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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。
また、第２５回産業構造審議会評価小委員会（平成21年1月）において、新たな評価類型とし
て「技術に関する施策評価」が審議・了承された。技術に関する施策評価は、当該技術分野全体
の方向性等を勘案しつつ、当該施策の下に位置付けられる技術に関する事業のまとまりを俯瞰す
る形で、各事業の相互関係等に着目し、個々の事業に係る評価結果を踏まえて行うこととしてい
る。
経済産業省において実施している技術に関する施策「CO2固定化・有効利用分野」は、我が国
の産業界を所管し、かつ、エネルギー政策を所管する立場から、自主行動計画の推進・強化、省
エネ機器の開発・普及、エネルギー利用効率の改善、技術開発の一層の促進、社会経済システム
の転換等、温暖化対策への積極的な取組により、新たな投資や技術革新を推進し、さらには企業
や国の競争力を高め、経済の活性化が環境を改善させる「環境と経済の好循環」の実現を目指す
ための施策を実施する。加えて、我が国の温室効果ガス排出量の約９割がエネルギー起源CO2で
あることを踏まえ、実効性のある温暖化対策を進めるためにエネルギー政策と連携し、環境保全
と確実な経済成長の双方の実現を目指すため、以下の技術に関する事業から構成される施策であ
る。
①京都議定書目標達成産業技術開発促進費事業（研究開発制度）
（平成１５年度から平成１９年度）
②分子ゲート機能CO2分離膜の技術研究開発事業（プロジェクト）
（平成１８年度から平成２２年度）
③二酸化炭素大規模固定化技術開発（プロジェクト）
（平成１５年度から平成１９年度）
今回の評価は、技術に関する施策「CO2固定化・有効利用分野」、及びこの構成要素である技
術に関する事業評価であり、実際の評価に際しては、省外の有識者からなる「CO2固定化・有効
利用分野」技術に関する施策・事業評価検討会（座長：持田 勲 九州大学 産学連携センター
特任教授）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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【事後評価時】
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「CO2固定化・有効利用分野」技術に関する施策・事業評価
審 議 経 過

○第１回評価検討会（平成２１年３月１７日）
・評価の方法等について
・技術に関する施策・事業の概要について
・評価の進め方について
○第２回評価検討会（書面審議）（平成２１年３月３０日）
・評価報告書（素案）の審議
○第３回評価検討会（平成２１年４月２８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２１年６月２４日）
・評価報告書(案)について
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技術に関する施策・事業評価報告書概要
技術に関する施策
技術に関する
施策名
担当課

CO2固定化・有効利用分野
産業技術環境局 環境政策課地球環境技術室
製造産業局 紙業生活文化用品課

技術に関する施策の目的・概要
経済産業省では、我が国の産業界を所管し、かつ、エネルギー政策を所管する立場から、
自主行動計画の推進・強化、省エネ機器の開発・普及、エネルギー利用効率の改善、技術開
発の一層の促進、社会経済システムの転換等、温暖化対策への積極的な取組により、新たな
投資や技術革新を推進し、さらには企業や国の競争力を高め、経済の活性化が環境を改善さ
せる「環境と経済の好循環」の実現を目指すための施策を実施する。加えて、我が国の温室
効果ガス排出量の約９割がエネルギー起源CO2であることを踏まえ、実効性のある温暖化対策
を進めるためにエネルギー政策と連携し、環境保全と確実な経済成長の双方の実現を目指す
事を目的としている。

技術に関する事業一覧
Ａ．京都議定書目標達成産業技術開発促進費事業（研究開発制度）
Ｂ．分子ゲート機能CO2分離膜の技術研究開発（プロジェクト）
Ｃ．二酸化炭素大規模固定化技術開発（プロジェクト）

技術に関する施策評価
１．施策の目的・政策的位置付けの妥当性
「CO2固定化・有効利用分野」技術に関する施策は、全世界で取り組むべき施策であり、中
でも環境技術に長ける日本は率先して取り組み、競争力のある技術を確立すべきであり、国
の施策としての妥当性は極めて高い。民間企業が先行投資として技術開発するには政策的な
リスクが大きすぎ、ビジネス的側面から考えてもインセンティブは働かない。また本技術開
発は難易度が高く、産官学一体となってオールジャパンで取り組まなければ開発の成功率は
高まらないし、またスピードアップや他国との競争において優位に立てない。従って、短期
的なヴィジョンから長期的なヴィジョンまで温暖化対策は極めて重要な、かつ広く深いテー
マであることから、プロモーターとしての国の関与は絶対的に必要である。国が主導して技
術開発や実証プロジェクトを立ち上げつつ、状況に適応して民間企業が引き継ぎ、実用実施
する形が最も自然だろう。重要でかつ広く深い分野から想定させるテーマを網羅し、開発の
発展段階を把握して作製したマップに立って、優先順位と適切な施策を立案する。
なお、実用的に使える技術の開発には、ターゲット、例えば想定される炭素価格を明示し、
クリアーするための技術開発を進めるべきである。また、我が国においてはクールアース革
新技術計画等を策定しているものの、国家戦略としての統合性がやや弱く、米国、ＥＵの場
合のように国家全体での一貫した施策が望まれる。特に、環境省、農水省などの他の省庁で
行われている技術開発との関連・差異が見えてこない点は改善を要するものと考えられる。

２．施策の構造及び目的実現の見通しの妥当性
主なプロジェクトの構成は概ね妥当と思われるが、プロジェクトの発展段階評価をさらに
徹底し、個々技術の選定についても検討すべきである。各段階についてみると、CO2分離回
収、地中貯留については、充分な成果があって、高く評価できる、実用に向けて他の事業を
組み合わせて、強力にすすめるべきである。
技術戦略的に見ても、CCS（Carbon Dioxide Capture and Storage：二酸化炭素回収・貯
留）のコスト削減のカギとなるCO2分離手法で、主流の化学吸着法のほか、膜分離にも目配り
し、それぞれで世界トップレベルの成果を上げたことは評価できる。植林などのバイオ技術
なども配したところも評価できる。但し、精英樹選定と遺伝子組み換え技術については、フ
ェーズが大きく違うことに留意すべきであった。それぞれの技術にどのようなCO2量削減を割
り振るのかも明らかにして、国家戦略上の位置づけを決めるべきである。なお、CO2固定化・
有効利用分野の対策技術は中長期的な視点のプロジェクトが多くを占めるが、京都議定書削
減目標の達成に向け実施したプロジェクトについては、約束期間における効果の検証を、採
択ならびに開発中、開発後に正しく実施すべきと考えられる。
我が国が掲げた温室効果ガスの削減目標は大変大きく、2050年までに現状に比して60％～80
％を削減することは並大抵のことでは達成できない。技術ロードマップで時系列的な関係を
示していることについては評価すべきと考えるが、達成リスク等も十分考慮して、もっと前
倒して、実用実施の計画を含めたようなプランをつくるべきである。同時に、達成が困難な
場合を想定した代替のバックアッププランなども検討しておくと、計画自体の完全性が高く
なると思われるので検討して欲しい。

３．総合評価
「CO2固定化・有効化利用分野」技術における施策は、地球温暖化防止対策としての革新技
術の開発、普及に貢献していくことから、今後共、積極的に推進していくべきである。温室
効果ガスの削減については長期目標を世界的に共有しようとする認識のある中、CCSへの期待
は高まることが予想され、CO2分離などカギとなる要素技術の確立、競争優位性の担保は産業
政策的にも意義が大きい。
本施策は技術戦略マップを利用してプログラム的なアプローチにより実施されており、施
策の目的を実現するために、関連技術が整理された上で定義されており、各プロジェクト（
事業・技術開発）の施策に対しての位置づけや狙い、さらにはプロジェクト間の関連性も明
確にしており、より実現性が高い推進方法と評価することが出来る。なお、成果出口の展開
について、他の農水省、環境省などとのコラボレーションがどこにも述べられておらず、地
球温暖化対策としての国家戦略が一本化されている姿が見てこない点は改善を要すると考え
られる。
個々の技術評価は、さらに深める必要があるものの、全体としてテーマ選択は適切であろ
う。成果も充分にあがっている。
CO2分離の開発については、技術レベルが高く、目標設定、資金、マネージメント体制など
の運営方針や組織体制もしっかりしている。
森林によるCO2固定に関しては、生物多様性の視点、砂漠緑化の視点を加味した適切な評価
に立脚して、地域住民や国際社会が受け入れることが可能な仕組み・技術の開発を続けるべ
きであろう。
公募テーマについては、各事業・技術開発は新規性も高く、技術難易度も高いものが多いが、
ii

それぞれの目標達成レベルとその達成レベルによる施策（プログラム）への貢献をある程度
数値等により明確して、選考のあり方および達成レベルを確認できるようにすべきである。

４．今後の研究開発の方向等に関する提言
施策（プログラム）において、複数の事業（プロジェクト）が同時並行的に推進されてい
るが、定期的にプロジェクトを横断的に、それぞれの進捗や成果を再評価し、その結果を踏
まえて各プロジェクトの加速・減速、場合によっては追加・中止・中断などの意思決定を行
ない、それに応じたプロジェクトの予算配分が行えるプロジェクトガバナンスの仕組みを構
築して頂きたい。プロジェクトの範囲に示される技術開発のアクションについてはスケジュ
ールが明確に示されていないことから、現在実施中のプロジェクトにおける実施内容と次フ
ェーズ以降に計画の内容とを整理をすることにより、個々のプロジェクトの評価精度向上に
寄与できるものと思われる。
世界との競争を意識した技術開発を行い、実用性の高い優れた成果については補助金を出
して、実用実施へ導くことも強力にすべきである。
本プログラムに挙げられている地中ならびに海洋海底での、CO2貯留はともに我が国の将来
に大きな影響をもつことから、その技術開発の推進のみならず、貯留可能サイトの探索、実
証も国内外で進めるべきである。CO2排出削減とともに大気中のCO2濃度低減についても同様
に大切であり、大規模植林によるCO2の固定化についても、実行と実効を正確に担保しながら
進めるべきである。
実用的に使える本分野の技術の開発には、排出CO2に対する価格等を勘案したコスト目標の
具体的明示が必要で、その目標を達成するために、技術開発を進めるべきである。
また、この分野では、国家戦略の中での技術、実用化を進めるべきで、プログラムの形成、
実施、成果出口の活用の各ステップで、経済産業省としての独自性追求と並行して、他省庁
との適切な連携も図って欲しい。
地球温暖化を対象とする技術については、国家戦略として、技術課題の選択、開発の促進、
成果の活用について政府全体の連携を明示すべきである。特に本プロジェクトの樹木、植林
の成果は農林水産省や環境省と連携して、今後の展開の加速を期待している。
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技術に関する事業
技術に関する
事業名
上位施策名
担当課

Ａ

京都議定書目標達成産業技術開発促進費事業（研究開発制度）

温暖化対策
産業技術環境局 環境政策課

地球環境技術室

事業の目的・概要
二酸化炭素の固定化・有効利用技術に関しては、そのほとんどが光触媒や分離膜の材料開
発、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー等の基礎的かつ高度な技術を必要とする。更に、
地球環境問題が人類共通の緊急かつ最重要の課題であることから、我が国が関係各国と国際
的な連携を取りつつ、技術開発を推進するなど、効率的に対策を推進することが必要である。
二酸化炭素の分離・回収・発生抑制・固定化・再利用に関する技術あるいは、バイオテク
ノロジーやナノテクノロジー等を活用し、従来の方法に比較し格段にエネルギー効率の高い
生産プロセス技術等を開発することにより、大気中への二酸化炭素の排出を削減し、地球温
暖化の防止に寄与することを目的として、民間企業が取り組む温暖化防止技術のうち、実用
化レベルにあるものについて、事業費の１／２を補助する。
予算額等
開始年度
平成１５年度
H17FY 予算額
847,828

終了年度
平成１９年度
H18FY 予算額
767,435

中間評価時期
平成１７年度
H19FY 予算額
600,000

事後評価時期
平成２０年度
総予算額
3,921,710

（単位：千円）
事業実施主体
RITE/ICETT
総執行額
3,508,427

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
平成１５～１９年度の間に、RITEは３２課題、ICETTは２０課題を実施し、全て終了して
いる。これら実施課題のうちRITE、ICETT共に４件が開発された技術を活用して事業化して
いる。また、RITEは８件が事業化間近の段階まで研究開発を進めており、ICETTは７件が条
件が整えばいつでも事業化できるもの、事業化の時期を明確に決めているものである。
本制度の「民間企業が取り組む温暖化防止技術のうち、二酸化炭素排出削減に資する技術
を開発する」という目標に対し、ある程度の成果を出したといえる。
(2) 目標及び計画の変更の有無
なし

＜共通指標＞
論文数

論文の
特許等件数
被引用度数 （出願を含む）

162*
*：論文等対外発表件数

特許権
の実施
件数

87

iv

ライセン
ス供与数

取得ライ
センス料

国際標準
への寄与

総合評価
京都議定書約束達成の目的を定め、その解決について周知を集める試みは評価できる。二
酸化炭素排出削減に資する技術は、投資リスクが高く民間で取り組むことが困難な面があり
、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る。国がリーダーシップを取って
積極的に技術開発を支援することは日本が国際社会における責務を果たすためにも不可欠で
ある。
52課題のうち、8件が実用化に至り、15件が事業化に近い段階である。将来技術の方向性が
多様化し、事業化できる研究開発が見定めにくくなっているなかで、この件数はまずまずの
成果である。
なお、CO2削減とは直接、関連しないテーマがいくつか見受けられる。採択時の評価が尐し
甘いのではないか。本事業が二酸化炭素削減に寄与する技術の開発という大目的を考えた場
合、その指標は開発された技術の事業化又は利用化と普及によって得られる二酸化炭素削減
量のポテンシャルなどであり、事業によってどれだけの二酸化炭素の削減の可能性が高めら
れるかで選定すべきであった。

今後の研究開発の方向等に関する提言
公募研究は、プレイヤーを増加し、社会的に関心も喚起でき、かつ新規な方法、開発も期
待できる事業になるが、反面、事業目的が徹底しなければ、結果として資金のバラマキに堕
する危険も含んでいる。こうした二面を配慮して、事業を計画、実施することが特に重要で
ある。
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評点結果
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技術に関する事業
技術に関する
事業名
上位施策名
担当課

Ｂ．分子ゲート機能CO2分離膜の技術研究開発（プロジェクト）
温暖化対策
産業技術環境局環境政策課地球環境技術室

事業の目的・概要
二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）は地球温暖化対策の重要なオプションとして国際的・国
内的に認識されているが、実用化に当たっては実施に要するコスト、特に大部分を占める分
離回収コストの低減が課題となっている。本事業では石炭ガス化発電で発生する圧力を有す
るガス等からのCO2/H2分離用に期待されている膜技術の実用化の前進を目的に、分子ゲート
機能分離膜の高圧下におけるCO2/H2選択性の向上、分離膜モジュールの大型化のための技術
開発を行い、分離回収コストの低減を図る。
本事業の成果は、ＣＣＳの実用化に向けた分離回収コストの大幅削減の実現を図るもので
あり、ＣＣＳの実用化の促進によりエネルギー起源の二酸化炭素排出抑制に寄与し、安定的
なエネルギー需給構造の構築に資する。具体的には、革新的ゼロ・エミッション石炭火力発
電等への適用を図る。
予算額等
開始年度
終了年度
平成１８年度
平成２２年度
H18FY 予算額
H19FY 予算額
102,000
78,000
＊総執行額はH18FY及びH19FYの合計

中間評価時期
平成２０年度
H20FY 予算額
650,000

事後評価時期
平成２３年度
総予算額
830,000

（単位：千円）
事業実施主体
ＲＩＴＥ
総執行額
176,635

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
当初計画で設定した中間評価時点の目標は概ね達成している。平成20年度には、分離膜モ
ジュールメーカー等の協力を得て研究開発を促進することで、本事業の目標達成を加速する。
中間目標に対する成果・達成度は以下のとおり。

個別要素技術

中間目標水準

① 材料の開発：
高CO2/H2選択性
CO2/H2選択性が
材料
1,500であり、CO2
透過係数が
1.5x10-15 m3 m m-2
s-1 Pa-1の膜素材
を得る。
素材のプロセス 素材としての90
適合性の付与： ℃、4MPへの耐性

目標の達成度を
測定する指標

成果

達成度

左記の目標値の
達成

新規ﾄﾘｱｼﾞﾝ核ﾃﾞﾝﾄﾞﾘﾏ
ｰを設計して、目標水
準を達成する性能を
確認した。

達成

左記の目標値の
達成

ﾃﾞﾝﾄﾞﾘﾏｰにおいて目
標水準をｸﾘｱすること
を確認した。

達成

vii

②分離膜及びモジュールの開発：
・耐圧型複合膜 CO2/H2選択性が
モジュールの開 30であり、CO2透
発
過速度が
7.5x10-10 m3 m-2
s-1 Pa-1の耐圧型
複合膜を作製す
る。

左記の目標値の
達成

TMPTMA添加ﾃﾞﾝﾄﾞﾘﾏｰ
含有PEGDMA膜、並び
に、ﾃﾞﾝﾄﾞﾘﾏｰ含有架橋
型PVA膜でCO2/H2選択
性が30以上を得た。
透過速度は、複合膜の
分離機能層の薄膜化
と測定温度（使用温
度）の上昇で達成を目
指す。

一部達成

③膜モジュール評価手法の開発
中間評価時点の －
－
－
設定なし
3)分離膜システムの検討：
・最適膜分離シ 模擬ガス試験装 左記の目標値の 模擬ガス試験装置を
達成
ステムの検討
置を設計・製作 達成
設計・製作・立上げ、
・立上げ、模擬
模擬ガスを用いる予
ガスを用いる予
備試験の環境を整え
備試験の環境を
た。
整える。
・最適膜分離シ プロセスシミュ 左記の目標値の ﾌﾟﾛｾｽｼﾐｭﾚｰﾀ、Aspem
達成
ステムの検討
レーション等に 達成
Plus等を用いて、膜分
よる膜分離シス
離ﾌﾟﾛｾｽの有利性と分
テムの有効性の
離膜の目標性能を確
検討。
認した。
注）「達成度」の欄には、達成、一部達成、未達成、を選択して記述。

(2) 目標及び計画の変更の有無
計画変更有り
＜共通指標＞
論文数
５

論文の
特許等件数
被引用度数 （出願を含む）

特許権
の実施
件数

ライセン
ス供与数

取得ライ
センス料

国際標準
への寄与

４

総合評価
CO2の回収・貯留技術（CCS）は地球温暖化対策に寄与する重要な技術として期待されてお
り、その中で実用化の鍵を握るCO2分離回収技術を低コストで実現することは、国際的な貢献
を考えても重要な取組みであることは明らかであり、国が強力なリーダーシップを発揮して
でも実現すべき技術であると言える。また、CO2の回収・貯留（CCS）の重要性は認めても、
実施にあたっては民間企業のインセンティブが働くものではなく、さらにその開発リスクも
高いことを考えると、ますます国の関与の必要性が求められる。
本事業の研究の技術レベルは高い。目標設定、資金、マネージメント体制などの運営方針
や組織体制もしっかりしている。研究はほぼ予定通りに進捗しており、環境立国の日本の名
を高め、競争力を強化できる重要技術となる可能性がある。
viii

なお、膜の交換コストが大きくなるのが課題になっている。新開発の分子ゲート膜は既に1
000時間の連続使用した実績があるというが、多くの場合、実験段階での耐久性が実プラント
では発揮できない。天然ガス中のCO2を除去して質を高めるアプリケーションや実際の石炭ガ
ス化を使った実証プラントで、耐久性について、さらに確認し、長寿命化していく必要があ
ろう。さらに加えて、単糸性能に比べモジュール性能が低すぎるので、モジュール構造の最
適化に注力すべきである。
また、技術レベルが高く競合が多い分野において、独創的研究成果がでていると思われる
のに、特許出願がわずか４件で十分か。権利保持を十分に実行して欲しい。

今後の研究開発の方向等に関する提言
プロジェクトの成果を確実に次フェーズに予定されるシステム基本性能の確認に結びつけ
るため、設定目標を既に達成している項目についての目標値の見直しや、研究開発過程にお
いて新たに抽出された課題の整理を進め、現状で約4,500円/t-CO2の分離回収コストから
1,500円／ｔ-CO2の早期実現に向け、リソースの効率的配分をお願いしたい。
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評点結果
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技術に関する事業
技術に関する
事業名
上位施策名
担当課

Ｃ．二酸化炭素大規模固定化技術開発（プロジェクト）
温暖化対策
経済産業省製造産業局紙業生活文化用品課

事業の目的・概要
温室効果ガス濃度の上昇に伴い地球温暖化が進展しつつある中で、乾燥地帯のような過酷
な環境下においても成長しうる樹木を創生し、植物が有する二酸化炭素吸収能力の向上を図
り、大気中に放出された二酸化炭素を効率的に固定化させる技術を開発する。
具体的には、植物生育不適切地でも生育しうる樹木を組換え遺伝子導入や精英樹選抜によ
り作出し、未利用地での森林創生を図るための基盤技術開発を行うとともに、技術の実証に
向けた評価を行う。
予算額等
開始年度

終了年度

中間評価時期

事後評価時期

平成１５年度

平成１９年度

平成１７年度

平成２０年度

H17FY 予算額
200,000

H18FY 予算額
200,000

H19FY 予算額
175,000

総予算額
1,163,308

（単位：千円）
事業実施主体
(財)地球環境産
業技術研究機構
総執行額
1,079,782

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
植生範囲拡大樹木の創生のため、遺伝子組換え技術を利用した有用樹木の創生、及び、精
英樹の選抜法の確立の２つを柱とした技術開発を実施した。各要素技術の目標及び成果につ
いては、以下のとおり。
個別要素技術

目標・指標

最終時点
Ａ：CO2固定・養
取得したCO2固定増
分吸収能力強化遺
大及び養分吸収能
伝子確保技術
力強化遺伝子を有
用樹木であるユー
カリあるいはポプ
ラへ導入する。
Ｂ：ストレス耐性遺 取得したストレス
伝子確保技術
耐性遺伝子を有用
樹木であるユーカ
リあるいはポプラ
へ導入する。
Ｃ：実用組換え体を ユーカリの葉緑体
得るための遺伝子
及び核の安定した
組換え（形質転換）技
遺伝子組換え体を
術

中間時点
CO2固定増大及び養分
吸収能力強化遺伝子
を取得し、モデル植
物へ導入することに
よりその効果を検証
する。
ストレス耐性遺伝子
を取得し、モデル植
物へ導入することに
よりその効果を検証
する。
ユーカリ葉緑体及び
核の安定した遺伝子
組換え系をモデル植
xi

達成
度
CO2固定増大（150%）遺 一部達
伝子を複数同定。養分 成
吸収遺伝子を同定、ユ （８０
ーカリ導入ベクタを開 ％）
発した。
成果

耐性遺伝子（塩害）を 一部達
ユーカリに導入し効果 成
を検証、乾燥耐性でも （８５
候補遺伝子（アクアポ ％）
リン）を取得した。
遺伝子銃、アグロバク 一部達
テリウム法、定位置遺 成
伝子導入システム（Ｓ （８５

取得する。
Ｄ：組換え樹木利用
のための安全性確
保技術

Ｅ：樹木ストレス耐
性評価、CO2固定
量評価、精英樹選抜
技術

物で検証する。

不稔樹木を取得す
るとともに生物多
様性評価を行い、組
換え体の野外持ち
出しを行う。

遺伝子不拡散をめざ
した不稔樹木を取得
するための変異体作
成、接ぎ木個体の作
出、及び生物多様性
評価のためのデータ
を収集する。
実証林を作成し、高 高CO2固定、環境スト
CO2固定、環境スト レス耐性を評価する
レス耐性樹木を選 ための方法を開発及
抜するための指標 び検証林を作出す
を取得する。
る。

ＤＩ）法による組換え ％）
技術を確立した。
重電子ビームや接ぎ木 一部達
による遺伝子拡散防止 成
を開発し、特定網室で （８５
生物多様性評価を行っ ％）
た。

精英樹選抜により実証 一部達
林を構築し成長・生理 成
特性を測定した。葉の （９０
水分特性などの指標候 ％）
補を取得した。

(2) 目標及び計画の変更の有無
平成１７年２月に、京都議定書が発効したことを受けて、本研究開発に事業展開を行った
場合のCO2削減効果の評価を可能なところから早急に実施することとした。そのために、平成
１７年度、実際の植林現場である西オーストラリアにおいて、研究実施者が有する耐乾燥性
及び耐塩性ユーカリ精英樹から増殖したクローン苗を植樹し、環境耐性や光合成能の向上、
二酸化炭素の固定効果、優良系統の早期探索を可能にするパラメータの抽出などを実施する
ための、試験植林地の育成を開始するなど、研究の重点化を図った。

＜共通指標＞
論文数
４２

特許等件数
（出願を含む）
２

総合評価
本プロジェクトは他技術では困難な大気中に拡散した低濃度のCO2を大量に吸収･固定化す
るだけでなく、乾燥地帯の砂漠化の進行を食い止め、さらにはパルプ原料の確保、バイオマ
スの生産をも可能にするといった、一つの事業が多くの波及効果を生む可能性をもった事業
である。
しかしながら、植物が生育不適地でも生育できる樹木を研究して実用化する試みは、民間
だけで行うには大変な労力と資金、時間を要することから、これからも積極的に支援、推進
して頂きたい。特に、樹木の改良は林学界では長年のテーマであるが、厳しい自然環境の中
で、耐性のある樹木の品種改良、遺伝子組み換え技術による開発は依然容易ではない。タイ
ムスケジュールを明確にし、開発期間の短縮化を図る必要がある。国がリーダーシップを発
揮し推進していくことは現実的な対応であると評価できる。
研究開発項目Ａ～Ｅまでの達成度は80％～90％と報告されている。これらは研究室内の培
養地や野外で実施するにしても一定面積（規模は分からないが）の試験林等での検証と考え
られるが、このような遺伝子組み換え技術の応用、組織培養などの方法で開発した苗木の成
長を検証するには、実際に自然環境の中にある野外において、サンプルプロットもできるだ
xii

け拡散した試験地を設定することによって、樹木の成長などを調べることが不可欠であり、
すぐに実用化に向かうことは容易ではない事を充分に認識した事業でなければならない。
なお、日本は、世界的に評価の高い組換え技術、ゲノム解析技術等を有しているのもかか
わらず、組換え体の社会的な受容性が低く、関連する技術の実用化の大きな妨げとなってい
る。組換え樹木の実用化も同じ状況であり、社会的な受容性を向上させるため安全性を確保
する技術と評価する技術の確立が大いに望まれている。
一方、精英樹の育成は順調に進展した開発になっており、実証実用の計画と民間の関与も考
慮して進めるべき段階にあるが、農林水産省、環境省も巻き込んだ立案を期待している。

今後の研究開発の方向等に関する提言
樹木に関する研究はその成果、達成度を客観的に評価することは容易ではなく、実際の効
果は植林地に苗木を植えて、その成長を見定めることが重要である。また、遺伝子組換え技
術を利用した樹木に対して森林認証機関のFSC（Forest Stewardship Council 森林管理協議
会）をはじめ環境団体などの反対をも考慮し、対応しなければならない。ポスト京都議定書
における森林吸収源の扱いや生物多様性条約に関する今後の議論によっては、海外における
植林にはCO2固定能力以外の機能を求められる可能性があり、こうした植林に係る枠組みにも
注視しながら技術開発を進める必要がある。

xiii
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第１章 評価の実施方法

第１章

評価の実施方法

本技術に関する施策評価は、「経済産業省技術評価指針」（平成２１年３月３１日改
正、以下「評価指針」という。）及び第２５回産業構造審議会産業技術部会評価小委員
会（平成２１年１月）において審議・了承された「技術に関する施策の評価」に基づき、
以下のとおり行われた。
１-１

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)研究開発に対する経済的・社会的ニーズの反映
(2)より効率的・効果的な研究開発の実施
(3)国民への施策・事業等の開示
(4)資源の重点的・効率的配分への反映
(5)研究開発機関の自己改革の促進等
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。
技術に関する施策評価とは、当該技術分野全体の方向性等を勘案しつつ、当該施
策の下に位置付けられるプロジェクト等事業のまとまりを俯瞰する形で、各事業の
相互関係等に着目し、個々の事業にかかる評価結果を踏まえて行う評価である。
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。
１-２

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、施策、プロジェクト等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７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産業技術環境
局地球環境技術室及び製造産業局紙業生活文化用品課が担当した。
1

１-３

評価対象

技術に関する施策
「CO2固定化・有効利用分野」
技術に関する事業
Ａ．京都議定書目標達成産業技術開発促進費事業（研究開発制度）
（実施期間：平成１５年度から平成１９年度）
Ｂ．分子ゲート機能CO2分離膜の技術研究開発（プロジェクト）
（実施期間：平成１８年度から平成２２年度）
Ｃ．二酸化炭素大規模固定化技術開発（プロジェクト）
（実施期間：平成１５年度から平成１９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、国際環境技
術移転研究センター）から提出された施策、プロジェクト等の内容・成果等に関する資
料及び説明に基づき評価した。
１-４

評価方法

第１回評価検討会においては、担当課、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回及び第３回評価検討会においては、それらを踏まえて、第２５回産業構造審議
会産業技術部会評価小委員会（平成２１年１月）において審議・了承された「技術に関
する施策の評価」の評価項目（施策の目的・政策的位置付け、施策の構造及び目的実現
の見通し、総合評価（【参考１】参照））、「プロジェクト評価における標準的評価項目・
評価基準（【参考２】参照）」及び、「研究開発制度評価における標準的な評価項目・評
価基準（【参３】参照）」に従い評価を実施し、今後の研究開発の方向等に関する提言を
いただいた。技術に関する事業評価については、加えて３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。

【参考１】技術に関する施策評価における評価項目
１．施策の目的・政策的位置付けの妥当性
【評価項目・評価基準】
(1) 国の施策として妥当であるか、国の関与が必要とされる施策か。
・施策の目的が波及効果、時期、主体等を含め具体化されているか。
・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。
・施策の政策的意義（上位の政策との関連付け、類似施策との関係等）
２．施策の構造及び目的実現見通しの妥当性

2

【評価項目・評価基準】
(1) 現時点において得られた成果は妥当か。
(2) 技術に関する施策の目的を実現するために技術に関する事業（プロジェクト等）が適切に配置
されているか。
・配置された技術に関する事業（プロジェクト等）は、技術に関する施策の目的を実現するため
に必要か。
・配置された技術に関する事業（プロジェクト等）に過不足はないか。
・配置された技術に関する事業（プロジェクト等）の予算配分は妥当か。
・配置された技術に関する事業（プロジェクト等）のスケジュールは妥当か。
３．総合評価

【参考２】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調査課において平成１９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）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）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．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）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。
3

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。
・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。
・必要な効果がより尐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
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【参考３】研究開発制度評価における標準的な評価項目・評価基準

１．目的及び政策的位置付けの妥当性
（１）国の制度として妥当であるか、国の関与が必要とされる制度か。
（２）制度の目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。
（３）他の制度との関連において、重複等はないか。

２．目標の妥当性
（１）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）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。
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５．マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性
（１）制度のスキームは適切かつ妥当か。
・目標達成のための妥当なスキームとなっているか、いたか。
（２）制度の体制・運営は適切かつ妥当か。
・制度の運営体制・組織は効率的となっているか、いたか。
・制度の目標に照らして、個々のテーマの採択プロセス（採択者、採択評価項
目・基準、採択審査結果の通知等）及び事業の進捗管理（モニタリングの実
施、制度関係者間の調整等）は妥当であるか、あったか。
・制度を利用する対象者はその目標に照らして妥当か。
・個々の制度運用の結果が制度全体の運営の改善にフィードバックされる仕組
みとなっているか、いたか。
・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。
・社会経済情勢等周囲の状況変化に柔軟に対応しているか。
・代替手段との比較を適切に行ったか。

６．総合評価
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技術に関する施策の概要
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第２章

技術に関する施策の概要

２-１ 施策の目的・政策的位置づけ
２-１-１ 事業目的の妥当性
（別紙２-１-１参照）
２-１-２ 政策的位置づけの妥当性
・21年度予算概算要求等に係る事前評価書の政策名「５．エネルギー・環境対策」、施策名「30．
温暖化対策」の中で図表に表されているように温暖化対策の推進の中で「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などを推進し、・・・」と述べられ、
技術推進の方向性が明確にされている。

図表

21年度施策事前評価書に見られる温暖化対策の推進
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図表 21年度施策事前評価書に見られる施策効果が発現するまでのロジックモデル

施策名

大目標
（施策目的）

アウトカム目標（上位）＜施策の大きな柱＞

アウトカム目標（中位）

アウトカム目標（下位）

温暖化対策

京都議定書の削減約束を達成する

①自主行動計画の推進・強化
②中小企業の排出削減対策の推進
③京都メカニズムの推進・活用
④温室効果ガス排出削減への国民運動が活発になる
⑤代替フロン等３ガスの排出が抑制される
⑥温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の着実な実施
⑦上記の①～⑥を含む京都議定書目標達成計画の各施策
の進捗管理

ポスト京都議定書（２０１３年以降）における実効ある産 排出量取引の国内市場統合の試行的実施

①温室効果ガス排出削減を通じた低炭素社会 業部門等の対策整備
の実現
②環境と経済の両立を通じた日本の国際競争
力の強化

①産業界のＣＯ２排出削減に向けた取組の推進
②中小企業の排出削減に向けた取組の推進
④温暖化問題への国民の意識と知識の向上
⑤産業界の代替フロン等３ガスの除害の徹底・回収などに向けた
取組の推進
⑤代替技術が開発され、実用化・導入の進展
⑤冷凍空調機器の適切なフロン冷媒回収の進展
⑥事業者の排出量情報の公表・可視化
⑦上記の①～⑥を含む京都議定書目標達成計画の各施策の着実
な実施

国内クレジット制度の構築・運営等

①主要経済国（米、中、印等）を取り込んだセクター別アプ
ローチによるＣＯ２削減に向けた取組
②セクター別アプローチによる国別総量目標の設定
大規模実証事業の開始を含めた二酸化炭素回収・貯留(CCS)の促
進等

①実効的かつ公平な次期フレームワーク（ポスト京都
議定書）を構築する
②我が国として、２０５０年までに温室効果ガスを現状
比６０％～８０％削減する

省エネルギー対策の抜本的強化（住宅・建築物高効率エネルギー
システム導入促進、省エネとノンフロンの両立を図る技術開発の推
進等）
革新的技術の開発・既存技術の普及
新エネルギー対策の抜本的強化 （住宅太陽光発電システム ・燃料
電池の導入促進等）

原子力発電の着実な推進

・また、ロジックツリーに示されているように、本プログラムの目的は明確である。
（本ロジックツリーは技術戦略マップおよび各プロジェクトの事前評価書によっている）
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図表

二酸化炭素固定・有効利用分野のロジックツリー
資料６－１

ＣＯ２固定化・有効利用分野
諸外国と連携した革新的は温暖化防止技術の研究開発、発展途上国へ
の技術移転
民間企業が独自に取り組む二酸化炭素固定化・有効利用の技術開発へ
補助

ＣＯ2固定化・貯留分野で技術革新に結びつくシーズの基盤技術研究

化学吸収法

排
出
後
有の
効Ｃ
利Ｏ
用 2
技に
術対
のす
開る
発固
定
化
・
マップ

大
規
模
排
出
源
か
ら
の
二
酸
化
炭
素
排
出
削
減
技
術

コスト

物理吸収法

ＣＯ2分離・
回収技術

その他

耐久性
寿命

帯水層貯留

モデル化

低品位廃熱を利用する二酸化炭素分
離回収技術開発（ｈ16-20）④

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

分子ゲート機能ＣＯ２分離膜の技術
研究開発
（ｈ18-22）⑤

貯留層やシール層の地質構造、地質データの調査・解析

二酸化炭素削減技術実証試験
（ｈ21-25）⑧

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

二酸化炭素貯留隔離技術研究開発
（ｈ12-24）（補助）⑥

周辺海域における海洋環境や生物影響等の評価予測手法の開発

二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影
響予測技術開発（ｈ14-20）⑦

地中貯留
枯渇油・ガス層貯留

ＣＯ2隔離

その他

溶解希釈(固定式）

海洋隔離

溶解希釈（移動式）
深海底貯留隔離

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。

プラズマ分解

Cへの分解

マグネタイト法
その他

変換・
有効利用

高分子合成法

化学品へ
の変換

生物による
吸収固定

大規模植林
による
地上隔離

海洋植物
による
吸収

・・・プロジェクトの成果
(21年度事前評価書）

電気化学還元
その他
森林管理

単位固定量増大

凡例
・･･技術戦略マップ技術体系

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。

直接水素化

二酸化炭素大規模固定化技術開発
（ｈ15-19）⑨

バイオエタノール化に適した樹木への環境耐性付与を遺伝子技術により
実施し、原料樹木の不良環境下での効率的な植林技術を開発

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）

信頼性あるデータ整備

バイオマスの革新的
利用による植生拡大
その他
植物プランクトンの増殖・沈殿
大型海藻の育成・利用

動物による
吸収

乾燥地帯のような過酷環境下でも生育する樹木の開発

乾燥地帯への植林

マップ

・・・プロジェクト(21年度事前評
価書・イノベーションプロ）
○数字は資料７－1の２－１
のプロジェクトの数字

プログラム方式二酸化炭素固定化・
有効利用技術開発（ｈ11-23）②

炭層固定

マップ

大
気
中
の
二
酸
化
炭
素
濃
度
低
減
技
術

京都議定書目標達成産業技術開発
促進補助金（ｈ15-19）【制度】①

製鉄プラント等の排ガスの低熱量・再生可能な新吸収液、低エネルギー科
学吸収システム、未利用低品位廃熱回収システムの開発

実試験

膜分離

地球環境国際研究推進事業（ｈ1423）【制度】③

開発段階：いずれも基礎研究段階

植物プランクトン・海藻などの
培養設備生産

・・・19年度終了プロジェクト
・・・未実施技術の考察
（戦略マップより）

１

開発段階：基礎研究段階

珊瑚礁の造成

・経済産業省の技術戦略マップによると、地球温暖化対策の3つの柱である省エネルギー、
フロン対策、CO2固定化・有効利用技術（技術戦略マップ2008のCO2固定化・有効利用分
野の扉（p827）文中より）のうちの一つの柱を占めており、重要な位置づけであると
同時に、産業界と密接な関連性を有していることから経済産業省のプログラムとして
の主体性もある。（技術戦略マップに基づく）
・時期については、2007年5月24日に発表された地球温暖化に関する総理イニチャチブ「美
しい星（クールアース50）」において「世界全体の温室効果ガス排出量を現状に比し
て2050年までに半減する」と長期目標が示されており、時期も明確に示されている。
（2007年5月24日：地球温暖化に関する総理イニチャチブ「美しい星（クールアース50）」
に基づく）
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２-１-３ 国の関与の必要性
①国の関与の必要性
21年度予算概算要求等に係る事前評価書において、「施策の必要性」の中の「経済産業省が関
与する必要性」において以下のような記述がされており、技術革新の推進や企業や国の競争力強
化、経済の活性化による環境改善の実現を目指した施策を展開することを明記している。
「経済産業省では、我が国の産業界を所管し、かつ、エネルギー政策を所管する立場から、自
主行動計画の推進・強化、省エネ機器の開発・普及、エネルギー利用効率の改善、技術開発の一
層の促進、社会経済システムの転換等、温暖化対策への積極的な取組により、新たな投資や技術
革新を推進し、さらには企業や国の競争力を高め、経済の活性化が環境を改善させる「環境と経
済の好循環」の実現を目指すための施策を実施する。加えて、我が国の温室効果ガス排出量の約
９割がエネルギー起源CO2であることを踏まえ、実効性のある温暖化対策を進めるためにエネル
ギー政策と連携し、環境保全と確実な経済成長の双方の実現を目指す。」
②国民や社会のニーズとの適合性
21年度予算要求等に関わる施策の事前評価書では、施策の背景として以下のように述べてい
る。
「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最
も重要な問題のひとつとなっている」とされていることから、国民の関心の高い分野である。
さらに以下のように記している。
「我が国は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。」
と同事前評価書で記しており、社会的ニーズも高いものと考えられる。
③官民の役割分担
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、二酸化炭素削減技術開発は、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
相当程度の研究機関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（21年度予算概算要求等に係る事前評価書の各事業の
必要性部分にそれぞれ記載）、国関与の必要性が大きい。
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２-２ 施策の構造及び目的実現の見通しの妥当性
２-２-1 現時点において得られた成果
① 京都議定書目標達成産業技術開発促進補助金（ｈ15-19）
＜アウトプット＞
地球環境への負荷を軽減するためのエネルギー効率の高い技術開発。テーマはアウトカ
ムテーマと同じである。
＜アウトプットからアウトカムへ展開＞
実用化技術開発を実施した結果、以下に示す個別プロジェクトが民間企業で展開する
アウトカムにつながった。これらがアウトプットでありアウトカムである。
＜アウトカム＞
民間企業において9件が実用化された。その一部を以下に記す。
・生体反応を利用した簡易な環境ホルモン定量法の開発（日本エンバイロケミカルズ
（株））
・700℃級超々臨界圧火力発電プラント主蒸気配管用高強度オーステナイト鋼の開発(住
友金属工業(株））
・火力発電所石炭焚ボイラ実排ガスからのCO2回収長期実証試験（三菱重工業(株））
・試験研究可逆性染料を利用した低エネルギーのリライタブルプリント技術の開発(サ
イバーイメージング(株））
・二相循環式無希釈メタン発酵法による生ごみ処理の省エネルギー化技術の開発
（アタカ大機(株)）
・セメント焼成用高効率低ＮＯＸバーナの開発(太平洋セメント(株))
・微生物製剤を用いたダイオキシンの生物処理システムの技術開発(三井造船(株))
・温室効果ガス削減の為の空気冷媒式超低温(-60℃以下)急速冷凍装置の開発
(三菱重工業(株))
・廃棄古紙からの発泡体製造によるCO2削減技術の開発((株)環境経営総合研究所)
等
② プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用（ｈ11-23）
＜アウトプット＞
先端的研究による技術テーマの抽出（約30件のテーマを実施）とその結果も活用した
シーズ技術の有効性確認による基盤技術研究（約18件）の実施
＜アウトプットからアウトカムへ展開＞
上記のアウトプットを受け、経済産業省、NEDOなどが下記の5つの新たなプロジェクト
研究を立ち上げるというアウトカムにつながっている。
＜アウトカム＞
・METI国際共同研究「分子ゲート膜」（平成14～17年度）
・METI「分子ゲート機能CO2分離膜の技術開発」（平成18～22年度）
・GCEPナノ制御膜開発（平成17～19年度）
・METI「二酸化炭素固定化技術開発（植生拡大プロジェクト）」（平成15～19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）
③ 地球環境国際研究推進事業（ｈ14-23）
○国際研究推進事業
＜アウトプット＞
温室効果ガス排出シナリオ
＜アウトプットからアウトカムへ展開＞
温室効果ガス排出シナリオを作成しこれが、温室効果ガス排出シナリオが作成されＩ
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ＰＣＣの次期排出シナリオ及び第5次評価書にインプットされるというアウトカムにつ
ながる。
＜アウトカム＞
ＩＰＣＣの次期排出シナリオ及び第5次評価報告書
○技術普及推進事業
本事業は20年度以降の事業であるためまだアウトプットは出ていないが事前評価書の
内容からアウトプットの予測を記す
＜アウトプット＞
・20～21年度
中国、インド、ベトナム等で効果が大きい地域セクターを選定し、モデ
ル企業のエネルギー向上に向けた現地での技術支援、人材育成
・21～23年度
モデル企業の成果、教訓について他企業、他地域、他セクターへの展開。
＜アウトプットからアウトカムへ＞
現地モデル企業と日本の技術保有企業が連携し、モデル企業での対策実施
＜アウトカム＞
モデル企業におけるCO2削減効果
④ 低品位廃熱を利用する二酸化炭素分離回収技術開発（ｈ16－20）
＜アウトプット＞
・吸収液再生エネルギーを従来の標準ものから3/4に削減できる新吸収液を開発。
・製鉄所の未利用廃熱の活用が可能であることを実証し、二酸化炭素分離回収コストが
半減できる目処を得た。
＜アウトプットからアウトカムへ展開＞
以上のような技術開発の結果を受けて、機械（プラント）メーカーまた協力する製鉄
所などで、さらに実用化試験が実施できるようになった。また、他の産業から排出され
る常圧排ガスのCO2回収技術の評価ができるようになった。
＜アウトカム＞
実規模での実用化試験の実施
さらに、CO2分離回収技術のコストが半減につながっていくことが予想される。
⑤ 分子ゲート機能分離膜の技術研究開発（ｈ18-22）
＜アウトプット＞
CO2/H2の分離性能が世界でトップクラスの実験結果を示す分離膜の開発
及び分離膜モジュール、分離システムについても開発する。
＜アウトプットからアウトカムへ展開＞
分離膜が開発され、民間膜メーカー（クラレ、ダイセル化学工業、東レ、日東電工）と
エンジニアリング会社（新日鉄エンジニアリング）の協力を得て、膜モジュール開発を促
進し、分離膜の有効性を実証できるようになった。
注）会社名記入の是非についてはご検討ください。
＜アウトカム＞
実用化レベルの実証試験。この結果を踏まえ2015年にはCO2分離回収技術コストを半減
することにつなげる。
⑥ 二酸化炭素貯留隔離技術研究開発（ｈ12-24）（補助）
＜アウトプット＞
・地下深部塩水層における二酸化炭素地中貯留時の挙動観測などによる我が国の帯水
層貯留基礎知見
・我が国における二酸化炭素地中貯留の有効性を確認し、実適用に必要な知見の集
積
13

＜アウトプットからアウトカムへ展開＞
・挙動観測による貯留に関する基礎的なデータや我が国の地中貯留の有効性などの知
見が集積することにより、挙動予測ができるようにし、安全性や信頼性などの評価
技術を向上させる。アウトプットの受け手としては、公的研究機関、掘削会社、ま
た排出源である火力発電所などが関わる。
＜アウトカム＞
・挙動予測、安全性評価、信頼性評価などが可能になり、将来的に二酸化炭素地中貯
留の実適用拡大につながる。
⑦ 二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発（ｈ14-20）
＜アウトプット＞
・海洋中CO2の挙動予測技術の開発
・中深層海洋生物へのCO2隔離の影響評価予測技術の開発
・CO2海洋隔離に係わる国際動向調査
＜アウトプットからアウトカムへ展開＞
・海洋中へ放出したCO2の希釈挙動予測、海洋生物へのCO2 影響予測の手法を開発し、
併せて、海洋生物や海洋生態系へのCO2の急性および長期影響の知見を集積すること
によって、海洋隔離に対する国際的合意を目指した実海域実験実施を可能にする。
＜アウトカム＞
・CO2海洋隔離の実適用を目指した実海域実験であるが、当面は地中貯留の研究開発に重
きが置かれる。
⑧ 二酸化炭素削減技術実証試験（ｈ21-25）
本事業は21年度以降の事業であるためアウトプットは出ていないが、事前評価書の内容か
らアウトプットの予測を記す。
＜アウトプット＞
・３Ｄ探査、調査、ボーリングなどによる地下貯留層構造解明などの基盤技術
・事業コスト指標
・安全性評価指標開発
＜アウトプットからアウトカムへ展開＞
公的研究機関と実証試験実施機関などが基盤技術や安全性評価結果を受け継ぎ、実証試
験を実施できるようになる。
＜アウトカム＞
年10万ｔ規模での貯留実現実証試験
⑨ 二酸化炭素大規模固定化技術開発（ｈ15-19）
＜アウトプット＞
・環境ストレス耐性や生長性に影響を与える遺伝子を特定し、モデル植物及び実用樹木
での遺伝子組み換え技術の導入を実施。
・ユーカリ精英樹の乾燥・塩害地における実証。
＜アウトプットからアウトカムへ展開＞
高セルロース含有、病虫害耐性形質保有また、対環境性保有の樹木開発ができることで、
実際のフィールドでの植林、その結果として製紙原料の安定供給につながることとなる。
＜アウトカム＞
・大規模な未利用地への植林の実現
・製紙原料の安定的調達
具体的な展開として、下記のバイオ技術活用型二酸化炭素大規模固定化技術開発につな
がる。
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⑩ バイオ技術活用型二酸化炭素大規模固定化技術開発
本事業は20年度以降の事業であるためまだアウトプットは出ていないが、事前評価書の内容
からアウトプットの予測を記す。
＜アウトプット＞
・高セルロース含有、病虫害耐性形質保有する樹木を精英樹選抜を利用して開発。
・遺伝子組み換え技術により酸性土壌体制を高めた樹木を効果的に植林する技術。
・植林した樹木から得られる木材の約8割を製紙材料として利用し、残渣を効果的にエタ
ノール化する技術。
＜アウトプットからアウトカムへ展開＞
製紙会社などの民間企業が引きついで展開する予定。
＜アウトカム＞
・大規模な未利用地への植林の実現
・製紙原料の安定的調達
・エタノール製造による化石燃料消費の削減
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CO2固定化・有効利用分野

別紙２-１-１
諸外国と連携した革新的は温暖化防止技術の研究開発、発展途上国へ
の技術移転
民間企業が独自に取り組む二酸化炭素固定化・有効利用の技術開発へ
補助

CO2固定化・貯留分野で技術革新に結びつくシーズの基盤技術研究

化学吸収法

排出後のＣＯ に対する固定化・
有効利用技術の開発

大
規
模
排
出
源
から
の
二
酸
化
炭
素
排
出
削
減
技
術

物理吸収法

CO2分離・
回収技術

その他

耐久性
寿命

帯水層貯留

モデル化

低品位廃熱を利用する二酸化炭素分
離回収技術開発（ｈ16-20）④

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

分子ゲート機能CO2分離膜の技術研
究開発
（ｈ18-22）⑤

貯留層やシール層の地質構造、地質データの調査・解析

二酸化炭素削減技術実証試験
（ｈ21-25）⑧

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

二酸化炭素貯留隔離技術研究開発
（ｈ12-24）（補助）⑥

周辺海域における海洋環境や生物影響等の評価予測手法の開発

二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影
響予測技術開発（ｈ14-20）⑦

炭層固定
枯渇油・ガス層貯留

CO2隔離

その他

溶解希釈(固定式）

海洋隔離

溶解希釈（移動式）
深海底貯留隔離

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。

プラズマ分解

Cへの分解

マグネタイト法
その他

変換・
有効利用

高分子合成法

化学品へ
の変換

生物による
吸収固定

大規模植林
による
地上隔離

海洋植物
による
吸収

・・・プロジェクトの成果
(21年度事前評価書）

直接水素化
電気化学還元
その他
森林管理

単位固定量増大

凡例
・･･技術戦略マップ技術体系

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。

二酸化炭素大規模固定化技術開発
（ｈ15-19）⑨

バイオエタノール化に適した樹木への環境耐性付与を遺伝子技術により
実施し、原料樹木の不良環境下での効率的な植林技術を開発

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） ⑩

信頼性あるデータ整備

バイオマスの革新的
利用による植生拡大
その他
植物プランクトンの増殖・沈殿
大型海藻の育成・利用

動物による
吸収

乾燥地帯のような過酷環境下でも生育する樹木の開発

乾燥地帯への植林

マップ

・・・プロジェクト(21年度事前評
価書・イノベーションプロ）
○数字は第２章の２-２-1
のプロジェクトの数字

プログラム方式二酸化炭素固定化・
有効利用技術開発（ｈ11-23）②

地中貯留

マップ

大
気
中
の
二
酸
化
炭
素
濃
度
低
減
技
術

京都議定書目標達成産業技術開発
促進補助金（ｈ15-19）【制度】①

製鉄プラント等の排ガスの低熱量・再生可能な新吸収液、低エネルギー科
学吸収システム、未利用低品位廃熱回収システムの開発

実試験

膜分離

2

マップ

コスト

地球環境国際研究推進事業（ｈ1423）【制度】③

開発段階：いずれも基礎研究段階

植物プランクトン・海藻などの
培養設備生産

・・・19年度終了プロジェクト
・・・未実施技術の考察
（戦略マップより）

１
珊瑚礁の造成

開発段階：基礎研究段階

CO2分離・回収技術
プロジェクトの範囲
【インプット】

【アクション】

機械メーカー

製鉄所未利用廃
熱利用システム
開発

製鉄所

廃熱活用シス
テムによる安価
な蒸気供給

CO2分離回収コ
ストの半減達成
見通し

火力発電所

分離ゲート機能
CO2分離膜の技術
研究開発⑤

膜素材の開発

ＩＧＣＣなどの圧
力を有するガス
からのCO2回収
可能な分離膜

分離膜モジュー
ルの開発

膜メーカ

分離膜モジュー
ルの大型化開発

分離システムの
開発

火力発電所

（補助）

新吸収液の開
発

ＲＩＴＥ
期間：Ｈ１６－Ｈ２０
総予算：16.5億円

国
（補助）
ＲＩＴＥ
(H18-19執行額1.7億）
（H20－22予算額15億）

貯留隔離技術開発
国
（全額補助）
民間企業等
（H16-H19執行
額49.5億円）
（H20-H24予算
額39.6億円）

国
（補助）
ＲＩＴＥ
（ H14-H20予算
額21．9億円）

（委託）
民間企業等
（H21-H24予算
額313億円）

【直接アウトカム】

二酸化炭素貯留隔
離技術研究開発⑥
二酸化炭素貯
留・隔離の基盤
技術の開発
賦存量ポテン
シャル調査
海洋隔離に関する
技術開発（統合分）

【中期アウトカム・インパクト】

2015年

2020年

2030年～40年

2050年

パイロット規模での
実用化試験
CO2分離回収技術
コスト半減（2015年）
（１５００円/t－ CO2以下）

機械メーカー
パイロット規模
の実用化試験

火力発電所等の大規模
排出源におけるＣＣＳの
実適用（2020年頃）

【アウトプット】
安全性評価・信
頼性醸成に係わ
るモデル構築

火力発電所等

二酸化炭素漏洩
モニタリング、挙
動予測など評価
手法
貯留隔離サイト・
可能量のＤＢ

安全性評価、信頼性
評価、挙動予測

CO2海洋隔離
の実現・モデル
海域での実証
（2020年以降）

海洋隔離
技術の
実適用
（2040年
～）

掘削会社

統合
海洋隔離に伴う環
境影響予測技術開
発（H20まで）⑦
海洋環境への
影響などの予
測評価手法
二酸化炭素削減技
術実証試験⑧

国

カスタマー

吸収再生エネル
ギーの低い吸収
液開発

低品位廃熱を利用
する二酸化炭素分
離回収技術開発④

国

【アウトプット】

貯留（二酸化炭
素回収・貯留
（ＣＣＳ）する技
術の実証
長期挙動予測
可能な二酸化
炭素挙動予測
シミュレーション
技術の確立
モニタリング技
術等の基盤技
術の確立

海洋中の二酸化
炭素挙動、生物
影響予測、海洋
隔離サイトポテン
シャル

公的研究機関

【アウトプット】
3D探査、調査
ボーリングなど
による地下貯留
層構造解明など
基盤技術

：インプット（投入資源）
公的研究機関
年10万ｔ
規模での
貯留実現

事業コスト指標
の確立

：アクション（実施）
：アウトプット（成果）
：直接カスタマー

安全性評価指標
の開発

実証試験
実施民間
企業

：アウトカム
：インパクト
：必要な要員・阻害要因
２

：インプット（投入資源）

地球環境国際研究推進事業（ｈ14-23）【制度】
プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発（ｈ11-23）
京都議定書目標達成産業技術開発促進補助金（ｈ15-19）【制度】

：アクション（実施）
：アウトプット（成果）

【インプット】

【アクション】

【プロジェクトのアウトプット】

カスタマー

【直接アウトカム】

：直接カスタマー

地球環境国際研究推
進事業③

ＭＥＴＩ
補助
ＲＩＴＥ･ＩＣＥＴＴ
共同研究
海外団体
（政府・研究
機関・企業
等）
(Ｈ14～Ｈ23
Ｈ16～Ｈ19まで
の執行額33億円、
Ｈ20～Ｈ23の予
算額12億円）

①国際研究推進事
業
・諸外国の先進的
な取組と連携
・現在は世界経済
の持続的発展と温
室効果ガスの排除
削減実現のための
シナリオ作成及び
分析

②技術普及推進事
業
・ＣＴＩやＡＰＰの国
際的な枠組みを活
用した諸外国との
協力・発展途上国
への技術移転取組
・具体的には日本
人専門家派遣によ
る現地のエネル
ギー効率改善技術
普及
・海外政府関係者
への研修による人
材育成

：アウトカム

温室効果ガス
排出シナリオ

20～21年度
・中国、インド、
ベトナム等で効
果が大きい地
域セクター選定
・モデル企業の
エネルギー効
果向上に向け
た現地での技
術支援・人材育
成を実施

21～23年度
・モデル企業の
成果、教訓につ
いて、他企業、
他地域、他セク
ターへの展開

政府

ＩＰＣＣの次期排
出シナリオ及び
第５次評価報告
書（2013年出版
予定）にインプット

：インパクト
科学的根拠で裏打ち
することによる、日本
のプレゼンス向上

：必要な要員・阻害要因

現地モデル
企業
途上国における
CO2削減
全世界での削減
率を高める

国際貢献

モデル企業におけ
るCO2削減効果
他企業、他産業、
他地域へ、削減
の取組の波及
日本の技術
保有企業

プログラム方式二酸化
炭素固定化・有効利用
技術開発②

ＭＥＴＩ
補助
ＲＩＴＥ

(Ｈ16～Ｈ23
Ｈ16～Ｈ19まで
の執行額27億円、
Ｈ20～Ｈ23の予
算額14億円）

・中長期的な観点
から可能生の高い
技術シーズを複数
準備
・テーマ発掘から実
現可能性確認まで
一貫体制で基盤技
術確立

・技術テーマの
抽出
・基盤技術研究
実施
・プロジェクトへ
の移行

研究機関
個別研究プロジェ
クトの立ち上げ

排出後のCO2に対する
固定化・有効利用技術
の研究開発の開始

民間企業

固定化・有効利用技術
による大気中の温室効
果ガスの削減

京都議定書目標達成
産業技術開発促進補
助金①
国
1/2補助

ＲＩＴＥ・ＩＣＥＴＴ
参加
民間
(Ｈ15～Ｈ19
Ｈ18までの執行
額32億円、Ｈ19
の予算額3億円）

CO2固定化・有効
利用技術開発等の
うち、エネルギー効
率の高い温暖化防
止の実用化技術開
発
・温暖化防止対策
を加速度的に進め
るためのもの
・新規性があるもの
・より高い省エネ目
標量の設定のある
もの
・目標設定が妥当
かつ市場化への道
筋が明確なもの

地球環境への
負荷を軽減する
ためのエネル
ギー効率の高
い技術開発

民間企業

技術のブレーク
するーによる早
期の温暖化問題
解決

排出後のCO2に対する
固定化・有効利用技術
の実用化

３

バイオ技術活用型二酸化炭素大規模固定化技術開発

【インプット】

【アクション】
バイオ技術活用型二酸
化炭素大規模固定化技
術開発⑩

バイオエタノールの
生産に適した高セ
ルロース樹木探索
育成方法に関する
技術開発
国
（2/3補助）
民間企業等
共同研究

酸性土壌、病害虫
等不良環境耐性遺
伝子の樹木への導
入に関する技術開
発

【当該プロジェクトのアウトプット】

カスタマー

高セルロースの
形質を保有する
樹木を遺伝子情
報を活用した精
英樹選抜により
開発

植林情報及びバ
イオ技術を活用し
た樹木の新規探
索育成技術を開
発

・遺伝子解析及び有
用形質の分析・同定
・高セルロース樹木
の探索育成技術の
開発・実証

【中期アウトカム・のインパクト】

大規模な未利用地への植
林の実現

製紙原料の安定的調達

民間企業
（製紙会社等）

大学研究機関等
Ｈ20～Ｈ23
3.8億円

【直接アウトカム】

製紙業の競争
力強化
効果的な植林・育成によ
るエネルギー消費の削減

酸性土壌耐性及
び病虫害耐性の
形質を保有する
樹木を遺伝子組
み換え技術によ
り開発

・耐性付与遺伝子の
樹木導入と林地検証
エタノール製造による化
石燃料消費の削減

・開発樹木のエタ
ノール化（最適化研
究等）

二酸化炭素大規模固定
化技術開発⑨

乾燥地域でも耐性
のある樹木を遺伝
子組み換えや精英
樹選抜で作出
（具体的にはユー
カリ）

国

ＲＩＴＥ
共同研究
民間団体等

実際の乾燥地での
森林創成実証

要素技術を活用
植物生育不適地
でも生育可能な
樹木の遺伝子組
換え導入の基盤
技術

精英樹選抜で未
利用地での森林
創成を図る基盤
技術
：インプット（投入資源）

Ｈ15～Ｈ19
11.7億円

：アクション（実施）
技術実証結果

：アウトプット（成果）
：直接カスタマー
：アウトカム
：インパクト
：必要な要員・阻害要因

４

第３章

技術に関する事業の概要

A

京都議定書目標達成産業技術開発促進事業
（研究開発制度）

経済産業省産業技術環境局環境政策課

目

次

３-１-A 目的及び政策的位置付け………………………………………………………１
３-１-A-１ 目的………………………………………………………………………１
３-１-A-２ 政策的位置付け…………………………………………………………１
３-１-A-３ 国の関与の必要性………………………………………………………１
３-１-A-４ 他の制度との関連………………………………………………………１
３-２-A 目標………………………………………………………………………………４
３-２-A-１ 目標・指標………………………………………………………………４
３-３-A 成果、目標の達成度……………………………………………………………４
３-３-A-１ 成果…………………………………………………………………………４
３-３-A-１-１ 成果…………………………………………………………………４
３-３-A-１-２ 特許出願状況等……………………………………………………５
３-３-A-２ 目標の達成度……………………………………………………………５
３-４-A 事業化、波及効果………………………………………………………………３３
３-４-A-１ 事業化の見通し…………………………………………………………３３
３-４-A-２ 波及効果…………………………………………………………………３３
３-５-A マネジメント・体制・資金・費用対効果等…………………………………５０
３-５-A-１ 制度のスキーム…………………………………………………………５０
３-５-A-２ 制度の体制・運営………………………………………………………５１
３-５-A-３ 資金配分…………………………………………………………………５８
３-５-A-４ 費用対効果………………………………………………………………５９
３-５-A-５ 変化への対応……………………………………………………………５９
３-６-A 別添資料「アンケート集計結果及び個別テーマ採点結果」………………６０

３-１-A

目的及び政策的位置付け

３-１-A-１

目的

民間企業が取り組む技術開発であって、地球温暖化に係る負荷の抑制・低減、エネルギー効
率の高い生産プロセスに関するもののうち、実用化レベルにあるものについて、事業費の１／
２を補助し、地球温暖化防止に資する産業技術の一層の推進を図ることを目的に実施する。
３-１-A-２

政策的位置付け

二酸化炭素の固定化・有効利用技術に関しては、そのほとんどが光触媒や分離膜の材料開発、
ナノテクノロジー、バイオテクノロジー等の基礎的かつ高度な技術を必要とする。更に、地球
環境問題が人類共通の緊急かつ最重要の課題であることから、我が国が関係各国と国際的な連
携を取りつつ、技術開発を推進するなど、効率的に対策を推進することが必要である。
３-１-A-３

国の関与の必要性

二酸化炭素の削減による温暖化抑制（外部性への対応）という目的がなければ技術開発その
ものに意味を持ち難い技術であるため、民間企業が独自に研究開発を行うインセンティブは働
きにくい。また、これら技術の開発には、多額の研究費用や長期の研究開発期間が必要となり、
民間独自ではリスクが大きく、実用化や普及が進まない。そこで国は、公共財としても位置づ
けられる当該技術開発を積極的に支援し、産学官が協力して取り組んでいくことが必要である。
３-１-A-４

他の制度との関連

本制度の上位施策は、施策「温暖化対策」である。施策「地球温暖化防止新技術プログラム」
（H16 年度〜）は、平成 19 年度より、同究開発プログラム及び推進事業や基盤整備、税制な
どを含む施策「温暖化対策」として統合された。
「地球温暖化防止新技術プログラム」の当初の基本計画では、下に示す図のように、革新的
エネルギー消費削減技術（35 テーマ）と CO2 固定化・有効利用技術（13 テーマ）の構成であっ
た。
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（１）地球温暖化防止新技術プログラム内の類似制度
地球温暖化防止新技術プログラムは、平成 16 年度時点で、革新的エネルギー消費削減技術
25 プロジェクトと CO2 固定化・有効利用技術 12 プロジェクトが実施され、革新的エネルギー
消費削減技術 25 プロジェクトはすべて終了した。

CO2 固定化・有効利用技術プロジェクトで

は５件のプロジェクト追加があり、19 年度以前の終了プロジェクトは 5 件である。
また、平成 15 年度以前では、革新的温暖化対策技術で 10 事業、二酸化炭素固定化・有効利用
技術で事業が終了している。
本事業（京都議定書目標達成産業技術開発促進事業）の類似制度として、広義に解釈すれば
幾つかの制度を挙げることが可能だが、ここでは狭義に類似性を解釈すると、二酸化炭素を直
接開発技術の対象としている研究開発制度である「二酸化炭素固定化・有効利用技術実用化技
術開発」が挙げられる。なお、本事業は、終了した制度の「地球環境保全関係産業技術開発促
進事業」の後継事業であり、類似制度からは除外した。
・二酸化炭素固定化・有効利用技術実用化技術開発（予算：交付金事業）Ｈ13~17
説明；
我が国の温室効果ガス削減に向けて更なる取り組みを図るため、二酸化炭素固定化・有効
利用技術等の中から、特に実用可能性の高い事業について、中長期的取り組みとして最大
の効果が発揮されるよう支援を行う。（国から交付先へ定額）
２〜３年間程度、年間 3,000〜6,500 万円（又は 5,000 万円程度）の予算規模のものを対象
とした委託研究制度である。
（２）経済産業省で実施している類似の制度
経済産業省が係る 17 の研究開発プログラムは、平成 20 年度から、より大きな政策目標とな
2

る７項目のイノベーションプログラムの下に再整理・体系化された。
また、地球温暖化対策ではフロン等の温室効果ガスも対象となるが、平成 15 年当初は、
「フロ
ン等に係るオゾン層保護・地球温暖化防止対策の推進」のように、本制度の上位施策である「地
球温暖化防止新技術プログラム」と別に取り上げられていた。 現在は、
「革新的ノンフロン系
断熱材技術開発プロジェクト」と「ノンフロン型省エネ冷凍空調システム開発」の２件が＜脱
フロン等技術開発＞として「地球温暖化防止新技術プログラム」に取り込まれている。
イノベーションプログラム下にあるプロジェクトは膨大な件数で、研究開発の効果として省
エネルギーを達成させる目的のものが多数ある。特に本制度と関連があると見られるのは、エ
ネルギーイノベーションプログラムで、
「総合エネルギー効率の向上」に分類されている「エネ
ルギー使用合理化技術戦略的開発（運営費交付金）」である。

その事業内容を示した。

エネルギー使用合理化技術戦略的開発（運営費交付金）
（概要）省エネルギー技術開発の実効性を高めるために、シーズ技術の発掘から実用化に至る
まで、民間団体等から幅広く公募を行い、需要側の課題を克服し得る省エネルギー技術開発を
戦略的に行う。
（技術的目標及び達成時期）中長期的視点に立った省エネルギー技術戦略を構築し、技術開発
の相互連携によりシナジー効果が発揮され技術開発が促進されるよう、超燃焼システム技術、
時空を超えたエネルギー利用技術、省エネ型情報生活空間創生技術、先進交通社会確立技術、
次世代省エネデバイス技術の技術群に重点化して、省エネルギー技術戦略に沿った技術開発を
戦略的に推進する。
（研究開発時期）２００３年度〜２０１０年度
（３）環境省で実施している類似の制度(競争的資金)
環境省で実施している競争的資金を下表にまとめた。実用化フェーズを研究対象としている
ものに、「地球温暖化対策技術開発事業（競争的資金）」という名称の制度がある。
技術開発を実施する能力と体制を備えた主体から幅広く提案を募り、CO2 排出削減を図るため
の基盤的な技術の実用化のための開発を行う。
本事業は、京都議定書の第一約束期間（2008 年〜2012 年）中に早期に事業化・製品化でき、
かつ、その後も継続的に対策効果をあげうるエネルギー起源二酸化炭素の排出を抑制する技術
の開発であって、幅広い対象に普及することが見込まれる基盤的な技術開発について、民間企
業等に委託又は補助することにより実施するものです。また、京都議定書の第一約束期間以降
に実用化が見込まれる技術であっても、大幅な CO2 削減効果が見込まれる技術・システムの開
発であれば、対象となります。
１課題当たり年間数千万円〜数億円程度、３年以内
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３-２-A

目標

３-２-A-１

目標・指標

本制度は、民間企業が取り組む温暖化防止技術のうち、二酸化炭素排出削減に資する技術を
開発することを目標としている。
また、本制度では、目標達成度を測定・判断するための指標として、テーマ実施件数および
論文発表数・特許件数（出願を含む）等を設定し、その目標達成時期は平成１９年度としてお
り、現時点において、特段の変更なく当初の目標どおりとなっている。
大気中の二酸化炭素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、
温室効果ガスのさらなる長期的、継続的な排出削減を進め大気中の温室効果ガス濃度を安定化
するためには、各分野において革新的な技術開発を進める必要があることから、目標設定は妥
当なものと考える。
なお、この目標設定は、本制度が特定の開発課題への支援等を行うものではないことから、
研究手法、技術的背景、ブレークスルーポイント等については、個別テーマ毎に対応が異なっ
てくる。このため、上記のとおりの目標達成度の測定・判断指標を設定している。

３-３-A

成果、目標の達成度

３-３-A-１

成果

３-３-A-１-１

成果

（１）制度の概要
・制度の概要
民間企業が取り組む温暖化防止技術のうち、実用化レベルにあるものについて、事業費の
１／２を補助する
・制度の目的
二酸化炭素の分離・回収・発生抑制・固定化・再利用に関する技術あるいは、バイオテク
ノロジーやナノテクノロジー等を活用し、従来の方法に比較し格段にエネルギー効率の高い
生産プロセス技術等を開発することにより、大気中への二酸化炭素の排出を削減し、地球温
暖化の防止に寄与する。
・実施計画
事業開始年度：平成１５年度
事業終了年度：平成１９年度
・対象とする事業規模
財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）：
1 件あたりの事業費として年間数千万円から３億円程度。
4

財団法人国際環境技術移転研究センター（ICETT）：
1 件あたりの事業費として年間数千万円から 1 億円程度。
・技術開発期間
３年程度
・目標（水準）
二酸化炭素排出削減に資する技術を開発
（２）成果概要
平成１５〜１９年度の間に、RITE は３２課題、ICETT は２０課題を実施し、全て終了し
ている。（表１-１及び表１-２参照）これら実施課題のうち RITE、ICETT 共に４件が開発
された技術を活用して事業化している。また、RITE は８件が事業化間近の段階まで研究開
発を進めており、ICETT は７件が条件が整えばいつでも事業化できるもの、事業化の時期を
明確に決めているものである。
本制度の「民間企業が取り組む温暖化防止技術のうち、二酸化炭素排出削減に資する技術
を開発する」という目標に対し、ある程度の成果を出したといえる。
なお、採択課題毎の終了時点の成果は表２-１及び表２-２のとおりであり、その後の技術
開発成果の実施状況及び特許件数等についてまとめたものが表３-１及び表３-２のとおりと
なっている。
また、採択課題の産業技術としての見極め、実用化に向けての課題等については、４−１
において言及する。
３-３-A-１-２

特許出願状況等

論文発表・特許件数（出願を含む）についてはこれまでに、RITE では５８件、ICETT で
は２９件の特許が出願されており、RITE では１０６件、ICETT では５６件の論文等対外発
表がなされている。
新聞や雑誌等への掲載については、把握している数としては RITE では５８件、ICETT で
は３０件の実績がある。
特許件数（出願含む）

論文等対外発表件数

新聞等への掲載数

RITE

５８件

１０６件

５８件

ICETT

２９件

５６件

３０件

３-３-A-２

目標の達成度

制度の目標達成度の指標としてのテーマ実施件数については、上述のとおり制度の運用を
開始した平成１５年度から平成１９年度までの５年間に RITE では合計３２、ICETT では合
計２０の技術開発を実施している。
本制度の指標は前述したとおりであるが、制度全体の目標値については設定していない。
5

終了時点の目標達成度は表２-1 及び表２-２のとおりである。
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表１-１

RITE

番号

技術開発テーマ名

参加企業名称

開発期間

1

紫外線／オゾン併用法によるダイオキシン分解処理技術の開発

倉敷紡績㈱

15

2

固体水素供与体を用いた石油製油所排水における脱窒技術の開発

松下産業情報機器㈱

15

3

生体反応を利用した簡易な環境ホルモン定量法の開発

日本ｴﾝﾊﾞｲﾛｹﾐｶﾙｽﾞ㈱

15

4

揮発性有機化合物汚染水を安全処理する技術の開発

㈱ササクラ

15〜16

5

木質系バイオマスの石炭火力発電所への混焼技術の開発

電源開発㈱

15〜16

6

温室効果ガス削減のための高効率ガス機関の開発

三菱重工業㈱

15〜16

7

地球温暖化物質（フロン・ハロン類）分解処理装置の開発

上田石灰製造㈱

8

多糖類を用いた生分解性吸水材の開発

ユニチカ㈱

15〜16

9

排水中の硝酸性窒素の湿式還元分解処理技術の開発

触媒化成工業㈱

15〜16

川崎重工業㈱

15〜16

10
11

エネルギー利用効率化のための溶融塩処理によるＬｉ二次電池の電
極材（Ｌｉ，Ｃｏ）再資源化技術の開発
リチウムイオン電池用鉄系正極の製造技術の開発

JFE ｽﾁｰﾙ㈱、JFE ﾃｸﾉﾘｻ

12

ステンレス酸洗剤の完全リサイクル技術の開発

13

古紙とリサイクル石膏を用いた軽量新素材の開発

14

三井造船㈱
ｰﾁ㈱、㈱ｱｽﾄﾑ、㈱ｻｻｸﾗ

最適な燃焼状態を予測する技術を用いた高度燃焼制御システムの
開発

鈴木工業㈱

15

15
15〜16
15

㈱山武

15〜16

15

廃アルミからアルミ化合物を効率的に生成する技術の開発

㈱アイテック

15〜16

16

機能性セラミックス処理による環境負荷低減型塗料化技術の開発

伸榮産業㈱

15〜16

17

海洋におけるプランクトン現存量自動計測技術の開発

アレック電子㈱

15

18

高度環境浄化機能を有する光触媒の長期安定固定化技術の開発

川崎重工業㈱

15〜16

19

Ｌｉ２次電池用薄膜負極製造技術の開発

住友電気工業㈱

15〜17

20

低温廃熱回収発電装置の実用化開発

日立造船㈱

15〜17

アタカ工業㈱

15〜17

石油資源開発㈱

15〜17

住友金属工業㈱

16〜18

日立造船㈱、利昌工業㈱

16〜18

㈱日本触媒

16〜18

三菱重工業㈱

16〜18

サイバーイメージング㈱

17〜19

島産業㈱

17〜19

松下電器産業㈱

17〜19

21
22
23
24
25
26
27
28
29

二相循環式無希釈メタン発酵法による生ごみ処理の省エネルギー化
技術の開発
繰り返し地震探査による圧入 CO2 のモニタリング手法の開発
700℃級超々臨界圧火力発電プラント主蒸気配管用高強度オーステ
ナイト鋼の開発
CNT 応用大容量キャパシタの製造技術の開発
バイオディーゼル燃料用脂肪酸メチルエステル・グリセリン併産高効
率新規固体触媒プロセスの開発
火力発電所石炭焚ボイラ実排ガスからの CO2 回収長期実証試験研
究
可逆性染料を利用した低エネルギーのリライタブルプリント技術の開
発
民生から発生するゴミの流通・処理における環境負荷低減技術の開
発
パーム椰子プランテーションのメンテナンスで発生する廃葉・廃幹か
らの炭素資源活用システムの開発

30

「膜・吸収ハイブリッド法」によるバイオガス濃縮装置の開発

大陽日酸㈱

18〜19

31

非液系高容量電池用積層薄膜電極材の製造技術の開発

住友電気工業㈱

18〜19

32

シリコンカーバイド基板高品質化バッファ膜作製技術の開発

㈱エコトロン

18〜19

7

表１-２

ICETT

番号

技術開発テーマ名

参加企業名称

開発期間

1

オンサイト型ＲＰＦ化の技術開発

井村屋製菓㈱、㈱クボタ

15〜16

2

セメント焼成用高効率低ＮＯｘバーナの開発

太平洋セメント㈱

15〜16

3

廃熱エネルギー回生用環境調和型熱電材料の技術開発

㈱豊田中央研究所

15〜16

4

化成スラッジリサイクルの実用化開発

トヨタ自動車㈱

5
6
7
8
9

微生物製剤を用いたダイオキシンの生物処理システムの技術
開発
ポリオレフィン系複合樹脂規格外品の原料化に係わる実用化
技術開発
定置型直接メタノール燃料電池システムの技術開発
生分解性プラスチックのブレンド・コンパウンド化による実用化
開発
温室効果ガス削減の為の空気冷媒式超低温(-60℃以下)急速
冷凍装置の開発

10

自動販売機の環境負荷低減のための高効率システムの開発

11

ＨＥＶ用ニッケル水素電池の高出力化技術の研究開発

12

建築廃材を活用した生分解性樹脂シートの開発

13

表面改質法による石炭灰の脱炭・利用技術の開発

14

廃棄古紙からの発泡体製造による CO2 削減技術の開発

15
16
17
18
19
20

三井造船㈱

15〜16

㈱ロンビック

15〜16

㈱ユアサコーポレーション

15〜16

三菱重工業㈱

15〜17

富士電機リテイルシステムズ
㈱
㈱ジーエス・ユアサコーポレ
ーション
㈱

開発
ユビキタス社会対応高信頼性蓄電デバイスの研究開発

15

ダイトーエムイー㈱

三菱化学㈱、三菱化学ＭＫＶ

水素をキャリアとする再生可能エネルギーの貯蔵に関する技術

15

太平洋セメント㈱、三井造船
㈱

15〜17
16〜17
17〜19
17〜19

㈱環境経営総合研究所

17〜18

㈱フレイン・エナジー

18〜19

㈱ジ゛―エス・ユアサ コーポ
レーション

18〜19

CO2 排出削減全体最適化生産計画作成支援システムの技術

㈱情報数理研究所、新藤電

開発

子工業㈱

電球型ＬＥＤ照明の開発

ライトハウステクノロジーズ㈱

19

㈱ワイピーシステム

19

ループウイング㈱

19

二酸化炭素を用いた低環境負荷型高機能精密洗浄システム
の開発
CO2 削減のための耐候性補助動力の開発及び実証試験

8

18〜19

表２-１

RITE

番
技術開発テーマ名

参加企業名称

開発目標

終了時点の研究成果

号
実証装置製作とスケールアップを実施して、実汚染サンプルを用い
ダイオキシン汚染物を現地で安全かつ容易に処理
紫外線／オゾン併用法によるダイ
1

た分解条件の探索と、温室効果ガス削減量の試算を行った。ラボ実
倉敷紡績㈱

し、二次汚染の心配のない、焼却炉残留ダイオキシ

オキシン分解処理技術の開発

験として PCB 分解と、複合汚染の基礎データを取得した。小型促進
ン等の分解処理技術を開発する。
酸化装置を開発してラボ実験に活用した。
石油製油所の排水に含まれる窒素化合物を処理す
るため、水素供与体を固体化し、主に以下の 2 点の
開発を行う。

固体水素供与体を用いた石油製油

松下産業情報

所排水における脱窒技術の開発

機器㈱

2

二酸化炭素発生量原単位の高いセメントを使った従来型の排水処

１．酸素を含んだ好気的な排水を直接脱窒処理可能

理設備を代替する脱窒装置として、目標滞留時間 1 時間への目処を

なシステム開発

付けることができた。

２．地上に設置可能で、大規模な土木工事を必要とし
ないシステム開発
生物が作る抗体(Antibody)や受容体(Receptor)など
生体反応を利用した簡易な環境ホ

日本ｴﾝﾊﾞｲﾛｹﾐ

ルモン定量法の開発

ｶﾙｽﾞ㈱

3

(1)従来よりも 100 倍もの高感度でビスフェノール A（BPA）を定量可

の蛋白質が持つ特異的な化学物質認識能力と驚異

能な ssBPA-ELISA- MP キット、(2)その改良型でより簡単な操作で

的な検出力を利用した定量技術や濃縮技術を開発

BPA の定量が可能な Ready to use（RTU）キット

することにより、誰もが簡単に、ごく微量の環境ホルモ

（ssBPA-ELISA-MP-RTU キット）、(3)アルキルフェノール（AP）のみを

ンを濃縮・定量することが出来るようにする。

定量可能な AP-ELISA-MP-RTU キットの企業化に成功した。

ＶＯＣで汚染された地下水や土壌汚染修復に伴い
地下水が VOC で汚染されているサイトに装置を据付けて連続運転を
発生するＶＯＣ汚染水を、省エネルギーで新たな廃棄
揮発性有機化合物汚染水を安全
4

行い、実際の VOC 汚染地下水においても模擬液による社内試験と
㈱ササクラ

物となる化学薬品を使用せず、中間生成物による二

処理する技術の開発

同様の処理性能が確保されることを確認した。さらに、長期の無人連
次汚染の恐れがなく安全で確実に処理する技術を開
続運転も可能であることを実証し、実用化の目処が立った。
発する。

9

松浦火力発電所２号機（1,000MW）にて実機混焼試験を行い、熱量
化石燃料由来の CO2 を削減するため、既設微粉炭
木質系バイオマスの石炭火力発電
5

換算にて 0.5％の場合に微粉炭機における粉砕特性やボイラ燃焼特

火力における未利用木質系バイオマスの混焼可能性
電源開発㈱

所への混焼技術の開発

性、環境特性において問題なく混焼可能であることを確認した。ま
について研究を行い、石炭火力発電混焼技術を実用
た、木質系バイオマス調達に関する調査結果から、活用可能な木質
化する。
系バイオマス資源についての知見を得た。
炭鉱メタンガスを燃料として高効率での発電を可能

温室効果ガス削減のための高効率
6

小規模単筒試験装置を用いた燃焼試験を行い、炭鉱メタンガスで都

とするガスエンジンを開発することで、メタンガスの放

市ガス 13A と同程度の出力および熱効率を達成できる見通しを得

出による地球温暖化を抑制すると同時に、燃料として

た。また、炭鉱メタンガスに適したガス供給方式および制御方式を開

有効利用する技術を開発する。

発し、試作機による検証試験にて目標性能の達成を確認した。

三菱重工業㈱
ガス機関の開発

電気ヒーターを用いて、吸収材と地球温暖化物質を連続的に高温
実用化レベルの分解処理装置（目標処理量
（900〜950℃）に加熱し、分解ガスを同時に吸収材に吸収させる方法
地球温暖化物質（フロン・ハロン類）

上田石灰製造

20kg/h、本体のみ完成）を用いて地球温暖化物質（フ

分解処理装置の開発

㈱

ロン・ハロン類）分解処理システムの実用化技術の開

7

で、長時間（100 時間）の連続分解処理が出来た。排ガス中の未分解
フロン、塩化水素、フッ化水素は基準値以下であった。ハロン類につ
発をし、企業化を目指す。
いては、分解が可能であることを確認した。
従来の吸水材よりも高い保液能と吸収速度を有するセルロース誘導
紙おむつなどの使い捨て衛生材料や食品鮮度保持
体の血液用吸水材（生理処理用品を想定）及び従来の吸水材と同等
剤などに用いられ、製造・廃棄段階でエネルギー多消
多糖類を用いた生分解性吸水材の

8

の保液能と速やかな生分解性を有するグアガム誘導体の尿用吸水
ユニチカ㈱

費な合成高分子系吸水性ポリマーの代替として、安

開発

材（紙おむつを想定）を開発した。これらはいずれも汎用装置を用い
全性の高い生分解性吸水材を省エネ製造工程にて
て比較的容易に製造することが可能であり、動物試験において高い
低コストに生産できる技術を確立する。
安全性を有することを確認した。
高濃度の硝酸性窒素に適用でき、省エネルギーか

実験室において触媒の初期活性と寿命の測定を行ない、また

排水中の硝酸性窒素の湿式還元

触媒化成工業

つ比較的小規模な設備で処理できる湿式触媒還元

PilotPlant を建設して運転した。触媒検討により、寿命と安全性の観

分解処理技術の開発

㈱

分解法で硝酸性窒素を無害な窒素に変換する方法

点からゼオライト担体が適することを見い出した。触媒の種類・形態、

を確立する。

攪拌槽での反応、水素の使用量減、水素の供給形態などにも企業

9

10

化の目処を立てることができた。

回収プロセスとして Li-LiCl プロセスを選定し、基礎試験にて反応条
溶融塩処理による酸化物電極材の再資源化技術を
エネルギー利用効率化のための溶

件の最適化および溶融金属/溶融塩取扱技術の確立を完遂した。こ
開発し、Li 二次電池の酸化物電極材の製造工程にお

10

融塩処理によるＬｉ二次電池の電極

川崎重工業㈱

れらの基礎データを基に 1/25 ベンチスケール試験装置を設計/製作
いてエネルギー消費を削減することにより、エネルギ

材（Ｌｉ，Ｃｏ）再資源化技術の開発

し、高純度の Li および Co の回収を確証するとともに、実機プラント製
ー利用効率化を行う技術を確立する。
作に向けた技術課題を抽出することができた。
石油資源の枯渇・大気汚染・地球温暖化等の対策
従来正極のコバルト酸リチウムを凌ぐ容量、非常に良好なサイクル
として有効な、高燃費で CO2 低減効果の高いハイブリ

リチウムイオン電池用鉄系正極の
11

三井造船㈱

特性、及び 5C レート（1/5 時間で全容量を完全放電する高速動作条

ッド型電気自動車の格段普及を図るため、高性能リ

製造技術の開発

件）の放電に対する十分な追随性等を有し、HEV 用二次電池に適応
ン酸鉄リチウム正極の製造技術を確立、実用化す
可能な正極の塗工シートを開発した。
る。
省エネルギーとゼロウエイストを両立させた真の意
酸洗液をベンチプラント実験設備を用いて、プロセス（１）酸洗液の中

JFE ｽﾁｰﾙ㈱、
味の循環型社会構築に向けて (1)新酸製造量削減
ステンレス酸洗剤の完全リサイクル

JFE ﾃｸﾉﾘｻｰﾁ

12
技術の開発

㈱、㈱ｱｽﾄﾑ、

和・脱水→（２）酸・アルカリ分離→（３）酸濃縮と処理する実験を行
等による CO2 排出量削減 (2)廃棄物ゼロ化プロセス

い、酸回収率で 95％以上の結果を得て、ステンレス酸洗剤を高効率

の実現 (3)フッ素、硝酸イオンによる環境負荷のゼロ
㈱ｻｻｸﾗ

に資源化する技術を確立することができた。
化を図る。
弊社の古紙発泡化技術（パルフォーム製造技術）を
バインダー開発については、ゼラチンを用いた場合の処方について
応用し、混練、発泡、固化等の廃石膏ボードリサイク
量産スケール規模に適用できる見通しを得た。

古紙とリサイクル石膏を用いた軽
13

ルのための要素技術を確立するとともに、最適バイン
鈴木工業㈱

量新素材の開発

製造技術については、従来のパルフォームの製造工程に無機質体
ダーの選定、配合条件の検討を行う。また、乾燥方式
である石膏を混合した際の製法が確立された。さらに、実機プラント
を検討しながら、試作品の製造までの暫定プロセスを
でも新素材の製造が可能であることが確認できた。
開発する。

11

独自のモデリング技術 TCBM と最適化技術 RSM-S を利用して、常に
計測と制御に関する技術を開発・応用し、分析計や
最適な燃焼状態を予測する技術を

最適燃焼状態に制御するシステムを開発した。効果検証実験から、
高度なアルゴリズムが採用されていない中小規模を

14

用いた高度燃焼制御システムの開

㈱山武

燃焼設備の諸条件が変わった時でもリアルタイムに空燃比を制御し
含む広範な燃焼設備を効率良く運転し、燃料消費量

発
を削減して、CO2 を発生抑制する。

て、高効率な燃焼制御が実現できることを検証し、CO2 発生抑制に寄
与できる技術であることを確認した。

廃アルミと廃石灰及び廃苛性ソーダなどのアルカリ
溶液での反応により、付加価値のある生成物としてア

アルミ化合物について、純度 95％以上の水酸化アルミ回収の技術的

ルミン酸ナトリウム、水酸化アルミあるいはアルミン酸

な見通しを得た。また、アルミ化合物生成時に発生する水素も精製す

カルシウムを投入エネルギーなしに高効率にて回収

ることにより、水素資源としての用途が可能なことが実証できた。

廃アルミからアルミ化合物を効率的
15

㈱アイテック
に生成する技術の開発

するシステムを構築する。
（１）機能性セラミックス処理条件等の追究により、
同一塗布面積あたりのシンナー量を従来比 30％以上
付着性、サビ防止性、乾燥性の効果については実験結果から確認す
削減出来る塗布技術を開発する。
機能性セラミックス処理による環境
16

る事ができ、セラミックス循環した塗料を自動的に塗布できる装置に
伸榮産業㈱

（２）機能性塗料により塗布材との耐剥離性を向上さ

負荷低減型塗料化技術の開発

まで完成させた。この自動塗装装置は塗料メーカーでの塗布実験で
せ塗り直し寿命を 30％以上延ばす技術を開発する。
均一に塗布が可能であることを確認した。
（３）しま紋様による不良品が出ない機能性塗料の塗
布方法を開発する。
励起スペクトルによる植物プランクトンの種識別装置、蛍光像撮像に
従来人手に依存していた動植物プランクトンの種判

海洋におけるプランクトン現存量自
17

よる植物プランクトン形状識別技術、水中顕微鏡による動物プランク

別、計数、サイズ計測を自動化できる観測システムを

トンの撮像測定技術について、それぞれプロトタイプ装置を完成さ

開発し、膨大なプランクトン現存量の解明を通じて、

せ、室内実験およびフィールド実験を通じて本開発の目標とする自然

炭素循環機構の解明の一助を目指す。

界の動植物プランクトンを効率的に検出することが可能であることを

アレック電子㈱
動計測技術の開発

実証した。

12

都市のヒートアイランド化抑制技術の一つとしても適
アンダーコート材の調整法としてゾルゲル法を利用し、各種条件下で
用が検討される親水機能などの、酸化チタン光触媒
高度環境浄化機能を有する光触媒
18

コート材を試作し、性能評価を行った。そして、製造条件の最適化を
川崎重工業㈱

の機能を長期に亘り発揮させるため、1/20 モデル

の長期安定固定化技術の開発

図るとともに小規模の製造装置を設計・製作し、運転試験にて量産
（50L/D）の製造装置を目標としたアンダーコート材の
化の目途をつけることができた。
製造および塗布技術を開発する。
「集電体箔上への長尺・高速成膜技術開発」、「ドライ雰囲気でのハ
燃費性能の優れているハイブリッド自動車の普及促

Ｌｉ２次電池用薄膜負極製造技術の

住友電気工業

19

ンドリング技術開発」等を行いパイロット設備を導入した結果、成膜速
進のため、究極の高容量化を達成できる薄膜負極

開発

㈱

度と長尺化の目標値を達成するとともに、安全に薄膜負極の製造を
Li2 次電池を実用化する。
行う技術を確立し、薄膜負極量産製造技術の見極めができた。
現在、鉄鋼･石油･化学･紙パ･窯業等各種工場やガ
実証試験装置を用いてシステム及び機器の性能確認と長期運転の

低温廃熱回収発電装置の実用化
20

スタービン・ガスエンジン等原動機から排出される
日立造船㈱

開発

実施、コストを含めた最適設計の検討、長期運転後の解体検査を行
200℃以下の排ガス、80℃以上の温水を利用し、アン
った結果、装置の信頼性、安全性をほぼ確立した。
モニアを熱媒体とした発電装置を開発・実用化する。
実生ごみを対象とした実証試験を実施した結果、実生ごみに希釈水
嫌気性微生物の分解能力を活用して無希釈条件で
を加えることなく効率的に処理することが可能であること、実生ごみ

二相循環式無希釈メタン発酵法に

生ごみを効率よく分解することにより省エネルギープ
からプラスチック類等を除去した選別生ゴミ 1t 当たり 150〜180N ㎥の

21

よる生ごみ処理の省エネルギー化

アタカ工業㈱

ロセスを確立し、また副産物であるバイオガスを効率
バイオガスが生成できることが確認でき、バイオガスからのエネルギ

技術の開発

の良い発電で再利用することで、全体としてエネルギ
ー効率の高いシステムを確立する。

ー回収により化石燃料の使用量を減らし、CO2 の削減が実現可能で
あることを検証した。

地中の帯水層に圧入後の CO2 の分布の可視化お

陸域での４次元地震探査モニタリング手法について、標準的な規則

よび定量評価する手法を開発し、化石燃料の燃焼そ
22

繰り返し地震探査による圧入 CO2

石油資源開発

のモニタリング手法の開発

㈱

的配列の３次元地震探査の実施が複雑な地表条件により困難であ
の他で排出される CO2 を地下に圧入・固定する事業

るため、その適用が事実上不可能と考えられていた陸域帯水層の一

が社会的に認容されるための条件の確立、ならびに
つへ適用し、その有用性を世界で最初の事例として実証した。
その推進をめざす。

13

日本における CO2 排出の多くを占める火力発電の
700℃級超々臨界圧火力発電プラ

高いクリープ強度を有し、延性や高温長時間使用に伴う脆化が少な

燃料燃焼について、超々臨界圧発電プラントの蒸気

く、加工性・溶接性に優れた合金を開発し、欧米のプロジェクトで主蒸

条件を現状の約 600℃から 700℃程度まで高温化し

気配管の候補となっている Ni 基合金よりも優れた疲労特性であるこ

発電効率を向上するため、過去適用実績のない主蒸

とを確認した。また、実製造設備において開発合金の大径厚肉継目

気配管用高強度オーステナイト鋼を開発する。

無鋼管を試作することに成功した。

住友金属工業
23

ント主蒸気配管用高強度オーステ
㈱
ナイト鋼の開発

(1)ハイブリッド自動車・太陽電池などに活用できる大
垂直配向された CNT 電極、それを製造するための低抵抗ペースト、
日立造船㈱

容量キャパシタの開発

CNT 応用大容量キャパシタの製

キャパシタに組み上げる技術、CNT 製造能力の向上について開発を

24

(2)ＣＮＴ応用大容量キャパシタ製造技術の開発
造技術の開発

実施した結果、１秒にて定格容量の 80％以上まで充放電可能な
利昌工業㈱

(3)キャパシタの目標コスト従来比１/２これらキャパシ
CNT キャパシタの開発に成功した。
タとその製造技術の開発

バイオディーゼル燃料用脂肪酸メ
25

チルエステル・グリセリン併産高効

㈱日本触媒

率新規固体触媒プロセスの開発

ディーゼル燃料として利用可能な植物油脂由来の脂

パーム油とメタノールとを原料として独自な新規固体触媒（ECVO 触

肪酸メチルエステル（BDF）製造方法に関して、新規

媒）の開発に成功し、固定床連続流通式反応プロセス技術と生成物

固体触媒を開発し、苛性ソーダ等の副原料を使用せ

を簡便に分離・精製可能な連続生産技術とをベンチスケールレベル

ず廃水がほとんど生じないエネルギー効率の高い製

で技術確立した。本技術から得られたメチルエステルは、ヨーロッパ

造プロセスを開発する。

の BDF 規格をクリアする組成の製品が得られた。

当社が関西電力と共に実用化している、世界で最も

火力発電所石炭焚ボイラ実排ガス
26

松島火力発電所に実証プラントを建設し、長期実証試験を実施した

省エネルギーの天然ガス焚ボイラ排ガスからの CO2

結果、4000 時間の実証運転を達成し、煤塵、SOx、NOx の装置系内

回収技術を今後、石炭焚ボイラ排ガスからの回収技

での挙動や吸収液に及ぼす影響を検証するとともに、前処理装置と

術につなげるため、平成 20 年頃までに大規模（3,000

して超高脱硫及び排ガス水洗機能を備えた排ガス冷却塔を設置する

トン／日レベル）商用機を各国プロジェクトに提供でき

ことで石炭焚き微量成分の処理が可能であり、CO2 の吸収・再生を安

るようにする。

定して行えることを実証した。

オフィス、家庭、工場、倉庫などで大量に消費されて

新端面ヘッドと加熱制御プログラムを含む制御ユニットを開発し、省

いる紙ゴミを大幅に低減し、尚且つ消費エネルギーも

エネ・省資源・小型・軽量・低価格・高品質などを特徴としたリライタブ

削減して地球温暖化を防止するため、可逆性染料を

ルカードプリンタの量産向け試作品を開発するとともに、カンバン用・

三菱重工業㈱
からの CO2 回収長期実証試験研究

可逆性染料を利用した低エネルギ
サイバーイメー
27

ーのリライタブルプリント技術の開
ジング㈱
発

14

利用した低エネルギーのリライタブルプリント技術を

オフィス用のリライタブルプリンタ開発の目途を立てることができた。

開発する。

民生から発生するゴミの流通・処理
28

民生部門から廃棄されるゴミを減容化して、ゴミを入

オフィス用可燃ゴミの減容梱包装置については、可燃ゴミを 1/10 に

れるポリ袋を削減する減容梱包装置、生ゴミの脱水

減容して梱包する２次元圧縮プロセスを開発し、モニタ用試作機を製

減量装置の実用化を進め、焼却時の二酸化炭素の

作した。

発生を低減すると共に、ゴミの運搬効率向上に伴う環

家庭用生ゴミ脱水減量装置については、生ゴミを 40〜50％脱水して

境負荷の低減、および流通コストの低減につながる

1/4 に減量する実用的プロセスを開発し、モニタ用試作機を製作し

技術開発を行う。

た。

島産業㈱
における環境負荷低減技術の開発

廃葉・廃幹の前処理及び分解技術を開発するとともに、分解物を活
パーム椰子プランテーションのメン

マレーシアの大規模プランテーションから発生する廃
松下電器産業

29

テナンスで発生する廃葉・廃幹から

用した植物由来ポリマー、易分解性コンパウンド、３次元カーボンナノ
葉・廃幹を炭素資源として有効活用し、環境に優しい

㈱
の炭素資源活用システムの開発

チューブブラシ、カーボンセラミックス軸受などモータ材料を開発する
モータ材料を開発する。
ための基礎的データを得た。
酪農施設、下水処理場などのバイオガスの発生源に

実証装置を製作し、バイオガス発生サイトで実ガス評価設備の施工

おいて、メタンガスを低コストで濃度 98vol％以上、か

と実ガスによる２ヶ月間の実証試験を実施した結果、98vol％の濃縮

つ回収率 98％以上で分離可能な「膜・吸収ハイブリッ

メタン濃度、96〜98％のメタン回収率を達成するとともに、膜・吸収ハ

ド法」を用いたバイオガス中のメタンガス濃縮装置を

イブリッド法によるバイオガス濃縮装置の実用性と実運用による操作

実用化する。

条件を確認した。

「膜・吸収ハイブリッド法」によるバ
30

大陽日酸㈱
イオガス濃縮装置の開発

連続一括積層設備を設計・導入し、複合材料連続積層成膜技術開
ハイブリッド車の車両性能を左右するカギを握る二次

発を実施し、非液系高容量薄膜電池用電極材の量産製造技術の量

非液系高容量電池用積層薄膜電

住友電気工業

電池の高性能化を図るため、電解液を全く使用せ

産性・コストの見極めを行うとともに、界面組成制御技術開発、実着

極材の製造技術の開発

㈱

ず、かつ緻密な薄膜の積層成膜から成る「非液系高

量均一制御技術開発、非液系電極材電池性能評価技術開発を実施

容量積層薄膜電極材」の製造技術を開発する。

し、非液系高容量薄膜電池用電極材の量産製造技術の品質の見極

31

めを行った。
32

シリコンカーバイド基板高品質化バ

㈱エコトロン

シリコン半導体に比べて低損失で省エネルギー効果

15

ＳｉＣ基板を高品質化するためにＭＳＥ法によるバッファ膜形成技術を

ッファ膜作製技術の開発

表２-２

が高いシリコンカーバイド(SiC)半導体普及の阻害要

開発し、電子デバイスを作製、動作等の試験を行った結果、開発した

因を排除するため、SiC 基板上に基板の欠陥の伝播

ＳｉＣエピタキシャル膜はマイクロパイプなどの欠陥を大幅に伝播抑制

を抑える機能を持つエピタキシャル膜（バッファ膜）を

できる効果があり、電子デバイス動作上問題がないことから目的とす

形成する技術を開発する。

るバッファ膜の基本的な特性を満たしていることを確認した。

ICETT

番
技術開発テーマ名

参加企業名称

開発目標

終了時点の研究成果

号
一般に RPF（Recycled Plastics and Paper Fuel：廃プラスチック・
紙屑リサイクル燃料）は大量に化石燃料を消費する大型ボイラー、焼却

オンサイト型 RPF 装置の開発、RPF エネルギーシス

炉によってのみ一部石炭の代替燃料として使われているが、この RPF 技

テムの構築に関する技術開発を実施した。

術を改良し、廃棄物発生元の工場規模にかかわらず、その発生量に合わ

この結果、オフサイト処理よりオンサイト型 RPF 装

オンサイト型ＲＰＦ化

井村屋製菓㈱、㈱

せてオンサイトで RPF の製造及び熱エネルギー回収までを行い、自社工

置による処理が CO2 の削減に寄与できることを確認

の技術開発

クボタ

場内完結型のリサイクルシステムの構築と本システムの汎用化技術の開

した。

発を行う。

また、RPF 装置稼動による環境影響調査では各分析に

地球上どこでも、廃棄物が発生するその場所で（オンサイトで）その資

おいても環境基準を大きく下回ることが確認され、

源を有効利用する技術を確立し、地球規模における資源循環型社会の構

環境影響は極めて低いことを確認した。

1

築を現実化させる。
可燃性廃棄物使用による化石燃料代替
NOX 発生低減量

100ppm（O2

7％

10％換算）

燃焼シミュレーションによる NOX 発生解析は実機
レベルにおおむね近い値まで推定できるようになっ

セメント焼成用高効
開発効果の例を日本の年間セメント生産量換算で示すと下記の通りであ
2

率低ＮＯｘバーナの

る。
開発

た。

太平洋セメント㈱
①CO2 削減量

975,000t- CO2 /年

②窒素酸化物低減量

30.6t-NO2/年

今後、海外の発展途上国においても環境負荷低減と高い品質基準の要求

16

実機試験ではキルンの運転条件を変更した場合でも
適正な燃焼状態を保ち、従来より NOX 抑制が可能と
なった。

及びキルンでの可燃性廃棄物使用による化石燃料の代替化が高まると予

NOX 低減効果に関しては、ほぼ目標どおりの 100ppm

想される。

低減が確認されており、実用上の問題はないと考え

よって、セメント品質が高く、可燃性廃棄物使用による化石燃料代替が

られる。

可能な、高効率のセメントキルン用低 NOx バーナの必要性及び効果は高
いと考える。
熱電材料計算解析技術開発では熱伝導の定量的な
予測プログラムを開発し、ｎ型ホモロガス材料の物
質設計に適用し、実証した。
熱電材料作成技術開発ではｎ型ホモロガス物質に関
熱電材料が排熱エネルギー回収用途で広範に用いられるためには、
してトップレベルの性能を実現し、ｐ型コバルト系
①

高い熱電変換効率、に加え、

㈱豊田中央研究

②

高温大気中で安定に使用できること、及び

所

③

廃棄の際に環境負荷を与えないこと、が必要である。

廃熱エネルギー回生
3

物質では熱電特性を大幅に改善した。また、発電モ

用環境調和型熱電

ジュールを設計・試作し酸化物熱電材料の有用性を

材料の技術開発

実証した。
このためには環境負荷物質を含まない高性能酸化物熱電材料の開発が鍵
熱電材料評価技術開発では焼結体の配向度を評価す
と考え、その作製プロセスを確立することを目標とする。
る手法を確立し、高配向焼結体を実現する条件を見
出した。
また、熱電性能に関する輸送物質の解析手法を確立
し、ｎ型ホモロガス物質の輸送機構を解明した。
車両の燃費向上による CO2 発生量低減の手段として、ボデーのアルミ

化成スラッジリサイク
4

ボデー塗装の化成処理工程で発生するスラッジを

化による車両重量軽減への取組みが進められている。

溶解して、電気透析技術を応用した成分分別技術を

その一方で、材質をアルミに変えることにより塗装の化成処理工程では

確立し、有効成分を工程内に戻すことを可能にする

発生するアルミ系スラッジにフッ素化合物を含むことになり、現行のス

技術が開発できた。

ラッジリサイクル方法では設備の腐食を引起して対応が困難となり、廃

この結果アルミボデー化の展開を進める上で障害の

棄物の増加が懸念される。

一つであった廃棄物の増加を防止することが可能と

トヨタ自動車㈱
ルの実用化開発

17

車両軽量化のためのアルミボデー化の展開と廃棄物低減を両立させるた

なり、塗装工程でのアルミ化の技術的問題が解決で

め下記の技術開発を実施する。

きた。

(ア) アルミ系、及び鉄系の化成スラッジ混合物の分別技術及びリサイク
ル化技術開発
(イ) 実ラインスケールでの実用化開発
機能性複合微生物製剤は、生物処理では分解処理が困難と考えられる
ダイオキシンを安全・確実に分解できる可能性がある。
ダイオキシン汚染現場で汚染土壌や廃棄物中のダイオキシンを、機能性

新規微生物製剤の製造法を確立した。

微生物製剤を用いた
複合微生物製剤を用いて分解無毒化、修復する実用処理システムを構築

新規微生物製剤のダイオキシン分解能を確認した。

する。

ダイオキシン分解実験で温度、攪拌時間などの影響

（１）ダイオキシン分解能を有する機能性複合微生物製剤を開発する。

を把握することにより、ダイオキシン分解に適する

（２）従来の生物系有機廃棄物のコンポスト化処理と同程度の簡便さと

条件を取得した。

ダイオキシンの生物
5

三井造船㈱
処理システムの技術
開発

経済性でダイオキシンを分解・処理する。
（３）ダイオキシン汚染土壌を数ヶ月から半年で浄化する。
複合樹脂生産時に規格外の製品が毎年 500 トン発生する。
この内 400 トン（再生利用率 80％）を再利用に供する開発を行う。

規格外品の原料化に取り組み、原料化可能なグレ

これにより、下記の効果がある。

ード及び数量の拡大に取り組んだ。

（１）バージン樹脂使用の削減が可能になり、化石燃料の削減が可能に

また、原料化不能な樹脂と集塵機回収粉体との混錬

なる。

による異用途への使用模索を実施した。

（２）廃棄製品の焼却・埋立処理回避により CO2 発生・土壌汚染の抑制

この結果、今まで焼却処分等されていた複合樹脂の

につながる。

規格外品発生量の８０％を有効利用する当初目標は

（３）発展途上国も含め国内樹脂メーカーへの、工業化技術の水平展開

達成可能となった。

ポリオレフィン系複合
樹脂規格外品の原
6

㈱ロンビック
料化に係わる実用化
技術開発

が可能となる。
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直接メタノール燃料電池は、構造がシンプルで、燃料補給も容易なた
め、定置用電源、非常用電源等の多用途への応用が期待されている。
本研究室では、平成 11〜13 年度に地球環境保全関係産業技術開発促進事
業の補助金を受け、無電化地域向けの燃料電池スタックの開発を実施し
定置型直接メタノー
7

600 kW 級直接メタノール燃料電池システムを定置
㈱ユアサコーポレ

た。

ーション

さらに、先行してシステム化技術に関する自社開発を進め、100 W、300 W

ル燃料電池システム

形用電源として開発した。

の技術開発

試作したシステムは 50×50×60 cm、75 kg である。
級システムを世界に先駆けて開発した。
本技術開発では、これまでの検討によって明らかとなった技術課題を解
決し、より大型の 600W 級直接メタノール燃料電池システムを定置用電源
として開発することを目的とする。
規開発の混練押出機から作られたコンパウンドで
開発目標は、インフレーション成形時、成形厚 25μｍにおいて以下の
目標値を達成した。
特性をもつ生分解性プラスチックを開発することである。

生分解性プラスチッ

この配合で作られたコンパウンドは既存の成形設備
引張り強度 30Mpa 以上、引裂き強度 100N/mm 以上（全方向）

クのブレンド・コンパ

ダイトーエムイー

8

で成形可能であり、成形したインフレーションフィ
生分解性プラスチックの廃棄にかかるエネルギーは、バイオリサイクル

ウンド化による実用

㈱

ルムは目標数値を達成した。
により実質ゼロとなり、既存のプラスチックに代替できれば大きな省エ

化開発

また、成形時の機器設定や乾燥率等調査し、コンパ
ネルギーにつながる。
ウンドの安定性・生産性を高めた。新たに調整され
また、既存の二次加工設備が生分解性プラスチック用に対応可能となる。
たコンパウンドのフィルムも生分解性を評価した。
現在国内外で-60℃以下レベルの急速冷凍においては機械式冷凍装置

温室効果ガス削減の

平成１５年度に、検証機の設計、製作、試験、評

の性能限界等により液体窒素を使用しているところが多い。

価を実施し、平成１６年度にプロト機の設計、製作、

ただ液体窒素は生成に必要な動力が大きく、製造場所と消費地が離れて

試験、評価を実施した。

低温(-60℃以下)急

いるなど環境悪化要因（CO2 発生量）が大である。

平成１７年度は商品化に向け−53〜60℃のマグロ倉

速冷凍装置の開発

またバイオ他の冷凍保存など超低温冷凍のニーズが高まるなか消費地に

庫でフィールドテストを実施すべくプロト機の改善

設置可能な省動力でコンパクトな機械式の超低温発生装置を開発する必

を実施しフィールドテストを開始した。

為の空気冷媒式超
9

三菱重工業㈱
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要がある。
また、当該技術は今後液体窒素及びフロンの使用量が増加してくると
考えられる発展途上国に対しても提供は可能であり、早期の製品化によ
り世界的に CO2 の削減への動きが加速されると考える。
自動販売機の二酸化炭素排出量の大きいプロセス段階は、材料段階と

自動販売機の環境

研究テーマの「断熱材の減容化技術の開発」では

運転段階である。

ウレタン油化装置の開発・製作を行い、ウレタン生

その点から自動販売機のリユース（リサイクル）システムを開発するこ

成油の組成の把握とケミカルリサイクルの可能性を

とにより、最大約 68 万トン／年の二酸化炭素の削減を図る。

明らかにした。

具体的な目標は

「生分解断熱材の開発」については真空断熱材のコ

・断熱材の減容化技術（蒸気油化方式）の開発

ア材に、生分解プラスチックを不織布にして積層し

・生分解断熱材の開発

た材料を試作し、積層条件、断熱性能、寿命時間の

・易分解技術の開発（形状記憶材料スナップ）

基礎条件を得た。

による環境負荷削減を目標とした｡

「易分解技術の開発」では、形状記憶合金ばねを用

富士電機リテイル
10

負荷低減のための高
システムズ㈱
効率システムの開発

いた締結装置を開発・試作し、加熱温度による動作
条件を得た。
平成１６年度に、集電構造の検討、集電製造法の
CO2 排出量増加の主原因の一つが自家用車の走行量の増加であるため、
大幅な燃費向上が可能となる HEV の普及による CO2 削減が期待されてい

検討・評価を行い、今年度は、実証電池の作成・評
価を実施中である。

るが、HEV 用ニッケル水素電池のコストや寿命がネックとなっており、
ＨＥＶ用ニッケル水素

㈱ジーエス・ユア

H21．02 時点研究成果
その普及率は低い。

11

電池の高出力化技

サコーポレーショ

平成 20 年迄に、国内 1 社、国外（韓国）1 社に向け
本技術開発は新規な薄化電極を用いて低コストである高出力・高寿命の

術の研究開発

ン

て、実用車輌への車載を前提とした試験のため、ｻﾝﾌﾟ
高性能円筒形電池を HEV 用電源として開発しようとするものであり、HEV
ﾙ提供（有償）を実施した。
の普及のネックとなっている上記諸問題を解決し普及を促進することに
評価試験の結果、本開発による性能改善されたﾆｯｹﾙ
より CO2 排出量の低減を図ることができる。

20

水素電池は、燃費改善に大きく貢献できることが確

認され、量産の採算性検討などを自動車ﾒｰｶｰと協力
して実施した。技術内容については、その後の開発
技術を含めて、学会発表 5 件、論文 2 件（査読論文 0）
の報告を行った。
・種々特性を満足する柔軟な生分解性樹脂の組成を
加工性の良い柔軟な生分解性樹脂の開発を行い生分解性樹脂の市場を
決定し、製造方法について検討した。生分解性試
拡大させる。
験により生分解性を示すことを確認した。
建築廃材を活用した

また木粉とブレンドした防草シートを開発し広く普及させることを目標
三菱化学㈱、三菱

12

生分解性樹脂シート

・廃木材粉と生分解性樹脂からなる防草シートの配
とする。

化学ＭＫＶ㈱
の開発

合および成形技術の開発を行った。
本研究のシートは廃木材粉と生分解性樹脂からつくられ、生分解性樹脂
一般用途（道路近辺）、植林苗の保護用途を想定
は今後植物由来原料から製造する計画であり炭酸ガス削減に貢献でき地
し、屋外試験を実施し性能を確認した。
球温暖化防止効果が期待できる。
引き続き評価継続中。
・フライアッシュからの未燃カーボン分 0.5%以下。
セメント製造量の削減による温暖化ガス排出量削減の為、未利用石炭
分離効率 80%以上を達成した。
灰（１５０万ｔ／年）のセメロント混合材化が期待されてきたが、国内

表面改質法による石
13

・実績のある石炭選炭用の設計によりフライアッシ
太平洋セメント

で実用化された技術は未だ無い。

㈱、三井造船㈱

今回、表面改質法と浮選法の組み合わせによって、混合材の品質要求性

炭灰の脱炭・利用技

ュに対応可能であることが確認された。

術の開発

・処理コストは数量目標を達成できたが、単価が高
能である未燃カーボン＜０．５％と、目標処理コスト達成見通しが立っ
騰して費用としては増加した。同様に設備コスト
たので、この実用化を図っていく。
も増加した。
我が国では、毎年３１００万ｔの紙が消費され、うち約５５％は古紙

廃棄古紙からの発泡

業者等により回収され再度紙へのリサイクルが行われますが、約５１０
㈱環境経営総合

14

体製造による CO2 削
減技術の開発

万ｔが廃棄古紙として焼却処分されています。
研究所
成分の４０．０５％が炭素である紙を焼却したことにより発生する CO2
排出量は年々削減するどころか増加する傾向にあり、これらの産業廃棄
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・ 従来の発泡スチレン性発泡トレーと同様の特性
を持つ紙製発泡トレーのフルスペック充足。

・ 紙製発泡トレーの量産技術−設備開発の目途が
立った。

・ 開発後のテスト導入を行った大手百貨店、ＪＡ

古紙の有効な利活用技術の新技術開発が急務とされています。

グループが早速顧客になった。

本開発のターゲットは発泡スチレンのトレーであり、ＬＣＡ（ライフス
タイルアセスメント）評価でも大きな CO2 排出の原因にもなっています。
本開発が実施され、事業化できれば、発泡スチレントレーに比べ、約 72％
の CO2 排出量が削減できます。
有機ハイドライド水添装置と水電解装置を連携させた小規模な水素貯

水素貯蔵能力が定格で１Nm3-H2/h の有機ハイドラ

蔵システムを開発する。

イド水添装置および水素貯蔵システムを新たに設

水電解装置は再生可能エネルギーよりの発生電力で直接稼動するため、

計、製作、評価を行い、いずれも左記の開発目標値

発生水素は変動する。本開発ではこの変動水素を効率よく貯蔵できる小

を達成することを確認した。

規模でかつ自立運転可能なシステムを目指す。

さらに、風力、太陽光発電の実データに基づいた変

水添装置は 1Nm3/h 程度の小型規模とし、転化率目標値を８５％、エネル

動条件においても、連続的な自立運転が可能である

ギー効率目標値を８０％とする。

ことを確認した。

水素をキャリアとする
再生可能エネルギー

㈱フレイン・エナジ

の貯蔵に関する技術

ー

15
開発

本技術開発では、当社の持つリチウムイオン電池の長寿命化に関する

16

チタン酸リチウムにカーボンコートを施すことに

ユビキタス社会対応

㈱ジ゛―エス・ユア

独自技術に加え、更なる高率放電特性向上を目的として、チタン系活物

よって、ICETT 事業の目標を達成することができた。

高信頼性蓄電デバイ

サ コーポレーショ

質へのカーボンコート技術開発を実施する。つぎに、開発した活物質を

一方、長期信頼性を確保については、カーボンコー

スの研究開発

ン

用いて電池を作製し、従来処方と比較して高率放電特性（12C レート特

ト量や電極組成、電解液組成の影響について解明す

性）を 20%以上向上させることを目標とする。

ることが課題として残った。

CO2 排出削減全体最

製造業は、売上機会損失を懼れるあまり、製品、仕掛品の在庫過剰や

全体最適な生産スケジューラに関しては、実証試験

設備過剰に陥りがちである。それらの過剰が抑制できればムダな製造が

の対象生産工程について、仕掛在庫を 7 割減、生産

㈱情報数理研究

減り、地球温暖化ガス排出量は削減される。

リードタイム 4 割削減の生産スケジュールが可能で

所、新藤電子工

本技術開発の目標は、

あることを示した。

業㈱

①：環境負荷を「見える化」した全体最適な生産スケジューラの開発

また、当該生産スケジューラの機能をインターネッ

②：①の成果を製造業ユーザに提供するための SaaS ASP システムの開発

トサービスとして広く提供するためのバッチ処理型

とシステム統合

アプリケーション用 SaaS ASP 基盤システムを構築

適化生産計画作成
17
支援システムの技術
開発

22

③：構築された当該システムの実証試験を行うこと

し、その実用性を確認した。

である。

フィールドサンプル製作完了。白熱球６０Ｗ相当
交流１００Ｖを直接入力し、白熱球 60Ｗ相当の光量を LED で実現させ
の光量を確保。
る。
電球型ＬＥＤ照明の

ライトハウステクノ

18

消費電力は９Ｗで白熱球に比べ１/６となった。ま
消費電力は既存白熱球の 10%〜50%で駆動できるものとする。また、LED

開発

ロジーズ㈱

た、擬似フィラメント（バーチャルフィラメント）
特有の一方向だけではなく、電球のように放射的な発光ができる光学系
を作り、あたかも発光球体の中心で光っているよう
も目標とする。
に見せることができ、放射的な発光が可能となった。

二酸化炭素を用いた

精密洗浄が求められる精密加工部品、精密装置、
発電所や工場から排出される二酸化炭素を回収し、それを洗浄工程に

低環境負荷型高機

㈱ワイピーシステ

19

複合基板等に対応できるシステムを開発。
利用する事により、有害薬品の使用制限及び省エネルギー化を実現する

能精密洗浄システム

ム

市場での広範な実用化を目指し、更に別加工工程も
新しい無公害システムの構築を目的とする。

の開発

一体化し、高機能化を計っている。
メカニカル的な性能に関して、保母期待通りの成

CO2 削減のための耐
20

候性補助動力の開

実効性の高い流体機械を開発実証し、量産することでコストパフォー

果を上げることができた。

ループウイング㈱
マンスを改善し、世界市場二供給することを目標とする。

また、制御システムも全体的なコンセプトが正しい

発及び実証試験
ことが確認できた。
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表３-１

RITE

番
技術開発テーマ名

参加企業名

号

1

紫外線／オゾン併用法によるダ
イオキシン分解処理技術の開発

倉敷紡績㈱

2

固体水素供与体を用いた石油製
油所排水における脱窒技術の開
発

松下産業情報機
器㈱

3

生体反応を利用した簡易な環境
ホルモン定量法の開発

日本ｴﾝﾊﾞｲﾛｹﾐｶﾙ
ｽﾞ㈱

4

揮発性有機化合物汚染水を安
全処理する技術の開発

㈱ササクラ

5

木質系バイオマスの石炭火力発
電所への混焼技術の開発

電源開発㈱

6

温室効果ガス削減のための高効
率ガス機関の開発

三菱重工業㈱

特許件数

対外発

新聞

（出願含む）

表件数

掲載

２

２

０

０

０

０

０

０

２

１

１

０

５

５

１

１

０

２

１０

１

４

２

０

０

実用化の状況

実証装置は実験地を移動して、性状の異なる排水を用いての実験を
終了し、処理効果を確認した。
追加技術開発では、本技術開発テーマにおけるコア技術を活かした小
型促進酸化装置において、新たに確認された除菌効果を利用して用途
開発を行い、食品分野へ活用できる洗浄機の開発を継続している。
基礎検討は終了しているものの、実機レベルの評価を行うために多
額の投資が必要であり、優先順位の問題でペンディングとなってる。
窒素に関する法制度が当初の予測よりも緩いまま推移しており市場
規模を推定することが難しく、その結果投資決済ができない。
ここ数年 CO2 対策関連の開発にパワーが割かれ、水質改善は優先順
位が低くなりがちであるが、特に法制度の強化に注目し、今後とも時期
の見極めを行う。
ビスフェノールＡ（BPA）を従来法よりも 1000 倍高感度で定量可能なキ
ットを開発し平成１４年度から販売開始した。その後、超高感度ビスフェ
ノールＡ定量用 ELISA キットとアルキルフェノール定量用 ELISA キットを
企業化し、全世界へ発売中。
平成 17 年度以降、追加技術開発として実際の VOC 汚染サイトで連
続処理試験及び工場からの VOC 排水の処理試験を実施し、実際の
VOC 汚染サイトで長期の無人連続運転が可能であることを確認すると
ともに、客先の工場から排出される VOC 排水に関して社内試験で分離
できることを確認した。
営業活動を継続したが、販売実績に結びつかなかった。
企業化を図るためには、木質バイオマス燃料の調達安定性と燃料とし
ての性状安定性の確認が不可欠であることから、木質バイオマス燃料
の市場調査、木質バイオマス燃料の性状長期間調査を実施した。
石炭火力発電所において木質バイオマス燃料混焼を事業化するにあ
たっては、長期間にわたる環境、設備等への影響を検証する必要があ
ることから、平成２０年度から長期連続試験を開始する。これに伴い、木
質バイオマス燃料の受入・貯蔵・払出設備を建設する計画である。
平成 18 年度より、NEDO 委託研究「クリーンコールテクノロジー実証
普及事業」にて、 「CMM/VAM 有効利用発電システム実証普及事業」と
して企業化に向けた調査・検討を実施中。
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雑誌

7

地球温暖化物質（フロン・ハロン
類）分解処理装置の開発

上田石灰製造㈱

8

多糖類を用いた生分解性吸水材
の開発

ユニチカ㈱

9

排水中の硝酸性窒素の湿式還
元分解処理技術の開発

触媒化成工業㈱

10

エネルギー利用効率化のための
溶融塩処理によるＬｉ二次電池の
電極材（Ｌｉ，Ｃｏ）再資源化技術
の開発

川崎重工業㈱

11

リチウムイオン電池用鉄系正極
の製造技術の開発

三井造船㈱

現在、中国炭鉱現地への 3.5MW クラス実証機設置に向けた各種検
討、機器の手配、工事等を進めている。実証試験は平成 21 年度中の開
始を予定であり、その結果を踏まえた企業化を予定している。
フロン類の分解処理（特に HCFC）は、実用化に耐えられる操作性、
経済性の面で課題解決ができていない。当初対象としていましたハロン
類は、破壊処理の市場には出てきていない。
現在、技術開発は中止し、追加技術開発は実施していない。
研究開発中であるが、コスト低減が大きな課題となっており、現状では
事業化は困難。
生理用品用吸水性ポリマーについては、生理用品へ吸水性ポリマー
が使用されなくなっている。紙おむつについては、老人介護の観点など
からニーズはありそうだが、実用化するにはコスト低減と性能向上（吸水
能力が不足）でさらなる開発が必要と思われる。
追加技術開発として「水素の効率的な使用方法」、「NH3 への転換防
止」、「パイロットプラントによる実証化」を実施・検討中。
本事業はプラントの販売であり、各要望案件の廃液毎に検討を行う必
要があり、基礎テストからパイロットスケールでのテストを行っている。
企業化の目処は立っていない。
これまで、実際の廃電池を使用して試験を実施し、廃電池処理プラン
トとしての一連のシステム構築及びコスト評価を完了した。現在は最新
の Li２次電池の市場及び廃電池の回収動向を注視し、設備の市場投入
の時期を計っている。
設備市場投入シナリオを構築できれば最適な市場投入の装置規模・
投入時期を把握することができ、これを元に企業化へのパートナー構築
の道筋が見え、パートナー構築ができれば実証デモプラント設計・製作・
運転と事業を進めることができ、企業化への展望が開けると思われる。
事業終了後、開発正極の性能を一層向上させて HEV 適用可能レベル
にまで高めると共に、平成 18 年度からパイロットプラントによる製造試験
を実施し、量産プロセスでの製造を実証、顧客企業にサンプルを提供
し、評価を得ると共にその結果を技術開発にフィードバックすることによ
り、製品及び製造プロセスの改良を進めている。今後、量産法を確立
し、平成 21〜22 年度からの正極の商用製造事業開始を目指す。
平成１９年度からパイロットプラント製造サンプルの有償提供を開始し
ているが、このパイロットプラントによる試験製造を踏まえ、商用化に移
行する前段階として、自動化を踏まえたプロセス実証機の建設、実証運
転実施による中間評価が必要と考えられたため、当初の事業化計画を
約１年遅らせ、プロセス実証機の建設計画・仕様の検討を実施中。
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12

ステンレス酸洗剤の完全リサイク
ル技術の開発

JFE ｽﾁｰﾙ㈱、川
鉄ﾃｸﾉﾘｻｰﾁ㈱、
㈱ﾄｸﾔﾏ、㈱ｱｽﾄﾑ
㈱ｻｻｸﾗ

13

古紙とリサイクル石膏を用いた
軽量新素材の開発

鈴木工業㈱

14

最適な燃焼状態を予測する技術
を用いた高度燃焼制御システム
の開発

㈱山武

15

廃アルミからアルミ化合物を効率
的に生成する技術の開発

㈱アイテック

16

機能性セラミックス処理による環
境負荷低減型塗料化技術の開
発

伸榮産業㈱

17

海洋におけるプランクトン現存量
自動計測技術の開発

アレック電子㈱

18

高度環境浄化機能を有する光触
媒の長期安定固定化技術の開
発

川崎重工業㈱

19

Ｌｉ２次電池用薄膜負極製造技術
の開発

住友電気工業㈱

RITE 研究開発を基礎にして共同研究を継続中。酸洗剤リサイクル設
備の実機化に向けたステップアップのため、全プロセスをまとめたパイロ
ット実験設備を JFE スチール東日本製鉄所（千葉地区）に設置し、平成
１９年６月から連続処理の実験を開始し、プロセスの長期安定性を確認
するため現在も処理継続中。
パイロットプラント実験結果により企業化の可能性を検討する。
本技術開発については、市場性、性能、コストなどの面から市場化は困
難であると判断し、継続を断念。
平成１７年度技術開発成果を製品化するための市場性再調査を行っ
た結果、市場要求はあるものの、市場規模や販売価格を考慮すると、
企業化を凍結せざるを得ないとの結論に達した。
平成１８年度以降、追加技術開発は行っていない。
平成１９年度に実証レベルの晶析試験を実施し、アンモニア除去につ
いても試験実施した。平成２０年度は、前年度の検証に基づきＦＳを行
い、商用機の販売を開始の予定。
新日本製鐵広畑製鉄所に装置を持ち込んでテストを実施した結果、
循環ポンプが１週間程度間隔をあけて使用すると、使用後洗浄してもう
まくポンプが作動しないことが判明。これに耐えられるポンプは費用が６
倍程度となり採算ベースに乗らない。
打開策を検討中であるが、企業化は厳しい状況にある。
本事業において完成させた４種類の実験モデルのうち２機種の製品
化に取り組んできた。
平成１９年１月から多波長励起蛍光光度計を商品名
「Multi-Exciter」、水中顕微鏡を「Image-Particle-Counter」として発売を
スタートさせた。いずれも新規性が強く、必ずしも急速な成果は得られな
いが、本年度は Multi-Exciter を６台納入することができた。
Image-Particle-Counter に関しては、改良すべき点が指摘されている
ので、次年度以降に改良モデルの開発に取り組む予定。
本事業において開発したアンダーコート材の改良研究を行うととも
に、各種条件下で製造、塗布した光触媒コーティング材との密着性、耐
久性を確認するため、実環境下での暴露試験を実施した。
企業化間近の段階まで研究開発が進んでいる。
本事業終了後、薄膜負極製造技術ならびに薄膜負極の電池性能評
価と製造技術の深化につき研究開発を継続実施中。
実用化の課題は低コスト化と信頼性の実証であるが、前者については
技術開発を継続し量産時のコスト検証と低コスト化の目処付けを行い、
後者については、電池メーカーと共同で実電池を試作し信頼性試験を
実施し安全性の実証を行う必要があり、実行に向けて検討中。
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20

低温廃熱回収発電装置の実用
化開発

日立造船㈱

21

二相循環式無希釈メタン発酵法
による生ごみ処理の省エネルギ
ー化技術の開発

アタカ工業㈱

22

繰り返し地震探査による圧入
CO2 のモニタリング手法の開発

石油資源開発㈱

23

バイオディーゼル燃料用脂肪酸
メチルエステル・グリセリン併産
高効率新規固体触媒プロセスの
開発

㈱日本触媒

24

700℃級超々臨界圧火力発電プ
ラント主蒸気配管用高強度オー
ステナイト鋼の開発

住友金属工業㈱

25

CNT 応用大容量キャパシタの製
造技術の開発

日立造船㈱
利昌工業㈱

本技術開発の対象としているのは、250kW 以上の出力が見込まれる
大量の廃熱を有する事業所であるが、これまでのところ、設備コストが
高く設備回収期間が長期になることにより企業化実績はない。廃熱量
が多くなれば単位出力あたりの設備コストが下がるが、1000kW 級の大
量の廃熱を有する事業所が少ないのが実情である。
今後案件に対応しながら実施可能性を検討する予定。
本技術開発において実生ごみ処理の実証試験を実施したことにより
本技術の実用化の検証を行うことができた。現在、顧客である各企業や
自治体に向け営業展開を図っている段階。
現時点まで、日本においては岩野原実証試験に引き続く CO2 圧入は
実施されておらず、当技術を適用できる機会はなかった。
来年度以降国主導で CO2 圧入次期実証試験プロジェクトが策定され
ており、繰り返し地震探査の実施が想定されている。このプロジェクトで
の実績を踏まえて CO2 圧入が商業規模へと移行していく中で企業化が
進むものと思われる。
事業終了後、小型パイロット実験設備の開放検査により、運転後設
備の検査と設備面の課題の洗い出し、反応後の触媒の分析と改良課
題の明確化、及び、製造プロセスのさらなる効率化案の作成等の検討
を継続して実施中。
数年以内のセミコマーシャルレベルの技術実証（スケールアップ）を行
い、技術を完成させて企業化を目指す。
本事業により 700℃USC へ適用可能なオーステナイト系主蒸気配管
の開発に目途が得られ、現在、実用化に向けて、合金成分の最適化に
関する研究や、材料の規格化に対応したデータの採取、共金系溶材の
開発を追加で実施するとともに、ボイラメーカーやサンプル提供を行い
溶接性等実用性能の評価を行っている。
また、日本より先行している欧州の 700℃USC 実証炉への採用に向
けて、Vd-TUV 規格に申請を行った。
CO2 排出量の多い石炭火力発電における発電効率の向上は急務で、
欧米でも 700℃級 USC の検討が進んでおり、今後実用化される見通し
である。また、国内でも 700℃USC の開発に向けて、ボイラメーカー・材
料メーカー一体となったプロジェクトが開始した。こうした状況下で、延
性、加工性、疲労特性及びコスト面で Ni 基合金に比較して有利な開発
合金は、700℃USC プラントに採用される可能性が高いと考えられる。
本技術開発においては導電フィラー及びバインダーの選定研究によ
り CNT 転写性、低抵抗化した集電材料を開発し、電解液の選定組み合
わせによるキャパシタ素子の開発と、この素子を複数個接続する技術
開発により大容量・大電流のキャパシタデバイスを実現し一部自動車用
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26

火力発電所石炭焚ボイラ実排ガ
スからの CO2 回収長期実証試験
研究

三菱重工業㈱

27

可逆性染料を利用した低エネル
ギーのリライタブルプリント技術
の開発

サイバーイメージ
ング㈱

28

民生から発生するゴミの流通・処
理における環境負荷低減技術の
開発

島産業㈱

29

パーム椰子プランテーションのメ
ンテナンスで発生する廃葉・廃幹
からの炭素資源活用システムの
開発

松下電器産業㈱

途及びソーラーセル用途への実証試験を行った。この成果を基にキャ
パシタ業界を中心に応用展開を行っている。既存のキャパシタにはない
特異な特徴があることは認知されてきているが、コストの面で汎用の電
子デバイスへの展開は難しく、次世代の電子デバイス用途への応用を
中心に進めているが、評価検討中であり企業化にまで到達していない。
昨今のエネルギー事情からエコカーの普及が加速することが考えら
れるので、このキャパシタの特異な特徴を生かし、エコ関連新規用途へ
の展開を行うことにより企業化実現へ努力する。
また、日立造船では、開発成果の一部である「CNT の製造技術」を応
用して CNT のサンプル出荷を実施している。
事業終了後、H19 年度に吸収液中の煤塵除去方法他について追加試
験を実施、H20 年度は脱硫前の排ガスも導入して煤塵及び SOx 濃度の
高い排ガスでの試験を実施する予定。
これまではガス焚きボイラの CO2 回収装置の商用プラントについては
建設やライセンス供与を事業化しているが、既存事業の延長線として石
炭焚を含む CO2 回収ビジネスについて、ＦＳ等の検討を行う。
リライタブルカードプリンターについては、金型を起こすための最終チェ
ックの後に金型が揃え、サンプル出荷用（初期台数５０台）の予定。
オフィス用リライタブルプリンタについては、海外から生産販売に向け
ての問い合わせがあり、平成２０年８月に事業化についての打合せを行
い、今後も検討する。
オフィス用可燃ゴミ減容梱包装置については、本事業期間中に試作
機を制作し、研究員以外による社内モニタ試験と改良を実施した。今
後、OEM 生産委託を視野に入れ、製造委託先と協力し、軽量化とコスト
ダウン、量産化への完成度を高め、モニタ機の制作に取り組む。
生ゴミ減量化においては、本事業期間中に制作した試作機の社内モ
ニタ試験において実用化が可能であると判断した。今後、新プロセスの
家庭用及び業務用の各装置についてコンパクト化と静粛性、安全性の
必要用件を満たしたモニタ機の製作に取り組む予定。
家庭用生ゴミ減量化装置については、今年度内に社外モニタ試験を
実施する予定であり、来年度より企業化する予定。
植物由来ポリマーの易分解性コンパウンドの開発については、技術
的・コスト的な課題があり、08 年に見極めを行う予定であるが、実用化
は厳しい状況。
CNT 開発については、ブラシ以外にも適用可能性を調査しているが、
現時点では目処がついていない。用途展開を設定して、企業化の可能
性を見極める。
カーボンセラミックスについては、モータ実機評価を継続中で、企業化
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30

「膜・吸収ハイブリッド法」による
バイオガス濃縮装置の開発

大陽日酸㈱

31

非液系高容量電池用積層薄膜
電極材の製造技術の開発

住友電気工業㈱

32

シリコンカーバイド基板高品質化
バッファ膜作製技術の開発

㈱エコトロン

表３-２

のためには、コストの低減、原料入手ルートの確立、製造条件確立・装
置導入など、改善・確立しなければならない点が多い。本年度中に実用
化の可能性を見極める予定。
事業期間中に、バイオガス発生サイトで、実ガス評価設備（試験建
屋，供給配管，発電設備）の施工と実ガスによる２ヶ月間の実証試験を
実施し、現在、実用化に向けた装置のコンパクト化といっそうの省エネ
ルギーかを図るため、装置構成と分離操作条件の改良による分離性能
の向上に取り組んでいる。今後は、引き続き本改良を進め装置のコスト
ダウンを図り商品化を目指す。
また、燃料ガス精製用途の他、分離した二酸化炭素を有効に利用で
きる分野の探索と適用性の検討も進めていく予定である。
本技術開発の成果である製造技術を用いた非液系高容量電池用薄
膜電極材の実用化における主要課題の一つに、大量製造時のばらつき
低減がある。今後、製造プロセスの品質ばらつき（工程能力という）を把
握し、均質化の課題を抽出し、大量製造時のばらつき低減の対策の指
針を見極める。
本事業の開発成果をベースに製品化について検討中。
最終的にはウエハ上にエピタキシャル成長を行い、大面積化と膜質
（欠陥伝播抑制とキャリア密度を含む）の均一化を図る予定。
今後、客先サンプル出荷及びその後の量産化検討を進める予定。

０

３

７

１

２

０

０

０

２

２

０

０

ICETT
特許件数

番
技術開発テーマ名

参加企業名

実用化の状況

対外発

新聞

表件数

掲載

（出願含

号

雑誌

む）
オンサイト型ＲＰＦ化の技術

井村屋製菓㈱、㈱

開発

クボタ

セメント焼成用高効率低ＮＯ

太平洋セメント

ｘバーナの開発

㈱

1

2

実証機によりオンサイト燃焼による熱回収分と輸送回避を実現で
きるため、化石燃料の消費を抑制し、確実な CO2 削減が期待できる。
更なる操業コストの低減方法を検討

０

０

０

０

セメント焼成を対象とした高効率低ＮＯｘバーナを開発した。
現在、企業化して、国内外のセメント工場に導入中である。

２

２

０

０
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廃熱エネルギー回生用環境調

㈱豊田中央研究

和型熱電材料の技術開発

所

3

化成スラッジリサイクルの実
4

トヨタ自動車㈱
用化開発
微生物製剤を用いたダイオキ

5

シンの生物処理システムの技

三井造船㈱

術開発

開発した計算解析技術による更なる高性能組成設計、高配向バルク
材料を効率的に生産する製品化プロセスの確立、開発した評価技術
を材料・プロセスにフィードバックすることによる、材料性能再現
性の向上と品質保証技術の開発を現在実施中だが、実用レベルの性
能は未達。
開発した技術は、実用化時のランニングコスト低減対策を検討中で
ある。但し、現時点ではアルミの溶接に技術的課題が残り、展開拡
大が進んでいない状況にある。
本技術開発での微生物製剤処理法による環境浄化技術は三井造船
が実施している「ソリューション型土壌浄化事業」に追加する形で
企業化された。
事業化案件を模索しており、これまでにトレータビリティテストを
受託し、ダイオキシン浄化処理を確認したが、事業化には至らなか
った。

１

１８

０

０

０

０

０

０

４

２

３

１

本技術開発でのポリプロピレン複合材の規格外品の原料化技術を
基に、当該複合材特定グレードの規格外品の原料化を実施した。

１

０

０

０

本技術開発での６００ Ｗ級直接メタノール燃料電池システムを基
に、１ kＷ級直接メタノール燃料電池を開発し、実証試験を実施し
ている。

２

３

０

２

開発したコンパウンドの製造コスト削減とバイオマス由来原料を
コンパウンドしたフィルムの開発を継続して実施している。
現状は、急激に変化した景気不安から、事業化への戦略の修正を検
討中である。

１

０

１

０

平成 19 年 3 月−100℃レベルの冷熱源を必要とする化学プラント向
けに 2 台納入。現在も稼働中。

６

５

１

１

３

０

０

０

ポリオレフィン系複合樹脂規
6

格外品の原料化に係わる実用

㈱ロンビック

化技術開発
定置型直接メタノール燃料電

㈱ユアサコーポ

池システムの技術開発

レーション

7

生分解性プラスチックのブレ
ダイトーエムイ
8

ンド・コンパウンド化による実
ー㈱
用化開発
温室効果ガス削減の為の空気

9

冷媒式超低温(-60℃以下)急速

三菱重工業㈱

冷凍装置の開発
平成１７年度京都議定書目標達成産業技術開発促進事業において、
自動販売機の環境負荷低減の

富士電機リテイ

当初予定していた研究開発は完了した。実用化するには今後も継続

ための高効率システムの開発

ルシステムズ㈱

した技術開発とコスト比較、設備投資などの検討が必要であり、ま

10
た技術的な課題と事業方針の変更もあり、事業化の推進を断念し

30

た。

㈱ジーエス・ユア
ＨＥＶ用ニッケル水素電池の
11

サコーポレーシ
高出力化技術の研究開発

平成１７年度京都議定書目標達成産業技術開発促進事業において
研究開発を実施中であり、技術の企業化等の実績はない。
車輌ﾒｰｶと協力して量産の採算性検討を実施した。ｺｽﾄの改善や信頼

１

５

５

２

平成１９年度まで京都議定書目標達成産業技術開発促進事業を実
施した。
技術の企業化等の実績はない。

２

１

０

０

国内 1 号機の想定では導入コストが高く、導入に至っていない。

４

２

０

１

開発終了後、即刻事業化に入り、優良顧客がついたことで一定のレ
ベルの事業課まで短期間で完了した。

１

６

２

２

０

７

３

１

１

１

０

０

性の向上など研究開発を継続中であり、技術の企業化等の実績はな

ョン

い。
建築廃材を活用した生分解性

三菱化学㈱、三菱

樹脂シートの開発

化学ＭＫＶ㈱

表面改質法による石炭灰の脱

太平洋セメント

炭・利用技術の開発

㈱、三井造船㈱

廃棄古紙からの発泡体製造に

㈱環境経営総合

よる CO2 削減技術の開発

研究所

12

13

14

開発した貯蔵システムを用いて、社外の商用風力発電由来の水素の
水素をキャリアとする再生可

貯蔵・輸送の評価・検討を実施し、成果を得た。自前の水素供給技
㈱フレイン・エナ

15

能エネルギーの貯蔵に関する

術と連携した水素貯蔵供給システムは、各メディアや展示会、講演
ジー

技術開発

などを通して紹介や発表を行い、国内外からの問い合わせを受けて
いる。
現在、実用化には至っていない。
㈱ジ゛―エス・ユ

ユビキタス社会対応高信頼性
16

リチウムイオン電池においては、さまざまな系が提案されるなど、
アサ

コーポレ

蓄電デバイスの研究開発

活発な研究活動が進められており、本事業でにおいて開発した技術
ーション
をさらに伸長させる必要がある。
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現在、
１、全体最適な生産スケジューラ・エンジンの、実用規模工程モデ
17

CO2 排出削減全体最適化生産計

㈱情報数理研究

画作成支援システムの技術開

所、新藤電子工業

ルへの適用可能性の拡大（高速化、最適化精度の向上）
０

１

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

３

３

２

２、モデル DB と GUI の改良整備
発

㈱
３、SaaS

ASP 運用環境の構築・整備

を進めている。
現在は、当該研究開発の延長で実験を行っており、製品化はできて
18

ライトハウステ

いない。高額な部材を使用するため、現状のコストではビジネス展

クノロジーズ㈱

開が見込めないため、部材コストの低減（間違いなく LED は廉価に

電球型ＬＥＤ照明の開発
なって行く）を鑑みながら実用化を目指す
二酸化炭素を用いた低環境負
㈱ワイピーシス

19

荷型高機能精密洗浄システム
テム
の開発

実用レベルの装置開発を完了し、さらに高機能複合化を計ってい
る。
現時点においては複雑な樹脂成型品のバリ取り機能と一体化した
装置を試作している。加えて超音波カッターをも取り込み世界に類
例のない複合工作洗浄機を製作する。
また大量製品に対応するため、自動搬送装置の高度化を計る。
直径 2.85m(2kW)の実証試験の成果を受けて、出力が 5.5 倍となる

20

CO2 削減のための耐候性補助動

ループウイング㈱

直径 6.67m(11kW)の実証機を販売することができた。また、海流発

力の開発及び実証試験
電でも模型試験を開始する糸口になった。
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３-４-A

事業化、波及効果

３-４-A-１

事業化の見通し

（１）RITE
これまでの実施テーマの事業化に係る状況は表４-１に示すとおりであり、事業終了後の課題
に係る傾向としては、コストの低減がポイントとなっている。地球温暖化に係る負荷が市場か
ら外部化された費用であると認識され、これを内部化するための社会制度整備によって、開発
技術の導入のための環境整備が進められれば、事業化の実績は更に好転するものと考えられる。
なお、具体的に事業化を達成したテーマ（４件）を「事業化した課題」とし、事業化間近の
段階まで研究開発を進めているテーマ（８件）を「事業化に向け研究開発を推進している課題」
として以下に示す。
（２）ICETT
これまでの実施テーマの事業化に係る状況は表４-２のとおりであり、具体的に事業化を達成
したテーマは４件。また、７件が条件が整えばいつでも事業化できるもの、事業化の時期を明
確に決めているものである。
３-４-A-２

波及効果

（１）RITE
本事業の制度的な目的は二酸化炭素排出削減であるが、現在、２０５０年に全世界での排出
量を半減する目標が設定されている。この目標を達成するためには、当面は火力発電所等大規
模発生源における二酸化炭素分離・回収・貯留（CCS）の実用化や石炭火力発電所等の効率化
が不可欠であり、中期的にはバイオマスの有効利用やハイブリッド自動車・電気自動車等の普
及が必要とされていることを踏まえれば、本事業において取り組まれた CCS 関連技術や火力
発電所の効率化技術、バイオマス有効利用技術、次世代電池関連技術の開発は、大きな波及効
果が期待できるものと考えられる。
ここまでの開発技術をベースに、当初、想定していなかった分野へ適用が行われている例と
しては、
「紫外線／オゾン併用法によるダイオキシン分解処理技術の開発」が挙げられる。開発
した実証プラントで採用された有害物質分解反応を応用し、小型化した装置にすることで、当
初の目的（汚染サイトの浄化）とは別に、小規模発生源向けの排水処理技術として成果を波及
させたものであるが、事業全体としてみれば、波及効果を云々する段階には、未だ至っていな
い。
（２）ICETT
表３-２の［実用化の状況」で記載のとおり、多くのテーマにおいて、事業終了後も各社で研
究開発が継続されており、後継プロジェクト等への波及が認められる。
本事業の制度的な目的を踏まえれば、市場創造への展開は波及効果というよりは、本来的に
33

想定される効果であり、実施テーマはいずれも新規性の高い内容である。
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表４-１

RITE

番号

技術開発テーマ名

倉敷紡績㈱

1

紫外線／オゾン併用
法によるダイオキシン
分解処理技術の開発

固 体 水 素 供 与 体 を用
いた石 油 製 油 所 排 水
における脱窒技術の
開発
生体反応を利用した
簡易な環境ホルモン
定量法の開発

松下産業情報
機器㈱

地球温暖化物質（フロ
ン・ハロン類）分解処
理装置の開発
リチウムイオン電池用
鉄系正極の製造技術
の開発

上田石灰製造
㈱

2

3

4

参加企業名称

15

15

焼却炉解体時に発生するダイオキ
シン汚染物をオンサイトで処理する
施設、ダイオキシン汚染土壌処
理、廃棄物処理施設の排ガス処理
施設
窒素含有排水処理施設

実証試験→実用機完成→自社の
販売ルートにより販売

・分解阻害要因の解消等処理能力の向上
・低コスト化
・平成１６年度に実用機完成

実証試験→フィールドテスト→松下
電器グループ内を中心市場導入

・環境ホルモン簡易測定キット
・環境ホルモン研究者、環境ホルモ
ンを含有する製品を開発する企業

・抗体の取得→評価→キット化→
販売
・自社又は販売代理店による全世
界での販売
・研究成果の分解処理装置を完成
・実証試験の後にそのまま実機とし
て商業ベースの分解処理を実施
・パイロットプラントによる製造試験
・顧客企業へのサンプル提供
・プロセス実証機の建設・実証運転
・商用製造事業開始、ハイブリッド
電気自動車への商用電池搭載・市
販開始

・脱窒反応速度を安定、継続して確保する技
術の確立
・窒素に関する法制度が当初の予測よりも緩
いまま推移しており市場規模推定が困難
・平成１４年度から全世界へ販売中

フロン・ハロン分解処理業者
15

〜

16

三井造船㈱

・蓄電池メーカー
・自動車メーカー
15

古紙とリサイクル石膏
を用いた軽量新素材
の開発

成果の実用化
・実用化に向けて克服すべき技術的課題
・社会的課題
・想定されている実用化時期
・将来のコストダウン見込等

15

日本エンバイロ
ケミカルズ㈱

5

6

実施年度

適用プロセス
・実用化に至るイメージ
及びそこに至るプロセス
・実用化に向けての
マイルストーン、可能性等

適用可能性
・制度成果を活用する製品、
プロセス、サービス、ユーザー
・市場規模等

〜

鈴木工業㈱
14

16

高付加価値の壁材、建材、防音
材、断熱材、カーペット、マット等の
内装材
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・用途開発
・自社内にプラント建設
・プラント増設及び販売

・操作性・経済性の向上
・ハロン類破壊処理市場が出現していないこと
・安価かつ高性能な焼成前駆体の大量合成
法の確立
・正極材の量産焼成技術の開発
・塗工容易性とシート化正極性能の両立
・低コスト化
・自社におけるプロセス開発により本正極材料
の製造事業化を進める。
・原材料の品質に係る石膏粒のバラツキ等の
解決
・大幅なコストダウン

海洋におけるプランク
トン現存量自動計測
技術の開発

アレック電子㈱

揮発性有機化合物汚
染水を安全処理する
技術の開発

㈱ササクラ

電源開発㈱

9

木質系バイオマスの
石炭火力発電所への
混焼技術の開発

三菱重工業㈱

10

温 室 効 果 ガス削 減 の
ための高効率ガス機
関の開発

多糖類を用いた生分
解性吸水材の開発

ユニチカ㈱

7

8

13

14

実用機開発→フィールドテスト→実
用化→自社又は販売ルートによる
販売

・多波長励起蛍光光度計と水中顕微鏡を平成
１９年１月に販売開始
・水中顕微鏡は改良点が指摘されており、今
後改良モデルを開発予定

・ＶＯＣ汚染地下水処理装置
・土壌汚染等修復業者
・ＶＯＣ土壌汚染対策市場規模
平成１５年 13.5 億円／年
平成２２年 96 億円／年

・自社製品の汚染地下水処理装置
として販売

・石炭火力発電所周辺の資源量調
査→実機への適用

16

・石炭火力発電所
・国内の 30 地点強存在する石炭火
力発電所のうち 10 カ所程度を想定

16

・中国、欧米、豪州等の石炭炭坑
・炭坑メタンガス全体量（３３０億ｍ３
／年）の約３０％を想定

・温室効果ガス削減の枠組みの中
で関連企業や官公庁と協議
・補機類を専門メーカーの協力を得
て開発し導入実証試験を実施

・実液による連続処理試験試験により長期の
無人連続運転を実証でき、営業活動を継続し
たが販売実績なし
・省エネルギー化
・装置のコンパクト化
・イニシャルコストの低減
・木質バイオマス燃料の調達安定性を確認す
るための市場調査
・燃料としての性状安定性の確認調査
・発電所での混焼による環境・設備等への影
響検証のための長期連続試験
・NEDO 委託研究により企業化に向けた調査・
検討を実施中
・中国炭坑現地への実証機設置を調整中であ
り、平成２１年度中に試験開始予定

・衛生用品
・衛生用品に用いられる吸水性樹
脂の国内出荷量
平成８年 60,000ｔ
平成１２年 94,000ｔ
・自社の廃水処理プロセスに適用
・高濃度窒素廃水を発生する工場

・製造プラントを完成
・製品化・事業化

・大幅なコスト低減と性能向上（吸水能力）
・補助金による生分解性紙おむつの普及促進
・画期的なエタノール蒸留プロセスの開発（再
生費用の大幅低減）

・高活性な触媒の探索
・流動式反応装置の実験・パイロッ
トプラントの運転
・導入テスト・設計
・販売開始
・パイロットプラントによる実証
・電池、電極メーカーの性能要求を
反映
・事業化

・水素の供給方法改善による効率化
・長時間経過後の NH3 への転化防止
・パイロットプラントによる実証化

15

15

15

15

11

12

・植物、動物プランクトン自動計測
器
・海洋関係研究者

15

排水中の硝酸性窒素
の湿式還元分解処理
技術の開発

触媒化成工業
㈱

エ ネ ルギ ー 利 用 効 率
化 のための溶 融 塩 処
理によるＬｉ二次電池
の電極材（Ｌｉ，Ｃｏ）再
資源化技術の開発
ステンレス酸洗剤の高

川崎重工業㈱

15

ＪＦＥスチール

〜

〜

〜

〜

〜

16

16

16

・蓄電池メーカー
・電極材メーカー
15

〜

16

15

〜

16

ステンレス工場、ガラス研磨、半導
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・自社工場にパイロットプラント建

・廃電池処理プラントとしての一連のシステム
構築とコスト評価を完了
・最新 Li 二次電池の市場と廃電池の回収動向
の把握
・企業化へのパートナー構築
・コスト計算、設備費計算、メリット計算の実施

効率資源化技術の開
発

15

16

17

18

19

20

最 適 な燃 焼 状 態 を予
測する技術を用いた
高度燃焼制御システ
ムの開発
廃アルミからアルミ化
合 物 を効 率 的 に生 成
する技術の開発
機 能 性 セラミックス処
理による環境負荷低
減型塗料化技術の開
発
高度環境浄化機能を
有 する光 触 媒 の長 期
安定固定化技術の開
発

Ｌｉ２次電池用薄膜負
極製造技術の開発

低温廃熱回収発電装
置の実用化開発

体産業等の金属加工工程

㈱、ＪＦＥﾃｸﾉﾘｻ
ｰﾁ㈱、㈱アスト
ム、㈱ササクラ
㈱山武
15

〜

16

㈱アイテック
15

〜

16

伸榮産業㈱
15

〜

16

15

〜

16

川崎重工業㈱

住友電気工業
㈱

日立造船㈱

15

15

〜

〜

・大型〜小型ボイラ等の燃焼設備
・産業用ボイラ設置基数
平成１３年５６，０５５基
・石灰製造メーカー
・アルミ建材製造業
・アルミ再生業

・商用機の実務設計
・事業化

・塗料メーカー
・塗料塗布工程を有する工場
・国内塗料生産量
平成１４年 1,781,231ｔの３０％
・タイル、窓ガラス
・外装材、外壁材
（市場規模 年間約 200 万ｍ2 と
推定）

・大手塗料メーカーとの共同プロジ
ェクト
・機能性セラミックス処理装置拡販
・実用化
・実用化ベースの設計データ、ノウ
ハウの蓄積
（アンダーコート材製造装置 日産
1,000Ｌ、施工装置 日産１万ｍ2）

・ハイブリッド自動車
2010 年 1,000,000 台

・薄膜負極の製造・販売
・Ｌｉ２次電池は各電池メーカーで製
品化
・本開発による薄膜負極を用い、民
生用小型Ｌｉ２次電池への援用
・自動車用バッテリーとしての信頼
性を実証、各電池メーカーへハイブ
リッド自動車バッテリー用薄膜負極
販売を事業化
・研究・開発
・商品化設計・営業資料作成
・営業・受注活動

17

17

設、実機化
・他鉄鋼メーカーの酸洗設備やフッ
酸を使用する他業種への適用拡大
・高効率燃焼制御システムを完成
・フィールドテスト
・事業化

・200℃以下の未利用排ガス
・100℃以下の温排水
排ガス排出量 約 190,000Tcal/y
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・平成 19 年 6 月からパイロットプラントの連続
処理実験を開始し、継続中で、この実験結果
により企業化を検討
・製造設備の整備に係るイニシャルコスト
・平成 17 年度に企業化のための市場性調査
を実施したところ、市場要求はあるものの、市
場規模と販売価格を考慮して企業化を凍結。
・発生アンモニアの処理・除去(平成 19 年度試
験実施)
・平成 20 年度に FS を実施し、その後商用機の
販売開始予定
・実際の製鉄所で試験実施した結果、循環ポ
ンプの耐性に問題があることを確認。十分な
耐性を持つポンプはコスト面で採算割れ。企
業化は困難な状況。
・各種条件下で製造、塗布した光触媒コーティ
ング材との密着性、耐久性を確認するため、
実環境下での暴露試験を実施
・既保有製品である光触媒コーティング材と組
み合わせて新規事業としての基盤を築いてい
る段階
・量産製造技術の見極め
・性能評価技術の開発を進め、実用サイズ、
実用性能評価等の検討の実施
・量産時のコスト検証と低コスト化
・電池メーカーと共同で実電池の試作と信頼
性試験を実施し安全性を実証

・本技術の実用化は、250kW 以上の廃熱を有
する事業所が対象であるが、設備コストが高く
企業化実績なし。
・1000kW 級の事業所では単位出力当たりコス
トが低下するが、この規模の事業所は少な
い。現在、案件探索中。

・自治体、民間工場など

21

二相循環式無希釈メ
タン発酵法による生ご
み処理の省エネルギ
ー化技術の開発

アタカ工業㈱

22

繰り返し地震探査によ
る圧入 CO2 のモニタリ
ング手法の開発

石油資源開発
㈱

23

バイオディーゼル燃料
用脂肪酸メチルエステ
ル・グリセリン併産高
効率新規固体触媒プ
ロセスの開発

24

700℃級超々臨界圧
火力発電プラント主蒸
気配管用高強度オー
ステナイト鋼の開発

住友金属工業
㈱

25

CNT 応用大容量キャ
パシタの製造技術の
開発

日立造船㈱
利昌工業㈱

26

27

火力発電所石炭焚ボ
イラ実排ガスからの
CO2 回収長期実証試
験研究

可逆性染料を利用し
た低エネルギーのリラ
イタブルプリント技術
の開発

㈱日本触媒

三菱重工業㈱

サイバーイメー
ジング㈱

15

15

16

16

16

16

17

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

17

17

・CO2 圧入・固定の実証試験サイ
ト、実施サイト

18

・ディーゼル機関
2010 年で 63 万ｔ 245 億円の市場
規模

18

・火力発電プラント
（国内では、2008−2012 年で約８
基の新設プラント）

18

・自動車
・ソーラーセル
・回生エネルギー発生箇所

・実証試験を行ったことで、大型施
設（15t/日程度）を受注することが
可能になり、第１号機を受注後、拡
販段階に入る。
・数次の現場実験・評価を通じ、技
術を確立
・CO2 圧入・固定事業への排出権ク
レジットの認定
・主要な産地はマレーシアおよびイ
ンドネシアであり、技術確立後に当
社のインドネシア工場敷地内に実
証規模（10 万ｔ）の製造設備を稼働
させる案について検討中。
・実機サイズの製品試作
・実機製品で３万時間以上のクリー
プ試験データの取得
・実 際 のボイラに少量 挿 入した実
缶試験
・サンプル出荷、市場求評
・協力企業との合弁会社設立
・営業〜製造の一貫体制を構築

・石炭火力発電所

・Ｆ／Ｓ実施済み案件を中心に、石
炭火力からの CO2 回収＋EOR プロ
ジェクトを推進

・ポイントカード（業務）用、オフィス
用等各種プリンタ
（レーザプリンタ 2003 年度出荷量
1,456,819 台）

・設計開発を自社で行い、協力企
業に製造委託
・オフィス用については、協調関係
にある用紙メーカーの協力を得て、
販売体制を確立
・ポイントカード用等については、自
社で販売

18

19

38

・低中高、各負荷条件での運転試験の実施
・経済性向上のためにも分別収集の徹底、環
境に関する社会教育が必要
・現時点では、岩野原実証試験に続く CO2 圧
入が実施されず、本技術適用の機会なし
・平成 21 年度以降に計画される国主導の次期
実証試験結果により企業化が進むと想定
・副生品であるグリセリンの高付加価値化に関
する事業展開についても技術開発が必要
・数年内にセミコマーシャルレベルの技術実証
を実施し、企業化を目指す。
・高温材料としての国内・海外規格の取得
・システム開発に向けてボイラメーカー、材料メ
ーカー一体となったプロジェクト開始
・欧州での採用に向けた規格の申請中
・原料のＣＮＴに係るコスト低減
・電極シート材の生産性向上とコスト低減
・新規用途への適合評価試験
・日立造船で CNT のサンプル出荷実施中
・ナショナルプロジェクト等による実績の蓄積が
必要
・欧米の電力会社は、概して 2015〜2020 年頃
までに設置すればいいと考えで、投資金額が
大きいために簡単には投資決定されない。
・商用機（3000t- CO2 /d 以上）の前に中規模
（数百 t- CO2 /d）を実施する慎重な電力会社
もある。
・リライタブルカードプリンタは今年度中にサン
プル出荷予定。
・オフィス用リライタブルプリンタは海外からの
生産販売の問合わせに応じ、今後事業化を検
討

28

民生から発生するゴミ
の流通・処理における
環境負荷低減技術の
開発

29

パーム椰子プランテー
ションのメンテナンスで
発生する廃葉・廃幹か
らの炭素資源活用シ
ステムの開発

30

「膜・吸収ハイブリッド
法」によるバイオガス
濃縮装置の開発

31

非液系高容量電池用
積層薄膜電極材の製
造技術の開発

32

シリコンカーバイド基
板高品質化バッファ膜
作製技術の開発

島産業㈱

松下電器産業
㈱

大陽日酸㈱

住友電気工業
㈱

㈱エコトロン

17

17

18

18

18

〜

〜

〜

〜

〜

19

19

19

19

19

・オフィス、事業所、レストラン等
・家庭用
（2002 年度家庭用生ゴミ処理機普
及率 １．５％）

・モータ用モールドコンパウンド
・モータブラシ
（最終的にプランテーション内で発
生する廃材を全て炭素資源化）

・バイオガス濃縮・分離による燃料
ガス精製・利用
北海道酪農家（約 3000 戸)
全国下水処理場（約 350 施設）
・小型高容量電池のハイブリッド自
動車への採用（ハイブリッド車の普
及促進）

・Sic 半導体デバイスの実用化
Sic デバイス市場規模予測
2010 年度 300 万個以上
2020 年度 1 億個以上

39

・委託生産・コラボレーション等によ
る製品製造
・環境機器メーカー等の販売ネット
活用
・モデル地区創設等、自治体・地域
ぐるみでの推進・普及
・廃葉・廃幹から植物由来ポリマー
開発→易分解性コンパウンド開発
→モータのモールド材として実用化
・CNT ブラシ、カーボンセラミックス
軸受製造技術開発→モータ材料と
して実用化
・実ガスによる連続運転により吸収
液・膜モジュールの耐久性確認
・実証試験（実ガス）での実証装置
の３ヶ月連続稼働
・実用化
・積層薄膜電極材の製造技術確立
・電池メーカーへの有償サンプル供
試、信頼性評価
・自動車メーカーでの評価
・ハイブリッド車への採用
・剥離回収技術と成長面平坦化技
術の確立
・デバイスの試作と信頼性検証
・サンプル出荷と販売体制確立
・量産可能な成膜設備導入、拡販

・装置の軽量化とコスト低減、量産化への完成
度向上
・今後、社外モニタ試験を実施し、来年度以降
に企業化する予定

・易分解性コンパウンドは、技術的・コスト的課
題あり
・CNT とカーボンセラミックスは、コスト低減、原
料入手ルート確立、製造条件確立など実用化
を見極め（2008 年）
・植物由来樹脂は収率の低さと物性不十分に
より実用化困難
・装置のコンパクト化と省エネルギー化、低コ
スト化
・燃料ガス精製用途以外の CO2 有効利用分野
の探索
・大量生産時の品質均一化（品質バラツキの
低減）

・大面積化と膜質（欠陥伝播抑制とキャリア密
度を含む）の均一化
・量産化

事業化した課題
揮発性有機化合物汚染水を安全処理する技術の開発
（2003〜2004 年度：㈱ササクラ）

VOC 汚染地下水処理装置

■発がん性などが指摘されている VOC(揮発性有機化合物)
汚染水を安全･確実に分離・分解する装置を開発。この装置
は、処理量 1.6m3/ｈ、被処理水濃度 20ppm（トリクロロエチレ
ン、テトラクロロエチレン等）の VOC を熱分解および超音波キ
ャビテーションにより環境基準の 0.01ppm 以下まで処理でき
る。省エネルギーで、化学薬品を使用せず、新たな廃棄物を
生成することなく、しかも二次汚染となる中間生成物の発生
がないことが特長で、４トントラックにて容易に移動でき、電気
のみで運転可能なため、汚染地下水の浄化に大きな活躍が
期待される。
■2003 年９月より販売開始

生体反応を利用した簡易な環境ホルモン定量法の開発
（2003 年度：日本エンバイロケミカルズ㈱）

高感度ビスフェノールＡ ELISA キット（上）
アルキルフェノール ELISA キット（下）

■環境ホルモン作用が疑われている物質の中で、環境水中での検出
例が多いビスフェノール A（BPA）やアルキルフェノール(AP)を高感度で
定量可能な酵素免疫測定法キット（ELISA KIT）およびその操作改良型
キット(RTU: Ready to use Type)を下記の通り発売開始した。
高感度ビスフェノール A (ssBPA) ELISA キット(RTU)
（発売開始：2004 年 1 月）
アルキルフェノール (AP) ELISA キット(RTU) （発売開始：2004 年 3 月)
これらのキットを使用することにより、ppt オーダーなどのごく微量の
BPA や AP を、GC-MS などの高価な超精密分析機器を購入したり、分
析専門機関に定量を依頼したりしなくても、定量が必要なときに、必要
な数のサンプルを、研究者自身の手で、迅速に定量することが可能とな
り、研究のスピードアップに寄与する。また、エネルギーを大量消費する
従来の超精密機器分析よりも遙かにエネルギー効率の高い環境ホル
モン分析法であるので、温室効果ガスの削減による京都議定書の目標
達成にも資することができる。

二相循環式無希釈メタン発酵法による生ごみ処理の
■本技術は、二相の嫌気
性微生物の分解能力を
活用して高濃度無希釈条
件で生ごみを効率 よく分
解 させ、バイオガス回 収
を行 う省 エネルギープロ
セスである。
■1t／d の実生ごみを原
料としたパイロット規模の
実証試験を終了し、各自
治体、民間企業頭へ営業
展開している。

省エネルギー化技術の開発

（2003〜2005 年度：アタカ工業㈱）

パイロットプラント全景
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事業化した課題
海洋におけるプランクトン現存量自動計測技術の開発
（2002〜2003 年度：アレック電子㈱ 現：JFE アレック㈱）

▲多波長励起蛍光光度計

■従来人手に依存していた動植物プランクトンの種判別、計
数、サイズ計測を自動化できる観測システムを開発した。
平成１９年１月から多波長励起蛍光光度計を商品名
「Multi-Exciter」、水中顕微鏡を「Image-Particle-Counter」と
して発売をスタートさせた。
Image-Particle-Counter に関しては、改良すべき点が指摘
されているので、2009 年度以降に改良モデルの開発に取り
組む予定している。
■2007 年 1 月より販売開始

▲水中顕微鏡

41

事業化に向け研究開発を推進している課題
温室効果ガス削減のための高効率ガス機関の開
発
■炭鉱メタンガスを燃料として高効率の発電を可能とす
るガスエンジンの研究開発の結果、小規模単筒試験装
置を用いた燃焼試験により都市ガス 13A と同程度の出力
及び熱効率を達成し、その後試作機による検証試験で目
標性能を達成した。
■現在、中国炭鉱現地への 3.5MW クラス実証機設置に
向けた各種検討、機器の手配、工事等を進めており、平
成 21 年度に実証実験を開始、その結果を踏まえた企業
化を予定している。

（上）試作機外観写真
（下）炭鉱メタン発電事業実用化イメー
ジ

リチウムイオン電池用鉄系正極材の製造技術の開発
（2002〜2003 年度：三井造船㈱）

■本事業終了後、開発正極の性能を一層向上させて HEV
適用可能レベルにまで高めると共に、平成 18 年度からパ
イロットプラントによる製造試験を実施し、量産プロセスで
の製造を実証、顧客企業にサンプルを提供し、評価を得
た。これらの結果を技術開発にフィードバックすることによ
り、製品及び製造プロセスの改良を進めている。
■今後、量産法を確立し、正極材料の商用製造事業開始
を目指す。
（左上）リチウムイオン電池用リン酸鉄
リチウム正極材
（右上）正極材製造用焼成炉

廃アルミからアルミ化合物を効率的に生成する
技術の開発
（2002〜2004 年度：㈱アイテック）
■本開発により、廃棄物として処理されるアルミ化
合物から純度 95％以上の水酸化アルミ回収の見通
しを得るとともに、アルミ化合物精製時に発生する
水素も精製し、燃料電池など多くの水素資源として
利用可能なことをﾊﾞｯﾁ式にて FS を含め、実証でき
た。
■平成２１年度から連続式実証機の開発を行い、実
証試験を経て、平成 2２年度にＦＳを実施した上で、
商用機の販売を開始する予定。
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事業化に向け研究開発を推進している課題
700℃級超々臨界圧火力発電プラント主蒸気配
管用高強度オーステナイト鋼の開発
（2004〜2006 年度：住友金属工業㈱）
■本事業により、ボイラーの蒸気温度を現状約 600℃から
700℃に高め、発電効率を向上させることを可能とする先進
超々臨界圧（A-USC）発電プラントの高温配管に適用可能な
オーステナイト鋼開発の目途を得た。
■現在、実用化に向けた追加開発や実用性能評価を実施す
るとともに、欧州における A-USC 実証炉への採用に向け、規
格申請を行っている。
■また、国内でも A-USC の開発に向け、ボイラメーカー、ター
ビンメーカー、材料メーカー一体となったプロジェクトが 2008
年度から開始され、開発鋼は高温配管の候補材料となってい
る。
■大径厚肉管への加工性及びコスト面で Ni 基合金に比較し
て有利な本開発合金は、A-USC プラントに採用される可能性
が高いと考えられる。
火力発電所石炭焚ボイラ実排ガスからの CO2
回収長期実証試験研究
（2004〜2006 年度：三菱重工業㈱）
■電源開発（株）松島火力発電所に実証プラントを建設し、長期実
証試験を実施した結果、4000 時間超（目標 3000 時間以上）の実証
運転を達成し、ガス焚き排ガスで実用化済の三菱重工業㈱の
KS-1 吸収液を用いた CO2 回収技術が石炭焚きにも適用できること
を確認した。また、煤塵、SOx、NOx の装置系内での挙動や吸収液
に及ぼす影響を検証した。
■現在、追加試験を実施しており、早期の商用化を目指している。
■なお、すでに、国内外から電力会社を中心に、多くの見学者が来
訪され、また問い合わせ等も多数あり。

可逆性染料を利用した低エネルギーのリライ
タブルプリント技術の開発
（2005〜2007 年度：サイバーイメージング㈱）
左が使用時の状態で右手前からの写真。中が開いた状態の写真、右
が背面からの写真。
既存リライタブルプリンター

当社リライタブルプリンター

消去用

書き込み用

消去用および書込み用

ﾋｰﾀｰﾛｰﾗｰ

ｻｰﾏﾙﾍｯﾄﾞ

IT サーマルヘッド

（常時加熱）

（瞬間加熱）

（瞬間加熱）

リライト層

■本事業で開発したリライタブルカードプリン
タの特徴は、文字消去と文字印字を一度の加
熱で完結するリライタブル印刷方式である。常
時加熱の必要がある文字消去用ヒーターを不
要としたことにより、エネルギー消費を大幅に
抑制した。
■このプリンタは簡易かつ高品質なリライト印
字を行え、ID カード、工場カンバン、プロモー
ションカード、ポイントカード、駐車場カード、診
察券などに利用できる。
■実用間近で、近くサンプル出荷を予定して

カード搬送方向

磁気層

いる。

カード搬送方向

二種類の発熱体を使う既存の方式との差を上図に示す
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事業化に向け研究開発を推進している課題

民生から発生するゴミの流通・処理における環
境負荷低減技術の開発
（2005〜2007 年度：島産業㈱）
■ゴミの廃棄・運搬形態に関する改善で、温室効果ガ
ス削減に寄与するために、ゴミの減容・減量装置をテ
ーマ分けして開発。
■オフィス用可燃ゴミ減容梱包装置は、本事業期間中
に試作機を製作、モニタ試験と改良を実施し、今後、
量産に向けた改善・モニタ機の製作に取り組んでいく。
■家庭用生ゴミ減質量化装置は、本事業期間中に製
作した試作機によるモニタ試験により、実用化が可能
と判断し、現在量産に向けた改良に取り組んでいる
が、平成 20 年度より小ロット量産製品による社外モニ
タ試験を実施し、平成 21 年度より企業化の予定。

処理

生ゴミ減質量化試作機による
模擬生ゴミの処理前後
［減容率 70%］
［減量率 40%］

「膜・吸収ハイブリッド法」によるバイオガス濃縮装
置の開発
（2006〜2007 年度：大陽日酸㈱）

▲改良後のラボ装置
ＣＨ４
廃熱利用システム

温水

熱源

膜モジュール
吸収搭

冷却
HEX

加熱
HEX

ＣＯ２

■事業期間中に、バイオガス発生サイトで、実ガス
評価設備（試験建屋，供給配管，発電設備）の施工
と実ガスによる２ヶ月間の実証試験を実施した。
■現在、実用化に向けた装置のコンパクト化と一層
の省エネルギー化を図るため、装置構成と分離操
作条件の改良による分離性能の向上に取り組んで
いる。
■ラボ試験評価では、吸収液再生に廃熱を利用す
ることで、液流量低減とコンパクト化が可能な結果
が得られている。
■今後は、引き続き本改良を進め装置のコストダウ
ンを図り商品化を目指す。

HEX

吸収液再生部

バイオガス
ガスポンプ

液ポンプ

真空ポンプ

廃熱利用による装置構成のイメージ
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ICETT

表４-２

番号

1

2

技術開発テーマ名

参加企業名称

オンサイト型ＲＰＦ化の

井村屋製菓

技術開発

㈱、㈱クボタ

セメント焼成用高効率

太平洋セメント

低ＮＯｘバーナの開発

㈱

実施年度

15

15

〜

〜

究所

15

〜

ゼロエミッションの進展により、 現在、古紙のリサイクル化が推進され、廃
需要が高まれば㈱クボタから販 プラスチックは中国等に高値で引き取られ
ている。価格のバランスがとれれば実用化
売
される見込み

国内外のセメント工場

確立した技術をまとめエンジニ
アリング会社に技術導出

太平洋エンジニアリング社を通じて国内８
箇所と国外２箇所には導入済

廃熱を排出する設備
発電
自動車

実用化に向けた技術開発が必要
高性能組成設計
製品化プロセスの確立
材料性能再現性の向上

自動車

アルミボディの自動車が量産され
るようになればトヨタの塗装工場に
導入

・基礎技術が確立されたばかりであり、実
用化には技術開発の継続が必要。
・特に、高性能材料の探索が課題。
・２０１５年ぐらいまでに実用化の見極め
を行う。
ランニングコストの低減が図られれば実用化
の可能性は大きい

16

ダイオキシン汚染土壌

土壌汚染浄化システムの中にラ
インアップ
装置設計・運転指針を整備してい
る

料の技術開発

化成スラッジリサイク
4

トヨタ自動車㈱

15

ルの実用化開発
微生物製剤を用いた
ダイオキシンの生物処

5

三井造船㈱
理システムの技術開

15

〜

成果の実用化
・実用化に向けて克服すべき技術的課題
・社会的課題
・想定されている実用化時期
・将来のコストダウン見込等

16

㈱豊田中央研
用環境調和型熱電材

適用プロセス
・実用化に至るイメージ
及びそこに至るプロセス
・実用化に向けての
マイルストーン、可能性等

廃プラスチックや紙屑を廃棄物
として排出している事業者
16

廃熱エネルギー回生
3

適用可能性
・制度成果を活用する製品、
プロセス、サービス、ユーザー
・市場規模等

16

発

45

平成１７年に発表・発売された

ポリオレフィン系複合
樹脂規格外品の原料
6

㈱ロンビック
化に係わる実用化技

15

〜

16

術開発

定置型直接メタノール
㈱ユアサコー
7

燃料電池システムの

型物特に自動車部材を中心に、 １）複合樹脂生産時に排出される
廃樹脂を粉砕・洗浄・造粒する
当該技術開発で導入したプロセ
ラインを設ける
スを適用し、廃樹脂を実用化する
２）そのラインを用いて、廃樹脂
可能性はあると考えられる
自動車部材の市場は、年間約 を再生処理し、品質がバージン品
と比べて遜色無い旨確認する
500 千トン
３）顧客の理解を得る
（顧客に再生処理品を評価戴
き、使用に問題が無いことの確
認を戴く）
家庭用非常電源
継続した技術開発により更に大
農業用途電源
容量の電池を開発した。

・技術的課題
自動車内装材の原料化（品質保持）
・社会的課題
顧客への供給責任
・コストダウンに就いて
再生処理品配合により、5%程度のコス
トダウンが見込める

プラスチック製品

バイオマス由来物質への適用

・冷凍/冷蔵倉庫
・食品等の急速凍結
・化学/医薬製造プラント
・凍結乾燥
市場規模約 150 億円/年

フィールドテストによる信頼性
確認
↓
商品化し実績、信頼性の積み上げ
↓
潜在的市場はあるものの不透明

急激に変化した景気不安から、環境製品に
対する購買意識の低下が問題である。
また買い控え、安価なモノへの購買志向へ
と需要の低下、変化を危惧している。また
市場縮小傾向により、企業としても事業化
の修正、見直しの必要に迫られている。
また、生分解性原料の高騰、入手難が続い
ており、供給が安定するまでは将来性の見
通しが困難。
化学ﾌﾟﾗﾝﾄ向けに既に２台実用化済

自動販売機全般

自動販売機のリサイクルシステ

実用化までには、更に品質の信頼性、低コ

ムの確立

スト化、研究設備の環境改善投資の問題な

実証試験を継続中である。

15

ポレーション
技術開発

生分解性プラスチック
ダイトーエムイ
8

のブレンド・コンパウン
ー㈱

15

〜

16

ド化による実用化開発

温室効果ガス削減の
為の空気冷媒式超低
9

三菱重工業㈱
温(-60℃以下)急速冷

15

〜

17

凍装置の開発

10

自動販売機の環境負

富士電機リテ

荷低減のための高効

イルシステム

率システムの開発

ズ㈱

15

〜

17

ど、数多くの課題をクリヤーする必要があ
り、特に本研究の重点テーマである「断熱

46

材の減容化技術の開発」については、研究
協力会社の会社方針の変更による撤退と、
弊社の事業方針の変更もあり、本研究は平
成１７年度で終了するに至り、継続した研
究および実用化は行っていない。

11

12

13

ＨＥＶ用ニッケル水素

㈱ジーエス・ユ

電池の高出力化技術

アサコーポレ

の研究開発

ーション

建築廃材を活用した

三菱化学㈱、

生分解性樹脂シート

三菱化学ＭＫ

の開発

Ｖ㈱

表面改質法による石

太平洋セメント

炭灰の脱炭・利用技

㈱、三井造船

術の開発

㈱

16

17

〜

〜

自動車

ＨＥＶ自動車の普及により需要
が増大される見込み

平成２０年には実用化の見込み
ｺｽﾄの低減及び、信頼性向上。

雑草防除シート
保護養生シート

現在の雑草防除シート等の代替
品としての使用が見込まれる

・
・

17

19
・

17

〜

19

廃棄古紙からの発泡

・フライアッシュ利用者（セメン
ト会社・コンクリート会社・建設
会社等）
・フライアッシュ排出者（電力会
社等）
・国内未利用フライアッシュ 150
万トン/年分 処理用施設
発泡食品トレー

㈱環境経営総
14

体製造による CO2 削

合研究所

17

〜

18

減技術の開発

長期の実用性能の検証 コストダウン
雑草防除シート、保護養生シートの社
会的ニーズの高まり
２０１３年実用化目標

・フライアッシュセメント/コン
クリートの用途拡大
・上記規格への適用
・国内 CO2 排出量規制強化

・・コンクリート混合時の適用規格の整備
・設置エリアの条件・脱水/乾燥工程の可
否・使用薬剤の選択の見直しによるコスト
ダウンが期待される。

プラスチック製トレーの代替品
としての使用が見込まれる。結
果、CO2 排出量が大幅に削減され
る

平成 19 年より事業化に向い、年間 4 億の売
上、今後も大きく成長させたい。

・10〜100 倍規模のスケールアッ

・実験室規模（1Nm3-H2/h）からスケールア

プの検討（製作、評価）

ップの検証および技術の確立

・新エネルギー関連機関との共同

・２０１０年度にフィールド実証機を投入

開発および連携評価

予定

本技術は Cool-Earth 計画をはじ
水素をキャリアとする
めとする新エネルギー関連の技
再生可能エネルギー
15

の貯蔵に関する技術

㈱フレイン・エ
ナジー

18

〜

19

術開発の対象の一つであり、国内
だけではなく海外のエネルギー

開発
市場も対象となる。

47

ユビキタス社会対応

㈱ジ゛―エス・

継続した研究開発により、さら
高信頼性が要求されるバックア

16

高信頼性蓄電デバイ
スの研究開発

ユアサ コーポ

18

〜

19

に、電池の諸特性の改善をすすめ

出力特性や低温環境下での高率放電特性

ップ用電源

レーション

る。
当面は、個別の製造業の現場ニー
・製造業の生産計画・管理部門担

CO2 排出削減全体最

㈱情報数理研

適化生産計画作成支
17

ズに応えつつ、実用化を図り、そ

・技術的課題：大規模工程モデルへの適用

の過程で、いくつかの典型的な業

可能限界の突破

種・業態での成功事例を蓄積・普

・社会的問題：この大不況下、製造業向け

当者が全体最適な生産計画・スケ
（高速性、最適化精度）

ジューリングを行えるように支
究所、新藤電

援システムの技術開

18

〜

19

援するインターネット上の SaaS

子工業㈱

遍化し、SaaS ASP ベースにより、 新規開発案件激減への対応

発

ASP として提供する。
より広範な製造業への普及をめ

・実用化原資細り、実用化時期の遅れ必至。

・市場規模は、製造業３０万社
ざす。

電球型ＬＥＤ照明の開
18

発

低環境負荷型高機能
精密洗浄システムの

発熱処理、調光器対応が課題

に収まるような外形形状を含め

３年以内に実用化

た、開発が必要になり、実用化の

LED 自体の低廉化により、コストダウンは進

可能性は大きい

む

ユーザーは自動車、機械、電子と

導入候補メーカーとの協議によ

技術についてはすでに実用化領域と考えて

幅広く、超精密加工を伴う全業種

り、使用決定が必要となる。

いる。多機能化を含め、２年後に実用機を

に及ぶ。

従来行われている方法とのコス

市場投入したいと各メーカーと協議中であ

市場規模は生産工程ライン導入

ト比較、歩留まり等検討を要する

る。

可能数として５千ラインを想定

と考えている。

環境等を鑑み、装置の優位性をより明らか

ライトハウステ
クノロジーズ㈱

19

二酸化炭素を用いた
19

・部材価格の低廉化、様々な機器

㈱ワイピーシ
ステム

19

開発

白熱球が存在するところ全て

しており、１台当たり、３千万円

にし、ランニングコスト比較に繋げたい。

として、１５００億円程度を見込
む。
20

CO2 削減のための耐

ループウイン

候性補助動力の開発

グ㈱

19

風力発電、海流発電の製造販売、 実証がほぼ完了し、マスプロに向

技術的な評価は高いがコストが高いことが

アフターサービス

ネックとなっていたが量産で対応が可能。

けたした時が完了したことで、資

48

及び実証試験

現在は、小型風車分野の市場が低

本の注入によって、コストを改善

自然エネルギーに対する社会的な支援が不

迷しているものの実効性が改善

して、世界の市場に供給する。

可欠。

された本技術によって今後世界

マスプロに向けた設計を完成さ

1 年以内にマスプロを開始する予定。

市場に向けて大幅な拡大が期待

せ、試作、量産体制、品質管理体

マスプロ効果によって、50％以上のコスト

できる。

制を整備した上で一般への販売

ダウンが可能になる。

を開始する。
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３-５-A マネジメント・体制・資金・費用対効果等
３-５-A-１ 制度のスキーム
民間企業が取り組む地球環境への負荷抑制・低減、エネルギー効率の高い生産プロセスのうち、
実用化レベルにあるものについて、事業費の１／２を補助し、地球温暖化防止に資する産業技術
の一層の推進を図る。（国から補助先へ補助率５０％）
京都議定書に定められた我が国の温室効果ガス削減目標を達成するとともに、地球温暖化問題
の解決を図ることが重要な課題となっている。
本制度は、我が国の京都議定書締結を踏まえ、地球温暖化問題の解決に資する革新的産業技術
について、産業界における技術開発を助成促進することを目的に、平成１５年度に創設した。
財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）および財団法人国際環境技術移転研究センター
（ICETT）は、本制度を活用し、民間企業の参加（民間企業１／２負担）を得て、以下の対象分
野毎に、地球温暖化問題の解決に向けて、様々な分野の技術開発を進める。
＜RITE の対象分野＞（出典：RITE ホームページ）
地球温暖化問題解決を図るために必要となる革新的な技術開発のうち、市場化への道筋が明確
なものであって、以下の技術に係るものを対象としました。
・二酸化炭素の発生抑制技術、分離回収技術、固定化・有効利用技術、隔離技術等
・ナノテクノロジーやバイオテクノロジーを用い、従来の方法に比べ格段にエネルギー効率の高
い生産プロセス技術等
＊技術開発のステージとしては、企業が保有」している基礎となる技術をベースとして実用化に
近いレベルのものを対象としました。

＜ICETT 対象分野＞（出典：事業パンフレット）
地球温暖化問題の解決に資する新規性を有する技術開発であって、実用化への道筋が明確な以
下の技術に係るもの。また、地球環境の保全を図るため、開発された技術は、中・長期的な観点
から国内及び発展途上国等の諸外国へ普及、応用される可能性のあるものであること。
・二酸化炭素の分離・回収・発生抑制・固定化・再利用に関する技術等
・バイオテクノロジーやナノテクノロジー等を活用し、従来の方法に比較して、格段にエネルギ
ー効率の高い生産プロセス技術等
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国（経済産業省）
１／２補助

（財）地球環境産業技術研究機構
（財）国際環境技術移転研究センター

技術開発促進事業の実施

研究参加

民間企業

３-５-A-２ 制度の体制・運営
（１）制度の実施体制
まず、本制度の対象者については、日本国内において本事業を確実に遂行し得る技術開発力及
び資金負担能力を有する企業であることを資格要件とし、公募によりその選定を行っている。テ
ーマ採択時には技術開発能力及び研究の基盤（研究施設、スタッフ、資金的裏付け）を審査し、
適格であることを確認している。また、参加企業においては、二酸化炭素排出削減に貢献する技
術開発に必要となる材料開発やバイオテクノロジー・ナノテクノロジー等を活用したプロセス技
術等の開発に、その保有する高度な技術開発能力や研究の基盤を駆使して技術開発を実施してい
るところであり、これらのことによって制度の対象者としての妥当性を担保している。
また、二酸化炭素排出削減に向けたアプローチは採択課題毎に異なるものの、各採択課題の技
術開発目的は、二酸化炭素排出削減に資する技術を開発するものとなっており、参加企業は制度
の目的を十分認識しているといえる。
実績として、平成１５年度〜１９年度までに、RITE では３２テーマを実施し、延べ３６企業、
ICETT では２０テーマを実施し、延べ２４企業の参加を得ている。参加企業の業種は、自動車、
化学、機械、電池、セメント等多岐にわたっており、二酸化炭素排出削減に向けて、幅広い業種
において多種多様な観点からの技術開発に活用されてきており、制度の利用実績としても妥当な
ものとなっている。
対象者の選定プロセスについては、ＲＩＴＥとＩＣＥＴＴとの合同審査（書面審査、発表審査）
を実施し、採択テーマを決定している。選定プロセス・審査項目等の概要は次のとおりである。
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実施方法

ＲＩＴＥ／ＩＣＥＴＴと合同での選定

当該分野での知見が豊富な学識経験者から成る評価委員会を設置。
RITE 推薦委員６名、ICETT 推薦委員６名で合同の評価委員会を設置し、それぞ
れの機関に応募のあったテーマを合同委員会で審査している。
【評価委員】
（RITE 推薦委員）
小林 達彦 筑波大学応用生物化学系
阪井 康能 京都大学大学院農学研究科
水野 光一 産業技術総合研究所
石原 達己 九州大学工学研究院
草壁 克己 福岡女子大学人間環境学部
藤井 康正 東京大学大学院新領域創成科学研究科
（ICETT 推薦委員）
軽部征夫 東京工科大学
原口紘炁 名古屋大学大学院工学研究科
小林 猛 中部大学応用生物学部
山根恒夫 中部大学応用生物学部
水谷章夫 名古屋工業大学大学院工学研究科
亀岡孝夫 三重大学
【１次審査（書面審査）
：評価委員による技術審査／事務局による要件審査】
審査
① 評価委員（学識経験者）による審査（応募テーマの分野に応じて１テーマ３
名の評価委員により審査）
・審査項目
−技術開発の目標設定等の妥当性・実用化等の可能性（４段階評価）
−技術開発の新規性・独創性（４段階評価）
−技術開発の効果（３段階評価）
−申請者の技術開発能力等（３段階評価）
−総合的なコメント（記述）
② 事務局による審査
・審査項目
−既存テーマとの重複
−研究の基盤（研究施設、スタッフ、資金的裏付け）
−制度の目標との合致の有無
【２次審査（発表審査）
：評価委員による技術審査】
・応募者による技術開発の内容の発表と評価委員との質疑応答
・審査項目
−地球環境貢献度（３段階評価）
−開発技術の新規性（３段階評価）
−開発技術の実現性（３段階評価）
−総合的なコメント（記述）、講評（口頭）
採択テーマ ・予算枠を勘案し、原則として評価点合計の上位順に選定し、採択課題を決定
の選定
する。
選定者
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テーマ採択後の本事業の流れ、制度関係者の連携は次図のとおりである。
＜RITE>

本事業の流れ
参 加 企 業

Ｒ Ｉ Ｔ Ｅ

経済産業省

研究開始前年度
課題提案（応募）

課題募集

１年目
補助金交付申請

４、５月

課題審査・決定
６月
７、８月

実施計画提出

報告

・計画ヒアリング
・運用マニュアル説明

研究開始
進捗状況点検

10 月
11 月

交付決定

・計画点検、見直し

変更交付申請

承認

・変更計画提出
・実施状況点検
・次年度計画ヒアリング

２年目以降
テーマ採択後の本事業の流れ、制度関係者の連携は次図のとおりである。
４月

・実施計画提出
・研究開始

10 月
11 月

補助金交付申請
進捗状況点検

成果報告会（評価委員による提案、助言、評価）
・計画点検、見直し

変更交付申請

・変更計画提出
・実施状況点検
・次年度計画ヒアリング

２、３月

研究終了翌年度
11 月

交付決定

成果報告会（評価委員による提案、助言、評価）
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承認

＜ICETT>

本事業の流れ
参 加 企 業

ＩＣＥＴＴ

経済産業省

研究開始前年度
課題募集

課題提案（応募）
１年目

補助金交付申請

４、５月

課題審査・決定
６月
７、８月

実施計画提出

報告

・計画ヒアリング
・運用マニュアル説明

研究開始

７，１０，

進捗状況点検

１２，２月

11 月

交付決定

・計画点検、見直し

変更交付申請

承認

・変更計画提出
・実施状況点検
・次年度計画ヒアリング

２年目以降
４月

・実施計画提出
・研究開始

７月

成果報告会（評価委員による提案、助言、評価）

７，１０，

補助金交付申請

交付決定

進捗状況点検

１２，２月
１１月

・計画点検、見直し

変更交付申請

・変更計画提出
・実施状況点検
・次年度計画ヒアリング

２、３月

研究終了翌年度
７月

成果報告会（評価委員による提案、助言、評価）

54

承認

制度関係者の連携

経済産業省

補助金交付申請、実績
報告等

補助金交付、確定検査等
RITE/ICETT

参加契約
協力
分室Ａ

分室Ｂ

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

分室Ｃ（参加企業ごとに設置）
技術開発計画の立案・推進

技術開発全体総括
主任研究者
研究員等

経理担当者
経理面からの推進

人事担当者
研究員の労務管理

京都議定書目標達成産業技術開発促進事業は、提案公募により採択したテーマを、参加企業と
RITE/ICETT とが共同で技術開発する事業であり、参加企業内に設置した RITE/ICETT 分室が
技術開発に当たっている。図に示すとおり、事業の実施に際しては、RITE/ICETT と参加企業と
の間で「京都議定書目標達成産業技術開発促進事業参加契約」を締結し、参加企業内に設置され
た分室で行う技術開発に必要な研究管理、予算管理、人事管理その他の事務は参加企業が行う体
制を採っている。
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（２）制度の運営
①制度運営者
本制度運営者であるＲＩＴＥは我が国内外の研究機関と協力しつつ、地球環境の保全に資する
産業技術に関する研究開発、調査研究等を行うとともに、これらに関する情報の収集・提供等を
行うことにより、地球環境の保全に資する産業技術の進歩向上を図り、もって地球環境の保全及
び世界経済の発展に資することを目的に、「革新的な環境技術の開発」及び「CO2吸収源の拡大」
を国際的に推進する中核的研究機関である。
事業の運営については主に研究企画グループが担当し実施した。
財団内での意思決定システム等は次のとおりである。
専務理事・所長

→

重要事項の決定

研究企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

→

研究公募(支援)チーム

技術開発運営総括

参加企業（分室）との連絡調整、
進捗状況の把握、参加企業（分室）の
経理処理方法の確認等
→

研究管理チーム
知的所有権の管理

→

管理チーム・経理チーム
固定資産の管理、総括経理管理

また、本制度運営者であるＩＣＥＴＴは、国、地方公共団体、産業界、学会等の広範な支援、
協力を得て、我が国が蓄積した環境保全に資する産業技術と行政施策を活用して、諸外国の地域
環境破壊の防止と改善、ひいては地球環境の保全を目指しています。このために、産業公害防止
に関する研修・技術指導、研究開発、調査・情報提供、交流・普及啓発事業を実施しています。
事業の運営については主に企画調査部が担当し実施している。
財団内での意思決定システム等は次のとおりである。
専務理事

→

重要事項の決定

研究開発部長
技術開発運営総括

→

研究開発担当
参加企業（分室）との連絡調整、
進捗状況の把握、参加企業（分室）の
経理処理方法の確認等
知的所有権の管理
固定資産の管理、総括経理管理

②制度運用のための規程類
本制度の運用にあたっては、交付要綱に基づいた次の諸規程を定め、この規程により運営して
いる。また諸規程については新規採択課題決定時に参加企業の担当者を対象に説明会を開催し、
徹底している。
ア）京都議定書目標達成産業技術開発促進事業参加規程
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イ）京都議定書目標達成産業技術開発促進事業に係る成果の取扱い規程
ウ）京都議定書目標達成産業技術促進事業実施要領
エ）京都議定書目標達成産業技術開発促進事業経理処理基準
③事業進捗状況の把握・管理
各採択課題の進捗状況は、適宜電子メール、電話等より各分室の主任研究者等から確認する。
なお、ＲＩＴＥでは平成１７年度以降においては、全採択課題を対象に中間検査を実施し、経
理処理状況を確認するとともに技術開発の進捗状況を把握している。また、提案課題ごとにプロ
ジェクトリーダーとして各分室に主任研究者を置く。主任研究者は、技術開発全体のとりまとめ
を行う。主任研究者を置くことにより、技術開発推進上の責任の所在を明確にし、計画に遅れる
ことなく、技術開発を進めることが可能となっている。また補助金の適切な執行という観点から、
各分室には経理担当者を置き、技術・経理の両面から、円滑な技術開発と適切な予算執行を図っ
ている。
また、ＩＣＥＴＴでは年４回（７月，１０月，１２月，２月）共同研究先の企業に出向き、全
採択課題を対象に経理処理状況を確認するとともに技術開発の進捗状況を把握している。
④計画見直しシステム
本制度においては採択段階では、全体計画を含めて評価しているが、補助金制度上は単年度事
業であるため、参加企業との契約は毎年締結している。従って、毎年度当初に当該年度の事業計
画を経済産業省に提出する際には、前年度の実績を参考に計画を確認するとともに、必要に応じ
計画の見直しを行っている。また、年度途中においても、事業の進捗状況、情勢変化等において、
事業内容、予算執行の面から見直しの必要があれば、計画変更の手続きをとることになる。ここ
数年来、この見直しは、事業開始後、約半年程度が経過し、当該年度の事業進捗にもある程度の
目処がつく１１月頃に実施し、事業費予算の変更などを行っている。
なお、技術開発期間が平均３年程度であり比較的短期間であることから、採択課題別の中間評
価はこれまで実施していない。
⑤モニタリングの実施
各課題の成果向上・モニタリングのため、毎年１回（ＲＩＴＥ：１１月頃、ＩＣＥＴＴ：７月
頃）、成果報告会を開催している。成果報告会においては前年度の技術開発成果を報告し、評価委
員からの提案や助言、評価を得て、これらのコメント、提案等を各課題の概要資料とともにＲＩ
ＴＥ／ＩＣＥＴＴのホームページにおいて公開することにより、技術開発の推進及び成果の普及
に役立てている。
⑥情勢変化への対応
制度運用開始後に、目標設定の見直し等を迫られるような社会経済情勢等の状況変化は生じて
いない。平成１７年２月に、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書をロシアが批准し
たことにより、議定書が発効し、事業目的である温暖化防止対策の社会的重要性は、高い水準で
推移しているといえる。
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⑦過去に実施された制度評価
平成 17 年度に「京都議定書目標達成産業技術開発促進事業制度評価検討会」（委員長：松村正
利

筑波大学

大学院生命環境科学研究科

教授）において中間評価が実施された。

その際、問題点・改善策として指摘された主な内容について、次のとおり対応している。

指

摘

事

項

「実用化レベル」という用語の意味を明確にすべ
き

対

応

内

容

テーマ採択の段階で具体的な想定水準を示すため、審査要領
３の(3)の記述を改訂し、「事業の具体的な目標が、研究開発事

経済性、実証化への道筋をある程度明確にすべき 業終了後３年程度の期間内に、その技術を実用化し、二酸化炭
技術開発の結果、温暖化ガスの排出量の削減にど 素の排出削減に寄与するものである」旨、新たに明記すること
の程度寄与するかを定量的に評価し、明示的に推 とした。
計することが望まれる
温暖化ガスの排出量の削減にどの程度寄与する
かを定量的に評価する
申請者に対しては、より現実的な削減量を記載さ
せるとともに、自己目標設定値を記載させる
CO2削減量や実用化リスクを加味した技術開発の

なお、自己目標設定値については、今後、テーマ採択後の計
画作成において、試算方法の精査と指導を検討
採択テーマ二次審査時に提出を求める試算資料「温室効果ガ

成功率などを想定して、実用化の達成率を評価指 ス削減量」の作成要領を改訂し、【記入要領】の６として、新
標にすべき

たに「技術開発の実用化・企業化の見通しに基づく導入量の推

客観的な尺度としてのCO2削減量を評価指標とし 定」の項目を追加し、実用化リスクを考慮した現実的なCO2削減
て取り入れ、研究開発の実現性を考慮した評価体 量を算出させることとした
系の確立が必要

テーマ採択における審査要領を改訂し、従来の評価項目「技

評価軸を明確に決め、評価に納得性を持たせた提 術開発の効果」（１次審査）、「温室効果ガス削減量の妥当性
案と評価を行う

」（２次審査）を「二酸化炭素削減への貢献度」（１次・２次
共通）にあらため、審査基準・採点基準をより詳細な記述にす
ることで、評価軸を明確化した。

どの程度実用化を見込むのか予め目標を設け、 未着手
第三者機関で成果を的確に評価して判断すべき
マネジメント的な手続きについては効率的なア

事業の執行管理に関して今般、事業規程を改正したが、その際

クションが必要である

不必要に手続きが煩雑とならないよう、事業効率性確保に努め
た。

３-５-A-３ 資金配分
（１）RITE
①５年間の技術開発促進事業実績は、交付決定額２，６１１，１１１千円に対し、執行額約２，
２８６，２２４千円となり、１２％程度の不用が発生したが、これは、実験等結果による工程
変更や法令手続きによる工程遅延、実験効率の向上などによるものである。
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実用化を目標に技術開発を実施する本事業では、パイロットプラント等比較的大規模な研究
設備を導入することが多くあり、これらの設備は、費用積算が体系化されている商業プラント
とは異なって、見積もりに幅が生じることがあり、特に、競争見積もりの結果、予想外に低価
格となり不用を生じることがある。
②資金の内部配分については、毎年、年度途中において、各テーマの進捗を勘案しながら、事業
費減額により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の調整を行っているが、事業期間終盤では、実施テーマ数の減少による配
分調整幅の縮小に伴って不用額が増大している。
（２）ICETT
資金の内部配分については、毎年、年度途中において、各テーマの進捗を勘案しながら、事業
費減額により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
るテーマへの配分の調整を行っているところである。
３-５-A-４ 費用対効果
本事業は温室効果ガスの削減や、高エネルギー効率プロセスの技術開発であり、この技術導入
に当たっては、例えば炭素税やキャップ制度、排出量取引制度等の経済効果が創出される条件と
相まって市場が確立されることになるため、短期的なスパンで削減効果とコストの関係を分析す
るのは適切でないと考えられる。
長期的に見れば、実用化により産業界への幅広い普及が見込まれ、コストに対する潜在的な効
果は相当なものと期待できる。
３-５-A-５ 変化への対応
制度運用期間中に目標設定の見直し等を迫られるような社会経済情勢等の状況変化は生じてい
ない。平成 17 年２月に、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書をロシアが批准したこ
とにより議定書が発効し、事業目的である温暖化防止対策の社会的重要性は、高い水準で推移し
ている。
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３-６-A

別添資料「アンケート集計結果及び個別テーマ採点結果」

京都議定書目標達成産業技術開発促進事業

アンケート集計結果
調査実施担当機関 ： ＪＦＥテクノリサーチ株式会社

アンケート対象

発送数

回答数

回答率

RITE

37

35

94.6％

ICETT

24

19

79.2％

全体

61

54

88.5％
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１．目的及び政策的位置付けの妥当性
Q1-1）本制度は、現在の地球環境問題を取り巻く情勢、及び国が行うにふさわしい政策に合致し
ているとお考えですか？該当する番号を一つ右の回答欄に記入してください。
①極めてよく合致している

②概ね合致している

③合致していない面がある。
Q1-1 情勢との合致
極めてよく合致している

14

9

概ね合致している

21

RITE
ICETT

9

合致していない面がある 0 1
0

5

10

15

20

25

30

35

→③の場合、どのような面が合致していないとお考えですか？右の回答欄に記述して下さい。
機関

選択

ICETT

③

記述内容
合致していないと思われる研究テーマが存在する

Q1-2）本制度が無いと仮定した場合、採択テーマはどうされましたか？該当する番号を一つ右の
回答欄に記入してください。
① 予定通り実施した

② 事業規模を縮小して実施した

③ 実施を断念した

④ 他の公的補助制度を利用した
Q1-2 本制度が無い場合の扱い

予定通り実施した

3 2

事業規模を縮小して実施した

23

実施を断念した

5 1

他の公的補助制度を利用した

4 3
0

10

13

20

30

RITE
ICETT

40

→④の場合、どんな制度名ですか？右の回答欄に記述してください。
機関

選択

記述内容

RITE

④

環境省の公募事業

RITE

④

NEDO 経済省技術開発補助金

RITE

④

経済産業省 地域新規産業創造技術 j 開発費補助金

RITE

④

具体的な制度名は覚えておりませんが、NEDO 殿などの補助制度への応募を検討したと
思います。

ICETT

④

ＮＥＤＯ

ICETT

④

ＮＥＤＯ

ICETT

④

NEDO など
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Q1-3）本制度と類似の制度（目的、スキームなどの類似）をご存知ですか？該当する番号を一つ
右の回答欄に記入してください。
① 知っている

② 知らない
Q1-3 類似制度の認知度

知っている

12

8

知らない

23
0

10

RITE
ICETT

11
20

30

40

→①の場合、どんな制度名ですか？右の回答欄に記述してください。
機関

選択

記述内容

RITE

①

環境省、生研機構

RITE

①

NEDO

RITE

①

NEDO
バイオマス等未活用エネルギー実証試験

RITE

①

NEDO 補助事業、PEC 補助事業

RITE

①

例えば、最近の例では、NEDO の H20 年度「エネルギー使用合理化技術戦略的開発」等

RITE

①

NEDO 実用化助成事業

RITE

①

NEDO 経済省技術開発補助金

RITE

①

エネルギー使用合理化支援事業

RITE

①

METI「低炭素社会に向けた技術シーズ発掘・社会システム実証モデル事業」

RITE

①

ＮＥＤＯ等

RITE

①

地球温暖化対策技術開発事業（環境省）

ICETT

①

NEDO

ICETT

①

NEDO の新利用形態燃料電池標準化等技術開発

ICETT

①

三重県産業廃棄物抑制等研究開発事業費補助金

ICETT

①

ＮＥＤＯの公募事業

ICETT

①

温室効果ガス排出削減支援事業

ICETT

①

温室効果ガス排出削減支援事業

ICETT

①

NEDO、PEC などの委託研究

ICETT

①

NEDO の公募事業
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２．テーマの成果、目標の達成度について
（１）成果の概要について。
Q2-1）本制度において、貴殿が実施されたテーマの事業内容について、概要を右の回答欄に記載
して下さい。
機関

記述内容

RITE ｵｿﾞﾝ+UV による促進酸化処理技術
RITE 炭酸ガスを多量に排出するセメントを多用せず、地上設置型の窒素除去装置を開発すること。
RITE 生体反応を利用した簡易な環境ホルモン定量法として超高感度ビスフェノール A 定量キットを開
発した。操作面の改良に成功し、Ready To Use 仕様として企業化した。また、アルキルフェノール
のみを特異的に定量可能な抗体の取得にも成功し、アルキルフェノール定量用 ELISA キットとし
て企業化した。
RITE 揮発性有機化合物で汚染された地下水を省エネルギーかつ、廃棄物や２次汚染を引き起こす副
生物も発生しない技術の開発
RITE 木質バイオマスの石炭火力発電所燃料として利用するための適応性評価。
貯蔵、輸送、ハンドリング性、燃焼性、粉砕性試験
RITE 炭鉱での石炭採掘時に発生する炭鉱メタンガスは、大部分が未利用のまま大気放出され、地球
温暖化の一因となっている。そこで、マイクロパイロット着火技術を利用した希薄燃焼ガスエンジ
ンをベースに、炭鉱メタンガスを燃料として高効率発電が可能なガスエンジンを開発し、温室効果
ガス排出量を低減することを目標とした。
本技術開発では、小規模単筒試験装置を用いた燃焼試験を行い、炭鉱メタンガスで都市ガス
13A と同程度の出力および熱効率を達成できる見通しを得ることができた。また、炭鉱メタンガス
に適したガス供給方式および制御方式を開発し、試作機を用いた検証試験にて目標性能を達成
したことが確認された。
RITE フロン、ハロンの分解処理装置の開発
RITE 生分解性吸水材の製造における基礎的な条件検討、スケールアップ条件の検討、溶媒回収と再
利用に関する検討、開発品の安全性性確認試験など
RITE 排水中の硝酸性窒素の湿式還元分解処理技術の開発
RITE 溶融塩を用いた技術の大きな特徴である高い反応性及び反応処理の安定性を生かすことにより
酸化物電極材の再資源化を高いエネルギー利用効率で実現できるよう開発を実施した。本技術
開発事項及び順序を以下に示す。(1) 電極材 LiCoO2 等と溶融塩中での Li 還元反応挙動を把握
し、反応条件の最適化を行い、ベンチスケールプラント設計に必要な運転条件を確立する。(2)溶
融塩取扱装置のメンテナンスを考慮した構造材の腐食データ及び溶融塩の寿命を把握し、設計
に必要な構造材選定及びメンテナンス法を確立する。(3)溶融塩中の Li 還元処理後に生成する酸
化リチウム電析条件を把握し、Li 電析回収条件の最適化を行い、ベンチスケールプラント設計に
必要な運転条件を確立する。(1)〜(3)の検討で、最終的に 1/25 ベンチスケール(処理量:
0.5kg-LiCoO2/h)を製作し、処理能力、エネルギー利用効率化及び溶融塩取扱技術に対する確
証を行い、実機に向けた問題点の洗い出しとその対策を検討した。
RITE CO2 低減効果の高いハイブリッド型等の電気自動車用のリチウムイオン電池に適用可能な、低価
格、高安全性･安定性、大容量、高出力のリン酸鉄リチウム正極及び正極シートの製造及び性能
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機関

記述内容
向上技術を開発した。

RITE ステンレス酸洗工程における①新酸製造量の削減等による CO2 排出量削減②廃棄物ゼロ化プロ
セスの実現③フッ素、硝酸イオンによる環境負荷のゼロ化を図る。
RITE フッ硝酸の蒸発濃縮の開発
RITE 製品のプロセス開発、評価
RITE 酸酸排水をバイポーラ膜を用いて効率的に全量回収する技術の開発
RITE 廃石膏ボードから分別装置にて分別した石膏を、弊社特許製品である古紙発泡緩衝材「パルフォ
ーム」に応用した、軽量新素材製造の要素技術を検討した。
RITE 本技術開発は、計測と制御に関する技術を開発・応用し、温室効果ガスである CO2 の発生抑制を
して、京都議定書目標達成に資することを目的とする。燃焼設備の高効率化に必要な、長期的に
安定した信頼性の高いＯ２・ＣＯ検出端を開発すると同時に、弊社独自のデータマイニング（デー
タによる法則・規則性解析技術）、ＴＣＢＭ（推定・予測技術）、ＲＳＭ−Ｓ（最適化技術）を使った最
適燃焼制御システムを広範な燃焼設備に応用して、燃料消費量を削減することを最終目標とす
る。
RITE 廃アルミよりのアルミ化合物の生成
RITE ダイオキシン類をフェムト秒レーザーによる非共鳴多光子イオン化法によりイオン化し、超高感度
の検出をリアルタイムで実施する。
RITE 二酸化炭素炭素の吸収固定に大きく関与するとされる海洋動植物プランクトンの種判別、計数、
サイズ計測をフィールドレベルで広範囲に自動観測できるシステムを開発し、膨大なプランクトン
現存量の解明を通じて炭素循環の解明を目指した。
RITE リチウムイオン電池の負極として、究極の高容量化を達成できうる薄膜リチウム負極の量産化の
製造技術を開発する
RITE ｱﾝﾓﾆｱﾗﾝｷﾝｻｲｸﾙの実用性確認
RITE 本技術開発においては、二相循環式無希釈メタン発酵技術を用い、実生ごみ処理の実証試験
（処理規模 1.0t-生ごみ/日、実証施設場所：京都府相楽郡木津町）を実施し、本技術の実用化
の検証を行った。
RITE 光触媒に利用される高耐久性アンダーコート材の開発研究を担当
RITE 植物油脂とメタノールとをエステル交換させてバイオディーゼル燃料とグリセリンを併産するにあ
たり、独自の固体触媒を開発することによって従来のアルカリ触媒法の問題点を解決するクリー
ンで省エネ可能な新規製造法の研究開発を実施した。
RITE 石炭火力発電プラントにおける主蒸気管の材料開発を実験室規模で行い、得られた合金を実機
製造設備で試作し、製造技術の確立を図った。
RITE 垂直配向した CNT 電極と集電シート及び最適な電解液の選定により、従来にない大容量となる
電気二重層キャパシタの製造技術を開発し、ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車のｴﾈﾙｷﾞｰ回生やｿｰﾗｰｾﾙ蓄電ﾃﾞ
ﾊﾞｲｽへの利用により CO2 削減に貢献する。
RITE ＣＮＴを応用したキャパシタを開発し、従来未利用であった回生エネルギーを有効活用する技術
開発
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機関

記述内容

RITE すでにガス焚で実用化済の当社の排ガスからの CO2 回収技術について、排ガス中の不純物が多
い等の影響を把握し、石炭焚排ガスにも適用できることを実排ガスを用いて長期にわたり実証。
RITE リユースとしたエネルギー及び用紙の無駄な消費をなくしたプリンタ開発
RITE 民生より排出される可燃ゴミをウェットとドライ毎に、減容を行いゴミの輸送効率アップによる使用
燃料の削減に伴う温室効果ガス排出削減、減容により使用されるゴミ袋量の削減による温室効
果ガス排出削減、脱水を行うことにより焼却時のロスを低減させることによる温室効果ガス排出
削減、これらを目的とし、可燃ゴミ減容梱包装置と生ゴミ脱水減量化装置の開発を行う。
RITE マレーシアの大規模パーム椰子プランテーションから発生する多量の廃葉・廃幹を炭素資源とし
て有効活用するために、これらを原料とした①植物由来樹脂、②カーボンナノチューブ、③カーボ
ンセラミクスの開発に取り組みました。
RITE 実証試験装置（実用規模：10Nm3/h）のスケールアップ設計・製作及び、フィールド試験（実ガス）
での分離性能（CH4 濃度 98%，回収率 96〜98%），実用性（2 ヶ月稼動）を確認した。
RITE 電解液を全く使用せず、かつ緻密な薄膜から成る新規電池用電極材の製造技術の開発
RITE 新しい成長方法でシリコンカーバイド（ＳｉＣ）エピタキシャル膜を作製し、ＳｉＣパワー半導体の特性
上、極めて問題となるＳｉＣ基板中の欠陥について膜への欠陥伝播抑制を行なう。低損失であるＳ
ｉＣパワー半導体のデバイス歩留まりを向上させることでＳｉＣ普及を図る。
ICETT 従来焼却処理されていた廃プラスチック、紙くずを RPF 化し、化石燃料の代替エネルギーとして
有効利用することで、エネルギー効率の高い生産プロセスを確立すると共に、各機器をユニット
化からシンプルな設備を開発し、オンサイトでのリサイクルを推進することによりトータルで CO2 を
削減し、小型スケールでの高効率サーマルリサイクルを実証することを目標とする。
ICETT 工場内から発生する廃プラスチック及び紙屑のオンサイトエネルギー利用システムの確立。
ICETT 環境負荷物質を含まない高性能酸化物熱電材料の材料設計技術、作製プロセス技術、評価技
術を開発した。
ICETT 国内で生産されるポリオレフィン系複合樹脂廃材の８０％を原料化
ICETT 600W 級直接メタノール燃料電池システムを定置用電源として開発する．
ICETT インフレーション成形時、成形厚 25μｍにおいて以下の特性をもつ生分解性プラスチックを開発
引張り強度 30Mpa 以上、引裂き強度 100N/mm 以上（全方向）
ICETT 液体窒素にかわる機械式超低温冷凍装置を開発する
ICETT 廃棄自動販売機のリサイクル・リユース・リデﾕースに関する研究
ICETT ＨＥＶ用ニッケル水素電池の高出力化技術を実現する
ICETT 柔軟生分解性樹脂の開発、及び、この樹脂と建築廃材を用いる生分解性樹脂シートの開発
ICETT 火力発電所から発生する石炭灰に含まれる未燃カーボンを取り除き、セメント用混合材として利
用する技術の開発。
ICETT 火力発電所から発生する石炭灰に含まれる未燃カーボンを取り除き、セメント用混合材として利
用する技術の開発。
ICETT 京都議定書の政策を実現する為の具体的 CO2 削減技術の開発
ICETT 風力等の再生可能エネルギーから製造した水素の貯蔵技術の開発
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ICETT 高信頼性を持った蓄電デバイスを開発することで、ユビキタス社会対応のホームネットワークシス
テムの普及に貢献する
ICETT 製造業は、売上機会損失を懼れるあまり、製品、仕掛品の在庫過剰や設備過剰に陥りがちであ
る。それらの過剰が抑制できればムダな製造が減り、地球温暖化ガス排出量は削減される。本
技術開発では、①環境負荷を「見える化」した全体最適な生産スケジューラの開発、②①の成果
を製造業ユーザに提供するための SaaS ASP システムの開発とシステム統合、③構築された当
該システムの実証試験を行った。
ICETT 情報数理研究所にて CO2 削減を目的としたスケジューラーを開発するために工程モデルデータ
の提供、及び実証実験を担当した。
ICETT 既存の白熱球に変わる照明を LED で実現する

Q2-2)貴殿が実施したテーマの成果目標は、温室効果ガス削減にどのような効果をもたらすものか、
右の回答欄に記載して下さい。可能な限り、定量的な記載をして下さい。
Q2-2 温室効果ガス削減の定量的効果
t/年
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記述内容

RITE 677,744t- CO2 /年(2010 年)
RITE セメント消費量の９０％以上の削減
RITE ppt や ppb オーダーしか存在しないごく微量の環境ホルモンを測定するためには、GC-MS や
LC-MS など、電力消費量の多い高価な精密分析機器や、それら精密機器を収納するための膨
大な電力を消費する空調系を備えた実験室が必要であり、この莫大な電力消費量は温室効果ガ
ス排出の原因となる。
一方、本技術開発では、抗原抗体反応などの迅速かつ穏和な生体内反応を利用した環境ホルモ
ン定量用の ELISA キットを企業化した。通常の実験室にある低電力消費量の分析機器で、ごく微
量の環境ホルモンの定量を可能とするため、電力消費量は大幅に削減される。バイオテクノロジ
ーを利用したエネルギー効率の良い分析方法を提供できた。
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RITE ⅰ 市場規模の見通し
VOC 汚染地下水の処理市場規模を土壌汚染対策費から推定し算出する。
土壌汚染対策費の推定値合計＝11 兆円(VOC＋重金属＋その他)
現状土壌汚染対策市場規模＝450 億円/年、13.5 億円/年(VOC 対策費)
(VOC 対策費を 30％、当装置が占める割合を 10％と想定)
土壌汚染対策市場予想規模＝3200 億円/年、96 億円/年(VOC 対策費)
ⅱ 温室効果ガス削減量の試算
上記市場規模予想の内、本開発方式が採用される割合を 20％と想定。
処理費用の内、運転エネルギー費用の割合を 50％と想定。
本研究により運転エネルギー削減割合を 50％と想定。
削減額 ：96 億円＊0.2＊0.5＊0.5＝4.8 億円
削減額を発電燃料油に換算する
電力単価＝15 円／KWH、発電効率＝39.98％とし発熱量より 357ｇCO2/ｋｗｈと想定すると
2010 年省エネ効果量

：(4.8 億円/15)＊357＝11424 ｔ−CO2／年の削減。

RITE 木質バイオマスを石炭火力発電所で燃料利用することで石炭消費量削減による CO2 削減効果が
ある。
RITE 本技術開発成果の適用により、大気中に放出されていたメタンガスは、燃焼により二酸化炭素
(CO2)となって排出される。このとき、メタンガス 1Nm3 から 1Nm3 の二酸化炭素が生成される。ま
た、発電により石油もしくは石炭の消費量が低減されるため、これらの燃料の燃焼により排出さ
れていた二酸化炭素も減少する。このことから、本技術開発成果の適用による温暖化ガス削減
量(CO2 換算)は以下の式によって算出される。
発電に利用される炭鉱メタンガス量 × メタンガスの温暖化指数
− 発電による二酸化炭素排出量 ＋ 省エネルギーによる二酸化炭素排出量削減分

一般的な発電における CO2 排出量を 0.33kg/MJ とすると、メタンの密度は 0.68kg/Nm3、CO2 の密
度は 1.87 kg/Nm3、メタンガスの温暖化指数は 23 である(CO2=1 とした場合)ので、たとえば 2020
年度(年間 40 億 m3 の炭鉱メタンを発電に利用し、575 億 MJ を発電と仮定)における温暖化ガス
削減量(CO2 換算)は次のように算出される。
2020 年度時点の温暖化ガス削減量
(40(億 m3/年)×0.68×23−40(億 m3/年)×1.87＋575(億 MJ/年)×0.33)÷1000 ＝ 74,055,000(ト
ン/年)

〔参考〕
平澤「中国における炭鉱メタンガス回収･利用モデル事業」 動力、2002 年秋季号
その他 EPA、JICA、JCOAL 資料より推定
RITE フロン、ハロンを分解処理することで温室効果ガス削減が期待できる
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RITE 2010 年時点で 1,000t／年を本技術開発品で代替したとすると削減できる二酸化炭素量は
1,610t- CO2／年。
2010 年時点で市場の 1,000t／年を本技術開発品で代替した場合に削減できるエネルギーをすべ
て電力で賄ったとして二酸化炭素削減量を試算すると 1,976t- CO2／年となる。従って本技術開
発品を従来品に代替した際の 2010 年における二酸化炭素削減量は 1,610t- CO2／年＋1,976tCO2／年＝3,586t-CO2／年となる。
RITE 従来の活性汚泥処理に比較して大幅な省エネ効果が期待できるプロセス開発
RITE 2005 年には 6 億 5 千万個/年もの Li 二次電池が生産されると予測され、LiCoO2 としての生産量
は 4600t-LiCoO2/年にのぼる。LiCoO2 のバージン原料である Li 及び Co に対して鉱山掘削・精
錬・輸送で消費するエネルギーの量は年間で 4.1×1014J/年であり、2005 年全生産電極材
LiCoO2 の再資源化を本技術開発実用化製品で実施すると、消費エネルギー量は 0.8×1014J/
年であり、エネルギー利用効率化でエネルギー消費量の約 80%削減が期待できる。また、このエ
ネルギー利用効率化により、温室効果ガスの削減及び京都議定書目標達成に寄与することが期
待できる。
RITE 参加期間中の 2003 年度に報告した、本技術開発による 2030 年までの省エネ効果の推算では、
寄与率 50％・成功率 50％の仮定の下で、2.35×106（kl-原油）程度の削減を見込んでおり、現時
点でもほぼ同程度であろうと推定している。
RITE 開発技術の普及率を 25%と想定したときの温室効果ガス削減量は、20,000t- CO2 /年。
RITE 20,000t/年 CO2 削減
RITE CO2 削減効果
RITE 日本国内のｽﾃﾝﾚｽ鋼製造業に 100%普及した場合、80,000t/年の CO2 削減効果。
RITE 2010 年度の全国における廃石膏の排出量を 11,791,000 トン／年と推測し、うち東北圏内の排出
量を全国の 6％とすれば、707，500 トンとなる。さらに、弊社中間処理施設への搬入量がこれの
0.6％であるとすれば、4,252 トン／年と推定される。リサイクル石膏製品 1kg の製造に必要なエネ
ルギーは、従来までのエネルギーが 1,277ｋｃａｌ／ｋｇ、これに対して、本技術開発のエネルギーが
1,066ｋｃａｌ／ｋｇであり、その差は、216ｋｃａｌである。これを、原油換算すると、0.0237Ｌ(＝216ｋ
cal/9,126kcalL-1)となる。また、2010 年時点で弊社と同規模のプラントが 5 基稼動すると仮定す
れば、そのエネルギー消費抑制量は 504ＫＬ／年 (＝0.0237×4,245×1000÷1000×5 基)と算出
される。従ってエネルギー消費抑制量から温室効果ガス削減量を試算すると、1,328.4ｔ- CO2／年
(＝504,000L/年×38.2MJ/L×69g CO2/MJ)となる。
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RITE ボイラで使用する年間の平均燃料消費量は、蒸発水量１０ｔ／ｈ規模の場合、Ｃ重油で、
80（ｌ/ｔ）×10（ｔ/ｈ）×6,000（ｈ/年）＝4,800（ｋｌ/年）
燃焼排ガス中のＯ２濃度を４％から２％へ低減すると、燃料消費量を０．８３５％削減できるので、
4,800（ｋｌ/年）×0.835（%）＝40.08（ｋｌ/年）
2010 年度時点で、本技術開発が 56,055 基中の 600 基に適用すると、エネルギー消費抑制量
は、
40.08（ｋｌ/年）×600 ＝ 24,048（ｋｌ/年）＝24,048,000（ｌ/年）
エネルギー消費抑制量から温室効果ガス削減量を試算すると、
24,048,000（ｌ/年）×41.7(MJ／ｌ)×58.6(g- CO2／MJ)
＝58,764,173,760（g- CO2／年）
＝58,764 （t- CO2／年）
同様に 2020 度時点での本技術適用基数 1600 基
40.08（ｋｌ/年）×1600 ＝ 64,128（ｋｌ/年）＝64,128,000（ｌ/年）
温室効果ガス削減量を試算すると、
156,704 （t- CO2／年）
同様に 2030 度時点での本技術適用基数 2600 基
40.08（ｋｌ/年）×2600 ＝ 104,208（ｋｌ/年）＝104,208,000（ｌ/年）
温室効果ガス削減量を試算すると、
254,644 （t- CO2／年）
RITE 廃アルミからアルミ化合物を生成すると、２，１６０ｔ- CO2／年 の削減
RITE 温室効果ガスの削減には直接には寄与しない。
RITE 本テーマの成果は、直接的に CO2 を削減するものではないが、プランクトン現存量の把握が CO2
ミッシング問題の最重要課題であり、間接的に温室効果ガス削減に貢献するものである。ただ
し、従来、船舶と人手に依存していた手法が自動化されることにより、年間 107,850t- CO2 の直接
的な温室効果ガスの削減効果をもたらす。
RITE 本開発の結果、小型高容量の電池が実用化できれば、ハイブリッド車の普及促進が見込まれ、
自動車からの温室効果ガス排出の削減が期待できる。
RITE 本装置を実用化して、2010 年に工場の廃熱を効率 6%でｴﾈﾙｷﾞｰ回収する 1000KW 級発電装置 20
台を設置することにより、年間 2.9 万トンの CO2 削減を見込んでいた。
RITE 本技術では、嫌気性微生物の分解能力を活用して高濃度無希釈条件で生ごみを効率よく分解す
る省エネルギー的プロセスであり、副産物であるバイオガスを高効率発電で再利用することで、
全体としてエネルギー効率の良いシステムを確立している。本技術により、従来、焼却処理され
ていた生ごみの処理において、エネルギー消費の低減と CO2 の削減に寄与し、温室効果ガスの
削減や京都議定書目標達成に資するものである
RITE 年産 10 万㌧ﾍﾞｰｽで省エネ化による CO2 削減量が 1.1 万㌧（ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油自体の効果も加える
と 27 万㌧の削減）
RITE 石炭火力発電プラントの発電効率を約６％向上させ、CO2 排出量の削減を図る。
RITE ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ車への搭載が実現した場合の CO2 削減効果は 1,261,741ton/年である。
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RITE CO2 換算 2.66×10４t- CO2／年
RITE 世界中の既設、新設の石炭焚ポイラーを用いた発電所排ガスから CO2 を回収（90%)することによ
り、温室効果ガス削減に直接的に貢献する。
RITE 目標のプリンタ台数販売で年間 48,599t- CO2 を削減。
RITE 実用化され、全国普及率 1.5%とした場合、約 11,601t- CO2 /年の削減が見込まれる。
RITE ①･ 物由来樹脂：ﾓｰﾀ社のﾓｰﾙﾄﾞ材（6000ｔ／年使用）を置き換えて CO2 を 2664ｔ／年削減
②カーボンナノチューブ：掃除機用ﾌﾞﾗｼﾓｰﾀ（90 万台／年生産）の効率を 1%向上し、CO2 を
193 ｔ／年削減
③カーボンセラミクスでﾌｧﾝﾓｰﾀの効率（1200 万台／年生産）を 1%向上して CO2 を 3427 ｔ／
年削減
RITE 現状、市場への投入実績はございませんが、想定する市場（ﾊﾞｲｵｶﾞｽ濃縮利用施設）への導入が
実現した場合、2009 年度からの市場投入での 2010 年度における CO2 削減量 6,636ｔ- CO2 /年と
試算しております。
RITE 本開発の結果、小型高容量の電池が実用化できれば、ハイブリッド車の普及促進が見込まれ、
自動車からの温室効果ガス排出の削減が期待できる。試算値は 371000t- CO2 /年
RITE 技術開発で培ったＳｉＣエピタキシャル膜を利用したＳｉＣパワー半導体の歩留まり向上から、2017
年度を最終年度とすると１２３．７万ｔ- CO2／年を見込む
ICETT 当該技術が実用化・企業化されることによる温室ガス削減量
（2010 年度における削減量又は 2008 年から 2010 年までの削減量の平均値）
７，155 ｔ−CO2／年
ICETT オンサイトでエネルギー利用することにより 255.6（ｔ- CO2/年）の削減効果が期待される 。
ICETT 原油換算で２０２０年に 400,000kL の省エネ効果を期待
ICETT 当該廃材のうち年間８千トンを原料化することにより、年間 CO2 発生量を１６〜１７千トン削減でき
る
ICETT 燃料電池で作られる電気はもちろん，同時に生成する熱および CO2 を有効利用することで，従来
の内燃機関に比べて CO2 の削減が可能になる．
ICETT 技術適用予定量 10.5 万トン/年を 1kg あたり約 10,000kcal の燃焼カロリーを発生する汎用樹脂と
置き換えたとして計算 CO2 削減量 18,994t- CO2 /年
ICETT ﾏｲﾅｽ 90℃レベルの急速冷凍においては主に液体窒素が使用されているが，本空気冷媒冷凍装
置を液体窒素に代えた場合の CO2 削減量を試算する。
液体窒素を利用した場合の必要エネルギーと比較し本装置を利用することで約 87%のエネルギ
ー節約が可能である。
2001 年度（2003 Gas Georama in Japan より）の窒素使用量は 36 億ｍ3 でその内 2010 年に本装
置に置き換えられる液体窒素（冷却用）は 9.5 億ｍ3 と仮定する。
・液体窒素 1ｍ3 製造するに必要な動力：1.3kWh/ｍ3（標準ガス体積で）
・液化窒素の製造に必要な動力
950,000,000ｍ3/年×1.3kWh/ｍ3＝1,235,000,000kWh/年
・CO2 の削減量
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1,235,000,000kWh/年×0.357kg/kWh/1000×0.87＝383,579ｔCO2/年

ICETT 現在の廃棄自動販売機を最大限再利用することで、材料面、および一部省エネアップグレードす
ることにより、年間の二酸化炭素を最大 68 万トンを削減できる。
ICETT ＨＥＶ用ニッケル水素電池を高出力化することにより、これまでよりも低燃費な HEV 車輌を実現し
CO2 の削減に貢献する。
ICETT 当該技術が実用化･企業化されることによる温室効果ガス削減量：40,200t/年(2020 年度)
ICETT 90 万ｔ- CO2 /年
年間 150 万ｔの石炭灰をセメントに置き換えたとする．
セメント産業からの炭酸ガス排出量は、セメント１トン当たり 600 ㎏．
ICETT 90 万ｔ- CO2 /年
年間 150 万ｔの石炭灰をセメントに置き換えたとする．
セメント産業からの炭酸ガス排出量は、セメント１トン当たり 600 ㎏．
ICETT 食品発泡トレーの原料発泡スチレンと比べ約 72％の CO2 削減(ＬＣＡによるイベントリ分析）
ICETT 政府機関が試算した 2010 年度の風力・太陽光発電基準で、9,000ｔ/年の CO2 削減効果に相当
ICETT 全世帯の５％に省電力化されたホームネットワークが普及して、待機電力が低減された場合、
272,300 t- CO2 /年の削減が可能となる。
ICETT 対象生産工程について、仕掛在庫を 7 割減、生産リードタイム 4 割削減の生産スケジュールが可
能であることを示した。
ICETT 工程内の仕掛在庫数量の半減、及び納期短縮で成果をあげた。
ICETT 既存白熱球に比べ 1/6 の温室効果ガス排出にとどまる
ICETT 温室効果ガス削減には 2 つの考え方がある。一つは以下に排出を減らすかであり、一つは排出
されたガスを回収再利用するかである。本技術はコウシャの考え方により大気中の二酸化炭素
を回収し利用する。規模拡大により固定化された二酸化炭素の増大を図れる。

Q2-3）具体的な事業の進展はどのようなものがありましたか？右の回答欄に記述して下さい。
機関

記述内容

RITE 食品の滅菌洗浄
RITE 事業化検討中
RITE 超高感度ビスフェノール A 定量キットとアルキルフェノール定量用 ELISA キットの販売に至った。
RITE
事業化は断念
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機関

記述内容

RITE 現在、実機で長期混焼試験を実施し、発電設備への影響、環境上の問題がないことを確認中
RITE 事業段階で、コスト的に無理があり断念
RITE コスト及び品質面などで課題があり、事業化できていない。
RITE 事業としての進展なし
RITE 現在実施している最新の Li 二次電池の市場および廃電池の回収動向を調査し、設備市場投入
シナリオを構築できれば、最適な市場投入の装置規模・投入時期を把握することができ、これを
元に企業化へのパートナー構築の道筋が見える。パートナー構築ができれば企業化への大きな
ステップとなる。これがクリアーできれば実証デモプラント設計・製作・運転と事業を進めることが
でき、企業化への展望が開けると思われる。
RITE 技術開発促進事業終了後、開発正極の性能を一層向上させて HEV 適用可能ﾚﾍﾞﾙにまで高める
と共に、H18 年度からﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄによる製造試験を実施。量産ﾌﾟﾛｾｽでの製造を実証、顧客企
業にｻﾝﾌﾟﾙを提供し、評価を得ると共にその結果を技術開発にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸすることにより、製品及
び製造ﾌﾟﾛｾｽの改良を進めている。今後、量産法を確立し、平成 21〜22 年度からの正極の商用
製造事業開始を目指す。
RITE パイロットテストを継続して実施し、実用化を目指して検討中。
RITE パイロットプラント運転による実証
RITE 現在、プラント運転中
RITE 現在、実用化に向け設備投資検討中
RITE 市場化の見込みや成果目標の達成度を検討した結果、当該事業の優位性等が見受けられない
ことから、事業の存続を断念した。
RITE 事業展開できなかった
RITE 廃アルミよりのグリーン水素精製実証の実施
RITE 土壌中のダイオキシン類をイオン化するためのディソープション(desorption：脱離)装置の開発を
行った。
RITE 植物プランクトンを対象とした多波長励起蛍光光度計を Multi-Exciter の名称で商品化できた。動
物プランクトンを対象とした水中顕微鏡を Image-Particle-Counter として商品化できた。
RITE 技術開発促進事業終了後も自社資金にて開発を継続中
RITE 〜150℃廃ｶﾞｽ､〜80℃温廃水からのｴﾈﾙｷﾞｰ回収と装置設計の概要､概算ｺｽﾄなどが明確になっ
た。しかし投資回収年限が 10 年程度に及ぶため、実採用はまだない。
RITE 顧客である各企業や自治体に向け営業展開を図っている段階ですが、現時点においては、本技
術を使用した施設の受注実績はありません。
RITE 研究開発後(H17 年より）、事業化検討を実施したが、事業化できなかった。
RITE 計画通り、最終年度に小型ﾊﾟｲﾛｯﾄ実験まで実施した。
RITE 当補助事業ではプラントの１部品の開発であったが、現在ボイラ・タービンメーカーも参画したプラ
ントシステムの開発を経産省の補助事業として開始した。
RITE 具体的な事業化には、いたっておりません
RITE ＣＮＴのコストが合えば CO2 削減に有効であることを示した
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機関

記述内容

RITE 当社の CO2 回収技術が、石炭焚排ガスにも適用できることが確認できた。
RITE 計画事業のうちのカードプリンタ開発が完了し、今年度末より発売開始予定
RITE 基礎研究を実施し、データに基づき試作機の製作までを行った。
RITE ①植物由来樹脂：亜臨界分解を用いて、原料中のリグニン成分を回収し、樹脂化に成功した。し
かし、廃葉・廃幹からリグニン回収や重合化は、かなり困難なために開発遅れが発生した。②カ
ーボンナノチューブ：触媒選定、作成装置に時間が掛かったことと、樹脂開発に多くの労力を使っ
たために、CNT が作成可能であることを確認するにとどまった。③カーボンセラミクス：作成条件
を確立し、ﾓｰﾀでの耐久試験を行い、必要寿命を確保した。
RITE 新しい吸収液再生方法（減圧＋熱源）による分離動力低減とコンパクト化が可能な結果を得てい
ます（ラボ試験）。
RITE 技術開発促進事業終了後も自社資金にて開発を継続中
RITE １） 本方法にて問題欠陥の伝播抑制効果を見出した
２） 従来の試験片から基板フルサイズへの拡張が可能となった
ICETT 事業の進展はありませんでした。
ICETT 市況変化により採算性が悪化した為、一時停滞。
ICETT 事業化未達
ICETT ありません．
ICETT フィルムの開発から進展し、射出成形品の成形まで取り組んでいたが、景気後退により事業計画
の見直しに迫られている。
ICETT 化学ﾌﾟﾗﾝﾄ向けに 2 台納入
ICETT 今後も継続した技術開発とコスト比較、設備投資などのハードルが高く、また事業方針、技術的
な課題もあり、事業化を断念した。
ICETT 開発課題に対し、技術改善を達成した。車輌ﾒｰｶｰに対してﾃｽﾄｻﾝﾌﾟﾙの提出を行った
ICETT 現在、森林の下草防止用防草シートの性能を山林にて評価継続中
ICETT 海外セメント工場・火力発電所への導入検討依頼あり。
ICETT 海外セメント工場・火力発電所への導入検討依頼あり。
ICETT 売上を計上できた
ICETT 再生可能エネルギー由来の水素エネルギーの貯蔵システムを構築
ICETT 特になし
ICETT 数社から引き合いがあり、1 社とは調査段階にある
ICETT 社内での実運用に向け検討中。（外販については情報数理研究所が担当。）
ICETT フィールドサンプルの完成。開発は順調に終了した。
ICETT 開発洗浄システムに加えレーザー切断などの高機能化を図れた。

Q2-4）論文発表件数（査読雑誌への投稿）、特許出願件数はどうですか？右の回答欄に件数を記
入して下さい。
機関

論文

特許

機関

論文

特許
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機関

論文

特許

RITE

0

3

RITE

3

0

ICETT

18

1

RITE

2

1

RITE

0

2

ICETT

0

1

RITE

3

4

RITE

0

2

ICETT

3

2

RITE

0

0

RITE

0

0

ICETT

0

1

RITE

1

2

RITE

0

0

ICETT

1

6

RITE

0

0

RITE

0

17

ICETT

0

3

RITE

0

9

RITE

1

0

ICETT

0

1

RITE

0

3

RITE

0

1

ICETT

0

2

RITE

0

4

RITE

0

2

ICETT

1

3

RITE

0

2

RITE

8

0

ICETT

1

3

RITE

0

1

RITE

2

0

ICETT

4

1

RITE

0

1

RITE

0

5

ICETT

0

0

2

RITE

0

4

ICETT

0

1

RITE
RITE

0

0

RITE

2

0

ICETT

0

0

RITE

0

0

RITE

0

2

ICETT

0

0

1

RITE

0

7

ICETT

0

0

RITE
RITE

0

0

ICETT

0

0

ICETT

RITE

3

0

ICETT

0

0

合計

53

101

平均

1.08

1.91

設問 No.
Q2-4

備考
制度参加期間中の数とします

Q2-4 特許 技術開発促進事業開始以降
Q2-4 特許 事業開始前の関連分を含む
Q2-4 論文 セミナー発表を含む
Q2-4 論文 技術開発促進事業開始以降の学会発表 ３件
Q2-4 論文 5 件（学会発表）
Q2-4 論文 学会発表１件
Q2-4 論文 学会発表１件
Q2-4 論文 雑誌掲載 2 件，依頼講演 1 件(平成 20 年度)
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1

（２）目標の達成度に対する自己評価。
Q2-5）当初設定した研究開発目標はどの程度達成されましたか？該当する番号を一つ右の回答欄
に記入して下さい。
①設定された目標を大きく上回る成果をあげた

②設定された目標を不足無く達成した

③設定された目標が概ね達成された

④設定された目標が達成されなかった

Q2-5 研究開発目標の達成度
設定された目標を大きく上回る成果をあげた 0 2

12

設定された目標を不足無く達成した

6
19

設定された目標が概ね達成された

4

設定された目標が達成されなかった

0

RITE
ICETT

8

3
5

10

15

20

25

30

Q2-6）本制度を利用しようとしたインセンティブは、資金以外に何かありましたか？該当する番
号を一つ右の回答欄に記入して下さい。
①あった

②無かった
Q2-6 資金以外のインセンティブ

あった

14

無かった

9
21

0

5

10

RITE
ICETT

10
15

20

25

30

35

→①の場合、何がありましたか？右の回答欄に記述して下さい。
機関

選択

記述内容

RITE

①

ﾃｰﾏの意識付け、認知度

RITE

①

RITE 研究室との交流、アドバイス（湯川研）

RITE

①

技術力の強化

RITE

①

公的機関の支援による実施ということで地域住民へのバイオマス混焼に対する理解が得
やすい

RITE

①

広告宣伝効果

RITE

①

報道機関から取材があり、記事になったことで、技術を大きくアピールすることができた。

RITE

①

発表会等を通しての他社との人的交流

RITE

②

研究者のモチベーション

RITE

①

低温廃熱のｴﾈﾙｷﾞｰ回収に対する評価の確認

RITE

①

RITE 殿と共同研究を行うことにより、顧客へのＰＲになります。

RITE

①

国の認定がほしかった

RITE

①

印刷用紙の無駄な廃棄の削減と、それに伴う森林伐採削減
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機関

選択

記述内容

RITE

①

弊社選定テーマの有効性を、有名な第三者に認めて頂けたこと。

RITE

①

社内外における本技術の認知度の向上

ICETT

①

環境保全に取り組むことでのイメージ向上

ICETT

①

プロジェクト成果を発表する場が与えられることにより，燃料電池の専門家の方々と議論
を深めることができる．

ICETT

①

会社方針による環境対応自販機への取組みの一環

ICETT

①

地球温暖化防止対策への企業としての貢献

ICETT

①

当社として取組みたかったテーマであったこと

ICETT

①

共同開発により生産現場を知ることができ、その成果を今後の展開に利用できること。

ICETT

①

広告効果

Q2-7）本制度を利用しようとした際に阻害要因は、何かありましたか？該当する番号を一つ右の
回答欄に記入して下さい。
①あった

②無かった
Q2-7 本制度利用にあたっての阻害要因

あった

5 0

無かった

30
0

10

RITE
ICETT

19
20

30

40

50

60

→①の場合、何がありましたか？回答欄に記述して下さい。
機関

選択

記述内容

RITE

①

研究費の半分が補助となるため、社内資金の調達

RITE

①

公的補助金の流用と見なされ得るとの見解があったため、研開での試作サンプルの顧客
企業への試供・評価委託が制度参加期間中にはできず、このため当初 3 年の参加計画
であったものを 2 年間に短縮して終了した。

RITE

①

経理、監査などの事務的な作業に多大な時間を費やすことになった

RITE

①

RITE との成果の共有

RITE

①

50%補助の残り 50%の資金準備が必要だった。

Q2-8）目標に掲げた成果以外に何か成果はありましたか又は期待できますか？該当する番号を一
つ右の回答欄に記入して下さい。
① あった（期待できる）

② 未だない（期待できるものは未だない）
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Q2-8 目標の成果以外の成果や期待
あった（期待できる）

12

7

未だない（期待できるものは未だない）

23
0

10

RITE
ICETT

12
20

30

40

→①の場合、何がありましたか？右の回答欄に記述して下さい。
機関

選択

記述内容

RITE

①

滅菌目的への使用

RITE

①

さらに新しい分解処理の研究に継続している

RITE

①

いまだにネット検索でヒットし、問い合わせがある。

RITE

①

他の技術に転用できる。

RITE

①

ハイブリッド電気自動車以外の用途の二次電池用正極材としても市場が見込まれる。

RITE

①

本開発技術は、複数社の技術の複合化によるものであり、事業運営の過程において他
社との連携の深耕化が促進された。

RITE

①

他社との技術・人的交流

RITE

①

グリーン水素技術開発への技術応用

RITE

①

バラスト水のプランクトンモニターや、閉鎖海域における赤潮やアオコ対策の面でも注目
を受けており、今後の進展が期待できる。

RITE

①

ＣＮＴのコストダウンが進み、ＣＮＴの応用が進展した

RITE

①

当初、２値情報となる文字印字のリライトだけを想定していたが、写真階調印字でも高品
位なリライトを実現できた。

RITE

①

・スケールアップした試作膜モジュールの有効性を確認できた。・CO2 回収・利用用途への
適用が期待できる。

ICETT

①

廃材原料化による原料費及び廃材処分費の削減が期待できる

ICETT

①

業界において、電池の高出力化競争を刺激し、各社各種電池の高出力化に貢献した。

ICETT

①

ＩＣＥＴＴのご協力による海外への技術移転

ICETT

①

商用風力発電由来の水素を用いた貯蔵・輸送の評価

ICETT

①

ﾅﾉｵｰﾀﾞｰの炭素薄膜ｺｰﾄ技術を得た

ICETT

①

②

ICETT

①

装置の多機能化
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３．波及効果、事業化についての妥当性
（１）波及効果について。
Q3-1）貴殿が実施したテーマについて、当該事業を実施したことによる何らかの波及効果があり
ましたか？（例：貴機関内での認知度が高まり研究継続に弾みがついた、実施テーマに対し外部
からのアプローチをうけた、等）該当する番号を一つ回右の答欄に記入して下さい。
①有り

②無し
Q3-1 当該事業を実施したことによる波及効果

有り

24

無し

11
0

14

RITE
ICETT

5
10

20

30

40

→①の場合、どのような効果がありましたか。右の回答欄に記述して下さい。
機関

選択

記述内容

RITE

①

他ﾃｰﾏへの応用研究

RITE

①

公的資金による研究開発推進の事例展開

RITE

①

産官学での実施であったので、そのつながりができた。

RITE

①

社内での認知度が高まり、長期混焼試験へとステップアップした

RITE

①

実施テーマに対して日本経済新聞の取材を受けて記事が掲載され、社内外での認知度
が高まった。

RITE

①

温室効果ガスの分解処理の必要性が認識され研究継続できている

RITE

①

外部からの問い合わせがあった

RITE

①

当社内での認知度が高まり研究継続に弾みがつくと共に、実施テーマに対し顧客候補企
業の認識が得られた。

RITE

①

業界における本開発技術の認知度が高まった。

RITE

①

マテリアルリサイクルの研究、提案を他用途にも拡大して研究を進めている。

RITE

①

他社との技術・人的交流

RITE

①

フェムト秒レーザーの代わりにカーボンナノチューブ電子源を使うことの提案を受けた。

RITE

①

地球環境サイエンスに取り組む企業との国際的イメージが高まり、優秀な人材の確保に
つながった。

RITE

①

社内認知、顧客からのｱﾌﾟﾛｰﾁ 30 件程度

RITE

①

各企業、自治体からの問い合わせ、計画以来があった。

RITE

①

経営層まで認知度が上がり、研究資源が充実した。

RITE

①

Q2-3 に記載のプロジェクトへの展開

RITE

①

環境に関する知識．･関心が増えた

RITE

①

ＣＮＴのコストダウンが進み、ＣＮＴの応用が進展した

RITE

①

国内外の電力会社等石炭焚発電所からの CO2 回収を計画・検討している企業等に対し、
アピールできた。
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機関

選択

記述内容

RITE

①

社会的に当社の認知度、当社技術の認知度が高まった。

RITE

①

他社より開発中装置に関する問合せがあった。
他社より環境関連商品のＰＲがあった。

RITE

①

本技術（膜・吸収ハイブリッド法）に対する問合せ及び、雑誌執筆，講演依頼をうけた。

RITE

①

実施テーマに対し新聞取材の申し込みがあった

ICETT

①

社内外での認知度が高まり、研究継続に弾みがついた。

ICETT

①

当社内で、フィルム・シートのリサイクル事業に着手することとした

ICETT

①

直接メタノール燃料電池の農業用途への適用を検討中である．

ICETT

①

地域新生コンソーシアム事業の採択に繋がった。

ICETT

①

海外車輌ﾒｰｶからの問い合わせを受けた

ICETT

①

樹脂カッティングのための技術的な知見を得た。NETIS を通じて防草シート製品の問合せ
があった。

ICETT

①

CCT（クリーンコールテクノロジー）としての認知度が高まり、海外フライアッシュ利用調査
を実施した。

ICETT

①

CCT（クリーンコールテクノロジー）としての認知度が高まり、海外フライアッシュ利用調査
を実施した。

ICETT

①

当社の知名度向上に多いにプラスになった

ICETT

①

当該事業に関して、メディア（新聞、インターネット）で報道された

ICETT

①

実施テーマに対し外部からのアプローチをうけた

ICETT

①

用途面で外部からアプローチを受けた。

ICETT

①

研究に取り組む基本体制が整った

ICETT

①

装置の多機能化
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（２）事業化について。
Q3-2）採択テーマの事業化は実現しましたか？該当する番号を一つ右の回答欄に記入して下さい。
① 実現した

② 実現していない
Q3-2 事業化の実現

実現した

8

2

実現していない

27
0

10

RITE
ICETT

17
20

30

40

50

→①の場合、事業化状況を回答欄に記述して下さい。
機関

選択

記述内容

RITE

①

検討中

RITE

①

超高感度ビスフェノール A 定量キットとアルキルフェノール定量用 ELISA キットの販売。

RITE

①

本格運用前の長期連続試験中

RITE

①

実用化を目指して、今尚検討継続中。

RITE

①

収益を計上できるレベルには達していないが、Q2-3 で回答した２製品がそれぞれ 10 台と
４台販売に結びついており、今後の成長を見込んでいる。

RITE

①

開発後、事業化 Gr を立ち上げたが、H20 年撤退した。

RITE

②

実機（商用機）の受注はまだない。但し、FS（Feasibility Study）の依頼を含む問合せは多
数あり。

ICETT

②

自動車ﾒｰｶｰへｻﾝﾌﾟﾙ提出等を実施。

ICETT

②

（現在、森林の下草防止用防草シートの性能を山林にて評価継続中だが、コスト面で問
題あり。）

ICETT

①

年間で 4 億程度の売上

Q3-3)採択テーマの事業化又はその見通しは当初計画通りですか？該当する番号を一つ右の回答
欄に記入して下さい。
① 当初計画より進んだ（進んでいる）

② 当初計画通り

③ 当初計画より少し遅れた（少し遅れている）

④ 当初計画より遅れた（遅れている）

Q3-3 事業化見通しの計画性
当初計画より進んだ（進んでいる） 0

5

当初計画通り

3
12

当初計画より少し遅れた（少し遅れている）

RITE
ICETT

5
17

当初計画より遅れた（遅れている）

0

5

80

10

10
15

20

25

30

設問 No.
Q3-3

備考
もう少し早い実機受注を期待していた。
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４．マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性
（１）制度のスキームは適切かつ妥当か。
Q4-1）採択テーマの研究開発期間（３年程度）の長さは妥当ですか？該当する番号を一つ右の回
答欄に記入して下さい。
① 極めて妥当（優）

② 妥当（良）

③ 概ね妥当（可）

④ 妥当でない（不可）
Q4-1 研究開発期間の長さの妥当性

極めて妥当（優） 1 3
妥当（良）

11

28

概ね妥当（可）

7

RITE
ICETT

3

妥当でない（不可） 0 1
0

10

20

30

40

50

→③,④の場合、具体的な理由・根拠を回答欄に記述してください。
機関

選択

記述内容

RITE

③

手続き等を含めると実際の開発期間が短い

RITE

③

内部資金も必要となるため、複数年での開発を実施するのは、途中で止めることができ
ないことからリスクがある。

RITE

③

採択、契約手続きのため、開始時期が 8 月にずれ込み初年度が実質的にかなり短くなっ
た。

RITE

③

開発テーマにより難度や開発ボリュームは異なると思うため

RITE

③

弊社のような開発経験の少ない企業では、実用化までには少し短い。

RITE

③

本事業は 2 年間で、契約が初年度 8 月のため、実質 1.5 年しかなく、ひと仕事するには短
い

ICETT

③

森林用途は実地試験に時間がかかる為、期間内で結論を出しにくい。

ICETT

③

実証設備の建設を含めた期間であり、設備の信頼性に対するデータの採取がやや困難
であった。

ICETT

③

実証設備の建設を含めた期間であり、設備の信頼性に対するデータの採取がやや困難
であった。

ICETT

④

私どもは 1 年でした

Q4-2）採択テーマの研究開発事業費（RITE：年間数千万円〜３億円程度、ICETT：年間数千万
円〜１億円程度）は妥当ですか？該当する番号を一つ右の回答欄に記入して下さい。
① 極めて妥当（優）

② 妥当（良）

③ 概ね妥当（可）

④ 妥当でない（不可）
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Q4-2 研究開発事業費の妥当性
極めて妥当（優）

4 3

妥当（良）

30

14

RITE
ICETT

概ね妥当（可） 1 0
妥当でない（不可） 0 1
0

10

20

30

40

50

→③,④の場合、具体的な理由・根拠を右の回答欄に記述して下さい。
機関

選択

ICETT

④

記述内容
技術革新の凄まじいスピードに対応するには単年度が妥当

Q4-3）補助率 1/2 は妥当ですか？該当する番号を一つ回答欄に記入してください。
① 極めて妥当（優）

② 妥当（良）

③ 概ね妥当（可）

④ 妥当でない（不可）
Q4-3 補助率1/2の妥当性

極めて妥当（優） 0 2
妥当（良）

26

概ね妥当（可）

8

14

RITE
ICETT

0

妥当でない（不可） 1 3
0

10

20

30

40

50

→③,④の場合、具体的な理由・根拠を右の回答欄に記述して下さい。
機関

選択

記述内容

RITE

③

補助率２／３程度にしていただくとありがたい

RITE

③

もっと補助率が高い方が、研究開発を手がけやすい

RITE

④

中小企業としては負担が大きかった

RITE

③

補助率の改善望む。

RITE

③

リスクの大きなテーマであり、企業負担はやや厳しい

RITE

③

70%でも 100%でも多い方がベター

RITE

③

弊社のようなベンチャー企業では自己資金負担が大きいので３分の２にして欲しい。

ICETT

④

社内からの資金調達が困難

ICETT

④

労務費については、補助率 2/3 以上が望ましい。

ICETT

④

実用化技術は市場性を視野に入れ委託金とすべき

Q4-4）補助対象経費の費目は妥当ですか？該当する番号を一つ回答欄に記入して下さい。
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① 極めて妥当（優）

② 妥当（良）

③ 概ね妥当（可）

④ 妥当でない（不可）
Q4-4 補助対象費目の妥当性

極めて妥当（優）

3 4

妥当（良）

28

概ね妥当（可）

15

RITE
ICETT

40

妥当でない（不可） 0
0

10

20

30

40

50

→③,④の場合、具体的な理由・根拠を右の回答欄に記述して下さい。
機関

選択

記述内容

RITE

③

費目は大方よいが、経費の移動（設備費→物品費など）がもう少し楽にできたら使いやす
い。

RITE

③

事業に関わらないという理由で、この事業のための経理検査等対応の時間、旅費が補助
対象とならない等、実質的に社内持出し額が 1/2 より多くなる点等、改善してほしい。

RITE

③

知的財産の出願費用は対象外なのに、共同出願にするのはおかしい。共同出願とする
ならば、出願費用や維持費用も 1/2 の負担をお願いしたい。
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（２）制度の体制・運営は適切かつ妥当か。
Q4-5）広報（ホームページ等）の程度は妥当ですか？該当する番号を一つ右の回答欄に記入して
下さい。
① 極めて妥当（優）

② 妥当（良）

③ 概ね妥当（可）

④ 妥当でない（不可）
Q4-5 広報の程度の妥当性

極めて妥当（優） 1 2
妥当（良）

26

概ね妥当（可）

8

14

RITE
ICETT

3

妥当でない（不可） 0
0

10

設問 No.
Q4-5

20

30

40

50

備考
開示する情報が少々多すぎる様な気がする。

Q4-6）公募期間は妥当な長さでしたか？該当する番号を一つ右の回答欄に記入して下さい。
① 極めて妥当（優）

② 妥当（良）

③ 概ね妥当（可）

④ 妥当でない（不可）
Q4-6 公募期間の妥当性

極めて妥当（優） 0 3
妥当（良）

28

概ね妥当（可）

6

13

RITE
ICETT

3

妥当でない（不可） 0
0

10

20

30

40

50

Q4-7）公募説明会は役に立ちましたか？該当する番号を一つ右の回答欄に記入して下さい。
① 極めて役に立った（優）

② 役に立った（良）

③ 概ね役に立った（可）

④ 役に立たなかった（不可）
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Q4-7 公募説明会の役割
極めて役に立った（優）

6

4

役に立った（良）

22

概ね役に立った（可）

7

11

RITE
ICETT

4

役に立たなかった（不可） 0
0

5

10

15

20

25

30

35

Q4-8）採択から終了までの諸手続き・報告は妥当ですか？該当する番号を一つ右の回答欄に記入
して下さい。
① 極めて妥当（優）

② 妥当（良）

③ 概ね妥当（可）

④ 妥当でない（不可）
Q4-8 採択から終了までの諸手続き・報告の妥当性

極めて妥当（優） 1 4
妥当（良）

29

14

RITE
ICETT

概ね妥当（可） 2 0
妥当でない（不可）

30
0

10

20

30

40

50

→③,④の場合、具体的な理由・根拠を右の回答欄に記述して下さい。
機関

選択

記述内容

RITE

③

監査準備がかなり煩雑

RITE

③

もう少し手続き等は簡単にしていただきたい

RITE

④

ペーパーワークが多すぎる

RITE

④

経過報告提出書類が多すぎる。

RITE

④

ペーパーワークが多すぎる

Q4-9）事後モニタリングの報告はどの程度の作業負荷ですか？該当する番号を一つ右の回答欄に
記入して下さい。
① 極めて適切（優）

② 適切（良）

③ 概ね適切（可）

④ 適切でない（不可）
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Q4-9 事後モニタリング報告の作業負荷
極めて適切（優）

2 2

適切（良）

17

概ね適切（可）

10

14

適切でない（不可）

RITE
ICETT

7

20
0

5

10

15

20

25

30

Q4-10）採択審査手順の公表の程度は妥当ですか？該当する番号を一つ右の回答欄に記入して下
さい。
① 極めて妥当（優）

② 妥当（良）

③ 概ね妥当（可）

④ 妥当でない（不可）
Q4-10 採択審査手順の公表程度の妥当性

極めて妥当（優）

22

妥当（良）

27

概ね妥当（可）

6

14

RITE
ICETT

2

妥当でない（不可） 0
0

10

20

30

40

50

Q4-11）採択審査手順は妥当ですか？該当する番号を一つ右の回答欄に記入して下さい。
① 極めて妥当（優）

② 妥当（良）

③ 概ね妥当（可）

④ 妥当でない（不可）
Q4-11 採択審査手順の妥当性

極めて妥当（優）

3 2

妥当（良）

30

15

RITE
ICETT

概ね妥当（可） 2 2
妥当でない（不可） 0
0

10

20

30

40

50

Q4-12）採択評価項目・基準等の公表の程度は妥当ですか？該当する番号を一つ回答欄に記入し
て下さい。
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① 極めて妥当（優）

② 妥当（良）

③ 概ね妥当（可）

④ 妥当でない（不可）
Q4-12 採択評価項目・基準の公表程度の妥当性

極めて妥当（優） 1 2
妥当（良）

28

概ね妥当（可）

6

14

RITE
ICETT

3

妥当でない（不可） 0
0

10

20

30

40

50

Q4-13）採択評価項目・基準等は、制度目的に照らして適切ですか？該当する番号を一つ右の回
答欄に記入して下さい。
① 極めて適切（優）

② 適切（良）

③ 概ね適切（可）

④ 適切でない（不可）
Q4-13 採択評価項目・基準と制度目的の適合性

極めて適切（優）

2 3

適切（良）

27

概ね適切（可）

12

RITE
ICETT

4

6

適切でない（不可） 0
0

10

20

30

40

50

Q4-14）応募時の申請書の記載内容は、妥当ですか？該当する番号を一つ回答欄に記入して下さ
い。
① 極めて妥当（優）

② 妥当（良）

③ 概ね妥当（可）

④ 妥当でない（不可）
Q4-14 応募時の申請書記載内容の妥当性

極めて妥当（優） 1 3
24

妥当（良）
10

概ね妥当（可）

13

RITE
ICETT

3

妥当でない（不可） 0
0

10

20

88

30

40

Q4-15）採択審査結果の通知・問合せ対応に問題はありましたか？該当する番号を一つ右の回答
欄に記入して下さい。
① なかった（優）

② 概ねなかった（良）

③ 多少あった（可）

④ あった（不可）

Q4-15 採択審査結果の通知・問合せ対応の問題点
なかった（優）

9

7

概ねなかった（良）

26

12

RITE
ICETT

多少あった（可） 0
あった（不可） 0
0

10

20

30

40

Q4-16）選定結果の公表の程度は妥当ですか？該当する番号を一つ右の回答欄に記入して下さい。
① 極めて妥当（優）

② 妥当（良）

③ 概ね妥当（可）

④ 妥当でない（不可）
Q4-16 選定結果の公表程度の妥当性

極めて妥当（優）

3 3

妥当（良）

29

12

RITE
ICETT

概ね妥当（可） 2 4
妥当でない（不可） 0
0

10

20

30

40

50

Q4-17)モニタリング結果のフィードバックはなされていますか？該当する番号を一つ右の回答欄
に記入して下さい。
① 極めてなされた（優）

② なされた（良）

③ 概ねなされた（可）

④ なされない（不可）
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Q4-17 モニタリング結果のフィードバック
極めてなされた（優） 1 3
なされた（良）

18

概ねなされた（可）

9

12

なされない（不可）

RITE
ICETT

6

3 0
0

5

10

15

20

25

30

Q4-18）成果報告会は有意義ですか？該当する番号を一つ右の回答欄に記入して下さい。
① 極めて有意義（優）

② 有意義（良）

③ 概ね有意義（可）

④ 有意義でない（不可）
Q4-18 成果報告会の意義
10

極めて有意義（優）

7
16

有意義（良）
9

概ね有意義（可）

11

RITE
ICETT

1

有意義でない（不可） 0
0

5

10

15

20

25

30

Q4-19）RITE／ICETT として普及のための活動は十分ですか？該当する番号を一つ右の回答欄
に記入して下さい。
① 極めて十分（優）

② 十分（良）

③ 概ね十分（可）

④ 十分でない（不可）
Q4-19 RITE/ICETTとしての普及活動

極めて十分（優） 1 2
32

十分（良）

13

RITE
ICETT

概ね十分（可） 2 2
十分でない（不可） 0 2
0

10

20

30

90

40

50

→③,④の場合、具体的な理由・根拠・要望を右の回答欄に記述して下さい。
機関

選択

記述内容

RITE

③

全体として RITE が投入した開発資金に対する実施成果の割合とかの評価情報が無い。
多大な成果が上がっていることが広く一般に知られるなら参画者も一層増える。着目され
る成果が上がっていないのであれば原因を探る必要がある。

RITE

③

一般の人の間には機関名を知らない人が多い。

ICETT

③

一般の人も知るほど普及していない。

ICETT

④

情報の発信度、認知度は低いと思われる

ICETT

④

研究報告会以降もその後に懇談会などがあったほうがいいのではないか、参加されてな
い企業も含めて

ICETT

③

担当者よりユーザー紹介まで頂いた
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最後に、制度全般についてご意見・ご要望がありましたら右の回答欄に記述して下さい。
機関

記述内容

RITE 石油の安定備蓄から CO2 削減への目的の大項目が変化したことに戸惑った
RITE 監査時等の諸手続などをもう少し簡素化できたらさらに利用しやすくなる。
RITE 補助事業は年度ごとであるため、検査は期末や年度末(経産省の検査は年度初頭)に行われる
が、企業側としてもこの時期は決算処理や他の補助事業(NEDO 等)の検査等が集中する為、特
に経理処理関係者が多忙となり十分に対応できないことも多い。そこで、検査の時期・日程を決
算期や他の補助事業の検査日とずらして頂けると企業側の負担も多少軽減されるので、検討を
お願いしたい。
RITE 特にありません。有難うございました。
RITE 当該事業は計画当初検討していなかった問題（砒素入り石膏ボードの処理、価格等）から、２年
度終了時に事業の継続を断念しております。
RITE 環境に重要なテーマでありますが、反面企業にとってはリスクの大きなテーマでもあり開発を躊
躇することがあります。経済界にとっては、このような補助金制度のより発展的な普及を望みま
す。
RITE 日本は技術立国なので、今後ともユニークな技術を持った企業に対する資金的な補助を手厚くし
て欲しい。米国のようなエンジェル投資は日本では有り得ないので、弊社のようなベンチャー企業
にとって公的な資金援助は不可欠です。
RITE 弊社として初めての補助事業であり、不慣れな点が多く関係者の方には御迷惑をお掛けしてしま
った。しかし、随時親切な対応をして頂き制度としては良いものだったと考えています。ただ、今後
同様の制度があるならば、費用だけでなく開発内容に関する技術的な支援、支援機関の紹介、
協力企業の斡旋などの実務についての補助をお願いしたいと考えています。
RITE 地球温暖化防止に向けた、様々な取組み・検討を早く実用化に移行させるための制度として、と
ても有効な制度であると思います。実用化のための費用軽減，実用化時期の加速効果もあり、時
代にもマッチした制度と感じております。
ICETT 特になし
ICETT 不景気により環境事業への投資は厳しいものになっています。今後多数の企業がこのような制
度を利用できればと思います。
ICETT 補助率が 50％に対し、その後の資産の所有権が ICETT 殿 100％である事が
問題ないのかが疑問（所有権は企業側にも 50％となるべきではないでしょうか？）
ICETT 特になし
ICETT 環境技術としては、素材開発や熱効率向上等の要素技術に比べ、システム技術や管理技術の
面が軽視されがちなので、配慮されたい。
ICETT 実用化を視野に開発を行える点において体験有用な制度と考えている。
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個別テーマの採点結果
京都議定書目標達成産業技術開発促進事業（H15 年度〜）個別テーマの採点結果を示す。
＊採点者：外部有識者４名で分担
＊採点方法：５段階評価（極めて優：5、優：4、普通：3、劣：2、極めて劣：1）

ICETT

RITE

新規性・ 実用化に向けた 二酸化炭素
総合評価
独創性
技術水準
削減効果

新規性・ 実用化に向け 二酸化炭素
総合評価
独創性
た技術水準
削減効果

5
4
4
4
2
3
4
3
3
2
3
4
3
3
3
3
3
3
2
3

4
5
4
4
4
4
3
5
5
3
3
2
4
3
3
5
3
4
3
2

5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
2
2
1
1
1

5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

3
4
5
5
5
3
3
5
3
3
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
4
3
4
4
2
3

一件のテーマに対するコメント：
技術内容としては優れた技術と判断され
るが、回収した CO2 を洗浄に使ったので
は CO2 は削減できないので、プロジェク
トの趣旨に合っているかが疑問である。

5
5
5
5
4
4
5
4
4
4
5
5
5
4
4
4
4
5
4
4
4
3
3
3
2
4
4
3
3
2
2
2

5
5
4
4
4
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1

5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2

一件のテーマに対するコメント：
技術的な新規性が低く、また固体電解質のセ
ルは実用化までの時間がかかる。
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ICETT
16
14
12

点数

10
8
6
4
2
0
二酸化炭素削減効果
新規性・独創性

実用化に向けた技術水準
総合評価

RITE
16
14
12

点数

10
8
6
4
2
0
二酸化炭素削減効果
新規性・独創性

実用化に向けた技術水準
総合評価
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全体
16
14
12

点数

10
8
6
4
2
0
二酸化炭素削減効果
新規性・独創性

実用化に向けた技術水準
総合評価
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B

分子ゲート機能 CO2 分離膜の技術研究開発
（プロジェクト）

（財）地球環境産業技術研究機構
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３-１-B

事業の目的・政策的位置付けの妥当性

３-１-B-１

事業に対する国の関与

３-１-B-１-１ 地球温暖化問題と CO2 削減対策
世界的課題である地球温暖化防止と、持続的な経済成長を両立させるため、世
界各国が協調、連携し、国際会議に中で様々な議論が進められてきた。その結
果、2005 年 2 月には「京都議定書」が発効することになり、我が国は 1990 年の
CO2 排出量に対し 2008 年から 2012 年にかけて 6%の削減を国際的に公約した。こ
の目標の達成に向けて努力していくことは当然であるが、それにより地球温暖
化問題が解決されたわけではなく、引き続き一層の CO2 排出量の削減を進めてい
かなければならない。
このような背景のもと、我が国では政府による「地球温暖化対策推進大綱」が
策定され、この中で、革新的な技術として「火力発電所や製鉄所等の大規模発
生源から CO2 を分離回収して、地中、炭層、あるいは海洋中深層に隔離し長期安
定的に貯留する技術（CCS）」の必要性が示されている。また、2008 年 4 月に経
済産業省から発表された「技術戦略マップ 2008 の中でも、「CO2 地中貯留は削減
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
れるべきである」とされている。更に、日本政府が提唱する「クールアース 50」
でも「革新的ゼロ・エミッション石炭火力発電」の中で CCS が重要な技術とし
て取上げられている。
本事業「分子ゲート機能 CO２分離膜の技術研究開発」は、CO2 貯留技術の実用
化の鍵を握る CO2 貯留コストの低減を実現するために推進しており、特に、革新
的ゼロ・エミッション石炭火力発電」で活用することを目指している。
３-１-B-１-２ 国の関与の必要性
・ 本事業は世界的課題である地球温暖化対策に寄与するものであり、地球温
暖化対策の目標達成は我が国の国際的公約であることから、分離回収技術を
はじめとした CO2 貯留技術について国として強力なイニシアティブを発揮し
て総合的に推進することが必要である。
・ 本事業は貯留技術と一体で、大気中の CO2 濃度の安定化を通して広く産業・
国民全般に貢献するが、本事業の研究成果それ自体で利益を生むことは難し
く、民間企業が独自に研究開発を行う十分なインセンティブが働かず、開発
リスクも高いことから民間企業の取り組みだけでは実用化は進まない。
・ このように CCS は重要な技術開発であるにもかかわらず、民間に任せてお
いたのでは進まない性格のものであるため、国が補助率 100%で主体的に実施
し、産官学が協力して研究開発を推進していく必要がある。
以上の理由から、国の関与が不可欠である。
1

３-１-B-２ 事業目的・政策的位置付け
３-１-B-２-１ 分離回収技術開発の背景
地球温暖化対策としての CO2 貯留技術の有効性が世界的に議論されてきている。
CO2 地中貯留技術は貯留サイトまで CO2 を圧縮、
輸送し地中圧入する技術である。
CO2 は発電所や製鉄所等から排ガス中に含まれて大量に発生する。従来型の火
力発電所で排出される CO2 の濃度は 10%程度であり、クールアース 50 で示され
ている「革新的ゼロ・エミッション石炭火力発電」においては 40%程度である。
そのため、そのまま貯留サイトまで全排ガスを圧縮輸送すると莫大なコストが
かかることとなる。更に、地中に圧入する際に CO2 濃度が低いと圧入に要する費
用が割高となる。従って、CO2 のみ地中貯留することを可能とするために、排ガ
ス中から CO2 を分離回収する技術が必要となる。
CO2 貯留技術自体は利益を生むことは希で、実用化のためにはできるだけ低コ
ストであることが望まれる。吸収法や吸着法等の分離回収技術は既に実用化さ
れている技術であるが、既存の分離回収技術をそのまま適用した場合に、分離
回収コストは総貯留コストの約 70%をも占めるために、分離回収コストを大幅に
低減するための新規技術開発が必要である。
３-１-B-２-２ 事業の目的
温暖化対策としての CO2 貯留技術を広く実用化するために、本事業において
は、CO2 貯留総コストの約 70%を占める分離回収コストを削減する新規な CO2 分離
技術の実用化を目的としている。
そこで本事業では、従来技術である化学吸収法や物理吸収法に比べて 3 分の 1
程度の 1500 円/t―CO2 に CO2 回収コストを低減することを目的に、
「革新的ゼロ・
エミッション石炭火力発電」等の圧力ガスから効率良く CO2 を分離する分離膜モ
ジュールの開発と膜分離システムの実用化の可能性を確認することを目標とす
る。
３-１-B-２-３ 事業の政策的位置付け
繰り返しになるが、本事業は、国が推進する、温暖化対策としての CO2 貯留技
術を広く実用化するために、膜分離技術を開発しようとするものであり、
・ 経済産業省「技術戦略マップ」おいて、低コスト CO2 分離回収技術として位
置づけられている。
・また、日本政府が提唱する「クールアース 50」の中でも CO2 分離回収の重要
性が述べられている。
更に、温暖化問題がわが国一国の問題ではなく、国際協力の下で解決されるべ
き課題であり、従い対策技術の開発も国際的な協力の下で実施することが好ま
しい。このため、本事業は、「炭素隔離リーダーシップフォーラム（CSLF）」の
2

認定プロジェクトとして登録され、米国エネルギー省国立エネルギー技術研究
所との共同研究を行っている。

3

導入シナリオ
2010

位国
置内
付外
けの

2015

京都議定書/
京都議定書目標達成計画

2040

将来枠組み（ポスト京都）
・COP/MOP：気候変動枠組み条約/京都議定書締約国会合
・IPCC：気候変動に関する政府間パネル
・CSLF：炭素隔離リーダーシップフォーラム
・IEA：国際エネルギー機関
・ロンドン条約：1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約
・APP：クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ
・A/F CDM：新植林・再植林CDM

Cool Earth 50
エネルギー基本計画

■COP/MOP

国
際
動
向

2030

2020

・炭素隔離をCDMとして扱うことに関して検討中

■ＩＰＣＣ
報告書作成への貢献

・二酸化炭素隔離特別報告書発行（温暖化防止対策としての科学的知見の集積）
・インベントリガイドライン改定（隔離による二酸化炭素削減量算出方法の確立）
・第４次評価報告書（温暖化防止対策としての位置づけ）

■G8
■世界銀行
★CSLFﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ認

・グレンイーグルでCCSをIEA、CSLFにタスクアウト
→洞爺湖サミットで回答
・クリーンエネルギー投資枠組

■ＩＥＡ 国際的に協調した
取組みの推進

・CCSの位置付け検討
・リスク評価技術の標準化
・ロードマップ作成と国際共同研究推進
・法規制に関する共通認識形成
・ステークホルダーによる認知

■ＣＳＬＦ 国際的な情報共有等
★CSLFプロジェクト認定

■ロンドン条約
★９６年議定書発効
★CO2海底下地中貯留を承認する議定書の付属書Ⅰの改正案が発効
■ＡＰＰ クリーンで効率的な技術の開発・
普及に関する国際協力の推進
■回収技術
既存技術の適用

更なるコストダウン
適用先の拡大

低コスト技術の開発
■地中貯留
環境影響評価・社会受容性の確保
（CO2貯留モニタリング含む）

実適用先の拡大
コストダウン

貯留ポテンシャル評価
大規模システム実証
■海洋隔離
モニタリング・安全性評価・環境影響評価
研
究
開
発

海洋隔離
の実適用

国際的・社会的合意形成のための科学データ蓄積
■大規模植林による植生拡大
適地選定・樹種選定・植林システムの評価
・モニタリング法の開発
植物固定量の増大

フィールド実証・実適用

乾燥地等への植生拡大

フィールド実証・実適用

産業利用拡大による植生拡大

フィールド実証・実適用

■バイオマスの革新的利用による植生拡大
セルロース・リグニンの革新的変換技術の開発
革新的有用物質変換技術の開発とシステム構築

生産量の拡大
コストダウン

遺伝子組換え手法の影響
評価・安全評価技術開発
CO2固定化・有効利用に資する新技術の探索と開発

導
関
入
連
促
施
進
策
・

遺伝子組換え手法の安全実証と
社会受容形成

環境整備の状況を
見極めつつ順次適用

国内法・国際ルール等の整備／事業の経済性に関する枠組構築
理解促進と国際連携強化／キャパシティビルディング
標準化の推進

出所：技術戦略マップ 2008
図１．２−１ CO２固定化・有効利用分野の導入シナリオ
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2050

2010

2020
技術
▼
確立

分離コスト ※ 1

4,200円/tCO2

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

化学吸収

分
離
・
回
収

2030

2040

2050

CO2分離・回収本格適用

2,000円台/tCO2
分離
ﾌﾟﾛｾｽ
の実現

更なるコストダウン
更なる適用範囲の拡大

さらに分離膜の高圧ガ
ス適用で1,500円台に

1,000円
台/tCO2

・分離膜の大型化・連続製造

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

コストダウン
大規模化

高選択性
膜開発

膜分離

更なるコストダウン
更なる適用範囲の拡大

新方式基礎研究/適用検討

分離・貯留トータルコスト ※ 2

▼ 技術

7300円/tCO2（新設石炭火力）

地中貯留実証試験

CO2地中貯留本格適用
CO2海洋隔離本格適用

確立

・帯水層、廃油・ガス田、炭層貯留
・輸送技術
・溶解希釈、深海底貯留隔離など

大規模実証試験

CO2地中挙動の理解と予測

地
中
貯
留
・
海
洋
隔
離

地中貯留

地中貯留システムの効率化とコスト低減

地下深部
塩水層貯留
廃油・ガス田
貯留
炭層貯留

貯留CO2の管理技術
実適用先の拡大
コストダウン

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

CO2の海洋拡散・生物影響の科学的理解

海洋隔離

拡散シミュレーション実験によるマッチング

海洋隔離技術の
海洋隔離技術の
実適用
実適用

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

モデル海域での実証
モデル海域での実証

石炭ガス複合発電（IGCC)
先進的超々臨界圧発電（A-USC)
石炭ガス化燃料電池複合発電(IGFC）
海外植林による固定化コスト ※ 3
1800円〜3600円/t-CO2
森林管理

持続可能な森林の管理技術
単位面積当たりの固定量
現行の1.5倍

大
規
模
植
林
・
バ
イ
オ
マ
ス
利
用

単位面積あた
りの二酸化炭
素固定量増大

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

実適用検証
フィールド実証

単位面積当たりの固定量
現行の2倍

実適用検証

適応降水量
〜500mm

乾燥地等への
植生拡大技術
産業利用の拡
大による植生
拡大
モニタリング
標準化

集水・灌漑・品種改良と
フィールド実証
環境耐性向上植物の創製
700→500→300mm適応
植物の有用物質生産能向上
油脂、ワックス、ゴム、食料

適応降水量
〜300mm

実適用検証
フィールド実証

実適用検証
油脂等の
生産性2倍

フィールド実証・実適用検討

吸収量のモニタリングと標準化

糖・デンプン系のアルコール発酵

ガソリン代替
・前処理、
糖化・エタノール発酵効率化

セルロース系のエタノール化
100円/L（稲わら・林地残材等から）
40円/L（資源作物等から）

軽油代替
・ブタノール発酵技術

BTL（Biomass to Liquid)
・小型効率液化設備

ﾊﾞｲｵﾘﾌｧｲﾅﾘ
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）

※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）

出所：技術戦略マップ 2008
図１．２−２

技術ロードマップ
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３-２-B

研究開発等の目標の妥当性

３-２-B-１

研究開発目標

二酸化炭素排出の大幅削を目指して、「革新的ゼロ・エミッション石炭火力発
電」が世界各国で提唱されている。図２．１−１は、日本政府がクールアース
50 の中で提唱する革新的ゼロ・エミッション石炭火力発電の説明である。
ここでは、石炭をガス化し、ガスタービンを動かすとともに、その排熱を利用
して蒸気タービンを使った発電を行うことが考慮され。さらに、ガス中に含ま
れる水素を回収し、水素タービン・燃料電池等によりエネルギー利用すること
により、高効率の火力発電を実現することも狙いとなっている
そして、このプロセスで発生する CO2 を効率的に分離・回収し、地中等に貯留
することにより石炭火力発電のゼロ・エミッション化を図ろうというのがこの
構想の目標である。

出展：首相官邸 HP
図２．１−１

クールアース 50 における革新的技術

革新的ゼロ・エミッション石炭火力発電の実現には、解決すべきいくつかの課
題があるが、その中の重要な課題のひとつが、効率的な二酸化炭素分離回収シ
6

ステムの開発である。これまでに分離回収技術としては、化学吸収法、物理吸
収法によるものが実用化されている。
しかしながら、先に述べたように、現状の既存技術を適用すれば、総コストの
70％を CO2 の分離・回収コストが占めることとなり、コスト低減のための新たな
技術が必要である。
一方、革新的ゼロ・エミッション石炭火力発電所等から得られる、圧力を有す
る CO2 含有ガスに対しては、その圧力を利用し、外部からのエネルギー投入を最
小限とすることを可能とする膜分離システムの実現が、効率的 CO2 分離回収への
切り札として大いに期待されている。
図２．１−２に、革新的ゼロ・エミッション石炭火力発電等で発生する圧力ガ
スの膜分離プロセスの概念を示す。図で、石炭ガス化ガスは、水性ガスシフト
反応により CO2 と H2 が主成分の圧力ガスとなる。この圧力ガスから膜分離システ
ムで CO2 と H2 を分離して、CO2 は貯留し、H2 はクリーンな燃料として使用する。
膜分離システムでは、膜を介する圧力差がガス透過の駆動力であることから、
自圧を有するガスからの CO2 分離の場合に、エネルギー的に有利に CO2 を分離す
ることが可能となる。更に、圧力が高い場合には、ガス透過の駆動力が大きく、
所定量のガス分離に必要な膜面積が小さくなり、コスト的にも有利になる。

水性ガスシフト反応

CO + H2O ⇔ H2 + CO2
200 ~ 400 oC 2~4 MPa

H2

蒸気
熱交換器
石炭

CO2

O2
水性ガスシフト反応炉
ガス化炉

図２．１−２

水性ガスシフト反応生成物
組成: CO2 40 vol%/ H2 / 微量成分
温度: 50~150 C
圧力: 2~4 MPa

圧力ガスからの CO2 分離例
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CO２と H２を含有する圧力ガスから分離膜で CO２を分離する技術を概説する。
分離膜の性能を示す透過性（透過速度）はガスの透過の程度を示す指標であ
り、この数値が大きいほど単位面積当たりで処理できるガス量が多い。換言す
ると、同じガス量を処理する場合に、透過性が大きい分離膜は所要膜面積が小
さく、従って設備コストが小さくなる。その結果、CO２分離コストの削減が可能
となる。一方で、分離膜の選択性は、分離の程度を示す指標であり、この値が
大きいほど、濃度が高いガスを得ることが可能となる。選択性は、CO2 と H2 の透
過速度の比で表され、CO2 を選択的に透過する膜では、CO2/H2 選択性と標記され
て、その値は１よりも大きい。
図２．１−３に、CO2 選択透過膜のガスフローを模式的に示す。図で、供給ガ
ス（CO2/H2 混合ガス）中の CO2 は分離膜を選択的に透過して CO2 濃度が高い透過
ガス（CO2 リッチガス）となる。一方で、膜を透過しない非透過ガスは H2 を多
く含む H2 リッチなガスとなる。ここで、分離膜の CO2/H2 選択性が小さいと、CO2
と同時に H2 も膜を透過して、その結果、透過ガスの CO2 濃度が低くなる。

非透過ガス（H2リッチガス）
供給ガス
（CO2/H2
混合ガス）

CO2

透過ガス
（CO2リッチガス）

分離膜

分離膜モジュール（CO2選択透過膜）
図２．１−３

膜分離の概念図

表２．１−１に、分離膜の CO２/H２選択性と分離後のガス組成の計算結果の一
例を示す。ここで、供給ガスの組成は、CO2:40%、H2:60%とし、圧力は 4MPa とし
た。
表２．１−１
CO２/H２選択性
（％）

分離膜の選択性と分離後のガスの組成
透過ガス組成（％）
非透過ガス組成
（CO２リッチガス）

リッチガス）
10
30
100

80
90
95
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83
90
96

（H2

表より、CO２/H2 選択性が高くなると、分離後の CO2 と H2 の濃度が大きくなるこ
とが分かる。分離後の CO2 と H2 の濃度として 95％以上を想定すると、表２．１
−１から CO2/H2 の選択性が 100 の分離膜が必要となることが分かる。ここでは、
CO2 選択性の分離膜を例に計算結果を示したが、当然のことながら H2 選択透過の
膜でも、H2/CO2 選択性と分離後のガス濃度に同様の関係が成り立つ。
表２．１−２に、CO2 透過速度と CO２分離コストの試算結果を示す。ここで、
設備の耐用年数は 15 年、膜モジュールの耐用年数は 5 年、膜モジュールスキッ
ドの価格は 5 万円/m2 とした。表から、透過速度が大きくなると CO2 分離回収コ
ストが低下することが分かる。従来の 3 分の 1 程度である 1,500 円/t-CO2 のコ
ストで CO2 を分離回収するには、6.0 x 10-10 m3(STP)/(m2 s Pa)よりも大きい CO2
透過速度が必要であることが分かる。コスト試算に幅があることを考慮すると、
7.5 x 10-10 m3(STP)/(m2 s Pa)の CO2 透過速度が必要となると考える。
表２．１−２
透過速度と CO2 分離コスト
CO2 回収コスト
CO2 透過速度
3
2
m (STP)/(m s Pa)
（円/t-CO2）
-10
7.5 x 10
1,300
-10
6.0 x 10
1,550
-10
3.8 x 10
2,350

以上より、CO2 分離・回収コストが従来の 3 分の 1 程度である 1,500 円/t-CO2
を達成するために、本事業では、CO2/H2 選択性が 100、CO2 透過速度が 7.5x10-10 m3
m-2 s-1 Pa-1 であり、耐圧性が 4MPa である膜モジュールの開発を目指す必要があ
る。更に、上記試算の前提となる各パラメータにおいて、膜モジュールスキッ
ドの価格が 5 万円/m2 以下となる製造方法の開発、膜モジュールの耐用年数が５
年以上となる耐久性を実現する膜モジュールの開発、供給ガス前処理方法を含
む膜分離システムの開発なども必要となる。
CO２と H２の分離を考えると、ガス分子のサイズが小さい H２を選択透過させる
分離膜が従来より開発されていた。実用化されている H２透過膜としては、高分
子材料であるポリスルホンを用いた分離膜があるが、H２と CO２の選択性は 5 以下
であり、この H2/CO2 選択性の値では十分な分離を行えず、膜を透過したガスの
CO2 濃度が低い。H2 選択性を有する材料として、ゼオライト等のセラミック膜や
パラジウムを用いる金属膜があるが、基礎研究の段階にあり、大型の膜モジュ
ールを製造して実用化に供するまでには、まだ相当の時間を要すると推測され
る。
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大型膜モジュールの製造を考えた場合に、大型膜モジュールの実績を多数有す
る高分子膜が有利である。前述の通り、高分子材料であるポリスルホンを用い
た分離膜モジュールが CH4 等のガスからの H2 分離に実用化されているが、前述の
通り H2 と CO2 の混合ガスから、効率良く H2 を分離することは出来ない。最近、
米国の科学雑誌「サイエンス」に、高分子材料である架橋型ポリエチレングリ
コール（PEG）膜の研究成果が報告された。この分離膜は、従来の高分子膜の多
くが分子サイズの小さいＨ2 選択透過型であったのに対して、CO２と膜材料の親
和性を利用して CO２を選択的に透過させる分離膜である。その結果、CO２／H２選
択性が 10 を得ている。しかし、目標とする CO2/H2 選択性に比較してまだ小さい
値であり、更なる改良が必要である。
本事業では、分子サイズが小さい H2 を含む混合ガスから効率良く CO2 を分離可
能な分子ゲート機能 CO2 分離膜の開発を目指した。図２．１−３に分子ゲート機
能の概念を示す。図で、分離膜に溶解した CO2 が分離膜中のガスの通路を占有す
る。その結果、H2 等の他のガス分子は、通路を占有した CO2 に阻害されて膜を通
過出来ない。一方で、膜に溶解した CO2 は膜中に生じる濃度勾配で、高圧側から
低圧側に移動して膜を透過する。このメカニズムを達成できれば、優れた CO2/H2
選択性を得ることを期待できる。

CO2分子ゲート機能：膜中のCO2分子がH2の透過を阻止

供給側

CO2

H2etc.

高
圧力
低
透過側
図２．１−４

CO2 分子ゲート機構による CO2 分離

本事業では、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」
（H15FY〜H17FY）の成果を継承し、革新的ゼロ・エミッション石炭
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火力発電等の圧力ガスから、従来の 3 分の 1 程度のコストである 1500 円/t-CO2
で CO2 を分離回収することを目的に、分子ゲート機能分離膜の高圧下における
CO2/H2 の選択性の付与、分離膜モジュールの大型化技術の検討、更に、膜分離シ
ステムの開発に取り組む。
平成 20 年度には、(財)RITE が平成 18 年度から実施している「分子ゲート機
能 CO2 分離膜の技術研究開発」の平成 22 年度末目標を引き継ぎ、加えて、実用
化に向けた開発促進を図るため膜モジュールメーカー等の民間企業の協力を得
て、当初の最終年度目標に以下に示す下線部分を、新たな２２年度末目標とし
て追加し、成果の加速的実現を図ることを目指している。
研究開発目標：
最終年度（平成 22 年度）：
①膜素材の開発：
・常圧測定下で、CO2/H2 選択性が 2,000、CO2 透過係数が 3x10-15 m3 m m-2 s-1 Pa-1
を得る。また、膜素材で 150℃、4MPa の耐性を得る。
②複合膜と膜モジュールの開発：
・CO2/H2 選択性が 100、CO2 透過速度が 7.5x10-10 m3 m-2 s-1 Pa-1 であり、耐圧性
が 4MPa である複合膜の開発
・膜モジュールの価格が 5 万円/m2 以下となる製造技術の目処
・高圧ガスから効率良く CO2 を分離可能な膜モジュール構造の設計、実機サイ
ズモジュールの試作
・同モジュールの実圧力ガスへの適用可能性の検証
③膜モジュール評価手法の開発：
・模擬ガス評価装置の製作と膜モジュールスキッドの開発、並びにこれら装
置を用いる膜モジュール評価手法の開発
④膜分離システムの開発：
・実ガス試験等を実施して、実機膜モジュールの課題を明確化し、膜分離シ
ステムの可能性を検証する。
中間年度（平成 20 年度）：
高 CO2 分圧下で、複合膜で、CO2/H2 選択性が 30、CO2 透過速度が 7.5x10-10 m3 m-2
s-1 Pa-1 を得る。
常圧測定下で、膜素材として、CO2/H2 選択性が 1,500、CO2 透過係数が 1.5x10-15
m3 m m-2 s-1 Pa-1 を得る。また、膜素材で 90℃、4MPa の耐性を得る。
中間年度では、最終年度の目標の達成を視野に、上述の複合膜と膜素材の目標
性能を設定した。

表２．１−３に、本事業目標を達成するための個別要素技術毎の目標を示す。
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表２．１−３

個別要素技術毎の目標

要素技術

目標
（事後評価時点）

①膜材料の開発：
・高 CO2/H2 選択性材
料

常圧測定下で、CO2/H2
選択性が 2,000 であ
り 、 CO2 透 過 係 数 が
3x10-15 m3 m m-2 s-1 Pa-1
の膜材料を得る。
・素材のプロセス適 素材としての 90℃、
合性の付与：
4MP への耐性
②分離膜及びモジュールの開発：
・耐圧型複合膜モジ 高圧下で、CO2/H2 選択
ュールの開発
性が 100 であり、CO2
透過速度が 7.5x10-10
m3 m-2 s-1 Pa-1 の耐圧
型膜モジュールを作
製する。
・膜モジュール低価 膜モジュールの価格
格化
が 5 万円/m2 以下とな
る製造技術の検討
・実機サイズモジュ 実機サイズモジュー
ール
ルを試作し、実圧力
ガスへの適用可能性
検証
③膜モジュール評価手法の開発
・
実ガス用膜モジュー
ルスキッドの製作、
同装置を用いる評価
手法の開発
④分離膜システムの検討：
・実ガス試験
実ガスを用いた膜モ
ジュール試験を実施
し、不純物耐性等の
データを取得する。
・最適膜分離システ 実ガス試験等の結果
ムの検討
から、実機膜モジュ
ール課題の明確化、
分離膜システムの有
効性の実証。
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目標水準
（中間評価時点）

妥当性・設定理由・
根拠等

常圧測定下で、CO2/H2
選択性が 1,500 であ
り 、 CO2 透 過 係 数 が
1.5x10-15 m3 m m-2 s-1
Pa-1 の膜素材を得る。
90℃、4MP への耐性

高 CO2 圧下で目標の
複合膜モジュール性
能の発現を支える膜
素材の性能
膜材料自体のプロセ
ス適合性の確認

高圧下で、CO2/H2 選択
性が 30 であり、CO2
透過速度が 7.5x10-10
m3 m-2 s-1 Pa-1 の耐圧
型複合膜を作製す
る。
なし

左記の最終目標値の
達成で、CO2 分離回収
コ ス ト が 1500 円
/t-CO2 以下となる。

なし

左記の実施が、実用
化ステップに不可欠
であるため。

なし

左記の実施が、実用
化ステップに不可欠
であるため。

なし

同上

システム検討の必要
な膜モジュールの実
ガスデータを取得す
る。
・模擬ガス試験装置 CO2 分 離 回 収 コ ス ト
の設計・製作・立上 が 1500 円/t-CO2 以下
げ、試験環境の整備。 となることを実証す
・プロセスシミュレ る。
ーション等による膜
分離システムの有効
性の検討。

３-３-B

成果、目標の達成度の妥当性

３-３-B-１

成果

はじめに：
(財)RITE では、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」において、ポリアミドアミンデンドリマーが常圧において優
れた CO2/H2 選択性を有し、CO2 透過も高いことを確認した。更に、水酸基を分子
構造に導入することで、更に高い CO2 選択性を示すことを確認した（図３．１−
１）。
デンドリマーとは、樹木状（デンドリック）の化学構造を有する材料の総称
であり、ポリアミドアミンデンドリマーは分子末端に複数のアミノ基を有する
化学構造である。アミノ基は CO2 と高い親和性を有することが知られており、優
れた CO2 分離性能を期待できる。
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NH OH

CO2/H2 選択性

H2N
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0OH-PAMAM

NH2

0
0

4-OH-PAMAM

20

40

60

80

100

供給ガス中相対湿度［%RH］

RITE開発-水酸基導入型

CO2/H2分離性能

デンドリマーの化学構造
図３．１−１

水酸基導入デンドリマーの化学構造と CO2/H2 分離性能

更に、常温で液状物質であるデンドリマーを分離膜材料として活用する目的
で、高分子材料であるキトサンにデンドリマーを安定に保持させた分離機能層
を有するデンドリマー複合膜とその膜モジュールを開発した。
図３．１−２に、デンドリマー複合膜の断面 SEM 写真を示す。図で、多孔質
支持膜の上に形成された均一な層がデンドリマー／キトサン混合物から形成さ
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れる分離機能層である。開発したデンドリマー複合膜は、供給ガス圧が常圧、
透過側圧が真空の差圧が１気圧の条件で使用が可能であり、CO2 と N2 の含む混合
ガスから CO2 を効率良く分離可能であるあった。この膜モジュールの CO2/N2 選択
性は約 150 であり、従来の高分子膜モジュールの CO2/N2 選択性の 20〜35 に比較
して大きな値を示した。

分離機能層
（デンドリマー/
キトサン混合）
多孔質支持膜
(市販UF膜)
1m膜モジュール
(直径1ｲﾝﾁ）
CO2透過速度

CO2/N2
選択性

m3 m-2 s-1 Pa-1

1.5 x 10-10

図３．１−２

150

デンドリマー複合膜の断面構造と膜モジュールの CO2/N2 分離
性能

長さ 80cm のペンシル膜モジュールを用いて、鉄鋼プラントの実排ガスを用い
る 1000 時間の連続実験を実施して、性能の安定性を確認した。図３．１−３に、
連続試験の結果を示す。図で、CO2/N2 選択性は 1000 時間に亘り安定していた。
CO2 透過速度は初期に低下を認めたが 500 時間以降は安定していた。初期の CO2
透過速度の減少は多くの高分子膜モジュールで観察されており、初期段階の膜
の圧密化が原因と考えられている。
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CO２ 透過速度

1000

QCO２×1010（m3/（m2sPa））

10

1
1200

テスト時間（hr.）
実排ガス連続運転試験条件
供給ガス組成： CO2/N2（32/68））、 供給側の状態： 水蒸気を含む
測定温度： 室温（14〜25℃）、 測定法： 差圧法

図３．１−３

実排ガスを用いた連続運転試験の結果

開発したデンドリマー複合膜モジュールを用いて、CSLF 認定プロジェクト「圧
力ガスからの CO2 分離」の一環として、米国エネルギー省国立エネルギー技術研
究所（US DOE/NETL）で共同実験を実施した。図３．１−４に国際共同実験の様
子を示す。

分子ゲート膜モジュール
大気圧ガスからのCO2/N2の膜分離実験
図３．１−４

米国エネルギー省国立エネルギー技術研究所での共同実験

本事業でのこれまでの取り組み：
以上、先行した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」の成果を述べた。
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本事業では、この研究開発成果を継承し、革新的ゼロ・エミッション石炭火
力発電等の圧力ガスから、従来の 3 分の 1 程度のコストである 1500 円/ｔ−CO2
で CO2 を分離回収することを目的に、分子ゲート機能分離膜の高圧下における
CO2/H2 の選択性の付与、分離膜モジュールの大型化技術の検討、更に、膜分離シ
ステムの開発に取り組んでいる。
表３．１−１に、１．膜材料の開発と２．分離膜及びモジュールの開発に係わ
る研究開発項目と概念を示す。ここで、平成 20 年度までに実施した内容は、
１．膜素材の開発：
（１）新規デンドリマーの開発
（２）イオン液体マクロマーの検討
２．分離膜及びモジュールの開発：
（１）デンドリマーの安定固定化
（２）デンドリマー含有 PEGDMA 膜の検討
（３）デンドリマー含有 PEGDMA 膜の改良
（４）デンドリマー含有 PVA 膜の検討
（５）耐圧性支持膜の開発
（６）分離機能層の薄膜化
３．分離膜システムの検討：
（１）模擬ガス評価装置の設計
（２）プロセスシミュレーション
である。
ここで、
１．膜素材の開発の（１）（２）は、表２．１−３の
①膜材料の開発の目標：「常圧測定下で、CO2/H2 選択性が 1,500 であり、CO2
透過係数が 1.5x10-15 m3 m m-2 s-1 Pa-1 の膜素材を得る。」と「90℃、4MP
への耐性」を達成すること。
２．分離膜及びモジュールの開発の（１）〜（６）は、表２．１−３の
②分離膜及びモジュールの開発の目標：
「高圧下で、CO2/H2 選択性が 30 であ
-10
3
-2
り、CO2 透過係数が 7.5x10 m m m s-1 Pa-1 の耐圧型複合膜を作製する。
」
を達成すること。
３．分離膜システムの検討：の（１）は、表２．１−３の
③膜モジュール評価手法の開発の目標：「模擬ガス試験装置の設計・製作・
立上げ、試験環境の整備。」を達成すること、
（２）は
④分離膜システムの検討の目標：「膜分離プラントを試設計し、膜分離シス
テムの有効性を確認する。」と対応している。
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表３．１−１

１．膜素材の開発
・CO2/H2選択性の向上
・プロセス適合性の付与

研究開発の概要

分子設計：
高CO2親和性官能基、
自由体積制御、
親水性構造

H2N

N
H
HN

H2N

O

O
N

N

O

O

N
H
NH

NH2

NH2

ﾃﾞﾝﾄﾞﾘﾏｰ
２．分離膜及び
モジュールの開発
・耐可塑性支持膜の開発
・耐圧性構造膜の開発
・膜の耐久性の確認・向上
・膜ﾓｼﾞｭｰﾙ低価格化
・実機ｻｲｽﾞ膜ﾓｼﾞｭｰﾙ試作
・プロセス適合性の付与

分子ゲート機能層
・超薄膜化
・化学的-物理的固定

傾斜構造
支持層

・耐CO2可塑化性
ﾈｯﾄﾜｰｸ構造
・高強度

複合膜の構造

In-situ高速連続処理プロセス、
大型化に対応可能な技術

以下に、本事業でこれまでに得られた研究開発の成果を示す。
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複合膜断面

３-３-B-１-１ 膜素材の開発
事業目標を達成する複合膜モジュールの開発を達成する目的で、高性能な新規
な膜素材の設計と合成を試みた。その結果、トリアジン核を有する新規なデン
ドリマーの開発に成功した。
これにより、表２．１−３の個別要素技術毎の目標における、①膜材料の開発
の目標：
「常圧測定下で、CO2/H2 選択性が 1,500 であり、CO2 透過係数が 1.5x10-15
m3 m m-2 s-1 Pa-1 の膜素材を得る。
」と「90℃、4MP への耐性」を達成した。
以下に詳細を述べる。
（１）新規デンドリマーの開発
デンドリマーの合成：
ポリアミドアミンデンドリマーの化学構造に水酸基を導入することで、CO2 分
離性能が向上することを、３．１．成果の「はじめに」で示した。ここでは、
CO2 分離性能に影響を及ぼすアミノ基と水酸基の量に着目して、単位モル重量当
りのアミノ基と水酸基の量の向上を目的に化学構造を設計したデンドリマーの
開発と、生産性の向上を目的に、短時間で収率良く合成可能で CO2 分離性能に優
れるデンドリマーの開発を行った。
図３．１−５に、合成したデンドリマーの化学構造を示す。図で、3−OH-PAMAM
と標記したデンドリマーは、前述の 4−OH-PAMAM に比較して単位モル重量当り
のアミノ基と水酸基の量が多く、4−OH-PAMAM に比較して高い CO2 分離性能を有
することが期待できる。TA-3OH-PDA と TA-6OH-PDA と標記したデンドリマーはト
リアジン核を有し、従来のアミン核を有するデンドリマーに比較して短時間で
合成できる利点を有する。更に、2 級アミン-NH-の隣に電子吸引性のカルボニル
が存在しないので 2 級アミン-NH-が効率的に CO2 と相互作用を有することから、
高 CO2 選択性を期待できる。
NH2

NH2
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O
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HO HN
H2N
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OH

O
HN
HO NH2
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図３．１−５
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図３．１−６にトリアジン核を有するデンドリマーの合成方法を示す。トリア
ジン核を有するデンドリマーは図に示すイソシアヌレートとジアミンの 1 段の
合成で得ることが可能であり、しかも反応時間も 1 日と短い。従来のポリアミ
ドアミンデンドリマーが 2 段階反応で合成に 7 日間を要することに比べると、
デンドリマーの生産性が大幅に向上する。
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ﾄﾘｱｼﾞﾝ核ﾃﾞﾝﾄﾞﾘﾏｰ

ｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ核ﾃﾞﾝﾄﾞﾘﾏｰ

反応ステップ数

１段

２段
(エステル化とアミド化)

反応時間

1日

7日

図３．１−６

トリアジン核デンドリマーの合成法と特徴

デンドリマーの性能評価：
図３．１−７に開発したデンドリマーの CO2/H2 選択性を示す。開発したデンド
リマーはいずれも室温で液体の物質であり、これらデンドリマーの素材として
の CO2 分離性能は、多孔性のポリフッ化ビニリデン支持体（孔径：0.1μm）にデ
ンドリマーを含浸させて、等圧法（常圧）を用いて 25℃で測定を行った。供給
ガスの組成は、CO2/H2(50/50/vol%/vol%)である。図で、縦軸は CO2/H2 選択性で
あり、横軸は供給ガス中の相対湿度である。図から、デンドリマーの CO2/H2 選
択性が供給ガス中の相対湿度に大きく影響を受けること、相対湿度が 80％RH 程
度でピークを有することが分かる。実ガスは飽和水蒸気に近い湿度を含むので、
相対湿度が高い条件で高い CO2/H2 選択性を示すことは好ましいと言える。
図３．１−７から、今回開発したデンドリマーが、以前に開発した 4-OH-PAMAM
に比較して CO2/H2 選択性に優れることが分かる。開発した３つの新規デンドリ
マーの中で、TA-6OH-PDA が最も性能に優れており、供給ガスの相対湿度が 80％
RH の条件で、TA-6OH-PDA の CO2/H2 選択性は、1400 であった。また、同条件にお
ける TA-6OH-PDA の CO2 透過係数は、3.6x10-15 m3 m m-2 s-1 Pa-1 であった。
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本事業の中間目標である「常圧測定下で、CO2/H2 選択性が 1,500 であり、CO2
透過係数が 1.5x10-15 m3 m m-2 s-1 Pa-1 の膜素材を得る。
」に対して、ほぼ目標性能
を達成している。デンドリマー素材の CO2 分離性能に及ぼす測定温度検討で、測
定温度が高い条件で CO2/H2 選択性、CO2 透過係数が向上するので、実際の使用温
度である 50℃以上では、更に高い CO2/H2 選択性、
CO2 透過係数を有すると考える。
2000

TA-6OH-PDA

CO2/H2 選択性

1500

TA-3OH-PDA

1000

3OH-PAMAM
500

4OH-PAMAM
0

0
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80

100

供給ガス相対湿度(%RH）
測定温度：25℃
供給側圧力：0.1MPa
加湿バブラー温度：25℃ 供給ガス：CO2/H2 = 5/95
等圧法（Heガススィープ）
図３．１−７

新規デンドリマーの CO2/H2 選択性

デンドリマーの CO2 溶解等温線：
室温で液状の物質であるデンドリマーの素材としての CO2 分離性能は、測定
方法の制約上、大気圧下における性能である。高圧ガスからの CO2 分離を目指
す本事業では、高い CO2 圧の下でも優れた CO2 分離性能を示す素材の開発が必
要であり、従って、デンドリマーが高 CO2 圧下でも優れた性能を有する可能性
を検証する必要がある。CO2 透過速度は、一般に、膜素材への CO2 の溶解係数と
膜素材中での CO2 の拡散係数の積として表される。一般的なアミノ基を有する
膜材料は、CO2 圧が高い条件で CO2 溶解係数が低下する現象を示し、その結果と
して CO2 透過係数が減少する。即ち、アミノ基を有する一般の化合物は、高 CO2
圧では CO2 分離性能が低下してしまう。逆に、高い CO2 圧の下でも優れた CO2
分離性能を示す素材は、高い CO2 圧力まで CO2 溶解係数が減少しないこと、即
ち、CO2 吸収量が CO2 圧に対して直線的に増加することが重要である。そこで、
デンドリマーが高 CO2 圧でも高い CO2 分離性能を示す可能性を確認する目的で、
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デンドリマーへの CO2 溶解量の CO2 圧依存性を調べた。
図３．１−８に、デンドリマーの CO2 溶解量の CO2 圧依存性を示す。デンドリ
マーサンプルとしては 0-OH-PAMAM デンドリマーを用い、相対湿度が 98％RH と
80％RH の条件下に対応する水分を 0-OH-PAMAM 加えて測定サンプルとした。図
で縦軸はデンドリマー溶液 1ｇ当りに溶解した CO2 のｇ重量であり、横軸は CO2
圧である。CO2 圧は 16 気圧まで測定した。この値は、CO2 濃度が 40％で全圧が
40 気圧のガスにおける CO2 分圧に相当する。
図３．１−８で、相対湿度 98％RH に相当する条件では、デンドリマー溶液は
CO2 圧が 1 気圧までに大きく増加してそれ以降 16 気圧までは緩やかに増加する
結果となった。この CO2 収着等温線の傾きが、CO2 溶解度係数であることから、
相対湿度 98％RH に相当する条件では、CO2 圧が高い場合には CO2 透過係数が低
下することが推測される。
一方で、相対湿度 80％RH に相当する条件では、デンドリマー溶液の CO2 溶解
度は、10 気圧以上で増加率が低下するが、CO2 圧に対してほぼ直線的な関係に
ある。このことから、相対湿度 80％RH に相当する条件では、CO2 圧が高い条件
でも CO2 透過係数が余り低下しないことを期待できる。
以上から、デンドリマーが高 CO2 分圧下でも優れた CO2 分離性能を有する可能
性を確認できた。

0.18
0.16

０-OH-PAMAM
相対湿度：98％RH

CO2溶解度/g/g

0.14
0.12

０-OH-PAMAM
相対湿度：80％RH

0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0

5

10

15

20

圧力/ atm

図３．１−８

デンドリマーの CO2 吸収量の圧依存性
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（２）イオン液体マクロマーの開発
はじめに：
イオン液体は常温で溶融した塩であり、蒸気圧が小さいこと、優れた耐熱性
を有すること、化学的に安定あることが知られており、最近、産総研・金久保
らはが特定の構造を有するイオン液体が CO2 を良く吸収することを見出した。
図３．１−９に、イオン液体：1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム-ビス（トリ
フルオロスルホニル）イミド（BMIMTf2N）の CO2 吸収量を示す。この CO2 吸収
量は、乾燥 CO2 雰囲気下における平衡吸収である。
図３．１−９で、縦軸が CO2 吸収量、横軸が CO2 圧である。図から、イオン液
体 BMIMTf2N の CO2 吸収量は CO2 圧が 9MPa まで直線的に増加することが分かる。
更に、BMIMTf2N の CO2 吸収量は物理吸収液として実用化されている Selexol よ
りも大きい。BMIMTf2N の CO2 吸収量は、CO2 圧が 16 気圧の時に、デンドリマー
に比較すると半分程度ではあるが、CO2 分圧が大きい条件でも CO2 吸収量が減少
しないことから、分離膜に加工できれば、高 CO2 圧で優れた CO2 分離性能を示
すことが期待できる。

CO２吸収量 /g dm-3

400.0
BMIMTf2N
PEG400
PEG600
Selexol

300.0

BMIMTf2N

200.0

H3C

N

C H
N 4 9

[(CF3SO2)2N]-

100.0

Selexol
0.0
0.0

2.0

1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム
ビス（トリフルオロスルホニル）イミド

4.0 6.0 8.0 10.0
CO2圧 p /MPa

産総研・金久保研究室のデータより

測定温度 40℃

図３．１−９

イオン液体の特徴

イオン液体マクロマーの合成：
上述の通りイオン液体を本事業における CO2 分離の新規材料膜素材として利
用することを期待されるが、液体状物質であるため、分離膜として用いるには
高分子マトリクス等に固定化する必要が生じる。ここでは、イオン液体を高分
子主鎖に化学結合することで、液状物質であるイオン液体の固定化を試みた。
その目的のために、イミダゾリウムカチオンのカウンターアニオンを任意に交
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換できるマクロモノマーをデザインし合成した。
図３．１−１０に、イオン液体マクロマーの合成経路を示す。図で、ブロモ
プロパノールの水酸基に重合性のメタクリレートを導入し、イミダゾールとブ
ロモ基の置換反応からイミダゾリウムと臭素アニオンのイオン対を形成した。
この合成方法において、種々のブロモアルコールを用いることによって重合性
官能基とイオン対との距離（イオン液体の運動性）を自由にコントロールする
ことが出来る。また、臭化物イオンよりも電化密度が小さく、より多くの自由
体積の獲得が期待できるビストリフルオロメタンスルフォニルイミドアニオ
ンへの交換を行い、イオン液体マクロモノマーを合成した。
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O

イオン液体モノマー

図３．１−１０

O
-

TFSI-：

O

ビス（トリフルオロメタンスルホニル）
イミドアニオン

イオン液体マクロマーの合成

イオン液体マクロマー膜の調整と性能：
合成したイオン液体マクロモノマーを PEGDMA を架橋剤として用い光重合し
た。得られた高分子膜の膜厚は 0.86 mm であった。図３．１−１１に、得られ
た高分子膜の CO2 分離性能を示す。図で縦軸の左が気体透過速度（パーミアン
ス）、右が CO2/H2 選択性（CO2/H2 分離係数）であり、横軸が CO2 分圧差である。
図から、CO2 分圧差が増加すると H2 の透過速度は徐々に減少し、一方で CO2 の
透過速度は上昇した。その結果、分離係数は CO2 分圧差の増加とともに増加し、
CO2 分圧が 4.2 気圧（400kPa）の時に、CO2/H2 選択性が 4.6 となった。更なる
CO2 分圧の増加によって CO2/H2 選択性が増加することが期待できることから、
引続き、高 CO2 圧下での性能評価を実施していきたい。
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図３．１−１１

高分子化イオン液体の CO2 分離性能

３-３-B-１-２ 分離膜及びモジュールの開発
液状物質であるデンドリマーを分離膜材料として用いるためには、デンドリ
マーを安定に膜形状に固定する必要がある。その目的で、デンドリマーを用い
るここでは、デンドリマーを用いた複合膜の開発とその膜モジュール化を検討
した実施した。デンドリマーを安定に固定するマトリックスとして、ポリエチ
レングリコール（PEG）系材料とポリビニルアルコール（PVA）系材料を選定、
これらのマトリックス中に安定にデンドリマーを包含固定する方法を見出し
た。その結果、表２．１−３の個別要素技術毎の目標における、②分離膜及び
モジュールの開発の目標：「高圧下で、CO2/H2 選択性が 30 であり、CO2 透過係数
が 7.5x10-10 m3 m m-2 s-1 Pa-1 の耐圧型複合膜を作製する。
」を、ほぼ達成した。
以下に詳細を述べる。
（１）デンドリマーの安定固定化
デンドリマーはその優れた CO2 分離性能から高性能な分離膜の材料として期
待される。しかし、室温で液状物質であるデンドリマーを分離膜の材料として
用いるには、デンドリマーを安定に固定することが必要である。
図３．１−１２に、デンドリマーの固定方法の例を示す。図で、固定方法は
大きく、物理的固定法と化学的固定法に分類される。物理的固定方法とは、静
電作用でデンドリマーを固定したり、母材のマトリックス中の間隙に充填する
方法であり、一方で、化学的固定は、高分子鎖等にデンドリマーを化学的に固
定する方法である。物理的固定法は、比較的簡便にデンドリマーを固定できる
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特徴を有し、化学的固定法はデンドリマーを強固に固定できることが特徴であ
る。

１．物理的固定法
静電相互作用

単分子膜

間隙充填

Layer-by-Layer

IPN or PIM

２．化学的固定法

グラフトポリマー

図３．１−１２

デンドリマーの固定化方法

本事業では、物理的固定法と化学的固定法の両者を検討中であるが、ここで
は物理的固定法の中で、実機膜モジュールの製造技術して適用が可能な間隙充
填型に関する研究開発成果を述べる。
間隙充填型（含浸型）は、デンドリマーを高分子マトリックスの間隙に安定
に固定する方法である。この間隙充填型の高分子マトリックスの材料としては、
1)架橋構造を形成する反応性モノマー、2)架橋が可能な高分子材料、を考える
ことができる。いずれの場合も、デンドリマー分子と適度に混ざる材料の選択
が必要となる。

25

（２）デンドリマー含有 PEGDMA 膜の開発
はじめに：
上記の条件を満たす架橋構造を形成可能な反応性モノマーとして、図３．１
−１３に示すポリエチレングリコールジメタクリレート（PEGDMA）を選定した。
図に、PEGDMA を用いるポリアミド（PAMAM）デンドリマーの物理的固定の概念
を示す。

UV

光開始剤
O

O

+

O

アゾイソブチロニトリル
or

熱 70℃

O

ポリエチレングリコール
ジメタクリレート,
PEGDMA

PAMAMデンドリマー

PEGDMA/PAMAMゲル

PAMAM有り

図３．１−１３

PAMAM無し

PEGDMA ゲルへの固定化

PEGDMA を架橋させた高分子膜の調製方法として、熱ラジカル重合法と光重合
法の 2 種類がある。前者は 70℃程度の温度で数時間反応させるため、高沸点溶
媒を相溶化剤として用いなければならず、反応後の溶媒除去が困難である。そ
れと比較して、光重合は常温での数分間の反応であるため、エタノールなどの
低沸点溶媒の使用が可能であり、製膜後の溶媒除去が容易である。適切な反応
溶液の組成を見出せば、光重合は最も簡便なデンドリマー充填型高分子膜の調
製方法である。
製膜と CO2 分離性能：
図３．１−１３では、所定量の PEGDMA と第 0 世代 PAMAM デンドリマーを相
溶化剤であるエタノールに溶解し、光反応開始剤として 1-ヒドロキシシクロヘ
キシルフェニルケトンを、増感剤としてトリエタノールアミンを溶解して反応
溶液を調整した。この反応溶液の所定量をシャーレに入れて、UV 光を 1 分間照
射させることによって光硬化させた。この方法を用いることで、膜厚 0.05 ｍ
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ｍ程度の自立膜を調製することが可能である。
図３．１−１４に、得られたデンドリマー含有 PEGDMA 膜の CO2 分離性能を He
スウィープ法で測定した結果を示す。ここで、CO2 分圧差は 5kPa である。図で、
左の縦軸は気体透過係数、右は CO2/H2 選択性であり、横軸は膜中のデンドリマ
ーの重量濃度である。図からデンドリマー重量濃度の増加に伴い、H2 の透過性
が減少して、その結果、CO2/H2 選択性が増加する。その結果、デンドリマーの
濃度が 50％では、CO2/H2 選択性が 500 となった。
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0
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PAMAM重量濃度（%）
供給ガス: H2/CO2 (95/5体積分率)
スウィープガス: ヘリウム （10 mL/min）

図３．１−１４

ガス流量: 100 mL/min at 25℃
相対湿度: 80 %

デンドリマー濃度と CO2 分離性能

CO2 分離性能の圧力依存性：
図３．１−１５に、デンドリマー含有 PEGDMA 膜の CO2 分離性能に対する供給
ガス中の CO2 圧の依存性を示す。図で、左の縦軸は気体透過係数、右は CO2/H2
選択性であり、横軸は供給ガスの CO2 分圧である。図から、CO2 分圧が上昇する
と CO2 透過係数が低下し、それに伴い、CO2/H2 選択性が大きく低下することが
分かる。CO2 分圧が 1 気圧(101kPa)の条件では、CO2/H2 選択性は 10 以下であっ
た。
光重合法を用いることで、デンドリマーを PEG マトリックス中に安定に固定
することに成功した。しかし、得られたデンドリマー含有 PEGDMA 膜は CO2 圧が
高い条件で CO2/H2 選択性の低下が著しく、本事業で目標とする分離性能を得る
には至らなかった。引続き、デンドリマーを固定するマトリックス構造を改良
する必要があると考える。
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スウィープガス: ヘリウム （10 mL/min）
PAMAM重量分率: 50 wt%

CO2 分離性能に及ぼす CO2 分圧の影響

デンドリマー含有 PEGDMA 膜の構造：
上述のデンドリマー含有 PEGDMA 膜の内部構造を共焦点スキャンレーザー蛍
光顕微鏡を用いて観察した。同法は、PEG 末端の 0.01 モル％に蛍光色素である
フルオレセインチオイソシアネートで蛍光標識することで、非破壊で膜構造を
観察する方法である。図３．１−１６に、デンドリマー含有 PEGDMA 膜の共焦
点スキャンレーザー蛍光顕微鏡写真を示す。図から、PEG と PAMAM デンドリマ
ーがミクロンオーダーで分離したマクロ相分離構造を有しているこ
とが分かる。ま
た、それぞれの
相は連続的に
Top
繋がっており
（共連続）、液
体のデンドリ
マーが PEG ネ
ットワーク内
に固定化され
ている様子が
表面から50 μmの蛍光像 45μm
観察された。
試料：PAMAMデンドリマー濃度 50wt%
Bottom

図３．１−１６

デンドリマー含有 PEGDMA 膜の相分離構造
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（３）デンドリマー含有 PEGDMA 膜の改良
架橋密度向上の検討：
光重合法を用いることで、デンドリマーを簡便に PEG マトリックス中に安定に
固定することに成功した。しかし、得られた膜の CO2 分離性能は、CO2 圧の上昇
で低下した。引続き、高い CO2 分圧下で目的とする CO2/H2 選択性を得るために、
PEG マトリックスの架橋密度を上げる方法を検討した。主剤である PEGDMA と反
応して、架橋密度の高いマトリックスを作り出すために、複数の多官能アクリ
レート、多官能メタクリレートを試したが、多官能アクリレート化合物を用い
ると調整した溶液が不安定であり、使用することが出来なかった。一方で、多
官能メタクリレートの溶液は安定であり、分離膜の製造に用いることが出来た。
以下に、多官能メタクリレートを用いた検討結果の一例を示す。
３官能 TMPTMA 添加膜の調整と分離性能：
添加する多官能メタクリレートとして、PAMAM デンドリマーとの相溶性を考慮
し、3 官能メタクリレートであるトリメチロールプロパントリメタクリレート
（以下 TMPTMA）を選定した。図３．１−１７の左図に、TMPTMA を添加したデン
ドリマー含有 PEGDMA 膜の概念を示す。TMPTMA を添加することでメタクリレー
トが形成する架橋構造が密になると予想される。TMPTMA の添加量を検討して、
以下に示す条件で TMPTMA 添加デンドリマー含有 PEGDMA 膜を作製可能であるこ
とを見出した。
1. PAMAM デンドリマー（０世代、1ｇ）、TMPTMA（0.25ｇ）、PEGDMA（0.75ｇ）
とメタノール（2ｇ）を混合し溶液を調製する。
2. 調製した溶液にトリエタノールアミン（TEA）と 1-ヒドロキシシクロヘキシ
ルフェニルケトン（HCPK）をそれぞれ 0.8 mmol/l および 0.04 mmol/l にな
るように加える。
3. 溶液をシャーレに展開し、紫外光を 3 分間照射することによって重合する。
4. 反応溶媒であるエタノールを減圧下で留去し、目的のゲル膜を得る。（膜厚
0.5 mm）
作製した TMPTMA 添加デンドリマー含有 PEGDMA 膜における各 CO2 分圧での分
離性能を図３．１−１７の右半分に示す。測定は 40℃で行った。この図で、左
側縦軸は透過速度（m3(STP)/(m2 s Pa)）
、右側縦軸は CO2/H2 選択性αCO2/H2、横軸
は供給ガス中の CO2 分圧を表している。作製した膜は、CO2 分圧の増加に伴い
CO2/H2 選択性は 30 付近まで低下するものの、CO2 分圧が 2 atm より高い範囲では
CO2/H2 選択性が低下することはなく一定の値を維持し、CO2 分圧 6.6 atm におい
て中間目標値である CO2/H2 選択性である 30 を示した。得られた膜は、優れた耐
圧性と目標とする CO2/H2 選択性を有した。
この結果から、マトリックス体の構造がデンドリマー含有膜の性能に大きく影
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響すること、従い、マトリックス体の構造制御が高性能なデンドリマー含有膜
を開発する上で極めて重要であることが分かった。
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図３．１−１７ TMPTMA 添加デンドリマー含有 PEGDMA 膜の概念図と CO2 分離性
能

世界チャンピオンデータの達成：
開発した TMPTMA 添加デンドリマー含有 PEGDMA 膜を、現在知られている最高
性能の分離膜と比較した。
図３．１−１８に、2006 年に Science に掲載された H. Lin, B.Freeman らが
開発した分離膜と TMPTMA 添加デンドリマー含有 PEGDMA 膜の性能を比較して示
す。図で、縦軸が CO2/H2 選択性、横軸が CO2 透過係数であり、図で右上に位置
する膜が CO2 分離性能に優れる。図の直線はアッパーバウンダリーと称され、
2006 年における CO2/H2 分離性能の上限値を示している。
図中の(1)で示した 35℃の点は、H. Lin, B.Freeman らにより Science に報
告された PEG 系高分子膜の CO2 分離性能であり、現在までに報告されている高
分子膜では最も高い CO2/H2 分離性能である。今回開発した TMPTMA 添加デンド
リマー含有 PEGDMA 膜は、CO2/H2 選択性、CO2 透過係数のいずれも、Science の
データを上回る性能を示した。この性能は、実ガス条件に近い加湿条件下（相
対湿度 80%R.H.）で得られた値であり、Science のデータが乾燥ガスでのデータ
であることに比較して、より実ガス条件に近い測定結果であると言える。更に、
TMPTMA 添加デンドリマー含有 PEGDMA 膜は、操作温度が増加することで CO2/H2
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選択性と CO2 透過係数の双方が向上するという特徴を示した。この操作温度を上
げると、CO2/H2 選択性と CO2 透過係数が同時に増加する結果は他の材料に見ら
れない特徴であり興味深い。この特徴は、温度の高い燃焼排ガスからの CO2 分離
を考えた場合、非常に有利な特性であると考える。
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図３．１−１８ TMPTMA 添加デンドリマー含有 PEGDMA 膜と PEG 膜の CO2 分離性
能の比較
引続き、開発した TMPTMA 添加デンドリマー含有 PEGDMA 膜の薄膜化等により、
開発目標である CO2 透過速度が 7.5x10-10 m3 m-2 s-1 Pa-1 である複合膜の開発に取
り組んでいる。現時点で、TMPTMA 添加デンドリマー含有 PEGDMA を分離機能層
とし、その分離機能層が 10μｍ以下である複合膜を得ており、性能を評価中で
ある。
また、測定温度の上昇が、CO2/H2 選択性と CO2 透過速度の双方に有利である
ことを見出しており、分離膜を使用する際の温度の最適化も検討中である。
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（４）デンドリマー含有 PVA 膜
はじめに：
デンドリマーを安定に固定するマトリックス材料のひとつとしてポリビニル
アルコール（PVA）を検討した。PVA は、化学構造に多くの水酸基を有する親水
性ポリマーであり、親水性物質であるデンドリマーと良く混和することが期待
される。また、PVA は結晶構造を有するポリマーであり、気体透過速度が小さ
いことが知られている。従い、PVA は、デンドリマーを安定に保持して、その
デンドリマー部位は CO2 を選択的に透過させるが、PVA 部位はガスを透過させ
ないマトリックス材料となる可能性を有する。但し、線状高分子材料である PVA
を高い CO2 圧力下で用いる場合に、PVA が大量の CO2 を溶解して可塑化、膨潤す
る可能性があり、PVA 分子鎖間に架橋構造を導入することが好ましいと考えら
れる。
チタン化合物による架橋：
PVA を架橋する方法として、幾つかの方法を検討した結果、チタン化合物で
あるジイソプロポキシ・ビス（トリエタノールアミネート）チタンを用いる方
法が好ましいことを見出した。図３．１−１９に、チタン化合物を用いた PVA
架橋の概念を示す。チタン化合物であるジイソプロポキシ・ビス（トリエタノ
ールアミネート）チタンは、PVA の水酸基と選択的に反応して架橋構造を形成
するが、デンドリマーと反応しないことを特徴とする。PVA とチタン化合物が
架橋構造を形成することで、高 CO2 圧力下で、デンドリマーを安定に保持する
ことが期待される。また、架橋構造を最適化することで高い CO2/H2 選択性を得
ることが期待できる。

室温

PVA

Ti化合物

PVA

PVA/Ti化合物高分子網目
チタン化合物
ｼﾞｲｿﾌﾟﾛﾎﾟｷｼ･ﾋﾞｽ(ﾄﾘｴﾀﾉ-ﾙｱﾐﾈ-ﾄ)ﾁﾀﾝ

図３．１−１９

PVA

Ti化合物

架橋型 PVA マトリックスの形成(概念図)
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架橋型 PVA 膜の調整：
デンドリマー含有架橋型 PVA 膜は以下に従い作製した。組成を検討した結果
から、最も CO2 分離性能に優れた製膜方法を示す。
5wt%の PVA 水溶液 10g に 1.2g の PAMAM デンドリマーを加え、一晩、撹拌し
た。得られた(PVA+PAMAM) 水溶液に 0.32g のジイソプロポキシ･ビス(トリエタ
ノ−ルアミネ−ト)チタン架橋剤(80wt%イソプロパノール溶液)を加えて 2 時間
撹拌し、得られた混合溶液を十分に脱泡した後にテフロンシャーレにキャステ
ィングし、室温で 2 日間自然乾燥した。引続き、40 ℃のオーブンで 1 日乾燥
し、更に 120℃で 1 時間加熱して目的とするデンドリマー含有架橋型 PVA 膜（均
一膜）を得た。
得られた膜は透明であり、可視光レベルで均一にデンドリマー分散している
と推定される。
架橋型 PVA 膜の性能と膜厚依存性：
図３．１−２０に、得られたデンドリマー含有架橋型 PVA 膜の CO2/H2 分離性
能を示す。図で、CO2 透過速度と CO2/H2 選択性の値は CO2 分圧が 6 気圧の値であ
り、横軸はデンドリマー含有架橋型 PVA 膜の膜厚である。図で、膜厚が 640μm
の時には、CO2 透過速度が 2.4x10-13 m3(STP)/(m2 s Pa)、CO2/H2 選択性が 38 で
あった。膜厚を薄くすると CO2 透過速度が図でほぼ直線的に増加し、膜厚が約
1/3 である 260μm では、CO2 透過速度が約 3 倍の 8.1x10-13 m3(STP)/(m2 s Pa)
となり、一方で CO2/H2 選択性は 36 でほぼ維持された。しかし、更に膜厚を薄
くすると、CO2 透過速度が急激に増大し、CO2/H2 選択性が低下した。テフロンシ
ャーレに溶液をキャストして製膜する方法では、膜に欠陥が生じたと推測され
る。これらの結果から、デンドリマー含有架橋型 PVA 膜が目標とする CO2/H2 選
択性が 30 を上回る性能を有することが分かった。加えて、膜厚に反比例して
CO2 透過速度が向上することを確認した。
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図３．１−２０ デンドリマー含有架橋型 PVA 膜の CO2 分離性能と膜厚依存性

架橋型 PVA 膜の温度依存性：
図３．１−２１に、デンドリマー含有架橋型 PVA 膜の測定温度依存性を示す。
図から、測定温度が高くなると CO2 透過速度と H2 透過速度がいずれも増加する
ことが分かる。CO2 透過速度は、測定温度が 25℃から 60℃となることで、約 1
桁増加している。また、透過速度の増加率は CO2 で大きく、その結果、測定温
度が高くなると CO2/H2 選択性が増大した。測定温度が高くなると、CO2 透過速
度と CO2/H2 選択性の両方が増大する結果は、先に述べた TMPTMA 添加デンドリ
マー含有 PEGDMA 膜の結果と一致する。この CO2 透過速度と CO2/H2 選択性の温度
依存性は、デンドリマーを含浸させたゲル膜に共通の特徴であると思われる。
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デンドリマー含有架橋型 PVA 膜の CO2 分離性能の温度依存性

以上、デンドリマー含有架橋型 PVA の自立膜での CO2 分離性能を示したが、
引続き、デンドリマー含有架橋型 PVA を分離機能層とする複合膜を開発中であ
る。デンドリマー含有架橋型 PVA 分離機能層の薄膜化と、得られた複合膜の使
用温度の最適化で、目標とする CO2 透過速度である 1 x 10-9 m3/(m2 s Pa)の達
成を急ぐ。
（５）耐圧性支持膜の開発
はじめに：
分離膜の CO2 透過速度を向上するためには、分離機能層の薄膜化が重要であ
る。分離機能層の薄膜化法として、従来から相転換法を用いた非対称膜の製膜
方法が知られており、高分子材料である酢酸セルロース、ポリスルホン、ポリ
イミド等の膜素材を用いた非対称膜が実用化され市販されている。しかし、デ
ンドリマーを含有した膜素材は吸水性を有することから、水系の溶媒を凝固相
に用いる相転換法による非対称膜化が難しい。
別法として、微多孔性支持膜の上に分離機能層を形成した複合膜がある。複
合膜は、支持層となる機械強度に優れた支持膜の上に、気体を分離する分離機
能層の薄膜を有する構造である。本事業で耐圧性に優れる分離膜を開発するこ
とを考えると、機械的強度を担う支持膜と分離機能を担う分離機能層の２層構
造の複合膜構造が好ましいと考えられる。
4MPa に耐える複合膜を得るには、まず、その圧力に耐える支持膜が必要であ
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り、且つ、その支持膜は十分に大きい CO2 透過速度を有することが必要である。
そこで、本研究では、機械強度に優れるポリエーテルスルホン（PES）を用い
て、耐圧性が 4MPa 以上であり、十分な気体透過性を有する非対称支持膜の製
膜を検討した。
非対称支持膜の開発：
図３．１．−２２に、中空糸膜紡糸製造装置の概念概略を示す。中空糸膜製
造装置中空糸紡糸装置は、押し出しポンプ、紡糸ノズル、凝固槽、脱溶媒槽、
巻き取り装置で構成されている。二重管ノズルの環状孔からポリマー溶液（こ
こでは、N-メチルピロリドン（NMP）に溶解したポリエーテルスルホン（PES））
を、管状孔からポリマー溶液をゲル化させる芯液（ここでは、イオン交換水）
を同時に吐出し、一定距離の空中走行を取った後に、凝固槽中に浸漬して、非
対称中空糸膜を形成する。 中空糸膜は脱溶媒槽を通過する過程で十分にゲル
化して、巻き取り装置で巻き取られる。巻き取られた中空膜は、イオン交換水
で十分に脱溶媒した後に乾燥する。

芯液
押出ポンプ
ポリマー液
押出ポンプ

芯液

ポリマー液

巻取り装置

脱溶媒槽

凝固槽

c

中空糸紡糸装置概略図

紡糸ノズル概略図

b
a
φ： a – b – c

図３．１−２２

中空糸膜製造装置の概略図

今回の紡糸では、外径 A：0.95 内径 B：0.45 芯液径 C：0.35（単位ｍｍ）
の二重管ノズルを用いて、芯液流量を 0.16〜0.32 ml/min の範囲で制御し、3 種
類の中空糸支持膜を作製した。ポリマーには機械強度に優れるポリエーテルス
ルホン（PES）を選定して、30wt%の N-メチルピロリドン（NMP）として用いた。
作製した中空糸支持膜は、断面形状をレーザー顕微鏡により観察したのち、耐
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圧性を評価した。
非対称支持膜の耐圧性能：
耐圧性評価試験の結果を図３．１．−２３に示す。芯液流量が 0.16、0.21
ml/min のときは外径、内径、肉厚がほとんど変わらなかったのに対し、0.32
ml/min では内径が 430 μm と大きくなり、それに伴って肉厚が減少した。0.16
ml/min と 0.21 ml/min を比較すると、0.21 ml/min で紡糸した中空糸の断面の
方が真円に近かった。耐圧性については、中空糸膜の内部を水で加圧して破壊
強度を求めた。
芯液流量が 0.32 ml/min のＣが最も耐圧性が低く最低破壊圧は 3.8 MPa であっ
た。ＡとＢを比較した場合、
破壊強度は A で大きく最低破壊圧が 4.8MPa であり、
一方で B は 4.6MPa であった。図３．１．−２３に示すように、Ａ方が真円に近
い形状であり好ましいと考える。
以上より、耐圧性が 4 MPa 以上である支持膜を作製する目処を得た。今後は安
全率等を考慮し、更なる強度の向上に努める必要がある。
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図３．１−２３

PES 中空糸膜の破壊強度

透過速度向上の検討：
複合膜の支持体（支持層）は、分離機能層を支えて供給ガス圧に耐え得る十
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分な耐圧性の他に、分離機能層のガス透過速度に比べて十分に高いガス透過速
度を有することが必要である。分離機能層に用いる素材の CO2 分離性能が優れ
ても、支持体の透過速度が小さいと複合膜で、優れた CO2 分離性能を得ること
は出来ない。
ここでは、非対称平膜において、凝固液の組成を検討することで非対称平膜
のガス透過性を向上させることを試みた。ポリマー溶液（NMP に溶解したポリ
エーテルスルホン（PES）、濃度：30wt%）をガラス板上にキャストし、ガラス
板を凝固液へ浸漬させて、非対称構造を有する平膜を得た。凝固液として、H2O
と NMP を混合液を用いて、その組成を変化させた。作製した支持膜の断面形状
を走査型電子顕微鏡により観察した。
得られた平膜の断面形状とガス透過性の測定結果を図３．１．−２４に示す。
凝固液として H2O/NMP( 85/15/wt%/wt%)溶液を用いた場合、得られた平膜の He
透 過 速 度 は 、 6.5 × 10-9 m3(STP) m-2 s-1 Pa-1 で あ り 、 イ オ ン 交 換 水
(H2O/NMP(100/0/wt%/wt%))を用いた場合の透過速度 1.5×10-9 m3(STP) m-2 s-1 Pa-1
に比べて、透過速度が約 4 倍向上した。これは、凝固槽に NMP を添加したこと
で、膜の表面近傍の緻密層の形成が一部阻害された結果であると考える。しか
し、NMP 濃度をさらに増加しても透過速度の増加は見られなかった。この際、NMP
濃度の増加に伴い、膜壁のフィンガー状の構造が減り、スポンジ状の構造が増
えていることが SEM 像からわかる。空隙率の大きいフィンガー状の構造が減り、
空隙率の小さいスポンジ状の構造が増えたため、透過速度が低下したと考えら
れる。
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-9

4 10 -9
4×10
-9

2 10 -9
2×10

0
100/0
100/0

H2O 70%, NMP 30%

NMP濃度
耐圧性

H2O 50%, NMP 50%

スポンジ状

70/30
70/30

H2O/NMP

H2O/NMP比率

フィンガー状

フィンガー状構造＜スポンジ状構造

ガス透過性 フィンガー状構造＞スポンジ状構造

図３．１−２４

85/15
85/15

スポンジ状層の構造制御

非対称平膜の構造と透過速度
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50/50
50/50

今回検討した全てのサンプルにおいて透過速度は 1×10-9 m3(STP) m-2 s-1 Pa-1
以上であったが、引続き、更なる透過速度の向上を検討する。複合膜において、
CO2 透過速度が 1×10-9 m3(STP) m-2 s-1 Pa-1 を得るには、経験的に、それよりも
一桁ほど大きな透過速度の支持膜が必要と考える。
（６）分離機能層の薄膜化
複合膜で高い CO2 透過性を得るためには、分離機能層の薄膜化が重要である。
ここで薄膜化の課題は、ピンホールが無い均一な層を形成することである。そ
こで、上述した TMPTMA 添加デンドリマー含有 PEGDMA を分離機能素材に用いて、
ポリエーテルスルホン非対称支持膜（平膜）に薄膜層を形成する予備検討を実
施した。
上述の（５）耐圧性支持膜の開発で示したポリエーテルスルホン非対称支
持膜（平膜）の表面を Ar プラズマ（50 W）で 1 分間処理することにより親水
化したのち、TMPTMA、PAMAM デンドリマー（0-OH-PAMAM）、PEGDMA と光開始剤
の所定量を含むメタノール溶液（固形分濃度：50wt%、粘度：13.6mPa）をディ
ップコート法により塗布した。その後、UV を 2 分間照射して硬化させ、支持膜
上に分離機能層を形成した。図３．１．−２５に、ディップコート法により作
製した分離機能層の断面形状を示す。コーティング回数が１回のときは、分離
機能層の膜厚は不均一であったが、コーティングを 2 回行うことで、平均膜厚
が約 10μm の TMPTMA 添加デンドリマー含有 PEGDMA の均一な分離機能層を形成
できた。更に、コーティングを 3 回行うことで、膜厚が約 22μm の均一な分離
機能層を得た。
引続き、溶液濃度と粘度が膜厚に及ぼす影響を検討すると共に、分離性能
を評価する。

コーティング
回数

1

2

3

Arプラズマ処理 1分、溶液粘度 13.6mPa、ディッピング速度 1cm/s

図３．１−２５

コーティング回数と膜厚の関係

39

３-３-B-１-３ 分離膜システムの検討
開発した分離膜モジュールの性能を最大限に引き出すには、目的に応じた最
適な分離膜システムを構築する必要がある。圧力ガスからの CO2 分離膜システ
ムを構築するために必要な分離膜のデータの取得を目的に、膜モジュール評価
装置を設計、製作、試運転した。また、プロセスシミュレータを用いる膜分離
システムの検討を行い、膜分離法と競合する物理吸収法との比較検討等を実施
した。それにより、表２．１−３の個別要素技術毎の目標における、③膜モジ
ュール評価手法の開発の目標：
「模擬ガス試験装置の設計・製作・立上げ、試験
環境の整備。」と、④分離膜システムの検討の目標：「膜分離プラントを試設計
し、膜分離システムの有効性を確認する。」ことができた。
以下に詳細を述べる。
（１）模擬ガス評価装置の設計
開発した分離膜の性能を最大限に発揮させるためには、その分離膜に適する
システムを設計することが重要である。このシステム設計を行うためのプロセ
スデータを取得する目的で、模擬ガスを用いて膜モジュール性能を評価する装
置を設計、製作した。
プロセスデータを取得するための高圧気体透過量測定装置の概略図を図３．
１−２６に示す。本装置は水性ガスシフト反応ガスからの CO2 の膜分離を模擬
することを目的に、同ガスの主成分である CO2、H2 と、副成分、微量成分であ
る N2、CO、H2S、COS の 7 種類のガスを所定濃度で混合して分離膜モジュールへ
供給することが可能である。同時に、天然ガスからの CO2 除去の模擬ガス実験
を行えるように、CO2 と CH4 の混合ガスも供給することが可能である。
本装置の最高供給ガス圧力は 4 MPa、最高使用温度（膜モジュール温度）は 150℃
であり、所定の水蒸気量を供給することで、水性ガスシフト反応ガスの実条件
を模擬した評価が可能である。
現在、試作分離膜を用いた本装置の試運転を完了し、分離膜モジュールが完
成次第、膜モジュールを模擬ガスで評価できる状態にある。
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図３．１−２６

高圧気体透過量測定装置の概略図

（２）プロセスシミュレーション
はじめに：
CO2 回収技術として有望な候補には、膜分離法のほか、Selexol 吸収液を用い
た物理吸収法(Selexol 法)が挙げられる。そこで、汎用的なプロセスシミュレー
タである Aspen Plus®を利用して、石炭ガス化複合発電（IGCC）の性能指標およ
び経済指標の数値化を行い、膜分離法と物理吸収法(Selexol 法)の優劣を定量的
に検証したうえで、膜性能の目標値の明確化を図った。
IGCC 性能を示す指標としては、火力発電プラントとしての基本性能を表す『発
電効率』が重要である。さらに、本件で対象とする CO2 回収型 IGCC の場合は、
IGCC 内で発生した炭素分のうち、回収プロセスの導入によって、どの程度の炭
素分を CO2 の形で回収できるのかも定量評価すべきである。これがいわゆる『CO2
回収効率』である。同時に、その回収ガスの中に、合成ガスなどの不純物がど
れだけ混入しているかについても、十分に議論する必要がある。そこで回収ガ
ス中の『CO2 純度』も、合わせて定量することになる。これら 3 つは、CO2 回収型
IGCC の性能を表現するための、いわば『性能評価指標』である。
しかし当然ながら、IGCC システムのコストを考慮するための、
『経済性評価指
標』も定量すべきである。これには、『発電コスト』と『CO2 抑制コスト』の 2
つが挙げられる。前者は、単位発電量当たりに要するコストであり、後者は、
単位重量あたりの CO2 を削減するのに必要なコストである。本件では、代表的な
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経済性試算ツールとして実績のある『Aspen Icarus Process Evaluator® (IPE)』
を活用し、これら 2 つの指標を定量した。
計算条件：
まず、膜分離導入型 IGCC システムの評価を進めるうえで、以下の前提条件を
定めた。
○
○
○
○
○
○

膜分離プロセスは、単段とする。
膜モジュールの材料費は、平米あたり 300-600 $の範囲である。
膜モジュールの交換頻度は、5 年に 1 回とする。
分離膜の CO2 パーミアンスは、 10-9 m3(STP)/m2sPa とする。
分離膜の CO2/H2 分離係数は、30 と 100 の 2 通りのケースを想定する。
『完全混合流れ』であり、『圧力損失なし』･『濃度分極なし』とする。

IGCC の性能と経済性：
本件で IGCC システムをモデル化する際には、General Electric 社製の噴流床
式ガス化炉（GE 炉）と MS7001F 型ガスタービンを採用した。GE 炉は、石炭のガ
ス化剤に酸素の高純度ガスを用いており、一般に「酸素吹き式」と呼ばれる方
式に属する。一方ガスタービンは、多段のコンプレッサから構成されており、
燃焼に必要な空気の圧縮を行いながら、昇温・加熱を繰り返す。コンプレッサ
後流のコンバスタにおいて、合成ガスを燃焼する。その際に生じた高温の排ガ
スを、複数のエクスパンダで膨張させながら、発電を行う。この IGCC プラント
から、物理吸収法（Selexol 法）と(財)RITE が開発中の膜分離法で CO2 を分離
回収した際の IGCC の性能と経済性の試算結果を 2006 年ベースで求め、以下の
表３．１―２に示した。
表３．１−２ Selexol 導入型および膜分離導入型 IGCC の性能評価･経済性評価

Selexol 導入
型

膜分離導入

膜分離導入

型(CO2/H2 選

型(CO2/H2 選

択性 30)

択性 100)

発電効率 [%]

32.4

33.2

33.4

CO2 回収効率 [%]

90

90

90

回収ｶﾞｽ中 CO2 純度

98

95

98

発電ｺｽﾄ [$/MWh]

106

100-101

100-101

抑制ｺｽﾄ [$/t-CO2]

27.5

22.5-23.3

22.1-22.9
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表３．１―２より、単段の膜分離導入型 IGCC は、CO2 純度を除けば、分離係数
が 30 の場合でも、Selexol 導入型よりもコスト的に優位な結果を得た。ただし、
Selexol 導入型と同等レベルの CO2 純度を達成するためには、CO2/H2 選択性が 30
では不十分であり、本事業が目標とする CO2/H2 選択性 100 という値の達成が必
要であった。
膜性能と経済性：
発電コストと CO2 抑制コストという 2 つの経済性指標に対して、CO2 パーミアン
ス（透過速度）に対する依存性を解析した。当然であるが、この 2 つの指標は、
膜モジュールの材料コスト次第で大きく変化する。そこで本件では、材料コス
トを 100 $/m2、300 $/m2、500 $/m2、700 $/m2、1000 $/m2 の 5 通りに変化させ、
感度解析を行った。その際、CO2/H2 選択性は 100 とした。Selexol 導入型 IGCC
の結果と合わせ、発電コストの解析結果を図３．１−２７に、抑制コストの解
析結果を図３．１−２８に示す。

発電ｺｽﾄ [$/MWh]

108
107

Selexol導入型
(106 $/MWh)

106
105
104

100 $/m2
300 $/m2
500 $/m2
700 $/m2
1000 $/m2

103
102
101
100
99

98
1.00E-11 1.00E-10 1.00E-09 1.00E-08 1.00E-07

CO2ﾊﾟｰﾐｱﾝｽ [m3(STP)/m2sPa]
図３．１−２７ 膜分離導入型 IGCC における発電コストの CO2 パーミアンス（透
過速度）依存性
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抑制ｺｽﾄ [$/MWh]

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
1.00E-11

Selexol導入型
(27.5 $/ton)
100 $/m2
300 $/m2
500 $/m2
700 $/m2
1000 $/m2

1.00E-10

1.00E-09

1.00E-08

1.00E-07

CO2ﾊﾟｰﾐｱﾝｽ [m3(STP)/m2sPa]
図３．１−２８ 膜分離導入型 IGCC における抑制コストの CO2 パーミアンス（透
過速度）依存性
これら各図より、CO2 透過速度が 10-9 m3(STP)/(m2sPa)付近に到達すれば、2 つ
の指標ともに、Selexol 導入型と比べて優位な領域が出現する結果となった。さ
らに、CO2 透過速度が 10-9 m3(STP)/(m2sPa)以上に到達すると、2 つの指標ともに、
膜モジュールの材料コストの変化に対する振れ幅が、かなり狭まることも確認
された。
本事業が目標とする膜モジュールスキッドコスト：500 $/m2、CO2 透過速度：
10-9 m3(STP)/(m2sPa)を達成できれば、発電コストは 100 $/MWh 程度に削減され、
CO2 抑制コストも 22‒24 $/tonne-CO2 となる。従って競合技術の Selexol 導入型
よりも、発電コストが 5‒6 $/MWh、CO2 抑制コストが 3‒5 $/tonne-CO2 の削減とな
り、膜分離法の優位性が確立されると期待できる。
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以上、本事業が開始された平成 18 年度から現在までの研究開発成果を示した。
これらの成果の中から、表３．１−３に、本事業の研究開発成果から出された
共通指標の一覧表を示す。

表３．１−３

要素技術

①膜材料
の開発：

共通指標の一覧表

論文数

論文の
被引用
度数

特許等
件数
(出願を
含む）

特許権
の実施
件数

ライセ
ンス
供与数

取得ラ
イセン
ス料

国際標
準への
寄与

10

2

0

2

0

0

0

0

6

3

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

18

5

0

4

0

0

0

0

学会
発表

②分離膜
及びモジ
ュールの
開発：
③膜モジ
ュール評
価手法の
開発
④分離膜
システム
の検討：
計
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３-３-B-２

目標の達成度

「３-３-B-１ 成果」の項では、事業に着手した平成 18 年度から現在までの
研究開発成果を示した。その中で述べたように、当初計画で設定した中間評価
時点の目標は概ね達成している。
事業目標を達成するための個別要素技術毎の目標（表２．１−３）から中間評
価における評価項目を抜粋し、それらに対する達成度を表３．２−１にまとめ
る。項目毎の達成度は、以下である。
1)膜材料の開発：
高 CO2/H2 選択性材料では、トリアジン核を有する新規なデンドリマーの化学構
造を設計、合成して、CO2/H2 選択性：1400、CO2 透過係数：3.6x10-15 m3 m m-2 s-1 Pa-1
を得て、目標水準をほぼ達成した。更に、従来のデンドリマーに比べて合成が
容易で短時間であり、生産性の向上を可能とした。
2)分離膜及びモジュールの開発：
耐圧型複合膜モジュールの開発では、MPTMA 添加ﾃﾞﾝﾄﾞﾘﾏｰ含有 PEGDMA 膜、並
びに、ﾃﾞﾝﾄﾞﾘﾏｰ含有架橋型 PVA 膜で CO2/H2 選択性が 30 以上を得た。
透過速度の向上には、複合膜の分離機能層の薄膜化と測定温度（使用温度）の
上昇が有効であること見出した。引続き検討を行い、年度末までに中間評価目
標の達成を目指す。
事業終了時には、今までに得られた知見を基に、(a)新規デンドリマーの活用、
(b)マトリックス構造の最適化を行うことで、最終目標の達成が可能であると考
える。
3)分離膜システムの検討：
ベンチ試験では、ベンチ試験に供する膜モジュールの開発に欠かせない、模擬
ガス試験装置を設計・製作・立上げ、模擬ガスを用いる予備試験の環境を整え
た。
最適膜分離システムの検討では、ﾌﾟﾛｾｽｼﾐｭﾚｰﾀ、Aspem Plus 等を用いて、膜分
離プロセスの有効性と分離膜の目標性能を確認した。
以上、現時点までほぼ予定通りに研究開発を行っており、平成 20 年度には、
分離膜モジュールメーカー等の協力を得て研究開発を促進することで、本事業
の目標達成を加速している。
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表３．２−１．中間目標に対する成果・達成度の一覧表
個別要素技術

中間目標水準

①膜材料の開発：
高 CO2/H2 選択性 CO2/H2 選 択 性 が
材料
1,500 であり、CO2
透 過 係 数 が
1.5x10-15 m3 m m-2
s-1 Pa-1 の膜素材
を得る。
素材のプロセス 素 材 と し て の
適合性の付与： 90℃、4MP への耐
性
②分離膜及びモジュールの開発：
・耐圧型複合膜 CO2/H2 選 択 性 が
モジュールの開 30 であり、CO2 透
発
過 速 度 が
7.5x10-10 m3 m-2
s-1 Pa-1 の耐圧型
複合膜を作製す
る。

目標の達成度を
測定する指標

成果

達成度

左記の目標値の
達成

新規ﾄﾘｱｼﾞﾝ核ﾃﾞﾝﾄﾞﾘﾏ
ｰを設計して、目標水
準を達成する性能を
確認した。

達成

左記の目標値の
達成

ﾃﾞﾝﾄﾞﾘﾏｰにおいて目
標水準をｸﾘｱすること
を確認した。

達成

左記の目標値の
達成

TMPTMA 添加ﾃﾞﾝﾄﾞﾘﾏｰ
含有 PEGDMA 膜、並び
に、ﾃﾞﾝﾄﾞﾘﾏｰ含有架橋
型 PVA 膜で CO2/H2 選択
性が 30 以上を得た。
透過速度は、複合膜の
分離機能層の薄膜化
と測定温度（使用温
度）の上昇で達成を目
指す。

一部達成

③膜モジュール評価手法の開発
中間評価時点の −
設定なし
3)分離膜システムの検討：
・最適膜分離シ 模擬ガス試験装 左記の目標値の
ステムの検討
置 を 設 計 ・ 製 達成
作・立上げ、模
擬ガスを用いる
予備試験の環境
を整える。
・最適膜分離シ プロセスシミュ 左記の目標値の
ステムの検討
レーション等に 達成
よる膜分離シス
テムの有効性の
検討。

−

−

模擬ガス試験装置を
設計・製作・立上げ、
模擬ガスを用いる予
備試験の環境を整え
た。

達成

ﾌﾟﾛｾｽｼﾐｭﾚｰﾀ、Aspem
Plus 等を用いて、膜分
離ﾌﾟﾛｾｽの有利性と分
離膜の目標性能を確
認した。

達成

注）「達成度」の欄には、達成、一部達成、未達成、を選択して記述。
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３-４-B

事業化、波及効果についての妥当性

３-４-B-１

成果の事業化について

温暖化対策としての CO2 の地中貯留技術、海洋隔離技術などの炭素隔離技術を
実現するためには、固定発生源から大量の CO2 を低コストで分離回収技術する技
術の確立が必要である。
本事業では、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」の成果を継承し、革新的ゼロ・エミッション石炭火力発電等の圧
力ガスから、従来の 3 分の 1 程度のコストである 1500 円/ｔ−CO2 以下で CO2 を
分離回収することを目的に、分子ゲート機能分離膜の高圧下における CO2/H2 の
選択性の付与、分離膜モジュールの大型化技術の検討に取り組んでいる。
CO2 回収型石炭ガス化複合発電（IGCC+CCS）で用いる CO2 分離膜モジュールの
実用化を促進する目的で、平成 20 年度から膜モジュールメーカーとの共同研究
に着手した。更に加えて、平成 21 年からエンジニアリング会社とシステム開発
を実施する。これにより、実ガス試験を通じて開発した分離膜モジュールの課
題を抽出すると共に、膜分離システムを試設計することで、平成 22 年度に分離
膜モジュールの有効性を実証する予定である。
平成 23 年度以降は、実ガス試験を通じて抽出した膜モジュールにおける課題
を解決すると共に、実ガスを用いるベンチ試験、パイロット試験を通じて、平
成 27 年度の実用化を目指す。
３-４-B-２

成果の波及効果

本事業では、圧力を有するガス源から効率良く CO2 を分離する CO2 選択透過型
分離膜モジュールの開発に取り組んでいる。
CO2 を含有するガス源としては、革新的ゼロ・エミッション石炭火力発電に加
えて、天然ガス田が知られている。現在採掘が行われている天然ガス田は CO2
を約 10％含むが、今後、温暖化対策の一環として、CO2 排出原単位が小さい天然
ガスに燃料転換することが予想されており、その場合に現在では採算性が合わ
ない CO2 含有量が多い劣質な天然ガス田を開拓が必須となる。ここで、CO2 含有
量が多い劣質な天然ガス田を開拓の成否は、低コストで CO2 を分離回収が可能な
技術の開発に掛かっている。本事業で開発する高性能な CO2 分離膜は、低コスト
で効率良く天然ガスから CO2 を除去する技術であり、劣質な天然ガス田を開拓に
大いに貢献することが期待できる。
革新的ゼロ・エミッション石炭火力発電のガス源や天然ガスほどに高圧では
ないが、自圧を有して CO2 を含有するガス源は化学プラント等にも多く存在し、
これらのガス源からの CO2 分離、或いは、濃度調整の方面で実用化されることも
考えられる。
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３-５-B

研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性

３-５-B-１

研究開発計画

本事業「分子ゲート機能 CO2 分離膜の技術研究開発」は、(財)RITE が独自に実
施した、METI 補助金事業「プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開
発」（高分子膜による CO2 分離技術の開発）（H14FY-H16FY）の知見を活用して開
始された「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）（H15FY-H17FY）の研究開発成果を継承し、圧力を有するガスから効
率良く低コストで CO2 を分離回収技術を開発する目的で、H18FY より H22FY まで
の 5 年間の期間で開始された。
事業の開始にあたり、「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）の成果報告会における有識者のコメントを参考に、事
業計画を策定した。
本事業は、革新的ゼロ・エミッション石炭火力発電等の圧力ガスから、従来の
3 分の 1 程度のコストである 1500 円/ｔ−CO2 で CO2 を分離回収することを目的に、
分子ゲート機能分離膜の高圧下における CO2/H2 の選択性の付与、分離膜モジュ
ールの大型化技術の検討、更に、膜分離システムの開発に取り組むもので、以
下の 4 項目の研究開発テーマからなる。
①膜素材の開発：
②複合膜と膜モジュールの開発：
③膜モジュール評価手法の開発：
④膜分離システムの開発：
表５．１−１に研究開発スケジュールを示す。表において、当初計画を加速、
促進する目的で、平成 21 年 1 月に、平成 20 年度補正予算 500 百万円を投入し
て、表５．１−１に赤線で示す項目を追加し、研究開発の促進を図っている。
この研究開発の促進を確実なものとするために、エンジニアリング会社、膜モ
ジュールメーカーの協力を得ている。平成 21 年度以降は、(財)RITE＋膜モジュ
ールメーカー＋エンジニアリング会社の協力の下で、必要な経費を投入するこ
とで、本事業の達成をより確実にする計画の内容である。
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表５．１−１

開発項目

予算（百万円）

１．膜材料の開発：
・高CO2/H2選択性材料
・プロセス適合性の付与
２．複合膜及びモジュールの開発：

研究開発スケジュール
平成
18年度

平成
19年度

平成
20年度

49

24

22

10

31

98

平成
20年度
補正

平成
21年度

平成
22年度

50

50

220

280

610

270

20

20

10

80

200

平成
23年度

・耐圧型複合膜モジュールの開発
・膜モジュール低価格化
・実機ｻｲｽﾞﾓｼﾞｭｰﾙ試作、適用可能性
３． 膜モジュール評価手法の開発：
・膜ﾓｼﾞｭｰﾙｽｷｯﾄﾞの設計、製作、試運転
・膜モジュール評価手法の開発
４． 分離膜システムの検討：
・実ガス試験、実機ﾓｼﾞｭｰﾙ課題の抽出
・最適膜分離システムの検討
年度合計予算
（当初予算）

39

23

30
中間評価

98

78

150

500

事後評価

430 880
（200） （100）

CSLFプロジェクト：加圧ガスからのCO2分離

表５．１−１のうち、第 1 の開発テーマは、デンドリマー類を中心に、CO2/H2
選択性が 100 である分離膜に供する CO2 分子ゲート機能を有する膜素材を開発す
ることを目的とする。
第 2 の開発テーマは、第 1 の開発テーマで得られた膜素材を分離機能層とする
複合膜を開発するものであり、耐圧性に優れた支持膜の開発と、その支持膜の
表面に膜素材の薄膜層をピンホールフリーで形成することを目的とする。更に、
得られた複合膜を束ねた耐圧性を有する膜モジュールを開発することを目的と
する。
第 3 の開発テーマは、模擬ガスと実ガスを用いる膜モジュールの評価方法を開
発することを目的に、評価装置の設計、製作、試運転を行う内容である。
第 4 の開発テーマは、第 2 の開発テーマで得られた分子ゲート膜モジュールを
用いて、第 3 の開発テーマで開発した評価基準に沿って、分子ゲート膜モジュ
ールの実ガス実験を行うと共に、プラントシミュレーションを用いる膜分離シ
ステムの評価を行い、膜分離システムの有効性を実証することを目的とする。
本事業の平成 22 年度の研究開発目標を以下に示す。以下の目標は、平成 18 年
度から実施している本事業「分子ゲート機能 CO2 分離膜の技術研究開発」の平成
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22 年度末目標を引き継ぎ、加えて、実用化に向けた開発促進を図るため膜モジ
ュールメーカー等の民間企業の協力を得て、当初の最終年度目標に以下に示す
下線部分を、新たに、平成 22 年度末目標として追加し、成果の加速的実現を図
ることを目指した目標である。
①膜素材の開発：
・常圧測定下で、CO2/H2 選択性が 2,000、CO2 透過係数が 3x10-15 m3 m m-2 s-1 Pa-1
を得る。また、膜素材で 150℃、4MPa の耐性を得る。
②複合膜と膜モジュールの開発：
・CO2/H2 選択性が 100、CO2 透過速度が 7.5x10-10 m3 m-2 s-1 Pa-1 であり、耐圧性
が 4MPa である複合膜の開発
・膜モジュールの価格が 5 万円/m2 以下となる製造技術の検討
・高圧ガスから効率良くＣＯ２を分離可能な膜モジュール構造の設計、実機サ
イズモジュールの試作
・同モジュールの実圧力ガスへの適用可能性の検証
③膜モジュール評価手法の開発：
・模擬ガス評価装置の製作と膜モジュールスキッドの開発、並びにこれら装
置を用いる膜モジュール評価手法の開発
④膜分離システムの開発：
・実ガス試験等を実施して、実機膜モジュールの課題を明確化し、膜分離シス
テムの可能性を検証する。
平成 21 年度以降は、上記目標を達成するために、当初予算を増額して研究開発
を促進していく。
３-５-B-２

研究開発実施者の実施体制・運営

本事業は、(財)RITE が独自に実施した、METI 補助金事業「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）の研究開発成果を
継承し、平成 18 年度に、(財)RITE 単独の事業として開始した。そして、成果の
加速的実現を図ることを目的に、平成 20 年度に、膜モジュール製造メーカー等
の協力を得る体制に再編した。
図５．２−１に研究開発実施体制を示す。この体制は、平成 20 年度の開始時
点の体制である。この体制に加えて、平成 21 年からエンジニアリング会社から
の協力を得て、本事業を遂行する上での最適な研究開発体制で、事業目標の完
成を目指したい。
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METI
補助金（定額）

RITE
事務局長

総務グループ
リーダー

日高 哲男

日高 哲男(兼任)

理事長
秋山 喜久
地球環境産業
技術研究所長
茅 陽一

経理チーム
リーダー
前田 浩

研究企画グループ
リーダー

研 究 管理チーム
リーダー
上堀 松日出

岡村 繁寛
化学研究グループ
リーダー
藤岡 祐一
プロジェクトリーダー
風間 伸吾

共同研究
クラレ
ダイセル化学工業
日東電工
委託
明治大学

研究推進委員会
委員長
委員

図５．２−１

小島
上宮
柿本
熊沢
原谷

紀徳
成之
雅明
英博
賢治

成蹊大学 教授
岐阜大学 教授
東京工業大学 教授
富山大学 教授
産業技術総合研究所 副部門長

研究開発体制図（平成 20 年度本予算）

(財)RITE は 1990 年の発足時から CO2 分離膜の研究開発に着手し、これまでに
カルド型ポリイミド膜等の多くの優れた分離膜を開発し、分離膜開発の知見と
ノウハウを蓄積してきた。分離膜以外にも、現在までに、CO2 分離の主要技術で
ある、化学吸収法、物理吸収法、膜-吸収ハイブリット法、物理吸着法、H2 分離
膜等の研究開発を実施し、関連する技術とノウハウを蓄積している。更に、プ
ロセスシミュレータを用いて、これらの技術の有効性と得失に関する評価、検
討を実施している。
加えて、地中貯留、海洋隔離の研究開発を実施し、更に、CCS 全般に関する分
析評価を実施していることから、CO2 分離回収から貯留までの広い視点で、最適
な技術を選定することが可能である。
更に、CO2 削減のシナリオを解析し、どの技術の活用が CO2 の削減に有効であ
るかを検討し、日本政府が提唱するセクター別のアプローチ等の政策シナリオ
を提言する立場にある。
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以上から、単に CO2 分離膜に限定されることなく、幅広い視点から、CO2 分離
膜の研究開発を実施しており、その有効性を正しく評価できる世界でも有数の
研究機関である。
更に、今年度からは、膜モジュールメーカーとの共同研究にも着手し、実用
化に向けた分離膜モジュールの開発を実施している。
研究推進委員会を設置し、有識者の意見とコメントを本事業の研究開発に反
映している。
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３-５-B-３

資金配分

表５．３−１に資金の年度配分を示す。
本事業の初年度である平成 18 年度は、膜材料の開発に重点的に資金を投入する
共に、膜分離システムの検討の中で、実ガスを模擬して分離膜を評価する装置
の開発に資金を投入した。
平成 19 年度は、開発した膜素材を用いて複合膜を開発することに資金を集中的
に投入した。
更に、平成 20 年度は、分離膜の改良とその膜モジュール化のための検討に重点
的に資金を投入した。
表５．３−１

実施内容に応じた資金の年度配分表（千円）

平成
18 年度

平成
19 年度

平成
20 年度

平成
20 年度
（補正）

二酸化炭素固定
化・有効利用技術
等対策事業費
分子ゲート機能
ＣＯ２分離膜の技
術研究開発

合計

（膜モジ
ュール実
用化促進）

①膜材料の開発：

49,318

23,500

22,500

②分離膜及びモ
ジュールの開発：

9,864

31,200

97,500

220,000

358,564

③膜モジュール
評価手法の開発

0

0

0

270,000

270,000

④分離膜システ
ムの検討：

39,453

23,300

30,000

10,000

102,753

98,635

78,000

150,000

500,000

826,635

合計
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95,318

３-５-B-４

費用対効果

本事業は、二酸化炭素回収・貯留（CCS）の実用化を目的とし、そのために総
コストの 70%程度を占める分離回収コストを低減する技術を開発するものであ
る。
本事業の分子ゲート膜を実用化し、革新的ゼロ・エミッション石炭火力発電
等の圧力を有するガス源からの CO2 分離に本技術を実用化することで、CO2 の分
離要するコストを従来の 3 分の 1 の 1500 円/t- CO2 に削減することが見込まれ
る。
温暖化対策としての CO2 貯留は、それ単独では経済的価値を産み出しにくい技
術であるが、これらの事業成果により、CO2 貯留の経済的障害を緩和することが
できるようになり、CO2 貯留の実用化に向けて着実に前進することができるもの
と考える。
我が国の帯水層への CO2 貯留可能量は、カテゴリーA の基礎試錘データがある
もので 52 億トン程度、全体では 1500 億トンと見込まれている。また、カテゴ
リーA 帯水層への CO2 貯留に関しては、他の温暖化対策オプションに比べて経済
的に有利であるとのモデル評価結果がある。
現状で約 4,500 円/t-CO2 の分離回収技術が 1500 円/t-CO2 になれば、トン CO2
あたり 3000 円の便益があり、カテゴリーA 帯水層可能量 52 億トンの CO2 貯留に
適用した場合に、15 兆 6 千億円の便益が得られることになる。
本事業の効果により CO2 貯留の実現性が増すばかりでなく、カテゴリーA に相
当する CO2 を処理した場合に限っても、CO2 処理費用を数十兆円低減する効果は
莫大なものであり、本事業は研究開発費を大きく上回る十分な費用対効果を有
するものと判断される。
３-５-B-５

変化への対応

本年 11 月に米国ワシントン DC で開催された GHGT-9 において、CCS の実用化
に向けた動きが国際的に加速しており、CCS の実証プロジェクトが数多く報告さ
れた。この CCS 実用化の流れに乗り遅れない為には、日本が得意とする CO2 分離
回収技術の開発とその実用化が急務であり、日本独自で開発した CO2 分離回収技
術を世界に普及することで、国際貢献することが重要である。
従来の分離膜では、革新的ゼロ・エミッション石炭火力発電等の圧力ガスの
主成分である CO2 と H2 を安価に効率良く分離することが難しかった。しかし、本
事業の分子ゲート膜の研究開発成果を発展させて、実機膜モジュールを開発、
実用化することで、従来コストの 3 分の 1 程度の 1500 円/t- CO2 で、革新的ゼ
ロ・エミッション石炭火力発電等の圧力ガスから CO2 を分離回収することが可能
な状況となる。
平成 20 年度は、分子ゲート膜モジュールの開発を促進する目的で、膜モジュ
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ールメーカーと共同研究を実施して、メーカーの膜モジュール開発技術を本事
業を加速するために取り入れた。
更に、平成 21 年 1 月からは、(財)RITE、膜モジュールメーカー、プロセスエ
ンジニアリング会社での共同研究体制の下で、平成 22 年度の分離膜モジュール
の有効性の確認に向けて研究開発を促進する予定である。
５．５．１．事業計画の修正
上述のとおり、国際的に CCS の実用化に向けた開発が加速する環境の中で、
平成 20 年度は、分子ゲート膜モジュールの開発を促進する目的で、膜モジュー
ルメーカーと共同研究を実施して、メーカーの膜モジュール開発技術、生産技
術を取り組み、本事業の実用化の加速を図った。
更に、平成 21 年 1 月からは、(財)RITE、膜モジュールメーカー、プロセスエ
ンジニアリング会社での共同研究の下で、開発した膜モジュールの実ガス試験
を実施して、膜モジュールの更なる開発課題を抽出すると共に、分離膜システ
ムの検討に着手する体制を作り、平成 22 年度の分離膜モジュールの有効性の確
認に向けて研究開発を促進する予定である。
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６．１
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３-１-C

事業の目的・政策的位置付け

３-１-C-１

事業目的

地球温暖化問題の解決は、人類が直面している最重要課題の一つである。20
世紀の文明は、化石資源、エネルギーの大量消費を伴い飛躍的に発展し、物質
的に豊かな社会を築き上げた。しかしその結果、地球規模での環境破壊、地球
温暖化、酸性雨等をもたらした。これらの問題を解決すべく、様々な取り組み
がなされているが、経済産業省では、平成14年度より、「エネルギー・環境二
酸化炭素固定化・有効利用プログラム」をスタートし、地球温暖化に大きな影
響を与える二酸化炭素(CO2)の効率的回収、隔離、有効利用などに関する技術開
発の取り組みを開始した。このプログラムの中で設定された本プロジェクトが
目指す植林によるCO2の効率的回収は、植物の持つ光合成機能を利用したもので
あり、他の技術では困難な、大気中に拡散した低濃度の二酸化炭素を吸収でき
ること、二酸化炭素を固定して生産される同化産物が、紙や繊維、ゴムなどの
工業原料や、アルコールなどの、循環型産業構造の出発点である工業原料・燃
料エネルギーとして、化石燃料を代替えできることから注目を集めている。
現在まで、一般的に植物を利用した地球温暖化対策の技術開発としては、遺
伝子組換え技術を駆使し、光合成能力の向上による単位面積当たりのCO2固定量
の増加、および環境耐性付与による植生範囲の拡大を図ることの両面から、二
酸化炭素の固定量を増加させる技術の開発が行われてきた。さらに、組換え遺
伝子の環境への拡散を防止する技術に関しては、遺伝形態が母性遺伝である葉
緑体の形質転換に関する基礎技術が確立されつつある。これら基礎的技術開発
は、遺伝子組換え技術等、実験系が確立している特定の小型の草本植物を材料
に行われてきたが、大規模に二酸化炭素固定を事業として展開するには、固定
した炭素を長期保持できる樹木を用いる事が望ましい。樹木についても、近年
では、遺伝子組換え技術の進歩、遺伝子情報の蓄積が進み、生育不適地域にお
けるCO2大規模固定森林創生のための基盤技術を開発する技術的背景が整いつつ
あると判断でき、本プロジェクトの開始に至った。
本プロジェクトでは、新技術として、光合成生物である植物の CO2 固定能力に
注目し、この能力を活かすことで地球温暖化防止のための CO2 削減効果を期待す
るものである。地球上の未利用地で大半を占める半乾燥地などの緑化を行うこ
とにより、CO2 固定促進をその手段として用いる。この手段においては、固定化
した炭素を長期保持できる樹木の活用が理想的であり、その樹木には、①：単
位面積当たりの CO2 固定能力が大きい、②：植生範囲（面積）の拡大を可能にす
る環境ストレス耐性能が大きい、という２つの性質が求められる。自然界にお
いては、過酷な環境で生育する植物・樹木が存在するが、それらは、過酷な環
境ゆえに、CO2 固定能が十分に発揮されておらず、あるいは生長が抑制されてい
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るゆえに、CO2 固定促進効果が期待できないと考えられる。
そのため、本プロジェクトでは、これらの問題を解決する方策として、
（１）
遺伝子組換え技術を利用したユーカリなどの有用樹木（上記の性質を付与した
樹木）の創生、及び（２）野外で生育するユーカリなどにおいて優れた形質を
もつ精英樹（上記の性質をもつ樹木）の選抜法の確立、の２つを柱とした技術
開発に取り組む。これらの技術開発は、植生範囲の拡大を可能にする樹木の叢
生に道を開くものである。

３-１-C-２

政策的位置付け

二酸化炭素(以下CO2)等の温室効果ガスに起因する地球温暖化問題は、気候変
動に大きな影響を与えるとの予測が決定的になり、また、この問題が、世界の
人口問題、各国の経済活動やエネルギー政策と密接に関係することから、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近時構築されてきた。このような危機意識の下、国
際的には「気候変動に関する国際連合枠組条約(UNFCCC)」に基づき締結された
「京都議定書」が今般ロシアの批准により発効することとなり、2010年頃を目
標とした対策の実行が必要な状況となっている。
我が国では京都議定書で国際公約した温暖化ガスの排出削減目標達成のため、
政府により平成14年に「地球温暖化対策推進大綱」が策定され、国を挙げた対
応が進められてきた。その後、平成17年2月に京都議定書が発効したことを受け
「京都議定書目標達成計画」が策定され、目標達成のための対策と施策が定め
られている。この計画において、植物によるCO2吸収能を利用した「森林吸収源
対策」として、健全な森林の整備や木材及び木質バイオマス利用の推進がうた
われている。なお、本プロジェクトの達成計画中での位置づけとして、環境と
経済の両立を図りつつ将来にわたり大きな温室効果ガス削減効果が期待できる
「地球温暖化対策技術開発の推進」が設けられている。
本プロジェクトの二酸化炭素固定化・有効利用技術等対策事業費(二酸化炭素
大規模固定化技術開発)は、この「地球温暖化対策技術開発の推進」に含まれ、
「中長期的な視点からの技術開発の推進」の一環として遂行されており、地球
規模での大規模な森林育成(植生範囲の拡大)の基盤技術の構築が目標とされて
いる。
さらに、2005年2月の京都議定書発効が確定し、我が国は第一約束期間(2008
年〜2012年)に基準年(1990年)比6%の温室効果ガス削減目標の達成が求められ
ている中、2002年度のCO2等の温室効果ガス排出量は1990年に比べて7.6%も増加
しており、この目標の達成は至難と考えられている。また、地球温暖化対策は、
より長期的な観点に基づいて実施される必要があることは広く認識されるとこ
2

ろとなっている。
CO2の濃度安定化を図るためには、CO2排出の無い代替・新エネルギーの利用拡
大や省エネルギーのさらなる促進が第一に重要であるが、これらの方策に加え、
大気中の低濃度CO2を固定する森林育成・保護の重要性が国際的にも認識され始
めている。また、本プロジェクトは、環境ストレス耐性樹種の開発により生育
不適地への植生範囲の拡大と、光合成能の向上により、CO2大規模固定の基盤技
術を提供するものである。つまりCO2固定効果を得られることに加え、パルプ原
料の確保、さらに発展系としてバイオマスの生産も可能にするものである。
さらに、環境へのリスク低減を図りつつ有望な樹種を遺伝子組換え技術を利
用して開発する技術は、科学技術立国を目指す我が国の科学技術戦略上も、国
際的な技術競争に優位性を保ちつつ、社会認知を得る努力を継続する点で、欠
くべからざる重要な位置を占めていると判断できる。
一方、我が国において、情報伝達、包装など経済活動を支えるのみならず、
国民生活に密着した素材である紙の原料となるパルプ材は、総需要の7割超を海
外からの輸入に依存している。従って、安定した木材資源の供給源を確保する
ために、着実に植林面積を拡大し実績を有する製紙メーカーが牽引役となって、
高CO2固定能かつ高環境ストレス耐性能が付与されたパルプ適材樹の植林を推進
することもあわせて急務と判断されるため、産業施策上も意義を有するもので
ある。
つまり、自然林などが生育している地域はもとより、乾燥や塩害等の環境ス
トレスを被る不適地での新たな植林によるCO2の削減は、地球温暖化防止策の有
効な手段であるだけでなく、パルプ適材樹植林の推進にも資するものであり、
従って、本プロジェクトの推進によって植生範囲が拡大することは、国際協調・
国際貢献の観点からのみならず、我が国における製紙産業の基盤強化にとって
も重要といえる。
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出所：技術戦略マップ２００７

4

出所：技術戦略マップ２００７
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３-１-C-３

国の関与の必要性

二酸化炭素(以下CO2)等の温室効果ガスに起因する地球温暖化問題は、気候変
動に大きな影響を与えるとの予測が決定的になり、また、この問題が、世界の
人口問題、各国の経済活動やエネルギー政策と密接に関係することから、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近時構築されてきた。このような危機意識の下、国
際的には「気候変動に関する国際連合枠組条約(UNFCCC)」に基づき締結された
「京都議定書」が今般ロシアの批准により発効することとなり、2010年頃を目
標とした対策の実行が必要な状況となっている。
我が国では京都議定書で国際公約した温暖化ガスの排出削減目標達成のため、
政府により平成14年に「地球温暖化対策推進大綱」が策定され、国を挙げた対
応が進められてきた。その後、平成17年2月に京都議定書が発効したことを受け
「京都議定書目標達成計画」が策定され、目標達成のための対策と施策が定め
られている。この計画において、植物によるCO2吸収能を利用した「森林吸収源
対策」として、健全な森林の整備や木材及び木質バイオマス利用の推進がうた
われている。なお、本プロジェクトの達成計画中での位置づけとして、環境と
経済の両立を図りつつ将来にわたり大きな温室効果ガス削減効果が期待できる
「地球温暖化対策技術開発の推進」が設けられている。
本プロジェクトの二酸化炭素固定化・有効利用技術等対策事業費(二酸化炭素
大規模固定化技術開発)は、この「地球温暖化対策技術開発の推進」に含まれ、
「中長期的な視点からの技術開発の推進」の一環として遂行されており、地球
規模での大規模な森林育成(植生範囲の拡大)の基盤技術の構築が目標とされて
いる。
先に述べた地球温暖化への課題は、緊急性が極めて高く、国を挙げて強力に
推進する必要があることは容易に理解できる。一方、しかしながら、本プロジ
ェクトの様な技術基盤構築には様々な障壁が指摘されている。例えば、民間の
企業活動である、植林・森林育成が経済的利潤を生み出すまでには、排出権取
引の市場が成熱していないため、長期間を要する可能性がある。したがって、
民間企業の自由な市場経済活動にのみ委ねていたのでは、技術基盤構築に必要
な技術開発が順調に進まない虞がある。また、京都メカニズムの活用をはかる
には、国際間での共同実施や、他国における大規模な森林開発など、民間企業
の営利事業の範囲を超えた事業展開が必要である。さらに、本プロジェクトで
の植生範囲の拡大をめざす植物の生育不適地は、砂漠や強酸性土壌など広大な
面積を有していることから大きなCO2削減効果が期待できるが、そこに生育でき
る植物を開発するには、遺伝子組換え技術を活用することが有効である。しか
しながら、社会的認知を得にくい遺伝子組換え技術を用いて、解放系での栽培
を目指した研究開発を展開することは、民間企業による資本投資ではリスクが
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大きすぎる。これらのことから、本プロジェクトの遂行には、民間企業および
公益的研究機関が実施者として研究開発を展開するだけではなく、経済的支援
を含めた国家の関与が不可欠であると判断できる。
2005年2月の京都議定書発効が確定し、我が国は第一約束期間(2008年〜2012
年)に基準年(1990年)比6%の温室効果ガス削減目標の達成が求められている中、
2002年度のCO2等の温室効果ガス排出量は1990年に比べて7.6%も増加しており、
この目標の達成は至難と考えられている。また、地球温暖化対策は、より長期
的な観点に基づいて実施される必要があることは広く認識されるところとなっ
ている。
CO2の濃度安定化を図るためには、CO2排出の無い代替・新エネルギーの利用拡
大や省エネルギーのさらなる促進が第一に重要であるが、これらの方策に加え、
大気中の低濃度CO2を固定する森林育成・保護の重要性が国際的にも認識され始
めている。また、本プロジェクトは、環境ストレス耐性樹種の開発により生育
不適地への植生範囲の拡大と、光合成能の向上により、CO2大規模固定の基盤技
術を提供するものである。つまりCO2固定効果を得られることに加え、パルプ原
料の確保、さらに発展系としてバイオマスの生産も可能にするものである。
さらに、環境へのリスク低減を図りつつ有望な樹種を遺伝子組換え技術を利
用して開発する技術は、科学技術立国を目指す我が国の科学技術戦略上も、国
際的な技術競争に優位性を保ちつつ、社会認知を得る努力を継続する点で、欠
くべからざる重要な位置を占めていると判断できる。
一方、我が国において、情報伝達、包装など経済活動を支えるのみならず、
国民生活に密着した素材である紙の原料となるパルプ材は、総需要の7割超を海
外からの輸入に依存している。従って、安定した木材資源の供給源を確保する
ために、着実に植林面積を拡大し実績を有する製紙メーカーが牽引役となって、
高CO2固定能かつ高環境ストレス耐性能が付与されたパルプ適材樹の植林を推進
することもあわせて急務と判断されるため、産業施策上も意義を有するもので
ある。
つまり、自然林などが生育している地域はもとより、乾燥や塩害等の環境ス
トレスを被る不適地での新たな植林による CO2 の削減は、地球温暖化防止策の有
効な手段であるだけでなく、パルプ適材樹植林の推進にも資するものであり、
従って、本プロジェクトの推進によって植生範囲が拡大することは、国際協調・
国際貢献の観点からのみならず、我が国における製紙産業の基盤強化にとって
も重要といえる。
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３-２-C

研究開発目標

３-２-C-１

研究開発目標

植物遺伝子組換え技術による樹木の二酸化炭素固定能増強及び環境ストレス
耐性能付与・改良技術開発、及び有用樹木であるユーカリ及びポプラにおいて、
高生長性、また耐塩性の特性を持つ樹木を選抜し、クローン化を介した増殖す
る技術の開発により、植生範囲の拡大に寄与する樹木の創生を目標とする。
これまでの植物を利用した地球温暖化対策の基礎的技術開発は、遺伝子組換
え技術投、実験系が確立している特定の草木植物を材料に行われてきた。一方、
光合成機能を利用した CO2 固定を大規模に図るには、獲得した炭素を長期保持で
きる樹木を用いることが望ましいと考えられる。
そのため、本研究開発では、個体当たりの CO2 固定量の増大と環境ストレス耐
性付与による生育面積拡大を図る複合環境ストレス耐性樹木の作出とこうした
植物の機能評価手法の確立を目指した、樹木生育不良地における森林創生のた
めの基盤技術開発を目的とする。具体的には、樹木による乾燥地投の不良環境
で大規模緑化を行う上で必須である複合環境ストレス耐性樹木創成のための基
盤技術をゲノム情報の充実してきたモデル植物により確立し、パルプ原料等工
業原料の安定確保を目指して、二酸化炭素の固定効率に優れ、かつ工業原料植
物として認識の高いユーカリ等の樹木を対象として、その生産性を環境ストレ
ス面と植物栄養面で高める技術開発及び得られた成果を企業現場環境で検証す
る技術開発を行う。

３-２-C-１-１

全体の目標設定

地球温暖化防止のためのCO2削減の取り組みは、省エネをはじめとするCO2の発
生抑制が中心となっている。一方、新技術として、化学的CO2固定技術の省エネ
化や地中貯留などの封じ込め技術が開発されている。本プロジェクトでは、新
技術として、光合成生物である植物のCO2固定能力に注目し、この能力を活かす
ことでCO2削減効果を期待するものである。地球上の未利用地で大半を占める半
乾燥地などの緑化を行うことにより、CO2固定促進をその手段としてもちいる。
この手段においては、固定した炭素を長期保持できる樹木の活用が理想的であ
り、その樹木には、①:単位面積当たりのCO2固定能が大きい、②:植生範囲(面積)
の拡大を可能にする環境ストレス耐性能が大きい、という2つの性質が求められ
る。自然界においては、確かに、苛酷な環境で生育する植物・樹木が存在する
が、それらは、苛酷な環境ゆえに、CO2固定能が十分に発揮されておらず、ある
いは生長が抑制されているゆえに、CO2固定促進効果は期待できない。そこで、
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本プロジェクトでは、これらの問題を解決する方策として、(1)遺伝子組換え技
術を利用したユーカリなどの有用樹木(上記の性質を付与した樹木)の創生およ
び(2)野外で生育するユーカリなどにおいて優れた形質をもつ精英樹(上記の性
質をもつ樹木)の選抜法の確立、つまりこの2つの柱の技術開発に取り組んでい
る。これら2つの技術開発は、植生範囲の拡大を可能にする樹木の創生に道を開
くものと考える。
遺伝子組換え技術を利用した有用樹木の創生(1)では、4つの技術開発項目
(A：CO2固定・養分吸収能力強化遺伝子確保技術、B:ストレス耐性遺伝子確保技
術(森林創生樹木への複合ストレス耐性能力付与技術開発)、C:実用遺伝子組換
え体を得るための遺伝子組換え(形質転換)技術、D:遺伝子組換え樹木利用のた
めの安全性確保技術)、それぞれに取り組んでいる。つまり、植物・樹木個葉の
光合成によるCO2固定能を増強するために、CO2固定および養分吸収に関わる遺伝
子を取得し、また制御することを目的とすると共に、これらの植物・樹木が苛
酷な環境で耐え得るようにストレス耐性能に関わる遺伝子の取得および制御を
目指している。そして、取得した遺伝子を実用樹木であるユーカリおよびポプ
ラヘ導入する遺伝子組換え技術の開発(2つの遺伝子組換え技術、核および葉緑
体への有用な外来遺伝子導入技術の開発を行なうことであり、組換え実験の概
略を挿絵に示した:添付資料3)を行なうと共に、遺伝子組換え体の野外持ち出し
の手順確立を試みている。また、野外で生育するユーカリなどにおいて優れた
形質をもつ精英樹の選抜法の確立(2)では、E:樹木のストレス耐性評価技術、CO2
固定量評価技術、それに基づくデータマイニングによる精英樹選抜技術開発を
行なっている。これらの項目の課題はそれぞれに相互連関しており、個々課題
の遂行により植生範囲を拡大する樹木を創生できるものと考える(添付資料2:
二酸化炭素大規模固定化技術開発概略)。例えば、精英樹の優れた形質は、組換
え樹木創生における付与・改良すべき遺伝子候補を、フィードバックして示唆
することができる (下図)。以下に各項目の概要を説明する。
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３-２-C-１-２

個別要素技術の目標設定

Ａ: CO2固定・養分吸収能力強化遺伝子確保技術
研究開発最終目標:取得したCO2固定増大および養分吸収能力強化遺伝子を有用
樹木であるユーカリあるいはポプラヘ導入する。
本項目では、CO2固定増大に関わる生理機能・生化学的メカニズムの解析そし
てそれらを支える遺伝子の取得およびその機能の検証を目指した。そのために、
CO2固定強化遺伝子確保技術および養分吸収能力強化に向けた基盤技術の開発課
題を設け、さらにそれらの課題内で詳細な研究課題を設定した。CO2固定強化遺
伝子確保技術での5つの研究課題では、CO2固定能制御に関わる遺伝子をモデル植
物からスグリーニング・単離する試み、CO2固定酵素のモデル植物での過剰発現
の試み、樹木での炭素利用効率を増強させる試み、光呼吸制御の試み、そして
CO2獲得とその利用に関する文献調査を行なった。また、養分吸収能力強化に向
けた基盤技術での3つの研究課題では、植物・樹木への窒素固定能力付与の試み、
そして酸性土壌でのリン酸利用効率増強の試みを行なった。
Ａ−１ CO2固定強化遺伝子確保技術
・光合成変異株のスクリーニング系の開発と候補株の取得
・高等植物の葉の光合成の生化学と個体の乾物生産
・樹木におけるセルロース生合成
・光呼吸制御によるユーカリ光合成機能の強化
・光合成ソースおよびシンク相互関係を光合成能力と光合成代謝の流れに主
眼をおいた解析の現状、動向についての調査研究
Ａ−２ 養分吸収能力強化遺伝子獲得に向けた基盤技術開発
・窒素固定能力付与に向けた基盤技術開発(1)
・窒素固定能力付与に向けた基盤技術開発(2)
・養水分吸収能力の強化に向けた基盤技術開発

Ｂ．ストレス耐性遺伝子確保技術(森林創生樹木への複合ストレス耐性能力付与
技術開発)
研究開発最終目標：取得したストレス耐性遺伝子を有用樹木であるユーカリあ
るいはポプラヘ導入する。
本項目では、ストレス耐性に関わる生理機能・生化学的メカニズムの解析そ
してそれらを支える遺伝子の取得およびその機能の検証を目指した。そのため
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に、葉緑体での活性酸素傷害の分子メカニズムの解明および酸化傷害耐性植物
の創生、強光傷害回避のための分子メカニズムの解明および強光耐性植物の創
生、乾燥条件下での高CO2固定能付与のための遺伝子組換えの試み、パラコート
による酸化傷害回避のための新規遺伝子探索、乾燥条件下での水分保持能付与
のための遺伝子組換えの試み、さらに耐塩性樹木創生の試みを行なった。
・ 生葉・葉緑体活性酸素消去系の機能不全の分子メカニズム解明
・ 葉緑体チラコイド膜光化学系I循環的電子伝達(CEF-PSI)の生理機能解明
・ 樹木葉緑体へのラン藻NADH: O2 oxidoreductase 遺伝子導入によるストレ
ス耐性付与
・ 乾燥条件下における高光合成活性付与技術開発
・ アクティベーションタギングによる新規ストレス耐性遺伝予の探索
・ 水分子制御による複合ストレス耐性に関する基盤技術研究
・ 耐塩性複合遺伝子の構築とスクリーニング(1)
・ 耐塩性複合遺伝子の構築とスクリーニング(2)

Ｃ

実用組換え体を得るための遺伝子組換え(形質転換)技術

研究開発最終目標：ユーカリの葉緑体および核の安定した遺伝子組換え体を取
得する。
本項目では、実用樹木であるユーカリおよびポプラでの葉緑体遺伝子組換え
および核遺伝子組換えのための技術開発および遺伝子組換え体の取得を目指し
た。そのために、森林創生樹木の葉緑体形質転換技術開発において、ユーカリ
での葉緑体形質転換ベクターの構築・ユーカリ生葉への導入、ポプラ生葉葉緑
体遺伝子組換えを試み、組換え体の創生をおこない、また、遺伝子導入細胞か
らの個体への再生効率増大のための植物材料活性化技術の開発、ユーカリ優良
母樹の遺伝子組換え技術開発、そして遺伝子組換え体での導入遺伝子の安定発
現系の開発を行なった。
・森林創生樹木の葉緑体形質転換系の開発
・ユーカリ属植物における効率的な葉緑体形質転技術の開発
・葉緑体遺伝子組換え技術を用いたラン藻FBP/SBPase遺伝子のポプラ葉緑体
への導入およびその遺伝子組換え体取得技術開発
・植物材料活性化技術(再分化活性化遺伝子)
・優良母樹選抜技術開発(ユーカリ優良母樹の遺伝子組換え技術開発)
・ゲノム遺伝子操作技術の開発(SDI技術)
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Ｄ

組換え体樹木利用のための安全性確保技術

研究開発最終日標：不稔樹木を取得するとともに生物多様性評価を行い組換え
体の野外持ち出しを行なう。
本項目では、遺伝子拡散防止のための技術開発および野外持ち出しのための
遺伝子組換え体の環境影響および生物多様性影響評価をめざした。そのために、
安全性確保技術開発では花芽形成抑制技術開発、不稔樹木の開発、また接木方
法よる遺伝子拡散防止技術開発を試みた。さらに、遺伝子組換え体の野外持ち
出しのための組換え体利用申請に関する調査を行なった。
・安全性確保技術開発
・成長調節物質処理によるユーカリ属の成熟・増殖の促進と花芽形成抑制の
実用化およびその生理機構の解明に関する研究
・遺伝子組換え母材料となる不稔樹木の開発
・接ぎ木方法による組換え遺伝子の拡散防止技術開発
・遺伝子組換えユーカリの利用申請・遺伝子組換えユーカリの安全性確保・
評価技術開発及び特定網室安全性評価実証試験

Ｅ．

樹木のストレス耐性評価技術、CO2固定量評価技術、それに基づくデータ
マイニングによる精英樹選抜技術開発

研究開発最終目標：実証林を作成し、高CO2固定、環境ストレス耐性樹木を選抜
するための指標を得る。
本項目では、精英樹の生理生態学的解析を行ない、現段階でのポテンシャル
としてのCO2固定量を示すことをめざしている。そのために、実証・評価技術開
発では、樹木のストレス耐性評価系の構築、また樹木の光合成能力評価システ
ムの構築、さらに、精英樹の乾燥地・塩害地での挙動解析行なった。
・実証・評価技術開発
・樹木光合成・ストレス耐性能力評価技術開発
・樹木の光合成能力評価
・ユーカリ精英樹の乾燥・塩害地における挙動解析（１）
・ユーカリ精英樹の乾燥・塩害地における挙動解析（２）
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３-３-C

成果、目標の達成度

以下に、各研究課題の成果概要を記す。
１．

A: CO2固定・養分吸収能力強化遺伝子確保技術

研究開発最終目標:取得したCO2固定増大および養分吸収能力強化遺伝子を有用
樹木であるユーカリあるいはポプラヘ導入する。
要約:
本項目では、CO2固定増大に関わる生理機能・生化学的メカニズムの解析そし
てそれらを支える遺伝子の取得およびその機能の検証を目指した。そのために、
CO2固定強化遺伝子確保技術および養分吸収能力強化に向けた基盤技術の開発課
題を設け、さらにそれらの課題内で詳細な研究課題を設定した。CO2固定強化遺
伝子確保技術での5つの研究課題では、CO2固定能制御に関わる遺伝子をモデル植
物からスグリーニング・単離する試み、CO2固定酵素のモデル植物での過剰発現
の試み、樹木での炭素利用効率を増強させる試み、光呼吸制御の試み、そして
CO2獲得とその利用に関する文献調査を行なった。また、養分吸収能力強化に向
けた基盤技術での3つの研究課題では、植物・樹木への窒素固定能力付与の試み、
そして酸性土壌でのリン酸利用効率増強の試みを行なった。
これらの中で特筆すべき第1の成果として光合成変異株のスクリーニング系
を確立し、実際にCO2固定能が増大した光合成変異株を取得したことである。こ
の変異株では、野生株の150%のCO2固定能を発揮し、高CO2固定を与える遺伝子の
存在が明らかとなった。今後、この遺伝子の同定およびその遺伝子組換え技術
による樹木への適用は、少なくともこの値まではCO2固定能を増大改良できるこ
とを示唆している。特筆すべき第2の成果として、クエン酸分解系の構成酵素で
あるNADP依存型イソクエン酸脱水素酵素（ICDH）をユーカリ交雑種で発現抑制
することにより、アルミニウム耐性とリン酸利用効率を高める有用形質である
根からのクエン酸放出が増加し、酸性土壌における生育が改善することを明ら
かにした。また、有機酸放出において重要な役割を担っているユーカリのクエ
ン酸トランスポーター候補遺伝子（MATE遺伝子）を単離した。さらに、これら
酸性土壌耐性に関与する複数の遺伝子を形質転換する多重遺伝子導入ベクター
と酸性土壌耐性遺伝子を効率的に発現させるためのプロモーターを開発した。
これにより実用性のある酸性土壌耐性ユーカリの開発が期待できる。
○論文:２０
○その他誌上発表:１
○口頭(招待)発表:３５
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○特許出願:1
○報道:5
○最終目標達成度:80%
Ａ−１ CO2固定強化遺伝子確保技術
・光合成変異株のスクリーニング系の開発と候補株の取得
光合成制御遺伝子を単離し、有用樹木での導入強化を行なうことにより高
CO2固定を実現させることを目的に、変異原EMS処理したモデル植物・シロイ
ヌナズナ(アラビドプシス)から光合成変異株の単離を試み、大気条件下、野
生株と比較して優れた光合成能をもつ変異株の取得に成功した。この遺伝子
の同定利用は、従来の植物・樹木の光合成能を約50%増加させることが期待で
きる。
・高等植物の葉の光合成の生化学と個体の乾物生産
大気CO2/O2下、光合成を律速する反応を触媒する酵素ルビスコの含量を増大
させたイネを核の形質転換技術により作成し、ルビスコ含量が増大したモデ
ル植物・イネの作出に成功した。しかしながら、このルビスコ含量の増加は、
光合成速度の増大に結びつかず、その原因がルビスコ活性化率の低下にある
ことを明らかにした。現在、活性制御機構の解析に取り組んでいる。
・樹木におけるセルロース生合成
光合成の制御となっていると考えられる炭素利用効率を上げることにより、
樹木への炭素取り込み増加を図ることを目的に、UDP-グルコース合成能を活
性化させたスーパーシュクロースシンターゼ(SllE)遺伝子を強化発現させた
形質転換ポプラを作成した。その結果、ヘミセルロースおよびセルロースヘ
の炭素取り込み量増大に成功した。
・光呼吸制御によるユーカリ光合成機能の強化
光呼吸制御によるユーカリ光合成機能の強化を目的に、光呼吸活
性発
現の解明を行なった。その結果、生体膜脂質であるトリエン脂肪酸（多価不
飽和脂肪酸）含量が葉内CO2透過を制限し、光呼吸活性の増大に至っているこ
とが明らかとなった。この結果は、膜脂質組成改変によるCO2透過制御の方向
性を示唆するものである。
・光合成ソースおよびシンク相互関係を光合成能力と光合成代謝の流れに主眼
をおいた解析の現状、動向についての調査研究
報告例が多い草本における知見を中心に、植物の光合成炭素同化系、デン
プン・ショ糖の代謝、ショ糖などの転流、ソース・シンク相互作用に関する
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現状と動向を文献調査することによりまとめ、光合成ソース活性と光合成産
物に依存して生きるシンク活性の過程の理解に利用した。
Ａ−２ 養分吸収能力強化遺伝子獲得に向けた基盤技術開発
・窒素固定能力付与に向けた基盤技術開発(1)
窒素栄養問題を克服する戦略の1つとして、光合成と窒素固定の両反応を行
う単細胞性窒素固定藍藻に着目し、そのゲノム情報を活用した樹木への窒素
固定能力付与を目指した研究開発を行なった。単細胞性窒素固定藍藻
Cyanothece sp. TU126ゲノムのドラフト配列と藍藻を含む微生物ゲノム解析
情報を活用した比較ゲノム解析を実施し、単細胞性窒素固定藍藻Cyanothece
sp. TU126の窒素固定関連遺伝子群が約20kbのゲノムDNA断片状にクラスター
を形成して存在することを明らかにした。
・窒素固定能力付与に向けた基盤技術開発(2)
窒素固定能力付与(1)のゲノム比較に必要な糸状性窒素固定藍藻のゲノム
情報を取得するため、Symploca sp. S84のホール・ゲノム・ショットガン法
によるゲノム解読に着手し、初年度にショットガンライブラリーの構築、約
8,OOOクローンの両端配列情報(計16,000の配列情報)の解読を行った。その結
果、窒素固定関遺伝情報の一部を得たが、米国JGIが糸状性窒素固定藍藻
Trichodesmium erythraeum IM101ゲノム解析に着手したことが判明したこと
から、全ゲノム解析を中止した。
・養水分吸収能力の強化に向けた基盤技術開発
酸性土壌による障害の主要原因となるアルミニウム（Al）による根の伸長
阻害の抑制と酸性土壌に固定されるリンの利用能力を向上させる研究である。
これまでの研究から、根からのクエン酸等の有機酸放出が根の伸長やリン
の吸収に有効であることが知られている。本課題では有機酸の放出を強化す
るための代謝制御として、クエン酸合成活性の増強との相乗効果が予想され
るクエン酸分解活性の抑制の効果について検討した。ユーカリのNADP依存型
イソクエン酸脱水素酵素（ICDH）遺伝子をRNAi法で抑制することにより、ク
エン酸放出が約2倍に増加し、酸性土壌における生育が地上部で63％、根部で
37％改善した。また、有機酸放出には膜輸送の重要性が示唆されていたが、
シロイヌナズナを材料に統計遺伝学解析（QTL）および網羅的遺伝子発現解析
（マイクロアレイ）により、Al耐性遺伝子としてAlによって発現誘導される
リンゴ酸トランスポーター遺伝子を特定した。この結果をもとに、ユーカリ
においてもクエン酸がAlによって誘導的に放出されることを見出し、網羅的
遺伝子発現解析によりユーカリ由来のクエン酸トランスポーター遺伝子の候
補遺伝子（MATE遺伝子）を単離した。さらに、酸性土壌耐性が複数の遺伝子
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に支配されていることから、複数遺伝子を同時に形質転換する多重遺伝子導
入ベクター、および酸性土壌耐性遺伝子を植物体に対する負荷を最小限にし
て発現させるための、根端特異的で土壌のリン酸欠乏に応答して高発現する
ユーカリ由来のリン酸トランスポーター遺伝子のプロモーターを単離した。
これらを組み合わせることにより、実用性の高い酸性土壌耐性ユーカリの
開発が期待できることから、本研究課題は平成20年度から経済産業省の補助
金研究「バイオ技術活用型二酸化炭素大規模固定化技術開発」で継続される
ことになった。
Ｂ． ストレス耐性遺伝子確保技術(森林創生樹木への複合ストレス耐性能力付
与技術開発)
研究開発最終目標：取得したストレス耐性遺伝子を有用樹木であるユーカリあ
るいはポプラヘ導入する。
要約：
本項目では、ストレス耐性に関わる生理機能・生化学的メカニズムの解析そ
してそれらを支える遺伝子の取得およびその機能の検証を目指した。そのため
に、葉緑体での活性酸素傷害の分子メカニズムの解明および酸化傷害耐性植物
の創生、強光傷害回避のための分子メカニズムの解明および強光耐性植物の創
生、乾燥条件下での高CO2固定能付与のための遺伝子組換えの試み、パラコート
による酸化傷害回避のための新規遺伝子探索、乾燥条件下での水分保持能付与
のための遺伝子組換えの試み、さらに耐塩性樹木創生の試みを行なった。
これらの中で特筆すべき第1の成果として、活性酸素消去酵素APXの遺伝子を
用いて、葉緑体の活性酸素傷害を回避する能力を向上させたモデル植物の創生
に成功したことが挙げられる。この結果は、半乾燥地などの生育不良条件下、
葉緑体が損傷を受けずに機能を維持し、CO2固定能を発揮できる樹木の創生に道
を開いたものと考える。また、特筆すべき第2の成果として、光傷害回避のため
の熱散逸機構(NPQメカニズム)を増大させたモデル植物の創生に成功したこと
が挙げられる。この項目では、NPQ誘導メカニズムを明らかにする中で、有用遺
伝子フェレドキシンおよびNADH:O2 oxidoreductaseを見出し、これらの遺伝子を
利用することでNPQメカニズムの増強に成功している。これら遺伝子は、速やか
に樹木への適用が可能であり、その効果が期待される。また、特筆すべき第3の
成果として、植物全般に存在するアクアポリンの基本特性を明らかにすると共
に、ユーカリで機能しているアクアポリンの一種PIP2型の発現量とユーカリの
乾燥耐性との間に正の相関があることを見出した。さらに、PIP2型アクアポリ
ンを過剰発現するユーカリ形質転換体を作出したところ、光合成速度の増加、
水利用効率の増加、および生長量の増加が認められた。このことからアクアポ
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リンPIP２型の組換えにより乾燥ストレス耐性の強化が検証できた。さらに、特
筆すべき第4の成果として、ユーカリにマングリン遺伝子を導入し、耐塩性が認
められる組換えユーカリを作成したことが挙げられる。現在、特定網室での栽
培申請を準備している。来年度以降は、特定網室にて、耐塩性を指標とした二
次スグリーニングと機能解析及び、生物多様性影響評価試験を行う予定である。
○論文:２０
○その他誌上発表:５
○口頭(招待)発表:５０
○特許出願:なし
○報道:なし
○最終目標達成度:８５%
○以下に、各研究課題の成果概要を記す。
・

生葉・葉緑体活性酸素消去系の機能不全の分子メカニズム解明
強光・乾燥環境下では植物・樹木の光合成系の機能を損なう原因を解明し、
その保護機能を付与するために、モデル植物としてタバコ葉緑体を用いて、
光合成が制限された環境下での光傷害解析を行なった。その結果、活性酸素
消去酵素であるAscorbateperoxidase(APX)が過酸化水素により光照射初期に
酸化失活し、光合成系が傷害を被り機能不全にいたることを明らかにした。
この事実に基づき、過酸化水素で失活しない紅藻Galdieria partita 由来APX
をタバコ葉緑体に導入した葉緑体形質転換タバコの作出を行なった。このタ
バコの葉緑体では、まさしく光合成が制限された環境下でもAPXの失活は生じ
ず、光合成系の酵素活性も維持されていた。木成果は、葉緑体における光合
成系の機能障害が、内在的に生成する過酸化水素によることを初めて示すと
ともに、葉緑体形質転換技術によりこの傷害を抑制することに初めて成功し
たことを示すものである。

・

葉緑体チラコイド膜光化学系I循環的電子伝達(CEF-PSI)の生理機能解明
植物・樹木の光合成電子伝達系の光傷害を緩和する
Non-photochemica}quenchi㎎ (NPQ)メカニズムを強化することを目的に、NPQ
を駆動する分子機構解明を行なった。その結果、葉緑体チラコイド膜光化学
系I循環的電子伝達反応(CEF-PSI)がNPQ誘導に機能していることを解明した。
この成果により、CEF-PSI強化を目的に、タバコ葉緑体でCEF-PSIのメディエ
ーターであるフェレドキシンを大量発現させた葉緑体形質転換タバコを作成
した。このタバコは、光合成が抑制される環境下、まさしくNPQが強化されて
おり、強光ストレス耐性付与が期待される。
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・

樹木葉緑体へのラン藻NADH: O2 oxidoreductase 遺伝子導入によるストレ
ス耐性付与
NPQ強化目的のために、酸素(O2)を電子受容体とする光合成電子伝達反応付
与をタバコ葉緑体にラン藻由来の酵素NADH: O2 oxidoreductase(NOO)を葉緑
体形質転換技術により導入することにより行なった。この結果、CEF-PSI増強
と同様に、光合成が抑制される環境下野生型と比べて著しくNPQの増大が認め
られた。この成果により、NPQ増大のための2つの戦略:CEF-PSI強化およびNOO
による光合成電子伝達反応強化をそなえた植物を作成することが可能となっ
た。

・

乾燥条件下における高光合成活性付与技術開発
乾燥環境下での気孔が閉鎖する状況で、効率的な光合成を期待して、タバ
コにおいて葉緑体に導入することによりその効果が認められたラン藻由来の
FBP/SBPaseを、ユーカリ葉緑体に核の遺伝子組換え技術により導入すること
を試みている。現在、FBP/SBPase遺伝子が導入されたユーカリ苗条原基7ライ
ンを獲得しており、個体再生に努めている。

・

アクティベーションタギングによる新規ストレス耐性遺伝予の探索
植物細胞内で微小量発現し、環境ストレス耐性に機能しているタンパク
質・酵素を取得する目的で、シロイヌナズナ(アラビドプシス)のアクティベ
ーションタグラインを作成し、農薬パラコートによる酸化傷害耐性アラビド
プシス株の単離を試みたところ、2株の単離に成功した。その結果、ADP-ribose
加水分解活性をもつAtNUDT2遺伝子が酸化傷害耐性にかかわることを明らか
にした。今後、この遺伝子の傷害耐性に関わる作用機作を解明することで、
新規な酸化ストレス耐性植物・樹木の分子育種が可能になるものと考えられ
る。

・

水分子制御による複合ストレス耐性に関する基盤技術研究
樹木を含む植物には多様なアクアポリンが存在しており、その発現量と空
間的分布形態が植物の生長やストレス耐性に関与することが知られている。
取り掛かりとして、ダイコンをモデル植物として、細胞膜型（PIP）アクアポ
リンのPIP２型は水チャネル機能が高いが、１型は水チャネル機能をもたな
いこと等を明らかにした。また、ユーカリのアクアポリン特性を理解するた
め、生長性と乾燥耐性の異なるユーカリの各産地に対して、アクアポリンの
各分子種に対する特異抗体を用いたウェスタン解析を行った結果、少なくと
も細胞膜、液胞膜アクアポリンの蓄積量は産地により明確に異なっており、
葉におけるPIP２型の発現量とユーカリの乾燥耐性との間に正の相関がある
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ことを見出した。これらのことから、PIP１型とPIP２型のアクアポリンを過
剰発現するユーカリ交雑種の組換え体を作出し、水利用効率、生産性との関
係を調べた結果、潅水ストレスをかけた場合、PIP２型形質転換体で水利用効
率が高く、かつ生体重量も高いものがみられた。さらに、PIP２タンパク量が
顕著に増加した個体については、光合成速度の増加、水利用効率の増加、お
よび生長量の増加が得られた。このことは、ユーカリにおいて過剰発現した
アクアポリンPIP２型が水利用効率の向上と生産性の増加という有利な性質
の獲得に寄与したことが示唆された。
・

耐塩性複合遺伝子の構築とスクリーニング(1)
マングローブとは、熱帯、亜熱帯の海岸や汽水域に生息する樹木の総称で
あり、一般の陸上植物と異なる強力な耐塩性を示す。このことからマングロ
ーブは分子生物学的手法を用いて陸上植物、特にユーカリ等の樹木の耐塩性
を強化するための貴重な遺伝子資源と考えられた。そこで本研究では、ヒル
ギ科マングローブの一種であるBruguiera sexangula に着目し、その耐塩性
関連遺伝子の1つと考えられている「マングリン」に着目した。「マングリン」
とは、アミノ酸数256からなるタンパク質で、そのcDNAは大腸菌の耐塩性を強
化する遺伝子として単離されたものである。トマトやシロイヌナズナのジャ
スモン酸合成系酵素(アレンオキサイドシクラーゼ:AOC)と相同性を有するが、
トマトやシロイヌナズナの同タンパク質には、大腸菌に対する耐塩性強化効
果が全く認められない。このことからマングリンはヒルギ科マングローブが
塩環境で生き残るための進化の過程で重要な役割を果たしてきたと考えられ
る。
本研究ではマングリンの機能をより詳細に検討するために、①マングリン
タンパク質の精製とタンパク質レベルでの機能評価と②マングリン過剰発現
タバコの作出及びそのキャラクタリゼーションを試みた。①に関しては、遺
伝子組換え大腸菌からマングリンタンパク質の精製に成功し、そのタンパク
質は少なくとも分子シャペロン様の機能(タンパク質凝集抑制効果)を有する
ことを明らかにした。②に関しては新たにマングリン過剰発現タバコの作出
に成功し、寒天培地上で塩ストレス下の生育能が向上していることを確認し
た。今後は、①で得られた結果を基礎とし、マングリン過剰発現タバコにお
けるマングリンの機能解析を行う予定である。さらに、それらの解析結果を、
ユーカリ組換え体の機能解析に応用する予定である。
ヒルギ科マングローブの一種であるBruguiera より獲得した「マングリ
ン」に分子シャペロン様の効果が存在することを見出した。マングリンを過
剰発現したタバコ（植物体）に耐塩性の向上を確認した。また、アイスプラ
ント由来の葉緑体型RNA結合タンパク質がRNAシャペロン様の活性を有し、マ
ングリンと同様にタバコの耐塩性向上をもたらすことを確認した。
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・

Ｃ

耐塩性複合遺伝子の構築とスクリーニング(2)
木課題においては、耐塩性組換え樹木の作出のため、前述のマングローブ
より得られたマングリン遺伝子をユーカリヘ導入し、耐塩性を有する遺伝子
組換え体を作成する。マングリン遺伝子の全長および部分領域について、2
種のプロモーターを使用した合計4種類のユーカリ導入用ベクターを構築し
た。これらのベクターを用いて、ユーカリ・カマルドレンシスの種子を材料
として遺伝子を導入した。マングリン遺伝子が導入され、増殖の可能な組換
え体を選定し、ユーカリ用発根培地に200mMの塩化ナトリウム(海水の約3分の
1)を添加した選抜培地への移植し、一次スクリーニングを行った。耐塩性が
認められた系統については、組換え体栽培温室で、順次、馴化を行っている。
これらの組換えユーカリは、今後、特定網室での栽培申請許可に必要とされ
るデータを収集し、筑波大学内に設置中の特定網室にて、耐塩性を指標とし
た二次スクリーニングと、耐塩性を示した系統の機能解析及び、カルタヘナ
法に対応した環境影響調査を行う予定である。
その後、マングリン遺伝子を導入したユーカリ・カマルドレンシスを作成
した。134系統について200mMのNaClを含め培地での発根を指標に耐塩性によ
る一次スクリーニングを行った。このうち発根した56系統について、遺伝子
および発現解析を行った。さらに人工太陽光室へ馴化して成長性と挿し木増
殖性を確認し、44系統について筑波大学の特定網室へ移送した。600mM NaCl
溶液による耐塩性の２次スクリーニングの結果、５系統を選定して生物多様
性影響評価試験を行った。

実用組換え体を得るための遺伝子組換え(形質転換)技術

研究開発最終目標：ユーカリの葉緑体および核の安定した遺伝子組換え体を取
得する。
要約：
本項目では、実用樹木であるユーカリおよびポプラでの葉緑体遺伝子組換え
および核遺伝子組換えのための技術開発および遺伝子組換え体の取得を目指し
た。そのために、森林創生樹木の葉緑体形質転換技術開発において、ユーカリ
での葉緑体形質転換ベクターの構築・ユーカリ生葉への導入、ポプラ生葉葉緑
体遺伝子組換えを試み、組換え体の創生をおこない、また、遺伝子導入細胞か
らの個体への再生効率増大のための植物材料活性化技術の開発、ユーカリ優良
母樹の遺伝子組換え技術開発、そして遺伝子組換え体での導入遺伝子の安定発
現系の開発を行なった。
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これらの中で特筆すべき第1の成果として、製紙産業の事業植林に利用されて
いるユーカリ・グロブラスに対して、苗条原基法による植物体の再分化、さら
に、アグロバクテリウム法による遺伝子組換えユーカリの作出に成功した。今
後、この遺伝子組換え技術を事業植林クローンに適用することにより、実用性
の高い遺伝子組換え樹木の開発に道を開くものである。特筆すべき第2の成果と
して、モデル植物を用いて導入遺伝子の安定した発現を確認し、技術の有効性
が検証された。さらに、樹木(ポプラ)への応用を行い、本技術の基盤となる組
換え体の作成を行なった。今後は、これらの基盤組換え木を用いて、樹木での
有効性を検討する。本技術の開発により、組換え樹木の作成・選抜期間が大幅
に短縮されると考えられる。
○論文:なし
○その他誌上発表：1
○口頭(招待)発表:５
○特許出願:なし
○報道:なし
○最終目標達成度:８５%
○以下に、各研究課題の成果概要を記す。
・

森林創生樹木の葉緑体形質転換系の開発

・ユーカリ属植物における効率的な葉緑体形質転技術の開発
従来の核形質転換植物で懸念される生態系への影響、例えば形質転換体に
よる花粉飛散がもたらす交雑による他種排他、を克服するために、葉緑体形
質転換技術が必要とされる。本研究では、この技術をユーカリに適用するこ
とを目的に、ユーカリの組織培養設備および技術導入を行い、さらに、ユー
カリの葉緑体形質転換ベクター構築を行なうために葉緑体ゲノムrbcL遺伝子
とaccD遺伝子間のクローニングを行い、その配列を明らかにし、この情報を
基にしてユーカリ葉緑体形質転換ベクターを構築した。
現在、ユーカリ葉緑体形質転換に最も適した組織の検討を行なっている。
・

葉緑体遺伝子組換え技術を用いたラン藻FBP/SBPase遺伝子のポプラ葉緑体
への導入およびその遺伝子組換え体取得技術開発
ラン藻FBP/SBPase遺伝子をタバコに導入したところ、実験栽培室内で生長
促進効果が見られた。そこで地球温暖化防止のための高成長植林樹木作出の
ためポプラヘ葉縁体遺伝子組換えによってラン藻FBP/SBPase遺伝子を導入し
てその生長促進効果を検証することとした。今年度はラン藻FBP/SBPsae遺伝
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子をポプラ葉緑体に導入・発現するためのベクターを構築し、ポプラを材料
とした葉緑体遺伝子組換えを行った。その結果、3系統の遺伝子組換え植物個
体を得て、うち2系統は遺伝子の導入を確認した。来年度は生長促進効果を検
証する予定である。生長促進効果が確認できれば植林のために野外栽培試験
へと進む予定である
・

植物材料活性化技術(再分化活性化遺伝子)
樹木では、細胞から個体への再生効率が低く、これらの向上は、遺伝子導
入系の開発において重要な課題である。本研究では、植物の再生分化・形態
形成に関与する遺伝子を用いることにより、植物材料を活性化する技術を開
発した。これらは、ユーカリの再生効率、ひいてはユーカリの組換え体作成
効率の向上に貢献すると考えられる。植物の再生分化・形態形成に関与する
遺伝子を評価するために、恒常的な発現を誘導するプロモーターの選抜を行
った。レンゲ萎縮病ウィルス由来のプロモーター4種類の発現検討用ベクター
を、ユーカリ・カマルドレンシスヘ導入し、発現解析を行った。4種類のプロ
モーターのうち、MC8プロモーターに関して、安定した遺伝子発現の誘導が確
認された。さらに、これらのプロモーターに、14種の植物の再生分化・形態
形成に関与する遺伝子を連結して遺伝子導入用ベクターを構築し、ユーカ
リ・カマルドレンシスを用いた評価を行った。その結果、アグロバクテリウ
ム由来のサイトカイニン合成遺伝子の効果が他の候補遺伝子と比較して高い
ことが明らかとなった。この結果は、サイトカイニン合成遺伝子が植物材料
を活性化するものであり、今後、本遺伝子を用いることにより、組換え体作
成効率を向上させることが可能となるものである。

・

優良母樹選抜技術開発(ユーカリ優良母樹の遺伝子組換え技術開発)
オーストラリア南西部の事業植林に利用されているユーカリ・グロブラス
について樹高、胸高直径の成長面と容積重などの材質面の両面で優れた優良
木の選抜が事業として実施されている。これらの優良木を遺伝子組換えによ
って改良するため、ユーカリ・グロブラスの苗条原基誘導と苗化に関して、
培地条件と培養環境を検討し、易発根個体の茎組織から苗条原基を経由して
葉原基を形成させた。さらに、実生胚軸にアグロバクテリウム法で遺伝子導
入し、苗条原基を経由した遺伝子組換えユーカリを再生させることに成功し
た。また、同じ形質転換方法がブラジルで利用されているユーカリ交雑種に
対しても有効であることを検証した。

・

ゲノム遺伝子操作技術の開発(SDI技術)
遺伝子組換え樹木は、サイズ・ライフサイクルの点から、遺伝子発現の評
価に、多大な労力・場所・時間を要し、組換え樹木の実用化への大きな問題
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となっている。これらの問題を解決するために、導入した遺伝子が確実に発
現することが求められている。本研究では、定位置遺伝子導入システム(SDI
システム)を応用することにより、組換え体において目的遺伝子が確実に発現
することを検証すると共に、樹木への応用の可能性を検討する。SDIシステム
は、二度の遺伝子導入により、遺伝子(標的遺伝子)を導入した位置(定位置)
に目的とする遺伝子を導入するシステムである。本システムにおいては、一
度目の遺伝子導入により染色体上の有効な位置を特定し、二度目の遺伝子導
入により目的とした遺伝子を導入する。一般的に、目的の遺伝子発現の強弱
は、導入された染色体上の位置によると考えられており、目的遺伝子の導入
位置を特定することにより、導入する遺伝子の発現を確実とすることが可能
となると考えられる。タバコを用いて、位置を特定した遺伝子導入を行った
結果、遺伝子発現が確実に誘導されることが確認された。また、得られた複
数個体を解析したところ、安定した遺伝子発現が認められた。これらの結果
から、SDIシステムにより、目的遺伝子が確実に発現することが明らかとなっ
た。
遺伝子組換え体のスクリーニングが不要な遺伝子置換システム（SDIシステ
ム）の実証を行うため、タバコを材料として標的個体4系統に置換ﾍﾞｸﾀｰを導
入し、すべての系統で置換個体を得る事ができた。このことにより、SDIシス
テムが標的の染色体の位置に関わらず普遍的に作動することを実証した。ま
た、同じ位置に導入された目的遺伝子が置換個体系統間で差異無く同等の発
現を示すことを、作成した置換個体の目的遺伝子（ルシフェラーゼ遺伝子）
の発現を調査することで証明した。さらに、木本植物でのSDIシステムの実証
を行うために、ポプラ（交雑ヤマナラシ）に標的ベクターを導入し、1コピー
の標的遺伝子を有する組換え個体を選抜した。さらに置換ベクターの導入を
行い、PCR分析で、置換個体を選抜し、それらの個体のサザン分析を行い、木
本植物での遺伝子置換を実証した。

Ｄ

組換え体樹木利用のための安全性確保技術

研究開発最終日標：不稔樹木を取得するとともに生物多様性評価を行い組換え
体の野外持ち出しを行なう。
要約:
本項目では、遺伝子拡散防止のための技術開発および野外持ち出しのための
遺伝子組換え体の環境影響および生物多様性影響評価をめざした。そのために、
安全性確保技術開発では花芽形成抑制技術開発、不稔樹木の開発、また接木方
法よる遺伝子拡散防止技術開発を試みた。さらに、遺伝子組換え体の野外持ち
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出しのための組換え体利用申請に関する調査を行なった。
これらの中で特筆すべき第1の成果として、花粉を介した組換え遺伝子の拡散
を防止する技術開発を行っている。ユーカリ交雑種の組織培養物に重イオンビ
ーム照射を行った後に再生個体に着花促進処理を施し、照射処理した800個体か
ら不稔候補となる48個体を高効率に獲得できた。不稔ユーカリは、組換え遺伝
子の拡散防止対策を施した遺伝子組換えの母材料となることが期待される。ま
た、特筆すべき第2の成果として、台木は遺伝子組換え体、穂木は野生型を用い
た接ぎ木個体を利用して、組換え遺伝子の拡散を防止した酸性土壌耐性ユーカ
リを作出し、特定網室で生物多様性影響を評価した。さらに、酸性土壌耐性の
接ぎ木個体はブラジル事業植林地の酸性土壌を用いた栽培試験を行い、成長量
とリン吸収の増大を確認した。さらに、特筆すべき第3の成果として、開放系で
の植栽試験の承認申請のために必要とされる生物多様性影響評価書作成のため
のデータを取得した。
○論文:２
○その他誌上発表:５
○口頭(招待)発表:１０
○特許出願:なし
○報道:3
0最終目標達成度:８５%
○以下に、各研究課題の成果概要を記す。
・

安全性確保技術開発

・成長調節物質処理によるユーカリ属の成熟・増殖の促進と花芽形成抑制の実
用化およびその生理機構の解明に関する研究
早生樹種ユーカリ(Eucalyptus camaldulensis)の成長および花芽形成を調
節することを目的に、植物成長調節物質であるジベレリン(GA3およびGA4)お
よびその生合成阻害物質(パクロブトラゾール)のユーカリヘの供試効果を調
べたところジベレリンによる伸長成長促進およびパクロブトラゾールによる
花芽形成抑制効果を確認することができた。この結果は、非遺伝子組換え技
術によるユーカリ属の増殖あるいは成熟を制御する可能性を示唆するもので
あり、実用化に向けた具体的な処理法の考案を要する段階に入った。
・遺伝子組換え母材料となる不稔樹木の開発
花粉を介した組換え遺伝子の拡散を防止する方法として、遺伝子組換えの
母材料を不稔化する研究を行っている。ユーカリ交雑種のクローンに重イオ
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ンビーム照射を行い、不稔変異体を作出する。重イオンビーム照射後の生存
率（LD50）を指標に照射条件を検討した後、ユーカリの分化状態の異なる組
織培養物に重イオンビーム照射を行った。重イオンビーム照射処理後の再生
個体は、パクロブトラゾールによる着花促進処理を施し、3年間花芽形成の有
無を観察した結果、照射処理した800個体から不着花48個体（6％）を取得し
た。得られた候補個体の一部について、形質転換できることを確認すると共
に国内圃場における生育特性調査を継続している。
・接ぎ木方法による組換え遺伝子の拡散防止技術開発
遺伝子組換え樹木は花粉を介した組換え遺伝子の拡散の懸念、長期に栽培
評価した実績の不足等が問題になり、実用化は進んでいない。本課題では、
遺伝子組換えユーカリの実用化に道筋をつけるために、実用化の障害となっ
ている組換え遺伝子の拡散を接ぎ木で防止し、事業植林環境で実用性と生物
多様性影響を評価する。そのため、これまでに開発した酸性土壌耐性が向上
したミトコンドリア型クエン酸合成酵素遺伝子を過剰発現するユーカリ交雑
種を台木とし、穂木は野生型にする接ぎ木個体を作出した。さらに、接ぎ木
個体の根で導入形質であるクエン酸放出が増大していることを確認すると共
に、特定網室における生物多様性影響評価を実施し、組換え接ぎ木個体と野
生型接ぎ木個体の間に通常土壌で生育および有害物質の産生性に有意差がな
いことを確認した。さらに、組換え接ぎ木個体をブラジルの酸性土壌で栽培
した結果、石灰を投与しない劣悪な酸性土壌での成長量とリン吸収の改善が
確認できた。
・

遺伝子組換えユーカリの利用申請・遺伝子組換えユーカリの安全性確保・
評価技術開発及び特定網室安全性評価実証試験
開放系での植栽試験の承認申請のために必要とされる生物多様性影響評価
書作成のためのデータを取得することを目的に、法律に基づく評価項目(1)
競合における優位性、(2)有害物質の産生性、(3)交雑性、(4)その他性質の内、
(1)および(3)に関わる項目を主に調査し、承認申請書作成のためのデータを
得た。その内容は以下の5点である:(A)ユーカリ属樹木の国内における分布、
(B)ユーカリ属樹木のつくば市周辺における分布、(C)ユーカリ繁殖様式、(D)
ユーカリ種子発芽温度息の解明、(E)ユーカリの野外における越冬可能性の解
明。
特定網室において耐塩性が強化されたユーカリを5系統選抜することが出
来た。これら選抜系統に対し、隔離ほ場栽培試験を念頭に、特定網室におい
て、生育試験、及び、生物多様性影響評価試験を実施した。他植物に及ぼす
影響としてサンドイッチ法と鋤込法によりアレロパシー性の検定を行ったが、
遺伝子非組換え体と有意差を示す結果は得られなかった。また、土壌微生物
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相に及ぼす影響評価試験として、細菌、糸状菌、放線菌について平板培養法、
細菌、真菌についてRISA法、さらに5種類の土壌酵素を測定した。その結果、
有意に土壌微生物相に影響を及ぼす遺伝子組換え体は認められなかった。以
上のような評価試験により、隔離ほ場栽培試験申請に必要とされる要件を整
えた。

Ｅ．

樹木のストレス耐性評価技術、CO2固定量評価技術、それに基づくデータ
マイニングによる精英樹選抜技術開発

研究開発最終目標：実証林を作成し、高CO2固定、環境ストレス耐性樹木を選抜
するための指標を得る。
要約:
本項目では、精英樹の生理生態学的解析を行ない、現段階でのポテンシャル
としてのCO2固定量を示すことをめざしている。そのために、実証・評価技術開
発では、樹木のストレス耐性評価系の構築、また樹木の光合成能力評価システ
ムの構築、さらに、精英樹の乾燥地・塩害地での挙動解析行なった。
これらの中で特筆すべき成果として、塩害・乾燥・良好地の詳細な土壌調査
と、実験林の作成を行ったことが挙げられる。成長解析を行うことにより、乾
燥・塩害などの生育不適環境での、ユーカリの機能損失(成長阻害・枯死等)の
原因の解明が期待される、
○論文:なし
○その他誌上発表：なし
○口頭(招待)発表:４
○特許出願:1
○報道:1
○最終目標達成度:９０%
○以下に、各研究課題の成果概要を記す。
・実証・評価技術開発
・樹木光合成・ストレス耐性能力評価技術開発
大腸菌由来の過酸化水素分解酵素カタラーゼを葉緑体内で過剰発現させる
ことで、光合成に起因する酸化ストレス耐性を強化できることは知られてい
る。ユーカリ交雑種に同カタラーゼ遺伝子を導入したところ、組換え体では
カタラーゼ活性が増加し、活性酸素を発生させる薬剤（メチルビオローゲン）
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に対する耐性が高まった。また、太陽光に相当する連続光の照射で受ける光
合成阻害では野生型と組換え体に差はなく、同程度に阻害を受けたが、飽和
光パルスの間欠照射によって生じる光合成阻害が組換え体では軽減されるこ
とが観察された。これらの結果から、ユーカリにおいてもカタラーゼ発現は
弱いながらも活性酸素を消去する効果があること、飽和光パルスの間欠照射
によって生じる光合成阻害を測定することによって、活性酸素消去能力や酸
化ストレス耐性能力を評価できる可能性が示唆された。
・樹木の光合成能力評価
遺伝子組換え技術を用いた有用遺伝子導入による樹木の単位面積あたりの
二酸化炭素固定能増強のために、光合成生化学メカニズムの改良すべきター
ゲット同定を目的に、樹木における光合成の律速要因解析を行なった。その
結果、草本植物個葉の光合成と同様に、樹木、ユーカリおよびポプラ、の光
合成は、葉面積あたりの窒素量、窒素あたりのルビスコ量とその反応により
律速されていることが明らかになった。この結果は、研究開発頃日“光合成
ソースおよびシンク相互関係の解析による光合成能力の強化・アラビドプシ
ス光合成変異株スクリーニングによる光合成制御要因変異株候補の取得”で
得られる光合成変異株の原因遺伝子が樹木の光合成改良のためのターゲット
遺伝子として利用可能であることを示唆する。
・ユーカリ精英樹の乾燥・塩害地における挙動解析（１）
西オーストラリアのコリー近郊を選定し、2005年に良好地、乾燥被害地、
塩害地の３地区で合計30haに、ユーカリ・グロビュラス精英樹候補木３系統・
合計24000本をクローン植栽した。2008年に地域、系統ごとの成長性を測定し
た。良好地に比較して、乾燥被害地、塩害地での生育抑制が観察された。さ
らに2006年には保水力の弱い乾燥地20haに同様の３クローンについて密度を
変えて植栽し、栽培密度と生存率の関係を調査した。このようなユーカリ・
グロビュラスのクローンを用いた検証林は貴重であり、ストレス耐性を評価
するための生理生態学的検証に利用が可能となった。
・ユーカリ精英樹の乾燥・塩害地における挙動解析（２）
西豪州の植栽現場において、乾燥や塩分に対して耐性を持つとされる候補
系と高成長性系統との間で、成長と葉の水分特性を比較した。土壌条件の良
好な場所では、耐性系統の成長は、高成長性系統と比べて劣っていた。この
原因は、雨量の少ない夏季に葉が強く水ストレスを受けるためだと考えられ
る。一方、土壌の塩分濃度の高い場所では、いずれの系統も成長が低下した
が、耐性系統の低下は小さかった。これは、耐性系統が夏季に気孔開度をあ
る程度維持できるからだと考えられる。
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３-４-C

事業化、波及効果について

３-４-C-１

事業化の見通し

本研究開発は、非組換え精英樹クローンを用いた実践的取り組みと、有用組
換え体作出に向けた中長期的取り組みとからなる。前者の取り組みにおいては、
本研究開発で主要研究材料としているユーカリによる生育不良地域への植林と
いう形態で、製紙業界を中心とした産業利用が本プロジェクト終了後5年以内に
可能と考えられる。
文献によると年間降雨量500〜600㎜地域におけるユーカリ林の年間CO2固定量
が8.2t-CO2/ha/y(Harper,R.J.et al.Climate Change Newsletter 12(1)2000)と
あり、精英樹クローンユーカリを植林した場合、その150%の12.3t-CO2/ha/yが年
間固定量として見込まれる。
本プロジェクトで取得し、効果が認められた遺伝子を適用した CO2 吸収能の極
めて高いユーカリや酸性土壌耐性ユーカリ等を用いることにより、生育不良地
域への有効な植林が可能となり、また、既存の植林地でもその生長性が改善さ
れることから、大規模な炭素固定の増大が期待できる。さらに、植物自体の改
良による生産性あるいはリン酸の利用効率の向上は、従来の施肥手法に対して
省エネルギー化が期待でき、結果、低コストで高生長という事業植林に適した
新品種の創生につながる。こうした観点から、製紙業界を中心とした成果の活
用が期待でき、その実用化時期は本プロジェクト終了後、10〜15 年と見込まれ
る。
植栽したユーカリ・グロビュラス精英樹候補木クローンについては、引き続
き良好地と不良地での成長性を調査している。この結果、ストレス耐性を持つ
と予想される系統においては、不良地での生育量の低下がストレス耐性を持た
ない系統より少ないことが解ってきている。但し、今回実施した植栽地におい
ては、成長性で選抜された系統が最も生産量が多いことが示唆されているなど、
ストレス耐性を指標に精英樹候補木クローンの事業化を実施するには、更なる
クローンの植栽と検討が必要と考えられている。本プロジェクトの成果として
の、葉の水分特性解析等の指標については、今後の事業化クローンの選定に応
用することにより選抜期間の短縮ができると期待される。
また、本プロジェクトの成果物である耐塩性の組換えユーカリ・カマルドレ
ンシスについては、特定網室での耐塩性の確認と生物多様性影響評価が終了し、
今後は隔離ほ場での野外栽培試験の実施を検討している。組換え樹木の栽培が
可能な隔離ほ場や、試験のための資金の確保について検討中であり、生物多様
性影響評価書の作成、学識経験者による公聴会、一般説明会などの手続きにも
時間が必要となる。さらに、実際に不良環境での成長性試験を経て、事業化の
可能性を判断することとなる。ユーカリ・カマルドレンシスは挿し木増殖が比
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較的容易であり、苗生産の技術とコストについての問題は少ないと予想される。
事業性の高い形質（ストレス下での高成長性）が付与されているかどうかが、
最も重要であり、産業植林と環境植林の２つの面から、実用化の可能性を検討
する予定である。さらに、事業植林に二酸化炭素吸収といった付加価値をつけ
ることができれば、事業化に有利であることから、今後の政策等の動向が注目
される。
３-４-C-２

波及効果

Ａ．CO2固定・養分吸収能力強化遺伝子確保技術
要約：
本項目で求められる成果は、CO2固定能あるいは養分吸収能を増強させる遺伝
子の取得である。これらの遺伝子の実用性を考慮するとき、遺伝子組換えによ
る有用樹木の核あるいは葉緑体への導入が考えられ、これら樹木での導入遺伝
子の効果が期待される。本プロジェクトでは、ユーカリおよびポプラでの遺伝
子組換え技術の開発も進んでおり、それらの成果の活用で、十分これら取得遺
伝子の樹木への適用が可能であると判断している。
波及効果においては、言うまでもなく、用いている樹木がそもそも製紙業界
で必須の樹種・ユーカリであることから、遺伝子組換え樹木の一般環境におけ
る植林に対する社会的需要が得られれば、少なくともこれら遺伝子は取得後、
これらの業界で有効に活用されることが期待される。
土壌や気候の異なる植林地における同一ユーカリクローンの挙動解析につい
ては、前例が少なく、学術的な研究の促進としての意義がある。さらに、ユー
カリ以外の永年性植物においてのストレス耐性の解明といった点においても、
波及効果が期待される。また、組換え樹木のストレス耐性の解明や多くの系統
の中からの早期選抜への利用が想定される。さらに、関連する技術の開発によ
り、事業植林による二酸化炭素吸収量の推定も可能になると考えられる。
遺伝子置換技術について、樹木であるポプラにおいての作動を確認できたこ
とにより、この技術の普遍性が実証できた。モデル植物だけでなく樹木でのシ
ステム作動の確認により、イネへの応用の可能性についても検討が開始されて
いる。この技術は他の植物への応用も可能であり、より価値の高い組換え体を
安定して取得することに貢献できると予想される。
世界的に見て、組換え作物の実用化は既に大規模に拡大しているが、樹木に
おいては事業化が遅れている。実用性の高い植林木であるユーカリでの組換え
体利用のための検証が進むことにより、遅れている樹木での組換え体の利用を
加速することになると予想される。
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○以下に、個々の項目の実用化および波及効果について詳細に記載する。
・CO2固定強化遺伝子確保技術
・光合成変異株のスクリーニング系の開発と候補株の取得
実用化：モデル植物を用いて、同定遺伝子が生育環境下でCO2固定を実際に律
速していることが明らかになった後は、半乾燥地での植林樹木(実用
樹木)であるユーカリ、ポプラなどへの形質転換候補遺伝子となる。
そこでは、同定遺伝子産物の過剰発現、あるいは抑制などの手法に
より、CO2固定能増強が図られる。
波及効果：本課題“光合成変異株のスクリーニング系の開発と候補株の取得”
で確立した技術は、光合成を律速する遺伝子を明らかにすること
ができる。この結果、自然界に生息する植物・樹木のCO2固定能増
強を形質転換技術により図ることが可能となる。
・高等植物の葉の光合成の生化学と個体の乾物生産
実用化：Rubiscoを増強によって光合成能力の改善に成功した高等植物が、各
種環境ストレス、例えば水ストレス、高温ストレス、低温ストレス、
および光ストレスあるいはそれらを複合したストレス条件でどのよ
うな光合成を発揮するかを正確に把握することが実用化の可能性を
議論する上で必須となる。
波及効果：Rubiscoの増強には充分な成功を得ることができた。技術的には他
の多くの高等植物においても容易に応用できるものである。
・樹木におけるセルロース生合成
実用化：モデル樹木であるポプラを実験植物として実施している。様々なプ
ロモーターにつないだスーパーシュクロースシンターゼが、ポプラ
で効果的に発現できるならば、あとはユーカリ、マンギウムなり、
国内林木であるスギやヒノキで実用化できる。これにより、二酸化
炭素吸収能の極めて高い組換え樹木が創出される。
波及効果：組換え林木から木材生産への研究開発によって、わが国のエネル
ギー・マテリアル産業の発展と林木苗生産など新規産業創出のた
めの基盤形成も図ることになる。
・光呼吸制御によるユーカリ光合成機能の強化
実用化：本課題は植物のバイオマスを生み出すための二酸化炭素を効率的に
植物体内に取り込み、植物の環境ストレスの直接的な要因となっ
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ている光呼吸抑制を回避することを目的とする。特に、樹木にお
いては二酸化炭素の植物細胞内への取り込みが光合成の律速とな
っていることを示唆する結果が得られており、CO2固定量の増大＝
生長性を向上させるためには、重要な課題の一つである。現在、
ユーカリの全ゲノム解読が進んでおり、トリエン脂肪酸の合成に
関わる遺伝子情報が明らかになれば、遺伝子組換えによる同遺伝
子の発現制御により光呼吸の抑制が可能になる。また、同遺伝子
を用いたマーカー選抜育種技術に応用することも考えられる。
波及効果：本課題は植物全体に及ぶ光合成能力の向上に寄与する技術開発で
あり、食糧生産の増大が望まれる穀物や作物、またエネルギーや
工業原料の生産のためバイオマスの増大が望まれる樹木等の資源
植物の生産性を飛躍的に高める技術に発展する可能性がある。
・光合成ソースおよびシンク相互関係を光合成能力と光合成代謝産物の流れに
主眼をおいた解析の現状、動向についての調査研究
実用化：実用化のためには、草本植物で得られた成果を樹木に導入できるか、
草本で見られた効果が樹木でも再現できるのか、を検討する必要が
ある。また、生態型によりソース・シンク機能が影響を受けること
から、植林候補地における技術評価が必要である。
波及効果：樹木固有のソース・シンク機能のダイナミクスを踏まえた樹木研
究を展開することは、CO2吸収・固定化能力に優れた地球温暖化対
策樹木の創生のための戦略に方向性を与える。地球温暖化対策樹
木は植林地域のCO2吸収能を増大し、その結果、樹木バイオマス量
の増産・安定供給にも寄与する。

・養分吸収能力強化遺伝子獲得に向けた基盤技術開発
・窒素固定能力付与に向けた基盤技術開発(1)
実用化：葉緑体形質転換モデル植物であるタバコを実験植物として実施して
いるため、本課題で開発した技術の実用樹木への導入を検討する必
要がある。
波及効果：化学窒素肥料に依存した窒素源の確保は、土壌の酸性化や水質汚
染、温室効果物である亜酸化窒素の発生といった環境負荷を引き
起こすことが指摘されている。したがって、本課題で確立した実
用化技術は、経済的コストの削減効果に加え、CO2排出削減を含む
上記の地球環境問題の解消にも貢献することが期待できる。
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・窒素固定能力付与に向けた基盤技術開発(2)
実用化：ポストゲノム手法の1つである比較ゲノム学的手法による窒素固定藍
藍藻に固有な窒素固定機能を司るゲノム配列情報を抽出することが
可能になれば、植物に導入する遺伝子シーズの効率的な探索が可能
となる。
波及効果：植物に窒素固定能を付与する本技術開発が開発できれば、化学窒
素肥料の施肥に伴う経済的コストの削減に加え、化石燃料の消費
やエネルギーコストなどの削減にも貢献することから、窒素肥料
散布による上記の諸問題を解決し、その結果、大規模緑化と植物
性資源の確保に貢献する。
・養水分吸収能力の強化に向けた基盤技術開発
実用化：本課題で対象とする酸性土壌は世界の耕作可能な陸地面積の３割以
上を占め、植物の生産性が抑制されている。酸性土壌耐性ユーカリ
はこれまで未利用地での植林を可能とすると共に、既存の植林地で
もその生長性が改善されることから、単位面積あたりのCO2固定量増
大が期待できる。本課題で作出している新品種は酸性土壌における
主要な根の生育阻害要因であるAl過剰害の耐性のみならず植物の生
育に必須であるリン酸の利用効率を向上し、施肥コストを低減して
高成長性を有する事業植林に適応した新品種となることが期待でき
る。
波及効果：本課題はユーカリ等の樹木のみならず、作物種へも応用可能であ
り、リン酸の利用効率が向上することから、枯渇が心配されるリン
鉱石の省資源化に貢献できる。また、
「酸性土壌耐性の付与」は「酸
性土壌ストレス下での根の生長促進」を意味している。
「根が伸びる」
ことは乾燥耐性の向上に寄与すると同時に、事業植林でよく問題と
なる乾期での耐性獲得も期待できる。一方、本課題ではモデル植物
とユーカリでAl耐性遺伝子の特定を進めているが、他のイオンスト
レス耐性を支配する遺伝子も同様の手法で特定できる可能性があり、
ファイトリメディエーションとして重金属汚染土壌を浄化する新品
種開発にも応用できる。また、本課題で特定される耐性遺伝子は対
象植物種が保有する遺伝子であり、耐性個体と感受性個体に遺伝子
多型あるいは遺伝子発現量にバリエーションが存在すれば、これら
を指標とする非組換えのマーカー選抜育種技術に応用することもで
きる。
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Ｂ． ストレス耐性遺伝子確保技術(森林創生樹木への複合ストレス耐性能力付
与技術開発)
要約:
本項目で求められる成果は、ストレス耐性能を増強させる遺伝子の取得であ
る。これらの遺伝子の実用性を考慮するとき、項目4.2と同様に、遺伝子組換え
による有用樹木の核あるいは葉緑体への導入が考えられ、これら樹木での導入
遺伝子の効果が期待される。本プロジェクトでは、ユーカリおよびポプラでの
遺伝子組換え技術の開発も進んでおり、それらの成果の活用で、十分これら取
得遺伝子の樹木への適用が可能であると判断している。
波及効果においては、言うまでもなく、用いている樹木がそもそも製紙業界
で必須の樹種・ユーカリであることから、遺伝子組換え樹木の一般環境におけ
る植林に対する社会的需要が得られれば、少なくともこれら遺伝子は取得後、
これらの業界で有効に活用されることが期待される。
○以下に、個々の項目の実用化および波及効果について詳細に記載する。
・

生葉・葉緑体活性酸素消去系の機能不全の分子メカニズム解明
実用化：今回の成果は、葉緑体が全く光合成を行うことができない最も苛酷
な環境下での活性酸素傷害をAPX大量発現葉緑体は回避できること
を示しているので、自然環境下で直面する葉緑体での活性酸素スト
レスは回避される可能性が非常に高いことが容易に想像されるので、
葉緑体、核ともに形質転換技術は確立しているポプラヘの適用段階
にある。
波及効果：自然界に生息する植物・樹木の環境ストレスによる活性酸素傷害
耐性能増強を形質転換技術により図ることが可能となる。これに
より、ユーカリ、ポプラなどの有用樹木の物質生産能の更なる増
大が期待される。

・

葉緑体チラコイド膜光化学系エ糧g胆コ製)の生理機能解明
実用化：本年度(平成17年度)、CEF-PSIの分子メカニズムに基づいて、CEF-PSI
の反応を触媒する電子伝達体タンパク質フェレドキシン(Fd)を葉
緑体に過剰に発現させた葉緑体形質転換タバコを作出した。この
形質転換タバコは、まさしく、野生型タバコと比べ、CEF-PSI活性
が高く、強光条件において、野生型タバコと比べて、大きな過剰
な光エネルギー散逸能力(NPQ)誘導を引き起こした。つまり、我々
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は光合成にとって過剰な光エネルギー散逸能に優れた葉縁体の開
発に成功した。つぎは、葉緑体、核ともに形質転換技術が確立し
ているポプラヘの適用・実用化の段階にあり、Fd遺伝子のポプラ
葉緑体への導入を進行させている状況である。
波及効果：本課題“葉緑体チラコイド膜光化学系Ⅰ循環的電子伝達(CEF-PSI)
の生理機能解明”で確立した技術により、気孔が閉鎖し光合成が
抑制されるような半乾燥地で過剰な光エネルギー蓄積を回避する
葉緑体の開発に成功した。この結果、自然界に生息する植物・樹
木の環境ストレスによる活性酸素傷害耐性能増強を形質転換技術
により図ることが可能となる。
・ 樹木葉緑体へのラン藻NADH:020xidoreauctase遺伝子導入によるストレス耐
性付与
実用化：実用化には、組換え樹木を用いた植林に対する環境リスクを軽減す
る技術開発が重要である。これまでにRITEでは、ポプラの葉緑体形
質転換技術の確立に成功している。植物種間の葉緑体遺伝子発現制
御機構の保存性を考えると、モデル植物タバコで得られた本課題成
果は、ただちにポプラ葉緑体形質転換への応用が可能である。
波及効果：本研究課題で確立した実用化技術は、樹木の植林面積拡大による
二酸化炭素削減効果だけではなく、安全性が確認されれば農作物
へのストレス耐性付与にも応用することが期待される。主要穀物
の生産量の非生物学的損失の中で、乾燥(干ばつ)による損失が占
める割合が大きいことからも、食料生産量向上への貢献も可能で
ある。また、植物の光合成、ストレス応答制御に関する新知見を
与えることで、植物の基礎科学への貢献が期待できる。
・

乾燥条件下における高光合成活性付与技術開発
実用化：本研究ユーカリに導入しているFBP/SBPアーゼ遺伝子は、すでにタバ
コ1こおいて遺伝予導入による光合成速度の上昇と成長促進が報告
されている。この知見を元にFBP/SBPアーゼ遺伝子を木本植物の中で
は比較的成長速度が速く、光合成活性も高いユーカリに応用するこ
とで、さらなる高成長性が期待できる。
波及効果：ユーカリは元来、他の樹木と比較して成長が早くパルプ特性が高
いことから事業植林として利用されてきた。このユーカリの光合
成速度をFBP/SBPアーゼ遺伝子導入により、さらに高くすることが
期待される。これにより野生型のユーカリを用いた時と比較して
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短期間で林材の回収が可能になると考えられる。またユーカリに
ストレス耐性能を付与できた際には、現在利用されている植林地
よりさらに劣悪な環境においても植林が可能となる。その結果、
植林地として利用可能な領域が拡大し、植生面積拡大スピードが
大幅に加速されていくことが期待される。
・

アクティベーションタギングによる新規ストレス耐性遺伝子の探索
実用化：活性酸素種代謝に関連する酵素群の過剰発現によるものがほとんど
である。したがって、今後植物におけるヌクレオチド酸化物とその
類似体の代謝制御機構を解明し、それらの有用遺伝子を導入するこ
とで、新しいタイプの酸化ストレス耐性植物(穀物、樹木)の分子育
種が可能となる。
波及効果：さらなる新規有用遺伝子の単離を試み、そしてAtNUDT2を含む既報
の酸化ストレス耐性および光合成炭素代謝関連遺伝子との組み合わ
せ(多重遺伝子導入、交配など)により、最終的には極限的な環境ス
トレス下でも生育可能な耐性植物の開発を行うことができると考え
られる。

・

水分子制御による複合ストレス耐性に関する基盤技術研究
実用化：本課題で標的とするアクアポリンは成長性と環境ストレス耐性に深
く関与するが、一般的に植物生長とストレス耐性にトレードオフの
関係にあることから、実用品種の開発には、アクアポリン発現を時
間・空間的に制御する必要性があると思われる。また、これまでの
解析から、ユーカリ苗木におけるアクアポリン発現量と乾燥ストレ
ス耐性との間に相関が見出されたことから、遺伝子組換えによる新
品種開発のみならず、アクアポリン発現量を指標としたマーカー選
抜育種技術にも応用できる可能性がある。
波及効果：本課題もユーカリ等の樹木のみならず、作物へも応用可能である。
また、細胞膜型アクアポリンを対象としたユーカリの環境ストレス
耐性の強化に取り組んでいるが、機能や局在が未知であるアクアポ
リン分子種SIPが小胞体膜に局在している基礎的知見を得ている。こ
れら未知アクアポリン分子の植物細胞での役割を明確にすることで、
環境ストレス耐性強化に関する新規手法を開発できる可能性がある。
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・

耐塩性複合遺伝子の構築とスクリーニング(1)
実用化：本課題の最終的な目標は、遺伝子組換えによる耐塩性ユーカリの作
出にある。ユーカリ細胞内で耐塩性関連遺伝子の発現がどのような
影響をもたらすかに関し、予測不可能な部分も多いが、上記の開発
課題をクリアできれば、塩生植物レベルの耐塩性に近づけることも
可能になると考えられる。
波及効果：本課題で確立した実用化技術は、特定の樹木の耐塩性向上ばかり
でなく様々な分野への波及が期待できる。例えば、塩害により可耕
地の減少が深刻化している農業の現状を考えると、各種農産物の生
産性向上につながると考えられる。また、ナタネ等の燃料植物への
応用は、炭酸ガス発生を伴わないエネルギー生産につながると考え
られる。さらに、本課題で得られる耐塩性関連遺伝子の多くは大腸
菌等の微生物を宿主とした遺伝子組換え体の表現型でスクリーニン
グされてきたものであることから、各種微生物産業、バイオレメデ
ィエーションヘの応用も期待できる。

・

耐塩性複合遺伝子の構築とスクリーニング(2)
実用化：現在、パルプ用材の植林地における被害の主な要因は乾燥であり、
被害地では植林木が完全に枯死すると共に土壌への塩の蓄積が問題
となっている。また枯死はしないまでも、乾燥や塩害による生育不
良の結果、材の蓄積量が低下している植林地も存在する。本課題に
より耐塩性複合遺伝子を導入したユーカリが、生育不良地域での植
林に適することを栽培試験により確認することができれば、実際の
植林に使用できる可能性が高い。
波及効果：実用樹木への遺伝子導入は技術的に困難であることから、遺伝子
組換え木の実用化は他の作物に比較して遅れている。また隔離圃
場試験についても、樹木での先行例は極めて少ないため、樹木で
の組換え体の実用化が可能となれば、その意義は大きい。本課題
により、遺伝子組換え樹木の作成⇒評価⇒カルタヘナ対応⇒一般
圃場での栽培(実用化)との、実用化までの基盤が確立できるので
あれば、国際的にも、組換え樹木の実用化を加速することとなる。
さらに耐塩性を付与したユーカリを生育不良地域に植林すること
が可能となれば、同じ場所に従来樹種を植林した場合に比較して
倍近い成長量が見込め、二酸化炭素固定量も大幅に上昇すること
が予想される。
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Ｃ．

組換え体を得るための遺伝子組換え(形質転換)技術

要約:
本項目で求められる成果は、主にユーカリの核および葉緑体遺伝子組換え技
術の確立である。これらの遺伝子の実用性を考慮するとき、項目4.2および4.3
で取得されたCO2固定・養分吸収能力強化遺伝子あるいはストレス耐性遺伝子の
利用である。つまり、本項目は、前項目と密接に連関しており、植生範囲拡大
樹木の創生のためには不可分である。
波及効果においては、前項目と同様に、用いている樹木がそもそも製紙業界
で必須の樹種・ユーカリであることから、遺伝子組換え樹木の一般環境におけ
る植林に対する社会的需要が得られれば、少なくとも組換え体作成後、これら
の業界で有効に利用されることが期待される。
○以下に、個々の項目の実用化および波及効果について詳細に記載する。
・
・

森林創生樹木の葉緑体形質転換系の開発
ユーカリ属植物における効率的な葉緑体形質転技術の開発
実用化：葉緑体形質転換技術は、モデル植物であるタバコによって開発され
て以来現在までにトマトやアブラナなどの実用植物に展開されてき
た。樹木では昨年初めてポプラを用いて葉緑体形質転換が開発され
た。ポプラは木本植物の中では再分化が比較的容易であり、モデル
植物として扱われてきた背景もある。ユーカリは木本植物の中でも
光合成活性が高く、工業原料としても利用可能でありポプラと比較
するとより実用的である。しかし、その反面フェノール類を産出し
やすく、再分化が困難であるという面もある。現状では、核形質転
換は可能な状況であるが、形質転換に使用する組織および遺伝子導
入方法が異なるため、核形質転換法を葉緑体形質転換技術開発に転
用することは困難と思われる。また草本類と比較して成長性が遅い
ことから、短期的な解決はきわめて難しい。
波及効果：葉緑体形質転換は核形質転換と異なり、花粉を介した導入遺伝子
の飛散等の外環境への影響を最小限に抑えることが可能となる技
術の1つである。さらにこの技術を同プロジェクトで行われている、
ストレス耐性に寄与する遺伝子や成長性に寄与する遺伝子などを
組み合わせることで、より実用的な利用がなされていくと考えら
れる。また、葉緑体形質転換技術を樹木の中でも、製紙産業で広
く使用されているユーカリに応用することは、今まで育種学的手
法よる精英樹の選抜とは異なり、より短期間でストレス耐性、高
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成長性のユーカリの獲得が可能になり、製紙業界においても広く
波及していくものと考えられる。
・葉緑体遺伝子組換え技術を用いたラン藻FBP/SBPase遺伝子のポプラ葉緑体へ
の導入およびその遺伝子組換え体取得技術開発
実用化：本課題で目標としているラン藻FBP/SBPase導入によるポプラの成長
量増大が確認できれば植林用の樹木として有効であると考えられる。
しかし、遺伝子組換え植物を一般環境で植林することについては現
在広く社会的に受け入れられているとは言い難く、植林という実用
化のためには遺伝子組換え植物を一般環境に植林することへの社会
的受容が得られなければならない。隔離捕場における生育試験など
で安全性を確認しながら社会的に受け入れられるよう努力する必要
があると思われる。
波及効果：葉緑体形質転換は核形質転換と異なり、花粉による導入遺伝子の
拡散の危険を低減する技術である。またポプラは雌雄異株であり、
雄株を対象として葉緑体形質転換を行った場合、種子による遺伝
子拡散がなく、花粉による遺伝子拡散も抑制されることから、遺
伝子拡散の危険を最小化出来ると考えられる。
・植物材料活性化技術（再分化活性化遺伝子）
実用化：ユーカリ精英樹を用いた不定芽分化実験より、外生のホルモン添加
だけでは効率的な不定芽分化が困難であることが判明している。ア
グロバクテリウム由来のipt遺伝子の有効性は、これまでの実験およ
び文献からも明らかである。今後、精英樹への有用遺伝子導入系に
応用することにより、実用的なレベルの遺伝子組換え技術を確立で
きると考えられる。
波及効果：本技術は、再分化が困難な他の植物における遺伝子組換えを促進
する技術ともなり得る。また、樹木については、その実用性を大き
く促進すると考えられる。現在の遺伝子組換え技術は、モデルとな
る樹への遺伝子導入が確立された段階であり、この技術の有効性を
最大限に活用するためには、精英樹への遺伝子導入が不可欠である。
本課題で確立した技術は、今後の遺伝子組換え技術の有効性をより
確実なものとすると考えられる。
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・

優良母樹選抜技術開発(ユーカリ優良母樹の遺伝子組換え技術開発)
実用化：選抜木クローンを事業植林することによって、確実に生産性向上が
期待できる。本課題では、生育不良環境での生産性を飛躍的に高め
るために、選抜木の遺伝子組換えを検討しているが、組換えユーカ
リの実用化には組換え遺伝子の拡散を防止する技術開発と組み合わ
せることでブレイクスルーできる可能性がある。
波及効果：ユーカリ・グロブラスの優良木に対して、組織培養技術と遺伝子
組換え技術を適用することにより、優良木をベースとする様々な変
異体や遺伝子組換え体の作出が可能となり、温帯地域での植生範囲
の拡大と単位面積あたりのCO2固定量増大の基盤技術となる。

・

ゲノム遺伝子操作技術の開発(SDI技術)
実用化：ユーカリ等の木本植物の遺伝子組換え体においては、導入した遺伝
子の評価に長期を要すること、さらに、有効な組換え体を選抜する
期間の長期化が実用化への大きな問題となっている。SDIシステムは、
選抜する期間を短縮することが可能となる。そのため、本技術を実
用化は、組換え樹木の利用を強力に後押しするものである。
波及効果：SDIシステムは、標的とする基盤の組換え植物が開発されれば、そ
の後の遺伝子の選抜が不要となる。そのため、本プロジェクトに
おいて実施している他の遺伝子の急速な実用化も促進する事が可
能である。

Ｄ．

組換え体樹木利用のための安全性確保技術

要約:
木項目で求められる成果は、遺伝子拡散防止のための技術開発および野外持
ち出しのための生物多様性影響評価である。これら成果の実用性を考慮すると
き、不稔樹木の活用は、項目4.2および4.3で取得したさまざまな有用な遺伝子
の利用を、地球上の環境、多様性などの生態系への影響を小さく抑えた状況で
可能にするものである。また、カルタヘナ法に則った生物多様性評価は、本プ
ロジェクトで創生する組換え体樹木の野外持ち出しを可能にするものである。
波及効果においては、前項目と同様に、用いている樹木がそもそも製紙業界
で必須の樹種・ユーカリであることから、遺伝子組換え樹木の一般環境におけ
る植林に対する社会的需要が得られれば、少なくとも組換え体作成後速やかに
この業界でまさしく野外である植林の現場において有効に活用されると考える。
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○以下に、個々の項目の実用化および波及効果について詳細に記載する。
・

安全性確保技術開発

・ 成長調節物質処理によるユーカリ属の成熱・増殖の促進と花芽形成抑制の
実用化
実用化：ユーカリ属は、成長が早い早生樹種であり、環境適応性も高いこと
から、植林樹木として価値の高い樹種である。したがって、新たな
植林技術の確立による大気中の二酸化炭素(CO2)の大規模な吸収と
固定を推進するために、最適な樹種である。このユーカリ属の成長
促進に対して、植物成長調節物質であるジベレリン処理の有効性を
示したことは、ジベレリン処理が植林によるCO2吸収と固定化促進技
術の開発に貢献できることを示している。
波及効果：本研究で確立した実用化技術は、ジベレリンなどの植物成長調節
物質を外部から供与処理するという非遺伝子組み換え技術を用いて
もユーカリ属の増殖や成熱化を制御することが充分可能であること
を示唆している。したがって、遺伝子組み換え技術よりも容易な非
遺伝子組み換え技術によるCO2吸収と固定化促進技術の開発に大き
く貢献でき、バイオマスの安定的な供給やCO2排出権の確保にもつな
がる有用な技術であるといえる。
・

遺伝子組換え母材料となる不稔樹木の開発
実用化：重イオンビーム処理により、ユーカリにおいても不稔（不着花）個
体を効率的に作出できることが明らかになった。不稔個体は花粉に
よる遺伝子の拡散を防止した遺伝子組換えの母材料として組換え実
用化に貢献できると考えている。特定クローンが様々な環境に適応
できるとは限らないことから、今後、複数の事業クローンの不稔化
が必要であるが、本課題によって高効率、また樹木としては短期間
に不稔個体が獲得できていることから、確実な遺伝子拡散防止方法
として実用化できる。
波及効果：ユーカリにおいても重イオンビーム変異によって不稔個体の安定
的な獲得が明らかになれば、多少時間を要するが、確実性の高い不
稔化技術となる。本課題の不稔化技術は花粉を必要とする農作物で
の利用は困難であるが、材を利用する樹木、塊茎・塊根を利用する
根菜類や花木（雄性不稔）にも利用できる。また、不稔化によって
生殖成長に切り替えが起こらず、栄養成長を継続する高成長性個体
が得られる可能性もある。
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・

接ぎ木方法による組換え遺伝子の拡散防止技術開発
実用化：閉鎖系温室で接ぎ木後に組換え体の台木部分に存在する組換え遺伝
子が穂木に移行しないことを確認している。事業植林環境での生物
多様性影響評価および遺伝子組換えの評価を通じて、利用方法に制
限はあるものの根に関連する形質の遺伝子組換え樹木の実用化に道
を開くことができる。接ぎ木のコスト増は実用化にはマイナス要因
となるが、接ぎ木装置の導入等によって接ぎ木コストが下がれば、
実用化の可能性は高い。
波及効果：本課題では、台木部分に遺伝子組換え器官を利用することにより、
植物個体としての組換え効果を享受し、同時に花粉を介した組換え
遺伝子の拡散を防止する。遺伝子組換え効果としては、根に関する
特性改良である環境ストレス耐性や病害虫の抵抗性等の付与に応用
することが可能である。遺伝子組換え接ぎ木の利用は接ぎ木繁殖が
一般的に行われている果樹、花木、庭園樹、果菜類でも応用できる。

Ｅ．

樹木のストレス耐性評価技術、CO2固定量評価技術、それに基づくデータ
マイニングによる精英樹選抜技術開発

要約:
本項目で求められる成果は、植林候補地でのユーカリのポテンシャルとして
のCO2固定量を示すことである。植生範囲の拡大を、組換え体ではなく速やかに
野外で利用できる精英樹に求めるとき、用いる樹種の選抜の基準が不可欠であ
る。本項目の成果は、半乾燥地を含む植林候補地において、ストレス耐性、高
生長性そして高CO2固定能を個々の樹種に対して示す実用性をもつ。
波及効果においては、前項目と同様に、用いている樹木がそもそも製紙業界
で必須の樹種・ユーカリであることから、植林の現場において精英樹選抜のた
めに有効に活用されると考える。
○以下に、個々の項目の実用化および波及効果について詳細に記載する。
・
・

実証・評価技術開発
樹木光合成・ストレス耐性能力評価技術開発
実用化：本課題の技術は、成長性に優れることで選抜された優良木クローン
の耐性評価、植林樹種の判定に生理学的な根拠を与えることで、こ
れまで長期間に多大な労力をかけて行われてきた樹木のストレス耐
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性評価が短時間に検定できるようになり、ストレス耐性個体の効率
的な選抜方法として利用できる。
波及効果：本課題の技術は林木のみならず植物一般に広く応用できる可能性
がある。また、飽和光パルス照射による光化学系Ⅱ阻害で酸化スト
レス耐性を定量評価することにより、現状の植林地の酸化ストレス
を数値化することによって立地判定にも利用できる可能性がある。
・

樹木の光合成能力評価
実用化：本課題“樹木の光合成能力評価”の解決は、実用植物・樹木のCO2
固定能増大のためには、葉面積あたりの窒素量および窒素あたりの
ルビスコ量(活性)を増大させなければならないことを示した。樹木
で得られたこの知見は、今後の植林候補樹木の改良の指針として利
用できるものと考える。
波及効果：本課題“樹木の光合成能力評価”の解決は、樹木の個葉レベルで
のCO2固定能を与える生化学的分子基盤を明らかにした。これは、今
後、CO2固定能に優れた樹木を探索するときの指標として活用するこ
とができる、また、これは高CO2固定能をもつ樹木創生のための指針
ともなる。

・

ユーカリ精英樹の乾燥・塩害地における挙動解析
実用化：本課題を解決することにより、従来育種で用いている選抜育種を効
率的に行うことが可能となり、期間の短縮が可能となる。これらの
期間短縮により、選抜育種を急速に加速し、二酸化炭素高吸収能を
有する樹木の選抜育種を加速することとなる。また、遺伝子組換え
による選抜過程にも応用することが可能である。
波及効果：本課題により、選抜育種を促進する技術が確立される予定である。
これらの技術を、実用化が間近な大量増殖技術と組み合わせること
により、事業植林においても、二酸化炭素を効率よく吸収させるこ
とが可能となると考えられる。また、関連の技術開発により、事業
植林における二酸化炭素吸収量の推定も可能となると考えられる。
これらにより、事業植林に二酸化炭素吸収という付加価値をつける
ことが可能となる。
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３-５-C

研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等

３-５-C-１ 研究開発計画
本プロジェクトの研究開発計画は、以下のとおり。計画どおり実施された。

開発項目

15
年度

16
年度

17
年度

18
年度

19
年度

備考

A CO2 固定・養分吸収能力強化遺伝子確保技
術
B ストレス耐性遺伝子確保技術（森林創生
樹木への複合ストレス耐性能力付与技術）
C 実用組換え体を得るための遺伝子組換え
（形質転換）技術
D 組換え体樹木利用のための安全性確保技
術
E 樹木のストレス耐性評価技術、CO2 固定量
評価技術、それに基づくデータマイニング
による精英樹選抜技術

３-５-C-２ 研究開発実施者の実施体制・運営
本事業では、(財)地球環境産業技術研究機構(以下RITE)が研究開発実施者に
なって、環境ストレス耐性および高光合成能樹種の開発、さらに安全性の確保・
評価、現実の事業展開を見据えた実証に重点化して開発を進めており、下記に
示す事業体制の下で運営した。
・研究開発実施者の事業体制
中核となる研究開発については、RITEおよび王子製紙株式会社森林資源研究
所に設置したRITE王子製紙分室、日本製紙株式会社研究開発本部に設置した
RITE日本製紙分室が担当している。また、RITEおよびその分室で展開する研究
開発に必要な要素技術・基礎研究については、適宜、大学等との共同研究契約・
委託研究契約を締結して実施している。これらの委託・共同研究、2つの分室で
の研究開発を、RITEにおいてとりまとめ、統括して行なう体制としている。研
究開発の総括責任者としてプロジェクトリーダーを設置し、RITE植物研究グル
ープの富澤がその任にあたっている。
研究開発の実施計画とその進捗及び成果については、外部有識者と実施者か
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ら構成される研究開発委員会による審議を受けている。研究開発体制を以下に
示す。
・

事業組織及び管理体制
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・

研究開発実施者の運営
研究内容は全て研究開発委員会において審議を受けて進めている。学識経験
者からなる研究開発委員会委員は、研究開発における成果内容に関し、学術的
側面だけではなく、将来植林事業を展開あるいは紙パルプ事業の拡大を実施す
る側面からも研究推進に向けた助言を行なった。なお、委員会以外にも、随時
打合せなどを開催して、プロジェクトの中長期的な課題の検討、個別テーマの
専門的な検討、情報交換等を行った。
また、RITE本部の研究や各委託先の間の研究連携と全体統括がプロジェクト
リーダーのもとで行なわれた。
・研究開発委員会の開催状況
構成メンバー:学識経験者委員(4名)、実施者委員(3名)
開催頻度
:約１回/年
位置付け
:各研究開発内容の整合・相互調整を図り、具体的研究の全体と
りまとめを行う。研究計画と結果について検討し、研究の方
向性を決定する。研究開発の計画・進捗管理を行う。
３-５-C-３

資金配分

予算の年度配分は以下のとおり。
単位：百万円
年度

確定額

１５

１６

１７

１８

１９

２７３

２６５

１８５

１９３

１６４

合計

１，０８０

最終年度までの５ヵ年で資金総額1,080百万円により、植生範囲の拡大を可能
にするための樹木の創生をめざして研究開発に取り組んできた。この結果、CO2
固定・養分吸収能増大またストレス耐性能増大に関わる遺伝子の候補を取得す
ることに成功し、またこれら遺伝子を利用するための組換え樹木利用のための
モデル系での評価を成功してきている。さらに、組換え樹木の野外持ち出しの
ための生物多様性評価も行なってきた。同時に、非組換え体である精英樹選抜
評価のための植林実証地の作成にも至っている。
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これらは、特許取得もさることながら原著論文などに見られるように学術的
側面においても成果を収めている。このような成果および事業運営の結果より、
資金総額は概ね妥当であったといえる。
資金の内部配分は、樹木に適用できる有用遺伝子の取得およびその利用を目
指す必要から、CO2固定・養分吸収能増大またストレス耐性能増大に関わる遺伝
子の確保のための技術開発さらに組換え体樹木作成の技術開発に重点を置いて
遂行した。その結果、成果概要に見られるように、有用遺伝子の取得および組
換え樹木の作成に成功した。また、平成17年度は、6.2で上述したように京都議
定書発効を受けた情勢変化への対応として、研究開発項目E:樹木のストレス耐
性評価技術、CO2固定量評価技術、それに基づくデータマイニングによる精英樹
選抜技術開発において、非組換え体樹木を利用したCO2削減効果の評価を目的と
する、西オーストラリアでの精英樹選抜のための植林実証地確保に資金を重点
的に配分した。
３-５-C-４

費用対効果

海外植林地の拡大に取り組み、既に16万ヘクタールにユーカリ等の植林を行
っている。さらに長期目標として30万ヘクタールへの植林を目指している。対
象とする生育不良地域を10万ヘクタールと仮定し、生育不良地域の現状の二酸
化炭素固定量がヘクタール当たり8トンと仮定して、これが1.5倍の12トンに生
産性の向上を達成できたとすると、年間120万トンの二酸化炭素が削減されると
試算される。また、植林および管理コストを年間ヘクタール当たり10万円とす
ると、生産性を1.5倍にすることによりヘクタール当たり3.4万円の削減が期待
でき、これを10万ヘクタールに適用すれば34億円の削減と試算できる。
さらに樹木バイオテクノロジーへの波及効果を考えるとその費用対効果は計
り知れない。
３-５-C-５

変化への対応

○京都議定書発効に対する対応
平成17年2月に、京都議定書が発効したことを受けて、本研究開発の事業展開
を行なった場合CO2削減効果の評価を可能なところから早急に実施することとし
た。そのために、平成17年度、実際の植林現場である西オーストラリアにおい
て、RITE日本製紙分室が有する耐乾燥性および耐塩性ユーカリ精英樹から増殖
したクローン苗を植樹し、環境耐性や光合成能の向上、二酸化炭素の固定効果、
優良系統の早期探索を可能にするパラメーターの抽出などを実施するための、
試験植林地の育成を開始するなど、研究の重点化を図った。
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第４章

技術に関する施策評価

４-１ 施策の目的・政策的位置付けの妥当性

「CO2固定化・有効利用分野」技術に関する施策は、全世界で取り組むべき施策であり、中で
も環境技術に長ける日本は率先して取り組み、競争力のある技術を確立すべきであり、国の施策と
しての妥当性は極めて高い。民間企業が先行投資として技術開発するには政策的なリスクが大きす
ぎ、ビジネス的側面から考えてもインセンティブは働かない。また本技術開発は難易度が高く、産
官学一体となってオールジャパンで取り組まなければ開発の成功率は高まらないし、またスピード
アップや他国との競争において優位に立てない。従って、短期的なヴィジョンから長期的なヴィジ
ョンまで温暖化対策は極めて重要な、かつ広く深いテーマであることから、プロモーターとしての
国の関与は絶対的に必要である。国が主導して技術開発や実証プロジェクトを立ち上げつつ、状況
に適応して民間企業が引き継ぎ、実用実施する形が最も自然だろう。重要でかつ広く深い分野から
想定させるテーマを網羅し、開発の発展段階を把握して作製したマップに立って、優先順位と適切
な施策を立案する。

なお、実用的に使える技術の開発には、ターゲット、例えば想定される炭素価格を明示し、クリ
アーするための技術開発を進めるべきである。また、我が国においてはクールアース革新技術計画
等を策定しているものの、国家戦略としての統合性がやや弱く、米国、ＥＵの場合のように国家

全体での一貫した施策が望まれる。特に、環境省、農水省などの他の省庁で行われている技術
開発との関連・差異が見えてこない点は改善を要するものと考えられる。
【肯定的意見】
○本施策の背景は人類共通の問題でもある温暖化問題であり、温暖化問題の原因となっているCO2の増
加はエネルギー関連を中心とした社会基盤そのものに密接な関係をもっている。そのような社会基盤
の構造を変革し、CO2削減を実現していくためには国の関与は不可欠であり、国の強いリーダーシップ
の発揮が必要である。
○京都議定書の締結により、日本は2008年から2012年までの期間中に1990年に対して二酸化炭素を6
％削減の達成義務を負っているが、削減の主体となるべき民間企業にとっては二酸化炭素削減の取り
組みそのものは、ビジネス的側面から考えてもインセンティブは働かない。このような現実の中で、
日本としての国際社会への責任を果たすためには国が積極的に関与して、民間企業をリードしてCO2
削減に取り組ませる必要がある。
○国の役割は、低コストでのCO2削減技術の確立にあり、国が主導して開発したCO2削減技術を民間企
業に供与することによって、民間企業のCO2削減におけるコスト負担を軽減し、よりCO2削減の実現性
を高めていくことが出来る。また本施策においては利用者を想定した基盤技術の開発を行っており、
官民の役割を考慮した中での研究開発体制がとられていると評価できる。
○経済産業省の技術戦略マップの中で、本施策は地球温暖化対策の３つの柱の一つを占めており、政
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策的な位置づけも明確となっている。
○温暖化対策のなかでも、大規模排出源からのCO2回収・固定（CCS）は、民間ベースでは最も進みに
くいものと言える。省エネや自然エネルギーと違い自体が付加価値を生まないため、一般的には温暖
化対策の最後の手段とされる。また、CCSが事業的に成り立つには、国際的に大幅なCO2削減が課題に
なり、高率の炭素税や排出量取引によってCO2削減そのものがお金になる場合だけだ。民間企業が先行
投資として技術開発するには政策的なリスクが大きすぎる。一方で、化石燃料を使う限り、CCSによ
るCO2削減の余地は極めて大きく、確実性も高い。国が主導して技術開発や実証プロジェクトを立ち上
げつつ、状況次第で最終的に民間企業が引き継ぐという形が最も自然だろう。
ポスト京都議定書に向け、2050年に温室効果ガス半減が国際合意になりつつあり、2020〜30年の中期
目標でも厳しい削減目標が課される可能性が大きい。こうした流れのなかで、CCSの必要性が高まっ
ており、本プロジェクトの先見性は高く評価されよう。
○CO2固定化・有効利用分野の対策技術については、民間企業が独自に開発にあたり短期的に利益を得
るのが難しいことから国が主導的役割を担い技術開発を進める必要があり、国の施策とするのは妥当
と考えられる。
○「美しい星50（クールアース50）」において提案された「世界全体の温室効果ガス排出量を現状に
比して2050年までに半減する」いう長期目標の達成に向け、技術ロードマップをさらに具体化した導
入シナリオを策定しており、施策の目的、実施の時期、及び事業における民間の位置付けは明確に示
されている。
○国の施策として妥当であるか、国の関与が必要とされる施策について

「CO2 固定化・有効利用分野」技術（以下本技術）に関する施策（以下本施策）は、全世界で
取り組むべき施策であり、中でも環境技術に長ける日本は率先して取り組むべきであり、国の施策
としての妥当性は極めて高い。また国民や社会のニーズにも合っており、本技術の開発成功により日
本の環境技術の先進性をアピールすると共に、現在の経済悪化に対する重要対策になることも期待さ
れる。
そのような主旨が、資料 7-1 の１P の図表に全体像が要領よくまとめられている。また国民運動や
中小企業への支援、環境ビジネスなども言及されており、環境と経済の両立による日本の国際競争力
強化が大いに期待される。施策の政策的意義、特に「上位の政策との関連付け」ついても。京都議定
書との関連がうまく書かれている。

また、ロジックツリーや技術マップもしっかりしており適切である。また技術開発の対象とし
て、日本の植林技術を CO2 の固定化対策として取り上げた点は大いに評価できる。国内のみなら
ず海外にも展開している植林を通して、地球の緑を取り戻しながら CO2 を固定化し木材として有
効利用することは、地球温暖化対策にもなり、エネルギー安全保障や資源問題にも貢献する。そ
の中でも最も大きな技術的ハードルである樹木の品質改良を、組換遺伝子導入や精英樹選抜で行
うという取り組みもすばらしい。世界的な植林事業への展開は、バイオテクノロジーの進んでい
る日本ならではの取り組みであり、全面的に支持できる。
資料 7-1 の４Ｐの１−３の③の「官民の役割分担」にも述べられているように、本技術開発は投
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資リスクが高く、民間で取り組むことが困難であり、企業単独では実施のインセンティブが働かない
分野である。また本技術開発は難易度が高く、産官学一体となってオールジャパンで取り組まなけれ
ば開発の成功率は高まらない。またスピードアップや他国との競争において不利である。従って、そ
れらのプロモーターとしての国の関与は絶対的に必要である。国の関与による政策決定や研究開発の
ための補助金交付によって、技術開発自体が活性化され、さらに基礎研究から実用化までの一連の開
発作業が良好に流れるような波及効果は非常に大きい。また経産省が指導的な役割を果たす意思を強
く打ち出していることが随所に感じられ、これは高く評価できる。

○排出後の CO2 に対する固定化、有効利用技術の開発
①国の政策
国の施策として、緊急かつ２１世紀において長期に実現していくべき課題である。
②本事業の設定
・大規模排出源および大気中の二酸化炭素に対して、各国が策定する方針は正しい。
・CO2 分離、回収、CO2 隔離貯留および生物吸収固定の分別も正しい。
・この課題に対して、これらの課題を特定しない公募研究と課題解決の方法を特定した研究の２
種の事業を準備していることは、本課題がすでに方法が特定できる方法と、広くアイディアを募
集する進め方は合理的である。
○地球温暖化対策に取り組むための施策は国の施策として妥当であり、必要なものである。また、民
間だけでは資金面を含めできない分野も多く、国の関与は必要と考える。
○短期的なヴィジョンから長期的なヴィジョンまで温暖化対策は極めて重要なテーマであり、国の関
与は是非とも必要である。
○CO2固定化・有効利用技術の開発は極めて重要であるが、産業として利益の得られにくいものであり
、国の関与は極めて重要である。波及効果や時期などについても想定されている点は評価できる。
【問題点・改善すべき点】
●ただ、大規模植林など、植物によるCO2吸収を促進する技術開発は、温暖化問題と並び重要性が増し
ている生物多様性の保全との両立を考えると、環境問題全体の中での整合性に問題があり政策的な意
義に疑問符がつく。CO2吸収だけに特化した樹種による植林が生物多様性の視点から受け容れられない
ことは充分に考えられる。そもそも京都議定書のCDM（クリーン開発メカニズム）においても、吸収
源CDMで得た排出枠（排出権）は、期間限定とされ、市場価値が低くなっている。今後、ポスト京都
のなかで、温暖化対策と森林管理、植林がどのような関連性を持っていくのか、見極めていく必要が
あるだろう。
●CO2固定化・有効利用分野の対策技術は中長期的な視点のプロジェクトが多くを占めるが、京都議定
書削減目標の達成に向け実施したプロジェクトについては、約束期間における効果の検証を実施すべ
きと考えられる。
●しかしながら、国家戦略としての印象がやや弱く、米国、ＥＵの場合のように国家全体での一

貫した施策が望まれる。特に、環境省、農水省などの他の省庁で行われている技術開発との関連
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が見えてこない。米国のＤＯＥを中心としたＡＧＥＮＤＡ2020、ＥＵのＶＩＳＩＯＮ2030 などの
国家戦略として一本化された政策ビジョンや最近の米国のグリーンニューディールに比べると、
地味でインパクトが小さい。国家のエネルギー政策の重要性を強調し、かつ組織化する最上位の
施策が欲しい。
施策の時期については、資料7-1の3ページの地球温暖化に関する総理イニシアチブの「世界全

体が温室効果ガス排出量を現状に比して２０５０年までに半減する」と長期目標が示されている
・・・」と「我が国は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おっ
ている」などが最上位にあり、逆算して施策の時期を合わせられている。ただし、それらの施策
や政策には、理論的根拠があるのであろうか。特に総理イニシアチィブは今後の政治動向の変化
によっては、意味合いが薄れる可能性もある。それよりも、ＩＰＣＣなどの予測に基づいた、あ
るいは技術開発の難易度によっては、実用化まで何年かかるなどの、技術の積み上げ式のスケジ
ュール作成や開発項目も良いのではないか思う。
●排出後の CO2 に対する固定化、有効利用技術の開発
①国の政策
国としての政策の全体像を考慮して政策群の策定が必要である。
②本事業の設定
・但し、変換有効利用は基本的にエネルギーを必要とするため、CO2 削減の方法としては、不適
切である。将来 CO2 を炭素原料とする時が来ることは否定しないが、エネルギー利用において、
CO2 削減を必要としない時期である。
・公募については、目的への合致、目標の適切、研究等、事業の目標（他の事業の目標との差別
を実現する）に沿った申請を選択できるように、また選択するように充分な準備、実施、組織が
必要である。
・課題実施テーマ
分離についての２事業は適切である。すでに商業化された技術があることから、優位性、補完
性、CCS 実施のスピードを考えた実用化、実証、商業化の展開タイムスケール体制を整備してお
くことが必要である。公募については前述したように、事業の目標をどれだけ周知できるか、目
標を見過ごして提案があり、成果があったが、“結果評価”になる。外国との連携については実
現性、国益、充足性を重視した準備期間を設けて、事業の効果を指導すべきである。
●国が関与すると言っても、予算面や人材の面で限度があるので、実質的に民間企業が引き続き対応
できるようにインセンティブを持つことができるような仕組み作りと、指導が必要と考える。
●利益追求型の生産技術ではない CO2 固定化・有効利用技術の開発では、背景に技術導入に対する国
家戦略が明示されており、それに合わせて具体的な技術の開発を行うべきであるが、肝心の国家戦略
が単なる期待、予想であって、何らかの拘束力をもつものではない。実用的に使える技術の開発には、
例えば CO2 排出量に対する炭素税の課金額が具体的に決められており、それをクリアーするために技
術開発を進めるべきである。自動車の排ガス規制値があったから NOx 低減技術が進んだように、環境
技術開発には明確な規制値が必要である。
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４-２ 施策の構造及び目的実現見通しの妥当性
主なプロジェクトの構成は概ね妥当と思われるが、プロジェクトの発展段階評価をさらに徹
底し、個々技術の選定についても検討すべきである。各段階についてみると、CO2分離回収、地中
貯留については、充分な成果があって、高く評価できる、実用に向けて他の事業を組み合わせ
て、強力にすすめるべきである。
技術戦略的に見ても、CCS（Carbon Dioxide Capture and Storage：二酸化炭素回収・貯留）のコ
スト削減のカギとなるCO2分離手法で、主流の化学吸着法のほか、膜分離にも目配りし、それぞれで
世界トップレベルの成果を上げたことは評価できる。植林などのバイオ技術なども配したところも
評価できる。但し、精英樹選定と遺伝子組み換え技術については、フェーズが大きく違うことに留
意すべきであった。それぞれの技術にどのようなCO2量削減を割り振るのかも明らかにして、国家戦
略上の位置づけを決めるべきである。なお、CO2固定化・有効利用分野の対策技術は中長期的な視点
のプロジェクトが多くを占めるが、京都議定書削減目標の達成に向け実施したプロジェクトについ
ては、約束期間における効果の検証を、採択ならびに開発中、開発後に正しく実施すべきと考えら
れる。
我が国が掲げた温室効果ガスの削減目標は大変大きく、2050年までに現状に比して60％〜80％を
削減することは並大抵のことでは達成できない。技術ロードマップで時系列的な関係を示している
ことについては評価すべきと考えるが、達成リスク等も十分考慮して、もっと前倒して、実用実施
の計画を含めたようなプランをつくるべきである。同時に、達成が困難な場合を想定した代替のバ
ックアッププランなども検討しておくと、計画自体の完全性が高くなると思われるので検討して欲
しい。

【肯定的意見】
○プロジェクトは技術戦略マップをもとに、達成すべき内容をより詳細化することで具体化しており
、全体としてやるべきことが明らかになっている点は非常に評価できる
○プログラムをロジックツリーで分解し必要なプロジェクトを洗い出しているので、プロジェクトの
過不足はないかと思われる。
○プロジェクトのスケジュールについては、技術ロードマップの中で時間的な達成期限が示されてお
り、それぞれのプロジェクトの関係性を含めて明らかにしていることは評価できる。
○本プロジェクトのCO2地中貯留の実績なども踏まえ、現在民間ベースでCO2回収・貯留を目指す事業
会社が設立され、スケールアップした実証事業計画が動き出している。未来話と語られがちだったCC
Sの現実感を高めた意味で、本プロジェクトの果たした意義は大きい。技術戦略的に見ても、CCSのコ
スト削減のカギとなるCO2分離手法で、主流の化学吸着法のほか、膜分離にも目配せし、それぞれで世
界トップレベルの成果を上げたことは評価できる。また、CO2海洋隔離の影響評価予測技術に関しては
、現時点で国際的には海洋隔離が進む動向はないものの、我が国においては地中貯留の受容性が少な
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いことも考えれば、将来的にはCCSの本命とも言える。社会的受容性を高め、海洋隔離への道を拓く
意味で、影響評価の意義は大きかったと思われる。
○CO2固定化・有効利用分野の対策技術については、民間企業が独自に開発にあたり短期的に利益を得
るのが難しいことから国が主導的役割を担い技術開発を進める必要があり、国の施策とするのは妥当
と考えられる。
○「美しい星50（クールアース50）」において提案された「世界全体の温室効果ガス排出量を現状に
比して2050年までに半減する」いう長期目標の達成に向け、技術ロードマップをさらに具体化した導
入シナリオを策定しており、施策の目的、実施の時期、及び事業における民間の位置付けは明確に示
されている。
○現時点で得られた成果については、全体としては概ね妥当な成果が得られている。今回の評価対象
事業だけでなく、資料 7-1 の 2-1 の項の②「プラグラム方式二酸化炭素の固定化と有効利用」により
基盤技術研究テーマの抽出や組織化が進み、③からは温室効果ガス排出シナリオとＩＰＣＣの次期排
出シナリオへのインプット、④では低品位の未利用廃熱の活用の可能性の目処、⑥⑦⑧は二酸化炭素
貯蔵削減技術、二酸化炭素の海洋隔離に伴う環境影響、実証試験などのたくさんの成果が出ている。
○技術に関する施策の目的を実現するために、技術に関する事業（プロジェクト等）が、実に幅広い
分野に、適切に配置されている。経産省の本技術のロジックツリーや技術マップもしっかりしており
適切である。特に、CO2 の固定化について化学反応のみならず、植林などのバイオ技術なども配した
ところは特に大切である。
○配置された技術に関する事業のスケジュールは、難易度や進捗を見ながら設定し、場合によっては
さらに追加プロジェクトとして運営されており、妥当と思われる。
○民間企業で展開するアウトカムも出ており、成果は妥当と評価する。

○分離回収、地中貯留については、充分な成果があって、高く評価できる。実用に向けて他の事
業を組み合わせて、強力にすすめるべきである。
【問題点・改善すべき点】
●技術ロードマップで時系列的な関係を示していることについては評価すべきと考えるが、達成リス
ク等も十分考慮して、もっと前倒しするようなプランをつくるべきである。同時に、達成が困難な場
合を想定した代替のバックアッププランなども検討しておくと、計画自体の実現可能性が高くなると
思われるので検討して欲しい。
●京都議定書目標達成産業技術開発促進事業研究開発制度に関しては、それぞれのテーマが社会的な
意義はあるものの、CO2排出を着実に減らして京都議定書目標を達成に寄与する技術という面ではテー
マ選定にやや問題あったであろう。CO2削減に即効的なテーマであれば、例えば代替フロンの破壊や電
気自動車向け二次電池など、よりテーマを絞り込んで、競合技術も含め、幅広く取り上げていく方が
、技術戦略的にも意義が大きいと思う。
●CO2固定化・有効利用分野の対策技術は中長期的な視点のプロジェクトが多くを占めるが、京都議定
書削減目標の達成に向け実施したプロジェクトについては、約束期間における効果の検証を実施すべ
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きと考えられる。
●現時点で得られた成果については、どれもカスタマーが限定的で成果が一時的である。またどれも
今後の実証試験や海外技術との競争を行い、実用化までの道のりが遠い。むしろこれからの進め方に
いかんではいろんな変化を遂げるので、今後最低10年は進捗度合いをチェックし、重要なテーマには
国家的な資金、組織的な支援を継続すべきである。
●配置された事業は、全体としてはどれも施策の目的の実現には必要と思われるが、細部を見ると一
部妥当性の十分でないプロジェクトが混入している。特に、資料の7-1の2-1項の京都議定書関連補助
金については、元々技術のCO2削減効果が小さい、あるいは技術の波及効果が小さく感じられるものが
入っているように見える。どれも環境技術の開発であり開発の難易度は高い点には同意できるが、本
施策の一番の目的であるCO2削減効果目標については必ずしも高いとは見えない。一例として、「生体
反応を利用した簡易な環境ホルモン定量法の開発」とあるが、これは環境技術あることは間違いない
が、もう一方の温暖化対策としての寄与はどのくらい大きいか疑問。またCO2削減の成果目標は、空
欄であり不明である。環境技術のみが大きいのであれば、本補助金の支給が適当と思えない。CO2の削
減効果は起案書にはどのように書かれているか、また事前にどのような審査されたのか詳細を聞きた
い。
●配置された技術に関する事業（プロジェクト等）に過不足はないか。
日本は世界でも有数の海洋国でありまた森林国であることは言うまでもない。この海洋と森林をCO2
固定にいかに活用し、経済を活性化するかいうことに対して、なんら記載がない点は問題である。ま
た、それらの活性化のために、国内の森林再生プロジェクトや木材用高効率伐採、運搬装置などの技
術開発も必要であろう。省庁の管轄の違い（壁？）はあるであろうが、それらを統合して国家戦略を
組み上げる必要がある。
●配置された技術に関する事業（プロジェクト等）の予算配分は妥当か。
予算額については、個別のテーマには記入されているが、資料7-1の2-1項の②、③④⑥⑦⑧などは
一体どのくらい使われたか、どの資料を見ればよいのか判らなかったので、記入はできませんでした。
それ以外のテーマの予算配分は概ね妥当と思われる。
●我が国に課されたCO2の削減目標は大変大きく、特に2050年までに現状に比して60％〜80％を削減
することは並大抵のことでは達成できない。国の施策としても、この目標を先送りできない課題と捉
えて万全の体制で取り組まなければならない。そのためには、一層の支援体制と目標に向けたスケジ
ュールを作成し、毎年、検証していく必要がある。

●海洋隔離については、現時点で必ずしも楽観できないが、広い視点から国益のために、技術、
コスト、国際世論の容認について、強力に進めるべきである。
●生物について
精英樹等優秀種の選択を実現にどうつなげるか、バイオテクノロジーの重要性と実施までの時間
を調和させた社会評価が不可欠。地中貯留については、実施事業との協力を明らかにすると同時
に、全体として世界の競争における位置づけを明確にする必要がある。海洋隔離については、世
界的承認が得られてはいないが、溶解隔離、深海底貯留について承認の論理を確認して、日本の
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国益を守る開発として総合的なアプローチを継続的に考えるべきで課題である。
●生物による吸収が排出 CO2 と速度的にマッチさせることは容易であるが、不可能でもなく、地
球の海洋の広大さを利用する将来性も改良があることから適切な課題である。しかし、樹木、植
林に限定する絞り込みが正しいか？むしろ、早急に実施可能な技術、中期的実施可能、表面的実
施可能により明確に分けて、課題の整備と目標、計画を適切とすべきである。その中間に CO2 同
定に有用な生物種の提案がある。地上、水圏を超えて、探索にも努力すべきでではないか。勿論、
時間軸を明確にした上で。
●公募について
海外国との連携、シーズの基盤技術の内容の詳細が不明の為、判断できないが、IPCC へのわが国
の参画、説得力のあるシナリオの提示は国益にとって極めて重要である。
①科学的技術的に強固なこと。
②国際貢献と国益が両立することは容易ではない。真摯かつ強固なチーム編成によってのみ可能
になる為、わが国の最強の発想論理をもってあらゆる視点からの検討が必要。
③国際戦略は計画策定とリンクさせなければならない。
●プログラム研究については CO2 分離、貯留、バイオリファイナリー等に展開したことは評価で
きるが、全体像としては見えない。
●ツリー分解して必要技術をまとめている点は評価できるが、ツリーに採用されている技術がどのよ
うに決められたのか、特にどのような戦略があるのかが不明なので、単に思いつく技術を並べたとい
う印象がぬぐえない。また、それぞれの技術にどのようなCO2量を割り振るのかも不明なので、この点
にも国家戦略が必要である。
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４-３

総合評価

「CO2固定化・有効化利用分野」技術における施策は、地球温暖化防止対策としての革新技術の開
発、普及に貢献していくことから、今後共、積極的に推進していくべきである。温室効果ガスの削
減については長期目標を世界的に共有しようとする認識のある中、CCSへの期待は高まることが予
想され、CO2分離などカギとなる要素技術の確立、競争優位性の担保は産業政策的にも意義が大き
い。
本施策は技術戦略マップを利用してプログラム的なアプローチにより実施されており、施策の目
的を実現するために、関連技術が整理された上で定義されており、各プロジェクト（事業・技術開
発）の施策に対しての位置づけや狙い、さらにはプロジェクト間の関連性も明確にしており、より
実現性が高い推進方法と評価することが出来る。なお、成果出口の展開について、他の農水省、
環境省などとのコラボレーションがどこにも述べられておらず、地球温暖化対策としての国家戦略
が一本化されている姿が見てこない点は改善を要すると考えられる。
個々の技術評価は、さらに深める必要があるものの、全体としてテーマ選択は適切であろう。成
果も充分にあがっている。
CO2分離の開発については、技術レベルが高く、目標設定、資金、マネージメント体制などの運営
方針や組織体制もしっかりしている。
森林によるCO2固定に関しては、生物多様性の視点、砂漠緑化の視点を加味した適切な評価に立脚
して、地域住民や国際社会が受け入れることが可能な仕組み・技術の開発を続けるべきであろう。
公募テーマについては、各事業・技術開発は新規性も高く、技術難易度も高いものが多いが、そ
れぞれの目標達成レベルとその達成レベルによる施策（プログラム）への貢献をある程度数値等に
より明確して、選考のあり方および達成レベルを確認できるようにすべきである。
【肯定的意見】
○本施策は技術戦略マップを利用してプログラム的なアプローチにより実施されており、施策の目的
を実現するために、関連技術が網羅的に整理された上で定義されており、各プロジェクト（事業・技
術開発）の施策にたいしての位置づけや狙い、さらにはプロジェクト間の関連性も明確になっており
、より実現性が高い推進方法と評価することが出来る。
○ポスト京都議定書の枠組みが見えず、将来的に日本がどの程度のCO2削減を求められるか不透明な中
、｢最後の手段｣としてCO2の回収・貯留(CCS)に取り組むことは、国として当然のことであろう。こう
した保険的な技術の性格上、その成果は事業化や普及など一般的な技術開発と同列に比較するには適
していない。いざという時の備えとすれば、要素技術を磨いておき、影響評価や社会的な信頼性確保
しておくことがまず重要だ。その意味では、今回のプロジェクトは、概ね目標を達成しているといえ
るだろう。2050年にCO2を半減という挑戦的な目標が世界で合意されたことを考えるとCCSの需要は着
実に増えそうで、CO2分離などカギとなる要素技術は産業政策的にも意義が大きい。
○プロジェクトの事業化、波及効果は検討会における評価の後、評価小委員会において評価結果の妥
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当性について検証されており、「技術戦略マップ」に示されるロードマップに沿った技術開発を的確
に進めることができる制度となっている点は評価できる。
○バランスよく開発課題を整理して、開発テーマの目的、時期、主体、予算配分などが考慮されてお
り、総合評価としては妥当といえる。

○政策発想のタイミングはベスト。検討項目も漏れがない。
・公募と目的明示プログラムの配置も適切。
○「CO2固定化・有効化利用分野」技術における施策は、地球温暖化防止対策としての革新技術の開発
、普及に貢献していくことから、今後共、積極的に推進していくべきである。
○今回の取り組みは、全面的にサポートしていきたいと考えている。テーマ性からしても、実現化に
向けて急がなければならない課題であり、早期に成果を出せるようにして頂きたい。
【問題点・改善すべき点】
●各事業・技術開発は新規性も高く、技術難易度も高いものが多いが、それぞれの目標達成レベルと
その達成レベルによる施策（プログラム）への貢献をある程度数値等により明確して、達成レベルを
確認できるようにすべきである。 達成度合いや進捗レベルがある程度明確になれば、それぞれのプ
ログラムへの影響度合いも明らかになり、必要に応じて各プロジェクトの実施優先順位を柔軟に変更
することも可能となり、よりプログラムの成果を出しやすくなってくる。
●森林によるCO2固定に関しては、生物多様性の視点、砂漠緑化の視点を加味しながら、地域住民や国
際社会が受け容れてくれるような仕組み・技術を模索していくべきであろう。
●技術開発プロセスと並行して制度設計が検討されるべきであり、「事業化、波及効果についての妥
当性」評価においては制度上の課題についても整理を行うべき。
●経産省管轄の話題に区切られ、他の農水省、環境省などとのコラボレーションがどこにも述べられ
ておらず、地球温暖化対策としての国家戦略が一本化されている姿が見てこない。さらに産官学全て
組み入れたオールジャパン体制での組織化などを行い、国家戦略を考える組織委員会を立ち上げてど
んどんやってもらいたい。
また評価については中間評価や最終評価だけではなく、場合によっては、開発終了後５年間ほどは
フォローアップ評価やその後の波及効果評価なども行って実用化を見守ってはどうであろうか。

●国をあげて取り組む課題であるので、国の政策全体の整合性について配慮すべき。
・課題の絞込みもよいが、大気中 CO2 吸収の設定は達成の時期を考えた取り組みを考えるべき。
・但し、公募については目標の周知と適切な採択を求めるべき。
・課題選択について充分な時間と能力が要請される。
●環境技術開発では、どのような技術開発を行うかは国家戦略として量的なものまで含めて決定し、
それに基づいて国の施策として実行すべきである。個々の技術を公募で募集する限り、戦略的技術開
発は難しい。
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第５章 技術に関する事業評価
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第５章 技術に関する事業評価
５-Ａ 京都議定書目標達成産業技術開発促進費事業（研究開発制度）
【総合評価】

京都議定書約束達成の目的を定め、その解決について周知を集める試みは評価できる。二酸
化炭素排出削減に資する技術は、投資リスクが高く民間で取り組むことが困難な面があり、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る。国がリーダーシップを取って積極的に技術開
発を支援することは日本が国際社会における責務を果たすためにも不可欠である。
52課題のうち、8件が実用化に至り、15件が事業化に近い段階である。将来技術の方向性が多様
化し、事業化できる研究開発が見定めにくくなっているなかで、この件数はまずまずの成果である
。
なお、CO2削減とは直接、関連しないテーマがいくつか見受けられる。採択時の評価が少し甘いの
ではないか。本事業が二酸化炭素削減に寄与する技術の開発という大目的を考えた場合、その指標
は開発された技術の事業化又は利用化と普及によって得られる二酸化炭素削減量のポテンシャル
などであり、事業によってどれだけの二酸化炭素の削減の可能性が高められるかで選定すべきで

あった。
【肯定的意見】
○二酸化炭素排出削減に資する技術は、民間企業にとってインセンティブが働きにくいものであり、
国がリーダーシップを取って積極的に技術開発を支援することは日本が国際社会における責務を果
たすためにも不可欠である。
○本事業では難易度の高い革新的な技術開発が全部で52件採択されているが、その中で8件(15%)が事
業化され、15件(29%)が事業化間近の段階まで研究開発が進められていることを考えると、事業化ま
での成功確率は非常に高いと評価できる。
○中間評価における指摘事項をその後の事業推進に反映して頂いたことは、非常に評価できる。今後
も事業の成果を向上させていくため活用できると思われる指摘事項に対しては、施策・事業を横断し
てフィードバックし、積極的に採用し事業運営を継続的に改善していくようにお願いしたい。
○52課題のうち、8件が実用化に至り、15件が事業化に近い段階である。将来技術の方向性が多様化
し、事業化できる研究開発の見定めにくくなっているなかで、この件数はまずまずの成果である。実
用化が見えないもののなかにも、ガス炊き火力発電で確立したCO2分離・回収技術を石炭炊きでも適用
可能であることを確認したプロジェクト、繰り返し地震探査による圧入CO2のモニタリング手法を実証
したプロジェクトは、CO2回収・貯留の応用範囲を広げ、社会的受容性を高めるのに役立ち、その実現
に大きく寄与すると考えられる。また、リチウムイオン電池の製造技術に関するものが2件ある。リ
チウムイオン電池は、電気自動車や自然エネルギーの蓄電デバイスとして、キーテクノロジーになり
売ることが見え始めており、技術開発支援の方向性としては、適切であった。このほかにも、熱電素
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子やシリコンカーバイド基板の高品質化など、実用化が期待されながら、技術的課題の困難性から事
業化に至らない有望技術がテーマに選ばれており、支援の方向性として適切で、短期的に実用化に至
らないまでも長期的にその知見が生かされる可能性もある。
○二酸化炭素の固定化・有効利用技術については民間企業が独自に研究開発を行うにはリスクが大き
く、インセンティブが働きにくく、事業費の１／２を国が補助し、技術開発を推進する仕組みは産学
官の協力を促進する仕組みとして評価できる。
○本事業の目的・政策的位置付けは明確であり、非常に重要である。このような事業により、民間企
業の当該技術開発は大いに振興されると思われる。国の事業として妥当性は大きく、国の関与が大い
に必要とされる事業である。
当該技術開発は、投資リスクが高く民間で取り組むことが困難な面があり、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る。また、民間企業に幅広い参加を求めることで、いろんな分野の
関連する技術開発を広く活性化できる。それらについて、資金面（q2-6、Q2-7など）、波及効果（Q31）などに、高い効果があったことがアンケート調査にも現れている。また、最終的には５３件の論
文と１０１件の特許に繋がった効果は、他の二つの事業に比べて非常に大きい。これは大きな成果と
言える。

○京都議定書約束達成の目的を定め、その解決について周知を集める試みは評価できる。そのた
めに、海外との協同連携を的確に目指す指針も妥当である。
○二酸化炭素排出削減を進めるために、革新的な技術の開発を進めることは重要な施策と考える。
○広範囲の技術を採用している点は評価できる。
【問題点・改善すべき点】
●本事業の主旨を考えて、論文発表数や特許件数をもって評価することは賛成できない。評価基準を
考える上で重要な点は成功の基準であり、成功の基準を事業の目的と結び付けて設定しておかないと
評価自体が無意味なものになってしまう。本事業が二酸化炭素削減に寄与する技術の開発という大目
的を考えた場合、その指標は開発された技術の事業化又は利用化と普及によって得られる二酸化炭素
削減量のポテンシャルなどであり、事業によってどれだけの二酸化炭素の削減の可能性が高まったか
を評価しなくては正しい評価はできない。また、技術開発の中で、直接的に二酸化炭素削減に貢献す
る技術と、アセスメント系の技術はその利用目的が大きく異なるので、分けて評価すべきである。
●中間評価や事後評価に参加して強く思うところであるが、評価を行うためには評価の明確な軸が存
在すべきであり、その軸は事業の目的に明らかに一致するわかりやすいものでなくてはならない。そ
の軸を通してテーマの選定を行い、その進捗を確認し、達成の評価を議論するような構図が描けなけ
れば事業目的の達成は危うい。今後の技術開発の評価を行っていくにあたり、事業評価軸の検討と目
標達成レベルの設定を是非推進していって頂きたい。
●ビスフェノールＡの生体反応を利用した定量法やステンレス酸洗剤のリサイクルなど、CO2削減とは
直接、関連しないテーマがいくつか見受けられる。特にリサイクルに関しては、その工程によっては
CO2が増えることもあることから、LCAの視点から温暖化対策とのバランスを見極める必要があり。今
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回の研究開発テーマとしてはより慎重に選択すべきであった。
また、開発テーマの中には、他の企業ですでに実用化が進んでいるものもある。ハイブリッド車用の
ニッケル水素電池や電球型ＬＥＤ、木質バイオマスの石炭火力発電所での混焼などである。それぞれ
は重要な技術で、既存技術の改善はたいへん意義があるが、民間企業が独自に取り組むべき段階にあ
り、国が支援するテーマとしてはやや不適切であろう。
●当事業による開発期間後においても、波及効果が生じる可能性のあるプロジェクトについては継続
監視し、成果を効率的に民間企業に提供する仕組み作りが必要と考えられる。
●京都議定書目標達成産業技術促進事業として採択された技術開発テーマは、CO2 削減が間接的なも
のであった場合においても、削減効果は測定可能であることが望ましい。
●政策的な意義合いはあったが、成果や目標の達成度は総じて今一歩であったとの印象は否めない。
言い換えれば、政策の主旨は良かったが現実的な研究成果は今一歩出ていない、ということであろう
。これらの技術開発は、温暖化対策の研究開発が全体的に難易度が高く、開発開始の段階でかなり高
い技術レベルが要求されるためと思われる。従って、短期間で実用化を目指して進める場合には、か
なり基礎研究的な要素を含む研究テーマでも、イニシャルアイデア段階でよく練りこまれ技術レベル
も高いものでなければ実用化には成功しない。本施策はCO2固定化技術のレベル向上や独創技術開発の
促進に重要なポイントがあり、開発の成功に対する過度の期待はむしろ本事業の障害であると思う。
そういう意味では、補助率１／２ではあまりにも企業の負担が大きい感がある。アンケートにも負担
が大きすぎるような主旨のことを書かれた企業さんが多数見られている。そこで、審査の段階で採択
数を減らし逆に反面補助率を高め厳正な審査を行うのが妥当と思う。
●また採用された案件見ると、元々炭酸ガス削減への寄与は少ない、あるいは疑問と感じられるもの
も見られる。どれも環境技術の開発であり、開発の難易度は高い点には同意できるが、本施策の一番
の目的であるCO2削減効果目標については、必ずしも高いとは思えないものも多いように見える。一例
として、「生体反応を利用した簡易な環境ホルモン定量法の開発」とあるが、これは環境技術である
ことは疑いないが、もう一方の温暖化対策としては寄与はどのくらい大きいか疑問。本件のCO2削減の
成果目標は、後日送付された資料では空欄である。環境技術のみであれば、本補助金が適当とは思え
ない。起案書にCO2の削減効果が書かれているか確かめる必要があり、また事前にどのような審査され
たのか詳細を聞きたい。
そこで、CO2の削減効果または技術の独創性や波及効果の高いものを厳選し、その上で補助率を２／
３に上げてはどうであろうか。
またＲＩＴＥとＩＣＥＴＴと２つの窓口があるが、相互に連携を密に取って欲しい。

●約束達成の目的に対して、採択された課題が真にふさわしいか疑問である。目的を周知し、そ
の解決に向けた英知が適切に集められ、その実施に注力すべきである。海外との協力も目標を明
確にして、その達成が可能な課題の採択と達成のために関係機関の注力を一層期待したい。
●研究は全部で32課題が実施され終了しているが、その内4件が事業化され、8件が事業化間近の段階
にある。事業化件数は少ないようにも感じられる。これらの研究は重要であり、且つ効果の発現を早
期に達成したいテーマであることから、研究レベルに留まらず事業として本格化できるように指導、
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奨励して頂きたい。
●必ずしもCO2削減が期待できない技術や、あまり成果が上がっていない技術開発がみられる。PJスタ
ート時の評価が少し甘いのではないか。
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５-B 分子ゲート機能 CO2 分離膜の技術研究開発（プロジェクト）
【総合評価】
CO2の回収・貯留技術（CCS）は地球温暖化対策に寄与する重要な技術として期待されており、そ
の中で実用化の鍵を握るCO2分離回収技術を低コストで実現することは、国際的な貢献を考えても重
要な取組みであることは明らかであり、国が強力なリーダーシップを発揮してでも実現すべき技術
であると言える。また、CO2の回収・貯留（CCS）の重要性は認めても、実施にあたっては民間企業
のインセンティブが働くものではなく、さらにその開発リスクも高いことを考えると、ますます国
の関与の必要性が求められる。
本事業の研究の技術レベルは高い。目標設定、資金、マネージメント体制などの運営方針や組織
体制もしっかりしている。研究はほぼ予定通りに進捗しており、環境立国の日本の名を高め、競争
力を強化できる重要技術となる可能性がある。
なお、膜の交換コストが大きくなるのが課題になっている。新開発の分子ゲート膜は既に1000時
間の連続使用した実績があるというが、多くの場合、実験段階での耐久性が実プラントでは発揮で
きない。天然ガス中のCO2を除去して質を高めるアプリケーションや実際の石炭ガス化を使った実証
プラントで、耐久性について、さらに確認し、長寿命化していく必要があろう。さらに加えて、単
糸性能に比べモジュール性能が低すぎるので、モジュール構造の最適化に注力すべきである。
また、技術レベルが高く競合が多い分野において、独創的研究成果がでていると思われるのに、

特許出願がわずか４件で十分か。権利保持を十分に実行して欲しい。
【肯定的意見】
○CO2貯留技術が地球温暖化対策に寄与する重要な技術であり、その中で実用化の鍵を握るCO2分離改
修技術を低コストで実現することは、国際的な貢献を考えても重要な取組みであることは明らかであ
り、国が強力なリーダーシップを発揮してでも実現すべき技術であると言える。また、CO2貯留の重要
性は認めても貯留そのものに民間企業のインセンティブが働くものではなく、さらにその開発リスク
も高いことを考えると、ますます国の関与の必要性が求められる。
○プロジェクトの目標設定において、実用化を想定して分離回収コストを従来の1/3の1500円/t- CO2
に設定し取り組んだことは、クリアすべきハードルを明確にしてその実現性を具体的にしたアプロー
チであり、非常に評価できるやり方だと言える。
○現在までの研究開発を通して、実用化の成否を握るCO2/H2選択性とCO2透過速度に対して、世界に先
駆けて最高の性能を持つ分離膜を開発できたことはすばらしいことであり、大きく評価できる。
○研究成果の効果に対して経済性評価を行い、既存の確立された技術と比較し優位性を確認している
ことは大変評価できる。その上で、実現時の効果を算定しているので、本プロジェクトの結果には説
得性と具体性があり、この新技術への期待を強く感じる。
○新技術の今後の実用化にむけての課題と実施すべき内容も明確となっており、実用化を確実にする
意味でも、今後は研究推進機関であるRITEに加え、エンジニアリング会社と膜モジュール会社を加え
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成果を具体化しようとする計画も大変評価できるものである。
○CO2の分離・回収方法としてはこれまでアミン溶液による化学吸収法や物理吸着法が実証プラントレ
ベルに至っている。これらの分離回収コストはCO21t当たり3000〜5000円とされる。新開発の分子ゲー
ト膜では同1300円になるという。これがスケールアップしたプラントで実現できれば、まさにCO2回収
・貯留（CCS）におけるブレークスルーといえる。コストが最大のネックであったCCSの事業化に大き
く貢献する。新開発の分子ゲート機能CO2分離膜のCO2/H2の選択性は世界トップで、機能膜として技術
集約性が高いことから、将来、CCSが一般化すれば日本の戦略技術になり得る。天然ガス中のCO2を除
去して質を高めるアプリケーションにも使えるということで、早期に事業化に取り組み、実際のプラ
ントでの利用を通じて耐久性などでさらに改良を進めていくことが期待される。
○CO2分離回収技術の低コスト化が望まれる中、CO2及びH2が含まれるガスから効率的にCO2回収が可能
とされる本技術については、開発目標を達成し、汎用性の高いシステムとして実用化が図られること
を期待したい。
○本事業の研究の技術レベルは高い。目標設定、資金、マネージメント体制などの運営方針や組織体
制もしっかりしている。研究の進捗もほぼ予定通り。環境立国の日本の名を高める重要技術となる可
能性も高く、ＣＣＳとの組み合わせにより地球温暖化対策のひとつの決め手となる楽しみもある。現
状で大きな問題は無い。このまま研究の進展を期待して見守りたい。

○PAMAM 系デンドリマーを CO2 透過基材とする CO2 分離膜の基盤開発研究は、研究の発想、取り組
み、成果は極めて優れている。事業化に向けた一層の加速が期待される。今後、企業が起業する
時点を目標に含め、そのための課題を解決する計画に移行して欲しい。
○化石燃料起因で発生するCO2を効率良く回収して、地中に貯留するシステムを低コストで実現化する
ことは有意義な試みであり、研究開発が促進されることが望ましい。
○非常に高性能な膜が開発されており、その成果は高く評価できる。世界に誇れる技術開発である。
【問題点・改善すべき点】
●本研究開発は成果においても世界最高のレベルの実験成績を達成しており、今後の実用化が期待さ
れるが、その成果を前倒し実現するための方法や、成果をさらに広げるような取組みもあわせて、幅
広くその可能性を検討することが望ましい。予算もプログラムの中で再評価を行い、可能性の低い又
は成果の期待値が低いものは大胆に削減し、本プロジェクトのような可能性が期待できるプロジェク
トにもっと予算と人材を投入しメリハリをつけることで、プログラム全体の成果を向上させられる意
思決定推進体制の構築を考えて欲しい。
●膜を使ったプロセスは、汚水浄化や海水淡水化などで実用化されているが、目詰まりによる選択性
能の悪化、過圧力による破れなどで、頻繁な交換が必要になり、工程に必要なエネルギーコストは蒸
留法などに比べ安いが、膜の交換コストが大きくなるのが課題になっている。新開発の分子ゲート膜
は既に1000時間の連続使用した実績があるというが、多くの場合、実験段階での耐久性が実プラント
では発揮できない。実際の石炭ガス化を使った実証プラントで、耐久性について、さらに確認し、長
寿命化していく必要があろう。
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●2020年度の実用化に向け複数の研究フェーズによる技術開発が必要になると考えられるが、各フェ
ーズにおける評価の仕組みを最大限活用し、ローリングされる技術ロードマップとの適合を常に確認
し、開発に取り組んで頂きたい。
●ＣＣＳへの本技術の適用については、将来的にはCO2の輸送・貯留を考慮に入れた一貫型システムと
しての最適化を将来的には検討する必要があると考えられるが、CO2貯留の実効性・コストを踏まえた
議論が不可欠である。
●技術レベルが高く競合が多い割には、特許出願がたった４件とは、本当に独創的な研究成果が出て
いるのか、権利保持は十分行われているのか、疑問である。特許が少ない割には、学会発表や論文数
が既に３３件にも上っていることも異常である。またＤＯＥ／ＮＥＴＬＤの共同実験も行われてい
る。研究成果について、権利保持の面で日本の国益が守られているのか、疑問である。
またＩＧＣＣシステムの評価に当たり、日本は石炭のガス化では先端的位置にあるにもかかわら
ず、米国ＧＥ社製の噴流床ガス化炉とタービンを採用している。日本のエンジ企業との連合が出来て
いないのであろうか、ここにも国の関与が必要である。今後の研究には日本企業との連携を進めても
らいたい。
●本評価のまとめは、ほとんどのところは予定通り研究開発が進捗しており、また大きな問題も報告
されなかった。ただし、「問題が無い」と「問題が見つかっていない」のでは大きな違いであり、そ
この違いが報告書（資料6-3と7-3）では判らなかった。また競合する研究組織の進捗の度合いもわか
らなかった。今後の評価の中で十分相談したい。
今後の本研究の発展に大いに期待したい。

●一方、高圧 CO2 を低圧 CO2 として回収する本プロセスの限界、コスト上昇要因もあるので、CO2
分離回収を総合的に担当している RITE として、日本の CCS 事業の早期実現、国際競争力向上の
シナリオを提示して欲しい。
●研究の成果は段階的に達成されつつあるが、成果の事業化には、まだ研究・開発する課題も多いの
で、早期に実用化できる技術の確立が望まれる。
●実ガスでの長期耐久試験の実施、実サイズ膜モジュールの開発・耐久試験を早急にかつ大規模に実
施すべきである。単糸性能に比べモジュール性能が低すぎる。モジュール構造の最適化に注力すべき
である。たとえば地中貯留を想定すると、貯留場所は海外に求めることになる。その際、海外へ回収
CO2をどのように運ぶのか、輸送方法によっては現在の回収CO2純度は十分かなどの検討も必要であ
る。
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５-C 二酸化炭素大規模固定化技術開発（プロジェクト）
【総合評価】
本プロジェクトは他技術では困難な大気中に拡散した低濃度のCO2を大量に吸収･固定化するだけ
でなく、乾燥地帯の砂漠化の進行を食い止め、さらにはパルプ原料の確保、バイオマスの生産をも
可能にするといった、一つの事業が多くの波及効果を生む可能性をもった事業である。
しかしながら、植物が生育不適地でも生育できる樹木を研究して実用化する試みは、民間だけで
行うには大変な労力と資金、時間を要することから、これからも積極的に支援、推進して頂きた
い。特に、樹木の改良は林学界では長年のテーマであるが、厳しい自然環境の中で、耐性のある樹
木の品種改良、遺伝子組み換え技術による開発は依然容易ではない。タイムスケジュールを明確に
し、開発期間の短縮化を図る必要がある。国がリーダーシップを発揮し推進していくことは現実的
な対応であると評価できる。
研究開発項目Ａ〜Ｅまでの達成度は80％〜90％と報告されている。これらは研究室内の培養地や
野外で実施するにしても一定面積（規模は分からないが）の試験林等での検証と考えられるが、こ
のような遺伝子組み換え技術の応用、組織培養などの方法で開発した苗木の成長を検証するには、
実際に自然環境の中にある野外において、サンプルプロットもできるだけ拡散した試験地を設定す
ることによって、樹木の成長などを調べることが不可欠であり、すぐに実用化に向かうことは容易
ではない事を充分に認識した事業でなければならない。

なお、日本は、世界的に評価の高い組換え技術、ゲノム解析技術等を有しているのもかかわ
らず、組換え体の社会的な受容性が低く、関連する技術の実用化の大きな妨げとなっている。
組換え樹木の実用化も同じ状況であり、社会的な受容性を向上させるため安全性を確保する技
術と評価する技術の確立が大いに望まれている。
一方、精英樹の育成は順調に進展した開発になっており、実証実用の計画と民間の関与も考
慮して進めるべき段階にあるが、農林水産省、環境省も巻き込んだ立案を期待している。
【肯定的意見】
○本プロジェクトは他技術では困難な大気中に拡散した低濃度のCO2を大量に吸収･固定化するだけで
なく、乾燥地帯の砂漠化の進行を食い止め、さらにはパルプ原料の確保、バイオマスの生産をも可能
にするといった、一つの事業が多くの波及効果を生む可能性をもった事業である。しかし、植林・森
林育成が経済的な利潤を生み出すまでには長い期間が必要であり、さらには他国での大規模森林開発
などの実行を考えると、民間企業の経済性の論理だけでは容易に進まないことも明らかである。この
ように、成果は期待できるが民間企業の推進には大きな障害が多いものに対しては、国がリーダーシ
ップを発揮し推進していくことは現実的な対応であると評価できる。
○固体あたりのCO2個定量の増大と環境ストレス耐性付与による生育面積拡大を実現目標として設定
したことは、本プロジェクトの施策における役割を明確にしたことのみに限らず、本プロジェクトで
解決すべき技術課題をも明確にしたことにもつながり大変評価できる。その目的の明確化によってあ
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きらかになった、解決すべき5つの明確な技術開発項目が定義され取り組まれている。
○遺伝子組換え株の生息不良地域での二酸化炭素の固定化量が野生株の1.5倍と予測され、その結果1
0万ヘクタールの栽培を実現できれば年間120万トンのCO2削減となり、さらに加えて34億円の管理コス
トの低減が可能と試算できることを考慮すると、実現までには長期間かかるとしても本プロジェクト
のもたらす効果は非常に大きいと推測できる。
○樹木によるCO2の大規模な固定化は、大気中のCO2を減らす効果がある。これはCO2の増加速度を遅く
するだけの省エネや自然エネルギープロジェクトにはない大きな特徴である。遺伝子組み換えによる
CO2固定能力の増加に加え、やせた土地など、従来植林できなかった土地で育つ品種を作れれば、追加
的にCO2削減に役立つ。今回のプロジェクトはこうした樹種を生み出すための遺伝子組み換え技術の確
立にある。そして、目標の80〜85％のレベルで目指す技術を達成できた。これらは今後、新品種の誕
生に向けた大きな一歩になると評価できる。また、遺伝子組み換えを用いない精英樹の選択による品
種改良にも成功し、実証林を育てた点は、遺伝子組み換えに対する嫌悪感が根強い社会状況下では、
柔軟な対応して評価できる。
○有用遺伝子のユーカリへの導入においては乾燥ストレス耐性の強化が検証され、今後に特定網室を
使用した機能解析及び生物多様性評価が行われることとされており、遺伝子組換え技術に関する知見
の蓄積が着実に図られていることは評価できる。

○本事業の目的、政策的位置づけは、明確であり重要である。植林による二酸化炭素の固定化
は、地球を緑にしながら、固定化した木材バイオマスの有効利用を促す。石油依存の大きい我が
国にとっては、植林事業の促進は、地球温暖化対策とともにエネルギー安全保障・資源問題にも
寄与する。
○そのために、技術的課題である、樹木の改良を遺伝子導入や精英樹選抜で行うという取り組み
は明確である。日本は世界中で植林を展開しており、またバイオテクノロジーの技術レベルは高
い。日本ならではの取り組みであり、世界に貢献できるテーマでもあり、政策的な位置づけも良
い。
○研究の計画や進捗は良いが、特に植林の適用範囲を広げるために、ＡからＥまでの組換技術や
選抜技術に加えて、樹木のストレス耐性評価から不稔樹木などの安全性の確保技術まで幅広く、
重要テーマを選定し基礎的研究を行ったことは評価できる。
○安全性の評価（生物多様性環境影響評価）は長期的な取り組みと中立性が必要であり、国の支
援を受けた公的機関の関与が必要である。そこで、資料 7-4 の 22Ｐにあるように、十分な専門性
を有するつくば大学での特定網室などを含む研究体制を構築し、活用したのは有意義である。
○生物による CO2 吸収固定を大規模化する研究開発として、実用化実施が可能な段階にある課題
として採択された本事業は、基本的に基礎基盤段階の成果が得られたと判断した。
○植物が生育不適地でも生育できる樹木を研究して実用化する試みは、民間だけで行うには大変な労
力と資金、時間を要することから、これからも積極的に支援、推進して頂きたい。特に、樹木の改良
は林学界では長年のテーマであるが、厳しい自然環境の中で、耐性のある樹木の品種開発などは、容
易に実現化することは難しいのが現状である。
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○バイオマスによる大気中CO2固定化は効果も大きく、国が関与して行うべき技術開発である。
【問題点・改善すべき点】
●5つの実施された研究開発項目に対して、それぞれの達成度を数値で表現していることは、これま
での評価方法に比べて改善できていると評価できるが、数値の持っている意味が不明確なため達成度
の意味を理解することが難しい。本プロジェクトのような長期的な取組みを必要とするプロジェクト
においては、現時点において成果を達成するために妨げとなっている技術課題や、その対応と見通し
を明確する方がプロジェクトの達成レベルを実感しやすく、意味があると思われる。
●達成目標が少しあいまいなため、研究開発の結果が当初の狙いに対してどうだったのかがわかりに
くい。達成すべき目標設定ももう少し具体的にチェックできるように、プロジェクトを開始する前か
ら各研究テーマ単位に明確にする必要を感じる。
●樹木によるCO2固定は、地域環境の改善、地域社会の活性化など、環境面、社会面で意義が大きい。
しかし、京都議定書の吸収源CDM（クリーン開発メカニズム）では、それによって生まれる排出枠（
排出権）が期限付きのため、経済価値が低いのが実態だ。このため省エネや自然エネルギー関連のCD
Mに比べ、案件が少ない。CO2吸収能力高い樹種のニーズは、ポスト京都議定書の枠組みで、こうした
森林・吸収源対策の位置づけがどうなるかで大きく影響を受ける。さらに遺伝子組み換え植物は、FS
Cなど生物多様性に配慮した森林認証制度では、植林が禁止されている。こうした背景を考えると、
遺伝子組み換え樹木によるCO2固定が活発化するにはいくつものハードルがあることがわかる。従って
、遺伝子組み換え技術を進めつつ、生物多様性への影響を把握し、ポスト京都での行方について、注
意深く情報を集め、場合によっては米国など遺伝子組み換えに前向きな国々と協調して、受け容れら
れやすい国際世論を喚起する努力も必要だろう。
●遺伝子の組換えを行わない精英樹については実験林において今後に成長解析を行うこととされて
いるが、耐塩性・耐乾燥性に加え長期的な炭素固定能力についても評価が必要と考えられる。
●生物多様性の重要性が社会的に認知される中、将来の植林実施にあたっては森林の複相化等、多様
性を具備していることが求められる可能性があり、遺伝子組換え、並びに組織培養技術を用いた植林
技術についてはＰＡに配慮した生物多様性環境影響評価が求められる。

●遺伝子組み換え作物の実地で利用には、多くの安全性試験が必要である。
世界的な組換え作物の実用化は順調に推移しており、組換え綿、組換え大豆、組換えトウモロ
コシのブラジル、インド、中国等の発展途上国での作付が急速に増えている。一方、日本では、
モンサント社等の組換え作物の輸入許可を得るための野外試験以外に、組換え作物の商業レベル
での栽培は行われておらず、組換え技術の実用化は遅れを取っているのが現状である。日本は、
世界的に評価の高い組換え技術、ゲノム解析技術等を有しているのもかかわらず、組換え体の社
会的な受容性が低く、関連する技術の実用化の大きな妨げとなっている。組換え樹木の実用化も
同じ状況であり、社会的な受容性を向上させるため安全性を確保する技術と評価する技術の確立
が大いに望まれている。
これら安全性試験が残されているために、開発した技術が今後カスタマーである製紙会社へス
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ムーズに移転されるかどうかはなはだ疑問である。この点については、今後とも国の関与が重要
であり、今後どうするのか良く考える必要がある。このままでは、組み換え作物は、日本では永
遠に陽の目を見ない可能性があることは大いに問題である。組み換え体の安全評価について、開
発組織の最上位に位置するＲＩＴＥ内の研究開発委員会では、どのように指針が出されたのか不
明である。
●本事業の定量的評価はなかなか難しい。またＡからＥまで、技術テーマを一体どの研究員グル
ープがどのように進めたのかわからない。研究者の顔が見えないので、一度総括責任者の富澤氏
から詳しい話を伺いたい。 また今後のフォローアップに体制はどのようになっているのかわか
らない。
●本事業も農水省管轄の類似のテーマ（農水省）との関連がまったく書かれておらず、オールジ
ャパン的組織になっていないように見える。また、日本は世界でも有数の森林国であるにも関わ
らず、本事業は国内の森林の再生への寄与について、全く考慮されていない。
●研究資金の配分の詳細（特に、Ａ〜Ｅのプロジェクト）が不明である。
●今後に必要な成果であるが、バイオテクノロジーに関する当初の目標、研究計画が開発段階を
適切に評価できなかったことになる。省庁の分担があっても、この評価は大切であり、段階に応
じた目標、計画を適切に設定する能力が求められる。今後の計画継続に異論はないが、この点の
目的、計画における明示が必要である。一方、精英樹の選定育成利用の成果は即戦力的であり、
同一計画に含めるのは適切でなく、加速による効果を明らかにして欲しい。
●研究開発項目Ａ〜Ｅまでの達成度は８０％〜９０％と報告されている。これらは研究室内の培養地
や野外で実施するにしても一定面積（規模は分からないが）の試験林等での検証と考えられる。（註
：もしも間違っていましたらご指摘願います。）
しかしながら、このような遺伝子組み換え技術の応用、組織培養などの方法で開発した苗木の成長を
検証するには、実際に自然環境の中にある野外において、サンプルプロットもできるだけ拡散した試
験地を設定することによって、樹木の成長などを調べることが不可欠である。特に、ストレス耐性評
価などは、現地に植林してその成長度合いから効果を見なければ達成度を判断することはできない。
この検証には期間も数年から１０年程度は要すると考えられるが、それを検証することによって、改
良育成された樹木の耐性、特性が評価できる。検証作業も、試験の実施者ではなくて、第三者の専門
家に委ねて公正な評価を行うべきと考える。
●たとえばどこに植林をするか、たとえば得られたバイオマスのカーボンニュートラルなエネルギー
としての利用はどうするのかなどの検討も非常に重要であるが、このような検討がなされていない。
遺伝子操作などは確かに重要な技術ではあるが、急速に進む温暖化を考えると、遺伝子操作から初め
て植物に仕立て、それを実際に植林テストして良樹種を選定し、大規模植林へと進めているのでは時
間的に間に合うのか疑問である。このあたりのタイムスケジュールを明確にし、開発期間の短縮化を
図る必要がある。
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【技術に関する施策】
【CO2 固定化・有効利用分野】
施策（プログラム）において、複数の事業（プロジェクト）が同時並行的に推進されているが、定
期的にプロジェクトを横断的に、それぞれの進捗や成果を再評価し、その結果を踏まえて各プロジェ
クトの加速・減速、場合によっては追加・中止・中断などの意思決定を行ない、それに応じたプロジ
ェクトの予算配分が行えるプロジェクトガバナンスの仕組みを構築して頂きたい。プロジェクトの範
囲に示される技術開発のアクションについてはスケジュールが明確に示されていないことから、現在
実施中のプロジェクトにおける実施内容と次フェーズ以降に計画の内容とを整理をすることにより、
個々のプロジェクトの評価精度向上に寄与できるものと思われる。
世界との競争を意識した技術開発を行い、実用性の高い優れた成果については補助金を出して、実
用実施へ導くことも強力にすべきである。
本プログラムに挙げられている地中ならびに海洋海底での、CO2 貯留はともに我が国の将来に大き
な影響をもつことから、その技術開発の推進のみならず、貯留可能サイトの探索、実証も国内外で進
めるべきである。CO2 排出削減とともに大気中の CO2 濃度低減についても同様に大切であり、大規模植
林による CO2 の固定化についても、実行と実効を正確に担保しながら進めるべきである。
実用的に使える本分野の技術の開発には、排出 CO2 に対する価格等を勘案したコスト目標の具体的
明示が必要で、その目標を達成するために、技術開発を進めるべきである。
また、この分野では、国家戦略の中での技術、実用化を進めるべきで、プログラムの形成、実施、
成果出口の活用の各ステップで、経済産業省としての独自性追求と並行して、他省庁との適切な連携
も図って欲しい。
地球温暖化を対象とする技術については、国家戦略として、技術課題の選択、開発の促進、成果の
活用について政府全体の連携を明示すべきである。特に本プロジェクトの樹木、植林の成果は農林水
産省や環境省と連携して、今後の展開の加速を期待している。
【各委員の提言】
・地球環境問題では温暖化防止対策が最重要課題と位置づけられるが、これらの総合対策、技術開発
は長期的に進めていく必要がある。特に、技術国である我が国に対する世界の期待も大きいと感じる
ので、世界の環境対策にも貢献できるような技術開発を行うように意欲を持って、施策を進めて頂き
たい。
・施策（プログラム）において、複数の事業（プロジェクト）が同時並行的に推進されているが、定
期的にプロジェクトを横断的に、それぞれの進捗や成果を再評価し、その結果を踏まえて各プロジェ
クトの加速・減速、場合によっては中止・中断などの意思決定を行ない、それに応じたプロジェクト
の予算配分が行えるプロジェクトガバナンスの仕組みを構築して頂きたい。プロジェクトごとの評価
は徐々に改善され、評価のフィードバックも反映されるようになり、制度としての改善が見られる
が、同様にプログラムレベルにおいても環境の変化に柔軟に対応できる推進体制の整備が必要である
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と思われる。
・プロジェクトの範囲に示される技術開発のアクションについてはスケジュールが明確に示されてい
ないことから、現在実施中のプロジェクトにおける実施内容と次フェーズ以降に計画の内容とを整理
をすることにより、個々のプロジェクトの評価精度向上に寄与できるものと思われる。
・世界と競争を意識した技術開発を行い、その成果については補助金を出して開発の方向性をもっと
導くべきである。特に、太陽光、風力などの再生可能エネルギーは、基盤技術の開発とともに製造さ
れた電気の買取に対して、開発促進や産業保護の面からインセンティブをつけるべきである。そのよ
うな仕組みを世界に先駆けて行ったのは、過去の日本の環境政策と聞いている。
・温暖化対策に対する各種バイオマスの利用技術は、現時点では農水省管轄のものが多い。しかし、
農水省や林野庁では、「バイオマス日本」に象徴されるように日本の国内の農漁協業や林業などにベ
ースを置いたものが多く、必ずしも世界を視野に入れた技術開発となっていない。産業保護のみの視
点から経済の活性化や環境ビジネス創出を目的に、あらゆる産業を対象として、経産省主導的による
、技術開発の振興策や企業間のコラボ策をもっとやってもらいたい。
・現状の日本では温暖化対策として、バイオエタノールの研究に偏りすぎていることが懸念される。
熱効率の良いガス化技術などの基盤技術のベースとした、エネルギーや燃料の製造の研究も大いに奨
励すべきと思う。またＲＩＴＥの微生物を用いたエタノール製造システムは大いな期待が寄せられて
おり、一部の企業とのみ共同研究だけでなく、広く日本の産業全体での活用を検討してもらいたい。

・技術に関する施策
(i)基本政策実現する技術施策案のすり合わせ強化

省間、省内で？

(ii)課題設定および課題公募の適正配分
(iii)事業時間軸の課題に応じて柔軟化と中間評価（来年予算）の重視
基盤的・・・発展段階の明確
プロセス実証・・・規模と出口計画
商業化実証・・・出口計画を厳密
(iv)公募における事業目的の周知と計画における事業目的の実現達成の厳密な評価
(v)民間負担の漸増を考えてはどうか？一種のプログラム。
1/4、1/2、3/4

（一期、２〜３年）

(vi)公募採択評価能力の強化、養成、時間の余裕。提案者との対話、事業予測、事業化、企業化
のできる評価者の養成。事業進捗の継続的評価。
(vii)事業化組織編成のアドバイス、柔軟な見方からの助言。
(viii)技術開発、商業化、国内温暖化防止への貢献、海外展開における役割分担が基本であるが、
連続した実施実現ができる支援機関の創製。特に最終段階にも助言支援する国としての施策群の
創始。
・どのような技術にどのくらいの量のCO2を割り振り、いつまでに実用化させるか、また開発された技
術を導入させるためにどのような規制を導入するかなど、国家戦略としてのCO2削減プログラムが必要
である。これがないと特に民生部門のCO2排出量削減などあり得ない。
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・省庁縦割りの技術開発により、似たような技術開発が繰り返されており、またCO2量の割り当ても整
理されていない。この辺は早急に検討し決定する必要がある。
・上位の政策を元に政策的に技術開発を進めるべきであるが、上位の政策こそ変化への対応が必要で
ある。時期を見てどんどんリニューアルし、見直しや新しいアイデアの注入をすべきである。
・海外、特に米国では、大学を中心とした研究コンソーシアムが、産官学の中心となって動いている
場合が多々見られる。大学の独創技術を骨格とした新規技術の開発の支援や実用化のプロジェクトを
もっと増やすべきである。例えば、ナノファイバー、固体酸触媒など。
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【技術に関する事業】
【京都議定書目標達成産業技術開発促進費事業（研究開発制度）】
公募研究は、プレイヤーを増加し、社会的に関心も喚起でき、かつ新規な方法、開発も期待できる
事業になるが、反面、事業目的が徹底しなければ、結果として資金のバラマキに堕する危険も含んで
いる。こうした二面を配慮して、事業を計画、実施することが特に重要である。
【各委員の提言】
・公募研究は、プレイヤーを増加し、社会的に関心も喚起でき、かつ新規な方法、開発も期待できる
事業になるが、反面、事業目的が徹底しなければ、結果として資金のバラマキに堕する危険も含んで
いる。こうした二面を配慮して、事業を計画、実施することが特に重要である。
・いくつかは、具体的に改善されているがプロジェクトの評価基準をプロジェクトの開始前、つまり
プロジェクトの選定の段階から議論し整備するように、できるだけ変えて頂きたい。評価は想定され
る結果に対して行って始めて意味を持つものであり、想定するものがわからないと評価の意味合いは
大きく薄れ、次の改善へとはつながりにくい。定量的な評価が難しければ、定性的な項目でもかまわ
ないので、達成すべき評価項目を明確にすべきである。
・今回のようなＲＩＴＥやＩＣＥＴＴを通した京都議定書技術開発促進補助金事業制度は別々に

行うのではなく、窓口は一本化しオールジャパン組織を作るべきである。現状は、各省ばらばら
でまとまりが無い印象を受ける。特に、温暖化対策やエネルギー対策は、混沌としている。
・技術に関する事業
(i)地球温暖化防止に貢献する技術群の選択。発展段階に応じた施策、そのための追跡調査、と
くに公募課題については必要度が高い。
(ii)テーマ設定。個々の研究については概ね順調に発展している。適宜な助言施策で温暖化防止
の貢献を加速できる。技術開発と商業化、国内国外実施の見通し、企業の実施に向けての施策群
の立案と事業、資金回収の方策を検討すべきであろう。
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【分子ゲート機能 CO2 分離膜の技術研究開発】
プロジェクトの成果を確実に次フェーズに予定されるシステム基本性能の確認に結びつけるため、
設定目標を既に達成している項目についての目標値の見直しや、研究開発過程において新たに抽出さ
れた課題の整理を進め、現状で約 4,500 円/t-CO2 の分離回収コストから 1,500 円／ｔ-CO2 の早期実現
に向け、リソースの効率的配分をお願いしたい。
【各委員の提言】
・プロジェクトの成果を確実に次フェーズに予定されるシステム基本性能の確認に結びつけるため、
設定目標を既に達成している項目についての目標値の見直しや、研究開発過程において新たに抽出さ
れた課題の整理を進め、現状で約 4,500 円/t-CO2 の分離回収コストから 1,500 円／ｔ-CO2 の早期実現
に向け、リソースの効率的配分をお願いしたい。
・技術に関する事業
特に分離回収技術では、回収したCO2をどうするかが重要である。地中貯留では適地をどこに求めるの
か不明であるし、海洋貯留ではいまだ環境アセスメントが進んでいない。CCSはその要素技術開発が
同じようなペースで進むことが大切である。回収技術だけ完成しても回収CO2の山？ができるだけであ
る。この辺の検討を早急にすべきである。
大規模固定についても同じようなことがいえる。
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【二酸化炭素大規模固定化技術開発】
樹木に関する研究はその成果、達成度を客観的に評価することは容易ではなく、実際の効果は植林
地に苗木を植えて、その成長を見定めることが重要である。また、遺伝子組換え技術を利用した樹木
に対して森林認証機関の FSC（Forest Stewardship Council 森林管理協議会）をはじめ環境団体な
どの反対をも考慮し、対応しなければならない。ポスト京都議定書における森林吸収源の扱いや生
物多様性条約に関する今後の議論によっては、海外における植林には CO2 固定能力以外の機能を求め
られる可能性があり、こうした植林に係る枠組みにも注視しながら技術開発を進める必要がある。
【各委員の提言】
・ポスト京都議定書における森林吸収源の扱いや生物多様性条約に関する今後の議論によっては、海
外における植林にはCO2固定能力以外の機能を求められる可能性があり、こうした植林に係る枠組みに
も注視しながら技術開発を進める必要がある。
・本プロジェクトに参画しておられる団体、企業の努力に対して敬意を表したい。
樹木に関する研究はその成果、達成度を客観的に評価することは容易ではなく、実際の効果は植林地
に苗木を植えて、その成長を見定めることが重要である。実際、同じ樹種を植えても、土壌、降水量
、標高、土地の傾斜、風衝地、水はけの良否などによって成長に大きな差異が見られる。
開発した樹木、品種の成長性を評価するためには、時間を要することが難点であるが、自然環境の
中で期待する効果を発現できて、初めて評価することができる。そのため、樹木の選抜や品種改良の
研究開発も行いながら、成果を検証するシステムを作って「事業・研究・技術等の総合評価」を行う
ことが重要である。
また、遺伝子組換え技術を利用した樹木に対して森林認証機関のFSC(Forest Stewardship Council
森林管理協議会)をはじめ環境団体などが反対しているが、その対応も考慮しなければならない。
・樹木によるCO2の大規模な固定化は、大気中のCO2を減らす効果がある。これはCO2の増加速度を遅く
するだけの省エネや自然エネルギープロジェクトにはない大きな特徴である。遺伝子組み換えによる
CO2固定能力の増加に加え、やせた土地など従来、従来植林できなかった土地で育つ品種を作れれば、
追加的にCO2削減に役立つ。今回のプロジェクトはこうした樹種を生み出すための遺伝子組み換え技術
の確立にある。そして、目標の80〜85％のレベルで目指す技術を達成できた。これらは今後、新品種
の誕生に向けた大きな一歩になると評価できる。また、遺伝子組み換えを用いない精英樹の選択によ
る品種改良にも成功し、実証林を育てた点は、遺伝子組み換えに対する嫌悪感が根強い社会状況下で
は、柔軟な大いとして評価できる。
・樹木によるCO2固定は、地域環境の改善、地域社会の活性化など、環境面、社会面で意義が大きい。
しかし、京都議定書の吸収源CDM（クリーン開発メカニズム）では、それによって生まれる排出枠（
排出権）が期限付きのため、経済価値が低いのが実態だ。このため省エネや自然エネルギー関連のCD
Mに比べ、案件が少ない。CO2吸収能力高い樹種のニーズは、ポスト京都議定書の枠組みで、こうした
森林・吸収源対策の位置づけがどうなるかで大きく影響を受ける。さらに遺伝子組み換え植物は、FS
Cなど生物多様性に配慮した森林認証制度では、植林が禁止されている。こうした背景を考えると、
遺伝子組み換え樹木によるCO2固定が活発化するにはいくつものハードルがあることがわかる。
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したがって、遺伝子組み換え技術を進めつつ、生物多様性への影響を把握し、ポスト京都での行方
について、注意深く情報を集め、場合によっては米国など遺伝子組み換えに前向きな国々と協調し
て、受け容れられやすい国際世論を喚起する努力も必要だろう。
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第７章 評点法による評点結果
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第７章 評点法による評点結果

「技術に関する事業」に係るプロジェクト及び研究開発制度評価の実施に併せて、以下に基づき、
本評価検討会委員による「評点法による評価」を実施した。その結果は「３．評点結果」のとおりで
ある。
１．趣

旨

評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成 11 年度に評価を行った研究開
発事業（39 プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導入の是非について評価部会において検
討を行ってきたところである。その結果、第 9 回評価部会（平成 12 年 5 月 12 日開催）において、評
価手法としての評点法について、
(1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、
(2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、
との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評価を行っていくこ
とが確認されている。
また、平成２１年３月３１日に改正された「経済産業省技術評価指針」においても、プロジェクト
評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行うことが規定されている。
これらを踏まえ、技術に関する事業の中間・事後評価においては、
(1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、
(2)研究開発制度の相対評価がある程度可能となるようにすること、
を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。
本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき点数による評価を行うもので、評価報告書を取り
まとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書を補足する資料とする。
２．評価方法
・各項目ごとに４段階（Ａ(優)、Ｂ(良)、Ｃ(可)、Ｄ(不可)<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同様>）で評価する。
・４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０点に該当する。
・評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参照し、該当と思わ
れる段階に○を付ける。
・大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評点を付ける。
・総合評価は、各項目の評点とは別に、技術に関する事業全体に総合点を付ける。
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３．評点結果
Ａ

京都議定書目標達成産業技術開発促進費事業（研究開発制度）
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Ｂ

分子ゲート機能 CO2 分離膜の技術研究開発（プロジェクト）
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Ｃ

二酸化炭素大規模固定化技術開発（プロジェクト）
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