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空気調和･衛生工学会 21 世紀ビジョン

「21 世紀を支える環境設備技術の成長戦略と超低炭素ソリューション」
～ 2030 年を見据えた 3 つの提言と学会の役割 ～
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まえがき
本会員の一人一人が、このビジョンを読んで現状
の問題を適切に認識した上で、明るい気持ちを抱い
て 21 世紀の空調・衛生工学と環境設備技術の充実と
発展のために何らかのアクションを起こしてほしい
と願う次第である。最後に、本ビジョンの作成にあ
たった加藤信介副会長をはじめとする 21 世紀ビジ
ョン委員会のメンバーの誠意ある尽力に敬意を表し
たい。

－ 21 世紀を支える環境設備技術の成長戦略と
超低炭素ソリューション －
本学会は 1917 年に「煖房冷蔵協会」として発足し、
1962 年に現名称に改めた伝統ある学会である。空調
と衛生に代表される建築設備の発展と普及は、戦後
の高度経済成長の一翼を担い、国民生活の向上と社
会の安定に貢献してきた。その結果、今や冷房と水
洗トイレは住宅も含めて日本のほとんどの建築と施
設に当たり前のように設置されるようになった。
しかし、一方で日本を含めた先進国は、20 世紀の
後半以来、国によって程度は異なるが、温室効果ガ
スの増大、高齢社会の進行、若年失業者の増大、貧
富の差の拡大、国家債務の増大、経済の停滞などの
数々の問題と悩みを抱え、それらの根本的解決に窮
している。わが日本も、バブル崩壊以降は経済の停
滞に悩み、建設業界は建設工事の絶対量の低減に苦
しみ続けている。ここ数年の建設業の総生産額は、
バブル期に比べれば 30％程度低下し 30 兆円前後で
ある。このような現実ゆえに、建設業を衰退産業と
見る向きもあるが、これはバブル期が特殊であり、
21 世紀になって普通の状態に戻ったと見る方が妥
当ではなかろうか。
さて、このような閉塞状況をなんとか打開しよう
という動きも当然のことながら見られる。その中で、
地球温暖化を食い止める超低炭素社会を、日本がい
ち早く実現し、新たなエネルギー環境産業を創造し
て世界のシェアを獲得しようという構想がある。こ
れは日本政府の成長戦略（2009 年 12 月に閣議決定）
の一つにも取り上げられており、その構想のコンテ
ンツは本学会のテーマにも大いに関係する。エネル
ギーと環境の分野は、日本はもちろん世界的にも追
い風が吹いており、本学会も大いに寄与ができる分
野であることは間違いない。
こうした背景と現状の中で、本学会はいかにして
空気調和・衛生工学の魅力をアピールし、国内建設
の量的な拡大は期待できないものの、学会としての
充実を成し遂げていくのかが、問われているものと
考えられる。つまり、空気調和・衛生工学というエ
ンジニアリング・サイエンスを核にして、ともすれ
ば閉塞感が支配しそうな 21 世紀をどのように打開
するのか、という問いかけである。この問いに対す
る解答は容易ではない。しかし、解答の糸口を見出
すための問題整理・分析やヒントになるアイデア提
示、すなわち、21 世紀の環境設備技術の新たな戦略
くらいは、会員の英知を集めれば構築できるのでは
ないかと思われる。この 21 世紀ビジョンは、そうし
た目的意識の下に作成された「戦略と構想」である。

2012 年 3 月
空気調和・衛生工学会 会長
坂本雄三
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1. はじめに
空気調和・衛生工学分野を取り巻く環境は大きく
変化しており、本学会もその存在意義を含めて様々
な問題に直面している。特に低炭素社会実現へ向け
て本学会が対応すべき課題は多く、本学会が克服す
べき課題と空気調和・衛生工学分野を含めた将来像、
21 世紀ビジョンを策定し、会員間で意識共有するこ
とは、戦略実行の上で重要である。
今回の SHASE 21 世紀ビジョン策定に関しては、
坂本雄三会長の強いリーダーシップのもと、会長直
下の特別委員会として「SHASE 21 世紀ビジョン委
員会(委員長：加藤信介副会長)」が組織され、田辺
新一ならびに倉渕隆の両学術理事に加え、空気調
和・衛生工学分野を構成する各種産業分野より推薦
された 30 代から 40 代の若手にて委員会が構成され
た。この SHASE 21 世紀ビジョン策定にあたり、坂
本雄三会長から 10 年後、20 年後、30 年後の未来社
会に対する全般的なイメージの形成とその場におけ
るビル関連、衛生空調のサービスのイメージを策定
すると共に、空調衛生設備業界の動向のイメージを
明確化することで、本学会の将来像と果たすべき役
割を具現化するよう、指示があった。
SHASE 21 世紀ビジョン策定にあたり、経済産業
省の技術戦略マップ 2010、環境省中長期ロードマッ
プ、国土交通省成長戦略工程表、日本建築学会中長
期戦略、ASHRAE Strategic Plan の読み込みとディス
カッションからスタートし、空気調和・衛生工学分
野と本学会の現状認識と低炭素化をキーワードとし
たニューフロンティア開拓までを徹底的に議論した。
本報告書は、本章を含めて 7 つの章から構成され
ている。本章第 1 章では、空気調和･衛生工学分野を
取り巻く環境と直面する課題に加え、SHASE 21 世
紀ビジョン策定の経緯ならびにその必要性に関して
述べた。
第 2 章では、SHASE 21 世紀ビジョン策定の社会
背景とその概要に関して整理している。特に、地球
温暖化問題を含めた地球環境問題の大局的な状況か
ら建築産業、空気調和・衛生産業を取り巻く環境の
変化、更には低炭素社会実現の為に取り込むべきフ
ロンティア領域を整理し、人を中心とした環境創造、
創造環境ソリューションを担う学会の将来像を描く。
第 3 章から第 5 章では具体的な 3 つの提言に関し
て述べる。
第 3 章では、提言 1「産業構造の改革」として、
総合環境ソリューションビジネスへの転換シナリオ、
安全・健康・快適といった人間生理や感性に深く関
与する建築環境技術に関して整理すると共に、アジ
ア地域をはじめとした国際化対応の必要性について
5

示した。また、2011 年 3 月に発生した東日本大震災
を踏まえ、大規模災害への対応に関しても述べる。
第 4 章では、提言 2「ZEB と低炭素化技術への圧
倒的寄与」として、特に、SHASE 21 世紀ビジョン
の中核コンセプトである ZEB(Zero Energy Building)
化達成シナリオを示す。
第 5 章では、提言 3「高度合理化のための基盤整
備」として、BIM (Building Information Modeling)を中
心とした設備設計、設備工事の高度合理化推進と建
築設備技術者に求められる職能に関して述べる。
第 6 章では、プラットホームとしての学会として、
担うべき重要項目を取捨選択し、具体的な行動プラ
ンを提案している。
第 7 章では、中長期展望と結語を示している。
本報告は、長期的にはシュリンクの避けられない
我が国の経済・産業構造の中で、本学会と空気調和・
衛生工学分野が更なる発展を遂げ、低炭素社会実現
のキープレイヤーとなるための戦略を整理、提示す
るものである。
この SHASE 21 世紀ビジョンの実行と継続的な検
討が期待される。
2012 年 3 月
SHASE 21 世紀ビジョン委員会 委員長
空気調和・衛生工学会 副会長
加藤信介

2. SHASE 21 世紀ビジョン策定の社会背景と概要

どの融解により海面が上昇し、
沿岸域の低地に対して、
水没、海岸侵食、淡水帯水層への塩水の進入などの影
響を及ぼすこととなる。
標高の低い南国の小島や、広いデルタ地帯をもつ国
では、国土の消失や台風・高潮の被害の増大などの深
刻な影響をもたらすこととなる。日本では、温暖化に
より海面が 1m 上昇すると、海面（満潮水位）以下の
地域が 2.7 倍（2,300km2）に拡がり、人口 410 万人、
資産 109 兆円が危険にさらされるといわれている。
④健康への影響 ～死亡率や伝染病危険地域が増加～
地球温暖化により、夏季に気温が高くなる頻度と期
間が増加すると、熱射病などの発生率や死亡率が増加
するおそれがある。特に高齢者の死亡率が増加するこ
とが分かっている。
また、死亡率の高い熱帯熱マラリアが、従来からい
われていたよりも低い気温（最低月平均気温 13℃）で
も流行するという最近の調査結果もあり、
最悪の場合、
2100 年には中国北部、韓国、西日本一帯までが流行危
険地域に入る可能性がある。その他、デング熱などの
北上も予想されている。
⑤公害との複合影響 ～温暖化は公害を加速～
毎年夏になると光化学オキシダント、いわゆる光化
学スモッグにより、目や喉の痛みなどの被害が発生し
ている。気温上昇は大気中の光化学反応を加速するの
で、温暖化した場合、多くの都市で光化学オキシダン
ト濃度が増加し、健康影響が拡大すると予想される。
この他にも、水質汚濁など、さまざまな公害の影響
を助長するおそれがあると考えられる。
⑥影響の地域差 ～地球温暖化の影響は不公平～
気温の上昇は高緯度地域ほど大きく、降水パターン
は細かく変化し、しかも地域による差が大きくなると
予測されている。突然の冷害や局所的な異常降雨、異
常乾燥なども増加するおそれがある。
特に、経済的、技術的事情から対応策が講じること
が難しい開発途上国において、より影響が大きいと考
えられる。

2.1
地球環境・社会環境問題とエネルギー問題
2.1.1 地球環境・社会環境問題
(1) 地球温暖化とは
地球温暖化とは、人間の活動が活発になるにつれて
「温室効果ガス」が大気中に大量に放出され、地球全
体の平均気温が急激に上がり始めている現象のことを
、メタン（CH4）
、亜酸化窒素
いう。二酸化炭素（CO2）
（N2O）、フロンなどが温室効果ガス（Green House
Gases：GHGs）といわれている。
地球の平均気温は現在約 15℃であるが、もし地球上
に温室効果ガスがなかったとすると、平均気温はマイ
ナス 18℃となり、生命の存在できない極寒の星となる。
しかしながら、地表は、
・太陽から届く日射が大気を素通りして地表面で日射
が吸収
・加熱された地表面から、赤外線の形で熱が放射
・温室効果ガスがこの熱を吸収
・その一部を再び下向きに放射し、再び地表面や下層
大気を加熱
という仕組みにより生物の生存に適した気温に保たれ
ている。
ところが近年、産業の発展や森林の開拓などの人間
活動の活発化に伴い、温室効果ガスの濃度が増加し、
地球規模での気温上昇（温暖化）が進行している。
(2) 地球温暖化による社会環境への影響
地球規模で気温が上昇すると、海水の膨張や氷河な
どの融解により海面が上昇したり、気候メカニズムの
変化により異常気象が頻発するおそれがある。ひいて
は自然生態系や生活環境、農業などへの影響が懸念さ
れる。
①水資源 ～ますます深刻となる水不足や水被害～
地球温暖化により気候が変動すると、乾燥地ではさ
らに干ばつが進み、雨の多い地域では洪水が増加する
などのために、水需給のバランスが崩れ、水資源の格
差が世界的に拡大するおそれがある。また水資源の変
動は、人の生存そのものはもとより農業などにも大き
な影響を及ぼすこととなる。
②自然生態系 ～絶滅する種が増加～
植物はそれぞれに適した地域に生息しているが、温
暖化すると北または高地に移動しなければならなくな
る。
樹木が種子をとばして分布を広げる速度は、40m/年
から最高でも約 2km/年といわれ、温暖化により約 1.5
～5.5km/年で移動する気候帯には追いつけずに行き場
を失い、絶滅するおそれがある。
③沿岸域 ～海面上昇により沿岸域の低地が水没～
地球規模で気温が上昇すると、海水の膨張や氷河な

(3) 地球温暖化対策へ向けた目標
産業活動の活発化に伴い、産業革命以前の段階では
280ppm 程度であった CO2 濃度が、石油や石炭などの
燃焼や森林伐採による土地利用の改変によって、1994
年には約 358ppm にまで上昇している。現在では、
400ppm 近くになっている。
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の報告によ
れば、19 世紀末以降、地球全体の平均気温が 0.3～0.6
度、海面は 10～25cm 上昇するという温暖化の影響が
現れている。
また IPCC による地球温暖化の予測では、経済成長
や人口増加、対策の有無、予測モデルの気候感度（CO2
増加による気温の変化しやすさ）などの多くの条件を
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想定し、
2100 年までの気温上昇は 1～3.5 度であると予
測している。
このため、世界各国が協力して温室効果ガスの排出
を抑えようと、1997 年に京都議定書が採択され、2005
年 2 月に発効された。その中で日本は、温室効果ガス
全体を 2008 年度から 2012 年度の平均値で、1990 年度
に比べ 6％削減することとされている。
この目標の達成に向け、
「京都議定書目標達成計画」
（2008 年 3 月閣議決定）に基づく取組を進めている。
同計画では、温室効果ガスの約 9 割を占めるエネルギ
ー消費に伴う二酸化炭素の排出量について、2010 年度
に10.76 億トン～10.89 億トンとすることを目標として
いる。

は 42 年、天然ガスは 60 年と見込まれている。

(4) 地球温暖化対策における課題
京都議定書においては、米国がこれを批准せず、中
国、インド等の主要途上国は温室効果ガスの排出削減
義務を負っていないため、同議定書に基づく温室効果
ガス排出削減義務国排出量は、世界全体の 3 割程度に
とどまっている（図 2.1.1）
。
一方、今後は米国や中国、インドその他の主要途上
国など、現在、排出削減義務を負っていない国・地域
の排出量が急増することが見込まれており（図 2.1.2）
、
地球全体の温室効果ガスを効果的に削減するためには、
これらの国・地域の取組も不可欠である。
現行の京都議定書で定められた温室効果ガス削減の
約束期間は 2012 年で終わる。
その後の枠組みの構築が、
2010 年末にメキシコのカンクンで開かれた気候変動
枠組条約第 16 回締約国会議（COP16）の主要課題であ
ったが、京都議定書の単純延長は回避されたものの、
枠組み構築には至らず、2011 年末に南アフリカで開か
れる COP17 に持ち越される形となった。
現行制度で削減義務を負わない新興国や発展途上国
にとって単純延長は都合がよい。しかし、単純延長が
決まると、世界全体による取り組みは大きく遠のいて
しまう。日本は、国内における温室効果ガスの排出削
減に最大限努力することに加え、世界全体での排出削
減に向け、積極的な国際交渉を積み上げることが重要
である。

図 2.1.1 世界のエネルギー起源 CO2 排出量
(2005 年)
出典：IEA,CO2 Emissions from Fuel Combustion(1971-2005)

図 2.1.2 世界の CO2 排出長期見通し

2.1.2 エネルギー問題
(1) 化石燃料の枯渇
2030 年には世界のエネルギー消費量は現在の 1.5 倍
に達する見込みであり、その増加分の約半分はアジア
によるものとされている。特に中国、インドなどの発
展途上国では、今後の経済成長に伴い石炭や石油、天
然ガスといった化石燃料の需要がますます大きくなる
と予想されている（図 2.1.3）
。
一方、世界のエネルギー供給可能量（可採年数）は
現在の消費ペースを前提として、石炭は 133 年、石油

出典：
（財）地球環境産業技術研究機構(RITE)

今後新たな油田や鉱山の発見の可能性もあるが、いず
れにせよ、
限りある資源であることに変わりはない
（図
2.1.4）
。
(2) 日本のエネルギー供給
石炭、石油、天然ガスなどの化石資源や、原子力発電
の燃料としてのウランなど、日本で供給されるエネル
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ギーは、約 96％を海外から輸入しており、エネルギー
自給率は水力等わずか 4％である。これは、低いと言
われる日本の食料自給率（カロリーベース）40％と比
較しても、大幅に低い水準となっており、また諸外国
と比べても低くなっている。
①石炭
石炭は、可採埋蔵量が豊富でその可採年数は、石油
の 3.2 倍、
天然ガスの 2.2 倍となっている。
また、
豪州、
インドネシアなど比較的情勢が安定している国から輸
入しており、石油に比べて熱量当たりの単価が安く、
経済的にも有利である。
一方、石炭は他の化石燃料に比べ、燃焼過程におけ
る単位熱量当たり二酸化炭素の排出量が大きいこと等、
環境面での制約要因が多いという課題を抱えている。
②石油
日本の一次エネルギー供給に占める石油依存度は第
一次石油ショック以降低下し、現在は 50％弱となって
いる。
しかし、石油はさまざまな分野で使用され、日本の
経済社会を支えており、今や私たちの社会生活に欠か
せない存在となっている。このように、用途の多様性
や輸送・貯蔵の容易性から石油は他のエネルギーと比
べても利便性に優れているといえる。
日本では、石油ショック以降、中東地域など特定の
国・地域に頼り過ぎないよう、輸入元の多様化を図っ
た結果、一度は中東への依存度が低下した。しかし、
中国やインドネシアなどの非中東産油国において国内
消費が増加し、
これら地域からの輸入が減少した結果、
1990 年以降、中東依存度が再び上昇傾向にある。
③天然ガス
天然ガスは、埋蔵量が豊富で世界各地に広く存在し
ている。また、石油や石炭に比べて、燃焼時の二酸化
炭素や窒素酸化物などの排出量が少ないため、クリー
ンなエネルギーとしても知られている。このため、日
本では、石油に代わるエネルギーとして積極的に導入
が進められ、第一次石油ショック当時には、日本のエ
ネルギー供給に占める割合は 2%に過ぎなかったが、
2007 年には 16％を占めるまでに至っている。
一方、日本は天然ガス供給の約 96%を海外からの輸
入に依存しているが、輸入元は、東南アジア、大洋州、
中東など複数の地域に及ぶため、中東依存度が高い原
油と異なり分散化が図られている。
石油と異なり、天然ガスの備蓄は義務づけられてい
ない。化石燃料輸出国の情勢や価格高騰によるリスク
を低減するには、天然ガス備蓄量の増加も検討が望ま
れる。
④メタンハイドレート
現在高い注目を集めている化石燃料にメタンハイド
レートがある。日本近海には、世界有数の埋蔵量があ
ると言われているが、採掘にはまだコストがかかる。

現在、メタンハイドレートの採掘とエネルギー源への
応用に関して研究が進められ、石油に変わるエネルギ
ー資源として期待されている。
⑤シェールガス
シェールガスは、頁岩（けつがん＝シェール）と呼
ばれる堆積岩の中にたまっている非在来型天然ガスで
ある。これまでは採掘が難しく放置されていたが、近
年、硬い地層からガスを取り出す技術が確立されたこ
とで、開発が一気に進んでいる。その膨大な埋蔵量に
より、
現在の天然ガスの可採年数を飛躍的に向上させ、
天然ガスの安定供給確保に貢献することが期待されて
いる。
空気調和・衛生分野では、東日本大震災以降、エネ
ルギー多重化や節電対応の観点から分散型電源やガス
空調の重要性が増しており、天然ガス需要の大幅な増
大が予想される。これに伴い、天然ガスの価格高騰が
懸念されるが、シェールガスの開発が進むことにより
価格上昇が抑えられることが期待される。

図 2.1.3 世界の燃料別エネルギー需要の見通し
出典：IEA/World Energy Outlook 2008
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が可能なため、技術開発によって国内で回収された
使用済製品等から得られる有用な資源の回収率向上
を促進する。
・レアメタルの使用量を減らすために、同等の機能を
発揮する新材料を開発する。
・短期的な供給障害への対応策として、レアメタルの
備蓄を実施する。
2.1.3 日本のエネルギー供給構造の課題
現在の石油依存度は 47.1％（LP ガスを含む）である
が、第一次石油ショック当時の 77％と比べると、かな
り低減している。しかし、天然ガス（15.1％）
、石炭
（20.5％）の依存度も高くなっており、化石燃料全体
の依存度は 82.7％と極めて高い水準を維持している
（図 2.1.5）
。
これらの資源を他国からの輸入に頼っている点は共
通しており、非化石エネルギー（太陽光等の再生可能
エネルギーや原子力）の更なる導入拡大や、化石燃料
の有効利用など、エネルギー供給構造の高度化を図る
とともに、更なる省エネを推進することがエネルギー
セキュリティの面からも極めて重要である。

図 2.1.4 世界のエネルギー資源可採年数 2007
出典：BP 統計 2008（石油、天然ガス、石炭：2007）
OECD/NEA-IAEA Uranium2007（ウラン 2007 年）

⑥ウラン
ウラン資源を安定的に確保するためには、多様な国
の鉱山権益を取得し、自主開発をしていくことが重要
である。
また、資源国に対する資源外交の展開等を図ること
が重要であり、カナダ、豪州といった従来からの資源
国に加え、
近年我が国企業がプロジェクトに参画して、
カザフスタンなどの有望な資源国との原子力分野にお
ける関係強化に取り組んでいる。
3.11 の震災以後、エネルギー源としての原子力の使
用については様々な議論がある。
⑦レアメタル
レアメタルとは、我が国の産業に重要な希少金属と
して、現在 31 種類を定めており、その一部は特定の資
源国に偏って存在している。中でも、レアアース（中
国：97%）※、タングステン（中国：86%）※、プラ
チナ（南アフリカ：80%）※が存在する国は限られて
いる。
空調分野に影響の大きな資源として、ホタル石があ
る。日本はフロン等のフッ素化合物の原料となる多く
のホタル石を、中国をはじめとした海外からの輸入に
依存している。
近年、資源価格の高騰や供給の安定性の観点から、
我が国近海に存在するレアメタル資源にも大きな期待
が寄せられている。

図 2.1.5 日本の一次エネルギー供給の推移
出典：資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」

＜参考文献＞
1) 環境省ＨＰ
http://www.env.go.jp/earth/cop3/ondan/ondan.html（2011
年 1 月 6 日）
2) 経済産業省 資源エネルギー庁ＨＰ
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/energy-in-japan/ener
gy2010.pdf（2011 年 1 月 6 日）

レアメタルの安定供給確保のため、以下のような多
面的・総合的な対策を講じている。
・資源国と友好関係を構築するための交流を行うとと
もに、民間企業の鉱山開発等を支援する。
・石油や天然ガスと異なり、レアメタルはリサイクル
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2.2 空気調和･衛生工学分野をとりまく社会背景
2.2.1 空調衛生業界の現状と今後
(1) 空調衛生業界の就業者数
日本の人口と就業者総数の推移を図 2.2.1 に示す。
日本の人口・就業者数共にほぼ横ばいであり、人口
は約 128 百万人、就業者総数は約 63 百万人である。
それに対して、建設業界（総合工事業※1、職別工事
業、設備工事業※2）の就業者数は図 2.2.2 に示すよう
に約 4.2 百万人（就業者総数比 6.6%、平成 18 年）
であり、平成 13 年に比べると 15%程度減となって
いる。設備工事業のうち管工事業※3（さく井工事業
を除く）は約 0.5 百万人
（日本の就業者総数比 0.7%、
平成 18 年）となっており、こちらも 15%程度減と
なっている。減少の傾向は、少子高齢化の影響や他
分野への転職も原因の 1 つと考えられる。

(2) 国内総生産（GDP）の将来予測と空調衛生業界
国内総生産は図 2.2.3 に示すようにほぼ横ばいで、
平成 21 年度で名目 474 兆 4,040 億円であり、民間
エコノミスト 23 機関の将来予測では平成 23 年度も
名目平均 0.8%でほぼ横ばいと言われている。それに
対して、建設業界の GDP に対する割合を見ると、
建設業界全体では図 2.2.4 に示すように減少傾向に
あり、平成 21 年は 6.1%（約 29 兆円）となっている。
また、管工事受注高はほぼ横ばいに推移していたが
平成 20 年より減少傾向を見せており、平成 21 年度
は大手 20 社で GDP 比 0.23%（1 兆 1,083 億円）
、管
工事業全体ではおよそ GDP 比 0.3%と推定される。
建設業全体では就業者数総数比 6.6%に対して、GDP
比 6.1%であり、まだ大きな市場であると言えるが、
管工事業は就業者総数比 0.7%に対して、GDP 比
0.3%と約半分であることが分かる。

日本の人口
就業者総数
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図 2.2.1 日本の人口と就業者総数
出典：総務省統計局

平成18年

図 2.2.3 国内総生産（GDP、名目）の推移
出典：事業所・企業統計調査報告
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図 2.2.2 建設業と管工事業の就業者総数
出典：内閣府

図 2.2.4 建設業/管工事業（大手 20 社）の GDP 比
出典：国土交通省総合政策局

※1： 主として土木施設、建築物を完成することを発注者に対して直接請け負う事業所または自己建設で行う事業所
建築物の改装又は軽微な増・改築工事を総合的に行う事業所も含む
※2： 主として電気工作物、電気通信信号施設、空気調和設備、給排水・衛生設備、昇降設備、その他機械装置など
の設備を完成することを発注者に対し直接請け負う事業所または自己建設を行う事業所ならびに下請けとして
これらの設備の一部を構成するための設備工事を行う事業所
※3： 主として一般管工事、冷暖房設備工事、給排水・衛生設備工事を施工する事業所及びガス導管配管、プラント
配管などその他の配管工事を行う事業所をいう
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(3) 国内市場の動向
建築関連工事の過去 10 年間の市場推移を建築物
着工統計で見ると、図 2.2.5 に示すように非住宅用建
築物の着工床面積は 4 年連続で減少しており、平成
21 年度は前年度比 30.5%と大幅な減少となっている。
また、工事費予定額は平成 20 年度、増加に転じたが
平成 21 年度は再び 24.5%と大幅な減少となっている。
また、空調衛生設備を主体とする管工事受注高は図
2.2.6 に示すように、2 年連続で減少傾向にあり前年
度比で 15.4%減である。このように、国内市場は全
体的に縮小化傾向にある。特に、平成 20 年に起きた
サブプライムローン危機に起因し、9 月のリーマ
ン・ブラザーズの破綻を契機とした米国発の世界金
融危機の影響は我が国にも大きくマイナス要因とし
て働いていることがわかる。
今後の市場動向は、再開発の大規模化やリニュー
アル物件の増加は見込めるが、新築物件が減少する
ため、ほぼ横ばいか減少傾向が予想される。さらに
製造業などでは、生産拠点が海外へ移る傾向にある
など、ますます国内の受注環境は厳しい状況となっ
ている。そのため、同業種間での価格競争が激化し、
利益確保が困難な状況となっているのが現状である。

低廉化によるメーカや他業種の進出も著しい。
低廉化傾向の例として、小規模建築におけるパッケ
ージ化が挙げられる、規模別の冷熱源方式を図 2.2.7
に規模別の温熱現方式を図 2.2.8 に示す。5,000m2 以
下の小規模ビルにおいては、EHP の採用が冷熱源で
85%（GHP も含めると 92%）。温熱源で 86%（GHP
も含めると 94%）と非常に高い比率で採用されてい
る。また、10,000m2 以下においても冷熱源で 78%
（GHP も含めると 87%）
。温熱源で 77%（GHP も含
めると 87%）とやはり高い比率で採用されている。
このままパッケージ化が進むと、小規模建築の空調
分野がメーカ主導となる可能性がある。

図 2.2.6 管工事受注高
出典：平成 22 年業界動向、空気調和・衛生工学会
第 84 巻第 12 号、pp. 69

図 2.2.7 冷熱源方式規模別比較

図 2.2.5 非居住用建築物の使途別建築着工床面積
と工事費予定額
出典：平成 22 年業界動向、空気調和・衛生工学会
第 84 巻第 12 号、pp.68

図 2.2.8 温熱源方式規模別比較
出典：2009 建築設備情報年鑑、事務所建築に
おける竣工設備データ、建築設備士
第 41 巻、第 12 号 pp.84～85
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建築分野が縮小化傾向にある中、データセンタな
ど活況を呈している分野もある。ミック経済研究所
がまとめた実態調査によると、建設費や設備などを
含む国内データセンタ市場は 2009 年度実績の 1 兆
3,000 億円から平均 9%で伸長し、2014 年度には 1 兆
9,820 億円となる見通しである。しかし、この分野に
おいても建築設備業界の独壇場というわけではない。
サーバの冷却方式に関して見ると、サーバラック
メーカからも各種冷却方式が提案されている。また、
輸送用コンテナの中にサーバラック、電源、通信
配線、空調設備、消火設備を組み込んだコンテナ型
データセンタなどが IT 業界から提案されている。
このように、マルチパッケージ同様、メーカや他業
種主導となる可能性がある。
(4) 建築関連における CO2 排出量の状況
地球温暖化問題の解決に目を向けると、2009 年 7
月のラクイラ・サミットでは、先進国全体で 1990
年比またはより最近の複数年と比して、2050 年まで
に 80%またはそれ以上削減するとの目標が支持され
た。さらに、2009 年 9 月の国連気候変動首脳会合に
おいて、我が国は全ての主要国による公平かつ実効
性ある国際的枠組みの構築及び意欲的な目標の合意
を前提として 1990 年比で 2020 年までに温室効果
ガスを 25%削減することを表明している。このよう
な状況の中、建築関連の CO2 排出量に目を向けると
図 2.2.9 に示すように、設計～新築で 6.6%、改修工
事で 2.0%、運用で 31.5%、合計すると実に 40.1%を
占めており、建築業界の取り組みが、地球温暖化
問題の解決において、重要であることがわかる。

図 2.2.9 日本の CO2 排出量に占める建築関連割合
出典：伊香賀俊治、建築物の LCA・LCC 手法の
国・自治体・民間での活用状況、
日本 LCA 学会誌 Vol.4 No1、pp.20
(5) 法規制の動向
前項で述べたように建設業全体においても管工事
業においても技術者総数は減少傾向にある。しかし、
次に述べるように省エネルギー、低炭素化に向けて

法令が厳格化されることを考えると、必要とされる
技術者は増加すると予想され、空気調和・衛生工学
分野の技術者が活躍できる可能性がある。
(ⅰ) 省エネルギー法改正
2010 年 4 月より施行された。従来の一定規模以
上の「事業所（工場）」単位でのエネルギー管理義務
が、今後は「事業所（企業）」単位でのエネルギー管
理義務が必要となった。また、大規模な建築物（床
面積の合計が 2,000m2 以上）の省エネ措置が著しく
不十分である場合の命令が導入され、場合によって
は罰則が科せられるようになった。
(ⅱ) 東京都環境確保条例の改正
東京都の環境確保条例（都民の健康と安全を確保
する環境に関する条例）の改正により、大規模事業
者に対する温室効果ガスの総量削減義務と排出量取
引制度が開始される。これにより約 1.400 の事業所
が、2014 年度に基準年度比 6～8%削減を義務づけら
れるため、省エネ対策に取り組み自社で温室効果ガ
スを削減するか、排出量取引により不足分を外部か
ら調達してくる必要が出てくる。なお、削減義務が
未達成の場合は、東京都が調達した不足量の費用を
請求され、上限 50 万円の罰則が科せられる。
(ⅲ) 電気事業法第 27 条による電気の使用制限
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の影響による
原子力発電停止などに伴い、電気事業法第 27 条に
よる電気の使用制限が実施された。対象は契約電力
500kW 以上の大口需要家が対象であり、事業所単位
で判断される。対象となった事業所は昨年の使用最
大電力値の 15%削減することを義務づけられた。
(ⅳ) 新たな省エネ基準の構想
温暖化対策の重要性や 3.11 東日本大震災後の
節電要請を考慮すると、建築物の省エネ基準の完全
義務化は必要な政策であり、国土交通省と経済産業
省により新たな省エネ基準の検討が進められている。
現行の PAL/CEC ではなく 1 次エネルギー消費量に基
づいて判断される基準を策定中であり、2012 年 9 月
認定基準（国の認定制度）として運用され、2020 年
までにすべての建物に対する義務基準として適用さ
れる予定である。なお、認定基準に適合した住宅・
建物は税制支援（法人税減税、運用ローン減税など）
を受けられる制度も検討されている。また、エネル
ギー消費量の評価に基づく建築の性能表示「省エネ
レベリング」も検討されている。これは、新築や建
物の売買でこの表示が必要となるものであり、欧州
や米国の一部の州や市では、すでに実施されている。
(6) 建築産業、空気調和・衛生産業の現状
政府の動きとしては、平成 22 年 6 月 18 日に閣議
決定された「新成長戦略」の成長戦略の一つとして、
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ハイブリッド車や電気自動車のように「低炭素商品」
であるかどうかが消費者にとって商品選択の重要な
要素になりつつある。更には商品のみならず、温暖
化への企業自身の取り組みが企業の競争力に影響を
与える可能性がある。このような取り組みの見える
化として、先にも述べた省エネラベリング制度が国
内外で検討・推進されている。例として、規制化な
ども含め最も先進的な国である英国を見ると、
「設計
時住宅・建築物の省エネルギー性能評価制度（EPC：
Energy Performance Certificate）が 2006 年から施行さ
れており市場に浸透している。この制度は EU 指令
（EPFB：Energy Performance of Buildings Directive）
に基づくものであるが、新築、売買、賃貸借時に建
物オーナーが取引相手に対して、省エネルギー性能
評価書を提示することが義務化されている。一方、
運用時の省エネルギー性能表示制度（DEC：Display
Energy Certificate）もある。運用時のエネルギー消費
について、ベンチマークにより省エネルギーの度合
いを格付けする制度である。EPC と異なり、省エネ
ルギー基準で規定していない CO2 排出（OA 機器、
厨房など）も含めた評価で、公共施設では表示が義
務化されており、建築物の運用管理の指標となって
いる。
米国では、Energy Star や LEED の普及が加速して
いる。LEED は図 2.2.10、2.2.11 に示すように、LEED
取得ビルと未取得ビルにおいて、賃料や入居率への
影響があるという調査データもあり、不動産価値に
反映されていることが伺える。

グリーン・イノベーションによる環境・エネルギー
大国戦略を掲げており、2020 年までに 50 兆円超の
環境関連新規市場、140 万人の環境分野の新規雇用、
日本の民間ベースの技術を活かした世界の温室効果
ガス削減を 13 億トン以上とすること（日本全体の総
排出量に相当）を目標としている。建設産業、空気
調和・衛生産業は、温室効果ガスの削減に寄与しな
がら、50 兆円超の環境関連新規市場と 140 万人の環
境分野の新規雇用を、他分野に負けずになるべく多
く確保していかなければならない。しかし、
「地球温
暖化対策に係る中長期ロードマップ（環境省）
」
、
「技
術戦略マップ 2010（経済産業省）」
、
「国土交通省成
長戦略（国土交通省）」のいずれを見ても、建設産業・
空気調和・衛生産業分野が重要戦略の一つである、
と明示されてはおらず産業としてのサポートを国か
ら受けていない領域となっている。現状、建設産業・
空気調和・衛生産業は、多くの省エネルギー技術や
低炭素技術を有し実践すると共に、成果を出してき
ているにも関わらず、低炭素社会に向けたポリシー
メーキングに関与できていない。
(7) 海外展開の必要性
前項でも述べたように、国内市場は中長期的には
ほぼ横ばいを予想しているが、短期的に見ると減少
傾向は明らかである。また、生産工場の海外移転傾
向は今後も継続することが予想される。このような
状況の中、新興国需要は今後も増加の一途が予想さ
れ、一時的な円高回避対策ではなく、恒久的なもの
に変化していくことが考えられ、海外へ出て行く必
要性は高まると思われる。また、新興国の生活水準
の向上により、空調衛生業界に対するニーズが顕在
化することも予想される。例えば、衛生観念の向上
から水ビジネスなどを含む衛生設備工事の需要増加
が考えられる。また、空調設備に関しても、文化や
人の交流を深め、それぞれの地域・風土に根ざした
設備を提供することに取り組む必要がある。この取
組は技術力の向上にもつながるであろう。これから
は、
「日本を知っている建築・設備技術者」から「日
本も知っている建築・設備技術者」への意識転換が
必要となる。また、学会基準の積極的な英文化や基
準から国際標準への展開（日本発信の国際標準基準）
も必要となろう。

図 2.2.10 LEED 取得による賃料の違い

2.2.2 省エネ性能の見える化の動向
地球温暖化に対する企業の取り組みが、企業や商
品の競争力に影響を及ぼし始めている。JETRO（日
本貿易振興機構）が行った調査によると、消費者が
商品を購入する際、環境に配慮されている商品なの
かを意識している人が約 5 割というデータもある。

図 2.2.11 LEED 取得による入居率の違い
出典：合場直人、ZEB に向けたテナントビルでの
取組と課題、
BE 建築設備 2010 年 9 月号、pp.27
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日本では、建築物を環境効率で評価し格付けする
ための総合環境性能評価システム、CASBEE がある。
最新版では LCCO2 の低減ポテンシャルも同時に評
価・表示できるようになっている。戸建住宅から大
規模建築物まで全ての建物が CASBEE による環境
効率と LCCO2 低減ポテンシャルで評価・格付け
され、同時に建物単位でのカーボントレーディング
が一般化することにより、低炭素社会づくりへの
大きな対策の一つになると期待されている。
2.2.3 業界改革の必要性
今まで述べてきたように、建設業の国内市場は、
日本の就業者総数比 6.6%に対して GDP 比 6.1%と市
場規模はまだ大きいと言えるが、管工事業（さく井
工事業を除く）は、日本の就業者総数比 0.7%に対し
て GDP 比 0.3%であり、売上・利益率共に厳しい状
況であると言える。仮に、GDP 比が現状のままで業
界再編などにより就業者総数比が減少化すると、生
産性は向上し利益率は向上するが、技術者が他分野
へ流出することにもつながり、将来的に国内市場が
回復・活発化した時に、技術者不足により売上の向
上、つまり GDP 比の向上を鈍化させることになり、
管工事業そのものが縮小化しかねない。したがって、
まずは就業者総数比を維持した状態で、GDP 比を上
げることが重要となる。建設業と同様に就業者総数
比なみの GDP 比「0.7%」を目指したい。ここまで
引き上げることができれば、生産性（≒利益率）は
約 2 倍に引き上げられることになり、生産性（≒利
益率）が上がれば新規技術者の確保や中堅以上の技
術者の流出防止にもつながる。また、従来から問題
となっている長時間労働低賃金の是正にもつながり、
さらには管工事業を含めた建設業界全体の底上げに
なるであろう。これを実現するためには、空気調和・
衛生工学会が中心となって、コストだけではない新
しい価値の創造、それに連動したラベリング制度の
確立（見える化、ブランド力の確立と向上）、発注シ
ステムの改革、などに取組むことが不可欠である。
そして、建築会社、設備会社、建築設計・監理会社、
建設コンサルタント会社が協力関係を一層強くし、
技術力とネットワークを駆使することにより、次世
代社会の安全と利便性を犠牲にすることなく、地球
環境問題の深刻化に伴う化石エネルギー使用の削減、
温暖化ガス排出の大幅な削減、3.11 東日本大震災に
よる電力需要逼迫対策に対して、積極的に貢献する
ことで、ポリシーメーキングに関与する業界になる
ことが必要である。
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し、最近ではデータセンターが加わるなど、テーマの
変化と増加をみている。
・性能検証・実態調査
コミッショニング、
プロダクティビティへの注目や、
CASBEE などに対応する実態評価への関心から、近年
急速に増加している。
・エネルギー管理
当初運転制御系の論文が多かったが、BEMS やエネ
ルギー原単位、省エネルギー評価への注目により著し
く増加している。

2.3 空気調和・衛生工学の現在領域と関連するフロン
ティア領域
2.3.1 はじめに
空気調和・衛生工学会はその定款に、
「本会は、
暖房、
換気、空気調和、給水、排水、その他の衛生に関する
工学、技術の研究の連絡提携および促進をはかり、も
って学術、文化の発展に寄与することを目的とする」
とあるように、空気調和・衛生工学全般をその研究対
象としているが、この分野を取り巻く環境は過去 10
年間に大きく変化している。2000 年から 2010 年まで
の間に学会会員数はおよそ 2 万人から 1.6 万人へと減
少しているものの、2010 年に学会大会の総講演論文数
は 645 編と過去最高になるなど、当学会の機能、社会
に期待されている役割も変容している。
本章では、2000 年以降の当学会における研究活動の
推移、研究の現況を学会大会の論文分野に基づき分析
するとともに、社会環境の変化や行政ロードマップと
の整合性を検討することによって、今後取り組むべき
フロンティア領域とそのために構築すべき研究体制に
ついて述べることにする。

表 2.3.1 学会大会一般講演の大分類とセッションテーマ
大分類
セッションテーマの例
給排水衛生設備
蓄熱･熱源･エネ
ルギーシステム
空調システム
性能検証･実態調
査
エネルギー管理
熱負荷･シミュレ
ーション
空間の温熱環境

給水負荷，水質管理，排水システム，
給湯システム，バイオマス
熱源システム，地域冷暖房，未利用エ
ネルギー，蓄熱，コジェネ
窓･外皮システム，個別分散，置換空調，
デシカント，データセンター
コミッショニング，知的生産性，フォ
ルト検知，運用改善，実態調査
BEMS，運転管理，制御，ライフサイ
クル評価，原単位，住宅省エネルギー
気象データ，BIM，熱負荷計算，吹出
し口 CFD，熱・湿気伝導
快適性，温熱評価，住宅の温熱環境評
価，アンケート調査
住宅換気，厨房換気，換気設計，換気
効率，自然換気，通風
臭気，微生物，VOC，クリーンルーム，
感染制御，空気清浄，吸着・除去
ヒートアイランド，緑化，光環境，騒
音制御，廃棄物，サステナビリティ

論文数

2.3.2 2000 年以降の研究分野の推移
表 2.3.1 に 2010 年学会大会における講演論文の大分
通風･換気
類とセッションテーマの例を示す。現在の大分類は
2008 年以降になされたものであり、それ以前はセッシ
室内空気質
ョンごとに講演室を割り振るプログラム編成を行って
いたことから、各分野の講演論文数が明確ではない。
環境一般･保全
そこで、
現在の大分類方式に 2007 年以前のセッション
を再整理し、2000 年以降の論文数の推移にまとめた結
果を図 2.3.1 に示す（ここでは一般講演のみを対象とし
ている）
。2000 年の論文数 441 題から 2010 年には 603
題へと36%の増加となっているが、
700
その変化は分野により一様ではな
い。
600
環境一般・保全
44
・給排水衛生設備
室内空気質
37 30 52 37 43 47
500
37
31
微増であり、この間にディスポ
28
50
63
42
53
通風・換気
48 31
47 50
18 24 17
47 35 35
ーザなどが話題となったが、最近
42
59
空間の温熱環境
400
46 61 35
44 49 54 53
50 44 69 60
では給湯システム関連が約二割を
38 50 35 30
38
67
35
37
熱負荷・シミュレーション
33
37 46 49 35 28
35 33 25 44 42 43
300
占めている。
19
33
46
22
87
エネルギー管理
43
34 25
62 53 84 80 74
・蓄熱･熱源･エネルギーシステム
38 42 41 83 55
性能検証・実態調査
200
50 63
大きな変化はないが、研究テー
77
48 53 69 61 71 90 87 98
空調システム
46 36
マが蓄熱から未利用エネルギー、
100
75 70 62 81 82 86 90 71 75 78 70
蓄熱・熱源・ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ
自然エネルギーへとシフトしてき
61 56 67 65 57 64 60 57 54 47 68
給排水衛生設備
0
ている。
・空調システム
大温度差空調からペリメータ空
調、床吹出し空調を経て、個別分
図 2.3.1 最近 10 年間の学会大会大分類別発表論文数の推移
散空調やデシカント空調へと移行
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・熱負荷・シミュレーション
BIM や CFD を取り込んで最近は微増となっている。
・空間の温熱環境
温熱感、快適感などの基礎的分野と住宅・オフィス
の温熱環境調査、
最近では熱中症の問題が取り扱われ、
微増である。
・通風換気、室内空気質
建築基準法のシックハウス対策が施行された 2003
年以後にいったん増加し、やや減少に転じており、最
近は厨房換気や自然換気が多く扱われている。
・環境一般・保全 2003 年からヒートアイランド研究
が、最近ではサステナビリティなどの問題が討議され
はじめ、増加を見ている。
このように、大会の論文テーマは時代のトレンドを
敏感に反映したものとなってはいるが、時代のトレン
ドを作り出すには至っていない。特に最近の大会論文
数の増加は、中立なパブリシティの場としての学会大
会が再評価されている側面もあり、空気調和・衛生工
学独自の情報発信力を高める必要がある。
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図 2.3.2 設備工事業の受注実績（大手 20 社）
[国土交通省 HP 建設工事業に係る受注高調査結果より作成]
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2.3.3 空調・衛生を取り巻く環境と社会ニーズ
ここでは空調・衛生業界に対する社会ニーズの変化
を、各種統計調査や各省ロードマップから検討する。
(1) 空調・衛生工事の動向
図 2.3.2 に 2000 年以降の設備工事業の受注高の推移
を示す。空調・衛生工事が主体となる管工事は、2007
年までは大きな変化はなく、
1.4 兆円程度で推移してき
たが、2008 年に起きたリーマン・ショックの影響を受
けて急落し、2010 年には 1 兆円を割り込みそうな勢い
となっている。
電気工事は管工事とほぼ同様の規模で、
推移も概ね相似であるが、管工事に比べて変動が大き
い傾向がみられる。
一方、機器の制御などを司る計装工事は 2005 年に
は市場規模が 2500 億円であったものが、2009 年には
3000 億円近くに堅調に推移している。これは、近年の
建物のエネルギー性能や快適制御は、自動制御システ
ムに依存するところが大きいため、いわば本体工事で
ある空調・衛生・電気に比べて相対的な重要性が増し
てきているためと推定される。
次に、管工事の内容の変化を検討するため、エアコ
ン、エアハンの出荷状況の推移を図 2.3.3 に示す。ここ
では、2009 年における出荷台数を基準として表してい
る。図より家庭用エアコンや業務用エアコン（ビルマ
ルチ空調システムを含む）は、リーマン・ショックに
よる多少の落ち込みはあるものの、大きな変化が見ら
れない反面、中央式空調システムの設置に対応したエ
アハンでは長期低落のトレンドが見られる。中央式空
調から個別分散型空調への社会のニーズの変化が統計
的にも裏付けられた形となっている。

図 2.3.3 エアコン，エアハンの出荷実績(2009 年度基準)
[(社)日本冷凍空調工業会 HP 統計データより作成]
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図 2.3.4 冷凍機等の出荷実績(2009 年度基準)
[(社)日本冷凍空調工業会 HP 統計データより作成]

中央式空調設備を構成する各種要素についても、同
様のプロットを行った結果を図 2.3.4 に示す。吸収式冷
凍機やファンコイルユニットは 2000 年に対して実に
60%の大幅減少、チリングユニットは 30%の減少とな
っている。その反面、換気負荷の削減による省エネル
ギー効果の改善に有効な全熱交換器は漸増となってい
る。
このように、ここ 10 年の間にマーケットは急速に
変化し、中央式から個別分散式にシフトし、また空調・
衛生設備本体よりもその制御系への重要性が増し、さ
らには省エネルギー機器への著しい関心の高まりを見
せているといえる。
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表 2.3.2 学会の研究分野と関連した各省で推進するロードマップと技術開発

分
野
必
要
な
政
策
・
技
術
開
発

環境省中長期ロード
マップ
住宅・建築投資活性 日々の暮らし-ゼロ・エ
化・ストック再生戦略 ミッション住宅・建築
・質の高い新築住宅の ・住宅（建築物）の環
境性能向上
供給促進
・中古住宅・リフォー ・住宅における高効率
給湯器の普及
ム市場等の整備
・住宅・建築物の「ま ・住宅における空調の
るごとエコ化（見える 効率化
化，ゼロ・エミッショ ・住宅・建築物におけ
る照明の効率化
ン化）
」
・木造住宅・建築物の ・計測・制御システム
（HEMS，BEMS 等）
供給促進
・環境に優しい住宅・ ・太陽光発電の設置
ストックの大幅増

経産省 技術戦略マップ 2010

国土交通省成長戦略

脱フロン対策分野

エネルギー分野

人間生活分野

・業務用冷凍空調機器
及び家庭用空調機器
に自然系冷媒
・低 GWP 冷媒を使用
した製品の開発
・冷媒以外の技術を使
用した製品の開発
・新たな考えに基づく
冷凍冷蔵・空調システ
ムの検討
・硬質ウレタンフォー
ムによるフロン系発
泡剤と同等の断熱性
能を確保した製品の
開発

・時空を超えたエネル
ギー利用技術
高効率コージェネ，エ
ネルギーマネージメ
ント(HEMS,BEMS)，
未利用エネルギー，燃
料電池，蓄熱
・省エネ型情報生活空
間創生技術
省エネ住宅・ビル，高
効率空調，高効率給湯
器，高効率暖房機器，
高効率厨房機器，高効
率照明

・日常生活でのアレル
ギー防止
・暮らしのユニバーサ
ルデザイン
・高齢者の日常生活見
守り
・生活リズムの健康的
な調整
・在宅作業での集中力
向上
・ストレス，疲労を解
消する環境の創出
・好み・行動パターン
に応じた快適環境の
創出

(2) 各省のロードマップと必要な技術開発
表 2.3.2 に国土交通省成長戦略、
環境省中長期ロード
マップ、経済産業省技術戦略マップから空気調和・衛
生工学分野に関連が深いものをピックアップしてまと
めた結果を示す。これらは、現状での社会情勢を踏ま
えて、空調・衛生分野に求められている社会的ニーズ
の一端を示したものと考えられる。これらを要素別に
分類すると、次のようになる。
・住宅のストック改修技術
住宅の新築着工件数が年間 100 万戸を割り込む現状
で、既存ストックの改修にマーケットを広げる足がか
りとなる技術である。目標は駆体の省エネ改修、設備
の高効率化のみならず高齢者対応のユニバーサル対応
などの計画的な側面も重要であり、既存住宅の性能検
証方法を含めてこれまであまり学会で取り上げられて
こなかったテーマである。多くの分野を巻き込んだ総
合的な対応が必要となる。
・エネルギーの「見える化」技術
HEMS、BEMS による計測技術に加えて、省エネル
ギーに寄与するために収集した情報をいかに提示する
かが重要である。NEDO の委託事業などへの採択実績
から有効性も認められており、住宅・建築における省
エネルギー技術の重要な柱の一つと位置づけられてい
る。
・新空調システムの開発
未利用エネルギー、燃料電池を含むコージェネ、顕
潜熱分離空調、蓄熱利用など、当学会の専門分野を多
く含むテーマである。その一方で、中央式空調は個別
分散式空調に対する優位性に十分な説得力を与えられ
ない状況にある。学会としては、新空調システムの原
理的な研究に加えて、個別分散式と中央式の併用、日
射遮蔽や換気、ファサードエンジニアリングなどとの

連携などファサードエンジニアリングなどとの連携な
どを考慮した研究を推進する必要がある。
・ゼロ・エミッション住宅・建築
欧米では CO2 削減の重点要素技術として位置づけ
られ、技術開発面でリードしようと野心的な研究開発
が進められている。
ASHRAE ビジョン 2020 でも NZEB
の技術開発を目標に掲げている。高効率空調、給湯、
照明技術と高性能の建築駆体や開口部の開発を要する。
・高効率給湯システムの開発
ヒートポンプ式給湯システムのほか、太陽熱温水シ
ステムの見直し、コージェネの利用などにより給湯エ
ネルギーの大幅な削減が期待できる。一方、使用者の
湯使用条件が効率に大きな影響を及ぼすことも知られ
ており、ハード・ソフト両面での検討を踏まえた適材
適所が必要である。
・次世代断熱材の開発
ODP 対策、地球温暖化対策として断熱材の脱フロン
化が必要であるが、ゼロ・エミッション住宅・建築の
開発のためにも安価で高性能な断熱材は希求されてお
り、空調分野と密接な関連がある。
・高効率照明の開発
照明器具本体の開発は当学会の守備範囲ではない
が、採光性能に関連のある日射遮蔽装置との連動制御
の面で、空調分野ともつながりが深い。
・高効率厨房機器の開発
IH ヒータや涼厨などの新たな厨房機器が開発され
ている。換気システムとの連動でいかに省エネルギー
性能が実現できるかが鍵となる。
・人体感覚の解明
アレルギー防止、高齢者対応、集中力、快適性、ス
トレスの解消などは、空調・衛生設備の設計目標を与
える要素であり、これらの基盤技術として学会による
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表 2.3.3 研究委員会，大会大分類と開発が期待される新技術の関係

本章の要旨は次のようになる。
・学会大会では時代のトレンドを反映した研究テーマ
の推移と論文数の増加が見られる反面、学会独自の情
報発信力には改善の余地がある。
・建設工事業の中で管工事受注高はリーマン・ショッ
クの影響を受けて急落ししているが、計装分野は堅調
である。建物に設備される空調機器の特性を正しく理
解し、ハード側から建物の特性に合った制御方式を提
案していくべきである。また、何をセンシングし、ど
のように制御していくかのプロトコルや、不具合発生
時のフォルト検知システムの確立などは、学会として
推進していくべき研究テーマといえる。
・空調機器の観点では、中央式から個別分散式へと急
速なシフトが見られる。空調設備分野では、ビルマル
を含めた個別要素を効果的に統合することによって、
時代の要求にマッチした新たな空調システムを確立す
ることが課題となる。
・各省ロードマップに記載の新技術の多くは、当学会
が既に手がけているものであり、当学会による貢献が
期待されているものといえる。
・このために、社会ニーズに迅速に対応できる研究推
進体制の確立が必要である。

貢献が大きく期待されている分野といえる。
2.3.4 学会における研究推進体制
先述した学会大会の大分類と、各省ロードマップに
記載の必要な技術開発、さらには学術委員会傘下の常
設委員会との関係を表 2.3.3 にまとめて示す。常設委員
会と大分類の間で、
密接に関わりがあるものは太線で、
ある程度関係があるものは波線で区別している。
表に示されているように、各省ロードマップに示さ
れている今後の進展が期待されている技術開発は「住
宅のストック開発技術」を除き、ほぼ全てが既存の大
分類の枠内に収まっている。これは、これらの要素技
術の開発に当学会が大きく貢献できる可能性があるこ
とを示すものである。
学会の研究をある程度コントロールしている常設委
員会と大会大分類は同数であるものの、その対応関係
は必ずしも明確ではなく、常設委員会からの影響が少
ない温熱環境や室内空気質のような分野も見受けられ
る。学会における研究の方向性を社会的ニーズに合致
させるべく、研究テーマをコントロールする研究推進
体制を確立していく必要がある。
また、ZEB やスマートエネルギーネットワークなど、
作る側と使う側での複合エネルギーマネージメントが
重要なテーマに対し、空調衛生分野は重要な要素であ
るものの、それのみで対応することはできない。この
問題に積極的に関与するために、電気、電気制御分野
や建築学会の環境工学分野と連携を深めていく必要が
あり、このために学会として効果的な戦略を練ってい
く必要がある。

参考文献
1) http://www.shasej.org/
2) http://www.mlit.go.jp/toukeijouhou/
chojou/setubi.htm/
3) http://www.jraia.or.jp/frameset_statistic.html
4) http://www.mlit.go.jp/seityou/houkokusyo-1.pdf
5) http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mlt_roadmap/
shian_100331/main.pdf
6) http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushi
n/kenkyu_kaihatu/str2010.html

2.3.5 まとめ
本章では空気調和・衛生工学の現在領域と関連する
フロンティア領域について、2000 年以後の学会大会講
演会論文テーマの推移、設備工事業の受注や空調関連
機器の出荷実績、各省ロードマップの技術について考
察した。
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2.4

SHASE 21 世紀ビジョン策定の意義と目的

2.4.1 空気調和･衛生工学をとりまく社会背景
空気調和･衛生設備の国内市場は前年度比 10%を
超える縮小傾向が続いている。管工事受注高は、平
成 3 年から平成 21 年の間に 2.2 兆円から 1.2 兆円と
半減している。しかし、地球環境問題の深刻化に伴
い、本分野には、化石エネルギー使用の削減、温暖
化ガス排出の大幅な削減への積極的貢献が求められ
ている。その重要度から考えると、決して産業規模
が縮減する分野ではない。空気調和･衛生工学に係わ
る産業ならびに学術分野は地球環境問題に大きく貢
献できる側面を持っている。我々の分野がその潜在
的な力を発揮し貢献するためには、長期的な視点に
立った明確なビジョンを持つことが必要である。
ゼロ・エネルギー建築（ZEB）、ゼロ・エネルギー
住宅（ZEH）化へのパラダイムシフトや化石エネル
ギーから再生可能・持続可能エネルギーへの転換が
必要とされているが、単純にエネルギー使用量を削
減することだけが目的となって、次世代社会の安全
と利便性を犠牲にすることは許されない。また、持
続的発展のためには、安全性の確保が必須条件とな
る。しかし、エネルギー使用量の削減を行いながら
利便性を追求するという課題に対して現実の社会で
の理想的な解を簡単に得ることは極めて困難である。
その意味では、例えば、エネルギー使用量にある上
限を設定した上で、サービスを極大化する方法は一
つの解となり得る。
平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災は、地震、津
波、原子力という複合的な惨禍をもたらした。東日
本大震災により、災害リスク回避とその備えに関す
る技術、社会的合意の未熟さが浮き彫りになった。
その中でも、電力需給逼迫対策に関しては空気調
和・衛生工学分野の知見が活用できる可能性がある。
2.4.2 SHASE 21 世紀ビジョンの概要
空気調和･衛生工学は、持続可能エネルギーへの移
行とゼロ・エネルギー建築（ZEB）、ゼロ・エネルギ
ー住宅（ZEH）化への野心的な目標に加え、社会へ
の安全と利便性、快適性、健康性の提供という二律
背反の課題を解決することができる分野である。例
えば、室内を快適、健康に維持するためには高度な
空気調和が必要になるが、エネルギー多消費では困
る。この両方を同時に解決する必要がある。
SHASE 21 世紀ビジョン委員会では、これらの社
会背景を認識し、空気調和･衛生工学に関連する産業
及び学術分野が今後も発展を遂げ、低炭素社会実現
のキープレイヤーとなるためのビジョンを提示する
こととした。この課題を解決するためには、安全性、
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利便性、快適性を維持しながらも、社会の低炭素化
に圧倒的に寄与する技術開発が必須となる。
そこで、空気調和･衛生工学会は「21 世紀を支え
る環境設備技術の成長戦略と超低炭素ソリューショ
ン」を本学会の 21 世紀ビジョンとして掲げることと
した。ビジョンの実現に向けて 3 つの提言を示す。
2.4.3 実現のための 3 つの提言と学会の役割
人間－建築を高度に統合した環境設備と超低炭素
ソリューションを提供し、来るべき低炭素社会実現
のキープレイヤーとなるための 3 つの提言を示す。
提言はビジョンのための必須項目である。3 つの提
言が個々に実現されるだけでは不十分である、空気
調和･衛生工学に関連する産業及び学術分野を活性
化するためには、空気調和･衛生工学会がプラットフ
ォームとなり提言が総合的に実現される必要がある。

21 世紀を支える環境設備技術の成長戦略と超低炭素ソリューション

①産業構造の改革
総合サービスへの転換
総合環境ソリューショビジネス
アジア戦略と国際化
大規模災害に対する対応

②高度合理化の
基盤整備

③ZEB/低炭素化技術
への圧倒的寄与

高度合理化と BIM

ZEB と低炭素化技術

技術者に求められる職能

プラットフォームとしての学会
学会基準と政策提言

若手教育

学術情報の発信

図 2.4.1 3 つの提言と学会の役割
提言 1：産業構造の改革
1) 総合環境ソリューションビジネス
建築設備業は、建物に建築設備を単に納めるだけ
でなく、その専門技術を擁してシステムの特性や建
物利用形態など固有の状況を把握して最適な運用や
環境評価などをクライアントに還元していくソリュ
ーションビジネスへと転換すべきである。
実際に市場では、環境規制の強化に呼応して企業
の CSR（Corporate Social Responsibility）、すなわち企
業の社会的責任の一環として建物環境性能の提示が
求められるなど環境設備関連に注目が集まってきて
いる。また、不動産のファイナンス評価においても
環境性能は無視できない存在になっている。これを
好機と捉え、建築設備技術者は積極的な意見の発信
やコンサルティングなど、直接クライアントに訴求
する業務領域にも積極的に拡大していくべきである。
また、技術開発の面でも、クライアントが享受す
るサービスを「感じさせる」ことが重要である。セ
ンシング技術は、人の感じ方を定量化し、技術者の
意志を的確に建築設備へ昇華するツールとして重要

と空調・給排水衛生・電気設備を統合させた総合的
な環境を提供していく役割が求められている。ハー
ドウエアだけではこれら諸問題の解決は困難であり、
空間環境価値の創造を行う総合サービスの展開と確
立が期待される。

であり、センシングにより得られた情報を多角的に
利用することで、単に建築設備に留まらない広範な
分野への発展が見込まれる。このような建築と人間
工学が高度にインテグレートされた建築環境技術を
開発するためには、建築設備の枠組みを越えた他産
業や学術団体などとの積極的な技術交流も必要であ
る。それを牽引する役割として空気調和･衛生工学会
への期待は大きい。様々な産業分野にまたがる空気
調和・衛生技術や知見を統合し、それらを組合せて
新しい価値を創造する試みにおいて、その俯瞰力や
統合力が一層求められる。
安全・健康・快適性を高度に達成する総合サー
ビス
本学会の活動指針である「安全で衛生的、快適
で健康的な生活環境の創造」に向けた持続的な取
り組みは、本学会の根幹をなすものであり、本学
会技術者が日常的に追求していることでもある。
社会情勢や経済情勢の変化、或いは超高齢社会の
到来に対して、継続的な新技術創出を通じて空間
環境創造におけるメインプレイヤーとして社会
貢献をおこなうことは、これからも我々の重要な
責務である。高齢者や子供を含めたすべての人々が
「安全」「健康」「快適」に社会活動を営み、災害
などの非常時においても「安全」「健康」に生活で
きる環境技術開発を推進する必要がある。
「安全」に関しては、今回の東日本大震災を通じ
て BCP（Business Continuity Plan）に対する建築設
備の在り方がより一層重要視される。建築物にお
ける二次災害の抑制、重油等の漏洩による火災事
故の防止などの幅広い具体策に加えて、これらの
付加性能に対する必要コストとの最適化が求め
られている。本学会にて高度な BCP 対策を実現
する建築設備のガイドラインを早期に作成し、将
来的にはラベリング制度への反映をはかるべく
社会に向けて発信する必要がある。
「健康」に関しては、室内温熱環境や空気質が人
間の健康に及ぼす影響について、継続的な検証が必
要である。建築物衛生法を健康増進の面から見直し、
本学会からあるべき姿を提起することが大切である。
「快適」に関しては、知的生産性、労働生産性を
人間の温熱感、着衣量等を含めて総合的に評価し、
最適な空気環境を最小のエネルギーで提供するため
に、他学会と協力しながら研究開発を深耕する必要
がある。また、超高齢社会への対応として、加齢が
温熱感や生理心理に与える影響を再検証し、新たな
指針に基づく建築設備性能の向上を目指すことが重
要である。
安全・健康・快適を高度に達成するために、建築

2)
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3) アジア戦略と国際化対応
日本の建設業は典型的な内需産業である。しかし
少子高齢化が進行し、これ以上の内需拡大が見込め
ない現在、海外事業の強化、特に今後経済発展の期
待されるアジアへの進出は不可避であろう。
我が国の建築技術、建築設備技術レベルは国際的
に広く認知されており、特に省エネルギー技術・環
境技術は世界トップレベルである。しかしながら、
その技術の国際化や標準化の点では戦略が欠如して
いるのが現実である。
「日本を知っている建築技術者」
から「日本も知っている建築技術者」への意識転換
が求められる。本会の基準なども積極的に英文化を
行い、国際標準への展開が必要となる。国際学会に
おける積極的な英文による発表などを推進し、本学
会のプレゼンスを高める努力が重要である。
4) 大規模災害に対する対応
自然災害は避けられないものであるが、災害から
減災のための手段を学ぶという態度が重要である。
阪神大震災から学んだことは、①地震に対して物理
的に強い、②二次災害が少ない、③復旧が早い、④
災害時のみでなく常時にも役に立つ設備の必要性で
あった。2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災
の被害状況に関しては充分取りまとめが行われてい
る状況ではないが、地震、津波･原発事故の複合的な
影響が指摘されている。特に、原子力発電所という
高度な施設も発電機の浸水やバルブ一つの故障で正
常に機能しないことが改めて確認された。関東圏で
も液状化により上下水道、ガス、電気などのライフ
ラインの不具合が報告されている。学会が主体とな
って徹底的に調査を実施することにより、設備・シ
ステムの不具合事例の収集を行い、被害状況のデー
タベース化の整備を行う必要がある。それらの知見
を、計画・設計への反映、メンテナンス業務の重要
性の指摘、エネルギー供給不足への対応方法、減災
害設備に活用する。適切な社会への発信が求められ
ている。
提言 2：ZEB と低炭素化技術への圧倒的な寄与
ゼロ・エネルギー建築（ZEB）化の達成は、建物
用途、立地条件などを勘案して、可能な限りのオン
サイトでのエネルギー使用量の削減努力が必要条件
となる。ZEB は、その上でオフサイトによる支援に

より実現される。オンサイトでの革新的な低炭素化
に関しては、以下の 5 つの取り組みが重要となる。
(I) 負荷そのものの削減
(II) 電気や都市ガスなどのエネルギーの最大限の
有効利用
(III) 安全性を考慮した低炭素化エネルギーの利用
(IV) 効率的運用
(V) 行政的な規制と支援
これに加えて、
(VI) オフサイトの低炭素エネルギーの利用
により、ZEB 化を達成する。その際、安易にオフサ
イトからの CO2 クレジット購入などに頼ることな
く、前述したオンサイトでの負荷削減と省エネ努力
が必要条件になる。その意味で、空気調和・衛生工
学が果たす役割は大きい。ほぼ全ての化石燃料を輸
入に頼る我が国においては、エネルギー・セキュリ
ティの観点からも意義がある。
それらの取り組みの中でも、空気調和・衛生工学
分野には、特にエネルギー利用の高効率化を推進す
ることが期待されている。燃料電池を始めとする超
高効率コージェネレーション、超高効率ヒートポン
プ、次世代照明器具などの革新的高効率機器の導入
に加え、太陽エネルギーやバイオマスを始めとする
再生可能エネルギーの積極的活用、スマートエネル
ギーネットワーク・スマートグリッドなどのエネル
ギーの面的利用の確立・推進が必要となる。しかし、
これらの技術を単独で導入するだけでは効果に限界
がある。空気調和・衛生工学分野にはそれらの革新
的技術を統合する技術が求められている。また、オ
フサイトによるエネルギーの低炭素化は ZEB 化の
必須条件である。メガソーラー発電を初めとする再
生可能エネルギーを利用した大規模発電に加え、バ
イオガスを活用した都市ガスインフラ、水素インフ
ラの整備も期待される。これらをオンサイトでのエ
ネルギー利用とベストマッチさせる技術こそが重要
となるであろう。
ZEB 化は極めて野心的なことであるが、それ故に
官民合わせた関係者が同じ意識を持って革新的な技
術開発と制度の整備をすることが必要とされている。
建築・住宅のエネルギーに関して、最前線で活躍す
る空気調和･衛生工学分野に携わる技術者の責任・役
割は大きい。
本ビジョンでは、2030 年までに ZEB 化技術を確
立し、2050 年までに関連分野のゼロ・エネルギー化
完全移行を目標とする。
提言 3：高度合理化のための基盤整備
1) 設備設計･工事の高度合理化と BIM
建設設備市場の縮小局面を迎えた今日、生産性を
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いかに向上させるかは喫緊の課題である。その中で、
建築、環境設備の設計・施工を高度に合理化するた
めの手法として、建築プロジェクトの企画から解体
までのライフサイクルでの建築環境設備データの作
成 と 管 理 を 効 率 的 に 継 続 す る BIM (Building
Information Modeling)の活用に期待が高まっている。
BIM の導入により、そのモデルデータを活用し、
設計業務、施工業務、積算業務、ファシリティマネ
ジメントなどを合理化することが可能になる。また、
部材に保持している情報や、設備機器やシステム構
成の情報を各種シミュレーションツールに受け渡す
ことによって、構造解析や流体シミュレーション、
設備システムシミュレーションなどに応用でき、設
備と建築が一体化した提案や、建築と十分に整合し
た質の高い提案やサービスをクライアントに提供で
きる。
BIM により大きく変貌する建築のライフサイクル
マネジメントの中で、本学会はキープレイヤーとな
る設計者・施工者を多く抱えている。設計施工への
費用配分や発注形態の見直し、データの国際規格化
についても大胆に提言していくことが求められてい
る。
2) 建築設備技術者に求められる職能
空気調和･衛生工学分野では、前述のように低炭素
化、ZEB、安全・健康・快適の達成に向け、BIM に
代表される高度なツールを駆使し、環境の総合サー
ビスを提供する必要がある。そのために、建築設備
技術者の職能を確立することが必要である。
建築設備技術は非常に裾野が広く、建物の企画、
設計、施工、運用、廃棄に至るサイクルの中ですで
に幅広く活躍している実績がある。統合的な立場で
あるがゆえにその社会的責任は非常に重い。
一方、生活に密着した分野であるために、安心・
安全を脅かす事件も発生している。建築設備技術者
の信用を損なう事故や事件をなくすためには、小さ
な失敗事例を隠すことなく蓄積して、大きな失敗を
回避するノウハウを培うことが本学会に求められて
いる。法律や規制の遵守はもちろん、技術者倫理を
確立し、誠実に職務を遂行することがより一層大切
である。
2.4.4 プラットフォームとしての学会
1) 中立な学会基準と政策提言
英国においては、建物オーナーが取引相手に省エ
ネ性能評価書を提示することを義務化しているなど、
省エネルギー性能を格付けする制度が市場に浸透し
てきている。省エネルギー性能だけではなく、IAQ
や IEQ などの室内環境を含めた性能評価、設備シス

学術分野における安住や、領域の細分化は本分野の
弱体化に繋がる。関連学協会と連携し、一体組織化
すると共に、フロンティア領域を開拓することが必
要である。そのために、建築環境に関する総合的な
サービスプロバイダへの転換と発展が必要である。
学術委員会活動、標準化作業、学会誌の発行、論文
集の発行、学術講演会の充実とシンポジウムなどの
開催をさらに積極的に進める。知的資産の蓄積と更
なる質的向上が可能になる効果的な社会発信と円滑
な技術移転を可能とするプラットフォームを構築す
るのは、日常の会員のたゆまない学術活動であると
いう認識が必要である。

テム BCP に関する評価等、不動産価値を向上させる
うえで我が国においても必須となることが予想され
る。本学会は、建築物の省エネルギー性能の格付け
に関して、学術団体ならではの中立的なデータを提
供することができる。また、米国暖房冷凍空調学会
（ASHRAE）でも同様のビジョンを公表しており、
長い連携の歴史を有する本学会は再度緊密な協力関
係を築く必要がある。学術団体として中立的なラベ
リング制度の骨子を社会に向けて早期に発信すると
同時に、評価に関わる計算基準や測定基準、技術水
準等の規格を標準化し、充実させてゆくことが重要
である。加えて、オフィスビルだけではなくクリー
ンルームなどを含む研究施設、医療施設等の特殊用
途に関する分野まで範囲を広げて行くべきである。
しかし、この分野に関しては、未だ学会規格が乏し
いのが現状であることから、規格類の充実などが必
要である。

2.4.5 中長期展望と結語
空調調和･衛生工学会は大正 6 年（1917 年)に設立
され、 2011 年で設立 94 周年を迎える伝統ある学会
である。空調調和･衛生工学会の使命は「暖房、換気、
空気調和、給水、排水その他の衛生に関する工学、
技術の研究の連絡、提携および促進をはかり、もっ
て学術、文化の発展に寄与する」ことであり、この
基本使命を尊重すると共に、激変する時代の要請に
対して柔軟に対応可能な組織として常に改革を行っ
ていくことが必要不可欠である。
SHASE 21 世紀ビジョン策定に関しては、地球規
模での環境問題･社会問題から、空気調和･衛生工学
ならびに本学会を取り巻く社会背景を認識した上で
提言を行い、低炭素社会実現と安全･安心、快適・健
な空間創造のために取り込むべき戦略を具体的に示
す作業を行っている。フロンティア開拓なしには、
本分野は縮減の波に飲み込まれてしまう可能性があ
る。社会の幸福度を増大させながらも、低炭素化に
圧倒的に寄与する技術開発の推進と評価を行う中核
組織を目指すことが、空気調和･衛生工学会の使命で
ある。
人口減に伴う日本社会と経済規模の縮減が不可避
である現状をふまえると、空調調和･衛生工学分野な
らびに本学会の持続的発展のためには、SHASE 21
世紀ビジョンを夢から現実のものとしていくことが
大切である。継続的な取り組みを行うためには、
PDCA (Plan-Do-Check-Act)サイクルを意識しながら
この瞬間から活動を開始する必要がある。
この SHASE 21 世紀ビジョンが会員に広く共有さ
れ、本学会員の知性が集結し、今後の持続的発展に
貢献することを期待している。

若手教育とインターンシップ
次世代を担う優秀な若手人材の教育・啓発活動は、
空気調和･衛生工学分野の将来を大きく左右する。し
かし、現在の学生会員の割合は約 2%に過ぎない。
海外事例に見られるような学会関連費用の割引制度
などによる積極的な学生会員獲得の取り組みが望ま
れる。しかし、会費の割引による経済的なインセン
ティブだけでは不十分なことは明白である。スチュ
ーデントフォーラムのサポートや技術フェローによ
る組織的な研究や相談などインキュベーション活動
を行っていくことが重要である。委員会のオープン
化など若手を育む姿勢が求められている。また、平
成 21 年度より建築士受験資格におけるインターン
シップ制度がスタートした。空気調和･衛生工学業界
を対外的に知ってもらう好機であり、組織的にサポ
ートすることが学会の存在感を増すことになる。イ
ンターンシップ制度の利点として、業務の実態を知
ることで、就職先のミスマッチを低減できる可能性
がある。しかしながら、現状ではインターンシップ
の内容のほとんどが受け入れ先に委ねられている点
は問題である。学会として、実務経験を学生時代に
経験するのに適したプログラムやスケジュールを開
発することが求められている。産学交流の活発化も
期待できる。優れた制度設計を行うためには関連学
会や団体との密接な情報交換が望まれる。
2)

3) 学術情報の発信
本学会は、空気調和･衛生工学に関連する産業･学
術分野全体を統合して低炭素社会実現に向けた活動
を行っていく組織として成熟する必要があることは
前述したとおりである。専門領域の中で限定された
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メントの一端を担い、サービスフィーを獲得してい
る好例であり、その高度な専門性が対価を伴う価値
として認識されている。
一般的な業務ビルを考えると、近年顕著な傾向に
ある“個別分差型空調を手際よく設置し売り切って
いく”形態からの転換が必要である。国際的な潮流
として温室効果ガス削減目標があり、環境規制の強
化とともに CSR を推進する企業や不動産関連企業
なども環境設備技術に注目している。今までも建築
設備の運用を診断し、エネルギー消費量を削減する
ことで経済的なメリットを提供するソリューション
ビジネスなどは展開されていたが、環境配慮を行う
ことで得られる価値の評価まではおこなわれていな
かった。しかし、建物の省エネ性能や環境配慮にラ
ベリングや温室効果ガス排出権取引などの価値が付
加され始めたことに注目しておく必要がある。単に
イニシャルコストだけで議論するのではなく、環境
性能向上に伴う多様な便益を提示し、良質なストッ
クを増やそうとする姿勢が必要である。
それに関連して、これからは建物のファイナンス
評価の一部としての環境性能の提示に関するビジネ
スや、それに関連する政策インフラの整備に向けた
積極的な意見発信やコンサルティングなど、不動産
取引のマーケットやクライアントが注目する評価業
務への領域にも注力すべきである。

3 提言 1： 産業構造の改革
3.1 総合環境ソリューションビジネス
国内建設工事量が縮小傾向にあるなか建設業界内
の競争は激しさを増しており、工事費の低廉化や業
界全体の高年齢化から優れた技術者の減少傾向が続
いている。建設事業に対する社会全般の認識はまだ
コスト重視であり、それに呼応する形で工事の低廉
化、品質の安定化を目的としたプレハブ化、ユニッ
ト化へのシフトが進んでいる。そして設備計画や施
工の標準化の傾向が進むと、建築設備業界のビジネ
ススキームそのものが建物を完成させるまでの短期
的な視点に陥ってしまう懸念も指摘されているとこ
ろである。
しかし、今日的な社会ニーズとして、建物の基本
性能である環境配慮や省エネ性をより強化したいと
いう要望は確実に高まってきている。建築設備業界
においても、そのような背景に呼応する形で社会ニ
ーズに対する取組みを考えるべきであり、高機能で
省エネ性の高い建物への公正な評価と付加価値の顕
示や、常に最適な性能を維持しながら継続的に運用
されることを約束する“サービス”へと転換してい
くことが必要である。
また、業界の継続的発展に向けた技術開発の点に
おいても、他の産業技術分野との協働などにより建
築設備に新たな付加価値を創出し、エンドユーザー
にまでメリットが認知されるような試みを積極化さ
せるべきである。

(2) 建築環境評価における専門家の役割
建物の環境性能を評価する要因の中でも、建築設
備技術の果たす役割は非常に重要となってきている。
先端的な設備技術を導入すると省エネ性能が高いの
で、一般的なビルよりも水光熱費が削減できるとい
う直接的なメリットがあるが、同時に CSR(企業の社
会的責任)や SRI(社会的責任投資)を標榜するクライ
アント企業にとっては、自社の建物の運用が適切で
あり、環境へのインパクトを抑制していると発信す
ることの意義も非常に大きくなってきている。この
ように省エネルギーへの試みそのものを提示するこ
とが建物や企業活動の価値となる以上、公平かつ実
効的な評価が必要であり、専門性に加えて市場の相
場感やトレンド把握といった総合的な視点が求めら
れる。
さらに環境性能を正当に評価するには、建築物外
部に与える環境負荷のみならず、オフィス室内環境
の質に関わる評価も同時に行う必要がある。例えば、
オフィスでは開口部を小さくし、空調、照明など室
内環境レベルを低下することで、狭義の省エネは実
現可能であるが、執務者にとって不快で生産性を下
げるようではオフィス本来の機能は果たしていると
いえない。豊かな空間構成と室内環境の快適性を保
った上で、エネルギーの最小化を考えるべきである。

3.1.1 環境サービスプロバイダ／環境コーディネ
ータへ
(1) 建築設備業の職域を再定義する
建築設備業界に占める大半の意識は、自分の工事
領域（範囲）を固定化し、品質や納期についても完
結することを望んでいる。しかし、建築設備に対す
るクライアントの要望は、建物完成初期において基
本性能を完璧に満たすことで応えたことにはならな
い。建物に納めた建築設備の運用を通して、所定の
性能を維持させるだけでなく、設備システムの特性
や建物利用形態など固有の状況を把握してさらに最
適な運用方法を模索してクライアントに還元してい
くサービス、すなわちソリューションビジネスと考
えるべきである。
具体的な例として、厳密な室内環境維持が求めら
れる生産施設を中心とした産業空調の分野では、
『生
産環境そのものを納めて維持する』という概念が比
較的浸透しており、規定の製品が製造されるまでの
過程を建築設備の面からサポートし、さらに設備性
能の継続性までも担保することがビジネスとなって
いる。これは建築設備技術者がプロダクト・マネジ
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そのために、いままで定性的にしか語られてこなか
った、知識創造活動に関する評価や研究も大切にな
ってくる。また、業務形態に併せてオフィスは変貌
し続けるのであり、可変性に対する周到な準備計画
も重要なエンジニアリングである。
(3) 環境コーディネータへの試み
現在、評価制度として汎用化している CASBEE(建
築環境総合性能評価システム)においても、直接的な
省エネ、省資源性は重要な評価項目のひとつだが、
室内環境の質や利用者へのサービス提供のほか緑化
推進といった敷地外環境への影響も重要な評価項目
であり、それぞれが連動しあう仕組みになっている。
その一方、ツールが汎用化すると熟練した技術者の
技の差別化が難しくなる。建築設備技術者が中心と
なり、その専門性によってさらに技術レベルの相違
を積極的に示して行くことが必要である。
また、近年、事業用ビルを中心に不動産証券化に
伴う取引が活発化してきているが、そのなかで『環
境付加価値』という概念が定義されていることにも
注目したい。これは省エネルギー等によるエネルギ
ー費の削減や建物長寿命化による修繕、保守費用の
低減等による純収益に寄与する部分に加え、環境制
度変動リスクを先回りして担保しておくことと、さ
らには環境配慮ビルに入居することのプレミアム性
を先回りして評価するといったところまで範囲が拡
大しており、不動産利回りへの評価の重要な要素と
なりつつある。
このように、建物の環境性能を総合的に評価する
ことが様々な局面で必要とされている。建築設備技
術者が、テナントやオーナーに対して適切なアドバ
イスを提示できるのは、工学的な知見や専門技術を
有しているからである。総合的評価の裏付けにある
多様な項目を選別してパレート最適解を提示するこ
とができる。俯瞰的な視野でビルの“環境性能”を
コントロールし、顧客にとっての最適な設備・ソリ
ューションを提供することが環境コーディネータと
しての役割であろう。また、解析技術の進歩や時代
のトレンドに呼応して環境性能の評価軸も常に改編、
改良が必要であり、それには当学会に蓄積されてき
た数々の知見が大いにその力を発揮するであろう。
さらに私たち建築設備技術者が建築環境のサービ
スサプライヤーとして認知されるには、その資質と
して建築設備による価値を省エネルギーのみに偏っ
て論じるのではなく、質感環境質などの質の部分に
まで視野を総合的に広げる必要がある。
(4) 技術の統合化により付加価値を創出する
建築環境に対する要望が高度化しているものの、
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顧客にとって空調や衛生設備といったものが、他の
産業分野と比較して同様の進化や変貌を遂げている
ように見えているのだろうか。例えば、個別空調や
計装関連技術などの環境設備の個別要素技術（）は
着実に発展してきていると考えて良いであろう。一
方で、個別技術をより高い次元で巧みに統合化し、
価値創造を行うインテグレータの役割が不足してい
る。他産業分野の技術開発においてもマーケットイ
ンと言われるように顧客や市場要望が開発の契機で
あることは明白であるが、それだけでは不十分なこ
とも知られている。設備技術を市場が認める新しい
価値にまで高める作業にもっと注力すべきである。
今日までの建築設備のあり方は、利用者が享受す
るサービス（この場合は環境や快適性など）を『感
じさせる』ことにあまり力点は置かれていなかった
といえよう。しかし、快適性・安全性・健康といっ
た居室の基本性能が失われることに対するリスクは
非常に大きいことを、社会に対してもっと喚起する
必要がある。人に近い技術を思考するのであれば、
人との接点を意識したインターフェイスの技術開発
が必要であるし、人のための環境を提供するのであ
れば、生理心理学分野と協働することも考えられる。
従来の建築設備機器の枠組みにとらわれず、他産業
にも散在する技術や知見を統合し、それらを組合せ
て新しい価値を提案する試みを積極化していくべき
である。幸いにも IP 技術の汎用化により、設備技術
者のアイデアを“制御”という面で建築設備にフィ
ードバックできる技術面での素地は整いつつある。
多様な技術分野との統合を試みれば、環境設備分野
がコンテンツやサービスといったソフト面にまで拡
大し、新たなビジネスを創出する可能性も期待でき
る。
3.1.2 高度センシング技術の開発と制御へのフィ
ードバック
(1) 人に近い知的建築環境制御への展望
人の感じ方を定量的に把握し、設計者の意志を的
確に実現する（建築設備を制御する）ツールとして、
センシング技術は重要な意味を持っている。近年 IP
技術の発展により、2000 年頃から設備制御通信のオ
ープン化が進み、現在では設計者のアイデアを建築
設備の制御に活かしやすい基盤が整っているといえ
る。かつては、空気や水さらには明るさといった空
間の物量を検知し、設備の制御量にフィードバック
することが主体となっていたが、現在では IC タグな
どの情報記憶媒体を利用して人の動きに先回りした
環境制御を実現している例も出てきている。表 3.1.1
に示すような人間を主体としたセンシング技術の拡
大と通信プロトコルの標準化や変換技術の発展によ

要な温熱環境の調整を確実に行うことができるよう
になるなど、単に建築設備に留まらず重要な意味を
持つ分野としての発展が見込まれる。これらのよう
に建築と人間工学が高度にインテグレートされた建
築環境設備を開発するためには、建築設備技術者の
枠組みを越えた他の産業や学術団体などとの積極的
な技術交流が望まれるところであり、当学会がその
中心的役割を果たし、この流れを牽引していく存在
となるべきである。

り、環境が人にとってより身近で身体感覚になじみ
やすいものになっていくと、今までの“環境設備”
の概念が変容するのではないかと考える。

表 3.1.1 人間を主体としたセンシング技術の例
センシ
ング対
象

パラメー
タ

高度利用が期
待される制御

建築環境
サービス

在／不
在

在席と通
過の区別
入退室情
報

執務部分のみ
の環境制御
行動予測制御

建
の
適
エ
ー

個人情
報

性別、年齢
組織など
の帰属

ライフスタイ
ル追従制御
行動予測制御

嗜好性

温度、気流
感の好み

パーソナル環
境制御

生体情
報

脳波／心
拍数
血中酸素
濃度、体温

生体状態に追
従した環境制
御

築
部
化
ネ

環
分
と
ル

境
最
省
ギ

(3) 計測技術の発展と人間の行動や知的生産性の
評価
IC カードなどの携帯情報端末が発展と低廉化に
より、オフィスなどでワーカーの行動履歴をモニタ
リングすることが現実的なものとなってきた。従来
は曖昧となっていた“プランニング”と“コミュニ
ケーションの創出”との関係性を解明する手掛りと
して注目されている。オフィスが単なる作業場とし
ての認知から、知的生産を行う場としてコミュニケ
ーションを誘発し発想を刺激する場へと変遷してき
ているものの、その過程で定量的な評価を行うこと
は困難であった。しかし、このような技術が汎用化
するとコミュニケーションが誘発される場面やスペ
ースの可視化に繋がる。ワークスタイルの変革に合
わせてオフィスプランニングを思考していくことは
建築設計者の恒久的なテーマであり、個人の集中思
考とコミュニケーションの切替えを建築的な手法に
よって促す仕組みを解明できると、新たなオフィス
設計のスタンダードが生まれることが期待できる。
これに関連して、ワーカーの行動履歴データによっ
てオフィス内の活動がプログラムされると、それを
織り込んだ室内環境の再設定が可能になる。一定レ
ベルの環境性能が必要な集中思考の場と、環境許容
レベルに幅のあるコミュニケーションの場では居住
環境設定も異なり、従来のような“均一で高水準な”
環境が不要となり、場の機能に応じて環境設定の緩
和を行い省エネルギーに繋げることが可能となる。
また、環境設備と人をつなぐインターフェイスも
より重要度を増してくる。環境調整に自らが関わる
ことにより満足度が向上することが明らかになり、
付加価値を追求する際には、人に近い操作のディテ
ールにも気配りが必要になってくる。これらは、直
接的に空調・衛生設備工事に付帯するものではない
が、建築設備技術者が建築環境コーディネータを標
榜するための新たな拡大分野として注力すべきとこ
ろである。

建築環境
の知的予
測調整
個人の環
境嗜好性
への追従
ホスピタ
リティの
高い環境
を提供

(2) 高度センシング技術の開発と課題
前述のセンシング技術の発展により、試されるの
はそれらの情報を設備技術者がどのように環境の状
態変化にまで翻訳し評価するかということである。
かつてない有用な情報が設備通信上で統合されたと
しても、それを利用して快適な環境調整、省エネ性
に寄与するシステムを発想するアイデアや、効果や
妥当性を評価する技術が並行してより重要になって
くる。男女性別の違いや温熱感の嗜好性を検知し室
温を変えたり、外出などの行動履歴を感知して気流
感を調整する、年齢によって照度を再調整するなど
は、即座に思いつきそうなアイデアであるが、コス
ト・汎用性を除けばハード的には遠くない将来に実
践できそうな技術である。そこからさらに高度に環
境調整を行うものの例として、人の生理状態（脳の
活性状態や疲労状態）を検知して、ホスピタリティ
の高い環境調整を行うといった技術がある。センサ
が人間の感覚の代わりとなり、不快感・代謝量の変
化などの温熱感に関わる変位を、人間が意識しない
うちに空調に反映させ制御する技術等がこれに当て
はまるが、その効果の評価方法も含めて解決すべき
課題も多く、未だ開発途上なレベルであろう。
しかし、高度な生体センサが実現すると、感覚が
低下した高齢者の温熱感覚を補佐し、生命維持に必
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3.2 安全・健康・快適を高度に達成する環境創造の
総合サービス
平成 15 年に決議された本学会の活動指針の前文
には、『空気調和・衛生工学会と会員は、「安全で衛
生的、快適で健康的な生活環境」、「生産・研究のた
めの高度な産業環境」の創造に係わり、空気調和・
衛生技術が持続可能で豊かな社会の実現に大きな影
響力をもつことを認識し、公共の福祉と社会・産業
の発展に寄与するよう尽力する。
』と記載されている。
本章の内容は、これまでも本学会の根幹をなすも
のであり、本学会技術者が日常的に追求しているこ
とでもある。社会情勢や経済情勢の変化、或いは超
高齢社会の到来に対して、これらの変化に遅れなく
追随し、一方でニーズを先取りする形で継続的に技
術を追求し、空間環境創造におけるメインプレイヤ
ーとして社会貢献をおこなうことは、これからも
我々の重要な責務である。
3.2.1 人間の生理・感性に深く関与する建築環境技
術
建築環境における人間の感覚は、
「快適性」という
指標で評価される。快適性については、個々人の感
覚や好みにも左右され、一般的にすべての人を満足
させるのは難しい。一般的な環境下において人間が
快・不快を感じる要素は、以下を中心として多岐に
渡る。
①温度
②湿度
③明るさ
④音
⑤におい
⑥雰囲気
⑦ストレス
⑧利便性
空気調和に関わる室内環境の主要素は、温熱環境
と室内環境である。温熱環境では空気温湿度、放射
熱、温度分布が主な評価指標であり、空気環境では
CO2 濃度や浮遊粉塵濃度、細菌・真菌数、化学物質
濃度や臭気成分等が主な評価指標である。事務所ビ
ルにおける空気環境の設計指標として、建築物衛生
法に定められた管理基準を挙げることができる。一
方、室内における温熱環境の指標は、建築物衛生法
では温湿度に関する基準範囲が示されているが、日
本でのオフィスビルでの夏季の室内設計条件は室温
26℃、相対湿度 50％である。米国、欧州、東南アジ
アと比較しても冷房温度は高い。それに加えて、近
年環境問題に対する意識の高まりにより、クールビ
ズが広く行われるようになってきた。室内温度を
28℃設定とする傾向も出てきている。特に、2011 年

3 月に起きた東日本大震災により、夏季の電力需要
逼迫対策として冷房設定温度の緩和が叫ばれ、室温
を無条件に 28℃設定することもみられた。しかし、
空調システムによってはハンチングしたり部分負荷
運転が多くなり思った程の省エネ効果が得られてい
ない事例も報告されている。一方で、在室者の快適
性や知的生産性は著しく低下する。多少の我慢は仕
方がないという心情的な妥協とは別に、本学会はエ
ネルギー削減効果を定量的に示す必要がある。また、
室内環境の悪化による知的・労働生産性の低下につ
いて、定量的なデータを社会へ提示する必要がある。
熱中症防止の観点からも、節電時の室内環境条件に
対するガイドラインの提示が急がれる。また、災害
復旧時に必要とされる最低限の環境条件の整備も本
学会に期待されているところである。人間の生理心
理に関する研究が進み、温度や湿度のスイング制御
をおこなうことで快適性を改善する技術なども提案
されている。新たな省エネ技術の開発や普及に期待
したい。
一般的に、温熱快適性とは「暑くも寒くもなく不
快がない状態」を示す。この状態では、室内にいる
人間は、暑くもなく寒くもない、乾燥しておらずジ
メジメしていない、というネガティブな状態である。
積極的に快適性を感じている訳ではない。これに対
して、室内温度や湿度を意図的に変動させる「ゆら
ぎ」や「スイング空調」、香り成分を含んだ空気を室
内に供給して快適性向上を図る「香り空調」などの
アクティブな環境提供に関する試みも、これまで数
多く行われてきている。これら室内環境へのアクテ
ィブなアプローチが人間の生理・感性に与える影響
や効果については、室内人員の構成や行動内容によ
って異なるため、総括的な評価が難しい面がある。
一方で、在室者が自ら環境を制御できることで満足
度が向上するという指摘がある。例えば、残業時暑
くなったときに手元のスイッチで冷風が得られるな
どである。このような新しいアプローチによる室内
環境質の創出は、知的生産性、労働生産性の向上や、
快適性を確保しつつ空調システムの省エネルギーを
図る新たな技術として注目するべきであろう。
快適性のレベルは、社会情勢の変化や周辺技術の
発展とともに、変化する。環境設備の根本である人
間の特性を理解することは、本学会の技術者に必要
不可欠のことである。本学会を中心として様々な知
見を集積していくことが必要である。
3.2.2 安全、健康、知的生産性向上等を達成する高
度な空間環境の実現
本項では、
「安全で健康・衛生的かつ快適という人
間生活に欠かせない良好な空気・水・熱環境の創造
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ミ袋が放置され、その臭気が室内に流れこむだけで
快適な室内環境は壊れる。もしこれが人体に有害な
成分であれば、空調設備は室内人員を攻撃する兵器
と化してしまう。搬送空気内の有害ガスや生物・細
菌兵器に対して、これをいち早く検知するガスセン
サの精度向上や、汎用性の高いバイオセンサの開発
により、建物外からの空気搬送系を利用した災害を
防止できる機能を今後の建築物に望まれる可能性が
高い。また、空調設備系統に侵入した有害ガスを早
期に除外する緊急空気搬送系統の構築、被害の拡大
を防ぐための遮断ダンパーが従来のファイヤーダン
パー等と同じように開発されることで、建築設備と
しての先天的な安全性を高めることができるであろ
う。
また、近年提唱されている企業の新たな経営指針
として、BCP(Business Continuity Plan；事業継続計画)
がある。BCP において建築設備が与える影響因子と
して、地震、火災、落雷等の自然災害による設備停
止・故障、通常時における設備の故障や漏水事故等
が挙げられるが、これに加えて上述の外部要因もそ
の一つと考えられる。建築設備としては、BCP に対
して空調設備や給排水設備の影響度が低くなるよう
な設備及びシステムを提供することが重要となって
くる。特に、設備故障を未然に防止するための定期
的なメンテナンスや診断技術が、地味ながらも重要
視される。最近では、熱源機器や搬送機器を IC タグ
等で管理し、メンテナンスの管理記録や部品類の交
換時期などを一括管理できるツールも開発されてい
る。故障時の早期対応など、維持管理に対するサー
ビスの向上も、今後ますます必要となってくるであ
ろう。
企業の BCP における建築設備の位置付けは、今回
の東日本大震災や、タイ国での洪水被害によってさ
らに重要性が増しており、非構造物として取り扱わ
れる建築設備において、建築物における二次災害の
抑制、重油等の漏洩による火災事故の防止策など、
より具体的で幅広い領域での見直しが望まれる。そ
れは例えば、飲料水槽において地震で接続配管が破
損しても水槽内に非常用の上水が確保されるように
配管取り出し口を高くする、等の小さな対策や工夫
の積み重ねであり、一方では非常時における近隣住
民の一時避難場所としての機能を有する新たな社会
インフラとしての位置付けも期待されるであろう。
大規模災害に対する建築設備の「在り方」が問われ
ており、同時にその対策に必要なコストと付加性能
の最適化が求められている。
以上の観点から、本学会にて、高度な BCP 対策を
実現する建築設備とその要求水準に関するガイドラ
インを早期に作成し、将来的にはラベリング制度へ

と維持」という本学会の主要理念に基づき、生活の
質（Quality of Life）の向上と安心して暮らせる社会
を実現し、且つ持続的に維持するために必要なキー
ワードである「安全」
、
「健康」
、さらに「知的生産性」
、
「労働生産性」に関して今後必要となる技術開発項
目について述べる。
(1)「安全」な環境の実現
「安全」にはいろいろな意味合いがあるが、建築
設備の「安全」として、主に以下が挙げられる。
①健康被害に対する安全
②防犯やセキュリティとしての安全
③爆発・漏水などに対する安全
④火災に対する安全
⑤地震・豪雨・雷などの天災に対する安全
⑥インフラの信頼性に対する安全
⑦設備システムの信頼性に対する安全
⑧情報漏洩などに対する安全
特に、⑤～⑦については生産活動停止による経済
的な被害を回避するために重要であるし、⑧につい
ては利便性向上のために様々なシステムが相互接続
されていく今後の社会システムでは必要不可欠であ
る。
室内空気環境に関する安全という側面において、
対人間に対しては空気環境の劣化によって身体に支
障が生じること、対生産環境においては一定の生産
環境が維持されず生産に支障を来すことが直接的な
問題である。また、給排水設備が正常に動作しない、
或いは停止してしまうことも、ライフラインに支障
を来たし大きな問題となる。その意味で、空調設備、
衛生設備の維持管理対策は今後においても最重要の
課題である。これは、東日本大震災により起きた大
規模な設備インフラの破損による事例を通じても明
らかである。
一方、サスティナブルな社会作りに対応するため、
建築設備の高寿命化に対する技術開発がこれまでも
積極的におこなわれてきたが、今後も継続した開発
が望まれる。衛生設備においては、上下水道の老朽
化に対する危機意識が高まるなか、次世代の給排水
インフラの構築に向けて、管材、工法ともに長寿命
化や耐震対策に向けた技術開発を急ぐ必要がある。
近年になって建物の安全に対して配慮が必要にな
ったものとして、テロ対策が挙げられる。2001 年に
アメリカで起きた同時多発テロにより、諸外国にお
いて建築物へのテロ対策に対する認識は大きく変化
した。日本国内においては、1995 年の地下鉄サリン
事件以降、公共空間におけるセキュリティが強化さ
れている。例えば、建物内への外気取り入れ口にゴ
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の反映をはかるべく社会に向けて発信する必要があ
る。さらに最近では、
「BC（Business Continuity)から
BR(Business Resilience)へ」、というコンセプトが新た
に提起されている。高いレジリエンス（回復力・復
元力）を有する建築設備としての指針づくりもまた、
本学会が中心となって対応する必要がある。
また、近年急速に導入普及が進んでいる太陽光発
電や風力発電等の再生可能エネルギーを従来の電力
網に取り入れる新たなエネルギーネットワークとし
て、スマートコミュニティが注目されている。既に、
スマートコミュニティを構築する製品群の国際標準
化の取り組みや、自治体レベルでの大規模な実証試
験が開始されており、地域レベルでのスマートコミ
ュニティの確立に向けた動きは今後ますます活発化
すると推測される。将来的には、事務所ビルや小規
模の工場に対する電力供給は、地域レベルのスマー
トコミュニティを介して行われることが想定される。
この新たな社会インフラにおけるエネルギー利用の
観点から、スマートコミュニティに円滑に接続でき
る建築設備の在り方についても、業界全体として新
たな指針の策定等に取り組む必要があるだろう。
以上、「安全」な環境の実現をサポートするため、
今後も継続した開発や改良が望まれる環境技術とし
て以下が考えられる。
・空調設備及び給排水衛生設備の長寿命化と高い更
新性を有する技術の確立
・BCP 対策における建築設備の標準ガイドラインの
策定と、ラベリング制度への反映
・IT を活用した空調・衛生システムの維持管理の高
度化
・大規模災害、テロ対策を含めた建築設備の危機管
理対策技術の標準化
・スマートコミュニティに接続可能な建築設備と必
要技術の確立

決してきた。SARS や鳥インフルエンザウイルス、
新型インフルエンザウイルスにおいても、本業界で
は対策技術を短期間に開発して市場に送り出してい
る。継続的な新技術創出を通じて、本業界の技術の
奥深さをアピールしていくことは、今後も大きな責
務となるであろう。
また、最近では、健康増進法の策定により喫煙空
間が大幅に制限され、事務所ビルや工場において、
たばこの分煙活動が積極的に推進されている。今後
も、健康増進の目的から受動喫煙に関する対策が進
むと考えられるが、これに伴って室内における空気
汚染要因が減少したことで、従来の建築物衛生法（ビ
ル管法）の基準は自ずと守られる可能性が高くなる。
同法での CO2 濃度基準や CO 濃度基準を見直す時期
に来ている。また、CO2 濃度に限らず、室内空気質
が健康に及ぼす影響について、幅広い因子に対する
検証が必要である。同法の指針を健康増進の面から
見直し、本学会からその指針を提起することができ
れば、空気調和・衛生工学分野の社会的な認知度の
向上に繋がるであろう。
以上、「健康」な環境の実現をサポートするため、
今後開発や改良が望まれる環境技術として以下が挙
げられる。
・室内環境における揮発性有機化合物等の化学物質
及び微生物、ウイルス等の低減・除去技術
・バイオセンサ、ガスセンサ、ストレスセンサ等を
活用した「健康」空調技術の開発
・健康増進を目的とした空調システム（医療、介護
関連など）
・高度医療、新薬開発のサポート
・環境変化における人間の活動度の計測・評価
(3) 知的生産性、労働生産性の向上
快適性については 3.1 で述べた通りであるが、快
適性向上に対する知見を活かし、オフィスビルを中
心とした執務者の知的生産性の向上や、生産工場な
どでの労働生産性の向上に繋げることが今後はより
重要になる。
知的生産性を向上するための室内環境の実現に対
しては、個人差があることを考慮すると、在室者個
人個人の最適化するためにはタスク・アンビエント
空調の高性能化が求められるであろう。特に、タス
ク領域の空調方法については、執務者個人の温熱感
に対応するとともに、他の執務者への影響度を低減
するような、或いは周囲の執務者との温熱感を共有
できるような制御方法などが求められる。従来の「執
務机」から「タスク環境創造機器」としてのイノベ
ーションも期待できる。また、知的生産性向上の見

(2)「健康」な環境の実現
人間における「健康」とは、単に病気あるいは虚
弱でないということにとどまらす、以下のようなも
のが挙げられる。
①身体的な健康
②精神的な健康
③社会的な健康
人体への健康への影響に対する建築設備としての
対応として、1970 年代後半から問題となったシック
ハウス、シックビルディングに対しては、建材等の
揮発性有機化合物対策と機械換気を通じてこれを解
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3.2.3 超高齢社会への対応
我が国における人口の高齢化は、世界でも類を見
ないスピードで進行している。長く少子高齢化対策
の必要性が叫ばれてきたが、2007 年には「超高齢社
会」（高齢化率 21％以上）に突入している。我が国
の今後の人口と年齢構成の変化の見通しを図 3.2.1
に示す 1）。2004 年には総人口がピークを迎えて減少
していく一方で、65 歳以上の高齢者の割合が増加し
2030 年に 30％、2055 年には 40％を越えると予測さ
れており、日本の社会構造の変化の根幹と考えなけ
ればならない。また、今後の 0-14 歳人口と労働力人
口の変化の見通しを図 3.2.2 に示す 2）。2005 年以降、
次世代を担う 0-14 歳人口、労働力人口ともに減少し
続け、2030 年までに 592 万人が減少すると推計され
ている。

地から、例えば、比較的似通った温熱感を持つ執務
者同士が集まって業務をおこなうことで、複数の人
員に対する最適タスク空調を広範囲で安定的に制御
できるようなワークプレイス作りを、オフィスの新
たなフレキシビリティとして提案できるような技術
開発の流れにも期待したい。
一方、工場等においては製造ラインなどに対する
環境構築が優先されるため、作業者にとって快適で
はない労働環境とならざるを得ないところもある。
製造環境の構築自体も我々の責務であるが、作業者
の快適性改善という観点に立って本学会の技術者と
して根拠あるコンサルティングをおこない、労働生
産性向上の一助となることが望ましい。今後も、最
適な製造環境の構築と、作業者の快適性改善や労働
生産性の向上を両立させる形で、幅広い産業分野に
対する技術開発と知見の活用を図り、我が国の産業
の発展に貢献しなくてはならない。
これらの観点から、知的生産性、労働生産性の向
上を図る室内環境、製造環境の構築に関する研究開
発が今後さらに加速されるべきであろう。室内環境
への新たな手法を用いた知的生産性の向上設備技術
開発とその検証については、継続的な取り組みが必
要である。それらが、成功することにより専門技術
者集団として社会的により一層の認知を得ることが
可能になる。もちろん、知的生産性の向上に関与す
る因子は、温熱感や空気質だけではない。音環境、
光環境、心理ストレス等、その他の要因との相関に
ついても数多くの検証が必要になる。これらの分野
の知見を有する他分野の技術者との共同研究やコラ
ボレーションにより、より有用な成果が期待できる。
本学会にとって、他学会との協力を率先しておこな
い、知的生産性をはじめとする今後の新たな技術開
発の幅を拡大することが、今後ますます重要になる
であろう。

図 3.2.1 今後の人口と年齢構成

知的生産性、労働生産性向上の実現をサポートす
るため、今後開発や改良が望まれる技術として、以
下が考えられる。
・快適性の評価指標の深耕
・知的生産性の評価指標の構築
・労働生産性の評価指標の構築
・知見に基づくコンサルティング業務
・快適性センサを用いた執務者、作業者の生産性向
上技術
・好みや行動パターンのモニタリング・学習（AI
技術の活用）
・快適性と省エネルギーの両立と最適化

図 3.2.2 今後の 0～14 歳人口と労働力人口の見通
し
我が国の持続的な発展のためには、高齢者が安心
して社会活動をおこないながら、意欲的に労働に参
加できるような環境づくりが必要であり、空気調
和・衛生工学分野において取り組むべき事項につい
て考察する。
まず、企業の労働者確保の観点から定年が現在よ
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りもさらに高齢化するであろう。また、住宅でも高
齢化対応がますます必要とされる。特に、高齢者の
温熱感に対する詳細な検証を通じて、高齢者が快適
で健康的に生活できる環境を再確認する必要がある。
2010 年は猛暑となったが、多くの高齢者が熱中症で
死亡している。死亡時、室内にエアコンがあったに
もかかわらず、これを作動させなかった可能性もあ
り、適切な環境制御の必要性を広報して行くことが
求められている。高齢者の健康面や安全面に配慮し
た制御機構を兼ね備えた空調機器やシステムを開発
する必要があるであろう。
オフィスビル等の空調システムにおいても、同様
である。人間の基礎代謝量は、年齢と共に低下する。
よって、平均年齢が高くなった事務所ビルでは、こ
れまで設計基準としてきた人間の顕熱、潜熱量が低
下することになる。一方で、高齢者はドラフト等の
空調気流ある空間を嫌う傾向があるため、従来の単
一ダクト方式による冷風吹出が高齢者の空調方式と
して適切かどうかの検証も必要になる。例えば、放
射空調によって快適で気流感の少ない空間を提供す
ることが適切であるかもしれない。高齢者が多く滞
在する医療福祉施設においても対応が必要となる。
温熱環境のみではなく、高齢者特有の事象として
加齢臭や生活等の対策も必要となる。一方、給排水
設備においては、高齢者向けにさらなる利便性やフ
レキシビリティが求められると同時に、ヒートショ
ック対策などの安全性も高めていかなければならな
い。高齢者が集う場所になりやすい地区の公民館や
公共施設、医療福祉施設をはじめとして、高齢者向
けの環境設備の在り方を見直す時期に来ている。
また、高齢者のために介護施設や病院、病室数が
今後さらに増加すると考えられる。東日本大震災に
おいては、病院が停電して医療機器が長時間停止し
たことが二次災害となったケースもあり、病院や介
護施設等の BCP に対する環境設備の在り方も、本学
会が中心となって積極的な対応や情報発信を行う必
要がある。
以上、超高齢社会に対応するための環境設備にお
いて、今後開発や改良が望まれる技術として、以下
が考えられる。
・高齢者における温熱感指標の再検証
・高齢者の温熱感に立脚した空調システムの標準化
・高齢者が扱いやすい空調・衛生機器の仕様整備（利
用者の安全確保、ユビキタス技術導入、フィルタ
洗浄等が高所作業にならない方式等）
・猛暑対策、ヒートショック対策（安全対策）の標
準化
・高齢者居住空間の快適性モニタリング装置開発
（AR(Augmented Reality)技術の応用等）
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・病院、介護施設等の BCP 対策に対する建築設備の
ガイドライン策定
3.2.4 安全・健康・快適性を高度に達成する水環
境・給排水衛生設備技術の視点
水環境・給排水衛生設備分野における「安全」
、
「健
康」、「快適性」の高度化を達成する環境サービスを
実現させるために求められている要因を提示し、そ
の達成のための要素技術について整理する。なお、
達成に向けては、地球環境に配慮するための「長寿
命化」、「省資源」、「省エネルギー」、
「都市インフラ
との関連」などの要素技術も総合的に加えながら検
討する必要がある。
(1) 安全・健康・快適性を高度に達成する要因
「安全で衛生的な環境の実現」
①上水の水質基準と汚染防止（クロスコネクション
の防止,保守点検と維持管理）
②雑用水の水質基準と用途拡張（クロスコネクショ
ンの防止、個別循環・地区循環・広域循環）
③排水の水質基準と排水の迅速な排除（排水槽等で
の硫化水素濃度の低減）
④生ごみ・廃棄物等の 3Ｒ化（コンポスト化、資源
化）
⑤細菌感染症の防止（SARS 防止,レジオネラ属菌の
不活化,汚臭対策）
⑥都市域での集中豪雨の貯留と排除（雨水貯留槽の
設置、地下浸透と地下涵養）
「健康的で快適な環境の実現」
⑦計画・設計・運用の原単位の適正化（使用水量・
水温・湯量・湯温などの設定と把握）
⑧水まわり空間での事故防止（ヒートショック・転
倒・火傷などの防止）
⑨疾患の予防（排泄後の水洗浄、尿疾患等のセンシ
ング）
⑩水まわり空間のユニバーサルデザイン（身障者・
高齢者・オストメイト等への衛生器具対応）
⑪リラクゼーション（温熱環境の改善、循環浴槽の
衛生性、快適な衛生器具）
(2) 安全・健康・快適性をサポートする要素技術の
開発
長寿命化、省エネルギー・省資源化、都市インフ
ラとの関連といった技術の支援により前記を実現す
る。関連項目には、(1)の番号を付した。
「長寿命化対応」
・高耐久性と更新時の可変性を確保した設備機器・
配管の開発（⑦）

様々な建物用途、ライフスタイルに応じた給排水
衛生設備の計画・設計・設計に寄与できる使用水量、
消費エネルギー量に関するシミュレーション技術の
拡充も新テーマとして必要である。
計画設計の原単位データの計測システムとスマー
トグリッドへの対応を図るための検討を行う。
それにより、前記 2)の水・湯などの使用実態デー
タを拡充することへも展開できる。

・既設機器の更新技術・配管の更新と更生技術の開
発（④、⑩、⑦）
・維持管理・診断技術の向上（⑦、⑧、⑪）
「省資源・省エネルギー化」
・雨水・排水再利用技術（①、②、⑥、⑦）
・省エネ型各種給湯用各種熱源システムの計画・設
計手法の確立（⑦、⑧、⑪）
・非常時対応を考慮した各種節水・節湯型機器の開
発（①、⑦、⑧、⑪）
・汚泥等バイオマス技術の開発（④）
・建物用途別での使用水量・消費エネルギー量等を
計算するシミュレーション技術（⑦）
・スマートグリッドの導入による水まわりからの
CO2 排出量の抑制（④、⑥、⑦、⑧、⑨、⑪）
・計測制御システムの開発（⑦、⑪）

3.2.5 空調設備・給排水衛生設備の共通の取り組み
の必要性
安全・健康・快適性を高度に達成する環境総合サ
ービスの関する考え方や計画設計のガイドラインを
策定し、技術者レベルはもちろんブレイクダウンし
た内容も含め、国や地方自治体とも協力しシンポジ
ウム等を開催し普及に努める必要がある。
設備総合化の観点から、空調設備と衛生設備を一
体化した総合的な検討が望まれる。さらには、スマ
ートグリッドの普及が目前に迫る中、電気設備分野
とのコラボレーションは必須と考える。また、シェ
ルターとしての建築が設備の安全性、健康・快適性
に果たす役割は大きいため、建築分野との密接な連
携が欠かせない。
安全・健康・快適を高度に達成するために、建築
と設備を統合させた総合的な環境を提供していく役
割が求められている。ハードウエアだけではこれら
諸問題の解決は困難であり、空間環境価値の創造を
行う総合サービスの展開と確立が期待される。

「都市インフラとの関連」
・都市ライフライン（上水道、下水道、ガス配管）
と建物設備の接続技術開発（①、②、④）
・災害時の復旧技術（浄化槽装置、非常詩供給処理
装置、非常用上水・雑用水・雨水貯留装置など）
（①、②、③、⑥）
また、これらの技術課題に対する取り組みは、わ
が国での範疇に留まることなく、広く近隣の東アジ
ア諸国、東南アジア諸国への総合的な技術移転と環
境サービスの提供という観点から、総合的な水ビジ
ネスとして展開してゆくことも今後の展望として考
えられる。
今後は、空調設備と衛生設備の総合的な設計・計
画ガイドラインの策定に基づき、給排水衛生設備と
しての安全・健康・快適性を達成するための具体的
な計画・設計指針の策定が必要である。その中には、
震災時等の非常時給排水衛生設備に関する考え方に
ついても盛り込む。
また、生活者のライフスタイルや経年変化、建物
用途に応じた給水・給湯・排水等の負荷変動を把握
する継続的なデータの収集を委託費用等のファンド
を充実させて継続的に実施する。
安全性、健康・快適性の実現には、省エネルギー
化が急務とされる給湯設備の計画指針、水まわり全
体でも節水化指針の策定などが関係するので、それ
らを優先的に検討する。
雨水設備や排水再利用設備の計画設計指針は、既
に公的機関が発行しているが、雨水利用に特化して
マニュアルを策定する。特に都市型の集中豪雨に対
する雨水利用設備の考え方、ヒートアイランド抑制
などの熱的分野への雨水利用についても検討する。

参考文献
1) 平成 20 年度国民生活白書【内閣府】
2) 日本の将来推計人口（平成 18 年 12 月推計）
【国
立社会保障・人口問題研究所】
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3.3 アジア戦略と国際化対応
建設業は典型的な内需産業と言われている。しか
し日本国内の少子高齢化が進み、内需の拡大が見込
めない中、海外事業の強化、特に今後経済発展の期
待されるアジアへの進出を模索している状況である。
島国日本の内需産業、しかも良くも悪くも日本らし
い古臭さも多く残る建設業、国内の就業人口は 500
万人を超え、これは日本国内の就業人口の約 7%と
いう裾野の大きい産業である。しかし国際化という
と非常に遅れていると言わざるをえない。1980 年代
からのバブル期、2000 年代の好景気に建設業は各社
海外進出を積極的に行ったが、バブル崩壊やリーマ
ンショック、その後のドバイショックにより各社海
外業務の採算悪化が業績を圧迫してきた。しかし内
需の拡大が見込めない中、海外に市場を求めていか
ざるを得ないのは明白である。建設業の海外展開に
ついて現在の状況、他産業や他国の状況を踏まえて
考えてゆく。
3.3.1 日本の技術力
製造業を中心とした日本の産業の技術力の高さは
国際的に広く認知されているが、こと技術の国際標
準化となると何とも遅れたイメージがある。国際標
準から離れてしまった日本の技術といえば携帯電話
技術の「ガラパゴス化」が思い浮かぶ。
「ガラパゴス
化」は日本国内の市場において日本製品が特自の進
化を遂げている間に、世界では別の仕様で拡大発展
して世界的な多数派になることで、規格争いで圧倒
されてしまい、気が付くと高水準な日本製品が諸外
国の動き（世界標準）から大きく取り残されている
状況を揶揄して言われている。しかし高度なニーズ
に基づいた製品・サービスの市場が日本国内に存在
するは事実であるし、少々飛躍するが独自の進化を
遂げた「ガラパゴス」ではなく、世界がこれから進
む道に実は先に進んでいるという見方もできるので
はないだろうか。資源が少なく、地震が多い、夏は
高温多湿で冬は降雪もあるといった日本の地理的特
徴に常に対峙してきた日本の建築技術、建築設備技
術は世界的に見ても決して低いものではないはずで
ある。日本の省エネルギー技術は世界随一と言える
し、環境快適技術も非常に高度なものとなっている。
そういった高度な技術を持ちながら、海外進出した
時に現地の自然、文化、人、ものにフィットしたも
のとして技術を生かしてゆくことが重要なのである。
3.3.2 日本の海外展開の状況
人口の長期的減少と高齢化社会を目の前に控える
日本において、将来にわたる内需の拡大は見込めな
いことに気付いた日本国内の各企業は海外に市場を
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求め海外事業の強化に取り組んでいる。電機メーカ
ー、自動車メーカーから小売業まで各社新興国市場
の開拓に積極的に乗り出している。そんな中、建設
業界でも各社海外事業の強化を模索している。かつ
ては、
「リーマン・ショック」以降の世界同時不況を
受け海外工事の採算悪化が各社の業績を苦しめたが、
国内市場の大きな回復が見込めない中、今後は海外
が成長戦略の核となると考えているからである。ド
バイショックもあり足元の受注環境は世界的に厳し
い状況だが、新興国などのインフラ投資が今後も増
えるのは確実であり、各社とも過去の教訓を踏まえ、
採算性とリスクを見極めつつ受注拡大を狙っている。
そんな中韓国企業の国外進出が注目されている。先
日のアラブ首長国連邦・アブダビにおける原子力発
電所の建設では、前評判を覆し韓国電力公社を中心
とした韓国の企業連合が、日立製作所・米ゼネラル・
エレクトリックの日米連合やフランスのアレバなど
の強敵を破って受注した。実績に裏打ちされた技術
の優位性を強調したアレバや日立・GE に対し、韓
国連合は大統領によるトップセールスを敢行して
「オール韓国」の姿勢をアピール、両国関係強化の
一環としての原発建設を強調して受注につなげたと
言われている。原子力発電所の建設は一例で、内需
頼みの限界にいち早く気付いた韓国はサムスン、現
代自動車等でも海外事業を飛躍的に拡大している。
また韓国企業はホーチミンやハノイといった新興国
にもいち早く入り込み、また FTA の積極的推進等に
より官民一体となって企業の海外展開を加速してい
る。
かつての高度経済成長期の日本は、
「日本株式会社」
と呼ばれていた。日本経済は通産省が中心となり、
政官財が一体となって世界経済に対して良質な製品
を輸出し続け、さらに社会制度はこの経済体制の運
営・維持に傾斜していて、教育制度は高等教育を受
けた「日本株式会社」の「社員」を生み出し続けて
いた。日本経済は会社組織のように付加価値生産を
しているとみられていた。翻って現在、韓国企業連
合などに遅れまいと日本でもここのところ｢官民一
体｣の運営モデルを強化し、原子力・高速鉄道から、
上下水道・発電・情報網などインフラ整備の分野で、
政府と民間が連携して受注競争に乗り出す新たな動
きが積極化してきており、新興諸国や先進国のイン
フラ整備プロジェクトの分野でそれなりの成果を上
げている。しかし、先進国の国内市場の停滞や新興
国市場の拡大に伴い、国際競争も激化している。日
本企業は技術面、資金面では比較的優勢だが、政治
の影響や政府の干渉、また、莫大な資金の圧力とい
う制限もあり、民間の一企業だけの力では優位に立
てない場合が多い。日本でも今後更に官民一体や他
産業を巻き込んだ企業連合となって海外に展開して

ゆく必要があるだろう。
3.3.3 更なる海外展開に向けて
日本の技術力の高さは自他ともに認めるところで、
その技術力の高さから世界進出が期待されることが
多い。しかし日本発の規格が国際規格となることは
少なく、逆に日本が国際規格に合わせる場合が多い。
そこには言葉や文化的な壁があるといわれている。
逆に海外での言葉の問題が少ない日本人の多くは、
海外経験が長いために逆に国内的には力が無いとい
う日本社会の問題もこの傾向を助長している。生粋
の島国民族の日本人は自分たちの文化の中で日本独
自の技術を磨く力には長けているものの、それを売
り込む力に乏しいと言われて久しい。また実際に社
員が海外に転勤することについて、
「語学力に自身が
無い」
「その土地のことを知らない。知るための時間
が必要」
「家族で住めるかどうか。コミュニケーショ
ンがうまくとれるかどうか。」といった意見が多く聞
かれる。つまり日本人の気質というか文化として国
内依存型で国際化が遅れているのも事実である。ま
た性善説となれあいの中で仕事をすすめる日本独自
の文化が、契約社会である国際社会への進出を送ら
せているのもまた事実かもしれない。
かつて日本国内だけでなくアメリカ、ヨーロッパ
で稼いでいた自動車産業においても、新興国向けの
専用車種を導入するなど地域に根差した製品の開発
を行う等で積極的な海外展開を行っている。ある自
動車メーカーでは現地市場に根ざしたクルマづくり
を行うべく、部品の現地化を徹底して高い現地調達
率を達成し、地域社会に貢献するべく、
「地域に適し
た商品」を「良品廉価」で提供するとともに、新規
雇用の創出や人材育成を通じて、その国の自動車産
業の発展に向け尽力しながら現地進出を行っている
例もある。建築産業における海外進出というと、自
然条件、材料、宗教、法規、生産システムといった
自然・文化の違いがまず頭に浮かんで及び腰になる
ところがある。しかしそれはどんな産業が海外展開
を行う上でも多かれ少なかれある問題で、建設産業
だけに限ったことではない。日本人の勤勉さと努力、
そして「慣れる」ことができれば充分に対応できる
ことで、「発注者・消費者が求めるものをより良く、
より安く創る」ことは全世界共通である。むしろ日
本企業と日本人のきめ細かい対応は世界でも充分に
通用する素晴らしい文化とも言える。そういった日
本の持つ長所を生かしつつ、島国文化の殻を破こと、
そして何より海外に慣れることこそ国際化の第一歩
と言えるかもしれない。
今までの建設産業は内需型産業だったこともあり
国内市場と国外市場を分けて考えてきた。国外の業
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務は海外支店のような支部組織が担当し、営業や設
計、施工について海外専門部署が、あくまで国内企
業の海外進出対応を行い、あくまで主要事業は国内
であった。その名残りか国内と海外を分けて考えが
ちであるが、今後真の国際化を目指す上では、国内
市場と海外市場を分けずに、むしろ国内を海外の市
場の一部として考えてゆくくらいのドラスティック
な思考の転換が必要である。国内業務と海外業務の
垣根を無くし、全員の視点を世界に向けてゆくこと、
「日本を知っている建築技術者」から「日本も知っ
ている建築技術者」になってゆくことこそが国際化
には必要なのである。
3.3.4 政治のリーダーシップ
国土交通省では、日本の技術と資本で世界展開を
図るための海外へ進出する日本企業への支援ツール
と政府サイドの支援体制整備として、
「リーダーシッ
プ、組織・体制の強化」「スタンダードの整備」「金
融メカニズムの整備」を掲げ、国際展開・官民連携
の推進に向けた成長戦略としている。
「リーダーシップ、組織・体制の強化」としては
政治のリーダーシップによる官民一体となったトッ
プセールスの展開や国土交通省内の体制強化、他省
庁を巻き込んだ省庁横断的な推進体制整備、大使館
や JETRO などの既存の支援機能の強化、そして企
業の組織・人材のグローバル化に対する支援を掲げ
ている。また「スタンダードの整備」としては国内
スタンダードのグローバルスタンダードへの適合、
日本の規格を国際統一規格とするための取組や投資
対象国におけるスタンダードの獲得のための取組の
推進、相手国への技術協力の強化など掲げている。
「金融メカニズムの整備」としては政府による金融
支援機能の設定、インフラファンドによる投資支援
や信用補完、ODA 予算の活用・貿易保険や税制面
での支援の強化を掲げている。
3.3.5 学会の提言
こうした流れの中で、学会としては国内の官民へ
の提言や各種国内外団体との連携、人材育成支援、
人材交流を積極的に進めてゆくべきである。
具体的には日本企業の海外受注に対して官民が一体
となって取組む体制や、政府を挙げた支援体制の整
備への提言を行ってゆく。また、国内各専門分野の
学会と連携することで、国内産業の連携を促すとと
もに、財務省、経済産業省、外務省など制度所管省
庁と国土交通省などの省庁との連携を進め、省庁横
断での海外進出支援を促してゆく。
さらに国際機関や各国の学会団体等と連携し共同セ
ミナー開催や要人招聘を実施することで国際連携を

図り、相手国への技術協力の強化を推進する。技術
協力の強化は日本の様々な技術・システムの諸外国
における採用・導入を促し、さらに制度導入や技術
基準を策定する際の支援を実施することで、日本の
国内基準や資格制度の導入を進めることができる。
また学会が中心となって専門家の派遣や相手国から
の研修の受入、ワークショップの開催等を通じた人
材育成や相手国の人材受け入れの実施を推進するこ
とで、国内基準や資格制度の海外での導入を促して
ゆくとともに、相手国の日本への親近感の醸成や両
国間の信頼関係・協力関係の構築にも寄与すること
が期待される。日本の企業・産業の国際展開を図る
上で、まずは、国内スタンダードをグローバルスタ
ンダードに適合させるなど、国内外の規制等のイコ
ールフッティング化を進めることが可能となり、日
本企業の海外市場での活躍の足がかりとしていくこ
とができる。また、これと合わせ、各種団体との連
携の議論主導や技術協力等を、民間企業の協力を得
ながら取り組むことで、様々な日本の技術や規格が
国際統一規格や相手国における規格として採用され、
その結果として、我が国企業の海外受注の獲得に大
きく貢献していくことを実現する。
さらに海外事業のノウハウを有する国内外の企業
との人材交流等への支援や人材のネットワーク化の
窓口の役割を学会が担うことにより、グローバルな
問題に柔軟に対応できる企業の人材育成や組織強化
を図るための支援を行う。これにより視点が世界に
向いた「日本も知っている建築技術者」が育成され
てゆく。
以上のような取組により、将来的には、世界各地
でプロジェクトに応じた企業横断的な日本チーム・
民間コンソーシアムが民間を中心にスピード感を持
って柔軟に形成され、プロジェクト受注に向けた活
動や、受注案件の実施が精力的に行われていること
が実現される。また、企業はこのような活動を通じ
て、海外事業のノウハウを組織・人材に蓄積し、更
なる活躍の礎としていくことができる。このような
海外での受注獲得は、民間が主体となって取り組ん
でいくが、一方で、各省庁が密接に連携しながら、
政治のリーダーシップによって官民一体となったト
ップセールスを実施していくほか、現地においては、
大使館や JETRO 等の関係機関が案件形成段階から
日本企業に対する積極的な支援を展開していくなど、
政府も民主体の取組を戦略的にサポートしていくこ
とを期待する。
本会の基準なども積極的に英文化を行い、国際標
準への展開を積極的に進めてゆくべきである。同時
に優れた海外学会の基準を柔軟に採用し、研究交流
の活発化と最新情報伝達のスピードアップを図るこ
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とも重要である。また、国際学会における英文発表
などを推進することで、本学会のプレゼンスを高め
る努力が望まれる。
2010 年、ノーベル化学賞で 2 人の日本人科学者の
受賞が報じられた。アジアのトップランナーとして
の日本経済の歴史は、他のアジア諸国に貴重な手本
を提供してきた。それを生かし、日本を凌駕するま
でに成長した国々を相手に競争優位を保つことは容
易なことではない。また、海外進出には外国人の雇
用、国内外の企業・現地企業や協力会社との連携、
グローバルな情報ネットワークによるリスク管理等
検討すべき課題は多くあるが、日本の歩んできた歴
史をふまえ、経営のイノベーションと、それを支え
る国の諸制度のイノベーション、そして何より日本
人イノベーション（＝「真のグローバル化」）が必要
なのである。

3.4 大規模災害への対応
2011 年 3 月 11 日、東北地方太平洋沖地震（東日
本大震災）が発生した。東北･関東地域の太平洋沿岸
広域にわたる未曾有のスケールでの大災害であり、
地震と津波による一次災害に加え、原子力発電所事
故と計画停電に伴う二次災害が関東･東北地域のみ
ならず我が国経済に深刻な打撃を与えている。特に
被災地では限られた避難施設に数百人から数千人の
規模で被災者が収容されるケースもあり、生活必要
物資の不足に伴い衛生環境も著しく悪化することで、
インフルエンザの流行や体調悪化が大きな問題とな
った。更に福島第一原子力発電所施設からの放射能
漏れ事故により、東京都の上水にて乳幼児を対象と
した基準値以上の放射性物質が検出されるなど、そ
の被害は広域かつ深刻な状況である。
本節では 1995 年 1 月の阪神淡路大震災、2011 年 3
月の東日本大震災等の大規模自然災害や、1995 年 3
月の地下鉄サリン事件に代表されるテロ災害を含め、
空気調和･衛生工学分野が大規模災害に対して対応
すべき事柄を整理する。
3.4.1 阪神淡路大震災から学んだこと
1995 年 1 月に発生した阪神淡路大震災は未曾有の
都市型災害となった。都市の交通網やライフライン
は寸断され、火災や感染症に代表される二次災害も
問題になったことは記憶に新しい。16 年経過した現
在、神戸市を中心とした市街地は驚異的な復興が進
み、震災の爪あとは被災者の記憶を除きほとんど残
っていないように思える。
震災後、神戸市に拠点を置く企業は 70 年代から培
ってきた「神戸ブランド」を武器に、震災のダメー
ジを克服し発展しようと模索し、製造品出荷額は震
災前 1993 年度の 3 兆 2292 億円に対して、2008 年度
は 3 兆 991 億円にまで回復している。1)
阪神淡路大震災が発生した当初、関西で大地震が
起こるとは想定外であり、防災の備えが全くなかっ
た。しかしながら、震災後日本中の企業が危機管理
の最優先事項として従業員の安否確認を意識し、現
在の安否確認システム事業として確立したことは東
日本大震災においても非常に有効な役割を果たした。
また、
「減災」という言葉が定着したのも阪神淡路
大震災後からである。確かに地震国である以上、災
害を防ぐ「防災」は難しいが、事前の対策で被害を
できるだけ抑制するということは理にかなっている
といえる。また、東日本大震災以降、今後は東南海
地震などを含む大地震が発生する可能性が高いとわ
かっている以上、「想定外」や「起きないと思った」
などとは言えなくなってきている状況もある。1)
そういった社会的状況の中で、設備やシステム･
エネルギーを主体とした学会である本学会が中心と
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なって、
「減災」のための手段を災害から学び、情報
を発信してゆくことが重要となってくるのである。
阪神淡路大震災後、建築設備として提言されたこ
とは主に、
① 地震に対して物理的に強い
② 二次災害が少ない
③ 復旧が早い
④ 災害時のみでなく常時にも役に立つ設備
といったことであった。2)
しかしながら、震災後建築物の耐震強化対策の流
行は 3 年程度で風化してしまったのも事実であり、
震災の教訓や提言を『忘れない』・『風化させない』
取組みを常に意識する必要があり、本学会において
もそのための情報発信を積極的に行ってゆく必要が
あると考える。
3.4.2 地下鉄サリン事件から学んだこと
阪神淡路大震災発生から間もない 1995 年 3 月、現
在の東京メトロ(当時帝都高速度交通営団)地下鉄車
内で発生した地下鉄サリン事件は、大都市で一般市
民に対して化学兵器が使用された史上発のテロ事件
として、我が国はもとより世界中に衝撃を与えた。
無色・無臭という「サリン」の特性上、処理した地
下鉄職員や吸込んだ乗客が犠牲になった。
当事件が発端になり、我が国では鉄道テロ対策と
して以下に示す対策がとられている。3)
① 『見せる警備・利用者の参加』を軸とした鉄
道テロ対策
② 鉄道テロ対策としての危機管理レベルの設定
③ 鉄道テロ対策に資する新技術の導入に向けた
取組み
④ 鉄道事業者と警察機関等多様な主体が連携し
た取組み
⑤ テロ発生時の緊急事態対処・被害軽減対策
⑥ 透明ごみ箱等の設置・監視カメラの増設
このようなテロが建築物内部及び周辺領域にて起
きる場合を想定すれば、建築物及び建築設備に関し
ても、同様の対策をおこなうことが必要となる。国
内では、事例が少ないこともあって現時点ではあま
り重要視されていないが、海外市場においては、こ
れらの対策を前提とする建築設備が要求されるケー
スは少なくないと考えられる。上記の鉄道テロや海
外での具体的な対策内容と合わせて、建築設備に対
する対策指針を本学会にて取り纏めて発信してゆく
必要がある。また、定期的な指針の見直し等により、
『忘れない』
・『風化させない』取組みとして継続的
に対応する必要がある。
3.4.3 東日本大震災について
東日本大震災では、地震による建物倒壊の被害は

テム対策
これらは、既存技術を活用した対策が中心である
が、今後の建築設備の BCP 対策を高度化し、社会的
に高い意義を持つ機能を持たせられるような新規技
術の開発も重要である。例えば、ビルの受水槽が非
常時に確保可能な水量情報を都市防災情報にリンク
させる、オイルタンク等に GPS 機能を持たせて津波
で流されても所有者の判別可能とするなど、ICT を
活用した技術開発や、蓄電機能を有する非常用トイ
レや無水トイレの開発が考えられる。また、震災時
に建築設備(天井材、照明、制気口等)の落下による
二次被害が生じた例も少なくなく、耐震性を有する
内装設備の開発も必要であろう。これらの開発を通
じて、社会に対する建築設備の意義を認知・向上さ
せる効果も期待できる。

少なかったが、津波による被害が甚大であったこと
や原発事故の影響により阪神大震災以上の被害が生
じており、
「減災」手法に加え更なる社会制度の見直
しが必要となってくるはずである。特に原発の事故
でも分かるように、万全の安全対策を実施していた
はずの高度な施設も、発電機の浸水やバルブ一つの
故障で正常に機能しないことが改めて確認された。
加えて、震災後におけるガソリン等の燃料供給不
足や、電力供給低下による関東広域での大規模な計
画停電は、復旧・復興当初の経済活動に大きな支障
を来した。節電対策は現在においても継続的に実施
されており、これらの経緯を通じて建築物の設計・
施工に関する顧客の意識に、
「低炭素化一辺倒」から
「節電と BCP」へ、全電化主体から電気とガスのベ
ストミックス等の分散熱源・電源へ、快適性追求か
ら「多少は我慢」へ、という変化が見られている。
東日本大震災を通じて、大規模災害に対する備え
や蓄え、非常時の避難方法や避難場所の確認などが
いかに重要であるか、日本人は皆思い知らされたと
言える。翻って、建築設備においても、同様の準備
や対策が必要だということである。本学会において、
重要な公共施設の計画や、メンテナンス指針の整備、
設備システムの不具合事例の収集及び共有化等を本
学会が主体となって実施し、データベース化を行っ
た上で社会へと発信してゆく必要がある。
具体的には、
① アーカイブの定期的レヴューと情報発信
② 過去の減災対策の事例調査
③ 設計への反映
④ メンテナンス業務の重要性
⑤ エネルギー供給不足対応
⑥ 減災害に対する建築設備の高度化
⑦ 減災害設備に対する税制上などの補助制度
が挙げられる。①で記載したアーカイブとは、設備
被害状況記録や復旧作業記録の保存記録を示す。
これらは、今後想定される大規模地震（首都圏、
東海・南海トラフ他）に対しての有効性を体系的に
整理し、優先順位をつけてまとめてゆく必要がある。
また、東日本大震災後においては、建築設備にお
ける BCP 対策として以下のような変化や提案が見
られている。
・直結増圧給水方式から受水槽方式へ
・食料・飲み水等の備蓄対策
・発電機需要の拡大とオイルタンクの増強
・全電化トイレから停電時も使用可能なトイレ
・ガラスカーテンウォールから自然換気が可能な
在来工法または窓が開くシステム
・内装を含めた建築設備の高度化対策
・二次災害(主として火災)防止のための設備シス

以上の対策や新規技術開発を通じて、新築建物の
環境設備の提案としてはもちろんだが、既存建物の
建築設備のパーツが「社会 BCP インフラ」の一部と
なるような社会の仕組みを本学会として提言してゆ
くことも必要であると考える。
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実現する」と更に一歩踏み込んだ目標を掲げている。
諸外国においても ZEB の取り組みは積極的に行
われている。英国では、「2016 年までにすべての新
築住宅をゼロカーボン化する」「2019 年までにすべ
ての非住宅建築物をゼロカーボン化する」との野心
的な目標を発表している。米国では、2008 年 8 月に
「Net-Zero Energy Commercial Buildings Initiative」を
発表し、「2030 年までに、新築されるすべての業務
用ビル」「2040 年までに、米国の既存の業務用ビル
の 50％」「2050 年までに、米国のすべての業務用ビ
ル」を ZEB とするための技術・慣行・政策を開発・
普及することを目指している。また、これらの国に
おいては、既に ZEB を実現している施設が数例報告
されている。
（図 4.1.1）

4. 提言 2： ZEB と低炭素化技術への圧倒的寄与
4.1 低炭素化技術と ZEB
4.1.1 建築物における省エネ・環境配慮の必要性
建築物に係る CO2 排出量は、全産業から排出され
る CO2 排出量の 1/3 を占めていることから、｢建築｣
にも、大きな環境配慮が求められる時代となってい
る。1990 年から 2008 年での各分野における CO2 排
出量の推移をみると、産業部門及び運輸部門では着
実に減少傾向にあるのに対し、建築に関係する業務
その他部門及び家庭部門では、大きな伸びがあり、
依然、CO2 排出量は増加傾向にある。特に、オフィ
スビルを含む業務その他部門では、1990 年から 2008
年で約 1.5 倍となっている。このような状況を受け、
政府は、温室効果ガスの排出量を中期的には 2020
年までに 1990 年比で 25%削減、長期的には 2050 年
までに 80%削減するという目標を掲げている。
また、
2020 年までに一次エネルギー供給の 10％を再生可
能エネルギーとする目標も掲げおり、益々の省エネ
ルギー・環境配慮が建物にも求められる状況にある。
このような情勢のなかで、ZEB という概念と定義
が生まれる。ZEB とは年間の一次エネルギー消費量
が正味でゼロとなる建築物を指すが、ZEB を実現す
ることは極めて野心的なことであり、官民合わせた
関係各所が同一意識の元、革新的な技術向上と制度
の整備が必要とされる。また、強力に ZEB 化を進め
るリーダーシップが必要とされ、特に建築物の環境
配慮技術においては、空気調和・衛生工学分野に携
わる技術者の役割は大きいと思われる。
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4.1.2 現状の取り組み
4.1.2.1 ZEB に関する動向
経済産業省では、
「ネット・ゼロ・エネルギー・ビ
ル（ZEB）」の実現と展開に向けて、具体的な道筋
を検討するため、2009 年 5 月に「ZEB の実現と展開
に関する研究会」を立ち上げ、今後の我が国の建築
物の ZEB 化に向けた新たなビジョンを提案すると
ともに、課題やその対応策としての提言を報告書に
まとめ、同 11 月に公表している。その報告書の中で
は、ZEB を「建築物における一次エネルギー消費量
を、建築物・設備の省エネ性能の向上、エネルギー
の面的利用、オンサイトでの再生可能エネルギーの
活用等により削減し、年間での一次エネルギー消費
量が正味（ネット）でゼロ又は概ねゼロとなる建築
物」と定義している。
また、ZEB を実現するためのビジョンについて、
2010 年 6 月に閣議決定された新成長戦略では「2020
年に新築公共建築物などで ZEB を実現する」として
いる。さらに、2010 年 6 月に策定されたエネルギー
基本計画では、
「2030 年までに新築の平均で ZEB を

Oberlin College Lewis Center

Aldo Leopold Legacy Center

図 4.1.1 米国における ZEB を実現している施設
なお、ZEB の定義については、実現可能性を踏まえ
た現実的な定義のあり方が議論されている。
4.1.2.2 低炭素化技術の促進に向けて
低炭素化技術を促進させるためには、設計・施工
段階（新築・既存）とソリューション（運用段階、
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を持ったファサードを実現させることが設計目標の
一つの“柱”となっている。

空間軸 室内 ～ 建築物 ～ 都市空間

性能検証、中長期コンサル）での取り組みといった
時間軸での視点と、室内空間での知的生産性の向上
などの顧客のニーズの多様化から、都市空間でのエ
ネルギーの面的利用といった空間軸での視点を含め
て領域を拡大する必要がある。（図 4.1.2）
エリア

ファサード

◆一体化・融合化による
環境･設備設計の範囲
 ファサードエンジニアリング
 エネルギーエンジニアリング

空調方式の高効率化
最近の建築空間は、その形態や役割が大きく変化
してきており、室内環境の適正化を行ううえでも、
こうした特長への配慮が必要といえる。快適性や知
的生産性向上を念頭におき、よりパーソナルな環境
創造を指向したタスク・アンビエント照明や空調シ
ステムの導入や自然換気と輻射冷房の組み合わせに
よるハイブリッド空調システム、潜顕分離空調など、
環境質を高めつつ、省 CO2 や省エネルギーを推進で
きる手法の導入が進められている。
（図 4.1.4、4.1.5）

●インテリジェントファサード

ダブルスキンファサード
可動ルーバーシステム
熱応答ガラス 等

●環境応答型建築部材（ＲＢＥ）
躯体蓄熱・潜熱蓄熱システム
熱性能可変外壁システム
自然換気システム 等

●環境選択型システム

◆従来の設備設計の範囲
空調設備計画
衛生設備計画
電気設備計画

スケルトン

インフィル

フィードバック
ノウハウの活用

企画

シミュレーション
技術の活用

設計

タスク照明・空調システム
ハイブリッド空調システム
輻射冷暖房システム 等

●エネルギー・資源の面的利用
エリアマネージメント
建物間熱融通 等
BEMS等による
検証・診断

グリーン
改修立案

施工

運用

改修

～

施工 ～ 運用・管理

モックアップ
による検証

優良ストック
の蓄積

廃棄

Management
時間軸

企画・設計

図 4.1.2 時間軸と空間軸の領域拡大イメージ
以下、現状の取り組みを整理する。
(1) 新築建築での取り組み（設計・施工段階）
建物負荷の抑制
低熱伝導率断熱材料や低熱貫流率窓ガラスの性能
が年々向上していることに加え、建物性能評価制度
（住宅性能表示制度、建築物総合環境性能評価シス
テム（CASBEE）等）の整備・普及による建物オー
ナーへの意識付けが進んだ結果、近年急速に高断
熱・高気密化が進展しており、建物負荷の抑制に大
きく寄与している。また、意匠と機能の結合化を図
る上でもファサードにおける省エネルギー設計の推
進は、益々重要になってきている。PAL 値の低減は
もとより、計画地の気候特性や方位に配慮した庇や
ルーバーの設計から、季節によって熱性能を可変さ
せるダブルスキンなど、建築計画と設備計画が一体
となって機能する仕組みの提案が、益々重要となっ
ている。また、通風利用や昼光利用など、自然エネ
ルギー利用を行う上でも、自然との重要な接点であ
る。更に、太陽光パネルを外壁やルーバーに設置す
る例も数多く発表されており、創エネルギーにも寄
与する部位となっている。これらを総合化し、個性

図 4.1.4 タスク&アンビエント空調の設計例

図 4.1.5 床輻射冷暖房と自然換気の併用空調の
設計
機器の高効率化
ヒートポンプや吸収式といった熱源機の単体効率
が年々向上していると共に、部分負荷効率の向上策
として蓄熱や個別ヒートポンプ併用方式が採用され
ている。熱電併給システムとしては、コージェネレ
ーションの高効率化が進んでいる。また、家庭用ま
でを含めた省エネトップランナー機器の普及拡大と
して、LED 照明の汎用化・効率向上やルームエアコ
ンの高性能化が図られている。
再生可能エネルギーの活用
現状では、太陽光・風力発電を中心に再生可能エ
ネルギーの活用が進んでいるが、太陽熱利用等の技

図 4.1.3 外壁ルーバーに太陽光パネルを設置
した例
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術についても開発が進んでいる。一方、再生可能エ
ネルギーの採用が拡大するにつれ、系統電力の安定
性確保が課題となっており、再生可能エネルギーの
不安定な出力を補う技術として、電力貯蔵システム
が注目を集めている。
(2) 既存建築での取り組み
建築分野から排出される CO2 の大部分は、膨大な
ストックとなっている既存建物からのものである。
こうした背景からも既存建築における実効的な省
CO2 改修は、重要なテーマといえる。改修設計では、
新築設計とは異なる設計条件下での取り組みが必須
となり、既にある建築や構造躯体の制約の中で立案
すること、限定されたインフラ状況の範囲で実施す
ること等が求められる。更に、効率的な改修を行う
ためには、現状分析が必須であり、改修前の段階で
の詳細なモニタリング調査やエネルギー分析を行い、
こうした情報を活用して、実効的な改修メニューを
提案していくことが重要なプロセスといえる。対策
例としては、熱源及び空調システムの運用状況の実
態把握を行い、これらの分析から、高効率熱源機器
への更新、CO2 濃度制御、大温度差熱源供給システ
ム等が考えられる。
(3) 環境ソリューションでの取り組み（運用段階）
性能検証・コミッショニング
省 CO2 への取り組みをより実効的にするために
は、竣工以降の実運用段階での性能検証やコミッシ
ョニングを継続して行うことが不可欠といえる。具
体的には、建物全体のエネルギー消費量分析や類似
用途とのベンチマーキング、熱源システムの効率評
価、室内環境の達成度の評価、更に、導入した各種
の省エネルギーシステムの評価（例えば、外気冷房
や照明制御、自然換気の効果）も含まれる。また、
最近では、建物の使われ方の調査や分析も、建築物
の“環境性能”を評価する上では、重要な情報とな
りえることから、ワークプレイスでの行動調査、温
冷感や作業効率に関する主観調査を実施し、実態把
握を行い情報整理が行われている。こうした評価・
分析を通じて、以降の運用改善に繋がる提案が望ま
れるところとなっている。これらの行為はいわゆる
“見える化”という用語で用いられることが多いが、
こうした見える化が行われる背景には、顧客、管理
者、設計・施工者、機器メーカー技術者にいたる関
係者間の認識を共通することにより、様々な“気づ
き”を誘発し、より効率的な施設運用やより高度な
設計技術へのフィードバックに繋げ、総合的な観点
から建築分野の技術発展と生産性向上を押し上げよ
うという期待があると思われる。
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中長期の省エネ運用と技術のフィードバック
ライフサイクルの視点に立って、建物運用の適正
化を推進させることは、良質な建築をストックして
いく上でも重要なテーマといえる。建物の運用状況
は、常に固定されたものではなく、例えばテナント
の入れ替え等により、変化するものであり、こうし
た変化に対応し、継続的に省エネルギー運用を進め
る必要がある。
4.1.3 2030 年に向けたシナリオとロードマップ
4.1.3.1 ZEB 化達成シナリオ
4.1.2 項において ZEB に関する動向を示し、海外
において既に ZEB を実現している施設の紹介をし
たが、広大な敷地を利用した低層建築物に太陽光パ
ネルを大量に設置する方式であったり、比較的規模
の小さい建物となっている。また、各国において ZEB
の定義は様々であり、微妙に異なる。
日本の特徴は、気候の変化に富み（高温多湿な夏、
冷温低湿な冬がある）、敷地が狭隘で一定規模以上の
建物は中高層建築となる傾向が強いなど ZEB を実
現するには厳しい条件と言える。ただし、このよう
な条件において ZEB を実現することができれば、海
外においても十分に通用する技術となると思われる。
現段階の政府が発表している ZEB の定義は、経済
産業省が報告している「建築物における一次エネル
ギー消費量を、建築物・設備の省エネ性能の向上、
エネルギーの面的利用、オンサイトでの再生可能エ
ネルギーの活用等により削減し、年間での一次エネ
ルギー消費量が正味（ネット）でゼロ又は概ねゼロ
となる建築物」であると思われるが、海外の動向等
を考慮するとオフサイトによる支援も含めることが
現実的と思われる。さらに、エネルギー消費の対象
を冷暖房・給湯・換気・照明など所謂省エネ法で対
象とするものとするか、OA 機器やコンセント負荷
まで見込むか、また、雨水・中水利用などの資源再
利用の効果や敷地内樹木の CO2 吸収を見込むのか
など、定義そのものがあいまいな点があると思われ
る。早期に日本における ZEB の定義及び実現モデル
を策定する必要があると思われる。これらの策定は、
後続する専門委員会に委ねることとし、ここでは、
ZEB 化達成に向けたアプローチ方法の提案を行う。
ZEB 化の達成は、建物用途、立地条件などを勘案
して、可能な限りのオンサイトでのエネルギー消費
量の削減努力が必要条件となる。ZEB は、その上で
オフサイトによる支援により実現される。オンサイ
トでのエネルギーの有効利用に関しては、低炭素化
技術の促進、政府の動向を踏まえ、次の 5 つのカテ
ゴリーからの取り組みが重要となると考えられる。

の統合設計基準などの整備が必要と考えられる。
(Ⅵ)は、近隣における再生可能エネルギーの開発
や既存ビルの改修により創出したクレジットの活用、
オフサイトにおける低炭素エネルギーの開発などが
考えられる。
以降、オンサイト及びオフサイトにおいて期待さ
れる具体的取組みについて紹介する。

(Ⅰ)負荷そのものの削減
(Ⅱ) 電気や都市ガスなどのエネルギーの最大
限の有効利用
(Ⅲ) 安全性を考慮した低炭素化エネルギーの
利用
(Ⅳ) 効率的運用
(Ⅴ) 行政的な規制と支援
これに加えて、
(Ⅵ) オフサイトの低炭素エネルギーの利用
により、ZEB 化を達成する。ZEB 化へ向けたイメー
ジを図 4.1.6 に示す。

4.1.3.2 オンサイトにおける取組み
高断熱・高気密化の進展
建物負荷を抑制するために外部の熱や光の遮断又
は取得のどちらが適しているかは、季節や時間帯に
よって異なる。そのため、より一層の高断熱・高気
密化を進めるには、現状の高断熱・高気密化技術に
加え、その可変化が求められる。例えば、外部可動
日射制御システムにより、昼は日射遮蔽して室内負
荷を抑制しつつ、朝・夕方は昼光を積極的に活用し
て照明用電力を削減するような運用が可能となる。
高効率機器
発電分野では、コージェネレーションのより一層
の高効率化が進展するが、とりわけ燃料電池の開発
が活発に行われ、SOFC（固体酸化物型燃料電池）の
市場投入・普及により、発電効率が 50～60％と非常
に高いため、発電だけでも大幅な省エネ性向上に貢
献すると考えられる。これに加え、廃熱を空調・給
湯などに高効率利用することにより、さらに省エネ
性が向上する。また、東日本大震災を受けて、建物
の防災性能向上や節電対策の観点からもコージェネ
レーションは注目を集めており、導入が進展すると
考えられる。それに伴い、発電効率や廃熱利用の高
効率化と共に、燃料として都市系ゴミのメタン発酵
や木質バイオマス等のバイオマスエネルギーの活
用・都市ガス等との混焼技術が進展し、より一層の
省エネ化が可能となる。
空調分野では、既存技術であるヒートポンプや吸
収式のより一層の高効率化が必須となる。また、新
規技術として、ヒートポンプについては、暖房ヒー
トポンプの効率化・汎用化により、効率の高い暖房
用熱源の選択肢が広がる。
給湯分野では、高効率な潜熱回収型給湯器や給湯
用 HP の普及拡大が必須である。また、給湯用 HP
の高温化により、高温需要を賄う熱源の選択肢が広
がり、さらなる省エネ化への一助となる。
照明分野では、LED 照明の汎用化はもとより、次世
代照明（有機 EL）の実現により、更なる高効率化が
可能となる。また、照度に変わる光環境評価技術と
制御の確立も重要であり、これが実現すれば、快適
な光環境を担保しつつも、より低い照度の設定によ
る省エネ化が可能となる。

一次エネルギー消費量[MJ/㎡・年]
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Ⅰ.負荷削減

Ⅱ．エネルギー利用の高効率化

Ⅲ.使用するエネルギーの低炭素化

Ⅳ.運用的手法

Ⅵ．オフサイトでのエネルギー低炭素化

Ⅴ。 法的規制・政府支援は全体として底上

図 4.1.6 カテゴリー毎の削減イメージ
(Ⅰ)は、高断熱、日射遮蔽など建築自体でのエネ
ルギー負荷の抑制や、室内環境の調整を通風や昼光
利用などの自然エネルギーの直接利用で行い空調や
照明設備への負担を軽減させる思想である。さらに、
低消費 OA 機器などの負荷発生源となるものの高効
率化も含める。
(Ⅱ)は、いわゆる設備システムの高効率化であり、
より少ないエネルギーで負荷処理を効率的に行う。
高効率熱源機器、搬送動力の低減、高効率照明器具
などが当てはまる。
(Ⅲ)は、太陽光発電をはじめとする新エネルギー
や都市排熱などの未利用エネルギーの活用を目的と
したエネルギーの面的利用などが考えられる。
(Ⅳ)は、用意された建築的手法や設備的手法を如
何に、実際の施設運用段階で適正にその能力を発揮
させるかに関係する運用的手法である。詳細なモニ
タリングや性能検証（コミッショニング）の実施に
よる最適化運用、運用改善など、統合制御を実現さ
せていく内容である。
(Ⅴ)は、経産省の新たなビジョンにもある「2030
年までに新築建築物全体での実現」に向けるために
は、現行の省エネ法基準の強化や、税制上の優遇、
省エネ性能のラベリング制度による付加価値向上な
ど政府主体の活動を行い、省エネ化の底上げが必須
となる。また、よりパッケージ化された省エネビル
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まえた今後の環境政策のあり方について 中間とり
まとめ」
（平成 23 年 11 月）では、低炭素・分散型エ
ネルギーを最適活用する都市づくりに向けて「熱を
含めたエネルギーの効率的な面的利用の推進が必要」
と明記されている。
先進的な取組みとして、東京・丸の内における地
域冷暖房の相互熱融通やｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞの実証、シドニ
ーにおける「分散型ｴﾈﾙｷﾞｰﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ」の推進等が行
われており、今後の普及拡大が期待される。
運用の最適化
ユーザーフレンドリー、若しくは、遠隔監視及び
制御が可能な次世代型 BEMS や HEMS の開発により、
採用するビル・住宅を増やすことが必要となる。ま
た、ICT 技術を駆使して BEMS や HEMS をネットワ
ーク化し、地域エネルギーマネジメントを行うこと
により、街区全体での最適化を図る。

再生可能エネルギーの活用
電力での活用としては、太陽光発電・風力発電の
高効率化及びコストダウンにより、より一層の普及
が進展し、省エネ化に貢献する。なお、太陽電池に
ついては、現在、シリコン系太陽電池が主流であり、
発電効率は 10～20％に留まるが、化合物結晶系太陽
電池では発電効率が 30～40％と大幅な効率向上が
見込める。また、太陽光発電・風力発電の不安定性
を補う電力貯蔵システムとしては、現状、二次電池
（NaS 電池、リチウム電池等）が主流であるが、キ
ャパシタや超伝導電力貯蔵の開発・普及により、電
力貯蔵ロスの削減が期待できる。
また、熱での活用としては、太陽熱を冷暖房に有
効活用した空調システムや給湯システムの開発・普
及により、更なる省エネ化が進む。さらに、都市部
における食料残渣や紙ゴミ、農村部における間伐
材・家畜糞尿など、各地域に適したバイオマス活用
技術（バイオガス利用、バイオマス発電など）の普
及により、さらなる省エネ化が可能となる。
未利用エネルギーの活用
ヒートポンプについては、大気熱のみならず、河
川熱・下水熱・地中熱など都市の低温未利用エネル
ギーを活用することにより、更なる高効率化が可能
となる。また、清掃工場廃熱など都市の高温未利用
エネルギーについては、周辺街区における蒸気ネッ
トワーク配管の整備により、有効利用が可能となる。
なお、都市の未利用エネルギーの活用に向けては、
河川・下水・清掃工場廃熱などの活用を円滑に進め
るための法制度を含む環境整備が必須となる。
エネルギーの面的利用
都市には様々な建物用途が混在するため、エネル
ギーの面的利用により街区全体の負荷平準化が可能
となり、熱源の稼働率が向上するため、省エネに寄
与する。また、エネルギーの面的利用により、開発
規模が大きくなるため、再生可能エネルギーや未利
用エネルギーの導入効果が高くなり、活用を促進す
るといった相乗効果が見込める。さらに、我が国に
おける都市構造は、非常に狭い範囲に中高層ビルが
高密度に集積するという特徴を有しており、各建物
間でエネルギーを融通した際のロスが非常に小さい
ことから、エネルギーの面的利用に向いていると言
える。
なお、エネルギーの面的利用の類型としては、各
ビルに設置されている電源・熱源をネットワーク化
する方式（ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸ・ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄ）や、地域
冷暖房などに見られるように集中熱源とする方式な
どが考えられる。
エネルギーの面的利用については行政も導入を推
奨しており、東京都環境審議会「東日本大震災を踏

これらの取り組みに対して空気調和・衛生工学が
果たす役割は大きく、ほぼ全ての化石燃料を輸入に
頼る我が国においては、エネルギー・セキュリティ
の観点から意義がある。また、これらの取り組みの
中でも、空気調和・衛生工学分野には、特にエネル
ギー利用の高効率化を推進することが期待されてい
る。
しかし、これらの技術を単独で導入するだけでは
効果に限界がある｡空気調和・衛生工学分野には、そ
れらの革新的技術を統合する技術が求められている。
4.1.3.3 オフサイトにおける取組み
前述したように、ZEB を実現するためには、オフ
サイトによる支援が必要である。但し、建物の断熱
性能や冷房・暖房・給湯などの省エネルギー化とい
ったオンサイトでの取組みをしっかりと行わずに、
安易にオフサイトからの CO2 クレジット購入など
に頼ることになれば、結局、オンサイトの取組みに
よる 80％削減を達成できなくなり、本末転倒な結果
となってしまう。
英国では、このような事態を防ぐため、ヒエラル
キーアプローチという概念が導入されている（図
4.1.7）。これは、オンサイトによる CO2 削減をでき
るだけ優先し、不足部分についてはオフサイトによ
り削減するという考え方であり、具体的には取組み
を次の 3 段階に分けている。まずは、(1) 建物の断
熱性能、パッシブ性能、暖房、給湯などの建築設備
の省エネルギー性能が最も重要である。その上で、
(2) オンサイトでの太陽光、太陽熱、コージェネレ
ーションなどによる再生可能エネルギーの活用、バ
イオマスなど低炭素の地域熱供給の活用を行う。最
終段階で、(3) 近隣における再生可能エネルギーの
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開発や既存ビルの改修によるクレジット、オフサイ
トの低炭素エネルギーの開発などを利用することが
推奨されている。このような考え方は、日本でも大
いに参考にすべきであろう。

図 4.1.7 英国の ZEH に関するヒエラルヒー
アプローチ

図 4.1.9 バイオガス都市ガス導管注入の
実証事業

以降、オフサイトの低炭素エネルギーの開発につ
いての具体的事例を示す。

水素インフラの整備
水素は、CO2 を排出しないクリーンなエネルギー
であるため、電気やガスに続く新たなエネルギー源
としてインフラの整備が期待されている。但し、新
たなインフラ整備には大きな投資が伴うため、全国
に押し並べて敷設展開するのは非常に非効率である。
そのため、大規模再開発地区等に限定して水素イン
フラを整備する「ローカル水素ネットワーク」が現
実的かつ効率的であると考えられる（図 4.1.10）
。な
お、水素を化石燃料から改質して生成する場合には、
生成の過程で分離された CO2 を貯留する CCS の確
立が必要となる。

系統電力と再生可能エネルギーの融合
メガソーラー発電など大規模な太陽光発電や風力
発電を系統電力に組み込むことにより、環境負荷の
低い電力を供給することが可能となる。メガソーラ
ー発電については、NEDO の実証事業を足がかりと
して（図 4.1.8）、今後の建設促進が期待されている。
一方、我が国における風力発電の拡大には、風の乱
れや台風、雷など厳しい気象環境への対応や、風車
騒音の問題などにも取り組む必要がある。また、欧
州では、立地制約のある陸上から、洋上への展開が
始まっており、今後、洋上での市場の拡大が予測さ
れる。

図 4.1.10 ローカル水素ネットワークのイメージ

図 4.1.8 メガソーラー発電の実証事業

今後は、これらの技術をオンサイトでのエネルギ
ー利用とベストマッチさせる技術こそが重要となる
であろう。

都市ガスと再生可能エネルギーの融合
食料残渣のメタン発酵などにより発生したバイオ
ガスを都市ガス導管に注入することにより、環境負
荷の低い都市ガスを供給することが可能となる。既
に実証事業が始まっており（図 4.1.9）、今後の普及
拡大が期待される。

4.1.3.4 ZEB 化達成ロードマップ
経済産業省の「技術戦略マップ 2010」による様々
な低炭素化技術の革新により、エネルギー消費を極
限までに削減し、運用手法による統合制御を実現す
ることで、ZEB 化到達の糸口とすべきであろう。
そして、2030 年までに ZEB 化技術を確立し、2050
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年までに関連分野のゼロ・エネルギー化完全移行を
目指す。
4.1.4 まとめ
ZEB 化到達の為には、政府のバックアップも必要
であるが、強力に ZEB 化を進めるリーダーシップが
必要とされる。建築物のエネルギー消費に関して、
最前線にいる空気調和・衛生工学分野に携わる技術
者に掛かる責任・役割は大きい。
また、ZEB の議論は国内外において活発に行われ
ているが、ZEB の定義は様々であり、各国において
微妙に異なる。本来、このような定義はそれぞれの
特徴を許容しつつも思想・方針は統一されているべ
きであり、本会が積極的にリードしていくべきこと
の一つである。よって、空気調和・衛生工学会にお
いて専門委員会を設立し、早期に定義の策定を行う
こととする。その上で、空気調和・衛生工学会とし
て、具体的な ZEB の実現モデルを提示することとす
る。
さらに、空気調和・衛生工学会として、東日本大
震災の被災地における ZEB を活用したネット・ゼ
ロ・エネルギー・タウンの実現を先導する等の役割
を担うことにより、震災復興に貢献していく。

参考文献
1) 資源エネルギー庁 ZEB の実現と展開に関する
研究会：ZEB の実現と展開について～2030 年で
の ZEB 達成に向けて～、2009.11
2) 空気調和・衛生工学 2010 年 11 月号
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5.1.2 欧米諸国での取り組み
BIM の広範な普及が進む欧米諸国における BIM
に関する概念や環境設備分野での取組みについて以
下にまとめて示す。
(1) ASHRAE における取組み
アメリカでは、ASHRAE が作成した BIM ガイド
と し て 「 An Introduction to Building Information
Modeling」２）があり、空調分野における BIM の活用
概念として、設計段階では、空調負荷計算、エネル
ギーシミュレーション、ダクト・配管計画、コスト
コントロールのための数量計上などが挙げられてい
る。３次元空間情報（3D）の活用にとどまらず、施
工工程のシミュレーションへの活用による時間軸の
管理（4D）や経済軸としてのコスト管理（5D）にも
言及されている。3）
(2) NIBS（米国建築科学研究所）の取組み
米国における BIM に関する基準として、
「National
Building Information Modeling Standard」4)が公表され
ている。この中で、BIM を以下の 2 種類で定義して
いる。1 つは「Building Information Model」として、
建築のライフサイクルを通して共有される物理的、
機能的特性を規定するデータとしての定義である。
もう 1 つは「Building Information Modeling」として
の、デザインシミュレーション、可視化、干渉確認、
法規確認、工程計画、コスト分析のためのモデリン
グ行為自体を指すという定義である。これらの定義
はまさに、IPD（Integrated Project Delivery）による協
業形態の下でアーキテクト、エンジニア、請負業者、
建築主などのプロジェクトに関わるチームが初期段
階から協働して最適な建物資産という共通の目標に
向かって決定を下すという、BIM を中心とした環境
設備関連データのフルパッケージ化による設計施工
業務の合理化推進の骨格を示すものであるといえる。
(3) 北欧における取組み
フィンランドにおける取組み事例として、同国の
政府系施設管理会社である Senate Properties は 2007
年以降に発注される施設について、BIM データの提
出を義務付ける要求仕様書を発行している 5）。要求
仕様書は 9 分冊からなり、ハード面での設備設計や、
気流や照明のシミュレーションなどによる環境性能
解析について規定されている。

5. 提言 3： 高度合理化のための基盤整備
5.1 設備設計･工事の高度合理化と BIM
建設市場縮小と建設業就業者数の漸減の局面を迎
えた今日、技術の伝承と同時に空気調和・衛生設備
分野を含む建設業界の業務プロセスの見直しが求め
られている。改善の切り口として、建築環境設備の
設計・施工という業態への本格的な ICT（Information
and Communication Technology）の活用に対する視座
がこれまでになく重要性を増している。
建設業界において、CAD（Computer Aided Design）
によるコンピュータ支援設計の普及が始まって 20
年以上が経過するが、その間に、劇的な ICT の発展
を背景に製造業を中心に産業界では、設計行為のあ
り方そのものが変革してきた。
このような状況の中で、空気調和・衛生工学分野
において、建築、環境設備の設計・施工を高度に合
理化するための手法として、建築プロジェクトの企
画から設計・施工、運用維持管理、解体までのライ
フサイクルでの建築環境設備データの作成と管理を
効 率 的 に 継 続 す る BIM （ Building Information
Modeling）の活用に期待が高まっている。
本稿では、BIM を中心とした環境設備関連データ
のフルパッケージ化による設計、施工、管理業務の
各段階での合理化推進と連携、ならびに各業態が目
指すべき姿について展望する。
5.1.1 本学会における BIM への取組み
本学会においては、フルパッケージ化された BIM
へ至る初動として、空気調和部門での部分的な BIM
の 活 用 を 視 野 に 入 れ 、 平 成 22 年 度 に BIM ・
CFD(Computational Fluid Dynamics)パーツ化小委員
会１）を発足させている。この小委員会では CFD 解
析における BIM データの利用法についてのガイド
ライン策定を目指している。具体的には、吹出口や
機器発熱条件などをパーツとして標準化し、そのデ
ータをベンダーやユーザー間で流通させるためのデ
ータベースの整備ならびにガイドラインの策定を目
標に、3 年間の活動期間が設定されている。
理想的な最終目標として、企画、設計、施工、運
用までを包括したフルパッケージ化された BIM に
よるプロジェクト運用が俟たれるところであるが、
その段階へ至る前に、BIM の活用が有効で、その採
用に障壁が少ない、言い換えれば採用しやすい部分
から BIM を採用していくことが BIM の拡大と定着
に有効であるといえる。本学会においても、まず
CFD への建築３次元情報の活用を端緒に、BIM を活
かした環境設備設計の合理化の推進に取り組んでい
る。

5.1.3 設計施工業務における BIM への取組み事例
5.1.3.1 BIM データの構築と活用のイメージ
BIM はこれまでに述べたように、従来の CG や 3D
の概念を内包した建物の３次元形状情報に加え、各
部位の仕様や性能、コスト、工程などの付随情報を
併せ持った建築モデルおよびこれらを生成する行為
を指している。
以下に BIM の活用イメージについて述べる。
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設計段階においては、建築、構造、設備に関する
基本的な 3 次元形状を作成することになる。このと
き、必要なシミュレーションを設計と平行して実施
し、解析結果を踏まえて設計内容（形態やシステム）
にフィードバックを行う。また可能な限り構造を含
む建築形態と設備配管・ダクト・ラックの干渉をチ
ェックし、設計段階から建築計画にフィードバック
しながら、徐々に仕上げ、構造、開口部や設備シス
テムといった建築、環境設備情報を充実させて設計
段階での BIM を完成させる。相互の情報連結と、デ
ータの重ね合わせならびに各種情報の統合活用のイ
メージを図 5.1.1、5.1.2、5.1.3 に示す。
施工段階においては、設計段階で定めた BIM から、
必要な情報を取り出し、施工図を作成する。この際
に建築データと設備の配管、ダクト、ラックとの現
場段階での最終的な干渉チェックを行う。また施工
シミュレーションやコストシミュレーションを行っ
て工程だけでなく、竣工までのコスト管理も行う。
管理段階においては、BIM による継続したシミュ
レーションを通して法的な性能充足の確認を行う。
シミュレーション結果と運用情報の比較を行い、乖
離している場合は最適な施設運用を策定し、場合に
よっては改修計画の円滑な立案を図ることとする。
改修工事を実施した場合、工事完了後、BIM をメン
テナンスして、改修情報を建物のカルテとして残し
て、建物のライフサイクルマネジメントに資するツ
ールとする。
BIM の普及は、建築主・クライアント、設計者、
施工者のそれぞれに多くの便益をもたらすことが認
識されつつある。作業量の増大に対する正当な対価
など克服すべき課題はあるが、それぞれの立場から
の BIM 導入による利点を表 5.1.1、表 5.1.2 に列記し
て整理する。

図 5.1.1 各種建築情報を包括した BIM のイメージ

図 5.1.2 各種建築情報を重ねた 3 次元図面のイメ
ージ

表 5.1.1 BIM 導入による利点（建築主・クライア
ント）
① 工事費明細の高い精度での把握
② 建物構成・特徴の理解度の大幅な向上
③ 建築・構造・設備の細部の３次元モデルでの確
認
④ プロジェクトの広報や周知への 3 次元モデル活
用
⑤ CO2 削減効果など、環境面のアピールが可能
⑥ プロジェクト特性に応じた発注形態への展開
⑦ コスト・技術力の正確な理解と総合的な評価
⑧ 設計・建設チームとの協働による工期短縮

図 5.1.3 建築設備の仕様などを包括した BIM イメ
ージ

45

表 5.1.2

(1) 設計段階でのシミュレーション解析への活用
BIM を採用したプロジェクトにおいて、意匠設計
の一環として作成された 3D-CAD データを活用して、
解析モデルを作成しシミュレーション解析を実施し
た事例について示す。図 5.1.5 に 3D データを使って
自動生成させた気流解析のための解析モデルを示す。
このモデルを活用して CFD による気流解析を行っ
た結果を図 5.1.6 に示す。

BIM 導入による利点（設計者、施工者）

① フロントローディングによる、関係者の知恵や
ノウハウを集結し、後工程での不具合発生の未
然防止
② 手戻り・修正に要するコストと時間の削減
③ 建築主との意識共有の深化と意思決定の早期化
④ 全ての関係者間で計画意図と重要事項を周知徹
底し、効率的な協働が可能
⑤ 設計段階での設計・施工協働により、納まりや
干渉チェックの早期実施とフィードバックが可
能
⑥ 各段階での意匠、構造、設備の不整合の未然防
止
⑦ 円滑なデータ移管による現場作業負担の軽減
⑧ 施工者による積算業務の効率化
⑨ 発注後の仕様変更の際の、増減費用の正確な把
握
⑩ プレファブリケーション化による効率化の促進
⑪ コスト・技術の総合的提案による差別化の可能
性

図 5.1.5 3D-CAD データから作成した気流解析モ
デル

以上のように、BIM 採用のメリットは、設計者、
施工者、クライアントが BIM という建築、環境設備
に関する共通のプラットフォームを持つことで、意
思伝達と意思決定を円滑化し、設計の早期化と深度
化を推進するためのツールであるといえる。すなわ
ち BIM を用いることによって、設計、施工、運用の
各段階での業務の合理化が期待できる（図 5.1.4）。

風向

クライアント

意思決定
3者の共通プラットフォーム
図 5.1.6
設計者

設計の早期化
と 深度化

BIM

施工者

BIM と連携したモデリングでの気流解析
結果

次に、建築内部の光環境のシミュレーション解析
への活用について示す。内装仕上げ仕様を含む建物
情報や、採光のための開口部条件を BIM と連動して
作成することによる、光環境シミュレーション解析
を行った。図 5.1.7 は、冬至の東京での窓開口からの
自然採光と天井照明による光環境の解析結果である。
また図 5.1.8 には同じ空間モデルでの輝度分布解析
結果を示す。
以上のような気流・温熱環境解析や光環境解析の
結果を分析し、気流性状をより良く、室内の光環境
をより良くするために建築計画へのフィードバック
を行うことが可能となってきた。

意思伝達

図 5.1.4 建築情報のプラットフォームとしての
BIM
5.1.3.2 BIM 活用事例
BIM は、その採用において障壁が少なく、設計や
施工の業務の合理化・効率化に資する部分、即ち採
用しやすい部分から採用・活用していくことがその
拡大と定着に有効である。ここでは、建築の各段階
においてフルパッケージ化には至らないまでも部分
的に適材適所の考え方で BIM を活用したいくつか
の事例を示す。
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図 5.1.10 配管と建築躯体の干渉検討例
図 5.1.7

図 5.1.8

(2) 設備機器・配管・ダクトの干渉確認への活用
設備設計期間もしくは施工段階初期において、設
備機器・配管・ダクトの収まり状況と、床壁天井と
いった建築部材との干渉度合いを確認するために
3D-CAD での建築、設備情報の統合を行った事例を
示す。
図 5.1.9 に空調機械室内の収まり検討の例を、図
5.1.10 には壁や梁等の建築躯体と配管との干渉検討
の例を示す。このような部分的な BIM の活用によっ
て、設計から施工段階への円滑な移行を支援するこ
とが可能となる。

BIM と連携した室内光環境解析結果

(3) CASBEE 評価システムへの BIM 活用
環境性能評価システムへの BIM の活用事例とし
て CASBEE-BIM６）の例を以下に示す。
市場における建築物の環境性能の向上を目的とし
た建築物の総合的環境性能評価システムは、国内外
で環境に配慮した建築の設計上重要なツールとなっ
ており、CASBEE の急速な普及と関連制度の充実が
それにあたる。このような設計支援ツールの普及と
効率的な運用を前提に考えれば、設計入力から自動
的に CASBEE 評価とその結果の可視化をもたらす
ような仕組みの実現が望まれるところである。その
ため、2008 年 10 月より、CASBEE 研究開発委員会
の中に CASBEE-BIM 対応 WG を立ち上げ、ソフト
開発会社との共同により、BIM と CASBEE との統合
化システムについて多角的な検討が開始された。
評価対象項目の考え方として、CASBEE には定性的
な内容を評価する項目もあり、すべてを評価するこ
とはできないため、CASBEE 新築（簡易版）の 96
項目を検証し以下の表 5.1.3 に示す 4 つのカテゴリに
分類がなされた。
また、設計者、施工者へのヒアリングにより、
CASBEE 評価における課題などを抽出すると、その
評価に手間がかかるという意見が多数を占める。そ
のため、BIM ツールで CASBEE を評価することの当
面の目的を評価手間の緩和と捉え、PAL の自動計算
や室内環境項目、サービス性能といった建築データ

BIM を使った室内輝度分布解析結果

負荷計算や気流解析などのエネルギーシミュレー
ションの次のステップとして、設備システムシミュ
レーションの開発・展開が俟たれるところである。
BIM の普及により、ファサードや建築平面構成、
断面形状の計画と並行して、熱源や空調、照明の設
備システムシミュレーション実施の必要性が高まっ
てきている。運用段階を想定したシステムシミュレ
ーションにおいては、省エネルギー性と快適性を備
えた、環境・設備計画を推進することが可能となる。
BIM の活用により、エネルギー解析とシステムシ
ミュレーションが設計と連動するようになり、解析
と設計の相互フィードバックによる設計過程の合理
化を推進する事例が現れはじめている。

図 5.1.9 空調機械室内の機器配管収まり検討例
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員数を確認するほか、BIM モデルの算出数量を活用
して外壁や窓形状といった全体工事費への影響が大
きい要素を考慮したコスト比較などが試行された。
公表された内容としては、仕様書で平面図、立面図、
建具表への BIM 導入を求め、構造は一部を対象とし、
設備は対象外とされた８）。

表 5.1.3 CASBEE 新築(簡易版)の BIM 情報適用
可能項目
分類
A BIM 情報から直接抽出可能な項
目
B BIM 情報の下項や数式処理によ
り評価が可能な項目
C BIM 情報を利用したシミュレー
ション結果により評価が可能な
項目
D BIM 情報では評価が困難な項目
(定性的な項目など)

項目数
8
34

5.1.3.4 今後の課題
BIM 元年といわれた 2009 年以降、建築業界では
従来の 2 次元および 3 次元の CAD から発展し、BIM
の活用へと大きく舵を切り始めたといえる。BIM の
導入により、「生産性が高まる」「品質が向上する」
「環境負荷低減の検討が容易になる」などの利点が
得られるとされ、注目が高まりつつある状況である。
これまでメリットと直結した施工業態において導入
が先行した感があったが、設計業界においても、特
に意匠分野において可視化のツールとしての活用を
中心に BIM に取り組んだプロジェクトが散見され
るようになってきた。その一方で、構造や設備、環
境シミュレーションや積算などのエンジニアリング
分野において、意匠担当が作成した BIM データを活
用し、本来の BIM のメリットを享受するには、未だ
多くの課題が残されている状況である。その例とし
て以下のようなものがあげられる。
例えばそのデータの取り扱いについては、CAD ソ
フトの操作性やそのファイルのデータ構造の複雑化
は、建築主と請負業者との間、または請負業者間で
のデータの相互共有を阻害する要因となることが予
想される。また、各種ソフト間の互換性の欠如が、
作業の効率化を妨げることが懸念されるところであ
る。このような課題がある一方で、BIM の普及に呼
応して、構造、設備を含む 3 次元建築モデルデータ
を共通化するための国際規格の策定が進みつつある
状況である。空気調和・衛生工学分野は積極的に関
与する機会を逃してはならない。
建築プロセスに与える変化としては、BIM の採用
によりフロントローディング化が進むことで計画の
骨子だけでなく多くの部分がプロジェクトの初期段
階で決定するため、建築主の意思決定時期も早まる
こととなる。建築主にはプロジェクト管理の意識が
求められ、時機を逸した計画の変更への対応はこれ
まで以上に難しいものとなる。一方、実施設計段階
や、着工前後の設計者、施工者の業務量が増加する
ことから、設計業務期間確保が必要となる。また、
BIM 導入による入力作業の増大について、３次元
CAD の入力方法はソフトの改善が進み、高さ方向の
情報入力が容易化し、２次元 CAD と同等に近い作
業速度が実現できるようになってきている。しかし
ながら、BIM の場合、部材の仕様、性能、コスト情
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との連携が比較的容易な項目を抽出して評価と連動
させている。開発されたソフトは、CASBEE の研究
開発組織である一般社団法人日本サステナブル建築
協会(JSBC)による「BIM ツールにおける CASBEE 評
価導入ガイドライン」７）に適合した内容となってい
る。
「BIM ツールにおける CASBEE 評価導入ガイド
ライン」は、今後、他の BIM ベンダーが同様の試み
を行う際に参照するガイドラインとして BIM ベン
ダーを対象にまとめられたものである。
CASBEE 研究開発側に対しては、これらのユーザ
ーの意見を吸い上げていくとともに、より多くの評
価が可能となる枠組みの検討推進がきたされるとこ
とである。
5.1.3.3 我国の行政動向
我国の行政の動向としては、国土交通省営繕部よ
り、2010 年 3 月、官庁営繕事業における BIM 導入
プロジェクトの開始について方針が公表された。そ
の内容は「国土交通省 CALS／EC アクションプログ
ラム 2008」に揚げられた、
「3 次元データを活用した
モデル設計・施工の実施」の方針に基づくものであ
る。
設計・施工から維持管理に至る過程で一貫して
BIM を活用することが、施設整備・保全に係る行政
コストの削減、官庁施設の品質確保、及び官庁施設
における顧客満足度の向上に資するとの観点から、
2010 年度より、官庁営繕事業において BIM を導入
したプロジェクトを試行的に実施し、BIM 導入の効
果・課題等を検証することとなっている。
具体的な動きとして、2010 年 6 月、「新宿労働総
合庁舎」の BIM を用いた公募型プロポーザルが実施
された。作成した BIM モデルを活用して、設計の各
段階（基本設計方針策定段階、基本設計段階、実施
設計段階）で、BIM を利用しない通常 の設計と BIM
による設計とのプロセスの違いや、設計にかかる人

48

報など煩雑なデータ設定が付随するため、通常の３
次元 CAD よりも作業負担は増大するのが現状であ
る。
本稿で述べてきたとおり、フルパッケージ化され
た BIM による最終目標に至る前段階として、使い易
い部分から BIM を導入し、そのメリットを享受し、
徐々に全体への拡張を推進することが望ましいとい
える。部分的な BIM 採用からフルパッケージ化への
道程における課題について以下に整理する。
(1) BIM の損益分岐点
BIM では、建物とその建築に関わる多様な情報を
3 次元の建築モデルに統合し、設計、積算、施工、
維持管理に至る一連のプロジェクト全体で活用する。
このことで、さまざまなメリットが得られるが、他
方で入力する情報や作業が増大する。特に BIM への
移行期においては、入力についての習熟やツールの
整備がなされていないので、特に負担が大きくなる
傾向があるといえる。
BIM の導入により得られるメリット（解消される
問題点）に多くを望めば、より多くの労力が必要と
なる。BIM への習熟やツールの整備にあわせて BIM
の入力精度を高めることが効果的な運用と考えられ
る。
また、設計・施工のいずれの業態においても、現
時点では、BIM の活用に対して、対価が支払われる
動きは見られない。設計プロセスの合理化という観
点から、労力とメリットの損益分岐点を探る必要が
ある（図 5.1.11）。

図 5.1.11

BIM のメリットと労力の損益分岐点

(2) 部分的な BIM からフルパッケージ BIM へ
部分的に BIM を採用し BIM のメリットが活かし
やすい項目を抽出し、必要に応じて BIM と CAD を
併用する過渡期における BIM 採用のあり方が考え
られる。
例えば、設備設計においては、建築、構造、設備
の整合性を確認するため、梁貫通箇所確認の為のメ
インダクト、ケーブルラックルート、納まりの厳し
い部分の天井内、機械室、電気室など、BIM の導入

効果の高い部分を抽出して BIM 化することが部分
的な BIM として実施されている。また、3D 環境シ
ミュレーションなども、部分的な BIM 採用の例とい
える。損益分岐点の観点からも、BIM の導入につい
ては部分的な BIM 採用から始めて、特定プロジェク
トにおいて徐々にフルパッケージ化された本来の
BIM の導入へ向かうような柔軟性が求められている
といえる。
5.1.3.5 BIM を活用した新たなサービスの提供
BIM は、そのモデルデータを活用し、設計業務、
施工業務、積算業務、資材発注管理、ファシリティ・
マネージメントなどの作業を合理化するだけでなく、
部材に保持している情報を各種シミュレーションツ
ールに受け渡すことによって、構造解析やエネルギ
ー解析、流体シミュレーションなどに応用できる。
従来の建築プロセスとは異なり、計画の初期段階か
ら、設備と建築（意匠、構造）の高い連携が図れる
ため、設備と建築が一体化した提案や、建築と十分
に整合した質の高い提案やサービスをクライアント
に提供できるようになる。また各種解析ツールを駆
使することで、環境・設備に関する設計・施工段階
での提案力の多様化、コストと技術に裏打ちされた
提案・競争の実現が期待できる。
以下、表 5.1.4 に BIM を利用したサービスにつ
いて一例を示す。
5.1.4 空気調和・衛生工学会と建築設備業界におけ
る BIM への取組みに対する提言
当学会として、建築設備業界ならびに学術教育分
野における BIM への取組みについて展望する際、各
業種分野が相応のメリットを享受できる仕組みに対
するビジョンの提示が望まれるところである。
BIM の特徴である、建築プロジェクトの企画から
設計・施工、運用維持管理、解体までのライフサイ
クルでの建築環境設備データの作成と管理を効率的
に継続する行為を大局的な視座に立って俯瞰する必
要がある。
ここでプロジェクトの中での BIM 活用のフロー
について以下にまとめる。
設計段階での作図作業量は増加することになるが、
3 次元の建築設計データへの設備データの統合によ
って干渉のない意匠・構造・設備の収まりが実現す
る。一方施工段階では BIM により設計された建築設
備データを活用してスムーズな施工検討が可能とな
り、また現場初期の収まり・干渉検討の作業が減少
することで施工工程やコスト合理化という本来の施
工検討に時間を割くことができるようになる。
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表 5.1.4
熱負荷計算

BIM を利用したサービス

熱負荷計算は、室内環境及びランニングコストに直結するため、正確な建物形状と部材の物性
情報を保持する BIM データから算出することの利点は大。
日射量、ガラスの日射特性を考慮し、日射負荷を精度よく算定可能。

圧力損失計算

ダクト・ダンパーや配管・バルブ類のモデルに圧力損失情報を保持させ、提案システムの搬送
動力予測やその削減方法を検討でき、省エネルギー化が図れる。

エネルギー

建築物・空調設備のみならず、照明設備、給湯設備、昇降機設備等をも含めた建築物の総合的

シミュレーション

なエネルギーシミュレーションツールと連携可能

CFD 連携

CFD と連携することで、快適性、省エネ性に配慮した空調システムの提案が可能
その汎用性を高めるためシミュレーションに必要となるデータの整理、定義、パーツ化のため
の仕様確定も連携に際して解決すべき課題である。

収まり確認と

設計の性能上・施工上・維持管理上の問題点の整理・検証により、施工段階での手戻りを防止

干渉チェック

可能。

施工計画（4D 化）

施工計画モデルを工程表に従って 3 次元情報に施工期間(時間)軸を加えた 4D 化することで、工
程表だけでは見つけることが難しい問題点の抽出が可能。計画合理化により、連続施工可能。

施工管理

レーザー計測による墨だし作業や IC タグとの連携により、施工図に適合した施工管理が可能。

その他

騒音計算、材料集計などの自動化。効率化

他方、建築主やファシリティマネージャーは設計、
施工を経てブラッシュアップを重ねた BIM データ
を活用してビル管理運用の合理化というメリットを
享受することができる。BIM の普及に呼応して、構
造、設備を含む 3 次元建築モデルデータを共有し、
多様なソフトウェアの円滑な相互運用を可能にする
国際規格の策定が進みつつある状況である。空気調
和・衛生工学分野からの積極的な提言が望まれると
ころである。
また BIM 採用で先行する欧米諸国や、萌芽期を迎
えた我が国での実プロジェクト事例による知見から、
BIM はフルパッケージ化された完璧な姿での採用を
めざすよりも、むしろ各段階に適した部分的な採用
でも大きなメリットが得られるといえそうである。
それは、設計段階における建築 BIM データと設計時
の詳細なシミュレーション解析への展開であり、施
工段階で繰り返しチェックされる建築工事と設備工
事との干渉回避検討の合理化への活用などが示唆す
るところである。
例えば、総合請負業者や設備施工業者は工事発注
以前のプロジェクトのより早い段階で、建築主や設
計者、場合によっては管理運営者からなるチームに
参画し、施工段階や運用後の改修・更新をにらんだ
ライフサイクルでのコストミニマイズに向けて協働
すべきかもしれない。
また BIM による建築の設計においては、意匠、構
造、環境設備の領域が曖昧になると考えられる。建
築の意匠性と内部環境・地球環境とは相互フィード
バックを重ねて収斂することになるであろう。ここ
で、効果的な自然通風経路、自然採光開口形状など
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は、熱環境や光環境、エネルギーコストなどのシミ
ュレーションを建築デザインとリアルタイムに併走
することになると考えられる。
今後はエネルギーや環境シミュレーションから進
展し、空調や照明などの設備システムシミュレーシ
ョンの普及が重要となるといえる。設計を行いなが
ら、より快適で省エネルギーな環境・設備システム
を仮想運用し、その課題を設計にフィードバックす
ることが可能になると考えられる。
更には、ハード面での設備機器や配管、ダクト、
配線の提供という役割は薄れ、空気や温熱環境をサ
ービスとして提供する、サービスプロバイダとして
の、空気調和・衛生設備技術者の近未来像が想起さ
れる。設備工事の発注段階においては、従来の仕様
規定による発注形態は性能規定による方向へと舵を
切るであろう。それによって、個別の建築における
環境・設備性能を実現するために、より公正な競走
原理が働くようになることが期待される。環境・設
備分野に限らず、建築の性能規定において、様々な
建築情報のプラットフォームとなりうる BIM が担
う役割は大きいといえる。
このように BIM により大きく変貌する建築のラ
イフサイクルマネジメントの中で、メインプレーヤ
ーとなる多くの設計者・施工者を多く抱える当学会
は、設計施工への費用配分や発注形態の見直しにつ
いて慎重に検討と議論を重ね、提言していくことが
求められている。そのためには建築主やファシリテ
ィマネージャーへ向けた、BIM により変わる建築プ
ロジェクトの将来像を発信することが重要となる。
また BIM を使った教育・演習も実践されつつあり、

BIM を活用した環境設備計画、ひいては発注やファ
シリティ・マネージメントに関わる人材育成への活
動も求められるところである。
参考文献
1) http://www.shasej.org
2)
American
Society
Heating
Refrigerating
Air-conditioning Engineers: An Introduction to
Building Information Modeling. 2009. Nov.
3) http://www.ashrae.org
4) National Institute of Building Science :National
Building Information Modeling Standard Vision 1Part 1 : Overview、 Principles、 and Methodologies.
2007. Dec.
5) Senate Properties : BIM Requirements 2007 Volme1
～9. 2007. Oct。
6) CASBEE-BIM コネクターの開発、岩村、IBEC.
No.182 vol.31-5. 特集 CASBEE 研究開発の最新動
向 2011.1
7) http://www.ibec.or.jp/CASBEE/revit CASBEE.htm
8) http://www.mlit.go.jp
9) 業界が一変する BIM 建設革命、山梨、日本実業
出版社 2009.1
10) BIM Japan VOL.1、エクスナレッジ 2008.12
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ソリューションの提供」
という 21 世紀ビジョンを実現
するための 3 つの提言を実行するためには、空気調
和・衛生工学会がプラットフォームとなり、関連する
学術及び産業分野の建築設備技術者がその役割と空気
調和・衛生工学エンジニアリングの重要性を認識して、
来るべき低炭素社会実現のキープレーヤーとなる必要
がある。以下に各提言と建築設備技術の関わり、建築
設備技術者の役割について記す。

5.2 建築設備技術者に求められる職能
5.2.1 はじめに
空気調和・衛生工学会の会員である建築設備技術者
は、平成 15 年 5 月 13 日に決議された「空気調和・衛
生技術者行動指針」の前文に記載されている通り、
「安
全で衛生的、快適で健康的な生活環境、生産・研究の
ための高度な産業環境（以下、これらを「建築環境シ
ステム」という。
）の創造に係わり、空気調和・衛生技
術が持続可能で豊かな社会の実現に大きな影響力をも
つことを認識し、公共の福祉と社会・産業の発展に寄
与するよう尽力する。
」ことが求められている。また、
同行動指針では以下のように記されている。
①建築環境システムにおいては、
「人の健康・安全を最
優先」に行動する。
②建築環境システムの重要性を正しく認識し、
「専門技
術を通した社会貢献」を目指して尽力する。
③社会貢献には専門技術の向上が最大要件であること
を認識し、
「自己研鑚」など不断の努力を惜しまない。
④設備的対応にとどまらず、
「建築の企画段階から貢献
できる専門家」として尽力する。
⑤今後のニーズの多様化に対応するため、視野を広く
もち「幅広い分野の知識獲得」に努める。
⑥環境とエネルギーの「質を適切に考慮した最適な建
築環境システム」を構築し、
「持続可能で豊かな社会の
実現」に尽力する。特に、システムのあり方が大きな
影響を及ぼす「都市や地球規模の環境問題の緩和」に
率先して寄与する。
⑦機能を発揮する建築環境システムを創出するのみで
はなく、背景にある環境問題などの「社会的課題とシ
ステムとの係わりをユーザーに適切に伝える」よう努
める。
⑧「遵法の精神」で職務を誠実に遂行する。法的制約
の未整備な新しい問題に対処する場合には、
｢公共の利
益」を優先する。
建築設備技術者に求められる職能はこの行動指針に
集約されている。建築設備技術者の最も重要な役割は
「健康、快適、安全な建築環境を提供する。
」ことであ
り、これを実現するためには「専門技術の向上」のみ
ならず「幅広い分野の知識獲得」のための「自己研鑽」
も欠かすことができない。また、
「都市や地球規模の環
境問題」に深く係わっているという認識を持ち、
「遵法
の精神」と「公共の利益の優先」で誠実に職務を遂行
する技術者倫理が求められている。本章では、上記職
能の将来展望について述べる。

提言 1：産業構造の改革と建築設備技術者
①総合環境ソリューションビジネス
建築設備業はシステムの特性や建物利用形態など固
有の状況を把握し、最適な運用や環境評価などをクラ
イアントに還元するソリューションビジネスへと転換
すべきである。そのため、建築設備技術者は他産業や
学術団体にまたがる知見を統合し、それらを最適に組
み合わせて新しい価値を創造する俯瞰力や統合力を身
に着け、コンサルティングなど直接クライアントに訴
求する業務領域に拡大することが必要である。
②ハード至上主義から安全・健康・快適性を高度に達
成する総合サービスへの転換
「安全」に関しては、建築や建築設備に起因する事
故防止といったこれまでの知識、技術だけでなく、
BCP/M を適切に寄与できる知識、技術を提供する必要
がある。また、
「健康」に関してはこれまでの知見をさ
らに進展させ、健康増進の面からあるべき姿を提起す
ることが大切である。
「快適」
に関しては、
知的生産性、
労働生産性を人間の温熱感、着衣量を含めて総合的に
評価し、最適な空気環境を最小のエネルギーで実現す
る方法を、他学会と協力しながら取りまとめていく役
割を担っている。
これらの問題解決にはハードウェアの提供だけで
は困難であり、建築設備技術者が空間環境価値の創造
を行う総合サービスの担い手となる必要がある。
③アジア戦略と国際化対応
我が国の建築技術、建築設備技術は世界トップレベ
ルであるが、その技術の国際化や標準化の点では戦略
が欠如している。
「日本を知っている建築技術者」から
「日本も知っている建築技術者」への意識転換を図る
必要がある。
④大規模災害に対する対応
2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災後、大規
模災害に対する備え、エネルギーインフラのあり方と
需要家側の対応など、様々な知見、教訓が蓄積されつ
つある。これらを受け、建築設備のあり方を確立し、
社会への発信を行っていく必要がある。

5.2.2 空気調和・衛生工学エンジニアリングの重要性
「人間―建築を高度に統合した環境設備と超低炭素

提言 2：ZEB、低炭素化技術と建築設備技術者
ゼロ・エネルギー建築（ZEB）化においては、エネ
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ことを認定する資格
⑤エネルギー管理士
国家資格：経済産業大臣
試験機関：財）省エネルギーセンター
第一種エネルギー管理指定工場のエネルギー管
理者になれる資格
⑥空気調和・衛生工学会設備士
試験機関：社）空気調和・衛生工学会
空調・衛生分野の技術者として基礎的、専門的
な技術・知識を判定する資格
⑦CASBEE 建築評価員
試験機関：財）建築環境・省エネルギー機構
CASBEE の評価を業務として行え、CASBEE 評
価認証制度への申請ができる資格

ルギー利用の高効率化の推進が不可欠である。実際に
エネルギーを消費する設備機器類自体の効率アップも
もちろん必要であるが、空気調和・衛生工学分野の建
築設備技術者にはこれらの機器類を統合し、システム
として最高の効率を発揮するようコーディネートする
役割が求められ、その責任・役割は大きい
提言 3：高度合理化の基盤整備と建築設備技術者
建築、環境設備の設計・施工を高度に合理化するた
めの手法として BIM（Building Information Modeling）
の活用がある。建築プロジェクトの企画から解体まで
のライフサイクルにおいて、建築設備データの作成、
管理を効率的に継続するのは空気調和・衛生工学分野
の技術者であり、実用化に向けての標準化、規格化な
ど、より合理的なシステムとするための役割を担う。

平成20 年11 月 28 日に改正建築士法が施行され一定
規模以上の建築物の設備設計、適合性確認は設備設計
一級建築士の独占業務と定められた。一方で機械系、
電気系学部出身者にとって受験資格が厳しい設備設計
一級建築士は必要な数に対して有資格者が不足してい
るという問題がある。設備技術者の裾野が広い建築設
備士に業務権限を与えるべきだという議論もあるが、
現在のところ解決には至っていない。
また、本学会の「空気調和・衛生工学会設備士」は
空調・衛生分野の技術者としての専門的な技術・知識
を判定する資格であるが、他の国家資格のように業務
独占などの権限が無いため他の資格に比べてステータ
スが高いとはいえない。そこで学会設備士に今後発展
が見込まれる技術分野の要素を盛り込み、特徴を持た
せることで資格の地位向上を図り、独占的な認定資格
にすることを検討する。

5.2.3 建築設備技術の評価と認定
建築設備技術は非常に裾野が広く、奥が深い専門技
術である。また、健康、安全、環境に関わる技術分野
であるため、社会的責任もますます重くなっていくこ
とが予想される。従って建築設備技術者としての技
術・知識の習得度を判定する資格制度や、業績に対す
る表彰制度は社会的な評価、信頼を示す重要な役割を
持つ。
(1) 資格制度
空気調和・衛生工学に関連する建築設備技術者の技
術・知識の習得度を判定する資格は本学会の主催する
「空気調和・衛生工学会設備士」をはじめ、様々な国
家資格、
団体資格がある。
以下に代表的な資格を記す。
①設備設計一級建築士
国家資格：国土交通大臣
試験機関：財）建築技術教育普及センター
一定規模以上の建築物の設備設計、適合性確認
を業務として行える資格
②建築設備士（建築設備資格者）
国家資格：国土交通大臣
試験機関：財）建築技術教育普及センター
建築士に対して建築設備の設計・工事監理に関
するアドバイスを行える資格
③１級管工事施工管理技士
国家資格：国土交通大臣
試験機関：財）全国建設研修センター
空気調和・衛生設備工事の専任の技術者、主任
技術者、監理技術者になることができる資格
④技術士（衛生工学部門など）
国家資格：文部科学大臣
試験機関：社）日本技術士会
科学技術に関する高度な応用能力を備えている

(2) 表彰・認定制度
空気調和・衛生工学の分野における表彰としては、
本学会の表彰制度が最も権威がある。以下に表彰制度
の概要を示す。
①空気調和・衛生工学会賞
論文賞（学術論文、技術論文、論説・報文）
技術賞（建築設備、技術開発）
②空気調和・衛生工学会特別賞「十年賞」
③空気調和・衛生工学会振興賞
学生賞、高校教育賞、技術振興賞、
住宅環境設備賞
④井上宇市記念賞
⑤篠原記念賞及び篠原記念賞奨励賞
⑥空気調和・衛生工学会功績賞
本学会の学会賞の社会的認知度をさらに高め、より
いっそうの地位向上を図るため、大臣賞等への昇格を
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て構築するべく、適切な設計、施工、運用管理を行う
ことで初めてその効果が発揮される性質のものである。
このシステム構築を行うことが建築設備技術者の大き
な役割である。
③設備設計者、コンサルタント
周辺環境、インフラ環境等を加味し、施主の意向
を実際の建築環境システムに作り上げる最上流の過
程を担う設計者、コンサルタントは実務従事者の中
で最も責任が重い。建築環境システムは設計時点で
機能性、環境配慮性、意匠性の大部分が決定してし
まうからである。また、器である建築の形状、仕様
はシステムの性能に多大な影響を与えるため、建築
の基本計画段階（規模や形状計画の段階）から設備
技術者が参画する必要がある。広い視野を持ち、幅
広い分野の知識を持った建築設備技術者にしかでき
ない役割であるともいえる。また、システムの実現
のためにどのような機器製品が必要とされるか、製
品ニーズの発信者としての役割も重要である。
設計者、コンサルタントは様々な設計手法、技術
や関係法令、機器製品のなど設計に係わる基本能力
はもちろん、社会ニーズの動向、新しい機器製品の
性能特性の把握など、常に最新の情報を収集する能
力も必要である。設計者、コンサルタントは設備設
計一級建築士、建築設備士、技術士、空気調和・衛
生工学会設備士、CASBEE 建築評価員などの資格を
取得することが望ましい。
④設備施工者
設計図書を基に、実際の建築環境システムを造り
上げる施工者は、システムの品質を左右する重要な
役割を担う。設計図書から設計意図を正確に読み取
り、実際に採用する機器や部材の性能が設計意図の
実現に合致するものであるか十分に吟味する必要が
ある。また、施工段階で排出される二酸化炭素は
LCCO2 においても大きな割合を占めるため、環境性
に配慮した高効率な施工手法の検討も重要である。
施工者は設計意図を理解する知識と、様々な業者
が関係する現場で工程、安全、品質を確実に管理す
る能力が必要である。施工の資格としては一級管工
事施工管理技士が上げられるが、建築設備士、空気
調和・衛生工学会設備士なども有用である。
⑤設備管理者
建築環境システムを実際に運転、メンテナンスす
る設備管理者は、システムの正常な稼動に対して大
変重要な役割を担う。設計意図を正確に理解し、シ
ステムの性能を 100％発揮できるよう、日常の点検、
調整、修繕などを適切に行う責務を負っている。管
理者の能力により省エネルギー運用の達成度は大き
く変わる可能性がある。また、定期点検や修繕、更
新などの計画立案に参画し、システムの長期にわた

検討する。また、サスティナブル建築の条件である長
寿命化には、建築ストックを有効活用する設備のリノ
ベーションが必要不可欠であるが、現状ではリノベー
ションを評価する表彰制度がない。従って、良質なリ
ノベーションを評価する賞を創設する。
5.2.4. 建築設備技術者の役割と能力
建築設備に携わる技術者は建物の企画、設計、施工、
運用、廃棄に至るサイクルの中で様々な業種において
活動している。ここでは業種毎にその役割と職能につ
いて述べる。
(1) 学術関係者
①研究者
大学、大学院、研究機関、企業の研究所などにお
いて活動を行う研究者の設備技術者としての役割は、
将来有用な新しい理論、技術の開発、実証実験、デ
ータの蓄積などがある。これらの研究は基礎的研究
からフィールドにおける実測検証に至るまで多岐に
わたるが、現在から未来の社会ニーズに十分配慮し
たテーマを選定する必要がある。また、サスティナ
ブル社会と快適性を両立するためには、医学、生理
学的見地を含めた人間工学分野の研究の進展も望ま
れる。一方、設計の拠り処となる水道使用量、空調
負荷などの原単位データは時代の変化とともに変化
しており、より正確なデータベースの更新整備も重
要な役割といえる。
研究者には新たな視点から物事を捉える発想力に
加えて、根気強く緻密な作業を継続できる能力が必
要とされる。学位の取得は言うまでもないが、技術
士なども有用な資格である。
②教育者
優秀な設備技術者の育成は、業界とって大変重要
な課題であり、大学、大学院、専門学校等において
学生の教育を行う教育者は重要な役割を担っている。
優秀な学生を業界に引き入れるためには、魅力のあ
る研究テーマを掲げ、業界と連携して社会における
建築設備の重要性や仕事のやりがいをアピールして
いく必要がある。実務経験者の講師起用や、学生の
インターンシップ支援も有効である。
教育者には基礎的な理論、技術を教授する能力に
加え、常に社会の動向を捉える情報収集能力も必要
となる。
(2) 実務従事者
建築環境システムの創造は満たすべき様々な条件
が個々に異なる建築物において達成されるものであり、
画一的な規格で大量生産が可能な製造業とは異なる点
が多い。様々な製品をアッセンブルしてシステムとし
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きず、安全、安心、高機能、環境配慮性の高い優良な
ファシリティを提供する責務を負っている。また、建
物利用者に対する適正使用の指導、定期点検や修繕、
更新などを計画的に実施し、システムの長期にわたる
安定運用を実現しなければならない。
建物オーナー、ディベロッパー技術者はファシリテ
ィの適正管理に関する知識に加え、
社会ニーズの動向、
新しい機器やシステムなど、常に最新の情報を収集す
る能力も必要である。ファシリティマネージャー、エ
ネルギー管理士などの資格が有用である。

る安定運用を実現しなければならない。
設備管理者は設計意図を理解し、機器の機能、性
能を把握する能力、日常管理データの集積、管理、
分析を行い、適正運用に利用する技術が必要である。
管理者の資格としてはエネルギー管理士、建築物環
境衛生管理技術者、建築・設備総合管理技術者、建
築設備検査資格者、ボイラー技士などが上げられる。
(3) その他の建築設備技術者
⑥行政機関技術者
国、地方自治体などの行政機関に所属する技術者は、
法、指針等の整備支援、運用指導などを通じて業界全
体の技術水準向上の役割を担っている。また、新しい
技術、システムへの法、支援制度の整備を速やかに行
い、業界の発展を後押しする役割も重要である。
行政機関技術者は法的知識はもちろんのこと、業界
全体の動向を把握し、先進技術や社会ニーズを捉える
能力が必要である。
設備設計一級建築士、
建築設備士、
技術士、空気調和・衛生工学会設備士などの資格が有
用である。
⑦公益事業者
電力、ガス、熱供給事業、上下水道事業など公益事
業者に所属する技術者の内、空気調和・衛生工学会に
関連する建築設備技術者は、エネルギー、インフラ資
源の有効活用に向けた技術支援、メーカーと協働によ
る高効率機器の開発など、業界を主導する役割を担っ
ている。また、需給バランスの最適化や再生可能エネ
ルギーの安定利用を目的としたスマートグリッドやエ
ネルギーの面的利用の推進は今後の重要な課題であり、
中心的役割を担う必要がある。
公益事業者の設備技術者は、都市的な視野でインフ
ラ活用を考える一方で、需要家であるビルや設備機器
の知識も必要である。設備設計一級建築士、建築設備
士、技術士、空気調和・衛生工学会設備士などの資格
が有用である。
⑧機器メーカー技術者
建築環境システムを構築する構成要素は様々な機
器製品であり、個々の製品の性能によりシステムの性
能が左右されることは明らかである。わが国の機器製
品は世界的に見ても高性能であり、建築設備において
も例外ではない。メーカー技術者は社会のニーズを捉
え、安全性、信頼性、機能性の高い製品を開発し、提
供する責務がある。
メーカー技術者は専門技術に関する知識、技能はも
ちろん、
ユーザーや設計者、
施工者のニーズを把握し、
製品開発に生かす能力が必要である。
⑨建物オーナー、ディベロッパー技術者
高機能で環境負荷の少ない建築環境システムは建
物オーナー、ディベロッパーの意思がなければ実現で

5.2.5 技術者倫理
2006 年に発覚した一級建築士による構造計算偽造
問題は公共の安全と建築技術者の信用失墜という点で
建築業界に大きな衝撃を与えた。この事件により、直
接被害者の経済的損失のみならず、建築確認の厳格化
を柱とする建築基準法の改正による建築確認手続きの
停滞や、建築に対する信用低下による建設投資の冷え
込みなど、
二次的な社会的損害をも被ることとなった。
また、同年には石油ヒーターやガス湯沸器の欠陥、工
事や管理不良による一酸化炭素中毒事故が問題となっ
た。
空気調和・衛生工学は生活に密着した分野であるが
ゆえに、このような事件、事故が発生する可能性は十
分にあるといえる。また、談合やダンピングなど商取
引上の不正も無関係ではない。このような事件、事故
を無くすためには小さな失敗事例を隠すことなく蓄積
して、大きな失敗を回避するノウハウを培うことが本
学会に求められている。他律的な法律や規制の遵守は
もちろん、自律的な技術者倫理を確立し、誠実に職務
を遂行することがより一層大切である。技術者の倫理
に関しては技術士法にその義務と責務について定めら
れている。法文中の「技術士または技術士補」を「建
築設備技術者」に読み替えて下記に列挙する。
①信用失墜行為の禁止
建築設備技術者は建築設備技術者の信用を傷つけ、
または建築技術者全体の不名誉となる行為をしては
ならない。
（技術士法第 44 条参考）
・建築設備技術者は技術者としての自覚を持ち、こ
れを卑しめるような言動（捏造、公私混同、盗用、
名義貸しなどの不正行為、品格を疑われるような
行動など）をしてはならない。
②守秘義務
建築設備技術者は正当な理由が無く、その業務に
関して知り得た秘密を漏らし、または盗用してはな
らない。
（技術士法第 45 条参考）
③公益確保の責務
建築設備技術者はその業務を行うに当たっては、
公共の安全、環境の保全その他の公益を害すること
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のないよう努めなければならない。
（技術士法第 45
条の 2 参考）
・建築設備技術者はクライアントである法人や個人
の利益に執着することなく常に公共の利益を優先
する必要がある。公共の利益には地球環境の保全
も含まれる。
④資質向上の責務
建築設備技術者は常に、その業務に関して有する
知識および技能の水準を向上させ、その他その資質
の向上を図るよう努めなければならない。
（技術士法
第 47 条の 2 参考）
・建築設備技術者は常に自己の専門技術を向上し、
最新技術の動向や関連する幅広い分野の知識を獲
得するよう努めなければならない。専門技術を通
した社会貢献が建築設備技術者の役割であること
を自覚し、自己研鑽など不断の努力を惜しんでは
ならない。
空気調和・衛生工学の発展、地位向上のためには、
建築設備技術者の倫理を確立し、社会的信頼を築き上
げていくことが重要である。

参考文献
1) http://www.shasej.org/
2) http://www.mlit.go.jp/
3) http://www.env.go.jp/
4) http://www.jaeic.or.jp/
5) http://www.jctc.jp/
6) http://www.engineer.or.jp/
7) http://www.eccj.or.jp/
8) http://www.ibec.or.jp/
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6.

として整備されることが重要であることを示してい
る。

プラットフォームとしての学会

6.1 建築性能格付け(ラベリング)･学会基準を含む
政策インフラ整備
6.1.1 社会背景
2009 年 9 月、政府は“1990 年比で 2020 年までに
温室効果ガス排出量を 25％削減する”という意欲的
な目標を掲げた。一方で、我が国の最終エネルギー
消費量は民生部門が 3 割以上を占め、特にオフィス
ビルや店舗などの業務部門においては、1990 年比で
4 割以上も増加しており、新築のみならずストック
を含め、業務部門における省エネルギー対策の強化
が強く望まれている。
省エネルギー対策の強化を促進させるための起爆
剤となり得る取組みとして、
“ZEB（ネット・ゼロ・
エネルギービル）”の実現を挙げることができる。
政府は ZEB に関して、2010 年 6 月に閣議決定さ
れた“新成長戦略”のなかで、環境・エネルギー大
国戦略として、以下の目標を掲げている。
2013 年度までに実施すべき事項
住宅・建築物のネットゼロエネルギー/ゼロ･エミ
ッション化に向けた、省エネ基準適合の段階的義
務化、省エネ基準の見直し、達成率向上に向けた
執行強化、既存住宅・建築物の省エネ化促進、省
エネ性能を評価するラベリング制度の構築等の実
施。
2020 年までに実現すべき成果目標
ZEH（ネットゼロエネルギー／ゼロエミッション
ハウス）を標準的な新築住宅とし、既築住宅の省
エネリフォームを現在の 2 倍程度まで増加させる。
新築公共建築物等で ZEB（ネットゼロエネルギー
／ゼロエミッションビル）を実現する。
欧米諸国においては、既に数年前より ZEB 実現に
向けた取組みが積極的になされており、英国では
“2016 年までにすべての新築住宅をゼロカーボン
化する、2019 年までにすべての非住宅建築物をゼロ
カーボン化する”ことを目指し（図 6.1.1）、米国で
は“2030 年までに新築全ての業務用ビル、2040 年ま
でに既存の業務用ビルの 50％、2050 年までにすべて
の業務用ビルを ZEB とするための技術・慣行・政策
を開発・普及する”ことを目的とした“Net-Zero
Energy Commercial Buildings Initiative”を発表してい
る。また、英国においては、住宅・建築物の省エネ
性 能 評 価 制 度 と し て EPC （ Energy Performance
Certificate）が市場に浸透しており、新築、売買、賃
貸借時に、建物オーナーが取引相手に省エネ性能評
価書を提示することを義務化している等、不動産価
値評価につながる建物の省エネルギー性能を格付け
する制度が ZEB 化を実現するための政策インフラ

図 6.1.1 英国における ZEH、ZEB のタイムライン
（出典）資源エネルギー庁：ZEB の実現と展開について～2030 年での ZEB
達成に向けて～

一方で、省エネルギー性能といった観点からだけ
でなく、居住者の快適性や健康性、知的生産性とい
っ た IAQ （ Indoor Air Quality ） や IEQ （ Indoor
Environmental Quality）などの環境品質向上も極めて
重要であり、これらを評価・格付けする制度の普及
が不動産価値の向上、市場活性化に寄与すると考え
る。
また、2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災
では地震・津波・原発事故等の複合的な災害により、
ライフラインを含む設備機能不全が生じ、BCP（事
業継続計画）の重要性が再認識された。建築設備シ
ステムは、機器単体だけではなく、配管や制御系な
ど複数の要素が関わっているため、設備機器の耐震
性だけではなく、システムとして正常に機能する性
能を評価する制度が必要である。
本学会は学術団体ならではの中立的なデータや提
言を発信することができることから、本章では、空
気調和・衛生工学会が社会に貢献するための、建物
性能格付け制度（ラベリング制度）とこれに関わる
学会基準の標準化について述べる。
6.1.2 ASHRAE の取り組み
ASHRAE は ZEB 実 現 に 関 す る 将 来 ビ ジ ョ ン
“ASHRAE Vision 2020”を次のキャッチフレーズで
掲げている（図 6.1.2）。
● Producing Net Zero Energy Buildings
●Providing tools by 2020 that enable the building
community to produce market-viable NZEBs by 2030.

ASHRAE は ZEB を生み出す団体であることを明
言しており、2030 年までに市場に受け入れられる
ZEB を実現させるために、2020 年までに必要なツー
ルを提供することを目的としたビジョンである。本
ビジョンにおいて、行動計画を明確にし、表 6.1.1
に示す戦略を掲げている。戦略の先頭に、計画と運
用を考慮したラベリング制度の開発を打ち出してい
ることからも、市場に受け入れられる ZEB の実現に
際し、不動産価値にも関わるラベリング制度が重要
な役割を果たすと考えている。
また、ASHRAE Handbook や ASHRAE Standard に
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6.1.3 省エネルギー性能のラベリング制度
建築物の総合的な環境性能の評価システムとして
は、日本の CASBEE をはじめ、米国の LEED など、
先進各国において運用が成されているのは周知のこ
とであり、不動産価値の評価に関わる制度として広
く活用されている。これら評価システムは、エネル
ギー消費量や CO2 排出量の値を対象としたもので
はなく、加点方式を基本とした評価システムである。
ZEB 化の評価に当たっては、エネルギー消費量や
CO2 排出量の予測値又は実績値を対象とした制度が
適すると考えられ、英国や米国では既に運用が開始
されている。
以下に、代表的な制度の概要について示す。

関しても、ZEB を考慮した内容に改訂等を行なうこ
ととし、ASHRAE の定める規格類も ZEB を実現す
るための標準ツールとして活用される仕組みを目指
している。
長い連携の歴史を有する本学会は再度緊密な協力
関係を築き、学術団体としてラベリング制度を主導
するオーソリティとして発展し、評価に関わる計算
基準や測定基準、技術水準等の規格を標準化してゆ
くことが必要と考えられる。

図 6.1.2

(1) 省エネ性能評価制度（EPC）
住宅・建築物の省エネ性能評価制度（EPC：Energy
Performance Certificate）は、英国において 2006 年か
ら施行されており、新築、売買、賃貸借時に建物オ
ーナーに対して、評価書の取得と取引相手への提示
を義務づける制度である。省エネ性能は、設計段階
の予測値に基づき評価され、A～G の 7 段階で格付
けする。エネルギー使用パターン等は標準化され、
オフィスビルや店舗などの 25 の用途、執務室や倉庫
などの 20 の活動に細かに分類される。但し、対象と
している CO2 排出は、省エネ基準で規定している冷
暖房、換気、給湯、照明からの CO2 排出のみである
（図 6.1.3）。

ASHRAE Vision 2020

（出典）ASHRAE：ASHRAE Vision 2020

表 6.1.1

ASHRAE Vision 2020 における戦略

1. ASHRAE will develop a rating system and branding for
buildings、 considering design and operations.
2. ASHRAE’s rating system and rating will apply to both new
and existing buildings.
・
・
・
9. The ASHRAE Handbook series will be revised and
ASHRAE Learning Institute programs will be expanded to
include content on how to achieve NZEBs.
10. ASHRAE standards and special publications will be
reviewed to identify those with impact on energy.
11. Unregulated loads will be added to Standard 90。1、
perhaps establishing a recommended level of W/ft2.
12. Target energy budgets by climate zones and building types
in Standard 90.1 will be created.
13. Because the Advanced Energy Design Guides (AEDGs)
provide the “above code guidance” essential for NZEBs,
ASHRAE will develop alternative packages for reaching
30% energy savings in existing AEDGs guides by 2008, and
ASHRAE will produce NZEB guides in place of the 70%
savings guides planned for 2015.
14. ASHRAE will add emphasis to user-friendly energy
modeling tools and interfaces included in ASHRAE’s
Research Strategic Plan.
15. E-Learning modules will be developed to include NZEB
content.
16. A Certified Sustainability Design Expert program will be
launched, including content on NZEBs.

A+ランク

：ゼロエミッションをさらに上回る

A ランク

：ネット・ゼロエミッション

B ランク

：2006 年省エネ基準レベル

D ランク

：既存建築物の平均値※

図 6.1.3

EPC の評価書サンプル

（出典）資源エネルギー庁：ZEB の実現と展開について～2030

（出典）ASHRAE：ASHRAE Vision 2020

年での ZEB 達成に向けて～
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(2) 省エネ性能表示制度（DEC）
住宅・建築物の省エネ性能表示制度（DEC：Display
Energy Certificate）は、運用時のエネルギー消費につ
いて、ベンチマークにより格付けする制度であり、
省エネ基準で規定していない OA 機器や厨房等の
CO2 排出も含めたものである。EPC と同様に、A～
G の 7 段階で格付けされ、公共施設においては入口
などへの掲示が義務付けられている（図 6.1.4）。

D ランク

(4) 環境性能ラベリング（BCA Green Mark）
CASBEE や LEED のように、総合的な環境性能評
価を行なう制度としては、シンガポールの Building
and Construction Authority が運用している BCA Green
Mark 制度がある。
Green Mark の重要な評価基準（five key criteria）は、
①エネルギー効率、②水効率、③敷地/プロジェクト
の開発と管理（既設建物の管理と運転）
、④良好な室
内環境と環境保護、⑤イノベーション、であり、特
長としては Reference Model と Proposed Model を設定
してシミュレーションで評価すること、そして、稼
動 1 年後のコミッショニングにあり、業務用ビル、
工場などですべてを対象としている（図 6.1.6）。

：既存建築物の平均値 (平均値は 1995

年までの約 30 年間のエネルギー消費データに基づく)

図 6.1.4

DEC の評価書サンプル

（出典）資源エネルギー庁：ZEB の実現と展開について～2030
年での ZEB 達成に向けて～

(3) 省エネ性能ラベリング（ENERGY STAR）
米国の環境保護庁（EPA）とエネルギー省（DOE）
が共同で開発した、製品機器や住宅、業務用ビルを
対象とした省エネ性能ラベリング制度である。業務
用ビルにおいては、実際の運用時のエネルギー消費
をベンチマークし、米国の上位 25％に入るとラベル
の認証が与えられ、認証には最低 1 年間の実績デー
タが必要である。ENERGY STAR の取得と不動産価
値の上昇について相関関係があるとの報告もある
（図 6.1.5）。

図 6.1.5

（出典）http://www.bca/gov。sg/greenmark/green_mark_buildings/html

図 6.1.6

BCA Green Mark

(4) ASHRAE’s Building Energy Quotient
“ASHRAE Vision 2020”の戦略に掲げられている
建築物のラベリング制度の開発に関し、”Building
Energy Quotient program”として、ラベリング制度が
生み出すメリットや ASHRAE の役割について骨子
を示している。
省エネ性能評価制度（EPC）や省エネ性能表示制
度（DEC）と同様に、設計時における格付け、運用
時における格付けを別々に想定しており、設計時に
はエネルギー消費量の予測値を、運用時には 12～18
カ月分のエネルギー消費量の実績値により評価・格
付けする方針を示している（図 6.1.7、6.1.8）。

ENERGY STAR のラベル

（出典）資源エネルギー庁：ZEB の実現と展開について～2030
年での ZEB 達成に向けて～

上記のようなエネルギー消費量や CO2 排出量等
の実績値をベースとした評価制度は、設備機器の高
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定に関し、標準化されたマニュアルやグレードを示
すラベリング制度の構築と普及が望まれる。

効率な運用や適切なメンテナンスが不可欠であり、
単に機器容量に余裕をもった設計思想と運用状況を
適切に考慮し最適化を狙った設計思想との差別化が
図れる。
また、省エネルギー性能が高くとも、室内空気質
や温熱環境等の室内環境が劣悪な建物は不動産価値
が高い建物とはいえない。本学会がこれまでに培っ
た知見を結集し、IAQ や IEQ を評価できるラベリン
グ制度を構築し、併用してゆくことが望ましい。

図 6.1.7

(2) 性能評価方法に関わるラベリング制度
コミッショニングプロセスにおいて建築設備シス
テムの性能評価と室内環境評価手法の標準化は重要
なツールである。
室内外の物理環境、特に空気調和設備にかかわる
空気・温熱環境に関する計測項目、計測方法、デー
タ処理方法の標準化を図るべく、本学会は
SHASE-M-0006-2005“建築室内環境・設備システ
ム性能評価方法の標準化研究「室内環境測定マニュ
アル」
”を発行した。
また、空調設備と給排水衛生設備のエネルギー性
能 評 価 方 法 の 標 準 化 を 目 的 と し て
SHASE-M-0007-2005“設備システムに関するエネ
ルギー性能計測マニュアル” を発刊した。
これらのマニュアルは、データを取得する目的に
応じたグレードの観点からも整理されており、性能
評価グレードをラベリングする制度への展開も有用
と考えられる。

Building Energy Quotient

（出典）http://buildingeq.com/

図 6.1.8

6.1.5 SHASE 規格類の現状
(1) ラベリング制度に関わる基準化
ラベリング制度を円滑に展開してゆく上で、評価
に関わる計算基準や測定基準、技術基準等の規格を
標準化し、充実させてゆくことが必要である。
表 6.1.2 は、空気調和・衛生工学会会員のための専
用サイトに、規格類技術情報としてまとめられてい
る”SHASE 規格類体系化のための関係規格情報リス
ト”であり、学会規格類［S：スタンダード］
、［G：
ガイドライン］、
［M：マニュアル］、規格類に属さな
い［R：レポート］
、学会図書及び学会以外の規格類・
出版物等が分野ごとに分かれて掲載されている。
基本的な技術水準を確保するための仕様や測定・
計測方法に関わる規格は比較的多いが、シミュレー
ション等の計算基準については、規格類に属さない
レポートが多く、設計時のラベリング制度を展開し
てゆくにあたり、今後、重点的に規格類として整備
が必要な分野である。
また、センシング技術として、MEMS
（Micro Electro
Mechanical Systems）に関する分野が経済産業省の技
術戦略ロードマップで重要視されており、これらの
センシング技術を活用した測定方法の基準化も今後
進める必要がある。

Building Energy Quotient 評価書イメージ
（出典）http://buildingeq.com/

6.1.4 その他のラベリング制度
(1) 事業継続計画（BCP）に関わるラベリング制度
2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は地
震・津波・原発事故などの複合的な大規模災害であ
り、インフラを含む設備機能停止により事業継続が
困難な状況が生じた。このようなことから、BCP（事
業継続計画）の重要性が再認識された。
建築設備システムは、機器類、配管、制御系など
複数の要素により成り立っているため、地震などの
災害時においては、設備機器の耐震性だけではなく、
システムとして正常に機能する必要がある。
また、BCP 策定には地震時のみではなく、新型イ
ンフルエンザの感染リスク等も含まれており、空気
調和・衛生工学分野の技術者が関わる場合が多い。
空気調和設備、給排水衛生設備に関わる BCP 策

(2) 産業用空調分野に関わる基準化
空調設備工事会社 3 社は、ビル空調および産業用
空調の受注高、およびその内訳を公開している（図
6.1.9）。
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これらの背景から、空調・換気・衛生分野にて産
業用空調の基準化を図るには、原単位(W/m2)評価や
システム COP、熱搬送効率（HTF）、水搬送効率
（WTF）、空気搬送効率（ATF）などが基準値となる
可能性がある（図 6.1.10）。これらの基準値を本学会
にて基準化することで、産業用空調とビル用空調の
土俵が同じとなり得る基準値を定めることで、ラベ
リング制度の対象とする建築用途の拡充が図れる。
将来的にはビル空調と同様にシステム性能評価によ
る信頼性を向上させることで、メーカーとしての社
会的責任（省 CO2）を確保できるような基準としな
ければならない。

リーマンショックの影響を受け、2008 年度から
2009 年度にかけて受注高が減少しているが、内訳で
減少幅が大きいのは産業用空調となっている。産業
用空調はメーカーの設備投資や生産体制に依存する
傾向があるため、リーマンショックの影響が顕著に
現れていることが伺える。利益低下を起因とするビ
ル空調分野の業績悪化から、事業割合は、産業用空
調へ移行する傾向があり、シェアの 50％を占めてい
る会社もある。空調設備工事会社は好不況に左右さ
れない事業構築を目指している状況と考えられる。
以下、生産設備についての技術動向をまとめる。
生産設備のうち、クリーンルームに関わる単体技
術は成熟段階にあり、単体技術では競合他社との差
別化は図りにくい。クリーンルームを対象とした技
術動向は『ミニエン化（ミニエンバイロンメント・
局所クリーン化）
』へ移行しつつあり、単体技術では
価格の安いアジアメーカーへ対向する術がないのが
現状である。対抗または共存手段として、省 CO2 や
製造コスト削減を目標とした省エネ技術や VOC 処
理技術に代表される環境対策技術等の最先端技術に
事業性を組み合わせることで、空調設備工事各社は
独自事業を展開している。
事業分野は、
半導体や FPD
生産ラインが中心であるが、近年では自動車・医療・
植物・食品・化学等に特化した事業が有望視されて
いる。
前述のラベリング制度を広く活用してゆくために
は、多くの建築用途や活動を対象とする必要がある。
表 6.1.3 において、用途別に規格類をみると、クリー
ンルーム等を含む研究施設、医療施設等の特殊用途
に関する規格類が乏しいのが現状であり、今後、他
団体との連携も視野に入れ、規格類の充実が必要な
分野と考えられる。産業用空調分野に関する技術水
準の標準化が望まれる。
しかしながら、産業用空調は産業プロセスとの関
わりが大きく、プロセスは多種多様である。さらに、
産業用空調の重要要素である｢清浄度｣および
｢ICR・BCR｣によって分類しただけでも表 6.1.2 に挙
げるような分類となり、それらを学会基準として提
示することは極めて困難なことが想定される。また、
生産機器の消費電力が装置メーカーから提示されな
いこともあり、内部負荷状況（生産装置や空調設備
グレード）の情報を得ることは極めて困難な場合が
多い。
また、医薬品工場では、医薬品メーカー毎に独自
の作業環境基準を運用しており、規定されている基
準は｢作業室の清浄度・換気回数・一方向気流域の風
速｣が多く、ISO を初めとして EU-GMP、WHO-GMP
および各国の局方で規定 がある。薬発第 158 号によ
りバリデーションに関する基準および運用も規定さ
れている。

250,000
ビル空調

産業空調

200,000

[百万円]

73433
150,000
100,000
143044

54777
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50,000
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単体受注高(2008年度)
※受注内訳を開示しているのは3社のみ
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図 6.1.9 空調設備会社受注高内訳(2008-2009 年度)

図 6.1.10 産業用空調分野における基準値としての
参考指標 6)
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表 6.1.2 清浄度からみた産業用空調分類
インダストリアル

クリー

バイオロジカル

が見込まれる。ラベリング制度の開発及び発展にあ
たり、空気調和・衛生工学分野の研究者と実際にこ
れらの設備の設計や施工を行う設計者・技術者、装
置を製作するエンジニア、運転・管理技術者等の会
員で構成される本学会が担う役割は大きく、積極的
に推進していく立場と考える。以下にラベリングに
反映させるイメージを示す。

クリーン

ンルーム (ICR)

ルーム(BCR)

a) 半導体製造工場

a) 医薬品製造工場

b) 液晶表示装置製造工場

b) 医療器具製造工場

c)ハードディスク製造工場

c) 病院手術室

d) 光ディスク製造工場

d) 病院治療室

e) 光学機器製造工場

e) 食品加工場

f) レーザ機器製造工場

f) 醸造加工場

g) 超小型機械製造工場

g) 清涼飲料水加工場

h) 超精密機械製造工場

h) 動物実験飼育室

i) 精密測定器械製造工場

i) 生物化学実験室

・ 設備容量適正化、IAQ、IEQ を含む省エネルギー
性能に関するラベリング
・ 設備システム BCP に関するラベリング
・ コミッショニングに関するラベリング

j) 写 真 フィ ルム 類 製 造 工

学術団体として、中立的な空気調和・衛生工学会
がラベリングオーソリティへ発展してゆくための提
言を以下に示す。

場
k) 精密印刷工場
l) 包装材料製造工場
m) 特殊薬品製造工場

・ 建築物の省エネルギー性能および環境品質、知
的生産性、安全・安心を格付けするラベリング
制度の骨子を社会に向けて早期に発信する。
・ 建築物総合環境性能評価システム等、他の評価
制度と協調性のあるラベリング制度を考慮する。
・ ラベリング制度を視野に入れ、評価を行なうた
めの計算基準や測定基準、技術基準の改定及び
規格類の標準化を推進し、評価ツールを提供す
る。
・ 生産施設や医療施設などの特殊用途、電気設備
等の他分野に関わる団体との連携強化を行ない、
幅広い分野における規格の標準化を推進する。
・ エネルギー消費量の実績値を幅広い用途で収
集・蓄積できる仕組みを開発し、実績値のデー
タベース管理を行なう。
・ ラベリング制度の評価員認定制度や育成プログ
ラムを確立し、人材育成に貢献する。
・ ラベリング制度の実現に関し、政府との連携及
び政府への提言を積極的に行ない、官民一体の
取組みを行なう。

n) 塗装工場
o) 各種研究所設備

(3) デファクトスタンダードとしての給排水衛生
設備規準 SHASE 規格のあり方
現行の SHASE-S206 給排水衛生設備規準・同解
説等の衛生設備規格は、定期的な改訂作業は実施さ
れているが、その基本にはアメリカの National
Plumbing Code の考え方を踏襲した部分が多い。
その結果、自由度の高い給排水衛生設備の計画設計
を躊躇させ、設備技術の躍進にブレーキをかけてい
る点もある。とりわけ、既存建物のリニューアル化
が進み、新築でも水まわりのフリープランか要求さ
れる中、配管や機器類を中心に新技術が開発されて
いるが旧態依然とした規格が阻害要因となる一面も
ある。また、昨今では、近隣の中国、台湾等の東ア
ジア諸国もこれらの規格を参考にした規準などを整
備している。その動きはやがて東南アジアへも及ぶ
ものと考えられる。SHASE 規格は、建築基準法と
は異なりあくまでアカデミックスタンダードである
が、実際の自由度ある給排水衛生設備の計画設計を
可能にする実用性の高く、学識的な検証のもとに策
定されたデファクトスタンダードとして再構築し、
今後、発展が見込まれるアジア諸国への情報発信を
行うことが必要と考えられる。

参考文献
1) 資源エネルギー庁 ZEB の実現と展開に関する
研究会：ZEB の実現と展開について～2030 年で
の ZEB 達成に向けて～、2009.11
2) ASHRAE：ASHRAE Vision 2020, 2008.1
3) http://buildingeq.com/
4) http://www.shasej.org/
5) http://www.bca.gov.sg/greenmark/green_mark_build
ings。html
6) http://www.bsca.or.jp/
7) 空気調和・衛生工学会 SHASE-M-0006-2005
建築室内環境・設備システム性能評価方法の標

6.1.6 ラベリングオーソリティへの発展に向けて
建築物の省エネルギー性能に関わるラベリング制
度は低炭素化のみならず、環境品質評価や BCP 等の
要素も取り入れることで、快適性や健康増進、知的
生産性向上、安全・安心などの不動産価値を高める
ためのツールとなり、市場の活性化に貢献すること
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準化研究「室内環境測定マニュアル」
8) 空気調和・衛生工学会 SHASE-M-0007-2005
設備システムに関するエネルギー性能計測マニ
ュアル
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6.2 若手教育とインターンシップ
表 6.2.1 学会関連費用の比較
6.2.1 はじめに
次世代を担う優秀な若手人材の教育・啓発活動は、
空気調和・衛生工学分野の将来を大きく左右する。平
成 15 年 5 月 13 日に決議された「空気調和・衛生工学
会活動指針」では、以下のように記されている。
① 空気調和・衛生工学と工業に係わる根幹領域の学
術・技術の発展と継承に努力する。
② 社会のニーズを先取りするニューフロンティアの
開拓を推進する。
③ 関連他分野および国内外の学協会等との連携を推
進する。
④ 会員の自己研鑚を支援する。
⑤ 関連学術・技術情報の整備、発信、交流を推進す
る。
⑥ 会員が活動に情熱と誇りをもてる学会を目指した
施策を推進する。
⑦ 建築や都市など居住環境の全体システムのあり方
に積極的に発言する。
⑧ 市民への情報提供など直接の社会貢献を推進する。
教育という言葉はないものの、学術・技術の継承
や自己研鑽、社会への積極的発言や情報提供とい
った指針の根底に共通する理念があるといえる。
空気調和・衛生業界では建築分野出身者が多くを占
めている。近年、環境に関する関心が高まっているも
のの、設備は建築において最前面に出てくる存在では
ない。むしろ設備の存在を感じさせない方が優れた設
計であるという考えが主流である。建築に関する知識
がないと気づかれない領域に対し、学生が具体的なイ
メージを持つのは難しい。気づいてくれる日を待つの
ではなく、積極的に空気調和・衛生工学分野の意義や
魅力を伝えて行くことが、若手人材の教育・啓発活動
において重要だと言える。本章では、若手教育とイン
ターンシップのありかたについて解説する。

国内
学会A
年会費

正会員
学生会員

大会発表 正会員
登録費 学生会員
大会
参加費

¥12,000

空気調和・
衛生工学会
¥10,800
¥6,000

¥9,000

¥4,500
¥4,500

正会員

¥5,000

¥6,000

学生会員

¥3,000

¥3,000

(2) 表彰制度
本学会では、若手育成を目的として振興賞の表彰を
行っている。
① 空気調和・衛生工学会振興賞 学生賞
表彰を行う年に卒業する学部学生のうち特に成績優
秀の者で，本会に登録した大学の学科主任教授の推薦
を受けた者を表彰。
② 空気調和・衛生工学会振興賞 高校教育賞
表彰を行う前年の全国設備工業教育研究会主催の
全国設備工業教育研究大会で発表された本会会員の優
秀な論・報文で，同研究会会長の推薦を受けた者を表
彰。
これらとは別に、大会実行委員会が司会および講演
会場の意見により基づいて選出する「空気調和・衛生
工学会学術講演会優秀講演奨励賞」がある。
(3) 奨学金制度等
本学会では、空気調和・衛生工学に関する国際学術
交流を活発にするため、
特に若手研究者を対象として、
海外渡航に対する補助金支給制度（上限 10 万円）があ
る。
(4) スチューデントフォーラム
本学会に関係する大学教員の研究室に所属する大
学院生・学部学生が自主的かつ自由な活動を行う場と
して、スチューデントフォーラムがある。昭和 50 年
から活動を続ける学術講演会実行委員会管轄の組織で
ある。現在、11 大学から 80 名程度の参加者がある。
活動内容はスポーツ大会、講演会、懇親会、見学会、
研究室紹介誌の発行、本学会誌への活動報告原稿の執
筆などである。
スチューデントフォーラムでは，ほぼ月 1 回のペー
スで会議が開催されている。各大学から集まった学生
が，見学会，講演会，スポーツ大会といった行事の担
当を決め，他の参加者からの意見を取り入れながら，
準備を進めている。会議では，担当行事に関する話し
合いが持たれ，準備の進行状況や決定事項，また，開

6.2.2 本学会における若手教育の取り組み
学生会員の学会への積極的参加は、学会を通じた教
育機会の増加につながる。本学会における学生会員を
対象とした取り組みについて整理する。
(1) 学生会員の会費等割引制度
本学会では、会員区分として正会員以外に学生会員
を設定し、学会年会費等の負担を軽減することで学会
への学生の参加を推進している。入会が重複すること
の多い国内学会A との費用の比較を表1 に示す1),2),3)。
本学会では正会員と比較し、学生会員の年会費は約 6
割、大会参加費は 5 割となっている。国内学会 A と比
較し、学生会員に対して費用面での優遇措置がとられ
ていることがわかる。
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10 人以上の Student member がいれば Student Branch
を組織することが可能で、主たる活動はそこで行われ
ている。現在、全米で 220 の Student Branch が活動し
ており、
主に所属する支部がスポンサーとなっている。
学会の発行する Student Branch 運営ハンドブックが提
供されており、規則や年間行事のスケジュール、ワー
クショップの主催方法など、運営のノウハウがマニュ
アル化されている。Branch のリーダーや中核メンバー
となればその実績が履歴書に書けるため、学生も懸命
に取り組む。職業意識の明確な学生にとって、専門分
野の知識のみを広げるのでなく、縦や横の人との繋が
りが得られるという利点がある。年に 4 回ニュースレ
ターが発行され、学生達の活動が報告されている。

催した結果についても報告が行われている。
(5) 学生会員数
以上のような取り組みが行われているものの、総会
員数 16,478 名中、学生会員は 323 名で約 2%である（平
成 21 年 5 月末現在）
。これまでとは異なる、学生会員
増加のための方策が望まれる。
6.2.3. ASHRAE における若手教育
2006 年に発行された ASHRAE Strategic Plan では 2
番目の方針として、全世界に対する教育及び認証プロ
グラムの提供を掲げている。具体的な戦略として、以
下を示している。
① 会員や顧客に対して、オンデマンド教育プログラ
ムや遠隔教育プログラムを提供する。
② ASHRAE の教育および認証プログラムを提供す
るインフラを維持・拡大する。
③ 業界のニーズにマッチした認証プログラムを開発
し、普及させる。
④ ASHRAE の各支部が提供できる教育プログラム
を開発する
⑤ 教育・認証プログラムの開発及び提供に関する専
門知識を持った組織とパートナーシップを組む。
⑥ ASHRAE 教育制度のブランドを高め、生涯教育の
重要性を普及させる。
ASHRAE の教育戦略の中から、若手教育に関連する
部分を整理する。
(1) ASHRAE Student Membership
ASHRAE では、本学会の学生会員と同じ位置づけの
Student membership という区分が設定されている。年会
費は$20、大会参加費は無料となっており、本学会と比
べ て 破 格 な 優 遇 措 置 が と ら れ て い る 。 Student
membership について、パンフレットやホームページ上
で積極的な広報が展開されており、入会する意義とし
て以下の点をアピールしている。
・最新技術情報へのアクセス
・実務知識発展の機会とインターンシップ情報の提
供
・ネットワーク作りの機会提供
・オンライン教育プログラムの提供
・学会出版物の割引
・学会大会参加費の免除
・インターンシップおよび就職情報へのアクセス
・卒業後の Student membership の延長（Smart Start
Program）
・学部生および大学院生に対する奨学金制度
・学生デザインコンペ

6.2.4 インターンシップ制度について
平成 20 年 11 月 28 日に改正建築士法が施行され、そ
れまで 2 年間の実務経験と認定されていた大学院教育
（修士課程）の扱いが変更になった。平成 21 年度入学
生より、実務経験 1 年の認定には一ヶ月程度、2 年認
定には二ヶ月程度のインターンシップ実績が必要とな
った。
インターンシップ制度はこれまでもあったが、建築
士法改正を機に、活発化することが予想される。学会
会員以外にも空気調和・衛生工学業界をよく知っても
らう機会であり、学会としてサポートすることで存在
感をアピールできる。インターンシップ制度の現状と
課題を整理する。
(1) 大学院におけるインターンシップ制度概要
インターンシップ内容は、以下のいずれかを満たす
ことが条件となっている。
① 学生が建築士事務所等に出向き、設計・工事監理
の実務（建築工事の指導監督、建築確認に関する
ものを含む。
）を体験しつつ、実務訓練を行うプロ
グラムが組まれていること。
② 設計等の実務経験を有する建築士である外部講師
や学内教員が、学内で上記と同等以上の実務訓練
を行うプログラムが組まれていること。
学生のインターンシップ受入れ先決定プロセスは、
大学により実情が異なる。事前に受入れを表明した企
業に対して大学で学生を振り分けるケースもあれば、
学生自身で受け入れ先を探すケースもあった。また、
プログラム内容は、基本的に受け入れ先に委ねられて
いる。
(2) 初年度実施アンケート
(財)建築技術教育普及センターにおいて、建築士試
験の受験資格の実務経験として確認された 119 の課程
の連絡担当者を対象としたアンケート 1)を実施（平成

(2) Student Branch
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表 6.2.6 受け入れ先

22 年 4 月 22 日～6 月 30 日）した。建築設備分野に関
連する部分を要約する。
表 6.2.2 にアンケート回答率を示す。
対象となった大
学院課程 199 件のうち、設備分野の関わる課程は 49
件であった。
実際に回答のあったのは 24 件と約半数で
あった。
表 6.2.3 に専門領域別院生数を示す。
回答した課程に
おけるインターンシップ対象院生 1、192 人のうち、設
備系は 126 人で約 10%であった。7 割近くが意匠系で
あった。
表 6.2.4 希望実務年数を示す。126 人中 6.2 人が 1 年
の認定を希望しており、2 年認定は 0 人であった。
表 6.2.5 に実際にインターンシップを履修した院生
数を示す。設備系は約 3 割の 41 人が履修しており、25
名が夏季休業中、14 名が後期授業期間中であった。
表 6.2.6 にインターンシップ受け入れ先を示す。建築
設計事務所が 15 名と最も多く、
次いで建築工事会社が
13 名、設備設計事務所が 8 名であった。

受け入れ先

表 6.2.2 アンケート回答率
対象課程

回答課程

大学院課程数

割合

119

55

46.2%

意匠

117

54

46.2%

専門領域別 構造

68

34

50.0%

設備

49

24

49.0%

表 6.2.3 専門領域別院生数
専門領域

人数

割合

意匠

815

68.4%

構造

251

21.1%

設備

126

10.6%

1192

100.0%

計

表 6.2.4 希望実務年数
希望年数

意匠

構造

設備

計

割合

1年

346

65

37

448

2年

76

7

0

83

37.6%
7.0%

未定

393

179

89

661

55.5%

計

815

251

126

1192

100.0%

表 6.2.5 インターンシップ科目履修者数
履修時期

意匠

構造

設備

計

割合

前期（通期）

247

14

1

262

27.3%

夏休

236

52

25

313

32.6%

後期（通期）

289

27

14

330

34.4%

48

6

1

55

5.7%

820

99

41

960

100.0%

冬休・春休
計

意匠

構造

設備

計

割合

建築設計事務所

336

12

15

363

37.8%

構造設計事務所

1

58

0

59

6.1%

設備設計事務所

0

0

8

8

0.8%

建設工事会社

38

14

13

65

6.8%

学外その他

19

7

1

27

2.8%

学内

426

8

4

438

45.6%

計

820

99

41

960

100.0%

(3) インターンシップ制度における利点と課題
インターンシップ制度実施初年度を終え、受け入れ
側および学生側の声として聞こえてきた利点と課題に
ついて整理する。
1) 利点
・学生が業種としての建築設備分野を理解できた。
・受け入れ先に就職の決まった学生もいた。抱いて
いたイメージとの違いから、就職先として建築設備
分野を避けた学生もいた。業務の実態を知ることで、
就職先のミスマッチを低減できる可能性が高い。
・研究以外の視点を持つことで、学生が自分の研究
テーマの位置づけを理解できた。
・受け入れ先の若手社員の刺激になった。
2) 課題
① 受け売れ先について
大手あるいは主要な建築士事務所、建設会社におい
て、インターンシップを引き受けてくれるケースが少
ない。受入れ先の確保のために業界の理解と協力が必
要である。
② インターンシップの内容について
インターンシップ期間中のプログラムについて、具
体的な事例がどこからも示されていない。受け入れ先
によって、内容に格差があるとの声も学生から聞かれ
た。受け入れ先としても学生に何に取り組んでもらう
べきかわからず、受け入れに消極的になる一因になっ
ていると考えられる。
③ インターンシップ時期について
設備・環境関連の大学院生は修士論文として各自の
研究に取り組んでいる。2 年間のうち、授業のない夏
季休業中の一ヶ月のブランクは大きい。また、修士一
年生の冬には就職活動が始まるため、まとまった期間
として一ヶ月を確保するのは困難である。インターン
シップの成果をスキルとして直接的に修士設計等に生
かせる意匠系に比べ、履修する率が低い要因となって
いる。
(4) 学会としてのインターンシップ制度への取り組
み
インターンシップ制度はまだ始まったばかりで課題
はあるが、空調・衛生設備業界の魅力をアピールし、
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就職活動時のミスマッチを減らす機会にもなり得る。
現時点での最大の課題は、インターンシップのプロ
グラムとスケジュールの例示である。学生の取り組み
内容がわからないために、受け入れ先としても躊躇し
ている状況にあると推測される。プログラム全体が見
えてくることで、受け入れ先にとっても学生にとって
も負担の少ないスケジュール設定も可能になると考え
られる。
教育の視点から見ると、研究とインターンシップの
両立には、半年間定期的に通うなどのスケジュール方
が望ましいと考えられる。指示に従うだけの慌ただし
い 1 ヶ月を過ごすのではなく、課せられた業務内容に
ついて学生自身が咀嚼する時間ができる。
空気調和・衛生工学会として、実務を学ぶのに適し
たプログラムとそのスケジュールの目安を示すことで、
産学の交流を活発化できるであろう。制度設計の観点
から、日本建築学会の関連委員会等との密接な情報交
換が望まれる。

2)
3)
4)

6.2.5 空気調和・衛生工学会における若手教育に対す
る提言
・積極的な学生会員の獲得
金銭的負担を劇的に軽減させ、最新技術情報の提供
により学生会員の増加を図る。E-learning の活用や技
術・インターンシップ等の情報をネット上でのアクセ
スのみとすることで、コストを押さえた情報提供が可
能となる。
・インターンシップ制度への貢献
インターンシップのスケジュールやプログラムの案
を提供することで、学生と受け入れ企業の交流を活発
化させる。現状では、大学 OB でないと接触しづらい。
・スチューデントフォーラムのサポート
・技術フェローによる組織的な研究や相談などインキ
ュベーション活動
・社会におけるイメージ戦略
大学での建築初学者ですらわからないことを、将来
の若手となる中高生に広めるのは困難である。設備は
表になかなか見えない以上、その存在と意義を社会的
にアピールしていく必要がある。まずは広く社会的に
空気調和・衛生工学の役割と意義を浸透させていくこ
とが望まれる。学会から社会に向けての積極的な情報
発信や社会貢献がその鍵となるであろう。
・委員会のオープン化
委員会をオープン化することで、若手研究者、技術
者の育成をはかる。
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6.3 学術基盤整備と社会ニーズ･知的資産の創造･
統合と発信
6.3.1 はじめに
学会とは学術･技術情報交換の場であり、情報発信
者と情報受信者より構成される。会員数の観点では
両者には大きな偏りがあり、一部の情報発信者と大
多数の情報受信者より構成されるのが一般的である。
情報受信者にとって、学会誌や論文集、研究委員会
報告として受信する情報コンテンツの質は、年会費
の支払いに対する対価として評価することが可能で
あり、即ち相対的に費用対効果で整理が容易である。
しかしながら、情報発信者にとって、情報コンテン
ツの創造、整理･統合、発信の作業はほぼボランタリ
ベースであり、この点に対する配慮無くして学会の
存続と発展はあり得ない。会員数の減少は社会的･
経済的な背景が支配的な影響を与えることは事実で
あるが、会員の大多数が情報受信者である点を鑑み
ると、学会から発信される情報コンテンツに魅力が
無い、その価値が十分に認知されていない、と云っ
た点での反省が必要となろう。翻って情報発信者に
とっては、情報発信の場となる学会は多数存在する
ため、第一に受信者が多い、即ち会員数･購読者数の
多い学会であることが重要な魅力となる。更に、能
動的･自発的な活動の場としての魅力を高めること
が情報発信者の確保･増大となるであろう。
学会の学術基盤整備、社会ニーズ･知的資産の創
造･統合と発信の方法は、この会員構成の偏りに配慮
して議論する必要がある。

会数が単調増加傾向であり、且つ研究領域の重複が
散見されるようになっている。
大多数の会員の学会委員会への関与に対する基本
姿勢はボランタリーであり、且つ一過性である、と
表現しても過言では無いであろう。既存のシステム
上で与えられた役割をそつなくこなしている、とい
うのが大多数ではなかろうか。委員会活動の活性化、
更には学会の活性化のためには、受動的な姿勢から
能動的な姿勢への転換が必須であり、委員会活動に
能動的に参加可能な体制構築が必須である。一部に
見られるサロン化した、硬直化した研究委員会の活
性化を図るべく、研究委員会の常設化を廃止し活動
年限の制約を設け、委員会更新に際しては、学術運
営委員会を中心とする審査制度の導入が必要であろ
う。
6.3.3 学会誌の役割と今後の発展
学会誌はいわば本学会の顔であり、空気調和･衛生工
学に関する広範な情報を学会員に提供すると共に、
情報共有、情報発信の場として学会の中心的な役割
を果たすべきメディアである。基本的に紙面構成は
特集中心であり、時宜を得た情報が効率的に発信さ
れているものの、情報の一方向性は印刷物としての
学会誌の限界を示しているとも云える。読者からの
フィードバックを重視し、情報の相互性を担保する
場合には、学会誌の電子化も検討の余地がある。ま
た、一部のコンテンツ、例えば技術報告は論文集の
内容と重複しており、整理が必要であろう。
6.3.4 学会論文集の現状と今後の展開
空気調和･衛生工学会論文集は 2005 年 4 月より年
12 回発行となり、学術論文に加え、技術論文、ノー
ト、レターの新たな論文カテゴリーを設けることで、
速報性の他、実務家にとっての有益な情報の提供を
目指した改革が行われたものの、学術論文の投稿数
に大きな変化は無く、また新たなカテゴリーである
技術論文、ノート等の投稿数も伸び悩んでいるのが
実情である。
世界的には、主要な英文ジャーナルが Elsevier、
Wiley をはじめとする大手出版業者によって電子化
されており、論文投稿から査読プロセス、出版まで
すべてがオンライン上で処理される。投稿料(論文掲
載料)も無料であるのが一般的である(その代わりと
して購読料が必要となる)。一般的な研究者は、少し
でも IF の高いジャーナルに投稿を試み、採用否とな
った場合にカスケード的に下位のジャーナルへと再
投稿する。この一連のプロセスの最下層に位置する
のが建築学会の JAABE (Journal of Asian Architecture
& Building Engineering)であり、それ故、一定の需要
があると推察される。しかしながら日本語で且つ投

空気調和･衛生工学会の学術基盤は、(i)各種研究委
員会活動、(ii)学会誌の発行、(iii)論文集の発行、(iv)
学術講演会の開催と学術講演論文集、であり、学会
が建築環境サービスプロバイダとして深化・発展す
るために、この知的資産を整備し、更なる質的向上
を図ると共に、効果的な社会発信とスムーズな技術
トランスファーを可能とする制度構築を推進する必
要がある。
6.3.2 研究委員会の現状と展望
現在の学会における研究は、学術運営委員会とそ
の傘下の 9 の常設委員会、その傘下の小委員会が担
う体制となっている。委員会活動の成果は全てピア
レビューされ、質の維持と評価が行われるシステム
が導入されている。また、委員会の成果を学会スタ
ンダードとして整備するため、スタンダード委員会
とのスムーズな連携も構築されている。
研究委員会の設置ならびに活動･成果に関する審
査は厳格に運用されているが、一度設置された常設
委員会の改廃に関する規定が存在しない為に、委員
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しかしながら、上述の対応は対症療法的であり、
本質的な改革に向けて(i)電子ジャーナルへの移行、
ならびに(ii)SCI ジャーナル化、に関して迅速な対応
が必要であろう。
現在、すべてのジャーナルが電子化へ向けて変革
を進めており、本学会論文集が存続していくために、
完全電子化は避けて通ることはできないであろう。
費用対効果の観点より、JST が提供する J-STAGE 利
用による投稿、査読から公開までをすべて電子化し
たシステムへの早急な移行が必要であろう。事務局
の人員配置と思い切った予算化が求められる。

稿制限のある(即ち、投稿数が会員数の直接的影響を
受ける)空気調和･衛生工学会論文集は、上記英文ジ
ャーナルのカスケード的プロセスとは完全に異なっ
た位置づけとなる。空気調和･衛生工学が関連する産
業構造を鑑みた場合、新たなフィールドの取り込み
を行わない限り、将来的に論文投稿数が増加すると
期待される要素は皆無と云ってよく、長期的には緩
やかな衰退に向かっていると考えるのが妥当であろ
う。
また、論文掲載数、採用率等のデータに着目する
と、2005 年から 2010 年までの 5 年間の学術論文の
年平均掲載数は 50.0 編/年であり、一月あたり 4.2 編
/月の掲載数である。採用率は学術論文で 88%程度、
技術論文で 83%程度である。投稿から掲載までの平
均時間は再査読プロセスの無い技術論文で平均 5.3
ヶ月、再査読プロセスのある学術論文で 7.0 ヶ月と
なっており、論文投稿から掲載までに大きな遅滞は
認められない。
日本建築学会の論文集に着目すると、2009 年度の
論文投稿数 989 編に対し、掲載数は 785 編であり、
採用率は 79.4%である (2008 年度は 847/954=88.8%、
2007 年度は 858/1039=82.6%)。日本建築学会は計画
系論文集、構造系論文集、環境系論文集と 3 冊に分
かれているが、上記データは全てを纏めた数値であ
る。日本建築学会は本学会の約 20 倍の投稿論文数で
ある。
日本建築学会の会員構成は、2010 年度の会員総数
34,919 名、論文集予約購読会員 6,329 名となってい
る。本学会は正会員 15,635 名、うち研究分野所属 627
名、論文集予約購読個人会員 543 名、うち研究分野
所属 240 名であり、日本建築学会の論文集予約購読
会員比率 18%に比較して、本学会の論文集予約購読
個人会員比率は 3.5%と大変小さい。また(論文投稿
数／論文集予約購読会員数)を比較すると、日本建築
学会は 15.6[編/人]、本学会は 12.0[編/人]となる。
本学会の会員比率上は、情報発信者と情報受信者
の偏りが大きく、論文集の活性化、更には学会活性
化のためには情報発信者比率を高める努力が必須で
あろう。

学術的にはジャーナルの SCI の有無、ならびに IF
の程度が重要視される傾向にある。将来的には SCI
の有無によりジャーナルの淘汰が進行すると予想さ
れる。国内では、例えば日本建築学会が韓国ならび
に中国の建築学会と協調し、JAABE (Journal of Asian
Architecture & Building Engineering)を発行している。
2007 年より JAABE が SCI(Science Citation Index)化さ
れたことにより、特に韓国からの投稿数が激増して
いるという現実がある。
空気調和･衛生工学会論文集が日本語で発行され
る限り IF の対象とはならないため、IF の検討を行う
ことは即ち英文論文化を検討することとなる。空気
調和･衛生工学会として英文論文集に対する対応は、
大別して (1) 現状の空気調和･衛生工学会論文集を
英文論文化し日本語論文を廃止、(2) 空気調和･衛生
工学会論文集とは別に英文論文集を発行、の方向性
が考えられる。
仮に、空気調和･衛生工学会の使命は実務寄りの論
文を国内向けに出版すること、と捉えた場合、空気
調和･衛生工学会の独自論文としての英文ジャーナ
ル化は国内需要が無いと思われる。英文ジャーナル
化を進めた場合、企業研究者からの投稿が激減する
と共に、大学研究者は少しでも IF の高いジャーナル
への投稿を目指すため、空気調和・衛生分野の国際
ジャーナルと直接競合することとなる。空気調和･
衛生工学会は他学会の方向性とは一線を画し、日本
語での空気調和･衛生工学会論文集の発行を進める
との方向性にも一定の理があると思われる。この選
択をした場合には、空気調和・衛生分野のみならず、
関連する学術分野の競合論文集との生存競争に打ち
勝つ必要があり、情報発信者である論文投稿者に対
する本学会論文集の魅力を高めると共に、会員外に
も開かれた論文集として存在感を高める対策が必要
であろう。

論文集の活性化に関しては継続的な取り組みが行
われており、2011 年からは国立情報学研究所による
論文データベースである CiNii が提供する電子図書
館システムに参加することで、論文集の PDF 化なら
びにデータベース化に対応した。また、投稿者の負
担を多少なりとも軽減する目的で、電子メールに論
文データを添付する方式での投稿方式の採用も開始
された。現状では紙媒体での投稿も認めており、電
子メール、郵便のどちらかで投稿する方法となって
いる。

6.3.5 学術講演会、講演論文集の役割と今後の展開
2010 年度の学術講演会の発表題数は 600 件を超え、
過去最高を記録した。本学会には論文集に対する需
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関連する知的資産の創造、発信の場としての機能が
強く期待されている。

要は小さいものの、学術講演会レベルでの情報発信
に対する潜在的需要は大変大きいと推察される。学
術講演会はオンサイトでの会員相互の情報交換の場
として、最新技術や研究成果の発表の場として、学
会の最も重要な催事の一つである。基本的には会員
に限定されたものであったが、2011 年より CiNii を
利用して講演論文集のコンテンツが公開されること
になり、会員外も含めて情報公開が促進されること
になった。
情報技術の発展に伴い、インターネットシステム
を利用することで遠隔地との情報共有も容易になっ
ているが、学術講演会の需要を考えると、Face to
Face の情報交換や議論の重要性が強く認識されてい
る結果と捉えることも可能であり、純粋な学術情報
に近い論文集よりも、実学の側面も強い学術講演会
の需要が大きい点が本学会の特徴の一端を表してい
るとも云える。
6.3.6 他の関連学協会との競争・連携
空気調和･衛生工学会が、情報発信の場として、さ
らに情報受信の場として高い魅力を備えることで、
他の関連学協会との競争に打ち勝つ必要がある。し
かしながら、空気調和･衛生工学分野は、工学系の専
門領域の中でも相対的に限定された学術分野と云え、
組織が細分化されることは即ち専門領域そのものの
弱体化を意味することになる。将来的には、日本冷
凍空調学会や日本電設工業協会といった関連学協会
と連携、一体組織化すると共に、空気調和･衛生工学
分野のフリンティア領域を取り込むことで建築環境
に関する総合的なサービスプロバイダへの転換･発
展が必要であろう。
6.3.7 社会ニーズ･知的資産の創造･統合と発信
学会基準やガイドライン、便覧、委員会報告書を
始めとして、本学会は空気調和･衛生工学にかかわる
様々な知的資産を創出し、会員に提供してきた。
地球温暖化の顕在化や 2005 年の京都議定書発効
による温室効果ガス削減の取り組みの問題を持ち出
すまでも無く、地球環境問題への対応とサステナブ
ル社会への転換の必要性は議論の余地が無く、本学
会も空気調和･衛生工学の在り方を根本から見直す
必要がある。この地球環境問題に正面から取り組む
にあたり、空気調和･衛生工学分野には「建築－人間
工学が高度に統合した建築環境設備と爆発的な低炭
素ソリューション」に対する大きな技術的ブレイク
スルーが求められており、この具体的目標を認識し
た上でバックキャスティングによるロードマップ構
築が求められている。
本学会は、「21 世紀を支える環境設備技術と超低
炭素ソリューション」という社会ニーズを自覚し、
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PDCA (Plan-Do-Check-Act)サイクルを意識しながら
この瞬間から活動を開始する必要がある。

7. 中長期展望と結語
空調調和･衛生工学会は大正 6 年（1917 年)に設立
され、 2011 年で設立 94 周年を迎える伝統ある学会
である。空調調和･衛生工学会の使命は「暖房、換気、
空気調和、給水、排水その他の衛生に関する工学、
技術の研究の連絡、提携および促進をはかり、もっ
て学術、文化の発展に寄与する」ことであり、この
基本使命を尊重すると共に、激変する時代の要請に
対して柔軟に対応可能な組織として常に改革を行っ
ていくことが必要不可欠である。
過去 20 年間の当学会の歴史の中では、1989（平成
元年）に 90 年代ビジョン委員会の答申が発表され、
1990 年（平成 2 年）に 90 年代ビジョン実行委員会
が設置された。また、1999（平成 11）には、
「21 世
紀における学会活性化の基本方針」が答申され、答
申を受けた「行動プログラム」が検討され実行され
た。これらのビジョンや行動計画は日本が経済的に
も華やかな時のビジョンであった。それから 10 数年
を経た日本は縮減社会と東日本大震災という未曾有
の天災に襲われて出口の見えない暗闇の中にある。

本ビジョンを受けて、学会として ZEB 定義小委員
会（空調設備委員会 傘下）を立ち上げることから
第一弾のアクションを開始した。今後、ラベリング
委員会及び BIM 委員会の新設が計画されている。
この SHASE 21 世紀ビジョンが会員に広く共有さ
れ、本学会員の知性が集結し、今後の持続的発展に
貢献することを期待している。

SHASE 21 世紀ビジョンは、1999 年の「21 世紀に
おける学会活性化の基本方針」から約 10 年を経たも
のであるが、その間に日本を取り巻く状況は激変し
ている。バラ色の未来を描くことはできないが、日
本の今後にとって本分野が果たせる役割は決して小
さくない。今回の SAHSE 21 世紀ビジョン策定に関
しては、地球規模での環境問題･社会問題から、空気
調和･衛生工学ならびに本学会を取り巻く社会背景
を認識した上で提言を行い、低炭素社会実現と安全･
快適・健康な空間創造のために取り込むべき戦略を
具体的に示す作業を行った。
近未来の社会に対する全般的なイメージの形成と
そこで必要とされる環境設備、衛生空調の業態やサ
ービスのイメージを持つことは、荒海におけるコン
パスを持つことと同義である。空気調和・衛生工学
分野の動向のイメージを明確化することで、本学会
の将来像と果たすべき役割に関して議論してきた。
フロンティア開拓なしには、本分野は縮減の波に飲
み込まれてしまう可能性がある。社会の幸福度を増
大させながらも、低炭素化に圧倒的に寄与する技術
開発の推進と評価を行う中核組織を目指すことが、
空気調和･衛生工学会の使命である。
人口減に伴う日本社会と経済規模の縮減が不可
避である現状をふまえると、空調調和･衛生工学分野
ならびに本学会の持続的発展のためには、SHASE 21
世紀ビジョンを夢から現実のものとしていくことが
大切である。継続的な取り組みを行うためには、
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