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PCSA アクションレポート（コスト問題研究部会）
平成 30 年 12 月版

第 157 回コスト問題研究部会・企業勉強会
開催日時

平成 30 年 12 月 13 日（木） 午後 1 時～午後 3 時

開催場所

株式会社利光ファシリティーズ 事務所１階

出席人数

講師 1 名、担当理事 1 名、部員 5 名、賛助部員 5 名、正会員オブザーバー2 名、
賛助会員オブザーバー1 名、オブザーバー1 名、合計 16 名

出席者

＜講師＞
萩原 祐起 様

株式会社利光ファシリティーズ 代表取締役社長

＜担当理事＞
福井 宏彰 株式会社ボネール アミューズメント事業部 次長
＜リーダー＞
佐藤 千恵

株式会社セントラル伸光 営業部 課長

＜サブリーダー＞
宮村 伸輔

株式会社エルゴジャパン 常務取締役

＜部員＞
佐々木 晃司

株式会社ニラク 店舗開発部 部長

塩田 英紀

株式会社ヒカリシステム 東寺山店 ストアマネジャー

原田 明光

株式会社三永 顧問・コスト管理担当

＜賛助部員＞
小林 不二雄

株式会社ユーギシステム 専務取締役

堀金 泰陽

グローリーナスカ株式会社 営業推進部 情報分析グループ サブマネージャー

伊藤 真祐

株式会社 DMM.com 第一営業本部 アミューズメント 事業部 渉外統括補佐

齊藤 信孝

株式会社山宝商会 専務取締役

＜正会員オブザーバー＞
宗形

浩

株式会社ニラク 店舗開発部 建築設備グループ グループ Mgr.

渡邊 雅也

アメニティーズグループ（株式会社アメニティーズ） 第二営業部 係長

＜賛助オブザーバー＞
前川 竹志

株式会社インターコスモス 取締役本部長

＜オブザーバー＞
新津 嘉彦 様

日本エスコス株式会社 代表取締役

企業勉強会「株式会社利光ファシリティーズ 様」
１）エアコンの基礎知識について
講師：萩原 祐起 様

株式会社利光ファシリティーズ 代表取締役社長

・エアコンは室内機と室外機で構成されている。
・温度と湿度調整、清浄、風量が重要。
・室外機と室内機は、銅配管で接続している。
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・排出した水の汚れが機能を低下させる要因。
・エアコンの本体は、屋外機の中に設置されている。コンプレッサー。
・空調機は購入後 15 年くらい使用できる。世間一般では 20 年間使用して買い換えている。
・空調機には業務用と家庭用があり、共に 15 年ほど使用できる。
・空調機には、電気駆動とガス駆動の 2 種類ある。
・ガス式には、小型エンジンが室外機にそのまま入っている、
・電気式には、コンプレッサーが入っている。
・電気式は、設置から保守メンテナンスが必須ではないので、経年によって故障が発生する。
・コストはかかるもののメンテナンスによって寿命を延ばし、性能を保持することが可能。
・メンテナンスの提案「洗浄作業」熱交換器と呼ばれる放熱フィンが目詰まりを起こさないように定期的なフィルタ
ー清掃を実施する。
・ホールは出入りする人数が莫大。1 人あたり 1.5 平米の占有面積。
※通常のオフィスであれば 1 人あたり 5 平米程度。
・フィルターが詰まると消費電力増大。
・8 畳用の空調機 1 台を年間稼働させると平均 8 万円かかる。フィルターの清掃しないことで使用電気料は
20％アップ、プラス 1.6 万円となる。これの台数分増えるとなるとかなりのコストアップになり、かつエアコンの故
障にもつながる。
・エアコンの冷媒フロンはマイナス 40 度で蒸発する気体。
・室外機の設置場所が、道路脇なのか、屋上なのか等によって汚れ具合も変わる。
・事例として、メンテナンスによって年間約 2 万円のコスト削減ができた。
・エアコンの洗浄は業種、環境、運転時間などで異なるが、一般の店舗ではおよそ 3 年毎。
・実際には、ガワから内部のフィンなどを取り外して清掃、洗浄を実施する。約 1 時間で終了。
・分解することで細かい部品の洗浄、交換も可能。
・空調機ではセンサーによって、目標温度を調整している。
・そのセンサーの耐用年数は短くたった 5 年。これを交換することで本体の寿命を延ばせる。
・コンプレッサーの寿命は 2 万時間。
・最初に寿命が来るのは熱交換器で 3 年。
・次は 5 年でセンサー、サーミスタ、圧力センサーに寿命が来る。
・メーカーの提供するメンテナンスは、必要十分すぎる。
・フロンは、大気に解放されるとオゾン層を破壊するガス。

２）質疑応答
Ｑ：洗浄の費用はいくらか？
Ａ：清掃は夜間でも日中でも費用は変わらない。また、台数や天井の高さによって、費用はまちまち。見積もりさ
せていただく。
Ｑ：メーカーよりは安いのか。
Ａ：メーカーよりは 3～4 割安い。全国でも対応する。また、当社は内部清掃がメインだが、日本空調保安協会
からは室外機も含めてメンテナンスするようにと聞いている。
Ｑ：室内機と室外機はどちらが重要なのか。
Ａ：室外機より、室内機の方が一般的には重要。また、洗浄とは分解洗浄を意味する。
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Ｑ：50 台の空調機を何人でどのくらいの時間がかかるのか。
Ａ：4～5 人で入って夜間で 13 台～14 台清掃できる。大体 1 台 2 万円程度。なお、メーカーは現在大体 4
万円。
Ｑ：電気使用量のメインは室外機なので、そこの洗浄を重要視している。どちらが重要なのか。
Ａ：店の電気代の半分は、空調機。その内室外機は 90％、室内機は 10％。その内、モーターがほとんどの電
力を使用している。室内機は清掃しないとすぐに壊れてしまう。ここが壊れると室外機が壊れてしまう。なので、
それぞれ適切なメンテナンスをしないとベストな状態にはできない。
Ｑ：室外機を清掃しないとどうなるのか。
Ａ：使用電力が 2 倍になるという意見もあるが、2 割増しくらいが妥当だと考えている。
Ｑ：室外機は雨で綺麗になるのか？
Ａ１：ならない。高圧洗浄では汚れは落ちない。どんな機械も設備もメンテナンスしなければ寿命は延びない。
Ａ２：屋内機も屋外機もひとつのシステムなのでどちらかだけが重要ということはない。
Ａ３：あるテレビ番組で室外機の特集をやっていて、室外機が全てと言われていた。室外機のコンプレッサーを延
命する為に出来ることが、必要なメンテナンスだと考えている。各店舗によって、メンテナンスの必要性は変わる。
また、工場では ISO14000 で、法律によって検査をしなければいけない。それによって数値で理解している。し
かし小売店舗などでは義務化されていないので知らない。
Ｑ：室内機はすでにメンテナンスを実施している。室外機の洗浄の重要性を教えて欲しい。また、フィンはどういう
働きをしているのか。
Ａ１：フィンに汚れが付くことで、温度交換の効率が下がる。
Ａ２：気体を圧縮すると熱が発生して、気体を伸張すると熱が奪われるというのは、説明が難しい。
Ｑ：フィンはアルミでないとダメなのか。
Ａ：素材的に今それがベストな素材。
Ｑ：フィンはどう働いているのか？
Ａ：パイプに薄い板状のフィンをつけると熱の移動が効率良くなる。
Ｑ：最近はトップタワー型ではなくサイド型と聞いたが？
Ａ：土地に余裕があれば、トップタワー型の方が大きいので一般的には効率が良い。サイド型は少ない面積でも
同効率を出すことができる。

３）エアコンクリーニングの実演
１．清掃する空調室内機の直下に足場を組み、外装部やファン、フィルターなどを取り外す。
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２．清掃時の汚水が飛び散らない様に養生し、洗浄剤を塗布、水で洗い流す。
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３．取り外した外装部やファンは、個別に洗浄する。

４．乾燥させた各部品を組み上げていく。
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以上

４）次回開催
コスト問題研究部会
平成 31 年 1 月 17 日（木）
午後 1 時～午後 5 時
PCSA 会議室
以上

