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研究会設立の背景

2020年10月菅首相によるカーボンニュートラル宣言

846社中267社がカーボンニュートラルを宣言
（2021年11月17日付日経新聞トップ）

日本も2050年カーボンニュートラルを目指し、
低炭素から脱炭素に舵を切った

ESG投資の流れ

投資家が積極的な取り組み姿勢を要求

多くの日本企業がカーボンニュートラルに関する取組を公表

しかし、

・実際のカーボンニュートラル実現の技術シナリオ・手法は手探り
低炭素化時代の手法（クレジット購入）で帳尻合わせ
ベースとなる技術の技術的フィージビリティ・経済合理性が不透明
・サプライチェーン全体で求められても個社での対応には限界

業界横断で、幅広い課題の共有化と解決策の率直な議論の積重ねが必要ではないか
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本研究会の目的と特徴

１．地球全体でGHG排出量と吸収量の均衡を実現するカーボンニュートラルシステムとはどう
いうものか、その成立のための技術オプションは何かを、業界を超えた知見の集約と率直
な議論を通じて明確化・共有することにより、一社では対応できない対策立案に資する。

目的

特徴

１．技術に特化し、自由に議論
まだ不透明なカーボンニュートラルシステム実現のために必要な技術を幅広く議論するため、
最も基本となる対策技術の技術的フィージビリティ・経済合理性の議論に特化し、
参加者が所属の利益代表としてではなく、所属や立場を離れて、自由に議論できる場をめざす。

３．製造業を中心とした産業セクターにおいて、業界横断で課題解決を加速することにより、
関西および日本の産業の競争力を高め、持続可能な産業の発展につなげる。

２．課題解決に向けた長期的な技術開発促進のため、業界を超えた技術者人脈を形成する。

２．脱炭素にフォーカス
2030年46%削減目標が打ち出され、当面の目標に衆目が集まるが、46%は低炭素の範疇であり、
本研究会では、あくまで2050年カーボンニュートラルにむけた脱炭素にフォーカスする。

３．長期的な視野での人材育成
2050年カーボンニュートラルを実際に担うのは現在の若手世代であることから、グループワーク
などを通じて、技術的判断と業界横断的な思考ができる若手人材の育成を行う。
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運営体制

OSTEC技術開発委員会 委員長：徳丸 亀鶴 住友電気工業(株)技師長

産業界におけるカーボンニュートラル研究会（2022年2月1日設立）

会長：小林 英樹 大阪大学大学院工学研究科 機械工学専攻 教授
（サステナブルシステムデザイン学領域）
http://www-ssd.mech.eng.osaka-u.ac.jp/index.html

事務局：OSTEC

幹

事

会

会長の指導の下、運営方針、具体的な講演テーマ・講師の選定等を行う。
幹事長会社：住友電気工業
幹事機関：RITE、産総研
幹事会社：大阪ガス、大林組、関西電力、ダイキン工業、大和ハウス工業、

日立造船、三菱電機
幹事会メンバーは2022年度。今後、増員する可能性あり。

企業会員 26社
学識会員 5名
オブザーバー 8機関 （2023年2月15日現在）
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2022年度研究会開催実績（１）

１．キックオフイベント（3/29） テーマ「カーボンニュートラルシステムの確立をめざして」 （公開） 参加者129名
研究会会長挨拶 大阪大学大学院工学研究科 機械工学専攻 教授 小林 英樹
基調講演 「カーボンニュートラル実現に向けた対策のあり方」

（公財）地球環境産業技術研究機構 システム研究グループリーダー 秋元 圭吾 氏
研究会の概要・2022年度活動計画 （一財）大阪科学技術センター 常務理事 田畑 健

２．第1回定例研究会（5/16） テーマ「カーボンニュートラルをめぐる世界の現状と動向」 参加者127名
講演① 「日本版カーボンニュートラルシステムの論点」

大阪大学大学院工学研究科 機械工学専攻 教授 小林 英樹 氏（本研究会会長）
講演② 「IPCC AR6 WGⅢレポートの概要とカーボンニュートラルに向けた各国の動向」

（公財）地球環境産業技術研究機構 システム研究グループ 主任研究員 和田 謙一 氏
講演③ 「日本のゼロエミッション化に向けた政策の動向とその課題」

（一財）日本エネルギー経済研究所 理事 工藤 拓毅 氏

３．第2回定例研究会（6/20） テーマ「エネルギー業界のカーボンニュートラルに向けた取組み」 参加者155名
講演① 「関西電力グループにおけるゼロカーボン社会への取り組み」

関西電力㈱ 研究開発室 研究開発部長 冨岡 洋光 氏
講演② 「都市ガスのグリーントランスフォーメーションに向けた技術革新への挑戦」

大阪ガス㈱ エネルギー技術研究所 エグゼクティブリサーチャー 大西 久男 氏
講演③ 「カーボンニュートラル実現に向けたENEOS中央技術研究所の取組み」

ENEOS㈱ 中央技術研究所 先進技術研究所長 佐藤 康司 氏

・「カーボンニュートラルにかかわる現状の把握と課題」を年間テーマとして、まずは情報共有からとにかく始める
ということで、目標やスケジュールを明確にした全体計画を作成せずにスタート。
・キックオフイベント（参加無料）開催後、8回の定例研究会（すべて講演会）をハイブリッドで開催。アンケートで、
講演内容の適切さ・理解度・満足度を毎回訊くほか、参加目的、知りたい内容、運営上の要望などを随時調査。
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2022年度研究会開催実績（２）

４．第3回定例研究会（8/3） テーマ「素材業界のカーボンニュートラルに向けた取組み」 参加者131名
講演① 「日本製鉄カーボンニュートラルビジョン２０５０」

日本製鉄㈱大阪支社部長（技術統括）薄板商品技術室長立花伸夫氏
講演② 「カーボンニュートラル社会の実現に向けた炭素-水素循環技術の開発」

旭化成㈱上席理事研究・開発本部化学・プロセス研究所長鈴木賢氏
講演③ 「カーボンニュートラルに向けた太平洋セメントの取り組み」

太平洋セメント㈱ カーボンニュートラル技術開発プロジェクトチーム
企画管理グループ 主席研究員 星野 清一 氏

５．第4回定例研究会（9/16） テーマ「建設・インフラ業界のカーボンニュートラルに向けた取組み」 参加者123名
講演① 「建設業界のカーボンニュートラルに向けた取組み大林組の取り組みと課題紹介」

㈱大林組 執行役員 本社設計本部 副本部長 小野島 一 氏
講演② 「大和ハウスグループのカーボンニュートラルへの挑戦」

大和ハウス工業㈱ 技術統括本部 環境部 部長 小山 勝弘 氏
講演③ 「脱炭素社会の実現に向けたHitz日立造船の取り組み」

日立造船㈱ 理事 脱炭素化事業本部 計画部長 美島 雄士 氏

６．第5回定例研究会（11/1） テーマ「最終製品製造業界のカーボンニュートラルに向けた取組み」 参加者145名
講演① 「トヨタ自動車のカーボンニュートラルへの取り組み」

トヨタ自動車㈱ CN開発部CN駆動・EHV開発室 室長 滝澤 敬次 氏
講演② 「冷凍空調産業の最新動向とカーボンニュートラルに向けた今後の課題」

ダイキン工業㈱ CSR・地球環境センター 担当部長 北川 武 氏
講演③ 「リコーにおけるサーキュラーエコノミー・環境エネルギー事業への取り組みのご紹介」

㈱リコー 環境・エネルギー事業センター 第二開発室長 原田 忠克 氏
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2022年度研究会開催実績（３）

７．第6回定例研究会（11/22） テーマ「カーボンニュートラルに関するR&Dの方向性」 参加者112名
講演① 「脱炭素社会に向けたクリーンエネルギー戦略」

経済産業省産業技術環境局環境政策課 エネルギー・環境イノベーション戦略室長 三輪田祐子氏
講演② 「グリーンイノベーションに向けた化学の技術動向」

早稲田大学 理工学術院 教授 関根 泰 氏
講演③ 「カーボンニュートラル(ＣＮ)に関する海外Ｒ＆Ｄの動向」

国立研究開発法人 新エネルギー産業技術総合開発機構 技術戦略研究センター
統括主幹(兼)調整課長 正影 夏紀 氏
専門調査員 鈴木 茂雄 氏

８．第7回定例研究会（12/16） テーマ「ネガティブエミッション技術」 参加者92名
講演① 「CO2地中貯留の海外動向および国内の社会実装に向けて」

（公財）地球環境産業技術研究機構 CO2貯留研究グループリーダー 薛自求 氏
講演② 「ネガティブエミッション技術として期待されるDirect Air Capture の開発について」

川崎重工業㈱ 本社 技術開発本部 技術研究所 エネルギーシステム研究部 主事 沼口遼平氏
講演③ 「生態系を利用したCO2削減と地球規模でのカーボンニュートラルについて」

国立環境研究所 地球システム領域 領域長 三枝信子氏

９．第8回定例研究会（1/31） テーマ「石油バリューチェーンの未来」 参加者97名
講演① 「人工光合成型グリーン水素製造技術の現状/展望：経済性とLCAの観点から」

三菱ケミカル株式会社 エグゼクティブフェロー 瀬戸山 亨 氏
講演② 「カーボンニュートラルに貢献するグリーンバイオプロセスの開発」

（公財）地球環境産業技術研究機構 バイオ研究グループリーダー 乾 将行 氏
講演③ 「カーボンニュートラルの国際物流に与える影響」

株式会社商船三井 技術革新本部 技術部 理事 大藪 弘彦 氏
研究会の今後の進め方・2023年度の活動予定 （一財）大阪科学技術センター 常務理事 田畑 健
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これまでの活動について

１．参加者アンケートより （第1回～第6回参加者延数794中回答数447（回答率56.3%））

・入会目的（第1回のアンケートにて、複数回答、上位3件）：
カーボンニュートラルに関する最新技術情報の収集＝74.0%
他社・異業種での取り組みの状況把握＝57.1%
産学官連携を含む他社等との協業の可能性探索＝46.8%

・講演テーマ・内容の適切さ：99.3%が「適切」または「概ね適切」と回答
・講演の内容の理解度：93.5%が「よく理解できた」または「概ね理解できた」と回答
・講演の満足度：98.2%が「大いに満足」または「まあ満足」と回答
・自由記述の設問に対しても293件に上る多数の個別意見を受領。これまでの研究会のプログラム
の評価に関しては、全般的な知識の習得、他業界の情報の収集、カーボンニュートラルを考える
上での視点、課題・論点の整理・理解の上で非常に有益であったとの評価が殆どを占めている。

２．講師の感想・その他

・大半の企業の講師からは、異業種での状況を知る機会がなく、カーボンニュートラルを考える
うえで異業種間で議論することの重要性を感じたとの感想を得ている。
・他の講演会等では表面的な話に終始することが多いのに対して、議論が活発で、他では聞けない
ホンネの話ができる点も高く評価されている。
・一方で、殆どの参加者は専門分野以外の話を聞くことになるので、講演の中身を正しく理解して
もらうこと自体にも工夫が必要。講演者へのきめ細かいリクエストや研究会要旨の作成等で対応。
・カーボンニュートラルを考えるためには、非常に幅広い知識が必要であることが改めて認識され、
会員間で議論がかみ合っていくためには、さらに技術面以外も含めた知識の集積と理解が必要。
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全体計画

１．研究会の目指すべきゴール

活動を進める中で、本研究会を通じて得られる成果として会員から期待されているものとして、
「日本において実現すべきカーボンニュートラルシステムのイメージが共有できており、各会員が
自身のカーボンニュートラルに向けた方針を明確化でき、必要なR&D項目が絞り込まれていること」
が本研究会の最終的なゴールと想定されるが、会員の属する事業領域・サプライチェーンごとに
進捗が異なり、社会実装に要する時間などにより達成時期目標や到達レベルが異なることから、
研究会全体として、統一的な達成目標やその時期を設定するのは困難。
→ その代わりに、当面の方向性について共通認識を得る中間目標を設定。

２．中間目標

・本研究会に求められているのは、できるだけ早い時期に「カーボンニュートラルをどう捉えればよい
のか、日本としてどういう方向に向かうのかについて、腹に落ちる一定程度の理解を得ること」
であることから、2024年度末までにこの水準を達成することを中間目標と設定。

３．2023年度・2024年度の活動方針

・カーボンニュートラルを正しくとらえるためには非常に幅広い分野の知識が必要となることから、
2023年度は、日本版カーボンニュートラルシステムを考える上で必要となる、技術面以外も
含めた基礎知識を習得して会員が同じ土俵で議論できる状態を目指す。
・2024年度に、具体的な環境条件と重要技術の議論を通じて、日本の進むべき方向性とカーボン
ニュートラルシステムをイメージできる中間目標の達成（2024年度末）を目指していく。
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今後の活動内容

１．有識者による講演会・見学会（定例研究会）

・様々な情報を正しく把握し、共有化することを目指し、各業界、学界、政府等の有識者による
講演会を年8回開催する。各回テーマを決めて2,3件の講演と総合討議を行い、参加者間の
交流と率直な意見交換を図るため、コロナの状況が改善した後は、立食形式の交流会も行う。
・講演会の一部は、先進的な取組みをしておられる事業所の見学会とする。
・具体的な共通課題が明確となり、集中的に検討すべき関心の高いテーマが出てきた場合は、
分科会を設置することもある。

２．若手メンバーによるグループワーク（2023年度から）

・若手が率直に意見を交換し、業界を超えた人脈形成にもつなげられる場として、毎年テーマを
決め、報告書をまとめるワーキンググループを作り、講演会に合わせて年4,5回程度開催。
・参加者は企業の若手技術者10人程度を想定、学識経験者に主査をお願いし、ご指導いただく。

３．会員によるポスター発表会

・技術の理解を深めるとともに、会員間の交流を促進し、協業のきっかけとすることを目的として、
会員によるポスター発表会を、定例研究会の中で実施する。

４．その他

・上記のほか、必要に応じ、会員への情報提供、他機関等との連携、情報発信等、本研究会の
目的に資する活動を行う。
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2023年度の活動計画*（1）

１．年間テーマ（案）

２．定例研究会（案）

○2023年5月～2024年1月に、計8回開催、うち1回はCNにかかわる設備見学会
○見学会以外の研究会は、講演3件・総合討議（3.5時間）＋交流会（立食形式；参加費要）
〇講演会は、OSTEC会場とZoomのハイブリッド開催
○各回テーマと開催予定時期
・5月 CNに向けた様々な枠組みと最新政策動向
・6月 CO2排出量削減の評価方法・認証の現状と課題
・7月 日本における再生可能エネルギーのポテンシャルと動向
・8月 生物原料製品製造業界等のCNに向けた取組み
・10月 B2B製品製造業界のCNに向けた取組み
・11月 （設備見学会）
・12月 他の持続可能性問題とCNとの関係
・1月 第1回GSTと日本版CNシステムの論点

３．ポスター発表会（案）

・会員間での相互理解を深めるとともに、協業へのきっかけとなることを目的として、CNに向けた
取組みを会員が発表するポスター発表会を定例研究会に合わせて1回開催。
・定例研究会の講演を一つ減らして、ポスター発表の時間に充てる。
・開催日の2か月前頃に発表の募集を開始する予定。

「日本版CNシステムを議論するための土俵づくり」

*以下の活動計画は現時点での案であり、変更の可能性があります。
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2023年度の活動計画（2）（グループワーク①）

１．目的

・各社のCN実現に資する、業界横断的なシステム的思考ができる若手技術者の育成
・業界を超えた人脈の形成

２．メンバー

・企業でCNに関連する業務を担当している若手技術者（1社1名以内）
（30代前半のイメージ、専門分野は問わないが、専門に加えシステム的思考を習得させたい者）

３．アウトプット
・日本版カーボンニュートラルシステムのイメージの例示

４．指導者
・小林会長（および村田助教（小林研究室））

５．期間
・2023年6月～2025年1月（2年計画；メンバーは固定が望ましい）

６．会合頻度・場所
・年5,6回程度。1回2時間30分程度（ワークの内容によってはもっと長時間になる場合あり）。
・場所は基本的に大阪大学吹田キャンパス。
・会合の間には宿題が出る場合あり。
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７．進め方

・第1回および第2回で、小林教授より、日本版CNシステムを考えるうえで必要な、持続可能
システムデザイン学の要点について講義を受け、基本的な考え方を習得する。
・一つの切り口として、現在各業界で想定されているCNに向けたロードマップを持ち寄り、
小林研究室における研究と連携しながら、グループディスカッションを通じて、2023年度中に
その整合的な統合を検討し、その結果と課題を整理する。
・上記の結果を中間報告として、2023年度の定例研究会の最終回で発表し、参加者の意見を
徴収する。
・徴収した意見を踏まえながら、課題解決に向けたアプローチを検討し、研究会全体の中間目標
の達成に資するよう、研究会の参加者がある程度納得できるような日本版CNシステムの
イメージの例示を目指してワークを行い、2024年度の定例研究会の最終回で結果を発表する。
・きわめて高度な課題であり、限られた時間と要員で出せるアウトプットには限界があると
思われるため、アウトプットの完成度については高望みはせず、本来の目的である人材育成
と人脈形成に重点を置いて進める。

・参加費は会費に含まれるので不要。
・教材、懇親会費等は実費負担。

８．費用

※上記の内容は現時点での案であり、変更の可能性があります。

2023年度の活動計画（3）（グループワーク②）
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会員種別と会費

１．企業会員
・本研究会の目的に賛同する企業。研究会の目的から、様々な業界より参画していただくこと
が望ましいため、OSTEC賛助会員に限らず、広く産業界からの参加を募集する。
具体的な参加者は、技術を議論することが主たる活動内容であることから、カーボンニュートラル
関連技術の研究開発に携わる技術者、企画担当者を想定しているが、限定するものではない。

２．学識会員
・カーボンニュートラル関連技術の研究開発を行っており、本研究会に有益な情報を提供できる、
大学、国研等の研究者。

３．オブザーバー
・カーボンニュートラルのR&D・施策にかかわる国・地方自治体の部署及び関係団体。

４．会費
・企業会員は年会費25万円+消費税（OSTEC賛助会員は20万円+消費税）をご負担いただくことで、
研究会には人数の制限なく参加できる（一部、運営上人数を制限せざるを得ないものを除く）。
・学識会員、オブザーバーは無料。
・いずれの参加者についても、交流会、見学会の旅費等は別途参加費を徴収する。

会員を専用ホームページで募集中

https://carbon-neutral.ostec.or.jp

OSTECホームページからのリンクあり
CN研究会 で検索
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会員リスト

１．企業会員（五十音順）

旭化成株式会社
NTN株式会社
ENEOS株式会社
大阪ガス株式会社
大阪ガスケミカル株式会社
株式会社大林組
川崎重工業株式会社
関西電力株式会社
株式会社クボタ

株式会社KRI
株式会社栗本鐵工所
堺化学工業株式会社
株式会社島津製作所
住友電気工業株式会社
ダイキン工業株式会社
大和ハウス工業株式会社
株式会社竹中工務店
TOYO TIRE株式会社

東洋紡株式会社
トヨタ自動車株式会社
日本マイクロソフト株式会社
パイオニア株式会社
日立造船株式会社
株式会社堀場製作所
三菱電機株式会社
村田機械株式会社

15

２．学識会員（五十音順、敬称略）

栗山 信宏 国立研究開発法人 産業技術総合研究所関西センター 所長代理
関根 泰 早稲田大学 先進理工学研究科 教授／早稲田大学研究戦略センター長
村田 秀則 大阪大学大学院 工学研究科 機械工学専攻 助教
和田 謙一 公益財団法人 地球環境産業技術研究機構 システム研究グループ 主任研究員

他1名

※2023年2月15日現在



HP会員ページを活用した会員サービス

・専用ホームページの中に、会員になると閲覧できる会員ページを設置し、研究会への参加登録、配布資料の
提供など、日常的な会員とのコミュニケーションはweb上で完結するように運営している。
・分野が多岐にわたることから、理解を助けるために、講演要旨と質疑応答を研究会要旨として作成し、
後日ダウンロードできるようにしている。
・研究会の運営を改善するため、毎回アンケートを取っているが、その結果と対応についても、終了後速やかに
会員ページ上にフィードバックしている。
・今後も、定例研究会以外も含めた様々な情報提供等に
活用していく予定。
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