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(57)【要約】
【課題】　熱源機の稼働及び停止が繰り返されることを
抑制する。
【解決手段】　温度差停止処理にて熱源機７Ａを稼働し
続ける旨の判断がされる情報（Ｔｃｏ＝Ｔ１＋Ｘ）が生
成されるので、温度差停止処理を利用して熱源機７Ａの
稼働及び停止が繰り返されることを抑制できる。温度差
停止処理とは、熱源機７Ａから冷熱が付与される前の冷
水と熱源機７Ａから冷熱が付与された後の冷水との温度
差に基づいて、熱源機７Ａを稼働し続けるか否かを判断
する処理である。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内器に熱媒体を供給することにより当該室内の空調を行う空調システムにおいて、
　熱媒体に付与する熱を生成する熱源機と、
　前記熱源機の作動を制御する熱源機制御部とを備え、
　前記熱源機制御部は、
　前記熱源機から熱が付与される前の熱媒体（以下、付与前媒体という。）と前記熱源機
から熱が付与された後の熱媒体（以下、付与後媒体という。）との温度差に基づいて、前
記熱源機を稼働し続けるか否かを判断する温度差停止処理、並びに
　前記熱源機で生成されている現時の熱量が、前記熱源機で生成可能な最小熱量より大き
い場合に前記温度差停止処理に必要な情報を生成する情報生成処理であって、前記温度差
停止処理にて前記熱源機を稼働し続ける旨の判断がされる情報を生成する情報生成処理
　が実行可能であることを特徴とする空調システム。
【請求項２】
　前記温度差停止処理では、前記温度差が閾値以上の場合に前記熱源機を稼働し続ける旨
の判断がされ、
　前記情報生成処理では、少なくとも前記付与前媒体の温度を示す情報が生成されること
を特徴とする請求項１に記載の空調システム。
【請求項３】
　前記室外空気と前記付与前媒体とを熱交換して当該付与前媒体を冷却する冷却塔と、
　前記冷却塔の作動を制御する冷却塔制御部とを備え、
　前記冷却塔制御部は、前記冷却塔から流出する熱媒体の温度を、前記情報生成処理にて
生成された前記付与前媒体の温度にする温度管理処理が実行可能であることを特徴とする
請求項２に記載の空調システム。
【請求項４】
　前記冷却塔にて冷却された前記付与前媒体を前記室内器に供給するフリークーリング運
転が可能であり、
　前記情報生成処理は、前記フリークーリング運転時に実行されることを特徴とする請求
項３に記載の空調システム。
【請求項５】
　前記熱源機は、少なくとも第１熱源機及び第２熱源機を有して構成されており、
　前記温度差停止処理では、前記温度差が閾値以上の場合に前記熱源機を稼働し続ける旨
の判断がされ、
　前記情報生成処理では、
　前記第１熱源機に対して実行される前記温度差停止処理時の前記閾値（以下、第１温度
差という。）を示す情報、並びに
　前記第２熱源機に対して実行される前記温度差停止処理時の前記閾値であって、前記第
１温度差とは異なる値を示す情報
　が生成可能であることを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載の空調シス
テム。
【請求項６】
　前記情報生成処理は、前記第１熱源機及び前記第２熱源機のうちいずれか一方が停止し
たときに、稼働している他方の熱源機から流出する前記付与後媒体の温度を停止前に比べ
て低い温度又は高い温度を示す情報を生成可能であり、
　前記熱源機制御部は、前記情報生成処理にて生成された前記付与後媒体の温度となるよ
うに前記他方の熱源機の作動を制御する第１稼働制御処理を実行可能であることを特徴と
する請求項５に記載の空調システム。
【請求項７】
　前記情報生成処理は、前記第１熱源機及び前記第２熱源機のうちいずれか一方が停止状
態から起動したときに、稼働している他方の熱源機から流出する前記付与後媒体の温度を
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稼働前に比べて低い温度又は高い温度を示す情報を生成可能であり、
　前記熱源機制御部は、前記情報生成処理にて生成された前記付与後媒体の温度となるよ
うに前記他方の熱源機の作動を制御する第２稼働制御処理を実行可能であることを特徴と
する請求項５又は６に記載の空調システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱媒体を介して室内空調を行う空調システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１に記載の空調システムでは、熱源機を稼働させるに必要な最小循環
水量を確保することにより、熱源機の稼働及び停止が比較的に短時間に繰り返されること
を抑制している。なお、熱源機の稼働及び停止が繰り返されると、熱源機の耐久性が低下
する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２１３７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、特許文献１に係る手法と異なる手法にて、熱源機の稼働及び停止が繰り返さ
れることを抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本願では、熱媒体に付与する熱を生成する熱源機（７Ａ）と、熱源機（７Ａ）の作動を
制御する熱源機制御部とを備え、熱源機制御部は、熱源機（７Ａ）から熱が付与される前
の熱媒体（以下、付与前媒体という。）と熱源機（７Ａ）から熱が付与された後の熱媒体
（以下、付与後媒体という。）との温度差に基づいて、熱源機（７Ａ）を稼働し続けるか
否かを判断する温度差停止処理、並びに熱源機（７Ａ）で生成されている現時の熱量が、
熱源機（７Ａ）で生成可能な最小熱量より大きい場合に温度差停止処理に必要な情報を生
成する情報生成処理であって、温度差停止処理にて熱源機（７Ａ）を稼働し続ける旨の判
断がされる情報を生成する情報生成処理が実行可能である。
【０００６】
　これにより、本願発明では、温度差停止処理を利用して熱源機（７Ａ）の稼働及び停止
が繰り返されることを抑制できる。
　すなわち、温度差停止処理では、付与前媒体の温度（以下、付与前温度という。）と付
与後媒体の温度（以下、付与後温度という。）との温度差に基づいて、熱源機（７Ａ）を
稼働し続けるか否かを判断される。
【０００７】
　したがって、付与前温度、付与後温度及び温度差を示す情報を、熱源機（７Ａ）を稼働
し続ける旨の判断がされる情報とすれば、熱源機（７Ａ）の稼働及び停止が繰り返される
ことを抑制できる。
【０００８】
　本願発明は以下のように構成してもよい。
　すなわち、熱源機（７Ａ）は、少なくとも第１熱源機（７Ａ１）及び第２熱源機（７Ａ
２）を有して構成されており、温度差停止処理では、温度差が閾値以上の場合に熱源機（
７Ａ）を稼働し続ける旨の判断がされ、情報生成処理では、第１熱源機（７Ａ１）に対し
て実行される温度差停止処理時の閾値（以下、第１温度差という。）を示す情報、並びに
第２熱源機（７Ａ２）に対して実行される温度差停止処理時の閾値であって、第１温度差
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とは異なる値を示す情報が生成可能である。
【０００９】
　これにより、複数の熱源機（７Ａ）の全てが停止することを抑制できるので、熱源機（
７Ａ）の稼働及び停止が繰り返されることを抑制できる。
　ところで、熱源機（７Ａ）の停止直後、及び熱源機（７Ａ）の稼働直後（起動直後）は
、当該熱源機（７Ａ）から供給される付与後媒体の温度が、連続稼働している熱源機（７
Ａ）から供給される付与後媒体の温度と大きく異なる可能性が高い。このため、室内に供
給される熱媒体の温度が設定温度から大きく逸脱する可能性がある。
【００１０】
　そこで、請求項６に記載の発明では、情報生成処理は、第１熱源機（７Ａ１）及び第２
熱源機（７Ａ２）のうちいずれか一方が停止したときに、稼働している他方の熱源機から
流出する付与後媒体の温度を停止前に比べて低い温度又は高い温度を示す情報を生成可能
であり、熱源機制御部は、情報生成処理にて生成された付与後媒体の温度となるように他
方の熱源機（７Ａ）の作動を制御する第１稼働制御処理を実行可能としている。
【００１１】
　請求項７に記載の発明では、情報生成処理は、第１熱源機（７Ａ１）及び第２熱源機（
７Ａ２）のうちいずれか一方が起動したときに、稼働している他方の熱源機から流出する
付与後媒体の温度を稼働前に比べて低い温度又は高い温度を示す情報を生成可能であり、
熱源機制御部は、情報生成処理にて生成された付与後媒体の温度となるように他方の熱源
機（７Ａ）の作動を制御する第２稼働制御処理を実行可能としている。
【００１２】
　これにより、熱源機（７Ａ）にて冷熱を付与する場合には、付与後媒体の温度を停止前
に比べて低い温度とすることができる。また、熱源機（７Ａ）にて温熱を付与する場合に
は、付与後媒体の温度を停止前に比べて高い温度とすることができる。したがって、室内
に供給する熱媒体の温度が設定温度から大きく逸脱することを抑制できる。
【００１３】
　因みに、上記各手段等の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段等との
対応関係を示す一例であり、本発明は上記各手段等の括弧内の符号に示された具体的手段
等に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】空調システムの概要を示す図である。
【図２】空調システムの制御を示すフローチャートである。
【図３】空調システムの制御を示すフローチャートである。
【図４】空調システムの制御を示すフローチャートである。
【図５】判断項目の図表である。
【図６】空調システムの制御の概要を示すフローチャートである。
【図７】空調システムの概要を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に説明する「発明の実施形態」は実施形態の一例を示すものである。つまり、特許
請求の範囲に記載された発明特定事項等は、下記の実施形態に示された具体的手段や構造
等に限定されるものではない。
【００１６】
　以下、本発明の実施形態を図面と共に説明する。なお、少なくとも符号を付して説明し
た部材又は部位は、「複数」や「２つ以上」等の断りをした場合を除き、少なくとも１つ
設けられている。
【００１７】
　（第１実施形態）
　１．空調システムの概要
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　本実施形態は、通信機器室やサーバ室等の空調を行う空調システムに本発明に係る空調
システムを適用したものである。すなわち、本実施形態に係る空調システムは、サーバ室
に設置された情報通信技術用機器（以下、ＩＣＴ機器という。）等の発熱機器に冷却用の
空気を供給することにより、複数のＩＣＴ機器等を冷却する。
【００１８】
　サーバ室等は、室内を予め設定された空調環境（以下、設定環境という。）に維持する
必要がある。設定環境とは、例えば湿球温度が１０℃以上、３０℃以下、及び相対湿度が
１５％以上、５０％以下の室内環境等をいう。
【００１９】
　空調システム１は、図１に示すように、熱源機７Ａ及び室内空調機５を有している。熱
源機７Ａは、室内空調に利用される熱（本実施形態では、冷熱）を生成する。本実施形態
に係る熱源機７Ａは、複数の蒸気圧縮式冷凍機にて構成されている。なお、熱源機７Ａは
、凝縮器等の放熱器（図示せず。）が外気にて冷却される空冷式である。
【００２０】
　空調システム１は、熱源機７Ａにより生成された熱を利用した室内空調（以下、通常空
調運転という。）、及び室外空気から回収した冷熱を利用した室内空調（以下、フリーク
ーリング運転という。）等の運転モードが実行可能である。
【００２１】
　なお、熱源機７Ａ及び冷却塔７Ｂを総称して熱源装置７ともいう。熱源装置７及び室内
空調機５を総称して空調装置ともいう。そして、本実施形態に係る空調装置（空調システ
ム１）のフリークーリング運転時では、冷却塔７Ｂにて室外空気から冷熱を回収する。
【００２２】
　２．空調システムの構成
　２．１　空調システム構成の概要
　室内空調機５はＩＣＴ機器側に供給される冷却風を生成する。複数のＩＣＴ機器が設置
されたサーバ室等には、少なくとも１台（図１では、２台）の室内空調機５が設置されて
いる。各室内空調機５は、室内熱交換器５Ａ、流量調整弁５Ｂ及び室内送風機５Ｃ等を有
するエアーハンドリングユニット（ＡＨＵ）にて構成されている。
【００２３】
　室内熱交換器５Ａは、熱源装置７から供給される冷水と室内に供給される空気とを熱交
換する。熱源装置７は冷熱を生成する。当該冷熱は熱媒体をなす冷水により室内熱交換器
５Ａに供給される。冷水は、一次ポンプＰ１及び二次ポンプＰ２により室内熱交換器５Ａ
（室内空調機５）に供給される。
【００２４】
　流量調整弁５Ｂは各室内熱交換器５Ａに設けられている。当該流量調整弁５Ｂは、室内
熱交換器５Ａに供給する冷水の循環水量を調節する。室内送風機５Ｃは、ＩＣＴ機器側に
冷風を供給するとともに、その風量を調節可能な送風機である。
【００２５】
　熱源装置７は室外に設置されている。熱源装置７にて生成された冷水は、一次ポンプＰ
１にて室内（室内空調機５）側に供給された後、二次ポンプＰ２にて各室内空調機５に分
配供給される。バイパス流路Ｌ１は、一次ポンプＰ１の吐出流量と二次ポンプＰ２の吐出
流量とが相違する際に、その流量差を吸収する冷水回路である。
【００２６】
　熱源装置７は、熱源機７Ａ及び冷却塔７Ｂ等を有して構成されている。熱源機７Ａは、
フロン等の冷媒を循環させて低温側の熱を高温側に移動させる。なお、本実施形態に係る
空調装置では、複数の熱源機７Ａ１、７Ａ２にて熱源機７Ａが構成されている。
【００２７】
　冷却塔７Ｂは、熱源機７Ａの低温側に供給される熱媒体を大気及び水のうち少なくとも
一方と熱交換させて当該熱媒体を冷却する。本実施形態では、当該熱媒体は、室内空調機
５（室内熱交換器５Ａ）から戻ってくる冷水である。
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【００２８】
　つまり、冷却塔７Ｂでは、室内空気から吸熱して温度が上昇した冷水を大気等にて冷却
する。そして、本実施形態に係るフリークーリング運転では、冷却塔７Ｂにて冷却された
冷水が熱源機７Ａを経由して室内空調機５に供給される。
【００２９】
　冷却塔７Ｂには、室外送風機や散水器等の冷却調整装置（図示せず。）及び室外熱交換
器（図示せず。）等が設けられている。室外熱交換器は、主に大気等と冷水とを熱交換す
る。室外送風機は、室外熱交換器に大気を送風するとともに、その送風量を調節可能な送
風機である。散水器は、室外熱交換器に散水するとともに、その散水量を調整可能である
。
【００３０】
　２．２　空調装置の能力調整
　室内熱交換器５Ａで発生する熱交換能力、つまり室内熱交換器５Ａで発生する冷却能力
は、流量調整弁５Ｂの開度、室内送風機５Ｃの送風量、室内熱交換器５Ａに供給される冷
水量（二次ポンプＰ２の送水量）、及び当該冷水の温度（熱源装置７で発生する冷凍能力
）によって変化する。
【００３１】
　熱源装置７で発生する冷凍能力、つまり熱源機７Ａ（蒸気圧縮式冷凍機）で発生する冷
凍能力は、室外湿球温度（蒸気圧縮式冷凍機での放熱能力）、蒸気圧縮式冷凍機に設けら
れた圧縮機の回転数及び膨張弁の開度等によって変化する。
【００３２】
　熱源機７Ａ及び各室内空調機５等の作動は統合制御装置１０により制御されている。統
合制御装置１０は、空調機制御部１０Ａ、二次ポンプ制御部１０Ｂ、一次ポンプ制御部１
０Ｃ、熱源制御部１０Ｄ及び冷却塔制御部１０Ｅを介して熱源機７Ａ等の各機器を間接的
に制御する。
【００３３】
　空調機制御部１０Ａは、室内空調機５、つまり流量調整弁５Ｂ及び室内送風機５Ｃ等の
作動を制御する。二次ポンプ制御部１０Ｂは、二次ポンプＰ２の作動を制御して室内空調
機５に供給する冷水量を制御する。
【００３４】
　一次ポンプ制御部１０Ｃは一次ポンプＰ１の作動を制御する。熱源制御部１０Ｄは、熱
源機７Ａ、つまり圧縮機の回転数及び膨張弁の開度等を制御する。冷却塔制御部１０Ｅは
、室外送風機の送風量等を制御する。
【００３５】
　なお、統合制御装置１０及び各制御部１０Ａ～１０Ｅは、ＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ等
を有するコンピュータを有して構成されている。制御を実行するためのプログラムは、統
合制御装置１０及び各制御部１０Ａ～１０Ｅそれぞれに設けられたＲＯＭ等の不揮発性記
憶部に予め記憶されている。
【００３６】
　３．統合制御装置等による制御作動
　３．１　制御の概要
　＜各制御部の自律制御＞
　統合制御装置１０は、各制御部１０Ａ～１０Ｅに制御指令信号を発する。各制御部１０
Ａ～１０Ｅは、その制御対象を駆動する駆動回路等を有するとともに、当該制御対象を直
接的に制御する。
【００３７】
　統合制御装置１０及び各制御部１０Ａ～１０Ｅは、ＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ等を有す
るコンピュータ、及び当該コンピュータに予め組み込まれたプログラムにて構成されてい
る。
【００３８】
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　そして、各制御部１０Ａ～１０Ｅは、統合制御装置１０からの制御指令信号を受信した
後、その制御指令信号の内容を実現するための具体的な制御を自律的に実行する。つまり
、各制御部１０Ａ～１０Ｅは統合制御装置１０と協働して各制御対象を制御する。
【００３９】
　例えば、各室内空調機５には吹出空気温度センサＳ１が設けられている。吹出空気温度
セサＳ１は、室内空調機５から室内に供給される空気、つまり室内熱交換器５Ａにて熱交
換が終了した空気の温度（以下、熱交換後温度という。）を検出する。
【００４０】
　空調機制御部１０Ａは、吹出空気温度センサＳ１にて検出された熱交換後温度（以下、
吹出空気温度という。）が、統合制御装置１０により設定された「目標とする熱交換後温
度（以下、目標吹出温度Ｔａｏという。）」となるように、流量調整弁５Ｂ及び室内送風
機５Ｃを制御する。
【００４１】
　つまり、空調機制御部１０Ａは、新たな目標吹出温度Ｔａｏが統合制御装置１０により
設定されない限り、現状の目標吹出温度Ｔａｏとなるように室内空調機５の作動を自律的
に制御する。
【００４２】
　一次ポンプ制御部１０Ｃ及び二次ポンプ制御部１０Ｂは、予め設定された流量（以下、
目標冷水循環量Ｗｒｏという。）の冷水が循環するように一次ポンプＰ１、二次ポンプＰ
２を自律的に制御する。
【００４３】
　そして、一次ポンプ制御部１０Ｃ及び二次ポンプ制御部１０Ｂは、統合制御装置１０か
らの流量変更指令を受信したときには、その受信した新たな循環量を目標冷水循環量Ｗｒ
ｏとして、一次ポンプＰ１、二次ポンプＰ２を自律的に制御する。
【００４４】
　一次ポンプＰ１又は二次ポンプＰ２（本実施形態では、一次ポンプＰ１）の吐出側には
、冷水の温度を検出する第１冷水温度センサＳ２が設けられている。熱源制御部１０Ｄは
、第１冷水温度センサＳ２にて検出された冷水温度（以下、冷水吐出温度という。）が、
統合制御装置１０により設定された「目標とする冷水吐出温度（以下、目標吐出冷水温度
Ｔｗｏという。）」となるように熱源機７Ａを制御する。
【００４５】
　つまり、熱源制御部１０Ｄは、新たな目標吐出冷水温度Ｔｗｏが統合制御装置１０によ
り設定されない限り、現状の目標吐出冷水温度Ｔｗｏとなるように熱源機７Ａの作動を自
律的に制御する。
【００４６】
　冷却塔７Ｂの冷水流出側、つまり熱源機７Ａの冷水流入側には、冷水の温度を検出する
第２冷水温度センサＳ３が設けられている。冷却塔制御部１０Ｅは、冷却塔７Ｂにて冷却
された冷却水の温度が、統合制御装置１０により設定された「目標とする冷水の温度（以
下、目標流入冷水温度Ｔｃｏという。）」となるように冷却塔７Ｂを制御する。
【００４７】
　つまり、冷却塔制御部１０Ｅは、新たな目標流入冷水温度Ｔｃｏが統合制御装置１０に
より設定されない限り、現状の目標流入冷水温度Ｔｃｏとなるように冷却塔７Ｂの作動を
自律的に制御する。
【００４８】
　冷却塔制御部１０Ｅ及び熱源制御部１０Ｄには、室外温度センサＳ４の出力信号が入力
されている。室外温度センサＳ４は室外空気の湿球温度を検出する。冷却塔制御部１０Ｅ
及び熱源制御部１０Ｄは、室外温度センサＳ４により検出された室外空気の湿球温度（以
下、外気温Ｔｏｗという。）が統合制御装置１０により設定された閾値Ｔｈ未満のときに
フリークーリング運転を実行する。
【００４９】
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　つまり、外気温Ｔｏｗ＜閾値Ｔｈとなったとき、冷却塔制御部１０Ｅは室外送風機等の
冷却調整装置を稼働させ、かつ、熱源制御部１０Ｄは各熱源機７Ａを停止させる。これに
より、冷却塔７Ｂにて冷却された冷水が再冷却されることなく室内空調機５に供給される
。
【００５０】
　なお、目標吹出温度Ｔａｏ、目標冷水循環量Ｗｒｏ、目標吐出冷水温度Ｔｗ及び目標流
入冷水温度Ｔｃ等の制御目標値は、当該制御目標値を中心値として予め設定された範囲を
含む目標範囲である。
【００５１】
　熱源制御部１０Ｄには、第１冷水温度センサＳ２の検出信号に加え、第２冷水温度セン
サＳ３の検出信号も入力されている。そして、熱源制御部１０Ｄは統合制御装置１０と協
働して温度差停止処理及び情報生成処理が実行可能である。
【００５２】
　温度差停止処理とは、熱源機７Ａから冷熱が付与される前の熱媒体（以下、付与前媒体
という。）と熱源機７Ａから冷熱が付与された後の熱媒体（以下、付与後媒体という。）
との温度差に基づいて、熱源機７Ａを稼働し続けるか否かを判断する処理である。
【００５３】
　情報生成処理とは、熱源機７Ａで生成されている現時の冷熱量が最低負荷量より大きい
場合に温度差停止処理に必要な情報を生成する情報生成処理であって、温度差停止処理に
て熱源機７Ａを稼働し続ける旨の判断がされる情報を生成する処理である。
【００５４】
　最低負荷量とは、熱源機７Ａで生成可能な最小冷熱量を基準として、所定以上の安全率
を確保した冷熱量に相当する負荷量である。具体的には、最低負荷量は最小冷熱量に所定
熱量αを加算した値である。
【００５５】
　なお、熱源機７Ａの特性上、最小冷熱量以下の冷熱量を熱源機７Ａで安定的に生成する
ことは困難であるため、熱源機７Ａで生成されている現時の冷熱量が最小冷熱量以下の場
合には、熱源制御部１０Ｄは熱源機７Ａを停止させる。
【００５６】
　具体的には、熱源制御部１０Ｄは、冷水吐出温度（付与後媒体の温度）と流入冷水温度
（付与前媒体の温度）との温度差が停止閾値Ｙ未満となったときに熱源機７Ａを停止させ
る。統合制御装置１０は、流入冷水温度を示す情報の生成、つまり目標流入冷水温度Ｔｃ
ｏを決定する。
【００５７】
　つまり、温度差停止処理は熱源制御部１０Ｄで常に実行され、情報生成処理は、フリー
クーリング運転時に統合制御装置１０で実行される。なお、本実施形態では、停止閾値Ｙ
は予め設定された固定値として熱源制御部１０ＤのＲＯＭに記憶されている。停止閾値Ｙ
は、熱源機７Ａ毎に決まる仕様値の一種である。
【００５８】
　温度差停止処理にて熱源機７Ａを稼働し続ける旨の判断がされる情報、つまり熱源機７
Ａを停止させない目標流入冷水温度Ｔｃｏとして、本実施形態では、現時の冷水吐出温度
（付与後媒体の温度）に、停止閾値Ｙ以上の値Ｘを加算した値を採用している。なお、値
Ｘは予め設定された固定値である。
【００５９】
　図２は情報生成処理の概要作動を示すフローチャートである。すなわち、値Ｘに現在の
冷水流量を乗算した値（以下、演算熱量という。）が最低負荷量より大きいか否かが判断
される（Ｓ０１）。
【００６０】
　演算熱量が最低負荷量より大きいと判断された場合には（Ｓ０１：ＹＥＳ）、現時の冷
水吐出温度Ｔ１に値Ｘが加算された値が目標流入冷水温度Ｔｃｏとして決定される（Ｓ０
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２）。
【００６１】
　演算熱量が最低負荷量以下であると判断された場合には（Ｓ０１：ＮＯ）、最低負荷量
を現在の冷水流量で除した値Ｘ１が演算された後（Ｓ０３）、現時の冷水吐出温度Ｔ１に
値Ｘ１が加算された値が目標流入冷水温度Ｔｃｏとして決定される（Ｓ０４）。
【００６２】
　なお、最低負荷量は最小冷熱量に所定熱量αを加算した値である。値Ｘは、停止閾値Ｙ
以上の値である。このため、演算熱量が最低負荷量より大きいと判断された場合には、熱
源機７Ａで生成されている現時の熱量が最小冷熱量より大きい場合に相当する。
【００６３】
　値Ｘ１は、最低負荷量を現在の冷水流量で除した値であるので、停止閾値Ｙより小さい
値となる場合、つまり、熱源機７Ａが温度差停止処理により停止する場合が発生し得る。
　＜余裕度制御モード＞
　余裕度制御モードにおいては、空調装置を構成する各機器は、余裕度Ａが予め決められ
た値（以下、下限余裕度Ａｃという。）以上に維持されるように制御される。当該余裕度
制御モードは、空調装置の稼働時において実行される。
【００６４】
　余裕度Ａとは、空調装置（空調システム１）で発揮可能な最大空調能力と現時の空調能
力との差に関するパラメータをいう。例えば、室内空調機５についての余裕度Ａは、下記
のいずれかにより定義される。
【００６５】
　（１）１－（複数の流量調整弁５Ｂの平均開度）
　（２）１－｛（現実の室内送風機５Ｃの回転数／室内送風機５Ｃの最大回転数）の平均
｝
　　最大回転数：各室内送風機５Ｃの上限回転数
　（３）１／｛（吹出空気温度－目標吹出温度Ｔａｏ）の平均｝
　（４）１－｛（吹出空気温度－目標吹出温度Ｔａｏ）の平均｝／ｎ
　ｎ：（吹出空気温度－目標吹出温度Ｔａｏ）に相当する値であって、予め設定された値
、つまり、ｎは許容温度差（許容乖離温度）を意味する。
【００６６】
　（５）１／｛（冷水吐出温度－目標吐出冷水温度Ｔｗｏ）の平均｝
　（６）１－｛（冷水吐出温度－目標吐出冷水温度Ｔｗｏ）の平均｝／ｎ
　ｎ：（冷水吐出温度－目標吐出冷水温度Ｔｗｏ）に相当する値であって、予め設定され
た値、つまり、ｎは許容温度差（許容乖離温度）を意味する。
【００６７】
　そして、統合制御装置１０は、余裕度制御モードの実行時においては、設定環境を維持
可能、かつ、余裕度Ａが予め決められた値以上に維持可能な範囲で、例えば、目標吐出冷
水温度Ｔｗｏを上昇させながら、目標冷水循環量Ｗｒｏを低下させる。
【００６８】
　これにより、流量調整弁５Ｂの開度が大きくなって当該流量調整弁５Ｂでの圧力損失を
低下させながら、一次ポンプＰ１又は二次ポンプＰ２の消費動力を低下させることが可能
となる。
【００６９】
　統合制御装置１０は、余裕度Ａが下限余裕度Ａｃ未満の場合には、余裕度制御モード及
びフリークーリング運転を実行せず、各制御部１０Ａ～１０Ｅの自律制御を利用した通常
空調運転を実行する。
【００７０】
　その理由は、余裕度Ａが下限余裕度Ａｃ未満の場合には、「サーバ室内の空調環境が設
定環境から逸脱する」可能性が高いからである。つまり、余裕度Ａが小さいと、ＩＣＴ機
器等の発熱量が急増した際に、空調装置から供給する冷熱が過渡的に不足する可能性が高
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く、信頼性を確保することが難しいからである。
【００７１】
　３．２　通常空調運転とフリークーリング運転との切替制御
　＜切替制御の概要＞
　上述したように、外気温Ｔｏｗが閾値Ｔｈ未満となったときにフリークーリング運転が
実行され、かつ、外気温Ｔｏｗが閾値Ｔｈ以上となったときに通常空調運転が実行される
。
【００７２】
　換言すれば、統合制御装置１０が外気温Ｔｏｗ以上の値を閾値Ｔｈとして設定すると、
フリークーリング運転が実行される。一方、統合制御装置１０が外気温Ｔｏｗ未満の値を
閾値Ｔｈとして設定すると、フリークーリング運転が実行されず通常空調運転が実行され
る。
【００７３】
　そして、統合制御装置１０は、少なくとも「フリークーリング運転を実行するか否かを
判断する判断処理」及び「サーバ室内の空調環境が設定環境から逸脱するか否かを推定す
る推定処理」を実行してフリークーリング運転を継続的に実行するか否か判断して閾値Ｔ
ｈを決定する。
【００７４】
　判断処理では、室内の空調環境及び室外環境を直接的又は間接的に示す環境指標を用い
てフリークーリング運転を実行するか否かを判断する。当該判断処理は、第１判断処理及
び第２判断処理を有して構成される。
【００７５】
　第１判断処理では、サーバ室内で発生した熱を回収した冷水の温度（以下、還水温度Ｔ
Ｗ２という。）、及び外気温Ｔｏｗを利用して、冷却塔７Ｂにて回収した冷熱をサーバ室
内に供給可能であるか否を判断される。
【００７６】
　還水温度ＴＷ２は還水温度センサＳ５の検出値を利用した値である。そして、統合制御
装置１０（第１判断処理）は、還水温度ＴＷ２及び外気温Ｔｏｗを利用して冷却塔７Ｂか
ら供給可能な冷水の温度（以下、供給温度ＴＷ１という。）を取得する。
【００７７】
　なお、統合制御装置１０は、以下の手法により供給温度ＴＷ１を取得する。すなわち、
フリークーリング運転を開始した時から予め設定された時間が経過していないときには、
供給温度ＴＷ１は、還水温度ＴＷ２、外気温Ｔｏｗ及び流量等に基づいて推定（演算）さ
れる。
【００７８】
　フリークーリング運転を開始した時から予め設定された時間が経過したときには、第２
冷水温度センサＳ３の検出温度が供給温度ＴＷ１として取得される。なお、供給温度ＴＷ
１の推定方法は不問である。本実施形態では、国土交通省から配布されているＬＣＥＭシ
ミレーションツール等を利用して供給温度ＴＷ１を推定している。
【００７９】
　そして、第１判断処理では、還水温度ＴＷ２と供給温度ＴＷ１との差が予め設定された
温度差Ｘより大きい場合にはサーバ室内への冷熱供給は不可能であると判断され、かつ、
還水温度ＴＷ２と供給温度ＴＷ１との差が温度差Ｘ未満である場合にはサーバ室内に冷熱
を供給可能と判断される。
【００８０】
　第２判断処理では、第１判断処理にて供給可能と判断された場合にはフリークーリング
運転を実行すると判断され、供給不可能と判断された場合にはフリークーリング運転を不
実行と判断される。
【００８１】
　つまり、本実施形態に係る判断処理では、供給温度ＴＷ１及び還水温度ＴＷ２等をサー
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バ室内の空調環境及び室外環境を直接的又は間接的に示す環境指標としてフリークーリン
グ運転を実行するか否かが判断される。
【００８２】
　推定処理では、空調装置の作動状態を示す状態指標及び環境指標を用いて「サーバ室内
の空調環境が設定環境から逸脱するか否かの推定」がされる。
　状態指標には、例えば、（ａ）「余裕度Ａ」、（ｂ）「空調装置を構成する複数の機器
のうち故障状態にある機器が予め設定された数以下であるか否かを示す情報」、（ｃ）「
空調装置が予め設定された非常時状態に該当するか否かを示す情報」、及び（ｄ）「空調
装置の作動状態を検知するセンサが予め設定された故障状態に該当するか否かを示す情報
」等が含まれる。
【００８３】
　また、環境指標には、供給温度ＴＷ１及び還水温度ＴＷ２に加えて、例えば「サーバ室
内で発生する熱量の増加率が予め設定された増加率を越えているか否かを示す情報」等が
含まれている。
【００８４】
　そして、統合制御装置１０は、「サーバ室内の空調環境が設定環境から逸脱する」と推
定された場合には、通常空調運転を実行するための通常運転処理を実行し、「サーバ室内
の空調環境が設定環境から逸脱する」と推定されなかった場合には、フリークーリング運
転を継続的に実行可能な値を閾値Ｔｈとして設定する。
【００８５】
　具体的には、統合制御装置１０は、「サーバ室内の空調環境が設定環境から逸脱する」
と推定された場合には、初期設定値（ディフォルト値）を閾値Ｔｈとして設定する。初期
設定値とは、試験や稼働実績等に基づいて予め決定された値であって、ＲＯＭ等の不揮発
性記憶部（図示せず。）に予め記憶された値である。
【００８６】
　統合制御装置１０は、「サーバ室内の空調環境が設定環境から逸脱する」と推定されな
かった場合、つまり「サーバ室内を設定環境に維持可能」と推定可能な場合には、外気温
Ｔｏｗ以上の値を閾値Ｔｈとして設定する。なお、本実施形態では、統合制御装置１０は
外気温Ｔｏｗ＋Ｙ（予め設定された値）を閾値Ｔｈとして設定する。
【００８７】
　＜切替制御の詳細＞
　図３及び図４は、統合制御装置１０で実行される切替制御を示すフローチャートである
。当該切替制御を実行するためのプログラム（ソフトウェア）は、ＲＯＭ等の不揮発性記
憶部に予め記憶されている。
【００８８】
　なお、統合制御装置１０には、上記センサＳ１～Ｓ５からの信号に加えて、以下の信号
が入力されている。
　（ａ）室内空気の湿球温度を検出する室内温度センサ（図示せず。）の出力信号
　（ｂ）室内空気の相対湿度を検出する室内湿度センサ（図示せず。）の出力信号
　（ｃ）室内空調機５（ＡＨＵ）が故障したことを示す出力信号
　（ｃ）空調システム１（空調装置）への電力供給が停止した旨を示す信号
　（ｄ）ＩＣＴ機器の消費電力を示す信号
　（ｅ）いずれかの箇所で冷水の漏れが発生したことを示す信号
　（ｆ）制御優先度が高いセンサや機器等の重要ポイントとの通信状況が不通となったこ
とを示す信号
　（ｇ）各流量調整弁５Ｂの開度を示す信号
　図３及び図４に示す切替制御は、空調装置（空調システム）の起動と共に起動された後
、所定時間間隔で実行される。そして、空調装置（空調システム）が停止したときに停止
する。
【００８９】
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　切替制御が起動されと、先ず、図５に示す判断項目ＮＯ．１～判断項目ＮＯ．８のうち
いずれかの項目が検出されているか否かが判断される（Ｓ１）。なお、判断項目ＮＯ．１
～判断項目ＮＯ．８は、状態指標及び環境指標の具体例である。
【００９０】
　Ｓ１にて、いずれかの判断項目が検出されたと判断された場合には（Ｓ１：ＹＥＳ）、
図３に示すように、フリークーリング運転判定用の閾値Ｔｈが初期設定値に再設定、かつ
、室外送風機等の冷却調整装置の制御目標値が初期設定値に再設定された後（Ｓ３）、本
制御が一旦終了する。
【００９１】
　Ｓ１にて、いずれかの判断項目も検出されていないと判断された場合には（Ｓ１：ＮＯ
）、いずれかの判断項目も検出されていない状態となった時からの経過時間が予め設定さ
れた時間を越えたか否か判断される（Ｓ５）。当該時間が経過していないと判断された場
合には（Ｓ５：ＮＯ）、本制御が一旦終了する。
【００９２】
　当該時間が経過したと判断された場合には（Ｓ５：ＹＥＳ）、判断項目ＮＯ．９（図５
参照）が検出されたか否かが判定される（Ｓ７）。判断項目ＮＯ．９が検出されたと判断
された場合には（Ｓ７：ＹＥＳ）、フリークーリング運転判定用の閾値Ｔｈが初期設定値
に再設定、かつ、室外送風機等の冷却調整装置の制御目標値が初期設定値に再設定された
後（Ｓ９）、本制御が一旦終了する。
【００９３】
　判断項目ＮＯ．９が検出されていないと判断された場合には（Ｓ７：ＮＯ）、判断項目
ＮＯ．９が検出されていない状態となった時からの経過時間が予め設定された時間を越え
たか否か判断される（Ｓ９）。
【００９４】
　当該時間が経過していないと判断された場合には（Ｓ９：ＮＯ）、本制御が一旦終了す
る。当該時間が経過したと判断された場合には（Ｓ９：ＹＥＳ）、熱源機７Ａが稼働（サ
ーモオン）しているか否かが判断される（Ｓ１３）。
【００９５】
　熱源機７Ａが稼働（サーモオン）していると判断された場合には（Ｓ１３：ＹＥＳ）、
フリークーリング運転判定用の閾値Ｔｈが初期設定値に再設定、かつ、室外送風機等の冷
却調整装置の制御目標値が初期設定値に再設定された後（Ｓ１５）、本制御が一旦終了す
る。
【００９６】
　熱源機７Ａが稼働（サーモオン）していないと判断された場合には（Ｓ１３：ＮＯ）、
フリークーリング運転を開始した時から予め設定された時間が経過したか否か判断される
（Ｓ１７）。当該時間が経過したと判断された場合には（Ｓ１７：ＹＥＳ）、第２冷水温
度センサＳ３の検出温度が供給温度ＴＷ１とされる（Ｓ１９）。
【００９７】
　当該時間が経過していないと判断された場合には（Ｓ１７：ＮＯ）、還水温度ＴＷ２、
外気温Ｔｏｗ及び流量等に基づいて推定（演算）された値が供給温度ＴＷ１とされる（Ｓ
１８）。次に、還水温度ＴＷ２と供給温度ＴＷ１との差が予め設定された温度差Ｘより大
きいか否か判断される（Ｓ２１）。
【００９８】
　還水温度ＴＷ２と供給温度ＴＷ１との差が予め設定された温度差Ｘより大きいと判断さ
れた場合には（Ｓ２１：ＹＥＳ）、フリークーリング運転判定用の閾値Ｔｈが初期設定値
に再設定、かつ、室外送風機等の冷却調整装置の制御目標値が初期設定値に再設定された
後（Ｓ２３）、本制御が一旦終了する。
【００９９】
　還水温度ＴＷ２と供給温度ＴＷ１との差が温度差Ｘ未満であると判断された場合には（
Ｓ２１：ＮＯ）、外気温Ｔｏｗ以上の値（＝外気温Ｔｏｗ＋Ｙ）が閾値Ｔｈとして設定さ
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れ（Ｓ２５）、かつ、第２冷水温度センサＳ３の検出温度、つまり目標流入冷水温度Ｔｃ
が目標吐出冷水温度Ｔｗに設定される（Ｓ２７）。
【０１００】
　４．本実施形態に係る空調システムの特徴
　本実施形態では、温度差停止処理にて熱源機７Ａを稼働し続ける旨の判断がされる情報
（Ｔｃｏ＝Ｔ１＋Ｘ）が生成されるので、温度差停止処理を利用して熱源機７Ａの稼働及
び停止が繰り返されることを抑制できる。
【０１０１】
　ところで、熱源機７Ａの停止直後、及び熱源機７Ａの稼働直後（起動直後）は、当該熱
源機７Ａから供給される冷水の温度が、連続稼働しているときに熱源機７Ａから供給され
る冷水の温度と大きく異なる可能性が高い。このため、熱源機７Ａの稼働及び停止が繰り
返されると、室内空調機５に供給される冷水の温度が設定温度から大きく逸脱する可能性
がある。
【０１０２】
　これに対して、本実施形態では、熱源機７Ａの稼働及び停止が繰り返されることを抑制
できるので、室内空調機５に供給される冷水の温度が設定温度から大きく逸脱することを
抑制できる。
【０１０３】
　（第２実施形態）
　上述の実施形態では、第１熱源機７Ａ１に対して実行される温度差停止処理時の閾値（
以下、第１温度差Ｙ１という。）と、第２熱源機７Ａ２に対して実行される温度差停止処
理時の閾値（以下、第２温度差Ｙ２という。）とが同一の同位置の値であった。
【０１０４】
　これに対して、本実施形態に係る情報生成処理では、第１温度差Ｙ１と第２温度差Ｙ２
とが異なる値とする情報を生成可能としたものである。これにより、本実施形態では、第
１熱源機７Ａ１及び第２熱源機７Ａ２が同時に停止することを抑制できるので、熱源機７
Ａの稼働及び停止が繰り返されることを抑制できる。
【０１０５】
　（第３実施形態）
　本実施形態に係る情報生成処理では、第１熱源機７Ａ１及び第２熱源機７Ａ２のうちい
ずれか一方が起動したときに、稼働している他方の熱源機から流出する冷水の温度を稼働
前に比べて低い温度を示す情報を生成可能である。
【０１０６】
　つまり、本実施形態に係る情報生成処理では、仮に、第１熱源機７Ａ１が先に停止し、
かつ、第２熱源機７Ａ２が稼働している場合において、第１熱源機７Ａ１が再起動したと
きには、第２熱源機７Ａ２から流出する冷水についての目標吐出冷水温度Ｔｗｏ２が、第
１熱源機７Ａ１が停止する前の目標吐出冷水温度Ｔｗｏ２より低い温度とする情報が生成
される。
【０１０７】
　これにより、本実施形態では、以下の効果を得ることができ得る。
　すなわち、稼働直後（起動直後）の熱源機７Ａから供給される冷水の温度は、連続稼働
している熱源機７Ａから供給される冷水の温度より高くなる。このため、室内空調機５に
供給される冷水の温度が設定温度から大きく逸脱する可能性がある。
【０１０８】
　これに対して、本実施形態では、例えば第１熱源機７Ａ１が再起動したときには、第２
熱源機７Ａ２から流出する冷水についての目標吐出冷水温度Ｔｗｏ２が、第１熱源機７Ａ
１が停止する前の目標吐出冷水温度Ｔｗｏ２より低い温度とされる。
【０１０９】
　したがって、稼働直後（起動直後）の第１熱源機７Ａから供給される冷水の温度が高い
場合であっても、第２熱源機７Ａ２から供給される冷水の温度が低いため、室内空調機５
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に供給される冷水の温度が設定温度から大きく逸脱することを抑制できる。
【０１１０】
　なお、図６は、第１熱源機７Ａ１が先に停止し、かつ、第２熱源機７Ａ２が稼働してい
る場合において、第１熱源機７Ａ１が再起動する場合の作動例を示すフローチャートであ
る。
【０１１１】
　本制御が起動すると、先ず、第１熱源機７Ａ１が起動したか否かが判断される（Ｓ３１
）。第１熱源機７Ａ１が起動したと判断されると（Ｓ３１：ＹＥＳ）、第２熱源機７Ａ２
から流出する冷水についての目標吐出冷水温度Ｔｗｏ２が、第１熱源機７Ａ１が停止する
前の目標吐出冷水温度Ｔｗｏ２よりｋ℃だけ低い温度に決定される（Ｓ３３）。
【０１１２】
　第１熱源機７Ａ１が起動していないと判断されると（Ｓ３１：ＮＯ）、目標吐出冷水温
度Ｔｗｏ２が、熱源機７Ａの目標吐出冷水温度Ｔｗｏ、つまり室内空調機５に供給される
冷水の目標温度としての目標吐出冷水温度Ｔｗｏと一致するか否かが判定される（Ｓ３５
）。
【０１１３】
　なお、目標吐出冷水温度Ｔｗｏ２と目標吐出冷水温度Ｔｗｏとは厳密一致している必要
はない。目標吐出冷水温度Ｔｗｏ２が目標吐出冷水温度Ｔｗｏを中心とする所定の温度範
囲内にあれば、目標吐出冷水温度Ｔｗｏ２と目標吐出冷水温度Ｔｗｏとが一致すると判断
される。
【０１１４】
　目標吐出冷水温度Ｔｗｏ２と目標吐出冷水温度Ｔｗｏとが一致していいないと判断され
た場合には（Ｓ３５：ＮＯ）、第１冷水温度センサＳ２にて検出された冷水温度（冷水吐
出温度）が目標吐出冷水温度Ｔｗｏ以上であるか否かが判断される（Ｓ３７）。
【０１１５】
　冷水吐出温度が目標吐出冷水温度Ｔｗｏ以上であると判断された場合には（Ｓ３７：Ｙ
ＥＳ）、目標吐出冷水温度Ｔｗｏ２が所定温度（例えば、０．１℃）だけ下げられる（Ｓ
３９）。
【０１１６】
　冷水吐出温度が目標吐出冷水温度Ｔｗｏ未満であると判断された場合には（Ｓ３７：Ｎ
Ｏ）、目標吐出冷水温度Ｔｗｏ２が所定温度（例えば、０．１℃）だけ上げられる（Ｓ４
１）。
【０１１７】
　（第４実施形態）
　本実施形態に係る情報生成処理では、第１熱源機７Ａ１及び第２熱源機７Ａ２のうちい
ずれか一方が停止したときに、稼働している他方の熱源機から流出する冷水の温度を停止
前に比べて低い温度を示す情報を生成可能である。
【０１１８】
　つまり、本実施形態に係る情報生成処理では、第１熱源機７Ａ１及び第２熱源機７Ａ２
が稼働している状態から、仮に第１熱源機７Ａ１が停止したときには、第２熱源機７Ａ２
から流出する冷水についての目標吐出冷水温度Ｔｗｏ２が、第１熱源機７Ａ１が停止する
前の目標吐出冷水温度Ｔｗｏ２より低い温度とする情報が生成される。
【０１１９】
　これにより、本実施形態では、以下の効果を得ることができ得る。
　すなわち、第１熱源機７Ａ１及び第２熱源機７Ａ２のうちいずれか一方が停止すると、
熱源機７Ａから供給される冷水の温度は、第１熱源機７Ａ１及び第２熱源機７Ａ２が連続
稼働している場合に比べて高くなる。このため、室内空調機５に供給される冷水の温度が
設定温度から大きく逸脱する可能性がある。
【０１２０】
　これに対して、本実施形態では、例えば第１熱源機７Ａ１が停止したときには、第２熱
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源機７Ａ２から流出する冷水についての目標吐出冷水温度Ｔｗｏ２が、第１熱源機７Ａ１
が停止する前の目標吐出冷水温度Ｔｗｏ２より低い温度とされる。
【０１２１】
　したがって、第１熱源機７Ａが停止した場合であっても、第２熱源機７Ａ２から供給さ
れる冷水の温度が低いため、室内空調機５に供給される冷水の温度が設定温度から大きく
逸脱することを抑制できる。
【０１２２】
　（第５実施形態）
　第１実施形態では、冷却塔７Ｂにて冷却された熱媒体が熱源機７Ａを経由して室内空調
機５に直接的に供給される方式であった。
【０１２３】
　これに対して、本実施形態は、例えば図７に示すように、フリークーリング運転時には
、冷却塔７Ｂにて冷却された熱媒体が熱源機７Ａを迂回して室内空調機５に直接的に供給
される。
【０１２４】
　そして、通常空調運転時には、冷却塔７Ｂにて冷却された熱媒体は、冷却塔７Ｂと熱源
機７Ａとの間を循環し、当該熱媒体（以下、冷却水ともいう。）は、熱源機７Ａの高圧側
（例えば、凝縮器）を冷却する。
【０１２５】
　このため、本実施形態に係る空調システム１では、冷却塔７Ｂにて冷却された冷却水を
熱源機７Ａを迂回させて室内空調機５に導く経路、及び室内空調機５から流出した冷却水
を熱源機７Ａを迂回させて冷却塔７Ｂに導く経路が設けられている。
【０１２６】
　なお、冷却水ポンプＰ３は、通常空調運転時に冷却塔７Ｂと熱源機７Ａとの間で冷却水
を循環させるポンプである。冷却水ポンプ制御部１０Ｆは、冷却水ポンプＰ３の作動を制
御して冷却水の循環量を制御する。
【０１２７】
　第２冷水ポンプＰ４は、フリークーリング運転時に、冷却塔７Ｂと室内空調機５との間
で熱媒体を循環させるポンプである。第２冷水ポンプ制御部１０Ｇは、第２冷水ポンプＰ
４の作動を制御して冷水の循環量を制御する。
【０１２８】
　（その他の実施形態）
　上述の実施形態では、冷熱を利用する場合を例に本発明説明したが、本発明はこれに限
定されるものではなく、温熱を利用する場合にも適用可能である。なお、第３実施形態及
び第４実施形態を温熱を利用した空調システムに適用する場合には、稼働している他方の
熱源機から流出する熱媒体の温度を稼働前に比べて高い温度とする必要がある。
【０１２９】
　上述の実施形態では、蒸気圧縮式冷凍機により熱源機７Ａが構成されていたが、本発明
はこれに限定されるものではない。例えは、冷熱を発生する熱源機７Ａとして他方式の冷
凍機を用いてもよい。温熱を発生する熱源機７Ａとして燃焼器も用いてもよい。
【０１３０】
　上述の実施形態では、統合制御装置１０及び熱源制御部１０Ｄにより特許請求の範囲に
記載された熱源機制御部が構成され、統合制御装置１０及び冷却塔制御部１０Ｅにより特
許請求の範囲に記載された冷却塔制御部が構成されていたが、本発明はこれに限定される
ものではない。例えば、統合制御装置１０に熱源制御部１０Ｄ及び冷却塔制御部１０Ｅを
組み込んで一体化してもよい。
【０１３１】
　また、本発明は、特許請求の範囲に記載された発明の趣旨に合致するものであればよく
、上述の実施形態に限定されるものではない。つまり、上述の実施形態の少なくとも２つ
の実施形態を組み合わせてもよい。
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【符号の説明】
【０１３２】
　１… 空調システム
　５… 室内空調機
　５Ｂ… 流量調整弁
　５Ａ… 各室内熱交換器
　５Ｃ… 室内送風機
　７Ａ… 熱源機
　７Ｂ… 冷却塔
　１０… 統合制御装置
　１０Ａ… 空調機制御部
　１０Ｂ… 二次ポンプ制御部
　１０Ｃ… 一次ポンプ制御部
　１０Ｄ… 熱源制御部
　１０Ｅ… 冷却塔制御部
　１０Ｆ… 冷却水ポンプ制御部

【図２】 【図３】
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