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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１～第ｎ設備機器群（１５ｂ1～１５ｂn）に属する複数の設備機器（１０ｃ1～１０
ｃn）を集中管理する第１～第ｎ管理装置（２０ａ1～２０ａn）に接続され、前記第１～
第ｎ設備機器群を集中管理する群管理装置（３０）であって、
　前記第１～第ｎ管理装置に対し、それぞれが集中管理する前記設備機器の運転状況の問
合せを行う処理である問合せ処理を繰り返し行う複数の問合せ処理部（３４ａ1，３４ａn

，・・・）と、
　前記第１～第ｎ管理装置のそれぞれに、異なる前記問合せ処理部を１つずつ割り当てる
割当部（３４ｂ）と、
　前記問合せ処理部の数を所定の条件に基づいて決定する演算部（３４ｃ）と、
を備え、
　前記割当部は、少なくとも１の前記問合せ処理部による前記設備機器の問合せ処理の状
況に応じて、他の前記問合せ処理部を前記第１～第ｎ管理装置に割り当てる、群管理装置
。
【請求項２】
　前記設備機器の運転操作および／または運転状況の閲覧を可能にする操作閲覧プログラ
ムを記憶する記憶部（３３）をさらに備え、
　前記操作閲覧プログラムは、前記設備機器の関係者が有する関係者管理装置（４０）に
おいて実行可能である、
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請求項１に記載の群管理装置。
【請求項３】
　第１～第ｎ設備機器群に属する複数の設備機器を集中管理する第１～第ｎ管理装置に接
続され前記第１～第ｎ設備機器群を集中管理する群管理装置に実行させるためのプログラ
ムであって、
　前記第１～第ｎ管理装置に対し、それぞれが集中管理する前記設備機器の運転状況の問
合せを行う処理である問合せ処理を繰り返し行う複数の問合せ処理部を前記群管理装置に
設定する設定ステップと、
　前記第１～第ｎ管理装置のそれぞれに、異なる前記問合せ処理部を１つずつ割り当てる
割当ステップと、
　前記割当ステップによって割り当てられた前記問合せ処理部のそれぞれが、割り当てら
れた第１～第ｎ管理装置に対し、前記問合せ処理を行う問合せ処理ステップと、
　前記問合せ処理部の数を所定の条件に基づいて決定する演算ステップと、
を備え、
　前記割当ステップでは、前記問合せ処理ステップにおける少なくとも１の前記問合せ処
理部の前記問合せ処理の状況に応じて、他の前記問合せ処理部を前記第１～第ｎ管理装置
に割り当てる、
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の設備機器からなる設備機器群を集中管理する群管理装置及び群管理プ
ログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、多数の設備機器を複数の設備機器からなる設備機器群に分け、各群に管理装
置を接続して群に属する複数の設備機器を集中管理する管理システムが採用されている（
特許文献１等参照）。
【０００３】
　このような管理システムでは、設備機器の運転状況を把握するために、設備機器群に接
続された複数の管理装置を個別に確認する必要がある。そこで、システム内に設置された
複数の管理装置で集中管理される複数の設備機器の運転状況を容易に確認できるように、
複数の管理装置と接続した群管理装置を設け、群管理装置から複数の管理装置に対し、そ
れぞれが管理する設備機器の運転状況を問合せることで、システム内の設備機器の運転状
況に関する情報を取得することが想定しうる。
【特許文献１】特開２００３－３０２０９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような群管理装置を用いて複数の管理装置から設備機器の運転状況に関する情報を
取得し、その情報に基づいて設備機器の運転状況を把握する場合、群管理装置で取得する
情報はできるだけ同じ時期に取得した情報であることが望ましい。しかし、群管理装置か
ら複数の管理装置へ問合せを行う際、１の管理装置への問合せに通信異常が発生すると、
他の管理装置に対する問合せを行うことができず、１の管理装置から取得する情報と他の
管理装置から取得する情報とで、情報を取得する時間にずれが生じてしまう。
【０００５】
　本発明の課題は、複数の管理装置から設備機器の運転状況に関する情報を取得するにあ
たり、時間のずれを小さくする群管理装置又は群管理プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　第１発明に係る群管理装置は、第１～第ｎ設備機器群を集中管理する群管理装置であっ
て、複数の問合せ処理部と、割当部と、演算部とを備えている。群管理装置は第１～第ｎ
管理装置に接続されている。また、第１～第ｎ管理装置は、第１～第ｎ設備機器群に属す
る複数の設備機器を集中管理する。問合せ処理部は、第１～第ｎ管理装置に対し、第１～
第ｎ管理装置のそれぞれが集中管理する設備機器の運転状況の問合せを行う処理である問
合せ処理を繰り返し行う。割当部は、第１～第ｎ管理装置のそれぞれに、異なる問合せ処
理部を１つずつ割り当てる。演算部は問合せ処理部の数を所定の条件に基づいて決定する
。また、割当部は、少なくとも１の問合せ処理部による設備機器の問合せ処理の状況に応
じて、他の問合せ処理部を第１～第ｎ管理装置に割り当てる。
【０００７】
　本発明に係る群管理装置では、複数の管理装置に対し、問合せ処理をそれぞれ行う複数
の問合せ処理部が備えられ、割当部が、問合せ処理部の問合せ状況に応じて、いずれかの
問合せ処理部をいずれかの管理装置に割り当てる。また、問合せ処理部の数を所定の条件
に基づいて決定する演算部が備わっているため、自動的に適当な数の問合せ処理部が設け
られる。ここで、所定の条件とはユーザが任意で決定する条件であって、例えば、接続す
る管理装置の数や問合せ処理を繰り返す間隔などの条件である。
【０００８】
　これにより、群管理装置に適当な数の問合せ処理部が自動的に設けられ、ユーザが所望
する時間内に全管理装置に対する問合せ処理を終了させることができる。
【０００９】
　第２発明に係る群管理装置は、第１発明に係る群管理装置であって、記憶部をさらに備
える。記憶部は、設備機器の運転操作および／または運転状況の閲覧を可能にする操作閲
覧プログラムを記憶する。また、操作閲覧プログラムは、設備機器の関係者が有する関係
者管理装置において実行可能である。
【００１０】
　本発明に係る群管理装置では、記憶部に設備機器の運転操作および／または運転状況の
閲覧を可能にする操作閲覧プログラムが記憶され、設備機器の関係者が有する関係者管理
装置において操作閲覧プログラムが実行可能である。
【００１１】
　これにより、群管理装置以外の装置における設備機器の運転操作および／または運転状
況の閲覧が可能になる。
【００１２】
　第３発明に係るプログラムは、第１～第ｎ設備機器群を集中管理する群管理装置に実行
させるためのプログラムであって、設定ステップと、割当ステップと、処理ステップと、
演算ステップと、を備える。群管理装置は第１～第ｎ設備機器群に属する複数の設備機器
を集中管理する第１～第ｎ管理装置に接続されている。設定ステップは、複数の問合せ処
理部を設定する。問合せ処理部は、第１～第ｎ管理装置に対し、それぞれが集中管理する
設備機器の運転状況の問合せを行う処理である問合せ処理を繰り返し行う。割当ステップ
は、第１～第ｎ管理装置のそれぞれに、異なる問合せ処理部を１つずつ割り当てる。問合
せ処理ステップは、割当ステップによって割り当てられた問合せ処理部のそれぞれが、割
り当てられた第１～第ｎ管理装置に対し問合せ処理を行う。演算ステップは、問合せ処理
部の数を所定の条件に基づいて決定する。また、割当ステップでは、問合せ処理ステップ
における少なくとも１の問合せ処理部の問合せ処理の状況に応じて、他の問合せ処理部を
第１～第ｎ管理装置に割り当てる。
【００１３】
　本発明に係るプログラムでは、複数の管理装置に対してそれぞれ問合せ処理を行う複数
の問合せ処理部が設けられ、複数の問合せ処理部のうち他の問合せ処理部が、少なくとも
１の管理装置の問合せ処理の状況に応じて割り当てられる。また、問合せ処理部の数を所
定の条件に基づいて決定するため、自動的に適当な数の問合せ処理部が設けられる。ここ
で、所定の条件とはユーザが任意で決定する条件であって、例えば、接続する管理装置の
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数や問合せ処理を繰り返す間隔などの条件である。
【００１４】
　これにより、群管理装置に適当な数の問合せ処理部が自動的に設けられ、ユーザが所望
する時間内に全管理装置に対する問合せ処理を終了させることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　第１発明に係る群管理装置では、適当な数の問合せ処理部が自動的に設けられ、ユーザ
が所望する時間内に全管理装置に対する問合せ処理を終了させることができる。
【００１６】
　第２発明に係る群管理装置では、群管理装置以外の装置における設備機器の運転操作お
よび／または運転状況の閲覧が可能になる。
【００１７】
　第３発明に係るプログラムでは、適当な数の問合せ処理部が自動的に設けられ、ユーザ
が所望する時間内に全管理装置に対する問合せ処理を終了させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　〈第１実施形態〉
　以下、本発明の第１実施形態に係る群管理装置３０を用いた群管理システム１００につ
いて図面を用いて説明する。
【００１９】
　〈全体構成〉
　図１は、本実施形態に係る群管理システム１００の構成を示す。群管理システム１００
は、大学、病院、工場などに用いられる空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃ

nの管理システムであり、複数の空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnと、そ
れらを集中管理する管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnと、複数の空気調和装
置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnからなる空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・
・，１５ｂnを集中管理する群管理装置３０と、を備えている。
【００２０】
　この群管理システム１００では、空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnは
専用制御線で管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに接続され、群管理装置３０
がイントラネット回線を介して管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに接続され
ている。
【００２１】
　なお、群管理システム１００における管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａn、
管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnにそれぞれ接続される設備機器群１５ｂ1，
１５ｂ2，・・・，１５ｂn、及び設備機器群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnに属す
る空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの数は図１に示すものに限定されな
い。
【００２２】
　〈各部の構成〉
　（１）空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの概略構成
　この群管理システム１００では、大学、病院、工場などの一の物件に、複数の空気調和
装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnが複数の管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，
２０ａnと接続されて設置されている。以下、空気調和装置１０ｃ1について図２を用いて
説明するが、その他の空気調和装置１０ｃ2，・・・，１０ｃnについても同様であるもの
とする。
【００２３】
　空気調和装置１０ｃ1は、図示されない圧縮機や熱交換器等から構成される冷媒回路を
有している。また、空気調和装置１０ｃ1には、各種センサ１３ｃａ，１３ｃｂ，１３ｃ
ｃ，１３ｃｄ，１３ｃｅ，・・・が取り付けられている。センサ１３ｃａは、空気調和装
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置１０ｃ1が設置されている部屋の温度を検出する。センサ１３ｃｂは、空気調和装置１
０ｃ1の設置されている設備付近の外気の温度を検出する。センサ１３ｃｃは、空気調和
装置１０ｃ1に含まれる圧縮機の吐出管における冷媒の温度である吐出温度を検出する。
センサ１３ｃｄは、空気調和装置１０ｃ1に含まれる圧縮機の吐出管における冷媒の圧力
である吐出圧を検出する。センサ１３ｃｅは、空気調和装置１０ｃ1に含まれる圧縮機の
吸入管における冷媒の圧力である吸入圧を検出する。
【００２４】
　さらに、空気調和装置１０ｃ1は、機器通信部１１ｃ及び機器制御部１２ｃを有してい
る。機器通信部１１ｃは、管理装置２０ａ1と専用制御線により接続されている。機器制
御部１２ｃは、外部から送信される制御命令に応じて空気調和装置１０ｃ1の動作を制御
する。また、機器制御部１２ｃは、上述の各種センサ１３ｃａ，１３ｃｂ，１３ｃｃ，１
３ｃｄ，１３ｃｅ，・・・に接続されており、これらにより検出された値（機器情報）を
所定の間隔（本実施形態では１分）で管理装置２０ａ1に送信する。また、機器制御部１
２ｃは、所定の間隔（本実施形態では１分）で各種センサ１３ｃａ，１３ｃｂ，１３ｃｃ
，１３ｃｄ，１３ｃｅ，・・・から取得した値を所定の閾値と比較する等し、所定の閾値
を超える等の異常を検出した場合には、その旨を示す異常情報も機器情報として管理装置
２０ａ1に向けて送信する。
【００２５】
　（２）管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnの概略構成
　管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnは、空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・
・・，１０ｃnが設けられた物件に設置され、専用の制御線を介して、複数の空気調和装
置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnを集中管理している。また、管理装置２０ａ1，２
０ａ2，・・・，２０ａnは、複数の空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnか
らなる空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂn毎に設けられ、後述する群管
理装置３０に接続されている。ここで、空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５
ｂnとは、システム管理者が複数の空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnを分
けた群であり、空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの管理を容易にするた
め、群毎に管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnが接続され、各管理装置２０ａ1

，２０ａ2，・・・，２０ａnは、それぞれに接続された空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2

，・・・，１５ｂnに属する空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnをそれぞれ
管理する。以下、管理装置２０ａ1について、図３を用いて説明するが、その他の管理装
置２０ａ2，・・・，２０ａnについても同様であるものとする。
【００２６】
　図３に示すように、管理装置２０ａ1は、主として、管理通信部２１ａ、管理表示部２
２ａ、管理記憶部２３ａ及び管理制御部２４ａから構成されている。
【００２７】
　管理通信部２１ａは、第１通信部２１ａａ及び第２通信部２１ａｂを有する。第１通信
部２１ａａは、後述する群管理装置３０からの制御信号を受信する。第２通信部２１ａｂ
は、管理装置２０ａ1と接続された空気調和装置群１５ｂ1に属する空気調和装置１０ｃ1

に制御信号を送信し、空気調和装置１０ｃ1からは機器情報を受信する。なお、機器情報
とは、空気調和装置１０ｃ1に設けられた各種センサ１３ｃａ，１３ｃｂ，１３ｃｃ，１
３ｃｄ，１３ｃｅ，・・・により検出された値、空気調和装置１０ｃ1の異常に関する情
報、及び、後述する管理制御部２４ａが、空気調和装置１０ｃ1の機器制御部１２ｃに定
期的に接続して把握した空気調和装置１０ｃ1の運転状況に関する情報である。
【００２８】
　管理表示部２２ａは、後述する管理プログラムが実行された際の管理画面（図４参照）
を表示する。管理画面は管理装置２０ａで受け付けた情報を表示する画面であり、また、
管理装置２０ａ1による複数の空気調和装置１０ｃ1の制御を受け付けるための操作画面で
ある。
【００２９】
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　管理記憶部２３ａには、運転データ記憶領域２３ａａ及び起動データ記憶領域２３ａｂ
が確保されている。運転データ記憶領域２３ａａには、空気調和装置１０ｃ1から受信し
た機器情報が蓄積されている。起動データ記憶領域２３ａｂは、後述する群管理装置３０
からの一括起動命令を受信した場合に、管理装置に接続された空気調和装置１０ｃ1を、
当該命令受信後何秒後に起動させるかについての設定を記憶する領域である。さらに、管
理記憶部２３ａには、管理装置２０ａ1に接続された空気調和装置１０ｃ1を管理するため
の管理プログラムを格納する領域が確保されている。
【００３０】
　管理制御部２４ａは、管理記憶部２３ａに記憶された管理プログラムを実行して、管理
装置２０ａ1に接続された空気調和装置群１５ｂ1に属する複数の空気調和装置１０ｃ1を
集中管理する。詳細には、管理制御部２４ａは、運転データ記憶領域２３ａａに記憶され
ている機器情報に基づいて、空気調和装置１０ｃ1の異常の有無を所定の間隔で判断する
。また、管理制御部２４ａは、空気調和装置１０ｃ1が備えた機器制御部１２ｃに定期的
に接続し、空気調和装置１０ｃ1の運転状況（例えば、運転又は停止の状況）を把握する
。さらに、管理制御部２４ａは、複数の空気調和装置１０ｃ1の運転の制御（運転・停止
、冷房モード・暖房モード・送風モード等の運転モード変更、温度変更、風向変更、風量
変更等）を行う。
【００３１】
　（３）群管理装置３０の概略構成
　群管理装置３０は、空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnが設けられた物
件において、例えば、空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃn等の管理を行う
システム管理者等が待機する場所に一台設置されている。また、群管理装置３０は、複数
の管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに接続されており、各管理装置２０ａ1，
２０ａ2，・・・，２０ａnが集中管理する空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０
ｃnの運転状況に関する情報を、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnを介して取
得する。また、群管理装置３０は、取得した空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１
０ｃnの運転状況に関する情報に基づいて、それぞれが属する空気調和装置群１５ｂ1，１
５ｂ2，・・・，１５ｂnの運転状況を把握し、空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・
，１５ｂnを集中管理する。
【００３２】
　図５に示すように、群管理装置３０は、主として、群管理通信部３１、群管理表示部３
２、群管理記憶部３３及び群管理制御部３４から構成されている。
【００３３】
　群管理通信部３１は、イントラネット回線を介して、管理通信部２１ａの第１通信部２
１ａａと接続され、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対して制御信号を送
信し、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnからは各管理装置２０ａ1，２０ａ2

，・・・，２０ａnが集中管理する空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの機
器情報を受信する。
【００３４】
　群管理表示部３２は、主として、第１表示部３２ａ及び第２表示部３２ｂから構成され
ている。第１表示部３２ａは、後述する群管理制御部３４による複数の空気調和装置群１
５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの管理結果を群毎に表示する。第２表示部３２ｂは、
後述する群管理制御部３４による複数の空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５
ｂnの管理結果を包括的に表示する。
【００３５】
　群管理記憶部３３には、群管理装置３０に接続された空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2

，・・・，１５ｂnを集中管理するための群管理プログラムを格納するための領域３３ａ
が確保されている。さらに、群管理記憶部３３には、処理情報記憶領域３３ｂが確保され
ている。処理情報記憶領域３３ｂには、後述の問合せ処理部３４ａ1，３４ａ2，・・・が
管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnから取得した空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ
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2，・・・，１０ｃnの運転状況に関する情報が記憶される。
【００３６】
　群管理制御部３４は、問合せ処理部３４ａ1，３４ａ2，・・・、割当部３４ｂ、演算部
３４ｃ、表示制御部３４ｄ、一括表示受付部３４ｅ、一括運転部３４ｆ、一括停止部３４
ｇを有する。
【００３７】
　問合せ処理部３４ａ1，３４ａ2，・・・は、群管理装置３０において上述の群管理プロ
グラムが実行された際、空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの運転状況
に関する情報を取得するために、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnへの問合
せ処理を行う。問合せ処理とは、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対して
、それぞれが集中管理する空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの運転状況
の問合せを行う処理であり、問合せ処理部３４ａ1，３４ａ2，・・・は、ＣＰＵ内で割り
当てられるスレッドを意味する。問合せ処理部３４ａ1，３４ａ2，・・・による問合せ処
理は後述のデータ収集間隔の度に繰り返し行われる。
【００３８】
　演算部３４ｃは、所定の条件に基づいて、問合せ処理部の数を算出する。ここで、所定
の条件とは、ユーザが任意で決定する条件であって、本実施形態では、群管理装置３０に
接続される管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnの台数と、システム管理者等の
所望のデータ収集間隔とを用いた条件である。データ収集間隔とは、群管理装置３０にお
いて空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの運転状況が更新される間隔で
あり、詳細には、群管理装置３０に接続された全管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２
０ａnの運転状況を、第１の管理装置２０ａ1から最後の管理装置２０ａnまで順に問い合
わせたあと、次にまた第１の管理装置２０ａ1に対して運転状況の問合せを行うまでの間
隔である。本実施形態では、群管理装置３０には、管理装置２０ａ1から管理装置２０ａ1

50の１５０台が接続され、全管理装置２０ａ1－２０ａ150から、それぞれが集中管理する
空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの運転状況に関する情報を１０分以内
に取得できるような条件を設け、当該条件に基づいて演算部３４ｃが決定した数の問合せ
処理部３４ａ1，３４ａ2，・・・が設けられる。
【００３９】
　割当部３４ｂは、演算部３４ｃによって決定された数の問合せ処理部３４ａ1，３４ａ2

，・・・を群管理装置３０に接続された管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnの
それぞれに割り当てる。
【００４０】
　以下に、図６を用いて詳細に説明する。本実施形態では、演算部３４ｃが、「スレッド
数＞管理装置の台数×タイムアウト時間／データ収集間隔」の式に基づいて、問合せ処理
部３４ａ1，３４ａ2，・・・の数を決定する。例えば、演算部３４ｃによって決定された
問合せ処理部３４ａ1，３４ａ2，・・・の数が１０であった場合、割当部３４ｂは、第１
問合せ処理部３４ａ1～第１０問合せ処理部３４ａ10を第１管理装置２０ａ1～第１０管理
装置２０ａ10にそれぞれ割り当てる。第１問合せ処理部３４ａ1～第１０問合せ処理部３
４ａ10はそれぞれに割り当てられた第１管理装置２０ａ1～第１０管理装置２０ａ10に対
して問合せ処理を行う。その後、割当部３４ｂは、第１管理装置２０ａ1～第１０管理装
置２０ａ10の問合せ状況を見て、第１１管理装置２０ａ11～第１５０管理装置２０ａ150

に対する問合せ処理を行う問合せ処理部を割り当てる。例えば、第１問合せ処理部３４ａ

1による第１管理装置２０ａ1への通信が正常に行われ、問合せ処理が終了すると、割当部
３４ｂは、問合せ処理が終了した第１問合せ処理部３４ａ1を第１１管理装置２０ａ11に
割り当てる。一方、通信異常等の理由で、第２問合せ処理部３４ａ2による第２管理装置
２０ａ2への通信が完了せず、第２問合せ処理部３４ａ2が第２管理装置２０ａ2からの応
答を待っているような場合、割当部３４ｂは、第１２管理装置２０ａ12への問合せ処理を
、第３管理装置２０ａ3への問合せ処理が終了している第３問合せ処理部３４ａ3に割り当
てる。なお、問合せ処理部３４ａ1，３４ａ2，・・・による問合せ処理に対し、タイムア
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ウト時間（本実施形態では２０秒）が経過する前に管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，
２０ａnからの応答がない場合は、問合せ処理が正常に行われなかった旨を、上述の群管
理表示部３２において表示する。
【００４１】
　群管理制御部３４では、上述の処理情報記憶領域３３ｂに記憶された空気調和装置１０
ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの運転状況に関する情報に基づき、空気調和装置群１５
ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの運転状況が所定の状況であるか否かを上述の第１表示
部３２ａ及び第２表示部３２ｂに表示する。なお、ここで所定の状況とは、運転や異常の
状況である。
【００４２】
　詳細に説明するために、図７を参照する。図７は、群管理プログラムの管理画面を示す
図である。表７０の領域７１ａに並ぶ各コントローラ１，２，３，・・・は、空気調和装
置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnに接続された管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・
・，２０ａnを意味する。表７０の領域７１ｂは、空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・
・・，１５ｂnの運転状態（運転又は停止）を示す。表７０の領域７１ｃは、空気調和装
置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの異常状態（異常又は正常）を示す。領域７１
ｂ及び７１ｃに表示される空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの運転状
況が、第１表示部３２ａに表示される空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂ

nの運転状況に相当する。また、領域７２が、上述の第２表示部３２ｂに表示される複数
の空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの包括的に表示された運転状況の
管理結果に相当する。
【００４３】
　例えば、本実施形態において、第１設備機器群１５ｂ1に属する空気調和装置１０ｃ1に
１つでも運転中の空気調和装置１０ｃ1があると判断された場合は、群管理制御部３４が
、第１設備機器群１５ｂ1に接続された第１管理装置２０ａ1に対応するコントローラ１の
運転状態の欄７１ｂに、「運転」と表示し、いずれの空気調和装置１０ｃ1も停止してい
る場合は、「停止」と表示する。また、第１設備機器群１５ｂ1に属する空気調和装置１
０ｃ1のうち少なくとも１の空気調和装置１０ｃ1に異常が検出された場合は、群管理制御
部３４が、第１設備機器群１５ｂ1に接続された第１管理装置２０ａ1に対応するコントロ
ーラ１の異常状態の欄７１ｃに、「異常」と表示し、いずれの空気調和装置１０ｃ1も正
常である場合は、「正常」と表示する。さらに、空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・
・，１５ｂnのうち少なくとも１の群が運転中である場合は、領域７２に「運転」と表示
し、空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnのうち少なくとも１の群で異常
が検出された場合は、領域７２に「異常」と表示する。
【００４４】
　表示制御部３４ｄは、第１表示部３２ａにおいて群毎に表示された空気調和装置群１５
ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの所定部分で選択を受け付けることによって作動し、管
理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnで起動する管理プログラムの管理画面を群管
理表示部３２において表示させる。詳細には、群毎に表示された空気調和装置群１５ｂ1

，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの所定部分で選択を受け付けることにより、表示制御部３４
ｄは、選択された空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnに接続された管理
装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnにおける管理プログラムの管理画面（図４参照
）を群管理表示部３２に表示する。本実施形態において、所定部分とは、図７の領域７３
で示す部分である。
【００４５】
　一括表示受付部３４ｅは、上述の第１表示部３２ａ（図７の領域７１ｃ）で「異常」と
表示された全ての管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnについて、それぞれの管
理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnで起動した管理プログラムの管理画面を群管
理表示部３２において表示させる。なお、一括表示受付部３４ｅは、例えば、群管理プロ
グラムの管理結果を表示する画面に設けられたボタンである（図８の８０参照）。また、
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ここで表示される管理プログラムの管理画面は、ウェブブラウザを用いて群管理装置３０
の群管理表示部３２に表示される。
【００４６】
　一括運転部３４ｆは、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対して、それぞ
れが管理する空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの運転を開始するよう制
御信号を送信する。管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnは、当該制御信号を受
信すると、管理記憶部２３ａの起動データ記憶領域２３ａｂに記憶された設定に基づき、
空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnを起動させる。一括停止部３４ｇは、
管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対して、それぞれが管理する空気調和装
置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの運転を停止するよう制御信号を送信する。
【００４７】
　なお、群管理装置３０から管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対する通信
は、問合せ処理部３４ａ1，３４ａ2，・・・による運転状況の問合せ処理が優先される。
すなわち、表示制御部３４ｄ、一括表示受付部３４ｅ、一括運転部３４ｆ、一括停止部３
４ｇからの管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対する制御信号は、問合せ処
理部３４ａ1，３４ａ2，・・・による管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnへの
問合せ処理が終了した後に、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnへ送信される
。
【００４８】
　〈群管理システム１００における処理の流れ〉
　次に、本実施形態係る群管理システム１００における群管理プログラムの制御の流れに
ついて、図９から図１１を参照して説明する。
【００４９】
　まず、演算部３４ｃが、所定の状況に基づいて問合せ処理部３４ａ1，３４ａ2，・・・
の数を決定する（ステップＳ１０１）。ステップＳ１０１で問合せ処理部３４ａ1，３４
ａ2，・・・の数が決定すると、各問合せ処理部３４ａ1，３４ａ2，・・・が管理装置２
０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対する問合せ処理を開始する（ステップＳ１０２）
。ここでは、まず、全ての問合せ処理部３４ａ1，３４ａ2，・・・が管理装置２０ａ1，
２０ａ2，・・・，２０ａnのいずれかにそれぞれ問合せ処理を行う。その後は、割当部３
４ｂが、先に問合せ処理を行っている問合せ処理部３４ａ1，３４ａ2，・・・の問合せの
状況を確認し（ステップＳ１０３）、いずれかの管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２
０ａnに対する問合せ処理が終了した問合せ処理部３４ａ1，３４ａ2，・・・を、次の管
理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対する問合せ処理に割り当てる（ステップ
Ｓ１０４）。問合せ処理部３４ａ1，３４ａ2，・・・が、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・
・・，２０ａnに対して空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの運転状況に関
する問い合わせ処理を行い、空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの運転状
況に関する情報を取得すると、当該情報が処理情報記憶領域３３ｂに記憶される（ステッ
プＳ１０５）。問合せ処理部３４ａ1，３４ａ2，・・・による問合せ処理は全管理装置２
０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対する問合せ処理が完了するまで繰り返される（ス
テップ１０６）。なお、問合せ処理部３４ａ1，３４ａ2，・・・は、管理装置２０ａ1，
２０ａ2，・・・，２０ａnから一定時間応答が戻ってこない場合は、当該管理装置２０ａ

1，２０ａ2，・・・，２０ａnへの問合せ処理を中断し、割当部３４ｂによって、次に割
り当てられた管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対する問合せ処理を行う。
【００５０】
　群管理装置３０は、上述の問合せ処理によって管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２
０ａnから取得した空気調和装置の運転状況に関する情報に基づいて、空気調和装置群１
５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂn毎の空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃn

の運転状況の把握を開始する（ステップＳ１０７）。ここで、群管理制御部３４は、空気
調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの中に、異常が発生している空気調和装
置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnがあるか否かを判断する（ステップＳ１０８）。
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１つでも異常が発生している空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnがある場
合、群管理制御部３４は、第１表示部３２ａにおいて、当該空気調和装置１０ｃ1，１０
ｃ2，・・・，１０ｃnが属する空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの運
転状況を「異常」と表示し（ステップＳ１０９）、異常が発生している空気調和装置１０
ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnがない場合は、第１表示部３２ａに「正常」と表示する
（ステップＳ１１０）。
【００５１】
　さらに、群管理制御部３４は、各空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂn

の中に、運転中の空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnがあるか否かを判断
する（ステップＳ１１１）。１つでも運転中の空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，
１０ｃnがある場合、群管理制御部３４は、第１表示部３２ａにおいて、当該空気調和装
置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの運転状況を「運転」と表示し（ステップＳ１
１２）、いずれの空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnも停止中である場合
は、第１表示部３２ａにおいて、「停止」と表示する（ステップＳ１１３）。群管理制御
部３４は、全ての空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの運転状況の把握
が終了するまでステップＳ１０７からステップＳ１１３を繰り返し、全ての空気調和装置
群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnについて運転状況の把握が終了したら（ステップ
Ｓ１１４）、次のステップＳ１１５に進む。
【００５２】
　群管理制御部３４は、空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの運転状況
に「異常」があるか否かを判断する（ステップＳ１１５）。ここで、１つでも異常が発生
している空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnがある場合、第２表示部に
「異常」と表示する（ステップＳ１１６）。いずれの空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，
・・・，１５ｂnにも異常が発生していない場合、第２表示部に「正常」と表示する（ス
テップＳ１１７）。また、群管理制御部３４は、空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・
・，１５ｂnの運転状況に「運転」があるか否かを判断する（ステップＳ１１８）。１つ
でも運転中の空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnがある場合、第２表示
部に「運転」と表示する（ステップＳ１１９）。いずれの空気調和装置群１５ｂ1，１５
ｂ2，・・・，１５ｂnも運転していない場合、第２表示部に「停止」と表示する（ステッ
プＳ１２０）。
【００５３】
　なお、群管理装置３０は、定期的に、及び／もしくは群管理プログラムの管理画面が操
作される度にステップＳ１０７からステップＳ１２０の処理を実行し、第１表示部３２ａ
及び第２表示部３２ｂに表示される運転状況を更新する（ステップＳ１２１）。
【００５４】
　ここで、第１表示部３２ａに表示された空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１
５ｂnの所定の部分が選択されると（ステップＳ１２２）、群管理装置３０の表示制御部
３４ｄは、当該空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnが接続された管理装
置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対して管理プログラムの管理画面に関する情報
を要求する（ステップＳ１２３）。情報要求を受信した管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・
・，２０ａnは（ステップＳ１２４）、管理
プログラムの管理画面に関する情報を群管理装置３０に向けて送信する（ステップＳ１２
５）。なお、表示制御部３４ｄが管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対して
管理プログラムの管理画面に関する情報を要求する際、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・
・，２０ａnにおいて管理プログラムが起動していない場合には、管理プログラムを管理
装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａn内で起動させ、起動した管理プログラムの管理
画面に関する情報を取得する。表示制御部３４ｄは、その後、群管理表示部３２において
、ウェブブラウザを用いて管理プログラムの管理画面を表示させる（ステップＳ１２６）
。
【００５５】
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　〈特徴〉
　（１）本実施形態において例示した物件のように、１つの敷地内に複数の建物が分散し
て設置され、それぞれの建物に複数の空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃn

が備えられるような物件では、効率よく空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃ

nを管理するために、これらの空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnを複数の
空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnからなる群に分け、群毎に管理装置２
０ａ，２０ｂ，・・・を接続して空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの集
中管理を行うことが好ましい。しかし、群の数が増え、群に接続する管理装置の数が増え
ると、群管理装置３０から各管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対して空気
調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの運転状況の問合せ処理を行う場合に、通
信状態により群管理装置３０において取得する情報について、情報を取得する時間のずれ
が大きくなる可能性がある。すなわち、いずれかの管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，
２０ａnに対する問合せ処理において通信異常等が発生すると、他の管理装置２０ａ1，２
０ａ2，・・・，２０ａnへの問合せ処理を行うことができないため、全管理装置２０ａ1

，２０ａ2，・・・，２０ａnから空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの運
転状況に関する情報を取得するために長時間を要し、最初に取得した情報と最後に取得し
た情報とでは、情報を取得した時間に大きな差が生じる場合がある。
【００５６】
　本実施形態に係る群管理装置３０では、所定の条件に基づいて、適当な数の問合せ処理
部３４ａ1，３４ａ2，・・・を設け、並行して複数の管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・
，２０ａnに対する問合せ処理が実行できる。また、割当部３４ｂが、問合せ処理部３４
ａ1，３４ａ2，・・・の問合せ状況を確認して、問合せ処理部３４ａ1，３４ａ2，・・・
をどの管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対する問合せ処理に割り当てるか
を決定するため、迅速に全管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対する問合せ
処理を行うことができる。その結果、群管理装置３０において取得する空気調和装置１０
ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの運転状況に関する情報については、情報を取得する時
間のずれが小さく、群管理プログラムの管理画面においても各管理装置２０ａ1，２０ａ2

，・・・，２０ａnに接続される空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの同
時期の運転状況を把握することができる。
【００５７】
　（２）さらに、本実施形態に係る群管理装置３０では、群管理装置３０から管理装置２
０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnのそれぞれに制御命令を送信することによって、管理
装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnで起動している管理プログラムの管理画面を群
管理装置３０の群管理表示部３２に表示させることができ、また、群管理装置３０から管
理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnを介して、各管理装置２０ａ1，２０ａ2，・
・・，２０ａnに接続されている空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの一括
停止及び一括運転を行うことができる。
【００５８】
　なお、群管理装置３０から各管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対する上
述のような制御命令の送信は、問合せ処理部３４ａ1，３４ａ2，・・・による管理装置２
０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnへの問合せ処理が全て終了してから行われる。すなわ
ち、問合せ処理部３４ａ1，３４ａ2，・・・が全管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２
０ａnに対する問合せ処理を終了してからでなければ、群管理装置３０からの一括停止又
は一括運転の命令や、管理プログラムの管理画面の表示の制御命令等、管理装置２０ａ1

，２０ａ2，・・・，２０ａnに対する制御命令を送信することができない。しかし、本実
施形態に係る群管理装置３０では、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対す
る問合せ処理に要する時間を長時間確保する必要がないため、その他の制御命令も管理装
置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対して速やかに送信することができる。
【００５９】
　〈第２実施形態〉
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　次に、本発明の第２実施形態に係る群管理システム１００について説明する。なお、群
管理装置１３０の構成を除いては、第１実施形態に係る群管理システム１００の構成と同
様であるため、全体構成、空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの構成、及
び管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnの構成については説明を省略する。
【００６０】
　（１）群管理装置１３０の概略構成
　群管理装置１３０は、空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnが設けられた
物件において、例えば、空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃn等の管理を行
うシステム管理者等が待機する場所に一台設置されている。また、群管理装置１３０は、
複数の管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに接続されており、各管理装置２０
ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnが集中管理する空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・
，１０ｃnの運転状況を、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnを介して取得する
。また、群管理装置１３０は、取得した空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃ

nの運転状況を、それぞれが属する空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂn毎
に集中管理する。
【００６１】
　群管理装置１３０は、図１２に示すように、主として、群管理通信部１３１、群管理表
示部１３２、群管理記憶部１３３及び群管理制御部１３４から構成されている。なお、群
管理通信部１３１及び群管理表示部１３２は、第１実施形態の群管理通信部３１及び群管
理表示部３２と同じであるため、説明を省略する。
【００６２】
　群管理記憶部１３３には、群管理装置１３０に接続された空気調和装置群１５ｂ1，１
５ｂ2，・・・，１５ｂnを集中管理するための群管理プログラムを格納する領域１３３ａ
、問合せ状況記憶領域１３３ｂ、及び処理情報記憶領域１３３ｃが確保されている。問合
せ状況記憶領域１３３ｂは、後述する問合せ処理部１３４ａによる問合せ処理の状況を記
憶する。また、問合せ状況記憶領域１３３ｂに記憶される問合せ処理の状況は、問合せ処
理部１３４ａが管理システム１００内に設置された管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，
２０ａnの全ての問合せ処理を行うたびに更新される。処理情報記憶領域１３３ｃには、
後述の問合せ処理部１３４ａが管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnから取得し
た空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの運転状況に関する情報が記憶され
る。
【００６３】
　群管理制御部１３４は、問合せ処理部１３４ａ、決定部１３４ｂ、表示制御部１３４ｃ
、一括表示受付部１３４ｄ、一括運転部１３４ｅ、及び一括停止部１３４ｆを有する。な
お、表示制御部１３４ｃ、一括表示受付部１３４ｄ、一括運転部１３４ｅ、及び一括停止
部１３４ｆは、第１実施形態の表示制御部３４ｄ、一括表示受付部３４ｅ、一括運転部３
４ｆ、及び一括停止部３４ｇと同じであるため、説明を省略する。
【００６４】
　問合せ処理部１３４ａは、群管理装置１３０において群管理プログラムが実行された際
、空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの運転状況を把握するために、管
理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnへの問合せ処理を行う。問合せ処理とは、第
１実施形態で説明した問合せ処理と同様に、問合せ処理部１３４ａが、管理装置２０ａ1

，２０ａ2，・・・，２０ａnに対し、それぞれが集中管理する空気調和装置１０ｃ1，１
０ｃ2，・・・，１０ｃnの運転状況の問合せを行う処理である。なお、問合せ処理部１３
４ａによる問合せ処理は繰り返し行われる。本実施形態では、群管理装置１３０には、管
理装置２０ａ1から管理装置２０ａ150の１５０台が接続されており、問合せ処理部１３４
ａは、第１管理装置２０ａ1から第１５０管理装置２０ａ150まで対する問合せ処理が終了
すると、再度第１管理装置２０ａ1への問合せ処理を開始する。なお、問合せ処理部１３
４ａによる問合せ処理に対し、タイムアウト時間（本実施形態では２０秒）が経過する前
に管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnからの応答がない場合は、問合せ処理が
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正常に行われなかった旨が、群管理表示部１３２に表示される。
【００６５】
　決定部１３４ｂは、問合せ状況記憶領域１３３ｂに記憶された問合せ処理の状況に基づ
いて、問合せ処理を行う管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnの順番を決定する
。図１３を用いて詳細に説明する。例えば、１回目の問合せ処理は、問合せ処理部１３４
ａが第１管理装置から第１５０管理装置まで順番に問合せ処理を行う。２回目の第１問合
せ処理では、決定部１３４ｂが、問合せ状況記憶領域１３３ｂに記憶された問合せ処理の
状況に基づいて、問合せ処理を行う管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnの順番
を決定する。例えば、１回目の第２管理装置２０ａ2に対する問合せ処理に通信異常が有
った場合、決定部１３４ｂは、２回目に、問合せ処理部１３４ａが問合せ処理を行う順番
を、第２管理装置２０ａ2を飛ばして、第１管理装置２０ａ1の次に第３管理装置２０ａ3

への問合せ処理を行うように決定する。したがって、問合せ処理部１３４ａは第１５０管
理装置２０ａ150までの問合せ処理が終了してから、第２管理装置２０ａ2への問合せ処理
を行う。
【００６６】
　群管理制御部１３４では、上述の処理情報記憶領域１３３ｃに記憶された空気調和装置
１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの運転状況に関する情報に基づき、空気調和装置群
１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの運転状況が所定の状況であるか否かを第１表示部
１３２ａ及び第２表示部１３２ｂに表示する。なお、ここで所定の状況とは、第１実施形
態と同様、運転や異常の状況である。群管理制御部１３４により判断される空気調和装置
群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの運転状況、及び判断結果の第１表示部１３２ａ
及び第２表示部１３２ｂへの表示は第１実施形態において図７を用いて説明したものと同
様であるので、説明を省略する。
【００６７】
　なお、群管理装置１３０から管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対する通
信は、問合せ処理部１３４ａによる運転状況の問合せ処理のための通信が優先される。す
なわち、表示制御部１３４ｃ、一括表示受付部１３４ｄ、一括運転部１３４ｅ、一括停止
部１３４ｆからの管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対する制御信号の送信
は、問合せ処理部１３４ａによる管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnへの問合
せ処理が終了した後に、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnへ送信される。
【００６８】
　〈群管理システム１００における処理の流れ〉
　次に、第２実施形態に係る群管理システム１００における群管理プログラムの制御の流
れについて、図１４を用いて説明する。なお、本実施形態に係る群管理プログラムの制御
の流れは、ステップＳ２０８以降の制御が第１実施形態に係る群管理プログラムの制御の
流れで説明したステップＳ１０７以降の制御の流れと同じである。また、図１４に示すＡ
以降の処理は、第１実施形態で図１０及び図１１を用いて説明した制御の流れと同様であ
る。したがって、本実施形態では、ステップＳ２０７までの制御の流れを説明し、図１４
におけるステップＳ２０８～ステップＳ２１１の説明、及びＡ以降の処理を説明する図面
及びその説明を省略する。
【００６９】
　まず、決定部１３４ｂが、問合せ状況記憶領域１３３ｂに問い合わせ処理の状況が記憶
されているか否かを判断する（ステップＳ２０１）。問合せ状況記憶領域１３３ｂに記憶
されている過去の問合せ状況に関する情報がある場合は、決定部１３４ｂがその状況を確
認し（ステップＳ２０２）、その状況に基づいて、問合せ処理部１３４ａが問合せ処理を
行う管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnの順番を決定する（ステップＳ２０３
）。その後、問合せ処理部１３４ａは、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに
対する問合せ処理を開始し（ステップＳ２０４）、その問合せ処理の状況が問合せ状況記
憶領域１３３ｂに記憶される（ステップＳ２０５）。また、問合せ処理部１３４ａは、管
理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnから取得した空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2
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，・・・，１０ｃnに関する運転状況に関する情報を群管理記憶部１３３に記憶する（ス
テップＳ２０６）。なお、問合せ処理部１３４ａは、問合せ処理を行っている管理装置２
０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnから一定時間応答が戻ってこない場合は、当該管理装
置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnへの問合せ処理を中断し、決定部１３４ｂによっ
て決定された次の順番に当たる管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnへの問合せ
処理を行う。問合せ処理部１３４ａによる問合せ処理は群管理装置１３０に接続されてい
る全ての管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対する問合せ処理が終了するま
で行われる（ステップＳ２０７）。
【００７０】
　〈特徴〉
　（１）本実施形態に係る群管理装置１３０では、問合せ処理部１３４ａによる過去の問
合せ処理の状況に基づいて、過去の問合せ処理が正常に行われた管理装置２０ａ1，２０
ａ2，・・・，２０ａnへの問合せ処理を優先させるように、決定部１３４ｂが問合せ処理
の順番を決定する。通信異常等がない管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnへの
問合せ処理を優先させることで、群管理装置１３０で取得する空気調和装置１０ｃ1，１
０ｃ2，・・・，１０ｃnの運転状況に関する情報は時間のずれが小さく、群管理プログラ
ムの管理画面に、同時期に取得された情報に基づく空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・
・・，１５ｂnの運転状況を表示することができる。
【００７１】
　（２）本実施形態に係る群管理装置１３０では、群管理装置１３０から管理装置２０ａ

1，２０ａ2，・・・，２０ａnのそれぞれに制御命令を送信することによって、管理装置
２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnで起動している管理プログラムの管理画面を群管理
装置３０の群管理表示部１３２に表示させることができ、また、群管理装置１３０から管
理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnを介して、各管理装置２０ａ1，２０ａ2，・
・・，２０ａnに接続されている空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの一括
停止及び一括運転を行うことができる。
【００７２】
　〈第３実施形態〉
　次に、本発明の第３実施形態に係る群管理システム１００について説明する。なお、群
管理装置２３０の構成を除いては、第１実施形態に係る群管理システム１００の構成と同
様であるため、全体構成、空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの構成、及
び管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnの構成については説明を省略する。
【００７３】
　（１）群管理装置２３０の概略構成
　群管理装置２３０は、空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnが設けられた
物件において、例えば、空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃn等の管理を行
うシステム管理者等が待機する場所に一台設置されている。また、群管理装置２３０は、
複数の管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに接続されており、各管理装置２０
ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnが集中管理する空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・
，１０ｃnの運転状況を、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnを介して取得する
。また、群管理装置２３０は、取得した空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃ

nの運転状況を、それぞれが属する空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂn毎
に集中管理する。
【００７４】
　群管理装置２３０は、図１５に示すように、主として、群管理通信部２３１、群管理表
示部２３２、群管理記憶部２３３及び群管理制御部２３４から構成されている。なお、群
管理通信部２３１及び群管理表示部２３２は、第１実施形態の群管理通信部３１及び群管
理表示部３２と同じであるため、説明を省略する。
【００７５】
　群管理記憶部２３３には、群管理装置２３０に接続された空気調和装置群１５ｂ1，１
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５ｂ2，・・・，１５ｂnを集中管理するための群管理プログラムを格納する領域２３３ａ
、検出結果記憶領域２３３ｂ、及び処理情報記憶領域２３３ｃが確保されている。検出結
果記憶領域２３３ｂは、後述する通信異常検出部２３４ｂによる検出結果を記憶する。処
理情報記憶領域２３３ｃには、後述の問合せ処理部２３４ａが管理装置２０ａ1，２０ａ2

，・・・，２０ａnから取得した空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの運転
状況に関する情報が記憶される。
【００７６】
　群管理制御部２３４は、問合せ処理部２３４ａ、通信異常検出部２３４ｂ、表示制御部
２３４ｃ、一括表示受付部２３４ｄ、一括運転部２３４ｅ、及び一括停止部２３４ｆを有
する。なお、表示制御部２３４ｃ、一括表示受付部２３４ｄ、一括運転部２３４ｅ、及び
一括停止部２３４ｆは、第１実施形態の表示制御部３４ｄ、一括表示受付部３４ｅ、一括
運転部３４ｆ、及び一括停止部３４ｇと同じであるため、説明を省略する。
【００７７】
　問合せ処理部２３４ａは、群管理装置２３０において群管理プログラムが実行された際
、空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの運転状況を把握するために、管
理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnへの問合せ処理を行う。問合せ処理とは、第
１実施形態で説明した問合せ処理と同様に、問合せ処理部２３４ａが、管理装置２０ａ1

，２０ａ2，・・・，２０ａnのそれぞれが集中管理する空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，
・・・，１０ｃnの運転状況の問合せを行う処理である。なお、問合せ処理部２３４ａに
よる問合せ処理は所定の間隔（本実施形態では、１０分間隔）で繰り返し行われる。本実
施形態では、群管理装置２３０には、管理装置２０ａ1から管理装置２０ａ150の１５０台
が接続されており、問合せ処理部２３４ａは、第１管理装置２０ａ1から第１５０管理装
置２０ａ150まで対する問合せ処理が終了すると、再度第１管理装置２０ａ1への問合せ処
理を開始する。なお、問合せ処理部２３４ａによる問合せ処理に対し、タイムアウト時間
（本実施形態では２０秒）が経過する前に管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａn

からの応答がない場合は、問合せ処理が正常に行われなかった旨が、群管理表示部２３２
において表示される。
【００７８】
　通信異常検出部２３４ｂは、群管理装置２３０から各管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・
・，２０ａnに対する通信状態に異常が有るか否かを検出する。ここで、通信異常検出部
２３４ｂは、例えば、各管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対して通信確認
を行うための短いデータを送信し、通信に異常が有るか否かを確認する。本実施形態では
、上述したように、群管理装置２３０に１５０台の管理装置２０ａ1－２０ａ150が接続さ
れており、通信異常検出部２３４ｂは、１５０台の管理装置２０ａ1－２０ａ150に対して
短いデータを送信し群管理装置２３０との通信状態を確認する。また、図１６に示すよう
に、通信異常検出部２３４ｂは、群管理装置２３０と管理装置２０ａ1－２０ａ150との通
信状態の確認を繰り返し行う。検出結果は、通信異常検出部２３４ｂが各管理装置２０ａ

1－２０ａ150に対する通信状態を確認する度に、上述の検出結果記憶領域２３３ｃに記憶
される。なお、通信異常検出部２３４ｂが１５０台の管理装置２０ａ1－２０ａ150に対す
る通信状態の確認が終了すると、検出結果記憶領域２３３ｂで記憶される検出結果に基づ
き、通信が正常な管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnを示すリストが形成され
る。上述の問合せ処理部２３４ａは、次に行う問合せ処理を、当該リストに示される管理
装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対してのみ行う。なお、通信異常検出部２３
４ｂにより、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnとの通信異常が検出された場
合、また、問合せ処理部２３４ａによる問合せ処理に異常があった場合は、その旨が群管
理表示部２３２に表示される。
【００７９】
　群管理制御部２３４は、上述の処理情報記憶領域２３３ｃに記憶された空気調和装置１
０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの運転状況に関する情報に基づき、空気調和装置群１
５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの運転状況が所定の状況であるか否かを判断し、その
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判断結果を第１表示部２３２ａ及び第２表示部２３２ｂに表示する。なお、ここで所定の
状況とは、第１実施形態と同様、運転や異常の状況である。群管理制御部２３４により判
断される空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの運転状況、及び判断結果
の第１表示部２３２ａ及び第２表示部２３２ｂへの表示については、第１実施形態におい
て図７を用いて説明したものと同様であるので、説明を省略する。
【００８０】
　なお、群管理装置２３０から管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対する通
信は、問合せ処理部２３４ａによる運転状況の問合せ処理を優先する。すなわち、表示制
御部２３４ｃ、一括表示受付部２３４ｄ、一括運転部２３４ｅ、一括停止部２３４ｆから
の管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対する制御信号の送信は、問合せ処理
部２３４ａによる管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnへの問合せ処理が終了し
た後に、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnへ送信される。また、通信異常検
出部２３４ｂによる処理は上述の問合せ処理及び制御信号の送信の後に行われる。
【００８１】
　〈群管理システム１００における処理の流れ〉
　次に、第３実施形態に係る群管理システム１００における群管理プログラムの制御の流
れについて、図１７及び図１８を用いて説明する。なお、本実施形態に係る問合せ処理部
２３４ａによる処理の流れのステップＳ３１０以降は、第１実施形態に係る群管理プログ
ラムの制御の流れで説明したステップＳ１０７以降の制御の流れと同じである。また、図
１８に示すＡ以降の処理は、第１実施形態で図１０及び図１１を用いて説明した制御の流
れと同様である。したがって、本実施形態では、ステップＳ３０９までの制御の流れを説
明し、図１８におけるステップＳ３１０～ステップＳ３１３の説明、及びＡ以降の処理を
説明する図面及び説明を省略する。
【００８２】
　本実施形態において、通信異常検出部２３４ｂによる通信状態の確認と、問合せ処理部
２３４ａの問合せ処理がそれぞれ並行して行われる。ここでは、まず通信異常検出部２３
４ｂの処理の流れについて、図１７を用いて説明する。通信異常検出部２３４ｂは、群管
理装置２３０に接続されている管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対し順番
に通信状態の確認を行う（ステップＳ３０１）。通信異常検出部２３４ｂによる通信確認
の結果は、各管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対する通信状態を確認する
たびに検出結果記憶領域２３３ｂに記憶される（ステップＳ３０２）。通信異常検出部２
３４ｂは、群管理装置２３０に接続されている全ての管理装置の２０ａ1，２０ａ2，・・
・，２０ａn対して、通信状態の確認行う（ステップＳ３０３）。全ての管理装置に対す
る通信状態の確認が終了すると、検出結果記憶領域２３３ｂに記憶された検出結果に基づ
き、通信が正常に行われた管理装置を示すリストが作成される（ステップＳ３０４）。
【００８３】
　次に、問合せ処理部２３４ａによる処理の流れについて図１８を用いて説明する。問合
せ処理部１３４ａは、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対する空気調和装
置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの運転状況の問合せ処理を行う前に、上述の通信
異常検出部２３４ｂによる通信が正常であった管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０
ａnを示す検出結果リストの有無を確認する（ステップＳ３０５）。検出結果リストがあ
る場合、問合せ処理部２３４ａは、当該リストを確認し（ステップＳ３０６）、リストに
示される管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対する問合せ処理を行う（ステ
ップＳ３０７）。また、検出結果リストがない場合は、全ての管理装置２０ａ1，２０ａ2

，・・・，２０ａnに対して空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの運転状況
の問合せ処理を行う（ステップＳ３０７）。ここで、問合せ処理部２３４ａは、問合せ処
理を行っている管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnから一定時間応答が戻って
こない場合は、当該管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnへの問合せ処理を中断
し、検出結果リストに示される他の管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnへの問
合せ処理を行う。なお、問合せ処理によって得られた情報は、群管理記憶部２３３に記憶
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される（ステップＳ３０８）。問合せ処理部２３４ａによる問合せ処理は群管理装置１３
０に接続されている全ての管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対して問合せ
処理が終了するまで行われる（ステップＳ３０９）。
【００８４】
　〈特徴〉
　（１）本実施形態に係る群管理装置２３０では、通信異常検出部２３４ｂが、問合せ処
理部２３４ａと並行して群管理装置２３０と管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａ

nとの通信状態を確認しており、問合せ処理部２３４ａは、通信異常検出部２３４ｂによ
り検出された検出結果に基づいて、過去の問合せ処理が正常に行われた管理装置２０ａ1

，２０ａ2，・・・，２０ａnに対して問合せ処理を行う。通信異常の検出と問合せ処理と
をそれぞれ並行して行うことで、問合せ処理部２３４ａは、通信異常検出部２３４ｂによ
る検出結果に基づき、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnへの問合せを行うこ
とができ、その結果、群管理装置３０で得られる空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・
，１０ｃnの運転状況に関する情報は、通信異常による情報取得の遅滞等の影響が少なく
、情報を取得する時間のずれも小さい。したがって、群管理プログラムの管理画面に、同
時期に取得された情報に基づいた空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの
運転状況を表示することができる。
【００８５】
　〈変形例〉
　（１）第１から第３実施形態において、管理対象となる空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2

，・・・，１０ｃnは、同一種類の空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnから
構成されるものに限られず、複数種類の空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃ

nから構成されるものであってもよい。
【００８６】
　また、設備機器は、空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃn以外の設備機器
であっても良い。例えば、電源設備、給排水装置、加湿器、昇降機、照明装置、防災装置
、防犯装置等であってもよく、また、複数の種類の機器が組み合わせられたものであって
もよい。
【００８７】
　（２）第１から第３実施形態において、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａn

と群管理装置３０はイントラネット回線以外で接続されていてもよい。例えば、専用の制
御線、インターネット回線、又は電話回線で接続されるものであってもよい。
【００８８】
　（３）第１実施形態において説明した群管理プログラムの制御の流れについて、空気調
和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの運転状況及びシステム全体の運転状況の
判断は、異常発生の有無、運転中か否か、の順番で行われたが、運転状況の判断はこの順
番に限られるものではなく、運転中か否かを判断した後で、異常発生の有無を判断しても
よい。
【００８９】
　（４）第１実施形態における群管理装置３０が、問合せ処理部３４ａ1，３４ａ2，・・
・による問合せ処理の状況を記憶する問合せ状況記憶領域３３ｃをさらに確保し、割当部
３４ｂは、問合せ状況記憶領域３３ｃに記憶されている問合せ状況に基づいて、問合せ処
理部３４ａ1，３４ａ2，・・・を各管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnへの問
合せ処理に割り当ててもよい。問合せ状況記憶領域３３ｃに記憶される問合せ処理の状況
は、問合せ処理部３４ａ1，３４ａ2，・・・が管理システム１００内に設置された管理装
置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnの全ての問合せ処理を行うたびに更新される。し
たがって、割当部３４ｂは、問合せ状況記憶領域３３ｃの問合せ状況から、前回の問合せ
処理の状況を把握することができ、前回の問合せ処理において通信が正常に行われた管理
装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対する問合せ処理を優先して行うように問合
せ処理部３４ａ1，３４ａ2，・・・を割り当ててもよい。この場合、前回の問合せ処理に
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おいて、通信が正常に行われた全ての管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対
する問合せ処理が終了した後で、前回の問合せ処理で通信異常が発生した管理装置２０ａ

1，２０ａ2，・・・，２０ａnに対する問合せ処理を行わせるように割り当てる。それに
より、群管理装置３０で得られる空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの運
転状況に関する情報は、通信異常による影響を受けにくく、群管理装置の管理画面では同
時期に取得された情報に基づく運転状況を確認することができる。
【００９０】
　（５）第３実施形態における群管理装置２３０において、第１回目の通信異常検出部２
３４ｂの処理が、問合せ処理部２３４ａによる問合せ処理により兼ねられていても良い。
すなわち、問合せ処理部２３４ａが管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに問合
せ処理を行った結果を、検出結果記憶領域２３３ｂに記憶させ、その記憶された検出結果
に基づいて、問合せ処理部２３４ａが次の問合せ処理を行っても良い。
【００９１】
　（６）第１から第３実施形態における管理システム１００では、群管理装置３０，１３
０，２３０において各管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnの操作を行い、管理
装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnで管理される空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，
・・・，１０ｃnを管理するが、群管理装置３０，１３０，２３０以外の場所から各管理
装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnの操作を行えるように設計しても構わない。例
えば、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnと、群管理装置３０，１３０，２３
０とを接続するイントラネット回線またはインターネット回線に、他の装置（ｗｅｂクラ
イアント）４０（関係者管理装置に相当）を接続させ、ｗｅｂクライアント４０から管理
装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnを操作できるように設計してもよい（図１９参
照）。
【００９２】
　ここで、ｗｅｂクライアント４０は、空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃ

nの関係者が有する一般のパーソナルコンピュータである。空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ

2，・・・，１０ｃnの関係者とは、群管理装置３０の設置場所で空気調和装置１０ｃ1，
１０ｃ2，・・・，１０ｃnを管理する上記システム管理者を含む空気調和装置１０ｃ1，
１０ｃ2，・・・，１０ｃnの管理者である。また、ｗｅｂクライアント４０は、上述した
ように、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnと、群管理装置３０，１３０，２
３０とを接続するイントラネット回線またはインターネット回線に接続され、ｗｅｂクラ
イアント４０と管理装置との通信、あるいはｗｅｂクライアント４０と群管理装置３０，
１３０，２３０との通信は、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnと群管理装置
３０，１３０，２３０との通信プロトコルと同一の通信プロトコル（例えば、ｈｔｔｐ通
信）を用いて通信させる。
【００９３】
　以下、群管理装置３０と、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnと、空気調和
装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnとからなるシステムに、ｗｅｂクライアント４
０を設けた管理システム２００（図１９参照）の構成を例示するが、群管理装置３０の代
わりに群管理装置１３０，２３０を用いた場合も同様である。また、群管理装置３０，１
３０，２３０及び管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnの構成については、上記
実施形態で説明した構成に追加される構成についてのみ説明
する。
【００９４】
　＜例示１＞
　各管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnにｗｅｂサーバとしての機能をもたせ
る。さらに、各管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnに管理プログラムを実行す
るためのＪＡＶＡアプレット等のプログラムを記憶させる。Ｗｅｂクライアント４０は、
各管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnからＪＡＶＡアプレット等のプログラム
をダウンロードする。



(19) JP 4582167 B2 2010.11.17

10

20

30

40

50

【００９５】
　これにより、群管理装置３０において各管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａn

の操作が行えるだけではなく、ｗｅｂクライアント４０においても各管理装置２０ａ1，
２０ａ2，・・・，２０ａnの操作を行い、各管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａ

nで管理される空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnをそれぞれ管理すること
ができる。そのため、例えば、群管理装置３０が故障等によりダウンした場合であっても
、管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnのそれぞれに直接出向くことなく、空気
調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnを管理することができる。
【００９６】
　＜例示２＞
　群管理装置３０にｗｅｂサーバとしての機能をもたせる。さらに、群管理装置３０に各
管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnの管理プログラムを実行するためのＪＡＶ
Ａアプレット等のプログラムであって、レイアウト情報を付加したプログラムを記憶させ
る。レイアウト情報とは、各空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnが設置さ
れている部屋または建物のレイアウトを示す情報であり、例えば、図４に示すようなレイ
アウトである。Ｗｅｂクライアント４０は、群管理装置３０からレイアウト情報が付加さ
れたＪＡＶＡアプレット等のプログラムをダウンロードする。
【００９７】
　これにより、ｗｅｂクライアント４０において、群管理装置３０からダウンロードした
ＪＡＶＡアプレット等のプログラムおよびレイアウト情報を用いて、各管理装置２０ａ1

，２０ａ2，・・・，２０ａnの操作を行い、各管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０
ａnで管理される空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnをそれぞれ管理するこ
とができる。
【００９８】
　＜例示３＞
　各管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａn及び群管理装置３０にｗｅｂサーバと
しての機能をもたせる。各管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnには、各管理装
置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnの管理プログラムを実行するためのＪＡＶＡアプ
レット等のプログラムを記憶させる。群管理装置３０には、上述した管理装置２０ａ1，
２０ａ2，・・・，２０ａnのレイアウト情報を記憶させる。Ｗｅｂクライアント４０は、
各管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnからＪＡＶＡアプレット等のプログラム
をダウンロードし、群管理装置３０からレイアウト情報をダウンロードする。
【００９９】
　これにより、ｗｅｂクライアント４０において、群管理装置３０からダウンロードした
レイアウト情報を用いて各管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnを操作し、各管
理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnで管理される空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2

，・・・，１０ｃnを管理することができる。
【０１００】
　＜例示４＞
　各管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａn及び群管理装置３０にｗｅｂサーバと
しての機能をもたる。各管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnには、各管理装置
２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnの管理プログラムを実行するためのＪＡＶＡアプレ
ット等のプログラムを記憶させる。群管理装置３０には、群管理プログラムを実行するた
めのＪＡＶＡアプレット等のプログラムを記憶させる。Ｗｅｂクライアント４０は、各管
理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａn及び群管理装置３０から、それぞれに記憶さ
れているＪＡＶＡアプレット等のプログラムをダウンロードする。
【０１０１】
　これにより、ｗｅｂクライアント４０において、各管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・
，２０ａnで管理される空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの管理を個別に
行うことができ、かつ、群管理装置３０で管理される空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，
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・・・，１５ｂnの包括的な管理を行うこともできる。
【０１０２】
　上記、例示１～例示４のような構成にすることにより、群管理装置３０，１３０，２３
０で行っていた空気調和装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの包括的な管理及び
／あるいは管理装置２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａnで行われる空気調和装置１０ｃ1

，１０ｃ2，・・・，１０ｃnの管理を、一般のパーソナルコンピュータであるｗｅｂクラ
イアント４０から行うことが可能になる。すなわち、群管理装置３０，１３０，２３０以
外の場所で、空気調和装置１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃnおよび／または空気調和
装置群１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂnの運転操作および運転状況の閲覧を行うこと
ができる。
【０１０３】
　〈他の実施形態〉
　以上、本発明の実施形態について図面に基づいて説明したが、具体的な構成は、これら
の実施形態に限られるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１０４】
　本発明は、複数の管理装置にそれぞれ接続された複数の空気調和装置群、及び空気調和
装置群に属する複数の空気調和装置を一括して管理することを可能にし、複数の管理装置
から取得する設備機器の運転状況に関する情報について、情報を取得する時間のずれを小
さくすることができる群管理装置又は群管理プログラムとして有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】本発明の第１乃至第３実施形態に係る群管理システムの全体構成を示す図である
。
【図２】本発明の第１乃至第３実施形態に係る空気調和装置の構成を示す図である。
【図３】本発明の第１乃至第３実施形態に係る管理装置の構成を示す図である。
【図４】本発明の第１乃至第３実施形態に係る管理プログラムの管理画面を示す図である
。
【図５】本発明の第１実施形態に係る群管理装置の構成を示す図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係る群管理プログラムの通信方法を示す図である。
【図７】本発明の第１乃至第３実施形態に係る群管理プログラムの管理画面を示す図であ
る。
【図８】本発明の第１乃至第３実施形態に係る群管理プログラムの管理画面を示す図であ
る。
【図９】本発明の第１実施形態に係る群管理プログラムによる制御の流れを示す図である
。
【図１０】本発明の第１乃至第３実施形態に係る群管理プログラムによる制御の流れを示
す図である。
【図１１】本発明の第１乃至第３実施形態に係る群管理プログラムによる制御の流れを示
す図である。
【図１２】本発明の第２実施形態に係る群管理装置の構成を示す図である。
【図１３】本発明の第２実施形態に係る群管理プログラムの通信方法を示す図である。
【図１４】本発明の第２実施形態に係る群管理プログラムによる制御の流れを示す図であ
る。
【図１５】本発明の第３実施形態に係る群管理装置の構成を示す図である。
【図１６】本発明の第３実施形態に係る群管理プログラムの通信方法を示す図である。
【図１７】本発明の第３実施形態に係る群管理プログラムによる制御の流れを示す図であ
る。
【図１８】本発明の第３実施形態に係る群管理プログラムによる制御の流れを示す図であ
る。
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【図１９】本発明の変形例（６）に係る群管理システムの全体構成を示す図である。
【符号の説明】
【０１０６】
１０ｃ1，１０ｃ2，・・・，１０ｃn　空気調和装置
１５ｂ1，１５ｂ2，・・・，１５ｂn　空気調和装置群
２０ａ1，２０ａ2，・・・，２０ａn　管理装置
３０，１３０，２３０　群管理装置
３１，１３１，１３１　群管理通信部
３２，１３２，２３２　群管理表示部
３３，１３３，２３３　群管理記憶部
３４，１３４，２３４　群管理制御部
１００　　　　　群管理システム

【図１】 【図２】



(22) JP 4582167 B2 2010.11.17

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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