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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の空調機の運転を制御する空調制御装置（１０）であって、
　前記空調機（ＡＣ１，ＡＣ２，２０）の運転データの集計を行う集計手段（１３ａ）と
、
　前記集計の結果に基づき前記空調機（ＡＣ１，ＡＣ２，２０）の運転に関する設定変更
を行うか否かの判定を行う判定処理手段（１３ｂ）と、
　前記運転データの前記集計に基づき前記空調機（ＡＣ１，ＡＣ２，２０）に対し優先度
を算出する優先度算出手段（１３ｄ）と、
　前記判定に基づき、前記優先度に応じて前記設定変更を行う設定変更手段（１３ｃ）と
、
を備え、
　前記優先度算出手段（１３ｄ）は、前記空調機の設定温度の上げ下げの度合いから前記
優先度を算出する、
空調制御装置。
【請求項２】
　前記設定変更手段（１３ｃ）は、前記空調機（ＡＣ１，ＡＣ２，２０）の総電力量が電
力デマンドの上限値を超えないように前記設定変更を行う、
請求項１に記載の空調制御装置。
【請求項３】
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　前記設定変更の履歴を記憶する設定変更履歴記憶手段を備え、
　前記設定変更手段（１３ｃ）は、前記設定変更の履歴に従い前記設定変更を行う、
請求項１に記載の空調制御装置。
【請求項４】
　前記設定変更は、前記空調機（ＡＣ１，ＡＣ２，２０）の運転能力の上限値を設定又は
変更することである、
請求項１に記載の空調制御装置。
【請求項５】
　前記設定変更は、前記空調機（ＡＣ１，ＡＣ２，２０）の予熱時間又は予冷時間を設定
又は変更することである、
請求項１に記載の空調制御装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の空調制御装置（１０）と、
　前記空調制御装置（１０）と通信可能な複数の空調機（ＡＣ１，ＡＣ２，２０）と、
を備えてなる、空調制御システム。
【請求項７】
　複数の空調機（ＡＣ１，ＡＣ２，２０）の運転を制御する空調制御方法であって、
　前記空調機（ＡＣ１，ＡＣ２，２０）の運転データの集計を行う集計ステップと、
　前記集計の結果に基づき前記空調機（ＡＣ１，ＡＣ２，２０）の運転に関する設定変更
を行うか否かの判定を行う判定ステップと、
　前記運転データの前記集計に基づき前記空調機（ＡＣ１，ＡＣ２，２０）に対し優先度
を算出する優先度算出ステップと、
　前記判定に基づき、前記優先度に応じて前記設定変更を行う設定変更ステップと、
を備え、
　前記優先度算出ステップは、前記空調機の設定温度の上げ下げの度合いから前記優先度
を算出する、
空調制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空調制御装置、空調制御システム及び空調制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、空調機の運転は、外気情報等を取得してそれらのデータに基づき自動制御する。
これにより、利用者にとってより快適な空調制御を実現しようとされている（例えば、特
許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－０７４９４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、従来の空調制御では、外気等の環境情報や予め登録された過去のパターンに応
じて一律に温度制御がなされているが、個々の利用者にとって快適性が十分でない場合温
度の設定変更等空調機の運転を自ら設定変更することになる。特に、同一建物内であって
も、フロア、利用者の使用状況、窓の位置、方角等によって各利用者の快適性に差異が生
じる。更に、デマンド制御により空調機の運転能力の制限がかかっていると、快適性の差
異はより顕著になる。
【０００４】
　そこで、本発明の目的は、各利用者の快適性をリアルタイムに反映した空調制御を行う
ことができる、空調制御装置、空調制御システム及び空調制御方法を提供するものである
。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第１発明に係る空調制御装置は複数の空調機の運転を制御する空調制御装置であって、
集計手段と、判定処理手段と、運転データの集計に基づき空調機に対し優先度を算出する
優先度算出手段と、設定変更手段とを備える。集計手段は空調機の運転データの集計を行
う。判定処理手段は、前記集計の結果に基づき空調機の運転に関する設定変更を行うか否
かの判定を行う。設定変更手段は、前記判定に基づき、優先度に応じて前記設定変更を行
う。優先度算出手段は、空調機の設定温度の上げ下げの度合いから優先度を算出する。
【０００６】
　ここで、集計とは、空調機の運転データを所定の時間毎に集計したものである。集計の
対象となる空調機は、複数の空調機のうちの一部であっても全てであってもよく、建物毎
、フロア毎、或いは所定のグループ毎等で集計するものであってもよい。ここで、優先度
は、空調機単位であってもゾーンに属する複数の空調機を含むグループ毎に算出・設定さ
れてもよい。
【０００７】
　このように、本発明の空調制御装置によれば、空調機の運転データの集計結果に基づく
判定により空調機の設定変更を行うため、利用者の快適性をリアルタイムに空調制御に反
映させることができる。
【０００８】
　ここでは、空調機の運転に関する設定変更について空調機に優先度をつけることにより
、より確実に利用者の意思を反映させた空調制御を行うことができる。
【０００９】
　第２発明に係る空調制御装置は、第１発明の空調制御装置であって、設定変更手段は、
空調機の総電力量が電力デマンドの上限値を超えないように前記設定変更を行う。
【００１０】
　ここでは、デマンド制御の範囲内で利用者の快適性を反映させた空調制御を行うことが
できる。
【００１１】
　第３発明に係る空調制御装置は、第１発明の空調制御装置であって、上記設定変更の履
歴を記憶する設定変更履歴記憶手段を備え、設定変更手段は、前記設定変更の履歴に従い
上記設定変更を行う。
【００１２】
　ここでは、設定変更の履歴を記憶しておくことによって、その設定変更のパターンを後
から利用できる。
【００１３】
　第４発明に係る空調制御装置は、第１発明の空調制御装置であって、上記設定変更は空
調機の運転能力の上限値を設定又は変更することである。ここで、空調機の運転能力の上
限値の設定又は変更とは、例えば、室外機の圧縮機の運転周波数を抑制する、室内機の設
定温度の上限値を設定又は変更する、あるいは一定値を超えた場合に強制的にサーモＯＦ
Ｆにすること等により行う。
【００１４】
　ここでは、空調機の運転能力の上限値を設定変更、例えば低くしたり高くしたりするこ
とで空調制御に利用者の快適性をより確実に反映させることができる。
【００１５】
　第５発明に係る空調制御装置は、第１発明の空調制御装置であって、設定変更は、空調
機の予熱時間又は予冷時間を設定又は変更することである。
【００１６】
　ここでは、予熱時間又は予冷時間を設定又は変更、例えば予熱時間又は予冷時間を長く
設定することで空調制御に利用者の快適性をより確実に反映させることができる。
【００１７】
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　第６発明に係る空調制御システムは、第１発明の空調制御装置と、複数の空調機とを備
えてなる。複数の空調機は空調制御装置と通信可能である。
【００１８】
　ここでは、利用者の快適性をリアルタイムに空調制御に反映させることができる空調制
御システムを提供できる。
【００１９】
　第７発明に係る空調制御方法は、複数の空調機の運転を制御する空調制御方法であって
、集計ステップと、判定ステップと、運転データの集計に基づき空調機に対し優先度を算
出する優先度算出ステップと、設定変更ステップとを備える。集計ステップは、空調機の
運転データの集計を行う。判定ステップは、前記集計の結果に基づき空調機の運転に関す
る設定変更を行うか否かの判定を行う。設定変更ステップは、前記判定に基づき、優先度
に応じて設定変更を行う。優先度算出ステップは、空調機の設定温度の上げ下げの度合い
から優先度を算出する。
【００２０】
　ここでは、利用者の快適性をリアルタイムに空調制御に反映させる空調制御方法を提供
できる。
【発明の効果】
【００２１】
　第１発明に係る空調制御装置は、空調機の運転データの集計結果に基づく判定により空
調機の設定変更を行うため、利用者の快適性をリアルタイムに空調制御に反映させること
ができる。
【００２２】
　第２発明に係る空調制御装置は、デマンド制御の範囲内で利用者の快適性を反映させた
空調制御を行うことができる。
【００２３】
　第３発明に係る空調制御装置は、設定変更の履歴を記憶しておくことによって、その設
定変更のパターンを後から利用できる。
【００２４】
　第４発明に係る空調制御装置は、空調機の運転能力の上限値を設定変更することで空調
制御に利用者の快適性をより確実に反映させることができる。
【００２５】
　第５発明に係る空調制御装置は、予熱時間又は予冷時間を設定又は変更することで空調
制御に利用者の快適性をより確実に反映させることができる。
【００２６】
　第６発明に係る空調制御システムは、利用者の快適性をリアルタイムに空調制御に反映
させることができる空調制御システムを提供できる。
【００２７】
　第７発明に係る空調制御方法は、利用者の快適性をリアルタイムに空調制御に反映させ
る空調制御方法を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　＜本実施形態に係る空調制御システムの概略構成＞
　本発明の一実施形態に係る空調制御システム１を図１に示す。ここで示す空調制御シス
テム１は建物内に設けられている。空調制御システム１は、空調制御装置１０と、複数の
室外機２０及び各フロアＦＬ１～ＦＬ２にそれぞれ設けられた室内機ＡＣ１，ＡＣ２から
なる空調機群とから構成される。空調制御装置１０と、室外機２０と、室内機ＡＣ１，２
とはネットワークを構成し通信可能に配されている。
【００２９】
　＜本実施形態に係る空調制御装置の概略構成＞
　図２は、空調制御装置１０の構成を概略的に示す。空調制御装置１０は、通信部１１と
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、記憶部１２と、制御部１３と、表示部１４とを有する。
【００３０】
　通信部１１は、室外機２０及び室内機ＡＣ１，ＡＣ２群に関する運転データや温度情報
等の環境情報を受信し、必要な制御信号を室外機２０や室内機ＡＣ１，ＡＣ２に送信する
。
【００３１】
　記憶部１２は、通信部１１を介して受信したデータや情報を格納する。具体的には、記
憶部１２は、室外機２０及び室内機ＡＣ１，ＡＣ２に関する運転データを記憶する運転デ
ータ記憶部１２ａと、室外機２０及び室内機ＡＣ１，ＡＣ２に関する設定値を記憶する空
調機設定値記憶部１２ｂと、電力デマンドの上限値（以下、デマンド上限値と称する。）
を記憶するデマンド上限値記憶部１２ｃと、室外機２０や室内機ＡＣ１，ＡＣ２の優先度
に関する情報（後述する）を記憶する優先度情報記憶部１２ｄとを有する。記憶部１２は
さらに、本実施形態に係る空調制御処理を実行する空調制御プログラム１２ｅを格納する
。なお、記憶部１２は、ＲＡＭやＲＯＭ等の内部メモリやハードディスク等の外部メモリ
から構成される。
【００３２】
　運転データ記憶部１２ａは、各空調機ＡＣ１，ＡＣ２の運転データを記憶する。ここで
、運転データとは、後述するように室内機ＡＣ１，ＡＣ２の設定温度の変更履歴である。
この運転データは、ネットワークを介して所定間隔毎に取得され、室外機２０及び室内機
ＡＣ１，ＡＣ２の識別情報と関連付けてファイルとして記憶されている。
【００３３】
　空調機設定値記憶部１２ｂは、室外機２０及び室内機ＡＣ１，ＡＣ２の運転能力の設定
値（室外機の圧縮機の運転周波数、室内機の設定温度の上限値、一定値を超えた場合に強
制的にサーモＯＦＦにする設定等）、予冷時間・予熱時間の設定等、空調機に関して予め
設定されている設定値を記憶する。
【００３４】
　デマンド上限値記憶部１２ｃは、予め設定された建物（実施例ではＦＬ１及びＦＬ２）
の空調に関する電力デマンドの上限値を記憶する。
【００３５】
　優先度情報記憶部１２ｄは、各室内機ＡＣ１，ＡＣ２の運転データについて集計結果か
ら算出された優先度や予め設定されている優先度を記憶する。具体的には、設定温度が頻
繁に変更されている室内機ＡＣ１，ＡＣ２に関しては、利用者が快適性を得られにくいと
して電力デマンドの上限値を高くすることにより優先度を高く設定し、設定温度がほとん
ど変更されていない室内機ＡＣについては電力デマンドの上限値を低く設定する。また優
先度は、環境や使用状況等に応じて室内機毎或いは部屋ごとに予め決められていてもよく
、室内機ＡＣ１，ＡＣ２の識別情報と対応させてファイルとし記憶する。また、記憶され
た優先度は、後述するように優先度算出部１３ｄの算出処理により書き換えられる。
【００３６】
　制御部１３はＣＰＵ等から構成され、記憶部１２に格納された空調制御プログラム１２
ｅに従って空調制御のための演算・制御処理を行う。具体的には、制御部１３は、室外機
２０及び室内機ＡＣ１，ＡＣ２の運転データの集計を行う集計処理部１３ａと、後述する
ように集計の結果により判定処理を行う判定処理部１３ｂと、判定処理の結果により設定
値を変更する設定変更部１３ｃと、室外機２０や室内機ＡＣ１，ＡＣ２の優先度を算出す
る優先度算出部１３ｄとを有する。
【００３７】
　集計処理部１３ａは、室外機２０及び室内機ＡＣ１，ＡＣ２の運転データを収集し集計
する。判定処理部１３ｂは、前記集計結果から利用者が快適性を得られていないとする何
らかの異常な値があるかどうかを判定する。具体的には、後述するように所定の閾値を越
えているかどうかの判定をする。
【００３８】
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　設定変更部１３ｃは上記判定処理部１３ｂの判定結果を受けて室外機２０及び室内機Ａ
Ｃ１，ＡＣ２の設定値を変更する。本実施形態においては、設定値である空調機の運転能
力の上限値を調整する。ここで、空調機の運転能力の上限値の調整とは、空調機の運転能
力の上限値を設定又は変更を行うための調整であって、例えば、室外機の圧縮機の運転周
波数を抑制する、室内機の設定温度の上限値を設定又は変更する、あるいは一定値を超え
た場合に強制的にサーモＯＦＦにすること等により行う。
【００３９】
　優先度算出部１３ｄは、各室内機ＡＣ１，ＡＣ２について集計結果から算出された優先
度を算出する。ここで、優先度の算出とは、制御部１３が、設定温度の上げ下げの度合い
が予め設定された閾値を越えるかどうかを判断し、超える場合は優先度を上げる（例えば
、暖房時、設定温度を１０℃以上上げた場合は優先度を＋１とする等）。
【００４０】
　表示部１４は、図３に示すごとく、集計処理部１３ａによる集計結果をグラフ表示等す
る。
【００４１】
　＜本実施形態に係る空調制御装置の集計処理と空調機の設定変更＞
　以下において、本実施形態に係る空調制御装置１０に係る集計処理に関して詳細に説明
する。なお、この例は暖房時の例を示す。
【００４２】
　集計は、所定の時間毎（例えば、一時間毎）に行われる。例えば、図３に示すごとく、
各フロアＦＬ１、ＦＬ２毎の室内機ＡＣ１，ＡＣ２の集計をそれぞれとり、さらに建物全
体であるＦＬ１及びＦＬ２の室内機ＡＣ１，ＡＣ２の運転データの集計をとる（（図３Ａ
）。ここで、室内機ＡＣ１群及び室外機ＡＣ２群の室外機２０はデマンド制御により運転
能力の上限が一律５０％に設定されている。
【００４３】
　具体的には、まず、図３Ａに示すように、フロアＦＬ１に属する室内機ＡＣ１群に対す
る設定温度の上げた度合い、すなわち各室内機ＡＣ１が所定時間（例えば、一時間）に上
げた温度を合計する。例えば、午前９時～午前１０時の間に室内機ＡＣ１の五機がそれぞ
れ、+２℃、+３℃、+５℃、+２℃、+３℃と設定温度を上げた場合、集計で＋１５℃とす
る（図３Ａの「ＡＣ１」）。この集計結果を見ると、「ＡＣ１」は午前９時において設定
温度の上げ幅が突出して大きく、閾値（１０℃とする）を大きく上回っているため、優先
度が算出される。
【００４４】
　更に、フロアＦＬ２に属する室内機ＡＣ２群について所定時間における設定温度の上げ
度合いを集計する（図３Ａの「ＡＣ２」）。この集計結果では、設定温度の上げ度合いは
＋７℃であるため、閾値を越えていない。したがって、優先度の算出はされないが、後述
するように相対的に優先度は調整され、優先度は下げられることなる。
【００４５】
　さらに、室内機ＡＣ１群と室内機ＡＣ２群の集計をさらに集計する（図３Ａの「ＡＣ１
＋ＡＣ２」）。
【００４６】
　次に、制御部１３の設定変更部１３ｃは、優先度に応じて運転能力の上限値を調整する
。具体的には、設定温度の変更度合いが大きい室内機ＡＣ１群については、運転能力の上
限値を緩和、すなわち５０％から６０％に引き上げる。一方、設定温度の変更度合いが比
較的小さい室内機ＡＣ２群は逆に運転能力の上限値を５０％から４０％に引き下げられる
。ここで、室内機ＡＣ２群の優先度を下げることにより運転能力の上限値を下げるのは、
室内機ＡＣ１群の優先度が上がって運転能力の上限値を緩和したことによって、全体の電
力デマンドの上限値を超えないよう相対的に規制する必要があるためである。
【００４７】
　図３Ｂに示すように、運転能力の上限値を調整した結果、全体としての温度の上げ下げ
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が減少し、利用者の快適性が反映されたことが分かる（図３Ｂの「ＡＣ１＋ＡＣ２」）。
【００４８】
　なお、上述した集計処理は制御部１３の各部により適宜行われ、その結果を判定処理し
て空調の設定変更を自動的に行うものである。ただし、本実施形態においては、図３Ａ及
び図３Ｂに示すグラフは表示部１４に表示されている。管理者等がこれを分析して空調の
設定変更を手動で行ってもよい。
【００４９】
　＜第１実施形態に係る空調制御システムの処理の流れ＞
　上記空調制御システム１の処理の流れを、図４のフローチャートを参照しながら説明す
る。
【００５０】
　まず、記憶されたデマンドの上限値に基づき、デマンド上限値に基づき室内機群ＡＣ１
，ＡＣ２について運転能力の上限値を設定する（Ｓ１０１ステップ）。そして、制御部１
３の集計処理部１３ａは、上述のように設定温度の変更度合いを集計する（Ｓ１０２ステ
ップ）。集計結果を図３Ａに示すごとく表示部１４に表示する（Ｓ１０３ステップ）。次
いで、判定処理部１３ｂ及び優先度算出部１３ｄは、後述する優先度算出処理を行う（Ｓ
１０４ステップ）。そして、判定処理部１３ｂは、優先度算出処理によって新たに優先度
が算出されたかどうかを判定処理する（Ｓ１０５ステップ）。新たに優先度が算出されな
かった場合は、処理を終了する。新たに優先度が算出された場合、設定変更部１３ｃは、
優先度に応じて運転能力の上限値を変更し（Ｓ１０６ステップ）、処理を終了する。室内
機群ＡＣ１，ＡＣ２の場合新たに優先度が算出されたので、それぞれの優先度に応じて運
転能力の上限値が変更される。
【００５１】
　次に、図５に示す優先度算出処理について説明する。
【００５２】
　まず、制御部１３の判定処理部１３ｂは、室内機ＡＣ１群、室内機ＡＣ２群それぞれに
ついて、設定温度の変更度合いが閾値を超えたかどうかを判定する（Ｓ１１１ステップ）
。閾値を超えた場合、優先度算出部１３ｄは優先度を算出し変更する（Ｓ１１２ステップ
）。室内機群ＡＣ１の場合、閾値を超えたので優先度が算出され変更される。閾値を超え
なかった場合は、次の処理に進む。室内機ＡＣ２群の場合、閾値を超えなかったので次の
処理に進む。
【００５３】
　次に判定処理部１３ｂは、優先度算出部１３ｄにより優先度の変更があったかどうかを
判定する（Ｓ１１３ステップ）。優先度の変更があった場合は処理を終了する。室内機Ａ
Ｃ１群の場合、優先度の変更があったため処理を終了する。優先度の変更がなかった場合
は、他の室内機群について優先度の変更があったかどうかを判定する（Ｓ１１４ステップ
）。他の室内機群についても優先度の変更がなかった場合は処理を終了する。室内機ＡＣ
２群の場合、他の室内機群である室内機ＡＣ１群について優先度の変更があったため、次
の処理に進み、優先度が調整され変更される（Ｓ１１５ステップ）。これにより、室内機
ＡＣ２群についても運転能力の上限値が相対的に変更されることになる。
【００５４】
　上述の処理により、デマンドの上限値の範囲内を超えないように制御しつつ、利用者に
よる設定温度の変更度合いから優先度を算出して運転能力の上限値を緩和することで、利
用者の求める快適性を空調制御に反映させることができる。
【００５５】
　なお、本発明に係る処理は図４及び図５に示すフローに限定されない。
【００５６】
　＜本実施形態に係る空調制御システムの特徴＞
　（１）
　上記実施形態に係る空調制御システム１においては、室内機ＡＣ１，ＡＣ２の運転デー
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タの集計結果を所定の時間毎に集計し、その集計結果に基づいて各室内機ＡＣ１，ＡＣ２
の運転能力の設定変更を行うため、各利用者の快適性をリアルタイムに空調制御に反映さ
せることができる。
【００５７】
　（２）
　上記実施形態に係る空調制御システム１は、室内機ＡＣ１，ＡＣ２の運転能力の上限値
を設定又は変更すること、すなわち快適性を得られない空調機ＡＣに対して運転能力の上
限値を緩和し、快適性が得られている空調機ＡＣに対しては運転能力の上限値を規制する
ことで、個々の利用者に適した空調を実現できる。
【００５８】
　（３）
　上記実施形態に係る空調制御システム１においては、室内機ＡＣ１，ＡＣ２の設定変更
に関し、フロア毎の集計結果から優先度を算出して、同優先度に応じて室内機ＡＣ１～Ａ
Ｃ２の設定変更を自動的に行うため、より確実に各利用者の快適性を空調制御に反映させ
ることができる。
【００５９】
　（４）
　上記実施形態に係る空調制御システム１は、室内機ＡＣ１，ＡＣ２の設定変更によりデ
マンド上限値を超えないように制御するため、デマンド制御を行いつつ利用者の快適性を
空調制御に反映させることができる。
【００６０】
　＜本実施形態の変形例＞
　（Ａ）
　上記実施形態においては、制御部１３の設定変更部１３ｃによる設定変更は、空調機Ａ
Ｃ、２０の運転能力の上限値を設定又は変更することであったが、予熱時間又は予冷時間
の設定変更であってもよい。例えば、暖房時においては、予熱時間が十分でないと設定温
度の変更度合いが大きくなる。これを運転データとして取得し集計する。
【００６１】
　これにより、優先度の高い空調機についてはより快適性を向上させることができる。
【００６２】
　また、設定変更はこれらの態様に限定されず、快適性を反映させ得る設定変更であれば
よい。
【００６３】
　（Ｂ）
　上記実施形態においては、制御部１３の集計処理部１３ａによって集計対象となる運転
データは、設定温度の変更度合いであったが、設定温度の変更の回数であってもよい。更
に、室内機ＡＣ１，ＡＣ２のＯＮ／ＯＦＦの運転履歴や吸込み温度と設定温度との差分の
履歴等、利用者において快適性が得られていないとの可能性を示唆する運転データであれ
ばよい。また、上記実施形態においては、利用者による設定温度の変更履歴を前提として
空調制御しているが、デマンド制御中において自動的に設定温度が変更された場合の変更
履歴であってもよい。
【００６４】
　或いは、上記運転データをそれぞれ数値化して複数組み合わせた集計を行ってもよい。
【００６５】
　これにより、より確実に利用者の快適性を反映させた空調制御が可能となる。
【００６６】
　（Ｃ）
　上記実施形態においては、一フロアの室内機群を一グループとして集計処理を行ってい
るが、室外機毎、一フロアにおける部屋毎、部屋におけるゾーン毎、或いは建物毎に集計
処理を行ってもよい。
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【００６７】
　これにより、様々な集計結果を容易に取得でき、快適性を反映させた空調制御が可能と
なる。つまり、上記実施形態のようにグループ毎に分けた集計を行うことにより空間的な
偏向性をデータとして取得でき、快適性を反映させた空調制御を実現できる一方で、集計
対象を全部とする場合は、空調の時間的な偏向性を把握できることによりデマンド制御等
を配慮した全体的な空調制御が可能となる。
【００６８】
　（Ｄ）
　上記実施形態における空調制御装置１０の記憶部１２に、設定変更の履歴（上記実施形
態における運転能力の設定変更や変形例（Ａ）における予熱時間又は予冷時間の設定変更
等）を記憶しておいてもよい。例えば環境や温度等の変化がない日についてはこの設定変
更の履歴を読み出し、同履歴に沿って設定変更を実行する。
【００６９】
　これにより、一度実行された設定変更パターンを繰り返し利用できる。
【００７０】
　（Ｅ）
　上記実施形態においては、図３に示すように暖房時における設定温度の変更度合い、す
なわち設定温度を上げた度合いを集計の対象としているが、冷房時には設定温度を下げた
度合いを対象とするよう切り替えるようにしてもよい。この場合、例えば冷暖房の切替時
期を予め設定しておいてもよい。
【００７１】
　これにより、より簡単かつ確実に空調制御を行うことができる。
【００７２】
　（Ｆ）
　上記実施形態においては、優先度に応じて空調機の設定変更を行っているが、優先度を
算出せず、設定変更値が閾値を超えたときに運転能力の上限値を相対的に調整・変更して
もよい。これにより、より簡単に快適性を反映させた空調制御が可能となると共に、シス
テム資源を節約できる。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明は、各利用者の快適性をリアルタイムに反映した空調制御を行うことができ、空
調制御装置、空調制御システム及び空調制御方法として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明の一実施形態に係る空調制御システムの概略図
【図２】本発明の一実施形態に係る空調制御装置の概略構成図
【図３Ａ】本発明の一実施形態に係る空調制御装置による集計結果表示（優先制御前）の
一例を示す図
【図３Ｂ】本発明の一実施形態に係る空調制御装置による集計結果表示（優先制御後）の
一例を示す図
【図４】本発明の一実施形態に係る空調制御装置による処理の流れを示すフローチャート
【図５】本発明の一実施形態に係る空調制御装置による優先度算出処理の流れを示すフロ
ーチャート
【符号の説明】
【００７５】
　１　　　　　　　空調制御システム
　１０　　　　　　空調制御装置
　１１　　　　　　通信部
　１２　　　　　　記憶部
　１２ａ　　　　　運転データ記憶部
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　１２ｂ　　　　　空調機設定値記憶部
　１２ｃ　　　　　デマンド上限値記憶部
　１２ｄ　　　　　優先度情報記憶部
　１２ｅ　　　　　空調制御プログラム
　１３　　　　　　制御部
　１３ａ　　　　　集計処理部（集計手段）
　１３ｂ　　　　　判定処理部（判定処理手段）
　１３ｃ　　　　　設定変更部（設定変更手段）
　１３ｄ　　　　　優先度算出部（優先度算出手段）
　１４　　　　　　表示部
　２０　　　　　　室外機
　ＡＣ１，ＡＣ２　室内機
　ＦＬ１，ＦＬ２　フロア

                                                                              

【図１】 【図２】
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