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太陽エネルギー新利用システム技術研究開発事業 

全体の研究開発実施体制 

 
(1)『空気集熱式ソーラー空調システムの利用率向上と適用範囲拡大に関する研究開発』 

実施体制

Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
技
術
開
発
機
構

委託

点線内はNEDO契約先

駒澤学園駒沢女子大学（Ｂ）

株式会社渡辺治建築都市設計事務所（Ｃ）

株式会社東洋ソーラーシステム研究所（Ａ）
代表

連名

連名

実施体制実施体制

Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
技
術
開
発
機
構

委託

点線内はNEDO契約先

駒澤学園駒沢女子大学（Ｂ）

株式会社渡辺治建築都市設計事務所（Ｃ）

株式会社東洋ソーラーシステム研究所（Ａ）
代表

連名

連名

 
(2)「太陽エネルギー高温集熱利用高効率ハイブリッド冷暖房システムの研究開発」 

実施体制

Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
技
術
開
発
機
構

委託
財団法人日本システム開発研究所（Ａ）

三洋電機株式会社（Ｂ）

代表

連名
島田工業株式会社

実証試験実施場所提供

点線内はNEDO契約先

実施体制実施体制

Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
技
術
開
発
機
構

委託
財団法人日本システム開発研究所（Ａ）

三洋電機株式会社（Ｂ）

代表

連名
島田工業株式会社

実証試験実施場所提供

点線内はNEDO契約先

 
(3)「通年利用型ソーラー給湯・空調換気システムの研究開発」 

実施体制実施体制

Ｎ

Ｅ

Ｄ

Ｏ

技

術

開

発

機

構
東北大学大学院（Ａ）
工学研究科

前田建設工業株式会社（Ｂ）

東京工芸大学（Ｃ）

足利工業大学（Ｄ）

共同実施委託

点線内はNEDO契約先 株式会社ｱｰｽｸﾘｰﾝ東北（Ｅ）

 
(4)「太陽熱木質系材料乾燥装置の研究開発」 

実施体制実施体制

NEDO技術開発機構

マルショウ技研株式会社（Ａ）

九州大学農学部附属演習林（Ｃ）

とかちペレット協同組合（Ｂ）

再委託

共同実施

委託

北海道足寄郡足寄町

実証試験実施場所提供

点線内はNEDO契約先（木材乾燥工程の材質試験及び水分管理）

NEDO技術開発機構

マルショウ技研株式会社（Ａ）

九州大学農学部附属演習林（Ｃ）

とかちペレット協同組合（Ｂ）

再委託

共同実施

委託

北海道足寄郡足寄町

実証試験実施場所提供

点線内はNEDO契約先（木材乾燥工程の材質試験及び水分管理）
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 (5)「空気集熱式ソーラー除湿涼房システムの研究開発」 

実施体制

Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
技
術
開
発
機
構

委託

オーエム計画株式会社（Ａ）

点線内はNEDO契約先

静岡県浜松市

実証場所の提供

実施体制実施体制

Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
技
術
開
発
機
構

委託

オーエム計画株式会社（Ａ）オーエム計画株式会社（Ａ）

点線内はNEDO契約先

静岡県浜松市

実証場所の提供

 
(6)「太陽熱エネルギー利用集中システムの実用化モデルの研究開発」 
 ①「公共施設（高齢者施設等）向け太陽熱冷暖房・給湯集中システム」 

実施体制実施体制

Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
技
術
開

発
機
構

委託

点線内はNEDO契約先

代表

連名

連名

日本電気硝子株式会社（Ｂ）

株式会社前川製作所（Ｃ）
｢現在：株式会社マエカワ｣

株式会社エックス都市研究所（Ａ）

株式会社大阪テクノクラート（Ｄ）
連名

早稲田大学
小澤 一郎教授

指導・協力

長野県飯田市

実証場所提供

 
②「集合住宅向け太陽熱給湯集中システム（なりゆき供給・給湯器接続方式）」 

Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
技
術
開
発
機

構

委託

点線内はNEDO契約先

代表

連名

連名

日本電気硝子株式会社（Ｂ）

株式会社大阪テクノクラート（Ｄ）

株式会社エックス都市研究所（Ａ）

日本総合住生活株式会社（Ｅ）
連名

早稲田大学
小澤 一郎教授

指導・協力

独立行政法人都市
再生機構

実証場所提供・協力

実施体制

Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
技
術
開
発
機

構

委託

点線内はNEDO契約先

代表

連名

連名

日本電気硝子株式会社（Ｂ）

株式会社大阪テクノクラート（Ｄ）

株式会社エックス都市研究所（Ａ）

日本総合住生活株式会社（Ｅ）
連名

早稲田大学
小澤 一郎教授

指導・協力

独立行政法人都市
再生機構

実証場所提供・協力

Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
技
術
開
発
機

構

委託

点線内はNEDO契約先

代表

連名

連名

日本電気硝子株式会社（Ｂ）

株式会社大阪テクノクラート（Ｄ）

株式会社エックス都市研究所（Ａ）

日本総合住生活株式会社（Ｅ）
連名

早稲田大学
小澤 一郎教授

指導・協力

独立行政法人都市
再生機構

実証場所提供・協力

実施体制実施体制

 

③「集合住宅向け太陽熱給湯・暖房集中システム（定温供給・熱交換方式）とストックへの後

付け改修技術」 
実施体制

Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
技
術
開

発
機
構

委託

点線内はNEDO契約先

代表

連名

連名

日本電気硝子株式会社（Ｂ）

株式会社大阪テクノクラート（Ｄ）

株式会社エックス都市研究所（Ａ）

日本総合住生活株式会社（Ｅ）
連名

早稲田大学
小澤 一郎教授

指導・協力

独立行政法人都
市再生機構

実証場所

提供・協力

名城大学
垣鍔 直教授

協力

実施体制実施体制

Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
技
術
開

発
機
構

委託

点線内はNEDO契約先

代表

連名

連名

日本電気硝子株式会社（Ｂ）

株式会社大阪テクノクラート（Ｄ）

株式会社エックス都市研究所（Ａ）

日本総合住生活株式会社（Ｅ）
連名

早稲田大学
小澤 一郎教授

指導・協力

独立行政法人都
市再生機構

実証場所

提供・協力

名城大学
垣鍔 直教授

協力
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「太陽エネルギー新利用システム技術研究開発事業」 

（事後評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 
１）総合評価 
本事業は、太陽熱利用における国の導入目標を達成するため、業務分野や産業分

野への用途拡大のための技術開発を促す事業を集中的に展開した。太陽熱利用の温

水供給にとどまらず、太陽熱の冷熱利用などの可能性を見出すと共に、デシカント

ユニットや吸着式冷凍機などでの革新を促し、太陽熱の利用が太陽電池と並び、太

陽エネルギー活用の選択肢となる期待が出てきた。 
しかしながら、コスト削減にもう一段の改善が必要なことも明らかとなった。今

後は、デシカント空調など要素技術のブレークスルーを促す開発支援が必要である。 
また、開発テーマ選択にあたっては、太陽熱の利用普及量が減少した原因の分析

を踏まえ、実用化にむけてより幅広い視点があってもよかった。また、太陽熱利用

の総量を増加させるためには市場規模が重要であるので，原油削減量の試算評価や、

安価な信頼される製品開発の具体的な成果を求めることが必要であった。 
 

２）今後に対する提言 
本事業は 100%補助の事業であるので，実用化まで到達するかどうかのフォロー

が必要である。次段階の研究開発では、コスト削減の取り組みを促進するために、

例えばコストターゲットを民間企業の判断基準の上限に近い 5～7 年で償却が可能

なレベルの技術・商品開発を目指し、必要であれば、フィールド試験に基づく改良

開発について助成を考えるべきである。 
また、太陽熱利用を拡大するために、例えば建築と設備が一体となったデザイン

的にも優れた温水器の開発のようなユーザーオリエンテッドな技術開発や、生産設

備を対象とした開発等の応用開発が必要である。 
その一方で、特に要素研究など研究開発色の強い共通の研究事項を精査し、新た

に公募して、複数の委託先で研究開発内容を分担・連携して実施すれば更に高い成

果が得られると考えられる。 
 



 

12 

２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 
本事業は、化石燃料由来でない「熱」を積極的に利用しようする気運がでてきた

中で、太陽熱利用技術をより高度化しようとするものであり、社会的意義は大きい。 
太陽熱エネルギーの周年有効利用は、地球環境、エネルギー政策からも是非実現

が望まれるテーマである。特に、利用率向上技術開発や新吸着式冷凍機開発など、

需要を喚起する技術開発は意義深い。また、これら技術やシステムのフィージビリ

ティを明らかにすることは公共的価値がある。従来にはない、新しい技術開発の要

素が含まれる事業や、比較的規模の大きなシステム研究は、民間のみではリスクが

あると考えられ、NEDO の事業として妥当性がある。また、世界的な市場が形成さ

れ、成長し始める前に、産業競争力の視点から、日本企業の太陽熱利用技術を強化

するためにも本事業の必要性は高い。 
しかしながら、太陽熱利用をどのような分野で充実しようとするのかというシナ

リオに基づいて事業を推進すべきであった。家庭用太陽熱温水器の普及が停滞して

いる原因を分析し、従来型太陽集熱器そのものの技術高度化、給湯や暖房に限定し

た利用技術など、それを解決するような技術開発テーマも視野に入れてもよかった

のではないか。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
本事業では新利用形態、利用率向上、吸収式・吸着式冷凍機開発など現在最も期

待される分野の各テーマに対し、従来技術を上回る性能により新分野に適用可能な

システムの開発を行うという技術動向を踏まえた定性的な目標設定がなされている。

またフィールドでの導入を前提にシステム制御までも踏まえ、経済性を問うという

目標設定の達成のためにメーカー、研究機関などにより適切なチームが編成されて

いる。 
しかしながら、本事業は全体としてのシナリオを十分に描ききれずにスタートし

たように見受けられる。一部に目標達成が不明確でチーム構成も不十分な実施者が

見られるが、これは、採択時の開発目標の設定基準が明確でないためであり、各テ

ーマ共通な目標ガイドラインを設けるべきであった。また、中間段階での計画見直

しを適切に実施していなかったためとも判断される。複数のテーマにまたがるデシ

カントなどの要素研究に関しては、連携した開発が必要であった。 
また、本事業では、新規需要の開拓を図るまでには至らない低いコストターゲッ

トが設定され、実用化のシナリオも示されていない。また、実施によりもたらされ

る効果と投じた予算との比較が十分に検討されていない。 
 
３）研究開発成果について 
本事業の当初の目標は概ね達成され、太陽熱の冷熱変換システムでは要素技術で
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の画期的な成果もあり、今後に実用化の期待を抱かせた。太陽熱を使った木材乾燥

や、集合住宅での太陽熱の給湯・暖房利用に関するシステムでは、効率性とともに

経済性もある程度伴っており、今後の太陽熱の利用拡大につながる成果と評価でき

る。 
これらの近々市場導入可能な成功事例が普及していくことにより、さらに開発が

活発化するという相乗効果も期待できる。また、技術的可能性や潜在能力を広く周

知することにも貢献した。知的財産権の申請と成果の公表も概ね適切である。 
しかしながら、本事業全体の目標に対する纏まった成果が分かりにくい。海外と

の技術開発状況との比較は明らかでなく、今回の太陽熱利用技術が世界的に見てど

の程度の革新性があるのかが不明確である。また、コスト低減について未達成の実

施者が一部にあり、目標の修正や効果的なコスト低減具体策を提案すべきであった。 
また、出願を考えてもいいようなアイデアも散見され、特許調査や成果を権利化

するための更なる指導も必要である。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
本事業では、実用化に向けた技術的課題の多くは解決され、おおむね良好であっ

た。今後の必要な技術開発点の整理はなされ、コストダウンに今後の課題を絞り込

むことができたと言える。特に太陽熱を使った木材乾燥、集合住宅における太陽熱

の給湯・暖房利用に関しては、実用性の高いシステムと考えられる。一方、デシカ

ント空調や吸収式冷凍機を使って冷熱利用を目指した案件では、実用化レベルに達

したと言えるものはないが、低コスト化、効率化で大きな改善も見られ、もう一段、

改良が進めば、太陽熱による冷房システムが、実用になり得る可能性を予感させる

成果もあった。空調分野では、システム全体ではなく、技術のコンポーネントを個

別に実用化できる可能性がある。 
しかしながら、実用化、事業化への戦略、シナリオ作りが十分でなく、社会ニー

ズの調査把握と研究開発および導入普及策が一体となった事前調査が必要である。

また、付加価値が高い応用先が乏しいこともあり、導入普及には一層のコストダウ

ンが欠かせないが、コストダウンを図るための解決策の提案はほとんど示されてい

ない。今後の本格的な事業化に向けては、どのシステムを対象に、どのような継続

プロジェクトが必要であり、どのような波及効果が期待できるかなどの実用化シナ

リオの構築が望まれる。 
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個別テーマに関する評価 

 
 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

空気集熱式ソ

ーラー空調シ

ステムの利用

率向上と適用

範囲拡大に関

する研究開発 

本研究開発では、構成が単純な

空気集熱式システムを安価に組

み上げ、目標値をほぼ達成したと

思われる。砕石蓄熱装置を夏期の

冷熱蓄積装置として応用すると

いうアイデアで、コスト的に有利

なデシカント空調装置を提案し、

戸建住宅におけるソーラーデシ

カント空調の実用化の可能性を

示した点は評価できる。 
しかしながら、研究開発費が少

額であり、当初から事業化までの

開発が出来る適切な事業計画で

あったかの疑問がある。また、デ

シカント空調の COP 目標値 0.2
以上という設定は、文献での報告

値と比較して低かったのではな

いか。また、特許出願の努力が必

要であった。 

開発されたシステムは簡便で、

低コストで設置が可能であると

期待できることから、人に優しい

デシカント空調の良さ（低湿で温

度高め）をアピールする販売戦略

をとれば、実用化の可能性があ

る。 
高性能集熱板および集熱板の

加工法は実用化の可能性が期待

され、開発された空気式集熱器は

他のシステムにも応用可能であ

る。また、空気湿度センサーや砕

石蓄熱装置、三角断面集熱パネル

なども要素技術として活用でき

る道がある。 
しかし、コストダウンを図る上

での律速となる個別技術が何で

あるか明確になっていない。実用

化のためには、エアコンとの協調

本テーマは、空気湿度センサ

ー、砕石蓄熱装置、三角断面集熱

パネルなどの個別の研究開発に

よる基礎的な段階に留まってお

り、今後は、システムトータルと

しての研究と検証を進め、その上

で空気集熱器を使ったデシカン

ト再生というコンセプトの将来

性を判断すべきである。 
蓄熱装置は冬季にも暖房用に

利用できるので、通年の運用を評

価すべきである。その際住宅全体

を考慮し、建築性能の向上や太陽

光発電や地中熱利用その他のパ

ッシブ系技術との融合推進する

技術開発も考慮すべきである。 
更に、工学的設計と解析手段を

取り入れ、開発課題を数値的に明

示しつつ進めると、より高い成果
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今後導入しやすい形態に改善

が必要であり、実際に居住してい

る（空調負荷がある）条件での試

験など、さらに有用な継続実用化

研究が望まれると共に、建築主や

住宅メーカーへの広報が重要で

ある。 

運転でどの程度の省エネ効果が

あるのかを検証する必要がある。

また、実用化、事業化に向けた

シナリオが必要である。そのため

には、競合技術との比較、建築デ

ザインと一体となった集熱屋根

や集熱壁の開発、モデルハウスな

どの実証実験と詳細データー取

りなどの、マーケッティングやユ

ーザーオリエンテッドな観点の

再点検などを行う必要がある。 

が得られるものと期待される。 
今後の研究の方向性として集

熱板の製造への特化も考えられ

る。 

太陽エネルギ

ー高温集熱利

用高効率ハイ

ブリッド冷暖

房システムの

研究開発 

本研究開発において吸収式冷

凍機を太陽熱で実稼動させ、一定

の効果を実証した点は評価でき

る。また、海外製品の利用で、低

コストで太陽熱利用システムを

組める可能性を示唆した。また、

電気駆動ヒートポンプなどとの

ハイブリッド化など、将来に向け

た検討の基礎となる成果を挙げ

ている。 
しかしながら、太陽熱集熱装

置、吸収式冷凍機、ガスヒートポ

ンプという３つのエネルギー変

太陽熱集熱装置、吸収式冷凍

機、ガスヒートポンプという３つ

のエネルギー変換機器を組み合

わせるコンセプトは経済性を持

ちえず、実用化は難しい。 
ガスヒートポンプの代わりに

提案されている、電気駆動ヒート

ポンプの個別空調と組み合わせ

る考え方は実効性がありそうで、

事業化に向けた発展の余地が認

められる。しかし、回収年数が長

すぎるためシステムの簡略化が

不可欠であり、事業化に繋がる可

能性は経済的に難しく、要素技術

太陽エネルギー利用冷暖房シ

ステムは、中緯度温帯地域に属す

る我が国の重要開発課題である。

ガスヒートポンプで排熱が余る

のであれば、デシカントとの組み

合わせにより、ヒートポンプでの

負荷を削減するなど、ガスヒート

ポンプ排熱利用と太陽熱利用の

利点を併せ持つシステムの設計

が期待される。低コスト化に向け

ては、システム内のどの部分が全

体コストの低減に最も貢献する

かの検討が必要である。 
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換機器を組み合わせるコンセプ

ト自体に無理がある。ガスヒート

ポンプ廃熱で吸収冷凍機を動か

すシステムが既に開発されてお

り、これに比較してあらゆる面で

優位性が無く、実用的には無理が

ある。理論的な性能以上の目標値

を設定したこともあり、目標達成

も不十分である。 
全体設計が申請当初より十分

でなく，システム技術の課題の所

在ならびにその解決策の説明も

十分でない。 

に特化したほうが良い。 今後太陽熱の利用が本格化す

る可能性もあり、国内メーカーの

手による太陽集熱器の高性能化

および低価格化の方策を探るこ

とも、産業政策的には大きな課題

と思われる。 
また、集熱器の導入促進と普及

には、海外製品への対応の観点か

らも、我国の性能認証制度の体制

整備が緊急の課題である。 
 

通年利用型ソー

ラー給湯・空調

換気システムの

研究開発 

本研究開発では、水集熱式太陽

集熱貯湯装置と深夜電力利用ヒ

ートポンプ給湯器および夏期の

温熱需要増を図る蓄熱槽とマッ

チングさせたデシカント空調の

組み合わせたシステムで、更に天

気予報制御を行うことにより、太

陽熱利用率の向上と省エネ性向

上を目的としている。 
開発されたシステムは、「通年

本研究開発の新規デシカント

空調技術開発には新規性・独自性

が認められ、システムを構成する

機器メーカーが手を組んで戦略

的に実用化に向けた体制を整え

ているので、開発されたシステム

は、メンテナンスコストの抑制な

どがうまくいけば、中～大規模な

施設であれば実用化の可能性は

高い。 

太陽熱通年利用のための同様

の研究開発を今後とも継続し、早

期にシステムを完成させ、実証試

験デモンストレーションを行い、

早期に市場に導入されることを

期待する。 
今後、CO2給湯機＋太陽集熱器

＋デシカントが普及するために

は、電力会社も巻き込んだ研究開

発、割安料金体系の設定を後押し
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利用型システム」の開発と、従来

型に対する「性能向上確認」の研

究開発目標をほぼ達成し、市場の

拡大につながる成果を上げたと

して認められる。新型の太陽熱利

用デシカント空調の高効率化を

比較的低コストで実現しており、

特にイニシャルコストを抑制で

きている点は高く評価できる。家

庭用デシカント空調の可能性を

も感じさせる。また、特許出願、

成果発表、広報等への取り組みも

十分に行っている。 
しかし、デシカントロータの解

析手法の開発は従来技術の範囲

内であり、新しいデシカント空調

の特徴を引き出すシステムの成

立要件を見出すまでには至って

いない。フィールド試験では既存

の要素技術を集約し連携するた

めの知見を収集するに留まり、ヒ

ートポンプエアコンとの協調運

転あるいは天気予報制御の実証

的なデーターが得られなかった。

しかし、システムのコストと性

能は、既存のツーロータ型デシカ

ントを用いた結果に留まってい

る。コスト低減や競合技術の分析

など、実用化に向けた計画が示さ

れておらず、どのように低コスト

化するかというシナリオ作りと、

全体システムとのマッチング、暖

房能力と冷房能力とのバランス

においてもう少し検討が必要で

ある。更に実スケールでの実証試

験を継続して行ない、モデルケー

スを作るべきである。 
 

することも必要であろう。或い

は、低コストで普及容易な組み合

わせを最優先し、デシカント空調

なしで CO2 冷媒給湯機と太陽熱

温水器に絞り、商品化することも

検討課題である。 
また、技術のオープン化や他メ

ーカーとの共同開発などを広く

推進することも必要である。 
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太陽熱木質系

材料乾燥装置

の研究開発 

本研究開発は、農林産業への太

陽熱利用の試みであり、意義深

い。木材の乾燥工程は、国内材が

外材に比べて遅れていた分野で

あり、今後、乾燥工程をいっそう

重視する傾向にあり、その分野に

太陽熱利用を組み込む意義は大

きい。農業用ビニールハウスに炭

素繊維シートなどを導入して、暗

くして入射熱を閉じ込める、とい

う発想の転換による改良と太陽

熱パッシブ利用による動力を使

わない木材乾燥システムで、性能

目標が達成された。特許出願も 10
件と多く、研究発表も精力的行わ

れており、事業化に向けた準備が

整いつつある。太陽熱を利用する

のに向いた用途開発ができ、太陽

熱利用技術の代表的成果として

評価できる。 
しかし、今後、付加価値の少な

い製品の乾燥にも市場拡大する

農業・林業関連産業は太陽熱利用

に適した分野である。特に木材乾燥

への適用は、原油コストが高値を推

移している中、燃料費の大幅削減に

なるので実用化が見込まれる。イニ

シャル、ランニングコスト、技術的

観点からも、また知的財産への取り

組みの点からも、事業化の可能性が

高い。 
しかし、大幅なコスト低減や材料

や施工方法の改善が重要である。ま

た、実用化に際しては、運用可能な

日射条件、温度条件についての目安

が必要である。 
おが粉乾燥法は、粉体に関する科

学的知見を柔軟に取り込み、より良

い手法の開発を手掛けることを希

望する。また、おが粉は、付加価値

が低い木質ペレット燃料の原料だ

けに、コストターゲットは厳しい。

むしろ、付加価値の高い製品にまつ

わる乾燥工程をターゲットとする

先ずは、木材乾燥から実用化

を進めるべきであり、その実現

のためには、事業ベースに近い

実証試験を実施すべきだろう。

また、施設の標準化、施工方法

検討によるコスト低減が必要

である。 
最近は木材乾燥に使う高温

は、製材所の端材を使ったバイ

オマスボイラーを使っている

ケースが多い。こうした木質系

バイオマスエネルギーと比べ

た、太陽熱利用の競争力も把握

していく必要がある。また、乾

燥用途で太陽熱利用を図る場

合、太陽熱で除湿乾燥空気を作

る（デシカント除湿機）方法も

あり、木材以外の異業種の乾燥

工程に応用ができる新しい提

案まで発展させることが望ま

しい。 
おが粉乾燥法は、粉体に関す
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ためには木材乾燥システムでの

イニシャルコストを更に低減す

る必要があり、どの部材や機器で

コスト削減に貢献できるかを検

討する必要がある。 
また、木粉乾燥技術について

は、開発目標を達成出来なかった

が、粉体である利点と欠点を理解

し、乾燥手法を選択すべきであっ

た。 
将来、別の用途での普及応用を

検討する上で、透明断熱/黒体空洞

効果に基づく体積集熱の更なる

理論的な追及があると一層良か

った。 

検討が必要である。 
 

る科学的知見を柔軟に取り込

み、より良い手法の開発を手掛

けることを希望する。 

空気集熱式ソ

ーラー除湿涼

房システムの

研究開発 

本研究開発は、業務系建物にお

ける冷房用電力の大幅削減に成

功しており、デシカント部のコス

ト、省エネ性に関する開発目標性

能は達成されている。低価格でコ

ンパクトなデシカント空調にめ

どをつけ、家庭用のデシカント空

調としても、完成度の高いレベル

になっていると評価できる。成果

本研究開発では、実証試験結果と

既存システムの性能との比較、消費

電力量の削減効果の比較、適用の可

能性についての検討もできており、

事業化のシナリオを見通した開発

が進められており、実用化の筋道は

整っているといえる。全体として完

成度の高いシステムになっており、

今後、積極的に施工例を増やすこと

今後、本システムの施工例を

増やし、太陽熱利用の成功モデ

ルを作ると共に高性能集熱パ

ネル単体の普及も増やすべき

である。家庭用太陽電池と比較

した利点や経済性などを研究

し、家庭用デシカント付き太陽

熱温水器を一刻も早く商品化

にまで進めるべきである。 
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の技術的な水準も比較的高く、新

規性もあり、世界初の開発と言え

る。論文、特許出願、研究成果広

報活動も適切に行われ、実用化の

ための研究も完了しており、成功

事例になることが期待される。 
しかし、省エネ性評価は井水を

冷熱源とする特殊な条件での試

算であり、一般的な条件での性能

評価や対応策が必要であり、通年

での性能も実測で示すことが求

められる。今後、デシカントモジ

ュール（2 台必要）のコンパクト

化などによるシステム全体のコ

ストダウンが必要である。 
なお、デシカントモジュール及

び制御に関する目標を達成する

ための課題は，学術的知見を活用

すれば比較的解決が容易なもの

も多く，取り組むべき課題に集中

的に予算を投じるべきであった

と考えられる。 

が望まれる。また、成功事例として

普及していくことにより、さらに他

メーカーの開発が活発化するとい

う相乗効果も期待できる。 
しかし、従来システムと比べてコ

ストが高くつくことは明らかであ

り、コスト低減のためには、システ

ムのシンプル化が必要である。ま

た、普及には建物に冷熱源が必要な

ので、冷却水の確保ならびに送水ポ

ンプを含めた総合的効率評価が必

要である。冷却水に井戸や雨水を利

用するシステムのある設備は限ら

れており普及の壁はまだ厚い。 
 

その一方で、技術的にはよい

成果が得られているので、普及

に向けては、低コスト化を図る

必要がある。また、事業化に移

行するに当たり冷却水の確保

に対する課題を解決する必要

がある。 
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太陽熱エネル

ギー利用集中

システムの実

用化モデルの

研究開発 

本研究開発は、日本ではほとん

ど例のなかった集合住宅での太

陽熱利用の可能性を探るもので

ある。実際の施設を使って大規模

な実証試験がされており、技術的

な問題点の抽出がされ、設計指針

ばかりでなく、導入普及又はビジ

ネスモデルにもつながるものと

して評価できる。 
太陽熱利用ゼオライト系吸着

材使用冷凍機開発は、目標とした

価格、容積とも 2 分の 1 には達し

なかったが、いずれも約 40％削減

までいっており、世界初の成果と

思われる。太陽熱ばかりでなく、

工場などの低温排熱を冷熱に転

換できる有望な革新技術であり

今後の展開が期待できる。 
しかしながら、単純投資回収年

の目標値が 13～14 年であり、実

用化を促進するためには、温水供

給能力、温熱需要と冷熱需要のバ

本研究開発は、実用化開発の課題

をよく研究し、経済効果などの見通

しも立っており、事業化のシナリオ

は概ね明確になっているので、実用

化、事業化は早いものと思われる。

また、開発された要素技術について

も、それぞれ実用化の可能性は高い

と考えられる。例えば、新型の吸着

式冷凍機は、吸収式冷凍機や従来の

シリカゲルを使った吸着式冷凍機

を下回る低温排熱の冷房利用を可

能にし、太陽熱ばかりでなく、工場

の低温排熱、コージェネレーション

システムなどの排熱活用の有力な

選択肢になる可能性を秘めている。

しかしながら、集合住宅の給湯・

暖房供給事業は、現在、需要が著し

く減っていることから、需要を喚起

するためには、戸建住宅用太陽熱温

水器と同程度の投資回収年数にす

るため、経済性についての検討結果

や課題、対策を整理し、スケールメ

今回の成果を踏まえ、集合住

宅による太陽熱利用を積極的

に商品化することを期待する。

今後、集合住宅への太陽熱の導

入のためには、実施者には個別

住宅にも追設可能となる技術

にも展開し、集合住宅用の設備

も含め早急に導入コストの削

減策の検討を、また、国や

NEDO には導入促進のための

支援制度を作って頂きたい。国

や東京都のグリーン熱証書の

制度が始まったら、積極的に熱

利用の価値を証書化して販売

し、居住者に還元するなど、経

済性を高める努力もして欲し

い。 
こうした努力により、導入実

施例の数を増やし、ユーザーか

らの多数の実証データーに裏

付けられた意義を国民に説明

することにより、太陽熱利用の
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ランスを考えてシステムを事前

評価した上でコスト低減を図れ

るシステムとする必要がある。 
また、特許申請や論文関係など

を含め、より広く研究開発成果の

広報が必要である。 

リットを活かす工夫などが必要で

ある。 
また、自然エネルギー技術は、人

の目に触れやすいので、実用化、事

業化のためには建築デザインや街

並みとの融合の配慮を忘れてはな

らない。 
 

普及啓発に役立てられるもの

と考えられる。また、施工事例

に基づいて、実際の運用上の問

題点も明らかにしてほしい。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

 
 

評価項目 平均値 素点（注） 

1.事業の位置付け・必要性について 2.6 A A A A B B B 
2.研究開発マネジメントについて 1.9 A B B B B C C 
3.研究開発成果について 1.9 B B B B B B C 
4.実用化、事業化の見通しについて 1.6 B B B C C C B 
（注）A=3、B=2、C=1、D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 

 
＜判定基準＞ 
(1)事業の位置付け・必要性について    (3)研究開発成果について 
・非常に重要          →Ａ     ・非常によい        →Ａ 
・重要             →Ｂ     ・よい           →Ｂ 
・概ね妥当           →Ｃ     ・概ね妥当         →Ｃ 
・妥当性がない、又は失われた  →Ｄ      ・妥当とはいえない        →Ｄ 
(2)研究開発マネジメントについて     (4)実用化、事業化の見通しついて 
・非常によい          →Ａ     ・明確に明確        →Ａ 
・よい             →Ｂ     ・明確              →Ｂ 
・概ね適切           →Ｃ     ・概ね明確         →Ｃ 
・適切とはいえない       →Ｄ     ・見通しが不明              →Ｄ 
  
 

1.6

1.9

1.9

2.6

0.0 1.0 2.0 3.0 

4.実用化、事業化の見通し 

3.研究開発成果 

2.研究開発マネジメント 

1.事業の位置付け・必要性 


