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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の熱源と、前記熱源のそれぞれに対して補機として設けられたポンプと、前記熱源
からの熱媒体の供給を受けて居住空間毎にその居住空間への調和空気を生成する空調機と
を備えた空調制御システムに用いられ、前記熱源および前記ポンプの起動および停止を制
御する熱源制御装置において、
　前記居住空間毎の負荷状態に基づいて前記熱源および前記ポンプの起動および停止を制
御する制御手段を備え、
　前記制御手段は、
　前記居住空間毎の負荷状態を少なくともその居住空間への調和空気を生成する空調機へ
の熱媒体の流入量に基づいて判断する負荷状態判断手段と、
　前記負荷状態判断手段によって判断された居住空間毎の負荷状態のうち最大値を示す負
荷状態が１００％値と０％値との間にあり、かつ前記熱源が１台も起動されていない場合
には、前記熱源およびその熱源に対して補機として設けられている前記ポンプを１台起動
し、前記負荷状態判断手段によって判断された居住空間毎の負荷状態のうち最大値を示す
負荷状態が０％値以下にあり、かつ前記熱源が１台でも起動されていた場合には、前記熱
源およびその熱源に対して補機として設けられている前記ポンプを１台停止する増減段手
段と
　を備えることを特徴とする熱源制御装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載された熱源制御装置において、
　前記増減段手段は、さらに、前記負荷状態判断手段によって判断された居住空間毎の負
荷状態のうち最大値を示す負荷状態が１００％値以上にあり、かつ前記熱源が１台でも起
動されていた場合には、前記熱源およびその熱源に対して補機として設けられている前記
ポンプを１台起動する
　ことを特徴とする熱源制御装置。
【請求項３】
　複数の熱源と、前記熱源のそれぞれに対して補機として設けられたポンプと、前記熱源
からの熱媒体の供給を受けて居住空間毎にその居住空間への調和空気を生成する空調機と
を備えた空調制御システムに用いられ、前記熱源および前記ポンプの起動および停止を制
御する熱源制御方法において、
　前記居住空間毎の負荷状態に基づいて前記熱源および前記ポンプの起動および停止を制
御する制御ステップを備え、
　前記制御ステップは、
　前記居住空間毎の負荷状態を少なくともその居住空間への調和空気を生成する空調機へ
の熱媒体の流入量に基づいて判断する負荷状態判断ステップと、
　前記負荷状態判断ステップによって判断された居住空間毎の負荷状態のうち最大値を示
す負荷状態が１００％値と０％値との間にあり、かつ前記熱源が１台も起動されていない
場合には、前記熱源およびその熱源に対して補機として設けられている前記ポンプを１台
起動し、前記負荷状態判断ステップによって判断された居住空間毎の負荷状態のうち最大
値を示す負荷状態が０％値以下にあり、かつ前記熱源が１台でも起動されていた場合には
、前記熱源およびその熱源に対して補機として設けられている前記ポンプを１台停止する
増減段ステップと
　を備えることを特徴とする熱源制御方法。
【請求項４】
　請求項３に記載された熱源制御方法において、
　前記増減段ステップは、さらに、前記負荷状態判断手段によって判断された居住空間毎
の負荷状態のうち最大値を示す負荷状態が１００％値以上にあり、かつ前記熱源が１台で
も起動されていた場合には、前記熱源およびその熱源に対して補機として設けられている
前記ポンプを１台起動する
　ことを特徴とする熱源制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、空調制御システムにおける熱源の運転を制御する熱源制御装置および熱源
制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、テナントビルなどにおいては、複数の熱源と、これら熱源のそれぞれに補機
として設けられた１次ポンプと、熱源からの熱媒体の供給を受けて居住空間への調和空気
を生成する空調機とを主要構成要素とする空調制御システムを設け、熱源からの熱媒体を
１次ポンプによって往ヘッダへ送り、往ヘッダにおいて混合された熱媒体を２次ポンプに
よって圧送することにより、居住空間毎に設けられた空調機に供給するようにしている。
空調機において熱交換された熱媒体は、還ヘッダに戻され、再び熱源に入り、以上の経路
を循環する。例えば、熱源機を冷凍機とした場合、熱媒体は冷水とされ、上述した経路を
循環する。熱源機を加熱機とした場合、熱媒体は温水とされ、上述した経路を循環する。
【０００３】
　この空調制御システムには熱源の運転を制御する熱源制御装置が設けられる。熱源制御
装置は、往ヘッダから送られる熱媒体の温度（往水温度）ＴＳ，還ヘッダに戻される熱媒
体の温度（還水温度）ＴＲおよび還ヘッダに戻される熱媒体の流量（負荷流量）Ｆとから
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、Ｆ×（ＴＲ－ＴＳ）×比熱＝Ｑとして負荷熱量Ｑを求め、この求めた負荷熱量Ｑに応じ
て熱源の運転（起動／停止）を制御する。
【０００４】
　例えば、予め定められている運転順序テーブルに従い、負荷熱量Ｑが所定値Ｑ１に達す
るまでは指定順位１番の熱源を運転し、負荷熱量Ｑが所定値Ｑ１を超えれば、指定順位１
番の熱源に加えて指定順位２番の熱源の運転を開始する。その後、負荷熱量Ｑが所定値Ｑ
１’（Ｑ１’＜Ｑ１）以下となると、指定順位２番の熱源機の運転を停止する。なお、熱
源の運転が開始されれば、その熱源の補機である１次ポンプの運転も開始される。熱源の
運転が停止されれば、その熱源の補機である１次ポンプの運転も停止される（例えば、特
許文献１参照）。
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１８６７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した従来の熱源の運転制御方法によると、空調機個々の状態を監視
せずに全体の負荷状態に基づいて熱源の運転を制御するようにしているので、空調機個々
が現状の供給熱量で満足していても、全体である程度の負荷以上となると熱源が増段され
てしまい、エネルギーが無駄に消費されてしまうという問題があった。
【０００７】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたもので、その目的とするところは
、熱源の無駄な運転をなくし、省エネルギーを図ることが可能な熱源制御装置および熱源
制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　このような目的を達成するために、本発明は、複数の熱源と、熱源のそれぞれに対して
補機として設けられたポンプと、熱源からの熱媒体の供給を受けて居住空間毎にその居住
空間への調和空気を生成する空調機とを備えた空調制御システムに用いられ、熱源および
ポンプの起動および停止を制御する熱源制御装置において、居住空間毎の負荷状態に基づ
いて熱源およびポンプの起動および停止を制御する制御手段を備え、制御手段は、居住空
間毎の負荷状態を少なくともその居住空間への調和空気を生成する空調機への熱媒体の流
入量に基づいて判断する負荷状態判断手段と、負荷状態判断手段によって判断された居住
空間毎の負荷状態のうち最大値を示す負荷状態が１００％値と０％値との間にあり、かつ
熱源が１台も起動されていない場合には、熱源およびその熱源に対して補機として設けら
れているポンプを１台起動し、負荷状態判断手段によって判断された居住空間毎の負荷状
態のうち最大値を示す負荷状態が０％値以下にあり、かつ熱源が１台でも起動されていた
場合には、熱源およびその熱源に対して補機として設けられているポンプを１台停止する
ことを特徴とする。これにより、本発明では、全体の負荷状態ではなく、居住空間毎の負
荷状態と熱源の運転状態に基づいて、熱源およびポンプの起動および停止が制御される。
【００１１】
　また、本発明は、熱源制御装置としてではなく、熱源制御方法としても実現することが
可能である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、居住空間毎の負荷状態と熱源の運転状態に基づいて熱源およびポンプ
の起動および停止を制御するようにしたので、居住空間毎の負荷状態と熱源の運転状態に
応じて必要な熱源およびポンプのみが運転されるものとなり、熱源およびポンプの無駄な
運転をなくし、省エネルギーを図ることができるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
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　以下、本発明を図面に基づいて詳細に説明する。図１はこの発明に係る熱源制御装置を
用いた空調制御システムの一実施の形態の要部を示す計装図である。
【００１４】
　図１において、１－１～１－ｎは熱源、２－１～２－ｎは熱源１－１～１－ｎからの熱
媒体の循環通路に補機として各個に設けられた１次ポンプ、３は熱源１－１～１－ｎから
の熱媒体を混合する往ヘッダ、４は往水管路、５－１～５－ｍは往ヘッダ３から往水管路
４を介して送られてくる熱媒体の供給を受けて居住空間１００－１～１００－ｍへの調和
空気を生成する空調機、６－１～６－ｍは空調機５－１～５－ｍへの熱媒体の流入量を調
節する流量調節弁、７は還水管路、８は空調機５－１～５－ｍにおいて熱交換され還水管
路７を介して送られてくる熱媒体が戻される還ヘッダ、９は往ヘッダ３と還ヘッダ８とを
連通させるバイパス管路である。
【００１５】
　往ヘッダ３は、第１の往ヘッダ３－１と第２の往ヘッダ３－２とから構成され、往ヘッ
ダ３－１と往ヘッダ３－２との間には、往ヘッダ３－１からの熱媒体を往ヘッダ３－２へ
圧送する２次ポンプ１０－１～１０－３が設けられている。還ヘッダ８は、第１の還ヘッ
ダ８－１と第２の還ヘッダ８－２とから構成されている。
【００１６】
　また、図１において、１１－１～１１－ｍは居住空間１００－１～１００－ｍにおける
各種の情報を収集するデータ収集装置（ＤＤＣ）、１２は本発明に係る熱源制御装置、１
３は熱源制御装置１２からの制御指令を中継するコントローラ（ＰＭＸ）である。なお、
この例において、ＤＤＣ１１－１～１１－ｍが収集する居住空間１００－１～１００－ｍ
における各種の情報には、流量調節弁６－１～６－ｍの弁開度θ１～θｍ、居住空間１０
０－１～１００－ｍの室内温度Ｔ１～Ｔｍが含まれてるものとする。
【００１７】
　この空調制御システムにおいて、熱源１－１～１－ｎからの熱媒体は１次ポンプ２－１
～２－ｎによって往ヘッダ３へ送られ、往ヘッダ３において混合された熱媒体が２次ポン
プ１０－１～１０－３によって圧送され、往水管路４を介して空調機５－１～５－ｍへ供
給される。そして、空調機５－１～５－ｍにおいて熱交換され、還水管路７を介して還ヘ
ッダ８に戻され、再び熱源１－１～１－ｎに入り、以上の経路を循環する。例えば、熱源
機１－１～１－ｎを冷凍機とした場合、熱媒体は冷水とされ、上述した経路を循環する。
熱源機１－１～１－ｎを加熱機とした場合、熱媒体は温水とされ、上述した経路を循環す
る。
【００１８】
　また、この空調制御システムにおいて、空調機５－１～５－ｍは、熱源１－１～１－ｎ
からの熱媒体の供給を受けて調和空気を生成し、居住空間１００－１～１００－ｍへ供給
する。この居住空間１００－１～１００－ｍへの調和空気の供給に際し、流量調節弁６－
１～６－ｍの弁開度θ１～θｍは、居住空間１００－１～１００－ｍの負荷状態に応じて
制御される。また、熱源制御装置１２は、ＤＤＣ１１－１～１１－ｍからの流量調節弁６
－１～６－ｍの弁開度θ１～θｍを入力とし、熱源１－１～１－ｎ、１次ポンプ２－１～
２－ｎ、２次ポンプ１０－１～１０－３への制御指令を生成し、この生成した制御指令を
ＰＭＸ１３へ送る。
【００１９】
　図２に熱源制御装置１２のハードウェア構成の概略を示す。同図において、１２ＡはＣ
ＰＵ、１２ＢはＲＡＭ、１２Ｃは記憶装置、１２Ｄ，１２Ｅはインターフェイスである。
ＣＰＵ１２Ａは、インターフェイス１２Ｄを介して与えられる流量調節弁６－１～６－ｍ
の弁開度θ１～θｍを得て、ＲＡＭ１２Ｂにアクセスしながら、記憶装置１２Ｃに格納さ
れているプログラムに従って動作する。
【００２０】
　記憶装置１２Ｃには、本実施の形態特有のプログラムとして、熱源１－１～１－ｎ、１
次ポンプ２－１～２－ｎ、２次ポンプ１０－１～１０－３の運転を制御する運転制御プロ
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グラムが格納されている。この運転台数制御プログラムは、例えばＣＤ－ＲＯＭなどの記
録媒体に記録された状態で提供され、この記録媒体から読み出されて記憶装置１２Ｃにイ
ンストールされている。
【００２１】
〔実施の形態１〕
　以下、図３に示すフローチャートを参照して、上述した運転制御プログラムに従うＣＰ
Ｕ１２Ａの処理動作の一例（実施の形態１）について説明する。ＣＰＵ１２Ａはこの処理
動作を繰り返し実行する。なお、この例において、熱源１－１～１－ｎは冷凍機としても
よいし、加熱機としてもよい。但し、熱源１－１～１－ｎ中、冷凍機と加熱機とは混在し
ないものとする。
【００２２】
　ＣＰＵ１２Ａは、運転制御プログラムに従って、ＤＤＣ１１－１～１１－ｍから送られ
てくる流量調節弁６－１～６－ｍの弁開度θ１～θｍを読み取り（ステップＳ１０１）、
この読み取った弁開度θ１～θｍ中の最大弁開度θｍａｘを抽出し（ステップＳ１０２）
、この抽出した最大弁開度θｍａｘが１００％以上であるか否かをチェックする（ステッ
プＳ１０３）。
【００２３】
　ここで、最大弁開度θｍａｘがθｍａｘ＜１００％であれば（ステップＳ１０３のＮＯ
）、最大弁開度θｍａｘが０％以下であるか否かをチェックし（ステップＳ１０６）、最
大弁開度θｍａｘがθｍａｘ＞０％であり（ステップＳ１０６のＮＯ）、かつ熱源１がま
だ１台も起動されていなければ（ステップＳ１０９のＹＥＳ）、熱量が必要な状態である
と判断し、熱源１を１台起動する（ステップＳ１１０）。この熱源１の起動に際しては、
その熱源１に対して補機として設けられている１次ポンプ２も起動する。また、この場合
、２次ポンプ１０も起動する。
【００２４】
　これに対し、最大弁開度θｍａｘがθｍａｘ≧１００％で（ステップＳ１０３のＹＥＳ
）、熱源１が１台でも起動されていれば（ステップＳ１０４のＹＥＳ）、熱量が不足して
いる状態であると判断し、停止中の熱源１を１台起動（増段）する（ステップＳ１０５）
。この熱源１の起動に際しては、その熱源１に対して補機として設けられている１次ポン
プ２も起動する。
【００２５】
　最大弁開度θｍａｘがθｍａｘ≦０％であり（ステップＳ１０６のＹＥＳ）、熱源１が
１台でも起動されていれば（ステップＳ１０７のＹＥＳ）、熱量が過剰な状態であると判
断し、運転中の熱源１を１台停止（減段）する（ステップＳ１０８）。この熱源１の停止
に際しては、その熱源１に対して補機として設けられている１次ポンプ２も停止する。ま
た、この熱源１の停止によって、全ての熱源１が停止状態となる場合には、２次ポンプ１
０も停止する。
【００２６】
　なお、ステップＳ１０９において、熱源１が１台でも起動されていれば、そのままの状
態を維持する。また、ステップＳ１０４において、熱源１が１台も起動されていなければ
、ステップＳ１１０へ進み、ステップＳ１０９での処理がＹＥＳであった場合と同様にし
て、熱源１を１台起動する。また、ステップＳ１０７において、熱源１が１台も起動され
ていなければ、そのままの状態を維持する。
【００２７】
〔参考例１〕
　次に、図４に示すフローチャートを参照して、上述した運転制御プログラムに従うＣＰ
Ｕ１２Ａの処理動作の他の例（参考例１）について説明する。ＣＰＵ１２Ａはこの処理動
作を繰り返し実行する。なお、この例において、熱源１－１～１－ｎは冷凍機であるもの
とする。
【００２８】
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　ＣＰＵ１２Ａは、運転制御プログラムに従って、ＤＤＣ１１－１～１１－ｍからの空調
状態の居住空間１００－１～１００－ｍの室内温度Ｔ１～Ｔｍを読み取り（ステップＳ２
０１）、この読み取った室内温度Ｔ１～Ｔｍの設定温度Ｔ１sp～Ｔｍspとの偏差ΔＴ１～
ΔＴｍ（ΔＴ１＝Ｔ１－Ｔ１sp～ΔＴｍ＝Ｔｍ－Ｔｍsp）を求め（ステップＳ２０２）、
この偏差ΔＴ１～ΔＴｍ中の正方向の最大偏差ΔＴｍａｘ（＋）の絶対値が予め定められ
ている許容偏差ΔＴＣｍａｘ（＋）以上であるか否かをチェックする（ステップＳ２０３
）。
【００２９】
　ここで、｜ΔＴｍａｘ（＋）｜＜ΔＴＣｍａｘ（＋）であれば（ステップＳ２０３のＮ
Ｏ）、負方向の最大偏差ΔＴｍａｘ（－）の絶対値が予め定められている許容偏差ΔＴＣ
ｍａｘ（－）以上であるか否かをチェックし（ステップＳ２０６）、｜ΔＴｍａｘ（－）
｜＜ΔＴＣｍａｘ（－）であり（ステップＳ２０６のＮＯ）、かつ熱源１がまだ１台も起
動されていなければ（ステップＳ２０９のＹＥＳ）、熱量が必要な状態であると判断し、
２次ポンプ１０を起動すると共に、熱源１を１台起動する（ステップＳ２１０）。この熱
源１の起動に際しては、その熱源１に対して補機として設けられている１次ポンプ２も起
動する。また、この場合、２次ポンプ１０も起動する。
【００３０】
　これに対し、｜ΔＴｍａｘ（＋）｜≧ΔＴＣｍａｘ（＋）で（ステップＳ２０３のＹＥ
Ｓ）、熱源１が１台でも起動されていれば（ステップＳ２０４のＹＥＳ）、熱量が不足し
ている状態であると判断し、停止中の熱源１を１台起動（増段）する（ステップＳ２０５
）。この熱源１の起動に際しては、その熱源１に対して補機として設けられている１次ポ
ンプ２も起動する。
【００３１】
　｜ΔＴｍａｘ（－）｜≧ΔＴＣｍａｘ（－）であり（ステップＳ２０６のＹＥＳ）、熱
源１が１台でも起動されていれば（ステップＳ２０７のＹＥＳ）、熱量が過剰な状態であ
ると判断し、運転中の熱源１を１台停止（減段）する（ステップＳ２０８）。この熱源１
の停止に際しては、その熱源１に対して補機として設けられている１次ポンプ２も停止す
る。また、この熱源１の停止によって、全ての熱源１が停止状態となる場合には、２次ポ
ンプ１０も停止する。
【００３２】
　なお、ステップＳ２０９において、熱源１が１台でも起動されていれば、そのままの状
態を維持する。また、ステップＳ２０４において、熱源１が１台も起動されていなければ
、ステップＳ２１０へ進み、ステップＳ２０９での処理がＹＥＳであった場合と同様にし
て、熱源１を１台起動する。また、ステップＳ２０７において、熱源１が１台も起動され
ていなければ、そのままの状態を維持する。
【００３３】
〔参考例２〕
　次に、図５に示すフローチャートを参照して、上述した運転制御プログラムに従うＣＰ
Ｕ１２Ａの処理動作の別の例（参考例２）について説明する。ＣＰＵ１２Ａはこの処理動
作を繰り返し実行する。なお、この例において、熱源１－１～１－ｎは加熱機であるもの
とする。
【００３４】
　ＣＰＵ１２Ａは、運転制御プログラムに従って、ＤＤＣ１１－１～１１－ｍからの空調
状態の居住空間１００－１～１００－ｍの室内温度Ｔ１～Ｔｍを読み取り（ステップＳ３
０１）、この読み取った室内温度Ｔ１～Ｔｍの設定温度Ｔ１sp～Ｔｍspとの偏差ΔＴ１～
ΔＴｍ（ΔＴ１＝Ｔ１－Ｔ１sp～ΔＴｍ＝Ｔｍ－Ｔｍsp）を求め（ステップＳ３０２）、
この偏差ΔＴ１～ΔＴｍ中の負方向の最大偏差ΔＴｍａｘ（－）の絶対値が予め定められ
ている許容偏差ΔＴＨｍａｘ（－）以上であるか否かをチェックする（ステップＳ３０３
）。
【００３５】
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　ここで、｜ΔＴｍａｘ（－）｜＜ΔＴＨｍａｘ（－）であれば（ステップＳ３０３のＮ
Ｏ）、正方向の最大偏差ΔＴｍａｘ（＋）の絶対値が予め定められている許容偏差ΔＴＨ
ｍａｘ（＋）以上であるか否かをチェックし（ステップＳ３０６）、｜ΔＴｍａｘ（＋）
｜＜ΔＴＨｍａｘ（＋）であり（ステップＳ３０６のＮＯ）、かつ熱源１がまだ１台も起
動されていなければ（ステップＳ３０９のＹＥＳ）、熱量が必要な状態であると判断し、
２次ポンプ１０を起動すると共に、熱源１を１台起動する（ステップＳ３１０）。この熱
源１の起動に際しては、その熱源１に対して補機として設けられている１次ポンプ２も起
動する。また、この場合、２次ポンプ１０も起動する。
【００３６】
　これに対し、｜ΔＴｍａｘ（－）｜≧ΔＴＨｍａｘ（－）で（ステップＳ３０３のＹＥ
Ｓ）、熱源１が１台でも起動されていれば（ステップＳ３０４のＹＥＳ）、熱量が不足し
ている状態であると判断し、停止中の熱源１を１台起動（増段）する（ステップＳ３０５
）。この熱源１の起動に際しては、その熱源１に対して補機として設けられている１次ポ
ンプ２も起動する。
【００３７】
　｜ΔＴｍａｘ（＋）｜≧ΔＴＨｍａｘ（＋）であり（ステップＳ３０６のＹＥＳ）、熱
源１が１台でも起動されていれば（ステップＳ３０７のＹＥＳ）、熱量が過剰な状態であ
ると判断し、運転中の熱源１を１台停止（減段）する（ステップＳ３０８）。この熱源１
の停止に際しては、その熱源１に対して補機として設けられている１次ポンプ２も停止す
る。また、この熱源１の停止によって、全ての熱源１が停止状態となる場合には、２次ポ
ンプ１０も停止する。
【００３８】
　なお、ステップＳ３０９において、熱源１が１台でも起動されていれば、そのままの状
態を維持する。また、ステップＳ３０４において、熱源１が１台も起動されていなければ
、ステップＳ３１０へ進み、ステップＳ３０９での処理がＹＥＳであった場合と同様にし
て、熱源１を１台起動する。また、ステップＳ３０７において、熱源１が１台も起動され
ていなければ、そのままの状態を維持する。
【００３９】
　以上の説明から分かるように、実施の形態１では流量調節弁６－１～６－ｍの弁開度θ
１～θｍと熱源１－１～１－ｎの運転状態に基づいて熱源１－１～１－ｎおよびポンプ２
－１～２－ｎの起動および停止が制御され、参考例１，２では室内温度Ｔ１～Ｔｍと熱源
１－１～１－ｎの運転状態に基づいて熱源１－１～１－ｎおよびポンプ２－１～２－ｎの
起動および停止が制御され、居住空間１００毎の負荷状態および熱源１－１～１－ｎの運
転状態に応じて必要な熱源１およびポンプ２のみが運転されるものとなる。これにより、
補機である１次ポンプ２を含めて熱源１の無駄な運転がなくなり、省エネルギーが図られ
るものとなる。
【００４０】
　なお、実施の形態１では流量調節弁６－１～６－ｍの弁開度θ１～θｍより居住空間１
００－１～１００－ｍの負荷状態を判断し、参考例１，２では室内温度Ｔ１～Ｔｍより居
住空間１００－１～１００－ｍの負荷状態を判断するようにしたが、弁開度θ１～θｍと
室内温度Ｔ１～Ｔｍとを組み合わせて居住空間１００－１～１００－ｍの負荷状態を判断
するようにしたり、空調機５－１～５－ｍへの熱媒体の要求流量より居住空間１００－１
～１００－ｍの負荷状態を判断するようにしてもよい。また、空調機からの冷却加熱要求
信号（室温と室温設定の偏差による制御出力（ＰＩＤ出力）、水冷パッケージのコンプレ
ッサーＩＮＶ出力、空調機単体からの現在能力信号（サーモオフ信号など）、風量コント
ロール信号、流量信号など）から、居住空間１００－１～１００－ｍの負荷状態を判断す
るようにしてもよい。
【００４１】
　また、熱源制御装置１２に、２次ポンプ強制起動機能を設け、図６に示すフローチャー
トのように、外気の温度Ｔｏｕｔが予め定められた閾値温度Ｔｔｈよりも低く（ステップ
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Ｓ４０１のＹＥＳ）、２次ポンプ１０－１～１０－３が起動していない場合（ステップＳ
４０２のＹＥＳ）、２次ポンプ１０－１～１０－３を強制的に起動するようにしてもよい
（ステップＳ４０３）。これにより、夜間など、外気温度Ｔｏｕｔが閾値温度Ｔｔｈより
も低い場合、２次ポンプ１０－１～１０－３が強制的に起動され、往水還路４内を熱媒体
が流れ、凍結防止が図られるようになる。
【００４２】
　参考として、図７に、実施の形態１における熱源制御装置１２の要部の機能ブロック図
を示す。熱源制御装置１２は制御部２０を備えている。制御部２０には、流量調節弁６－
１～６－ｍの弁開度θ１～θｍから居住空間１００－１～１００－ｍの負荷状態を判断す
る負荷状態判断部２０Ａと、この負荷状態判断部２０Ａによって判断された居住空間１０
０－１～１００－ｍの負荷状態と熱源１－１～１－ｎの運転状態から熱源１の増減段を決
定する増減段決定部２０Ｂとが設けられている。負荷状態判断部２０Ａは、流量調節弁６
－１～６－ｍの弁開度θ１～θｍから最大弁開度θｍａｘを抽出し、この抽出した最大弁
開度θｍａｘを負荷状態の判断結果として増減段決定部２０Ｂへ送る。増減段決定部２０
Ｂは、負荷状態判断部２０Ａから送られてくる最大弁開度θｍａｘと熱源１－１～１－ｎ
の運転状態から熱源１の増減段を決定し、その決定した増減段に応ずる制御指令をＰＭＸ
１３へ送る。
【００４３】
　なお、熱源制御装置１２に２次ポンプ強制起動機能を設ける場合には、負荷状態判断部
２０Ａ、増減段決定部２０Ｂに加えて、２次ポンプ強制起動部２０Ｃが制御部２０に設け
られる。２次ポンプ強制起動部２０Ｃは、増減段決定部２０Ｂでの熱源１の増減段状況に
基づいて２次ポンプ１０－１～１０－３が起動しているか否かをチェックし、２次ポンプ
１０－１～１０－３が起動しておらず、外気温度Ｔｏｕｔが閾値温度Ｔｔｈよりも低けれ
ば、２次ポンプ１０－１～１０－３を強制的に起動する２次ポンプ強制起動指令をＰＭＸ
１３へ送る。
【００４４】
　参考として、図８に、参考例１，２における熱源制御装置１２の要部の機能ブロック図
を示す。熱源制御装置１２は制御部３０を備えている。制御部３０には、居住空間１００
－１～１００－ｍの室内温度Ｔ１～Ｔｍから居住空間１００－１～１００－ｍの負荷状態
を判断する負荷状態判断部３０Ａと、この負荷状態判断部３０Ａによって判断された居住
空間１００－１～１００－ｍの負荷状態と熱源１－１～１－ｎの運転状態から熱源１の増
減段を決定する増減段決定部３０Ｂとが設けられている。負荷状態判断部３０Ａは、室内
温度Ｔ１～Ｔｍから最大室内温度Ｔｍａｘを抽出し、この抽出した最大室内温度Ｔｍａｘ
を負荷状態の判断結果として増減段決定部３０Ｂへ送る。増減段決定部３０Ｂは、負荷状
態判断部３０Ａから送られてくる最大室内温度Ｔｍａｘと熱源１－１～１－ｎの運転状態
から熱源１の増減段を決定し、その決定した増減段に応ずる制御指令をＰＭＸ１３へ送る
。
【００４５】
　なお、熱源制御装置１２に２次ポンプ強制起動機能を設ける場合には、制御部３０に、
負荷状態判断部３０Ａ、増減段決定部３０Ｂに加えて、２次ポンプ強制起動部３０Ｃが設
けられる。２次ポンプ強制起動部３０Ｃは、増減段決定部３０Ｂでの熱源１の増減段状況
に基づいて２次ポンプ１０－１～１０－３が起動しているか否かをチェックし、２次ポン
プ１０－１～１０－３が起動しておらず、外気温度Ｔｏｕｔが閾値温度Ｔｔｈよりも低け
れば、２次ポンプ１０－１～１０－３を強制的に起動する２次ポンプ強制起動指令をＰＭ
Ｘ１３へ送る。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明に係る熱源制御装置を用いた空調制御システムの一実施の形態の要部を示
す計装図である。
【図２】この空調制御システムにおける熱源制御装置のハードウェア構成の概略を示す図
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である。
【図３】この熱源制御装置のＣＰＵが実行する運転制御プログラムに従う処理動作の一例
（実施の形態１）を示すフローチャートである。
【図４】この熱源制御装置のＣＰＵが実行する運転制御プログラムに従う処理動作の他の
例（参考例１）を示すフローチャートである。
【図５】この熱源制御装置のＣＰＵが実行する運転制御プログラムに従う処理動作の別の
例（参考例２）を示すフローチャートである。
【図６】この熱源制御装置に２次ポンプ強制起動機能を設けた場合のＣＰＵが実行する処
理動作を示すフローチャートである。
【図７】実施の形態１における熱源制御装置の要部の機能を示す機能ブロック図である。
【図８】参考例１，２における熱源制御装置の要部の機能を示す機能ブロック図である。
【符号の説明】
【００４７】
　１（１－１～１－ｎ）…熱源、２（２－１～２－ｎ）…１次ポンプ、３（３－１，３－
２）…往ヘッダ、４…往水管路、５（５－１～５－ｍ）…空調機、６（６－１～６－ｍ）
…流量調節弁、７…還水管路、８（８－１，８－２）…還ヘッダ、９…バイパス管路、１
０（１０－１，１０－２，１０－３）…２次ポンプ、１１（１１－１～１１－ｍ）…デー
タ収集装置（ＤＤＣ）、１２…熱源制御装置、１２Ａ…ＣＰＵ、１２Ｂ…ＲＡＭ、１２Ｃ
…記憶装置、１２Ｄ，１２Ｅ…インターフェイス、１３…コントローラ（ＰＭＸ）、２０
…制御部、２０Ａ…負荷状態判断部、２０Ｂ…増減段決定部、２０Ｃ…２次ポンプ強制起
動部、３０…制御部、３０Ａ…負荷状態判断部、３０Ｂ…増減段決定部、３０Ｃ…２次ポ
ンプ強制起動部、１００（１００－１～１００－ｍ）…居住空間。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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