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研究開発課題の選考

研究開発課題
研究開発課題

追加採択 ステージゲート評価 重点投資

研究
開発

ゲームチェンジング・
テクノロジーの創出

ブレークスルーの
実現

新たな科学的・技術的知見に基づいて温室効果ガス削減に大きな可能性を

有する技術の研究開発を競争的環境下で推進し、グリーン・イノベーションの

創出につながる研究開発成果を得ることを目指します。 

目　的

体制図

革新的省・創エネルギーシステム・デバイス

革新的省・創エネルギー化学プロセス

バイオテクノロジー

耐熱材料・鉄鋼リサイクル高性能材料

蓄電デバイス

超伝導システム

太陽電池および太陽エネルギー利用システム

谷口 研二
奈良工業高等専門学校・校長

小長井 誠
東京都市大学・教授

橋本 和仁
東京大学・教授

先端的低炭素化技術
開発事業推進委員会

運営総括（PO）

事業統括（PD）

※各分科会は、８名程度の分科会委員及び数名の外部有識者・専門家で構成　※先端的低炭素化技術開発事業推進委員会は、PD・PO・外部有識者で構成

次世代蓄電池魚崎 浩平
物質・材料研究機構・フェロー

特　徴

大崎 博之
東京大学・教授

技術領域

特別重点技術領域

先端的低炭素化
技術開発事業
推進委員会 辰巳 敬

製品評価技術基盤機構・理事長

近藤 昭彦

逢坂 哲彌
早稲田大学・教授

神戸大学・教授

花田 修治
本多記念会・理事長

『ゲームチェンジング・テクノロジー』の
創出を目指した挑戦的な研究開発

基礎的な研究から開発段階までの
総合的な研究開発

長期的な展望に向けた具体的な
課題を解決

ステージゲート評価の考えに基づく
研究開発継続の判定

最長10年間の長期間の研究開発

新しい課題の積極的な追加採択

異分野研究の融合や多様な経験を
持つ研究者・技術者の融合等を歓迎

積極的に成果の発展を促進

研究費：1千万円～1億円程度/年

目　的
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研究開発課題の選考

研究開発課題
研究開発課題

追加採択 ステージゲート評価 重点投資

研究
開発

ゲームチェンジング・
テクノロジーの創出

ブレークスルーの
実現

研究開発グループ

研究開発
代表者

研究開発グループ

主たる
共同研究者

研究開発
代表者

支援グループ

研究開発チーム

研究開発チーム

研究開発

ステージゲート評価による
研究開発継続の判定

研究開発期間の延長（最長10年）、
重点投資、追加採択、研究開発の中止 積極的に研究開発活動や成果の発展を促進

研究開発課題の連携や融合・編成の実施

評価、研究開発の進捗状況把握・調査を通して、積極的なマネージメントを実施

先端的低炭素化技術開発事業推進委員会

実施体制

科学技術振興機構

推進委員会

事業統括（PD）
（委員長）

運営総括（PO）

委員

科学技術振興機構

推進委員会

事業統括（PD）事業統括（PD）

運営総括（PO）

事業統括（PD）

支援グループ
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太陽電池および太陽エネルギー利用システム
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　環境に優しく、入手しやすい材料「シリコンやゲルマニウム」で構成される新規半
導体「クラスレート」の創製とそれによる太陽電池の高効率化に挑戦しています。こ
の材料が潜在的に有している利点は「バンドギャップの制御」「直接遷移型」「耐久性
に優れること」です。これらを生かして、高い変換効率と耐久性を兼ね備えた次世代
太陽電池の実現を目指しています。生産時の低環境負荷と太陽エネルギーの有効
活用の両面から、環境・エネルギー問題への大きな貢献が期待できます。

久米　徹二　　岐阜大学 工学部 准教授

新規太陽電池材料

環境に優しい新太陽電池材料「クラスレート」 平成

23
年度

太陽電池構造

完成した太陽電池

合成したCZTSSe ナノ粒子

スプレー装置

ZnO

MoMo

Glass

CZTS
CdS　真空プロセスを用いずに、高効率なCu2ZnSn（S,Se）4 （CZTSSe）薄膜太陽

電池を作製するための技術開発を行っています。この太陽電池はCu, Zn, Sn, S
（Se）、いずれも地球に豊富にある元素で構成され、資源問題の心配がありませ
ん。初めに化学的あるいは機械的にCZTSSe粒子を合成し、大面積化・量産化が
容易なスプレー法等で基板上に印刷、焼結することで太陽電池を作製します。現
在、約6.5%の太陽電池の作製に成功しています。

山田　明　　東京工業大学 大学院理工学研究科 教授

薄膜太陽電池

塗って・焼く、未来型化合物薄膜太陽電池の開発 平成

22
年度

電界効果トランジスタ

　有機無機ハイブリッド金属化合物のペロブスカイト結晶を中心とする光伝導材
料と正孔輸送材を溶液塗布で接合したハイブリッド構造の太陽電池です。短時間
かつ低コストで製造することができます。強い光吸収と高い電圧出力を特長とし、
17％以上の変換効率と１.2 V以上の出力が得られています。ハイブリッド構造に
よって、バンドギャップ内の電圧損失を低減し電圧を最大限に高める可能性を追求
しながら、効率20％以上の塗布型太陽電池を目指します。

宮坂　力　　桐蔭横浜大学 大学院工学研究科 教授

有機と無機のハイブリッド太陽電池

高電圧出力ハイブリッド太陽電池

Perovskite light 
absorbers

Eg=1.5 eVで1.2 V 
以上の電圧取り出し

平成

25
年度

今後10年の研究開発構想
共蒸発分子誘起結晶化法（最近、代表者らが開発）

液体分子（共蒸発分子）

理想構造と
結晶化を両立
する技術確立

安価大面積

Potato

高速

大面積化

安価で高効率の
太陽電池！

アクセプター材料
ドナー材料

励起子拡散長が長い程幅広くできる
電子・正孔ともに移動度が高い程、厚くできる

nm-μmの自由な幅・厚さの
結晶性理想構造を持つ有機薄膜太陽電池

単結晶シリコンに匹敵する
シングルセルで20%超の

光電変換効率の
有機薄膜太陽電池

簡単
導入

励起子分離

電界効果トランジスタ

　有機薄膜太陽電池の理想構造と結晶化の両立を実現し、単結晶Si太陽電池並
みの高効率達成を目指します。ペンキの原料などを精製した有機半導体は、結晶
になると高い電荷移動度と理想的な半導体特性を示す潜在能力があります。この
潜在能力をnm～μmの複雑な入れ子構造（理想構造）で発揮させる技術を、独
自に開発した真空蒸着時に液体分子を導入する共蒸発分子誘起結晶化法を活用
して確立し、高効率化します。

嘉治　寿彦　　東京農工大学 大学院工学研究院 准教授

有機薄膜太陽電池の理想の追求と高効率化

有機薄膜太陽電池

平成

24
年度
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　窒化物半導体は、安心安全な環境に優しい光半導体で、単一混晶系の組成制御のみ
で紫外～赤外に渡る広い太陽光スペクトルのほぼ全域をカバーできます。この優れた特
徴を活かすためのブレークスルーとして、窒化物半導体の1分子層レベルの短周期超格
子疑似混晶化により結晶欠陥の飛躍的低減・素子性能の向上を図り、多接合太陽電池
特性を改善するマジック超構造SMART技術を開拓します。これにより、効率50%を越え
る次世代太陽電池実現を目指します。

吉川　明彦　　千葉大学 スマートグリーンイノベーション研究拠点 特任教授

　高温超伝導システムを実社会に普及させる為、現在の高温超伝導線材の10分の1
以下の価格を目指します。電気抵抗が0である超伝導線材を使った機器は極めて高効
率・高性能で、電力の高効率利用の究極的技術です。しかし、市販の高温超伝導線材
は高価なため、特殊な用途にしか使われていません。高性能を維持したまま低価格に
するため、単結晶的に結晶方位を揃えた３軸配向金属テープ上に導電性中間層を介
して高温超伝導体をエピタキシャル成長させます。

土井　俊哉　　京都大学 大学院エネルギー科学研究科 教授

元素戦略に基づく低コスト高温超伝導線材

窒化物半導体 太陽電池 SMARTイノベーション
ス マ ー ト

超高効率・次世代多接合太陽電池

平成

22
年度

超伝導システム

　高温超伝導回転機システムを開発し、これからの低炭素社会を支える電気駆動
式輸送機器（主として電気自動車やバス、トラック）の実現を目指します。私たちが独
自に研究開発している高温超伝導誘導同期回転機とスターリング型冷凍機を基軸
にして、最適制御技術や低熱侵入冷却構造の研究開発と融合させることによって、
変速ギアを使わない究極の高効率直接駆動システムの実現に挑戦します。

中村　武恒　　京都大学 大学院工学研究科 准教授

超伝導回転機

究極の低炭素排出輸送機器の実現を目指して 平成

24
年度

低コスト高温超伝導線材

貴金属，希土類を使用せず，レアメタル使用量も50％以下

汎用品
（本研究）

超低ｺｽﾄ品
（本研究）

市販品

平成

23
年度

　電子システムでは、エネルギーは抵抗でのみ消費されます。この実現には、抵抗
のない超伝導体の利用が効果的です。また、永久磁石（磁性体の一種）が超伝導体
に誘起する永久電流の力を借りれば、外部から供給するエネルギーを小さくでき
ます。さらに、別な磁性体を用いると、高密度なメモリも可能となります。この研究
開発では、低温での様々な技術を組み合わせて、計算機の消費エネルギーを低減
化します。

藤巻　朗　　名古屋大学 大学院工学研究科 教授

高効率超伝導計算機システム

磁性体と超伝導体の融合計算機デバイス 平成

23
年度
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26.8 kW
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20.0 kW

入力電圧 200 V
駆動周波数 60 Hz
回転数 1800 rpm

将来の

輸送機器用

高温超伝導

回転機

システムの

イメージ図

20 kW級プロトタイプ機
(回転子：HTS、固定子：
現状Cu、将来HTS)

負荷試験結果(77 K、同期
定格出力ならびにすべり
最大出力の実現に成功)

冷凍機/
圧縮機

シャフト

回転子

熱伝導体

軸受

固定子
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　酸化物および硫化物に次ぐ、第３の固体電解質群として注目されている“錯体水素化
物系固体電解質”を全固体電池デバイスへ実装します。水素密度が高く、軽量材料であ
る錯体水素化物固体電解質の高機能化技術をゲームチェンジテクノロジーとして位置
づけ、これを利用することにより、リチウムイオン二次電池を凌ぐ高いエネルギー密度を
有するデバイスの設計指針を開拓します。

宇根本　篤　　東北大学原子分子材料科学高等研究機構 講師

全固体電池

水素を含む固体電解質を備える蓄電池の開発 -錯体水素化物系高速イオン伝導体の全固体蓄電デバイスへの実装-
平成

25
年度

Pt 代替触媒

　原子レベルからの格子制御・キャリア制御・ナノ構造制御というコンセプト（原子
レベル制御）に基づいて、エピタキシャル銅酸化物超伝導薄膜の臨界温度、不可逆
磁場、臨界電流密度を同時に向上させます。この技術を用いて高温・高磁場中で使
用可能な120K級超伝導線材を開発し、安価な液体窒素中で動作する種々の高効
率電力機器（電力の貯蔵，輸送，利用）の実現に貢献します。

松本　要　　九州工業大学 大学院工学研究院 教授

液体窒素温度を超える120Kにおいて動作可能な高性能超伝導線材の開発

超伝導システム

　グラフェンを電解液イオンサイズの間隔で積層して電極の比表面積を増大させ、また、ナノボ
アを導入してグラフェン表面に電解液イオンの多量吸着可能とします。これにより、 Liイオン電
池を超えるエネルギー密度（300Wh/kg）の長航続距離が可能な電気自動車用キャパシター
を開発します。特にグラフェンの高導電性により、出力密度を100kW/kgに増大させ、高速充放
電とし、エネルギー回収率を向上させます。変動の大きい太陽光や風力発電を組み込んだ地域
や家庭用のスマートグリッド蓄電デバイスにも最適です。

唐　捷　　物質・材料研究機構 先端材料プロセスユニット グループリーダー

グラフェンの新規な物性と特異な現象を活用した電気自動車用キャパシター

　低炭素社会の実現のためには、水素エネルギーの利用がポイントであると考え
ています。本研究では、「カーボン材料で低炭素社会を実現」をスローガンとし、特に
「水素をつかう」研究、すなわち燃料電池用カーボンアロイ触媒の実用化を目指し、
研究を進めます。この触媒の活性発現と劣化のメカニズムを知り、材料設計指針を
得ること、そしてこれらの材料の性能を十分に生かしきるMEA（膜－電極接合体）の
構造を探ること、この2つを目的として研究しています。研究体制は、炭素について
半世紀以上の研究実績を持つ群馬大学と、エネルギーアプリケーション用カーボン
の実用化実績を持つ日清紡HDが協力し、推進していきます。

尾崎　純一　　群馬大学 大学院工学研究科 教授

カーボン材料で低炭素社会を実現 -白金代替カーボンアロイ燃料電池触媒の開発-

高温超伝導線材

平成

22
年度
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高融点金属モリブデン（Mo）をマトリックスとして、セラミックス材料に匹敵する高融点・耐
熱性と金属材料が持つ靭性を兼ね備えた、全く新しい次世代向けの超高温材料を開発し
ます。開発材料は、モリブデンとケイ素（Si）化合物、ホウ素（B）化合物、炭素化合物などとの
「共晶反応」によって溶解・鋳造が可能となりました。そこで本プロジェクトでは、この先進
的材料デザインに加えて、溶解・鋳造プロセスを確立することで、大型で健全、しかも耐熱
性に一層優れたMoSiB基の超高温材料を開発していきます。

吉見　享祐　　東北大学 大学院工研究科 教授

モリブデンを複合化した先進超高温材料の開発 -MoSiB基超高温材料の先進的デザインと鋳造プロセスの確立-

　次世代航空機用ガスタービンエンジン用の軽量高温部材であるSiC繊維強化
SiCマトリックス複合材料を最小の排熱ロスで使用するために、高温熱源からの輻
射熱を高効率で反射し、かつ、高温水蒸気雰囲気で安定な耐熱コーティング技術
を開発します。高温下の伝熱で支配的な熱輻射によるエネルギー（＝電磁波）を効
率よく反射する輻射熱の波長オーダーの最適積層構造を設計し、それを新たに開
発する耐環境性酸化物系セラミックスによって実現します。

香川　豊　　東京大学 先端科学技術研究センター 教授

熱を無駄にしないエンジンの実現へ

耐熱材料・鉄鋼リサイクル高性能材料

ターボファンエンジンの高効率化に向けた革新技術の開発：高圧タービン動翼
の耐熱性向上と無冷却化．

プラズマ溶解法で作製
されたMoSiBTiC合金．

軽量化に成功したMoSiBTiC合

金とニッケル基超合金やモリブ
デン合金との密度比較．

J.H. Perepezko, “The Hotter the 
Engine, the Better”, Science (2009)

耐酸化性を改質
した新世代の
鋳造MoSiBTiC
合金の開発

平成

25
年度

電磁波と材料の相互作用を利用 高温で安定な新規酸化物を利用

新コーティング 部材温度1300℃

2000℃級の熱源

水蒸気損傷防止

理論 実験

熱エネルギー50％
以上を熱源に戻す

SiC/SiC

入射輻射熱（光） 反射
Y2Ti2O7

AI2O3

AI2O3 基板耐熱コーティング

平成

23
年度

超高温材料

6

スーパーキャパシタ

■ AdHiCapTMの構造例
多孔質酸化物電極が大容量をもたらす。固体
電解質を用いることで水と反応性が高いLiな
どの負極の利用を可能にし、４Ｖを実現。

■ 試作した新構造
　Advanced Hybrid
　Capacitor 
　(AdHiCapTM)
有機溶媒を用いないため、安全である。複合負極
は水系空気金属二次電池と共通した構造である。

平成

22
年度

　短時間の充電で長時間使用可能な新構造ハイブリッドキャパシタの開発に挑戦しま
す。可燃性の有機溶媒を使わず、安全で環境負荷が低い中性電解液を用いることが特徴
です。水溶液が反応性の高い負極と接触しないよう、固体電解質を用います。水系であり
ながら４Vを超えるセルの試作に成功し、疑似二重層を利用する酸化物電極と組み合わ
せることで二次電池並の大容量性を実現しました。材料開発とデバイス設計を通してリ
チウムイオン電池を超えるエネルギー密度を目指します。

杉本　渉　　信州大学 先鋭領域融合研究群 環境・エネルギー材料科学研究所 教授

４V級大容量水系ハイブリッドキャパシタの開発

白金フリー燃料電池車

■ 燃料電池車「FC商CASE」
蓄エネルギー媒体が「液体燃料」なので高密
度。特殊な容器がいらないことが一番のメ
リットです。
（ダイハツ工業、東京モーターショー2011出展モデル）

■ 燃料電池スタック
コンパクトな燃料電池スタック。出
力35kWを目指して開発中です。
（サイズ：長さ836×幅182×高さ352mm）

平成

22
年度

　貴金属を使わず普及しやすい燃料電池の研究開発を進めています。エネルギー
密度の高い液体燃料から直接発電することにより、充電のいらない身近な電気自
動車として普及させることが可能です。そのため、コア技術となる新規アニオン交換
膜を用いた貴金属フリー燃料電池技術を開発します。原子力機構が開発したグラフ
ト重合技術を活用し、従来成し得なかった高イオン伝導性と低燃料透過性を両立さ
せ、燃料電池の高性能、高耐久性化を図ります。

田中　裕久　　ダイハツ工業（株） 開発部 エグゼクティブテクニカルエキスパート

新コンセプト燃料電池の研究開発



バイオテクノロジー

　コハク酸はプラスチックの原料など、汎用的な化学工業原料であることが知られていま
す。私たちの計画では、光合成細菌であるラン藻を用いて、光と二酸化炭素からのコハク酸
生産を行います。特に、遺伝子改変によって炭素の代謝を改変し、高精度メタボロミクス技
術やin silicoシミュレーション解析を駆使することによって、ラン藻のコハク酸生産量を増
大させる技術を開発します。この技術開発によって、効率的なラン藻由来コハク酸の生産手
法を創出し、将来的に温室効果ガスの削減を目指します。

小山内　崇　　明治大学 農学部 専任講師

代謝改変ラン藻とメタボロミクス技術を駆使した光と二酸化炭素からのコハク酸生産

　高融点、高温強度に優れた遷移金属シリサイドを組み合わせたBrittle/Brittle
複相材料という全く新規な概念のもと、異相界面の原子構造、元素分配、界面元
素偏析の制御から、組織の熱安定性の向上、高強度化、高靭性化を図り、MoSi2基
超耐熱高温材料の開発を行います。そして、旧来合金では達成できない燃焼温度
1800℃級ガスタービンの実現に貢献します。

乾　晴行　　京都大学 大学院工学研究科 教授

新規な界面機能化超耐熱材料を開発し1800℃級ガスタービンの実現に貢献

　火力発電プラントの発電効率は、タービンに送る蒸気温度の向上が必要です。
我々は現状の蒸気温度（600℃）を800℃にして発電効率を大幅に向上させる
800℃級火力発電プラントの開発を見据え、そのボイラー蒸気配管及びタービン部
材に使用可能な耐熱材料を、高価なNi基合金ではなく、地球上に豊富にある鉄を用
いて実現する超耐熱鋼の設計指導原理の構築を行っています。本研究にて提案した
金属間化合物を強化相とする耐熱鋼は、クリープ強度のみならず水蒸気酸化特性に
も優れており、旧来材料では達成できない高効率火力発電を実現させ、エネルギー
の安定供給と二酸化炭素の排出量の削減に貢献します。

竹山　雅夫　　東京工業大学 大学院理工学研究科 教授

高効率火力発電を実現する超耐熱鋼の設計

耐熱材料・鉄鋼リサイクル高性能材料

1800℃級ガスタービンとタービン翼

界面高機能化

Mo
Si

MoSi2

Mo5Si

3

基軸材料MoSi2

超耐熱合金

超耐熱合金

超耐熱合金

600℃級既存プラント 700℃級次世代発電プラント

Replace

窒素を利用した新たな
合金開発・微細組織設計

発電効率up! = 低炭素化社会

　高効率・低CO2排出量の700℃級次世代火力発電ボイラ用材料として、高強度耐熱
鋼の研究開発を行っています。安価かつ無尽蔵のユビキタス元素である窒素を有効利
用することで、耐熱性と経済性の両立を目指します。これまで耐熱鋼への添加元素とし
て着目されることの少なかった窒素ですが、本研究では既存鋼の約300倍の高温強度
をもつ高濃度窒素含有鋼の開発に成功し、新しい材料設計指針を示すことができまし
た。現在は、更なる高強度化と実機への適用に向けた取り組みを進めています。

中島　英治　　九州大学大学院総合理工学研究院 教授

窒素を利用して耐熱鋼の強度を飛躍的に向上 -窒素を有効利用した次世代超耐熱フェライト鋼の創製-

平成

22
年度

平成

22
年度

平成

25
年度

平成

23
年度

7

ラン藻コハク酸生産



バイオテクノロジー
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　微生物が生産する芳香族アミンから最高性能プラスチックであるポリイミド系の
バイオプラスチックを開発します。芳香族アミンを大量生産する微生物の育種・生産
システムを確立し、超高付加価値のスーパーエンプラ開発およびその生分解系の
構築を行います。これにより、高効率なカーボンストックおよび金属代替材料として
のバイオプラスチック開発を進め、輸送機器軽量化による大規模な二酸化炭素排出
削減を目指します。

金子　達雄　　北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科 准教授

微生物バイオマス

微生物バイオマスを用いた超高付加価値材料の開発 平成

22
年度

気孔の閉鎖

青色光

暗処理
*ABA

孔辺細胞

植物体からの
水分損失の防止

乾燥耐性

気孔の開口

二酸化炭素取り込み、蒸散

光合成の促進（葉）
無機養分取り込み（根）

（*ABA：植物ホルモン・アブシジン酸）

H2O

CO2

10μm

　植物において光合成に必要な二酸化炭素の唯一の取り入れ口である気孔の開度
を人為的にコントロールし、植物の光合成活性（二酸化炭素吸収能）や生産量の向
上した植物体を作出します。具体的には、新奇の気孔開度変異体の単離と解析を進
め、気孔開・閉のメカニズムを明らかにします。得られた知見をもとに、気孔孔辺細
胞特異的に気孔開・閉に関わる因子の発現を調節し、気孔開度を人為的に制御した
植物体の作出と表現型解析を行います。

木下　俊則　　名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所 教授 

光合成活性促進

気孔開度のコントロールによる植物の成長促進 平成

22
年度

　新規イメージング技術とマイクロデバイス技術の融合による微生物バイオフィ
ルムのハイスループット解析技術を開発します。それにより、微生物のコミュニ
ケーションに着目した新しいバイオフィルム制御技術を確立します。この技術を水
処理などのバイオフィルムが関与する幅広い分野に導入することで、低炭素化社
会の実現に貢献します。

野村　暢彦　　筑波大学 大学院生命環境科学研究科 教授

バイオフィルム制御

微生物のコミュニケーションに着目した新しいバイオフィルム制御技術を確立 平成

22
年度

　水生植物根圏の未知なる生物間共生作用を発掘し、これを合理的に再設計し
た高機能植生ユニットを創出します。この高機能植生ユニットは、大気中のCO2は
もちろんのこと廃水に含まれる窒素やリンを肥料として高速に吸収し、有機汚染
物質をも分解しながら光エネルギーで水を浄化します。さらにその高い成長速度
により、バイオマスの増産を可能とします。以上により、低炭素化コベネフィット型
の植生バイオプロセスの基盤を構築します。

森川　正章　　北海道大学 大学院地球環境科学研究院 教授 

廃水を肥料としたバイオマス生産と省エネ型高度水処理の同時実現

植物‒微生物共生作用

平成

23
年度



革新的省・創エネルギー化学プロセス

※本課題の管理は特別重点技術領域　次世代蓄電池にて実施

9

　脱水、異性化、酸化、還元等のいくつかのステップからなる反応を選択的に促
進する革新的不均一系触媒を創出して、糖変換を含めて、実用化が困難な反応を
高効率に進める低炭素化プロセスを構築します。本研究開発は、化学資源の持続
的生産、二酸化炭素の有用資源化でエネルギー収支と経済性を満足すると同時
に国際競争力のある低炭素化プロセスを実現することを目指します。

原　亨和　　東京工業大学 フロンティア研究機構 教授

高効率な低炭素化プロセスを実現する触媒の開発

　新しいエネルギー利用原理であるエクセルギー再生の概念に基づいて、化学
反応と分離を抜本的に見直し、従来のように燃焼させ最終的に低レベルの熱を
廃棄するのではなく、熱をプロセス内にて循環利用し、プロセスにおけるエネル
ギー消費量を大幅に削減する低炭素社会実現に資する革新的な化学プロセスの
開発を行います。同時に、革新的な非平衡反応システムの創生とエクセルギー再
生型化学プロセスの設計手法の確立を目指します。

堤　敦司　　東京大学 生産技術研究所 特任教授

低炭素社会実現に向けた省エネルギー化学プロセス設計手法の開発

　木質系バイオマスには多環芳香族のリグニンがセルロースとほぼ同量含まれ
ます。私たちの研究チームはこのリグニンを加水・酸化分解して機能性樹脂原料
である単環芳香族のフェノール類を単離する触媒プロセスを構築します。現在、樹
脂原料は石油から複雑な工程を経てボトムアップで製造しますが、本研究はリグ
ニンをブレークダウンして製造することにより、CO2排出量削減と国際競争力の
あるプロセスの実現を目指します。

増田　隆夫　　北海道大学 大学院工学研究院 教授

触媒技術でバイオマスを芳香族系樹脂の原料化

　埋蔵量の豊富なマグネシウムを使用して、リチウムイオン二次電池よりも安全で
高性能な革新的な次世代二次電池の開発を行います。環分子に軸分子が貫通した
包接構造を有するネットワークポリマーを新規に合成し、新規のポリマーゲル電解
質を開発します。これにより、少量の電解液で、エネルギー源となるマグネシウムイ
オンを安全かつ効率的に電極間へ輸送することが可能となり、安全性が求められる
車載用や住居用の大型電池普及へのブレイクスルーとして期待されます。また、太
陽光発電等と組み合わせることで、低炭素化社会の実現にも大きく貢献できます。

山吹　一大　　山口大学 大学院理工学研究科 助教

高安全性・高機能性の次世代二次電池の開発※

エクセルギー再生

多機能不均一触媒

リグニンの有効利用

超分子型マグネシウム電池

平成

24
年度

平成

24
年度

平成

24
年度

平成

24
年度



革新的省・創エネルギーシステム・デバイス

10

　既存の画像ディスプレイは表面からあらゆる方向に光を放出していますが、私
たちの研究チームでは、無駄な光を省いて観察者の両目近くだけに光を集めるこ
とにより、約1/10～1/100の低消費電力化を実現する技術を提案しています。本
研究では、この独自の技術を応用して、フロントガラスを用いても明るく綺麗な自
動車用のヘッドアップディスプレイ（HUD）や、使用者の視野だけに画像情報が届
く個人用ディスプレイの開発を目指しています。

川上　徹　　東北大学 大学院工学研究科 産学官連携研究員

超消費電力デバイス

1/10～1/100の超低消費電力ディスプレイ開発

自動車用
ヘッドアップ
ディスプレイ

平成

24
年度

　空洞とシェルから成る中空粒子は、ナノサイズ化することでさまざまな特性を
発現します。私たちの研究チームでは、ナノ中空粒子を利用して、高い光透過性
材料を作製できることを発見しました。本研究では、この特異な光学特性に注目
して作製したナノ中空粒子を用い、現行LED照明の輝度を従来より約20%向上、
新規ナノ蛍光体を組み合わせることによりさらに約20%向上させることを目指
しています。

藤　正督　　名古屋工業大学 大学院工学研究科 教授

高効率高輝度照明

ナノテクノロジーでもっと明るい白色LED照明を

ナノ中空粒子実装
（180 lm/W）

現行LED照明
（発光効率： 150 lm/W）

新規ナノ蛍光体実装（200 lm/W）

LED照明

平成

24
年度

　GaN系窒化物半導体は、優れた光・電子特性を有しているものの、結晶育成技
術が未完成なため、青色発光デバイスとしての実用化にとどまっています。本研究
では、Naフラックス法を用いて、微小種結晶から「完全（無転位・無歪）GaN結晶」
を育成し、結晶合体法により4インチ自立GaN結晶育成にも成功しました。また、
合体界面においても縦型電子デバイスが正常に動作することも確認しています。
今後、Siと同等の品質を有する8インチ超GaN結晶・ウエハの低コスト作製技術の
開発を目指します。

森　勇介　　大阪大学 大学院工学研究科 教授

省エネデバイス用8インチ超GaNウエハ開発

低コスト高性能GaNウエハ

平成

24
年度

　トリラテラルサイクルとは、温度ーエントロピー線図上で略三角形を描く熱機
関のことです。本サイクルは、加熱した圧縮液を蒸発させずに液相の状態で膨張
機に導入し、気液二相の状態で減圧膨張させます。作動流体が液相単相で高温熱
源と熱交換するため、排ガスや地熱等の高温熱源が環境温度まで温度変化する
際に、最も温度差の小さい理想的なサイクルを実現することができます。工場排
熱や、今後再生可能エネルギーとして大きな期待がかかる地熱等からの動力回
収に有効な技術です。

鹿園　直毅　　東京大学 生産技術研究所 教授 熱源の有するエクセルギーをトリラテラルサイクルで取り尽くす

トリラテラル蒸気サイクルの開発

熱の有効利用

平成

24
年度



　従来の蓄電池の性能を凌駕する革新的な次世代蓄

電池の創製を目指して、これまでに蓄積された蓄電池

研究の成果を集約し、異分野からの様々な知見を取り

入れ、最終的な実用化に向けた基礎・基盤研究を加速

するためのプロジェクト研究を推進します。具体的に

は、次世代蓄電池の候補となる「全固体電池」、「金属空

気電池」、「リチウム－硫黄系電池」、「多価イオン電池」

など、現行のリチウムイオン蓄電池の延長線上にはな

い新しい蓄電池の研究開発を行います。各々の電池に

ついて、活物質・電解質・セパレータなどの個別材料や

要素技術の開発、メカニズムの解明にとどまらず、蓄電

池として最大のパフォーマンスが発揮できるよう、電池

総合システム最適化研究を中心に、チームリーダーの

リーダーシップのもと、チームが一体となって研究を推

進します。

蓄電池基盤プラットフォーム 
分析・解析、電池組み立て支援、安定性評価など全電池チーム共通課題を実施

　 各チームと連携して、　　　　共通課題の解決を行う。

ガバニングボード
●文部科学省・経済産業省で実施している蓄電池事業等に関連する有識者

●文部科学省、経済産業省、関係研究機関

システム研究・戦略検討チーム

経
済
産
業
省・NED

O

運営体制

概　要

次世代蓄電池（特別重点技術領域）

（ⅰ）：5～10年程度で研究成果を
 　 　目指すチーム
（ⅱ）：10年以上で研究成果を目指す
　 　チーム

総合チームリーダー

魚崎 浩平

全固体電池
チーム

辰巳砂 昌弘
大阪府立大学
教授

活物質

電池総合技術・
システム最適化

電解質

活物質

電池総合技術・
システム最適化

電解質

成果の提供・
橋渡し

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム

硫化物系 酸化物系

運営総括（PO）

物質・材料研究機構 フェロー

電極複合体
プロセス

界面構造解析

解析・評価

その他電池
チーム（i）

渡邉 正義
横浜国立大学
教授

Si負極

電解質および
硫黄正極

硫黄正極および
Si系負極用
カーボン材料

電池総合技術・
システム最適化

金属 ̶  空気
電池チーム

久保 佳実
物質・材料研究機構
空気電池特別推進
チーム長

負極および電解質

水系開発

正極および電解質

基礎・基盤

空気電池統合化

その他電池
チーム（ii）

金村 聖志
首都大学東京
教授

実電池作製のための
プロセス・構造化

新原理電池

全電池組み立て

新規高安全性
電解質探索

新規金属系負極の開発

チームリーダー チームリーダーチームリーダー チームリーダー

金村聖志（チームリーダーから選出）

新規正極活物質探索
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　巨大なエネルギー密度と圧倒的な低コストが期待される「リチウム空気二次電
池」の基盤技術を開発します。
　電気自動車や自然エネルギーの普及のためには、蓄電池の小型大容量化と抜
本的な価格低減が必要です。リチウム空気二次電池は、最大の理論エネルギー密
度を有する「究極の電池」であるとともに大幅なコストダウンも期待できます。本
研究では幅広い基盤技術を開発し、基本性能（エネルギー密度、パワー密度、サイ
クル特性）の実証を目指します。

久保　佳実　物質・材料研究機構 ナノ材料科学環境拠点 空気電池特別推進チーム長

金属-空気電池チーム

材料プロセス 界面構築

電池設計 構造解析

酸化物型
全固体電池

負  極

究極の次世代蓄電池の実用化へ

硫化物型
全固体電池

負  極

固体電解質

　低炭素社会実現に資する次世代蓄電池の開発を目的として、全固体リチウム二次
電池の実用化に向けた基礎研究を行います。
　硫化物系および酸化物系無機固体電解質に適した界面構築、材料プロセス、電池
設計などの要素技術を、「硫化物型全固体電池」および「酸化物型全固体電池」の２
つのサブチームに分けて開発します。最終的には、酸化物系固体電解質を主として
用いる、究極の全固体電池の実用化を展望できる基盤技術を創出します。

辰巳砂　昌弘　　大阪府立大学 大学院工学研究科 教授

全固体電池チーム

　高エネルギー密度・低環境負荷・低価格・資源制約のない安全なリチウム硫黄電池の
実現を図ります。
　次世代高性能蓄電池として、負極にシリコン、電解質にイオン液体、正極に硫黄を用
いたリチウム硫黄電池を開発します。本プロジェクトでは、正負極のナノ構造の最適化
によって充放電に伴う体積変化や絶縁性の問題を、またイオン液体の不揮発性・難燃
性・異常溶解性を利用し、硫黄正極の致命的欠点であった活物質溶出の問題を解決しま
す。

渡邉　正義　　横浜国立大学大学院 工学研究院 教授

その他電池チーム（i）

　Li+イオン以外のMg2+やBr-やO2-イオンの移動を利用した新しい高エネルギー
密度を有する電池の可能性に挑戦！！！
　Mg2+やBr-あるいはO2-イオンの移動を利用して電池を作製することができれ
ば、リチウムイオン電池に比較して大きなエネルギー密度や低コスト化を実現でき
ます。電気自動車や自然エネルギー利用が必要とする電池の創製を目指し、これ
までの電池研究にとらわれることなく、材料研究から電池研究を一貫して行い、既
存電池の2～3倍の性能を有する新規イオン移動を利用した電池の姿を明らかに
します。

金村　聖志　　首都大学東京大学院 都市環境科学研究科 教授

その他電池チーム（ii）

平成

25
年度

平成

25
年度

平成

25
年度

平成

25
年度

垂直配向
カーボン
ナノチューブ

イオン液体による
活物質の溶解抑制

次世代高性能
リチウム硫黄電池

硫黄-炭素正極
のナノ構造化

シリコン負極の低次元化

溶媒和
イオン液体

ナノチューブ

電解液
負極

Si

正極
電析Si-O-C複合負極（ゼロ次元）

鱗片状シリコン粉末負極（二次元）

200 
Wh kg-1

300～500
Wh kg-1

＞500
Wh kg-1

リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池 新原理

電池
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蓄電デバイス 運営総括 ： 逢坂　哲禰

超伝導システム 運営総括 ： 大崎　博之

太陽電池および太陽エネルギー利用システム 運営総括 ： 小長井　誠

ＲＥＢＣＯ全超伝導回転機の開発
磁気分離法による発電所ボイラー給水中の酸化鉄除去
カルノー効率の60%に達する廃熱回生熱音響システム
低炭素社会を支える輸送機器用超伝導回転機システム
低コスト高温超伝導線材
低エネルギー情報ネットワーク用光・磁気・超伝導融合システム
新エネルギー構築のための液体水素冷却MgB2超伝導線を用いた電力変換システム
原子レベル制御による120K級超伝導線材の開発

岩熊　成卓
西嶋　茂宏
長谷川　真也
中村　武恒
土井　俊哉
藤巻　朗
濱島　高太郎
松本　要

九州大学 大学院システム情報科学研究院 教授

大阪大学 大学院工学研究科 教授

東海大学 工学部 講師

京都大学 大学院工学研究科 准教授

京都大学 大学院エネルギー科学研究科 教授

名古屋大学 大学院工学研究科 教授

（株）前川製作所 技術研究所 技術顧問

九州工業大学 大学院工学研究院 教授

高入出力・高容量なリチウムイオン電池用炭素負極材の開発
錯体水素化物系高速イオン伝導体の全固体蓄電デバイスへの実装
界面イオン伝導顕微鏡を用いたリチウムインサーションのin-situ観察と高エネルギー密度LIBの開発
水素／空気二次電池の開発
メタルフリー空気電池の創製　※
高エネルギー密度を有する革新的マグネシウム蓄電池の開発　※
”その場形成”概念に基づく高出入力型全固体電池の創成
高効率水素製造水蒸気電解／燃料電池可逆作動デバイスの開発
単結晶ナノキューブのボトムアップによる高性能小型デバイス開発
グラフェンの特異性とナノ積層による300Wh/kgキャパシター
中低温イオン液体を用いた非リチウム革新二次電池の開発
高酸素イオン伝導体ナノ薄膜を用いる革新的金属―空気２次電池
燃料電池カソード触媒機能を有するカーボンアロイの開発と評価
次世代ハイブリッドキャパシタに関する研究
液体燃料を蓄電媒体とする白金フリー燃料電池自動車

松尾　吉晃
宇根本　篤
末永　智一
盛満　正嗣
山田　裕貴
市坪　哲
入山　恭寿
内田　裕之
加藤　一実
唐　捷
萩原　理加
石原　達己
尾崎　純一
杉本　渉
田中　裕久

兵庫県立大学 大学院工学研究科 准教授

東北大学 原子分子材料科学高等研究機構 講師

東北大学 原子分子材料科学高等研究機構 教授

同志社大学 理工学部 教授

東京大学 大学院工学系研究科 助教

京都大学 大学院工学研究科 准教授

名古屋大学 大学院工学研究科 教授

山梨大学 クリーンエネルギー研究センター 教授

産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門 首席研究員

物質・材料研究機構 先端材料プロセスユニット グループリーダー

京都大学 大学院エネルギー科学研究科 教授

九州大学 大学院工学研究院 教授

群馬大学 大学院理工学府 教授

信州大学 先鋭領域融合研究群　環境・エネルギー材料科学研究所 教授

ダイハツ工業（株） 開発部 エグゼクティブテクニカルエキスパート

耐火金属基BCC高濃度固溶体をベースとした超耐熱材料創成
単結晶超合金タービン翼の直接完全リサイクル法の開発
MoSiB基超高温材料の先進的デザインと鋳造プロセスの確立
超軽量高性能汎用型マグネシウム合金の創製
自己治癒機能を有する革新的セラミックスタービン材料の開発
輻射熱反射コーティングによる革新的遮熱技術
窒素を有効利用した次世代超耐熱フェライト鋼の創製

※ 本課題の管理は特別重点領域　次世代蓄電池　にて実施。

三浦　誠司
原田　広史
吉見　享祐
鎌土　重晴
中尾　航
香川　豊
中島　英治

北海道大学 大学院工学研究院 教授

物質・材料研究機構 環境エネルギー材料部門 特命研究員

東北大学 大学院工学研究科 教授

長岡技術科学大学 工学部 教授

横浜国立大学 大学院工学研究院 准教授

東京大学 先端科学技術研究センター 教授

九州大学 大学院総合理工学研究院 教授

高効率ポリマー系太陽電池の開発
高効率太陽光発電用レクテナの開発
有機無機ハイブリッド高効率太陽電池の開発
太陽光励起レーザー・単色型太陽電池結合発電
有機薄膜太陽電池の結晶性理想構造の共蒸発分子誘起結晶化法による実現と高効率化
光とキャリアを完全利用するナノ構造体・結晶シリコン融合太陽電池
液晶科学に基づく革新的塗布型有機太陽電池の開発
IV族元素による環境調和型Si系クラスレート太陽電池の開発
多層セル型太陽電池用IV族多元系混晶の結晶成長と界面構造制御
高温フォトニクスによる高度太陽エネルギー利用
人工光合成複合システムの構築
非真空プロセスによる未来型化合物薄膜太陽電池の高性能化技術開発
マジック超構造による窒化物太陽電池スマートイノベーション
超高効率エネルギー変換スピノーダル・ナノテクノロジー

尾坂　格
野崎　眞次
宮坂　力
元廣　友美
嘉治　寿彦
宇佐美　徳隆
尾﨑　雅則
久米　徹二
中塚　理
湯上　浩雄
福住　俊一
山田　明
吉川　明彦
吉田　博

理化学研究所 創発物性科学研究センター 上級研究員

電気通信大学 大学院情報理工学研究科 教授

桐蔭横浜大学 大学院工学研究科 教授

名古屋大学 グリーンモビリティ連携研究センター 教授

東京農工大学 大学院工学研究院 准教授

名古屋大学 大学院工学研究科 教授

大阪大学 大学院工学研究科 教授

岐阜大学 工学部 准教授

名古屋大学 大学院工学研究科 准教授

東北大学 大学院工学研究科 教授

名城大学 大学院理工学研究科 特任教授

東京工業大学 大学院理工学研究科 教授

千葉大学 スマートグリーンイノベーション研究拠点 特任教授

大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授

耐熱材料・鉄鋼リサイクル高性能材料 運営総括 ： 花田　修治

界面機能化に基づくMoSi2基Brittle/Brittle複相単結晶超耐熱材料の開発
軽量・超耐食性社会のためのチタンの新連続製造プロセス
革新的800℃級火力発電プラント用超耐熱鋼の設計原理
有機無機ハイブリッドエアロゲルを基材とする多用途断熱材の開発

乾　晴行
宇田　哲也
竹山　雅夫
中西　和樹

京都大学 大学院工学研究科 教授

京都大学 大学院工学研究科 教授

東京工業大学 大学院理工学研究科 教授

京都大学 大学院理学研究科 准教授

原形質流動の人工制御：植物バイオマス増産の基盤技術としての確立
気相微生物反応を用いる革新的バイオプロセスによるメタン/メタノール変換
転写と時計の改変によるラン藻炭素源供給の量的緩和とコハク酸生産
人工ヘテローシス技術による植物バイオマスの多次元増産
未利用バイオマスを活用したバイオリピッドプラットフォームの構築
種々の作物に持続的な耐病性を付与する技術の創成
固相基質分解酵素のナノバイオ設計：CO2バイパス炭素循環
珪藻のフィジオロミクスに基づく褐色のエネルギー革命
低炭素化に資する発酵微生物のゲノム育種およびゲノム工学的「耐熱化」
ゼロから創製する新しい木質の開発
根圏微生物共生系を活用した高次植生バイオプロセスの開発
汎用的高効率バイオプロセス細胞の創製
微生物バイオマスを用いたスーパーエンジニアリングプラスチックの創出
気孔開度制御による植物の光合成活性と生産量の促進
酢酸発酵によるリグノセルロースからの先進高効率エタノール生産
不良土壌におけるバイオマス生産拡大を目指す分子育種
グリーンエネルギー生産技術の高度化に向けた革新的バイオフィルム制御法の開発

富永　基樹
堀　克敏
小山内　崇
持田　恵一
島　純
能年　義輝
梅津　光央
菓子野　康浩
松下　一信
光田　展隆
森川　正章
小笠原　直毅
金子　達雄
木下　俊則
坂　志朗
西澤　直子
野村　暢彦

早稲田大学 教育・総合科学学術院 専任講師

名古屋大学 大学院工学研究科 教授

明治大学 農学部 専任講師

理化学研究所 環境資源科学研究センター チームリーダー

龍谷大学 農学部 教授

岡山大学 大学院環境生命科学研究科 准教授

東北大学 大学院工学研究科 教授

兵庫県立大学 大学院生命理学研究科 准教授

山口大学 農学部 教授（特命）

産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 主任研究員

北海道大学 大学院地球環境科学研究院 教授

奈良先端科学技術大学院大学  学長

北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科 准教授

名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所 教授

京都大学 大学院エネルギー科学研究科 教授

石川県立大学 生物資源環境学部 教授

筑波大学 大学院生命環境科学研究科 教授

相転移型ナノゲルのｐＫａ制御によるＣＯ２分離膜・プロセスの開発
内部凝縮型反応システムによるメタノール製造プロセスの高効率化
炭素系触媒によるリグノセルロース分解
高品質SiC単結晶薄膜の革新的低温・高速成長技術の創製
エクセルギー再生反応・分離システムの開発
水の分離コスト削減を目指したエステルの不可逆型加水分解およびアルケンの直接的変換
多機能不均一系触媒の開発
天然多環芳香族からの単環芳香族の単離・製造技術開発
包接化合物を利用した高機能性多価カチオン電池の革新的技術の創出　※
植物バイオマス生産高度化のための合成プロモーター作出
イオン液体とラジカルを利用したリグノセルロースリファイナリー
バイオマスリファイナリーの全触媒化
バイオマス超低温接触ガス化プロセスの開発

星野　友
小俣　光司
福岡　淳
松本　祐司
堤　敦司
徳永　信
原　亨和
増田　隆夫
山吹　一大
山本　義治
高橋　憲司
岩本　正和
宝田　恭之

九州大学 大学院工学研究院 准教授

島根大学 大学院総合理工学研究科 教授

北海道大学 触媒化学研究センター 教授

東北大学 大学院工学研究科 教授

東京大学 生産技術研究所 特任教授

九州大学 大学院理学研究院 教授

東京工業大学 フロンティア研究機構 教授

北海道大学 大学院工学研究院 教授

山口大学 大学院理工学研究科 助教

岐阜大学 応用生物科学部 教授

金沢大学 理工研究域 教授

中央大学 研究開発機構 機構教授

群馬大学 大学院理工学府 教授

階層構造磁気蓄熱再生器を持つ磁気ヒートポンプの開発
空間結像アイリス面型･超低消費電力ディスプレイ
熱源の温度変化に対応したトリラテラルサイクル蒸気機関の開発
ナノ中空粒子を用いた高効率高輝度照明の開発
省エネデバイス用8インチ超大口径GaNウエハ
超省資源ナノチューブフレキシブルエレクトロニクス

川南　剛
川上　徹
鹿園　直毅
藤　正督
森　勇介
野田　優

神戸大学 大学院工学研究科 准教授

東北大学 大学院工学研究科 産学官連携研究員

東京大学 生産技術研究所 教授

名古屋工業大学 大学院工学研究科 教授

大阪大学 大学院工学研究科 教授

早稲田大学 先進理工学部 教授

全固体電池チーム
金属―空気電池チーム
その他電池（中長期型）チーム
その他電池（長期型）チーム

辰巳砂　昌弘
久保　佳実
渡邉　正義
金村　聖志

大阪府立大学 大学院工学研究科 教授

物質・材料研究機構 ナノ材料科学環境拠点 空気電池特別推進チーム長

横浜国立大学 大学院工学研究院 教授

首都大学東京 大学院都市環境科学研究科 教授

革新的省・創エネルギー化学プロセス 運営総括 ： 辰巳　敬

革新的省・創エネルギーシステム・デバイス

バイオテクノロジー 運営総括 ： 近藤　昭彦

次世代蓄電池（特別重点技術領域） 運営総括 ： 魚崎　浩平

運営総括 ： 谷口　研二

H26
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H22
H22
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H23
H22
H22
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H26
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H24
H24
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H23
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H22
H22
H22
H22
H22
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H22
H22
H22
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H22
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蓄電デバイス 運営総括 ： 逢坂　哲禰

超伝導システム 運営総括 ： 大崎　博之

太陽電池および太陽エネルギー利用システム 運営総括 ： 小長井　誠

ＲＥＢＣＯ全超伝導回転機の開発
磁気分離法による発電所ボイラー給水中の酸化鉄除去
カルノー効率の60%に達する廃熱回生熱音響システム
低炭素社会を支える輸送機器用超伝導回転機システム
低コスト高温超伝導線材
低エネルギー情報ネットワーク用光・磁気・超伝導融合システム
新エネルギー構築のための液体水素冷却MgB2超伝導線を用いた電力変換システム
原子レベル制御による120K級超伝導線材の開発

岩熊　成卓
西嶋　茂宏
長谷川　真也
中村　武恒
土井　俊哉
藤巻　朗
濱島　高太郎
松本　要

九州大学 大学院システム情報科学研究院 教授

大阪大学 大学院工学研究科 教授

東海大学 工学部 講師

京都大学 大学院工学研究科 准教授

京都大学 大学院エネルギー科学研究科 教授

名古屋大学 大学院工学研究科 教授

（株）前川製作所 技術研究所 技術顧問

九州工業大学 大学院工学研究院 教授

高入出力・高容量なリチウムイオン電池用炭素負極材の開発
錯体水素化物系高速イオン伝導体の全固体蓄電デバイスへの実装
界面イオン伝導顕微鏡を用いたリチウムインサーションのin-situ観察と高エネルギー密度LIBの開発
水素／空気二次電池の開発
メタルフリー空気電池の創製　※
高エネルギー密度を有する革新的マグネシウム蓄電池の開発　※
”その場形成”概念に基づく高出入力型全固体電池の創成
高効率水素製造水蒸気電解／燃料電池可逆作動デバイスの開発
単結晶ナノキューブのボトムアップによる高性能小型デバイス開発
グラフェンの特異性とナノ積層による300Wh/kgキャパシター
中低温イオン液体を用いた非リチウム革新二次電池の開発
高酸素イオン伝導体ナノ薄膜を用いる革新的金属―空気２次電池
燃料電池カソード触媒機能を有するカーボンアロイの開発と評価
次世代ハイブリッドキャパシタに関する研究
液体燃料を蓄電媒体とする白金フリー燃料電池自動車

松尾　吉晃
宇根本　篤
末永　智一
盛満　正嗣
山田　裕貴
市坪　哲
入山　恭寿
内田　裕之
加藤　一実
唐　捷
萩原　理加
石原　達己
尾崎　純一
杉本　渉
田中　裕久

兵庫県立大学 大学院工学研究科 准教授

東北大学 原子分子材料科学高等研究機構 講師

東北大学 原子分子材料科学高等研究機構 教授

同志社大学 理工学部 教授

東京大学 大学院工学系研究科 助教

京都大学 大学院工学研究科 准教授

名古屋大学 大学院工学研究科 教授

山梨大学 クリーンエネルギー研究センター 教授

産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門 首席研究員

物質・材料研究機構 先端材料プロセスユニット グループリーダー

京都大学 大学院エネルギー科学研究科 教授

九州大学 大学院工学研究院 教授

群馬大学 大学院理工学府 教授

信州大学 先鋭領域融合研究群　環境・エネルギー材料科学研究所 教授

ダイハツ工業（株） 開発部 エグゼクティブテクニカルエキスパート

耐火金属基BCC高濃度固溶体をベースとした超耐熱材料創成
単結晶超合金タービン翼の直接完全リサイクル法の開発
MoSiB基超高温材料の先進的デザインと鋳造プロセスの確立
超軽量高性能汎用型マグネシウム合金の創製
自己治癒機能を有する革新的セラミックスタービン材料の開発
輻射熱反射コーティングによる革新的遮熱技術
窒素を有効利用した次世代超耐熱フェライト鋼の創製

※ 本課題の管理は特別重点領域　次世代蓄電池　にて実施。

三浦　誠司
原田　広史
吉見　享祐
鎌土　重晴
中尾　航
香川　豊
中島　英治

北海道大学 大学院工学研究院 教授

物質・材料研究機構 環境エネルギー材料部門 特命研究員

東北大学 大学院工学研究科 教授

長岡技術科学大学 工学部 教授

横浜国立大学 大学院工学研究院 准教授

東京大学 先端科学技術研究センター 教授

九州大学 大学院総合理工学研究院 教授

高効率ポリマー系太陽電池の開発
高効率太陽光発電用レクテナの開発
有機無機ハイブリッド高効率太陽電池の開発
太陽光励起レーザー・単色型太陽電池結合発電
有機薄膜太陽電池の結晶性理想構造の共蒸発分子誘起結晶化法による実現と高効率化
光とキャリアを完全利用するナノ構造体・結晶シリコン融合太陽電池
液晶科学に基づく革新的塗布型有機太陽電池の開発
IV族元素による環境調和型Si系クラスレート太陽電池の開発
多層セル型太陽電池用IV族多元系混晶の結晶成長と界面構造制御
高温フォトニクスによる高度太陽エネルギー利用
人工光合成複合システムの構築
非真空プロセスによる未来型化合物薄膜太陽電池の高性能化技術開発
マジック超構造による窒化物太陽電池スマートイノベーション
超高効率エネルギー変換スピノーダル・ナノテクノロジー

尾坂　格
野崎　眞次
宮坂　力
元廣　友美
嘉治　寿彦
宇佐美　徳隆
尾﨑　雅則
久米　徹二
中塚　理
湯上　浩雄
福住　俊一
山田　明
吉川　明彦
吉田　博

理化学研究所 創発物性科学研究センター 上級研究員

電気通信大学 大学院情報理工学研究科 教授

桐蔭横浜大学 大学院工学研究科 教授

名古屋大学 グリーンモビリティ連携研究センター 教授

東京農工大学 大学院工学研究院 准教授

名古屋大学 大学院工学研究科 教授

大阪大学 大学院工学研究科 教授

岐阜大学 工学部 准教授

名古屋大学 大学院工学研究科 准教授

東北大学 大学院工学研究科 教授

名城大学 大学院理工学研究科 特任教授

東京工業大学 大学院理工学研究科 教授

千葉大学 スマートグリーンイノベーション研究拠点 特任教授

大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授

耐熱材料・鉄鋼リサイクル高性能材料 運営総括 ： 花田　修治

界面機能化に基づくMoSi2基Brittle/Brittle複相単結晶超耐熱材料の開発
軽量・超耐食性社会のためのチタンの新連続製造プロセス
革新的800℃級火力発電プラント用超耐熱鋼の設計原理
有機無機ハイブリッドエアロゲルを基材とする多用途断熱材の開発

乾　晴行
宇田　哲也
竹山　雅夫
中西　和樹

京都大学 大学院工学研究科 教授

京都大学 大学院工学研究科 教授

東京工業大学 大学院理工学研究科 教授

京都大学 大学院理学研究科 准教授

原形質流動の人工制御：植物バイオマス増産の基盤技術としての確立
気相微生物反応を用いる革新的バイオプロセスによるメタン/メタノール変換
転写と時計の改変によるラン藻炭素源供給の量的緩和とコハク酸生産
人工ヘテローシス技術による植物バイオマスの多次元増産
未利用バイオマスを活用したバイオリピッドプラットフォームの構築
種々の作物に持続的な耐病性を付与する技術の創成
固相基質分解酵素のナノバイオ設計：CO2バイパス炭素循環
珪藻のフィジオロミクスに基づく褐色のエネルギー革命
低炭素化に資する発酵微生物のゲノム育種およびゲノム工学的「耐熱化」
ゼロから創製する新しい木質の開発
根圏微生物共生系を活用した高次植生バイオプロセスの開発
汎用的高効率バイオプロセス細胞の創製
微生物バイオマスを用いたスーパーエンジニアリングプラスチックの創出
気孔開度制御による植物の光合成活性と生産量の促進
酢酸発酵によるリグノセルロースからの先進高効率エタノール生産
不良土壌におけるバイオマス生産拡大を目指す分子育種
グリーンエネルギー生産技術の高度化に向けた革新的バイオフィルム制御法の開発

富永　基樹
堀　克敏
小山内　崇
持田　恵一
島　純
能年　義輝
梅津　光央
菓子野　康浩
松下　一信
光田　展隆
森川　正章
小笠原　直毅
金子　達雄
木下　俊則
坂　志朗
西澤　直子
野村　暢彦

早稲田大学 教育・総合科学学術院 専任講師

名古屋大学 大学院工学研究科 教授

明治大学 農学部 専任講師

理化学研究所 環境資源科学研究センター チームリーダー

龍谷大学 農学部 教授

岡山大学 大学院環境生命科学研究科 准教授

東北大学 大学院工学研究科 教授

兵庫県立大学 大学院生命理学研究科 准教授

山口大学 農学部 教授（特命）

産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 主任研究員

北海道大学 大学院地球環境科学研究院 教授

奈良先端科学技術大学院大学  学長

北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科 准教授

名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所 教授

京都大学 大学院エネルギー科学研究科 教授

石川県立大学 生物資源環境学部 教授

筑波大学 大学院生命環境科学研究科 教授

相転移型ナノゲルのｐＫａ制御によるＣＯ２分離膜・プロセスの開発
内部凝縮型反応システムによるメタノール製造プロセスの高効率化
炭素系触媒によるリグノセルロース分解
高品質SiC単結晶薄膜の革新的低温・高速成長技術の創製
エクセルギー再生反応・分離システムの開発
水の分離コスト削減を目指したエステルの不可逆型加水分解およびアルケンの直接的変換
多機能不均一系触媒の開発
天然多環芳香族からの単環芳香族の単離・製造技術開発
包接化合物を利用した高機能性多価カチオン電池の革新的技術の創出　※
植物バイオマス生産高度化のための合成プロモーター作出
イオン液体とラジカルを利用したリグノセルロースリファイナリー
バイオマスリファイナリーの全触媒化
バイオマス超低温接触ガス化プロセスの開発

星野　友
小俣　光司
福岡　淳
松本　祐司
堤　敦司
徳永　信
原　亨和
増田　隆夫
山吹　一大
山本　義治
高橋　憲司
岩本　正和
宝田　恭之

九州大学 大学院工学研究院 准教授

島根大学 大学院総合理工学研究科 教授

北海道大学 触媒化学研究センター 教授

東北大学 大学院工学研究科 教授

東京大学 生産技術研究所 特任教授

九州大学 大学院理学研究院 教授

東京工業大学 フロンティア研究機構 教授

北海道大学 大学院工学研究院 教授

山口大学 大学院理工学研究科 助教

岐阜大学 応用生物科学部 教授

金沢大学 理工研究域 教授

中央大学 研究開発機構 機構教授

群馬大学 大学院理工学府 教授

階層構造磁気蓄熱再生器を持つ磁気ヒートポンプの開発
空間結像アイリス面型･超低消費電力ディスプレイ
熱源の温度変化に対応したトリラテラルサイクル蒸気機関の開発
ナノ中空粒子を用いた高効率高輝度照明の開発
省エネデバイス用8インチ超大口径GaNウエハ
超省資源ナノチューブフレキシブルエレクトロニクス

川南　剛
川上　徹
鹿園　直毅
藤　正督
森　勇介
野田　優

神戸大学 大学院工学研究科 准教授

東北大学 大学院工学研究科 産学官連携研究員

東京大学 生産技術研究所 教授

名古屋工業大学 大学院工学研究科 教授

大阪大学 大学院工学研究科 教授

早稲田大学 先進理工学部 教授

全固体電池チーム
金属―空気電池チーム
その他電池（中長期型）チーム
その他電池（長期型）チーム

辰巳砂　昌弘
久保　佳実
渡邉　正義
金村　聖志

大阪府立大学 大学院工学研究科 教授

物質・材料研究機構 ナノ材料科学環境拠点 空気電池特別推進チーム長

横浜国立大学 大学院工学研究院 教授

首都大学東京 大学院都市環境科学研究科 教授

革新的省・創エネルギー化学プロセス 運営総括 ： 辰巳　敬

革新的省・創エネルギーシステム・デバイス

バイオテクノロジー 運営総括 ： 近藤　昭彦

次世代蓄電池（特別重点技術領域） 運営総括 ： 魚崎　浩平

運営総括 ： 谷口　研二
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Making Conceptual Breakthrough and Creation of 
“Game Changing Technology”

Advanced Low Carbon Technology
Research and Development Program

〒 102-0076
東京都千代田区五番町 7 番地 K's 五番町
Tel : 03-3512-3543　Fax: 03-3512-3533

URL : http://www.jst.go.jp/alca/

国立研究開発法人科学技術振興機構
環境エネルギー研究開発推進部（ALCA担当）

先端的低炭素化技術開発

mail : alca@jst.go.jp


