HVAC&R JAPAN 2016 REPORT
基 調講演：会議 棟 6F
2月23日（火）
基調講演Ⅰ

基調講演Ⅱ

13:30～14:20

フロン排出抑制法の施行状況等について
〜フロン類対策等の現状と課題〜
経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 オゾン層保護等推進室 室長
米野 篤廣

基調講演Ⅲ

14:40～15:30

省エネルギー政策の動向 ～2016以降の展開～
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー対策課 課長
辻本 圭助

16:00～16:45

二国間クレジット制度（JCM）の最新動向
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課
市場メカニズム室 国際連携課 国際地球温暖化対策室 国際企画官
水野 勇史

2月24日（水）
基調講演Ⅳ

11:00～11:50

いよいよ始まる建築物省エネ基準の適合義務化
～建築確認申請における設備機器の性能確認について～
国土交通省国土技術政策総合研究所 住宅研究部 建築環境研究室 主任研究官
宮田 征門

一 般講演：会議 棟 6F
2月25日（木）
講演①

講演①

10:00～10:30
®

低GWP冷媒"AMOLEA "の開発
旭硝子株式会社 AGC化学品カンパニー 技術統括本部
プロフェッショナル
福島 正人

講演①

ダイキン工業株式会社 化学研究開発センター
グループリーダー 主席研究員
柴沼 俊

講演②

特許庁 審査第二部 冷却機器 審査官
小野田 達志

ハネウェルジャパン株式会社
パフォーマンス･マテリアルズ･アンド･テクノロジーズ ゼネラルマネージャー
瀧瀬 勝之

東京ガス株式会社 ソリューション技術部 空調技術チームリーダー
安田 研

16:00～16:45

情報処理センターの活用について
～冷媒管理システムの紹介と活用～

協立機電工業株式会社 環境ソリューション部 技師長
豊田 武二

講演⑥

14:00～14:45

進化し続けるガス空調
～環境変化を捉えたソリューション開発と超高効率GHP
XAIR（エグゼア）Ⅱ～

講演⑤

15:00～15:45

ISO BACS/BEMSの最新動向とスマートグリッド

11:30～12:00

Solstice®（ソルスティス） 低GWP冷媒

講演③

13:00～13:45

Ｈ26年度 中国における特許出願技術動向調査
–空気調和機（エアコン）–

講演④

三井・デュポンフロロケミカル株式会社 ケミカルズ事業
主幹 環境・ビジネス開発
石川 淳一

講演①

11:00～11:30

温暖化規制対応用に開発した冷蔵冷凍用冷媒

10:30～11:00

ケマーズ社次世代冷媒の最新情報

一般財団法人日本冷媒・環境保全機構 専務理事
作井 正人

10:00～10:45

ヒートポンプ機器の性能評価に関するJATL研究活動について
一般財団法人日本空調冷凍研究所
専務理事／所長 竹内 智芳
技術部担当部長 平田 亮太

2月26日（金）
講演⑦

11:00～12:00

フロン排出抑制法における管理者の義務と
設備業者の役割について
一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会 事務局次長
大沢 勉
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講演⑧

13:00～13:45

省エネ・省CO2に貢献するヒートポンプ技術
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター業務部 課長
渡邊 幸芳

特 別企画：会議 棟 6F
2月24日（水）
特別企画

特別企画

13:00～13:30

冷媒管理の最新動向
－日本冷凍空調工業会の取り組み
一般社団法人日本冷凍空調工業会 専務理事
岡田 哲治

特別企画

東京大学 新領域創成科学研究科 人間環境学専攻 教授
飛原 英治

特別企画

14:10～14:50

欧州の冷媒（フロンガス）政策について
Fガス規制導入後の最新状況

14:50～15:30

世界のHFC削減活動に対する米国業界支援

The European Partnership for Energy and the Environment,
AP EuroConsult sprl, Director General, Ms. Andrea Voigt

特別企画

13:30～14:10

次世代冷媒に関する技術動向について

Alliance for Responsible Atmospheric Policy, Director,
Mr. Stephen Van Maren

特別企画

15:30～16:10

中国における代替冷媒開発状況について

16:10～16:50

オーストラリアにおける冷媒管理政策について

China Refrigeration and Air-Conditioning Industry Association,
Deputy Director, Ms. Liu Yan Song

Refrigerants Australia, Executive Director,
Dr. Greg Picker

恒 例企画：会議 棟 6F
2月25日（木）
恒例企画

13:30～16:50

日本冷凍空調学会

技術賞セミナー

公益社団法人日本冷凍空調学会

出展者プレゼンテーション：東２ホール プレゼンテーションステージ
2月23日（火）
14:00～14:45

安川マトリクスコンバータU1000と新製品GA700のご紹介
株式会社安川電機 インバータ事業部 事業推進部 販売推進課
真木 孝徳

2月24日（水）
14:00～14:45

省エネ型自然冷媒機器の導入がもたらすメリットの紹介
省エネ型自然冷媒機器メーカー数社

2月25日（木）
13:00～13:15

13:15～13:45

地域熱供給の現況について

田町駅東口北地区におけるスマートエネルギーネットワーク構築
一般社団法人日本熱供給事業協会 広報部長
水渓 孝章

一般社団法人日本熱供給事業協会 スマートエネルギーネットワークシステム部 マネージャー
坂齊 雅史

14:00～14:45

CAREL 電子膨張弁 ExVシステムのご紹介
CAREL Japan 株式会社 代表取締役社長
柴田 勝紀

2月26日（金）
14:00～14:45

安川マトリクスコンバータU1000と新製品GA700のご紹介
株式会社安川電機 インバータ事業部 事業推進部 販売推進課
真木 孝徳
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