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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】空調機器の消費電力が正常範囲であるかどうか
をモニタリングし、空調機器の故障を予め防止する方法
及び装置を提供する。
【解決手段】空調機を管理する方法において、少なくと
も一つ以上の消費電力要素に基づいて、空調機を制御す
る時点の空調機の消費電力量パターンを予測する段階、
予測した消費電力量パターンの分布情報に基づいて空調
機の時間に応じた消費電力量の限界値を導出する段階、
空調機を制御する時点となった場合、現在の消費電力量
が導出した消費電力量の限界値の範囲内に含まれるかど
うかを決定する段階及び現在の消費電力量が予測した消
費電力量の限界値の範囲内に含まれない場合、通知信号
を生成して管理者サーバに送信する段階と、を含む。
【効果】空調機の運転状態が正常であるかどうかを決定
する正確度及び信頼度の向上で空調機を効率的に管理す
ることができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空調機を管理する方法において、
　消費電力管理装置が外部サーバから受信した少なくとも一つ以上の消費電力要素に基づ
いて、前記空調機を制御する間、前記空調機の消費電力量パターンを決定する段階と、
　前記消費電力管理装置が、前記決定された消費電力量パターンの分布情報に基づいて、
前記空調機の時間に応じた消費電力量の限界値を導出する段階と、
　前記消費電力管理装置が、現在の消費電力量が前記導出した消費電力量の限界値の範囲
内にあるかどうかを決定する段階と、
　前記消費電力管理装置が、前記現在の消費電力量が前記限界値の範囲内に存在しない場
合、第１通知信号を生成して管理者サーバに送信する段階と、
　前記消費電力管理装置が、前記現在の消費電力量が前記限界値の範囲内に存在する場合
、前記少なくとも一つ以上の消費電力要素、基準時点の料金制及び点検時点の料金制に基
づいて機器点検が必要な場合、第２通知信号を生成して前記管理者サーバに送信する段階
と、を含む
　ことを特徴とする空調機管理方法。
【請求項２】
　前記消費電力管理装置が、前記消費電力量パターンを決定する段階は、
　前記消費電力管理装置が、前記少なくとも一つ以上の消費電力要素の条件における消費
電力量パターンを前記外部サーバから受信する段階と、
　前記消費電力管理装置が、前記受信した少なくとも一つ以上の消費電力量パターンから
現在時点の消費電力要素の条件に合致する消費電力量パターンの情報を抽出する段階と、
を含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の空調機管理方法。
【請求項３】
　前記消費電力管理装置が、前記現在の消費電力量が前記限界値の範囲内にあるかどうか
を決定する段階は、
　前記消費電力管理装置が、前記空調機の運転状態情報を用いて前記空調機の予測消費電
力量の限界値を補正する段階と、
　前記消費電力管理装置が、現在の前記空調機の運転状態情報を用いて現在の消費電力量
を計算する段階と、
　前記消費電力管理装置が、前記計算した消費電力量が予測した消費電力量の限界値の範
囲内にあるかどうかを決定する段階と、を含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の空調機管理方法。
【請求項４】
　前記消費電力管理装置が、前記現在の消費電力量が前記導出した消費電力量の限界値の
範囲内にあるかどうかを決定する段階は、
　前記消費電力管理装置が、前記空調機のある空間で換気システムで換気した場合、少な
くとも一つの消費電力要素が変化したかどうかを感知する段階と、
　前記消費電力管理装置が、前記感知した少なくとも一つの消費電力要素の変化に基づい
て、現在の消費電力が前記導出された消費電力量の限界値の範囲内にあるかどうかに関す
る結果を補正する段階と、を含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の空調機管理方法。
【請求項５】
　前記少なくとも一つ以上の消費電力要素が変化したことを感知する段階と、
　前記消費電力管理装置が、前記少なくとも一つの消費電力要素が変化した場合、加重値
を用いて前記空調機の動作時間に応じた消費電力の限界値を変更する段階と、をさらに含
む
　ことを特徴とする請求項１に記載の空調機管理方法。
【請求項６】
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　前記変化した少なくとも一つの消費電力要素は、前記空調機のある空間を換気した結果
である
　ことを特徴とする請求項５に記載の空調機管理方法。
【請求項７】
　前記加重値を用いることは、
　前記消費電力管理装置が、前記空調機のある空間別に加重値を導出し、
　前記消費電力管理装置が、前記導出した加重値に基づいて、予め決められた個数の空間
別の消費電力主要要素情報を抽出して考慮する
　ことを特徴とする請求項５に記載の空調機管理方法。
【請求項８】
　前記消費電力管理装置が、前記第２通知信号を生成して前記管理者サーバに送信する段
階は、
　前記消費電力管理装置が、前記基準時点に前記少なくとも一つの消費電力要素を決定す
るために用いられた前記料金制が、前記空調機の前記消費電力量パターンを決定するため
に用いられる、前記点検時点に前記少なくとも一つの消費電力要素を決定するために用い
られた前記料金制と同一であるかどうかを決定する段階と、
　前記消費電力管理装置が、前記料金制が同一であれば、前記基準時点における前記消費
電力要素と前記点検時点の消費電力要素の類似度を計算する段階と、
　前記消費電力管理装置が、前記計算された類似度が予め決められた値よりも大きい場合
、前記基準時点の料金制と前記点検時点の料金制に基づいて前記機器点検が必要であるか
どうかを決定する段階と、をさらに含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の空調機管理方法。
【請求項９】
　前記消費電力管理装置が、前記機器点検が必要であるかどうかを決定する段階は、
　前記消費電力管理装置が、エネルギー損失費用と機器点検費用を比較することを含み、
　前記消費電力管理装置が、前記エネルギー損失費用は、基準時点における消費電力に応
じた料金と現在時点における消費電力に応じた料金との差に基づいて計算される
　ことを特徴とする請求項８に記載の空調機管理方法。
【請求項１０】
　空調機を管理する装置において、
　システム内の他の装置と情報を送受信する通信部と、
　少なくとも一つ以上の消費電力要素に基づいて、空調機を制御する間、前記空調機の消
費電力量パターンを決定し、前記決定された消費電力量パターンの分布情報に基づいて前
記空調機の時間に応じた消費電力量の限界値を導出し、現在の消費電力量が前記導出した
消費電力量の限界値の範囲内にあるかどうかを決定し、前記現在の消費電力量が前記限界
値の範囲内に存在しない場合、第１通知信号を生成して管理者サーバに送信し、前記現在
の消費電力量が前記限界値の範囲内に存在する場合、前記少なくとも一つ以上の消費電力
要素、基準時点の料金制及び点検時点の料金制に基づいて機器点検が必要な場合、第２通
知信号を生成して前記管理者サーバに送信することを制御する制御部と、を含む
　ことを特徴とする空調機を管理する装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、
　前記少なくとも一つ以上の消費電力要素の条件における消費電力量パターンを外部サー
バから受信し、前記受信した少なくとも一つ以上の消費電力量パターンから現在時点の消
費電力要素の条件に合致する消費電力量パターンの情報を抽出するように追加で構成され
る
　ことを特徴とする請求項１０に記載の空調機を管理する装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、
　前記空調機の運転状態情報を用いて前記空調機の予測消費電力量の限界値を補正し、
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　前記空調機の運転状態情報を用いることによって消費電力を計算し、
　前記計算された消費電力が予測された消費電力の限界値の範囲内にあるかどうかを決定
するように追加で構成される
　ことを特徴とする請求項１０に記載の空調機を管理する装置。
【請求項１３】
　前記制御部は、
　空調機のある空間が換気システムで換気されると、前記少なくとも一つの消費電力要素
が変化したかどうかを感知し、また、前記感知された少なくとも一つの消費電力要素の変
化に基づいて、前記現在の消費電力量が計算された消費電力量の限界値の範囲内にあるか
どうかに関する決定の結果を補正することを制御するように追加で構成される
　ことを特徴とする請求項１０に記載の空調機を管理する装置。
【請求項１４】
　前記制御部は、
　前記少なくとも一つ以上の消費電力要素が変化したことを感知し、前記少なくとも一つ
の消費電力要素が変化した場合、加重値を用いて前記空調機の動作時間に応じて計算され
た消費電力量の限界値を変更するように追加で構成される
　ことを特徴とする請求項１０に記載の空調機を管理する装置。
【請求項１５】
　前記変化した少なくとも一つ以上の消費電力要素は、前記空調機のある空間を換気した
結果である
　ことを特徴とする請求項１４に記載の空調機を管理する装置。
【請求項１６】
　前記制御部は、
　前記空調機のある空間別に加重値を導出し、また、前記導出した加重値に基づいて、予
め決められた個数の空間別の消費電力主要要素を抽出するように追加で構成される
　ことを特徴とする請求項１４に記載の空調機を管理する装置。
【請求項１７】
　前記制御部は、
　前記基準時点の前記少なくとも一つ以上の消費電力要素を決定するために用いられた前
記料金制と、前記空調機の前記消費電力量パターンを決定するために用いられる、前記点
検時点の前記少なくとも一つの消費電力要素を決定するために用いられた前記料金制とが
同一であるかどうかを決定し、前記料金制が同一であれば、前記基準時点における前記消
費電力要素と前記点検時点における消費電力要素の類似度を計算し、また、前記計算され
た類似度が予め決められた値よりも大きい場合、前記基準時点の料金制と前記点検時点の
料金制に基づいて、前記機器点検が必要であるかどうかを決定するように追加で構成され
る
　ことを特徴とする請求項１０に記載の空調機を管理する装置。
【請求項１８】
　前記制御部は、
　エネルギー損失費用と機器性能低下の影響を反映した機器点検費用とを比較して、前記
機器点検が必要であるかどうかを決定することを制御し、
　前記エネルギー損失費用は、基準時点における消費電力に応じた料金と現在時点におけ
る消費電力に応じた料金との差異値に基づいて計算されるように追加で構成される
　ことを特徴とする請求項１７に記載の空調機を管理する装置。
【請求項１９】
　前記空調機は、空気冷却機、空気加熱機、及び空気換気機のうち少なくとも一つである
　ことを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項２０】
　前記空調機は、空気冷却機、空気加熱機、及び空気換気機のうち一つである
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に空調機を管理することに関し、より具体的には、建物内の空調機の
消費電力量をモニタリングして空調機を管理する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットは、モノ等の分散された構成要素間で情報を交換して処理するＩｏＴ（
Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｔｈｉｎｇｓ、モノのインターネット)網へと進化している。ク
ラウドサーバ等との連結によるビッグデータ（Ｂｉｇ ｄａｔａ）処理技術等がＩｏＴ技
術に結合されたＩｏＥ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ）技術も注目され
ている。ＩｏＴを具現するために、「センシング技術」、「有無線通信及びネットワーク
インフラ」、「サービスインターフェース技術」、及び「セキュリティ技術」などの技術
要素が求められており、最近は、モノ間の連結のためのセンサネットワーク（ｓｅｎｓｏ
ｒ ｎｅｔｗｏｒｋ）、モノの通信（Ｍａｃｈｉｎｅ ｔｏ Ｍａｃｈｉｎｅ、Ｍ２Ｍ）、
ＭＴＣ（Ｍａｃｈｉｎｅ Ｔｙｐｅ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）等の技術が研究されて
いる。
【０００３】
　ＩｏＴ環境では、連結されたモノから生成されたデータを収集、分析し、人間の暮らし
に新しい価値を創り出す知能型ＩＴ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）サービ
スが提供される。ＩｏＴは、従来のＩＴ（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ
ｙ）技術と様々な産業との融合及び複合を通じて、スマートホーム、スマートビル、スマ
ートシティ、スマートカー、及びコネクテッドカー、スマートグリッド、ヘルスケア、ス
マート家電、最先端の医療サービス等の分野に応用することができる。
【０００４】
　一方、従来の建物内の設備を管理する技術には、建物内の空調機器、室内空気の質（Ｉ
ｎｄｏｏｒ　Ａｉｒ　Ｑｕａｌｉｔｙ）のモニタリング機器、照明器機等を管理する技術
が含まれていた。この中で空調機器は、建物の中にいる人の快適度と最も密接な関係にあ
る機器であり、その管理の重要性が大きい設備である。そのため、前記空調機器の故障に
より在室者に大きな不快感を与えることを防止するために、空調機器の消費電力が正常範
囲であるかどうかをモニタリングし、空調機器の故障を予め防止する方法及び装置が必要
である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記の問題点を解決するために提案されたものであり、より具体的には、前
記空調機を管理する方法及び装置は、空調機の消費電力に影響を及ぼす様々な要素を考慮
して空調機の消費電力量及び限界範囲を予測し、それに基づいて、現在の前記空調機の消
費電力が前記予測した限界範囲内にあるかどうかをモニタリングして空調機を管理する方
法及び装置に関するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、本発明の一実施形態に係る空調機を管理する方法は、少
なくとも一つ以上の消費電力要素に基づいて空調機を制御する時点の前記空調機の消費電
力量パターンを予測する段階と、前記予測した消費電力量パターンの分布情報に基づいて
前記空調機の時間に応じた消費電力量の限界値を導出する段階と、前記空調機を制御する
時点となった場合、現在の消費電力量が前記導出した消費電力量の限界値の範囲内に含ま
れるかどうかを決定する段階と、現在の消費電力量が前記予測した消費電力量の限界値の
範囲内に含まれない場合、通知信号を生成して管理者サーバに送信する段階と、を含む。
【０００７】
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　また、本発明の一実施形態によると、空調機を管理する装置が提供される。前記装置は
、システム内の他の装置と情報を送受信する通信部と、少なくとも一つ以上の消費電力要
素に基づいて空調機を制御する時点の前記空調機の消費電力量パターンを決定し、前記予
測した消費電力量パターンの分布情報に基づいて前記空調機の時間に応じた消費電力量の
限界値を導出し、前記空調機を制御する間、現在の消費電力量が前記消費電力量の計算さ
れた限界値の範囲内にあるかどうかを決定し、現在の消費電力量が前記限界値の範囲内に
含まれない場合、信号を生成して管理者サーバに送信することを制御する制御部と、を含
むことを特徴とする空調機を管理する装置を含む。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の実施形態によると、前記空調機１１０を管理する方法及び装置は、空調機１１
０の消費電力に影響を及ぼす様々な要素を総合的に考慮して空調機１１０の消費電力量が
正常範囲であるかどうかを決定することによって、前記空調機１１０の運転状態が正常で
あるかどうかを決定する正確度及び信頼度が向上して空調機１１０を効率的に管理できる
という効果がある。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係る消費電力を管理するシステムの全体構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係る消費電力管理方法の過程を表したフローチャートである
。
【図３】本発明の実施形態に係る消費電力管理装置が消費電力を管理する過程を具体化し
たフローチャートである。
【図４】本発明の実施形態に係る消費電力管理装置が消費電力を管理する過程を具体化し
たフローチャートである。
【図５】本発明の実施形態に係る消費電力管理装置による消費電力管理方法に係る時間に
応じた電気電力のグラフである。
【図６Ａ】本発明の実施形態に係る消費電力管理装置による消費電力管理方法に係る時間
に応じた電気電力のグラフである。
【図６Ｂ】本発明の実施形態に係る消費電力管理装置による消費電力管理方法に係る時間
に応じた電気電力のグラフである。
【図７】本発明の実施形態に係る消費電力管理装置が、空調機の点検が必要であるかどう
かを決定する過程を具体化したフローチャートである。
【図８】本発明の実施形態に係る消費電力管理装置による消費電力を管理する方法に係る
時間に応じた電気電力のグラフである。
【図９】本発明の実施形態に係る消費電力管理装置の内部構造を表した図面である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態を添付された図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１１】
　本明細書で実施形態を説明するにおいて、本発明の属する技術分野でよく知られており
、本発明と直接的に関連のない技術内容については説明を省略する。これは不要な説明を
省略することによって本発明の要旨をより明確に伝達するためである。
【００１２】
　添付図面において、一部の構成要素は誇張または省略され、概略的に表されている。ま
た、各構成要素のサイズは実際のサイズをそのまま反映したものではない。各図面におい
て、同一または対応する構成要素は同一の参照番号で表している。
【００１３】
　本発明の利点、特徴、及びこれらを達成する方法は、添付図面と共に詳細に記述されて
いる実施形態を参照すれば明確に理解することができる。しかし、本発明は、下記の実施
形態に限定されるものではなく、様々な形態で具現することができる。但し、本実施形態
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は、本発明の開示を完全なものにし、本発明の属する技術分野における通常の知識を有す
る者に対して、発明の範囲を明確に知らせるために提供されるものであり、本発明は特許
請求の範囲によって定義される。明細書全体において、同一の参照符号は同一の構成要素
を指す。
【００１４】
　このとき、処理フローチャートの各ブロックとフローチャート図面の組み合わせは、一
つまたはそれ以上のコンピュータプログラムインストラクションによって実行されること
を理解するべきである。これらのコンピュータプログラムインストラクションは、汎用コ
ンピュータ、特殊用コンピュータ、またはその他のプログラム可能なデータプロセッシン
グ装備のプロセッサで実行することができ、これらのコンピュータプログラムインストラ
クションはコンピュータ、プログラム可能なデータプロセッシング装備、または不揮発性
コンピュータ読取可能メディアに保存することもできる。前記コンピュータプログラムイ
ンストラクションは物品を製造するために利用することができる。
【００１５】
　また、本明細書に記載されたフローチャートの各ブロックは、特定された論理的機能を
実行するための一つ以上の実行可能なインストラクションを含むモジュール、セグメント
、またはコードの一部を表すことができる。また、いくつかの代替実行例においては、ブ
ロックに記載された機能が順番に関係なく発生することもあることに注目するべきである
。例えば、順番に示されている二つのブロックは、場合によって、同時に実行されること
もでき、または逆順に実行されることもできる。
【００１６】
　本実施形態で使用されている「～部」という用語は、ソフトウェア、Ｆｉｅｌｄ Ｐｒ
ｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｇａｔｅ Ａｒｒａｙ（ＦＰＧＡ）、またはａｎ Ａｐｐｌｉｃａ
ｔｉｏｎ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ（ＡＳＩＣ）のよう
なハードウェアの構成要素を意味し、「～部」はある役割を実行する。しかし、「～部」
はソフトウェアまたはハードウェアに限定される意味ではない。「～部」はアドレッシン
グできる保存メディアにあるように構成することもでき、一つまたはそれ以上のプロセッ
サを再生するように構成することもできる。例えば、「～部」はソフトウェア構成要素、
オブジェクト指向ソフトウェア構成要素、クラス構成要素、及びタスク構成要素のような
構成要素と、プロセス、関数、属性、プロシージャ、サブルーチン、プログラムコードの
セグメント、ドライバ、ファームウェア、マイクロコード、回路、データ、データベース
、データ構造、テーブル、アレイ、及び変数を含む。構成要素と「～部」で提供される機
能は、より少ない数の構成要素及び「～部」に結合されることもでき、またはより多くの
構成要素と「～部」にさらに分離されることもできる。さらに、構成要素及び「～部」は
、デバイスまたはセキュリティマルチメディアカード内の一つまたはそれ以上のＣＰＵを
再生するように具現されることもできる。
【００１７】
　図１は本発明の実施形態に係る消費電力を管理するシステムの全体構成図である。
【００１８】
　前記消費電力を管理するシステムは、空調機１１０、消費電力管理装置１２０、外部サ
ーバ１３０、及び管理者サーバ１４０を含むことができる。
【００１９】
　前記空調機１１０、すなわち、ＨＶＡＣ（Ｈｅａｔｉｎｇ、Ｖｅｎｔｉｌａｔｉｏｎ、
Ａｉｒ Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ）は本発明の技術分野における通常の空調機１１０に
該当する。前記空調機１１０は暖房、換気、空気調和を制御する設備である。前記空調機
１１０は温熱源装備と冷熱源装備を含むことができる。前記温熱源装備としてはボイラー
が使用され、ボイラーで作られた温水と蒸気を前記空調機１１０内の加熱コイルに供給し
て温風を作ることができる。前記空調機１１０の冷熱源装備としては冷凍機が使用され、
冷凍機で冷却された冷水を冷却コイルに供給して冷風を作ることができる。前記空調機１
１０は、前記温熱源装備と冷熱源装備の付属設備として冷却塔、冷却水ポンプ、ボイラー
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給水ポンプ、付属配管等を含むことができる。
【００２０】
　前記空調機１１０は、前記消費電力管理装置１２０と連結され、空調機１１０の現在の
運転状態情報を前記消費電力管理装置１２０に送信する。前記現在の運転状態情報は、前
記消費電力管理装置１２０によって空調機１１０の消費電力を予測して決定するのに利用
される情報である。前記空調機の現在の運転状態情報は空調サイクル及び／または空調機
の設定温度情報を含むことができる。
【００２１】
　前記消費電力管理装置１２０は、消費電力を管理することによって究極的に空調機１１
０を管理するため、空調機１１０管理装置を含むことができる。
【００２２】
　前記消費電力管理装置１２０は、建物内の設備、例えば、照明及びディスプレイ装置の
消費電力を管理することができる。照明に関しては、蛍光灯、白熱灯、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈ
ｔ Ｅｍｉｔｔｉｎｇ Ｄｉｏｄｅ）の統合空間別時間帯の電力モニタリングが可能であり
、特に、可視光通信が可能なＬＥＤ照明の場合、通信基盤ＬＥＤ照明別の状態認識が可能
であり、特定の照明に問題が発生しても簡単に発生地点を把握することができる。ディス
プレイの場合、ＬＦＤ（Ｌａｒｇｅ Ｆｏｒｍａｔ ｄｉｓｐｌａｙ）のような大型モニタ
ーにおいて、特定の画面の電源がｏｎ／ｏｆｆされたり、もしくはシンクが合わない場合
、電力波形モニタリング（例えば、数値及び電力ピーク地点の遅延)に基づいて正常であ
るかどうかを判別することができる。
【００２３】
　前記消費電力管理装置１２０は、空調機１１０、外部サーバ１３０、管理者サーバ１４
０と必要な情報を送受信する通信を行い、前記空調機１１０の消費電力を管理することが
できる。前記消費電力管理装置１２０は、前記外部サーバ１３０から受信した「消費電力
要素」及び「消費電力要素に基づく消費電力量パターン」に基づいて前記空調機１１０の
時間に応じた消費電力量の限界値を導出することができる。前記消費電力関連要素は、前
記空調機１１０が電力を消費するのに影響を及ぼす要素である。前記消費電力要素は、特
定の空調機に関連する単位ではなく、空調機１１０が設置された空間によって決定される
。
【００２４】
　例えば、前記消費電力関連要素は、電力データ、建物空間物性情報、建物空間変数情報
、気候データ等を含むことができる。前記電力データは電力に関する情報であり、ビルま
たは住宅(以下、「ビル」という)において、空間別消費電力量、ビルに配置された空調機
器別消費電力量を含むことができる。また、前記電力データは外部サーバ１３０に予め保
存されていた過去の実測データから提供される。
【００２５】
　前記建物空間物性情報は建物の特性に関する値であり、前記外部サーバ１３０に予め保
存することができる。前記建物空間物性情報には、例えば、空間の広さ及び位置、空調機
器の種類や個数、並びに空調機器の初期性能などが含まれる。
【００２６】
　前記建物空間変数情報は、建物空間内において、時間に応じて変わり得る情報であって
、以前に獲得したデータを蓄積して生成された統計的情報を含むことができる。前記建物
空間変数情報は、例えば、在室者パターン、設定温度スケジュール、室内の平均温度及び
湿度、室内の平均的な空気の質に関する情報を含むことができる。
【００２７】
　前記気候データは前記建物における外部環境に関する気候情報である。前記気候データ
は前記外部サーバ１３０から受信することができ、前記外部サーバ１３０は、例えば、気
象庁サーバを含むことができる。前記気候データは、過去の気候データを含むことができ
、現在の消費電力を管理しようとする時点における気候データを含むことができる。また
、前記消費電力管理装置１２０は、消費電力要素の情報が多くなるほど、前記消費電力要
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素の情報に基づいて消費電力量の限界値を導出することができる。したがって、現在の外
部サーバ１３０に前記消費電力要素の１ヶ月分が保存されている場合、前記空調機１１０
の消費電力の管理の正確度を高めるために、1年周期の情報をモデリングすることができ
る。前記モデリングはＢＩＭ（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｍｏｄｅｌｉ
ｎｇ）を利用して行うことができる。
【００２８】
　また、前記消費電力管理装置１２０は、外部サーバ１３０から受信した各消費電力要素
に基づいた消費電力量パターンを利用して空調機１１０の消費電力量を予測したり決定す
ることができる。これは前記消費電力要素に係る電力データに基づいて生成された情報で
ある。前記消費電力パターンは、前記空調機１１０の消費電力と消費電力要素の関係に基
づく。前記「消費電力要素に基づいた消費電力量パターン」をより詳細に説明するために
、前記消費電力関連要素を建物空間変数情報と気候データに制限して例を挙げて説明する
。前記消費電力要素に基づいた消費電力量パターンは時間に応じた消費電力情報を含むこ
とができ、前記消費電力は一週間中の特定の日、四季中の一つの季節、例えば、夏、建物
の内部温度が２１度または室外温度が１８度、及び建物の特定の空間に位置している、例
えば８人の在室者に関するものである。したがって、前記消費電力管理装置１２０は、１
年間の複数の前記消費電力要素に基づいた消費電力量パターンにおいて、空調機１１０を
制御する時点における空調機１１０の各消費電力要素の条件に合致する一日間の消費電力
量パターンを抽出することができる。前記抽出された各消費電力要素の条件に合致する一
日間の消費電力量パターンに基づいて、空調機１１０を制御する時点における一日間の消
費電力量パターンを予測することができる。この場合、前記各消費電力要素の消費電力量
に及ぼす影響度を分析し、影響度の大きい消費電力関連要素に加重値をかけることができ
る。
【００２９】
　また、前記消費電力管理装置１２０は、前記予測した消費電力量パターンの時間に応じ
た限界値に基づいて前記空調機１１０の消費電力を管理することができる。前記消費電力
管理装置１２０は、前記空調機１１０の空調機を制御する時点となった現在時点における
消費電力量が、前記予測した消費電力量パターンの時間に応じた限界値の範囲内にあるか
どうかを決定する方法で、空調機を制御する間に、空調機の消費電力を管理することがで
きる。前記消費電力管理装置１２０は、前記消費電力管理の結果として、現在、空調機の
消費電力が前記導出した予測された消費電力量パターンの時間に応じた限界値の範囲内に
含まれなければ、通知信号を生成して前記管理者サーバ１４０に送信することができる。
【００３０】
　また、前記消費電力管理装置１２０は、前記外部サーバ１３０から料金制情報を受信し
、建物内の空調機別の点検が必ず必要な時点を導出することができる。前記消費電力管理
装置１２０は、前記空調機１１０から受信した空調機１１０の現在の運転状態に関する情
報を考慮することができる。前記消費電力管理装置１２０が、空調機１１０別の点検が必
要であると判断した場合、通知信号を生成して前記管理者サーバ１４０に送信することが
できる。
【００３１】
　前記管理者サーバ１４０は、消費電力管理システムのユーザのデバイスのコンポーネン
ト（例えば、スマートフォン、ラップトップ、個人用デジタル補助装置（ＰＤＡ）等を含
むが、これに限定されないコンピューティングデバイス）であり、前記消費電力管理装置
の動作結果を受信することができる。ユーザは、前記管理者サーバ１４０に送信された通
知信号によって空調機を管理することができる。
【００３２】
　図２は本発明の実施形態に係る消費電力管理方法を表すフローチャートである。
【００３３】
　前記消費電力管理装置１２０は、Ｓ２１０段階で、消費電力要素を獲得し、獲得された
情報に基づいて空調機１１０の空調機を制御する時点における一日間の消費電力量パター
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ンを予測し、前記予測した消費電力量パターンの時間に応じた限界値を導出することがで
きる。前記消費電力管理装置１２０は、前記消費電力要素を前記外部サーバ１３０から受
信することができる。前記消費電力要素は、前述したように、空調機１１０の消費電力量
に影響を及ぼす要素である。前記外部サーバ１３０は、前記消費電力要素を保存しておく
ことができ、別途のサーバに連結されて前記情報を受信し、前記受信された情報を前記消
費電力管理装置１２０に送信することができる。仮に、十分な量の消費電力要素が前記外
部サーバ１３０に保存されている場合（例えば、１年分以上の情報が前記外部サーバ１３
０に保存されている場合）、前記消費電力管理装置１２０は前記消費電力要素を受信する
ことができる。
【００３４】
　代案として、前記消費電力関連要素を受信する代わりに、前記消費電力管理装置１２０
が直接前記消費電力要素を生成することができる。前記消費電力管理装置１２０は、前記
消費電力要素が十分ではない場合、例えば、１年分未満の情報が前記外部サーバ１３０に
保存されている場合、前記消費電力要素を生成できることが図３に具体的に説明されてい
る。
【００３５】
　前記消費電力管理装置１２０は、前記獲得した十分な、例えば、１年分の消費電力要素
を有し、空調機１１０の消費電力関連要素に基づいた空調機１１０の消費電力量パターン
を予測したり決定することができる。前記消費電力管理装置１２０は、前記獲得した消費
電力要素に含まれた一つ以上の要素と消費電力情報との関係に関する情報を利用して前記
空調機１１０の消費電力量を予測することができる。
【００３６】
　前記消費電力管理装置１２０は、外部サーバから受信した前記消費電力要素に係る少な
くとも一つの消費電力量パターンを利用して空調機１１０を制御する時点の空調機１１０
の一日間の消費電力量パターンを予測することができる。前記消費電力量パターンは、前
記複数個の消費電力要素の条件における時間に応じた消費電力量情報を意味する。前記消
費電力管理装置１２０は、前記外部サーバ１３０から受信した各消費電力要素に係る消費
電力量パターンから、空調機１１０を制御する時点の消費電力要素の条件に該当する消費
電力量パターンを抽出して、空調機１１０を制御する時点の一日間の消費電力量パターン
を予測することができる。
【００３７】
　また、前記消費電力管理装置１２０は、前記抽出した少なくとも一つの空調機１１０の
消費電力量パターンに基づいて、空調機１１０の予測消費電力量パターンの時間に応じた
限界値を計算することができる。前記空調機１１０の消費電力量パターンの時間に応じた
限界値は予測消費電力量の最大値及び最小値を含むことができる。前記消費電力管理装置
１２０は、前記抽出した空調機１１０の電力消費パターンの時間に応じた空調機の消費電
力量の分布情報、例えば、標準偏差等を利用することができる。また、前記消費電力管理
装置１２０は、前記抽出した空調機１１０の消費電力量パターンに基づいて、前記各消費
電力関連要素の消費電力量に対する影響度を考慮することによって、空調機１１０の予測
消費電力量パターンの時間に応じた限界値を計算する場合、加重値をかけることができる
。
【００３８】
　前記消費電力管理装置１２０は、Ｓ２２０段階で、空調機１１０を制御する時点となっ
た現在時点における消費電力モニタリングの結果を決定することができる。前記消費電力
管理装置１２０は、前記消費電力要素に基づいて予測した消費電力限界値を、ビルにおけ
る前記個別空調機の運転状態情報によって補正することができる。前記消費電力管理装置
１２０は、建物単位で空調機の消費電力を予測したり、決定することに加えて、ビルにお
ける各空調機別に消費電力を予測したり、決定することで、より正確な空調機の消費電力
管理が可能になる。
【００３９】
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　前記消費電力管理装置１２０は、前記計算した時間に応じた予測消費電力量パターンの
時間に応じた消費電力量の限界値に基づいて、現在、空調機１１０の消費電力量が、予測
した電力量の範囲内にあるかどうかを決定することができる。すなわち、現在、空調機１
１０の消費電力量と前記時間に応じた消費電力量の限界値に基づいて、現在、空調機１１
０が正常条件（あるいは、状態）で作動しているかどうかを決定することができる。現在
、空調機１１０の消費電力量が前記予測した消費電力量の範囲内にあれば、空調機１１０
は正常に作動していると決定することができる。前記予測した消費電力量の範囲の最大値
より現在の消費電力量が多く消費される場合や、前記予測した消費電力量の範囲の最小値
より電力が少なく消費される場合、または同じぐらい消費される場合、前記空調機１１０
が異常作動、すなわち非正常的に作動していると決定することができる。また、図４に詳
しく記載されているように、前記消費電力管理装置１２０は、前記空調機１１０が位置し
た空間の実際の空気の質（ｉｎｄｏｏｒ Ａｉｒ Ｑｕａｌｉｔｙ；ＩＡＱ）をモニタリン
グすることができ、前記空調機１１０に対して換気制御システムが及ぼす影響をモニタリ
ングすることができる。
【００４０】
　上記のように、空調機１１０の予測消費電力量の限界値を予測することにおいて、前記
消費電力管理装置１２０は、前記消費電力に影響を及ぼす消費電力要素の時間に応じた分
布情報に基づいて消費電力の限界値を計算し、これは、固定的な限界値、または、具体的
な限界値（例えば、予測された消費電力量の±１０％）を利用することとは異なり、前記
消費電力管理装置１２０が、空調機１１０の状態（例えば、正常／異常）についてより正
確な決定をするようにすることができる。また、様々な建物の物性要素を反映することが
でき、時間に応じて変化する建物の変数要素を反映することもできるため、個別の空間別
または時間別に異なる限界値を設定することができる。これによって、前記消費電力管理
装置１２０が、空調機１１０消費電力の正常／異常を判断するにおいて、前記消費電力管
理装置１２０の信頼度を高めることができる。
【００４１】
　Ｓ２２０段階で、前記消費電力管理装置１２０が、空調機１１０の消費電力が異常であ
ることを感知した場合、電力管理装置１２０は、Ｓ２３０段階で、管理者サーバに空調機
１１０の消費電力異常信号を送信することができる。すなわち、前述したように、現在、
空調機１１０の消費電力が、前記予測した時間に応じた空調機１１０の消費電力量の限界
値の範囲内に存在しない場合、異常信号を送信することができる。
【００４２】
　前記異常状態信号を獲得することの結果として、管理者サーバ１４０は、予め決定され
たアルゴリズムにしたがって、前記空調機に提供された電力を減少させたり、または遮断
したり、または前記空調機１１０に提供された電力を増加させる命令信号を空調機１１０
に送信することができる。前記管理者サーバ１４０は異常状態信号を受信することができ
、現在、空調機１１０の消費電力量の異常程度を測定することができる。例えば、前記異
常程度は、前記空調機が危険レベルで作動していることを表すことができる。例えば、現
在、空調機１１０の消費電力量が現在時点における最大値を超過した場合、前記空調機１
１０の消費電力量と前記予測消費電力量の最大値との差異値を導出する。その後、前記導
出した差異値と前記限界値の範囲、すなわち、最大値と最小値との差異値の比率に応じて
前記異常程度の測定が可能である。例えば、（より分かりやすく説明するために、電力量
の単位を省略し、数値を簡略化して説明する。）仮に、前記現在時間帯の空調機の予測消
費電力量の最大値が１５、最小値が９であるとし、現在空調機の消費電力が１８であると
すれば、現在、空調機１１０の消費電力が、前記予測消費電力量の最大値との差異値が３
であり、最大値と最小値の差異値が６であるため、３／６×１００＝５０％に該当する。
したがって、前記異常程度を５０％と数値化することができる。また、前記パーセント（
％）に数値化したものを区間別に分けて異常程度を管理することができる。例えば、７０
％を超過する前記パーセント数値化は危険区間と定義される。
【００４３】
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　前記測定した異常程度が、予め決めておいた臨界区間以下であれば、管理者サーバ１４
０は、前記空調機１１０の管理者（または、ユーザ）に空調機１１０の消費電力の異常を
知らせる信号または通知を出力して、管理者がその対応（すなわち、前記空調機１１０へ
の電力を増加または減少させる)を取るようにすることができる。前記信号または通知は
警告音または警告メッセージを出力することを含むことができる。また、前記測定した異
常程度が予め決めておいた臨界値以上であれば、管理者サーバ１４０は、管理者が直ちに
空調機１１０を制御するように管理者に通知を出力することができる。すなわち、現在の
消費電力が前記予測した消費電力量の最大値以上であり、前記測定した異常程度が予め決
めておいた臨界区間を超えていれば、空調機１１０に提供された電力を遮断して空調機設
備を保護することができる。
【００４４】
　前記消費電力管理装置１２０は、Ｓ２４０段階で、空調機１１０の点検が必要であるか
どうかを決定することができる。前記消費電力管理装置１２０は、過去予め決められた基
準時点と現在時点とのエネルギー損失費用を比較し、現在、空調機１１０の点検が必要で
あるかどうかを決定することができる。前記過去予め決められた基準時点は、前記空調機
１１０が設置された時点を含むことができる。また、現在時点のエネルギー損失費用は、
前記基準時点における料金と現在時点における料金とを比較して計算することができる。
【００４５】
　前記空調機１１０の点検が必要であるかどうかを決定するために、前記消費電力管理装
置１２０は、前記外部サーバ１３０から料金制情報（例えば、電力の費用または予め決め
られた過去基準時点における電力が計算された料金）を抽出することができる。前記料金
制情報が現在時点の料金制情報と異なっていれば、現在時点の料金制情報を基準にして料
金を再計算することができる。
【００４６】
　前記消費電力管理装置１２０は、前記基準時点の消費電力関連要素と現在時点の消費電
力関連要素との類似度を測定することができる。測定された類似度が予め決められた値を
超えるかどうか、また、テスト時点が過去の基準時点と類似する条件にあるかどうかが決
定される。すなわち、現在の時点において過去の基準時点と類似する条件であるにも関わ
らず、前記テスト時点と基準時点のエネルギー損失費用（すなわち、料金）間に大きな差
があれば、前記消費電力管理装置１２０は、現在の時点で空調機１１０の点検が必要であ
ると決定することができる。前記料金が相異するかどうかを判断するにおいては、現在の
時点と過去の基準時点の料金の差と点検費用を比較して決定することができる。すなわち
、前記料金の差が点検費用より大きくない場合は、点検を行わないほうがより効率的であ
るため、前記消費電力管理装置１２０は上記のような決定方法を利用することができる。
【００４７】
　一方、従来は点検が、例えば、６ヵ月または１年に１回のように定期的に点検が行われ
ていた。したがって、空調機の性能低下によるエネルギー費用、点検費用などを考慮せず
に、空調機の製造会社が提供する空調機１１０の情報のみに基づいて定期的に点検してい
たため、空調機１１０の管理において点検費用を最適化することができなかった。前述の
ように、前記消費電力管理装置１２０は、過去の基準時点と現在の時点の料金の差と点検
費用を比較して前記空調機１１０の点検を実施することにより、建物の類型別、空間別、
空調機別のエネルギーパターンが相異することを反映して個別的に点検を実施するように
なった。
【００４８】
　さらに、前記消費電力管理装置１２０は、建物の用途変更に関する情報を提供すること
によって、前記空調機１１０の点検が必要であるかどうか、または料金制が変更されたか
どうかを決定することができる。また、図８に、より具体的に示されているように、時間
帯別の料金制が導入される場合、同一の空間で、同一性能の機器で、同一量の電力を消費
する場合でも、測定される料金が異なる場合が生じるので、機器の点検期間もそれぞれ異
なるように設定され得る。
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【００４９】
　前記消費電力管理装置１２０は、Ｓ２４０段階で、空調機点検が必要であると判断され
た場合、Ｓ２５０段階で、管理者サーバに空調機の点検要請信号を送信することができる
。前記要請信号の送信により、管理者サーバ１４０では、前記空調機１１０の管理者また
はユーザに空調機１１０の点検が必要であることを知らせる通知を出力することができる
。前記通知は通知音または通知メッセージを出力することを含むことができる。前記管理
者サーバ１４０の通知出力により、前記空調機１１０の管理者またはユーザは製造会社の
サーバに管理点検を要請する等の措置をとることができる。また、前記管理者サーバ１４
０は、前記管理者に通知を出力せず、直接製造会社のサーバに点検を要請する信号を送信
することができる。それに加えて、前記消費電力管理装置１２０は、Ｓ２５０段階で、空
調機の性能低下に応じて、前記空調機１１０の管理者に持続的に現在の機器状態に関する
情報を提供することができる。また、前記消費電力管理装置１２０は、前述のように、点
検が必要であると決定されることに関する周期情報を保存し、建物内の空調機器別の費用
が最適化された点検周期を予測して前記予測周期を管理者サーバに送信することもできる
。
【００５０】
　前記消費電力管理装置１２０は、Ｓ２６０段階で、前記予測された消費電力量パターン
及び時間に応じた消費電力量の限界値をアップデートする基準で、前記消費電力関連要素
の変化があるかどうかを決定することができる。前記消費電力管理装置１２０は、前記空
調機１１０から運転状態情報を持続的に受信することができる。また、前記消費電力管理
装置１２０は、外部サーバ１３０から現在時点の前記消費電力要素を持続的に受信するこ
とができる。前記消費電力管理装置１２０は、現在の空調機の消費電力関連情報が、前記
直前に空調機の消費電力をモニタリングするときの予測消費電力を生成する際に使用され
た消費電力関連情報と相異する場合、前記消費電力関連要素の変化があるかどうかを決定
することができる。
【００５１】
　前記消費電力管理装置１２０は、Ｓ２６０段階で、前記消費電力要素の変化があると決
定した場合、Ｓ２７０段階で、前記モニタリングするのに基盤となる前記空調機の予測さ
れた消費電力量パターンと時間に応じた消費電力量の限界値をアップデートすることがで
きる。前記空調機１１０の消費電力量は、前記空調機１１０の変化された消費電力関連要
素に基づいて予測され、前記予測消費電力量の限界値を生成する過程を繰り返してアップ
デートすることができる。
【００５２】
　前記消費電力管理装置１２０は、前記予測消費電力の限界値をアップデートするにおい
て、前記消費電力関連要素間の加重値を考慮することができる。前記加重値は、本発明の
技術的分野において、一般的な技術である敏感度テスト（Ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ Ｔｅ
ｓｔ）を利用して導出することができる。前記敏感度テスト（Ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ 
Ｔｅｓｔ）は、前記消費電力関連要素と消費電力量との相関度を分析することであり、個
別要素または組み合わせた要素の敏感度を時間帯別に分析して消費電力に影響度の大きな
要素に大きい加重値をかける技術である。前記敏感度テスト（Ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ 
Ｔｅｓｔ）は、例えば、ＰＣＡ（Ｐｒｉｎｃｉｐａｌ Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ Ａｎａｌｙｓ
ｉｓ）、ＡＮＯＶＡ（Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ Ｖａｒｉａｎｃｅ）、ＳＯＭ（Ｓｅｌｆ－
Ｏｒｇａｎｉｚｉｎｇ Ｍａｐ）等を活用して結果を導出することができる。また、上記
のような消費電力要素の変化には、前記導出した加重値に基づいて、予め決められた個数
の空間別消費電力の主要要素情報を抽出して考慮することを含むことができる。
【００５３】
　また、上記のような消費電力要素の変化には、前記言及した室内空気の質（ＩＡＱ）の
モニタリング及びモニタリングに応じた換気制御の結果が反映され得る。前記消費電力管
理装置１２０は、前記換気制御による消費電力要素の変化、例えば、換気による温度や湿
度の変化有無を決定し、上記のように予測した消費電力量及び消費電力量の限界値をアッ
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プデートすることができる。また、前記消費電力管理装置１２０は、上記のように、アッ
プデートする過程で考慮される加重値も次のモニタリング周期でアップデートされ得る。
これはモニタリングを繰り返して時間が流れることによって、消費電力に影響を及ぼす消
費電力関連要素の加重値も変化されるためである。
【００５４】
　前記空調機１１０に関する消費電力の限界値を計算する既知の方法を使用するにおいて
、前記空調機１１０の消費電力は特定の値に限界値を固定することによって管理されてお
り、これは前記空調機１１０の消費電力の様々な要素を考慮する際、正常条件下または異
常条件下で前記空調機が作動するかどうかを決定するにおいて不正確な結果を導出した。
本発明によると、上記のように、消費電力要素を考慮して時間帯別に空調機１１０の消費
電力の限界値を求めて空調機１１０の異常作動有無を判断し、建物の空間別の消費電力関
連要素の変化によって時間に応じた消費電力及び限界値を変更することができ、前記空調
機１１０の正常／異常に関する判断の正確度が向上することができる。
【００５５】
　図３は、本発明の実施形態に係る消費電力管理装置が、Ｓ２１０段階で消費電力を管理
する過程を具体化したフローチャートである。
【００５６】
　前記消費電力管理装置１２０は、Ｓ３１０段階で、過去１年分の消費電力要素の存在有
無を決定することができる。前記消費電力管理装置１２０は、前記外部サーバ１３０から
受信できる消費電力要素の量を判断することができ、前記空調機１１０の正確な消費電力
を予測するための最小量で予め決められた過去１年分の情報があるかどうかを決定するこ
とができる。
【００５７】
　前記消費電力管理装置１２０は、過去１年分の消費電力要素が存在しないと決定すれば
、Ｓ３２０段階で、前記外部サーバ１３０から過去１ヶ月分の前記消費電力要素を受信す
ることができる。前記受信した過去一ヶ月分の消費電力要素は、消費電力を予測するため
の前記１年分の消費電力要素の情報を生成するのに基盤となる情報である。
【００５８】
　前記消費電力管理装置１２０は、Ｓ３３０段階で、建物情報モデリング（Ｂｕｉｌｄｉ
ｎｇ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｍｏｄｅｌｉｎｇ；ＢＩＭ）最適化により、空調機１１０
の当該建物の過去１年分の消費電力要素を生成することができる。ＢＩＭは、建物を構成
している全ての要素の情報を保存し、建物を構成しているオブジェクト管理データを有機
的に連動することのできる建物情報モデリング技術である。すなわち、前記ＢＩＭは、建
物に関する数量、工程及び様々な分析などの情報を統合的に活用する技術である。前記消
費電力管理装置１２０は、前記少なくとも１ヵ月分の情報が予め保存されている前記建物
を構成している全ての要素情報を利用してモデリングすることにより、当該建物の過去１
年分の情報を生成することができる。
【００５９】
　前記消費電力管理装置１２０は、Ｓ３４０段階で、前記生成された消費電力要素に基づ
いて前記空調機１１０の消費電力関連要素別の消費電力量を予測し、前記消費電力量の初
期限界値を導出することができる。前記消費電力管理装置１２０は、外部装置、例えば、
サーバから少なくとも一つの消費電力要素に基づいた消費電力量パターンを獲得すること
ができる。前記消費電力管理装置１２０は、前記獲得した消費電力要素に基づいた消費電
力量パターンから空調機を制御する時点の消費電力要素に合致する消費電力量パターンを
抽出することができる。前記抽出の後、前記空調機１１０の消費電力に対する消費電力要
素の影響は、空調機を制御する時点の消費電力要素に基づいて考慮される。
【００６０】
　前記獲得した過去１年分の消費電力量パターンから空調機を制御する時点の各消費電力
要素に合致する消費電力量パターンを抽出する場合を想定して説明する。例えば、まず、
消費電力関連要素に影響を及ぼす程度が最も大きい建物空間物性情報に合致する時間に応
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じた消費電力情報を抽出した後、気候データ及びこれに関する要素に基づいて時間に応じ
た消費電力を抽出する。
【００６１】
　例えば、前記気候及び日付データに関しては、範囲の広い手順に抽出することになるが
、空調機１１０を制御する時点が平日であり夏の天気であれば、前記抽出された消費電力
情報から夏の平日に該当する消費電力量パターンを抽出した後、具体的に温度、湿度など
の天気情報に合致する消費電力量パターンを抽出する。その後、在室者要素パターンまた
は設定温度スケジュールパターンに合致する消費電力量パターンを少なくとも一つ以上抽
出することになる。
【００６２】
　上記のように抽出した後、前記抽出された順番に加重値を考慮して抽出された消費電力
量パターンを組み合わせて、空調機１１０を制御する時点に合致する空調機１１０の消費
電力を予測することができる。
【００６３】
　その後、前記消費電力管理装置１２０は、前記空調機を制御する時点に合致する少なく
とも一つ以上の消費電力量パターンの時間に応じた分布情報を計算して、前記空調機１１
０の予測した消費電力量パターンの時間に応じた限界値を求めることができる。前記分布
情報は、例えば、標準偏差を含むことができる。また、前記消費電力管理装置１２０は、
前記抽出した少なくとも一つの空調機１１０の消費電力量パターンに基づいて、空調機の
予測消費電力量パターンの時間に応じた限界値を計算する場合、前記各消費電力関連要素
の消費電力量に対する影響度を考慮して加重値をかけた分布情報を求めることができる。
【００６４】
　すなわち、前記消費電力管理装置１２０は、前記抽出した少なくとも一つ以上の消費電
力量パターンに基づいて、各消費電力関連要素別の加重値を考慮して空調機１１０を制御
する時点の消費電力量パターンを計算することができ、前記消費電力量パターンの時間に
応じた消費電力量値に、前記計算した時間に応じた分布情報を足して最大値を計算するこ
とができ、標準偏差を引いて最小値を計算することができる。
【００６５】
　図４は、本発明の実施形態に係る消費電力管理装置が、Ｓ２２０段階で、消費電力を管
理する過程を具体化したフローチャートである。
【００６６】
　前記消費電力管理装置１２０は、Ｓ４１０段階で、建物において、当該空調機別の運転
状態情報を利用して前記予測した消費電力量パターンと前記導出した消費電力量パターン
の時間に応じた限界値を補正することができる。前記消費電力管理装置１２０は、前記空
調機１１０から空調機の運転状態情報を受信することができる。上記のような空調機の運
転状態情報を受信することにより、前記消費電力要素は建物単位の情報であるため、これ
を建物の各個別の空調機の特性を考慮して修正することができる。
【００６７】
　前記消費電力管理装置１２０は、前記空調機の運転状態情報に基づいて、前記外部サー
バ１３０から運転状態情報に係る消費電力量パターンを抽出することができる。前記消費
電力管理装置１２０は、前記抽出した空調機１１０の運転状態情報に係る消費電力量パタ
ーンに基づいて前記予測消費電力の限界値を補正することができる。例えば、前記空調機
１１０の運転状態情報に基づいて抽出した消費電力量パターンが、前記予測した消費電力
量パターンの時間に応じた限界値から外れた場合、前記限界値と前記空調機１１０の運転
状態情報に基づいて抽出した消費電力量パターンの平均値を計算して、前記消費電力量パ
ターンの時間に応じた限界値を補正することができる。
【００６８】
　また、前記消費電力管理装置１２０は、前記予測した消費電力量パターンの時間に応じ
た限界値の範囲を考慮し、前記空調機１１０の運転状態情報の反映比率を予め決定して前
記限界値を補正することができる。前記限界値の範囲とは、限界値に含まれる最大値と最
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小値との差異値を意味する。仮に、前記予測した消費電力量パターンの限界値が前記最大
値より大きい、または同一である場合、前記空調機１１０の運転状態情報が前記空調機１
１０の消費電力に及ぼす影響が大きくないと判断され得る。一方、前記予測した消費電力
量の限界値の範囲が前記最小値より小さい場合、前記空調機の運転状態情報が前記空調機
１１０の消費電力に及ぼす影響がより大きくなり得ると判断されるからである。
【００６９】
　上記のように、ビル全体の消費電力関連要素のみならず建物の個別空調機１１０の運転
状態情報を利用して、前記空調機が正常消費電力量の範囲内で作動するかどうかを決定す
るにおいて正確度を高めることができる。 
【００７０】
　前記消費電力管理装置１２０は、Ｓ４２０段階で、建物の前記当該空調機の運転状態情
報に含まれた現在の消費電力量を受信することができる。図５に、より詳しく記載されて
いるように、前記消費電力管理装置１２０は、Ｓ４３０段階で、前記受信した現在の消費
電力量が、前記補正された時間に応じた限界値の範囲内に含まれているかどうかを決定す
ることができる。前記消費電力管理装置１２０は、前記受信した空調機１１０の現在の消
費電力量が前記予測電力量の限界値の範囲内に含まれていないと決定すれば、図２のＳ２
３０に復帰して、管理者サーバ１４０に空調機１１０の消費電力異常を知らせる信号を送
信することになる。また、前記消費電力管理装置１２０は、前記受信した空調機１１０の
現在の消費電力量が前記予測電力量の限界値の範囲内に含まれていると決定すれば、図２
のＳ２４０に復帰して、空調機１１０の点検が必要であるかどうかを決定することができ
る。
【００７１】
　前記消費電力管理装置１２０は、Ｓ４３０段階で、前記受信した空調機１１０の現在の
消費電力量が前記補正された時間に応じた限界値の範囲内に含まれているかどうかを決定
するときに、空調機１１０がある空間に対する室内空気の質（ＩＡＱ）のモニタリング及
びモニタリング結果による換気制御の影響を考慮することができる。例えば、夏に前記室
内空気の質のモニタリングを通じて換気が必要であると判断され、室内換気を行った場合
であれば、室内温度が上がって冷房のための空調機１１０の消費電力量が増加しても正常
運転していると判断される。しかし、このような換気の影響を除いて、前記空調機１１０
の消費電力を予測すれば、前記空調機１１０の消費電力量が前記予測した消費電力の限界
範囲内に含まれないようになるため、時間に応じた前記限界値内に空調機があるかどうか
を決定するときに問題が発生し得る。このような問題を解決するために、前記消費電力管
理装置１２０は、前記換気の影響を考慮して正常または異常の決定結果を補正することが
できる。
【００７２】
　図５は、本発明の実施形態に係る消費電力管理装置による消費電力管理方法に関する時
間に応じた電気電力のグラフである。
【００７３】
　より具体的には、図５は、予測された１日間の消費電力量パターン５１０とそれに係る
限界値５２０，５３０を示した。これは、前記消費電力管理装置１２０の図２のＳ２１０
段階での動作の結果として生成されたものである。すなわち、前記消費電力要素に基づい
て、空調機１１０を制御する時点の消費電力要素に合致する前記外部サーバ１３０から少
なくとも一つ以上の消費電力量パターンが抽出される（図面では時間に応じて点で情報を
表示）。１日間の消費電力量パターン５１０は、前記抽出された時間及び前記抽出された
時間に応じた消費電力量の分布情報、すなわち、標準偏差を計算することによって獲得さ
れ、限界値５２０，５３０は前記平均値に足したり、引いたりして獲得される。また、前
記消費電力管理装置１２０は、前記消費電力量パターン５１０及び限界値５２０を計算す
るにおいて、前記各消費電力関連要素の消費電力量に対する影響度を考慮して加重値をか
けることができる。
【００７４】
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　前記消費電力管理装置１２０は、現在の時間帯の空調機１１０の消費電力が、前記予測
した時間に応じた消費電力の限界値の範囲内に含まれるかどうかを決定する。すなわち、
図６Ａ及び図６Ｂに、より具体的に記載されているように、現在時間の空調機の消費電力
値が前記図面の５２０及び５３０のグラフの間に位置するかどうかによって決定される。
【００７５】
　図６Ａ及び図６Ｂは、本発明の実施形態に係る消費電力管理装置による消費電力管理方
法に関する時間に応じた電気電力のグラフである。
【００７６】
　より具体的には、図６は、前記図２のＳ２３０で、前記消費電力管理装置１２０が空調
機１１０の消費電力をモニタリングする過程を表した例示図である。図６において、前記
予測した消費電力量パターンと限界値６１０，６１５、従来の方式で決めた固定臨界値６
２０，６２５，６６０，６６５、及び現在の空調機１１０の消費電力量６３０，６７０を
表した。すなわち、図６では、本発明における限界値を基準にして、前記空調機１１０の
消費電力をモニタリングすることと、従来の方式で決めた固定臨界値を基準にして、前記
空調機１１０の消費電力をモニタリングすることを比較して説明する。
【００７７】
　これに先立ち、前記空調機の消費電力が異常であるとモニタリングされてアラームをす
る場合において、二つの例示が存在する。最初の例示は、図６Ａに示されているように、
前記空調機１１０の実際の状態は正常であるが、前記空調機が異常状態であると表すＦａ
ｌｓｅアラームまたはＦａｌｓｅ表示が含まれる。すなわち、現在、空調機の消費電力量
６３０は、従来の方式で決めた固定臨界値の最大値６２０以上になって異常であると決定
されるが、現在の消費電力関連要素を総合的に考慮して予測した限界範囲、すなわち６１
０と６１５で表示された範囲内であるため正常に作動している。例えば、在室者が多く、
空調機１１０の消費電力量が上昇したにもかかわらず、この状態を反映しなかったため、
空調機１１０の運転を異常状態であると決定する場合である。このとき、前記消費電力管
理装置１２０は、前記異常程度を数値化し、一定の臨界値以上であれば空調機１１０で電
力を遮断する命令信号を送信する。したがって、建物内の在室者は、前記空調機１１０の
電力減少による不便を経験することになり、快適な温度になるまでの前記空調機１１０の
電力を増加させるための時間、費用、及び努力などが必要にため、問題が発生することに
なる。
【００７８】
　他の例を挙げれば、空調機１１０の性能低下によるパターンの変化に対応できず、正常
動作であるにもかかわらず、異常であると判断される問題も発生し得る。
【００７９】
　二番目の例示は、例えば、非検出されたアラームが含まれる場合である。これは、図６
Ａ及び図６Ｂに示されているように、実際には異常であるが、前記空調機１１０が正常で
あると決定したことを表す。すなわち、前記消費電力決定装置１２０は、現在、空調機の
消費電力量６７０は、従来の方式で決めた固定臨界値の最大値６６０以内になって前記空
調機１１０の運転を正常であると決定することになる。例えば、前記消費電力要素に基づ
いて前記消費電力を予測するとき、特定の時間帯に限界値の範囲が狭い結果を導出した場
合を想定する。この場合、前記特定の時間帯に窓が開くことによってエネルギーの漏れが
発生し、前記現在の消費電力要素の条件において、空調機１１０の消費電力量６７０が６
１０を超過し、空調機１１０が異常運転をする場合であっても、前記予め固定された臨界
値の最大値６６０以内であるため、前記空調機１１０の運転を正常であると決定すること
になる。この場合、異常決定を逃すことになり、持続的なエネルギーの漏れが発生する可
能性が高く、消費電力過剰による料金の浪費及び火災などの問題が発生するおそれがある
。
【００８０】
　したがって、本発明のように、消費電力に影響を及ぼす消費電力要素による消費電力を
予測することによって、様々な要素の情報を反映することができ、空調機の正常、異常運
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転を決定するにおいて正確度及び信頼度が向上するようになる。
【００８１】
　図７は、発明の実施形態に係る消費電力管理装置が、Ｓ２４０段階で、空調機１１０の
点検が必要であるかどうかを決定する過程を具体化したフローチャートである。
【００８２】
　前記消費電力管理装置１２０は、Ｓ７１０段階で、外部サーバ１３０から過去予め決め
られた基準時点における消費電力要素及び料金制情報を抽出することができる。前記予め
決められた基準時点は、例えば、前記空調機１１０が設置されるときの時点を含むことが
できる。前記空調機が設置されるときの時点は、前記空調機１１０の初期性能を前記空調
機１１０の現在性能と比較して、どれぐらい変化したかを計算するための時点として利用
される。
【００８３】
　前記消費電力管理装置１２０は、Ｓ７２０段階で、前記基準時点における料金制と現在
時点の料金制が同一であるかどうかを決定することができる。仮に、前記消費電力管理装
置１２０は、前記基準時点の料金制と現在時点の料金制が相異する場合、前記消費電力管
理装置１２０は、Ｓ７３０段階で、前記基準時点のエネルギー費用を再計算し、前記再計
算に基づいてテスト時点の料金制情報を修正することができる。
【００８４】
　前記消費電力管理装置１２０は、前記Ｓ７２０段階で、前記基準時点の料金制と現在の
料金制が同一であるか、もしくは、前記Ｓ７３０段階で、前記再計算に基づいて料金制が
変更されれば、Ｓ７４０段階で、前記基準時点の消費電力要素と現在時点の消費電力要素
との類似度を計算することができる。前記類似度を計算するための一例として、より具体
的に類似度を計算するために、前記基準時点と現在時点間の消費電力要素の距離を計算す
ることができる。前記計算は下記の数学式１のように行う。
【００８５】
【数１】

【００８６】
　（１）前記数学式１において、ｘ１、ｘ２、ｘ３、．．．は前記基準時点における各消
費電力要素であり、ｙ１、ｙ２、ｙ３、…は前記現在時点における各消費電力要素である
。前記消費電力関連要素の差異値を具体的に数値化するために、前記距離値を計算する方
式を導入した。
【００８７】
　前記消費電力管理装置１２０は、上記のように計算した距離値を利用して類似度を計算
するために数学式２を利用することができる。
【００８８】
【数２】

【００８９】
　（１）前記数学式１において、ｄは上記で計算した距離値に該当する。例えば、上記の
ような数学式１によって導出された距離値が３と１９の時点があると想定する。前記数学
式２を利用して類似度を求めるとそれぞれ０．２５と０．０５になる。したがって、距離
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値が３の時点が、前記基準時点と消費電力関連要素がより類似すると判断され得る。上記
のように、類似度を利用する理由は、距離値の範囲は一定でない反面、前記類似度の場合
、０≦Ｓ≦１の範囲を満足するため、画一的に数値化することができ、より容易に類似度
を判断することができるからである。但し、前記言及した類似度を計算するための方法は
単なる例示であり、上記のような方法以外にも類似度を判断できる様々な方法がある。
【００９０】
　前記消費電力管理装置１２０は、Ｓ７５０段階で、前記計算した類似度が予め決められ
た臨界値以上であるかどうかを決定することができる。前記消費電力管理装置１２０は、
前記類似度が一定の臨界値以上であるかどうかに基づいて、空調機１１０の点検が必要で
あるかどうかを決定することができる。前記提示した例示において、類似度の範囲は０≦
Ｓ≦１であるため、０ないし１中のいずれかの数値を臨界値にし、前記臨界値以上であれ
ば、消費電力関連要素が過去の基準時点と比較して類似するものであり、過去の基準時点
と比較して消費電力関連要素が大きく変わっていないので、過去の基準時点に係る費用と
現在時点に係る費用を比較して、現在時点における空間別のエネルギー損失費用を計算す
ることができる。したがって、下記のように、点検が必要であるかどうかに基づいて費用
を計算する段階へ進行することができる。また、前記計算した類似度が予め決められた臨
界値以上でない場合、前記消費電力管理装置１２０は、図２のＳ２６０段階に進行し、予
測電力消費量パターン及び限界値をアップデートするかどうかを決定するために、前記消
費電力関連要素の変化があるかどうかを決定することができる。
【００９１】
　前記Ｓ７５０段階で計算した類似度が予め決められた臨界値以上である場合、前記消費
電力管理装置１２０は、Ｓ７６０段階で、空間別「エネルギー損失費用」が「空間別機器
点検費用」より多いかどうかを決定することができる。前記消費電力管理装置１２０は、
「空間別機器点検費用」に関する情報を前記外部サーバ１３０から受信することができる
。前記「空間別機器点検費用」は予め決められた値である。前記空間別機器点検費用は機
器性能低下指数を利用して計算することができる。前記機器性能低下指数は、時間が流れ
るにつれて機器性能が低下し、機器点検後にも最初の状態には戻れないことを反映した指
数であり、機器性能低下指数が高くなるほど点検費用が高く策定されるようになる。前記
消費電力管理装置１２０は、前記「エネルギー損失費用」を計算することができる。これ
は数学式３を利用して計算することができる。
【００９２】
【数３】

【００９３】
　Ｃはエネルギー損失費用、ＴＣは時間帯別の料金、ＴＰは時間帯別の電力使用量、Ｒは
基準時点（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ Ｄａｙ）、Ｔは機器点検を行おうとする現在時点（Ｔｅ
ｓｔ Ｄａｙ）である。
【００９４】
　前記数学式３を利用して計算した「エネルギー損失費用」が予め決められた「空間別の
機器点検費用」より多い場合、機器点検の実施を決定することになる。この場合、前記消
費電力管理装置１２０は、Ｓ２５０段階に復帰し、管理者サーバに空調機点検要請信号を
送信することになる。しかし、前記Ｓ７５０段階で、機器点検の実施を決定しなかった場
合、Ｓ２６０段階に復帰し、予測電力消費量パターン及び限界値をアップデートするかど
うかを決定するために、前記消費電力関連要素の変化があるかどうかを決定することにな
る。
【００９５】
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　従来は、機器点検を定期的に実施し、機器の状態や消費電力に応じた料金賦課に関係な
く機器点検を行っていたため、点検費用が必要以上に増加し、また、機器点検を逃したこ
とでエネルギーの浪費が発生していた。したがって、上記のような方法で、前記消費電力
管理装置１２０は、機器別に点検が必ず必要な時点を導出することができ、最低限の費用
で点検することができる。また、料金制に基づいた決定により、不要または過度な点検を
避けることができる。機器の性能低下によって、同一性能を維持するための消費電力が増
加して料金が増加するとしても、その増加した料金の差が点検費用より多くなければ機器
点検を行わないほうがより経済的であるからである。上記のように、料金制に基づいた決
定について図８で具体的な例を挙げて説明する。
【００９６】
　図８Ａ及び図８Ｂは、本発明の実施形態によって、Ｓ２１０で、消費電力管理装置によ
って消費電力を管理する方法に関する時間に応じた電気電力のグラフである。
【００９７】
　より具体的には、図８Ａ及び図８Ｂは、変動料金制に基づいた機器点検の要否を決定す
る方法に関する説明である。前記図８Ａと図８Ｂにおいて、時間に応じた空調機１１０の
消費電力量を表し、従来の消費電力量８２０，８５０と、性能が低下するにつれて空調機
が元の出力を維持するためにより高まった消費電力量８１０，８４０を表した。したがっ
て、前記図８Ａと図８Ｂのグラフの下の面積は同一であり、全体の使用電力は同一である
と想定する。また、前記図８Ａと図８Ｂの状況において、建物空間物性情報、空調機の機
器情報、空調機１１０の性能低下速度、及び空調機の現在性能は同一であると想定する。
前記料金制を考慮した空調機１１０の使用料金を考慮しなければ、前記二つの場合、空調
機１１０の点検要否を同一に決定することになるという問題点がある。しかし、図７のＳ
７６０段階で、時間帯別の料金が相異する変動料金制に基づいてエネルギー損失費用を計
算する場合、前記二つの場合、空調機の点検要否に関する結果は相異するようになり、結
果的に空調機の点検周期が相異になる。上記のような方法によって、前記消費電力管理装
置１２０は、他の全ての条件が同一であっても、変動料金制下において時間帯別の電力使
用量が変われば、エネルギー損失費用の差が生じるため、機器性能低下指数を考慮した点
検費用との比較によって点検を実施するかどうかに関する経済的要素を考慮することがで
きる。
【００９８】
　図９は、本発明の実施形態に係る消費電力管理装置の内部構造を表す図面である。
【００９９】
　図９のように、消費電力管理装置１２０は通信部９１０、保存部９２０、制御部９３０
を含む。
【０１００】
　前記通信部９１０は、前記空調機１１０、前記外部サーバ１３０、前記管理者サーバ１
４０と連結され、消費電力を管理するのに必要な情報を送信及び／または受信することが
できる。前記通信部９１０は、前記外部サーバ１３０から「消費電力関連要素」の情報を
受信することができる。また、前記通信部９１０は、前記外部サーバ１３０から料金制情
報、及び機器点検費用に関する情報を受信することができる。また、前記通信部９１０は
、前記空調機１１０から空調機の運転状態情報を受信することができる。また、前記通信
部９１０は、前記空調機１１０から空調機の性能低下程度に関する情報を受信することが
できる。
【０１０１】
　前記通信部９１０は、空調機１１０の消費電力が予測した消費電力量パターンの時間に
応じた限界値の最大値を一定の程度または予め決められた量以上を超過した場合、直ちに
空調機１１０に電力遮断命令を送信することができる。また、前記通信部９１０は、前記
空調機１１０の消費電力が予測した消費電力量パターンの限界値の範囲内に含まれない場
合、前記管理者サーバ１４０に空調機の消費電力が異常であることを知らせる信号を送信
することができる。前記通信部９１０は、前記制御部９３０を通じて前記受信した情報を
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前記保存部９２０に送信することができる。
【０１０２】
　前記保存部９２０は、前記消費電力を管理するのに必要な情報を保存することができる
。前記保存部９２０は、前記外部サーバから送信した「消費電力関連要素」の情報、前記
料金制情報、及び機器点検費用の情報などを保存することができる。また、前記保存部９
２０は、前記空調機１１０から受信した空調機の運転状態情報及び空調機の性能低下程度
に関する情報を保存することができる。前記保存部９２０は、前記保存した情報を前記制
御部９３０を通じて前記通信部９１０から受信することができる。
【０１０３】
　前記制御部９３０は、前記通信部９１０から受信して前記保存部９２０に保存された情
報を利用して消費電力管理に必要な動作をすることができる。より具体的には、前記制御
部９３０は、少なくとも一つ以上の消費電力要素に基づいて、前記空調機の消費電力量パ
ターンを予測したり、決定することができる。また、前記制御部９３０は、前記予測した
前記空調機１１０の消費電力量パターンに関する消費電力量の時間に応じた限界値を導出
することができる。
【０１０４】
　また、前記制御部９３０は、現在、空調機の消費電力量が、前記導出した消費電力量の
時間に応じた限界値の範囲内に含まれるかどうかを決定することができる。また、現在、
消費電力量が前記導出した消費電力量の時間に応じた限界値の範囲から外れた場合、通知
信号を生成して管理者サーバに送信することを制御することができる。
【０１０５】
　また、前記制御部９３０は、前記少なくとも一つ以上の消費電力要素が変化されたこと
を感知することができる。また、前記制御部９３０は、前記少なくとも一つ以上の消費電
力要素が変化された場合、前記消費電力関連要素の加重値を考慮して前記導出した空調機
１１０の消費電力量の限界値を変更することを制御することができる。
【０１０６】
　また、前記制御部９３０は、過去予め決められた基準時点において、前記少なくとも一
つ以上の消費電力要素と現在の消費電力要素の料金制が同一であるかどうかを決定するこ
とができる。また、前記制御部９３０は、前記料金制が同一であれば、前記基準時点にお
ける前記消費電力要素と現在の消費電力要素の類似度を計算することができる。また、前
記制御部９３０は、前記類似度が予め決められた臨界値より大きい場合、予め保存された
時間帯別の料金制情報と時間帯別の消費電力に基づいて導出したエネルギー損失費用を基
準にして、機器点検が必要であるかどうかを決定することを制御することができる。また
、前記制御部９３０は、前記機器点検が必要であると決定された場合、通知信号を生成し
て管理者サーバに送信することを制御することができる。
【０１０７】
　一方、本明細書及び図面には本発明の好ましい実施形態について開示しており、特定の
用語を使用しているが、これは、本発明の技術内容を分かりやすく説明し、理解しやすく
するために一般的な意味で使われたものであり、本発明の範囲を限定するものではない。
ここに開示された実施形態以外にも、本発明の技術的思想に基づく他の変形例が実施可能
であることは、発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にとって自明なこと
である。
【符号の説明】
【０１０８】
　　１１０　空調機
　　１２０　消費電力管理装置
　　１３０　外部サーバ
　　１４０　管理者サーバ
　　９１０　通信部
　　９２０　保存部
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　　９３０　制御部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６Ａ】
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【図８】 【図９】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年6月19日(2020.6.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空調機を管理する方法において、
　消費電力管理装置が、少なくとも一つ以上の消費電力要素を外部サーバから受信する段
階と、
　前記消費電力管理装置が、前記少なくとも一つ以上の消費電力要素に基づいて、建物情
報モデリング（ｂｕｉｌｄｉｎｇ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｍｏｄｅｌｉｎｇ）技法を
用いて消費電力量パターンを抽出する段階と、
　前記消費電力管理装置が、前記抽出された消費電力量パターンに基づいて、現在時点か
ら予め決められた未来時点までの前記空調機の予測消費電力量パターンを決定する段階と
、
　前記消費電力管理装置が、前記決定された予測消費電力量パターンの分布情報に基づい
て、前記現在時点から前記予め決められた未来時点までの前記空調機の時間に応じた予測
消費電力量の限界値を導出する段階と、を含む
　ことを特徴とする空調機管理方法。
【請求項２】
　前記消費電力管理装置が、現在の消費電力量が前記導出された予測消費電力量の限界値
の範囲内にあるかどうかを決定する段階と、
　前記消費電力管理装置が、前記現在の消費電力量が前記限界値の範囲内に存在しない場
合、第１通知信号を生成して管理者サーバに送信する段階と、前記消費電力管理装置が、
前記現在の消費電力量が前記限界値の範囲内に存在する場合、前記少なくとも一つ以上の
消費電力要素、基準時点の料金制及び点検時点の料金制に基づいて機器点検が必要な場合
、第２通知信号を生成して前記管理者サーバに送信する段階と、をさらに含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の空調機管理方法。
【請求項３】
　前記消費電力管理装置が、前記現在の消費電力量が前記限界値の範囲内にあるかどうか
を決定する段階は、
　前記消費電力管理装置が、前記空調機の運転状態情報を用いて前記空調機の前記予測消
費電力量の限界値を補正する段階と、
　前記消費電力管理装置が、現在の前記空調機の運転状態情報を用いて現在の消費電力量
を計算する段階と、
　前記消費電力管理装置が、前記計算した消費電力量が前記予測消費電力量の限界値の範
囲内にあるかどうかを決定する段階と、を含む
　ことを特徴とする請求項２に記載の空調機管理方法。
【請求項４】
　前記消費電力管理装置が、前記現在の消費電力量が前記導出した予測消費電力量の限界
値の範囲内にあるかどうかを決定する段階は、
　前記消費電力管理装置が、前記空調機のある空間で換気システムで換気した場合、少な
くとも一つの消費電力要素が変化したかどうかを感知する段階と、
　前記消費電力管理装置が、前記感知した少なくとも一つの消費電力要素の変化に基づい
て、現在の消費電力が前記導出された予測消費電力量の限界値の範囲内にあるかどうかに
関する結果を補正する段階と、を含む
　ことを特徴とする請求項２に記載の空調機管理方法。
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【請求項５】
　前記少なくとも一つ以上の消費電力要素が変化したことを感知する段階と、
　前記消費電力管理装置が、前記少なくとも一つの消費電力要素が変化した場合、加重値
を用いて前記空調機の動作時間に応じた消費電力の限界値を変更する段階と、をさらに含
む
　ことを特徴とする請求項２に記載の空調機管理方法。
【請求項６】
　前記変化した少なくとも一つの消費電力要素は、前記空調機のある空間を換気した結果
である
　ことを特徴とする請求項５に記載の空調機管理方法。
【請求項７】
　前記加重値を用いることは、
　前記消費電力管理装置が、前記空調機のある空間別に加重値を導出し、
　前記消費電力管理装置が、前記導出した加重値に基づいて、予め決められた個数の空間
別の消費電力主要要素情報を抽出して考慮する
　ことを特徴とする請求項５に記載の空調機管理方法。
【請求項８】
　前記消費電力管理装置が、前記第２通知信号を生成して前記管理者サーバに送信する段
階は、
　前記消費電力管理装置が、前記基準時点に前記少なくとも一つの消費電力要素を決定す
るために用いられた前記料金制が、前記空調機の前記消費電力量パターンを決定するため
に用いられる、前記点検時点に前記少なくとも一つの消費電力要素を決定するために用い
られた前記料金制と同一であるかどうかを決定する段階と、
　前記消費電力管理装置が、前記料金制が同一であれば、前記基準時点における前記消費
電力要素と前記点検時点の消費電力要素の類似度を計算する段階と、
　前記消費電力管理装置が、前記計算された類似度が予め決められた値よりも大きい場合
、前記基準時点の料金制と前記点検時点の料金制に基づいて前記機器点検が必要であるか
どうかを決定する段階と、をさらに含む
　ことを特徴とする請求項２に記載の空調機管理方法。
【請求項９】
　前記消費電力管理装置が、前記機器点検が必要であるかどうかを決定する段階は、エネ
ルギー損失費用と機器点検費用を比較することを含み、
　前記エネルギー損失費用は、基準時点における消費電力に応じた料金と現在時点におけ
る消費電力に応じた料金との差に基づいて計算される
　ことを特徴とする請求項８に記載の空調機管理方法。
【請求項１０】
　前記空調機は、空気冷却機、空気加熱機、及び空気換気機のうち一つである
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　空調機を管理する装置において、
　システム内の他の装置と情報を送受信する通信部と、
　少なくとも一つ以上の消費電力要素を外部サーバから受信し、前記少なくとも一つ以上
の消費電力要素に基づいて、建物情報モデリング（ｂｕｉｌｄｉｎｇ　ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ　ｍｏｄｅｌｉｎｇ）技法を用いて消費電力量パターンを抽出し、前記抽出された
消費電力量パターンに基づいて、現在時点から予め決められた未来時点までの前記空調機
の予測消費電力量パターンを決定し、前記決定された予測消費電力量パターンの分布情報
に基づいて前記現在時点から前記予め決められた未来時点までの前記空調機の時間に応じ
た予測消費電力量の限界値を導出する制御部と、を含む
　ことを特徴とする空調機を管理する装置。
【請求項１２】
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　前記制御部は、
　現在の消費電力量が前記導出された予測消費電力量の限界値の範囲内にあるかどうかを
決定し、前記現在の消費電力量が前記限界値の範囲内に存在しない場合、第１通知信号を
生成して管理者サーバに送信し、前記現在の消費電力量が前記限界値の範囲内に存在する
場合、前記少なくとも一つ以上の消費電力要素、基準時点の料金制及び点検時点の料金制
に基づいて機器点検が必要な場合、第２通知信号を生成して前記管理者サーバに送信する
　ことを特徴とする請求項１１に記載の空調機を管理する装置。
【請求項１３】
　前記制御部は、
　前記空調機の運転状態情報を用いて前記空調機の前記予測消費電力量の限界値を補正し
、
　前記空調機の運転状態情報を用いることによって消費電力を計算し、
　前記計算された消費電力が前記予測消費電力の限界値の範囲内にあるかどうかを決定す
るように追加で構成される
　ことを特徴とする請求項１２に記載の空調機を管理する装置。
【請求項１４】
　前記制御部は、
　空調機のある空間が換気システムで換気されると、前記少なくとも一つの消費電力要素
が変化したかどうかを感知し、また、前記感知された少なくとも一つの消費電力要素の変
化に基づいて、前記現在の消費電力量が前記導出された予測消費電力量の限界値の範囲内
にあるかどうかに関する決定の結果を補正することを制御するように追加で構成される
　ことを特徴とする請求項１２に記載の空調機を管理する装置。
【請求項１５】
　前記制御部は、
　前記少なくとも一つ以上の消費電力要素が変化したことを感知し、前記少なくとも一つ
の消費電力要素が変化した場合、加重値を用いて前記空調機の動作時間に応じて計算され
た消費電力量の限界値を変更するように追加で構成される
　ことを特徴とする請求項１２に記載の空調機を管理する装置。
【請求項１６】
　前記変化した少なくとも一つ以上の消費電力要素は、前記空調機のある空間を換気した
結果である
　ことを特徴とする請求項１５に記載の空調機を管理する装置。
【請求項１７】
　前記制御部は、
　前記空調機のある空間別に加重値を導出し、また、前記導出した加重値に基づいて、予
め決められた個数の空間別の消費電力主要要素を抽出するように追加で構成される
　ことを特徴とする請求項１５に記載の空調機を管理する装置。
【請求項１８】
　前記制御部は、
　前記基準時点の前記少なくとも一つ以上の消費電力要素を決定するために用いられた前
記料金制と、前記空調機の前記消費電力量パターンを決定するために用いられる、前記点
検時点の前記少なくとも一つの消費電力要素を決定するために用いられた前記料金制とが
同一であるかどうかを決定し、前記料金制が同一であれば、前記基準時点における前記消
費電力要素と前記点検時点における消費電力要素の類似度を計算し、また、前記計算され
た類似度が予め決められた値よりも大きい場合、前記基準時点の料金制と前記点検時点の
料金制に基づいて、前記機器点検が必要であるかどうかを決定するように追加で構成され
る
　ことを特徴とする請求項１２に記載の空調機を管理する装置。
【請求項１９】
　前記制御部は、エネルギー損失費用と機器性能低下の影響を反映した機器点検費用とを
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比較して、前記機器点検が必要であるかどうかを決定することを制御し、
　前記エネルギー損失費用は、基準時点における消費電力に応じた料金と現在時点におけ
る消費電力に応じた料金との差異値に基づいて計算されるように追加で構成される
　ことを特徴とする請求項１８に記載の空調機を管理する装置。
【請求項２０】
　前記空調機は、空気冷却機、空気加熱機、及び空気換気機のうち少なくとも一つである
　ことを特徴とする請求項１１に記載の装置。
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