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微細藻類の新大量培養システムの構想

平成29年度 川崎市環境産業公民連携公募型共同研究事業企画提案書 P-1

川崎市内事業所から供給された排ガスの
利用実証

排ガス（ＣＯ₂）供給

川崎市内事業所から供給された排液の利
用実証

排水（培養液）供給

高効率のLEDを用いた板状発光体
自然エネルギー未利用電力の利用が可能

人工光照射装置

クロレラの培養部分安価な不織布の利
用
今年度は複数枚で実証

ブロード状の布
（固相支持担体） ・立方体型及び簡易円筒型モジュールシステム

・200gDW／設置床㎡・日以上の生産能力有り
・上下、左右のあらゆる方向の展開可能
（工場壁面利用可）
・閉鎖系培養装置

SSCC基本ユニット

・各種クロレラタンパク、デンプンの生産
・健康食品
・肥料、飼料

食品系利用

・遺伝子組換株の利用による燃料大量生産
・医薬品原料利用
・貴金属・希少金属の回収

工業系利用

・工場緑地法の環境装置として認められる
可能性有り
・樹木などに比較して、基本ユニット１台当
たり100倍以上のCO₂固定の可能性

CO₂除去装置としての利用

今回申請研究範囲

ユニット内で排水の浄化

排水浄化



ＳＳＣＣシステムの特徴

平成29年度 川崎市環境産業公民連携公募型共同研究事業企画提案書 P-2

• 固相支持担体を用いた、まったく新しい発想の光合成培養方法

• 単位設置面積あたりの生産効率が、飛躍的に向上

• 完全閉鎖系による安定した生産性

• 設置場所を選ばない高い汎用性

• 事業系の排水・排ガスを利用する優れた環境性

• 様々な高付加価値有用物質生産に対する高い適用性

200 g DW/ 施設面積 m2.day以上

排水処理、ＣＯ₂除去

培養液変更・交換が容易



ＳＳＣＣシステムの能力と昨年度の進展

平成29年度 川崎市環境産業公民連携公募型共同研究事業企画提案書 P-3

• １日８倍の増殖速度

• リン（P) 1.3 g/L の高濃度でも増殖可能

• CO2 濃度30％ の高濃度でも増殖可能

 a 

b 
f 

d 

e 
c 

・ 布１m２、１日あたり20 g DWの生産

• 実排水で細胞増殖可能

• 排水中のリン吸収



今後、期待される研究成果

平成29年度 川崎市環境産業公民連携公募型共同研究事業企画提案書 P-4

川崎市内事業所から提供される

排水（培養液）

川崎市内事業所から提供される

排ガス組成情報

ＳＳＣＣ基本ユニット
支持担体1枚≒1㎡

によるクロレラ培養試験

東京薬科大学藤原研究室
日本曹達KSP研究室

実排水・実排ガス
利用及び

リン酸除去技術開発

研究成果

実排水・実排ガス処理
適用範囲の知見

CO2除去システムの
基本能力設定



実施計画・研究スケジュール

• 開発会議

• ＬＥＤ照射板

• 実排水・排ガス情報

• 実証実験

• 分析委託

• 川崎国際環境技術展

• 報告書作成

平成29年度 川崎市環境産業公民連携公募型共同研究事業企画提案書 P-5

H29年 H30年
８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月



共同研究の内容

平成29年度 川崎市環境産業公民連携公募型共同研究事業企画提案書 P-6

クロレラ20ｇDW/布㎡・日は既に達成済み（前年度）

川崎市内事業所の排水利用も検証済み（前年度）

川崎市内事業所系の排水・排ガス情報の
前年度以上の量で、提供を受け実証実験を行う

排水の浄化能力及び排ガスに含まれる
CO₂固定能力についての企業開発段階に近づける



申請者が行う研究内容

• クロレラ 200 ｇDW/床㎡・日生産に関する最適条件の把握

• 実排水・排ガスの利用とリン酸浄化技術開発

• 上記項目の実証を目指す

• 立方体型及び簡易円筒型基本ユニットを用いたCO2固定化

能力の推定

• 残る課題の整理（コスト、LCA等）とその解決策の検討

平成29年度 川崎市環境産業公民連携公募型共同研究事業企画提案書 P-7



申請者が行う研究内容（研究体制）

平成29年度 川崎市環境産業公民連携公募型共同研究事業企画提案書 P-8

東京薬科大学
研究代表者：藤原祥子

岡田克彦、都筑幹夫
新大量培養技術開発

研究組合組成中

㈱イフェクト
研究担当者：桑田健一

LED照射装置開発

日本曹達㈱
経営企画室長：町井清貴
研究マネージメント
岩越万里、都筑幹夫

立方体型基本ユニットにおける
培養技術か圧いｈ



川崎市に求める研究資源とその用途

--- クロレラの培養液として用いる。
10～30ℓ/回×５回程度（成分分析値共）
無機系排水が望ましい。

--- クロレラの光合成に必要なCO₂の供給源として
利用。
排ガスの組成分析値を提供頂きたい。
実ガスに近い組成のCO₂ガスを実験で行う

--- 自家発電設備を持つ事業所から、未利用電源
活用の可能性調査を行いたい。

平成29年度 川崎市環境産業公民連携公募型共同研究事業企画提案書 P-9

排水

排ガス

未利用電源情報



研究に必要な費用

•荷造り運搬費 排水の運搬 5回 @4,000 

•消耗品費 支持担体、培養用 一式

•培養装置改造費 LED照射改造等 一式

•分析委託費 成分分析 2回 @45,000

•人件費 開発補助員 5ヶ月 @84,000   

•旅費 打合せ旅費、市内交通費

•会議費 打合せ・研究結果検討会議 5回

•情報発信費 国際環境技術展

•報告書作成・学会発表費 一式

平成29年 川崎市環境産業公民連携公募型共同研究事業企画提案書 P-10

20,000 円

350,000 円

655,000 円

90,000 円

420,000 円

30,000 円

10,000 円

172,000 円

100,000 円

消費税含む 総額 1,994,760 円



今後の研究課題と将来展望

• 200 g DW/設置床㎡・日（支持担体複数枚）で安定的達成

及び、実排水からのリン酸回収に関する基本技術の構築

平成29年度 川崎市環境産業公民連携公募型共同研究事業 平成30年3月まで

• 川崎市内実環境下での安定的連続運転達成 平成31年3月まで

平成30年度 川崎市環境産業公民連携公募型共同研究事業に申請予定

• ＳＳＣＣシステム技術完成・適用可能微細藻類リスト化・

固定産物大量生産技術確立 → 社会実装化実現

将来展望（平成35年度頃には実現したい）
平成29年度 川崎市環境産業公民連携公募型共同研究事業企画提案書 P-11


