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ポーター仮説と企業間競争
――日本のRAC産業を事例に――

中 原 久美子

Ⅰ はじめに

本稿の目的は，技術開発に対する規制の影響

は企業間競争によって変化することを，日本の

ルームエアコン（以下RAC）産業の事例を用い

て議論することである。

規制と技術進化あるいは競争優位に関する既

存の議論として有名なものに「ポーター仮説」

がある（Porter［1991］）。企業に優位性をもた

らすものとして規制の影響をポジティブに捉え

たこの仮説に対して，Palmer et al.［1995］は理

論的な検証からその妥当性に疑問を示した。日

本では浜本［1997］［1998］が日本の７つの産業

について実証的に検証し，ポーター仮説を支持

している。

既存研究では，規制が企業活動やその成果に

どの様な影響を与えるかについて，規制―効果

（技術進化，競争優位）という直接の対応関係

で捉えている。しかし，これは本当に現実を反

映しているのだろうか。つまり，規制を背景に

した企業間競争が技術進化や技術そのものに影

響を及ぼすとは考えられないだろうか。既存の

研究では，規制の技術進化への効用について特

定の産業について歴史的に観察した実証的な研

究は乏しいが，この様な研究によって，規制と

技術進化との関係の複雑さを明らかにすること

ができるのではないだろうか。

以上の様な問題意識から，規制と技術進化と

の相互作用に焦点を当て，企業間競争によって

技術開発に対する規制の影響が変化することを

示すとともに，これまでの議論に加えて，企業

間競争の視点が重要であることを説明する。最

後に本稿で示される日本的な技術進化のパター

ンがこれまでの技術進化の議論においてどう位

置づけられるかについても考える。

本稿では，こうした問題に対して適切な説明

が可能であると判断し，日本の RAC 産業を事

例として取り上げる。そして RAC 産業と直接

関係のある国内の環境規制のうち，RAC 産業

とは長い歴史と深い関わりのある省エネ法に焦

点を当て，規制と産業レベルでの技術進化を歴

史的な視点から記述する。

Ⅱ 先行研究の検討

環境規制が企業活動やその成果に及ぼす影響

についての議論では，長年，規制をネガティブ

に捉える見方が主流だった。たとえば，

Viscusi［1983］は，規制が企業の意思決定に３

つのマイナスの効果をもたらすことを明らかに

している。規制による生産性向上の減速効果を

指摘した研究も多い。Gallop and Roberts

［1983］は，1973-79 年の電力産業を事例に，規

制が生産コストを増大させ，生産性向上を減速

させる一方で，規制の影響下にない企業では生

産性向上が 44％高いことを説明している。同

様にGray［1987］は規制の強い影響下にある製

造業を事例として，規制が生産性向上の低下を

招くと主張している。また新燃料消費基準にい

ち早く対応した日本とドイツの自動車メーカー
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とは対照的に，規制のネガティブな影響を懸念

し，基準そのものに抵抗したアメリカの自動車

メーカーが，日本やドイツの自動車メーカーに

競争優位構築で後れを取った事例はこれを端的

に示している。この様に，従来から環境保護活

動は社会的利益を引き上げる一方で，企業には

余計な費用負担となり，その結果価格が引き上

げられ，企業の競争力低下につながると考えら

れていた。

これとは逆に，規制をポジティブに捉え，規

制が企業の技術革新を刺激することで費用が軽

減し，生産性が向上すると主張したのが「ポー

ター仮説」である（Porter［1991］）。同様に

Barrett［1991］は規制のおかげで参入障壁を築

けたり，トップランナー方式でトップに認定さ

れた企業が，市場で競争優位を獲得できる場合

があることを示し，環境規制の中には，企業が

競争優位獲得のために利用できるものがあった

りと，環境規制がイノベーションを促進すると

いう立場でポーター仮説を支持している。

Porter and van der Linde［1995⒜］では，仮

に，技術・製品・工程・消費者ニーズがすべて

不変なら，規制がコスト高を招くのは避けられ

ないが，現実はそうではなく，適切な環境基準

は，製品にかかる総費用を下げ，製品価値を高

めるイノベーションの契機になると考えてい

る。また Porter and Van der Linde［1995⒝］

では，企業レベルでのイノベーション・オフセッ

ト，つまり規制によって生産技術の非効率を改

善すべく技術革新がなされて生産性が向上する

という経路を示し，ポーター仮説の妥当性を主

張している。数多くの事例から，国際競争力の

ある企業は，自己改善能力とイノベーションを

継続的に実行する能力があることと，彼らの競

争優位がこうした能力に由来することを示し，

厳しい環境規制がイノベーションを刺激するこ

とで，企業の競争優位が高められることを示し

ている。

ポーター仮説を支持する議論には，企業活動

に影響がある環境規制の影響が産業の利益と成

長に貢献し，ゆっくりと経営活動に反映される

場合，企業は積極的にグリーン・ケイパビリティ

（環境にやさしいシステム・能力）の育成に乗

り出し，継続的発展と環境経営は互いに阻害要

因とならないと主張するものがある（Rugman

and Verbake［1998］）。日本の製造業を事例と

した研究では，浜本［1997］が環境規制によっ

て研究開発費が増大する場合，「ポーター仮説」

が当てはまる場合があること検証しており，こ

の仮説の妥当性を裏付けている。更に浜本

［1998］では，厳しい環境規制下にもかかわら

ず高い生産性上昇率を維持してきた日本の製造

業のうち複数の産業について検証し，産業内企

業の研究開発行動が環境規制による生産性上昇

率の低下を上回ることを示し「ポーター仮説」

を支持している。

しかし，「ポーター仮説」に対しては当初から

懐疑的な立場をとる研究も多い。Palmer et al.

［1995］は，理論的検証からポーター仮説の妥

当性について疑問を投げかけるとともに「ポー

ター仮説」に欠けている視点として，１）利益

につながる技術革新の機会の有無，２）規制制

定側が「市場の失敗」を正す立場にあることの

２つを挙げている。また，規制よりも企業が自

主的に規制を先取りする行動について，企業が

社会的イメージを向上させるため，つまり社会

的制度環境における「正当性」獲得を理由に挙

げた議論もある［朱，2004］。

これらの先行研究に共通しているのは，規制

と企業の直接的な作用の有無と，規制の影響が

企業にとってプラスあるいはマイナスの結果を

もたらすのかについて議論している点である。

本稿で事例として扱う日本の RAC 産業では，

規制があってもそれと呼応した形ではなくどん

どん技術が進化する時期があったり，逆に企業

間競争の誘発による技術進化を企図した規制に

強く制約されているにもかかわらず，産業内で

の技術進化が鈍化する時期がある。こうした事
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象を説明するためには企業間競争の視点が重要

であり，これまで企業間競争の視点を踏まえた

議論は十分になされてきたとは言い難い。また

これまで議論されてきた，企業への規制の有効

性や強弱は，多かれ少なかれ規制を背景にした

企業間競争の結果に左右されるという側面もあ

る。そこで，以下では，日本の RAC 産業の分

析を用いて，この問題について検討していくこ

とにする。

Ⅲ 事例分析―規制と省エネ技術開発の

発展

事例では日本の RAC 産業において，多くの

環境技術（省エネ技術）開発に貢献してきた企

業，具体的には，東芝（東芝キャリア），松下電

器，日立製作所，三菱電機（順不同）を対象と

する。また各企業における省エネ技術の開発を

時系列で考察しながら，環境規制である「省エ

ネ法」および「改正省エネ法」と企業の技術対

応および省エネ技術の発展過程について事例研

究を行う。なお，検討期間は日本で RAC が一

般家庭にも普及し始め，市場規模が拡大し始め

た 1970年から 2005 年までの約 35 年間とする。

事例では日本の RAC 産業における技術発展

段階を３期に分けて検討する。第１期は省エネ

法が公布・施行される以前の基本性能の向上期，

第２期は 1979 年に省エネ法が施行されて後，

質の高い技術が数多く登場した省エネ技術向上

期，最後は，規制によって企業間競争が抑制さ

れ，省エネ性能向上速度が鈍化する一方で，新

たに製品訴求点として付加価値技術が重視され

た第３期である。第１期は日本の RAC 産業前

史として位置づけ，日本における RAC 産業黎

明期から 1979 年に省エネ法が公布・施行され

る直前の 1978 年までとする。第２期は省エネ

法が公布・施行された 1979 年から改正省エネ

法の制定の契機となった COP3 が開催された

1997 年までとし，1998 年から 1999 年の改正省

エネ法制定・施行を経て 2005 年までを第３期

とする。

本章では，1-3期について，規制の影響の有

無，実用化された技術の内容，企業間競争の中

身について述べ，規制と産業レベルの技術進化

や競争優位獲得についての議論には，企業間競

争の視点が必要なことを示す。ここからは，３

期ごとの省エネ技術の内容と規制との相互関係

および技術発展とそれを支えた企業間競争につ

いて検討していく。まず第１期では日本でエア

コン産業が形作られるまでの簡単な歴史と，日

本の RAC における画期的技術を紹介する。ま

たそれがどの様な要請によって実用化された技

術かについて記述する。

１ 第１期（1970-1978）：市場拡大を目指した

基本性能向上期

近代的な空調技術は 1904 年にアメリカのW.

H. Carrier博士により露点制御による空気の温

湿度調整法が見出されたのが始まりである。日

本で一般家庭に RAC が普及し始めるのは

1972∼73 年頃からで，1970年時点で小形 RAC

の製造が産業として成立していたのは，米国と

日本だけだった。その後約 35 年間で RAC は

種々の技術を取り込み，機能や性能は飛躍的に

発展した。今日日本の省エネ技術は，世界の最

先端に位置づけられる。

「省エネ法」（79 年）が公布・施行される以前

であるが，この時期は，基本性能や省エネ性の

向上を目指した技術開発が先行している。その

原因として 70年代の２度にわたる石油危機と，

日本の電力価格の高さが考えられる。消費電力

を低減し，RAC の魅力を市場に認めてもらう

ことが RAC市場拡大と自社の市場占有率拡大

に不可欠であった。したがって，消費電力低減

に効果があるロータリ圧縮機の RAC への実用

化が目指された。

今日ではロータリを始めとする回転式圧縮機

を RAC に搭載することは世界標準となってい
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るが，この流れを世界的に普及させたのは日本

企業である。1970年頃のエアコンには専らレ

シプロ圧縮機
1)
が用いられ，ロータリ圧縮機が

用いられるようになったのは 1970年半ばから

で，レシプロ式と比較して高効率，低騒音，小

型，軽量という長所がある。しかし，ロータリ

圧縮機自体が高額で，一般家庭用 RAC 用途に

普及させることは難しかった。

RAC産業におけるロータリ圧縮機の導入は，

東芝によって主導された。1967 年に東芝が日

本で初めて RAC 用ロータリ圧縮機を開発し，

RACに実用化したのは翌 1968 年である。また

この時，シングルブレード方式のロータリ圧縮

機の量産化に国内で初めて成功した。1977 年

には三菱が新開発したロータリ圧縮機を RAC

に搭載し，室外ユニットの小型・軽量化を実現

した。続いて 1979 年には東芝が製造システム

の高度化により，圧縮機構成部品を簡単かつ高

精度に機械加工し，組み立てられる技術を開発

した。他社が東芝の流れにすぐに追随できたの

は，東芝が RAC搭載用インバータに関して特

許を取得していなかったことが大きく，他社の

追随によりロータリ圧縮機搭載 RAC の普及が

一気に加速した。

ちなみにこの時期の空調は冷房が主流であ

り，夏の数か月のために住宅に RAC を据え付

けることに抵抗感を持つ消費者も少なくなかっ

た。このため RAC の形態のうち住宅へのダ

メージが少なくコンパクトなセパレート型が好

まれるという傾向は，すでに第１期において決

定的となっていた。またそのほかの製品開発上

の課題として騒音の低減があった。今日では冷

暖房兼用のヒートポンプ RAC（以下 HP-RAC）

が普及しているが，低騒音の HP-RAC の実現

にはロータリ圧縮機に代表される回転式圧縮機

の実用化が不可欠であった。つまり，ロータリ

圧縮機の RAC への実用化は，省エネ性能の向

上と狭小な場合が多い日本の住宅事情を反映

し，また将来的な HP-RAC の普及を織り込ん

だものと言える。

1967 年の小形 RACの全国的な普及率は２％

未満であったが，1976年には全国平均 28％に

達し，特に大阪府や東京都などの人口密集地域

での普及率は 60-65％に達した。全国普及率は

1978 年に 30％を超え，1979 年には 40％に迫る

勢いとなり，一般家庭へ急速に普及していった。

RAC普及率の上昇に伴い，家庭内に占める

RACの電力消費率が高まり，RACの基本性能

と省エネ性能の向上が消費者の最大関心事にな

り始めていた矢先，第１次石油危機が日本経済

に大きな打撃を与え，また国民生活にも深刻な

影響を及ぼした。世界規模のエネルギー危機で

あった第１次（1973 年），第２次（1979 年）石

油危機の衝撃は大きく，元来天然資源に乏しく，

エネルギー資源の海外依存率が高い日本では，

政府，経済界，産業界，企業にとってこの経験

は強烈なトラウマとなった。これが 1979 年の

「省エネ法」の成立以前に，石油危機が企業に

製品等の省エネ化を促す強力なモチベーション

となった理由である。同時に日本の電力需要の

増加率に対し，発電所の建設が追い付かず電力

供給が間に合わなくなるとの予測から，省エネ

に対する要求が高まっていた。そうした流れへ

の対応として，たとえば三菱電機の場合，1974

年に全社規模で省エネ対策をスタートさせてい

る。1970年代後半には，RAC市場の拡大を背

景に石油危機に直接対応する形ですでに RAC

の基本性能向上に向けた企業間競争が始まって

いたのである。

以上の様に，第１期において重要な技術と位

置づけられる，ロータリ圧縮機の RAC への実

用化に関する技術開発は 1967 年にその端緒が

見られる。企業が RAC基本性能の向上に積極

的だった理由として，①市場拡大のためには消

費電力の低減が必須であったこと，②２度の石
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油危機，③日本では電気料金が高いこと等が挙

げられる。特に，徐々にではあったが RAC普

及率が上昇し，将来的に予想される市場の拡大

のために家計負担を軽減する必要があったこ

と，また将来的な HP-RAC の普及のためには

ロータリ圧縮機を始めとする回転式圧縮機の実

用化が必要だったことが大きい。その後の機械

加工技術等の周辺技術の向上とともにロータリ

圧縮機の量産化が可能になると，1970年代半ば

からロータリ圧縮機搭載 RAC が本格的に普及

していく。第１期では，技術的先行者である東

芝が業界全体を引っ張っていく形でロータリ圧

縮機が産業全体に普及していったと言える。

ロータリ圧縮機搭載 RAC普及の結果，1973 年

から 79 年の７年程度で消費電力が 30％削減さ

れるに至った。この流れの後に成立したのが

1979 年の「省エネ法」である。

第１期におけるもう一つの重要な技術課題は

圧縮機駆動を効率的に制御する制御方式の開発

であった。この時期にも，ガスインジェクショ

ンモータや液インジェクションモータ等を備え

た圧縮機が開発され，冷・暖房能力の向上が図

られたが，この技術課題を解決する画期的技術

の登場，すなわちインバータ・RACの登場は，

1981 年
2)
まで待たなければならなかった。

市場拡大を実現するためには消費電力の削減

という重要課題があり，その課題をクリアする

技術としてロータリ圧縮機の RAC への応用が

模索・実現された。これが第１期における技術

開発競争の焦点であった。

２ 第２期（1979-1997）：企業間競争による省

エネ技術向上期

続いて，第２期の環境規制と製品や企業の技

術開発行動との関係について検討する。

1970年代の２度にわたる石油危機を契機と

して，1979 年に「省エネ法」が公布・施行され

た。しかし，その影響力は弱かったと考えられ

る。その根拠として，①「省エネ法」自体に企

業への強制力がない，②電気料金自体が高く，

高い顧客満足度を得るためには省エネ性能の向

上が要求されていた，③上位数社では市場シェ

アは拮抗しており，順位の入れ替えがほぼ起こ

らないほど技術力が拮抗していた等が考えられ

る。

第２期では RAC の普及に伴って本格化した

省エネ競争で実用化された技術の質と量に注目

する必要がある。中でも重要な技術として，イ

ンバータ技術の RAC への実用化，モータの

DC 化，スクロール圧縮機の実用化と PAM制

御の実用化が挙げられる。またこのタイミング

で各企業は，インバータの様に製品価格を上昇

させる技術であっても，ランニングコストを低

減する技術であれば顧客は受け入れるという市

場反応を初めて認識したと言える。

当期に特徴的なのは，新たに公布・施行され

た省エネ規制がないにもかかわらず，省エネ性

能に貢献する複数の革新的な技術があること

と，それらに対して各企業の技術開発が集中し

ており，省エネ技術向上が企業間競争の焦点と

なっている点である。この様な動向が見られる

のは，規制の存在やその影響以前に，エアコン

の消費電力が家計の圧迫要因となり得るほど高

く，業界内では省エネ技術向上が製品価値を高

め，ひいては企業競争力を高めると認知され，

自発的にこれらに取り組むモチベーションが

あったためである。またこれまで技術的な制約

で実現が二の次になりがちだった快適性の向上

も実現し，除湿，加湿，空気清浄等の技術も付

加しながら，RAC の複数台普及も急速に進ん

だ。

1980年台に入ると RAC（冷房専用機が主）

の全国平均普及率は 40％を超え，多くの企業が

予測した通り，2005 年時点で冷房専用機は完全

に姿を消し，HP-RACが主流となっている。第
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２）インバータ制御方式の業務用ACへの実用化は，

RACへの実用化より一年早い 1980年である。



２期において企業が目指したのは家庭での複数

台普及と HP-RAC の普及であり，そのために

高い省エネ性能を有する RAC の開発が必要で

あった。市場規模は，1972年に 149.9万台だっ

たものが 1980年には 210.5万台，1985 年には

365 万台，1990 年には 659 万台，1995 年には

799 万台と右肩上がりの好調な売れ行きを示

し，順調に拡大している。この急激な市場規模

の拡大も省エネ技術競争を中心とした企業間競

争を後押しした一因である。

⑴ 第２期における規制：省エネ法（79 年）

の成立

第２期は，RAC という新製品が家庭で普及

し始め，RAC の基本性能の効率化に注意が払

われた時代である。「省エネ法」という新たな

環境規制がスタートしたのもこの時期だが，省

エネ技術を追求する企業の技術開発は，規制へ

の対応というより，石油危機を背景にした家計

負担の軽減を最大の目標としていた。

「省エネ法」成立までの経緯を示す。1970年

代の２度にわたる石油危機によって原油価格は

高騰し，エネルギー資源をほぼすべて海外に依

存して来た日本は，エネルギー政策，とりわけ

省エネ政策を見直さざるを得ない状況に追い込

まれた。1973 年の第１次石油危機を受けて

1977 年に総合エネルギー調査会エネルギー部

会報告「省エネルギー政策の必要性と課題」が

公表されたのと同時期に「省エネルギー化促進

のための法律」立法作業が進められた。のちに

「省エネ法」となるこの法律は，1978 年５月に

国会に提出され，1979 年６月に公布，同年 10

月に施行
3)
された。

RACは「省エネ法」が施行された当初から「特

定機器」に指定され，「消費効率基準」
4)
が設け

られ，機器の性能向上が公式に要求されていた。

「消費効率基準」は冷房消費電力をベースに冷

房能力ごとに５段階に区分され，目指すべき基

準エネルギー消費効率が具体的に数値で示され

ている。ただ，ここでの「消費効率基準」は満

たすべき“最低基準”であり，RACを含めた「特

定機器」は，性能向上を果たせなかった場合で

も，“勧告”がなされるに留まり，違反をした場

合の罰則もなく，強制力という点では弱かった。

一方で，この時期の日本の電気料金は高く家

計の負担は大きかった。石油危機の影響による

インフレの中，1980年４月には家庭用電灯料金

が電力８社で平均 44％前後引き上げられ，家計

にはダブルパンチとなった。また元々日本の電

気料金は欧米諸国と比較
5)
しても相対的に高い

傾向がある。たとえば，1980 年にカナダが

0.028，フランスが 0.087，イギリスが 0.074，

アメリカが 0.054 に対し日本は 0.102，1995 年

にカナダが 0.065，フランスが 0.129，イギリス

が 0.123，アメリカが 0.084 に対し，日本は

0.149 と相対的に高い。また日本では年間の世

帯当たりのエネルギー関連支出のうち，都市ガ

スの支出が 1980年から 2005 年まで約４万円を

維持しほぼ一定価格であるのに対し，電気料金

は 1980年時点で都市ガスの２倍の約８万円，

1990年には９万円強，2000年には約 11万円と

なり都市ガスに比べて３倍近い支出となってい

る。

（電気料金の）「値上がり分のほとんどを企業

努力で吸収しなければならないので非常につら

い立場だ」（山下松下電器社長）（日本産業新聞，
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３）省エネ法（79 年）に先立って，省エネを意識した

法律に「熱管理法」がある。この法律の目的は燃料

資源の保全と熱の合理的管理による企業の合理的運

営への寄与である。制定されたのは 1951 年４月，

施行は同年 10 月と古く，1979 年 10 月に省エネ法が

施行されるまで約 30年間存続した。この法律が長

期に渡って存続した理由として，長年，石油によっ

て支えられてきた世界のエネルギー供給とその価格

水準が安定していたことが挙げられる。

４）特定機器の性能の向上に関する製造事業者等の判

断の基準，通商産業省告示第 448号，1979（昭和 54）

年 10 月 16日。

５）購買力平価による，単価は USドル/kWh。



1980/1/24）という状況の下，インフレによる買

い控えへの懸念と電気料金値上げへの対応策と

して実際に企業がとったのは，機器の省エネ化

推進である。「電気料金の大幅引き上げが確実

なことから，各社とも『わが社の製品こそ節電

型』と PRに懸命」（日本経済新聞，1980/1/9）

で，各社とも「エネルギー消費効率の高い新製

品で省エネを前面に打ち出し」（日本経済新聞，

1980/3/24）て市場にアピールするなど，省エネ

性能が業界における焦点となっている。また，

1982年に東芝から発売されたインバータエア

コンは「従来製品より消費電力が少なくてすみ，

電気代の差を考えれば長い目で見ると得にな

る，というのが最大のセールスポイント」（日本

経済新聞，1982/7/14）と市場から高評価を得て

いる。この様な状況で業界他社もインバータエ

アコンの商品化に積極的となり，この時期すで

に省エネ技術開発競争が企業間競争の最大の焦

点となっている。ただ，この時期，省エネ性能

の向上に対して，規制の果たした役割はあまり

大きくはなかった。

⑵ 第２期における省エネ技術の発展

第２期は RAC の省エネ性能も含めた基本性

能が飛躍的に向上した時期である。とりわけ，

インバータ
6)
の応用によって，長年省エネ性能

向上のネックとなっていた圧縮機の容量制御の

問題を解決したことは，その後 RAC の将来的

な技術的発展と RAC 産業の発展を導いた大き

な功績と言える。

RAC構成部品では，最も消費電力の高いの

が圧縮機のモータである。したがって圧縮機の

運転をインバータ制御し，可変速運転すれば

RAC全体の大幅な省エネ効果が実現できる。

今日のインバータでは，送風機の風量 100％時

の消費電力を１とすると，風量 20％時の消費電

力は機械的なスイッチでは 0.6なのに対し，イ

ンバータ制御では 0.05 まで低減することがで

きる。インバータ制御技術が実用化される以前

は，IC やマイコンを用いた電気機械式装置で

の制御が主流で，信頼性，精度，寸法等の点で

問題があり，ロジック変更が難しかった。具体

的には，室温制御は圧縮機の運転の ON/OFF

で行っていたが，圧縮機の機械損失および熱交

換器の再冷却・加熱による損失により，効率を

損ねるという技術的課題があった。このため圧

縮機の容量制御技術は，RAC の省エネ性能向

上の要であった。

元来インバータは，重電機分野においてモー

タの容量制御に用いられていた装置であり，装

置自体が物理的に大きく高価等の理由から，

RAC への転用が難しかった。しかし，1980年

代頃から半導体素子の進歩と価格の低下，制御

の簡便化から RAC への転用が可能となり，業

界全体の技術の方向性がまとまっていった。こ

の際，エレクトロニクス技術やコンピュータ技

術が不可欠であったが，インバータ制御回路と

して利用できる汎用 LSIの開発や PWM波形

データを記憶する ROM 等が開発され，コン

ピュータ技術は，インバータをはじめ，RACの

性能向上を下支えする大きな役割を果たしてい

くこととなった。

1980年に業務用エアコンでインバータ制御

の搭載を実現した東芝は，1982年に世界で初め

てインバータ搭載能力比例制御 RAC を商品化

した。この製品には正弦波近似 PWM 方式イ

ンバータが用いられ，この装置によって圧縮機

を ONにした状態で，連続的に 30-90 Hzで制

御することで，東芝従来品比で約 40％の省エネ

を実現し，同時に快適性の向上と高い暖房能力

を可能にした。ちなみに東芝のインバータ搭載
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６）インバータとは，RACに供給される電源周波数を

変換し，圧縮機に供給する電源の周波数を可変する

ことで圧縮機の回転数を変化させる装置である。イ

ンバータ RAC の特徴は，冷凍サイクルの心臓とも

言える圧縮機の回転数を変化させ，空調負荷にあわ

せて冷暖房能力をコントロールし，最適運転する点

である。



RAC 実用化には，新たな冷凍サイクル機構や

部品の開発が重要で，それには高度な機械加工

技術，材料技術，エレクトロニクス技術が必要

であった。結果的に東芝のインバータ RAC

は，１機種で 10万台の売り上げを記録すると

いう，RAC 業界始まって以来の快挙を成し遂

げたのと同時にその後の HP-RAC の普及に貢

献し，企業間競争を省エネに焦点化する契機と

もなった。つまり，RAC価格が上昇しても大

幅な省エネ化を実現し，ランニングコストを低

減させる製品は市場で受け入れられるというこ

とを産業全体がこのタイミングで認識し，各社

でインバータ RAC の製品化に取り組んだ結

果，産業レベルの技術進化が加速したのである。

表１を参照しながら東芝に続く競合他社の動

きからインバータ RAC をめぐる企業間競争を

確認しよう。1982年に東芝がインバータ RAC

を発売すると，早くも翌年の 1983 年にはイン

バータ制御の導入が盛んになる。松下は 1984

年にはインバータ RAC を本格展開させ，1985

年にはインバータ搭載 HP-AC を三菱が開発し

同時に製品系列を拡大，1986年には，日立が東

芝のインバータよりも性能向上を狙ったイン

バータ（パッケージ用）を，1987 年に三菱がイ

ンバータ RACを開発する。1988 年には三菱と

日立が RAC 高性能インバータ用波形生成方式

を開発している。1982年の初登場から数年で

インバータ RAC が業界で広く普及し，ファン

モータ，圧縮機の DC（直流）モータ
7)
化やスク

ロール圧縮機の導入等によって更なる省エネ性

向上と HP-RACの暖房性能向上が進んだ。

ファンモータと圧縮機の DC（直流）モータ

化も省エネ性向上に貢献する技術であり，この

時期に登場する。DCモータは室内機のファン

モータをはじめとして圧縮機モータにも用いら

れ，利点は，スラッジ（磨耗屑）の発生を抑え

ることで機械損失が低減すること，また各構成

部品の効率化も図れる点である。家庭用電源

（AC）をわざわざDCにし，更にACに戻すと

いう煩雑な手続きを経ても，DC ブラシレス

モータの省エネ効果は高く，今日ではほとんど

の RAC に搭載されている。また DCモータ搭

載によって RAC の小型・軽量化が推進され，

RACの用途拡大という効果も生じた。

1993 年に日立が DC ブラシレスモータ採用

インバータ RACを実用化すると，1993 年に松

下はブラシレスモータの損失分析を，97 年にブ

ラシレスモータに関する研究を行っている。こ

の技術に関する研究はその後も継続して行われ

ることになる。

ロータリ圧縮機の省エネ性能を更に進めたも

のとして位置づけられるスクロール圧縮機の実

用化も第２期である。ロータリ圧縮機はローラ

の回転運動で吸入と吐出を繰り返して行う方式

で，低速回転になると回転ムラが起こりやすく

なる構造である。効率については圧縮室の差圧

が大きく圧縮ガスが漏れやすいという欠点があ

るが，構造が簡単でスクロールより低コストと

いう長所がある。一方，スクロールは固定スク

ロールと旋回スクロールの２枚の渦巻き羽根が

滑らかな回転をして吸入→圧縮→吐出の工程を

同時に無理なく行う構造である。圧縮ガスの漏

れが少なく高効率という長所と構造が複雑で

ロータリよりコスト高になるという短所があ

る。

スクロール圧縮機導入までの経緯を簡単に説

明する。日本の重工業界では 1960年頃にエネ

ルギー効率の向上等を目的として往復動圧縮機

から容積形圧縮機への変更があった。1973 年

の第１次石油危機を契機として日本の RAC 産

業ではロータリ圧縮機への転換が進み，その後

主流となった。スクロール圧縮機が実用化され
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７）一般に DCモータは，その優れた制御性を活かし

て，制御用モータとして利用されることが多い。そ

の中でも永久磁石を用いた小型の DCモータは電力

効率がよい等の利点があり，今日，種々の機器に最

も多く利用されているモータである。
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表１ インバータ技術の進化（1961-1996）

年 東芝 三菱 日立 松下

1961 PWMインバータが発明される（米国）

1970
（参考）冷房能力
1600/1800 Kcal/h→850/1000 W

1975
ワンチップマイクロコンピュータ
の登場（高い制御自由度，小型化，
省資源低コスト性，省エネ性）

1976
（参考）冷房能力
1600/1800 Kcal/h→690/790 W

1978

（参考）マイコン制御HP-RAC性
能（冷房）
2000/2240 Kcal/h 電力1190/1370
W（RAS-221 GKH）

ワンチップマイクロコンピュータ
のRACへの応用

快適環境および簡便な操作性との
両立を狙ったRAC機能向上のため
の制御装置の開発

1980
世界初インバータエアコン発売
（パッケージ）

1981

快適性と省エネ性の両立を狙い複
数の制御回路を搭載したRACの開
発，（参考）冷房能力 1600/1800
Kcal/h→499/599W

1982

インバータ搭載HP-RAC開発…
ディジタル正弦波近似PWM方式
高効率インバータ（マイコン）搭載
〈消費電力従来品比40％削減〉

1983 1983年ごろからインバータ制御の導入が盛んになる

1983
世界初ブラシレスDCモータ搭載イ
ンバータエアコン発売〈快適性向
上，消費電力低減〉

1984
インバータ搭載暖房能力向上HP-
RAC開発

インバータRAC本格展開

1985
エアコン用高速インバータ圧縮機
開発

インバータ搭載HP-エアコン開発
…ミクロス回路の開発，正弦波近
似PWMインバータ搭載〈省エネ性
向上〉，インバータRAC系列拡大，
（参考）性能（冷房）2240 Kcal/h
消費電力890 W

インバータエアコン開発（パッケー
ジ）

1986
寒冷地向けインバータHP-RAC開
発

入出力正弦波電流形インバータ開
発

1987

インバータの小型・高性能化，エア
コン用ICインバータ制御回路の開
発，インバータ用ロータリ圧縮機
開発

インバータRAC開発，RAC用イン
バータ制御マイコンの研究

高速スクロール圧縮機搭載イン
バータエアコンの開発（パッケー
ジ），家庭用パワーエレクトロニク
ス応用―インバータエアコン振動
制御―についての研究

1988 AI健康インバータRAC開発
RAC高性能インバータ用波形生成
方式の開発（POM→RAM）

RAC高性能インバータ用波形生成
方式の開発

1989 高性能AI健康インバータRAC開発
インバータ制御技術の普及に関す
る記述

1990

1991 高温風80℃インバータRAC開発

1992

1993

1994
AVS方式PWMインバータ開発（騒
音対策）

1995 インバータ搭載RACが全体の65％を占める

1996 PAM制御化



るのはそれから 20年後である。

日本でスクロール圧縮機の実用化に向けた研

究が始まったのは 1970年代半ばで，実用化は

1981 年頃からである。実用化の技術課題は，大

きく分けて，①高い加工・量産技術，②旋回ス

クロールのスクロール支持機構，③シール技術

の開発と④磨耗しない材料の選定であった。ス

クロール圧縮機搭載 RAC の実用化の背景に

は，ロータリ圧縮機の圧縮原理に由来する騒

音・振動問題と圧縮機性能の高効率化の問題が

あり，省エネを実現するインバータ制御の技術

進化に伴って既存のロータリ圧縮機ではこれら

の両立が難しくなったことと，小形・軽量，高

信頼性，更なる省エネ性能向上が求められたこ

とが大きい。なおスクロール圧縮機のエアコン

への実用化を支えたものとして，1980年前後に

数値制御工作機械が発達し精密加工技術が著し

く進歩したこと，種々のスクロール支持機構が

開発されたこと，またコンピュータ技術の発達

から解析手法が確立されシミュレーションが容

易となったこと等が挙げられる。

表２を参照しながら，スクロール圧縮機の実

用化に際しての企業行動を確認する。スクロー

ルエアコンが実用化
8)
されたのは 1983 年３月，

日立が世界で初めてパッケージエアコンに実用

化し，同年５月に販売したのが最初である。開

発された 2.2-3.75 kWスクロール圧縮機は，

日立従来品比で，容積で 40％の小形化，重量で

15％の軽量化，約 5 dBの騒音低減を達成した。

この際，スクロール圧縮機の駆動には DC駆動

が最適であるため，それまでばらばらだったユ

ニット内の電流を DC に統一する必要があっ

た。つまり，スクロール圧縮機の採用をきっか

けに周辺技術が見直され，それがエアコンの更

なる高効率化につながったと言える。

翌年の 1984 年には三菱が日立とは異なる新

方式「偏心ブッシュを用いた可変半径クランク

機構」と新開発のシール技術でスクロール圧縮

機搭載パッケージエアコンを実用化し，同時に

高い加工精度を実現することで組み立て時の調

整を不要にし，製作コストを引き下げることに

も成功した。松下では，競合他社が開発した既

存技術のどれとも異なる「スライドブッシュ機

構」を開発し，更に材料に工夫を凝らしたスク

ロール圧縮機
9)
を開発した。RAC への実用化

は 1989 年，松下による。

その後，日本の RAC 産業でスクロール圧縮

機は広く普及し 1995 年頃には主流となった。

しかし，インバータとは異なり，すべての企業

がスクロール圧縮機にスイッチしたわけではな

い。なぜならロータリ圧縮機には依然として長

所があり，ロータリ圧縮機とスクロール圧縮機

とで省エネ性能に関して圧倒的な差がなかった

からである。ただ，スクロール圧縮機によって

より高い省エネ性能を実現できたことは事実で

あり，家庭内での複数台普及を促進したことで，

この産業の発展に大きく貢献した。

インバータRACの登場から 10年後，従来の

PWM
10)
方式に加え，新たに PAM

11)
方式が実
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８）日立がスクロール圧縮機に着目したのは 1975 年

で，「この年渡米した機械研究所のA部長が，おも

しろい原理のものがある，省エネルギーに役立つの

ではないかと考えたのが最初」で，その後「スクロー

ル圧縮機とインバータを組み合わせたプロトタイプ

を 1980年の第４回日立技術展に出品し，更に 1983

年３月に，世界で初めてスクロール圧縮機を搭載し

たパッケージエアコンを製品化」した。

９）この圧縮機には，①騒音が低い，②振動振幅が約

1/5-1/10と小さい，③運転周波数範囲が広い等の特

徴がある。

10）PulseWidth Modulation（パルス幅変調）：電圧と

スイッチング周期を一定にしておき，その周期のな

かで ONの時間を変化させる制御法。

11）Pulse AmplitudeModulation（パルス振幅変調）：

パルスの ON時間が一定で，スイッチングする電圧

の大きさをコントロールする方法。PAM制御は，

モータの低速域での低圧コントロールの安全性に優

れている反面，電圧を連続変化させる回路が複雑に

なるため，コストが高い。
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表２ 日本における圧縮機技術の進化

年 東芝 三菱 日立 松下

1905 スクロール圧縮機の圧縮原理が発明される（フランス人の発明，米国で特許取得）

1970
（参考）冷房能力
1600/1800 Kcal/h→850/1000 W

1971

1972

1973
RAC用ロータリ圧縮機部品の信頼
性評価研究，RAC省エネ化を積極
的に推進

1974

1975 1970年代半ばからスクロール圧縮機の開発が始まる

1976
（参考）冷房能力
1600/1800 Kcal/h→690/790 W

1977

RAC構造の簡略化・合理化による
低価格薄型ロータリRACの発売，
冷凍サイクルにおける冷媒と冷凍
機油の科学的評価法の研究

1978 日本企業がロータリ圧縮機をエアコン用として普及させる（密閉型，部品点数の減少，高性能）

1978

（参考）マイコン制御HP-RAC性
能（冷房）
2000/2240 Kcal/h 電力1190/1370
W（RAS-221 GKH）

1979
1973年冷房専用機比で30％の省エ
ネを実現

1980
ハーメチックモータ高効率化（→
圧縮機，エアコン設計に効果）

1981 1981年ごろからスクロール圧縮機実用化

1981
（参考）冷房能力
1600/1800 Kcal/h→499/599W

1982

1983
世界初スクロール圧縮機搭載エア
コンの発売（パッケージ）（省電力，
小型・軽量・低騒音化）

1984
新開発のチップシールおよびクラ
ンク機構による高効率スクロール
圧縮機の開発

インバータ駆動容量制御エアコン
の発売（パッケージ）

1984
（参考）性能（冷房）
2240 Kcal/h 消費電力890 W

1986

1987 圧縮機のDCモータ化が進む

1987
インバータ用ロータリコンプレッ
サの開発

スライドブッシュ機構とすべり軸
受を採用したスクロール圧縮機の
開発（低振動・低騒音・高効率・高
信頼性），ブラシレスモータの損失
分析に関する研究，ハーメチック
モータ（圧縮機用モータ）量産方式
の確立

1988

1989 RACではスクロール圧縮機が主流になりつつある

1989

1990 1990年ごろ圧縮機のDCブラシレスモータ化が進む

1990

1991
世界初小型スクロール圧縮機搭載
RACの開発（低振動・低騒音・高効
率・高暖房能力）

1992 1992年当時スクロール圧縮機の生産技術の上限は3.75 kW



用化された。いずれも日本の RAC 産業におい

て独自の発展を遂げたものと位置づけられる

が，ここでは新たなインバータ制御方式の実用

化と発展に企業がどう関わったのかを確認す

る。

1982年に東芝が業界で初めてインバータ制

御搭載 RAC を実現したが，この時のインバー

タは PWM方式であった。その後，安価で使い

勝手のよいスイッチング素子やマイクロコン

ピュータが登場してからも，インバータシステ

ムの中心的技術である素子技術，制御技術，変

換器システム等の向上を目指して研究が継続さ

れた。1993 年に日立によって PAM 制御が実

用化されたがそれはパッケージエアコンへの実

用化であった。PAM制御はモータの低速域で

の低圧コントロールの安全性に優れているが，

回路が複雑になるためコストが高いという短所

がある。翌年の 1994 年，三菱が実用化したの

もパッケージエアコンに対してである。RAC

に対しては，日立の PAMエアコンが実用化さ

れてから５年後の 1999 年，松下によって実用

化された。今日でも制御方式の主流として位置

づけられる PAM制御は PWM制御に比べて，

効率，暖房能力の向上とノイズ低減が可能とな

る優れた方式である。

第２期では産業全体として要素技術の開発に

注力し，またそれらに貢献する形で企業間競争

が展開されてきたと言える。特に進化の程度が

大きかった環境技術については，省エネ性能に

対する市場からの高評価およびニーズに対応し

たものと位置づけられ，このことが企業間競争

の原動力となり，環境技術の高度化に貢献した

と認められる。ただ日本の RAC 業界では技術

的先行企業が市場で成功するとそれにすぐに追

随するため決定的な差別化は難しく，技術レベ

ルも市場シェアもすぐに横並びとなってしま

う。こうした省エネ性能向上の努力の一方で，

製品原価を規模の経済によって引き下げ，コス

ト競争力も追求しなければならない状況も生

じ，企業にとっては負担となる過当競争が始ま

ろうとしていた。

３ 第３期（1998-2005）：改正省エネ法と省エ

ネ技術の超高度化・付加価値技術の登場

第３期はトップランナー方式の導入により，

規制が技術開発に直接的な影響を及ぼしたこと

が特徴的である。トップランナー方式とは，

RACの場合，省エネルギー基準を，現在商品化

されている RAC のうち最も優れている RAC

のエネルギー消費効率性能以上にするというも

のである。

1998 年に公布，1999 年に施行され，2004 年

度に初めての目標年度を迎えるトップランナー

方式に備え，RAC の業界団体である㈳日本冷

凍空調工業会が業界全体の目標を定め，前倒し

で目標をクリアすべく各企業が努力した結果，

2001 年 に 各 企 業 の 2.8 kW 機 種 の COP

（Coefficient of Performance＝冷暖房能力

（kW）/消費電力（kW））は６近くに達した。

この様に，トップランナー方式の導入の効果か

ら，数年の間は産業内での COP の上昇が見ら

れたが，それ以降 2005 年まではほぼ頭打ちの

状態が続いている。つまり，トップランナー方

式の導入によって，逆に省エネ性能の上限への

到達が早まったと言える。また，従来の省エネ

性能測定尺度である COP では差がつかずほぼ

理論上の上限値に達して，省エネ性能尺度を

APF
12)
に変更せざるを得なくなるという事態

も生じた。

当期では企業が規制に反応する形で技術が進

化し，短期間には省エネ性能が大きく向上した。

元々産業内で省エネ技術が拮抗していたところ
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12）APF（通年エネルギー消費効率）とは，年間を通

してある一定条件をもとにエアコンを使用した時，

１年間に必要な冷暖房能力を，１年間でエアコンが

消費する電力量（期間消費電力量）で除した数値。

APFが大きいほど，省エネ性が優れた機器と言え

る。



に，企業が自らの首を絞めかねないトップラン

ナー方式が導入されたため，省エネ性能の向上

はある程度のレベルをキープしながら規制に対

応することが企業にとっては合理的な対応と

なった。その一方で，省エネ性能で差別化を図

ることがより一層難しくなったため，省エネ技

術とは全く関係ないか，関係があっても間接的

な付加価値技術の導入が盛んになる。業界その

ものの横並び体質や，国内の市場規模が飽和状

態に近かったこともあり，省エネによる差別化

が困難となり，新たな製品訴求点として付加価

値技術がクローズアップされたのである。その

結果，多くの付加価値技術が生み出され，企業

間競争の焦点は省エネ性能から付加価値技術へ

とシフトしたのである。以下に事例をもとに検

証する。

⑴ 第３期における規制：「改正省エネ法」の

成立

1979（昭和 54）年に制定された省エネ法は，

2005 年 12 月までに 1983（昭和 58）年，1993（平

成５）年，1998（平成 10）年，2002（平成 14）

年，2005（平成 17）年の５回にわたり改正され

た。このうち 1998（平成 10）年の改正
13)
では

RAC 産業，とりわけ省エネ技術の進歩を左右

する大きな改正が行われた。この改正は，国内

外のエネルギー問題を背景に，特に「京都議定

書」（1997 年）が引き金となって行われたもの

である。ここからトップランナー方式が導入さ

れ「機械機器に係る措置」が強化された。

これまでの省エネ法で定められた数値は，満

たすべき最低基準であったのに対し，トップラ

ンナー方式では，達成すべき目標基準となった。

更に RAC を含めた「特定機器」性能向上に関

して担保措置の強化，現行の勧告に加え，勧告

に従わなかった場合の公表，命令，罰則（罰金）

が課せられることとなった点が特徴である。

2002年に筆者が行った企業への聞き取り調査

では，企業にとって最大の懸念は，罰金額の多

寡より企業イメージへのダメージであることが

わかった。以下にこの法律ができるまでの経緯

および法律の具体的な内容を確認する。

1990年代，日本では地球環境問題に対する認

識の高まりとともに，関係閣僚会議で「地球温

暖化防止計画」が決定され，1993 年８月に関係

法令・基準の整備と併せて「省エネ法」が一部

改正され，施行された。一方，1997 年に開催さ

れた国際的な取り組みである地球温暖化防止京

都会議で採決された「京都議定書」では，日本

は 2008 年から 2012 年に CO2換算で６％の削

減を目指すことになった。日本における CO2

の発生源の９割はエネルギー関連のものであ

る。その対応策として，エネルギーの徹底した

使用の合理化を目的として改正，強化されたの

が 1998 年６月の「平成 11 年改正省エネ法」で

ある。

新たに導入されたトップランナー方式とは，

自動車の燃費基準や電気機器（家電・OA機器

等）の省エネ基準をトップランナー以上にする

ものである。各機器で現在商品として販売して

いるもののうち，エネルギー消費効率が最も優

れている機器（トップランナー）の性能以上に

するというもので，基準となるトップランナー

は毎年変わり，加重平均方式で判定される。ま

た目標年度は，可能な限り短期間に設定されて

いる。

RACの場合は，2004 年が最初の目標年度で，

具体的には，1999 年製の製品で一番省エネ効率

のよい製品の COP値に合わせることが要求さ

れる。RAC のセパレートタイプでは，冷房能

力 2.5 kW 以下のものは 5.27，2.5 kW 超 3.2

kW以下のものは 4.90，3.2 kW超 4.0 kW以

下のものは 3.65，4.0 kW超 7.1 kW以下のも

のは 3.17，7.1 kW 超のものは 3.10 と定めら
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13）通称は「平成 11 年改正省エネ法」，正式名称は「エ

ネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正に

ついて」平成 10（1998）年改正，平成 11 年施行。



れている。COP は数値が大きいほど省エネ性

能が高いことを示すが，トップランナー制度が

導入される以前から省エネ競争により製品の

COP値が高いRAC業界で，トップランナー方

式をクリアしていくことは国内市場の成熟とと

もに深刻な課題となった。

⑵ 第３期における製品訴求点と企業間競争

の焦点：省エネ技術のブラッシュアップ

と付加価値技術の発展

第２期では多くの技術の登場とともにその質

的向上が図られたのとは異なり，第３期ではこ

れまでの技術をブラッシュアップすることで省

エネ性能の向上が図られた。一方で，省エネ技

術を含めた基本性能の充実が当然のものと認識

されるようになり，RAC の省エネ性能に間接

的に寄与するか，全く寄与しないおまけの機能，

具体的には，「空気清浄機能」「自動掃除機能」

「花粉対策機能」「美肌機能」といった付加価値

機能が企業間競争上の焦点となる。

企業にとって RAC は，高い技術力を結集さ

せた製品であるにもかかわらず，価格競争力も

求められるため，高技術と低価格という相反す

る要求を同時に満たさなければならず，利益率

の低い製品となっている。国内の市場規模も，

省エネ技術の高度化もある程度頭打ちになった

RAC 産業において，省エネ性能で企業間競争

を展開することは，どの企業にとってもうま味

がなく，自らの首を絞めるに等しい。この様な

状況下で，企業間競争を誘発し省エネ性能を強

制的に向上させることを企図したトップラン

ナー方式が導入されたのである。

第３期になると，省エネ性能では企業間で大

きな差をつけられなくなっていたこともあり，

付加価値機能で勝負する方が得策と考えるのは

自然な流れである。ここでは特にトップラン

ナー方式導入前後の企業行動を観察し，これま

でとは異なり規制が企業間競争の焦点を省エネ

性能の向上から付加価値技術へとシフトする要

因について探る。

図１は，年単位の冷房能力 2.8 kWクラスの

RAC の消費電力の低下，省エネ性能向上を示

したものである。97 年には 650∼800 kWの消

費電力を必要としていたものが，僅か５年後に

は４割削減され，ほとんどのメーカーが 450∼

500 kWの消費電力に収まっている。トップラ

ンナー方式を含む改正省エネ法の公布が 1998

年，施行が翌 1999 年で，2004 年が目標初年度

である。1997-2002年までの省エネ性能の向上

はトップランナー方式を意識したものであり，

明らかに規制の影響がうかがえる。この背景に

は，日本においてすべての RAC 企業が属する
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図１ 消費電力低下の推移（1997-2002年，冷房能力 2.8 kWクラ

ス）



業界団体の一つである㈳日本冷凍空調工業会

が，政府が定めた目標年である 2004 年よりも

前倒しで，業界全体での COP 目標値を定め，

これを実現したことが大きい。

トップランナー方式導入の成果として 1997

年以降は，確かに COP の向上が認められる。

しかし，図２では，98 年のトップランナー方式

導入以降，01 年から 05 年まで連続して COP

最大値が小刻みとなっている。その理由とし

て，トップランナー方式では，特定時期におけ

る COP 最高値が目標値として設定されるた

め，現行値から突出した高 COP を実現する機

種を開発してしまうと，将来的に“自分で自分

の首を絞める”ことになる。ゆえに，技術の向

上や省エネ性能の急激な向上を抑制しようとす

るのは企業としては当然の反応であり，企業間

競争を前提に RAC の省エネ性能向上を目論ん

だトップランナー方式は，政府の目論見通りに

は働いていないと言える。

省エネ性能による企業間競争がメーカー相互

の首を絞める事態となった第３期では，高い省

エネ性能は消費者にとっては当然のものと認識

される一方で，それだけでは製品訴求力として

弱いという状況となった。また国内市場規模が

頭打ちになり新規需要よりも買い替え需要が盛

んになったことで，日本および輸出量が多くな

いヨーロッパで求められる高い省エネ性を更に

追求していくよりも，付加価値技術という新た

な製品訴求点を加えることで，RAC の製品価

値を高めていこうとする流れが出てくる。空気

清浄や抗菌機能，花粉除去，自動換気，肌の水

分調整，酸素調整等省エネとは直接関係のない

付加価値機能と，掃除機能等間接的に省エネ性

能を向上させる付加価値機能が登場するのは

1997 年頃からである。

では具体的に企業が付加価値技術の導入へシ

フトしていく様子を確認しよう。

表３に示したように，省エネ性能の強化を図

りながら，1994 年頃から徐々に付加価値機能の

導入が見られる。1994 年に日立が除湿機能を

強化したカラッと除湿を導入すると，95 年に東

芝が除湿機能を強化する。1997 年にはこれま

で上位企業に位置づけられていなかったダイキ

ンが空気清浄機能を導入するとよく似た機能が

業界全体に広まっていく。たとえば，1998 年に

東芝が，1999 年に三菱が，空気清浄機能を強化

する。2000年には東芝がプラズマ空気清浄器

を取り入れ，日立は 2003 年に自動換気機能を，

2004 年に給・排・気流制御とともに空気清浄す

る機能を，2005 年には花粉除去機能を加える等

空気の質にこだわった RAC を提案している。

また 1999 年にダイキンが無給水加湿機能搭載

RAC「うるるとさらら」を導入すると，2003 年

には松下が酸素調整機能を導入し，2005 年に三

菱が肌の水分調整機能の導入でこれに続く。ま

た 2005 年にはダイキンが松下から酸素供給膜

で酸素調整機能を取り入れている。

付加価値技術は，導入した企業が市場で高い
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図２ 冷房能力 2.8 kW機種のCOP 向上推移



評判を得るとすぐに業界で模倣される傾向があ

る。当初は「業界初の」と謳っていた機能でも，

すぐにメジャーな機能として業界全体に普及す

るため，省エネ技術同様，付加価値技術に関す

る企業間競争は激しいものとなっている。

Ⅳ 考察とインプリケーション

規制が企業に及ぼす影響についての先行研究

では，規制に対する企業の直接的な対応とその

成果について，また規制が企業活動にとって有

害か有益かを焦点に議論されてきた。本稿で

は，実際には複雑な要素によって規制と企業へ

の影響が変化するという問題意識から，これら

の関係を正確に捉えるには企業間競争等の要素

を検討する必要があるとの認識に立ち事例研究

を行った。

事例では，約 35 年間という歴史的な観点か

ら日本の RAC 産業における規制と技術進化と

の相互作用に焦点を当てた。その結果，規制の

影響はダイレクトに結果として出にくく，企業

間競争によって技術開発に対する規制の影響が

変化することおよび，規制と企業パフォーマン

スへの影響を議論する上では，企業間競争とい

う要素抜きでは現実を十分に反映できないこと

を指摘した。また，これまで十分に議論されて

きたとは言い難い，歴史的な観点から特定産業

における技術進化を観察し，規制の技術進化へ

の効用について一定程度の補足ができたと考え

る。

第 187 巻 第４号56

表３ 1998年前後の各社の付加価値機能

年 ダイキン 松下 三菱 東芝 日立

1994 カラッと除湿

1995 （省エネ強化） （省エネ強化）
除室機能の強化，（省
エネ強化）

1996 （省エネ強化） （省エネ強化） （省エネ強化）
３段階除湿，（省エネ
強化）

1997 光触媒採用・空気清浄 （省エネ強化）

1998
光触媒採用・空気清浄
（脱臭効果）

（省エネ強化） 気流制御 空気清浄 （省エネ強化）

1999
無給水加湿〈うるると
さらら〉

（省エネ強化）
空気清浄強化，（省エ
ネ強化）

除湿機能の強化

2000 （省エネ強化）
プラズマ空気清浄機・
マイナスイオン

（省エネ強化）

2001 抗菌（ワサビ）
掃除（簡単），（省エネ
強化）

ネット家電化

2002 ネット家電化 （省エネ強化）

2003
酸素富化膜技術によ
る酸素調整

活性酸素発生抑制，空
気の汚れ除去

自動換気

2004 掃除 肌の水分調整
空気清浄（給・排・気
流制御）

2005
快眠機能，酸素供給膜
（松下から調達）

自動掃除（「お掃除ロ
ボ」）

肌の水分調整，ハーブ
成分供給，（省エネ強
化）

自動掃除
花粉除去，掃除（簡便
性）

2006 掃除

2007 防汚・除菌

2008 イオンミスト（加湿）

出典：日経三誌および各社HP



本稿における規制と技術開発，企業間競争の

関係についての検討結果を要約しておく。

第１期では「省エネ法」の様に明らかに省エ

ネを目指した規制はないものの，将来的な市場

規模拡大の前提条件として消費電力の低下が必

要であったため技術が進化した。第２期では

「省エネ法」の公布・施行とは別の理由，すな

わち省エネ性向上が企業間競争の焦点となっ

て，いわゆる環境技術と言われる多くの要素技

術が登場し，また各技術について大きな改善が

行われて技術が進化した。したがって，第２期

では省エネ競争をめぐる企業間競争の結果，「省

エネ法」（79）自体の産業レベルの技術進化への

影響は小さなものだったと言える。

第３期では，省エネ性能向上を狙って企業間

競争を企図したにもかかわらず，産業にとって

いわば合理的な選択がなされた結果，省エネ性

能による競争が一時的に停滞し，代わって付加

価値技術が企業間競争の焦点となった。第３期

では省エネ競争を避ける形で新たな製品訴求点

「付加価値技術」がクローズアップされ，付加

価値技術をめぐる企業間競争が引き起こされた

という意味で，「改正省エネ法」（98）は影響が

あったと言える。しかしそれは規制そのものが

目指したのとは違う方向に企業間競争を誘導し

たという意味の影響である。

先行研究では，規制が企業活動に影響を及ぼ

すことを前提に議論がなされているが，本稿の

事例では，第 1，2 期では規制の影響は小さく，

第３期では規制が意図したのとは別の意味での

規制の影響が確認され，先行研究の前提には検

討の余地があることを示すことができた。また

そうした結果が導かれる原因として，RAC 製

品訴求点と企業間競争を挙げた。第１期では市

場拡大を目指して基本性能の向上が図られ，第

２期では省エネ性能の向上が製品訴求ポイント

として位置づけられ要素技術開発をめぐる企業

間競争が展開され，産業レベルの技術進化が加

速した。第３期では省エネ性能向上に加え，新

たに付加価値技術の充実を軸に企業間競争が展

開された。

本稿での議論では企業間競争は技術の方向性

やまとまりをもたらし，特定の技術の強化・進

化を促すものとして位置づけられる。また企業

内の資源の無駄を防ぐ点で有用であるが，特定

産業内での技術進化が技術のガラパゴス化につ

ながる可能性も一方で孕んでいる。ここでの議

論は規制が産業レベルの技術進化に直接役立つ

かどうかというより，企業間競争の視点の重要

性を指摘したものである。ただ，本稿の分析か

ら，規制はその対象によって効果や必要性の程

度が大きく左右されるものであると言えるだろ

う。また規制の意図とは別に特定企業を市場か

ら追い出してしまう可能性も指摘できる。

本稿の検討結果は，一見ポーター仮説を支持

している様に見える。また，日本の産業で規制

を上回る研究開発の効果の影響を示した浜本

［1998］の議論とも整合的である様に見える。

しかしながら，少なくとも RAC 産業において

は，規制の存在が直接技術進化を促したわけで

はなく，規制を必要とするような状況をふまえ

た企業間競争が技術進化を加速させており，一

方で技術進化を促そうとした規制は，むしろ企

業間競争の効果によって，技術進化を抑制する

ことにつながっていた。つまり，規制が企業の

技術進化や生産性に与える効果については，

個々の産業ごとの企業間関係の状況をふまえて

検討する必要があることが示されたのである。

本稿では，規制と企業間活動の関係性を議論す

る際，企業間競争の視点が重要であることを示

したが，それは企業が製品訴求点として期待し

開発する技術が消費者ニーズと合致する必要性

がある側面は否定できない。よってこの議論の

普遍性については更に検討が必要である。

本稿では，規制と企業活動との関係性につい

て，企業間競争の影響について議論したが，こ

こで提示したメカニズムとは異なった影響経路

があった可能性もある。まず，部分的ではある
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ものの，規制が技術開発に直接的な影響を与え

ていたかもしれない。時期により規制の影響の

強弱があるが，省エネ性能の向上に関しては，

RAC が特定機器に指定され目標値も掲げられ

たことから，規制施行の初期段階では企業が直

接規制に反応した側面は否定できない。この点

については，資料収集の限界から十分検討でき

なかったが，本稿の議論を強化するためには更

に検討が必要であろう。

本稿の事例研究で対象とした RAC は消費電

力が高いため産業内で自発的に技術開発が進

み，時期によっては環境規制があまり影響を及

ぼさなかったという結果が導かれた側面があ

る。しかし，これとは逆に消費電力が家計の圧

迫要因にならない製品に対して環境技術を向上

させる必要がある場合に規制が必要となる可能

性があることは否定できない。ただ，消費者に

とって有益な技術の開発は企業にとってのイン

センティブやモチベーションとなり，規制がな

くても企業間競争が促進されることを事例を通

して具体的に説明できた点で本稿の議論は有意

義であると考える。

日本の RAC 産業ではオゾン層保護への取り

組みからこれまで冷媒として使用してきた

HCFC からオゾン層破壊係数ゼロの HFC への

切り替えが行われ，その他にも「家電リサイク

ル法」等多くの規制から制約を受けている。本

稿では規制と省エネ技術を中心とした技術進化

との関係性を明確にするためこれらの規制につ

いては触れなかったが，複数の規制による企業

間競争への影響や，技術の進化等企業パフォー

マンスに及ぼす影響も今後検討していく必要が

あるだろう。更には，企業や業界団体のロビー

活動を考慮する必要がある。個々の規制につい

て企業や業界団体の意思がどれくらい反映され

たのかによって，規制と企業パフォーマンスと

の関係に少なからず影響を及ぼすことも考えら

れるからである。

本稿では規制―企業間競争―企業活動，とい

う形で規制と企業活動を捉え，規制が企業活動

に影響を及ぼすかどうかは，企業間競争をはじ

めとした複雑な要因に左右されることを示した

が，この他にも，企業間競争が企業の技術開発

を抑制していた可能性についても検討が必要で

あろう。たとえば，圧縮機等の部品自体が製品

として企業間で取引される RAC では，莫大な

研究開発費や設備費を抑えるためにあえて技術

をめぐる企業間競争に参加せず，アッセンブ

ラーとして RAC 産業に留まれる可能がなくは

ない。あるいは，技術的先行企業の技術動向を

観察し，先行者が背負うリスクを回避しながら

市場で受け入れられる技術だけをチョイスし模

倣するフリーライダー的な企業が現れると，新

技術投入のモチベーションが低下する恐れもあ

る。この様に，本稿の検討対象とは別のところ

で企業間競争が技術開発に影響を与えていた可

能性は否定できない。

日本の RAC 産業は長年市場シェア上位企業

のメンバーが変わらない寡占市場であり，2005

年当時も寡占市場は継続している。しかし

2000年以降，それまで非メジャー企業のうちの

１社であったダイキン工業㈱が市場シェアの上

位に躍進する。この様な企業間競争状況の変化

とトップランナー方式の導入が直接，間接にど

の様な関係があったのかについても検討が必要

かもしれない。これらは今後の課題としたい。

以上

事例の記述に関しては以下の文献をもとに作成

した。

技術文献リスト

・全体について

井上宇市『冷凍空調史』㈳日本冷凍空調設備工業連合

会，1993 年。

平田哲夫ほか『基礎からの冷凍空調―考え方と応用が

身につく』森北出版，2007 年。

家電産業研究委員会家電産業ハンドブックWG編『家

電産業ハンドブック』㈶家電製品協会，2002年，
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98，171ページ。

オーム社編『わかる小型エアコンの取り扱いと修理』

オーム社，2001 年。

㈶省エネルギーセンター『省エネ性能カタログ』㈶省

エネルギーセンター，1997 年夏号，2002夏号。

高橋寛（監修），飯高成男・岡本裕生・關敏昭（共著）

『絵ときでわかるモータ技術』オーム社，2002年。

唯野真人監修『機械のしくみ』ナツメ社，2004 年。
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電気書院，2002年。
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・第１期（1970-78 年）および第２期（1979-97 年）（重
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『日本経済新聞』1980年１月９日付，朝刊，８ページ。

―― 1980年３月 24 日付，朝刊，９ページ。

―― 1982年７月 14 日付，朝刊，８ページ。

『日本産業新聞』1980年１月 24 日付，５ページ。

日立『日立評論』

Vol. 65，No. 6，1983 年，31-36ページ。

―― 69ページ。

Vol. 70，No. 10，1988 年 10 月，79-83ページ。

Vol. 77，No. 11，1995 年 11月，766ページ。

戒能一成「家庭向け電灯料金制度の定量的評価分析」

『RIETI Discussion Paper Series』09-J-015，

2009 年。

三菱電機『三菱電機技報』

Vol. 58，No. 5，1984 年，1-3ページ。

―― 41-45ページ。

Vol. 59，No. 3，1985 年，57-60ページ。

Vol. 61，No. 5，1987 年，2-4ページ。

Vol. 62，No. 4，1988 年，42-45ページ。

Vol. 64，No. 4，1990年，290-291ページ。

Vol. 65，No. 5，1991 年，2-4ページ。

―― 408-410ページ。

Vol. 65，No. 8，1991 年，775ページ。

Vol. 67，No. 4，1993 年，32-36ページ。

―― 333-334ページ。

Vol. 68，No. 5，1994 年，405-7ページ。

松下電器『National technical report』

Vol. 35，No. 6，1989 年 12 月，14-21ページ。

―― 80-86ページ。

Vol. 37，No. 6，1991 年 12 月，10-16ページ。

日本冷凍空調学会『冷凍』第 65巻，第 749号，1990年

３月，229ページ。

東芝『東芝レビュー』

Vol. 37，No. 1，1982年，91ページ。

―― No. 7，1982年，635-638ページ。

―― No. 11，1982年，959ページ。

Vol. 44，No. 8，1989 年，681-684ページ。

・第３期（1998-2005）

三菱電機㈱広報部『めるこ：三菱電機社内報』vol. 95，

2002年 10 月，４ページ。

日本冷凍空調学会『冷凍』

第 63巻第 733号，1998 年 11月，1137ページ。

第 75巻第 869号，2000年，168ページ。

第 75巻第 872 号，2000年，457-459ページ。

日本経営史研究所編集『世界企業への道：ダイキン工

業 80年史』ダイキン工業，2006年。

参考文献

Barrett, S. [1991] “Environmental Regulation for

Competitive Advantage, ” Business Strategy Re-

view, Spring, pp. 97-118.

Gallop, F. M., M. J. Roberts, [1983] “Environmental

Regulation and Productivity Growth : The Case

of Fossil-fueled Electric Power Generation,” Jour-

nal of Political Economy, Vol. 91, No. 4, pp. 654-

674.

Gray, W. B. [1987] “The Cost of Regulation : OSHA,

EPA and the Productivity Slowdown, ” The

American Economic Review, Vol. 77, No. 5, Dec.,

pp. 998-1006.

Jaffe, A. B., K. Palmer, [1997] “Environmental Regula-

tion and Innovation : A Panel Data Study,” The

Review of Economics and Statistics, pp. 610-619.

Jaffe, A. B., S. R. Peterson, P. R., Portney, Stavins, R. N.

[1995] “Environmental Regulation and the Com-

petitiveness of U.S. Manufacturing : What Does

the Evidence Tell Us, ? ” Journal of Economic

Literature, Vol. 33, Mar. pp. 132-163.

LibermanM., and D.Montgomery [1988] “First-Mov-

er Advantages, ” Strategic Management Journal,

Vol. 9, Summer, pp. 11-15, pp. 41-55.

OECD/IEA, Energy Prices and Taxes, 1989-2
nd
Quar-

ter, p. 295, 1995-1
st
Quarter, p. 281, 2000-3

rd
Quar-

ter, p. 381.

Palmer, K. W. E. Oates, P. P., Portney. [1995] “Tight-

ening Environmental Standards : The Benefit-

ポーター仮説と企業間競争 59



Cost or the No-Cost Paradigm, ?” Journal of Eco-

nomic Perspectives, Vol. 9, No. 4, Fall, pp. 119-132.

Porter, M. E., [1991] “America’s Green Strategy” Sci-

entific American, April p. 168.

Porter, M. E., C. van der Linde, C. [1995a] Class

“Green and Competitive : Ending the Stalemate,”

HBR, September-October, pp. 120-134.

―― [1995b] “Toward a New Conception of the

Environment-Competitiveness Relationship, ”

Journal of Economic Perspective, Vol. 9, No. 4,

Fall, pp. 97-118.

Rugman A. M., A. Verbake [ 1998 ] “Corporative

Strategies and Environmental Regulations : An

Organizing Framework, ” Strategic Management

Journal, Vol. 19, No. 4, Special Issue : Editor ’ s

Choice, Apr., pp. 363-375.

Shrivastava, P. [1995] “The Role of Corporations in

Achieving Ecological Sustainability,” Academy of

Management Review, vol. 20, issue 4, Oct., p. 936.

Utterback, J. [1994]Metering the Dynamics of Innova-

tion, Harvard Business School Press. 1994.（大津

正和・小川進監訳『イノベーション・ダイナミク

ス―事例から学ぶ技術戦略』有斐閣，1998 年）。

Viscusi, W. K., [1983] “Frameworks for Analyzing

the Effects of Risk and Environmental Regula-

tions on Productivity,” The American Economic

Review, Vol. 73, No. 4, Sep. pp. 793-801.

淺羽茂『日本企業の競争原理―同質的行動の実証分析』

東洋経済新報社，2002年。

浜本光昭「ポーター仮説をめぐる論争に関する考察と

実証分析」『経済論叢』第 160 巻第 5・6号，1997

年 11・12 月，102-120ページ。

浜本光昭「環境規制と産業の生産性」『経済論叢』第

162 巻第３号，1998 年９月，51-62ページ。

一橋大学イノベーション研究センター『マネジメン

ト・テキストイノベーションマネジメント入門』

日本経済新聞社，2001 年。

石川勝「環境政策と企業行動」『慶應経営論集』第 16

巻第１号，1999 年１月，105-121ページ。

伊藤康「環境保全と競争力―『ポーター仮説』の先に

あるもの―」（環境技術・政策学会編『環境技術・

政策学会年報』第６号 経済発展と環境保全，

2001 年）100-113ページ。

沼上幹・淺羽茂・新宅純二郎・網倉久永「対話として

の競争―電卓産業における競争行動の再解釈―」

『組織科学』第 26巻第２号，1992年，64-79ペー

ジ。

延岡健太郎『マネジメント・テキストMOT技術経営

入門』日本経済新聞社，2006年。

清水剛「協調行動の進化」（高橋伸夫編『超企業・組織

論』有斐閣，2000年）67-76ページ。

朱穎「環境規制と企業のイノベーション戦略―規制先

取り行動による正当性の獲得」『東京大学 COEも

のづくり経営研究センター MMRC Discussion

Paper No. 6』MMRC-J-6，2004 年。

新宅純二郎『日本企業の競争戦略』有斐閣，1994 年，

41-49ページ。

第 187 巻 第４号60


