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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の制御対象機器の消費エネルギー若しくは供給エネルギーの予測値を設定する予測
部と、
　前記予測部により設定された予測値に基づいて、制御対象機器の発停スケジュールを作
成する発停最適化部と、
　を有し、
　前記発停最適化部は、
　所定の評価指標に基づいて決定される制御対象機器の起動優先順位に基づいて、冷熱お
よび温熱の消費エネルギーに応じた制御対象機器の発停条件を設定する発停条件設定部と
、
　前記発停条件及び前記予測値に基づいて、各時刻において起動する制御対象機器の割当
を行う起動機器割当部と、
　各時刻において起動する制御対象機器の中で、最も起動優先順位が低い制御対象機器の
冷熱製造単価を演算する製造単価集計部と、
　冷熱製造単価が高い時刻から放熱又は放電を順次割り当て、冷熱製造単価が低い時刻か
ら蓄熱又は蓄電を順次割り当てる蓄熱放熱割当部と、
　を有することを特徴とする蓄電蓄熱最適化装置。
【請求項２】
　前記発停最適化部は、
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　前記制御対象機器の特性及び前記起動優先順位に基づいて、各制御対象機器を起動させ
るための条件である起動境界条件を設定する起動境界条件設定部と、
　前記制御対象機器の特性及び前記起動優先順位に基づいて、各制御対象機器を停止させ
る条件である停止境界条件を設定する停止境界条件設定部と、
　を有することを特徴とする請求項１記載の蓄電蓄熱最適化装置。
【請求項３】
　前記停止境界条件設定部は、前記起動優先順位が高い機器が下限出力とならない範囲で
、前記停止境界条件を、前記起動境界条件よりも小さく設定することを特徴とする請求項
２記載の蓄電蓄熱最適化装置。
【請求項４】
　制御対象機器について、将来の所定の期間における起動、作動状態及び停止を決定する
制御設定値を設定する設定部と、
　前記蓄電蓄熱スケジュールが、所定の目標値を達成しているか否かを判定する目標達成
判定部と、
　前記目標達成判定部が目標値を達成していると判定した場合に、前記蓄電蓄熱スケジュ
ールに基づく制御設定値を出力する制御設定値出力部と、
　前記目標達成判定部が目標値を達成していないと判定した場合に、前記設定部により設
定された前記制御設定値を調整する調整部と、
　を有することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の蓄電蓄熱最適化装置。
【請求項５】
　前記目標達成判定部が、目標を達成していないと判定した場合に、前記蓄電蓄熱スケジ
ュールによる制御設定値を受け入れるか否かを、外部に問い合わせる問い合わせ部を有す
ることと特徴とする請求項４記載の蓄電蓄熱最適化装置。
【請求項６】
　前記予測部による予測値と実際の消費エネルギー若しくは供給エネルギーの値との差分
又は前記制御設定値と前記制御対象機器の実際の状態量との差分が、所定のしきい値を超
えているか否かを判定する再スケジューリング要否判定部と、
　前記再スケジューリング要否判定部が、所定のしきい値を超えていると判定した場合に
、前記制御設定値を調整する調整部と、
　を有することを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の蓄電蓄熱最適化装置。
【請求項７】
　前記評価指標は、消費エネルギー及びコストの一方若しくは双方の最小化であることを
特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の蓄電蓄熱最適化装置。
【請求項８】
　前記制御対象機器としては、冷水及び温水を製造する機器が含まれ、
　前記評価指標は、冷水製造単価及び温水製造単価若しくは冷水製造エネルギー及び温水
製造エネルギーであることを特徴とする請求項７記載の蓄電蓄熱最適化装置。
【請求項９】
　エネルギー消費機器には、照明が含まれ、
　前記予測部が比較に用いる制御設定値が、照度であることを特徴とする請求項１～８の
いずれか１項に記載の蓄電蓄熱最適化装置。
【請求項１０】
　エネルギー消費機器には、空気調和機が含まれ、
　前記予測部が、比較に用いる制御設定値が、ＰＭＶ値であることを特徴とする請求項１
～８のいずれか１項に記載の蓄電蓄熱最適化装置。
【請求項１１】
　コンピュータが、
　複数の制御対象機器の消費エネルギー若しくは供給エネルギーの予測値を設定する予測
処理と、
　前記予測処理により設定された予測値に基づいて、制御対象機器の発停スケジュールを
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作成する発停最適化処理と、
　を有し、
　前記発停最適化処理は、
　所定の評価指標に基づいて決定される制御対象機器の起動優先順位に基づいて、冷熱お
よび温熱の消費エネルギーに応じた制御対象機器の発停条件を設定する発停条件設定処理
と、
　前記発停条件及び前記予測値に基づいて、各時刻において起動する制御対象機器の割当
を行う起動機器割当処理と、
　各時刻において起動する制御対象機器の中で、最も起動優先順位が低い制御対象機器の
冷熱製造単価を演算する製造単価集計処理と、
　冷熱製造単価が高い時刻から放熱又は放電を順次割り当て、冷熱製造単価が低い時刻か
ら蓄熱又は蓄電を順次割り当てる蓄熱放熱割当処理と、
  を実行することを特徴とする蓄電蓄熱最適化方法。
【請求項１２】
　前記発停最適化処理は、
　前記制御対象機器の特性及び前記起動優先順位に基づいて、各制御対象機器を起動させ
るための条件である起動境界条件を設定する起動境界条件設定処理と、
　前記制御対象機器の特性及び前記起動優先順位に基づいて、各制御対象機器を停止させ
る条件である停止境界条件を設定する停止境界条件設定処理と、
　を含むことを特徴とする請求項１１記載の蓄電蓄熱最適化方法。
【請求項１３】
　コンピュータに、
　複数の制御対象機器の消費エネルギー若しくは供給エネルギーの予測値を設定する予測
処理と、
　前記予測処理により設定された予測値に基づいて、制御対象機器の発停スケジュールを
作成する発停最適化処理と、
　を有し、
　前記発停最適化処理は、
　所定の評価指標に基づいて決定される制御対象機器の起動優先順位に基づいて、冷熱お
よび温熱の消費エネルギーに応じた制御対象機器の発停条件を設定する発停条件設定処理
と、
　前記発停条件及び前記予測値に基づいて、各時刻において起動する制御対象機器の割当
を行う起動機器割当処理と、
　各時刻において起動する制御対象機器の中で、最も起動優先順位が低い制御対象機器の
冷熱製造単価を演算する製造単価集計処理と、
　冷熱製造単価が高い時刻から放熱又は放電を順次割り当て、冷熱製造単価が低い時刻か
ら蓄熱又は蓄電を順次割り当てる蓄熱放熱割当処理と、
　を実行させることを特徴とする蓄電蓄熱最適化プログラム。
【請求項１４】
　前記発停最適化処理は、
　前記制御対象機器の特性及び前記起動優先順位に基づいて、各制御対象機器を起動させ
るための条件である起動境界条件を設定する起動境界条件設定処理と、
　前記制御対象機器の特性及び前記起動優先順位に基づいて、各制御対象機器を停止させ
る条件である停止境界条件を設定する停止境界条件設定処理と、
　を含むことを特徴とする請求項１３記載の蓄電蓄熱最適化プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、たとえば、建物におけるエネルギー供給機器、エネルギー消費機
器、エネルギー貯蔵機器等の制御対象機器の運用スケジュールを最適化する技術に関する
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。
【背景技術】
【０００２】
　国内におけるビル等の建物の民生業務部門の消費エネルギーは、最終エネルギー消費全
体の２０％程度である。このため、建物の管理者、利用者が、継続して省エネルギーを実
行できれば、最終エネルギー消費を抑制することができる。
【０００３】
　さらに、最近の電力需要のひっ迫を受けて、ピーク時間帯における消費エネルギーを削
減するピークカットのニーズが高まっている。たとえば、ビル等の大口需要家に、使用電
力の上限を課すことが行われている。また、蓄熱装置を活用して、エネルギー消費のピー
クの時間をずらすピークシフトのニーズも高い。
【０００４】
　このような背景から、太陽光や太陽熱等の再生可能エネルギーを利用するエネルギー供
給機器の導入が、今後、一層加速すると見込まれる。ただし、再生可能エネルギーを利用
するエネルギー供給機器の出力は、天候等の気象条件に大きく左右される。このため、こ
れを補償できる蓄電池や蓄熱装置などのエネルギー貯蔵機器の導入についても、今後も増
加すると考えられる。
【０００５】
　以上のように、今後は、ビル等の設備内に導入されるエネルギー供給機器、エネルギー
貯蔵機器は、多様化することが想定される。そして、これらの機器を、既存の機器と上手
に連携させて、建物全体で効率的に運用するための運用計画の立案手法が必要となる。
【０００６】
　たとえば、蓄熱槽を有するエネルギー供給設備について、所定期間における消費エネル
ギー、コスト、ＣＯ２発生量を最小化する手法がある。また、空調負荷予測に基づくピー
クカットを行う手法、氷蓄熱空調をピークカットに活用する手法などが存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第３７６３７６７号公報
【特許文献２】特許第３５１９３２１号公報
【特許文献３】特許第３６６９７５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、従来の建物内での運用計画の立案手法は、いずれも蓄熱のみに着目した手法
であり、供給するエネルギー量が天候に左右されるような太陽光発電装置及び蓄電池、太
陽熱温水器及び蓄熱装置については、考慮されていない。
【０００９】
　また、従来は、事前にエネルギー消費量の予測を行い、この予測値に基づきエネルギー
消費機器やエネルギー蓄積機器の運用計画を立案していた。しかし、一般的には、天候や
電力需要等の過去のデータに基づいて、エネルギー消費量の予測を行なっていた。このた
め、予測の際に、異なる種類の複数の機器についての運用状態に依存した特性は考慮され
ておらず、必ずしも高い予測精度が得られなかった。
【００１０】
　本発明の実施形態は、上記のような従来技術の問題を解決するために提案されたもので
あり、その目的は、各制御対象機器の制御設定値を考慮した予測及び蓄電蓄熱スケジュー
ルの設定を行うことにより、予測精度を高めて、効率的な運用を可能とする蓄電蓄熱最適
化技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
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　上記目的を達成するために、本発明の実施形態は、複数の制御対象機器の消費エネルギ
ー若しくは供給エネルギーの予測値を設定する予測部と、前記予測部により設定された予
測値に基づいて、制御対象機器の発停スケジュールを作成する発停最適化部と、を有し、
前記発停最適化部は、所定の評価指標に基づいて決定した制御対象機器の起動優先順位に
基づいて、冷熱および温熱の消費エネルギーに応じた制御対象機器の発停条件を設定する
発停条件設定部と、前記発停条件及び前記予測値に基づいて、各時刻において起動する制
御対象機器の割当を行う起動機器割当部と、各時刻において起動する制御対象機器の中で
、最も起動優先順位が低い制御対象機器の冷熱製造単価を演算する製造単価集計部と、冷
熱製造単価が高い時刻から放熱又は放電を順次割り当て、冷熱製造単価が低い時刻から蓄
熱又は蓄電を順次割り当てる蓄熱放熱割当部と、を有することを特徴とする。
【００１２】
　なお、他の態様として、上記の各部の機能をコンピュータ又は電子回路により実現する
ための方法及びコンピュータに実行させるプログラムとして捉えることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】蓄電蓄熱最適化システムの一例を示す接続構成図
【図２】建物内の制御対象機器の構成例を示す接続構成図
【図３】蓄電蓄熱最適化装置の構成例を示すブロック図
【図４】最適化処理部の構成を示すブロック図
【図５】蓄電蓄熱最適化装置の翌日スケジュール立案時の処理手順を示すフローチャート
【図６】処理データ記憶部に記憶された過去の気象データ及び運用データの一例を示す図
【図７】発停最適化部の処理手順を示すフローチャート
【図８】制御対象機器の冷熱製造単価を示す図
【図９】制御対象機器の温熱製造単価を示す図
【図１０】制御対象機器の起動順位及び発停条件を示す図
【図１１】各時刻における制御対象機器の割り当てを示す図
【図１２】１日の冷水製造単価の一例を示す図
【図１３】１日の冷水製造単価を昇順に並び替えた例を示す図
【図１４】冷熱製造単価に応じた制御対象機器の割り当てを示す図
【図１５】状態最適化のための最適化変数を示す図
【図１６】評価指標の選択画面例を示す図
【図１７】当日再スケジューリングを行う場合の処理手順を示すフローチャート
【図１８】設定値調整部における負担レベルの提示例を示す図
【図１９】設定値調整部における負担レベルの提示例を示す図
【図２０】在室人数に応じたＰＭＶ設定、照度設定のロジックを示す図
【図２１】設定値調整部における在室人数に応じた部屋別負担レベルの提示例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
［Ａ．実施形態の概要］
［１．蓄電蓄熱最適化システム］
　本実施形態の蓄電蓄熱最適化システムは、図１に示すように、建物１に設置された各種
の制御対象機器２、ローカル制御装置３、蓄電蓄熱最適化装置４を有している。
【００１５】
　制御対象機器２は、エネルギー消費機器、エネルギー供給機器、エネルギー貯蔵機器の
うち、少なくとも一つを含む。エネルギー消費機器は、たとえば、空気調和（空調）機器
、照明機器、熱源機器を含む。エネルギー供給機器は、たとえば、太陽光発電装置（ＰＶ
）、太陽熱温水器を含む。エネルギー貯蔵機器は、蓄電池、蓄熱装置を含む。後述するＣ
ＧＳ、空冷ＨＰ、水冷冷凍機、吸収式冷温水器等は、エネルギー消費機器である。本実施
形態の制御対象機器２には、エネルギー消費機器、エネルギー供給機器、エネルギー貯蔵
機器のいずれかを兼ねた機器も含まれる。
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【００１６】
　ローカル制御装置３は、各制御対象機器２に接続され、各制御対象機器２の起動停止等
を制御する装置である。なお、起動停止は、以下、発停と呼ぶ場合がある。ローカル制御
装置３は、各制御対象機器２毎に設けてもよいし、複数の制御対象機器２をまとめて制御
する構成でもよい。各ローカル制御装置３による制御は、各ローカル制御装置３にネット
ワークＮを介して接続された蓄電蓄熱最適化装置４による指示に従う。
【００１７】
　蓄電蓄熱最適化装置４は、プロセスデータ、設定パラメータ等に基づいて、制御対象機
器２の蓄電蓄熱スケジュールを最適化する装置である。蓄電蓄熱スケジュールは、将来の
所定の期間における各制御対象機器の発停のスケジュールと、各制御対象機器の状態量を
最適化した情報である。
【００１８】
　プロセスデータは、たとえば、気象データ、運用データ、目標値、制御設定値等、時間
の経過により変化する外部からの情報を含む。気象データは、過去の気象データ、天気予
報データを含む。運用データは、過去の各制御対象機器２の制御設定値（後述する）、蓄
電蓄熱スケジュールの実行時における各制御対象機器２の状態量を含む。目標値は、電力
抑制指令値、ピークシフト要求値、建物管理者からの要求値を含む。電力抑制指令値は、
契約により若しくは電力会社からの要求により決定されたものが用いられる。
【００１９】
　制御設定値は、各制御対象機器２を作動させる設定値である。この制御設定値は、各制
御対象機器２の起動、作動状態、停止を決定するパラメータである。制御設定値は、デフ
ォルトで設定されている場合、過去の運用データから選択される場合、蓄電蓄熱スケジュ
ールに基づいて決定される場合がある。
【００２０】
　たとえば、制御設定値は、エネルギー消費機器である空調機の温度設定値やＰＭＶ設定
値、照明の照度設定値などを含む。なお、ＰＭＶは、Predicted Mean Voteの略であり、
空調の温熱指標ＩＳＯ７７３０が規定している。ＰＭＶは、人の寒冷の感じ方を数値化し
たものであり、０が快適、－が寒い、＋が暖かいを示す。ＰＭＶの算出に用いるパラメー
タは、温度、湿度、平均輻射温度、着衣量、活動量、風速等である。
【００２１】
　また、制御設定値は、エネルギー供給機器としてのＣＧＳ、空冷ＨＰ、水冷冷凍機、吸
収式冷温水器の出力、負荷率なども含む。さらに制御設定値は、エネルギー貯蔵機器であ
る蓄電池、蓄熱装置の蓄電量、放電量、蓄熱量、放電量などを含む。
【００２２】
　設定パラメータは、たとえば、処理タイミング、重み係数、評価指標、機器特性、しき
い値等の本実施形態の処理に用いる各種のパラメータを含む。処理タイミングは、最適化
処理部４０が処理を開始するタイミング、再スケジューリング要否判定部１７が再スケジ
ューリングの要否を判定するタイミングを含む。
【００２３】
　重み係数は、後述する類似度演算に用いられる係数である。評価指標は、消費エネルギ
ー、供給エネルギー、コストなど、最適化のために最小化すべき指標である。機器特性は
、各制御対象機器２の定格、下限出力、ＣＯＰ等、それぞれの機器に応じて定まる各種の
パラメータを含む。
【００２４】
　なお、ＣＯＰ（Coefficient of performance)は、ヒートポンプ等の熱源機器の成績係
数であり、冷却若しくは加熱能力を消費電力で割ったものである。しきい値は、運用デー
タと制御設定値との差異を判定するためのしきい値である。機器優先順位は、負担レベル
を上げる制御対象機器２の優先順位である。
【００２５】
［２．制御対象機器］
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　各種の制御対象機器２の接続構成例と、冷水、温水、電気、ガス等のエネルギーの流れ
を、図２に示す。これらの制御対象機器２のエネルギー授受の関係は、外部からの受電し
た電力、外部から供給されたガスをエネルギー源として、電気、冷熱、温熱を部屋に供給
するものである。
【００２６】
　なお、ここで示した制御対象機器２は一例であり、いずれの制御対象機器２を使用する
か若しくは使用しないかは自由である。また、本実施形態は、例示されていない制御対象
機器２を排除するものではない。
【００２７】
　制御対象機器２としては、蓄電池１００、ＰＶ１０１、ＣＧＳ１０３、空冷ＨＰ１０４
、水冷冷凍機１０５、吸収式冷温水器１０６、太陽熱温水器１０７、蓄熱槽１０８が設置
されている。
【００２８】
　蓄電池１００は、充電及び放電の双方を行うことが可能な二次電池を利用した設備であ
る。ＰＶ１０１は、太陽光のエネルギーを電気エネルギーに変換する太陽光パネルを備え
た発電設備である。ＰＶ１０１は、天候等の気象条件により、エネルギーの供給量が変化
する機器の一つである。
【００２９】
　ＣＧＳ(Co-Generation System)１０３は、内燃機関や外燃機関による発電とともに、そ
の排熱を利用可能なシステムである。この例のＣＧＳ１０３は、ガスをエネルギー源とし
て発電するとともに、排熱を利用可能な熱電併給システムである。発電及び熱源として、
燃料電池を用いてもよい。
【００３０】
　空冷ＨＰ(Heat pump)１０４は、空気を熱源として冷媒の相変化により冷水若しくは温
水を供給する機器である。水冷冷凍機１０５は、水を熱源として冷媒の相変化により冷水
を供給する機器である。
【００３１】
　吸収式冷温水器１０６は、冷媒の凝縮器と蒸発器との間に、水蒸気の吸収と熱源による
再生のプロセスを介在させて、冷水若しくは温水を供給する機器である。熱源のエネルギ
ーとしては、ガスや、ＣＧＳ１０３、太陽熱温水器１０７等からの排熱を利用できる。
【００３２】
　太陽熱温水器１０７は、太陽熱を利用して温水を供給する温水器である。太陽熱温水器
１０７は、天候等の気象条件により、エネルギーの供給量が変化する機器の一つである。
蓄熱槽１０８は、貯留した熱媒により蓄熱を行う槽である。なお、上記の空冷ＨＰ１０４
、水冷冷凍機１０５、吸収式冷温水器１０６、太陽熱温水器１０７、蓄熱槽１０８は、空
調機１１１のための温水、冷水を供給することができる。
【００３３】
　また、建物１内の各部屋１１０には、たとえば、空調機１１１、温湿度計１１２、照度
計１１６、照明１１４、カメラ１１５等が設置されている。空調機１１１、照明１１４は
、エネルギー消費機器に含まれる。
【００３４】
　以上のような制御対象機器２における電気、ガス、冷水、温水の流れは、以下の通りで
ある。すなわち、電力系統から受電された電力は、蓄電池１００が貯蔵するか、空調機１
１１、照明１１４等のエネルギー消費機器が消費する。
【００３５】
　ＰＶ１０１及びＣＧＳ１０３で発電された電力も、蓄電池１００が貯蔵するか、上記の
エネルギー消費機器が消費する。なお、受電された電力や発電された電力は、空冷ＨＰ１
０４、水冷冷凍機１０５の熱源機器が、熱製造のために消費する。
【００３６】
　一方、ガス供給系統からのガスは、ＣＧＳ１０３、吸収式冷温水器１０６が、燃料とし
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て消費する。吸収式冷温水器１０６は、太陽熱温水器１０７若しくはＣＧＳ１０３で発生
した温熱によっても、冷熱を製造できる。なお、吸収式冷温水器１０６は、ガス投入のみ
でも温熱供給が可能である。さらに、吸収式冷温水器１０６は、温熱による冷熱製造に加
えて、ガス投入により冷熱製造量を増加させることもできる。
【００３７】
　空冷ＨＰ１０４、水冷冷凍機１０５、吸収式冷温水器１０６で製造した冷熱は、蓄熱槽
１０８が貯蔵するか、部屋１１０に設置された空調機１１１が空調に使用する。また、空
調機１１１は、ＣＧＳ１０３、空冷ＨＰ１０４、吸収式冷温水器１０６、太陽熱温水器１
０７のいずれかで発生する温水により、暖房を行うこともできる。
【００３８】
　なお、温湿度計１１２は、計測した温湿度に基づいて、ＰＭＶを計算して出力するＰＭ
Ｖ計算装置１１３を有している。この場合、ＰＭＶの計算に必要な温度、湿度以外のパラ
メータは、デフォルトで設定されていてもよいし、外部から入力されたものを用いてもよ
い。
【００３９】
　照明１１４が電力により発光すると、部屋１１０の照度が変化する。部屋１１０に設置
されたカメラ１１５には、撮像した画像から部屋１１０の照度、在室人数を解析する解析
装置が接続されている。また、部屋１１０に設置された照度計１１６が、照度を計測して
出力することもできる。
【００４０】
［Ｂ．実施形態の構成］
［１．蓄電蓄熱最適化装置］
　本実施形態の蓄電蓄熱最適化装置４の構成を、図３、図４を参照して説明する。図３は
、蓄電蓄熱最適化装置４の全体構成を示すブロック図、図４は、最適化処理部４０を示す
ブロック図である。
【００４１】
　蓄電蓄熱最適化装置４は、最適化処理部４０、プロセスデータ取得部２０、設定パラメ
ータ入力部２１、処理データ記憶部２２、最適化データ記憶部２３、送受信部２４を有し
ている。
【００４２】
［２．最適化処理部］
　最適化処理部４０は、後述する各種の処理データに基づく演算により、機器の発停スケ
ジュール及び蓄電蓄熱スケジュールを最適化する処理部である。この最適化処理部４０は
、設定値調整部１０、予測部１１、発停最適化部１２、状態量最適化部１３、目標達成判
定部１４、制御設定値出力部１５、問い合わせ部１８及び再スケジューリング要否判定部
１７を有している。
【００４３】
（設定値調整部）
　設定値調整部１０は、空調機の温度設定、照明の照度などの制御設定値を設定する処理
部である。この設定値調整部１０は、図４に示すように、設定部１０ａ、調整部１０ｂを
有している。設定部１０ａは、制御設定値を設定する処理部である。調整部１０ｂは、制
御設定値を消費エネルギー抑制などの目的に合わせて調整する処理部である。
【００４４】
（予測部）
　予測部１１は、制御対象機器２の消費エネルギー若しくは供給エネルギーを予測する処
理部である。この予測部１１は、図４に示すように、類似度演算部１１ａ、類似日抽出部
１１ｂ、予測値設定部１１ｃを有している。
【００４５】
　類似度演算部１１ａは、所定期間内の過去の気象データ及び制御設定値に基づいて、最
適化すべき蓄電蓄熱スケジュールの実行日との類似度を演算する処理部である。類似日抽
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出部１１ｂは、類似度演算部１１ａにより演算された類似度に基づいて、蓄電蓄熱スケジ
ュールの実行日と類似する日を抽出する処理部である。予測値設定部１１ｃは、類似日抽
出部１１ｂにより抽出された類似日における運用データに基づく消費エネルギー若しくは
供給エネルギーを、予測値として設定する処理部である。
【００４６】
（発停最適化部）
　発停最適化部１２は、制御対象機器２の消費エネルギーやエネルギーコストなどの所定
の評価指標が最小化されるように、発停スケジュールを最適化する処理部である。この機
器発停最適化部１２は、図４に示すように、起動優先順位決定部１２１、発停条件設定部
１２２、起動機器割当部１２３、製造単価集計部１２４、蓄熱放熱割当部１２５、蓄熱容
量判定部１２６を有している。
【００４７】
　起動優先順位決定部１２１は、評価指標に基づいて、制御対象機器２を起動する優先順
位を決定する処理部である。発停条件設定部１２２は、優先順位、制御対象機器２の特性
及び冷熱若しくは温熱の消費エネルギーに基づいて、制御対象機器２の発停条件を設定す
る処理部である。この発停条件は、起動境界条件と停止境界条件によって構成されている
。
【００４８】
　起動境界条件は、制御対象機器２を起動する境界となる条件である。停止境界条件は、
起動した制御対象機器２を停止する境界となる条件である。このため、発停条件設定部１
２２は、起動境界条件設定部１２２ａ、停止境界条件設定部１２２ｂを有している。起動
境界条件設定部１２２ａは、冷熱若しくは温熱の消費エネルギーに基づいて、起動境界条
件を設定する処理部である。停止境界条件設定部１２２ｂは、停止境界条件を設定する処
理部である。
【００４９】
　本実施形態においては、停止境界条件設定部１２２ｂは、起動境界条件よりも小さな値
となるように、停止境界条件を設定する。各制御対象機器２毎に、起動境界条件よりも消
費エネルギーの値が低下しても、停止させる値に至るまでの間に幅を持たせるためである
。この幅を停止不感帯と呼ぶが、これについては後で詳述する。
【００５０】
　起動機器割当部１２３は、起動境界条件、停止境界条件及び予測消費エネルギーに基づ
いて、一日の各時刻に起動させる制御対象機器２を割り当てる処理部である。製造単価集
計部１２４は、各制御対処機器２の冷熱、温熱の製造単価に基づいて、割り当てられた各
時刻における製造単価を演算する処理部である。
【００５１】
　蓄熱放熱割当部１２５は、演算された製造単価に応じて、蓄熱槽１０８等の蓄熱設備の
蓄熱若しくは冷熱を割り当てる処理部である。蓄熱容量判定部１２６は、割り当てられた
蓄熱設備の放熱量若しくは蓄熱量の積算値が、蓄熱設備の容量に達しているか否かを判定
する処理部である。
【００５２】
（状態量最適化部）
　状態量最適化部１３は、発停スケジュールにおいて発停が決定された各制御対象機器２
の供給熱量等の連続的な状態量を、評価指標に基づいて最適化することにより、蓄電蓄熱
スケジュールを求める処理部である。
【００５３】
（目標達成判定部）
　目標達成判定部１４は、最適化された蓄電蓄熱スケジュールが、目標値を満足するか否
かを判定する処理部である。目標値は、電力抑制指令値、ピークシフト要求値、建物管理
者からの要求値を含む。
【００５４】
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　この目標達成判定部１４は、比較部１４ａ、判定部１４ｂ、出力指示部１４ｃ、調整指
示部１４ｄを有している。比較部１４ａは、最適化した蓄電蓄熱スケジュールと目標とを
比較する処理部である。
【００５５】
　判定部１４ｂは、比較部１４ａによる比較結果に基づいて、蓄電蓄熱スケジュールが目
標値を満足しているか否かを判定する処理部である。出力指示部１４ｃは、判定部１４ｂ
により、目標値を満足していると判定された蓄電蓄熱スケジュールについて、その制御設
定値の出力を、制御設定値出力部１５に指示する処理部である。調整指示部１８ｄは、判
定部１４ｂが、目標値を満足していないと判定した場合に、設定値調整部１０に、設定値
の再調整を指示する処理部である。
【００５６】
（制御設定値出力部）
　制御設定値出力部１５は、蓄電蓄熱スケジュールに基づいて各制御対象機器２の制御設
定値を生成し、各ローカル制御装置３に出力する処理部である。
【００５７】
（開始指示部）
　開始指示部１６は、あらかじめ設定されたタイミングで、最適化処理部４０による最適
化処理の実行を開始させる処理部である。たとえば、実行日の前日に蓄電蓄熱スケジュー
ルを設定する場合、毎日の所定時間を設定タイミングとすることが考えられる。これを何
日おきにするか、何時にするかは、自由に設定可能である。
【００５８】
（再スケジューリング要否判定部）
　再スケジューリング要否判定部１７は、あらかじめ設定されたタイミングで、蓄電蓄熱
スケジュールに基づく制御設定値と、実際の運用データとを比較して、再スケジューリン
グの要否を判定する処理部である。
【００５９】
　たとえば、再スケジューリング要否判定部１７は、蓄電蓄熱スケジュールの実行日に、
３０分ごとに制御設定値と運用データとを比較して、所定のしきい値を超える差異が生じ
ている場合に、再スケジュールが必要と判定する。このタイミングをどの程度の間隔とす
るかも自由に設定可能である。
【００６０】
（問い合わせ部）
　問い合わせ部１８は、目標達成判定部１４が、再スケジューリングの結果について、目
標が達成できないと判定した場合に、ローカル制御装置３に、蓄電蓄熱スケジュールを受
け入れるか否かを問い合わせる処理部である。
【００６１】
　この問い合わせ部１８は、通知部１８ａ、受付部１８ｂ、出力指示部１８ｃ、調整指示
部１８ｄを有している。通知部１８ａは、ローカル制御装置３に、目標と蓄電蓄熱スケジ
ュールを、ローカル制御装置３に通知する処理部である。受付部１８ｂは、ローカル制御
装置３から受け入れるか否かの応答を受け付ける処理部である。
【００６２】
　出力指示部１８ｃは、受付部１８ｂが、受け入れる応答を受け付けた場合に、制御設定
値出力部１５に、制御設定値の出力を指示する処理部である。調整指示部１８ｄは、受付
部１８ｂが、受け入れない応答を受け付けた場合に、設定値調整部１０に、設定値の再調
整を指示する処理部である。
【００６３】
［３．プロセスデータ取得部］
　プロセスデータ取得部２０は、外部からのプロセスデータを取得する処理部である。プ
ロセスデータとしては、上記のように、運用データ、気象データ、目標値等を取得する。
【００６４】
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［４．設定パラメータ入力部］
　設定パラメータ入力部２１は、設定パラメータを入力する処理部である。設定パラメー
タとしては、上記のように、処理タイミング、重み係数、評価指標、機器特性、しきい値
、機器優先順位等を含む。
【００６５】
［５．処理データ記憶部］
　処理データ記憶部２２は、プロセスデータ、設定パラメータを含む、最適化処理部４０
の処理に必要なデータを記憶する処理部である。この処理データ記憶部２２には、上記で
例示したものの他、各部の処理に必要な情報が含まれる。たとえば、各部の演算式、パラ
メータが含まれる。したがって、製造単価を求めるための電力単価、ガス単価等も、処理
データ記憶部２２が記憶している。
【００６６】
［６．最適化データ記憶部］
　最適化データ記憶部２３は、最適化処理部４０による最適化処理で求められたデータを
記憶する処理部である。たとえば、最適化データ記憶部２３は、蓄電蓄熱スケジュール、
制御設定値等を記憶する。この最適化データ記憶部２３が記憶したデータを、過去の運用
データとして、処理データ記憶部２２が記憶することも、最適化処理部４０における上記
の各部の演算処理に用いることもできる。
【００６７】
［７．送受信部］
　送受信部２４は、ネットワークＮを介して、蓄電蓄熱最適化装置４と、ローカル制御装
置３、建物管理者の端末、上位の監視制御装置、気象情報等を提供するサーバ等との情報
の送受信を行う処理部である。なお、処理データ記憶部２２、最適化データ記憶部２３が
記憶したデータを、送受信部２４が送信することにより、上記のような外部の装置が活用
できる。
【００６８】
　なお、蓄電蓄熱最適化装置４は、各部の処理に必要な情報の入力、処理の選択や指示を
入力する入力部、情報入力のためのインタフェース、処理結果等を出力する出力部を有し
ている。
【００６９】
　入力部としては、キーボード、マウス、タッチパネル、スイッチ等、現在又は将来にお
いて利用可能な入力装置を含む。入力部は、上記の設定パラメータ入力部２１の機能を果
たすこともできる。出力部としては、表示装置、プリンタ等、現在又は将来において利用
可能なあらゆる出力装置を含む。なお、処理データ記憶部２２、最適化データ記憶部２３
が記憶したデータを、出力部が表示等することにより、オペレータが参照できる。
【００７０】
［Ｃ．実施形態の作用］
　以上のような本実施形態による最適化処理の手順を、図５～１９を参照して説明する。
［１．翌日の運用スケジュールを前日夜に最適化する処理］
　蓄電蓄熱最適化装置４の処理について、図５のフローチャートを参照して説明する。な
お、以下に説明する処理は、たとえば、建物１における制御対象機器２の翌日の蓄電蓄熱
スケジュールを、前日の夜に最適化する処理である。なお、最適化する蓄電蓄熱スケジュ
ールは、将来の所定の期間であればよく、翌日であるか、一日であるかは限定されない。
【００７１】
［１－１．最適化実行開始処理］
　まず、開始指示部１６は、あらかじめ設定された時刻に、設定値調整部１０に最適化処
理の実行を指示する。たとえば、前日の２１時になると、最適化処理部４０が、最適化処
理の実行を開始する。図５のフローチャートは、開始指示部４０の指示で、最適化処理の
実行が開始された後の処理フローを示す。
【００７２】
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［１－２．設定値調整処理］
　設定値調整部１０の設定部１０ａは、翌日の建物１内の制御設定値を設定する（ステッ
プ０１）。制御設定値には、たとえば、空調の温度設定値、ＰＭＶ設定値、照度設定値な
どが含まれる。設定部１０ａは、制御設定値として、たとえば、所定の期間内に処理デー
タ記憶部２２に記憶された運用データのうち、最新の制御設定値若しくは最も頻度が高い
制御設定値を設定する。なお、設定部１０ａは、入力部を介して入力された設定値も、制
御設定値として設定できる。
【００７３】
［１－３．エネルギー予測処理］
　予測部１１は、処理データ記憶部２２に記憶された過去の所定期間の気象データ及び運
用データに基づいて、制御対象機器２の消費エネルギー若しくは供給エネルギーを予測す
る（ステップ０２）。
【００７４】
　ここで、予測部１１による予測処理の一例を説明する。図６は、気象データ及び運用デ
ータとして、処理データ記憶部２２に記憶された過去の曜日、天候、温湿度、制御設定値
を、表にまとめたものである。曜日が含まれているのは、建物１によっては、土日はほと
んど人がいない等、曜日によるエネルギー消費の傾向があるからである。制御設定値は、
一例としてのＰＭＶ設定値またはＰＭＶ計測値、照度設定値または照度計測値である。
【００７５】
　予測部１１における類似度演算部１１ａは、上記のような過去のデータに基づいて、翌
日の天気予報等に基づく気象データ及び設定された制御設定値との類似度を演算する。こ
の演算は、たとえば、以下の式（１）により求めることができる。
【００７６】

【００７７】
　ここで「曜日による重み」は、あらかじめ設定された曜日毎の重み係数を使用する。「
天候による重み」も同様に、あらかじめ設定された天候毎の重み係数を使用する。たとえ
ば、翌日の予報に基づく天候が「晴れ」の場合、過去のデータは「晴れ」の場合、重み係
数は小さくなるが、過去のデータは「雨」の場合、重み係数は大きくなる。なお、「曜日
による重み」と「天候による重み」、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅなどの各因子の重み係数は、設
定パラメータ入力部２１から入力され、処理データ記憶部２２に記憶されたものを、予測
精度に応じて任意に設定可能である。
【００７８】
　類似日抽出部１１ｂは、類似度演算部１１ａが求めた類似度に基づいて、この類似度が
最小となる日番号を抽出する。日番号とは、運用データ記憶部２１に記憶された運用デー
タを、日毎に並べて割り振った通し番号である。
【００７９】
　予測値設定部１１ｃは、類似日抽出部１１ｂが抽出した日番号に該当する日付における
、各制御対象機器２の消費エネルギー若しくは供給エネルギーを、翌日の予測値として設
定する。
【００８０】
［１－４．機器発停最適化処理］
　次に、発停最適化部１２は、予測部１１により設定された予測値に基づいて、制御対象
機器２の発停スケジュールを最適化する。ここで、発停最適化部１２の詳細処理を、図７
のフローチャートを参照して説明する。最適化のための標記指標としては、後述するよう
に、数パターンから任意選択可能である。ただし、ここでは、一例として、最小化指標と
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してコストが選択された場合を説明する。
【００８１】
（起動優先順位決定処理）
　すなわち、機器発停最適化部１２の起動優先順位決定部１２１は、制御対象機器２を起
動する優先順位を決定する（ステップ２１）。ここで、制御対象機器２の起動優先順位の
決定に用いる冷熱製造単価表の一例を、図８に示す。
【００８２】
　冷熱製造単価表は、冷熱を供給する制御対象機器２の供給態様として、複数のケースを
設定し、各ケース別に単位量の冷熱［ｋＷｈ］を製造する際の単価を算出し、表にまとめ
たものである。各制御対象機器２について、冷熱を供給する場合に該当する箇所を丸とし
、表の最下段に、そのケースの単価を記している。
【００８３】
　冷熱製造単価は、たとえば、以下の式（２）～（７）により、求めることができる。
【００８４】

【００８５】
　ここで、ケース３は、ＣＧＳ１０３が発電した電力に価値が無い場合の冷熱製造単価で
ある。「価値が無い」とは、エネルギー消費機器がほとんど稼働していないために、電力
需要が極めて小さいなど、ＣＧＳ１０３が発電した電力が、有効に利用されない場合を意
味する。
【００８６】
　一方、ケース４は、ＣＧＳ１０３が発電した電力に価値が有る場合の冷熱製造単価であ
る。「価値が有る」とは、ＣＧＳ１０３が発電した電力が、有効に消費され、等量の電力
購入を削減できる場合を意味する。
【００８７】
　また、ケース５は、太陽熱温水器１０７の温水出力を、吸収式冷温水器１０６に利用し
た冷熱製造単価である。このため、燃料等の消費はなく、コストはほぼ０に近くなる。実
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際には、補機類の運転により、僅かな電力を消費する。しかし、この値は非常に小さいた
め、ここでは考慮していない。
【００８８】
　また、制御対象機器２の起動優先順位の決定に用いる温熱製造単価表の一例を、図９に
示す。温熱製造単価表は、温熱を供給する制御対象機器２の供給態様として、複数のケー
スを設定し、各ケース別に、単位量の温熱［ｋＷｈ］を製造する際の単価を算出し、表に
まとめたものである。
【００８９】
　温熱製造単価は、たとえば、以下の式（８）～（１２）により、求めることができる。
【００９０】

【００９１】
　起動優先順位決定部１２１は、これらの表を用いて、評価指標が小さい機器から順に、
起動優先順位を決定する。評価指標は、ここではコストである。上記の冷熱製造単価表を
例にとると、優先されるケースは、順にケース５→ケース１→ケース４→ケース２→ケー
ス６→ケース３となる。
【００９２】
　従って、冷熱を供給する制御対象機器２の起動優先順位は、安定的に太陽熱温水器１０
７の出力がある場合には、以下(1)～(5)の順になる。これは、快晴が継続している等、太
陽光が十分に得られる状態である。
　(1)吸収式冷温水器１０６（太陽熱利用）
　(2)水冷冷凍機１０５
　(3)ＣＧＳ１０３及び吸収式冷温水器１０６（ＣＧＳ排熱利用、ただし、太陽熱を利用
してまだ余力が残っている場合）
　(4)空冷ＨＰ１０４
　(5)吸収式冷温水器１０６（ガス使用）
【００９３】
　また、太陽熱温水器１０７の出力がない場合には、以下の(1)～(4)の順となる。
　(1)水冷冷凍機１０５
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　(2)吸収式冷温水器１０６（ＣＧＳ排熱利用）
　(3)空冷ＨＰ１０４
　(4)吸収式冷温水器１０６（ガス使用）
【００９４】
　このように、起動優先順位決定部１２１は、各制御対象機器２の冷熱および温熱の製造
単価を算出することで、冷熱または温熱供給に用いる制御対象機器２の起動優先順位を決
定できる。なお、評価指標がコスト以外の最小化問題においても、同様の方法により、評
価指標が小さい方から順に、制御対象機器２の起動優先順位を決定すればよい。
【００９５】
（発停条件設定処理）
　次に、発停条件設定部１２２は、起動優先順位決定部１２１が求めた起動優先順位に基
づいて、冷熱および温熱の消費エネルギーに応じた制御対象機器２の発停条件を計算する
（ステップ２２）。
【００９６】
　発停条件の一例を図１０に示す。図１０は、太陽熱温水器１０７の出力が安定的に見込
める場合の、冷熱消費エネルギーに応じた冷熱供給機器の発停条件の一例を示している。
【００９７】
　まず、起動境界条件設定部１２１ａが、冷熱消費エネルギーの増加に応じて、各制御対
象機器２を起動する起動境界条件を求める。この起動境界条件は、たとえば、以下の式（
１３）～（１６）により定義することができる。
【００９８】

【００９９】
　起動境界条件［１］は、水冷冷凍機１０５の起動条件である。この起動条件は、冷熱消
費エネルギーが、太陽熱利用による吸収式冷温水器１０６の出力以上になった場合である
。
【０１００】
　起動境界条件［２］は、ＣＧＳ１０３の起動条件である。この起動条件は、冷熱消費エ
ネルギーが、太陽熱利用による吸収式冷温水器１０６の出力と、水冷冷凍機１０５の定格
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出力との合計以上となった場合である。
【０１０１】
　起動境界条件［３］は、吸収式冷温水器１０６の起動条件である。この起動条件は、起
動境界条件［２］と、吸収式冷温水器１０６の定格冷却量とＣＧＳ１０３により吸収式冷
温水器１０６の出力が増加した分との差分との合計以上となった場合である。
【０１０２】
　起動境界条件［４］は、起動境界条件［３］と、空冷ＨＰ１０４の定格冷却量との合計
以上となった場合である。このように、起動境界条件は、起動優先順位の高い順に、各制
御対象機器２の定格出力を積み重ねて定義される。
【０１０３】
　次に、停止境界条件設定部１２２ｂが、各制御対象機器２を停止する停止境界条件を求
める。この停止境界条件は、たとえば、以下の式（１７）～（２０）により定義すること
ができる。
【０１０４】

【０１０５】
　各制御対象機器２の停止境界条件［１］～［４］は、それぞれの起動境界条件［１］～
［４］よりも若干小さな値とする。これにより、制御対象機器２毎の停止境界条件［１］
～［４］について、停止不感帯が設定される。これは、式（１７）～（２０）における、
ΔＨＲ、ΔＨＡＢＲ－ＣＨ、ΔＨＨＰ－Ｃ、ΔＨＡＢＲ－ＣＧである。
【０１０６】
　停止不感帯とは、起動境界条件と停止境界条件との間に設けられた幅若しくは領域であ
る。制御対象機器２が停止不感帯にある状態とは、起動条件により一旦起動した後、再度
起動条件以下となっても、その影響を受けずに、起動状態を維持するという意味で、ヒス
テリシスと捉えることもできる。
【０１０７】
　このように停止不感帯を設定することで、境界付近で冷熱消費エネルギーが細かく変動
しても、制御対象機器２が、過剰に発停してしまうような運用計画を除外できる。
【０１０８】
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　なお、停止境界条件の設定は、各制御対象機器２の下限出力とならない範囲とする。そ
の理由を、以下に説明する。すなわち、各制御対象機器２には、下限出力が存在する。こ
のため、停止不感帯の設定値によっては、起動境界および停止境界領域の近傍において、
エネルギー供給量の余りを生じる可能性がある。そこで、このようなエネルギー供給量の
余りが生じないように、各制御対象機器２の停止不感帯設定値を制約する必要がある。以
下の式（１７）´～（２０）´は、このような制約を考慮して、停止不感帯を定義した式
である。
【０１０９】

【０１１０】
　ここで、水冷冷凍機の停止不感帯設定値に関する式（１７）´を例にして、かかる制約
について説明する。図１０において、需要側の冷熱消費エネルギーが徐々に減少していき
、起動境界条件［１］と同じ量となったとき、水冷冷凍機１０５は、下限出力で運転され
ているものと仮定する。
【０１１１】
　この状態から、さらに需要側の冷熱消費エネルギーが減少した場合を考える。この場合
、水冷冷凍機１０５は、下限出力で運転しているため、これ以上、出力を低下できない。
このため、エネルギーの需給バランスを保つために、起動優先順位が１順位高い制御対象
機器２の出力を絞ることになる。図１０の例は、一段下段側の吸収式冷温水器１０６の出
力を絞る。
【０１１２】
　そして、需要側の冷熱消費エネルギーが、さらに低下して停止境界条件［１］に近づい
ていくと仮定する。このとき、停止不感帯ΔＨＲが、吸収式冷温水器１０６の出力調整幅
（ＨＡＢＲ－ＣＨ×ｒＡＢＲ－ＳＨ－ＨＡＢＲ－ＣＨ－ｍｉｎ）以上であるとする。
【０１１３】
　すると、いずれ冷熱消費エネルギーの低下に応じて水冷冷凍機１０５と吸収式冷温水器
１０６が、共に下限出力となってしまい、供給量が余らざるを得ない。これを避けるため
、式（１７）´～（２０）´においては、停止不感帯設定に対する制約を付加している。
【０１１４】
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　また、これら各式（１７）´～（２０）´の最後の項では、それぞれの制御対象機器２
の下限出力を差し引いている。これは、上記の例のように起動境界条件において、該当制
御対象機器２が下限出力になる場合もあれば、該当制御対象機器２が下限出力とはならな
い場合もあるためである。
【０１１５】
　なお、停止不感帯は、上記のように、制御対象機器２の過剰発停を避ける必要から設定
する。よって、停止不感帯は、この過剰発停を避けるという目的を達成できる値で設定す
ればよい。
【０１１６】
　一方、停止不感帯が大きな値であると、起動優先順位が高い制御対象機器２の出力が絞
られる可能性が高くなる。そこで、起動優先順位が高い制御対象機器２を極力有効に活用
するためには、過剰発停とならない範囲で、各制御対象機器２の停止不感帯は小さな値で
あることが望ましい。
【０１１７】
（起動機器割当処理）
　次に、起動機器割当部１２３は、発停条件設定部１２２が設定した発停条件（起動境界
条件及び停止境界条件）と、予測部１１が予測した予測値とに基づいて、各時刻において
起動する制御対象機器２の割当を行う（ステップ２３）。
【０１１８】
　この割当の一例を、図１１に示す。これは、冷熱消費エネルギーに対して、起動する制
御対象機器２を割り当てた例である。なお、夏季（冷房期）と冬季（暖房期）との間の中
間期において、冷熱消費エネルギーと温熱消費エネルギーが混在する場合がある。この場
合には、熱消費エネルギーが大きい方から、起動する制御対象機器２の割当を行えばよい
。
【０１１９】
　図１１の３０は、予測部１１により予測された翌日一日分の冷熱消費エネルギーである
。起動機器割当部１２３は、各時刻における冷熱消費エネルギー３０を満足するように、
上記の発停条件に基づいて、各時刻に運転する制御対象機器２及び各制御対象機器２が負
担する冷熱量の配分を決定する。
【０１２０】
　図１１は、任意の時間において、起動優先順位が高い機器から順に、起動する制御対象
機器２の割り当てを積み上げた例である。なお、制御対象機器２を全て割り当てても、供
給量が冷熱消費エネルギー３０に達しない時間帯も存在し得る。その場合、起動機器割当
部１２３は、供給量が足りない当該時間帯に、蓄熱槽１０８からの放熱３１を割り当てる
（ステップ２４）。なお、蓄電池１００による放電を割り当てることも可能である。
【０１２１】
（製造単価集計処理）
　次に、製造単価集計部１２４は、各時刻における冷熱製造単価を演算する（ステップ２
５）。ここで、冷熱製造単価とは、冷熱を製造するためにかかる単価である。たとえば、
冷水１ｋＷｈ分を生成するのに必要なコストは、冷熱製造単価である。この演算は、蓄熱
槽１０８等の蓄熱設備の放熱、蓄熱を考慮した起動機器を確定するために行われる。
【０１２２】
　各時刻における冷熱製造単価は、当該時刻において稼働する制御対象機器２の中で、最
も起動優先順位が低い制御対象機器２の冷水製造単価である。これは、この制御対象機器
２が最も単価が高く、消費エネルギーの低下に従って最初に出力を絞るべき対象となるか
らである。この制御対象機器２は、図１１においては、最も上段に割り当てられている。
なお、各制御対象機器２の冷熱製造単価は、図８、図９で例示したものと同様である。こ
のように確定した冷水製造単価を一日の時系列で並べたものを、図１２に示す。
【０１２３】
（蓄熱放熱割当処理）
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　次に、蓄熱放熱割当部１２５は、冷熱製造単価に応じて、各時刻に放熱と蓄熱を割り当
てる（ステップ２６）。つまり、図１２の各時刻の冷水製造単価を、図１３に示すように
昇順にソートして、冷水製造単価が高い時間帯から放熱を順次割り当て、冷水製造単価が
安い時間帯から蓄熱を、順次を割り当てていく。
【０１２４】
　このように、蓄熱設備からの放熱、蓄熱を考慮した起動する制御対象機器２の負担の積
み上げ例を、図１４に示す。図１４において、予測された冷熱消費エネルギー３０を超過
している箇所３２は、蓄熱設備への蓄熱を示している。
【０１２５】
（蓄熱容量判定処理）
　さらに、蓄熱容量判定部１２６は、蓄熱設備の放熱量若しくは蓄熱量の積算値が、蓄熱
設備の容量に達しているか否かを判定する（ステップ２７）。蓄熱設備の容量に達してい
ない場合は（ステップ２７のＮＯ）、再度、ステップ２５に戻る。つまり、製造単価集計
処理、蓄熱放熱割当処理を繰り返す。
【０１２６】
　蓄熱容量判定部１２６が、蓄熱量及び放熱量の積算値が蓄熱設備の容量に達したと判定
した場合（ステップ２７のＹＥＳ）、機器発停最適化処理を終了する。以上の処理により
、評価指標を最小とする、蓄熱設備の放熱、蓄熱を考慮した機器発停の最適化が実現でき
る。
【０１２７】
［１－５．蓄電蓄熱スケジュール最適化処理］
　さらに、図５のフローチャートに戻って説明する。状態量最適化部１３は、機器発停最
適化部１２で導出された各時刻の起動機器の情報を用いて、蓄電蓄熱のスケジュールを作
成する。（ステップ０４）。
【０１２８】
　状態量最適化部１３は、機器発停最適化部１２において、発停が決定された制御対象機
器２の供給熱量などの連続的な状態量を、設備全体の制約を満足するように最適化する。
ここでは、最適化する評価指標をコストとする。すると、たとえば、最小化するための目
的関数は、以下の式（２１）のように、制約条件式は、以下の式（２２）～（２７）のよ
うに定義することができる。
【０１２９】
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【０１３０】
　式（２１）を最小化する変数Ｘ１～Ｘ１７を、式（２２）～（２７）により求めること
により、最適化が可能となる。最適化する変数Ｘ１～Ｘ１７の一例をまとめたものを、図
１５に示す。ここで、変数等の上付きのｔは、時刻を表す。なお、式（２１）の電力係数
およびガス係数は最適化する評価指標によって異なる。これに対応する値は、たとえば、
コスト最小化であれば、それぞれ電力単価とガス単価、ＣＯ２最小化であれば、それぞれ
ＣＯ２排出係数になる。
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【０１３１】
　式（２２）～（２５）では、主に制御対象機器２の負荷率変数と起動停止変数の積の項
が多数存在する。このため、上記の問題をそのまま解く場合は、非線形求解アルゴリズム
を適用せざるを得ない。
【０１３２】
　しかし、本実施形態においては、上述のように、あらかじめ機器発停最適化部１２によ
って、制御対象機器２の発停条件を最適化している。このため、上記の変数のうち、Ｘ１
１～Ｘ１７は定数となり、問題は線形化される。したがって、上記の問題をそのまま解く
必要はなくなり、一般的な線形アルゴリズムとして、簡易に最適値を導出できる。
【０１３３】
　なお、ここでは、制御対象機器２の連続的な状態量について、数理計画手法を用いて解
く場合を述べた。しかし、シミュレーションにより繰り返し演算することで、最適な状態
量を導出してもよい。
【０１３４】
［１－６．目標達成判定処理］
　次に、目標達成判定部１４は、上記のように得られた蓄電蓄熱スケジュールが目標値を
満足するか否かを判定する（ステップ０５）。ここで、処理データ記憶部２２に記憶され
た目標値とは、上記のように、電力抑制指令値、ピークシフト要求値、建物管理者からの
要求値などを含む。
【０１３５】
　つまり、目標達成判定部１４の比較部１４ａは、各時刻における需給バランス、処理デ
ータ記憶部２２に記憶された目標値と、蓄電蓄熱スケジュールとを比較する。そして、判
定部１４ｂは、比較部１４ａによる比較結果に基づいて、蓄電蓄熱スケジュールが目標値
を満足しているか否かを判定する。目標値を満足しているかどうかは、目標値が制約値の
場合には、制約値以下となっているか否かにより判定できる。目標値は、一日単位の制約
である場合も、時間帯毎の制約である場合も考えられる。
【０１３６】
　判定部１４ｂが、目標値を満足していると判定した場合（ステップ０５のＹＥＳ）、出
力指示部１４ｃは、制御設定値出力部１５は、制御対象機器２に蓄電蓄熱スケジュール、
制御設定値の出力を指示する。
【０１３７】
　判定部１４ｂが、目標値を満足していないと判定した場合（ステップ０５のＮＯ）、調
整指示部１４ｄは、設定値調整部１０に、設定値の再調整を指示する。
【０１３８】
［１－７．制御設定値出力処理］
　目標達成判定部１４が、目標値が達成できたと判定した場合、制御設定値出力部１５は
、各制御対象機器２のローカル制御装置３に制御設定値を出力する（ステップ０６）。
【０１３９】
　なお、制御設定値の出力タイミングは、種々のものが考えられる。たとえば、出力タイ
ミングを、蓄電蓄熱スケジュールの実行日の前日とし、各ローカル制御装置３が受信した
制御設定値を保持しておく。そして、各ローカル制御装置３が、実行日に制御設定値に基
づく制御を実行する。また、蓄電蓄熱スケジュールの実行日の当日を、出力タイミングと
してもよい。
【０１４０】
　また、最適化処理部４０において、蓄電蓄熱スケジュールを始めとする一連の処理で計
算された値は、最適化データ記憶部２３が保存する。
【０１４１】
　一方、目標達成判定部１４が、目標値が未達成と判定した場合、ステップ１に戻り、設
定値調整処理から、一連の最適化処理を再度実行する。このように、蓄電蓄熱最適化装置
４は、目標値を達成するまで、蓄電蓄熱スケジュールを最適化する。
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【０１４２】
　以上が、蓄電蓄熱最適化装置４が、翌日の運用スケジュールを前日夜に最適化する処理
である。なお、上記の一連の処理は、最小化する評価指標を、コストとした。しかし、評
価指標は、コスト以外のものであってもよい。たとえば、ＣＯ２、ピーク受電量、消費エ
ネルギー等についても、最小化する評価指標とすることができる。また、これらの評価指
標を組み合わせた複合指標を用いることもできる。
【０１４３】
　ここで、図１６に、設定パラメータ入力部２１により、最適化する評価指標を選択する
ＧＵＩの一例を示す。これは、タッチパネルとして構成された入力部及び出力部によって
も実現可能である。オペレータは、このように、表示装置の画面に表示された各評価指標
に対応するボタンを選択することにより、所望の評価指標を選択することができる。する
と、上記と同様の方法により、蓄電蓄熱最適化装置４によって、それぞれの評価指標を最
小化する蓄電蓄熱スケジュールを求めることができる。
【０１４４】
［２．当日にスケジュールを変更する場合］
　以上のように、前日夜に最適化した蓄電蓄熱スケジュールに基づいて、翌日、実際に制
御対象機器２が運用を開始する。
【０１４５】
　ここで、制御対象機器２を運用している当日に、蓄電蓄熱スケジュールを変更する場合
の蓄電蓄熱最適化装置４の動作を、図１７のフローチャートを参照して説明する。なお、
再スケジューリング開始後の基本的な処理は、上記の前日夜に最適化する処理と同様であ
るため、説明は簡略化する。
【０１４６】
　制御対象機器２の運用開始後、再スケジューリング要否判定部１７は、所定のタイミン
グで、再スケジュールが必要か否かを判定する（ステップ０７）。判定は、最適化データ
記憶部２０に記憶されている制御設定値等のデータと、処理データ記憶部２２に記憶され
ている運用データ等を照合することにより行う。
【０１４７】
　判定するタイミングとしては、たとえば、以下のようなものを設定可能である。
(1)あらかじめ定めた間隔（たとえば、３０分）
(2)オペレータからの要求が入力された場合
(3)予測の対象であるＰＶ１０１などの供給エネルギーまたは消費エネルギーに急変が生
じた場合
(4)予測に用いた天気予報から実際の気象条件（たとえば、気温、湿度、天気など）が外
れた場合あるいは急変が生じた場合
(5)状態量最適化部１３により最適化された蓄電蓄熱スケジュールと実際の機器の運用状
態がずれた場合
【０１４８】
　判定のために比較するデータとしては、たとえば、以下のようなものを利用する。
(a)供給エネルギーおよび消費エネルギーの実測値と予測値
(b)最適化された蓄電蓄熱スケジュールの制御設定値と実際の機器の運用状態
【０１４９】
　再スケジューリング要否判定部１７は、これらの差分が、それぞれ所定のしきい値を超
えない場合、再スケジューリングは不要と判定する（ステップ０７のＮＯ）。これらの差
が、所定のしきい値を逸脱した場合に、再スケジューリングが必要と判定する（ステップ
０７のＹＥＳ）。
【０１５０】
　このように再スケジューリング要否判定部１７が、再スケジューリングが必要と判定し
た場合、設定値調整部１０は、設定値調整処理を行う（ステップ０８）。この設定値調整
処理においては、設定値調整部１０は、上記の前日の処理と同様に、空調機の温度設定や
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照明の照度などの制御設定値を、処理データ記憶部２２から取得する。
【０１５１】
　予測部１１は、処理データ記憶部２２に記憶された最新のプロセスデータを用いて、上
記の前日の処理と同様の手法で、制御対象機器２の供給エネルギーおよび消費エネルギー
を予測する（ステップ０９）。
【０１５２】
　機器発停最適化部１２は、上記の前日の処理と同様の手法で、機器発停スケジュールを
最適化する（ステップ１０）。次に、状態量最適化部１３は、処理データ記憶部２２に記
憶された蓄熱設備の現在の蓄熱量、蓄電池の現在の蓄電量を初期値として、蓄電蓄熱スケ
ジュールを作成する（ステップ１１）。
【０１５３】
　目標達成判定部１４は、蓄電蓄熱スケジュールが目標を達成できたか否かを判定する（
ステップ１２）。つまり、判定部１４ｂが目標を達成できたと判定した場合（ステップ１
２のＹＥＳ）、出力指示部１４ｃの指示で、制御設定値出力部１５が制御対象機器２へ蓄
電蓄熱スケジュール及び制御設定値を出力する（ステップ１５）。
【０１５４】
　判定部１４ｂが、目標を一つでも達成できないと判定した場合（ステップ１２のＮＯ）
、問い合わせ部１８の通知部１８ａが、目標と最適化結果を、ローカル制御装置３に通知
する（ステップ１３）。なお、通知の対象は、建物管理者の端末であってもよい。
【０１５５】
　ローカル制御装置３においては、オペレータが、表示装置に表示された蓄電蓄熱スケジ
ュールを確認し、入力装置を用いて、受け入れるか否かの応答を入力する。
【０１５６】
　問い合わせ部１８の受付部１８ｂは、ローカル制御装置３からの応答を受け付ける（ス
テップ１４）。出力指示部１８ｃは、受付部１８ｂが、受け入れる応答を受け付けた場合
（ステップ１４のＹＥＳ）、制御設定値出力部１５に、制御設定値の出力を指示する。制
御設定値出力部１５は、ローカル制御装置３に制御設定値を出力する（ステップ１５）。
【０１５７】
　調整指示部１８ｄは、受付部１８ｂが、受け入れない応答を受け付けた場合（ステップ
１４のＮＯ）、設定値調整部１０に再調整を指示する。設定値調整部１０の調整部１０ｂ
は、空調機の温度設定や照明の照度などの制御設定値について、あらかじめ定められた機
器優先順位に基づいて、負担レベルを上げる調整を行う。
【０１５８】
　ここで、負担レベルについて説明する。負担レベルは、空調に関する温度設定やＰＭＶ
設定および照明に関する照度設定である。負担レベルが高い状態は、空調設定若しくは照
度設定が、建物１内の人間の快適性あるいは作業性を下げる状態である。
【０１５９】
　設定値調整部１０の調整部１０ｂは、図１７に示したフローチャートにおいて、目標達
成判定部１４が判定する目標が、全て満たされるまで、負担レベルを上げる方向の設定変
更を繰り返す。
【０１６０】
　なお、目標達成判定部１４は、上記の繰り返し動作の各回において、オペレータに受け
入れ可否を求めなくても構わない。たとえば、目標達成判定部１４が判定する目標が全て
満たされた時点で、通知部１８ａが、調整された設定値に基づく負担レベルを、ローカル
制御装置３に通知することも可能である。この通知を、ローカル制御装置３の表示装置が
表示することにより、オペレータに提示される。
【０１６１】
　この提示例を、図１８に示す。この例では、時刻毎の負担レベルがグラフで提示され、
負担を許容するボタンと、負担を許容しない蓄電・蓄熱運用再計画ボタンが表示される。
オペレータは、ローカル制御装置３の入力部を用いて、いずれかのボタンを選択すること
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により、問い合わせに対して応答する。
【０１６２】
　また、図１９に示すように、表示された負担レベルを、オペレータが、入力部を用いて
、変更できるようにしてもよい。問い合わせ部１８の受付部１８ｂは、ローカル制御装置
３から、負担レベルの変更に関する情報を受け付ける。設定値調整部１０の調整部１０ｂ
は、自動的に設定値を変更するのではなく、受付部１８ｂが受け付けた負担レベルに基づ
いて、設定値を変更する。これらの処理は、建物管理者の端末に問い合わせが通知された
場合も同様である。
【０１６３】
　さらに、設定値調整部１０は、建物１内における各部屋１１０の在室人数に応じて、各
部屋毎のＰＭＶ設定や照度設定を調整してもよい。
【０１６４】
　たとえば、図２に示すように、各部屋１１０にカメラ１１５が設置されているとする。
このカメラ１１５には、撮像した画像から在室人数を解析する解析装置が接続されている
。
【０１６５】
　解析部からの在室人数は、設定パラメータ入力部２１によって入力され、処理データ記
憶部２２が記憶する。設定値調整部１０の調整部１０ｂは、各部屋毎の在室人数に応じて
、ＰＭＶ設定や照度設定を調整する。
【０１６６】
　このような、在室人数に応じた設定値の調整ロジックを、図２０に示す。図２０では、
目標値との乖離度合いΔｋＷ［％］に応じて、ＰＭＶ設定と照度設定の変更幅を導出する
。目標値は、ここでは電力抑制指令による受電量制限値と仮定する。
【０１６７】
　さらに、部屋毎の在室人数、定員数に応じて前記ＰＭＶ設定と照度設定の変更幅に重み
を課して、現在の設定値との差分を取る。これにより、新たなＰＭＶ設定、照度設定を導
出する。
【０１６８】
　たとえば、図２１に示すように、在室人数が多い部屋については、負担レベルを低めに
設定する。逆に、人数が少ない部屋については負担レベルを高めに設定する。人数が少な
い部屋については、部屋の機器を全て停止する。これにより、在室者に他の部屋へ移動す
るように促すことができる。
【０１６９】
［Ｄ．実施形態の効果］
　以上のような本実施形態によれば、制御対象機器２の消費エネルギー若しくは供給エネ
ルギーを、制御対象機器２の制御設定値を考慮して予測することで、予測精度を向上でき
る。つまり、同一の室内に設置された同一の制御対象機器２の過去の制御設定値を用いる
ことにより、種類の異なる複数の制御対象機器２について、消費エネルギー若しくは供給
エネルギーを正確に予測することができる。
【０１７０】
　また、気象条件に応じて出力が変化するＰＶ１０１や太陽熱温水器１０７が設置されて
いる場合であっても、建物１全体のエネルギーの需給バランスを保つように蓄電蓄熱スケ
ジュールを求めることができる。
【０１７１】
　また、電力及び熱の供給に関わる多様な制御対象機器２の蓄電蓄熱スケジュールを、ヒ
ステリシスを含めて事前に設定できる。これにより、制御対象機器２が過剰に発停を繰り
返すことのない、実用的かつ効率的な運用計画を、安定して立案できる。
【０１７２】
　また、消費エネルギーまたは供給エネルギーの前日の予測値と、当日の実績値、若しく
は制御対象機器２の蓄電蓄熱スケジュールと実際の運用状態にずれが生じた場合にも、制
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御設定値を見直して、蓄電蓄熱スケジュールを再立案できる。このため、追加のエネルギ
ー調達を最低限に抑え、建物１全体で効率的な運用が可能となる。
【０１７３】
　また、目標値との整合性を判断するために、外部からの要求を満足させることができる
。特に、需要者に対して問い合わせを行うことにより、負担レベルが過度に大きくなるこ
とを防止できるとともに、合意を得て負担レベルを設定できる。さらに、各部屋に在室す
る人数をもとに、負担レベルをきめ細かく設定できる。このため、快適性や作業性を低下
させずに、目標を満足させることができる。
【０１７４】
［Ｅ．他の実施形態］
　本実施形態は、上記の態様に限定されるものではない。
（１）制御対象機器は、上記で例示したものには限定されない。たとえば、エネルギー供
給機器としては、太陽光発電設装置、太陽熱温水器の代わりに、若しくはこれに加えて、
風力発電設備等、気象条件によって出力が変化する設備を用いることもできる。なお、本
実施形態は、ビル等の所定の建物内に設置された制御対象機器を管理するシステムである
ＢＥＭＳ（Building Energy Management System）に適している。ただし、制御対象機器
の設置位置は、単一の建物か複数の建物かには限定されず、屋外を含んでいてもよい。つ
まり、所定の領域に設置された制御対象機器を制御するＥＭＳ（Energy Management Syst
em）として、広く適用可能である。
【０１７５】
（２）蓄電蓄熱最適化装置、ローカル制御装置、端末等は、ＣＰＵ等を含むコンピュータ
を所定のプログラムで制御することによって実現できる。この場合のプログラムは、コン
ピュータのハードウェアを物理的に活用することで、上記のような各部の処理を実現する
ものである。
【０１７６】
　上記の各部の処理を実行する方法、プログラム及びプログラムを記録した記録媒体も、
実施形態の一態様である。また、ハードウェアで処理する範囲、プログラムを含むソフト
ウェアで処理する範囲をどのように設定するかは、特定の態様には限定されない。たとえ
ば、上記の各部のいずれかを、それぞれの処理を実現する回路として構成することも可能
である。
【０１７７】
（３）上記の各処理部、記憶部等は、共通のコンピュータにおいて実現してもよいし、ネ
ットワークで接続された複数のコンピュータによって実現してもよい。たとえば、処理デ
ータ記憶部、最適化データ記憶部を、最適化処理部とネットワークで接続されたサーバに
構成してもよい。
【０１７８】
（４）処理データ記憶部、最適化データ記憶部に記憶される各データの記憶領域は、それ
ぞれが各データの記憶部として構成できる。これらの記憶部は、典型的には、内蔵された
若しくは外部接続された各種メモリ、ハードディスク等により構成できる。ただし、記憶
部としては、現在又は将来において利用可能なあらゆる記憶媒体を利用可能である。演算
に用いるレジスタ等も、記憶部として捉えることができる。記憶の態様も、長時間記憶が
保持される態様のみならず、処理のために一時的に記憶され、短時間で消去若しくは更新
される態様も含まれる。
【０１７９】
（５）実施形態に用いられる情報の具体的な内容、値は自由であり、特定の内容、数値に
は限定されない。実施形態において、しきい値に対する大小判断、一致不一致の判断等に
おいて、以上、以下、として値を含めるように判断するか、より大きい、より小さい、超
える、超えない、として値を含めないように判断するかも自由である。したがって、たと
えば、値の設定によっては、「以上」を「より大きい」、「以下」を「より小さい」と読
み替えても、実質的には同じである。
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【０１８０】
（６）本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示し
たものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他
の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省
略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要
旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるも
のである。
【符号の説明】
【０１８１】
１…建物
２…制御対処機器
３…ローカル制御装置
４…蓄電蓄熱最適化装置
１０…調整値設定部
１０ａ…設定部
１０ｂ…調整部
１１…予測部
１１ａ…類似度演算部
１１ｂ…類似日抽出部
１１ｃ…予測値設定部
１２…機器発停最適化部
１３…状態量最適化部
１４…目標達成判定部
１４ａ…比較部
１４ｂ…判定部
１４ｃ…出力指示部
１４ｄ…調整指示部
１５…制御設定値出力部
１６…開始指示部
１７…再スケジューリング要否判定部
１８…問い合わせ部
１８ａ…通知部
１８ｂ…受付部
１８ｃ…出力指示部
１８ｄ…調整指示部
２０…プロセスデータ取得部
２１…設定パラメータ入力部
２２…処理データ記憶部
２３…最適化データ記憶部
２４…送受信部
１００…蓄電池
１０１…ＰＶ
１０３…ＣＧＳ
１０４…空冷ＨＰ
１０５…水冷冷凍機
１０６…吸収式冷温水器
１０７…太陽熱温水器
１０８…蓄熱槽
１１０…部屋
１１１…空調機
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１１２…温湿度計
１１４…照明
１１６…照度計
１２１…起動優先順位決定部
１２２…発停条件設定部
１２２ａ…起動境界条件設定部
１２２ｂ…停止境界条件設定部
１２３…起動機器割当部
１２４…製造単価集計部
１２５…蓄熱放熱割当部
１２６…蓄熱容量判定部

【図１】 【図２】
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