分の
80％程度を加水分解する菌の作出（ 終
的には90％程度）
・残渣リグニンの水質浄化剤や遅効性土
壌改良剤などの機能性物質への変換

・酵素のみによる前処理では期待した効果は上がらな
かったため、水熱処理を応用した軽微前処理法を開発
したことにより、スギ木部50マイクロメートル厚切片よ
り、約25％の収率で六炭糖を生成させることができた。
・高結晶セルロース・ヘミセルロースの加水分解可能
な麹菌の作出では、セルラーゼ、ペクチナーゼ、マンナ
ナーゼの添加によって分解の相乗効果が見られた。し
たがって、オーダーメード麹菌の作出にはこれらの酵
素遺伝子を増強する必要があることを示され、麹菌育
種の方向性が明らかとなった。これらの結果を受け
て、遺伝子組換えによりセルラーゼ（セロビオハイドロ
ダーゼ）活性が増強された複数の麹菌株を作製した。

■先端的研究で継続
成果を踏まえ平成19年度先
端的研究で研究を実施

テーマ名

H18FY
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表３－１－１７ 先端的研究 研究概要、目標、および成果（その６） 

年度 概　　要 目　　標 成　　果 終了後

2

CO2の海洋貯留・吸収源の
拡大におけるﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ群集
の正の安定化効果に関す
る実証　～中規模実験と新
規ﾓﾃﾞﾙによる検証～

「海洋酸性化による海洋生態系
影響評価のための擬似海洋実
験と生態系モデルの統合化によ
る要素技術開発（RITE先端的研
究）」により 確立した擬似培養実
験・研究手法をスケールアップし
て、二酸化炭素の注入による海
洋の酸性化による生物群集の
正の安定化効果 （生産・分解・
捕食・溶解の生物過程の平衡）
と二酸化炭素の吸収量の増加
の条件の確定と生態系モデルに
よる影響評価の 適評価システ
ムの提言を行う。

・海洋の酸性化による生態系の影響評価
における培養実験の適切な条件の評価
を行う。
・海洋の二酸化炭素の増加による海洋酸
性化が海洋生態系の光合成に及ぼす生
物安定化効果、すなわち平衡・安定化の
時間の確認を行う。
・生物安定化時間と二酸化炭素の注入速
度とのバランスを新規生態系モデルによ
り 適速度、 適条件をシミュレーション
し確定する。その条件を用いて、海洋貯
留による二酸化炭素の生態系への影響
効果と海洋への吸収効果についてまとめ
る。

・実際の海洋では二酸化炭素の海洋への吸収は非常
にわずかであり、本実験のような急速な状況ではな
い。それ故に海洋生態系の酸性化への適応・安定化
効果は非常に優れている可能性がある。
・海洋への二酸化炭素の貯留と二酸化炭素の吸収源
の拡大がココリスの生物機能を利用してより可能性が
あることをより定量的に示した。

－

3

足場ﾀﾝﾊﾟｸ質を用いたｾﾙﾗｰ
ｾﾞ･ﾍﾐｾﾙﾗｰｾﾞの固体表面
への
濃縮技術の研究開発

麹菌の産生する両親媒性タンパ
ク質RolAを用いたセルラーゼ及
びヘミセルラーゼの固相表面へ
の 濃縮技術の開発を検討す
る。固体セルロース表面にRolA
を結合させ、RolAに結合するセ
ルラーゼまたはヘミセルラーゼ
を探索する。 また、セルラーゼ
の分子表面に、CutL1で同定し
たRolAへの結合部位の導入に
よりRolA結合型セルラーゼの造
成を試みる。

・RolAに結合する糸状菌セルラーゼ、ヘミ
セルラーゼを探索し、候補の組み換え体
にて酵素を生産し、RolAとの結合実験を
行う。
・複数の糸状菌酵素剤中にRolAと結合す
るセルラーゼ、ヘミセルラーゼをテフロン
粒子－RolA複合体吸着法で探索・同定
し、RolAとの相互作用を評価する。
・糖鎖結合部位を持たないセルラーゼに
RolA結合モチーフを導入し、RolAへの結
合能を評価する。

・フスマ、米ぬかなどの植物系バイオマス基質に麹菌
を生育させ、DNAマイクロアレイによる転写解析を行
い、バイオマス分解時にセルラーゼ・ヘミセルラーゼ系
遺伝子群の転写上昇を確認した。特にセルラーゼ・ヘ
ミセルラーゼ系遺伝子の発現に優れていたフスマ麹を
作製してフスマ酵素を抽出し、RolAとの相互作用解析
に用いることとした。
・RolAに吸着する酵素について、XlnR高発現麹菌酵素
液、市販酵素剤、フスマ麹抽出液などの酵素剤から探
索したが、残念ながらセルラーゼ・ヘミセルラーゼ系で
吸着するものは無かった。しかし、麹菌アルカリプロテ
アーゼとPenicilliumリパーゼがRolAに特異的に結合す
ることを見出した。プロテアーゼは羽毛ケラチン等難分
解性タンパク質系バイオマスのペプチド化に応用可能
であり、リパーゼはRolAを介した微粒子触媒による工
業的リパーゼ反応(バイオディーゼル製造)への応用が
期待される。

－

4
木質ﾊﾞｲｵﾏｽからの新発電
燃料変換技術の開発

木質系バイオマスの高エネル
ギー密度固体への変換を目指
し、炭化時の炭素残留率向上の
ための触媒技術の確立、 炭素
固定化率の向上のためのター
ル回収プロセスの開発、密度増
大のための粉砕、成形プロセス
の開発を行う。 また燃料使用時
に問題となるアルカリ金属除去
法の開発、さらにはバイオコー
ル連続製造システムの設計を行
う。

・バイオコールの熱量目標値を石炭の熱
量の28.9MJ/kgとする。
・製造時目標として、原料木質バイオマス
に対し、①バイオコールの炭素転換率を
75％、②副生する有機酸などの液体成
分への炭素転換率を10％、③副生する
可燃性ガス、液体の熱回収により60％以
上のエネルギー回収率を達成する。

・ヒノキの木片原料に対して、Ca(OH)2を用いることに
より、炭化物とタール成分で60％近い質量収率を達成
できることを明らかにした。
・炭素収率向上のためのタール成分吸着回収法の
適化を行った結果、総熱量収率は71％となり、燃料と
して高い変換効率を達成できることを実証した。アルカ
リ金属除去法の開発を検討し、Na、Kともに約5割を除
去できることを明らかにした。
・発生するガスや液体成分の熱源利用の可能性評価
とプロセスの熱効率評価を行い、炭化物とタールによ
り原料の熱量の72％を燃料として、木酢液とガスによ
り原料の熱量の11％をプロセスの熱源として利用可能
であることを示した。

■先端的研究で継続
成果を踏まえ平成19年度先
端的研究で研究を実施

H19FY
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表３－１－１８ 先端的研究 研究概要、目標、および成果（その７） 

年度 概　　要 目　　標 終了後

5
光合成循環的電子伝達系
の強化による乾燥耐性植物
育種の可能性検討

NDH循環的電子伝達活性の増
強のためモノマーでNDH活性を
もつシアノバクテリアのDrgAの
遺伝子を、タバコに導入、高発
現させる。
具体的には、当該遺伝子をサブ
クローニングして、高発現プロ
モーター下流に導入し、アグロ
バクテリウム法にて形質転換を
行う。

・タバコおよびシロイヌナズナにシアノバ
クテリア由来の単量体NAD(P)Hデヒドロ
ゲナーゼ遺伝子drgAを導入し、高発現さ
せる。
・得られた形質転換植物における乾燥等
ストレス耐性を評価する。
・野生型を超える耐性をもつ植物を得る。

・シアノバクテリアからdrgA遺伝子をクローニングし、タ
バコに導入した。
・形質転換体では、drgA遺伝子由来のタンパク質が多
量に検出され、遺伝子の導入と発現に成功した。
・大量発現株には、親株に比べて大きなNPQ（チラコイ
ド膜内外のpHこう配の指標）を誘導する株があり、生
育条件により、高い循環的電子伝達活性を誘導できる
可能性が示された。
・除草剤Dinosebを還元無毒化する強い活性が見いだ
されたことから、除草剤耐性植物育種の可能性が示さ
れた。

－

6
ｲｵﾝ液体物理吸収法による
高圧CO2ｶﾞｽ再生に関する
研究

イオン液体が二酸化炭素を選択
的かつ極めて顕著に物理的に
吸収する性質をもつことに注目
し、 “イオン液体(IL)によるCO2
物理吸収・再生プロセス”の開発
を行っており、本プロセスは、 燃
焼ガスなどの原料を加圧してイ
オン液体に二酸化炭素を選択的
に吸収させ、その吸収液を取り
出して二酸化炭素を再生するも
のである。 この方法は、イオン
液体の優れた二酸化炭素物理
吸収能力と蒸気圧が極めて低く
ガス相へ溶出しないことを利用
して、 室温近辺における圧力操
作のみで二酸化炭素を吸収・回
収可能とするものである。

・従来の化学吸収法と比較し、①吸収体
積当り～1.5倍以上の回収量向上と、②
吸収・再生エネルギーの～1/4以下の節
約を図り、トータルエネルギーの大幅な
低減を目指す。

・アミン法や従来の物理吸収液と比較して、イオン液体
の優位性について明らかとした。イオン液体法の二酸
化炭素回収量はアミン法に匹敵するが、アミン法で必
要な二酸化炭素再生エネルギー（～120 ℃）を省略で
き、消費エネルギーの低減が可能である。
・さらに、実際にガス分離装置を用いて行なった二酸化
炭素の分離回収試験では、従来の吸収液（PEG400）
を用いた場合と比べて、イオン液体を用いた物理吸収
法は、30％以上も多く二酸化炭素を回収できることが
明らかとなった。

■基盤技術研究へ移行
平成20年度基盤技術研究
「高圧ガスからのCO2吸収
分離技術の開発」で実施

7
高精度な長期間海洋隔離
ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝを可能にする計
算手法の開発

海洋隔離技術における、数百年
間の大気からの隔離効率を評
価する高解像度モデル(水平解
像度1/10x1/10度)を開発する。
そのために、オフライン計算を高
度化する技術開発を行う。開発
は日本近海モデル（120E～
180E、10N～50N）を用いて行
う。

・計算時間を1/100程度に短縮する。
・オフライン計算の結果と比較し、CO2濃
度 大値の誤差を6～7％以内、濃度分
布の誤差を6～7％以内に収める。

・CO2濃度の計算間隔延長による計算量軽減や、計算
量の各cpuへの均等割付けによる計算時間短縮によ
り、計算精度を下げることなく、モデルの高速化（従来
の1/2に短縮）を達成することができた。
・高解像度オフラインモデルを用いて200年計算を行っ
た結果、隔離効率は99.6%（速報値）となった。今後の
研究によって、隔離効率が従来研究の予測より遥かに
高くなれば、海洋隔離の実施意義が増すものと考えら
れる。

－
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表３－１－１９ 先端的研究 研究概要、目標、および成果（その８） 

年度 概　　要 目　　標 成　　果 終了後

H19FY 8
Jatropha Curcas L.の優良種
の交配及び形質転換系の
作出の研究

Jatrophaの基礎的な栽培データ
の収集を行うと同時に、優良種
の選定、交配方法、組織培養方
法、遺伝組み換え方法の検討を
行う。

・優良種の評価と交配種の作出では、①
優良種30の収集、②年間降水量500mm
以下でも成長速度が早い種の確保、③
高含油・高生産種の確保、④1種類の交

配方法、⑤10通りの組み合わせの交配
を行う。
・遺伝子組み換え方法の検討では、①組
織培養1方法の確立、②遺伝子導入可否

検討 を行う。

・世界各地（アジア、中米、アフリカ等のほとんどの
Jatropha産地）からJatrophaの優良種を積極的に収集し
た。この中から、生産性が高い品種、油含量が高い品
種、また成長速度が早い品種などを、基本データの測
定結果及び比較栽培実験の結果に基づいて選抜し
た。
・また、Jatropha組織培養法や遺伝子組み換え法に関
する実験を行うことで、分子育種法の確立のための知
見及び基本データが蓄積された。

－

1

温室効果ガス回収型C1微
生物コンソーシアムによ

るin situバイオマス利用の

基盤技術開発

植物から放出されているメタン
やメタノールを植物表層に棲息
するC1微生物により、植物体上
（in situ）で効率的に回収・利用
することを目的とし、温室効果ガ
ス回収型C1微生物コンソーシア
ムの 適化と、植物表層のC1化
合物の測定技術の開発、さらに
ペクチンのメチルエステル基な
どのC1化合物をターゲットとした
バイオマス増産技術の開発を行
う。

・１０種の植物種からメタン資化性C1微生
物コンソーシアムを分離し、そこからメタ
ン資化性菌およびメタノール資化性菌を
それぞれ1株以上単離・同定する。
・C1微生物コンソーシアムの再構築によ
るメタン酸化能を評価する。
・また、少なくとも５種類のメタノール資化
性酵母由来メタノール誘導性プロモー
ターを利用した蛍光タンパク発現株を作
成し、 適なプロモーターの選抜と定量
性の評価、植物体でのメタノールの検出
を行う。
・さらに、コドンを 適化した合成遺伝子
の作成と2種類の発現プラスミドを構築
し、酵母での発現を確認する。少なくとも1
種類の発現プラスミドを持つ株について
は、植物体上でのPME発現効果の検証
を行う。

・様々な植物種からのC1微生物コンソーシアムを分離
し、コンソーシアム中のメタン資化性菌およびメタノール
資化性菌を同定。
・メタン酸化を促進するヘテロトローフを含むコンソーシ
アムを再構築できた。
・酵母メタノール誘導性プロモーターを利用して、メタ
ノール検出酵母を開発、実際に植物葉上でのメタノー
ルの検出・定量に成功。
・糸状菌由来PME発現メタノール資化性酵母株を作
成。

－

2
ユビキタス元素を利用す

る大容量CO2ストレージ

物質の開発

Na、K、Fe、Ca、Mgなどクラーク
数上位のユビキタス元素のみか
ら構成される塩基成分が細孔に
高分散した試料を用いて、重炭
酸塩形成／熱分解に伴うCO2吸
収(常温)および放出(高温)を実
現する大容量CO2ストレージ物
質を開拓し、本系に温度スウィン
グ法を適用して、低コストなCO2
分離回収プロセスへの構築を検
討する。

①大容量：1mol/mol以上のCO2吸蔵量
②高速：吸蔵1mol/mol?h以上、放出
10mol/mol?h以上（温度スウィングプロセ
スを適用）
③温度：吸蔵RT～500℃、放出200～
600℃
④共存ガス：水蒸気、O2、NOx、SOx
⑤繰り返し耐久性：1000サイクル以上（温
度スウィングプロセスを適用）
⑥コスト：1000円／t-CO2
⑦消費エネルギー：1.8GJ／t-CO2

・K-Fe-O系複合酸化物が最も高い性能と安定性を示
すことが分かった。また、水蒸気処理後に高いCO2吸
収特性を示し、KHCO3/FeOxを生成することが明らか
となった。
・水蒸気はCO2脱離には影響せず、水蒸気をキャリアと
するCO2濃縮に有利であることが分かった。
・CO2吸収の進行とともにKHCO3が細孔内に析出し複
合酸化物の多孔性が消失し、CO2放出後は多孔構造
が再生されることが明らかとなった。
・室温と700℃の間で温度スウィングによって吸収放出
を安定に繰り返すことが可能であることが明らかになっ
た。RT-700℃のサイクル進行とともに放出温度が低下
し、120サイクル後はRT-300℃の温度スウィングでも吸
収放出が可能となる現象を見出した。粒子成長が認め
られるが、放出速度は逆に向上することが明らかになっ
た。
・温度変化速度が速いほどCO2脱離速度が高く濃縮率
が高まることが分かった。

－
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表３－１－２０ 先端的研究 研究概要、目標、および成果（その９） 

年度 概　　要 目　　標 成　　果 終了後

3
木質バイオマスの酵素糖化
と残渣リグニンの利用

未利用木質バイオマスから、軽
微前処理と酵素糖化により、バ
イオエタノールを安定して供給す
るための新規要素技術を開発す
る。
1) 酵素糖化における前処理技
術の開発
2) 高結晶セルロースやヘミセル
ロースを加水分解できるような
オーダーメード麹菌作出
3) 残渣リグニンの誘導体化によ
る新規機能物質への変換

ハードバイオマスの酵素糖化において世
界をリードする革新的な技術開発を目標
とする。
①木質バイオマス資化に適したオーダー
メード麹菌の作出および酵素大量生産技
術を完成させること
②軽微前処理法の改良により、木粉に含
まれる糖成分の80％程度を加水分解す
る酵素糖化法の確立
③残渣リグニンの機能性物質（水溶性抗
菌剤など）への変換とその性能評価
④ラボスケールのデータ解析によるエネ
ルギー回収率、製造原価の試算

・広葉樹について前処理技術の検討を行ったところ、
針葉樹と同様に水熱処理の顕著な効果が見られた。
また、二酸化炭素を添加しない場合でも、条件次第で
充分な効果が得られることが判明した。これにより、酵
素糖化にて1トンのユーカリから256Ｌのエタノールが得
られる糖を生産できるとの計算結果を得た。
・キシラナーゼ高発現麹菌を用いて生産条件の検討を
行ったところ、カルボキシメチルセルロースを炭素源と
して用いることにより、セルラーゼの比活性を約5倍増
強した。また、この過程でT. reeseiと比較して10倍程度
高活性のエンドグルカナーゼを発見した。

－

4
塩水中CO2モニタリングの
ための全炭酸・アルカリ度
の現場計測技術の開発

CO2関連の４成分（二酸化炭素
分圧(pCO2)、全炭酸、アルカリ
度、ｐＨ）のうち任意の2成分の
データを取得することで、他の2
成分は化学平衡式を用いて正
確に算出することが可能であ
る。本研究ではこのうち、アルカ
リ度・全炭酸に着目し、地下貯
留におけるCO2濃度の観測のた
めに、大深度水中におけるク
ローズドセル型現場滴定法の開
発を行う。

・海底下に地中貯留されたCO2の海底面
での監視や、周辺環境中のCO2濃度の
長期モニタリングを目的とした計測システ
ムの開発を目指す。
・ 終的には海底の現場で全炭酸・アル
カリ度が同時に測定可能かつ、測定誤差
は1%未満のシステム設計を行なうことを
目標とする。
・陸上において0.1%未満の精度を持つ
オープンセル式の全アルカリ度計測法を
基に、クローズドセルによる全炭酸・アル
カリ度同時滴定法及び、吸光光度法や電
極による現場終点決定法についての基
礎検討を行なう。

・PH電極と比色指示薬による終点決定法について検
討した結果、終点判定法には比色指示薬を用いる方
法が有効であること、分析精度はpH電極と比較して
低でも2倍程度の向上が見込まれること、温度範囲は5
– 85℃で可能となりpH電極より広範囲で分析可能であ
ることが明らかとなった。
・比色指示薬を用いた終点判定を実施するため、分光
光度計から市販の光ファイバを用いて溶液中の吸光
度を計測する手法を検討したところ、陸上で光ファイバ
を完全に固定すれば測定は可能であったが、実際の
現場での使用は困難であることが明らかとなった。ク
ローズドセル化には、光源を小型化し、光ファイバを用
いることなく直接光学系をくみ上げる手法が有効であ
ることが分かった。

■プロジェクト研究にて利用
得られた知見を「二酸化炭
素地中貯留技術研究開
発」、「二酸化炭素貯留隔離
技術研究開発」プロジェクト
の中で利用

5
バイオディーゼルの高効率
合成法の開発

植物油あるいは廃食用油からの
バイオディーゼル合成を高効
率、高速で行うため、マイクロリ
アクタ、均相反応法およびメンブ
レンリアクタを開発する。

①微細液滴形成による界面積増大効果
およびマイクロチューブ内循環流による
攪拌効果により、従来の攪拌槽型反応器
に比べて10倍以上の反応速度を達成す
る。
②ジメチルエーテルを用いた塩基触媒下
のBDF合成における反応速度加速効果
はすでに学術誌に発表、本研究では塩
基触媒に比べて反応速度が1/1000であ
る酸触媒系に適用し、従来、10時間以上
の反応時間が必要であったものを数時間
に短縮
③メタノール/水系で水を選択的に除去
するゼオライト膜を作製し、浸透気化分
離条件で分離係数100以上を目標とす
る。
④ゼオライト膜を用いメンブレンリアクタ
の実験を開始する。

・ステンレス製マイクロチューブリアクタを用いたKOH触
媒下BDF合成では、油・メタノール相の微細化・内部循
環流により物質移動速度が増大するため、均相系に
匹敵する反応速度で反応が進行することを明らかにし
た。
・アルカリ触媒系では各種液体系エーテルと比較して、
ジメチルエーテルを共溶媒として用いた時、 も高い
反応率を得た。酸触媒としてp-トルエンスルホン酸を
用いた場合、反応温度80℃では2時間反応すると、ヒ
マワリ油の反応率は100％に達した。
・廃食用油用の新規固体アルカリ触媒としてリン酸カリ
ウム触媒を提案した。
・水選択透過性分離膜としてA型およびY型ゼオライト
膜を合成した。合成したA型およびY型ゼオライト膜を
設置したメンブレンリアクタ内で、KOH触媒下でブタノー
ルを共溶媒としてBDF合成を行った結果、反応場から
BDF合成を阻害する水分を除去できるので、膜を設置
しない場合に比べて反応率が増大した。

－

テーマ名

H20FY
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表３－１－２１ 先端的研究 研究概要、目標、および成果（その１０） 

年度 概　　要 目　　標 成　　果 終了後

6
電気透析を用いた二酸化
炭素回収法

バイポーラ膜を用いた電気透析
法によるCO2回収法に関し、
CO2分離プロセスまで含めたコ
スト面からの実用可能性の評価
を行う。

・二酸化炭素回収法の実用化を目指し
て、消費エネルギー、コストの大幅低減
のためのプロセス改良、 適化を行うこと
を目的とする。
・本研究では、電気透析法による二酸化
炭素回収実験を行い、各種の不可逆過
程の影響を定量的に明らかにし、その影
響を低減するための方策の提案、実証を
行う。さらに吸収プロセスも含めた全プロ
セスの運転条件の 適化を行い、エネル
ギー、コスト面でのプロセス評価を行い、
既存法と比較する。

・回収室の供給液濃度が高い条件、電流密度が小さ
い条件、透析セル数が多い条件でエネルギー所要量
は低減されることが分かった。また、同じ経過時間での
電流効率は電流密度が大きいほど高かった。アルカリ
塩水溶液への吸収塔でのCO2の吸収割合が大きい条
件のほうがエネルギー所要量は低く、電流効率が高い
傾向が見られた。
・CMV, CMD, CSOの三種の陽イオン交換膜のうち、
CSO膜を用いたときに も電流効率が高く、エネル
ギー消費が小さくなった。

－

7
大規模排出源近傍の軟質
地盤における帯水層貯留の
遮蔽層安全性検討

更新統などの軟らかい地盤「軟
質地盤」は、わが国のCO2大規
模排出源近傍に広く存在してい
る。わが国のCO2貯留量ポテン
シｬル増大のためには「軟質地
盤」への貯留を考える必要があ
り、とくに遮蔽層としての能力を
検討することが重要である。本
研究では、遮蔽層のCO2圧入時
及び貯留時の「力学的安定性」
および「シール能力（浸透性）」
の検討を行う。

CO２圧入時の軟質地盤の遮蔽層の安定
性検討実現のために
・わが国におけるCO2地中貯留可能な
「軟質地盤（第四系）」が分布する地域整
理
・遮蔽層、貯留層の関係する諸物性把握
・圧入の諸特性把握---（海外を含む）
・軟質地盤を対象にしたシミュレーション
による圧入諸条件，地盤への影響の検
討
・「軟質地盤」へのCO2地中貯留の成立
条件（遮蔽層（厚さ，強度，浸透性）の提
示
・実際のフィールドを想定した「軟質地盤」
の評価法（概略判定）の提示

・水－応力連成解析により、遮蔽層内部に発生する
大せん断応力は数10 kPa程度であった。また、圧密降
伏応力は1000 m付近では12.5 MPa程度になっており、
今回の計算で得られた応力0.28 MPaの40倍程度で
あった。よって、CO2地中貯留に関して、この軟質地盤
の遮蔽層としての力学的安定性は十分であるとの結
論を得ることができた。
・地表面の隆起が起こることがシミュレーションの結果
で示され、その量は地表で10 cm程度であった。拡散
後、隆起は元に戻り弾性的変形であることが分かっ
た。
・ブレークスルー圧力を求めた結果、0.13 MPaとなっ
た。この値は今回の浸透流解析で得られた遮蔽層に
かかる圧力を下回る結果となった。しかしながら、地盤
の不均質性を粒度分布のバラツキから評価し確率的
考え方を用いると、遮蔽層の厚さが2 m程度あれば、
CO2は しない とを す とができた。

■プロジェクト研究にて利用
得られた知見を「二酸化炭
素地中貯留技術研究開
発」、「二酸化炭素貯留隔離
技術研究開発」プロジェクト
の中で利用

8
膜分離を複合化した光触媒
水素製造プロセスの構築

水の完全分解により水素ガス
（H2）と酸素ガス（O2）の比が2:1
の混合ガスを発生する光触媒反
応器に水素分離膜を複合化し、
爆発限界の上限濃度を超える
高濃度の水素ガスを安全に製
造できる、化石資源によらないク
リーンで安全な水素製造プロセ
ス構築の基礎研究を行う。

・爆発限界の上限濃度（95%）を超える高
い濃度の水素ガスを製造できる光触媒－
膜分離複合化プロセスの開発を第一の
目標とする。
・光触媒による水の完全分解が、化石資
源によらないクリーンなエネルギー源とし
て実用化可能であることを実証する。
・複合化プロセスに用いる分離膜モ
ジュールの必要性能を明らかにする。
・H2／O2混合ガスの分離に適した膜素
材の設計指針も明らかにする。

・酸化ガリウム光触媒の水の完全分解反応の活性を
500倍近く向上させ、紫外光照射下ではあるが、H2と
O2の混合ガスを1時間当たり0.8リットル発生させること
が出来た。タンタル系複合酸化物光触媒も酸化ガリウ
ムと同様にまで高活性化できた。
・水を共存させたH2とO2の混合ガスに対する分離係数
は、炭素膜で14、ポリイミド中空糸膜で10であった。試
験用の分離膜のため、水素の回収率は1％であった
が、透過ガス中のH2濃度は、炭素膜の場合96%、ポリ
イミド膜の場合95%であった。
・分離膜を複合化した光触媒反応システムを作製し
た。回収率は1%未満であったが、炭素膜ではH2濃度
99%以上、ポリイミド中空糸膜ではH2濃度96%の透過ガ
スをそれぞれ得ることができた。光触媒反応器と分離
膜を複合化することで、爆発および燃焼の心配のない
H2濃度94%を越える水素ガスを安全に製造できること
を実証できた。

－

テーマ名

H20FY
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表３－１－２２ 先端的研究 研究概要、目標、および成果（その１１） 

年度 概　　要 目　　標 成　　果 終了後

H20FY 9
木質バイオマスからの新発
電燃料変換技術の開発

木質系バイオマスを炭化する
と、通常、原料中の炭素、熱量
の多くが失われる。これらの収
率を上げるために、炭化時の触
媒技術の開発、炭化時に生成す
るタールを炭化物を用いて回収
し燃料利用する方法を検討す
る。また、発電時に問題となるア
ルカリの除去法の開発、炭化反
応の物質収支・熱収支の解明お
よびプロセスの熱効率に関する
検討を行う。

・製造されるバイオコールの熱量の目標
値を石炭の熱量の28.9MJ/kgとする。ま
た比重としては石炭の比重（1.5）と同程
度を目標とする。
・既存の火力発電所で燃焼可能とするこ
とにより、化石燃料に対しても経済的で
かつ大きなインパクトを与えられる規模の
バイオマス利用システムとする。
・バイオコールの製造時の目標としては、
原料木質バイオマスに対して、製造され
たバイオコールの炭素転換率を75％とす
る。また副生する有機酸などの液体成分
への炭素転換率を10％とする。
・さらに副生する可燃性ガス、液体の熱
回収により、60％以上のエネルギー回収
率を達成することを目標とする。

・吸着層の高さや位置、ファンによる冷却の有無を変
え、吸着層の温度範囲を制御することにより、タール回
収率を変更可能であることを示した。総炭素収率は
74％、総熱量収率は71％となり、燃料として高い変換
効率を達成できることを実証した。
・タールを全て回収できれば、炭化物とタールを合わせ
た炭素収率は71%、熱量収率は72％を達成できる。ま
た、木酢液とガスにより原料の熱量の11％をプロセス
の熱源として利用可能であることを示した。
・ヒノキの木片原料に対してNaを約2wt%添加した場
合、触媒無添加に比べて炭化物収率が16％増加し、
タールと合計した炭素収率、熱量収率はそれぞれ
11%、7%増加した。一方、Caを1wt%添加した場合、炭化
物収率は6%程度増加し、タールと合わせた炭素収率、
熱量収率もそれぞれ約7％、約6％増加した。1wt%の同
じ添加率ではCaの方が炭素収率、熱量収率増加に有
効であることを示した。
・Naは炭化時にすでに原料中の4割が揮散し、粉砕し
てからの洗浄によりさらに1割を溶脱でき、合計で約5
割を除去できる。一方、Kは炭化時にほとんど揮散せ
ず、粉砕後の溶脱により5割程度を除去できることを明
らかにした。

■企業との共同研究を検討
中

テーマ名
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A 成果の概要説明 

つぎに、先端的研究および基盤技術研究の成果の概要について、CO2 の分離回収、CO2

の隔離、大規模植林とバイオマス利用、CO2 有効利用の各分野の戦略と合わせて以下に

説明する。 

 

ⅰ CO2 の分離回収技術 

＜分野の動向と戦略＞ 

技術戦略マップに示す様に「CO2 の分離回収・貯留技術（CCS）」は CO2 削減の重要

なオプションであるが、「分離回収工程」での消費エネルギーおよびコストが大きいこ

とが 大の課題である。現状での CO2 の分離回収コストは４，２００円/t- CO2 程度（新

設石炭火力適用）であり、これを２，０００円/t- CO2 にすることを目標とする研究開発

プロジェクトが実施されている。回収コスト２，０００円/t- CO2 は十分に挑戦的な目標

であるが、この場合でも輸送・貯留を含めた CCS 全体のコストは排出源近傍の貯留層

が使用できたとしても３，０００円/t- CO2 以上となることから、CCS の CO2 の削減策と

しての普及度を向上させるためには、さらなるコストダウンが必要となる。そこで、本

制度では、分離回収コストを２，０００円/t- CO2 以下（さらに好ましくは１，０００円

/t- CO2）とするような革新的技術の開発を狙った。CO2 の分離回収については世界中で

活発に研究がなされているが、本分野は我が国が得意な技術領域であり、今後世界をリ

ードできる可能性があることから、革新的技術の開発に注力すべきと考えた。 

CO2 の分離回収技術としては、吸収剤（液体・固体）を用いて CO2 を吸収させる吸収

法や膜分離法がある。吸収法はすでに天然ガス、合成ガスからの CO2 分離法として実用

化されているものであるが、CO2 削減対策としては消費エネルギーやコストが大きいこ

とが問題であり、改善が必要である。一方、膜分離は圧力差を駆動力として分離を行う

方法であり、石炭ガス化複合発電（以下「IGCC」と略す。）などの圧力を持つガスに適

用すれば、消費エネルギー・コストを小さくできる可能性がある。このためには高透過

性・高選択性の分離膜の開発が必要である。このような状況を踏まえて、本制度では吸

収法、膜分離法を中心に様々な分離回収のシーズ技術の開発を行ってきた。本制度の成

果は研究開発プロジェクトとして発展している。（図３－１－３）  
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分離回収
コスト目標

2,000円/t-CO2

分離回収
コスト目標

2,000円/t-CO2

1,000円/t-CO2

台に

1,000円/t-CO2

台に

＜ 現状＞

化学吸収法では再生時の消費熱量が大きくコスト高
分離回収コスト：4,200円/t-CO2（新設石炭火力）

＜ 現状＞

化学吸収法では再生時の消費熱量が大きくコスト高
分離回収コスト：4,200円/t-CO2（新設石炭火力）

目標
研究開発目標 長期目標

研究開発プロジェクト

◆COCSプロジェクト（15～20年度）
・対象：製鉄所高炉ガス ・吸収液の探索、新規吸収液の開発

・実ガスを用いた耐久性能の確認 ・製鉄所廃熱利用ｼｽﾃﾑの立案

◆分子ゲート膜 (18～22年度）
・高CO2/H2選択性素材の開発 ・耐圧性膜構造の構築
・低価格膜モジュール化技術 ・膜の耐久性の確認

プログラム研究開発

革新的なCO2分離回収技術の開発（長期目標達成を狙う）

◆革新的な吸収法（化学吸収・物理吸収・物理吸着）
◆膜分離技術（高分子膜・セラミック膜）

吸収法

膜分離

製鉄所からの
CO2回収ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

次段階の開発

COURSE50

研究開発
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

 

図３－１－３ CO2 分離回収分野の戦略 

 

イ 吸収法 

分離回収時の消費エネルギーおよびコストの大幅低減のために、本制度ではこれまで

にないタイプの吸収法の検討を実施した（図３－１－４）。 

すなわち、従来の吸収法では、 

化学吸収法：常圧ガスからの吸収―加熱による CO2 再生 

物理吸収法：圧力ガスからの吸収―減圧による CO2 再生 

が中心であるが、本制度ではこれまでに検討されていない 

  液/液分離による再生 ：イオン液体（先端的研究・基盤技術研究）  

  低温での減圧再生 ：新規吸収促進剤（基盤技術研究）  

  圧力ガスの吸収―加熱再生：高圧ガスからの CO2 分離回収技術（基盤技術研究） 

について検討した。また、イオン性液体の CO2 吸収剤としての可能性についても検討し

た。 

なお、以降、基盤技術研究はテーマ名のみを示し、先端的研究はテーマ名とともに「先

端的研究」と記述した。 
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CO2 回収 吸収剤／吸着剤
再生

CO2吸収剤
+CO2

吸収剤

CO2を含ん
だガス

加熱 減圧

吸収法によるCO2分離の概念

通常は 化学吸収法⇒加熱再生
物理吸収法⇒減圧再生

☆プログラム研究で従来にない吸収/再生法を検討しさらなる低コスト化を狙う

A. イオン液体（１８～１９年度） 先端的研究（（独）産業技術総合研究所）
・新型吸収液であるイオン液体 （常温溶融塩）の検討 ・CO2と 吸収液を液／液分離
・消費エネルギーが従来の化学吸収法の1/3に削減できる可能性

B. 新規促進材による 吸収液再生法 （１８～２０年度）
・化学吸収液を用いて圧力差でCO2を回収 ・CO2再生速度の高い促進材の開発
・低温で再生を行うため未利用の低温廃熱の利用が可能となり、エネルギー消費を削減できる

C. 高圧ガスからの CO2吸収分離技術 （１９～２１年度）
・化学吸収液/加熱再生による分離回収 ・分離回収後ガス圧を維持できるので、昇圧工程でコストダウン
・イオン液体比較検討を含む

常圧

圧力

ガス 吸収法 再生法

化学吸収液 加熱再生

物理吸収液 減圧再生

化学吸収液 減圧再生B

C 化学吸収液 加熱再生

A イオン液体 冷却・液/液分離

吸収法と再生法の組み合わせ

 

図３－１－４ CO2 分離回収技術の展開（吸収法） 

先端的研究「イオン液体を用いる CO2 物理吸収・再生プロセスに関する研究」(平成

１８・1９年度)では、常温で液体の塩であり、高いイオン伝導性を持つイオン液体の CO2

吸収剤としての適性を調査した。イミダゾール系イオン液体の CO2 吸収量がアニオンの

分子構造の違いにより敏感であること、CO2 吸収速度がイオン液体の粘性が大きくなる

と低下することから吸収時の粘性が重要な因子であることを明らかにし、再生工程を

「液/液分離」で行うことにより消費エネルギーを従来の化学吸収法の１／３に削減でき

る可能性があることを見いだした。本技術はさらに平成２０・２１年度に基盤技術研究

「高圧ガスからの CO2 吸収分離技術」の中で、イオン液体の改良と高圧条件での性能評

価試験を行うとともに、化学吸収法や吸着法とのエネルギー・コストの比較検討を行う

予定であったが、イオン液体の改良、性能評価試験は実施できたものの、エネルギー・

コストの算出には至らなかった。 

 

「新規促進材による吸収液再生法の研究」(平成１８年度～２０年度)は、従来の加熱

再生を行う化学吸収法に対して、減圧再生を行うプロセスであり、再生温度が従来法に

比べて低下するため、これまで廃棄されてきた低品位の熱エネルギーの利用が可能とな

り、エネルギー消費を従来の１／３以下に低減できる可能性があることをを明らかにし

た。 

 

「高圧ガスからの CO2 吸収分離技術の開発」(平成１９年度～２１年度)は、高圧条件

に適した新化学吸収液を開発して低エネルギー・低コストで分離回収するとともに、高
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圧ガスのもつ圧力エネルギーの 適利用システムの開発により、CCS における分離回

収・圧縮工程の大幅なコスト低減を図るものであり、平成２０年度には反応熱４５

kJ/molCO2 を満足する低反応熱アミンを３種見出した。また、本アミンを用いた高圧ガ

ス（CO2 分圧：１．６MPa）からの CO2 分離回収時の圧縮工程込みの消費エネルギー試

算を行い、現状技術である MDEA 使用時の１３%までエネルギーが削減される結果を得

た。さらに、平成２１年度には放散圧４MPa では分離回収コスト１，５００円/ｔCO2

時の圧縮含む想定分離回収エネルギー１．５GJ/t-CO2 にほぼ等しくなること、また、IGCC

の実ガス試験(4 日間)を行い液劣化のないことを確認した。 

 

ロ 膜分離法 

本制度では将来に向けた分離技術として膜の優位性に着目し、高分子膜およびセラミ

ック膜に関して先端的研究、基盤技術研究を実施した。 

 

平成１４～１６年度に「高分子膜による CO2 分離技術の開発」を行った。これは、「既

存の支持膜の表面にアミノ基を持つ分離機能層を in situ に付着させる」という画期的な

アイデアである。本研究では、ピンホールフリーの分離機能層を形成する製膜技術が開

発された。複合膜の CO2 分離性能は、圧力差あたりの透過流束（Permeance）が

3.5-7.5x10-10m3(STP)/(m2 s Pa)、CO2/N2 選択性が 100 以上と従来の高分子膜（同程度の

Permeance で選択性 35）に対して、極めて分離性能が高いものであった(図３－１－５)。 

 

PG 高分子膜（14～16年度）
METI補助地球環境国際研

究推進事業「分子ゲート機能
CO2分離膜の基盤技術研究

開発」 （１４～１７年度)

METI補助事業「分子ゲート機
能CO2分離膜の技術研究開

発」（１８年度～２２年度）

・高CO2/H2選択性素材の開発

・耐圧性膜構造の構築
・低価格膜モジュール化技術
・膜の耐久性の確認

PG  高密度官能基（17～19年度）

既存の支持膜に分離機能層をin situ複

合化→高機能で安価な分離膜を開発

【先端的研究】（明治大）
高温高圧下でも使用可能な新規な二酸化炭素
選択透過型高分子膜の創製(16年度）

【先端的研究】（京大）
高透過性・高選択性二酸化炭素分離膜の開発
と評価(18年度）

膜素材の研究

Permeance：3.5-7.5x10-10m3(STP)/(m2 s Pa)
CO

2
/N

2
選択性：100以上

（従来の高分子膜の選択性：３５程度）

・表面にアミンを高密度化し、薄膜で分離効率アップ

・分子ゲート機能を有す
る 高分子膜素材の開発

・製膜技術の開発
・米NETL共同研究

Permeance：3800 x10-10m3(STP)/(m2 s Pa)
CO

2
/N

2
選択性：740 （素材）

 

図３－１－５ CO2 分離回収技術の展開（高分子膜） 

本テーマはその後、経済産業省補助事業の地球環境国際研究推進事業「分子ゲート機

能 CO2 分離膜の基盤技術研究開発」（平成１４～１７年度）での分離機能層の素材に関
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する検討を経て、経済産業省補助事業「分子ゲート機能 CO2 分離膜の技術研究開発」（平

成１８年度～２２年度）での分離膜モジュールの技術検討の段階まで到達している。ま

た、本技術は海外でも高く評価されており、CSLF（Carbon Sequestration Leadership Forum）

認定の研究プロジェクトに採用されており、米国エネルギー省傘下の NETL（国立エネ

ルギー技術研究所）と共同研究を実施している。 

 

分離機能層の性能はアミノ基の密度と関係がある。「高密度官能基表面を有する新規

CO2 分離膜の創成」（平成１７～１９年度）では、分離性能を飛躍的に向上させるため

に、分離機能層の表面にアミノ基を高濃度化させる技術を検討した。従来のポリアミド

アミン(PAMAM)デンドリマーはアミノ基密度が１２％であるのに対し、デンドリマー溶

液の液面にステアリン酸を展開し固定することで、アミノ基の密度を２５％に向上させ、

素材の CO2 Permeance：3,800×10-10m3(STP)/(m2 s Pa)、CO2/N2 分離係数：７４０と大幅

な性能向上となった。 

このほか、先端的研究「高透過性・高選択性二酸化炭素分離膜の開発と評価」(平成

１８年度)ではポリ(ジフェニル)アセチレン系の膜素材の研究を実施しており、通常の高

分子膜の性能限界（Robeson の上限）を超える性能を得ている。これらの成果も取り入

れ、より分離性能の高い高分子膜の開発が実施されている。 

 

セラミック膜は、高分子膜に比し強度が大きく、高温で使用できるという特長を持つ

ことから、高分子膜と並行して開発を進めてきた。 

「CO2 分離回収・排出削減プロセスのための配向性ゼオライト膜の開発」（平成１５

～１７年度）では配向性の優れたゼオライト膜の製膜技術を開発し Y 型ゼオライト膜で

CO2/N2 選択性が６９と有機系のカルド型ポリイミドを凌駕する性能を達成した。また、

シリカ膜にアミン処理することで、１００℃で CO2/N2 選択性が５０～８００となるシ

リカ－有機複合膜も開発した。透過率/選択性の性能はセラミック膜では世界のトップク

ラスにある。本テーマはスタンフォード大学の GCEP（Global Climate and Energy Project）

（平成１７～２２年度）のテーマとして採択された。 

ゼオライト膜については先端的研究「高い CO2 分離機構を有する新規の CO2/CH4、

CO2/N2 分離用の高性能 DDR ゼオライト膜の創製」（平成１７・１８年度）が研究され

ており、CO2/CH4 分離係数が５００以上、Permeance が 62×10-10m3(STP)/(m2 s Pa)以上と

セラミック膜でトップクラスの性能を示す膜が開発された。 

 

膜分離では圧力差を駆動力として分離を行うため、石炭等のガス化後の圧力ガスから

CO2 を分離する「燃焼前回収」に用いるとよりその利点が活かせる。この場合の対象ガ

スは H2/ CO2 である。CO2 を分離回収するという方法とともに、水素分離膜で H2 を分離

するという選択肢もある。「CO2 分離回収型高効率水素製造のための基盤技術開発」（平

成１７-１９年度）では、石油の改質ガスから水素を分離する水素分離膜と水素分離後の

ガスから CO2 を吸着分離し改質器にリサイクルするシステムを検討した。水素分離膜と

してはパラジウム圧延膜が知られているが、高価なパラジウムを使用するため非常に高

価である。そこで、本研究ではパラジウムをアルミナに高分散し、使用量を削減するこ
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とを検討した。本研究では、パラジウム使用量を従来型パラジウム圧延膜の１/１００に

削減した膜厚  ５００  nm のパラジウム -シリカ複合薄膜で、圧延膜と同程度の

Permeance：４．６×10-8 m3(STP)/(m2 s Pa)、H2 分離係数：６１０の性能が得られ、また

１００時間の耐久性も確認した。 

 

PG 配向性ゼオライト膜の開発（１５～～１７年度））

PG 水素分離膜（１７～～１９年度））

ナノ制御膜開発（ＧＣＥＰ）
１７～２２年度

より微細に構造を制御した無機製膜
の可能性
・分離素材の検討
・支持膜素材の検討

大型化
耐久性
検討

大型化
耐久性
検討

【先端的研究】（長岡技科大）
ＤＤＲゼオライト膜 (１７・１８年度）

【先端的研究】（大阪府大）
ミクロ細孔ネットワークバルク材
(１７・１８年度）

CO2分離膜

CO2分離型水素製造向け水素分離膜

ガス化炉
シフト反応への適用

大型化
耐久性
検討

大型化
耐久性
検討

・多孔質アルミナのメソ細孔
薄膜細孔内にPdを高密度
充填した新コンセプトの
Pd膜

・Pd使用量がPd圧延膜

の１／１００で同等性能

Pd

・100℃以上の高温でCO2選択性を発現するシリカ－
有機複合膜を開発。

・CO2/N2選択性：５０～８００

無機(-有機ハイブリッド)膜
(表面修飾) 膜

剛直な無機細孔壁

塩基性サイト

CO2親和性の向上

H2N Si(OCH2CH3)3
NH2

Si
O OOH OH
Si

NH2

O

APS : NH2 Si(OCH3)3APS : NH2 Si(OCH3)3

 

図３－１－６ CO2 分離回収技術の展開（セラミック膜） 

 

膜分離では透過ガスの透過性（Permeance）と選択性(分離係数)が重要である。選択性

は分離後のガスの純度に関係し、透過性は処理能力（すなわち、必要な膜面積）を決定

し、コストに大きな影響を与える。CO2濃度４０%で４MPaのガスをPermeance ：7.5x10-10 

m3(STP)/(m2 s Pa)、CO2 分離係数：１００、膜単価が５万円/m2 の分離膜で一段分離する

とき、分離後の CO2 純度が９４%となり、分離回収コストは２，０００円/t- CO2 を切る

という計算結果があることから、コスト目標到達のためにはこれ以上の分離性能（図３

－１－７の期待される領域）が必要であると考えられる。開発した高分子膜(デンドリマ

ー)はこの性能に届いているが、無機膜は選択性の向上が必要である。また、アミノ基を

高密度化させた高分子膜は素材として極めて優れた性能を持っていることがわかる。 
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zeolite T (Cui et al. (2004))
Na-Y zeolite (Kusakabe et al. (1997))
K-Y zeolite (Kusakabe et al. (1999))
Cs-Y zeolite (Kusakabe et al. (2002))
SAPO-34 (Poshuta et al. (2000))
silicalite (Ando et al. (1998))
K-ZSM-5 (Masuda et al. (1998))
B-, Na-ZSM-5 (Bernal et al. (2004))
Cardo polyimide (Kazama et al. (2002))
Dendrimer (高分子膜）

Na-Y zeolite (配向性)
Silicalite (配向性)

APS-MCM-48/Al2O3 (spin) (配向性)
TA-MCM-48/Al2O3 (in-situ) (配向性)

○ Zeolite T ( Cui et al (2004) 
△ Na-Y Kusakabe et al (1997) 
□ K-Y Kusakabe et al (1999)
　　Cs/Na-Y Kusakabe et al (2002)
◇ SAPO-34 Poshuta et al (2000)
▽ Silicalite (303K, 10/90) Ando et al (1998)
× K-ZSM-5 (323K, 50/50) Masuda et al (1998)
× B,Na-ZSM-5 (300K, 86/14) Bernal et al (2004)
□ Cardo polyimide (298K, 20/80) Kazama et al (2002)
□ dendrimer (313K, 5/95) 
○ Na-Y This study
○ APS-MCM-48/Al2O3(spin) (313K, 20/80) This study
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図 ３－１－７ 本制度で開発した分離膜の性能比較（CO2/N2） 

 

ハ 吸着法 

省エネルギー型圧力スイング吸着法による新規 CO2 分離回収技術の開発（平成２０・

２１年度）では、高圧ガスからの吸着分離法による省エネルギー型の CO2 分離回収技術

の開発をめざし、プロセスガス中に含まれる水蒸気の影響を受けにくい、高圧ガスから

の分離に適用可能な新規 CO2 吸着剤の開発をめざした。平成２０年度には水分の影響を

受けず高圧条件下に適した疎水性吸着剤を開発でき、本吸着剤の物性値を元に、IGCC 

の CO2 回収に適用する場合の消費エネルギーの算出を行った結果、分離回収エネルギー

およそ０．５GJ/ｔ- CO2 と極めて省エネルギーのプロセスになりうることが示された(図

３－１－８)。また、平成２１年度には、水蒸気の共存下で CO2 回収量３．６mol/kg を

達成。さらに、小型 2 塔式連続吸着試験装置で数十回の繰り返しレベルで安定性を確認

した。本技術による CO2 分離回収時の所要エネルギーは０．４６GJ/t-CO2 と計算され、

このときの分離回収コストは昇圧こみ１，８１３円/t CO2、昇圧なし７１９円/t CO2 と試

算された。 

 

 

 

 

 

 

 

期待される 

領域 
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H2, CH4, H2O

CO2

燃焼
排ガス
（常圧）

N2, O2

CO2

従来型lCO2-PSA 提案法：省エネ型 CO2-PSA

高圧ガス
(IGCC, 
天然ガス)

除湿塔

多大なエネルギーの消費

ゼオライト13X
(親水性)

疎水性
吸着剤

除湿塔・真空ポンプが不要
→ 省エネルギー型CO2分離回収技術

真空ポンプ

• H2Oを吸着することなくCO2を吸着する吸着剤を開発 →
プロセス成立性の検証 目標： <1,500円/t-CO2, <１GJ/t-CO2
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図３－１－８ 新規 CO2 分離回収吸着剤の開発 

 

そのほかに固体の化学吸収剤として酸化亜鉛の利用（「酸化亜鉛を活用した CO2 分

離・回収技術(亜鉛法)の開発」）を検討（平成１６・１７年度）したが、アミン吸収法に

対する優位性が見いだせないため断念した。また、セラミック膜の新製造法として先端

的研究「粒界制御による 3 次元ミクロ細孔ネットワークを持つ多孔体バルク材料の合成

と CO2 分離性能評価」（平成１７・１８年度）では水熱プレス法を検討したが、得られ

た膜の CO2 分離特性が低く開発を断念した。 

 

ⅰⅰ CO2 隔離技術の開発 

＜分野の動向と戦略＞ 

本分野においては、削減ポテンシャルの大きく、かつ低コストで安全な CO2 の隔離技

術の開発が重要である。本事業の実施期間においては、すでに CO2 海洋隔離と地中貯留

の技術開発が実施されていた。 

海洋隔離は、その有効性と安全性について国際的な理解を得ることが急務であり、経

済産業省補助事業「二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発」において海洋

生物などの環境への影響についての科学的な知見が集積されたが、実施にはまだ相当の
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時間がかかることから、技術戦略マップでは CO2 の地中貯留を優先して進めるべきとさ

れた。 

地中貯留では「２０２０年に帯水層（地下深部塩水層）貯留の本格適用のための技術

確立を行う」という目標が掲げられ、これに向けて経済産業省補助事業「二酸化炭素地

中貯留技術研究開発」や「二酸化炭素貯留隔離技術研究開発」において帯水層での CO2

貯留試験、貯留層探査、モニタリング、長期挙動シミュレーションなどの研究が実施さ

れている。 

そこで基盤技術開発を目的とする本事業では、上記の研究開発の状況を鑑み、２つの

アプローチで技術開発を実施することとした（図３－１－９）。第一は２０２０年の帯

水層貯留の本格適用以降に実現する長期的なテーマであり、従来の地中貯留や海洋隔離

とは異なる隔離メカニズムを有する隔離技術を開発することである。第二は先進的なモ

ニタリング技術などの、現行の地中貯留に直結できる革新的な要素技術の開発である。 

 

イ 新概念の CO2 隔離技術の開発 

「深地下・海底環境利用による CO2 地殻化学固定・ハイドレート固定のための基盤

技術の開発」（平成１４～１６年度）では、海底の環境が高圧かつ低温であり、CO2 が

周辺水と化合してハイドレート化する環境であることに着目し、海底面下の軟弱な堆積

層に液体 CO2 を注入・ハイドレート化させ、堆積層の間隙を閉塞させることにより、人

工的に天盤被覆層を形成させる技術について検討を行った。その結果、水深５００ｍ、

温度４℃、地温勾配０．０３℃/ｍの海底では、ハイドレート生成領域が海底面から深度

１７０ｍの範囲にあり、CO2 の注入を 1 万トン／日で行うときの CO2 の海底面への到達

時間（約３３０時間）がハイドレート化による流動停止時間（３時間）より充分大きく、

天盤被覆層が形成可能と判断された。また、本技術が適用可能な沿岸海域（水深５００

ｍ以上、海底温度４℃以下、堆積層の厚さ１０００ｍ以上）は、日本海及び北海道・東

北の太平洋沿岸に広く存在していることを明らかにした。 
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栄養塩の供給

一次生産の促進⇒CO2吸収

人工海底構造物

栄養塩の供給

一次生産の促進⇒CO2吸収

人工海底構造物

植物プランクトン増殖

潮流

栄養塩

帯水層（地下深部塩水層）貯留開発
2020

本格適用
帯水層への貯留拡大
と他の地下利用適用

・【先端的研究】（京大）流動電位法モニタリング(H16FY）
・PG シール層安定評価技術の開発(H16FY）
・PG 常設モニタリングシステムの開発（H19-20FY）

帯水層貯留に関わる革新的な要素技術の開発

新概念のCO2隔離技術の開発

PG ハイドレート固定
（15～17年度）

PG ハイドレート固定
（15～17年度）

・海底下にCO2を圧入
しハイドレートを
形成させてCO2を固定

蛇紋岩体

CO2圧入

透水性計測
水質分析

・Mgを多く含む
蛇紋岩帯に
CO2を注入し

鉱物固定。
・葉片状蛇紋
岩では13,000
トン/年、塊
状蛇紋岩では
138,000トン/
年のCO2の圧
入が可能

PG 蛇紋岩体固定
（16～18年度）
PG 蛇紋岩体固定
（16～18年度）

・地熱地帯でCO2を岩石
と反応させ鉱物固定

PG ジオリアクター

（18～20年度）

PG人工湧昇流海域に
おけるCO2吸収量評価

（15～17年度）

・人工湧昇流にともなう
植物プランクトン増殖に
よるCO2吸収・固定量を
算出する評価技術の開発

大規模排出源
地下水面

気液分離装置

注入井

～～100100℃℃

熱熱
～～200200℃℃

岩石＋岩石＋COCO22

→方解石→方解石

自然注入

人工キャップロック形成人工キャップロック形成
（方解石等）（方解石等）

NN22＋＋
不飽和不飽和COCO22水水

（二相流）（二相流）

排ガス排ガス++水水

自然上昇

蒸気+N2など

不飽和CO2溶解水

リサイクルライン

パイプライン
輸送

地下水面

気液分離装置

注入井

～～100100℃℃

熱熱
～～200200℃℃

岩石＋岩石＋COCO22

→方解石→方解石

自然注入

人工キャップロック形成人工キャップロック形成
（方解石等）（方解石等）

NN22＋＋
不飽和不飽和COCO22水水

（二相流）（二相流）

排ガス排ガス++水水

自然上昇

蒸気+N2など

不飽和CO2溶解水

リサイクルライン

パイプライン
輸送

 

図３－１－９ CO2 隔離技術の展開 

「蛇紋岩体の地化学環境を利用した原位置試験による CO2 地中鉱物固定のための基

盤技術の開発」（平成１６～１８年度）では、MgO を含む蛇紋岩帯に CO2 を圧入し、化

学反応によって CO2 を固定する可能性について検討した。北海道日高町岩内岳で圧入試

験を実施した結果、蛇紋岩体内部で CO2 が固定されている直接の証拠が得られた。また、

物質移行を計算し、CO2 貯留評価モデルを構築し、７，０００～７１，０００トン/年の

速度で CO2 圧入が可能であることが算出された。本結果から CO2 の圧入年数を２０年間

と想定したときの CO2 貯留ポテンシャルは１１億１千万～１４億７千万トンと計算さ

れた。 

 

また、「ジオリアクターによる排ガス中 CO2 の地中直接固定化技術開発」(平成１８年

度～２０年度)では、排ガスと水を地熱岩盤中へ注入し、CO2－水－岩石の反応により、

CO2 の貯留及び炭酸塩固定化することを現地実験によって実証した。また、年間 1 万ト

ン規模の CO2 圧入時のシミュレーション解析を行い５０年で圧入 CO2 の４０%、数百年

でほぼ１００%が炭酸塩固定することを確認した。さらに、同規模３０年間圧入する場

合の概念設計を実施した。 

 

一方、「人工湧昇流海域における CO2 吸収量の評価技術の開発」（平成１５～１７年度）

では、海底に設置された構造物によって引き起こされる人工湧昇流によって、下層の栄

養塩が上層に移行し、これに伴って植物プランクトンが増殖し、CO2 吸収・固定すると

いう新しい CO2 固定システムについて、CO2 固定量を算出する評価技術を開発した。長

崎県生月島沖の構造物を設置した海域について現地調査、水槽実験、モデル計算を行い、

120×60×12ｍの構造体につき CO2 固定量が約９００～約５，０００t- CO2/年と試算した。 
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表３－１－２３ 新概念の CO2 隔離技術の比較 

テーマ名 貯留場所 貯留メカニズム ポテンシャル 

深地下・海底環境利用に

よる CO2 地殻化学固

定・ハイドレート固定の

ための基盤技術の開発 

水深５００m 以上、海

底温度４℃以下、堆積

層の厚さ１０００m

以上の海底下の地中

キャップロックに不備の

ある場所でもハイドレー

ト形成によってシール層

を形成 

ポテンシャル評価に

は至らず 

蛇紋岩体の地化学環境

を利用した原位置試験

による CO2 地中鉱物固

定のための基盤技術の

開発 

蛇紋岩帯 
蛇紋岩帯と MgO 等と反応

して化学的に固定 

１１億１千万～１４

億７千万 t- CO2 程度

ジオリアクターによる

排ガス中 CO2 の地中直

接固定化技術開発 

高温岩体 

地熱帯 

岩体の成分と反応して化

学的に固定 
１１．８億 t- CO2 

人工湧昇流海域におけ

る CO2 吸収量の評価技

術の開発 

海底 

表層に栄養供給してプラ

ンクトン増殖、プランクト

ンが海底に沈降して隔離 

１２０×６０×１２ｍ

の構造体につき約９

００～約５０００t- 
CO2/年 

 

これらの技術シーズは、その有効性が本基盤技術によって明らかにされたが、実施ま

でには実証試験を含めた多数の検討が必要である。これらの技術は。まずシーズとして

確保しておき、今後の地中貯留の実施展開状況を見据えた上で、本格的な研究実施の検

討に着手すべきものと考える。 

 

ロ CO2 貯留の革新的な要素技術の開発 

常設型モニタリングシステムの開発：地中に貯留された CO2 の挙動を長期にわたって

継続的に、精度よく監視することは、貯留の安全管理の面から重要である。現在のモニ

タリング手法は観測時に震源とセンサーを設置するもので、常時モニタリングが実施で

きるものではない。先端的研究「帯水層に圧入された二酸化炭素挙動のモニタリングに

関する実用化技術開発の研究」(平成１６年度)は流電電位法を用いた常設モニタリング

の提案である。また、「CO2 地中貯留のための常設モニタリングシステム構築に必要な

海底計測機器開発の基礎的研究」（平成１９・２０年度）は海底に地震センサーを常設

するシステムの構築を行うものである。本基盤技術においては、常設モニタリングシス

テムの概念、必要精度、必要機器、解決すべき課題などが検討され、また野外実験によ

って発震位置の高精度の再現が可能であることを確認された。また貯留層変化の観測精

度と発震点数、受信点数との関係を求められた。基盤技術研究において概念設計が可能

となったことから、経済産業補助事業「二酸化炭素貯留隔離技術研究開発」に移行し、

本格的な検証試験を実施中である。 
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ⅰⅰⅰ 大規模植林とバイオマス利用 

＜分野の動向と戦略＞ 

CO2 の分離回収・貯留（CCS）と並んで重要な CO2 削減技術は「大規模植林による CO2

の吸収固定」である。植林による炭素固定のポテンシャルは世界で６，１７０億 t- CO2

あり、現状での固定化コストは１，８００～３，６００円/t- CO2 程度である。一方、大

規模植林は食料生産等と土地利用において競合するので、「単位面積あたりの固定量の

増大」と「これまで植生のなかった土地への植生拡大」の技術開発が必要である。この

ため、技術戦略マップでは「２０１５年に単位面積あたりの固定量を現状の１．５倍、

適用降水量５００mm にする」ことを目標においたロードマップを示している。 

植林により CO2 を土地に固定するとともに、固定されたバイオマスをエネルギー等と

して利用することも、CO2 削減量増大のために極めて重要である。利用可能な土地は限

られており、土地に CO2 を固定するだけでは CO2 固定量に限界があるが、バイオマスと

して固定された炭素をエネルギー等に利用することができれば、継続的な化石資源の削

減が可能となるからである。 

 

植物によるCO2の吸収・固定は
CCSとならぶ重要なCO2削減策

・炭素固定ポテンシャル：6,170億t-CO2

・固定化コスト：1,800～3,600円/t-CO2

単位面積あたりの
CO2固定量の増大

2015年に
固定量1.5倍

乾燥地等への
植生の拡大

2015年に適用降水
量500mm

産業利用の拡大
による植生拡大

油糧植物その他

バイオマスの
革新的利用

糖化技術
変換技術

基礎技術開発

西オーストラリア
等での検証

基礎技術開発

プロジェクト研究 企業との共同研究

プロジェクト研究

企業との共同研究
ベンチ・パイロット

例）ホンダ等
（バイオエタノール等）

土地への固定化
エネルギー等

への利用

 

図３－１－１０ 大規模植林・バイオマス利用の戦略 

 

バイオマス利用としては発電や熱エネルギー利用とともに、「液体エネルギーへの変

換」が積極的に検討されている。発酵法によるエタノール生産(バイオエタノール)はそ

の中心となるもので、世界で活発な開発がなされている。一方で、従来のトウモロコシ

やサトウキビなどの食料となるバイオマスを利用したエタノール生産には、食料供給を



 

 47

逼迫させ価格高騰を引き起こすなどの問題が指摘されている。これらの観点から技術戦

略マップには「食料と競合しないバイオマスからの革新的なエネルギー・有用物資生産

技術」の必要性が示され、本制度の中でも様々な革新的技術の検討を実施した。 

本制度によって開発された技術は経済産業省補助事業の地球環境国際研究推進事業

「多様生物ゲノム高度利用による植生（CO2 吸収源）拡大基盤技術開発」(平成１５～１

９年度)、NEDO 微生物機能を活用した高度製造基盤技術開発「バイオリファイナリー技

術の開発」(平成１８～２２年度)等のプロジェクト研究や企業との共同研究に展開され

ている。後述の大規模植林では西オーストラリアでの植林地での実証試験を実施した。

また、バイオマス利用ではコハク酸、エタノール、水素、ブタノールについて企業との

共同研究が実施されている。 

 

イ 大規模植林 

「２０１５年に単位面積あたりの固定量を現状の１．５倍、適用降水量５００mm に

する」という目標を達成するためのアプローチとしては、「遺伝子組換え手法」と、挿

し木などのクローン化や土壌改良などの「非遺伝子組換え手法」がある。遺伝子組換え

手法は植物の大幅な改良が可能であるが、一方環境安全面での危惧から抵抗も大きく、

実用化までに相当の時間がかかることが予想される。そこで、早期実現のために、「非

遺伝子組換え手法」の研究を並行して実施した。 

単位面積
当たりの

CO2固定量

増大

単位面積
当たりの

CO2固定量

増大

乾燥地等
への

植生拡大

乾燥地等
への

植生拡大

PG 葉緑体工学14～16年度

・葉緑体形質転換基礎技術
の確立

・ FTB/SBP-aseの導入
による成長増大

・ポプラの葉緑体形質転換
手法を確立

PG 光合成ｿｰｽ機能改良

16～18年度
・光合成増大手法の探索
・葉緑体形質転換体による検証

植生拡大プロジェクト（15～19年度）
・精英樹のクローン技術開発
・葉緑体工学による有用遺伝子導入技術の開発
・乾燥耐性ﾒｶﾆｽﾞﾑの解明

PG 高ストレス耐性ユーカリ選抜
（19年度～）

遺伝子組換えによる新植物の創製遺伝子組換えによる新植物の創製 クローン化・栽培技術クローン化・栽培技術

PG HDP-APXシステム強化
（19年度～）

【先端的研究】 （奈良先端大）
乾燥強光耐性C3型植物

従来法：核ゲノム
への遺伝子導入

葉緑体

細胞核

葉緑体

細胞核
葉緑体ゲノム
への遺伝子
導入

【先端的研究】 （静岡大）
選択的RNAｽﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞによる

環境耐性付与

【先端的研究】 （岡山県）
ﾚﾄﾞｯｸｽｼｸﾞﾅﾙ制御による高CO2固定

【先端的研究】 （九大）
高等植物のCO2感知機構解明

・HDP、APXなどの解明された
耐性ﾒｶﾆｽﾞﾑなどを利用して、
選抜作業を短縮化。

・活性酸素制御に関与するHDP、
APXなどのシステムをさらに
強化し、酸化傷害に強い
植物を葉緑体工学により創生

2015年に単位面積当たりの固定量1.5倍、適用降水量500mmを目指す

フロンティア土壌PJ （17～18年度）

らん藻等を用いた、乾燥
　土壌の改質技術の実証

【先端的研究】 （京大）
光合成循環電子伝達系の強化

 

組換え体 野生株

PG 施肥・薬剤による

環境ｽﾄﾚｽ耐性樹木
の開発

（ 14～16年度）
・CO2溶解水散布

（19・20年度）

（19・20年度）

二酸化炭素大規模固定化技術開発(15～19年度）

 

図３－１－１１ 大規模植林関連テーマの展開（１） 

 



 

 48

平成１４～１６年度に「遺伝子組換え（形質転換）」による単位面積あたりの CO2 固

定量の増大、乾燥地等への植生拡大の手法として、「植物葉緑体の異種蛋白質大量発現

系利用による大気中 CO2 固定能増強のための基盤技術の開発」を実施した。本技術は従

来の核での形質転換ではなく、植物の葉緑体での形質転換を行うもので、「導入遺伝子

が安定的に発現できる制御技術を開発」、「ラン藻 FBP/SBPase 遺伝子をタバコ葉緑体に

形質転換させ CO2 固定能１．８倍、生長量１．５倍の能力を有する植物を創生」、「ポプ

ラの葉緑体形質転換の成功」などの成果を得た。 

本基盤技術研究の成功によって、本技術は経済産業省補助事業「二酸化炭素大規模固

定化技術開発」 (平成１５～１９年度)に発展するとともに、その後、本事業の多くの基

盤技術研究に利用されていった。 

 

「植物による CO2 固定能力増強をめざした光合成ソース機能改良技術の開発」（平成

１６～１８年度）は、植物の生長増大のために、生長をつかさどる「光合成機能の増強」

を「葉緑体形質転換」で行おうというものである。光合成能力の高い Pyrococcus 

kodakaraensis 由来のルビスコ遺伝子を植物の生育温度領域でも性質が発揮できるよう

に改変し、葉緑体に導入した。また、ルビスコ周辺の CO2 濃度を高める代謝系の導入に

ついても検討した。改変ルビスコ導入については、ルビスコ改変・形質転換体の作出に

時間がかかり、性能評価までは至らなかったが、CO2 濃度向上のためホスホエノールピ

ルビン酸カルボキシキナーゼの発現では野生型と比較して２倍程度の成長増大が観察

された。 

 

乾燥地等への植生拡大のためには、乾燥等の環境ストレスに対する植物の応答を解明

し、それを利用するというアプローチがとられる。植物の環境ストレス応答のメカニズ

ムにはいろいろなものがあり、先端的研究でいくつかのメカニズムの検討とその有効性

検証を実施してきた（表３－１－２４）。 
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表３－１－２４ 遺伝子組換えによる乾燥等のストレス耐性（先端的研究） 

テーマ名 
実施 
年度 

ストレス耐性 
メカニズム 

検討結果 

野生の乾燥強光耐性 C3
型植物に由来する有用
遺伝子資源を用いた緑
化展開（先端） 

H16FY 
環境ストレス下で
増加する遺伝子を
同定 

アフリカ・ボツアナで乾燥強光
下の野生スイカを調査 
・メタロチオネイン(CLMT3)の
蓄積 
・熱ショックプロテインの増加

選択的 RNA スプライシ
ングによる植物の多面
的環境ストレス耐性の
付与（先端） 

H17FY 

環境ストレス下で
引き起こされる選
択的 RNA スプラ
イシング* 

選択的 RNA スプライシング産
物を強制発現させ環境ストレ
ス耐性植物を産出 
・本検討の範囲では効果なし。

形質転換技術を利用し
たレドックスシグナル
の制御による高速生長、
高CO2固定型の植物創製
技術(先端) 

H18FY 
活性酸素を消去す
る酵素グルタチオ
ン 

ﾌﾙｸﾄｰｽﾋﾞｽﾄﾘﾝ酸ｱﾙﾄﾞﾗｰｾﾞ
(FBA1)がグルタチオンと結合
して植物の生長を促進。 
・FBA1 の導入によりバイオマ
ス量および種子収穫量が増加。

高CO2固定植物の創製に
向けた高等植物のCO2感
知機構の解明(先端) 

H18FY 

乾燥ストレス下で
の気孔閉塞メカニ
ズム -シグナル伝
達経路の解明 

CO2応答性突然変異株の動作を
検討 
気孔開閉にはプロトン-ATａse
の活性化が関与 
変異体のキナーゼが鍵酵素 

＊m-RNA 前駆体から異なった組み合わせ配列を持つ m-RNA が作られること 

 

また「葉緑体工学による活性酸素制御モデル植物での HDP-APX システム強化」（平

成１９・２０年度）では、乾燥ストレス応答の一つである活性酸素生成を緩和する２つ

のメカニズム（熱散逸とアスコルビン酸ペルオキシターゼによる活性酸素消去）を強化

して、乾燥耐性の向上を検討したが、植物の明確な性能改良には至らなかった。 

 

遺伝子組換えによらない植生拡大のための技術開発として、「高ストレス耐性ユーカ

リの迅速選抜法の開発」（平成１９～２１年度）では、西オーストラリアの半乾燥のユ

ーカリ植林地における生育の個体差に着目し、これまでに検討した環境ストレス応答メ

カニズム解析の結果を利用して乾燥に対する優良種を迅速に選び出すマーカーを開発

しようというものであった。本テーマではこれまでに先端的研究等で実施してきたスト

レス耐性のメカニズムや遺伝子に関する知見の十分な活用をはかった。自然界より単離

されたストレス耐性ユーカリを用い、精英候補３系統の耐乾燥性、水利用効率等の違い

を見出した。これらの違いについて、炭素安定同位体比の違いにより説明できることが

でき、精英樹探索のマーカーとなりうることを示した。平成２１年度には DNA マーカ

ーの検討を行った結果、３１種類のプライマーにおいて再現性のある遺伝子増幅が確認

された。うち１３種類のプライマーにおいて系統間で異なる遺伝子増幅が確認され少な

くとも 3 系統の系統識別が可能な RAPD マーカーが単離した。 

 

 

また、「森林再生に向けた施肥・薬剤による環境ストレス耐性樹木の開発」（平成１４
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～１６年度）では、樹木に施肥や薬剤散布を行うことによって簡便に環境ストレス耐性

を付与する技術を開発した。薬剤（シトクロム４５０）および CO2 溶解水、重炭酸イオ

ン水の灌漑施肥により樹木（ユーカリ）に環境ストレス耐性を付与できることが判明し、

ウニコナゾール-Ｐ処理により強光乾燥擬似環境下で初期成長量増加を確認した。これら

の方法は効果が確認されたが、継続的に施肥を行うことは、コスト面で問題があるため、

苗作成時の利用を検討している。 

 

ロ エネルギー・産業利用を容易にする樹木の改良技術 

植林による CO2 の固定の他に、油糧植物の成長増大、油糧量の増大、セルロース利用

性の向上等のエネルギー・産業利用を容易にする植物の改良技術も重要である。これら

は技術戦略マップに「産業利用の拡大による植生拡大」として位置づけられている。 

 

 

図３－１－１２ 大規模植林関連テーマの展開（２） 

「高効率エネルギー生産のための新葉緑体工学の確立」（平成１７～１９年度）では、

アブラヤシの油糧増産をはかる目的で、「葉緑体形質転換」をアブラヤシに適用する検

討を行った。アブラヤシ細胞への遺伝子導入条件を決定し、遺伝子組換え細胞の選抜の

ための培養条件も決定した。現在、ベクターを導入した未熟胚を組織培養した。 

また、先端的研究「Jatropha Curcas. L の優良種交配及び形質転換系の作出の研究」（平

成１９年度）では通常の穀物が育たない荒れ地や乾燥地で容易に栽培できる油糧植物と

して注目されている Jatoropha の優良種選抜、クローン化、形質転換の基礎技術開発を

行った。 

「セルラーゼ系酵素を生産する植物の創製」（平成１７～１９年度）は「葉緑体形質

転換技術」によって、セルロース分解酵素であるセルラーゼを植物内に生産させ、粉砕

操作だけで糖化する植物を創製することを目指している。セルラーゼ系酵素(EGIII(エン

ド型グルカナーゼ)、XynA(キシラナーゼ A), XynB)をそれぞれ生産するタバコ葉緑体形

遺伝子組換えによる新植物の創製遺伝子組換えによる新植物の創製 クローン化・栽培技術クローン化・栽培技術

植林にインセンティブを与える産業利用の拡大をはかる。

産業利用
の拡大

産業利用
の拡大

PG  高効率ｴﾈﾙｷﾞｰ変換のための葉緑体
工学 （17～19年度）

・アブラヤシの油脂量
増大を狙う

・葉緑体工学をアブラ
ヤシに適用

・油脂量増大に寄与す
る遺伝子を決定

PG  セルラーゼ系酵素合成植物の創製
（17～19年度）

・植物でセルロース分解酵素（セルラーゼ）を生産
・破砕するだけで糖化する自己バイオマス糖化シス
テムを構築する

PG 葉緑体工学

【先端的研究】（日本植物燃料）
Jatrophaの優良種交配・形質転換
植物の創成 （19年度）
・油糧植物であるJatropha優良種選抜

・形質転換のための基礎データ採取
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質転換植物を作出し、生産酵素を利用した再構成セルラーゼによってセルロースの糖化

が起こることを確認した。 

 

ハ バイオマスの革新的利用 

大規模植林によって生産されたバイオマスのエネルギー等への利用技術としては「熱

利用」、「混焼発電」、「ガス化」などが現状技術としてある。また、アルコール等の生産

では、トウモロコシ・糖蜜などの糖を原料とした「発酵技術」が開発されている。本制

度ではさらに進んだ「食料として使用されないバイオマス資源を原料としたエネルギー

効率のよい革新的変換技術」を狙っている。 

「食料として使用されないバイオマス資源」としては草本類や樹木があり、「エネル

ギー効率のよい変換技術」としては微生物変換技術がある。バイオマスを微生物変換さ

せるためには、バイオマス中のセルロース、ヘミセルロースを分解して糖とする「前処

理・糖化」技術と、糖からエタノール、水素などの様々な有用物質への変換を行う「有

用物質変換」技術の開発がポイントとなる。 

バイオマスの前処理・糖化の従来法は硫酸を用いた加水分解処理である。しかしなが

ら、酸処理においては廃酸が生じ、リサイクル時に多量のエネルギーを消費する。この

ため、酵素による低消費エネルギー型の糖化法が検討されており、草本類については

DOE が多大な資金を酵素メーカーに提供し、工業的なセルラーゼ(セルロース分解)酵素

の開発が行われた。一方、樹木等のリグニンを多量に含むバイオマスについては世界的

でもまだ基礎研究の段階にある。以上の様に、前処理・糖化の課題は「酸を使用せずに、

いかに効率よく糖化を行うか」であって、草本類等のソフトバイオマスから樹木等のハ

ードバイオマスに次第に研究が移っていくと考えられる。 

 

本制度では平成１５～１８年度に「微生物集団系システム創製による革新的バイオマ

ス変換プロセスのための基盤技術研究」を実施した。本テーマは自然界では多数の微生

物の協同作用によりバイオマスの分解が効率的に行われていることに着目し、微生物集

団系を人工的に構築しバイオマスの糖化を行うもので、従来の単一微生物による微生物

プロセスとは一線を画すものである。稲わらを高速で分解する微生物集団を選び、その

中の微生物を単離・同定・各微生物の機能検討後、単離した微生物を再構成しセルロー

スを安定かつ効率的に分解できる人工微生物集団を世界ではじめて作り上げた。メタン

菌や遺伝子改良したコリネ型細菌を微生物集団に導入すると、稲わらからのメタンやエ

タノールの生産性向上を確認した。工業的に利用するためには生産物質の単一化が必要

であるが、現状ではまだコントロールが難しい。 
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バイオマスの前処理・糖化
（ソフト・ハードバイオマスから糖変換の革新的手法）

バイオマスの前処理・糖化
（ソフト・ハードバイオマスから糖変換の革新的手法）

有用物質変換
（有機酸、ﾌﾞﾀﾉｰﾙ、水素等の合成の革新的手法）

有用物質変換
（有機酸、ﾌﾞﾀﾉｰﾙ、水素等の合成の革新的手法）

PG 微生物集団系ｼｽﾃﾑ創成

（15～17年度）
・バイオマス分解に際しての、

微生物集団の機能の解明
と利用方策の検討

【先端的研究】京大 16年度

白色腐朽菌によるリグニン分解

PG 革新的セルロース
糖化法（17～19年度）

・セルロソームによるソフトバイ
オマス分解

・リグニン分解
・ﾊｰﾄﾞﾊﾞｲｵﾏｽ用セルラーゼ

バイオリファイナリープロジェクト （NEDO)
　　 　・ソフトバイオマスの革新的糖化技術の開発
　　 　・糖、有機酸からの有用物質生産体系の確立

・石化プロセスを代替し、新規有用物質を生み出すシステムの実現

【先端的研究】東北大 18/19年度

麹菌による分解・糖化技術

【先端的研究】東大 16年度

微生物炭酸固定酵素の基礎解析

PG CO2を原料とした微生物によ
る有用物質変換（16～18年度）

・CO2固定の効率アップ

CO2の固定（有機酸）

PG 深度地下微生物探索
（16～18年度）

・深度地下での菌探索

ソフトバイオマス（稲わら等）

ハードバイオマス（樹木）

ソフト+ハード
水素

ブタノール

PG 次世代バイオ燃料製造
技術（19年度～）

・大腸菌組換えによるブタ
ノール生産

PG バイオシフト
（17～19年度）

・シフト反応の微生物触媒

PG ﾊﾞｲｵﾏｽからの統合的
水素生産（19年度～）

・ｸﾞﾙｺｰｽから12モルの水素

生産を狙う

◆ソフトバイオマスからハードバイオマス処理へ ◆有機酸合成から水素やブタノール合成へ

企業との共同研究
バイオエタノール：ホンダ

コハク酸：昭和高分子

バイオ水素：シャープ

バイオエタノール：ホンダ
コハク酸：昭和高分子

バイオ水素：シャープ、ブタノール：出光興産

（19・20年度）（19・20年度）

 

図３－１－１３ バイオマスの革新的変換技術の展開 

 

樹木ではセルロースがリグニンと極めて強固な結合を作っており、酵素がセルロース

に接触でないため、酸を使用しないで樹木の前処理・糖化を行うことは極めて困難であ

る。先端的研究「バイオエタノール生産のための選択的白色腐朽菌リグニン分解系の解

析と強化」（平成１６年度）では、リグニンを分解させる能力のある白色腐朽菌で樹木

を処理したのち酵素糖化することを検討した。スギ材のエタノール分解率は腐朽菌処理

によって７→５１%に向上し、リグニン分解によってセルロースがより分解されやすい

形に変化していることが検証された。 

 

平成１７年度には革新的なバイオマスの前処理・糖化技術を開発するために「タンパ

ク質複合体を利用した革新的なセルロース糖化法による CO2 固定化・有効利用のため

の基盤技術開発」を開始した。本テーマでは、既存のセルラーゼに比較して極めて高い

糖化能力を持つセルロソームを遺伝子組換え技術により物質生産能力に優れたコリネ

菌に移植し、効率的な糖化法を創出すること、またハードバイオマスについても、先端

的研究で実施した白色腐朽菌の研究を展開させ、効率的な糖化法を構築することを目的

としている。セルロソーム遺伝子のコリネ菌への組換えについては、基礎技術の検討が

終了し、NEDO 微生物機能を活用した高度製造基盤技術開発「バイオリファイナリー技

術の開発」(平成１８～２２年度)に移行した。 

「バイオマスからのグリーンフューエル生産基盤技術の開発」（平成２０年度）では、

ハードバイオマス(木質系)や低品位バイオマス(食糧廃棄物等)、栽培系バイオマス(海藻

等)を効率的に低分子化し、代謝物をバイオ燃料に変換するバイオプロセスの基盤技術開

発を行った。先端研究で得られた白色腐朽菌による選択的なリグニン分解技術をさらに
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発展させ、分解を制御する重要な鍵代謝物としてセリポリック酸の新規な誘導体を見出

し、脂質代謝物を合成するアシル CoA 合成酵素（ACS）遺伝子をクローニングし大腸菌

を宿主とした発現系を構築した。木質バイオマスの利用法としてはガス化法も一般的で

あるため、反応ガスからのバイオ法での燃料転換手法を検討した。バイオマスガス化成

分（CO）の代謝微生物の単離のためにスクリーニングを行い、５種類程度が集積し。

遺伝子の解析により嫌気性細菌を取得した。さらにこれらの培養代謝物から培養液中に

代謝されたエタノールを確認した。海藻の分解については、コリネ菌にアルギン酸代謝

系の遺伝子を入れた結果、オキシドリダクターゼ遺伝子を導入するとコリネ菌 R 株はア

ルギン酸での生育能を獲得することが分かった。 

 

また、先端的研究「足場タンパク質を用いたセルラーゼ、ヘミセルラーゼの固体表面

への濃縮技術の開発」（平成１９年度）を実施している。平成１８年度の先端的研究に

おいて、麹菌の両親媒性タンパク質 RolA が生分解プラスチックなどの疎水性表面に結

合し、ポリエステル分解酵素を結合濃縮してプラスチック分解を促進する分解機構を見

出した。本技術をさらに発展させ、RolA を用いてセルロース分解系酵素をセルロース

系固体表面に濃縮することを検討したが、セルロース分解酵素で RolA に吸着するもの

は見いだせなかった。 

 

つぎに、バイオマス糖化後の有用物資変換については、コハク酸、水素、ブタノール

などの有用物質の革新的変換技術の開発を実施してきた。 

コハク酸は糖および CO2 を原料として微生物によって生産される。「CO2 を原料とし

た微生物による有用物質生産技術体系のための基盤技術の開発」（平成１６～１８年度）

では、CO2 および糖の利用効率をあげることを狙った。CO2 組み込み機構の効率化によ

って、コリネ型細菌の細胞当たりの CO2 固定速度を従来コリネ型細菌の１．５倍に増加

させることに成功し、面積当たりでの従来光合成微生物バイオプロセスの５０g CO2/m2/ 

day より格段に高い３０，０００ g- CO2/m3/day の CO2 固定速度を達成した。本成果は

NEDO 微生物機能を活用した高度製造基盤技術開発「バイオリファイナリー技術の開

発」に利用されている。なお、本研究では、先端的研究「微生物炭酸固定化酵素の特性

と進化系統に関する基礎解析」（平成１６年度）で実施した CO2 固定に関する反応機構

解析の成果を利用している。 

 

バイオマスからの水素製造については、バイオマスをガス化後、水性ガスシフト反応

によって水素と CO2 にする方法および微生物の糖代謝を利用して、ギ酸を経由して発生

させる方法がある。「革新的省エネルギー水素供給ステーション実現のための基盤技術

開発」（平成１７～１９年度）では、前者の水性ガスシフト反応を理論的に水素収率が

高い常温・常圧条件下で微生物を用いて行うものである。バイオシフト反応に優れた微

生物を選定し、関与する遺伝子を同定、大量培養条件を確定したが、活性安定性・反応

速度がまだ低いため、シフト反応制御因子として CO ガスによる水素生成誘導や制御に

関連すると予想されるタンパク質を見出した。また、「統合型水素生産システムによる

バイオマスからの高効率水素変換のための基盤技術開発（平成１９年度～平成２１年
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度）では、糖からの「嫌気水素生産」とその代謝物である有機酸からの「高効率光水素

生産」を組み合わせた複合システムを構築した。従来の嫌気水素生成法のみでは、理論

大水素収率はグルコース１モルから４モルであるが、本法では１２モルとなる。２０

年度には大腸菌への異種ヒドロゲナーゼ遺伝子の導入による水素生成能の増加が確認

された。また、光合成細菌の乳酸からの水素生成能は大きいが、酢酸からはほとんど生

成されず、乳酸については生成に至らないことが確認された。２１年度には大腸菌に異

種起源のヒドロゲナーゼを導入し、セルロース系バイオマスなどからの水素生産に関わ

る遺伝子の 適発現条件を検討した。 

 

ブタノールはエタノールに比べて高熱含量（ガソリン＝１とした時、エタノール０．

６１、ブタノール０．９１）、低腐食性、低水溶性、ガソリンへ易混合性、及びディー

ゼルに利用可能などの多くの利点を有しているため次期バイオ燃料として 近注目を

集め、開発競争が激化している。嫌気性の Clostridium 属細菌によるブタノール生産が

古くから知られているが、Clostridium 属細菌は絶対嫌気性条件を必要し、かつ増殖速度

が極めて低いため工業的な利用は非常に困難である。そこで「次世代バイオ燃料製造技

術研究」（平成１９年度～平成２０年度）では、高増殖速性の好気性微生物に、Clostridium

属の遺伝子情報を導入し、高生産性ブタノール製造プロセスの開発を行った。嫌気性の

Clostridium 属のブタノール生産株よりブタノール生成経路 6 段階の反応に関連する酵

素遺伝子（7 遺伝子）の単離を試み、全遺伝子の断片を含むプラスミド pBUT1 を構築し

た。ブタノール生成系遺伝子を含むプラスミドを導入する宿主（大腸菌）について、副

生成物を抑制し、ブタノール収率を向上集中的に研究を進めた結果、基礎プロセスが完

成し世界に先んじて基本特許を出願した。本研究はさらに RITE、出光興産からなる技

術研究組合による技術開発に移行している。 

 

そのほか CO2 固定を行う新しい遺伝子資源探索のため、「深度地下微生物生態系によ

る CO2 固定のための基盤技術研究」（平成１６～１８年度）を実施した。新潟県油田、

茂原ガス田の地下から CO2 固定を行う５５個の遺伝子を取得できた。これらの遺伝子情

報は NEDO 微生物機能を活用した高度製造基盤技術開発「バイオリファイナリー技術の

開発」等で利用した。 

また、先端的研究で「木質バイオマスからの新発電燃料変換技術の開発」（平成２０

年度）を実施した。本技術は樹木から石炭相当の熱量値を持つ炭化燃料をを作ろうとい

うもので、バイオマス利用における輸送コストの増大、混焼比率が大きくできない欠点

を、解決しようというものである。ヒノキの木片を原料とした燃料化時の炭素収率向上

へ向けたタール成分吸着回収法の 適化を行った結果、総熱量収率は７１％となり、燃

料として高い変換効率を達成できることを実証した。また実用化に向けて障害となりう

る木材含有のアルカリ金属についてその除去法の開発を検討し、Na、K ともに約 5 割を

除去できることを明らかにした。 

 

ⅰⅴ CO2 の有効利用技術 

＜分野の動向と戦略＞ 



 

 55

CO2 の有効利用では、CO2 を反応させて有用物質に変換を行うが、炭素の 安定系で

ある CO2 を有用物質に変換するには、一部の反応を除いて大量のエネルギーが消費され

る。このため、真に CO2 削減技術として有効かについて十分検討する必要がある。エネ

ルギーとして自然エネルギーを利用できれば、エネルギー的には意味を持つが、この場

合には自然エネルギーをそのまま利用するのに対しどのような意味を持つかについて

検討する必要がある。また、化学品の製造などでは削減できる CO2 量もそれほど大きい

とは言えない。 

このような観点から、テーマを選定した結果、アルカリ土類金属類の炭酸塩化および

人工光合成に関する先端的研究がテーマとして選ばれた。前者は反応が自発的に進み、

かつ鉄鋼スラグ等を原料とするため削減量が期待できる。後者は太陽光を利用して水素

やアルコール等の燃料生産を狙うものであり、技術のハードルは高いが変換効率を大き

くすることができれば、エネルギーおよび量的にも可能性がある技術である。 

 

イ 炭酸塩固定 

「アルカリ土類金属を利用した新規 CO2 炭酸塩固定化システムの開発」（平成１６～

１８年度）は「ゼオライトの有する交換性 Ca イオンを利用した CO2 固定化・有効利用

技術」(平成１４～１５年度)の発展版であり、スラグや廃コンクリート等の廃材や天然

鉱物に含まれるアルカリ土類イオンと炭酸イオンの反応を促進し、安定なアルカリ土類

炭酸塩（たとえば炭酸カルシウム）として CO2 を有効利用しようとするものである。プ

ロセスコストは地中貯留相当の７，２００円/t- CO2 となった。 

 
① 4NH4Cl+2CaO·SiO2→2CaCl2+SiO2↓+4NH3．．．酸性→塩基性 

② 2NH3+CO2+H2O→(NH4)2CO3 

③ (NH4)2CO3+CaCl2→2NH4Cl+CaCO3↓  ．．．．塩基性→酸性 

  

図３－１－１４  炭酸塩固定 

ロ CO2 の光還元 

CO2 を光還元して有用物質に導くいわゆる「人工光合成」は、古くからか科学者の夢

であり、本制度においてもいくつかのテーマを検討している。 

「太陽光を利用した半導体光触媒・金属錯体光触媒による CO2光還元のための基盤

技術の開発」（平成１４～１６年度） 

先端的研究「ケイ酸ナノ多孔体に配列した酵素群による CO2の光固定」（平成 16 年

度）先端的研究「集積型金属錯体を中核とした複合系光触媒による二酸化炭素還元

および水素発生に関する研究」（平成１６年度） 
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これらの検討により技術は確実に進歩したが、まだ CO2→CO の還元レベルの基礎研

究にとどまっており、実用化には相当の時間がかかると考えられる。 

 

B 事後評価結果およびプロジェクトへの移行 

つぎに本制度の成果の指標のひとつとして、各テーマの事後評価結果および次ステー

ジの研究プロジェクトへの移行状況について述べる。 

 

ⅰ 先端的研究 

先端的研究は平成１６年度に開始し、平成２０年度の終了までに３９テーマを実施し

た。テーマ終了後、基盤技術研究に移行したものが２件、基盤技術研究やプロジェクト

研究でその結果を活用しているものが１２件、企業との共同研究を現在検討しているも

のが１件ある。 

 

• 基盤技術への移行： 

・ 「バイオエタノール生産のための選択的白色腐朽菌リグニン分解系の解析と強

化」（平成１６年度）が「タンパク質複合体を利用した革新的なセルロース糖化

法による CO2 固定化・有効利用のための基盤技術開発」(平成１７～１９年度)

へ移行 

・ 「イオン液体（IL）を用いる CO2 物理吸収・再生プロセスに関する研究」（平成

１８・１９年度）が「高圧ガスからの CO2 吸収分離技術の開発」（平成２０年度）

へ移行 

• 基盤技術研究・プロジェクトでの利用： 

・ 「高圧高温下でも使用可能な新規な二酸化炭素選択透過型高分子膜の創製」（平

成１６年度）および「高透過性・高選択性二酸化炭素分離膜の開発と評価」(平

成１８年度)→経済産業省補助事業「分子ゲート機能 CO2 分離膜の技術開発」で

利用 

・ 「帯水層に圧入された二酸化炭素挙動のモニタリングに関する実用化技術開発

の研究」(平成１６年度)→「CO2 地中貯留のための常設モニタリングシステム構

築に必要な海底計測機器開発の基礎的研究」で利用 

・ 「海洋溶解保証による漏洩許容型 CO2 地下貯留技術手法の提案」(平成１６年度)

→経済産業省補助事業「二酸化炭素地中貯留技術研究開発」で利用 

・ 「海洋酸性化による海洋生態系影響評価のための擬似海洋実験と生態モデルの

統合化による要素技術開発」(平成１８年度)→経済産業省補助事業「二酸化炭素

の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発」で利用 

・ 大規模排出源近傍の軟質地盤における帯水層貯留の遮蔽層安全性評価」（平成１

０年度）および塩水中 CO2 モニタリングのための全炭酸・アルカリ度の現場計

測技術の開発→経済産業省補助事業「二酸化炭素地中貯留技術研究開発」で利

用 

・ 「野生の乾燥強光耐性 C3 型植物に由来する有用遺伝資源を用いた緑化展開」

（平成１６年度）、「選択的 RNA スプライシングによる植物への多面的環境スト
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レス耐性の付与」（平成１７年度）、「形質転換技術を利用したレドックスシグナ

ルの制御による高速生長、高 CO2 固定型の植物創製技術」（平成１８年度）、「高

CO2 固定植物の創製に向けた高等植物の CO2 感知機構の解明」(平成１８年度)

→「高ストレス耐性ユーカリの迅速選抜法の開発」（平成１９～２０年度）で利

用 

・ 「微生物炭酸固定酵素の特性と進化系統に関する基礎解析」（平成１６年度）→

「CO2 を原料とした微生物による有用物質生産技術」（平成１７～１９年度）で

利用 

• 企業との共同研究を検討中：「木質バイオマスからの新発電燃料変換技術の開発」（平

成２０年度） 

 

＜基盤技術研究＞ 

基盤技術研究は、４０件のテーマが採択された。(表３－１－９)。 

基盤技術研究では開始から２年目に中間評価を実施し、テーマの継続・中止・変更の

判断を行った。また、テーマ終了後に、有識者による事後評価を実施し、４段階評価（A：

優れている、B：普通である、C：やや劣っている、D：劣っている）を実施している。 

基盤技術研究の各テーマ進展を分野別に表３－１－２５に示す。４０テーマのうち、

終的な評価まで行ったテーマが２４あり、このうち、中間評価時に中止あるいは他の

テーマに移行したものが５件、残りの１９件が３年間研究を実施した。事後評価まで行

ったのテーマのうち、評価が B（普通である）以上のものが１３件ある。 
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表３－１－２５ 実施テーマの評価とその後のフォロー（数字は件数） 

（平成 14 年度開始～19 年度終了テーマ） 

 終了テーマ数 中間評価時 

終了 

事後評価  

分離回収 ５ 中止：１ 

B+：２ 

B ：１ 

C+：１ 

CO2 隔離 ５ 
次テーマ移行：１ 

中止：１ 

A ：１ 

B+：１ 

B-：１ 

大規模植林 ５  

B+：１ 

B ：１ 

B-：２ 

C ：１ 

バイオマス利用 ６ 中止：１ 
A ：４ 

B ：１ 

有効利用 ３ 次テーマ移行：１ 
B ：１ 

B-：１ 

合計 ２４ 

継続：１９ 

次テーマ移行：２ 

中止：３ 

A ：５ 

B+：４ 

B ：４ 

B-：４ 

C+：１ 

C ：１ 

 

また、４０テーマのうち、以下の７件のテーマが次ステージ(プロジェクト研究または

プロジェクト研究の一部)へ移行した。 

・ 「高分子膜による CO2 分離技術の開発」（平成１４～１６年度）→経済産業省補助事

業の地球環境国際研究推進事業「分子ゲート機能 CO2 分離膜の基盤技術研究開発」

（平成１４～１７年度）→経済産業省補助事業「分子ゲート機能 CO2 分離膜の技術

開発」（平成１８～２２年度） 

・ 「CO2 分離回収・排出削減プロセスのための配向性ゼオライト膜の開発」（平成１５

-１７年度）→GCEP ナノ制御膜開発（平成１７～２２年度） 

・ 「CO2 地中貯留におけるシール層の安定性評価技術の開発」(平成１６年度)→経済産

業省補助事業「二酸化炭素地中貯留技術研究開発」（平成１７～１９年度） 

・ 「植物葉緑体の異種蛋白質大量発現系利用による大気中 CO2 固定能増強のための基

盤技術の開発」（平成１４～１６年度）→経済産業省補助事業「二酸化炭素大規模固
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定化技術開発」（平成１５～１９年度） 

・ 「タンパク質複合体機能を利用した革新的なセルロース糖化法による CO2 固定化・

有効利用のための基盤技術開発」（平成１７～１９年度）→NEDO 微生物機能を活用

した高度製造基盤技術開発「バイオリファイナリー技術の開発」（平成１８～２２年

度） 

・ 「CO2 地中貯留のための常設モニタリングシステム構築に必要な海底計測機器開発

の基礎的研究」（平成１９年度～平成２０年度）→経済産業省補助事業「二酸化炭素

貯留隔離技術開発」（平成１２年度～２４年度） 

・ 「ソフトバイオマスからの次世代バイオ燃料生産基盤技術の開発」（平成１９・２０

年度）→NEDO 戦略的バイオマスエネルギー利用技術開発「非可食バイオマス由来

混合糖からのバイオブタノール生産に関わる基盤技術開発」（平成２２～２３年度） 

 
３－１－３ 特許出願状況等 
成果評価の共通指標である特許・論文等の発表件数を分野毎に表３－１－２６に示す。 

また、論文、投稿、発表、特許リストを別紙２に示す。 

 

表３－１－２６ 実施テーマ件数と成果まとめ（平成１４～２１年度） 

研究名 実施件数 特許出願 

 

論文 口頭発表 新聞・雑誌 

掲載 

先端的研究 ３９ ７ １５０ ２９７ ３５ 

分離回収 

CO2 隔離 

大規模植林 

バイオマス利用 

有効利用 

１０ 

７ 

６ 

１０ 

６ 

３ 

 

１ 

２ 

１ 

４６ 

１１ 

１６ 

４２ 

３５ 

５５ 

１３ 

６２ 

８０ 

８７ 

２ 

５ 

１５ 

３ 

１０ 

 

基盤技術研究 ４０ ３０ ９４ ２６８ ２１ 

分離回収 

CO2 隔離 

大規模植林 

バイオマス利用 

有効利用 

９ 

７ 

８ 

１０ 

６ 

１６ 

１ 

５ 

５ 

３ 

２８ 

７ 

１６ 

３１ 

１２ 

５６ 

４８ 

５４ 

６６ 

４４ 

３ 

３ 

１ 

１０ 

４ 

合計 ７９ ３７ ２４４ ５６５ ５６ 

 

特許出願件数は先端的研究で７件、基盤技術研究で３０件であり、基盤技術研究では

約０．８件/テーマの出願となっている。また、論文数は先端１５０件、基盤９４件であ

り、それぞれ２．４、２．３件/テーマの論文発表を行っている。口頭発表は先端、基盤

あわせて５６５件あり、平均すると７．２件/テーマの発表数となっている。 
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３－２ 目標の達成度 

 

本事業の成果は目標である「二酸化炭素固定化・有効利用技術に関する技術課題の抽

出および二酸化炭素排出削減に資する技術の開発」に対し、表３－２－１に示すように

十分な達成状況にある。 

 

表３－２－１．目標に対する成果・達成度の一覧表 

要素技術 目標・指標 

 

成果 達成度

二酸化炭素固定

化・有効利用技

術」に関する技

術課題の抽出 

①CO2 固定化・有効利

用の開発を効率的に進

めるための技術戦略の

作成 

・ 総合調査研究や技術戦略マップの策定な

ど、CO2固定化・有効利用に関する技術戦

略を作成した。 

・ 総合調査研究において選定されたテーマ

の基盤技術研究としての実施や技術戦略

マップに記載された分野でのテーマ募集、

技術戦略マップを指針としたテーマ選定

など、策定された技術戦略を用いたテーマ

選定・管理を行った。 

・ 技術戦略マップは平成１６年度の初版以

降、毎年、国際動向の変化、技術の進展に

合わせて改訂を行った。また、さらにコス

ト・ポテンシャル分析、新技術調査、シナ

リオ分析やベンチマークなどより精緻化

を行い、十分なメンテナンスを実施してい

る。 

・ 本技術戦略マップは本事業におけるテー

マ選定のツールばかりでなく、様々なプロ

ジェクトの研究開発指針として使用され

ており、多方面に利用されている。 

達成 

②技術戦略に沿った技

術シーズの探索 

・技術課題の抽出件数

・ 総合調査研究でのテーマ抽出では、２１６

件のテーマを検討し、テーマ候補１６件を

抽出した。 

・ 総合調査研究では、調査された技術シーズ

について、CO2 削減技術としての位置付

け、技術的波及効果、必要な資源、目標、

キーテクノロジー、CO2削減効果などの分

析がなされ、重みづけを行った。 

・ 先端的研究でのテーマ抽出では１１１件

の技術シーズ提案から有識者による技術

達成 
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の優劣、課題と解決方法の明確さ、二酸化

炭素削減シナリオ、実現性などに関する評

価が行い、３９件の優秀テーマを選抜し

た。これらのテーマについては、さらに先

端的研究で実際に有効性検証のための研

究を実施した。このように、単なるテーマ

探索に終わらず、「有識者による評価」と

「実験による検証」という２つのプロセス

を経て、より有効な技術シーズの効率的な

探索が行った。 

二酸化炭素排出

削減に資する技

術の開発 

①技術戦略にそった研

究を実施 

・研究開発テーマの実

施件数 

・ CO2 排出削減に資する技術開発として、先

端的研究３９テーマ、基盤技術研究４０テ

ーマと十分な件数の技術シーズについて、

実験による検証を行った。 

・ 先端的研究の実施期間は１年、基盤技術研

究の実施期間は２-３年であり、従来の研

究開発プロジェクトに対して、比較的短い

期間に並行的に多数のテーマ検討実施さ

れるよう工夫した。 

・ 研究テーマは「CO2固定化・有効利用」の

重要分野である「分離回収」、「CO2 の隔

離」、「大規模植林とバイオマス利用」の戦

略と密接に関係しながら実施されており、

革新的研究のためのシーズ準備という目

標によく合致するようにした。 

・ 基礎研究は不確実性が高いが、本制度では

テーマの進捗状況を中間評価や連絡会で

把握し、進捗に応じてテーマの中止・変更

をするようになっており、柔軟性を高くし

た。また、基盤技術研究については研究推

進委員会を設置し、効率的に目標達成がで

きるように専門家の助言が受けられる仕

組みとした。 

達成 

②研究テーマ毎に設定

された目標に対する十

分な成果の確保 

・研究開発テーマの成

果 

・開発された有効な技

・ 実施テーマは「CO2固定化・有効利用」の

重要分野である「CO2 の分離回収」、「CO2

の隔離」、「大規模植林とバイオマス利用」、

「CO2の有効利用」における 先端の研究

であり、その成果は世界でも注目されてい

る。 

達成 
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術の件数 ・ 「CO2の分離回収」では、世界トップクラ

スの高分子膜が開発され、経済産業省補助

事業の地球環境国際研究推進事業「分子ゲ

ート機能 CO2 分離膜の基盤技術研究開

発」、経済産業省補助事業「分子ゲート機

能 CO2分離膜の技術研究開発」に発展する

とともに、世界的にその価値が認められ、

米国 NETL との共同研究を実施するまで

になっている。またセラミック膜もトップ

クラスの性能のものが得られ、スタンフォ

ード大学の GCEP（Global Climate and 

Energy Project）プロジェクトにつながっ

ている。このように世界的にも評価の高い

分離回収技術が生まれている。また、高圧

ガス用吸収液・吸着剤など低消費エネルギ

ーの CO2回収技術が開発された。 

・ 「CO2の隔離」については、世界でも例の

ない「蛇紋岩帯への貯留」、「人工湧昇流」

などの革新的な隔離技術の現場実験がな

され、有効性が確認された。さらに、「常

設型モニタリング技術」が開発され、現在、

経済産業省補助事業「二酸化炭素貯留隔離

技術開発」の中で本格的な試験が実施され

ている。 

・ 「大規模植林」においては、「葉緑体形質

転換」という新手法が開発され、経済産業

省補助事業「二酸化炭素大規模固定化技術

開発」に発展するとともに、多数のテーマ

を生み出している。適用種もタバコからポ

プラ、アブラヤシと実用性の高い樹木に展

開され、また導入遺伝子も成長促進遺伝子

からセルラーゼ形成遺伝子・乾燥耐性遺伝

子等へと拡大されている。また、乾燥スト

レスに関する植物の耐性メカニズム検討

が進められ、これを応用した選抜技術など

の非遺伝子組換え手法が形成されつつあ

る。 

・ バイオマス利用では微生物集団やセルロ

ソームのコリネ菌での発現、麹法バイオマ

ス糖化といった世界に例のない革新的手
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法が開発されている。また、有用物質変換

ではコハク酸、水素、ブタノールについて

のトップクラスの研究がを進められてい

る。特にブタノールは世界で競争が激化し

つつあるが、従来の生産性の低い嫌気性細

菌ではなく、好気性細菌でのブタノール変

換に成功した。本研究さらに技術研究組合

による技術開発につながっている。 

・ 「CO2の有効利用」では鉄鋼スラグならび

にコンクリート廃材を利用した CO2 の固

定化・有効利用技術が完成した。 

・ 基盤技術研究の事後評価では、平成１４年

度開始分から平成１９年度終了分まで、２

４件の終了テーマがあり、その５４％の１

３件が事後評価で「普通」の B 以上の評価

を受けている。研究テーマが基礎的かつ萌

芽的なものであることを考慮すると、十分

な数であると考えられる。 

・ 先端的研究ではテーマ終了後、基盤技術研

究に移行したものが２件、企業との共同研

究を検討しているものが 1 件であるが、基

盤技術研究やプロジェクト研究でその成

果を活用しているものが１２件あり、研究

成果が次の基盤技術研究に生かされてい

る。 

・ 基盤技術研究については、７件がプロジェ

クト研究に移行した。 

・ 特許出願件数は先端的研究で７件、基盤技

術研究で３０件であり、基盤技術研究では

約０．８件/テーマの出願となっている。

また、論文数は先端１５０件、基盤９４件

であり、それぞれ２．４、２．３件/テー

マの論文発表を行っている。口頭発表は先

端、基盤あわせて５６５件あり、平均する

と７．２件/テーマの発表数となっている。

技術開発の基礎段階であることを考慮す

ると、特許出願数３７件は十分大きな数字

であり、論文・口頭発表の件数も十分なレ

ベルにあると考えられる。 

注）「達成度」の欄には、達成、一部達成、未達成、を選択して記述。 



 

 64

 

４．事業化、波及効果について 

 

４－１ 事業化の見通し 

本制度の成果は次のステージの応用研究を経て、２０１５年以降に実用化が期待され

る。将来の事業化イメージをまとめると表４－１－１のようになる。 

 

表４－１－１ 本制度に関係する分野の事業イメージ 

分野名 

実用化に向けて

克服すべき 
技術的課題・社会

的課題 

想定される 
実用化時期 

実用化主体 ユーザー 市場規模 

技術導入

後の社会

的効果・

経済的効

果・市場

創出効果 

将来にお

けるコス

トダウン

の見込み

あるいは

安全性 

CO2 の分

離回収 

・ コストダウン 
・ 消費エネルギ

ーの削減 
・ 大型化 

・ 2015 年ま

でに実用化

・ さらなる技

術適用 

エンジニア

リング 
素材メーカ

ー 

排出源 
電力、鉄鋼、

セメントな

ど 

温暖化防

止のため

の世界の

全環境投

資額２３

兆円 /国
連推定 

分離回収

技術の海

外輸出 

技術開発

による大

幅コスト

ダウン期

待 

CO2 の隔

離 

・ 貯 留 さ れ た

CO2 の挙動

理解 
・ 貯留 CO2 の適

切な管理法 
・ コストダウン 
・ 社会受容性の

向上 

・ 地下深部塩

水層貯留は

2015年 
・ 他技術はそ

れ以降 

エンジニア

リング 
石油資源開

発 

排出源 
電力、鉄鋼、

セメントな

ど 

貯留産業

の創出 
貯留の信

頼性向上

大規模植

林 

・ 利用できる土

地の拡大 
・ 他の土地利用

との競合 
・ 遺伝子組換え

手法の認知 
・ 産業としての

形成 

・ できるとこ

ろから順次

実用化 

製紙会社 
CDM を期

待 す る 商

社・メーカ

ー 

製紙会社 
CDM とし

て排出源 
電力、鉄鋼、

セメントな

ど 

海外 
貧困地域

の雇用確

保 
産業の創

出 

遺伝子組

換えの安

全性確保

バイオマ

ス利用 

・ バイマスの収

集・貯蔵・輸送

システム構築 
・ 高効率変換法

の確立 
・ 大型化 

・ できるとこ

ろから順次

実用化 

製紙会社 
化学会社な

ど 

自動車 
電力、鉄鋼

など 

石油にか

わる新エ

ネルギー

確保、新

産業の創

出 

技術開発

による大

幅コスト

ダウン期

待 
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４－２ 波及効果 

 

本制度は基礎的研究が中心であり、現段階で成果の波及効果が明らかになっているも

のはないが、将来、次のような波及効果が期待される。 

・ 膜技術の展開：他のガス分離膜やアルコール分離膜への展開 

・ 人工湧昇流：プランクトン富化の漁業利用 

・ 植物改良技術：農作物の改良技術への展開 

・ バイオマス変換技術：エネルギー以外の工業製品への展開 
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 

 

５－１ 研究開発計画 

本制度は平成１１から１３年度は NEDO が、また平成１４年度から２１年度は RITE

が国の補助を受け実施した。研究開発計画を図５－１－１に示す。 

 

表５－１－１ 研究開発計画 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

実施主体

予算(億円）

二酸化炭素
排出削減に
資する技術
の開発

二酸化炭素
固定化・有
効利用技
術」に関する
技術課題の
抽出

12

5.4 5.1 6.8 6.7 6.9 6.7 4.5 1.8

テーマ数

8

技術戦略マップの策定

先端的研究

基盤技術研究先導研究

総合調査研究

テーマ数 6 8 8 9

3 4 5 13 15 15 13 14 10 2

NEDO RITE

 

 

本事業は平成１１年度に NEDO を実施者とし、先導研究（基盤技術研究）を実施する

内容で開始された。平成１４年度からは実施者が NEDO から RITE に変更となった。 

本事業のスキームは本事業の目標をより効率的に達成するために、戦略的かつ効率的

な形に変遷してきた。 

・ 平成１１年度の本事業の開始時点では戦略形成のための総合調査研究と先導研究

（基盤技術研究）を実施。 

・ 平成１３年度には総合調査研究が終了。 

・ 平成１４年度に総合調査研究で絞られた８テーマを基盤技術研究で実施。 

・ 平成１５年度からは総合調査研究の成果を踏まえ、基盤技術研究のテーマを公

募・実施。 

・ 平成１６年度には広く技術シーズを探索するために先端的研究が開始。また当該
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分野の全体戦略を構築する技術戦略マップの作成のための調査が開始された。 

・ 平成２０年度には、先端的研究と研究評価が終了。 

・ 平成２１年度を以って全事業が終了。 

平成１６～２０年度の期間は、 

・ CO2 固定化・有効利用に関する動向調査と分析 

・ 当該分野の技術戦略の策定（技術戦略マップ） 

・ 当該分野における革新的な技術シーズの探索と検証（先端的研究） 

・ 良好な技術シーズの実験室規模での確証研究（基盤技術研究） 

と、CO2 固定化有効利用分野の戦略策定と革新的技術の探索、絞り込み、検証を効率

的に行う一貫システムが形成されていた。 

 

５－２ 研究開発実施者の実施体制・運営 
 

（１）事業のスキーム 

事業のスキームを図５－２－１に示す。RITE（平成１１～１３年度は NEDO）は二酸

化炭素固定化・有効利用技術に関する技術課題の抽出を行い、二酸化炭素排出削減に資

する技術の開発についてテーマを公募し、RITE 自身および大学・民間企業等との委託・

共同研究によって開発を実施するスキームとなっている。研究開発は先端的研究と基盤

技術研究の２つからなり、下記の様なスキームで実施した。 

・ 先端的研究：RITE はテーマを公募し、委員会による審査を経てテーマおよび実施

者を決定し、研究を委託。 

・ 基盤技術研究：RITE はテーマを公募し、委員会による審査を経てテーマを決定し、

大学・民間企業との共同・委託研究を含めた研究体制を構築し、研究を実施。 

 

大学・民間企業等

一部共同実施
(共同・委託研究等）

基盤技術研究基盤技術研究

先端的研究先端的研究

(財)地球環境産業技術
研究機構(RITE)

補助

大学・国研等大学・国研等
委託

実施

国
(経済産業省)

補助率10/10

研究推進委員会

プログラム研究部会
・CO2固定化・有効利用技術検討委員会

委員会

委員会

国家プロジェクト等

 

図 ５－２－１ 事業のスキーム（平成１４年度以降） 

テーマ公募 
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＜事業のスキームの妥当性＞ 

先に述べたように本制度はCO2固定化・有効利用分野の戦略策定と革新的技術の探索、

絞り込み、確証を効率的に行う一貫システムである。これによって、 

・ 技術戦略に沿った革新的技術シーズの発掘 

・ 技術シーズの可能性の検証 

・ 技術シーズの CO2 削減技術としての有効性の検証 

・ 技術シーズの基盤技術までのスムーズな移行 

が行われ、十分に価値のある技術テーマが生み出された。 

 

革新的技術の基礎研究は不確実性が大きく、自発的な技術形成にまかせると非常に長

期間となることが多い。本事業は効率よく目的に合った基礎技術開発を行うものであり、

従来の研究開発においてありがちな 

・ 明確な技術戦略なしに技術シーズ探索を行ったため、選び出された技術シーズが目

的に合わない。 

・ アイデアレベルで十分な有効性検討を行わず研究を開始したため途中で挫折、ある

いは計画変更を余儀なくされる。 

・ テーマの有効性検証を十分に行わずに多額の投資を行ったため、目的に合う研究成

果が得られない、あるいは研究のための研究となってしまう。 

・ 技術アイデアから研究プロジェクト形成までの明確な道筋が不明で、せっかくの良

いアイデアが十分に利用できない 

を克服でき、非常に研究効率が高いスキームであった。 

 
（２）事業の体制 

本制度の実施体制を図５－２－２に示す。事業の概略は以下の通りである。 

・ 本事業は RITE が経済産業省（METI）から補助を受け実施したものである。 

・ RITE は先端的研究および基盤技術研究の公募・選定を行い、先端的研究では大学

等の研究機関に研究を委託し、基盤技術研究では共同実施者に研究委託するととも

に自ら研究を実施した。 

・ 本事業の運営（テーマの選定、評価を含む）は RITE が有識者からなるプログラム

研究部会の助言受けながら実施した。また、技術戦略マップの作成はプログラム研

究部会の下部に設置した CO2 固定化・有効利用技術検討委員会での議論のもと行わ

れた。 

・ 基盤技術研究の実施に際しては、テーマ毎に研究推進委員会を設置し助言を受けた。 
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図５－２－２ 事業の実施体制 

補助金交付申請、

実績/成果報告等

交付決定 
確定検査 

 基盤技術研究Ｃ 

本 表 書 き 換

え未 

事務局（研究企画グループ） 

制度の体制 

先端的研究Ｃ 

先端的研究Ｂ 

先端的研究Ａ（大学・研究機

関等） 

委託研究Ｃ 

委託研究Ｂ 

委託研究Ａ（大学・民間企業

等） 
研究責任者 

研究従事者（研究員等）

経理責任者 

研究開発全体総括

ＲＩＴＥ 

経済産業省 

経理面からの推進 

プログラムディレクター 

岡村繁寛 GL（-2009,7） 
上林 匡 GL（2009.7-） 

公募、審査、進捗管理、成果報告会開

催、成果・取得財産管理、広報等 

業務管理者 

研究員 

経理責任者 

研究開発全体総括

研究支援

計画書提出 
進捗報告等

経理面からの推進 

プログラムオフィサー 

高木正人 専門役 

資金 
確定検査 

実績・成果
の報告

資金
確定検査

実績・成果
の報告

委員会 
・プログラム研究部会
・CO2 固定化・有効利

用技術検討委員会 

運営に関する助言 
テーマ選定・評価 

研究推進委員会 C 
研究推進委員会 B 

研究推進委員会 A

報告 助言 

基盤技術研究Ｃ 
基盤技術研究Ｂ 

 基盤技術研究Ａ（研究グループ）

研究責任者 

研究従事者（研究員等）
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（３） 事業の運営 

＜制度の流れ＞ 

公募からテーマ実施・評価に至る制度の流れを図５－２－３および図５－２－４に示

す。以下、先端的研究および基盤技術研究の流れを説明する。全般的には、下記の通り

であった。 

・ 毎年秋に次年度のテーマの公募を行い、一次審査、二次審査を経てテーマが選定。 

・ RITE は実施テーマを決定。 

・ RITE はそれぞれのテーマの予算額を決定し、研究計画を作成後、交付申請書を

METI に申請し、METI は研究計画を決定。 

・ 研究計画に従って、先端的研究、基盤技術研究を実施。 

・ 各研究年度の終了時に RITE からの委託先は実績報告書・成果報告書を RITE に提

出し、これに基づき RITE は委託先の確定検査を行い、補助金の交付金額を決定。 

・ 各研究年度の終了時点に RITE は実績報告書・成果報告書を METI に提出し、METI

は確定検査を行い補助金額を確定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－２－３ 先端的研究の流れ 

ＲＩＴＥ研究実施者

実施年度

4,5月

11月

連絡会（計画ﾋｱﾘﾝｸﾞ
・運用説明）

・研究契約
・研究開始

2月

3月

成果報告 成果報告

研究終了翌年度

11月 成果報告会

研究開始前年度

10、11月

テーマ提案(応募)

12、1月

2月 テーマ決定

一次審査(書面)／二次審査(ﾌﾟﾚｾﾞﾝ)

テーマ募集開始

中間検査

報告会

確定検査
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 先端的研究の流れ 

・ 4 月に選定テーマの実施者と RITE が研究委託契約を締結し、委託研究が開始。 

・ 委託期間中に RITE は先端的研究実施者と定期的に連絡会を実施し、研究進捗状況

をチェックするとともに、研究の方向性についての助言を実施。 

・ また、実施者はその成果を「研究成果報告会」で発表するとともに、研究終了後

の取り扱いについて RITE と協議を実施。 

 

 基盤技術研究の流れ 

・ 基盤技術研究では、3 年間の基本計画、その年度の実施計画が事務局に提出さ

れ、研究を開始。 

・ テーマ毎に有識者からなる研究推進委員会（原則 2 回/年開催）を開催し、研究

の進め方に関する助言を実施。 

・ 中間段階（2 年目、秋）に有識者による中間評価が実施され、テーマの継続、

中止、変更が決定。 

・ 事業終了後、有識者による事後評価が実施され 終的なテーマ評価を実施。 

 

テーマの審査方法に関しては表５－２－１にまとめた。 



 

 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－２－４ 基盤技術研究の流れ 

ＲＩＴＥ研究実施者

・計画提出
(基本・実施)

・研究開始

研究開始前年度

１年目

10、11月

テーマ提案(応募)

12、1月

2月

4月

10,11月

テーマ決定

3月 成果報告

３年目

・実施計画提出
・研究開始

4月

3月 成果報告 成果報告

研究終了翌年度

7,8月

一次審査(書面)／二次審査(ﾌﾟﾚｾﾞﾝ)

進捗評価［一次審査(書面)／二次審査(ﾌﾟﾚｾﾞﾝ)］

成果報告

・実施計画提出
・研究開始

２年目

4月

10,11月

3月 成果報告

中間評価［一次審査(書面)／二次審査(ﾌﾟﾚｾﾞﾝ)］

成果報告

事後評価［書面評価］

テーマ公募

2回/年 研究推進委員会2回/年 研究推進委員会

2回/年 研究推進委員会2回/年 研究推進委員会

2回/年 研究推進委員会2回/年 研究推進委員会
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表５－２－１ テーマの審査方法 

審査方法 内容 

H17FY 
開始 
テーマ 
以降 

【先端的研究】 
①一次審査（書面審査）：評価委員・RITE代表者による審査 
・応募テーマの分野に応じて１テーマ４～５名の評価委員（うち、１名は RITE

研究グループ）により審査 
・評価基準（評価委員；80点満点） 
 －提案内容に優れている点はあるか 
 －技術課題は明確で、その解決手法は具体的に示されているか 
 －CO2 固定化技術として有効であるか 
・評価基準（RITE研究グループ；80点満点） 
 －提案内容に優れている点はあるか 
 －技術課題は明確で、その解決手法は具体的に示されているか 
 －CO2 固定化技術として有効であるか 
 －RITEの基盤技術強化になる可能性はあるか 
②二次審査（プレゼン審査）：全分野一括の評価委員会による審査 
・評価委員および事務局による一次審査合格テーマの審査 
・一次審査合格テーマ提案者によるプレゼンテーションおよび質疑・応答 
・評価基準（評価委員；80点満点） 
 －提案内容の優位性 
 －技術課題・解決手法の具体性 
 －CO2 固定化技術の有効性 
・評価基準（事務局；20点満点） 
 －RITEの基盤技術強化になる可能性 
 
【基盤技術研究】 
①一次審査（書面審査）：評価委員・事務局による審査 
・応募テーマの分野に応じて１テーマ３名の評価委員および事務局により審

査 
・評価基準（評価委員；80点満点） 
 －提案内容に優れている点はあるか 
 －技術課題は明確で、その解決手法は具体的に示されているか 
 －CO2 固定化技術の実用化として有効であるか 
・評価基準（事務局；20点満点） 
 －RITEの基盤技術強化になる可能性 
 －次のステップとしてプロジェクト研究をイメージしていること 
②二次審査（プレゼン審査）：全分野一括の評価委員会による審査 
・評価委員および事務局による一次審査合格テーマの審査 
・一次審査合格テーマ提案者によるプレゼンテーションおよび質疑・応答 
・評価基準（評価委員；80点満点） 
 －提案内容の優位性 
 －技術課題・解決手法の具体性 
 －CO2 固定化技術の実用可能性 
・評価基準（事務局）は一次審査と同様 

採択テーマ

の選定 
・予算枠を勘案した上で、原則として評価点合計の上位順に選定し、採択テーマを決定す

る。 
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＜制度関係者の連携＞ 

制度関係者は下記のように十分に連絡をとりながら、研究開発を実施した。 

 先端的研究の連絡会 

・ 先端的研究の実施者と関係する RITE の研究グループとの連絡会を開催し、研究成

果について議論するとともに、実用化に向けての方向を両者で検討。 

 先端的研究の成果発表会 

・ 毎年２月に先端的研究の成果報告会を実施。先端的研究の成果が報告され、その成

果の展開の仕方について、RITE/実施者で議論した。 

 合同成果報告会 

・ 毎年１１月頃に前年度の成果を公開する合同成果報告会（革新的環境技術シンポジ

ウム）を実施。研究成果を発表し、大学、研究所、企業などの参加者間で議論及び

交流する場として活用した。 

 

＜進捗の把握・管理システムおよびその実績＞ 

採択テーマの進捗および予算執行状況の把握および管理は下記の様に実施した。 

 採択テーマの進捗状況の把握 

・ 日々の進捗については、適宜電子メール、電話等により確認。 

・ 基盤技術研究については、テーマ毎に原則 2 回/年の研究推進委員会を開催してお

り、研究成果の報告とともに、推進委員による進捗状況の評価と研究計画への助言

を実施。 

・ 先端的研究については、研究期間が 1 年と短くかつアイデアの検証が目的であるた

め研究推進委員会は設置せず、代わりに前述の RITE との連絡会や研究成果の報告

会を実施し、成果の報告とともに今後の展開について RITE との議論を実施。 

・ また、年度終了時にテーマ毎に成果を報告書にまとめ RITE 事務局に提出すること

とした。 

 採択テーマの進捗・予算執行状況の管理 

・ テーマ毎に、基盤技術研究については業務管理者を、先端的研究については研究責

任者を置き、研究開発の全体取りまとめを実施。両者を置くことにより、研究開発

を推進するための責任の所在を明確にし、計画性をもって研究開発を進めることを

可能とした。また、補助金の適正な執行という観点から、 経理責任者を置き、研

究と経理の両面から円滑な研究開発と適正な予算執行を行った。 

 

＜計画の見直しシステムおよびその実績＞ 

・ 研究開始時点で、研究実施者より提出される研究計画書と研究実施計画書を確認

し、必要に応じ計画の見直しを行った。 
・ 革新的技術の基礎研究であるため、不確実性が大きい。このため、年度途中にお

いても、研究の進捗状況、情勢変化等によって、研究計画や予算執行の面から見

直しの必要があれば、十分な理由のあることを確認の上、制度内での資金の融通

を含めた変更処置をとることとした。 
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・ 基盤技術研究においては、開始２年次となる研究テーマを対象として、それぞれ

のテーマの進捗状況を把握し、基盤技術研究の趣旨に沿って研究が実施されてい

るか、次の研究フェーズ（先導研究、研究開発プロジェクト、実用化研究等）へ

移行するために必要な成果が得られているかを確認した上で、次年度の継続・変

更・中止などの見直しを行う中間評価を実施。その手順としては、一次審査とし

て学識経験者からなる評価委員による書面審査、続いて、二次審査としてテーマ

実施者によるプレゼン審査を行ったうえで審議を行い、実施テーマの継続・変更・

中止を決定した。 

 

＜成果の普及のための広報活動＞ 

成果の普及のために、下記のような広報活動を実施した。 

 合同成果報告会（革新的環境技術シンポジウム） 

・ 毎年 11 月に前年度の成果を報告する合同成果報告会を実施。本制度の開発技術の

利用者である電力、鉄鋼、製紙、セメント、エンジニアリング等の会社が参加し、

実施テーマに関する議論と交流が行われた。 

 ホームページでの広報 

・ RITE ホームページに本制度の研究成果を掲載している。技術戦略マップとともに

成果報告書も掲載し、広く利用可能な形とした。 

 その他の広報 

・ 合同成果報告会時にアピールしたい技術を新聞に対してリリース。 

・ その他、RITE 来訪の企業等にも本制度を PR した。 

 

＜制度の中間評価等における指摘事項とその対応＞ 

・ 平成 14 年度に行われた中間評価の指摘内容（個別テーマに関する指摘は除く）と

その対応を表５－２－４にまとめた。指摘の大部分は「CO2 固定化・有効利用」

についての戦略の欠如に起因しているといえる。この中間評価を受けて、総合調

査研究の結果に基づくテーマ実施や「技術戦略マップ」の策定、技術戦略マップ

に沿った技術シーズの募集・選定・実行を行う様に制度の変更を行った。現在の

制度においては、中間評価における指摘内容は十分解決していると考えられる。 

・ さらに、平成 19 年度に行われた中間評価とその対応を表５－２－５にまとめた。 
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表５－２－４ 中間評価(平成 14 年度)での指摘事項と対応 

項目 指摘事項 対応 

総合評価 

 

「プログラム方式」が短期（といっても５年は結構長い）のシーズ作りの基礎研究というだ

けでは中長期の見通しとシナリオが不明確になり易い。 

テーマの実施期間を 3 年にし、2 年次に中間評価

を行い、継続・中止・変更を決定することとした。 

成果は、全般的に当初から予想された結果の範囲内であり、着実な進歩は見られても画期的

な新発見はなされていない。これは、プロジェクト決定時の基本方針が十分でなく、全体的

な目標設定や個々の技術開発の評価の方針が未だ手さぐりの状況であることに由来する。さ

らに、サブプロジェクトを機軸とした妥当性を明確にすべきであったが、今回の３件がすべ

て妥当とは判断し難い。 

総合調査研究に基づいて基本方針を作成した。ま

た、「技術戦略マップ」を作成し、これに基づく

研究テーマの募集・採択・進捗評価・成果評価を

実施するようにした。 

分離回収、微生物利用の分野で画期的な成果を収

めつつある。 

今後の研究開

発の方向性等

に関する提言 

技術シーズの理論的効果と制約、問題解決への期待効果、産業技術として成立するための経

済的・制度的条件等を検討して技術シーズを抽出後、さらに研究資金の投入基準を明確化し

て投入するという「長期的視点に立脚した基礎技術研究の推進方針」を早急に策定する事を

望む。それに基づいて技術シーズを絞り込み、個別の基礎研究技術の研究マネジメントの方

向を明確化し、トータルシステムの中での位置付けに意義があるものに優先して研究費の配

分の強弱をつけるべきである 

「技術戦略マップ」の策定において、CO2 固定

化・有効利用に関係する技術シーズを整理し、コ

スト、ポテンシャル、実現性の観点から有効な技

術群を選択し、それらについて課題を整理し、ロ

ードマップ化した。現在は技術戦略マップに照ら

して有効な技術を選定、実施している。また評点

に応じて資金配分の強弱をつけている。 

事業の政策的

位置付けにつ

いて 

二酸化炭素削減技術に関わる政策と「プログラム方式」の位置付けが戦略として明確でない。

すなわち、国益に資するプロジェクト課題の具体的設定についての理念と戦略が単に「シー

ズ作り」だけでは見えてこない。また、各サブプロジェクトが選択された経緯や決定方法等

が不明であるため、プログラム方式下での試行錯誤的研究開発の感をまぬがれない。たとえ

シーズを生むためとせよ、先があまり見えない非現実的な研究開発は早期に淘汰すべき事業

政策が要求される。 

 

技術戦略マップに記載しているように、プロジェ

クトの形成を行うための「CO2 固定化・有効利

用に関する新技術の探索」として位置づけられて

いる。「技術戦略マップ」における有効な技術と

しているテーマを中心にして革新的技術を探

索・実施できる制度となっている。 

研究開発マネ シーズ作りの基礎研究で明確な実用化戦略が立てにくいものがあり、つまりは、長期的なシ 技術戦略マップに長期的なシナリオを示し、ロー
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ジメントにつ

いて 

ナリオを描いて、現在の研究がその中でどの位置にあり、短・中期的な目標設定とマネジメ

ントをどう行うかを明確にされてない。また、研究開発計画においては、ただサブテーマを

並べただけで、本気で横断的なマネジメントを行っているという感じを受けず、研究開発運

営の曖昧さ、基礎的な知識獲得とトータルシステムという実用化を意図したものの同居、成

果に対して誤解を生む可能性がある主張、野心的なチャレンジが目立たない各要素研究、将

来実用化を目指す連携がとれていない偏りが見られる事業体制等々、改善の余地が多い。 

ドマップにそれぞれの研究の位置付けを示して

いる。その上に各テーマが位置づけられている。

技術戦略マップの作成・改訂において、国際動向、

技術動向を調査するとともに、わが国の技術戦略

の策定を行い、先端的研究で有効な技術シーズの

探索とアイデアを検証し、基盤技術研究での実験

室規模で有効性を確証するというシステマティ

ックな研究開発制度となっている。 

研究成果につ

いて 

目標を技術開発基盤（シーズ）作りとした場合でも、残された研究期間から考えると「植林」

を除き「バイテク」も「化学的手法」も FS の確認をするという目的に対し不安が残る達成

度と判断するので、早急な説得材料が必要となる。また、個々の要素技術の成果がでている

にもかかわらず、全体としての研究開発のシナリオとマネジメントの枠組みがしっかりして

いないために、付加価値を正当に評価されない。さらに実用化或いはシーズに向けた、時間

軸を考慮した説得力ある成果としては現れていないものもある。各サブテーマの問題点・課

題とその解決のための具体的戦略を時間軸と共に明確化すべきである。 

技術戦略マップの技術戦略に照らして、研究開発

がシステマティックに実施されており、世界的に

も注目される十分な研究成果があがっていると

考える。 
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表５－２－５ 中間評価(平成 19 年度)での指摘事項と対応 
項目 指摘事項 対応 

総合評価 ○ 本事業は極めて重要な目的及び政策意義を持っており、適切な研究開発マネ

ジメントのもとで研究開発の目標に照らして十分な成果が得られていると

評価できる。技術マップおよび技術戦略マップが作られ、ローリングが行わ

れ、これが政策立案、事業遂行に反映されるようになたことは極めて大きい

進展と評価する。 

○ 「技術戦略マップ」に従い、テーマの絞り込み、技術シーズの探索、技術開

発、プロジェクトの移行が比較的順調に推移しており、基礎研究に属するプ

ロジェクトとして満足できる。今後も 新の技術戦略マップを的確に活用

し、選択と集中を十分に行うべき。 

○ 本事業は国の温暖化対策の枠組みに左右されるものであり、民間だけでは事

業リスクが高く、国により後押しが不可欠なものである。特に遺伝子組み換

えによる植物や微生物の研究分野は我が国が出遅れている分野であり、国が

後押しすることは産業的にも意味があるものである。ただし、先端的研究か

ら基盤技術研究への移行は、数量的にはもう少し加速も考えるべきである。

○ 国が関与する事業として、全体として優れたものと言えるが、改善すべき点

として、技術の有効性を評価する際、コスト評価のみならず、技術の実施に

伴うＣＯ２発生量を勘案した上で、実際の削減ＣＯ２量を評価することを事業

全体で徹底すべきであると考える。 

 

○ また、個々のテーマでなく、事業全体の進捗管理システムが有効に機能する

かどうかが一つの重要なポイントになると考えられる。時間軸の観点から効

果がすぐ出るもの、時間がかかるものをバランスよく並行させることで、事

業としての時間軸の観点から早い時点から徐々に成果を出せるようにコン

トロールするべきである。 

○ サミット(G8)等にて温室効果ガス削減の中・長期目

標が示されるようになり、また、わが国においても

平成 21 年 6 月以降政府の 2020 年に向けた中期目標

が示されていることから、それに応じた技術戦略マ

ップ策定が進められている段階にある。 

○ 「技術戦略マップ」のローリングを継続し、 新の

技術戦略マップを活用したテーマの選択と集中を

実施した。 

 

○ 19 年度の先端的研究のうち、1 件を基盤技術研究に

取り込んだ。本事業の予算が 20、21 年度と減少し

たため、基盤技術研究を十分に進められず、20 年度

の先端的研究の成果は他のプロジェクト研究で活

かすこととした。 

○ 分野・技術によってＣＯ２削減のスキームが異なる

ので、スキームを明瞭化させる作業を２０年度に実

施した。テーマ評価で利用するを検討していたが、

２１年度は新テーマ公募を行わないこととなった

ため、中断した。 

○ 技術戦略マップ・技術ロードマップにより、各分野

における開発フェーズの時間軸を示して基礎研究

分野・基盤研究分野を管理するとともに、実証段階

へ進むべき技術についてはプロジェクトへの移

行・利用を図った。 
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今後の研究開発の方向等

に関する提言 

○ 本事業が長期的計画であることの基本的理解を得る努力をすべき。そのため

にも、技術戦略マップの充実及び見直しは重要であり、二酸化炭素の総量を

想定した導入ロードマップに基づいて技術戦略マップを見直し、本事業の遂

行の基本とすべきである。 

○ 二酸化炭素削減量及び削減コストの評価にあたり、技術の実施にともなうＣ

Ｏ２発生量を勘案した上で、実際に削減可能なＣＯ２量を用いることを厳しく

徹底すべきである。 

○ 技術戦略マップは的確に活用されており、実用化に向けた展開は明確であ

り、本制度における国の関与は概ね妥当と判断できる。今後はこの仕組みを

活用し、ユーザーの運用を視野に入れた温暖化対策技術の開発を進めるべき

である。 

○ ポスト京都議定書では、二酸化炭素を固定する植林のインセンティブが高ま

り、植林プロジェクトが活発になると予想される。遺伝子組み換え植物は、

森林認証などでは認められていないのが現状で、普及には社会的受容性とい

う壁があるため、今後は、国際世論を説得できる環境アセスメントの必要性

が高まると考えられる。 

○ 事業全体の進捗管理システムが有効に機能することが も重要となるため、

その分野への更なる人材（専任）の集中と権限の強化が必要である。 

○ 現行の研究開発マネジメントのスキームは崩さずに成果を確実に獲得して

いくためにも、各研究テーマの研究段階ごとの評価項目と評価基準をさらに

整備し、透明性と客観性をもった意志決定ができる仕組みを整備し運用の質

をたかめるべきである。 

○ 毎年、技術戦略マップのローリングを行っており、

新情報を踏まえた充実化・見直しを行った。よう

やく、短期・長期の削減目標が提示され、目標達成

のための方策が議論されているところである。 

○ 総合評価の項の記述と同じ。 

 

 

○ 戦略マップの策定・技術開発課題の評価に際し、ユ

ーザーサイドの委員が参加。基盤技術研究の後継と

して、ユーザーの運用を視野に入れた開発スキーム

を検討したが、本事業の終了とともに中断した。 

○ 「遺伝子組み換え」の社会受容性の向上について

は、技術戦略マップにも記載しており、技術戦略マ

ップにおける講演においても強調してきた。 

 

 

○ 専任者によるマネジメントを実施した。 
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５－３ 資金配分 
＜資金の過不足＞ 

先端的研究では平均 630 万円/件、基盤技術研究では平均 4,200 万円/件/年の予

算を活用した。 

 

＜採択テーマへの資金配分＞ 

資金は毎年実施計画の作成前に事務局が実施者に進捗度、必要設備等をヒアリ

ングし、全体予算、重要度、必要性を勘案して決定した。また、テーマ選定時

の評点や中間評価の結果は予算配分時に考慮された。 

毎年、年度途中において、各テーマの進捗を勘案しながら、予算的余裕が発生

した場合には、増額により技術開発により大きな効果が期待されるテーマへの

配分調整を行った。 

本制度は革新的技術について広く技術シーズの発掘と実験室での有効性の検

証を行うものである。このような主旨から、成果があがり研究プロジェクトで

その成果を吸収できるものは、たとえ研究期間が 1 年であっても、研究プロジ

ェクトに移管することにより、資金をより有効に使うように配慮した。 

テーマ毎の資金の年度配分を表５－３－１、表５－３－２に示す。また、分野

毎に整理したものを表５－３－３に示す。 

分野別整理に示す様に、初期は CO2 の有効利用についての資金配分が多く、次

第に分離回収、CO2 隔離、バイオマス利用の費用配分が増加している。これは技

術戦略マップにおいて「ポテンシャル・コスト両面から有効な技術群で導入に

向けた取り組みが進められるべきもの」として、分離回収、大規模植林、バイ

オマス利用が選定されたことによる。 

 

表５－３－１ 分野別の資金の年度配分 

                                (単位：千円) 

H14FY H15FY H16FY H17FY H18FY H19FY H20FY H21FY 合計
先端的研究

分離回収 4,725 14,171 30,100 7,400 12,700 78,742 147,838
CO2隔離 12,600 7,000 9,700 9,600 38,900
大規模植林 7,350 5,250 15,900 14,200 0 42,700
バイオマス利用 12,075 5,250 18,700 22,800 78,742 137,567
有効利用 10,500 12,600 7,000 4,900 35,000

47,250 37,271 60,000 50,000 50,000 157,484 194,521
基盤技術研究

分離回収 36,300 74,900 126,100 158,510 194,477 162,300 110,001 862,588
CO2隔離 80,000 106,480 152,100 79,540 85,770 83,500 73,340 660,730
大規模植林 127,800 112,770 126,000 126,810 101,415 161,000 62,814 818,609
バイオマス利用 60,000 88,240 130,500 195,050 167,032 180,500 124,035 945,357
有効利用 214,600 107,755 67,200 37,080 44,500 471,135
その他 0

518,700 490,145 601,900 596,990 593,194 587,300 370,190 0 3,758,419
18,435 17,455 25,850 32,139 40,008 36,700 31,310 23,116 225,013

537,135 507,600 675,000 666,400 693,202 674,000 451,500 180,600 4,385,437
研究評価

合計

小計

小計
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表５－３－２ 平成 14 年度以降のテーマの年度配分（その１）  

                                (単位：千円) 

テーマ名 分類 H14FY H15FY H16FY H17FY H18FY H19FY 20FY 21FY 合計

光合成機能遺伝子と有用物生産遺伝子を組み合わせ
た新たな代謝機能の発現制御技術の開発（釜石分室
㈱海洋ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ研究所）

基盤 42,300 42,300

二酸化炭素の電気化学的固定化技術の開発（化学研
究G）

基盤 40,000 40,000

ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ等熱帯沿岸生態系の修復・保全による地球温
暖化ガス回収・放出抑制評価技術の開発（（社）日本海
洋開発産業協会 （財）電力中央研究所）

基盤 46,700 40,770 87,470

非光合成菌による二酸化炭素固定能の評価と利用技術
の開発（微生物研究G　つくば分室 (株)日本触媒）

基盤 46,000 37,500 83,500

高分子膜によるCO2分離技術の開発（化学研究G） 基盤 36,300 36,900 44,100 117,300

太陽光を利用した半導体光触媒・金属錯体光触媒によ
るCO2光還元のための基盤技術の開発（化学研究G）

基盤 50,000 35,355 20,700 106,055

ゼオライトの有する交換性Caｲｵﾝを利用したCO2固定
化・有効利用技術の開発（化学研究G）

基盤 36,300 34,900 71,200

地中メタン生成菌によるCO2からのメタン再生のための
基盤技術の開発（貯留研究G）

基盤 40,000 35,605 75,605

深地下・海底環境利用によるCO2地殻化学固定・ﾊｲﾄﾞ
ﾚｰﾄ固定のための基盤技術の開発（貯留研究G）

基盤 40,000 33,525 22,500 96,025

森林再生に向けた施肥・薬剤による環境ｽﾄﾚｽ耐性樹木
の開発（植物研究G 王子亀山分室 王子製紙(株)）

基盤 31,100 28,800 31,500 91,400

植物葉緑体の異種蛋白質大量発現系利用による大気
中CO2固定能増強のための基盤技術の開発（植物研究
G）

基盤 50,000 43,200 45,000 138,200

微生物機能を利用したﾊﾞｲｵﾏｽ資源からのCO2固定ｸﾞ
ﾘｰﾝﾌﾟﾛｾｽのための基盤技術の開発（微生物研究G）

基盤 60,000 51,300 111,300

CO2分離回収・排出削減プロセスのための配向性ゼオ
ライト膜の開発（化学研究G）

基盤 38,000 44,100 43,570 125,670

人工湧昇流海域におけるCO2吸収量の評価技術の開
発（CO2貯留研究グループ）

基盤 37,350 43,200 39,770 120,320

微生物集団系システム創成による革新的バイオ変換プ
ロセスのための基盤技術の開発（微生物研究G）

基盤 36,940 43,200 39,770 119,910

植物によるCO2固定能力増強をめざした光合成ソース
機能改良技術の開発（植物研究G）

基盤 49,500 45,420 27,113 122,033

アルカリ土類金属を利用した新規CO2炭酸塩固定化シ
ステムの開発（化学研究G）

基盤 46,500 37,080 44,500 128,080

CO2を原料とした微生物による有用物質生産技術体系
のための基盤技術の開発（微生物研究G）

基盤 44,100 39,770 39,299 123,169

蛇紋岩体の地化学環境を利用した原位置試験による
CO2地中鉱物固定のための基盤技術の開発（CO2貯留
研究G）

基盤 43,200 39,770 42,750 125,720

CO2地中貯留におけるシール層の安定性評価技術の
開発（CO2貯留研究G）

基盤 43,200 43,200

深度地下微生物生態系によるCO2固定のための基盤技
術の開発（微生物研究G）

基盤 43,200 39,770 47,144 130,114

酸化亜鉛を活用したCO2の分離・回収技術(亜鉛法)の
開発（化学研究G）

基盤 37,900 33,370 71,270

高密度官能基表面を有する新規CO2分離膜の創成（化
学研究G）

基盤 42,640 94,592 50,000 187,232

CO2分離回収型高効率水素製造のための基盤技術開
発（化学研究G）

基盤 38,930 43,900 40,000 122,830

タンパク質複合体機能を利用した革新的なセルロース
糖化法によるCO2固定化有効利用のための基盤技術開
発（微生物研究G）

基盤 39,770 40,313 36,400 116,483

革新的省エネルギー水素供給ステーション実現のため
の基盤技術研究（微生物研究G）

基盤 35,970 40,276 36,200 112,446

高効率エネルギー生産のための新葉緑体工学の確立
（植物研究G）

基盤 35,970 36,665 42,200 114,835

セルラーゼ系酵素を生産する植物の創製（植物研究G） 基盤 45,420 37,637 31,000 114,057

ジオリアクターによる排ガス中CO2の地中直接固定化技
術開発（CO2貯留研究G）

基盤 43,020 42,500 36,469 121,989

新規促進材による吸収液再生法の研究（化学研究G） 基盤 55,985 41,600 30,000 127,585

高圧ガスからのＣＯ２吸収分離技術の開発（化学研究
G）

基盤 30,700 40,000 70,700

ＣＯ２地中貯留のための常設ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ構築に必要
な海底計測機器開発の基礎的研究（CO2貯留研究G）

基盤 41,000 36,871 77,871

高ｽﾄﾚｽ耐性ユーカリの迅速選抜法の開発（植物研究
G）

基盤 45,100 41,806 86,906  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 82

表５－３－２ 平成 14 年度以降のテーマの年度配分（その２） 

                                (単位：千円) 

テーマ名 分類 H14FY H15FY H16FY H17FY H18FY H19FY 20FY 21FY 合計

野生の乾燥強光耐性C3型植物に由来する有用遺伝資
源を用いた緑化展開

先端 7,350 7,350

バイオエタノール生産のための選択的白色腐朽菌リグニ
ン分解系の解析と強化

先端 7,350 7,350

帯水層に圧入された二酸化炭素挙動のモニタリングに
関する実用化技術開発の研究

先端 6,300 6,300

海洋溶解保証による漏洩許容型CO2地下貯留技術手
法の提案

先端 6,300 6,300

ケイ酸ナノ多孔体に配列した酵素群によるCO2の光固
定

先端 5,250 5,250

遷移金属錯体の特性を活かした位置選択的Kolbe-
Schmitt型反応の開発

先端 5,250 5,250

高温高圧下でも使用可能な新規な二酸化炭素選択透
過型高分子膜の創製

先端 4,725 4,725

微生物炭酸固定酵素の特性と進化系統に関する基礎
解析

先端 4,725 4,725

粒界制御による3次元ミクロ細孔ネットワークを持つ多孔
性バルク材料の合成とCO2分離性能評価

先端 6,821 6,821

高いCO2分離機構を有する新規のCO2/CH4，CO2/N2
分離用高性能DDR型ゼオライト膜の創製

先端 7,350 7,350

集積型金属錯体を中核とした複合系光触媒による二酸
化炭素還元および水素発生に関する研究

先端 6,300 6,300

高酸素耐性スーパーヒドロゲナーゼを用いた水素生産
系の開発

先端 6,300 6,300

再生可能な植物油脂を基盤とするグリーンポリマーの創
製と応用

先端 5,250 5,250

選択的RNAスプライシングによる植物への多面的環境ス
トレス耐性の付与

先端 5,250 5,250

ゼオライト膜のブレークスルーのための高性能DD3Rゼ
オライト膜の開発と戦略的な新規八員環ゼオライトの膜
化

先端 8,900 8,900

形質転換技術を利用したレドックスシグナルの制御によ
る高速生長、高CO２固定型の植物創製技術

先端 8,900 8,900

3D細孔チャネルを持つ新規無機膜の合成とCO2分離
への応用

先端 8,900 8,900

イオン液体（ＩＬ）を用いるＣＯ２物理吸収・再生プロセス
に関する研究

先端 5,600 5,600

高透過性・高選択性二酸化炭素分離膜の開発と評価 先端 6,700 6,700

海洋酸性化による海洋生態系影響評価のための擬似
海洋実験と生態系モデルの統合化による要素技術開発

先端 7,000 7,000

プラスチックの酵素分解促進法の研究開発 先端 7,000 7,000

高ＣＯ2固定植物の創製に向けた高等植物のＣＯ２感知
機構の解明

先端 7,000 7,000

足場タンパク質を用いたセルラーゼ･ヘミセルラーゼの
固定表面への濃縮技術の研究開発

先端 7,900 7,900

イオン液体物理吸収法による高圧ｶﾞｽ再生に関する研
究

先端 7,400 7,400

Jatropha Curcas Lの優良種の交配及び形質変換系の
作出の研究：中規模実験と新規モデルによる検証

先端 7,800 7,800

CO2の海洋貯留・吸収源の拡大におけるプランクトン群
集の正の安定化効果に関する実証

先端 7,600 7,600

高精度な長期間海洋隔離シミュレーションを可能にする
計算手法の開発

先端 2,100 2,100

木質バイオマスの直接酵素糖化と残渣リグニンの利用 先端 6,500 6,500

木質バイオマスからの新発電燃料変換技術の開発 先端 4,300 4,300

光合成循環的電子伝達系の強化による乾燥耐性植物
育種の可能性検討

先端 6,400 6,400

ﾕﾋﾞｷﾀｽ元素を利用する大容量CO2ｽﾄﾚｰｼﾞ物質の開発 先端 6,500 6,500

電気透析を用いた二酸化炭素回収法 先端 6,200 6,200

塩水中CO2ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞのための全炭酸・ｱﾙｶﾘ度の現場計
測技術の開発

先端 4,200 4,200

大規模排出源近傍の軟質地盤における帯水層貯留の
遮蔽層安全性検討

先端 5,400 5,400

温室効果ガス回収型C1微生物コンソーシアムによる in
situ バイオマス利用の基盤技術開発

先端 5,700 5,700

木質ﾊﾞｲｵﾏｽの酵素糖化と残渣ﾘｸﾞﾆﾝの利用 先端 6,400 6,400  
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表５－３－３  分野毎の費用と成果（平成 14 年度開始テーマ～21 年度） 

実施
件数

出願 論文 口頭発表 件数 評価B以上
次ｽﾃｰｼﾞ

移行

先端的研究

分離回収 147,838 10 3 46 55 7 3
・2件を基盤技術研究・プロジェクトで利用
・１件を基盤技術研究へ以降

CO2隔離 38,900 7 0 11 13 3 3 ・3件をプロジェクトで利用

大規模植林 42,700 6 1 16 62 4 4 ・4件を基盤技術研究・プロジェクトで利用

バイオマス利用 137,567 10 2 42 80 3 4
・２件を基盤技術研究・プロジェクトで利用
・１件を基盤技術研究へ移行
・１件で企業との共同研究を検討中

有効利用 35,000 6 1 35 87 5

402,005 39 7 150 297 22 14

基盤技術研究

分離回収 862,588 9 16 28 56 5 3 2
・世界トップクラスの分離性能の膜を開発
・高分子膜/高密度官能基はMETIプロジェクトかつCSLFテーマに発展
・セラミック膜はGCEPテーマに発展

CO2隔離 660,730 7 1 7 48 5 2 2
・革新的隔離シーズ3件を開発。
・2テーマが地中貯留ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに移行

大規模植林 818,609 8 5 16 54 5 2 1 ・「葉緑体形質転換技術」を確立し、METI植生拡大プロジェクトに発展。

バイオマス利用 945,357 10 5 31 66 6 5 2

・世界で例のない微生物集団
・コハク酸生産速度向上
・コリネ菌でのセルロソーム発現はNEDOﾊﾞｲｵﾘﾌｧｲﾅﾘｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに移行
・セルロース糖化法/新葉緑体工学はプロジェクトに移行

有効利用 471,135 6 3 12 44 3 1 0 ・炭酸塩固定技術を完成

3,758,419 40 30 94 268 24 13 7

225,013 1 ・技術戦略マップを作成

4,385,437 79 37 245 565合計

成　　　果
費用
/千円

終了テーマ評価/件共通指標/件

小計

小計

研究評価

 

 

５－４ 費用対効果 

表５－３－３に分野毎に平成１４年度開始テーマから平成２１年度までの累

計費用と共通指標数、事後評価結果、おもな成果を示した。我が国における本

分野の技術戦略が示されるとともに、分離膜、葉緑体形質転換、バイオマス変

換技術など世界的にもトップクラスの成果が得られており、その成果は特許・

論文化されている。十分な費用対効果が得られていると考えられる。 

 

５－５ 変化への対応 

IPCC の第四次評価報告書にみるように、地球温暖化が人為的な温室効果ガス

排出に由来するものであり、その影響が甚大であることが認識されるにつれ、

温室効果ガス削減への要求は益々大きなものとなっている。CO2 固定化・有効利

用は有望な緩和策のひとつと認識されており、このため当該分野の動きは非常

に激しい。そこで、国際動向を常に監視し、 新の動きを技術戦略マップに反

映させるようにした。また、技術開発に関しては有効な削減技術を開発すると

ともに、速やかに利用できるようにすることが求められている。このため、従

来の比較的広い技術範囲でのテーマ探索、研究テーマの募集から、技術戦略マ



 

 84

ップを利用した重点テーマを絞り込んだ募集方法に変更し、研究テーマの集中

化を実施した。さらに、基盤技術研究の研究期間は通常３年であるが、成果の

上がらないものは中間評価の結果中止させ、成果が上がり研究プロジェクトに

移行・吸収可能なものは研究期間が１年であっても、次ステージに移行させる

ことにした。 

例） 中間評価によって４件が中止。 

２件（うち１件はテーマの一部）をテーマ途中でプロジェクトに移行。 

 


