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プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発「先端的研究」 

 
要約 

 
プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発「先端的研究」は、平成 16 年

度から開始された事業である。  
この事業は、アイディア・萌芽段階の基礎研究を 1 年間の研究期間で大学・民間企業、

研究機関等へ委託研究により実施している。 
平成 17 年度までに 14 件の研究テーマを実施し、平成 18 年度は 8 件の新規テーマに

ついて研究を実施した。  
 
第 1 章 緒 言  

プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発の背景と目的を述べ、「先端的

研究」の内容を概説した。  
 
 
第 2 章 平成 18 年度実施テーマの研究成果 

平成 18 年度の実施した下記の 8 件の研究テーマについて、その研究成果を概説し

た。  
 
1. ゼオライト膜のブレークスルーのための高性能 DD3R ゼオライト膜の開発と戦略

的な新規八員環ゼオライトの膜化 
 
2. 形質転換技術を利用したレドックスシグナルの制御による高速生長、高 CO2 固定

型の植物創製技術  
 
3. 3D 細孔チャネルを持つ新規無機膜の合成と CO2 分離への応用  

 
4. イオン液体（IL）を用いる CO2 物理吸収・再生プロセスに関する研究  

 
5. 高透過性・高選択性二酸化炭素分離膜の開発と評価  

 
6. 海洋酸性化による海洋生態系影響評価のための擬似海洋実験と生態系モデルの統

合化による要素技術開発  
 
7. プラスチックの酵素分解促進法の研究開発  

 
8. 高 CO2 固定植物の創製に向けた高等植物の CO2 感知機構の解明  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【第１章 緒言】 



第１章 緒 言  
 
地球温暖化問題の解決のためには、1997 年（平成 9 年）12 月の気候変動枠組み条約

第 3 回締約国会議（COP3）において採択された京都議定書に規定する温室効果ガス排

出削減目標を短期的かつ緊急に達成することに加え、より長期にわたって不断に排出削

減を実行していくことが不可欠である。  
また、京都議定書の発効により、世界的にも短期的な地球温暖化対策が本格化し、新

たな技術の開発による対策や EU を中心とした CO2 排出権取引による CO2 削減への取

り組みも活発化している。  
2005 年英国グレインイーグルスで開催された G8 サミットでは「グレインイーグルス

行動計画」が採択され、この中で CCS（CO2 の分離回収・隔離）について開発および商

業化を加速化するための作業に取り組むことなど、地球温暖化防止に向けた連携の必要

性が強調されている。 
一方、2007 年 3 月に開催された EU 首脳会議（欧州理事会）において、「持続可能か

つ統合された欧州の気候変動およびエネルギー政策を策定する」として、ポスト京都議

定書を想定し 2020 年までに温室効果ガス排出量を 1990 年比で少なくとも 20％削減す

ることで合意した。目標達成のための行動計画のなかで EU 全体のエネルギー消費に占

める再生可能エネルギーの割合を、原稿の 5.75%から 2020 年までに 20％までとする拘

束力のある目標を設定した。この動きにより 2013 年以降のポスト京都議定書は EU 主

導で進むことが確実視されている。  
 
このような国内外の動向を踏まえた中で、地球温暖化防止対策としての CO2 削減に関

する技術開発に目を転じてみると、短期あるいは中長期的な観点からの研究開発が積極

的に進められている。現在あるいは将来的に見ても実現可能性の高い技術が求められて

おり、多くの技術的選択肢を数多く用意しておくことが非常に重要になってきている。 
 
そのような考え方を踏まえて、平成 11 年度から経済産業省の補助事業として実施さ

れている「プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発事業」は、効率的に二

酸化炭素固定化・有効利用に資する研究テーマの探索を行い、それらを並行的に実施す

るという柔軟性を持った「プログラム方式」による研究開発制度である。  
本事業は、二酸化炭素固定化・有効利用に関連するテーマ探索と、探索テーマについ

て、1 年の期間で 1 テーマ当たり年間数百万～10 百万円の予算でアイデア・萌芽的段階

の基礎研究を行う「先端的研究」と 2～3 年の期間で１テーマ当たり年間 40～80 百万円

の予算で実験室規模での可能性確認を行う「基盤技術研究」からなる。  
「先端的研究」の実施結果、実現可能性があるものは次のステップとして「基盤技術

研究」へ移行、「基盤技術研究」の結果、実現可能性が高いと判断されたものは、次のス

テップとして従来型の研究開発プロジェクト（国プロ）等へ移行の可能性がある。  
上記の「基盤技術研究」のテーマ探索に関しては、当初（平成 11～13 年度）は、生

物・化学・システムの各分野の専門家からなるワーキンググループを設置し、総合的に

調査・検討（「総合調査研究」１）～３））を進めていたが、平成 14 年度からは経済産業省

公報や RITE ホームページ等により新規テーマを募集している。  
また、本事業は、平成 11～13 年度までは NEDO（独立行政法人 新エネルギー・産
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業技術総合開発機構）事業として実施され、RITE（財団法人 地球環境産業技術研究機

構）においては、上記の「総合調査研究」と大部分の「基盤技術研究」を NEDO から

の受託で実施してきた。その後、平成 14 年度からは、RITE が本事業のテーマ探索から

研究開発まで一貫した事業として、経済産業省の補助を直接受けて実施している。  
NEDO から RITE への本事業の移行に伴い、新規テーマの探索・決定、継続テーマの

評価および研究終了テーマの事後評価（以下、「研究評価」という）についても RITE で

実施している。また、平成 15 年度からは、上記の「基盤技術研究」に加え、「先端的研

究」を提案公募による委託研究で実施することとなり、新規テーマの探索から決定も基

盤技術研究と同時に実施している。  
 

図 1-1 にプログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発の概要を、表 1-1 にプ

ログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発「先端的研究」の実施テーマを示す。 
 
本報告書では、本年度（平成 18 年度）に実施した先端的研究の 8 テーマの研究成果

について報告する。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 1-1 プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発の概要 

 

国(経済産業省) 

大学・国研等 

先端的研究 

一部共同実施  
(共同・委託研究等） 

基盤技術研究  (財) 地球環境産業技術 

研究機構(RITE) 

補助  

公募

委託  実施

実施  

テーマ探索 

基盤技術研究  先端的研究 

・提案公募によりアイデア・萌芽的段階の

基礎研究を委託研究で実施。  
・実験室規模の研究による実現可能性の

確認を RITE 主体で実施。RITE に不足

している技術は大学・民間企業等から

補完。  
・研究費(1 ﾃｰﾏ)：  40～80 百万円／年  
・研究期間：2～3 年  
・実現可能性が高いものについては、次

のステップとして研究開発プロジェク

ト等への移行の可能性。  
・平成 18 年度は 13 テーマ実施。  

・研究費(1 ﾃｰﾏ)：数百万～10 百万円 /年  
・研究期間：原則 1 年  
・実現可能性があるものは次年度以降、基

盤技術研究へ移行の可能性。  
・平成 18 年度の単年度で研究実施。 

研究開発プロジェクト等  

大学・民間企業等 

基盤技術研究  
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表 1-1 プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発 

「先端的研究」の実施テーマ 

 平成 16 年度  平成 17 年度  平成 18 年度  平成 19 年度  

【先端的研究】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

テーマ数 8 件  6 件    

野生の乾燥強光耐性 C3 型植物に由来する有用遺伝資源

を用いた緑化展開（奈良先端科学技術大学院大学） 

バイオエタノール生産のための選択的白色腐朽菌 

リグニン分解系の解析と強化（京都大学） 

ケイ酸ナノ多孔体に配列した酵素群による 

CO2 の光固定（名城大学）         

微生物炭酸固定酵素の特性と進化系統に

関する基礎解析（東京大学大学院） 

帯水層に圧入された二酸化炭素挙動のモニタリングに関する 

実用化技術開発の研究（京都大学大学院） 

海洋溶解保証による漏洩許容型 CO2 地下貯留技術

手法の提案（東京工業大学） 

遷移金属錯体の特性を活かした位置選択的 Kolbe-Schmitt 型 

反応の開発（京都大学大学院） 

高温高圧下でも使用可能な新規な二酸化炭素 

選択透過型高分子膜の創製（明治大学） 

粒界制御による 3次元ミクロ細孔ネットワークを 

持つ多孔性バルク材料の合成と CO2 分離性能評価 

（京都工芸繊維大学） 

高い CO2 分離機構を有する新規の CO2/CH4，CO2/N2 分離 

用高性能 DDR 型ゼオライト膜の創製（長岡技術科学大学）

集積型金属錯体を中核とした複合系光触媒による 

二酸化炭素還元および水素発生に関する研究 

（東京工業大学大学院） 

高酸素耐性スーパーヒドロゲナーゼを用いた 

水素生産系の開発（京都大学大学院） 

再生可能な植物油脂を基盤とするグリーン 

ポリマーの創製と応用（大阪大学） 

選択的 RNA スプライシングによる植物への多面的 

環境ストレス耐性の付与（静岡県立大学大学院） 
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 平成 16 年度  平成 17 年度  平成 18 年度 平成 19 年度  

【先端的研究】  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

テーマ数 8 件  6 件  8 件  

ゼオライト膜のブレークスルーのための高性能 DD3R ゼオライト膜の 

開発と戦略的な新規八員環ゼオライトの膜化（長岡技科大学） 

形質転換技術を利用したレドックスシグナルの制御による高速生長、

高 CO２固定型の植物創製技術（岡山県生物科学総合研究所） 

3D 細孔チャネルを持つ新規無機膜の合成と CO2 分離への応用 

（大阪府立大学）                        

イオン液体（IL）を用いる CO２物理吸収・再生プロセスに関する研究

（（独）産総研東北センター） 

高透過性・高選択性二酸化炭素分離膜の開発と評価（京都大学） 

海洋酸性化による海洋生態系影響評価のための擬似海洋実験と生態系

モデルの統合化による要素技術開発（静岡大学） 

プラスチックの酵素分解促進法の研究開発（東北大学） 

高 CO2 固定植物の創製に向けた高等植物の CO２感知機構の解明（九州

大学） 
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【第２章 平成 18 年度実施テーマの研究成果】 



２．１ ゼオライト膜のブレークスルーのための高性能 DD3R ゼオライト膜の 
                                        開発と戦略的な新規八員環ゼオライトの膜化 

長岡技術科学大学 助手 姫野 修司 
1．緒言 

現行の CO2分離回収技術は多大なエネルギーを必要としており、革新的な省エネルギーCO2回収

プロセスを実現するために CO2分離膜に大きな期待が寄せられている。ガス分離膜の適用性につい

ては CH4/CO2混合ガスでは天然ガスや Enhanced oil recovery ガス、埋立地ガス(Landfill gas)からの

CO2分離が、N2/CO2混合ガスでは燃焼排ガスからの CO2分離が検討されている。 
近年、CO2排出抑制効果と化石燃料の代替エネルギー資源として未利用バイオマスの利活用がバ

イオマスニッポンなどの国策として進められ、下水汚泥の嫌気性消化(メタン発酵)によるバイオガ

ス(消化ガス)への CO2/CH4分離膜の適用範囲の拡大が予想されている。このバイオガス化に歴史の

ある下水道分野においても全国約 300 箇所で下水汚泥の消化が行われているものの、低品質ガス

(CH4: CO2=6:4)であるため未利用のまま処分されているガスが 35%もある。したがって、バイオガ

ス(CH4/CO2)からの CO2 分離回収技術の開発を行うに際に再利用可能な製品として付加価値の高い

高純度 CH4 ガスと高純度 CO2 を同時に製造し、経済性の確保が可能な技術として積極的に CO2 分

離・回収のインセンティブを与えることも必要である。 
そのためには高性能 CO2/CH4膜を開発し、現状の膜性能では困難である高純度ガスを製造可能な

CO2分離膜および CO2回収プロセスを構築する必要がある。 
 これまでにゼオライトなどの無機材料を用いた CO2 分離膜は有機膜が適用困難な高温高圧下で

の適用が可能として研究開発されている。この CO2分離に適したゼオライト膜として近年、細孔径

の小さい八員環を有するDD3R、T 型、SAPO-34のゼオライト膜が高いCO2分離能を有する報告がさ

れている。しかし、未だ膜化の検討がされていない八員環ゼオライトも多数存在する。今後 CO2/N2、

CO2/CH4 など様々なプロセスからの CO2 排出形態、回収条件(温度、圧力)に対応した八員環ゼオラ

イト膜を適用するためにもそれらの膜化の基礎的な検討が必要である。 
そこで、本研究開発ではこれまでに申請者らが開発したトップランナー的な性能を有する DDR

型ゼオライト膜をさらに実用可能なレベルに引き上げること、そのための大型化に必要な高精度な

製造条件の明確化を行い、CO2 回収条件に応じた戦略的なゼオライト膜開発に繋げるものである。

また、得られた製造技術(ノウハウ)を適用することで未知の八員環ゼオライトの膜化の検討も行う。 

 
2．実験方法 
（ⅰ）DDR 型ゼオライト膜の製膜方法 
 DDR 型ゼオライト膜のアルミナ支持体上への製膜は富田らの既報 1)を参考にして行った。 
 まず、DDR 型ゼオライト種結晶分散溶液を作成した。粉砕した DDR 型ゼオライト結晶スラリー

に水を入れ DDR 型ゼオライト種結晶分散溶液とした。 
アルミナ支持体は日本ガイシ（株）製、細孔径 0.6μm、直径 15mm、厚さ 1.5mm の円盤状アルミ

ナ多孔体を使用した。  
そして、アルミナ支持体に DDR 型ゼオライト膜を製膜した。ステンレス製耐圧容器に、準備し

た DDR 型ゼオライト種結晶を塗布したアルミナ支持体を静置し、原料溶液を入れて密閉した。こ

の耐圧容器を 120～170℃に調製した乾燥機に入れ 16～48 時間、加熱処理（水熱合成）を行った。 
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 加熱処理後、製膜されたアルミ

ナ支持体を取り出し、充分に水洗

し乾燥させた。その後、大気中、

電気炉で 700℃まで昇温してテン

プレートの焼失を行った。 
製膜方法のフローチャートを

図 2-1 に示す。 
（ⅱ）透過試験方法 

図 2-2 にスイープ試験装置図を

示す。膜モジュール内部はステン

レス管の３層構造になっており、

膜を接着しているテンレス管の内部にあるスイープ管にスイープガスであるヘリウムを供給する

ことにより、気体透過の推進力である膜間の分圧差が生じ、気体が膜を透過する。ヘリウムととも

に透過した気体の量を石鹸膜流量計およびストップウォッチにより測定し、ガスクロマトグラフに

よって濃度を分析することによって透過量を算出した。本実験装置では、圧力測定は圧力範囲 0～5 
MPa の圧力計を用いて行い、供給ガス流量はマスフローコントローラーを、スイープガス量は精密

ニードルバルブ付き流量計を用いて制御した。 

 

水＋シリカゾル混合溶液

エチレンジアミン

ADA

水熱合成（120-170℃，16-48h）
水洗

乾燥

DDR 型ゼオライト膜

焼成（700℃，8h）
冷却

種スラリーの調整，塗布 

乾燥 

アルミナ支持体 

図 2-1 DDR 型ゼオライト膜の製膜方法 

 
 

A，B，C，D，E，F，G，H，I：Stop valve，J：3-way valve，K：Purge flow meter，
L：Pressure transducer，M：Impinjer，N：DD3R zzeolite membrane module，
O：Rotary vacuum pump，P：Flow meter with an exact needle valve，Q：Soap film flow meter，
R：Gascromatograph（TCD＆FID），S：Feed gas，T：Sweep gas（He）
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A，B，C，D，E，F，G，H，I：Stop valve，J：3-way valve，K：Purge flow meter，
L：Pressure transducer，M：Impinjer，N：DD3R zzeolite membrane module，
O：Rotary vacuum pump，P：Flow meter with an exact needle valve，Q：Soap film flow meter，
R：Gascromatograph（TCD＆FID），S：Feed gas，T：Sweep gas（He）
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図 2-2 スイープ試験装置 
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3．高い分離性能を有する DDR 型ゼオライト膜の開発 
3.1 水熱合成温度の検討 

水熱合成温度の検討は、原料溶液を同一の組成比に調製し、合成時間を 48h、合成温度を 120～
170℃とした。 

図 3.1-1～3.1-6 に 120～170℃で水熱合成した膜の膜表面および膜断面の SEM 像をそれぞれ示す。

また、図 3.1-7 にそれぞれの膜の膜厚を示す。 
SEM 像の観察からも合成温度 120℃では DDR ゼオライトの生成は確認されず、合成温度 130℃

の膜は膜表面に 0.5μm 程度の丸い結晶が見られたが、膜断面にはゼオライト層は見られなかった。

合成温度 140℃の膜では膜表面に 1μm 程度の丸い結晶が塊状に生成されており、膜断面には 3μm
程度の糊状のゼオライト層が見られた。合成温度 150℃の膜は膜表面に 5μm 程度の三角形の結晶が

折り重なっており、膜断面の観察から 5μm 程度のゼオライト層が見られた。合成温度 160℃の膜で

は 150℃の膜と同様膜表面に 5μm 程度の三角形の結晶が折り重なっているが、 表面の結晶面が異

なり三角錐の凸部分が突き出ている形になっていた。膜断面からは 8μm 程度のゼオライト層が見

られた。合成時間 170℃の膜では膜表面に 160℃同様三角錐状の結晶が見られ、10μm 程度の菱面体

の結晶も見られた。膜断面から 10μm 程度のゼオライト層が見られた。 
膜厚は合成温度が高くなるにつれ厚くなり、合成温度 140℃では 3μm だったものが合成温度

170℃では 10μm になった。それとともに膜厚が厚くなるに従い、CO2透過速度は減少し、CO2/CH4

分離係数は増加した。これは水熱合成温度が上がるに従い結晶成長が促進され膜厚が厚くなること

で CO2 の透過移動距離が長くなり、結果的に CO2 透過速度が小さくなったと考えられる。一方、

CH4 も透過移動距離が長くなることにより DDR ゼオライトの分子ふるい作用が効きやすくなり、

膜厚が厚くなるに従って CO2/CH4分離係数が高くなったのだと考えられる。  
  

5μm

 

5μm 

 
 
 
 
 
 
 

 図 3.1-1 水熱合成温度 120℃で製膜した膜の SEM 像（左図：膜表面，右図：膜断面） 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1-2 水熱合成温度 130℃で製膜した膜の SEM 像（左図：膜表面，右図：膜断面） 

  

5μm 5μm 
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5μm 5μm 
図 3.1-3 水熱合成温度 140℃で製膜した膜の SEM 像（左図：膜表面，右図：膜断面） 

 
 
 
 

図 3.1-4 水熱合成温度 150℃で製膜した膜の SEM 像（左図：膜表面，右図：膜断面） 

図 3.1-5 水熱合成温度 160℃で製膜した膜の SEM 像（左図：膜表面，右図：膜断面） 

15μm 15μm 

10μm 10μm 

15μm 15μm 

図 3.1-6 水熱合成温度 170℃で製膜した膜の SEM 像（左図：膜表面，右図：膜断面） 
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図 3.1-7 120℃～170℃で水熱合成した膜の膜厚  

 

3.2 高圧条件下での分離性能 
これまでの検討によって高い CO2/CH4分離性能を示す DDR 型ゼオライト膜が作成できた。そこ

で、製膜した DDR 型ゼオライト膜を用いて高圧条件下での CO2/CH4分離性能を測定した。 
図 3.2-1 にこれらの膜の高圧条件下での CO2透過速度、CO2/CH4分離係数の変化を示す。高圧条

件下では、CO2 透過速度は測定ガスの供給圧力が大気圧から 0.5MPa 付近になると急激に減少し、

大気圧条件での 2/3 程度の値になった。0.5MPa から 2MPa の範囲でも CO2透過速度は減少し続ける

が減少量は小さく、測定ガスの供給圧力が 2MPa になると CO2透過速度は大気圧条件下での 1/3 程

度まで減少した。CO2/CH4分離係数も CO2透過速度と同様に測定ガスの供給圧力が高くなるにつれ

て減少し、大気圧条件下での値と比較し 1MPa では半分程度まで減少し、2MPa では 1/3 程度まで減

少した。DDR 型ゼオライト膜では 2MPa という高圧条件下においても分離性能を維持することがわ

かった。  
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図 3.2-1 供給圧力変化に伴う CO2/CH4 分離性能の変化 
（左図：CO2 透過速度，右図：CO2/CH4 分離係数） 

供給圧力[MPa] 
0.5 1 1.5 2 1.5 2 2.5 2.5 0 0.5 1
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3.3 他の CO2 分離膜との分離性能の比較 
 表 3.3-1 に近年報告された高い CO2 分離性能を有する分離膜の分離性能を示す。Suzuki and 
Yamada(2005)3）は、高分子ポリマーであるポリイミドにゾル-ゲル法を用いてシリカを含有させたポ

リイミド-シリカ複合膜を用いて、シリカの含有率を変化させたときの CO2、O2、N2、CH4の透過性

を測定している。その結果、シリカを含有させていない場合とシリカを 30％含有させた場合で、そ

れぞれ CO2透過速度が 8.25×10-10、2.6×10-9 mol/m2/s/Pa、CO2/CH4分離係数は 75、95 であると報告

している。Steel and Koros(2005)4）は、ポリイミド膜を 550℃もしくは 800℃で焼成し、熱分解する

ことでモレキュラーシービングカーボン膜を作成し、O2/N2、CO2/CH4、C3H6/C3H8 の分離性能を測

定している。550℃で焼成した場合と 800℃で焼成した場合では、それぞれ CO2透過速度が 4.7×10-8、

6.3×10-10 mol/m2/s/Pa、CO2/CH4分離係数は 54、209 であると報告している。Li et al. (2005)5）は、ス

テンレス製の支持体に SAPO-34 膜を製膜し、供給圧力 7.2MPa までの広い圧力範囲において

CO2/CH4 混合ガスの分離を行い、低温（273、252K）での CO2/CH4 分離性能も測定している。圧力

差が 138kPa のときは、CO2透過速度が 1.2×10-7、3.5×10-7 mol/m2/s/Pa、CO2/CH4分離係数は 170、120
であると報告しており、供給圧力が 7MPa の場合、CO2/CH4分離係数はそれぞれ 100、55 であると

報告している。また、252K での CO2/CH4分離係数は 560 であると報告している。Cui et al. (2004)6）

は、ムライト製の支持体上に T 型ゼオライト膜を製膜し、He、H2、CO2、O2、N2、CH4の透過性を

測定し、CO2/CH4 混合ガスについて供給圧力 0.5MPa までの分離性能を測定している。供給圧力

100kPa のときには CO2透過速度が 4.6×10-8、CO2/CH4分離係数が 400 であると報告している。また、

供給圧力が 0.5MPa（500kPa）になると CO2透過速度が 1.4×10-8、CO2/CH4分離係数が 150 になると

報告している。 
 本研究で製膜した DDR 型ゼオライト膜は、スイープ法を用いて CO2/CH4分離性能を測定したと

ころ、分離性能が高い膜では CO2透過速度が 1.2×10-7 mol/m2/s/Pa、CO2/CH4分離係数は 300 以上で

あり、他の CO2分離膜と比較して非常に高い分離性能を有していることが分かった。  
このように本研究で製膜した DDR 型ゼオライト膜は、世界 高レベルの CO2分離膜と比較して

非常に高い分離性能を有していることが分かった。 

 
表 3.3-1 近年報告された CO2 分離膜  

 
 
 
 
 
 

［K］ Method
[kPa]

Polyinide-Silica 298 PD 100 0.25 95 Suzuki and Yamada, 2005
Polyinide-Silica 298 PD 100 0.082 75 Suzuki and Yamada, 2005

Molecular sieving carbon 308 PD <690 4.7 54 Steel and Koros, 2005
Molecular sieving carbon 308 PD <690 0.063 209 Steel and Koros, 2005

SAPO-34 295 PD 138 12 170 Li et al., 2006
SAPO-34 295 PD 138 35 120 Li et al., 2006
Zeolite T 308

※PD：Pressure Drop Method 
Vacuum 100 4.6 400 Cui et al., 2004

Pressure drop 2
8

［molm

CO
-2s-1Pa-1］

2 Permeance×10 4/CH  
Separation factor

COTemperature 
Ref.
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3.4 新規 CO２/N２分離用ゼオライト膜の開発 
 DDR 型ゼオライト膜は、CO2/CH4分離係数が 200 と高い反面、CO2/N２分離において分子篩い機構

ではなく、それぞれの拡散速度の違いによって分離機構が発現していることがわかっており、その

分離係数が 20～40 程度となることもわかった。これは、DDR の酸素 8 員環は、CO2/N２分離の分離

には 適ではないためである。そこで、CO2/N２分離に適した新たな CO2/N２分離膜の開発が必要で

あると考えられる。 
 新たな CO2/N２分離膜の素材としては、CO2分離に有効である酸素 8 員環（約 3～4Å）を有する

ゼオライトの 1 つである RHO 型ゼオライトに着目した。RHO 型ゼオライトは、N2分子(3.6Å)と同

等の 3.6×3.6Åの細孔径を有しており、CO2分子(3.3Å)と N2分子の分離に適していると考えられる。

また、RHO 型ゼオライトは、カチオンの交換を行いやすく、異なる性質を付することができる。

本研究では、RHO 型ゼオライトのなかでも CO2/N2分離に適していると考えられる NaCs-RHO(以下

NaCs-RHO、化学式:Na3Cs3Si36Al12O96)に着目し、NaCs-RHO をアルミナ支持体上に製膜することを

目的とした。 
(ⅰ)実験方法 

NaCs-RHO 膜の製膜は、水熱合成

法により支持体上の種結晶を２次

成長させる方法で行った。まず、既

報 7)を参考にして NaCs-RHO 結晶

を合成した。 

50wt％CsOHaq.+NaOH 

蒸留水 
18－C－6 

水熱合成（110℃，96h） 
水洗 
乾燥 

NaCs-RHO 膜 

焼成（400℃，16h） 
冷却 

種スラリーの調整，塗布 

乾燥 

アルミナ支持体 

コロイダルシリカ 
アルミン酸ナトリウム 

合成した NaCs-RHO 結晶を用い

て、種結晶分散溶液を作成した。粉

砕した NaCs-RHO 結晶スラリーに

水を入れ NaCs-RHO 種結晶分散溶

液とした。このときのゼオライト濃

度は 1.4g/L であった。 
アルミナ支持体は日本ガイシ

（株）製、細孔径 0.6μm、直径 15mm、厚さ 1.5mm の円盤状アルミナ多孔体を使用した。原料溶液

はSiO2:Al2O3:18-クラウン-6エーテル:H2O:Cs2O:Na2O＝5-15:1:0.1-0.5:50-500:0.1-0.3:1-2の範囲で調製

した。アルミナ支持体をテフロン内筒の圧力容器内に設置し、原料溶液を加え、乾燥機に入れ所定

の温度・時間で水熱合成した(110℃、96ｈ)。水熱合成後、圧力容器からアルミナ支持体を取り出し

水で洗浄し、乾燥させた後、大気中、電気炉で 400℃まで昇温してテンプレートの焼失を行った。

製膜した膜は、X 線回折パターンの測定、SEM 観察を行った。 

図 3.4-1 NaCs-RHO 膜の製膜方法 

製膜方法のフローチャートを図 3.4-1 に示す。 
 

(ⅱ)実験結果および考察 
表 3.4-1 に製膜条件を示す。また、得られた試料の XRD パターンを図 3.4-2 に示す。A の膜は 2θ

＝15.81°、24.25°、25.96°、30.54°に強い回折ピークが認められた。ここで 25.58°、26.26°、35.15°、
37.78°、43.36°の強い回折ピークはアルミナ支持体によるものである。アルミナ支持体以外のピーク

は、それぞれ、d＝5.605Å、3.669Å、3.433Å、2.927Åに対応しており、これらは ANA ゼオライト
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の(211)、(220)、(400)、(332)の面に対応する。その他の弱いピークも ANA ゼオライトの回折ピーク

と一致することから、A の膜は ANA ゼオライトであることが確認された。B～D の膜は、XRD パ

ターンにおいて、2θ＝8.40°、14.51°、18.73°、25.19°、および 26.58°に強い回折ピークが認められた。

アルミナ支持体以外のピークは、それぞれ d＝10.629Å、6.136Å、4.573Å、3.543Åおよび 3.361Å
に対応しており、NaCs-RHO の(110)、(211)、(310)、(411)または(330)、および(420)面に対応する。

また、その他の弱い回折ピークもNaCs-RHOの回折ピークと一致することから、生成物がNaCs-RHO
であることが確認された。C および D の組成条件で NaCs-RHO が合成できたのは、他の膜組成に比

べて原料溶液中の Na2O および Cs2O が H2O 中に多く、Na2O、Cs2O および H2O の関係が NaCs-RHO
膜の形成に影響していると推察され、今後適切な条件を把握していく必要がある。 
 図 3.4-3、図 3.4-4 に C および D 膜の SEM 像を示す。C および D の膜表面に結晶粒子径 1μm 程

度の、丸みを帯びた結晶がアルミナ支持体上に形成されていた。膜断面は、アルミナ支持体とゼオ

ライトの複合層が見られた。複合層の厚さは 5μm 程度であった。  

表 3.4-1 製膜条件 

 図 3.4-2 得られた試料の XRD パターン

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2θ[deg.]

In
te

n
si

ty

A 

B 

C 

D 

＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊

＊
＊

＊

＊

＊ ＊

＊アルミナ支持体 

×ANA ゼオライト 
×

×
×

×
・RHO 

･ 
･ ･ 

･ 
･ 

･ 

･ 

･ ･

･ 
･ 

･ 
･ ･ 

＊

･ 

＊

Al2O3 SiO2 18-C-6 Na2O Cs2O H2O 時間[h] 温度[℃]

A 1.3 0.3 100
B 1.6 0.2
C 2.0 0.4
D 2.0 0.2

80
96

モル比 水熱合成

1101 10 0.4
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3.5 分子シュミレーションによる吸着・透過機構の解明 
(ⅰ)シミュレーション手法 
 本研究では、グランドカノニカルモンテカルロ（GCMC）手法による吸着シミュレーションを

DD3R ゼオライト結晶（DDR 型）と代表的なゼオライトである Silicalite 結晶（MFI 型）に対して行

った。シミュレーションによって得られる統計量（吸着量、等量吸着熱、Henry 定数）を実験値と

フィッティングすることによって、シミュレーションを実行する際に使用するパラメータ及び前提

条件を決定すると共に、シミュレーション手法の正確性を確認した。吸着シミュレーションは CO2、

CH4、N2 による単成分吸着、CO2/CH4、CO2/N2 混合ガスによる二成分吸着を幅広い圧力、温度範囲

について行い、得られるスナップショット、各種統計量から DD3R ゼオライト結晶の吸着･透過機

構を解析した。 
 

(ⅱ) 実験結果および考察 
①単成分吸着 
 吸着シミュレーション及び実験によって得た DD3R ゼオライトに対する CO2、CH4、N2の吸着等

温線を図 3.5-1 に、Silicalite に対する CO2、CH4の吸着等温線を図 3.5-2 に示す。両ゼオライトの吸

着等温線は全ての吸着質で、幅広い温度、圧力範囲において実験値を精度よく再現することに成功

した。さらに、等量吸着熱及び Henry 定数も実験によって得た結果とほぼ同様の値が吸着シミュレ

3μm 

 

5μm 3μm 

図 3.4-3 C の膜の SEM 像(左図:膜表面，右図:膜断面) 

5μm 

図 3.4-4 D の膜の SEM 像(左図:膜表面，右図:膜断面) 
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ーションによって得られている（表 3.5-1、表 3.5-2）ことから、吸着シミュレーションによって両

ゼオライトにおける分子レベルでの吸着現象を正確に再現することに成功したといえる。 

 

 
 

 吸着シミュレーションによって得た、DD3R ゼオライト骨格構造中の吸着密度分布及びスナップ

ショットを図 3.5-3、3.5-4、3.5-5 に示す。全ての吸着質で、DD3R ゼオライト骨格構造で唯一アク

セス可能な籠である 19 面体のみへの吸着が確認できた。また、CO2分子はある一定の部位に限定

して吸着が分布しているのに対して、N2分子は 19 面体に幅広く分布していることが分かる。ここ

で、N2分子は電荷を持たないため、クーロンポテンシャルが発生しない。そのため、相互作用は

Lennard-Jones ポテンシャル（Van der waals ポテンシャル）のみが寄与する。Lennard-Jones ポテンシ

ャルはペアポテンシャルと呼ばれる二つの原子の原子間距離だけで決定する相互作用のため、N2

分子は 19 面体中の Si、O 原子からある一定の原子間距離の部位で同程度のエネルギーを示し、吸

着するため、19 面体中で幅広く分布したと考えられる。一方、CO2分子と DD3R ゼオライト骨格構

造中の Si、O 原子は両者とも比較的強い電荷を持つため、CO2分子の吸着では、強いクーロンポテ

ンシャル（静電ポテンシャル）が発生する。クーロンポテンシャルは長距離に及ぶ上、ユニットセ

ル内のすべての原子との相互作用となるため、DD3R ゼオライト骨格構造中の座標配置や周辺の原

子配置がクーロンポテンシャルの大小に大きく影響する。その結果、19 面体中でも相互作用が強い

部位、弱い部位が存在するため、CO2分子吸着は確率的にある一定の部位に集中したと考えられる。 
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図 3.5-1 Adsorption isotherm on DD3R zeolite at 298K. 
Open symbol: GCMC, Close symbol: Expt. 

図 3.5-2 Adsorption isotherm on Silicalite at 308K. 
Open symbol: GCMC, Close symbol: Expt.8) 
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表  

Sim. Exp. Sim. Exp. Sim. Exp.
Q st  at 1mol/kg 26.77 28.11 19.72 20.38 15.13 14.92

［kJ/mol］
K

表  

Sim. Exp. Sim. Exp.
Q st  at 1mol/kg 27.29 28.50 21.05 20.77

［kJ/mol］
K

3.5-2  Isosteric heat of adsorption (Qst) and Henry’s law
constants (KH) on Silicalite.1） 

3.5-1  Isosteric heat of adsorption (Qst) and Henry’s law
constants (KH) on DD3R zeolite. 

H at 298K 0.0458 0.0421 0.0065 0.0057 0.0018 0.0015
［mol/kg/kPa］

CO2 CH4 N2

（8％）

（1％）（5％） （3％）

（12％） （17％）
H at 308K 0.0525 0.0385 0.0078 0.0071

［mol/kg/kPa］ （27％） （9％）

（4％） （1％）

CO2 CH4
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②二成分吸着 

DD3R ゼオライトに対する CO2/CH4、CO2/N2混合ガス（5:5）吸着量の圧力変化を図 3.5-6、図 3.5-7
にそれぞれ示す。吸着シミュレーションによる DD3R ゼオライトに対する二成分吸着量も実験値を

精度よく再現できたことから、吸着シミュレーションによる二成分吸着予測が可能となった。 
CO2/CH4吸着では CH4吸着量が 100kPa 付近でほぼ飽和に達するが、CO2吸着量は圧力増加に伴い

さらに増加を続けるため、圧力とともに CO2/CH4吸着選択性が上昇した。しかし、単成分吸着では

CO2、CH4共に 100kPa 以上も吸着量が増加しつづけることから、CH4吸着量が 100kPa で飽和に達

するのは、混在する CO2 分子の影響だと考えられる。CO2/CH4 吸着の圧力が 100kPa を超えると、

DD3R ゼオライト骨格構造中に 6 つ存在する、独立した吸着サイトである 19 面体 1 つ当たりに CO2

分子が 1 分子（1molecules/cavity）吸着する。その結果、CO2分子は CO2分子同士で高い相互作用を

示すことから、19 面体はさらに CO2 分子を選択的に吸着する。また、CH4 分子は CO2 分子とほぼ

同じ部位に吸着サイトを持つため、100kPa 以上で CH4分子の吸着量は増加せず、CO2分子の吸着量

が増加することによって吸着選択性が上昇したと考えられる。一方、CO2/N2 吸着では、N2 分子の

吸着サイトが 19 面体中で CO2分子以外の部位に吸着サイトを有するため、100kPa 以上でも吸着量

が僅かに増加し続けることによって、吸着選択性は一定を保ったと考えられる。 
DD3R ゼオライトに対する吸着シミュレーションから、DD3R ゼオライト骨格構造中の細孔･酸素

8 員環の中心付近に CO2の吸着サイトが存在すると共に、DD3R ゼオライト骨格構造の吸着サイト･

図 3-5.4 GCMC result of methane sorption site in DD3R 
zeolite framework. A) Disdtibution, B) Snapshot. 

図 3-5.3 GCMC result of carbon dioxide sorption site in 
DD3R zeolite framework. A) Disdtibution, B) Snapshot. 

CO2 molecule

DD3R zeolite framework

CH4 molecule

DD3R zeolite framework

N2 molecule

DD3R zeolite framework

図 3-5.5 GCMC result of nitrogen sorption site in DD3R 
zeolite framework. A) Disdtibution, B) Snapshot. 
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19 面体では CO2分子が 1 分子以上吸着することによって CH4吸着を阻害することが明らかになっ

た。これらが要因となり、CO2/CH4混合ガスの DD3R ゼオライト膜に対する透過現象において、CH4

分子の透過は非常に困難、もしくは拡散速度が遅いため、DD3R ゼオライト膜は高い CO2/CH4分離

性能を有すると考えられた。 

 

 

4．結言 
 今回、明らかになったことを以下に示す。 
1）水熱合成温度は 145～155℃が適していることが分かった。合成温度 140℃以下では支持体をゼ

オライトの結晶で覆いきることができず CO2分離性能を発現せず、合成温度 160℃以上では膜厚

が厚くなり CO2透過速度が低くなることが分かった。 
2）製膜する支持体の細孔径により透過・分離性能が影響を受けることが分かった。平均細孔径が 0。

2μm の支持体では種結晶が支持体の表層に留まり、水熱合成すると支持体表層に膜厚が薄く CO2

透過速度が高い膜が製膜できることが分かった。平均細孔径が 0.6μm の支持体では種結晶が支持

体の下層まで侵入し、比較的膜厚が厚く CO2透過速度が低い膜が製膜できることが分かった。ま

た、製膜するアルミナ支持体の緻密な 表層が薄い構造であるほど CO2透過速度が向上すること

が分かった。 
3）DDR型ゼオライト膜は高圧の過酷な条件下でも高い CO2/CH4分離性能を有することが分かった。

CO2/CH4 混合ガスの供給圧力を 0.1～2.0MPa で測定した結果、供給圧力が高くなるに従い、CO2

透過速度および CO2/CH4分離係数は減少し、供給圧力が 2MPa になると大気圧下に比べ CO2透過

速度は約 1/3 まで減少し、CO2/CH4分離係数も約 1/3 まで減少した。しかし、供給圧力 2MPa にお

いても CO2/CH4分離係数は 150 以上であり、高圧条件下でも非常に高い分離性能を維持すること

がわかった。 
4）DDR 型ゼオライト膜が他の CO2分離膜と比較し非常に高い CO2分離性能を有していることが分

かった。高分子有機膜や他の無機膜（非晶質シリカ膜など）と比較し、CO2透過速度および CO2/CH4

分離係数がどちらも 1 桁以上高い範囲の値を持ち、近年報告された 新の CO2分離膜であるポリ

イミド-シリカ複合膜、モレキュラーシービングカーボン膜、T 型ゼオライト膜、SAPO-34 膜と

比較しても高い CO2分離性能を有していた。 
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図 3.5-6 Binary isotherm for CO2/CH4 gas mixtures on 
DD3R zeolite at 298K. Open symbol: GCMC, Close 

symbol: Expt. 
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DD3R zeolite at 298K. Open symbol: GCMC, Close 
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5）NaCs-RHO 結晶を合成し、製膜実験を行った結果、NaCs-RHO をアルミナ支持体上に合成する

ことはできたが、緻密な膜にはならず、分離能は発現しなかった。今後、 適な原料組成比を求

めることおよび支持体の選定が必要である。 
6) DD3R ゼオライト骨格構造中の細孔･酸素 8 員環の中心付近に CO2の吸着サイトが存在すると共

に、DD3R ゼオライト骨格構造の吸着サイト･19 面体では CO2分子が 1 分子以上吸着することに

よって CH4吸着を阻害することが明らかになった。 
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２．２ 「形質転換技術を利用したレドックスシグナルの制御による高速生長、 
高 CO2 固定型の植物創製技術」 

岡山県生物科学総合研究所 小 川 健 一 
 

1.背景・目的 
適当な濃度の活性酸素を処理することで、ダイズなどの生産性（成長量および収量）を向上させ

ることができ、しかも病害抵抗性などの形質も同時に付与できることを研究代表者らはこれまでに

見出してきた。この機構について研究を進め、酸化還元（レドックス）トリペプチドであるグルタ

チオンが、その制御因子であることを見出し、この機構が様々な生物的および非生物的ストレスに

よる成長制御機構に共通であることを明らかにした。こうした機構は、一定期間の低温が花成を促

進する春化と呼ばれるような機構にも当てはまる。 
一般的にグルタチオンは、抗酸化チオール化合物という認識が強く、ジチオール化合物であるジ

チオスレイトール（DTT）やモノチオール化合物であるメルカプトエタノールと並列に比べられる。

しかしながら、グルタチオンが関与する生長・生理応答は、DTT やメルカプトエタノールなどで

は制御できないことが多く、むしろ、グルタチオンの制御効果は酸化ストレスで強められたことか

ら、研究代表者らは、この現象を解き明かすための鍵は還元型のタンパク質でなく、グルタチオン

の結合したグルタチオン結合型（酸化型）のタンパク質であると考えた。そのグルタチオン結合型

タンパク質を同定し、機能解析を行ったところ、葉緑体内に局在するタンパク質と細胞質に局在す

るタンパク質にグルタチオンに依存して生長量を制御できるものを見出した。特に、葉緑体内に局

在する因子フルクトースビスリン酸アルドラーゼ（FBA1）は、通常栽培においてシロイヌナズナ

の初期成長量を 2 倍以上（野生型植物の湿重量と比較）にする因子であり、発現量を上昇させた形

質転換シロイヌナズナは、高 CO2条件でさらに成長が促進される（野生型の数倍の湿重量になる）

ことから、明らかに炭素固定能が向上していると考えられた。 
このように、グルタチオン結合型タンパク質は分子育種技術よる生長促進技術の確立に欠くこと

のできない因子のように感じられる。しかし、ひとつ問題が残されている。その機能が内生のグル

タチオンに依存して制御されているため、グルタチオンとの結合で直接機能が制御されるタンパク

質は、生物的および非生物的ストレスによるグルタチオンの還元型（GSH）と酸化型（GSSG）の

量比（[GSH]/[GSSG]）によってその機能が制御されることである。そのため、ストレスに伴う活

性酸素の生成によって[GSH]/[GSSG]が細胞内で一過的に変動することは、必ずしもそうしたタン

パク質の機能を目的のようには制御できないかもしれないという問題である。内生グルタチオン量

を変化させるような様々な環境条件でもその目的の機能が保障されるためには、植物のグルタチオ

ンによるレドックスシグナル機構を解明とその制御が不可欠である。本テーマでは、その制御を可

能にすべく内生グルタチオンによるレドックスシグナル機構の完全解明に向けて、アルドラーゼお

よび細胞質に局在するグルタチオン結合因子 Protein Phosphatase の制御機構の解明に取り組む

とともに、形質転換技術を利用した高速生長、高 CO2固定型の植物を創製するための技術基盤の確

立を目指した。 
 

2.研究概要 
本研究で確立を目指すのは、形質転換法を利用して生長のための電子フローを増強するための技

術基盤であり、その基盤は図 2.1 に示したレドックスシグナル系の制御をさらに解明し、それを利
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用することによって確立することを目指した。 
 
（１） グルタチオン結合型アルドラーゼの分子改良と乾燥地植物への導入 

 葉緑体に局在するグルタチオン結合型タ

ンパク質であるアルドラーゼはこれまでに

報告されている CO2 の同化を担うカルビ

ン回路のアルドラーゼとアミノ酸配列で８

０％以上の相同性（Identitiy で）有し、植

物体への導入することによって生育の促進

が認められていることから、葉緑体内で

CO2固定に関わると考えられたこのタンパ

ク質が実際に葉緑体内でグルタチオンと結

合し、その結合が CO2の固定に関わること

を確認した。  

ATP

糖

CO2

成
長

カルビン回路

ADP Pi

明反応 フ ェ レ
ド キシン

GSH

-SG

アルドラーゼ

活性酸素 適量

適当な光条件

グルタチオン合成

落葉広葉樹は、シロイヌナズナに比べて

グルタチオン量が少なく、グルタチオン結

合型アルドラーゼの機能がシロイヌナズナ

の野生型に比べて、十分に発揮されない可

能性がある。また、生物的および非生物的

ストレスでは、光合成活性が低下するが、

グルタチオン量、GSH/ GSSG 比も変化する。グルタチオンおよび GSH/GSSG 比が変化する状況

では、必ずしも、グルタチオン結合型アルドラーゼの活性が維持されるかどうかは保障されない。

そこで、その分子内に存在するレドックス感受性システイン残基をアラニンに置換した変異型アル

ドラーゼを発現させた植物体を作成し、様々な環境のもとでの生長量を比較することによって、そ

のアルドラーゼの活性維持に重要なシステイン残基を決定し、極端にグルタチオン量が高い・低い

場合や GSH/GSSG が上昇・下降した場合でも十分に導入アルドラーゼの機能が発揮されるための

分子改良の基盤確立を目指した。また、グルタチオン含量が低下したシロイヌナズナ変異体を用い

て、その改良効果を試験し、ポプラの導入のためのコンストラクトを構築した。北アメリカの乾燥

地に自生する Eustoma grandiflorum のような植物はグルタチオン量が低下しており、成長が極め

て遅い。こうした生長の遅延がグルタチオン量に関係あるのかどうかを調べるとともに、アルドラ

ーゼコンストラクトの成長促進効果を E。 grandiflorum で確かめることを目指した。 

図 2.1 グルタチオンによる生長のためのレドックスシグナル制

御系 

 
（２） グルタチオン結合型 Protein Phosphatase の分子改良と乾燥地植物への導入 
 グルタチオン結合型アルドラーゼが葉緑体に局在するのに対してグルタチオン結合型 Protein 
Phosphatase は細胞質に局在し、アルドラーゼが生長促進因子であるに対して Protein 
Phosphatase は生長抑制因子であることから、葉緑体ゲノムに組み込む戦略は取れないし、単なる

導入による増強では生長を促進できない。Protein Phosphatase はグルタチオンとの結合によって

活性が可逆的に低下することから、植物内では生長に関わる何らかの因子をリン酸化し生長を制御

していると考えられた。グルタチオン結合に関わる因子を同定し、この Protein Phosphatase の生
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長調節系についてのいくつかの仮説を検証することによって、Protein Phosphatase の生長抑制効

果を打消す戦略の構築に取り組んだ。さらに、E ．grandiflorum をモデルとして、その情報を乾

燥地植物の成長促進に役立たせることを目指した。 
 
（３） グルタチオン合成の制御機構の解明 
 上記のようなアルドラーゼや Protein Phosphatase の機能は内生グルタチオンによって制御さ

れているため、人為的制御にはグルタチオン合成系を人為的に制御する方がアルドラーゼおよび

Protein Phoshatase を分子改良するよりも効果的である可能性も高い。しかし、大腸菌由来のグル

タチオン合成系酵素の導入による内生グルタチオン量の増加では成長促進効果は認められず、植物

由来の合成系酵素の導入によっては生長・生理応答（Senda and Ogawa 2004）が促進されること

を考えると、グルタチオンの存在が不可欠だとしても、単なるグルタチオンの量的な上昇よりは、

むしろ、環境変化によってグルタチオン量および合成量を制御する植物内在性の合成制御系が重要

であると考えられた。グルタチオン合成は光合成に依存している（Ogawa et al． 2004; Ogawa 
2005）一方で、ストレスに伴う酸化シグナルによっても制御されている。そうしたグルタチオン合

成の制御機構を理解することは、グルタチオンによる生長およびストレス応答を人為的に制御する

ために必要不可欠な情報である。ここでは、光合成に伴う内生のグルタチオン合成制御の理解とそ

の理解によって、人為的グルタチオン合成制御によってどのくらいの生長促進効果が期待できるか

について検討した。 
 
（４） 明反応から CO2固定のための電子フローの解析 
アルドラーゼの導入によってシロイヌナズナの生長が促進されたことを考えると、その植物では

トリオースリン酸やフルクトース 2 リン酸などの量を感知して、CO2固定能力を向上させカルビン

回路全体のポテンシャルを決定する因子が存在することが期待できる。成長量が向上した形質転換

植物の CO2 固定能の解析や植物の生長を著しく向上させる処理との関係を調べることによって、

CO2固定能増強のための戦略を打ち立てて、今後の CO2固定能の増強がどの程度可能なのかを明確

にすることを目指した。 
 

3.研究項目および成果 

（１）グルタチオン結合型アルドラーゼの分子改良と乾燥地植物への導入 

シロイヌナズナのアルドラーゼにはすべてに保存されたシステイン残基は見出されない。つまり、

それぞれのアイソザイムに存在するシステイン残基は単なる構造保持や反応機構そのものに寄与

するとは考えにくい。しかしながら、それぞれのアイソザイムに対応する他の植物のホモログには、

共通に保存されているシステイン残基が見出されることから、そうしたシステイン残基が生体内で

の何らかの制御に関わる可能性が考えられた。葉緑体に存在する FBA1、FBA2、FBA3 には、共

通なシステイン残基が 2 つ（C72、C156）と、FBA1 にのみ見出されるシステイン残基（C128、
C187）が２つ、FBA2 と FBA3 にだけ共通なシステイン残基が１つあるが、グルタチオンの効果

は FBA1 にのみ見出され、DTT やチオレドキシンによる活性の阻害はすべてのアイソザイムに認

められることから、C72、C156、C128、C187 に注目して点変異を導入することとした。 
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作製された植物体の様子は、形態的には異常は認められず、野生型に類似している。しかしなが

ら、生育は FBA1 を過剰に発現させた植物（35S-FBA1）の方がよい。それに対して変異型酵素

(35S-fba1C72A の場合、72 番目のシステイン残基をアラニンに置換しているという意味)を過剰発

現した植物には、野生型よりも生育はいいものも見出されるが、野生型 FBA1 を過剰発現させた植

物の生育を上回るものは見出せなかった。FBA1、FBA2、FBA3 に共通なシステイン残基をアラニ

ンに置換した場合の FBA 活性は、野生型の酵素と基本的な挙動は変わらないが、FBA1 に固有の

システイン残基を置換した場合には、グルタチオンの効果に異常が認められた。作製された形質転

換植物での生育と組換え酵素の結果を比較すると、FBA1 固有のシステインをアラニンに置換した

場合には、FBA1 の過剰発現による生育の促進の効果が縮小もしくは消失し、固有の FBA1 に固有

に存在するシステイン残基の重要性が理解できたが、3 つのアイソザイムに共通に存在するシステ

イン残基のうち C156 を置換した場合でも生育促進効果が失われた。C72 は、グルタチオンによる

活性の調節にも植物の生育にも関与する可能性が低いと考えられる一方で、C156 は生育に関わる

制御になんらかの形で関与するレドックス残基である可能性が考えられる。 
 

（２）グルタチオン結合型 Protein Phosphatase の分子改良と乾燥地植物への導入 
AtPTP1はシロイヌナズナのゲノム中に唯一存在する典型的なチロシンフォスファターゼである。

実際に組換え AtPTP1 タンパク質は過酸化水素で失活するが、還元剤処理によって活性が回復する。

AtPTP1 はグルタチオンで修飾を受けるタンパク質であり、グルタチオン化されるシステイン残基

のうち 175 番目のシステイン残基をセリン残基に置換することで恒常的な活性型となり、上述の可

逆的な活性制御は失われる。この遺伝子に T-DNA が挿入された変異体は、生育が促進されるため、

生育抑制因子である。 
気孔の閉口には植物ホルモンであるアブシジン酸（ABA）が関与するが、チロシンフォスファタ

ーゼ活性もその関与が示唆されている。一方、植物ホルモンであるアブシジン酸（ABA）によって

生育が抑制される。本研究では、ABA が機能するような乾燥条件下での生育抑制にチロシンフォ

スファターゼが関与するのかを明らかにし、乾燥条件下での植物の生育不良を改善できるような技

術に貢献すべく、ABA シグナル伝達系との関わりを調べた。 
 ABA は幅広い生長生理制御に関わっている。その代表的なものが、種子休眠・生長の抑制、開

花抑制などである。ここでは、ABA による発芽抑制（休眠保持）効果を利用することで、作製し

た植物体を評価した。AtPTP1 遺伝子の発現が種子発芽におよぼす影響を調べるために、ABA を

含まない、または含む培地に atptp1 変異体および形質転換体を播種し、経時的な発芽頻度により

評価した。ABA を含まない培地において変異体は野生型(非形質転換体)とほとんど同じ発芽率を示

したが、形質転換体は非形質転換体に比べて発芽が抑制された。ABA を含む培地において変異体

は野生型に比べて発芽が促進されており、これとは逆に、形質転換体は発芽が抑制された。この傾

向は 1μ M よりも 2μ M の ABA において強く認められた。 
 AtPTP1 遺伝子の発現は種子発芽時において ABA 応答性遺伝子の発現にも影響をおよぼすか調

べるために、播種後 2 日の幼植物を ABA 処理し、24 時間後における既知 ABA 応答性遺伝子の発

現レベルを RT-PCR により評価した。この結果、ABA 処理によって 12S cruciferin seed storage 
protein をコードする CRU3 遺伝子は変異体でより強く発現が誘導され、これとは逆に高発現体で

は誘導の程度が低かった。また、高発現体では無処理の状態において ABA 誘導性のアルコールデ
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ヒドロゲナーゼ ADH1 遺伝子の発現が抑えられていた。 
 以上より、AtPTP1はABAを介する生育抑制機構に関与する因子であることが明らかになった。 
 

（３）グルタチオン合成の制御機構の解明 
グルタチオンの合成は葉緑体で行われる。効果的に FBA1 のような因子を制御するためには、グ

ルタチオンの合成が光照射とどのような関係にあるかを明確にする必要がある。まず、内生グルタ

チオンの日変動を調べた。酸化型のグルタチオン（GSSG）の絶対量は大きく変動しないが、還元

型のグルタチオン（GSH）の量は光照射開始に伴って上昇し、その後、12 時間付近から減少し始

めており、光照射を終了する前に減少に転じていた。このように GSH の量の変動は、概日リズム

に近い挙動を示したが、光照射を短縮するとその照射終了時点から GSH 量が減少したことを考え

ると、完全に自立的な概日リズムで支配されるわけではなく、光合成に強く依存すると考えられた。 
 

（４）明反応から CO2固定のための電子フローの解析 

FBA1 の形質転換体で CO2固定速度が上昇していること、カルビン回路の代謝物のバランスは

変えずに呼吸基質のプールサイズが上昇し、呼吸活性も 2 倍近くになることが判明した。内生グル

タチオン量と FBA1 量との関係から、CO2固定能を増強するための戦略としてはグルタチオン合成

系および FBA1 活性の増強が有望と判断された。 
 
4.まとめ 
（１）からはグルタチオン結合型アルドラーゼのシステイン残基を点変異させることでは、生長

促進効果は望めず、内生のグルタチオン合成の制御も FBA1 の機能のためには不可欠であ

ると考えられた。 
（２）からは、乾燥耐性に関わる ABA による生長抑制機構にチロシンフォスファターゼが関与

することが明らかとなり、その活性の解除によって乾燥条件下における生長抑制を解除で

きる可能性を示している。 
（３）では光合成に伴い、グルタチオン量が変動していることが明らかとなり、単純にグルタチ

オン量を増加させるだけではなく、その変化も重要と考えられた。 
（４）では、グルタチオン結合型アルドラーゼの増強によって、シロイヌナズナの CO2固定速度

が上昇することが確認され、また、光ストレスかでも野生型植物に比べて、数倍のバイオ

マス生産性および収穫量が確保できる技術へ貢献できることが明らかとなった。以上から、

図に示したレドックス制御系の研究の継続によって、植物の成長性を数倍に向上させるこ

とが期待できる。 
  

以上 
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２．３ 「3D 細孔チャネルを持つ新規無機材料の薄膜化と CO2分離への応用」 
大阪府立大学 中平 敦 

 

1．研究の目的・背景 
触媒や分子篩などとして期待されるゼオライトは、通常粉末状態であるため、その利用は限定さ

れてきた。しかしゼオライトなどが薄膜化あるいはバルク化できれば、それらの材料の持つミクロ

細孔（ポア）を利用して CO2や H2などの選択的分離膜への応用が期待される。従来より、様々な

手法、例えば CVD 法やドライゲルコンバージョン等の改良型水熱法、BMP 法など様々な手法を用

いてゼオライトの膜化ならびのそのガス分離に向けた膜研究が精力的に進められてきた。申請者も

HHP（hydrothermal hot-pressing：水熱ホットプレス）法を用いて焼結法に類似したプロセスで

バルク状ゼオライトの合成を試み、さらにそのバルク体の CO2分離評価を行ない、さらに膜化に向

けた基礎研究を進めてきた。その結果、得られたバルク状ゼオライトはピンホールや欠陥の無い良

質な緻密質であった。そこで、さらに膜化に向けた基礎研究を進めるため、HHP 法を改良した改

良型 HHP の「DCHHP（double capsule HHP）」を試みた。 
本先端的研究で目的としたのは、以下の(i)～(ii)の２つである。 

(i) バルク状ゼオライト体の合成評価と CO2分離評価、 
(ii) バルク状ゼオライトの薄膜化とその量産化プロセス開発 

上記の目的をした本先端的研究成果は、CO2ガス分離に利用できる新たなゼオライト無機膜の確

立に繋なる有効な要素技術と位置づけられる。さらに本研究が、実際の応用に向けた開発に展開で

きるように、HHP を改良して膜化ができるプロセッシングの確立を進め、さらにゼオライト薄膜

の量産化が可能なプロセス開発に繋がるように研究を進めた。以上の研究を進めることで、申請者

が進めた HHP の研究を通じて、ゼオライトのバルク化の基礎実験が進展し、さらには、HHP を

改良したプロセスである改良型 HHP の「DCHHP（double capsule HHP）」を新たに開発してそ

れにより得られるゼオライトバルクおよび膜の CO2分離能を評価した。それら結果を基にして緻密

ゼオライト膜合成とその量産化に向けた研究開発に着手し、実用化に向けた研究開発につなげられ

るように研究を遂行した。 
 
2．実施した研究内容 

HHP 手法によるゼオライトバルク体の合成、特に Y－ゼオライトを中心にゼオライトバルク体

の作製とその評価、特に CO2 分離評価、ゼオライトバルク体で 適な CO2 分離能を持つ候補材料

の開発し、薄膜化を試みる。さらにその結果を基にして、量産化に向け無機膜の合成プロセスを確

立する。具体的には以下のように研究を行った。 
 
（１） 適な CO2 分離能を持つゼオライト材料で CO2 分離用無機膜の合成を進めるために、ゼオ

ライトバルク体の微細構造を評価することでゼオライトのバルク化の条件を明らかにした。

得られたバルクの CO2 分離評価を終えた後、ゼオライトバルク体で高い CO2 分離能を持つ

材料開発の基礎知見を得て、次いで HHP プロセスの改良型のプロセスである DCHHP 法に

おいて、大型試料製造の作成を進めた。当初は、50～100mm 角程度のアルミナなどのセラ

ミックス支持体の上にゼオライト材料をコーティングして膜を製造した。 
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（２）無機膜の量産化に向けた製造プロセスを確立するため、管状のセラミックス支持体の外表面

あるいは内表面をゼオライトでコーティングするプロセスを確立した。その後、順次、量産

化する規模の拡大を進める。また一方で更に大型試料の上へのコーティング技術を確立し、

製造時間の短縮も含めた改良プロセスを構築した。 
 
2－1．実験方法 
（１）HHP 実験 
  ゼオライトの出発原料粉末は、Y 型ゼオライト粉末（HSZ-320NAA、SiO2/Al2O3=5.5、比表面

積：842m2/g、東ソー株式会社製）を採用した。また、水酸化ナトリウム（和光純薬工業製）を

用いた。水酸化ナトリウムは水に溶解させそれぞれ 0.1M、1M、5M、10M の各 NaOH 水溶液

を調整した。 
まず出発原料である Y 型ゼオライト粉末 0.75g に様々な濃度（0.1M、1M、5M、10M）の水

酸化ナトリウム水溶液を、Y 型ゼオライト粉末に対して 10、20、40wt%の割合を添加した。そ

の後、図 1 に示すような HHP にて処理を行った。HHP 実験は、ハステロイ製オートクレーブ

（内径 20mm）の中にカーボンシートを敷き、混合粉末を入れ上からカーボンシートを置き、ピ

ストン、グランドパッキング、ロッドで密封した。オートクレーブにヒーターを設置した後、モ

ールドに設けられている穴に熱電対を差し込み、ピストンの上下から加圧機（SHE-50kN、Showa
製）により一軸加圧（10MP、20MP、40MPa）した。温度はデジタルプログラム温度コントロ

ーラ（KP1000、CHINO 社製）により調節して、昇温速度は 10℃/min として昇温し、それぞれ

所定の温度（110℃、150℃、170℃）まで昇温させ種々の保持時間（0.5ｈ、1ｈ、2ｈ、５ｈ、

10ｈ）で保持した後に、自然放冷で冷却した。また、水熱ホットプレス法による緻密化効果を確

かめるために、比較の為に、Y 型ゼオライト粉末を 40MPa で一軸加圧ハンドプレス成形を行い、

成形体を得て、同様の評価を行った。 
 

HHPHHP法について法について
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Grand Packing  Grand Packing  
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uniaxialuniaxialuniaxialuniaxial
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ ＨＨＰの模式図 
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（２）DCHHP 
本研究ではゼオライトの膜化に関する研究も進めた。当初は、ゼオライトの膜化に向けて HHP

内でアルミナ支持体上にゼオライト層をコーティングすることを試みた。更にプロセスの改良を加

えて、 HHP 法を改良した  二層カプセル水熱ホットプレス (Double Layered Capsule 
Hydrothermal Hot-Pressing、 DC-HHP) 法と呼ぶ、等方的に加圧しコーティングする新規プロ

セスを開発した。板状の形状の基板に水熱ホットプレス法を適用するために、DC-HHP 法を改良

型 HHP 法として新たな技術を開発した。この方法は二層構造を持つカプセルを用い、それは水熱

条件下で静水圧を利用し、等方的に加圧することを可能にしたものであり、カプセルの断面図の模

式図を図 2 に示す。まず、α-アルミナ支持体(12.5×12.5mm)上に、 1N～5N NaOH と Y-ゼオライ

ト粉末(東ソー製: HSZ-320NAA、 SiO2/Al2O3=5.5、 840m2/g)の混合物を(1～15wt%Y-Zeolite)を
載せ、チューブで封入した。この封入物をさらにカプセル化した。そして、このカプセルを水熱処

理するために高圧高温容器に入れて、DCHHP 処理した。HHP で得られた試料の構成相の同定は、

X 線回折装置（RINT2500、理学電気製）を使用し、電圧 40kV、電流 50mA、スキャンスピード

4deg./min、ステップ 0.01°、発散スリット 1/2deg、散乱スリット 1/2deg、受光スリット 0.15mm
の条件で測定を行った。試料の密度は、以下のようにアルキメデス法により求めた。十分に試料を

乾燥させた後、乾燥重量を測定した。その後、減圧ビンの中に入れ、気孔中に水を十分浸入させ、

水中重量を測り、飽水試料の空中重量を測定し、密度を得た。 
また、Vickers 硬度はビッカース硬さ試験機（AVK-C1、明石製作製）により、300g の荷重を 15

秒間加え、圧痕の大きさを顕微鏡で観察しその硬度測定を行った。生成物の微細構造観察は、走査

型電子顕微鏡（FE-SEM、S-800、日立製作所製）にて観察を行った。この際に、得られたバルク

体は電子の帯電を防ぐため、金パラジウム蒸着を施した。比表面積･細孔体積は自動ガス吸着量測

定装置（BELSORP-18PLUS-SPL、日本ベル株式会社製）を使用し、N2 吸着による吸着等温線の

Langmuir プロットから求めた。また、同時に試料の細孔径分布も測定した。 
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図 2 DCHHP のカプセル断面図と DCHHP 装置 
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3．結果と考察 
（１）バルク状ゼオライト体の合成評価と CO2分離評価、 
  まず、Y-ゼオライトの HHP 処理において、添加溶媒を水とした場合、水酸化ナトリウム水溶

液を利用し、水酸化ナトリウム水溶液の濃度を変化させた場合と水酸化ナトリウム水溶液の液量

を変化させてゼオライトバルク体の作製を試みた。 
その結果、添加溶媒を水とした場合にも固化したが、一方、水酸化ナトリウム水溶液を加えた

系では、HHP 処理により Y-ゼオライトはさらに十分に固化し、すべての HHP 条件においてバ

ルク状ゼオライトを得ることができた。また図 3 に示すように、5M 水酸化ナトリウム水溶液

0.15ml を用いて 150℃、2 時間、40MPa の条件で透光性をもつバルク体が得られた。 
図 4に水酸化ナトリウム水溶液の量を粉末に対して 20wt％となる 0.15mlに一定に粉末と混合

し、水酸化ナトリウム水溶液濃度を変化させ、150℃、2 時間、40MPa の条件において HHP 処

理を行った時の X 線回折パターンを示した。水酸化ナトリウムの濃度を変化させても結晶構造は

構造コード“FAU”の構造を示し、0.1、1.0、5.0M の水酸化ナトリウム水溶液を用いた時は、Y 型

ゼオライト単一相を示 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 5M 水酸化ナトリウム水溶液 0.15ml を用いて 150℃、2 時間、40MPa：(a)0.75g、 

5M-NaOH-0.15ml、  150℃、 2h、 40MPa  (b)0.75g、 1M-NaOH-0.15ml、 150℃、 
2h、 40MPa 

 
した。10M の濃度で HHP 処理を行った時には、天然ゼオライトのフォージャサイト（faujasite）
の構造となった。 

次に、水酸化ナトリウム水溶液の濃度を 5M と一定にし、水酸化ナトリウム水溶液の量を粉末の

10、20、40wt％と変化させて、150℃、2 時間、40MPa の条件で HHP 処理をした時の X 線回折

パターンを図 4 に示した。図に示すように水量を変化させた時、すべての結果は FAU の構造をと

った。特に水量が粉末の 10、20wt％の時には、出発原料の Y 型ゼオライト単一相の構造を示した。
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HHP の際に Y－ゼオライトに添加する水酸化ナトリウムの濃度を高くすると、pH の増加とともに

オートクレーブ内の Na の量も増加するということになる。また水酸化ナトリウム水溶液の量を増

加させるということは、OH 基と Na の量が増加することになる。本実験で使用した Y 型ゼオライ

トの組成は一般的な組成と Si/Al 比から計算した結果、(Na2O)51.2(Al2O3)25.6(SiO2)140.8･250H2O と

推定される。（ Na2O ）の重量％は 9.2 ％であった。それに対し、 faujasite の組成は

(Na2O)32(Al2O3)16(SiO2)4･256H2O であり（Na2O）の重量％は 11.3％であった。よって水酸化ナト

リウム水溶液の濃度を高くし、また量を多くすることにより Na 濃度が高い 
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図 4 HHP 後の試料のＸＲＤ：NaOH 水溶液濃度と量の変化 
 
faujasite が析出したものと考えられた。実際に、X 線回折結果より、濃度を高く、量を多くするこ

とにより、Y 型ゼオライトの（111）面のピーク強度が減少している。この結果からも faujasite の

結晶構造になっていることがわかった。 
以上のように HHP により使用する水の濃度、量を変化させることで、析出した結晶が異なって

いることがわかった。よって水の濃度、量、もしくは種類を変化させることで析出する結晶を制御

することが可能であると思われる。 
Y 型ゼオライトバルク試料の相対密度の結果を図 5 に示した。ここで Y 型ゼオライトの代表的な

組成は Na56(Al56Si136O386)･250H2O であり、その結晶単位胞 a=24.67nm より計算し、1.91(g/cm3)
として理論密度を求めた。水酸化ナトリウム水溶液の量を一定にして濃度を変化させると 0～5M
までの領域は、水酸化ナトリウム水溶液の濃度が高くなるにつれて相対密度は大きくなっている。

5M の水酸化ナトリウム濃度の時に 大を示し、10M になると若干減少した。この結果より 5、10M
の試料は十分に緻密化していることがわかった。この結果より水酸化ナトリウム水溶液濃度を変化

させた時、水酸化ナトリウム水溶液濃度が高くなるにつれて大きくなり、5M-水酸化ナトリウムの

時、 大を示し、緻密化していることがわかる。また、Ｙ型ゼオライトのＨＨＰ時に水酸化ナトリ

ウム水溶液量を変化させた時については、粉末に対し 20wt%の量の水を用いた時、一番硬さの増
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加が認められた。 
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図 5 HHP 法により得られたＹ型ゼオライトバルク試料の相対密度  

：ＮａＯＨの濃度と添加量が密度に及ぼす影響 
 
このように HHP 処理において適切な水酸化ナトリウム濃度、水量を選ぶことで、Y 型ゼオライ

トバルク体の密度、硬さが変化していることから密度、硬さを制御できうる可能性を示している。

本実験においては水酸化ナトリウムの濃度を変化させることにより、密度も大きく変化しているこ

とから Y 型ゼオライトの緻密体を得るには、pH の調節が重要と思われる。 
 Y 型ゼオライトバルクをそれぞれ走査型電子顕微鏡（SEM）により詳細に観察した。特に、HHP
時の水酸化ナトリウム濃度変化および水酸化ナトリウム添加量の変化がＹ型ゼオライトバルクの

微細組織に与える影響をＳＥＭ観察した。その結果、水酸化ナトリウム濃度が高くなるにつれて、

Ｙ型ゼオライトバルクは緻密化していた。また 5M-NaOH の時には粒界が見られた空隙（気孔、

或いはポア）が消失していた。一方、水酸化ナトリウム添加量の変化により微細構造は変化した。

Y 型ゼオライト粉末に対し水酸化ナトリウム添加量 10％の時は空隙が多数観察されるが、水酸化

ナトリウム添加量 20wt％の試料は緻密化していた。水の量が粉末の 40wt％になると表面に棒状の

結晶が析出している様子が認められた。このように、HHP 時の 適の水酸化ナトリウム濃度およ

び水酸化ナトリウム添加量があることが判明した。 
 Y 型ゼオライト粉末 0.75g、水酸化ナトリウム水溶液 0.15ml を 150℃、2 時間、40MPa の条件

で HHP 処理した試料の比表面積と細孔体積の結果より、各 HHP 条件でことなるが、バルク体で

ありながらも概ね 700m2／g を超える大比表面積を示していることが判明した。また、図 6 には

Y 型ゼオライト粉末 0.75g、水酸化ナトリウム水溶液 0.15ml を 150℃、2 時間、40MPa の条件で

HHP 処理した試料の TEM 観察結果を示す。このように HHP により得られた Y 型ゼオライトバ

ルク体では、そのゼオライト粒子の粒界にシリケート層などのガラス相（アモルファス）のない良

好な界面を持つことが判明した。このように粒界を介してアモルファス相がほとんど存在しない為、

粒界間をゼオライトの細孔は 3 次元的に連結していることになる。この結果は上述のように Y 型ゼ

オライトバルク体がきわめて高い比表面積を示す結果ともよく対応している。 
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したがって、HHP により得られた Y 型ゼオライトバルク体は、Y 型ゼオライトが持つ固溶の細

孔が 3 次元的に連結していることとなり、3D 細孔チャネルをバルク全体で持つ Y 型ゼオライトバ

ルク体が得られたと結論付けられる。この結果は、世界初の成果であり、今後この成果は大きく進

展する基礎的知見となると期待される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6  Y 型ゼオライト試料の TEM 観察結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7 緻密な Y 型ゼオライトバルク体のガス透過率 
 

適な条件で得られた緻密な Y 型ゼオライトバルク体のガス透過率を測定した。その結果を図 7
に示す。概ね 10-6（mol/m2/s/Pa）台の透過率であった。このように HHP で得られた Y 型ゼオラ

イトバルク体は、１mm 程度の厚膜ながらも、これまで報告されていた CVD 法によるゼオライト

薄膜と同等以上の高い CO2ガス分離性能を本バルク試料は示すことが明らかとなった。 
 本実験において、HHP では他に上下からの圧力、加熱温度、加熱時間、加熱前の昇温速度など

さまざまな条件を設定できる。本実験では半透明なゼオライトバルク体を作製することができたが、

条件を 適化することによりさらに単結晶に近いバルク体が得られると思われる。 
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（２）バルク状ゼオライトの薄膜化とその量産化プロセス開発 
ゼオライトの膜化に向けて、HHP 内でアルミナ支持体上にゼオライト層をコーティングするこ

とを試みた。このようなプロセッシングは、擬 HIP 処理とも言えるが、このプロセッシングによ

り、試料の一部においてはアルミナ支持体の上にゼオライト層はコーティングできたが、HHP 時

の加圧プレスの為に、HHP 処理中に支持体に割れが生じたり、また、ゼオライト層の剥離も認め

られた。そこで、更にプロセスの改良を加えて、図 2 に示すように HHP 法を改良した 二層カプ

セル水熱ホットプレス(Double Layered Capsule Hydrothermal Hot-Pressing、 DC-HHP) 法と

呼ぶプロセッシングを開発した。本手法は、等方的に加圧しコーティングする新規プロセスを開発

した。それは水熱条件下で静水圧を利用し、等方的に加圧することを可能にした。 
DCHHP 時に様々な条件での水熱処理により篩を用いて作製した場合、そのＹ型ゼオライト膜試

料への NaOH 添加の影響を検討したところ、滴下した NaOH の量、濃度、水熱処理時間などの広

い範囲で Y 型ゼオライト単一相と基板の回折ピークを得た。NaOH 滴下 NaＯＨ濃度 10N の場合

では、ほぼ基板のみの回折ピークを得たが、接着不良ためにコーティングしたゼオライトが剥離し

ていた。また、次に篩ではなく、ディッピング法にてアルミナ支持体上に Y 型ゼオライトのコーテ

ィングを試みた。このようにディッピング法にてアルミナ支持体上に作製した Y 型ゼオライトコー

ティング膜をアルミナ支持体ごと、DCHHP にて処理を行なった。その DCHHP 処理後のルミナ

支持体上に作製した Y 型ゼオライトコーティング膜について XRD を測定した。図 8 には、DCHHP
により NaOH の各濃度で得られたゼオライト膜試料の X 線回折パターンの結果を示す。ディッピ

ング法にて滴下した NaOH の量、濃度、水熱処理時間などの広い範囲で Y 型ゼオライト単一相と

基板の回折ピークを得た。 
さらにディッピング法に作製した Y 型ゼオライトコーティング膜を DCHHP にて様々な条件で

処理して作製した試料の SEM 観察を行った。このような微細構造を持つアルミナ支持体上のゼオ

ライト膜の表面観察の結果を図 9 に示すが、図 8 に示すように、DCHHP により様々な条件で作成

した試料のSEM始めにNaOHの滴下量の変化による膜厚と表面組織に与える影響を検討したとこ

ろ、過剰に NaOH を滴下しなければ、NaOH の量が増加するほど膜厚が厚くなることがわかった。

これは NaOH 量を増加することで、後に加えるゼオライト粉末との溶解する量が増加し、水熱処

理時に析出する量が大きくなるためであると推定される。つまり、NaOH の滴下量を調節すること

で、膜厚がある程度制御できる。しかし、NaOH の量が少ない場合に、支持体上の一部のみにゼオ

ライトコーティングされる場合があった。また、ＤＣＨＨＰ処理の保持時間によりコーティングの

政情が変化した。ある 適時間を越えるとがコーティングの強度は不十分であり、剥離した。この

ように、保持時間 2 時間で、NaoH 濃度 3～5N で成膜を 適化することで、アルミナ支持体上に、

20～40μm の膜厚を持つゼオライト膜を成膜することが可能となった。このように DCHHP 法にて

得られ、 適な成膜条件を明らかに出来た。 
また、 適な条件で得られた緻密な Y 型ゼオライトコーティング膜のガス透過率を測定したとこ

ろ、概ね 10-7（mol/m2/s/Pa）台の透過率であった。従来の手法と同程度以上の透過率を示し、従

来より、きわめて簡便で短時間に従来のトップデータを持つ材料と同程度の以上の特性を示した。 
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 図9 DCHHPにより作成したY型ゼオライト膜試料の図8 DCHHPで作製したゼオライト膜の

 SEM観察 NaOH濃度の影響 
 
4．まとめ 

本実験において、HHP（水熱ホットプレス）法を用いて焼結法に類似したプロセスで緻密で強

固なバルク状ゼオライトの合成を新規に試みた。さらにゼオライト薄膜の量産化のため改良型

HHP プロセシング（DCHHP）を試みた。 
その結果、市販の Y－ゼオライトを中心に水熱ホットプレス（HHP）処理によりゼオライトの水

熱固化を進め、水熱ホットプレス反応温度、水熱ホットプレス反応時間、水熱ホットプレス印加圧

力、水熱ホットプレスに用いる溶媒の種類と濃度などの種々の条件を検討した。 適化条件で合成

された緻密バルク状ゼオライト体は、700m2／g を超える大比表面積を持ち、粒界にアモルファス

相のほとんど無いバルク体であることが判明し、バルク体全体で 3D 細孔チャネルを持つ緻密体で

あることが判明した。また、このバルク体をもとにして CO2 ガス分離実験を行ったところ、1mm
程度の厚膜ながら、これまで報告されていた CVD 法によるゼオライト薄膜と同等以上の高い CO2

ガス分離性能を示した。また、DCHHP により、ゼオライト膜の手法の確立ができた。  
このように、HHP 並びに DCHHP でバルク状ゼオライトおよびゼオライト薄膜が合成でき、高

い CO2 分離能を示すことが判明した。さらにこの改良プロセスである改良型 HHP プロセシング

（DCHHP）は、ゼオライトの新しい膜化技術として、今後更なる発展が期待できる。 
 

以上 
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２．４ 「イオン液体（IL）を用いる CO2物理吸収・再生プロセスに関する研究」 

独立行政法人 産業技術総合研究所 

コンパクト化学プロセス研究センター 金久保 光央 

 
1.研究の背景および目的 

 地球温暖化対策技術の一つとして、大規模固定発生源（火力発電設備、製鉄・セメントプラント、

化学工場等）の排ガス中に含まれる二酸化炭素を、大気中に拡散させることなく、分離・回収し、地

中や海洋に貯留・隔離する技術開発が世界各国で進められている。このような大規模技術を実現する

ためには、エネルギー原単位や分離・回収コストの大幅な低減が重要な課題とされている。このよう

な観点から、“化学吸収法、吸着法、膜分離法”等を用いる様々な二酸化炭素分離・回収技術の研究開

発が行われている。 
 現在検討されている様々な技術のなかでも、アルカノールアミン類やアミノ酸類を二酸化炭素吸収

液として用いる“化学吸収法”が、現時点における実用化技術として注目され、既に商用プラントとし

て一部稼働している状況にある。しかしながら、化学吸収法は、吸収液再生コストが分離・回収コス

トの 50％を占め、エネルギー消費が著しいという問題がある。したがって、コスト削減のため、100℃
〜室温程度の廃熱源で駆動可能な低エネルギー再生型吸収液の開発が望まれている。また、これまで

検討されてきた方法は、“常圧二酸化炭素ガス”として回収するものであり、貯留・隔離する際には、

得られたガスを塩類あるいは液化炭酸に変換する必要があり、この課程におけるエネルギー消費も甚

だしい、とされている。 
 本研究においては、上記した課題を解決すべく、“物理吸収法”の吸収液として、近年、環境に優し

いグリーン・ソルベントして様々な分野で利用が進められている“イオン液体(IL)”を用いる方法につ

いて検討する。本方法は、化学吸収法から物理吸収法への転換、ならびに回収状態を“ガスから液化

状態（液化炭酸）へ”変換すること目指すものであり、これにより、図１に示した通り、従来の吸収

液再生エネルギーコスト等の大幅な低減を図る。 

従来法

本研究の方法

"化学吸収法"、ゼオライト等を用いる"吸着法"
（回収状態：常圧ガス）

イオン液体を用いる"物理吸収"に基づく分離・回収法
（回収状態：液状液化炭酸）

・ 分離・ 回収におけるエネルギー消費およびコ スト の大幅低減

・ 温度なら びに圧力制御のみの簡便操作  
図１ CO2分離・回収技術の従来法からイオン液体法への転換 

 

 イオン液体はカチオンとアニオンとのみから構成され、室温付近以下の融点、不揮発性・不燃性の

性質を有する。とりわけ、イオン液体は、各種ガス相および超臨界流体相には溶出せず、蒸気圧もほ

ぼゼロという特性を有する。また、二酸化炭素を選択的に、しかも極めて顕著に物理的に溶解する性

質を有することから、二酸化炭素に関連した有機合成反応など、リサイクルが容易な低環境負荷反応

における新規溶媒等に応用する研究が近年盛んに行なわれている。一方、上述したイオン液体の特性
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を活かして省エネルギー型の二酸化炭素分離・再生技術の開発が始められている例もあるが、それら

の素課程を学術的な観点から検討した例はあまり見当たらない。 
 本研究においては、イオン液体による二酸化炭素分離回収プロセスを幾つかの素過程に整理・分類

し、各課程におけるイオン液体の特性、ならびに、その有効性について検討し、実用化に必要なバッ

クデータの集積を図る。 
 
2.研究概要 

本研究では、イオン液体(IL)の特性を調べ、イオン液体を用いる二酸化炭素物理吸収・再生プロセ

スの有効性について検討する。図２に示した通り、イオン液体法による CO2吸収・再生プロセスは、

（Ｉ）二酸化炭素吸収工程、（ＩＩ）液体二酸化炭素回収工程、（ＩＩＩ）吸収液再生工程、の素課程

に大別される。さらに、各課程を詳細に考察すると、 
（Ｉ） 二酸化炭素吸収工程では、 

ａ） 熱力学的な二酸化炭素吸収量 
ｂ） 速度論的な二酸化炭素吸収速度 

（ＩＩ） 液体二酸化炭素回収工程では、 
ａ） 二酸化炭素放出速度 
ｂ） イオン液体と二酸化炭素との密度差 
ｃ） 放出された二酸化炭素の相状態 

（ＩＩＩ） 吸収液再生工程では、 
ａ）イオン液体の再利用における化学的安定性 
ｂ）イオン液体の吸収塔への再充填過程 

などが重要であると考えられる。 
 そこで、次節で示す７つの項目を中心に研究を実施して、イオン液体法による二酸化炭素物理吸

収・再生プロセスの可能性を検証することにした。 
 

図２ イオン液体法による二酸化炭素物理吸収・再生プロセスの概略 

大規模発生源

CO2 物理吸収原料ガス圧縮

本プロセスの特徴

CO2 回収

原料ガス

IL
IL

原料ガス

+ IL+CO2

脱CO2
ガス

IL(CO2)

液化CO2

隔離等

IL

IL 再生

常温での物理吸収
温度、圧力制御のみの操作性
（室温±10℃前後、最大圧力 10 MPa）
液化CO2を直接回収可

吸収液再生エネルギー最小化

CO2
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3.研究項目および成果 
 各研究項目とその成果を以下に記述する。 
（１）イオン液体の二酸化炭素吸収量に関する調査研究 

イオン液体のガス溶解度に関する報告について文献検索を広く行い、二酸化炭素の溶解度の温度、

圧力依存性について整理した。一般的にイオン液体の二酸化炭素の吸収量は低圧では圧力増加に伴

いほぼ直線的に増加し、高圧になるにしたがいその傾きは小さくなり、やがて飽和して一定となる。

報告されている溶解度データの多くはイミダゾール系イオン液体に関するもので、二酸化炭素の吸

収量に違いはあるものの同様の圧力依存性が示された。また、二酸化炭素のヘンリー定数は窒素、

酸素、水素などと比べて 20 倍程度小さいことが明らかとされている。 
（２）イオン液体の二酸化炭素吸収メカニズムに関する研究 

イミダゾール系イオン液体の二酸化炭素の吸収能力の違いについて、溶解メカニズムの観点から

考察を行なった。二酸化炭素吸収量はイミダゾールカチオンのアルキル基の長さよりもアニオンの

分子構造の違いに敏感であることが明らかとされた。とくに、フッ素を含むアニオンは二酸化炭素

吸収能力が高く、フッ素と二酸化炭素分子とのルイス酸－塩基的な相互作用が示唆された。しかし

ながら、ルイス塩基性に優れたアニオンからなるイオン液体のヘンリー定数が必ずしも小さい（す

なわち、二酸化炭素吸収量が大きい）わけではなく、二酸化炭素の溶解ではエンタルピー的な効果

ばかりではなく、エントロピー的な寄与も重要であることが明らかとされた。 
（３）イオン液体の二酸化炭素の吸収・放出速度に関する研究 

イオン液体の二酸化炭素吸収速度は、二酸化炭素の初期圧力に依存し、低圧ほど平衡までに掛か

る時間が長いことが分かった。また、低温より高温の方が吸収速度は大きく、イオン液体の粘性率

が支配的な因子であることが示された。イオン液体の粘性率は通常の化学吸収液などに比べて非常

に大きいため、低粘性のイオン液体を選択することが重要である。一方、化学吸収法では二酸化炭

素の吸収に伴い吸収速度の低下がしばしば起こるが、イオン液体法では二酸化炭素が物理的に溶解

することで、吸収液であるイオン液体の粘性率が低下するため、速度論的な観点からは二酸化炭素

の吸収が有利に働くことが示された。 
（４）イオン液体と二酸化炭素との密度差による分離過程に関する研究 

振動式密度計により種々のイミダゾール系イオン液体の密度を精密に測定した。イオン液体の密

度は温度上昇に伴いわずかに減少することが明らかとされた。イミダゾリウムカチオンのアルキル

側鎖を延長すると密度は低下した。また、リンや硫黄など比較的重い原子を有するアニオンからな

るイオン液体の密度は大きいことが確認された。測定したイミダゾール系イオン液体の密度はいず

れも 1 g cm-3以上あり、液体状態の二酸化炭素の密度が～0.8 g cm-3であることを考慮すると、密

度差を利用した分離は十分に可能であることが分かった。 
（５）二酸化炭素のイオン液体からの分離および相状態に関する研究 

イオン液体に二酸化炭素を高圧条件で吸収させ、所定の温度で減圧して回収することを想定し、

溶解度データに基づき種々の温度、圧力条件で二酸化炭素の回収状態や回収量を試算した。その結

果、液化炭酸状態としても二酸化炭素を回収可能であることが示された。また、低温で二酸化炭素

を吸収した方がより回収量を増加でき、圧縮に掛かる消費エネルギーも節約できることが確認され

た。さらに、従来のアミン法と比較したところ、回収量はほぼ同程度以上あり、消費エネルギーを

大幅に削減できることが示唆された。 
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（６）イオン液体の化学的安定性に関する研究 
イオン液体に水を飽和させて所定の温度で分解実験を行ったところ、BF4-や PF6-をアニオンと

したイミダゾール系イオン液体は高温で分解してフッ酸を発生することが確認された。さらに、～

70 ℃前後以上ではガラス製容器は発生するフッ酸により損傷を受けることが分かった。フッ素が

炭素に結合したアニオンは比較的安定でフッ酸の発生は見られなかった。一方、疎水性のイオン液

体でも数パーセントの水が溶解することが示された。水の共存はイオン液体当りの二酸化炭素の吸

収量を大きく低下させることは無く、イオン液体の粘性率を顕著に低下することが分かった。 
（７）イオン液体の吸収塔への再輸送過程に関する研究 

イミダゾール系イオン液体の輸送現象の圧力効果を広い条件で調べた。イオン液体の粘性率は圧

力増加に伴い顕著に大きくなり、その傾向は低温で大きいことが確認された。一方、電気伝導度な

らびにイオンの自己拡散係数は圧力増加にしたがい減少した。Nernst-Einstein 式に基づき、自己

拡散係数から電気伝導度を見積もったところ実測値より大きく、そのズレは測定した温度、圧力条

件ではほぼ一定であった。さらに、Stokes-Einstein 式に基づき、自己拡散係数およびモル電気伝

導率を粘性率に対して対数プロットしたところ、温度、圧力に依らず、測定結果が単一直線上に載

り、その傾きがほぼ同じであることが明らかとなった。それら輸送物性の温度、圧力依存性を非常

に良く再現することができる相関式を提案した。 
 

4.まとめ 
イミダゾール系イオン液体を中心として、二酸化炭素吸収量に関する文献データを広く収集し、イ

オン液体のカチオンやアニオンの分子構造により吸収特性がどのように変化するか調査した。また、

吸収液であるイオン液体が二酸化炭素の溶解によりどのような影響を受けるかについて実験的に検

証し、吸収液として適切な分子設計の指針を導き出した。さらに、 適化されたイオン液体が吸収液

として実際に使用可能であるか耐久性など種々の観点から調べた。それらに基づき、イオン液体を用

いた二酸化炭素吸収・再生プロセスの消費エネルギーについて試算を行ったところ、イオン液体法は

従来のアミン法と比較して単位体積当りほぼ同程度の二酸化炭素回収量をもち、消費エネルギーも約

1/3 近くに削減できることが示唆され、実際のプロセスとしてもかなり有用性が高いものと期待され

た。 
本研究ではイミダゾール系イオン液体を主に対象としたが、二酸化炭素吸収能力に優れた低粘性の

イオン液体を探索することでエネルギーや回収効率を飛躍的に向上できる可能性がある。また、吸

収・回収条件を再検討することで二酸化炭素の回収効率はさらにあげられると考えられる。今後、共

存ガス成分の影響、吸放出速度の向上や定式化などの課題が解決され、プロセス化の検討が早期に行

われることが期待される。 
 

以上 
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２．５ 「高透過性・高選択性二酸化炭素分離膜の開発と評価」 
京都大学大学院工学研究科  増田 俊夫 

 
1.背景・目的 

 地球の温暖化対策の一環として化石燃料の燃焼で生じる CO2 の排出量を削減するために CO2 を

捕集し、海洋隔離や地中貯蔵する方法が各国で鋭意検討されている。CO2の捕集・運搬・貯蔵にか

かるコストの大半は捕集段階に関係する。CO2の効率的捕集が集中的に検討されている所以である。 

 本研究者らは、アセチレン類の重合によって得られるポリ[1-(トリメチルシリル)-1-プロピン]
（１）やポリ[1-フェニル-2-p-(トリメチルシリル)フェニルアセチレン]（２）を代表とする球状の

置換基を有するポリアセチレンがあらゆるポリマーの中で非常に高い気体透過性を示すことを以

前に見出した（図１、２参照）。これらポリマーは高酸素透過性を利用して酸素富化膜として実用

化されつつある。 

 高透過性高選択性 CO2分離膜を開発するためには、(i) 小さい気体分子と比べて CO2に対して充

分大きな拡散係数を示す緩い分子ふるい効果および高余剰自由体積(FFV)、(ii) CO2に対して親和性

を示す極性基の導入、の２点が重要であると考える（図３参照）。 
C CR R' C C

R R'
n

 上記研究背景の下に、本研究では次の点を検討し、明らかに

することを目的とする。 (R, R' :　 置換基または水素)

１） 極性基を有するポリ(ジフェニルアセチレン)の創製

と CO2分離膜性能の評価 

２） 極性を規制したセルロース誘導体の創製と CO2 分離

膜性能の評価 
2nC C

SiMe3

C C

Me SiMe3

n 1
 

例

図２ 　 高透過性酸素富化

膜材料の例と 条件

条件

高 Tg / 高 FFV 超ガラ ス状態

2.研究概要 

 本研究では、有機合成、遷移金属触媒、高分子合成、気体分

離膜などに関して申請者が有する多くの知見と技術を駆使し

て新しい CO2 分離膜を設計・合成し、さらに分離性能を明ら

かにしようとするものであり、独創的かつ大きな発展の可能性

を有するものである。具体的には以下の項目について検討する。 

（１）極性基を有するポリ(ジフェニルアセチレン)の 

創製と CO2分離膜性能の評価 
 目的・背景において述べたように、CO2の高選択性の達成の

ためには CO2 に対して親和性を示す置換基が有効であると予

想され、そのためにはモノマーへの適切な極性基の導入が必要

である。そのような極性基としては色々なものが考えられるが、

導入の容易さ、重合反応を阻害しないこと、などを考慮すると、

保護された水酸基やかさ高いアルキルを有するアミノ基が考

えられる。 

図１ 　 置換アセチレンポリ マーの合成

図３ 　 高透過性高選択性CO2
分離膜材料の条件

高 Tg / 高 FFV

高透過性

高選択性

CO2分離膜

極性  / CO2 親和性
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 また、CO2の高選択性の達成のためには極性基の導入が必要であるが、このときポリマーマトリ

ックスの凝集のため気体透過性が一般に低下する。これを避けるためには適切なサイズの球状置換

基の導入が有効であると考えられる。サイズが小さければ透過性はあまり上昇せず、また大きすぎ

ると重合反応性が消失してしまう。 
 上記の２点を考慮して、本研究では図４に示した

新規ポリマーの合成を検討する。１番目のタイプは、

保護された水酸基と適当な置換基を有するモノマー

の重合および生成ポリマーの脱保護反応により得ら

れる、水酸基とハロゲン基、球状アルキル基等を有

するポリ(ジフェニルアセチレン) [ポリ(DPA)] 類で

ある。２番目のタイプは、球状に近いかさ高いアル

キル基であるイソプロピル基を有するアミノ基で置

換されたポリ(ジフェニルアセチレン) 類である。こ

れらの合成を達成できれば、ひきつづき生成ポリマ

ーの分子量および構造を明らかにした後、基本特性

（溶解性、成膜性、熱安定性、力学特性、など）が

分離膜材料として適しているかどうかについて検討

する。その後、CO2 をはじめとする種々の気体の透

過性を測定する。 

（２）極性を規制したセルロース誘導体の創製と CO2分離膜性能の評価 

 セルロースは高分子量、規則的構造、成膜性、入手の容易さ、など多くの面で優れた天然高分

子である。上記のCO2分離膜材料としての条件、すなわち適当な極性基および疎な構造の賦与は、

セルロース系の場合ポリ(ジフェニルアセチレン) 誘導体とは逆に、多数の水酸基に基づく強い極

性と水素結合を適切な度合いにまで弱めることおよび球状置換基の導入によって達成できると考

えられる。 

 具体例を図５に示して説明する。出発ポリマーと

しては、セルロース、エチルセルロース、酢酸セル

ロースなどを使用する。セルロースを用いる場合は、

使用できる溶媒に制限があり、市販のエチルセルロ

ースは置換度が約 2.5 のものに限られるなど、出発

ポリマーの選択は、生成ポリマーの特性も含めて、

注意深く行う。出発ポリマーの選択、シリル化反応

の反応率の制御、シリル基の種類の選択、などを行

うことによって置換基の種類とその割合を広範囲

に変えることができる。従って、極性の度合いや球

状置換基の導入を様々に規制できることが期待さ

れる。 

 これら種々のセルロース誘導体の合成を達成し

nC C

OH

図４ 　 ポリ (DPA) 系CO2分離膜材料の候補

Cl
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OHBr
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nC C

N(i-Pr)2

nC C

OHBr

nC C

OHt-Bu

nC C

N(i-Pr)2Me

OEt

図５ 　 セルローズ 系CO2分離膜材料の候補
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たのち、ポリ(ジフェニルアセチレン)類の場合と同様、生成ポリマーのキャラクタリゼーション

を行う。その後、CO2 をはじめとする種々の気体の透過性を測定する。測定データに基づいて、

どのような構造のポリマーが CO2分離膜として適しているかを判定する。 
 
第 3 章 研究結果の総括的なまとめ 
 
3.1 かさ高いアルキル/シリル基と水酸基を有するポリ(ジフェニルアセチレン)の合成と気体透過

特性 
tert-ブチルもしくはトリアルキルシリルおよびシロキシ基を含有する新規ジフェニルアセチレ

ンモノマー1c–h の重合を TaCl5–n-Bu4Sn を用いて行った。モノマー1c と 1e は良い収率で高分子

量の高分子を生成した。また、2c–f に関しては、トルエン溶液からキャストすることにより自立膜

の作製が可能であった。その中で、2c, 2d は、トリフルオロ酢酸/ヘキサン混合溶媒中で脱シリル化

を行うことができ、tert-ブチル基と水酸基を有する高分子 3c, 3d 膜が得られた。高分子 2c–f, 2h
においては、ヘキサン、シクロヘキサン、トルエンといった無極性溶媒に可溶であり、3c, 3d はそ

れらの溶媒には不溶であった。熱重量分析(TGA)測定からは、2c–f, 3c, 3d が高い熱安定性を有して

いることがわかった。本研究において合成した全ての高分子膜は、かさ高い置換基を有していない

類似の高分子膜と比べると高い気体透過性を示し、このことからかさ高い置換基が気体透過性を高

めるといえる。3c, 3d においては、その PCO2/PN2選択性がそれぞれ 23, 14 であり、高い CO2選

択性を示した。また、3c, 3d の CO2透過性に対する PCO2/PCH4選択性は Robeson の上限線を超

えるという興味深い結果が得られた。 

 
スキーム 3.1-1 かさ高いアルキル/シリル基とヒドロキシ基を含有するポ
リ(ジフェニルアセチレン)の合成。 

 
3.2 水酸基とアルキル/シリル基を有するポリ(ジフェニルアセチレン)の合成と特性 
シロキシ基およびハロゲン /アルキル基を含有するジフェニルアセチレンモノマーを

TaCl5–n-Bu4Sn を用いて重合し、ポリマー(2b–f)が高分子量、高収率で得られた。これらの高分子

はトルエン溶液からキャストすることにより自立膜の作製が可能であった。シロキシ基含有ポリマ

ーはトリフルオロ酢酸溶媒中で脱シリル化を行うことができ、水酸基とハロゲン/アルキル基を有す

る高分子膜(3b–f)が得られた。高分子 2b–f においてはシクロヘキサン、トルエン、THF といった

無極性溶媒に可溶であり、3b–f はそれらの溶媒には不溶であった。高分子膜 2b–f および 3b–f の酸

素透過係数(PO2)は、それぞれ 140–280、12–190 の範囲であった。ほとんどの高分子膜(2b–f およ
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び 3b–f)の気体透過性は、ハロゲン/アルキル基のない高分子膜(2a および 3b)と比べ高い値を示した。

このことは高分子 2a および 3b に、小さな球状の置換基(ハロゲンおよびメチル)を導入することに

より、気体透過性が向上することを示唆している。ハロゲンの導入がメチル基やエチル基の導入よ

りも、気体透過性の向上にはより効果的であった。また、3b–e の CO2透過性に対する PCO2/PN2 お
よび PCO2/PCH4選択性は Robeson の上限線を超えるという興味深い結果が得られた。 

 

スキーム 3. 2-1 水酸基を有するポリ(ジフェニルアセチレン)の合成 
 
3.3 シロキシ基とハロゲン/メチル基を有するポリ(ジフェニルアセチレン)およびその脱シリル化

膜の合成と気体透過特性 
 シロキシ基とハロゲンまたはメチル基を有するジフェニルアセチレン(1a-f)を TaCl5−n-Bu4Sn 触

媒を用いて重合し、高分子量のポリマー(2a-f)を良い収率で得ることができた。ポリマーのトルエ

ン溶液をキャストすることによりそれらの自立膜を作製した。これらのシロキシ基を有するポリマ

ー膜をトリフルオロ酢酸(TFA)で脱シリル化することにより、水酸基を有するポリ(ジフェニルアセ

チレン)(3a-f)の膜が得られた。2a-f はトルエンやクロロホルムといった極性の低い溶媒に可溶であ

ったが、3a-f はこれらの溶媒に不溶であった。TGA の結果、2a-f と 3a-f の熱分解開始温度 T0はそ

れぞれ 340°C, 390°C であり高い熱安定性を示した。ハロゲンを有するポリマー膜の気体透過性は

メチル基を有するポリマー膜のそれより高かった。3a-f のポリマー膜の二酸化炭素/窒素分離係数

(PCO2/PN2)は 14-49 の範囲にあった。PCO2/PN2選択性において、3a-f は Robeson の上限線を超

えていた。 
 

スキーム 3.3-1 本研究におけるポリ(ジフェニルアセチレン)の合成 
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3.4 極性基含有ポリ(フェニルアセチレン)の合成と気体透過性 
 
 二つの極性基(エステル基、2a-d ; アミド基、4)または一つの環状極性基(イミド基、5a-c)を有す

るフェニルアセチレン(PA)誘導体を(nbd)Rh+[(η6-C6H5)B- (C6H5)3]触媒を用いて重合し、高分子量

のポリマー(Mw ~1 × 106 - 4 × 106)を得ることに成功した。また、エステル基含有ポリ(フェニルア

セチレン)の加水分解により、ポリ(3,4-ジカルボキシフェニルアセチレン)[ポリ(3)]を合成すること

にも成功した。ポリ(3)を対応するモノマーの重合から直接合成することはできない。本研究で合成

したポリマーの溶解性は、極性基を持たないポリ(フェニルアセチレン)のそれとは異なっていた。

すなわち、ポリ(フェニルアセチレン)は酢酸エチルや DMF に不溶であるのに対し、ポリ(2a-d)は酢

酸エチルに可溶、ポリ(4)は DMF に可溶であった。エステル基含有ポリマー[ポリ(2a-d)]の THF 溶

液をキャストすることにより自立膜を作製することができた。ポリ(2a)の膜は優れた二酸化炭素/
窒素選択性を示した(PCO2/PN2 = 62)。 
 

 

 
 

スキーム 3.4-1 ポリマーの構造 
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3.5 エチルセルロースのシリル化および生成膜の気体透過性 
エチルセルロース（1）の残存水酸基を様々なクロロシランを用いることにより高収率でシリル化エ

チルセルロース（2a–f）を合成した。1H NMR 測定および FT-IR スペクトルから残存水酸基は完全に

シリル化されたことが確認された。エチルセルロースのシリル化によって比較的極性の低い有機溶媒へ

の溶解性が向上した。シリル化エチルセルロースは 270 ºC 以上の重量損失開始温度を有しており、熱

的に安定であった。またエチルセルロースおよびシリル化エチルセルロースはトルエンを溶媒としたソ

ルベントキャスト法により自立膜を与え、これらのフィルムの気体透過測定からシリル化によって気体

の透過性が向上することが判明した。またその傾向はかさ高いシリル基ほど透過性の増加は小さく、ト

リメチルシリル基を有する 2a が

大の透過性を示した。さらにシ

リル化エチルセルロース（2a–f）
の PCO2/PN2選択性は 15–19 と高

い水準を維持しており、PCO2 に
対して PCO2/PN2 をプロットした

図において 2a–c は Robeson の上

限線を越えていた。またシリル化

により気体の拡散係数は向上し

たものの、溶解度係数はわずかに

減少した。 

 
スキーム 3. 5-1 種々のシリル化エチルセルロースの合成 

 
 
3.6 フルオロアシル化エチルセルロースの合成、特性および気体透過性 
 
エチルセルロース(1; DSEt, 2.69)に残存する水酸基に対しさまざまなフルオロアシル化剤を反応させ

ることによってフルオロアシル基を導入したエチルセルロース誘導体[R = CF3CO(2a), C2F5CO(2b), 
C3F7CO(2c), C7F15CO(2d), C6F5CO(2e)]を高収率で得た。FTIR より 2a–d は水酸基が完全に置換され

ていることが確認できた。エチルセルロース誘導体 2a–e は適度な極性を有する非プロトン性溶媒およ

び非プロトン性溶媒に対して溶解性を示した。空気中で 2a–d の重量減少が起こり始める温度は 270 °C
と高く、非常に熱安定性に優れていた。1 および 2a–e の自立膜を作製した。1 に比べ 2a–d は大きな接

触角を有し、高い気体透過選択性を示した。フルオロアシル基が 適なかさ高さおよび長さをとること

スキーム 3. 6-1 エチルセルロースへのフルオロアシル基の導入 
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で気体透過性は 大となった。本研究においては 2c が も気体透過性が大きかった。2a–e の PCO2/PN2

選択性は 14–22、PCO2/PCH4選択性は 8–11 であった。 
 

3.7 酢酸セルロースのシリル化および生成膜の気体透過性 
 

異なるアセチル化度（DSAc = 1.80（1）、2.46（2））を有する酢酸セルロースの残存水酸基に対しクロ

ロシランを用いてシリル化し、トリメチルシリル基（a）、トリエチルシリル基（b）、ジメチル n-オクチ

ルシリル基（c）、ジメチル n-オクタデシルシリル基（d）、ジメチルフェニルシリル基（e）を有する酢

酸セルロース（1a–e、2a–e）を合成した。残存水酸基は完全にシリル化され、1H NMR 測定および FT-IR
スペクトルから確認された。酢酸セルロースのシリル化によって比較的極性の低い有機溶媒への溶解性

が向上した。またシリル化酢酸セルロースは 220 ºC 以上の重量損失開始温度を有しており、熱的に安

定であった。さらにシリル化によってガラス転移温度が減少し、シリル基上のアルキル鎖が長くなるに

つれて大きく減少した。これらのシリル化酢酸セルロースはソルベントキャスト法により自立膜が得ら

れ、フィルムの気体透過測定を行った結果シ

リル化によって各気体の透過性が大幅に向上

することが分かった。またその傾向はシリル

基含有率の高い 1a–e において顕著に現れ、そ

の中でも長鎖アルキル基を有する 1c におい

ては PCO2が 160 barrer と、シリル化前と比

較して約 50 倍もの透過性を示した。さらにシ

リル化酢酸セルロースの PCO2/PN2 選択性は

19–37 と高い水準を維持しており、PCO2 に対

して PCO2/PN2 プロットした図より、1a、1b
ではパークのデータ集より描いた上限線を

越えていた。 
スキーム 3. 7-1 種々のシリル化酢酸セルロースの合成 
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第４章 結言 
 
4.1 重点的に実施した事項 
 本研究者らは、アセチレン類の重合によって得られるポリ[1-(トリメチルシリル)-1-プロピン]
（１）やポリ[1-フェニル-2-p-(トリメチルシリル)フェニルアセチレン]（２）を代表とする球状の

置換基を有するポリアセチレンがあらゆるポリマーの中で非常に高い気体透過性を示すことを以

前に見出した。これらポリマーは高酸素透過性を利用して酸素富化膜として実用化されつつある。 
 高透過性高選択性 CO2分離膜を開発するためには、(i) 小さい気体分子と比べて CO2に対して充

分大きな拡散係数を示す緩い分子ふるい効果および高余剰自由体積(FFV)、(ii) CO2に対して親和性

を示す極性基の導入、の２点が重要であると考える。 
 上記研究背景の下に、本研究では次の点を検討し、明らかにすることを目的とする。 
1) 極性基を有するポリ(ジフェニルアセチレン)の創製と CO2分離膜性能の評価 
2) 極性を規制したセルロース誘導体の創製と CO2分離膜性能の評価 
 
4.2 主な成果 
 高透過性高選択性 CO2分離膜を開発するためには、(i) 小さい気体分子と比べて CO2に対して充分大

きな拡散係数を示す緩い分子ふるい効果および高余剰自由体積(FFV)、(ii) CO2に対して親和性を示す

極性基の導入、の２点が重要であると考えられる。このような考えに基づいて、本研究では次の点を

検討した。 

１）極性基を有するポリ(ジフェニルアセチレン)の創製と CO2分離膜性能の評価 

 我々は以前に、ポリ(1-ヒドロキシフェニル-2-フェニルアセチレン)が優れた二酸化炭素の透過選択

性を示すことを見いだしていたが、その透過性はやや低かった。そこでこのポリマーの水酸基の存在

しない方のフェニル基上に、種々の大きさの球状置換基（ハロゲン、メチル、トリメチルシリルなど）

を有するポリマーを合成し、気体透過性について評価した。その結果、置換基のサイズを選択するこ

とにより、選択性はやや低下する（例、PCO2/PN2 46 から 20~30）ものの透過性を向上させる（例、PCO2 

110 barrer から 800~1300 barrer）ことが可能であることを明らかにした。 

２）極性を規制したセルロース誘導体の創製と CO2分離膜性能の評価 

 エチルセルロースや酢酸セルロースは、二酸化炭素に対してある程度高い透過性と透過選択性を示

すことが知られている。本研究ではこの知見に基づいて、種々の置換基をこれらの天然高分子に導入

して新しい高分子を合成し、さらにそれらの気体透過性について評価した。その結果、種々のシリル

基やアシル基を導入すると、選択性はやや低下する（例、PCO2/PN2 22 から 14~21）が、透過性がかな

り向上する（例、PCO2/PN2 110 から 150~280）ことが明らかになった。 

 以上の研究成果は７報の英語論文として公表した。 
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4.3 今後の方向性 
 この 1 年間、（財）地球環境産業技術研究機構のプログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開

発の先端的研究に参画して、財政的支援を受けることができたのみならず、二酸化炭素固定化の固定化

に関して多くの情報を収集することができ、また 初に立案した 終目標には及ばなかったが、当初計

画に沿って研究を進め多くの知見を得ることができた。以下に、現時点で考えることをまとめ、今後の

方向性の参考にしたい。 
 
１）二酸化炭素と窒素、メタン、水素など他の気体との分離は地球温暖化のみならず、種々の環境問題、

クリーンエネルギー問題、サステイナブルケミストリーなどの観点から重要課題と考えられる。膜

分離法は、他の方法と比べて連続的かつ省エネルギー的プロセスであるため、魅力ある方法と見な

されている。しかし、例えば二酸化炭素を選択的に透過させる場合、透過性および分離特性に関し

て未だ多くの問題点があり、さらなる研究の発展が望まれる。 
２）本研究者自身の本プログラムの研究の観点から言えば、二酸化炭素の固定化に対して、高分子膜に

よる分離およびそのための高分子膜材料の開発は大きな可能性を秘めたテーマであることを再認

識している。 
３）高分子材料は、有機化合物の特性上、設計の多様性に富んでいる。二酸化炭素分離膜材料としては、

高透過性と二酸化炭素選択性を考慮する必要があり、極性基を有する置換ポリアセチレンはそのよ

うな材料の候補として有望であると本研究者は強く考えている。 
４）いまひとつの分離膜材料として本研究者は、セルロ−ス誘導体を考えている。セルロ−スは地球上で

も多量に生産される再生可能で非能に精密な構造を有する天然高分子であり、かつ水酸基という

官能基を有しているため誘導体化の設計も容易である。したがって、新規セルロ−ス誘導体を設計

しこれを膜材料として利用することは非常に理に叶っていると言える。 
 

         以上 
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２．６ 「海洋酸性化による海洋生態系影響評価のための擬似海洋実験と 

生態系モデルの統合化による要素技術開発」 

研究代表者 静岡大学創造科学技術大学院  鈴木 款 

分担研究者 静岡大学遺伝子実験施設  カサレト ベアトリス 

 

1.背景・目的 
 「このまま二酸化炭素濃度が上昇すると、50 年後にはプランクトンやサンゴなどの種の存続が

危ぶまれる」という予測結果が[Nature]の 2005 年 9 月 29 日号に掲載された。この同じ内容の概

要が JAMSTEC ニュース（2005 年、10 月）として報道された。この研究は海洋に二酸化炭素が吸

収された時、海水の pH は低下し、その結果として炭酸カルシウムの殻をもつプランクトンやサン

ゴは溶解し、50％程度絶滅する可能性を指摘している。 
研究は炭酸カルシウムの結晶形態の一つであるアラゴナイトの飽和度の差から炭酸イオン濃度

を計算し、どれだけ炭酸カルシウムが溶解するかを推定した。この現象は深海への二酸化炭素の貯

留による二酸化炭素の増加と pH の低下による深海に堆積している炭酸カルシウムの溶解とそれに

伴う深海生物への影響という現象に似ているように思えるが、実は本質的に異なる。 
その 大の理由は、海洋の表層では植物プランクトンは光合成を行うことである。そのため海洋

表層での植物プランクトンは二酸化炭素の増加に対して正の応答をすると考えられる。「Nature」
論文の問題点は主に二つある。一つは海洋のプランクトンを炭酸カルシウムの殻をもつ種を対象に

しているが、実際の海洋では珪藻、鞭毛虫、シアノバクテリア等の植物プランクトンやケイ素の殻

を持つ動物プランクトンが存在し、それらの生物群集全体がお互いに食物網を形成し、相互作用を

している。したがって海洋の生態系の応答に関する影響を問題にするなら珪藻とシノバクテリア

（窒素固定するラン藻）、微生物、原生動物を含めて評価、議論する必要がある。二つは海洋にお

いて二酸化炭素濃度の変化にともなう炭酸平衡とその影響を化学プロセス（無機化学の反応）に基

づいて議論、評価しているが、実際の海洋では化学プロセスと生物プロセス、すなわち光合成や有

機物の分解等による二酸化炭素濃度のコントルーも非常に重要である。 
 本研究の目的は海洋酸性化における海洋生態系への影響を評価する手法の開発と影響評価にお

ける生物的プロセスの役割を評価し、海洋酸性化おける生態系の応答を評価する新規生態系モデル

の構築である。 
 
 2.研究概要 

実験は沖縄県宮古島市の宮古島ファーム（マイクロアルジェコーポレーション）で行った。擬

似海洋水槽を用いて、培養条件（明暗条件）と分解条件（暗条件）を基盤に飽和した二酸化炭素

水を用いて異なる二酸化炭素濃度による、異なる pH の海水を調整した。調整した海水にあらか

じめ別の水槽で培養したココリス（プリュウロクリシス：図１）を細胞濃度が.6×105cells/l(2.6L
のボトル)に成るように添加した。また栄養塩として硝酸塩 4 µM 、リン酸塩 0.4 µMを添加した。

実験は 39 時間（2006 年 5 月）と 8 日間（2006 年の 12 月）の 2 回行った。 
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 Incubation Design 
 

          By CO2 addition                  By HCl addition 
 

   Ambient            500 ppm                   820 ppm     820 ppm  
     (400 ppm pCO2)  pCO2            pCO2     pCO2
   
 
           A      B      E   A       B   A       B   
 
15 h               C    D 
 
24 h            
 
 
39 h           
  
  

Each Incubation Bottle: 2.6 L 

Total incubations bottles: 25 

 
A:      NW + C + Nutrients             D:     NW + HCl + Nutrients. 
 
 
B:       NW + Nutrients               E:     NW 
 
 
C:       NW + C + HCl + Nutrients. 
 
 

NW = Natural seawater  

C = Coccolithophorid (Pleurochrysis carter

 
図１ 

 
39 時間の実験では二酸化炭素濃度を 400ppm、500ppm、820ppm の 3 条件下で、ココリスの

添加の有無による影響評価、炭酸カルシウムの殻をもつ他の植物プランクトンの動態、微生物・

動物プランクトンの影響等について検討し、酸性化におけるプランクトンへの影響評価の主要な

プロセスと因子を考察した。8 日間の実験では炭酸カルシウムの溶解過程に及ぼす影響を二酸化

炭素濃度 400ppm と 1000ppm とし、動物プランクトン等の捕食者の影響（海水試料のろ過の有

無）、水温の影響（20℃と 5℃）、光の影響（明暗条件の有無）、抗バクテリア剤(Amoxycylin：10mg)
の有無による微生物の影響について検討した。 
これらの影響評価を定量的に行うために、測定項目は pH、栄養塩（硝酸塩、リン酸塩、ケイ

酸塩）、全炭酸、アルカリ度、C-13 による基礎生産量、有機炭素・窒素、クロロフィル a、植物

プランクトンの種組成、動物プランクトンの種組成、微生物、電子顕微鏡によるココリスの状態

観察を行った。 
実験により得られた炭酸カルシウムの溶解過程に関わる生物的過程とパラメーターと既存の

論文等から得られたパラメーター等から生態系モデルを構築した。これらの生態系モデルによる

解析の信頼度を上げるための実験手法、観測・測定項目の有用性等について検討した。 
これにより二酸化炭素の貯留あるいは吸収による海洋酸性化が海洋生態系に及ぼす影響評価

するためには、どのような実験手法、観測項目、着眼点が必要なのかの要素技術を明確にできた。

さらに海洋への二酸化炭素の吸収をプラスにするための次期課題を明確にした。 
 

ae) 

 

Incubation Design 
 

     pCO2 i tion bottles: 
 
  Ambient     
       820 ≤ ppm    
    
           
           A      B       C  D+E+F    A      B       C      D+E+F    
  
 
Day 0                                                                                                    
(Initial)          E      E F 
 
Day 10            
 
 
 
A:      NW + C + Nutrients                C            NW only 
  
 
B:             FW + C + Nutrients       D            NW + C (Dark) 
 
E:              NW + C (Dark) at 5oC       F          NW + C + A (Dark) 
          
NW = Natural seawater    FW = Filtered (0.2 µm) seawater 

phorid ((Pleurochrysis carterae)   
g bacterial growt

n the incuba

 

 
C = Coccolitho
A = Antibiotics for inhibitin h

In c u b atio n s  s e t-u p  II

ココリス

＊CO2濃度：400～1000ppm 

＊水温： 5℃～25℃ 

＊微生物活動の影響 

＊栄養塩濃度添加の影響 

＊有機物分解の影響 

＊光合成の影響 

＊ココリス以外の生物種の存在 

（2006, 5) 

植物プランクトン等）、CO2濃度等 

溶解量、光合成量、生物種（微生物、 

炭素・窒素量、ｐH,石灰化量、 

(2006, 12)
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3.研究項目と成果 
 
 ＜研究項目＞ 

（１） 酸性化による有機物の基礎生産量、分解量、粒子化、プランクトンの溶解量の影響評

価のための速度論的手法の開発と生態系変化のキープロセスの定量的評価のための

モデル構築と解析手法の開発に関する研究 
（２） 酸性化による生物群集のバイオマス量、サイズ、元素組成比の影響評価技術の開発 

 
＜研究重点項目＞ 
（１）800～1000ppm の高濃度の二酸化炭素濃度下での炭酸カルシウムの殻を持つ植物プランク

トンの動態 
（２）800～1000ppm の高濃度の二酸化炭素濃度下での炭酸カルシウムの溶解過程における動物

プランクトンの影響評価 
（３）800～1000ppm の高濃度の二酸化炭素濃度下での炭酸カルシウムの溶解過程における微生

物と有機物存在の影響評価 
（４） 800～1000ppm の高濃度の二酸化炭素濃度下での炭酸カルシウムの殻を持たない植

物プランクトン（珪藻、渦鞭毛虫、藍藻等）の動態 
（５） 生物過程を考慮した新規生態系モデルの構築 

 
4.成果 
（１）酸性化による有機物の基礎生産量、分解量、粒子化、プランクトン溶解量の影響評価のた

めの速度論的手法の開発と生態系変化のキープロセスの定量的評価のためのモデル構築と

解析手法の開発 
    

   800～1000ppm の高濃度の二酸化炭素濃度下で炭酸カルシウムの殻をもつココリスは 2 週

間後にはおよそ 2 倍程度増加する。二酸化炭素濃度を高濃度に調節すると pH は 7.6 になるが

2 週間後には pH は 8.2 に高くなる。またココリスは殻の表面は少し溶解するが、内部から炭

酸カルシウムが生成する。炭酸カルシウムの生成は有機物の生産と逆相関にあり、有機物の生

産の増加が炭酸カルシウムの生産を増加させる。この事実はモデル計算による高濃度の二酸化

炭素の増加による炭酸カルシウムは溶解するというシミュレーションは正しくない可能性が

高いことが示唆された（図 2 と図 3）。 
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炭酸カルシウムの溶解はモデル計算で示されたように物理化学反応だけで説明できないこ

とが分かった。ココリスは炭酸カルシウムの殻だけでなく、内部は有機物で覆われている。コ

コリスは代謝活動により体外排出有機物を放出する。この有機物を微生物が補食し、増殖する。

これにより炭酸カルシウムの溶解を促進する。微生物活動の有無は溶解量を制御している可能

性が高い。 

Chl a
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1000ppm程度の高濃度の二酸化炭素 
において一週間後でもココリス（植物 
プランクトン）は光合成を活発に行っている。
 
捕食者の有無によりクロロフィル量は異なる 
がココリスの存在量は顕著に増加を示し 
ている。    高濃度CO2影響なし！ 

海水中の二酸化炭素濃度が400ppmから1000ppmにまで急激に増加しても 
ココリスの光合成・石灰化への影響、および他のプランクトン種への影響は極めて
ちいさい可能性が大きい！ 
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 図２ 
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環境制御型電子顕微鏡 

820 ppm by CO2
 or HCl addition

Initial 
Initial

After 24 hrs 

炭酸カルシウムの 

新たな生成 

 

                                図３ 
 

800～1000ppm の高濃度の二酸化炭素濃度下で珪藻、鞭毛虫、ピコプランクトン、動物プラ

ンクトン、微生物のすべてのバイオマスは 2 倍程度増加する。二酸化炭素濃度の増加はプラン

クトン、微生物を増加する方向に働く。この結果もモデル計算では予測できなかった。炭酸カ

ルシウムの溶解には微生物、動物プランクトンのような捕食が重要な役割をしていることが明

らかになった。 
酸性化における生態系影響の評価のためには培養・分解実験は明暗条件での時間変化が必要

であること、また実験期間としては 2 週間程度が一回の実験で必要である。また速度論的解析

のためには変化量を精度良く検出する必要がある。栄養塩、有機物の変化量に対しては 1％以

内で測定する必要がある。生態系変化のキープロセスの定量化のために従来とは異なるモデル、

すなわち微生物、HNF 等の従属栄養生物、珪藻等の炭酸カルシウム生成植物プランクトン以

外の植物プランクトンとさらに有機物の分解過程をモデルに挿入した（図 4）。これにより、水

温の 10℃の変化での溶解量、有機物の 2 倍の生産量で微生物による溶解量はどの程度になる

か予測できる。また生態系の応答速度（生産・分解・溶解）と二酸化炭素の海洋への注入量と

その深度についても予測できる。より現実的に、海洋生態系への影響を考慮した海洋への二酸

化炭素の貯留が可能になる。 
 

      + HCl 

After 15 hrs
After 24 hrs 

    + CO2 

After 39 hrs After 39 hrs 
    + CO2     + HCl 

高濃度の二酸化炭素 （pH7.6)：ココリスの 

表面の炭酸カルシウムに溶解が見られるが、 

ココリス内部から新たな炭酸カルシウムの生成

が見られる。 
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海洋酸性化における二酸化炭素濃度の増加と生態系の応答に 

関する統合モデル：CO2 はどこまで海洋に貯留可能か？ 

海洋生態系のフィードバックと緩衝・適応・応答効果は？ 

 

                図４ 
 
（２）酸性化による生物群集のバイオマス、サイズ、元素組成比の影響評価技術の開発 

 
800～1000ppm の高濃度の二酸化炭素濃度下で珪藻、鞭毛虫、ピコプランクトン、動物プラ

ンクトン、微生物のすべてのバイオマスは 2 倍程度増加する。二酸化炭素濃度の増加はプラン

クトン、微生物を増加させる方向に働く。この結果もモデル計算では予測できなかった。炭酸

カルシウムの溶解には微生物、動物プランクトンのような捕食が重要な役割をしていることが

明らかになった。生物群集の元素組成比は酸性化では C／N 比は 7.4 から 6.5 に低くなり、タ

ンパク質の生産が増加した可能性を示唆した。生物群集のバイオマス量、サイズ等の評価には

シアノバクテリア、微生物の評価も必要である。 
 
5.まとめ 

先端研究により二酸化炭素の海洋への吸収あるいは貯留による酸性化に伴い海洋の植物プラン

クトンの生産量は減少すると予測されたが、それらの予測は必ずしも正しくない可能性が得られた。

840～1000ppm の CO2 濃度（pH＝7.6）下でもココリス、珪藻等の植物プランクトン、動物プラ

ンクトン、微生物のバイオマス量は増加することが明らかになった。また炭酸カルシウムは溶解す

るが、溶解と同時に生成が行われ、ココリス等の生物群集は生態系全体を維持するように安定化す

る方向でシステムが働く可能性が得られた。海洋酸性化下は必ずしも負の負荷ばかりでない可能性

がある。そこで、今後の方向はもう少しスケールアップした中規模培養実験（30L）（2006 年では
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3L）を長期（数週間）に行い、生物群集全体の応答・その速度・正の安定化効果、特に微生物と動

物プランクトンと有機物の役割を定量化する必要がある。これらの影響を定量化できれば、酸性化

における二酸化炭素の固定・貯留・吸収源の拡大の技術的推進の理論的・技術的根拠を与えること

ができる。  

 

以上 
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Effect of Ocean Acidification on Calcifying Phytoplankton and Marine Planktonic Assemblages 
 
Increased human activities (e.g. burning of fossil fuels) have resulted in elevated levels of carbon 
dioxide in the atmosphere from its pre-industrial level of about 280 parts per million (ppm) to about 
380 ppm today. Modeling experiments show that atmospheric CO2 levels will continue to increase 
and may well reach levels exceeding 1000 ppm by 2100 unless emissions are substantially reduced 
(Royal Society, 2005). Ocean is believed to play an important role in global carbon cycle because it 
absorbs half of the CO2 emitted by anthropogenic activities. But the hydrolysis of CO2 is leading to a 
decrease of the ocean pH. Over the past 20 years, since pre-industrial times, ocean pH has already 
dropped by 0.1 units to its current value of 8.1 (Caldeira and Wickett 2003). Modeling experiments 
suggest that the average pH of the ocean will fall by 0.5 units until the year 2100 if global emissions 
of CO2 from human activities continue to rise on current trends (Orr et al. 2005). The acidification 
of the oceans as a result of the uptake of CO2 is reported to have deleterious effects on calcification 
of corals, mollusks, foraminifera and coccolithophorids that have shell or plate of calcium carbonate 
(Royal Society 2005; Orr et al. 2005). In coccolithophorids (photosynthetic calcifying plankton), 
calcification (particulate inorganic carbon production) decreases but primary production (organic 
carbon production) increases with increasing concentrations of CO2 (Riebesell et al. 2000; 
Zondervan et al 2002; Rost et al. 2003; Rost and Riebesell 2004). It has been shown that decreasing 
marine biogenic calcification causes a negative feedback on rising atmospheric CO2 (Zondervan et al 
2001). 
  
Until recently many studies have shown the effects of increasing CO2 concentrations (acidification) 
on calcifying organisms particularly in nonspecific cultural experiments. However, there are very 
few studies that have examined the effects on natural phytoplankton assemblages. Therefore we 
compared the effects of increasing concentrations of carbon dioxide between coccolithophorids and 
natural phytoplankton assemblage using experimental approach. We studied the effect of 
increasing concentrations of carbon dioxide (acidification) on natural phytoplankton assemblage 
containing few to ample number of coccolithophorids and natural phytoplankton assemblage, and 
its implications in ecosystem dynamics using incubations of sea water from Miyako Island, Japan in 
May and Dec. 2006. In May we made a time series incubation (for 15h, 24h and 39h) using 2x2 
factorial design in which coccolithophorids (added and not added) were crossed with different 
concentrations of CO2: 400 ppm  or ambient, 500 ppm and 820 ppm (predicted concentrations of 
CO2 in 2100). In Dec. we conducted incubations for 8 days using i) natural seawater with added 
coccolithophorids, ii) filtered seawater (0.2 µm) with added coccolithophorids, and iii) natural water 
without added coccolithophorids, at ambient and ≥820 ppm CO2. In these incubations we examined 
the effects of time on adaptability of organisms (ecosystem responses). The coccolithophorids, which 
were inoculated (added) in all incubations, were Pleurochrysis carterae (with the size of 10-15 µm). 
All the incubations were performed at ambient temperature (21-24oC) and 15 hr light and 9 hr dark 
cycles. In these incubations we investigated the time course changes in the production and 
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calcification of coccolithophorids and other phytoplankton communities under different 
concentrations of CO2. The purpose of our study was to know i) how natural phytoplankton 
assemblage respond to increasing concentrations of CO2 ii) how do coccolithophorids respond in 
monoculture incubation and in the incubation with natural phytoplankton assemblage. Does the 
presence of other organisms (biological interactions) affect calcification? iii) Does time play any role 
in calcification of coccolithophorids? Additionally, in Dec. natural seawater was inoculated with 
coccolithophorids and incubated in complete dark conditions at temperature of 21-24oC (ambient 
temperature) and 5oC (low temperature) to examine the effects of temperature on dissolution of 
coccoliths (outer covering of coccolithophorids made up of one to several layers of minute calcites 
platelets).  
 
Results and Discussion 
In May experiment, small increase occurred in the carbon biomass of phytoplankton and Chl. a in 
all incubations. However, compared to incubations with ambient CO2 concentration, the increase in 
biomass was higher in the incubations with high CO2 concentration.  Likewise, the increase in the 
biomass was higher for incubations that lasted for 39 hours than those that lasted for 15 hours. 
Among phytoplankton, picocyanobacteria (which were dominating the phytoplankton biomass 
initially) decreased, but coccolithophorids and others (micro- and nano- phytoplankton) increased. 
However, compared to coccolithophorids the biomass of other micro- and nano- phytoplankton 
groups was higher in all incubations. Even in those incubations in which coccolithophorids were 
added (inoculated) the increase in biomass of coccolithophorids was small compared to other micro- 
and nano- phytoplankton groups.  
 
Although small increase occurred in the biomass (organic carbon production) of coccolithophorids, 
calcification (inorganic carbon production) decreased in all incubations. The results also showed 
that the decrease in calcification (increase in dissolution) was more pronounced in the incubations 
that lasted for 15 hours and less pronounced in the incubations that lasted for 39 hours. Scanning 
electron microscopy photographs of coccolithophorids showed more malformed coccoliths when 
compared 24 hours lasted incubations with those lasted after 39 hours.  
 
In Dec. experiment, rapid increase occurred in the phytoplankton carbon biomass and Chl. a on 8th 

days of incubation. Among phytoplankton, picocyanobacteria either decreased or remained same, 
but coccolithophorids and others micro- and nano- phytoplankton increased. Coccolithophorids 
dominated the biomass in most of the incubations. The increase in the biomass was more 
pronounced in those incubations in which coccolithophorids were inoculated. Further, the biomass 
was higher in the incubations with high concentrations of CO2 than in the incubations with ambient 
concentrations of CO2. Among the coccolithophorids added incubations, the biomass was higher in 
those in which filtered sea water was used than those with natural sea water. This showed that in 
monoculture incubation of coccolithophorids the increase in biomass was higher than in the 
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incubation of coccolithophorids along with natural plankton assemblage and this is maybe due to 
the competition for nutrients uptake among different phytoplankton groups  
 
Not only the biomass but also the calcification (inorganic carbon production) increased in all 
incubations. The increase in calcification was high in incubations in which coccolithophorids were 
inoculated, particularly in those in which filtered seawater was used. But in dark incubations, only 
dissolution of coccoliths occurred. The dissolution was higher in the incubations that were 
conducted at low temperature (5oC). Scanning electron microscopy photographs of coccolithophorids 
also show more malformed and fragmented coccoliths in dark incubation, whereas in light 
incubations the photographs show coccoliths in more intact and less fragmented conditions. The 
addition of antibiotics in the dark incubation reduced the number of bacteria about half. With fewer 
bacteria the dissolution of carbonate was less as well as the degradation of POC, giving that the 
PIC/POC ratio is higher in antibiotics treatments. 
 
Further, the decrease in calcification (or increase in dissolution) was most intense in the incubation 
that lasted for 15 hours and less intense in the incubation that lasted for 39 hours. However, when 
the coccolithophorids Pleurochrysis carterae were inoculated in natural seawater (with natural 
phytoplankton assemblage) and also in filtered sea water (with no other phytoplankton species) and 
incubated for a relatively longer period of time (8 days), calcification as well as net growth of 
coccolithophorids and organic carbon production increased rapidly.  
 
The results from both May and Dec. experiments, shows that time is important for the production 
and calcification of coccolithophorids. With time coccolithophorids may recover from the effects of 
small to moderate increase in the concentrations of CO2.  
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２．７ 「プラスチックの酵素分解促進法の研究開発」 
東北大学未来科学技術共同研究センター  阿部 敬悦 

 
1．目的・背景 

 
1.1. 生分解性プラスチック 
日本のプラスチック生産量は年間 1500 万トンであり、殆どが燃焼廃棄されることから CO2排

出問題を惹起している。その解決策の一つとして、植物性原料由来生分解性プラスチックの開

発が進められ転換が図られているが、このまま転換が進んだ場合、土中での分解は現実的には

不可能であり、高速・高密度で積極的に分解するシステムが必要となる。また現在主流の土中

での分解は、生分解性プラスチックを二酸化炭素と水に分解するのみで価値回収は行われてい

ない。我々は、糸状菌（カビ）である麹菌の固体表面への生育能と、日本全国に存在する膨大

な麹菌培養インフラ（100 万トン/年）に着目し、麹菌による生分解性プラスチックの高速・高

効率分解と、炭酸ガスを排出せずに原料となるモノマー回収が可能なバイオケミカルリサイク

ル技術の開発を目指して基盤から工業化までの研究開発を行っている (文献 1,3,5,6)。 
 

1.2. 生分解性プラスチックのバイオケミカルリサイクルからの炭酸ガス削減の可能性 
（財）政府資料等普及調査会(http://www.gioss.or.jp/current/2/cr031222.htm)、生分解性プラスチック

研究会(http://www.bpsweb.net/)、及び政策投資銀行の見通しは、2015-20 年迄に国内全プラスチック

生産量の約 10%に相当する 150 万トン(/年)が生分解性プラスチックに転換されると予測している。この

量は全原油消費量の約 0.75％に相当することから、植物原料由来生分解性プラスチックが元来ゼロ

エミッションであるバイオマスマテリアルの一種であることも踏まえると、50％をモノマーリサイクルするこ

とが可能となれば、事実上原油換算 0.3 – 0.4%のマイナスエミッションを達成し得る。本技術による分

解・変換生産インフラは、既存の発酵施設を原型とすることが出来、既存の余剰施設を活用することに

より初期の設備投資を軽減できる。これらの施設は、既に生分解性プラスチックの消費地であり生産工

場が集中する都市近郊地域へ立地しており、輸送に関わる問題がないシステムを低コストで構築する

ことが可能である。技術的には生分解性プラスチック市場の拡大に併せて 2015 年までの実用化を図

る。難分解性バイオマスへの適用が拡大した場合にも固体発酵インフラは利用可能である。 
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2．研究概要・研究項目 

 
2.1.研究概要 
これまでの生分解性プラスチックの分解研究は、分解酵素に関する研究が中心であり、分解を

促進する他のタンパク性の因子に関する知見は知られていない。我々は、これまでに麹菌のゲ

ノム解析に参画し(文献 2,4)、自ら麹菌DNAマイクロアレイを作製して(文献 7,8)、プラスチッ

ク分解酵素のみならず、酵素とは別のタンパク質性プラスチック分解促進因子の探索を行って

きた(文献 1,3,5,6)。その結果、糸状菌がプラスチック固体表面に生育する際に特異に複数の両

親媒性タンパク質群を産生することを見出した(文献 1,3,6)。さらにそれら両親媒性タンパク質

が菌体より分泌され、疎水固体表面に吸着してコンフォメーションが変化した後にプラスチッ

ク分解酵素クチナーゼCutL1 を特異的にリクルートし、プラスチック固体表面に分解酵素を濃

縮することでプラスチック分解を促進するという、全く新規の分解促進機構を世界で初めて見

出した(文献 3,6)。これ迄にこの機構を搭載した組み換え麹菌を用いたプラスチック分解のスケ

ールアップを行ってきた。しかしながら、両親媒性タンパク質を介した固-液界面へ分解酵素濃

縮の分子機構そのものは未解明であった。本研究開発では、疎水固体表面-液体界面での酵素反

応によるプラスチック分解率の飛躍的向上を目指して、疎水性固体表面に分解酵素を濃縮する

分子機構を解明し、分解率向上への新たな指針を抽出する。またプラスチック以外の難分解性

バイオマスへの本機構の応用の可能性を探る。 
 
2. 2. 研究項目 

 
2.2.1. 両親媒性タンパク質ハイドロフォビンRolAによるプラスチック分解酵素CutL1のプラ

スチック表面への濃縮機構の解析と分解効率改善 
プラスチック表面に結合しコンフォメーションが変化したRolAと分解酵素クチナーゼ

CutL1 が各々どの部位で相互作用するのかを決定する。相互作用部位の決定は、両分子の相

互作用に続くCutL1 のプラスチック表面への移行とプラスチック分解過程を理解するため

に必要である。相互作用部位の決定から、固-液界面への分解酵素の高濃縮による分解反応効

率上昇の可能性を探る。プラスチック表面への滞留時間の短い複数の分解酵素へのRolA相互

作用部位の人為的導入は、複数の分解酵素のプラスチック表面への分解酵素の濃縮を可能と

し、分解率の飛躍的上昇の可能性が見込まれる。 
 

2.2.2 両親媒性タンパク質群と相互作用する固体高分子分解酵素群の探索 
多くのカビは、植物感染を通じて種々の固体高分子を加水分解する。日本において伝統的な

固体麹はカビの植物感染を工業的に大規模に模倣したものと考えられ、菌糸が固体基質表面

に生育する際に、両親媒性タンパク質や酵素を多種多量に生産する。そこでハイドロフォビ

ンRolA-分解酵素CutL1 の組み合わせ以外で、両親媒性タンパク質群-高分子分解酵素群の相

互作用可能な組み合わせを広範に探索する。両親媒性タンパク質群による分解酵素の固-液界

面への濃縮と、それによる固体高分子の効率的加水分解機構の一般化を検証することで、本

技術の難分解性高分子の高効率分解への適用拡大を目指す。 
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3．研究目標 

 
3.1. ハイドロフォビン RolA とクチナーゼ CutL1 の結合部位の決定 

RolA と酵素 CutL1 の相互作用を簡便にアッセイする系を確立し、RolA と CutL1 の相互作用

に関わる力（イオン結合、疎水的相互作用、水素結合、ファンデルワールス力）を分別決定す

る。RolA 及び CutL１の両分子内でその力のうち主要なものに関わるアミノ酸残基を、部位特

異的変異、アミノ酸の化学修飾などの方法を用いて特定する。 
 
3.2. 両親媒性タンパク質群と相互作用する固体高分子分解酵素群の探索  

RolA-CutL1 相互作用の簡便アッセイ系が確立されたら、その系を用いて市販糸状菌酵素剤を、

系に流して RolA と相互作用する酵素をプロテオミックス的に同定する。併せて、

Bioinformatics 的手法も併用し、糸状菌ゲノムデータを活用して 3.1 で同定した CutL1 側結合

モチーフ相同配列検索を行って、相互作用する可能性のある酵素を in silico 探索する。 
 
 

４. 研究成果 

 
4.1. ハイドロフォビン RolA とクチナーゼ CutL1 の結合部位の決定 

 
4.1.1. RolA 上の CutL1 との相互作用部位 (His32) 
・ RolA と CutL1 の相互作用機構を詳細に解析するために、RolA コーティングテフロンナ

ノビーズを作製し、CutL1 の結合を定量化するアッセイ系を確立した。 
・ アッセイ系を用いて、RolA-CutL1 の相互作用に対する、pH および塩(NaCl)の影響を調べ、

pH５で相互作用が 大、pH3 以下で相互作用が低下することを見出した。また高濃度の

NaCl が相互作用を阻害することを見出し、His 残基と酸性アミノ酸の静電的相互作用が、

RolA-CutL1 の間に働くことを推論した。 
・ RolAは正電荷を有するHis残基を 1 残基のみN-末付近に有するので、部位特異的変異によ

りヒスチジンを電荷の持たない  セリンに置換した変異体を作製した(H32S-RolA)。
H32S-RolAに対する CutL1 の結合量が減少したことから、 RolA中のヒスチジン残基

(His32)が CutL1 との結合に関与することを明らかにした。 
・ RolA を His 修飾試薬 DEPC で処理すると、同様に CutL1 との結合量が低下し、H32S-RolA

変異体の結果を支持した。 
 
4.1.2. CutL1 中の RolA との相互作用部位 
・ カルボン酸修飾試薬で CutL1 を処理すると、CutL1 の RolA への結合量が減少したこと

から CutL1 分子表面に存在する負電荷アミノ酸が RolA との結合に関与している可能性

が示唆された。 
・ CutL1 同様、CutL1 のパラログであるCutCがRolAと相互作用することを確認し、両分子

のアミノ酸配列の比較から、共通の酸性アミノ酸部位（Glu, Asp）がRolA結合部位候補と
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して推定された。Cuinaseの立体構造のhomology modelingから、それら分子表面に存在す

ることが推定された。 
・ それら6箇所の部位特異的変異体を作製して、精製中であり、RolAとの相互作用解析から、

その 6 箇所の中に、CutL1 側の相互作用部位が特定されると思われる。 
 
4.2. RolA と相互作用する固体高分子分解酵素群の探索 
・ RolA 固定化ビーズを用いた、酵素相互作用アッセイ系を用いて、複数の市販酵素剤をビーズ

と反応させ、吸着したタンパク質を SDS-PAGE に供した。その結果、複数の吸着タンパク質

の存在が認められた。それらの吸着タンパク質の MASS を試み、一部は、lipase であること

が明らかとなった。 
・ 現在、他のタンパク質も同定を進めており、複数の酵素がリクルートされることが明らかと

なりつつある。 
・ 糸状菌ゲノムデータベースの in silico 探索から、cutinase の他に複数の酵素が候補としてヒ

ットした。今後、生化学的解析に進む。 
 
5．まとめ 

 
麹菌固体醗酵を利用した大規模生分解性プラスチック分解リサイクルシステムの開発を行って、

炭酸ガス削減を目指している。麹菌が産生する両親媒性タンパク質 hydrophobin RolA がプラス

チックなどの疎水固体表面に結合して conformation を変化させ、その後プラスチック分解酵素

CutL1 をリクルートし、分解酵素をプラスチック表面に濃縮して分解を促進する新規の固-液界

面反応を発見して研究を行っている。本先端的研究では、RolA と CutL1 の相互作用部位を決定

した。RolA 側 N－末端の His を含む部分と CutL1 の分子表面の酸性アミノ酸がイオン的相互作

用で結合することを明らかにした。また RolA と相互作用する酵素を市販酵素剤から探索し、リ

パーゼを含む複数の酵素が RolA と相互作用する可能性を見出した。結合部位及び相互作用する

新たな酵素が明らかになってきたことから、相互作用部位を人為的に他の酵素に導入したり、酵

素剤から見出した RolA と相互作用する新たな酵素を用いて、人工あるいは天然の複合高分子の

高効率な酵素分解反応を開発する可能性が出てきた。 
 

6．特許・発表等 

 現在、同定した RolA-CutL1 ドッキングモチーフの権利化の準備を行っている。 
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２．８ 「高 CO2固定植物の創製に向けた高等植物の CO2感知機構の解明」 

九州大学大学院 理学研究院 生物科学部門  射 場   厚 

 
1 背景・目的  
 近年、CO2 濃度の増加による地球温暖化が問題となっており、21 世紀後半には産業革命以前の

約 2 倍の CO2濃度になると予想されている (IPCC 2001)。したがって CO2が植物にどのような影

響をおよぼすのか、つまり植物における CO2センシングの機構を解明することは、今後の植物環境

学の基幹的研究課題である。植物は CO２を葉表面に分布する気孔から取り込み、光合成を行う。

気孔は環境の変化に応じて開閉を行い､気孔開度が光合成の律速段階となることが多い。つまり、

気孔の開度を上昇させることができれば、より光合成活性を上昇させることができるのではないか

と考えられる。しかし、これまでの知見で気孔の開度が高いことが知られている突然変異体は蒸散

による水分の消失が激しいため萎れやすく、乾燥に対して弱いという表現型を示す。そこで、通常

の条件下では気孔の開度は高く保たれるが、乾燥などのストレスに応答して気孔の閉鎖は行われる

ような“からくり”を開発すれば、乾燥には耐性をもち､光合成活性の高い植物を造り出すことが期待

される。高 CO２濃度の環境では植物の気孔は閉鎖することが知られているが、そのメカニズムは

明らかにされていない。植物の CO２センシングの解明は学術的意義のみに止まらず､前述のような

有用植物の開発にも大きな寄与を果たすテーマであると考えられる。本研究は、CO２応答に異常を

もつシロイヌナズナ変異株の解析から､CO２センシングを統御する中枢因子を分子レベルで解明す

ることをめざしている。 
 
2 研究概要 

植物には気孔があり、ガス交換の出入り口となっている。気孔開度は周囲の環境に応じて厳密に

調節されており、例えば CO2 濃度が低いと気孔は開き、高いと気孔が閉じることが知られている 
(Morison 1987)。植物は日中、光合成を行うので CO2を消費し、夜は呼吸を行うので CO2を放出

する。このため葉内の CO2濃度は一日のうちでも大きく変化する (Hanstein et al. 2001)。また、

現在地球上では大気中のCO2濃度の上昇が続いており、21世紀後半には産業革命以前の 2倍のCO2

濃度になることが予想されている。したがってこのような CO2濃度変化がどのようにして植物に感

知され、そのシグナルが伝達されているのかを理解することは、植物の CO2環境適応能力の向上を

目的とした技術開発に寄与すると思われる。 
気孔は 2 つの孔辺細胞によって形作られている。気孔の開閉はこの孔辺細胞における膨圧の変化

が可逆的な変形を引き起こすことによってもたらされる。植物が刺激を感知すると孔辺細胞内でシ

グナルが伝わり、細胞内外でイオンや有機物の出入りが起こる。これによって浸透圧が変化し、水

の出入りが生じるので細胞内の膨圧が変化するのである。 
 気孔のCO2感知に関する研究は、電気生理学的な手法を用いたものが主であった。これによって、

CO2シグナルが細胞内のカルシウムイオン増加や、カリウムイオン、陰イオンチャネルの活性化を

引き起こすことが明らかとなり (Schroeder et al. 2001, Vavasseur et al. 2005, Israelsson et al. 
2006, Young et al. 2006)、これらのイオン濃度の変化によって孔辺細胞内の膨圧が変化すると考え

られている。しかし、CO2シグナリングの上流で機能するCO2レセプターやシグナル伝達因子に関

しての知見はこれまで得られていない。そこで、ハイスループットなサーマルイメージングの技法

を用いて、CO2応答性突然変異体を単離し、原因遺伝子の解析からCO2シグナル伝達に関わるキナ
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ーゼを同定した (Hashimoto et al. 2006, 橋本 美海・射場 厚 2006)。 
 
3 研究項目および成果 
 
3.1 CO2応答性突然変異体の単離 

分子遺伝学的な手法を用いて高等植物の解析を行う際は、モデル植物であるシロイヌナズナを用

いることが多い。シロイヌナズナはゲノムサイズが非常に小さく、全ゲノムの塩基配列も決定され

ている。また、個体サイズが小さい、世代時間が短い、形質転換植物の作出が容易であることも大

きな利点として挙げられる。CO2応答性突然変異体は、CO2濃度を変化させたときの気孔開度の変

化が野生株と異なるはずである。このような変異株を単離するためには、従来のアプローチでは数

多くの植物の気孔開度を顕微鏡で測定しなければならないが、これは非常に時間と労力を要する。 
気孔が開くと植物内部から水分が放出されるために気化熱が奪われ、葉温が下がることが知られ

ていた。したがって、CO2濃度依存的な葉温変化を検出することができれば、サーモグラフィーを

用いることによって一度に多くの個体の気孔開度を知ることができるのではないかと考えた。シロ

イヌナズナは個体サイズが小さく葉温変化も小さいので、多くの植物個体に対し同じ環境条件を提

供しつつ、精密に葉温を測定する系の開発が必要であった。本研究においては、このような測定系

を立ち上げ、CO2応答性突然変異体の単離を行った。ht1（high leaf temperature 1）変異体は低

CO2条件下でも高温を示す変異体として単離された。 
 
3.2  ht1 変異体を用いた解析 
スクリーニングによって 2 つのアリルを持つ ht1 変異体（ht1-1 および ht1-2）を単離した。ht1

は低 CO2条件下でも気孔の開度が小さいために葉温が高いことが明らかとなった。また、ht1-1 で

は CO2濃度変化に伴う気孔開度の変化が低下しており、ht1-2 では CO2濃度変化に伴う気孔開度の

変化は見られなかった。つまり、ht1-1 は CO2応答性が低下しており、ht1-2 は CO2非感受性であ

ることが明らかとなった。 
さらにこのCO2非感受性変異体であるht1-2が他の刺激に対して応答性を示すのかどうかを調べ

た。青色光は気孔を開かせる働きがあるので、青色光を照射したときに ht1-2 の気孔が開くのかど

うかを検証した。その結果、ht1-2 でも青色光に応答して気孔が開くことが確認された。さらに、

気孔開孔にはプロトン-ATPase の活性化が関与していることが知られているが、プロトン-ATPase 
の活性化を引き起こすフシコクシンを処理することによっても ht1-2における気孔開孔を誘導する

ことができた。したがって ht1-2 においても気孔開孔を引き起こす装置自体が壊れているわけでは

ないことが示唆された。乾燥による気孔閉鎖には植物ホルモンであるアブシジン酸（ABA）が関与

していることが知られており、アブシジン酸の投与によって気孔閉鎖を誘導することができる。私

たちは ht1-2 においてアブシジン酸による気孔閉鎖反応を調べ、野性株と同様の閉鎖反応が生じる

ことを確認した。したがって、ht1-2 において青色光による気孔開孔反応もアブシジン酸による気

孔閉鎖反応も生じることから、ht1-2 は CO2応答性に特異的な変異を持つと考えられた。このこと

は HT1 遺伝子産物が、光や ABA のシグナリングとは基本的に独立した CO2シグナリング経路の

上流で機能していることを示唆している。 
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3.3 HT1 キナーゼの働き 

ht1 変異体の原因遺伝子をマッピングによって調べたところ、キナーゼ（リン酸化酵素）と相同

性の高い遺伝子であることが明らかとなった。ht1-1 変異はキナーゼ活性部位の１アミノ酸置換を

引き起こす変異であり、ht1-2 変異は 14 アミノ酸の欠失を引き起こす変異であった。この、キナー

ゼと相同性が高い遺伝子が HT1 遺伝子であるということは相補性検定によって確認された。HT1
遺伝子の発現部位は RT-PCR、アレイ解析、HT1 プロモーター::GUS 形質転換植物を用いた解析

によって、地上部では孔辺細胞特異的に発現していることが明らかとなった。 
次に実際にこの HT1 遺伝子産物がキナーゼとして働くのかどうかを in vitro キナーゼアッセイ

によって調べたところ、正常な HT1 ではキナーゼ活性を持つことが確認された。さらに、ht1-1
型の変異を導入したものではキナーゼ活性が低下しており、ht1-2 型の変異を導入したものではキ

ナーゼ活性が消失していた。このことは HT1 のキナーゼ活性と、植物における CO2応答性が密接

にリンクしていることを示している。 
これをさらに検証するために野生株において HT1 の機能を阻害し、CO2 応答性がなくなること

を示した。キナーゼにはキナーゼ間で極めて保存性の高いリジン残基があり、このリジンを他のア

ミノ酸に変えるとキナーゼ活性を失うことが知られている。この改変 HT1（HT1:kw）がキナーゼ

活性を持たないことを in vitro キナーゼアッセイで確認した後、HT1:kw 遺伝子を野生株において

過剰発現させた。これにより、正常な HT1 が競争阻害され HT1 キナーゼ活性が抑制されることが

予想される。実際,このような形質転換植物は低 CO2 条件下でも高温を示し、CO2 濃度変化に伴う

葉温変化も見られなかった。これは植物の CO2応答には HT1 のキナーゼ活性が重要であり、HT1
キナーゼが CO2シグナリングにおける鍵酵素であることを示している。 
 
4. まとめ 
植物に限らず、動物においても幅広くキナーゼは細胞内のシグナル伝達因子として働くことが知

られており、受容体から受け取ったシグナルを細胞内に伝える働きをしている。HT1 は in vitro
のアッセイより、自己リン酸化能および、他のタンパク質もリン酸化する能力を持つことが確認さ

れた。今後は植物の生体内で実際に HT1 キナーゼが何をリン酸化しているのか、またこのリン酸

化が CO2 濃度変化に依存してどのように変化するのかを中心に解析を進めて行きたいと考えてい

る。さらに、CO2応答性突然変異体の単離を継続して行っており、現在までに 20 余りの変異体を

単離している。これらの原因遺伝子の解析は新規の CO2 シグナル因子や CO2 センサーの実態の解

明に寄与するのではないかと考えている。 
今後大気中のCO2濃度が急激に上昇すると予想されているが、これらCO2変異体が長期間高CO2

濃度条件下に晒されたとき光合成活性がどのように変化するのか、水利用効率はどうなるのか、生

育は良くなるのかということについても調べたいと考えている。また、植物における CO2感受性は

光の強さや乾燥度合いにも依存することがこれまでの知見により明らかとなっている。これらの環

境シグナルがどのように相互作用しているのか、分子レベルで明らかにすることにより、それぞれ

の環境において適応できる植物の開発につながることが期待される。 
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