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㈠産業技術史編纂事業
1. 産業技術史編纂の意義

• 1.1.技術の歴史を残すことは、先達の歩みを残すことで、歴史
を学ぶ上での貴重な記録を後世に伝える。

• 1.2.記録を残すことにより、科学技術や技術開発における日本
の貢献を世界に発信できる。

• 1.3.技術は文化と密接な関係にあり、技術開発の歴史を残すこ
とは、文化の歴史を残すことに通じ、アイデンティティの確立
ができる。

• 1.4.日本のモノづくりの従来の特性を明らかにすることにより、
欧米に範をとれなくなったの日本の進むべき道を探る事に繋げ
る。



2.技術開発史編纂の手順と活動

• 2.1 産業界の技術群の中で、歴史的に考えて、革新性があり、社会に貢献した技
術テーマが選択される。

• 2.2 選択された技術テーマについて、対応する業界(○○工業会)の意見も参考に
しつつ、メーカーと主任調査員を選択する。

• 2.3 調査員の資格は、具体的にその技術開発の現場を歴史的に経験していること
と、現役ではないこと及び年齢的には後期高齢者でないことを基準とする。

• 2.4 科学博物館(産業技術史資料情報センター)は、工業会を経由して、調査対象
企業へ趣旨説明と調査訪問の許諾依頼を行う

• 2.5各調査主任は、毎週決められた曜日に、各地から博物館に集まり、過去一週
間の調査結果を持ち寄り、報告書原案を作成する。

• 調査テーマは、毎年原則として5テーマであり、各テーマの調査員は1人である。
• 年度末に報告書を完成し、6月に報告会が行われ、公開される。

当調査事業は、2000年から開始され、現在、127余のテーマが完成している。



3.技術発展の系統化調査報告書
(エアコンの事例)

• 3.1エアコンとは
家庭用・業務用、ビル用、設備用・自動車用・車両用と幅は広いが、今回取り上げたのは、
家庭用ルームエアコンと小型業務用パッケージエアコンである。
• 3.2ルームエアコン市場
この調査対象のエアコンは、世界で約9300万台あり、このうち10%が国内需要である。そ
して国内の家電機器全体の約1/3を占め、約1兆円であり、パソコン並みである。
3.3 エアコンの歴史

エアコンの冷房の原理は、古代エジプト時代から知られていたものだが、カルノーによ
る圧縮式冷凍理論は、1800年ごろである。日本で冷凍・冷房技術が発展したのは、明治時
代から昭和にかけての日本の主力産業であった紡績産業用であった。そして戦時中は、戦
艦の火薬庫保護用として使用された。
戦後の家庭用エアコンは、洗濯機・冷蔵庫・白黒TVの3種の神器からカラーTV・クーラ・
カーの新三種の神器3Cとして1968年ころから一般化したのである。



4.1登録制度の概要
学技術史資料のうち、「科学技術の発
達上重要な成果を示し、次世代に継承し
ていくうえで重要な意義を持つもの」や
「国民生活、経済、社会文化の在り方に
顕著な影響を与えたもの」に該当する資
料を選定し[重要科学技術史資料登録台
帳]に登録する
4.2登録制度の内容
〇台帳への登録及び登録証等の交付
〇現状の変更等の連絡
〇台帳の公開
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4.未来技術遺産登録



5.日本産業の流れ

•5.1日本の産業
1950～1960年代は重厚長大産時代で、鉱業、鉄鋼業、造船業、

セメント業が日本を支えた。
1970～1980年代は軽薄短小時代となり、電気・電子機械製造
業、精密機械製造業が栄え、次の輸送機械製造業へ繋がった。
また、1979年EUの対日経済戦略報告書によると日本住宅は、
ウサギ小屋と表現されていて、戦後の日本の住宅条件の貧困さ
の中で家電品は成長していった。



5.2家電品の軽薄短小化
狭い台所に置かれる製品は、各機種の技術革新と工夫により、外角の大型

化に耐えた製品のみが普及していった。この据え付けスペースを確保し続け
られずに消えていった製品が多い。皿洗い機、ディスポ―ザ、浄水器等

(1)電気冷蔵庫
生活程度の向上と冷蔵庫の貯蔵容積の拡大は、断熱材の革新
と放熱器の改善であり、それに冷凍庫機能押し込んだ

(2)電気洗濯機
洗濯槽にすすぎ槽・脱水機・乾燥機の機能を押し込んで一体型とした

(3)カラーテレビ
基本的には、ブラウン管使用型から液晶型への撮像素子の改革による

(4)加熱調理機
ガス式調理器は置き場所も含めてIH調理器への転換



6.エアコンの歴史と展開

• 6.1エアコンの歴史
エアコンに係る冷凍・空調の
技術は紀元前までに遡るとい
われ、古代エジプトの砂漠地
帯では、素焼きの壷に水を入
れ、夜間に外へ出しておき、
壺の外面での蒸発潜熱で冷却
した水を利用したことが伝わ
っている。



6-2我が国のエアコンの展開
我が国への冷房機の輸入第一号
は1870年で、我が国の主力産業
であった紡績工場用であった。戦
時中は軍艦の大砲用火薬庫の冷房
用途であった。戦後はアメリカか
ら家庭用の窓掛一体型が輸入され
同タイプのものが1953年に国産化
された。しかし、窓掛型は、掃出
窓が支配的な日本の家屋構造には
適合せず、一般化しなかった。し
かし、その後のセバレート化と壁
掛型化の技術的大革新により、急
速に普及し、現在は、2017年度の国内市場は、906万台7344億円となっている。



7.エアコンの開発技術史
ほんらい我が国のエアコン開発技術の流れを次の3つの系統に整理して開発技術史を整理し
てゆく。省スペース・省エネルギー・爽快性(清浄性)を3Sとして整理する。
7-1省スペース技術の系統化

戦後我が国の高度成長の波により、生活の質を向上させる家電機器が、当時の先進国か
ら紹介され、一家庭に続々導入された。しかし、戦後の我が国の住居条件は狭く、1979年
のEUの対日経済戦略報告書に「日本人の住居はウサギ小屋」と書かれていたこともあり、
家電品もうまく省スペースに設計する必要があり、省スペースは必須であった。
7-2省エネルギー技術の系統化

エアコンの消費する電力量は、他の家電品に比べ消費電力kWも消費電力量kWhも極めて
大きい。省エネルギー性は不可欠の要因である。
7-3爽快性改善技術の系統化

エアコンは、本来室温を下げるものであるが、さらに使用者の爽快性・清浄性を改善す
るために、湿度の独立制御・暖房機能・換気機能・空気の清浄性向上等と多くの機能を改
善する技術も選択的に要求される。



8.省スペース技術の開発史
8.1壁掛セパレートの開発

8.1.1壁掛セパレート化技術
日本家屋の主力の腰高窓に一体型のエアコン

を取り付けることは、取り付け性、対振動騒
音性、安全性上極めて問題が多いため、室外
機と室内機を分離して取り付けるセパレート
型が考案され、室内外の細い冷媒配管で連結
し壁穴を通し窓の問題は解決した。
8.1.2室内機の設置場所の探索

居住空間の中で、邪魔にならずに据え付け
られる空間は、壁の上方部であることが、各
種調査の結果判明した。

図2エアコン形態の流れ



8.1.3壁に取り付けられる奥行きの小さい室内機の開発
従来は、プロペラ型かシロッコ

型しかなかったが、これらは、風
の一面処理が不可能である。この
一面処理ができる送風機探しとな
った。国際的には、英国のFC社の
炭鉱の排気処理に使用されていた
ラインフローファンに挑戦する。
この実績の少ない送風機の実用化
は、風量と騒音の両立で苦難の道
であった。



8-2超薄型室内機の開発
8.2.1更なる薄型化への挑戦

初期の壁掛は、冷房専用型で
あったが、その後、エアコンは
冷房暖房兼用型と変わり、さら
に熱交換器は大きくなり、室内
機の奥行きも大きくなってしま
った。ここでさらなる薄型化の
ために、人間工学的に検討し、
またエアコンのライフサイクル
アセスメントからの分析も含め
て更なる薄型化の目標を再設定
した。



8.2.2超薄型化のための逆転の発想
(1)室内機断熱材の削減

室内機は、取り付ける壁面との間に断熱材を設置し、壁面に着露することを防止していたが、
超薄型にするために、断熱材を取り外し、本体側の着露はそのままにして、着いた露を 集
め熱交換器から出てくるドレンと一緒になるように特別に 工夫して薄型化に成功した。こ
の技術は一般の常識に反するものであったので、他社が導入するためには時間がかかり、
超薄型の独走期間が続いた。

(2)熱交換器の表面処理剤の開発
熱交換器の小型化のためにフ

ィン間隔を少なくしたいが、反
面露のがキレが悪くなるので、
特殊な水との親和性を変えて
キレを改善した。



8.3室外機の薄型化
室外機の小型軽量化は、室外機
の中の圧縮機の技術革新と構成
材料のプラスティック化の貢献
度が高い。圧縮機は、往復動型
から回転式のロータリー化が進
展し大幅に小型軽量化した。室
外機はこれらにより、庭での地
上据え付けのみならず、集合住
宅のベランダ設置やビルの外壁
面取り付けにも対応した。



9.省エネルギー技術の開発史

9.1圧縮機の技術革新
圧縮機は、従来の往復動式か
ら回転式への移行であり、こ
れにより小型軽量化が進んだ。
回転式も小型はロータリー型
が多く、より大型になるとス
クロール式が主流となる。



9.2インバータ技術
(1)インバータ導入により圧
縮機用電動機の回転数が可変に
なり、負荷の変化に対して回転
数を変え、最適効率を維持する。
(2)インバータ技術は、大型の設
備に導入されていたが、エアコ
ン用に多量生産品に導入されて
からは、これが起爆剤となり半
導体技術の革新もあり、急速に
多方面に導入された。



10.爽快性・清浄性改善技術の開発史
10.1湿度制御型ドライエアコン

本来エアコンは、室温調整のために使用されるが、
我が国の梅雨時の初期のように、室温は下げたく
ないが、湿度だけ下げたいという目的のものであ
る。原理的には、冷房運転により湿度を下げるた
めに温度を下げるが、この下がった空気を再加熱
して部屋へ供給するものである。そのために、冷
媒回路の切り替えが必要であったが、インバータ
による風量の制御によるエレクトロ二クスドライ
型もある。



10.2 暖房能力の強化技術の開発史

エアコンによるヒートポンプ式暖房機の
能力は、補助ヒータなしで、暖房しよう
とすると、暖房の熱量は基本的には、室
外機の周囲の空気からとることになり、
外気室温が低下すれば困難となってくる。
この外気低温時に不足する暖房能力を強
化する技術としては、インバータ使用に
よる圧縮機運転周波数増加と、圧縮機へ
の液インジェクション方式である。これ
らの組み合わせで寒冷地向けヒートポン
プが実用化されている。



㈡未来技術遺産登録事業
1. 2018年度登録壁掛セパレートエアコンMS-22SA

(1)科学博物館登録番号:00256号
(2)選定理由:世界で初めてのラインフロ
ファンを用いて室内機の画期的な薄型化
に成功した家庭用セパレートエアコンで
ある。当時、理論的にはエアコンの室内
機など圧損のある用途には適さないと考
えられていたラインフローファンの特性
を実験で検証し、実用化に成功した。こ
のことによりエアコン室内機の壁掛を実
現し、省スペース化への流れが前進した。
現在の主流となっているエアコンの形
の先駆けとして重要である。



2. 2020年登録超薄型エアコン霧ケ峰MS-22RJ

(1)科学博物館登録番号00287号
(2)選定理由:本機は、当時業界最薄のエアコン室内機
である。断熱設計や熱交換器アルミフィンの親水処
理などの技術開発により奥行17cmを実現した。ス
ペースセーブ性、省エネルギー性、爽快性は、エア
コン技術の重要な視点である。エアコンが機能を発
揮するためには、狭い日本の家屋にも取り付けられ
る必要がある。スペースセーブ技術はそのための技
術である。視覚的にもインパクトを与える「薄さ」
は家庭への普及を促進した。本資料はエアコンの技
術開発の一段階を示すとともに、「軽薄短小」の日
本の家電品の特徴を示す資料としても重要である。



(三)技術開発史編纂事業に参画して

今回、はからずもエアコンの開発史編纂の仕事にね携わってみて、過去の技術の
流れを学習する機会を与えられ、その重要性と困難性が理解させられた。実際訪
問調査し、聴取しようとしても、各業界・各企業の技術資料は殆ど整理されてい
ないことがわかった。技術内容も過去のものであるし、国からの要請であるから
敢えて非協力的であるということでなく、企業そのものに、開発資料がないわけ
ではなかったが、提供される状態になっていない。また、説明してくれる窓口の
人も、過去のことはわからない。当方から該当する技術テーマを指定しても、関
連資料が出てこないという現状である。現在、この調査事業は、2000年から開始
され、毎年5テーマづつ消化して現在やっと100テーマ消化されただけである。白
物家電品もやっとエアコンで2テーマが完了しただけである。産業技術分野は数限
りなく対象となるわけだから、もっとビッチを上げて取り組む必要がある。そし
て調査時点が遅くなればなるほど、技術資料の調査は困難となっていく。
なお、当「系統化調査報告書」は国立科学博物館・産業技術史資料情報センター
ホームページで過去の報告書は見ることができ、国公立図書館も所蔵している。



ご清聴ありがとうございました。
2022年5月27日

荒野技研

荒野喆也


