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1 CO2固定化・有効利用分野技術の概要 
（H23年度実施プロジェクト） 

《CO2固定化・有効利用分野》 

二酸化炭素削減技術実証試験 
（H21-25） 

地球環境国際研究推進事業 
（H14-23） 

二酸化炭素回収・貯留安全性評価
技術開発事業（H23-27） 

二酸化炭素回収技術高度化事業    
               （H22-26） 
・二酸化炭素固体吸収材等研究 
 開発事業 
・二酸化炭素分離膜モジュール研 
 究開発事業 

 
 
 
 

バイオ技術活用型二酸化炭素大
規模固定化技術開発（H20-23）  

大
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に
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す
る
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化
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効
利
用
技
術
の
開
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化学吸収法 

物理吸収法 

膜分離 

その他 

帯水層貯留 

炭層固定 

枯渇油・ガス層貯留 

その他 

溶解希釈(固定式） 

溶解希釈（移動式） 

深海底貯留隔離 

CO2隔離 

変換・ 
有効利用 

生物による 
吸収固定 

Cへの分解 

化学品へ 
の変換 

プラズマ分解 

マグネタイト法 

その他 

高分子合成法 

直接水素化 

電気化学還元 

その他 
大規模植林 

による 
地上隔離 

海洋植物 
による 
吸収 

動物による 
吸収 

森林管理 

単位固定量増大 

乾燥地帯への植林 

その他 

植物プランクトンの増殖・沈殿 

珊瑚礁の造成 

大型海藻の育成・利用 

植物プランクトン・海藻などの 
培養設備生産 

バイオマスの革新的 
利用による植生拡大 

バイオエタノール化に適した樹木の遺伝子情報活用による 
効率的な植林技術を開発 

海洋環境や生物影響等の評価予測手法の開発 

長期挙動シミュレーション技術の高度化やCO2圧入による
地質への影響評価 

膜素材の開発、分離膜・モジュールの開発、分離システムの
検討分離回収コストの低減 

CO2の分離回収技術の高度化のため、化学吸収法による新
規固体吸収材を開発 

・･･技術戦略マップ技術
体系 

凡例 

発展途上国への技術移転、温室効果ガスの排出シナリオの策定 

・・・プロジェクトの目標 

開発段階：基礎研究（メタン利用研究開発のみ実証試験段階） 
有効性：自然エネルギーとの組み合わせで意義がある。 
      今後直接利用との比較検討が必要である。 

開発段階：基礎研究（電気化学的還元のみ研究中期） 
有効性：化学品の製造方法としては有効な方法であるが、 
      炭酸塩の固定を除き、需要から考えても、二酸化炭素 
      の削減量はそれほど大きくない。 

開発段階：いずれも基礎研究段階 

開発段階：基礎研究段階 ・・・未実施技術の考察 
  （戦略マップより） 

コスト 

実試験 

耐久性 
寿命 

信頼性あるデータ整備 

二酸化炭素貯留隔離の基盤技術の開発、ポテンシャル調
査、安全性評価・社会的信頼醸成 

低コスト 
モニタリング 

信頼性 

貯留層やシール層の地質構造、地質データの調査・解析 モデル化 

一部統合 

・・・H23年度実施 
     プロジェクト 

（CCS実用化への取組） 
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１．１ 施策の目的・政策的位置付け 

23年度予算概算要求等に係る事前評価書の中で「温室効果ガスを大きく削
減する革新技術の開発及び既存先進技術の普及等を推進し、・・・」と述べ
られ、技術推進の方向性が明確にされている。 

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
に競争力のある経済活動を持続させることを目的とする。 

（目的） 

（政策的位置づけ） 
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１．２ 評価 

座長 

委員 

１．２．１ 評価検討会 

評価検討会名称 

評価検討会委員 

  
 
持田   勲   九州大学 炭素資源国際教育センター 
          特命教授 
 

ＣＯ２固定化・有効利用分野評価検討会 

伊藤 高敏  東北大学 流体科学研究所 教授 
伊藤 久敏  財団法人電力中央研究所 
                    地球工学研究所 上席研究員 
梶田 真也  東京農工大学 大学院 
                    生物システム応用科学府 准教授 
金子 憲治  株式会社日経ＢＰ 日経エコロジー編集部  
                      副編集長 
釜谷 広志  電気事業連合会 立地環境部長 
芝尾 芳昭  イノベーションマネジメント株式会社 
                    パートナー 
山本  隆三  富士常葉大学総合経営学部 教授 
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１．２．２ 施策の目的・政策的位置付けの妥当性 

○ CO2の排出削減およびCO2固定化技術の確立は、我が国を含
め世界各国が達成すべき共通の目標であり、施策の目的は明か。 
 
○CO2排出削減自体に経済価値を付ける世界的枠組みが無いな

かでは国が率先して、研究･開発に資金を投じるのは合理的な理
由がある。 
 
○既存の仕組みで個別施策を推進していくのではなく、省庁横断
的な施策として取り組み、施策の実施の効率を向上し、かつ加速
させていく必要性を感じる。 
 
○技術開発は、海外展開も見据え、国際競争を意識した事業とし
てのスピード感やタイミングの取り方がとりわけ重要である。  
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１．２．３ 施策の構造及び目的実現見通しの妥当性 

○「CO2固定化・有効利用技術」の分野について幅広い検討や調

査、基礎的な研究などを経て漏れのない網羅的な技術探索、絞込
みができている。 
 
○地中貯留やバイオエタノール化に適した樹木の効率的植林技
術など、必要かつ実現性の高い事業が選択されており、実用化に
向けた工程にも無理がない。 
 
○CCSの商用化については、国内で展開していくのか、海外で展
開していくのか、将来の展望についても示すことが必要である。 
 
○原理的に可能であるが、成果達成のためのブレークスル―がま

だできていない研究開発テーマも重要であり、このような技術をい
かに前進させるかを、国として取り組むことも重要である。 
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１．２．４ 総合評価 

○現状の温暖化政策の枠組みでは金銭価値を生まないCO2固定化技

術を、国が率先して資金を投じて、優れた要素技術を蓄積しておく意義
は極めて大きい。 
 
○今後は、技術リスクだけでなく、プロジェクト遂行に関わる実施リスク
をも考慮した計画や推進ができる取り組みを考える必要がある。 
 
○実用化にあたっては技術確立といったハード面だけでなく、社会的受
容性の確保といったソフト面のアプローチも並行して実施していくことが
重要である。 
 
○世界の多くの国で使用され得るCO2固定化・有効利用技術分野では

成果の実用について世界的な視野を持ち戦略的に技術開発を加速す
ることが必要である。また、大規模植林による地上隔離技術は、CO2固

定化・有効利用だけでなく、林産資源の確保の方策につながり、乾燥
地帯での植林への応用は、砂漠化の抑制等により国際貢献にもなる。  
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１．３ 提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 

 
○技術マップを活用し、アウトプット・アウ
トカムに視点を置く方式は、技術開発だけに
限らず、様々な施策においても活用するよう
にして頂きたい。 
  

○CCSについて今後は実用化に向けて、様々
な提案を受け入れる体制・枠組みなど検討す
る必要がある。 

 
  

○CCSも大規模植林によるCO2固定化も、国内
より海外の方が費用対効果の大きい適地が多
いと考えられるため、日本として蓄積した技
術を戦略的に海外展開に生かすことも必要で
ある。 
  

○バイオ技術等を活用し、乾燥地域や酸性土壌
地域等の植生の乏しい地域を緑豊かな地域に
変える技術には、経済性のある国際貢献の観点
から、国が民間等に提示するインセンティブを強
化して欲しい。 

 
○アウトプット・アウトカムに視点を置く方
式は、施策評価の際にも活用しているところ
であり、引き続きこのような観点も含め実施
して参りたい。 
  

○CCSについては、今後大規模実証試験を通じ
て実用化に向けての様々な課題を整理・検証
することとしており、ご指摘の点もふまえて
今後取り組みたい。 
  

○大規模植林については、既に海外で一部実
施しているところであり、CCSについても国内
に限らず海外展開も見据えて技術開発を推進
して参りたい。 

 
  

○ご指摘を踏まえ、検討して参りたい。 



２．A.二酸化炭素削減技術実証試験 （プロジェクト）の概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

プロジェクト 
リーダー 

平成 ２１ 年度～平成 ２５ 年度 （５年間） 

１０６．３１億円（委託 ） 
（平成２０年度補正：８．４０億円  平成２１年度：２６．０６億円 
 平成２２年度：５１．１２億円  平成２３年度：２０．７３億円（契約額）） 

日本ＣＣＳ調査株式会社 

日本ＣＣＳ調査株式会社  石井 正一 （代表取締役社長） 

火力発電所等の大規模排出源から分離・回収した二酸化炭素を年間
約10万トン規模で地下帯水層へ貯留する技術を実証するとともに、圧

入後の二酸化炭素長期挙動予測シミュレーション技術、モニタリング
技術等の確立を図る。 
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２．Ａ．１．我が国の計画 

（１）「低炭素社会づくり行動計画」（H20.7閣議決定）や「Cool-
earthエネルギー革新技術計画」（H20.3経産省）において、2009年
度以降早期に大規模実証に着手し、2020年までの実用化を目指すと
している。 

（２）「エネルギー基本計画」（H20.6閣議決定）において、2020年頃
のCCSの商用化を目指した技術開発の加速を図るとされている。 

２．Ａ．２．我が国の取組状況 

（１）平成15年7月から平成17年1月にかけて、新潟県長岡市岩野原に
おいて、合計10,400㌧のCO2圧入試験実施。 

（２）平成21年度からCCS大規模実証試験の候補地選定のため、115地
点から最終的に3地点（苫小牧、勿来・いわき沖、北九州）に絞り込
み、それぞれ実地調査等実施。 
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長岡CO2圧入試験 
（1万トン） 

苫小牧大規模実証試験 
（10万トン／年以上） 

実用化段階 
（100万トン／年規模） 

排出源 

（市販CO2利用） 

製油所（２ヶ所） 発電所、工場等 

分離・回収 化学吸収法 化学吸収法、膜分離法等 

輸送 パイプライン 
/タンクローリー 

パイプライン、 
タンクローリー、船舶等 

 
貯留 

 

陸域 
深部塩水帯水層 

（構造性） 

海底下 
深部塩水帯水層 

（構造性／非構造性） 

海底下／陸域 
深部塩水帯水層 

（構造性／非構造性）／ 
生産終了油・ガス層 

圧入 1坑井 2坑井 複数の坑井 

主要モニタ 
リング手法 観測井3坑 弾性波探査 

観測井1～2坑 
弾性波探査 

観測井複数坑 

２．Ａ．３．大規模実証事業の位置付け 

実用化と長岡の成果を埋めるもの 

我が国として初となる大規模排出源のCO2分離・回収から輸送、圧入、貯留までのCCS
トータルシステムを実証し、CCS技術を確立する。 
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１．地質構造（調査結果） 

２．CO2長期挙動予測 

滝ノ上層T1部層 
《貯留層》 

第四系 

鵡川層 
   萌別層 
（砂岩《貯留層》、泥岩） 

荷菜層 

平取+軽舞層 

  振老層 

滝ノ上層（泥岩） 

貯留層 

貯留層 

遮蔽層 

遮蔽層 

0m 

海底下1,000m 

海底下2,000m 

海底下3,000m 

（１）滝ノ上層：圧入終了時気相CO2は400m×600m程度の広がり。溶解CO2は550m×700m程度。200
年程度で気相CO2の広がりに変化はなくなる。 

 

（２）萌別層：圧入終了時気相CO2は400m×600m程度の広がり。溶解CO2も400m×600m程度。 
20年程度で気相CO2の広がりに変化はなくなる。 

（１）これまでに、調査井を2本掘削。また、3D弾性波探査を実施し、地質のコアサンプルの採取、地質
構造を調査。 

 

（２）結果、滝ノ上層（深度2,400～3,000m）と萌別層（深度1,100～1,200m）の貯留に適した2層を確認。 

圧入終了時、1,000年後のCO2の広がり 

1,000年後 

圧入終了時 

滝ノ上層 萌別層 

1,000年後 

圧入終了時 

断
層 

3D弾性波探査 
(2009年実施） 

3D弾性波探査 
(2009,2010年実施） 

２．Ａ．４．苫小牧地点の地質調査結果 
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Liq. CO2

１．全体システム（基本フロー） 

２．モニタリング全体像 

（１）商業運転中の製油所（2箇所）の水素製造装置を排
出源に、分離・回収した気体CO2と液化CO2を圧入
基地へ輸送。 

 
（２）圧入基地では、CO2を圧縮、加温等して統合し、年

間15～25万㌧程度（排出源の操業状況等による）を
2層の貯留層へ圧入。 

 
（３）設備建設期間3.5年、CO2圧入期間3.5年、各種モニ

タリングを圧入前・中・後に実施。 

苫小牧 

室蘭 

送出配管2.5km 

排出源 分離・回収 圧入 貯留 

排出源 分離・回収 

10～20万㌧ 
程度/年 

5万㌧程度/年 

25万㌧程度/年 

萌別層砂岩層 

滝ノ上T1部層 

苫小牧港 

①坑口にて温度、
圧力等を測定 

②坑口にて温度、圧力、
CO2圧入量を測定 

③坑底にて温度、圧力測定 
振動・自然地震観測 

④坑底にて温度、 
圧力を測定 

⑤海域における定期的2D、3D弾
性波探査 

⑥海底での振動、自然地震観測
（OBS、OBC） 

⑦陸上設置地震計による振動、
自然地震観測 

⑧海洋系モニタリング（海防法） 

（１）CO2漏洩、貯留層圧力の異常検知 
 
（２）CO2の貯留層内での挙動把握 
 
（３）モニタリングデータに基づく貯留層モデルやシ

ミュレーションの精度向上 
 
（４）CO2圧入と微小振動の関連性検証を目的に

温度、圧力測定の他、振動・自然地震観測、
弾性波探査を実施。 
また、海防法に基づく海洋系モニタリングを

実施。 

２．Ａ．５．実証試験計画（案）概要 
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要素技術 目標・指標 成  果 達成度 

(1)候補地点にお 
 ける事前調査 

実証試験候補地点ごとの諸
条件を踏まえ、地質調査や
実証試験設備の仕様等、必
要な事前調査を実施し、実
証試験計画(案)の策定に資
する調査成果を得る。 

地質調査については既存データ
と実地調査データを用いて「苫小
牧地点における貯留層総合評
価」を作成し、実証試験計画(案)
の策定に資する成果を得た。 

達成 

(2)実証試験計画 
 (案)の策定 

実証試験候補地点について、
調査成果に基づき実証試験
計画(案)を策定する。 

特に調査が進んでいる苫小牧地
点について「苫小牧地点における
実証試験計画(案)」を策定し、経
済産業省に提出した。 

達成 

(3)法規制対応、
安全性確保に
係る技術等に
関する調査 

実証試験における体制整備
に資するものとして法規制対
応や安全性確保に係る技術
等について調査する。 

国内外の関連法規、モニタリング
技術等について調査し、「苫小牧
地点における実証試験計画(案)」
における法規制対応や安全性確
保に資する成果を得た。 

達成 

(4)社会受容の醸
成に向けた情
報発信 

社会受容の醸成に向け、国
民への情報発信を広く、か
つ継続的に実施する。 

報道機関を通じての情報公開の
他、パネル展示、フォーラム開催
等により、情報発信を継続的に実
施した。 

達成 

14 
 ２．Ａ．６． 成果、目標の達成度 
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 ２．Ａ．７． 事業化、波及効果 

 

  
 
 

「エネルギー基本計画」（平成22年6月）において、ＣＣＳは今後も適切に活

用していく地球環境と調和した石炭利用技術の一つと位置づけられた。 

 国際社会においても2010年12月に開催されたＣＯＰ１６において、ＣＣＳは

原則としてＣＤＭとして適格であると認められたことにより、今後ＣＣＳがＣＯ２

排出削減の制度の一つとして展開されていくと期待される。 

 ＣＣＳは実用化された後、温暖化対策のオプションの一つとしての有効利用

への期待が高まっている。 

複雑な地質条件下での大規模ＣＣＳトータルシステムの実証により、国外へ

の積極的な事業展開が期待される。 

  

 ＣＣＳは基本的に省エネルギーや再生可能エネルギーとは異なり、ＣＯ２排

出抑制による温暖化対策に特化した方策であり、民間での導入に関して現

時点においては経済的なインセンティブは働かないことから、ＣＣＳ単独で

の事業化は成り立たない。 
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２．Ａ．８． 研究開発マネジメント・体制等 
・本研究開発は日本ＣＣＳ調査㈱が経済産業省からの委託を受けて実施。 
・研究開発の実施にあたっては、調査成果の技術的確認のため、専門的知見を有する第三者の学識経験者 
 からなる「技術委員会」を日本ＣＣＳ調査㈱に設置。 

経済産業省(METI) 

日本ＣＣＳ調査㈱ 

東京電力㈱ 
国際石油開発帝石㈱ 
出光興産㈱ 

（委託） 

（平成21年度事業で再委託） 

その他 
民間企業等 
（約４０社） 

（外注） 

技術委員会 

株主企業 
（民間36社） 

（研究員派遣） 



２．Ａ．９．総合評価（コメント） 

○CCSは、地球温暖化対応において日本のリーダーシップを発揮するため
にも戦略的に重要な意味を持つ。 
 
○苫小牧地点では、一般に想定される地中貯留深度の上限（８百ｍ）と下限
（３千ｍ）のそれぞれに近く、かつ、構造性と非構造性の性質が異なる２つの
地層での試験が可能となっており、実証試験のサイトとして適当である。 
 
○予測モデルに関しては、RITEが長岡での実証試験で開発したものを活用

するなど、これまでの蓄積を最大限に生かしており、これまで経験のない事
業に取り組む上で、十分な対応がされているものと考える。 
 
○実施にあたっては地震国であることに配慮し、安全性確保について十分に
検討し、今後、同技術の社会的受容性の確保がより一層進むよう、各種の
媒体を通じた積極的な情報発信が望まれる。 
 
○CCS事業については国際的アライアンスを含め、世界展開も明確に意識
して、立地ごとの経済課題を確認しつつ実施計画を立案する必要がある。 
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○「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト事後評価において、評点法による 評価を実施した。 
○CCSの技術開発は、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、 目的・政策的な位置付けは高い評価となっている。 
○CCSの事業化のためには、CO2排出削減自体に経済価値を付ける枠組みが必要となるが、現状では事業 
 化が見通せないことから事業化、波及効果は相対的に低い評価となっているが、成果、目標の達成度マネ 
 ージメント等を含めた総合評価では高い評価となっている。 

２．Ａ．１０．評点結果 18 
 



２．Ａ．１１． 提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 
 

○実証実験を行う上でのリスクをできる限り洗い出し、リ
スクの評価や対応を事前に充分検討しリスクへの対
応力を持って推進していく必要がある。 

  

○事業化にあたってはリスクとプロフィットを勘案し、複数
のプランニングを行うなど十分な検討が必要である。 

  

○CCSの実用化に向けては、講演など一方向の情報発
信だけでなく、見学会や勉強会など市民が参加できる
ような双方向の情報発信が必要である。 

  

○実証試験では、地中貯留を行うために必要な事前調
査の項目やコストを検討する具体例とすることが重要
と考える。 

  

○将来の海外展開も視野に入れた、試験及び事業の実
施が望まれる。 

  

○CCS普及のためには、CO2の挙動シミュレーションの
信頼性を高めることが重要であり、そのためには海外
のCCS研究プロジェクトなどとの連携や情報交換を積
極的に行い最新の情報を得ることも必要である。 

 

  

 

○実証試験計画を策定するにあたっては、第３者による有識
者の評価を得つつ推進しているところであるが、今後もこ
のような体制を継続して参りたい。 

   

○ご指摘をふまえ、今後、実証試験を推進して参りたい。 

 
  

○ご指摘をふまえ、今後、実証試験を推進して参りたい。 

 

 

○ご指摘をふまえ、今後、実証試験を推進して参りたい。 

 
  

○ご指摘をふまえ、今後、実証試験を推進して参りたい。 

 
  

○海外のCCS研究プロジェクトなど常に最新の情報の把握に
努めると共に、一部では協力関係を築き研究開発を進め
ているところであるが、今後も適宜、連携や情報交換を積
極的に行って参りたい。 
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２．Ｂ.バイオ技術活用型二酸化炭素大規模固定化技術開発（プロジェクト）の概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 
（実施場所） 

プロジェクト 
リーダー 

平成２０ 年度～平成２３ 年度（４年間） 

  ２９５．４百万円   ： 補助金（補助率２／３）   
                      平成２０年度：７６．９百万円  
                      平成２１年度：７６．９百万円 
                      平成２２年度：７５．０百万円 
                      平成２３年度：６６．６百万円 

王子製紙株式会社 
       東京都中央区銀座４丁目７番５号 
 （研究開発本部森林資源研究所） 
       （三重県亀山市能褒野町２４番地９号） 

佐藤 茂 王子製紙株式会社研究開発本部森林資源研究所 
 上級研究員：F２チームチーフ 

バイオ技術活用型CO2大規模固定化技術開発は、大気中のCO2を生物（樹

木の大規模植林）により吸収固定するもので、バイオ技術を活用した新規探
索育成（バイオマーカー）技術や不良環境耐性組換え樹木創生の研究開発
を行う。これにより、温暖化対策とバイオエタノールの生産に適した高セル
ロース樹木を早期探索および効果的・効率的な育成が期待できる。 



21 
２．Ｂ. １．事業の目的・政策的位置づけ 

政策的位置づけ 
 ｢京都議定書｣６％削減約束達成 
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） 
温室効果ガス排出削減として経済産業省が定める「温暖化対策の推進」において、
国全体を低炭素化させる長期的取り組みとして位置づけあり 
技術戦略マップの中の「CO2固定化・有効利用分野」に位置づけあり 

 
 
 
 
 
 
 

事業の目的： 
温暖化対策とバイオエタノールの生産に適した高セルロース樹木を、

バイオ技術を活用した新規探索育成技術や不良環境耐性付与により
開発する。 

得られた高セルロース樹木の大規模植林によりCO2吸収固定量を増
大させる。  



高ｾﾙﾛｰｽ樹木の探索・育成技術の確立 

高ｾﾙﾛｰｽ木の探索（選抜）期
間を短縮化し、適正な施業管
理により無駄なく確実に育成す
るためのモノと技術・情報 

不良環境耐性組換えﾕｰｶﾘ創出 

ｾﾙﾛｰｽ生産不能地 
生育が困難 
事業不成立 

不良環境地でのCO2固定・ｾﾙﾛｰｽ生産 

耐性遺伝子導入 
耐性、安全性評価 

２．Ｂ. ２. プロジェクトの事業イメージ 

大規模植林による地上隔離 

ｹﾞﾉﾑ解析 
遺伝解析 

転写物解析 
代謝物解析 

・高セルロース木獲得 
・不良環境耐性木創出 

ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰの特定・診断推定技術の確立 

バイオマーカーを開発 
（SNP、転写物、代謝物） 

不良環境地 

探索の早期化・効率化 

遺伝子組換え樹木を作出 

既存植林地のCO2固定・ｾﾙﾛｰｽ生産向上 

ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ 
ﾊﾞｲｵﾏﾃﾘｱﾙ etc. 

酸Al土壌耐性付与 

育成の適正化 
効率化 
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ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 
評価 

現状 

ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ技術 

植栽 
ｸﾛｰﾝ化 

ｸﾛｰﾝ検定林 

7-10年して検定 7-10年育成 

優良木選抜 評価 

苗木 

優良木選抜 

23 
２．Ｂ.３．バイオマーカー３種を組み合わせた事業での利用イメージ 

事
業
利
用 

 

優
良
木
を 

将来、高生長・高ｾﾙﾛｰｽ
になる可能性を診断 

高ｾﾙﾛｰｽになる 
遺伝子能力を持つ 

SNPﾏｰｶｰ診断 

20年近くかかる・・・ 

 
 
 
 
 
 
 

ｸﾛｰﾝ化 
植栽 

◎苗木～植栽1～2年の 
 期間で将来の優良木を 
 予測、特定 
◎高生長・高ｾﾙﾛｰｽ木を 
 育成する施業条件を整 
 える 

1～2年で検定 

・育種期間の短縮 
・選抜効率、精度の向上 
・施業適否判定の精度向上 
・ｺｽﾄ、労力の大幅な低減 

将来、高生長・高ｾﾙﾛｰｽになる
遺伝子発現（転写物）状態や 
代謝物状態であるかを確認 

代謝物ﾏｰｶｰ診断 
転写物ﾏｰｶｰ診断 このままで育てていけば 

将来は高生長・高ｾﾙﾛｰｽ 

窒素不足な状態 
窒素施肥が必要 

良い状態に変わった 
将来は高生長 

     高ｾﾙﾛｰｽ！ 

良い状態が確認できれば・・、 

悪い状態ならば・・、 

診断結果から 
・将来の推定 
・課題発掘 
・的確な対応を実施 

例えば、 

診断結果からどこが悪いか判るので、的確な施肥対策を実施して良い状態に変えることも可能 

施肥 



24   ２．Ｂ. ４．成果の事例（バイオマーカー） 

9月に選抜木ｸﾛｰﾝをﾗｵｽへ輸出済み 
さらに優良雑種を追加選抜済み →成長性試験へ 

事業植林地での実証試験：生長優良ﾕｰｶﾘ雑種識別 

雑種が混入しているﾍﾟﾘｰﾀ実生苗から、高成長雑種候補を代謝物ﾏｰｶｰにより特定 
  →高ｾﾙﾛｰｽ木（初期生長段階でｺﾝﾄﾛｰﾙ比で樹高約70%増、材積約3.6倍増）を獲得した。 
    従来２～５年程度を要していた期間の短縮化とコスト削減、効率的選抜が可能になった。 

 高ｾﾙﾛｰｽ樹木探索育成方法に関する技術開発「代謝物ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ開発」 

背景：ﾕｰｶﾘ・ﾍﾟﾘｰﾀとﾌﾞﾗｼｱｰﾅの雑種の一部が高成長であることが経験的に知られている 

雑種が混入したﾍﾟﾘｰﾀ実生苗 

ﾏｰｶｰで 
生長優良雑種選抜 

代謝物バイオマーカーを用いた高セルロース木探索技術開発を達成 

0

50

100

150

200

250

300

350

ﾏｰｶｰ選抜木
T-12

ﾏｰｶｰ選抜木
T-13

実生木1 実生木2 実生木3

ユーカリペリータ/ブラシアーナ雑種個体

樹
高

約70%増 
実
生
木
平
均 

本ﾏｰｶｰは、苗木段階で使用可能な
点が、他の代謝物ﾏｰｶｰと異なる 

事例として 

植栽 90日 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

診断項目 窒素充足状態 リン充足状態 ｶﾘｳﾑ充足状態 ﾎｳ素充足状態 水分充足状態 優良雑種選抜 

マーカー数 ５ ５ ６ ６ ４ ２ 



25   ２．Ｂ. ５．酸性土壌耐性組み換え樹木創出の必要性 
不良環境（酸性土壌）耐性ユーカリ組換え体の開発「耐性付与遺伝子の導入」 

Alイオン過剰害 リン酸欠乏 

低pH害 根の伸長阻害 

養水分吸収の低下 
有機酸（クエン酸）放出 

① クエン酸合成酵素遺伝子(CS) 

② クエン酸輸送体遺伝子(MATE) 

酸性土壌耐性の獲得 （Al害低減、リン吸収向上） 

酸性土壌耐性付与遺伝子群を組換えたユーカリの作出を達成 

「Research Institute for Bioresources, Okayama University」 より 

世界の酸性土壌地 

酸性土壌 
耕作可能面積の約 30% 

根の生育阻害 
リン酸吸収能力の低下  
生産性の低下 

遺伝子情報、生理学・分子生物的解析 



ｺﾝﾄﾛｰﾙ 
(野生株) 

26   ２．Ｂ. ６．成果の事例（不良環境耐性組換樹木創出） 
不良環境（酸性土壌）耐性ユーカリ組換え体の開発「組換えﾕｰｶﾘの評価」 

組換え体 
CS+EcMATE4 

コントロール（野生株）に比べ樹高で約15～30％成長増大 
 →温室内のポット栽培では生長に限度があるため、これ以上の生長差は現れにくい 
   野外栽培ではさらに差が広がることが期待できる（目標の50%生長増大を達成見込み） 

ｺﾝﾄﾛｰﾙ 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

GUT5 ②-11 ②-20 ③-4 ③-15 ⑪-4 ⑪-12 ⑪-13 ⑪-16 
ｺﾝﾄﾛｰﾙ 

組換え体 

野外圃場での評価試験に必要な、閉鎖系温室内安全評価試験を実施中 
 事業後の野外試験を目指し、国内外の公的研究機関との共同研究を検討中 

不良環境耐性組換えユーカリ創出を達成 

約3ヶ月生 
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  ２．Ｂ.７． 成果、目標の達成度 

目標・指標 個別要素技術 成  果 達成度 

①高ｾﾙﾛｰｽ樹木探索育成方
法（ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ）に関する技
術を開発する。高ｾﾙﾛｰｽ性
の指標としては、平均的な
ﾕｰｶﾘ植林木に比して、生長
性で50%増またはｾﾙﾛｰｽ
量で20%増とし、そのような
性質のﾕｰｶﾘ優良木を、早
期に探索育成可能なﾊﾞｲｵ
ﾏｰｶｰを開発することを目指
す。 

 
 
 

② 不良環境耐性組換え樹木
作出に関する技術開発およ
び不良環境耐性組換えﾕｰｶ
ﾘ作出を行う。これにより、不
良環境下において、従来の
樹木より50%大きく生長でき
る樹木を開発することを目
指す。 

高ｾﾙﾛｰｽ樹木探索育成方法（ﾊﾞｲｵ
ﾏｰｶｰ）に関する技術開発 
・SNPﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ 
  ﾊﾟﾙﾌﾟ生産性、容積重、ﾊﾟﾙﾌﾟ収率 
  ｶｯﾊﾟｰ価、繊維長、樹皮率、酸性Al耐性 
・転写物ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ 
  ﾊﾟﾙﾌﾟ生産性、容積重、ﾊﾟﾙﾌﾟ収率 
  ｶｯﾊﾟｰ価、繊維長、酸性、酸性Al 
・代謝物ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ 
  N、P、K、B、水分、生長優良雑種 
 
 
 
不良環境耐性組換え樹木創出に関
する技術開発 
・不良環境耐性付与技術 
 耐性遺伝子を複数導入した組換え
ﾕｰｶﾘを５系統以上作出し、耐性の
有無および安全性の評価結果を取
得する。 

①高ｾﾙﾛｰｽ木探索育成用ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ
を開発した。 
  SNP：7形質について計298ﾏｰｶｰ 
  転写物：7形質について計319ﾏｰｶｰ 
  代謝物：6項目について計28ﾏｰｶｰ 
②ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰにより、最大で約70%樹
高生長が良く、材積比約3.6倍の高ｾﾙ
ﾛｰｽ木を苗木段階で早期選抜できた。  
③ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰの事業利用へ向け、植林
地現場での実証試験を開始した。 
 
 
 
① 酸性土壌耐性付与遺伝子2種を導
入した組換えﾕｰｶﾘを作出した 
②組換えﾕｰｶﾘは酸性土壌に耐性を示
した。 
③組換えﾕｰｶﾘ（約3ヶ月生）は、温室栽
培で樹高生長が最大約30％向上した。
野外圃場植栽では、さらに生長差が開
いていくと期待されるため、50%の生長
増大を達成する見込み。 
 

達成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

達成 
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２．Ｂ. ８．事業化、波及効果 

事業化の見通し 波及効果 

高ｾﾙﾛｰｽ
樹木探索
育成方法
（ﾊﾞｲｵﾏｰ
ｶｰ）に関す
る技術開
発 

SNP、転写物、代謝物ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰを開発
した。ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰによる高ｾﾙﾛｰｽ木の探
索・育成技術を開発した。 

事業植林地ﾕｰｶﾘ植林木での技術実証
試験によって、高ｾﾙﾛｰｽ木探索の早期
化と育成の適正化等に利用可能である
ことを確認することができた。 

事業実施機関の関連植林会社での試験
利用を並行して進めており、実証後に本
格導入予定。 

ただし、ﾏｰｶｰ選抜効果の完全な実証に
は、一伐期（7～10年）は必要とされる。 

植林会社の育種や育林の加速化と効
率化、それによる生産性の向上と化石ｴ
ﾈﾙｷﾞｰ使用量・ｺｽﾄ削減効果。 

植林苗生産会社での優良苗生産・販売。 
高ｾﾙﾛｰｽ木の大規模植林によるCO2地
上隔離の大幅な促進→CO2ｸﾚｼﾞｯﾄ販売 

ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙやﾊﾞｲｵﾏﾃﾘｱﾙ原料としての
利用拡大。 

分析会社のｻｰﾋﾞｽ項目の拡充、診断ﾂｰ
ﾙ等の共同開発。 
 

 

不良環境
耐性組換
え樹木創
出に関す
る技術開
発 

東南ｱｼﾞｱに広く分布する酸性Al土壌耐
性を獲得した組換えﾕｰｶﾘを創出した。 

野外圃場試験に向け、国内外の公的研
究機関との共同研究を検討中。 

組換え体の事業利用へ向けた野外圃
場試験へ移行する目処がついた。 

不良環境地を植林事業（ｾﾙﾛｰｽ生産）
候補地として検討。 

事業後の実用化本格導入および将来展開に向けた道筋を付けた。 
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（平成20年度～平成23年度） 

経  済  産  業  省 
（METI） 

〔補助〕 

〔共同研究〕 〔共同研究〕 

王子製紙株式会社 
森林資源研究所 

〔不良環境耐性の基盤情報収集〕 
 モデル植物の遺伝子発現情報 
 耐性付与遺伝子情報 
 組換え体の評価解析方法 

〔高セルロース性の基盤情報収集〕 
 モデル植物の遺伝子発現情報 
 モデル植物への遺伝子組換え・解析 
 高セルロース性関連遺伝子情報 

〔バイオマーカー開発〕 
 基礎実験 
 バイオマーカー探索 
 実証試験 
〔耐性組換えﾕｰｶﾘ創出〕 
 ﾕｰｶﾘへの遺伝子組換え 
 不良環境耐性評価 
 安全性評価 

（独）理化学研究所 
（国）奈良先端科学技術大学院大学 

実施体制 

２．Ｂ. ９．研究開発マネジメント・耐性等 

（国）岐阜大学 



２．Ｂ．１０．総合評価（コメント） 

○高セルロース樹木の探索育成技術と酸性土壌耐性樹木の創出技術は、ともにCO2の地上隔

離技術として今後の進展が期待され、大規模植林と温暖化対策の両立は、ライフサイクルの
中でカーボンニュートラルを実現するという意味では非常に期待できる技術開発である。 

 
○ゲノム解析に加えて、転写物や代謝物を含めた緻密で精度の高いマーカーの探索が行われ
ており、比較的短期間であるにも関わらず十分な成果が得られている。日本が途上国と連携を
進めるうえでも有用な技術であり、温暖化に対する日本の責務および世界への貢献として、重
要である。 

 
○本プロジェクトは、エタノール原料確保の面からのアプローチであり、現状では経済性がなかな
か確立できていないと思われる、バイオエタノールの生産のコスト低減に向けた技術開発とも、
連携して実施していくことが求められる。 

 
○開発した技術の有効性・実用性を、実際の林地において実証することが必要である。遺伝子
組み換え樹木の実施には、依然困難があり、社会的な受容性に大きな課題を抱える。従って、 
他樹種への影響など生態系に与えるインパクト調査も同時に行うべきである。 

 
○ CO2削減への有効な対応策であり、本技術を積極的にプロモーションし、海外企業にも積極

的にライセンスアウトすることで植林事業を推進する等、バイオ技術を活用した温暖化対策が
できる将来ビジョンを描くことを期待したい。 
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○「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト事後評価において、評点法による 評価を実施した。 
 
○本プロジェクトは、かなり実用化に近い技術、実用化、事業化が将来的にも見込まれる技術という評価が行

われており、１から５項目のそれぞれの評価項目、すべて２点以上の評価で、総合評価についても高い評価
になっている。 

２．Ｂ．１１．評点結果 31 



２．Ｂ．１２． 提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 
 

○今後は、本プロジェクトで得られたノウハウをどのように
国内外で活用していくかを検討し、ビジネス的な視点も
含めて事業展開するような取り組みを推進し、プロジェク
トでの成果を広く普及し具体化していくとともに、可能で
あればノウハウの提供による資金回収も行い、その資
金をもとに、より広く普及を加速して頂きたい。将来的に
は同業他社にも積極的に技術を供与することにより、我
が国の民間企業が広大な面積で実施している植林事業
の効率化を期待する。 

  

○今後、単にセルロース増量だけではなく、アルコール製
造に適した樹種選別等の取り組みにも期待する。既に
実施され成果を上げているエタノール製造に関するプロ
ジェクト等と連携し、今後、エタノール製造まで取り組む
事を望む。バイオ技術は他省庁所轄のものが多数ある
ことから、省庁を超えた横断的な取組みを是非やって頂
きたい。 

  

○バイオマーカーによる樹種選択や遺伝子組み換え樹種
の生態系への影響も研究しておく必要があると考える。
特に遺伝子組み換えについては、実施できる環境の一
般的な整備でなく、特定の課題について、その安全性等
からも実施できる方向性を見出すことを期待している。 

 

  

 

○ご指摘のとおり、今後の進め方の方針として参りたい。 

 

 

 

 

 

 

  
○ＮＥＤＯ等のプロジェクトで日々進歩しているバイオエタノー

ル生産技術動向を注視し、本技術によりそれら最新技術に
よるエタノール生産コストが、どの程度下げられるのか等に
ついても、検討して参りたい。 

 

 

  

○ご指摘を踏まえ、安全性・経済性及び社会的な受容性等の
多様な状況を考慮し配慮しながら、今後の研究開発を進め
て参りたい。 
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