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I. はじめに 

 

日本が今後少子高齢化社会になることが指摘されるようになってからだいぶたつ。建築分野

も新築物件が減って欧米の先進国並に改修比率の増大が指摘されたが、すでにその路線上を

進み出している。一方で中国やインドなどの経済成長は著しく、世界の工場として経済成長

を遂げた日本のゆく末に対する今後の戦略が大きく問われるようになった。2002年に「知

財立国」という大きな国家戦略が政府から示されたが、これは、今後の日本のあり方を考え

て知的財産の創出、保護と活用を国策としたものである。従来、建築分野はローカル産業で

あり、他のグローバル産業と同様のスタンスで知財への取組を考えることはできないかもし

れないが、建築分野も産業としては国内需要の縮小のなかで今後の大きな戦略を考える時期

に来ている。 

また、従来、建築産業は技術的に横並びの中で、入札という価格競争によって企業選択が行

われてきた。そこでは突出した技術力よりも信頼できる技術力やアフターサービスが重視さ

れてきた。しかし、現在、今までの枠組みは壊れて、社会はスピードとイノベーションを求

めている。このような中で優れた技術の開発、あるいは優れた技術の流通を今まで以上に考

えていく必要が生まれている。 

建築にかかわる技術分野は非常に広く、研究開発課題も数多いが、空気調和･衛生工学分野

においても地球環境問題対応、高度生産技術対応、QOL（Quality of Life）対応、知的生

産性向上など多くの検討課題を抱えており、大学や企業において多くの研究者・技術者が

日々研究・技術開発に取り組んでいる。また、当工学会も多くの委員会活動等を通して新

しい課題に取組み、研究・技術開発や研究成果のスタンダード・マニュアル化などを行な

い、その成果や知識の普及に努めている。 

しかしながら、空調・衛生分野では知的財産の流通が殆ど行なわれておらず、折角の優秀

な技術が開発されても広く採用されず、業界全体としての技術的レベルアップに供される

機会が少ないという現状がある。 

優秀な技術はお互いに利用し合い、更に優れた技術へのブラッシュアップへ結びつけるこ

とができれば、研究開発リソースをより有効に活用でき、経営資源の効率的運用も可能に

なる。このような認識から、第２回空気調和・衛生技術のニューフロンティア開拓アイデ

アコンペにおいて知的財産の発掘・普及促進をテーマとする「空調新技術普及コンソーシ

アム制度の設置について」（提案代表者：境 弘夫）が提案され、優秀賞を受賞した。そし

てその後、この提案に沿って、平成１８年度に学術部会の下に「空調・衛生新技術普及促

進方法検討小委員会」(委員長 川瀬 貴晴千葉大大学院教授)が設置された。 

本検討小委員会では上記のような現状認識から始まり、普及のための課題を分析し、空気

調和・衛生工学会として新技術を普及促進するための組織の検討や今後の方向などについ

て研究を行ってきた。ここに、3年間の委員会活動を報告する。 
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Ⅱ．研究体制 

 

１．研究の目的 

本委員会の目的は、ニューフロンティア開拓アイデアコンペ「空調新技術普及コンソーシ

アム制度の設置について」の考え方を下敷きとして、当学会を中心とした新技術の普及促

進方法(組織)を具体的に検討し、可能性を探ることにある。 

 

２．研究内容 

２．１ 空調新技術普及コンソーシアム制度 

 本研究の基礎となった「空調新技術普及コンソーシアム制度」の概要は以下の通りであ

る。なお、ニューフロンティア開拓コンペの応募資料を付属資料１に示す。 

 

本コンソーシアムは大学、企業が開示して良い(ランセンスして良い)特許やノウハウをコン

ソーシアム(当工学会に付属する組織；仮称 ANTIC)に登録する。これらの知的財産は

ANTIC 内部で公平に評価され、コンソーシアム参加企業に公開される。ライセンスを希望

する企業には ANTIC が仲介してライセンスを成立させる。このようにして、ANTIC が企

業対企業または大学対企業では難しかった新技術の普及促進を行うものである。 

ANTIC の運営費用は基本的にはコンソーシアム参加企業の会費で賄われる。 

 

２．２ 研究内容 

 本研究の課題は新技術、特に特許などの知的財産を業界内で広く普及する方法を検討す

ることにあり、総論については異論が少ないことが予想されたが、業界はもとより、他の

学会においても試みの無い研究であったので、主査を含めて 17 名の委員にて白紙の状態か

らブレーンストーミングを行うことから研究を開始した。 

ブレーンストーミングの結果、当委員会の検討内容を当工学会賛助会員会社および各委員

会委員から意見を更に求めることとなり、多くの賛助会員企業および当工学会委員会委員

の協力を得てアンケートを実施した。 

アンケートの結果、当工学会に新技術普及促進のための組織を設置することに対して賛同

を得たが、個別設問に対する意見とともに、多数の貴重な自由意見を得ることが出来たの

で、再度検討課題を整理して、より実現性の高い普及促進方法について検討した。 

なお、以上の研究内容骨組みに対して、補強する意味で、大学 TLO との意見交換、特許庁

の支援を得た「特許普及シンポジウム」の開催、および非公式な保有特許調査などを実施

した。 
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３．研究実施体制 

本研究は以下の委員会にて実施した。（所属は平成 18 年 6 月委員会発足当時） 

   主査 川瀬 貴晴  （千葉大学大学院教授） 

   幹事 境  弘夫  （㈱日立プラント建設） 

   幹事 須藤 俊彦  （新菱冷熱工業㈱） 

幹事 小金井 真  （㈱朝日工業社） 

委員 井口 泰男  （新日本空調㈱） 

   委員 市川 徹   （東京ガス㈱） 

   委員 射場本 忠彦（東京電機大学） 

   委員 大高 一博  （㈱日建設計） 

委員 岡崎 俊春  （三建設備工業㈱） 

   委員 佐藤 信孝  （㈱日本設計） 

委員 塩谷 正樹  （鹿島建設㈱） 

   委員 田中 良彦  （三菱地所設計㈱） 

   委員 平林 千義 （㈱久米エンジニアリングシステム） 

   委員 松島 修  （㈱NTT ファシリティーズ） 

   委員 松縄 堅  （㈱日建設計） 

   委員 柳原 隆司 （東京電力㈱） 

   委員 渡辺 健一郎（大成建設㈱） 

    

４．研究スケジュール 

  【平成 18 年度】  

①ブレーンストーミング 

   ②大学 T. L. O. 調査 

  【平成 19 年度】  

①アンケート調査 

   ② 同上結果分析 

   ③「特許普及シンポジウム」開催 

   ④特許保有調査 

  【平成 20 年度】  

① 課題整理 

② 報告書纏め 
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