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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の吹き出し口（２１ａ～２１ｄ）を介して空調対象空間（ＲＡ）に空調空気を供給
する空調部（２ａ～２ｄ）と、
　複数の空調対象ゾーン（ｚｏ１１～ｚｏ４４）を含む前記空調対象空間（ＲＡ）のレイ
アウト画面（ｐ１）を表示すると共に、前記レイアウト画面（ｐ１）における前記空調対
象ゾーン（ｚｏ１１～ｚｏ４４）を選択可能に表示する表示部（３２）と、
　前記表示部（３２）に表示された前記レイアウト画面（ｐ１）上から、前記空調部（２
ａ～２ｄ）による空調空気の供給を要する前記空調対象ゾーン（ｚｏ１１～ｚｏ４４）ま
たは空調空気の供給を要さない前記空調対象ゾーン（ｚｏ１１～ｚｏ４４）の選択を受け
付ける受付部（３２）と、
　前記受付部（３２）により受け付けられた前記空調対象ゾーン（ｚｏ１１～ｚｏ４４）
の選択結果に基づいて、各前記吹き出し口（２１ａ～２１ｄ）から吹き出される空調空気
の風向きを含む風向パターンを決定する決定部（３５ａ）と、
　前記決定部（３５ａ）により決定された前記風向パターンに基づいて前記空調部（２ａ
～２ｄ）を制御する制御部（３５ｂ）と、
を備え、
　前記空調部は、複数の空調モードを有し、
　前記受付部は、任意の前記空調対象ゾーンに対し、相互排他的な前記空調モードの組み
合わせを除く複数の前記空調モードの選択を受け付けることが更に可能であって、
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　前記決定部は、前記受付部が任意の前記空調対象ゾーンに対して複数の前記空調モード
の選択を受け付けた場合、各前記空調モードの所定の優先順位に従って、選択された各前
記空調モードに基づく前記風向パターンを決定していく、
空調システム（１）。
【請求項２】
　前記空調部（２ａ～２ｄ）は、前記空調対象空間（ＲＡ）に配置されており、
　前記レイアウト画面（ｐ１）には、前記空調対象空間（ＲＡ）における前記空調部（２
ａ～２ｄ）の設置位置と共に、前記空調部（２ａ～２ｄ）から供給される空調空気の風向
き及び風量を１つのアイコンとして示す気流イメージ（ｉｍ１，ｉｍ２・・・）が表示さ
れている、
請求項１に記載の空調システム（１）。
【請求項３】
　前記受付部は、決定された前記風向パターンにおける風向きの変更を更に受け付けるこ
とが可能である、
請求項１または２に記載の空調システム（１）。
【請求項４】
　前記レイアウト画面（ｐ１）には、空調空気の供給を要さない前記空調対象ゾーン（ｚ
ｏ１１～ｚｏ４４）と空調空気の供給を要する前記空調対象ゾーン（ｚｏ１１～ｚｏ４４
）とが区別可能に表示される、
請求項１～３のいずれかに記載の空調システム（１）。
【請求項５】
　前記受付部（３２）は、前記空調対象空間（ＲＡ）のうち少なくとも１つの前記空調対
象ゾーン（ｚｏ１１～ｚｏ４４）について旋回気流を形成する旋回気流モード、及び前記
旋回気流を形成しない通常気流モードのいずれかを更に受け付け可能であって、
　前記決定部（３５ａ）は、前記受付部（３２）により受け付けられた前記旋回気流モー
ドまたは前記通常気流モードに基づいて、更に前記風向パターンを決定する、
請求項１～４のいずれかに記載の空調システム（１）。
【請求項６】
　前記決定部（３５ａ）は、前記受付部（３２）が空調空気の供給を要さない前記空調対
象ゾーン（ｚｏ１１～ｚｏ４４）の選択を受け付けた場合、このゾーンと空調空気の供給
を要する前記空調対象ゾーン（ｚｏ１１～ｚｏ４４）との間を空調空気が出入りしないよ
うな風向きを含む前記風向パターンを決定する、
請求項１～５のいずれかに記載の空調システム（１）。
【請求項７】
　前記受付部（３２）は、空調空気の供給を要する前記空調対象ゾーン（ｚｏ１１～ｚｏ
４４）への空調空気の風量の設定を更に受け付け可能であって、
　前記決定部（３５ａ）は、前記受付部（３２）が受け付けた空調空気の前記風量の設定
に基づいて、更に前記風向パターンを決定する、
請求項１～６のいずれかに記載の空調システム（１）。
【請求項８】
　前記決定部（３５ａ）は、
　前記受付部（３２）が空調空気の供給を要する前記空調対象ゾーン（ｚｏ１１～ｚｏ４
４）の選択を受け付けた場合、選択された前記空調対象ゾーン（ｚｏ１１～ｚｏ４４）の
位置情報に基づいて、このゾーンに空調空気を供給可能な前記空調部（２ａ～２ｄ）を判
断し、
　判断した前記空調部（２ａ～２ｄ）について前記風向パターンを決定する、請求項１～
７のいずれかに記載の空調システム（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、空調システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、飲食店等の店舗や事務所等の比較的広い空間には、空調システムが備えられ
ている。空調システムには、複数の室内機の各吹き出し口から均等に空調空気を吹き出さ
せて空調を行うものや、単に空調空気を吹き出させるだけではなく空調対象空間について
気流制御を行うものがある。気流制御を行う空調システムとしては、例えば特許文献１（
特許第３８０７３０５号公報）に開示されているように、赤外線センサを用いてユーザの
位置に対応する高輻射温度部位を検知し、この検知結果に基づいて気流制御を行うものが
知られている。この空調システムによると、例えば室内機の各吹き出し口から均等に吹き
出されていた空調空気は、検知された高輻射温度部位によっていずれかの吹き出し口から
局所的に吹き出されるようになる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、特許文献１以外の気流制御を行う空調システムとしては、赤外線センサ等を
用いず、空調コントローラからの指示に基づいて複数の室内機の各吹き出し口からの空調
空気の風向きを変更することで、気流制御を行うものが知られている。つまり、この空調
システムでは、ユーザが各室内機の風向きを室内機毎に個別に設定することで、各室内機
における空調空気の風向きが変更される。しかしながら、一般的に、このような設定は、
少数のキーを用いて行われることが多い。例えば、ユーザは、１つのキーを複数回押下す
ることで所望の室内機や吹き出し口を選択したり、風向きを選択したりする。従って、設
定の手法が複雑であり、ユーザの手間がかかってしまう。
【０００４】
　そこで、本発明は、各室内機の風向き等の設定における操作性が向上した空調システム
の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　発明１に係る空調システムは、空調部と、表示部と、受付部と、決定部と、制御部とを
備える。空調部は、複数の吹き出し口を介して空調対象空間に空調空気を供給する。表示
部は、複数の空調対象ゾーンを含む空調対象空間のレイアウト画面を表示すると共に、レ
イアウト画面における空調対象ゾーンを選択可能に表示する。受付部は、表示部に表示さ
れたレイアウト画面上から、空調部による空調空気の供給を要する空調対象ゾーン、また
は空調空気の供給を要さない空調対象ゾーンの選択を受け付ける。決定部は、受付部によ
り受け付けられた空調対象ゾーンの選択結果に基づいて、風向パターンを決定する。風向
パターンは、各吹き出し口から吹き出される空調空気の風向きを含む。制御部は、決定部
により決定された風向パターンに基づいて、空調部を制御する。そして、空調部は、複数
の空調モードを有する。受付部は、任意の空調対象ゾーンに対し、相互排他的な空調モー
ドの組み合わせを除く複数の空調モードの選択を受け付けることが更に可能である。決定
部は、受付部が任意の空調対象ゾーンに対して複数の空調モードの選択を受け付けた場合
、各空調モードの所定の優先順位に従って、選択された各空調モードに基づく風向パター
ンを決定していく。
【０００６】
　ここで、空調対象ゾーンは、例えば空調対象空間内におけるテーブルや椅子の配置位置
に基づいて定義される。この空調システムによると、表示部上には、複数の空調対象ゾー
ンが選択可能なレイアウト画面が表示される。そして、空調システムのユーザによって空
調空気を供給すべき空調対象ゾーン、及び／または空調空気を供給すべきでない空調対象
ゾーンが選択されることで、風向パターン、具体的には空調部の各吹き出し口から吹き出
される空調空気の風向き等が決定される。特に、任意の空調対象ゾーンに対して、相互排
他的な空調モードの組み合わせを除く複数の空調モードの選択が受け付けられると、各空
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調モードの所定の優先順位に従って、選択された各空調モードにおける風向パターンが決
定されていく。これにより、ユーザは、レイアウト画面上から、空調対象空間の環境に応
じてきめ細かい気流制御を容易に指示することができる。従って、各空調部の風向き等の
設定における操作性が向上する。
【０００７】
　発明２に係る空調システムは、発明１に係る空調システムであって、空調部は、空調対
象空間に配置されている。そして、レイアウト画面には、空調対象空間における空調部の
設置位置と共に、気流イメージが表示されている。気流イメージは、空調部から供給され
る空調空気の風向き及び風量を１つのアイコンとして示すイメージである。
【０００８】
　この空調システムによると、レイアウト画面上には、空調対象空間に設置された空調部
の位置が表示されると共に、各空調部から供給される空調空気の風向き及び風量の気流イ
メージが１つのアイコンとして表示される。従って、ユーザは、空調対象空間において空
調部がどの位置に配置され、かつどのような空調空気がどの方向に吹き出されているのか
を、レイアウト画面上から知ることができる。
【０００９】
　発明３に係る空調システムは、発明１または２に係る空調システムであって、受付部は
、決定された風向パターンにおける風向きの変更を更に受け付けることが可能である。
【００１０】
　発明４に係る空調システムは、発明１～３のいずれかに係る空調システムであって、レ
イアウト画面には、空調空気の供給を要さない空調対象ゾーンと空調空気の供給を要する
空調対象ゾーンとが、区別可能に表示される。
【００１１】
　この空調システムによると、ユーザは、空調空気の供給を要さない空調対象ゾーンと空
調空気の供給を要する空調対象ゾーンとを、容易に知ることができる。
【００１２】
　発明５に係る空調システムは、発明１～４のいずれかに係る空調システムであって、受
付部は、旋回気流モード及び通常気流モードのいずれかを更に受け付け可能である。旋回
気流モードは、空調対象空間のうち少なくとも１つの空調対象ゾーンについて旋回気流を
形成するモードである。通常気流モードは、旋回気流を形成しないモードである。そして
、決定部は、受付部により受け付けられた旋回気流モードまたは通常気流モードに基づい
て、更に風向パターンを決定する。
【００１３】
　この空調システムによると、ユーザは、空調対象空間について全体旋回気流や部分旋回
気流の設定を行うことができる。従って、空調対象空間内における温度ムラを解消するこ
とができる。
【００１４】
　発明６に係る空調システムは、発明１～５のいずれかに係る空調システムであって、決
定部は、受付部が空調空気の供給を要さない空調対象ゾーンの選択を受け付けた場合、こ
のゾーンと空調空気の供給を要する空調対象ゾーンとの間を空調空気が出入りしないよう
な風向きを含む風向パターンを決定する。
【００１５】
　この空調システムによると、空調空気の供給を要さない空調対象ゾーンと空調空気の供
給を要する空調対象ゾーンとの間を空調空気が出入りしないように、空調部が制御される
。具体的には、空調空気の供給を要する空調対象ゾーンに設置された空調部、及びこのゾ
ーンに隣接する空調空気の要求を要さない空調対象ゾーンに設置された空調部双方が協調
して冷気を流出し難い気流を発生させることができる。これにより、例えば冷房運転によ
る冷気が空調空気の供給を要さないゾーンに漏れることを防ぐことができる。
【００１６】
　発明７に係る空調システムは、発明１～６のいずれかに係る空調システムであって、受
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付部は、空調空気の供給を要する空調対象ゾーンへの空調空気の風量の設定を更に受け付
け可能である。そして、決定部は、受付部が受け付けた空調空気の風量の設定に基づいて
、更に風向パターンを決定する。
【００１７】
　この空調システムによると、ユーザは、空調空気の供給を要する空調対象ゾーンへの空
調空気の風量を、例えば「弱」や「強」などに設定することができる。従って、各空調対
象ゾーンへは、ユーザの好みに応じた風量の空調空気が送られるようになる。
【００１８】
　発明８に係る空調システムは、発明１～７のいずれかに係る空調システムであって、決
定部は、受付部が空調空気の供給を要する空調対象ゾーンの選択を受け付けた場合、選択
された空調対象ゾーンの位置情報に基づいて、このゾーンに空調空気を供給可能な空調部
を判断する。そして、決定部は、判断した空調部について、風向パターンを決定する。　
この空調システムによると、空調空気の供給を要する空調対象ゾーンには、このゾーン内
またはこのゾーン近くに配置されている空調部から空調空気が供給されることになる。従
って、空調空気の供給を要すると選択された空調対象ゾーンには、最適な位置の吹き出し
口から空調空気が送られるようになる。
【発明の効果】
【００１９】
　発明１，３に係る空調システムによると、ユーザは、レイアウト画面上から、空調対象
空間の環境に応じてきめ細かい気流制御を容易に指示することができる。従って、各空調
部の風向き等の設定における操作性が向上する。
【００２０】
　発明２に係る空調システムによると、ユーザは、空調対象空間において空調部がどの位
置に配置され、かつどのような空調空気がどの方向に吹き出されているのかを、レイアウ
ト画面上から知ることができる。
【００２１】
　発明４に係る空調システムによると、ユーザは、空調空気の供給を要さない空調対象ゾ
ーンと空調空気の供給を要する空調対象ゾーンとを、容易に知ることができる。
【００２２】
　発明５に係る空調システムによると、空調対象空間内における温度ムラを解消すること
ができる。
【００２３】
　発明６に係る空調システムによると、例えば冷房運転による冷気が空調空気の供給を要
さないゾーンに漏れることを防ぐことができる。
【００２４】
　発明７に係る空調システムによると、各空調対象ゾーンへは、ユーザの好みに応じた風
量の空調空気が送られるようになる。　発明８に係る空調システムによると、空調空気の
供給を要すると選択された空調対象ゾーンには、最適な位置の吹き出し口から空調空気が
送られるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本実施形態に係る空調システムの概略構成図。
【図２】建物内を上から見た場合における室内機及び空調制御装置の配置図。
【図３】建物内のレイアウト図。
【図４】本実施形態に係る室内機の構成を模式的に示す図。
【図５】（ａ）上下フラップの採り得る位置を説明するための図。（ｂ）左右ルーバの採
り得る位置を説明するための図。
【図６】本実施形態に係る空調制御装置の構成を模式的に示す図。
【図７】空調制御装置の操作パネルに表示されるレイアウト画面例。
【図８】空調制御装置の操作パネルに表示される設定画面例。
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【図９】空調制御装置の操作パネルに表示される風量設定用の画面例。
【図１０】空調制御装置の記憶部が記憶する風向パターンテーブルの概念図。
【図１１】エアカーテン気流を含む風向パターンを説明するための図。
【図１２】旋回気流の風向パターンを説明するための図。
【図１３】図８の設定画面中に含まれるボタンと、各ボタンの優先順位とが対応づけられ
た優先順位テーブル。
【図１４】本実施形態に係る室内機の気流制御動作を説明するためのフローチャート。
【図１５】本実施形態に係る室内機の気流制御動作を説明するためのフローチャート。
【図１６】本実施形態に係る空調システムの気流制御の具体例Ａを説明するための図。
【図１７】本実施形態に係る空調システムの気流制御の具体例Ｂを説明するための図。
【図１８】本実施形態に係る空調システムの気流制御の具体例Ｃを説明するための図。
【図１９】その他の実施形態（ｅ）に係る風向パターンテーブルの概念図。
【図２０】その他の実施形態（ｊ）に係る室内機において、旋回気流が行われた場合の一
例を示す図。
【図２１】その他の実施形態（ｌ）に係る室内機の気流制御動作を説明するためのフロー
チャート。
【図２２】その他の実施形態（ｌ）に係る室内機の気流制御動作を説明するためのフロー
チャート。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明に係る空調システムについて、図面を用いて詳細に説明する。
【００２７】
　（１）空調システムの概要
　図１は、本発明の一実施形態に係る空調システム１の構成を概略的に示す図である。空
調システム１は、建物ＲＡ（空調対象空間に相当）内に設置されている複数の室内機２ａ
，２ｂ，２ｃ，２ｄ（空調部に相当）を、空調制御装置３で統括して制御するシステムで
ある。図１の空調システム１は、主として、建物ＲＡ内に空調空気を供給するための複数
の室内機２ａ～２ｄ、及び空調制御装置３を備える。
【００２８】
　尚、本実施形態に係る室内機２ａ～２ｄは、４方向へ空気を吹き出すことができる天井
埋込型の室内機であって、図２に示すように建物内ＲＡ内に４つ設けられている場合を例
に取る。そして、各室内機２ａ～２ｄには、空調制御装置３による各室内機２ａ～２ｄの
制御の便宜上、各室内機を識別するための情報として室内機ＩＤ１～ＩＤ４が割り当てら
れている。ここで、図２は、建物ＲＡの上面視における室内機２ａ～２ｄ及び空調制御装
置３の配置図である。
【００２９】
　また、空調制御装置３は、室内機２ａ～２ｄと同じ建物ＲＡ内に設置されていてもよく
、また建物ＲＡとは異なる建物に設置されていてもよいが、本実施形態では、図２に示す
ように、室内機２ａ～２ｄと同じ建物ＲＡ内の壁に設置されている。このような空調制御
装置３は、各室内機２ａ～２ｄと配線を介して接続されている。
【００３０】
　ここで、建物ＲＡ内には、図３に示すように、室内機２ａ～２ｄの他、複数のテーブル
や椅子等が設置されている。本実施形態では、建物ＲＡ内において、１６卓のテーブルＴ
ａ１１～Ｔａ４４が互いに等間隔離れて横に４卓、縦に４卓ずつ並んで配置されている。
そして、各テーブルＴａ１１～Ｔａ４４の周りには、４脚の椅子が設置されている。以下
では、図３に示すように配置されたテーブルＴａ１１～Ｔａ４４及び複数の椅子の設置位
置に基づき定義される範囲を、空調対象ゾーンｚｏ１１，ｚｏ１２，ｚｏ１３，ｚｏ１４
，ｚｏ２１，・・・ｚｏ４３，ｚｏ４４という。具体的に、本実施形態では、図３に示す
ように、１卓のテーブルとそのテーブルの周りに設置された４脚の椅子とを囲む範囲で、
１つの空調対象ゾーンが定義されている。従って、本実施形態では、建物ＲＡ内に設置さ
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れたテーブルＴａ１１～Ｔａ４４の数に合わせて、１６個の空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚ
ｏ４４が定義されている。各空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４には、空調制御装置３の
制御の便宜上、空調対象ゾーンｚｏ１１，ｚｏ１２，・・・，ｚｏ２１，ｚｏ２２，・・
・ｚｏ３１，ｚｏ３２，・・・ｚｏ４３，ｚｏ４４の順に、ゾーンＩＤ１～ＩＤ１６が割
り当てられている。
【００３１】
　（２）構成
　　（２－１）室内機
　次に、室内機２ａ～２ｄの構成について、図１～２及び図４～５を用いて説明する。尚
、以下の室内機２ａ～２ｄの構成の説明では、室内機２ａ～２ｄ全てが同じ構造を有して
いるため、説明の便宜上、室内機２ａ～２ｄを単に“室内機２”と記載する。
【００３２】
　図４に示すように、室内機２は、本体２１、上下フラップ２２ａ，２２ｂ，２２ｃ，２
２ｄ及び左右ルーバ２３ａ，２３ｂ，２３ｃ，２３ｄを有する。本体２１は、箱状の形状
を有しており、下面には４つの吹き出し口２１ａ，２１ｂ，２１ｃ，２１ｄが形成されて
いる（図１及び図２）。４つの吹き出し口２１ａ～２１ｄは、本体２１の下面における４
辺に沿ってそれぞれ細長い形状に形成されており、各吹き出し口２１ａ～２１ｄには、各
吹き出し口２１ａ～２１ｄを識別するための情報として吹き出し口ＩＤ１～４が振り当て
られている（図２）。この吹き出し口ＩＤ１～４は、室内機ＩＤ１～ＩＤ４やゾーンＩＤ
１～ＩＤ１６と同様、空調制御装置３による室内機２の制御の際に用いられる。
【００３３】
　そして、上下フラップ２２ａ～２２ｄ及び左右ルーバ２３ａ～２３ｄは、それぞれ本体
２１の各吹き出し口２１ａ～２１ｄ付近に設けられている。上下フラップ２２ａ～２２ｄ
は、各吹き出し口２１ａ～２１ｄから吹き出された空調空気を上下方向に導くための風向
調整板であって、各吹き出し口２１ａ～２１ｄの形状と同様に細長い矩形状に形成されて
いる。上下フラップ２２ａ～２２ｄは、図５（ａ）に示すように、本体２１に対し上下に
回動することで、各吹き出し口２１ａ～２１ｄを開閉することができる。図５（ａ）は、
上下フラップ２２ａ～２２ｄが採り得る位置の例として、フラップが水平であるフラップ
位置１（水平）、フラップ位置１から下方に３０°回動した状態であるフラップ位置３（
３０°）、及びフラップ位置１から下方に９０°回動した状態であるフラップ位置９（９
０°）を示している。左右ルーバ２３ａ～２３ｄは、各吹き出し口２１ａ～２１ｄから吹
き出された空調空気を左右方向に導くための風向調節板である。各左右ルーバ２３ａ～２
３ｄは、図５（ｂ）に示すように、所定の間隔で並べられた複数の板で構成されており、
本体２１に対し左右に回動することができる。図５（ｂ）は、左右ルーバ２３ａ～２３ｄ
が採り得る位置の例として、ルーバが垂直に位置するルーバ位置１（０°）、ルーバ位置
１から図５（ｂ）における右方向に５°回動した状態であるルーバ位置２（５°）、及び
ルーバ位置１から図４（ｂ）における右方向に１０°回動した状態であるルーバ位置３（
１０°）を示している。
【００３４】
　また、本体２１の内部には、図４に示すように、通信部２４、室内温度センサ２５、送
風ファン２６、制御部２７及び各種モータが設けられている。通信部２４は、各室内機２
ａ～２ｄと通信を行うための通信用インターフェースである。室内温度センサ２５は、建
物ＲＡ内（即ち室内）の温度を検知する。送風ファン２６は、例えばターボファンであっ
て、各吹き出し口２１ａ～２１ｄを介して空調空気が室内に送られるように空気流を生成
する。制御部２７は、通信部２４、室内温度センサ２５及び各種モータと接続されており
、これらの各種機器の制御を行う。モータは、上下フラップ２２ａ～２２ｄ、左右ルーバ
２３ａ～２３ｄ及び送風ファン２６の駆動源として機能する。更に、本体２１の内部には
、図示してはいないが、室内に送られる前の空気と熱交換を行う熱交換器等が設けられて
いる。
【００３５】
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　　（２－２）空調制御装置
　次に、空調制御装置３の構成について、図６～１３を用いて説明する。図６に示すよう
に、空調制御装置３は、通信部３１、操作パネル３２（表示部及び受付部に相当）、記憶
部３３及び制御部３５を有している。
【００３６】
　　　〔通信部〕
　通信部３１は、各室内機２ａ～２ｄと通信を行うための通信用インターフェースである
。例えば、通信部３１は、室内機２ａ～２ｄの室内温度センサ２５が検知した室内の温度
を、室内機２ａ～２ｄから受信することができる。また、通信部３１は、各室内機２ａ～
２ｄの運転指示や風向きを制御するための指示等を、各室内機２ａ～２ｄに送信すること
ができる。
【００３７】
　　　〔操作パネル〕
　操作パネル３２は、例えば液晶ディスプレイ及びマトリクススイッチ等で構成されるタ
ッチパネルであって、各種画面を表示することができると共に、各種指示を受け付けるこ
とができる。
【００３８】
　ここで、操作パネル３２が表示する画面としては、図７に示すように、空調対象ゾーン
ｚｏ１１～ｚｏ４４を含む建物ＲＡ内のレイアウト画面ｐ１が挙げられる。レイアウト画
面ｐ１には、空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４が選択可能に表示されている。より具体
的には、図７のレイアウト画面ｐ１には、空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４に加え、建
物ＲＡ内における室内機２ａ～２ｄの設置位置と共に、各室内機２ａ～２ｄから供給され
る空調空気の風向き及び風量を示す気流イメージｉｍ１，ｉｍ２，ｉｍ３・・・が表示さ
れている。ここで、気流イメージｉｍ１，ｉｍ２，ｉｍ３，・・・では、室内機２ａ～２
ｄそれぞれの各吹き出し口２１ａ～２１ｄから延びる矢印の向きによって風向きが示され
、矢印の太さによって風量が示されている。例えば、気流イメージｉｍ１では、室内機２
ａの吹き出し口２１ａから上方向に比較的太い矢印が表示されていることから、空調対象
ゾーンｚｏ１１，ｚｏ２１方向に風量“強”の空調空気が吹き出されることが分かる。そ
して、図７のレイアウト画面ｐ１では、空調空気の供給を要する空調対象ゾーン及び空調
空気の供給を要さない空調対象ゾーンを区別可能なように、空調空気をあてるべき空調対
象ゾーンに位置するテーブルを斜線で、空調空気をあてない空調対象ゾーンに位置するテ
ーブルを白抜きで、それぞれ表示している。また、図７のレイアウト画面ｐ１では、不在
テーブルか否かが区別可能なように、不在テーブルを塗り潰して表示している。更に、図
７のレイアウト画面ｐ１では、運転中の室内機２ａ～２ｃ及び運転停止中の室内機２ｄが
区別可能なように、運転中の室内機２ａ～２ｃを斜線で、運転停止中の室内機２ｄを白抜
きで、それぞれ表示している。
【００３９】
　尚、本実施形態では、レイアウト画面ｐ１上における空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４
４及び室内機２ａ～２ｄの設置位置が（つまり、気流イメージｉｍ１，ｉｍ２，ｉｍ３・
・・を除くレイアウト画面ｐ１上の情報）、例えば空調システム１の施工業者によって空
調システム１が実際に利用される前に予め登録されている場合を例に取る。具体的には、
施工業者は、空調システム１の設置時に、建物ＲＡ内の室内機２ａ～２ｄの位置、テーブ
ルＴａ１１～Ｔａ４４の位置及び椅子の位置等を表す座標データを、建物ＲＡ内の設計図
面等に基づいて作成し、作成した座標データをフラッシュメモリや図示しない通信ネット
ワークを介して空調制御装置３にインプットさせておく。また、施工業者は、上記座標デ
ータの他、建物ＲＡ内における床から室内機２ａ～２ｄの下面までの高さ（即ち、床から
天井までの高さ）、テーブルＴａ１１～Ｔａ４４から室内機２ａ～２ｄの下面までの高さ
についても、座標データと共に予め空調制御装置３に入力しておく。このようにして施工
業者により入力された各種データにより、気流イメージｉｍ１，ｉｍ２，ｉｍ３・・・を
除くレイアウト画面ｐ１中の情報（具体的には、空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４及び
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室内機２ａ～２ｄの設置位置）は、空調システム１の利用開始時より既に空調操作パネル
３２に表示可能なデータとして空調制御装置３にインプットされた状態となる。気流イメ
ージｉｍ１，ｉｍ２，ｉｍ３・・・は、各室内機２ａ～２ｄの運転開始時に、既にインプ
ットされた状態にある上記情報に加え、各室内機２ａ～２ｄにおいて設定されている風向
きや風量等から決定され、上記情報と共にレイアウト画面ｐ１上に表示されるようになる
。
【００４０】
　また、レイアウト画面ｐ１における空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４上にペン型のポ
インティングデバイスｄｅが接触することで、任意の空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４
が選択されると、図８に示すような設定画面ｐ２が更に表示される。図８に係る設定画面
ｐ２には、「通常気流モード」ボタンｂ１、「旋回気流モード」ボタンｂ２、「不在」ボ
タンｂ３、「気流をあてる」選択用ボタンｂ４、「気流をあてない」選択用ボタンｂ５、
「禁煙」ボタンｂ６、及び「喫煙」ボタンｂ７が、いずれも選択可能に表示されている。
ここで、「通常気流モード」ボタンｂ１は、レイアウト画面ｐ１において選択された空調
対象ゾーン（図８では、空調対象ゾーンｚｏ１２が選択されている）について旋回気流を
行わず、通常気流を行う“通常気流モード”を設定するためのボタンである。「旋回気流
モード」ボタンｂ２は、選択された空調対象ゾーンｚｏ１２について旋回気流を行う“旋
回気流モード”を設定するためのボタンである。「不在」ボタンｂ３は、選択された空調
対象ゾーンｚｏ１２には人が不在である旨を設定するためのボタンである。「気流をあて
る」選択用ボタンｂ４は、選択された空調対象ゾーンｚｏ１２に気流をあてる設定を行う
ためのボタンであって、言い換えると、“選択した空調対象ゾーンｚｏ１２は空調空気の
供給を要するゾーンである”と設定するためのボタンである。「気流をあてない」選択用
ボタンｂ５は、選択された空調対象ゾーンｚｏ１２に気流をあてない設定を行うためのボ
タンであって、言い換えると、“選択した空調対象ゾーンｚｏ１２は空調空気の供給を要
しないゾーンである”と設定するためのボタンである。「喫煙」ボタンｂ６は、選択され
た空調対象ゾーンｚｏ１２を禁煙エリアに設定するためのボタンであって、「喫煙」ボタ
ンｂ７は、選択された空調対象ゾーンｚｏ１２を喫煙エリアに設定するためのボタンであ
る。
【００４１】
　尚、上記設定画面ｐ２では、複数のボタンｂ１～ｂ７を同時に選択することが可能であ
る。但し、１つの空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４において、「気流をあてる」選択用
ボタンｂ４と「気流をあてない」選択用ボタンｂ５、「気流をあてる」選択用ボタンｂ４
と「不在」ボタンｂ３、「禁煙」ボタンｂ６と「喫煙」ボタンｂ７は、いずれも相互排他
的な状態となるため、これらの組み合わせについては、同時に選択することは不可能であ
る。
【００４２】
　また、「旋回気流モード」ボタンｂ２は、選択された空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４
４が、４台の室内機２ａ～２ｄ全てを含む矩形または正方形の領域となっている場合に、
選択可能となる。例えば、建物ＲＡ内のゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４全てが選択されている
場合には、「旋回気流モード」ボタンｂ２はアクティブな状態となる。よって、例えば互
いに隣り合う２つのゾーンｚｏ１１，ｚｏ２１が選択されていたとしても、当該ゾーンｚ
ｏ１１，ｚｏ２１の空調を主に行う室内機２ａ１台では、旋回気流の実現は不可能である
ため、「旋回気流モード」ｂ２はアクティブな状態とはならない。つまり、旋回気流が実
現可能となるまでゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４が選択されて初めて、「旋回気流モード」ｂ
２がアクティブな状態となる。
【００４３】
　上述した設定画面ｐ２によると、空調システム１のユーザは、設定画面ｐ２の各種ボタ
ンｂ１～ｂ７をポインティングデバイスｄｅで選択することにより、レイアウト画面ｐ１
において選択した空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４について、モード設定や不在設定、
気流をあてるか否かの設定、禁煙エリアか喫煙エリアかといった設定を行うことができる
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。尚、レイアウト画面ｐ１及び設定画面ｐ２から選択及び設定された各種情報は、操作パ
ネル３２によって受け付けられ、制御部３５に出力される。つまり、操作パネル３２は、
レイアウト画面ｐ１及び設定画面ｐ２上から、室内機２ａ～２ｄによる空調空気の供給を
要する空調対象ゾーン、または空調空気の供給を要さない空調対象ゾーンの選択を受け付
けたり、人が不在である空調対象ゾーンを受け付けたりすることができる。特に、操作パ
ネル３２は、設定画面ｐ２上において「不在」ボタンｂ３が選択された場合には、空調対
象ゾーンｚｏ１２を空調空気の供給を要さないゾーンとして受け付ける。また、操作パネ
ル３２は、レイアウト画面ｐ１及び設定画面ｐ２上から、空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ
４４について旋回気流を行うか否かといった設定や、空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４
を禁煙エリアとするか喫煙エリアとするかといった設定を受け付けることができる。
【００４４】
　また、上記レイアウト画面ｐ１においては、各室内機２ａ～２ｄ自体も選択可能に表示
される。更に、本実施形態に係る空調システム１では、後述の「〔決定部〕」でも説明す
るように、レイアウト画面ｐ１に表示される気流イメージｉｍ１，ｉｍ２，ｉｍ３・・・
に対応する風量や風向については、基本的に決定部３５ａとして機能する制御部３５（後
述）によって自動で決定されるようになっている。しかし、本実施形態に係る空調制御装
置３の操作パネル３２では、更なるユーザの好みに合わせて風量や風向を微調整可能にす
るべく、レイアウト画面ｐ１上の室内機２ａ～２ｄのうち、風量や風向を微調整するべき
吹き出し口２１ａ～２１ｄ付近にポインティングデバイスｄｅが接触すると、操作パネル
３２上には、図９に示すような画面ｐ３が表示されるようになる。画面ｐ３は、室内機２
ａの吹き出し口２１ｃに対する風量の微調整を行うための設定画面であって、風量のデフ
ォルト値をユーザが好みに合わせて調整する際に用いられる画面である。画面ｐ３は、風
量“強”“中”“弱”“停止”の４段階を選択可能な風量設定ボタンｂ８が選択可能とな
っている。更に、画面ｐ３では、室内機２ａ～２ｄの縦方向の風向（ｂ９）、及び横方向
の風向（ｂ１０）が選択可能であり、特に本実施形態に係る縦方向の風向ｂ９及び横方向
の風向ｂ１０は、いずれも離散的な角度から選択することが可能となっている。このよう
に、操作パネル３２は、設定画面ｐ３上から、各室内機２ａ～２ｄの吹き出し口２１ａ～
２１ｄにおける風量及び風向の設定を受け付けることで、空調空気の供給を要する空調対
象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４への空調空気の風量及び風向の、ユーザによる好みを受け付
けることができる。設定された空調空気の風量及び風向は、後述する決定部３５ａにより
自動で決定された結果について微調整を行うためのデータとして用いられる。
【００４５】
　　　〔記憶部〕
　記憶部３３は、例えばＨＤＤやフラッシュメモリ等で構成されている。記憶部３３は、
決定部３５ａとして機能する制御部３５（後述）が決定した風向パターンを複数含む風向
パターンテーブル３４を記憶する。
【００４６】
　ここで、風向パターンテーブル３４について説明する。先ず、風向パターンは、各室内
機２ａ～２ｄの吹き出し口２１ａ～２１ｄそれぞれから吹き出される空調空気の風向き等
を定めた情報である。風向パターンテーブル３４には、図１０に示すように、複数の風向
パターンが、風向パターンＩＤ、空調対象ゾーンＩＤ、室内機ＩＤ、吹出口ＩＤ、フラッ
プ位置、ルーバ位置、風速及び風温を１レコードとして表されている。風向パターンＩＤ
は、複数の風向パターンを識別するための情報であって、風向パターン毎に別々の風向パ
ターンＩＤ１０１，２０１，２０２・・・が割り当てられている。尚、本実施形態では、
空調空気の風向きを、各吹き出し口２１ａ～２１ｄにおける上下フラップ２２ａ～２２ｄ
の位置（即ち、フラップ位置）及び左右ルーバ２３ａ～２３ｄの位置（即ち、ルーバ位置
）で表している。
【００４７】
　具体的に、図１０の風向パターンテーブル３４において、風向パターンＩＤ１０１に対
応する風向パターンは、図８の設定画面ｐ２において「旋回気流モード」が選択された場
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合に生成される風向パターンの一例を示している。特に、この風向パターンは、建物ＲＡ
内全体について旋回気流を行うように設定された場合の風向パターンを示しており、室内
機２ａ～２ｄ全てにおける各吹き出し口２１ａ～２１ｄの風向、風速及び風温等が含まれ
ている。風向パターンＩＤ２０１，２０２・・・に対応する風向パターンは、図８の設定
画面ｐ２において「通常気流モード」「気流をあてる／あてない」「禁煙／喫煙」が選択
された場合に生成される風向パターンの一例であって、空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４
４毎に個別の風向き等が示されている。
【００４８】
　また、記憶部３３は、施工業者により入力された建物ＲＡ内の室内機２ａ～２ｄの位置
、テーブルＴａ１１～Ｔａ４４の位置及び椅子の位置等を表す座標データ、建物ＲＡ内に
おける床から室内機２ａ～２ｄの下面までの高さ（即ち、床から天井までの高さ）、テー
ブルＴａ１１～Ｔａ４４から室内機２ａ～２ｄの下面までの高さ等を、風向パターンテー
ブル３４とは別の記憶領域に記憶する。
【００４９】
　　　〔制御部〕
　制御部３５は、ＣＰＵ及びＲＡＭで構成されるマイクロコンピュータであって、図６に
示すように、通信部３１、操作パネル３２及び記憶部３３と接続されている。制御部３５
は、接続されたこれらの機器それぞれを制御する。例えば、制御部３５は、通信部３１の
通信制御や、操作パネル３２の表示操作制御を行う。
【００５０】
　特に、本実施形態に係る制御部３５は、風向パターンの決定及び室内機２ａ～２ｄの空
調制御を行う。このような動作を行うため、制御部３５は、決定部３５ａ及び空調制御部
３５ｂとして機能する。
【００５１】
　　　　〔決定部〕
　決定部３５ａは、操作パネル３２により受け付けられた空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ
４４の選択結果に基づいて風向パターンを決定する。具体的には、操作パネル３２を介し
て空調空気の供給を要する空調対象ゾーンが選択された場合、決定部３５ａは、選択され
た空調対象ゾーンの位置情報に基づいて、選択されたゾーンに空調空気を供給可能な室内
機２ａ～２ｄを判断する。つまり、決定部３５ａは、選択された空調対象ゾーンが建物Ｒ
Ａ内のどの位置にあるかを示す情報（即ち、座標データ）から、最寄りの吹き出し口２１
ａ～２１ｄを特定し、特定した吹き出し口２１ａ～２１ｄを有する室内機２ａ～２ｄを判
断する。次いで、決定部３５ａは、判断した室内機２ａ～２ｄから選択された空調対象ゾ
ーン内に設置されているテーブルＴａ１１～Ｔａ４４までの高さ、建物ＲＡ内における床
から天井までの高さ等の各種データを用いて、上下フラップ２２ａ～２２ｄの位置及び左
右ルーバ２３ａ～２３ｄの位置を決定する。更に、決定部３５ａは、風量のデフォルト値
を用いて、各吹き出し口２１ａ～２１ｄから吹き出される風量を決定する。
【００５２】
　また、決定部３５ａは、図９の画面ｐ３等から空調空気の風量の設定、即ち風量の微調
整が行われた場合には、当該微調整された風量の内容に基づいて、該当する吹き出し口２
１ａ～２１ｄから吹き出される風量のデフォルト値を変更する。尚、変更後の風量の値は
、デフォルト値として更新される。
【００５３】
　また、操作パネル３２を介して空調空気の供給を要さない空調対象ゾーンが選択された
場合、決定部３５ａは、このゾーンと空調空気の供給を要する空調対象ゾーンとの間を空
調空気が出入りしないような風向き、いわゆるエアカーテン気流を含む風向パターンを決
定する。具体的に、空調空気の供給を要さない空調対象ゾーンとしてｚｏ１１，ｚｏ１２
，ｚｏ２１，ｚｏ２２が選択されたとする。この場合、決定部３５ａは、図１１に示すよ
うに、選択された空調対象ゾーンｚｏ１１，ｚｏ１２，ｚｏ２１，ｚｏ２２に位置する室
内機２ａの吹き出し口２１ｃ，２１ｄからはほぼ真下に冷気が吹き出され（エアカーテン
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気流）、室内機２ｂの吹き出し口２１ｂ及び室内機２ｃの吹き出し口２１ａからは風量“
弱”の空調空気が吹き出されるように、風向パターンを決定する。つまり、決定部３５ａ
は、室内機２ａから吹き出される冷房気流と隣接室内機２ｂ，２ｃの気流とを衝突させる
ことで下方向への気流が発生するように相互のフラップ角度を設定し、空気中の粉塵を下
方向へ押しやるような風向パターンに決定する。尚、このように、空調空気の供給を要さ
ない空調対象ゾーンが選択された場合としては、図８の設定画面ｐ２において「気流をあ
てない」選択用ボタンｂ５が選択された場合、不在ボタンｂ３が選択された場合等が挙げ
られる。
【００５４】
　また、図７のレイアウト画面ｐ１及び図８の設定画面ｐ２上から空調対象ゾーンｚｏ１
１～ｚｏ４４について旋回気流モードが設定された場合、決定部３５ａは、空調対象ゾー
ンｚｏ１１～ｚｏ４４全てについて旋回気流が形成されるような風向パターンを決定する
。つまり、設定画面ｐ２上から「旋回気流モード」ボタンｂ２が選択された場合には、決
定部３５ａは、図１０の風向パターンテーブル３４における風向パターンＩＤ１０１に示
されるような風向パターンを決定する。この風向パターンにより、各室内機２ａ～２ｄか
らは、建物ＲＡ内において、図１２に示すような旋回気流が形成されるようになる。但し
、旋回気流モードによる制御は、既に述べたように、選択された空調対象ゾーンｚｏ１１
～ｚｏ４４が、４台の室内機２ａ～２ｄ全てを含む矩形または正方形の領域となっている
場合に行われる。
【００５５】
　図７のレイアウト画面ｐ１及び図８の設定画面ｐ２上から、空調対象ゾーンｚｏ１１～
ｚｏ４４について通常気流モードが設定された場合（つまり、設定画面ｐ２上の「通常気
流モード」ボタンｂ１が選択された場合）、決定部３５ａは、その他の設定（具体的には
、他に選択されている設定画面ｐ２上の「気流をあてる」選択用ボタンｂ４、「気流をあ
てない」選択用ボタンｂ５等）に基づいて、風向パターンを決定する。例えば、図８の設
定画面ｐ２上から「通常気流モード」ボタンｂ１と「気流をあてる」選択用ボタンｂ４と
が同時に選択されていれば、決定部３５ａは、先ずは選択されている空調対象ゾーンｚｏ
１１～ｚｏ４４に空調空気が供給されるような風向パターンを決定し、この風向パターン
に基づく気流制御が開始されてから一定時間経過後に、旋回気流などではない通常の空調
空気が供給されるような風向パターンに決定する。つまり、決定部３５ａは、先ずは「気
流をあてる」選択用ボタンｂ４に対応する風向パターンを優先的に決定し、その後「通常
気流モード」ボタンｂ１に対応する風向パターンを決定する。尚、「通常気流モード」ボ
タンｂ１のみが選択されている場合には、決定部３５ａは、選択された空調対象ゾーンｚ
ｏ１１～ｚｏ４４についてＰＩＤ制御が行われるように、風向パターンを決定する。
【００５６】
　また、レイアウト画面ｐ１及び図８の設定画面ｐ２上から、禁煙エリアとするべき空調
対象ゾーンまたは喫煙エリアとするべき空調対象ゾーンが設定された場合（つまり、設定
画面ｐ２上の「禁煙」ボタンｂ６または喫煙ボタンｂ７が選択された場合）、決定部３５
ａは、禁煙エリアとするべき空調対象ゾーンへは、喫煙エリアとするべき空調対象ゾーン
からの煙が流入しにくくなるような風向パターンを決定する。例えば、操作パネル３２を
介して、空調対象ゾーンｚｏ１１，ｚｏ１２，ｚｏ２１，ｚｏ２２について喫煙ボタンｂ
７が選択されている場合には、決定部３５ａは、「気流をあてない」設定がなされた場合
と同様、図１１に示すような風向パターンに決定する。即ち、決定部３５ａは、禁煙エリ
アとするべき空調対象ゾーンｚｏ１１，ｚｏ１２，ｚｏ２１，ｚｏ２２内へは、喫煙エリ
アである空調対象ゾーンｚｏ１３，ｚｏ１４，ｚｏ２３，ｚｏ２４，ｚｏ３１～ｚｏ４４
からの空調空気が流入しないように、空調対象ゾーンｚｏ１１，ｚｏ１２，ｚｏ２１，ｚ
ｏ２２と空調対象ゾーンｚｏ１３，ｚｏ１４，ｚｏ２３，ｚｏ２４，ｚｏ３１～ｚｏ４４
との間を冷気で遮断するような風向パターンを決定する。
【００５７】
　上述したようにして決定された風向パターンは、決定部３５ａによって図１０の風向パ
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ターンテーブル３４に書き込まれていく。
【００５８】
　尚、本実施形態では、既に説明したように、設定画面ｐ２上のボタンｂ１～ｂ７のうち
、「気流をあてる」選択用ボタンｂ４と「気流をあてない」選択用ボタンｂ５、「気流を
あてる」選択用ボタンｂ４と「不在」ボタンｂ３、「禁煙」ボタンｂ６と「喫煙」ボタン
ｂ７の組み合わせについては、いずれも相互排他的な制御となるため、同一の空調対象ゾ
ーンｚｏ１１～ｚｏ４４に対して同時に選択することは不可能である。しかし、ボタンｂ
１～ｂ７が上記以外の組み合わせで選択されている場合には、決定部１３ａは、図１３に
示す優先順位テーブルに基づいて風向パターンを決定する。例えば全ての空調対象ゾーン
ｚｏ１１～ｚｏ４４について旋回気流モードボタンｂ２が選択されており、これと同時に
所定のゾーン（例えば、空調対象ゾーンｚｏ１４）について「気流をあてない」選択用ボ
タンｂ４が選択されている場合、決定部３５ａは、重複してボタンｂ２，ｂ４が選択され
ているゾーンｚｏ１４については、図１３に示す優先順位テーブルに基づいて、空調対象
ゾーンｚｏ１４には空調空気が供給されないような風向パターンを決定する。これは、図
１３に示す優先順位テーブルによると、「旋回気流モード」ボタンｂ２よりもゾーン別で
ある「気流をあてない」選択用ボタンｂ４の方が優先順位が高くなっているためである。
【００５９】
　ここで、図１３の優先順位テーブルでは、設定画面ｐ２上のボタンｂ１～ｂ７の種類と
、各ボタンの優先順位とが、対応づけられている。特に、「気流をあてる／気流をあてな
い」選択用ボタンｂ４，ｂ５に対応する制御は、現在暑いと感じているユーザに風を送り
、寒いと感じているユーザには風を送らないようにするため、旋回気流モード等の他の制
御よりも優先順位が高く設定されている。当該制御のうち、特に「気流をあてる」選択用
ボタンｂ４に対応する制御は、例えば１０分程度の短時間の間実施されることを目的とし
ている。また、「旋回気流モード」ボタンｂ２に対応する制御は、ゾーンにおける空気を
攪拌し温度ムラを解消させるための制御であり、優先順位は２番目となっている。優先順
位が１番目及び２番目に該当する制御は、例えばユーザによって再度ボタンｂ２，ｂ４，
ｂ５が押されたり、他のボタンｂ３，ｂ５～７が押されたりすることによって解除される
。更に、優先順位が１番目の制御のうち「気流をあてる」選択用ボタンｂ４に該当する制
御、及び優先順位が２番目である「旋回気流モード」ボタンｂ２に対応する制御において
は、所定時間経過した場合にも、自動的に制御が解除されるものとする。例えば、「気流
をあてる」選択用ボタンｂ４に対応する制御では、所定時間が１０分と設定される。この
ように、制御が解除された後、それまでは解除された制御が行われていたゾーンｚｏ１１
～ｚｏ４４に対しては、同時に設定されていた他のボタン（例えば「不在」ボタンｂ３等
）に対応する制御が行われる。また、その他のボタンｂ３，ｂ６～ｂ７についても、ユー
ザによって再度ボタンｂ３，ｂ６～ｂ７が押されたり、他のボタンが押されたりすること
によって解除される。
【００６０】
　尚、以下では、本実施形態に係る「通常気流モード」は、「通常気流モード」ボタンｂ
１が押されているか否かにかかわらず、デフォルト設定されているとする。
【００６１】
　　　　〔空調制御部〕
　空調制御部３５ｂは、決定部３５ａにより決定された風向パターンに基づいて、各室内
機２ａ～２ｄを制御する。
【００６２】
　例えば、図１０の風向パターンテーブル３４における風向パターンＩＤ１０１が決定部
３５ａにより決定された場合、空調制御部３５ｂは、各室内機２ａ～２ｄが旋回気流を行
うように制御する。風向パターンＩＤ２０１が決定された場合には、空調制御部３５ｂは
、空調対象ゾーンＩＤ“１”に対応する空調対象ゾーンｚｏ１１に対し、室内機２ａの吹
き出し口２１ａから風量“強”の空調空気が吹き出されるように制御する。
【００６３】
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　（３）動作
　次に、空調制御装置３が行う動作について、図１４～１５を用いて説明する。尚、以下
では、既に述べたように、「通常気流モード」がデフォルト設定されているとする。
【００６４】
　ステップＳ１～Ｓ２：空調制御装置３の管理者等により空調制御装置３の電源がオンさ
れると（Ｓ１のＹｅｓ）、操作パネル３２上には、レイアウト画面ｐ１が表示される（Ｓ
２）。また、空調制御装置３は、図示してはいないが、人の在／不在、床温度分布を検知
するために建物ＲＡ内に配置された複数のセンサノードと接続されており、該ノードの検
知結果の監視を開始する。尚、複数のセンサノードは、各ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４に配
置されている。
【００６５】
　ステップＳ３～Ｓ４：管理者等によって、レイアウト画面ｐ１上から空調対象ゾーンｚ
ｏ１１～ｚｏ４４の少なくとも１つが選択され、次いで表示された設定画面ｐ２，ｐ３か
ら選択されたゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４に対する各種設定がなされた場合には（Ｓ３のＹ
ｅｓ）、空調制御装置３は、ステップＳ３以降の動作を行う。空調対象ゾーンｚｏ１１～
ｚｏ４４の選択がなされない場合には（Ｓ３のＮｏ）、現在、「通常気流モード」のみが
デフォルトで設定されている状態にあることから、空調制御部３５ｂは、ＰＩＤ制御に基
づき、各室内機２ａ～２ｄの気流制御を行う（Ｓ４）。ここで、ＰＩＤ制御とは、建物Ｒ
Ａ内の温度ムラを低減し、設定温度に近づけようとする制御である。つまり、ステップＳ
４では、ＰＩＤ制御に基づいて各室内機２ａ～２ｄの気流制御が行われることで、建物Ｒ
Ａ内については、従来からの全体空調（または均一空調）が行われる。例えば、建物ＲＡ
内の温度が設定温度に近づくと、インバータ制御を行う空調機については、インバータ周
波数を低下させると共に、設定温度と建物ＲＡ内の温度との差が所定温度以下であれば、
サーモオフする制御が行われる。また、空調機がノンインバータ機であれば、設定温度と
建物ＲＡ内の温度とを比較し、これらの温度の差が所定温度以下であれば、サーモオフす
る制御が行われる。
【００６６】
　ステップＳ５～Ｓ６：ステップＳ３において、選択された各ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４
に対し設定がなされている場合（Ｓ３のＹｅｓ、即ち、１つ以上のボタンｂ１～ｂ７が押
されている場合）、選択された各ボタンｂ１～ｂ７に対応する制御の起動条件が成立して
いれば（Ｓ５のＹｅｓ）、制御部３５は、図１３に示す優先順位が一番高いボタンｂ１～
ｂ７に対応する制御を、対象となる室内機２ａ～２ｄの吹き出し口２１ａ～２１ｄについ
て行う（Ｓ６）。一方、ステップＳ５において、選択された各ボタンｂ１～ｂ７に対応す
る制御の起動条件が成立していない場合には（Ｓ５のＮｏ）、ステップＳ３の動作が繰り
返される。ここで、上記起動条件としては、例えば１つのゾーンに対し重複して複数のボ
タンｂ１～ｂ７が選択されている場合において、これらのボタンｂ１～ｂ７が相互排他的
でなく、共に選択可能であるという条件や、空調制御装置３が監視しているセンサノード
による検知結果が当該ボタンに対応する制御を実行可能な状態である条件が挙げられる。
決定部３５ａは、上述したような起動条件が成立している場合、選択されているボタンｂ
１～ｂ７に対応する制御のうち、優先順位の最も高い制御を優先して行うべく、風向パタ
ーンを決定する。空調制御部３５ｂは、該風向パターンに基づいて気流制御を行う。例え
ば、ゾーンｚｏ１１～ｚｏ２４について、デフォルト設定されている「通常気流モード」
に加え、「旋回気流モード」ボタンｂ２及び「気流をあてる」選択用ボタンｂ４が選択さ
れていれば、これらのボタンｂ２，ｂ４に対応する制御内容は相互排他的なものではない
。そのため、制御部３５は、先ずは優先順位の高い「気流をあてる」選択用ボタンｂ４に
基づく気流制御を、ゾーンｚｏ１１～ｚｏ２４に対し空調空気を送る室内機２ａ～２ｄの
吹き出し口２１ａ～２１ｄについて行う。
【００６７】
　ステップＳ７：制御部３５は、ステップＳ６の制御には影響しない他の吹き出し口２１
ａ～２１ｄについても、設定されている優先順位に従って気流制御を行う。つまり、ステ
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ップＳ６の制御には影響しない他の吹き出し口２１ａ～２１ｄについては、ステップＳ６
の優先順位よりも下位の順位である気流制御が行われることになる。
【００６８】
　ステップＳ８～Ｓ９：現在行われている気流制御が開始されてから所定時間が経過した
等の所定条件が成立した場合（Ｓ８のＹｅｓ）、制御部３５は、所定条件の成立した吹き
出し口２１ａ～２１ｄについて、優先順位に対応する制御（すなわち、それまでとは別の
制御）を行う（Ｓ９）。例えば、ゾーンｚｏ１１～ｚｏ２４について、デフォルト設定さ
れている「通常気流モード」に加え、「旋回気流モード」ボタンｂ２と「気流をあてる」
選択用ボタンｂ４とが選択されていた場合には、優先的に「気流をあてる」選択用ボタン
ｂ４に基づく気流制御が行われているわけであるが、この気流制御が開始されてから所定
時間が経過した場合には、制御部３５は、選択されたゾーンｚｏ１１～ｚｏ２４に気流を
あてていた室内機２ａ～２ｄの吹き出し口２１ａ～２１ｄに対し、「気流をあてる」より
も優先順位の低い旋回気流制御モードでの気流制御を行う。尚、ステップＳ８における所
定条件のその他の例としては、起動条件と同様、空調制御装置３が監視しているセンサノ
ードによる検知結果が、選択されたボタンｂ１～ｂ７に対応する制御を実行可能な状態と
なった条件が挙げられる。
【００６９】
　ステップＳ１０～Ｓ１１：ステップＳ３において選択されたゾーンとは別のゾーンが選
択されたり、ステップＳ３において選択されたボタンとは別のボタンが選択される等して
、ステップＳ３に係るゾーン及び設定が変更されない限りは（Ｓ１０のＮｏ）、空調制御
装置３は、ステップＳ８以降の動作を繰り返す。ステップＳ４の後、ならびにゾーン及び
設定が変更された場合（Ｓ１０のＹｅｓ）であっても、空調制御装置３は、電源がオフさ
れるまでステップＳ５以降の動作を繰り返す（Ｓ１１のＮｏ）。空調制御装置３は、電源
がオフされた場合には（Ｓ１１のＹｅｓ）、一連の動作を終了する。
【００７０】
　（４）気流制御の具体例
　以下では、空調システム１に係る気流制御の具体例Ａ～Ｃについて説明する。
【００７１】
　　（４－１）具体例Ａ
　図１６は、本実施形態に係る空調システム１が、回転寿司店舗内の気流制御用として利
用された場合の一例を示している。図１６（ａ）～（ｃ）は順に、在席率が約２５％であ
る時間帯、平日１０時半～１１時半及び１５時～１６時の時間帯（在席率約５０％）、週
末及び休日（具体的には、金曜日、土曜日、日曜日）の１２時～１３時及び１７時～１９
時の時間帯（在席率約１００％）の店舗内の状態を表している。尚、図１６（ａ）～（ｃ
）において、運転中である室内機２ａ～２ｄは、冷房運転を行っているものとする。また
、この店舗では、来店した顧客を建物ＲＡ内の左上エリアから順に案内していくとする。
【００７２】
　先ず、図１６（ａ）に示されるように、顧客が店舗内の左上エリアにのみ在席している
場合、店舗の店員は、空調制御装置３の操作パネル３２に表示されたレイアウト画面ｐ１
及び設定画面ｐ２を用いて、顧客のいないその他のエリアについて「不在」設定を行う。
すると、空調制御装置３は、顧客のいる左上エリアには空調空気が供給されるが、顧客の
いないその他のエリアには空調空気が供給されないような風向パターンに決定するため、
図１６（ａ）に示されるような空調運転が各室内機２ａ～２ｄによって行われるようにな
る。つまり、室内機２ａは、４方向に空調空気を吹き出すが、室内機２ｂ，２ｃは、室内
機２ａ側に位置する吹き出し口からエアカーテン気流を吹き出す。これにより、全室内機
２ａ～２ｄが弱冷房を行う場合よりも、室内機２ａ～２ｄにより消費されるエネルギーを
例えば約２０％抑えることができる。
【００７３】
　次いで、図１６（ｂ）に示されるように、顧客が店舗内の左エリアに在席している場合
、店舗の店員は、空調制御装置３の操作パネル３２に表示されたレイアウト画面ｐ１及び
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設定画面ｐ２を用いて、顧客のいない右エリアについて「不在」設定を行う。すると、空
調制御装置３は、顧客のいる左エリアには空調空気が供給されるが
、顧客のいない右エリアには空調空気が供給されないような風向パターンに決定するため
、図１６（ｂ）に示されるような空調運転が各室内機２ａ～２ｄによって行われるように
なる。つまり、室内機２ａ，２ｃは、４方向に空調空気を吹き出すが、室内機２ｂ，２ｄ
は、室内機２ａ，２ｃ側に位置する吹き出し口それぞれからエアカーテン気流を吹き出す
。これにより、全室内機２ａ～２ｄが弱冷房を行う場合よりも、室内機２ａ～２ｄにより
消費されるエネルギーを例えば約１０％抑えることができる。
【００７４】
　次いで、図１６（ｃ）に示されるように、顧客が店舗内全体に在席している場合、店舗
の店員は、空調制御装置３の操作パネル３２に表示されたレイアウト画面ｐ１及び設定画
面ｐ２を用いて、店舗内全てのエリアについて「旋回気流モード」の設定を行う。すると
、空調制御装置３は、全室内機２ａ～２ｄにおいてＰＩＤ制御がなされる風向パターンと
（図１６（ｃ－１）、つまり、デフォルト設定されている「通常気流モード」に対応する
風向パターン）、空調空気を吹き出す吹き出し口２１ａ～２１ｄを経時的に変えていくこ
とで気流を旋回させる風向パターン（図１６（ｃ－２）、つまり設定された「旋回気流モ
ード」に対応する風向パターン）とに決定すると共に、これらが適宜切り替わるような制
御を行う。より具体的には、ＰＩＤ制御に基づく室内機２ａ～２ｄの気流制御が１時間な
された後、旋回気流制御が１０分程度実施され、その後またＰＩＤ制御に基づく気流制御
がなされるといった風向パターンの切り換えが繰り返される。これにより、ＰＩＤ制御に
基づく従来の気流制御（図１６（ｃ－１））により冷気溜まりが生じ、その結果店舗内に
温度ムラが発生した場合であっても、適宜実施される旋回気流によって温度ムラは解消さ
れる。つまり、図１６（ｃ－２）に示すように気流を旋回させることで、定期的に室内全
体の温度が攪拌されるため、温度ムラが解消されるようになる。また、室内機２ａ～２ｄ
により消費されるエネルギーも抑えることができる。
【００７５】
　このように、本実施形態に係る空調システム１によると、店舗の店員等は、経時的に変
化する店舗の混雑具合に応じて風向パターンを適宜切り換えるように利用することができ
る。これにより、来店した顧客の快適席を維持することができると共に、店舗に対応した
最大限の省エネ運転を行うことができる。
【００７６】
　　（４－２）具体例Ｂ
　図１７は、本実施形態に係る空調システム１が、ファミリーレストランの店舗内の気流
制御用として利用された場合の一例を示している。図１７（ａ）（ｂ）では、図１６（ａ
）～（ｃ）と同様、運転中である室内機２ａ～２ｄは、冷房運転を行っているものとする
。
【００７７】
　ところで、一般的に、ファミリーレストランの店舗内は、喫煙エリアと禁煙エリアとが
固定されている場合が多い。そのため、例えば喫煙エリア及び禁煙エリアにおける在席率
がそれぞれ５０％，１００％である状態時に、更に来店した顧客が禁煙者である場合、喫
煙エリアには空いているテーブルがあるものの禁煙エリアには空いているテーブルがない
ため、その顧客を直ぐに案内することができない。
【００７８】
　これに対し、本実施形態に係る空調システム１を利用すると、その時々に来店する顧客
に応じて、喫煙エリア及び禁煙エリアの領域を変えることができる。例えば、図１７（ａ
）に示されるように、禁煙エリアにおける在席率が１００％である状態において、新たに
禁煙者である顧客が来店した場合、店舗の店員は、空調制御装置３の操作パネル３２に表
示されたレイアウト画面ｐ１及び設定画面ｐ２を用いて、喫煙エリアにおける空席のテー
ブルＴａＡ，ＴａＢを含むゾーンについて「禁煙」設定を行う。すると、空調制御装置３
は、選択されたテーブルＴａＡ，ＴａＢを含むゾーン及びそれまでの禁煙エリアには、喫
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煙エリアからの空調空気が流入しにくくなるような風向パターンに決定するため、図１７
（ｂ）に示されるような空調運転が各室内機２ａ～２ｄによって行われるようになる。つ
まり、室内機２ｂは、禁煙エリア側、つまり室内機２ａ側に近い吹き出し口から禁煙エリ
ア側に向かってエアカーテン気流を吹き出す。室内機２ｄは、テーブルＴａＡ，ＴａＢを
含むゾーン側へのエアカーテン気流をやめ、風量“強”の空調空気を、テーブルＴａＡ，
ＴａＢを含むゾーンに供給する。尚、室内機２ａ，２ｃは、図１７（ａ）と同様の空調運
転を継続して行う。これにより、これまで喫煙エリアに含まれていたテーブルＴａＡ，Ｔ
ａＢを含むゾーンは、「喫煙」設定から「禁煙」設定に変更され、喫煙エリア内のたばこ
の煙は、空調空気と共に禁煙エリアには流出しにくくなる。従って、店舗側は、空席があ
れば、顧客を待たせることなくスムーズに案内することができるため、店舗における顧客
の回転率が向上する。
【００７９】
　　（４－３）具体例Ｃ
　図１８は、本実施形態に係る空調システム１が、営業オフィス内の気流制御用として利
用された場合の一例を示している。図１８（ａ）（ｂ）では、図１６（ａ）～（ｃ）や図
１７（ａ）（ｂ）と同様、運転中である室内機２ａ～２ｄは、冷房運転を行っているもの
とする。
【００８０】
　例えば、図１８（ａ）に示すように、営業オフィス内における在席率が１００％に近い
状態の場合、暑がりな社員や寒がりな社員が混在した状態となっている場合がある。この
場合、個々の社員は、空調制御装置３の操作パネル３２に表示されたレイアウト画面ｐ１
の気流イメージｉｍ１，ｉｍ２・・・によって風向きや風量を確認する。そして、個々の
社員は、空調空気を所望する設定にしたい場合には、レイアウト画面ｐ１上の空調対象ゾ
ーンｚｏ１１～ｚｏ４４の中から自分自身の席を含む空調対象ゾーンを選択し、次いで設
定画面ｐ２，ｐ３を用いて「気流をあてない」「気流をあてる」設定や、風向きや風量を
変更する。すると、空調制御装置３は、選択された空調対象ゾーンに対し風量“強”の空
調空気を供給するような風向パターンや、選択された空調対象ゾーンに対し気流をあてな
いようにする風向パターンを決定する。このため、例えば図１８（ａ）に示すような空調
運転が各室内機２ａ～２ｄによって行われるようになる。図１８（ａ）では、社員ｓｈＡ
の席を含む空調対象ゾーンに対しては空調空気を供給せず、その他の空調対象ゾーンに対
しては、４方向に風量“強”の空調空気が吹き出されている一例を示している。これによ
り、各ゾーンには、ゾーン別に設定された通りに空調空気が供給されるようになるため、
営業オフィス内の全員が快適に過ごせるようになる。
【００８１】
　次いで、図１８（ｂ）に示すように、多くの社員が席を離れ、エリア的には２５％、在
席率は約３３％未満となった場合、在席中の社員は、空調制御装置３の操作パネル３２に
表示されたレイアウト画面ｐ１及び設定画面ｐ２，ｐ３上から、社員が不在であるゾーン
に対しては「不在」設定を行い、社員が在席しているエリアｓｑ内の各ゾーンに対しては
風量“弱”の設定を行う。ここで、「不在」設定としては、風量“弱”の空調空気が供給
されるエリアｓｑについて、例えば設定温度を１℃高くする設定が挙げられる。すると、
空調制御装置３は、社員のいるエリアｓｑには風量“弱”の空調空気が供給されると共に
、設定温度が１℃高めに設定されるが、社員のいないその他のエリアについては、設定温
度が変化することなく、室内機２ｃ～２ｄがサーモオフの状態となる。そのため、図１８
（ｂ）に示されるような空調運転が、各室内機２ａ～２ｄによって行われるようになる。
つまり、室内機２ａは、４方向に風量“弱”の空調空気を吹き出すが、室内機２ｂ，２ｃ
は、エリアｓｑ側に位置する吹き出し口からエアカーテン気流を吹き出す。これにより、
エリアｓｑ内には、室内機２ａによる空調空気が行き渡るようになる。従って、室内機２
ａの設定温度が高めであったとしても、社員のいるエリアｓｑに集中して空調空気を供給
することができるようになるため、エリアｓｑ内の社員の快適性が確保される。また、そ
の時々の在席している社員の人数に応じた空調を行うことができるため、全室内機２ａ～
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２ｄが弱冷房を行う場合よりも、室内機２ａ～２ｄにより消費されるエネルギーを例えば
約２０％抑えることができる。
【００８２】
　（５）効果
　　（Ａ）
　本実施形態に係る空調システム１によると、操作パネル３２上には、例えば建物ＲＡ内
におけるテーブルＴａ１１～Ｔａ４４や椅子の配置に基づいて定義された複数の空調対象
ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４が選択可能となっているレイアウト画面ｐ１が表示される。そ
して、空調システム１のユーザによって空調空気を供給すべき空調対象ゾーン、及び／ま
たは空調空気を供給すべきでない空調対象ゾーンが選択されることで、風向パターン、即
ち室内機２ａ～２ｄの各吹き出し口２１ａ～２１ｄから吹き出される空調空気の風向き等
が決定される。これにより、ユーザは、レイアウト画面ｐ１上から、建物ＲＡ内の環境に
応じてきめ細かい気流制御を容易に指示することができる。従って、各空調部の風向き等
の設定における操作性が向上する。
【００８３】
　　（Ｂ）
　また、本実施形態に係る空調システム１によると、レイアウト画面ｐ１上には、建物Ｒ
Ａ内に設置された室内機２ａ～２ｄの位置が表示されると共に、各室内機２ａ～２ｄから
供給される空調空気の風向き及び風量を示す気流イメージｉｍ１，ｉｍ２，・・・が表示
される。従って、ユーザは、建物ＲＡ内において室内機２ａ～２ｄがどの位置に配置され
、かつどのような空調空気がどの方向に吹き出されているのかを、レイアウト画面ｐ１上
から知ることができる。
【００８４】
　　（Ｃ）
　また、本実施形態に係る空調システム１によると、レイアウト画面ｐ１には、空調空気
の供給を要さない空調対象ゾーンと空調空気の供給を要する空調対象ゾーンとが、区別可
能に表示される。そのため、ユーザは、空調空気の供給を要さない空調対象ゾーンと空調
空気の供給を要する空調対象とを、容易に知ることができる。
【００８５】
　　（Ｄ）
　また、本実施形態に係る空調システム１によると、空調制御装置３は、人が不在である
空調対象ゾーンを、空調空気の供給を要さない空調対象ゾーンとして受け付けることがで
きる。ユーザによって人が不在である空調対象ゾーンが選択されると、室内機２ａ～２ｄ
は、人が不在である空調対象ゾーンへの空調空気の供給を停止することができるため、室
内機２ａ～２ｄによって消費されるエネルギーを抑えることができる。
【００８６】
　　（Ｅ）
　また、本実施形態に係る空調システム１では、ユーザは、空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚ
ｏ４４について旋回気流を形成する旋回気流モード、及び旋回気流を形成しない通常気流
モードのいずれかを設定することができる。従って、建物ＲＡ内における温度ムラを解消
することができる。
【００８７】
　　（Ｆ）
　また、本実施形態に係る空調システム１によると、空調空気の供給を要さない空調対象
ゾーンが選択された場合、このゾーンと空調空気の供給を要するゾーンとの間を空調空気
が出入りしないように、室内機２ａ～２ｄが制御される。具体的には、空調空気の供給を
要する空調対象ゾーンに設置された室内機２ａ～２ｄ、及びこのゾーンに隣接する空調空
気の要求を要さない空調対象ゾーンに設置された室内機２ａ～２ｄ双方が協調して冷気を
流出し難い気流を発生させることができる。これにより、例えば冷房運転による冷気が空
調空気の供給を要さないゾーンに漏れることを防ぐことができる。
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【００８８】
　　（Ｇ）
　また、本実施形態に係る空調システム１によると、ユーザが、禁煙エリアとするべき空
調対象ゾーン、または喫煙エリアとするべき空調対象ゾーンを選択することができる。こ
れにより、例えば喫煙エリアと禁煙エリアとの間の空調空気の出入りがブロックされるよ
うな気流制御が行われる。従って、建物ＲＡ内にいる人にあわせて、容易に建物ＲＡ内を
禁煙エリアまたは喫煙エリアにすることができる。
【００８９】
　　（Ｈ）
　また、本実施形態に係る空調システム１によると、ユーザは、空調空気の供給を要する
空調対象ゾーンへの空調空気の風量を、例えば「弱」や「強」などに設定することができ
る。従って、各空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４へは、ユーザの好みに応じた風量の空
調空気が送られるようになる。
【００９０】
　　（Ｉ）
　また、本実施形態に係る空調システム１では、空調空気の供給を要する空調対象ゾーン
が選択された場合、選択された空調対象ゾーンの位置情報に基づいて、このゾーンに空調
空気を供給可能な室内機２ａ～２ｄが判断され、判断された室内機２ａ～２ｄについての
風向パターンが決定される。つまり、空調空気の供給を要する空調対象ゾーンには、この
ゾーン内またはこのゾーン近くに配置されている室内機２ａ～２ｄから空調空気が供給さ
れることになる。従って、空調空気の供給を要すると選択された空調対象ゾーンには、最
適な位置の吹き出し口２１ａ～２１ｄから空調空気が送られるようになる。
【００９１】
　＜その他の実施形態＞
　　（ａ）
　上記実施形態では、図３に示すように、空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４が、１卓の
テーブルとそのテーブルの周りに設置された４脚の椅子とを囲む範囲で定義された場合に
ついて説明した。しかし、空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４の定義は、これに限定され
ない。例えば、建物ＲＡ内に設置された椅子の位置によって空調対象ゾーンを定義したり
、椅子やテーブルの位置に関係なく単に建物ＲＡ内を複数の区画に区分し、その各区分を
１つの空調対象ゾーンとして定義したりしてもよい。また、空調対象ゾーンは、１台の室
内機を基準とした所定範囲で定義されていてもよい。
【００９２】
　　（ｂ）
　また、上記実施形態では、旋回気流モードが選択された場合、図１０の風向パターンテ
ーブル３４における風向パターンＩＤ１０１に示されるように、全ての室内機２ａ～２ｄ
が旋回気流を行う場合（つまり、建物ＲＡ内全体、即ち全空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ
４４について旋回気流が行われる場合）について説明した。しかし、旋回気流モードでは
、全ての空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４について旋回気流が行われる他に、選択され
た複数の空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４について部分的に旋回気流が行われてもよい
。但し、部分的な旋回気流についても、上記実施形態と同様、旋回気流を実行可能な複数
の空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４が選択されているという条件が満たされる場合に行
われるものとする。
【００９３】
　また、上記実施形態では、選択された空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４が、４台の室
内機２ａ～２ｄ全てを含む矩形または正方形の領域となっている場合に、「旋回気流モー
ド」ボタンｂ２が選択可能となると説明した。しかし、「旋回気流モード」ボタンｂ２が
選択可能となる条件は、これに限定されない。例えば、操作パネル３２に表示されたレイ
アウト画面ｐ１上から室内機２ａ～２ｄを直接選択可能であれば、選択された室内機２ａ
～２ｄが４台であって、かつ選択された全ての室内機２ａ～２ｄによって形作られる空調
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対象領域が矩形または正方形である場合に、「旋回気流モード」ボタンｂ２が選択可能と
なってもよい。
【００９４】
　このように、旋回気流モードの設定条件から鑑みると、上述した方法（つまり、室内機
２ａ～２ｄを選択する方法）は、上記実施形態のように空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４
４を選択する方法に比して、容易に旋回気流モードを設定することが可能となる。空調対
象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４を選択する方法においては、１つの空調対象ゾーンの範囲が
小さい程、「旋回気流モード」ボタンｂ２をアクティブな状態にするのに選択すべきゾー
ンの数が多くなってしまうからである。
【００９５】
　　（ｃ）
　また、上記実施形態では、空調制御装置３の操作パネル３２を介して「旋回気流モード
」が設定された場合に、旋回気流が行われる場合について記載した。しかし、旋回気流制
御は、自動で行われてもよい。
【００９６】
　この場合、例えば、人付近や床付近の温度を検知するための赤外線センサを建物ＲＡの
各空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４に配置しておく。空調制御装置３は、赤外線センサ
による空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４毎の検知結果と、各ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４
に対応する室内機２ａ～２ｄそれぞれの吸い込み温度との差を所定時間毎に求める。求め
た差が例えば４度以上となる箇所が全体の約５０％以上であれば、空調制御装置３は、室
内機２ａ～２ｄに旋回気流を行わせても良い。
【００９７】
　尚、上記赤外線センサの代わりに無線センサが用いられても良い。
【００９８】
　　（ｄ）
　上記実施形態では、操作パネル３２に表示されたレイアウト画面ｐ１上から、不在であ
る空調対象ゾーンがユーザによって選択される場合について説明した。しかし、不在であ
る空調対象ゾーンが設定される方法は、これ以外であってもよい。
【００９９】
　例えば、人を検知するためのセンサを、センサの有する検知可能範囲を考慮して建物Ｒ
Ａの各空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４に配置しておく。空調制御装置３は、該センサ
の検知結果から、各空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４に居る人の人数を例えば１０分で
ある所定時間毎に把握し、人のいない空調対象ゾーンがあるか否かを判断する。そして、
空調制御装置３は、人のいない空調対象ゾーンがあると判断した場合、該空調対象ゾーン
を空調する室内機について、該空調対象ゾーンへの空調を停止させると共に、該空調対象
ゾーンに隣接するゾーンへは空調空気が供給されるように、風向パターンを決定する。こ
のように、センサを用いて人のいない空調対象ゾーンがあるか否かを判断することで、無
駄に空調運転を行っている室内機をなくすことができる。
【０１００】
　また、センサを各空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４に配置する代わりに、空調制御装
置３は、各ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４に配置されている複数のＰＣから例えばログイン情
報を得ることで、人のいない空調対象ゾーンがあるか否かを判断してもよい。
【０１０１】
　　（ｅ）
　上記実施形態に係る空調システム１は、空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４それぞれに
ついての空調制御の他、更に建物ＲＡ内にいる人それぞれの好みに応じた空調制御を自動
で行うことが可能であってもよい。この場合、人が着席する椅子の近くには、椅子付近の
温度及び／または湿度を検知するためのセンサノードが配置されており、各椅子には、制
御の便宜上、椅子ＩＤが割り当てられている。空調制御装置３は、センサノードの検知結
果を取得すると、そのセンサノードの設置位置付近の椅子の位置、該椅子に対応する椅子
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ＩＤ、及びセンサノードの検知結果（即ち、椅子付近の温度及び／または湿度）と、予め
記憶している着席している人物の嗜好情報とから、風向き及び風量を含む風向パターン３
０１，３０２を決定する（図１９参照）。つまり、図１９における風向パターンＩＤ３０
１，３０２・・・に対応する風向パターンは、椅子に着席している各個人向けに空調空気
を提供するか否かといった、いわゆるパーソナル空調のパターンを示している。この場合
、空調制御装置３の記憶部３３が記憶する風向パターンテーブル３４’には、図１０の風
向パターンテーブル３４における風向パターンＩＤ、ゾーンＩＤ、室内機ＩＤ等に加え、
更に椅子ＩＤが１レコードとして表されている。これにより、空調システム１は、各個人
の好みに応じた空調空気を自動で提供することができる。
【０１０２】
　尚、空調制御装置３は、椅子に人が着席しているか否かの判断については、センサノー
ドによる検知結果からではなく、人が該椅子に座った場合に操作されるＰＣのログイン情
報を用いて行っても良い。また、空調制御装置３は、人が所持しているＲＦＩＤタグ情報
を建物ＲＡ内に設けられたタグリーダーで読み取り、読み取られた情報に基づいて、人が
着席しているか否かを判断してもよい。
【０１０３】
　　（ｆ）
　上記実施形態では、４台の室内機２ａ～２ｄが、建物ＲＡ内に図２に示すようにして配
置される場合について説明した。しかし、建物ＲＡ内に配置される室内機の数は４台に限
定されず、また設置位置についても、図２に限定されず、どのように配置されてもよい。
【０１０４】
　　（ｇ）
　上記実施形態では、室内機２ａ～２ｄが、天井埋込タイプの室内機である場合を例にと
り説明した。しかし、本発明に係る室内機は、天井埋込タイプに限定されず、天井吊り下
げタイプ、ダクト式（天井吹き出し、床吹き出し）タイプ等、吹き出し口毎に風向及び風
速を制御できるものであれば、どのようなタイプの室内機であってもよい。
【０１０５】
　　（ｈ）
　上記実施形態では、空調システム１が実際に利用されるようになる前より、予めレイア
ウト画面ｐ１上における空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４及び室内機２ａ～２ｄの設置
位置、つまり、気流イメージｉｍ１，ｉｍ２，ｉｍ３・・・を除くレイアウト画面ｐ１上
の情報が空調制御装置３にインプットされており、気流イメージｉｍ１，ｉｍ２，ｉｍ３
・・・は、各室内機２ａ～２ｄの運転時にその都度決定され、上記情報と共にレイアウト
画面ｐ１上に表示されると説明した。しかし、レイアウト画面ｐ１上における空調対象ゾ
ーンｚｏ１１～ｚｏ４４及び室内機２ａ～２ｄの設置位置は、利用可能なデータとして予
め空調制御装置３にインプットされているのではなく、気流イメージｉｍ１，ｉｍ２，ｉ
ｍ３・・・と共にレイアウト画面ｐ１が表示される度に決定されてもよい。
【０１０６】
　　（ｉ）
　また、上記実施形態では、各室内機２ａ～２ｄの運転時にその都度風向パターンが計算
され、当該風向パターンに基づく気流イメージｉｍ１，ｉｍ２，ｉｍ３・・・がレイアウ
ト画面ｐ１上に表示される場合について説明した。しかし、本発明に係る空調システムに
おいては、風向パターンは、その都度計算されずともよい。予め試運転ツール等で計算さ
れた複数の風向パターンが風向パターンテーブル内に格納されており、操作パネル３２を
介して設定された各種内容やその時々の各種情報（建物ＲＡ内の温度等）に応じて当該テ
ーブルの中から風向パターンを選択する手法が採用されてもよい。また、風向パターンは
、当該テーブル内の既存の風向パターンを複数組み合わせる等して作成され、気流制御に
利用されてもよい。
【０１０７】
　尚、上記風向パターンテーブルは、上記実施形態に係る座標データ等と同様、空調シス
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テムの施工業者によって、空調システムが実際に利用される前からフラッシュメモリや図
示しない通信ネットワークを介して空調制御装置の記憶部内にインプットされている。
【０１０８】
　　（ｊ）
　上記実施形態では、レイアウト画面ｐ１中の気流イメージｉｍ１，ｉｍ２，ｉｍ３・・
・に対応する風量や風向については、基本的に空調制御装置３によって自動で決定され、
更にユーザは、図９を用いて風量や風向を好みに合わせて微調整することが可能であると
説明した。しかし、本発明に係る空調システム１では、風量や風向が空調制御装置３によ
って自動でのみ決定され、ユーザによる微調整機能が無くてもよい。
【０１０９】
　　（ｋ）
　上記実施形態では、風向が縦方向、横方向の両方向に制御できる室内機２ａ～２ｄを例
に取り説明した。しかし、本発明では、横方向の風向制御がない室内機が利用されてもよ
い。この場合、旋回気流が行われる際には、図１２のように空調空気は斜め方向には供給
されないが、図２０に示すように供給されるようになる。つまり、隣接する室内機に向け
て空調空気が供給されるが、どの室内機においても、空調空気を供給するゾーンが重複す
ることなく、それぞれが異なるゾーンへと空調空気を供給する。図２０では、空調空気が
反時計回り方向に供給されている一例を示している。
【０１１０】
　　（ｌ）
　上記実施形態では、図１０の風向パターンテーブル３４、図１９の風向パターンテーブ
ル３４’に示すように、空調制御装置３は、風向だけではなく、風温を制御することがで
きる場合について説明した。しかし、本発明に係る空調システムは、少なくとも風向の制
御が実行されればよく、風温の制御が行われなくともよい。
【０１１１】
　　（ｍ）
　上記実施形態では、図８の設定画面ｐ２上において、１以上のボタンｂ１～ｂ７が選択
された場合、図１４，１５に示すように、選択された各ボタンに対応する動作が優先順位
（図１３）等に基づいて実行されると説明した。しかし、本発明に係る空調システム１で
は、図８の設定画面ｐ２上において１つのボタンが選択されると、そのボタンに対応する
制御が終了するまでは他のボタンが選択できないような、全モード相互排他方式が採用さ
れてもよい。図２１及び図２２は、全モード相互排他方式が採用された場合の、空調制御
装置３が行う動作の流れを示している。
【０１１２】
　ステップＳ１０１～Ｓ１０２：空調制御装置３の管理者等により空調制御装置３の電源
がオンされると（Ｓ１０１のＹｅｓ）、操作パネル３２上には、レイアウト画面ｐ１が表
示される（Ｓ１０２）。
【０１１３】
　ステップＳ１０３～Ｓ１０４：管理者等によって、レイアウト画面ｐ１上から空調対象
ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４のいずれかが選択され、次いで表示された設定画面ｐ２，ｐ３
から各種設定がなされた場合には（Ｓ１０３のＹｅｓ）、空調制御装置３は、ステップＳ
１０３以降の動作を行う。空調対象ゾーンｚｏ１１～ｚｏ４４の選択がなされない場合に
は（Ｓ１０３のＮｏ）、空調制御部３５ｂは、ＰＩＤ制御に基づき、各室内機２ａ～２ｄ
の気流制御を行う（Ｓ１０４）。
【０１１４】
　ステップＳ１０５～Ｓ１０６：ステップＳ１０３においてなされた設定が「旋回気流モ
ード」設定である場合（Ｓ１０５のＹｅｓ）、決定部３５ａは、図１０の風向パターンＩ
Ｄ１０１に示されるように、建物ＲＡ内について旋回気流が形成されるような風向パター
ンを決定する。空調制御部３５ｂは、該風向パターンに基づいて、各室内機２ａ～２ｄに
ついて旋回気流制御を行う（Ｓ１０６）。これにより、建物ＲＡには、図１２に示される
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ような旋回気流が供給されるようになる。
【０１１５】
　ステップＳ１０７～Ｓ１０８：ステップＳ１０３においてなされた設定が「不在」設定
である場合（Ｓ１０７のＹｅｓ）、決定部３５ａは、レイアウト画面ｐ１上から選択され
た空調対象ゾーンに対しては空調空気が供給されないような、不在気流制御用の風向パタ
ーンを決定する。空調制御部３５ｂは、該風向パターンに基づいて、該当する室内機２ａ
～２ｄについて不在気流制御を行う（Ｓ１０８）。これにより、建物ＲＡには、例えば図
１１に示されるような気流が供給されるようになる。
【０１１６】
　ステップＳ１０９～Ｓ１１０：ステップＳ１０３においてなされた設定が「気流をあて
る」設定である場合（Ｓ１０９のＹｅｓ）、決定部３５ａは、レイアウト画面ｐ１上から
選択された空調対象ゾーンに対し、空調空気が供給されるような風向パターンを決定する
。具体的には、決定部３５ａは、図１０の風向パターンＩＤ２０１，２０２に示されるよ
うな風向パターンを決定する。空調制御部３５ｂは、該風向パターンに基づいて、該当す
る室内機２ａ～２ｄについて気流制御を行う（Ｓ１１０）。
【０１１７】
　ステップＳ１１１～Ｓ１１２：ステップＳ１０３においてなされた設定が「気流をあて
ない」設定である場合（Ｓ１１１のＹｅｓ）、決定部３５ａは、レイアウト画面ｐ１上か
ら選択された空調対象ゾーンに対しては空調空気が供給されないような風向パターンを決
定する。つまり、決定部３５ａは、ステップＳ１０８の不在気流制御用の風向パターンと
同様に、風向パターンを決定する。空調制御部３５ｂは、該風向パターンに基づいて、該
当する室内機２ａ～２ｄについて気流制御を行う（Ｓ１１２）。これにより、建物ＲＡに
は、例えば図１１に示されるような気流が供給されるようになる。
【０１１８】
　ステップＳ１１３～Ｓ１１４：ステップＳ１０３においてなされた設定が「禁煙」設定
である場合（Ｓ１１３のＹｅｓ）、決定部３５ａは、レイアウト画面ｐ１上から選択され
た空調対象ゾーンには、禁煙設定でない空調対象ゾーンからの空調空気が流入しないよう
な禁煙用の風向パターンを決定する。空調制御部３５ｂは、該風向パターンに基づいて、
該当する室内機２ａ～２ｄについて気流制御を行う（Ｓ１１４）。
【０１１９】
　ステップＳ１１５～Ｓ１１６：ステップＳ１０３においてなされた設定が「喫煙」設定
である場合（Ｓ１１５のＹｅｓ）、決定部３５ａは、レイアウト画面ｐ１上から選択され
た空調対象ゾーンからは、喫煙設定でない空調対象ゾーンに空調空気が流出しないような
喫煙用の風向パターンを決定する。空調制御部３５ｂは、該風向パターンに基づいて、該
当する室内機２ａ～２ｄについて気流制御を行う（Ｓ１１６）。
【０１２０】
　ステップＳ１１７：管理者等により、操作パネル３２上のレイアウト画面ｐ１及び設定
画面ｐ２，ｐ３上を用いて、現在とは異なる設定に変更された場合には（Ｓ１１７のＹｅ
ｓ）、空調制御装置３は、ステップＳ１０５以降の動作を繰り返す。
【０１２１】
　ステップＳ１１８：空調制御装置３は、電源がオフされるまでステップＳ１１７の動作
を繰り返す（Ｓ１１８のＮｏ）。空調制御装置３は、電源がオフされた場合には（Ｓ１１
８のＹｅｓ）、一連の動作を終了する。
【０１２２】
　尚、図２１，２２では、一例として、「旋回気流モード」設定、「不在」設定、「気流
をあてる」設定、「気流をあてない」設定、「禁煙」設定、「喫煙」設定の順で、設定の
確認が行われる場合について説明した。しかし、どのような設定が受け付けられたかが確
認される順番は、これに限定されず、任意に変更可能である。例えば、図１３にて記載し
た各ボタンに対応する動作の優先順位に基づき、「気流をあてる」／「気流をあてない」
設定、「旋回気流モード」設定、「不在」設定、「禁煙」／「喫煙」設定、の順で設定の
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確認がなされてもよい。
【０１２３】
　また、選択された各ボタンに対応する動作の優先順位についても、図１３の順番に限定
されない。例えば、各ボタンに対応する動作の優先順位は、ユーザの利用する状況に応じ
てユーザ毎にカスタマイズされたり、実際にユーザが利用している状態に応じて優先順位
が変化する、いわゆる学習機能によって適宜変更されたりしてもよい。
【０１２４】
　　（ｎ）
　また、上記実施形態に係る「（３）動作」においては、人の在／不在、床温度分布を検
知するためのセンサノードが建物ＲＡ内に複数配置されており、当該センサノードの検知
結果に基づいて、選択された各ボタンｂ１～ｂ７に対応する制御の起動条件が成立したか
否かが把握されると説明した。しかし、本発明に係る空調システムでは、センサノードを
利用せずに、各ボタンｂ１～ｂ７に対応する制御の起動条件が成立したか否かを把握する
手法が採用されてもよい。この場合、建物ＲＡ内にいるユーザが空調制御装置に直接入力
した各種データ（例えば、人の在／不在、体感温度等）を用いて、各ボタンｂ１～ｂ７に
対応する制御の起動条件が成立したか否が把握される。
【０１２５】
　　（ｏ）
　また、上記実施形態において、「通常気流モード」がデフォルトで設定されていること
をユーザに知らせるべく、設定画面ｐ２上の「通常気流モード」ボタンｂ１は常に選択さ
れている状態となっていてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１２６】
　本発明に係る空調システムによると、ユーザは、レイアウト画面上から、空調対象空間
の環境に応じてきめ細かい気流制御を容易に指示することができるため、各空調部の風向
き等の設定における操作性が向上するという効果を有する。従って、本発明に係る空調シ
ステムは、飲食店等の店舗や、事務所等の比較的広い空間を空調対象とする空調システム
として利用することができる。
【符号の説明】
【０１２７】
１　空調システム
２ａ～２ｄ　空調機
３　空調制御装置
２１ａ～２１ｄ　吹き出し口
２２ａ～２２ｄ　上下フラップ
２３ａ～２３ｄ　左右ルーバ
３１　通信部
３２　操作パネル
３３　記憶部
３４　風向パターンテーブル
３５　制御部
３５ａ　決定部
３５ｂ　空調制御部
ｐ１　レイアウト画面
ｐ２　各種設定画面
ｐ３　風量設定用の画面
ｚｏ１１～ｚｏ４４　空調対象ゾーン
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１２８】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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