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制度名 二酸化炭素固定化・有効利用

技術等対策事業 
事業名 環境調和型触媒技術研究開発 

事業の概要 クリーンエネルギーの獲得・利用、環境保全のための新しいプロセスの創出、地
球環境への物質負荷の低減を可能とする新規の触媒を開発する。触媒の分子設計
を目指した基盤的手法を開発するとともに、水分解光触媒及びメタンの選択酸化
触媒の開発を行う。 

１．国の関与の必要

性・制度への適

合性 

本研究開発は、難度の高い研究開発であるため開発リスクが大きく、また開発に
は新規なアプローチが必要であり産官学の連携の下に行う必要がある。 

２．事業の背景・目

的・位置付け 

地球温暖化対策として、省エネルギーの推進、新エネルギーの獲得が進められて
いる。そのための革新的プロセスに必要な触媒技術の開発を行う。 

３．事業の目標 
（全体目標） 

１）新規触媒の設計技術 ２）水分解光触媒の開発（CO2を伴わない水素の獲得） 
３）メタン選択酸化触媒の開発（メタノールの省エネ合成） 
中間評価後、具体的な目標値をおいて実用化の可能性を探ることに重点を移した。

４．事業の計画内容 
(単位：百万円) 

H4 H5 H6 H7 H8 H9 
 

H10
 

H11 
 

H12 
 

H13
 

総 額
(10年)

特別会計(エネ高) 39 290 350 420 420 452 443 525 456 405 3357 
総予算額（計） 39 290   350  420  420 452 443 525 456 405 3357 

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 財団法人地球環境産業技術研究機構 

再委託先 東京工業大学、大阪府立大学、横浜国立大学、豊橋技術
科学大学、フロリダ中央大学、ウエールズ大学、ｽﾍﾟｲﾝ
触媒石油化学研究所 

研究開発体制 
 
(実態に併せて記載) 

共同研究先 独立行政法人産業技術総合研究所（関西センター、薄膜
ｼﾘｺﾝ太陽電池研究開発ﾗﾎﾞ） 

５．実用化、事業化

の見通し 

メタン選択酸化触媒についてはＦＳを実施し、立地条件によっては実用化の可能
性が見出された。水分解光触媒については、コストを含めた実用化のための条件
を明らかにした。 

６．今後の展開 光触媒については、技術開発についての新たなｼﾅﾘｵが、また選択酸化触媒につい
ては、市場を明確にした実用化へのｼﾅﾘｵが必要である。また、触媒設計技術につ
いては、活用方法を検討する。 

７．中間・事後評価 中間評価平成 10年 7月 

８．研究開発成果 学会発表件数：183、査読論文数：105、テレビ、新聞発表数：１０  
特許（出願）数：5（5）、 
基本計画の変更 なし 

変更内容 中間評価以降、実用化への戦略を明確にした目標を
設定。 

９．情勢変化への対

応 

評価履歴 中間評価（産業技術審議会、評価部会、環境調和型
触媒技術研究開発評価委員会）  

10． 今後の事業の
方向性 

 

作成日 平成 14年 9月 20日 
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「環境調和型触媒技術研究開発」 

（事後評価）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 
光触媒による水の完全分解とメタンの気相選択酸化という２つの極めて難易度
が高く、挑戦的なテーマの設定自体は、我が国のみならず人類にとって重要な課題
であり、国のプロジェクトとしてふさわしいものと評価できる。また、プロジェク
ト設定の大枠目的は良く、１０年にわたり難度の高い研究に取り組みこの分野の推
進に貢献したと評価できる。 
しかし、本事業の目標値は達成しているものの、実用化においては評価できる段
階に到達していない。また、長い研究期間の間に、研究方針の一貫性に揺らぎがあ
り、異なったテーマを同じ研究機関、研究組織に委託したことが効率的であったか
どうかについても疑問が残り、研究遂行自体に問題を残したものと言える。 
本テーマのような課題についてはフィードバックの適切さが問われ、本プロジェ
クトにおける途中１回の評価ではなく、少なくとも２年に１回はレビューすべきで
あり、目標をクリアー出来る研究体制に（人の入れ替えを含めて）すべきであった。 
また、この種の難度の高いプロジェクトにおいて数値目標の設定はふさわしくな
く、触媒設計原理の導出、将来に向けての作業仮説の明確化等体系的研究になるべ
きとの見方もある。 

 
２）今後に対する提言 
本プロジェクトのような極めて難度の高いチャレンジングな研究は、今後も失敗
を恐れず積極的に取り組むべきである。推進にあたっては、着眼点をしっかりとし
確固たる研究遂行体制で研究を進めれば、より大きな波及効果が期待される。プロ
ジェクトの立案、推進、管理に関して、今回のような一研究機関への一極集中型に
関しては疑問が残る。どのように体制を整え、進めて行くかは重要な課題であり、
研究者の選任や研究管理などに新しい運営方法を検討すべきであろう。 
また、計画に対する事前の十分な吟味が必要で、特に技術的な可能性についての
検討を、始めの２年くらいで系統的に行うべきであるし、中間評価の意見により右
往左往するような事態が生じるような場合は、継続判断を明確にするべきであろう。 
なお、選択酸化と水分解については、日本が世界のトップレベルにあることを考
慮すると、何らかの新しい形で引き継がれるべきテーマと思われる。 
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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 
本事業は公共性が高く、技術的かつ学問的なハードルが高く、リスクの多いテー
マであり、国の先導によるプロジェクトの推進には大きな優位性があると思われる。
特に日本において必要とされている課題であり、これを持続させることは日本の将
来にとって重要である。 
しかし、プロジェクト自体の費用対効果を声高に議論する必要はないが、研究遂
行効率が低く、投入された研究費に対して成果は得られていない。より小刻みな評
価で修正を行うか、中間評価の段階でてこ入れをすべきであったように思う。 
本プロジェクトの設定自体は大変意義深いものではあるが、実現までには多くの
困難が予想されるプロジェクトだけに、例えば研究方針にある最新の計算化学の取
り込み、体制作り、およびコンビナトリアル方法の活用などを取り入れて、触媒開
発の新しい方法論の開発に成果を示すべきであったと思われる。 
 
２）研究開発のマネジメントについて 
プロジェクト全体のマネジメントは適切であったとはいえない。先端的な技術で
あるために実用化に対する目標値設定の算出基準が曖昧で説得性を欠き、挑戦のた
めの明確な作業仮説が不明確である。また途中での方針変更により、研究達成のた
めのアプローチに一貫性が認められない。メタン酸化、光関係とも、固体触媒設計
のための計算化学の寄与が少なくなる等、効率的な研究遂行がなされたようには見
えてこない。計算化学の積極的活用によりメタン活性化のための何らかの触媒化学
的指針を創生すること、また光触媒のバンド計算を積極的に進めることで体系化を
図り、それを基にした新触媒の創成等をすべきであった。 
また、本プロジェクトを遂行するにあたり、日本の第一線の化学者を採用する等
の、研究者の適切な人選が必要であったと思われる。 
なお、要素技術が機能する形で組み込まれていることは評価できるとの意見はあ

る。 

 
３）研究開発成果について 
目標値は達成しているものの、成果の意義については実用化を想定した場合、単
に数値目標を越えただけでなく力強さのある研究成果でなければ、実用化への原動
力としては弱い。数値的な目標を無視しても、水分解触媒の光触媒作用、およびメ
タン選択酸化触媒の触媒作用に対する新しい提言、発想、理論の提案は十分とはい
えない。この分野の研究の困難さを考慮すると、新しい化学を導出すべき段階であ
ったことを強く認識して研究を進めるべきではなかっただろうか。また、技術戦略
としての特許もその強み（ポジション）を議論できる段階に無いし、特許の数が少
なすぎる。これは研究者が企業からの派遣であることに起因しているのであれば、
制度的な観点から解決すべきである。 
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なお、目標値については、計算機化学の結果を固体触媒設計に生かし高いホルム
アルデヒド＋メタノール収率を達成している点など、両テーマともに数値目標は達
成した。 
また、基礎的な知見が得られたことよる学術的な面（発表論文数など）や、この
分野での情報交換・人的交流等研究増進のために果たした間接的寄与は大きい。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
メタン選択酸化に関しては、技術的優位性が試算されていて産業技術的展開が見
通せる段階との評価もあるが、全体としては、実用化・事業化の見通しは立ってい
ない状況と考えられる。 
なお、本プロジェクトは、本来、長期的視点から判断されるべきものである。 



 

 成果に対する評価 
新規触媒の基
礎研究 

本プロジェクトの計算化学の成果は、メタン部分酸化触媒の
発についても、水分解触媒の設計・開発についても応用できる
ない。残念ながら、汎用性のない局所的な成果となっている。
な角度から具体的に触媒開発に応用した例が多くあったほう
た。また、研究内容自体に革新性を計ることはできず、時代を
ているとは評価できない。 
しかし、研究開発当初から、大変先進的な研究開発に取り組
ことは評価できる。本プロジェクトの学術的な知見は、国際水
て高い評価を得ている。特に、計算機用の新しいソフト開発を
い、触媒の理論的解析を成し遂げ、それを設計法まで展開する
げている。 

 
 

新規触媒の研
究開発：光触
媒 

多層薄膜光触媒は、本プロジェクトでは競合技術として扱わ
であり、１０年の研究成果の集大成として多層薄膜光触媒の成
は不充分である。また「高効率光触媒＝電子、正孔の分離と再
「可視光応答光触媒＝光励起幅の制御による長波長化」が具体
設計にまで落とし込まれていないため、残念ながらブレークス
現できていない。特に、本来の目的である可視光での触媒探索
クスルーが、見いだすことが出来ず、可視光利用の光触媒の開
て成功度は低い。１０年間の水分解光触媒開発の膨大な実験結
想されるべき普遍的法則性や概念が見あたらない。しかしなが
の可視光による水分解の研究において日本が世界をリードす
与えたことは評価できる。 
多層薄膜光触媒（半導体型光触媒）による水の完全分解は、
研究が進められ目標値をクリアーした。一般化することにより
ある成果として近未来エネルギー技術に繋がるものであり、初
組みとして評価できるが、単なる太陽電池と水の電気分解の組
に対して優位性があるとは思えないとの意見もある。 
現時点では数値ではなく、可視光で機能させるための原理の
目標とするべきである。さらに、光触媒と積層型太陽電池シス
のそれぞれの特徴、利点、課題等を明確化し、これからの光エ
研究政策立案の指導原理を作るべきである。 
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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 
設計・開
とは思え
さまざま
が良かっ
リードし

んできた
準から見
共同で行
成果をあ

本要素技術に関しては、実用化は困難であるか、ある
いは検討すべき対象ではないとの意見であるが、計算化
学の応用に関しては、触媒設計法として一般化させる努
力さえ継続すれば、開発ソフト、データベースのリース、
販売など実用化の可能性はあるとの見方がある。 

計算化学の応用に関して言えば、まずは単純な
機能性材料をターゲットとした計算化学の確立が
第一歩である。触媒機能の設計は計算化学の対象
としては複雑すぎるものの、早く好適触媒元素に
たどり着ける計算化学の進歩は急務である。本プ
ロジェクトで得られた結果を有効に活用するため
には、方針を明確にしたうえで、継続することが
重要であり、一段の進歩が多方面の協力でなされ
る必要がある。また、ソフトウエアーやアルゴリ
ズムを開発するのではなく、触媒設計のためにど
の様に使いこなせるのかが今後問われる。 

れる対象
果だけで
結合抑制」
的な物質
ルーを実
にブレー
発に関し
果から連
ら、現在
る契機を

精力的に
汎用性の
歩的取り
み合わせ

明確化を
テム両者
ネルギー

学術的な知見（ネガティブデータも含めて）は得られ、
将来的に実用化可能な技術も含まれると思われる。 
しかし、現時点では、実用化の見通しは立っていない
のと同時に、世界的にも実用化を考える段階にない。 
国（NEDO）のプロジェクトである以上、実用化が常
に意識されるべきであり、本プロジェクトの開始の時点
で、可視光利用というターゲットが設定されなかったこ
とは疑問である。 

可視光による水の完全分解は人類にとって必須
の技術となるので、着実な要素技術集積が必要で
あり、新しい形で継続することが、光エネルギー
利用技術開発のために不可欠である。そのために
も、根本的な作用機構と物質設計に戻って作業仮
説、かつ明確な方針の設定（可視光利用のための
研究戦略）、システムの選択（光触媒か、太陽電池
か）が必要条件である。開発の上で、計算化学の
役割は今後さらに重要となろう。 
 また、研究に当たっては、複数のトップランナ
ーの研究グループを大局的観点から統括できる研
究組織に取り込んだ最強チームを編制したうえ
で、研究開発を協奏的に推進していく等、マネジ
メントに関し提言する。 
さらに、他研究機関と共同研究を実施した場合、
それぞれの課題に対する貢献度を明確にすること
が求められる。 



 

 成果に対する評価 
新規触媒の研
究開発：選択
酸化触媒 

若干の学術的な知見は得られており、特にメタン選択酸化の新
媒系の発見は、新規触媒の基礎研究の結果と併せて利用するこ
り、新しい触媒設計の指針を示し、汎用性のある触媒創製技術へ
と思われる。また、数字的には当初目標をクリアーしており、メ
選択酸化を、単純気相反応に強く依存しながらも６％の合計収率
る反応システムを構築した点は評価できる。 
ただし、全体の進め方として、触媒設計を目指す本プロジェク
ては当初の作業仮説が示されず、結果的にランダムスクリーニン
うに見える。また NOxを促進剤としたメタン選択酸化の触媒系
は興味深いが、普遍的なメタン選択酸化の化学を解き明かしてい
でない。さらに、触媒設計法として確立するためには系統的な研
要で、酸素の活性化のみならずメタンを活性化する反応場を計算
に導出し、固体触媒の構築へと展開するようなアプローチがほ
た。 7 
    

 
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 
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フィージビリティスタディの結果から、メタノール、
ホルムアルデヒド、酢酸合成に関し、ある特定の条件下
では二酸化炭素の削減と価格面での競争力があると示さ
れている。 
メタノールとホルムアルデヒドの収率が 6.8%では、実
用化の議論をする段階ではない。プロセスフローを既存
技術と比較したときの複雑性、システムのコントロール
難易性等から見て実用化の見通しは立たないと思われ
る。 
触媒反応系として十分に応用の可能性を有している。
とくに低級アルカン酸化や他の炭化水素の C-H 結合の活
性化に実用化できる可能性がある。 
なお、実用化の際には触媒反応の低温化あるいは収率
向上等の必要性が指摘されている。 

メタンの有効利用は、エネルギー、環境対応を
考えれば将来的に重要な課題であり、革新をもた
らす研究を大いに推進すべきである。既存技術の
最適組み合わせ（水性ガス合成＋メタノール合成
の高度リファイン）、新規作業仮説による直接転換
（メタンからメタノール、メタンからホルムアル
デヒドジメチルアセタール、またはメタンからギ
酸メチル等）、画期的な誘導体化などの兆しがあれ
ば挑戦する価値はある。特にメタン利用はＧＴＬ
の方向で開発が進んでいるが、エネルギー、環境
対応を考えれば選択酸化によるメタン利用が必要
になってくるのは明らかである。 
実施に当たっては、最先端を走る複数の研究グ
ループを、大局的観点から統括できる研究組織（チ
ーム）に取り込み、研究開発を協奏的に推進して
いき、市場性のある技術でもって、企業との共同
プロジェクトまでの発展を計画すべきである。た
だし、難易度が極めて高い為、年度毎のレビュー
が必要であると思われる。 
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（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 
 

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 1.8 C B B B B B 

２．研究開発マネジメントについて 1.3 D B B C C B 

３．研究開発成果について 1.8 A C B B C B 

４．実用化・事業化の見通しについて 0.5 C D D C D C 


