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平成29年度　支援テーマリスト（全25件）
企　業　名 地　　域 課　　　題　　　名

〈太陽光発電分野〉

AGCエレクトロニクス（株）福島県郡山市 結晶シリコン型太陽電池電極ペースト用ガラスフリットの改善

（株）クレハ 福島県いわき市 ペロブスカイト組成物の性能・耐久性評価

クニミネ工業（株） 福島県いわき市 粘土ガスバリア膜を用いた太陽電池バックシートの信頼性評価

（株）山王 福島県郡山市 無電解Agめっきアクリル樹脂粒子を分散材とした導電性フィルムを
用いて作製した薄型太陽電池セルでの信頼性評価

（株）環境システムヤマノ 福島県須賀川市 単結晶Siを用いた融雪型太陽光パネルにおける高性能低コスト化技術
の開発

日本化成（株） 福島県いわき市 高効率太陽電池セル及び高電圧対応の封止材用架橋助剤開発

（株）アサカ理研 福島県郡山市 分子結合チタニアシリカを適用した太陽電池モジュールの屋外発電量
および信頼性評価

〈風力発電分野〉

（株）朝日ラバー 福島県泉崎村 耐候・耐トラッキング性構造を有するプラズマ気流制御電極の開発

アルパイン（株） 福島県いわき市 風車点検UAVシステム実用化に向けた飛行性能の高度化と実証

〈地熱地中熱分野〉

（株）東栄科学産業 宮城県仙台市 溶融樹脂を用いた革新的な高温・高圧環境試験技術の開発とその評価

新協地水（株） 福島県郡山市 準浅層における低コスト熱応答試験の改良及び熱交換器埋設工法への
展開

（株）ボア 宮城県栗原市 地熱適正利用のための耐熱型ボアホールスキャナーの開発

ジオシステム（株） 岩手県滝沢市 樹脂製細管熱交換器を内蔵したタンク式地中熱交換器の高度化

ミサワ環境技術（株） 福島県会津若松市 地中熱を利用した電子機器類の排気冷却システムの高度化

（株）リナジス 宮城県仙台市 小型温泉発電装置の高効率化・高耐久化支援

〈蓄エネルギー分野〉

（株）ひまわり 福島県須賀川市 カーボンニュートラル燃料の熱利用技術の開発

（株）馬渕工業所 宮城県仙台市 小型バイナリー発電システムの最適化検討

日本化学工業（株） 福島県三春町 イオン液体を用いた水電解水素の除湿プロセスの高効率化

北芝電機（株） 福島県福島市 MCH利用型分散発電システムのための小型先進的熱交換技術の開発

アネスト岩田（株） 福島県矢吹町 マグネットカップリングを用いたバイナリー発電機の発電性能の評価

（株）山王 福島県郡山市 電解めっきによる金属複合水素透過膜（多孔質金属支持体と貴金属水
素透過膜の複合膜）の開発とその評価

（株）亀山鉄工所 宮城県仙台市 温度成層式予熱槽を用いた、太陽熱集熱器と補助熱源機器の最適運転
化

〈再生可能エネルギー管理分野〉

日本工営（株） 福島県須賀川市 長期運用データと人工知能（AI）を活用した小水力発電所維持管理の
高度化

（株）会津ラボ 福島県会津若松市 コンセント型スマートメーターの評価・課題解決

福島発電（株） 福島県福島市 メガワット級太陽光発電所の劣化評価と故障・劣化検知手法の開発
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平成30年度　支援テーマリスト（全17件）
コンソーシアム型　実施課題一覧（分野順）

企　業　名 地　　域 課　　　題　　　名

〈太陽光発電分野〉
アンフィニ（株）、（株）山王、（株）アサカ理研、
クニミネ工業（株）、（株）さんのう、（株）カナメ 福島県楢葉町 福島モデル太陽電池モジュールの開発

〈風力発電分野〉

福島発電（株）、JR東日本エネルギー開発（株） 福島県福島市 複雑地形におけるライダー風況アセス
メント技術の研究開発

〈地熱・地中熱分野〉
（株）ボア、三井金属資源開発（株）、地熱エンジニア
リング（株） 宮城県栗原市 耐熱型ボアホールスキャナーによる地

熱井・温泉井の健全利用技術の実用化

（株）福島地下開発、（有）ジェイディエフ、福島コン
ピューターシステム（株）、ミサワ環境技術（株）、新協
地水（株）、（株）三本杉ジオテック、ジオシステム（株）

福島県郡山市
地質調査孔を用いた熱応答試験の標準
化と福島県・見かけ熱伝導率分布図の
作成

〈蓄エネルギー分野（水素・熱）〉
北芝電機（株）、日本化学工業（株）、（株）アポロガス、
（株）山王、（株）クレハ 福島県福島市 水素エネルギー社会へ向けた技術・事

業化研究開発

（株）馬渕工業所、アネスト岩田（株）、（株）亀山鉄工所 宮城県仙台市 再生可能エネルギーの利用拡大に資す
る熱発電・熱利用技術研究開発

〈再生可能エネルギー管理分野〉

（株）会津ラボ、日本工営（株）、（株）FEP 福島県会津若松市 分散電源制御技術と統合エネルギーマ
ネージメントシステムの適合性評価

個別企業型　実施課題一覧（分野順）
企　業　名 地　　域 課　　　題　　　名

〈太陽光発電分野〉
AGCエレクトロニクス（株） 福島県郡山市 結晶シリコン型太陽電池電極ペースト用ガラスフリットの改善

〈風力発電分野〉
アルパイン（株） 福島県いわき市 風車点検UAS実用化に向けた近接飛行の実証

（株）北拓 福島県いわき市 世界トップレベル、日本の強雷による風力ブレードの落雷被害を
軽減する雷誘導製品の開発

（株）朝日ラバー 福島県白河市 全天候プラズマアクチュエータモジュールの誘起流効果の検証

〈地熱・地中熱分野〉
地熱エンジニアリング（株） 岩手県滝沢市 地熱貯留構造統合解釈システムの評価

（株）リナジス 宮城県仙台市 小型温泉発電装置の信頼性高度化支援

地熱技術開発（株） 岩手県盛岡市 地熱井用光ファイバー型高温多連式３軸地震計の開発

〈蓄エネルギー分野（水素・熱）〉
（株）ジュークス 岩手県久慈市 燃料電池用電極触媒の性能評価による事業化支援

（株）ひまわり 福島県須賀川市 カーボンニュートラル燃料の熱利用技術の実証

〈再生可能エネルギー管理分野〉
日本カーネルシステム（株） 福島県郡山市 PV点検支援システムの検証と機能改良
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索 引【分野別】
50音順

企業名 課題名 年度 頁

〈太陽光発電分野〉 
AGCエレクトロニクス（株） 結晶シリコン型太陽電池電極ペースト用ガラスフリットの改善 H29 4
　 結晶シリコン型太陽電池電極ペースト用ガラスフリットの改善 H30 39
（株）アサカ理研 分子結合チタニアシリカを適用した太陽電池モジュールの屋外発電量

および信頼性評価 H29 10

アンフィニ（株） 福島モデル太陽電池モジュールの開発 H30 32
（株）環境システムヤマノ 単結晶Siを用いた融雪型太陽光パネルにおける高性能低コスト化技術

の開発 H29 8

クニミネ工業（株） 粘土ガスバリア膜を用いた太陽電池バックシートの信頼性評価 H29 6
（株）クレハ ペロブスカイト組成物の性能・耐久性評価 H29 5
（株）山王 無電解Agめっきアクリル樹脂粒子を分散材とした導電性フィルムを

用いて作製した薄型太陽電池セルでの信頼性評価 H29 7

日本化成（株） 高効率太陽電池セル及び高電圧対応の封止材用架橋助剤開発 H29 9

〈風力発電分野〉 
（株）朝日ラバー 耐候・耐トラッキング性構造を有するプラズマ気流制御電極の開発 H29 11
 全天候プラズマアクチュエータモジュールの誘起流効果の検証 H30 40
アルパイン（株） 風車点検UAVシステム実用化に向けた飛行性能の高度化と実証 H29 12

風車点検UAS実用化に向けた近接飛行の実証 H30 39
福島発電（株） 複雑地形におけるライダー風況アセスメント技術の研究開発 H30 33
（株）北拓 世界トップレベル、日本の強雷による風力ブレードの落雷被害を軽減

する雷誘導製品の開発 H30 40

〈地熱・地中熱分野〉
ジオシステム（株） 樹脂製細管熱交換器を内蔵したタンク式地中熱交換器の高度化 H29 16
新協地水（株） 準浅層における低コスト熱応答試験の改良及び熱交換器埋設工法への

展開 H29 14

地熱エンジニアリング（株） 地熱貯留構造統合解釈システムの評価 H30 41
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企業名 課題名 年度 頁

地熱技術開発（株） 地熱井用光ファイバー型高温多連式３軸地震計の開発 H30 42
（株）東栄科学産業 溶融樹脂を用いた革新的な高温・高圧環境試験技術の開発とその評価 H29 13
（株）福島地下開発 地質調査孔を用いた熱応答試験の標準化と福島県・見かけ熱伝導率分

布図の作成 H30 35

（株）ボア 地熱適正利用のための耐熱型ボアホールスキャナーの開発 H29 15
耐熱型ボアホールスキャナーによる地熱井・温泉井の健全利用技術の
実用化 H30 34

ミサワ環境技術（株） 地中熱を利用した電子機器類の排気冷却システムの高度化 H29 17
（株）リナジス 小型温泉発電装置の高効率化・高耐久化支援 H29 18

小型温泉発電装置の信頼性高度化支援 H30 41

〈蓄エネルギー分野（水素・熱）〉
アネスト岩田（株） マグネットカップリングを用いたバイナリー発電機の発電性能の評価 H29 23
（株）亀山鉄工所 温度成層式予熱槽を用いた、太陽熱集熱器と補助熱源機器の最適運転

化 H29 25

北芝電機（株） MCH利用型分散発電システムのための小型先進的熱交換技術の開発 H29 22
 水素エネルギー社会へ向けた技術・事業化研究開発 H30 36
（株）山王 電解めっきによる金属複合水素透過膜（多孔質金属支持体と貴金属水

素透過膜の複合膜）の開発とその評価 H29 24

（株）ジュークス 燃料電池用電極触媒の性能評価による事業化支援 H30 42
日本化学工業（株） イオン液体を用いた水電解水素の除湿プロセスの高効率化 H29 21
（株）ひまわり カーボンニュートラル燃料の熱利用技術の開発 H29 19

カーボンニュートラル燃料の熱利用技術の実証 H30 43
（株）馬渕工業所 小型バイナリー発電システムの最適化検討 H29 20

再生可能エネルギーの利用拡大に資する熱発電・熱利用技術研究開発 H30 37

〈再生可能エネルギー管理分野〉 
（株）会津ラボ コンセント型スマートメーターの評価・課題解決 H29 27

分散電源制御技術と統合エネルギーマネージメントシステムの適合性
評価 H30 38

日本カーネルシステム（株） PV点検支援システムの検証と機能改良 H30 43
日本工営（株） 長期運用データと人工知能（AI）を活用した小水力発電所維持管理の

高度化 H29 26

福島発電（株） メガワット級太陽光発電所の劣化評価と故障・劣化検知手法の開発 H29 28
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索 引【企業名別】
企　業　名 掲載頁

AGCエレクトロニクス株式会社 ４・39

株式会社会津ラボ 27・38

株式会社アサカ理研 10

株式会社朝日ラバー 11・40

アネスト岩田株式会社 23

アルパイン株式会社 12・39

アンフィニ株式会社 32

株式会社亀山鉄工所 25

株式会社環境システムヤマノ 8

北芝電機株式会社 22・36

クニミネ工業株式会社 6

株式会社クレハ 5

株式会社山王 7・24

ジオシステム株式会社 16

株式会社ジュークス 42

新協地水株式会社 14

地熱エンジニアリング株式会社 41

地熱技術開発株式会社 42

株式会社東栄科学産業 13

日本カーネルシステム株式会社 43

日本化学工業株式会社 21

日本化成株式会社 9

日本工営株式会社 26

株式会社ひまわり 19・43

株式会社福島地下開発 35

福島発電株式会社 28・33

株式会社北拓 40

株式会社ボア 15・34

株式会社馬渕工業所 20・37

ミサワ環境技術株式会社 17

株式会社リナジス 18・41
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索 引【県別】
県 企　業　名 　市町村 掲載頁

福島県

ＡＧＣエレクトロニクス株式会社 郡山市 ４・39

株式会社会津ラボ 会津若松市 27・38

株式会社アサカ理研 郡山市 10

株式会社朝日ラバー 泉崎村 11・40

アネスト岩田株式会社 矢吹町 23

アルパイン株式会社 いわき市 12・39

アンフィニ株式会社 楢葉町 32

株式会社環境システムヤマノ 須賀川市 8

北芝電機株式会社 福島市 22・36

クニミネ工業株式会社 いわき市 6

株式会社クレハ いわき市 5

株式会社山王 郡山市 7・24

新協地水株式会社 郡山市 14

日本カーネルシステム株式会社 郡山市 43

日本化学工業株式会社 三春町 21

日本化成株式会社 いわき市 9

日本工営株式会社 須賀川市 26

株式会社ひまわり 須賀川市 19・43

株式会社福島地下開発 郡山市 35

福島発電株式会社 福島市 28・33

株式会社北拓 いわき市 40

ミサワ環境技術株式会社 会津若松市 17

宮城県

株式会社亀山鉄工所 仙台市 25

株式会社東栄科学産業 仙台市 13

株式会社ボア 栗原市 15・34

株式会社馬渕工業所 仙台市 20・37

株式会社リナジス 仙台市 18・41

岩手県

ジオシステム株式会社 滝沢市 16

株式会社ジュークス 久慈市 42

地熱エンジニアリング株式会社 滝沢市 41

地熱技術開発株式会社 盛岡市 42

47―　　―



平成25～28年度　支援テーマリスト
平成25年度（全11件）
　《一次公募》

（株）カナメ 福島県喜多方市 結晶シリコン太陽電池モジュール用部材の性能評価

日本化成（株） 福島県いわき市 結晶シリコンウェハ表面処理液の性能評価

（株）クレハ 福島県いわき市 波長変換化合物の性能評価

日本地下水開発（株） 福島県会津坂下町 自噴井を利用したクローズドループ地中熱ヒートポンプ冷暖房システムの性能評価

（株）亀山鉄工所 宮城県仙台市 「温度成層式蓄熱・貯湯システム」の実証評価

ジオシステム（株） 岩手県滝沢市 地下水移流効果を有効利用した高効率地中熱交換器

地熱エンジニアリング（株） 岩手県滝沢市 地熱貯留層評価技術の評価

有限会社エボテック 岩手県盛岡市 太陽光発電システムのグループ管理におけるモニタリングの評価

　《二次公募》

アサヒ電子（株） 福島県伊達市 太陽光発電太陽電池ストリング監視システムの評価

福島発電（株） 福島県福島市 多種類の太陽光パネルの故障診断・発電量モニタリング

工藤建設（株） 岩手県奥州市 ジオプロロードとエアコンの組合せによる地中熱利用システムの性能評価

平成26年度（全27件）
　《一次公募》

日特エンジニアリング（株） 福島県福島市 細線精密制御による極超薄シリコン基板の作製技術の開発評価

（株）山王 福島県郡山市 めっき技術を用いた高い導電性を有したアクリル樹脂粒子の性能評価

クニミネ工業（株） 福島県いわき市 粘土ガスバリア膜の太陽光パネルバックシート適性評価

日本化成（株） 福島県いわき市 太陽電池EVA封止材用高性能架橋助剤の各種性能評価

（株）アサカ理研 福島県郡山市 分子結合チタニアシリカを適用した太陽電池パネルおよび関連部材の性能評価

（株）シルフィード 福島県福島市 小型風車の振動・騒音低減技術に関する評価

日本地下水開発（株） 福島県会津坂下町 自噴井を利用したクローズドループ地中熱ヒートポンプ冷暖房システムの性能評価

（株）メムス・コア 宮城県仙台市 光ファイバ加速度センサを用いた地熱貯留層構造モニタリングシステムの実用性評価

ジオシステム（株） 岩手県滝沢市 地下水移流効果を有効利用した高効率地中熱交換器の評価

地熱エンジニアリング（株） 岩手県滝沢市 地熱貯留層評価支援のための掘削時同時比抵抗測定ツールの評価

（株）山王 福島県郡山市 めっき技術を用いた水素透過膜支持体の開発

（株）亀山鉄工所 宮城県仙台市 『太陽熱利用給湯システム』の最適制御手法の開発

　《二次公募》

（株）環境システムヤマノ 福島県須賀川市 新しい融雪型太陽電池モジュール、システムの開発

日本カーネルシステム（株） 福島県郡山市 太陽電池ストリングの健全性確認検査装置の実証

元旦ビューティ工業（株） 福島県本宮市 太陽電池の性能低下防止装置の評価技術

（株）倉元製作所 宮城県栗原市 逆型有機薄膜太陽電池の耐久性・信頼性評価とその劣化メカニズムの解析

東北ネヂ製造（株） 福島県いわき市 長期強度信頼性に優れた風力発電分野向け太径ボルトの開発

日本化学工業（株） 福島県三春町 リン系イオン液体の高温熱媒体としての性能評価

大野ベロー工業（株） 福島県いわき市 水素ガス及び水素混合流体雰囲気中におけるベローズシールバルブの有効性評価

（株）イーダブリュエムファクトリー 福島県南会津町 太陽光発電利用の独立型防災サーバー

　《三次公募》

（株）カナメ 福島県喜多方市 両面薄型ガラスで構成された太陽電池モジュール用取付け部材の開発

（株）クレハ 福島県いわき市 波長変換化合物の特性向上と封止シートとしての性能評価

日本化成（株） 福島県いわき市 スピンエッチング装置用結晶シリコンウェハ表面処理液の開発

サンポット（株） 福島県郡山市 地下水間接利用型地中熱ヒートポンプの性能評価

（株）リナジス 宮城県仙台市 AE情報を活用したフラクチャー型地熱貯留層性能評価ソフトウェアの実用化支援

工藤建設（株） 岩手県奥州市 被災地域の冬季におけるジオプロロードACシステムの実用性評価

アネスト岩田（株） 福島県矢吹町 スクロール膨張機を用いた太陽熱蒸気発電システムの性能評価
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平成25～28年度　支援テーマリスト
平成27年度（全25件）

（株）山王 福島県郡山市 無電解Agめっきアクリル樹脂粒子を分散材とした導電性フィルムを用いて作製した
太陽電池モジュールの信頼性評価

日本化成（株） 福島県いわき市 太陽電池EVA封止材用高性能架橋助剤の作用機構解明
クニミネ工業（株） 福島県いわき市 粘土ガスバリア膜を用いた太陽電池バックシートの信頼性評価
（株）アサカ理研 福島県郡山市 分子結合チタニアシリカを適用した太陽電池パネルの性能評価および信頼性評価
（株）エム・ティ・アイ 福島県郡山市 めっきによる結晶シリコン太陽電池の電極形成技術の開発および信頼性評価
（株）カナメ 福島県喜多方市 結晶シリコン太陽電池モジュール用部材の開発
（株）シルフィード 福島県福島市 過回転防止用回生ブレーキシステムの開発および騒音計測
地熱エンジニアリング（株） 岩手県滝沢市 掘削時同時比抵抗測定ツールの実地熱井への適用と性能評価

日本地下水開発（株） 福島県会津坂下町 自噴井を利用したクローズドループ地中熱ヒートポンプ冷暖房システムと無散水消雪
システムの高効率ハイブリッド化とその性能評価

北日本電線（株） 宮城県柴田町 温泉水を用いたアルミニウム廃棄物からの水素製造技術
（株）福島地下開発 福島県郡山市 地下水移流効果を有効利用した杭熱交換器【深井戸ボアホール】構築方法の開発
（株）リナジス 宮城県仙台市 高効率膨張発電機を用いた小型温泉発電装置の実用化支援
サンポット（株） 福島県郡山市 地下水間接利用型地中熱ヒートポンプの地下水量調整制御に関する評価
ジオシステム（株） 岩手県滝沢市 地中熱ヒートポンプシステム配管の高度化ならびに断熱効果の検証
日本化学工業（株） 福島県三春町 リン系イオン液体の高温熱媒体の開発
アネスト岩田（株） 福島県矢吹町 スクロール膨張機を用いた熱利用発電システムの性能評価
（株）亀山鉄工所 宮城県仙台市 『太陽熱集熱パネル』と『補助熱源機器』併用運転時の最適運転制御手法の開発
（株）山王 福島県郡山市 金属複合水素透過膜の開発
日本工営（株） 福島県須賀川市 再生可能エネルギー出力安定化システムの開発
元旦ビューティ工業（株） 福島県本宮市 太陽光発電システムの落雪防止と温度上昇抑制機能の地域別適応性の検証
（株）シーソーラー 福島県南会津町 一軸可動型ソーラーシステムによる高発電量化の評価
（株）環境システムヤマノ 福島県須賀川市 単結晶パネルとアモルファス融雪PVモジュールにおける発電量および劣化の検証
アサヒ電子（株） 福島県伊達市 太陽光発電太陽電池ストリング監視システムの長期信頼性評価
福島発電（株） 福島県福島市 多種類PVシステム評価技術の多面的検証
（株）イーダブリュエムファクトリー 福島県南会津町 太陽光発電利用の完全自立型防災サーバーシステム

平成28年度（全19件）
AGCエレクトロニクス（株） 福島県郡山市 結晶シリコン型太陽電池電極ペースト用ガラスフリットの性能評価

（株）山王 福島県郡山市 Agめっきアクリル樹脂粒子の機能向上及び、それを分散材とした導電性フィルムを
用いて作製した太陽電池モジュールの性能評価

クニミネ工業（株） 福島県いわき市 粘土ガスバリア膜を含む高信頼性太陽電池モジュールの開発
（株）クレハ 福島県いわき市 ペロブスカイト組成物の性能評価
（株）アサカ理研 福島県郡山市 分子結合チタニアシリカを適用した太陽電池モジュールの屋外暴露評価
日本化成（株） 福島県いわき市 高効率太陽電池セルに対応した封止材用架橋助剤の開発
（株）朝日ラバー 福島県泉崎村 風車用プラズマ気流制御用電極の特性評価
北日本電線（株） 宮城県柴田町 温泉水とアルミニウム廃材からの水素製造実用化研究
ミサワ環境技術（株） 福島県会津若松市 地中熱を利用した電子機器類の排気冷却システム
新協地水（株） 福島県郡山市 低コスト熱応答試験のための新規工法の実証
（株）ジオシステム 岩手県滝沢市 樹脂製細管熱交換器を内蔵したタンク式地中熱交換器の有効性の検証
（株）山王 福島県郡山市 電解めっきによる多孔質金属支持体を用いた金属系水素透過膜の開発
日本化学工業（株） 福島県三春町 イオン液体を用いた除湿・脱水プロセスの開発
（株）アネスト岩田 福島県矢吹町 ヒートポンプ用スクロール圧縮機の性能評価
（株）亀山鉄工所 宮城県仙台市 予熱槽併用型太陽熱利用給湯システムの最適運転制御手法の開発
北芝電機（株） 福島県福島市 水素利用蓄エネルギー有効活用のための先進的熱交換技術の開発
日本工営（株） 福島県須賀川市 太陽光発電システム性能・故障診断アルゴリズムの開発
福島発電（株） 福島県福島市 メガワット級太陽光発電所の故障・劣化診断技術の開発
（株）環境システムヤマノ 福島県須賀川市 単結晶Si太陽光パネルとアモルファスSiシートにおける長期信頼性の検証
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福島再生可能エネルギー研究開発拠点機能強化事業

平成29年度 被災地企業のシーズ支援プログラム
平成30年度 被災地企業等再生可能エネルギー
　　　　　 技術シーズ開発・事業化支援事業

企画・発行／ 国立研究開発法人産業技術総合研究所
 福島再生可能エネルギー研究所
 FUKUSHIMA RENEWABLE ENERGY INSTITUTE, AIST（FREA）

 〒963‒0298　福島県郡山市待池台２‒２‒９
 TEL：024‒963‒0813　　FAX：024‒963‒0824
 fukuseihyo-ml@aist.go.jp　　http://www.aist.go.jp/fukushima/

 平成30年５月 発行
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