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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 
 

持続可能な化学のための欧州テクノロジー・プラットフォーム 
(SusChem)の活動状況(EU) 

 

本稿では、欧州での産業界主導の組織・取組である欧州テクノロジー・プラットフォー

ム(ETP)1 の一つ持続可能な化学のための欧州テクノロジー・プラットフォーム(略称：
SusChem)2 について、戦略研究計画(SRA：2005.11発表)を中心にその活動状況を紹介す
る3。このSusChemでは、産業分野でのバイオテクノロジーの利用促進を主要な活動領域
の一つとしている。 

 
1. 欧州テクノロジー・プラットフォーム（ETP） 
 
欧州テクノロジー・プラットフォーム（ETP）は、特定の技術テーマについての研究開
発を促進するため、欧州連合(EU)支援の下で、産業界主導で設立・運営される組織・取組
である。現在、個別の技術テーマ毎に30以上のETPが設立されている4。 

ETPの活動は通常以下の 3段階で行われる。 
 
①産業界主導でステイクホルダー（利害関係者）が一同に集まって会合を開き、対象と

する技術の関する共通展望（コモンビジョン）の合意に至る。 
②ステイクホルダー達によって、対象技術に関する中長期的な戦略研究計画(SRA 5)を作
成する。 
③ステイクホルダー達がそれぞれ人材や資金を投入して SRAに取り組む。 
 
このように、ETPでは、中長期的な観点でそれぞれの技術テーマ毎の SRAの作成や研
究開発の優先順位付けなどを行っている。SRAの作成後は、各 ETPの活動は SRAを踏ま
えて行われるため、SRAが重要な役割を果たしている。 
 
2.持続可能な化学のための欧州テクノロジー・プラットフォーム(SusChem) 
(1) 概 要 

SusChem の設立は 2004年 6月で、約 1年半後の 2005年 11月に SRAが策定されて
いる。SusChemの設立趣旨・活動目的は以下の通りである。 
                                                 
1 ETP：  European Technology Platform 
2 SusChem : The European Technology Platform for Sustainable Chemistry 
3 前回のライフサイエンス特集(1003号、2007年 7月 4日発行)では、ライフサイエンス・バイオテクノロジ
ーに関係する 5つの ETP（「革新的な医薬品」「ナノメディスン（ナノテクノロジーの医学への応用）」
「フォトニクス 21」「統合スマートシステム」「持続可能な化学」）の概要を紹介した。 

4 ETPについてのより詳細なことは海外レポート997号参照。「欧州テクノロジー・プラットフォーム」 
  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/997/997-02.pdf 
5 SRA： Strategic Research Agenda 
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産業バイオ 反応・プロセス設計 材料技術 

執行会議 

事務局 

ミラーグループ 

  ・化学、バイオテクノロジー、化学工学の領域において欧州での研究開発とイノベー

ションを促進する。 
  ・欧州の化学産業全体の持続可能性と継続的な競争力に貢献する革新的化学と技術の

開発を促進する。 
・三つの主な技術革新領域（産業バイオテクノロジー、材料技術、反応およびプロセ

ス設計）で、環境に配慮し、エネルギーや資源の効率的なプロセスや生産技術にお

いて最先端の開発を行う。 
・化学分野での改革の大きな障害を見極め、それを解決する行動を取る。 

 
(2) SusChemの組織構造 
本 ETPは 3つの部門（産業バイオ、材料技術、反応・プロセス設計）さらに執行会議、
分野横断的な事項を対応する横断事項グループ(Horizontal Issues group)、  事務局
(Platform secretariat)、加盟国各国の代表者で構成されるミラーグループ (Member 
States’ Mirror Group)で構成されている（図 1参照）。 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

（出所：同 TPの webサイト） 

 
 

 
図 1 持続可能な化学 TP (SusChem)組織構造 

 
（3）SusChemと他の ETPとの関連 
 本 ETPは「化学」という汎用的な科学分野を対象とするため、他の多くの ETPの取組
課題と関係している(表 1参照)。例えば、産業バイオ関係を見ると、バイオマスの産業利
用・バイオリファイナリーでは森林 ETPや将来のプラント ETPと、バイオ燃料ではバイ
オ燃料 ETP、水素・燃料電池 ETPなどと、酵素利用ではナノメディスン ETPなどと関連
している。 
本来それぞれの ETPは個別に活動しているが、活動領域が重なるこれらの ETP間では

執行会議、事務局、参加メンバー間などの各レベルにおいて、情報交換などの協力が適宜

行なわれている。 
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表 1 持続可能な化学 ETP(SusChem)と他の ETPとの関連 
持続可能な化学 ETP（SusChem）のテーマ 

関係する他のテクノロジ
ー・プラットフォーム 材料技術 反応・プロセス設計 産業バイオ 

 
水素・燃料電池 
 

 
膜、水素の運搬と貯蔵 

 
触媒、CO2分離 

 
生物由来の水素源 

ENAC-ナノエレクトロ
ニクス 

 
電子材料 
 

  

 
ARTEMIS-内蔵システム 
 

 
軽量、半導体材料 

  

 
eMobility-通信 
 

 
軽量、半導体材料 

  

 
光 電 池 
 

光子転換が強化された材
料 

 
材料の合成と精製 

 

 
ナノメディスン 
 

ナノメディスンの分析、
薬品コーティングの改良

カプセル化技術 薬剤搬送材料の酵素的機
能付加 

 
革新的医薬品 
 

生体適合性のある材料、
センサのための材料 

毒性などのイン・シリコ
予測 

 

 
ACARE-航空 
 

 
軽量材料、省エネ 

  

 
ESTP-宇宙技術 

宇宙船製造のための新材
料、エネルギー供給、リ
サイクル、次世代隔離材
料 

  

 
WSSTP-水供給 

センサ、光反応性コーテ
ィング、分離のためのナ
ノ構造の膜 

オンラインモニタリン
グ、浄水、廃水処理 

クリーンな酵素利用プロ
セス 

 
ERTRAC-道路輸送 
 

エネルギー貯蔵システム
協調的・インベントリ計
画 バイオ燃料 

 
TPSafety-産業安全 

センサ、高耐性材料、個
人用安全装備のための材
料の改善 

より安全なプロセス、リ
スク評価手法 

 

 
FTP-森林資源 

 
ハイブリッド材料 

 
分離と浄化技術 

リグノセルロースを基に
したバイオリファイナリ
ー 

 
MAMUFUTURE-製造 
 

 
ナノマテリアル 

 
加工、ライフサイクル 

 

 
将来の植物 
 

  
バイオマスの最適化、産
業利用のための作物 

バイオ燃料  
バイオマスからの合成ガ
スを生産するための触
媒、保護コンセプト 

バイオ燃料生産（特にバ
イオエタノール） 

生命のための食品 
新たな包装材料、栄養補
助食品の生体利用効率の
増加 

製剤工学、カプセル化 原料としての有機廃棄物
の利用 

ETP･FIC-繊維と衣服の
将来 

新たな（特性を持つ）繊
維  

新たな酵素と洗剤、革新
的な繊維、新たなプロセ
スなど 

 
注）関連性大：□、関連性中：□、関連性小：□ 

（出典：SusChemの SRA） 
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3.  SusChemの活動内容 
以下では、SusChemのSRAから研究対象領域・具体的な研究課題を紹介する。 

 
3-1  SusChemで対象とする研究領域 
 SusChemのSRAの冒頭では、世界の他地域・国との比較を行い欧州の化学産業（つまり
SusChem）の特徴を明らかにしている(表2参照)。欧州の「強み」としては良好なインフ
ラの保有や高熟練度の労働者などが、「弱み」としては研究開発から実用商品への移行の

遅さ、研究資金の不足などが挙げられている。 
 

表2 SusChemと欧州の化学産業の強みと弱み機会と脅威 
強  み 弱   み 

・ EUは良好な化学品製造インフラを保有している
・ EUは資源利用とCO2排出の面で最も効率的な生 
   産能力を保有している。 
・ EUは高度に熟練した労働者を供給している。 
・ 化学品（医薬品とファインケミカル）、酵素、 
（バイオ）製品で世界をリードしている 

・ EU内の非常に多様な再生可能資源にアクセス 
できる 

・ 起業家達の不足 
・ 研究開発成果の商品への移行の遅さ 
・ 新しい機会を生かすためのスキルセットの不足 
・ 専門的技術に関する機関の不足 
・ 研究開発資金の不十分さ 
・ バイオテクの利用についての産業内での認識の

欠如 
・ 各国とEUの研究計画間の連携の不十分さ 

機  会 脅   威 
・ EUは、他の競争者達よりも、革新的で世界を 
リードする製品を開発するための好立地である。

・ EUの好立地 
―持続可能な化学における市場リーダーになる 
―競争的な市場で強みを得るために産業バイオで

の世界をリードする地位を築く 
―厳しさが増加している世界的な環境面の目標を

活かす 

・ 米国とアジアからの脅威 
・ 新たな製品とプロセスに対する社会的受容度の

欠如 
・ 化学会社がEU域内を離れるリスク 
・ 不適切な法規制と過度な官僚制（より低い標準が

ある地域への生産のシフト） 
・ 好ましくない財政・資金的条件 

（出典：SusChemの SRA） 

 
上記のような現状認識などを踏まえて本 ETP で取り組むべき研究領域を図 3 のように

明らかにしている。バイオテクノロジー関係の研究領域としては、産業バイオ領域では生

体触媒・微生物の利用促進等、材料技術領域では生物由来の材料開発、反応・プロセス設

計領域では生物工学的プロセスなどが挙げられている。 
 

表3 SusChemで対象とする研究領域 
 
 
(1)産業バイオ 

 

・ 新たな酵素と微生物 
・ 微生物ゲノム学とバイオインフォマティクス（生物情報学） 
・ 代謝工学とモデリング 
・ 生体触媒機能と最適化 
・ 生体触媒プロセス設計 
・ 革新的な発酵の科学と工学 
・ 革新的な後処理プロセス 

 
 
(2)材料技術 

 

・ 構造・物性関係の根本的な理解. 
・ コンピュータ材料科学 
・ 分析技術の開発 
・ 改良材料の実験室規模合成からのスケールアップのための新生産プロセス
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・ 生物由来の材料およびとナノ複合材料  
 
 
(3)反応・プロセス設計 

 

・ 新たな合成コンセプト 
・ 触媒転換 
・ 生物工学的プロセス 
・ プロセス強化 
・ イン・シリコ技術 
・ 精製と製剤 
・ プラント制御とサプライチェーンマネジメント 

(4)分野横断的事項 

 

・ 社会的関心の喚起 
・ 革新に向けての支援 

（SusChemの SRAから抜粋） 

 
3-2  SusChemで取組む具体的な研究課題 
 より具体的にブレイクダウンした研究課題を以下に掲載する。産業バイオではバイオリ

アクター（微生物や生体触媒を利用した生化学反応を行う装置）6 の開発に主眼が置かれ

ており、個々の研究課題については多岐にわたるが、バイオテクノロジー関連では、酵素、

バイオリアクター、微生物、発酵、生物由来材料、バイオマス生産・利用、バイオリファ

イナリーなどの研究課題が取りあげられている。 

 
(1)産業バイオ(図2参照) 
①新たな酵素と微生物  
・産業使用のための生物学的プロセス（新または改良した微生物と酵素）の範囲の拡大 
・新しいツールや技術を通しての酵素の新しい機能や特性の発見 
②微生物ゲノム学とバイオインフォマティクス 
・機能ゲノム学、システム生物工学、バイオインフォマティクス、合成生物学を通じて

のゲノム情報の有用性と利便性の増加 
・微生物学の理解の向上：特に産業的に興味深い特質や経路について 
③代謝工学とモデリング 
・産業条件下での分子面および微生物的代謝のよりよい理解の進展 
・バイオエタノール、バイオマテリアル、バルク化学品、エナンチオピュア的

(enantiopure)な分子を含む特殊品の効率的な生産のための先進的代謝工学研究 
・新しい非天然生産物に焦点をあてた新しい経路・ネットワークの設計と発明 
・定常状態と動的モデルの両者を目指した微生物代謝の数学的モデル 
・タンパク質発現に焦点を当てた新たな発現システム 
④生体触媒機能と最適化 
・産業利用のための酵素の範囲の拡大 
・新たな化学変換が可能な触媒の探査のための生化学的経路と酵素に関して新たに生じ

た情報の利用 
・指向進化や合理的設計による生体触媒の最適化 

                                                 
6 「バイオリアクター」の長所として、通常の化学反応装置に比べ穏和な条件（低温、低圧力等）で反応が行 
える他、副生成物が少ない、工程が少ない、収率がよいなどの利点があることが多いとされる。 
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・新酵素の利用や新バイオ製品の合成を可能とする触媒の酵素・基質の相互作用のより

深い理解の進展 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

（出典：SusChemの SRA） 

 

図1 産業バイオ研究開発における主な技術領域 
 

⑤生体触媒プロセス設計 
・産業プロセスのための酵素機能の最適化や強固な生体触媒の開発による産業プロセス

への生体触媒の統合 
・ターゲット成分の後処理プロセスを含む酵素生産と酵素の変換の直接統合 
・モジュール式および多段階のバイオリアクターの開発 
・分子や細胞を検知・モニタリングをしたり、栄養分や代謝産物を自動オンラインモニ

タリングしたりするバイオチップを含む、化学的および生化学的分析のためのミクロ

およびナノデバイスの開発 
⑥革新的な発酵の科学と工学 
・プロセス強化の設計戦略のための工学ツールの開発。例えば、低コストの発酵、既存

のものを代替する新たなリアクターのコンセプト、先進的な制御戦略、異なる規模で

の発酵プロセスのモデル化のためのシミュレーション 
・大規模生産の条件下での、プロセス開発期間の短縮のためのスクリーニングに用いる

新しいバイオプロダクトとバイオポリマー 

・ 新しい活性成分 

・ 高純度で特殊な中間体 

・ 商品生産物 

・ 生物由来の材料とポリマー 

⑦革新的な後処理プロセス 

⑤生体触媒プロセス設計 

④生体触媒機能と最適化 ③代謝工学とモデリング 

①新たな酵素と微生物 

バイオリアクター 

②微生物ゲノム学とバイオインフォマティクス 

⑥革新的な発酵の科学と工学 
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微小バイオリアクターの開発 
・極端な条件下での微生物の生理の研究：pH、温度、低成長、基質と生産物の高濃度環
境など 

⑦革新的な後処理プロセス 
・革新的後処理技術の開発。例えば、コンピュータ支援設計システム、新たなインサイ

ト生産物の除去技術を含む連続発酵プロセス 
・生物転換での生産物回収への疑問の大多数をカバーする遺伝子技術のツールボックス

の開発 
・廃棄物の発生やエネルギーや水の使用を最小化し、発酵生産物のさらなる転換を促進

するための後処理での回収と化学の統合 
 
(2) 材料技術 
①構造・物性関係の基本的な理解 
・理論に基づく機能と材料特性間の関係の説明 
・高い処理速度の分析とコンピュータ材料科学の統合 
・実験データ、モデリング、シミュレーションの効率的な分析を通じた新たな材料技術

開発の加速 
②コンピュータ材料科学 
・基本的な材料特性を説明するための新たな計算ツールの開発 
・長さ・時間スケールを克服する計算手法の開発 
・混合と拡散効果を説明するための新たな実験方法の開発 
・製剤のための新たな計算方法の開発。ナノコンポジット、真のインターフェイス、生

物的システム 
③分析技術の開発 
・大量の徹底した分析を行うためのパターンまたはクラスター認知システム 
・自己センサや検体としてのナノマテリアル 
・ナノスケールの構造（例、コーティング）の大規模で効率的な品質管理(QC) 
④改良材料の実験室規模合成からのスケールアップのための新生産プロセス 
・超高純度のナノマテリアルの生産と処理 
・連続生産プロセスやリール・トゥ・リール7 製造のためのナノマテリアルの統合 
・大規模な自己組織化材料、システム、デバイスの開発と生産 
・ナノマテリアル生産の健康、安全、環境問題 
⑤生物由来の材料およびナノ複合材料 
・制御された自己組織化によって生産される生物ベースの材料 
・合成生物センサに基づく検知器  

 

                                                 
7 リール・トゥ・リールとは、材料のインプット～製品のアウトプットまで、製品をリールに巻いた状態で、
各装置に投入したり運搬したりすること。 
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(3)反応・プロセスデザイン 
①新たな合成コンセプト 
・石油依存度を減らすために、広範囲の生産物の原材料としてのバイオマス、ガス、石

炭の開発 
・有機溶剤の代替および溶剤を使用しない合成コンセプトの開発 
②触媒転換 
・燃料や化学製品の原料として、石油化学からガスベースの化学への転換のため、およ

び廃棄物を含むバイオマスの利用を行うための触媒の開発 
・複雑で多段階のリアクターでの100%の選択性で作用する新たな触媒の促進 
③生物工学的プロセス 
・副産物を平行プロセスに転用し、その結果より経済的に稼働させるための、バイオリ

ファイナリーでの生物工学的生産ネットワークの構築 
④プロセス強化 
・真に「計画的に制御できる」化学リアクターの創造： 投入材料、生産物の仕様など

に応じて自動的に地域的な運転条件を変化させる化学リアクター 
・集中的で統合されたプロセス設備に基づき、分散的で、オンサイトで、オンデマンド

な生産に関する新たで競争的なビジネスモデルを可能とする 
⑤イン・シリコ(In-silico)8 技術 
・薬品発見の非常に早い段階でのADME（吸収、分散、代謝、排出）挙動を合理的に評
価するための薬物動態特性のイン・シリコ予測 

・新触媒の合成の理論的方向性の提示。それにより、その日常的な予測設計が可能となる。 
⑥精製と製剤 
・成熟技術の改善と新たな分離方法の導入(例、膜、プラズマ処理、電磁気、超音波利用)。
これらは、低エネルギー強度、法令順守、成熟技術としての改良された質・機能を備

えている。 
・準ミクロおよびナノスケールでの設計によって作られる、調整された表面と構造特性

を持つ微粒子生産物  
⑦プラント制御とサプライチェーンマネジメント 
・インテリジェントセンサやインプロセス分析器を用いてのリアルタイムプロセス制御

を可能とする 
・輸送を目的としたサプライチェーンマネジメント（共同の計画、在庫品目計画） 

 
(4)分野横断的事項 
①社会的関心の喚起 
  新しい製品やプロセスに関する社会的関心の喚起。健康、安全、環境、倫理的関心の

明確化と優先順位付けを含む。リスク管理戦略、リスクと便益に関する情報の効率的な

普及戦略。 
                                                 
8 直訳は「シリコン内で」という意味であるが、実際の意味は「コンピュータを用いて」というもの。 
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②革新に向けての支援 
  革新のための人材の能力向上や適切なスキルの開発のための革新やプロセスのための

ファンディングモデルの評価と強化を含む。さらに、中小企業を含む化学関連産業界の

ニーズを考慮に入れた、サプライチェーンを通じての研究と革新のための異なるファン

ディングの選択肢が評価される。 
 
4. SusChemの今後の活動予定 
 
このETPの主要な目標は欧州における化学とバイオテクノロジー研究と革新の促進で

ある。今後の本ETPの任務としては、SRAの実施をモニタリングすること、研究者の支援
を行うこと、進展状況を踏まえてビジョンや計画を見直すことなどが挙げられている。 
また、そのためには関係する多くのステイクホルダー（利害関係者）間の情報交換やネ

ットワークの育成・保持に努めるとしており、その一環として、本年1月末に第6回のステ
イクホルダー会議（年1回程度開催）がベルリンで開催される。 

 
（NEDO情報・システム部 林 欣吾） 
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