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 資料３-１  

平成 26 年度の各実証技術分野の進捗状況 
 
平成 26 年度の各実証技術分野の進捗状況を下表に示す。 

 
表 平成 26 年度各実証技術分野の進捗状況（1） 

分野 

 

項目 

地球温暖化対策技術分野 

ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対策技術分野 

（建築物外皮による空調負荷低

減等技術） 

ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対策技術分野 

（地中熱・下水等を利用した 

ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ空調システム） 

VOC 等簡易測定技術分野 

平成 26 年度

の実証予定 

件数：５件（予定） 件数：40 件（予定） 件数：未定 件数：３件 

（８月：公募予定） 

概要： 

８月～10 月に申請技術の公募予

定。 

概要： 

７月に申請技術の公募予定。 

概要： 

６月 12 日から公募開始。 

実証単位（Ａ）システム全体の公募

締切は６月 27 日。 

実証単位（Ｂ）ヒートポンプ、実証単

位（Ｃ）地中熱交換部の公募締切は

10 月 31 日。 

概要： 

５月に関連するメーカーと、公募テ

ーマ等に関する事前打合せを実

施。７月第１回技術実証検討会を開

催し、公募テーマを決定。11 月に

実証試験を実施し、実証試験結果

報告書を作成予定。 

技術実証検討

会等の開催状

況 

○技術実証検討会 

第１回 2014.７.１７ 

第２回 2014.10 月予定 

第３回 2015.２月予定 

○技術実証検討会分科会 

第１回  2014.８月予定 

第２回  2014. 10 月予定 

第３回  2014. 12 月予定  

第４回 2015. １月予定 

○技術実証検討会 

第１回 2014.６.24 

第２回 2014.９月予定 

第３回 2015.３月予定 

○技術実証検討会分科会（窓用後

付技術等部門） 

第１回 2014.８月予定 

第２回 2014.12 月予定 

第３回 2015.２月予定 

○技術実証検討会分科会（屋根・

屋上用後付技術等部門） 

第１回 2014.８月予定 

第２回 2014.12 月予定 

第３回 2015.２月予定 

〇技術実証検討会 

第１回 2014.７.14 予定 

第２回 2015.２月頃予定 

〇技術実証検討会分科会 

年間３回開催予定 

○技術実証事前検討会 

2014.５個別に実施 

○技術実証検討会 

第１回 2014.７.２ 

第２回 2014.９月予定 

第３回 2014.12 月予定 

第４回 2015.２月予定 

○技術実証試験 

2014.11 月予定 



- 2 - 

分野 

 

項目 

地球温暖化対策技術分野 

ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対策技術分野 

（建築物外皮による空調負荷低

減等技術） 

ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対策技術分野 

（地中熱・下水等を利用した 

ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ空調システム） 

VOC 等簡易測定技術分野 

技術分野独自

のＰＲ等の実

施予定 

・2014.６.５ 

当分野のリーフレットを制作。 

・2014.６.11～13 

建築材料・住宅設備総合展「ＫＥ

ＮＴＥＮ」（インテックス大阪）出展。

ブース内で担当分野の紹介を実

施。 

・2014.６.５ 

当分野のリーフレットを制作。 

・2014.６.11～13 

建築材料・住宅設備総合展「ＫＥ

ＮＴＥＮ」（インテックス大阪）出展。

ブース内で担当分野の紹介を実

施。 

・2014.９.24 

日本建築学会 「クールルーフの

適正な普及に向けたシンポジウ

ム」催し内のディスカッションに関

係者参加で調整中。 

○展示会出展 (実績と主要予定) 

・2014.５.27～30 済 

ＮＥＷ環境展＆地球温暖化防止

展 

・2014.６.７～８ 済 

エコライフ・フェア 

・2014.６.18～20 済 

スマートコミュニティＪａｐａｎ 

・2014.７.30～8.1 

再生可能エネルギー世界展示会 

・2014.10.21～22 

 不動産ソリューョンフェア 

・2014.10.29～31 

社会イノベーション 2014 

・2014.12.３～４ 

ＲＥＩＦふくしま 2014 

・2014.12.11～13 

エコプロダクツ 2014 

・2015 

ＥＮＥＸ2015 

○自主主催行事予定 

・地中熱シンポジウム２回 

・地中熱講座３回 

・2014.９.３～５ 

ＪＡＳＩＳ 2014 

（分析展＋科学機器展） 

・2014.９.17～20 

大気環境学会年会 

（愛媛大学） 

・2014.12.11～13 

エコプロダクツ 

（東京ビックサイト） 

・2015.２ 

 川崎国際環境技術展 

（川崎市とどろきアリーナ） 

特記事項 

 

   ・技術実証ニーズに関して、事前説

明会を開催しニーズに合わせた実

証を実施。 
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表 平成 26 年度各実証技術分野の進捗状況（2） 

分野 

 

項目 

有機性排水処理技術分

野 

湖沼等水質浄化技術分

野 

閉鎖性海域における 

水環境改善技術分野 

自然地域トイレし尿 

処理技術分野 

中小水力発電技術 

分野 

平成 26 年度の実

証予定 

件数： ２件 

問合せ：９件（うち２件申請

検討中） 

件数：１件 

問合せ：４件（うち１件検討

中） 

件数：２件 

 

件数：２件（予定） 件数：４件程度 

概要： 

11 月 28 日まで公募中。 

実証試験への応募方法や

不足情報の補充（特に既存

データの取り方）について

助言。 

一部の技術においては、視

察や予備調査を実施。 

概要： 

７月 31 日まで公募中。 

実証試験への応募方法や

不足情報の補充（特に既存

データの取り方）について

助言。 

概要： 

平成 26 年４月 28 日(月)か

ら５月 16 日(金)に実証対象

技術の公募を実施。２件の

申請があり、第１回検討会

で２件とも実証を行うことに

決定。 

 

概要：（実証前） 

平成 26 年度に使用する要

領11版が承認され、６月23

日（月）～７月４日（金）18 時

まで公募を行う。 

概要： 

６月に関連するメーカーと、

公募テーマ等に関する事

前打合せを実施。第１回技

術実証検討会を開催予

定、公募テーマを決定予

定。12 月に実証試験を実

施し、実証試験結果報告

書を作成予定。 

技術実証検討会

等の開催状況 

〇技術実証検討会 

年２回開催予定 

〇技術実証分科会 

年３回開催予定 

 

共に開催日未定 

〇技術実証検討会 

年４回開催予定 

初回は７～８月予定 

〇技術実証検討会 

第 1 回 2014.６.23 

第２回 2014.７月予定 

第３回 2014.12 月予定 

第４回 2015.２月予定 

〇技術実証検討会 

第 1 回 2014.７.７ 

 

〇技術実証検討会 

第 1 回 2014.７月予定 

第 2 回 2014.８月予定 

第 3 回 2014.12 月予定 

第 4 回 2015.３月予定 
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分野 

 

項目 

有機性排水処理技術分

野 

湖沼等水質浄化技術分

野 

閉鎖性海域における 

水環境改善技術分野 

自然地域トイレし尿 

処理技術分野 

中小水力発電技術 

分野 

技術分野独自の

ＰＲ等の実施予

定 

・環境展などへ有用な技術

の発掘に出向いている。 

・独自の技術募集パンフレ

ットを作成し関係機関に配

布。 

・学会等へＥＴＶの公募や

事業内容をＰＲ。 

・実証機関主催のセミナー

にて展示予定。 

・日本水環境学会のシンポ

ジウムに発表及び参加予

定。 

・環境展などへ有用な技術

の発掘に出向いている。 

・独自の技術募集パンフレ

ットを作成し関係機関に配

布。 

・学会等へＥＴＶの公募や

事業内容をＰＲ。 

・実証機関主催のセミナー

にて展示予定。 

・日本水環境学会のシンポ

ジウムに発表及び参加予

定。 

・実証対象技術の視察およ

び勉強会開催の予定。 

 2015.２に「第５回 自然地

域トイレし尿処理技術セミ

ナー」（開催地未定）を開

催予定。 

・セミナーにおいて、実証

済企業の「ポスター展示

説明会」と「技術相談会」

も実施。 

・2014.11.20〜22「全国小

水力発電サミット」にて、メ

ーカーやユーザーに対し

ＰＲを予定。 

特記事項 ・空気調和・衛生工学会と

の情報交換を継続。 

   ・平成 26 年度の実証対象

技術への応募を前向きに

検討する企業有り。 

 


