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＜情勢と取組み＞  

国際社会では、気候変動問題への対応にあたり、パリ協定に基づく温室効果

ガスの排出削減にとどまらず、環境（Environment）・社会（Social）・企業統治

（Governance）を重視するＥＳＧ投資や、国際連合総会で採択された持続可能

な開発目標（ＳＤＧｓ）との整合を踏まえた気候変動対策を進める重要性が高

まっている。 

こうした中、日本では、昨年６月、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期

戦略（以下「長期戦略」）」が閣議決定され、世界の脱炭素化をけん引するとの

決意の下、高い志と脱炭素化のための取り組みを積極的に推進していく姿勢を

示し、最終到達点として、「脱炭素社会（温室効果ガス排出量実質ゼロ）」を掲

げ、野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現することを目指すとともに

2050 年までに温室効果ガスの 80％削減に向けて大胆に取り組むとしている。

また、環境と成長の好循環を実現しつつ、世界全体、とりわけエネルギー需要

が大きく伸びていくアジア地域の脱炭素化に貢献していくこととしている。 

この長期戦略の実現にあたっては、一昨年７月に閣議決定された第５次エネ

ルギー基本計画において、再生可能エネルギーの主力電源化とヒートポンプ等

の技術を活用した脱炭素化を目指す将来像を示す中、家庭・業務・産業各部門

における需要サイドでの省エネルギーに向けたヒートポンプ・蓄熱技術、再生

可能エネルギー普及拡大の課題となる需給調整力の確保に向けたバーチャル

パワープラント（以下「ＶＰＰ」）における分散型エネルギーリソースとしての

蓄熱システムの活用など、蓄エネルギーシステムによる電気や熱のマネジメン

トに期待が高まっている。 

このような国内外の情勢を踏まえ、当センターはＩＥＡ技術協力プログラム

（旧「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ＣＯ２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」）やレジリエンス

といった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 
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「ＥＮＥＸ2021 地球環境とエネルギーの調和展」

等に出展する。 

 

 (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技術協力プログラム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）のヒートポンプ技術協力プログラム、蓄熱（エネル

ギー貯蔵）技術協力プログラム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ヒートポンプ技術協力プログラムに基づく国際共同研究 

①  ＩＥＡヒートポンプ技術協力プログラムの各種活動への参加・協力 

ＩＥＡヒートポンプ技術協力プログラムの日本の事務局として、年に２回

開催される執行委員会に参加するとともに、各種活動に対するデータの提

供、ヒートポンプ技術マガジンへの記事の投稿やその内容の日本国内への

紹介等を行う。また、３年に１回開催されるヒートポンプ国際会議の国際

組織委員会副委員長として、会議運営に協力する。 

②  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。 

③  新たな Annex への参加検討  

執行委員会にて議論される新 Annex 提案に対する審議状況や既存 Annex

の活動状況を国内委員会で共有し、新たな Annex への日本の参加および

日本主導の新 Annex 提案について協議・検討する。 

 



- 3 - 
 

（2）ＩＥＡ蓄熱（エネルギー貯蔵）技術協力プログラムに基づく国際共同研究 

 ①ＩＥＡ蓄熱（エネルギー貯蔵）技術協力プログラムの各種活動への参加・協力 

  ＩＥＡ蓄熱（エネルギー貯蔵）技術協力プログラムの日本の協定締結者およ

び事務局として、年２回開催される執行委員会への参加をはじめ、加盟各国

や有識者との各種連携活動を行い、情報や知見を国内に伝達する。 

②Annex36「カルノーバッテリー」 

電力を熱に変換して大容量のエネルギーを低コストで貯蔵する技術（カルノ

ーバッテリー）について、将来のエネルギーシステムへの適用の可能性につ

いて検討する。 

③新たなAnnexへの参加検討 

日本主導の新 Annex提案に対する執行委員会での審議状況をフォローする

とともに、その他の新Annex情報を国内分科会で共有し、日本の参加につい

て検討する。  

④日中韓蓄熱ネットワーク 

アジアからの参加国である日本・中国・韓国の３国間で、蓄熱（蓄エネルギ

ー）技術動向や事例、政策に関する情報交換、共同研究などを行う。本年度

は10月に東京でワークショップを開催する。 

 

３.重点実施事項 
2018 年度に定めた重点実施事項の３本柱の最終年度として、これを着実に

実施するとともに、次期３ヵ年に向けた重点実施事項の検討を行う。 

 

(1) 再生可能エネルギー利用量拡大に向けた取組み 

 再生可能エネルギー源である未利用熱（空気熱・水熱・地中熱）の利用量

拡大によるヒートポンプの普及促進に向けた活動を引き続き実施する。 

①  関係省庁・国内有識者に対し、ヒートポンプによる再生可能エネルギー

利用量目標設定の具体化に向けた訴求活動を実施するとともに、国内有

識者とのネットワークの強化・拡大を図る。 

②  関係団体(日本銅センター等)と連携した訴求活動を実施する。 

③  再生可能エネルギー利用技術としてのヒートポンプの重要性を訴求した

情報発信を実施する。具体的には、セミナー、展示会、ホームページ、

機関紙等を活用し、情報発信を行う。 

 

(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 

昨年度実施した、ベトナムでのセミナー現地調査やベトナム、タイ、イ

ンドネシアにおけるヒートポンプに関するニーズ調査事業において整理

したヒートポンプ給湯機普及の課題(ヒートポンプ給湯機認知度、メンテ

ナンス体制など)について、構築した関係機関とのネットワークや、「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、解決に向けた具体的施策のとりまとめを実施し、次年度

以降の展開を検討する。 

②  ＡＨＰＮＷ加盟各国の基礎データの整備 

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。 
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③  ＡＨＰＮＷ東京ワークショップへの対応 

ＡＨＰＮＷワークショップを東京で開催し、ヒートポンプ普及に関する取

り組みについての情報発信を実施する。 

④  産官学との連携 

産官学と連携を強化したヒートポンプ普及促進活動を行う。 

⑤  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・レジリエンス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技術を確立するとと

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作成した訴求資料（新パ

ンフレット等）を活用し、セミナーなどを通じた訴求活動を行う。 

③ 蓄熱システムのＢＣＰ（事業継続計画）対応技術の一層の普及活動 

蓄熱槽水の非常時活用に関し建築設備設計基準（茶本）への反映に向け

た活動を行うとともに、セミナーなどを通じた普及啓発を行う。 

④  蓄熱システムの導入効果・省エネルギー性に関する検討 

蓄熱システムの実測データを踏まえた導入効果の整理を行うとともに、

インバータ熱源機の部分負荷特性等を考慮した蓄熱最適制御によるエネ

ルギー消費量への影響検討を行い、分析結果の情報発信を行う。 

 

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  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17回ヒートポンプ・蓄熱シンポジウム」を大阪で開催

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」等をヒー

トポンプ・蓄熱月間中にも一部主要都市で開催する。 

 

(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。また、更なる表彰制度の充実を図る。 
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(3) 施設見学会・セミナーの実施 

メディア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 

普及拡大をメディアを通じて訴求する。 

 

(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「Ｃ

ＯＯＬ＆ＨＯＴ」を年１回発刊する。また、収益拡大策として、広告掲載

などを引き続き実施する。 

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、

次世代ヒートポンプ技術の普及・開発を目的としたコンソーシアムに参加し

低ＧＷＰ冷媒対応次世代機器に関する研究に協力する。 

 

(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 17 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、大阪にて開催する。シンポジウム
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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）改定に向けて、蓄熱システム関連で改

定すべき内容を反映させるための訴求を行う。 

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 早稲田大学が運営する、次世代ヒートポンプ技術の普及・開発を目的と

したコンソーシアムへ参加し、日本のヒートポンプ技術の国際競争力強

化に向けた分析ならびに各種低ＧＷＰ冷媒を次世代機器に適用するた

めの研究に協力する。 

 

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（継続）   

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。  

 

(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) 会員企業と協調した事業の実施（新規） 

会員ニーズに則したエネルギー関連展示会への共同出展等の検討を行う。 

 

(4)  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。 

 

(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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	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。
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