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常盤電機株式会社
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広域第一支社 ソリューション営業G

常盤電機㈱ウェビナー
冷熱製品保守管理編

点検効率化のご提案
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将来的に人手不足・時間的に
厳しくなる

★日常点検
毎日の圧力チェックおよび運転確認

★保守整備の計画
年数・運転時間による整備計画

★警報異常時の対応
警報発報時の確認・緊急対応

★設備管理の報告・記録
定期的な管理記録の保存

お客様の日々の設備管理（チラーユニット）

働き方改革を進めなければ
ならない
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計画的な保守整備計画

★機器の異常に気付かない
機器の異常停止に気づかず影響がでた

★修復への時間
部品調達納期等による損害

★緊急の対応
緊急な機器修理の対応（時間外など）

★機器故障による製造設備への影響
生産に支障がでる、品質に影響がでる

機器設備 緊急の対応（チラーユニット）

生産に影響が出ない管理が
求められる
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計画的な保守整備計画

生産に影響が出ない管理が
求められる

将来的に人手不足・時間的に
厳しくなる

働き方改革を進めなければ
ならない

空調・冷熱製品の保守管理に
求められるもの

環境価値
冷媒漏洩早期発見、地球温暖化因子
低減で、カーボンニュートラルに貢献

社会価値
点検作業の少人化で労働人口減少、
高齢化による技術の継承問題に貢献

経済価値
保守最適化によりコスト低減に貢献

効率化
保守作業管理・データ管理の簡略化
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フロン排出抑制法[2015年施行]

機器の点検がユーザー様の義務になっています。

対象機器 簡易点検 定期点検（有資格者による）

ｴｱｺﾝﾃﾞｲｼｮﾅｰ
・ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ
・ﾁﾗｰﾕﾆｯﾄ等

３ヶ月に１回以上
目視確認・異音・振動・
霜付等

・7.5～50kW：３年に１回以上

・50kW以上：１年に１回以上

冷凍冷蔵機器
・冷凍機
・冷蔵ﾕﾆｯﾄ等

３ヶ月に１回以上
目視確認・異音・振動・
霜付等

・7.5kW以上：１年に１回以上
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ご参考 フロン排出抑制法 点検方法の見直し
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ご参考 フロン排出抑制法 点検方法の見直し
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‘22年6月13日 パブリックコメント (法令(案）等に広く国民から意見を求める制度）

「第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示）」別紙
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日立exiida遠隔監視・予兆診断

解決へのお手伝い・ご提案

社会価値

経済価値

効率化

設備管理の課題

環境価値

おすすめ



１－１ 遠隔監視

迅速な修理対応 外部に発報するシステムを
別で組むよりコスト減

標準
サービス

①異常検出通知
運転状態を24時間監視し、故障発生時すぐに指定の連絡先（登録メールアドレス）へ通知します
直前の運転データの確認ができます（故障前30分間１分毎：ダウンロード作業必要）

設備管理の省力化
現地への移動に費やす
時間やコストの軽減

標準
サービス

②WEBデータ閲覧
運転データのデータベース化により、設備管理の省力化ができます
（運転状態の記録管理など）

設備管理の省力化
定期的な状態把握と

データに基づいた各種提案
標準
サービス

③月次報告書
監視データから前月分の月次報告書を作成し、WEB サイトへ開示します
（月次報告書の取得はWEB サイトよりダウンロードが必要：報告書完成まで８営業日程度必要）
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１．exiida遠隔監視の機能

遠隔監視・予兆診断で出来ます
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①予兆診断
冷凍サイクルを対象とした「exiida遠隔監視」の拡張機能
一定期間、正常時の運転データ（温度・圧力・運転電流データなど）を学習し、運転データとの差異を
冷凍サイクルに関する故障に繋がる変化を検出することができます
・ 状態基準での予防保全により、不稼働時間の短縮が期待できます
・ 適切な予防保全により、重故障による修理、維持管理コストの抑制、事業機会損失低減が期待できます

事業機会の損失抑制 維持管理コストの抑制
計画的な保守計画で
保守業務の平準化

１．exiida遠隔監視の機能

遠隔監視・予兆診断で出来ます

１－２ 予兆診断
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２．exiida遠隔監視の概要

遠隔監視の概要

exiida遠隔監視サービス
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２ー１．遠隔監視画面データ活用法

管理の一元化
⇒様々な設備の情報を一括管理

業務効率化
⇒従業員の方の業務負担軽減

設備管理の省力化
⇒点検や管理にかかる業務負担

コストの低減

早期復旧
⇒設備の稼働を可能な限り

止めない運用

データに基づく保全・整備
⇒経験による差をなくした点検ノウハウの

体系化

法対応の強化
⇒法令義務にかかる負担軽減

［フロン排出抑制法(予)］

遠隔監視画面の活用によって、以下のことが可能となります。

設備管理の品質の向上
効率的で確実な運用方法の確立

遠隔監視画面でできること



遠隔監視 主な閲覧ﾃﾞｰﾀ項目
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①現在ﾃﾞｰﾀ

②現在ﾃﾞｰﾀｸﾞﾗﾌ

③ｱﾗｰﾑ・ﾘﾄﾗｲ来歴

④定時ﾃﾞｰﾀ

⑤積算ﾃﾞｰﾀ

・不具合時の設備の早期復旧と
不稼働時間の短縮
・現地確認減で現地対応時間の
低減

２ー２．遠隔監視画面データ活用法

・適切な保全提案から計画的な
予算計画が可能



①現在データ

早期復旧で、不稼働時間と現地
対応時間の低減

早期復旧のためのデータ取得で
事前準備に活用

現在の運転データ

設定状況データ

不具合発生時に確認

２－３．チラーユニット
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①現在データ

遠隔で運転時間を確認できる

遠隔で監視できることで
OH時期の計画ができる

２－４．チラーユニット
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②現在データグラフ
温度データ

冷媒圧力データ

２－５．チラーユニット
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③アラーム・リトライ発生来歴：
発報来歴

ユニットデータ

事前の情報確認で現地点検の時間・コストの低減早期復旧で、不稼働時間と現地対応時間の低減

２－６．チラーユニット
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④定時データ
ユニットデータ

⑤積算データ

遠隔で監視できることで、OH時期の提案を受けられる LCCにおいて保全提案の情報として活用

２－７．チラーユニット
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２ー８．遠隔監視画面データ活用法

遠隔監視画面の活用メリットについて

迅速対応・早期復旧で安心

設備管理の効率化

exiida遠隔監視を導入いただくことで、設備の様々なデータの確認が可能になります。
遠隔監視画面での様々なデータの確認はユーザー様の負担を軽減できます。

遠隔監視画面の具体的な活用例を共有しますので、ぜひご活用ください

故障時の事前準備の効率化

データに基づいた保全の計画による
保全業務の平準化

ユーザー様

いざという時
対応が早く安心

管理が楽に
なった

時間に余裕が
できた

緊急時の対応
品質が上がった
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管理の一元化
⇒様々な設備の情報を一括管理

業務効率化
⇒従業員の方の業務負担軽減

設備管理の省力化
⇒点検や管理にかかる業務負担

コストの低減

設備の安定稼働
⇒安定した設備の稼働のため、定期的

な点検・整備

設備状況の定期的把握
⇒安定した定期的な状況把握

省エネ改善
⇒省エネ運用の改善の検討の活用

月次報告書の活用によって、以下のことが可能となります。

設備管理の品質・設備の状況の維持

３．月次報告書活用法

月次報告書でできること



月次報告書 主な記載項目
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①発報来歴

②定時ﾃﾞｰﾀﾄﾚﾝﾄﾞ監視

③積算ﾃﾞｰﾀ

・定期的な状況確認が可能
・ﾃﾞｰﾀに基づいた点検、保全
計画による設備の維持

・ﾃﾞｰﾀに基づいた点検、保全
計画による設備の維持

３．月次報告書活用法



(圧)の運転時間から
(圧)交換時期の計画に活用

①発報来歴

②定時データトレンド監視・積算データ

ユニット（温度データ）

発報状況とデータから
訪問点検や保全の計画

出口温度が凍結温度まで下がっていることがある場合
⇒蒸発器側熱交換器・ストレーナが詰まっている可能性があります

発報状況からの
定期的な保全計画で安心

発報状況とデータから
訪問点検や保全の計画に活用

定期的なデータ確認や点検の計画など
により安心

運転データから製品の状況を判断現地
点検の計画に活用

３－１．チラーユニット（空冷式スクロール）
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②定時データトレンド監視・積算データ
圧縮機 各1～

(冷媒圧力データ/温度データ)

圧縮機 各1～
(電流値データ)

外気温度の高い日に、高圧圧力が異常に高くなっている場合
⇒アラームリトライで高圧リトライが多発している場合は
凝縮器側熱交換器の詰まりの可能性があります

吐出ガス温度が上がりすぎてることが散見
⇒ガス漏れ可能性があります

電流値が高いことが散見される場合
⇒アラームリトライで過電流異常が発生している場合は
(圧)異常か凝縮器側熱交換器の詰まりの
可能性があります

定期的なデータ確認や点検の計画など
により安心

運転データから製品の状況を判断清掃
計画や現地点検の計画に活用

３－２．チラーユニット（空冷式スクロール）
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３．月次報告書活用法

定期的な保全計画

定期的な設備の状況把握

省エネ改善に活用

データから清掃提案・点検計画

exiida遠隔監視を導入いただくことで、毎月月次報告書が作成されます。
月次報告書によって、定期的な設備の状況把握とデータに基づいた設備管理に活用できます。

月次報告書の具体的な活用例を共有しますので、ぜひご活用ください。

データに基づく計画により

業務の平準化

ユーザー様

ちゃんと監視
されていて
安心

導入して
良かった

適切な計画
ができる

業務の効率
が良くなった
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月次報告書の活用メリットについて



４．予兆診断の概要

24

予兆診断
正常運転時の運転データを一定期間学習し※１、その学習モデルと評価期間の運転データを
局所部分空間法で比較することで、冷凍サイクルに関連する異常※２の兆候を検出する。
(故障内容・原因、発生時期を特定するものではありません。)

※１ 運転データの学習：正常運転時(故障・アラーム発法なし)の1年間の遠隔監視データで学習モデルを作成。

※２ 冷媒漏えい、圧縮機・膨張弁・電磁弁異常、熱交換不良などに起因する異常。

※３ 一定期間学習したデータと現在の運転データとの差異を数値化した目安。

正常運転の
学習データ

局所部分空間法

正常運転 異常兆候 故障

正常

劣化

異常測度増加

学習モデル

異常
測度※３

正常化

正常な運転データを
機械学習※１

診断期間のデータを
予兆解析

整備

故障につながる
変化を検出

故障する前に整備
故障を回避

・・・

遠隔監視クラウド

約1年間のデータ



４．予兆診断の概要
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４．予兆診断の概要
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機器の劣化の進行を検知することで機器整備のための準備を
お客さまと保守管理業者は計画しやすくなります。



５．遠隔監視システムのセキュリテイー対策
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遠隔監視システムの構成とセキュリティ対策の概略
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exiida遠隔監視・予兆診断を導入された
お客様の声

危険な屋上に行かず圧力
確認ができて安全対策に

なっている 機器異常停止にいち早く
気づくことができた

毎月の監視報告書を保管
活用している

監視されていることで
気が楽になった

予兆発報で最悪の事態を
事前に防げた

予防保全で費用効果を
期待している
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遠隔監視・予兆診断の現状

現在、製造設備、ﾌﾟﾗﾝﾄ等においてもAIを用いた予兆を検知し予知保全を

行う方法が増えており、生産の損失回避、人的な影響に注目されています。

空調・冷熱機器においても予兆検知を活用し予知保全の方向に進んでいく

ことが考えられます。また保全管理の省力化への ひとつのアイテムに

なっていきます。




