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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　換気装置と、前記換気装置による換気対象エリアをゾーン毎に空調する複数台の空調機
とを備えた空調設備の前記換気装置の運転状態を決定する換気制御装置であって、
　前記空調設備の運転計測データと、前記換気装置の換気量と消費電力の関係を表す換気
装置モデルと、前記空調機の処理熱量と消費電力の関係を表す空調機モデルとを記憶する
記憶装置と、
　前記換気装置の運転状態を決定する演算装置と、
　を備え、
　前記演算装置が、
　前記空調設備の運転計測データから前記換気装置により発生した換気負荷をゾーン毎に
計算する換気負荷計算部と、
　前記空調設備の運転計測データから前記空調機が処理した空調負荷をゾーン毎に計算す
る空調負荷計算部と、
　前記換気負荷と前記空調負荷とから熱負荷をゾーン毎に計算する熱負荷計算部と、
　前記熱負荷を処理する前記空調設備の運転状態の中から、前記空調設備の消費電力が相
対的に小さくなるように前記換気装置の運転状態を決定する運転状態決定部と、
　を有し、
　前記運転状態決定部は、
　前記熱負荷計算部において計算された前記ゾーン毎の前記熱負荷及び前記ゾーン毎の前
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記換気負荷から計算される前記ゾーン毎の前記各空調機の処理熱量と、前記記憶装置に記
憶された前記ゾーン毎の空調機モデルとに基づいて、前記ゾーン毎の前記各空調機の消費
電力を算出するとともに、運転計測データに含まれる前記ゾーン毎の換気量と前記ゾーン
毎の前記換気装置モデルとに基づいて、前記ゾーン間の換気量の割合に応じて前記ゾーン
毎の換気量を変化させて前記換気装置の異なる運転状態毎の複数の前記換気装置の消費電
力を算出し、
　前記換気装置及び前記ゾーン毎の前記各空調機の合計の消費電力が現在の合計の消費電
力より小さくなる前記換気装置の運転状態を検出して前記換気装置の運転状態を決定する
ものである換気制御装置。
【請求項２】
　前記空調機モデルは、換気量の変化に対する前記空調機の消費電力の変化量が、前記熱
負荷の大きさによって異なる変化量になるものである請求項１に記載の換気制御装置。
【請求項３】
　前記換気装置は、ゾーン毎に換気量を個別に制御できないものである請求項１又は２に
記載の換気制御装置。
【請求項４】
　前記換気装置は、
　建物外から室内に取り入れる空気と、室内から建物外に排出する空気との間で熱交換す
る熱交換ユニットと、
　空気の流れの経路を熱交換ユニットを通過する経路と、通過しない経路とで切り替える
弁と
　を備え、
　前記運転状態決定部は、前記熱交換ユニットを通過させたときの消費電力と、通過させ
ないときの消費電力とを計算し、消費電力が小さい方の経路になるように前記弁の切り替
え状態を決定するものである請求項１～３のいずれか１項に記載の換気制御装置。
【請求項５】
　前記換気装置の運転状態が、前記換気装置による換気量である請求項１～４のいずれか
１項に記載の換気制御装置。
【請求項６】
　前記熱負荷計算部が、前記空調設備の運転計測データの履歴を基に、所定の時間後の前
記熱負荷を推定する請求項１～５のいずれか１項に記載の換気制御装置。
【請求項７】
　前記換気装置の機器特性及び換気対象エリアと、前記空調機の機器特性及びゾーンを入
力する入力装置と、
　換気対象エリア及び空調対象エリアの位置関係と、前記換気装置の前記換気負荷及び前
記各空調機の前記空調負荷と、各ゾーンの前記熱負荷と、フロア全体及び各ゾーンにおけ
る前記換気装置の消費電力と前記空調機の消費電力のそれぞれを表示する表示装置と、
　を備えた請求項１～６のいずれか１項に記載の換気制御装置。
【請求項８】
　換気装置と、前記換気装置による換気対象エリアをゾーン毎に空調する複数台の空調機
とを備えた空調設備の前記換気装置の運転状態を決定する換気制御方法であって、
　前記空調設備の運転計測データを記憶し、
　前記空調設備の運転計測データから前記換気装置により発生した換気負荷をゾーン毎に
計算し、
　前記空調設備の運転計測データから前記空調機が処理した空調負荷をゾーン毎に計算し
、
　前記換気負荷と前記空調負荷とから熱負荷をゾーン毎に計算し、
　計算した前記ゾーン毎の前記熱負荷及び前記ゾーン毎の前記換気負荷から計算される前
記ゾーン毎の前記各空調機の処理熱量と、前記空調機の処理熱量と消費電力の関係を表す
前記ゾーン毎の空調機モデルとに基づいて、前記ゾーン毎の前記各空調機の消費電力を算
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出するとともに、運転計測データに含まれる前記ゾーン毎の換気量と、換気量と消費電力
との関係を表す前記ゾーン毎の換気装置モデルとに基づいて、前記ゾーン間の換気量の割
合に応じて前記ゾーン毎の換気量を変化させて前記換気装置の異なる運転状態毎の複数の
前記換気装置の消費電力を算出し、
　前記熱負荷を処理する前記空調設備の運転状態の中から、前記空調設備の消費電力が相
対的に小さくなるとともに、前記換気装置及び前記各空調機の合計の消費電力が現在の合
計の消費電力より小さくなる前記換気装置の運転状態を検出して前記換気装置の運転状態
を決定する換気制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、換気制御装置および換気制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、室内環境を快適に保つために建物外の空気を室内に取り入れる換気装置と、
このような換気装置を制御するための換気制御装置が、ビル等の建物に設置されている。
そのような換気制御装置では、例えば、外気温と室内の温度とが計測され、それらの計測
値と空調機の設定温度とに応じて、外気が室内に供給される（例えば、特許文献１）。ま
た、そのような換気制御装置では、例えば、室内の温度と快適温度域の中間温度とを比較
して、外気が室内に供給される（例えば、特許文献２）。また、そのような換気制御装置
では、例えば、外気温と室内の温度とを比較して、室内に供給される外気の量、つまり換
気量が決定される（例えば、特許文献３）。また、そのような換気制御装置では、例えば
、室内のＣＯ２濃度が計測され、その計測値が基準値以下になるように、外気が室内に供
給される（例えば、特許文献４）。特許文献１から３に開示された換気制御装置は、省エ
ネ性を向上させることを目的としたものであり、特許文献４に開示された換気制御装置は
、必要な量の外気を確実に取り込むことを目的としたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３０２８０６５号公報（段落［００３１］～段落［００４８］）
【特許文献２】国際公開第２０１０／０１６１００号（段落［００２１］～段落［００４
２］）
【特許文献３】特開２００５－１４７５６３号公報（段落［００３３］～段落［００７３
］）
【特許文献４】特開２０１０－７１４８９号公報（段落［００１２］～段落［００４２］
）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１から３に開示されている従来の換気制御装置では、建物外の外気温度と室内
温度から換気装置の運転状態を決定している。しかし、換気により発生する負荷（換気負
荷）は空調機が処理する負荷（空調負荷）に影響を与え、さらには換気装置と空調機の消
費電力は換気装置の運転状態によって変化するため、換気装置と空調機を合わせた空調設
備全体での省エネ化を考えた場合、外気温度と室内温度だけから適切な換気量を決定する
ことは困難である。また、複数台の空調機が設置されているシステム構成において、各空
調機が担当するゾーン間の熱負荷のばらつきを考慮して換気量を決定する技術については
開示されていない。このため、従来の技術では、省エネ性が不十分であるという問題点が
あった。
【０００５】
　また、特許文献４に開示されている従来の換気制御装置では、外気冷房に着目した換気
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の促進の視点が考慮されていない。空調設備の省エネ化を図りつつＣＯ２濃度を基準値以
下にするためには、換気が抑制される必要がある。一方、空調設備の省エネ化を図るべく
外気冷房を行うためには、換気が促進される必要がある。このため、従来の技術では、省
エネ性が不十分であるという問題点があった。
【０００６】
　本発明は、上記のような課題を背景としてなされたものであり、空調設備全体としての
省エネ性を向上させる換気制御装置および換気制御方法を得るものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の換気制御装置は、換気装置と、換気装置による換気対象エリアをゾーン毎に空
調する複数台の空調機とを備えた空調設備の換気装置の運転状態を決定する換気制御装置
であって、空調設備の運転計測データと、換気装置の換気量と消費電力の関係を表す換気
装置モデルと、空調機の処理熱量と消費電力の関係を表す空調機モデルとを記憶する記憶
装置と、換気装置の運転状態を決定する演算装置と、を備え、演算装置が、空調設備の運
転計測データから換気装置により発生した換気負荷をゾーン毎に計算する換気負荷計算部
と、空調設備の運転計測データから空調機が処理した空調負荷をゾーン毎に計算する空調
負荷計算部と、換気負荷と空調負荷とから熱負荷をゾーン毎に計算する熱負荷計算部と、
熱負荷を処理する空調設備の運転状態の中から、空調設備の消費電力が相対的に小さくな
るように換気装置の運転状態を決定する運転状態決定部と、を有し、運転状態決定部は、
熱負荷計算部において計算されたゾーン毎の熱負荷及びゾーン毎の換気負荷から計算され
るゾーン毎の各空調機の処理熱量と、記憶装置に記憶されたゾーン毎の空調機モデルとに
基づいて、ゾーン毎の各空調機の消費電力を算出するとともに、運転計測データに含まれ
るゾーン毎の換気量とゾーン毎の換気装置モデルとに基づいて、ゾーン間の換気量の割合
に応じてゾーン毎の換気量を変化させて換気装置の異なる運転状態毎の複数の換気装置の
消費電力を算出し、換気装置及びゾーン毎の各空調機の合計の消費電力が現在の合計の消
費電力より小さくなる換気装置の運転状態を検出して換気装置の運転状態を決定するもの
である。
【０００８】
　本発明の換気制御方法は、換気装置と、換気装置による換気対象エリアをゾーン毎に空
調する複数台の空調機とを備えた空調設備の換気装置の運転状態を決定する換気制御方法
であって、空調設備の運転計測データを記憶し、空調設備の運転計測データから換気装置
により発生した換気負荷をゾーン毎に計算し、空調設備の運転計測データから空調機が処
理した空調負荷をゾーン毎に計算し、換気負荷と空調負荷とから熱負荷をゾーン毎に計算
し、計算したゾーン毎の熱負荷及びゾーン毎の換気負荷から計算されるゾーン毎の各空調
機の処理熱量と、空調機の処理熱量と消費電力の関係を表すゾーン毎の空調機モデルとに
基づいて、ゾーン毎の各空調機の消費電力を算出するとともに、運転計測データに含まれ
るゾーン毎の換気量と、換気量と消費電力との関係を表すゾーン毎の換気装置モデルとに
基づいて、ゾーン間の換気量の割合に応じてゾーン毎の換気量を変化させて換気装置の異
なる運転状態毎の複数の換気装置の消費電力を算出し、熱負荷を処理する空調設備の運転
状態の中から、空調設備の消費電力が相対的に小さくなるとともに、換気装置及び各空調
機の合計の消費電力が現在の合計の消費電力より小さくなる換気装置の運転状態を検出し
て換気装置の運転状態を決定するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の換気制御装置および換気制御方法によれば、換気装置と空調機の運転計測デー
タを用いてゾーン毎の換気負荷と空調負荷を計算し、これを基にゾーン毎の熱負荷を計算
する。また、換気量と消費電力の関係を表す換気装置モデルと、空調機の処理熱量と消費
電力の関係を表す空調機モデルとを備えている。これにより、実際のゾーン毎の熱負荷に
対して、換気装置と空調機の合計の消費電力を削減するような換気量を適切に決定するこ
とができ、省エネ性を向上することができる、という効果がある。



(5) JP 6005304 B2 2016.10.12

10

20

30

40

50

【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態１による換気制御装置１の機能構成図である。
【図２】本発明の実施の形態１による換気装置２の構成を詳細化したシステム構成図であ
る。
【図３】本発明の実施の形態１による換気装置２を流れる空気の流れの説明図である。
【図４】本発明の実施の形態１による将来の熱負荷の推定方法の一例の説明図である。
【図５】本発明の実施の形態２による換気制御装置１の機能構成図である。
【図６】本発明の実施の形態２による換気装置２の構成を詳細化したシステム構成図であ
る。
【図７】本発明の実施の形態３による換気制御装置１の機能構成図である。
【図８】本発明の実施の形態３による換気装置２の構成を詳細化したシステム構成図であ
る。
【図９】本発明の実施の形態３による換気制御装置１の機能構成図である。
【図１０】本発明の実施の形態３による換気装置２の構成を詳細化したシステム構成図で
ある。
【図１１】本発明の実施の形態１による換気制御装置１の処理の流れを示すフローチャー
トである。
【図１２】本発明の実施の形態１による換気装置２の変形例の構成を詳細化したもう１つ
のシステム構成図である。
【図１３】１台の換気装置２が設置され、３台の空調機３ａ～３ｃ（３冷媒系統）が設置
されているシステム構成図である。
【図１４】図１３の空調設備におけるゾーン毎の熱負荷、換気負荷及び空調負荷の関係を
示すグラフである。
【図１５】換気量に対する空調機の消費電力及び換気装置の消費電力の関係を示すグラフ
である。
【図１６】空調機における処理熱量と効率（ＣＯＰ）との関係を示すグラフである。
【図１７】換気量と全ゾーンＺ１～Ｚ３の換気装置２及び空調機３ａ～３ｃの合計消費電
力との関係を示すグラフである。
【図１８】換気装置２が２台、空調機３が４台（４冷媒系統）、設置されているシステム
構成図である。
【図１９】本発明の実施の形態４に係る換気制御装置１の構成図である。
【図２０】図１９の空調設備の設置例を示す模式図である。
【図２１Ａ】図１９の表示装置１６に表示されるゾーン毎の熱負荷の一例を示す模式図で
ある。
【図２１Ｂ】図１９の表示装置１６に表示されるゾーン毎の換気量に対する消費電力の一
例を示す模式図である。
【図２１Ｃ】図１９の表示装置１６に表示される換気量に対する空調設備全体の消費電力
の一例を示す模式図である。
【図２１Ｄ】図１９の表示装置１６に表示されるゾーン毎の換気装置２の換気電力と空調
機３ａ～３ｃの空調電力の一例を示す模式図である。
【図２２】本発明の実施の形態４に係る換気制御装置１の変形例を示す構成図である。
【図２３】本発明の実施の形態４に係る換気制御装置１の変形例を示す構成図である。
【図２４】本発明の実施の形態４に係る換気制御装置１の変形例を示す構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
実施の形態１．
　図１は、実施の形態１に係る換気制御装置１の機能構成の一例を示す図である。図１に
示すように、換気制御装置１は、記憶装置１１、演算装置１２、受信装置１３、送信装置
１４を備える。また、対象とする空調設備は、換気装置２、空調機３を備える。空調機３
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は、複数台の空調機３ａ～３ｃを有する。なお、図１において３台の空調機３ａ～３ｃを
有する場合について例示しているが、２台以上であればよい。また、図１には、換気装置
２は１つしか示していないが、１台である必要はなく、オフィスビルなどでは一般に複数
台が設置される。
【００１２】
　本発明では、空調機３の代表例として、ビル用マルチエアコンを対象として説明する。
ビル用マルチエアコンでは、１台または複数台の室外機に複数台の室内機が、冷媒系統で
接続される。室外機において、熱媒体である冷媒が冷却または加熱され、室内機において
、この冷却または加熱された冷媒と室内空気との間で熱交換し、空調を行う。例えばオフ
ィスビルでは、上記のように冷媒系統で接続された室外機・室内機のセットが、建物・フ
ロアの規模に応じて複数セット設置されるのが一般的である。以下では、個々の空調機３
ａ～３ｃは、それぞれ、同一の冷媒系統で接続された室外機及び室内機のセットのことを
指すものとする。また、特に断りのない限り、空調機３の台数とは冷媒系統の数を指すも
のとする。
【００１３】
　ただし、空調機３は、上述のようにビル用マルチエアコンではなく、建物・フロアの規
模が小さい場合に用いられる、室外機と室内機が１対１で接続されるパッケージエアコン
であってもよい。また、１台または複数台の熱源機を持ち、熱媒体として水、空気等を用
いて、例えば大規模ビルの全館空調に用いられるセントラル空調設備であってもよい。ま
た、対象が一般住宅、空調機３がルームエアコンであってもよい。これらは一例であって
、空調機３の種類は、上記に限定しない。また、空調対象空間も上記に限定しない。
【００１４】
（ゾーンの説明）
　複数台の空調機３ａ～３ｃはそれぞれ１つ空調エリアを担当している。ここで、複数台
の空調機３ａ～３ｃが担当する各エリアをそれぞれゾーンＺ１～Ｚ３として定義する。ビ
ル用マルチエアコンが設置されているようなオフィスビルでは、換気装置２が担当するエ
リアは、個々の空調機３が担当するエリアよりも大きいのが一般的であるため、このよう
なゾーンＺ１～Ｚ３の分割が行われる。すなわち、空調設備は、換気装置２が担当するエ
リアに、複数台の空調機３（冷媒系統）が設置されるものであり、個々の空調機３ａ～３
ｃが担当するエリアを「ゾーン」として定義する。
【００１５】
　図１３は、１台の換気装置２が設置され、３台の空調機３ａ～３ｃ（３冷媒系統）が設
置されているシステム構成図である。図１３において、３台の空調機３ａ～３ｃの担当エ
リアに応じて３つのゾーンＺ１～Ｚ３が形成されている。なお、空調設備が１台の換気装
置２及び３台の空調機３ａ～３ｃを有し、３つのゾーンＺ１～Ｚ３が形成された場合につ
いて例示しているが、この台数に限定されない。図１８は、換気装置２が２台、空調機３
が４台（４冷媒系統）、設置されているシステム構成図である。この例では、４台の空調
機３の担当エリアに応じて４ゾーンに分割する。
【００１６】
　（換気装置２の構成の一例）
　換気制御装置１の機能について説明する前に、まず図２を用いて対象とする換気装置２
の構成の一例を説明する。図２は、換気装置２の構成を詳細化したシステム構成図である
。
【００１７】
　図２に示すように、この例では、換気装置２は、記憶装置２ａ、演算装置２ｂ、受信装
置２ｃ、送信装置２ｄ、ファン２ｅ、弁２ｆ、ＣＯ２センサ２ｇ、熱交換ユニット２ｈを
備える。図２は、換気装置２の構成要素として、一般的、主要な構成要素について列挙し
ただけであり、これら全ての構成要素を備えている必要はなく、図示していない構成要素
を備えていてもよい。
【００１８】



(7) JP 6005304 B2 2016.10.12

10

20

30

40

50

　記憶装置２ａは、換気装置２における計測制御を行うために必要な情報を記憶する装置
であり、メモリ等である。なお、メモリは一例であり、その他ハードディスクドライブ、
ＳＤカード等、データを記憶できる装置であれば、特に種類は限定しない。
【００１９】
　演算装置２ｂは、記憶装置２ａに記憶されたデータを用いて、ファン２ｅ、弁２ｆ等へ
の制御指令を演算する装置であり、プロセッサ等である。
【００２０】
　受信装置２ｃは、ファン２ｅ、弁２ｆ等の機器、ＣＯ２センサ２ｇ等のセンサから計測
データを受信する装置である。この計測データには、機器の動作モード等の運転状態も含
んでもよい。また、受信装置２ｃは、換気制御装置１の送信装置１４からのデータの受信
も行う。
【００２１】
　送信装置２ｄは、ファン２ｅ、弁２ｆ等への制御対象機器への制御指令を送信する装置
である。各機器、センサへのデータの計測指令、運転状態の取得指令等を送信してもよい
。また、送信装置２ｄは、換気制御装置１の受信装置１３へのデータの送信も行う。
【００２２】
　受信装置２ｃと送信装置２ｄが、換気制御装置１及び各機器・センサと通信する手段は
、例えば対象とする空調設備の専用ネットワーク、ＬＡＮ等の汎用ネットワーク、対象の
機器・センサの各々で異なる個別専用線等であり、それぞれ異なる通信手段であってもよ
い。また、無線で通信してもよい。このように、通信する手段は、ケーブルの種類、プロ
トコル等は特に限定せず、上記に列挙されていない通信手段を用いてもよい。また、受信
装置２ｃで用いる通信手段と送信装置２ｄで用いる通信手段とは同じであってもよいし、
異なってもよい。すなわち、複数の種類の通信手段を組み合わせたものであってもよい。
【００２３】
　ファン２ｅは、建物外の空気を室内に取り入れ、室内の空気を建物外に排出する、空気
の流れを生成するための装置である。通常、建物外の空気を室内に取り入れるためのファ
ンと、室内の空気を建物外に排出するファンが個別に設置される。
【００２４】
　弁２ｆは、空気の流れの経路を切り替えるための装置である。例えば、建物外の空気を
室内に取り入れる場合、熱交換ユニット２ｈを通過する経路と、通過しない経路を切り替
えるために用いられる。
【００２５】
　ＣＯ２センサ２ｇは、室内のＣＯ２濃度を計測するセンサである。
【００２６】
　熱交換ユニット２ｈは、建物外から室内に取り入れる空気と、室内から建物外に排出す
る空気との間で熱交換を行うための装置である。換気装置２は熱交換ユニット２ｈを備え
ない構成としてもよく、この場合には、建物外の空気は熱交換されずに、そのまま室内に
取り込まれる。熱交換ユニット２ｈにおける熱交換は、全熱交換であってもよいし、顕熱
交換であってもよい。なお、上記説明では、換気装置２は、空気を建物外から室内に取り
入れる機能と、空気を室内から建物外に排出する機能の、２つの機能をもつ構成について
記載をしたが、いずれか一方の機能だけをもつ構成であってもよい。また、本発明の換気
装置２とは別に、建物内外の圧力バランスをとるため等を目的とした装置を別途設置して
もよい。換気装置２は、この別途設置される装置と独立に動作してもよいし、連動して動
作してもよい。また、別途設置される装置は、例えば換気口のような単なる空気の出入り
が自然に行われるだけの装置であってもよい。
【００２７】
　図１２は、実施の形態１の変形例のシステム構成図である。換気装置２が、図２の構成
に加え、温度調整部２Ａ、湿度調整部２Ｂを備える。温度調整部２Ａは、熱源機２ｉ、熱
交換器２ｊ、ヒータ２ｋから構成され、湿度調整部２Ｂは、加湿器２ｌ、除湿機２ｍから
構成される。これらは一般的な構成要素を列挙しただけであり、これらすべてを構成要素
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としてもつ必要はなく、これら以外の構成要素をもってもよい。
【００２８】
　温度調整部２Ａは、熱交換ユニット２ｈを通過した後の空気、または通過しなかった空
気を、室内に供給する前に温度を調整する機能を持つ。湿度調整部２Ｂは、熱交換ユニッ
ト２ｈを通過した後の空気、または通過しなかった空気を、室内に供給する前に湿度を調
整する機能を持つ。熱源機２ｉは、冷媒、水などの熱媒体を冷却または加熱する機器であ
る。熱交換器２ｊは、熱交換ユニット２ｈを通過した後の空気または通過しなかった空気
と熱媒体との間で熱交換する機器である。この熱交換後の温度調整された空気が、室内に
供給される。ヒータ２ｋは、空気を室内に供給する前に、さらに加熱する機器である。加
湿器２ｌは、空気を室内に供給する前に、加湿する機器であり、除湿機２ｍは、空気を室
内に供給する前に、除湿する機器である。
【００２９】
　（換気装置２を流れる空気の流れの説明）
　図３は、換気装置２を流れる空気の流れの説明図である。説明を簡単にするため、構成
要素としては熱交換ユニット２ｈのみを示している。この構成の換気装置２では、建物外
の空気は、熱交換ユニット２ｈを通過して、室内に取り込まれる。以下では、この建物外
から換気装置２に入ってくる空気を「外気」、室内に取り込まれる空気を「給気」と記載
する。一方、室内の空気は、熱交換ユニット２ｈを通過して、建物外に排出される。以下
では、この室内から換気装置２に入ってくる空気を「環気」、建物外に排出される空気を
「排気」と記載する。熱交換ユニット２ｈでは、外気と環気の間で熱交換を行い、温度調
整、または温湿度調整された給気が室内に供給される。ただし、熱交換ユニット２ｈを通
過せずに、外気が直接室内に取り込まれてもよい。この熱交換ユニット２ｈを通過するか
しないかを、通常は図２に記載した弁２ｆにより切り替える。
【００３０】
　（換気制御装置１の機能）
　以下、図１を用いて、換気制御装置１の各部の機能について説明する。
【００３１】
　（記憶装置１１）
　記憶装置１１は、運転条件、運転計測データ、モデル、負荷実績、換気量、制御指令を
記憶する。
【００３２】
　記憶装置１１に記憶される運転条件は、演算装置１２における各部の処理で必要となる
各種条件である。この各種条件は、例えば、換気装置２の台数、空調機３の台数、接続関
係等の空調設備の構成に関する情報、運転状態決定部１２ｅで換気装置２の運転状態を決
定する周期等である。また、受信装置１３と送信装置１４とで送受信するデータの種類、
周期等も含む。これら情報には、１台または複数台の換気装置２と複数台の空調機３のそ
れぞれが担当するエリアと、これに基づくゾーンＺ１～Ｚ３の分割に関する情報も含む。
【００３３】
　記憶装置１１に記憶される運転計測データは、換気装置２の運転計測データと、空調機
３の運転計測データである。換気装置２の運転計測データは、例えば、強・弱・停止等の
運転状態、熱交換ユニット２ｈを通過するかを示す動作モード、各部で計測している温度
、流量、湿度、ＣＯ２濃度、電力等である。空調機３の運転計測データは、例えば、設定
温度等の設定値、冷房・暖房・送風等の動作モード、室温、冷媒温度のような各部で計測
している温度、流量、湿度、ＣＯ２濃度、電力等である。上記は、代表的な運転計測デー
タを列挙しただけであり、これらに限定する必要もなく、これら全てを含む必要もない。
【００３４】
　記憶装置１１に記憶されるモデルは、換気装置モデル及び空調機モデルである。換気装
置モデルは、換気装置２の特性として、換気量と消費電力の関係をモデル化したものであ
る。空調機モデルは、空調機３の特性として、処理熱量と消費電力の関係をモデル化した
ものである。記憶装置１１は、個々の空調機３ａ～３ｃのそれぞれに対する空調機モデル
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を記憶する。ただし、同一の特性をもつ空調機に対しては、記憶装置１１に共通の空調機
モデルが記憶されてもよい。換気装置２を複数台備えている場合には、記憶装置１１は個
々の換気装置２のそれぞれに対する換気装置モデルを記憶する。ただし、同一の特性をも
つ換気装置２に対しては、記憶装置１１に共通の換気装置モデルが記憶されてもよい。こ
れらモデルの詳細については、換気負荷計算部１２ａ、空調負荷計算部１２ｂ、運転状態
決定部１２ｅで後述する。
【００３５】
　記憶装置１１に記憶される負荷実績は、換気負荷計算部１２ａで計算した換気負荷、空
調負荷計算部１２ｂで計算した空調負荷、熱負荷計算部１２ｃで計算した熱負荷である。
ここで、記憶装置１１には、換気負荷は個々の換気装置２毎に記憶され、空調負荷は個々
の空調機３ａ～３ｃ毎に記憶され、熱負荷はゾーンＺ１～Ｚ３毎に記憶される。空調設備
の構成が不明などの理由により、個々について把握できない場合には、記憶装置１１は例
えばフロア全体等での換気負荷、空調負荷、熱負荷を記憶するようにしてもよい。
【００３６】
　記憶装置１１に記憶される換気量と制御指令は、それぞれ運転状態決定部１２ｅで決定
した換気量と、制御指令変換部１２ｆで決定した制御指令である。
【００３７】
　また、記憶装置１１が図には示していない各種センサで計測したデータ、例えば外気温
データ等を記憶する構成としてもよい。
【００３８】
　（演算装置１２）
　演算装置１２は、換気負荷計算部１２ａ、空調負荷計算部１２ｂ、熱負荷計算部１２ｃ
、運転状態決定部１２ｅ、制御指令変換部１２ｆを備える。
【００３９】
　（換気負荷計算部１２ａ）
　換気負荷計算部１２ａは、記憶装置１１に記憶された換気装置２と空調機３の運転計測
データと換気装置モデルから、換気負荷を計算する。換気負荷とは、換気により発生する
負荷のことであり、換気負荷の分だけ空調機３ａ～３ｃが処理する熱量が変化する。なお
、換気負荷の符号については、マイナス値は例えば外気冷房のように室内から熱が出てい
く状態、プラス値は逆に室内に熱が入ってくる状態、として定義する。換気負荷の計算は
、個々の換気装置２毎に行う。
【００４０】
　換気負荷は、例えば次式（１）により計算する。この計算式が換気装置モデルの一部を
構成する。
【００４１】
　　　換気負荷＝換気量×（給気温度－設定温度）×定数　　　　・・・（１）
【００４２】
　ここで、式（１）において、給気温度とは、図３に示した換気装置２が室内に供給する
空気（給気）の温度である。上式（１）の換気量と給気温度は換気装置２の運転計測デー
タから取得し、設定温度は空調機３の運転計測データから取得する。また、定数は、空気
の比熱、空気の密度等から決まる固定値であり、運転条件として記憶装置１１に記憶され
ている。
【００４３】
　設定温度の取得対象は、換気装置２が担当するエリアに含まれる空調機３ａ～３ｃであ
る。例えば図１３の空調設備では、３つの冷媒系統の全ての空調機３ａ～３ｃから設定温
度を取得する。ビル用マルチエアコンでは、設定温度は室内機３ｙ毎に設定されるので、
図１３に記載の６台の室内機３ｙが設定温度の取得対象である。式（１）の設定温度は、
これら取得した複数の設定温度から計算するが、その計算方法は特に限定しない。例えば
、取得した全設定温度の平均としてもよいし、最も高いまたは最も低い設定温度などとし
てもよい。また、設定温度に加えて、室内機３ｙのＯＮ／ＯＦＦ状態も合わせて取得し、
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ＯＮ状態の室内機３ｙの設定温度のみを用いて、式（１）の設定温度を計算してもよい。
【００４４】
　換気量そのものが運転計測データとして記憶装置１１に記憶されていない場合には、例
えば、強・中・弱・停止のいずれかの値をとる運転状態と、運転条件として記憶されてい
る各運転状態における風量または定格風量等から、換気量を計算してもよい。
【００４５】
　上記式（１）を用いる場合、換気装置２が、図２には明示しなかった給気温度センサを
備えている必要がある。換気装置２が給気温度センサを備えていない場合には、換気装置
２とは独立に、給気温度センサを設置し、受信装置１３が計測データを取得する構成とす
る。あるいは、給気温度を用いずに、例えば次式（２）により換気負荷を計算してもよい
。
【００４６】
　換気負荷＝換気量×（外気温－室温）×（１－熱交換率）×定数　・・・（２）
【００４７】
　式（２）において、熱交換率は、熱交換ユニット２ｈの熱交換率であり、運転条件とし
て記憶装置１１に記憶されている。室外から取り入れる空気が熱交換ユニット２ｈで熱交
換しないときは、式（２）の熱交換率は０である。式（２）の室温については、換気装置
２が図３に示した環気温度を計測している場合には、換気装置２の運転計測データから取
得する。換気装置２が環気温度を計測していない場合には、空調機３の運転計測データか
ら取得する。空調機３は、通常、室内機の吸込み温度を計測しているので、これを室温と
して用いればよい。
【００４８】
　吸込み温度の取得対象は、換気装置２が担当するエリアに含まれる空調機３ａ～３ｃで
ある。例えば図１３の空調設備では、６台の室内機が吸込み温度の取得対象である。式（
２）の室温は、これら取得した複数の吸込み温度から計算するが、その計算方法は特に限
定しない。例えば、取得した全吸込み温度の平均としてもよいし、最も高いまたは最も低
い吸込み温度などとしてもよい。また、吸込み温度に加えて、室内機のＯＮ／ＯＦＦ状態
も合わせて取得し、ＯＮ状態の室内機の吸込み温度のみを用いて、上式の吸込み温度を計
算してもよい。
【００４９】
　また、外気温については、換気装置２が図３に示した外気の温度を計測している場合に
は、換気装置２の運転計測データから取得する。換気装置２が外気温を計測していない場
合には、空調機３の運転計測データから取得する。空調機３は、通常、室外機３ｘで外気
温を計測しているので、これを用いればよい。外気温の取得対象は、換気装置２が担当す
るエリアに含まれる室内機である。例えば図１３のシステムでは、３つの冷媒系統の全て
の空調機から外気温を取得する。図１３に記載の３台の室外機３ｘが外気温の取得対象で
ある。上式の外気温は、これら取得した複数の外気温から計算するが、その計算方法は特
に限定しない。例えば、取得した全外気温の平均としてもよいし、最も高いまたは最も低
い外気温などとしてもよい。
【００５０】
　ただし、システムに求められる精度を保証するためなど、必要に応じて環気温度センサ
、室温センサ、外気温センサ等を設置し、受信装置１３がこれらセンサの計測データを取
得する構成としてもよい。
【００５１】
　なお、説明を簡単にするため各データの単位についての表記と説明を省略したが、例え
ば換気負荷の単位はｋＷとして、換気制御装置１の処理で整合性がとれるように適切に設
定すればよい。また、換気装置２の運転計測データとして換気負荷そのものを取得できる
場合には、この換気負荷を記憶装置１１に記憶し、使用してもよい。
【００５２】
　換気装置２は一般に複数台が設置されるので、各換気装置２に対して上記換気負荷を計
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算する。設定温度等の空調機３の運転計測データを使う場合には、上記のように、換気装
置２が担当するエリアと空調機３が担当するエリアが同一ではないことも考慮して、どの
空調機３のデータを使用するかを決定する。
【００５３】
　ただし、換気装置２、風路の接続関係等の設備構成が明確でない場合等では、例えばフ
ロア全体を１つにまとめて換気負荷を計算するようにしてもよい。この場合、換気装置２
毎の詳細な計算はできないため、例えば、全てのあるいは任意に選択した複数台の換気装
置２、空調機３の運転計測データの平均、重みつき平均等のデータを用いてフロア全体の
換気負荷を計算してもよいし、任意に選択したいずれか１つの換気装置２の運転計測デー
タを用いてフロア全体の換気負荷を計算してもよい。さらに、フロア全体で求めた換気負
荷を、換気装置２の容量等を基にして、換気装置２毎の換気負荷に分配してもよい。また
、フロア全体は必ずしも１つにまとめる必要はなく、例えば２つ、３つ等にまとめてもよ
い。
【００５４】
　以上で述べた、どのように換気負荷を計算するかについての各種情報は、運転条件とし
て記憶装置１１に記憶されている。また、計算した結果を換気負荷として記憶装置１１に
保存する。
【００５５】
　（空調負荷計算部１２ｂ）
　空調負荷計算部１２ｂは、記憶装置１１に記憶された空調機３の運転計測データと空調
機モデルから、空調負荷を計算する。空調負荷とは、空調機３が処理する負荷のことであ
る。なお、空調負荷の符号については、マイナス値は暖房が必要な状態、プラス値は冷房
が必要な状態、として定義する。
【００５６】
　例えば、単純な計算方法の一例としては、下記式（３）のように圧縮機周波数と外気温
を用いて、圧縮機周波数の２次式、外気温の１次式として計算する。この計算式が空調機
モデルの一部を構成する。
【００５７】
　空調負荷＝ａ２×周波数×周波数＋ａ１×周波数＋ｂ１×外気温＋ｃ０・・・（３）
【００５８】
　上記式（３）において、２次式及び１次式の係数のａ２、ａ１、ｂ１、ｃ０は空調機３
の機種によって異なる空調機３の特性データであり、空調機モデルに含まれる。これら係
数は、実験データ、機器の設計データ等を基にして決定されるものである。通常、冷房と
暖房では、係数の値は異なる。
【００５９】
　また、冷媒の温度として凝縮温度、蒸発温度が計測できる場合は、これらを用いた計算
式としてもよいし、消費電力を計測できる場合は、消費電力から実際に処理した空調負荷
を求める計算式としてもよい。
【００６０】
　空調負荷の計算は、このような近似式を用いて計算するのではなく、物理モデルに基づ
く方程式を基に空調負荷を計算するようにしてもよいし、ニューラルネットワーク等のよ
うに計測データから入出力関係をモデル化するブラックボックスモデルにより計算するよ
うにしてもよい。
【００６１】
　空調負荷の計算に用いる空調機３の運転計測データとしては、この他にも、圧縮機周波
数、外気温、凝縮温度、蒸発温度、消費電力、吸込み温度、吹き出し温度、冷媒流量など
のセンサによる計測データと、冷房・暖房・送風等の運転モード、起動・停止などの運転
状態、設定温度などの設定データなどの運転データを用いてもよい。これらは代表的な運
転計測データを列挙しただけであり、空調負荷の計算に用いるデータをこれらに限定する
必要もなく、これら全てを含む必要もない。
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【００６２】
　なお、説明を簡単にするため各データの単位についての表記と説明を省略したが、例え
ば空調負荷の単位はｋＷとして、換気制御装置１の処理で整合性がとれるように適切に設
定すればよい。また、空調機３の運転計測データとして空調負荷を取得できる場合には、
この空調負荷を記憶装置１１に記憶し、使用してもよい。
【００６３】
　複数台の空調機３ａ～３ｃが設置されるので、各空調機３ａ～３ｃに対して上記空調負
荷を計算する。すなわち、空調機３ａ～３ｃ毎に、空調負荷が計算される。先に述べたよ
うに、空調機３ａ～３ｃ毎とは冷媒系統毎を意味する。１つの冷媒系統に複数台の室外機
３ｘが接続されている場合には、室外機３ｘ毎に計算した後に、この冷媒系統に接続され
ている全ての室外機３ｘの空調負荷を足し合わせてもよい。ただし、冷媒系統の接続関係
等の設備構成が明確でない場合等では、例えばフロア全体を１つにまとめて空調負荷を計
算するようにしてもよい。この場合、空調機３ａ～３ｃ毎の詳細な計算はできないため、
例えば、空調効率は一定（例えばＣＯＰ＝４など）であると仮定して、消費電力の計測値
等から計算してもよい。また、外気温等その他の計測データの値に応じて、上記空調効率
を異なる値に設定するようにしてもよい。さらに、フロア全体で求めた空調負荷を、空調
機３ａ～３ｃの容量等を基にして、空調機３ａ～３ｃ毎の空調負荷に分配してもよい。
【００６４】
　空調機３ａ～３ｃの特性が明確でない場合についても同様に、例えば空調効率は一定（
例えばＣＯＰ＝４など）であると仮定して、消費電力の計測値等から計算してもよいし、
外気温等その他の計測データの値に応じて、上記空調効率を異なる値に設定するようにし
てもよい。また、フロア全体は必ずしも１つにまとめる必要はなく、例えば２つ、３つ等
にまとめてもよい。
【００６５】
　以上で述べた、どのように空調負荷を計算するかについての各種情報は、運転条件とし
て記憶装置１１に記憶されている。また、計算した結果を空調負荷として記憶装置１１に
保存する。
【００６６】
　（熱負荷計算部１２ｃ）
　熱負荷計算部１２ｃは、換気負荷計算部１２ａで計算した換気負荷と、空調負荷計算部
１２ｂで計算した空調負荷を用いて、実際に処理された熱負荷を計算する。なお、熱負荷
の符号については、マイナス値は室内から熱が出ていく状態、プラス値は室内に熱が入っ
てくる状態（室内での熱の発生も含む）として定義する。
【００６７】
　熱負荷の計算では、複数台の換気装置２と複数台の空調機３のそれぞれが担当するエリ
アの情報を基に、先に述べた方法で、フロアを複数のゾーンＺ１～Ｚ３に分割し、各ゾー
ンＺ１～Ｚ３に対して熱負荷を計算する。例えば、図１３の空調設備では、１台の換気装
置２と、３台の空調機３ａ～３ｃが設置されている。この場合、先に述べたように、３台
の空調機３ａ～３ｃの担当エリアに合わせて３ゾーンに分割する。
【００６８】
　熱負荷の計算は、次式（４）により計算する。上述のように、ゾーンＺ１～Ｚ３毎に計
算する。
【００６９】
　熱負荷＝空調負荷－換気負荷　　　　・・・（４）
【００７０】
　上記式（４）において、外気温が設定温度よりも低いときは、換気負荷はマイナス値と
なる。冷房運転している場合、これは、熱負荷の一部を外気冷房により処理したことを意
味する。逆に、外気温が設定温度よりも高いときは、換気負荷はプラス値となる。冷房運
転している場合、これは、換気により空調負荷が増加したことを意味する。
【００７１】
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　換気負荷計算部１２ａでは、換気装置２毎の換気負荷を計算したが、これをゾーンＺ１
～Ｚ３毎に分配する必要がある。最も基本的な方法としては、換気装置２が対象とするエ
リアに含まれるゾーン数に応じた均等割りがある。図１３の例では、ゾーン数は３つであ
るので、各ゾーンＺ１～Ｚ３における換気負荷は全換気負荷の１／３ずつとする。あるい
は、各ゾーンＺ１～Ｚ３への給気量に差があることが分かっている場合には、それに合わ
せて分配してもよい。
【００７２】
　例えば、図１３で、ゾーンＺ１～Ｚ３への給気量の割合が、Ｚ１：Ｚ２：Ｚ３＝３：２
：１であると分かっている場合には、ゾーンＺ１には３／６、ゾーンＺ２には２／６、ゾ
ーンＺ３には１／６の換気量を分配する。または、各ゾーンＺ１～Ｚ３の床面積、容積な
どが分かっている場合には、それに合わせて分配してもよい。例えば、図１３で、ゾーン
Ｚ１～Ｚ３への床面積の割合が、Ｚ１：Ｚ２：Ｚ３＝３：２：１であると分かっている場
合には、ゾーンＺ１には３／６、ゾーンＺ２には２／６、ゾーンＺ３には１／６の換気量
を分配する。このように、空調負荷計算部１２ｂでは、ゾーンＺ１～Ｚ３毎（空調機３ａ
～３ｃ毎）の空調負荷を計算する。
【００７３】
　熱負荷の計算では、熱負荷の時間的な変化を考慮して、換気制御装置１から換気装置２
に制御指令を実行してから所定の時間後における将来の熱負荷を推定してもよい。すなわ
ち、まず前述の「熱負荷＝空調負荷－換気負荷」により、実際に処理した熱負荷を計算し
、これを補正して将来の熱負荷を推定する。
【００７４】
　例えば、直近の数回分の実際に処理した熱負荷の履歴から１次近似式、または２次近似
式などを作成し、これをもとに所定の時間後における将来の熱負荷を推定する。具体的に
は、例えば１０分刻みで熱負荷を計算するとした場合、時刻ｔでの熱負荷をＱ（ｔ）とす
ると、前回すなわち１０分前に計算した熱負荷Ｑ（ｔ－１０）と今回計算した熱負荷Ｑ（
ｔ）とで１次近似式を作成し、１０分後の熱負荷を求める。すなわち、次式（４ａ）でｘ
＝ｔ＋１０として１０分後の熱負荷Ｑ（ｔ＋１０）を求める。図４は、この推定方法のイ
メージ図である。
【００７５】
Ｑ（ｘ）＝（Ｑ（ｔ）－Ｑ（ｔ－１０））／１０＊（ｘ－ｔ）＋Ｑ（ｔ）・・・（４ａ）
【００７６】
　上式（４ａ）は一例を示しただけであって、前述のように２次近似式などとしてもよい
。また、熱負荷の計算を１０分刻みとしたが、これも一例であって、何分刻みとするかは
特に制約はなく、１分刻み、３０分刻みなどとしてもよい。また、１０分後の熱負荷Ｑ（
ｔ＋１０）を求める例を示したが、１０分間の平均的な熱負荷を求めるため、例えば５分
後の熱負荷Ｑ（ｔ＋５）を求めるなどとしてもよい。
【００７７】
　また、上記では、直近の数回分の実際に処理した熱負荷の履歴から、将来の熱負荷を推
定すると記載したが、別の日の熱負荷の履歴から将来の熱負荷を推定してもよい。例えば
、前日の同じ時刻における熱負荷の増加傾向・減少傾向から、１０分先の熱負荷を推定す
る。あるいは、平日の同じ時刻の熱負荷を複数日数分用いて、平均的な増加傾向・減少傾
向を用いてもよいし、１週間前の同じ曜日の同じ時刻における熱負荷の増加傾向・減少傾
向を用いてもよい。また、外気温、日射量等を加味して推定する等としてもよい。
【００７８】
　（ＣＯ２濃度計算部）
　図には示しておらず必ずしも備える必要はないが、有用な構成要素としてＣＯ２濃度計
算部について説明する。
【００７９】
　ＣＯ２濃度計算部は、記憶装置１１に記憶されたＣＯ２濃度をもとに、与えられた換気
量で換気装置２を運転した場合の室内のＣＯ２濃度を推定する。換気量は、運転状態決定
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部１２ｅにより与えられる。なお、運転状態決定部１２ｅの説明で述べるが、換気制御装
置１の構成要素としてＣＯ２濃度計算部を備えない構成としてもよい。
【００８０】
　ＣＯ２濃度は、例えば以下の関係式（５）を用いて計算する。なお、現在のＣＯ２濃度
は、記憶装置１１に記憶されている。
【００８１】
　ＣＯ２濃度＝現在のＣＯ２濃度＋人体からのＣＯ２発生量
　　　　－換気によるＣＯ２除去量－隙間風等によるＣＯ２減少量・・・（５）
【００８２】
　人体からのＣＯ２発生量は、文献データ等に基づき設定する１人あたりのＣＯ２発生量
と、在室人数を掛け合わせたものである。在室人数は、一日の在室人数パターンとして各
時刻の在室人数をあらかじめ記憶装置１１に記憶させておいてもよいし、換気装置２と空
調機３の運転計測データから学習して推定してもよいし、入退管理システムが導入されて
いればその情報を用いてもよい。
【００８３】
　換気によるＣＯ２除去量は、換気量、現在のＣＯ２濃度、外気のＣＯ２濃度等から計算
できる。外気のＣＯ２濃度は、例えば一般的な値である３５０ｐｐｍ等を設定すればよい
が、この値に限定する必要はない。図には示していない外気のＣＯ２濃度を計測するセン
サを備えていれば、その値を用いてもよい。その他ＣＯ２除去量の計算に必要な情報があ
る場合には、あらかじめ記憶装置１１に記憶させておくか、換気装置２と空調機３の運転
計測データから学習等により推定する。あるいはもっと簡単化し、換気量１ｍ３あたりの
ＣＯ２減少量を固定値として記憶装置１１に記憶させておき、この値と換気量を掛け合わ
せたものをＣＯ２除去量とするなどとしてもよい。
【００８４】
　隙間風等によるＣＯ２減少量は、あらかじめ記憶装置１１に記憶させておいてもよいし
、換気装置２と空調機３の運転計測データから学習して推定してもよい。また、その値は
時間変化しない固定値であってもよいし、時間変化するパターンであってもよい。
【００８５】
　上記はＣＯ２濃度の計算方法の一例であって、これに限定する必要はない。例えば、隙
間風の影響が小さいことが明らかな場合は、上式から隙間風等によるＣＯ２減少量の項を
削除してもよい。あるいは、ＣＯ２濃度の時間変化を求める物理モデルに基づく方程式を
もとに、より詳細に計算してもよいし、換気装置２と空調機３の運転計測データから学習
して推定するようにしてもよい。
【００８６】
　（運転状態決定部１２ｅ）
　運転状態決定部１２ｅは、熱負荷計算部１２ｃで計算した熱負荷と、記憶装置１１に記
憶されている換気装置モデルと空調機モデルを用いて、各換気装置２の換気量を決定する
。換気量の決定では、複数台の換気装置２と複数台の空調機３の合計の消費電力が、他の
換気量にした場合と比較して相対的に小さくなるように決定する。望ましくは、消費電力
が最小となるように決定する。
【００８７】
　換気装置モデルは、換気量に対する消費電力を計算するモデルであり、例えば下記式（
６）に示すように、換気量に対する１次式、２次式、・・・、ｎ次式等である。
【００８８】
　換気装置２の消費電力＝ａ０＋ａ１×（換気量）＋ａ２×（換気量＾２）＋・・・＋ａ
ｎ×（換気量＾ｎ）　　　　　　　・・・（６）
【００８９】
　また、空調機モデルは、処理熱量に対する消費電力を計算するモデルであり、例えば下
記式（７）に示すように、処理熱量に対する１次式、２次式、・・・、ｎ次式等である。
【００９０】
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　空調機の消費電力＝ｂ０＋ｂ１×（処理熱量）＋ｂ２×（処理熱量＾２）＋・・・＋ｂ
ｎ×（処理熱量＾ｎ）　　　　　　　・・・（７）
【００９１】
　上記式（６）、（７）において、換気装置モデルは３次式、空調機モデルは２次式等と
してよい。係数ａ０、ａ１、・・・、ｂ０、ｂ１、・・・はモデルの一部として記憶装置
１１に記憶されている。これらの計算式は一例であって、例えば外気温等を加味した計算
式であってもよい。あるいは、空調機３の消費電力は圧縮機周波数に関する２次式等とし
て、この式に与える周波数は処理熱量から計算する、というような２段階の計算方法とし
てもよい。
【００９２】
　あるいは、換気装置モデル及び空調機モデルは、データテーブルからなり、データテー
ブルに基づいて消費電力を求めてもよい。例えば空調機モデルは、１０℃刻みの外気温に
対する空調機３の効率を記憶したテーブルからなっている。すなわち、記憶装置１１は、
外気温がＴ１のときの効率がＣ１、外気温がＴ２のときの効率がＣ２、外気温がＴ３のと
きの効率がＣ３、・・・のようなテーブルを空調機モデルとして記憶しておく。このとき
、換気量を決定するときの外気温がＴ１のときは、「消費電力＝処理熱量／Ｃ１」とする
。中間的な外気温の場合は、データを補間すればよい。すなわち、外気温が（Ｔ１＋Ｔ２
）／２のときは、「消費電力＝処理熱量／（Ｃ１＋Ｃ２）×２」とする。
【００９３】
　例えば換気装置モデルは、換気量毎の換気装置２の消費電力を記憶したテーブルからな
っている。すなわち、記憶装置１１は、換気量が強のときの消費電力がＰ１、中のときの
消費電力がＰ２、弱のときの消費電力がＰ３のようなテーブルを換気装置モデルとして記
憶しておく。連続的な換気量を指令することが可能な場合、強・中・弱ではなく、定格出
力比１００％、８０％、５０％などとすればよい。中間的な換気量の場合は、データを補
間すればよい。
【００９４】
　空調機モデルに与える処理熱量は、換気量から求めることができる。まず、換気量に対
する換気負荷は、換気負荷計算部１２ａを用いて計算できる。次に、この換気負荷を用い
て「空調負荷＝熱負荷＋換気負荷」の計算式により、空調負荷すなわち空調機３の処理熱
量が計算できる。ただし、換気負荷計算部１２ａの計算に必要なデータ、例えば給気温度
、設定温度等、あるいは熱交換ユニット２ｈを通過するかしないか等の各種条件は、この
計算を実行する時点における計測データを用いればよい。
【００９５】
　運転状態決定部１２ｅは、以下の処理を複数台の換気装置２それぞれに対して実行する
。１台の換気装置２が複数のゾーンを担当するので、これら担当するゾーンを一括して消
費電力を評価する。
【００９６】
　運転状態決定部１２ｅでは、熱負荷を処理する空調設備として空調機３および換気装置
２の運転状態の組み合わせを決定する。空調機と換気装置２の運転状態の組み合わせとし
て、現在の運転状態以外に組み合わせが可能であるかを判断し、可能であれば複数の運転
状態を候補として選び、それらの運転状態について消費電力を比較して、消費電力が小さ
くなる状態を換気装置２の運転状態として決定する。
【００９７】
　なお、換気装置２の運転状態として複数の候補がない場合は、消費電力をもとに運転状
態を決定する必要はない。たとえば、空調機３が冷房運転しており、外気温が空調対象エ
リアの目標設定温度以上の場合は、換気量を増加すると空調機３と換気装置２の消費電力
がともに増大するので、一般に換気装置２の運転状態を必要な最低の換気量とすればよく
、運転状態として複数の候補はない。そのような場合は、必要最低の換気量を得る状態を
換気装置２の運転状態として決定する。通常これは、後述するＣＯ２濃度を基準値以下に
維持するために必要な最低の換気量である。
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【００９８】
　一方、空調機３が冷房運転しており、外気温が空調対象エリアの目標設定温度未満の場
合は、外気冷房により換気装置２の運転状態を変化させて消費電力を低減することができ
る可能性があるので、換気装置２の運転状態として可能な複数の状態を候補として選び、
換気装置２の消費電力を計算する。また、換気装置２の運転状態が決まると、「空調負荷
＝熱負荷＋換気負荷」の関係から、空調機３の運転状態が定まるため、空調機３の消費電
力が決まる。そして、換気装置２の消費電力と空調機３の消費電力との和が最少となる換
気装置２の運転状態を決定する。なお、運転状態として連続的な値（たとえば回転数など
）をとることができる場合には、複数の値について消費電力計算して、それらの値と消費
電力の関係を補間して極小となる値を得るように処理してもよい。
【００９９】
　なお、上記において、換気装置２による換気負荷全体を、ゾーンＺ１～Ｚ３毎の換気負
荷に分配する必要がある。最も基本的な方法としては、換気装置２が対象とするエリアに
含まれるゾーン数に応じた均等割りがある。図１３の例では、ゾーン数は３であるので、
各ゾーンＺ１～Ｚ３における換気負荷は全換気負荷の１／３ずつとする。あるいは、各ゾ
ーンＺ１～Ｚ３への給気量に差があることが分かっている場合には、それに合わせて分配
してもよい。例えば、図１３で、ゾーンＺ１～Ｚ３への給気量の割合が、３：２：１であ
ると分かっている場合には、ゾーンＺ１には３／６、ゾーンＺ２には２／６、ゾーンＺ３
には１／６の換気量を分配する。または、各ゾーンＺ１～Ｚ３の床面積、容積などが分か
っている場合には、それに合わせて分配してもよい。例えば、図１３で、ゾーンＺ１～Ｚ
３への床面積の割合が、３：２：１であると分かっている場合には、ゾーンＺ１には３／
６、ゾーンＺ２には２／６、ゾーンＺ３には１／６の換気量を分配する。
【０１００】
　また、ＣＯ２濃度計算部を用いて、ＣＯ２濃度が基準値以下を維持するために必要な最
低の換気量を決定する。以下、この換気量を最低換気量と記載する。また、このときの消
費電力を、換気装置モデルと空調機モデルを用いて求める。なお、ＣＯ２濃度の基準値と
しては、例えば法令基準である１０００ｐｐｍとすればよい。ただし、１０００ｐｐｍに
限定する必要はなく、この基準値は運転条件として記憶装置１１に記憶されている。
【０１０１】
　最低換気量の決定には、ＣＯ２濃度計算部を用いずに、ＣＯ２濃度と必要換気量を関連
づけたテーブルを用いて換気量を決定してもよい。例えば、ＣＯ２濃度が４００ｐｐｍ以
下では停止、６００ｐｐｍ以下では弱、８００ｐｐｍ以下では中、８００ｐｐｍ以上は強
のようなテーブルである。換気量が連続的に変更可能な換気装置２の場合には、これら中
間のＣＯ２濃度に応じて、テーブルの値を線形補間するなどとして、最低換気量を決定し
てもよい。このようにして最低換気量を決定する場合には、換気制御装置１は、ＣＯ２濃
度計算部を備える必要はない。処理に必要となる最低換気量を決定することにより、換気
装置２がとりうる運転状態が決められる。たとえば、上の例でＣＯ２濃度が６００ｐｐｍ
以下の時には、換気装置２の運転状態として弱で十分であり、したがって弱以上である、
弱、中、強の複数の運転状態を選択できることになる。
【０１０２】
　次に、換気量を様々に変更し、各換気量での換気装置２の消費電力と空調機３の消費電
力の合計を計算した結果が最も小さいときの換気量を記憶装置１１に記憶する。換気量の
変更の方法としては、換気量を最低換気量から順次増加させていってもよいし、ランダム
あるいは確率的な幅で増加・減少させてもよい。ただし、減少させる場合は、最低換気量
よりも小さくならないようにする。換気量の増加・減少の幅は、例えば強・中・弱・停止
のみ可能である等の換気装置２の仕様に応じて決定する。換気量が連続的な値をとること
が可能な場合は、固定の増加・減少の幅としてもよいし、毎回幅を変化させてもよい。ま
た、例えばこのようにして一旦求まった換気量に対して、その近傍でさらに細かく換気量
を変更して、最終的な換気量を決定してもよい。また、換気装置モデル、空調機モデルの
構成に応じて、線形計画法、二次計画法等のような最適化問題を解く一般的な数値解析手
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法を用いることができる場合には、これらを用いてもよい。
【０１０３】
　換気装置２の換気量と、それにより決まる空調機３の処理熱量は、換気装置２の最大・
最低換気量、空調機３の最大・最低処理熱量を考慮してもよい。例えば、空調機３の最大
処理熱量がＱ１、最低処理熱量がＱ２であるとすると、換気量を決定する過程で計算した
空調機３の処理熱量が、Ｑ１を超える換気量は許容しない、Ｑ２を下回るときは処理熱量
を０とする。これに伴い、必要箇所は再計算を行う。
【０１０４】
　換気量を順次増加させる場合、消費電力が減少から増加転じても、すぐには終了しなく
てもよい。これは、ゾーン毎の熱負荷のばらつき、空調機毎の特性の違い、換気装置２と
空調機３の特性の違い等により、再び消費電力が減少に転じる可能性があるからである。
【０１０５】
　また、換気量に加えて、熱交換ユニット２ｈを通過させるかどうかの切り替えについて
も決定してもよい。すなわち、各換気量に対する消費電力の評価において、熱交換ユニッ
ト２ｈを通過させたときの消費電力と、通過させないときの消費電力を計算し、より消費
電力の小さい方を選択する。具体的には、熱交換ユニット２ｈを通過するかしないか影響
を受ける換気負荷の違いを、空調機モデルによる空調機３の消費電力の計算において考慮
する。これにより、熱交換ユニット２ｈを通過する換気量と、熱交換ユニット２ｈを通過
しない換気量とを決定する。
【０１０６】
　さらに、換気装置２の保護動作が既知の場合には、これを考慮して換気量の決定、熱交
換ユニット２ｈを通過させるかどうかの決定を行ってもよい。すなわち、換気装置２が受
信しても、所望の動作が得られないことが分かっている場合には、そのような制御指令と
ならないように、換気量の決定等を行う。
【０１０７】
　例えば、１時間あるいは１日あたりのＯＮ／ＯＦＦ回数に制約がある場合、停止後に再
起動するまでに時間制約がある場合等がこれに該当する。その他にも、換気装置２の機種
によっては、熱交換ユニット２ｈを通過させるかどうかの切り替えに対して、外気温、そ
の他の条件から許可しない場合等が存在する。ただし、これらの条件は一例であり、換気
装置２の機種に応じて、可能な条件を考慮すればよい。これら保護動作等の条件は、運転
条件として記憶装置１１に記憶されている。
【０１０８】
　図１４は、図１３の空調設備におけるゾーン毎の熱負荷、換気負荷及び空調負荷の関係
を示すグラフである。ただし、図１４においては外気温が設定温度よりも低く、外気冷房
が行われる場合、すなわち換気負荷がマイナス値のときの状態について例示している。ま
た、図１４では、特に断りのない限り、効果が大きい外気冷房が行われるときについて説
明する。熱負荷は、主に建物の外からの侵入熱と内部発熱等である。図１３の例では、ゾ
ーンＺ１は、南面に面しているために日射の影響が大きいとともに、人・機器の数が多い
ために内部発熱が大きく、熱負荷が大きい。一方、ゾーンＺ３は、北面に面しているため
に日射の影響が小さいとともに、人・機器の数が少ないために内部発熱が小さく、熱負荷
が小さい。このように、熱負荷は、通常、空調対象エリア全体で不均一である。
【０１０９】
　外気冷房により換気負荷はマイナス値をとり、空調負荷が軽減される。熱負荷の大きさ
はゾーンＺ１～Ｚ３により異なるが、換気装置２は１台であるので、換気負荷は各ゾーン
Ｚ１～Ｚ３で同じ大きさである。
【０１１０】
　図１５は、換気量に対する空調機の消費電力及び換気装置２の消費電力の関係を示すグ
ラフである。図１５に示すように、換気量が増加するとともに、換気装置２の消費電力は
増加する。一方、外気冷房が可能な条件では、換気量が増加するとともに、空調機３ａ～
３ｃの消費電力は減少する。なお、外気冷房が可能な条件でない場合には、換気量の増加
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とともに、空調機３ａ～３ｃの消費電力も増加するため、換気量はなるべく少ない方がよ
く、ＣＯ２濃度の制約に応じて最小の換気量とすればよい。
【０１１１】
　また、図１５に示すように、空調機の特性（空調機モデル）、すなわち処理熱量（空調
負荷）と消費電力との関係が同じであっても、熱負荷の違いにより消費電力及び消費電力
の変化量が異なる。図１３及び図１４に示すように、通常、熱負荷の大きさはゾーンＺ１
～Ｚ３によって異なるため、換気量の変化に対する空調機の消費電力の変化量はゾーンＺ
１～Ｚ３毎に異なる。
【０１１２】
　図１６は空調機における処理熱量と効率（ＣＯＰ）との関係を示すグラフである。図１
６に示すように、同じ空調機であっても、処理熱量の大きさによって、空調機の効率が変
化する。よって、図１５の空調機の消費電力のグラフの傾きは、熱負荷の大きさによって
異なるものになり、熱負荷が異なる各ゾーンＺ１～Ｚ３の同一の換気負荷の変化量に対す
る空調負荷の変化量はそれぞれ異なるものになる。
【０１１３】
　図１７は、換気量と全ゾーンＺ１～Ｚ３の換気装置２及び空調機３ａ～３ｃの合計消費
電力との関係を示すグラフである。図１７に示すように、全ゾーンＺ１～Ｚ３の換気装置
２及び空調機３ａ～３ｃの合計消費電力は、複雑な関係となる。さらに、複数台の空調機
３ａ～３ｃの機種、容量等がそれぞれ異なる場合、この関係はさらに複雑となる。そこで
、これに対応することが可能なように、空調機３ａ～３ｃ毎に空調負荷と消費電力の関係
が空調機モデルとしてモデル化されている。
【０１１４】
　上記のように、運転状態決定部１２ｅは、全ゾーンＺ１～Ｚ３で換気量を同じ量変化さ
せ、その結果全ゾーンＺ１～Ｚ３で換気負荷が同じ量変化したときの、空調機３ａ～３ｃ
の消費電力と換気装置２の消費電力とを計算する。ただし、設備設計又は運用条件等によ
り、ゾーンＺ１～Ｚ３毎に換気量が異なってもよい。例えば、ゾーン間の換気量がある一
定の割合であるケースなどが想定されるが、その場合には、この条件を満たすように、換
気量が各ゾーンＺ１～Ｚ３に分配されればよい。そして、運転状態決定部１２ｅは、各換
気量での換気装置２の消費電力と空調機３ａ～３ｃの消費電力の合計を計算した結果が最
も小さいときの換気量を記憶装置１１に記憶する。
【０１１５】
　（制御指令変換部１２ｆ）
　制御指令変換部１２ｆは、運転状態決定部１２ｅで決定して記憶装置１１に記憶した換
気量を、換気装置２に対して実際に指令を与える制御指令に変換する。
【０１１６】
　例えば、換気装置２への制御指令の形式が、換気装置２に対する強・中・弱・停止であ
る場合には、記憶した換気量を、対応する指令である強・中・弱・停止のいずれかに変換
し、制御指令として記憶装置１１に記憶する。上記の強・中・弱・停止は一例であって、
制御指令の形式はこれに限定されない。換気装置２が受け取れる制御指令は機種毎に異な
るため、機種に応じて制御指令を生成する。このために必要な情報は、運転条件として記
憶装置１１に記憶されている。また、運転状態決定部１２ｅで決定した換気量を、そのま
ま換気装置２に指令できる場合には、変換する必要はなく、記憶装置１１に記憶されてい
る換気量と制御指令は同一である。
【０１１７】
　（受信装置１３と送信装置１４）
　受信装置１３は、換気装置２と空調機３との通信を行い、換気装置２と空調機３からデ
ータを受信し、受信したデータを記憶装置１１に記憶する。送信装置１４は、換気装置２
と空調機３との通信を行い、記憶装置１１に記憶された制御指令を読み出し、換気装置２
と空調機３に送信する。
【０１１８】



(19) JP 6005304 B2 2016.10.12

10

20

30

40

50

　受信装置１３と送信装置１４とが、換気装置２と空調機３とに通信する手段は、例えば
対象とする空調設備の専用ネットワーク、ＬＡＮ等の汎用ネットワーク、空調設備（換気
装置２、空調機３）の各々で異なる個別専用線等であり、それぞれ異なる通信手段であっ
てもよい。また、無線で通信してもよい。このように通信する手段は、ケーブルの種類、
プロトコル等は特に限定せず、上記に列挙されていない通信手段を用いてもよい。また、
受信装置１３で用いる通信手段と送信装置１４で用いる通信手段とは異なってもよい。す
なわち、複数の種類の通信手段を組み合わせたものであってもよい。
【０１１９】
（フローチャート）
　図１１は、実施の形態１に係る換気制御装置１の処理の流れを示すフローチャートであ
る。この処理のフローは、例えば１０分周期など、所定の時間周期で実行する。上記１０
分周期は一例であり、１分周期、３０分周期などとしてもよい。この時間周期は、運転条
件として記憶装置１１に記憶されている。処理のフローは以下の通りである。各ステップ
での詳細な実行内容は、演算装置１２の各部で機能説明した通りである。ステップＳＴ１
で、運転条件を記憶装置１１から読み込む。ステップＳＴ２で、換気装置２と空調機３の
運転計測データを記憶装置１１から読み込む。ステップＳＴ３で、運転条件と運転計測デ
ータを基に、換気負荷を計算する。ステップＳＴ４で、運転条件と運転計測データを基に
、空調負荷を計算する。ステップＳＴ５で、運転条件と換気負荷と空調負荷を基に、熱負
荷を計算する。ステップＳＴ６で、運転条件と熱負荷を基に、換気量を計算する。ステッ
プＳＴ７で、運転条件と換気量を制御指令に変換する。ステップＳＴ８で、制御指令を換
気装置２に送信する。また、上記ステップとは異なる所定の周期で、換気装置２と空調機
３の運転計測データを受信し、記憶装置１１に書き込んでもよい。さらに、運転計測デー
タのうち、異常通知、ユーザによる操作信号等のような即時性が必要なデータについては
、所定の周期とは無関係なタイミングで受信してもよい。
【０１２０】
　以上のように、実施の形態１の換気制御装置１では、換気装置２と空調機３の運転計測
データを用いて空調負荷と換気負荷を計算し、これを基に実際の熱負荷を計算する。また
、換気量と消費電力の関係を表す換気装置モデルと、処理熱量と消費電力の関係を表す空
調機モデルを備えている。また、熱負荷の計算はゾーン毎に行い、空調機モデルは、熱負
荷によって異なる、換気量の変化に対する消費電力の変化を考慮して、各空調機の消費電
力を計算する。
【０１２１】
　これにより、複数台の空調機を備えた空調設備において、実際の熱負荷に対して、換気
装置２と空調機３の合計の消費電力を削減するような換気量を適切に決定することができ
、省エネを実現することができる、という効果がある。
【０１２２】
実施の形態２．
　図５は、実施の形態２に係る換気制御装置１の機能構成図である。また、図６は、換気
装置２の構成を詳細化したシステム構成図である。
【０１２３】
　実施の形態１との違いは、換気装置２がＣＯ２センサ２ｇを備えておらず、その代わり
に独立なＣＯ２センサ４を備えた構成であることである。また、記憶装置１１に記憶され
る換気装置２の運転計測データにＣＯ２濃度データが含まれないため、ＣＯ２センサ４で
計測したデータは受信装置１３で受信し、記憶装置１１にＣＯ２濃度データとして記憶さ
れる。
【０１２４】
　その他の機能構成、動作について実施の形態１と同一の構成を有する部位には同一の符
号を付して説明は省略する。
【０１２５】
実施の形態３．
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　図７は、実施の形態３に係る換気制御装置１の機能構成図である。また、図８は、換気
装置２の構成を詳細化したシステム構成図である。
【０１２６】
　実施の形態１との違いは、換気制御装置１が換気装置２の一部として組み込まれている
構成であることである。実施の形態３では、換気制御装置１の記憶装置１１、演算装置１
２、受信装置１３、送信装置１４が、実施の形態１で説明した換気装置２が備える記憶装
置２ａ、演算装置２ｂ、受信装置２ｃ、送信装置２ｄの役割をあわせ持つ。なお、図７に
示した機器・センサ２ｘは、ファン２ｅ、弁２ｆ、熱交換ユニット２ｈをまとめて表示し
たものである。
【０１２７】
　その他の機能構成、動作は実施の形態１と同一であるので、説明は省略する。
【０１２８】
　図９は、実施の形態３に係る換気制御装置１のもう一つの機能構成図である。また、図
１０は、換気装置２の構成を詳細化したシステム構成図である。
【０１２９】
　図７および図８との違いは、換気装置２がＣＯ２センサ２ｇを備えておらず、その代わ
りに独立なＣＯ２センサ４を備えた構成であることである。また、記憶装置１１に記憶さ
れる換気装置２の運転計測データにＣＯ２濃度データが含まれないため、ＣＯ２センサ４
で計測したデータは受信装置１３で受信し、記憶装置１１にＣＯ２濃度データとして記憶
される。なお、図９に示した機器・センサ２ｘは、ファン２ｅ、弁２ｆ、熱交換ユニット
２ｈをまとめて表示したものである。
【０１３０】
　その他の機能構成、動作について実施の形態１と同一の構成を有する部位には同一の符
号を付して説明は省略する。
【０１３１】
実施の形態４．
　図１９は、本発明の実施の形態４に係る換気制御装置１の構成図であり、図２０は図１
９の空調設備の設置例を示す模式図である。実施の形態１との違いは、入力装置１５及び
表示装置１６を備えた構成であることである。なお、実施の形態１と同一の部位には同一
の符号を付してその説明を省略し、以下に実施の形態１とは異なる機能、動作についての
み説明する。
【０１３２】
　入力装置１５は、空調設備の運用に必要な運転条件、モデルのパラメータ等を入力する
ための装置である。入力装置１５は、例えば、キーボード、マウス、タッチパネル等であ
るが、これに限定しない。表示装置１６は、記憶装置１１に記憶された運転条件、運転計
測データなどを表示するための装置である。表示装置１６は、例えば、ディスプレイ等で
あるが、これに限定しない。
【０１３３】
（入力装置１５）
　ビルオーナー、設備管理者、居住者等は、入力装置１５を用いて各種情報を入力する。
入力された情報は、記憶装置１１に記憶される。特に、以下の情報が入力装置１５から入
力される。（１）換気装置２の台数、機器特性、換気対象エリアＶＺ、（２）空調機の台
数、機器特性、空調対象エリア（ゾーンＺ１～Ｚ３）、（３）表示装置１６に表示させる
項目。このうち、換気対象エリアＶＺは、換気の出入り口がフロア内でどの位置にあるか
についての情報等である。また、空調対象エリア（ゾーンＺ１～Ｚ３）は、ビル用マルチ
エアコンの場合、各室外機３ｘに接続された複数台の室内機３ｙがフロア内でどの位置に
あるかについての情報等である。
【０１３４】
　図２０のように、各換気装置２の換気対象エリアＶＺと各空調機３ａ～３ｃの空調対象
エリア（ゾーンＺ１～Ｚ３）の相互の位置関係が特定できるような情報である。フロア内
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での座標などの数値データでもよいし、図面上での領域選択でもよいが、これらに限定し
ない。換気装置２の機器特性とは、実施の形態１で述べた、換気装置モデルに関する情報
である。例えば、換気量と消費電力の関係式あるいは特性テーブルに設定するパラメータ
等のデータである。また、空調機の機器特性とは、実施の形態１で述べた、空調機モデル
に関する情報である。例えば、空調負荷と消費電力の関係式あるいは特性テーブルに設定
するパラメータ等のデータである。
【０１３５】
　ビルオーナー、設備管理者、居住者等は、表示装置１６に表示された、本発明に関する
各種情報を参照する。表示される情報は、記憶装置１１に記憶された情報である。入力装
置１５からの入力、例えばキーボード入力、マウス選択等に従って、表示内容を選択、表
示させてもよい。
【０１３６】
（表示装置１６）
　特に、表示装置１６は、以下の情報を表示する。（１）入力装置１５で入力した情報（
２）換気装置２と空調機３ａ～３ｃの運転計測データ（３）換気装置２毎の換気負荷、空
調機３ａ～３ｃ毎の空調負荷、ゾーンＺ１～Ｚ３毎の熱負荷（４）ゾーンＺ１～Ｚ３毎の
消費電力、全体での消費電力、及び換気装置２の電力と空調機３ａ～３ｃの消費電力の内
訳（５）各換気装置２の換気対象エリアＶＺと、各空調機３ａ～３ｃの空調対象エリア（
ゾーンＺ１～Ｚ３）の関係。上記（３）は、運転計測データを用いて、実施の形態１で述
べた方法で計算した結果である。
【０１３７】
　上記に列挙したもの以外にも、換気装置２と空調機３ａ～３ｃの運転計測データ以外の
計測データ、例えば消費電力・消費電力量等の各種センサで計測したデータを表示しても
よい。消費電力は、換気量を決定する際に推定した電力と、センサで計測した実測の電力
の両方、またはいずれか一方を表示する。（２）、（３）、（４）の表示方法としては、
時系列データとしてトレンドグラフ表示、指定した時刻のデジタル値などであるが、これ
らに限定しない。
【０１３８】
　図２１Ａは図１９の表示装置１６に表示されるゾーン毎の熱負荷の一例を示す模式図で
ある。図２１Ｂは図１９の表示装置１６に表示されるゾーン毎の換気量に対する消費電力
の一例を示す模式図である。図２１Ｃは図１９の表示装置１６に表示される換気量に対す
る空調設備全体の消費電力の一例を示す模式図、図２１Ｄは、図１９の表示装置１６に表
示されるゾーン毎の換気装置２の換気電力と空調機３ａ～３ｃの空調電力の一例を示す模
式図である。例えば上記（３）、（４）の項目が図２１Ａ～２１Ｄのように表示される。
これらのデータは、フロアの図面（例えば図２０）と合わせて、該当するエリア・ゾーン
と関連づけて表示させてもよい。（５）の表示方法については、例えば図２０に示したよ
うに、フロアの図面等で、換気対象エリアＶＺと空調対象エリアの相互の位置関係が分か
るように表示する。
【０１３９】
　また、（３）、（４）の各データは、換気量を決定する際に、換気量を様々に変化させ
ながら探索するときの途中経過を表示してもよい。このとき、図１５、図１７に示したよ
うな、換気量の決定に用いる換気量と消費電力の関係も合わせて表示するとよい。上記の
表示方法は、代表的な表示方法の一例であって、これに限定する必要はない。その他の機
能構成、動作は実施の形態１と同一であるので、説明は省略する。
【０１４０】
　図２２は、本発明の実施の形態４に係る換気制御装置１の変形例を示す構成図である。
図２２において、入力装置１５と表示装置１６は、換気制御装置１の外部に存在する。例
えば、ＬＡＮなどのネットワークを経由して、換気制御装置１がＰＣ、サーバ、タブレッ
ト端末、スマートホン等の外部機器と接続し、外部機器で、入力及び表示を行う。このと
き、換気制御装置１は、受信装置１３と送信装置１４により、外部機器がもつ入力装置１



(22) JP 6005304 B2 2016.10.12

10

20

５と表示装置１６との情報のやり取りを行う。ただし、外部機器は、上記に列挙したもの
に限定しない。
【０１４１】
　図２３は、実施の形態４に係る換気制御装置１の変形例を示す構成図である。なお、図
２３において、実施の形態１と同一の部位には同一の符号を付してその説明を省略し、以
下に実施の形態１とは異なる機能、動作についてのみ説明する。図２３において、換気制
御装置１は、換気装置２の一部として組み込まれている。
【０１４２】
　図２４は、実施の形態４に係る換気制御装置１のもう一つの構成図である。なお、図２
４において、実施の形態１と同一の部位には同一の符号を付してその説明を省略し、以下
に実施の形態１とは異なる機能、動作についてのみ説明する。図２４の換気制御装置１が
は換気装置２の一部として組み込まれており、入力装置１５と表示装置１６が、換気制御
装置１の外部に存在する。
【産業上の利用可能性】
【０１４３】
　本発明は換気装置の制御に有用である。
【符号の説明】
【０１４４】
　１　換気制御装置、２　換気装置、２Ａ　温度調整部、２Ｂ　湿度調整部、２ａ　記憶
装置、２ｂ　演算装置、２ｃ　受信装置、２ｄ　送信装置、２ｅ　ファン、２ｆ　弁、２
ｇ　センサ、２ｈ　熱交換ユニット、２ｉ　熱源機、２ｊ　熱交換器、２ｋ　ヒータ、２
ｌ　加湿器、２ｍ　除湿機、２ｘ　機器・センサ、３、３ａ、３ｂ、３ｃ　空調機、３ｘ
　室外機、３ｙ　室内機、４　ＣＯ２センサ、１１　記憶装置、１２　演算装置、１２ａ
　換気負荷計算部、１２ｂ　空調負荷計算部、１２ｃ　熱負荷計算部、１２ｅ　運転状態
決定部、１２ｆ　制御指令変換部、１３　受信装置、１４　送信装置、１５　入力装置、
１６　表示装置、ＶＺ　換気対象エリア、Ｚ１～Ｚ３　ゾーン。
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