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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室外機と室内機とからなる複数の空調装置と、その複数台分の電力使用量を電力計を介
して監視して一部の空調装置の室外機のＯＮ／ＯＦＦ動作を制御可能な制御装置とからな
る省エネシステムであって、
　全空調装置の総電力使用量を電力計を介して取得する総電力使用量取得部と、
　総電力使用量の目標値である目標デマンド値を保持する目標デマンド値保持部と、
　取得した総電力使用量から近い将来の総電力使用量を予測する総電力使用量予測部と、
　予測された近い将来の総電力使用量が目標デマンド値を超過する場合に、全空調装置の
中の一部の空調装置の室外機を所定時間ＯＦＦ制御して、対応する室内機を温調なしの送
風状態とする制御部と、
　前記ＯＦＦ制御する所定時間を示す情報である所定時間情報を保持する時間保持部と、
　所定時間のＯＦＦ制御が終了した後の一定の時間内に総電力使用量予測部で予測された
近い将来の総電力使用量が目標デマンド値を超過する場合に、空調装置の利用者に対して
空調装置に対する省エネ操作を促すための報知をする報知部と、
　各空調装置の周りにいる人の情報であるスタッフ情報を保持するスタッフ情報保持部と
、
　前記スタッフ情報に含まれる人の中から省エネ操作を行うべき人を選出する省エネスタ
ッフ選出部と、からなる制御装置を有し、
　前記報知部は、省エネスタッフ選出部で選出された人の情報を含めて報知を行う省エネ
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スタッフ報知手段を有することを特徴とする省エネシステム。
【請求項２】
　前記省エネシステムの制御装置は、
　前記省エネスタッフ報知手段による報知が行われた後に空調装置に対して行われた操作
を前記省エネスタッフ選出部で選出された人の識別ＩＤと関連付けて報知後操作履歴とし
て保持する報知後操作履歴保持部をさらに有し、
　前記省エネスタッフ選出部は、前記報知後操作履歴において報知後の省エネ操作が行わ
れた割合が少ない識別ＩＤの順に省エネ操作を行うべき人を選出していく逆順スタッフ選
択手段を有することを特徴とする請求項１に記載の省エネシステム。
【請求項３】
　前記省エネシステムの制御装置は、
　前記省エネスタッフ報知手段による報知が行われた後に空調装置に対して行われた操作
を前記省エネスタッフ選出部で選出された人の識別ＩＤと関連付けて報知後操作履歴とし
て保持する報知後操作履歴保持部をさらに有し、
　前記省エネスタッフ選出部は、前記報知後操作履歴において報知後の省エネ操作が行わ
れた割合が多い識別ＩＤの順に省エネ操作を行うべき人を選出していく従順スタッフ選択
手段を有することを特徴とする請求項１に記載の省エネシステム。
【請求項４】
　前記報知部は、省エネスタッフ報知手段による報知を省エネ操作の受付けがあるまで続
ける継続報知手段をさらに有することを特徴とする請求項１から３のいずれか一に記載の
省エネシステム。
【請求項５】
　前記報知部は、省エネ操作の具体的指示内容の情報を含めて報知を行う具体的報知手段
を有することを特徴とする請求項１から４のいずれか一に記載の省エネシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、室外機と室内機とからなる複数の空調装置と空調装置を制御する制御装置と
からなる省エネシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より省エネ対策用の制御装置としては、空調装置などの電気機器の電力使用状況を
常時監視して、電力使用量が所定の閾値を超過しそうになると電気機器の電源をＯＦＦに
するなどして電力使用量を制限するものが一般的に知られている。これらの制御装置は、
自動的に、かつ、利用者の快適性をできるだけ考慮した上で制御を行うことを特徴として
いる。例えば、特許文献１では、複数の空調負荷の合計使用電力量を制御するデマンド制
御装置によってデマンド制御されている場合であっても室内の湿度の上昇を抑えることが
可能な空調システムが開示されている。つまり、電気機器の利用者に対してなるべく精神
的又は肉体的な負荷をかけることなく電力使用量の制御を行うことを主眼としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－３２９４６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記の制御装置は人の行動を介在することなく自動的に、かつ、なるべ
く快適に過ごせるように制御を行うため、制御装置の利用者は省エネ制御を現在行ってい
るか否かといったことについて意識が向きにくく、省エネ行動に対する意識を向上させる
ことが難しかった。また、上記の制御装置は人による省エネ行動を誘起する効果が少ない
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ため、結果として設備投資費用程度の利益しか得られないことが多かった。つまり、費用
対効果の高い省エネを行うためには空調装置の利用者の省エネ意識を向上させることが不
可欠であり、そのための省エネシステムが求められていた。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以上の課題を解決するために、室外機と室内機とからなる複数の空調装置と、その複数
台分の電力使用量を電力計を介して監視して一部の空調装置の室外機のＯＮ／ＯＦＦ動作
を制御可能な制御装置とからなる省エネシステムであって、全空調装置の総電力使用量を
電力計を介して取得する総電力使用量取得部と、総電力使用量の目標値である目標デマン
ド値を保持する目標デマンド値保持部と、取得した総電力使用量から近い将来の総電力使
用量を予測する総電力使用量予測部と、予測された近い将来の総電力使用量が目標デマン
ド値を超過する場合に、全空調装置の中の一部の空調装置の室外機を所定時間ＯＦＦ制御
して、対応する室内機を温調なしの送風状態とする制御部と、前記ＯＦＦ制御する所定時
間を示す情報である所定時間情報を保持する時間保持部と、所定時間のＯＦＦ制御が終了
した後の一定の時間内に総電力使用量予測部で予測された近い将来の総電力使用量が目標
デマンド値を超過する場合に、空調装置の利用者に対して空調装置に対する省エネ操作を
促すための報知をする報知部と、各空調装置の周りにいる人の情報であるスタッフ情報を
保持するスタッフ情報保持部と、前記スタッフ情報に含まれる人の中から省エネ操作を行
うべき人を選出する省エネスタッフ選出部と、からなる制御装置を有し、前記報知部は、
省エネスタッフ選出部で選出された人の情報を含めて報知を行う省エネスタッフ報知手段
を有することを特徴とする省エネシステムを提案する。
【発明の効果】
【０００６】
　以上のような構成をとる本発明によって、省エネ制御される空調装置の利用者は所定時
間にわたり省エネモードを体感するが、当該制御は一部の空調装置に対するものであり、
またその制御も所定時間に限られているため、空調装置の利用者は制御装置に省エネ対策
を任せることができず、省エネ行動に対する意識が向上しやすくなる。
【０００７】
　また、省エネ操作を行うべき人を制御装置によって明示的に選出することにより、選出
された人は省エネ操作を行おうとする意思が否応なく働くことになり、自然と省エネ意識
も向上することになる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施例１の省エネシステムの機能ブロックの一例を示す図
【図２】実施例１の制御装置の機能ブロックの一例を示す図
【図３】実施例１の制御装置のハードウェア構成の一例を表す概略図
【図４】実施例１の制御装置の制御処理の流れの一例を示す図
【図５】実施例２の制御装置の機能ブロックの一例を示す図
【図６】実施例２の制御装置の制御処理の流れの一例を示す図
【図７】実施例３の制御装置の機能ブロックの一例を示す図
【図８】実施例４の制御装置の機能ブロックの一例を示す図
【図９】実施例５の制御装置の機能ブロックの一例を示す図
【図１０】省エネ制御履歴の一例を示す図
【図１１】省エネ制御履歴の他の例を示す図
【図１２】実施例５の制御装置の制御処理の流れの一例を示す図
【図１３】実施例６の制御装置の機能ブロックの一例を示す図
【図１４】実施例６の制御装置の制御処理の流れの一例を示す図
【図１５】実施例７の制御装置の機能ブロックの一例を示す図
【図１６】操作履歴の一例を示す図
【図１７】省エネ操作であるか否か判断するための判断テーブル
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【図１８】実施例７の制御装置の制御処理の流れの一例を示す図
【図１９】実施例８の省エネシステムの機能ブロックの一例を示す図
【図２０】実施例８のセンター装置の機能ブロックの一例を示す図
【図２１】実施例８の制御装置の機能ブロックの一例を示す図
【図２２】実施例８のセンター装置のハードウェア構成の一例を表す概略図
【図２３】実施例８の制御装置及びセンター装置の目標デマンド値の変更に関する処理の
流れの一例を示す図
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【０００９】
<概要>
　本実施例の省エネシステムにおいては、複数の空調装置の総電力使用量が目標値を超過
しそうになった場合、一部の空調装置について所定時間にわたり省エネ制御することが可
能である。当該構成とすることによって、省エネ制御される空調装置の利用者は所定時間
にわたり省エネモードを体感するが、当該制御は一部の空調装置に対するものであり、ま
たその制御も所定時間に限られているため、空調装置の利用者は制御装置に省エネ対策を
任せることができず、省エネ行動に対する意識が向上しやすくなる。
【００１０】
<構成>
　図１は、本実施例の省エネシステムの機能ブロックの一例を示す図である。この図にあ
るように、本実施例の「省エネシステム」０１００は、室外機と室内機とからなる複数の
「空調装置」０１０１（Ａ～Ｄ）と、その複数台分の電力使用量を「電力計」０１０２を
介して監視して一部の空調装置の室外機のＯＮ／ＯＦＦ動作を制御可能な「制御装置」０
１０３とからなる。
【００１１】
　なお、以下に記載する各装置の機能ブロックは、ハードウェア、ソフトウェア、又はハ
ードウェア及びソフトウェアの両方として実現され得る。具体的には、コンピュータを利
用するものであれば、ＣＰＵやメインメモリ、バス、あるいは二次記憶装置（ハードディ
スクや不揮発性メモリ、ＣＤやＤＶＤなどの記憶メディアとそれらメディアの読取ドライ
ブなど）、情報入力に利用される入力デバイス、印刷機器や表示装置、その他の外部周辺
装置などのハードウェア構成部、またその外部周辺装置用のインターフェイス、通信用イ
ンターフェイス、それらハードウェアを制御するためのドライバプログラムやその他アプ
リケーションプログラム、ユーザーインターフェイス用アプリケーションなどが挙げられ
る。そしてメインメモリ上に展開したプログラムに従ったＣＰＵの演算処理によって、入
力デバイスやその他インターフェイスなどから入力されメモリやハードディスク上に保持
されているデータなどが加工、蓄積されたり、上記各ハードウェアやソフトウェアを制御
するための命令が生成されたりする。また、この発明は装置として実現できるのみでなく
、方法としても実現可能である。
【００１２】
　また、このような発明の一部をソフトウェアとして構成することができる。さらに、そ
のようなソフトウェアをコンピュータに実行させるために用いるソフトウェア製品、及び
同製品を記録媒体に固定した記録媒体も、当然にこの発明の技術的な範囲に含まれる（本
明細書の全体を通じて同様である）。
【００１３】
　（制御装置の機能）
　図２は、本実施例の制御装置の機能ブロックの一例を示す図である。この図にあるよう
に、本実施例の「制御装置」０２００は、「総電力使用量取得部」０２０１と「目標デマ
ンド値保持部」０２０２と「総電力使用量予測部」０２０３と「制御部」０２０４と「時
間保持部」０２０５を有する。
【００１４】
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　「総電力使用量取得部」は、全空調装置の総電力使用量を電力計を介して取得する機能
を有する。電力計と制御装置は電気回線で接続される構成が考えられるが、有線又は無線
の通信回線によって接続される構成も同様に考えられる。なお、総電力使用量には、比較
的短時間の電力使用量の総和（例えば毎３０分間の電力使用量の総和）や、長期にわたる
電力使用量の総和（例えば一月あたりの積算電力使用量の総和）のいずれも考えられる。
なお、比較的短時間の電力使用量は、一般的に電気料金の定額部分の料金（基本料金）と
関連づけられており、長期にわたる電力使用量は基本料金に上乗せされる従量料金と関連
づけられていることが多い。例えば、毎３０分あたりの電力使用量が一定の閾値を超えた
場合は以降１年にわたる基本料金が値上がりするように取り決められている場合もある。
【００１５】
　また、総電力使用量の他に、各空調装置の識別ＩＤや各空調装置の設定温度や設定モー
ドなどの情報を合わせて取得する構成も可能である。これらの情報は、制御装置において
ＯＦＦ制御する空調装置を選択する際の判断データとして利用することが可能である。
【００１６】
　電力計から総電力使用量を取得するタイミングとしては、所定時間ごと（例えば１分ご
と）に取得する構成とすることが考えられる。なお、一の空調装置に対して一の電力計を
設置する必要は必ずしもなく、図２に示すように、複数の空調装置に対して一の電力計を
設置する構成が考えられる。この場合、当該一の電力計は各空調装置の電力使用量をそれ
ぞれ取得可能なように保持する構成とすることが考えられる。
【００１７】
　「目標デマンド値保持部」は、総電力使用量の目標値である目標デマンド値を保持する
機能を有する。目標デマンド値は制御装置の操作入力機器を介して編集可能な構成とする
ことも可能であるし、有線又は無線の通信回線を介して外部から編集可能な構成とするこ
とも可能である（実施例７にて詳述する）。
【００１８】
　「総電力使用量予測部」は、取得した総電力使用量から近い将来の総電力使用量を予測
する機能を有する。ここで、近い将来の総電力使用量とは、現在から所定時間先までの総
電力使用量（例えば現在から３０分後までの総電力使用量）の他に、過去のある時間から
所定時間先までの総電力使用量（例えば１７分前から１３分後までの正味３０分間の総電
力使用量）、未来のある時間から所定時間先までの総電力使用量（例えば１０分後から４
０分後までの正味３０分間の総電力使用量）等も含まれる。ここで、総電力使用量を予測
する方法としては、過去所定時間の電力使用のペースを平均化して所定時間先までの総電
力使用量を予測する方法や、最小二乗法を用いて一次又は二次関数等で近似して予測する
方法、時間帯ごとの電力使用量の履歴情報から電力使用の傾向を予測する方法等種々のも
のが考えられる。これらは所定のプログラム（例えば、最小二乗法を用いた予測プログラ
ム）やテーブル（例えば、時間帯や季節と電力使用量を関連づけたテーブル）を保持する
ことで実施可能である。
【００１９】
　なお、総電力使用量予測部によって予測を行うタイミングは操作入力装置による操作や
通信回線等を介した外部からの操作によって適宜設定可能な構成とすることも可能である
。例えば３０分単位の総電力使用量について予測する場合は、１５分経過時点での予測を
行うといった設定も可能である。
【００２０】
　「制御部」は、予測された近い将来の総電力使用量が目標デマンド値を超過する場合に
、全空調装置の中の一部の空調装置の室外機を所定時間ＯＦＦ制御して、対応する室内機
を温調なしの送風状態とする機能を有する。つまり、当該制御を行うことによって空調装
置は送風モードになり、夏は自然に室温がやや上がり、冬は自然に室温がやや下がること
になる。ＯＦＦ制御された空調装置の周りの人は送風モードの風や室温の変化等を肌で感
じることにより自然に省エネを体感することになり、さらに省エネ行動を起こす必要があ
るということを認識させることが可能になる。
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【００２１】
また、全空調装置の室外機をＯＦＦ制御するのではなく、一部の空調装置の室外機のみを
ＯＦＦ制御することで、ＯＦＦ制御されない空調装置に対する自発的な省エネ行動が要求
されることになり、結果として省エネ意識が高まることになる。例えば全空調装置の室外
機をＯＦＦ制御する構成とした場合、自発的に省エネ行動を取ろうとする意思が働きにく
いが、ＯＦＦ制御されるべき空調装置が存在すると省エネ行動を取ろうとする意思が働き
やすくなる。また、全空調装置について制御装置からの制御線を張り巡らせる必要性が必
ずしもなく、設備費用を抑えることも可能になる。
【００２２】
　「時間保持部」は、前記ＯＦＦ制御する所定時間を示す情報である所定時間情報を保持
する機能を有する。例えば、総電力使用量予測部による予測が目標デマンド値を超過する
と判断された場合は、当該判断時から５分間にわたってＯＦＦ制御を行うものとすること
が可能である。当該所定時間の情報は操作入力装置等による操作や通信回線を介した外部
からの入力に基づいて編集可能な構成とすることも可能である。
【００２３】
　ＯＦＦ制御する時間を一定時間に設定する構成とすることによって、ＯＦＦ制御された
空調装置の周りにいる人は制御装置に対して省エネ対策を完全に委ねることができず、必
然的に省エネ意識が高くなる。つまり、本実施例の制御装置は空調装置の総電力使用量が
目標デマンド値を超過しそうなことを送風モードによって認識させて人による省エネ行動
を要求し、空調装置の周りの人の省エネ意識を高めることが可能になる。
【００２４】
<制御装置の具体的な構成>
　図３は、上記制御装置の機能的な各構成要件をハードウェアとして実現した際の、構成
の一例を表す概略図である。この図を利用して、それぞれのハードウェア構成部の働きに
ついて説明する。
【００２５】
　この図にあるように、制御装置は、「ＣＰＵ」０３０１は、「記憶装置（記憶媒体））
」０３０２と、「メインメモリ」０３０３と、「ディスプレイ」０３０４と、「スピーカ
ー」０３０５と、「通信装置」０３０６と、「操作入力装置」０３０７とを備える。また
、制御装置は「インターフェイス装置」０３０８を備え、「電力計」０３０９及び「空調
装置」０３１０と電力信号や制御信号等の情報の送受信を行うことが可能である。上記の
構成は、「システムバス」０３１１のデータ通信経路によって相互に接続され、情報の送
受信や処理を行う。
【００２６】
　ＣＰＵは総電力使用量取得プログラムを読み出して、全空調装置の総電力使用量をイン
ターフェイスを介して電力計から取得する処理を行い、当該情報をメインメモリの所定の
アドレスに格納する。ここで、総電力使用量の取得は制御装置の内蔵クロック（図にて省
略）に基づいて１分間隔で取得する構成とすることが可能である。次に、ＣＰＵは総電力
使用量予測プログラムを読み出して、上記総電力使用量から所定時間先までの総電力使用
量を予測する処理を実行し、処理結果をメインメモリの所定のアドレスに格納する。具体
的な処理としては、３０分単位の総電力使用量を予測する場合は、１５分の時点において
過去１５分のデータに基づいて単位分あたりの総電力使用量を算出し、残り１５分の総電
力使用量を予測することが考えられる。次に記憶装置に保持されている目標デマンド値を
メインメモリの所定のアドレスに格納し、予測結果との大小の比較をする処理を実行し、
処理結果をメインメモリの所定のアドレスに格納する。
【００２７】
　ＣＰＵは制御プログラムを読み出して、上記の予測結果が目標デマンド値よりも大きい
との結果である場合は、全空調装置の中の一部の空調装置の室外機を所定時間ＯＦＦ制御
して、対応する室内機を温調なしの送風状態にするための処理を行う。具体的には、記憶
装置に保持されている所定時間情報をメインメモリの所定のアドレスに格納し、空調装置
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をＯＦＦ制御すべき時間を決定する。なお、ＯＦＦ制御されるべき空調装置をその都度選
択する構成とする場合は、各空調装置に対する制御線を配置することになるが、ＯＦＦ制
御されるべき空調装置を予め限定する場合は当該空調装置に対してのみ制御線を配置する
ことも可能である。
【００２８】
<処理の流れ>
　図４は、本実施例の省エネシステムを構成する制御装置の制御処理の流れの一例を示す
図である。同図の処理の流れは以下のステップからなる。最初にステップＳ０４０１では
、全空調装置の総電力使用量を電力計を介して取得する。次にステップＳ０４０２では、
取得した総電力使用量から近い将来の総電力使用量を予測する。次にステップＳ０４０３
では、予測された近い将来の総電力使用量が目標デマンド値を超過するか否か判断する。
ここでの判断が超過するとの判断である場合は、ステップＳ０４０４に移行する。ここで
の判断が超過していないとの判断である場合はステップＳ０４０１に戻る。ステップＳ０
４０４では、予測された近い将来の総電力使用量が目標デマンド値を超過する場合に、全
空調装置の中の一部の空調装置の室外機を所定時間ＯＦＦ制御して、対応する室内機を温
調なしの送風状態とする。
【００２９】
<効果>
　本実施例の省エネシステムにより、省エネ制御される空調装置の利用者は所定時間にわ
たり省エネモードを体感するが、当該制御は一部の空調装置に対するものであり、またそ
の制御も所定時間に限られているため、空調装置の利用者は制御装置に省エネ対策を任せ
ることができず、省エネ行動に対する意識が向上しやすくなる。
【実施例２】
【００３０】
<概要>
　本実施例の省エネシステムは、基本的に実施例１の省エネシステムと共通するが、省エ
ネモードを体感した後になお電力使用量が目標値を超過しそうな場合は、空調装置の利用
者に対して空調装置に対する省エネ操作を促すための報知をすることが可能であるため、
さらに省エネ意識を高めることが可能になる。
【００３１】
<構成>
　本実施例の「省エネシステム」は、実施例１の図１で示したように、室外機と室内機と
からなる複数の「空調装置」と、その複数台分の電力使用量を「電力計」を介して監視し
て一部の空調装置の室外機のＯＮ／ＯＦＦ動作を制御可能な「制御装置」とからなる。
【００３２】
　図５は、本実施例の制御装置の機能ブロックの一例を示す図である。この図にあるよう
に、本実施例の「制御装置」０５００は、「総電力使用量取得部」０５０１と「目標デマ
ンド値保持部」０５０２と「総電力使用量予測部」０５０３と「制御部」０５０４と「時
間保持部」０５０５と「報知部」０５０６を有する。基本的な構成は実施例１の図２で説
明した制御装置と共通するため、相違点である「報知部」について説明する。
【００３３】
　「報知部」は、所定時間のＯＦＦ制御が終了した後の一定の時間内に総電力使用量予測
部で予測された近い将来の総電力使用量が目標デマンド値を超過する場合に、空調装置の
利用者に対して空調装置に対する省エネ操作を促すための報知をする機能を有する。空調
装置に対する省エネ操作を促すための報知としては、例えば、省エネ行動を要請するため
の音声出力や表示出力、警告ランプ等、又はこれらを複数組み合わせることによって行う
ことが可能である。また、音声出力を行う場合は、周囲の騒がしさに応じて警告音の音量
を変更する音量自動調節手段を有する構成とすることも可能である。具体的には、ハード
ウェア装置として集音回路を設けて、周囲からの音の入力信号をデジタル処理し、周囲の
音の大きさに応じて報知音のボリュームを自動的に調整することになる。当該構成とする
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ことで、警告装置からの警告音が周囲の音に埋もれてしまう事態を防止できる。
【００３４】
　上記の報知を行う際に、省エネ行動の具体的内容を指示することも可能である。例えば
、所定数の空調装置について設定温度を一定温度下げる指示をディスプレイに表示したり
、音声出力したりすることが考えられる。また、各空調装置の周りにいる人の情報をスタ
ッフ情報保持部（記憶装置等）に保持し、省エネスタッフ選出部（省エネスタッフ選出プ
ログラム等）によって省エネ操作を行うべき人をランダムに選出する構成が考えられる。
【００３５】
　また、省エネ操作を行うべき人を選出して報知を行った後に実際に行われた操作を当該
選出された人の識別ＩＤと関連づけて保持しておく構成も可能である。当該構成とするこ
とにより、上記省エネスタッフ選出部によって次の機会に選出する際の判断データとして
用いることも可能である。例えば、ある人を選出して報知を行った後に省エネ操作が行わ
れた割合が少ない場合はその人を優先的に選出する構成も考えられる。また、省エネ操作
が行われた割合が多い順に省エネスタッフを選出する構成も同様に可能である。さらに、
省エネ行動を取るまでは指定されたスタッフの名前等を報知し続ける構成も可能である。
【００３６】
　上記のように、省エネ操作を行うべき人を制御装置によって明示的に選出することによ
り、選出された人は省エネ操作を行おうとする意思が否応なく働くことになり、自然と省
エネ意識も向上することになる。また、省エネスタッフ１人に対して複数台（例えば、５
台）の空調装置の省エネ操作を促すなど具体的な報知を行うことにより、省エネ効果をさ
らに上げることが可能になる。つまり、完全に制御装置によって制御を行うのではなく、
人の手による省エネ行動を要求することで省エネ意識を高め、より効果のある省エネ対策
となる。
【００３７】
<制御装置の具体的な構成>
　本実施例の省エネシステムを構成する制御装置のハードウェア構成は、基本的に図３を
用いて説明した実施例１の制御装置のハードウェア構成と共通する。ただし、本実施例の
制御装置は省エネ体感モードが終了した後になお空調装置の総電力使用量が目標値よりも
多くなると予測される場合は空調装置の利用者に対して省エネ操作を促すための報知をす
ることが可能である。
【００３８】
　ＣＰＵは報知プログラムを読み出して、総電力予測プログラムによる予測結果が目標デ
マンド値よりも大きいとの結果である場合は報知を行うための信号をディスプレイとスピ
ーカーにそれぞれ出力する。報知を行うための信号を受信したディスプレイは目標デマン
ド値を超過する可能性が高い旨を文字で表示したり、イラストによって表示したりする。
また、報知を行うための信号を受信したスピーカーは目標デマンド値を超過する可能性が
高い旨を音声出力する。
【００３９】
<処理の流れ>
　図６は、本実施例の省エネシステムを構成する制御装置の制御処理の流れの一例を示す
図である。同図の処理の流れは以下のステップからなる。最初にステップＳ０６０１では
、全空調装置の総電力使用量を電力計を介して取得する。次にステップＳ０６０２では、
取得した総電力使用量から近い将来の総電力使用量を予測する。次にステップＳ０６０３
では、予測された近い将来の総電力使用量が目標デマンド値を超過するか否か判断する。
ここでの判断が超過するとの判断である場合は、ステップＳ０６０４に移行する。ここで
の判断が超過していないとの判断である場合はステップＳ０６０１に戻る。ステップＳ０
６０４では、予測された近い将来の総電力使用量が目標デマンド値を超過する場合に、全
空調装置の中の一部の空調装置の室外機を所定時間ＯＦＦ制御して、対応する室内機を温
調なしの送風状態とする。次にステップＳ０６０５では、所定時間のＯＦＦ制御が終了し
た後の一定の時間内に近い将来の総電力使用量を予測する。次にステップＳ０６０６では
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、ステップＳ０６０５で予測された近い将来の総電力使用量が目標デマンド値を超過する
か否か判断する。ここでの判断が超過するとの判断である場合は、ステップＳ０６０７に
移行する。ここでの判断が超過しないとの判断である場合は、処理を終了する。ステップ
Ｓ０６０７では、空調装置の利用者に対して空調装置に対する省エネ操作を促すための報
知をする。
【００４０】
<効果>
　本実施例の省エネシステムにより、実施例１の効果に加えて、省エネモードを体感した
後になお空調装置の総電力使用量が目標値を超過しそうな場合は、空調装置の利用者に対
して省エネ操作を促すための報知をすることが可能である。
【実施例３】
【００４１】
<概要>
　本実施例の省エネシステムは、基本的に実施例１の省エネシステムと共通するが、室外
機をＯＦＦ制御している場合にその旨を表示出力することが可能であるため、空調装置の
利用者は送風モードによる風や室温の変化等で省エネモードを体感するだけでなく、省エ
ネモードに移行していることを視覚的に認識することが可能になり、より省エネ意識が高
まることになる。
【００４２】
<構成>
　図７は、本実施例の制御装置の機能ブロックの一例を示す図である。この図にあるよう
に、本実施例の「制御装置」０７００は、「総電力使用量取得部」０７０１と「目標デマ
ンド値保持部」０７０２と「総電力使用量予測部」０７０３と「制御部」０７０４と「時
間保持部」０７０５と「省エネ表示出力部」０７０６を有する。基本的な構成は実施例１
の図２で説明した制御装置と共通するため、相違点である「省エネ表示出力部」について
説明する。
【００４３】
　「省エネ表示出力部」は、前記制御部が室外機を前記ＯＦＦ制御していることを表示出
力する機能を有する。例えば、ディスプレイ上に「省エネ体感モード作動中、ご指定のエ
アコンを制御しています」といった表示をさせることが可能である。つまり、省エネ制御
をしていることを送風モードによって肌で体感させるだけでなく、視覚的に認識させるこ
とが可能になる。
【００４４】
　また、室外機をＯＦＦ制御していることを表示する他に、次に省エネ操作を行うべき人
の名前や省エネ操作の内容を表示する構成とすることも可能である。また、過去の省エネ
操作履歴を表示する構成も可能である。
【００４５】
<制御装置の具体的な構成>
　本実施例の省エネシステムを構成する制御装置のハードウェア構成は、基本的に図３を
用いて説明した実施例１の制御装置のハードウェア構成と共通する。ただし、本実施例の
制御装置は室外機をＯＦＦ制御している場合にその旨を表示することが可能である。
【００４６】
　ＣＰＵは省エネ表示出力プログラムを読み出して、室外機をＯＦＦ制御していることを
表示するための処理を実行する。具体的には、記憶装置に保持されている省エネ表示出力
情報をメインメモリの所定のアドレスに格納し、当該情報を表示出力するための制御命令
をディスプレイに対して出力する。ここで、省エネ表示出力には、ＯＦＦ制御を開始した
時間や終了する時間、経過した時間等を付加することも可能である。
【００４７】
<処理の流れ>
　本実施例の省エネシステムを構成する制御装置の制御処理の流れは基本的に図４を用い
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て説明した実施例１の処理の流れと同様である。ただし、本実施例の省エネシステムでは
、制御装置が室外機をＯＦＦ制御している際にその旨を表示する処理を行うことを特徴と
する。
【００４８】
<効果>
　本実施例の省エネシステムにより、実施例１の効果に加えて、一部の空調装置が送風状
態になっていることを空調装置の利用者が肌で感じるだけでなく、視覚的にも認識可能に
なるため、省エネ意識をさらに高めることが可能になる。
【実施例４】
【００４９】
<概要>
　本実施例の省エネシステムは、基本的に実施例１の省エネシステムと共通するが、室外
機をＯＦＦ制御している場合にその旨を音声出力することが可能であるため、一部の空調
装置の利用者は送風状態になっていることを肌で感じるだけでなく、聴覚的にも認識可能
になるため、省エネ意識をさらに高めることが可能になる。
【００５０】
<構成>
　図８は、本実施例の制御装置の機能ブロックの一例を示す図である。この図にあるよう
に、本実施例の「制御装置」０８００は、「総電力使用量取得部」０８０１と「目標デマ
ンド値保持部」０８０２と「総電力使用量予測部」０８０３と「制御部」０８０４と「時
間保持部」０８０５と「省エネ音声出力部」０８０６を有する。基本的な構成は実施例１
の図２で説明した制御装置と共通するため、相違点である「省エネ音声出力部」について
説明する。
【００５１】
　「省エネ音声出力部」は、前記制御部が室外機を前記ＯＦＦ制御していることを音声出
力する機能を有する。例えば、スピーカーから「省エネ体感モード作動中、ご指定のエア
コンを制御しています」といった音声を出力することも考えられる。当該構成とすること
により、スタッフは省エネ活動をしていることを自覚し、さらなる省エネ行動を取ろうと
する意識が高くなる。また、室外機をＯＦＦ制御していることを音声出力する他に、次に
省エネ操作を行うべき人の名前や省エネ操作の内容を音声出力することも可能である。　
【００５２】
<制御装置の具体的な構成>
　本実施例の省エネシステムを構成する制御装置のハードウェア構成は、基本的に図３を
用いて説明した実施例１の制御装置のハードウェア構成と共通する。ただし、本実施例の
制御装置は室外機をＯＦＦ制御している場合にその旨を音声出力することが可能である。
【００５３】
　ＣＰＵは省エネ音声出力プログラムを読み出して、室外機をＯＦＦ制御していることを
音声出力するための処理を実行する。具体的には、記憶装置に保持されている省エネ音声
出力情報をメインメモリの所定のアドレスに格納し、当該情報を音声出力するための制御
命令をスピーカーに対して出力する。
【００５４】
<処理の流れ>
　本実施例の省エネシステムを構成する制御装置の制御処理の流れは基本的に図４を用い
て説明した実施例１の処理の流れと同様である。ただし、本実施例の省エネシステムでは
、制御装置が室外機をＯＦＦ制御している際にその旨を音声出力する処理を行うことを特
徴とする。
【００５５】
<効果>
　本実施例の省エネシステムにより、実施例１の効果に加えて、一部の空調装置が送風状
態になっていることを空調装置の利用者が肌で感じるだけでなく、聴覚的にも認識可能に
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なるため、省エネ意識をさらに高めることが可能になる。
【実施例５】
【００５６】
<概要>
　本実施例の省エネシステムは、基本的に実施例１の省エネシステムと共通するが、ＯＦ
Ｆ制御すべき空調装置を最も過去にＯＦＦ制御された順に選択していくことが可能である
。これにより、各空調装置の利用者は平等に省エネモードを体感することが可能になり、
省エネ意識を共有することが可能になる。
【００５７】
<構成>
　図９は、本実施例の制御装置の機能ブロックの一例を示す図である。この図にあるよう
に、本実施例の「制御装置」０９００は、「総電力使用量取得部」０９０１と「目標デマ
ンド値保持部」０９０２と「総電力使用量予測部」０９０３と「制御部」０９０４と「時
間保持部」０９０５と「省エネ制御履歴保持部」０９０６を有し、制御部は「履歴順選択
手段」０９０７を有する。基本的な構成は実施例１の図２で説明した制御装置と共通する
ため、相違点である「省エネ制御履歴保持部」と「履歴順選択手段」について説明する。
【００５８】
　「省エネ制御履歴保持部」は、前記制御部による空調装置ごとの前記ＯＦＦ制御の履歴
を保持する機能を有する。省エネ制御履歴としては、ＯＦＦ制御を行った日時や経過時間
、ＯＦＦ制御を行った空調装置の他にＯＦＦ制御した際の室内又は外気の温度や湿度等の
情報を含めることも可能である。具体的な例としては、図１０に示すようなものが考えら
れる。この図の例では、制御部によってＯＦＦ制御された日時とＯＦＦ制御された空調装
置が関連付けられている。他の例としては、空調装置ごとに図１１に示すような制御履歴
を保持する構成も同様に可能である。これらの制御履歴に加えてＯＦＦ制御した際の外気
温や湿度の情報等を付加する構成も可能である。
【００５９】
　「履歴順選択手段」は、前記制御部は前記全空調装置の中から前記ＯＦＦ制御する空調
装置を前記省エネ制御履歴のうち最も過去にＯＦＦ制御された順に選択していく機能を有
する。上記の例では、現時点で最も過去にＯＦＦ制御された空調装置は空調装置Ｃ、Ｆで
あることから当該空調装置を次にＯＦＦ制御すべき２つの空調装置として選択することに
なる。なお、選択する空調装置が１つの場合や他の数の場合も同様に最も過去にＯＦＦ制
御された空調装置の順に選択していくことになる。当該構成とすることにより、各空調装
置の利用者は順番に省エネモードを体感することになり、省エネ意識を共有することが可
能になる。
【００６０】
<制御装置の具体的な構成>
　本実施例の省エネシステムを構成する制御装置のハードウェア構成は、基本的に図３を
用いて説明した実施例１の制御装置のハードウェア構成と共通する。ただし、本実施例の
制御装置は空調装置ごとのＯＦＦ制御の履歴を保持し、空調装置のうち最も過去にＯＦＦ
制御された順に新たにＯＦＦ制御すべき空調装置を選択することが可能である。
【００６１】
　ＣＰＵは制御プログラムを読み出して、総電力使用量予測プログラムによる予測結果が
目標デマンド値よりも大きいとの結果である場合は、記憶装置に保持されている省エネ制
御履歴をメインメモリの所定のアドレスに読み出して、最も過去にＯＦＦ制御された空調
装置を選出するための処理を行う。具体的には、各空調装置について最も直近のＯＦＦ制
御の日時を抽出し、抽出された日時を比較して最も過去にＯＦＦ制御された空調装置を決
定する処理を行う。次にＣＰＵは、上記処理によって決定された最も過去にＯＦＦ制御さ
れた空調装置を新たにＯＦＦ制御すべき空調装置として選択する処理を行い、処理結果を
メインメモリの所定のアドレスに格納する。当該処理はＯＦＦ制御する必要性が生じた時
点で行うことも可能であるし、必要性が生じる前に予め行っておくことも可能である。次
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にＣＰＵは選択された空調装置の室外機を所定時間ＯＦＦ制御して、対応する室内機を温
調なしの送風状態にするための処理を行う。
【００６２】
<処理の流れ>
　図１２は、本実施例の省エネシステムを構成する制御装置の制御処理の流れの一例を示
す図である。同図の処理の流れは以下のステップからなる。最初にステップＳ１２０１で
は、全空調装置の総電力使用量を電力計を介して取得する。次にステップＳ１２０２では
、取得した総電力使用量から近い将来の総電力使用量を予測する。次にステップＳ１２０
３では、予測された近い将来の総電力使用量が目標デマンド値を超過するか否か判断する
。ここでの判断が超過するとの判断である場合は、ステップＳ１２０４に移行する。ここ
での判断が超過していないとの判断である場合はステップＳ１２０１に戻る。ステップＳ
１２０４では、予測された近い将来の総電力使用量が目標デマンド値を超過する場合に、
省エネ制御履歴のうち最も過去にＯＦＦ制御された空調装置の順にＯＦＦ制御する空調装
置を選択する。次にステップＳ１２０５では、ステップＳ１２０４で選択された空調装置
の室外機を所定時間ＯＦＦ制御して、対応する室内機を温調なしの送風状態とする。
【００６３】
<効果>
　本実施例の省エネシステムにより、実施例１の効果に加えて、空調装置の中から新たに
ＯＦＦ制御すべき空調装置を最も過去にＯＦＦ制御された順に選択していくため、各空調
装置の利用者は平等に省エネモードを体感することになり、省エネ意識を共有することが
可能になる。
【実施例６】
【００６４】
<概要>
　本実施例の省エネシステムは、基本的に実施例１の省エネシステムと共通するが、全空
調装置の中からＯＦＦ制御する制御装置を電力使用量の多い順に選択していくことが可能
である。これにより、電力使用量の多い空調装置の利用者について重点的に省エネモード
を体感させることが可能になり、省エネ意識の底上げをすることが可能になる。
【００６５】
<構成>
　図１３は、本実施例の制御装置の機能ブロックの一例を示す図である。この図にあるよ
うに、本実施例の「制御装置」１３００は、「総電力使用量取得部」１３０１と「目標デ
マンド値保持部」１３０２と「総電力使用量予測部」１３０３と「制御部」１３０４と「
時間保持部」１３０５を有し、制御部は「使用量順選択手段」１３０６を有する。基本的
な構成は実施例１の図２で説明した制御装置と共通するため、相違点である「使用量順選
択手段」について説明する。
【００６６】
　「使用量順選択手段」は、前記制御部は前記全空調装置の中から前記ＯＦＦ制御する空
調装置を電力使用量の多い順に選択していく機能を有する。ここで、電力使用量としては
、例えば過去１５分間の電力使用量とすることも可能であるし、過去１ヶ月間や一年間の
電力使用量とすることも可能であり、その時間範囲は適宜設定可能である。これらの電力
使用量の情報は記憶装置に保持しておくことが考えられる。上記構成とすることにより、
電力使用量の多い空調装置の利用者は省エネモードを多く経験することになり、電力使用
量を抑えようとする省エネ意識が向上することになる。
【００６７】
<制御装置の具体的な構成>
　本実施例の省エネシステムを構成する制御装置のハードウェア構成は、基本的に図３を
用いて説明した実施例１の制御装置のハードウェア構成と共通する。ただし、本実施例の
制御装置は全空調装置の中からＯＦＦ制御する空調装置を電力使用量の多い順に選択して
いくことが可能である。
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【００６８】
　ＣＰＵは制御プログラムを読み出して、総電力使用量予測プログラムによる予測結果が
目標デマンド値よりも大きいとの結果である場合は、電力計を介して取得された各空調装
置について過去所定時間にわたる電力使用量を算出する処理を行い、処理結果をメインメ
モリの所定のアドレスに格納する。次にＣＰＵは、上記処理結果から過去所定時間あたり
の電力使用量が多い空調装置の順に新たにＯＦＦ制御すべき空調装置として選択する処理
を行い、処理結果をメインメモリの所定のアドレスに格納する。次にＣＰＵは選択された
空調装置の室外機を所定時間ＯＦＦ制御して、対応する室内機を温調なしの送風状態にす
るための処理を行う。
【００６９】
<処理の流れ>
　図１４は、本実施例の省エネシステムを構成する制御装置の制御処理の流れの一例を示
す図である。同図の処理の流れは以下のステップからなる。最初にステップＳ１４０１で
は、全空調装置の総電力使用量を電力計を介して取得する。次にステップＳ１４０２では
、取得した総電力使用量から近い将来の総電力使用量を予測する。次にステップＳ１４０
３では、予測された近い将来の総電力使用量が目標デマンド値を超過するか否か判断する
。ここでの判断が超過するとの判断である場合は、ステップＳ１４０４に移行する。ここ
での判断が超過していないとの判断である場合はステップＳ０１に戻る。ステップＳ１４
０４では、予測された近い将来の総電力使用量が目標デマンド値を超過する場合に、電力
使用量の多い順にＯＦＦ制御する空調装置を選択する。次にステップＳ１４０５では、ス
テップＳ１４０４で選択された空調装置の室外機を所定時間ＯＦＦ制御して、対応する室
内機を温調なしの送風状態とする。
【００７０】
<効果>
　本実施例の省エネシステムにより、実施例１の効果に加えて、制御装置が新たにＯＦＦ
制御する空調装置を電力使用量の多い順に選択していくことが可能であり、電力使用量の
多い空調装置の利用者の省エネ意識の底上げを行うことが可能になる。
【実施例７】
【００７１】
<概要>
　本実施例の省エネシステムは、基本的に実施例１の省エネシステムと共通するが、全空
調装置の中からＯＦＦ制御する空調装置を操作履歴のうち省エネ操作を受け付けた割合が
少ない順に選択していくことが可能である。これにより、各空調装置の利用者は省エネ操
作を行おうとする意識が向上することになる。
【００７２】
<構成>
　図１５は、本実施例の制御装置の機能ブロックの一例を示す図である。この図にあるよ
うに、本実施例の「制御装置」１５００は、「総電力使用量取得部」１５０１と「目標デ
マンド値保持部」１５０２と「総電力使用量予測部」１５０３と「制御部」１５０４と「
時間保持部」１５０５と「操作履歴保持部」１５０６を有し、制御部は「逆省エネ順選択
手段」１５０７を有する。基本的な構成は実施例１の図２で説明した制御装置と共通する
ため、相違点である「操作履歴保持部」と「逆省エネ順選択手段」について説明する。
【００７３】
　「操作履歴保持部」は、空調装置ごとの操作履歴を保持する機能を有する。操作履歴と
しては各操作が行われた日時や行われた操作の内容、空調装置のモード設定（冷房設定、
暖房設定、送風設定等）の情報の他に、各操作が省エネ操作に該当するか否かの情報や室
内又は外気の温度や湿度の情報を含めることも可能である。具体的な操作履歴としては例
えば図１６のようなものが考えられる。この図の例では、一の空調装置について一の操作
履歴を保持する構成としているが、複数の空調装置の操作履歴を各空調装置の操作履歴を
識別可能なように一のテーブルデータで保持する構成も可能である。　
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【００７４】
　「逆省エネ順選択手段」は、前記全空調装置の中から前記ＯＦＦ制御する空調装置を前
記操作履歴のうち省エネ操作を受け付けた割合が少ない順に選択していく機能を有する。
ここで省エネ操作としては、空調装置の消費電力を抑えるための操作であるといえるが、
詳細は適宜以下に述べる判断テーブル等を用いて定義することが可能である。
【００７５】
　各操作が省エネ操作であるか否かの判断処理は各操作が行われた段階で行って操作履歴
として保持する構成も可能である。当該判断処理は図１７のような判断テーブルに基づい
て行うことが考えられる。この図の例では、冷房モードで使用している場合は設定温度を
一定温度（例えば２７度）よりも上にする操作や送風モードに設定する操作などが省エネ
操作に該当し、暖房モードで使用している場合は設定温度を一定温度（例えば２０度）よ
りも下にする操作等などが省エネ操作に該当するものとしている。当該テーブルは入力操
作機器を介して操作入力や通信回線を介した外部からの制御命令によって適宜編集可能な
構成とすることも可能である。
【００７６】
　また、操作履歴のうち省エネ操作を受け付けた割合を算出する処理は空調装置をＯＦＦ
制御する必要性が生じた際に行うことも可能であるが、空調装置ごとに一定数の操作を受
け付けた際に行うことも可能である。これらの算出結果を操作履歴として保持することも
考えられる。なお、当該割合を算出する際に、過去の操作履歴のうちどの範囲の履歴を用
いるかについては適宜設定可能である。例えば、過去３０日の操作履歴に基づいて省エネ
操作の割合を算出することも可能であるし、過去１週間の操作履歴に基づいて算出するこ
とも可能である。
【００７７】
<制御装置の具体的な構成>
　本実施例の省エネシステムを構成する制御装置のハードウェア構成は、基本的に図３を
用いて説明した実施例１の制御装置のハードウェア構成と共通する。ただし、本実施例の
制御装置は空調装置ごとの操作履歴を保持し、全空調装置の中からＯＦＦ制御する空調装
置を操作履歴のうち省エネ操作を受け付けた割合が少ない順に選択していくことが可能で
ある。
【００７８】
　ＣＰＵは制御プログラムを読み出して、総電力使用量予測プログラムによる予測結果が
目標デマンド値よりも大きいとの結果である場合は、記憶装置に保持されている操作履歴
をメインメモリの所定のアドレスに読み出して、操作履歴のうち省エネ操作を受け付けた
割合が少ない順に空調装置を選択する処理を行う。次にＣＰＵは選択された空調装置の室
外機を所定時間ＯＦＦ制御して、対応する室内機を温調なしの送風状態にするための処理
を行う。
【００７９】
<処理の流れ>
　図１８は、本実施例の省エネシステムを構成する制御装置の制御処理の流れの一例を示
す図である。同図の処理の流れは以下のステップからなる。最初にステップＳ１８０１で
は、全空調装置の総電力使用量を電力計を介して取得する。次にステップＳ１８０２では
、取得した総電力使用量から近い将来の総電力使用量を予測する。次にステップＳ１８０
３では、予測された近い将来の総電力使用量が目標デマンド値を超過するか否か判断する
。ここでの判断が超過するとの判断である場合は、ステップＳ１８０４に移行する。ここ
での判断が超過していないとの判断である場合はステップＳ１８０１に戻る。ステップＳ
１８０４では、予測された近い将来の総電力使用量が目標デマンド値を超過する場合に、
操作履歴のうち省エネ操作を受け付けた割合が少ない順にＯＦＦ制御する空調装置を選択
する。次にステップＳ１８０５では、ステップＳ１８０４で選択された空調装置の室外機
を所定時間ＯＦＦ制御して、対応する室内機を温調なしの送風状態とする。
【００８０】



(15) JP 4442915 B1 2010.3.31

10

20

30

40

50

<効果>
　本実施例の省エネシステムにより、実施例１の効果に加えて、操作履歴のうち省エネ操
作を受け付けた割合が少ない順にＯＦＦ制御する空調装置を選択することが可能であるた
め、当該空調装置のまわりのスタッフの省エネ意識を向上させることが可能になり、結果
として総電力使用量を抑えることが可能になる。
【実施例８】
【００８１】
<概要>
　本実施例の省エネシステムは、基本的に実施例１の省エネシステムと共通するが、制御
装置の目標デマンド値をセンター装置の遠隔操作により変更することが可能である。これ
により、センター装置から目標デマンド値を下げて省エネモードに移行させやすくするこ
とができ、結果として空調装置の利用者の省エネ意識を向上させることが可能になる。
【００８２】
　図１９は、本実施例の省エネシステムの機能ブロックの一例を示す図である。この図に
あるように、本実施例の「省エネシステム」１９００は、室外機と室内機とからなる複数
の「空調装置」１９０１（Ａ～Ｄ）と、その複数台分の電力使用量を「電力計」１９０２
を介して監視して一部の空調装置の室外機のＯＮ／ＯＦＦ動作を制御可能な「制御装置」
１９０３と、制御装置の目標デマンド値を遠隔操作により変更することが可能な「センタ
ー装置」１９０４とからなる。
【００８３】
<センター装置の構成>
　図２０は、本実施例のセンター装置の機能ブロックの一例を示す図である。この図にあ
るように、本実施例の「センター装置」２０００は、「センター装置通信部」２００１と
「変更情報取得部」２００２と「制御命令出力部」２００３とを有する。
【００８４】
　「センター装置通信部」は、制御装置とデータの送受信を行うことが可能な機能を有す
る。例えば、制御装置から各空調装置の電力使用量の情報を受信したり、制御装置に保持
されている目標デマンド値を変更するための制御命令を送信したりする機能を有する。ま
た、センター装置が複数の制御装置と接続されている場合は、各制御装置に対してデータ
の送受信を行うことも可能である。なお、通信方法は有線通信又は無線通信のいずれであ
ってもよく、制御装置通信部に対応するものを用いる。
【００８５】
　「変更情報取得部」は、制御装置の目標デマンド値保持部に保持されている目標デマン
ド値の変更必要性を示す変更情報を取得する機能を有する。変更情報を取得する方法とし
ては、例えば操作入力装置を介して変更情報に関する操作入力を受け付ける方法が考えら
れる。具体的な状況としては、制御装置が設置された領域における電力需要が多くなると
見込まれる場合において制御装置の目標デマンド値を下げる操作入力を受け付けることが
考えられる。また、複数の制御装置とセンター装置が接続されている場合は、当該複数の
制御装置に関する目標デマンド値の入力を受け付ける構成も可能である。これにより、複
数の制御装置が設置された地域の省エネ意識を包括的に向上させることも可能になる。
【００８６】
　また、変更情報を取得する他の方法としては、判断基準が満たされた際にセンター装置
で変更情報を生成する方法も考えられる。例えば、センター装置が所定の地域に設置され
た複数の制御装置から電力使用に関する情報を取得して、当該地域の総電力使用量が所定
の閾値を超過すると予測される場合は、各制御装置の目標デマンド値を下げるための変更
情報を生成するといったことが考えられる。なお、制御装置において変更情報を生成する
ための処理を行い、センター装置に送信する構成も同様に考えられる。
【００８７】
　「制御命令出力部」は、取得された変更情報に応じて制御装置の目標デマンド値を変更
するための制御命令をセンター装置通信部を介して出力する機能を有する。制御命令を出
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力するタイミングとしては、制御装置について目標デマンド値を変更することが必要であ
ると判断された時点で出力することも可能であるし、予め決められた日時に出力すること
も可能である。
【００８８】
<制御装置の構成>
　図２１は、本実施例の制御装置の機能ブロックの一例を示す図である。この図にあるよ
うに、本実施例の「制御装置」２１００は、「総電力使用量取得部」２１０１と「目標デ
マンド値保持部」２１０２と「総電力使用量予測部」２１０３と「制御部」２１０４と「
時間保持部」２１０５と「制御装置通信部」２１０６と「目標デマンド値変更部」２１０
７とを有する。基本的な構成は実施例１の図２で説明した制御装置と共通するため、相違
点である「制御装置通信部」と「目標デマンド値変更部」について説明する。
【００８９】
　「制御装置通信部」は、センター装置とデータの送受信を行うことが可能な機能を有す
る。例えば、電力計から取得する電力使用情報をセンター装置に送信することや、センタ
ー装置からの制御命令を受信することが可能である。なお、通信方法は有線通信又は無線
通信のいずれであってもよい。
【００９０】
　また、制御装置通信部はセンター装置の他に携帯電話やパソコン等と通信可能な機能を
有していてもよい。例えば、総電力使用量に関する予測値が目標デマンド値を超過したと
きに携帯電話等に報知メールを配信するためのメール自動生成部を別途設け、生成された
メールを記憶装置等に保持されたメールアドレステーブルを参照して、メールサーバーに
メールを送信する、といった構成も考えられる。
【００９１】
　「目標デマンド値変更部」は、センター装置からの制御命令に基づいて目標デマンド値
を変更する機能を有する。ここで、センター装置から制御命令を受信した場合には、目標
デマンド値が変更されたことを表示出力又は音声出力、警告ランプの出力をすることも可
能であるし、目標デマンド値の一定期間（例えば過去一年）の値の変化が分かるように表
示出力をすることも可能である。
【００９２】
<センター装置の具体的な構成>
　図２２は、上記センター装置の機能的な各構成要件をハードウェアとして実現した際の
、構成の一例を表す概略図である。この図を利用して、それぞれのハードウェア構成部の
働きについて説明する。
【００９３】
　この図にあるように、センター装置は、「ＣＰＵ」２２０１は、「記憶装置（記憶媒体
））」２２０２と、「メインメモリ」２２０３と、「ディスプレイ」２２０４と、「通信
装置」２２０５と、「操作入力装置」２２０６とを備える。上記の構成は、「システムバ
ス」２２０７のデータ通信経路によって相互に接続され、情報の送受信や処理を行う。
【００９４】
　ＣＰＵは変更情報取得プログラムを読み出して、制御装置の目標デマンド値を変更する
ための操作入力を受け付けたか否か判断するための処理を行い、処理結果をメインメモリ
の所定のアドレスに格納する。
【００９５】
　次にＣＰＵは制御命令出力プログラムを読み出して、変更情報取得プログラムの処理結
果を利用して制御装置に保持されている目標デマンド値を変更するための変更制御命令を
通信装置を介して制御装置に送信する。
【００９６】
<制御装置の具体的な構成>
　本実施例の省エネシステムを構成する制御装置のハードウェア構成は、基本的に図３を
用いて説明した実施例１の制御装置のハードウェア構成と共通する。ただし、本実施例の
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制御装置は、センター装置からの制御命令に基づいて目標デマンド値を変更することが可
能である。
【００９７】
　ＣＰＵは遠隔制御プログラムを読み出しておき、通信装置を介してセンター装置から目
標デマンド値を変更するための制御命令を受信した場合は、記憶装置に保持されている目
標デマンド値を新たな目標デマンド値に書き換えるための処理を実行する。
【００９８】
<処理の流れ>
　図２３は、本実施例の省エネシステムを構成する制御装置及びセンター装置の目標デマ
ンド値の変更に関する処理の流れの一例を示す図である。同図の処理の流れは以下のステ
ップからなる。まず、ステップＳ２３０１では、制御装置の目標デマンド値保持部に保持
されている目標デマンド値の変更必要性を示す変更情報をセンター装置が取得する。次に
ステップＳ２３０２では、取得された変更情報に応じて制御装置の目標デマンド値を変更
するための制御命令をセンター装置がセンター装置通信部を介して出力する。ステップＳ
２３０３では、センター装置からの制御命令に基づいて制御装置が目標デマンド値を変更
するその他の処理を制御装置は行うことが可能であるが、実施例１の図で説明した処理の
流れと共通するため、説明は省略する。
【００９９】
<効果>
　本実施例の省エネシステムにより、実施例１の効果に加えて、制御装置の目標デマンド
値をセンター装置の遠隔操作により変更可能であるため、目標デマンド値を下げて省エネ
モードに移行させやすくすることができ、空調装置の利用者の省エネ意識の向上させるこ
とが可能になる。
【符号の説明】
【０１００】
０１００　省エネシステム
０１０１　空調装置
０１０２　電力計
０１０３　制御装置
０２００　制御装置
０２０１　総電力使用量取得部
０２０２　目標デマンド値保持部
０２０３　制御部
０２０４　総電力使用量予測部
０２０５　時間保持部
２１００　センター装置
２１０１　センター装置通信部
２１０２　変更情報取得部
２１０３　制御命令出力部
【要約】
【課題】従来の制御装置では、制御装置の利用者は省エネ制御を現在行っているか否かと
いったことについて意識が向きにくく、省エネ行動に対する意識を向上させることが難し
かった。
【解決手段】本実施例の省エネシステムにおいては、複数の空調装置の総電力使用量が目
標値を超過しそうになった場合、一部の空調装置について所定時間にわたり省エネ制御す
ることが可能である。当該構成とすることによって、省エネ制御される空調装置の利用者
は所定時間にわたり省エネモードを体感するが、制御装置に省エネ対策を任せることがで
きず、省エネ行動に対する意識が向上しやすくなる。また、省エネ操作を行うべき人を明
示的に選出することにより、選出された人は省エネ操作を行おうとする意思が否応なく働
くことになり、自然と省エネ意識も向上することになる。
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