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はじめに 
 
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構においては、被評価プロジェクト

毎に当該技術の外部の専門家、有識者等によって構成される研究評価分科会を研究評価

委員会によって設置し、同分科会にて被評価対象プロジェクトの研究評価を行い、評価

報告書案を策定の上、研究評価委員会において確定している。 
 
本書は、「カーボンナノチューブキャパシタ開発プロジェクト」の中間評価報告書で

あり、第１６回研究評価委員会において設置された「カーボンナノチューブキャパシタ

開発プロジェクト」（中間評価）研究評価分科会において評価報告書案を策定し、第１

８回研究評価委員会（平成２０年９月２４日）に諮り、確定されたものである。 
 
 

 
平成２０年９月 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 
研究評価委員会 
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「カーボンナノチューブキャパシタ開発プロジェクト」 

中間評価分科会委員名簿 

（平成２０年６月現在） 

 氏名 所属、肩書き 
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審議経過 

 
 第１回 分科会（平成２０年６月２４日） 

公開セッション 
１．開会、分科会の設置、資料の確認 
２．分科会の公開について 
３．評価の実施方法について 
４．評価報告書の構成について 
５．プロジェクトの概要説明 
６．プロジェクトの詳細説明 

6.1 研究開発成果について 
非公開セッション 

6.2 研究開発成果及び実用化、事業化の見通しについて 
７．全体を通しての質疑 

公開セッション 
８．纏め、講評（公開） 
９．今後の予定、その他、閉会 

 
 第１８回 研究評価委員会（平成２０年９月２４日） 
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評価概要 
 
１．総 論 
１）総合評価 
我が国で 2004 年に開発されたスーパーグロース法による単層カーボンナノチューブ

(SWCNT)が持つ高いポテンシャルに注目して、2006 年に本プロジェクトを立ち上げた

機動性は高く評価できる。また、中間目標は概ね達成されており、世界最高水準の成果

も見られ、最終目標の達成も十分に期待できる。特に、産業界及び学術界における波及

効果の一環として、世界をリードし国際的に流通する日本発 SWCNT のブランド品を送

り出すことが強く期待できる。 
しかし、SWCNT の大量合成技術の開発と量産による大幅なコストダウンについては、

どの程度のものなのか公開情報からはイメージできない。コストに係わる情報開示は難

しい側面もあろうが、産学官界からの注目度が非常に高いナノ材料であり、コストの目

安についてイメージできるような情報の提供を工夫されたい。 
今回の中間評価段階においてカーボンナノチューブ（CNT）キャパシタの事業化の可

能性が見えてきており、今後も国の支援を得たプロジェクトとして効率的に推進すべき

である。取分け、大量合成される基板上垂直配向 SWCNT 固有の特性を十分に生かすよ

うな開発が望まれる。 
 

２）今後に対する提言 
 CNT 量産化技術開発については、CNT の直径制御技術の開発や品質（長さの均一性

など）の向上が望まれる。また、量的生産にある程度の見通しがついた段階でプロジェ

クトメンバー以外に試験試料供与を始めれば、波及効果としての CNT 市場の拡大或い

は市場の創造の契機となることが強く期待される。 
 CNT キャパシタ開発については、CNT 表面の何割を利用しているのかなどの基本的

な検討も必要であり、高配向かつ高密度である SWCNT の特性を活かした電極開発に一

刻も早く取り組んで欲しい。また、CNT キャパシタは、性能が発現すれば良いので、

低品位でも高性能を発現できる CNT をいかに安く量産するかについて検討するのも一

つの方策である。 
汎用材料を用いた高エネルギー密度キャパシタの開発も活発であるので、これら競合

技術の開発動向を充分視野に入れつつ、実用サイズの CNT キャパシタによって最終目

標値を達成していただきたい。また、CNT の性能を活かせる他の応用分野の探索を含

め、広い視野に立脚した CNT キャパシタ開発を進めることが望まれる。 
 
２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 

CNT は、そのポテンシャルの高さから省エネプログラムに大いに貢献し得る。しか

も、CNT 量産化技術開発は日本の産業発展に大きく貢献する可能性があり、国家資金
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を投入し、スピードを上げて実施する意義がある。また、CNT を用いたスーパーキャ

パシタは、高速充放電が可能な短時間蓄電デバイスとして機能し、瞬時の大電力供給や

回生エネルギー保存など省エネ効果のある利用が可能である。さらに、SWCNT 量産化

技術開発、CNTキャパシタ開発の両者ともかなり基礎的な研究開発も要求されるため、

実用化・事業化リスクは高い。NEDO が関与し、産官学が連携した実施組織で推進する

ことが妥当な事業である。 
しかし、他の蓄電デバイスとの競合優位性がコストパフォーマンス的には十分に明瞭

になっていないため、CNT キャパシタを搭載した製品がどこまで受け入れられるかに

ついてコストパフォーマンスの更なる検討が不可欠である。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
 CNT 量産化技術開発と CNT キャパシタ開発のいずれについても、レベルの高い数値

目標が設定されている。また、実施体制は、基礎的な研究開発力能力を有する研究機関、

技術力と事業化能力を有する企業から構成されており妥当である。しかも、２つの開発

テーマ間で、検討会や委員会を設け、進捗状況、問題点等を確認しながら進めている点

は、開発の効率化、予算の有効活用につながり、評価できる。予算の多くはプロジェク

ト期間の前半に CNT 量産化技術開発へ、後半に CNT キャパシタ開発へ配分され、妥

当である。 
 しかし、コストダウンについては公開情報に数値目標が見られないので、その目安を

イメージできるような情報の提供を工夫する必要がある。後半の開発は、実用化の可能

性を判断するための相応するコスト比較に基づいて進めていただきたい。 
 今後、ハイブリッド自動車の技術動向を精査し、スーパーキャパシタに求められる性

能と実用化可能性を常に検討することも必要である。 
 
３）研究開発成果について 

CNT 量産化技術開発の成果は画期的で中間目標値を十分に達成しており高く評価で

きる。CNT キャパシタ開発も、3.5 V 耐電圧の SWCNT 電極の作製をはじめとして注

目すべき要素技術の開発があり、全体として概ね中間目標を達成している。特に、CNT
量産化技術開発の成果は、ウエットプロセスでの触媒反応、連続 CVD 装置の技術確立、

A4 サイズでの成長を実現できたことなど世界最高水準であり、他の競合技術と比較し

て圧倒的に優位である。加えて、最終目標達成の可能性が高い。 
一方、CNT 量産化技術開発における多くの中間目標値の達成は個々に実証されたも

のであり、複数の中間目標値の達成が同時に実証されたものになっていない。今後の取

組みが必要である。 
 今後、本プロジェクトの SWCNT でしか発揮できない実用材料としての特徴を積極的

にアピールして欲しい。また、大量合成された SWCNT 固有の特性を活かした CNT キ

ャパシタの設計が今後の課題と考えられる。 
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４）実用化、事業化の見通しについて 
 CNT キャパシタの実用化に向けて、低コスト化、量産化のための要素技術が着実に

開発され、事業化の可能性が見えてきている。また、基板に垂直配向した SWCNT の量

産化技術開発における波及効果は学術的にも産業的にも非常に大きいと期待できる。 
 しかし、CNT 量産化についてはコスト計算が示されておらず、CNT キャパシタにつ

いては実用化、事業化に向けて必要とされる特性およびコストの情報が不十分である。 
 今後の CNT キャパシタ開発においては、寿命試験を一部（高電圧や高温での負荷試

験）行っているが、その他の試験（自己放電試験・充放電試験）より明らかとなる信頼

性（寿命）、安全性もポイントになるであろう。 
 



 

研究評価委員会におけるコメント 
 
第１８回研究評価委員会（平成２０年９月２４日開催）に諮り、了承された。研究評

価委員からのコメントは特になし。 
 

7 
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第１章 評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この章では、分科会の総意である評価結果を枠内に掲載している。なお、枠の

下の○、●、・が付された箇条書きは、評価委員のコメントを原文のまま、参考と

して掲載したものである。 
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１．プロジェクト全体に関する評価結果 

１．１ 総 論 

１）総合評価 
我が国で 2004 年に開発されたスーパーグロース法による単層カーボンナノチ

ューブ(SWCNT)が持つ高いポテンシャルに注目して、2006 年に本プロジェクト

を立ち上げた機動性は高く評価できる。また、中間目標は概ね達成されており、

世界最高水準の成果も見られ、最終目標の達成も十分に期待できる。特に、産業

界及び学術界における波及効果の一環として、世界をリードし国際的に流通する

日本発 SWCNT のブランド品を送り出すことが強く期待できる。 
しかし、SWCNT の大量合成技術の開発と量産による大幅なコストダウンにつ

いては、どの程度のものなのか公開情報からはイメージできない。コストに係わ

る情報開示は難しい側面もあろうが、産学官界からの注目度が非常に高いナノ材

料であり、コストの目安についてイメージできるような情報の提供を工夫された

い。 
 今回の中間評価段階においてカーボンナノチューブ（CNT）キャパシタの事

業化の可能性が見えてきており、今後も国の支援を得たプロジェクトとして効率

的に推進すべきである。取分け、大量合成される基板上垂直配向 SWCNT 固有

の特性を十分に生かすような開発が望まれる。 
 
＜肯定的意見＞ 
○ カーボンナノチューブ量産技術およびスーパーキャパシタの開発に関しては、

その目標、計画、事業体制ともに概ね妥当である。また、中間目標は概ね達成

している。世界最高水準の成果も見られ、成果発表も十分行われている成果も

ある。最終目標は達成可能だと判断できる。 
○ CNT は世界的に注目され、その応用製品の革新的な性能向上が期待される新素

材である。日本の産業発展に大きく貢献する可能性があり、国家資金を投入し、

スピード、効率を上げた開発を実施する事に意義を感じる。 
○ 世の中の SWCNT の量産がほとんど進んでいない状況の中、生産能力を数百倍

にも引き上げるようなチャレンジ的目標となっており、世界的にみても優れた

開発であると言える。 
○ 中間目標値は、ほとんどの項目でクリアできていることは十分評価できる。 
○ 全体的に順調に研究開発が進んでおり、最終目標への到達が十分に期待できる。 
○ 単層カーボンナノチューブの大量合成技術の開発は着実に進んでおり、目標を

達成している。また、小形の試作スーパーキャパシタの性能も優れている。 
○ ０４年の産総研の画期的なスーパーグロース技術開発に対し、早期にプロジェ

クトを設定、スタートした機動性が評価できる。 
○ ＣＮＴキャパシタの実用化という目標が明確で実際的で、プロジェクト全体を

貫いていることが全体の共通意識の醸成に役立っている。 
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○ カーボンナノチューブは、1991 年日本発の代表的なナノマテリアルであり、国

の内外を問わず研究開発の中心的存在となっている。しかしながら、品質と量

的供給の問題があって単層カーボンナノチューブを主体とする産業展開は未だ

実現されていない。かかる現状にあって、産業技術総合研究所で 2004 年 11 月

に開発されたスーパーグロース法単層カーボンナノチューブの高いポテンシャ

ルに注目して、2006 年に本プロジェクトを立ち上げた迅速な対応は高く評価さ

れる。 
○ スーパーグロース法をコア技術とする単層カーボンナノチューブの量産技術開

発、単層カーボンナノチューブを用いた高エネルギー密度・高出力密度の電気

二重層キャパシタ開発を目標とする本プロジェクトは、ナノテクノロジープロ

グラム、省エネルギープログラムが意図する観点から極めて意義が高い。 

○ ナノ材料・ナノテクノロジー分野の基盤技術形成・科学基盤整備を通じた新産

業の創出、学術的深化と新たな実用化研究の展開等、社会への波及効果も強く

期待できる。 
○ 波及効果の一環として、産業界、学術界において、世界をリードし国際的に流

通する日本発の単層カーボンナノチューブのブランド品を送り出すことが期待

される。 
 
＜問題点・改善すべき点＞ 
● カーボンナノチューブ合成について、設定目標を複数満たす量産化技術の開発

となっていない。量産化技術により作られたナノチューブの品質（長さの均一

性など）がまだ不十分である。 
● スーパーキャパシタ研究について、ナノチューブ電極の製造技術が十分に開発

されたとは言い難い。現行方式でナノチューブ表面の何割を利用しているのか

など、基本的な検討が残っている。また、成果発表が十分とは言えない。 
● 産業用として普及させるにはコストダウンが最重要課題であるが、実施課題の

中にコスト要素が含まれていない。 
● コスト面での見通しが得られておらず、現時点では活性炭電極の置換えとなる

かどうか不明である。 
● コストパフォーマンスを考えた場合、現在考えられている CNT キャパシタの

市場において、このような蓄電デバイスを搭載した製品がどこまで受け入れら

れるかが見えない。 
● 目標値にはないが、現時点でのナノチューブの価格の見通しについて言及した

方が良い。それを把握することで、現在想定している以外にどういった研究・

目標が必要なのか見えてくると思われる。それは、さらなる追加予算の根拠に

もなるであろう。 
● 本プロジェクトの特色である基板上に垂直配向した単層カーボンナノチューブ

膜を生かしたスーパーキャパシタ設計の部分が進んでいない。 
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● ナノテク技術分野に対するプロジェクト推進の効果を言及しているが、ＣＮＴ

技術分野に比べ影響がよく分からない。「ナノテク技術のＣＮＴキャパシタの実

用化」にとどまらぬ、広汎なナノテク研究開発へのインパクトを意識している

のかどうか、半端に感じられる。 
● カーボンナノチューブキャパシタの実用化･事業化の前提として、高品質カーボ

ンナノチューブの大量合成技術の開発と量産による大幅なコストダウンを目的

に掲げてプロジェクトに取り組んでいる。また、低コスト製造・量産化技術開

発に係わる個別要素技術の中間目標達成度がすべて満足されていることも高く

評価できる。かかる中間評価段階での状況や中間評価分科会における質疑を踏

まえてなお、大量合成技術開発によるコストダウンについて、どの程度のもの

なのかイメージできない。総括的に「キャパシタに対応する低コスト化と量産

供給の事業化可能性が見えてきた」と纏められている程度である。コストに係

わる問題は、情報開示が難しい側面もあろうが、産学官界からの注目度が非常

に高いナノ材料とその事業化プロジェクトであり、本プロジェクト目的以外の

用途展開・波及効果、国際競争力等の多様な観点からもコストの目安について

イメージできるような情報の提供を工夫する必要がある。多様な分野から歓迎

され、より多くの興味を集めることにもなろう。 
 
＜その他の意見＞ 
・ カーボンナノチューブ製造においてコスト化に取り組んでいるが、事業化に向

けたロードマップが見えない。また、競合技術のあるナノチューブキャパシタ

については、必要とされる特性およびコストの見積もりなど、実用化、事業化

のシナリオが見えない。 
・ 今回の開発の出口製品はキャパシタとなっているが、CNT の性能を活かせる他

の応用分野の探索を含め、広い視野での開発を期待する。 
・ ナノテクノロジープログラムとしては、単層カーボンナノチューブの大量合成

技術の開発をスーパーキャパシタ以外への応用にも展開できることが期待され

ていると考える。この点を踏まえて、スーパーキャパシタ材料としての最適化

を越えた一般的な単層カーボンナノチューブとしての可能性を問えるような副

産物も期待される。 
・ ＣＮＴの安全性について、「安全性試験を共通して理解するための標準設定がい

る」「ＮＥＤＯでも高度な安全性試験に着手している」「万が一、黒だとしても

大丈夫なような実験・製造装置を使っている」と説明された。当初は、専門家

の参加が多く説明しなくても分かっている人も多いと判断し、質問があれば万

全で答える体制を取っていたと感じられた。しかし、ここで質問が出なければ

公開の報告書に示されることもなかった。それを考えると、プロジェクト推進

者が最初から説明する姿勢が、社会発信の意味では望ましいのではないかと思

った。 
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・ カーボンナノチューブは、単層、二層、多層カーボンナノチューブの総称であ

る。単層カーボンナノチューブは、多層チューブとは構造と性質が大きく異な

る。本プロジェクトは、スーパーグロース法単層カーボンナノチューブに特化

した量産技術開発、単層カーボンナノチューブキャパシタ開発であり、そこに

プロジェクトの特徴と意義がある。事業原簿等の資料では、カーボンナノチュ

ーブと単層カーボンナノチューブについて混在して記述されており紛らわしい。

プロジェクトの名称にも係わることであるが、工夫と整理が望まれる。 
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２）今後に対する提言 
 CNT 量産化技術開発については、CNT の直径制御技術の開発や品質（長さの

均一性など）の向上が望まれる。また、量的生産にある程度の見通しがついた段

階でプロジェクトメンバー以外に試験試料供与を始めれば、波及効果としての

CNT 市場の拡大或いは市場の創造の契機となることが強く期待される。 
 CNT キャパシタ開発については、CNT 表面の何割を利用しているのかなどの

基本的な検討も必要であり、高配向かつ高密度である SWCNT の特性を活かし

た電極開発に一刻も早く取り組んで欲しい。また、CNT キャパシタは、性能が

発現すれば良いので、低品位でも高性能を発現できる CNT をいかに安く量産す

るかについて検討するのも一つの方策である。 
 汎用材料を用いた高エネルギー密度キャパシタの開発も活発であるので、これ

ら競合技術の開発動向を充分視野に入れつつ、実用サイズの CNT キャパシタに

よって最終目標値を達成していただきたい。また、CNT の性能を活かせる他の

応用分野の探索を含め、広い視野に立脚した CNT キャパシタ開発を進めること

が望まれる。 
 
＜今後に対する提言＞ 
・ 最終目標に向けた研究開発努力を望む。また、カーボンナノチューブ製造のコ

スト計算に基づいた事業化のシナリオの提示を望む。 

・ 本単層ナノチューブは一般的なものに比べて径が太いため用途が限られる。ナ

ノチューブの事業化のためには多様な用途に応える必要があるため、直径制御

とくに細径化技術の開発にも注力すべきである。 

・ ナノチューブキャパシタ開発においては、高配向および高密度ナノチューブの

特性を生かした電極開発を一刻も早く取り組んで欲しい。 

・ 実用レベルのサイズのナノチューブキャパシタによる最終目標値達成を望む。 

・ 競合キャパシタとの棲み分けを考慮した市場規模推定に基づく事業化のシナリ

オの提示を望む。 

・ 中間評価の段階まで、カーボンナノチューブ量産化技術開発は順調に推移して

いる。高品質の単層カーボンナノチューブ 1kg/日の生産量の合成技術開発の最

終目標達成に向けて、的確なパラメーターを設定し可能な限り前倒し的に実施

する。併せて、本プロジェクト終了後の実用化･事業化に向けて実機に近いパイ

ロットレベルまでのスケールアップを探索できる設備を整備することが望まれ

る。何故なら、高品質の単層カーボンナノチューブの量的生産１kg/日の達成は、

本プロジェクトにとどまらず、国の内外を問わず、試料量に律速されてきたナ

ノ材料・ナノテクノロジーの研究開発と用途開発に大きなインパクトを与える

ことになる。コスト面での見通しもつけ易くなるのではないか。 

・ スーパーグロースカーボンナノチューブキャパシタは、従来活性炭キャパシタ

の性能を基準として開発が進められている。高エネルギー密度キャパシタ開発
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は、汎用材料を用いたレドックスキャパシタ、ハイブリッドキャパシタ等の研

究開発も活発であり、事業化を目指す本プロジェクトでは、それらのコスト/

パフォーマンスを含む開発動向を充分視野に入れて取り組む必要がある。 

・ CNT キャパシタの実用化に向けて、低コスト化、量産化のための要素技術が着

実に達成され、事業化の可能性が具体的に見えてきており、今後も研究開発を

継続する必要がある。 

・ 要素技術の向上により、さらに新たな応用分野が発見される可能性は大きいと

思われる。これによって開発が加速され、量産効果による低コスト化が進み、

CNT の普及が期待できる。 

・ 量産化技術開発とキャパシタ開発は、切っても切れない関係にある。今後も情

報交換を密とし、連携した開発を期待する。 

・ カーボンナノチューブを製造する立場からすれば高品位なナノチューブを量産

することだけに目が行きがちであるが、キャパシタの立場からすれば性能が発

現すれば良い。低品位でも高性能を発現できるナノチューブをいかに安く量産

するかについて検討するのも一つの方策である。 

・ スーパーキャパシタとして単層カーボンナノチューブを利用することのメリッ

トを明確にし、特に本プロジェクトで大量合成される基板上垂直配向の特性を

生かすような開発が望まれる。 

・ よい進展を見せており、今後も大いに期待できる。 
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１．２ 各 論 

１）事業の位置付け・必要性について 
CNT は、そのポテンシャルの高さから省エネプログラムに大いに貢献し得る。

しかも、CNT 量産化技術開発は日本の産業発展に大きく貢献する可能性があり、

国家資金を投入し、スピードを上げて実施する意義がある。また、CNT を用い

たスーパーキャパシタは、高速充放電が可能な短時間蓄電デバイスとして機能

し、瞬時の大電力供給や回生エネルギー保存など省エネ効果のある利用が可能で

ある。さらに、SWCNT 量産化技術開発、CNT キャパシタ開発の両者ともかな

り基礎的な研究開発も要求されるため、実用化・事業化リスクは高い。NEDO
が関与し、産官学が連携した実施組織で推進することが妥当な事業である。 
 しかし、他の蓄電デバイスとの競合優位性がコストパフォーマンス的には十分

に明瞭になっていないため、CNT キャパシタを搭載した製品がどこまで受け入

れられるかについてコストパフォーマンスの更なる検討が不可欠である。 
 
＜肯定的意見＞ 
○ カーボンナノチューブは、そのポテンシャルの高さから省エネプログラムに大

いに貢献し得る。そのような観点で、本プロジェクトは先駆的な研究成果に基

づいてナノチューブの量産化プロセスを開発し、スーパーキャパシタへの展開

を目指している。スーパーキャパシタは、高速充放電が可能な短時間蓄電デバ

イスとして機能し、瞬時の大電力供給や回生エネルギー保存など省エネ効果の

ある利用が可能である。このような観点と、本プロジェクトが民間活動の枠組

みを超えていることから NEDO の事業として妥当と判断する。 
○ CNT は世界的に注目され、その応用製品の革新的な性能向上が期待される新素

材である。日本の産業発展に大きく貢献する可能性があり、国家資金を投入し、

スピード、効率を上げた開発を実施する事に意義を感じる。 
○ 近々での費用対効果が十分に得られないとしても、素材の持つ優れた特長から

将来性を考えた場合、意義のある研究開発であると考えられる。 
○ わが国発のスーパーグロース法コア技術を加速度的に発展させて単層カーボン

ナノチューブの量産技術を開発し、これを用いた高エネルギー密度・高出力密

度の電気二重層キャパシタ開発を目標とする本プロジェクトは、ナノテクノロ

ジープログラム、省エネルギー技術開発プログラムの達成に寄与することが強

く期待される。 
○ 単層カーボンナノチューブの量産技術開発、カーボンナノチューブキャパシタ

開発の両者ともかなり基礎的な研究開発も要求されるため、実用化・事業化リ

スクは高い。NEDO が関与し、産官学が連携した実施組織で推進することが妥

当な事業である。 
○ 事業の目的は、内外の技術開発動向、国際競争力の状況、エネルギー需給動向、

市場動向、政策動向、国際貢献の可能性から見て、妥当である。 
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○ カーボンナノチューブはナノテク材料の代表であり、かつ、キャパシタは省エ

ネルギー・環境保護に直結したエネルギーデバイスである。当該分野は世界的

にも研究開発競争が激しい。また、カーボンナノチューブの量産研究を民間だ

けで推進するにはリスクが高いと言える。このことから、NEDO 事業としての

目的は妥当と言える。 
○ ナノテクノロジープログラムとして単層カーボンナノチューブの大量合成技術

開発は必須であり、民間活動のみでは困難と考えられ、NEDO の関与するプロ

グラムとして妥当と考える。 
○ キャパシタに対する期待と、その場合の低エネルギー密度の課題克服に CNT

を活用するという狙いが明確。プロジェクト推進の方向性もよく分かる。 
 
＜問題点・改善すべき点＞ 
● 単層カーボンナノチューブの応用をスーパーキャパシタに限っているが、スー

パーキャパシタの市場とコストも考えた上での省エネルギー効果については、

疑問が残る。 
● 用途としてコピー機・プリンタから建機や大型用途への展開について、それぞ

れどの部分が実用化されており（例えば、コピー機のキャパシタ利用は実用化

済み）、どこを開発で取り組むのか、最初の説明では分かりにくかった（質疑応

答により理解できた）。 
● カーボンナノチューブを用いたスーパーキャパシタは、多層ナノチューブを用

いたものがこれまでも研究開発されており、従来の活性炭を使ったものに比べ

て優れた性能をもつことが報告されている。今回の事業を単に従来の活性炭と

比較するだけでなく、これまでの多層ナノチューブを用いたスーパーキャパシ

タとの差異を示すことが必要である。 
● CNT キャパシタの市場として、2015 年にプリンタ、コピー機で 500 億円、2020

年に回生電源で 5000 億円とあるが、ハイブリッドキャパシタなど他の蓄電デ

バイスと競合した場合の優位性が不明瞭であり、またコストパフォーマンスを

考えた場合、このような蓄電デバイスを搭載した製品がどこまで受け入れられ

るかが見えない。 
● CNT の特長が活かせるため、応用分野としてキャパシタが選択された事は理解

できるが、市場価値を考えた場合、最適な応用分野かどうか疑問が残る。 
 
＜その他の意見＞ 
・ ナノテクノロジープログラムがメインと考え、単層カーボンナノチューブ大量

合成技術開発がスーパーキャパシタ以外の分野へも波及すると考えれば、投じ

た予算相当の効果が期待できる。 
・ 電気自動車で期待されるキャパシタの役割をもっとＰＲしてもよいのでは。注

目の分野なので。 
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・ 費用対効果については、本プロジェクト外でも高容量、高作動電圧を目指した

多様なキャパシタの開発動向もあって不透明感が強いが、目標が充分達成され

て事業展開ができれば予算相応の効果が期待できる。 
・ 今回の開発の出口製品はキャパシタとなっているが、CNT の性能を活かせる他

の応用分野の探索を含め、広い視野での開発を期待する。 
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２）研究開発マネジメントについて 
 CNT 量産化技術開発と CNT キャパシタ開発のいずれについても、レベルの高

い数値目標が設定されている。また、実施体制は、基礎的な研究開発力能力を有

する研究機関、技術力と事業化能力を有する企業から構成されており妥当であ

る。しかも、２つの開発テーマ間で、検討会や委員会を設け、進捗状況、問題点

等を確認しながら進めている点は、開発の効率化、予算の有効活用につながり、

評価できる。予算の多くはプロジェクト期間の前半に CNT 量産化技術開発へ、

後半に CNT キャパシタ開発へ配分され、妥当である。 
 しかし、コストダウンについては公開情報に数値目標が見られないので、その

目安をイメージできるような情報の提供を工夫する必要がある。後半の開発は、

実用化の可能性を判断するための相応するコスト比較に基づいて進めていただ

きたい。 
 今後、ハイブリッド自動車の技術動向を精査し、スーパーキャパシタに求めら

れる性能と実用化可能性を常に検討することも必要である。 
 
＜肯定的意見＞ 
○ カーボンナノチューブ量産化技術およびナノチューブキャパシタの開発に関し

ては、その目標、計画、事業体制ともに概ね妥当である。 
○ ２つの開発テーマ間で、検討会や委員会を設け、進捗状況、問題点等を確認し

ながら進めている点は、開発の効率化、予算の有効活用につながり、評価でき

る。 
○ CNT の量産がほとんど進んでいない状況の中、生産能力を数百倍にも引き上げ

るようなチャレンジ的目標となっており、世界的にみても優れた開発であると

言える。 
○ 事業体制については、研究機関・製造メーカーが効果的に組織されており、国

内ではこれ以上はない最高の体制となっていて、非常に評価できる。 
○ 妥当な研究開発スケジュールであり、実力のあるチーム構成となっている。 
○ CNT のメーカーと、それを活用して製品を出すキャパシタのメーカーそれぞれ

が、産総研と組む体制がよい。 
○ 開発目標達成のための研究開発項目において、レベルの高い数値目標を明確に

設定している。 
○ 開発目標達成に必要な要素技術が詳細に設定され、カーボンナノチューブ開発

とキャパシタ開発との間の関係も適切に設定されている。 
○ 事業を統括するに最適なプロジェクトリーダーが選任され、研究開発チームは、

基礎的な研究開発力能力を有する研究機関、技術力と事業化能力を有する企業

から構成されており、妥当な実施体制である。 
○ 研究調整委員会を設置して、実施者間の連携、研究開発の効率的推進に有効に

機能している。外部委員を入れた研究推進委員会の設置も妥当である。 
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＜問題点・改善すべき点＞ 
● 成果の受け取り手（ユーザー、活用・実用化の想定者等）に対して、関与を求

める体制が整備されていない。実用化・事業化を目指すプロジェクトには不可

欠である。 
● 高エネルギー密度キャパシタ（次世代キャパシタ）の研究開発は、国の内外を

問わず進歩と競争の激しい分野である。それらも充分念頭においたマネジメン

トも必要である。 
● なお、ナノチューブキャパシタについては、競合技術があるので、事業化に必

要な目標設定をその根拠とともに明確にすべきである。事業化のシナリオが見

えない。 
● 設定されているナノチューブ量産目標について、これが高い値であることは承

知しているが、価格面から見て現実的なのかどうかがあまり見えてこない。実

用化研究であるので、コストから見た妥当性について説明があっても良いので

はないか。 
● 単層カーボンナノチューブの大量合成技術が進まなければ、特色のあるスーパ

ーキャパシタの開発を先に進めることは困難であるが、より強い連携で、後者

の開発が遅れないような体制が必要である。 
● CNT メーカー、キャパシタメーカーと産総研が一同に会しての議論の場がみら

れない様子。積極的にそういう場を持てば、予想外の進展が出てくる可能性が

ある。 
● 量産化技術開発で示された目標値が画期的な数値である事は理解できるが、目

標値を達成した時の生産能力が活性炭電極を凌駕できるものかどうかのイメー

ジがわきにくい。 
● CNT キャパシタのエネルギー密度 20wh/kg を目標としているが、バッテリ領

域にまで至っておらず、今後の応用分野、市場規模が限定される懸念がある。 
 
＜その他の意見＞ 
・ スーパーキャパシタを用いる実用分野として建設機械やハイブリッド自動車を

挙げているが、動きの速いハイブリッド自動車の技術動向を精査し、スーパー

キャパシタに求められる性能と実用化可能性を常に検討する必要がある。 
・ 予算配分は、前半は CNT 量産化に、後半はキャパシタ開発に配分され、妥当

であると思われる。 
・ 非常に予算規模の大きいプロジェクトであり、予算自体の妥当性についての判

断は難しい。研究開発リスク、事業化リスクの高いプロジェクトではあるが、

国策として先行投資の意義と必要性は充分に認められる。量産化技術開発とキ

ャパシタ開発との連携を考慮した立ち上げ、重点化の年次予算展開は妥当であ

る。 
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３）研究開発成果について 

CNT 量産化技術開発の成果は画期的で中間目標値を十分に達成しており高く

評価できる。CNT キャパシタ開発も、3.5 V 耐電圧の SWCNT 電極の作製をは

じめとして注目すべき要素技術の開発があり、全体として概ね中間目標を達成し

ている。特に、CNT 量産化技術開発の成果は、ウエットプロセスでの触媒反応、

連続 CVD 装置の技術確立、A4 サイズでの成長を実現できたことなど世界最高

水準であり、他の競合技術と比較して圧倒的に優位である。加えて、最終目標達

成の可能性が高い。 
一方、CNT 量産化技術開発における多くの中間目標値の達成は個々に実証さ

れたものであり、複数の中間目標値の達成が同時に実証されたものになっていな

い。今後の取組みが必要である。 
 今後、本プロジェクトの SWCNT でしか発揮できない実用材料としての特徴

を積極的にアピールして欲しい。また、大量合成された SWCNT 固有の特性を

活かした CNT キャパシタの設計が今後の課題と考えられる。 
 
＜肯定的意見＞ 
○ ウエットプロセスでの触媒反応、連続ＣＶＤ装置の技術確立と、２、３年でＡ

４サイズでの成長を実現できたことなど、画期的といえる成果がいくつも出て

いる。 
○ カーボンナノチューブ開発の成果は画期的で目標値を充分達成しており高く評

価できる。キャパシタ開発も、3.5 V 耐電圧 SWCNT 電極の作製をはじめとし

て注目すべき要素技術の開発があり、全体として概ね目標を達成している。 
○ カーボンナノチューブ開発の成果は世界最高水準であり、他の競合技術と比較

して圧倒的に優位である。量的生産にある程度の見通しがついた段階ででも、

試験試料供与を始めれば、波及効果としてのカーボンナノチューブ市場の拡大

或いは市場の創造の契機となることが強く期待される。 
○ 投入された予算に見合った成果かどうか、カーボンナノチューブについては、

ポジティブな判断ができそうである。プロジェクト全体としての判断は現段階

では、保留せざるを得ない。 
○ 内外国特許出願を含めて、知的財産権等の取得は適切である。 
○ 論文発表、学会発表も活発に行なわれており、プレス発表を通じて、一般向け

情報発信も評価できる。 
○ カーボンナノチューブ開発は最終目的を達成できそうである。 
○ 個別目標は概ね達成している。世界最高水準の成果も見られる。成果発表も多

くなされている成果もある。最終目標は達成可能だと判断できる。 
○ 中間目標達成度は、量産化技術開発６項目すべて、CNT キャパシタ開発３項目

のうち２項目で１００％達成できている。 
○ 具体的なコストダウン目標値が明確になっていないが、開発はすべてコストダ
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ウンをイメージして進められている。 
○ 目標値到達について問題はない。また、単層カーボンナノチューブならではの

実用材料としての特徴も見出されており、評価できる。 
○ カーボンナノチューブの大量合成技術に関しては、触媒・助触媒・基板の研究、

大面積化合成技術、長尺化高効率技術、構造制御技術ともに目標を達成してい

る。また、国際的な論文発表も十分に行われている。 
 
＜問題点・改善すべき点＞ 
● 産業用として普及させるにはコストダウンが最重要課題であるが、実施課題の

中にコスト要素が含まれていない。 
● 大量合成された単層カーボンナノチューブの特性を生かしたスーパーキャパシ

タの設計は今後の課題と考えられる。 
● 開発予定のキャパシタは、小型機器から建機、ハイブリッド車に至るまで、多

様な市場展開を目指している。これら想定されるユーザー等に対して成果を情

報発信し、その反応を本開発プロジェクトにフィードバックするような仕組み

を設けるべきではないか。論文･学会発表、一般的なプレス発表だけでは、かか

る機能を充分果たせるとはいえない。 
● カーボンナノチューブの直径制御の目標として 1〜５nm の範囲で作り分けを

行うと読み取れるが、成果としてそれに言及されていない。 
● カーボンナノチューブ合成について、設定目標を複数満たす量産化技術の開発

となっていない。 
● 量産化技術により作られたナノチューブの品質（長さの均一性など）がまだ不

十分である。 
● ナノチューブキャパシタ研究について、ナノチューブ電極の製造技術が十分に

開発されたとは言い難い。現行方式でナノチューブ表面の何割を利用している

のかなど、基本的な検討が残っている。また、成果公表が十分とは言えない。 
 
＜その他の意見＞ 
・ 今後は、本プロジェクトの単層カーボンナノチューブでしか発揮できない実用

材料としての特徴を積極的にアピールして欲しい。 
・ 高品質の単層カーボンナノチューブの量的供給は、新たな実用化研究を促し新

産業の創出を導く契機となる。またナノ材料・ナノテクノロジーに係わる学術

研究の発展とそれに伴う産業シーズの形成をも促進することになろう。プロジ

ェクト終了後の実用化･事業化も見据えて、試験研究、実用化研究用試料の提供

システムを整備しておくことも必要である。 
・ カーボンナノチューブ合成について、目的を達成するために幾つかの方法が考

えられるが、本方式の位置づけをすべきである。 
・ 中間段階では、CNT 量産化技術開発は、ほぼ最終的な見通しが立っており、キ
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ャパシタ開発は、これから試行錯誤を繰返し、製品として活性炭電極置換えの

可能性を追求していく状況にある、との印象を受けた。 
・ 成果としてのスーパーキャパシタについては、一般に向けた情報発信はほとん

どないと考えられる。多くの技術分野での応用を考える上では改善が求められ

る。 
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４）実用化、事業化の見通しについて 
 CNT キャパシタの実用化に向けて、低コスト化、量産化のための要素技術が

着実に開発され、事業化の可能性が見えてきている。また、基板に垂直配向した

SWCNT の量産化技術開発における波及効果は学術的にも産業的にも非常に大

きいと期待できる。 
 しかし、CNT 量産化についてはコスト計算が示されておらず、CNT キャパシ

タについては実用化、事業化に向けて必要とされる特性およびコストの情報が不

十分である。 
今後の CNT キャパシタ開発においては、寿命試験を一部（高電圧や高温での

負荷試験）行っているが、その他の試験（自己放電試験・充放電試験）より明ら

かとなる信頼性（寿命）、安全性もポイントになるであろう。 
 
＜肯定的意見＞ 
○ CNT キャパシタの実用化に向けて、低コスト化、量産化のための要素技術が着

実に達成され、事業化の可能性が具体的に見えてきており、今後も研究開発を

継続する必要がある。 
○ 要素技術の向上により、さらに新たな応用分野が発見される可能性は大きいと

思われる。これによって開発が加速され、量産効果による低コスト化が進み、

CNT の普及が期待できる。 
○ 成果の普及効果は学術的にも産業的にも非常に大きい。 
○ 基板に垂直配向した単層カーボンナノチューブの大量合成技術は、広い関連分

野への波及効果が期待できる。 
○ 多様な CNT 製品の普及目標がきちんと押さえられている。 
○ 産業技術としての適用可能性も詳細に検討され、ほぼ明確である。 
○ 実用化に向けた課題が明確に設定されており、課題の解決方針も明確に示され

ている。 
○ 事業化までのシナリオには多くのパラメーターが含まれていて、事業化までの

期間、経済効果を見通すのはかなり難しい現状にあるが、詳細に検討している

点は評価できる。 
○ ナノ材料・ナノテクノロジー分野の基盤技術形成・知的基盤整備を通じた技術

的、社会的波及効果は期待できる。また、論文発表や学会発表には、若手研究

者が多く参加しており人材育成もうかがえる。 
○ 本カーボンナノチューブの量産化のための実験機の開発を行い、量産に向けた

課題を明らかにした。 
○ キャパシタも含めて、本プロジェクト実施による当該分野の研究開発および人

材育成に貢献している。 
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＜問題点・改善すべき点＞ 
● キャパシタ開発においては、個々の開発項目でほぼ中間目標値を達成したデー

タが得られているが、現時点では最終目標値を満足できる最終形態が見えてい

ない状態であると思われる。今後の開発期間において、最終形態の見極めを期

待する。 
● コスト面での見通しが得られておらず、現時点では活性炭電極の置換えとなる

かどうか不明。 
● キャパシタ用のナノチューブを量産するという明確なプロジェクトであるので、

ラフで良いから具体的なコスト計算との相関がないと実用化・事業化の見通し

の説得力が弱くなってしまう。 
● キャパシタの従来技術と比較して、コスト・性能を踏まえた経済効果には疑問

が残る。 
● 競合技術との比較に関しては、従来活性炭キャパシタ以外の開発動向も視野に

入れるべきである。 
● カーボンナノチューブ製造のコスト計算が示されていない。また、現行のナノ

チューブは単層ナノチューブとしては直径が太く、用途が限られるなど、実用

化、事業化の見通しがなされているとは言えない。 
● ナノチューブキャパシタについては、実用化、事業化に向けて必要とされる特

性およびコスト、それに対しての見積もりの情報が無く、実用化、事業化のシ

ナリオが見えない。 
 
＜その他の意見＞ 
・ 今後のキャパシタ開発においては、信頼性（寿命）、安全性がポイントになると

思われる。 
・ オフィスにおけるコピー複合機で、休止状態から立ち上がるのが遅いのを実感

していたため期待を持った。身近なところでの改善効果を示すことは、研究成

果の広報的視点のうえで重要だと改めて思った。 
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２．個別テーマに関する評価結果 

２．１ カーボンナノチューブ量産化技術開発 

１）成果に関する評価 

スーパーグロース法をコア技術とする大面積・連続 CVD 技術の開発は量産化

の視点から画期的であり、その量的生産は試料量に律速されていた研究開発を活

発にし、新たな技術領域の開拓や市場創造の契機となる。また、生成する SWCNT
の純度（炭素純度 99.9％以上、触媒担持率 0.005％）は世界最高水準である。さ

らに、開発成果は中間目標値に達しており、最終目標の突破も十分に期待できる。

しかし、キャパシタ用への最適化に限らず、構造制御の視点からは SWCNT のチ

ューブ径制御が重要であり、設定目標を複数満たす量産化技術の開発と併せて今

後取組むべき課題である。 

 今後、キャパシタ電極特性、ユーザー及び環境リスクアセスメントの観点から、

生成する SWCNT に含まれている触媒以外の不純物は微量でも分析すべきであ

る。 
 
＜肯定的意見＞ 
○ すべての開発項目において、中間目標値をクリアしている。 
○ 事業化することが大目的という意識の元に、将来の大量生産イメージが具体化

されており、方向性が定まった無駄のない研究開発になっていると思われる。 
○ 開発ロードマップにおいて数値目標が明確であり、また、各年度における課題、

実施内容が明確になっている。 
○ ウエットでの触媒塗布・反応、それによる連続合成ＣＶＤ、ガスシャワーシス

テムの適用など、興味深い成果が具体的な形で、各ステップきちんと実現され

ている。 
○ 量産への 5 大課題を設定し、各課題ごとに要素技術を設定して戦略的に開発を

推進している。成果は数値目標を充分クリアしており、全体としての目標達成

の可能性は高い。 
○ スーパーグロース法をコア技術とする大面積・連続 CVD 技術の開発は量産化

の視点から画期的である。また、生成する単層カーボンナノチューブの純度（炭

素純度 99.9％以上、触媒担持率 0.005％）は世界最高水準であり、比表面積、

配向性、長さ等の品質面でも優れている。 
○ 本プロジェクトで開発された単層カーボンナノチューブ作製技術は、他の競合

技術と比較して圧倒的に優位である。 
○ 高品質単層カーボンナノチューブの量的生産は汎用性を高め、試料量に律速さ

れていた研究開発を活発にし、新たな技術領域の開拓や市場創造の契機となる。 
○ 中間目標達成度は 100％以上で、今後の予定も要素技術ごとに明確に設定され

ており、最終目標を達成できる可能性は高い。 
○ 論文・学会発表を通じた成果の普及、特許出願状況も満足すべきレベルにある。 



1-18 

○ 個別目標は概ね達成しており、本ナノチューブの大量合成という点では世界最

高水準にある。また、成果発表も多く行われている。 
○ 最終目標の達成は可能だと判断する。 
○ 中間目標値に達しており、最終目標突破も十分に期待できる。 
○ カーボンナノチューブの大量合成技術に関しては、触媒・助触媒・基板の研究、

大面積化合成技術、長尺化高効率技術、構造制御技術ともに目標を達成してい

る。また、国際的な論文発表も十分に行われている。 
 
＜問題点・改善すべき点＞ 
● キャパシタ電極特性、ユーザー及び環境リスクアセスメントの観点から、生成

する単層カーボンナノチューブに含まれている触媒以外の不純物は微量でも分

析すべきである。 
● キャパシタ用への最適化に限らず、構造制御の視点からは単層カーボンナノチ

ューブのチューブ径制御が重要である。今後の要素技術の一つとして取り組む

ことが望まれる。 

● カーボンナノチューブの直径制御の目標として、1〜５nm の範囲で作り分けす

ると読み取れるが、成果として言及されていない。 
● 上記以外の個別目標の達成は行われているが、設定目標を複数満たす量産化技

術の開発となっていない。ナノチューブキャパシタの特性向上の探求のために

は必要となる。 
● 量産化技術により作られたナノチューブの品質（長さの均一性など）がまだ不

十分である。 
● 量産化技術開発における各開発項目の数値目標と最終的な製品コストイメージ

がつながらない。今後、コスト目標（概算値）でも示していただけるとありが

たい。 
● CNT コア径や、かさ密度の最適化によって、さらにエネルギー密度を向上でき

る可能性があると思われる。 
● 個別の目標を達成しているものの、目標に応じて異なる合成法が開発されてお

り、多くの目標を同時に達成することは容易ではないと考えられる。 
● ほかの・従来の競合技術と比べてのメリット、デメリットの説明が不足してい

る。 
 
＜その他の意見＞ 
・ 大量合成に向けては幾つかの方法が考えられるが、本方式の優位性について明

示すべきである。 
・ 説明資料はポイントを良くおさえられており、課題、成果が理解しやすいもの

になっている。 
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２）実用化、事業化の見通しに関する評価 

産業技術としての適用可能性も詳細に検討され、実用化に向けた課題が明確に

設定されており、課題の解決方針も明確に示されている。また、キャパシタに利

用するための競合材料として安価な活性炭を掲げ、更なる生産性アップという高

度な目標を立てていることが評価できる。さらに、ナノテクノロジーの起爆剤と

なる SWCNT 合成技術の画期的進展が期待されるとともに、ナノ材料・技術分

野の基盤技術形成・知的基盤整備を通じた技術的、社会的波及効果も強く期待で

きる。 
 しかし、CNT のコストダウンについては、要素技術が確立されたものの、そ

れがコストにどのように、どの程度反映されるのか不透明である。最終的な製品

コストイメージに繋がる工夫が望まれる。 
 今後の事業化に向けては、量産化される SWCNT のユーザーリスクアセスメ

ント、環境リスクアセスメントをきちんと実施しておくことが必要である。 
 
＜肯定的意見＞ 
○ 産業技術としての適用可能性も詳細に検討され、実用化に向けた課題が明確に

設定されており、課題の解決方針も明確に示されている。 
○ 本カーボンナノチューブの量産化のための実験機の開発を行い、量産に向けた

課題を明らかにした。また、本プロジェクト実施による当該分野の研究開発お

よび人材育成に貢献している。 
○ 事業化までのシナリオには多くのパラメーターが含まれていている。単層カー

ボンナノチューブ量産化技術開発に関しては、キャパシタの実用化を可能にす

るコストと量産供給が目標であるので、チューブ単独の視点からの評価はあま

り意味がないことになる。従って、「キャパシタに対応する低コスト化と量産供

給の事業化可能性が見えてきた」旨の成果表現は、ある程度評価できる。 
○ CNT キャパシタの実用化に向けて、低コストをめざした個々の量産化要素技術

開発が着実に達成されてきている。 
○ 従来の生産方法に比べて、格段の差で生産能力が向上している。 
○ 事業化の可能性が具体的に見えてきており、また今後の課題もはっきりしてい

る。今後も研究開発を継続する必要がある。 
○ スーパーキャパシタとしての利用に限らず、多くのナノテクノロジー技術分野

の基板となる技術となると考えられる。 
○ コンペティターに当たるのが安価な活性炭であり、キャパシタ利用のためには

さらに生産性アップという高度な目標を立てている。価格については産総研と

も綿密に議論しているとのこと。そのほか目標数値の達成も順調。 
○ ナノ材料・ナノテクノロジー分野の基盤技術形成・知的基盤整備を通じた技術

的、社会的波及効果は強く期待できる。また、論文発表や学会発表には、若手

研究者が多く参加しており人材育成もうかがえる。 
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＜問題点・改善すべき点＞ 
● コストダウンに直結する要素技術が確立された。しかしながら、それがコスト

にどのように、どの程度反映されるのか不透明である。基板や雰囲気ガスの変

更によるコストダウンの目処付けが部分的に示されたが、CNT の製造コスト低

減がどの程度であるのかイメージできるような説明の工夫が望まれる。 
● コストダウンに直結する要素技術が確立された。しかしながら、それがコスト

にどのように、どの程度反映されるのか不透明である。 
● カーボンナノチューブ製造の低コスト化に取り組んでいるが、そのコスト計算

が示されていない。また、現行の単層ナノチューブは太いため用途が限られる

など制約があるが、これらを考慮に入れた実用化、事業化の見通しが十分にな

されているとは言えない。 
● 量産化技術開発における各開発項目の数値目標と最終的な製品コストイメージ

がつながらない。 
● キャパシタ用電極材としてのコスト・性能・生産量を意識した見通しが必要で

ある。 
● 大量合成された材料の評価技術のさらなる発展が必要である。 
 
＜その他の意見＞ 
・ 研究開発現場では、閉鎖系で実験が行なわれているようであるが、事業化を前

に、量産化される単層カーボンナノチューブについて、ユーザーリスクアセス

メント、環境リスクアセスメントはキチンと実施しておくことが必要である。 
・ 企業としての事業計画が具体的に示され、それだけの成果であることがよく分

かる。将来への期待が大いに持てる。 
・ おそらく考慮スミとは思われるが、キャパシタだけでなく、他の応用分野への

適用を視野に入れた量産化技術の開発も、今後の市場の拡大のために期待する。 
・ ナノテクノロジー技術の起爆剤となる合成技術の画期的進展が望まれる。 
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３）今後に対する提言 

高エネルギー密度・高パワー密度キャパシタを実現するために、CNTの最適

化及び精緻な構造制御が求められる。多様な用途に応えるためにもCNTの直径

制御技術の開発が求められる。 
様々なCNT合成技術開発は進んでいるが、より一般に発展可能な合成メカニ

ズムを明らかして、多くの技術目標を同時に満たすような画期的な技術開発が望

まれる。また、合成した材料の簡便な評価法の確立も望まれる。 
経済的、社会的波及効果の先取りとして、日本発の高純度SWCNTブランド品

として世界の市場に展開することを期待する。市場で入手し得るSWCNTの現状

に鑑み、産業界・学術界から歓迎されるであろう。 
 
＜今後に対する提言＞ 
・ 中期目標を充分にクリアして、世界最高水準の成果をあげており極めて順調に

開発が推進されている。プロジェクト後半では、目指す性能を具備した高エネ

ルギー密度・高パワー密度キャパシタを実現するために、本格的なチューブの

最適化/精緻な構造制御が求められる。それを可能にするに充分なスタッフ･研

究者と環境が整備されており、期待するところ大である。 

・ 様々な合成技術開発は進んでいるが、より一般に発展可能な合成メカニズムを

明らかして、多くの技術目標を同時に満たすような画期的な技術開発が望まれ

る。また、合成した材料の簡便な評価法の確立が必要である。 

・ 事業化・量産化に対する希望が持てて喜ばしい。イノベーション創出につなが

る事業という意識で、早期実用化に取り組んでほしい。 

・ 最終目標に向けた研究開発努力を望む。また、カーボンナノチューブ製造のコ

スト計算に基づいた事業化のシナリオの提示を望む。 

・ 本方式の単層ナノチューブは一般的なものに比べ極めて太いため、それに適し

ていると思われるスーパーキャパシタ応用に絞っている。 

・ ナノチューブの事業化をはかるためには、多様な用途に応える必要がある。ナ

ノチューブの直径制御とくに細径化の技術開発を望む。 

・ 現時点では、予定通りの進捗で開発が進められていると思うので、事業化に向

けて、今後もロードマップにしたがったスケジュールにて、最終目標を達成し

ていただきたい。 

・ 本プロジェクトの本務からは外れることになるが、経済的、社会的波及効果の

先取りとして、本プロジェクト・日本発の高純度単層カーボンナノチューブブ

ランド品として世界の市場に展開することを期待する。市場で入手し得る単層

カーボンナノチューブの現状に鑑み、産業界・学術界から歓迎されるであろう。

プロジェクト後半のパイロットプラントによる量産化試作段階からの事業展開

を検討していただきたい。 

・ 本テーマはキャパシタ開発と切っても切れない関係にある。今後も情報交換を
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密とし、連携した開発を期待する。 

・ 日本発の単層カーボンナノチューブのブランド品を実現して欲しい。 

 
＜その他の意見＞ 
・ エネルギー密度における CNT キャパシタの実力が十分に活かされていないので

は。CNT コア径や、かさ密度の最適化によって、さらにエネルギー密度を向上

できる可能性があると思われる。 
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２．２ カーボンナノチューブキャパシタ開発 

１）成果に関する評価 

バインダーフリーの高密度デバイス製造技術の開発や、3.5 V/40℃で安定に作

動する等の高性能化技術の開発は、高く評価できる。また、開発成果は中間目標

値をほぼクリアしている。特に、CNT 電極ならではの成果が出つつあり、コン

ポジット電極を用いることによりバッテリ領域へ割り込んでいける可能性もあ

る。 
しかし、 CNT 電極の容量発現メカニズムに対する基礎的な研究や CNT のど

のパラメーターの最適化が有効で合成可能かについてのより選択的･戦略的な取

り組みが今後必要である。また、寿命に関する試験データの更なる蓄積も必要で

ある。さらに、垂直に配向した初期幾何学形状を活かしたキャパシタ開発にも注

力してほしい。 
 今後、Ni や Mn 系の廉価な金属酸化物とのハイパワーコンポジット電極の研

究開発も今後の課題として検討していただきたい。 
 
＜肯定的意見＞ 
○ 個別目標は概ね達成している。 
○ 最終目標の達成は可能だと判断する。 
○ 中間目標値をほぼクリアしている。目標値を超えていないパワー密度について

も、部材の最適化によって今年中に目標値をクリアする計画になっている。 
○ コンポジット電極を用いることにより、エネルギー密度の向上が見込まれ、バ

ッテリ領域へ割り込んでいける可能性がある。 
○ バインダーフリーにより集電体と接合する技術の開発によって、性能面、量産

効果両面から成果が得られた。 
○ 動作電圧を活性炭電極の場合より、高く設定でき、また容量変化が小さいため、

コンパクト化が期待できる。 
○ 成果は目標値を概ねクリアしている。 
○ 接着剤・バインダーフリーで高密度のデバイス製造技術の開発、3.5 V/40℃で

安定に作動する等の高性能化技術の開発は高く評価できる。新た技術領域を  

開発しつつある。 
○ 費用対効果については、この段階の情報で判断できる状況にない。最終目標が

達成されて、市場への展開が見通された時点で可能な評価となる。 
○ エネルギー密度とパワー密度の最終目標値達成見込みについて、開口処理

SWNCT による容量増加は一つの根拠となり得るであろうが、パラメーターは

多くあり予断は許されない。様々な視点からの最適化が必要である。 
○ 論文・学会発表を通じた成果の普及、特許出願状況も満足すべきレベルにある。

成果の受取り手、とりわけ想定されるキャパシタのユーザーに対しても直接的

に情報発信することも必要である。 
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○ 中間目標値に達しており、最終目標突破も十分に期待できる。また、カーボン

ナノチューブ電極ならではの成果が出つつあり、非常に期待できる。 
○ スーパーキャパシタについても、適当な直径の単層カーボンナノチューブでの

性能向上が明らかとなっている。 
 
＜問題点・改善すべき点＞ 
● ナノチューブ電極の製造技術が十分に開発されたとは言い難い。現行方式でナ

ノチューブ表面の何割を利用しているのかなど基本的なことが検討されていな

い。また、成果の発表が十分に行われていない。 
● 活性炭電極に対するエネルギー密度の向上度が低いように思われる。電荷の吸

着等が十分に行われているか、チェックをする必要がある。 
● 現段階では、あらゆる可能性を考えて、いろいろな条件の下に開発が進められ

ていると思われるが、今後の予定（例えば２１年度はどこまで、２２年度はど

こまでといった具体計画）がはっきりしていない面がある。 
● 寿命に関する試験データがまだまだ不足しているように見える。試験にあたっ

てパラメータが多く、時間を要するのは理解できるが、現時点で同一条件にお

ける結果が見出せていないように見える。 
● 最適カーボンナノチューブ探索は重要課題であり、最適化のパラメーターは構

造、形態、物性と多岐にわたり沢山ある。どのパラメーターの最適化が有効で

合成可能か、選択的･戦略的な取り組みが必要である。 
● 容量と比表面積との相関、ポア壁の厚さと最適なポア径等、電気二重層キャパ

シタには基本的ではあるが未解決な問題がある。本プロジェクトの単層カーボ

ンナノチューブキャパシタの開発は、これらの問題と密接に関連しており、学

術的側面からも課題を解決しつつ進めていただきたい。 
● コンポジット電極に RuO2用いているが、RuO2自体が高価で電極安定性に問題

があって実用化に至っていない。また、RuO2/AC でも 700 F/g 程度の容量は既

に報告されている。高価で高特性の SWCNT 担体を用いるのであるから、Ni
や Mn 系の廉価な金属酸化物とのハイパワーコンポジット電極の研究開発も

検討すべきである。 
● 報告会で発表されたキャパシタの性能については想定値がしばしば使われてお

り、誤解を生みやすい。意図する所は専門家であれば理解できるが、詳しい説

明を付けるか、あるいは、できるだけそういった表現はしない方が良い。 
● 垂直に配向した初期幾何学形状を生かしたキャパシタ開発に成功していない点

は、早急に改善の必要がある。 
 
＜その他の意見＞ 
・ エネルギー密度の単位：Wh／kg、Wh／L、パワー密度の単位：kW／kg、kW

／L は統一すべきである。 
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・ グラフの読み方などもう少し説明がほしい。コンポジット電極の研究の位置づ

けもよく分からない。 
 



1-26 

２）実用化、事業化の見通しに関する評価 

 高エネルギー密度、高パワー密度を兼ね備えた理想的なキャパシタが SWCNT
電極によって実用化される目処がたってきている。特に、 コピー機、クレーン、

建機などへの応用展開に希望が持て、これまで省エネ技術の少なかった建機など

への応用展開は楽しみである。また、動作電圧が高く、容量変化の小さいキャパ

シタが実現できれば、新たな応用分野の開拓も可能になる。 
しかし、競合技術があるので、実用化、事業化に向けて必要とされる特性、コ

スト、CNT キャパシタの市場の大きさなどを更に検討し、事業化に向けた十分

なシナリオを作成していくことが必要である。また、ハイブリッド自動車までを

目標とした場合のコストや性能の評価を踏まえた開発が望まれる。 
 今後は、寿命に対する評価や安全性についての検討も十分に実施して欲しい。

また、SWCNT には真性電気二重層キャパシタ用電極材、ならびにハイブリッド

キャパシタ用電極材の二つの可能性があるが、今後は両者を分けて実用化、事業

化の見通しを検討することも必要である。 
 
＜肯定的意見＞ 
○ キャパシタの理想である高エネルギー密度、高パワー密度を兼ね備えたキャパ

シタが単層 CNT 電極によって実用化される目処がたってきていると思われる。 
○ 開発技術の適用可能性は明確にされており、実用化に向けた課題も明確に整理

されている。 
○ 本プロジェクト実施による当該分野の研究開発および人材育成に貢献している。 
○ 動作電圧が高く、容量変化の小さいキャパシタが実現できれば、新たな応用分

野の開拓も可能になると思われる。 
○ 事業化までのシナリオには多くのパラメーターが含まれていて、現段階で実用

化・事業化に関して評価できる状況ではない。プロジェクト終了後の市場展開

を定性的なコスト面も配慮して詳細に検討している点は評価できる。 
○ 単層カーボンナノチューブを用いたキャパシタの性能を実証していることは評

価できる。 
○ コピー機、クレーン、建機などへの応用展開に希望が持てる。これまで省エネ

の他技術がなかった建機などが楽しみ。非公開の事業化見通しの部分でがぜん、

社会との近さを感じ興味が高まった。   
○ 成果は、次世代キャパシタの一つとして注目されつつあり、技術的分野への波

及効果は期待できる。 
 
＜問題点・改善すべき点＞ 
● 単層カーボンナノチューブに真性電気二重層キャパシタ用電極材、ならびにハ

イブリッドキャパシタ用電極材の二つの可能性があるのは承知しているが、両

者は実用化・事業化に対する障害がコストを含めて大きく異なると思われる。
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実用化・事業化に対する到達度を両者分けて今後検討すべきである。 
● ハイブリッド自動車までを目標とした場合のコストや性能の評価を踏まえた開

発が望まれる。 
● グラフ表示で何がどうよくなったのか、どのくらい効果があったのか、今ひと

つ分かりにくかった。再委託した事業はとくにそう感じた。 
● 事業化シナリオを描くに当たっては、競合技術として、高エネルギー密度化次

世代キャパシタ（高容量・高作動電圧キャパシタ）の開発動向を視野に入れた

検討が必要である。 
● 競合技術があるので、実用化、事業化に向けて必要とされる特性およびコスト、

また本カーボンナノチューブキャパシタの市場の大きさなど、実用化、事業化

に向けた十分なシナリオが必要である。 
● コストパフォーマンスにおける具体的な数値の提示がないため、現時点で活性

炭電極に対する優位性がはっきりしていないと思われる。 
● 最終的に単層 CNT 電極を適用するのか、コンポジット電極を適用するのかが、

はっきり見えていない。 
● 寿命に対する評価がまだ十分にできていないように思われる。 
 
＜その他の意見＞ 
・ 安全性については、数値に表せない面もあるが、使用上、全く問題ないように

十分に検討をしていただきたい。 
・ 活性炭ではやりつくした性能アップが、ＣＮＴで期待されるという素材の可能

性の高さを実感した。 
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３）今後に対する提言 

SWCNTを用いることによるキャパシタの性能向上は見られるが、どこまで性

能を上げられるのか、理論的な考察も行い、これまでにない高性能なキャパシタ

の実用化を実現して欲しい。特に、コンパクトかつ高温状態で使用できるキャパ

シタの開発を期待する。 
 次世代キャパシタの研究開発は国際的にも極めて活発であり、開発のスピード

が要求される。できるだけ早い機会に市場に試供品を出して、ユーザーの反応を

探ることも肝要であろう。SWCNT 電極とコンポジット電極のどちらがよいかの

見極めや競合技術との棲み分けを考慮することも必要であろう。今後の開発に当

たっては、コストパフォーマンスイメージを明確にした上で進めていただきた

い。 
 
＜今後に対する提言＞ 
・ 単層カーボンナノチューブを用いたキャパシタの性能向上は見られるが、どこ

まで性能を上げられるのか、理論的な考察も必要である。 また、垂直に配向し

た状態を生かしたキャパシタがどこまで可能性があるのかの検討が是非望まれ

る。 
・ 競争の激しい世界ではあるが、それだけに地球環境･資源エネルギーの観点から

極めて社会的意義の高いプロジェクトである。研究開発リスク、事業化リスク

は色々とあるが、カーボンナノチューブチームと密接な連携で、単層カーボン

ナノチューブの最適化を戦略的に進め、市場に参入できることを期待したい。 
・ 高配向および高密度ナノチューブの特性を生かした電極作りを一刻も早く取り

組んで欲しい。 
・ 小さなサンプルだけでなく、実用レベルデバイスによる最終目標値達成を望む。 
・ 競合技術との棲み分けを考慮した市場規模推定に基づく事業化シナリオの提示

を望む。 
・ CNT 電極が活性炭電極に置き換わるためのコストパフォーマンスイメージ（性

能はここまで向上している、コストはここまでに抑えられている）を明確にし

た上で、今後の開発を進めていただきたい。 
・ 活性炭電極を比べた場合のコンパクト性についても具体的なイメージを示して

ほしい。コンパクト化による周辺部分（収納スペース等に関わる部分）の低コ

スト化が期待できるため。 
・ 単層 CNT 電極か、コンポジット電極か、どちらがよいかの見極めをしてほし

い。 
・ 単層カーボンナノチューブ電極を用いることで、これまでにない高性能を有す

るキャパシタの実用化を実現して欲しい。 
・ 単層カーボンナノチューブを産業資材として用いる開発は、現段階ではコスト

面で本来的にハンデイを背負って出発することになる。キャパシタの場合には、
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高エネルギー密度は勿論のこと高温度下における長寿命特性・長期信頼性等、

他の追随を許さない特性を持たせて用途を特化することによって、コスト面だ

けで競わない方向を検討することも必要ではないか。 

・ 次世代キャパシタの研究開発は国際的にも極めて活発であり、開発のスピード

が要求される。できるだけ早い機会に市場に試供品を出して、ユーザーの反応

を探ることも肝要であろう。 

 
＜その他の意見＞ 
・ CNT キャパシタはエネルギー密度の向上より、パワー密度の向上に重きを置か

れていると思われるが、コンパクトかつ高温状態で使用できるキャパシタの開

発を期待する。 
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３．評点結果 

３．１ プロジェクト全体 

1.8

2.8

2.5

2.8

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．事業の位置付け・必要性

 
評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.8 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ

２．研究開発マネジメントについて 2.5 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ

３．研究開発成果について 2.8 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ

４．実用化、事業化の見通しについて 1.8 Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
＜判定基準＞ 
(1) 事業の位置付け・必要性について  (3) 研究開発成果について 
・非常に重要        →Ａ   ・非常によい        →Ａ 
・重要           →Ｂ   ・よい           →Ｂ 
・概ね妥当         →Ｃ   ・概ね妥当         →Ｃ 
・妥当性がない、又は失われた→Ｄ   ・妥当とはいえない     →Ｄ 

(2) 研究開発マネジメントについて   (4) 実用化、事業化の見通しについて 
・非常によい        →Ａ   ・非常に明確        →Ａ 
・よい           →Ｂ   ・明確           →Ｂ 
・概ね適切         →Ｃ   ・概ね明確         →Ｃ 
・適切とはいえない     →Ｄ   ・見通しが不明       →Ｄ 
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３．２ 個別テーマ 

 

(1) カーボンナノチューブ量産化技術開発 

2.0

3.0

0.0 1.0 2.0 3.0

実用化、事業化の見通し

研究開発成果

  
(2) カーボンナノチューブキャパシタの開発 

1.2

2.2

0.0 1.0 2.0 3.0

実用化、事業化の見通し

研究開発成果
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個別テーマ 平均値 素点（注） 

(1) カーボンナノチューブ量産化技術開発        
 研究開発成果 3.0 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

 実用化、事業化の見通し 2.0 Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ

(2) カーボンナノチューブキャパシタの開発        
 研究開発成果 2.2 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

 実用化、事業化の見通し 1.2 Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｂ Ｂ

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 

 
＜判定基準＞ 
 (3) 研究開発成果について       (4) 実用化、事業化の見通しについて 

・非常によい        →Ａ   ・非常に明確        →Ａ 
・よい           →Ｂ   ・明確           →Ｂ 
・概ね妥当         →Ｃ   ・概ね明確         →Ｃ 
・妥当とはいえない     →Ｄ   ・見通しが不明       →Ｄ 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第２章 評価対象プロジェクト 
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１．事業原簿 
次ページに当該事業の推進部室及び研究実施者から提出された事業原簿を示

す。 
 



 
 
 
 
 

（ナノテクノロジープログラム） 

カーボンナノチューブキャパシタ開発プロジェクト 

 

 

 
事業原簿 

（公開版） 

 

 
担当部室 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 
ナノテクノロジー・材料技術開発部 

 

 

 

カーボンナノチューブキャパシタ開発

プロジェクト（中間評価）分科会 
資料 5-1 
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【概 要】  
作成日 平成２０年６月１１日 

制度・施策（プログラ

ム）名 
ナノテクノロジープログラム 
省エネルギー技術開発プログラム 

事業(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)名 カーボンナノチューブキャパシタ開発 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ番号 P06028 

担当推進部/担当者 ナノテクノロジー・材料技術開発部 ／ 鍵谷 圭 

０．事業の概要 

高度に配列 した長尺の単層カーボンナノチューブの大量合成技術を開発すると

ともに、キャパシタの電極材料として活性炭に代わりカーボンナノチューブを用

いることにより、高出力かつ高エネルギー密度の電気二重層キャパシタを開発す

る。具体的には、①カーボンナノチューブ量産化技術開発（キャパシタ電極に向

けた高度に配列した単層カーボンナノチューブの開発）並びに、②カーボンナノ

チューブキャパシタ開発（それらを電極に加工する電極作製技術（集電体開発、

電極接合技術等））を実施する。 

Ⅰ．事業の位置付け・

必要性について 

本研究開発は、第 3 期科学技術基本計画の分野別推進政策のナノテクロジー・

材料分野、エネルギー分野、ものづくり分野の３分野で、重要な研究開発課題と

位置づけられている。また、平成 17 年度に実施された総合科学技術会議での SABC

評価で、本研究開発には S 評価が与えられ、我が国の重要技術として位置づけら

れている。本研究開発では、長尺で高度に配列した単層カーボンナノチューブの

大量生産技術を開発し、高品質で低価格の単層ナノチューブを供給し、高性能で

耐久性、経済性を兼ね備えたキャパシタ（エネルギー分野：重要な研究開発課題

「電力貯蔵技術」）を 201１年までにデバイスレベルで開発し、実用化を図る。 

     

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

 

 

 

 

事業の目標 

 

①カーボンナノチューブ量産化技術開発 

・表面積：1000m2/g 以上（中間目標）、2000m2/g 以上（ 終目標） 

・高度に配向した長尺の単層カーボンナノチューブ：5mm（中間目標）、10mm（

終目標） 

・生産規模：100g／日（中間目標）、1kg／日（ 終目標） 

②カーボンナノチューブキャパシタ開発 

・エネルギー密度：1５Wh／ｋｇ（中間目標）、２０Wh／ｋｇ（ 終目標） 

主な実施事項 H18fy H19fy H20fy H21fy   H22fy 

①ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ量産化

技術開発 

 
   

②ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞｷｬﾊﾟｼﾀ

開発 

 
   

事業の計画内容 

     

会計・勘定 H18fy H19fy H20fy H21fy   H22fy 

一般会計     

特別会計（エネ高） ４７８ ４３０ ３２６  

開発予算 

（会計・勘定別に事

業費の実績額を記

載） 

（単位：百万円） 
総予算額 ４７８ ４３０ ３２６  

経産省担当原課 製造産業局ファインセラミックス室 

プロジェクトリーダー 独立行政法人産業技術総合研究所 飯島澄男 

 

開発体制 

委託先 

 

 

 

再委託先 

独立行政法人産業技術総合研究所 

日本ゼオン株式会社 

日本ケミコン株式会社 

 

国立大学法人 東京農工大学 

国立大学法人 岡山大学 
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情勢変化への対応 

研究開発を加速するために、平成 18 年度秋に加速財源により、スーパーグロー

ス連続 CVD 合成装置、高精度薄膜塗工装置、レーザー溶接装置が導入された。ス

ーパーグロース連続 CVD 合成装置を早期に導入する事により、平成 18 年度中に、

基礎実験と並行してスーパーグロース連続 CVD 合成装置システムの設計・製作を

実施する事が可能になり、基礎実験成果を連続合成装置に早期に適用することが

可能となり、量産化技術を飛躍的に伸ばすことができた。 

また、スーパーグロース技術では、触媒を成膜した基板上にカーボンナノチュ

ーブを成長させることを特徴としており、生産性の効率を上げるためには、基板

の大面積化、連続化が必要不可欠であるが、高精度薄膜塗工装置の導入により、

触媒粒子の分散液を塗布するウェットプロセスの開発が可能になり、大面積化、

連続化が可能となり、大幅なコストダウンが実現できる。本触媒の製膜技術が確

立により、国際的競争力が大幅に向上することが期待される。 

レーザー溶接装置の導入により、キャパシタ素子を導入した金属ケースと金属

の蓋（封口板）をレーザー照射して溶融接着させたセルを用いることで信頼度±1

年のキャパシタセルの寿命評価を実施した。これにより寿命評価技術を加速する

ことで、ライバル技術より長寿命のキャパシタを開発が促進された。さらに、こ

れまで曖昧であったキャパシタの寿命評価法の標準化を優位に進めることも可能

になった。 

平成 19 年度秋に加速財源により、キャパシタ試作装置並びに電極表面分析装置

が導入された。 

キャパシタ試作装置の導入により、キャパシタ性能に大きな影響を与えない雰

囲気（低露点環境）下を作り出し，かつ作業効率を向上でき、 適な露点及び電

極作製条件を明らかにすることにより、キャパシタ初期特性のみならず、製造工

程の高効率化という工業的・産業的ニーズも満たす成果をあげることできた。 

電極表面分析装置の導入により、劣化後の電極表面に存在する 1～数十 nm の電

極細孔壁面に生成された表面官能基や堆積物を同定し，電解液劣化のみならずキ

ャパシタ内部での総合的な劣化解析による寿命特性向上という成果をあげた。 

 

Ⅲ．研究開発成果につ

いて 

①カーボンナノチューブ量産化技術開発では、安価なニッケル合金基板を開発

し、A4 サイズの金属板の全面に均一な単層カーボンナノチューブ構造体（CNT フ

ォレスト）の合成に成功した。さらに、高さ（長さ）が４mm 以上の配向バルクカ

ーボンナノチューブ構造体の合成に成功した他、配向したナノチューブを稲穂の

束のように高密度化できることを見出し、カーボンナノチューブ固体を創製した。

これらの開発した高密度単層カーボンナノチューブを電極材料として用いるキャ

パシタは、活性炭を電極とする従来型のキャパシタよりも、高エネルギー密度、

ハイパワーを示すことを実証した。これらの成果を引き継ぎ、量産化に必須の様々

な基礎技術の開発を行った。具体的には、CNT の連続成長技術、湿潤式触媒の大

面積均一コーティング技術、基板のクリーニング技術、CNT の低コスト化成長技

術を開発した。 

②カーボンナノチューブキャパシタ開発では、バインダーおよび導電補助剤フ

リーで従来の活性炭電極以上に高密度な（0.6 g cc-1）CNT シートの作製が可能と

なった。革新的な接合法によって、Ａ４サイズのＣＮＴフォレストを連続的にア

ルミニウム集電体に接合し、中間目標に見合う小型（10F 級）のキャパシタを作

製し，実用性能評価を行った。 

 

①ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ量産化技術開発 

 委託先：独立行政法人産業技術総合研究所、日本ゼオン株式会社 

②ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞｷｬﾊﾟｼﾀ開発 

委託先：日本ケミコン株式会社（再委託先：国立大学法人 東京農工大学、 

国立大学法人 岡山大学） 

外部発表等 

発表・講演 ２９件 

文献・投稿 ５件 

特許 ８件  
Ⅳ．実用化、事業化の ①カーボンナノチューブ量産化技術開発 
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見通しについて 本プロジェクト全体の 終目標は、単層カーボンナノチューブを利用したキャ

パシタの実用化であり、カーボンナノチューブ量産化技術開発は、実用化を可能

とするコストと量産供給を可能とする単層カーボンナノチューブ製造プロセスの

要素技術開発を目標としている。 

 本プロジェクトスタート時点での、単層カーボンナノチューブの技術は、従

来の単層カーボンナノチューブとの比較で、長さ、成長速度、触媒効率、純度に

おいて優れた製法ではあったが、コストと量産性については多くの課題が有った。

 まず、①カーボンナノチューブを生成させる基板がシリコンウェーハーであ

るため、大面積化が出来ないことと、基板コストが高かったこと、②カーボンナ

ノチューブ生成におけるキャリヤガスがヘリウムガスであるため大きなコストア

ップ要因であったこと。③触媒形成が助触媒のアルミナスパッタの後に触媒の鉄

のスパッタを行うプロセスであるため、生産性低かったこと、④触媒の還元とカ

ーボンナノチューブの生成が不連続プロセスであるため量産性が低かったこと等

が挙げられる。 

 上記課題に対して、平成 18 年度は、高価で且つ量産性に必須な大面積化が難

しいシリコンウェーハー基板代替の探索により、ニッケル合金上でもカーボンナ

ノチューブ合成が可能である事を発見した。また、量産化に向けた大サイズ化の

検討では、熱流体シミュレーションを活用する事で、Ａ４サイズの大型基板上で

も、従来の１ｃｍ角サイズと同等品質のカーボンナノチューブを大量に合成する

事に成功した。 

 また、平成 19 年度では、触媒技術、キャリヤガスの低コスト化、連続合成に

ついて、大幅な進展が見られた。触媒については、従来の鉄のスパッタリングに

対して、Ｆｅコロイドを用いたウェットプロセスで鉄の超微粒子を形成し、従来

の鉄のスパッタリングと同等レベルのカーボンナノチューブの合成を確認した。

また、ウェットプロセスを更に発展させ、硝酸鉄触媒をウェットプロセスで形成

した積層基板でのカーボンナノチューブの合成を確認した。またウェットプロセ

スの品質均一化のためにバーコーティング法を開発し、ウェットコートでもＡ４

サイズで均一なカーボンナノチューブ合成が出来ることを確認した。 

 キャリヤガスについては、従来のヘリウムガスに代わるものとして、低コス

トガスを検討した。ヘリウムと低コストガスの粘性特性の違い等を考慮し、熱流

体シミュレーションによってヘリウムガス同等の基板表面の水、エチレン等のガ

ス濃度均一性を可能とするガス供給シャワーシステムを開発し、低コストガス（で

も合成が可能である事を確認した。更に、熱流体シミュレーション技術を発展さ

せ、触媒を形成した基板をメッシュベルトに乗せるだけでカーボンナノチューブ

合成を連続的に行うことのできる連続炉の設計と製作を完成させた。これらの技

術によって、キャパシタに対応できる低コスト化と量産供給の事業化可能性が見

えてきた。本プロジェクトは予定通り進展しており、プロジェクト終了後の実用

化・事業化に向けて実機に近いパイロットレベルまでのスケールアップの可能性

を探索するための設備を平成 20 年（2008 年）度中に設計し研究投資する予定で

ある。 

 

②カーボンナノチューブキャパシタ開発 
本プロジェクトは、2011 年（平成 23 年）にプロジェクトを終了後，SWCNT コス

トに合わせ，大容量・大型用途への市場展開を進める。 

 

Ⅴ．評価に関する事項 

我が国の今後のナノテクノロジー分野の技術開発の方向性について検討するた

めに、NEDO が選定した外部有識者５名（大学研究者、関連民間会社から選出）に

より構成される事前評価委員会を平成１８年５月１０日に開催した。事前評価委

員会では、NEDO が事前に作成した技術課題やそれを踏まえた研究計画案について

議論の上、とりまとめた。 

技術的観点並びに政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術

的意義並びに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による中間評価を

平成２０年度、事後評価を平成２３年度に実施する。また、中間評価結果を踏ま

え必要に応じて事業の加速・縮小・中止等、見直しを迅速に行う。なお、評価の
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時期については、当該研究開発に係る技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗

状況等に応じて、前倒しする等、適宜見直すものとする。 

 

Ⅵ．基本計画に関する

事項 

平成１８年１月策定 

 

 

 

 

 

 

 



平成 19・03・20 産局第 1 号 

平 成 １ ９ 年 ４ 月 ２ 日 

ナノテクノロジープログラム基本計画 

 

１．目的 

本施策は、情報通信、環境、エネルギー、医療等の様々な産業分野に革新的な進歩を

もたらすナノテクノロジーの基盤技術を構築し、産業技術に展開を図ることで、産業競

争力の更なる強化を図る。 

 

２．政策的位置付け 

ナノテクノロジー分野は、経済成長戦略大綱（２００６年７月財政・経済一体改革会

議）における産業・基盤の強化に必要な研究開発の推進に対応するものである。また、

第３期科学技術基本計画（２００６年３月閣議決定）において、情報通信、環境、エネ

ルギーなどの分野における科学技術の進歩や課題解決に貢献し、産業の振興や人間の豊

かな暮らし、安全・安心で快適な社会などを実現する重要な技術シーズであると位置づ

けられており、分野別推進戦略（２００６年３月総合科学技術会議）の８分野のうち「ナ

ノテクノロジー・材料分野」として位置付けられている。本プログラムは、「技術戦略

マップ２００６」（２００６年４月経済産業省）に基づき、合理的かつ効果的な重要目

標の絞り込みによりプロジェクトを選定し実施するものである。 

 

３．目標 

超微細な物質構造を創製するための基礎・基盤的なプロセス技術及び計測技術を開発

し、さらに産業化に向けた成形・加工技術、評価技術を開発する。 

 

４．研究開発内容 

［プロジェクト］ 

Ⅰ．ナノエレクトロニクス領域 

 ナノテクノロジーの基盤技術を活かし、将来にわたって国際競争力をもつエレクトロ

ニクス技術を実現することを目指す。 

 

（１）ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発 －うち窒化物系化合物半

導体基板・エピタキシャル成長技術の開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

窒化物系化合物半導体は日本が強みを有し、パワーデバイス、高周波デバイス、発

光デバイス等、今後の IT 社会を支えとなることを期待されている分野である。しか
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し、既存のバルク単結晶基板成長技術やエピタキシャル成長技術では、従来の半導体

では実現できない領域で動作可能なハイパワー、超高効率デバイス性能を十分に引き

出すには至っていない。 

これを突破するため、大学あるいは研究所を拠点に材料メーカー、デバイスメーカー、

装置メーカー等が相互連携して、窒化物半導体の結晶欠陥低減技術やナノ構造作製技

術等の革新を図り、これらデバイスの飛躍的な性能向上と消費電力削減の実現を図る。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、次世代窒化物系半導体デバイスを実現する以下結晶作製技術

を開発する。 

●基板技術（ＧａＮ、ＡｌＮバルク結晶作製技術） 

 ・口径２～４インチで高品質エピ成膜を可能とする低コストの単結晶基板作製技術

の確立。 

●エピ技術（エピタキシャル成膜及び計測評価技術） 

 ・低欠陥高品質エピ層を実現する成膜技術及び膜成長過程を計測評価する技術の確

立。 

 ・高出力かつ高安定動作可能なエピ層の実現 

 ・高耐圧超高速な新しいデバイス構造の開発 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

（２）ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発 －うち新材料・新構造ナ

ノ電子デバイス 

①概要 

ナノエレクトロニクスは、ナノテクノロジーの最大の応用領域の一つであり、デジ

タル・デバイスのＣＭＯＳ構造というアーキテクチャは、優れた工学概念である。 

また、これまでの半導体技術の微細化に基づく高集積化・高速化・低消費電力化の

追求は、シリコン材料をベースとするプレーナ構造を基本とした微細加工プロセスの

高度化にあった。 

しかし、さらなる微細化によるデバイスのパフォーマンス向上は物理的限界に直面

しつつあり、問題は、ＦＥＴを、シリコン材料をベースとして作製することにより現

出していると考えられる。 

そのため、次世代の電子デバイスのために「シリコンで培った微細化技術やデバイ

ス原理をこれまで同様に活用しながら、シリコンという材料の物理的限界を突破する

ための“新材料”や“新（デバイス）構造”を実現すること」、すなわち、「Ｎｅｗ Ｎ

ａｎｏ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ／Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｏｎ Ｓｉｌｌｉｃｏｎ ｆ

ｏｒ “Ｍｏｒｅ Ｍｏｏｒｅ”」の半導体技術を、ナノテクノロジーを最大限に活
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用することによって研究開発を行い、将来の産業応用への目を見出していく取りかか

りとする。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、産業界が１０年後を見据えた将来の電子デバイスを開発する

際に、産業技術として活用できるかどうかの実現可能性を見極め、また技術シーズを

確立する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

（３）スピントロニクス不揮発性機能技術プロジェクト（運営費交付金） 

①概要 

将来のエレクトロニクスにおいて中核的な基盤技術となりえるスピントロニクス

技術（電子の電荷ではなく、電子の自転＝「スピン」を利用する全く新しいエレクト

ロニクス技術）を確立するため、強磁性体ナノ構造体におけるスピンの制御・利用基

盤技術を開発し、我が国が世界に誇るシーズ技術を核として、産学官の共同研究体制

を構築し、将来の中核的エレクトロニクス技術における我が国の優位性の確保を図る。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに、超高集積で高速な不揮発性メモリとして期待されるスピンメ

モリのための基盤技術を確立する。また、新ストレージ・メモリデバイス、不揮発性

スピン光機能素子、スピン能動素子等の新しい動作原理によるスピン新機能素子の実

現のための基盤技術を確立する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

 

Ⅱ．材料領域（ナノマテリアル・プロセス技術） 

超微細構造等を構築・制御することで発現する新機能を有するナノマテリアルの創製

を図る。 

（１）精密高分子技術（運営費交付金） 

①概要 

有機高分子材料の性能・機能の飛躍的な高度化及び環境調和を目指し、高分子の一

次及び高次構造を精密に制御する技術基盤を構築し、実用化を目指す。この一部につ

いては、ナノレベルでの物質制御により材料の性能・機能を高度化することによる石

油の生産及び流通の合理化を図るために行うものである。 

②技術目標及び達成時期 

２００７年度までに、高分子材料のナノスケールでの規則性を反映した構造制御を
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実現する設計指針及び製造技術の基盤を確立し、その実用化を目指す。 

③研究開発期間 

２００１年度～２００７年度 

 

（２）精密高分子技術（石油生産流通合理化材料ナノテクノロジー技術開発）（運営費

交付金）（再掲）  

①概要 

原子分子をナノレベル（10-9m）で直接制御することにより、新材料を創製し、石

油関連施設・整備の安全性の向上、製品・装置のコスト低減に効果的な、石油精製装

置や石油貯蔵タンクのシール材、内面コーティング材、輸送鋼管用被覆材、耐熱ガス

ケット材、オイルフェンス用部材等の高機能化の実現を可能とする。 

②技術目標及び達成時期 

２００７年度までに、高分子材料のナノスケールでの規則性を反映した構造制御を

実現する設計指針及び製造技術の基盤を確立し、その実用化を目指す。 

③研究開発期間 

２００１年度～２００７年度 

 

（３）発電プラント用超高純度金属材料の開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

従来の金属材料と比べ耐食性、耐久性、加工性などの飛躍的な向上が期待できる超

高純度金属材料の発電プラント部材としての実用化を目指し、低コスト・量産化製造

プロセス、及び加工・溶接技術等の開発を行い、部材としての実用特性の評価・検証

を行う。 

また、実用化に向けたフィージビリティー調査を行い経済性の評価等を実施すると

ともに、材料特性に関するデータベースの整備及びそれに必要な試験研究を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２００９年までに、不純物総量１００ｐｐｍ未満、溶解量数１００ｋｇ以上での低

コスト・量産化技術製造技術を開発するとともに、製造された超高純度材料が発電プ

ラントの各種機器に適用でき、本材料の持つ優れた特性を長期に亘って発揮できるこ

とを確認する。 

③研究開発期間 

２００５年度～２００９年度 

 

（４）カーボンナノチューブキャパシタ開発プロジェクト（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

従来の活性炭電極では不可能な高出力かつ高エネルギー密度の電気二重層キャパ
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シタを実現するため、高度に配向した長尺の単層カーボンナノチューブの大量合成技

術を開発するとともに、これを用いたキャパシタ電極の開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに、単層カーボンナノチューブの高度配向技術及び大量生産技術

を確立するとともに、キャパシタ製造技術を確立することで、２０Wh/Kg の高エネル

ギー密度と耐久性を有する電気二重層キャパシタを開発する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

（５）三次元光デバイス高効率製造技術（運営費交付金） 

①概要 

波面制御素子による空間光変調技術を確立し、ガラス中に三次元造形を高精度に一

括形成できるプロセス技術を開発する。この技術を用いて、具体的な光デバイスを作

製し、当該技術の有効性の確認と市場への早期参入のための基盤技術を確立する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに波面制御素子による空間光変調技術を用いたフェムト秒レー

ザー照射技術等を確立し、高精度の光デバイスを高速に作製できるプロセス技術を開

発する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

 

Ⅲ．ナノテクノロジー・材料分野推進基盤領域 

ナノテクノロジーの推進において必要な共通基盤技術の整備を促進する。 

（１）ナノ計測基盤技術（運営費交付金） 

①概要 

ナノテクノロジーに必要となる共通的計測技術を開発するとともに、信頼性確保の

ために必要となるナノ材料用新標準物質を整備することにより、超微細物質構造の創

成技術開発を促進する。 

②技術目標及び達成時期 

２００７年度までに、ナノ粒子・ナノ空孔の力学・構造特性、ナノ表面の組成、ナ

ノ界面・膜等の熱物性の超高精度計測技術を開発するとともに、これらに関する８種

類以上の新たな標準物質を開発する。 

③研究開発期間 

２００１年度～２００７年度 
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（２）ナノ粒子の特性評価手法開発（運営費交付金） 

①概要 

ナノ粒子のキャラクタリゼーション、計測技術の確立とともに、生体影響等評価手

法、暴露評価手法及びナノテクノロジーによるリスク不安に対処したリスク管理手法

を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

２００８年度までに、ナノ粒子のキャラクタリゼーション及び計測技術を確立する

とともに、２０１０年までに、生体影響等評価手法、暴露評価手法及びリスク評価手

法を開発し、ナノ材料のリスク評価指針及びナノ粒子の管理指針の提言を行う。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

 

Ⅳ．ナノバイオテクノロジー・生体材料領域（再掲） 

ナノテクノロジーのシーズをライフサイエンス・医療の各分野に活用する。 

（１）次世代ＤＤＳ型悪性腫瘍治療システムの研究開発事業（運営費交付金）（再掲） 

ⅰ）中性子捕捉療法技術の開発 

①概要 

小型粒子加速器とナノレベルの薬物搬送システム（ＤＤＳ）の融合によって、人体

内のがん細胞のみを選択的に消滅させるがん治療システムを実現する。 

②技術目標及び達成時期 

２００７年度までに、薬物伝達方式で、がん細胞等の病巣に集積させた抗がん剤や

ホウ素等の薬剤を中性子で活性し、体内のがん細胞等の病巣を消滅させるシステムを

開発する。 

③研究開発期間 

２００５年度～２００７年度 

 

ⅱ）深部治療に対応した次世代ＤＤＳ型治療システムの研究開発事業 

①概要 

ＤＤＳのさらなる裾野の拡大、及び早期実用化を目指し、様々な外部エネルギー（機

器技術）と薬剤技術を組み合わせることにより、比較的人体の深部にある臓器（肺、

消化器）等のがんを対象としたＤＤＳ型治療システムの開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

光線力学治療システムの前臨床試験の開始及び治療効果・安全性の検証と、超音波

診断・治療システムの前臨床試験を可能とする薬剤及び装置の完成に関する開発を難

治性がんの治療に向けて行う。 
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③研究開発期間 

２００６年度～２００９年度 

 

（２）分子イメージング機器研究開発プロジェクト（運営費交付金）（再掲） 

ⅰ）生活習慣病超早期診断眼底イメージング機器研究開発プロジェクト 

①概要 

細小血管の分子レベルでの代謝機能を非侵襲で可視化する細胞代謝イメージング

を実現し、代謝異常を細胞レベルで観察することにより、循環器系疾患等の早期の診

断・治療を図る。 

②技術目標及び達成時期 

２００９年度までに、ナノテクノロジーを活用した光学基盤技術等を確立すること

により、細胞やタンパク質レベルの組織診断を可能とする機器を開発する。 

③研究開発期間 

２００５年度～２００９年度 

 

ⅱ）悪性腫瘍等治療支援分子イメージング機器研究開発プロジェクト 

①概要 

良性・悪性の区別も含めた腫瘍の超早期診断を実現するため、悪性腫瘍に特異的に

反応する標的物質を利用することにより生体細胞の分子レベルの機能変化を抽出・検

出できる機器の開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２００９年度までに、全身で３mm、局所で１mm の分解能を有する分子イメージング

機器を開発する。 

③研究開発期間 

２００５年度～２００９年度 

 

（３）個別化医療実現のための技術融合バイオ診断技術開発（運営費交付金）（再掲） 

①概要 

我が国が有する微細加工技術・表面処理技術といったナノテク等の強みを活かし、

染色体異常を高感度、高精度かつ迅速、安価で非コード領域までを検出するゲノムア

レイや解析基盤技術開発を行うとともに、全自動解析システムの解析を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに、ＢＡＣ（染色体の断片）を用いた非コード領域を含むゲノム

全領域を検出できる高精度ゲノムアレイを開発する。さらに、臨床現場において、微

量サンプル（数ナノグラム）から、１２時間以内に染色体異常（増幅、欠失、コピー

数多型等）を、低コストかつ定量性・再現性を確保して検出ができる自動染色体異常
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解析システムのプロトタイプを開発する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

Ⅴ．ナノテクノロジー実用化開発 

実用化前段階にあるナノテクノロジーの技術シーズ（Ⅰ～Ⅳの領域の技術を含む）が、

産業界などから早期に市場へ投入されることを支援するために、次世代材料活用技術の

開発等を推進する。 

（１）異分野異業種融合ナノテクチャレンジ（運営費交付金） 

①概要 

革新的なナノテクノロジーを活用し、川上と川下の連携、異業種異分野の連携で行

う部材開発に対して支援を行い、燃料電池、ロボット、情報家電、健康・福祉・機器・

サービス、環境・エネルギー・機器・サービスの５分野に資するキーデバイスの実現

を目指す。 

②技術目標及び達成時期 

マテリアル・プロセス研究、加工・計測技術研究、昨今の環境意識向上に対応した

研究、社会課題を解決するための基盤技術研究に加え、異分野等の融合研究を推進す

ることにより、２０１１年度までにナノテクノロジーの産業化のための基盤的技術を

確立し、実用化を図る。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

（２）ナノテク・先端部材実用化研究開発（運営費交付金） 

①概要 

新産業創造戦略の趣旨に則り、革新的なナノテクノロジーを活用し、川上と川下の

連携、異業種・異分野の連携で行うデバイス化開発の支援を行うため、 

○ナノテクノロジー活用による材料・部材の高度化を図る先導的研究開発（ステージ

Ⅰ） 

○ナノテクノロジー研究成果の部材等への課題設定型実用化により目指した開発支

援（ステージⅡ） 

について提案公募を実施する。 

 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年頃に想定される半導体微細加工の限界を克服するため、分子・原子を１

つずつ制御し部品部材に組み上げる「ボトムアップ型」のナノテクノロジーなど革新

的なナノテクノロジー等の活用により、情報家電・ロボット、燃料電池等新規産業５
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分野等において、従来の性能・効率を大幅に改善するナノテク・先端部材技術を開発

し、我が国が優位にあるナノテクノロジーを基盤とした国際的な産業競争力を強化す

ることを目標とする。 

③研究開発期間 

２００５年度～２０１１年度 

 

 

５．政策目標の実現に向けた環境整備（成果の実用化、導入普及に向けた取組） 

［提案公募］ 

・産業技術研究助成事業（２０００年度～） 

 産業技術力強化の観点から、競争的研究資金を活用して、国内の大学・研究機関等

の若手の研究者や研究チームが取り組む産業応用を意図した研究開発を助成するこ

とにより、産業界のニーズや社会のニーズに応える産業技術シーズの発掘や産業技術

研究人材の育成を図る。 

 

・ナノテクスピンオフ研究会（２００５年度～） 

 ナノテクノロジー分野の研究開発は、その基盤性の高さから将来の市場規模を見通

しにくいと言える。そのため、企業の経営方法においても、自社内で事業を行うもの、

自社外で事業を行うものなど、事業の種類により最適な方法を用いて事業に取り組む

必要がある。 

本調査においては、そうした方法の中で、技術や人材を戦略的に企業から切り出すこ

とにより、ナノテクノロジーの研究成果を事業化に向け加速させる方策について調

査・検討する。 

 

・２０３０年ナノテクノロジーで実現する社会像調査（２００５年度～） 

２０３０年にナノテクノロジーで人々の生活向上にどのように貢献し、社会全体が

どのようなものになるかについて、技術的根拠を踏まえてその社会像を調査・検討す

る。 

 

・ナノテクノロジーの研究・製造現場における適切な管理手法に関する調査研究 

材料がナノサイズによる新たなリスクの有無については、科学的な知見に乏しく国

際的なコンセンサスがないため、ガイドラインなどの統一的な管理手法が存在してい

ない。 

よって、我が国にとって最適なナノテクノロジーの管理手法を検討する観点から、

ナノテクノロジーに関する研究活動、製造活動が行われている研究機関や製造事業所

の現状調査及び海外での管理事例の調査を実施することで、企業、大学、公的機関の
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自主管理活動に資するとともに、我が国にとって必要な自主管理ガイドラインの作成

等、管理制度の検討に役立てることを目的とした調査研究を実施する。 

 

・ナノテクノロジーの社会普及促進調査 

ナノテクノロジーは最先端科学の一つであり、利用実績がない、先端技術であるが

故の漠然とした不安感等により、社会への活用が他の技術に比較して遅れがちである。 

よって、ナノテクノロジーの研究開発成果の恩恵を我が国の社会経済が享受してい

くためには、ナノテクノロジーが社会に適切に応用されるための環境整備が重要であ

る。この観点から、公的分野におけるナノテクノロジーの率先した採用を促すための

調査及びナノテクノロジーを活用した製品サービスの社会的受容を促すための情報

提供に関する調査を行い、ナノテクノロジーの我が国社会経済への適切な活用の促進

に資することを目的とした調査研究を実施する。 

 

・カーブアウト型スピンオフ振興に関する調査研究 

ナノテクノロジーには、研究成果の事業化までに多大な資金と時間がかかる、異分

野異業種との融合が重要といった特徴があり、カーブアウト型スピンオフの効果を享

受可能ではあるが、実際には普及していない。 

広く普及させる観点から、カーブアウト型スピンオフの良好事例のヒアリング調査、

課題分析のためのアンケート調査等を実施し、カーブアウト型スピンオフに対する大

手企業の受容性と戦略採用の可能性の検討を行うことを目的とした調査研究を実施

する。 

 

・ナノテクノロジーの技術動向調査 

最近、「ナノテクノロジー」が活用された製品が徐々にではあるが実用化され、市

場に登場するようになってきたが、「ナノテクノロジー」という言葉のみが先行し、

実際の製品群と「ナノテクノロジー」がどのように繋がっているのかが漠然としてい

る例も少なくない。そこで、国内外のナノテクノロジー技術及びナノテクノロジーを

使った製品の現状を把握するための調査を実施し、技術及び技術の製品への活用動向

を体系的に整理することを目的とした調査研究を実施する。 

 

［導入普及促進］ 

・毎年、研究成果を公開するフォーラムを開催するとともに、実用化に向けた調査・討

論を実施する。 

 

［関係機関との連携］ 

・各プロジェクトのうち、研究開発を効率的・効果的に推進する観点から、関係機関と
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の連携が必要なものについては、これを積極的に行う。特に、細胞内ネットワークのダ

イナミズム解析技術開発、分子イメージング機器研究開発プロジェクト、次世代ＤＤＳ

型悪性腫瘍治療システムの研究開発事業、ナノ医療デバイス開発プロジェクトは、総合

科学技術会議の科学技術連携施策群「ナノバイオテクノロジー」として各府省と連携し

て実施する。 

 

・ＮＥＤＯが実施するナノテクノロジープログラム各プロジェクトの成果としてのサン

プルを対象に、ナノテクノロジービジネス推進協議会（ＮＢＣＩ）とＮＥＤＯが協力し

てそれらを活用した製品化提案を有する企業とのマッチングを図ることで、プロジェク

トの事業化を促進する。（ＮＥＤＯ－ＮＢＣＩサンプルマッチング事業） 

 

・ＮＥＤＯが実施する調査研究として、知識の構造化プロジェクトの成果を対象に、日

本化学工学会とＮＥＤＯが協力してそれらを活用したシステムの普及のための実証研

究を企業とのマッチングによって推進することで、プロジェクトの事業化を促進する。 

 

［人材育成］ 

・ナノテク製造中核人材の養成プログラム（２００５年度～） 

 我が国が優位性を有する情報家電、燃料電池、ロボット、医療機器等の応用分野に

おいて、その産業の基盤と創出を支える中堅企業を対象に、「基礎加工技能・技術、

特殊な要素技能・技術に習熟し、製造技術の高度化を図る人材」及び「豊富なナノ加

工プロセスの知識や先端機器を使いこなすノウハウ等を習熟し、製造現場の技能・技

術を統括できる人材」の育成を行う。 

 

・ナノテクノロジーは、横断的・融合的技術領域でもあることから参加研究機関の研究

者のネットワークを構築する。 

 

［標準化］ 

・各プロジェクトの推進課程で、適切な標準化活動（国際規格（ＩＳＯ／ＩＥＣ）、日

本工業規格（ＪＩＳ）、その他国際的に認知された標準の提案等）を実施し、用語・命

名法、計測・評価方法、等の共通化、標準物質の整備を通して、我が国全体のナノテク

分野の研究開発、産業活動の効率向上を図るとともに、研究開発成果が社会で普及する

環境を整備する。なお、「ナノ計測基盤技術」プロジェクトは今後の発展的展開のため

に計量標準としての成果の確認ができ次第、プロジェクトの途中であっても成果を我が

国ものづくりに反映させることを優先し、イノベーション創出に貢献する。 

 

・ＩＳＯ／ＴＣ２２９（ナノテクノロジー）の発足に合わせ設置された「ナノテクノロ
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ジー標準化国内審議委員会」の活動を支援し、①用語・命名法、②計測計量・特性評価

③健康・安全・環境分野における国際標準化活動へ適切に対応する。その際、前述の各

プロジェクトの成果のみならず、我が国において実施されている他の研究開発活動、産

業活動の成果も取り入れ、我が国全体の産学官の共同による効率的な検討・対応体制と

なるべく留意する。また、新規に立ち上がったＩＥＣ／ＴＣ１１３（電気・電子製品及

びシステムのテクノロジー）についても、積極的に国際標準化活動に取り組む。 

 

・計測・評価技術については、これまでもＩＳＯ／ＴＣ２０１（表面化学分析），ＩＳ

Ｏ／ＴＣ２０２（マイクロビーム分析）、ＩＳＯ／ＴＣ２２９（ナノテクノロジー）に

ついて、幹事国、議長・コンビーナ席の確保、規格提案、国際会議開催・参加等、先端

技術の国際標準化に積極的に取り組んできたところである。今後も日本の議長・幹事・

コンビーナポジションを生かしつつ、ＴＣ２４／ＳＣ４（篩い分け以外の粒子径計測法）、

ＴＣ１４６（大気の質）等ＩＳＯ 他ＴＣ、新規に設置されたＩＥＣ／ＴＣ１１３（電

気・電子製品及びシステムのナノテクノロジー）等国際標準化機関とのリエゾンを推進

し、リーダーシップを発揮する。 

 

・ナノテクノロジー・ナノ材料（電気電子分野応用も含む）に特有の計測・評価技術に

ついては国際的な規格開発をリードし、実用化が進むナノ材料、ナノテクノロジーによ

る製品の国際競争力強化に資する規格整備に向け取り組み体制を整備し、規格開発を促

進する。 

また、ＩＳＯ／ＴＣ２２９設置の大きな原動力の一つともなった、ナノ材料の安全性

への対応に関しては、ナノ材料の主要供給・利用国である我が国にとって解消すべき重

要な課題であり、ＯＥＣＤにおけるナノ粒子の安全性問題に係る活動にて「ナノ粒子の

特性評価手法開発」事業の成果等を盛り込むなど国際的な動きにイニシアティブを発揮

しつつ、評価・管理手法等の国際標準化を推進する。 

 

［ナノテクノロジーの社会影響の検討］ 

・２００６年度は、総合科学技術会議、産業技術総合研究所（ＡＩＳＴ）、物質・材料

研究機構（ＮＩＭＳ）が共同議長となり、６月２７日～２８日に東京の学士会館におい

て、第２回責任あるナノテクノロジーの研究開発に関する国際対話を開催した。 

 

６．研究開発の実施に当たっての留意事項 

事業の全部又は一部について独立行政法人の運営費交付金により実施されるもの（事

業名に（運営費交付金）と記載したもの）は、中期目標、中期計画等に基づき、運営費

交付金の総額の範囲内で、当該独立行政法人の裁量によって実施されるものである。 
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７．プログラムの期間 

プログラムの期間は、２０００年度から２００７年度まで。 

 

 

８．改訂履歴 

（１）平成１２年１２月２８日付け制定。 

（２）平成１４年２月２８日付け制定。材料ナノテクノロジープログラム基本計画（平

成１２・１２・２７工総第１６号）は、廃止。 

（３）平成１５年３月１０日付け制定。ナノテクノロジープログラム基本計画（平成１

４・０２・２５産局第８号）は、廃止。 

（４）平成１６年２月３日付け制定。ナノテクノロジープログラム基本計画（平成１５・

０３・０７産局第１号）は、廃止。 

（５）平成１７年３月３１日付け制定。ナノテクノロジープログラム基本計画（平成１

６・０２・０３産局第７号）は、廃止。 

（６）平成１８年３月３１日付け制定。ナノテクノロジープログラム基本計画（平成１

７・０３・２５産局第４号）は、廃止。 

（７）平成１９年４月２日付け制定。ナノテクノロジープログラム基本計画（平成１８・

０３・３１産局第１３号）は、廃止。 
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平成１９・０３・２６産局第１号   

平 成 １ ９ 年 ４ 月 ２ 日   

 

省エネルギー技術開発プログラム基本計画 

 

１．目的 

   エネルギー資源の約８割を海外に依存する我が国にとって、これを効率的に利用する

こと、即ち「省エネルギー」を図ることは、エネルギー政策上の重要な課題である。 

このため、更なる省エネルギー技術の開発・導入を進め、もって我が国におけるエネル

ギーの安定供給の確保を図る。 

  また、同時に、我が国は２度にわたる石油危機を体験して以来、主要先進国の中でも 

屈指の省エネルギー型の産業構造を作り上げてきており、蓄積された省エネルギー技術

は、地球温暖化問題の直面する人類にとって貴重な価値を有するものである。このため、

更なる省エネルギー技術の開発・普及により、二酸化炭素（CO2）排出削減を図り、もっ

て地球温暖化の抑制に貢献する。 

 

２．政策的位置付け 

 京都議定書目標達成計画（２００５年４月閣議決定）において、「京都議定書の約

束を達成するとともに、更に「脱温暖化社会」に向けて長期的・継続的な排出削

減を進めるには、究極的には化石燃料への依存を減らすことが必要である。環境

と経済の両立を図りつつ、これらの目標を達成するため、省エネルギー、未利用

エネルギーの利用等の技術革新を加速し、効率的な機器や先進的なシステムの普

及を図り、世界をリードする環境立国を目指す。」とされている。 

 エネルギー基本計画（２００７年３月閣議決定）において、「省エネルギー技術は、

分野横断的、融合的技術分野であり、エネルギー以外の分野も含めた幅広い技術

分野の発展にも資することから、技術開発と導入支援とを有機的に連携させなが

ら、技術の波及効果が大きく、より投資効果（省エネルギー効果）の高い技術開

発を推進する。また、省エネ法におけるトップランナー方式の効果的な実施に資

するような技術開発についても併せて推進する。」とされている。 

 新・国家エネルギー戦略（２００６年５月）において、エネルギー消費効率３０％

以上の改善を図るため、省エネルギーフロントランナー計画の中で、産学官や異

なる事業分野の様々な主体の連携を図り、中長期的視点に立った省エネルギー技

術戦略を策定し、省エネルギー技術開発を推進していくこととしている。 

 経済成長戦略大綱（２００６年７月財政・経済一体改革会議）において、資源・

エネルギー政策の戦略的展開として省エネルギーフロントランナー計画が位置づ

けられている。 

 第３期科学技術基本計画（２００６年３月閣議決定）において、国の存立にとっ

て基盤的であり国として取り組むことが不可欠な研究開発課題を重視して研究開

発を推進する「推進４分野」であるエネルギー分野、分野別推進戦略（２００６

年３月総合科学技術会議）における「推進４分野」であるエネルギー分野に位置

付けられている。 
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３．目標 

新・国家エネルギー戦略において、エネルギー消費効率３０％以上改善が示されてお

り、これを達成するために、産学官や異なる事業分野の様々な主体の連携を図り、中長

期的視点に立った省エネルギー技術戦略を構築し、技術開発の相互連携によりシナジー

効果が発揮され技術開発が促進されるよう、超燃焼システム技術、時空を超えたエネル

ギー利用技術、省エネ型情報生活空間創生技術、先進交通社会確立技術、次世代省エネ

デバイス技術の技術群に重点化するとともに、省エネルギー技術戦略に沿った技術開発

を戦略的に推進する。 

 

４．研究開発内容 

Ⅰ．提案公募型 

（１）エネルギー使用合理化技術戦略的開発（運営費交付金、提案公募） 

①概要 

   省エネルギー技術開発の実効性を高めるために、シーズ技術の発掘から実用化に

至るまで、民間団体等から幅広く公募を行い、需要側の課題を克服し得る省エネル

ギー技術開発を戦略的に行う。 

   ②技術目標及び達成時期 

     中長期的視点に立った省エネルギー技術戦略を構築し、技術開発の相互連携によ

りシナジー効果が発揮され技術開発が促進されるよう、超燃焼システム技術、時空

を超えたエネルギー利用技術、省エネ型情報生活空間創生技術、先進交通社会確立

技術、次世代省エネデバイス技術の技術群に重点化して、省エネルギー技術戦略に

沿った技術開発を戦略的に推進する。 

③研究開発時期 

   ２００３年度～２０１０年度 

 

（２）地域新生コンソーシアムエネルギー研究開発事業 

   ①概要 

 地域において新産業・新事業の創出を図るため、大学等の技術シーズや知見を活

用した地域における産学官の強固な共同研究体制（地域新生コンソーシアム）の下

で、実用化・事業化を念頭に置いたエネルギー使用の合理化、並びに非化石エネル

ギーの開発及び利用に資する研究開発を行う。 

   ②技術的目標及び達成時期 

 地域における産学官の共同研究を促進するとともに、得られた成果が実用化され

ることにより、地域における新産業・新事業の創出を図る。また、地域における産

学官の強固な共同研究体制を組むことにより、研究開発修了後直ちに事業化に至る

技術レベルの研究開発数を増加させる。 

   ③研究開発期間 

     １９９７年度～ 
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（３）新規産業創造技術開発費補助金 

   ①概要 

  エネルギー使用の合理化、並びに非化石エネルギーの開発及び利用に資するリス

クの高い実用化技術開発を支援することにより、地域において新産業・新事業を創

出し、我が国全体のエネルギー効率の高度化を図る。 

   ②技術的目標及び達成時期 

  地域において世界に通用する新産業・新事業を創出し、地域の産業活性化を推進。

このため、市場ニーズやユーザーニーズに基づき、事業のアイデア、構想を具現化

する新商品・新サービスの開発を支援し事業化を促進する。 

   ③研究開発期間 

     １９９７年度～ 

 

（４）イノベーション実用化補助金（運営費交付金） 

①概要 

民間企業、大学等が行うエネルギー使用合理化に結びつく技術開発について提案

公募を行い、厳正な評価の上、優れた課題に対して実用化開発費用の一部を補助す

ることにより実用化を支援する。 

②技術的目標及び達成時期 

各々の提案課題の目標に沿った技術開発を実施し、補助対象事業終了後３年で事

業化、採択課題１件当たり、原油換算１万 kl/年以上（２０２０年度時点）の省エ

ネルギー効果を目標とする。 

③研究開発期間 

２０００年度～ 

 

（５）エネルギー使用合理化産業技術研究助成事業 

①概要 

産業界や社会のニーズに応える省エネルギー技術のシーズの発掘とその育成、並

びに、省エネルギー技術に関する次世代の研究リーダーの育成を図る。この目的の

ため、産業界からの期待が高い技術領域・課題を提示した上で、大学や独立行政法

人の研究者等から研究開発テーマを募集する。厳正な外部評価によって省エネルギ

ー効果があり且つ独創的・革新的なテーマを選定し、研究者代表者個人を特定して

助成金を交付する。 

②技術的目標及び達成時期 

独創性のある研究者等を助成すると共に、中間評価ゲート方式が醸成する競争的

環境の下で企業との連携を強化させることにより、10～15 年後の実用化が有望な革

新的省エネルギー技術の研究開発を促進する。本事業では革新的省エネルギー技術

の実用化への第１歩となる特許について、助成期間終了後の出願比率を 100%とす

ることを目標とするとともに、省エネルギー技術に関する次世代の研究リーダーの

育成を図る。 

③研究開発期間 

２０００年度～ 
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（６）研究開発型中小企業挑戦支援事業 

①概要 

省エネルギー対策に資する中小企業の優れた技術シーズ、ビジネスアイデアの事

業化による創業・新事業展開を促進するため、実用化研究開発に要する経費（原材

料費、直接人件費、機械装置費、知的財産取得費等）の一部を補助するとともに、

補助事業を行う中小・ベンチャー企業等に対して中小企業基盤整備機構によるビジ

ネスプランの具体化・実用化に向けたコンサルティング等を一体的に実施する。 

②技術的目標及び達成時期 

中小企業の技術開発を推進し、産業におけるエネルギー使用合理化技術の利用を

図り、もって、中小企業の振興と経営の安定を促進する。 

補助事業期間終了後２年後の採択企業の研究開発成果の事業化率５０％を目標と

するとともに、省エネルギー技術開発の高度化を戦略的に推進する。 

③研究開発期間 

２００４年度～ 

 

Ⅱ．超燃焼システム技術 

（１）アクリル樹脂製造エネルギー低減技術の研究開発 

①概要 

工業生産レベルで実用可能なアクリル樹脂のリサイクル技術を開発し、製造工程

におけるエネルギーの使用合理化を図る 

②技術的目標及び達成時期 

アクリル製品（キャスト版や成型材料）からアクリル樹脂原料モノマーを回収、

熱分解するためのリサイクル技術の開発 

③研究開発期間 

２００５年度～２００７年度 

 

（２）排水処理における余剰汚泥の減容化技術開発 

①概要 

従来の排水処理（活性汚泥法）は、処理の際に汚泥が発生するため、その処分の

ために多くのエネルギーとコストを消費し、かつ環境負荷をかけていたが、本事業

により、ＢＯＤ成分を分解するのに必要な細菌類を高濃度に保持できる微生物固定

化担体を用いることにより汚泥が発生しない排水処理法（余剰汚泥原用法）開発し、

汚泥処理に係るエネルギーコストの消費を押さえ、環境負荷を低減する。 

②技術的目標及び達成時期 

排水処理における余剰汚泥の減用化を目標とする。ＢＯＤ成分を分解するのに必

要な 近類を高濃度に保持できる微生物固定化担体を投入することにより、高負荷

運転を可能とし、処理の後段にて微生物を自己消化させ、汚泥の増殖を抑制する。 

③研究開発期間 

２００６年度～ 
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（３）炭素繊維製造エネルギー低減技術の研究開発 

①概要 

軽くて強く、燃費の向上などにも役立つ炭素繊維について、従来よりも製造エネ

ルギーやＣＯ２排出量が少ないプロセスを開発する。 

②技術的目標及び達成時期 

炭素繊維前駆体繊維の改質もしくは新規創出により低エネルギー原単位で炭素繊

維を製造するプロセスを構築し、もってエネルギーの使用合理化に資する。 

併せて、炭素繊維強化プラスチックのリサイクル技術の確立によって、エネルギ

ーの使用の合理化に資する。 

③研究開発期間 

    ２００５年度～ 

 

（４）廃棄衣料のリサイクル技術及び高付加価値商品の開発 

①概要 

従来は廃棄処分されていた混紡繊維のリサイクルを可能とし、エネルギーの使用

の合理化にすする。 

②技術的目標及び達成時期 

セルロース／ポリエステル混素材の分離技術と回収技術の開発を行い、回収した

セルロースナノパウダー等の高付加価値商品の開発を行う。 

③研究開発期間 

２００６年度～ 

 

（５）ポリエチレンテレフタレート製造エネルギー低減技術の研究開発 

①概要 

繊維、フィルム、ボトル等に極めて広範囲に使用され、今後ますます拡大が期待

される素材であるポリエチレンテレフタレートに関して、その過酷な重合条件のた

めに多大な製造エネルギーが必要とされる現状に鑑み、新たに高活性・高選択性ポ

リエチレンテレフタレート革新重合触媒技術を創出する。 

②技術的目標及び達成時期 

原料モノマーからポリマー製造にかかるエネルギーの削減を図り、エネルギー使

用の合理化に資することを目的とする。 

③研究開発期間 

２００７年度～ 
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（６）高効率重金属処理剤研究開発 

①概要 

重金属等によって汚染された土壌、飛灰、ばいじん、排水・廃液等を安全かつ経

済的に処理する技術開発として、少量の使用で重金属等を安定的かつ効率的に捕捉

できる複合金属汚染土壌のオンサイト処理に適した高性能の無機系重金属等処理剤

及び自然環境への負荷が少ない新規有機系処理剤を開発する。 

②技術的目標及び達成時期 

２００８年度までに、飛灰における金属選択性が高く安価な重金属等処理・回収

剤及び排水中における亜鉛や６価セレンなどを処理できる重金属等処理剤を開発す

る。 

③研究開発期間 

２００３年度～２００８年度 

 

（７）省エネルギー型化学技術創成研究開発補助事業 

①概要 

化学産業はそれ自身が裾野の広い産業というだけでなく、自動車、ＩＴ機器等の

川下製品の部材として産業界・国民生活の様々な分野に深く関連している。従って

化学業界において、省エネポテンシャルの大きい有望な技術シーズがありながら民

間だけでは十分な研究開発投資が行われていない技術について、戦略的な研究開発

支援を実施することにより、化学産業のみならず、各種 終製品、他産業において

エネルギー効率の改善を促進する。 

②技術的目標及び達成時期 

２００７年度までに、化学分野の生産プロセスや、製品等に関する環境に配慮し

た省エネルギー技術の革新に向けて、国内・国際市場の創出・拡大も見据えつつ、

将来の発展が有望な技術に関する研究開発を行うことにより、化学産業のみならず、

我が国の省エネルギー対策に一層寄与する。 

③研究開発期間 

     ２００４年度～２００７年度 

 

（８）高効率酸化触媒を用いた環境調和型化学プロセス技術開発プロジェクト 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、Ｎ－オキシ系触媒

等の炭素ラジカル創生触媒を化学反応プロセスに適用し、製造工程の短縮や製造効

率の向上を図ることで、温暖化効果ガスの排出抑制や省エネルギー効果など総合的

なプロセスコストを低減させるため要素技術の開発を行う。 

   ②技術的目標及び達成時期 

 ２００８年度までにカルボン酸、アルコール、ケトンなどの含酸素化合物製造プ

ロセスに対し、Ｎ－オキシ系触媒を適用していくため、現状の触媒活性・選択性の

向上、触媒の安定性・寿命の改善、触媒分離プロセスの効率化等を開発する。 

③研究開発期間 

     ２００５年度～２００８年度 
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（９）エネルギー使用合理化高効率抄紙技術開発 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものである。原料のパルプから

紙を作る抄紙工程は、水分を約９９％から約３％まで脱水・乾燥させる工程である

ため、多くの電力や蒸気（熱）が使用され、大量のエネルギーを消費する要因とな

っている。このため、抄紙工程における省エネルギー化を図るための技術開発を行

う。 

②技術的目標及び達成時期 

２００７年度までに高効率プレス脱水技術及び多層式塗工技術を開発する。 

1. 高効率プレス脱水技術開発 

従来の脱水性能を維持した省動力型脱水プレス装置などの開発を行うことに

より、エネルギー需給構造の高度化を図る。 

2. 多層式塗工技術開発 

二層以上の塗工液を薄く流し、その下に紙を走らせてその表面に塗工するこ

とにより、断紙などの操業トラブルを防ぎながら効率的に塗工できる技術の開

発を行うことにより、エネルギー需給構造の高度化を図る。 

③研究開発期間 

     ２００５年度～２００７年度 

 

（１０）エネルギー使用合理化高効率パルプ化技術開発 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものである。蒸解工程（木材チ

ップからクラフトパルプを製造する工程）で使用する蒸解薬液成分である「ポリサ

ルファイド（Na2S2）」を白液中から生成する際、副反応を抑えることで高濃度化し、

高濃度のポリサルファイドを含む蒸解薬液をクラフトパルプ製造工程に用いること

により蒸解薬液や蒸気等の使用量を削減し、効率的にパルプを製造することでエネ

ルギー使用の合理化を図るための技術開発を行う。 

②技術的目標及び達成時期 

２００７年度までに高効率パルプ化技術を開発する。 

③研究開発期間 

     ２００５年度～２００７年度 

 

（１１）エネルギー使用合理化ペーパースラッジ有効利用技術開発 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものである。古紙利用の拡大に

伴い増加傾向にあるペーパースラッジの更なる有効利用を進めるとともに、エネル

ギー使用の合理化に資するための技術開発を行う。 

②技術的目標及び達成時期 

２００７年度までにペーパースラッジ灰水熱固化処理技術、ペーパースラッジ灰

再生紙利用技術、ペーパースラッジガス化技術を開発する。 

1. ペーパースラッジ灰水熱固化処理技術開発 

ペーパースラッジ灰から有害物質が溶出しない土壌改良材をエネルギー
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負荷の少ない水熱固化処理法により製造する技術の開発を行うことにより、

エネルギー需給構造の高度化を図る。 

2. ペーパースラッジ灰再生紙利用技術開発 

ペーパースラッジ灰を製紙原料である填料や顔料の代替原料として利用

する技術の開発を行うことにより、従来の原料を利用する場合と比較してエ

ネルギー需給構造の高度化を図る。 

3. ペーパースラッジガス化技術開発 

ペーパースラッジをガス化し、エネルギー源として利用する技術の開発を

行うことにより、エネルギー需給構造の高度化を図る。 

③研究開発期間 

２００５年度～２００７年度 

 

（１２）高機能チタン合金創製プロセス技術開発プロジェクト 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものである。高比強度、高耐食

性を有するチタン合金の低コスト化と加工技術の確立のため、現状のバッチ式クロ

ール法に代替する、Ｃａ還元を利用した一次インゴット造塊までの連続製錬プロセ

スを開発し、製造プロセスにおける省エネルギー化を図る。また、そのプロセスで

生産される低濃度酸素純チタンの優れた加工性を利用した、革新的な成形プロセス

技術を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

２００８年度までに、省エネ型チタン新製錬プロセスを開発し、現状の製錬法と

比較して、３０％程度の製造コスト低減効果を実証する。また、板厚０．３ｍｍの

チタン合金薄板において、引っ張り強度５００ＭＰａ以上、かつエリクセン値７．

５以上の高成形性を達成する。 

③研究開発期間 

２００５年度～２００８年度 

 

（１３）事前炭化式ガス化溶融炉プロセスの開発 

①概要 

 高炉技術を活かし、多様な廃棄物（木質系バイオマス、一般ゴミ、廃プラスチッ

ク、下水汚泥等）を一括的に受け入れ、原料性状に応じて適切に事前処理するとと

もに、熱分解、ガス化及びガス改質を組み合わせることにより、経済性と原料のフ

レキシビリティ性に富んだ高効率ガス転換技術の開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

 ２００７年度までに投入廃棄物として硬質プラスチック 2 万トン、軟質プラスチ

ック 1 万トン、シュレッダーダスト１万トン、建設廃木材 1.5 万トン及び生木 0.5

万トン（いずれも年間投入量）を処理する実機を想定した場合に、 

    ア) 廃棄物から原燃料ガスへの転換効率（冷ガス効率） ７０％以上 

      （現状５０％程度（廃棄物ガス化、内部使用ガス控除後）） 

    イ) 生成ガス発熱量 2,000kcal/Nm3-dry 以上（現状：1,200kcal/Nm3-dry 以上） 

ウ) 生成ガス中有害物質の発生 ダイオキシン量 0.1ng-TEQ/Nm3 以下 
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③研究開発期間 

２００３年度～２００７年度 

 

（１４）鋳片表層改質による循環元素無害化技術の開発 

①概要 

鉄スクラップの利用拡大により鋳片鋳造に係るエネルギー消費量を削減する事に

より、エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、プラズマ及び

電磁気技術を用いて鋼材表層を均一かつ安全に溶解するとともに、熱間加工割れを

起こす銅の影響を無害化する元素を溶融部に添加する技術等を開発する。 

②技術的目標及び達成時期 

２００７年度までに、鉄スクラップ利用拡大による鋳片鋳造に係るエネルギー消

費量を４,８２８Mcal/t から５１８Mcal/t に削減する技術を開発する。 

   この目標を達成することで、２０３０年に約 18 万 kl(原油換算)の省エネルギー 

効果が見込まれる。  

③研究開発期間 

２００３年度～２００７年度 

 

（１５）難加工性特殊鋼等に対する次世代圧延技術の開発 

①概要 

  新しい焼結法（ＬＩＰ）と接合界面観察技術を駆使し、新しいセラミック繊維強

化金属材料（ＦＲＭ）を開発し、耐摩耗性・耐熱衝撃性に優れた低温熱間加工用工

具材料の開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

    ァ）難加工性特殊鋼の精密圧延加工 

    圧延により、厚さ 0.1 ㎜程度の高耐食ステンレス薄鋼板を厚さ１㎜/枚の PEFC

セパレータに精密成形加工する技術を確立する。 

    イ）低温圧延を可能にする圧延ロール材 

Ａ．耐摩耗性が現状のハイスロールの４倍以上、耐熱衝撃性が現状ハイスロール 

の３倍以上の超高耐久性ロール材の開発 

Ｂ．Ａで開発した超高耐久性ロール材を用いて１５０℃程度の加熱炉温度の低温

化操業により、加熱燃料と圧延動力の合計使用量を１０％程度削減する。 

③研究開発期間 

２００３年度～２００７年度 

 

（１６）回転炉床炉による有用金属回収技術の開発 

①概要 

 電炉ダスト中には、亜鉛・鉄等の有用金属が多量に含まれており、現状ではロー

タリーキルン法等によって主に亜鉛が回収リサイクルされているが、ＣＯ２を始めと

する環境負荷物質の排出が大きな問題である。このため、回転炉床炉を利用して、

環境負荷物質の排出が少なく、かつ、ダスト中の亜鉛、鉛及び鉄を高効率に分離・

回収するプロセス技術を開発する。これにより、既存ロータリーキルン法に比べ省

エネ効果のある回収技術を目指す。 
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②技術目標及び達成時期 

２００７年度までに、回転炉床炉を用いて電炉ダストから高品位還元鉄と亜鉛濃

度が高い粗酸化亜鉛を製造するとともに、得られた還元鉄を炭材で溶解し、品質の

高い銑鉄を製造する技術を開発する。 

ア） 電気炉ダストからの鉄分回収率：９５％以上（銑鉄〔Ｃ＞3.5%、Ｓ＜0.05%

を目安とする〕） 

イ） 電気炉ダストからの亜鉛の回収率：９５％以上（粗酸化亜鉛〔Fe＜1.5%を

目安とする〕） 

ウ） 有害物質の排出抑制：ダイオキシン 0.1ng-TEQ/Nm３以下  

③研究開発期間 

２００３年度～２００７年度 

 

（１７）スラグ利用に係る研究開発 

①概要 

 鉄鋼製造工程等から発生するスラグは、カルシウム、ケイ素を主成分としており、

生物着生型の土木工事用資材として利用が期待できる。本事業では、スラグ利用を

促進する研究開発に取り組むことにより、セメント・コンクリート材料をスラグを

利用した代替材料に置き換えることによる省エネ効果を目指す。 

②技術目標及び達成時期 

 ２００７年度までに次の各サブテーマの開発を行う。 

 ア）生物の親和性が高く、環境浄化に適した材料として、鉄鋼スラグ水和固化体に

よる直立護岸用環境修復技術の開発を行う。（サブテーマ１－１） 
 イ）鉄鋼スラグ水和固化体をセメント・コンクリート代替材料として海域にて大量

に利用する技術の開発として、マスコンクリート代替材としての適用技術の開

発、鉄筋コンクリートへの適用性評価検討、各種施工技術の開発を行う。（サブ

テーマ１－２） 
 ウ）製鋼スラグの海域利用を阻害している膨張やアルカリ溶出を抑制する石炭灰等

を用いた製鋼スラグ安定化改質技術の開発を行う。（サブテーマ２） 
 エ）製鋼スラグの海域利用における安全性・環境改善効果の検討・評価を行う。（サ

ブテーマ３） 
③研究開発期間 

２００４年度～２００７年度 

 

（１８）無曝気・省エネルギー型次世代水資源循環技術の開発（運営費交付金） 

①概要 

所用動力が少なく、汚泥発生も少ない嫌気性処理の利点と、良好な水質が得られ

る好気性処理の利点の双方の特長を生かし、かつ双方の欠点を克服した、省エネル

ギー性に優れた廃水処理技術を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

２００８年度までに、既存技術で廃水処理を行った際に発生する汚泥量の７０％

削減を実現し、廃水処理に要するエネルギーの７０％削減を実現する廃水処理シス

テムを開発する。 
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③研究開発期間 

   ２００６年度～２００８年度 

 

（１９）植物機能を活用した高度モノ作り基盤技術開発 

i）植物利用エネルギー使用合理化工業原料生産技術開発（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、現在の化学工業プ

ロセスに代わる、植物の有する有用物質生産能を活用した省エネルギー・低環境負

荷型の工業原料生産プロセスへの変換を促進するため、以下の研究開発を行う。 

・生産プロセス制御等技術開発 

工業原料の生産に関わる重要な物質生産プロセスに関する代謝系をゲノム情

報に基づき解析するとともに、有用物質生産制御に必要な一連の代謝遺伝子群

の発現を統一的に制御する技術の開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

・生産プロセス制御等技術開発 

２００９年度までに、工業原料として有望なバイオマスとしてイソプレノイド、

油脂などの有用物質生産に関わる代謝経路とその調節メカニズム及び生産物質の蓄

積・移動に係るメカニズムの解析を行い、関連遺伝子情報を整備するとともに、統

括的発現制御技術を開発する。 

③研究開発期間 

２００２年度～２００９年度 

 

（２０）微生物機能を活用した環境調和型製造基盤技術開発 

i）微生物機能を活用した高度製造基盤技術開発（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、省エネルギーかつ

環境負荷が少ないといった特徴を有する微生物機能を活用した有用物質の革新的な

生産プロセス（モノ作り）の技術を構築するため、産業用途に必要な機能既知遺伝

子で構成されたゲノムを持ち、物質生産性向上につながる性能を備えた高性能宿主

細胞の創製や、微生物反応の多様化・高機能化技術を開発するとともに、バイオマ

スを原料として有用物質を体系的かつ効率的に生産する（バイオリファイナリー）

ための基盤技術を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに、物質生産性向上につながる性能を備えた高性能宿主細胞を

創製するとともに、バイオプロセスの実用化適用範囲の拡大のための微生物反応の

多様化・高機能化技術の開発を行う。バイオリファイナリー技術については、バイ

オマスを高効率で糖化し、糖から高効率で各種化成品の基幹物質を生産するバイオ

プロセス体系を構築する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 
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ii）微生物群のデザイン化による高効率型環境バイオ処理技術開発（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、従来エネルギー多

消費・廃棄物多排出型であった廃水・廃棄物処理において、微生物群の構成及び配

置等を人為的に制御（デザイン化）することで、その処理効率を大幅に向上させ、

省エネルギーで廃棄物も少ない高効率型廃水、廃棄物処理の基盤技術を確立する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、特定有用微生物群を人為的に安定導入・維持もしくは人為

的に空間配置・優先化させる等のデザイン化技術を開発し、従来の廃水、廃棄物処

理に比べより高効率で省エネルギーな処理技術を開発するとともに、実用化に資す

るための実証可能なテストプラント規模にて評価する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

（２１）革新的マイクロ反応場利用部材技術開発（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、マイクロリアクタ

ー、ナノ空孔などの精密反応場を利用し、反応分子の自由な運動を活性種レベルで

制御した革新的な化学反応プロセスと新機能材料創成技術の確立を目指す。さらに、

マイクロリアクターとナノ空孔反応場の組み合わせ、各反応場とマイクロ波等のエ

ネルギー供給手段との組み合わせにより協奏的反応場を構成し、さらなる高効率生

産等を可能にする基盤技術を開発する。これらの技術の確立により、反応システム

の小型化、多段プロセスの簡略化等を通じた化学産業の製造工程等の省エネルギー

化を図る。 

②技術的目標及び達成時期 

２０１０年度までに、マイクロリアクター技術、ナノ空孔技術を軸とし、これら

に更にマイクロ波、超臨界流体等のエネルギー供給手段を組み合わせた協奏的反応

場を構成することにより、これまでにない革新的な化学反応プロセスを確立し、新

機能材料創成技術を実現する。さらに、これらの技術を用いて高性能・高機能電子

材料、医薬中間体などの部材を開発する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

（２２）鉄鋼材料の革新的高強度・高機能化基盤研究開発（運営費交付金） 

①概要 

プラント、構造物や自動車等の革新的な高効率化、省エネルギー化、長寿命化、

安全・安心化を図るため、 新の科学的知見を導入し、鉄鋼材料及び鋼構造体を超

高機能化する基盤的研究開発を行う。具体的には、高強度鋼、高機能鋼の実用化拡

大の基盤となる (１)高級鋼厚板(高強度、低温用)溶接部の信頼性・寿命を大幅に向

上する溶接施工技術（高密度・清浄熱源溶接技術）、及び水素破壊の機構解明等を踏

まえた金属組織制御技術を基本とする溶接材料技術、(２)部材の軽量化を図るため

に強度、加工性等の 適機能傾斜を付与する機械部品鍛造技術（駆動部材の信頼性
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確保のための耐疲労破壊特性の向上を踏まえた）の開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、高級鋼（高強度鋼・低温用鋼・耐熱鋼）の溶接を予熱・後

熱なしに可能とする溶接技術と材料技術を開発するとともに、傾斜機能部材の鍛造

技術を開発する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

Ⅱ．時空を超えたエネルギー利用技術 

（１）ＶＯＣ含有廃棄物の溶剤回収及び再利用処理技術の開発 

①概要 

合成皮革の製造工程で発生する廃樹脂中の溶剤等の再利用を目的とする。 

・ 有機溶剤含有固形廃棄物からの有機溶剤の回収方法の開発 

・ 固形分の炭化方法、炭化物の性能確認 

・ 処理効率の高い加熱炉の構造の検討 

・ 混合有機溶剤を燃料として使用できるボイラーの開発 

②技術目標及び達成時期 

合成皮革製造からの廃樹脂の有効利用率 80％以上を目標とする 

③研究開発期間 

２００７年度～ 

 

（２）高効率ガスタービン実用化要素技術開発 

①概要 

電力産業用ガスタービンについて、大型機（４０万 kW 程度）のガスタービン入り

口温度の高温化（１５００℃級→１７００℃級）及び中型機（７万 kW 程度）の高湿

分空気利用システム（AHAT システム）実用化のための要素技術開発を行い、発電効

率の向上を図る。 

②技術的目標及び達成時期 

２００７年度までに大型機において燃料消費量８％の削減、２００６年度までに

中型機において燃料消費量１５％の削減の可能性を確認する。 

③研究開発期間 

大型機の高温化要素技術開発：２００４年度～２００７年度 

中型機の高湿分空気利用システム要素技術開発：２００４年度～２００６年度 

 

（３）超高効率天然ガスエンジン・コンバインドシステム技術開発（運営費交付金） 

①概要 

都市部民生部門の省エネルギーに有効な電気・熱の面的利用を促進するため、世

界 高レベルの発電効率となる天然ガスエンジンの技術開発を行う。さらに、熱の

利用効率を高めるため、本ガスエンジンに 適な高出力コンバインドシステムの技

術開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２００７年度までに、天然ガスを燃料とした８ＭＷクラス高効率ガスエンジンに

 xxx



おいて、以下の技術目標を達成する。 

・発電効率：４８％（ＬＨＶ） 

・総合効率：８０％以上 

・ガスエンジンコンバインド時発電効率：５０％（LHV） 

・ＮＯｘ排出濃度：３２０ppm 以下（Ｏ2＝０％換算） 

③研究開発期間 

２００５年度～２００７年度 

 

Ⅲ．省エネ型情報生活空間創生技術 

（１）心理生理快適性素材の開発 

①概要 

人の心理生理の評価システムの確立と、そのシステムを用いて計測された適切な

心理生理反応に対応した温湿度や刺激、圧力をコントロールする繊維製品の開発を

行うことにより、エネルギー使用の合理化に資することを目的とする。 

②技術目標及び達成時期 

・ 温熱刺激、圧刺激、触刺激などを適切に制御した、心理生理的に快適な繊維製品

を開発する（空調エネルギーの削減、製造エネルギーの削減） 

・ 繊維製品の開発に伴う試作点数、試作回数を削減することが可能な新技術を構築

する 

③研究開発期間 

２００５年度～ 

 

（２）新規高性能吸着材の開発 

①概要 

民生部門でエネルギー消費量の大きな空調機器や給湯器の省エネを図る抜本的な

効率改善方法として、吸着式のデシカント（除湿剤）やヒートポンプを用いる方法

が提案されている。また、化学製品の精製プロセスで発生する大量のエネルギー消

費を改善するため、化学物質を選択的に吸着する吸着材の利用が提案されている。 

本事業ではこれらに利用される新規高性能吸着材の開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２００７年度までに、吸着デシカント式無給水加湿器、吸着脱着式化学製品精製

装置などに適した、新規高性能吸着材を開発する。  

③研究開発期間 

２００５年度～２００７年度 

 

（３）革新的構造材料を用いた新構造システム建築物研究開発 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、我が国鉄鋼業の

約５０％を占める建設市場において、建築物のメインフレームに高強度鋼を用い

ることで、①鉄鋼部材の軽量化（リデュース）とそれに伴う輸送効率の向上、②

高強度化、非溶接化に伴う部材のリユース促進、 ③製造・施工の省エネ・省力化

等を図る。 
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同時に、柔剛混合構造（高強度鋼とダンパーの組み合わせ）技術の確立により、

震度７にも耐えうる新構造システム建築物の建設が可能となり、我が国で大きな

リスクである大規模地震災害から国民を守り、安心安全社会の実現に寄与する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１３年度までに、 大規模の地震（震度７）に対しても倒壊・損壊しない

建築物を高強度鋼（８００Ｎ／ｍｍ２鋼級）とダンパーの組み合わせによる柔剛混

合構造により実現を図るものであり、国土交通省や民間企業と連携してこの建築

物のメインフレームに必要な高強度鋼部材、接合法等の開発を行う。主な研究開

発目標は以下の通りである。 

・震度７弾性新構造システム開発 

・高強度部材の製造技術開発 

・超高強度接合部品開発 

・高強度部材の接合技術開発 

③研究開発期間 

２００６年度～２００８年度 

 

（４）高環境創造高効率住宅用ＶＯＣセンサ等技術開発（運営費交付金） 

   ①概要 

  エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、住宅における換気

負荷を 小化することによって省エネルギーを達成するため、ＶＯＣセンサ及びモ

ニタリング併用型換気システム等を開発する。 

   ②技術目標及び達成時期 

 ２００８年度までに、ＶＯＣに対して高選択性・高感度性・即応性を有するＶＯ

Ｃセンサ及びＶＯＣセンサを用いたモニタリング併用型換気システム等を開発する。 

③研究開発期間 

    ２００５年度～２００８年度 

 

（５）有機発光機構を用いた高効率照明の開発 

①概要 

 エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、蛍光灯に代わる高

効率照明として有機 EL 発光機構を用いるための技術開発課題（発光効率、演色性、

面均一性、生産コスト）等を明らかにし、それをブレークスルーしうる技術シーズ

を抽出する。 

②技術目標及び達成時期 

 ２００９年までに現在一般に普及している蛍光灯照明に代わる高効率照明として

の必要スペックを達成するとともに、次世代照明として同じく期待されている LED

との差別化要素を技術的に達成し、大面積／高スループット／低コストで量産する

プロセス技術を開発する。また、現在蛍光灯の間接・拡散照明が用いられている照

明機器を代替する有機 EL 照明を実用的なコストで製造できる技術を確立する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２００９年度 
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（６）デジタル情報機器相互運用基盤プロジェクト（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、情報家電の利用を

通じたIT利活用による省エネルギーが促進されることを目指し、専門的な知識を有

しなくとも機器やサービスを安全かつ容易に利用ができるプラットフォームとして、

リモート管理など効率的に情報家電システムの統合管理が可能となる技術の研究開

発を行う。これにより、機器の消費電力のこまめな制御に加え、機器メンテナンス、

ユーザーサポートを遠隔に行うことが可能となり、エネルギー消費の削減が達成さ

れる。 

②技術目標及び達成時期 

２００７年度までに、機器認証方式及び高信頼リモート管理プロトコルの共通仕

様を策定し、またリモート管理を実現するポータル構築のための基本ツール等の開

発により情報家電の統合管理技術を確立する。 

③研究開発期間 

２００３年度～２００７年度 

 

（７）次世代大型低消費電力ディスプレイ基盤技術開発 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、次世代の大型液晶

及び大型プラズマディスプレイに関する低消費電力ディスプレイを実現するための

研究開発を行う。 

②技術的目標及び達成時期 

２０１１年度までに、液晶に関しては、高効率バックライト、革新的なTFTアレイ

プロセス技術・製造装置及び低消費電力型の画像処理エンジン等に係る技術を確立

する。また、プラズマディスプレイに関しては、超低電圧駆動等に係る技術を確立

する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

（８）高機能化システムディスプレイプラットフォーム技術開発（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、中小型の液晶ディ

スプレイ等について、現状、外付けの半導体デバイスで構成されている駆動回路や

メモリ回路等を、ディスプレイ基板上に集積化することで低消費電力化を実現する。

具体的には、機能回路を構成する基本回路のガラス基板上での作製技術を開発する。 

②技術目標及び達成時期 

２００７年度までに、ガラス基板上のシリコン膜に多様な機能回路を構成する上

で基本となる機能要素単位回路（マクロセル）に関する基盤技術（システムプラッ

トフォーム）として、「集積化システムオングラス技術」及び「マクロセル実現のた

めのデバイス技術」を開発する。 

③研究開発期間 

２００５年度～２００７年度 
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（９）次世代高効率ネットワークデバイス技術開発 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、ネットワークで伝

送されるデータ量の爆発的増加に伴い、関連機器の消費エネルギーが増大している

中で、ネットワーク全体の消費電力量を抑制することが喫緊の課題であり、消費エ

ネルギーの低減に大きく貢献するルータ・スイッチの高速化のための研究開発を実

施するとともに、機器そのものの消費エネルギーを低減するための研究開発を実施

する。 

②技術的目標及び達成時期 

２０１１年度までに、１チャンネルあたり４０Ｇｂｐｓ超の通信速度に対応する

トラフィック計測・分析・管理技術や４０Ｇｂｐｓのインターフェース、さらなる

通信速度向上（１００Ｇｂｐｓ超）を実現するハードウェア技術、ＳＦＱ（単一磁

束量子）スイッチに関する実現を可能とするための基盤技術を開発する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

（１０）マルチセラミックス膜新断熱材料の開発（運営費交付金） 

①概要 

住宅やビルなどの冷暖房における大幅な省エネを実現する画期的な断熱性能を示

す壁および窓材料を、セラミックスのナノ多孔体構造やナノ羽毛状構造およびセラ

ミックス・ポリマー複合化構造などからなるマルチセラミックス膜アセンブリ技術

によって開発する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、熱貫流率（熱の伝わりやすさ）が０．３Ｗ／ｍ2K以下、壁

厚さ１０ｍｍ程度の超断熱壁材料および熱貫流率が０．４Ｗ／ｍ2K以下、光（可視

光）透過率が６５％以上（Low-Eガラス使用）、ヘイズ率が１％以下の超断熱窓材料

を実現する。 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

（１１）次世代光波制御材料・素子化技術（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、ガラス材料に関す

る精密モールド技術を確立し、機能性の高い光波制御素子を低コストで生産できる

プロセス技術を開発することで部材の小型化・高機能化を図りつつ、省エネを実現

する。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までにサブ波長レベルの微細構造をガラス表面にモールド成形する

技術を実現し、実装可能な具体的なデバイスを作製する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 
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（１２）低損失オプティカル新機能部材技術開発（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、近接場光の原理・

効果を応用した低損失オプティカル新機能部材技術を開発し、実用化の目処を得る

ことを目的とする。動作原理に近接場光を用いるオプティカル新機能部材は、従来

の材料特性のみに依存した光学部品では不可能な機能・性能を発揮し、液晶プロジ

ェクター・液晶ディスプレイなど情報家電の省エネルギー、高性能・高信頼化を図

る上でのキーデバイスとなることが期待できる。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに、共通基盤技術として、ナノ構造部材の設計・作製・評価技

術を開発するとともに、ナノ構造部材に発現する近接場光の機能を動作原理とする

低損失オプティカル新機能部材を検討し機能を確認する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

（１３）超フレキシブルディスプレイ部材技術開発（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から、製造工程等の省エネルギー化を実

現するために行う。従来、表示デバイスの製造には、真空蒸着と高温下での焼成と、

それに伴う排ガス排水処理が必須であった。これを、ロール to ロール方式に代替す

ることで常圧、常温下での製造を実現し、フレキシブルな薄型ディスプレイを効率

よく製造する。そのために、有機 TFT 材料およびコンタクトプリント技術等を開発

する。 

②技術的目標及び達成時期 

２００９年度までに、実用化に向けた実証のための巻き取り方式ディスプレイの

プロトタイプを試作する。またフレキシブルデバイス材料開発に貢献する部材なら

びに薄膜複合化技術を開発し、これらをパネル化するための実用化技術を確立する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２００９年度 

 

Ⅳ．先進交通社会確立技術 

（１）次世代構造部材創製・加工技術開発（次世代衛星基盤） 

①概要 

国際商業市場における我が国衛星メーカーの競争力を強化するべく、次世代の衛

星技術として期待されている、準天頂衛星システム※（移動中の利用者等に対し、

米国が運用するＧＰＳとの補完による高精度な位置情報等の提供を可能にする新シ

ステム）の構築に不可欠な基盤技術（産業競争力強化にも直結する衛星の軽量化、

長寿命化に関する技術等）の開発を行う。本プロジェクトの一部については、他部

門と比較して需要増加の割合が高い運輸部門のエネルギー消費を抑制すべく、航空

機、自動車、高速車両等の輸送機器の軽量化・効率化にも資する複合材料製造設計

のための基盤技術を確立するためのものであり、エネルギー需給構造の高度化を図

る観点から行うものである。 
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    ※ 静止軌道と一定の角度をなす傾斜軌道に複数の衛星を配置し、見かけ上、常に天

頂付近に 低１つの衛星を位置させるシステム。 

②技術的目標及び達成時期 

２０１０年度までに、準天頂衛星システムの構築に不可欠な基盤技術（産業競争

力強化にも直結する衛星の軽量化、長寿命化に関する技術等）の開発を行う。 

③研究開発期間 

２００３年度～２０１０年度 

 

（２）次世代構造部材創製・加工技術開発（次世代航空機用） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、航空機、高速車両

等の輸送機器への先進材料の本格導入を加速させるため、先進複合材料及び先進金

属材料について部材開発、設計試作及び評価を実施することで、軽量化によりエネ

ルギー使用効率を大幅に向上させる革新的な構造部材の創製・加工技術の確立を行

う。 

②技術目標及び達成時期 

２００７年度までに、複合材料の更なる低コスト製造を可能とする非加熱成形技

術、整備の容易化等を通じて安全性を飛躍的に向上させる健全性診断技術や、強度

のある軽量構造材として有望なマグネシウム合金の耐腐食成型技術の確立を図る。 

また、航空機エンジン用材料としても複合材料の適用を図るため、２０１１年度

までに、耐衝撃性、高靭性に優れた樹脂、構造及び低コスト製造を可能とする成形

技術に関する基本技術を確立する。 

③研究開発期間 

２００３年度～２０１１年度 

 

（３）活性炭の高性能化技術開発 

   ①概要 

キャパシタ用活性炭の高性能化を図ることでキャパシタの用途拡大を図り、エネ

ルギー使用の合理化を図る。 

②技術的目標及び達成時期 

・各種炭素材料に対する 適前処理技術の開発 

・ 適賦活、精製、粉砕技術の開発 

・炭素材料の特長を生かした高性能活性炭の開発 

③研究開発期間 

  ２００５年度～２００７年度 
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（４）軽量クッション材の開発 

   ①概要 

現在、ウレタンを用いて製造されているクッション材を、より軽くリサイクルが

可能なポリエステル系繊維から製造する技術を開発することにより、エネルギー使

用の合理化に資する。 

②技術的目標及び達成時期 

ウレタンに代替可能な軽量ポリエステル系繊維クッション材を開発し、自動車

内装、電車シート、家具、オフィス椅子などのクッション材に使用される化石原料

の削減、並びに車両重量の軽量化による燃費向上を行う。 

③研究開発期間 

     ２００５年度～ 

 

（５）新規高効率電池材料の開発 

   ①概要 

   電池分野におけるエネルギー効率の改善を促進するため、これに使用する電池材

料の高効率化を図り、 終製品の省エネルギーを促進することを目的とし、有望な

技術シーズがありながら民間だけでは十分な研究開発投資が行われていない技術に

ついて、研究開発を実施する。 

②技術的目標及び達成時期 

２００７年度までに、飛躍的にエネルギー効率の優れた電池材料技術を開発する。 

③研究開発期間 

     ２００５年度～２００７年度 

 

（６）自動車軽量化炭素繊維強化複合材料の開発（運営費交付金） 

  ①概要 

    自動車の軽量化による燃費向上を図るため、自動車材料に要求される高信頼性、

高強度、軽量等の性能をもつ高度に安全性に配慮した炭素繊維強化複合材料を開発

する。 

②技術目標及び達成時期 

   ２００７年までに、自動車に実装可能な炭素繊維強化複合材料の創製・成形・加

工技術等を開発する。 

③研究開発期間  

    ２００３年度～２００７年度 

 

（７）革新的次世代低公害車総合技術開発（運営費交付金） 

①概要 

大気環境・地球温暖化・エネルギー問題の同時解決に向けて、次世代の低公害車

の技術開発を実施する。 

   特に、都市間の輸送に用いられる「都市間トラック・バス」を中心とした分野に

おける要素技術の開発を自動車技術・燃料技術の両面から実施していく。 

   ②技術目標及び達成時期 

平成２０年度において、都市間の輸送に用いられる「都市間バス・トラック」を
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中心とした分野における次世代低公害車の要素技術を確立する。具体的には、以下

のとおり。 

     ・燃費向上率 

       貨物車 現行基準値に対し１０％ 

       乗用車 ２０１０年のガソリントップランナー燃料基準から３０％ 

・排出ガス 

       貨物車 NOx：新長期規制値の 1/10  PM：ポスト新長期規制値の 1/2 

       乗用車 NOx：ガソリン車の新長期規制値  PM：ポスト新長期規制値の 1/2 

③研究開発時期 

２００４年度～２００８年度 

 

（８）環境適応型小型航空機用エンジン研究開発（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、エネルギー使用効

率を大幅に向上し、環境対策にも優れた次世代の航空機用エンジンの開発にとって

重要な要素技術の研究開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに、①エネルギー使用効率を大幅に向上する構造設計技術（シ

ンプル化技術）、②騒音、ＮＯｘ等の環境負荷対応に優れた環境対策技術、③予知予

防制御等のインテリジェント化技術、④高バイパス比化等の高性能化技術といった

要素技術を開発するとともに、それらを取り入れた小型航空機用エンジンの全機イ

ンテグレーション技術の確立を目指す。 

③研究開発期間 

２００３年度～２０１０年度頃 

 

（９）カーボンナノチューブキャパシタ開発プロジェクト（運営費交付金） 

①概要 

従来の活性炭電極では不可能な高出力かつ高エネルギー密度の電気二重層キャパ

シタを実現するため、高度に配向した長尺の単層カーボンナノチューブの大量合成

技術を開発するとともに、これを用いたキャパシタ電極の開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに、単層カーボンナノチューブの高度配向技術及び大量生産技

術を確立するとともに、キャパシタ製造技術を確立することで、２０Wh/Kg の高エ

ネルギー密度と耐久性を有する電気二重層キャパシタを開発する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

Ⅴ．次世代省エネデバイス技術 

（１）次世代プロセスフレンドリー設計技術開発（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、IT化の進展、IT利

活用の高度化を支え、あらゆる機器に組み込まれている半導体の低消費電力化を図
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るため、テクノロジーノード45nm以降の半導体に対応するSoC(System on Chip)設計

技術を開発する。具体的には、テクノロジーノード45nm以細の半導体の共通設計基

盤技術開発として、DFM（Design For Manufacturing）基盤技術を中核とした設計及

び製造の全体 適を確保する全く新しいSoC製造フローを開発する。 

②技術目標及び達成時期 

テクノロジーノード45nm以細のSoC開発において製造性を考慮した共通設計基盤

技術を確立し、システムＬＳＩデバイスの省エネルギーを実現するとともに、設計

生産性を従来予想に比べ２倍にすることを目標とする。 

③研究開発期間 

２００６年度～２０１０年度 

 

（２）次世代低消費電力半導体基盤技術開発（ＭＩＲＡＩ）（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、IT化の進展、IT利

活用の高度化を支え、あらゆる機器に組み込まれている半導体の低消費電力化を図

るため、テクノロジーノード45nm以細の極微細デバイスに必要な微細加工技術に関

わる基盤技術開発を行う。具体的には、①EUV（極端紫外線）リソグラフィ用マスク

の構造 適化、欠陥検査技術、及び欠陥修正技術開発、②マスク製造の高速化等の

実現のため、マスクの設計、描画及び検査の３工程を総合的に 適化する技術の開

発等を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに、マスク設計・描画・検査の各工程に共通的なマスクデータ

処理技術、繰り返しパターンやパターン重要度を利用した描画・検査高速化技術等

の基本的な開発及びEUVLマスク基盤技術として、許容欠陥の指標明確化、ブランク

スの位相欠陥検査技術の確立等を完了する。 

③研究開発期間 

２００１年度～２０１０年度 

 

（３）極端紫外線（ＥＵＶ）露光システム開発プロジェクト（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、IT化の進展、IT利

活用の高度化を支え、あらゆる機器に組み込まれている半導体の低消費電力化を図

るため、テクノロジーノード45ｎｍ以細の半導体微細加工技術に対応する波長13.5

ｎｍの極端紫外線（EUV：Extreme Ultra Violet）を用いた露光システムの基盤技術

開発を産学官連携により行い、平成19年度までに新型リソグラフィーシステムの基

盤技術を確立する。 

②技術目標及び達成時期 

２００７年度までに、集光点におけるEUV光源出力が10Ｗ以上の極端紫外線（EUV：

波長13～14ｎｍ）光源及び低損失光学系等の装置化基盤技術を開発することにより、

EUV露光システム技術を確立する。 

③研究開発期間 

２００３年度～２００７年度 
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（４）ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発 －うち窒化物系化合物半導体

基板・エピタキシャル成長技術の開発（運営費交付金） 

①概要 

窒化物系化合物半導体は日本が強みを有し、パワーデバイス、高周波デバイス、

発光デバイス等、今後の IT 社会を支えとなることを期待されている分野である。し

かし、既存のバルク単結晶基板成長技術やエピタキシャル成長技術では、従来の半

導体では実現できない領域で動作可能なハイパワー、超高効率デバイス性能を十分

に引き出すには至っていない。 

これを突破するため、大学あるいは研究所を拠点に材料メーカー、デバイスメー

カー、装置メーカー等が相互連携して、窒化物半導体の結晶欠陥低減技術やナノ構

造作製技術等の革新を図り、これらデバイスの飛躍的な性能向上と消費電力削減の

実現を図る。 

②技術目標及び達成時期 

２０１１年度までに、次世代窒化物系半導体デバイスを実現する以下結晶作製技

術を開発する。 

●基板技術（ＧａＮ、ＡｌＮバルク結晶作製技術） 

・口径２～４インチで高品質エピ成膜を可能とする低コストの単結晶基板作製技術

の確立。 

●エピ技術（エピタキシャル成膜及び計測評価技術） 

・低欠陥高品質エピ層を実現する成膜技術及び膜成長過程を計測評価する技術の確

立。 

・高出力かつ高安定動作可能なエピ層の実現 

・高耐圧超高速な新しいデバイス構造の開発 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１１年度 

 

（５）半導体アプリケーションチッププロジェクト（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、IT化の進展、IT利

活用の高度化を支え、あらゆる機器に組み込まれている半導体の低消費電力化を図

るため、情報通信機器、特に、情報家電（車載を含む）の低消費電力化を実現でき

る半導体アプリケーションチップ技術の開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２００９年度までに、情報家電の低消費電力化を実現できるアプリケーションチ

ップ技術を開発する。 

③研究開発期間 

２００３年度～２００９年度 

 

（６）パワーエレクトロニクスインバータ基盤技術開発（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、省エネルギーを進

めるために、シリコンよりも材料特性に優れたワイドギャップ半導体デバイスを用
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いた高効率インバータ等の実用パワーエレクトロニクス機器システムの基盤技術の

開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

２００８年度までに、ワイドギャップ半導体デバイスを用いた高効率インバータ

等の実用パワーエレクトロニクス技術を開発する。 

③研究開発期間 

２００６年度～２００８年度 

 

（７）次世代高度部材開発評価基盤の開発（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものである。半導体産業分野で、

集積回路の消費電力低減に必要な配線形成用各種材料等の開発のネックとなってい

るナノレベルでの材料間の相互影響を評価可能な統合部材開発支援ツールを開発す

る。これにより、集積回路の種類やデザインルールに応じて、配線形成用各種材料

とプロセスの 適な組み合わせの提案技術（統合的材料ソリューション提案技術）

を確立する。 

②技術的目標及び達成時期 

２００８年度までに、半導体材料開発に貢献する材料評価基盤を構築するととも

に、上記の統合的材料ソリューション提案技術を確立する。また、本プロジェクト

を通して得られた基礎データ等については、プロジェクト実施期間中にデータを体

系的に整理し、幅広く社会に提供を図る。 

③研究開発期間 

２００６年度～２００８年度 

 

Ⅵ．その他 

（１）繊維型ＤＮＡチップを利用した遺伝子検査・診断トータルシステムの開発 

①概要 

繊維型ＤＮＡチップを利用した遺伝子検査・診断トータルシステムを開発し、

試料の調整（液体からの核酸の抽出、精製）から、ＤＮＡチップを利用したハイ

ブリダイゼーションまでの操作をシステム化し、高信頼性、易操作性、迅速性を

兼ね備えた遺伝子検査・診断トータルシステムの開発を行う。 

②技術目標及び達成時期 

・生体サンプルからの自動試料調整装置及び高速ＤＮＡチップ処理装置を組み合わ

せた遺伝子検査・診断用トータルシステムの開発 

③研究開発期間 

     ２００５年度～２００７年度 

 

（２）無機ナノ複合機能化繊維の技術開発 

①概要 

ポリビニルアルコールを始めとする酢酸ビニル系高分子に対する高度無機ナ

ノ複合技術の繊維材料への応用を図り、各種機能化繊維材料の量産化技術を確立

することにより、エネルギー使用の合理化を図る。 
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②技術目標及び達成時期 

    ・金属微粒子をナノ複合させた低コスト・高性能な高導電繊維の開発 

・無機・金属微粒子の湿式粉砕技術、微粒子複合湿式紡糸技術の開発  

③研究開発期間 

     ２００６年度～２００８年度 

 

（３）新規親水性ポリエステルの開発 

①概要 

吸湿性、防汚性、光感応性等を発現する機能性ポリエステルポリマー、ポリエ

ステル繊維、ポリエステル構造体を開発し、エネルギーの使用の合理化を図る。 

②技術目標及び達成時期 

・親水性ポリエステルポリマーの重合生産技術の開発、製糸生産技術の開発、繊維

構造体の開発 

③研究開発期間 

     ２００６年度～２００７年度 

 

（４）次世代資材用繊維の開発 

①概要 

汎用ポリマーを使用した資材用繊維の消費耐久性（耐疲労性（耐摩耗性、耐衝

撃性）、耐候性、耐光性、耐加水分解性）向上技術の実用化開発を実施し、資材

用繊維の使用量低減、耐用年数の拡大、さらにはコンクリート品、鋼線で展開さ

れている用途への代替を図ることにより、エネルギー使用の合理化を図る。 

②技術目標及び達成時期 

・工業生産レベルで実用可能な消費耐久性に優れたポリマーの開発 

・開発したポリマーを用いた複合紡糸技術の構築 

③研究開発期間 

     ２００７年度～２００９年度 

 

（５）希少金属等高効率回収システム開発 

①概要 

小型電子・電気機器にはベースメタルや、金、銀等の貴金属の他、インジウム、

ニッケル等の希少金属等を含有している。現状では、これらの機器が廃棄された後

は、非常に高温で処理する乾式製錬技術を用いてリサイクル・処理されているため、

多大なエネルギーを消費するばかりか、回収可能な金属が銅、金、銀等に限定され

ており、その他の希少金属等は回収できずに廃棄処分されている。このため、湿式

製錬技術を活用した高効率な 適技術の開発等を通じて、回収工程の省エネルギー

及び希少金属等の回収率向上を図る。 

②技術目標及び達成時期 

・従来方法（乾式製錬）で処理する場合に比べて、大幅な省エネルギーの実現（省エ

ネルギー効果：原油換算で約７８万ｋｌ／年削減） 

・廃小型電子・電気機器、廃超硬工具等中に含まれる希少金属等の回収率の向上 

（インジウム０％→９０％、ニッケル５０％→９５％、コバルト０％→９５％ 
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タンタル０％→８０％、タングステン９０％→９５％、レアアース ０％→８０％） 

③研究開発期間 

２００７年度～２０１０年度 

 

（６）高度機械加工システム開発事業（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、機械加工システム

メーカーと構成要素を作製している電気・工具・材料メーカーなどが一丸となり、

主軸・モータ・軸受・摺動部材等の開発を進め、製造現場が抱える共通の課題（共

有化・簡素化が可能なラインの設計、製造に係る負荷のモニタリングと 適運転な

ど）の解決に資する開発に取り組む。 

②技術目標及び達成時期 

２００７年度までに、自動車業界や情報家電業界が生産技術のハード面に求める

「フレキシブルライン設計」や「省エネルギー加工」に応えるべく、機械加工シス

テムの高度化を図る。このため、以下の開発を行う。 

・加工ヘッド交換型機械加工システムの開発（多自由度メカニズムを利用した加工

ヘッドのモジュール化と新たなクランプ機構の開発） 

・低消費電力型機械加工システムの開発（高能力・コンパクト主軸ユニットの開発

と、振動センサ等内蔵信号解析処理主軸モジュールの開発、および、加工状態の

モニタリングによる自律型適応制御および自律型精度補償の技術開発） 

・機械加工システムのための要素技術（定摩擦摺動部材）の開発（剛性が高く防振

性に優れた構造部材と定摩擦力で高い垂直剛性を有する摺動面の開発） 

③研究開発期間 

２００５年度～２００７年度 

 

（７）エコマネジメント生産システム技術開発（運営費交付金） 

①概要 

エネルギー需給構造の高度化を図る観点から行うものであり、環境対策を実施す

るには莫大なコスト・エネルギーが必要な分野について、エネルギーロスミニマム

および環境負荷低減を実現するエコマネジメント生産システムを開発する。本事業

は、社会全体の共通課題である地球温暖化対策や有害化学物質への対応などの環境

問題を克服するため、製造プロセスにおける省エネ化や、産業機械・製造装置等か

らの有害物質の排除等の取組を実施するものである。 

②技術目標及び達成時期 

２０１０年度までに温暖化ガス排出量や有害物質使用の削減を図るべく、省エ

ネ・原単位削減、有害物質削減、リサイクルをテーマに、総合的な環境負荷低減に

取り組む。 

③研究開発期間 

２００５年度～２００９年度 
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５．政策目標の実現に向けた環境整備（成果の実用化、導入普及に向けた取組） 

 【法規制】  

   省エネ法に基づく新たな規制の導入やその着実な運用を図る。 

  

【広報・啓発活動】 

   省エネルギーの推進に向けた国民各層への広報・啓発活動を積極的に行う。 

 

 【導入普及促進】 

・エネルギー使用合理化事業者支援事業 

 事業者が計画した総合的な省エネルギーへの取組であって、省エネルギー効果が高

く、費用対効果が優れていると認められているものに係る設備導入費、設備改修費、

システム費用等について補助を行う。 

 

・省エネルギー・新エネルギー対策導入促進事業 

  ①省エネ法に基づくエネルギー管理指定工場等を対象に、徹底したエネルギー使用合

理化及び新エネルギーの加速的導入を図るとともに、省エネ措置が不十分な業務用

ビルに対して重点的にアドバイスを実施するため必要な経費を補助する。 

  ②複数の異なる起業間のエネルギー相互融通による省エネルギーは十分に行われてい

ないことから、石油、化学等のエネルギー多少費型産業が集中するコンビナート等

で、ピンチテクノロジー解析手法等を適用した工場間の効率的かる効果的なエネル

ギー需給システムの設計・導入を促進するため必要な経費を補助する。 

 

・住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業 

  ①先導的システム支援事業：住宅・建築物に関する高効率エネルギーシステムのアイ

デアを公募・選定し、これらを消費者や事業者が導入する際に、導入費用の一部を

補助する。 

②高効率機器導入支援事業：個々に高い効率性が認められ、かつ、政策的に導入促進

を図る必要がある住宅・建築物用の機器（高効率給湯器、ＢＥＭＳ（ビル用エネル

ギーマネージメントシステム）及び高効率空調機）を導入するものに対して、導入

費用の一部を補助する。 

 

・省エネ対策貸付制度（低利融資） 

   省エネ法に基づく中長期計画に位置付けられた事業、省エネルギーを包括的に進め

るＥＳＣＯ事業及びＥＳＰ事業による既存建築物・工場の省エネ改修及び省エネ・リ

サイクル支援法に基づく承認を受けた事業に対する低利融資を行う。 

 

・エネルギー需給構造改革投資促進税制（税制） 

    省エネルギー型設備や機器の導入を行う者に対して、３０％の特別償却又は、７％

の税額控除（中小起業者に限定）の選択適用を認め、初期の設備投資を軽減する。 

 

【標準化】 

各プロジェクトで得られた成果のうち、標準化すべきものについては、適切な標準化
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活動（国際規格（ISO/IEC）、日本工業規格（JIS）、その他国際的に認知された標準の提

案等）を実施する。 

特に、光触媒利用高機能住宅用部材プロジェクトにより取得・蓄積した基本特性等デ

ータを活用しつつ、基準認証研究開発事業として、光触媒の統一的な試験・評価方法を

JIS 化するとともに、我が国発の国際標準として提案することにより、光触媒製品の世

界市場拡大を目指す。 

 

 

６．研究開発の実施に当たっての留意事項 

  事業の全部又は一部について独立行政法人の運営費交付金による実施されるもの（事業

名に（運営費交付金）と記載したもの）は、中期目標、中期計画等に基づき、運営費交付

金の総額の範囲内で当該独立行政法人の裁量によって実施されるものである。 

また、事業名に（採択テーマ）と記載された事業は、提案公募事業により採択されたテ

ーマを記載したものであり、その採択や評価等は、提案公募事業の実施機関の責任の下、

実施されるものである。 

 

 

７．プログラムの期間 

  プログラムの期間は２００４年度から２０１０年度まで。 

 

 

８．改訂履歴 

 （１）平成１６年７月７日付け制定。  

（２）平成１７年３月３１日付け制定。省エネルギー技術開発プログラム基本計画（平成 

１６・０６・０４産局第８号）は、廃止。 

（３）平成１８年３月３１日付け制定。省エネルギー技術開発プログラム基本計画（平成 

１７・０３・２５産局第１４号）は、廃止。 

（４）平成１９年４月２日付け制定。省エネルギー技術開発プログラム基本計画（平成 

１７・０３・３１産局第１９号）は、廃止。 
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Ｐ０６０２８ 

（ナノテクノロジープログラム・省エネルギー技術開発プログラム） 

「カーボンナノチューブキャパシタ開発プロジェクト」基本計画 

 

ナノテクノロジー・材料技術開発部 

 

１．研究開発の目的・目標・内容 

（１）研究開発の目的 

ナノテクノロジープログラムの目的である、情報通信、環境、エネルギー、医療等のさ

まざまな産業分野に革新的進歩をもたらすナノテクノロジーによる基盤技術の構築及び

革新的産業技術による国際競争力の強化、を達成するために実施するものである。これに

よりナノテクノロジーを産業化するための基盤技術（ナノマテリアル・プロセス、ナノ加

工・計測技術等）を確立し、ナノテクノロジー材料の実用化を目指す。 

 カーボンナノチューブは、ナノマテリアルの代表的素材であり、従来素材が持たない新

しい機能を持った炭素系材料である。高配向性を有した単層カーボンナノチューブの開発

は、基盤的なマテリアルプロセスの開発であり、その構造・特性を生かしたキャパシタ（蓄

電部材）への応用は、ナノテクノロジープログラムの産業化展開の代表的な成果になる観

点からも必要である。 

 本事業はナノテクノロジー技術戦略マップの自己組織化分野において、カーボンナノチ

ューブを用いたキャパシタ開発の技術要素として、その重要性が上げられている。 
   本プロジェクトでは、キャパシタの電極材料として活性炭に代わりカーボンナノチュー

ブを用いる。これにより、粉体成型により製作された活性炭電極のような接触抵抗を無く

し、電極材料に起因するセルの内部抵抗を最小限にすることを可能にし、キャパシタの需

要に求められる高出力、高エネルギー密度、長寿命の電気二重層キャパシタを開発する。

そのために、高度に配向した長尺単層カーボンナノチューブの大量合成技術の開発及び本

カーボンナノチューブを用いたキャパシタ製造技術の開発を実施する。これにより、プリ

ンタ・コピー機用予熱電源、フォークリフト・電車用電源等の耐久性が要求されるキャパ

シタ需要に対応し、省エネルギー効果を上げる。 

  また、カーボンナノチューブの大量合成技術の開発を実施することにより、カーボンナ

ノチューブ製造のコストダウンも実施する。 
 

（２）研究開発の目標 

従来の活性炭を電極に用いたキャパシタに代わり、カーボンナノチューブを用いた高性

能キャパシタを開発する。キャパシタの目標は、耐久性のあるエネルギー密度が 20Wh/kg

以上のキャパシタを開発する。この目標を達成するために、①単層カーボンナノチューブ

の高配向、高密度化技術並びに製品化に必要とされるカーボンナノチューブ量産化技術お

よび②キャパシタ製造技術を確立する。 
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（３）研究開発内容 

上記目標を達成するために、以下の研究開発項目について、別紙の研究開発計画に基づ

き研究開発を実施する。 

①カーボンナノチューブ量産化技術開発 

②カーボンナノチューブキャパシタ開発 

 

２．研究開発の実施方式 

（１）研究開発の実施体制 

本研究開発は、ＮＥＤＯ技術開発機構が、単独ないし複数の原則、本邦の企業、研究組

合、公益法人等の研究機関（原則、国内に研究開発拠点を有していること。ただし、国外

企業の特別な研究開発能力、研究施設等の活用あるいは国際標準獲得の観点からの国外企

業との連携が必要な場合はこの限りではない。）から公募によって研究開発実施者を選定

後、共同研究契約等を締結する研究体を構築し、委託して実施する。 

共同研究開発に参加する各研究開発グループの有する研究開発ポテンシャルの最大限

の活用により効率的な研究開発の推進を図る観点から、研究体にはＮＥＤＯ技術開発機構

が委託先決定後に指名する研究開発責任者（プロジェクトリーダー）独立行政法人産業技

術総合研究所 ナノカーボン研究センター長 飯島澄男を置き、その下に研究者を可能な

限り結集して効果的な研究開発を実施する。 

 

（２）研究開発の運営管理 

研究開発全体の管理・執行に責任を有する NEDO 技術開発機構は、経済産業省および研

究開発責任者と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的および目標、並びに、本研究

開発の目的および目標に照らして適切な運営管理を実施する。具体的には、必要に応じて

設置される技術検討委員会等における外部有識者の意見を運営管理に反映させる他、四半

期に一回程度プロジェクトリーダー等を通じてプロジェクトの進捗について報告を受け

ること等を行う。 

 

３．研究開発の実施期間 

本研究開発の期間は、平成１８年度から平成２２年度までの５年間とする。 

 

４．評価に関する事項 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、

成果の技術的意義ならびに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開

発の中間評価を平成２０年度、事後評価を平成２３年度に実施する。また、中間評価結果

を踏まえ必要に応じプロジェクトの加速・縮小・中止等見直しを迅速に行う。なお、評価

の時期については、当該研究開発に係る技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗状況等

に応じて、前倒しする等、適宜見直すものとする。 
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５．その他の重要事項 

（１）研究開発成果の取扱い 

①共通基盤技術の形成に資する成果の普及 

得られた研究成果のうち、下記共通基盤技術に係る研究開発成果については、ＮＥＤＯ

技術開発機構、実施者とも普及に努めるものとする。 

ａ）実現手法の確立、体系的整理 

ｂ）新たな特性データの取得・整備 

ｃ）試験・評価方法、ツールの提供 

ｄ）標準（デファクトスタンダードを含む）への提案、取得 

②知的基盤整備事業又は標準化等との連携 

得られた研究開発の成果については、知的基盤整備または標準化等との連携を図るため、

データベースへのデータの提供、標準情報（ＴＲ）制度への提案等を積極的に行う。 

③知的財産権の帰属 

委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エネルギー・産

業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第 26 条の規定等に基づき、原

則として、すべて委託先に帰属させることとする。 

  ④成果の供試・開示の報告 

本研究によって得られたあらゆる知的財産、また本研究の過程または成果に基づき開発

したプログラム、サンプルもしくは装置などの成果物について、本プロジェクト外（国内

外）への供試・開示については、事前にプロジェクトリーダーとＮＥＤＯ技術開発機構に

連絡する。その際に、ＮＥＤＯ技術開発機構が申請書の提出を求めた場合は、これに応じ

速やかに提出する。 

 

（２）基本計画の変更 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、

内外の研究開発動向、政策動向、プログラム基本計画の変更、第三者の視点からの評価結

果、研究開発費の確保状況、当該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実

施期間、研究開発体制等、基本計画の見直しを弾力的に行うものとする。 

 

（３）根拠法 

本プロジェクトは、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１

項第２号に基づき実施する。 

 

 

６．基本計画の改訂履歴 

（１）平成１８年３月、制定。 

（２）平成１８年６月 研究開発責任者（プロジェクトリーダー）の決定に伴い改訂。 
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（別紙） 

 

研究開発項目①「カーボンナノチューブ量産化技術開発」 

１．研究開発の必要性 

 カーボンナノチューブは、ナノマテリアルの代表的素材であり、従来素材が持たない新しい

機能を持った炭素系材料である。高配向性を有した単層カーボンナノチューブの開発は、基盤

的なマテリアルプロセスの開発であり、その構造・特性を生かしたキャパシタへの応用は、ナ

ノテクノロジープログラムの産業化展開の代表的な成果になると期待される。電気二重層キャ

パシタが高いエネルギー密度を達成するには電極表面積が大きいことが必須であるが、高配向

性を有した長尺（１０mm）の単層カーボンナノチューブ構造体は、これまでのカーボンナノチ

ューブでは類を見ない大きな表面積を持ち、カーボンナノチューブの配向制御により革新的な

高エネルギー密度化が可能である。また、粉体成型によって作製される活性炭電極のような接

触抵抗が無 いため、電極材料に起因するセルの内部抵抗を最小限にすることができる。これ

は蓄電デバイスとして高いパワー密度を達成可能であることを示し、この点においてカーボン

ナノチューブ電極は活性炭電極に対し明らかに優れており、これにより、高出力かつ高エネル

ギー密度の電気二重層キャパシタを開発する。 

 

２．研究開発の具体的内容 

単層カーボンナノチューブの直径、長さの制御技術、高効率合成技術を開発し、キャパシタ

応用に最適な高純度で高配向性を有した長尺の単層カーボンナノチューブ構造体の大量合成

技術の開発を行う。 

 

３．達成目標 

具体的な達成目標として、グラフェンシート構造で構成される以下のナノカーボン類の構

造制御・量産技術を確立する。 

（中間達成目標） 

① グラフェンシート構造で構成され、層の数が１層で、外径が１nm～５nm の配向した単層カ

ーボンナノチューブを生成する技術を開発する。生成物の比表面積が 1,200m2/g 以上、触

媒・担持体含有率 0.01%以下、かつ生成物全重量に占めるカーボンナノチューブの重量 98%

以上。高配向性を有したカーボンナノチューブ構造体の高さ（長さ）が 5mm 以上。 

② 高配向性を有し高密度化された単層カーボンナノチューブ構造体を作製する技術を開発す

る。イオンが通過できるナノスケールのメソポアを確保しつつ、単層カーボンナノチュー

ブの間隔を制御する。かさ密度 0.5g/cm3 以上、もしくはカーボンナノチューブ充填率 75%

以上であること。 

③ 単層ナノチューブの側面、端面の開口等によって、上記②を満たし、かつ比表面積 2,000

ｍ2/g 以上の単層カーボンナノチューブ構造体を開発する。 

④ 成長効率（生成物/触媒重量比）100,000%以上、投入炭素原料に対する生成物収率 10%以上、

生産速度 0.03g/h･cm2、もしくは 100g/日の生産量以上の合成技術を開発する。 



 l

（最終達成目標） 

①中間目標①のスペックを満たし、かつ、カーボンナノチューブ構造体の高さ（長さ）が 10mm

以上の単層カーボンナノチューブを生成する技術を開発する。 

②成長効率（生成物/触媒重量比）200,000%以上、投入炭素原料に対する生成物収率 10%以上、

生産速度 0.06g/h･cm2以上、もしくは 1,000g/日の生産量の合成技術を開発する。 

③カーボンナノチューブの高密度化技術、開口技術、成型技術、化学修飾等を組み合わせ、キ

ャパシターの電極に適したナノカーボン材料を作成する。 
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研究開発項目②「カーボンナノチューブキャパシタ開発」 

１．研究開発の必要性 

 カーボンナノチューブ、とりわけ単層カーボンナノチューブは、表面積が大きい一枚のグラ

フェンの両側の面を全て使うことが理論上可能な、キャパシタ電極としてきわめて理想的な材

料である。しかも、高速な電子伝導が可能な材料であることから、キャパシタ用電極材料とし

てこれまで使われてきた活性炭電極では困難であった高エネルギー密度化が可能となる。 

 しかし、カーボンナノチューブを電極材料として高性能なキャパシタデバイスを製造するに

は、解決しなくてはならない多くの課題がある。キャパシタデバイスの作製で最も重要となる

電極体積占有率の向上やセル抵抗の低減には、カーボンナノチューブ電極の高密度化や、集電

体開発、電極接合技術の開発など、革新的性能をもった新規材料に最適なデバイス構造設計技

術の開発が必須となる。 

 

２．具体的内容 

 高密度，高純度，高配向性を有するカーボンナノチューブは、比表面積あたりの電気容量が

活性炭より大きく、高エネルギー密度の電極材料となる可能性を有している。このカーボンナ

ノチューブを大容量キャパシタに用いるために、キャパシタ製造技術（集電体，電極圧縮高密

度化，電極接合，電流引出に関する技術）を開発し、その特性を評価する。これらの技術を基

に良好なサイクル特性を維持し、かつ、高いエネルギー密度とパワー密度を有するキャパシタ

を開発する。さらに、コンポジット電極活物質の添着技術や高密度充填技術によりさらに高い

エネルギー密度を持つ電極を作製する。 

 

３．達成目標 

（中間達成目標） 

① 15Wh/kg のエネルギー密度、10kW/kg のパワー密度を持つキャパシタをデバイスレベルで

開発する。 

② キャパシタ素子の電極体積占有率を 50%以上にする。 

③ 作動電圧 3Ｖ以上のキャパシタ素子を開発する。 

（最終達成目標） 

① 20Wh/kg のエネルギー密度, 10kW/kg のパワー密度を持ち、寿命１５年を有するキャパシタ

をデバイスレベルで開発する。 

② キャパシタ素子の電極体積占有率を 90%以上にする。 

③ カーボンナノチューブ/集電体界面と電極引出部の抵抗を低減させ、時定数を 2.0ΩF 以下

にする。 

④ 電極活物質の高密度充填により，コンポジット電極内の活物質充填率を 80%にする。 

最終達成目標②、④の技術により高エネルギー密度化が，最終達成目標③の技術より高パ

ワー密度化がそれぞれ期待でき、これらにより最終達成目標①を達成する。 
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【カーボンナノチューブキャパシタ開発プロジェクト用語説明】 

ア行 

in situ ラテン語。in the site, in the place、その場観察の意。反応時

の状態を外場の擾乱を少ない状態で観察する事は非常に有益な情

報をもたらす。 

エネルギー密度 電池やキャパシタにおいて、単位質量あるいは単位体積あたりに取

り出せるエネルギーのこと。Wh/kg（ワットアワーパーキログラム）

または Wh/L（ワットアワーパーリットル）で表す。前者は重量エネ

ルギー密度、後者は体積エネルギー密度。 

ウェットプロセス 触媒粒子を含む溶液を塗布して触媒薄膜を作製する法 

 

 

カ行 

活性炭 多孔質構造の発達した炭素材料であり、電子材料、吸着剤、触媒担

体として工業材料へ応用されている。電気二重層キャパシタの電極

材料に使用される活性炭は主に、比表面積が高く、電気化学的に安

定なものが用いられる。 

キャパシタ 静電的に電気を貯める蓄電デバイスの総称。各種コンデンサや電気

二重層キャパシタが含まれる。近年、日本では、各種コンデンサは

「コンデンサ」と呼び、電気二重層キャパシタを単に「キャパシタ」

と呼ぶことが主流となりつつある。 

グラフェン 炭素から成る元素鉱物。六方晶系（結晶対称性は、P63/mmc）、六角

板状結晶。構造は、亀の甲状の層状物質で厚さが原子一個分しかな

い単一層となったもの 

コンポジット電極 二種類以上の電荷貯蔵材料を複合させて作られる電極の総称。本プ

ロジェクトでは SWCNT とその他の電極物質との複合電極を指す。 

コンポジット電極物

質 

コンポジット電極の構成材料。 
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サ行 

ＳＷＣＮＴ Single Wall Carbon Nanotube:単層カーボンナノチューブ。ナノチ

ューブ参照。 

ＣＶＤ 化学蒸着法、気相成長法などともよぶ。エチレン等の炭化水素の気

体を基板上に流し、自己分解、酸化、還元等の化学反応を利用した

カーボンナノチューブ合成方法。 

スーパーグロース合

成技術 

通常のＣＶＤ法に極微量PPMオーダーの水分を添加することにより

発現する成長モードを総称し、このスーパーグロース技術を用いる

と通常は数秒しか活性を示さない触媒が数十分に渡り活性を示し、

極微量の触媒から大量の単層カーボンナノチューブを合成するこ

とができ、本方法の単層カーボンナノチューブは高い比表面積を示

すことが特徴。 

セパレータ 電池やキャパシタの正極と負極の間にはさみ、電気的接触を防ぐ部

材。 

セル 電極、電解液、など電気化学測定を行うための構成一式のこと。キ

ャパシタ試験用のテストキャパシタのこともセルと呼ばれる。 

集電体 電池やキャパシタの電極活物質層と外部端子とを電気的に接合さ

せるための部材。電極に密着させて電気的導通を取る。 

 

タ行 

単層カーボン（ＳＷＣ

ＮＴ）ナノチューブ構

造体 

基板上に垂直に配向した単層カーボンナノチューブの集合体 

単層カーボンナノチ

ューブ（ＳＷＣＮＴ）

ペーパー 

単層カーボンナノチューブのシート。単層カーボンナノチューブ粉

体を用いて紙すきにより作製する。 

電解液 電解質塩と溶媒で構成される液。キャパシタでは、正極、負極間の

電荷移動を担う。 

電極接合技術 単層カーボンナノチューブ構造体や単層カーボンナノチューブペ

ーパーと集電体とを接合する技術。 

電極活物質 電極部材のなかで、実際に電気を蓄える物質のこと。キャパシタで

は活性炭やカーボンナノチューブがこれにあたり、レドックスキャ

パシタでは導電性ポリマーや金属酸化物がこれにあたる。 

電極活物質モノマー 重合すると導電性ポリマーとなり、電極活物質になるもの。 

電気二重層キャパシ

タ 

電極と電解液との界面に形成される電気二重層（イオンが配列した

層）への蓄電現象を利用した蓄電デバイス。 

電力回生システム 本来ロスしてしまう機械エネルギーを電気エネルギーとして蓄え、

再利用するシステム。大幅なエネルギー効率向上が可能となる。 
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ナ行 

ナノマテリアル 大きさを示す３次元のうち少なくとも一つの次元が１００nm より

も小さいナノ粒子 

ナノ構造 1～1000 ナノメートル（10 億分の 1メートル）程度の微細な構造。

ナノチューブ、フラーレン、量子井戸、量子細線などはナノ構造を

有する。 

ナノチューブ カーボンナノチューブの場合はグラファイトシートが管状に丸ま

ったもの。先端部は sp2以外の結合も含まれる。1991 年飯島澄男氏

が発見。単層ナノチューブは径 1～2ｎｍ、多層ナノチューブは径数

十ｎｍ。炭素以外の原子から構成されたナノチューブも発見されて

いる。 

二次電池 充電により再使用可能な電池。蓄電池。 

 

ハ行 

フォレスト 単層カーボンナノチューブ構造体：基板上に垂直に配向した単層カ

ーボンナノチューブの集合体 

パワー密度 出力密度とも言う。電池やキャパシタにおいて、単位質量あるいは

単位体積あたりに取り出せる出力電力のこと。kW/kg（キロワット

パーキログラム）または kW/L（キロワットパーリットル）で表す。

前者は重量パワー密度、後者は体積パワー密度と称する。 

 

マ行 

メソポア 細孔 

 

 

ヤ行 

 

ラ行 

ラマン分光 物質の格子振動は量子化されて赤外光吸収される。選択則は赤外吸

収とは相補的であるが、単色レーザー光を入射したときは非弾性散

されたラマンシフトとして観測される。共鳴効果によるシグナル増

強など物質同定の基本技術として確立されている。 

ラミネートセル ラミネートフィルム（アルミやポリマーからなるフィルムで、熱に

より封止できるフィルム）により封止したキャパシタ試験用セル。

レドックス反応 電気化学的に可逆的な酸化・還元反応のこと。導電性ポリマー電極

など、レドックス反応を蓄電メカニズムとしたキャパシタをレドッ

クスキャパシタと呼ぶ。 

 

 

ワ行 

 

数字、アルファベット 
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Ⅰ．事業の位置付け・必要性について 

 

１．NEDO 技術開発機構の関与の必要性・制度への適合性 
 

１．１ NEDO 技術開発機構が関与することの意義 
 

本プロジェクトは、第 3 期科学技術基本計画の分野別推進政策のナノテクロジー・

材料分野、エネルギー分野、ものづくり分野の３分野で、重要な研究開発課題と位置

づけられている。 

ナノテク・材料分野では、重要な研究開発課題未普及なエネルギー利用を具現化す

る材料技術として、高品質で低価格の単層カーボンナノチューブの合成技術が上げら

れて、ナノテクノロジープログラムの重要テーマとして選定されているほか、ものづ

くり分野では、重要な研究開発課題「世界をリードする高付加価値材料を生み出すも

のづくり技術としても期待されている。 

さらに、資源エネルギー庁総合部会「エネルギー技術戦略の基本的 考え方」の電力

貯蔵技術（蓄電池）において次世代型電力貯蔵技術開発の重要技術として位置づけら

れ、省エネルギー技術開発プログラムの実施テーマとして選定されている。 

本プロジェクトは「ナノテクノロジープログラム基本計画」に沿って平成１８年度

に開始された。本プロジェクトの研究開発対象であるカーボンナノチューブは、ナノ

メーターサイズの大きさの次元を持つナノカーボン材料で、１９９１年の飯島博士に

よる発見以来、世界的な研究開発の的となっている。カーボンナノチューブは、ナノ

マテリアルの代表的素材であり、従来素材に無い新しい機能を持った炭素系材料であ

る。高度に配列した単層カーボンナノチューブの開発は、基盤的なマテリアルプロセ

スの開発であり、その構造・特性を生かしたキャパシタ（蓄電部材）への応用は、ナ

ノテクノロジープログラムの産業化展開の代表的な成果になる観点からも必要である。 

カーボンナノチューブの研究開発は世界的に激しい競争状態にあり、これに勝ち抜

いて我が国産業の競争強化につなげるためには、早期の目標達成が不可欠である。ま

た、 新の物質科学の成果に基づき、新物質を産業化するためには、リスキーかつ基

礎的な研究開発が要求されるため、民間企業単独の実施は困難なものがある。さらに、

産業・社会への波及効果が大きく、多分野への応用が期待される共通基盤技術である

ことから、総合的な研究開発を産官学連携のもとに推進することが必要である。 

これらの課題を克服するために、ＮＥＤＯ技術開発機構が国の資金を活用して産学

官の研究機関を取りまとめて集中的に研究開発を行うことが も有効であり、ＮＥＤ

Ｏ技術開発機構が関与する意義は大きいと考えられる。本テーマの意義は以下の通り

である。 

① 高い技術力を持った個々の研究機関を取りまとめることにより、相乗的な効果が

生まれ、集中的・効率的な研究開発の推進が可能となる。 

1 
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② 異業種連携体制をとることにより、実用化のニーズを研究開発に的確に反映させ

ることができる。 

③ 集中的な資金投入により、短期間での目標達成が可能となる。 

 

 また、経済産業省の施策に対する適合性については、以下の点が挙げられる。 

① カーボンナノチューブの研究開発には、ナノメーター領域における合成、機能制

御及び計測のナノテクノロジーが必要であり、「ナノテクノロジープログラム基

本計画」のキーテクノロジーに合致している。 

② 事業化を目標として、キャパシタに適したカーボンナノチューブの量産技術の開

発と、それを用いた高性能キャパシタの開発を進めてる。 

 

 本テーマは、カーボンナノチューブの優れた特性による新しい材料を開発しキャパ

シタの開発を目標としているが、研究開発が遅れることにより、海外企業により成さ

れた場合の我が国の利益損失は、多大なものになると予想される。また。キャパシタ

は、様々な分野での省エネルギー性が高いことから、ＮＥＤＯ技術開発機構が関与し

て国が推進する意義は大きい。 

 

１．２ 実施の効果（費用対効果） 

 

本プロジェクトは出口製品として単層カーボンナノチューブ構造体の特性を も有

利に引き出せるキャパシタを設定している。このキャパシタだけでも、リチウムイオ

ン電池やニッケル水素電池と共に蓄電デバイスとして、その市場規模は、平成２２年

で６７００億円という富士経済の予測があるが、カーボンナノチューブはその特異な

性質によって、その応用の可能性は広く、ユビキタス社会の到来に対して、エレクト

ロニクス産業、エネルギー産業に対しての多大な貢献をもたらすものと考える。 

単層カーボンナノチューブ構造体キャパシタは、電荷メディエーターの物理吸着に

よる蓄電機構を有する蓄電素子として、電極構造上理想的なものと言える。これによ

り発現する優れた入出力性能及び耐久性と鉛蓄電池並みのエネルギー密度（20Wh/kg）

は、従来の蓄電池やキャパシタでは不可能であった多くの電気・電子機器のピーク電

力の平準化に応用することができる。このことは、あらゆる機器の小型化・省エネル

ギー化に広く貢献する可能性を有する。 

キャパシタは、瞬間的な電力の入出力が可能である（高出力密度）という特性から、

コピー機の瞬時立ち上げのためのハイパワー電源として実用化され、待機電力カット

による省エネルギー効果がすでに実証されている他、今後特にハイパワー用途の電力

回生システムへの適用による省エネルギー効果が見込めるため、市場拡大が大きく期

待されている。 

まず、コピー機・プリンター分野においては、現在は活性炭を電極としたキャパシ
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タが用いられているが、本プロジェクトの成果であるＣＮＴを用いたキャパシタによ

るコンパクト化で、小型コピー機やオフィスプリンタの新規市場が開拓される。コピ

ー機の寿命は５年、オフィスプリンタの寿命は３年程度であるので、２０１５年にＣ

ＮＴキャパシタを搭載したコピー機・オフィスプリンタが市場に投入され、既存のも

のを置き換えると仮定すると、コピー機へのキャパシタ搭載による待機電力カットで

の省エネ効果は２０２０年以降１１万 kL/年となる。同様に、プリンタの省エネルギー

効果は２０２０年以降１８万 kL/年となることから、コピー機・プリンター分野での省

エネ効果は２９万ｋＬ／年となる。 

一方、現在小型ショベルやフォークリフトなど比較的ハイブリッド化が容易な建

機・運搬機器においてハイブリッドの実用化が進められているが、大型建機において

は二次電池や現状のキャパシタではパワー不足のためハイブリッド化が困難である。

油圧ショベル、建設用クレーンなどの大型建機のハイブリッド化は高い省エネルギー

効果が見込まれるが、その普及台数は、平成１９年で４０台、平成２２年でも１００

台と予想されており、現状での普及の進展は極めて遅い。高出力型の蓄電池として高

性能なＣＮＴキャパシタの出現により、大型ハイブリッド建機の市場規模の拡大が見

込まれる。大型ショベルについて、ハイブリッド化による使用燃料の削減率が６５％

であることが、すでにＮＥＤＯプロジェクトにより検討・実証されている。建機のサ

イズにより省エネ率も変化するので、４０％を省エネ削減率として用い、高い省エネ

効果を背景に２０３０年までに建機の３０％がキャパシタハイブリッド化されると仮

定すると、６５ 万ＫＬ／年の省エネ効果が見込まれる。 

また、フォークリフトもハイブリッド化によって、およそ２０％の省エネ効果があ

る。現状、フォークリフトの保有台数はおよそ１００万台である。高い省エネ効果を

背景に２０３０年までにすべてのフォークリフトがキャパシタハイブリッド化される

と仮定すると、導入率を５０％としても、３０万ｋＬ／年の省エネ効果が見込まれて

いる。 

キャパシタの今後の市場の拡大は図１のように年率２７％の成長が見込まれるが、

本キャパシタの実用化によりこれを加速させることが期待できる。また、このような

高性能な蓄電素子の開発ひいては製造技術確立に関して、わが国が主導的役割を担う

ことはこの蓄電素子を使用するわが国の電気・電子機器メーカーの国際競争力を高め

ることとなる。また、炭素材料及び有機材料のみで構成される電極を用いた本キャパ

シタは、使用後の廃棄による環境負荷が比較的小さいと言える。このような蓄電素子

の普及は地球環境保全に広く貢献する可能性を秘めている。  
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図１．電気二重層キャパシタの市場規模予測 

 

２．事業の背景・目的・位置づけ 

 

２．１ 事業の背景・目的 

 

冒頭でも述べたように、本プロジェクトは、第 3 期科学技術基本計画の分野別推進

政策のナノテクロジー・材料分野、エネルギー分野、ものづくり分野の３分野で、重

要な研究開発課題と位置づけられている。 

ナノテク・材料分野では、重要な研究開発課題「未普及なエネルギー利用を具現化す

る材料技術として、高品質で低価格の単層カーボンナノチューブの合成技術が上げら

れているほか、ものづくり分野では、重要な研究開発課題「世界をリードする高付加

価値材料を生み出すものづくり技術としても期待されている。 

また、資源エネルギー庁総合部会「エネルギー技術戦略の基本的 考え方」の電力貯蔵

技術（蓄電池）においても次世代型電力貯蔵技術開発の重要技術として位置づけられ

ており、本プロジェクトにおいて開発する高エネルギー密度のキャパシタは、携帯機

器用の小型のものから実用化を推進し、中型品（プリンタ・コピー機用）の実用化を

経て、建設機械等の大型キャパシタの開発へと進め、耐久性が要求される蓄電デバイ

ス需要に対応し、省エネルギー化を推進する事が求められている。 

本プロジェクトの研究開発対象であるカーボンナノチューブは、ナノメーターサイズ

の大きさの次元を持つナノカーボン材料で、１９９１年の飯島博士による発見以来、

世界的な研究開発の的となっている。カーボンナノチューブは、ナノマテリアルの代

表的素材であり、従来素材が持たない新しい機能を持った炭素系材料である。高度に

配列した単層カーボンナノチューブの開発は、基盤的なマテリアルプロセスの開発で

あり、その構造・特性を生かしたキャパシタ（蓄電部材）への応用は、ナノテクノロ
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ジープログラムの産業化展開の代表的な成果になる観点からも必要である。 

キャパシタの電極材料として活性炭に代わりカーボンナノチューブを用いることによ

り、粉体成型により製作された活性炭電極で起こるような接触抵抗を無くし、電極材

料に起因するセルの内部抵抗を 小限にすることを可能にし、キャパシタに求められ

る高出力、高エネルギー密度、長寿命の電気二重層キャパシタを開発できる。そのた

めに、高度に配向した長尺単層カーボンナノチューブの大量合成技術の開発及び本カ

ーボンナノチューブを用いたキャパシタ製造技術の開発を実施する。これにより、プ

リンタ・コピー機用予熱電源、フォークリフト・電車用電源等の耐久性が必要なキャ

パシタ需要に対応し、早期に省エネルギー効果を上げる事が可能になる。 

 

２．２ 事業の位置づけ 

本プロジェクトは、第 3 期科学技術基本計画の分野別推進政策のナノテクロジー・

材料分野、エネルギー分野、ものづくり分野の３分野で、重要な研究開発課題と位置

づけられている。 

蓄電デバイスとして、バッテリー（電池）とキャパシタがある。（表１の比較表を

参照）電池は化学反応を利用して電気をため、その特徴として、たくさんの電気をた

められ、鉛蓄電池、ニッケル水素電池、リチウム電池等がある。キャパシタとはコン

デンサの別名で、電気を電子のまま蓄えるが、中でも「電気二重層キャパシタ」と呼

ばれるキャパシタは、化学反応を利用せずに電気をため、短時間で電気の出し入れが

できる特徴を持ち、ハイパワー（高出力）、メンテナンスフリー（高サイクル寿命）、

安全性に優れている。急速な放電が可能なことから、急速予熱のための電源として、

現在、新規マーケットが開拓されており、待機電源が不要になることから、各種機器

の省エネルギー化が可能になる。キャパシタは、リチウムイオン 2 次電池に比べ、急

速な充放電が可能ですが、蓄えられるエネルギーが少ない欠点がある。キャパシタ開

発の 大の課題は、蓄えるエネルギーを増やす、すなわち高エネルギー密度化である

が、現状の活性炭電極では既に限界に達してる。そこで、カーボンナノチューブを電

極に用いたキャパシタの開発が期待されている。 

 

表１．キャパシタと２次電池との比較 
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キャパシタ ２次電池

充電時間 数十秒での充電も可能 数時間～数十分

充放電
サイクル寿命

数万回～数十万回以上 数百回～数千回程度

安全性
発火や発熱の危険性は
比較的少ない

発熱や電解液の発火な
ど危険性がある

パワー密度 数百～数kW/kg 数百W/kg

エネルギー密度 １００～１０１Wh/kg １０１～１０２Wh/kg

形状自由度 高い 低い

 

高エネルギー密度の電気二重層キャパシタは、携帯機器等用の小型のものから、コピ

ー機、プリンターの予熱電源用の中型のものと、幅広い分野での省エネルギー化用途で

広く使われる事が期待されている（図４）。カーボンナノチューブキャパシタは、活性

炭キャパシタに比べ、パワー密度、エネルギー密度で大きく凌駕し、これらの用途の性

能要求を満たすと期待される。さらに、自動車・鉄道等の大型のものでは、回生電源と

しての用途の他、ハイパワーの蓄電デバイスを必要とするハイブリッド自動車用電源と

して、極めて大きな市場が見込まれ、省エネルギーに大きく貢献することが期待されて

いる。 
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図２．カーボンナノチューブキャパシタの性能と市場の要求 
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Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

１．事業の目標 

カーボンナノチューブは、ナノマテリアルの代表的素材であり、従来素材が持たない新

しい機能を持った炭素系材料である。高配向性を有した単層カーボンナノチューブの開発

は、基盤的なマテリアルプロセスの開発であり、その構造・特性を生かしたキャパシタ（蓄

電部材）への応用を目指す。キャパシタの電極材料として活性炭に代わりカーボンナノチ

ューブを用いる事により、粉体成型により製作された活性炭電極のような接触抵抗を無く

し、電極材料に起因するセルの内部抵抗を 小限にすることを可能にし、キャパシタの需

要に求められる高出力、高エネルギー密度、長寿命の電気二重層キャパシタの開発が可能

となる。そのために、高度に配向した長尺単層カーボンナノチューブの大量合成技術の開

発及び本カーボンナノチューブを用いたキャパシタ製造技術の開発を目的とする。これに

より、プリンタ・コピー機用予熱電源、フォークリフト・電車用電源等の耐久性が要求さ

れるキャパシタ需要に対応し、省エネルギー効果を上げる事が期待される。 

上記目標を達成するために、以下の研究開発項目を実施する。 

①カーボンナノチューブ量産化技術開発 

②カーボンナノチューブキャパシタ開発 

 

研究開発項目①カーボンナノチューブ量産化技術開発 

革新的単層カーボンナノチューブ合成法であるスーパーグロース合成技術をコア技術と

し、スケールアップ・連続化・高効率化することにより、配向、長尺、高純度バルク単層

カーボンナノチューブの工業的量産を目指す。 

また、単層カーボンナノチューブの製造法のみならず、計測評価法も開発途上の段階に

あり、産業応用やリスク評価のための障害となっている。そのために、カーボンナノチュ

ーブの質を客観的に評価する計測評価技術の開発を行う。 

本課題における開発目標（中間・ 終）は以下の通りである。 

中間目標（平成２０ 年度） 

① グラフェンシート構造で構成され、層の数が１層で、外径が１nm～５nmの配列し

た単層ナノチューブを生成する技術を開発する。生成物の比表面積が 1200m2/g以上、触媒・

担持体含有率 0.01%以下、かつ生成物全重量に占めるカーボンナノチューブの重量 98%以上。

高度に配列したカーボンナノチューブ構造体の高さ（長さ）が 5mm以上。 

② 高度に配列し高密度化された単層カーボンナノチューブ構造体を作製する技術を

開発する。イオンが通過できるナノスケールのメソポアを確保しつつ、単層カーボンナノ

チューブの間隔を制御する。かさ密度 0.5g/cm3以上、もしくはカーボンナノチューブ充填

率 75%以上であること。 

③ 単層ナノチューブの側面、端面の開口等によって、上記②を満たし、かつ比表面
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積 2000ｍ2/g以上の単層カーボンナノチューブ構造体を開発する。 

④ 成長効率（生成物/触媒重量比）100,000%以上、投入炭素原料に対する生成物収率

10%以上、生産速度 0.03g/h･cm2、もしくは 100g/日の生産量以上の合成技術を開発する。 

終目標（平成２２ 年度） 

①中間目標①のスペックを満たし、かつ、カーボンナノチューブ構造体の高さ（長さ）が

10mm 以上の単層ナノチューブを生成する技術を開発する。 

②成長効率（生成物/触媒重量比）200,000%以上、投入炭素原料に対する生成物収率 10%以

上、生産速度 0.06g/h･cm2以上、もしくは 1000g/日の生産量の合成技術を開発する。 

③カーボンナノチューブの高密度化技術、開口技術、成型技術、化学修飾等を組み合わせ、

キャパシタの電極に適したナノカーボン材料を作成する。 

 

研究開発項目②カーボンナノチューブキャパシタ開発 

スーパーグロース法で作製された構造体を電極材料として、耐久性のある高エネルギー

密度のキャパシタを開発する。カーボンナノチューブ、とりわけ単層カーボンナノチュー

ブは、表面積が大きい一枚のグラフェンの両側の面を全て使うことが理論上可能な、キャ

パシタ電極としてきわめて理想的な材料である。しかも、高速な電子伝導が可能な材料で

あることから、キャパシタ用電極材料としてこれまで使われてきた活性炭電極では困難な

高性能化が可能となる。 

本課題における開発目標（中間・ 終）は以下の通りである。 

中間目標（平成２０ 年度） 

① 15Wh/kg のエネルギー密度, 10kW/kg のパワー密度を持つキャパシタをデバイスレ

ベルで開発する。 

② キャパシタ素子の電極体積占有率を 50%以上にする。 

③ 作動電圧 3Ｖ以上のキャパシタ素子を開発する。 

終目標（平成２２ 年度） 

① 20Wh/kg のエネルギー密度, 10kW/kg のパワー密度を持ち、寿命１５年を有するキ

ャパシタをデバイスレベルで開発する。 

② キャパシタ素子の電極体積占有率を 90%以上にする。 

③ SGCNT/集電体界面と電極引出部の抵抗を低減させ、時定数を 2.0ΩF 以下にする。 

④ 電極活物質の高密度充填により，コンポジット電極内の活物質充填率を 80%にする。 

 

 

２．事業の計画内容 

２．１ 研究開発の内容 

研究開発の期間は、平成１８年度から平成２２年度までの５年間とする。本事業の予算

は１８-２０年度で総額１２．４億円（１８-２２年度で総額２０億円を予定）である。 
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研究開発項目①カーボンナノチューブ量産化技術開発では、今まで小型基板バッチ処理

で行われてきたスーパーグロース合成反応を、スケールアップ・連続化・高効率化するこ

とにより、カーボンナノチューブのかつてない規模での安価な工業的量産を目指す。スー

パーグロース合成法とは、通常のカーボンナノチューブ合成雰囲気に極微量 PPM オーダー

の水分を添加することにより発現する、まったく新規な成長モードを総称し、このスーパ

ーグロース技術を用いると通常は数秒しか活性を示さない触媒が数十分に渡り活性を示し、

極微量の触媒から大量の単層カーボンナノチューブを合成することができる。また、非常

に高い触媒の活性に起因する超高密度成長のために、単層カーボンナノチューブは基板か

ら垂直に伸びる配列構造体を構成する。この成長法によって合成した単層カーボンナノチ

ューブは高い比表面積を示すことが特徴であり、キャパシタの電極材料として 適である。 

本研究開発項目では、単層カーボンナノチューブの比表面積、純度、長さ、配向性など

の構造を制御しながら量産するための基盤技術を開発する。グラフェンシート構造で構成

され、層の数が１層で、外径が１nm～５nm の配向した単層カーボンナノチューブを基板上

に構造制御された形で非常に効率良く大量に合成する技術を開発する。層の数を一層と限

定するのは、単層カーボンナノチューブはキャパシタ応用にとって不可欠な物性値である

比表面積がもっとも大きいためである。 

 

研究開発項目②カーボンナノチューブキャパシタ開発では、スーパーグロース法で作製

された単層カーボンナノチューブ構造体は従来にはない高いアスペクト比，高純度，高配

向性、高表面積を有しキャパシタ電極材料として理想的な材料である。しかしながら、カ

ーボンナノチューブを電極材料として高性能なキャパシタデバイスを製造するには、解決

しなくてはならない多くの課題がある。そこでまず、セル設計、集電体開発、電極接合技

術の開発など、革新的性能をもった新規材料に 適なデバイス製造技術の開発を中心に行

う。本研究開発では、カーボンナノチューブ量産化技術の開発ステージに合わせて、キャ

パシタデバイスの試作を行う。 

一方、キャパシタデバイスの作動電圧の向上は高エネルギー密度化のためには極めて重

要であるが、高すぎる電圧での作動はデバイス劣化を招き、寿命を縮めるというトレード

オフの関係にある。カーボンナノチューブは理想的には電解液分解に活性であるグラフェ

ンの末端（エッジ）が無いことから、活性炭より優れた耐電圧性能が期待されるとともに、

異なるデバイス劣化機構が想定される。そこで高作動電圧化を実現するため、デバイス劣

化機構の解明、電解液や電極界面構造の選択・設計・評価などを技術課題として、高性能

化技術開発を 5年計画で実施する。 

それぞれの項目は、効率よく研究開発を行うために小項目を設け、各課題の解決に当た

っている。表１に研究開発項目と実施内容を示す。 

表１ 研究開発項目と実施内容 
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研究開発項目 実施内容 委託･再委託先 

① カーボンナノチューブ量産化技術開

発 

  

 

ア．触媒・助触媒・基板の研究 

量産性に向いたできるだけ安価で、信頼性の高い

触媒系の開発を行う。 

 

 

日本ゼオン株式会社 

産業技術総合研究所 

 

イ．大面積化カーボンナノチューブ

合成技術の開発 

 

大型基板で均一にカーボンナノチューブを合成す

る CVD 合成技術を開発する。 

 

 

日本ゼオン株式会社 

産業技術総合研究所 

 

ウ．長尺化・高効率カーボンナノチ

ューブ合成技術の研究 

 

高活性の触媒開発、触媒失活のメカニズムを解明

等により、超寿命の触媒・成長プロセスの開発を

通じて、最終目標(10mm )の配向バルクカーボンナ

ノチューブ構造体の成長技術を確立する。 

 

 

 

産業技術総合研究所 

エ．構造制御カーボンナノチューブ

合成技術の研究 

 

カーボンナノチューブ構造体の直径、品質、密度、

純度、比表面積を制御する合成技術を開発する。 

 

 

産業技術総合研究所 

オ．キャパシタ 適カーボンナノ

チューブ探索及び合成技術の

研究 

 

構造制御されたカーボンナノチューブ構造体から

キャパシタに最適なカーボンナノチューブ構造体

の探索・設計・評価を進める。 

 

 

産業技術総合研究所 

 

カ. 単層カーボンナノチューブ

標準化のための計測評価技術

の開発 

 

単層カーボンナノチューブ標準化のための計測

評価技術を開発し、得られた結果は、ISO 標準

化にむけたワーキングドラフトへと反映させ

る。  

 

 

産業技術総合研究所 

②カーボンナノチューブキャパシタ開発 

  

  

ア．デバイス製造技術の開発 

  

セル設計、集電体開発、電極接合技術の開発な

ど、スーパーグロース法単層カーボンナノチュ

ーブに 適なデバイス製造技術の開発を行う。 

 

日本ケミコン株式会社

産業技術総合研究所 

 

 

イ．高性能化技術開発 

  

単層カーボンナノチューブ構造体電極構造の

適化と高作動電圧化に関する高性能化技術開発

を行う。 

 

日本ケミコン株式会社

産業技術総合研究所 

 

1)電極活物質と単層カーボンナノチューブとの

複合化により、高エネルギー密度電極として有

望なコンポジット電極の開発を行う。 

日本ケミコン株式会社

産業技術総合研究所 

 

2)電極活物質モノマーの合成 岡山大学（再委託） 

 ウ．コンポジット電極の研究開

発 

3)コンポジット電極物質 東京農工大学（再委

託） 

 

 

２．２ 研究開発の実施体制 

本プロジェクトは、ＮＥＤＯ技術開発機構が企業、民間研究機関、独立行政法人、大学
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等(委託先から再委託された研究開発実施者を含む。)から,公募によって委託先を選定後、共

同研究契約等を締結する研究体を構築し、実施する。（原則、国内に研究開発拠点を有し

ていること。ただし、国外企業の特別の研究開発能力、研究施設等の活用あるいは国際標

準獲得の観点からの国外企業との連携が必要な部分はこの限りではない。）なお、実用化

を目的とすることから、技術力を有する極力少数の企業による、役割分担の明確な開発体

制が望ましい。 

  共同研究開発に参加する各研究開発グループの有する研究開発ポテンシャルの 大

限の活用により効率的な研究開発の推進を図る観点から、ＮＥＤＯ技術開発機構が指名す

る研究開発責任者(プロジェクトリーダー)独立行政法人 産業技術総合研究所 ナノチュー

ブ応用研究センタ－長 飯島 澄男 の下に研究者を可能な限り結集し、かつ、研究開発項目

間の連携・調整を取りつつ、効果的な研究開発を実施する。 

 

表３．実施体制 
 

 

プロジェクトリーダー 

 

 

飯島 澄男 （（独）産業技術総合研究所） 

 

サブプロジェクトリーダー 

 

 

湯村 守雄 （（独）産業技術総合研究所） 

グループリーダー 

カーボンナノチューブ量産化技術開発 荒川 公平 （日本ゼオン株式会社） 

 

グループリーダー 

カーボンナノチューブキャパシタ開発 

 

玉光 賢次 （日本ケミコン株式会社） 
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委託 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

再委託 
 
 
 
 
 

                                                

 

ＮＥＤＯ技術開発機構
プロジェクトリーダー 

・所属 （独）産業技術総合研究所    

・役職名ナノチューブ応用研究センター長  

・氏名  飯島 澄男     

産業技術総合研究所 
研究実施場所： 
ナノチューブ応用研究セ

ンター、エネルギー技術研

究部門、環境化学研究部門

（つくば） 
 
研究項目： 
①カーボンナノチューブ

量産化技術開発 
② カーボンナノチュー

ブキャパシタ開発 
 
 

日本ゼオン株式会社 
研究実施場所： 
総合開発センター（川崎）

研究項目： 
①カーボンナノチューブ

量産化技術開発 

日本ケミコン株式会社 
研究実施場所： 
基礎研究センター（高萩）

研究項目： 
② カーボンナノチュー

ブキャパシタ開発 

指示・協議

東京農工大学（小金井） 
コンポジット電極技術 

岡山大学（岡山） 
電極活物質合成技術 

 

  

 

図３ 本事業のスキーム 

２．３ 研究開発の運営管理 

本プロジェクトでは、独立行政法人産業技術総合研究所つくばセンター内に集中研究拠点
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を設置するとともに、各研究機関で研究開発を実施する。また、カーボンナノチューブ量

産技術開発グループ（日本ゼオン、産総研）と、キャパシタ開発グループ（日本ケミコン、

産総研）のそれぞれにおいてグループ内の各テーマ担当者間の検討会を PL 他参加の下、月

１回開催した他、グループ間の連携を強化するために、両者間で研究進捗状況、問題点等

を検討する「研究調整委員会」を設置し、そこで取り上げられた問題点、及びその対策を

PL 他と協議の上、当該テーマ担当部署にフィードバックして、プロジェクト全体の研究開

発を効率的に推進した。また、外部委員を入れて、研究進捗状況の報告とその後の推進を

図る「研究推進委員会」を設けた。 

 

表４ 委員会開催実績 

 

 
年 実施

月 

委員会名 場所 内容 備考 

７月 第 １ 回 研 究 推 進

委員会 

浜 松 町

東 京 會

舘 

キックオフ ＭＥＴＩ,NEDO を含めて２２名 

 

10 月 第 １ 回 研 究 調 整

委員会 

日本ケ

ミコン 

研究進捗状況、問題

点の検討 

 

11 月 第 ２ 回 研 究 調 整

委員会 

産総研 研究進捗状況、問題

点の検討 

 

平成１８

年 

12 月 第 ２ 回 研 究 推 進

委員会 

産総研 研究進捗状況報告 ＭＥＴＩ,NEDO、５名出席 

 

２月 第 ３ 回 研 究 調 整

委員会 

産総研 研究進捗状況、問題

点の検討 

 

３月 第 ４ 回 研 究 調 整

委員会 

産総研 研究進捗状況、問題

点の検討 

 

６月 第 ３ 回 研 究 推 進

委員会 

日 本 ゼ

オン 

研究進捗状況報告 ＭＥＴＩ,NEDO、７名出席 

 

10 月 第 ５ 回 研 究 調 整

委員会 

産総研 研究進捗状況、問題

点の検討 

 

12 月 第 ６ 回 研 究 調 整

委員会 

産総研 研究進捗状況、問題

点の検討 

 

平成１９

年 

12 月 第 ４ 回 研 究 推 進

委員会 

日 本 ケ

ミコン 

研究進捗状況報告 ＭＥＴＩ,NEDO、４名出席 

 

１月 第 ７ 回 研 究 調 整

委員会 

産総研 研究進捗状況、問題

点の検討 

 

２月 第 ８ 回 研 究 調 整

委員会 

産総研 研究進捗状況、問題

点の検討 

ＮＥＤＯ ２名出席 

平成２０

年 

５月 第 ９ 回 研 究 調 整

委員会 

産総研 研究進捗状況、問題

点の検討 

 

 

３．情勢変化への対応 
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研究開発を加速するために、平成１８年度秋に加速財源により、スーパーグロース連続

CVD 合成装置、高精度薄膜塗工装置、レーザー溶接装置が導入された。スーパーグロース連

続 CVD 合成装置を早期に導入する事により、平成１８年度中に、基礎実験と並行してスー

パーグロース連続 CVD 合成装置システムの設計・製作を実施する事が可能になり、基礎実

験成果を連続合成装置に早期に適用することが可能となり、量産化技術を飛躍的に伸ばす

ことができた。 

また、スーパーグロース技術では、触媒を成膜した基板上にカーボンナノチューブを成

長させることを特徴としており、生産性の効率を上げるためには、基板の大面積化、連続

化が必要不可欠であるが、高精度薄膜塗工装置の導入により、触媒粒子の分散液を塗布す

るウェットプロセスの開発が可能になり、大面積化、連続化が可能となり、大幅なコスト

ダウンが実現できる。本触媒の製膜技術が確立により、国際的競争力が大幅に向上するこ

とが期待される。 

レーザー溶接装置の導入により、キャパシタ素子を導入した金属ケースと金属の蓋（封

口板）をレーザー照射して溶融接着させたセルを用いることで信頼度±1年のキャパシタセ

ルの寿命評価を実施した。これにより寿命評価技術を加速することで、ライバル技術より

長寿命のキャパシタを開発が促進された。さらに、これまで曖昧であったキャパシタの寿

命評価法の標準化を優位に進めることも可能になった。 

平成１９年度秋に加速財源により、キャパシタ試作装置並びに電極表面分析装置が導入

された。 

キャパシタ試作装置の導入により、キャパシタ性能に大きな影響を与えない雰囲気（低

露点環境）下を作り出し，かつ作業効率を向上でき、 適な露点及び電極作製条件を明ら

かにすることにより、キャパシタ初期特性のみならず、製造工程の高効率化という工業的・

産業的ニーズも満たす成果をあげることできた。 

電極表面分析装置の導入により、劣化後の電極表面に存在する 1～数十 nm の電極細孔壁

面に生成された表面官能基や堆積物を同定し，電解液劣化のみならずキャパシタ内部での

総合的な劣化解析による寿命特性向上という成果をあげた。 

 

 

４．中間評価結果への対応 
今回が中間評価であるため、対応なし 

 

５．評価に関する事項 

我が国の今後のナノテクノロジー分野の技術開発の方向性について検討するために、

NEDO が選定した外部有識者５名（大学研究者、関連民間会社から選出）により構成される

事前評価委員会を平成１８年５月１０日に開催した。事前評価委員会では、NEDO が事前に

作成した技術課題やそれを踏まえた研究計画案について議論の上、とりまとめた。 

技術的観点並びに政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的意義並
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びに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による中間評価を平成２０年度、事

後評価を平成２３年度に実施する。また、中間評価結果を踏まえ必要に応じて事業の加速・

縮小・中止等、見直しを迅速に行う。なお、評価の時期については、当該研究開発に係る

技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗状況等に応じて、前倒しする等、適宜見直すも

のとする。 
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Ⅲ．研究開発成果について 
 

１ 事業全体の成果（平成２０年４月現在） 

 

１．１ プロジェクトの概要 

キャパシタの電極材料として活性炭に代わりカーボンナノチューブを用い、粉体成型に

より製作された活性炭電極のような接触抵抗を無くし、電極材料に起因するセルの内部抵

抗を 小限にすることを可能にし、キャパシタの需要に求められる高出力、高エネルギー

密度、長寿命の電気二重層キャパシタを開発する。そのために、高度に配向した長尺単層

カーボンナノチューブの大量合成技術の開発及び本カーボンナノチューブを用いたキャパ

シタ製造技術の開発を実施する。 
 

１．２ 研究開発の目標 

平成２２年度までに、従来の活性炭を電極に用いたキャパシタに代わり、カーボンナノ

チューブを用いた高性能キャパシタを開発する。キャパシタの目標は、耐久性のあるエネ

ルギー密度が 20Wh/kg 以上のキャパシタを開発する。この目標を達成するために、①単層

カーボンナノチューブの高配向、高密度化技術並びに製品化に必要とされるカーボンナノ

チューブ量産化技術および②キャパシタ製造技術を確立する。 
 

１．３ 研究開発内容 

上記目標を達成するために、以下の研究開発項目を実施する。 

①カーボンナノチューブ量産化技術開発 

革新的単層カーボンナノチューブ合成法であるスーパーグロース合成技術をコア技術と

し、スケールアップ・連続化・高効率化することにより、配向、長尺、高純度バルク単層

カーボンナノチューブの工業的量産を目指す。 

また、単層カーボンナノチューブの製造法のみならず、計測評価法も開発途上の段階に

あり、産業応用やリスク評価のための障害となっている。そのために、カーボンナノチュ

ーブの質を客観的に評価する計測評価技術の開発を行う。 

②カーボンナノチューブキャパシタ開発 

スーパーグロース法で作製された構造体を電極材料として、耐久性のある高エネルギー

密度のキャパシタを開発する。 
 

 

 

１．４ 各研究開発項目の課題内容 

 

①カーボンナノチューブ量産化技術開発 
上記 終目標の達成のため、日本ゼオン株式会社（日本ゼオン）と独立行政法人産業技
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術総合研究所（産業技術総合研究所）でつくばに集中研究所（集中研）を設置し、既存の

インフラを 大限に活用しながら、研究者間の円滑なコミュニュケーション化を図り、研

究開発を 大限に加速する。集中研においては、両者の強みを活かすために産業技術総合

研究所は主として超効率成長プロセス探索、新触媒の開発、構造制御技術などの研究項目

を担当し、日本ゼオンは主として、大面積成長技術、プロセス安定化技術などの開発項目

を担当する。 

また、産業応用を推進するために、産業技術総合研究所において、カーボンナノチュー

ブ標準物質の計測評価法の標準化を進める。 

以下の研究項目を実施する。 

ア．触媒・助触媒・基板の研究 

量産性に向いたできるだけ安価で、信頼性の高い触媒系の開発を行う。 

イ．大面積化カーボンナノチューブ合成技術の開発 

大型基板で均一にカーボンナノチューブを合成する CVD 合成技術を開発する。 

ウ．長尺化・高効率カーボンナノチューブ合成技術の研究 

スーパーグロース法の 適化、新しいプロセスの模索、より高活性の触媒開発、触媒失

活のメカニズムを解明等により、超寿命の触媒・成長プロセスの開発を通じて、 終目標

(10mm )の配向バルクカーボンナノチューブ構造体の成長技術を確立する。 

エ．構造制御カーボンナノチューブ合成技術の研究 

カーボンナノチューブ構造体の直径、品質、密度、純度、比表面積を制御する合成技術

を開発する。 

オ．キャパシタ 適カーボンナノチューブ探索及び合成技術の研究 

構造制御されたカーボンナノチューブ構造体からキャパシタに 適なカーボンナノチュ

ーブ構造体の探索・設計・評価を進める。 

カ. 単層カーボンナノチューブ標準化のための計測評価技術の開発 

単層カーボンナノチューブ標準化のための計測評価技術を開発し、得られた結果は、ISO

標準化にむけたワーキングドラフトへと反映させる。  

 

②カーボンナノチューブキャパシタ開発 

カーボンナノチューブ、とりわけ単層カーボンナノチューブは、表面積が大きい一枚の

グラフェンの両側の面を全て使うことが理論上可能な、キャパシタ電極としてきわめて理

想的な材料である。しかも、高速な電子伝導が可能な材料であることから、キャパシタ用

電極材料としてこれまで使われてきた活性炭電極では困難な高性能化が可能となる。スー

パーグロース法で作製された単層カーボンナノチューブ構造体は従来にはない高いアスペ

クト比，高純度，高配向性、高表面積を有しキャパシタ電極材料として理想的な材料であ

る。しかしながら、カーボンナノチューブを電極材料として高性能なキャパシタデバイス

を製造するには、解決しなくてはならない多くの課題がある。そこでまず、セル設計、集
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電体開発、電極接合技術の開発など、革新的性能をもった新規材料に 適なデバイス製造

技術の開発を中心に行う。本研究開発では、カーボンナノチューブ量産化技術の開発ステ

ージに合わせて、キャパシタデバイスの試作を行う。 

一方、キャパシタデバイスの作動電圧の向上は高エネルギー密度化のためには極めて重

要であるが、高すぎる電圧での作動はデバイス劣化を招き、寿命を縮めるというトレード

オフの関係にある。カーボンナノチューブは理想的には電解液分解に活性であるグラフェ

ンの末端（エッジ）が無いことから、活性炭より優れた耐電圧性能が期待されるとともに、

異なるデバイス劣化機構が想定される。そこで高作動電圧化を実現するため、デバイス劣

化機構の解明、電解液や電極界面構造の選択・設計・評価などを技術課題として、高性能

化技術開発を 5年計画で実施する。 

以下の研究項目を実施する。 

ア．デバイス製造技術の開発 

スーパーグロース法で作製された単層カーボンナノチューブ構造体は従来にはない高い

アスペクト比，高純度，高配向性、高表面積を有しキャパシタ電極材料として理想的な材

料である。しかしながら、カーボンナノチューブを電極材料として高性能なキャパシタデ

バイスを製造するには、解決しなくてはならない多くの課題がある。そこで、セル設計、

集電体開発、電極接合技術の開発など、革新的性能をもった新規材料に 適なデバイス製

造技術の開発を行う。 

イ．高性能化技術開発 

一方、単層カーボンナノチューブ構造体がキャパシタ電極として高いエネルギー密度な

らびに出力密度を発現するためには、ＣＮＴの直径、配列を制御し、イオンが拡散する電

極内細孔空間構造の 適化が必要である他、キャパシタデバイスの作動電圧の向上が極め

て重要であることから、電極構造の 適化と高作動電圧化に関する高性能化技術開発を行

う。 

ウ．コンポジット電極の研究開発 

さらに、電気化学的な酸化還元（レドックス）反応を利用して電荷を貯蔵・放出する電

極活物質と単層カーボンナノチューブとの複合化により、高エネルギー密度電極として有

望なコンポジット電極の開発を行う。 

  

 

１．５ 各研究開発項目の成果要約 

 

①カーボンナノチューブ量産化技術開発 
 委託先：独立行政法人産業技術総合研究所、日本ゼオン株式会社 

集中研「カーボンナノチューブ量産化技術開発」において、産業技術総合研究所並びに

日本ゼオン株式会社は以下の６つの開発項目を担当した。 
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ア．触媒・助触媒・基板の研究 

平成１８年度において、触媒を担持させて、カーボンナノチューブを成長させる基板と

して、従来のシリコンウェハのような高価な基板ではなく、比較的安価な材料よりなる基

板を用いて、品質に優れたカーボンナノチューブを大量に製造する技術について検討を重

ねた。スーパーグロース法は、基板上で単層カーボンナノチューブを合成する方法であり、

世界 高の成長効率を誇る。本手法では、800℃近くの温度条件下で、水素還元雰囲気、水

分添加、酸化雰囲気に対して高い耐久性を示し、かつカーボンナノチューブの合成を阻害

しない基板が必要となるが、検討を重ねた結果、特定のニッケル合金が要件を満たしてい

ることを発見した。特にこれらの合金の板状あるいはリボン状のものを用いることにより、

目的とする性質を持つ単層カーボンナノチューブの配向構造体が得られることを確認した。

ここで用いたニッケル合金上では、単層カーボンナノチューブの品質、収量、選択性はシ

リコン基板上と同等であった。すなわち、大きさの制限が少なく、シリコン基板よりもは

るかに安価なニッケル合金基板で大量の単層カーボンナノチューブを合成することが可能

となった。 

平成１９年度において、Ｆｅコロイドを用いたウェットプロセス触媒の形成方法を開発

し、純度９９．９９％以上のＳＷＮＴ成長を確認した。単層カーボンナノチューブの直径

はコロイドの直径に依存せず、触媒の塗布量（密度）に相関して変化することが判明した。 

さらに、ウェットプロセスで形成した硝酸鉄触媒とアルミナ助触媒を積層させた基板を

開発し、ＢＥＴ比表面積１０００ｍ２／g、収量１．０ｍｇ／ｃｍ２のカーボンナノチューブ

を成長に成功した。大面積化が可能な塗布方法について検討を行い、Ａ４サイズのバーコ

ーティングによる塗布方法を開発した。 

イ．大面積化カーボンナノチューブ合成技術の研究 

平成１８年度において、日本ゼオンと共同で、今回開発した技術を適用できる大面積ス

ーパーグロース合成炉を設計・試作し、A4 サイズの金属板の全面に均一な単層カーボンナ

ノチューブ構造体を合成することに成功した。合成された単層カーボンナノチューブは、

世界 高レベルの高純度（炭素純度９９．９％以上）、高比表面積（非開口状態で１００

０m2/g以上）、長さを持ち、かつ配向しており、スーパキャパシタ等の用途において非常に

有用なものと考えられる。 

平成１９年度において、大型基板で均一にカーボンナノチューブを合成するＣＶＤ合成

技術を開発するために、小型ＣＶＤ炉での実験結果と流体シミュレーションの結果の整合

性を取ることで、ＣＶＤ炉内の流体シミュレーションモデルを構築した。 構築したシミュ

レーションモデルを用いて大型ＣＶＤ合成炉のシャワー形状を設計し、さらにＣＶＤ条件

（ガス量、炉温度など）を 適化することで、Ａ４サイズ触媒基板（従来の１４０倍の面

積）１枚あたりに単層カーボンナノチューブ約１ｇを合成することに成功した。 

さらに流体シミュレーションにより、大面積ＣＶＤ用シャワーを開発し、高価なヘリウ

ムガスを低コストガスに置き換えることに成功し、カーボンナノチューブ製造コスト低減
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（従来の約１／５）の目処付けを行った。スーパーグロース大面積ＣＶＤ合成装置検討シ

ステムの全自動化改造で、Ａ４サイズサンプルの生産量を約３倍に増加させることに成功

した。シャワー、流体シミュレーション等の技術知識を駆使して、連続合成装置を設計・

製作した。 

ウ．長尺化・高効率カーボンナノチューブ合成技術の研究 

平成１８年度において、スーパーグロース全自動合成装置探索合成部を改良し、in-situ 高

さ計測系の構築、in-situ 反応ガス分析系の導入、ガス供給システム改良を行った。また、垂

直ガス供給等の手法で、超効率成長を目指した、超高効率スーパーグロース単層カーボン

ナノチューブ合成装置を設計、立ち上げ、運転を行い、これらの技術により、高さ（長さ）

が４mm 以上の配向バルクカーボンナノチューブ構造体の合成に成功した。 

平成１９年度において、スーパーグロース法の 適化、新しいプロセスの模索、より高

活性の触媒開発、触媒失活のメカニズムの解明等を行った。カーボンナノチューブ成長時

の触媒を直接観察できる BALL-CVD を開発し、水分の効果を検証した。その結果、水分に

は触媒を覆って失活させるカーボンを取り除く作用があり、触媒の賦活能があることが解

明された。特定の成長条件で発現する超寿命成長、ハイパーモードを見出し、高さ１セン

チのフォレストの合成に成功した。 

エ．構造制御カーボンナノチューブ合成技術の研究 

平成１８年度において、スーパーグロース法を用いて合成した、カーボンナノチューブ

垂直配向構造体中の単層カーボンナノチューブは、ミリメートル以上の長さ、１０００m2/g

の高い比表面積、９９．９％以上のカーボン純度を持ち、かつ配向している。しかしなが

ら、成長直後にはカーボンナノチューブの体積占有率は４％程度と、非常に密度の低い材

料であり、そのままでは、キャパシタ用電極材料に使うことが難しいが、このフォレスト

のカーボンナノチューブを分散させ、ばらばらにして、成型加工してしまうと構造特性が

失われてしまう事が問題であった。フォレストの構造特性を損なわずに、高密度化する技

術について検討を重ねた結果、直配向構造体を、溶液に浸し乾燥させると、溶媒の表面張

力とカーボンナノチューブ間のファンデルワールス力により、チューブをくっつけるジッ

パー効果が発現し、配向したナノチューブを稲穂の束のように高密度化（0.5g/cm3以上）で

きることを見出した。また、非常に弱い外力を本プロセス中に与えると、形状を棒状や、

シート状等様々な形に成型することが可能であることを見出した。本プロセスは、分散・

精製等を一切使用しないため、カーボンナノチューブにダメージをまったく与えないで、

高密度化成型加工ができる。そのため、創製されたカーボンナノチューブ固体は、単層カ

ーボンナノチューブの本来の特性をそのまま保持し、高い比表面積１０００m2/g、導電性（1

Ω/□）、柔軟性（シート形状の場合折り曲げ可能）を持つ。また、高密度化のため、フォ

レストと比較して 70 倍強度も増し、グラファイト並みの強度（Vickers強度７－１０）を持

つ。固体中のカーボンナノチューブはミリメートル超えの長尺、９９．９％以上のカーボ

ン純度、かつ配向性といったフォレストの優れた特性も同時に保持している。 
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平成１９年度において、構造制御カーボンナノチューブ合成技術については、品質制御

技術の検討を行った。フォレストにカーボン不純物が付着することを見出し、その定量的

評価をおこなった。通常時でのフォレストの単層カーボンナノチューブ純度は９７％と評

価された。成長雰囲気中のガス分析を行った。 

オ． 適カーボンナノチューブ探索及び合成技術の研究 

平成１８年度において、上記エ．で開発した高密度単層カーボンナノチューブを電極材

料として用いるキャパシタは、活性炭を電極とする従来型のキャパシタよりも、高エネル

ギー密度、ハイパワーを示すことを実証した。 

平成１９年度において、開発した単層カーボンナノチューブフォレストに開口処理を施

し、キャパシタとして６０％の電気容量の増加を達成。本単層カーボンナノチューブフォ

レストを電極材料として用いるキャパシタは、活性炭を電極とする従来型のキャパシタよ

りも、高エネルギー密度、ハイパワー密度を有する事を実証した。 

カ．単層カーボンナノチューブ標準化のための計測評価技術の開発 

平成１９年度において、単層カーボンナノチューブ標準化のために UV 吸収、蛍光発光法、

ラマン分光法を用いた単層カーボンナノチューブの直径評価技術を開発し、得られた結果

を ISO 標準化にむけたワーキングドラフトに反映させた。 

 
研究開発項目② カーボンナノチューブキャパシタ開発 
②－１カーボンナノチューブキャパシタ基礎開発（担当：産業技術総合研究所） 

ア．デバイス製造技術の開発 

平成１８年度において、単層カーボンナノチューブ構造体をアルミ集電体に低抵抗で接

合した試料の作製を行った。 

平成１９年度において、SWCNT 構造体を低抵抗で集電体に接合するための技術として、

平成 19 年度に導入した電極表面処理装置による SWCNT 構造体／集電体界面処理を検討し，

出力密度の向上を確認した。 

イ．高性能化技術開発 

平成１８年度において、高いエネルギー密度ならびに出力密度を発現させるため、日本

ケミコン（株）と共同で単層カーボンナノチューブ構造体の高密度化処理を行い、電極の

初期特性評価を行った。独自の高密度化技術により、表面積や電気容量をほとんど低下さ

せずに、 大で 0.6 g/cm3を超える高密度化を達成した。 

平成１９年度において、キャパシタ用単層カーボンナノチューブの構造 適化に必須の

充放電メカニズムの解明を行った結果、電極シートの電気伝導性変化などから、半導体性

チューブへの電気化学的ドーピングによる充放電機構を明らかにした。また、高エネルギ

ー密度を実現するための重要技術である開口処理について検討し、二酸化炭素による酸

化・開口処理によって、現状の量産 SWCNT において比表面積の大幅な増加と電気容量の

改善を確認した。 
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ウ．コンポジット電極の研究開発 

平成１８年度において、コンポジット電極用ポリマーの合成に関して検討を行った。新

規フルオレン系モノマーの重合を行った結果、共役系の生成を示す結果が見られたが、電

気化学活性は小さかったことから、重合体の分子量増大の検討を行った。 

平成１９年度において、フルオレンやチオフェンなどの有機ポリマーを活物質（有機活

物質の合成：岡山大学再委託）に産総研環境化学研究部門のポリマー重合技術を組み合わ

せた SWCNT コンポジット電極を作製し，電極シートあたり 300 F/g 以上の大きな微分容量

密度を発現することを見い出した。開発したコンポジット電極用いたキャパシタセルを作

製して評価を行ったところ、20-30 Wh/L という大きなエネルギー密度を発現することを確

認した。 

 
②－２ カーボンナノチューブキャパシタ応用開発（担当：日本ケミコン㈱） 

ア．デバイス製造技術の開発 

ア－１電極接合技術の調査・検討 

 平成１８，１９年度において、集電体と単層カーボンナノチューブ（SWCNT）との接

合技術の開発を検討した。紙漉法によりSWCNTフレークをシート化したSWCNTペーパー

や，垂直配向した基板成長SWCNT構造体を，接着剤フリーで接合することに成功した。接

合した電極はキャパシタとして作動可能であり、低抵抗であることが分かった。電極化し

てもある程度の配向状態を維持しており、高い電極密度（0.6 g/cm3以上）を有していること

が分かった。 

ア－２ 集電体およびセパレータの性能条件検討 

 平成１８年度において、接着剤フリーで SWCNT 構造体および SWCNT ペーパーに接

合する集電体アルミニウム基板を検討した。結果，当社独自のエッチングアルミニウム箔

が良好な接合特性を示すことを確認した。また，性能条件検討の前段階として、セル構成

部材である集電体およびセパレータの厚さをパラメータとして、SWCNT セルのエネルギー

密度の試算を行った。20Wh/kg のエネルギー密度を得るためには、両部材の厚さ 適化が必

要であることが明らかとなった。 

平成１９年度において、SWCNT 構造体および SWCNT ペーパーと接合する集電体アルミ

ニウム基板を検討した。当社独自のエッチング技術を基に、交流エッチングまたは直流エ

ッチングにより作製した集電体アルミニウムと SWCNT との接合特性を検討した。結果、

集電体アルミニウムのエッチング形状と接合強度の関係が明らかになった。また、素材、

厚さ、密度の異なるセパレータを検討したところ、セルロース系セパレータが適している

ことが明らかになった。 

ア－３ 評価用キャパシタセル作製 

 平成１８年度には、セル作製に関して，電極サイズや封止法などの条件を検討した。

評価用のグローブボックス（平成 18 年度導入）内で，ラミネートセルの作製を開始した。
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1 F 級セルの作製・評価が可能となり，10F 級に向けての指針を見出した。 

平成１９年度において、ラミネートセルにて SWCNT ペーパー電極と SWCNT 構造体電

極を比較した。結果，SWCNT 構造体電極キャパシタは SWCNT ペーパー電極キャパシタに

比べて約 1.5 倍の出力密度を示すことが明らかになった。電子移動抵抗、イオン拡散抵抗の

両方が低減されたためであることが分かった。 も高い出力密度を示した SWCNT 構造体

電極キャパシタは，従来の活性炭電極を用いたキャパシタに比べ 2 倍以上の出力密度であ

ることが明らかとなった。また，寿命評価および劣化メカニズム機構を検討するため，高

い封止性を有するレーザー溶接セルの作製も開始した。 

イ．高性能化技術開発 

イ－１ 劣化メカニズム機構の検討 

平成１８年度において、導入した質量分析装置を用い、電圧負荷後の電解液成分解析に

よる劣化メカニズム検討を開始した。 

平成１９年度において、電圧負荷後の SWCNT 電極の劣化メカニズムを検討した。SWCNT

中の金属不純物とガス発生量に相関があることが明らかとなった。 

イ－２ セルの寿命に関する評価検討 

 平成１８年度において、SWCNT 電極を用いたラミネートセルを作製し、寿命に関する

予備評価を開始した。まず常温での電圧負荷に対する特性変化を調査し，SWCNT 電極キャ

パシタが従来の活性炭電極キャパシタに比べ容量維持率が高いことを確認した。 

平成１９年度において、SWCNT 電極を用いたラミネートセルおよびより堅牢なセル（レ

ーザー溶接セル）を作製し、40℃にて 1000 時間の電圧負荷寿命試験を行った。従来活性炭

キャパシタでは大きく容量が減少してしまう 3.5 V という高い電圧においても、SWCNT 電

極キャパシタは容量減少が 10％程度であることが明らかとなり、SWCNT 電極の大きな優

位性が確認された。このことにより定格電圧を従来の活性炭電極キャパシタに比べ大幅に

高くすることが可能となり，エネルギー密度，パワー密度の向上が期待できる。 

ウ．コンポジット電極の研究開発 

ウ－１ 電極活物質モノマーの合成 

SWCNT電極よりも高い容量密度が期待できるコンポジット電極用新規フルオレンモノ

マーの開発を開始した。フルオレンの 9 位が無置換のフルオレン（無置換フルオレン）は，

キャパシタの正極材料としては利用できるが，負極材料としては電気化学的に不安定であ

る。そのため 9 位に電気化学的に安定な官能基を導入することで負極材料への適応を試み

ることとした。平成１８年度においては、アルキル鎖長の異なる種々の 9,9-ジアルキルフル

オレンを合成した（再委託先：岡山大学）。合成したモノマーを用いた重合体の中には、

18 年度目標値を上回る 200F g-1という容量密度が得られるものもあることを確認した。それ

らを用いてSWCNTへの添着を行った。平成１９年度においては、さらに約 40 種類のモノ

マーを合成し、その材料の特性を検討し， 適なモノマーの選定を行った。 

ウ－２ 電極活物質モノマーを用いたコンポジット電極作製技術開発 
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 平成１８年度において、まず 初に正極材料として，無置換フルオレンをモノマーと

して、コンポジット電極化を検討した。作製したコンポジット電極は SWCNT 単独電極に

比べて約 2 倍の容量密度を示すことを確認した(200F/g 以上)。平成１９年度においては、精

密に重合したポリフルオレン/SWCNT コンポジット電極は、約 250-350F /g という大きな容

量密度を示した。 

 さらに負極材料として，ウ－１で選定した新規モノマーを重合し、電気化学特性評価

を開始した。 

ウ－３ 金属酸化物を用いたコンポジット電極作製技術開発 

平成１８年度において、金属酸化物（RuO2）ナノ粒子を、電気泳動法や電解析出法によ

りCNT表面に添着する技術を検討し，CNTにRuO2ナノ粒子を高分散担持させることに成功

した。 

平成１９年度において、RuO2ナノ粒子をSWCNTフレークに高分散したコンポジット材料

を作製。それを電気泳動法によりキャパシタ電極に成型した。その電極は水系電解液では

あるが約 700 F g-1という高容量密度を発現することが明らかとなった。 

ウ－４ コンポジット電極を用いた評価用キャパシタの作製 

ウー２で得られた無置換フルオレンポリマー（ポリフルオレン）/SWCNTコンポジット電

極を正極に用い、SWCNT電極を負極に用いた非対称タイプの評価用レドックスキャパシタ

を作製した。結果，約 20 Wh L-1という大きなエネルギー密度を発現することが明らかにな

った。 

エ．キャパシタの海外調査 

平成１８年度において、The 210th Joint International Meeting of Electrochemical Society 

(Cancun, Mexico, 2006 年 10 月 29～11 月 2 日)および、2nd European Symposium on Super 

Capacitors and Application (Lausanne、Swaziland、2006 年 11 月 2 日～3 日)に参加。キャパシ

タの材料および技術に関して 新情報を得た。カーボンナノチューブを用いたキャパシタ

に関しては、多層カーボンナノチューブと金属酸化物のコンポジット材料がトレンドとな

っていた。また新規の有機活物質の報告（ポリチオフェン系）があり、高いエネルギー密

度が示唆されていた。  

平成１９年度において、The International Society of Electrochemistry, 58th ISE Annual 

Meeting などのキャパシタ国際会議に参加し、キャパシタの材料および技術に関して 新情

報を得た。カーボンナノチューブを用いたキャパシタの 新動向、およびカーボンナノチ

ューブとレドックス酸化物の研究などを調査した。 

 
 

１．６ プロジェクト成果の位置づけ 

 革新的な電極作製法により，SWCNT と集電体のみで構成された電極を両極としたキャ

パシタを試作したところ，従来活性炭電極キャパシタの定格電圧（2.5V～2.7V）を大きく上
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回る 3.5 V という高耐電圧を有していることが分かった。つまり，図１に示すように，従来

活性炭電極キャパシタでは大きく容量が低下するのに対して，SWCNT 電極キャパシタは

1000 時間の電圧負荷後も容量減少が 10％程度であることが明らかとなり、優れた寿命特性

を示すことが確認された。この 3.5V という高電圧において，15.8Wh/kg のエネルギー密度，

9.93kW/kg のパワー密度が得られ（表１），中間目標で定めた設定値をほぼ満足した。さら

にこの SWCNT 電極を開口処理することで 1.6～1.7 倍に容量増加が期待でき， 終目標で

ある 20Wh/kg のエネルギー密度，10kW/kg のパワー密度の達成が見込める。 

またコンポジット電極開発において，さらに高エネルギー密度を有するキャパシタが作

製できれば， 終目標のエネルギー密度を大きく上回る可能性もある。 

ただし，前述の試験温度が 40℃であるため，一般的なキャパシタ寿命試験温度である 60℃

以上の高温での耐久性を評価する必要がある。今後は SWCNT電極キャパシタについて 60℃

以上の高温電圧負荷試験を行い， 終目標項目の一つである 15 年の寿命特性の達成を目

指す。 

 

図１ SWCNT 電極を両極に用いたキャパシタ 
の寿命特性（試験温度：40℃，電圧：3.5V） 

表１ SWCNT 電極を両極に用いたキャパシタの特性 
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１．７ 全体成果の総括 

 

１．７．１ 論文発表・特許出願・受賞等の実績 

 

(1) 研究発表・講演 

論文５報（受理）、学会発表２７件、その他２件 

H18 年 

発表 

年月日 

発表媒体 発表タイトル 発表者 

H18.7.3 ICSM 2006 
“ Super-Growth ” Carbon 

Nanotubes 
Don 二葉 

H18.7.12 

第３１回フラーレ

ン・ナノチューブシンポ

ジウム 

Highly Efficient, Catalyst Free, 

and Density Controllable SWNT 

Forests Synthesized From Wet 

Fe-Mo Nanoparticle Catalysts by 

Super-Growth 

西野秀和 , 畠賢

治、保田諭、生井竜

紀、湯村守雄、 

飯島澄男 

H18.7.12 

第３１回フラーレ

ン・ナノチューブシンポ

ジウム 

The Effect of Water in 

Super-Growth Chemical Vapor 

Deposition 

山田健郎、畠賢

治、アラン メニエ、

湯田坂雅子、二葉ド

ン、湯村守雄、 

飯島澄男 

H18.7.12 

第３１回フラーレ

ン・ナノチューブシンポ

ジウム 

スーパーグロース CVD を用

いたガス流量変化による単層カ

ーボンナノチューブの直径制御

保田諭、畠賢治、

生井竜紀、二葉ド

ン、山田健郎、湯村

守雄、飯島澄男 

H18.7.12 

第３１回フラーレ

ン・ナノチューブシンポ

ジウム 

Direct Synthesis of 

Single-Walled Carbon Nanotube 

Forests on Ni-Based Alloys 

平岡樹 , 山田健

郎、畠賢治、二葉ド

ン、倉知宏行、上村

左四郎、湯村守雄、

飯島澄男 

H18.8.31 
第 67 回応用物理学会

学術講演会 

スーパーグロース法による

Fe-Mo コロイド触媒を用いた単

層カーボンナノチューブフォレ

ストの高純度、密度制御 

西野秀和、畠賢

治、保田諭、生井竜

紀、二葉ドン、山田

健郎、湯村守雄、

飯島澄男 

H18.9.22 
Journal of the 

American Chemical 

Synthesis of Single- and 

Double-Walled Carbon Nanotube 

Tatsuk Hiraoka, 

Takeo Yamada, 
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Society Forests on Conducting Metal Foils Kenji Hata, Don N. 

Futaba, Hiroyuki 

Kurachi, Sashirou 

Uemura, Motoo 

Yumura, and Sumio 

Iijima 

H18.9.26 
The 33rd of Annual 

Meeting of the FACSS 

“ Super-Growth ” Carbon 

Nanotubes 
Don 二葉 

H18.10.3 
第１０回マイクロ・ナ

ノ先端技術交流会 

「スーパーグロース：超効率

高純度単層カーボンナノチュー

ブの合成からカーボンナノチュ

ーブ固体と MEMS への応用」 

畠賢治 

H18.10.1

5 

The 3rd Japan-Korea 

Symposium on Carbon 

Nanotubes 

Recent Advances in “ Super 

Growth ” Synthesis and 

Applications 

山田健郎 

H18.11.2

6 
nature materials 

Shape-engineerable and highly 

densely  packed single-walled 

carbon nanotubes and their 

application as super-capacitor 

electrodes 

DON N. 

FUTABA, KENJI 

HATA, TAKEO 

YAMADA, 

TATSUKI 

HIRAOKA, YUHEI 

HAYAMIZU,YOZO 

KAKUDATE, 

OSAMU TANAIKE, 

HIROAKI HATORI, 

MOTOO YUMURA 

AND SUMIO 

IIJIMA 

H19.1.25 Photonics West 2007 

Super Growth: From Highly 

Efficient Impurity-Free CNT 

Synthesis to  DWNT forests, 

CNTsolids and Super-Capacitors.

畠賢治,山田健郎

H19 年 

発 表 年

月日 

発表媒体 発表タイトル 発表者 
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H19年４

月 
電気化学会誌 

単層カーボンナノチューブの

量産化技術の進展 

湯村守雄、畠賢

治、山田健郎、双葉

Don 

H19年４

月 
電気化学会誌 

スーパーグロースカーボンナ

ノチューブ（SWCNT）キャパシ

タの開発 

末松俊造 , 町田

健治, 玉光賢次, 羽

鳥浩章 

H19年４

月 
Electrochemistry 

Polyfluorene/Carbon 

Nanocomposite for 

Electrochemical Capacitors 

K. Machida, S. 

Suematsu, and K. 

Tamamitsu 

H19 年 

４月 9 日 

MRS Spring07 

SYMPOSIUM (Invited) 

Super Growth: Mass Production 

of Catalyst-Free SWNTs, DWNT 

forests for FEDs, SWNT Solids 

for Super-Capacitors 

K. Hata 

H19 年 

４月 19

日 

Special 

Seminar(Brigham Young 

University,Utah, USA) 

Super-Growth: From Highly 

Efficient Impurity Free Carbon 

Nanotube Synthesis to its 

Advancements and Applications 

T. Yamada 

H19 年 

４月 21

日 

FNANO 07 (Invited) 

Recent Advancements and 

Applications of“Super-Growth” 

Carbon Nanotubes 

K. Hata 

H19年５

月 

International 

Conference on Advanced 

Capacitors 

Development of Carbon 

Nano-tube Capacitor 」 , K. 

Tamamitsu, International 

Conference on Advanced 

Capacitors 

K. Tamamitsu  

H19 年 

6月15日 
CPC 研究会 大容量キャパシタの開発 玉光賢次 

H19 年 

7月11日 

第 33 回フラーレン・

ナノチューブ総合シン

ポジウム 

Are Catalyst Free SWNT 

Forests Free From Impurities? -

Existence of Graphitic 

Carbonaceous Impurities 

S. Yasuda, T.

Hiraoka, Don N. 

Futaba, M. Yumura, 

S. Iijima, and K.

Hata 

H19 年 

7月13日 

第 33 回フラーレン・

ナノチューブ総合シン

ポジウム 

Reinforcement of Epoxy 

Composite Sheets by 

Highly-Oriented, Highly-Loaded 

Single-Walled Carbon Nanotubes

H. Nishino, T.

Hiraoka, T. Yamada, 

Don N. Futaba, and 

K/i Hata 
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H19 年 

7月20日 

日本学術振興会ナノ

プローブテクノロジー

第１６７委員会第４７

回研究会 

単層カーボンナノチューブデ

バイスの現状と実用化に向けて

の課題 

畠賢治 

H19 年 

7月24日 

Advanced Capacitor 

World Summit (ACWS) 

2007 

Electrochemical Capacitors for 

Next Generation Utilizing 

Nanostructured Electrode 

Materials 

S. Suematsu, K. 

Machida, and K. 

Tamamitsu 

H19 年 

9 月 9 日 

 

18-th European 

Conference on Diamond, 

Diamond-Like Materials, 

Carbon Nanotubes and 

Nitrides (Berlin, 

Germany) (Invited) 

“ Super Growth”: Recent 

Advancements and Mass 

Production of Catalyst-Free CNT 

forests 

Don N. Futaba 

H19 年 

9月20日 

 

2007 年電気化学秋季

大会 

有機材料/カーボンコンポジ

ットの電気化学特性とレドック

スキャパシタ 

町田健治、末松俊

造、玉光賢次 

H19 年 

9月27日 

日本化学会第 1 回関

東支部大会 

スーパーグロースカーボンナ

ノチューブの生成と応用 
畠賢治 

H19 年 

10 月  7

日 

212th ECS Meeting 

(Washington DC, USA)

"Super Growth": Mass 

Production of Catalyst-Free 

Single-Walled Carbon Nanotubes 

and their use as Super- Capacitors

K. Hata 

H19 年 

10 月 28

日 

The 4th Japan-Korea 

Symposium on Carbon 

Nanotubes 

SWNTs Mass production by 

Super-Growth CVD and 

development of applications 

K. Hata 

H19 年 

11 月 26

日 

MRS-Fall meeting 

(Boston, USA) (Invited) 

"Super Growth": Applications 

and the Scaling up for Mass 

Production of Catalyst-Free 

SWNTs 

Don N. Futaba 

H19 年 

11 月 28

日 

炭素材料学会年会 

単層カ－ボンナノチューブの

高表面積化とキャパシタ電極特

性 

君塚統、佐伯進、

山田能生、棚池修、

山下順也、二葉ド

ン、畠賢治、羽鳥浩

章、町田健治、末松

俊造、玉光賢次 
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H19 年 

12 月 11

日 

17th International 

Seminar on Double Layer 

Capacitors & Hybrid 

Energy Storage Devices 

Electrochemical Capacitors for 

Next Generation Utilizing 

Nanostructured Electrode 

Materials 

K. Tamamitsu, S. 

Suematsu, and K. 

Machida 

H20 年 

3 月 13 日 

表面技術協会第 117

回講演大会 

地球温暖化と電気二重層キャ

パシタ 
内 秀則 

 

 

(2) 特許 
  出願特許：８件 （内外国特許：２件） 

   平成２０年４月２５日現在公開された件数：０件 

 
 

(3) 受賞実績 

 受賞 １件 

受 賞 年

月日 

賞名 業績名 受賞者 

H19年４

月 

平成 19 年度文部科学

大臣表彰若手科学者賞 

超高効率単層カーボンナノカ

ーボンナノチューブ合成の研究
畠賢治 

 

 
１．７．２ プレス発表状況 
 平成１８年度のプロジェクト開始からこれまでに、以下の５件の成果に対するプレス発

表を実施した。 

H18 年 

H18.11.27 

日経産業新聞 

化学工業日報 

フジサンケイビジネス

アイ 

毎日新聞, 読売新聞 

日本経済新聞 

世界日報 

形状デザイン可能なカーボン

ナノチューブ高密度固体 
Don 二葉,畠賢治

H19.1.1 世界日報 

カーボンナノチューブ量産技

術の道を開いたスーパーグロー

ス法 

畠賢治 

H19.1/23～ 世界日報 未来プロジェクト動く-次世 畠賢治 
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代キャパシタ 上・下 1/24 

H19.1/23～

1/24 
日経産業新聞, 

未来プロジェクト動く-次世

代キャパシタ 上・下 
玉光賢次 

H19.2/7 ～

2/12 

日経産業新聞 

化学工業日報 

フジサンケイビジネス

アイ 

日刊工業新聞 

読売新聞 朝日新聞 

常陽新聞 

NHK 総合 首都圏ネッ

トワーク 

畠賢治,日本ゼオ

ン株式会社 

単層カーボンナノチューブの

安価な大量合成を開発 

 
 

 

１．７．３ その他の成果普及について 
 

Nanotech2007、Nanotech2008 に出展し、プロジェクト成果普及に努めた。特に Nanotech2007

においては、ナノテクフェア素材部門賞を受賞した。 
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２．研究開発項目毎の成果 

 

本プロジェクトでは、従来の活性炭を電極に用いたキャパシタに代わり、カーボンナノ

チューブを用いた耐久性のあるエネルギー密度が 20Wh/kg 以上のキャパシタを開発する。

このために、①単層カーボンナノチューブの高配向、高密度化技術並びに製品化に必要と

されるカーボンナノチューブ量産化技術および②カーボンナノチューブキャパシタ開発を

実施する。以下、①～②についての成果を報告する。 

 

２．１ 研究開発項目①カーボンナノチューブ量産化技術開発 

 

２．１．１ 開発課題の設定 

研究開発項目①では、単層カーボンナノチューブの比表面積、純度、長さ、配向性な

どの構造を制御しながら量産するための基盤技術を開発する。グラフェンシート構造で構

成され、層の数が１層で、外径が１nm～５nm の配向した単層カーボンナノチューブを基板

上に構造制御された形で非常に効率良く大量に合成する技術を開発する。層の数を一層と

限定するのは、単層カーボンナノチューブはキャパシタ応用にとって不可欠な物性値であ

る比表面積がもっとも大きいためである。 

そのために、以下の研究項目を実施した。 

ア．触媒・助触媒・基板の研究 

量産性に向いたできるだけ安価で、信頼性の高い触媒系の開発を行う。 

イ．大面積化カーボンナノチューブ合成技術の開発 

大型基板で均一にカーボンナノチューブを合成する CVD 合成技術を開発する。 

ウ．長尺化・高効率カーボンナノチューブ合成技術の研究 

スーパーグロース法の 適化、新しいプロセスの模索、より高活性の触媒開発、触媒失

活のメカニズムを解明等により、超寿命の触媒・成長プロセスの開発を通じて、 終目標

(10mm )の配向バルクカーボンナノチューブ構造体の成長技術を確立する。 

エ．構造制御カーボンナノチューブ合成技術の研究 

カーボンナノチューブ構造体の直径、品質、密度、純度、比表面積を制御する合成技術

を開発する。 

オ．キャパシタ 適カーボンナノチューブ探索及び合成技術の研究 

構造制御されたカーボンナノチューブ構造体からキャパシタに 適なカーボンナノチュ

ーブ構造体の探索・設計・評価を進める。 

カ. 単層カーボンナノチューブ標準化のための計測評価技術の開発 

単層カーボンナノチューブ標準化のための計測評価技術を開発し、得られた結果は、ISO

標準化にむけたワーキングドラフトへと反映させる。  
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２．１．２ 開発成果の概要 

 

これまでに次の４つの優れた成果が得られている。（）内は実施課題名 

（１）低コストカーボンナノチューブ合成触媒の開発 

（ア．触媒・助触媒・基板の研究） 

（２）Ａ４サイズ基板上での単層カーボンナノチューブ成長技術並びに連続合成装置開発 

  （イ．大面積化カーボンナノチューブ合成技術の研究） 

（３）高さ１センチのフォレストの合成 

（ウ．長尺化・高効率カーボンナノチューブ合成技術の研究） 

（４）高密度単層カーボンナノチューブの創製 

（エ．構造制御カーボンナノチューブ合成技術の研究） 

 
 

得られた成果の概要を以下に示す。 

（１）低コストカーボンナノチューブ合成触媒の開発 

平成１８年度において、従来スーパーグロース法で基板として使用されていたシリコン

ウェハーを置き換える低コストでスケーラビリティな基板の検討を行った。800℃近くの温

度条件下で、水素還元雰囲気、水分添加、酸化雰囲気に対しての高い耐久性、かつカーボ

ンナノチューブの合成、基板表面のクリーニング条件等のプロセス適性を検討し、安価な

ニッケル合金基板上での合成に成功した。 

 ア－２触媒 

平成１８年度において、基板に触媒を担持させる方法として、これまではスパッタリン

グ等のドライプロセスで行っていたが、できるだけ安価で連続化、大面積化に適したプロ

セス開発のため、コロイド溶液法等などのウェット合成法による触媒開発を行った。ウェ

ット合成法で作製した基板を用いてスーパーグロース法で成長を行い、ドライプロセスで

作製した基板と同等の高効率成長を達成した。成長後の写真、ＳＥＭ像を図１に示す。 

 

        

図１ ウェットプロセス触媒を用いて成長させたカーボンナノチューブ 

平成１９年度において、基板に触媒を担持させる方法として、これまではスパッタリン

グ等のドライプロセスで行っていたが、できるだけ安価で連続化・大面積化に適したプロ
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セス開発のため、溶液を塗布して触媒薄膜を作製するウェットプロセスによる触媒開発を

行った。 

 触媒の塗布方法として、これまでスピンコーティングを用いていたが、より大面積を

塗布可能なバーコーティング等の塗布方法で触媒薄膜を製膜することに成功した。バーコ

ーティングによる触媒塗布のイメージを図１に示す。 

 
触媒溶液

コイルバー

触媒溶液

コイルバー

 

 

 

による触媒塗布イメージ 

図 1 バーコーティング 
 

 

触媒としてコロイド溶液を用いる方法を開発したが、更に低コスト・安定性の良い金属

塩溶液を塗布する方法を開発した。また、触媒の担持層をこれまでスパッタリングで形成

していたが、このプロセスについてもウェットプロセスによる製膜に成功した。触媒担持

層／触媒層をウェットプロセスで金属基板上に製膜して、スーパーグロース法で成長を行

い、高比表面積（非開口状態で１０００m2/g以上）で、均一に垂直配向したカーボンナノチ

ューブ構造体を得ることができた。成長後の外観写真を図１に示す。 

 

 
図 2 ウェットプロセス触媒を用いて成長させたカーボン

ナノチューブ構造体 
 

 
 

 

（２）Ａ４サイズ基板上での単層カーボンナノチューブ成長技術開発 

平成１８年度において、独立行政法人 産業技術総合研究所と共同で、大面積スーパーグ

ロース合成炉を設計・試作した。これを用いて、Ａ４サイズの金属基板の全面に均一な単

層カーボンナノチューブ構造体を合成することに成功した（図２）。合成された単層カー

ボンナノチューブは、世界 高レベルの高純度（炭素純度９９．９％以上）、高比表面積

（非開口状態で１０００m2/g以上）で、均一に配向した構造体を形成している。成長面積と

しては従来の１００倍のスケールアップとなった。今回開発した技術は単層カーボンナノ

チューブの工業的大量生産のコア技術になると考えている。 

図２（右） 

Ａ４サイズの金属フォイル上に合成された 

単層カーボンナノチューブ構造体 
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平成１９年度において、原料ガス（キャリアガス、エチレンガスなど）を、より低コス

トなガス種に代替することでＣＶＤプロセスの低コスト化に成功した。従来、低コストガ

スを使用したＣＶＤではカーボンナノチューブ合成にムラがあり（図３）、特に大面積基

板上での均一合成は困難であったが、ガス供給系を工夫し、系中のガスの流れを制御する

ことで、Ａ４サイズ基板全面に均一な単層カーボンナノチューブ構造体を合成することに

成功した（図４）。合成された単層カーボンナノチューブは、１．０ｇ／A4 以上、高比表

面積（非開口状態で１０００m2/g以上）で、従来の原料ガスによる合成とほぼ同等である。

今回開発した技術によって、製造コストを従来の約１／５程度に削減することが可能とな

る。 

 

 

 

 

 

 

 図３ 従来のガス供給系によって

基板上に生成したＣＮＴ 

図４ 開発したガス供給系によって

基板上に生成したＣＮＴ 

CNT 合成
 

 

大面積基板合成技術開発で蓄積され

たガス制御技術を基に、単層カーボン

ナノチューブ合成を連続的に行うこと

ができる連続ＣＶＤ合成炉を開発した。

独自のガス給排気系を開発することに

よって、基板上へ原料ガスを均一に供

給することと同時に、実験条件を幅広

く変更することを可能にした。 
図５ 連続ＣＶＤ合成炉 

 

 
 

 
 

（３）高さ１センチのフォレストの合成 

平成１８年度において、スーパーグロース全自動合成装置探索合成部を改良し、in-situ 高
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さ計測系の構築、in-situ 反応ガス分析系の導入、ガス供給システム改良を行った。また、垂

直ガス供給等の手法で、超効率成長を目指した、超高効率スーパーグロース単層カーボン

ナノチューブ合成装置を設計、立ち上げ、運転を行い、これらの技術により、高さ（長さ）

が４mm 以上の配向バルクカーボンナノチューブ構造体の合成に成功した。 

平成１９年度において、スーパーグロース法の 適化、新しいプロセスの模索、より高

活性の触媒開発、触媒失活のメカニズムの解明等を行った。カーボンナノチューブ成長時

の触媒を直接観察できる BALL-CVD を開発し、水分の効果を検証した。その結果、水分に

は触媒を覆って失活させるカーボンを取り除く作用があり、触媒の賦活能があることが解

明された。特定の成長条件で発現する超寿命成長、ハイパーモードを見出し、高さ１セン

チのフォレストの合成に成功した。 
 
（４）高密度単層カーボンナノチューブの創製 

平成１８年度において、スーパーグロース法を用いて合成した、カーボンナノチューブ

垂直配向構造体中の単層カーボンナノチューブは、ミリメートル以上の長さ、１０００m2/g

の高い比表面積、９９．９％以上のカーボン純度を持ち、かつ配向している。しかしなが

ら、成長直後にはカーボンナノチューブの体積占有率は４％程度と、非常に密度の低い材

料であり、そのままでは、キャパシタ用電極材料に使うことが難しいが、このフォレスト

のカーボンナノチューブを分散させ、ばらばらにして、成型加工してしまうと構造特性が

失われてしまう事が問題であった。フォレストの構造特性を損なわずに、高密度化する技

術について検討を重ねた結果、直配向構造体を、溶液に浸し乾燥させると、溶媒の表面張

力とカーボンナノチューブ間のファンデルワールス力により、チューブをくっつけるジッ

パー効果が発現し、配向したナノチューブを稲穂の束のように高密度化（0.5g/cm3以上）で

きることを見出した。また、非常に弱い外力を本プロセス中に与えると、形状を棒状や、

シート状等様々な形に成型することが可能であることを見出した。本プロセスは、分散・

精製等を一切使用しないため、カーボンナノチューブにダメージをまったく与えないで、

高密度化成型加工ができる。そのため、創製されたカーボンナノチューブ固体は、単層カ

ーボンナノチューブの本来の特性をそのまま保持し、高い比表面積１０００m2/g、導電性（1

Ω/□）、柔軟性（シート形状の場合折り曲げ可能）を持つ。また、高密度化のため、フォ

レストと比較して 70 倍強度も増し、グラファイト並みの強度（Vickers強度７－１０）を

持つ。固体中のカーボンナノチューブはミリメートル超えの長尺、９９．９％以上のカー

ボン純度、かつ配向性といったフォレストの優れた特性も同時に保持している。 

 

 

２．１．３ 成果のまとめと今後の展開 

（成果の達成度） 

 ２）基本計画に示す中間目標・ 終目標に対する達成度 

ア．触媒・助触媒・基板の研究 
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 ：中間目標に対して 100%・ 終目標に対して 50 % 

イ．大面積化カーボンナノチューブ合成技術の研究 

 ：中間目標に対して 100%・ 終目標に対して 50 % 

ウ．長尺化・高効率カーボンナノチューブ合成技術の研究 

 ：中間目標に対して 120%・ 終目標に対して 60 % 

エ．構造制御カーボンナノチューブ合成技術の研究 

 ：中間目標に対して 100%・ 終目標に対して 80 % 

オ． 適カーボンナノチューブ探索及び合成技術の研究 

 ：中間目標に対して 100%・ 終目標に対して 50% 
 

 
（まとめ） 

１）触媒技術、キャリヤガスの低コスト化、連続合成について、大幅な進展が見られた。

触媒については、従来の鉄のスパッタリングに対して、Ｆｅコロイドを用いたウェット

プロセスで鉄の超微粒子を形成し、従来の鉄のスパッタリングと同等レベルのカーボン

ナノチューブの合成を確認した。また、ウェットプロセスを更に発展させ、硝酸鉄触媒

とを共にウェットプロセスで形成した積層基板でのカーボンナノチューブの合成を確

認した。 

２）ウェットプロセスの品質均一化のためにバーコーティング法を開発し、ウェットコ

ートでもＡ４サイズで均一なカーボンナノチューブ合成が出来ることを確認した。 

３）触媒を形成した基板をメッシュベルトに乗せるだけで、カーボンナノチューブ合成

を連続的に行うことのできる連続炉の設計と製作を完成させた。 

これらの技術によって、キャパシタに対応できる低コスト化と量産供給の事業化可能性

が見えてきた。 

 

（今後の展開) 

キャパシタの電極材料として使用するためには、未だ生産製造費が高価であるため、

より一層の超高効率成長による低コスト化を図る必要がある。また、ＣＮＴ合成を毎

回、安定した収量で再現性良く合成を可能にする成長安定化の技術や、再利用プロセ

スを安定化する技術開発も低コスト化にとって重要な鍵となる。このように、ＣＮＴ

の生産性を向上させてコストを低減させるためにも、ＣＮＴ合成の高収率化、ＣＮＴ

合成及び品質、再利用プロセスの安定化が必須の技術課題となる。そこで上記、技術

課題を踏まえ以下の研究開発を行う。 

[高収率化] 

・従来の製膜手法よりも、より多様な触媒の製膜が可能でかつ制御性が良いレーザー

アブレーション法による製膜装置を用いて、超高効率成長に 適な新規触媒開発を

行う。 
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・超高速成長技術を改良して、さらなる高収率化技術を開発する。 

・大面積ＣＶＤ合成装置に超高速成長技術を導入することにより、大面積で CNT 生産

量を向上させる技術を確立する。 

[安定化] 

・リサイクルプロセス中で発生する基板の変形量を測定する装置を追加することによ

り、変形のメカニズムに関する知見を得て、数百回のＣＮＴ成長でも変形せず安定

して再利用可能な基板を開発する。 

・平成 20 年度に開発した基板長期耐久試験システムのカーボンナノチューブ剥離部、

洗浄部、触媒形成部といった各工程を改造し、安定した再利用プロセスの技術を構築

する。 

・連続ＣＶＤ合成装置で、ＣＮＴの合成量・品質の安定化プロセスの開発を行う。 
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２．２ 研究開発項目②カーボンナノチューブキャパシタ開発 

 

２．２．１ 開発課題の設定 

研究開発項目②では、カーボンナノチューブ量産化技術の開発ステージに合わせて、高

エネルギー密度・高パワー密度・良好な寿命特性を有する単層カーボンナノチューブキ

ャパシタの開発を目指す。カーボンナノチューブの中で も比表面積の高く，高い容量

密度が期待できる単層カーボンナノチューブを電極材料としたキャパシタデバイス製造

技術の開発，高作動電圧化などの高性能化技術開発，さらに高エネルギー密度に特化し

たコンポジット電極を用いたキャパシタ開発を行う。 

そのために，以下の研究項目を実施した。 

ア．デバイス製造技術の開発 

 セル設計、集電体開発、電極接合技術の開発など、革新的性能が期待できる単層カー

ボンナノチューブに 適なデバイス製造技術の開発を行う。 

イ．高性能化技術開発 

 高作動電圧化を実現するため、デバイス劣化機構の解明、電解液や電極界面構造の選

択・設計・評価などを技術課題とする。 

ウ．コンポジット電極の研究開発 

 電気化学的な酸化還元（レドックス）反応を利用して電荷を貯蔵・放出する電極活物

質と単層カーボンナノチューブとの複合化により、高エネルギー密度電極として有望な

コンポジット電極の開発を行う。 

平成 18-19 年度においては、単層カーボンナノチューブのキャパシタ電極材料開発とコ

ンポジット電極用活物質の開発に重点を置いた。 

 

 

２．２．２ 開発成果の概要 

 
これまでに次の３つの優れた成果が得られている。 

（１）革新的な電極作製方法の開発 

（２）高パワーキャパシタ 

（３）大容量コンポジット電極 

 
得られた成果の概要を以下に示す。 

（１）革新的な電極作製方法の開発 

集電体と単層カーボンナノチューブ

（SWCNT）との接合技術の開発を検討し

た。紙漉法によりSWCNTフレークをシー

ト化したSWCNTペーパーや，垂直配向し

た基板成長SWCNT構造体を，接着剤フリ
 

図１ バインダーフリーSWCNT キャパシタ電極 
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ーで接合することに成功した。接合した電極はキャパシタとして作動可能であり、低抵

抗であることが分かった。電極化してもある程度の配向状態を維持しており、高い電極

密度（0.6 g/cm3以上）を有していることが分かった（図１）。 

 
（２）高パワーキャパシタ 

ラミネートセルにて SWCNT ペーパー電極と SWCNT 構造体電極を比較した。結果，

SWCNT 構造体電極キャパシタは SWCNT ペーパー電極キャパシタに比べて約 1.5 倍の出

力密度を示すことが明らかになった。電子移動抵抗、イオン拡散抵抗の両方が低減され

たためであることが分かった。 も高いパワー密度を示した SWCNT 構造体電極キャパ

シタは，従来の活性炭電極を用いたキャパシタに比べ 2 倍以上のパワー密度であること

が明らかとなった。 

 
（３）大容量コンポジット電極 

まず 初に正極材料として，無置換フルオレンをモノマーとして、コンポジット電極化

を検討した。作製したコンポジット電極は SWCNT 単独電極に比べて約 2 倍の容量密度

を示すことを確認した(200F/g 以上)。次に，精密に重合したポリフルオレン/SWCNT コン

ポジット電極は、約 250-350F /g という大きな容量密度を示した。 

また、無機の活物質材料である RuO2 ナノ粒子を SWCNT フレークに高分散したコンポ

ジット材料を作製。それを電気泳動法によりキャパシタ電極に成型した。その電極は水

系電解液ではあるが約 700 F g-1 という高容量密度を発現することが明らかとなった。 
 

２．２．３成果のまとめと今後の展開 
 

（成果の達成度） 

ア．デバイス製造技術の開発：中間目標に対して 80%・ 終目標に対して 60 % 

イ．高性能化技術開発：中間目標に対して 70%・ 終目標に対して 50% 

ウ．コンポジット電極の研究開発：中間目標に対して 90%・ 終目標に対して 70% 

エ．キャパシタの海外調査：中間目標に対して 80%・ 終目標に対して 60 %  
 

（まとめ） 

１）紙漉法によりSWCNTフレークをシート化したSWCNTペーパーや，垂直配向した基

板成長SWCNT構造体を，接着剤フリーで接合することに成功した。接合した電極はキ

ャパシタとして作動可能であり、低抵抗であった。また，電極化してもある程度の配向

状態を維持し、高い電極密度（0.6 g/cm3以上）を有していることが分かった。 

２） も高い出力密度を示した SWCNT 構造体電極キャパシタは，従来の活性炭電極を

用いたキャパシタに比べ 2 倍以上の出力密度であることが明らかとなった。 

３） 精密重合したポリフルオレンと SWCNT フレークを複合化させたコンポジット電極

は、約 250-350F/g という大きな容量密度を示した。 
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（今後の展開) 

革新的な電極作製法により，SWCNT と集電体のみで構成された電極を両極としたキャ

パシタを試作したところ，従来活性炭電極キャパシタの定格電圧（2.5V～2.7V）を大き

く上回る 3.5 V という高耐電圧を有していることが分かった。つまり，従来活性炭電極

キャパシタでは大きく容量が低下するのに対して，SWCNT 電極キャパシタは 1000 時間

の電圧負荷後も容量減少が 10％程度であることが明らかとなり、優れた寿命特性を示

すことが確認された。この 3.5V という高電圧において，15.8Wh/kg のエネルギー密度，

9.93kW/kg のパワー密度が得られ（表１），中間目標で定めた設定値をほぼ満足した。

さらにこの SWCNT 電極を開口処理することで 1.6～1.7 倍に容量増加が期待でき， 終

目標である 20Wh/kg のエネルギー密度，10kW/kg のパワー密度の達成が見込める。 

またコンポジット電極開発において，さらに高エネルギー密度を有するキャパシタ

が作製できれば， 終目標のエネルギー密度を大きく上回る可能性もある。 

ただし，前述の試験温度が 40℃であるため，一般的なキャパシタ寿命試験温度であ

る 60℃以上の高温での耐久性を評価する必要がある。今後は SWCNT 電極キャパシタに

ついて 60℃以上の高温電圧負荷試験を行い， 終目標項目の一つである 15 年の寿命

特性の達成を目指す。 
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Ⅳ． 実用化、事業化の見通しについて 

 

①カーボンナノチューブ量産化技術開発 
本プロジェクト全体の 終目標は、単層カーボンナノチューブを利用したキャパシタの

実用化であり、カーボンナノチューブ量産化技術開発は、実用化を可能とするコストと量

産供給を可能とする単層カーボンナノチューブ製造プロセスの要素技術開発を目標として

いる。 

 本プロジェクトスタート時点での、単層カーボンナノチューブの技術は、従来の単層

カーボンナノチューブとの比較で、長さ、成長速度、触媒効率、純度において優れた製法

ではあったが、コストと量産性については多くの課題が有った。 

 まず、①カーボンナノチューブを生成させる基板がシリコンウェーハーであるため、

大面積化が出来ないことと、基板コストが高かったこと、②カーボンナノチューブ生成に

おけるキャリヤガスがヘリウムガスであるため大きなコストアップ要因であったこと。③

触媒形成が助触媒のアルミナスパッタの後に触媒の鉄のスパッタを行うプロセスであるた

め、生産性低かったこと、④触媒の還元とカーボンナノチューブの生成が不連続プロセス

であるため量産性が低かったこと等が挙げられる。 

 上記課題に対して、Ｈ18 年度は、高価で且つ量産性に必須な大面積化が難しいシリコ

ンウェーハー基板代替の探索により、ニッケル合金上でもカーボンナノチューブ合成が可

能である事を発見した。また、量産化に向けた大サイズ化の検討では、熱流体シミュレー

ションを活用する事で、Ａ４サイズの大型基板上でも、従来の１ｃｍ角サイズと同等品質

のカーボンナノチューブを大量に合成する事に成功した。 

 また、Ｈ１９年度では、触媒技術、キャリヤガスの低コスト化、連続合成について、

大幅な進展が見られた。触媒については、従来の鉄のスパッタリングに対して、Ｆｅコロ

イドを用いたウェットプロセスで鉄の超微粒子を形成し、従来の鉄のスパッタリングと同

等レベルのカーボンナノチューブの合成を確認した。また、ウェットプロセスを更に発展

させ、硝酸鉄触媒とを共にウェットプロセスで形成した積層基板でのカーボンナノチュー

ブの合成を確認した。またウェットプロセスの品質均一化のためにバーコーティング法を

開発し、ウェットコートでもＡ４サイズで均一なカーボンナノチューブ合成が出来ること

を確認した。 

 キャリヤガスについては、従来のヘリウムガスに代わるものとして、窒素ガスを検討

した。ヘリウムと窒素の粘性特性の違い等を考慮し、熱流体シミュレーションによってヘ

リウムガス同等の基板表面の水、エチレン等のガス濃度均一性を可能とするガス供給シャ

ワーシステムを開発し、窒素ガスでも合成が可能である事を確認した。更に、熱流体シミ

ュレーション技術を発展させ、触媒を形成した基板をメッシュベルトに乗せるだけで、カ

ーボンナノチューブ合成を連続的に行うことのできる連続炉の設計と製作を完成させた。

これらの技術によって、キャパシタに対応できる低コスト化と量産供給の事業化可能性が
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見えてきた。本プロジェクトは予定通り進展しており、プロジェクト終了後の実用化・事

業化に向けて実機に近いパイロットレベルまでのスケールアップの可能性を探索するため

の設備を平成２０年度中に設計し研究投資する予定である。 

 

②カーボンナノチューブキャパシタ開発 

カーボンナノチューブ（CNT）を利用したキャパシタの研究開発は，特に高いパワー密度

が得られる電極材料として注目されている。しかし，従来検討された CNT の多くが多層 CNT

であるため，現行電極材料である活性炭に比べ容量密度が低い問題点があった。一方，従

来の単層カーボンナノチューブは多層 CNT に比べ高い容量密度が得られるが，活性炭に及

ばない結果であった。これに対して本プロジェクトの SWCNT は，理想に近い比表面積が得

られることで As-grown でも現行活性炭に匹敵する高い容量密度が得られる。さらに開口処

理などの高容量化処理を施すことで容量密度の向上も期待できる。従って，キャパシタの

電極材料として高いエネルギー密度，パワー密度が望めるといえる。さらに本プロジェク

トにて開発した革新的な電極作製方法などキャパシタ作製技術により，性能面では現行活

性炭を用いたキャパシタに比べ優れたキャパシタ構築の可能性が見えてきている。本プロ

ジェクトは予定通り進展しており、プロジェクト終了後の実用化・事業化に向けて１００

０F 級 SWCNT キャパシタ作製技術開発を進めていく。平成２３年のプロジェクト終了後，

SWCNT コストおよび生産量に合わせ，大容量・大型用途への市場展開を進める予定である。 
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