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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受電点から末端に至る複数の階層毎に複数のフィーダに分岐され、前記末端に接続され
た被制御機器へ電力を供給する電源系統の使用電力量削減ガイダンスを表示装置に表示す
る使用電力量削減ガイダンスシステムであって、
　前記電源系統の各フィーダ部分にそれぞれ設けられ、対応するフィーダにおける供給電
力値を計測するメータと、
　これら各メータ別に設けられ、その計測値及び削減希望電力値をそれぞれ前記表示装置
上に表示可能で、かつ前記削減希望電力値を個別に設定可能なメータ表示器と、
　前記各被制御機器別に設けられ、末端フィーダのメータ表示器に対応して前記表示装置
上に配置され、この末端のフィーダに接続される前記被制御機器に対する制御手法を指定
可能で、指定された制御手法を前記表示装置上に表示する制御手法指定表示手段と、
　前記各被制御機器別に、前記指定された制御手法における制御パラメータ変更に伴う電
力削減量がそれぞれ設定されている電力削減量記憶手段と、
　前記メータ表示器に設定された削減希望電力値と、前記電力削減量記憶手段に記憶され
た制御パラメータ変更に伴う電力削減量とから、削減希望電力値が設定されたメータ表示
器の末端側に連なる被制御機器について、前記設定された削減希望電力値を実現するため
に、対応する制御パラメータをどれだけ変更するか算出し、その結果を前記表示装置にガ
イダンス表示させるガイダンス制御手段と、
　を備えたことを特徴とする使用電力量削減ガイダンスシステム。
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【請求項２】
　前記表示装置は、前記各メータ別のメータ表示器が階層毎に集約表示されており、また
、前記末端のフィーダに対応するメータ表示器に対応して前記制御手法指定表示手段が集
約表示されていることを特徴とする請求項１に記載の使用電力量削減ガイダンスシステム
。
【請求項３】
　ガイダンス制御手段により算出されたガイダンス内容に従い、対応する機器へのパラメ
ータ変更指令を出力するガイダンス内容実行手段を設けたことを特徴とする請求項１又は
請求項２に記載の使用電力量削減ガイダンスシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ビル監視制御システムなどに適用され、受電点から末端に至る複数の階層毎
に分岐された電源系統の使用電力量削減ガイダンスを行う使用電力量削減ガイダンスシス
テムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ビルまたは工場の省エネが求められている。使用エネルギー量を測る指標として
は一般的にビルや工場に取り付けられたメータ（電力量計、ガスメータ、水道メータ等）
で計量する。省エネ手法は幾つかあり、例えば、ビル施設における空調設備では、複数の
送風機・排風機の電動機を電圧型ＰＷＭインバータにより回転制御することによる電力削
減システムが考えられている（例えば、特許文献1参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－３５８３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、これらの省エネ手法を実施した際の削減エネルギー量は、そのときには
分からず、実際に実行してみなければ確認することが困難であった。また、削減エネルギ
ー量の試算は、過去の多くのデータより演算する必要があるため、時間がかかり容易では
ない。そのため、削減エネルギー量と手法との関係は管理者の感によるところが大きい。
【０００５】
　本発明の目的は、電力削減量を明確な形で指定でき、かつ、この指定された削減量を実
現するためのガイダンスを明示する使用電力量削減ガイダンスシステムを提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明による使用電力量削減ガイダンスシステムは、受電点から末端に至る複数の階層
毎に複数のフィーダに分岐され、前記末端に接続された被制御機器へ電力を供給する電源
系統の使用電力量削減ガイダンスを表示装置に表示する使用電力量削減ガイダンスシステ
ムであって、前記電源系統の各フィーダ部分にそれぞれ設けられ、対応するフィーダにお
ける供給電力値を計測するメータと、これら各メータ別に設けられ、その計測値及び削減
希望電力値をそれぞれ前記表示装置上に表示可能で、かつ前記削減希望電力値を個別に設
定可能なメータ表示器と、前記各被制御機器別に設けられ、末端フィーダのメータ表示器
に対応して前記表示装置上に配置され、この末端のフィーダに接続される前記被制御機器
に対する制御手法を指定可能で、指定された制御手法を前記表示装置上に表示する制御手
法指定表示手段と、前記各被制御機器別に、前記指定された制御手法における制御パラメ
ータ変更に伴う電力削減量がそれぞれ設定されている電力削減量記憶手段と、前記メータ
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表示器に設定された削減希望電力値と、前記電力削減量記憶手段に記憶された制御パラメ
ータ変更に伴う電力削減量とから、削減希望電力値が設定されたメータ表示器の末端側に
連なる被制御機器について、前記設定された削減希望電力値を実現するために、対応する
制御パラメータをどれだけ変更するか算出し、その結果を前記表示装置にガイダンス表示
させるガイダンス制御手段とを備えたことを特徴とする。
【０００７】
　本発明では、前記表示装置は、前記各メータ別のメータ表示器が階層毎に集約表示され
ており、また、前記末端のフィーダに対応するメータ表示器に対応して前記制御手法指定
表示手段が集約表示されている。
【０００８】
　また、本発明では、ガイダンス制御手段により算出されたガイダンス内容に従い、対応
する機器へのパラメータ変更指令を出力するガイダンス内容実行手段を設けてもよい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、電力削減量を数値で指定すると、この電力削減量を実現するために必
要な制御手法の変更内容を具体的にガイダンスするので、電力削減を容易かつ的確に実施
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明による使用電力量削減ガイダンスシステムの一実施の形態の全体構成を示
すブロック図である。
【図２】同上一実施の形態における制御装置部分の構成を示すブロック図である。
【図３】同上一実施の形態における電源系統の表示例を示す図である。
【図４】同上一実施の形態における表示装置の表示例を示す画面図である。
【図５】同上一実施の形態における表示装置の表示例をガイダンス表示状態について示す
画面図である。
【図６】同上一実施の形態における表示装置の表示例をガイダンス内容実行指示状態につ
いて示す画面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明による使用電力量削減ガイダンスシステムの一実施の形態を、図面を用い
て詳細に説明する。
【００１２】
　図1はこの実施の形態における使用電力量削減ガイダンスシステムの全体構成を示して
いる。この使用電力量削減ガイダンスシステムは、受電点から電源系統の末端に接続され
た被制御機器へ電力を供給する際の使用電力量削減ガイダンスを表示装置に表示するシス
テムであり、表示装置１１、制御装置１２、入出力端末１３、メータ１４、及び制御対象
の設備１５が示されている。
【００１３】
　表示装置１１は、制御対象の設備１５の状態やメータ１４の計測値等を表示するもので
、図示しないマウスをクリックすることにより、設定値を入力したり、制御指令を入力し
たりすることができる。なお、制御対象の設備１５とは、例えば、空調設備などの被制御
機器のことであり、以下、被制御機器として説明する。また、表示装置１１は、上述した
機能のほかに、後述する使用電力量削減ガイダンスを表示する機能も併せ持っている。
【００１４】
　制御装置１２は、表示装置１１や、メータ１４、被制御機器１５等を含む使用電力量削
減ガイダンスシステム全体を制御するもので、後述する種々の機能を有する。入出力端末
１３は、制御装置１２と被制御機器１５及びメータ１４との間に介在し、これらの間の信
号の送受信を行う。
【００１５】
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　メータ１４は、電源系統の各フィーダ部分にそれぞれ設けられ、対応するフィーダにお
ける供給電力値を計測する。ここで、電源系統は、図３で示すように、受電点２１から複
数の階層毎に複数のフィーダに分岐され、末端に至る構成であり、この末端に接続された
各被制御機器１５へ電力を供給する。図３の電力系統では、メータ１４として、第１階層
に設けられたメータ１と、第２階層に設けられたメータ２‐１，２‐２，２‐３，・・・
２‐Ｎが図示されており、各階層において、対応するフィーダから末端の被制御機器１５
に供給される電力を計測する。なお、実際の電力系統は、第１、第２の階層だけでなく、
より多くの階層を経て末端の被制御機器１５に至る場合が多い。このような電源系統図を
表示装置１１に図示する場合、すべての階層のメータを図示することはメータ数が多くな
り過ぎるため困難であり、図３のように、第３階層以下は省略し、直接末端に至る系統図
を示す場合が多い。このため、図３のような系統図だけでは、運用者はどの被制御機器１
５に対して、どのメータ１４経由で電源が供給されているか、すぐに把握することは困難
であった。
【００１６】
　そこで、図４で示すように表形式でメータ１４と被制御機器との関係を、表示装置１１
の画面上に表すことが考えられた。本発明は、このような表示装置１１に表示される表示
形式を利用したものであり、以下詳細に説明する。
【００１７】
　図４において、表示装置１１上に表示された表示内容は、大略するとメータ表示部３１
、機器名称表示部３２、容量表示部３３、及び制御手法表示部３４とで構成される。
【００１８】
　メータ表示部３１には、図３で示した各メータ１４の、各階層別のメータ表示器３５が
、階層毎に集約表示されている。このメータ表示器３５は、図３で示した各メータ１４に
対応してそれぞれ設けられており、メータ１４の名称（メータ１，メータ２-１、・・・
，メータＮ-Ｏ）で示すように、図４の左方から順次、階層毎に集約して配置されている
。各メータ表示器３５は、ＸＸＸ／ＹＹＹで示すように、対応するメータ１４の計測値Ｙ
ＹＹに対し、管理者が設定する削減希望電力値ＸＸＸを、並置して表示可能となっている
。また、このメータ表示器３５は、上記削減希望電力値ＸＸＸを、個別に設定可能に構成
されている。このような設定入力は、例えば、図示しないマウスにより設定対象のＸＸＸ
表示部をクリックして指定し、キーボードを操作して数値を入力するなど、公知の設定手
法により実現される。
【００１９】
　機器名称表示部３２、及び容量表示部３３は、被制御機器１５の名称（ＡＨＵ１，・・
・，ＦＡＮ３等）及びその定格容量（ＺＺＺ）を表示する部分で、被制御機器１５が接続
される末端の階層Ｎのメータ表示器３５（メータＮ-１～Ｎ-Ｏ）に対応して配置されてい
る。
【００２０】
　制御手法表示部３４には、被制御機器１５毎に対応して配置された制御手法表示手段３
６が集約表示されている。制御手法指定表示手段３６は、被制御機器１５に対する制御手
法を指定可能で、指定された制御手法を表示する機能を有する。すなわち、制御手法表示
部３４には、被制御機器１５が採用し得る制御手法が並記されており、制御手法指定表示
手段３６に〇印が付された制御手法が、該当する被制御機器において採用可能であること
を表している。例えば、被制御機器１５の名称がＡＨＵ１（空調機）の場合、〇印が付さ
れた制御手法は、「スケジュール制御」「温度制御」「ＣＯ２制御」の３つであり、これ
らを採用可能である。これら、複数の制御手法のうち、指定された制御手法がどれである
かは、例えば、図５で示すように、〇印の付された枠内を反転表示させて表す。
【００２１】
　複数の制御手法のうちどれを指定するかは、被制御機器１５の特性や、その設置環境な
どに応じて、管理者が任意に決定し、例えば、図示しないマウスにより該当する部分を指
定してクリックすればよい。或いは、被制御機器１５の設置環境に応じて、各被制御機器
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１５毎にそれぞれ優先順位を予め設定しておき、この優先順位に従って該当する被制御機
器１５の制御手法を自動的に指定してもよい。
【００２２】
　なお、「スケジュール制御」は予め設定した時刻の間だけ被制御機器を運転させるもの
である。「温度制御」は、被制御機器が冷房運転の場合、予め設定した温度以上になると
運転を行わせる制御である。「ＣＯ２制御」は、空調対象空間のＣＯ２濃度が予め設定し
た濃度以上になると外気を導入させる制御である。
【００２３】
　制御装置１２は、このような表示装置１１の表示方式を用いて使用電力量削減ガイダン
スを実行させるものであり、コンピュータ及びその周辺機器により構成されている。すな
わち、制御装置１２は、このようなガイダンスを行うために、図２で示すように、電力削
減量記憶手段１２１、ガイダンス制御手段１２２、及びガイダンス内容実行手段１２３が
、機能実現手段としてデータ設定され、或いは、プログラムされている。
【００２４】
　電力削減量記憶手段１２１は、各被制御機器１５別の電力削減量データを保持している
。すなわち、各被制御機器１５について、前述のように指定された制御手法における制御
パラメータを変更することによって削減できる電力量の値をそれぞれ保持している。
【００２５】
　ガイダンス制御手段１２２は、メータ表示器３５に設定された削減希望電力値ＸＸＸと
、電力削減量記憶手段１２１に記憶された制御パラメータ変更に伴う電力削減量とから、
設定された削減希望電力値ＸＸＸを実現するために、対応する被制御機器１５の制御パラ
メータをどれだけ変更するか算出し、その結果を表示装置１１にガイダンス表示させる。
この場合、使用電力削減対象となる被制御機器１５は、削減希望電力値ＸＸＸが設定され
たメータ表示器３５（図５の例では、メータ２-１とする）に対する末端側に連なる被制
御機器１５（図５の例では、ＡＨＵ１，ＡＨＵ２，ＦＡＮ３となる）である。そして図５
の囲み表示１１Ａのように、削減希望電力値ＸＸＸを実現するためには、これらの被制御
機器ＡＨＵ１，ＡＨＵ２，ＦＡＮ３をどのように制御すればよいかガイダンス表示させる
。
【００２６】
　ガイダンス内容実行手段１２３は、ガイダンス制御手段１２２により算出されたガイダ
ンス内容に従い、対応する被制御機器１５へのパラメータ変更指令を出力する。例えば、
図６で示すように、囲み表示１１Ａによるガイダンス表示内の「実行」ボタンをクリック
することにより、囲み表示１１Ｂで示す制御機能実行ダイアログを表示させ、実行期間を
入力して実行させる。
【００２７】
　上記構成において、管理者が、例えば、図５で示すメータ階層２のメータ表示器３５（
メータ２-１）に削減希望電力量ＸＸＸを設定した場合、それより末端側のメータ表示器
３５（図の例ではメータＮ-１、Ｎ-２、Ｎ-３とする）には、メータ２-１に設定された削
減希望電力量ＸＸＸに基づき、例えば、これを均等割りした削減希望電力量が、それぞれ
の削減希望電力量ＸＸＸとして自動的に設定される。また、メータ表示器３５（メータ２
-１）より上階層のメータ表示器３５（メータ１）には、メータ階層２の各メータ表示器
（メータ２-１，２-２，・・・，２-Ｎ）の各削減希望電力量ＸＸＸを合算した値が、削
減希望電力量ＸＸＸとして設定される。
【００２８】
　このとき、末端のメータ表示器３５（メータＮ-１、Ｎ-２、Ｎ-３）に接続された被制
御機器ＡＨＵ１，ＡＨＵ２，ＦＡＮ３の制御方式として、図示のように「スケジュール制
御」が指定されているものとする。ガイダンス制御手段１２２は、メータ表示器３５（メ
ータＮ-１、Ｎ-２、Ｎ-３）に設定された削減希望電力値ＸＸＸと、電力削減量記憶手段
１２１に記憶された制御パラメータ変更に伴う電力削減量とから、設定された削減希望電
力値ＸＸＸを実現するために、対応する被制御機器１５の制御パラメータをどれだけ変更
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するか算出し、その結果を、図５の囲み表示１１Ａのように表示装置１１中にガイダンス
表示させる。例えば、被制御機器ＡＨＵ１については、図示のように「スケジュールにて
１時間当たりの運転時間を２０分削減」と表示する。他の被制御機器ＡＨＵ２，ＦＡＮ３
についても同様のガイダンス表示を行う。
【００２９】
　このようなガイダンス表示を行うことにより、管理者は、複雑に分岐構成された電源系
統のどの部分の電力量をどのようにして削減できるかを明確に把握することができる。ま
た、その操作も、削減対象とすべき部分のメータ表示器３５に、削減希望電力値ＸＸＸを
設定するだけでよく、管理者に対する負担は大幅に軽減される。
【００３０】
　この後は、ガイダンス表示された内容を実行すべく、図６で示した囲み表示１１ｂを表
示させ、その制御機能実行ダイアログにより実行期間（年／月／日／時刻～年／月／日／
時刻）を指定し「実行」ボタンを操作することにより、ガイダンス表示された内容の制御
が実行され、目標とする使用電力削減量を得ることができる。
【符号の説明】
【００３１】
　１１…表示装置
　１２…制御装置
　１２１…電力削減量記憶手段
　１２２…ガイダンス制御手段
　１２３…ガイダンス内容実行手段
　１４…メータ
　１５…被制御装置
　２１…受電点
　３１…メータ表示部
　３４…制御手法表示部
　３５…メータ表示器
　３６…制御手法表示手段
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