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(57)【要約】
　空気調和装置３１と、管理装置６１とで空気調和装置
３１に関する運転データを送受信する監視システム１で
あって、管理装置６１は、空気調和装置３１の故障原因
を運転データに基づいて診断する故障原因診断部３０３
を備え、故障原因診断部３０３は、空気調和装置３１の
運転データから求めた冷凍能力が異常状態であるか否か
を判定する冷凍能力異常判定値と、冷凍能力の時間に対
する冷凍能力変化率が異常値を示すか否かを判定する冷
凍能力変化率異常判定値とが設定され、冷凍能力が冷凍
能力異常判定値以下の場合、空気調和装置３１が故障し
ていると判定するものであって、冷凍能力の冷凍能力変
化率が冷凍能力変化率異常判定値を超えている場合、空
気調和装置３１の故障原因は経年劣化でないと判定し、
冷凍能力の冷凍能力変化率が冷凍能力変化率異常判定値
を超えていない場合、空気調和装置３１の故障原因は経
年劣化であると判定する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１又は複数の空気調和装置と、該１又は複数の空気調和装置を管理する管理装置とで前
記空気調和装置に関する運転データを送受信する監視システムであって、
　前記管理装置は、前記１又は複数の空気調和装置の故障原因を前記運転データに基づい
て診断する故障原因診断部を備え、
　前記故障原因診断部は、
　前記空気調和装置の前記運転データから求めた冷凍能力が異常状態であるか否かを判定
する冷凍能力異常判定値と、前記冷凍能力の時間に対する冷凍能力変化率が異常値を示す
か否かを判定する冷凍能力変化率異常判定値とが設定され、
　前記冷凍能力が前記冷凍能力異常判定値以下の場合、前記空気調和装置が故障している
と判定するものであって、
　前記空気調和装置が故障と判定され、該冷凍能力の前記冷凍能力変化率が前記冷凍能力
変化率異常判定値を超えている場合、前記空気調和装置の故障原因は経年劣化でないと判
定し、
　前記空気調和装置が故障と判定され、該冷凍能力の前記冷凍能力変化率が前記冷凍能力
変化率異常判定値を超えていない場合、前記空気調和装置の故障原因は経年劣化であると
判定する
ことを特徴とする監視システム。
【請求項２】
　前記故障原因診断部は、
　前記冷凍能力が複数回前記冷凍能力異常判定値以下となった場合、前記冷凍能力変化率
が前記冷凍能力変化率異常判定値を超えているか否かの判定処理を実行する
ことを特徴とする請求項１に記載の監視システム。
【請求項３】
　前記故障原因診断部は、
　予め定めた時間毎に時間に対する前記冷凍能力変化率の変化率を求め、該変化率が予め
定めた故障予知判定値を超えている場合、前記空気調和装置が故障する可能性があると判
定する
ことを特徴とする請求項２に記載の監視システム。
【請求項４】
　前記運転データを時系列で過去運転データとして格納する過去運転データベースと、
　前記運転データと、該運転データから求めた前記能力変化率とを格納する故障診断デー
タベースと
を備え、
　前記故障原因診断部は、
　前記過去運転データに基づいて、予め定めた時間毎に前記変化率を求める
ことを特徴とする請求項３に記載の監視システム。
【請求項５】
　前記空気調和装置は、
　圧縮機及び熱源側熱交換器を備える熱源側ユニットと、膨張弁及び利用側熱交換器を備
える利用側ユニットとを配管接続して構成した冷媒回路を備え、
　前記管理装置は、前記冷媒回路に関する前記運転データに基づいて前記冷凍能力を求め
る能力演算部を備え、
　前記能力演算部は、
　前記運転データとして、前記圧縮機の運転周波数並びに該圧縮機の吐出側における圧力
及び吸引側における圧力に基づいて冷媒循環量を演算する循環量演算部と、
　該冷媒循環量並びに前記利用側熱交換器に流入及び流出する冷媒のエンタルピーに基づ
いて前記冷凍能力を演算する冷凍能力演算部と
を備えたことを特徴とする請求項４に記載の監視システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、監視システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の監視システムの中には、計測値と、冷媒が漏れていない状態の値との離れ度合い
に応じて、冷媒が漏れているか否かを判定しているものがあった（例えば、特許文献１参
照）。
【０００３】
　また、従来の監視システムの中には、運転データに含まれる状態値に基づいて導出した
導出値と、この導出値に対応する正常値とを比較することで、空気調和装置が異常状態で
あるか否かを判定しているものがあった（例えば、特許文献２参照）。
【０００４】
　また、従来の監視システムの中には、取得した圧縮機の内部の温度情報等が、そのとき
の運転状態で得られるはずの圧縮機の内部の温度情報等と乖離している場合、圧縮機等が
故障していると診断しているものがあった（例えば、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４３９６２８６号公報（段落［００５６］）
【特許文献２】特許第４２８１３３４号公報（段落［００６１］）
【特許文献３】特開２００４－９２９７６号公報（段落［００３８］）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の監視システム（特許文献１）は、計測値と、冷媒が漏れていない
状態の値との離れ度合いで、冷媒の漏れ検知の精度を上げることはできるものの、冷媒が
漏れることになった原因を特定することができなかった。
【０００７】
　また、従来の監視システム（特許文献２）は、導出値と、正常値とに基づいて異常状態
を判定することで、空気調和装置が異常であるか否かの判定精度を上げることはできるも
のの、空気調和装置が異常となった原因を特定することができなかった。
【０００８】
　また、従来の監視システム（特許文献３）は、取得した情報と、正常の運転状態で得ら
れるはずの情報との乖離度合いに基づいて故障診断をしているため、故障診断の精度を上
げることはできるものの、圧縮機等が故障に至った原因を特定することができなかった。
【０００９】
　したがって、何れにおいても（特許文献１～３）、空気調和装置の故障診断の精度を高
めるだけであり、空気調和装置の故障原因を特定することができないという問題点があっ
た。
【００１０】
　本発明は、上記のような問題点を解決するためになされたもので、空気調和装置の故障
原因を特定することができる監視システムを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、１又は複数の空気調和装置と、該１又は複数の空気調和装置を管理する管理
装置とで前記空気調和装置に関する運転データを送受信する監視システムであって、前記
管理装置は、前記１又は複数の空気調和装置の故障原因を前記運転データに基づいて診断
する故障原因診断部を備え、前記故障原因診断部は、前記空気調和装置の前記運転データ
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から求めた冷凍能力が異常状態であるか否かを判定する冷凍能力異常判定値と、前記冷凍
能力の時間に対する冷凍能力変化率が異常値を示すか否かを判定する冷凍能力変化率異常
判定値とが設定され、前記冷凍能力が前記冷凍能力異常判定値以下の場合、前記空気調和
装置が故障していると判定するものであって、前記空気調和装置が故障しており、該冷凍
能力の前記冷凍能力変化率が前記冷凍能力変化率異常判定値を超えている場合、前記空気
調和装置の故障原因は経年劣化でないと判定し、前記空気調和装置が故障しており、該冷
凍能力の前記冷凍能力変化率が前記冷凍能力変化率異常判定値を超えていない場合、前記
空気調和装置の故障原因は経年劣化であると判定する監視システムである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は、故障前の一定期間にわたり、冷凍能力の変化率と異常判定値とを比較するこ
とで、空気調和装置の故障原因を特定することができるという効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態１における監視システム１の概略構成の一例を示す図である
。
【図２】本発明の実施の形態１における冷媒回路３５の構成の一例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態１における遠隔監視センター１５の機能構成の一例を示す図
である。
【図４】本発明の実施の形態１における時間に対する冷凍能力の変化を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態１における故障診断処理を説明するフローチャートである。
【図６】本発明の実施の形態１における冷凍能力演算処理を説明するフローチャートであ
る。
【図７】本発明の実施の形態１における能力推移演算処理を説明するフローチャートであ
る。
【図８】本発明の実施の形態１における時間に対する能力変化率を求めるときの予め定め
た時間を説明する図である。
【図９】本発明の実施の形態１における故障原因判定処理を説明するフローチャートであ
る。
【図１０】本発明の実施の形態１における故障予知処理を説明するフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。
【００１５】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１における監視システム１の概略構成の一例を示す図であ
る。図１に示すように、監視システム１は、遠隔監視センター１５を備え、遠隔監視セン
ター１５が通信網５を介してそれぞれの物件１１に設けられた空気調和装置３１－１～３
１－Ｎと通信を行うことで、各物件１１に設けられた空気調和装置３１－１～３１－Ｎを
監視するものである。
【００１６】
　遠隔監視センター１５は、管理装置６１及びサーバー装置６３等を備える。詳細につい
ては図３を用いて後述するが、管理装置６１は、各物件１１に設けられた空気調和装置３
１－１～３１－Ｎの故障診断等を行うものであり、サーバー装置６３は、管理装置６１と
連携して各種サーバーを運用するものである。
【００１７】
　物件１１は、例えば、ビル又は工場等の物件のことである。物件１１には、空気調和装
置３１－１～３１－Ｎ及び制御装置５１等が設けられ、空気調和装置３１－１～３１－Ｎ
と、制御装置５１とが通信線４１を介して相互通信可能に構成されている。
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　空気調和装置３１－１～３１－Ｎのそれぞれは、図２を用いて後述するように冷媒回路
３５を備え、冷媒回路３５を用いることで、物件１１内に設けられた空間等に空気調和さ
れた空気を供給する。なお、空気調和装置３１－１～３１－Ｎのそれぞれを特に区別しな
い場合、空気調和装置３１と称する。
　上述したように、制御装置５１は、空気調和装置３１と通信線４１を介して接続され、
通信線４１を介して空気調和装置３１へ各種設定値及び各種制御指令等を供給し、空気調
和装置３１の制御を行う。制御装置５１は、外部との通信時には、通信線４１及び通信網
５を介して行う。例えば、制御装置５１は、空気調和装置３１と、遠隔監視センター１５
との通信を中継する。
　つまり、空気調和装置３１は、制御装置５１を介して、遠隔監視センター１５との通信
を行う。
【００１８】
　また、監視システム１は、サービスセンター１７を備える。サービスセンター１７は、
空気調和装置３１のメンテナンス等に関する各種サービスを提供するものであり、端末７
１を備える。端末７１は、通信網５を介して遠隔監視センター１５等と通信を行い、各種
情報を受信する。例えば、端末７１は、物件１１に設けられた空気調和装置３１に異常が
ある旨を遠隔監視センター１５から受信したときには、サービスセンター１７に所属する
サービスマン等に報知することで、サービスマンを出動させる。
　サービスマンへの報知手段は、例えば、図示しないモニターを介してサービスマンに報
知させればよい。なお、報知手段は、特に限定するものではなく、例えば、端末７１から
サービスマンが所持する携帯端末等へ報知してもよい。
【００１９】
　通信網５は、例えば、インターネットプロトコルに準拠した通信媒体であるが、特にこ
れに限定しない。通信網５は、例えば、他の通信プロトコルに準拠した通信網であっても
よい。また、通信網５は、有線通信の通信媒体であっても、無線通信の通信媒体であって
もよい。
【００２０】
　図２は、本発明の実施の形態１における冷媒回路３５の構成の一例を示す図である。図
２に示すように、冷媒回路３５は、熱源側ユニット８１及び負荷側ユニット（利用側ユニ
ット）８２－１～８２－Ｎを備える。
【００２１】
　熱源側ユニット８１は、いわゆる室外ユニットであり、冷媒回路３５のメイン回路とし
て、圧縮機９１、四方弁９２、熱源側熱交換器９３、開度可変の室外絞り装置９６、及び
アキュムレータ９５を備え、これらが順に接続されている。熱源側ユニット８１は、熱源
側制御部１０１を備える。熱源側制御部１０１は、後述する各種センサの検出結果に基づ
いて、圧縮機９１等を制御したり、各種信号を外部に供給する。
【００２２】
　負荷側ユニット８２－１は、いわゆる室内ユニットであり、負荷側熱交換器（利用側熱
交換器）９７－１及び室内絞り装置９９－１を備える。負荷側ユニット８２－１は、負荷
側制御部１０２－１及びリモートコントローラ１０３－１を備える。負荷側制御部１０２
－１は、後述する各種センサの検出結果及びリモートコントローラ１０３－１からの制御
指令に基づいて、室内絞り装置９９－１等を制御したり、各種信号を外部に供給する。負
荷側ユニット８２－２～８２－Ｎは、負荷側ユニット８２－１と同様の構成であるため、
その説明については省略する。
【００２３】
　なお、負荷側ユニット８２－１～８２－Ｎを特に区別しない場合、負荷側ユニット８２
と称する。また、負荷側熱交換器９７－１～９７－Ｎを特に区別しない場合、負荷側熱交
換器９７と称する。また、室内絞り装置９９－１～９９－Ｎを特に区別しない場合、室内
絞り装置９９と称する。負荷側制御部１０２－１～１０２－Ｎを特に区別しない場合、負
荷側制御部１０２と称する。リモートコントローラ１０３－１～１０３－Ｎを特に区別し
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ない場合、リモートコントローラ１０３と称する。
【００２４】
　熱源側ユニット８１と、負荷側ユニット８２とは、第１接続配管１１１及び第２接続配
管１１２を用いて、バルブ１２１ａ及びバルブ１２１ｂを介して接続されている。なお、
バルブ１２１ａ及びバルブ１２１ｂを特に区別しない場合、バルブ１２１と称する。
【００２５】
　冷媒回路３５は、圧縮機９１、四方弁９２、熱源側熱交換器９３、室外絞り装置９６、
室内絞り装置９９、負荷側熱交換器９７、及びアキュムレータ９５に冷媒を循環させる。
アキュムレータ９５は、余剰冷媒を貯留する。
　なお、室内絞り装置９９は、本発明における膨張弁に相当する。
【００２６】
　各熱交換器に設けられる機器について説明する。熱源側熱交換器９３には、空気を送風
する室外ファン９４が設けられている。負荷側熱交換器９７－１～９７－Ｎのそれぞれに
は、空気を送風する室内ファン９８－１～９８－Ｎがそれぞれ設けられている。なお、室
内ファン９８－１～９８－Ｎを特に区別しない場合、室内ファン９８と称する。室外ファ
ン９４及び室内ファン９８のそれぞれは、ＤＣモータ（図示せず）で駆動される遠心ファ
ン又は多翼ファン等から構成され、送風量が調整可能になっている。
【００２７】
　室外ファン９４及び室内ファン９８以外の駆動可能な機器の一例について説明する。圧
縮機９１は、運転容量を可変にすることが可能な圧縮機である。圧縮機９１は、例えば、
インバータで制御されるモータを用いて駆動される容積式圧縮機から構成されている。バ
ルブ１２１は、例えば、ボールバルブ、開閉弁、及び操作弁等の開閉動作が可能な弁で構
成される。四方弁９２は、暖房運転時と冷房運転時とで冷媒が流れる経路が切り換えられ
る。
【００２８】
　なお、冷媒回路３５が四方弁９２を設けた場合について説明したが、特にこれに限定し
ない。冷媒回路３５は、例えば、四方弁９２を設けずに、暖房運転（送風運転を含む）の
みを行うようにしてもよい。また、冷媒回路３５は、例えば、四方弁９２を設けず、冷房
運転のみを行うようにしてもよい。また、冷媒回路３５がアキュムレータ９５を設けた場
合について説明したが、特にこれに限定しない。冷媒回路３５は、例えば、アキュムレー
タ９５を設けなくてもよい。また、負荷側ユニット８２の台数及び各容量についても特に
限定しない。
【００２９】
　次に冷媒回路３５を循環する冷媒及び冷媒と熱交換対象となる流体について説明する。
冷媒回路３５を循環する冷媒の種類は、特に限定せず、任意の冷媒を用いればよい。例え
ば、二酸化炭素（ＣＯ２）、炭化水素、及びヘリウム等の自然冷媒、並びにＲ４１０Ａ、
Ｒ４０７Ｃ、及びＲ４０４Ａ等の代替冷媒等の塩素を含まない冷媒を採用すればよい。冷
媒と熱交換対象となる流体は、例えば、空気であるが、特にこれに限定しない。そのよう
な流体は、例えば、水、冷媒、ブライン等であってもよい。なお、そのような流体の供給
装置は、ポンプ等であってもよい。
　要するに、ヒートポンプ式の空気調和装置３１であれば、特に限定しない。
【００３０】
　つぎに、冷媒回路３５に設けられる各種センサ類について説明する。熱源側ユニット８
１には、圧縮機吐出冷媒圧力センサ２０１、圧縮機吸入冷媒圧力センサ２０２、液管圧力
センサ２０３、圧縮機吐出冷媒温度センサ２０５、圧縮機吸入冷媒温度センサ２０６、空
気温度センサ２０７、熱源側熱交換器液部冷媒温度センサ２１１、及び熱源側熱交換器気
液二相部冷媒温度センサ２１２が設けられている。負荷側ユニット８２－１～８２－Ｎに
は、負荷側冷媒液温度センサ２２１－１～２２１－Ｎ、空気吸込温度センサ２２３－１～
２２３－Ｎ、及び負荷側冷媒ガス温度センサ２２４－１～２２４－Ｎが設けられている。
【００３１】
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　圧縮機吐出冷媒圧力センサ２０１は、圧縮機９１の吐出側に設けられ、圧縮機９１から
吐出された冷媒の圧力を検出する。圧縮機吸入冷媒圧力センサ２０２は、圧縮機９１の吸
入側に設けられ、圧縮機９１に吸入される冷媒の圧力を検出する。液管圧力センサ２０３
は、室外絞り装置９６と、バルブ１２１ｂとの間に設けられ、室外絞り装置９６とバルブ
１２１ｂとの間を流通する冷媒の温度を検出する。圧縮機吐出冷媒温度センサ２０５は、
圧縮機９１の吐出側に設けられ、圧縮機９１から吐出された冷媒の温度を検出する。圧縮
機吸入冷媒温度センサ２０６は、圧縮機９１の吸入側に設けられ、圧縮機９１に吸入され
る冷媒の温度を検出する。空気温度センサ２０７は、例えば、室外ファン９４と、熱源側
ユニット８１の筐体（図示せず）との間に設けられ、室外ファン９４が吸い込む熱源側ユ
ニット８１周囲の空気温度を検出する。熱源側熱交換器液部冷媒温度センサ２１１は、熱
源側熱交換器９３と、室外絞り装置９６との間に設けられ、熱源側熱交換器９３と、室外
絞り装置９６との間を流通する冷媒の温度を検出する。熱源側熱交換器気液二相部冷媒温
度センサ２１２は、熱源側熱交換器９３に設けられ、熱源側熱交換器９３を流通する冷媒
の温度を検出する。
【００３２】
　圧縮機吐出冷媒圧力センサ２０１、圧縮機吸入冷媒圧力センサ２０２、液管圧力センサ
２０３、圧縮機吐出冷媒温度センサ２０５、圧縮機吸入冷媒温度センサ２０６、空気温度
センサ２０７、熱源側熱交換器液部冷媒温度センサ２１１、及び熱源側熱交換器気液二相
部冷媒温度センサ２１２の検出結果は、熱源側制御部１０１に供給される。
【００３３】
　負荷側冷媒液温度センサ２２１－１～２２１－Ｎを特に区別しないときには負荷側冷媒
液温度センサ２２１と称する。空気吸込温度センサ２２３－１～２２３－Ｎを特に区別し
ないときには空気吸込温度センサ２２３と称する。負荷側冷媒ガス温度センサ２２４－１
～２２４－Ｎを特に区別しないときには負荷側冷媒ガス温度センサ２２４と称する。
【００３４】
　負荷側冷媒液温度センサ２２１は、室内絞り装置９９と、負荷側熱交換器９７との間に
設けられ、室内絞り装置９９と、負荷側熱交換器９７との間を流通する冷媒の温度を検出
する。空気吸込温度センサ２２３は、室内ファン９８と、負荷側ユニット８２の筐体（図
示せず）との間に設けられ、室内ファン９８が吸い込む負荷側ユニット８２周囲の空気温
度を検出する。負荷側冷媒ガス温度センサ２２４は、負荷側熱交換器９７と、バルブ１２
１ａとの間に設けられ、負荷側熱交換器９７と、バルブ１２１ａとの間を流通する冷媒の
温度を検出する。
【００３５】
　負荷側冷媒液温度センサ２２１、空気吸込温度センサ２２３、及び負荷側冷媒ガス温度
センサ２２４の検出結果は、負荷側制御部１０２に供給される。
【００３６】
　熱源側制御部１０１及び負荷側制御部１０２は、互いに連携して冷媒回路３５の冷媒の
流れを制御することで、空気調和装置３１を制御し、制御装置５１に各種信号を供給する
。制御装置５１は、熱源側制御部１０１及び負荷側制御部１０２から供給された各種信号
を通信網５を介して遠隔監視センター１５に供給する。
　遠隔監視センター１５は、通信網５を介して供給される各種信号に基づいて各種演算を
実行し、空気調和装置３１を遠隔監視する。例えば、遠隔監視センター１５は、空気調和
装置３１が故障しているか否かを判定する。また、遠隔監視センター１５は、空気調和装
置３１が故障している場合に、その故障原因について判定する。次に、そのような動作を
行う遠隔監視センター１５の詳細について図３を用いて説明する。
【００３７】
　図３は、本発明の実施の形態１における遠隔監視センター１５の機能構成の一例を示す
図である。遠隔監視センター１５は、管理装置６１、サーバー装置６３、及びルーター装
置６５を備える。
【００３８】
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　管理装置６１は、制御部８３、通信部８４、記憶部８５、表示部８７、及び操作部８９
を備え、空気調和装置３１の故障診断又は故障原因の判定等を行う。
【００３９】
　制御部８３は、能力演算部３０１、故障原因診断部３０３、及び故障予知部１０５を備
え、例えば、マイクロプロセッサユニット等を主体として構成されるが、特にこれに限定
しない。
【００４０】
　能力演算部３０１は、循環量演算部３１１、過冷却度演算部３１２、過熱度演算部３１
３、吐出過熱度演算部３１４、及び冷凍能力演算部３１５を備え、空気調和装置３１の冷
凍能力を演算する。
　循環量演算部３１１は、詳細については図６を用いて後述するが、空気調和装置３１内
を流通する冷媒の循環量を演算する。過冷却度演算部３１２は、詳細については図６を用
いて後述するが、熱源側熱交換器９３における熱源側熱交換器過冷却度ＳＣを演算する。
過熱度演算部３１３は、詳細については図６を用いて後述するが、負荷側熱交換器９７に
おける負荷側熱交換器過熱度ＳＨを演算する。吐出過熱度演算部３１４は、詳細について
は図６を用いて後述するが、圧縮機９１における圧縮機吐出過熱度ＴｄＳＨを演算する。
冷凍能力演算部３１５は、詳細については図６を用いて後述するが、負荷側熱交換器９７
における冷凍能力を推定演算する。
【００４１】
　故障原因診断部３０３は、その詳細については図４～８を用いて後述するが、能力演算
部３０１の演算結果及び過去運転データベースの検出結果に基づいて、空気調和装置３１
の故障診断又は故障原因の判定等を行う。
　故障予知部３０５は、その詳細については図９を用いて後述するが、能力演算部３０１
の演算結果に基づいて故障予知を行う。
【００４２】
　通信部８４は、制御部８３と、外部機器との通信インターフェースである。通信部８４
は、制御部８３から供給される各種信号を所定の形式のデータに変換し、サーバー装置６
３又はルーター装置６５に供給する。通信部８４は、サーバー装置６３又はルーター装置
６５から供給される各種信号を所定の形式のデータに変換し、制御部８３に供給する。
　記憶部８５は、例えば、過去運転データベース３２１及び故障診断データベース３２２
を備える。過去運転データベース３２１は、空気調和装置３１の過去の運転データを時系
列で格納する。故障診断データベース３２２は、空気調和装置３１の過去の運転データと
、その運転データから求めた能力変化率とを格納する。
　表示部８７は、制御部８３の各種演算結果、過去運転データベース３２１の検出結果、
及び故障診断データベース３２２の検出結果を所定の形式で表示する。
　操作部８９は、ユーザーと、管理装置６２との間の入力インタフェースであり、ユーザ
ーからの各種操作を受け付け、その結果を制御指令に変換し、制御指令を制御部８３に供
給する。
【００４３】
　サーバー装置６３は、例えば、データベースサーバー４１１、ファイルサーバー４１３
、プリントサーバー４１５、ウェブサーバー４１７、及びメールサーバー４１９等を備え
、管理装置６１からの要求、すなわち、リクエストに応じて、何らかのサービス、すなわ
ち、処理を提供する機能的構成である。
　例えば、データベースサーバー４１１は、各種データベースを備え、管理装置６１から
のリクエストに応じて、各種データベースの検索又は更新等を行い、その結果を管理装置
６１に返す。また、例えば、ファイルサーバー４１３は、保管している各種ファイル、す
なわち、データを提供する。また、例えば、プリントサーバー４１５は、プリンタへ印刷
処理を提供する。また、例えば、ウェブサーバー４１７は、ウェブページを構成するＨＴ
ＭＬ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕｇａｅ）ファイル又は画像ファイ
ル等のデータを提供する。また、例えば、メールサーバー４１９は、電子メールの配送を
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制御する。
　なお、後述する故障診断等の各種機能は、サーバー装置６３から提供されるＷｅｂサー
ビスで実現されるものであってもよい。
　また、サーバー装置６３は、ハードウェアで構築させてもよく、ソフトウェアで仮想的
に構築してもよい。つまり、サーバー装置６３が提供する各種機能は物理的な制約を受け
るものではない。
　例えば、詳細については後述する故障診断等がＷｅｂサービスで提供される場合、携帯
端末等を介して故障診断等が実行されてもよい。この場合には、サーバー装置６３と、管
理装置６１とが連携することで、故障診断等が実行されればよい。
【００４４】
　ルーター装置６５は、２つ以上の異なるネットワーク間を接続する機器である。ルータ
ー装置６５は、例えば、ＩＰアドレスに基づいて経路制御を行い、管理装置６１と、制御
装置５１との通信を中継する。
【００４５】
　図４は、本発明の実施の形態１における時間に対する冷凍能力の変化を示す図である。
図４においては、時間に対する冷凍能力の変動が、パターンごとに図示されている。例え
ば、パターン＃１及びパターン＃２は、遠隔監視センター１５が空気調和装置３１の異常
を検知した後、空気調和装置３１の運転データを予め定めた運転データ保存期間で保存し
たパターンである。また、例えば、パターン＃３及びパターン＃４は、遠隔監視センター
１５が空気調和装置３１の異常を検知する前から予め定めた時間までの運転データ保存期
間で空気調和装置３１の運転データを保持しているパターンである。つまり、パターン＃
１及びパターン＃２の運転データ保存期間と、パターン＃３及びパターン＃４の運転デー
タ保存期間とは、その保存期間の長さが異なっている。
【００４６】
　具体的には、パターン＃１では、冷凍能力は、途中までは正常な状態であるが、冷凍能
力が異常状態であるか否かを判定する冷凍能力異常判定値以下になったときには異常が検
知され、異常が検知されてから冷凍能力が異常停止状態に到達するまでの間で空気調和装
置３１の運転データ保存期間が定められている点が図示されている。
【００４７】
　また、パターン＃２では、冷凍能力は、段階的に低下し、冷凍能力異常判定値以下にな
ったときには異常が検知され、異常が検知されてから冷凍能力が異常停止状態に到達する
までの間で空気調和装置３１の運転データ保存期間が定められている点が図示されている
。
【００４８】
　また、パターン＃３では、冷凍能力は、途中までは正常な状態であるが、冷凍能力異常
判定値以下になったときには異常が検知され、異常が検知される前から冷凍能力が異常停
止状態に到達するまでの間で空気調和装置３１の運転データ保存期間が定められている点
が図示されている。
【００４９】
　また、パターン＃４では、冷凍能力は、段階的に低下し、冷凍能力異常判定値以下にな
ったときには異常が検知され、異常が検知される前から冷凍能力が異常停止状態に到達す
るまでの間で空気調和装置３１の運転データ保存期間が定められている点が図示されてい
る。
【００５０】
　つまり、パターン＃１及びパターン＃２では、異常検知後の運転データしか保存されな
い状態となる。一方、パターン＃３及びパターン＃４では、異常検知前からの運転データ
も保存されている状態となる。よって、パターン＃１及びパターン＃２では、異常状態に
至るまでの冷凍能力の変化に関するデータを保持しない。一方、パターン＃３及びパター
ン＃４では、異常状態に至るまでの冷凍能力の変化に関するデータを保持する。したがっ
て、パターン＃３及びパターン＃４であれば、異常状態に至るまでの冷凍能力の変化を調
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べることができるため、異常状態に至った原因を判定できることになる。そこで、異常状
態に至った原因を判定する詳細について図５～８を用いて説明する。
【００５１】
　図５は、本発明の実施の形態１における故障診断処理を説明するフローチャートである
。
【００５２】
（ステップＳ１１）
　故障原因診断部３０３は、異常回数を初期化する。ここでいう異常回数とは、後述する
冷凍能力異常判定値以下となった回数をカウントするパラメータである。後述するように
、異常回数というパラメータを利用して、求められる冷凍能力が一時的なものであるか否
かを判定する。
【００５３】
（ステップＳ１２）
　故障原因診断部３０３は、運転データ取得周期に到達したか否かを判定する。故障原因
診断部３０３は、運転データ取得周期に到達した場合、ステップＳ１３へ進む。一方、故
障原因診断部３０３は、運転データ取得周期に到達しない場合、ステップＳ１２へ戻る。
ここでいう運転データ取得周期とは、故障原因診断部３０３、すなわち、遠隔監視センタ
ー１５が各物件１１に設けられた空気調和装置３１の運転データを取得する周期である。
例えば、運転データ取得周期が１時間で設定されていれば、１時間毎の運転データの変動
に伴う故障診断を実施できる。また、例えば、運転データ取得周期が１日で設定されてい
れば、１日毎の運転データの変動に伴い故障診断を実施できる。すなわち、運転データ取
得周期に応じて、故障診断の実施回数を可変にすることができる。
【００５４】
（ステップＳ１３）
　故障原因診断部３０３は、運転データを取得する。ここでいう運転データとは、後述す
る冷凍能力演算処理の演算に用いられる各種パラメータである。例えば、故障原因診断部
３０３は、基準運転状態を設定する場合、圧縮機９１の運転周波数Ｆ０、室外ファン９４
の速度ｆａｎｏ０、及び室内絞り装置９９の弁開度ＬＥＶ０を取得する。また、例えば、
故障原因診断部３０３は、圧縮機９１の圧力を検出する場合、圧縮機吐出圧力Ｐｄ及び圧
縮機吸入圧力Ｐｓを取得する。また、例えば、故障原因診断部３０３は、熱源側熱交換器
過冷却度ＳＣを演算する場合、熱源側熱交換器二相温度Ｔ２１２及び熱源側熱交換器過冷
却液温度Ｔ２１１を取得する。また、例えば、故障原因診断部３０３は、負荷側熱交換器
過熱度ＳＨを演算する場合、負荷側熱交換器過熱ガス温度Ｔ２２４及び負荷側吸込空気温
度Ｔ２２３を取得する。また、例えば、故障原因診断部３０３は、圧縮機吐出過熱度Ｔｄ
ＳＨを演算する場合、吐出温度Ｔ２０５及び熱源側熱交換器二相温度Ｔ２１２を取得する
。
【００５５】
（ステップＳ１４）
　故障原因診断部３０３は、能力演算部３０１に冷凍能力演算処理を実行させる。冷凍能
力演算処理の詳細については図６を用いて後述する。図６は、本発明の実施の形態１にお
ける冷凍能力演算処理を説明するフローチャートである。
【００５６】
（ステップＳ６１）
　能力演算部３０１は、基準運転状態を設定する。具体的には、能力演算部３０１は、空
気調和装置３１に対し、圧縮機９１の運転周波数Ｆ０、室外ファン９４の速度ｆａｎｏ０
、及び室内絞り装置９９の弁開度ＬＥＶ０を設定する。
　次に、ここで設定された各種パラメータに基づいて、空気調和装置３１が稼働し、安定
状態に入ったと想定する。
【００５７】
（ステップＳ６２）
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　能力演算部３０１は、圧縮機９１の圧力を検出する。具体的には、能力演算部３０１は
、圧縮機吐出冷媒圧力センサ２０１を用いて圧縮機吐出圧力Ｐｄを検出し、圧縮機吸入冷
媒圧力センサ２０２を用いて圧縮機吸入圧力Ｐｓを検出する。
【００５８】
（ステップＳ６３）
　能力演算部３０１は、冷媒循環量Ｇｒを演算する。具体的には、能力演算部３０１は、
循環量演算部３１１に対し、圧縮機９１の運転周波数Ｆ０、圧縮機吐出圧力Ｐｄ、及び圧
縮機吸入圧力Ｐｓに基づいて、次式（１）を用いて冷媒循環量Ｇｒを求めさせる。
【００５９】
　　（数１）
Ｇｒ＝ｆ（Ｆ０，Ｐｄ，Ｐｓ）・・・（１）
【００６０】
　なお、Ｇｒ＝ｆ（Ｆ０，Ｐｄ，Ｐｓ）の実装形態としては、各パラメータに対応する対
応テーブルを予め準備しておき、その対応テーブルを参照してＧｒを求めるようにしても
よい。例えば、Ｆ０、Ｐｄ、及びＰｓが定まると、それに対応する冷媒循環量Ｇｒが定ま
るテーブルを予め定義しておいてもよい。
【００６１】
（ステップＳ６４）
　能力演算部３０１は、各種センサで各演算パラメータを検出する。具体的には、能力演
算部３０１は、圧縮機吐出冷媒温度センサ２０５を用いて吐出温度Ｔ２０５を検出する。
また、能力演算部３０１は、熱源側熱交換器気液二相部冷媒温度センサ２１２を用いて熱
源側熱交換器二相温度Ｔ２１２を検出する。また、能力演算部３０１は、熱源側熱交換器
液部冷媒温度センサ２１１を用いて熱源側熱交換器過冷却液温度Ｔ２１１を検出する。ま
た、能力演算部３０１は、負荷側冷媒液温度センサ２２１を用いて負荷側熱交換器液管温
度Ｔ２２１を検出する。また、能力演算部３０１は、負荷側冷媒ガス温度センサ２２４を
用いて負荷側熱交換器過熱ガス温度Ｔ２２４を検出する。また、能力演算部３０１は、空
気吸込温度センサ２２３を用いて負荷側吸込空気温度Ｔ２２３を検出する。
【００６２】
（ステップＳ６５）
　能力演算部３０１は、各演算パラメータに基づいて各種演算を実行する。具体的には、
能力演算部３０１は、過冷却度演算部３１２に対し、熱源側熱交換器二相温度Ｔ２１２及
び熱源側熱交換器過冷却液温度Ｔ２１１に基づいて、次式（２）を用いて熱源側熱交換器
過冷却度ＳＣを求めさせる指令を出す。過冷却度演算部３１２は、能力演算部３０１から
の指令を受け、次式（２）に基づいて熱原側熱交換器過冷却度ＳＣを演算する。
【００６３】
　　（数２）
ＳＣ＝Ｔ２１２－Ｔ２１１・・・（２）
【００６４】
　また、能力演算部３０１は、過熱度演算部３１３に対し、負荷側熱交換器過熱ガス温度
Ｔ２２４及び負荷側吸込空気温度Ｔ２２３に基づいて、次式（３）を用いて負荷側熱交換
器過熱度ＳＨを求めさせる指令を出す。過熱度演算部３１３は、能力演算部３０１からの
指令を受け、次式（３）に基づいて負荷側熱交換器過熱度ＳＨを演算する。
【００６５】
　　（数３）
ＳＨ＝Ｔ２２４－Ｔ２２３・・・（３）
【００６６】
　また、能力演算部３０１は、吐出過熱度演算部３１４に対し、吐出温度Ｔ２０５及び熱
源側熱交換器二相温度Ｔ２１２に基づいて、次式（４）を用いて圧縮機吐出過熱度ＴｄＳ
Ｈを求めさせる指令を出す。吐出過熱度演算部３１４は、能力演算部３０１からの指令を
受け、次式（４）に基づいて圧縮機吐出過熱度ＴｄＳＨを演算する。
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【００６７】
　　（数４）
ＴｄＳＨ＝Ｔ２０５－Ｔ２１２・・・（４）
【００６８】
（ステップＳ６６）
　能力演算部３０１は、冷媒エンタルピーを演算する。具体的には、能力演算部３０１は
、冷凍能力演算部３１５に対し、圧縮機吸入圧力Ｐｓ及び負荷側熱交換器液管温度Ｔ２２
１に基づいて、次式（５）を用いて負荷側熱交換器９７の入側における冷媒エンタルピー
Ｈｅｉｎを求めさせる指令を出す。冷凍能力演算部３１５は、能力演算部３０１からの指
令を受け、次式（５）に基づいて負荷側熱交換器９７の入側における冷媒エンタルピーＨ
ｅｉｎを演算する。
【００６９】
　　（数５）
Ｈｅｉｎ＝ｆ（Ｐｓ，Ｔ２２１）・・・（５）
【００７０】
また、能力演算部３０１は、冷凍能力演算部３１５に対し、圧縮機吸入圧力Ｐｓ及び負荷
側熱交換器過熱ガス温度Ｔ２２４に基づいて、次式（６）を用いて負荷側熱交換器９７の
出側における冷媒エンタルピーＨｏｕｔを求めさせる指令を出す。冷凍能力演算部３１５
は、能力演算部３０１からの指令を受け、次式（６）に基づいて負荷側熱交換器９７の出
側における冷媒エンタルピーＨｏｕｔを演算する。
【００７１】
　　（数６）
Ｈｏｕｔ＝ｆ（Ｐｓ，Ｔ２２４）・・・（６）
【００７２】
　なお、Ｈｅｉｎは熱源側熱交換器９３から流出する液冷媒の過冷却度を表すことにもな
る。また、Ｈｏｕｔは負荷側熱交換器９７から流出するガス冷媒の過熱度を表すことにも
なる。
　また、式（５）、（６）は、冷媒回路中を循環させている冷媒の種類に基づいて、予め
関数化したものである。
【００７３】
（ステップＳ６７）
　能力演算部３０１は、冷凍能力Ｑｅを演算する。具体的には、能力演算部３０１は、冷
凍能力演算部３１５に対し、冷媒循環量Ｇｒ、負荷側熱交換器９７の入側における冷媒エ
ンタルピーＨｅｉｎ、及び負荷側熱交換器９７の出側における冷媒エンタルピーＨｏｕｔ
に基づいて、次式（７）を元いて冷凍能力Ｑｅを求めさせる指令を出す。冷凍能力演算部
３１５は、能力演算部３０１からの指令を受け、次式（７）に基づいて冷凍能力Ｑｅを演
算する。
【００７４】
　　（数７）
Ｑｅ＝Ｇｒ×（Ｈｅｏｕｔ－Ｈｅｉｎ）・・・（７）
【００７５】
　なお、上記の説明では、遠隔監視センター１５が能力演算部３０１を備え、遠隔監視セ
ンター１５の能力演算部３０１が冷凍能力を演算する一例について説明したが、特にこれ
に限定しない。例えば、空気調和装置３１が能力演算部３０１を備えてもよい。また、制
御装置５１が能力演算部３０１を備えてもよい。
　また、上記の説明は、冷凍能力を求める演算の一例を示すだけであり、特にこれに限定
しない。
【００７６】
　図５の説明に戻る。
（ステップＳ１５）
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　故障原因診断部３０３は、冷凍能力異常判定値を取得する。冷凍能力異常判定値は、冷
凍能力が異常状態となっているときの冷凍能力で設定される。例えば、空調システムとし
て、冷凍能力が１０００ｋｗ～６００ｋｗの間で稼働することになっている場合、冷凍能
力が６００ｋｗを下回ったときに異常状態になるとすれば、冷凍能力異常判定値は、６０
０ｋｗが設定される。
　なお、上記で説明した数値例は一例を示すだけであり、特にこれに限定しない。
【００７７】
（ステップＳ１６）
　故障原因診断部３０３は、異常回数判定値を取得する。異常回数判定値は、冷凍能力が
異常となった状態が突発的又は恒常的の何れであるかを判定するのに用いられる。この処
理をすることで、何らかの影響で冷凍能力が一時的に下がった場合の値を無視することが
でき、故障原因診断の精度が向上する。すなわち、冷凍能力の低下が何らかのノイズ等が
原因で低下した場合を除去できる。
　なお、異常回数判定値は、例えば、３回であるが、特にこれに限定しない。
【００７８】
（ステップＳ１７）
　故障原因診断部３０３は、冷凍能力が冷凍能力異常判定値以下であるか否かを判定する
。故障原因診断部３０３は、冷凍能力が冷凍能力異常判定値以下の場合、ステップＳ１８
へ進む。一方、故障原因診断部３０３は、冷凍能力が冷凍能力異常判定値以下でない場合
、ステップＳ１２へ戻る。
【００７９】
（ステップＳ１８）
　故障原因診断部３０３は、異常回数が異常回数判定値に到達したか否かを判定する。故
障原因診断部３０３は、異常回数が異常回数判定値に到達した場合、ステップＳ２０へ進
む。一方、故障原因診断部３０３は、異常回数が異常回数判定値に到達しない場合、ステ
ップＳ１９へ進む。
【００８０】
（ステップＳ１９）
　故障原因診断部３０３は、異常回数をインクリメントする。例えば、故障原因診断部３
０３は、異常回数を＋１歩進する、つまり、＋１インクリメントする。
　なお、上記の説明では、＋１インクリメントする一例について説明したが、特にこれに
限定しない。
【００８１】
（ステップＳ２０）
　故障原因診断部３０３は、過去運転データベース３２１から過去の運転データを予め定
めた期間分取得する。例えば、故障原因診断部３０３は、過去運転データベース３２１か
ら過去１ヶ月分の運転データを取得する。
　なお、上記の説明では、予め定めた期間として過去１ヶ月分の運転データを取得する一
例について説明したが、特にこれに限定しない。
【００８２】
（ステップＳ２１）
　故障原因診断部３０３は、能力推移演算処理を実行する。能力推移演算処理の詳細につ
いては図７を用いて後述する。図７は、本発明の実施の形態１における能力推移演算処理
を説明するフローチャートである。
【００８３】
（ステップＳ８１）
　故障原因診断部３０３は、異常判定フラグを初期化する。
【００８４】
（ステップＳ８２）
　故障原因診断部３０３は、予め定めた時間毎に時間に対する能力変化率を求める。予め
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定めた時間は、運転データ保存期間を時間軸上で予め複数の小時間毎に区切ったものであ
り、その詳細については図８を用いて説明する。
　図８は、本発明の実施の形態１における時間に対する能力変化率を求めるときの予め定
めた時間を説明する図である。図８に示すように、運転データ保存期間の範囲内で、予め
定めた時間が複数に区切られている。故障原因診断部３０３は、この時間毎に時間に対す
る能力変化率を求める。例えば、Ａと命名された時間間隔の能力変化率をａ、Ｂと命名さ
れた時間間隔の能力変化率をｂ、Ｃと命令された時間間隔の能力変化率をｃと仮定し、以
後の説明を行う。
【００８５】
（ステップＳ８３）
　故障原因診断部３０３は、予め定めた冷凍能力変化率異常判定値を取得する。冷凍能力
変化率異常判定値は、詳細については後述するが、時間に対する能力変化率が許容範囲内
のものであるか否かを判定するものである。
【００８６】
（ステップＳ８４）
　故障原因診断部３０３は、冷凍能力変化率異常判定値を超えている能力変化率が存在す
るか否かを判定する。故障原因診断部３０３は、冷凍能力変化率異常判定値を超えている
能力変化率が存在する場合、ステップＳ８５へ進む。一方、故障原因診断部３０３は、冷
凍能力変化率異常判定値を超えている能力変化率が存在しない場合、ステップＳ８７へ進
む。
【００８７】
　冷凍能力変化率異常判定値で判定を行う意味について説明する。能力変化率は、時間に
対する冷凍能力の変化率である。つまり、能力変化率は、冷凍能力の特性グラフの傾きを
意味する。よって、能力変化率と、冷凍能力変化率異常判定値との比較が行われることは
、冷凍能力の特性グラフの傾き度合いを判定することに相当する。仮に、冷凍能力の特性
グラフの傾きが急峻である場合、冷凍能力は急激に低下することを意味する。したがって
、冷凍能力の低下度合いがどの程度であれば異常状態であるか否かが判定できればよいこ
とになる。したがって、冷凍能力変化率異常判定値を定めておき、能力変化率と、その冷
凍能力変化率異常判定値との比較を実行することで、空気調和装置３１が異常状態である
か否かが判定される。
【００８８】
　換言すれば、この段階の処理では、既に冷凍能力が冷凍能力異常判定値以下のときの処
理である（ステップＳ１１～ステップＳ２０参照）。つまり、冷凍能力は何らかの原因で
低下に至っている。この状態で、冷凍能力の特性グラフの傾きが急峻である場合の特性グ
ラフの傾き、すなわち、そのような能力変化率が冷凍能力異常判定値で判定される前の過
去運転データから算出されれば、空気調和装置３１は経年劣化ではなく、何らかの異常状
態となっていると判定できる。一方、この状態で、冷凍能力の特性グラフの傾きが急峻で
ない場合の特性グラフの傾き、すなわち、そのような能力変化率が冷凍能力異常判定値で
判定される前の過去運転データから算出されれば、空気調和装置３１は経年劣化が原因で
冷凍能力が低下していると判定できる。
　例えば、能力変化率ｂが冷凍能力変化率異常判定値を超えている能力変化率であると仮
定すると、異常検知される前の時間間隔Ｂにおいて、空気調和装置３１は冷凍能力変化率
異常判定値で何らかの異常状態となっていると判定できることになる。
【００８９】
（ステップＳ８５）
　故障原因診断部３０３は、異常判定フラグを１に設定する。
【００９０】
（ステップＳ８６）
　故障原因診断部３０３は、経年劣化フラグを０に設定する。
【００９１】
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（ステップＳ８７）
　故障原因診断部３０３は、経年劣化フラグを１に設定する。
【００９２】
（ステップＳ８８）
　故障原因診断部３０３は、故障原因判定処理を実行する。故障原因判定処理の詳細につ
いては、図９を用いて後述する。
　図９は、本発明の実施の形態１における故障原因判定処理を説明するフローチャートで
ある。
【００９３】
（ステップＳ１０１）
　故障原因診断部３０３は、経年劣化フラグが１であるか否かを判定する。故障原因診断
部３０３は、経年劣化フラグが１である場合、ステップＳ１０２へ進む。一方、故障原因
診断部３０３は、経年劣化フラグが１でない場合、ステップＳ１０３へ進む。
【００９４】
（ステップＳ１０２）
　故障原因診断部３０３は、故障原因は経年劣化であると判定する。つまり、冷凍能力が
低下した原因は、経年劣化が原因であると判定する。
【００９５】
（ステップＳ１０３）
　故障原因診断部３０３は、故障原因は、経年劣化でないと判定する。つまり、冷凍能力
が低下した原因は、経年劣化に伴うものではなく、何らかの外部要因によるものであると
判定する。この場合には、例えば、早急に異常を報知する必要があるため、以降の処理で
はその点についての動作が実行される。
【００９６】
　図５の説明に戻る。
（ステップＳ２２）
　故障原因診断部３０３は、異常判定フラグが１であるか否かを判定する。故障原因診断
部３０３は、異常判定フラグが１である場合、ステップＳ２３へ進む。一方、故障原因診
断部３０３は、異常判定フラグが１でない場合、ステップＳ１２へ戻る。
【００９７】
（ステップＳ２３）
　故障原因診断部３０３は、異常発報を行う。例えば、故障原因診断部３０３は、物件１
１の図示しない管理者に異常発報を行ってもよい。また、例えば、故障原因診断部３０３
は、サービスセンターの端末７１に異常発報を行ってもよい。また、例えば、故障原因診
断部３０３は、表示部８７に異常発報を行ってもよい。異常発報は、例えば、電子メール
等が送付されるが、特にこれに限定するものではなく、例えば、音声で報知してもよい。
また、図示しないランプ等の点滅間隔を変更することで異常発報が行われてもよい。
【００９８】
（ステップＳ２４）
　故障原因診断部３０３は、運転データを予め定めた保存期間取得する。具体的には、故
障原因診断部３０３は、運転データを所定時間、例えば、１０分間取得する。
　なお、上記で説明した所定時間は一例を示すだけであり、特にこれに限定しない。
【００９９】
（ステップＳ２５）
　故障原因診断部３０３は、運転データと、その運転データから求めた能力推移演算処理
結果とを故障診断データベース３２２に格納し、処理を終了する。例えば、故障原因診断
部３０３は、運転データと、その運転データから求めた能力数位演算処理結果の能力変化
率とを組としたものを故障診断データベース３２２に格納し、処理を終了する。
　上記の説明では、故障原因を診断する一例について説明した。能力変化率を利用するこ
とで、故障予知も可能となる。そこで、次に、能力変化率を利用した故障予知について図
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１０を用いて説明する。
【０１００】
　図１０は、本発明の実施の形態１における故障予知処理を説明するフローチャートであ
る。
【０１０１】
（ステップＳ１１１）
　故障予知部３０５は、異常判定フラグを初期化する。
【０１０２】
（ステップＳ１１２）
　故障予知部３０５は、予め定めた時間毎に時間に対する能力変化率を求める。
【０１０３】
（ステップＳ１１３）
　故障予知部３０５は、予め定めた時間毎に時間に対する能力変化率の変化率を求める。
つまり、故障予知部３０５は、能力変化率の変化の度合いを求める。能力変化率の変化の
度合いを求めることで、能力変化率が拡大していくものであるのか、又は、縮小していく
ものであるかを判定することができる。能力変化率の変化の度合いがさらに大きくなって
いくものであれば、能力変化率は急峻な状態で時間の経過と共に推移していく。したがっ
て、この場合には、近い将来に故障する可能性があると予知できる。一方、能力変化率の
変化の度合いがさらに大きくなっていくものでなければ、能力変化率は急峻な状態で時間
の経過と共に推移していくことはない。したがって、この場合には、近い将来には故障す
る可能性がないと予知できる。
【０１０４】
（ステップＳ１１４）
　故障予知部３０５は、予め定めた故障予知判定値を取得する。
【０１０５】
（ステップＳ１１５）
　故障予知部３０５は、故障予知判定値を超えている能力変化率の変化率が存在するか否
かを判定する。故障予知部３０５は、故障予知判定値を超えている能力変化率の変化率が
存在する場合、ステップＳ１１６へ進む。一方、故障予知部３０５は、故障予知判定値を
超えている能力変化率の変化率が存在しない場合、処理を終了する。
【０１０６】
（ステップＳ１１６）
　故障予知部３０５は、異常判定フラグを１に設定し、処理を終了する。
【０１０７】
　なお、ステップＳ１１１～ステップＳ１１６の処理は、図５に示すステップＳ２１の能
力推移演算処理の代わりに組み込まれてもよい。このようにすることで、故障予知処理が
故障診断処理の中に組み込まれることになる。
【０１０８】
　上記で説明したように、故障前の一定期間にわたり、冷凍能力の変化率と異常判定値と
を比較することで、空気調和装置３１の故障原因を特定することができる。
【０１０９】
　以上、本発明の実施の形態１においては、１又は複数の空気調和装置３１と、１又は複
数の空気調和装置３１を管理する管理装置６１とで空気調和装置３１に関する運転データ
を送受信する監視システム１であって、管理装置６１は、１又は複数の空気調和装置３１
の故障原因を運転データに基づいて診断する故障原因診断部３０３を備え、故障原因診断
部３０３は、空気調和装置３１の運転データから求めた冷凍能力が異常状態であるか否か
を判定する冷凍能力異常判定値と、冷凍能力の時間に対する冷凍能力変化率が異常値を示
すか否かを判定する冷凍能力変化率異常判定値とが設定され、冷凍能力が冷凍能力異常判
定値以下の場合、空気調和装置３１が故障していると判定するものであって、空気調和装
置３１が故障しており、冷凍能力の冷凍能力変化率が冷凍能力変化率異常判定値を超えて
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故障しており、冷凍能力の冷凍能力変化率が冷凍能力変化率異常判定値を超えていない場
合、空気調和装置３１の故障原因は経年劣化であると判定する。
【０１１０】
　上記の構成で、空気調和装置３１の故障原因を特定することができる。また、空気調和
装置３１の故障原因を特定することができるので、空気調和装置３１の冷凍能力の低下が
経年劣化でなく、何らかの外部要因によるものであれば、即座に異常を発報することがで
きるので、二次災害等も低減することができる。
　例えば、空気調和装置３１がデータセンターに設けられている場合、空気調和装置３１
の故障はデータセンターの故障につながる要因となる。このような場合であっても、即座
に対応することができるので、データセンターの資産を守ることができる。
　また、故障原因を特定できるので、現場にかけつけたサービスマンは的確な保守作業を
実施でき、時間の短縮と早急な復旧を同時に満たすことができる。
　また、故障原因が経年劣化によるものであれば、経年劣化し易そうな箇所を重点的に調
査できるので、部品の交換等の作業効率が向上し、同時に、部品の交換によって経年劣化
した部品を使い続ける必要がなくなるため、経年劣化による無駄な電力消費を抑制できる
ことにもつながる。
【符号の説明】
【０１１１】
　１　監視システム、５　通信網、１１　物件、１５　遠隔監視センター、１７　サービ
スセンター、３１、３１－１～３１－Ｎ　空気調和装置、３５　冷媒回路、４１　通信線
、５１　制御装置、６１　管理装置、６３　サーバー装置、６５　ルーター装置、７１　
端末、８１　熱源側ユニット、８２、８２－１～８２－Ｎ　負荷側ユニット、８３　制御
部、８４　通信部、８５　記憶部、８７　表示部、８９　操作部、９１　圧縮機、９２　
四方弁、９３　熱源側熱交換器、９４　室外ファン、９５　アキュムレータ、９６　室外
絞り装置、９７、９７－１～９７－Ｎ　負荷側熱交換器、９８、９８－１～９８－Ｎ　室
内ファン、９９、９９－１～９９－Ｎ　室内絞り装置、１０１　熱源側制御部、１０２、
１０２－１～１０２－Ｎ　負荷側制御部、１０３、１０３－１、１０３－Ｎ　リモートコ
ントローラー、１１１　第１接続配管、１１２　第２接続配管、１２１、１２１ａ、１２
１ｂ　バルブ、２０１　圧縮機吐出冷媒圧力センサ、２０２　圧縮機吸入冷媒圧力センサ
、２０３　液管圧力センサ、２０５　圧縮機吐出冷媒温度センサ、２０６　圧縮機吸入冷
媒温度センサ、２０７　空気温度センサ、２１１　熱源側熱交換器液部冷媒温度センサ、
２１２　熱源側熱交換器気液二相部冷媒温度センサ、２２１、２２１－１～２２１－Ｎ　
負荷側冷媒液温度センサ、２２３、２２３－１～２２３－Ｎ　空気吸込温度センサ、２２
４、２２４－１～２２４－Ｎ　負荷側冷媒ガス温度センサ、３０１　能力演算部、３０３
　故障原因診断部、３０５　故障予知部、３１１　循環量演算部、３１２　過冷却度演算
部、３１３　過熱度演算部、３１４　吐出過熱度演算部、３１５　冷凍能力演算部、３２
１　過去運転データベース、３２２　故障診断データベース、４１１　データベースサー
バー、４１３　ファイルサーバー、４１５　プリントサーバー、４１７　ウェブサーバー
、４１９　メールサーバー。
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【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成26年12月18日(2014.12.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明は、１又は複数の空気調和装置と、１又は複数の空気調和装置を管理する管理装
置とで空気調和装置に関する運転データを送受信する監視システムであって、管理装置は
、１又は複数の空気調和装置の故障原因を運転データに基づいて診断する故障原因診断部
を備え、故障原因診断部は、空気調和装置の運転データから求めた冷凍能力が異常状態で
あるか否かを判定する冷凍能力異常判定値と、冷凍能力の時間に対する冷凍能力変化率が
異常値を示すか否かを判定する冷凍能力変化率異常判定値とが設定され、冷凍能力が冷凍
能力異常判定値以下の場合、空気調和装置が故障していると判定するものであって、空気
調和装置が故障と判定され、冷凍能力の冷凍能力変化率が冷凍能力変化率異常判定値を超
えている場合、空気調和装置の故障原因は経年劣化でないと判定し、空気調和装置が故障
と判定され、冷凍能力の冷凍能力変化率が冷凍能力変化率異常判定値を超えていない場合
、空気調和装置の故障原因は経年劣化であると判定し、また、予め定めた時間毎に時間に
対する冷凍能力変化率の変化率を求め、変化率が予め定めた故障予知判定値を超えている
場合、空気調和装置が故障する可能性があると判定する監視システムである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１又は複数の空気調和装置と、該１又は複数の空気調和装置を管理する管理装置とで前
記空気調和装置に関する運転データを送受信する監視システムであって、
　前記管理装置は、前記１又は複数の空気調和装置の故障原因を前記運転データに基づい
て診断する故障原因診断部を備え、
　前記故障原因診断部は、
　前記空気調和装置の前記運転データから求めた冷凍能力が異常状態であるか否かを判定
する冷凍能力異常判定値と、前記冷凍能力の時間に対する冷凍能力変化率が異常値を示す
か否かを判定する冷凍能力変化率異常判定値とが設定され、
　前記冷凍能力が前記冷凍能力異常判定値以下の場合、前記空気調和装置が故障している
と判定するものであって、
　前記空気調和装置が故障と判定され、該冷凍能力の前記冷凍能力変化率が前記冷凍能力
変化率異常判定値を超えている場合、前記空気調和装置の故障原因は経年劣化でないと判
定し、
　前記空気調和装置が故障と判定され、該冷凍能力の前記冷凍能力変化率が前記冷凍能力
変化率異常判定値を超えていない場合、前記空気調和装置の故障原因は経年劣化であると
判定し、
　また、予め定めた時間毎に時間に対する前記冷凍能力変化率の変化率を求め、該変化率
が予め定めた故障予知判定値を超えている場合、前記空気調和装置が故障する可能性があ
ると判定する
ことを特徴とする監視システム。
【請求項２】
　前記故障原因診断部は、
　前記冷凍能力が複数回前記冷凍能力異常判定値以下となった場合、前記冷凍能力変化率
が前記冷凍能力変化率異常判定値を超えているか否かの判定処理を実行する
ことを特徴とする請求項１に記載の監視システム。
【請求項３】
　前記運転データを時系列で過去運転データとして格納する過去運転データベースと、
　前記運転データと、該運転データから求めた前記冷凍能力変化率とを格納する故障診断
データベースと
を備え、
　前記故障原因診断部は、
　前記過去運転データに基づいて、予め定めた時間毎に前記冷凍能力変化率の前記変化率
を求める
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の監視システム。
【請求項４】
　前記空気調和装置は、
　圧縮機及び熱源側熱交換器を備える熱源側ユニットと、膨張弁及び利用側熱交換器を備
える利用側ユニットとを配管接続して構成した冷媒回路を備え、
　前記管理装置は、前記冷媒回路に関する前記運転データに基づいて前記冷凍能力を求め
る能力演算部を備え、
　前記能力演算部は、
　前記運転データとして、前記圧縮機の運転周波数並びに該圧縮機の吐出側における圧力
及び吸引側における圧力に基づいて冷媒循環量を演算する循環量演算部と、
　該冷媒循環量並びに前記利用側熱交換器に流入及び流出する冷媒のエンタルピーに基づ
いて前記冷凍能力を演算する冷凍能力演算部と
を備えたことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の監視システム。
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