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特別重点技術領域

次世代蓄電池
特別重点技術領域

ホワイトバイオテクノロジー
実用技術化プロジェクト

E1 高品位大口径GaN基板の開発
実用技術化プロジェクト
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E3 低CO2排出型次世代火力発電用新規耐熱材料の開発
実用技術化プロジェクト

E4 省エネルギー社会に向けた革新的軽量材料の創製
実用技術化プロジェクト

E5 自律分散型次世代スマートコミュニティ
実用技術化プロジェクト

E6 バイオマスの化成品化およびポリマー化のための高効率生産プロセスの開発
実用技術化プロジェクト

E7 生物資源の制御によるバイオマス・有用成分の増産
実用技術化プロジェクト

E8 高効率エネルギー機器システム実現のための先進的産業用電気機器の開発
実用技術化プロジェクト

E9 新規材料および新機構による熱利用技術
実用技術化プロジェクト

E10 光マネジメントによるCO2低減技術
実用技術化プロジェクト

E11 炭素循環化学システムの高効率化
実用技術化プロジェクト

E12 革新的な細胞制御法や育種法による高効率バイオ生産の技術開発
革新技術領域

G1 太陽電池および太陽エネルギー利用システム
革新技術領域

G3 蓄電デバイス
革新技術領域

G4 耐熱材料・鉄鋼リサイクル高性能材料
革新技術領域

G5 バイオテクノロジー
革新技術領域

G7 革新的省・創エネルギーシステム・デバイス
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未来社会創造事業
〜地球規模課題である低炭素社会の実現〜

〜持続可能な開発目標（SDGs）へのJSTの取り組み〜
2015年9月の国連総会において、
17の目標と169のターゲットから構成される
「持続可
能な開発のための2030アジェンダ」
（SDGs）
が全会一致で採択されました。
SDGsは、
我が
国を含む地球的・人類的課題を包摂して掲げた目標です。SDGsで掲げられている課題の
達成は、
国内的には我が国の成長戦略の軸の1つである第5期科学技術基本計画に掲げる
「Society5.0」や「第四次産業革命」の実現にも密接に関係し、
また国際的には途上国を
はじめとした国際社会への貢献への基本理念でもあります。
国連では、
SDGsの達成に向けて科学技術イノベーション
（Science, Technology and
Innovation：STI）がどのように貢献できるかをテーマとするフォーラムが2016年6月に
初めて開催されました。SDGsの達成において、科学技術イノベーションは、私たち人類が
直面している持続可能性に関する諸課題の解決や、
より良い政策決定に資する科学的根拠
を提供することに、
強い期待が寄せられています。
SDGsの達成に科学技術イノベーションが貢献（STI for SDGs）
していくためには、政府
はもとより、大学、研究開発機関、NGOや企業等を含めたさまざまなマルチステークホル
ダーが連携していくことが重要です。JSTでは、
シンクタンク機能、研究開発、産学連携、次世
代人材育成、科学コミュニケーション等多岐に亘る機能を活かしつつ、
日本におけるSDGs
の活動に積極的に貢献していきます。
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（写真提供：
（公財）地球環境戦略研究機関

田村堅太郎氏）

ALCA Outline
再び高まる環境エネルギー技術開発の気運

地球温暖化問題の原因である温室効果ガスの中でも最も大きな割

日本政府も、COP21に先立ち同年7月に「温室効果ガスを2030年

合を占める二酸化炭素の排出を抑制する「低炭素社会」を構築するこ

度に26%削減（2013年度比）
する」目標を正式に決定しました。現行

とが、世界的な課題となっています。
こうした国際動向の中、日本国内

の電源構成から、火力発電の比率を大きく低減し再生可能エネルギー

も温室効果ガス排出の低減に向けた取り組みが始まり、2010年、温

や原子力発電の割合を高める他、
革新的な省エネルギー技術開発によ

室効果ガス排出の低減を目指した低炭素技術開発に特化した研究プ

り、
この目標達成を目指すこととしています。

ログラムとして先端的低炭素化技術開発（Advanced Low Carbon

このように、再び環境・エネルギー技術開発の強化への気運は世界

Technology Research and Development Program； ALCA）

的に高まっています。
ゲームチェンジングテクノロジーによる低炭素社

を発足しました。

会実現を目指すALCAはまさにこの世界の潮流を先取りした研究プロ

2015年12月、パリで開かれた国連気候変動枠組み条約第21回締

グラムと言えます｡

約国会議（COP21；上写真）
において採択されたパリ協定では、
「産業
革命前からの気温上昇を2℃未満にし、1.5℃以内に抑制する」努力が
求められています。
併せて、
各国が2020年以降の削減目標を国連に提
出するようにも求められています。

“緩和策”による低炭素社会
地 球 温 暖 化 問 題 の 解 決 に は 大 別して“ 適 応 策（ a d a p t a t i o n

緩和策としての技術オプションは様々な分野や技術が考えられま

option）
”と
“緩和策（mitigation option）
”の二つのアプローチが

すが、ALCAではCO2の発生を創エネルギー、蓄エネルギー、
カーボン

あります。前者は、
自然や社会の在り方を調整して温暖化による影響を

ニュートラルによって、
また、CO2排出量を省エネルギーによってそれ

軽減しようというものです。一方、後者は温室効果ガスの排出自体を抑

ぞれ低減し、低炭素社会の形成を目指しています。

制しようというもので、科学技術の貢献が大いに期待されます。

03

ALCAのスコープ
ALCAの研究成果は、
より実用化に近い研究開発フェーズに橋渡し

➊ 産業界からの期待があること。

されることで将来の社会に実装されることが期待されています。従って、 ➋ 産業界ではまだ充分に取り組めていないこと。
ALCA研究開発課題は次の3要件を満たすことが必要になります。

➌ アカデミアで取り組むことが期待されること。

“ゲームチェンジングテクノロジー”の創出
低炭素社会の実現に向けて、既存の化石エネルギー依存社会から

現在取り組むべき研究開発を見極めることが求められます。社会ニー

脱却するべく科学技術パラダイムを大きく転換するゲームチェンジン

ズプル型のALCAでは、既存の学問体系に捉われぬ学際的な取り組み

グテクノロジーの創出を目指します。

も奨励されています。

そのためには、将来の低炭素社会からバックキャスティングによって、

ステージゲート評価による選択と集中
ALCAはゲームチェンジングな挑戦的課題を積極的に採択しますが、 域では、当初5ヶ年度のALCAステージゲートを通過し、更に後半5ヶ年
ALCA研究期間中に“ステージゲート評価”を行い、研究開発の継続/

度に向けたステージゲートを通過した課題は、研究規模を拡大した形

中止について厳密な評価が行われます。
サイエンスとしての観点のみ

で後半5ヶ年度のALCA研究（実用技術化プロジェクト）
を推進すること

ならず、ALCAの趣旨である「低炭素社会への貢献可能性」という観点

になります。
（但し、特別重点技術領域「ホワイトバイオテクノロジー」は

からも評価されます。

5ヶ年度プロジェクトです。）

採択時には比較的小額の課題を多数採択し
（スモールスタート）、
ス
テージゲート評価を経て通過した課題は重点化によって研究規模が拡

このようなステージゲート評価による選択と集中によって、2030年
の社会実装に向けた研究開発の加速を図ります。

大することになります。ボトムアップ提案型の技術領域や革新技術領

5年度目

スモールスタート

選考/選択

重点化による規模拡大

ステージゲート
評価

採択時には小額の課題を多数選択

ステージゲート
評価

ステージゲート
評価

研究開発後にステージゲート評価にて重点化
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ALCA技術領域
ALCAでは、
ゲームチェンジングな取り組みを共通の基盤として、技

由な発想に基づくという意味でのボトムアップ型ではありますが、
“将

術の集積性や実用化への見通しなどの技術分野自体の特性により、

来の低炭素社会への貢献”を果たすための課題解決型基礎研究でも

（a）明確な出口を目指した「トップダウン提案型の技術領域（特別重

あります。採択やステージゲート評価においても、研究課題の“ゲーム

点技術領域）」と
（b）個々の研究者の自由な発想に基づく
「ボトムアッ

チェンジング性”であることと同時に“低炭素社会への貢献可能性”が

プ提案型の技術領域」の二系統から研究開発を推進しています。

求められます。ALCA発足当初は、技術領域7領域で研究開発課題を推
進してきましたが、2015年度より、実用技術化プロジェクトと革新技術

特別重点技術領域では、新しい科学技術として取り組んできた個々
の要素技術を集積することを目指しています。同時に、実用化に向けて

領域を設置しました。実用技術化プロジェクトでは、低炭素社会に向け

成果を橋渡しすることも視野に入れ、経済産業省を初めとする他省庁

て明確な目標を設定し、要素技術開発を統合しつつ実用技術化の研

との関連プログラムおよびプロジェクトとの連携も推進しています。

究開発を加速します。革新技術領域では、実用技術化プロジェクトに移

一方、ボトムアップ提案型では、それぞれの研究課題は研究者の自

行するには時期尚早な有望課題の研究開発を推進します。

技術領域マネジメント
（プログラムオフィサー）
プログラムオフィサー
（PO）
に求められるマネ
ジメントは、
トップダウン提案型の技術領域（特

大須賀 篤弘

別重点技術領域)とボトムアップ提案型の技術

京都大学 教授

G1

魚崎 浩平
運営総括（PO）

領域で自ずと変わってきます。
前者においては、
（i）製品を指向したチームを
編成・組織、
（ ii）製品開発に向けた研究開発戦

大崎 博之

物質・材料研究機構 フェロー

E2・E8・G2

東京大学 教授

谷口 研二

要諦となります。特に（ii）においては、PO面談、

辰巳 敬

橋本 和仁

サイトビジットなどを通じて出口を見据えた研
一方、後者においては、研究課題の遂行は

近藤 昭彦

談やサイトビジットなどの機会に行うディスカッ

土肥 義治

ションを通してALCAの目的・方法に即している

東京工業大学 名誉教授

原田 幸明

T2・E6

出来 成人

E5

E7・E12・G5

神戸大学 教授

個々の研究者の独創性や創造性に基づいた
ゲームチェンジングな取り組みに委ね、PO面

E11・G6

製品評価技術基盤機構 理事長

物質・材料
研究機構
理事長

究開発を強く意識付けることに努めています。

E1・E9・E10・G7

大阪大学 特任教授

プログラム
ディレクター
（事業統括）

略の策定とそれに基づく運営がマネジメントの

T1・G3

E3・E4・G4

物質・材料研究機構 名誉研究員

神戸大学 名誉教授

かどうかを確認し、研究の方向性の修正を適宜
求めています。

低炭素社会

CO2

カーボンニュートラル

蓄エネルギー

次世代蓄電池

蓄電デバイス
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止

の抑

排出

ホワイトバイオ

生物資源の制御による
バイオマス・有用成分の増産

バイオテクノロジー

バイオマスの化成品化
およびポリマー化のための
高効率生産プロセスの開発

化学プロセス

創エネルギー
炭素循環化学システムの
高効率化

革新的な細胞制御法や
育種法による高効率
バイオ生産の技術開発

自律分散型次世代
スマートコミュニティ

光マネジメント
によるCO²低減技術

太陽電池および太陽
エネルギー利用システム

実用技術化プロジェクト

特別重点技術領域

Enabling Technology Project

Top Down Proposal Technology Area

E1

高品位大口径GaN基板の開発

T1

次世代蓄電池

E2

液体水素冷却による超伝導電気機器の開発

T2

ホワイトバイオテクノロジー

E3

低CO2排出型次世代火力発電用新規耐熱材料の開発

E4

省エネルギー社会に向けた革新的軽量材料の創製

E5

自律分散型次世代スマートコミュニティ

E6

バイオマスの化成品化およびポリマー化のための高効率生産プロセスの開発

E7

生物資源の制御によるバイオマス・有用成分の増産

E8

高効率エネルギー機器システム実現のための先進的産業用電気機器の開発

E9

新規材料および新機構による熱利用技術

2030年の社会実装を目指して
取り組むべきテーマについて、
文部科学省と経済産業省が
合同検討会を開催して設定し、
産学官の多様な関係者が参画

E10 光マネジメントによるCO2低減技術

して共同研究開発を実施。

E11 炭素循環化学システムの高効率化

●

E12 革新的な細胞制御法や育種法による高効率バイオ生産の技術開発

実用化フェーズ
へ移行

一体的に推進
●

例）企業連携

低炭素社会に向けて明確

●

府省連携が必須
3億～20億円/年･領域
程度

JST 産学連携事業

な目標を設定し、要素技術

領域内でチーム型や
要素技術型の課題を

特別重点技術領域

NEDO 等

開発を統合しつつ実用技術
化の研究開発を加速。
●

個別課題を集積した

プロジェクトの編成
●

実用化の担い手となる

企業との連携が必須
●

0.5億～2億円/年･PJ程度

実用技術化プロジェクト
実用化

革新技術領域

Game-changing Technology Area

CO2

G1

太陽電池および太陽エネルギー利用システム

G2

超伝導システム

G3

蓄電デバイス

G4

耐熱材料・鉄鋼リサイクル高性能材料

G5

バイオテクノロジー

G6

革新的省・創エネルギー化学プロセス

G7

革新的省・創エネルギーシステム・デバイス

減

の低

排出

省エネルギー

新規材料および
新機構による熱利用技術

高品位大口径
GaN基板の開発

システムデバイス

低CO2排出型次世代火力
発電用新規耐熱材料の開発

省エネルギー社会に向けた
革新的軽量材料の創製

耐熱材料

液体水素冷却による
超伝導電気機器の開発

高効率エネルギー機器システム
実現のための
先進的産業用電気機器の開発

超伝導システム

ALCA領域体系
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ALCA

Change the game with technologies!

特別重点技術領域

T1

Next Generation Batteries

次世代蓄電池

領域概要
これまでに蓄積された蓄電池要素技術研究の成果を集約し、異分野からの様々な知見を取り入れて、
実用化に向けた基礎・基盤研究を加速するためのプロジェクト研究を推進します。具体的には、次世代蓄
電池の候補となる「全固体電池」、
「正極不溶型リチウム－硫黄電池」、多価イオン電池等の｢次々世代電
池」といった新しい蓄電池の研究開発に加え、共通課題として「Li金属負極特別研究ユニット｣と
「評価・
解析＆共通材料技術｣からなる実用化加速推進チームを新設し、4チーム体制で推進します。各々の電池
系について、活物質・電解質・セパレータなどの個別材料研究やメカニズムの解明、あるいは要素技術開
発にとどまらず、蓄電池として最大のパフォーマンスが発揮できるよう、各チームの電池総合システム最
適化グループを中心に、
チームが一体となって研究を推進します。

ガバニングボード

システム研究・戦略検討チーム
コーディネータ 橋本 和仁

蓄電池研究開発事業等に関連する有識者や
文部科学省、経済産業省、関係研究機関から構成

成果の提供

運営総括(PO)
物質・材料研究機構 フェロー 魚崎 浩平

首都大学東京 教授 金村 聖志

正極不溶型リチウム
－硫黄電池チーム
横浜国立大学
教授 渡邉 正義

全固体電池チーム
大阪府立大学
学長 辰巳砂 昌弘

硫化物型ST

酸化物型ST

電池総合技術

電池総合技術

(硫化物型

(酸化物型

全固体電池)

全固体電池)

正極・負極

正極・負極

新規電解質、界面の解析・評価
Li金属負極

実用化加速推進チーム

次々世代電池チーム
首都大学東京
教授 金村 聖志

金属-空気電池ST
電池総合技術

電池総合技術

(リチウム-硫黄電池)

(リチウム空気電池)

電解液
正極・負極
Li金属負極

Mg金属電池ST

電池総合技術
(Mg電池)

電解質
(電解液又は

電解質

固体電解質)

(電解液又は

正極・負極

固体電解質)

Li金属負極

正極・負極

首都大学東京 教授 金村 聖志
Li金属負極特別研究ユニット
評価・解析 ＆ 共通材料技術

蓄電池基盤プラットフォーム

分析、解析、電池組立支援、
共通材料の供給など全電池チーム共通課題を実施

分析、解析、電池組立支援、
安全性評価など
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経済産業省・ NEDO

総合チームリーダー

ST：サブチーム

特別重点技術領域

2013

2013

全固体電池チーム

正極不溶型リチウム－硫黄電池チーム

辰巳砂 昌弘

渡邉 正義

大阪府立大学 学長

電解液を固体電解質に代えた全固体電池の実用化に向けた研究を行い
ます。

横浜国立大学 大学院工学研究院 教授

正極に資源制約がない硫黄、負極に金属Liやシリコン
（ともに理論容量
密度が大きい）、電解液にイオン液体を用いる高エネルギー密度の電池の

全固体電池は、可燃性の電解液を使用しないので、漏液の心配がなく安
全性が高い電池と考えられており、
自動車用電源などに期待されています。

実用化に向けた研究を行います。
イオン液体の不揮発性・難燃性に加えて、異常溶解性を利用して硫黄正

硫化物及び酸化物系無機固体電解質に適した界面構築、材料プロセス、電

極の致命的欠点であった活物質溶出の問題を解決し、また正・負極のナ

池設計などの要素技術を、
「硫化物型全固体電池」と「酸化物型全固体電

ノ構造の最適化によって充放電に伴う体積変化や絶縁性の問題を解決し

池」の2つのサブチームに分けて研究しており、前者は技術研究組合リチウ

ま す 。技 術 研 究

ムイオン電池材料

組 合 リチ ウ ム イ

評価研究センター

オン 電 池 材 料 評

（LIBTEC）と連携

価 研 究 センター

して実用化に向け

（LIBTEC）
と連携

た研究を更に加速

して 実 用 化 に 向

しています。

けた研究を更に
加速します。

2013

2016

次々世代電池チーム

実用化加速推進チーム

金村 聖志 首都大学東京 大学院都市環境科学研究科 教授

金村 聖志 首都大学東京 大学院都市環境科学研究科 教授

2価のイオンを移動イオンとするMg電池、理論エネルギー密度が大きい
金属-空気電池、陰イオン（アニオン）を移動イオンとする電池など、幅広く
次々世代電池の可能性に挑戦します。

ALCA-SPRINGで研究中の各電池系に共通の課題について、各チームの
エキスパートが連携して取り組みます。
Li金属負極特別研究ユニットでは、理論容量が大きいリチウム金属の安

電気自動車や自然エネルギー利用が必要とする電池の創製を目指し、
こ

全性や自己放電の課題解決を目指します。
また、評価・解析および共通材料

れまでの電池研究にとらわれることなく、材料研究から電池研究を一貫し

技術については、蓄電池基盤プラットフォームに設置した最先端の設備等

て行い、既存電池

を駆使して、高度

の2～3倍の性能

な 分 析・解 析 、電

を有する新規なイ

池組み立て支援、

オン移動を利用し

共通材料の供給

た電池の姿を明ら

など の 共 通 課 題

かにします。

を実施します。

08

ALCA
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特別重点技術領域

White Biotechnology

T2

ホワイトバイオテクノロジー

領域概要
ホワイトバイオテクノロジーによるバイオマス由来の化成品創出は、
カーボンニュートラルや省エネル
ギーの観点からCO2 排出削減に大きく貢献することが期待されます。バイオマスから化成品をつくる実
用生産プロセスを開発するためには、
（i）合目的なバイオマス成分の効率的分離、
（ii）基幹化成品への化
学工学的および生物工学的変換、
（iii）高性能なポリマー素材の合成と材料化、
といったバイオマス化学
産業における基盤技術を確立することがきわめて重要です。バイオマス化学産業の技術確立を目指して、
バイオマスから高付加価値化成品を生産するための一気通貫プロセスにおける革新的な要素技術を開
発します。
本領域の運営にあたっては、運営総括のリーダーシップのもと、研究開発推進のために領域内の研究
開発課題間はもとより、ALCA及びCREST、
さきがけなどJST他プログラムにおける関連研究開発課題と
の連携を図っています。
また、NEDOの「非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発」とのプロジェ
クト連携を効果的に推進するために、JST、NEDO、
プロジェクト関係者からなる合同連絡会議を設置し
ています
（文部科学省、経済産業省関係者もオブザーバー参加）。

● バイオマスを原料に化成品等を製造するホワイトバイオテクノロジーは、石油製品を代替するクリーンで持続可能な化成品等製造技術。
● 化成品合成一貫プロセスの研究開発を行う「チーム型」、バイオマスからポリマーを創出するための技術的ボトルネック解決に取り組む「要素技術型」、
セルロースナノファイバーに関する次世代型研究開発を行う「特定技術型」を推進。
合同連絡会議
●JST未来創造研究開発推進部、NEDO 材料・ナノテクノロジー部
●JST運営総括、NEDO プロジェクトリーダー、
プロジェクトサブリーダー
●オブザーバー:文部科学省、経済産業省、環境省

運営総括(PO)
東京工業大学 名誉教授 土肥 義治
チーム型

要素技術型

多糖類の特長を活かした
高性能な高分子多糖
バイオプラスチック創製
東京大学 岩田 忠久

リグニン

廃グリセロール・天然ゴム

高耐熱・高引張ポリエステル

芳香族ポリマー (人工漆)

固体触媒による低環境
負荷な合成プロセス
北海道大学 中島 清隆

リグニンを分解する海洋
微生物酵素による芳香族
ポリマー材料(人工漆)創製
群馬大学 大田 ゆかり

次世代バイオ

木材・草本

ポリマー
海洋微生物

グリコール酸ポリマー
微生物によるポリマー合成
北海道大学 松本 謙一郎

高機能部材化

芳香族
ポリマー材料

1.3-プロパンジオール
廃グリセロールの微生物変換
筑波大学 中島 敏明
高性能ゴム
反応制御技術開発
京都工芸繊維大学 池田 裕子

ムコン酸
リグニンからのムコン酸産生
弘前大学 園木 和典

フラン環機能性ポリマー

ハイパフォーマンスポリマー

分子設計と合成プロセス開発
群馬大学 橘 熊野

As preparedリグニンの材料化
産業技術総合研究所 敷中 一洋

特定技術型（セルロースナノファイバー ）
不斉合成触媒
九州大学
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北岡 卓也

軽量発泡材料
京都大学

大嶋 正裕

・非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発
NEDO

熱可塑性樹脂

糖

情報共有、成果の提供・橋渡し、基礎研究への立ち返り

高分子多糖類

特別重点技術領域

本領域では、ポリマー素材を最終製品として着目し、バイオマスから高耐熱，高強度などの特性を有するポリマーの合成法と材料設計法の開発、それら
高性能ポリマー素材の原料となるモノマー化成品を効率的に生産するためのプロセス開発を推進します。効果的に研究開発を促進するために、
チーム型、
要素技術型、特定技術型の3つの区分の多様な研究課題から本領域を構成しています。

チーム型
革新的あるいは独創的なアプローチによる、
バイオマスから機能性ポリマーや基幹化合物の創製に向けた垂直統合型のチーム型研究を実施しています。
2015

2015

革新的合成法による高性能な高分子多糖類

非可食バイオマスからカルボン酸

バイオプラスチックの創製と高機能部材化

およびアルコール類の高効率合成

岩田 忠久

中島 清隆

東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授

天然あるいは酵素触媒重合により得られる高分子多糖類を原料とし、

北海道大学 触媒科学研究所 准教授

食料と競合しない植物資源を、有用プラスチックの原料となるカルボ

その特徴的な構造を活かした新規で高性能なバイオプラスチックの創製

ン酸およびアルコール類へと変換できる、環境負荷の極めて少ない次世

と、付加価値の高

代の環境調和型

い環境調和型の

化 学 反 応プロセ

新製品の創出を

スを構築します。

目指します。
OH

OH
O
O

HO

O

HO
O

OH
HO

m

2015

海洋微生物酵素群によるリグニン分解
高度化と人工漆材料への展開
大田 ゆかり

群馬大学 食健康科学教育研究センター 講師

リグニンを含む非可食バイオマスを環境調和型手法で前処理し、
これ
を原料として、海洋微生物酵素群を使ってフェニルプロパノン芳香族モ
ノマ ーを 選 択 的
に製造します。さ
「スー パ ー 漆 材
して行きます。

酵素

料」へと機能展開

微生物

海洋

らに 化 学 触 媒で
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要素技術型
バイオマスから機能性ポリマーや基幹化合物を創出するための技術的ボトルネックを解決する要素技術の研究開発を実施しています。
2016

2015

糖質バイオマスからグリコール酸ポリマーを

フラン環の構造特性を利用した

合成する微生物プロセスの開発

高機能性高分子の創出

松本 謙一郎

橘 熊野

北海道大学 大学院工学研究院 教授

群馬大学 大学院理工学府 准教授

微生物に人工的なポリマー

フラン環を有するフルフラールなどは、
コスト面での優位性から非可

合成システムを構築すること

食バイオマスのセルロースやヘミセルロースから生産されています。本

で、再生可能な糖質バイオマ

研究課題では、
フラ

スから分解性に優れたプラス

ン環の構造特性を

チックを合成します。

利用して、バイオマ
ス由来に特有の機
能を付与した新機
能性高分子の創出
を目指します。

2016

2015

糖質に依存しないムコン酸の

環境適応型プロセスによるリグニンの

バイオ生産

抽出および高機能素材への展開

園木 和典

敷中 一洋

弘前大学 農学生命科学部 准教授

リグニン由来のフェノール類から幅広いポリマーの合成に利用できる
ムコン酸を効率よく生産する微生物プロセスを開発します。

非可食植物バイオマスから有害薬品を用いず高効率に多糖類・リグニ
ンを抽出する新規技術を開発し、
リグニン由来の機能性素材開発を目指
します。
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産業技術総合研究所 化学プロセス研究部門 主任研究員

特別重点技術領域

2015

2015

バイオ燃料廃棄物系バイオマスから

加硫の技術革新による天然ゴムの

ポリマー原料への微生物転換

新展開

中島 敏明

池田 裕子

筑波大学 生命環境系 教授

バイオディーゼル燃料の製造過程で生じる廃グリセロールからポリ

京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科 教授

二酸化炭素削減や安心・安全社会の構築のため、天然ゴムの生物多様
性とバイオセキュリティーの観点から、
ゴムの加硫制御技術を確立します。

マー原料である1,3-propanediolの生産を目指します。

特定技術型
セルロースナノファイバーに関する次世代型研究開発を実施しています。
2015

2015

ナノセルロースが分子キラリティを

セルロースナノファイバーを用いた高機能性

支配する界面不斉反応の創発

プラスチック極限軽量断熱発泡部材の開発

北岡 卓也

大嶋 正裕

九州大学 大学院農学研究院 教授

樹木ナノセルロースと有機分子触媒の意外な組み合わせで、高い反応
効率と立体選択性を併せ持つ新概念の不斉合成反応を開拓します。

京都大学 大学院工学研究科 教授

CNFを多機能化添加剤としてプラスチックと複合化し発泡させ、
ナノ
メートルサイズの空隙を材料中に1cｍ 3当たり数千億個造り、1/10以
下にまで重量を軽量化させ、高い断熱性能をもった部材を創製します。

300 μm
200μm

従来断熱材

超微細
発泡成形
技術
+
CNF

気体分子を小さい空間に
閉じ込めて衝突を抑制

100 nm

1μm

空間の壁を
CNFで強化

ナノセルラーCNFコンポジット
（image図）
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実用技術化プロジェクト

E1

高品位大口径
GaN基板の開発
谷口 研二 / 大阪大学 特任教授

本プロジェクトでは、高品位の大口径GaN基板を開発し、パワーデバイスやLEDの電力損
失を低減してCO2排出量を抑えます。具体的には、電気的特性に影響を与える結晶欠陥の低
減と基板の大口径化により、
デバイスの大量生産と低コスト化を可能にします。
結晶欠陥低減と大口径化を達成するために、Naフラックス法とポイントシード法を用いて、
微小種結晶から無転位・無歪の結晶を育成・合体させ、6インチ径までのGaN基板の作製に
成功しました。転位欠陥密度は100個/cm2、螺旋転位欠陥はゼロ個/cm2を達成しています。
また、
その上に作製したダイオードでは良好な電気的特性が得られ、結晶欠陥の低減がデバ
イス性能に有効であることを確認しました。
Siや他の化合物半導体と同様、良好な特性のデバイス作製には結晶欠陥密度の低い基板
が不可欠ですが、結晶欠陥の低減には多くの時間と費用がかかります。
しかしこれを達成し
ない限り、本格的な実用化は不可能です。本プロジェクトではこの認識のもと、様々なアイデ
アを試行して結晶欠陥の低減と大口径化を追及しています。
本プロジェクトではさらに基板全域で結晶欠陥の低減を図るとともに、結晶成長装置を開
発して高品位大口径GaN結晶の成長速度を大幅に向上させ、基板の量産と低コスト化を目
指します。最終的には、8インチ径以上の高品位大口径GaN基板の量産を実現し、高性能・低
損失パワーデバイスおよびLEDの量産を目指します。

2012

省エネデバイス用8インチ超大口径
GaNウエハ
森 勇介 /
大阪大学 大学院工学研究科 教授
パワーデバイスおよびLED用基板として期待されているGaN基板の結晶
欠陥低減と大口径化を推進しています。
これまでにNaフラックス法および
シードポイント法を用いて、100個/cm2の転位欠陥密度と6インチ径のGaN
基板の作製に成功しました。今後は、Si基板と同等の品質を有する8インチ超
GaN基板の低コスト作製技術の開発を目指します。
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実用技術化プロジェクト

水素を燃料やエネルギーキャリアとして利用するエネルギーシステムは、CO 2排出量の

E2

大幅な低減が期待できることから、現在様々な技術開発が進められています。本プロジェク
トでは、水素を液体水素の形で極低温冷媒としても利用する、水素技術と超伝導技術を統

液体水素冷却による

合したエネルギー機器システムを、革新的低炭素化技術として開発します。水素タービンを
利用する発電システムに適用可能な液体水素冷却超伝導発電機や、再生可能エネルギー

超伝導電気機器の開発

の出力変動を抑制するエネルギー貯蔵装置として、燃料電池とSMES（Superconducting
Magnetic Energy Storage）
などの超伝導エネルギー貯蔵を組み合わせた電力系統制御
システムなど、液体水素冷却超伝導電力機器は、
システムの高効率化と低炭素化を大きく前

大崎 博之 / 東京大学 教授

進させる技術として有望です。
そこで、機器への適用が可能となる技術レベルの液体水素冷却超伝導コイルの開発を中
心に、MgB2線材やREBCO（銅酸化物超伝導体）線材ベースの実用的な低コスト超伝導長尺
線材の開発から、液体水素による極低温冷却技術、
マグネットや回転機などの機器・システム
技術の開発までを有機的に連携してプロジェクトを実施し、実用化に向けた研究開発を加速
します。

2010

高性能MgB 2 長尺線材の開発
熊倉 浩明 /
物質・材料研究機構 超伝導線材ユニット NIMS特別研究員
これまでの A L C Aプロジェクトにおける
MgB 2線材開発の成果に基づいて、Mg棒と
B粉末を使用する簡便な内部Mg拡散法など
を適用して、100m-1km級のMgB 2単芯な
らびに多芯線材の開発を行います。作製した
線材の構造・組織や局所的臨界電流の変動
などを詳細に調べ、
これを線材作製プロセス
に反映させます。
このようにして、液体水素温

断面写真
（熱処理前）
径: 0.88mm

度（20K）、5Tの磁界において実用レベルの
臨界電流特性を有す
る高 性 能 、低コスト
MgB 2 線材を目指し
ます。

これまでに試作した鉄シース
（被覆）
による100m級単芯MgB2線材
（熱処理前）
。
今後は、
これをベースに銅合金被覆の高安定度長尺MgB2線材を開発する。
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E3

低CO 2 排出型次世代
火力発電用
新規耐熱材料の開発
原田 幸明 / 物質・材料研究機構
名誉研究員

世界のCO2発生の42%は火力発電によるものです。
また現在の世界の全電力の68％を占
める火力発電量は、2040年には1.4倍以上になると予測されることから、低CO2排出型の次
世代火力発電システムの創出が強く求められます。
ガスタービンを初めとする熱機関は熱力学の法則から、
より高温で運転することによって
発電効率が高まりCO2排出量の低減にきわめて有効な手段になります。その操業温度の限
界を作っている最大要因が耐熱材料です。石炭火力や天然ガス火力などの種々の方式にお
いて、高温高効率操業の要求を満たすような新規超高耐熱材料の開発は不可欠です。
本プロジェクトでは、最高温部に用いられる金属間化合物やオーステナイト耐熱鋼の性能
限界を大きく改善し、1800℃級のガスタービンや800℃級の火力発電という従来にない高
効率の火力発電を可能とする材料の開発を進めるとともに、700℃級火力発電用の高効率・
高稼働設計を実現するフェライト系鉄基超耐熱材料の開発、高性能の航空機用として開発さ
れたNi基超合金にリサイクル性を付与して火力発電への転用を促進させる技術など、
これま
でのALCA研究成果を基にさらに統合的に推進することによって、2030年をめどとした社会
実装を目指し、5年後に産業界とともに実証研究へ展開できる基盤を構築することを目指し
ています。

2010

2010

MoSi 2 基Brittle/Brittle複相単結晶
超耐熱材料の開発

革新的800℃級超耐熱鋼の設計要素技術

乾 晴行 /

竹山 雅夫 /

京都大学 大学院工学研究科 教授

東京工業大学 物質理工学院 教授

高融点、高温強度に優れた遷移金属シリサイドを組み合わせたBrittle/

Fe基でもNi基に匹敵する高強度化は可能である！ 我々はALCA第1フェー

Brittle複相材料という全く新規な概念のもと、異相界面の原子構造、元素分

ズにて、発電効率を大幅に向上させる800℃級火力発電プラントを念頭に、

配、界面元素偏析の制御から、組織の熱安定性の向上、高強度化、高靭性化

この温度では世界に類を見ない鉄ベースの材料設計に挑戦し、新たな強化

を図り、MoSi2基超耐熱高温材料の開発を行います。
そして、旧来合金では達

機構「粒界析出強化」を利用した超耐熱鋼の組織設計指導原理の構築とそ

成できない燃焼温度1800℃級ガスタービンの実現に貢献します。

の開発可能性を強度及び水蒸気酸化特性両面から実証してきました。本プロ
ジェクトでは、研究体制に企業を加え、本指導原理に基づき、ボイラー側の熱
交換器用の鋼管およびタービン側の車室部材の製造・成型のための要素技
術研究を行います。

MoSi2/Mo5Si3複相単結晶合金中の異相界面にみられるLedge-Terrace構造
の原子分解能STEM像とその原子配列モデル
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2013

超合金タービン翼の直接完全
リサイクル法の開発
原田 広史 /
物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 リサーチアドバイザー
高コストが普及の妨げとなっている次世代超合金タービン翼材の直接完全
リサイクル法を確立し、そのライフタイムコストを1/4にまで引き下げること
により、各種ガスタービンへの普及を大幅に促進させ、熱効率向上による化
石燃料消費削減によりCO2排出を削減することを目的とします。運用中の金
属コーティング材の混
入 による主 要 元 素 濃
度の変化、環境に依存
する硫 黄 など不 純 物
元素の混入、の2つの
原 因 による合 金 組 成
変化、材質劣化を抑制
し1 0 0 ％ の 強 度と耐
酸 化 性を維 持しなが
ら繰り返しリサイクル
し、大 型インゴットを
作製する技術を確立し
ます。

使用済みのニッケル超合金タービン翼をカルシアるつぼ中で再溶解することによって、
付
着した硫黄などの不純物を除去し、元の超合金と同等以上の素材としてタービン翼に再
使用するための研究を進めています。
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E4

省エネルギー社会に

経済のグローバル化の中で輸送機器の占める位置がどんどん大きくなってきています。
そ
の際、
自動車や航空機のような移動体の重量とともに、その構成要素であるピストン等の駆
動体において、構成物の軽量化設計はエネルギー効率の大幅な改善をもたらし、ひいては

向けた革新的

CO2の発生量削減に大きく寄与します。
このような軽量化設計をもたらす最大の要素は軽量

軽量材料の創製

ものが多く、移動体や駆動部という厳しい使用環境の下での特性のみならず価格や加工性

原田 幸明 / 物質・材料研究機構
名誉研究員

材料の採用です。
しかし、軽量材料として期待されている材料の多くは相対的に時代の浅い
も含めた総合的な視点からは、従来材料に対して大きな後れをとっています。
本プロジェクトでは、今後の軽量化設計をになう軽量材料に対して、
その材料のボトルネッ
クとなっている課題に焦点を当て、
その問題を解決する技術的基盤を明らかにすることで、軽
量材料の社会的普及とそれを用いた軽量化設計を通じて製品の使用段階でのCO2の削減
への大きな寄与を目指しています。具体的には、
マグネシウムの性能を向上させつつアルミ
ニウムに匹敵する加工性を付与する技術、比強度、耐食性で鉄鋼を大きくしのぎながら製錬
技術の制約で高価格となっているチタンの新しい精錬技術、セラミックス材料の宿命とも言
われる破壊亀裂進展に対する自己治癒機能の付与などです。
これらの挑戦的課題を解決す
る筋道を明確にし、軽量材料とその製造技術が2030年をめどに社会実装されるように、企
業とのパートナーシップを強めながらその基礎となる研究開発を進めます。

2012

軽量構造部材創製のための革新的汎用
マグネシウム合金の開発
鎌土 重晴 /
長岡技術科学大学 技学研究院 教授
輸送機器の軽量化によるCO 2排出量の削減に大きく貢献するために、
ナ
ノ・ミクロ組織形成シミュレーションを駆使した合金設計コンセプトに基づい
て、劇的なナノ析出物強化が可能な汎用Mg合金を設計します。
さらに室温成
形と優れた機械的性質を付与するために、
ランダム配向した微細結晶粒の形
成とナノ析出物の均一分散をさせ得るマルチスケール組織制御技術を確立
し、Al合金と同様に製造・使用できる展伸用Mg合金を開発します。

新規開発のMg-Al-Ca-Mn系希薄合金を用いて高速押出しした新幹線モデル構体
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温室効果ガス排出削減の一環として、再生可能エネルギーを積極的に導入した低炭素社

E5

会コミュニティの形成が推進されています。本プロジェクトではこうした低炭素化自律分散エ
ネルギー社会を目指した、災害に強いスマートコミュニティを念頭に、中核的なインフラであ

自律分散型次世代

るビル、
ホーム、移動体などをターゲットにサイエンスを基盤としたコア技術の創出とその社
会実装を目指しています。

スマートコミュニティ

材料レベルから見直した新規高効率太陽電池の開発、及び日照量による発電量の変動や
季節・時間帯による消費量の変動をバランスさせる革新的な蓄電デバイスを開発します。
また、高エネルギー密度蓄電池や高出力長寿命の高効率燃料電池を、開発した高効率太

出来 成人 / 神戸大学 名誉教授

陽電池と組み合わせることによって、
スマートコミュニティにおける再生可能エネルギーの安
定供給を目指します。
さらに、革新的な断熱技術や超低消費電力機器を導入することによって、先進的な省消費
エネルギー化も同時に図ります。
これまでのALCA研究で蓄積されてきたこれらの要素技術を基に、本プロジェクトで有機
的に集積させ、産業界との連携も強化します。
これらの取り組みにより、
これまで以上に、各
要素技術を実用化に近いフェーズにステップアップさせ、低炭素社会の形成に貢献します。

2010

燃料電池カソード触媒機能を有する
カーボンアロイの開発と評価
尾崎 純一 /
群馬大学 大学院理工学府 教授
尾 崎らが 開 発しているカーボン
アロイ触 媒 は 、固 体 高 分 子 形 燃 料
電池用貴金属触媒の代替として期
待される革新的炭素材料です。これ
までのALCA研究により、最大出力
650mW/cm 2程度の性能を有する
触媒を開発しました。
今後はカーボンアロイ触媒のキャ

カーボンアロイ触媒粉体

ラクタリゼーションと長期耐久性の確保に向けた取組みを実施し、最終的に
固体高分子形燃料電池の普及を促進することで次世代スマートコミュニティ
の形成に貢献します。

ナノシェルカーボン(カーボンアロイ触媒の
一種)の透過型電子顕微鏡像

高倍率像とナノシェル構造モデル
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先進ハイブリッドキャパシタ
（AdHiCap)に
関する研究

高効率水素製造水蒸気電解／燃料電池
可逆作動デバイスの開発

杉本 渉 / 信州大学 先鋭領域融合研究群

内田 裕之 /

環境・エネルギー材料科学研究所 教授

山梨大学 クリーンエネルギー研究センター 教授

水系電解質と固体電解質を併用して既存のハイブリッドキャパシタの

出力の変動が激しい太陽光、風力等の再生可能電力を、水素ガスを媒体と

10倍のエネルギー密度と高い安全性を兼備した次世代ハイブリッドキャ

して高効率・低コストに蓄電して平準化できる高温水蒸気電解水素製造／固

パシタ
（Advanced Hybrid Capacitor;

体酸化物燃料電池可逆作動セルを開発します。高効率と耐久性を両立するた

AdHiCap

TM

）を開発しました。これまでの

めの電極要素技術開発と劣化機構の解明を行います。
また、
メーカーと共同

A L C A 研 究で複 合 負 極 の 長 期 安 定 性 など

でセル・スタックの製造法の確立を目指します。
さらに、協力機関とともに、
シ

AdHiCapTMの性能を更に向上させました。

ステム化への課題を明確にし、社会実装モデルを示します。

今後は、負極や電解質の更なる改良によ
り、エネルギー密度400Wh/kg、出力密度
3 kWh/kgの実用ハイブリッドキャパシタとし
ての性能を目指します。

考案した4V級水系ハイブリッド
キャパシタ
（AdHiCapTM）

水に安定なリチウム複合電極を負極に用い、大容量キャパシタ特性を
示す酸化物を正極として組み合わせることにより、安全で低環境負荷な
中性電解液を使用しても、
4Vのセル電圧を達成
2012

水素/空気二次電池の開発

2012

盛満 正嗣 /
同志社大学 大学院理工学研究科 教授

アルカリ性水溶液を電解質として、
「水」の電気分解とともに電力を貯蔵し、
「水」の生成と同時に蓄えた電気エネルギーを放出する水素/空気二次電池
を開発します。
「水」を唯一の反応物質とすることで、蓄電するエネルギー規模
に左右されない安全かつ安心な
蓄電デバイスでありながら、同時
にリチウムイオン二次電池を超え
る高いエネルギー密度を発揮す
る革新的な二次電池の開発を目
指します。

図1 水素/空気二次電池の構成と電池反応

が
池

を
図2 ラミネートセルの試作品
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E6

カーボンニュートラルな資源であるバイオマスから社会や産業に有用な化成品やポリ

バイオマスの化成品化

マー素材を高効率で生産する新しい触媒と反応プロセスを開発することは、低炭素社会構築
のための重要な技術課題であり、
その研究開発は世界各国で活発に推進されています。実用

およびポリマー化のための

化に向けては、現行の石油化学工業と競合するためにバイオマス製品の低コスト化、高性能

高効率生産プロセスの開発

ルギー生産プロセスの創出と、付加価値の高い化成品やポリマー素材の創出が求められて

土肥 義治 / 東京工業大学 名誉教授

化、環境低負荷化など多様な課題があります。
とくに、低コスト化に寄与する合理的な省エネ
います。
本プロジェクトでは、食料と競合しないバイオマス資源のリグノセルロースを出発原料とし
て、高付加価値な化成品や高性能なポリマー素材を生産する技術の開発、それらを高効率・
高速度で合成する触媒や酵素の開発、省エネルギーで目的の製品を生産できる環境調和型
プロセスの開発など、革新的なバイオマス変換技術の開発を目指します。
これまで、ALCA研究で蓄積されてきたバイオマスの利用技術を基盤に、実用化に向けス
テップアップし、他のプロジェクトとも連携しながら、革新的な高効率バイオマス変換プロセ
スを開発することによって、低炭素社会の形成に貢献します。

2010

微生物バイオマスを用いたスーパー
エンジニアリングプラスチックの創出

2012

多機能不均一系触媒の開発

金子 達雄 /

原 亨和 / 東京工業大学 科学技術創成研究院

北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授

フロンティア材料研究所 教授

スーパーエンジニアリングプラスチック
（スーパーエンプラ）原料として理

セルロースバイオマスから得たグルコースから5-（ヒドロキシメチル）-2-

想的な構造を持つ4-アミノ桂皮酸類を大量生産する微生物の育種・生産シス

フルアルデヒド
（HMF）
を経由し、2,5-フランジカルボン酸（FDCA）や2,5-ビ

テムを確立し、金属代替材料に匹敵する性能のバイオスーパーエンプラを開

ス
（アミノメチル）
フラン
（AMF）等のフラン系モノマーを生産する技術の確立

発します。
さらに二酸化炭素を材料系に長期カーボンストックするための生

を行います。
この技術的課題の克服により、化石資源の使用とCO2の排出な

分解リサイクル法を開発し、
カーボンニュートラルをゲームチェンジングする

しに、人類はエンジニアリングプラスチックや高付加価値ポリマーを持続的

「カーボンマイナス材料」
という新概念の創出を行います。

に獲得できます。

Water
微生物生産

光反応

O
グルコース

OH

By-products

OH

Intramolecular
reactions
成形加工

O=P

-OH

重合

Intermolecular
side reactions

O

O

O

Ti
O

O
O

TiO2
TiO4 Lewis acid sites

O

Ti

O

O

TiO6 octahedron
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2013

2012

天然多環芳香族からの単環芳香族の
単離・製造技術開発

炭素系触媒によるリグノセルロース分解

増田 隆夫 /

福岡 淳 /

北海道大学 大学院工学研究院 教授

北海道大学 触媒科学研究所 教授

木質系、草本系バイオマスを構成するセルロース、ヘミセルロース、
リグニ

炭素系触媒を用いてバイオマス中のリグノセルロースを分解し、二酸化炭

2013
炭素系触媒によるリグノセルロース分解
素排出削減に寄与する化学品合成プロセスを開発します。触媒としては安価
ンを成分分離し、
リグニンを中心に各成分を有用化学物質に転換する技術を
な炭素材料を用い、バイオマス中のセルロース・ヘミセルロースから有用な
開発することで、バイオマス全量資源化システム開発に繋げます。
福岡 淳/
五炭糖・六炭糖を合成します。
また、
リグニンは触媒原料あるいは燃料として
北海道大学 触媒科学研究所
教授
活用し、
リグノセルロースを全利用します。触媒の構造・活性相関についても
検討し、新触媒の設計・合成にフィードバックさせます。

130～300 ℃
数～10 MPa

BuOH相

水/BuOH
混合溶媒

低分子化
リグニン

水相
ヘミセルロース
由来糖

固体
固形セルロース
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炭素系触媒を用いてバイオマス中
のリグノセルロースを分解し、二酸
化炭素排出削減に寄与する化学品
OH
合成プロセスを開発します。触媒と
しては安価な炭素材料を用い、バイ
オマス中のセルロース・ヘミセル
ロースから有用な五炭糖・六炭糖を
合成します。また、リグニンは触媒
原料あるいは燃料として活用し、リ
グノセルロースを全利用します。触
媒の構造・活性相関についても検討
OH
し、新触媒の設計・合成にフィード
バックさせます。

CO2
分解・燃焼

光合成

排出
CO
CO22排出
削減
削減
有用化学品
炭素系
触媒
バイオマス分解

バイオマス
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生物資源の制御による

植物・藻類などのバイオマスは二酸化炭素を固定して、バイオエタノール、バイオプラス
チック、基幹化合物などに有用資源に変換できることから、温室効果ガスの排出削減への貢
献が期待されています。国内外で様々なバイオマス増産の研究が推進されていますが、野外
や開放系での安定性や再現性、目的の物質の精製コストなど実用化にむけて多くのハード

バイオマス・

ルがあります。
本プロジェクトでは、生物が環境から固定するCO2を有効に利用するために、遺伝子改変

有用成分の増産

や、代謝制御などによって、バイオマスの増産とその有用成分の効率的利活用を目指します。
これまでALCAで推進されてきたバイオマス関連の研究開発課題で得られた知見を基に、技

近藤 昭彦 / 神戸大学 教授

術や知見の融合などと併せて研究開発を行って実用化につなげることで、低炭素社会実現
に貢献します。

2010

2011

気孔開度制御による植物の光合成活性と
生産量の促進

低炭素化に資する発酵微生物の
ゲノム育種およびゲノム工学的「耐熱化」

木下 俊則 /

松下 一信 /

名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所 教授

山口大学 大学院創成科学研究科 教授（特命）

植物の表皮に存在する気孔は、

私達は熱帯環境から耐熱性微生物を分離するとともに、実験室進化によっ

植物固有の代謝反応である光合成

て「適応育種」耐熱化微生物を取得し、
これら耐熱性・耐熱化発酵微生物を

に必要な二酸化炭素の唯一の取り

用いた「高温発酵系の開発」と、その比較ゲノム解析・発現解析・生理学的解

入れ口で、気孔を介した二酸化炭

析を通じた「耐熱性・耐熱化機構の解明」を目指しています。発酵の省エネル

素取り込みの際に生じる気孔抵抗

ギーとロバスト化を可能にする高温発酵系の確立は、
ホワイトバイオテクノロ

は、光合成の主要な律速段階の一

ジーの活性化を通じて、
「低炭素化」社会の実現に貢献します。

気孔開口促進効果を持つ新規化合物

つとして知られています。本研究では、
気孔開閉の分子機構の解明を進める
とともに、気孔開度を人為的に制御し
た植物体の作出、気孔開度を制御する
化合物の同定などに取り組み、植物の
光合成活性（二酸化炭素吸収能）や生
産量の向上を目指します。
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2011

2011

ゼロから創製する新しい木質の開発

共生微生物を活用した
水生バイオマスの効率生産

光田 展隆 / 産業技術総合研究所

森川 正章 /

生物プロセス研究部門 研究グループ長

北海道大学 大学院地球環境科学研究院 教授

二酸化炭素の排出量を減らすために、食糧にならない植物の木質を原料

水生植物表層の未知なる生物間共生作用を発掘し、
これを合理的に再設

とした第二世代バイオエタノールの生産拡大が求められています。本課題は、

計した高機能植生ユニットを創出します。
この遺伝子組換えを伴わない高機

重要遺伝子の変異により木質を作ることのできない植物に、
さまざまな遺伝

能植生ユニットは、大気中のCO2はもちろんのこと排水に含まれる窒素やリ

子を追加発現させていくことにより、通常の木質にくらべてより低コストで多

ンを肥料として高速に吸収し、光エネルギーで水を浄化します。
さらにその高

くのバイオエタノールを生産できる新しい木質を形成する植物を開発しよう

い成長速度により、
デンプンやタンパクを豊富に含むバイオマスの効率生産

とするものです。

を可能とします。

(1)	
  個別遺伝子導入

NST3pro	
TF-‐VP16/SRDX	
二次細胞壁
の増強

(2)	
  集団遺伝子導入

二次細胞壁
を形成しな
い植物

酵素遺伝子
によるリグ
ニン改変

革新的	
  
木材の	
  
開発・	
  
実用化	

スクリー
ニング
リグニンのない
細胞壁

転写因子に
よるリグニ
ン追加

2014

2014

原形質流動の人工制御：植物バイオマス
増産の基盤技術としての確立

気相微生物反応を用いる革新的バイオプロセスによる
メタン/メタノール変換

富永 基樹 /

堀 克敏 /

早稲田大学 教育・総合科学学術院 准教授

名古屋大学 大学院工学研究科 教授

2014

不純物を含む低品位メタンを、微生物を用いて、燃料及びハブ化学物質と
あらゆる植物の細胞内では、原形質流動と呼ばれる細胞内輸送がみられま
2014
気相微生物反応を用いる革新的バイオプロセスによるメタン/メタノール変換

す。
シロイヌナズナで原形質流動を発生しているミオシンモーターを人工的

堀 克敏/
制御：植物バイオマス増産の基盤技術と
に高速化したところ、植物の大型化が明らかとなりました。本研究開発では、

して重要なメタノールに変換する高速気相バイオプロセスを開発します。排

水処理場や埋立地から放散するメタンと、天然ガス使用量の1/9に及ぶメタ
名古屋大学 大学院工学研究科
教授

ミオシンのさらなる高速化によりシステムとしての完成を進めると共に、資源

ンを 産 出 可 能 な 有

植物として有望視されているイネでの検証実験を行い、
さまざまな植物バイ

機廃棄物をターゲッ

不純物を含む低品位メタンを、微
トとします。
メタノー
オマス増産に適応可能な普遍的基盤技術としての確立を目指します。
総合科学学術院
准教授

は、原形
輸送がみ
ナで原形
オシン
化したと
らかとな
は、ミオ
りシステ
と共に、
れている
、様々な
応可能な
確立を目
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生物を用いて、燃料及びハブ化学
ル 高 生 産 株を 代 謝
物質として重要なメタノールに変
工学により作出、接
換する高速気相バイオプロセスを
開発します。排水処理場や埋立地
着蛋白質を利用する
から放散するメタンと、天然ガス
独 自 技 術で高 密 度
使用量の1/9に及ぶメタンを産出
に固定化し、ばっ気
可能な有機廃棄物をターゲットと
も撹 拌 も不 要 な 気
します。メタノール高生産株を代
謝工学により作出、接着蛋白質を
相プロセスを構築し
利用する独自技術で高密度に固定
ます。
化し、ばっ気も撹拌も不要な気相
プロセスを構築します。

野生型ミオシン

高速型ミオシン

低速型ミオシン

ataA遺伝子	

高付着性・メタノール高生産微
生物による気相メタノール生産	

ALCA
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ALCAが目標としている低炭素化を推進する上で、電気エネルギーの発電、送配変電の
過程での高効率化、電気エネルギー利用分野での低損失化はたいへん重要です。
これまで

高効率エネルギー機器

ALCAの中で、発電所の高効率化やエネルギー利用の中でも交通輸送システムの電動化と

システム実現のための先進

高効率化、
それらへの超伝導技術などの適用可能性について研究開発を行ってきました。電

的産業用電気機器の開発

業用モータへの発展の可能性もあります。

大崎 博之 / 東京大学 教授

気・機械エネルギー変換機器としての回転機は、電気自動車への適用の他、風力発電機や産
本プロジェクトでは、革新的な電気機器技術やシステム技術に基づいて、先端電気・磁気
材料などを導入して、エネルギー機器の飛躍的な低損失、高効率化を達成し、
これらが低
炭素社会のキーデバイスであることを示します。
これまでの超伝導回転機や高温超伝導線
材、超伝導磁気分離システムなどの研究成果を基に、①超伝導磁気分離技術に基づく実ボイ
ラー給水系へのスケール付着防止の実証、②超伝導回転機のさらなる高性能化と長時間運
転性能の実証、③低コストで長寿命、保守が容易な極低温冷却技術の開発と実証、④液体窒
素冷却長尺低コスト超伝導線材と超伝導マグネット技術の開発などを実施し、社会実装を目
指します。

2011

2012

低コスト高温超伝導線材

低炭素社会を支える
輸送機器用超伝導回転機システム

土井 俊哉 /

中村 武恒 /

2012

低炭素社会を支える輸送機器用超伝導回転機システム	
  
京都大学 大学院工学研究科 特定教授
本提案では、京都大学・アイシン精機を中心とする産学グループが先駆的
電力利用の高効率化を図るために、銅線の代わりに電気抵抗ゼロである
中村 武恒/	
  
研究を展開している高温超伝導誘導同期回転機システムを基盤として、
その
超伝導線を使用することは非常に効果的です。
しかし現状では超伝導線の価
京都大学 大学院工学研究科
特定教授
既存機に対する圧倒的な高機能性を究極化し、
これからの低炭素社会を支え
格が非常に高いことから、医療用MRIやリニア新幹線などの特殊な用途にし

京都大学 大学院エネルギー科学研究科 教授

か利用されていません。本研究では現状の10分の1の低価格を実現するた

る電 気 駆 動 式 輸 送

めに、高価な貴金属、

機器を研究開発しま

レアアース、レアメ
タルを 使 わ な い 超
伝 導 線を新 たに 開
発し、更にそれに適
した 安 価 な 製 造プ
ロセスの 開 発を目
指します。

本提案では、京都大学・アイシン
す。具 体 的 に は 、前
精機を中心とする産学グループが
述の回転機システム
先駆的研究を展開している高温超
によって脱レアアー
伝導誘導同期回転機システムを基
盤として、その既存機に対する圧
ス、可変速に対する
倒的な高機能性を究極化し、これ
高効率化、および直
からの低炭素社会を支える電気駆
接駆動可能な輸送
動式輸送機器を研究開発します。
機器を実現し、その
具体的には、前述の回転機システ
革 新 的 低 炭 素 化を
ムによって脱レアアース、可変速
に対する高効率化、および直接駆
明確にします。
動可能な輸送機器を実現し、その
革新的低炭素化を明確にします。

熱伝導体
固定子
回転子

シャフト
軸受

冷凍機/
圧縮機

図1 将来の輸送機器用高温超伝導回転機システムの
イメージ図

(a) リング巻固定子

(b) かご形回転子

図2 開発した50 kW級全超伝導誘導同期モータ
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2013

2014

磁気分離法による
発電所ボイラー給水中の酸化鉄除去

REBCO全超伝導回転機の開発

西嶋 茂宏 /

岩熊 成卓 /

REBCO全超伝導回転機の開発
2014
九州大学 大学院システム情報科学研究院 教授
岩熊
成卓/
REBCO超伝導テープ線材を用いて全超伝導回転機の研究開発を行いま
火力発電所のボイラー給水系から鉄酸化物スケールを除去する超伝導磁

福井工業大学 工学部 教授

気分離システムを開発し、火力発電所からのCO2を削減します。

九州大学 大学院システム情報科学研究院
教授
す。REBCO超伝導線材の低交流損失化と大電流導体化を図る独自技術を用

今までは除去することが困難であった高温高圧のボイラー給水中で発生す

いて、低損失・大電流仕

るスケールを超伝導磁気分離を用いて除去することで、発電効率を高く維持

様の超伝導電機子を開

し、燃料消費量を抑えてCO2発生量を削減することができます。
国内の全火力
発電所に設置す
れば、約150万
t-CO2/年の削減に
なります。

発します。回転界磁子に
REBCO超伝導テープ線材を用いて
全超伝導回転機の研究開発を行い
は巻線型を採用し、全超
ます。REBCO超伝導線材の低交流
伝導機ゆえに界磁子、電
損失化と大電流導体化を図る独自
技術を用いて、低損失・大電流仕
機子ともに同一のケー
様の超伝導電機子を開発します。
シングに格納することが
回転界磁子には巻線型を採用し、
全超伝導機ゆえに界磁子、電機子
できるため、ギャップを
ともに同一のケーシングに格納す
縮小し、高出力密度・高
ることができるため、ギャップを
縮小し、高出力密度・高効率の同
効 率の 同 期機として構
期機として構成し、省エネを介し
成し、省エネを介して低
て低炭素社会の実現を目指します。
炭素社会の実現を目指

ep̲革新̲大崎PO担当2課題(和英).pdf
2017-11-18
3 / 4 ページ

します。
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新規材料および
新機構による
熱利用技術

本プロジェクトでは、熱に関する各種の技術によって温室効果ガス排出を削減します。未利用熱の活
用技術、高効率の熱の発生技術だけでなく、
これらを効果的に行うための蓄熱技術、断熱技術、
熱交換
技術などの基礎技術の開発を行います。未利用熱の活用では特に、量が多く、活用と抑制が難しい低
温の熱を対象とします。
熱利用では、100℃以下の廃熱を利用する高効率の蒸気機関、300℃以下の廃熱を利用する熱音
響機関などの開発を行います。後者では発電だけでなく冷凍機への応用も検討します。
また、温室効果ガスを用いないで高効率の発熱および吸熱が可能な磁気ヒートポンプなどの開発
を行います。

谷口 研二 / 大阪大学 特任教授

2013

カルノー効率の60%に達する
廃熱回生熱音響システム
長谷川 真也 /
東海大学 工学部 准教授
工場や車両では熱エネルギーの60％以上が廃熱として捨てられています。
更に通常、工場内の排熱は複数個所に分散して存在しており、回収すること
が困難です。
これらの分散し捨てられている熱を「熱音響機関」を用いて回収
し、再利用するための研究を行っています。
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光マネジメントによる
CO 2 低減技術

温室効果ガス排出削減目標を見据えて、
ロス低減の余地が大きい光学技術を対象として消費電力
を低減に注力します。
ディスプレイおよび照明では、不要な方向への光を抑制して明るさを向上させ、
消費電力を低減します。LEDでは材料および構造を最適化してロスを低減し、効率を向上させます。照
明用だけでなく、深紫外LEDなどの殺菌灯応用も対象とします。太陽光利用では、太陽電池の材料、構
造を最適化してエネルギー変換効率を向上させます。具体的にはペロブスカイト太陽電池やタンデム
構造などの新規技術に注力します。
また、太陽光をレーザー光に変換することにより、受光場所と発電
場所の分離を可能にして新たなCO2低減につなげます。

谷口 研二 / 大阪大学 特任教授

2016

環境負荷の少ない高性能ペロブスカイト系
太陽電池の開発
若宮 淳志 /
京都大学 化学研究所 教授
本研究は、材料の高純度化という切り口で、鉛フリーペロブスカイト系半導

2016

体材料を新たに開発し、
これらを用いて環境負荷が少なく真に有用な高性能

ない高性能ペロブスカイト系太陽電池の開発
ペロブスカイト太陽電池の開発の実現を目指します。低コスト、軽量、
フレキ
シブルといった本太陽電池の特徴を活かして広く社会実装へとつなげること

再生可能エネルギー源としての導入を増加させ、低炭素社会の実現
研究所により、
准教授
に大きく貢献することを目指します。

高純度化とい
ーペロブスカ
新たに開発し、
負荷が少なく
ロブスカイト
現を目指しま
、フレキシブ
池の特徴を活
へとつなげる
能エネルギー
加させ、低炭
く貢献するこ
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実用技術化プロジェクト

E11

炭素循環は生物圏、岩石圏、水圏、大気圏の間で行われる生物地球化学的交換で、大気圏
のCO2削減のため植物による炭素固定化を目指したプロジェクトが多数進行しています。
し

炭素循環化学システムの

かし、人為的に排出されるCO2は局在化していることが多く、
この点を利用すれば、
自然や植
物による循環に比べて、
より高効率な炭素循環サブシステムを作り上げることが可能である

高効率化

と考えられます。
これまでALCAでは、火力発電所や製鉄所から排出される比較的高濃度のCO 2を効率的
に分離回収する技術、
それを低エネルギーでメタノールに転換する触媒の開発や反応システ
ムの開発等を実施してきました。

辰巳 敬 / 製品評価技術基盤機構 理事長

本プロジェクトでは、
こうした技術をベースに高効率な炭素循環化学システムの構築を目
的とします。具体的な出口の一つは、既存の火力発電所の排出CO2を有用化学品に変換する、
モジュールプラントを創出できる実用化技術の開発です。
この種のCO2の資源化のためには、
還元剤となる水素をCO2フリーで大量に製造できる技術開発が必要ですが、
この技術開発は
長期的な課題であるため、本プロジェクトでは既存技術との組み合わせを前提とすることを
可とし、要素技術として重要なCO2の大規模かつ効率的な資源化技術を先行して構築するこ
とを目指します。
さらに、種々の炭素源を回収して化学品の原材料として固定化する高効率
なプロセス技術により、低炭素社会の実現を目指します。

2014

アミン含有ゲルによる省エネルギー且つ低コストな
ネルギー且つ低コストなCO
2分
CO2分離濃縮材料・プロセスの開発

2015

相分離型省エネルギーCO2吸収剤の開発

2014

発

相分離型省エネルギーCO
町田 洋 /
2015
2吸収剤の開発
名古屋大学 大学院工学研究科 助教
町田 洋/
温室効果ガスであるCO の大気への排出削減技術として、
大規模排出源か
准教授本研究では、アミン含有ゲルからなるCO 可逆吸収体やCO 選択透過膜お
名古屋大学
大学院工学研究科
助教
らCO を分離貯留する技術が実効性の高い技術として注目されています。
こ
よびそれらのモジュールを開発し、中低圧のガスからCO を分離・変換・利用
2

2

2

2

するプロセスの省エネルギー化、低コスト化を実現します。

2

こで、排出源からのCO2の分離エネルギーが大きいことが課題のひとつでし
たが、研究者の提案する

アミン含有ゲルによるCO2分離

相分離型CO 2 吸収剤は

温室効果ガスであるCO2の大気への
CO 2 吸収時に相分離を
排出削減技術として、大規模排出源
引き起こし、CO 2濃縮相
からCO2を分離貯留する技術が実効
を形成することで従来よ
性の高い技術として注目されていま
可逆吸収 す。ここで、排出源からのCO の分離
りも大幅な省エネ化が
2
モジュール
エネルギーが大きいことが課題のひ
可能となります。
とつでしたが、研究者の提案する相
分離型CO2吸収剤はCO2吸収時に相
分離を引き起こし、CO2濃縮相を形
成することで従来よりも大幅な省エ
ネ化が可能となります。

CO2

Treated gas
CO2 rich
amine

CO2 lean
amine

Stripper

省
現

九州大学 大学院工学研究院 准教授

Absorber

ら
過
開

星野 友 /

Process
gas

Lean
amine
CO2

CO2
CO2
R-NH2

R-NH2

HCO3－

R-NH3+ HCO3－

CO2 lean
CO2 rich

CO2循環プロセスの高効率化
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実用技術化プロジェクト

E12

革新的な細胞制御法や
育種法による高効率
バイオ生産の技術開発
近藤 昭彦 / 神戸大学 教授

植物や藻類などのバイオマスは二酸化炭素を固定することで温室効果ガスの削減に直接
寄与し、その分解物や代謝物はバイオエタノール、バイオプラスチック、基幹化合物などの原
料となり石油代替品にもなります。
さらに、バイオテクノロジーは従来の化学的手法では作製
困難な化合物の導出や、バイオプロセスの導入による省エネルギー化を図ることができます。
しかし、バイオマス植物の生産や微生物による生産には、優良品種の導出、高速なスクリーニ
ング、実環境での形質維持、代謝設計の困難さ、
ラボスケールと実生産スケール培養での相
違、培養コストや生産物の精製コストなどの様々な課題があります。
一方、合成生物学、
ゲノム編集・合成技術、高速スクリーニング技術やAI/IT技術などの先
端技術を融合することで、革新的な細胞制御・育種ができるようになり、社会実装への期間短
縮が図られつつあります。
本プロジェクトでは、分野間の連携により革新的な細胞制御や育種法を開発し、バイオマ
ス生産量の増大やバイオ由来化成品等の高効率生産を可能とする細胞を構築することで、
バ
イオテクノロジーを用いた物質生産の高効率化や低コスト化を目指します。

2013

ラン藻の発酵代謝工学－光合成を
基盤としたコハク酸・乳酸生産
小山内 崇/
明治大学 農学部 専任准教授
コハク酸や乳酸は、
プラスチックなどに使われる化学工業原料です。私たち
の計画では、光合成細菌であるラン藻を発酵させ、二酸化炭素からコハク酸・
乳酸生産を行います。特に、遺伝子改変によって炭素の代謝を改変し、高精
度メタボロミクス技術やin silicoシミュレーション解析、海水培養を駆使する
ことによって、
ラン藻のコハク酸・乳酸生産量を増大させる技術を開発します。
この技術開発によって、将来的に温室効果ガスの排出削減や化石燃料の消
費削減を目指します。
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革新技術領域

G1

太陽電池および
太陽エネルギー利用
システム

太陽電池をはじめとする太陽エネルギー利用技術は、きわめて有望な再生可能エネル
ギーの利用技術の一つとしてすでに社会に普及されつつあります。ALCAでは、従来型の太
陽電池と比較して格段に高効率な太陽電池の開発、新規太陽電池材料の創製、大面積製造
技術など低コスト太陽電池製造プロセスの創出、
これらを統合した太陽エネルギー利用シス
テムの開発等を行います。特に、
日本で提案されたペロブスカイト太陽電池の研究開発も重
点的に推進します。
この他、革新的な太陽熱利用技術の開発にも取り組みます。

大須賀 篤弘 / 京都大学 教授

2014

高効率ポリマー系太陽電池の開発
尾坂 格 /
広島大学 大学院工学研究科 教授
半導体ポリマーを用いた太陽電池は、いわば塗って作れる“プラスチック”

2014

太陽電池であり、低コストで低環境負荷な技術として期待されています。本研

リマー系太陽電池の開発
究では、電子構造と配列構造を極限まで制御することで、従来にない高性能
な半導体ポリマーを創出し、
“プラスチック”太陽電池では未達のエネルギー
変換効率15％を目指します。
大学院工学研究科
教授

マーを用いた太陽電池
塗って作れる“プラス
電池であり、低コス
負荷な技術として期待
す。本研究では、電子
構造を極限まで制御す
従来にない高性能な半
ーを創出し、“プラス
電池では未達のエネ
効率15%を目指します。

(和英).pdf
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革新技術領域

G3

電気自動車や再生可能エネルギー発電をさらに普及させることが温室効果ガス排出抑
制のために求められています。例えば、電気自動車の航続距離を向上させるには、高エネル

蓄電デバイス

ギー密度と高出力特性を兼備する蓄電デバイスが求められています。
また再生可能エネル
ギーによる発電が順調に増えてくると、電力系統の中で短期変動負荷を安定させるための定
置型蓄電デバイスが必要となってきます。本技術領域では、
これらの技術の鍵を握る蓄電デ
バイスの研究開発を推進しています。

魚崎 浩平 / 物質・材料研究機構 フェロー

2014

高入出力・高容量な
リチウムイオン電池用炭素負極材の開発
松尾 吉晃 /

入出力・高容量なリチウムイオン電池用炭素負極材の開
兵庫県立大学 大学院工学研究科 教授

2014

尾 吉晃 高容量で急速充放電性の高いグラフェンと、低コストで副反応が少ない
黒鉛の特長を併せ持つ、
革新的でオリジナルのグラフェンライクグラファイ
ト
庫県立大学
大学院工学研究科
教授
（ G L G ）というリチウム
イオン電池負極用炭素材

酸化

HO
O
H

します。

̲革新̲逢坂PO担当2課題(和英).pdf
17-11-18
4 ページ
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HO
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OH
OH

COOH
COOH

O
O

HO
O
H

高容量で急速充放電性の高いグラ
料の開発に向け、GLGの
フェンと、低コストで副反応が少
構造・反応解析、特性改
ない黒鉛の特長を併せ持つ、革新
的でオリジナルのグラフェンライ
善、低コスト化に取り組
クグラファイト（GLG）というリ
みます。GLGを用いたリ
チウムイオン電池負極用炭素材料
を開発に向け、GLGの構造・反応
チウムイオン電池はEV
解析、特性改善、低コスト化に取
やPHEVの航続距離を伸
り組みます。GLGを用いたリチウ
ムイオン電池はEVやPHEVの航続
ばしつつ充電時間を短縮
距離を伸ばしつつ充電時間を短縮
し、
その普及を促進して
し、その普及を促進して社会の低
炭素化に貢献します。
社会の低炭素化に貢献

HO
O
H

HOOC
HOOC
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O
H
O
O
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黒鉛

d=0.3354nm

熱

O
O

O
H
OH

O
O
HO
O
H

酸化黒鉛

積層構造
広い層間
d～0.34nm
GLG（Graphene Like Graphite)
Li+

GLGの飽和組成Li2+xC6 (744～1000 mAh/g以上)
・層間にリチウムイオンを吸蔵
・欠陥の導入→ リチウムイオン拡散性の向上
・広い層間 → リチウムイオンを両面に貯蔵・拡散性向上
・残留酸素 → 新たなリチウム吸蔵サイト
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革新技術領域

2014

耐火金属基BCC高濃度固溶体をベースとした
超耐熱材料創成

G4

三浦 誠司 /

耐熱材料・鉄鋼

北海道大学 大学院工学研究院 教授

リサイクル高性能材料

CO2ガス排出量の削減を目的として、LNG火力発電のさらなる高効率化の
ために、耐火金属基合金の開発を目指します。①強度増加②靭性改善③耐酸
化性向上のために、
「化合物による強化」
「組織制御による靭性改善」を活か

原田 幸明 / 物質・材料研究機構 名誉研究員

しながら、幾つものBCC金属を混合して新たな物質群「耐火金属基BCC高濃
度固溶体」を基礎とし、

低炭素社会へ向けて、温室効果ガス排出
量の多い発電・金属工業・運輸の産業分野

組み合わせられる化

からの排出量削減は喫緊の課題です。発電

合物を明らかにして、

用タービン、航空機用ジェットエンジン等に

耐熱合金の基礎を確

使用する耐熱材料の高性能化によるエネル

立します。

ギー高効率化を通して排出量削減するため

RM

: Refractory Metals

靱性

TM

: Transition Metals

B2Aluminides

Al

を飛躍的に向上させた耐熱材料およびその製造技術や耐熱コーティン
減を目指す、
リサイクル材を原料とした高強度・高性能材の製造技術の
確立やレアメタル等の添加量を減らしながら高性能化を実現する組織制

耐酸化性

Nb, Mo, V, Ta,
Cr, W, Ti, Zr,
Hf, ・・・

に、
高温強度、
室温靭性、
耐酸化性等の特性
グ技術の確立を目指しています。
また、
リサイクルのエネルギー消費量削

強度

Si

T2-Silicides

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Y

Zr

Nb

Tc

Ru

Rh Pd

La Hf

Ta

M
o
W

Re

Os

Ir

Ni, Co, Pd, Pt,
Rh, Ir,・・・

Ni
Pt

御技術の創成も対象です。
さらに、輸送機器
の軽量化によるエネルギー消費削減を可能
とする材料の軽量化・高強度化のための革
新的な金属・セラミックス材料を開発します。

2016

不純物元素に対しロバストな
積層造形ニッケル基超合金の創成
筧 幸次 /

純物元素に対しロバストな積層造形ニッケル基超合金の
2016
首都大学東京 システムデザイン研究科 教授
成
合金粉末はバルク材に比べ比表面積が大きく活性で、造粉工程や積層造
幸次/
形中に酸素
・窒素が混入し、積層造形材の特性劣化を招きます。
本研究開発
都大学東京
大学院理工学研究科
教授

では、ニッケル基超合金
粉末はバルク材に比べ比表
の積層造形における粉
が大きく活性で、造粉工程
層造形中に酸素・窒素が混
末製造や造形工程にお
、積層造形材の特性劣化を
ける酸素・窒素混入によ
ます。本研究開発では、
ケル基超合金の積層造形に
る問題を、①酸素・窒素
る粉末製造や造形工程にお
混入によっても特性劣化
酸素・窒素混入による問題
①酸素・窒素混入によって
しない合金開発、②粉末
性劣化しない合金開発、②
およびプロセスの 清 浄
およびプロセスの清浄化の
から問題解決を目指します。
化の両面から問題解決
タービンの高効率化を通し
を目指します。
ガスター
2削減に貢献します。
ビンの高効率化を通して
CO 削減に貢献します。

2
原田PO担当3課題(和英).pdf
-18
ージ
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2015

人為的アポミクシス誘導技術の開発による
植物育種革命

G5

高木 優 /

バイオテクノロジー

埼玉大学 大学院理工学研究科 教授
アポミクシスは受精を介さずに種子を形成する現象であり、母親のクロー

近藤 昭彦 / 神戸大学 教授

人為的アポミクシス誘導技術の開発による植物育種革命
ン種子を得ることができます。本研究においては、独自の転写因子研究基盤
2015

バイオテクノロジーの幅広い領域に
高木 優/
おける先進的な技術を駆使して、
カー
埼玉大学

を活かして、
モデル植物において人為的にアポミクシスを誘導する技術を開
発し、
それをイネやダイズ、
大学院理工学研究科
教授トウモロコシなどを含めた多様な作物に適用する

ボンニュートラル、バイオプロセスによ

ことで、地球規模での作物生産性の増大とそれに伴う二酸化炭素削減をめざ

る省エネルギーの立場から大幅な温

します。

室効果ガス排出削減への貢献を目指

アポミクシス関連遺伝子スクリーニング
遺伝子導入

します。具体的には、バイオマス育種に
アポミクシスは受精を介さずに種子

を形成する現象であり、母親のク
よるCO 2固定化技術、バイオマス転換

ローン種子を得ることができます。
本研究においては、独自の転写因
開発を対象とします。微生物研究、植物科学研究、バイオプロセス
子研究基盤を活かして、モデル植物
において人為的にアポミクシスを誘
研究といった従来の枠組みを超えた学際的な研究開発を推進し
導する技術を開発し、それをイネや
ます。
ダイズ、トウモロコシなどを含めた多
様な作物に適用することで、地球規
模での作物生産性の増大とそれに
伴う二酸化炭素削減をめざします。
技術、CO 2直接転換技術、多様な有機資源転換技術などの研究

雄性不稔変異体

受精無しで莢が
膨らむものを単離

作物への応用

イネ

ムギ

トウモロコシ

ダイズ

トマト

・F1ハイブリッド品種固定による生産増大
・F1種子作成用耕作地の転用
・新品種育種の時間／コストの縮減

⇒二酸化炭素削減!!

2016

2016

難培養性硝化菌の可培養化と資源循環型有機養液栽培に
有用な硝化微生物コンソーシアのデザイン

亜リン酸を用いたロバスト且つ封じ込めを
可能とする微細藻類の培養技術開発

安藤 晃規 /

廣田 隆一 /

京都大学 大学院農学研究科 助教

広島大学 大学院統合生命科学研究科 准教授

二酸化炭素固定の主役である植物の機能は、充分な窒素供給により最

2016
大化します。
しかし、作物栽培における主な窒素源は、製造に大量のエネル

「亜リン酸」は、酸化数＋3価のリン酸で、通常の生物は利用できません。本

研究では、亜リン酸を利用できる能力を藻類に与えることによって、雑菌汚染
亜リン酸を用いたロバスト且つ封じ込めを可能とする微細
2016
藻類の培養技術開発
ギーを必要とする化学肥料でした。本研究では、窒素循環における有機物の
に強いロバストな藻類培養技術を確立します。
さらに、育種した藻類が自然

化菌の可培養化と資源循環型有機養液栽培に有
廣田 隆一/
生物コンソーシアのデザイン
硝化（無機化）に着目し、難培養性硝化菌の培養法の開発と複合硝化微生物

界に漏れ出しても生存できないようにリンの代謝系に改変を加え、亜リン酸

広島大学 大学院先端物質科学研究科
助教
群の制御に取り組み、未利用有機資源の活用や、不良土壌回復、人工土壌創
だけに生育を依存するようにした生物学的封じ込め技術へと発展させます。

出へと展開し、二酸化炭素削減に貢献します。
学院農学研究科
助教

の主役である植物
な窒素供給により
しかし、作物栽培
素源は、製造に大
を必要とする化学
研究では、窒素循
物の硝化（無機
難培養性硝化菌の
複合硝化微生物群
み、未利用有機資
良土壌回復、人工
開し、二酸化炭素
す。
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亜リン酸デヒドロゲナーゼ (PtxD)

Sustainable resource
recycling system
ammonium ion
（NH4+)

Nitrification
reaction
nitrite
（NO2-)

「亜リン酸」は、酸化数＋３価の
リン酸で、通常の生物は利用でき
ません。本研究では、亜リン酸を
利用できる能力を藻類に与えるこ
とによって、雑菌汚染に強いロバ
ストな藻類培養技術を確立します。
さらに、育種した藻類が自然界に
漏れ出しても生存できないように
リンの代謝系に改変を加え、亜リ
ン酸だけに生育を依存するように
nitrate
した生物学的封じ込め技術へと発
（NO展させます。
3)
ep̲革新̲近藤PO担当7課題(和英).pdf
2017-11-18
5 / 12 ページ

HPO32- +NAD+ +H2O

HPO42- +NADH+H+
リン酸

亜リン酸

雑菌・野生藻類株の
混入を抑止

目的株にPtxD遺伝子を導入し
リン代謝経路を改変

亜リン酸は自然界では十分に得
られないため作製した株は
漏出しても生存できない

ALCA

Change the game with technologies!

革新技術領域

2014

階層構造磁気蓄熱再生器を持つ
磁気ヒートポンプの開発

G7

川南 剛 /

革新的省・創エネルギー

明治大学 理工学部 教授

システム・デバイス

磁気ヒートポンプは、
フロン系ガス冷媒を用いない低環境負荷・省エネ
ルギー型の革新的グリーンヒートポンプ技術です。本研究開発課題では、磁
気ヒートポンプの高性能・高効率化および多用途への実用化を目指し、
ブ

谷口 研二 / 大阪大学 特任教授

レークスルー技術として、①階層構造を有する蓄熱再生器の構造設計と開発

物理的な原理に基づく先進的技術

②Mn系磁気熱量効

の研究開発を実施します。新概念の創

果材料の高精度加工

出に 関 わる基 礎 的な研 究から、技 術

法の確立③kW級磁

シーズを展開して社会への応用を目指

気ヒートポンプ の開

す技術開発まで、様々な段階にある研

発に関する研究を推

究開発課題に取り組み、いずれも省・

し進めます。

創エネルギー技術としての成果の社会
還元を視野に入れながら推進します。具体的には、革新的なエネ
ルギー創出システム・デバイスや、既存のシステムを極低エネル
ギーで実現する画期的な低損失技術など、温室効果ガス排出の
大幅削減へ向けた効果が十分期待できる研究開発を対象としま
す。

2015

水銀ランプ殺菌灯の代替となる
縦型高効率・深紫外LEDの開発
平山 秀樹 /
理化学研究所 平山量子光素子研究室 主任研究員

殺菌灯の代替となる縦型高効率・深紫外LEDの
2015医療
高い殺菌効果を有する深紫外線は、直接表面殺菌、浄水、空気浄化、
や院内感染防止、食品の衛生管理など幅広い利用が期待されています。
しか
し現在用いられている水銀ランプ殺菌灯は環境負荷が大きく今後の生産が

所 平山量子光素子研究室
主任研究員
大幅に制限されます。本研究では、
深紫外LEDの効率を飛躍的に向上させ、
水銀ランプ殺菌灯の
代替えとなる高効率

紫外光源を実現しま
を有する深紫外線は、
、浄水、空気浄化、
す。深紫外LEDの電
染防止、食品の衛生
力ロスの大幅な低減
い利用が期待されて
により低炭素社会実
かし現在用いられて
現に寄与します。
プ殺菌灯は環境負荷
の生産が大幅に制限
研究では、深紫外
飛躍的に向上させ、
菌灯の代替えとなる
源を実現します。深
力ロスの大幅な低減
社会実現に寄与しま

).pdf
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Outcomes
主なプレス発表（2018年度分）
内

容

発

表

者

発

貴金属触媒を使わずバイオマスからプラスチック原料を合成

原 亨和

～最適構造の二酸化マンガン触媒の開発に成功～

東京工業大学 教授

リグニンのない木質を形成

光田 展隆

～植物の二次細胞壁を一次細胞壁に置き換えることに成功～

産業技術総合研究所 研究グループ長

2019年1月7日

2018年10月2日

小山内 崇

モデルラン藻の糖代謝酵素はラン藻の中で仲間外れ

2018年8月30日

明治大学 専任講師

全固体リチウム電池実現に向けた熱安定性評価技術を開発

辰巳砂 昌弘

～全固体電極材料の発熱メカニズム解明に一歩前進～

大阪府立大学 教授

2018年4月18日

主な受賞（2018年度分）
内

平成30年度

科学技術分野の文部科学大臣表彰

容

科学技術賞

「全固体電池を目指したガラス系イオニクス材料の研究」

第9回化合物半導体エレクトロニクス業績賞（赤崎 勇賞）
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表 日

受

賞

者

辰巳砂 昌弘
大阪府立大学 教授

平山 秀樹
理化学研究所 主任研究員

Current ALCA PIs

課題リスト

特別重点技術領域
魚崎 浩平 / 物質・材料研究機構 フェロー

P07

1

T1 次世代蓄電池
2013 全固体電池チーム

辰巳砂 昌弘

大阪府立大学 学長

P08

2

2013 正極不溶型リチウム－硫黄電池チーム

渡邉

正義

横浜国立大学 大学院工学研究院 教授

P08

3

2013 次々世代電池チーム

金村

聖志

首都大学東京 大学院都市環境科学研究科 教授

P08

4

2016 実用化加速推進チーム

金村

聖志

首都大学東京 大学院都市環境科学研究科 教授

P08

土肥 義治 / 東京工業大学 名誉教授

P09

1

T2 ホワイトバイオテクノロジー
2015 革新的合成法による高性能な高分子多糖類バイオプラスチックの創製と高機能部材化

岩田

忠久

東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授

P10

2

2015 非可食バイオマスからカルボン酸およびアルコール類の高効率合成

中島

清隆

北海道大学 触媒科学研究所 准教授

P10

3

2015 海洋微生物酵素群によるリグニン分解高度化と人工漆材料への展開

大 田 ゆかり

群馬大学 食健康科学教育研究センター 講師

P10

4

2015 糖質バイオマスからグリコール酸ポリマーを合成する微生物プロセスの開発

松本 謙一郎

北海道大学 大学院工学研究院 教授

P11

5

2016 フラン環の構造特性を利用した高機能性高分子の創出

橘

熊 野

群馬大学 大学院理工学府 准教授

P11

6

2015 糖質に依存しないムコン酸のバイオ生産

園木

和典

弘前大学 農学生命科学部 准教授

P11

7

2016 環境適応型プロセスによるリグニンの抽出および高機能素材への展開

敷中

一洋

産業技術総合研究所 化学プロセス研究部門 主任研究員

P11

8

2015 バイオ燃料廃棄物系バイオマスからポリマー原料への微生物転換

中島

敏明

筑波大学 生命環境系 教授

P12

9

2015 加硫の技術革新による天然ゴムの新展開

池田

裕子

京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科 教授

P12

10

2015 ナノセルロースが分子キラリティを支配する界面不斉反応の創発

北岡

卓也

九州大学 大学院農学研究院 教授

P12

11

2015 セルロースナノファイバーを用いた高機能性プラスチック極限軽量断熱発泡部材の開発

大嶋

正裕

京都大学 大学院工学研究科 教授

P12

実用技術化プロジェクト
E1 高品位大口径GaN基板の開発
1

2012 省エネデバイス用8インチ超大口径GaNウエハ

E2 液体水素冷却による超伝導電気機器の開発
1

2010 高性能MgB2長尺線材の開発

E3 低CO2排出型次世代火力発電用新規耐熱材料の開発

谷口 研二 / 大阪大学 特任教授

P13

森

P13
P14

熊倉

P14

2

2010 革新的800℃級超耐熱鋼の設計要素技術

3

2013 超合金タービン翼の直接完全リサイクル法の開発

2012 軽量構造部材創製のための革新的汎用マグネシウム合金の開発

物質・材料研究機構 超伝導線材ユニット NIMS特別研究員

P15

乾

E5 自律分散型次世代スマートコミュニティ

浩明

原田 幸明 / 物質・材料研究機構 名誉研究員

2010 MoSi2基Brittle/Brittle複相単結晶超耐熱材料の開発

1

大阪大学 大学院工学研究科 教授

大崎 博之 / 東京大学 教授

1

E4 省エネルギー社会に向けた革新的軽量材料の創製

勇 介

晴 行

京都大学 大学院工学研究科 教授

P15

竹山

雅夫

東京工業大学 物質理工学院 教授

P15

原田

広史

物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 リサーチアドバイザー

P16

原田 幸明 / 物質・材料研究機構 名誉研究員

P17

鎌土

P17

重晴

長岡技術科学大学 技学研究院 教授

出来 成人 / 神戸大学 名誉教授

P18

群馬大学 大学院理工学府 教授

P18

信州大学 先鋭領域融合研究群 環境・エネルギー材料科学研究所 教授

P19

1

2010 燃料電池カソード触媒機能を有するカーボンアロイの開発と評価

尾崎

2

2010 先進ハイブリッドキャパシタ
（AdHiCap）
に関する研究

杉 本

3

2011 高効率水素製造水蒸気電解/燃料電池可逆作動デバイスの開発

内田

裕之

山梨大学 クリーンエネルギー研究センター 教授

P19

4

2012 水素/空気二次電池の開発

盛満

正嗣

同志社大学 大学院理工学研究科 教授

P19

E6 バイオマスの化成品化およびポリマー化のための高効率生産プロセスの開発

渉

土肥 義治 / 東京工業大学 名誉教授

P20

北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授

P20

東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所 教授

P20

北海道大学 大学院工学研究院 教授

P21

北海道大学 触媒科学研究所 教授

P21

1

2010 微生物バイオマスを用いたスーパーエンジニアリングプラスチックの創出

金子

2

2012 多機能不均一系触媒の開発

原

3

2012 天然多環芳香族からの単環芳香族の単離・製造技術開発

増田

4

2013 炭素系触媒によるリグノセルロース分解

福 岡

E7 生物資源の制御によるバイオマス・有用成分の増産

純一

達雄
亨 和
隆夫
淳

近藤 昭彦 / 神戸大学 教授

P22

1

2010 気孔開度制御による植物の光合成活性と生産量の促進

木下

俊則

名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所 教授

P22

2

2011 低炭素化に資する発酵微生物のゲノム育種およびゲノム工学的「耐熱化」

松下

一信

山口大学 大学院創成科学研究科 教授
（特命）

P22

3

2011 ゼロから創製する新しい木質の開発

光田

展隆

産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 研究グループ長

P23

4

2011 共生微生物を活用した水生バイオマスの効率生産

森川

正章

北海道大学 大学院地球環境科学研究院 教授

P23

5

2014 原形質流動の人工制御：植物バイオマス増産の基盤技術としての確立

富永

基樹

早稲田大学 教育・総合科学学術院 准教授

P23

6

2014 気相微生物反応を用いる革新的バイオプロセスによるメタン/メタノール変換

堀

名古屋大学 大学院工学研究科 教授

P23

克 敏

36

大崎 博之 / 東京大学 教授

P24

1

E8 高効率エネルギー機器システム実現のための先進的産業用電気機器の開発
2011 低コスト高温超伝導線材

土井

俊哉

京都大学 大学院エネルギー科学研究科 教授

P24

2

2012 低炭素社会を支える輸送機器用超伝導回転機システム

中村

武恒

京都大学 大学院工学研究科 特定教授

P24

3

2013 磁気分離法による発電所ボイラー給水中の酸化鉄除去

西嶋

茂宏

福井工業大学 工学部 教授

P25

4

2014 REBCO全超伝導回転機の開発

岩熊

成卓

九州大学 大学院システム情報科学研究院 教授

P25

E9 新規材料および新機構による熱利用技術
1

2013 カルノー効率の60％に達する廃熱回生熱音響システム

E10 光マネジメントによるCO2低減技術
1

2016 環境負荷の少ない高性能ペロブスカイト系太陽電池の開発

E11 炭素循環化学システムの高効率化

谷口 研二 / 大阪大学 特任教授

P26

長谷川 真也

P26

東海大学 工学部 准教授

谷口 研二 / 大阪大学 特任教授

P27

若宮

P27

淳志

京都大学 化学研究所 教授

辰巳 敬 / 製品評価技術基盤機構 理事長

P28

1

2014 アミン含有ゲルによる省エネルギー且つ低コストなCO2分離濃縮材料・プロセスの開発 星 野

友

九州大学 大学院工学研究院 准教授

P28

2

2015 相分離型省エネルギーCO2吸収剤の開発

洋

名古屋大学 大学院工学研究科 助教

P28

町 田

E12 革新的な細胞制御法や育種法による高効率バイオ生産の技術開発
1

2013 ラン藻の発酵代謝工学−光合成を基盤としたコハク酸・乳酸生産

近藤 昭彦 / 神戸大学 教授

P29

小山内

P29

崇

明治大学 農学部 専任准教授

革新技術領域
G1 太陽電池および太陽エネルギー利用システム
1

2014 高効率ポリマー系太陽電池の開発

G2 超伝導システム

2014 高入出力・高容量なリチウムイオン電池用炭素負極材の開発

G4 耐熱材料・鉄鋼リサイクル高性能材料

広島大学 大学院工学研究科 教授

−

魚崎 浩平 / 物質・材料研究機構 フェロー

P31

松尾

P31

吉晃

兵庫県立大学 大学院工学研究科 教授

原田 幸明 / 物質・材料研究機構 名誉研究員

P32

首都大学東京 システムデザイン研究科 教授

P32

北海道大学 大学院工学研究院 教授

P32

1

2016 不純物元素に対しロバストな積層造形ニッケル基超合金の創成

筧

2

2014 耐火金属基BCC高濃度固溶体をベースとした超耐熱材料創成

三浦

G5 バイオテクノロジー

幸 次
誠司

近藤 昭彦 / 神戸大学 教授

P33

1

2015 人為的アポミクシス誘導技術の開発による植物育種革命

高 木

埼玉大学 大学院理工学研究科 教授

P33

2

2016 難培養性硝化菌の可培養化と資源循環型有機養液栽培に有用な硝化微生物コンソーシアのデザイン

安藤

晃規

京都大学 大学院農学研究科 助教

P33

3

2016 亜リン酸を用いたロバスト且つ封じ込めを可能とする微細藻類の培養技術開発

廣田

隆一

広島大学 大学院統合生命科学研究科 准教授

P33

G6 革新的省・創エネルギー化学プロセス
G7 革新的省・創エネルギーシステム・デバイス
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P30
P30

格

2018年度終了 大崎 博之 / 東京大学 教授

G3 蓄電デバイス
1

大須賀 篤弘 / 京都大学 教授
尾 坂

優

2018年度終了 辰巳 敬 / 製品評価技術基盤機構 理事長

−

谷口 研二 / 大阪大学 特任教授

P34

明治大学 理工学部 教授

P34

理化学研究所 平山量子光素子研究室 主任研究員

P34

1

2014 階層構造磁気蓄熱再生器を持つ磁気ヒートポンプの開発

川 南

2

2015 水銀ランプ殺菌灯の代替となる縦型高効率・深紫外LEDの開発

平山

剛
秀樹

ALCA

Change the game with technologies!

〜先端的低炭素化技術開発（ALCA）
は、
未来社会創造事業『地球規模課題である低炭素社会の実現』領域
と一体的に推進しています。〜
未来社会創造事業『地球規模課題である低炭素社会の実現』領域では、
これまでの先端
的低炭素化技術開発（ALCA）において、学術に根ざして行ってきた基礎基盤研究を活か
した形で、
トップダウンによるマネジメント、
スモールスタート、
ステージゲート評価などを
踏襲し、将来の低炭素社会実現に資する革新的研究開発を推進します。特に、低炭素社会
実現に必要となる技術的課題であるボトルネック課題については、政府が掲げる「エネル
ギー・環境イノベーション戦略」において特定された技術分野を中心として、2050年度の
温室効果ガス大幅削減に必要不可欠な技術開発を行います。
また、社会実装に向けては必要に応じて他府省のプログラムと連携し、成果の橋渡しを
実施します。
これらの取り組みを通じて、2050年に想定されるサービス需要にCO2を抜本
的に削減する“ゲームチェンジングテクノロジー”を創出し、社会実装につなげることで、低
炭素社会の実現に貢献することを目指します。
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ALCA

Change the game with technologies!

03-3512-3543
https://www.jst.go.jp/alca/
alca@jst.go.jp
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