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このタイトルのように大上段に構えた背景は、今後、我が国のエネル
ギー・環境分野における研究を推進していく上で、私たちのプログラムは実
はパイロット的な役割を果たしているのではないかと最近つくづく感じるよ
うになったからであります。

現在、地球温暖化の問題に対しては次々に国際的な約束が決まっていま
す。我が国も2030年までにCO2 排出量26%削減（2013年度比）―CO2 排出量
10億 t以上の削減に相当―を宣言いたしました。世界レベルでは、さらに一
歩踏み込んで、2050年に世界全体で温室効果ガスの排出量を今の半分にす
るということを申し合わせた訳ですが、発展途上国も含めて半分にというこ
となので、先進国は8割以上も削減しなければいけないという目標なのです。
これを達成するのは技術でしかないわけですが、今の技術の延長上ではとて
も達成できない壮大な目標です。これは科学界に投げかけられた“課題”でも
あります。
日本も2016年4月に「エネル
ギー・環境イノベーション戦略」
を打ち出し、温室効果ガス排出の
削減のために、2050年に向けて
国を挙げて長期的に研究開発に取
り組むことを正式に決めました。

ALCAの

SDGsへの取り組み

JSTの取り組みは
13ページへ

ALCAでは、温室効果ガスの排出削減を目指した技術開発を通じ
て、「環境・エネルギー」分野に関する以下の目標に貢献して
いきます。
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ゲームチェンジングテクノロジーで低炭素社会を
温室効果ガスを抜本的に削減するための革新的な技術―我々はゲームチェンジング

研究開発をサポートするという枠組を講じました。ただし、高々10年で基礎研究が実

テクノロジーと呼んでいます―を創出しようという理念の下、2010年にJSTの研究プ

用化を達成するのはむしろ例外であって、どうしても研究開発には長い年月が必要と

ログラムとしてALCAが発足しました。ALCAでは温室効果ガス排出の削減という“出

なります。従って、ALCA研究の出口は、より実用化に近い研究開発フェイズ―例えば

口”を強く意識した基礎研究を推進します。このプログラムでは、あくまでも地球規

経済産業省系の研究開発プログラム、より望むらくは産業界に引き継がれる形―を想

模で温室効果ガスの排出量を削減することに貢献することを目的としておりますから、 定しております。
デバイスやシステムあるいは製品として優れているというレベルにとどまるのではな

先程、2030年を目処と申し上げましたが、地球温暖化というようなレベルで貢献し

く、将来―我々は2030年を目処にしておりますが―世界中に普及するような技術を求

得るような技術というのは、仮に2030年頃に世の中に出たとしても、実際に貢献でき

めております。

るのは2050年あるいは更に先の時間的スケールになるでしょう。そういう意味で、こ

通常、文部科学省系の研究プログラムではプロジェクト研究期間は5年が標準で、ま
れに10年の長期型のものがありますが、我々は研究開発の性質上、最長10年にわたり

のALCAというのは2050年の低炭素社会を実現するために、バックキャスティングし
て2030年に世の中に送り出す技術を開発しているという位置づけなのです。

スモールスタートとステージゲート評価
限られた予算の中で数多くの研究テーマを採択するために、1件当たりの研究費を少

いう観点で判断しているのです。逆に言えば、サイエンスとしてすばらしい芽が出て

額にしました。我々はこれを“スモールスタート”と呼んでいます。途中段階でステージ

いても、将来のCO 2排出削減に向かっていなければ、ALCAではなく別の基礎研究プ

ゲート評価を行うことで研究テーマを絞り込み、同時に研究費を増額するというシス

ログラムでやっていただくというマネジメントを行ってきました。ステージゲートで

テムにしました。つまり、スモールスタートとステージゲート評価は不可分な関係に

不通過だからといってサイエンティフィックな意味で価値が低いということではなく、

なる訳です。

あくまでもALCAの最終目標に資するかどうかで判断をしていることを強調したいと思

当初、このステージゲート評価は根付くだろうかと随分不安視され、実際に研究コ

います。また、このステージゲートシステムは、ALCAのような明確な出口を設定した

ミュニティの中でも「基礎研究は1～2年で成果が出るはずはない」などの強い批判も

研究プログラムには有効なのですが、科学者の自由な発想にもとづく研究を支援する

ありました。実は全くその通りであって、我々もこうした短期の成果を期待している

プログラムがあって初めてALCA型の研究システムも成り立つのだということは肝に銘

のではなく、研究の方向性が将来のCO2排出削減への貢献を目指しているかどうか、と

じないといけません。

ボトムアップ/トップダウンの二系統
ALCAでは研究者の創意に基づくボトムアップ型と、明確な研究開発目標達成に向

経済産業省の中で委員会を編成し、その中で次世代蓄電池やホワイトバイオテクノロ

けたトップダウン型の二系統で技術領域を設定しました。ボトムアップ型と言っても、 ジーが抽出されました。これらの技術開発は公募で選ばれたチームリーダーが多くの
温室効果ガス排出に大きく貢献し得るという出口を目指す、という点で通常の基礎研

研究者を集めて最強チームを編成し推進します。

究プログラムとは異なります。当初はこのボトムアップ型だけでスタートしたのです

ボトムアップ型についても5年目のステージゲートでは、より実用化に近い研究開

が、勢い技術分野も多岐にわたり、ALCAとしてシステマティックに技術を創出するこ

発フェイズに相転移し得るかどうかという観点を加え、通過した研究テーマは実用技

とが難しいという現実に直面いたしました。研究者の自由な発想だけではCO2排出削減

術化プロジェクト（イネーブリング・テクノロジー）として推進するような仕組みを

に大きく貢献するかどうかは、なかなかわからないのです。今ある技術の中で抜本的

2015年から新設いたしました。

な技術転換によってCO2が大きく削減されるようなテーマというのは、専門家がしっか
りと話し合ってそこを提示していくことも重要であるということから、文部科学省と

このように、プログラム開始当初からの既定路線というよりも、この5年間余の中で
徐々にこのプログラムは進化していったのです。

プログラムオフィサーによるマネジメント
低炭素社会を形成するための緩和策としてはCO2排出の抑制とCO2そのものを削減す

究チームを訪問したりするなどして、POが個々に入り込んで方向性をつくっていきま

る手法に大別できます。これらは、省エネルギー, 創エネルギー, 蓄エネルギー, カー

す。一方、ボトムアップ型は、研究者の創意に基づきますので、当初は強く誘導はい

ボンニュートラルといった技術に分類されます。更にこれらを太陽電池, 蓄電池, 耐熱

たしませんが、研究を行う上でALCAの趣旨から逸れていくこともあります。そういう

材料,…といった技術領域にブレイクダウンし、技術領域毎に研究開発を推進すること

時、POは研究チームを実際に訪問し、その場でいろいろな助言をすることによって是

にいたしました。

正します。このようにマネジメント形式は双方でかなり異なりますが、いずれにして

そうすると、マネジメント体制が極めて重要となってきます。現在、11人のプログ
ラムオフィサー（PO）がそれぞれ担当する技術領域のマネジメントを行っています。
このPOの役割はきわめて重要で、個々の研究テーマの中身まで深く立ち入りディス
カッションを重ね、ALCAの方向性に沿うように指導や助言を与えます。
トップダウン型とボトムアップ型のマネジメントはかなり異なります。トップダウ
ン型はチームをしっかりと把握する必要があるので、頻繁に全体会議を開催したり研

もALCAのような明確な課題解決型研究プログラムではPOの役割は極めて重要であると
いうことを強調したいと思います。
実は、2016年3月、ALCAの5年経過の節目に国際評価を受けまして、私たちのこの
取り組みに対しては、「大変ユニークな取り組みである、殊にエネルギー・環境分野
では、このようなスモールスタートでステージゲートを設けていくというのは重要な
のではないか」とご評価をいただいていたところです。

ボトルネック課題の抽出と解決が今後の鍵
ALCAは発足してから6年目に入っていますが、今、プログラムディレクターとして

一つの理想型ではないかと考えております。実際に2015年から、ALCAでは公募に先

痛感しているのは、予め低炭素技術のボトルネックが何であるかを具体的に示し、そ

立ち、技術的なボトルネックがどこにあるのかということを専門家あるいは産業界の

の解決に向けた提案をしてもらうことが、このエネルギー・環境分野の研究では必

方々からの意見も聞きながら明確にし、それらを提示する形で様々な研究分野からの

要ではないか、ということです。当分野では、長い研究の蓄積があって、すでに古今

提案を受けるという試みを始めております。

東西で様々なトライアルがなされてきています。未だ実現されていない技術はあまた

ALCAでは今後も社会実装につなげるということを強く意識しながら研究開発を推進

ありますが、それぞれに実現されていない理由―ボトルネック―があるからなのです。 していく所存です。併せて、トップダウン型領域を増設していきたいと思います。ス
専門家や過去の経験のある人たちが集まって、こうしたボトルネックを示すことに

モールスタート、ステージゲート、そしてこのボトルネック。この三者が、今後ALCA

よって、異分野の科学者がそれぞれの視点や手段でボトルネックの解消を目指す形が

の運営にますます重要になってくるでしょう。

ALCAシンポジウム（2016年6月30日，パシフィコ横浜）における基調講演を基に作成
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Change the game with technologies!

二次電池やキャパシタといった蓄電デバイスは、再生可能エ

ALCA

ネルギーや電気自動車の更なる普及に向けてキーとなる要
素技術である。
また、燃料電池といったクリーンな発電システ
ムとの併用で、再生可能エネルギーによる電力の安定供給

蓄エネルギー
Energy Storage

が期待される。ALCAでは、全固体電池などの次世代蓄電池
や燃料電池の実用化に向けて、新材料の合成や評価解析、
シ
ステム化などの研究開発を推進している。

ACHIEVEMENT
高効率高温水蒸気電解水素製造／
燃料電池可逆作動セルを目指した高性能電極の開発
Summary

出力変動が激しい太陽光、風力等の再生

Process
1

電 気 炉 に セットされ た 小 型 セル（ 電 極 面 積
0.28 cm2）

2

大型可逆作動セル試験システム

可 能 電 力を、水 素ガスを媒 体として高 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／固体酸化物形燃料
電池可逆作動セルを開発。電極の劣化機

3

構を解明して耐久性を高め、実用サイズま
で大型化するための技術開発を推進する。

4

1

（右上から反時計回り）電極粉末、酸素極用イ
ンク、電解質ディスク上に形成した水素極（黄
緑色）
と酸素極（黒色）
小型セルと大型セル（電極面積20 cm2）

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

2

4
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SDGs

1

2

3

ACHIEVEMENT
実用化に近づいた硫化物型全固体電池の研究開発
Summary

全固体電池は安全性・信頼性に優れた究極の次

Process
1

世代蓄電池と言われている。その実用化には構
成要素材料の開発、各要素材料の組み合わせ、

3

2

量産に向けたプロセス技術の開発等、多くの要
素の結集が必要である。電解液を超えるイオン
伝導度を持つ固体電解質の発明で、自動車用電
源用途での実用化に対する期待が一気に高まる
中、本研究では量産化に向けて、溶液法による固
体硫化物系電解質の製造プロセスを開発した。

3

試作した硫化物型全固体電池でLED
を点灯
（右）硫化物系固体電解質の前駆溶
液：量産に向けて溶液法での固体電解
質製造プロセスを開発、
（中）固体電解
質自立膜、
（ 左）正極/負極の間に固体
電解質自立膜を挟んで作製したプロト
タイプの全固体電池
電極材料や固体電解質の性能評価用
電気化学セル

辰巳砂 昌弘
大阪府立大学 大学院工学研究科
教授
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Change the game with technologies!

SDGs
植物などのバイオマスは光合成によってCO 2を吸収し

ALCA

ている。従ってバイオマス由来の製品は、製造プロセス
で排出されるCO 2を除き、そのライフサイクルにおけ
る地球上へのCO 2の排出は増加しないため、
カーボン

カーボンニュートラル
Carbon Neutral

ニュートラルシステムの構築の促進につながる。ALCA
では、植物科学と代謝工学を基にしたバイオマスの増
産技術や、バイオマスベースの材料及び新規バイオプ
ロセスの創製といった研究開発を推進している。

1

2

4

6

5

森川 正章
北海道大学 大学院地球環境科学研究院 教授

3

森 一博

ACHIEVEMENT

山梨大学 大学院総合研究部 准教授

エリート共生細菌で水生植物バイオマスを増産
Summary

Process

未知微生物の探索技術を駆使することによって、有用水生

1

野生ウキクサを無菌化して保存

植物であるウキクサの生育を加速化するエリート共生細菌

2

無菌ウキクサに最適な共生細菌を選別

を複数発見する。そして各種の工業排水で生育可能な細

3

ウキクサの増加と共生細菌の定着度を計測

4

野外温室で生育の季節変動を調査

菌共生ウキクサを創生し、
タンパク質やデンプン資源を安
価かつ高収率で生産できるバイオ技術の開発を目指す。

5

雑多な細菌に覆われた野生ウキクサ

6

エリート共生細菌がウキクサの生育を加速化した様子

ACHIEVEMENT
C4化成品製造に向けた高エリスリトール生産微生物の開発
Summary

食糧生産と競合しない原料である

1

モニリエラ酵母を薬剤で変異処理

粗グリセリンから、モニリエラ酵母

2

様々な条件下で形質等の差を見分けて優良株を
選抜

3

フラスコによる多検体の生産試験を実施

4

5

6

C4化成品の原料となるエリスリトールを精製

という微生物の力を借りてエリスリ
トールを生産する。さらに触媒反応
によってさまざまなC4化成品に変
換するという、バイオと化学の技術
を組み合わせた一貫工業プロセス
を構築し、低炭素社会を実現する。

2

Process

生産量が増加した株のスケールアップ検討を
実施

新井 隆
株式会社ダイセル 研究開発本部 研究推進グループ グループリーダー

東田 英毅
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株式会社ちとせ研究所 研究開発部 シニアバイオエンジニア

3

1

2

4

5

ACHIEVEMENT
イネの遺伝子などによってポプラの木質を改変
Summary

Process

6

イネの木質形成制御遺伝子は強力な機

1

外来遺伝子を導入したポプラを選抜

能をもつことがわかり、たとえばポプラ

2

外来遺伝子が導入されたポプラを無菌培養で成長

3

鉢上げしてさらに成長

光田 展隆

4

ある程度の大きさになったら幹を収穫して乾燥

産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 研究グループ付

グニンの質や量を改変する研究も進め

5

粉砕して粉にし、性質を評価

ている。

同時に内部構造も顕微鏡で観察

谷口 亨

6

に導入することにより成長に悪影響なく
大幅に容積重（密度）
を上げることができ
る。これによって増え過ぎた木質中のリ

1

森林総合研究所 森林バイオ研究センター 森林バイオ研究室長

4

5

6

3
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SDGs
既存の交通輸送システム、産業、各種電子機器などで

ALCA

消費される電気エネルギーの低損失化は、省エネル
ギー化によるCO2排出の低減につながる。
さらに、エ
ネルギーの高効率利用には、革新的なエネルギー創

省・創エネルギー
Energy Conservation &
Creation

出システム・デバイスやプロセスの開発も有効であ
る。ALCAでは、低消費電力を実現するパワーデバイ
スやLED、ディスプレイの技術開発、超伝導技術を適
用した産業用電気機器のシステム構築などの研究開
発を推進している。

ACHIEVEMENT
水銀ランプを凌駕する殺菌用・高効率深紫外LEDの開発
Summary

深紫外LEDは、殺菌・浄水、空気浄

Process
1

2

サファイア基板上に高品質な窒化ア
ルミニウム（AlN）を製膜し、その上に
高効率・深紫外LEDを実現

3

4

光取り出し効率を向上させるために、
透明コンタクト層、反射フォトニック結
晶、ならびにレンズを導入し、
フリップ
チップLEDを作製

3

5

6

化、医療、樹脂加工、印刷・コーティ
ングなど幅広い分野における応用
が考えられている。本研究では、光
取り出し効率を大幅に向上させる
ことより、水銀ランプを凌駕する高
効率・殺菌用深紫外LEDを目指す。

測定を行い高効率動作を実証

1

2

5

6

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

3

4

07

2

ACHIEVEMENT
50 kW級全超伝導誘導同期モータの開発
Summary

輸送機器用50 kW級全超伝導誘導

Process
1

同期モータを開発した。
リング巻固
定子ならびにかご形回転子にはビ

2

超伝導固定子巻線を試作

3

固定子の組み立て

4

超伝導回転子の組付け

試験(1200 rpm)ならびに可変速

5

開発した全超伝導モータ

試験に成功した。

6

超伝導固定子・回転子の外観写真

スマス系高温超伝導テープ材を使
用した。本モータを液体窒素浸漬冷
却し、世界初の全超伝導負荷回転

1

ビスマス系高温超伝導ダブル
パンケーキコイルを使用

中村 武恒
京都大学 大学院工学研究科
特定教授

3

4

5
6
08

Change the game with technologies!

5

6
1
ACHIEVEMENT
GaNの銀焼結技術による高信頼実装と弾性波観測
（AE）
によるその場非破壊観測
Summary

Process

GaNのハイパワー、高周波特性
を生かした次世代パワーエレクト
ロニクス実現のために、低ノイズ

2

高放熱と高信頼性を有する新銀

1

温度衝撃試験機

2

走査型電子顕微鏡（SEM）

3

4個のGaN素子の絶縁基板実装
状態（手前）
と温度サイクルを実施
した後の状態（奥）

4

銀焼結接合による平面印刷配線
した素子

5

素子接続構造の温度サイクルそ
の場AE観察セットアップ

焼結接合を用い 、絶縁基板への
素子接続と平面印刷配線技術を
開発した。さらに、200℃を超え
るパワーサイクルにおいて発生す
る欠陥のその場観察のために、弾
性波観測（AE）による非破壊検査

3

6

技術を開発した。

4

G a N 素 子 接 合 基 板とA E センサ
セットアップ拡大写真

菅沼 克昭
大阪大学 産業科学研究所
教授

ALCA

省・創エネルギー
Energy Conservation & Creation

SDGs

ACHIEVEMENT
空間結像アイリス面型（方式）
・超低消費電力ディスプレイの成果例
－視点移動対応裸眼3D映像表示技術への応用－
Summary

Technology

従来方式ディスプレイでは、ほとんどの光が観測者に届

空間結像アイリス面を複数横方向

かず無駄になっている。本研究で開発した空間結像ア

に並べ、視線移動対応裸眼3D映

イリス面型ディスプレイでは、観測者の目の近傍のみに

像技術へ応用。本方式では、観察

全光画像情報を集光する空間結像アイリス面を形成し

者が横方向に移動すると、滑らか

て光の無駄をなくすことで、超低消費電力を実現する。

に変化する視差画像を観察可能。

川上 徹
東北大学 大学院工学研究科
産学官連携研究員
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左視点

滑らかな動体視差

1

ACHIEVEMENT
真空技術と融合した液相プロセスが拓く新しいものづくり技術の革新
Summary

Process

従来、真空蒸着のメリットとさ

2

3

液相成長の理解に不可欠な、溶液
成長界面のその場観察

4

得られた薄膜の表面観察から、ス
テップ-テラス構造を有する高い
結晶性を確認

5

最 後に 、薄 膜 表 面に 電 極を形 成
し、電気特性を評価

れてきた 固 気 界 面での 非 平
衡性は、時として実用化に不
可欠な薄膜の低温・高速成長
を困難にしている。本研究で
は、液相層を介した真空蒸着
により、より熱平衡に近い固
液界面でのSiC薄膜の低温・
高速成長の実現を目指す。

Si基の合金融液を介してSiC原
料を気相供給し、SiC薄膜を液相
で成長

1

2

3

4

5

松本 祐司
東北大学 大学院工学研究科
教授

正面視点

滑らかな動体視差

右視点

2

マルチプロジェクター
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羊頭狗肉からの脱出

NEDOのプロジェクトについてご意見をお聞かせください。

矢野：セルロースナノファイバー（CNF）にはまず、羊頭狗肉の問題が

いうものです。NEDOの研究というのは、研究者の興味ベースではなく、

あります。例えば、セルロースナノファイバーは鉄の5分の1の重さで

契約に基づいた研究開発を行います。つまり、何年後にはこのような結

ありながら、5倍の強度を示す繊維になるのです、と安易にアピールし

果を出しますと数値目標もきちんと書いて契約を締結する訳です。容易

てしまうと、説明を受けたほうは大変期待が高まる分、そうではなかっ

に達成出来そうな数値目標では採択されないので、結構チャレンジング

た場合、落胆は大きくなります。実際、材料の特性を発揮することは容

な目標を示します。また、数値目標を達成していかないと次に進みませ

易なことではありません。こうした羊頭狗肉的な説明が先行してしまっ

ん。従って、特有の厳しい世界だと思います。

矢野：私の最初のNEDOのプロジェクトは、地域新生コンソーシアムと

たために、現在は「あの材料は実現が難しい」という声もおこってきて
います。そういう意味で我々はこの材料を世に出す正念場にいると思っ
ています。

産学のタッグでイノベーションを創出

磯貝：日本には多様なセルロースナノファイバーがありますから、適材

磯貝：目標に向かう途中ではやはり、大学の先生やスタッフだけでは越

適所を示すことも大事でしょう。

えられない壁というのが出てくるのではないですか。NEDOのプロジェ

矢野：磯貝先生たちのTEMPO触媒技術を使って作るナノの繊維と、機

クトの場合、企業からのアイデアやサポートも当然あると思うので、そ

械的に解繊をして作っていくナノの繊維というのは形態も特性も違いま

ういった点から産学連携をうまく進めれば、ハードルを越えられるとい

すし、それ故に出口も異なってくる訳ですね。

うアドバンテージがあるのではないですか。
矢野：セルロースナノファイバーに関して言うと、まずは立ち上がりの

日本発の素材で低炭素社会を

部分は製紙会社が責任を持ってやるということになると、製紙会社同士

磯貝：先ほど申し上げた通り、日本には企業も含めて多様なセルロース

に渡せるようにしようという点で、それぞれの専門性がそこに盛り込ま

がライバルというよりは、皆でタッグを組んでなんとかこの材料を川中

ナノファイバーがありますし、おそらく用途によって適材適所にあると
思いますので、そういう意味では今のところまだ、世界をリード
しているといってもいいのではないでしょうか。
矢野：一方で、羊頭狗肉で終わらせないように、セルロースナノ
ファイバーはそれぞれどのような特性があって、どのように使う
のがベストであるか、といったことも示していかないといけませ
んね。
磯貝：資源的、技術的な点を統合しても日本発の低炭素社会に貢
献する素材であることは確かだと思います。ただし、材料開発が

ALCA/NEDO 合同シンポジウム

「次世代セルロースナノファイバーの
創出に向けて」

そうすんなりといかないのは事実です。今日参加されている皆さ
んのお知恵を借りながら、なんとかうまくこのセルロースナノ
ファイバーを使った社会基盤というものを日本から発して、世界
の二酸化炭素削減にぜひ結びつけられればいいと思います。
矢野先生は2005年からNEDOのプロジェクトを進められてい
ます。我々も2007年からNEDOのプロジェクトを始めました。

A ki r a Is oga i
磯貝 明
東京大学
大学院農学生命科学研究科 教授
1985年東大博士号取得（農学）。米国農務省林
産物研究所客員研究員や東大助教授などを経て
03年から現職。植物バイオマスから製造され
るセルロースナノファイバー（CNF）の基礎お
よび応用研究が世界で進められている。
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ALCA

れます。川上から川中に来ると、今度は川上、川中がタッグを組んで川
下に下ろそうとしていく、そういうシステムをまたきちんと作っていく、
そこがNEDOの大型プロジェクトの強みではないかと思います。
磯貝先生は大学で基礎研究を中心におこなっていますが、異分野との

次なるステージへのバトン
磯貝：NEDOのプロジェクトから見てALCAとどのような形で連携が出来
そうですか。

連携についてご意見をお聞かせください。

矢野：先ほど話しましたようにNEDOのプロジェクトは、最初に示した

磯貝：出口優先の研究開発では後回しにせざるを得ないようなこと、例

数値目標の達成に向かって、一生懸命皆で知恵を出して取り組むスタン

えば、そのセルロースナノファイバーがどれくらいの長さなのか、表面

スです。一方、ALCAは、このような可能性があるのではないか、この

特性はどのようになっているのか、といったことをしっかり押さえるの

ような面白さがあるのではないかということをチャレンジングにやって

が大学側の役割で、そういった基礎的な研究をしっかり行うために、農

いけているステージではないかと思います。ALCAのチャレンジングな

学、理学、工学などの異分野連携は重要だと思います。日本全体の研究

研究開発から出てきた芽をどう社会実装していくか、そこをつなぐのが

開発の力を上げるには、出口を目指した研究開発を基礎的な分野で支援

NEDOのプロジェクトではないか、と私は思います。

して、両軸で進めることが必要なのではないのでしょうか。

磯貝：まずは、JST・ALCAとNEDOのジョイントといいますか、情報

矢野先生のほうからは企業との連携だけではなく、大学との連携など、

交換やこういったオープンセミナー、あるいは社会にアピールする場を

基礎的なところでこれをやってほしい、もっとこれをやってくれないと

もっと増やしていくことが大事ですね。矢野先生と私は同じ学会などの

前へ進めないのではないか、という部分があればぜひお聞かせください。

機会で情報交換は十分できますが。

矢野：やはり大学ならではの研究ということでは、私たちはセルロー

いずれにしても、今日来られている皆さんはいろいろなバックグラウ

スナノファイバーの表面にいろいろな官能基を導入して、本当にプラス

ンドや技術をお持ちだと思いますので、ぜひ、それぞれの方がそれぞれ

チックの補強性に優れたもの、あるいは解繊性に優れたものを探索して

の分野で、セルロースナノファイバーを活かすような研究開発を進めて

います。そのためには、徹底的にセルロース化学の基礎をやって、その

いただいて、矢野先生は矢野先生の立場から、我々は我々の立場からサ

メカニズムが分かっている先生方の専門性が必要だと思っています。

ポートするような体制でやっていければと思います。

筋がいい材料

次世代セルロースナノファイバーへの展望

矢野：やはり、まず、セルロースナノファイバーを触っていただ
きたいと思います。そして、粘り強く研究に取り組んでいただき
たい。20年近くセルロースナノファイバーの研究を取り組んでき
て、実用化するには大変な材料だと日々感じています。でも、本
当にポテンシャルのある材料だと思っています。ですから、少し
触って研究を諦めるのではなく、なぜそのようなことが起こった
のか、時には振り返って工夫していただきたいと思います。
磯貝：このセルロースナノファイバーに関しては日本だけではな
く、世界的にしのぎを削って研究開発をやっている分野です。競

× CNF

争は激しいと思いますが、皆さんよく言われるように筋がいい材
料ですので、ぜひ諦めないで取り組んでいただければと思います。

Hiroyuki Yano
矢野 浩之

京都大学
生存圏研究所 教授

1989年京都大学博士号取得（農学）。セルロースナノファイバー
（CNF）を含む複合材の生産において、繊維のナノ化と樹脂への均
一分散を同時に達成する「パルプ直接混錬法」
（京都プロセス）を開発。
CNFの高効率な製造法の考案、製品への応用、将来の可能性拡大に対
する貢献により、2016年 第37回本田賞を磯貝教授と同時受賞。

nano tech 2017内 ALCA/NEDO合同シンポジウム
(2017年2月17日,東京ビッグサイト)における対談を基に作成
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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や企業等を含めた様々なマルチステー
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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Change the game with technologies!

TEAM ALCA

TOGETHER EVERYONE
ACHIEVES MORE

Mr. Akitsugu Koga

Mr. Masanori Emori

Mr. Koki Asano

Mr. Kei Koyama

Mr. Akio Yamada

Dr. Megumi Kobayashi

Director

Manager

Deputy Manager

Deputy Manager

Deputy Manager

Chief

Mr. Shinichi Hosaka

Dr.Kenchi Ito

Dr. Tetsumasa Ito

Mr. Shinya Katayama

Dr. Kunio Kikuchi

Mr. Kenji Otsuka

ALCA Management Advisor

Chief Research Advisor

Chief Research Advisor

SPRING Research Manager

White Bio Fellow

Chief Research Advisor

Dr. Kenichi Sanechika

Mr. Koichi Sugiura

Ms.Hiroko Takahashi

Ms.Miyuki Takahashi

Ms. Tomoko Terakado

Dr. Mineharu Tsukada

White Bio Research Manager

Research Advisor

Research Advisor

Research Advisor

Research Advisor

Chief Research Advisor

撮影協力（敬称略）
● 山梨大学 クリーンエネルギー研究センター

教授

内田 裕之

● 山梨大学

特任助教

燃料電池ナノ材料研究センター
西野 華子

● 大阪府立大学

大学院工学研究科

教授

辰巳砂 昌弘

助教

作田 敦

● 北海道大学

教授

大学院地球環境科学研究院

森川 正章

● 山梨大学

准教授

大学院総合研究部

森 一博

● 株式会社ダイセル

研究開発本部

研究推進グループ

主任研究員

グループリーダー 新井 隆
● 株式会社ちとせ研究所

研究開発部

シニアバイオエンジニア 東田 英毅
シニアバイオエンジニア 村上 紀里子
● 産業技術総合研究所

研究グループ付
● 森林総合研究所

生物プロセス研究部門

光田 展隆

● 京都大学

特定教授
● 大阪大学

教授

大学院工学研究科
中村 武恒
産業科学研究所

菅沼 克昭

● 東北大学

教授

平山量子光素子研究室

平山 秀樹

● 東北大学

大学院工学研究科

産学官連携研究員
特任教授

川上 徹

鈴木 芳人

● NTTサービスエボリューション研究所

主幹研究員
研究員

髙田 英明

巻口 誉宗

大学院工学研究科

松本 祐司

森林バイオ研究センター

森林バイオ研究室長
主任研究員

● 理化学研究所

谷口 亨

髙田 直樹
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