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1 
従来法での計測不能領域を革新的手法により計測可能にする産業プロセス用

センサー 

 

産業・社会 

ニーズ 

 多くの産業で、加熱プロセスには、化石燃料によるボイラー蒸気、もしくは電気ヒータ

ーで加熱した雰囲気からの伝熱を利用しており、蒸気配管の熱ロスや雰囲気加熱の

ために、不要なエネルギーが消費されている。一般的に、様々な物性値をリアルタイ

ムで計測し、機器の出力をフィードバック制御できれば、エネルギー消費量を抑えるこ

とが可能になる。現在も数多くのセンシング技術が取り入れられているものの、センサ

ーそのものの性能やセンシング環境上の制約もあり、計測不能領域がある。このような

領域が、革新的な手法により計測可能になれば、生産性の更なる向上や省エネ化が

期待できる。さらに、出力制御が容易な電気加熱等の電化技術の利用促進にもつな

がり得る。 

 

例） 

・非破壊芯温温度計 

加工食品などの殺菌工程では、確実に内部が一定時間加熱されていることを確保

するため、被加熱物内部の温度と処理時間で管理することが要求されている。現在、

被加熱物の内部温度を測定する場合には、プローブなどを刺して測定する必要があ

るとされているが、非破壊で被加熱物の内部温度を測定（推定）できれば、殺菌工程

の効率化や、局所加熱が可能であるマイクロ波加熱などの内部加熱方式への置換え

が期待される。 

 

・外部設置型蒸気流量計 

現在、工場プロセスの加熱源として、セントラルボイラーから蒸気を供給する方式が

多く採用されている。しかしながら、ボイラーから配管末端の設備までに供給される過

程での熱ロスは十分に把握されていない。蒸気流量を外部に設置した計測機器で容

易に測定することができるようになれば、エネルギー消費量を削減することが可能にな

ると期待されている。 

 

・耐熱性放射温度計、非接触水分率計 

乾燥プロセスは、エネルギー多消費プロセスであり、直接内部加熱技術を用いた効率

的な加熱方式への転換が、様々な産業で検討されている。これまで測定が難しかった高

温環境での被加熱物の非接触温度計測や水分率測定が可能になれば、更なる省エネ化

や電化促進に貢献することが期待される。 

当該ニーズの解

決に求められる

技術テーマ 

・産業プロセスの電化促進に資する、これまで実用化されていない新たな方式を活用し

た計測技術（測定項目としては、例えば、内部温度（実験的な推定式で可）、水分率、配管

内蒸気流量、歪など） 

関連する国プロ

等 
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2 ベースメタルのリサイクル比率を向上させるための革新的な技術 

 

産業・社会 

ニーズ 

金属を鉱石から精錬するプロセスは、高温雰囲気下焼成あるいは電気的な還元を

施す過程で、一般的に大量のCO2を発生する。 

アルミ缶などの、組成が限定されており、かつ、社会的に回収するシステムが構築

されている製品では、効率的なリサイクルが実用化され、CO2排出抑制にも大きく貢献

している。一方、種々の組成を含む金属製品のスクラップは、高品位な金属材料を得

るため、不純物を除去する必要があり、高効率なリサイクルが実現されていない。（①

②） 

 アルミニウムを例に挙げると、今後市場拡大が見込まれる車体材料などには、要求

特性を満たすために、不純物を含まない新地金を用いた展伸材が使用されている。

一方、新地金に対して、再生地金は生産に要するエネルギーが約3%であり、製造コ

ストおよび環境負荷が非常に小さく、再生地金の活用が期待される。しかしながら、ア

ルミニウムスクラップには、ケイ素、マグネシウム、鉄、銅、亜鉛などの不純物が混入し

ている。リサイクルで高純度の再生地金を得るためには、特に鉄、ケイ素の除去が課

題となっている。これまでに、融点の違いを利用して固液分離する連続分別結晶法な

どの手法が検討されているが、不純物濃度が高い場合、高純度品を効率よく得ること

ができないという課題を抱えている。そのため、不純物元素を含むスクラップ材は主

に、一定濃度の不純物の含有が許容される鋳物・ダイカストなどの用途などに限定さ

れて再生されている。 

 また、不純物元素を多く含む再生地金に熱処理あるいは機械加工処理などをする

ことで機械的強度を向上させて、不純物元素を無害化する技術も注目されている。ス

クラップ材から低コストで容易に高機能材料として再生することができれば、リサイクル

比率を向上させることで、環境負荷を低減することが可能となる。（③） 

同様に、他のベースメタルにおいてもリサイクル率の向上は課題であり、高品位の

金属を得るリサイクル技術や含有不純物元素を無害化する技術が求められている。 

当該ニーズの

解決に求められ

る技術テーマ 

① 低コストで、スクラップから効率よくリサイクル原料を分離・選別する革新的な技術 

② 低コスト、低エネルギーで不純物元素を除去できる革新的な技術（例：アルミニウム

からの鉄、ケイ素の除去など） 

③ 不純物元素を含むリサイクル原料から、高機能材料を生成する技術（無害化技術） 

関連する国プロ

等 

・非鉄金属系素材リサイクル促進技術研究開発（NEDO）（1993年～2002年） 

 アルミニウム中の非金属介在物除去内部ろ過法、亜鉛除去真空蒸留法、ドロス残灰

高温焼成などの開発 

・アルミニウムの不純物無害化・マテリアルリサイクル技術開発（NEDO）（2002年～200

4年） 

アルミニウムに含まれる鉄成分の無害化検討などを実施。 

※自動車用展伸材として十分な機械的強度および生産性に課題。 

・低炭素型3R技術・システム実証事業（環境省）（2014～2016） 

Cu含有量0.3%以下であれば、高炉材同等の強度が得られることを確認。 

※表面品質制御技術に課題。 
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3 産業用脱水・乾燥プロセスの省エネ化 

 

産業・社会 

ニーズ 

多くの産業において、乾燥工程がある。製紙・パルプ、木材、食品・薬品、衣料、車

体や建材の塗装等の業界では、乾燥工程に係るエネルギーが多くを占めており、生

産性を向上し、コストおよび環境負荷を低減させるための革新的な乾燥技術や高効

率な乾燥プロセスの開発が求めらている。 

一般的には、化石燃料を用いたボイラーで生成した過熱蒸気を熱交換機に通して

空気を加熱し、加熱空気を送風機で循環して乾燥させている。また、湿度の調整は、

生蒸気の噴射と室内外の空気を交換する吸排気等による。 

乾燥の程度、含水性、品質の要求等によって手法は異なるが、従前のボイラー熱

源を代替し、電気加熱によるランニングコストの低減、必要部位のみの局所加熱およ

び加熱時間短縮、塗料の水性化等改善による工程の短縮、湿度制御等により、乾燥

に係るエネルギーを削減する余地はまだある。木材、食品、印刷等一部は、加熱源と

して電化技術への置換えが進んでいるが、既存技術の代替として、全業種で進んで

いる訳ではない。 

 局所加熱や急速加熱が可能な電気加熱の手法としては、マイクロ波や誘導加熱、

更に赤外線加熱があるが、処理量が多いプロセスに実装する場合に、マイクロ波発振

器の容量が小さいことや、コストが高いことなどが課題として挙げられる。また、内部ま

で均一に乾燥させたいというニーズもあり、制御技術などの開発が求められる。 

効率の良い熱風発生源として空気熱源ヒートポンプがある。ヒートポンプとしては、

水熱源と比較して小型で、設置工事費用が抑えられるという特長を有する一方で、単

体で90℃、ヒーター併用でも120℃までの熱風発生が限界であり、適用温度帯や低負

荷運転時に効率が低下するという課題を抱えている。 

 塗料組成を検討することで、乾燥効率を上げることも可能である。直接内部加熱と相

性の良い、又は電磁波により硬化が促進される塗料を開発するなど、周辺技術を開

発することによる省エネ化も期待できる。 

当該ニーズの解

決に求められる

技術テーマ 

・具体的な産業用乾燥工程に対応した電化技術を用いた革新的脱水・乾燥手法及びその

周辺技術 

関連する国プロ

等 
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4 
200℃以下の排熱を対象とした低コストで高性能な従来にない排熱活用技術の

開発 

産業・社会 

ニーズ 

200℃以下の排熱は、その腑存量が多く産業排熱の多くを占めるが、小規模で多数の熱

源に分散している場合や、周囲との温度差が小さいために回収効率が低く十分な排熱回収

が行えない、需要と時空間的なミスマッチがあるなどの理由から、効率的な回収・利活用が技

術的・経済的に困難であり、活用しないまま捨てられていることが多い。回収した熱を熱として

利用することができれば、新たな熱を作る必要が減るため効率的である。また、熱としての活

用が困難な場合には、排熱の熱エネルギーを電気エネルギーに変換できれば、大きな省エ

ネ効果、CO2削減効果を期待できる。 

【安全な潜熱蓄熱材・システム】 

例えば食品工場では製品製造時の80℃ほどの温排熱を貯湯槽に貯め、毎日の終業時に

行う消毒洗浄に活用している例がある。操業中は比較的温排熱が余る傾向にある一方、必

ず毎日の終業時に消毒洗浄を行うため、低温排熱の用途は多いが時間的ミスマッチがある。

熱源から熱を回収し、熱を必要とする時間と場所で洗浄用の水を加熱できる蓄熱熱輸送媒

体が無い。そのため、安全な物質である水の顕熱を使っているが、蓄熱密度が低く大きな貯

湯槽が必要となることから、場所の制約等により利用できていない排熱が多い。水の顕熱利

用以外では、漏洩等の際の安全性、安定性、熱の取り出し速さ等の制御性などの条件を満

たす安価で蓄熱密度が高い蓄熱材、蓄熱システムがない（①）。例えば、食品添加物でもあ

る糖鎖アルコールは安全だが、安定性に欠け、核生成制御にも課題があるなど、食品産業

に活用可能な蓄熱材料、蓄熱システムがない。 

【革新的排熱発電技術】 

低温ながら比較的多くの排熱がある場合、熱を電気に変換できるシステムとして、オーガ

ニック・ランキンサイクルなどの開発も行われているが日本では導入が進んでいない。低温熱

源を利用するがゆえに理論出力が小さく、出力あたりの設備コストが高い。冷媒にも毒性、可

燃性、潤滑油の影響など実用上の課題、安定性、低GWPなどの要求がある。排熱温度ごと

に適切な冷媒が異なり、個別にシステムを最適化する必要もある。コスト低減、小型化等のた

めには熱交換器の小型高効率化・低コスト化など要素技術の高度化も重要であるが、改善

が進んでいない。産業プロセスの低温排熱を利用可能で、小型高効率な、従来にない革新

的な排熱発電技術があれば、大きな省エネ効果、CO2削減効果を期待できる。（②） 

【冷熱活用のための革新技術】 

今後、LNG発電の増加が予想されるが、全体システムの総合効率向上のためには、冷排

熱を使い尽くすことが重要である。エネルギーをかけて液化輸送したLNGを海水で気化し、

多くの冷熱エネルギーを海に捨てているのが現状である。深冷分離に利用する例はあるが、

産業ガスのニーズは近年増えていない。冷熱発電設備も費用対効果が十分でなく減少傾向

にある。しかし、大量の冷排熱を捨てずに効率よく活用できれば、大きな省エネ効果を期待

できる。例えば冷排熱をガスタービンの吸気冷却に活用し、夏期の吸気温度を35℃から15℃

まで下げることができれば発電量が約10%回復すると言われている。また、流動性の高い氷ス

ラリーを製造、制御できれば、出力変動運転に伴う気化量の変動の影響を受けずに、他のプ

ロセスに冷熱を活用可能である。発電タービン出口の復水器向けの冷却水を従来温度より

更に冷却すると発電量増加が見込まれる。温度変動に強くて低温脆性が小さく、柔軟性、シ

ール性、耐圧性を持ち、安価な極低温配管材料や、LNG温度と外気温度の温度差で高効

率に動作する熱電発電素子等も考えられる。従来はコストと技術のハードルであまり開発さ

れていない、低コストな冷排熱活用技術が重要である（③）。 



 

 

当該ニーズの

解決に求めら

れる技術 

200℃以下の排熱を対象とした低コストで高性能な従来にない排熱活用技術の開発。例えば 

①漏洩等の際の高い安全性、安定性、熱の取り出し速さ等の制御性などの条件を満たす、

安価で蓄熱密度が高い蓄熱材、蓄熱システム 

②産業プロセスの低温排熱を利用可能で、従来にない革新的な小型高効率排熱発電技術 

③LNG冷排熱を利用した従来以上に高効率で革新的な、吸気冷却技術、安価な低温用配

管材や低温熱電発電デバイス等 

関連する国プ

ロ等 

未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発「排熱発電技術の研究開発」(NEDO)(201

3年～2022年) 120℃以下で蓄熱密度0.5MJ/kgを有する固液相変化等を利用した蓄熱材

料の開発、200℃以下の中低温排熱に対応した発電効率14%を有する出力1kWクラス小型

排熱発電装置の開発、ほか。 
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5 大幅な低コスト・高耐久化を実現する熱交換技術の開発 

 

産業・社

会ニーズ 

熱の有効活用にコストをかけるより、燃料を使って加熱をしたほうが安価と言われる状況におい

て、より安価な素材、移動体においては軽量な素材、耐久性の高い素材へ転換することは、熱交

換器の低コスト化と熱の有効活用に不可欠である。一次エネルギーの60～70%を熱として失って

いる現状において、最低限の熱交換ロスで排熱を回収してエクセルギーロスを減らすことができれ

ば、大幅な省エネ、CO2排出削減を期待できる。また、地熱、地中熱、太陽熱などの再生可能エ

ネルギーの有効利用においても熱交換効率を向上することが重要である。 

現在、排熱量の多い排熱源ではステンレス、チタン、ハステロイなどやや高価な金属素材製の

熱交換器を用いて熱回収が進んでいるが、排熱量の少ない熱源では材料コスト・加工コスト等に

起因して熱交換システムの費用対効果が小さいために導入が進まず、熱を捨てる結果に至って

いる。また、チタン、ニッケル合金などは硬く、加工時に割れたり、展伸性に劣るため、大面積化が

難しいといった課題もある。一方、アルミニウムは軽量で加工性が良く安価だが、耐食性に課題が

あり、導入が進んでいない。また、一般的に、金属製熱交換器はスケール付着等による劣化（性

能や耐久性の悪化）が起きやすいという指摘がある。更には、酸性ガスとの熱交換では耐食性、

酸露点の課題もある。 （①） 

近年、スケール等劣化に対する耐久性や耐食性に優れ、原料コストが安価な熱交換機材料と

して、樹脂材料が注目され、米国で研究開発が始まったが、まだ開発黎明期である（米国DOEで

は、目標熱伝導率5-10W/mKとし、樹脂に添加するフィラーの材質や形状が熱交換特性に与える

影響等を調査）。特に200℃以下の未利用排熱の賦存量は多く、これを効率的に回収してエクセ

ルギー効率を高めることが重要である。  

また、加工性や熱膨張等の問題から適用例がないが、微細加工でき、熱膨張、熱応力など温

度変化にも強い安価なセラミックス製熱交換システムがあれば、高温の腐食性ガスからの熱回収

も実現が期待できる。また、加工性や熱膨張等の問題から適用例がないが、微細加工でき、熱膨

張、熱応力など温度変化にも強い安価なセラミックス製熱交換システムがあれば、高温の腐食性

ガスからの熱回収も実現が期待できる。（②） 

いずれの材質の熱交換システムの場合も、熱交換媒体を小さな動力で流すことも重要であり、

熱交換率と低動力を両立する熱交換システムの形状最適化技術も含め、材料のみではないシス

テム全体の最適化があって初めて現在の課題を解決できる。 （③） 

当該ニー

ズの解決

に求めら

れる技術

テーマ 

① 燃料利用より熱交換をした方が安価となり得る、材料コストの安い素材（例えばフィラー入り樹

脂やアルミニウム等）で、酸性ガスにも適用でき、熱交換媒体中の不純物や熱交換器材料の

浸食等によるスケール生成等を抑制可能、かつ、従来の金属製プレート熱交換システムと同

等程度の熱交換能力を有する200℃以下の低温排熱を対象とした新しい熱交換システム 

② 1000℃の耐食ガスにも適用可能で、数百度の温度差や温度変化に耐え、ハステロイ等の熱

交換機と同等以上の性能を示す、熱交換システムの開発（セラミックス材料等） 

③ 大幅な熱交換効率（省スペース、小動力）向上を見込める、熱交換機の最適化技術（デザイ

ン、微細加工、接触熱抵抗の低減、スケール対策など）  

関連する

国プロ等 

・エネルギー・環境分野の中長期的課題解決に資する新技術先導研究プログラム「エク

セルギー損失削減のための熱交換熱制御技術」（NEDO）（2018年） 

伝熱面表面の濡れ制御、混相系熱交換器の流動制御技術開発等。 

・戦略的省エネルギー技術革新プログラム「未利用熱に対応するAl製熱交換器を組み

込んだ 高効率ヒートポンプシステムの開発」（NEDO）（2013年～2015年） 

アルミ製熱交換器（水－水熱交）の耐食性、目詰まり性改善等。」 
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6 生産活動により排出される NOx等窒素化合物からのアンモニア製造 

 

産業・社会 

ニーズ 

従前、 NOx や硝酸イオン等窒素系化合物は、人体・環境への有害物質として、無害化

処理による対策をされてきた。しかしながら、窒素系化合物を、有用物質へと変換・資源化

させ、単なる生活・都市環境の保全だけでなく、窒素資源循環社会を目指すことで、有害

物処理分野におけるゲームチェンジが期待されている。具体的には、資源化物質の燃料と

しての再利用や燃焼分野での高効率化への寄与などにより、CO2削減も期待される。 

窒素系有害物質を排出している分野は様々である。燃焼中に多くの NOx を排出する燃

焼分野では、火力発電での高温の燃焼によって排出される排ガス、自動車エンジンの排ガ

スの浄化は、これまでも NOx の無害化処理がなされ、国内排出規制値は、世界的にみて

厳しいレベルとなっている。しかしながら、今後、火力発電では、再エネ導入対応による負

荷変動対応等の運用性向上が求められている中、その際、排ガス処理量・排ガス中 NOx

濃度等が大きく変化しながらも、排ガス浄化能力は、従来通りの規制レベルを達成する安

定的な性能が求められている。自動車は、ハイブリッド含めエンジンがまだ当面の主流であ

るところ、エンジンの更なる高効率化として、燃焼の効率化が求められている。燃焼の高度

化を進めることで、排ガス温度は低温化する傾向が見込まれ、低温になった排ガスでも従

来通りに浄化できる必要があり、浄化する能力を維持・向上することが求められている。 

硝酸イオンやアンモニウム、亜酸化窒素の無害化処理を必要としている排水分野では、

硝酸イオン処理部門がエネルギー消費の５割を占めており、この対策が求められているとこ

ろである。 

 これまで窒素化合物の処理法としては、資源化についてはあまり取り組まれてこなか

った。燃料や肥料等での利用が可能なアンモニアがもっとも利活用範囲が広がると考

えられるが、アンモニアへの変換を考えた場合、還元剤を反応系外から投入するに

は、エネルギー効率・経済性の観点から回避されてきた。そこで、反応系内に存在す

る物質を有効利用しながら、 NOｘ、硝酸イオン類、N2O等の窒素化合物をアンモニア

に合成する技術が求められている。反応系内に存在する物質を有効利用しながらア

ンモニアを合成する検討は、排ガス NOｘ浄化の高度化の検討の一環として進められ

たが、アンモニア合成率は、現状、数％に留まっている。（①） 

 また、反応系中で生じたアンモニアがNOｘの還元によって消費されてしまっては、ア

ンモニア製造技術として成立しないため、原料であるNOxと生成物であるアンモニア

を再び反応させないことが求められる（②）。 

また、排ガス中または排水中の窒素系化合物の濃度は低く、そこから生成するアン

モニアを効率的に分離し、回収することは困難である。 アンモニア利活用の観点か

ら、効率的な分離・回収技術も求められる。（③） 

当該ニーズの解

決に求められる

技術テーマ 

① 窒素化合物（NOｘ、硝酸イオン類）からの高効率なアンモニア合成技術 

   ただし、必要とされる還元剤は、アンモニア化する反応系内に含有される物質（例え

ば、排ガス中であれば、未燃の炭化水素や一酸化炭素など）を積極的に利用する技術 

② 目的物である NH3 が、反応系内で生成した直後から NOx の選択還元に消費されな

いような触媒系の設計 

③ 原料となる窒素化合物（NOｘ、硝酸イオン類）と生成物の分離・濃縮技術の開発 

 

関連する国プロ

等 

・エネルギー・環境分野の中長期的課題解決に資する新技術先導研究プログラム「精密

制御技術を駆使した脱硝触媒の高度利用技術開発」（NEDO）（2017~） 



 

 

脱硝技術の高度化の一環として、排ガス中内にてNOxよりアンモニアを合成し、合成した

アンモニアを利用してアンモニア-ＳＣＲ法を行う検討を実施 

※合成率は数%と低く利活用の目途は立っていない。 

・エネルギー・環境分野の中長期的課題解決に資する新技術先導研究プログラム「定置

用ボイラーから排出される低濃度NOxの有用物質変換可能な触媒の開発」（NEDO）

（2018~） 

ボイラー中のNOｘを原料として、芳香族のニトロ化等の合成を検討中 
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7 プラスチック資源に関する高度循環技術開発 

 

産業・社会 

ニーズ 

最近、中国の廃プラスチックの輸入禁止、及び廃プラスチックの焼却による温暖化

ガスの排出量増加等の問題が顕在化している。日本で素材や化学原料として循環利

用されているプラスチックは10%程度で、15％は海外へ輸出され、約60％はエネルギ

ー回収されているが、その発電効率は僅か11％程度である。分離選別等の困難なマ

テリアルリサイクルについては、７割を輸出し、国内でのリサイクル材としての循環は約

5%しかできておらず、残りは主に焼却されてしまっている。 

そこで、有限な炭素資源であるプラスチックを、効率的に、素材や化学原料として

循環利用すると共に、最終的にエネルギー利用する場合でも、大幅な効率向上に資

する革新的な技術開発が国際的に求められている。具体的には、ポリオレフィン等、

これまではマテリアルリサイクルあるいはケミカルリサイクルが困難とされているプラス

チックをリサイクルするため、リサイクル技術の高度化が求められている。 

これまで、プラスチックの物理選別については、サイクロンを用いて比重0.007 g/cm3の

差まで実現できている。比重による選別ができない PVCやPETについても、近赤外線等

により選別する技術が開発されている。しかしながら、容器包装材のようなフィルム・ラップ

類では、未だ人手を介す作業になっており、ロボティクス技術の活用などによる自動化・効

率化が期待されている。また、AIによる画像診断技術の開発も進められており、色彩識別

はできるが、精緻な形状認定までは実用化段階に及ばない。また、認識後に取り出すロ

ボティクス技術までは確立されていないのが現状である（①）。 

プラスチックを選別できた後には、アップグレーディングによりバージン材と同程度の物

性を実現する必要がある。これまで、再生プラスチックのアップグレーディングについては

バージン材の約90％まで引っ張り強度を発現させる変性技術が開発されているが、耐衝

撃性の向上に限界があった。（②）。 

更に、既存の大型設備（発電、石油精製、鉄鋼、セメント）を用いて使用済みプラスチッ

クを化学原料化するため、個々のプラスチックの熱分解反応の解析だけでなく、原油の減

圧蒸留残渣との共熱分解における反応挙動解析及び精密反応制御技術の開発が必須

であり、あわせてPVC由来の塩素に耐性を持つ触媒の開発が必要である（③）。 

当該ニーズの解

決に求められる

技術テーマ 

① 進歩の著しいAIによる画像認識やロボティクスを応用したプラスチックの物理選別

に関する革新的要素技術及びシステムの開発 

② 物性低下した再生プラスチックをアップグレーディングするコンパウンドや熱処理

等の革新的変成技術・加工技術 

③ 既存の大型施設（＋発電、石油精製、鉄鋼、セメント）での再利用を推進するため

の革新的技術開発（不純物除去、耐ハロゲン触媒等） 

関連する国プロ

等 

・環境研究総合推進費「廃プラスチックの高付加価値化リサイクル技術創製及び実用

化研究」（環境省）（課題番号： 3-1705）（2014~2016年） 

PVCやPET等を高感度に関知しこれらの混入率を1%以下に選別する画像診断技

術及びソーティング技術 

バージン材の90%程度に物性を再生させる変成技術及びそれらを実施するための

機器や成形方法に関する技術 

既存の大型施設（発電、石油精製、鉄鋼、セメント）での再利用を推進するための

原料規格設定と便益評価、および既存プロセスのための触媒等の開発 
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8 
自律分散駆動機器の普及拡大に資する、室温付近での極小温度差を活用し

た小型発電技術 

 

産業・社会 

ニーズ 

取得した種々のデータを AIが解析し、新たな価値創造につなげるという Society5.0の実

現に向けて、またエネルギー消費の低減や効率的な設備管理の目的において、あるいは

モノとモノがデータ流通を行うことで新たな価値やビジネスを生み出していく世界観の実現

のために、データ流通を円滑にし、効率的に活用するための技術開発が求められている。

データ流通の入り口の部分を円滑化するためには種々の情報取得デバイスの自律分散化

が求められている。 

しかしながら、センシングデバイスや通信デバイスの低消費電力化と比して、小型発電技

術の高効率・高出力化はいまだ十分ではなく、自律分散駆動機器としては使用環境を選

択する必要性が生じ、用途が限定されることで、普及拡大の障壁となっている。 

広く活用しやすい発電技術としては、日常生活環境（20℃を中心とするいわゆる常温域

で一桁℃差レベルの温度差が活用可能な状況、例えば家庭レベルの温水排熱や、工場

やオフィスでの気温/機器表面温度差、都市、田畑、森林等の屋外環境での地中／地表

温度差等）で、日常生活に支障なく無意識なデータ取得・発信が可能な数cmオーダーサ

イズの小型のセンシング／データ通信機器を駆動可能とする、数百μWオーダーの発電

電力を実現できることが求められる。また、従来は発電出力を確保するためには温度差を

確保するためにヒートシンクの使用が必要な場合が多く、デバイスとしての小型化を実現

するのが困難であったが、上述の発電性能の向上と合わせて、周辺部材の最適化や省

略を行うことにより、発電デバイスとして十分に小さなサイズを実現することが好ましい。更

にはセンシング、データ通信機能まで一体化した小型デバイスとすることが望ましい。 

従来の研究開発事業では、熱電変換技術について室温から高温まで様々な温度域で

排熱発電をターゲットとし、数W以上の発電を達成できた。しかし、極小温度差での駆動

や、サイズなど、日常環境で使用する機器の電源用途の急拡大・普及を達成するために

は不十分であり、室温域・低温度差の性能の向上に特化した材料・周辺技術に関する課

題解決も必要である。今回は室温付近での極小温度差を活用した機器電源用途での実

用性達成を目指す。（①②） 

当該ニーズの解

決に求められる

技術テーマ 

① 発電モジュールとして 100μW/cm2 以上の発電、かつ、発電デバイスとして

100μW/cm3 以上を、日常生活環境での温度域・温度差等（20℃を中心とした室温域

での 5℃未満の温度差）で実現する技術開発 

② センサー、電源 IC、発信モジュール等との一体化を行った自律駆動発信機器として上

記エネルギー（体積）密度を目指す技術開発 

関連する国プロ

等 

・未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発事業「熱電変換材料・デバイス高性能

高信頼化技術開発」（NEDO）（2013年～2022年） 

性能指数ZT=2を有する無機材料の開発など 

・エネルギー・環境分野の中長期的課題解決に資する新技術先導研究プログラム／未踏

チャレンジ2050「磁気－熱電間相互作用の体系的解明と新原理デバイスの開発」（NED

O）（2017年～2021年） 

室温領域の環境発電応用のための、熱磁気効果を利用した発電冷却デバイス、異常ネ

ルンスト効果を利用した熱流センサと磁性体、熱電体ハイブリッド材料開発室温領域の環

境発電応用のための、熱磁気効果を利用した発電冷却デバイス、異常ネルンスト効果を

利用した熱流センサと磁性体、熱電体ハイブリッド材料開発。室温領域の環境発電応用

のための、熱磁気効果を利用した発電冷却デバイス、異常ネルンスト効果を利用した熱

流センサと磁性体、熱電体ハイブリッド材料開発 
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9 海洋プラスチックごみ問題を解決する海洋分解性プラスチックの技術開発 

 

産業・社会 

ニーズ 

 海洋に流出したプラスチックは、生物個体（海棲哺乳類、海亀、海鳥、魚類など）に対

し、体への絡まりや誤飲が数多く観測されている。また、自然環境中で破砕・細分化され

てマイクロサイズとなったプラスチックは、有害化学物質を吸着し、食物連鎖に取り込まれ

ることにより、生態系に影響を及ぼす懸念が指摘されている。民間企業等でも、ワンウェイ

のプラスチック製ストローの使用中止が宣言される等、自主的な取り組みが広がっている。 

 海洋プラスチックごみ問題の解決には、プラスチックの海洋流出を防ぐ廃棄物対策（３Ｒ

の推進等）の他、海洋で速やかに分解する代替素材の開発が求められている。中でも、

海洋分解性プラスチックの開発が注目を浴びている。 

 国際的に海洋分解性を有すると認められるプラスチックは存在するものの、レジ

袋や飲料容器等のワンウェイ用途の運用実績は多くなく、すべての用途を代替する

までには至っていないことや、価格面等に課題が残されており、普及のネックとなっ

ている。 

 これまで開発が進められてきた生分解性プラスチックは、産業用の堆肥化施設等、

ある特定かつ特殊な条件下で完全に分解することを前提としており、それらの生分

解性を有するプラスチックは、海洋中で同様の分解が進行することが確認されてい

ないものが多い。海洋分解性に特化して開発された材料の実例が乏しく、加えて、プ

ラスチックが海洋環境で分解されるメカニズムが科学的に十分に解明できていない点が、

海洋分解性プラスチック開発の大きな課題となっている。 

 現在、海洋分解性の明確な国際基準はないものの、海外の民間団体が、30℃の海水

において、６か月で 90％の分解率を有すること等を一つの指標として提示している。

他方、海洋には酸素が少ない嫌気条件や低温の場所もあり、様々な環境下での分解性

についても考慮する必要がある。 

 プラスチックの分解に関わる酵素等の要件によって分解していく作用機序を解明するこ

とにより、プラスチックの分子構造と分解性の関係性が明らかとなり、科学的根拠に基づい

た海洋分解性プラスチックの開発が可能となる。さらに、将来的には、経済性においても、

性能に応じた価格競争力を持つように、因子を特定していくことにつながる。 

当該ニーズの解

決に求められる

技術テーマ 

・プラスチックが海洋環境で分解するメカニズムを解明した上で、現行のプラスチックの性能

（プラスチック製品として市場に投入可能な引張強度や柔軟性等を想定。ただし、プラス

チック製品の用途は多種多様であるため、その用途に適した性能であればよい。）に相

当する材料特性を併せ持つ、海洋環境での分解（３０℃の海水において、６か月で９０％

程度の分解性能を有するものを想定。ただし、これとは異なる海洋環境下による分解性

能を提案してもよい）に適したプラスチックの設計・合成技術 

関連する国プロ

等 

・脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業（環境省）（2019年

～2023年） 

バイオマスプラスチックや紙等の代替素材の製造及びリサイクル工程等の省ＣＯ２化に 

関する技術性、実用化等の実証 
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10 
車載用蓄電池の二次利用を促進するための残存性能(State of Health)・充電

状態（State of Charge）の短時間診断技術開発 

 

産業・社会 

ニーズ 

自動車産業では、温室効果ガス削減のため、電気自動車等リチウムイオン電池を

搭載した電動車の普及が進むことが将来的に予測されている。 

同時に、今後の普及に伴い、大量の使用済車載用蓄電池の発生も予測される。こ

れらの使用済電池の残存性能を活用するために、中古車への再搭載のみならず、定

置用や系統用等への二次利用を円滑にする蓄電池再利用市場の確立は、喫緊の課

題である。蓄電池を二次利用するためには、その残余価値を示す電池の残存性能（S

tate of Health）、電池の充電状態（State of Charge）を正確に把握する技術が要求

されている。 

リチウムイオン電池の残存性能や充電状態を診断する技術はいくつか研究がなさ

れているが、例えば過去の使用履歴データを基に診断する方法など、高精度である

が測定に長時間を要する手法、高コストな手法や、簡易ではあるものの測定精度が低

い手法等、既存の技術には様々な課題があり、円滑な蓄電池の二次利用を促進する

診断技術は未だ確立されていない。 

そこで、リチウムイオン電池の劣化要因の現象解明・分析を踏まえた上で残存性能、

充電状態を正確に診断する技術が望まれている。また、蓄電池の再利用市場の創出

のため、円滑な蓄電池の二次利用のための正確かつ短時間で簡易に診断できる技術

が必要不可欠である。 

当該ニーズの解

決に求められる

技術テーマ 

・車載用のリチウムイオン電池の残存性能(State of Health)、充電状態（State of 

Charge）を、電池内部の劣化現象を解明すると共に、膨大な過去の使用履歴データの

解析に頼ることなく、市場取引時に、電池内部状態を科学的根拠のもと正確かつでき

るだけエネルギーロスをなくしながら簡易に短時間（一時間程度以内）で診断できる技

術（既存診断技術の科学的裏付けを含む）。 

・全固体リチウムイオン電池の SOH、SOC診断を見据えた技術開発 

関連する国プロ

等 

・革新型蓄電池先端科学基礎研究事業（NEDO）（2009年～2015年） 

充放電中の電池内部の劣化状態を非破壊で観察可能な高度解析技術を開発 

・革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発（NEDO）（2016年～） 

上記高度解析技術の高度化及び革新型蓄電池の課題解決に資する高度解析技

術を開発 


