
平成28年度省エネ大賞 製品・ビジネスモデル部門 
経済産業大臣賞（最高賞）受賞  

 
 

既設ビル用マルチエアコン向け 

レトロフィット 
メンテナンスプラン 
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≪本日の発表内容≫ 

ビル設備の消費エネルギーの約５０％を占める既設空調機の 

メンテナンスによって高効率化し、省エネに貢献する世界初となる 

『レトロフィットシステム』 について発表します 



１．弊社の環境方針と起こすべき行動 

事業を通じて地球環境と社会に貢献 

●空調機の省エネ性向上の追求 
●温暖化影響が最も小さくバランスのとれた 
    冷媒の普及 

       【 環境社会をリードする】 

●地球環境保全と事業拡大を両立。 

●事業活動での環境負荷の低減。 

●地球環境保全に貢献する冷媒開発 

   ・商品開発・技術革新の推進。 

●冷媒と空調機の生産でトップレベルの会社と 
    して地球環境と社会に貢献する 

背景 

●地球環境が深刻になる中，世界各国が 
2050年に向けて温室効果ガス80％削減を 
目指している（パリ協定） 

●日本も2030年に26％の削減を宣言 

弊社の貢献 

重点取組テーマ 
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２．開発の背景 
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出展：資源エネルギー庁推計 

業務部門のエネルギー消費量の増加が顕著 業務用空調機器の省エネ性向上が重要 

業務部門における空調機の省エネが急務 



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

15年前の 

インバーター機 

Ve-upⅣ 

（旧モデル） 

VRV X 

（新モデル） 

5 

・ １９８２年にビル用マルチエアコンを発売以来、様々な新技術を開発し、常に業界トップクラスの 

  省エネ性を実現してきた。 

・ ６８万台*稼動中の当社既設ビル用マルチエアコンの高効率化を実現することで、日本の業務部門 

  の省エネ化、ＣＯ２排出量削減に貢献する。 

■新旧型ビル用マルチエアコンの消費電力比較 

約60% 
削減 

約20% 
削減 

既設機の省エネ改善こそ課題 

２．開発の背景 

（*室外機台数当社試算による） 

■ビル用マルチ新旧モデルの市場ストック台数 
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・ 従来型メンテナンスのメリットである「性能維持」、「故障リスク抑制」を活かしながら、既設機の 

  高効率化を実現する。 

・ 空調機の入換えに比べ、交換部品が少なく、作業時間も短い為、コスト、利便性の効果が高い。 

・新製品の開発、販売に加え、当社ビル用マルチエアコンの既設機に対し、省エネサービスを提供する。 

・空調機の頭脳に当たる制御基板と心臓に当たる圧縮機を交換することで、年間１3％（試算値）の 

 省エネを実現するシステムである。 

新型圧縮機 

制御基板 

３．コンセプト 

新型機と既設機の両面から省エネを実現 

空調機の頭脳である制御基板と 

心臓である圧縮機を最新技術を 
搭載したものに交換！ 

 
省エネ性能 

年間１３％ＵＰ！ 

（試算値） 
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４．開発プロセス 

快適・省工事・低コストで実現できる省エネが求められている 

既設機ユーザー様は 「快適性を維持」、「省工事」、「低コスト」で 

実現できる省エネサービスを期待している 

【背景】 東日本大震災以降、事業者様  

     による設定温度の管理や電力 

     会社様によるデマンド契約等の 

     節電対策が大きく進みました。 

【快適】 利用者の快適性の観点から、いま以上の 

      対策が難しい   《病院関係者》  

省エネの課題とニーズ （ユーザー様より） 

【低コスト】 設備投資費用の問題で１５年前の機器を 

        使用し続けている  《工場設備担当》 

【省工事】 更新工事期間中に空調設備を長時間 

        止めざるを得ない  《テナントビル管理者》 
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４．開発プロセス 

既設機の省エネ改善は低負荷運転の効率化がポイント 

ビッグデータを用いた実態調査 既設圧縮機の性能特性 

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

エアネットサービスシステム 

弊社の遠隔保守サービス≪エアネットサービスシステム≫ 
で得た膨大な運転データから空調機の年間使用状況を 

実態調査 
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10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 負荷率（%） 

 発停運転を繰り返し、ロスが発生 
   現在のビルマルは、多種多様な室内条件の負荷を 
   確実に満足するため、冷媒温度を固定して制御  
 
   →低負荷時には能力が出過ぎるため 
     圧縮機の低負荷効率が低くなる 

室
外
機
運
転
効
率

 

年間運転時間の約90％が負荷率50%以下 負荷率40%未満で効率が大幅に低下 

■ 冷房運転 
■ 暖房運転 

室
外
機
運
転
時
間

 

空調機の運転デー
タより異常を検知し 
専門のエンジニア
が緊急出動 緊急出動 

運転データ 

UP 圧縮機効率アップのため 
発停しない制御が必要 



５．独創性・先進性 
9 

最新技術で省エネ・長寿命化・快適性向上を実現 

自動冷媒温度制御 VRT、圧縮機の構造改良 

■自動冷媒温度制御 VRT 

圧縮機回転部の材質変更および、 
表面加工処理を改良することで、 
回転部の摺動抵抗が下がり、 
故障リスクが低減 

屋外の気温から空調機の必要能力を 
リアルタイムに把握し、システムに 
最適な冷媒温度へ変更することで 
圧縮機回転数を抑え、効率を向上 
させる 

■圧縮機の構造改良 



５．独創性・先進性 
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最新技術の組合せで省エネ・長寿命化・快適性向上を実現 

ソフト 【自動冷媒温度制御 VRT】 

レトロフィット： 
 外気温度から必要能力を把握し、冷媒温度が変化 
  ⇒ 圧縮機の運転／停止の頻度が抑制される 
     ことで、圧縮機の機械的なストレスが軽減し、 
     圧縮機の信頼性が向上。 

従来： 
 冷媒温度を一定で制御 



６．環境性 
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■ 省資源性   ■ リサイクル率  

対象有害物質を使用していない 

（対象有害物質：鉛、水銀、カドニウム、六価クロム、 

 ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニルエーテル） 

１／３の重量で実現した省資源性 

交換部品の重量は新規入替え時の１／３ 

kg 

交換部品の９３％がリサイクル可能 

  ■ RoHS指令の対応  

新型現行機重量 

(RQYP280DA / FXYFP71C) 

ﾚﾄﾛﾌｨｯﾄ部品重量
(RSXYP280M) 

kg 

104 
kg 

349 
kg 
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７．市場性・経済性 

■快適性、省工事、低コストのメリットが認められ、 

  幅広い業種のお客様より国内6,348件の受注を頂いた。 

■特に病院、老健施設等、快適性が要求され、空調機を 

  長時間止められない現場の需要が多かった。 

市場投入後、多業種のお客様より支持を頂いた 

■業種別受注状況 ■ご採用実績 

【国内】
2018年度

上期

レトロフィット

（Ｍ型、P型、Ａ型、ＡＡ型）
47        1,486   3,285   1,103   5,921   

レトロフィット更新用

（P型、Ａ型、ＡＡ型）
174       253       427       

計 47        1,486  3,459  1,356  6,348  

【海外】

欧州出荷分 300      300      

2015年度 2016年度 総計2017年度
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導入物件による効果検証の結果：約２２％の省エネを達成 

７．市場性・経済性 

＜お客様の声＞ 
故障リスクの低減と省エネ性能の向上は魅力的ですね。 

 

常に多くのお客様にご来館頂いております。お客様に快適に過ごして頂く
ためにも設備の突発的な故障は避けたいですね。 

当館は16時間営業しており閉館後も清掃が入るので、空調機は夏季や
冬季はほぼ24時間運転させています。 

長時間運転していることからダイキンの担当の方から計画的な整備の提案
を頂いた矢先、休憩室系統の空調機において圧縮機不具合によって運転
が止まってしまいました。 

レトロフィットと通常整備（該当部品のみの交換）を提案頂いておりました
が、初期投資があっても折角お金を掛けるのであれば省エネ性が見込め
るレトロフィットを採用しました。 

 

休館日も限られた日程しかないため一日で作業頂き助かりました。 

整備を実施した空調機は問題なく運転出来ており、また実際省エネ 

になっているようで安心です。 

今は１系統のみの採用ですが他の系統も同じ時間運転していますので 

レトロフィットの計画整備を検討したいと思います。 

事例：天然温泉いこいの湯 多摩境店様 



資源を大切にしながら、省エネする文化を日本から世界へ 

８．今後への展望 
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グローバルサービスネットワーク 

常に最先端の省エネサービスを日本から世界へ発信し、 

世界のエネルギー、環境対策に貢献します！ 

25万世帯分の省エネ 
（世界の当社ストック台数の３割で実施の場合） 
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ご清聴ありがとうございました 


