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１．プロジェクトの概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

プロジェクト 
リーダー 

平成19年度～平成23年度 （5年間） 
（平成19～平成22年度はNEDO事業として実施） 

１５．９億円 （委託費１５．４億円、補助０．５億円（補助率：1/2）） 
（平成１９年度：４．６億円、平成２０年度：４．６億円、平成２１年度：４．２億円 
 平成２２年度：１．０億円、平成２３年度：１．５億円） 

（財）ファインセラミックスセンター、（株）LIXIL、積水化成品工業（株）、

旭硝子（株）、（株）ルネッサンス・エナジー・インベストメント、鈴木油
脂工業（株） 、長岡技術科学大学、京都大学、名古屋工業大学 

高田 雅介  長岡技術科学大学（副学長） 
 

 従来にないより高い断熱性を持った次世代の超断熱壁･窓材料を開発することにより、
ＣＯ２削減と省エネに貢献するため、①多孔質セラミックス粒子合成技術の開発、②ナノ
構造セラミックス膜コーティング技術の開発、③透明多孔質セラミックス合成技術の開
発、④複合化技術及び真空セグメント化技術の開発、⑤超断熱壁材料の開発、⑥超断
熱窓材料の開発を実施する。 
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 具体的には、セラミック、ポリマー、ガラス分野でのナノテクノロジー技術を駆使
して以下の６テーマの研究開発を実施。 
   ①多孔質セラミックス粒子合成技術の開発 
   ②ナノ構造セラミックス膜コーティング技術の開発 
   ③透明多孔質セラミックス合成技術の開発 
   ④複合化技術及び真空セグメント化技術の開発 
   ⑤超断熱壁材料の開発 
   ⑥超断熱窓材料の開発 

２．プロジェクトの目的・政策的位置付け 

 住宅・ビル等の冷暖房によるエネルギー消費は、日本の総エネルギー消費の約7.5％。
そのうち壁・窓から60％の熱が失われている。 
  
 
 住宅・ビル等の断熱性を高めることは、冷暖房エネルギーの削減にもっとも効果的。 

目的 

二酸化炭素排出量削減省、エネルギー化のため、 
住宅・ビル等や民生・運輸分野の壁材等の断熱材を開発。 
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○「エネルギーイノベーションプロ
グラム」 

 平成21年度予算額： １,２８１億円 
   総合エネルギーの効率、運輸部門の燃料多様

化等を図る。  

○「ナノテク・部材イノベーションプロ
グラム」 

 平成21年度予算額： １８８億円 
   あらゆる分野に対して高度化･不連続な革新をも

たらすナノテクノロジー･革新的部材技術の確立 
   
※ 7テーマ： 「ＩＴ」「ナノテク･素材」「ロボット･新機械」「健康安

心」「エネルギー」「環境安心」「航空機･宇宙産業」 

２．プロジェクトの目的・政策的位置付け 
政策的位置づけ 

  省エネルギー技術の開
発・導入を進め、エネル
ギーの安定供給の確保を
図る。 

  ニーズに応える機能を実
現する上で不可欠な高品
質・高性能の部品・部材をタ
イムリーに提供し、又は提
案することができる部材の
基盤技術を確立する。 

イノベーションプログラム 
 経済産業省の全ての研究開発プロジェク
トを政策目標ごとに７テーマ※に分けて体系
的に推進するもの。本事業は下記の２テー
マの一環として実施。 

「cool-Earth-エネルギー革新技術計画」 
 2050年を見据えた上でエネルギーの大幅削

減に向けて我が国として重点的に取り組むべ
き技術について検討したことを取りまとめたも
の。本事業は民生部門の省エネ住宅･ビルに
向けた革新技術として実施。 
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３．目標 
要素技術 目標・指標 妥当性・設定理由・根拠等 

①多孔質セラミックス 
粒子合成技術 

 熱伝導率：0.001W/mK以下（10Pa以上雰囲気中） 
 輻射伝熱軽減率：70%以上 

 従来の真空断熱材の最高値（熱伝導.003W/mK
（0.1Pa雰囲気中））を上回ることにより、超断熱壁材

料の開発に適した低熱伝導率･高圧縮強度の多孔
質セラミックス粒子を開発するため左記の指標を設
定。 

②ナノ構造セラミック 
ス膜コーティング技術 

 ＜壁材料用＞ 赤外線反射率：70%以上 
           面積：10,000mm2以上 
 ＜窓材料用＞ 赤外線反射率：70%以上 
           光（可視光）透過率：65%以上 
          ヘイズ率：１%以下、面積：10,000mm2以上 

 ⑤超断熱壁材料･⑥超断熱窓材料の開発に適し
た高反射率、高圧縮強度、透明性のナノ構造セラ
ミックス膜を開発するために必要な数値として左記
の指標を設定。 
  

③透明多孔質セラミッ 
クス合成技術 

 熱伝導率：0.002W/mK以下（10Pa以上雰囲気中） 
 光（可視光）透過率：65%以上 
 ヘイズ率：1%以下 
 面積：90000mm2以上 

 ⑥超断熱窓材料の開発に適した低熱伝導率、高
圧縮強度の膜状の透明多孔質セラミックスを開発す
るために左記の指標を設定。 

④複合化技術および 
真空セグメント化技術 

＜壁材料用＞  熱伝導率：0.002W/mK以下 
                           熱貫流率：0.3W/m2K以下 
           面積：90,000mm2以上 
＜窓材料用＞  熱貫流率：0.4W/m2K以下 
           ヘイズ率1%以下、面積：90000mm2以上 

 ⑤超断熱壁材料･⑥超断熱窓材料の開発に適し
た複合化・真空化・セグメント化技術を確立するため
に左記の指標を設定。 
 

⑤超断熱壁材料の開 
発 

 （１） 熱貫流率：0.3W/m2K以下 
 （２） 面積：1ｍ2程度 
    圧縮強度：1ＭＰａ程度 
    （厚さ10mm程度において） 

 市場に受け入れられるために、以下の２つの性能
を満たす必要があるため左記の指標を設定。 
（１）最も断熱性が要求される北海道における基準
（熱貫流率：0.34W/m2K）程度の断熱性能を有する
こと。 
（２）施工性に優れるための建材性能（面積：１ｍ2･ 
  圧縮強度：１MPa）を満たすこと。 

⑥超断熱窓材料の開 
発 

 熱貫流率：0.4W/m2K以下 
 光（可視光）透過率65%以上、ヘイズ率：1%以下 
 面積：3ｍ2程度 

 現状で最も断熱性の高い複合ガラス（熱貫流率：
0.8W/m2K）の２倍の性能を満たすため左記の指標
を設定。 
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４．成果、目標の達成度 
要素技術 目標・指標 成  果 達成度 

①多孔質セラミックス
粒子合成技術 

 熱伝導率：0.001W/mK以下（10Pa以上雰
囲気中） 
 輻射伝熱軽減率：70%以上 

 熱伝導率：0.001～0.002W/mK（1Pa～
10Paの雰囲気中） 
 輻射伝熱軽減率70％ を達成 

目標をほぼ達成 
（世界最高レベルの
低熱伝導性を実現） 

②ナノ構造セラミック
ス膜コーティング技術 

 ＜壁材料用＞ 
 赤外線反射率：70%以上 
 面積：10,000mm2以上 
 ＜窓材料用＞ 
 赤外線反射率：70%以上 
 光（可視光）透過率：65%以上 
 ヘイズ率：１%以下、面積：10,000mm2以上 

＜壁材料用＞ 
 赤外線反射率：81% 
 面積：60,000mm2 

 ＜窓材料用＞ 
 赤外線反射率：81% 
 光（可視光）透過率：84.8%以上 
 ヘイズ率：0.43%、面積：60,000mm2を達成 

目標を達成 
（高い赤外反射率と
可視光透過率の両立
を実現） 

③透明多孔質セラミッ
クス合成技術 

 熱伝導率：0.002W/mK以下（10Pa以上雰
囲気中） 
 光（可視光）透過率：65%以上 
 ヘイズ率：1%以下 
 面積：90000mm2以上 

 熱伝導率：0.002～0.003W/mK（1Pa～
10Paの雰囲気中） 
 光（可視光）透過率：80% 
 ヘイズ率：0.9%（約1mm厚） 
 面積：90000mm2 を達成 

目標をほぼ達成 
（熱伝導率と透明性
の両立を実現） 

④複合化技術および 
真空セグメント化技術 

＜壁材料用＞ 
 熱伝導率：0.002W/mK以下 
 熱貫流率：0.3W/m2K以下 
 面積：90,000mm2以上 
＜窓材料用＞ 
 熱貫流率：0.4W/m2K以下 
 ヘイズ率1%以下、面積：90000mm2以上 

＜壁材料用＞ 
 熱伝導率：0.002～0.003W/mK 
 熱貫流率：0.3～0.4W/m2 
 面積：90,000mm2 

＜窓材料用＞ 
 熱貫流率：0.4～0.5W/m2K 
 ヘイズ率1～2%、面積：90,000mm2 

目標を達成 
（実用化可能な画期
的な新規壁断熱材料
の開発に成功） 
（低熱伝導・透明断熱
窓材料の開発に成
功） 

⑤超断熱壁材料の開
発 

 熱貫流率：0.3W/m2K以下 
 面積：1ｍ2程度、圧縮強度：1ＭＰａ程度 
 （厚さ10mm程度において） 

 熱貫流率：0.4～1.0 W/m2K（1Pa～10Paの
雰囲気中） 
 面積：1ｍ2、圧縮強度：10ＭＰａ程度 
 （厚さ5～10mm程度において） 

目標をほぼ達成 
（モデルハウス実験
により高い省エネ効
果を実証） 

⑥超断熱窓材料の開
発 

 熱貫流率：0.4W/m2K以下 
 光（可視光）透過率65%以上 
 ヘイズ率：1%以下 
 面積：3ｍ2程度 

 熱貫流率：0.4～0.5W/m2K（1Pa～10Paの
雰囲気中） 
 光（可視光）透過率65% 
 ヘイズ率：1～2%、 面積：1ｍ2 

目標をほぼ達成 
（モデルハウス実験
により高い省エネ効
果を実証） 
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５．事業化、波及効果 
 

  

 
 

住宅向け超断熱材料の実用化イメージ 
要素技術⑤ 
超断熱壁 

外張り断熱の例 

室内 

超断熱材料 

外気 

板ガラス 

要素技術③ 
透明多孔質 
セラミックス 

要素技術② 
セラミックス 
コーティン
グ膜 

真空シール 

要素技術⑥ 
超断熱窓 

要素技術④ 
マルチセグメント化真空断熱材 

要素技術② 
セラミックス 
コーティング膜 

ポリマー・金
属フィルム 

要素技術①
透明多孔質 
セラミックス 

モデルハウス実証結果 
消費電力：  
３０～５０％減 （北海道） 
５０％減 （本州） 
※ 既存の壁材･窓材で構成 
された住宅と比較して 
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５．事業化、波及効果 
 

超断熱材料のさまざまな適用分野 

家 ビル 

タンカー 

輸送機 

ロケット 

窓 

壁 

燃料・氷の断熱 

客室の断熱 

断熱タイル 加熱炉 輸送車 
燃料・食品の断熱 
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身近な断熱材料の用途例 

鮮度保持容器 

断熱コンテナ 
冷蔵庫 

魔法瓶 
自動販売機 

５．事業化、波及効果 
 

9 



実施の効果（費用対効果）  

＜開発費用＞ 

約15.9億円（5年間総額：平成19～23年度）（提案時：約30億円） 

＜効果＞ 

  

［市場創出効果］(2030年）  
・触媒担体、フィルター、生活用品用のナノ多孔質粒子や膜 
                                   →  約500億円 
・住宅・ビル、航空機、タンカー、輸送車、加熱炉、 
  ロケット用の超断熱壁材料                → 約4,000億円 
・住宅・ビル、輸送機器用の超断熱窓材料         → 約1,500億円 
   

［省エネ効果］（原油換算）  
※ 壁･窓の熱貫流率が半分に低減され冷暖房の消費エネルギー節約率を約５０％に設定して。   

2030年度時点  約300万ＫＬ 
  省エネ効果 ＝ 4億KL ×        7.5% ×           50% × 20% 
    （２０３０年）       我が国のエネルギー消費量  冷暖房の消費エネルギーの割合        新断熱材料導入率 
                                                                   （2030年） 

 

Ⅰ-2 

５．事業化、波及効果 
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６．研究開発マネジメント・体制等 

11 

プロジェクトリーダー 
・長岡技術科学大学 副学長     
・高田 雅介    

（株）ﾙﾈｯｻﾝｽ･ｴﾅｼﾞｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ※ 
・研究実施場所：京都府京都市    ・研究開発項目：① ③ 
長岡技術科学大学 
・研究実施場所：新潟県長岡市    ・研究開発項目：② 
京都大学 
・研究実施場所：京都府京都市   ・研究開発項目：③ 
名古屋工業大学※ 
・研究実施場所：愛知県名古屋市 ・研究開発項目：③ 

積水化成品工業（株）  
・研究実施場所：奈良県天理市  
・研究開発項目：⑤超断熱壁材料の開発 
 
鈴木油脂工業（株）※ 
・研究実施場所：兵庫県西宮市  
・研究開発項目：⑤超断熱壁材料の開発 
 

（株）INAX※ 
・研究実施場所：愛知県常滑市  
・研究開発項目：⑤超断熱壁材料の開発 
 

旭硝子（株） 
・研究実施場所：神奈川県横浜市 

・研究開発項目：⑥超断熱窓材料の開発  

＜集中研究所＞ 

・研究実施場所：材料技術研究所（名古屋） 
 
・研究項目：①多孔質セラミックス粒子合成技術の開発 
        ②ナノ構造セラミックス膜コーティング技術の開発 
        ③透明多孔質セラミックス合成技術の開発 
        ④複合化技術および真空セグメント化技術の開発 

(財)ファインセラミックスセンター 

技術推進委員会 経済産業省 

〈再委託〉 

〈委託事業〉 
〈助成事業〉 

 指示・協議 

〈共同研究契約〉 

〈
委
託
研
究
契
約
〉 

※鈴木油脂工業（株）、（株）ルネッサンス･エナ
ジー・インベストメント、名古屋工業大学は、平成
21年度で終了。（株）INAXは、平成23年度より
（株）LIXILに社名変更（合併のため）。  

〈
助
成
交
付
金
〉 
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７．中間評価の結果 （ＮＥＤＯ研究評価委員会 平成21年8月実施） 

◆総合評価 
 ○ 事業の位置づけと目標は、省エネルギー技術の一環として極めて重要。 
 ○ 目標達成のための組織およびプロジェクトテーマは十分に妥当。 
 ○ 個別の要素技術については概ね数値目標を達成している。 
 
◆指摘 
 ① 要素材料の性能※を維持した上で、強度、耐久性を確保するべきである。 
 ② 要素材料の性能※を維持した上で、大型化および低コスト化するべきである。 
 ③ 今後は、実現性の高い用途とその実用化がまだ相当先になるものと分けて市場動向や技術動 
  向に対する戦略を立てるべきである。 
 ※ 要素材料の性能： 低い熱伝導率、高い可視光透過性、ヘイズ率 等 
 
◆対応方針 
 ① 各要素材料の多孔質構造最適化、微量水分除去、経時・環境劣化評価を行う。 
 ② 各要素材料の性能を維持した上で、大型化、低ヘイズ化、低コスト化は難しいテーマであるの 
  で、もし技術的・コスト的に実現不可能な課題が生じた場合には、技術推進会議等を通じて研究 
  課題の絞り込みをする。 
 ③ 実用性の高い用途として壁材料等を、実用化が先になる用途として窓材料等を取り上げ、市 
  場・技術動向を踏まえた戦略を立て直す。 
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８．評価 

座長 

委員 

氏 名 
     石田 積 （電気化学工業株式会社 
            セメント・特混事業部 事業企画部長）   
氏 名 
       岩前 篤 （近畿大学 建築学部長） 
 
氏 名 
      打越 哲郎 （独立行政法人物質・材料研究機構 
         先端材料プロセスユニット 
         グループリーダー） 
氏 名 
    柴 慶治（清水建設株式会社 技術戦略室 
         技術サービス推進部長） 

８－１．評価検討会 

評価検討会名称 

評価検討会委員 

マルチセラミックス膜新断熱材料の開発プロジェクト事後評価検討会  

氏 名 
     香川 豊 （東京大学 先端科学技術研究センター 
            教授） 
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８－２．総合評価（コメント） 

○全体的には実施体制、マネジメント、目標設定など的確にプ 
 ロジェクトを遂行しており、事業はほぼ当初の計画通り実施さ 
 れ、全検討項目で数値目標を達成またはほぼ達成している 
 点は高く評価できる。 
 
 
○コストや経済性に関する検討が不十分であったものの、本プ 
 ロジェクトは将来の省エネルギーに貢献できる重要な技術で 
 あり、実現困難が予想された開発テーマを、真摯かつ柔軟な 
 展開で、一定以上の成果を上げるところまで進めたことは高 
 く評価できる。 
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○「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト事後評価において、 評点法によ 
   る 評価を実施した。 

８－３．評点結果 

【評価項目の判定基準】 
評価項目１.～５. 
３点：非常に重要又は非常によい  
２点：重要又はよい 
１点：概ね妥当 
 ０点：妥当でない                   
 
６．総合評価 
３点：実施された事業は、優れていた。 
２点：実施された事業は、良かった。 
１点：実施された事業は、成果等が今一歩
のところがあった。 
０点：実施された事業は、成果等が極めて
不十分であった。 
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９．提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

 
① 一部の研究項目で未達成であった数値

目標(熱伝導率、熱貫流率、ヘイズ率)
については、今後の目標の達成ととも
に、コストや経済性の向上等に取り組
み製品化につなげることが望まれる。 

 

② 本事業の成果には学術的に重要なもの
や技術開発に役立つもの等が多く含ま
れており、今回のプロジェクトを遂行
するにあたり、必要であった「技術分
野」とその技術分野自体への貢献も示
すことが望まれる。 

        

 
①  シリカ多孔質の粉末および透明体の構造

制御により、熱伝導率、熱還流率、ヘイズ
率のさらなる低減を図っており、目標達成
に向けて引き続き研究を継続している。ま
た上記の要素材の低コスト化や、真空封止
プロセス等の低コスト化を進め、早期の製
品化を実現させる方針である。 

  真空断熱材技術においてセラミックス多
孔質体を用いることの特性的な利点と、そ
れらを住宅・ビルの実用する際の利点を強
調して本事業成果の普及を加速していきた
い。またそれ以外の広い用途への真空断熱
材の波及効果も図っていきたい。 

 

② プロジェクトを遂行するにあたり、「技
術分野」とその技術分野自体への貢献を示
す。学術分野に対する普及にも努めてまい
りたい。  
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