
受賞概要集

平成27年度

省エネ大賞
［製品・ビジネスモデル部門］

後援 経済産業省主催



省エネ大賞について
～省エネルギー型社会構築に寄与する～
　「省エネ大賞」は、国内の企業、工場・事業場等において省エネルギーを推進している事業者及び
省エネルギー性に優れた製品・ビジネスモデルを表彰する制度で、平成 21 年度までは、国の支援・
主催し、省エネルギーセンターが運営しておりましたが、平成 23 年度から経済産業省の後援を得
て、当センター主催事業として新たにスタートを切りました。
　本表彰は、発表大会等を通じて、先進的な省エネ技術や手法などを効果的に情報発信するととも
に、省エネルギー意識の浸透、省エネルギー型製品等の普及促進、省エネルギー型産業への発展及
び省エネルギー型社会の構築に寄与することを目的としております。

　この「平成 27 年度省エネ大賞受賞概要集 [製品・ビジネスモデル部門 ]」は、平成 27 年度省エネ
大賞応募 153 件のうち、製品・ビジネスモデル部門に応募があった 83 件から厳正な審査を経て、
省エネ大賞を受賞することになりました 26 件の製品・ビジネスモデルにつきまして、受賞概要と
製品・ビジネスモデルの特徴、ポイント等を、受賞各社のご協力の下にまとめたものです。



　国内の省エネルギーを推進している事業者及び省エネルギー性に優れた製品又

はビジネスモデルを開発した事業者（ピーク電力の抑制・ピークシフト等の節電

に貢献のあった事業者を含む）を対象とします。

　事業者とは、企業、工場・事業場、グループ及びこれらを支援する企業等とし、自

治体、教育機関、医療機関等を含みます。

　当センター内に省エネルギー専門家や学識経験者等からなる審査委員会を設置

し、厳正に審査を重ね受賞者を選考します。

　審査により特に優秀と認められたものを、「経済産業大臣賞」、「資源エネルギー

庁長官賞」、「中小企業庁長官賞」、「省エネルギーセンター会長賞」、「審査委員会特

別賞」として表彰いたします。表彰式は、原則として、ENEX「地球環境とエネル

ギーの調和展」の開催（東京）に併せて実施します。

応募対象

応募区分と評価項目

募集から表彰までの流れ

審査体制

表彰及び発表

■詳しくはWebサイトをご覧ください。

http://www.eccj.or.jp/bigaward/index.html

委員長：松野建一
日本工業大学工業技術博物館長・客員教授

委員長：高村淑彦　東京電機大学名誉教授　

東日本地区発表大会
中日本地区発表大会
西日本地区発表大会

①先進性・独創性、②省エネルギー性、

③汎用性・波及性、④改善継続性

※両部門とも、地区発表大会では、上記評価項目に加え、プレゼンテーション技術も評価項目とします。

一部は
現地確認審査
実施

●省エネ事例部門

工場・事業所等における省エネ活動を推進している事業者を対象とします。

なお、省エネ活動には、ピーク電力抑制・ピークシフト等の節電への取組みを含み

ます。

●製品・ビジネスモデル部門

国内で購入可能な優れた省エネルギー性を有する製品（要素製品及び資材・部品

を含む）又は省エネルギー波及効果の高いビジネスモデルを開発した事業者を対

象とします。

なお、省エネルギー性及び省エネルギー波及効果には節電効果も含みます。

評価項目

評価項目

東日本地区発表大会
地区発表大会
対象の選考

①開発プロセス、②先進性・独創性、③省エネルギー性、

④省資源性・リサイクル性、⑤市場性・経済性、

⑥環境保全性・安全性

事前選考委員会

審査運営委員会

審査専門委員会

省エネ大賞 検　索検　索

地区
発表大会
発表内容等の
審査

表彰式応　募 事前選考
(書類審査 )

表彰対象の
選考
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「省エネ大賞」を審査して

受賞製品等概要
受賞マークについて

受賞製品等詳細

受賞製品等の型番等



平成 27 年度
省エネ大賞を
審査して

審査専門委員長

講評

平成27年度省エネ大賞審査専門委員長

高村　淑彦
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　「省エネ大賞」は、わが国における企業等の優れた省エネルギー活動や省

エネルギーに資する製品・ビジネスモデル等の表彰を通じて、省エネルギー

意識の浸透、省エネルギー製品の普及促進、省エネルギー産業の発展及び省

エネルギー型社会の構築に寄与することを目的としており省エネルギーセ

ンターの主催として本年度で5回目となります。

　今年度の事例部門を含む全応募件数は153件であり、このうち「製品・

ビジネスモデル部門には83件のご応募をいただきました。

　近年の製品・ビジネスモデル部門の応募傾向としては、特に業務分野の

省エネルギーが強く叫ばれる中、従来から応募の多かった照明、空調、家電

製品に加え、トップランナー制度に組み込まれたサッシ、複層ガラス、断熱

材など要素製品を含む建築関連製品の応募が増加しております。

　応募案件につきましては、昨年7月以降半年にわたり実施してきました

審査委員会や地区発表会、現地確認審査等において、”開発プロセス、省エ

ネルギー性、先進性・独創性、市場性・経済性”等の観点から厳正に審査を

行い、26件を選定いたしました。

　これら受賞製品等は、様々な工夫や技術開発により高い省エネ性能等が

実現されたものであり、開発、製品化に尽力された関係者各位に対し深く敬

意を表すものです。これら製品等が、本受賞を契機に広く社会に普及し、エ

ネルギーの有効利用や地球環境負荷低減に寄与することを祈念いたしま

す。

　また惜しくも受賞にいたらなかった製品等の中にも優れた製品やビジネ

スモデルが多数ありました。更に改良や工夫を加え、次回もご応募いただく

ことを切に期待しております。
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受賞製品等
概要

製品・ビジネスモデル

部門

家庭用エアコン「霧ヶ峰　FZ／ FZVシリーズ」
三菱電機株式会社

経済産業大臣賞　［製品（家庭）分野］

安川マトリクスコンバータ 「U1000」
株式会社安川電機

経済産業大臣賞　［製品（輸送）分野］

超省エネ・超健康住宅「i- シリーズⅡ」
株式会社一条工務店

経済産業大臣賞　［製品（建築）分野］

R32高性能空調機の世界展開による省エネルギー推進
ダイキン工業株式会社

経済産業大臣賞　［ビジネスモデル分野］

軽量・小形・低コストの高効率LED高天井照明器具
東芝ライテック株式会社

資源エネルギー庁長官賞　［製品（業務）分野］

ドラム式洗濯乾燥機「プラズマクラスター洗濯乾燥機」
シャープ株式会社

資源エネルギー庁長官賞　［製品（家庭）分野］

狭幅・大径の次世代低燃費タイヤ
「ECOPIA EP500 ologic」
株式会社ブリヂストン

資源エネルギー庁長官賞　［製品（輸送）分野］
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本製品は、室内機の内部構造を抜本的に見直したルームエアコン

である。近年エアコンの室内機の奥行き寸法を拡大して熱交換器

の搭載量を増やすことで、省エネ性の改善が進んでいるが、これ以

上筺体の奥行きを拡大できる余地は少ない。そこで、本製品では、

室内機の送風機をクロスフローファンから高効率なプロペラファ

ンに、熱交換器をΛ型からＷ型にレイアウト変更することで、送風

本製品は、モータが負荷側から回されるときに発生するエネル

ギーを電源側に戻す回生機能を搭載した電力変換器である。従来

は、エスカレータ、エレベータ、クレーン等の昇降機械の重力エネ

ルギー等を制動抵抗器で熱として消費するか、この回生エネル

ギーを電源に戻すためにコンバータおよび周辺機器を追加する必

要があった。本製品は、単体で電源回生とモータドライブの両立が

　

本製品は、断熱性の大幅な向上を実現した省エネ住宅モデルであ

る。具体的には、シクロペンタン発泡で成型した、熱伝導率が低い

硬質ウレタンフォームの断熱材 ( 熱貫流率Ｕ値 0.020W/ ㎡・K)

を開発し、これを構造体内部への充填に加え、構造体を覆う外張り

断熱を追加したダブル断熱工法を開発した。さらに、3層ガラス樹

脂サッシ (Ｕ値 0.80W/ ㎡・K) や、高効率全熱交換型換気システ

　

本ビジネスモデルは、地球温暖化抑制のために新冷媒 R32 を搭

載した高性能空調機の世界展開を目指した取組みである。R32

は、温暖化係数が従来の冷媒R410Aの約1/3である上、この冷

媒をインバーター制御と組み合わせることで年間 30% 以上の消

費電力量削減を実現できる。家庭用エアコンの冷媒は、国内では既

に R32 がスタンダードとなっているが、世界的には R410A が

　

本製品は、軽量・小型化による施工性の向上及び低価格化を実現

した高天井用の LED 照明器具である。工場や倉庫等で使用されて

いる高天井用照明器具は LED化進んでいるが、器具質量や価格の

改善及び高出力化が求められている。本製品は、従来の LED 高天

井照明器具における一体構造を分割ユニット構造に変更し、高純

度のアルミ材製の押出成型ヒートシンクを採用することで、従来

　

本製品は、優れた洗浄力と、業界初のヒートポンプとヒーターのハ

イブリッド方式で快適な乾燥を実現したドラム式洗濯乾燥機であ

る。泥汚れ等のがんこな汚れは、従来機種では、長時間の温水処理

や手洗いが必要であったが、本製品は微細な水滴を衣類へ高圧で

吹き付けるマイクロ高圧洗浄により高い洗浄力と節水を実現し

た。また、ヒートポンプ乾燥にサポートトヒーターを追加したハイ

　

本製品は、タイヤサイズを従来にない狭幅・大径にした次世代低

燃費タイヤである。タイヤの狭幅・大径化と充填空気圧の高圧化

の相乗効果、独自の構造・材料最適化技術により、路面に接するト

レッド部分の接地変形に伴うエネルギー損失を抑制してタイヤの

転がり抵抗（RRC）を約30%低減した。同時に、狭幅化により走

行中の車体に作用する空気抵抗も低減し、両者を合わせた省エネ

　

効率を大幅に改善しつつ、熱交換器の搭載量の増加を実現した。そ

の結果、省エネ性能は、冷房能力4.0kWから9.0kWの機種で業

界トップクラスのAPF（通年エネルギー消費効率）を達成した。ま

た、本製品は、二つのプロペラを独立駆動させて二温度空調を実現

し、個人の温冷感の違いまでも考慮した新たなソフト省エネ技術

も開発し、今後の新しいエアコンの在り方を示すものである。

可能な装置である。更に従来品から PWM パルスを生成するため

の演算アルゴリズムを改善することで、永久磁石同期モータ駆動

を可能とし、更なる省エネに貢献する。本製品導入例（10ｔクレー

ン）では、年間消費電力量 50%削減を達成した。本製品は、商用電

源切替機能によって、高調波や騒音等の低減を実現し、輸送機械の

みならず空調設備等幅広い製品対応可能で、普及が期待できる。

ムを採用することにより、住宅の断熱性能Q値0.51W/㎡・Kを

確保し、年間冷暖房費を一般的な省エネ住宅の1/5以下に低減し

ている。また、全館床暖房システムを開発することにより、室内の

快適性をさらに向上させた。本製品は、断熱材の開発において、枠

組壁工法の構造躯体を変更せずに、従来の生産ラインを活用する

等、高性能住宅でありながら価格を抑える工夫もしている。

主流であり、新興国においてはその前世代の冷媒 R22 もまだ使

用されている。そこで、R32の世界普及に向けて、新興国を中心に

冷媒転換政策の提言、技術支援、安全規格の整備、R32空調機製造

に関する基本特許の無償開放等、総合的に取り組み、2015年末

現在、R32 空調機を世界 47ヶ国で販売している。本ビジネスモ

デルは、全世界の省エネ及び地球温暖化抑制に大きく貢献できる。

品と比べ、約66％軽量化、約51%小型化及び約44％低価格化

を実現した。さらに、熱シミュレーションを駆使した最適構造設計

により放熱効率が向上し、エネルギー消費効率は 159.4lm/W 

（従来品と比べ約49%向上）を達成し、高出力モデルのラインアッ

プも実現した。本製品が実現した省エネ性や施工性向上及び低価

格化により、高天井照明器具のLED化の普及促進が期待できる。

ブリット方式により、乾きムラを防ぐとともに、ヒーターで乾燥効

率を高めることでヒートポンプの出力が下がり、全体として省エ

ネを実現した。その結果、6 ㎏洗濯乾燥時の消費電力量は

590Wh/ 回を達成し、10kg 洗濯時の使用水量は69L/ 回を実現

した。本製品は、洗濯乾燥における省エネ・節水のみならず、洗浄

力の向上によって、ユーザーの手間や洗濯時間の削減に寄与する。

効果は速度60km/hでRRC約35%低減に相当する。その結果、

国産小型車の 60km/h 定地走行において燃費で約 10% 向上を

実現した。一方で、タイヤの接地性が向上して雨天時のウェットブ

レーキ性能は約8%向上、乾燥路での制動性能や旋回性能等のグ

リップ性能も向上した。以上により、低燃費タイヤの課題であった

省エネ性と安全性の両立を解決し、自動車の省エネ化に貢献する。
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受賞製品等
概要

製品・ビジネスモデル

部門

超断熱セラミックス炉壁｢サーモテクトウォール｣
AGCセラミックス株式会社　AGCプライブリコ株式会社

炊飯器「おひつ御膳シリーズ」
日立アプライアンス株式会社

超省エネ型精密温湿度空調機 「eONE」
株式会社ニットー冷熱製作所

HID形 LEDランプシステム
三菱電機照明株式会社

太陽光発電向けパワーコンディショナ用冷却ユニット
パナソニック エコシステムズ株式会社　株式会社ダイヘン

低負荷効率に優れたビル用マルチエアコン
「VRVシリーズ」
ダイキン工業株式会社

省エネと付加価値向上を可能にした熱源機
「ユニバーサルスマートＸ　3シリーズ」
東芝キヤリア株式会社

資源エネルギー庁長官賞　［ビジネスモデル分野］

資源エネルギー庁長官賞　［節電分野］

中小企業庁長官賞

省エネルギーセンター会長賞　

省エネルギーセンター会長賞

省エネルギーセンター会長賞

省エネルギーセンター会長賞
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本ビジネスモデルは、超断熱セラミックス炉壁（サーモテクト

ウォール）を各種工業炉の使用条件に応じて最適設計する省エネ

ソリューションである。サーモテクトウォールは、工場内で発生し

たリサイクル原料を活用した特殊原料を配合した高断熱不定形耐

火物（サーモテクト）の多層化構造による炉壁である。サーモテク

トウォールは、800℃から1700℃までの幅広い温度域で使用で

本製品は、本体 ( ご飯収納部 ) と熱源部が分離できる少量炊きの

炊飯器である。近年、少人数世帯の増加により、一回当たりの炊飯

量は2合以下の炊飯が多くなっている。そこで、同社では、本体の

側面に真空断熱材等を使用した全周断熱構造と、高温で蒸らす調

圧構造によって、少量でも効率よく炊飯できる炊飯器を開発した。

これにより、炊飯時の消費電力量は 134Wh/ 回 (RZ-WS2M の

本製品は、冷却水及び吸込み空気から回収した熱を加湿・加温に

再利用することで、省エネ性を実現した温湿度空調機である。自動

車工場の塗装工程等では、精密な温湿度制御が要求され、冷凍機で

空気を冷却除湿後、電気ヒーター等で要求温度・湿度まで加熱・

加湿する方式が普及しているが、冷却した空気の再加熱と冷凍回

路からの排熱がエネルギー消費効率の悪化を招いていた。本製品

本製品は、街路灯や構内灯に用いられる効率の低い水銀ランプに

置換え可能な高効率 HID 形 LED ランプシステムである。LED 

の発熱対策については、LED電球のようにアルミダイキャストを

ヒートシンクとする設計が一般的であるが、同社では LED モ

ジュール基板とガラス製外管バルブの隙間に透明な熱伝導性シリ

コーンを充填し、ＬＥＤの発熱をシリコーンで拡散・伝導するこ

本製品は、太陽光発電向けパワーコンディショナ用の冷却ユニッ

トである。一般的に、パワーコンディショナの稼働時に発生する多

量の熱を冷却するために、エアコンを設置して内部を冷却するが、

エアコン運転にかかる消費電力はパワーコンディショナ全体の効

率を 1～ 2% 悪化させる。そこで、パナソニックエコシステムズ

独自の樹脂製顕熱交換素子と高効率ブラシレス DC モータを内蔵

本製品は、低負荷時における高効率運転を実現したビル用マルチ

エアコンである。同社の空調使用状況のビッグデータ解析により、

低負荷時の運転を行う時間が長い事に着目し、本製品には低回転

時の圧縮漏れロスを極小化する背圧コントロール機構を採用した

新型スクロール圧縮機と、負荷に合わせて全自動で冷媒温度をコ

ントロールする新しい冷媒制御を搭載することで、低負荷時の運

本製品は、ビルや工場の空調用から生産プロセスの冷温熱負荷や

用途に対応した空冷ヒートポンプ式モジュール型熱源機である。

本製品は、新開発したインバータ DC ツインロータリ圧縮機の効

率改善等により、冷却定格COP6.4 を達成するとともに、期間成

績係数 IPLV 7.0( 冷水入口14℃、冷水出口7℃、変流量 )を達成

し、全負荷運転時だけでなく、中・低負荷での部分負荷運転時にも

き、高断熱性と高耐熱性を併せ持ち、健康安全上の問題から特化則

管理第 2 類に指定を受けたリフラクトリーセラミックスファイ

バー (RCF) を含まない炉壁である。サーモテクトウォールへの変

更は、放熱量低減による燃料削減（一例として鉄鋼加熱炉天井部の

場合25%削減）を見込め、RCFでは適用できなかった物理的、化

学的損傷領域にも適応可能で、今後一層の普及が期待できる。

高効率を発揮できる。さらに、PWM コンバータを搭載すること

で、第 5 次高調波を 86% 低減するともに力率 99% を達成し、

高調波抑制対策を不要とするともに電源設備の増強等を抑えるこ

とができる。また、モジュールの組合せにより、幅広い機種選定が

可能で小～大規模設備まで最大 128 台 (19,200kW) に対応で

きることから、様々な現場で導入が可能である。

場合 )で、5.5 合用炊飯器で少量炊飯するより省エネで、全周断熱

構造により分離時に保温のための消費電力を不要とした。また、保

温のためのヒーター等を削減することで、コンパクト化・軽量化

を実現し、省資源にも貢献している。本製品は、本体をおひつとし

て食卓に持っていくことができ、「保温をしないで炊き立てのご飯

を食べきる」という、新たな省エネスタイルを提案した。

転効率の大幅な向上を実現した。その結果、冷房能力 28.0kW の

機種で従来機種と比べ、年間消費電力量 1,753kWh/ 年（約

21%）の削減を達成した。ビル用マルチエアコンは、1台の室外機

で複数の室内機を個別に制御できることから、オフィスビル等の

空調として増加傾向にあり、本製品の技術はネット・ゼロ・エネ

ルギー・ビル（ZEB）の実現に寄与できる。

は、冷凍回路内の複数の電子制御弁を PID 制御することにより、

冷却除湿及び冷却水で得られた熱を回収し加熱・加湿への

100%再利用を実現した。その結果、エネルギー消費効率は、従来

の電気ヒーター搭載機と比べ、消費電力量は 350kWh/ 年（約

75%）の削減が可能となった。精密温湿度を要求する分野はナノ・

バイオ分野、医療分野等、拡大傾向にあり、今後普及が期待できる。

とで、ガラス製外管バルブをヒートシンクとして利用する新しい

放熱方式を確立した。これにより、水銀ランプと比べ最大約79％

の省エネを実現できた。また、本製品は、アルミダイキャストの廃

止により低コスト・軽量化を実現し、既存器具にそのまま LED 

ランプ交換可能で、街路灯等の LED 化普及促進に寄与できる。

した冷却ユニットを、ダイヘンパワーコンディショナの冷却方式

に新らたに採用することにより、内部で発生する熱を、筐体内空気

と屋外空気を高効率に熱交換し、気密性を保ったまま少ない電力

で冷却できる製品を開発した。本製品（冷却ユニット 190W/K 

×4台）では、従来のエアコン冷却方式（最大出力12.5kW×2台）

と比べ、消費電力量約87％の削減が期待できる。
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受賞製品等
概要

製品・ビジネスモデル

部門

家庭用ルームエアコン
「エコナビ搭載エアコン　ＷＸシリーズ」
パナソニック株式会社 アプライアンス社 エアコンカンパニー エアコン事業部

空気清浄機能付き 高性能換気システム「エアマイスター」
株式会社ＬＩＸＩＬ

CO2冷媒自動販売機
富士電機株式会社　株式会社デンソー

ドラム式洗濯乾燥機 
「Big マジックドラム　ＴＷ－117Ｘ3シリーズ」
東芝ライフスタイル株式会社

高効率LEDシーリングライト「ECOHiLUX」
アイリスオーヤマ株式会社

フルカラーデジタル複合機
「ApeosPort-Ⅴ C7776/C6676、
DocuCentre-Ⅴ C7776/C6676」
富士ゼロックス株式会社

高強度低熱伝導率断熱材「ロスリムボードＧＨ」
ニチアス株式会社

省エネルギーセンター会長賞

省エネルギーセンター会長賞

省エネルギーセンター会長賞

省エネルギーセンター会長賞

省エネルギーセンター会長賞

省エネルギーセンター会長賞

省エネルギーセンター会長賞
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本製品は、新しいセンシング技術により広い空間で一人ひとりが

快適で省エネ運転を実現したルームエアコンである。その主な特

徴として、熱画像センサーを使い、各人の暑い、寒いの温冷感を見

分ける温冷感検出技術で個別空調を可能とした。また、室外機の圧

縮機からの排熱を蓄熱材に回収し、霜取時に活用することで暖房

の継続と、電気ヒータ不要を実現した。基幹技術として、室内機の 

　

本製品は、高い省エネ性を実現した家庭用の空気清浄機能付きの

高機能換気システムである。住宅の省エネ化には、換気による熱ロ

スが課題となっているが、本製品は熱交換換気（熱交換効率

87%）により、夏の熱気や冬の冷気の侵入を抑えて熱ロスを大幅

に抑えることができる。また、熱交換が不要な季節・時間帯は、非

熱交換運転に自動で切り替わるので、本体の消費電力も抑えるこ

　

本製品は、富士電機のインバータ技術とデンソーの持つエジェク

タ技術で、CO2冷媒の特性を活かして大幅な消費電力の低減を実

現した自動販売機である。CO2 冷媒は、圧力差が大きく圧縮機の

駆動電力が大きくなるため、冷凍機のCOP向上に課題があった。

そこで、高圧力差でも圧縮機の駆動効率を改善するインバータの

採用により、冷凍サイクルに十分な冷媒循環量を作り出すこと、小

本製品は、業界最大容量のヒートポンプ式洗濯乾燥機である。主な

特徴として、本体幅を60㎝に抑えつつ、洗濯容量11㎏、洗濯乾

燥容量7㎏とコンパクトかつ大容量化を図り、まとめ洗いを促進

することで省エネ性能を実現できる。大容量まとめ洗いは、横揺れ

を低減したサスペンションと大容量トルクアップモータの開発に

より実現し、大容量乾燥は熱交換器の大型化と高負荷対応ファン

本製品は、付加価値を付けた高効率の家庭用 LEDシーリングライ

トである。本製品は、高効率 LEDチップの採用、高力率、高変換効

率を達成した電源回路の採用、及び LED基板上へ高反射シート使

用による光の取り出し効率の改善により、消費電力31.2W、エネ

ルギー消費効率 160lm/W を達成した。また、リモコンでの使用

電気代表示や、明るさ10段階切替、タイマー、節電モード等を充

本製品は、高速領域（印刷速度65～70枚 /分）でありながら、コ

ンパクト化、静音化、利便性の向上を実現したフルカラーデジタル

複合機である。同社独自の IH 定着を用い、高速生産性を達成する

ために、定着ニップ設計と蓄熱体熱容量設計、加熱効率の追求をす

ることで、高生産性とコンパクト化を実現した。また、きめ細かく

LED の点灯を制御する高解像度 LED プリントヘッド技術を導入

本製品は、工業炉等に使用する中・高温用の断熱材である。従来の

断熱材（セラミックファイバー、けい酸カルシウムボード等）は、高

温では断熱性が低く、また断熱性が高くても強度が低いため、使用

できる箇所が限られていた。そこで、同社ではナノ粒子構造を維持

したまま粒子同士の結合を強固に出来る手法を発見し、これによ

り高断熱性（低熱伝導率性）と高強度の両立を実現した。その結果、

クロスフローファンの送風効率改善や、室外機で冷房時と暖房時の

冷媒経路を変える可変冷媒パス技術による熱交換器効率の向上、プ

ロペラファンの大型化と羽根枚数の増加による送風効率の向上等

を実現した。これにより、冷房能力4.0kWの機種で、APF（通年エ

ネルギー消費効率）7.4を達成した。さらに静音設計で 20dB を実

現する等、本製品は省エネ性と併せて快適性も向上した。

とができる。これにより、一般的な第 3 種換気を採用している住

宅に比べ、冷暖房と換気の消費電力量を678kWh/ 年（48%）削

減を実現できる。さらに、高性能フィルターと除菌イオン発生装置

を搭載し、室内の空気を清浄できる上、フィルターの自動掃除機能

により手入れが軽減できる。本製品は、壁掛け型でダクトレスのた

め、既設住宅にも簡易な取付が可能で、設置性も優れている。

流量の冷媒に対応した流量可変エジェクタとその制御の開発によ

り、従来捨てていたエネルギーを回収し、圧縮機動力をアシストす

ることが可能となった。これによりCOP向上が実現し、年間消費

電力量は440kwh/ 年（省エネ基準達成率は242%）、従来機と

比べ37%の低減を達成した。今後、ノンフロンで温暖化係数が小

さく環境に配慮したCO2冷媒の自動販売機の普及が期待できる。

の開発により実現した。これにより、7kg 洗濯乾燥時の消費電力

量は700Wh/ 回、使用水量は61L/ 回を達成した。また、従来の

汚れのつきにくいマジックドラム採用による槽洗浄回数の低減に

加え、乾燥終了後に必要であったダクト内のリント清掃を、洗濯時

の給水を利用して行うことでメンテナンス面でも向上した上、温

水つけ置き洗いコースを搭載し、洗浄力も強化した。

実した機能を搭載した。さらに、資材等のコストダウンを図る一

方、カバーにダイヤカットサークルやフレームを施す等、デザイン

性を向上させ、インテリア商品としての付加価値を付けた。本製品

は、高効率の蛍光灯器具に比べ消費電力が 1/2 以下で、長寿命

（40,000時間）であり、家庭用シーリングライトの LED化の普

及促進に寄与できる。

することで、省エネ性と無騒音化を実現した。その結果、印刷速度

70枚 /分の機種で、TEC値 3.6kWh（エネスタ Ver.2.0 基準達

成率341%）を達成した。また、使用意図検出や個人検出の独自技

術（SWEA2）によって、スリープからの自動復帰等、利便性を大き

く向上させた。本製品は、オフィスで使われている高速カラー複合

機を見直す契機となる。

けい酸カルシウムボードと比べ、同じ厚みで放散される熱エネル

ギー量を約 50% 削減することができる製品の開発に成功した。

また、本製品は高強度であるため、取扱い時の崩れが発生せず施工

が容易で、発塵量も少ないため環境負荷も小さい。本製品は、国内

の工業炉の 71％に適用可能で、工業炉の省エネ化を推進できる

だけでなく、燃料電池用等、今後拡大が期待できる。
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受賞製品等
概要

製品・ビジネスモデル

部門

日立インバーターポンプ「スマート強くん」
日立アプライアンス株式会社

省エネルギーセンター会長賞

大容量冷蔵庫「真空チルドシリーズ」
日立アプライアンス株式会社

省エネルギーセンター会長賞

自然採光システムによる省エネ照明と快適性向上
大和ハウス工業株式会社　スリーエム ジャパン株式会社　株式会社菱晃

省エネルギーセンター会長賞

4Ｋ対応液晶テレビ「レグザ G20X シリーズ」
東芝ライフスタイル株式会社

審査委員会特別賞

家庭用ルームエアコン
「蓄電池連携DCハイブリッドエアコン」
シャープ株式会社

審査委員会特別賞

※　省エネルギーセンター会長賞、審査委員会特別賞は応募受付順に記載。

つよし
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本製品は、高い省エネ性と安定した給水性を実現した家庭用の井

戸ポンプである。本製品は、高効率ポンプヘッド、高性能 IPMモー

ター等の開発により業界トップクラスの消費電力 350W

(WM-P250X：250Wクラス浅井戸用電気井戸ポンプにおいて、

測定方法は JIS B 8314 に基づく ) を実現した。また、同社独自

のカルマン渦式超音波流量センサーの搭載により最適運転に制御

本製品は、大容量化と省エネ性の向上を実現した冷凍冷蔵庫であ

る。その主な技術は、5つのポート ( 冷媒口 ) を備えた多機能バル

ブの開発により、6 つのモードに切り替えられるマルチバルブ制

御を採用し、運転状況に応じた冷媒の流れ制御が可能となったこ

とで、大容量に必要な冷却力と省エネ性を実現した。これにより、

内容積500Lクラスの機種（R-X5200F及びR-G5200F）で、

本システムは、オフィス・店舗用の自然光を活用し照明電力を削

減する照明システムである。具体的には、スリーエムジャパンが開

発した天井や壁面に貼って採光した光を高効率で拡散反射させる

「明るさ向上フィルム」及び窓ガラスに貼って窓側からは光を天井

側に誘導する「太陽光屈折フィルム」と、菱晃が開発した外部より

建物奥に光を誘導する光ダクト（きらポート）を、大和ハウス工業

本製品は、高画質と省エネ性を実現した4Ｋ対応液晶テレビ（画素

数3840x2160画素）である。その主な技術として、液晶パネル

背面全体に全面直下型 LED を配列することで高輝度・高コント

ラストを実現するとともに、同社独自の映像エンジン（4Ｋレグザ

エンジンHDR）を搭載することで高画質を実現した。省エネ性は、

高効率 LEDバックライト等の採用と、新規SOC採用による信号

本製品は直流電力（DC）と交流電力（AC）の併用を可能にしたルー

ムエアコンである。従来の蓄電池（太陽光発電等構成含む）と連携

させたエアコンにおいて、蓄電池に貯められた DC をエアコンに

給電し運転させる場合、給電経路の過程においてDCをACに、或

いは AC から DC に複数回にわたり変換する必要があり、無駄な

電力ロスを生じさせていた。同社では、この電力ロスを解消するた

省エネ大賞 受賞マークについて

※受賞マーク使用規定は、http://www.ecc.or.jp/bigaward/sprizemark-rule.pdfをご覧ください。

「受賞マーク」は、省エネルギー型社会の構築に向けて、優れた省エネルギー性能を有する製品の普

及促進を図るため、商品の選択・購入する際に1つの判断基準としていただくために制定しました。

コンセプトは、青い空、生命力にあふれた緑。豊かな地球の未来をデザイン化しています。

※本マークは、受賞企業が発行する印刷物（カタログ、パンフレット等）、新聞・雑誌等への投稿記事、新聞等への広告、インターネッ

トコンテンツ（自社ホームページ等）、コマーシャルフィルム、製品に貼付するラベル等に使用できます。

し、無駄な電力消費の原因となるキャビテーション（気泡）の発生

を抑制することで、給水安定性の向上を実現した。また、ポンプ

ヘッドに耐摩耗弾性ケーシングを搭載することで、砂を含む揚水

での摩耗による給水圧力低下を抑制できた。家庭用井戸ポンプは、

散水・洗車、洗濯・トイレ等、多岐の用途に使われているが、需要

の大きな東南アジアへの展開も期待できる。

年間消費電力量160kWh/ 年（省エネ基準達成率361%）を達成

した。また、生活パターン学習機能でドア開閉の少ない時間帯で霜

取りをする等の節電機能を充実させるとともに、野菜室では野菜

から出るエチレンガス等をプラチナ触媒で分解し炭酸ガスを生成

することで、保存性向上を実現した。本製品は、ユーザーのまとめ

買いによる大容量保存のニーズに適した冷蔵庫である。

がオフィスや店舗等で検証し、システムを確立した。本システムの

導入実績では、昼光センサー制御付 LED照明との組合わせで、昼

光制御した LED 照明と比べ 45% の電力削減を実現した。本シス

テムは、パッシブなシステムで省エネを実現するとともに、太陽光

から紫外線や近赤外線等の害光を除き、均整の取れた質の良い拡

散光を提供でき、快適性も実現できる。

処理や画像処理等に係る電力を大幅に削減することで、55V型で

は年間消費電力量99kWh/ 年（省エネ基準達成率251%）を達成

した。また、液晶パネルのフロントフレーム等を液晶モジュールと

一体化することにより、部品を削減し、軽量化（本体質量18.5kg）

を実現した。液晶テレビの買替時期を迎え、高画質な4Ｋテレビが

求められる中、省エネ型のテレビの普及が期待できる。

めに、蓄電池に貯められた DC を変換することなく DC のままエ

アコンに給電して稼働できるエアコンを業界で初めて商品化し

た。これにより、従来の蓄電池からの給電方式に比べ、約5％変換

ロスを改善でき、年間消費電力量において約3％削減を達成した。

本製品の技術は、太陽光発電の電力の自家消費を促進し、ネット・

ゼロエネルギー・ハウス (ZEH) 実現に寄与できる。



14　ENERGY CONSERVATION GRAND PRIZE

家庭用エアコン「霧ヶ峰　FZ／ FZVシリーズ」
経済産業大臣賞　製品（家庭）分野

■MSZ-FZ6316S　他全12機種
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三菱電機株式会社
〒422-8528 静岡県静岡市駿河区小鹿3丁目18番 1号
お問い合わせ：お客様相談センター
フリーダイヤル0120-139-365（受付時間：365日 24時間）
携帯電話・PHSの場合：0570-077-365（有料）
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安川マトリクスコンバータ 「U1000」
経済産業大臣賞　製品（輸送）分野

安川でしか手に入らないその洗練されたモータドライブは，
汎用インバータの問題点を一掃し，インバータを超えるパフォーマンスで
お客様設備の省エネに貢献します。

安川マトリクスコンバータ

U1000

特長1 高調波レス

特長2 回生エネルギー利用による省エネ

インバータ

力行エネルギー
力行エネルギー

回生エネルギー

回生エネルギー

制動抵抗器

熱として消費

これ1台で電源回生可能 !

0.7588%

0.933%

0.985%

入
力
電
流
歪
率

100%

50%

0%

基本波 次数
5 7 11 13 17 19 23 25

入
力
電
流
歪
率

100%

50%

0%

基本波 次数
5 7 11 13 17 19 23 25

入
力
電
流
歪
率

100%

50%

0%

基本波 次数
5 7 11 13 17 19 23 25

電源電流波形例 入力電流スペクトラム 電流ひずみ 力率

インバータ単体
リアクトルなし

インバータ単体
直流リアクトルあり

マトリクスコンバータ
U1000

高調波抑制対策
ガイドラインクリア

IEEE519準拠

電源設備容量の
小形化

【制動抵抗方式】 【マトリクスコンバータU1000】

削減効果
約119,000円

荷物重量：10トン，昇降速度16ｍ/min
昇降回数：10回／時間
稼働時間：12時間，年間稼働日数：300日

■条件

年間電力料金
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株式会社安川電機
インバータ事業部　販売推進課 
〒824-8511 福岡県行橋市西宮市二丁目13番1号
TEL:（0930）25-2548
FAX:（0930）25-3431

■ 制御盤構成例

ブレーカ

コンタクタ

ブレーカ

コンタクタ

（注）配線・面積：400 V  30 kW，効率：400 V  15 kW，コスト：400 V  45 kW の例

高調波フィルタ用
コンデンサ

高調波フィルタ用
リアクトル

AC
リアクトル

U1000インバータ電源回生コンバータ

機　能

電 源 回 生

高調波電流歪率

入 力 力 率

設 置 面 積

配 線 数

損 失

主回路コンデンサ

周 辺 機 器

導 入 コ ス ト*

×

×

×

×

△

×

100％

有 (メンテナンス要 )

要 
(制動抵抗器，ACリアクトル，高調波フィルタ用コンデンサ等 ) 不要

○

○

○

×

×

△

330％

○

○

○

○

○

○

無 (メンテナンスフリー )

190％

インバータ+制動抵抗器 インバータ+電源回生コンバータ マトリクスコンバータ U1000

【従来の構成】 【マトリクスコンバータU1000の構成】

高調波対策の

周辺機器必要
配線が多いため
場所の確保が必要

高調波対策の周辺機器不要

損失19％減
導入コスト43％減

設置面積65％減
配線70％減

製造時のエネルギーも省エネ化

オールインワン  な回生システムを実現

*：一般価格による比較
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超省エネ・超健康住宅「i- シリーズⅡ」
経済産業大臣賞　製品（建築）分野

■ i-cube、 i-smart
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株式会社 一条工務店
東京都江東区木場5-10-10
0120-543-511
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R32高性能空調機の世界展開による省エネルギー推進
経済産業大臣賞　ビジネスモデル分野

高い耐久性を持つ「スイング圧縮機」

圧縮機
熱交換器を細径・高集積化

熱交換器

R32の温暖化抑制効果の検証をもとに
政策を提言。インド政府、日本政府向け
てシンポジウムを開催し、関係当局へも
個別訪問しました。

地球温暖化が加速度的に進んでいるなか、ダイキンは、空調機の省エネ性能の
向上はもちろん、温暖化影響が小さく、エネルギー効率や経済性の面でも優れた
冷媒「R32」の世界的な普及に努め、地球環境保護に貢献しています。

新興国政府にとって、地球温暖化抑制の取組みはきわめ
て重要であるものの市場では認知されにくく、この取組み
に対して新興国政府の強いモチベーションがあることが
わかりました。従って、ダイキンでは、日本政府、国連機
関、国際機関と連携し、次の３つの観点で新興国政府に
働きかけを実施しました。

日本政府の支援による据付・サービス
の研修プロジェクトを実施。11都市・
76回の研修で、3600名の技能者を生
み出しました。

国際規格の、現地国での国内規格化に
協力。また、インバーター比率向上の
ための新エネルギーラベル構築支援
も行いました。

国への政策提言 現地産業への技術支援 安全と性能のための規格整備

R32高性能空調機により
省エネを世界規模で推進。

R32冷媒を最大限に活用するための技術
R32を生かした技術を幅広く商品化。

R32の優位性を、国と市場の双方へ。

世界のCO2とHFCの排出量

出典：
WMO（世界気象機関）library、PNAS論文 Velders et al 2009

〈φ4mm管/1mあたりの圧力損失〉

圧 

力 

損 

失 

[MPa]

R410A R32

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0

圧力損失
38％改善

新ビジネスモデルの全体像

国連国際規格

市  場

政府

日本政府

製品提供
省エネ教育

安全規格
エネルギーラベル

支援基金 支援基金
実行支援

日本企業

施策②施策① 施策③

新興国市場にアプローチするための
「新たなビジネスモデル」

国内向けルームエアコン全シリーズに
R32冷媒を採用!

補助金、助成金や規制

施策
③

施策
①

施策
②
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ダイキン工業株式会社
大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル
お問い合わせ：ダイキンコンタクトセンター
フリーダイヤル：0120-88-1081（24時間365日対応）

NEW垂直気流（風向自動設定時）

風が直接
あたりにくく※1、
足元から、あたたかい。

先進のセンサー＆フラップ制御で、壁に沿い床へと広がる
垂直の暖房気流を実現。足元から温もりが伝わり、
からだに不快な風を感じにくい快適暖房をお届けします。

運転音が
約1/2に
従来機 1.02 SONE
新商品 0.52 SONE

デュアルコアンダフラップ

気流を後方へ送り
壁に沿わせる

フラップ

壁から床へ、垂直の暖気流を生み出す

風向板

補助フラップ

補助フラップ、風向板の合わせ技で、
壁に向かって気流を吹き出し、床へと落とします。

従来気流との比較（室温安定時／当社比） ※画像は、試験のため煙とレーザー光線を
　用いて気流を可視化したものです。

風が舞い上がって、からだにあたる
従来気流（下吹き） 2015年モデル S40STRXP

垂直気流（足元風向） 2016年モデル S40TTRXP

風が舞い上がり
からだにあたる

気流を斜めに
吹き出し

床に沿ってお部屋全体へ

顔やからだは風を感じにくく
ほぼ無風空間（風速0.3m/s以下）壁・床に沿って

気流を吹き出し

風が壁・床に沿って届き、からだに直接あたりにくい

強めの気流

ゆったり気流

壁から床への
垂直気流

※１ 当社試験。当社環境試験室（洋室14畳）で測定。外気温度7℃／設定温度22℃／風量「自動」／風向上下「自動」で暖房運転を開始。設定温度到達後、従来気流（足元風向設定なし）と垂直気流
（足元風向設定・入）で運転した際、エアコン設置壁面から3m、床面から1mの位置での1秒間の風速を比較。従来気流（S40STRXP）：1.2m/s 垂直気流（S40TTRXP）：0.2m/s ビューフォート風力階級表
における風力0（風速０＝0.3m/s以下）に相当。　●設置環境や運転条件等により、風速は異なることがあります。●運転開始後、床面が一定温度に達するまでは、空間暖め気流（斜め吹き）、下吹き気流を
吹き出します。●屋外気温が低い場合や、床があたたまっていない場合は、垂直気流に移行しない場合があります。また、床温度や室温が下がってきた場合は、垂直気流が解除されます。●カーテンレールなど
の上に取付けの際は、運転時のフラップ可動範囲を確保した上で設置してください。

実証動画 WEBで公開！
人に直接あたりにくい垂直気流を、
ぜひその目でお確かめください！
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軽量・小形・低コストの高効率LED高天井照明器具
資源エネルギー庁長官賞　製品（業務）分野

■LEDJ-20502N　他全13機種
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東芝ライテック株式会社
施設・屋外照明事業部 
施設・屋外商品企画部　
施設商品企画担当
神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34
（044）331－7558
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ドラム式洗濯乾燥機「プラズマクラスター洗濯乾燥機」
■ES-Z210

資源エネルギー庁長官賞　製品（家庭）分野
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シャープ株式会社
コンシューマーエレクトロニクスカンパニー
健康・環境システム事業本部
メジャーアプライアンス事業部　国内商品企画部
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号
TEL：06-6796-1016
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狭幅・大径の次世代低燃費タイヤ「ECOPIA EP500
■PSR89068 155/60R20 80Q　他全4品種

資源エネルギー庁長官賞　製品（輸送）分野
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 ologic」
株式会社ブリヂストン
〒104-8340 東京都中央区京橋三丁目1番1号
＜報道関係＞　広報部第2課　 TEL：03-6836-3333
＜お 客 様＞　お客様相談室　 TEL：0120-39-2936
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超断熱セラミックス炉壁｢サーモテクトウォール｣
資源エネルギー庁長官賞　ビジネスモデル分野
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AGCプライブリコ株式会社　
〒108-0014　東京都港区芝4-1-23　三田ＮＮビル6Ｆ
ＴＥＬ：03-3455-1364
http://www.plibrico.co.jp

AGCセラミックス株式会社
〒108-0014　東京都港区芝4-1-23　三田ＮＮビル6Ｆ
ＴＥＬ：03-5442-9189
http://www.agcc.jp
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炊飯器「おひつ御膳シリーズ」
■RZ-WS2M、RZ-WS4M

資源エネルギー庁長官賞　節電分野

少量がおいしく炊けて、食卓に運
食べき

あつあつを食卓であつあつを食卓で

外して外して
食卓に食卓に
運べる運べる

RZ-WS4M（４合タイプ）

おいしく炊ける あつあつを食卓で

おひつ部を外して
食卓で電気を使わずあつあつ保温
※熱源部からおひつ部を外しても、約2時間は約65℃をキープ。

○RZ-WS2M（2合タイプ）の特長を紹介しています。

使いやすい
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日立アプライアンス株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12
お客様相談センター
お問い合わせ先：0120-3121-11
受付時間：9：00～17：30（月～土）、9：00～17：00（日・祝日）

んであつあつを食べられる。
りサイズ

ブラウンゴールド（N） メタリックレッド（R） ブラウンゴールド（N） メタリックレッド（R）

0.36L（2.0合）炊き（0.09～0.36L）
RZ-WS2M

あつあつを食卓で

外して
食卓に
運べる

［全周断熱構造］ ［調圧構造］
■全周断熱構造等で熱を閉じ込めて高温をキープ

［おこのみ水位線］
やわらかめやかための
水位の微妙な調整がしやすい。

蒸気を閉じ込め
高温でしっかり蒸らす。

「空気断熱層」

「ガラス繊維断熱材」

「真空断熱材」 【打込鉄釜】

［おこのみ水位線］
やわらかめやかための
水位の微妙な調整がしやすい。

「ガラス繊維断熱材」

■おこのみのかたさに炊き分け

※断面イメージ図

●少量炊飯コース
1合や2合の少量がおいしい
※消費電力量、炊飯時間は出荷時設定コース「エコ炊飯」より増加します。

●エコ炊飯コース
炊飯時間、消費電力量、おいしさに配慮して炊飯します。

RZ-WS4M（４合タイプ）RZ-WS4M（４合タイプ）

0.72L（4.0合）炊き（0.09～0.72L）
RZ-WS4M

おいしく炊けるおいしく炊ける あつあつを食卓であつあつを食卓で

［本体分離構造］
■おひつ部を外して運べる

＊１ 2.0合を炊飯してごはんをかきまぜた後（初期温度約90℃）、ふたを閉めて内釜内の
ごはんの温度を測定。室温23℃。時間は炊飯量や外気温によって異なります。

おひつ部

熱源部

おひつ部を外しても全周断熱構造で
約2時間は約65℃をキープ。
あつあつが続きます。＊1

100

80

65℃
60

0 1 2時間後

（℃）■ごはんの温度変化（２合炊飯時）

おひつ御膳
（おひつ部を外した時）

使いやすい使いやすい

■便利な付属品：コンパクトしゃもじ、２段式計量カップ

保温・炊込み・おかゆ
のシンプル操作

よく使うボタンを
大きく中央に配置

明るく見やすいLED表示
予約機能搭載

■シンプル操作 ※画像はRZ-WS2Mです。

■特有の機能
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超省エネ型精密温湿度空調機 「eONE」
中小企業庁長官賞

■eONE-A1W　他全6機種
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株式会社ニットー冷熱製作所
クリーン事業部
〒357-0021　埼玉県飯能市双柳1264番地
042-973-3142



34　ENERGY CONSERVATION GRAND PRIZE

省エネルギーセンター会長賞

HID形 LEDランプシステム
■LHT42N-G-E39　他全12機種 三菱電機照明株式会社

営業本部　照明技術相談センター
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40
フリーコール：0120-232-288
受付時間：9：00～17：00（土・日・祝日は除く）
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省エネルギーセンター会長賞

太陽光発電向けパワーコンディショナ用冷却ユニット
■BV-1K1WDD1E 株式会社ダイヘン

〒532-8512 大阪府大阪市淀川区田川2丁目1番11号
TEL ： 06-6301-1212
http://www.daihen.co.jp/

パナソニック エコシステムズ株式会社
〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番
TEL ： 0568-81-1511
http://panasonic.co.jp/es/peses/
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省エネルギーセンター会長賞

低負荷効率に優れたビル用マルチエアコン「VRVシリーズ」
■RXUP224D　他全79機種 ダイキン工業株式会社

大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル
お問い合わせ：ダイキンコンタクトセンター
フリーダイヤル：0120-88-1081（24時間365日対応）
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省エネルギーセンター会長賞

省エネと付加価値向上を可能にした熱源機「ユニバーサルスマートＸ　3シリーズ」
■RUA-SP24、RUA-SP33、RUA-SP42 東芝キヤリア株式会社

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34
お問い合わせ先：東芝エアコン空調換気ご相談センター
TEL（フリーダイヤル）：0120-1048-00
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省エネルギーセンター会長賞

家庭用ルームエアコン「エコナビ搭載エアコン　ＷＸシリーズ」
■CS-WX406C2　他全5機種 パナソニック株式会社 アプライアンス社

エアコンカンパニー エアコン事業部
〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号 
電話番号：077-563-5211
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省エネルギーセンター会長賞

空気清浄機能付き 高性能換気システム「エアマイスター」
■WSWZ600　他全5機種 株式会社LIXIL

LIXIL Housing Technology リビングシステム事業部
外装事業部　クラディングシステム部
〒136-8535 東京都江東区大島2-1-1
TEL：03-3638-8371
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省エネルギーセンター会長賞

CO2冷媒自動販売機
■F5ARU30C6EB1P3F　他全30機種 株式会社デンソー

〒448-8661 愛知県刈谷市昭和町 1-1
TEL：0566-25-5511
www.denso.co.jp

富士電機株式会社
営業本部 食品流通統括部 営業第一部
〒141-0032　東京都品川区大崎1丁目11番 2号 
　　　　　　　  ゲートシティ大崎イーストタワー
TEL：03-5435-7075
 www.fujielectric.co.jp
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省エネルギーセンター会長賞

ドラム式洗濯乾燥機 「Big マジックドラムＴＷ－117Ｘ3シリーズ」
■TW-117X3L、TW-117X3R 東芝ライフスタイル株式会社

東芝生活家電ご相談センター
フリーダイヤル：0120-1048-76
受付時間：365日 9：00～20：00
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省エネルギーセンター会長賞

高効率 LEDシーリングライト「ECOHiLUX」
■CL12N-FE アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 宮城県仙台市青葉区五橋2丁目12番 1号
お問い合わせ　アイリスコール：0120-331-564
受付時間：
平日9：00～17：00
土・日・祝日9：00～12：00/13：00～17：00
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省エネルギーセンター会長賞

フルカラーデジタル複合機　「ApeosPort-Ⅴ C7776/C6676、DocuCentre-Ⅴ C7776/C6676」
■ApeosPort-Ⅴ C7776 PFS-PC 他全 4機種 富士ゼロックス株式会社

〒107-0052　東京都港区赤坂九丁目7番3号
お客様相談センター　
フリーダイヤル 0120-27-4100 
（土・日・祝日を除く、9:00～ 12:00、13:00～ 17:00）
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省エネルギーセンター会長賞

高強度低熱伝導率断熱材「ロスリムボードGH」
■TOMBO No．4350-GH ニチアス株式会社

〒104-8555 東京都中央区八丁堀1-6-1
工業製品事業本部　省エネ製品技術開発部
TEL：03-4413-1130
FAX：03-3552-6107

ロスリム®ボード GH
No.4350-GHTOMBOTM

セ
ラ
ミ
ッ
ク
フ
ァ
イ
バ
ー
ボ
ー
ド

け
い
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
板

表面温度
96.5℃

放散熱量
1227W/m2

-31.2℃ -629W/m2

ロ
ス
リ
ム
ボ
ー
ド
G
H

50t 50t

同じ厚み設定で
放散熱量 50%減

工業炉イメージ図

断
熱
材

炉内
1000℃

外気温：25℃
輻射率：0.9
風　速：0m/s

計算条件

脆さ・発塵性を改善した画期的な低熱伝導率断熱材

工業炉・加熱機器に使用可能な高性能断
熱材で、電力費、ガス代の節約や装置の
コンパクト化に大きく貢献します。

従来の低熱伝導率断熱材 加工品の例

※様々な形状への加工も承ります

ロスリムボードGH

表面温度
65.3℃

放散熱量
598W/m2

割れ
なし！

欠け
なし！

従来できなかった
複雑な形状の加工も
可能です
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省エネルギーセンター会長賞

日立インバーターポンプ「スマート強くん」
■WM-P150X、WM-P250X、WM-P400X、WM-K750X

つよし

日立アプライアンス株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12
家電ビジネス情報センター
お問い合わせ先：0120-3121-19
受付時間：9：00～17：30（月～土）
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省エネルギーセンター会長賞

大容量冷蔵庫「真空チルドシリーズ」
■R-X7300F　他全8機種 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12
お客様相談センター
お問い合わせ先：0120-3121-11
受付時間：9：00～17：30（月～土）、9：00～17：00（日・祝日）
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省エネルギーセンター会長賞

自然採光システムによる省エネ照明と快適性向上
大和ハウス工業株式会社
〒530-8241 大阪市北区梅田3-3-5
電話番号　06-6342-1352
http://www.daiwahouse.co.jp/

スリーエム ジャパン株式会社
〒141-8684 東京都品川区北品川6-7-29
電話番号　0570-012-123
http://www.mmm.co.jp/cmd/

株式会社菱晃
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1
電話番号　03-5651-0655
http://www.kkryoko.co.jp/

きらドーム™

導光ダクト

天井

屈折

協力体制

太陽光屈折フィルム 窓から入る太陽光を屈折

大和ハウス工業

マッチング

開発目標材料開発

明るさ向上
フィルム

一般的な
白色壁紙

開発目標 システム開発
施工

製品提供 製品提供

システム提案・検証

菱晃スリーエム
ジャパン

太陽光を屈折させるフィルム。
窓の内側に貼るだけで、太陽光を天井面に導き、部屋奥
の照度を向上。
シンプルな構造で、自然採光を実現。

販売：スリーエム ジャパン

明るさ向上フィルム 天井や壁に貼るだけで部屋の明るさを向上
一般的な白色塗装面、壁紙の反射率を大幅に上回る反射
率95%（代表値）を有し、光を拡散反射するフィルム。
３Ｍ™ ダイノック™フィルムと同様で、不燃認定も取得済
の実績素材。
格子状のエア抜きを設けた粘着層により気泡が生じにく
いので、施工が容易。

販売：スリーエム ジャパン
※「3M」、「ダイノック」は3M社の商標です。

きらポート（光ダクト）
独自の採光口（きらドーム™）により、紫外線カットを行
いながら採光量を向上。
導光ダクト内部に高性能反射フィルムを貼ることで近赤
外線を吸収。
放光部に高透過高拡散シートを用いて自然な色味を実現。

販売：菱晃

明るく自然な色味を実現

※「きらドーム」は菱晃の商標です。

※明るさ比較試験結果
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審査委員会特別賞

4Ｋ対応液晶テレビ「レグザ G20X シリーズ」
■55G20X、49G20X、43G20X 東芝ライフスタイル株式会社

ビジュアルソリーション事業本部　ＶＳ第一事業部　
国内統括部　マーケティング担当
神奈川県川崎市川崎区駅前本町25番地1号
044-331-7269
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審査委員会特別賞

家庭用ルームエアコン「蓄電池連携DCハイブリッドエアコン」
■JH-D716J2、JH-D566J2、JH-D406J2

エネルギーソリューションカンパニー
エネルギーソリューション事業推進センター
〒639-2198　奈良県葛城市薑282番 1
TEL：0745-65-1161

シャープ株式会社
コンシューマーエレクトロニクスカンパニー
健康・環境システム事業本部
空調・PCI 事業部　第一商品企画部
〒581-8585　大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号
TEL : 06-6796-1037



●受賞製品等の型番等①
受賞製品等詳細では、受賞製品等の型番が多い場合には記載を省略しているものがあります。全型番は下表の通りです。

頁 型番テーマ名
受賞者

14 MSZ-FZ4016S、MSZ-FZ5616S、MSZ-FZ6316S、MSZ-FZ7116S、
MSZ-FZ8016S、MSZ-FZ9016S、MSZ-FZV4016S、MSZ-FZV5616S、
MSZ-FZV6316S、MSZ-FZV7116S、MSZ-FZV8016S、MSZ-FZV9016S

家庭用エアコン
「霧ヶ峰　FZ／ FZVシリーズ」
三菱電機株式会社

16 200V 級：
CIMR-UA2(A,E,P,W,L,R,F,S)0022～ UA2(A,E,P,W,L,R,F,S)0248 
400V 級：
CIMR-UA4(A,E,P,W,L,R,F,S)0010～ UA4(A,E,P,W,L,R,F,S)0930 

安川マトリクスコンバータ 「U1000」
株式会社安川電機

22 LEDJ-40045N、LEDJ-40047N、 LEDJ-20030N、 LEDJ-20032N、 
LEDJ-20026N、 LEDJ-20028N、LEDJ-10020N、 LEDJ-10022N、 
LEDJ-10016N、 LEDJ-10018N、 LEDJ-10502N、LEDJ-15502N、
LEDJ-20502N

軽量・小形・低コストの高効率LED
高天井照明器具
東芝ライテック株式会社

26 PSR89068 155/60R20 80Q、PSR89069 175/55R20 85Q、
PSR89070 155/70R19 84Q、PSR89071 175/60R19 86Q

eONE-A1W、eONE-A2W、eONE-A05W、eONE-A1W_、eONE-A2W_、
eONE-A05W_

狭幅・大径の次世代低燃費タイヤ
「ECOPIA EP500 ologic」
株式会社ブリヂストン

32 超省エネ型精密温湿度空調機 「eONE」
株式会社ニットー冷熱製作所

LHT42L-G-E39、LHT42N-G-E39、LHT29L-G-E26-T1、
LHT29N-G-E26-T1、LHT29L-G-E39-T1、LHT29N-G-E39-T1、
LHT15L-G-E26、LHT15N-G-E26、LHT15D-G-E26、LHT15L-G-E39、
LHT15N-G-E39、LHT15D-G-E39

34 HID形 LEDランプシステム
三菱電機照明株式会社
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CS-WX406C2、CS-WX566C2、CS-WX636C2、CS-WX716C2、
CS-WX806C2

WSWZ600、WSWZ620、WSWZ621、WSWZ622、WSWZ623

頁 型番テーマ名
受賞者

38 家庭用ルームエアコン
「エコナビ搭載エアコン　ＷＸシリーズ」
パナソニック株式会社　アプライアンス社 
エアコンカンパニー　エアコン事業部

R-X7300F、R-X6700F、R-X6200F、R-X5700F、R-X5200F、
R-G6200F、R-G5700F、R-G5200F

ApeosPort-Ⅴ C7776 PFS-PC
ApeosPort-Ⅴ C6676 PFS-PC
DocuCentre-Ⅴ C7776 PFS-PC
DocuCentre-Ⅴ C6676 PFS-PC

39

F5ARU30C6EB1P3F、 F5ARU30C6EX1P3F、F5ASU30C6EB1P3F 、
F5ASU30C6EX1P3F、F5AWU30C6EB1P3F、F5AWU30C6EX1P3F、
F5ARA30C6EG1P3F、 F5AWA30C6EG1P3F、F5ARG30C6EK1P3F、
F5AWG30C6EK1P3F、F6ARU30C6EB1P3F、 F6ARU30C6EX1P3F、
F6ASU30C6EB1P3F 、F6ASU30C6EX1P3F、F6AWU30C6EB1P3F、
F6AWU30C6EX1P3F、F6ARA30C6EG1P3F、 F6AWA30C6EG1P3F、
F6ARG30C6EK1P3F、F6AWG30C6EK1P3F、F7ARU30C6EB1P3F、 
F7ARU30C6EX1P3F、F7ASU30C6EB1P3F 、F7ASU30C6EX1P3F、
F7AWU30C6EB1P3F、F7AWU30C6EX1P3F、F7ARA30C6EG1P3F、 
F7AWA30C6EG1P3F、F7ARG30C6EK1P3F、F7AWG30C6EK1P3F

空気清浄機能付き 高性能換気システム
「エアマイスター」
株式会社ＬＩＸＩＬ

43 フルカラーデジタル複合機
「ApeosPort-Ⅴ C7776/C6676、
DocuCentre-Ⅴ C7776/C6676」
富士ゼロックス株式会社

46 大容量冷蔵庫「真空チルドシリーズ」
日立アプライアンス株式会社

40 ＣＯ２冷媒自動販売機
富士電機株式会社
株式会社デンソー

●受賞製品等の型番等②
受賞製品等詳細では、受賞製品等の型番が多い場合には記載を省略しているものがあります。全型番は下表の通りです。

注）この他、商品の色柄等、省エネルギー性能等の基本性能に直接関係しない仕様の違いを示す記号等が型番等に付加されることがあります。
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RXUP224D、RXUP280D、RXUP335D、RXUP400D、RXUP450D、
RXUP500D、RXUP560D、RXUP615D、RXUP670D、RXUP730D、
RXUP775D、RXUP850D、RXUP900D、RXUP950D、RXUP1000D、
RXUP1060D、RXUP1120D、RXUP1180D、RXYP140D、RXYP160D、
RXYP224D、RXYP280D、RXYP335D、RXYP400D、RXYP450D、
RXYP500D、RXYP560D、RXYP615D、RXYP670D、RXYP730D、
RXYP775D、RXYP850D、RXYP900D、RXYP950D、RXYP1000D、
RXYP1060D、RXYP1120D、RXYP1180D、RXYP1220D、RXYP1280D、
RXYP1360D、RXYP1400D、RXYP1450D、RXYP1500D、RQUP224D、
RQUP280D、RQUP335D、RQUP400D、RQUP450D、RQUP500D、
RQUP560D、RQUP615D、RQUP670D、RQUP730D、RQUP775D、
RQUP850D、RQUP900D、RQUP950D、RQUP1000D、RQYP140D、
RQYP160D、RQYP224D、RQYP280D、RQYP335D、RQYP400D、
RQYP450D、RQYP500D、RQYP560D、RQYP615D、RQYP670D、
RQYP730D、RQYP775D、RQYP850D、RQYP900D、RQYP950D、
RQYP1000D、RQYP1060D、RQYP1120D、RQYP1180D

36 低負荷効率に優れたビル用マルチエアコン
「ＶＲＶシリーズ」
ダイキン工業株式会社



禁無断転載　2016.1.

本部
〒108-0023　東京都港区芝浦 2-11-5 五十嵐ビルディング
TEL.03-5439-9773（省エネ大賞事務局）FAX.03-5439-9777

北海道支部
〒060-0001　札幌市中央区北 1条西 2-2 北海道経済センタービル 6F
TEL.011-271-4028　FAX.011-222-4634

東北支部
〒980-0811　仙台市青葉区一番町 3-7-1 電力ビル本館 8F
TEL.022-221-1751　FAX.022-221-1752

東海支部
〒460-0002　名古屋市中区丸の内 3-23-28 イトービル 5F
TEL.052-232-2216　FAX.052-232-2218

北陸支部
〒930-0004　富山市桜橋通り 5-13 富山興銀ビル 11F
TEL.076-442-2256　FAX.076-442-2257

近畿支部
〒550-0013　大阪市西区新町 1-13-3 四ツ橋 KFビル
TEL.06-6539-7515　FAX.06-6539-7370

中国支部
〒730-0012　広島市中区上八丁堀 8-20 井上ビル 5F
TEL.082-221-1961　FAX.082-221-1968

四国支部
〒760-0023　高松市寿町 2-2-10 高松寿町プライムビル 8階
TEL.087-826-0550　FAX.087-826-0555

九州支部
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-11-5 アサコ博多ビル 10F
TEL.092-431-6402　FAX.092-431-6405

省エネ大賞ホームページ
www.eccj.or.jp/bigaward/item.html


