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「ゼロエミッション社会」とは地球環境へ大きな影響を与えるCO2などの

温室効果ガスが排出されないクリーンな社会のことです。

その実現はまだ遠いところにありますが、必ずたどりつけると私たちは信じています。

世界中から同じ理想を持つ人々が集まり、「ゼロエミッション社会」の実現に向けた研究開発を行う拠点が、

ここ日本に誕生しました。さあ、一緒に未来を描いていきましょう！

「ゼロエミッション社会」って
どんな社会だろう？

2050

設立趣旨

政府の「革新的環境イノベーション戦略」のもと、CO2排出削減を
強化するために必要なイノベーション創出を目的として、関連す
る環境イノベーション基盤研究を実施する。
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エネルギー・環境領域

ゼロエミッション研究戦略部

ゼロエミッション国際共同研究センター

ゼロエミッション研究企画室

国立研究開発法人 産業技術総合研究所



るかどうかをしっかり検討しておく必要があります。これが
3つ目の「社会制度設計・評価法」の分野です。経済学的な
観点からの技術の定量的評価やAIを駆使したシミュレー
ションなどはとても大切な役割を担ってきます。まずはGZR
のなかでこういった多くの研究チームがコラボレーション
し、情報共有していくこと、そして日本国内、さらには海外に
まで広がり大きくなっていけば良いと思います。そうなると
競争ではなく、共創になってきます。
　また、GZRはG20各国の国立研究機関などのリーダーによ
る国際会議「RD20」の事務局も担っています。日本が国際的
な場で、「社会システムに適合する技術や材料があります」と
提言できるリーダーシップを発揮していければと思います。

　カーボンニュートラル、それに先立つサステナブルなどの
言葉が出てきて、多くの人々が使うようになったのは、ここ
10年くらいでしょう。1995年のIT革命も15年くらいの準備
期間を経て急速に動き出したことを考えると、5年後の
2025年あたりに一気に動き出すのではないかと思います。
そこで重要なのは、「乗り遅れてはいけない」ということです。

　産総研には140年近い歴史の中で、地質学などをはじめ
とした多くの蓄積があります。GZRは、そういった歴史的背
景と現在のテクノロジーを融合して、多くのイノベーション
を生み出し、技術立国ニッポンの新たな基礎を築いていける
と私は信じています。今、カーボンニュートラル技術に関わる
研究機関や企業の皆さんは絶好のチャンスを手にしている
と思います。世界を変える、ブレイクスルーを起こす技術を、
是非一緒に作っていきましょう。

　GZRが設立されてからの約1年は地球環境問題に対して
世間の耳目がこれまでになく集まった年でした。2020年10月
の菅首相所信表明による2050年カーボンニュートラル宣言、
それに続き2021年4月には2030年の温室効果ガス46％
削減という、チャレンジングなマイルストーンも示されました。
　2030年に向けては、産総研が現在進行形で進めている
カーボンニュートラル関連の研究をさらに加速することが
必要です。一方、2050年に向けては、ロングレンジな視点で

の取り組みが必要です。太陽光発電など再生可能エネル
ギーの一層の技術開発や再エネを活用して作り出す燃料の
技術開発などの取り組みがそれに当たります。

　再エネ起源のCO2フリー電力の安定供給は日本における
根本的な課題の一つです。より確実、かつ低コストで安定し
たCO2フリー電力の供給を実現する必要があります。
　さらに、2050年を目指して、CO2フリーの水素やアンモ

ニア、合成燃料の技術開発においてはもう一段上のイノ
ベーションが求められています。
　このカギは、日本が昔から培ってきた化学分野の研究（水
の電気分解、CO2からのメタン生成など）であり、案外“古典
的なケミストリー”だと考えています。しかし、実用化は一朝
一夕ではできません。だからこそ日本の研究者たちに強みが
あると思っています。今一度この“古典的なケミストリー”に
光を当て、イノベーションを起こし、確実な技術に仕上げ、社
会に実装するために、GZRは技術の発信基地のような役割
を担っていきたいと考えています。

　カーボンニュートラルの実現は、単一の技術だけで成し遂
げられるものではなく、技術や知見の融合が重要です。その
ためにも、現在10ある研究チームの研究者には、「技術の深
掘り」はもちろんですが、「技術の融合」に取り組むことを期
待しています。
　GZRで行う研究について、３つの分野に分けてお話ししま
す。一番川上にある技術が「CO2フリー電力」の確保です。
ペロブスカイト太陽電池などはそこに位置付けられます。
また、地熱とか都市部の未利用熱を使う熱電発電も大事な
要素技術です。
　地理的に最適な場所で「CO2フリー電力」が安定的に供給
できる技術ができたら、次は容易に輸送・貯蔵できる形にする
ことが必要です。それが2つ目の分野となる「CO2フリー燃料・
CO2リサイクル」と言われる技術です。そのカギは先ほども
申し上げたように、“古典的なケミストリー”です。水の電気分
解による水素製造やCO2からメタンを取り出すなど、いくつ
かの研究チームが取り組んでいますが、既に良い成果が出
てきています。
　また、カーボンニュートラルというのは社会システムと直
結するものです。ある技術で社会課題を解決するためには、
その技術の効果を正確に評価し、社会システムに適合でき
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技術の融合による
カーボンニュートラルの実現を目指して
2020年1月のゼロエミッション国際共同研究センター（GZR）設立から約１年、

2021年3月には産総研つくば西事業所のリニューアル工事が完了した。活動がますます加速するなか、

研究センター長 吉野彰が思い描く将来の社会ビジョンと、GZRの目指すものとは？

イノベーションにつながる技術の発信基地

競争から共創へ

2025年頃に動き出す潮流

日本の状況とGZRの役割

ゼロエミッション国際共同研究センター
研究センター長

吉野 彰 博士（工学）

京都大学大学院 工学研究科 石油化学専攻 修士
課程修了。
旭化成株式会社名誉フェロー、産業技術総合研究
所フェロー、技術研究組合リチウムイオン電池材
料評価研究センター（LIBTEC）理事長、名城大学
終身教授・特別栄誉教授、九州大学栄誉教授。
リチウムイオン二次電池の先駆的な研究と、その
傑出した技術開発成果が評価され、2019年ノー
ベル化学賞受賞。

ゼロエミッション国際共同研究拠点（つくば西事業所）

カーボンニュートラルをチャンスと捉え、
技術立国ニッポンを牽引

インタビュー：2021年5月
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10の研究チームで
ゼロエミッション社会の実現へ

GZRはゼロエミッション社会に必要な技術の研究開発を進めています。

10の研究チームが「CO2フリー電力」、「CO2フリー燃料・CO2リサイクル」などの技術開発や、

資源循環や環境・社会評価などの「ゼロエミッション社会制度設計・評価法」の研究に取り組んでいます。

CO2フリー燃料・CO2リサイクル電気化学デ  バイス基礎
研究チーム P11

環境・社会評価
研究チーム P17

資源循環技術
研究チーム P16

人工光合成
研究チーム P12

水素製造・貯蔵基盤
研究チーム P13

C02資源化
研究チーム P15

エネルギーキャリア基礎
研究チーム P14

CO2フリー電力

ゼロエミッション社会制度設計・評価法

多接合太陽電池
研究チーム P09

有機系太陽電池
研究チーム P08

熱電変換・熱制御
研究チーム P10

2
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有機系太陽電池
研究チーム

次世代型のペロブスカイト太陽電池で
ソーラー発電の可能性拡大へ
再生可能エネルギーの主力電源化を推進するため、
多様な場所に降り注ぐ太陽光エネルギーからの効率的な電力の生産を可能にする。

多接合太陽電池
研究チーム

限られた面積で発電量を最大化する
超高効率太陽電池を開発
人工衛星など用途が限られていた多接合太陽電池の低コスト化技術や、
既存の太陽電池の軽量化・小面積大容量化などの開発を行う。

研究テーマ

研究の概要

●超高効率Ⅲ-Ⅴ族化合物半導体太陽電池の低コスト作製法（ハイドライド気相成長法）の研究開発
●各種太陽電池の低コスト接合技術（スマートスタック）の開発
●Si太陽電池の革新的パッシベーティングコンタクトの研究開発
●Siナノ結晶-ペロブスカイトハイブリッド太陽電池の開発
●壁面設置用Si太陽電池の高性能化に関する研究開発

太陽光に興味を持ったのは高校時代。そこら中で勝手に生えている植物がたった
３％の変換効率で光合成していると知り、「この膨大なエネルギーを、人類はもっと
うまく使えるのではないか」と思ったのがきっかけです。太陽光発電は設置場所の
自由度が高い再エネです。地産地消のエネルギーの実現に貢献したいと思います。

研究テーマ

研究の概要

●超軽量・高効率な革新的太陽電池（ペロブスカイト太陽電池）の材料・プロセス開発
●CO2削減のための低エネルギー製造技術の開発
●ペロブスカイトなどの有機系太陽電池の用途開拓

村上 拓郎 博士（工学）研究チーム長 菅谷 武芳 博士（工学）研究チーム長

Si太陽電池と同等の発電効率を有しながらもより軽いパネルを開発し、工場など構造的に弱い
建物にも設置可能な太陽電池を実現。 給電を必要とせず車載の太陽光パネルから得た電力だけで走ることができる自動車の実現。社会貢献・

実装イメージ

社会貢献・
実装イメージ

■ 耐久性や効率を向上させる処理技術や添加剤の開発
■ 150℃以下の低温プロセスにおけるペロブスカイト太陽電池作製技術の開発
■ 量産化が可能な新規作製技術および軽量化技術の開発

透明導電電極透明導電電極

ペロブスカイト結晶ペロブスカイト結晶

ペロブスカイト層へのMAI溶液ポスト処理ペロブスカイト層へのMAI溶液ポスト処理

CH3NH3+CH3NH3+

Pb2+Pb2+

I -I -

電子輸送層電子輸送層

正孔輸送層正孔輸送層

ペロブスカイト層

金電極金電極

金電極金電極

ヨウ化メチルアンモニウム（MAI）溶液

MAIMAI

シースルー型ペロブスカイト太陽電池シースルー型ペロブスカイト太陽電池

ハイドライド気相成長法（HVPE）およびスマートスタックによる
Ⅲ-Ⅴ族化合物太陽電池の低コスト化

スマートスタックを用いた
InGaP/GaAs//CIGS 3接合太陽電池の開発
CIGS系ボトムセルで高効率実証

HVPEによるInGaP/GaAs 2接合太陽電池
26.9% ※HVPEとして世界最高
高効率・低コスト化実証

超薄型a-Si:H/c-Siヘテロ接合
太陽電池（50ミクロン厚）の開発
Voc:0.75 V ※世界最高レベル

HVPEによるAlAsの成長と
GaAs膜のリフトオフに成功
HVPEにおいて、高価なGaAs基板再利用可能

世界初

効率35％、200円/W

AlInGaP層の
導入により、
効率：21.8%　26.9%

ELO-GaAs膜

（出典：トヨタ自動車HP）
GaAs膜

AlAs犠牲層

GaAs sub.

複数のセルを組み合わせる多接合太陽電池は非常に高効率ですが、製造コスト
がかかるため普及させることができていません。われわれが研究している成膜技
術や接合技術は、世界で例を見ない多接合太陽電池の低コスト製造技術です。
これに一層の磨きをかけ実用化に結び付けたいと考えています。

GaAs//CIGS  3J素子で28.1％

GaAs//HIT Si 3J素子で27.4％

Pd + 
AdhesivesCIGS cell

GaAs cell

InGaP cell

※世界最高効率



表面・界面
エンジニアリング技術

高性能材料設計・作製技術開発
■ ナノ構造制御
■ 界面構造制御

■ PLD、ALD
■ 液相成長
■ 界面接合

先端材料
計測・評価技術

Operando計測技術
■ 放射光XAS 　■ Raman、FT-IR
高精度分析・解析技術
■ SIMS 　■ SEM 　■ TEM
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熱電変換・熱制御
研究チーム

未利用熱エネルギーから直接発電
サーマルマネジメント
無駄のないエネルギーの活用を推進するため、
未利用熱を利用価値の高い電気に直接変換できる熱電変換材料・技術を開発する。

電気化学デバイス基礎
研究チーム

イオンや電子の動きを解明し
電気化学に革新をもたらす

私たちのチームは通称「チームファインダー」（FINDER=Fundamentals of Ionic Devices 
Research Teamの省略形）。電子顕微鏡などを使ってイオンや電子の挙動を解明すること
を得意としています。他の研究チームとはGZRの組織前から装置を融通し合う関係でした。
これからも協力しながら、GZR全体でこのパンフレットの表紙絵のようなワクワクするゼロ
エミッション社会の実現に貢献していきたいと考えています。

研究テーマ

研究の概要

蓄電池や燃料電池、電解装置などゼロエミッション社会にかかせない
電気化学デバイスをナノレベルまで調べることで劣化原因などを突き止める。

●CO2と水と再生可能エネルギーから化学物質へ高効率に変換する技術の開発
●安全・安心な高性能蓄電技術の実現に向けた電子状態解析に基づいた材料開発、安全性試験、運用法などの開発

電気と比較すると、熱を上手に制御する技術にはまだまだ開拓の余地があり、学術
的にも技術的にも面白い分野です。皆さんの身の周りにも、捨てられるだけのもった
いない廃熱が多く存在しています。われわれは、これら未利用熱から電気を生み出す
熱電変換技術について、幅広く研究している世界的にも数少ない研究チームです。
熱を使いこなし、エネルギー利用の効率化に貢献していきたいと考えています。

研究テーマ

研究の概要

●熱電変換材料・モジュールの高性能化と資源制約からの脱却
●熱電変換モジュールの耐久性向上、評価技術の高精度化
●熱電変換（熱電発電とペルチェ冷却）を用いた高度熱マネジメントの実現

太田 道広 博士（情報工学）研究チーム長 岸本 治夫 博士（工学）研究チーム長

産業廃熱から体温まで、さまざまな熱から電力を得て省エネ推進や温室効果ガス削減に貢献。社会貢献・
実装イメージ 高効率で耐久性が高い電気化学デバイスの実現。社会貢献・

実装イメージ

材料設計・開発への
フィードバック

モデル界面
高性能材料

最先端分析・解析技術を活用した
電気化学デバイス材料の
物性発現機構解明

遷移金属
3  電子

混成軌道

酸素
2  電子

■熱輸送と電気輸送の自在制御による熱電
変換材料の高効率化

■資源制約の少ない元素（硫黄・マグネシ
ウムなど）を主成分とした新規熱電変換
材料の開発

■熱と電気の損失の少ない電極技術の開発
■熱電変換モジュールの劣化現象の解明と
長期安定発電の実現

■関連熱技術（伝熱、放熱など）との融合に
よるシステム開発

一次エネルギーの6割にも達する未利用熱
を活用して、省エネ化や熱マネジメントの効
率化を実現

■公正な市場形成を支える評価技術の開発
■熱電変換試験用参照モジュールの開発
■国際的な相互評価体制の構築による評
価技術の高度化

高度評価技術3モジュール開発、発電実証2最先端材料の開発1

電子バンド構造の制御

伝導帯

価電子帯

相互評価

国内外の
研究機関

産総研

ナノ構造の制御

熱の輸送は阻害

電気輸送への
影響はわずか

熱の輸送は阻害

ナノ構造

電気輸送への
影響はわずか

素子構造の最適化

電極
接合材料層

拡散防止層

熱電変換
材料

橋渡し～技術を社会へ
国内企業と幅広く連携して
熱電変換の実用化を目指す。

一例：株式会社モッタイナイ・エナジー
       （産総研発ベンチャー）の創業を支援

熱

電気

安全・安心な高性能蓄電技術開発
電子状態解析 ➡ 学理の構築 ➡ 革新材料の設計指針 ➡ 革新材料合成
■ 構成元素・結晶構造・混成軌道安定界面・結晶軸の制御
■ 安全性試験法・運用法の開発

固体酸化物形電解セル（SOEC）技術を
核とした高効率エネルギー変換技術開発

CO2と水と再生可能エネルギーから化学物質へ高効率に変換
■ SOECの高性能・高機能化
■ 触媒活性制御技術開発

ナノ積層
薄膜電極
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人工光合成
研究チーム

植物のメカニズムを模倣し、
人類の糧を創出
太陽光を化学エネルギーに変換する人工光合成技術について、
技術の普及を図るために、経済合理性の高い製造方法を研究する。

水素製造・貯蔵基盤
研究チーム

連携と融合で水素社会実現への
障壁を取り除く

研究テーマ

CO2排出量を大幅に削減するため、
水素製造・貯蔵・利用技術を開発する。

●メタンの直接分解によるCO2を副生しない水素製造技術の開発
●アニオン交換膜形水電解技術の開発
●エネルギーキャリア（アンモニア）・合成燃料（メタン・e-fuel）の高効率製造・利用技術の開発
●水素吸蔵合金を利用した高効率・低コストエネルギー貯蔵システムの開発
●水素発電用耐熱材料の開発
●高圧水素ガス・液体水素利用技術の開発

研究の概要

学生時代から数えると30年あまり光触媒や人工光合成の研究に取り組んできています。
一つの分野に打ち込める環境に身を置けたことは研究者として非常に幸運でした。GZR
では触媒の材料をロボット技術で探索するシステムを導入しました。慣れ親しんだ分野で
すが新しい研究手法を積極的に取り入れていきたいと考えています。

研究テーマ

研究の概要

●鉄イオンなどのレドックス媒体を用いた光触媒反応と電気分解を組み合わせた
　光触媒-電解ハイブリッドシステムによる安価な水素製造技術の開発
●半導体光電極および電極触媒技術を用いた、水素・高付加価値の有用化学品製造技術の開発

佐山 和弘 博士（理学）研究チーム長 高木 英行 博士（工学）研究チーム長

人工光合成施設の建設により、太陽エネルギー利用のパラダイムシフトを実現。社会貢献・
実装イメージ 水素を利活用する社会インフラを構築。社会貢献・

実装イメージ

研究テーマは多くありますが、さまざまな企業、組織とタッグを組んで進めているプロジェ
クトがほとんどです。私は自分を研究開発分野における“料理人”のように考えています。
社会からのニーズに対し、私たちが有する成果や知見を活かし、組み合わせ、味付けを
して社会に提供していく。新しい概念を生み出しながら、連携と融合により社会課題の
解決に貢献していくことを使命と考えています。

■ 水電解技術（アニオン交換膜）

■ メタンの直接分解による水素製造

■ エネルギーキャリア（アンモニア）・
　 合成燃料の高効率製造

■ 水素吸蔵合金を用いたエネルギー貯蔵

■ 水素発電用耐熱材料

■ 高圧水素ガス・液体水素利用技術

再生可能
エネルギー

水素製造
（水電解）

エネルギー
キャリア

電解ハイブリッドシステムによる安価な水素製造半導体光電極および電極触媒技術を用いた
水素・高付加価値の有用化学品の製造

わずかな電圧
またはゼロ
わずかな電圧
またはゼロ

有用化学品

過酸化
水素

有機物

次亜塩素酸

Ce4+

過硫酸

過ヨウ素酸

原料原料 水、酸素水、酸素

水素、
過酸化水素

光アノード電極光アノード電極 カソード電極カソード電極

製造 貯蔵・輸送 利用

電解装置

レドックス媒体を
用いた
光触媒プール

水素タンク

エネルギー物質
炭素材料

燃料電池
利用など熱分解

CH4

N2 + 3H2
    → 2NH3

CO2 + 4H2
    → CH4 + 2H20

C
（固体）

H2
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エネルギーキャリア基礎
研究チーム

CO2を循環利用する
水素キャリアシステムを開発
CO2有効活用技術として、CO2とギ酸・メタノールとの
相互変換によるエネルギー（水素）貯蔵技術の研究開発を行う。

CO2資源化
研究チーム

「ビヨンド・ゼロ」へ向け
炭素利用サイクルを構築

私たちの開発した化学ループ技術はこれからの脱炭素化に向けて必ず
必要になってくるものであると自負しています。少しでも多くの企業や人に
この技術を知ってもらい、脱炭素さらには「ビヨンド・ゼロ」に向けて貢献
していきたいと考えています。

研究テーマ

研究の概要

CO2を分離回収することで
資源として有効利用するための技術を開発する。

●CO2の大幅削減を可能にする革新的資源利用技術開発
●CCUSやカーボンリサイクルの基盤となるCO2分離回収・固定化技術開発
●CO2資源化による化学原料製造技術開発
●バイオテクノロジーによるグリーン資源の拡大、CO2吸収・固定化および利用技術開発

ギ酸・メタノールを利用したエネルギーキャリア技術の実装に向けては設備・
インフラの部分が必要になってきます。これからさまざまな企業様の協力がか
かせません。ギ酸から簡単に高圧の水素を生成できるという強みを生かし、
FCVへの供給などに役立てればと考えています。

研究テーマ

研究の概要

●CO2還元（水素化・電気還元）によりギ酸・メタノールの製造とギ酸から水素を取り出すことのできる高性能触媒の開発
●ギ酸から高圧水素を製造する技術の開発

姫田 雄一郎 博士（理学）研究チーム長 シャーマ アトウル 博士（工学）研究チーム長

バイオCCUS 循環型社会

ゲノム編集ゲノム編集

炭素固定増炭素固定増
モビリティモビリティ 電気電気

化学製品化学製品

転換プロセス転換プロセス

CO2還元によるギ酸・メタノール製造

メタノール
（CH3OH）

化成品

ギ酸
（HCOOH）
［水素貯蔵量
43wt％, 53g/L］

高圧水素供給
＞100 MPa
COを副生しない

貯蔵・輸送

CO2水素化触媒の
単結晶Ｘ線構造解析

CO2水素化触媒

放出

水素・電気水素
高性能触媒開発

＆
高圧反応プロセス

水素キャリア・炭素資源 CO2有効利用

2

ギ酸・メタノールによる水素の簡便な輸送・貯蔵・利用を確立。社会貢献・
実装イメージ 火力発電所のCO2を資源化し、CO2を出さない発電を実現。社会貢献・

実装イメージ



成田 弘一 博士（理学）研究チーム長 森本 慎一郎 博士（エネルギー科学）研究チーム長
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資源循環技術
研究チーム

ゼロエミッション社会にかかせない
希少な元素を高効率で分離回収
リチウムイオン二次電池（LIB）、希土類磁石、触媒などの原料となるレアメタル・
貴金属の資源制約解消のために、高効率かつ低環境負荷での分離回収技術を開発する。

環境・社会評価
研究チーム

最先端の評価手法で2050年
ゼロエミッション社会を描く

数々のシミュレーションツール、計算基盤、モデル、および評価手法を開発して
おり、GZRの各研究チームが開発する技術の評価とその結果を用いた制度設計
研究を実施し、技術の社会実装を実現するためのバックアップをしています。評価
結果を基にGZRの戦略を検討する司令塔としての役割も担っています。

研究テーマ

研究の概要

CO2大幅削減に向けたシナリオを作成するため、
新規エネルギー技術の普及がもたらす影響を評価する。

●LCAによるカーボンリサイクルシステムの導入可能性評価に関する手法・ツールの開発
●エネルギー技術を支える鉱物資源の循環利用可能性評価に関する手法・ツールの開発
●エネルギーモデルを用いた長期シナリオの検討
●AI・IoTを利用した大規模データ解析手法の開発
●環境経済学を活かした低炭素技術の社会受容性評価

LCAによるカーボンリサイクル
システムの導入可能性評価

環境経済学を活かした低炭素
技術の社会受容性評価

エネルギーモデルを用いた
長期シナリオの検討

AI・IoTを利用した大規模
データ解析手法の開発

ゼロエミッション社会の実現へ

太陽光、燃料電池、資源循環、CCU/CCS、
蓄電池、水素、人工光合成など

社会ニーズに応える技術開発

エネルギーモデル
IoTによってもたらされるビッグデータ

標準化CASEサービス設計
電力融通売買電制度VPPなど

ゼロエミ化に向けた社会制度設計

社会ニーズ：GHGs削減レジリエンス系統安定化など

希少元素の分離研究を長年やっていますが、近年の国際情勢の変化や脱炭素化
の動きによって、よりその重要性が増してきたことを肌で感じています。実用化
可能なプロセスを構築し、ゼロエミッション社会における金属資源制約の解消に
貢献したいと考えています。

研究テーマ

研究の概要

●簡便な希土類磁石リサイクルプロセスの構築
●未利用資源からの希土類元素回収技術および高効率白金族回収技術の開発
●廃LIBからの新規レアメタル回収プロセスの構築

合
金
隔
膜

合
金
隔
膜

Dy回収

3＋ 3＋

－ ＋ －

Nd回収
廃磁石

Dy選択透過 Nd選択透過

NdDy
■ 工程数の大幅削減による
　 処理コスト低減
　 ➡国内水平リサイクルを
　 　実現へ

単一工程による
希土類分離・回収

簡便なリサイクルプロセスの構築

■ 試薬会社とライセンス契約
■ 実プロセスにおける使用実績

パラジウム抽出剤開発

高効率金属回収

未利用資源からの
希土類元素回収

供給源の多様化

■ 乾式法と湿式法を
　 組み合わせた
　 プロセス

廃LIBから全ての
レアメタルを
個別に回収

LIBリサイクル

新規吸着剤

新規抽出剤

濃
縮
率

重希土類元素に対して高い選択性
重希土類軽希土類 ベースメタル

新規抽出剤
従来型

高速抽出

溶融塩と合金隔膜を用いた新規プロセス

Li化合物

Co化合物

Ni化合物

Mn化合物

H20

C

Li+Co+
Ni+Mn
化合物 小規模・

高効率な
湿式分離回収

LIB
正極活物質
Li, Co, Ni
など

加熱

溶解
分離

炭素還元法
による
化学分離

バインダーなどの
フッ素固定化

チオジグリコールアミド

都市鉱山からの希少金属リサイクルプロセスを構築。社会貢献・
実装イメージ 技術開発を促進し、ゼロエミッション社会の早期実現に寄与。社会貢献・

実装イメージ

LCAAI



スイス連邦工科大学（ETH）

G20各国のカーボンニュートラル分野の研究機関のリーダーによる
会議を開催し、各機関の研究開発の活動・経験・アイディアを交換す
るとともに、新たな国際共同研究の可能性を追求しています。
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主な研究装置 グローバル・ソリューションの実現へ向けて

ゼロエミッションに関連した研究を行っている海外研究機関との国際共同研究を実施し、RD20などを通じて国際連携の
強化を図ります。

国内外の連携強化の取り組み

GZRは以下の2つの活動を通じて、国内外のさまざまな関係主体との連携を強化しています。

主要拠点

詳細は下記サイトをご覧ください。
https://unit.aist.go.jp/gzr/zero_emission_bay/index.html

交通アクセス、入構手続きの詳細については、下記サイトをご覧ください。
https://www.gzr.aist.go.jp/access/

詳細は下記サイトをご覧ください。
https://rd20.aist.go.jp/ja/

東京湾岸を世界初のゼロエミッション・イノベーションエリアとするこ
とを目指して、産学官の関係者の連携強化、研究開発・実証プロジェク
トの企画・推進、エリアマップを活用した情報発信などを行っています。

RD20
Research and Development 20 
for Clean Energy Technologies

ゼロエミベイ
東京湾岸ゼロエミッション
イノベーション協議会

高質量分解能・高空間分解能二次イオン質量分析計
（nano SIMS）
最小ビーム径50nm以下での分析が可能な二次イオン質量分析
計。微量元素や同位体を含む元素のイメージング分析が可能です。

イメージングX線光電子分析装置（XPS）
試料表面を構成する元素の組成、化学結合状態などを分析する複
合型表面分析装置。各材料や触媒について、実際の使用により近い
条件での詳細分析が可能です。

集合知解析基盤（GAMA）
GZR独自に設置したスーパーコンピューターシステム。社会に蓄積
された大規模時系列データ解析やAI活用による分析、シナリオシ
ミュレーションなどで活用されています。

臨海副都心センター
〒135-0064　東京都江東区青海 2-3-26

つくばセンター
つくば西事業所／中央第二・第五事業所

高分解非破壊3次元X線顕微鏡（X-ray CT）
高い分解能とコントラストで、デバイスの内部を非破壊で観察でき
るX線CT装置。サブミクロンスケールでの高速イメージングが可
能です。

福島再生可能エネルギー研究所（FREA）

関西センター

フラウンホーファー研究機構（FhG）

ドイツ航空宇宙センター（DLR）

欧州委員会
共同研究センター
（JRC）

カナダ国立研究機構（NRC）

ブルックヘブン国立研究所（BNL）

パシフィックノースウェスト
国立研究所（PNNL）

国立再生可能
エネルギー研究所（NREL）

アルゴンヌ国立研究所（ANL）

オークリッジ国立研究所（ORNL）

スラック国立加速器研究所（SLAC）

シャクアラ大学（USK）

連携拠点

連携拠点

本 部

研究拠点

イタリア学術会議先端エネルギー
技術研究所（CNR-ITAE） キング・アブドゥッラー

科学技術大学（KAUST）

オーストラリア連邦科学産業
研究機構（CSIRO）

クイーンズランド大学（UQ）

韓国科学技術院（KAIST）

韓国電気技術研究所（KERI）

フランス国立科学
研究センター（CNRS）

フランス原子力・
代替エネルギー庁（CEA）

デルフト工科大学
（TU Delft）
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