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＜情勢と取組み＞ 

 

世界では、地球を取り巻く気候変動問題への対応として、2018 年 12 月ポーラ

ンドで国連気候変動枠組条約第２４回締約国会議（ＣＯＰ２４）を開催し、2015

年に採択したパリ協定の実施段階への移行を目指した実施指針（パリルールブッ

ク）を採択し、2020 年からパリ協定を適用していくこととしている。国際社会

では気候変動問題への取組みに向けた機運が高まっている。特に加盟各国に長期

低排出発展戦略（以下「長期戦略」）の更新・提出（2020 年提出期限）を求める

中、今後も高い経済成長が見込まれるアジア地域の対応に注目が集まっている。 

一方、我が国では温室効果ガスの削減に向け、2018 年７月に閣議決定した

第５次エネルギー基本計画では、再生可能エネルギーの主力電源化とヒートポン

プなどの技術を活用し脱炭素化を目指す将来像を示した。また、2019 年６月に

開催されるＧ２０サミット（金融・世界経済に関する首脳会合）の議長国として、

2018 年６月に閣議決定した「未来投資戦略 2018」では、温室効果ガス低排出型

の経済・社会への発展を目指した長期戦略を策定することとしている。長期戦略

の策定に向けて、家庭・業務・産業各部門における需要サイドでのエネルギー   

使用量の削減が求められており、暖房・給湯用途でのヒートポンプ・蓄熱技術に

対する期待が高まっている。更に、より経済的な電力システム構築や再生可能エ

ネルギー普及拡大への対応として、需給調整市場の創設検討やバーチャルパワー

プラント（以下「ＶＰＰ」）構築実証事業などが行われており、蓄熱システムに

も新たな役割が期待されている。また、12 月にいわゆる改正省エネ法も施行さ

れた。 

このような国内外の情勢を踏まえ、当センターはＩＥＡ実施協定に基づくナシ

ョナルセンターとして、引き続き、省エネルギー・省ＣＯ ２ の諸課題に対処して

いく上で重要な「ヒートポンプ・蓄熱システム」の国内外での普及に努めていく。 

具体的には、ヒートポンプの再生可能エネルギー利用技術としての位置付け明確

化、東南アジアにおけるヒートポンプ給湯機の普及活動、ディマンドリスポンス

（以下「ＤＲ」）や事業継続計画（以下「ＢＣＰ」）といった新たな社会的ニーズ

にも対応する蓄熱システムの優位性を確認した訴求活動、公的機関からの受託

事業などにより、国内外に対してヒートポンプ・蓄熱システムの普及促進活動に

おいてリーダーシップを発揮していく。 
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＜個別事業計画＞ 

 

１.公益目的支出計画に基づく実施事業 
一般財団法人への移行に際して内閣府に提出した以下の公益目的支出計画

に基づく事業を着実に実施する。 

 

(1) 電力負荷平準化・省エネルギー社会実現セミナーの開催 

建物オーナーや設備の設計・施工・管理などに携わる技術者を中心に、電力

負荷平準化および省エネルギーの意義・重要性を理解してもらい、それを 

実現させるために全国主要都市でセミナーを開催する。セミナーでは、有識

者の基調講演をはじめ、実際にヒートポンプ・蓄熱システムを導入した関係

者から、運転実績データやシミュレーションに基づく導入効果の紹介を行う。 

 

(2) エネルギー関連展示会への出展 

ヒートポンプ・蓄熱システムの認知度・理解度の向上による普及拡大を目的

とし、国内最大規模の「ＥＮＥＸ2020 地球環境とエネルギーの調和展」「Ｈ

ＶＡＣ＆Ｒ2020 冷凍・空調・暖房展」に出展する。 

 

(3) 先進導入事例集の製作 

事務所ビル、商業施設、福祉施設、工場、住宅など様々な用途に実際に導入

されたヒートポンプ・蓄熱システムのうち、特に先進的な事例を紹介・解説

した事例集を製作し、展示会・セミナー会場で活用する。 

 

２.ＩＥＡ実施協定に基づく国際共同研究 
ヒートポンプ・蓄熱システムの更なる国際的な普及拡大を図るため、ＩＥＡ

（国際エネルギー機関）のヒートポンプ実施協定、蓄熱実施協定に基づく

活動をはじめ、欧米・アジア諸国との連携活動を強化し、賛助会員の海外

活動に資する情報の収集、その発信活動を推進する。 

 

（1）ＩＥＡヒートポンプ実施協定に基づく国際共同研究 

①  ＩＥＡヒートポンプセンター（ＨＰＣ）活動への参加・協力 

ａＨＰＣが発行するヒートポンプ技術マガジンへ技術論文・記事・ニュース

を投稿する。 

ｂＨＰＣが行う分析レポートの作成、冊子の発行、ホームページ作成に対し

て協力を行う。 

②  Annex46「家庭用ヒートポンプ給湯機」 

家庭用ヒートポンプ給湯機の技術概要、市場概要を事例調査や市場調査 

などを通して明らかにし、ヒートポンプ給湯機の普及に貢献する。 

③  Annex48「産業用ヒートポンプ」 

産業用ヒートポンプの市場調査、優れた産業用ヒートポンプの事例を  

収集・整理し、産業用ヒートポンプの普及に貢献する。 

④  Annex54「低ＧＷＰ（地球温暖化係数）冷媒ヒートポンプシステム」 

低ＧＷＰ冷媒やその対応技術の調査およびＬＣＣＰ（製品寿命気候負荷）

への影響を明確化し、ヒートポンプシステムで使用する冷媒の低ＧＷＰ化

に貢献する。 
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（2）ＩＥＡ蓄熱（エネルギー貯蔵）実施協定に基づく国際共同研究 

①  Annex27「(地中熱ヒートポンプ)ボアホールシステムの設計、施工および

運用中の品質管理」 

ボアホールシステムの設計、施工および運用中の失敗を防ぐための品質 

 管理の在り方を検討し、技術・品質・経済面を考慮して次の展開を目指す。 

②  Annex30「経済性を備えたエネルギー運用とＣＯ ２ 排出削減のための蓄熱」

の後継 Annex 

Annex30の成果を基に、2019年度から始まる後継Annexへの展開を検討する。 

③  Annex31「蓄エネルギーを組み込んだ高効率建物／高効率ＤＨＣの最適化

（設計・運用）の検討」の後継 Annex 

Annex31の成果を基に、2019年度から始まる後継Annexへの展開を検討する。 

④  日中韓蓄熱ワークショップ 

気象条件が似ている日本、中国、韓国の3ヵ国において、業務用、産業用、

家庭用における蓄熱技術動向や事例、政策の情報交換、共同研究などを  

行う。 

 

３.重点実施事項 
今後の活動の方向性を定めた重点実施事項を３本柱と定め、共同宣言の実現

を念頭に着実に実施する。 

 

(1) 再生可能エネルギー利用としての位置付け明確化 

ヒートポンプ技術は、未利用熱（空気熱・水熱・地中熱）を利用できる省エ

ネルギー・省ＣＯ ２ に必要不可欠な技術である。ヒートポンプの普及促進に

向け、この未利用熱を再生可能エネルギー源として明確に位置付けるための

活動を引き続き推進する。具体的には、昨年度に調査した再生可能エネルギ

ー利用量や目標量などを元に国内有識者への理解活動を実施するとともに、

関係団体と協調し関係省庁への訴求活動を実施する。 

 

(2) アジア各国におけるヒートポンプ給湯機の普及へ向けた取組み 

①  アジア各国へのヒートポンプ給湯機普及へ向けた基盤整備 

昨年度ベトナムで実施したセミナーなどのフォローアップを行うととも

に、抽出した課題(ヒートポンプ給湯機認知度、メンテナンス体制など)の

解決に向け、業界団体や「アジアヒートポンプ蓄熱技術ネットワーク（以

下「ＡＨＰＮＷ」）の加盟国と協力して具体的施策を検討する。 

②  ＡＨＰＮＷ加盟各国の基礎データの整備 

昨年度実施したＡＨＰＮＷ加盟各国の基礎データの集計を引き続き実施

し、アジアのヒートポンプ関連データベースの構築を進める。 

③  ＡＨＰＮＷ中国北京ワークショップへの対応 

ＡＨＰＮＷワークショップおよび専門家会議に参加し、ＡＨＰＮＷ加盟

各国の対応状況を確認する。 

④  国際銅協会､日本銅センターとの共同プロジェクトの実施 

昨年度２年目事業にて製作したリーフレットなどを活用し、ヒートポンプ

普及活動を行う。 

⑤  ＮＥＤＯ（新エネルギー・産業技術総合開発機構）事業の実施 

会員企業と共同で、ＮＥＤＯの低炭素技術普及促進事業を実施する。 

 

 



- 4 - 
 

昨年度実施したＪＩＣＡ（国際協力機構）との共同事業において構築した

タイでのネットワークを活用し、同国の省エネルギー技術の支援を行う。 

⑥  ＩＥＡ本部などの国際機関との連携 

ＡＨＰＮＷの活動を通じて、アジア地域の取りまとめ役として、ＥＴＰ（エ

ネルギー技術展望）への対応など、ＩＥＡ本部が主導する活動に協力する。 

 

(3) ＤＲ・ＢＣＰなど社会的ニーズに対応するための蓄熱・ヒートポンプの  

普及促進に向けたソリューション技術の整備・確立 

① 蓄熱活用ＤＲ技術の検討 

ＶＰＰ構築実証事業への参画を通じ、蓄熱活用ＤＲ技術の普及に向けた 

課題などを整理し対策を検討するとともに、電力需給調整市場の創設検討

状況などの国内動向を把握する。 

② 蓄熱活用ＤＲ技術の訴求活動 

これまでのＶＰＰ構築実証事業の結果を踏まえた訴求資料を作成し、セミ

ナーなどで活用する。 

③ 蓄熱システムのＢＣＰ対応技術の一層の普及活動 

国土交通省「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン（事例

集）」への反映などを踏まえた普及啓発を行う。 

 

４.広報・普及啓発事業 
重点実施事項を踏まえ、再生可能エネルギー利用技術であり、省エネルギー

にも大きく貢献するヒートポンプ・蓄熱システムを普及啓発するための活動

を展開する。具体的には、シンポジウム、セミナー、展示会、ホームページ、

機関誌を通じたヒートポンプ・蓄熱システムの最新動向や先進導入事例の 

紹介により、実効性の高い広報・普及活動を実施する。 

 

(1)「ヒートポンプ・蓄熱月間」における事業展開 

①  中央省庁や関係業界・団体との連携を図りつつ、ヒートポンプ・蓄熱シス

テムの新たな効用の理解促進を図る。 

②  昨年度と同様、未利用エネルギーを活用した高効率ヒートポンプの採用 

事例やヒートポンプ・蓄熱システムの普及拡大に貢献のあった企業・団体

などを顕彰する。 

③  主要行事として「第16回ヒートポンプ・蓄熱シンポジウム」を東京で開催

するほか、「電力負荷平準化・省エネルギー社会実現セミナー」をヒート

ポンプ・蓄熱月間中にも一部主要都市で開催する。 

④  賛助会員の参画機会を引き続き検討する。 

 

(2) デマンドサイドマネジメント表彰 

電力負荷平準化が、エネルギーの需給両面から引き続き長期的、総合的かつ

計画的に講ずべき施策であることから、電力負荷平準化に寄与するヒートポ

ンプ・蓄熱システムの普及促進と社会への啓発を図る活動の一環として表彰

を実施する。なお、情勢の変化を踏まえ、蓄エネルギーを含め、表彰対象の

拡大を検討する。 
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(3) 施設見学会・セミナーの実施 

マスコミやユーザーを対象に、ヒートポンプ・蓄熱システムが導入された 

先進事例を紹介する施設見学会・セミナーを各地で開催し、同システムの 

普及拡大をマスコミを通じて訴求する。 

 

(4) 機関誌の発行 

①  「ヒートポンプ・蓄熱月間」での感謝状贈呈先を掲載する蓄熱情報誌 

「ＣＯＯＬ＆ＨＯＴ」を年１回発刊する。また、収益拡大策として、広告

掲載などを引き続き検討する。 

②  当センターの活動状況を紹介する「ニューズレター」を年４回発行する。 

 

(5) 国内外の統計データ整備 

ナショナルセンターとして、各業界のニーズを踏まえ、国内外のエネルギー

情勢やヒートポンプ・蓄熱システムに関する各種データの整備を行うととも

に、蓄積した統計データを活用する。 

 

(6) ホームページの充実 

①  ホームページに、ヒートポンプ・蓄熱システムの最新情報や導入事例、

セミナー、研修会の開催告知、展示品貸出（有料）のＰＲなどを掲載し、

閲覧者、閲覧数の増加、セミナー・研修会の受講者獲得や展示品貸出に  

よる収益増を図る。 

②  一般ユーザー、建物オーナー、設計者、施工者、運転管理者それぞれが

情報を容易に引き出せるよう、国内外の情報整理を図り、検索性の向上を

図る。 

③  ＡＨＰＮＷのホームページとリンクし、日本を含めたアジア７ヵ国での

ヒートポンプ技術活用状況を紹介する。 

④  賛助会員専用ホームページでは、さらなる内容の充実を図るとともに、

ホームページに賛助会員のホームページとリンクするなど賛助会員の 

メリット向上に努める。 

⑤  メールマガジンでも情報を発信し、ホームページ閲覧数の増加など、相乗

効果の発揮につなげる。 

 

５.技術支援事業 
ヒートポンプ・蓄熱システムについて、幅広い分野の技術者への理解促進を

図り、今後のさらなる普及拡大へ繋げていく。特に、多くの運転実績データ

を収集・分析することで、そのメリットを発信していく。また、これまで  

体系立てて整備してきた技術マニュアル類を活用し、蓄熱技術者の継続的な

育成を図るとともに、ヒートポンプ・蓄熱システムの円滑な導入・運転管理

を支援することを目的としたシンポジウムや技術研修会を開催する。また、

低ＧＷＰ冷媒を適用したヒートポンプ給湯機の研究を行う。 

 

(1) ヒートポンプ・蓄熱シンポジウム 

運転管理者の啓発と建物オーナー・設計者・施工者・運転管理者の連携を

図ることを目的とした「第 16 回ヒートポンプ・蓄熱シンポジウム」を「ヒ

ートポンプ・蓄熱月間」の主要行事として、東京にて開催する。シンポジウ

ムでは有識者による特別講演のほか、蓄熱システムや未利用エネルギーを

活用したヒートポンプの運転管理の優秀改善事例、蓄熱システムのメリット
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であるピーク電力削減や非常時に蓄熱槽を有効活用した優秀改善事例の

表彰・紹介およびパネルディスカッションを実施する。 

 

(2) 技術支援、技術開発 

①  技術者支援 

a 次世代の蓄熱技術者を育成する観点から、蓄熱技術研修会を引き続き 

開催する。 

b 今後の普及拡大が期待される業務用ヒートポンプ給湯システムの設計

に関する研修会を開催する。 

c 各種団体が開催する技術関係の研修会への講師派遣を行うとともに、 

各種技術的問合せへの対応を行う。 

d 次回の建築設備設計基準（茶本）改定を見据えて、蓄熱システム関連で

改定すべき内容の整理・検討などを行う。 

②  技術の集積、発信と技術開発 

a ヒートポンプ・蓄熱システムの導入事例について、運転実績データを

収集・分析し、その効果を発信する。 

b 業務用ヒートポンプ給湯システムについて、最新機器の情報収集や運転

実績データの収集・分析事例を集積し発信する。 

c 第一線で活躍する設計のエキスパートをメンバーとする蓄熱設計者

懇話会を開催し、設計者のヒートポンプ・蓄熱システムの理解促進を

図るとともに、最適設計とその普及のための課題解決に向けた情報を

集積する。 

d 熱エネルギー変換工学・数学融合研究所（早稲田大学）への委託研究を

通して、ヒートポンプ給湯機に各種低ＧＷＰ冷媒を適用する際の設計 

支援ツールの研究を行う。 

 

６.各種研究会事業 
ヒートポンプ・蓄熱システムに関する技術課題について、関連技術に関する

講演会や施設見学会の開催など、参加会員による自主的な調査研究・情報 

交換を行う研究会活動を実施する。 
 

(1) 高密度・躯体蓄熱研究会 

（先進的な蓄熱システムに関する研究） 

(2) ヒートポンプ応用研究会 

（ヒートポンプ技術全般とその応用に関する研究） 

(3) エンジンヒートポンプ研究会 

（エンジン駆動ヒートポンプシステムの高性能化に関する研究） 

(4) 低温排熱利用機器調査研究会 

（各種低温排熱の有効利用のための最適システム・機器に関する研究） 

(5) 次世代冷媒ヒートポンプ研究会 

（自然冷媒をはじめとする各種次世代冷媒とその応用システムに関する研究） 

(6) 地下熱利用とヒートポンプシステム研究会 

（地下熱を利用するヒートポンプシステムおよび地下蓄熱技術に関する研究） 
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７.財団の価値向上に向けた取組み 
賛助会員のメリット向上に向け、会員企業へのアンケート調査や会員企業と

の共同プロジェクトの実施など、会員企業との情報交流・共同事業への展開

を図っていく。また、ホームページでの賛助会員向けコンテンツの充実も

実施していく。 

 

(1)  会員企業と連携したプロジェクトの実施 

①  会員企業と連携して、未利用熱エネルギーの革新的な活用技術研究開発

事業を実施する。 (新規) 

②  会員企業と連携して、低炭素技術普及促進事業を実施する。（再掲） 

 

(2)  会員企業へのアンケート調査の実施(継続) 

賛助会員へのアンケート調査を実施し、ニーズを把握のうえ、さらなる

サービス向上に向け検討を行う。 

 

(3)  施設見学会・セミナーの実施（継続） 

会員ニーズに則した無料講習会を実施する。 

 

(4) 「ヒートポンプ・蓄熱月間」における事業展開（再掲） 

賛助会員の参画機会を引き続き検討していく。 

 

(5)  ホームページの充実（再掲） 

賛助会員専用ホームページでは、さらなる内容の充実を図るとともに、 

ホームページに賛助会員のホームページとリンクするなど賛助会員の 

メリット向上に努める。 

 

(6)  国内外の統計データ整備（再掲） 

ナショナルセンターとして、各業界のニーズを踏まえ、国内外のエネルギ

ー情勢やヒートポンプ・蓄熱システムに関する各種データの整備を行うと

ともに、蓄積した統計データを活用する。 
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	(1) ヒートポンプ・蓄熱シンポジウム
	運転管理者の啓発と建物オーナー・設計者・施工者・運転管理者の連携を図ることを目的とした「第16回ヒートポンプ・蓄熱シンポジウム」を「ヒートポンプ・蓄熱月間」の主要行事として、東京にて開催する。シンポジウムでは有識者による特別講演のほか、蓄熱システムや未利用エネルギーを活用したヒートポンプの運転管理の優秀改善事例、蓄熱システムのメリットであるピーク電力削減や非常時に蓄熱槽を有効活用した優秀改善事例の表彰・紹介およびパネルディスカッションを実施する。
	(2) 技術支援、技術開発
	① 技術者支援
	a 次世代の蓄熱技術者を育成する観点から、蓄熱技術研修会を引き続き 開催する。
	b　今後の普及拡大が期待される業務用ヒートポンプ給湯システムの設計に関する研修会を開催する。
	c 各種団体が開催する技術関係の研修会への講師派遣を行うとともに、 各種技術的問合せへの対応を行う。
	d　次回の建築設備設計基準（茶本）改定を見据えて、蓄熱システム関連で改定すべき内容の整理・検討などを行う。
	② 技術の集積、発信と技術開発
	a ヒートポンプ・蓄熱システムの導入事例について、運転実績データを収集・分析し、その効果を発信する。
	b 業務用ヒートポンプ給湯システムについて、最新機器の情報収集や運転実績データの収集・分析事例を集積し発信する。
	c 第一線で活躍する設計のエキスパートをメンバーとする蓄熱設計者懇話会を開催し、設計者のヒートポンプ・蓄熱システムの理解促進を図るとともに、最適設計とその普及のための課題解決に向けた情報を集積する。
	d 熱エネルギー変換工学・数学融合研究所（早稲田大学）への委託研究を通して、ヒートポンプ給湯機に各種低ＧＷＰ冷媒を適用する際の設計　支援ツールの研究を行う。
	６.各種研究会事業
	ヒートポンプ・蓄熱システムに関する技術課題について、関連技術に関する講演会や施設見学会の開催など、参加会員による自主的な調査研究・情報　交換を行う研究会活動を実施する。
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