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(57)【要約】
【課題】複数の建物が立地する一の管理領域において、
多数の設備機器の運転状態を一望でき、さらに、公平に
評価することができる群管理装置または群管理システム
を提供することにある。
【解決手段】複数の建物５０ａ，５０ｂ，５０ｃに設置
された多数の設備機器を複数の群１５ａ，１５ｂ，１５
ｃとして管理する群管理装置３０であって、建物ごとに
配置され建物内の多数の設備機器を制御する制御装置２
０ａ，２０ｂ，２０ｃを介して、多数の設備機器の運転
データを取得する取得部３５ａと、運転データが示す値
である運転データ値を群ごとに総括する総括部３５ｃと
、総括部によって総括された、複数の群に対する結果を
並列させる画面を生成する画面生成部３５ｅとを備える
。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の建物（５０ａ，５０ｂ，５０ｃ）に設置された多数の設備機器を複数の群（１５
ａ，１５ｂ，１５ｃ）として管理する群管理装置（３０）であって、
　建物ごとに配置され前記建物内の前記多数の設備機器を制御する制御装置（２０ａ，２
０ｂ，２０ｃ）を介して、前記多数の設備機器の運転データを取得する取得部（３５ａ）
と、
　前記運転データが示す値である運転データ値を群ごとに総括する総括部（３５ｃ）と、
　前記総括部により総括された、前記複数の群に対する結果を並列させる画面を生成する
画面生成部（３５ｅ）と
を備える、
群管理装置。
【請求項２】
　前記総括部は、一の群に属する個々の設備機器の運転データ値である個々の運転データ
値、または一の群に属する全設備機器の運転データ値である集団の運転データ値を、他の
群の個々の運転データ値、または集団の運転データ値と比較する、
請求項１に記載の群管理装置。
【請求項３】
　前記総括部は、前記個々の運転データ値または前記集団の運転データ値が所定の条件に
適合するか否かをさらに判断する、
請求項２に記載の群管理装置。
【請求項４】
　前記総括部は、前記個々の運転データ値または前記集団の運転データ値と所定の基準値
とを群ごとにさらに比較して、前記所定の条件に適合するか否かを判断する、
請求項３に記載の群管理装置。
【請求項５】
　前記集団の運転データ値は、一の群に属する設備機器の前記個々の運転データ値の平均
値である、
請求項２から４のいずれか一つに記載の群管理装置。
【請求項６】
　前記集団の運転データ値は、一の群に属する設備機器の前記個々の運転データ値の総量
である、
請求項２から４のいずれか一つに記載の群管理装置。
【請求項７】
前記画面生成部は、前記各群において前記所定の条件に適合する設備機器の大小関係を比
較可能な画面を生成する、
請求項３から６のいずれか一つに記載の群管理装置。
【請求項８】
　前記画面生成部は、前記所定の条件に適合する設備機器の前記個々の運転データ値であ
る特定値と、全設備機器の前記運転データ値である全体値とをさらに比較可能な画面を生
成する、
請求項７に記載の群管理装置。
【請求項９】
　前記総括部は、前記各群において前記所定の条件に適合する設備機器の台数を把握し、
　前記画面生成部は、前記台数を前記画面に含む、
請求項８に記載の群管理装置。
【請求項１０】
　前記多数の設備機器を前記群に分類するための分類情報を記憶する分類情報記憶領域（
３４ｂ）を備え、
　前記総括部は、前記分類情報によって分類された群ごとに、前記個々の運転データ値ま
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たは前記集団の運転データ値を総括する、
請求項２から７のいずれか一つに記載の群管理装置。
【請求項１１】
　前記多数の設備機器の運転状態を評価するための複数の項目を記憶する評価項目記憶領
域（３４ｃ）をさらに備え、
　前記総括部は、前記複数の項目のうちいくつかの項目または前記複数の項目のうち全て
の項目に基づいて前記運転状態を評価し、
　前記画面生成部は、前記複数の項目に基づく評価結果を一括して確認可能な画面を生成
する、
請求項１から１０のいずれか一つに記載の群管理装置。
【請求項１２】
　前記取得部によって前記多数の設備機器から取得された前記運転データ値に基づいて、
前記所定の基準値を設定する基準値設定部（３５ｄ）をさらに備える、
請求項４から１１のいずれか一つに記載の群管理装置。
【請求項１３】
　前記複数の建物は、一の管理領域に含まれる、
請求項１から１２のいずれか一つに記載の群管理装置。
【請求項１４】
　複数の建物に設置された多数の設備機器を複数の群（１５ａ，１５ｂ，１５ｃ）として
管理する群管理システム（１）であって、
　建物ごとに配置され、前記建物内に設置される多数の設備機器を制御する制御装置（２
０ａ，２０ｂ，２０ｃ）と、
　前記制御装置に接続され、前記制御装置を介して前記多数の設備機器を群として管理す
る群管理装置（３０）と、
を備え、
　前記群管理装置は、
　前記制御装置を介して前記多数の設備機器の運転データを取得する取得部（３５ａ）と
、
　前記運転データが示す値である運転データ値を群ごとに総括する総括部（３５ｂ）と、
　前記総括部により総括された、前記複数の群に対する結果を並列させる画面を生成する
画面生成部（３５ｅ）と
を有する、
群管理システム。
【請求項１５】
　複数の建物に設置された多数の設備機器を複数の群（１５ａ，１５ｂ，１５ｃ）として
管理する群管理方法であって、
　建物ごとに配置され前記建物内の前記多数の設備機器を制御する制御装置（２０ａ，２
０ｂ，２０ｃ）を介して、前記多数の設備機器の運転データを取得する取得ステップと、
　前記運転データが示す値である運転データ値を群ごとに総括する総括ステップと、
　前記総括ステップにより総括された、前記複数の群に対する結果を並列させる画面を生
成する画面生成ステップと
を備える、
群管理方法。
【請求項１６】
　複数の建物に設置された多数の設備機器を複数の群（１５ａ，１５ｂ，１５ｃ）として
管理するためにコンピュータに実行させる群管理プログラムであって、
　建物ごとに配置され前記建物内の前記多数の設備機器を制御する制御装置（２０ａ，２
０ｂ，２０ｃ）を介して、前記多数の設備機器の運転データを取得する取得ステップと、
　運転データが示す値である運転データ値を群ごとに総括する総括ステップと、
　前記総括ステップにより総括された、前記複数の群に対する結果を並列させる画面を生
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成する画面生成ステップと
を備える、
群管理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の設備機器を群として管理する群管理装置及び群管理装置を用いた群管
理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、オフィスビルおよびテナントビル等のように多数の設備機器を用いる建物では、
建物内の一箇所に一つの制御装置が配置され、当該制御装置を用いて多数の設備機器が制
御されている（特許文献１参照）。また、この制御装置は、多数の設備機器を効果的に管
理するために多数の設備機器から運転データを取得し、当該建物内に設置された多数の設
備機器の運転状態を評価している。
【特許文献１】特開平９―１９６４４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　一方、例えば、病院および大学のように、一の管理領域に複数の建物が立地する物件で
は、各建物に制御装置が配置されるため、一の管理領域に複数の制御装置が配置される。
各建物に配置された制御装置は、同一の建物に設置された多数の設備機器の運転状態を評
価する。評価により得られた結果に基づき、設備機器を効率よく制御するための対策が講
じられることになる。しかし、各建物に配置された制御装置を用いて物件内に設置された
多数の設備機器の運転状態を評価したのでは、管理領域全体として設備機器の運転状態を
公平に評価することは困難である。
【０００４】
　本発明の課題は、複数の建物が立地する管理領域において、多数の設備機器の運転状態
を一望でき、さらに、公平に評価することができる群管理装置または群管理システムを提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第１発明に係る群管理装置は、複数の建物に設置された多数の設備機器を複数の群とし
て管理する群管理装置であって、取得部と、総括部と、画面生成部とを備える。取得部は
、制御装置を介して多数の設備機器の運転データを取得する。制御装置は、建物ごとに配
置され建物内の多数の設備機器を制御する。総括部は、運転データ値を群ごとに総括する
。運転データ値は、運転データが示す値である。画面生成部は、総括部により総括された
、複数の群に対する結果を並列させる画面を生成する。
【０００６】
　本発明に係る群管理装置では、複数の建物に設置された多数の設備機器の運転データが
、建物ごとに配置された制御装置を介して取得される。さらに、運転データ値が群ごとに
総括され、総括された結果を並列する画面が生成される。運転データ値とは、例えば、消
費電力量値、温度乖離値、および快適性を示す指数を示す値等である。
【０００７】
　これにより、複数の建物に設置された多数の設備機器を効率よく一望で判定できる。ま
た、設備機器の運転状態を公平に評価することができる。
【０００８】
　第２発明に係る群管理装置は、第１発明に係る群管理装置であって、総括部は、個々の
運転データ値、または集団の運転データ値を、他の群の個々の運転データ値、または集団
の運転データ値と比較する。個々の運転データ値とは、一の群に属する個々の設備機器の
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運転データ値である。集団の運転データ値とは、一の群に属する全設備機器の運転データ
値である
　本発明に係る群管理装置では、一の群の個々の運転データ値および他の群の運転データ
値、または、一の群の集団の運転データ値および他の群の集団の運転データ値が比較され
る。
【０００９】
　これにより、各群の状態を効果的に判定することができる。
【００１０】
　第３発明に係る群管理装置は、第２発明に係る群管理装置であって、総括部は、個々の
運転データ値または集団の運転データ値が所定の条件に適合するか否かをさらに判断する
。所定の条件とは、例えば、省エネ対策が必要な状態や省エネ対策が十分にとられている
状態、あるいは、温度乖離の対策が必要な状態や温度乖離の対策が十分にとられている状
態などである。
【００１１】
　本発明に係る群管理装置では、個々の運転データ値または集団の運転データ値が所定の
条件に適合するか否かがさらに判断される。
【００１２】
　これにより、群に含まれる個々の設備機器または群全体に何らかの対策を講じる必要が
あるか否かを把握することができる。
【００１３】
　第４発明に係る群管理装置は、第３発明に係る群管理装置であって、総括部は、個々の
運転データ値または集団の運転データ値と所定の基準値とを群ごとにさらに比較して、所
定の条件に適合するか否かを判断する。
【００１４】
　本発明に係る群管理装置では、所定の基準値と、個々の運転データ値または集団の運転
データ値とが群ごとにさらに比較され、所定の条件に適合するか否かが判断される。
【００１５】
　これにより、所定の基準値に基づいて、所定の条件に適合するか否かを判断することが
できる。
【００１６】
　第５発明に係る群管理装置は、第２発明から第４発明のいずれか一つに係る群管理装置
であって、集団の運転データ値は、一の群に属する設備機器の個々の運転データ値の平均
値である。
【００１７】
　本発明に係る群管理装置では、集団の運転データ値として個々の運転データ値の平均値
が比較される。
【００１８】
　これにより、他の群と比較して平均値が高い群または低い群を判定することができる。
【００１９】
　第６発明に係る群管理装置は、第２発明から第４発明のいずれか一つに係る群管理装置
であって、集団の運転データ値は、一の群に属する設備機器の個々の運転データ値の総量
である。
【００２０】
　本発明に係る群管理装置では、集団の運転データ値として個々の運転データ値の総量が
比較される。
【００２１】
　これにより、他の群と比較して総量が高い群または低い群を判定することができる。
【００２２】
　第７発明に係る群管理装置は、第３発明から第６発明のいずれか一つに係る群管理装置
であって、画面生成部は、各群において所定の条件に適合する設備機器の大小関係を比較
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可能な画面を生成する。
【００２３】
　本発明に係る群管理装置では、所定の条件に適合する設備機器について、一の群と他の
群との大小関係が比較可能に表示される。大小関係を比較可能に表示する例としては、例
えば、所定の条件に適合する設備機器の個々の運転データ値の合計または集合の運転デー
タ値が多い順もしくは少ない順に群を並べる場合、所定の条件に適合する設備機器の個々
の運転データ値の合計値または集合の運転データ値を図で表し、図の大小で運転データ値
を表す場合等がある。
【００２４】
　これにより、群に属する設備機器のうち、所定の条件に適合する設備機器の程度を他の
群と容易に比較することができる。
【００２５】
　第８発明に係る群管理装置は、第７発明に係る群管理装置であって、画面生成部は、特
定値と全体値とをさらに比較可能な画面を生成する。特定値とは、所定の条件に適合する
設備機器の個々の運転データ値である。全体値とは、全設備機器の運転データ値である。
【００２６】
　本発明に係る群管理装置では、特定値と全体値とをさらに比較可能な画面が生成される
。
【００２７】
　これにより、群に含まれる全設備機器の運転データ値（全体値）に占める、所定の状態
である設備機器の運転データ値（特定値）の割合を把握することができる。
【００２８】
　第９発明に係る群管理装置は、第８発明に係る群管理装置であって、総括部は、各群に
おいて所定の条件に適合する設備機器の台数を把握する。また、画面生成部は、台数を画
面に含む。
【００２９】
　本発明に係る群管理装置では、所定の条件に適合する設備機器の台数が把握され、その
台数が画面に表示される。
【００３０】
　これにより、対策効果の大小の見当をつけることができる。
【００３１】
　第１０発明に係る群管理装置は、第２発明から第７発明のいずれか一つに係る群管理装
置であって、分類情報記憶領域を備える。分類情報記憶領域は、多数の設備機器を前記群
に分類するための分類情報を記憶する。また、総括部は、分類情報によって分類された群
ごとに、個々の運転データ値または集団の運転データ値を総括する。
【００３２】
　本発明に係る群管理装置では、多数の設備機器を群に分類するための分類情報が記憶さ
れる。分類情報に基づいて分類された群ごとに、運転データ値が総括される。ここで、分
類情報とは、例えば、棟の種類および棟の向きを含む物理的条件、時間的条件等である。
【００３３】
　これにより、多数の設備機器を、多様な群に分類することができる。
【００３４】
　第１１発明に係る群管理装置は、第１発明から第１０発明のいずれか一つに係る群管理
装置であって、評価項目記憶領域をさらに備える。評価項目記憶領域は、多数の設備機器
の運転状態を評価するための複数の項目を記憶する。また、総括部は、複数の項目のうち
いくつかの項目または複数の項目のうち全ての項目に基づいて運転状態を評価する。さら
に、画面生成部は、複数の項目に基づく評価結果を一括して確認可能な画面を生成する。
【００３５】
　本発明に係る群管理装置では、多数の設備機器の運転状態を評価するための複数の項目
がさらに記憶される。複数の項目のうちいくつかの項目または複数の項目のうち全ての項
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目に基づいて運転状態が評価される。また、複数の項目に基づく評価結果が一括して確認
可能な画面が生成される。
【００３６】
　これにより、設備機器の運転状態を多角的に評価することができる。
【００３７】
　第１２発明に係る群管理装置は、第４発明から第１１発明のいずれか一つに係る群管理
装置であって、基準値設定部をさらに備える。基準値設定部は、取得部によって多数の設
備機器から取得された運転データ値に基づいて、所定の基準値を設定する。
【００３８】
　本発明に係る群管理装置では、多数の設備機器から取得された運転データに基づいて所
定の基準値が設定される。例えば、各群の設備機器の中で最も消費電力量値が多い設備機
器をそれぞれ特定し、特定された設備機器の中で最も少ない消費電力量値を基準値にした
り、特定された設備機器の中で最も少ない消費電力量から所定値を引いた値を基準値にし
たりする。
【００３９】
　これにより、群全体の設備機器の運転状態を効率よく評価することができる。
【００４０】
　第１３発明に係る群管理装置は、第１発明から第１２発明のいずれか一つに係る群管理
装置であって、複数の建物は、一の管理領域に含まれる。
【００４１】
　本発明に係る群管理装置では、一の管理領域に含まれる複数の建物に設置された多数の
設備機器が複数の群として管理される。一の管理領域とは、一つの閉じられた領域であっ
て、例えば、複数の施設または建物を有する学校、病院、企業等、管理対象となる施設ま
たは建物が同一または関連する所有者によって所有される領域である。
【００４２】
　これにより、点在する設備機器を効率よく管理することができる。
【００４３】
　第１４発明に係る群管理システムは、複数の建物に設置された多数の設備機器を複数の
群として管理する群管理システムであって、制御装置と、群管理装置とを備える。制御装
置は、建物ごとに配置され、建物内に設置される多数の設備機器を制御する。群管理装置
は、制御装置に接続され、制御装置を介して多数の設備機器を群として管理する。また、
群管理装置は、取得部と、総括部と、画面生成部とを有する。取得部は、制御装置を介し
て多数の設備機器の運転データを取得する。総括部は、運転データ値を群ごとに総括する
。運転データ値とは、運転データが示す値である。画面生成部は、総括部により総括され
た複数の群に対する結果を並列させる画面を生成する。
【００４４】
　本発明に係る群管理システムでは、複数の建物に設置された多数の設備機器の運転デー
タが、建物ごとに配置された制御装置を介して取得される。さらに、運転データ値が群ご
とに総括され、総括された結果を並列する画面が生成される。運転データ値とは、例えば
、消費電力量値、温度乖離値、および快適性を示す指数を示す値等である。
【００４５】
　これにより、複数の建物に設置された多数の設備機器を効率よく一望で判定できる。ま
た、設備機器の運転状態を公平に評価することができる。
【００４６】
　第１５発明に係る群管理方法は、複数の建物に設置された多数の設備機器を複数の群と
して管理する群管理方法であって、取得ステップと、総括ステップと、画面生成ステップ
とを備える。取得ステップでは、制御装置を介して、多数の設備機器の運転データを取得
する。制御装置は、建物ごとに配置され建物内の多数の設備機器を制御する。総括ステッ
プでは、運転データ値を群ごとに総括する。運転データ値とは、運転データが示す値であ
る。画面生成ステップでは、総括ステップにおいて総括された、複数の群に対する結果を
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並列させる画面を生成する。
【００４７】
　本発明に係る群管理方法では、複数の建物に設置された多数の設備機器の運転データが
、建物ごとに配置された制御装置を介して取得される。さらに、運転データ値が群ごとに
総括され、総括された結果を並列する画面が生成される。運転データ値とは、例えば、消
費電力量値、温度乖離値、および快適性を示す指数を示す値等である。
【００４８】
　これにより、複数の建物に設置された多数の設備機器を効率よく一望で判定できる。ま
た、設備機器の運転状態を公平に評価することができる。
【００４９】
　第１６発明に係る群管理プログラムは、複数の建物に設置された多数の設備機器を複数
の群として管理するためにコンピュータに実行させる群管理プログラムであって、取得ス
テップと、総括ステップと、画面生成ステップとを備える。取得ステップでは、制御装置
を介して、多数の設備機器の運転データを取得する。制御装置は、建物ごとに配置され建
物内の多数の設備機器を制御する。総括ステップでは、運転データ値を群ごとに総括する
。運転データ値とは、運転データが示す値である。画面生成ステップでは、総括ステップ
において総括された、複数の群に対する結果を並列させる画面を生成する。
【００５０】
　本発明に係る群管理プログラムでは、複数の建物に設置された多数の設備機器の運転デ
ータが、建物ごとに配置された制御装置を介して取得される。さらに、運転データ値が群
ごとに総括され、総括された結果を並列する画面が生成される。運転データ値とは、例え
ば、消費電力量値、温度乖離値、および快適性を示す指数を示す値等である。
【００５１】
　これにより、複数の建物に設置された多数の設備機器を効率よく一望で判定できる。ま
た、設備機器の運転状態を公平に評価することができる。
【発明の効果】
【００５２】
　第１発明に係る群管理装置では、複数の建物に設置された多数の設備機器を効率よく一
望で判定でき、さらに、設備機器の運転状態を公平に評価することができる。
【００５３】
　第２発明に係る群管理装置では、各群の状態を効果的に判定することができる。
【００５４】
　第３発明に係る群管理装置では、群に含まれる個々の設備機器または群全体に何らかの
対策を講じる必要があるか否かを把握することができる。
【００５５】
　第４発明に係る群管理装置では、所定の基準値に基づいて、所定の条件に適合するか否
かを判断することができる。
【００５６】
　第５発明に係る群管理装置では、他の群と比較して平均値が高い群または低い群を判定
することができる。
【００５７】
　第６発明に係る群管理装置では、他の群と比較して総量が高い群または低い群を判定す
ることができる。
【００５８】
　第７発明に係る群管理装置では、群に属する設備機器のうち、所定の条件に適合する設
備機器の程度を他の群と容易に比較することができる。
【００５９】
　第８発明に係る群管理装置では、群に含まれる全設備機器の運転データ値（全体値）に
占める、所定の状態である設備機器の運転データ値（特定値）の割合を把握することがで
きる。
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【００６０】
　第９発明に係る群管理装置では、対策効果の大小の見当をつけることができる。
【００６１】
　第１０発明に係る群管理装置では、多数の設備機器を、多様な群に分類することができ
る。
【００６２】
　第１１発明に係る群管理装置では、設備機器の運転状態を多角的に評価することができ
る。
【００６３】
　第１２発明に係る群管理装置では、群全体の設備機器の運転状態を効率よく評価するこ
とができる。
【００６４】
　第１３発明に係る群管理装置では、点在する設備機器を効率よく管理することができる
。
【００６５】
　第１４発明に係る群管理システムでは、複数の建物に設置された多数の設備機器を効率
よく一望で判定でき、さらに、設備機器の運転状態を公平に評価することができる。
【００６６】
　第１５発明に係る群管理方法では、複数の建物に設置された多数の設備機器を効率よく
一望で判定でき、さらに、設備機器の運転状態を公平に評価することができる。
【００６７】
　第１６発明に係る群管理プログラムでは、複数の建物に設置された多数の設備機器を効
率よく一望で判定でき、さらに、設備機器の運転状態を公平に評価することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６８】
　以下、本発明の一実施形態に係る群管理システム１００について図面を用いて説明する
。なお、群管理システム１００における建物、ローカルコントローラ、および空調機の数
は図面に示すものに限定されない。
【００６９】
（１）全体構成
　図１は、物件１における本実施形態の群管理システム１００の構成を示す。群管理シス
テム１００は、大学、病院、工場等のように一つの管理領域に複数の建物５０ａ，５０ｂ
，５０ｃが立地する物件に用いられるシステムである。ここで一の管理領域とは、一つの
閉じられた領域であって、管理対象となる施設または建物が同一または関連する所有者に
よって所有される領域である。また、群管理システム１００は、建物５０ａ，５０ｂ，５
０ｃ内の空調設備１０ａ，１０ｂ，１０ｃに含まれる多数の室内機（設備機器に相当）１
２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・をいくつかの室内
機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃとして管理するためのシステムである。本実施形態では、図
１に示すように、建物５０ａ内の空調設備１０ａに含まれる多数の室内機を室内機群１５
ａ、建物５０ｂ内の空調設備１０ｂに含まれる多数の室内機を室内機群１５ｂ、および建
物５０ｃ内の空調設備１０ｃに含まれる多数の室内機を室内機群１５ｃとして、それぞれ
の室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃが管理される。
【００７０】
　群管理システム１００には、主として、空調設備１０ａ，１０ｂ，１０ｃと、空調設備
１０ａ，１０ｂ，１０ｃを管理するローカルコントローラ（制御装置に相当）２０ａ，２
０ｂ，２０ｃと、複数のローカルコントローラ２０ａ，２０ｂ，２０ｃに接続される群管
理装置３０とが含まれる。
【００７１】
　図２は、ローカルコントローラ２０ａと、空調設備１０ａとを含む建物５０ａ内の構成
を示すが、他の建物５０ｂ，５０ｃも同様の構成である。建物５０ａには、ローカルコン
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トローラ２０ａと、空調設備１０ａとしての複数の空調機１３ａ，１３ｂ，１３ｃとが設
置されている。空調機１３ａ，１３ｂ，１３ｃは、マルチタイプの空調機であり、室外機
１１ａおよび複数の室内機１２ａａ，１２ａｂ，１２ａｃ，・・・からなる空調機１３ａ
と、室外機１１ｂおよび複数の室内機１２ｂａ，１２ｂｂ，１２ｂｃ，・・・からなる空
調機１３ｂと、室外機１１ｃおよび複数の室内機１２ｃａ，１２ｃｂ，１２ｃｃ，・・・
からなる空調機１３ｃとが含まれる。室外機１１ａ，１１ｂ，１１ｃ，・・・には、電源
６０が接続されており、電源６０からの電力が電力供給線を介して空調機１３ａ，１３ｂ
，１３ｃ，・・・へ供給される。また、空調機１３ａ，１３ｂ，１３ｃ，・・・へ供給さ
れる電力（総消費電力量）は、電源６０および室外機１１ａ，１１ｂ，１１ｃ，・・・を
接続する電力供給線の上に設けられている電力メータ７０によって計測される。
【００７２】
　群管理装置３０は、管理領域内に設けられ、各建物５０ａ，５０ｂ，５０ｃに設置され
た複数のローカルコントローラ２０ａ，２０ｂ，２０ｃとイントラネット回線を介して接
続される。
【００７３】
　本実施形態に係る群管理システム１００では、各建物５０ａ，５０ｂ，５０ｃに配置さ
れたローカルコントローラ２０ａ，２０ｂ，２０ｃを用いて、建物内に設置された全ての
室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・が集中管
理される。さらに、管理領域内に設けられた群管理装置３０を用いて、管理領域内の室内
機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・がいくつかの
室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃとして管理される。
【００７４】
〈各部の構成〉
（１）空調機の概略構成
　本実施形態で用いる空調機１３ａ，１３ｂ，１３ｃ，・・・は、上述したように、マル
チタイプの空調機である。以下、図３を用いて、室外機１１ａおよび室内機１２ａａから
なる空調機１３ａを説明するが、室外機１１ａおよび他の室内機１２ａｂ，１２ａｃ，・
・・からなる空調機１３ａについても同様の構成であるものとする。また、空調機１３ｂ
，１３ｃも同様の構成であるものとする。
【００７５】
　空調機１３ａは、図示されない圧縮機や熱交換器等から構成される冷媒回路を有してい
る。また、空調機１３ａには、室温センサ１３１ａａ，外気温センサ１３１ａｂ，および
湿度センサ１３１ａｃ等の各種センサが取り付けられている。室温センサ１３１ａａは、
空調機１３ａが設置されている部屋の温度を検知する。詳細には、室内機１２ａａの吸込
み温度が検知される。外気温センサ１３１ａｂは、空調機１３ａが設置されている設備付
近の外気の温度を検出する。湿度センサ１３１ａｃは、空調機１３ａに含まれる圧縮機の
吐出管における冷媒の温度である吐出温度を検出する。空調機１３ａが設置されている部
屋の湿度を検知する。
【００７６】
　さらに、空調機１３ａは、機器通信部１３３ａおよび機器制御部１３２ａを有している
。機器通信部１３３ａは、ローカルコントローラ２０ａと専用制御線により接続されてい
る。機器制御部１３２ａは、外部から送信される制御命令に応じて空調機１３ａの動作を
制御する。また、機器制御部１３２ａは、上述の各種センサ１３１ａａ，１３１ａｂ，１
３１ａｃ，・・・に接続されており、これらにより計測された値を所定の間隔（本実施形
態では１分）でローカルコントローラ２０ａに送信する。
【００７７】
（２）ローカルコントローラの概略構成
　ローカルコントローラ２０ａ，２０ｂ，２０ｃは、上述のように、建物５０ａ，５０ｂ
，５０ｃに一台配置される。ローカルコントローラ２０ａ，２０ｂ，２０ｃは、それぞれ
に接続される空調機１３ａ，１３ｂ，１３ｃ，・・・を集中管理する。ローカルコントロ
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ーラ２０ａ，２０ｂ，２０ｃは、建物５０ａ，５０ｂ，５０ｃにそれぞれ配置された担当
管理者に用いられる。担当管理者は、ローカルコントローラ２０ａ，２０ｂ，２０ｃを用
いることにより、建物５０ａ，５０ｂ，５０ｃ内に設置される多数の室内機１２ａａ－１
２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の運転・停止等の制御および
状態の管理等を一箇所で行うことができる。以下、図４を用いて、ローカルコントローラ
２０ａについて説明するが、他のローカルコントローラ２０ｂ，２０ｃについても同様の
構成であるものとする。
【００７８】
　ローカルコントローラ２０ａは、主として、ローカル通信部２１、ローカル表示部２２
、ローカル入力部２３、ローカル記憶部２４、およびローカル制御部２５から構成されて
いる。
【００７９】
　ローカル通信部２１は、群管理装置３０との間で信号の授受を行う。また、ローカル通
信部２１は、室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・
・・との間で信号の授受を行う。ローカル通信部２１は、室内機１２ａａ－１２ａｃ，１
２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・に対して制御信号を送信し、室内機１２
ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・からは運転データを
受信する。ここで、運転データとは、室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，
１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の電源のオン・オフ、運転モード、設定温度、吸込み温度、
風向等に関する情報である。さらに、運転データには、後述するローカル制御部２５が機
器制御部１３２ａに定期的に接続して取得した各種センサ１３１ａａ，１３１ａｂ，１３
１ａｃ，・・・の値が含まれる。運転データに基づき、各室内機１２ａａ－１２ａｃ，１
２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の運転時間、室内膨張弁の開度、温度乖
離値、および快適性を示す指数となる情報等を得ることができる。なお、本実施形態にお
いて運転時間とは、具体的に、室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃ
ａ－１２ｃｃ，・・・のサーモオン時間である。ここで、サーモオン時間とは、室内機１
２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・が冷温熱供給を行
っている時間をいう。
【００８０】
　ローカル表示部２２は、後述の管理プログラムが実行された際に管理画面（図５参照）
が表示されるディスプレイである。管理画面は、ローカルコントローラ２０ａで受け付け
た室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の運転
データを表示する画面である。また、管理画面は、複数の室内機１２ａａ－１２ａｃ，１
２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・に対する制御命令を受け付けるための操
作画面でもある。
【００８１】
　ローカル入力部２３は、主として上述のディスプレイを覆うタッチパネルおよび操作ボ
タンから構成されている。
【００８２】
　ローカル記憶部２４は、主として運転データ記憶領域２４ａと、消費電力量値記憶領域
２４ｂとを有する。運転データ記憶領域２４ａには、後述の情報取得部２５ａが取得した
運転データが記憶される。消費電力量値記憶領域２４ｂには、消費電力量に関する情報が
記憶される。消費電力量に関する情報とは、具体的に、電力メータ７０で計測された空調
機１３ａ，１３ｂ，１３ｃ，・・・の総消費電力量に関する値（総消費電力量値）および
後述する按分部２５ｂによって算出された各室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２
ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の消費電力量に関する値（消費電力量値）である。な
お、ローカル記憶部２４は、上記領域の他、後述のローカル制御部２５が読み出して実行
可能な管理プログラムが格納される領域を有する。
【００８３】
　ローカル制御部２５は、ローカル記憶部２４に記憶された管理プログラムを実行して、
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室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・を集中管
理する。ローカル制御部２５は、主として、情報取得部２５ａと、按分部２５ｂとを有す
る。情報取得部２５ａは、空調機１３ａ，１３ｂ，１３ｃ，・・・に含まれる機器制御部
１３２ａに定期的に接続し、室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ
－１２ｃｃ，・・・の運転データを取得する。また、情報取得部２５ａは、電力メータ７
０で計測される総消費電力量値に関する情報を取得する。按分部２５ｂは、消費電力量値
記憶領域２４ｂに記憶されている空調機１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，・・・の総消費電力量
値を、運転データ記憶領域２４ａに記憶されている運転データに応じて按分し、各室内機
１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の消費電力量値
を算出する。具体的には、特開平５－１５７３３６号公報に示されるように、各室内機１
２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の膨張弁の開度等
の情報に応じて総消費電力量値が按分され、各室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１
２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の消費電力量値が算出される。なお、按分部２５ｂ
によって算出された消費電力量値は上述の消費電力量値記憶領域２４ｂに記憶される。
【００８４】
　さらに、ローカル制御部２５は、取得した運転データに基づいてローカル表示部２２に
室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の運転状
態（例えば、運転または停止の状態、室温、運転モード、風向、風量、異常の有無等）を
表示させる。さらに、ローカル制御部２５は、上述のローカル表示部２２で受け付けた制
御命令に基づいて、複数の室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－
１２ｃｃ，・・・の制御（運転・停止の状態の変更、冷房モード・暖房モード・送風モー
ド等の運転モード変更、温度変更、風向変更、風量変更等）を行う。
【００８５】
（３）群管理装置３０の概略構成
　群管理装置３０は、管理領域内においてシステム管理者が待機する場所に一台設置され
ている。ここで、システム管理者とは、群管理システム１００全体を管理する管理者をい
う。群管理装置３０は、管理領域内の全てのローカルコントローラ２０ａ，２０ｂ，２０
ｃに接続され、管理領域内の全ての室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１
２ｃａ－１２ｃｃ，・・・をいくつかの室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃとして集中管理
する。なお、室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・
・・は、後述する分類情報に基づいて室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃに分類されるが、
本実施形態では、上述したように、同一建物５０ａ，５０ｂ，５０ｃに設置されている室
内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・が一つの群
に分類されている。
【００８６】
　図６に示すように、群管理装置３０は、主として、群管理通信部３１と、群管理表示部
３２と、群管理入力部３３と、群管理記憶部３４と、群管理制御部３５とから構成されて
いる。
【００８７】
　群管理通信部３１は、イントラネット回線を介して、ローカル通信部２１と接続され、
ローカルコントローラ２０ａ，２０ｂ，２０ｃとの間で信号の授受を行う。
【００８８】
　群管理表示部３２は、後述する群管理プログラムを実行して得られた結果を表示するた
めのディスプレイである（図７参照）。群管理表示部３２には、管理領域内の全ての建物
５０ａ，５０ｂ，５０ｃに配置された全室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ
，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・に関する室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃとしての状態が
表示される。また、群管理表示部３２は、室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃに対するシス
テム管理者からの制御命令を受け付けるための操作画面でもある。
【００８９】
　なお、図７に示すように、群管理装置３０のディスプレイには、設定画面７０と、結果
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表示画面７１とが含まれる。設定画面７０には、室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃの状態
を評価するための項目を選択する評価メニュー７０ａと、評価の基準値Ｅｓである閾値を
設定する閾値設定領域７０ｂａ，７０ｂｂとが含まれる。評価メニュー７０ａには、例え
ば、消費電力量値の高い室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃを評価するエネルギー多消費の
項目、吸込み温度値と設定温度値との乖離の程度が大きい室内機群１５ａ，１５ｂ，１５
ｃを評価する温度乖離の項目等、多数の項目が含まれる。閾値設定領域７０ｂａ，７０ｂ
ｂは、電力量に関する閾値を設定する領域７０ｂａと設定温度に関する閾値を設定する領
域７０ｂｂとを有する。結果表示画面７１は、各建物５０ａ，５０ｂ，５０ｃにおいて基
準値Ｅｓ以上の状態値の合計値Ｅｎｓを示す（図８，符号８０１参照）。ここで、状態値
とは、室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の
運転状態を表す値であり、選択された評価項目によって異なる。例えば、エネルギー多消
費に対する評価を行う場合は消費電力量値であり、温度乖離に対する評価を行う場合は設
定温度と吸込み温度との差である。なお、図７では、エネルギー多消費の項目が選択され
ている。また、結果表示画面７１には、基準値Ｅｓ以上の消費電力量値の合計値Ｅｎｓが
大きい順に建物名と、それに対応する多消費電力量合計値Ｅｎｓとがそれぞれ表に挙げら
れている。
【００９０】
　さらに、群管理表示部３２は、室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２
ｃａ－１２ｃｃ，・・・の分類の設定を行うための図示しない群設定領域を有する。ここ
で設定された内容は、後述する分類情報記憶領域３４ｂに記憶される。
【００９１】
　群管理入力部３３には、主として上述のディスプレイを覆うタッチパネルおよび操作ボ
タンから構成されている。
【００９２】
　群管理記憶部３４は、コントローラ２０ａ，２０ｂ，２０ｃによって管理される室内機
１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・をいくつかの室
内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃとして集中管理するための群管理プログラムを格納する領
域を有する。また、群管理記憶部３４には、運転データ記憶領域３４ａと、分類情報記憶
領域３４ｂと、評価項目記憶領域３４ｃとが含まれる。運転データ記憶領域３４ａには、
後述の情報取得部３５ａによってローカルコントローラ２０ａ，２０ｂ，２０ｃから取得
された室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・に
関する運転データが蓄積されていく。ここで運転データには、上述した室内機１２ａａ－
１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の電源のオン・オフ、運転
モード、設定温度、吸込み温度、風向等に関する情報および各種センサ１３１ａａ，１３
１ａｂ，１３１ａｃ，・・・の値の他、ローカルコントローラ２０ａ，２０ｂ，２０ｃの
按分部２５ｂによって按分された消費電力量値も含まれる。さらに、運転データ記憶領域
３４ａには、後述の能力判断部３５ｂによって算出された消費電力量値の補正値が記憶さ
れる。分類情報記憶領域３４ｂには、室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，
１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・をいくつかの室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃに分類するた
めの情報（分類情報）が記憶されている。分類情報とは、室内機１２ａａ－１２ａｃ，１
２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・が設置される棟の種類および棟の向きを
含む物理的条件、時間的条件等に基づき室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ
，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・を室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃに分類するための情報
である。本実施形態では、上述したように、各建物５０ａ，５０ｂ，５０ｃに設置された
室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・をそれぞ
れ室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃに分類する。具体的に、本実施形態では、管理領域内
の全ての室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・
が、設置された建物５０ａ，５０ｂ，５０ｃに応じて、ＡＡ棟の室内機群１５ａ、ＢＢ棟
の室内機群１５ｂおよびＣＣ棟の室内機群１５ｃにそれぞれ分類される。なお、分類情報
記憶領域３４ｂに記憶される情報は、上述の図示しない群設定領域で設定可能である。評
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価項目記憶領域３４ｃは、室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃの評価を行う際に用いる項目
を記憶する。詳細には、図７に示す評価メニュー７０ａに挙げられた項目に相当する。
【００９３】
　群管理制御部３５は、上述の群管理記憶部３４に記憶された群管理プログラムを実行し
、室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃの運転状態を把握する。群管理制御部３５は、主とし
て、情報取得部３５ａと、能力判断部３５ｂと、総括部３５ｃと、基準値設定部３５ｄと
、画面生成部３５ｅと、一括制御部３５ｆと、画面切替部３５ｇとを含む。
【００９４】
　情報取得部３５ａは、運転データ記憶領域２４ａに記憶された運転データと、消費電力
量値記憶領域２４ｂに記憶された各室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１
２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の消費電力量値とをそれぞれ運転データとして各ローカルコン
トローラ２０ａ，２０ｂ，２０ｃから取得する。取得された運転データは、上述の運転デ
ータ記憶領域３４ａに記憶される。
【００９５】
　能力判断部３５ｂは、運転データ記憶領域３４ａに記憶された各室内機１２ａａ－１２
ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の消費電力量値を室内機１２ａ
ａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の空調能力を考慮して
判断する。詳細には、能力判断部３５ｂは、各室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１
２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の消費電力量値を空調能力で割った値（補正値）Ｅ
ｎを算出する。ここで、空調能力とは、室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ
，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の馬力あるいは容量ｋＷ等である。能力判断部３５ｂによ
って算出された補正値Ｅｎは上述の運転データ記憶領域３４ａに記憶される。
【００９６】
　総括部３５ｃは、第１処理から第３処理を行う。第１処理において、総括部３５ｃは、
分類情報記憶領域３４ｂに記憶された情報に基づいて室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂ
ａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・を各室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃに分類
する。第２処理において、総括部３５ｃは、各室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃに分類さ
れた室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の状
態値と、所定の基準値Ｅｓとを比較し、所定の基準値Ｅｓ以上の状態値の合計値Ｅｎｓを
算出する（図８，符号８０１参照）。すなわち、室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃとして
、基準値Ｅｓ以上の状態値がどの程度あるのかを算出する。ここで、所定の基準値Ｅｓと
は、上述の設定画面７０の閾値設定領域７０ｂａ，７０ｂｂで設定された内容に基づいて
、後述の基準値設定部３５ｄが設定した閾値である。さらに、第３処理において、総括部
３５ｃは、各室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃの基準値Ｅｓ以上の状態値の合計値Ｅｎｓ
をそれぞれ比較し、各室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃの合計値Ｅｎｓの大小関係を決定
する。なお、エネルギー多消費に対する評価を行う場合、基準値Ｅｓと比較される消費電
力量値は、能力判断部３５ｂによって空調能力が考慮された補正値Ｅｎである。
【００９７】
　基準値設定部３５ｄは、上述の設定画面７０の閾値設定領域７０ｂａ，７０ｂｂで設定
された内容に基づいて閾値（基準値Ｅｓ）を設定する。
【００９８】
　画面生成部３５ｅは、総括部３５ｃによって処理された結果を群管理表示部３２に表示
するための画面を生成する。
【００９９】
　一括制御部３５ｆは、群管理装置３０に接続される全てのローカルコントローラ２０ａ
，２０ｂ，２０ｃに対し、接続される室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，
１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の一括運転または一括停止の制御を要求する命令を生成する
。
【０１００】
　画面切替部３５ｇは、群管理表示部３２に表示される画面を別の画面に切り替える。別
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の画面とは、上述のローカル表示部２２で表示される管理画面（図５参照）である。群管
理表示部３２には、群管理プログラムを実行して得られた結果（図７参照）が表示される
が、当該結果として表示される各室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃがディスプレイの所定
の部分で選択されることにより、選択された室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃに接続され
たローカルコントローラ２０ａ，２０ｂ，２０ｃで表示される管理画面が群管理表示部３
２に表示される。なお、ここで、管理プログラムを実行した結果表示される管理プログラ
ムの管理画面は、ウェブブラウザを用いて群管理装置３０の群管理表示部３２に表示され
る。
【０１０１】
（４）処理の流れ
　以下、図９Ａを用いて、群管理装置３０における処理の流れを説明する。まず、ステッ
プＳ１０１において、情報取得部３５ａが各コントローラ２０ａ，２０ｂ，２０ｃから各
室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・に関する
情報（例えば、運転データ）を取得する。その後、ステップＳ１０２で、総括部３５ｃに
よって、室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・
が各室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃに分類される。さらに、各室内機群１５ａ，１５ｂ
，１５ｃに属する室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ
，・・・の状態値のうち、所定の基準値Ｅｓ以上の状態値の合計値Ｅｎｓが算出される。
その後、ステップＳ１０３で、各室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃの合計値Ｅｎｓの大小
関係が決定され、ステップＳ１０４に進む。ステップＳ１０４では、ディスプレイに表示
される画面が生成される。
【０１０２】
　また、評価メニュー７０ａでエネルギー多消費が選択された場合には、図９Ｂに示すよ
うな処理が行われる。まず、ステップＳ２０１において、情報取得部３５ａが各コントロ
ーラ２０ａ，２０ｂ，２０ｃから各室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１
２ｃａ－１２ｃｃ，・・・に関する情報（例えば、運転データおよび消費電力量値）を取
得する。その後、ステップＳ２０２に進み、能力判断部３５ｂによって消費電力量値の補
正値Ｅｎが算出される。すなわち、室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１
２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の空調能力で消費電力量値を除した値が算出される。その後、
ステップＳ２０３で、総括部３５ｃによって、室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１
２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・が各室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃに分類される
。さらに、各室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃに属する室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２
ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の消費電力量値の補正値Ｅｎのうち、所定
の基準値Ｅｓ以上の消費電力量の合計値Ｅｎｓ（図８，符号８０１）が算出される。その
後、ステップＳ２０４で、各室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃの合計値Ｅｎｓの大小関係
が決定され、ステップＳ２０５に進む。ステップＳ２０５では、ディスプレイに表示され
る画面が生成される。
【０１０３】
＜特徴＞
（１）本実施形態に係る群管理装置３０は、複数の建物５０ａ，５０ｂ，５０ｃを有する
大学、病院、工場等の管理領域において、各建物５０ａ，５０ｂ，５０ｃに設置される多
数の室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・をい
くつかの室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃに分類し、室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃご
との状態を比較可能に表示する。これにより、システム全体を管理する一人のシステム管
理者が各建物５０ａ，５０ｂ，５０ｃに設置される多数の室内機１２ａａ－１２ａｃ，１
２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の運転状態を一望で判定することができ
る。これにより、設備機器管理につき効率性が向上する。さらに、多数の室内機１２ａａ
－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の運転状態を公平に評価
することができる。
【０１０４】
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　ローカルコントローラ２０ａは、一つの建物５０ａに設置された室内機１２ａａ－１２
ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・に対してのみ配線することが可
能であるため、複数の建物５０ａ，５０ｂ，５０ｃが立地するような物件では、一つの管
理領域に複数のローカルコントローラ２０ａ，２０ｂ，２０ｃが設置される。当該ローカ
ルコントローラ２０ａ，２０ｂ，２０ｃは、建物５０ａ，５０ｂ，５０ｃごとに配置され
る担当管理者によってそれぞれ操作され、省エネや温度乖離等の対策が講じられる。しか
し、室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・に講
じられる対策は担当管理者の評価に基づいて講じられるため、複数の担当管理者により評
価する場合には、担当管理者に応じて対策の程度に偏りが生じうる。本実施形態に係る群
管理装置３０を用いることにより、システム管理者がシステム全体に配置された全室内機
１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の運転状態を包
括的に把握することができるため、システム管理者による公平な評価に基づいて必要な対
策を講じることができる。
【０１０５】
（２）また、システム管理者一人が多数の室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂ
ｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の運転状態を一度に管理する場合、各室内機１２ａａ－
１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の運転状態を逐一確認する
作業は多大な時間と労力を要することになる。しかし、本実施形態に係る群管理装置３０
は、室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・を室
内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃとして管理する。また、群管理装置３０は、室内機群１５
ａ，１５ｂ，１５ｃに含まれる室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃ
ａ－１２ｃｃ，・・・の状態値を基準値Ｅｓと比較して室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃ
の運転状態を把握する。さらに、群管理装置３０は、一の室内機群の状態を他の室内機群
の状態と比較可能に表示する。これにより、システム管理者は、いずれの室内機群１５ａ
，１５ｂ，１５ｃに対してより対策を講じるべきかの判断を容易に行うことができる。
【０１０６】
　また、各室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃの状態にできるムラを標準化することができ
るため、例えば、省エネが必要な室内機群のみならず、過度の省エネによる快適性の低下
も検討することができる。
【０１０７】
（３）さらに、本実施形態に係る群管理装置３０は、評価項目を複数項目の中から選択す
ることができる。これにより、室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃの状態を多角的に管理す
ることができる。
【０１０８】
（４）本実施形態に係る群管理装置３０は、室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２
ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・を所望の室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃに分類する
ことができる。本実施形態では、各建物５０ａ，５０ｂ，５０ｃに設置された室内機１２
ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・を一つの室内機群と
して分類したが、例えば、室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－
１２ｃｃ，・・・が設置される棟の種類および棟の向き等を含む物理的条件、時間的条件
等に基づいて室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・
・・を分類することもできる。これにより、室内機群の特徴を考慮して室内機１２ａａ，
１２ａｂ，１２ａｃ，１２ａｄ，・・・の管理を行うことができる。
【０１０９】
（５）また、本実施形態に係る群管理装置３０では、イントラネットを介してローカルコ
ントローラ２０ａ，２０ｂ，２０ｃで表示される管理画面を閲覧および操作することがで
きる。これにより、室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃに含まれる室内機１２ａａ－１２ａ
ｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の具体的な運転状態を容易に確認
でき、さらに、必要な設定変更等を講じることができる。
【０１１０】
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＜変形例＞
（１）上記実施形態では、群管理装置３０が基準値Ｅｓ以上の室内機１２ａａ－１２ａｃ
，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の状態値の合計値Ｅｎｓに基づいて
評価を行ったが、基準値Ｅｓ以下の室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１
２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の状態値の合計値Ｅｎｓに基づいて評価を行ってもよい。これ
により、例えば、省エネ率のよい室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２
ｃａ－１２ｃｃ，・・・を多く有する室内機群を容易に特定することができ、さらに、当
該室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃで講じられている対策を他の室内機群に採用すること
ができる。
【０１１１】
（２）上記実施形態では、図７の結果表示画面７１において、各室内機群１５ａ，１５ｂ
，１５ｃの状態値の合計値Ｅｎｓを大小関係が容易に判別できるように、合計値Ｅｎｓの
高い順から具体的な合計値Ｅｎｓと建物名（ＡＡ棟、ＢＢ棟、ＣＣ棟）とを表に挙げたが
、図１０に記載するように、基準値Ｅｓ以上の状態値を有する室内機１２ａａ－１２ａｃ
，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の台数を併記してもよい。これによ
り、対策を講じることにより得られる一台あたりの効果を把握することができる。
【０１１２】
　さらに、図１１に示すように、表に代えて図形等を用いて合計値Ｅｎｓの大小関係を表
してもよい。すなわち、図形の大きさを変えることにより基準値Ｅｓ以上の状態値の合計
値Ｅｎｓの大小関係を表す。これにより、物件１内の室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃの
評価をさらに容易に行うことができる。また、基準値Ｅｓ以上の状態値の合計値Ｅｎｓに
加えて全状態値Ｅｎｔ（図８参照）を表示してもよい。例えば、図１２に示すように、基
準値Ｅｓ以上の状態値の合計値Ｅｎｓと共に室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃの全消費電
力量合計値Ｅｎｔを表示する。すなわち、基準値Ｅｓ以上の消費電力量値の合計値Ｅｎｓ
と、合計値Ｅｎｓを含む室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃ全消費電力量合計値Ｅｎｔとを
共に表示することにより、全消費電力量合計値Ｅｎｔに占める基準値Ｅｓ以上の消費電力
量値の合計値Ｅｎｓの割合を把握することができる。これにより、省エネ対象が多く含ま
れる室内機群１５ａ，１５ｂ，１５ｃを容易に特定できる。具体的には、ＡＡ棟は、エネ
ルギー多消費／浪費型と判断することができる。すなわち、全消費電力合計値Ｅｎｔが多
く、且つ、基準値Ｅｓ以上の消費電力量値の合計値Ｅｎｓも多い。従って、省エネ対策が
必要な建物と考える事ができる。また、ＢＢ棟は、エネルギー多消費／省エネ型と判断す
ることができる。すなわち、全消費電力合計量Ｅｎｔは多いが、基準値Ｅｓ以上の消費電
力量値の合計値Ｅｎｓは少ない。従って、他の建物と比較して省エネ対策が十分に講じら
れていると判断することができる。
【０１１３】
（３）上記実施形態では、評価項目として、エネルギー多消費および温度乖離を挙げたが
、他の項目を評価項目に挙げてもよい。例えば、快適性を評価項目に加えてもよい。この
場合、基準値と比較する状態値は、例えば、不快指数である。
【０１１４】
　また、上記実施形態では、閾値設定領域７０ｂａ，７０ｂｂにより設定した内容に基づ
いて、基準値設定部３５ｄが所定の基準値Ｅｓを設定したが、図１３に示すような、副次
的要素を考慮して基準値Ｅｓを設定してもよい。例えば、一日の消費電力量が１２ｋＷｈ
以上の室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・で
、且つ、ＣＯＰが３．０以上の室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃ
ａ－１２ｃｃ，・・・を比較対照としてもよい。さらに、基準値設定部３５ｄが、これら
の情報に基づいて、基準値Ｅｓを自動に設定できるように設計されてもよい。
【０１１５】
（４）さらに、評価軸を多軸とする一括評価が結果評価画面７１に表示されるように設計
されてもよい。例えば、図１４に示すように、基準値Ｅｓ以上の消費電力量値の合計値Ｅ
ｎｓ、顕熱の快適性、潜熱の快適性などを置き、レーダーチャートで一括して表示する。
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同時に、全消費電力量合計値Ｅｎｔをレーダーチャートの大きさとすることで、多軸の評
価を一括して行うことができる。
【０１１６】
（５）上記実施形態において、群管理装置３０は、インターネット等を介して、管理領域
１の遠隔にあるサービスセンター等に設置されている遠隔管理サーバに接続されていても
よい。さらに、当該遠隔管理サーバには、管理領域以外の多数の物件に設置される多数の
各種コントローラが接続されるようになっていてもよい。
【０１１７】
（６）上記実施形態において、群管理装置３０は、コントローラ２０ａ，２０ｂ，２０ｃ
による処理の全部又は一部を担うように設計されていてもよい。これにより、群管理装置
３０は、コントローラ２０ａ，２０ｂ，２０ｃを介さずに室内機１２ａａ－１２ａｃ，１
２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・を管理することができる。
【０１１８】
（７）上記実施形態において、群管理装置３０は、室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ
－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・のみならず、その他の設備機器、例えば、照明
装置、給排水装置、加湿器、昇降機、防犯装置等を管理してもよい。
【０１１９】
（８）上記実施形態において、群管理表示部３２に表示される管理画面を介して、室内機
１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・と同様に、室外
機１１ａ，１１ｂ，１１ｃも管理できるようになっていてもよい。
【０１２０】
（９）上記実施形態では、個々の室内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２
ｃａ－１２ｃｃ，・・・の状態値を基準値Ｅｓと比較したが、群に属する全室内機１２ａ
ａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の集団の状態値と基準
値Ｅｓとを比較するように設計されてもよい。集団の状態値とは、例えば、群に属する室
内機１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・の状態値の
平均値または状態値の合計値などである。これにより、例えば、Ｙ軸に緯度、Ｘ軸に集団
の平均消費電力量とすると、緯度が高いほど冷房が控えめになる等の判断を行うことがで
きる。
【０１２１】
（１０）上記実施形態では、一の管理領域に複数の建物が立地するような大学や病院等の
物件で管理領域内に群管理装置３０を設置した態様を例示したが、一の管理領域が日本全
国または全世界の各国など広域にわたっているような場合にも、インターネット等の回線
で接続することにより、群管理装置３０を適用させることができる。例えば、大学の複数
の施設が、日本全国の複数の都道府県に点在するような場合や、企業の支点が全国各地に
点在するような場合など、全施設における設備機器の運転状態を一望で判定することがで
きる。
【０１２２】
＜他の実施形態＞
　以上、本発明の実施形態について図面に基づいて説明したが、具体的な構成はこれらの
実施形態に限られるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１２３】
　本発明は、複数の建物が立地する一の管理領域において、多数の設備機器の運転状態を
一望でき、さらに、公平に評価することができる群管理装置または群管理システムとして
有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】本実施形態に係る群管理システムの全体構成を示す図である。
【図２】本実施形態に係る一つの建物に設置される空調機の構成を示す図である。



(19) JP 2010-14291 A 2010.1.21

10

20

【図３】本実施形態に係る空調機の構成を示す概略図である。
【図４】本実施形態に係るローカルコントローラの構成を示す概略図である。
【図５】本実施形態に係るローカルコントローラの管理画面の例を示す図である。
【図６】本実施形態に係る群管理装置の構成を示す概略図である。
【図７】本実施形態に係る群管理装置の管理画面の例を示す図である。
【図８】本実施形態に係る室内機群の消費電力量値の分布の例を示す図である。
【図９Ａ】本実施形態に係る群管理装置の処理の流れを示すフローである。
【図９Ｂ】本実施形態に係る群管理装置の処理の流れを示すフローである。
【図１０】本実施形態に係る変形例（２）に係る群管理装置の管理画面の例を示す図であ
る。
【図１１】本実施形態に係る変形例（２）に係る所定の基準値として用いる閾値の例示と
当該閾値と共に考慮されうる副次的要素である。
【図１２】本実施形態に係る変形例（２）に係る群管理装置の管理画面の例を示す図であ
る。
【図１３】本実施形態に係る変形例（３）に係る閾値の副次的要素の例を示す図である。
【図１４】本実施形態に係る変形例（４）に係る群管理装置の管理画面の例を示す図であ
る。
【符号の説明】
【０１２５】
１１ａ，１１ｂ，１１ｃ　　室外機
１２ａａ－１２ａｃ，１２ｂａ－１２ｂｃ，１２ｃａ－１２ｃｃ，・・・　　室内機
１３ａ，１３ｂ，１３ｃ　　空調機
１５ａ，１５ｂ，１５ｃ　　室内機群
２０ａ，２０ｂ，２０ｃ　　ローカルコントローラ
３０　　群管理装置
【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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