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制度名  事業名 エネルギー使用合理化古紙等有効利用二酸化炭素固定化技術研究開

発 

事業の概要 

 

 

古紙等を酵素により糖類へ変換すること及びこれにより得られた糖類と二
酸化炭素を用いて微生物により有機酸類を効率的に製造する技術を開発する。
得られた有機酸類は高分子や溶剤などの化学原料物質や燃料原料として活用
される。 

1.ＮＥＤＯの関与の必要性・制

度への適合性 

二酸化炭素削減技術は、生産効率の向上や製品に付加価値を与えるものでは
なく、また、技術的なハードルや開発コストも高い。したがって、開発リスク
が極めて高く、国の関与が必要不可欠である。 

2.事業の背景・目的・位置付け 

 

 

日本で消費される紙 3,000 万トンの約 60％、1,700 万トンが古紙として回収
されている。さらにシュレッダーの改良や容器リサイクル法の浸透により、こ
れまで焼却処分されていたオフィス用紙や包装用紙等の回収量の増加が予想
され、これに再生紙原料として不適なラミネート処理された古紙等を含め、そ
れらを有効活用する技術が求められている。これら再生可能原料である古紙等
を有効活用することが出来れば、ゴミとして処分することに比べ二酸化炭素の
排出量削減に貢献できるものと期待できる。 

3.事業の目標（全体計画） 主としてセルロースを成分とする古紙等を生物的な方法で糖類にまで分解
し、その糖類と二酸化炭素から微生物機能を利用して有機酸等の有用物質に高
効率に変換する技術を開発し、古紙等を有用な化学原料物質やエネルギーとし
て有効利用する技術の確立を図る。 

4.事業の計画内容 
   （単位：百万円） 

Ｈ12fy 
 

Ｈ13fy 
 

Ｈ14fy 
 

Ｈ15fy 
 

Ｈ16fy 
 

総  額 
（５年間） 

  特別会計（エネ高） 280 350 246 504 500 1880 
総予算額（計） 280 350 246 504 500 1880 

省内担当原課 産業技術環境局 産業技術ユニット 研究開発課 
運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

委託先 財団法人地球環境産業技術研究機構 

再委託先 京都大学大学院生命科学科、京都大学大学院農学研究科、 
京都大学(秋田県立大学)、千葉大学、プラハ化学技術大学 

研究開発体制 
 
 
 
 
 

共同研究先 無し 

5.実用化、事業化の見通し 平成１６年度には基礎技術の開発を完了し、次の３年間は工業化研究を実施
し、平成２０年度から有機酸製造の実用化ﾌﾟﾗﾝﾄの稼働を検討する。 

6.今後の展開 
 

平成１６年度に乳酸を工業化することを検討中である。さらに別の有機酸生
産の可能性が得られれば、順次実用化に移行することを念頭に置いている。 

7.中間・事後評価 中間評価（平成１４年度） 

8.研究開発成果 特許（出願）数：７件予定（  ）、査読論文数：２報、新聞発表数：４件 

9.情勢変化の対応 基本計画の変更   なし 

10.今後の事業の方向性  

  作 成 日 平成１４年３月３１日 
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「エネルギー使用合理化 
古紙等有効利用二酸化炭素固定化技術研究開発」 

（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 

利用率の低いオフィス古紙を原料とすることで、二酸化炭素排出量の抑制を

はかると共に、二酸化炭素の固定による削減までも視野に入れた研究開発であ

る。地球温暖化防止、バイオマス資源の有効活用といった 21 世紀の緊急かつ重

要な課題の解決に貢献できるプロジェクトである。 
バイオマスの中でも糖化しやすいオフィス古紙をターゲットとする方向性は

評価に値する。また、二酸化炭素の存在下でコハク酸の生産能力（生産性、対

糖収率等）は実用化に近づく値を示すなど、著しい成果が見られる。 
ただし、「糖化技術」については、糖化における反応条件や糖化率評価方法、

酵素の低コスト化等さらに検討を進めることが望ましい。一方､対象となる古紙

資源量の、より定量的な調査を行う等、引き続き古紙を取り巻く状況を注意深

く見守る必要がある。今後は、プロジェクト全体の意志疎通を図り、より一層

実用化に向けた研究開発を進めて欲しい。 

 

２）今後の研究開発の方向性等に関する提言 
実用化を考えると、「糖化技術」と「バイオコンバージョン技術」の更なる検

討が必要であるが、特に「糖化技術」の確立が望まれる。また、オフィス古紙

を原料とした糖化産物を利用したコハク酸等の生産工程を含むプロセス技術の

検討に重点を置く必要がある。さらに、経済性評価を研究開発と並行して行う

とともに、関心を持つ民間企業等との協同事業をも考慮していくべきと考える。 
 
１．２ 各論 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
本プロジェクトは、未利用バイオマス資源の有効活用、二酸化炭素排出抑制・

削減といった地球環境にかかわる緊急な政策課題に合致する。また、本プロジ

ェクトに係る研究課題は、技術的なハードルが高く、開発コストも高いことか

ら、民間に開発リスクを負わすことは困難な状況であるため、NEDO（国）の

事業としての必要性は高い。 
 一方、本事業を構成する古紙の化学原料への転換と二酸化炭素の固定化が二

酸化炭素排出抑制に与える寄与度を、LCI（注）の考え方も取り入れて定量的に評
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価することを進めてほしい。 
 
（注）Life Cycle Inventory ：原材料の調達から製造・使用・廃棄における製品の生涯に

渡り、投入資源量や環境負荷量および環境影響度を評価する手法が研究されている。この

中で、投入資源や環境負荷を定量化する手法。 

 
 
２）研究開発のマネジメントについて 
研究開発の目標・計画については、目的を達成するために必要な要素技術が

網羅され、詳細までブレークダウンされており評価できる。２つの要素技術ご

との研究開発マネジメントは十分機能していると判断できる。 
 「糖化技術開発」と「バイオコンバージョン技術開発」の連携等をより密接

に取る必要があるのではないか。例えば、実際に古紙から得た糖類を原料とし

たバイオコンバージョンを早期に検討するなど実用化をより意識したマネジメ

ントを期待する。また、再委託先の研究成果とプロジェクト全体へのフィード

バックをより明確にすることが望ましい。 
原料を上質古紙に限定して、研究開発を進めているが、オフィス古紙の糖化

技術が確立できた場合は、木質バイオマスの糖化技術として幅を広げて検討す

ることを期待する。 

 
３）研究開発成果について 
中間評価の段階においては全体的に基礎研究レベルで成果が上がっていると

判断される。特に、「バイオコンバージョン技術開発」では、コリネ型細菌の全

ゲノムの解析を終了し、セロビオース資化能の解明、及び炭酸イオンの組み込

みにおける代謝系の解明等があり、世界的に見ても新規性があり、独創性も十

分である。 
「糖化技術開発」では、古紙を対象とした酵素、微生物の選択に遅れがある

ため加速して進める必要がある。今後は、系統的なデータの蓄積を行い、特定

した菌を用いて、糖化酵素の製造、遺伝子組換えによる改善を含め、糖化率の

向上を目的とした技術の開発を進めるべきである。 
 成果の普及については、中間評価の段階では概ね妥当であると判断できる。

コハク酸生産に関する成果など、本プロジェクトの優れた成果については積極

的に発表されることを期待する。 
 

４）実用化、事業化の見通しについて 
今後、計画通り研究開発を進めた場合、基礎研究としての成果は期待できる

ものの、実用化・事業化のシナリオについては、更に検討の必要がある。優先
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的には「糖化技術」の確立が重要であり、特に糖化酵素の製造技術とコストの

検討及び酵素糖化に関わる詳細な技術開発等が課題である。 
コリネ型細菌による有機酸生産は新規性、独創性があり、世界的にみてイン

パクトが高い。ただし、コスト試算については、今後検討すべき重要な課題で

ある。 
原料としてオフィス古紙に留まらず、稲ワラ、牧草等の草本系バイオマス、

及び木質系バイオマスにも適用可能となる発展性のある技術であり、関連分野

へのインパクトが期待される。



 

 
 

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 

古紙等から糖類を生

産する技術の開発 
 

オフィス古紙をターゲットにし、最終目標の「糖化

率 90％以上」に近づきつつあることは評価できる。 
特に、糖化に対して最も懸念されるインキやトナー

の影響がないことを明らかにできた点や古紙分解に

適した微生物、酵素として細菌（Aeromonas ）及び

木材腐朽菌を得た点は評価に値する。 
 一方、糖化における反応条件や糖化率評価方法に関

して不十分な点が見受けられるため、今後の詳細な検

討が必要である。 
セルロース純度の高いオフィス古紙以外の原料（リ

グニン含量の高い古紙やその他木質系バイオマス等）

に対する技術的検討も進めることが望まれる。 

セルロースを主成分とする上質古紙を選択して

おり、産業技術として、極めて有用性が高く、新

たな市場創造につながる新規性、先進性が認めら

れる。古紙分解に適した微生物・酵素から、新た

な技術分野が生まれることも期待される。 
ただし、実用化を確実に推進するためには、高

活性菌株の改良、反応条件（添加剤や複数酵素の

相乗効果等）の最適化、酵素の低コスト化の検討

を進める必要がある。 

本プロジェクトは、セルロースの糖化が原点にあり、い

かに効率よく低コストでグルコース等を得るかが重要で

ある。この点を踏まえて、従来技術の延長線上ではなく古

紙糖化の独自性を明確にして研究開発を進める必要があ

る。 
また、古紙の分別・回収・再利用を含めて、集中型でな

く分散型で古紙を再利用できるような社会的基盤を整備

することも国家戦略として重要であることを再認識し、総

合的に検討して欲しい。 

糖類と二酸化炭素か

ら有機酸を生産する

基本技術の開発 

当初の計画と比較し、目標を概ね達成し優れた成果

を上げている。 
コリネ型細菌が二糖類の取り込み能を有すること

を解明した点は、糖化技術への負担を減らす意味から

も、非常に重要な成果である。また、嫌気的条件で二

酸化炭素を通気し、二酸化炭素を固定化しながらほぼ

100％コハク酸が生成する技術は、世界的にみても優

れた独創的な技術と判断できる。 
実用化を考える際に重要なデータとなると思われ

るため、実際の糖化産物での検討を早期に実施して欲

しい。 

本プロジェクトは、コリネ型細菌を用いてバイ

オコンバーションの基礎的な研究を酵素学的及び

遺伝子レベルで検討しており、この結果は生産性

向上につながることが期待される。コリネ型細菌

による有機酸生産は目途がついたと考える。実施

者の保有するコリネ型細菌を用いてエタノールを

生産する技術などはプロジェクトのゴールの多様

性を示すものであり、評価できる。 
ただし、実用化を進めるためには、コハク酸の

生産性について定量的に検討する必要がある。 

これまで得られた成果をもとに有機酸等の工業的生産

に向けての反応技術の開発が期待できる。今後、基礎的な

面では培養条件最適化や炭酸イオン組み込み反応の高効

率化の課題に注力する必要がある。実用化の面では、オフ

ィス古紙を原料として得た糖化産物を利用し、コハク酸等

の生産工程を含むプロセス技術の検討に重点を置くと共

に、有機酸から燃料油の生産に関わる技術の検討を含めた

調査を行うことが望ましい。 

６
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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 
 

2.5 C B A A A A 

２．研究開発マネジメントについて 
 

2.0 B B B B B B 

３．研究開発成果について 
 

2.0 B B B B B B 

４．実用化・事業化の見通しについて 
 

1.8 C C B B B A 

 
（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 

 

1.8

2.0

2.0

2.5

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の目的・政策的位置付け

平均値

 


