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2 月初めに新規感染者数が 10 万人を超えた新型

破壊、大気・水質・土壌汚染、温室効果ガス増大などが

コロナ第 6 波も徐々に収まりつつあるようで、ロシアの

挙げられています。

ウクライナ侵攻、北朝鮮によるミサイル発射、知床観光

中長期的、世界的に見ると、経済制裁に伴うロシアか

船沈没事故、山口県阿武町の 4,630 万円誤給付事件

らの化石燃料輸出量の減少が環境にどのような影響を

などのニュースの陰になっているようです。コロナ報道

及ぼすか注目すべきところです。ロシアの天然ガス輸出

が少なくなってきているのと反比例するように街の人出

量は世界 1 位、原油輸出量は世界 2 位、石炭輸出量は

は増えてきました。感染を恐れていつまでも家に閉じこ

世界 3 位で、ヨーロッパにも多く輸出されています。今

もっているわけにはいかないということでしょうか。

後ロシアからの輸入量を減らしていく国々は、他の産地

もっとも、コロナは収束したと言える状況にはなく、新

の化石燃料確保に努めているようですが、他方で再生

規感染者数が減ってきているとはいえ第 1 波から第 4

可能エネルギー利用の拡大も進むと考えられます。ヨー

波のピーク時を上回る日々が続いています。感染しても

ロッパではすでに風力・太陽光・水力・バイオマスなど

重症化しにくくなってきていると言われているようですが、

の再エネによる発電量が化石燃料由来発電量を上回

ここ１週間の平均死者数は 30 人を超えており、第 1 波、

っています。我が国における技術開発、普及にも一層力

第 2 波のピーク時を上回っています。

を入れていく必要がありそうです。

こうした中で新型コロナ対策の基本的対処方針が 5

協会の主要業務ですが、再エネ技術開発も対象とし

月 23 日に変更され、屋外で周りの人との距離がとれな

ている地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル

くても会話をほとんど行わない場合は、マスク着用の必

技術開発実証事業に関しては、5 月 27 日に 7 月 7 日

要はないとされました。それに従えば、通勤途上で道を

を締め切りとして本年度の 2 次公募が開始されました。

歩いている人などはマスクをしなくてもよいということに

（http://www.env.go.jp/press/111097.html）

なりますが、実際にはほとんどの人がマスクをしています。

環境研究総合推進費は、エネルギー構成の変化に

その理由として同調圧力などが挙げられていますが、上

対応する地球温暖化シナリオ研究なども対象となり得

述のような状況を察知し自己防衛本能が働いているの

ると考えられますが、企画委員会を始めとした各種委員

かもしれません。

会の本年度第 1 回の会合が、6～7 月から本格化し、

さて、世界を驚かせたロシアのウクライナ侵攻は、各

推進費の制度評価結果（https://www.env.go.jp/

国の政策順位を必然的に変更させるものになると考え

policy/kenkyu/suishin/gaiyou/gaiyou_4/pdf/r

られます。これまで以上に軍事面、外交面に注力せざる

02report.pdf）等を踏まえた令和 5 年度新規課題公

を得なくなるでしょうから、地球環境問題への対応は順

募に向けた検討等が行われます。

位が下がるかもしれません。しかし、戦争は最大の環境

引き続き、みなさまのご指導・ご支援のほど、よろしく

破壊行為と言われるように大きな環境影響が出てくる

お願いいたします。

のは必然で、攻撃による火災に伴う森林破壊、生態系
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季節によりさまざまな野菜や果物が食卓を飾り、それ

たくさんのミョウガを収穫します。ちなみにミョウガの

を食することができるのは人生の楽しみの一つです。季

花はやや黄色かかった白色で意外と綺麗です。週一で

節を問わず食品売場で見かける生産物もあり、季節感

収穫しているとそのうち冷蔵庫が一杯になってしまうの

が変になっていることがありますが、家庭菜園で野菜や

で、酢漬けにしたりして保存します。夏の味噌汁の具とし

果物を育てていると季節に移り変わりを感じて、まさに

て私の好物はミョウガと家庭菜園で毎年欠かさず育て

自然の恵みを実感することができます。

ているオクラです。

我が家で春を告げる作物はフキノトウです。どこから

我が家の一坪ほどの地下茎畑にはもう一種、ドクダミ

か貰ってきた蕗の地下茎を庭の端の一角に雑草除けを

も広がっています。ドクダミは昔から薬草として知られ、

兼ねて植えたのが広がって、今では 1 坪ぐらいが蕗の

天ぷらとして食べることもあるらしいですが、試したこと

畑になっています。庭のこの一角はアスパラガスとミョウ

はありません。白い花も綺麗だし、葉もハート型で、見た

ガも植えてあり、我が家の地下茎作物の三羽ガラスで

目は悪くありません。園芸品種もあるらしいです。一方

す。フキノトウはなんと言っても天ぷらが美味しいのです

で、庭に植えてはいけない植物ランキングの上位に出て

が、毎日天ぷらをするわけにもいかず、そのうち花が咲

くるのは、抜いても抜いても衰えない生命力と名前のせ

き、食べ頃ではなくなります。その後に葉が出てきて、地

いかもしれません。私が地下茎畑の三羽ガラスからドク

下茎につながる葉柄や葉はもっぱら煮物にして食します。

ダミを除外しているのは、ドクダミからすれば身勝手とい

蕗の葉が一面に広がる頃になるとその陰からアスパ

うことになるのでしょう。ドクダミは地下茎畑だけではな

ラが芽を出すようになります。アスパラは芽を出してから

く、庭中いたるところに広がり、さらに近隣のウォーキン

食べ頃のサイズになるまでが速いので、収穫のタイミン

グコースはドクダミの白い花が一面に咲いています。

グが難しく、明日に収穫と思っていても伸びすぎている

地下茎畑にはもう一種類の地下茎で広がるミントが

ことも度々です。三羽ガラスの中で個人的には一番育っ

育っています。元々はスペアミントのはずでしたが、ペパ

て欲しいアスパラは蕗に比べると地下茎はなかなか拡

ーミントを植えたこともあり、ごちゃごちゃになってしまい、

がらず、5 月から 6 月にかけて週に 1 回ぐらい、1 回に

今では何ミントなのかはっきりしなくなってしまいました。

2～3 本を収穫するのがやっとの状態です。種から育て

ミントを使った上品な料理のレパートリーを持ち合わせ

ると年数がかかるので、昨秋にアスパラの地下茎を園

ていないので、ミントの存在を感じるのは草刈りをした

芸店で買ってきて、地下茎畑に追加しましたが、今年は

際に一緒に刈られてしまったミントが発する香りがした

本格的な収穫は望めません。

ときだけになっています。

アスパラの季節が終わるころになると次はミョウガの

地下茎で育つ植物は気候変動にも耐性がありそうで

季節です。梅雨から秋口まで、さまざまな料理の薬味と

す。ほったらかしでも毎年その季節になると芽を出して、

して活躍します。ミョウガは育ちすぎると花が咲いて風味

舌を、あるいは眼を楽しませてくれます。

が落ちるので、季節になると週に一度は庭中を見回って、
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今年度から「地域共創・セクター横断型カーボンニュ

題の選定、評価、進捗管理等の実務を行う責任者とし

ートラル技術開発・実証事業」が、エネルギー対策特別

て 5 名のプログラムオフィサー（PO）と PO の監督者

会計（エネルギー需給勘定）による予算を財源として地

として 1 名のプログラムディレクター（PD）を配置して、

球温暖化対策事業室の事業の一つとして実施されるこ

以下に示す５分野の 17 の継続課題及び一次公募で

とになりました。この事業は特別会計に関する法律（平

新たに採択された 6 課題に対応しています。

成 19 年法律第 23 号）の規定により、使途は国内のエ

① 交通分野

ネルギー起源 CO2 排出量の削減に貢献するような、再

② 住宅・建築物分野

生可能エネルギーや省エネルギー等の技術開発・実証

③ 再生可能エネルギー分野

に限定されます。

④ バイオマス・循環資源分野

「地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技

⑤ 社会システム革新分野

術開発・実証事業」の目的については、“令和 4 年度

次号以降、継続課題について分野横断的または分野

（2022 年度）エネルギー対策特別会計予算 補助金・

ごとに紹介する予定ですので、本稿では令和 4 年度一

委託費等事業（事業概要）”に以下の様に記載されて

次公募における“技術開発・実証事業の対象枠”及び

います。

“採択審査と採択課題”について説明します。

2030 年までの温暖化ガス 46%削減、2050 年ま
での脱炭素社会実現のためには、既存の社会インフラ

１．技術開発・実証事業の対象枠

の刷新も含めた社会実装に繋がる技術開発・実証が

令和 4 年度地域共創・セクター横断型カーボンニュ

必要。また、第五次環境基本計画における地域循環共

ートラル技術開発・実証事業公募要領（一次公募）で

生圏の概念の下、拡大しつつあるゼロカーボンシティ宣

実施された、（１）地域共創・セクター横断型テーマ枠、

言都市等における先導的な取組を支援し、各地域の特

（２）ボトムアップ型分野別技術開発実証枠、（３）アワ

性を活かして、脱炭素かつ持続可能で強靱な活力ある

ード型イノベーション発掘・社会実装加速化枠、の３枠

地域社会を構築することが重要。そこで地域に根差し、

について、前述の“令和 4 年度(2022 年度)エネルギ

かつ分野やステークホルダーの垣根を越えて脱炭素社

ー対策特別会計予算 補助金・委託費等事業（事業概

会の実現に資するセクター横断的な地域共創の技術

要）”に記載があり、その抜粋を以下に示します。

開発・実証事業を実施。

地方公共団体等との連携による技術開発・実証を推

この目的に基づいて令和 4 年度地域共創・セクター

し進め、各地域がその特性を活かした脱炭素社会モデ

横断型カーボンニュートラル技術開発実証事業公募要

ルを構築し、地域の活性化と脱炭素社会の同時達成を

領（一次公募）では、（１）地域共創・セクター横断型テ

後押しし、脱炭素ドミノを誘引するため、以下の取組を

ーマ枠、（２）ボトムアップ型分野別技術開発実証枠、

実施する。

（３）アワード型 イノベーション発掘・社会実装加速化

● 地域・省庁間連携によるセクター横断型脱炭素技

枠、の３枠を対象に公募が実施され、６課題が採択され

術の開発・実証

ました。

農村・漁村等における再エネ導入や建築物の省エネ

「令和４年度地域共創・セクター横断型カーボンニュ

化等、新たな社会インフラの整備のため、関係省庁との

ートラル技術開発・実証事業管理・検討等事業委託業

連携により地域脱炭素化に向けてクリティカルな課題

務」については国際環境研究協会にて受託し、令和 4

設定を行う。

年 5 月時点では、技術分野における技術開発・実証課

● 技術シーズ・ボトムアップ型の技術開発・実証
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各分野における CO2 削減効果が相対的に大きいも

フィードバックを行うこと、住宅・建築物の快適性や生産

のの、開発費用等の問題から、民間の自主的な取組だ

性を確保しつつ、機器・設備について最適な運転の支

けでは十分には進まない技術開発・実証を対象に支援

援を行うエネルギー管理システムの導入を促進すること

する。

が必要です。さらに、グリッドと協調することで電力消費

● イノベーションの発掘及び社会実装の加速化（アワ

を効率化し、調整力を提供することにより地域の再エネ

ード枠）

導入拡大に寄与するビル等の開発が重要となっていま

“気候変動アクション表彰”と連携して、CO2 排出削

す。そこで、令和 4 年度においては、上述のような「気候

減技術の高効率化や低コスト化等のための技術的な

変動×建築」に資する技術の開発・実証を重点的に支

課題を解決し、優れた CO2 排出削減技術を生み出し、

援します。

実社会に普及させていくこと。

「気候変動×農業」

事業概要に記載の３つの取組に対応して、令和 4 年

農林水産省が策定した「みどりの食料システム戦略」

度地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術

では、2050 年までに化石燃料を使用しない施設園芸

開発実証事業一次公募では（1）地域共創・セクター横

への完全移行を目指していますが、その実現に向けて

断型テーマ枠、（２）ボトムアップ型分野別技術開発実

は断熱技術や環境制御の高度化といったエネルギー消

証枠、（３）アワード型イノベーション発掘・社会実装加

費量の削減、熱供給機器のゼロエミッション化、農業の

速化枠、についての公募がありました。公募要領の“２．

健全な発展に資する形での再エネ発電機器（例えば作

技術開発・実証事業の対象枠・分野等”にこれら枠に

物の生育に必要な波長のみを透過する太陽光パネル）

ついての記載があり、その抜粋を以下に示します。

の開発や、それら技術の導入拡大等、多くの課題が存
在しています。そこで、令和 4 年度においては、上述のよ

（１）地域共創・セクター横断型テーマ枠

うな「気候変動×農業」に資する技術の開発・実証を重

この枠は、国の政策を踏まえつつ、地域社会における

点的に支援します。

ニーズ及び各省庁における取組について、相互に連動

「気候変動×地域交通」

した課題をテーマとして設定し、様々なステークホルダ

製品寿命が長い船舶においてゼロエミッション船舶

ーがイノベーションのパートナーとして参画する地域共

導入の検討は必要である一方、実際の運航面での課

創・セクター横断型の取組を実施し、令和４年度におい

題は多く、実証を積み上げることが重要となります。また、

ては、脱炭素化を目指す地区のニーズに対応すべく、地

例えば船舶の動力を電力に変更するには、電力供給の

域ごとの特有の課題や共通の課題を各地域の特性を

方法やタイミングの運用面の他、電力供給を行う設備

活かしながら解決を図るとともに、身近なところから国

の普及といったインフラ整備も同様に必要になるなど、

民にも脱炭素化に向けた意識を醸成するべく、省庁連

導入後の運用面の検討も必要となります（特に旅客船

携を通じてイノベーションの迅速な社会実装を支援する

や RORO 船においては地域の交通の足やモーダルシ

ことを目指します。特に以下のテーマについて重点的に

フトを担うことから定時制が強く求められていることから、

実施します。

新たな動力の導入に慎重になりゼロエミッション船舶の

「気候変動×建築」

導入に向けた取組が遅れることが懸念されます。）。そこ

2030 年度 CO2 排出削減目標や 2050 年カーボン

で、令和 4 年度においては、上述のような「気候変動×

ニュートラルの達成に向けては、例えば建材一体型太

地域交通」に資する技術の開発・実証を重点的に支援

陽光発電システムの実用化や性能向上等、更なる再エ

します。

ネ導入の拡大や、ストックの省エネ改修技術の開発、ヒ
ートポンプ給湯器等の高性能化／低コスト化／寒冷地

（２）ボトムアップ型分野別技術開発・実証枠

対応の促進等、高効率な省エネ機器の開発などエネル

「地域循環共生圏」の構築及び｢脱炭素社会の実

ギー消費量の削減が必要になります。また、住宅・建築

現｣に向け、将来的な地球温暖化対策の強化につなが

物全体での省エネルギー・省 CO2 を促進するためには、

り、各分野における CO2 削減効果が相対的に大きいも

エネルギーの使用状況を把握し、見える化や診断等の

のの、開発リスク等の問題から、民間の自主的な取組だ
4

けでは十分に進まない技術開発・実証を対象として公

より技術的革新性又は優位性、経済的優位性があるこ

募を行います。

と。

（３）アワード型イノベーション発掘・社会実装加速化枠

(3)政策的意義…「地域循環共生圏」の構築と｢パリ協

令和４年度は、令和３年度気候変動アクション環境大

定に基づく成長戦略としての長期戦略｣で掲げる早期

臣表彰（イノベーション発掘・社会実装加速化枠）にお

の脱炭素社会の実現に有効と考えられる技術課題か。

いて表彰された団体を対象として、表彰された脱炭素

国の地球温暖化対策上の政策的必要性（対策強化に

社会像に対する貢献度や製品化・市場創出への期待

つながるか、対策コストの低減につながるか等）が高い

度の高いイノベーションアイデアを、社会実装に向けて

か｡

より開発・実証計画を具体化させた提案を募集します。
（気候変動アクション環境大臣表彰

(4)目標設定･達成可能性…技術開発成果の性能目

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/min_acti

標（成果品（機器、システム）の性能・コスト・CO2 削減

on_award/index.html）

効果等）は具体的・定量的に設定され、妥当かつ十分

本枠では審査過程におけるヒアリングを踏まえて１年

であるか､目標の達成が見込まれるか｡

間の FS および予備調査・開発等を実施する権利を付
与します（暫定採択）。暫定採択期間においては提案内

(5)実施体制･実施計画…技術開発代表者が所属する

容の深化、実施体制の拡充・強化、事業計画の具体化、

機関や共同開発機関が開発に取り組めるだけの経営

市場分析、予備調査・開発、各種規制等への対応等を

基盤や技術開発力等の技術基盤を有しているか。課題

行っていただきます。暫定採択期間に設定されるステー

実施体制･実施計画が、応募枠、技術開発内容や目標

ジゲート等において評価委員会に開発・実証計画が認

に対して妥当であるか｡適切なマネジメントが見込まれ

められた場合に、次年度以降に提案した技術開発・実

るか。直近３年間、税の滞納がないこと。

証を実施することができます。
(6)技術の事業化･普及の見込み…当該事業終了後、
２．採択審査と採択課題

事業ビジョンとその達成ステップが適切に設定されてい

第一次公募は令和 4 年 1 月 11 日～2 月 10 日の

るか。製品・サービスとビジネスモデルが市場・顧客側

期間で実施され、書面による事前審査とヒアリング審査

の視点から見て成長性・収益性を有しているか。早期の

を経て６つの採択課題が決定されました。2030 年度

事業化及びその後の普及が見込まれるか｡

に 46％削減、更には 2050 年までにカーボンニュート

普及による社会全体での CO2 削減効果が相当程度

ラルとする我が国の目標を実現するためには、優れた

見込まれるか。社会受容性や周辺インフラ・規格を考慮

CO2 排出削減技術を生み出し、実社会に普及させてい

した検討がなされているか。競合技術、競合他社等が

くことが重要であり、ヒアリング審査における以下に示す

的確に分析・整理され、その解決策について具体的に

審査項目(1）～(8）はこれに対応しています。

提案されているか。事業化のための資金計画（民間資
金の調達含む）など資本計画を策定し、実現に向けた

(1)技術課題の妥当性…本事業の対象に合致している

構想を練っているか。製品イメージが明確で、事業性

か。開発の問題点、技術的な課題等を的確に把握し、そ

(現在・将来の想定される市場における製品の位置付

の解決策について具体的に提案されているか。これま

け、売上等）が見込まれるか。

でのデータ・成果が蓄積されており、開発計画が具体

(7)事業化体制…技術開発代表者が所属する機関が、

的かつ合理的に立案されているか。

製造事業者、販売事業者その他技術の普及を自ら行う
ことのできる機関であるか。

(2)技術的意義…技術課題に開発要素（新規性（先導

(8)総合評価…(1)～(7)の観点に加え､(9)技術開発

性）､実用性、発展性）があるか｡現在開発中の競合品

経費の妥当性や総事業費に対する CO2 削減効果（費
用対効果）等、それ以外の観点も含めた総合評価｡
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ヒアリング審査の結果、以下に示す 6 課題が採択され
ました。（４月７日環境省ホームページにて報道発表）
表１ 令和４年度地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業（一次公募）の採択課題
課題名

共同実施者

代表事業者

対象枠・分野等

地域共創・セクター横断型テーマ
大成建設（株）
設定枠「気候変動×建築」

―

「地域循環型共生圏」の構築に向けたリニュー
アルZEBモデルの実証

地域共創・セクター横断型テーマ
（大）豊橋技術科学大学
設定枠気候変動×農業」

渡辺パイプ（株）
（大）愛媛大学
協和（株）
凸版印刷（株）
PLANT DATA（株）

スピーキング・プラント・アプローチ型環境制御
を組み込んだセミクローズド・電化パイ プハウス
の開発

ボトムア ップ型分野別技術開発・
シャープ（株）
実証枠

―

カ ーボンニュートラルに向けた亜鉛による蓄エ
ネルギー技術開発

ボトムア ップ型分野別技術開発・
（一社）内航ミライ研究会
実証枠

山中造船（株）

連携型省エネ船の普及に資する高効率推進シ
ステムの最適化と省電力システムを搭載したコ
ンセプトシップの建造と評価

ア ワード型イ ノベーシ ョン発掘・社
アルハイテック（株）
会実装加速化枠

（大）富山大学
富山県産業技術研究開発センター

地域で回収したアルミ系廃棄物をエネルギ ーと
して利用する脱炭素モデルの実証

ア ワード型イ ノベーシ ョン発掘・社
（株）Looop
会実装加速化枠

（株）DGキャピタルグループ

協調分散型チャージ ボックス によるエ ネプラザ
規模拡大システムの技術開発

※「アワード型イノベーション発掘・社会実装加速化枠」の２課題は公募要領の通り暫定採択
次号より数回にわたり分野担当 PO が継続課題について紹介していきます。また、過去に実施された事業の詳細、お
よび現在進行している他の事業の概要は、環境省の Web サイト（http://www.env.go.jp/earth/ondanka/cpttv_
funds/index.html）でご覧いただけます。

令和４年度 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業の
二次公募について
令和４年度地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業について、新規課題
の二次公募がはじまりました。
●公募実施期間：令和４年 5 月 27 日（金） ～ 同年 7 月 7 日（木）17:00
公募の詳細は、環境省 報道発表資料よりご確認ください。
・環境省報道発表資料

http://www.env.go.jp/press/111097.html
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ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR
ENVIRONMENTAL STUDIES

5/9(月)：CO2 対策事業 環境省打合せ（環境省）

24(火)：CO2 対策事業 応募相談会（Web 会議）

10（火）：CO2 対策事業 応募相談会（Web 会議）

25( 水 ) ： 推 進 費 制 度 Ｐ Ｄ ， Ｐ Ａ 行 政 ニ ー ズ 意 見 交 換 会 ②

11(水)：CO2 対策事業 打合せ（Web 会議）

（Web 会議）

12(木)：CO2 対策事業 応募相談会（環境省）

26(木)：CO2 対策事業 打合せ（協会）

13(金)：CO2 対策事業 打合せ（Web 会議）

27(金)：理事会を開催

17(火)：CO2 対策事業 応募相談会（環境省）

推進費制度 ＰＤ，ＰＡ行政ニーズ意見交換会③

CO2 対策事業 打合せ（Web 会議）

（Web 会議）

19(木)：CO2 対策事業 打合せ（Web 会議）
20(金)：CO2 対策事業 環境省打合せ（Ｗｅｂ会議）

＊推進費制度：環境研究総合推進費制度運営・検討業務

CO2 対策事業 検討会に出席（Web 会議）

CO2 対策事業：地域共創・セクター横断型カーボンニュート

CO2 対策事業 打合せ（Web 会議）

ラル技術開発・実証事業

23(月)：企画総務部会を開催（Web 会議）

〒110-0005 東京都台東区上野 1-4-4
TEL：03-5812-2105
FAX：03-5812-2106
E-mail：airies@airies.or.jp
Homepage：http://www.airies.or.jp
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