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制度名 

即効的・革新的エネルギー環境技

術開発 

事業名 超低損失柱上トランス用材料の開発 

事業の概要 電力供給に用いられている柱上トランスで発生している電力損失を削減し、

より効率的かつ安定な供給を実現し、かつ温暖化対策に資するための技

術開発として、柱上トランス用の新しい鉄心材料を開発するものである。東

北大学等において研究されているナノ結晶軟磁性材料においては、従来の

珪素鋼板を用いた場合の 1/10 程度まで鉄損削減が期待できる。そこで

2010 年温室効果ガスの削減に寄与するため、このナノ結晶軟磁性材料を

柱上トランス用に適用する技術開発を実施する。 

1. 国の関与の必要性・

制度への適合性 

エネルギー需要の急増、CO2 問題の深刻化等の中で、エネルギー安定供

給確保と地球環境問題への対応の両立を可能とするエネルギー・環境技

術の一層の研究開発が求められている。「COP3」において、温室効果ガス

を 2008 年～2012 年に 1990 年比 6%削減するとの目標を設定し、着実な実

施に向け、エネルギーの供給及び産業、運輸、民生のあらゆる分野での省

エネルギーの推進技術開発を強化している。本制度では、遅くとも 2010 年

までに技術が確立し、かつある程度普及、実用化するような研究開発を民

間により実施する制度として制定され、上記温室効果ガス削減目標の達成

に貢献することとした。また、本事業は電力供給に用いられている柱上トラ

ンスで発生している電力損失の削減を目指している。柱上トランスによる鉄

損は総販売電力の約 0.8%と大きな量を占め、それによるＣＯ2 の排出量は

年間 411 万トンにも達している。この損失を大幅に削減することにより将来

的な温暖化対策に大きく貢献する。 

2. 事業の背景・目的・ 

位置付け 

国内で消費されているエネルギーのうち電力はその使いやすさや品質の点

から最も利用されているものであり、送・配電線網の整備により、全国津々

浦々に行き渡っている。しかしながら、この電力を供給する場合には送電の

ロスがあり、このように広範囲に供給しているときにはそこで損失している

エネルギーも無視できないほど大きい。そこで、本研究開発では、柱上トラ

ンスの大きなエネルギー損失を解決するため、低い鉄損と同時に高い飽和

磁束密度を備え、柱上トランス用材料の理想に近い磁気特性を有するナノ

結晶軟磁性材料を利用した超低損失柱上トランス実用化のための新しい

材料及び実用化のための製造技術を開発する。 

3.  事業の目標 

（全体目標） 

省エネルギー及び温室効果ガス削減のために推進する本研究開発の目標

は、超低損失柱上トランス実用化のための新しい柱上トランス用材料と製

造技術を開発することにある。そこで研究開発項目は次の３項目とした。す

なわち、(1)低い鉄損、高い飽和磁束密度、良好な加工性を備えた高性能

材料を開発する。(2)幅広材料の大量生産を実現するための製造技術を開

発する。(3)開発した材料で柱上トランスの試作・評価を行い､従来のトラン

スに対しての優位性を実証する。 

4.  事業の計画内容 

(単位：百万円) 

H10fy H11fy H12fy H13fy 総 額 

(4 年間) 

一般会計      

特別会計（電特）      

特別会計（石特） 253 350 563 360 1,526 

特別会計(エネ高)      
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総予算額（計） 253 350 563 360 1,526 

省内担当原課 産業技術環境局 研究開発課 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

委託先（再委託先） 財団法人 次世代金属・複合材料研究開発協会、

（アルプス電気株式会社、大同特殊鋼株式会社、株

式会社高岳製作所） 

研究開発体制 

 

(実態に併せて記載) 

共同研究先 東北大学 金属材料研究所 

5.  実用化、事業化の

見通し、波及効果 

本研究開発の成果である超低損失柱上トランス技術は、現在日本で使わ

れている柱上トランスの鉄心材料が 2008年から 30年で全て超低損失鉄心

材料に置き換えられると仮定すると、2010年に年間ＣＯ2排出量 54万トン削

減が見込まれる。また、柱上トランス以外の電車・自動車用トランス、その

他民生用の小型トランスのコア材料にも適用可能である。さらに種々の電

子部品への応用展開が期待できる。特にスイッチング電源用チョークコイル

やノイズフィルター用コモンモードチョークコイルに使用される材料において

は、高い飽和磁束密度、低損失または高透磁率の特性を必要としており、

コスト競争力を高めることができれば実用化が期待できる。また、本研究開

発で得た超急冷技術を他材質に展開することが可能と考える。 

実用化のためには、材料の低コスト化が不可欠であるが、材料のリサイク

ル等が確立されれば、薄帯に占める原料コスト比率が減少し、現在の鉄基

アモルファス合金と同等のコストになると考えられる。 

6.  今後の展開 プロジェクト終了後は、フィールドにおける柱上トランスの経時的性能評価

等を行い、実用に供すべき基盤技術を確立する。また、早期実用化に向

け、本格的製品製造に必要な技術開発に取り組み、本研究開発により開

発した技術の活用等により、電力供給における柱上トランスの鉄損による

損失電力の低減を実現し、2010 年以降の省エネルギー化、温室効果ガス

排出量及び石油消費量の削減に資する。 

7.  中間・事後評価 事後評価 平成 14 年度 

8.  研究開発成果 特許（出願 国内優先権主張込み）：19 件、学会等発表数：2６件、新聞発表

数：3 件 

（本資料作成時までの累計とする） 

基本計画の変更 無し 9.  情勢変化への対応 

評価履歴 事前評価(産業技術審議会エネルギー・環境技術

開発部会) 

事後評価（技術評価委員会） 

作成日 平成 14 年 3 月 12 日 
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「超低損失柱上トランス用材料の研究開発」 

（事後評価）評価概要（案） 
 

１．プロジェクト全体に関する評価 
１．１ 総論 
１）総合評価 
本事業は、我が国で発見発明されたナノ結晶軟磁性材料の有効性を活用して
省エネルギーを達成する研究開発であり、政策および社会ニーズと合致してい
る。配電系統の主要損失のひとつである、柱上トランスの鉄損を削減する目標
設定も、エネルギー削減の必要性から、妥当であると判断する。 

超低損失を実現する可能性のある素材の組成など、基礎的な分野では、目標
を達成して成果をあげているが、事業全体における所期の目標を達成したとは
言い難い。また、試作品を完成するに至ったことは評価できるが、その後の、
実用化と事業化に関する検討は、具体的になっていない。 
以上のことから、本事業は、所期の目標を完全に達成することはできなかっ
たが、基礎的な研究として、超低損失の実現性が高い材料を開発したことは評
価でき、次ステップの研究開発へ道筋をつけた。 
 
２）今後の研究開発の方向性等に関する提言 
研究開発段階のマネイジメントに関して、本事業のような直列方式では、各
段階でのフィードバックがかかりにくく、開発された材料が試作品に利用され
ないことなどの問題が生じる。計画段階で目標達成の方策を十分に考慮して、
スケジュールと体制を構築すること、材料製造を複数研究して最も優れたもの
を使用することなどの工夫が必要である。 

LCA には、どうしても不確定性が入るので、外部発表した上で、ケーススタ
ディの妥当性について評価を受けるべきである。外部発表によって、社会的な
波及効果に関し、他の LCA研究者に有用な情報提供することができる。 
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１．２ 各論 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
我が国で発見発明されたナノ結晶軟磁性材料の有効性を活用し、CO２削減と
省エネルギーを進めることは政策的にも意義があり、民間企業だけでは実現が
困難であることから、NEDO の主導でプロジェクトを推進したことは評価でき
る。また、ターゲットを、損失が大きい柱上トランスにしたことは、エネルギ
ーの観点から見て意義がある。したがって、本事業の目的、および政策的位置
付けは、概ね妥当であったと言える。 
 
２）研究開発のマネジメントについて 
エネルギー削減の必要性から、配電系統の主要損失のひとつである、柱上トラ
ンスの鉄損を削減する目標は妥当である。 

プロジェクトは役割分担を明確にした縦型の研究開発構成とし、その中でグ
ループ毎の技術成果を各々の技術課題に反映すべく努力したことは認められる
が、幅広薄帯製造という技術課題の困難さより、各段階でのフィードバックが
かかりにくい結果となった。このような方法で研究開発を進めるのであれば、
企画段階において、事業全体の成果に大きな影響を与える個別技術に対して、
グループ間の支援と連携を強化する体制を考える必要があった。 

LCA 評価は、本プロジェクト内で重要な位置付けであるにもかかわらず、各
個別の技術開発の成果がタイムリーに反映されていないので、最終的に達成さ
れた技術を前提条件とした場合の LCAを実施することが必要である。 
 
３）研究開発成果について 
事業全体として見た場合、所期の目標数値を完全に達成したとは言い難い。
しかし、超低損失を実現する可能性のある素材の組成など、基礎的な分野に関
しては成果を上げていること、および試作品を完成するに至ったことは評価で
きる。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
 NEDO の事業として、開発成果を実用化、事業化すること、あるいは見通し
をつけることは、重要な役割である。本事業では、目標を達成するために、ほ
ぼ全ての期間を費やしたことは理解できるが、実用化と事業化の見通しに関す
るシナリオは具体的になっていない。 

開発成果の実用性は高く、関連分野への波及効果は大きいと判断できるので、
研究開発期間で明らかになった課題に関して、継続的な検討が必要である。 
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評価項目 平均値 素点（注） 
１．事業の目的・政策的位置付けについて 2.5 AAAA    AAAA    BBBB    BBBB  BBBB  ＡＡＡＡ  
２．研究開発マネジメントについて 1.5 CCCC    BBBB    BBBB    CCCC  CCCC  BBBB  
３．研究開発成果について 1.5 BBBB    BBBB    CCCC    BBBB  DDDD  BBBB  
４．実用化・事業化の見通しについて 1.0 BBBB    BBBB    DDDD    DDDD  DDDD  BBBB  

 
 
（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 


