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制度名  事業名 プログラム方式 

二酸化炭素固定化・有効利用技術開発 

事業の概要 広範に行われる、二酸化炭素固定化・有効利用技術開発に関して、テー
マ探索調査に基づいて次々に提案されてくる研究開発テーマについて、
順次３～５年程度を目途に、研究開発目標（この場合は二酸化炭素固定
化・有効利用）達成に資する基盤技術の探索、フィジビリティーの確認
を行う。 
この確認の結果、さらに実現可能性が高いと判断されるものは、次のス
テップとしてパイロットプラントまでも念頭においたプロジェクト化の
検討を行う。 

１．ＮＥＤＯの関与の必

要性・制度への適合性 

本事業の個々の研究開発は、企業の利益とは結びつかないのみならず、
その成果を得るまでに多くの時間を要することが見込まれる。 
また、普遍的な応用も可能であるため公益上も大きな意義がある。 
以上より、ＮＥＤＯとしての関与が必要な事業である。 

２．事業の背景・目的・位

置付け 

気候変動問題の解決のためには、短期的且つ緊急の温室効果ガス排出削
減目標の達成に加え、より長期にわたって不断に排出削減を実行してい
くことが不可欠である。 
しかしながら、二酸化炭素固定化・有効利用技術に関しては、今も絶対
的及び即効的な解決策を見出すことはできていない。 
従って後世に向けて、出来る限り可能性の高い技術的選択肢を用意して
おくことが重要である。 
このため、これまでの研究開発制度とともに、広く研究開発課題を探索
し、その結果を踏まえ、短期的・小規模な研究開発課題を順次実施する
研究開発制度を確立することによって、効率的に意味のある技術的選択
肢を増やす仕組みを作ることが必要となっている。 

３．事業の目標 

（全体目標） 

二酸化炭素固定化・有効利用の達成に資する基盤技術の探索、フィジビ
リティーの確認を行う。 

４．事業の計画内容 
(単位：百万円) 

H11fy H12fy H13fy H14fy H15fy 総 額 
(５年間) 

一般会計       
特別会計（電特）       
特別会計（石特）       
特別会計(エネ高) 100 160 250 200 200 910 

総予算額（計） 100 160 250 200 200 910 

省内担当原課 産業技術環境局環境政策課 
運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
委託先 (財)地球環境産業技術研究機構、 

(社)日本海洋開発産業協会 
再委託先 北海道大学、山口大学、大阪大学、熊本大学、千葉大学、

東京工業大学 
(財)電力中央研究所、京都大学 

研究開発体制 

共同研究先 東京大学 
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５．実用化、事業化の見通

し 

本事業は、二酸化炭素固定化・有効利用の開発目標の達成に資する基盤
技術の探索、フィジビリティーの確認が主であり、実用化・事業化に直
結するものではない。 
個々の基盤研究に対する実用化・事業化の想定については、事業毎での
記載の通り。 

６．今後の展開 実現可能性が高いと判断されるものは、次のステップとしてパイロット
プラントまでも念頭においたプロジェクトにする。 
個々の基盤研究に対するプロジェクト化は事業毎での記載の通り。 

７．中間・事後評価 事後評価は、中間評価時の内容を反映して平成 15 年度まで実施の「光合
成」及び「マングローブ」については、平成 16 年４月、平成 14 年度ま
での「電気化学」については平成 15 年 4 月頃に実施予定。 

８．研究開発成果 外部発表  光合成:        2 件(口頭発表)、１件(特許出願) 
電気化学：     5 件(口頭発表) 
マングローブ：10 件(学会発表)、１件(特許出願準備中) 

 
基本計画の変更 基盤研究の増減による変更を行ったが、個々の基盤研

究での変更はない。 
変更内容 基本計画としての変更はないが、研究開発をより効率

的に進めるために、情勢変化への対応は適切に行って
いる。 

９．情勢変化への対応 

評価履歴 なし。 
 

10．今後の事業の方向性 基盤研究によってフィジビリティーの確認がとれたものは、プロジェク
ト化を計る。 
 

作成日 平成１４年２月１８日 
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「プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発」 

（中間評価）評価概要（案） 
 

１．プロジェクト全体に関する評価 
１．１ 総論 
１）総合評価 

将来可能性の見込まれる技術選択肢を探索していくため、比較的小規模な予算で

短期のサブプロジェクトを設定して効率的に展開する点は評価できる。また、植林、

バイテク並びに化学的固定・変換を機軸としたサブプロジェクトによる技術基盤を

確立しようとする点も一般的に受け入れられよう。 
ただし、「プログラム方式」が短期（といっても５年は結構長い）のシーズ作り

の基礎研究というだけでは中長期の見通しとシナリオが不明確になり易い。また、

成果は、全般的に当初から予想された結果の範囲内であり、着実な進歩は見られて

も画期的な新発見はなされていない。これはプロジェクト決定時の基本方針が十分

でなく、全体的な目標設定や個々の技術開発の評価の方針が未だ手さぐりの状況で

あることに由来する。さらに、上記サブプロジェクトを機軸とした妥当性を明確に

すべきであったが、今回の３件がすべて妥当とは判断し難い。例えば、化学的固定・

変換技術は電気化学的固定化技術を採用しているが、最も基本的なエネルギー面で

の社会に受け入れられる経済的条件に関する考察が不十分で、研究開発の正当性そ

のものが崩壊しかねない。バイテクでの生物を利用した技術開発の場合、遺伝子組

み換え生物の利用が安易に考えられており、生物が自然界に流出した場合の危険性

についての事前の検討が必要不可欠となる。研究方針の再検討、あるいは方向性を

変える必要のあるサブプロジェクトが見受けられるので、実用化に向けた基本的方

針を再策定し、研究期間以内に FS の提示が出来るよう推進すべきである。 
 

２）今後の研究開発の方向性等に関する提言 

技術シーズの理論的効果と制約、問題解決への期待効果、産業技術として成立す

るための経済的・制度的条件等を検討して技術シーズを抽出後、さらに研究資金の

投入基準を明確化して投入するという「長期的視点に立脚した基礎技術研究の推進

方針」を早急に策定する事を望む。それに基づいて技術シーズを絞り込み、個別の

基礎研究技術の研究マネジメントの方向を明確化し、トータルシステムの中での位

置付けに意義があるものに優先して研究費の配分の強弱をつけるべきである。評価

対象となった「植林」、「バイテク」、「化学的手法」の３つの分野での各サブテーマ

の内、「植林」は継続、「バイテク」は要素技術の整理まで継続、電気化学的アプロ

ーチの「化学的手法」は継続するにしても基本方針の再検討が要求される。少なく

とも社会的に受け入れられる基本方針を明確化し、研究期間内での実用化へ向けて

の FS の提示は必要である。 
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１．２ 各論 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
二酸化炭素の削減に向け、国（NEDO）が技術開発を促進することには、誰も異

論を唱えないであろう。しかし、研究投資の費用対効果、政策課題への対応可能性、

国際競争力増大への貢献等の各評価軸についての説明が不十分だったため、「国

（NEDO）が関与することの優位性」の説得力を低下させている。事業の目的・政

策的位置付けについて、ＮＥＤＯでしっかりした理論武装と説明力を持たれること

を望みたい。その意味で、二酸化炭素削減技術に関わる政策と「プログラム方式」

の位置付けが戦略として明確でない。すなわち、国益に資するプロジェクト課題の

具体的設定についての理念と戦略が単に「シーズ作り」だけでは見えてこない。ま

た、各サブプロジェクトが選択された経緯や決定方法等が不明であるため、プログ

ラム方式下での試行錯誤的研究開発の感をまぬがれない。たとえシーズを生むため

とせよ、先があまり見えない非現実的な研究開発は早期に淘汰すべき事業政策が要

求される。 

 
２）研究開発のマネジメントについて 
「プログラム方式」のマネジメントとしての各目標、計画、事業体制、運営、情

勢変化への対応等に関し、３件のサブプロジェクトとも概ね研究促進努力は認めら

れる。 
しかし、中にはシーズ作りの基礎研究で明確な実用化戦略が立てにくいものがあ

り、つまりは、長期的なシナリオを描いて、現在の研究がその中でどの位置にあり、

短・中期的な目標設定とマネジメントをどう行うかを明確にされてない。また、研

究開発計画においては、ただサブテーマを並べただけで、本気で横断的なマネジメ

ントを行っているという感じを受けず、研究開発運営の曖昧さ、基礎的な知識獲得

とトータルシステムという実用化を意図したものの同居、成果に対して誤解を生む

可能性がある主張、野心的なチャレンジが目立たない各要素研究、将来実用化を目

指す連携がとれていない偏りが見られる事業体制等々、改善の余地が多い。 

 
３）研究開発成果について 
目標を技術開発基盤（シーズ）作りとした場合でも、残された研究期間から考え

ると「植林」を除き「バイテク」も「化学的手法」も FS の確認をするという目的

に対し不安が残る達成度と判断するので、早急な説得材料が必要となる。また、個々

の要素技術の成果がでているにもかかわらず、全体としての研究開発のシナリオと

マネジメントの枠組みがしっかりしていないために、付加価値を正当に評価されな

い。さらに実用化或いはシーズに向けた、時間軸を考慮した説得力ある成果として

は現れていないものもある。各サブテーマの問題点・課題とその解決のための具体

的戦略を時間軸と共に明確化すべきである。 
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４）実用化、事業化の見通しについて 
提示された 3 つのサブテーマの内、この評価に耐えられるのは、唯一「植林」に

おける「マングローブ植林・生態」研究開発のみであるが、それとても「植林場所・

面積」、「研究成果の信頼度、地域による違い、植林による環境変化対策等を加味し

た汎用性」、「別種の樹木植林に対する地域的・風土的優位性」等々の明確化が図ら

れる必要がある。一方、FS を行うことすら困難で、社会的に認知し難い側面を抱

えている「バイテク」や「化学的手法」においては、実用化の見通しを評価する段

階に至っていないという問題がある。 



 

 

要素技術に関する評価 

 成果に対する評価 実用化の見通しに関す

る評価 
今後の研究開発の方向性等に関する提言 

光合成遺伝子と

有用物質生産遺

伝子を組み合わ

せた新たな代謝

機能の発現制御

技術の開発 

従来から RITE が行ってきた研究（藻類の光合成 CO2 固定とボトリオ

コッカス等の炭化水素生成）において、微細藻株への遺伝子導入及びボト

リオコッカスの炭化水素生成タンパクの獲得は、基礎研究としての個々の

進展ととらえられるものの、二酸化炭素固定・変換の重要な（要素）技術

を提示しているかとの観点からはまだ何ともいえない段階である。藻類の

光合成 CO2 固定とボトリオコッカス等の炭化水素生成の両者の代謝経路

を持つキメラ藻体創出による二酸化炭素固定・変換としているが、クロロ

コッカムで遺伝子導入ができたことはまだ一段階に過ぎず、ダウンレギュ

レーション等の機能的リスク等に関する検討も含め、実際の炭化水素生

産、さらには二酸化炭素固定システムまでの道は長い。また、本サブプロ

ジェクトが二酸化炭素固定・変換というマス（量的）にも対応できるとす

る成果あるいは戦略等をより明確化する必要がある。 

微細藻株の光合成

CO2 固定・代謝とボト

リオコッカス等の炭化

水素生成がキメラ代謝

を可能にすることが遠

い将来可能となると仮

定すれば、要素技術と

しての実用化の可能性

はあるといえる。また、

微細藻類の利用技術と

してシーズとなる可能

性もある。 

微細藻株の光合成 CO2 固定・代謝とボトリオコッカス等の炭化水素生成がキメ

ラ代謝を可能にすることが遠い将来であっても可能となると仮定出来る積極的

な材料を早期に提示する必要があろう。要素技術となり得ると判断できるまでに

かなりの基礎研究期間を要するし、まして、大量の自然界の二酸化炭素を相手に

するためには越えるべき障壁が多く残されている。早期の FS を期待する。 

 将来の実用化に向けた課題・問題点を列挙すると、 

(1) 微細藻株へのボトリオコッカスの炭化水素生成タンパク発現遺伝子部位の

挿入の達成。あるいは、ボトリオコッカスにこだわらない有用遺伝子の形

質転換の試み。 

(2) 微細藻株の光合成 CO2 固定・代謝と炭化水素生成のレギュレーションが制

御できる（ダウンレギュレーションにならない）ことの提示。 
(3) キメラ微細藻株の増殖方法と安全性並びに必要量とコスト。 
(4) キメラ微細藻株の二酸化炭素の固定能（量）、二酸化炭素の炭化水素変換能

（量）による実用性の有無（FS は可能）。 
(5) 二酸化炭素処理量とリアクター設計条件・コスト、ベンチマークプラントへ

の可能性等々の FS の提示。 
(6) ベンチマークプラントによる実証、本格プラント設置の可能性等々。 
上記の１および２の実現性を提示することだけで５年目を越えると推測する。

従って、５年以内で要素技術としての意義の有無の結論を出すことすらぎりぎり

となろうが、その時点で発展性あるいは限界は自ずと見えてくるであろう。 

二酸化炭素の電

気化学的固定化

技術の開発 

電気化学的固定・変換において、新たな電極の提示は学問的興味はある

ものの、下記の点が明確にならない限り本事業のサブプロジェクトとして

の将来性は読めない。 
(1) 二酸化炭素の処理量と必要電力供給に対する二酸化炭素排出量との

バランスから研究の意義。 
(2) 二酸化炭素の電気化学的処理で期待できる有用物質。 
(3) 水の電気分解から得られる水素と二酸化炭素からのメタノール化に

対する優位性。 
(4) 本研究での出口が合成ガスであれば、二酸化炭素あるいは水を利用し

たメタン改質による合成ガス生産に対する優位性。 
(5) 電極機能と作製コスト・消費電力とのバランス等の提示。等々 
上記問題点、不透明性などが目立ち、研究の意義に多々疑問が残る。ま

た、それら疑問を払拭する研究成果は見あたらない。 

現時点の開発の基本

方針及び開発成果から

は、実用化を評価する

レベルには達してない

と判断されるが、そも

そも研究基本計画から

実用化への道筋を検討

しているとは認識し難

い。 

電気化学的二酸化炭素の固定・変換が持つ実質的意義及び他の類似プロセスに

対する優位性等が明確でない限り、本研究開発の重要性は認め難い。したがって、

それらの点が、明確にならないとすれば、合成ガス等の生成物からの更なる別途

変換を加えない状態での電気化学的二酸化炭素の固定・変換から何が新規なもの

として出てくるかを整理する程度に留め、実用化に向けたシーズとしての発想は

避けざるをえないであろう。基礎研究の興味は残るものの実用化への FS の提示

に関し、現状では特別のインパクトが見受けられないので、縮小・内容変更すべ

きと判断する。 
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要素技術に関する評価 

 成果に対する評価 実用化の見通しに関する評価 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

マングローブ等熱

帯沿岸生態系の修

復・保全による地球

温暖化ガス回収・放

出抑制評価技術の

開発 

植林による二酸化炭素固定はもともと二酸化炭素吸

収・排出権とも絡み肯定できるものであり、マングローブ

が選択されているのも必要条件は満足されている。また、

マングローブ植林による環境変化等も研究成果で指摘さ

れている点も評価できる。成果として、植林地域・エリア

面積、マングローブ植林の周辺環境に及ぼす効果および樹

種としてのマングローブの普遍性等出来るだけ明確にし

ておくべきであろう。 

マングローブ植林に伴う二酸化炭素吸収固定量とコス

ト、新たに発生するガス放出量、微生物効果、その他植

林環境変化等についての分析手法の確立に向けた研究意

義は大であり、すでに要素技術としての確立性は高いた

め、実用化への FS が強化されれば、さらなる期待がで

きる。 

期待される研究開発であるため、より具体的な植林戦略

の持つ意義と課題を分析手法あるいは経済性等により明確

にしてもらいたい。植林・再植林地域により二酸化炭素固

定のコスト並びに環境変化が問題となるが、経済性・環境

の成立が限定された地域でないことを期待するので、一層

の研究開発を遂行され、戦略的 FS を見たい。 

８
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評価項目 平均値 素点（注） 
１．事業の目的・政策的位置付けについて 2.8 B A A A A 
２．研究開発マネジメントについて 1.4 C D B B B 
３．研究開発成果について 1.8 C B B B B 
４．実用化・事業化の見通しについて 0.8 D - C B D 
 
 
 
 
（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 
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４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果
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１．事業の目的・政策的位置付け

平均値


