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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物内に設置された少なくとも１つの空調機器に対する複数の制御を評価する空調制御
評価装置であって、
　前記空調機器が設置されたエリアを含む建物に関する情報である建物情報と、該空調機
器の特性を含む機器情報と、該空調機器の運転状態並びに前記エリアと外気の温度、又は
温度と湿度の両方の情報を含む実測データと、前記空調機器に対する評価対象の制御の情
報と、前記建物の熱特性、又は熱特性と湿度特性の両方を表す複数の建物モデルを含む建
物モデル群と、前記建物情報、前記機器情報及び前記実測データに含まれる項目と建物モ
デルとの対応を示すモデル候補選択基準とを記憶する記憶部と、
　前記建物情報、前記機器情報及び前記実測データに含まれる項目のうち、前記建物モデ
ルの入力データとして使用可能な項目を判定し、前記実測データの分布の種類を特定する
データ評価部と、
　前記入力データとして使用可能な項目と前記モデル候補選択基準とに基づいて、前記建
物モデル群から複数の建物モデルを候補として選択するモデル候補選択部と、
　前記分布の種類に対応してパラメータ推定方法を決定し、該パラメータ推定方法にした
がって、前記候補として選択された複数の建物モデルに含まれるパラメータの推定値を算
出するパラメータ推定部と、
　前記候補として選択された複数の建物モデルについて予め決められた統計量を計算し、
該統計量と該複数の建物モデル毎の温度、又は温度と湿度の両方の推定値と実測値との残
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差に基づいて該複数の建物モデルの候補から１つの建物モデルを確定するモデル評価部と
、
　前記モデル評価部が確定した建物モデルを用いて、前記評価対象の複数の制御が実行さ
れる場合の前記空調機器の省エネルギー性評価値と快適性評価値を算出する空調制御評価
部と、
を有する空調制御評価装置。
【請求項２】
　前記建物モデル群は、
　熱特性の影響因子として少なくとも外気温と室内発生熱量を含み、前記建物の躯体の断
熱性能を表すパラメータを含む熱特性モデルと、前記建物の躯体の断熱性能と蓄熱性能を
表すパラメータを含む熱特性モデル、又は
　湿度特性の影響因子として少なくとも外気湿度と前記エリアの発生水分量と、前記空調
機器の冷房時による除湿量と、前記エリアを形成する構造物の吸放湿量を含む水分収支を
表す湿度特性モデルと前記熱特性モデルの両方を有する請求項１に記載の空調制御評価装
置。
【請求項３】
　前記パラメータ推定部は、前記パラメータの推定値を算出する際、該パラメータの上限
値、下限値及び初期値を設定し、該パラメータの上限値及び下限値の範囲で該パラメータ
の実測値と推定値の残差平方和が最小になるように、又は前記候補として選択された複数
の建物モデルの尤度が最大になるように、該パラメータの推定値を決定する、請求項１又
は２に記載の空調制御評価装置。
【請求項４】
　前記省エネルギー性評価値は、前記空調機器について、前記評価対象の複数の制御のう
ち、少なくとも１つの制御が実行された場合の消費電力量に対する、該評価対象の別の制
御が実行された場合の消費電力量の変化量であり、
　前記快適性評価値は、前記空調機器について、前記評価対象の複数の制御のうち、少な
くとも１つの制御が実行された場合の前記エリアの温度、又は温度と湿度の両方の推定値
に対し、該評価対象の別の制御が実行された場合の前記エリアの温度、又は温度と湿度の
両方の変化量である、請求項１～３のいずれか１項に記載の空調制御評価装置。
【請求項５】
　前記建物情報は、複数のフロアを有する建物において前記空調機器が設置されているエ
リアのフロアである評価対象フロアが該複数のフロアのうち何階であるかの情報を含み、
　前記モデル候補選択基準は、前記評価対象フロアが何階であるかの情報に対応して、候
補として選択される建物モデルが設定されている、請求項１～４のいずれか１項に記載の
空調制御評価装置。
【請求項６】
　前記建物情報は、前記エリア内に加湿器が設置されているか否かの情報を含み、
　前記モデル候補選択基準は、前記エリア内に加湿器が設置されているか否かの情報と入
力データとして使用可能かの情報に対応して、候補として選択される建物モデルが設定さ
れている、請求項１～５のいずれか１項に記載の空調制御評価装置。
【請求項７】
　前記機器情報は、前記エリア内に設置されている前記空調機器の設置場所の情報を含み
、
　前記建物情報は、前記エリア内の温度を計測するセンサの設置場所の情報を含み、
　前記実測データは、前記空調機器に設置されているセンサで計測した吸込み温度データ
、及び前記エリアに設置されたセンサで計測した室温データの両方、又はいずれか一方を
含み、
　前記モデル候補選択基準は、前記空調機器の設置場所に対応して、候補として選択され
る建物モデルが設定されている、請求項１～６のいずれか１項に記載の空調制御評価装置
。
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【請求項８】
　前記モデル評価部は、前記建物モデル毎に前記残差の累積ペリオドグラムと自己相関係
数を算出し、該累積ペリオドグラム及び自己相関係数に基づいて該残差がホワイトノイズ
であるか否かを判定し、該残差がホワイトノイズと判定した建物モデルのうち、前記残差
が最も小さい建物モデルを前記１つの建物モデルに確定する、請求項１～７のいずれか１
項に記載の空調制御評価装置。
【請求項９】
　前記建物モデル群は、前記エリア内の汚染物質濃度の変化の特性を表す汚染物質濃度特
性モデルを含み、
　前記空調制御評価部は、前記快適性評価値として、前記空調機器について、前記評価対
象の複数の制御のうち、少なくとも１つの制御が実行された場合の前記エリア内の汚染物
質濃度に対する、該評価対象の別の制御が実行された場合の前記エリア内の汚染物質濃度
の変化量を算出する、請求項１～８のいずれか１項に記載の空調制御評価装置。
【請求項１０】
　前記機器情報は、前記空調機器に設置されている汚染物質濃度を計測するセンサの位置
情報を含み、
　前記建物情報は、前記エリア内の汚染物質濃度を計測するセンサの設置位置の情報を含
み、
　前記実測データは、前記空調機器に設置されているセンサで計測した汚染物質濃度デー
タ及び前記エリア内に設置されたセンサで計測した汚染物質濃度データの両方、又はいず
れか一方を含み、
　前記モデル候補選択基準は、前記エリア内の汚染物質濃度を計測するセンサ位置の情報
に対応して、候補として選択される汚染物質濃度特性モデルが設定されている、請求項１
～９のいずれか１項に記載の空調制御評価装置。
【請求項１１】
　前記記憶部は、前記空調機器について複数の前記制御の情報を含む空調制御群を記憶し
、
　前記空調制御群から前記評価対象の制御をユーザが選択するためのユーザ選択部と、
　前記ユーザが前記ユーザ選択部を操作して前記評価対象の制御を選択すると、該評価対
象の制御に基づく制御指令を前記空調機器に送信する制御指令変換部と、をさらに有する
請求項１～１０のいずれか１項に記載の空調制御評価装置。
【請求項１２】
　建物内に設置された少なくとも１つの空調機器と、
　前記空調機器を制御する空調コントローラと、
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の空調制御評価装置と、
を有する空調システム。
【請求項１３】
　建物内に設置された少なくとも１つの空調機器に対する複数の制御を評価するコンピュ
ータに実行させる空調制御評価方法であって、
　前記空調機器が設置されたエリアを含む建物に関する情報である建物情報と、該空調機
器の特性を含む機器情報と、該空調機器の運転状態並びに前記エリアと外気の温度、又は
温度と湿度の両方の情報を含む実測データと、前記空調機器に対する評価対象の制御の情
報と、前記建物の熱特性、又は熱特性と湿度特性の両方を表す複数の建物モデルを含む建
物モデル群と、前記建物情報、前記機器情報及び前記実測データに含まれる項目と建物モ
デルとの対応を示すモデル候補選択基準とを前記コンピュータの記憶部に格納し、
　前記建物情報、前記機器情報及び前記実測データに含まれる項目のうち、前記建物モデ
ルの入力データとして使用可能な項目を判定し、前記実測データの分布の種類を特定し、
　前記入力データとして使用可能な項目と前記モデル候補選択基準とに基づいて、前記建
物モデル群から複数の建物モデルを候補として選択し、
　前記分布の種類に対応してパラメータ推定方法を決定し、該パラメータ推定方法にした
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がって、前記候補として選択された複数の建物モデルに含まれるパラメータの推定値を算
出し、
　前記候補として選択された複数の建物モデルについて予め決められた統計量を計算し、
該統計量と該複数の建物モデル毎の温度、又は温度と湿度の両方の推定値と実測値との残
差に基づいて該複数の建物モデルの候補から１つの建物モデルを確定し、
　前記確定された建物モデルを用いて、前記評価対象の制御が実行される場合の前記空調
機器の省エネルギー性評価値と快適性評価値を算出する、空調制御評価方法。
【請求項１４】
　コンピュータに、
　建物内に設置された少なくとも１つの空調機器が設置されたエリアを含む建物に関する
情報である建物情報と、該空調機器の特性を含む機器情報と、該空調機器の運転状態並び
に前記エリアと外気の温度、又は温度と湿度の両方の情報を含む実測データと、前記空調
機器に対する評価対象の制御の情報と、前記建物の熱特性、又は熱特性と湿度特性の両方
を表す複数の建物モデルを含む建物モデル群と、前記建物情報、前記機器情報及び前記実
測データに含まれる項目と建物モデルとの対応を示すモデル候補選択基準とを前記コンピ
ュータの記憶部に格納する手順と、
　前記建物情報、前記機器情報及び前記実測データに含まれる項目のうち、前記建物モデ
ルの入力データとして使用可能な項目を判定し、前記実測データの分布の種類を特定する
手順と、
　前記入力データとして使用可能な項目と前記モデル候補選択基準とに基づいて、前記建
物モデル群から複数の建物モデルを候補として選択する手順と、
　前記分布の種類に対応してパラメータ推定方法を決定し、該パラメータ推定方法にした
がって、前記候補として選択された複数の建物モデルに含まれるパラメータの推定値を算
出する手順と、
　前記候補として選択された複数の建物モデルについて予め決められた統計量を計算し、
該統計量と該複数の建物モデル毎の温度、又は温度と湿度の両方の推定値と実測値との残
差に基づいて該複数の建物モデルの候補から１つの建物モデルを確定する手順と、
　前記確定された建物モデルを用いて、前記評価対象の制御が実行される場合の前記空調
機器の省エネルギー性評価値と快適性評価値を算出する手順を実行させるためのプログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空調機器に対する制御を評価する空調制御評価装置、空調システム、空調制
御評価方法、及びその方法をコンピュータに実行させるためのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ビルなどの建物に設けられた空調システムを構成する各種の空調機器の省エネル
ギー化の要求が高まっており、その要求を満たすために空調機器の動力を低減化する省エ
ネルギー制御方法が数多く提案されている。一方、現在の省エネルギー法は、空調機器単
体の性能向上だけではなく、例えば、ＢＥＭＳ（Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｍａ
ｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）などを利用した、ビルの機器及び設備の運用面又は管
理面における省エネルギー化を要求している。ＢＥＭＳのような省エネルギー化は、ビル
に間借りしているテナントの空調機器の運転効率を改善するだけでは十分ではなく、少な
くとも、ビルの責任者及び管理者等のユーザの協力を得ながら推進していくことが必要不
可欠である。
【０００３】
　省エネルギー化を図った新規の空調システムをユーザに提案する際、又は既存の空調シ
ステムへの省エネルギー制御の導入をユーザに提案する際、その効果をユーザに提示する
必要がある。ただし、ユーザに提示する効果は、一般的な建物の効果を示す値ではなく、
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そのユーザが実際に管理している建物に対応した効果であることが望ましい。
【０００４】
　建物内の予め決められた空間の温度を制御する冷熱装置について、空間の熱負荷を考慮
して省エネルギー効果を算出する技術の一例が特許文献１に開示されている。
　特許文献１に開示された消費エネルギー算出装置は、建物情報、発熱体情報、環境情報
及び運用情報を含む入力情報を入力とする物理モデルを用いて空間の熱負荷を求める第１
の熱負荷解析部と、熱負荷と冷熱装置の消費電力量とを対応付けた冷熱装置特性から、第
１の熱負荷解析部が求めた熱負荷に対応する消費電力量を推定する第１の消費電力推定部
とを有する構成である。
　また、特許文献１には、消費エネルギー算出装置が、過去の熱負荷のデータ群と冷熱装
置の消費電力量の実績データ群とを統計的に関連づけた統計モデル（例えば、単回帰分析
又は重回帰分析）を用いて冷熱装置特性を求める統計解析部を有することが開示されてい
る。
【０００５】
　特許文献１に開示された発明では、上述の構成により、物理モデルを用いて空間の熱負
荷を解析し、熱負荷と消費電力量とが対応づけられた冷熱装置特性に基づいて消費電力量
を推定することで、既存のシミュレーションに比べてパラメータ数の抑制を図っている。
【０００６】
　一方、特許文献１には、推定したい出力データに対する、入力データの影響度を予め分
析し、それを計算モデルに取り込む方法の一例が開示されている。具体的には、統計モデ
ルとして単回帰モデル又は重回帰モデルを用いて、入力を熱負荷、出力を消費電力量とす
る冷熱装置特性を求め、冷熱装置特性を物理モデルに用いることが特許文献１に開示され
ている。
　建物内の空間に対する空調制御を評価する方法ではないが、評価対象の推定値を得るた
めに、評価対象に適した計算モデルと最小限かつ的確なパラメータを求めるために、実測
値と推定値の誤差に基づいて計算モデル及びパラメータを選択する方法の例が、特許文献
２及び特許文献３に開示されている。
【０００７】
　特許文献２には、ニューラルネットワークを用いて、製品の販売実績及び出荷実績など
の時系列データから、販売及び出荷の今後の需要を予測する装置が開示されている。特許
文献２には、新しい実績データが入力される度に加工して時系列実績データを生成し、生
成された時系列実績データを解析して複数の学習モデルから予測モデルとして最良の学習
モデルを選択し、予測モデルに最新の予測用実績データを入力して予測計算を行うことが
開示されている。そして、新しい実績データを加工する際に、入力データとなる実績デー
タ群と推定したい出力データの時系列実績値との相関係数を用いて、ニューラルネットワ
ークの入力データを選択することが開示されている。
【０００８】
　特許文献３には、移動体の属性に応じて、移動体の移動目的の施設の状態を示す情報に
基づいて施設の状態を制御するシステムが開示されている。特許文献３には、測定点での
移動体の数等を日時に関してパターン化した予測モデルを生成し、日時経過に応じた、移
動体の変化に対応してモデルの実測値の誤差を判定し、判定結果に基づいてモデルを修正
することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１２－２４２０６７号公報
【特許文献２】特許第３７４３２４７号公報
【特許文献３】特開平０５－６５００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１０】
　特許文献１に開示されたシステムでは、所定の物理モデルと統計モデルを用いて冷熱装
置の運転を変更したことによる熱負荷及び消費電力量の増減が算出されるが、算出に用い
られるモデルは業種によってパターン化されたモデルからあらかじめ決定しておく必要が
ある。熱負荷を求める際に用いる物理モデルは、建物の形状や構造、さらにはセンサの設
置位置や入手可能なデータ項目によって変更するべきであり、最も精度よく実態を再現で
きるモデルを自動的に選択できるのが望ましい。また、冷熱装置の運転を変更したことに
よる空間の快適性の変化については考慮されていない。例えば、冷房時に蒸発器を通過す
る冷媒温度を上昇させることで省エネルギー化を図る制御を行った場合、蒸発器を通過す
る空気の除湿量が減少するため室内湿度が変動してしまう。室内湿度の変動についても、
熱負荷や室温と同様に複数の物理モデルから自動的に最適なモデルを選定するべきである
。
【００１１】
　特許文献１に開示されたシステムにおいて、冷熱装置の熱負荷及び消費電力量の変化を
推定する際、特許文献２及び３に開示された方法を適用することも考えられる。
　特許文献２に開示された方法では、物理モデルの定義が困難な入出力データに対し、入
出力データの相関係数を用いて入力データを選択しているが、入出力データとして入手で
きないデータを用いたい場合は単純な相関関係だけで最適なモデルを選択することは困難
である。例えば、快適性を評価する際に壁表面温度を用いる場合、壁表面温度は入出力デ
ータとして入手できないが、物理モデルを定義すると予測可能である。特許文献２に開示
された装置では、予測モデルの学習に用いた入出力データにおいては相関関係が見られな
いが、評価に用いたいデータと建物の仕様等から推定される建物の物理モデルを選択する
基準を備えていないので、最適なモデルを選択できず、予測精度が悪化する可能性がある
。
　特許文献３に開示された方法は、評価基準が推定値と実測値の誤差のみであり、計算モ
デルを必要以上に複雑化させ、結果的に推定すべきパラメータの数が増加し、出力データ
の推定精度を悪化させる可能性がある。
【００１２】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、複数の建物モデルの中
から空調機器の消費電力量の変動及び室内の快適性の変化の推定に必要なパラメータの数
を抑制し、空調機器が設置された建物の熱特性、または熱特性と湿度特性両方を最もよく
表す建物モデルを自動的に選定し、評価対象の空調制御に関する省エネルギー効果と室内
の快適性を評価可能にした空調制御評価装置、空調システム、空調制御評価方法、及びそ
の方法をコンピュータに実行させるプログラムを得るものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明に係る空調制御評価装置は、建物内に設置された少なくとも１つの空調機器に対
する複数の制御を評価する空調制御評価装置であって、前記空調機器が設置されたエリア
を含む建物に関する情報である建物情報と、該空調機器の特性を含む機器情報と、該空調
機器の運転状態並びに前記エリアと外気の温度、又は温度と湿度の両方の情報を含む実測
データと、前記空調機器に対する評価対象の制御の情報と、前記建物の熱特性、又は熱特
性と湿度特性の両方を表す複数の建物モデルを含む建物モデル群と、前記建物情報、前記
機器情報及び前記実測データに含まれる項目と建物モデルとの対応を示すモデル候補選択
基準とを記憶する記憶部と、前記建物情報、前記機器情報及び前記実測データに含まれる
項目のうち、前記建物モデルの入力データとして使用可能な項目を判定し、前記実測デー
タの分布の種類を特定するデータ評価部と、前記入力データとして使用可能な項目と前記
モデル候補選択基準とに基づいて、前記建物モデル群から複数の建物モデルを候補として
選択するモデル候補選択部と、前記分布の種類に対応してパラメータ推定方法を決定し、
該パラメータ推定方法にしたがって、前記候補として選択された複数の建物モデルに含ま
れるパラメータの推定値を算出するパラメータ推定部と、前記候補として選択された複数
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の建物モデルについて予め決められた統計量を計算し、該統計量と該複数の建物モデル毎
の温度、又は温度と湿度の両方の推定値と実測値との残差に基づいて該複数の建物モデル
の候補から１つの建物モデルを確定するモデル評価部と、前記モデル評価部が確定した建
物モデルを用いて、前記評価対象の複数の制御が実行される場合の前記空調機器の省エネ
ルギー性評価値と快適性評価値を算出する空調制御評価部と、を有するものである。
【００１４】
　本発明に係る空調システムは、建物内に設置された少なくとも１つの空調機器と、前記
空調機器を制御する空調コントローラと、本発明に係る空調制御評価装置と、を有するも
のである。
【００１５】
　本発明に係る空調制御評価方法は、建物内に設置された少なくとも１つの空調機器に対
する複数の制御を評価するコンピュータに実行させる空調制御評価方法であって、前記空
調機器が設置されたエリアを含む建物に関する情報である建物情報と、該空調機器の特性
を含む機器情報と、該空調機器の運転状態並びに前記エリアの温度、又は温度と湿度の両
方の情報を含む実測データと、前記空調機器に対する評価対象の制御の情報と、前記建物
の熱特性、又は熱特性と湿度特性の両方を表し、熱特性の影響因子として少なくとも外気
温と室内発生熱量を含み、前記建物の躯体の断熱性能を表すパラメータを含む熱特性モデ
ルと、前記建物の躯体の断熱性能と蓄熱性能を表すパラメータを含む熱特性モデルを含む
建物モデル群と、前記建物情報、前記機器情報及び前記実測データに含まれる項目と建物
モデルとの対応を示すモデル候補選択基準とを前記コンピュータの記憶部に格納し、前記
建物情報、前記機器情報及び前記実測データに含まれる項目のうち、前記建物モデルの入
力データとして使用可能な項目を判定し、前記実測データの分布の種類を特定し、前記入
力データとして使用可能な項目と前記モデル候補選択基準とに基づいて、前記建物モデル
群から複数の建物モデルを候補として選択し、前記分布の種類に対応してパラメータ推定
方法を決定し、該パラメータ推定方法にしたがって、前記候補として選択された複数の建
物モデルに含まれるパラメータの推定値を算出し、前記候補として選択された複数の建物
モデルについて予め決められた統計量を計算し、該統計量と該複数の建物モデル毎の温度
、又は温度と湿度の両方の推定値と実測値との残差に基づいて該複数の建物モデルの候補
から１つの建物モデルを確定し、前記確定された建物モデルを用いて、前記評価対象の制
御が実行される場合の前記空調機器の消費電力量と快適性評価値を算出するものである。
【００１６】
　本発明に係るプログラムは、コンピュータに、建物内に設置された少なくとも１つの空
調機器が設置されたエリアを含む建物に関する情報である建物情報と、該空調機器の特性
を含む機器情報と、該空調機器の運転状態並びに前記エリアの温度、又は温度と湿度の両
方の情報を含む実測データと、前記空調機器に対する評価対象の制御の情報と、前記建物
の熱特性、又は熱特性と湿度特性の両方を表し、熱特性の影響因子として少なくとも外気
温と室内発生熱量を含み、前記建物の躯体の断熱性能を表すパラメータを含む熱特性モデ
ルと、前記建物の躯体の断熱性能と蓄熱性能を表すパラメータを含む熱特性モデルを含む
建物モデル群と、前記建物情報、前記機器情報及び前記実測データに含まれる項目と建物
モデルとの対応を示すモデル候補選択基準とを前記コンピュータの記憶部に格納する手順
と、前記建物情報、前記機器情報及び前記実測データに含まれる項目のうち、前記建物モ
デルの入力データとして使用可能な項目を判定し、前記実測データの分布の種類を特定す
る手順と、前記入力データとして使用可能な項目と前記モデル候補選択基準とに基づいて
、前記建物モデル群から複数の建物モデルを候補として選択する手順と、前記分布の種類
に対応してパラメータ推定方法を決定し、該パラメータ推定方法にしたがって、前記候補
として選択された複数の建物モデルに含まれるパラメータの推定値を算出する手順と、前
記候補として選択された複数の建物モデルについて予め決められた統計量を計算し、該統
計量と該複数の建物モデル毎の温度、又は温度と湿度の両方の推定値と実測値との残差に
基づいて該複数の建物モデルの候補から１つの建物モデルを確定する手順と、前記確定さ
れた建物モデルを用いて、前記評価対象の制御が実行される場合の前記空調機器の消費電
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力量と快適性評価値を算出する手順を実行させるためのものである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明は、空調機器の消費電力の変動及び室内の快適性の変化の推定に必要なパラメー
タの数を抑制するとともに、空調機器が設置された建物に対応して、評価対象の空調制御
に関する省エネルギー効果と室内の快適性を評価できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１Ａ】本発明の実施の形態１の空調制御評価装置を含む空調システムの一構成例を示
すブロック図である。
【図１Ｂ】本発明の実施の形態１の空調制御評価装置を含む空調システムの別の構成例を
示すブロック図である。
【図１Ｃ】本発明の実施の形態１の空調制御評価装置を含む空調システムの別の構成例を
示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態１の空調制御評価装置を含む空調システムの別の構成例を示
すブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態１の空調制御評価装置の一構成例を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施の形態１の空調制御評価装置の熱特性モデル群が有する熱特性モデ
ルを図式的に示す説明図である。
【図５Ａ】本発明の実施の形態１の空調制御評価装置の熱特性モデル群が有する熱特性モ
デルを熱回路網で示した図である。
【図５Ｂ】本発明の実施の形態１の空調制御評価装置の熱特性モデル群が有する熱特性モ
デルを熱回路網で示した図である。
【図５Ｃ】本発明の実施の形態１の空調制御評価装置の熱特性モデル群が有する熱特性モ
デルを熱回路網で示した図である。
【図５Ｄ】本発明の実施の形態１の空調制御評価装置の熱特性モデル群が有する熱特性モ
デルを熱回路網で示した図である。
【図５Ｅ】本発明の実施の形態１の空調制御評価装置の熱特性モデル群が有する熱特性モ
デルを熱回路網で示した図である。
【図５Ｆ】本発明の実施の形態１の空調制御評価装置の熱特性モデル群が有する熱特性モ
デルを熱回路網で示した図である。
【図５Ｇ】本発明の実施の形態１の空調制御評価装置の熱特性モデル群が有する熱特性モ
デルを熱回路網で示した例である。
【図６】本発明の実施の形態１の空調制御評価装置の湿度特性モデル群が有する湿度特性
モデルを図式的に示す説明図である。
【図７Ａ】本発明の実施の形態１の空調制御評価装置の湿度特性モデル群が有する湿度特
性モデルを回路網で示した図である。
【図７Ｂ】本発明の実施の形態１の空調制御評価装置の湿度特性モデル群が有する湿度特
性モデルを回路網で示した図である。
【図８】図３に示したモデル評価部が用いる各モデルの統計値の一例を示す表である。
【図９】図３に示したモデル残差評価部が用いる累積ペリオドグラムの一例を示すグラフ
である。
【図１０】図３に示したモデル残差評価部が用いる自己相関係数の一例を示すグラフであ
る。
【図１１】本発明の実施の形態１の空調制御評価装置の動作手順を示すフローチャートで
ある。
【図１２】本発明の実施の形態２の空調制御評価装置の一構成例を示すブロック図である
。
【図１３】本発明の実施の形態２の空調制御評価装置の動作手順を示すフローチャートで
ある。
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【図１４】本発明の実施の形態３の空調制御評価装置の一構成例を示すブロック図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
実施の形態１．
　本発明の実施の形態１の空調制御評価装置を含む空調システムの構成について説明する
。図１Ａは、本発明の実施の形態１の空調制御評価装置を含む空調システムの一構成例を
示すブロック図である。
　図１Ａに示すように、空調システム１は、空調コントローラ１１と、空調機器１２とを
有する。空調コントローラ１１は、空調ネットワーク１３を介して空調機器１２と接続さ
れている。空調コントローラ１１は、本実施の形態１の空調制御評価装置の機能を備えて
いる。空調制御評価装置の構成及び動作については、図３～図１１を参照して、後で詳し
く説明する。
　空調コントローラ１１は、予め設定された制御アルゴリズムにしたがって空調ネットワ
ーク１３を介して制御信号を空調機器１２に送信することで空調機器１２を制御する。ま
た、空調コントローラ１１は、空調機器１２の状態を示す情報を空調ネットワーク１３を
介して空調機器１２から受信することで、空調機器１２の状態を監視する。
【００２０】
　図１Ａでは、１台の空調コントローラ１１が設けられている場合を示しているが、空調
コントローラ１１の設置台数は１台に限定されない。例えば、複数台の空調コントローラ
１１が空調ネットワーク１３に接続されていてもよい。また、複数台の空調コントローラ
１１のそれぞれは互いに離れた場所に設けられてもよい。空調コントローラ１１は、一般
的には建物の内部の管理室等に設置されることが多いが、空調コントローラ１１の設置場
所は管理室に限定されない。空調システム１が複数の空調コントローラ１１を有している
場合、後述する空調制御評価装置の機能は複数の空調コントローラ１１のうち、少なくと
もいずれか１つに設けられていればよい。
【００２１】
　図１Ａに示すように、空調機器１２は、室外機２１ａ、室内機２１ｂ、換気装置２２、
全熱交換器２３、加湿器２４、除湿器２５、ヒータ２６及び外調機２７を構成要素として
含む。これらの構成要素のそれぞれは、複数台設置されていることが多い。例えば、複数
のテナントを有するビルでは、テナント毎に室外機２１ａ及び室内機２１ｂが設置されて
いる。
　空調機器１２に含まれる構成要素について、上記の構成要素は一例であって、これらの
構成要素に限定されない。また、空調機器１２に上記の構成要素の全てが含まれている必
要はない。また、空調機器１２は、上記の構成要素以外に、室内の空気状態を制御するそ
の他の種類の機器を構成要素としてもよい。複数の構成要素を備えた空調機器１２が複数
設けられてもよい。空調機器１２が１つの構成要素であってもよい。
【００２２】
　室外機２１ａ及び室内機２１ｂを含む構成を空調機２１と称する。図１Ａでは、空調機
２１が１台の場合を示しているが、空調機２１の台数は１台に限定されない。例えば、２
台以上の空調機２１が空調システム１に設けられていてもよい。また、室外機２１ａ及び
室内機２１ｂのそれぞれの台数についても、１台に限定されない。
　また、空調機２１には温度センサ及び湿度センサを含む複数種のセンサが設けられてい
てもよい。空調機２１は空調ネットワーク１３を介して空調コントローラ１１と通信する
ための通信機能を備えていてもよい。また、空調機器１２に含まれる構成要素のうち、空
調機２１を除く構成要素の一部又は全部が、温度及び湿度等を計測するセンサを有してい
てもよく、空調ネットワーク１３を介して空調コントローラ１１と通信する機能を備えて
いてもよい。
【００２３】
　空調ネットワーク１３は、例えば、外部に非公開の通信プロトコルに準拠した通信が行
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われる通信媒体として形成されてもよく、外部に公開されている通信プロトコルに準拠し
た通信が行われる通信媒体として形成されてもよい。空調ネットワーク１３は、例えば、
ケーブルの種類又は通信プロトコルに応じて、複数の異なる種類のネットワークが混在す
る構成であってもよい。複数の異なる種類のネットワークとしては、例えば、空調機器１
２を計測制御する専用ネットワーク、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ）、
及び空調機器１２の構成要素毎に異なる個別専用線等が一例として想定される。
【００２４】
　図１Ｂは、本発明の実施の形態１の空調制御評価装置を含む空調システムの別の構成例
を示すブロック図である。
　図１Ｂに示すように、空調システム１ａは、図１Ａに示した構成と比較すると、空調ネ
ットワーク１３及び空調機器１２のそれぞれと通信ケーブルを介して接続された機器接続
用コントローラ１４をさらに有する構成である。空調機器１２は機器接続用コントローラ
１４及び空調ネットワーク１３を介して空調コントローラ１１と接続される。
　機器接続用コントローラ１４は、空調コントローラ１１と空調機器１２との間のデータ
通信を中継する機能が実装されている。
【００２５】
　空調機器１２及び機器接続用コントローラ１４間で使用される通信プロトコルと空調ネ
ットワーク１３で使用される通信プロトコルとが異なる場合、機器接続用コントローラ１
４は、空調機器１２及び空調コントローラ１１間の通信を中継するゲートウェイの機能を
備えていてもよい。この場合、機器接続用コントローラ１４は、空調機器１２で使用され
る通信プロトコルを空調ネットワーク１３に隠蔽させることが可能となる。また、機器接
続用コントローラ１４は、空調機器１２と空調コントローラ１１との通信内容を監視する
機能を備えていてもよい。
　図１Ｂに示す構成において、図１Ａに示したように、空調ネットワーク１３と空調機器
１２とが直接に接続される通信ケーブルが設けられていてもよい。この場合、例えば、空
調機器１２の構成要素のうち、一部の構成要素が空調ネットワーク１３と直接に接続し、
他の構成要素が機器接続用コントローラ１４を介して空調ネットワーク１３に接続される
構成であってもよい。
【００２６】
　図１Ｃは、本発明の実施の形態１の空調制御評価装置を含む空調システムの別の構成例
を示すブロック図である。
　図１Ｃに示すように、空調システム１ｂは、図１Ｂに示した構成と比較すると、センサ
１９をさらに有する構成である。センサ１９は、例えば、温度センサ、湿度センサ、及び
ＣＯ２濃度センサ等のセンシングを行う機器である。センサ１９の設置場所は、例えば、
空調機器１２の空調対象空間である室内等である。外気温及び日射量等をセンシングさせ
るような場合には、センサ１９は屋外に設置されればよい。
　図１Ｃに示す構成例では、センサ１９は、空調ネットワーク１３及び機器接続用コント
ローラ１４のそれぞれと通信ケーブルを介して接続されている。センサ１９は、検出した
値を空調ネットワーク１３を介して空調コントローラ１１に送信してもよく、機器接続用
コントローラ１４及び空調ネットワーク１３を介して空調コントローラ１１に送信しても
よい。
【００２７】
　なお、図１Ｃは、センサ１９が１台だけ設置されている構成例を示しているが、センサ
１９の設置台数は１台に限定されず、複数であってもよい。センサ１９として、異なる種
類のセンシングを行う機器が複数台設置されたものでもよい。センサ１９は、１台で異な
る種類のセンシングを行う機器でもよい。
　また、図１Ｃは、センサ１９が空調ネットワーク１３及び機器接続用コントローラ１４
のそれぞれと接続する２本の通信ケーブルを有する場合を示しているが、通信ケーブルは
いずれか一方だけであってもよい。図１Ｃに示す構成においても、空調ネットワーク１３
と空調機器１２とが直接に接続される通信ケーブルが設けられていてもよい。
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【００２８】
　図１Ａ～図１Ｃに示したように、空調システム１に空調コントローラ１１が設けられて
いる場合、後述する空調制御評価装置の各種機能が空調コントローラ１１で実行される。
　ここまで、図１Ａ～図１Ｃを参照して、本実施の形態１における空調システムの構成例
を説明したが、空調システムの構成はこれらの構成に限定されない。空調システムの別の
構成例を、図２を参照して説明する。
【００２９】
　図２は、本発明の実施の形態１の空調制御評価装置を含む空調システムの別の構成例を
示すブロック図である。
　図２に示すように、空調システム１ｃは、図１Ｃに示した構成において、後述する空調
制御評価装置の機能を備えた評価用計算機１５を有する構成である。評価用計算機１５は
、汎用ネットワーク１６を介して、空調コントローラ１１ａと接続されている。空調コン
トローラ１１ａは、後述する空調制御評価装置の機能を備えていなくてもよい。評価用計
算機１５は、汎用ネットワーク１６を介して、空調コントローラ１１ａと各種通信を行う
。汎用ネットワーク１６は、例えば、インターネットである。
　図２に示すように、空調システム１ｃに空調コントローラ１１ａ及び評価用計算機１５
が設けられている場合、後述する空調制御評価装置の機能が空調コントローラ１１ａと評
価用計算機１５とに分担されるようにしてもよい。
【００３０】
　評価用計算機１５の設置場所について説明する。評価用計算機１５は、空調コントロー
ラ１１ａと共に、空調機器１２の空調対象空間である室内等に設けられていてもよい。評
価用計算機１５は、空調対象空間でなくても、空調機器１２が設置された建物と同じ敷地
内に設置されていてもよい。評価用計算機１５は、空調機器１２が設置された建物の遠隔
地に設けられ、複数の建物を管理する集中管理センター等に設置されてもよい。
　図２は図１Ｃに示した空調システムに、汎用ネットワーク１６及び評価用計算機１５が
追加された構成を示しているが、図１Ｃに示した空調システムの代わりに、図１Ａ又は図
１Ｂに示した空調システムであってもよい。
【００３１】
　なお、後述する空調制御評価装置の機能の実装形態を、図１Ａ～図２を参照して説明し
たが、これらの構成に限定されない。例えば、図に示さない複数のサーバ装置に、後述す
る空調制御評価装置の機能を含む空調コントローラ１１の機能が分散して実装されてもよ
い。また、別の例として、図に示さない１台のサーバ装置に、空調コントローラ１１ａの
機能と評価用計算機１５の機能とがそれぞれ論理的に異なる形態で実装されてもよい。つ
まり、後述する空調制御評価装置の機能を含む空調コントローラ１１の機能の各機能が実
行されればよく、各機能の物理的な格納場所又はその物理的な実行場所は限定されない。
【００３２】
（空調制御評価装置の構成）
　本発明の実施の形態１の空調制御評価装置の構成を説明する。
　図３は、本発明の実施の形態１の空調制御評価装置の一構成例を示すブロック図である
。
　図３に示すように、空調制御評価装置３は、記憶部３１と、演算部３２と、データ入力
部３３と、データ出力部３４とを有する。演算部３２は、データ評価部３２１ａを含むデ
ータ前処理部３２１と、モデル候補選択部３２２と、パラメータ推定部３２３と、モデル
評価部３２４と、空調制御評価部３２５とを有する。
　ここでは、制御対象の空調機器１２として、空調機２１が図１Ａを参照して説明した空
調システム１に複数台設けられている構成を想定しているが、１台の空調機２１に注目し
て説明する。また、本実施の形態１では、空調制御評価装置の機能を備えた空調システム
が図１Ａに示した空調システム１の場合で説明するが、図１Ａに示した空調システムに限
定されない。
　以下に、図３に示した空調制御評価装置３の各部の機能を詳しく説明する。
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【００３３】
（記憶部３１）
　記憶部３１は、例えば、ハードディスク装置を含む記憶装置である。
　記憶部３１は、空調機２１に関連する機器情報、運転データおよび計測データと、空調
機２１が設置されている建物に関する情報である建物情報とを記憶する。また、記憶部３
１は、モデル候補選択基準３１１と、熱特性モデル群３１２ａ及び湿度特性モデル群３１
２ｂを含む建物モデル群３１２と、空調制御情報群とを記憶する。さらに、記憶部３１は
、演算部３２が決定する確定建物モデル及び演算部３２が算出する評価値を記憶する。
以下に、記憶部３１が記憶する各情報について説明する。
【００３４】
　記憶部３１が記憶する建物情報及び機器情報は、演算部３２に含まれる各部が実行する
処理で必要な各種条件となる情報である。機器情報は、空調機２１の特性を含む情報であ
る。機器情報は、例えば、空調機２１の台数、定格能力、定格消費電力量、定格能力に対
する消費電力量を示す関係式、及び空調機２１に設置されたセンサが検出した値に基づい
て空調機２１の各アクチュエータを制御するアルゴリズムを含む情報である。
　また、機器情報は、室外機２１ａと室内機２１ｂの接続関係、及び空調機２１の設置場
所等の空調システムの構成に関する情報も含む。さらに、機器情報は、データ入力部３３
及びデータ出力部３４が空調機２１と送受信するデータの種類及び送受信の周期等の情報
を含んでいてもよい。本実施の形態１では、空調機器１２が空調機２１である場合に注目
して説明しているが、記憶部３１が記憶する機器情報の対象が空調機器１２の各構成要素
であってもよい。
【００３５】
　建物情報は、空調機２１が設置されたエリアに関する情報を含む。建物情報は、例えば
、空調機２１が設置されたフロアが建物の何階か、そのフロアの床面積、室容積、想定さ
れる最大の在室人数等である。以下では、評価対象の空調制御が実行される空調機２１が
設置されたフロアを「評価対象フロア」と称する。建物情報は、評価対象フロアに設置さ
れている、空調機器１２の構成要素の情報を含んでいてもよい。構成要素の情報とは、例
えば、加湿器２４が設置されているか否かの情報である。また、空調システムが図１Ｃに
システムである場合には、建物情報はセンサ１９の設置場所の情報を含んでいてもよい。
【００３６】
　記憶部３１が記憶する運転データ及び計測データは、空調機２１の運転状態を示すデー
タである。運転データは、例えば、サーモがオンかオフかの状態、及び還気ファンの運転
状態を示すデータである。計測データは、空調機２１の各部で計測されるデータである。
計測データは、例えば、各部で計測される温度、風量、湿度、電力等のデータである。こ
れらのデータは、現在のデータだけでなく、過去のデータを含んでいてもよい。
　これらのデータの項目は、運転データ及び計測データのそれぞれについて代表例として
列挙したものであり、これらの項目に限定されない。また、運転データ及び計測データの
それぞれは、上記の項目を全て含んでいなくてもよい。以下では、運転データ及び計測デ
ータを実測データと称し、機器情報及び実測データを含む情報を機器関連情報と称する。
【００３７】
　記憶部３１が記憶するモデル候補選択基準３１１は、データ評価部３２１ａが評価した
、入力データの項目の有無並びに建物情報及び機器情報に含まれる設定値と、選択すべき
建物モデルの候補との対応を示したものである。モデル候補選択基準３１１とデータ評価
部３２１ａの判定結果に基づいて、パラメータ推定部３２３が検討するモデル候補が建物
モデル群３１２から複数選択される。モデル候補選択基準３１１についての詳細は後述す
る。建物情報及び機器情報に含まれる設定値とは、例えば、空調機２１の定格能力及び評
価対象フロアの床面積である。
【００３８】
　記憶部３１が記憶する建物モデル群３１２は、複数の熱特性モデルを含む熱特性モデル
群３１２ａと、複数の湿度特性モデルを含む湿度特性モデル群３１２ｂとを有する。熱特
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性モデルと湿度特性モデルについての詳細は後述する。
　記憶部３１が記憶する確定建物モデルは、省エネルギー性および快適性の評価のために
適用する建物モデルとして、演算部３２のモデル評価部３２４が複数の建物モデルから選
択する建物モデルである。確定建物モデルは、熱特性モデル及び湿度特性モデルのうち、
いずれか一方でもよく、両方でもよい。
【００３９】
　記憶部３１が記憶する空調制御情報群は、空調機２１に実行させる、評価対象の複数の
制御に関するアルゴリズムである。制御に関するアルゴリズムとは、例えば、空調機２１
と換気装置２２を連携して省エネルギーを実現する制御アルゴリズム、及び空調機２１の
運転停止を最適に組み合わせて省エネルギーを実現する制御アルゴリズムである。以下で
は、空調機２１を含む空調機器１２に実行させる制御を「空調制御」と称する。
【００４０】
　記憶部３１が記憶する評価値は、演算部３２の空調制御評価部３２５が算出する省エネ
ルギー性評価値及び快適性評価値を含む。省エネルギー性評価値は省エネルギー性を示す
値に相当し、快適性評価値は快適性を示す値に相当する。
　省エネルギー性評価値は、例えば、評価対象のある１つの空調制御が実行された場合と
、それ以外の空調制御が実行された場合の空調機２１の消費電力量の差、基準となる制御
の消費電力量に対するその差の割合、及び消費電力量の時系列データなどである。快適性
評価値は、例えば、評価対象のある１つの空調制御が実行された場合とそれ以外の空調制
御が実行された場合のそれぞれの快適性の指標であるＰＭＶ（Ｐｒｅｄｉｃｔｅｄ Ｍｅ
ａｎ Ｖｏｔｅ）、制御実行の前後の室内の温度及び湿度の変動量、及び室内の温度及び
湿度の時系列データなどである。
【００４１】
　ここで、熱特性モデルと湿度特性モデルについて説明する。
（熱特性モデル）
　図４は、本発明の実施の形態１の空調制御評価装置の熱特性モデル群が有する熱特性モ
デルを図式的に示す説明図である。図４は、熱特性モデルで考慮する各因子の例を示して
いる。図４に示す熱特性モデルにおいては、熱負荷の影響因子として、外気温（ＴＯ）４
１と、日射量（ＱＳ）４２と、隣室温度（ＴＯＺ)４３と、室内温度（ＴＺ）４４と、空
調除去熱量（ＱＨＶＡＣ）４５と、室内発生熱量（ＱＯＣＣ＋ＱＥＱＰ）（人体＋ＯＡ機
器＋照明）４６とが考慮されている。
　図５Ａ～図５Ｇは、本発明の実施の形態１の空調制御評価装置の熱特性モデル群が有す
る熱特性モデルを熱回路網で示した図である。図５Ａ～図５Ｇは、上記熱負荷の影響因子
の関係を表現する際に用いる熱回路網モデルの例を示す。ここでは、図５Ａ～図５Ｇを用
いて、熱量バランスを考慮する次元数によって異なる複数のモデル例を示す。図５Ａは図
５Ｂ～図５Ｇのベースとなる１次モデルである。図５Ａは室内温度と外気温を１つの熱抵
抗で結び、室の熱容量を考慮した熱特性モデルである。この熱特性モデルは、外気温の変
動は時間遅れすることなく、ある一定の影響度で室内温度の変動に寄与することを表す、
最も単純な熱特性モデルである。蓄熱性能の低い建物においては図５Ａの熱特性モデルで
建物の熱特性を再現可能な場合がある。
【００４２】
　一例として、図５Ｂに示す熱回路網モデルのモデル式を式（１）及び式（２）に示す。
図５Ｂの熱回路網モデルにおいては、熱負荷の影響因子として、外気温（ＴＯ）４１と、
日射量（ＱＳ）４２と、隣室温度（ＴＯＺ）４３と、室内温度（ＴＺ）４４と、空調除去
熱量（ＱＨＶＡＣ）４５と、室内発生熱量（ＱＯＣＣ＋ＱＥＱＰ）（人体＋ＯＡ機器＋照
明機器）４６とが考慮されていることがわかる。図５Ｂのモデルは、建物の躯体と室の熱
容量を考慮したモデルであり、外気温の変動は時間遅れすることなく、ある一定の影響度
で室内温度の変動に寄与する成分、例えば換気による熱移動と、建物の躯体を熱が通過す
る際に時間遅れが生じて室内温度の変動に寄与する成分に分離したモデルである。このモ
デルにより、断熱性能、蓄熱性能の高い建物において、貫流熱の時間遅れと換気等による
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時間遅れのない熱負荷の両方を考慮することができる。
【００４３】
【数１】

【数２】

【００４４】
　式（１）及び式（２）において、ＱＳは日射量［ｋＷ／ｍ２］であり、ＱＯＣＣは人体
発熱量［ｋＷ］であり、ＱＥＱＰはＯＡ機器及び照明機器の発熱量［ｋＷ］であり、ＱＨ

ＶＡＣは空調機２１の除去（供給）熱量［ｋＷ］である。また、ＴＯは外気温［Ｋ］であ
り、ＴＷは外壁温度［Ｋ］であり、ＴＺは室内温度［Ｋ］であり、ＴＯＺは隣室温度［Ｋ
］である。ＲＷは室外側熱伝達率［ｋＷ／Ｋ］であり、ＲＺは室内側熱伝達率［ｋＷ／Ｋ
］であり、ＲＯＺは内壁熱伝導率［ｋＷ／Ｋ］であり、ＲＷＩＮは窓熱伝達率［ｋＷ／Ｋ
］である。
　また、ＣＷは外壁熱容量［ｋＪ／Ｋ］であり、ＣＺは室内熱容量［ｋＪ／Ｋ］である。
ａ１は室内へ透過する日射量の係数［－］であり、ａ２は外壁へ照射する日射量の係数［
－］である。ｂ１及びｂ２は空調除去（供給）熱量の係数［－］である。ｃ１及びｃ２は
ＯＡ機器、照明機器及び人体の発熱量の係数［－］である。
【００４５】
　なお、評価対象フロアが壁で複数のエリアに仕切られていない場合、つまり評価対象フ
ロアが１つのエリアと見なされる場合、隣室温度（ＴＯＺ）４３を考慮しなくてよいので
、隣室温度（ＴＯＺ）４３および内壁熱伝導率ＲＯＺは無視される。
【００４６】
　次に、図５Ｃの熱回路網モデルについて説明する。図５Ｃは図５Ｂに加えて、屋根の温
度と熱容量を考慮した熱特性モデルである。屋根の温度（ＴＲ）と屋根の熱容量（ＣＲ）
をモデルに加えることにより、一般的には屋根部材と外壁部材は異なるため、屋根面に照
射する日射の日射熱量について、屋根と屋根以外の躯体を介して流入出する熱量の影響を
屋根と屋根以外の躯体で区別して考慮することができる。
　次に、図５Ｄの熱回路網モデルについて説明する。図５Ｄは図５Ｂに加えて、床の温度
と熱容量を考慮した熱特性モデルである。床面の温度(ＴＦ)と床面の熱容量（ＣＦ）、さ
らに地表面温度（ＴＧ）をモデルに加えることにより、一般的には外壁部材とは異なる床
部材を介して、室内温度の変動へ寄与する成分を外壁とは区別して考慮することができる
。
　次に、図５Ｅの熱回路網モデルについて説明する。図５Ｅは図５Ｄに加えて、天井裏空
間の温度と熱容量を考慮した熱特性モデルである。天井裏温度（ＴＣ）と天井裏空間の熱
容量（ＣＣ）をモデルに加えることにより、天井裏空間から時間遅れを伴って室内温度の
変動へ寄与する成分を外壁と区別して考慮することができる。
【００４７】
　次に、図５Ｆの熱回路網モデルについて説明する。図５Ｆは図５Ｅに加えて、天井付近
に設置された空調機の熱容量（ＣＡＣ）と空調機に設置されたセンサで計測した吸込み温
度（Ｔinlet）を追加した熱特性モデルである。空調機が運転している場合、つまり室内
空気を吸い込むファンが運転している場合、室内温度と空調機で計測された吸込み温度は
一致すると考えてよいが、空調機が停止している場合は空調機で計測された吸込み温度は
室内温度ではなく天井付近の温度と考えられる。したがって、空調機の熱容量と吸込み温
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度をモデルに追加することにより、空調機が運転している場合と停止している場合で室内
温度とする温度を変更することができる。
　次に、図５Ｇの熱回路網モデルについて説明する。図５Ｇは図５Ｂの躯体部分を、躯体
の室内側表面温度（ＴＷ１）と室外側表面温度（ＴＷ２）、さらに躯体の熱容量を室内側
（ＣＷ１）と室外側（ＣＷ２）に分離した熱特性モデルである。躯体の室内側、室外側表
面温度をモデルに加えることにより、躯体の表面温度を推定できるようになる。躯体の表
面温度は、室内温度の変動に寄与するとともに、人体への放射温度として快適性評価に用
いることができる。
【００４８】
　なお、上記の熱回路網モデルは熱特性モデルの一例であって、熱特性モデルは上記のモ
デルに限定されない。例えば、壁からの放射量を考慮したい場合は、壁表面温度が計算で
きるように熱回路網モデルを組み立てればよい。
【００４９】
（湿度特性モデル）
　図６は、図３に示した湿度特性モデル群が有する湿度特性モデルを図式的に示す説明図
である。
　図６においては、湿度特性モデルで考慮する各因子の例を、図式的に示している。例え
ば、湿度特性モデルにおいては、湿度の影響因子として、外気絶対湿度（ＸＯ）５１と、
室内発生水分量（Ｗｉ）５２と、空調機冷房時による除湿量（ＷＨＶＡＣ）５３と、室内
絶対湿度（ＸＺ）５４と、壁等の吸放湿である表面絶対湿度（ＸＳ）５５とが考慮されて
いる。ここで言う「壁等」には、壁、床、及び天井を含む空調対象空間を形成する構造物
及び空調対象空間内の配置物（家具等）が含まれる。
　図７Ａ及び図７Ｂは、本発明の実施の形態１の空調制御評価装置の湿度特性モデル群が
有する湿度特性モデルを図式的に示す説明図である。
　一例として、図７Ａの湿度特性モデルについて説明する。
　図７Ａの湿度特性モデルは湿度の影響因子として、外気湿度と、室内発生水分量と、空
調機による除湿(冷房時)と、壁等の吸放湿とが考慮されている。
【００５０】
　上記湿度の影響因子の関係式を理論式（水分収支式）で表現すると、以下の式（３）が
導かれる。
【数３】

【００５１】
　式（３）において、ＸＺ：室内絶対湿度［ｋｇ／ｋｇ’］、Ｖ：室内容積［ｍ３］、Ｘ

Ｏ：外気絶対湿度［ｋｇ／ｋｇ’］、ＧＶ：換気量［ｍ３／ｓｅｃ］、Ｗｉ：室内発生水
分量［ｋｇ／ｓｅｃ］である。また、ＷＨＶＡＣ：空調機冷房時による除湿量［ｋｇ／ｓ
ｅｃ］、ａ：表面湿気伝達率［ｋｇ／ｍ２／ｈ／（ｋｇ／ｋｇ’）］、Ａ：表面積［ｍ２

］、ＸＳ：表面絶対湿度［ｋｇ／ｋｇ’］である。また、Ｇｄ：すきま風量［ｍ３／ｓｅ
ｃ］、ρ：空気密度［ｋｇ／ｍ３］、σ：室内発生水分量の補正係数［－］、ω：空調機
冷房時による除湿量の補正係数［－］、ｊ：吸放湿を考慮する表面数である。
【００５２】
　次に、図７Ｂの湿度特性モデルについて説明する。図７Ｂは図７Ａに加えて加湿器２４
からの加湿量（ＷＨＵＭI）を考慮したモデルである。加湿器による加湿量を湿度特性モ
デルに加えることにより、室内湿度の上昇を人由来と加湿器由来とに分けて考慮すること
ができる。
【００５３】
　上記モデルは湿度特性モデルの一例であって、湿度特性モデルは上記モデルに限定され
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ない。例えば、除湿器２５からの除湿量を考慮したい場合は、除湿量が考慮できるように
湿度特性モデルを組み立てればよい。
【００５４】
（モデル候補選択基準３１１）
　モデル候補選択基準３１１は建物モデルに使用可能な入力データの項目と選択する建物
モデルとの対応を示したものである。図５Ａ～図５Ｇ、図７Ａ及び図７Ｂを参照して、モ
デル候補選択基準３１１を説明する。
　熱特性モデルを選択する際に考慮する項目としては、例えば、評価対象フロアが建物の
全フロアのうち何階かという項目がある。ユーザが設定した建物情報の評価対象フロアが
最上階か、１階か、それら以外の中間階かによって、建物モデルの候補となる熱特性モデ
ルは異なる。ここで標準モデルは、建物の躯体の熱容量を考慮しない熱特性モデル（図５
Ａ）と、屋根、床及び外壁を分離せずに１つの躯体としてみなし、躯体の熱容量を考慮す
る熱特性モデル（図５Ｂ）とする。比較モデルは、評価対象フロアが最上階の場合は屋根
を分離した熱特性モデル（図５Ｃ）とし、評価対象フロアが１階の場合は床を分離し地表
面温度の影響を含んだ熱特性モデル（図５Ｄ）とする。
【００５５】
　また、建物モデルの入力データの項目として、運転データ及び計測データから室内機吸
込み温度が使用可能な場合、空調停止時は室内機設置場所（天井付近、又は天井裏）の温
度を計測していると見なす。この場合、熱特性モデルの候補として、図５Ｂに示した標準
モデルに加えて、図５Ｅに示した熱特性モデルが選択される。
　建物モデルの入力データの項目として、運転データ及び計測データから室内機吸込み温
度に加えて、評価対象のフロアの机の上付近に設置されたセンサが検出した温度が使用可
能な場合、熱特性モデルの候補として、図５Ｂに示した標準モデルに加えて、室内機設置
場所付近と居住域温度に分離した熱特性モデル（図５Ｆ）が選択される。
　建物モデルの入力データの項目として、運転データ及び計測データから壁表面温度が使
用可能な場合、図５Ｂに示した標準モデルに加えて、壁表面温度を含んだ熱特性モデル（
図５Ｇ）が選択される。一方、入力データの項目として壁表面温度が含まれていないが、
室内温度が含まれている場合でも、快適性評価値を計算する際に人体への放射温度として
壁表面温度を用いたい場合は、図５Ｇが選択される。
【００５６】
　湿度特性モデルを選択する際に考慮する項目としては、例えば、評価対象フロアに加湿
器２４及び除湿器２５が設置されているか否か、つまり、加湿器２４及び除湿器２５の有
無の項目がある。評価対象フロアに加湿器が設置されている場合、湿度特性モデルとして
、図７Ａに示した標準モデルに加えて、加湿量を考慮した湿度特性モデル（図７Ｂ）が選
択される。
　上述の、項目とモデルの組み合わせは、使用可能な入力データの項目と建物モデルとの
対応関係の一例であって、上述の組み合わせに限定されない。また、モデル候補選択基準
３１１に、複数の入力データの組み合わせと建物モデルとの対応づけが設定されていても
よい。
【００５７】
（演算部３２）
　演算部３２は、図３に示すように、データ前処理部３２１と、モデル候補選択部３２２
と、パラメータ推定部３２３と、モデル評価部３２４と、空調制御評価部３２５とを有す
る。パラメータ推定部３２３はパラメータ上下限設定部３２３ａ及びパラメータ評価部３
２３ｂを含む。モデル評価部３２４はモデル残差評価部３２４ａを含む。空調制御評価部
３２５は省エネルギー性評価部３２５ａ及び快適性評価部３２５ｂを含む。
　演算部３２は、プログラムを記憶するメモリ（不図示）と、プログラムにしたがって処
理を実行するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）（不図示）と
を有する。演算部３２に設けられたメモリ（不図示）は、例えば、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅ
ｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ
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　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）及びフラッシュメモリを含む不揮発性メモリである。ＣＰＵ
がプログラムを実行することで、データ前処理部３２１、モデル候補選択部３２２、パラ
メータ推定部３２３、モデル評価部３２４及び空調制御評価部３２５が空調制御評価装置
３に構成される。プログラムには、平均値、標準偏差及び自己相関係数を含む統計値性質
を示す値を算出する手順と、情報量基準又は検定に基づくモデル選択を含む統計的処理に
関する手順とが記述されている。
【００５８】
（データ前処理部３２１）
　データ前処理部３２１は、演算部３２が使用する各種データの前処理及び各種データの
分析を実行する。データ前処理部３２１は、以下に説明するデータ評価部３２１ａが実行
する処理以外の処理として、例えば、センサ異常による外れ値の除去、タイムステップの
統一、及び欠損値の補間などを行う。
【００５９】
（データ評価部３２１ａ）
　データ評価部３２１ａは、建物情報、機器情報、運転データ及び計測データを含む入力
データを確認し、運転データ及び計測データの統計的性質を算出する。入力データの確認
とは、演算部３２が使用するデータ種別が全て揃っているか否かを判定することである。
データ評価部３２１ａは、入力データが揃っていないと判定した場合、記憶部３１に予め
格納されたデフォルト値を使うか、揃っていないデータを使用しないモデルを選択するか
、又は必要な入力データが揃っていない旨をユーザに通知するかを判断する。
【００６０】
　デフォルト値の使用が可能な入力データの項目として、例えば、室の容積がある。室の
容積が記憶部３１に登録されていなくても、床面積がユーザの設定によって予め記憶部３
１に登録されていれば、データ評価部３２１ａは、データ前処理として、床面積に天井高
さのデフォルト値を乗じることにより室の容積を求めることが可能となる。
　一方、デフォルト値の使用が不可のデータの項目として、例えば、室内湿度の測定デー
タがある。室内湿度の測定データが記憶部３１に登録されていない場合、データ評価部３
２１ａは、建物モデル群３１２のうち湿度特性モデル群３１２ｂを使用しないことを決定
する。
　そのため、後述のモデル候補選択部３２２は、データ評価部３２１ａが確認した入力デ
ータの有無と入力データの数値の情報を、モデル候補選択基準３１１と照らし合わせるこ
とにより、選択する建物モデル候補を決定することが可能となる。
【００６１】
　データ評価部３２１ａは、運転データ及び計測データについて、統計的性質として代表
的な指標である平均、標準偏差及び分散を確認し、これらの実測データの分布の種類を特
定する。以下では、分布の種類を含む情報を「分布情報」と称する。モデルで推定したい
出力データが正規分布かどうかの確認は、パラメータ推定部３２３が使用する手法の選定
に関わるため、特に重要である。そのため、データ評価部３２１ａは、実測データが正規
分布かどうかの確認を必ず実施する。正規性の検定方法として、例えば、Ｓｈａｐｉｒｏ
－Ｗｉｌｋの正規性検定、及びコルモゴロフ－スミルノフ検定がある。
　実測データの正規性の仮説が検定により棄却されなかった場合、パラメータ推定部３２
３が使用するパラメータ推定方法に最小二乗法が適用される。実測データの正規性の仮説
が棄却された場合、パラメータ推定方法に最尤法が適用される。実測データの正規性の仮
説が棄却され、実測データに多峰性が確認された場合、多峰性データへも適用可能なサン
プリング手法（例えば、ＭＣＭＣ（マルコフ連鎖モンテカルロ）法）等がパラメータ推定
方法に用いられる。
【００６２】
（モデル候補選択部３２２）
　モデル候補選択部３２２は、データ前処理部３２１が確認した、使用可能な入力データ
の項目とモデル候補選定基準３１１とに基づいて、建物モデルの候補を建物モデル群３１
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２から複数選択する。建物モデルの候補を選択する際、モデル候補選択部３２２は、入力
データの項目だけでなく、その項目の数値も参考にしてもよい。
【００６３】
（パラメータ推定部３２３）
　パラメータ推定部３２３は、モデル候補選択部３２２が選択した複数の建物モデルの候
補のパラメータについて、運転データ及び計測データの分布情報に対応するパラメータ推
定方法にしたがってパラメータの値を算出する。例えば、運転データ及び計測データの分
布の種類が正規分布である場合、パラメータ推定部３２３は、パラメータ推定方法に最小
二乗法を採用し、建物モデルの出力データの実測値と推定値の残差平方和が最小になるよ
うに建物モデルのパラメータの値を決定する。運転データ及び計測データの分布の種類が
正規分布でない場合、パラメータ推定部３２３は、パラメータ推定方法に最尤法を選択し
、建物モデルの尤度が最大になるように建物モデルのパラメータの値を推定する。ただし
、運転データ及び計測データの分布に多峰性が認められる場合、パラメータ推定部３２３
は、パラメータ推定方法にサンプリング手法を採用する。
　このように、パラメータ推定部３２３は、データ評価部３２１ａが確認した運転データ
及び計測データの分布情報にしたがって、パラメータ推定方法を変える。
【００６４】
　ここで、建物モデルの出力データの実測値及び推定値の一例を説明する。例えば、建物
モデルが図５Ｂに示した熱特性モデルである場合の式（１）と（２）に注目する。機器関
連情報及び建物情報に含まれる項目の値が入力データとして式（１）と（２）の右辺に入
力された出力データを実測値とすると、式（１）と（２）の右辺の出力データが推定値と
なる。そして、式（１）の右辺のデータが実測値として入手できる場合、｜「式（１）の
右辺」－「式（１）の左辺」｜＝｜実測値－推定値｜＝残差ｅとなる。式（２）の右辺の
データが実測値として入手できる場合、｜「式（２）の右辺」－「式（２）の左辺」｜＝
｜実測値－推定値｜＝残差ｅとなる。式（１）と（２）の両方の右辺が実測値として入手
できる場合、式（１）の残差と式（２）の残差の合計を残差ｅとすればよい。残差ｅは０
に近いほど、建物モデルの入力データとパラメータは出力データを精度よく再現している
と考えられる。
【００６５】
（パラメータ上下限設定部３２３ａ）
　パラメータ上下限設定部３２３ａは、最小二乗法又はその他の手法（最尤法及びサンプ
リング手法など）によってパラメータの推定値を求める際に使用される、パラメータの初
期値と、パラメータの上限値及び下限値とを設定する。以下では、上限値及び下限値を「
上下限値」と称する。パラメータの初期値と上下限値によって、解の収束速さ及び評価値
が変わるため、適切な初期値と上下限値とを設定する必要がある。
　パラメータ上下限設定部３２３ａは、パラメータの初期値及び上下限値を、対象となる
建物モデルと、建物情報及び機器情報とに応じて変更する。例えば、屋根、床及び外壁を
分離せずに１つの躯体として扱う熱特性モデル（図５Ｂ）の外壁熱容量ＣＷは、屋根（天
井）を分離した熱特性モデル（図５Ｃ）の外壁熱容量ＣＷとは異なる。また、室内熱容量
ＣＺはモデル化する室内容積の大きさによって異なる。
【００６６】
　例えば、ユーザが設定した床面積に基づいて室内容積が推定可能な場合、パラメータ上
下限設定部３２３ａは、推定した室内容積Ｖ［ｍ３］に空気の物性値ρＣ［ｋＪ／（ｋｇ
・Ｋ）］を乗じることで、室内熱容量ＣＺの初期値を求める。評価対象フロアが事務所の
場合、パラメータ上下限設定部３２３ａは、推定するＣＺに什器及び書物の熱容量を加え
てもよい。
　床面積の情報が建物情報に登録されていない場合、パラメータ上下限設定部３２３ａは
、機器情報に含まれる、空調機２１の定格能力の情報から床面積又は室内容積を推定して
もよい。例えば、空調機２１の定格能力［Ｗ］を、床面積あたりの最大冷房負荷（例えば
、２３０Ｗ／ｍ２）で割ることにより、床面積を算出することが可能である。床面積あた
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りの最大冷房負荷は設計仕様から求めてもよいし、基準となる一般的な指標から求めても
よい。
【００６７】
　壁の熱抵抗については、例えば、パラメータ上下限設定部３２３ａは、壁の表面積に熱
貫流率を乗算することで、壁の熱抵抗の初期値を求める。壁の表面積は、屋根、床及び外
壁を分離せずに１つの躯体として扱う建物モデルにおいては、「推定された床面積の平方
根」×４×「推定される天井高さ」で求められる。壁の表面積を外壁面積と考え、天井の
面積を推定された床面積と同等と考えると、外壁面積、床面積及び天井の面積を合計する
ことで、躯体表面積を推定することが可能となる。熱貫流率は設計仕様から求めてもよい
し、建物の構造による一般的な指標を用いてもよい。
　上記の最大冷房負荷及び熱貫流率等の値はあくまでパラメータの上下限値と初期値とを
決める際の指標となる値であり、厳密な精度は問わない。
【００６８】
　パラメータ上下限設定部３２３ａは、上述のようにして求めた各パラメータの初期値を
仮の推定値に決定し、各パラメータの上下限値を決定する。上下限値を決定する方法の一
例として、各パラメータの初期値を平均０、分散１の変数に正規化し、正規化した変数の
平均値に対して±３σ（σ：標準偏差）の範囲の最大値及び最小値を上限値及び下限値と
する方法がある。
【００６９】
（パラメータ評価部３２３ｂ）
　パラメータ評価部３２３ｂはパラメータの推定値が建物モデルの出力データに対して顕
著な影響があるか否かを評価する。評価方法の一例を説明する。パラメータの値を増やし
たときに出力データの推定精度が上がるかどうかをパラメータ毎に確率的に評価する検定
を行う。検定の結果、ｐ値が０．０５以下のパラメータは、有意水準５％で出力データに
対して影響があるとみなす。ここで使用される検定として、例えば、Ｔ検定及び尤度比検
定がある。
　また、目的関数Ｆの変化量に対する各パラメータＰａｒの変化量（ｄＦ/ｄＰａｒ）が
０に近い場合、目的関数の最適解の付近にパラメータが収束していることを表す。目的関
数Ｆは、例えば、実測値と推定値の残差平方和、及び尤度関数等である。
　目的関数Ｆが実測値と推定値の残差平方和である場合、パラメータ評価部３２３ｂは、
出力データの実測値と推定値の残差平方和が最小になるように、パラメータの推定値を算
出する。目的関数Ｆが尤度関数である場合、パラメータ評価部３２３ｂは、建物モデルの
尤度が最大になるようにパラメータの推定値を算出する。
【００７０】
　一方、上記の変化量（ｄＦ／ｄＰａｒ）の値が０より十分大きい場合、算出されたパラ
メータの推定値が上限値又は下限値に達しており、目的関数の最適解に到達できずに探索
が終了している可能性がある。パラメータの推定値が上限値又は下限値に達している場合
、パラメータ評価部３２３ｂは、パラメータの上下限値を再設定し、再度パラメータの値
を推定する。パラメータの上下限値の再設定の方法として、例えば、統計量に基づいて設
定された、パラメータの上限値又は下限値を１０％緩和する方法がある。
【００７１】
（モデル評価部３２４）
　モデル評価部３２４は、パラメータ推定部３２３が決定した各建物モデルを相対的な統
計値及び残差の評価結果に基づいて、確定建物モデルを決定する。この建物モデル中のパ
ラメータ数が増加すると対数尤度は増加する性質がある。そのため、モデル評価部３２４
は、モデル同志を比較して最良のモデルを選択する際、ＡＩＣ（赤池情報量基準）及びＴ
ＩＣ（竹内の情報量基準）などの統一的な指標で比較するか、モデル同志の対数尤度につ
いて検定を実施し有意差を確認する。モデル評価部３２４は、モデル間の有意差を確認す
ることで、パラメータ数を不必要に増加させることを抑制した低次元のモデルを選択する
ことが可能となる。
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【００７２】
　図８は、図３に示したモデル評価部が用いる各モデルの統計値の一例を示す表である。
図８の表は、複数種の建物モデルのそれぞれについて、対数尤度と、検定におけるｐ値と
を表している。ここでは、図８に示すモデルＡ～Ｄは図５Ａ～図５Ｄに示した熱特性モデ
ルに対応しているものとする。
　モデルＡからＤにかけてモデルを複雑化したことで、モデルの推定精度(つまり対数尤
度)に有意な差があるか否かを、図８を参照して、尤度比検定で確認してみる。ｐ値が０
．０５以上になってしまうと、有意水準５％で比較する２つのモデルの対数尤度に差があ
るとは言えない。そのため、図８ではモデルＡからＤにかけて対数尤度は増加しているが
、モデルＣとモデルＤの対数尤度に有意な差があるとは言えない。図８に示す例では、モ
デルＤの対数尤度がモデルＣの対数尤度よりも大きいが、モデル評価部３２４は、ｐ値が
０．０５よりも小さいモデルＣを最適なモデルとして選択する。
　さらに、以下に説明するように、モデル残差評価部３２４ａが上記の評価結果に基づい
て、最終的な確定建物モデルを決定する。
【００７３】
（モデル残差評価部３２４ａ）
　モデルの推定精度の評価は、推定されたモデルの出力データの実測値と推定値との残差
平方和又は推定されたモデルの尤度だけでなく、出力データの残差の統計的性質の評価も
重要である。入力データに対応してよい出力データの近似が得られている場合は、残差は
ホワイトノイズである。ホワイトノイズとは、全ての周波数で同じ強度となり、過去のデ
ータと相関がない、つまり自己相関がないノイズのことである。全ての周波数で同じ強度
かどうかは、式（４）に示すペリオドグラムを計算することで評価することができる。
【数４】

　式（４）において、ｆは周波数［Ｈｚ］、Ｃは自己共分散関数［－］、ｋはタイムラグ
［－］、Ｎはデータ数［－］である。
【００７４】
　図９は、図３に示したモデル残差評価部が用いる累積ペリオドグラムの一例を示すグラ
フである。図９のグラフは、ペリオドグラムを周波数毎に累積した累積ペリオドグラムを
表している。図９に示すグラフの横軸は周波数であり、縦軸は周波数に対応する累積ペリ
オドグラムの値である。図９において、２本の破線に挟まれる区間は９５％信頼区間を示
す。図９に示すように、累積ペリオドグラムがどの周波数においても２本の破線で示す９
５％信頼区間内に収まる場合、どの周波数に対しても強度が一様であることが分かる。
【００７５】
　自己相関があるかの評価はタイムラグを変化させたときの自己相関関数（ＡＣＦ）を用
いることで評価可能である。自己相関関数は式（５）で計算できる。

【数５】

　式（５）において、ｙは残差［－］、μは残差の平均［－］、ｋはタイムラグ［－］で
ある。自己相関関数は自己相関係数と称されることもある。
【００７６】
　図１０は、図３に示したモデル残差評価部が用いる自己相関係数の一例を示すグラフで
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ある。図１０に示すグラフの横軸はタイムラグであり、縦軸はＡＣＦである。図１０では
、タイムラグを「ラグ」と省略して記述している。図１０において、２本の破線で挟まれ
る区間は、その区間に収まらない場合に自己相関係数が０と有意に異なることを示す９５
％信頼区間を示す。
　図１０に示すように、ＡＣＦがタイムラグに依存しない場合、つまりＡＣＦが図１０の
破線で示す９５％信頼区間内にある場合、モデル残差評価部３２４ａは、残差に自己相関
がないと判断する。この残差の評価は、建物モデルについて、入出力データの感度を評価
することに相当する。
【００７７】
　モデル残差評価部３２４ａは、図８に示したようにｐ値に基づいて１つの建物モデルを
確定建物モデルの候補として選択した後、残差の評価を実施する。モデル残差評価部３２
４ａは、残差がホワイトノイズと判断できた場合、その建物モデルを確定建物モデルに最
適なモデルとして決定する。一方、モデル残差評価部３２４ａは、残差がホワイトノイズ
と判断できない場合、その建物モデルを選択対象から除外し、残りの建物モデルから確定
建物モデルの候補として１つ建物モデルを選択する。例えば、モデル残差評価部３２４ａ
は、残りのモデルのうち、ＡＩＣ又はＴＩＣが最小のモデルを次の候補として選択するか
、検定によりｐ値を再計算してｐ値が最小のモデルを次の候補として選択する。
　全てのモデル候補において残差がホワイトノイズと判断できない場合は、モデル残差評
価部３２４ａは、信頼区間を９５％から９０％に緩和した後、上述した方法と同様にして
評価を行い、確定建物モデルの候補を選択する。信頼区間を９０％に緩和しても全てのモ
デル候補においてホワイトノイズと判断できない場合は、モデル残差評価部３２４ａは、
累積ペリオドグラムの９０％信頼区間からの逸脱度が最も小さいモデルを最適なモデルと
して選択する。逸脱度は各周波数の累積ペリオドグラムと９０％信頼区間との差の最大値
とする。
【００７８】
（空調制御評価部３２５）
　空調制御評価部３２５は、確定建物モデルを用いて、空調制御群に含まれる空調制御を
実施する場合の熱負荷、室温、室内湿度及び空調システムの消費電力量を計算する。
　省エネルギー性評価部３２５ａは、省エネルギー性評価値として、評価対象のある一つ
の空調制御を実施した場合の消費電力量に対する、評価対象の別の空調制御を実施した場
合の消費電力量の変化量と、その変化の割合とを計算する。
　快適性評価部３２５ｂは、快適性評価値として、評価対象のある一つの空調制御を実施
した場合の室温及び室内湿度に対する、評価対象の別の空調制御を実施した場合の室温及
び室内湿度の変化量を計算する。快適性評価部３２５ｂは、快適性評価値として、快適性
指標であるＰＭＶ値を計算してもよい。
　空調制御評価部３２５は、算出した省エネルギー性評価値及び快適性評価値を記憶部３
１に格納する。
【００７９】
（データ入力部３３）
　データ入力部３３は、空調機２１と通信する機能を備え、空調機２１から運転データ及
び計測データを受信すると、運転データ及び計測データを記憶部３１に格納する。データ
入力部３３は、建物情報及び機器情報を含むファイルを、例えば、図２に示した汎用ネッ
トワーク１６を介して情報処理装置（不図示）からダウンロードして記憶部３１に格納し
てもよい。評価対象の空調制御がデータ入力部３３を介して指定される。データ入力部３
３は、空調機２１の各種データを通信媒体を介して空調機２１から取得するが、この通信
媒体の種類は特に限定されない。通信媒体は、例えば、有線であってもよく、無線であっ
てもよい。
　データ入力部３３は表示装置に搭載されたタッチパネルであってもよい。データ入力部
３３がタッチパネルである場合、ユーザがタッチパネルを介して建物情報及び機器情報を
直接入力してもよい。
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　また、ユーザはデータ入力部３３を介して、あらかじめ保存された建物モデル群から、
自由にモデルを選択してもよい。
【００８０】
（データ出力部３４）
　データ出力部３４は、例えば、ディスプレイ及びプリンタを含む出力装置である。
　データ出力部３４は、記憶部３１が記憶する省エネルギー性評価値及び快適性評価値を
読み出して出力する。データ出力部３４がディスプレイである場合、データ出力部３４は
、省エネルギー性評価値及び快適性評価値を含む評価値を画面に表示する。ユーザは、画
面に表示された評価値を見て、評価対象の空調制御の省エネルギー性および快適性の効果
を確認することが可能となる。
　また、データ出力部３４は、記憶部３１が記憶する建物モデル群及び確定建物モデルの
いずれか一方又は両方を表示してもよい。ここで表示する建物モデルは、図５Ａ～５Ｇの
ような熱回路網モデルの図及び図７Ａ、７Ｂのような湿度特性モデルの図のうち、いずれ
かの図でもよく、建物モデル毎に熱特性及び湿度特性の一方又は両方で考慮している要因
を一覧で表示するものでもよい。ユーザはどのような建物モデルがあらかじめ保存されて
いるか、あるいは確定建物モデルとしてフロアごと及び対象エリアごとのいずれか一方又
は両方に適した建物モデルが選択されているか、確認することができる。
【００８１】
（空調制御評価装置３の動作手順）
　次に、本実施の形態１の空調制御評価装置３の動作手順を説明する。
　図１１は、本発明の実施の形態１の空調制御評価装置の動作手順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、１［回／日］など、予め決められた時間周期で実
行される。上記の１［回／日］の周期は一例であり、１［回／週間］の周期、１［回／月
］の周期であってもよい。この時間周期の情報は、建物情報又は機器情報に含まれ、記憶
部３１に格納されている。なお、各ステップにおける処理内容は、演算部３２の各部の機
能について詳細に説明しているため、ここでは、その説明を省略する。
【００８２】
　図１１に示すように、演算部３２は、評価対象の空調制御が指定されると、建物情報及
び機器情報を記憶部３１から読み込み（ステップＳＴ１１）、空調機器１２の運転データ
及び計測データを記憶部３１から読み込む（ステップＳＴ１２）。続いて、演算部３２は
、ステップＳＴ１１及びステップＳＴ１２で読み込んだ情報について、データの前処理を
行う（ステップＳＴ１３）。データの前処理では、演算部３２は、機器情報、運転データ
及び計測データを含む機器関連情報と建物情報とに含まれる項目のうち、建物モデルの入
力データとして使用可能な項目を判定し、運転データ及び計測データを含む実測データの
分布の種類を特定する。
【００８３】
　ステップＳＴ１４において、演算部３２は、建物モデルの入力データとして使用可能な
項目と記憶部３１が記憶するモデル候補選択基準３１１とに基づいて、複数の建物モデル
の候補を決定する。そして、演算部３２は、候補となる複数の建物モデル中のパラメータ
の上下限値と初期値を決定する（ステップＳＴ１５）。続いて、演算部３２は、ステップ
ＳＴ１３で特定された分布の種類に対応するパラメータ推定方法を用いて、候補となる複
数の建物モデル中のパラメータを推定する（ステップＳＴ１６）。さらに、演算部３２は
パラメータの推定値を評価し、パラメータの推定値が最適解に収束しているか否かを判定
する（ステップＳＴ１７）。
【００８４】
　演算部３２は、ステップＳＴ１４で決定した複数の建物モデルの候補の全てについてス
テップＳＴ１５～１７の処理が完了しているか否かを判定する（ステップＳＴ１８）。ス
テップＳＴ１８の判定の結果、候補となる全ての建物モデルについてパラメータ推定値が
収束していると、演算部３２は、候補となる複数の建物モデル間の有意差を判定し、建物
モデル毎の残差を用いて入出力データの感度を評価する（ステップＳＴ１９）。
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　演算部３２は、ステップＳＴ１９の判定及び評価に基づいて最適な建物モデルを確定す
る（ステップＳＴ２０）。演算部３２は、ステップＳＴ２０で確定した建物モデルを用い
て、評価対象の空調制御を実行した場合の省エネルギー性と室内の快適性を評価する（ス
テップＳＴ２１）。演算部３２は、ステップＳＴ２１で行った評価の結果を、データ出力
部３４を介して出力する（ステップＳＴ２２）。
【００８５】
　なお、上述の空調制御評価装置３の構成及び動作の説明では、１台の空調機２１に注目
して説明したが、空調制御評価装置３が実行する空調制御評価方法を、図３に示した複数
の空調機２１のそれぞれに行うことが可能である。例えば、建物が３階建てのビルであり
、各フロアに空調機２１が設置されている場合、空調制御評価装置３は各フロアに対応し
た建物モデルを選択すればよい。
　また、上述の空調制御評価装置３の構成及び動作の説明では、制御対象の機器を、図１
Ａに示した空調機器１２のうち、空調機２１の場合で説明したが、制御対象の機器は空調
機２１に限定されない。また、制御対象の機器は、図１Ａに示した空調機器１２の構成要
素のうち、１つの構成要素に限定されず、複数の構成要素であってもよい。
【００８６】
　本実施の形態１においては、上述したように、空調制御評価装置が、空気の状態を評価
したいエリアを含む建物に関する情報である建物情報と、評価したい消費電力の空調機器
の特性を含む機器情報と、温度及び湿度を含む実測データとに含まれる項目のうち、入力
データとして使用可能な項目を判定し、判定した結果とモデル候補選択基準とに基づいて
複数の建物モデルを選択し、選択した複数の建物モデルについて予め決められた統計量を
計算し、空調機器の実測データの分布の種類に対応したパラメータ推定方法にしたがって
建物モデル中のパラメータの推定値を求め、統計量と各建物モデルの推定値と実測値との
残差とに基づいて１つの建物モデルを確定する。その結果、空調機器が設置された建物に
対応した建物モデルが選択され、実測データの分布の種類に基づいて建物モデル中のパラ
メータが推定される。そのため、評価対象の空調機器が設置された建物に対応して、建物
の熱負荷を高精度に推定でき、評価対象の空調制御に関する省エネルギー効果と室内の快
適性を評価できる。
　また、複数の建物モデルについて統計量を用いてモデル間の比較を行っているので、空
調機器の消費電力の変動及び室内の快適性の変化の推定に必要なパラメータの数を抑制す
ることができる。
【００８７】
　空調システムの省エネルギー化を図る制御方法として、空調機の設定温度を上下させる
だけでなく、空調機の運転と停止を最適に組み合わせたり、空調機器の特性上、省エネル
ギーとなる状態で空調機器を運転したりすることがある。これら制御方法は、省エネルギ
ー性の効果が優先され、室内の快適性がどのように変化するかまで考慮されていない。
　これらの制御方法を評価対象として、本実施の形態１の空調制御評価装置に評価を実行
させれば、ユーザは、これらの制御方法を空調システムに実際に導入する前に、室内の快
適性がどのように変化するかを確認できる。
【００８８】
　また、ビル内の一部のエリアの空調機の運転を強制的に停止させて省エネルギー化を図
る制御を行う場合、本実施の形態１の空調制御評価装置にその制御を事前に評価させれば
よい。この場合、ユーザは、対象となるエリアが空調機の運転を停止している間にどれだ
け室温が変動するかを事前に評価することができ、評価結果に基づいて空調機を停止する
時間を決めたり、空調機の運転を停止するエリアを別のエリアに変更したりすることがで
きる。
【００８９】
　一方、建物内の空間に対する空調制御を評価する方法に、目的変数を説明変数と回帰係
数の積和で表した回帰モデルを用いることも考えられる。このような回帰モデルは、目的
変数と相関関係が高く、かつ多重共線性を回避した説明変数が自動的に選択可能という利
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点がある。しかし、建物の熱負荷並びに室内の温度及び湿度が目的変数の場合、データの
相関関係には表れない建物の形状及びセンサ位置などにも影響するため、説明変数の選択
は相関係数だけでは不十分と考えられる。
　また、多重共線性回避のために実際に相関関係はないがデータの見かけ上の相関関係に
より物理的に重要な入力データが削除されてしまう可能性がある。その結果、使用するモ
デルの出力データの推定精度がよくなっても、入力データの変動に対する出力データの変
動が適切にモデル化できないため、省エネルギー制御の効果に関する推定精度を悪化させ
る可能性がある。
【００９０】
　本実施の形態１において、建物モデル群は、熱特性の影響因子として少なくとも外気温
と室内発生熱量を含み、建物の躯体の断熱性能を表すパラメータを含む熱特性モデルと、
建物の躯体の断熱性能と蓄熱性能を表すパラメータを含む熱特性モデル、又は、湿度特性
の影響因子として少なくとも外気湿度とエリアの発生水分量と、空調機器の冷房時による
除湿量と、エリアを形成する構造物の吸放湿量を含む水分収支を表す湿度特性モデルと熱
特性モデルの両方を有していてもよい。この場合、評価対象の空調制御が行われる建物に
ついて、熱特性および湿度特性の両方又は一方により近似した建物モデルを選択できる。
【００９１】
　また、本実施の形態１において、パラメータ推定部は、パラメータの上限値及び下限値
の範囲でパラメータの実測値と推定値の残差平方和が最小になるように、又は候補として
選択された複数の建物モデルの尤度が最大になるように、パラメータの推定値を決定して
もよい。実測データが正規分布である場合、実測値と推定値の残差平方和が最小になるよ
うに推定値を算出し、実測データが正規分布でない場合、建物モデルの尤度が最大になる
ように推定値を算出することで、パラメータの推定値の精度を向上させることができる。
【００９２】
　本実施の形態１において、省エネルギー性評価値として、空調機器について、ある基準
の制御を選定しておき、基準の制御に対する評価対象の制御が実行された場合の消費電力
の変化量が算出されてもよい。基準の制御としては、例えば日常的に運用している設定温
度一定の制御などである。この場合、省エネルギーの効果がより明確になる。快適性評価
値として、空調機器について、ある基準の制御を選定しておき、基準の制御に対する評価
対象の制御が実行された場合の室内の温度及び湿度のそれぞれの変化量が算出されてもよ
い。この場合、室内の快適性がどのように変化したかがより明確になる。
【００９３】
　また、本実施の形態１において、建物が複数のフロアを有しており、建物情報が、空調
機器の設置されているエリアのフロアが複数のフロアのうち何階であるかの情報を含んで
いる場合、モデル候補選択基準に、空調機器が設置されているフロアが何階であるかの情
報に応じて、候補として選択される建物モデルが設定されていてもよい。この場合、空調
機が設置されたフロアにより適合した建物モデルが選択され、省エネルギー性評価値及び
快適性評価値の推定精度が向上する。
【００９４】
　また、本実施の形態１において、建物情報は、エリア内に加湿器が設置されているか否
かの情報を含み、モデル候補選択基準は、エリア内に加湿器が設置されているか否かの情
報と入力データとして使用可能かの情報に対応して、候補として選択される建物モデルが
設定されていてもよい。この場合、評価対象の空調制御が行われるエリアを含む建物に対
して、エリア内に加湿器が設置されているか否かに応じてより最適な建物モデルを選択で
きる。
【００９５】
　また、本実施の形態１において、機器情報はエリア内に設置されている空調機器の設置
場所の情報を含み、建物情報はエリア内の温度を計測するセンサの設置場所の情報を含み
、実測データは、空調機器に設置されているセンサで計測した吸込み温度データ、及びエ
リアに設置されたセンサで計測した室温データの両方、又はいずれか一方を含み、モデル
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候補選択基準は、空調機器の設置場所に対応して、候補として選択される建物モデルが設
定されていてもよい。この場合、評価対象の空調制御が行われるエリアを含む建物につい
て、エリア内の空調機器の設置場所及びエリア内の温度センサの設置場所に応じてより最
適な建物モデルを選択でき、選択された建物モデルと空調機器による吸込み温度データ及
び温度センサによる室温データの両方又は一方とに対応して、パラメータの推定値の精度
を向上させることができる。
【００９６】
　さらに、本実施の形態１において、建物モデル毎に残差の累積ペリオドグラムと自己相
関係数を算出し、累積ペリオドグラム及び自己相関係数に基づいて残差がホワイトノイズ
であるか否かを判定してもよい。残差がホワイトノイズと判定された場合、その残差の最
も小さい建物モデルが最適なモデルとして選択され、省エネルギー性評価値及び快適性評
価値の推定精度が向上する。
【００９７】
実施の形態２．
　本実施の形態２は、ユーザが選択した評価対象の制御を空調機に実行可能にしたもので
ある。
　本実施の形態２の空調制御評価装置の構成を説明する。実施の形態１と異なる構成につ
いて詳細に説明し、実施の形態１と同様な構成についての詳細な説明を省略する。
　図１２は、本発明の実施の形態２の空調制御評価装置の一構成例を示すブロック図であ
る。図１２に示すように、空調制御評価装置３ａは、図３に示した構成の他に、ユーザ選
択部６と、制御指令変換部３２６とを有する。制御指令変換部３２６は演算部３２に設け
られている。
　ユーザ選択部６は、ユーザが空調制御群から空調機２１に実行させる空調制御の情報を
選択可能にするものである。ユーザ選択部６は、ユーザが選択した空調制御の情報を含む
確定制御を記憶部３１に一旦格納した後、確定制御の信号を制御指令変換部３２６に送信
する。
　なお、図１２は、ユーザ選択部６とデータ入力部３３とを別の構成として示しているが
、データ入力部３３がユーザ選択部６の機能を備えていてもよい。
【００９８】
　制御指令変換部３２６は、ＣＰＵ（不図示）がプログラムを実行することで、空調制御
評価装置３ａに構成される。制御指令変換部３２６は、ユーザ選択部６から記憶部３１を
介して確定制御の信号を受信すると、確定制御の信号に含まれる、空調制御を空調機２１
に実行させるための制御指令に変換する。制御指令変換部３２６は、制御指令をデータ出
力部３４を介して空調機２１に送信する。
　データ出力部３４は、空調機２１と通信する機能を備え、記憶部３１が記憶する制御指
令を読み出し、空調機２１に送信する。データ出力部３４が空調機２１に制御指令を送信
するための通信媒体の種類は特に限定されない。通信媒体は、例えば、有線であってもよ
く、無線であってもよい。また、空調機２１及びデータ入力部３３間で使用される通信手
段と空調機２１及びデータ出力部３４間で使用される通信手段とが異なっていてもよい。
すなわち、これらの通信手段は複数の種類の通信手段が組み合わされたものであってもよ
い。
【００９９】
　次に、本実施の形態２における空調制御評価装置の動作手順を説明する。
　図１３は、本発明の実施の形態２の空調制御評価装置の動作手順を示すフローチャート
である。本実施の形態２では、図１１に示した動作手順に追加されたステップＳＴ２３～
２５について説明し、ステップＳＴ１１～ステップＳＴ２２についての詳細な説明を省略
する。
　ステップＳＴ２２の処理の後、ユーザは、データ出力部３４が出力する評価結果に基づ
いて、評価したい空調制御を空調制御群からユーザ選択部６を操作して選択する。演算部
３２は、ユーザにより空調制御が選択されたことを認識すると（ステップＳＴ２３）、選
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択された空調制御に基づいて、空調機２１宛に送信する制御指令を作成する（ステップＳ
Ｔ２４）。続いて、演算部３２は、作成した制御指令をデータ出力部３４を介して空調機
２１に送信する（ステップＳＴ２５）。
【０１００】
　本実施の形態２によれば、実施の形態１と同様な効果が得られるだけでなく、ユーザが
選択した空調制御を、評価対象の空調システムに実際に実行させることができる。
【０１０１】
実施の形態３．
　本実施の形態３は、快適性評価値として汚染物質濃度も考慮できるようにしたものであ
る。本実施の形態３は、評価対象の機器が空調機２１だけでなく、図１Ａに示した換気装
置２２及び外調機２７など、外気と空気のやりとりを行う、室内汚染物質除去に関わる装
置が含まれる場合に、室内の快適性の評価に汚染物質濃度を追加するものである。
　本実施の形態３の空調制御評価装置の構成を説明する。実施の形態１と異なる構成につ
いて詳細に説明し、実施の形態１と同様な構成についての詳細な説明を省略する。
　図１４は、本発明の実施の形態３の空調制御評価装置の一構成例を示すブロック図であ
る。図１４に示すように、空調制御評価装置３ｂは、図３に示した建物モデル群３１２が
汚染物質濃度特性モデル群３１２ｃをさらに有する構成である。汚染物質濃度特性モデル
群３１２ｃは、汚染物質の変化の特性に対応した複数種の汚染物質濃度特性モデルを含む
。
【０１０２】
　汚染物質濃度特性モデルとして、例えば、室内のＣＯ２濃度特性モデルがある。汚染物
質濃度特性モデルは、ＣＯ２濃度特性モデルに限らず、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）及び
オゾンなど室内汚染物質として評価したい物質の濃度特性モデルであればよい。式（６）
は室内のＣＯ２濃度特性モデルの一例である。
【数６】

　式（６）において、ρ０は外気ＣО２濃度［ｐｐｍ］、Ｇｖｅｎｔは換気量［ｍ３／ｈ
］、ρｚは室内ＣО２濃度［ｐｐｍ］、Ｇｄｒａｆｔは隙間風量［ｍ３／ｈ］、Ｖｚは室
容積［ｍ３］、ＭＯＣＣは室内ＣＯ２発生量［ｍ３／ｈ］である。
【０１０３】
　式（６）のバリエーションとしては、室内ＣＯ２濃度をどこで計測しているかによって
変更することができる。式（６）は室内ＣＯ２濃度を居室内で測定している場合のモデル
である。換気装置２２及び外調機２７の吸込み口で室内ＣＯ２濃度を計測している場合は
、居室内のＣＯ２濃度とずれが生じるため、時間的空間的ずれを考慮したモデルとするこ
とができる。また、居室内と吸込み口両方でＣＯ２濃度を測定している場合は、各測定点
でのＣＯ２濃度収支式を連立したモデルとすることも可能である。
【０１０４】
　本実施の形態３においては、機器情報は、空調機器１２に設置されている汚染物質濃度
を計測するセンサの位置情報を含む。建物情報は、エリア内の汚染物質濃度を計測するセ
ンサの設置位置の情報を含む。実測データは、空調機器１２に設置されているセンサで計
測した汚染物質濃度データ及びエリア内に設置されたセンサで計測した汚染物質濃度デー
タの両方、又はいずれか一方を含む。モデル候補選択基準は、エリア内の汚染物質濃度を
計測するセンサ位置の情報に対応して、候補として選択される汚染物質濃度特性モデルが
設定されている。
【０１０５】
　汚染物質濃度の計測値、計測値の時系列データ及び計測位置の項目と汚染物質濃度特性
モデルとを対応づけた選択基準が、建物モデル選択基準に記述されている。
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　モデル評価部３２４は、データ評価部３２１ａが評価した使用可能な項目に汚染物質濃
度に関する項目が含まれていると、その項目と上記選択基準とに基づいて汚染物質濃度特
性モデルの情報を確定建物モデルに含める。
　空調制御評価部３２５の快適性評価部３２５ｂは、快適性評価値として、空調機２１に
ついて、評価対象の複数の空調制御のうち、少なくとも１つの制御が実行された場合の室
内の汚染物質濃度に対する、評価対象の別の制御が実行された場合の室内の汚染物質濃度
の変化量を算出する。
【０１０６】
　なお、本実施の形態３では、建物モデル群３１２が複数種の汚染物質濃度特性モデルを
有する場合で説明したが、汚染物質の発生メカニズムを考慮するとその発生原因の可能性
が１つしか考えられない場合、建物モデル群３１２に登録される汚染物質濃度特性モデル
が１つであってもよい。また、本実施の形態３における動作については、図１１を参照し
て説明した動作手順と同様になるため、その詳細な説明を省略する。
【０１０７】
　本実施の形態３によれば、実施の形態１と同様な効果が得られるだけでなく、評価対象
の制御に関して、室内の汚染物質濃度を考慮した快適性を評価することが可能となる。本
実施の形態３は、実施の形態１をベースにして説明したが、本実施の形態３を実施の形態
２に適用してもよい。
【０１０８】
　本実施の形態３において、機器情報は空調機器に設置されている汚染物質濃度を計測す
るセンサの位置情報を含み、建物情報はエリア内の汚染物質濃度を計測するセンサの設置
位置の情報を含み、実測データは、空調機器に設置されているセンサで計測した汚染物質
濃度データ及びエリア内に設置されたセンサで計測した汚染物質濃度データの両方、又は
いずれか一方を含み、モデル候補選択基準は、エリア内の汚染物質濃度を計測するセンサ
位置の情報に対応して、候補として選択される汚染物質濃度特性モデルが設定されていて
もよい。この場合、評価対象の空調制御が行われる建物について、汚染物質濃度を計測す
るセンサの位置に対応してより最適な汚染物質濃度特性モデルを選択でき、選択されたモ
デルと実測データの汚染物質濃度データとに対応して汚染物質濃度の推定値の精度を向上
させることができる。
【０１０９】
　また、上述した実施の形態１～３で説明した空調制御評価方法をコンピュータに実行さ
せるために、その方法の手順をプログラムに記述したものを記録媒体に格納してもよい。
また、本プログラムを記憶するコンピュータがネットワークを介して他のコンピュータ等
の情報処理装置に本プログラムを提供してもよい。
【符号の説明】
【０１１０】
　１、１ａ～１ｃ　空調システム、３、３ａ、３ｂ　空調制御評価装置、６　ユーザ選択
部、１１、１１ａ　空調コントローラ、１２　空調機器、１３　空調ネットワーク、１４
　機器接続用コントローラ、１５　評価用計算機、１６　汎用ネットワーク、１９　セン
サ、２１　空調機、２１ａ　室外機、２１ｂ　室内機、２２　換気装置、２３　全熱交換
器、２４　加湿器、２５　除湿器、２６　ヒータ、２７　外調機、３１　記憶部、３２　
演算部、３３　データ入力部、３４　データ出力部、４１　外気温、４２　日射量、４３
　隣室温度、４４　室内温度、４５　空調除去熱量、４６　室内発生熱量、５１　外気絶
対湿度、５２　室内発生水分量、５３　除湿量、５４　室内絶対湿度、５５　表面絶対湿
度、３１１　モデル候補選択基準、３１２　建物モデル群、３１２ａ　熱特性モデル群、
３１２ｂ　湿度特性モデル群、３１２ｃ　汚染物質濃度特性モデル群、３２１　データ前
処理部、３２１ａ　データ評価部、３２２　モデル候補選択部、３２３　パラメータ推定
部、３２３ａ　パラメータ上下限設定部、３２３ｂ　パラメータ評価部、３２４　モデル
評価部、３２４ａ　モデル残差評価部、３２５　空調制御評価部、３２５ａ　省エネルギ
ー性評価部、３２５ｂ　快適性評価部、３２６　制御指令変換部。
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