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(57)【要約】
【課題】使用者に対して、より適切な省エネ運転を促す
ことにより、省エネ性を向上させることができる空気調
和機を提供すること。
【解決手段】室内機とリモコンとを備える空気調和機で
あって、室内機は、空気調和機の運転設定が変更された
場合に省エネ性の指標を算出する省エネ指標算出部と、
算出された省エネ指標が変化した理由に関する理由情報
とを生成する情報生成部を有し、リモコンは、室内機の
情報生成部にて生成された省エネ指標および理由情報を
表示する表示部を有する。そして、現在の省エネ指標が
前回の省エネ指標から変化した場合には、省エネ指標と
ともに理由情報をリモコンに送信する。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
リモコンと室内機とを備える空気調和機であって、
前記リモコンは、
室内機から送信された情報を表示する表示部を有し、
前記室内機は、
前記空気調和機の運転設定が変更されると複数のパラメータから算出される省エネ指標を
算出する省エネ指標算出部と、
前記省エネ指標を記憶する記憶部と、
前記記憶部に記憶された前回の省エネ指標と、現在の省エネ指標とを比較して、前記パラ
メータのうち最も変化したパラメータに関する理由情報を生成する理由情報生成部とを有
し、
現在の省エネ指標が前回の省エネ指標から変化した場合には、省エネ指標とともに理由情
報を前記リモコンに送信することを特徴とする空気調和機。
【請求項２】
現在の省エネ指標が前回の省エネ指標から変化しなかった場合には、省エネ指標のみを前
記リモコンに送信することを特徴とする請求項１に記載の空気調和機。
【請求項３】
前記複数のパラメータには、予め定められた省エネ運転モードと、設定温度とを含むこと
を特徴とする請求項１に記載の空気調和機。
【請求項４】
空気調和機の停止後に、前記記憶部に記憶していた省エネ指標を削除することを特徴とす
る請求項１に記載の空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、室内の空調を行うための空気調和機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、空気調和機において、省エネルギー（省エネ）運転を促進するために、空気調和
機の運転状態を数段階のエコレベルで評価し、それをリモコン（遠隔制御装置）上に表示
することにより、ユーザが自己のエコ運転レベルを把握するようにしたものがある（例え
ば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－３７２０００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の空気調和機によれば、リモコンにエコレベルを表示
するものの、具体的にどのように運転設定を変更すればエコレベルが向上するかといった
情報はリモコンに表示されず、運転設定の変更前後のエコレベルを使用者自身が把握して
、省エネ性が向上する設定変更とはどのようなものかを判断する必要があった。特に、運
転設定の複数のパラメータを同時に変更した場合には、使用者はどの設定変更が省エネ性
向上につながるのかが、わかりにくいものとなっていた。このように、省エネ性の向上す
る使い方を使用者に啓蒙するという点で未だ改善の余地があった。
【０００５】
　本発明は、前記の従来の空気調和機における問題を解消して、使用者に対して、より適
切な省エネ運転を促すことにより、省エネ性を向上させることができる、空気調和機の提
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供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するために、本発明に係る空気調和機は、リモコンと室内機とを備える
空気調和機であって、前記リモコンは、室内機から送信された情報を表示する表示部を有
し、前記室内機は、前記空気調和機の運転設定が変更されると複数のパラメータから算出
される省エネ指標を算出する省エネ指標算出部と、前記省エネ指標を記憶する記憶部と、
前記記憶部に記憶された前回の省エネ指標と、現在の省エネ指標とを比較して、前記パラ
メータのうち最も変化したパラメータに関する理由情報を生成する理由情報生成部とを有
し、現在の省エネ指標が前回の省エネ指標から変化した場合には、省エネ指標とともに理
由情報を前記リモコンに送信するものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、使用者に対して、より適切な省エネ運転を促すことにより、省エネ性
を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に係る実施形態の空気調和機の概略構成を示す模式図
【図２】実施形態の空気調和機におけるリモコンの正面図
【図３】実施形態の空気調和機における室内機およびリモコンの内部構成を示す模式図
【図４】実施形態の空気調和機における空調運転情報の作成および送受信に関するフロー
チャート
【図５】実施形態の空気調和機における空調運転情報の送受信に関するタイミングチャー
ト
【図６】実施形態の空気調和機における空調運転情報の送受信に関するタイミングチャー
ト
【図７】実施形態の空気調和機における省エネ指標の算出方法の一例を示す図
【図８】実施形態の空気調和機における省エネ指標および理由情報の表示例を示す図
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明に係る第１の態様の空気調和機は、リモコンと室内機とを備える空気調和機であ
って、前記リモコンは、室内機から送信された情報を表示する表示部を有し、前記室内機
は、前記空気調和機の運転設定が変更されると複数のパラメータから算出される省エネ指
標を算出する省エネ指標算出部と、前記省エネ指標を記憶する記憶部と、前記記憶部に記
憶された前回の省エネ指標と、現在の省エネ指標とを比較して、前記パラメータのうち最
も変化したパラメータに関する理由情報を生成する理由情報生成部とを有し、現在の省エ
ネ指標が前回の省エネ指標から変化した場合には、省エネ指標とともに理由情報を前記リ
モコンに送信するものである。
【００１０】
　このように構成された本発明に係る第１の態様の空気調和機は、運転設定のうち複数の
パラメータを変化させた場合であっても、省エネ指標が変化していない場合、つまり、複
数の設定変更が打ち消し合い、省エネ性が変わらないような設定変更をした場合には、そ
れらの設定変更の内容を理由情報として表示せず、省エネ指標が変化した場合のみ、省エ
ネ指標とともに省エネ指標が最も変化した理由を表示させることで、使用者に、多くの文
字を読む煩わしさを感じさせることなく、どの設定変更が最も省エネ性の変化につながる
のかを容易に理解してもらえる。このため、使用者に対して、より適切な省エネ運転を促
すことにより、省エネ性を向上させることができる。
【００１１】
　本発明に係る第２の態様の空気調和機は、前記の第１の態様において、現在の省エネ指
標が前回の省エネ指標から変化しなかった場合には、省エネ指標のみを前記リモコンに送
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信するものである。このように構成された本発明に係る第２の態様の空気調和機は、現在
の省エネ指標が前回の省エネ指標から変化しなかった場でも、使用者は省エネ指標を確認
でき、より利便性が向上する。
【００１２】
　本発明に係る第３の態様の空気調和機において、前記の第１の態様における前記複数の
パラメータには、予め定められた省エネ運転モードと、設定温度とを含むものである。こ
のように構成された本発明に係る第３の態様の空気調和機は、空気調和機の省エネ性の変
化に関連の高いパラメータを含めることで、実際の電力消費量と省エネ指標との相関の精
度を向上させることができ、使用者に対して、より適切な省エネ運転の設定を促すことが
できる。
【００１３】
　本発明に係る第４の態様の空気調和機において、前記の第１の態様における前記記憶部
は、空気調和機の停止後に、記憶していた省エネ指標を削除するものである。このように
構成された本発明に係る第４の態様の空気調和機は、過去の運転状況に左右されることな
く、運転ごとの省エネ指標を表示することができる。
【００１４】
　以下、本発明の空気調和機に係る実施形態について、添付の図面を参照しながら説明す
る。なお、以下の実施形態の空気調和機においては、具体的な構成について説明するが、
本発明は、以下の実施形態の具体的な構成に限定されるものではなく、同様の技術的思想
に基づく構成が適用された各種空気調和機を含むものである。
【００１５】
＜空気調和機の全体構成＞
　図１は、本発明の空気調和機１の概略構成を示す。図１に示すように、空気調和機１は
、室内機２とリモコン３と室外機４とを備える。室内機２は室外機４と冷媒配管５によっ
て接続され、冷凍サイクルを構成する。リモコン３は室内機２と双方向通信を行う。使用
者がリモコン３を操作することにより、室内機２の運転を制御する。また、室内機２は、
内部に備えた熱交換器で熱交換し、送風ファンにより吹き出される空気の吹き出し方向を
上下に変更する上下風向変更羽根（図示せず）や、空気の吹き出し方向を左右に変更する
左右風向変更羽根（図示せず）を備える。さらに、室内機２は、室内の照度を検出する照
度センサ６ａ、室内のどの領域に人が存在するかを検出する人体検知センサ６ｂを備える
。
【００１６】
　図２（ａ）、（ｂ）は、空気調和機１のリモコン３の外観図を示す。図２（ａ）は、カ
バー２０を開けて縦置きにした場合のリモコン３を示し、図２（ｂ）は、カバー２０を閉
じて横置きにした場合のリモコン３を示す。
【００１７】
　図２（ａ）、（ｂ）に示すように、リモコン３は、複数のボタンで構成される操作部７
と、表示部８と、報知部９とを備える。操作部７は、使用者が室内機２の運転のＯＮ／Ｏ
ＦＦを制御したり、室内設定温度や風向の設定を制御するための部分であり、カバー２０
によって覆われるように内側に配置される操作部７ａと、カバー２０上に配置される操作
部７ｂとで構成される。表示部８は、空気調和機１の空調運転に関わる情報（空調運転情
報）などを表示する部分である。本実施の形態では、表示部８として液晶画面が用いられ
ているが、これに限らない。報知部９は、空調運転情報がリモコン３に存在することを報
知するための部分である。本実施の形態では、報知部９として、点灯することにより報知
するＬＥＤが用いられているがこれに限らない。表示部８も液晶を点灯したり、バックラ
イトを点灯するなどして報知部となり得る。
【００１８】
　なお、本実施の形態では、空調運転情報として運転状況情報、省エネ指標、理由情報が
用いられている。運転状況情報は、空気調和機１の運転状態に関する情報である。また、
省エネ指標は、空気調和機１の運転状態に応じて算出される省エネ性の指標であり、理由
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情報は、どのような設定で省エネ指標が向上するかを使用者に通知する情報である。これ
らの具体的な内容については後述する。
【００１９】
　図２（ｂ）に示すカバー２０上に配置された操作部７ｂのうち、運転入／切ボタン１０
は、使用者が室内機２の運転のＯＮ／ＯＦＦを切り替えるためのボタンである。また、「
お知らせボタン１２」は、使用者が空調運転情報を要求するためのボタンである。
【００２０】
　図２（ａ）に示す内側に配置される操作部７ａのうち、決定ボタン１１は、表示部８に
表示された選択肢を決定するためのボタンである。また、選択ボタン２１は、表示部８に
表示される選択肢を上下および左右方向にスクロールするためのボタンである。
【００２１】
　このように構成されるリモコン３において、表示部８に表示される空気調和機１の空調
運転情報は、室内機２とリモコン３とが双方向通信を行うことにより、室内機２からリモ
コン３へ送信される。その通信方法について、図３、４を用いて説明する。
【００２２】
　図３は、室内機２およびリモコン３の概略構成を示すブロック図である。図３に示され
るように、室内機２は、受信部１３と、情報生成部１４と、送信部１５と、メモリ（本発
明における記憶部）２２とを備える。情報生成部１４は、省エネ指標算出部１４ａと理由
情報生成部１４ｂとを備える。リモコン３は、前述した操作部７、表示部８、報知部９に
加えて、送信部１６と、受信部１７と、メモリ２３とを備える。
【００２３】
　リモコン３の送信部１６は、室内機２の受信部１３へ信号を送信するよう構成される。
室内機２の情報生成部１４は、空調運転情報を生成するよう構成される。情報生成部１４
による具体的な空調運転情報の生成については後述する。室内機２のメモリ２２は、情報
生成部１４にて生成された空調運転情報を保存するよう構成される。室内機２の送信部１
５は、情報生成部１４が生成した空調運転情報や、室内機２のメモリ２２に保存された空
調運転情報を、リモコン３の受信部１７へ送信するよう構成される。リモコン３のメモリ
２３は、リモコン３の受信部１７が受信した空調運転情報を保存するよう構成される。リ
モコン３のメモリ２３に保存された空調運転情報は、リモコン３の表示部８にて表示され
る。
【００２４】
　上述した受信部１３、情報生成部１４、送信部１５、メモリ２２は室内機２の制御部内
に存在し、操作部７、表示部８、報知部９、送信部１６、受信部１７、メモリ２３はリモ
コン３の制御部内に存在している。
【００２５】
＜コインタイマ機能＞
　また、空気調和機１は、運転の開始時に、または、運転中に、その運転を停止させるま
での上限の電気代を使用者が設定できる機能（いわゆる、コインタイマ機能）を備えてい
る。つまり、空気調和機１は、使用者が上限の電気代を決定した後から空気調和機１が消
費した電力量（消費電力量）に基づいて使用可能な残りの電気代を算出し、算出された残
りの電気代を用いて運転することができる時間（運転可能時間）を使用者に提示するよう
に構成されている。
【００２６】
　より具体的には、空気調和機１は、空気調和機１の消費電力を検出する消費電力検出部
と、残りの電気代を算出する残量算出部と、運転可能時間を算出する運転可能時間算出部
とを備えている。なお、運転可能時間算出部は、情報生成部１４の一部として設けられて
いてもよい。
【００２７】
　使用者が所望の上限の電気代をリモコン３の操作部７から入力または選択し、決定ボタ
ン１１を押下すると、リモコン３は、その上限の電気代に対応する信号を、送信部１６か
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ら送信する。室内機２の受信部１３が上限の電気代に対応する信号を受信すると、消費電
力検出部は、消費電力量の検出を開始する。また、残量算出部は、消費電力検出部によっ
て検出された消費電力量に基づいて、使用可能な残りの電気代を算出する。また、運転可
能時間算出部は、残量算出部によって算出された使用可能な残りの電気代を用いて空気調
和機１を運転することができる運転可能時間を算出する。情報生成部１４はこの運転可能
時間に基づいて運転可能時間情報を生成する。
【００２８】
　また、情報生成部１４は、コインタイマ機能による運転の停止後に、直前の運転で設定
された電気代と実際に運転を行った運転時間とを含む運転結果情報を生成する。
【００２９】
＜空調運転情報の作成および送受信＞
　上述のように構成される室内機２およびリモコン３における、空調運転情報の作成およ
び信号、空調運転情報の送受信に関するフローチャートを図４、図５に示す。
【００３０】
　＜運転状況情報の作成および送受信＞
　まず、図４を用いて、空調運転情報のうち運転状況に関する情報の作成および送受信に
ついて説明する。図４に示すように、まず、使用者がリモコン３を操作することにより、
室内機２の運転を開始する（ステップＳ１）。具体的には、室内機２の電源がＯＦＦのと
きに、図２（ｂ）に示す運転入／切ボタン１０を使用者が押下することにより、リモコン
３が室内機２と通信を行い、室内機２および室外機４の空調運転が開始される（室内機２
の電源がＯＮになる）。
【００３１】
　ここで、室内機２の電源がＯＮになってから、室内機２の情報生成部１４は、所定時間
ごと（例えば５分ごと）に、その時点での空調運転情報を生成する。生成された空調運転
情報は随時メモリ２２に上書き保存され、メモリ２２には最新の空調運転情報が保存され
ている。
【００３２】
　次に、リモコン３の送信部１６が室内機２の受信部１３へ信号を送信する（ステップＳ
２）。具体的には、室内機２の運転開始から所定時間が経過したとき（本実施形態では３
０分後）に、リモコン３の送信部１６が室内機２の受信部１３へ情報要求信号を送信する
。
【００３３】
　ここで、リモコン３の送信部１６による信号の送信と同時に、リモコン３の受信部１７
は受信可能状態に切り替えられる。本実施形態では、リモコン３の受信部１７における受
信可能状態の期間を１秒間に設定している。
【００３４】
　次に、室内機２のメモリ２２に保存された空調運転情報を、室内機２の送信部１５がリ
モコン３の受信部１７へ送信する（ステップＳ３）。具体的には、室内機２の送信部１５
の送信機能が動作されることにより、メモリ２２に保存された空調運転情報の送信処理が
行われる。
【００３５】
　本実施形態では、室内機２の送信部１５が送信処理に要する１回あたりの時間を０．５
秒間に設定している。前述のように、ステップＳ２においてリモコン３の受信部１７は受
信可能状態に切り替えられているため、リモコン３の受信部１７は、室内機２の送信部１
５から送信される空調運転情報を受信することができる。なお、リモコン３の受信部１７
が受信した空調運転情報は、随時、リモコン３のメモリ２３に上書き保存される。
【００３６】
　次に、リモコン３の受信部１７が空調運転情報を受信したことについて、リモコン３の
報知部９が使用者に報知する（ステップＳ４）。具体的には、室内機２の送信部１５から
の空調運転情報をリモコン３の受信部１７が受信すると、図２（ａ）、（ｂ）に示すリモ
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コン３の報知部９が点灯することにより、リモコン３における空調運転情報の存在が報知
され、使用者はそれを認識することができる。このとき、リモコン３の表示部８には、使
用者に対して空調運転情報の開封を要求するメッセージが表示される。
【００３７】
　次に、リモコン３のメモリ２３に保存された空調運転情報を、リモコン３の表示部８が
表示する（ステップＳ５）。具体的には、報知部９により空調運転情報の存在を認識し、
表示部８にて開封要求のメッセージを確認した使用者が、図２（ａ）に示すリモコン３の
表示部８に表示された「メール」アイコンを選択し、リモコン３の決定ボタン１１を押下
することにより、リモコン３の表示部８に空調運転情報が表示される。あるいは、使用者
が「お知らせボタン１２」を押下すると、リモコン３の表示部８に空調運転情報が表示さ
れる。
【００３８】
　なお、室内機２およびリモコン３において、送受信した空調運転情報は所定時間経過後
に消去される（例えば、４８時間後）。
【００３９】
　以上、ステップＳ１－Ｓ５が実施されることにより、使用者はリモコン３の表示部８に
て空調運転情報を認識することができる。
【００４０】
　＜省エネ指標と理由情報の作成および送受信＞
　次に、図５を用いて、空調運転情報のうち省エネ指標と理由情報に関する情報の作成お
よび送受信について説明する。図５に示すように、まず、使用者がリモコン３を操作する
ことにより、室内機２の運転を開始する（ステップＳ１）。具体的には、室内機２の電源
がＯＦＦのときに、図２（ｂ）に示す運転入／切ボタン１０を使用者が押下することによ
り、リモコン３が室内機２と通信を行い、室内機２および室外機４の空調運転が開始され
る（室内機２の電源がＯＮになる）。
【００４１】
　室内機２の電源がＯＮになると、省エネ指標算出部１４ａは、その時点での省エネ指標
を算出する（ステップＳ２）。省エネ指標算出部１４ａによる具体的な省エネ指標の算出
については後述する。
【００４２】
　次に、リモコン３の送信部１６が室内機２の受信部１３へ信号を送信する（ステップＳ
３）。具体的には、室内機２の運転開始から所定時間が経過したとき（本実施の形態では
３０分後）に、リモコン３の送信部１６が室内機２の受信部１３へ情報要求信号を送信す
る。あるいは、使用者がリモコン３の「お知らせボタン１２」を押下すると、リモコン３
の送信部１６が室内機２の受信部１３へ情報要求信号を送信する。
【００４３】
　ここで、リモコン３の送信部１６による信号の送信と同時に、リモコン３の受信部１７
は受信可能状態に切り替えられる。本実施の形態では、リモコン３の受信部１７における
受信可能状態の期間を１秒間に設定している。
【００４４】
　次に、算出された省エネ指標を、室内機２の送信部１５がリモコン３の受信部１７へ送
信する（ステップＳ４）。具体的には、室内機２の送信部１５の送信機能が動作されるこ
とにより、省エネ指標を空調運転情報として送信する送信処理が行われる。
【００４５】
　また、本実施の形態では、室内機２の送信部１５が送信処理に要する１回あたりの時間
を０．５秒間に設定している。前述のように、ステップＳ４においてリモコン３の受信部
１７は受信可能状態に切り替えられているため、リモコン３の受信部１７は、室内機２の
送信部１５から送信される空調運転情報を受信することができる。
【００４６】
　次に、リモコン３に送信された省エネ指標は、室内機２のメモリ２２に保存される（ス
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テップＳ５）。なお、リモコン３が受信した省エネ指標は、随時、リモコン３のメモリ２
３に上書き保存される。
【００４７】
　次に、リモコン３の受信部１７が空調運転情報を受信したことについて、リモコン３の
報知部９が使用者に報知する（ステップＳ６）。具体的には、室内機２の送信部１５から
の空調運転情報をリモコン３の受信部１７が受信すると、図２（ａ）、（ｂ）に示すリモ
コン３の報知部９が点灯することにより、リモコン３における空調運転情報の存在が報知
され、使用者はそれを認識することができる。このとき、リモコン３の表示部８には、使
用者に対して空調運転情報の開封を要求するメッセージが表示される。
【００４８】
　次に、リモコン３のメモリ２３に保存された空調運転情報を、リモコン３の表示部８が
表示する（ステップＳ７）。具体的には、報知部９により空調運転情報の存在を認識し、
表示部８にて開封要求のメッセージを確認した使用者が、図２（ａ）に示すリモコン３の
表示部８に表示された「メール」アイコンを選択し、リモコン３の決定ボタン１１を押下
することにより、リモコン３の表示部８に空調運転情報が表示される。あるいは、使用者
が「お知らせボタン１２」を押下すると、リモコン３の表示部８に空調運転情報が表示さ
れる。
【００４９】
　なお、リモコン３において、送受信した空調運転情報はリモコン３の表示部８に表示さ
れた後、所定時間経過後に消去される（例えば、４８時間後）。
【００５０】
　次に、室内機２の制御部は、使用者がリモコン３を操作することにより、省エネ運転モ
ードの設定や設定温度などの運転設定を変更があったか否かを判定する（ステップＳ８）
。具体的には、リモコン３の送信部１６から室内機２の受信部１３へ運転設定を変更する
信号が送信されたか否かを判定する。
【００５１】
　運転設定の変更がなかった場合には、ステップＳ８の判定を繰り返し継続する。運転設
定の変更があった場合には、省エネ指標算出部１４ａは、その時点での省エネ指標を算出
する（ステップＳ９）。
【００５２】
　次に、理由情報生成部１４ｂは、ステップＳ９で算出した現在の省エネ指標と、メモリ
２２に保存された前回の省エネ指標とを比較する（ステップＳ１１）。そして、ステップ
Ｓ９で算出した省エネ指標が、メモリ２２に保存された省エネ指標から変化している場合
には、理由情報生成部１４ｂは、理由情報を生成する。理由情報生成部１４ｂによる具体
的な理由情報の生成については後述する。生成された理由情報はメモリ２２に保存される
（ステップＳ１３）。なお、ステップＳ１３の処理をステップＳ１５の後に実行するもの
、つまり、リモコン３へ送信した後に、空調運転情報をメモリ２２に保存するものとして
もよい。
【００５３】
　一方、ステップＳ９で算出した省エネ指標が、メモリ２２に保存された省エネ指標から
変化していない場合には、理由情報生成部１４ｂで理由情報を生成することなく、ステッ
プＳ１３へ進む。
【００５４】
　ここで、ステップＳ８で運転設定を変更しているにもかかわらず、省エネ指標が変化し
ない場合について説明する。後述するように、省エネ指標は、複数の省エネ性に関連する
項目（パラメータ）をもとに算出するものであるが、複数の設定変更を同時に行った結果
、設定変更による省エネ性の変化が打ち消し合うような場合には、結果的に、省エネ指標
は変化しない。このような場合には、理由情報生成部１４ｂで理由情報を生成しない。
【００５５】
　次に、リモコン３の送信部１６が室内機２の受信部１３へ信号を送信する（ステップＳ
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１４）。そして、室内機２のメモリ２２に保存された空調運転情報を、室内機２の送信部
１５がリモコン３の受信部１７へ送信する（ステップＳ１５）。具体的には、ステップＳ
１１で、省エネ指標が前回の省エネ指標から変化していると判定された場合には、ステッ
プＳ９で算出された省エネ指標とステップ１２で生成された理由情報とを空調運転情報と
して送信する送信処理が行われることとなる。一方、省エネ指標が前回の省エネ指標から
変化していないと判定された場合には、理由情報の生成とその保存が行われていないため
に、ステップＳ９で算出された省エネ指標のみを空調運転情報として送信する送信処理が
行われることなる。なお、省エネ指標が前回の省エネ指標から変化していないと判定され
た場合には、省エネ指標を送信する送信処理を省略してもよい。
【００５６】
　そして、ステップＳ１４において受信可能状態に切り替えられているリモコン３の受信
部１７は、室内機２の送信部１５から送信される空調運転情報を受信することができる。
なお、リモコン３の受信部１７が受信した空調運転情報は、随時、リモコン３のメモリ２
３に上書き保存される。
【００５７】
　次に、リモコン３の受信部１７が空調運転情報を受信したことについて、リモコン３の
報知部９が使用者に報知する（ステップＳ１６）。そして、リモコン３のメモリ２３に保
存された空調運転情報を、リモコン３の表示部８が表示する（ステップＳ１７）。具体的
には、報知部９により空調運転情報の存在を認識し、表示部８にて開封要求のメッセージ
を確認した使用者が、リモコン３の表示部８に表示された「メール」アイコンを選択し、
リモコン３の決定ボタン１１を押下することにより、リモコン３の表示部８に空調運転情
報が表示される。あるいは、使用者が「お知らせボタン１２」を押下すると、リモコン３
の表示部８に空調運転情報が表示される。
【００５８】
　具体的には、省エネ指標が前回の省エネ指標から変化していた場合には、省エネ指標が
理由情報とともに、空調運転情報として表示され、省エネ指標が前回の省エネ指標から変
化していない場合には、省エネ指標のみが空調運転情報として表示される。なお、省エネ
指標が前回の省エネ指標から変化していない場合には、省エネ指標の表示を省略してもよ
い。
【００５９】
　その後、使用者がリモコン３を操作することにより、室内機２の運転を終了されたか否
かを判定する（ステップＳ１８）。具体的には、室内機２の電源がＯＮのときに、運転入
／切ボタン１０を使用者が押下することにより、リモコン３が室内機２と通信を行い、室
内機２および室外機４の空調運転が終了される（室内機２の電源がＯＦＦになる）。
【００６０】
　運転が終了されていない場合には、ステップＳ８に戻り、運転設定の変更があるか否か
の判定を繰り返し継続する。運転が終了された場合には、室内機２のメモリ２２に保存さ
れ空調運転情報である省エネ指標や理由情報を消去する（ステップＳ１９）。
【００６１】
　本実施の形態では、運転終了後にメモリ２２に保存された空調運転情報を消去している
ために、仮に、ステップＳ２の後に、ステップＳ１０のような処理をおこなうフローとし
た場合であっても、過去の運転における省エネ指標と現在の省エネ指標とを比較してしま
うことが防止できる。
【００６２】
　以上、ステップＳ１－Ｓ１９が実施されることにより、使用者はリモコン３の表示部８
にて空調運転情報を認識することができる。
【００６３】
　以上のように、本実施の形態では、室内機２の情報生成部１４によって省エネ指標およ
び理由情報が生成されるとともに、その後リモコン３に送信され、使用者はその内容を確
認することができる。これにより、使用者は、どの設定変更が最も省エネ性の向上につな
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がるのかを容易に理解することができる。このため、使用者は、将来、より省エネにつな
がるような空気調和機１の運転をさせたい場合には、省エネ性の向上に貢献度の高い運転
設定を選択することができ、空気調和機１の省エネ性を向上させることができる。
【００６４】
　しかも、本実施の形態では、複数の設定変更を同時に行ったために、結果的に省エネ指
標に変化がない場合には、理由情報が生成されたり、リモコン３に送信されたりすること
がないため、使用者は、情報が多すぎて混乱したり、煩わしさを感じたりすることがない
。
【００６５】
＜送受信タイミング＞
　図４のステップＳ２－Ｓ５、図５のステップＳ３－Ｓ７、または、ステップＳ１４－Ｓ
１７が実施されると、室内機２からリモコン３へ、空調運転情報が１回送信される。その
後、図４のステップＳ２－Ｓ５、図５のステップＳ３－Ｓ７、または、ステップＳ１４－
Ｓ１７を１サイクルとして、予め定められた所定のタイミングにて、このサイクルが繰り
返し実施される。これにより、空調運転情報が断続的にリモコン３へ送信される。
【００６６】
　図６を用いて、リモコン３の送信部１６が室内機２の受信部１３へ信号を送信するタイ
ミングおよびリモコン３の受信部１７が受信可能状態となるタイミング（所定のタイミン
グ）について説明する。図６は、時間の経過とともに、室内機２およびリモコン３が信号
および空調運転情報を送受信するタイミングチャートを示す。
【００６７】
　本実施の形態における所定のタイミングは、図６に示すように、室内機２が空調運転を
開始したときを起点として３０分間隔に設定される。具体的には、室内機２の空調運転開
始から３０分間隔で、リモコン３の受信部１７が受信可能状態になり、同時に、リモコン
３の送信部１６が室内機２の受信部１３に対して信号を送信する。
【００６８】
　このように所定のタイミングを設定することで、室内機２の空調運転開始から３０分ご
とに、室内機２からリモコン３へ自動的に空調運転情報が送信される。
【００６９】
　上述のように、本実施の形態にかかる空気調和機１では、リモコン３の受信部１７は、
断続的かつ自動的に受信可能状態となっている。リモコン３の送信機能や、受信機能を働
かせると電池消耗が激しいが、本実施の形態にかかる空気調和機１では、リモコン３の送
信部１６や受信部１７にタイマ機能を設け、タイマ機能により起動時から所定の時間毎に
、リモコン３から室内機２へ信号を送信し、さらに、リモコン３の受信部１７を断続的に
受信可能状態としている。これにより、リモコン３の送信部１６から常に送信可能状態と
したり、リモコン３の受信部１７を常に待機させて受信可能状態としたりする場合に比べ
て、リモコン３の電力消費を大幅に抑制することができる。
【００７０】
　また、本実施の形態にかかる空気調和機１では、リモコン３の送信部１６から室内機２
の受信部１３へ信号が送信されると、リモコン３の受信部１７が受信可能状態になるとと
もに、室内機２の送信部１５からリモコン３の受信部１７へ空調運転情報が送信される。
このように、リモコン３の受信部１７の受信可能状態を確保した上で、室内機２からリモ
コン３へ空調運転情報を送信することにより、室内機２およびリモコン３の間にて、精度
良く空調運転情報の送受信を行うことができ、空気調和機１の信頼性を向上させることが
できる。また、リモコン３の受信部１７が受信可能状態となる期間を、室内機２の送信部
１５から空調運転情報が送信されるときを含むように設定することで、精度良く空調運転
情報の送受信を行うとともにリモコン３の電力消費をさらに抑制することができる。
【００７１】
　また、本実施の形態にかかる空気調和機１では、リモコン３の受信部１７の１回あたり
の受信可能状態となる期間を、室内機２の送信部１５が送信処理を行う１回あたりの時間



(11) JP 2015-42919 A 2015.3.5

10

20

30

40

50

よりも長く設定している（１秒間＞０．５秒）。これにより、室内機２およびリモコン３
の間で精度良く空調運転情報の送受信を行うことができる。
【００７２】
　なお、本実施の形態では、リモコン３は、リモコン３の送信部１６から室内機２の受信
部１３へ情報要求信号を送信させる情報要求ボタンである「お知らせボタン１２」を備え
、使用者がリモコン３の「お知らせボタン１２」を押下すると、所定のタイミングに関わ
らず、図４に示すステップＳ２－Ｓ５、図５に示すステップＳ３－Ｓ７、または、ステッ
プＳ１４－Ｓ１７が実施され、室内機２からリモコン３へ空調運転情報が１回送信される
。これにより、所定のタイミング以外にも、使用者は任意のタイミングで空調運転情報を
認識することができる。したがって、利便性をさらに向上させることができる。
【００７３】
　また、本実施の形態では、断続的かつ自動的にリモコン３の受信部１７が受信可能状態
となった場合と、情報要求ボタンが押下されリモコン３の受信部１７が受信可能状態とな
った場合とで、室内機２の送信部１５がリモコン３の受信部１７へ送信する空調運転情報
を、異なる内容としている。
【００７４】
　具体的には、空調運転情報を、上述の所定のタイミング（本実施の形態では３０分間隔
）より短い間隔で変化する第１空調運転情報と、それ以外の情報である第２空調運転情報
とに分類し、断続的かつ自動的に受信部１７が受信可能状態となった場合には、第１空調
運転情報を送信せず、第２空調運転情報のみを送信し、情報要求ボタンが押下され受信部
１７が受信可能状態となった場合には、第１空調運転情報と第２空調運転情報とを送信す
るものである。第１空調運転情報と第２空調運転情報の具体的な内容については後述する
。
【００７５】
＜空調運転情報の作成＞
　次に、室内機２の情報生成部１４による空調運転情報の生成方法について具体的に説明
する。本実施の形態における情報生成部１４は、空調運転情報として、運転状況情報、省
エネ指標、理由情報を生成する。
【００７６】
　＜運転状況情報の作成＞
　まず、情報生成部１４が行う運転状況情報について説明する。運転状況情報としては、
空気調和機１が有する運転モードの設定状況である運転モード情報、空気清浄機能やエア
フィルタ掃除機能などの付加機能の運転が許可されているか禁止されているかの設定状況
である付加機能設定情報、各運転モードや付加機能の運転中における、より詳細な運転段
階を表す運転段階情報、付加機能や省エネ運転モードのうち運転が許可されていない機能
の機能内容を説明する機能説明情報、コインタイマ機能に関する情報がある。
【００７７】
　ここで、空気調和機１が有する運転モードには、冷房運転、冷房を行いながら除湿を行
う冷房除湿運転、除湿することで冷えてしまう空気を暖めてから吹出すことにより室温の
低下を防ぐ再熱除湿運転、暖房運転などがある。運転モード情報としては、例えば、運転
モードのいずれかをリモコン３で選択して運転している状況を表す、「冷房」、「暖房」
、「冷房除湿」、「再熱除湿」などの情報や、これらの運転モードを室内機２が自動的に
選択して運転している状況を表す「自動」の情報がある。
【００７８】
　付加機能設定情報としては、例えば、空気清浄機能が自動運転設定されていることを表
す「空気清浄」や、エアフィルタ掃除機能が自動運転設定されていることを表す「自動お
掃除」などの情報がある。
【００７９】
　運転段階情報としては、例えば、暖房運転を行っている状況において、室外機４に設け
られ冷凍サイクルを構成する室外熱交換器に付着した霜を溶かすための運転段階である除
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霜運転を行っていることを表す「除霜中」または「デアイス中」などの情報がある。また
、冷房運転や暖房運転を行っている状況において、室内温度が設定温度となったために、
室外機４に設けられ冷凍サイクルを構成する圧縮機の運転が停止していることを表す「サ
ーモオフ中」などの情報がある。また、空調運転が停止している状況において、エアフィ
ルタ掃除機能が運転中であることを表す「お掃除中」または「クリーン中」などの情報が
ある。
【００８０】
　また、コインタイマ機能に関する情報としては、使用可能な残りの電気代を用いて空気
調和機１を運転することができる運転可能時間に関する情報である運転可能時間情報と、
コインタイマ機能による運転の停止後に、直前の運転で設定された電気代と実際に運転を
行った運転時間に関する情報である運転結果情報がある。　このような運転状況情報は、
室内機２の受信部１３が受信したリモコン３からの信号や、冷凍サイクルや付加機能の制
御手段からの信号に基づき、あらかじめメモリ２２に記憶された情報から選択することに
より生成される。
【００８１】
　＜省エネ指標の作成＞
　次に、省エネ指標算出部１４ａが行う省エネ指標の算出方法について、図７（ａ）、（
ｂ）を用いて説明する。省エネ指標算出部１４ａは、予め定められた省エネ運転モードの
設定の有無と設定温度など２つ以上の省エネ性に関連する項目（パラメータ）をもとに省
エネ指標を算出する。
【００８２】
　省エネ指標は、図７（ａ）に示すように、運転モードごとに、省エネ性に関連する項目
に応じて、予め定められた点数を加算することで算出される。
【００８３】
　ここで、省エネ性に関連する項目としては、省エネ運転モード設定の有無、設定温度、
風量設定、風向設定、除湿モードなどがある。
【００８４】
　空気調和機１が有する省エネ運転モードには、一定の周期（リズム）で設定温度を上げ
て運転するリズム温度運転、日差しの有無に応じて設定温度を変更して運転する日射検知
運転、人の存在の有無や活動量に応じて設定温度を変更して運転する人体検知運転、空気
調和機の入力電流値に上限を設けるパワーセーブ運転などがある。これらの省エネ運転モ
ードは、使用者の好みに応じて、条件に合致すれば動作させる（設定あり）か、条件と合
致しても動作を禁止する（設定なし）かを、リモコン３の操作により選択できる。
【００８５】
　リズム温度運転を設定ありとすると、室内温度が設定温度となった後（定常運転時）に
、通常の運転の設定温度より温度を上げて運転し、人が暑さを感じはじめる前に通常の運
転の設定温度に戻すことを一定の周期で繰り返すことにより、快適性を損なうことなく、
電力の消費量を低く抑えた空調運転を実施できる。
【００８６】
　日射検知運転を設定ありとすると、照度センサ６ａにより日差しの有無を検知し、冷房
運転や（冷房）除霜運転では、カーテン等で日射が遮蔽されたと判定された場合には、設
定温度を上昇させる。暖房運転では、日射が入っていると判定された場合には、設定温度
を低下させる。これにより、電力の消費量を低く抑えた空調運転を実施できる。
【００８７】
　人体検知運転を設定ありとすると、人体検知センサ６ｂにより人の存在する領域を検知
し、人の存在する領域に風向を向ける。また、人体検知センサ６ｂの検知回数から人の活
動量（活動状態）を推定し、冷房運転や（冷房）除湿運転では、活動量と少ない（つまり
、人は安静にしている状態）と判定された場合には、設定温度を上昇させる。暖房運転で
は、活動量が大きい（つまり、家事等を行っている状態）と判定された場合には、設定温
度を低下させる。これにより、電力の消費量を低く抑えた空調運転を実施できる。
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【００８８】
　パワーセーブ運転を設定ありとすると、空調運転時における室外機４の電流値の上限を
下げることにより（例えば、１５Ａを１０Ａに）、通常の空調運転時と比較して電力の消
費量を低く抑えた空調運転を実施できる。なお、パワーセーブ運転は、冷房運転で設定す
るより暖房運転で設定するほうが、省エネ効果が大きいので、図７（ａ）に示すように、
暖房運転での点数を冷房運転での点数より高く設定してある。
【００８９】
　図７（ａ）に示すように、省エネ性に関連する項目には、それらの設定変更を行った場
合の省エネ性への貢献の大きい順に優先順位がつけられている。省エネ運転モードを設定
ありとすれば、上述のように、快適性を損なわない範囲で実質的に設定温度を変更して運
転を行うために、省エネ運転モードに関する項目は、設定室温に関する項目より優先度が
高くなっている。
【００９０】
　また、省エネ運転モードの各項目の中では、その省エネ運転モードの適応可能な運転時
間の長さに応じて優先順位がつけられている。つまり、定常運転時に行われるために、運
転時間の大部分で省エネ効果を発揮できるリズム温度運転の優先順位が最も高くなってい
る。そして、日差しが有る場合や、人の活動状態が通常と異なる場合など、適応できる運
転時間が比較的短い、日射検知運転や、人体検知運転が、リズム温度運転の次の優先順位
に位置づけられている。また、空気調和機の運転直後など、室内の温度と設定温度との差
が大きい場合のみに、省エネ効果を発揮するパワーセーブ運転の優先順位が最も低くなっ
ている。
【００９１】
　図７（ａ）では、省エネ性に関連する項目として除湿モードも位置づけられている。こ
れは、再熱除湿運転は、室内の温度を一定に保とうとするために、冷房除湿運転より消費
電力が増加する場合があるために、再熱除湿運転と冷房除湿運転のいずれの運転モードを
選択するかによって省エネ性が変わるためである。
【００９２】
　次に、設定温度に関しては、図７（ｂ）に示すように、運転モードごとに、設定温度に
応じて０点～３０点の点数が定められている。この点数については、冷房運転時には、室
内設定温度が高いほど高い点数が与えられ、暖房運転時には、室内設定温度が低いほど高
い点数が与えられる。
【００９３】
　なお、図７（ａ）、（ｂ）の各項目の点数は、運転モードごとに、最大１００点の点数
となるように設定されている。
【００９４】
　省エネ指標算出部１４ａが行う省エネ指標の算出において、例えば、冷房運転でリモコ
ン３の設定温度が２８℃に設定され、リズム温度運転を設定ありとしていた場合には、図
７（ａ）に示すリズム温度運転に関する項目の点数である１０点と、図７（ｂ）に示す設
定温度２８℃に応じた点数である３０点とが加算され、省エネ指標は４０点となる。
【００９５】
　あるいは、暖房運転でリモコン３の設定温度が２４℃に設定され、パワーセーブ運転を
設定ありとしていた場合には、図７（ａ）に示すパワーセーブ運転に関する項目の点数で
ある２０点と、図７（ｂ）に示す設定温度２４℃に応じた点数である１０点とが加算され
、省エネ指標は３０点となる。
【００９６】
　＜理由情報の作成＞
　次に、理由情報生成部１４ｂによる理由情報の具体的な生成方法について説明する。理
由情報生成部１４ｂは、省エネ指標が変化した理由に関する情報である理由情報を生成す
る。
【００９７】
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　理由情報生成部１４ｂは、まず、前回の省エネ指標の算出から変化した省エネ性に関す
る項目がいくつあるかを数え上げる。変化した項目が１つである場合には、その項目に関
する情報を理由情報として算出する。
【００９８】
　例えば、冷房運転でリモコン３の設定温度が２８℃に設定され、日射検知運転の設定な
しとされていた状態から、日射検知運転を設定ありとするように設定変更した場合には、
理由情報生成部１４ｂは、変化した項目である日射検知運転に関する項目についての情報
を理由情報として作成する。この場合には、「日射検知運転が設定されたので省エネ指標
が向上しました。」などのメッセージを理由情報として作成する。
【００９９】
　変化した項目が２つ以上である場合には、それぞれの項目に対応して変化した点数を比
較する。変化した点数が異なる場合には、最も点数変化が大きい項目に関する情報を理由
情報として算出する。
【０１００】
　例えば、冷房運転でリモコン３の設定温度が２３℃に設定され、日射検知運転の設定な
しとされていた状態から、設定温度が２８℃に設定され、日射検知運転を設定ありとする
ように設定変更した場合について説明する。理由情報生成部１４ｂは、まず、図７（ｂ）
に示すように設定温度２３℃に応じた点数は０点であり、設定温度２８℃に応じた点数は
３０点であることから、設定温度に関する点数変化は３０点であると判定する。また、図
７（ａ）に示すように日射検知運転の設定なしの点数は０点であり、設定ありの点数は２
０点であることから、日射検知運転に関する項目の点数変化は２０点であると判定する。
そして、これらの点数変化を比較し、点数変化が大きい設定温度に関する項目についての
情報を理由情報として作成する。この場合には、「設定温度が変更されたので省エネ指標
が向上しました。」などのメッセージを理由情報として作成する。
【０１０１】
　また、点数変化が同じ項目が複数ある場合には、図７（ａ）に示すように予め定められ
た優先順位の高い項目に関する情報を理由情報として算出する。
【０１０２】
　例えば、暖房運転でリモコン３の設定温度が２４℃に設定され、日射検知運転の設定な
しされていた状態から、設定温度が２０℃に設定され、日射検知運転を設定ありとするよ
うに設定変更した場合について説明する。理由情報生成部１４ｂは、まず、図７（ｂ）に
示すように設定温度２４℃に応じた点数は１０点であり、設定温度２０℃に応じた点数は
３０点であることから、設定温度に関する点数変化は２０点であると判定する。また、図
７（ａ）に示すように日射検知運転の設定なしの点数は０点であり、設定ありの点数は２
０点であることから、日射検知運転に関する項目の点数変化は２０点であると判定する。
そして、これらの点数変化は同じであるので、図７（ａ）の優先順位の高い日射検知運転
に関する項目についての情報を理由情報として作成する。この場合には、「日射検知運転
が設定されたので省エネ指標が向上しました。」などのメッセージを理由情報として作成
する。
【０１０３】
　ここで、複数の設定変更を同時に行った結果、省エネ性の変化が打ち消し合い、結果的
に、省エネ指標が変化しない場合について説明する。例えば、暖房運転でリモコン３の設
定温度が２４℃に設定され、パワーセーブ運転を設定ありとしていた場合には、図７（ａ
）に示すパワーセーブ運転に関する項目の点数である２０点と、図７（ｂ）に示す設定温
度２４℃に応じた点数である１０点とが加算され、省エネ指標は３０点となる。この状態
から、暖房運転でリモコン３の設定温度が２０℃に設定され、パワーセーブ運転を設定な
しとするように設定変更した場合には、図７（ａ）に示すパワーセーブ運転に関する項目
の点数である２０点は加算されず、図７（ｂ）に示す設定温度２０℃に応じた点数である
３０点のみとなるので、結果として、省エネ指標は設定変更前と同じ３０点となる。
【０１０４】
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　このような場合には、上述のように理由情報生成部１４ｂで理由情報を生成しない。こ
れにより、複数の設定変更を同時に行ったために、結果的に省エネ指標に変化がない場合
には、理由情報が生成されたり、リモコン３に送信されたりすることがない。このため、
使用者は、「パワーセーブ運転の設定を解除したことにより省エネ指標が低下したものの
、設定温度が変更されたので省エネ指数は変化していません。」などといった複雑で理解
し難い情報を読む必要がないため、情報が多すぎて混乱したり、煩わしさを感じたりする
ことがない。
【０１０５】
＜第１空調運転情報と第２空調運転情報＞
　空調運転情報は、断続的かつ自動的にリモコン３の受信部１７が受信可能状態となる間
隔より短い間隔で変更される第１空調運転情報と、それ以外の情報である第２空調運転情
報とに分類される。
【０１０６】
　第１空調運転情報には、各運転モードや付加機能の運転中において、時々刻々と変化す
る、つまり、断続的かつ自動的にリモコン３の受信部１７が受信可能状態となる間隔以下
の間隔で変化する運転段階情報がある。
【０１０７】
　また、第１空調運転情報には、コインタイマ機能に関する情報のうち、時々刻々と変化
する、つまり、断続的かつ自動的にリモコン３の受信部１７が受信可能状態となる間隔以
下の間隔で変化する運転可能時間情報がある。　第２空調運転情報には、空調運転中にリ
モコン３の設定変更をしない限り変化することがなく断続的かつ自動的にリモコン３の受
信部１７が受信可能状態となる間隔より長い間隔で変化する運転モード情報と、その運転
モード情報に基づいて算出される省エネ指標と、省エネ指標の変化により生成される理由
情報とがある。
【０１０８】
　また、第２空調運転情報には、コインタイマ機能に関する情報のうち、設定された電気
代と実際に運転を行った運転時間とを含む運転結果情報がある。
【０１０９】
　また、第２空調運転情報には、リモコン３の初期設定変更をしない限り変化しない付加
機能設定情報と、その付加機能設定情報等に基づいて生成される機能説明情報とを含む。
【０１１０】
　そして、上述のように、本実施の形態では、断続的かつ自動的に受信部１７が受信可能
状態となった場合には、第１空調運転情報を送信せず、第２空調運転情報のみを送信し、
情報要求ボタンが押下され受信部１７が受信可能状態となった場合には、第１空調運転情
報と第２空調運転情報とを送信する。
【０１１１】
　これにより、例えば、除霜運転を行っていることを示す「除霜中」のような時々刻々と
変化する運転段階情報は、断続的かつ自動的に空調運転情報が取得された場合には表示さ
れないので、使用者はリモコン３の表示部８を見たときに、その情報がいつ取得された情
報であるかとか、その情報が現在の情報なのか過去の情報なのかを悩んだりすることがな
い。
【０１１２】
　また、使用者は情報要求ボタンを押下したときのみに、表示部８に表示される運転段階
情報を読むことができるので、適時に現在の運転段階を知ることができる。これは、例え
ば、暖房運転中に室内機２から温風があまり吹き出されていないような状況では、使用者
は空気調和機が故障したかと疑う場合もあるが、そのような際にも、使用者は情報要求ボ
タンである「お知らせボタン１２」を押下することで、表示部８に「除霜中」といった情
報が表示されるので、故障でないことがわかり、使用者の利便性の向上につながる。
【０１１３】
　さらに、断続的かつ自動的に受信部１７が受信可能状態となる場合に送信する空調運転
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情報の情報量を少なくすることで、リモコン３の電池消耗を抑制できる。
【０１１４】
　また、本実施の形態では、断続的かつ自動的に空調運転情報が取得された場合には、付
加機能や省エネ運転モードのうち運転が許可されていない機能の機能内容を説明する機能
説明情報が表示部８に表示されるので、使用者は、表示部８に表示される機能説明情報を
読むことにより、現在、運転許可していない機能や省エネ運転モードが、どのようなもの
であるかを理解することができ、空気調和機をより便利に使用したり、より省エネに使用
したりすることが可能となる。これにより、使用者の利便性が向上する。
【０１１５】
　また、本実施の形態では、断続的かつ自動的に空調運転情報が取得された場合と、情報
要求ボタンを押下した場合のいずれの場合でも、コインタイマ機能によって算出された運
転可能時間は、リモコン３に送信され、リモコン３の表示部８に表示される。これにより
、使用者は、適時、自身が決定した上限の電気代を用いて運転することができる残時間を
知ることができる。これにより、使用者の利便性が向上する。
【０１１６】
　また、コインタイマ機能による運転停止後、自動的に空調運転情報が取得された際に、
設定された電気代と実際に運転を行った運転時間とを含む運転結果情報が表示部８に表示
されるので、使用者は、自身が決定した上限の電気代を用いて運転できた時間を知ること
ができる。これにより、使用者は、運転時間と電気代との関係を知ることができ、より省
エネに使用する方法に対する興味がわくなど、省エネ意識が向上する。
【０１１７】
　なお、本実施の形態では、空調運転情報は、あらかじめ第１空調運転情報と、それ以外
の情報である第２空調運転情報とに分類されるものとして説明したが、空調運転情報が生
成される際に、その情報がどのくらいの時間で変化するかを予測することで分類しても良
い。
【０１１８】
　例えば、エアフィルタ掃除機能が運転中であることを表す「お掃除中」または「クリー
ン中」などの運転段階情報は、過去の空調運転時間や、エアフィルタの汚れの程度により
、エアフィルタの清掃に必要な時間を予測し、その予測時間と、あらかじめ定められた断
続的かつ自動的に受信部１７が受信可能状態となる間隔とを比較し、第１空調運転情報と
第２空調運転情報とのいずれに分類するものとしてもよい。
【０１１９】
＜表示部の動作＞
　図８は、リモコン３の表示部８における省エネ指標および理由情報の表示例を示す。図
８（ａ）は、空調運転情報として省エネ指標のみが送信された場合の表示例であり、図８
（ｂ）、（ｃ）は、空調運転情報として省エネ指標と理由情報とが送信された場合の表示
例である。
【０１２０】
　図８（ａ）、（ｂ）では、省エネ指標として、リモコン３の受信部１７に送信された点
数を、葉っぱの画像に変換して表示している。具体的には、点数１０点について１枚の葉
っぱの画像を表示するようにし、点数変化に応じて葉っぱの枚数が変化するようにしてい
る。なお、省エネ指標の点数をそのまま数字として表示部８に表示してもよい。
【０１２１】
　空調運転情報として省エネ指標と理由情報とが送信された場合には、図８（ｂ）に示す
ように、まず、表示部８には省エネ指標が表示され、使用者がリモコン３の操作部７ａの
選択ボタン２１を操作することにより、図８（ｃ）に示すように、理由情報が表示される
。図８（ｃ）では、日射検知運転に関する項目についての理由情報である「日射検知運転
が設定されたので葉っぱの枚数がアップしました。」というメッセージが葉っぱのマーク
が増加していることをイメージさせる画像とともに表示されている。
【０１２２】
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　なお、リモコン３の表示部８に理由情報を表示する方法を、省エネ指標の変化に応じて
変えてもよい。例えば、省エネ指標の変化量が大きい場合には、表示部８に理由情報を大
きく表示したり、目立つように、表示部８のバックライトを点滅させるなどしたり、リモ
コン３を振動したり、音声を発するようにしてもよい。また、省エネ指標の変化量が小さ
い場合には、表示部８に理由情報を表示させないようにしてもよい。
【０１２３】
　以上のように、本実施の形態では、省エネ指標算出部は、運転設定が変更されると複数
の省エネ性に関連する項目から算出される省エネ指標を算出し、理由情報生成部は、記憶
部に記憶された前回の省エネ指標と、現在の省エネ指標とを比較して、設定変更された項
目のうち最も省エネ指標の変化に影響した項目に関する理由情報を生成し、現在の省エネ
指標が前回の省エネ指標から変化した場合には、省エネ指標とともに理由情報をリモコン
に送信するものとしている。
【０１２４】
　このため、運転設定のうち複数の省エネ性に関連する項目を変更した場合であっても、
結果として、省エネ指標が変化していない場合には、それらの設定変更の内容を理由情報
として表示せず、省エネ指標が変化した場合のみ、省エネ指標とともに省エネ指標が最も
変化した理由を表示させることで、使用者に、多くの文字を読む煩わしさを感じさせるこ
となく、どの設定変更が最も省エネ性の変化につながるのかを容易に理解してもらえる。
このため、使用者に対して、より適切な省エネ運転を促すことにより、省エネ性を向上さ
せることができる。
【０１２５】
　また、省エネ指標を算出するもととなる省エネ性に関連する項目には、予め定められた
省エネ運転モードと、設定温度とを含むようにしているために、実際の電力消費量と省エ
ネ指標との相関の精度を向上させることができ、使用者に対して、より適切な省エネ運転
を促すことができる。
【０１２６】
　また、現在の省エネ指標が前回の省エネ指標から変化しなかった場合には、省エネ指標
のみをリモコンに送信し、リモコンの表示部に表示させるようにすれば、使用者は省エネ
指標を確認でき、より利便性が向上する。
【０１２７】
　また、空気調和機の停止後に、記憶部に記憶していた省エネ指標を削除することにより
、過去の運転状況に左右されることなく、運転ごとの省エネ指標を表示することができる
とともに、室内機２のメモリ量が低減され、空気調和機１の信頼性を向上させることがで
きる。
【０１２８】
　さらに、本実施の形態によれば、リモコン３から自動的に発信される情報要求信号を受
けた室内機２が、室内機２の送信部１５から、空調運転情報をリモコン３の受信部１７へ
送信し、リモコン３は、その空調運転情報を受信したことを使用者に報知する。すなわち
、使用者がリモコン３を操作することなく、リモコン３へ空調運転情報が送信されるため
、使用者の利便性を向上させることができる。
【０１２９】
　また、報知部９は点灯することにより報知するため、使用者が、より適切なタイミング
で空調運転情報を認識することができる。使用者が空調運転情報を認識することで、より
適切な省エネ運転を促して、省エネ性を向上させることができる。
【０１３０】
　なお、本実施の形態では、リモコン３の送信部１６が信号を送信すると同時にリモコン
３の受信部１７が受信可能状態となる場合について説明したが、このように同時のタイミ
ングに限らず、室内機２およびリモコン３の間で空調運転情報の送受信が成立するタイミ
ングであれば、多少前後する場合であっても良い。
【０１３１】
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　また、本実施の形態では、所定タイミングを３０分間隔に設定したが、これに限らず例
えば、１時間間隔や、３０分と１時間とを組合せた間隔などに設定しても良い。
【０１３２】
　また、本実施の形態では、所定タイミングの起点が室内機２の運転開始時である場合に
ついて説明したが、これに限らず例えば、使用者がリモコン３を操作して室内機２へ風向
の変更などの指示信号を送信したときを起点としても良い。また、リモコン３が所定のタ
イミングの起点をリセットするボタンを備えることにより、使用者が所定タイミングの起
点をリセットできるようにしても良い。
【０１３３】
　また、本実施の形態では、報知部９が点灯することにより報知する場合について説明し
たが、これに限らない。例えば、リモコン３が振動したり、音声を発することにより報知
するようにしても良い。
【０１３４】
　また、本実施の形態では、リモコン３の受信部１７における受信可能状態の期間を１秒
間、室内機２の送信部１５における送信機能が動作する期間を０．５秒間に設定している
が、これに限らず、他の時間を設定しても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１３５】
　本発明の空気調和機は、一般家庭等で使用される空気調和機として有用である。
【符号の説明】
【０１３６】
　１　空気調和機
　２　室内機
　３　リモコン
　４　室外機
　５　冷媒配管
　６ａ　照度センサ
　６ｂ　人体検知センサ
　７　操作部
　８　表示部
　９　報知部
　１０　運転入／切ボタン
　１１　決定ボタン
　１２　お知らせボタン
　１３　受信部
　１４　情報生成部
　１４ａ　省エネ指標算出部
　１４ｂ　理由情報生成部
　１５　送信部
　１６　送信部
　１７　受信部
　２０　カバー
　２１　選択ボタン
　２２　メモリ
　２３　メモリ
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