












環境エネルギー技術関連施策の概要

（単位：百万円）

小分類 施策名 所管
概算

要求額
前年度
予算額

施策の概要

高速増殖炉サイクル実用化研究開発
文部科学省

JAEA
14,251 11,798

「高速増殖炉サイクルの研究開発方針について」を踏まえて、実用施設に採用する革
新技術の決定と実用施設の概念の構築を目指し、革新技術の成立性を評価するため
の各種要素試験研究の展開の拡大、並びに実証・実用プラントシステムの概念設計研
究を推進する。

高速増殖原型炉「もんじゅ」
文部科学省

JAEA
16,453 10,331

プラント全体の健全性を確認するプラント確認試験を実施しており、長期停止による燃
料組成変化に対応するための燃料取替を経て、平成20年度に運転再開するとともに、
平成21年度から段階的な出力上昇により高速増殖炉実用化に向けた研究開発データ
の取得を行う。

高速実験炉「常陽」
文部科学省

JAEA
2,012 2,682

環境負荷低減を図るマイナーアクチニド含有燃料の照射試験やＦＢＲ用燃料の高燃焼
度化試験を行い、高速増殖炉サイクル実用化研究開発に必要な材料、燃料等の照射
データを取得するとともに、定期検査などの施設の維持管理等を行う。

ＭＯＸ燃料製造技術開発
文部科学省

JAEA
4,440 4,185

｢もんじゅ｣及び「常陽」へのＭＯＸ燃料供給を通じ、燃料製造技術及び関連技術の実証
を行うとともに、経済性向上のための高燃焼度化、プロセスの革新・簡素化に関する技
術開発を進める。

発電用新型炉等技術開発委託費 経済産業省 5,450 4,372
高速増殖炉サイクルの確立に向け、実証炉概念検討調査として実証炉の技術項目の
検討および概念検討を実施し、実証炉の概念設計へ反映しうるような技術的根拠を得
るために実証炉の設計・建設段階で必要となる「実プラント技術」を開発する。

次世代軽水炉
（軽水炉の高度利用含む）

次世代軽水炉等技術開発費補助事業 経済産業省 2,042 1,250

今後、国内における原子力発電所の新規建設需要は当面低迷する一方、２０３０年頃
からは大規模な代替炉建設需要が見込まれている。他方、米国、中国をはじめとする
海外市場はさらに拡大する方向である。このような状況を踏まえ、国内の代替炉建設
需要に対応でき、世界標準を獲得し得る高い安全性と経済性、信頼性等を有する次世
代軽水炉の技術開発を行う。

中小型炉 該当無し

高効率ガスタービン実用化技術開発費補助金 経済産業省 1,845 540

１７００℃級ガスタービン技術開発の要素技術については、排ガス循環低Noｘ燃焼器、
高性能冷却システム、低熱伝導TBC、高負荷・高性能タービン、高圧力比高性能圧縮
機の技術を確立し、実現可能性を確認する。また、高湿分空気利用ガスタービン技術
開発については、3MW級小型総合試験装置による性能検証試験等を実施し、システム
の信頼性等を検証と中容量機の実用化に必要な多段軸流圧縮機、多缶燃焼器等の要
素技術開発に係る検討を実施する。

省エネルギー技術戦略開発・実証事業
経済産業省

NEDO
9,653 6,900

省エネルギー技術戦略で示された産業、民生（家庭、業務）、運輸の各部門の省エネ
ルギー技術に係る課題を克服するため、省エネルギー技術に係る先導研究から実用
化開発、実証研究までを戦略的に実施し、省エネルギー型社会の実現に必要な技術
開発を行う。平成２１年度からは「革新技術研究フェーズ」を追加し、中長期的技術課
題等の環境エネルギー技術革新計画への対応を行う。

低炭素社会を目指し、２０５０年までに世界全体で温室効果ガスの排出量を半減するためには、革新的な技術の研究開発と既存技術の向上と普及を政策的に推進すること
が重要であり、「環境エネルギー技術革新計画」（平成20年5月19日総合科学技術会議決定）に示された３６の「環境エネルギー技術」をロードマップ等に沿って着実に推進し
ていく必要がある。「資源配分方針」においては、「環境エネルギー技術」を 重要政策課題の１つとして重点化することとされており、以下は平成２１年度概算要求に盛り込
まれた「環境エネルギー技術」に係る分野別ヒアリング対象施策をとりまとめたものである。

高速増殖炉サイクル

高効率天然ガス火力発電



次世代高強度耐熱鋼の開発と信頼性の確立
文部科学省

NIMS
795 0

超々臨界圧火力発電の蒸気温度の上限を支配する大型厚肉部材の高温強度を飛躍
的に向上させ、700℃での使用を可能とする高強度フェライト耐熱鋼の材料設計指針を
開発する。

噴流床石炭ガス化発電プラント開発費補助
金

経済産業省 1,200 2,067

エネルギーセキュリティー確保の観点から今後とも石炭の利用は重要であるが、二酸
化炭素削減も同時に達成していく必要があることから、既存の石炭利用発電技術（微
粉炭火力技術）に比較し熱効率が極めて高く、 終的には二酸化炭素排出量が石油
火力並みにまで低減できる石炭ガス化複合発電技術の実証試験を実施する。

先進超々臨界圧火力発電実用化要素技術開
発費補助金

経済産業省 817 200
火力発電所からの二酸化炭素削減要求に対して、信頼性と経済性を両立しながら発電
効率に優れた先進超々臨界圧汽力発電システムを実現する。

鉄鋼材料の革新的高強度・高機能化基盤研究
開発

経済産業省
NEDO

1,000 1,000
高強度鋼、高機能鋼の実用化拡大の基盤となる (１)高級鋼厚板溶接部の信頼性と寿
命を大幅に向上する溶接施工技術及び鉄鋼材料技術、(２)機械構造部材の強度、寿
命、加工性等を飛躍的に向上する 適傾斜機能創製鍛造技術、の開発を行う。

低コスト次世代太陽電池の高効率化基礎研究
文部科学省

NIMS
350 0

色素増感太陽電池はシリコン系太陽電池に比べ、エネルギー変換効率がまだ低いこと
から、火力発電のコスト（7円/kWh）の実現につなげ、クリーンエネルギーである太陽電
池の本格的な普及の要望に応えるため、色素増感太陽電池内部のエネルギーロスを
大幅に低減するための基礎理論を構築する。

新エネルギー技術研究開発（革新型太陽電池
国際研究拠点整備事業）

経済産業省
NEDO

3,500 2,000
太陽光発電技術において、特に高効率（発電効率４０％超）・火力発電並みの低コスト
化が期待される新材料・新構造を利用した革新型太陽電池の実現を目指す。

風力発電（洋上発電） 洋上風力発電実用化技術開発事業 環境省 400 0

安定的かつ変動が少ない風速が得られる区画漁業権等の設定されていない外洋域に
おいて、効率的に発電を行うことができる風力発電の設計や大型浮体上の配置、陸上
に低損失で配電するシステムを含めた、フロート型洋上風力発電システムに係る技術
を確立する。

イットリウム系超電導電力機器技術開発
経済産業省

NEDO
4,000 3,000

低コストで大容量の電力供給が期待できるイットリウム系超電導線材の経済性向上（コ
スト１/１０）と信頼性向上（歩留まり１０倍）の両立をはかる技術開発と高温超電導ケー
ブル、高温超電導電力貯蔵装置（ＳＭＥＳ）、高温超電導変圧器の開発を行う。

高温超電導ケーブル実証プロジェクト
経済産業省

NEDO
800 160

革新的な高効率送電技術を確立するため、工業生産プロセスで実用化レベルに達して
いる高温超電導線材を活用し、高温超電導ケーブルの総合的な信頼性を実証するた
め、変電所内の配線として導入実証試験及び評価を行う。

超電導送電

高効率石炭火力発電

太陽光発電



水素製造 革新的水素製造技術開発
文部科学省

JAEA
1,500 50

原子力等からの高温熱を用いて、温室効果ガスを排出せずに、経済的、大量かつ安定
に製造することができる革新的水素製造技術を確立することにより、地球温暖化対策と
エネルギー安定供給を両立しつつ、新たな環境エネルギー産業の創生を促す。

化学物質の火災爆発防止と消火に関する研究 総務省 44 43
バイオ燃料の火災爆発危険性を把握するため、蓄熱危険性、自然発火危険性、爆発
危険性等についての評価手法を開発し、知見の蓄積を図るとともに、防火安全対策を
検討・確立する。

地域活性化のためのバイオマス利用技術の開
発

農林水産省 1,450 1,450

エタノール生産コストの大幅な削減に向けて、木質バイオマスや稲わら等の非食用資
源や資源作物全体から高効率にエタノールを生産する技術の開発、石油化学代替品
の製造技術の開発、燃料利用とマテリアル利用を総合的に行うバイオマス利用モデル
の構築等を実施。

セルロース系エタノール革新的生産システム開
発事業

経済産業省
NEDO

940 0

セルロース系資源作物の栽培技術について、低コスト、多収量に資する 適な条件、
生育環境等に関する研究を行う。また、原料（資源作物）の栽培・収穫・運搬から、バイ
オエタノール製造に至る一貫生産システムの設計、開発、データ収集等を行うことによ
り、環境負荷、経済性等を評価し、低コストかつ安定的なバイオエタノールの生産が可
能な、革新的生産システムの構築を目指す。

新エネルギー技術研究開発（バイオマスエネル
ギー等高効率転換技術開発）

経済産業省
NEDO

3,800 2,800
セルロース系原料からのバイオ燃料の製造に加え化成品の製造の実用化を目指した
技術開発を行い、バイオマスに関する燃料分野と化成品分野の融合・連携を図る。

循環型社会形成推進科学研究費補助金の一
部

環境省 （1,335の内数） （1,135の内数）
草木質系の廃棄物系バイオマスを高効率にエネルギー利用するシステム開発及びエ
ネルギーバランスやマテリアルバランス等の観点からの、地域における廃棄物系バイ
オマスの循環利用モデルの設計等を推進する。

地球温暖化対策技術開発事業の一部 環境省 （4,544の内数） （3,710の内数）
地域における 適な資源循環／バイオマスエネルギー利用システムを開発するなど、
バイオマスの総合的利活用技術の開発、E10 への対応促進のための技術実証等を推
進する。

次世代蓄電システム実用化戦略的技術開発
（次世代自動車用高性能蓄電システム技術開
発）

経済産業省
NEDO

3,500 2,900
ハイブリッド自動車・電気自動車・燃料電池自動車等の新世代自動車を普及させるた
め、キーテクノロジーである蓄電の低コスト化と高性能化を目指し、産官学の連携の
下、集中的に研究開発を行う。

革新型蓄電池先端科学基礎研究事業
経済産業省

NEDO
3,000 0

先端科学を駆使した蓄電池の基礎技術に重点化および集中化して拠点整備を行い、
蓄電池技術レベル全体の底上げと革新型蓄電池を早期に実現するための基礎研究開
発を行う。

ハイブリッド・電気自動車

バイオマス利活用
（ガソリン代替系、軽油代替
系）



本格的利用期に適した大型放射光施設
（SPring-8）の運営体制の構築（燃料電池技術）

文部科学省
理研

308 0

SPring-8施設に、環境・エネルギー分野及び素材分野の研究開発に資する新規ビーム
ラインを整備し、 燃料電池や水素貯蔵技術を実用化のレベルに押し上げるための技術
開発を産業界と学術側で協力して行い、我が国の環境エネルギー技術の発展に資す
る。

固体高分子形燃料電池実用化戦略的技術開
発

経済産業省
NEDO

8,762 6,669
自動車用、家庭・業務用等に利用される固体高分子形燃料電池（PEFC）の実用化・普
及に向け、要素技術、システム化技術及び次世代技術等の開発を行うとともに、共通
的な課題解決に向けた研究開発の体制の構築を図る。

燃料電池先端科学研究事業
経済産業省

NEDO
1,200 900

燃料電池の基本的反応メカニズムについての根本的な理解を深めるために、高度な科
学的知見を要する現象解析及びそのための研究体制の整備を行い、現状の技術開発
における壁を打破するための知見を蓄積する。

水素製造・輸送・貯蔵システム等技術開発
経済産業省

NEDO
2,500 1,700

水素製造・貯蔵・輸送・充填に関する機器やシステムの信頼性・耐久性向上、低コスト
化、性能向上等実用化検証や要素技術開発、及び当該技術を飛躍的に進展させるこ
とができる革新的技術開発や調査研究などを行い、その成果を産業界に提供すること
により、水素エネルギー初期導入間近の関連機器製造・普及技術として完成させ、水
素社会の真の実現に必要な基盤技術の確立を目指す。

水素貯蔵材料先端基盤研究事業
経済産業省

NEDO
1,400 908

国内外の研究機関の連携の下、高圧水素貯蔵に比べよりコンパクトかつ効率的な水素
貯蔵を可能とする水素貯蔵材料の性能向上に必要な条件等を明らかにすることによ
り、燃料電池自動車の航続距離の飛躍的向上を図る。

水素先端科学基礎研究事業
経済産業省

NEDO
2,200 1,750

水素の輸送や貯蔵に必須な材料に関し、水素脆化等の基本原理の解明及び対策の検
討を中心とした高度な科学的知見を要する先端的研究を、国内外の研究者を結集し行
うことにより、水素をより安全・簡便に利用するための技術基盤を確立する。

高効率鉄道車両 該当無し

燃料電池自動車



国産旅客機高性能化技術の研究開発、クリー
ンエンジン技術の研究開発

文部科学省
JAXA

2,610 2,725

産学官連携のもと、低燃費化や低騒音化などの環境適合性や低コスト化、安全性の向
上に資する研究開発を推進し、その成果を開発メーカーに移転する。21年度は、国産
旅客機高性能化技術について、これまで培ってきた空力等の先端技術の実機レベルで
の性能評価等に係る風洞試験・解析等を実施するとともに、地上試験及び飛行試験に
向けた設備整備、予備的評価等を開始する。また、クリーンエンジン技術については、
引き続き、騒音抑制、燃焼器、翼冷却に係る高度化と性能評価を行うとともに、回転要
素健全性試験、エンジン 適制御器の開発を行う。

航空機用先進システム基盤技術開発 経済産業省 715 537

環境適合性、運行経済性、安全性に係る要求を実現する通信アンテナ用先進材料、知
的飛行制御システム、低損失アクセサリギアボックス等の先進的な航空機装備品（シ
ステム）の技術開発を行い、開発された技術を今後の機体、エンジンに適用し実用化す
ることで、我が国の航空機産業の高度化を図る。

先進空力設計等研究開発 経済産業省 4,305 4,100
航空機を含め製造業全体の開発・生産プロセスの高度化を図るため、空力設計、開
発・生産システムに係る先進的技術の研究開発・実証を行う。

環境適応型小型航空機用エンジン研究開発
経産産業省

NEDO
780 600

既存エンジンに比べ、燃費効率、整備性、静粛性等を抜本的に向上させた５０席クラス
の小型航空機用エンジンの実用化に向けた技術開発を行う。

次世代航空機用構造部材創製・加工技術開発 経産産業省 1,040 800
航空機の軽量化やｴﾝｼﾞﾝ性能向上を図るため、ﾁﾀﾝ合金や複合材の効率的・先進的な
加工・成形技術等を開発する。

省エネ用炭素繊維複合材技術開発 経産産業省 6,840 5,000
炭素繊維複合材の成形の容易化を実現するための技術や炭素繊維複合材を用いた
製品の耐雷性能を確保するための先進的技術の研究開発・実証を行う。

高効率船舶
海洋環境イニシアティブ
（高効率船舶の技術開発、国際基準化等を推
進する総合施策）

国土交通省 1,689 248

増大が懸念される国際海運からの二酸化炭素の排出量を削減するため、民間等にお
ける高効率船舶の開発（海上輸送システムの効率化、省エネルギーに資する技術開
発）を支援するとともに、国においても必要な研究開発を行う。併せて 、高効率船舶の
普及促進を図るため、船舶の実海域燃費指標、新船体構造強度基準及び環境エンジ
ンの開発・国際基準化に向けた取り組みを行う。

環境調和型製鉄プロセス技術開発
経済産業省

NEDO
1,950 560

二酸化炭素濃度が高い高炉ガスから二酸化炭素を分離するために世界 高レベルの
吸収再生特性を持つ吸収液開発と製鉄ガスでは世界初の30t/D規模での実証検証を
行うとともに、製鉄所内の未利用廃熱を利用し、エネルギー消費量を削減しつつ、二酸
化炭素分離・回収等を行う製鉄プロセスを開発する。さらにコークス製造時に発生する
高温の副生ガスをガス改質することにより水素を増幅し、その水素をコークスの一部代
替として鉄鉱石を還元するプロセス、二酸化炭素を除去した高炉ガスを再び高炉に戻
す等のプロセスにより二酸化炭素の発生量を削減する製鉄プロセスを開発する。

省エネルギー技術戦略開発・実証事業
経済産業省

NEDO
再掲 再掲

低燃費航空機（低騒音）

水素還元製鉄



サステナブルハイパーコンポジット技術の開発
経済産業省

NEDO
710 320

自動車などの車両の大幅軽量化により運輸部門等で消費されるエネルギーの大幅低
減を図るため、熱可塑性樹脂を用いた新たな炭素繊維複合材料（サステナブルハイ
パーコンポジット）を開発する。

省水型・環境調和型水循環プロジェクト
経済産業省

NEDO
2,500 0

環境調和型水循環プラント実証事業については、国内のコンビナート地域等において
工場排水処理、海水淡水化に係る水処理技術を統合し、コンビナート地域全体での
適・高効率水処理システムを構築することで、システム全体として高い省エネ性・コスト
競争力を実現し、水処理プラントの運営・管理ノウハウを獲得する。環境調和型水循環
技術開発については、革新的膜分離技術、省エネ型膜分離活性汚泥法（ＭＢＲ）、有用
金属分離・回収技術、高効率難分解性物質等分解技術の開発を行う。

鉄鋼材料の革新的高強度・高機能化基盤研究
開発【再掲】

経済産業省
NEDO

再掲 再掲

環境適応型小型航空機用エンジン研究開発
【再掲】

経産産業省
NEDO

再掲 再掲

次世代航空機用構造部材創製・加工技術開発
【再掲】

経産産業省 再掲 再掲

省エネ用炭素繊維複合材技術開発【再掲】 経産産業省 再掲 再掲

省エネルギー技術戦略開発・実証事業
経済産業省

NEDO
再掲 再掲

高効率照明 省エネルギー技術戦略開発・実証事業
経済産業省

NEDO
再掲 再掲

高効率ヒートポンプ 省エネルギー技術戦略開発・実証事業
経済産業省

NEDO
再掲 再掲

固体酸化物形燃料電池システム要素技術開
発

経済産業省
NEDO

2,300 1,350

低コスト化のための材料開発や高出力セルスタックの開発、劣化要因の解明に向けた
基礎研究を実施する。　固体酸化物形燃料電池実証研究事業において実環境下で抽
出した信頼性・耐久性等に係る研究課題を本技術開発事業へフィードバックすること
で、市場投入に必要なSOFCシステムの基礎・要素技術の確立を図る。

燃料電池先端科学研究事業【再掲】
経済産業省

NEDO
再掲 再掲

固体高分子形燃料電池実用化戦略的技術開
発【再掲】

経済産業省
NEDO

再掲 再掲

定置用燃料電池

革新的製造プロセス



地球温暖化対策ICTイノベーション推進事業 総務省 600 0
「CO2排出量大幅削減目標達成に向けて、地球温暖化防止対策に資するICT分野での
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼｰｽﾞ創出を目的とした競争資金制度を立ち上げ、ハイリスクでインパクトのあ
る研究や独創的研究を支援する。

ナノICTによるネットワークの高効率化基盤技術
の研究開発

総務省 150 0

ナノICTの優れた特性を活かして情報通信ネットワーク自身の飛躍的高機能化と環境
負荷低減の両立を図り、将来にわたって持続発展可能な情報通信ネットワークインフラ
に必要な要素技術を確立すると共に、情報通信分野での国際競争力を維持・強化を図
る。具体的には、次の課題について戦略的な研究開発を推進する。①ナノICTによる超
高速ディジタル化技術の開発、②ナノICTによる高効率信号処理技術の開発

フォトニックネットワーク技術に関する研究開発
総務省
NICT

4,037 3,637

急速に進展するブロードバンド環境や映像等のコンテンツ利用の拡大に対応したネット
ワークの大容量化・高機能化を「光」技術研究開発として産学官を結集して進める。
2010年までにペタビット級ネットワーク構成技術の確立、2015年までにオール光ネット
ワーク構成技術の確立を目指すとともに、国際標準化も見据え戦略的に推進する。

グリーンＩＴプロジェクト
経済産業省

NEDO
6,800 3,000

情報化社会の進展に伴うIT機器の消費電力の大幅な増大に対応し、抜本的な省エネ
を実現するため、サーバ、ネットワーク機器等の各装置の省エネに加え、省エネ型の巨
大コンピューティング技術（クラウドコンピューティング技術）、パワーエレクトロニクス技
術を開発する。

ＭＩＲＡＩプロジェクト（次世代低消費電力半導体
基盤技術開発）

経済産業省
NEDO

3,200 3,000

極微細な次世代半導体デバイスを実現するため、EUV（Extreme Ultra-Violet：極端紫
外線）露光を利用した、微細加工の基盤技術やEUV露光用マスクに必要な基盤技術の
開発を行う。また、半導体微細化に合わせて顕在化しているトランジスタの信頼性低下
等の課題に対処する技術開発を進める。

次世代大型低消費電力ディスプレイ基盤技術
開発

経済産業省
NEDO

1,167 1,173
次世代の低消費電力ディスプレイを実現するため、液晶やプラズマの薄型ディスプレイ
に関し、革新的なTFTアレイプロセス技術・製造装置、画素駆動基盤技術、発光材料等
の新材料及び画像処理技術等を開発する。

次世代高効率ネットワークデバイス技術開発
経済産業省

NEDO
1,043 1,043

消費エネルギーの低減に大きく貢献するルータ・スイッチにおける１回線あたりの速度
向上を目指した研究開発を行うとともに、機器そのものの消費エネルギーを低減するた
めの研究開発を行う。

省エネルギー技術戦略開発・実証事業
経済産業省

NEDO
再掲 再掲

省エネ住宅
（断熱材・断熱ガラス）

省エネルギー技術戦略開発・実証事業
経済産業省

NEDO
再掲 再掲

省エネ家電・情報機器
（グリーンＩＴ）



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ー

経済産業省
NEDO

550 500
今後の高周波デバイスやパワーデバイスを実現する材料として期待される窒化物半導
体において、大型高品質窒化物半導体単結晶基板の作製および無欠陥ヘテロ接合構
造を実現するため、高品質、高導電性制御されたエピタキシャル成長法の確立を行う。

省エネルギー技術戦略開発・実証事業
経済産業省

NEDO
再掲 再掲

グリーンＩＴプロジェクト【再掲】
経済産業省

NEDO
再掲 再掲

高度道路交通システム（ITS） 該当無し

消費エネルギー抑制ホームネットワーク技術の
研究開発

総務省 900 0

温暖化ガス排出量の削減対策が進んでいない「家庭」を対象に、消費エネルギーを効
果的に抑制するため、家電や住宅設備をネットワークで接続して、センサー等と連携制
御するホームネットワーク技術を確立する。また、これに連動して新たなサービス市場
を創出するため、ホームネットワークとブロードバンドネットワークの連携により、様々な
新しいサービスの提供を可能とする共通制御プラットホームの研究開発等を実施する。
さらに、民間企業や研究機関等と連携して機器の接続検証等を実施することにより、研
究開発成果の展開を加速する。

情報通信・エネルギー統合技術の研究開発
総務省
NICT

260 0

「電力の流れの情報化」と「供給電力の 適割り当て」に基づいて、確実にCO2排出削
減を達成する技術を開発する 。具体的には、面的エリア（家庭、ビル、地域）において
あらかじめ設定した電力量の上限のもと、①個々の家電機器等に供給される電力及び
その時間的変化を測定してそれらの電力使用パターンを蓄積・学習した上で、②機器
への電力供給制御や利用スケジューリング制御のプランを決定し、③ネットワークを通
じて全機器の 適制御を行うための技術を開発する。

次世代高効率エネルギー利用型住宅システム
技術開発

経済産業省
NEDO

150 0

ゼロ・エミッションハウスによる生活の大幅な省エネの実現に向け、家屋内直流配電シ
ステムや、電力需給の状態に応じた太陽電池等の分散型電源の制御、電力ネットワー
クを活用した家電の制御等、住宅全体としてエネルギーの 適制御を行うシステムの
開発・実証を行う。

省エネルギー技術戦略開発・実証事業
経済産業省

NEDO
再掲 再掲

テレワーク
革新的な三次元映像技術による超臨場感コミュ
ニケーション技術の研究開発

総務省
NICT

1,227 738
真にリアルで、人間に優しく、心を豊かにするコミュニケーションを可能にする３次元映
像技術を、立体音響技術、五感情報伝達技術等の超臨場感コミュニケーション技術と
一体的に研究開発を行う。

環境性能評価技術 該当無し

エネルギーの面的利用

パワーエレクトロニクス



次世代蓄電システム実用化戦略的技術開発
（系統連系円滑化蓄電システム技術開発）

経済産業省
NEDO

2,340 2,400
新エネルギー（太陽光、風力発電）の出力を安定化させるため、キーテクノロジーであ
る蓄電の低コスト化と高性能化を目指し、産官学の連携の下、集中的に研究開発を行
う。

革新型蓄電池先端科学基礎研究事業【再掲】
経済産業省

NEDO
再掲 再掲

水素製造・輸送・貯蔵システム等技術開発
【再掲】

経済産業省
NEDO

再掲 再掲

水素貯蔵材料先端基盤研究事業【再掲】
経済産業省

NEDO
再掲 再掲

水素先端科学基礎研究事業【再掲】
経済産業省

NEDO
再掲 再掲

二酸化炭素貯留隔離技術研究開発 経済産業省 640 1,305

二酸化炭素の大気中への排出を大幅に削減するため、火力発電所等の排出源からの
二酸化炭素を分離・回収し、地中帯水層（地下1000m程度）等へ貯留する技術を開発
する。（平成２１年度は地中貯留と海洋隔離に関する技術開発事業を統合した。前年度
予算額については、前年度の地中貯留（二酸化炭素地中貯留技術研究開発）の予算
額を記載）

気候変動問題対策二酸化炭素削減技術実証
試験委託費

経済産業省 4,000 0

地球温暖化対策のための二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）技術について、火力発電所等
の大規模発生源から分離回収したＣＯ２を年間約１０万トン規模で地下帯水層へ貯留
する技術の実証と、圧入後のＣＯ２長期挙動予測シミュレーション技術、モニタリング技
術等の確立を図る。

分子ゲート機能ＣＯ２分離膜の技術研究開
発

経済産業省 680 150

圧力を有する石炭ガス化ガス等からのＣＯ２/Ｈ２分離用に期待されている、分離膜技
術の開発を実用化ステップに前進させることを目的に、分子ゲート機能分離膜の高圧
下におけるＣＯ２／Ｈ２選択性の向上および分離回収コストの低減、実用化に向けた分
離膜モジュールの大型化技術の開発に取り組む。

植性による固定
（スーパー樹木）

植物科学研究事業の一部
文部科学省

理研
（671の内数） （513の内数）

植物のゲノム機能解析基盤、メタボローム研究基盤を構築して、植物の量的、質的生
産力の向上に関わる有用遺伝子や代謝産物の探索と作物や樹木への応用展開を推
進すると共に、国際的な連携を推進し、地球規模の問題である環境保全、食料やバイ
オマス生産などに関わる植物研究を推進する。

超長期住宅 該当無し

その他（メタン等）温室効果ガ
ス削減技術

該当無し

温暖化適応技術 新農業展開ゲノムプロジェクト 農林水産省 3,985 4,004
エネルギー、食料、環境問題の解決に貢献する作物を作出するという目標に向け、研
究を推進するための材料となる基盤を整備するとともに、新たな遺伝子の機能解明を
進め、遺伝子組換え技術やDNAマーカー育種技術を活用した作物開発を行う

高性能電力貯蔵

二酸化炭素回収・貯留（ＣＣ
Ｓ）

水素貯蔵・輸送



陸域観測技術衛星「だいち」（ALOS）の運用
文部科学省

JAXA
2,964 3,110

地表面を詳細に観測する高分解能センサを搭載した陸域観測技術衛星「だいち」を用
いて、植生分布把握、資源探査、災害状況把握、地図作成等を目的に、定常的な全球
観測を継続する。
国内においては、主要農作物の作付け状況把握やみどりの国勢調査の参照情報とし
て活用されるほか、国際的にも森林資源管理や生態系監視などに用いられる等、環境
監視の面から貢献するものである。

災害監視衛星システム等の研究開発
文部科学省

JAXA
5,550 754

防災・減災等に役立つ衛星観測監視システムを構築し、国内のみならず世界の人々の
安全・安心の確保に貢献する。平成２１年度は同システムを構成するSAR（合成開口
レーダ）衛星の開発を行う。将来、衛星で取得したデータは、「だいち」と同様、植生分
布把握や森林管理等に活用され、環境観測にも貢献することを目指す。

雲エアロゾル放射ミッション／雲プロファイリン
グレーダ(EarthCARE/CPR)

文部科学省
JAXA

2,078 370

地球温暖化予測モデルにおいて誤差要因として重要な雲の三次元構造や雲の寿命の
観測・評価を目的に、日欧共同の雲エアロゾル放射ミッション（EarthCARE）衛星に搭載
する雲プロファイリングレーダ（CPR）の開発を行う。CPRにより雲・エアロゾルの鉛直構
造の観測を実施し、地球温暖化・気候変動が地球表層環境に及ぼす影響の把握に必
要な知見を提供する。

温室効果ガス観測技術衛星(ＧＯＳＡＴ)
文部科学省

JAXA
1,614 5,806

二酸化炭素とメタン濃度の全球的分布を二酸化炭素１%、メタン２%（ともに相対精度）以
下の精度で計測する温室効果ガス観測技術衛星(ＧＯＳＡＴ)の開発・運用を行う。

全球降水観測／二周波降水レーダ（ＧＰＭ／Ｄ
ＰＲ）

文部科学省
JAXA

2,046 1,793
気候変動が降水に及ぼす影響の解明に貢献するために、全球降水観測計画(GPM)の
主衛星に搭載する世界初の地球全体を対象とした0.2mm/h以上の降水観測感度を
持った衛星搭載降水レーダ(DPR)を開発する。

地球環境変動観測ミッション（ＧＣＯＭ）
文部科学省

JAXA
9,175 4,636

空間分解能30kmのマイクロ波放射計、空間分解能250mの多波長光学放射計により、
雲を含む大気・陸域・海洋から雪氷圏に至る地球表層の包括的な観測を高頻度で長期
継続的に行うことを目的とした地球環境変動観測ミッション（GCOM）衛星の開発を行
う。

地球環境変動予測のための基礎的なプロセス
モデル開発研究

文部科学省
JAMSTEC

1,309 1,556

百年スケールの地球温暖化から数年スケールの気候変動まで、地球環境変動のメカ
ニズム解明と将来予測の実現を目指し、地球システム統合モデルの開発に向けて、炭
素循環、水循環、大気組成、陸域・生態系の各要素毎に地球環境の物理的、化学的、
生態的プロセスモデルを開発し、要素毎の現象とプロセスについて基礎的研究を行う。

全球規模から地域スケールまでの気候変動シ
ミュレーション研究

文部科学省
JAMSTEC

1,032 1,075

世界 高水準の計算性能を持つ「地球シミュレータ」次期システムの計算性能を 大
限に活用し、地球科学分野（大気・海洋、固体地球）、計算機科学分野及び先進・創出
分野において、気候変動予測に不可欠なシミュレーションという手法を高精度化・高速
化するための技術とそれを用いた予測技術を開発する。

２１世紀気候変動予測革新プログラム 文部科学省 2,520 2,232

全球規模から局所スケールまでの気候変動予測技術を開発し、予測実験結果を多様
な社会ニーズに応える知見として提供する。特に、IPCC第５次評価報告書に貢献する
ため、高解像度気候モデルを高度化し、熱波・豪雨・寡雨等の極端現象に注目した21
世紀の温暖化予測実験と影響評価予測を行う。その際、地球シミュレータ等を用いて
各省連携で実施する。

地球観測・気候変動予測



地球観測システム構築推進プラン 文部科学省 554 373

大気・海洋間の二酸化炭素吸収／放出量の分布等を全球規模で明らかにするための
技術開発・観測研究等を行い、地球温暖化の解明に必要な炭素循環の変動把握に貢
献する等、全球地球的に高精度・長期連続観測を実施し、気候変動に関する長期的な
監視情報を提供する。

データ統合・解析システム 文部科学省 1,191 622

地球観測の政策的重要性に鑑み、衛星観測、海洋観測、陸上観測による観測データ
や、気候変動予測データ、社会経済データなどの多種多様なデータを蓄積し、統合、解
析処理することによって、気候変動・地球温暖化影響評価や水資源管理、農作物生産
管理に資する科学的・社会的に有用な情報に変換し提供するためのシステムを構築す
る。

静止地球環境観測衛星の整備 国土交通省 7,732 0

平成２７年夏までの運用を予定している運輸多目的衛星新２号（ひまわり７号）の気象
ミッションの後継機として、頻発する豪雨など極端な気象現象の観測機能を向上させ、
また地球温暖化など地球環境の監視機能を強化させた静止地球環境観測衛星(静止
気象衛星「ひまわり」8号・9号）の整備に着手する。

衛星による地球環境観測 環境省 731 665

温室効果ガス観測技術衛星(GOSAT)衛星による観測で、二酸化炭素とメタン濃度の全
球的分布を、二酸化炭素1%、メタン2%（ともに相対精度）以下の精度で計測し、処理結
果を提供する。これにより、二酸化炭素カラム濃度の全球マップを作成し、週・月単位で
変動状況を把握できるシステムを確立する。また、地上観測データとGOSATデータとを
併せて利用し、インバースモデルにより全球の炭素収支推定マップを算出する。これに
より、全球の炭素収支推定誤差が低減する。

地球環境研究総合推進費 環境省 3,955 3,197
全球システム変動、越境汚染、広域的な生態系保全・再生、持続可能な社会・政策研
究といった分野ごとに地球環境研究を実施し、研究課題ごとに設定した目標に向けて
様々な科学的データ・知見の取得や政策支援ツールの開発等を進める。

衛星データ利用促進費 環境省 12 0

平成21年8月に施行された「宇宙基本法」でも、国民生活の向上・人類社会の発展等に
資する人工衛星の利用、国際協力等の推進が重要とされている。本事業では、地球環
境分野における衛星データ利用の状況・ニーズ、国際的なデータ利用の実態等を把握
すると共に、それら結果を踏まえ、今後の環境行政部局における効果的・効率的な地
球観測衛星データ利用の促進を図る。



ナノテクノロジーを活用した環境技術開発
文部科学省

1,000 0

我が国の優れたナノテクノロジーの研究ポテンシャルを環境技術のブレイクスルーに活
用するため、産業界も巻き込んだ「日本型ドリームチーム」で研究を推進する。このため
に、人材育成や先端的な施設・装置の共同利用などの機能を有する、「日本型ドリーム
チーム」の活動の足場となる研究拠点を整備する。

未利用熱エネルギー回収のための高温用新規
熱電材料

文部科学省
NIMS

363 0

脱重金属・希少元素の材料系を対象として、ナノ構造の制御技術や材料化プロセスの
開発による熱電材料の開発研究、および高効率化のための物理的・材料学的な支配
因子解明の基礎研究を実施し、高温度域で従来材料を凌駕する性能の実用熱電材料
を開発する。

ＩＴＥＲ計画（建設段階）等の推進
文部科学省

JAEA
12,252 10,298

世界の人口の半分以上を占める国々が参加する国際プロジェクトであるＩＴＥＲ計画に
おいて実験炉ＩＴＥＲを用いて燃焼プラズマを実現し、統合された核融合工学技術の有
効性の実証、および将来の核融合炉のための工学機器の試験を行うため、我が国が
調達を分担する装置・機器を開発及び製作する。さらに、ＩＴＥＲの建設・運転等を行うＩＴ
ＥＲ国際核融合エネルギー機構へ研究者等を派遣し、建設・研究活動に参画する。ま
た、日欧協力により、ＩＴＥＲを支援・補完し、原型炉に向けた技術基盤を構築するため
の研究開発プロジェクトである幅広いアプローチ活動を我が国において実施する。

世界に貢献する環境経済政策の研究 環境省 600 0

経済活動の拡大により、地球規模で大きな影響をもたらす環境問題が発生する状況に
おいて、我が国及び世界が持続可能な発展を続けていくためには、環境と共生できる
経済社会を構築していくことが重要である。そのためには、環境資源が本来的に生産
要素、生産の条件として位置付けられた経済像を構想するとともに、そのような経済が
発展していく道筋を明らかにすることが必要である。このため、本研究では、環境保全
の取組が経済をどのように発展させていくのか、経済動向が環境にどのような影響を与
えるのか等について調査分析し、環境と共生できる新しい経済社会の将来像の提示や
環境政策を戦略的に進めるための研究を行う。

計 213,459 143,332

その他
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