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空調機器管理アプリケーション“MELflo”の機能
スマートフォンを活用した空調機器管理アプリケーションMELfloの機能を示す。物件管理，機器情報管理，運転データ管理，フロン点検サ
ポートなどの機能によって，フロン点検や機器管理・保守の効率化をサポートする。

機器管理者 ・ 施工／サービス業者向けアプリケーション“MELflo（メルフロー）”で
機器管理 ・ 保守の効率化をサポート

MELflo画面

フロン点検 ・ 機器管理ツール

運転データの登録／履歴参照運転データ管理

簡易点検日の通知
簡易点検の登録／履歴参照
簡易点検記録簿の出力（パソコン版だけ）

フロン点検サポート

物件情報の登録／参照／変更／削除
物件情報の検索／絞り込み
物件情報の共有

物件管理

機器情報（形名 ・ 製造番号）の登録
機器情報の編集／削除
機器情報の検索／絞り込み

機器情報管理

異常履歴の参照
点検コードの検索（“WIN2K（注1）”にリンク）その他

少子高齢化に伴い生産年齢人口の減少（1）（2）が深刻化して
おり，業務効率化の手段が渇望されている。昨今のスマー
トフォンの普及率が生産年齢人口の90％超（3）になったこ
とをとらえ，三菱電機の空調機器管理アプリケーション
“MELflo（メルフロー）”は，空調機器の管理業務の効率化
をスマートフォン活用によって実現した。このアプリケー
ションは空調機器を管理する機器管理者の棚卸しや，「フロ
ン排出抑制法（4）」の点検（以下“フロン点検”という。）を支援
する。また，機器の販売・工事・点検を行う施工／サービ
ス業者と連携して，管理を委託しやすいよう，複数の機器
を束ねて“物件”として扱い，機器管理者・施工／サービス
業者で“物件共有”できるようにしている。
機器登録の際には，リモコンからスマートフォンに室

内・室外ユニットの形名・製造番号を一括取得できる（ス
リム（店舗用エアコン）と40MAシリーズリモコンの組合せ
等）ので，スムーズな登録が可能になっている。運転デー
タ・異常履歴を取得する際にも，リモコンを経由して室内
ユニット・室外ユニットから運転データを取得でき，ス
マートフォンで確認できる。このため，試運転の状況を１台
１台計測する手間を削減できる。登録した機器を一覧す
るには，パソコンの広い画面での操作が便利であるため，
MELfloのパソコン版もリリースした。パソコンならではの
帳票出力，既存機器の一括取り込みなどの機能を提供する。
また，スマートフォン用アプリケーション“MELRemoPro

（メルリモプロ）”では，空調機器の初期設定・スケジュー
ル設定を支援する。

中田成憲＊
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空調機器管理アプリケーション“MELflo”
"MELflo"：Application for Managing Air Conditioning Facilities

（注１）　当社の暮らしと設備の業務支援Webサイト
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1．ま　え　が　き

少子高齢化に伴い生産年齢人口の減少（1）（2）が深刻化して
おり，業務効率化の手段が渇望されている。昨今のスマー
トフォンの普及（3）をとらえ，空調機器の管理業務の効率化
をねらい，スマートフォン活用の空調機器管理アプリケー
ション“MELflo”をリリースした（図１）。このアプリケー
ションは空調機器を管理する機器管理者の棚卸しやフロン
点検を支援する。また，機器の販売・工事・点検を行う施
工／サービス業者と連携して管理を委託しやすいよう，複
数の機器を束ねて“物件”として扱い，機器管理者・施工／
サービス業者間で“物件共有”できるようにした。

2．MELfloの機能

2. 1　空調機器管理の機能

MELfloは，機器を登録して機器情報・点検情報を一覧
して管理する機能を提供する。多店舗オーナーの場合は機
器を物件単位で束ねることができ，また機器管理者が複数
の場合には物件間を共有して参照・編集できる。
機器登録の際には，リモコンからスマートフォンに室
内・室外ユニットの形名・製造番号を一括取得できるので，
スムーズな登録が可能になっている（図２）。
またパソコン版MELfloでは，既存の機器管理台帳から
の一括登録も可能になっている（図３，図４）。

2. 2　フロン点検の支援機能

MELfloは，フロン排出抑制法（4）で義務化された３か月
ごとの簡易点検を支援するため，①点検日をメール通知，
②アプリケーションで簡易点検結果を登録（図５），③簡易

点検履歴の確認，④簡易点検記録簿の出力（パソコン版だ
け）の四つの機能を提供する。

2. 3　運転データの管理・共有機能

MELfloで運転データ・異常履歴を取得・登録し，機器
管理者・施工／サービス業者間で共有できる（図６）。点検
や故障の際に，関係者間でスムーズなやり取りができ，効
率的な保守対応をサポートする。
運転データ・異常履歴を取得する際には，リモコンを経
由して室内ユニット・室外ユニットから運転データを取得

機器管理 ・ 簡易点検もラクラク 物件ごとの運転 ・簡易点検の状況が
一目で分かる

機器管理者

リモコンから室内 ・ 
室外ユニットの形名 ・ 
製造番号を一括取得

リモコンから運転
データの収集が可能

A店の運転データがおかしいな。
前回の点検でも異常ありになっ
ている。

施工／
サービス業者

A店

！
▼データ共有

アプリケーションで
管理できるので簡単

図１．MELfloによる空調機器管理

①“新規追加”をタップし，
　続けて“リモコンから取得
　（40MA以降）”をタップ

②リモコンを選択し，
　パスワードを入力して
　“取得開始”をタップ

③系統名称を入力し， “登録”をタップ

簡易点検に必要な
機器情報も自動で
入力されるので，
スムーズな登録が
可能

図２．空調機器の登録

インポート用の機器一覧ファイルに
機器情報を入力し， 名前を付けて保存する

図３．機器情報の一括登録画面

複数台の機器情報を
まとめて登録完了

図４．登録完了画面
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でき，スマートフォンで確認できる。このため，試運転の
状況を１台１台計測する手間を削減できる。

2. 4　報告書作成支援機能

パソコン版MELfloは登録した機器の報告書として，点

検整備記録簿，フロン簡易点検記録簿を出力できる。帳簿
を帳票形式で保存することによって，体裁の微調整もでき
る（図７）。
報告書には，事前に入力した，報告者・業者情報，物件
の住所・機器情報が反映される。詳細情報をあらかじめ登
録しておくことによって，報告書を効率的に作成できる。
また2. 3節に述べたとおり，現場の点検時に運転データ

をリモコンとスマートフォンとで連携して取得しておくこ
とができるので，報告書のバックデータとして判断したり，
報告書に取り込んだりすることが容易になる。

2. 5　リモコンを経由した空調運転データ取得

空調機器の保守業務の際には，冷媒ガスボンベを伴い，
圧力ゲージの値を読み取って作業し，場合によっては専用
メンテナンス・ツールを接続しての空調動作をチェックす
る方法が確立されている。
しかし，実作業に入る前の段階，問合せ確認の段階が
あり，その際の簡易な確認手段も求められている。そこ
で当社は至近距離の無線接続でスマートフォンに概況を
通知する“40MAシリーズリモコン”（図８）を発売済みであ
り，“MELflo”アプリケーションはこのリモコンを経由して，
室内・室外ユニットの形名・製造番号の取得・登録や，運
転データ・異常履歴の取得・登録をできるようにしている
（図９）。

①“作業一覧”をタップし，
　“フロン簡易点検”を
　タップする

②“新規追加”をタップ

③点検結果を入力

④“登録”をタップ

図５．簡易点検結果の登録

⒜　物件情報の共有をしてもらう側

①“ユーザー情報”
　をタップ

②“認証キー発行”をタップして確認
　し， 共有する側にログインIDと
　認証キーを連絡する

⒝　物件情報の共有をする側

①“物件・機器詳細”
　の“共有”をタップ

③共有してもらう側
　のログインIDと
　認証キーを入力し，
　“登録”をタップする

②“共有先追加”
　をタップ

図６．運転データ・異常履歴の共有

“印刷”する場合
クリック

Excel（注2）で編集や保存したい場合
は“Excel保存”をクリック

（注２）　Excelは，Microsoft Corp.の登録商標である。 

住所や機器の詳細については，
事前に入力した法人／物件／
機器情報から自動で入力

図７．簡易点検記録簿の作成

図８．40MAシリーズリモコン
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3．初期設定支援アプリケーション
“MELRemoPro”

２章では，機器を管理するオーナーと施工／サービ
ス業者などで共有する“MELflo”について述べた。こ
の章では，空調機器の初期設定・スケジュール設定を
簡易化するアプリケーション“MELRemoPro”につい
て述べる。

3. 1　初期設定の簡易化

初期設定時にスケジュールや操作禁止など手順の多い項
目をスマートフォンのタッチパネル操作でできれば便利で
あり，また複数のリモコンで都度設定する代わりにスマー
トフォン経由で設定を取得し，複製設定できるため作業効
率を当社従来比で50～85％短縮できる（図10，図11）。
MELRemoProを利用すると，機能設定を別の機器に簡
易コピーできる。用途として，事前にスマートフォンのア

プリケーションで設定した内容を現場では短時間でコピー
したり，現場リモコンの設定を他リモコンへコピーする
ことを想定している（図12）。特に広めの店舗・事務所で，
リモコンが多い場合に推奨できる（図13）。

4．む　す　び

スマートフォン活用の空調機器管理アプリケーション
“MELflo”の機能と初期設定支援アプリケーション“MEL-
RemoPro”について述べた。真に業務効率化に役立てるに
は，実際の使われ方や，良い点・不足する点の情報を継続
的に収集し，トライ＆エラーを重ねる必要がある。利用上
の問合せ，改善への情報共有のため，新たにMELfloコー
ルセンターを設立した。今後も関係各所の協力を受けなが
ら，業務効率化機能を向上させていく。
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入力後に“登録”
をタップ

15項目の運転データと
異常履歴を自動で取得

図９．運転データ・異常履歴の取得・登録

図10．スマートフォンでの初期設定画面

取得した設定をコピー設定内容を取得

図11．スマートフォンを使用した設定内容の取得とコピー

②リモコンの設定内容を取り込み， 
　ほかのリモコンにコピーすること
　もできる。

設定内容を
取り込んで

ほかのリモコン
にコピー事務所で設定 現場でコピー

1F

2F

設定がラクに
できる

①あらかじめアプリケーションで
　設定した内容をリモコンにコピー
　できる。

図12．現場でのコピー機能の活用

時刻設定 ・ 省エネルギー設定 ・ 
販売店 ・ サービス店登録などが
容易に行える。

リモコン１台１台
に張り付いて作業。

これまでは・・・

スマートフォン
からのコピーで
効率的。

MELRemoProなら

機能選択設定にも対応

図13．複数台のリモコンを設定する場合


