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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
室内の温度を表す室内温度を目標温度とするように、予冷運転又は予暖運転を、圧縮機を
含んだ冷凍サイクルにより実行する空調装置であって、
前記予冷運転又は前記予暖運転の実行中は、前記室内温度と前記空調装置の設定温度との
第一の温度差が、前記圧縮機が運転開始を行うように定めた温度差以上になるように、前
記設定温度を制御し、前記室内温度と前記目標温度との第二の温度差が、前記第一の温度
差より小さくなった場合に、前記設定温度を前記目標温度に変更し、該変更した設定温度
に基づいて前記圧縮機の運転制御を継続する
空調装置。
【請求項２】
　前記予冷運転と前記予暖運転は、前記室内への在室開始時間までに前記目標温度とする
ように実行するものであり、
　前記在室開始時間を推定する計測制御装置を備え、
　前記計測制御装置は、
　前記在室開始時間より前から前記予冷運転又は前記予暖運転を開始する
　請求項１記載の空調装置。
【請求項３】
　前記空調装置の使用者により入力された情報に基づいて前記在室開始時間を推定する
請求項２に記載の空調装置。
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【請求項４】
　前記空調装置の使用者の在室を認識する在室検知手段を備え、
　前記在室検知手段の過去の実績情報に基づいて前記在室開始時間を推定する
請求項２に記載の空調装置。
【請求項５】
　前記予冷運転又は前記予暖運転の開始を指示する運転制御指令を受信する受信手段を有
した請求項１～４のいずれか１項に記載の空調装置。
【請求項６】
　前記室内に存在する躯体の温度を検知する躯体温度検知手段を備え、
　前記室内温度は、前記躯体温度検知手段により検知された前記躯体の温度に基づいて決
定される
請求項１～５のいずれか１項に記載の空調装置。
【請求項７】
　前記圧縮機が運転を行う温度差は、前記圧縮機が運転を行う最小の温度差である
請求項１～６のいずれか１項に記載の空調装置。
【請求項８】
　前記設定温度を変化させながら前記圧縮機の運転状態を検知して、前記圧縮機が停止か
ら運転に切り替わるときの、前記室内温度と前記設定温度との第三の温度差と、前記圧縮
機が運転から停止に切り替わるときの、前記室内温度と前記設定温度との第四の温度差を
検出し、
　前記圧縮機が運転を行う温度差は、前記第三の温度差から前記第四の温度差の範囲であ
る
請求項１～７のいずれか１項に記載の空調装置。
【請求項９】
　前記設定温度を変化させながら前記空調装置の消費電力を検知して、前記消費電力が、
前記圧縮機が停止から運転に切り替わるときの前記消費電力である第一の消費電力以上に
なるときの、前記室内温度と前記設定温度との第五の温度差と、前記消費電力が、前記圧
縮機が運転から停止に切り替わるときの前記消費電力である第二の消費電力以下になると
きの、前記室内温度と前記設定温度との第六の温度差を検出し、
　前記圧縮機が運転を行う温度差は、前記第五の温度差から前記第六の温度差の範囲であ
る
請求項１～７のいずれか１項に記載の空調装置。
【請求項１０】
　前記予冷運転又は前記予暖運転の起動時は、前記第一の温度差が前記第三の温度差以上
になるよう前記設定温度を制御し、
　前記予冷運転又は前記予暖運転の起動後は、前記第一の温度差が前記第四の温度差以上
になるよう前記設定温度を制御する
請求項８に記載の空調装置。
【請求項１１】
　前記予冷運転又は前記予暖運転の起動時は、前記第一の温度差が前記第五の温度差以上
になるよう前記設定温度を制御し、
　前記予冷運転又は前記予暖運転の起動後は、前記第一の温度差が前記第六の温度差以上
になるよう前記設定温度を制御する
請求項９に記載の空調装置。
【請求項１２】
　前記予冷運転の前記設定温度は、取りうる値の中で最大の整数値であり、
　前記予暖運転の前記設定温度は、取りうる値の中で最小の整数値である
請求項１～１１のいずれか１項に記載の空調装置。
【請求項１３】
　電流制限値が設けられた
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請求項１～１２のいずれか１項に記載の空調装置。
【請求項１４】
　前記設定温度は、前記予冷運転又は前記予暖運転の設定可能範囲よりも狭い上限値と下
限値の範囲内に制御される
請求項１～１３のいずれか１項に記載の空調装置。
【請求項１５】
　前記空調装置の使用者の在室を認識する在室検知手段を備え、
　前記予冷運転又は前記予暖運転の起動後に所定時間を経過しても在室が検知されなかっ
た場合に、前記設定温度を変更する、あるいは前記空調装置を停止する
請求項２に記載の空調装置。
【請求項１６】
　前記在室検知手段は、空調リモコンの操作履歴、照明及び家電製品の使用情報、家庭内
の消費電力情報、人感センサ、室内ドアの開閉情報、通信装置の通信情報、並びに位置情
報の少なくともいずれかである
請求項４または１５に記載の空調装置。
【請求項１７】
　前記空調装置は、複数であり、
　前記空調装置の使用者の操作履歴及び生活パターン情報の少なくともいずれかによって
、複数の前記空調装置の中から自動的に操作対象の空調装置が選択される
請求項１～１６のいずれか１項に記載の空調装置。
【請求項１８】
　室内の温度を表す室内温度を目標温度とするように、予冷運転又は予暖運転を、圧縮機
を含んだ冷凍サイクルにより実行する空調装置と、
　外部からの運転制御指令を受信する受信手段と、を備え
　前記予冷運転又は前記予暖運転の実行中は、前記室内温度と前記空調装置の設定温度と
の第一の温度差が、前記圧縮機が運転開始を行うように定めた温度差以上になるように、
前記設定温度を制御し、前記室内温度と前記目標温度との第二の温度差が、前記第一の温
度差より小さくなった場合は、前記設定温度を前記目標温度に変更し、該変更した設定温
度に基づいて前記圧縮機の運転制御を継続する
空気調和システム。
【請求項１９】
　前記予冷運転又は前記予暖運転の開始を指示する通信装置を備えた
請求項１８記載の空気調和システム。
【請求項２０】
　前記通信装置は、位置検出手段を備え、
　前記位置検出手段の位置情報を使って前記予冷運転又は前記予暖運転の開始を判定する
請求項１９に記載の空気調和システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は空気調和システムに関するものであり、特に予冷・予暖運転を多様な機種に
適用できる制御に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、室内温度を指定時刻に目標温度にするために指定時刻前に空気調和装置（以下、
空調装置）を起動させる前倒し運転（予冷・予暖）があり、外気温度から前倒し運転時間
および圧縮機回転数を演算して設定している（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、近年は節電意識の高まりから、ＨＥＭＳ（Ｈｏｍｅ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｍａｎａｇ
ｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）によって家庭内の電気機器を監視・制御し、エネルギーを効
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率よく運用するスマートハウスが注目されている。たとえば調理の際にはＩＨクッキング
ヒーターやレンジグリルの使用前に空調装置をあらかじめ運転して部屋を予冷・予暖する
ことでピーク電力を抑えられ電力を平準化できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭６３－１６１３３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１に記載の制御方法では、圧縮機回転数の演算において空調装置の機種に
よって定まる係数があり、汎用的でないという問題があった。ＨＥＭＳにおいて空調装置
の予冷・予暖を行う場合、外部の制御装置から空調装置の圧縮機周波数を変更させること
は困難なため、既製の空調装置には前倒し運転を適用できなかった。
【０００６】
　この発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、空調装置の様々な機種に適用でき
る予冷・予暖制御を備えた空気調和システムを提供し、消費電力削減と快適性向上を目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、この発明に係る空調装置は、室内の温度を表す室内温度を目
標温度とするように、予冷運転又は予暖運転を、圧縮機を含んだ冷凍サイクルにより実行
する空調装置であって、前記予冷運転又は前記予暖運転の実行中は、前記室内温度と前記
空調装置の設定温度との第一の温度差が、前記圧縮機が運転開始を行うように定めた温度
差以上になるように、前記設定温度を制御し、前記室内温度と前記目標温度との第二の温
度差が、前記第一の温度差より小さくなった場合に、前記設定温度を前記目標温度に変更
し、該変更した設定温度に基づいて前記圧縮機の運転制御を継続する。
　また、この発明に係る空調調和システムは、室内の温度を表す室内温度を目標温度とす
るように、予冷運転又は予暖運転を、圧縮機を含んだ冷凍サイクルにより実行する空調装
置と、外部からの運転制御指令を受信する受信手段と、を備え、前記予冷運転又は前記予
暖運転の実行中は、前記室内温度と前記空調装置の設定温度との第一の温度差が、前記圧
縮機が運転開始を行うように定めた温度差以上になるように、前記設定温度を制御し、前
記室内温度と前記目標温度との第二の温度差が、前記第一の温度差より小さくなった場合
は、前記設定温度を前記目標温度に変更し、該変更した設定温度に基づいて前記圧縮機の
運転制御を継続する。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明によれば、圧縮機を低容量から中容量の範囲に運転することができ、空調装置
の運転効率を高めて消費電力の少ない省エネルギー運転を可能とする。設定温度の調整で
簡易的に圧縮機の運転容量を抑制できるため、制御が容易になり、予冷制御を多様な空調
装置に搭載したり、外部の制御装置から予冷制御を行えるようになりＨＥＭＳなどにも活
用できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態に係るＨＥＭＳの構成を概略化して示す構成図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る空調装置の構成を概略化して示す構成図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る空調装置の予冷運転実施時の各時間における空調装置
の運転による室内温度変化と、圧縮機の運転容量とを示した図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る空調装置の予冷運転実施時の制御処理の流れを示すフ
ローチャートである。
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【発明を実施するための形態】
【００１０】
実施の形態１．
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
　図１は、本発明の実施の形態に係るＨＥＭＳの構成を概略化して示す構成図である。
　なお、図１を含め、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる
場合がある。また、以下の図面において、同一の符号を付したものは、同一又はこれに相
当するものであり、このことは明細書の全文において共通することとする。さらに、明細
書全文に表わされている構成要素の形態は、あくまでも例示であって、これらの記載に限
定されるものではない。
［ＨＥＭＳの構成］
【００１１】
　図１に基づいて、ＨＥＭＳの構成及び動作について説明する。家（屋内）に空調装置１
とパソコン２とＩＨクッキングヒータ３とレンジグリル４と照明５などの家電機器を備え
、屋外に太陽光発電システム６と電気自動車（蓄電池）７を備え、さらにパワーコンディ
ショナー８と分電盤１５と電力計測器９を備え、各機器は電源線１０で接続されている。
家電機器１～５は電力会社からの電気や太陽光発電システム６や電気自動車（蓄電池）７
から電気が供給され、電力計測器９によって消費電力が測定できる。
　家電機器１～５はＨＥＭＳコントローラー１２と通信線１１で接続されており、運転情
報を取得したり制御指令ができる。例えば、空調装置１ではＨＥＭＳコントローラー１２
から運転・停止の指示や冷房・暖房・送風・除湿といった運転モードの変更や、設定温度
・風量・風向の変更といったリモコン操作のような指令を送ることができる。パワーコン
ディショナー８や電力計測器９もＨＥＭＳコントローラー１２と通信線１１で接続されて
おり電力情報を取得できる。また、ＨＥＭＳコントローラー１２は通信機１３を備えて公
衆回線１４と接続することで外部とデータの送受信が可能である。以上の通信は有線でも
無線でもよい。
【００１２】
　図２は、本発明の実施の形態に係る空調装置１の構成を概略化して示す構成図である。
図２に基づいて、空調装置１の構成及び制御動作について説明する。図２では、空調装置
１の構成とともに、空調装置１の設置例も図示している。
【００１３】
［空調装置１の構成］
　図２に示すように、空調装置１は、室内空間Ａを空調対象としている。したがって、空
調装置１を構成する室内機２１が室内空間Ａに空調空気を供給できるような場所（たとえ
ば、室内空間Ａの壁）に設置されている。空調装置１は、室内機２１、室外機２２で構成
されており、室内機２１より吹き出される冷風、温風により室内空間Ａの冷暖房を行うも
のである。また、空調装置１は、蒸気圧縮式冷凍サイクルを搭載しており、室内機２１、
室外機２２は、冷媒が流れる冷媒配管２３、並びに、通信を行う通信線２４で接続されて
いる。
【００１４】
　室内機２１には室内熱交換器２５が搭載され、室外機２２には圧縮機２６、室外熱交換
器２７、膨張弁２８、四方弁２９が搭載され、これらの機器を環状に冷媒配管２３で接続
して冷凍サイクルが構成される。なお、室内機２１には、室内空間Ａの空気を吸い込んで
、この空気を室内熱交換器２５を経由させた後、室内空間Ａに吹き出す室内送風機２５ａ
が搭載されている。また、室外機２２には、室外空間の空気を吸い込んで、この空気を室
外熱交換器２７を経由させた後、室外空間に吹き出す室外送風機２７ａが搭載されている
。
【００１５】
　室内熱交換器２５は、冷凍サイクルを流れる冷媒より供給される冷温熱と室内空気との
間で熱交換を行うものである。この室内熱交換器２５で熱交換された室内空気が空調空気
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として室内空間Ａに供給され、室内空間Ａの冷暖房が行われる。上述したように、室内熱
交換器２５には、室内送風機２５ａによって室内空気が供給されるようになっている。　
【００１６】
　圧縮機２６は、冷媒を圧縮して高温・高圧の冷媒とするものであり、インバータで駆動
され、空調状況に応じて運転容量が制御されるようになっている。室外熱交換器２７は、
冷凍サイクルを流れる冷媒より供給される冷温熱と室外空気との間で熱交換を行うもので
ある。上述したように、室外熱交換器２７には、室外送風機２７ａによって室外空気が供
給されるようになっている。膨張弁２８は、室内熱交換器２５と室外熱交換器２７との間
に接続され、冷媒を減圧して膨張させるものであり、開度が可変に制御可能なもの、たと
えば電子式膨張弁等で構成されている。四方弁２９は、圧縮機２６の吐出側に接続され、
空調装置１の運転（冷房運転、暖房運転）に応じて冷媒の流れを切り替えるものである。
　
【００１７】
　また、空調装置１は、空調装置１の制御を行う計測制御装置３０（室外機の計測制御装
置３０ａ、室内機の計測制御装置３０ｂ）を備えている。室内機２１には、室内空間Ａの
温度を計測する室内温度センサ３１が搭載されている。室内温度センサ３１での計測情報
は、通信線２４を介して計測制御装置３０に入力されるようになっている。なお、通信線
２４は、有線、無線のいずれであってもよい。
【００１８】
　計測制御装置３０は、室内温度センサ３１や空調装置１に搭載される他の各種センサ（
図示省略）からの情報及び運転情報と、使用者の設定情報に基づき、予め搭載されている
制御プログラムに基づいて、空調装置１の運転を指令するものである。計測制御装置３０
は、空調装置１の全体を統括制御できるようなマイクロコンピュータ等で構成し、四方弁
２９の切り替え制御、膨張弁２８の開度制御の他、圧縮機２６の駆動周波数制御や室内送
風機２５ａの回転数制御、室外送風機２７ａの回転数制御等を制御することで、空調装置
１の運転を指令するようになっている。
【００１９】
　室内温度センサ３１は、室内機２１に搭載され、室内機２１に吸い込まれた室内空気の
温度を計測するものである。また、空調装置１に搭載される他の各種センサとしては、た
とえば圧縮機２６から吐出された冷媒の圧力を計測する圧力センサや、圧縮機２６に吸入
される冷媒の圧力を計測する圧力センサ、圧縮機２６から吐出された冷媒の温度を計測す
る温度センサ、圧縮機２６に吸入される冷媒の温度を計測する温度センサ、室外空気の温
度を計測する温度センサ等が考えられる。
【００２０】
［空調装置１の制御動作］
　次に、空調装置１の制御動作を説明する。ここでは、空調装置１の通常運転について説
明する。空調装置１は、空調装置１を使用する使用者の運転開始指令により運転を開始す
る。使用者は、たとえばリモコン３２等を操作して空調装置１に運転開始指令を与える。
運転開始指令には冷房運転、暖房運転などの運転モードも含まれており、空調装置１では
運転開始指令と同時に運転モードも設定される。空調装置１は、室内温度として室内空間
Ａの代表温度を検知する室内温度センサ３１の計測値が、使用者により設定された設定値
となるように運転を実行する。その際、室内温度が設定値の近傍で安定するように運転が
実行される。
【００２１】
［冷房動作］
　冷凍サイクルの冷房動作を説明する。圧縮機２６から吐出された冷媒は四方弁２９を通
過して室外熱交換器２７へと流れる。室外熱交換器２７に流入した冷媒は空気と熱交換し
て凝縮液化し、膨張弁２８へと流れる。冷媒は膨張弁２８で減圧された後、室内熱交換器
２５へと流れる。室内熱交換器２５に流入した冷媒は空気と熱交換して蒸発した後、四方
弁２９を通過して再び圧縮機２６に吸入される。このように冷媒を流すことによって室内
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熱交換器２５で空気を冷やしており、室内熱交換器２５での冷媒と空気の熱交換量を冷却
能力と呼ぶ。冷却能力は圧縮機２６の周波数を変えるなどして調整する。
【００２２】
［暖房動作］
　冷凍サイクルの暖房動作を説明する。圧縮機２６から吐出された冷媒は四方弁２９を通
過して室内熱交換器２５へと流れる。室内熱交換器２５に流入した冷媒は空気と熱交換し
て凝縮液化し、膨張弁２８へと流れる。冷媒は膨張弁２８で減圧された後、室外熱交換器
２７へと流れる。室外熱交換器２７に流入した冷媒は空気と熱交換して蒸発した後、四方
弁２９を通過して再び圧縮機２６に吸入される。このように冷媒を流すことによって室内
熱交換器２５で空気を暖めており、室内熱交換器２５での冷媒と空気の熱交換量を加熱能
力と呼ぶ。加熱能力は圧縮機２６の周波数を変えるなどして調整する。
【００２３】
　空調装置１は、室内温度と設定値との温度偏差が大きい場合、圧縮機２６の容量を大き
くし、空調装置１の加熱能力又は冷却能力が大きくなるようにして、設定値への収束を早
めるように運転する。また、空調装置１は、室内温度と設定値との温度偏差が小さい場合
、圧縮機２６の容量を小さくし、空調装置１の加熱能力又は冷却能力が小さくなるように
して、室内空間Ａが過剰に加熱又は冷却されることを回避するように運転する。このよう
にして、空調装置１は、室内温度の安定を図るように運転する。
【００２４】
　圧縮機２６の運転容量は、例えば温度差に比例して増加するように設定するとよい。こ
の場合、圧縮機２６の最大容量を１００％とすると、温度差が１℃で運転容量４０％、温
度差が２℃で運転容量７０％、温度差が３℃以上で運転容量１００％となるように圧縮機
２６が制御される。空調装置１は、室内温度が設定温度に到達すると、圧縮機２６の運転
を停止し、室内温度と設定温度との温度差が所定温度（例えば１℃）以上となると、再び
圧縮機２６を起動する。空調装置１の運転効率は、圧縮機２６の運転容量が低いほど一般
的に高くなる。
【００２５】
［制御フロー］
　図３に予冷運転の室内温度Ｔｉｎと設定温度Ｔｓｅｔの例を示し、図４に予冷制御のフ
ローチャートを示す。予冷制御の情報処理は室外機の計測制御装置３０ａ、室内機の計測
制御装置３０ｂ、リモコン３２、ＨＥＭＳコントローラー１２、パソコン２のいずれでな
されてもよい。
【００２６】
　図３の（１）～（５）に区切って、図４のフローチャートとともに説明する。
【００２７】
（図３の（１））
　まず、在室開始時刻を取得する（ステップＳ１）。次に、室内温度Ｔｉｎと在室中の目
標温度Ｔｍなどを取得する（ステップＳ２）。取得した情報から、予冷開始時刻を決定す
る（ステップＳ３）。時刻が予冷開始時刻を経過していない場合（ステップ４；ＮＯ）は
ステップＳ１に戻る。在室開始時刻の取得（ステップＳ１）と予冷開始時刻の決定（ステ
ップＳ３）については後で詳細を記す。
【００２８】
（図３の（２））
　時刻が予冷・予暖の開始時刻になると（ステップ４；ＹＥＳ）、空調装置の運転を開始
する（ステップＳ５）。設定温度をＴｉｎ＋αに変更する前に、Ｔｉｎ＋αの値が目標温
度Ｔｍより低くないか判定する（ステップＳ６）。この判定により予冷中の冷やしすぎを
防ぐ。例えば室内温度Ｔｉｎが３０℃でαが０℃で目標温度Ｔｍが２７℃の場合、Ｔｉｎ
＋αは３０℃で目標温度Ｔｍの２７℃よりも高いので（ステップＳ６；ＮＯ）、設定温度
を３０℃に変更する（ステップＳ８）。冷房時は設定温度Ｔｓｅｔが室内温度Ｔｉｎ以下
であれば一般的には圧縮機が運転し始めるが、空調装置によって制御仕様は異なるため、
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圧縮機が運転しているか判定する（ステップＳ９）。圧縮機が運転していない場合（ステ
ップＳ９；ＮＯ）は圧縮機が運転するまでαを変更する（ステップ１０）。例えばβを－
０．５℃とした場合、αは－０．５℃になり、設定温度Ｔｓｅｔは３０．０℃から２９．
５℃に下げて、圧縮機が運転するか判定する。圧縮機が運転しなければ、次にαは－１．
０℃になり、設定温度は２９．０℃になり、圧縮機が運転するか判定する。ここではαが
－１．０℃の時点で圧縮機が運転したものとする。
【００２９】
（図３の（３））
　圧縮機の運転が確認された場合（ステップＳ９；ＹＥＳ）、室内温度Ｔｉｎを取得する
（ステップＳ１１）。室内温度Ｔｉｎが目標温度Ｔｍに到達していない場合（ステップＳ
１２；ＮＯ）や、在室開始時刻を経過していない場合（ステップＳ１３；ＮＯ）はステッ
プＳ６に戻り、設定温度の変更（ステップＳ８）を繰り返す。室内温度Ｔｉｎの低下とと
もに、設定温度ＴｓｅｔもＴｉｎ－１．０℃で維持される。
【００３０】
（圧縮機の運転と停止の判定方法）
　圧縮機が運転しているか判定するとき（図４ステップＳ９）、判定を室外機の計測制御
装置３０ａや室内機の計測制御装置３０ｂで行う場合は圧縮機の運転停止情報や周波数値
を使って直接判断すればよく、ＨＥＭＳコントローラー１２など外部の端末で判定を行う
場合は空調装置１の消費電力値を検知して、消費電力値がある所定値以上の場合は圧縮機
が運転していると判定し、消費電力値がある所定値以下の場合は圧縮機が停止していると
判定してもよい。空調装置１の消費電力は圧縮機２６が約８０～９０％を占めるため、消
費電力値にて判断できる。
【００３１】
（効果）圧縮機の運転停止の判定を空調装置の消費電力を検知して行うことで、空調装置
のメーカーを問わずに判定が可能となり、予冷制御又は予暖制御を幅広く汎用的に適用で
きる。
【００３２】
（図３の（４））
　Ｔｉｎ＋αの値が目標温度Ｔｍ以下になった場合（ステップＳ６；ＹＥＳ）、設定温度
Ｔｓｅｔは目標温度Ｔｍとする（ステップＳ７）。室内温度Ｔｉｎを取得し（ステップＳ
１１）、室内温度Ｔｉｎが目標温度Ｔｍに到達していない場合（ステップＳ１２；ＮＯ）
や、在室開始時刻を経過していない場合（ステップＳ１３；ＮＯ）はステップＳ６に戻り
、繰り返す。図３の例ではαが－１℃のため、室内温度Ｔｉｎが２８℃になったときに設
定温度Ｔｓｅｔが目標温度Ｔｍと同じ２７℃になり、それ以降、室内温度Ｔｉｎが２８℃
より低下しても設定温度Ｔｓｅｔは２７℃に設定される。これにより予冷中の冷やしすぎ
を防ぎ、省エネと快適性を確保する。
【００３３】
（図３の（５））
　在室開始時刻を経過した場合（ステップＳ１３；ＹＥＳ）は、設定温度Ｔｓｅｔを目標
温度Ｔｍに変更し（ステップＳ１４）、通常制御を行う。在室開始時刻前に室内温度Ｔｉ
ｎが目標温度Ｔｍに到達した場合（ステップＳ１２；ＹＥＳ）も、同様に設定温度Ｔｓｅ
ｔを目標温度Ｔｍに変更し（ステップＳ１４）、通常制御を行う。
【００３４】
　図３（３）では室内温度Ｔｉｎと設定温度Ｔｓｅｔの温度差を常にαに維持する例を示
したが、圧縮機２６が停止する際の室内温度Ｔｉｎと設定温度Ｔｓｅｔの温度差αｍｉｎ
を探してＨＥＭＳコントローラ１２等に記憶させ、圧縮機起動後は温度差がαｍｉｎから
αの範囲になるよう制御してもよい。温度差αｍｉｎは、設定温度Ｔｓｅｔを所定値ずつ
変化させながら圧縮機２６の運転状態を検知して、圧縮機２６が運転から停止に切り替わ
るときの室内温度Ｔｉｎと設定温度Ｔｓｅｔの温度差を検出することで探すことができる
。圧縮機２６が運転から停止に切り替わったか否かの判定を、空調装置１の消費電力を検
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知することによって行ってもよい。（圧縮機２６の起動と停止が頻繁に繰り返されないよ
う、圧縮機が起動するための温度差αと停止するための温度差αｍｉｎは異なることが一
般的である。）
　例えばαｍｉｎが０℃でαが－１℃の場合、室内温度Ｔｉｎが３０℃のときに設定温度
Ｔｓｅｔを２９℃にすると圧縮機が運転して室内温度Ｔｉｎが低下し始める。温度差が－
０．２℃（室内温度Ｔｉｎが２９．２℃）になるまで冷えたら設定温度Ｔｓｅｔを２８．
７℃（温度差－０．５℃）に変更する。そして再び温度差が－０．２℃（室内温度Ｔｉｎ
が２８．９℃）まで冷えたら設定温度を２８．４℃（温度差－０．５℃）に変更すること
を繰り返す。
　もしαｍｉｎがわからない状況で、数分間隔Δｔ毎に設定温度Ｔｓｅｔを変更した場合
、Δｔの時間が経過する間に室温Ｔｉｎと設定温度Ｔｓｅｔの偏差が小さくなって圧縮機
２６が停止してしまい、設定温度ＴｓｅｔをＴｉｎ＋αに変更したときに再び圧縮機が起
動するような運転になる可能性がある。もし圧縮機２６が運転と停止を繰り返すような運
転状態になると、圧縮機２６起動時は空調装置１内の冷媒が十分に循環できず冷却能力や
加熱能力が減少して運転効率が低下してしまう（発停ロス）。
【００３５】
（設定温度の決定方法）
　予冷制御又は予暖制御の起動時と起動後で設定温度の決定方法を区分してもよい。冷房
時の圧縮機が設定温度Ｔｓｅｔと室内温度Ｔｉｎの温度差αが－１℃以下で起動して０℃
より大きいときに停止する場合、予冷制御の起動時は温度差αが－１℃以下になるよう設
定温度を制御し、予冷制御の起動後は温度差αが０℃以下になるよう設定温度を制御する
。例えば、室内温度Ｔｉｎが２５．２℃で一定のとき、予冷制御の起動時は設定温度Ｔｓ
ｅｔを２４．２℃以下に設定し、予冷制御の起動後は設定温度Ｔｓｅｔを室内温度２５．
２℃以下に制御する。暖房時の圧縮機が設定温度Ｔｓｅｔと室内温度Ｔｉｎの温度差αが
１℃以上で起動して０℃未満で停止する場合、予暖制御の起動時は温度差αが１℃以上に
なるよう設定温度を制御し、予暖制御の起動後は温度差αが０℃以上になるよう設定温度
を制御する。例えば、室内温度Ｔｉｎが２５．２℃で一定のとき、予暖制御の起動時は設
定温度Ｔｓｅｔを２６．２℃以上に設定し、予暖制御の起動後は設定温度Ｔｓｅｔを２５
．２℃以上に制御する。
【００３６】
（効果）圧縮機の運転を確認して設定温度と室内温度の温度差を決定しているため、空調
装置の発停ロスを予防できる。例えば設定温度と室内温度の温度差を小さくしすぎると圧
縮機が停止してしまう場合があり、圧縮機が運転と停止を繰り返すような運転状態になる
と、圧縮機起動時は空調装置内の冷媒が十分に循環できず冷却能力や加熱能力が減少して
運転効率が低下する。圧縮機２６の運転容量を適度に低い容量で持続させるように温度差
を決定しているため、高効率の運転を実施できる。
【００３７】
　空調装置１の設計時に予冷制御を室外機の計測制御装置３０ａや室内機の計測制御装置
３０ｂに搭載する場合は、上記の温度差αやαｍｉｎが既知のため、温度差αやαｍｉｎ
を探す制御フローは省略し、あらかじめ計測制御装置３０ａや３０ｂにαやαｍｉｎを記
憶させておき、予冷・予暖制御時に値を読み出して制御してもよい。
【００３８】
［在室開始時刻の取得］
（図４のステップＳ１）
　空調装置１の使用者は、室内空間Ａの在室開始時間を含めた在室情報を予め設定する。
在室情報としては、使用者が在室を始める時刻、使用者が在室を続ける時間幅、使用者が
不在となる時刻等が該当する。在室情報の入力や記憶は室外機の計測制御装置３０ａ、室
内機の計測制御装置３０ｂ、リモコン３２、ＨＥＭＳコントローラー１２、パソコン２の
いずれでなされてもよい。
【００３９】
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　ただし、空調装置１の実際の使用では、在室情報は日々異なることが想定されるため、
室内空間Ａに存在する機器（たとえば、リモコン３２等）の過去の情報を用いて在室情報
を推定し、設定してもよい。例えば朝、昼、夕方、夜間などの時間帯の中でリモコン３２
などにより使用者が機器の操作を初めて行なった時間を記憶し、その情報を日々収集し、
収集した結果を基に在室開始時間を推定し、設定する。在室開始情報が多数得られる場合
は、例えば平均値から在室開始時間を決定してもよい。
【００４０】
　上記のようにリモコン３２の操作履歴の収集を在室検知手段とする代わりに、室内空間
Ａに取り付けられているパソコン２やＩＨクッキングヒーター３やレンジグリル４や照明
５やテレビ等（図示省略）の使用情報をＨＥＭＳコントローラーで収集して在室検知に用
いてもよい。
【００４１】
　あるいは電力計測器９の消費電力を分析して在室検知に用いてもよい。
【００４２】
　また、空調装置１やその他の機器に設けられた赤外線等を利用した人感センサなどによ
る人検知情報や、室内空間Ａに取り付けられている室内ドア（図示省略）の開閉情報を在
室検知に用いてもよい。
【００４３】
［予冷開始時刻の決定］
（図４のステップＳ３）
　空調装置１は、在室開始時間の情報に基づいて空調装置１の予冷開始時刻を決定する。
予冷開始時刻は、在室開始時刻より所定時間だけ早い時刻に決定される。
【００４４】
　室内温度の低下に要する時間は、空調装置１の予冷開始時の室内温度と目標温度Ｔｍの
温度差に比例するので、予め温度低下１℃あたりに要する運転時間（以下単に運転時間Ｔ
と称する）を空調装置１の運転特性より定めておく。そして、予冷開始時の室内温度と目
標温度Ｔｍとの温度差に、運転時間Ｔを掛け合わせ、この時間分だけ在室開始時刻より早
めた時刻を空調装置１の予冷開始時刻とする。
【００４５】
　在室開始時刻の取得方法、予冷開始時刻の決定方法、αやβといった値などは、外部か
ら公衆回線１４と通信機１３を介して、ＨＥＭＳコントローラー１２等にダウンロードし
てもよい。
【００４６】
　以上のように、空調装置１では、圧縮機が運転するための室内温度と設定温度の最小温
度差を探し、在室前の予冷・予暖制御中は設定温度を室内温度と所定の温度差に制御する
ことで、以下のような効果を得ることができる。
【００４７】
　空調装置１は、予冷運転実施時において、設定温度と室内温度の温度差を小さく制御す
ることで圧縮機２６の運転容量を適度に低い容量で運転させるようにしているので、高効
率の運転を実施できる。予冷運転なく使用者の在室開始とともに、空調装置１が通常運転
を開始した場合、室内温度と使用者が設定する目標温度との温度差が大きく、この温度差
を早急に無くすように運転するため、圧縮機２６の運転容量が高くなる。これにより、室
内温度低下が早くなって使用者の快適性悪化を最低限に抑制することができるが、その分
運転容量増大に伴う効率低下により、空調装置１の消費電力が増加してしまう。そこで、
空調装置１では、このような運転を回避し、使用者が在室していない予冷運転において、
空調装置１の圧縮機２６の運転容量を中容量からそれ以下に抑制することで、空調装置１
の運転効率を高め、より消費電力の少ない省エネルギー運転を可能としている。
【００４８】
　圧縮機の運転を確認して設定温度と室内温度の温度差を決定しているため、空調装置の
発停ロスを予防できる。例えば設定温度と室内温度の温度差を小さくしすぎると圧縮機が



(11) JP 6025833 B2 2016.11.16

10

20

30

40

50

停止してしまう場合があり、圧縮機が運転と停止を繰り返すような運転状態になると、圧
縮機起動時は空調装置内の冷媒が十分に循環できず冷却能力や加熱能力が減少して運転効
率が低下する。圧縮機２６の運転容量を適度に低い容量で持続させるように温度差を決定
しているため、高効率の運転を実施できる。
【００４９】
　従来の前倒し運転のように圧縮機の周波数を演算指令する場合は機種によって異なる係
数の調整が必要であり、多機種の空調装置に予冷制御を展開することは困難だったが、本
件では設定温度の調整で簡易的に圧縮機の運転容量を抑制できるため、制御が容易になり
、予冷制御を様々な機種に搭載できる。
【００５０】
　在室時間には冷房・暖房があらかじめ運転されているため部屋に入ったときの快適性が
向上する。
【００５１】
　圧縮機周波数を指令するより設定温度を指令するほうが室内温度を管理しやすくなるた
め、予冷制御中の快適性も向上する。
【００５２】
　ＨＥＭＳにおいては、空調装置の予冷・予暖制御を他の家電が多く使われる時間帯を避
けて実施することで、家庭全体の消費電力のピークを下げて平準化でき、社会的な電力不
足に対して節電で貢献できる。家に設置された太陽光発電や蓄電池の電気を家電に供給す
る場合も電力の平準化によって効率がよく電気を使用できる。
【００５３】
　ＨＥＭＳコントローラーなど外部の制御装置から空調装置を制御する場合、設定温度の
変更などリモコンから操作可能な項目であれば指令を送る処理が容易になり、既存の空調
装置に適用しやすい。
【００５４】
　ＨＥＭＳコントローラーなど外部の制御装置から空調装置を制御する場合、どのメーカ
ーの空調装置でも運転停止や運転モードや設定温度の変更などの操作が共通にできるよう
にＥＣＨＯＮＥＴ　Ｌｉｔｅなど推奨標準インタフェース規格がある。このような標準イ
ンタフェースでは設定温度の変更は１℃刻みのため、予冷制御の設定温度Ｔｓｅｔは取り
うる値の中で最大の整数値とし、上記例では予冷制御の起動時の設定温度Ｔｓｅｔは２４
℃となり、予冷制御の起動後の設定温度Ｔｓｅｔは２５℃になる。予暖制御の設定温度Ｔ
ｓｅｔは取りうる値の中で最小の整数値とし、上記例では予暖制御の起動時の設定温度Ｔ
ｓｅｔは２７℃となり、予暖制御の起動後の設定温度Ｔｓｅｔは２６℃となる。
【００５５】
（効果）設定温度Ｔｓｅｔを整数値に変換することで、ＨＥＭＳコントローラーなど外部
の制御装置から空調装置を制御する際に標準インタフェース規格で通信できるため、空調
装置のメーカーを問わずに予冷制御又は予暖制御を適用できて汎用性が向上する。
【００５６】
　なお、本実施の形態では、空調装置１に用いる室内温度として、対象とする室内空間Ａ
の温度、即ち室内温度センサ３１で計測される温度を使用した場合を例に示しているが、
これに限定するものではなく、空調装置１などに設けられる赤外線センサ（図示省略）な
ど放射温度を計測するセンサにより求める室内空間Ａの躯体の温度を空調装置１に用いる
室内温度として使用してもよい。躯体の温度を空調装置１に用いる室内温度として使用す
ると、以下のようなメリットを奏することになる。
【００５７】
　予冷運転実施時は、外部からの熱侵入による熱負荷よりも室内空間Ａの躯体を設定温度
まで冷却するのに要する熱負荷の方が大きい。そのため、予冷運転を適切に実現するため
には、躯体の熱量を処理できているかどうかを判定することが重要となる。室内空気の温
度を判定基準とすると、躯体よりも熱容量が少ないため、早く空調運転の応答が表れ、躯
体がまだ高温であるのに室内空間Ａが十分冷却されたと判定されてしまうことがある。こ
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の状態で、在室開始となり、設定温度を目標温度に変更した場合、躯体が高温であるため
室内温度が低下せず、空調装置１の運転容量がその分高くなり、空調装置１の運転効率が
悪化する。それとともに、室内高温状態が長く続き、快適性も悪化する可能性がある。そ
こで、躯体温度が室内温度設定値となるように予冷運転を行うと、在室開始後の室内高温
状態を回避でき、より省エネかつ快適性の高い運転を実現することが可能になる。
【００５８】
　以上の実施の形態では、冷房時の予冷運転について説明したが、暖房時の予暖運転も同
様に実施できる。暖房運転の場合は、図４のステップＳ６の設定温度判定式をＴｉｎ＋α
＞Ｔｍとして、Ｔｉｎ＋αが目標温度Ｔｍ以下の場合（ステップＳ６；ＮＯ）は設定温度
をＴｉｎ＋αに変更する（ステップＳ８）。
【００５９】
（使用者が帰宅しなかった場合）
　予冷制御又は予暖制御を運転開始した後、所定の時間が経過しても使用者の在室（帰宅
）が検知されなかった場合は設定温度Ｔｓｅｔを変更したり、停止してもよい。在室を検
知するには、リモコン３２の入力操作で在室検知したり、室内空間Ａに取り付けられてい
るパソコン２やＩＨクッキングヒーター３やレンジグリル４や照明５やテレビ等（図示省
略）の使用情報をＨＥＭＳコントローラーで収集して在室検知に用いてもよい。あるいは
電力計測器９の消費電力を分析して在室検知に用いてもよい。また、空調装置１やその他
の機器に設けられた赤外線等を利用した人感センサなどによる人検知情報や、室内空間Ａ
に取り付けられているドアや窓（図示省略）の開閉情報を在室検知に用いてもよい。使用
者が所有する携帯電話やスマートフォンやパソコンやカーナビなどの通信装置４０の情報
（Ｗｉ－Ｆｉ接続有無やＧＰＳの位置情報）によって在室を判断してもよいし、インター
ホン（図示省略）のカメラで在室（帰宅）を検知してもよい。
【００６０】
　所定時間後に不在の場合の設定温度Ｔｓｅｔは特定の温度を固定して決めてもよいし、
本来の目標温度との相対値で冷房の場合は目標温度よりも２℃高く暖房の場合は目標温度
より２℃低くするなど設定してもよい。
【００６１】
（効果）予冷制御又は予暖制御を運転開始した後、所定の時間が経過しても使用者の在室
（帰宅）が検知されなかった場合は設定温度Ｔｓｅｔを変更したり停止することで、急な
用事で帰宅が予定より遅れた場合も、不在時の無駄な運転を回避して消費電力量を削減で
きる。
【００６２】
　空調装置１の予冷制御又は予暖制御運転をする際は電流制限値を何段階かに分けて設け
てもよい。または、空調装置１かＨＥＭＳコントローラー１２に節電モードの設定がなさ
れている場合に電流制限値を設けてもよい。空調装置１の消費電力は圧縮機２６が約８０
～９０％、室内送風機２５ａが約５～１０％、室外送風機２７ａが約５～１０％を占める
ため、空調装置１の電流を制限する場合は圧縮機２６の周波数を下げて運転容量を減少さ
せたり、室内送風機２５ａや室外送風機２７ａの回転数を下げて風量を減少させる必要が
ある。電流制限値は、電流制限の無い場合を１００％として電流制限値７０％といった相
対値（％）で表現してもよいし、具体的に電流制限値３Ａ（アンペア）などと絶対値で表
現してもよい。
　空調装置１かＨＥＭＳコントローラー１２に節電モードの設定がなされている場合に、
例えば電流制限値が７０％であれば、圧縮機２６の上限周波数を最大周波数の７０％に制
限したり、室内送風機２５ａや室外送風機２７ａの回転数を最大回転数の７０％に制限す
ればよい。電流制限値が３Ａの場合、制限無しの運転電流が５Ａであれば、圧縮機２６の
上限周波数を最大周波数の３／５に制限したり、室内送風機２５ａや室外送風機２７ａの
回転数を最大回転数の３／５に制限してもよい。一般的に制限無しの運転電流は機種ごと
に明示されている。
　上記では電流制限無しの基準（１００％）を圧縮機周波数の最大値や送風機回転数の最
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大値としたが、これに限らず、通常運転時の圧縮機周波数や送風機回転数を基準として制
限を設けてもよい。例えば、電流制限無しの通常制御での圧縮機周波数が５０Ｈｚの予定
であれば、電流制限値７０％の場合は３５Ｈｚとする。また、電流制限無しの通常制御で
の室内送風機が強風設定で回転数１０００ｒｐｍの予定であれば、電流制限値７０％の場
合は７００ｒｐｍとすればよい。
　予冷制御又は予暖制御で電流制限値を設けた場合、上記と同様に圧縮機２６の周波数や
室内送風機２５ａと室外送風機２７ａの回転数に制限を設けてもよいし、設定温度Ｔｓｅ
ｔの制御方法を変更してもよい。設定温度Ｔｓｅｔの制御方法を変更する例として、冷房
時の圧縮機が設定温度Ｔｓｅｔと室内温度Ｔｉｎの温度差αが－１℃以下で起動して０℃
より大きいときに停止する場合、予冷制御で電流制限値７０％なら圧縮機の起動後は温度
差αが－０．７℃から０℃の範囲になるよう設定温度を制御する。
【００６３】
（効果）予冷制御や予暖制御は使用者が不在のため空調装置の状態が確認できず不安が生
じるが、電流制限値を設けることで安全性と省エネ性が向上する。
【００６４】
　空調装置１の予冷制御又は予暖運転をする際は設定温度Ｔｓｅｔの上限と下限の範囲を
リモコン３２の操作範囲よりも狭く限定してもよい。または、空調装置１かＨＥＭＳコン
トローラー１２に節電モードの設定がなされている場合に設定温度Ｔｓｅｔの上限と下限
の範囲をリモコン３２の操作範囲よりも狭く限定してもよい。空調装置１の予冷制御又は
予暖運転をする場合、睡眠中の人や小さな子供などリモコン操作ができない人が空調エリ
アにいると暑さや寒さで健康を損ねる危険があるため、リモコン操作での設定温度よりも
範囲を狭くすることでそういった危険を防ぐ。例えば、冷房の場合、リモコンでは設定温
度の範囲が２０～３０℃を選べても通信装置４０の操作では２５～２８℃に限定し、暖房
の場合、リモコンでは設定温度の範囲が１５℃～２５℃を選べても通信装置４０の操作で
は１９～２２℃に限定する。
【００６５】
（効果）設定温度Ｔｓｅｔの上限と下限の範囲を、空調装置１の許容動作範囲（リモコン
３２による操作の可能な範囲）よりも限定することで安全性と省エネ性が向上する。
【００６６】
　空調装置１の予冷制御又は予暖運転を開始する際、使用者に運転開始の通達を出したり
、運転の許可を得るようなシステムとしてもよい。例えば、予冷制御開始時刻になったと
き（図４のステップＳ４；ＹＥＳ）、ＨＥＭＳコントローラー１２などの計測制御装置か
ら通信機１３と公衆回線１４を介して、使用者が所有する携帯電話やスマートフォンやパ
ソコンやカーナビなどの通信装置４０に対してメールなどを送り、運転開始の通達をする
。あるいは、通信装置４０で運転開始の許可ボタンを押すように使用者に求めてもよい。
【００６７】
（効果）予冷制御や予暖制御は使用者が不在のため空調装置の状態が確認できず不安が生
じるが、開始前に確認手段を設けることで安全性が向上する。また、帰宅時間がいつもと
変わったときは運転を回避できるため電力を浪費することを防ぎ省エネ性が向上する。
【００６８】
実施の形態２．
（遠隔操作）
　予冷制御又は予暖制御を通信装置から実行する例について説明する。実施の形態１と同
じ内容については記載を省略する。
　図１において、使用者は携帯電話やスマートフォンやパソコンやカーナビなどの通信装
置４０を所有し、宅内・宅外のどちらからでも通信装置４０から公衆回線１４を通じてデ
ータを送信すると、通信機１３で受信され、ＨＥＭＳコントローラー１２へとデータが伝
達され、必要に応じてＨＥＭＳコントローラー１２からデータが返信され、通信機１３を
介して通信装置４０にデータが返ってくる。よって、ＨＥＭＳコントローラー１２を手で
直接操作する場合と同様に、遠隔からＨＥＭＳ内の情報を取得したり操作指令することが
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可能である。これにより、携帯電話やスマートフォンやパソコンやカーナビなどの通信装
置４０から家電１～５に操作指令を送信したり、家電１～５の運転情報を受信したり、パ
ワーコンディショナー８や電力計測器９の電力情報を受信することができる。例えば、ス
マートフォンの画面から空調装置１の運転・停止の指示や冷房・暖房・送風・除湿といっ
た運転モードの選択や、設定温度・風量・風向の変更といったリモコン３２の操作のよう
な指令をすることができる。
【００６９】
（効果）通信装置４０から空調装置１が遠隔操作可能になると、帰宅前に運転を開始して
、帰宅したときに部屋を快適な温度にできるため快適性が向上する。帰宅時間が日々異な
る場合にも適切な時間に運転を開始できるため、宅内リモコンからの予約運転よりも利便
性が向上するとともに不在時の無駄な運転を回避して消費電力量を削減できる。また、空
調装置１の操作に不慣れな人が家にいたり、ペットを家に残して外出中の場合には、遠隔
操作によって室内環境を管理することができ利便性が向上する。
【００７０】
　また、空調装置１の状態（運転・停止、冷房・暖房・送風・除湿といった運転モード、
設定温度・風量・風向）を確認したり、空調装置１で計測している吸込空気温度（室内温
度）や室内湿度や外気温度など空気調和情報を携帯電話の画面で表示して見ることなどが
できる。例えば空調装置１の状態を見て、既に空調装置１が動いていたら他の家族が使っ
ているので遠隔からの操作はやめることにしたり、空気調和情報を見て室内温度が３０℃
を超えていたら遠隔から冷房をつけるといった判断ができる。
【００７１】
（効果）通信装置４０から空調装置１の状態や空気調和情報を閲覧可能になると、遠隔か
ら運転操作をするかどうかの判断基準となり、利便性が向上する。
【００７２】
　通信装置４０から空調装置１を運転する際は電流制限値を設けてもよい。または、空調
装置１かＨＥＭＳコントローラー１２に節電モードの設定がなされている場合に電流制限
値を設けてもよい。空調装置１の消費電力は圧縮機２６が約８０～９０％、室内送風機２
５ａが約５～１０％、室外送風機２７ａが約５～１０％を占めるため、空調装置１の電流
を制限する場合は圧縮機２６の周波数を下げて運転容量を減少させたり、室内送風機２５
ａや室外送風機２７ａの回転数を下げて風量を減少させる必要がある。電流制限値は、電
流制限の無い場合を１００％として電流制限値７０％といった相対値（％）で表現しても
よいし、具体的に電流制限値３Ａ（アンペア）などと絶対値で表現してもよい。
　空調装置１かＨＥＭＳコントローラー１２に節電モードの設定がなされている場合に、
例えば電流制限値が７０％であれば、圧縮機２６の上限周波数を最大周波数の７０％に制
限したり、室内送風機２５ａや室外送風機２７ａの回転数を最大回転数の７０％に制限す
ればよい。電流制限値が３Ａの場合、制限無しの運転電流が５Ａであれば、圧縮機２６の
上限周波数を最大周波数の３／５に制限したり、室内送風機２５ａや室外送風機２７ａの
回転数を最大回転数の３／５に制限してもよい。一般的に制限無しの運転電流は機種ごと
に明示されている。
　上記では電流制限無しの基準（１００％）を圧縮機周波数の最大値や送風機回転数の最
大値としたが、これに限らず、通常運転時の圧縮機周波数や送風機回転数を基準として制
限を設けてもよい。例えば、電流制限無しの通常制御での圧縮機周波数が５０Ｈｚの予定
であれば、電流制限値７０％の場合は３５Ｈｚとする。また、電流制限無しの通常制御で
の室内送風機が強風設定で回転数１０００ｒｐｍの予定であれば、電流制限値７０％の場
合は７００ｒｐｍとすればよい。
　予冷制御又は予暖制御で電流制限値を設けた場合、上記と同様に圧縮機２６の周波数や
室内送風機２５ａと室外送風機２７ａの回転数に制限を設けてもよいし、設定温度Ｔｓｅ
ｔの制御方法を変更してもよい。設定温度Ｔｓｅｔの制御方法を変更する例として、冷房
時の圧縮機が設定温度Ｔｓｅｔと室内温度Ｔｉｎの温度差αが－１℃以下で起動して０℃
より大きいときに停止する場合、予冷制御で電流制限値７０％なら圧縮機の起動後は温度
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差αが－０．７℃から０℃の範囲になるよう設定温度を制御する。
【００７３】
（効果）電流制限値を設けることで安全性と省エネ性が向上する。
【００７４】
　通信装置４０から空調装置１を運転する際は設定温度Ｔｓｅｔの上限と下限の範囲をリ
モコン３２の操作範囲よりも狭く限定してもよい。または、空調装置１かＨＥＭＳコント
ローラー１２に節電モードの設定がなされている場合に設定温度Ｔｓｅｔの上限と下限の
範囲をリモコン３２の操作範囲よりも狭く限定してもよい。通信装置４０から空調装置１
を操作する場合、睡眠中の人や小さな子供などリモコン操作ができない人が空調エリアに
いると暑さや寒さで健康を損ねる危険があるため、リモコン操作での設定温度よりも範囲
を狭くすることでそういった危険を防ぐ。例えば、冷房の場合、リモコンでは設定温度の
範囲が２０～３０℃を選べても通信装置４０の操作では２５～２８℃に限定し、暖房の場
合、リモコンでは設定温度の範囲が１５℃～２５℃を選べても通信装置４０の操作では１
９～２２℃に限定する。
【００７５】
（効果）設定温度Ｔｓｅｔの上限と下限の範囲を限定することで安全性と省エネ性が向上
する。
【００７６】
（空調装置の選択方法）
　ＨＥＭＳに空調装置１が複数台ある場合、携帯電話やパソコンやカーナビなどの通信装
置４０から操作指令するときにどの空調装置を操作対象とするか選択する必要がある。操
作指令用のソフトに空調装置を選択するボタンや選択画面などを設け、１度選択されたら
記憶して次回操作するときは自動的にその空調装置が対象となるようにしてもよいし、あ
らかじめ通信装置４０ごとに操作対象となる空調装置を固定登録することとしてもよい。
通信装置４０と空調装置との組み合わせ情報はＨＥＭＳコントローラで記憶してもよいし
、通信装置４０で記憶してもよい。
【００７７】
（効果）ＨＥＭＳに空調装置１が複数台ある場合、通信装置４０から自由に操作対象を選
択できれば汎用性が向上する。複数台の空調装置１の中から自動的に操作対象が決定され
れば、毎回操作の度に選択する必要がなくなり、利便性が向上する。
【００７８】
　または、帰宅後の生活パターンを日常的にＨＥＭＳコントローラーで記憶しておき、携
帯電話やパソコンやカーナビなどの通信装置４０から操作指令があったときは生活パター
ンに応じて自動的に空調装置を選択してもよい。例えば生活パターンの例としては、料理
をする、食事をする、テレビを見る、入浴する、眠る、パソコンや読書をするなどがあり
、それらの生活パターンに応じてキッチン、ダイニング、リビング、お風呂場、寝室、書
斎の空調装置を操作対象として選択する。使用者が複数人いる場合は使用者ごとに生活パ
ターンを記憶しておき、通信装置４０の識別から使用者を特定して制御する。ＨＥＭＳコ
ントローラーで帰宅を検知するには、携帯電話からの情報（Ｗｉ－Ｆｉ接続有無やＧＰＳ
の位置情報）によって帰宅を判断し、携帯電話の識別によって使用者を特定してもよいし
、インターホンのカメラで顔認識をして使用者を特定してもよい。そして帰宅検知後に、
家電や照明の消費電力から生活パターンを分析したり、赤外線、超音波、可視光などの人
感センサの出力から生活パターンを分析するなどして、情報を日常的に蓄積する。赤外線
、超音波、可視光などのセンサは家の壁や天井に設置されたものでも、空調装置１に内蔵
されたものでも、いずれでもよい。
【００７９】
（効果）ＨＥＭＳに空調装置１が複数台あり、帰宅後の生活パターンに応じて複数台の空
調装置１の中から自動的に操作対象が決定される場合、空調装置を選択する必要がなくな
り、利便性が向上する。
【００８０】
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（予冷時間の決定方法）
　携帯電話やスマートフォンやパソコンやカーナビなどの通信装置４０から運転指令があ
った場合、図４のステップＳ１で記した在室開始時刻の取得を省略し、ただちに予冷制御
を開始してもよい。この場合、図４のステップＳ３の予冷開始時刻は自動的に通信装置４
０から運転指令があった時刻とし、図４のステップＳ１３の在室開始時刻かどうかの判定
は省略する。
　あるいは、携帯電話やスマートフォンやパソコンやカーナビなどの通信装置４０から運
転指令を送る際に、予冷開始時刻を指定することとしてもよい。
　あるいは、通信装置４０のＧＰＳによる現在地情報と家の位置情報とを比較して予冷制
御の開始を判断してもよい。例えば、カーナビや携帯電話などの通信装置４０から運転指
令があったときに、現在地は家から３０ｋｍ離れていて予想到着時間は１時間後だった場
合はただちに予冷制御は行わず（冷房せず）、現在地と家との距離が所定の距離内に入っ
た場合や予想到着時間が所定時間内になったときに予冷制御を開始する。空調装置１の設
定温度や吸込空気温度や外気温度から自動的に求めた最適な予冷時間が２０分の場合は、
予想到着時間が２０分になったら予冷制御を開始する。
【００８１】
（効果）帰宅時間が日々異なる場合にも適切な時間に運転を開始できるため、宅内リモコ
ンからの予約運転よりも利便性が向上するとともに不在時の無駄な運転を回避して消費電
力量を削減できる。位置情報から自動的に予冷制御の開始を判定することで、さらに利便
性が向上するとともに不在時の無駄な運転を回避して消費電力量を削減できる。
【００８２】
（使用者が帰宅しなかった場合）
　予冷制御又は予暖制御を運転開始した後、所定の時間が経過しても使用者の在室（帰宅
）が検知されなかった場合は設定温度Ｔｓｅｔを変更したり、停止してもよい。在室を検
知するには、通信装置４０の情報（Ｗｉ－Ｆｉ接続有無やＧＰＳの位置情報）によって判
断してもよいし、インターホン（図示省略）のカメラで検知してもよい。または、リモコ
ン３２の入力操作で在室検知したり、室内空間Ａに取り付けられているパソコン２やＩＨ
クッキングヒーター３やレンジグリル４や照明５やテレビ等（図示省略）の使用情報をＨ
ＥＭＳコントローラーで収集して在室検知に用いてもよい。あるいは電力計測器９の消費
電力を分析して在室検知に用いてもよい。また、空調装置１やその他の機器に設けられた
赤外線等を利用した人感センサなどによる人検知情報や、室内空間Ａに取り付けられてい
るドアや窓（図示省略）の開閉情報を在室検知に用いてもよい。
　所定時間後に不在の場合の設定温度Ｔｓｅｔは特定の温度を固定して決めてもよいし、
本来の目標温度との相対値で冷房の場合は２℃高く暖房の場合は２℃低くするなど設定し
てもよい。
【００８３】
（効果）予冷制御又は予暖制御を運転開始した後、所定の時間が経過しても使用者の在室
（帰宅）が検知されなかった場合は設定温度Ｔｓｅｔを変更したり停止することで、急な
用事で帰宅が予定より遅れた場合も、不在時の無駄な運転を回避して消費電力量を削減で
きる。
【００８４】
　なお、上記実施の形態において、実行されるプログラムは、フレキシブルディスク、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＤＶＤ
（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）、ＭＯ（Ｍａｇｎｅｔｏ－Ｏｐｔｉ
ｃａｌ　Ｄｉｓｋ）等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布し、そのプ
ログラムをインストールすることにより、上述の処理を実行するシステムを構成すること
としてもよい。
【００８５】
　また、プログラムをインターネット等の通信ネットワーク上の所定のサーバ装置が有す
るディスク装置等に格納しておき、例えば、搬送波に重畳させて、ダウンロード等するよ
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【００８６】
　また、上述の機能を、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）が分担して実現する
場合又はＯＳとアプリケーションとの協働により実現する場合等には、ＯＳ以外の部分の
みを媒体に格納して配布してもよく、また、ダウンロード等してもよい。
【００８７】
　なお、本発明は、上記実施の形態及び図面によって限定されるものではない。本発明の
要旨を変更しない範囲で実施の形態及び図面に変更を加えることができるのはもちろんで
ある。
【産業上の利用可能性】
【００８８】
　本発明は、在室時間前に冷房や暖房を行う空気調和システムに好適である。
【符号の説明】
【００８９】
　１　空調装置、２　パソコン、３　ＩＨクッキングヒータ、４　レンジグリル、５　照
明、９　電力計測器、１２　ＨＥＭＳコントローラ、３０ａ　室外機の計測制御装置、３
０ｂ　室内機の計測制御装置、３２　リモコン、４０　通信装置。

【図１】

【図２】

【図３】
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