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(57)【要約】
【課題】時刻毎の空調機器の温度設定を行う際のユーザ
の操作を容易にする。
【解決手段】空調設定画面は、１度単位で温度の項目が
記載されＹ軸と、１時間単位で時刻の項目が記載された
Ｘ軸とで規定される座標空間上に、各時刻の項目に対応
する操作ポイントＰＴを配置する。また、空調設定画面
は、体動値が大きい時刻ほど背景色の濃度が濃く、体動
値が小さい時刻ほど背景色の濃度が薄くなるように前日
の体動値の時系列変化を表示する。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイを有する携帯情報端末がネットワークを介して接続された空調機器を制御
する制御方法であって、
　前記携帯情報端末のコンピュータに対して、
　前記空調機器の設定温度を複数の時間帯毎に設定可能な温度設定画面を、前記ディスプ
レイに表示させ、
　前記温度設定画面にて設定されている複数の時間帯毎の設定温度情報を、前記空調機器
の設定温度として、所定のタイミングでネットワークに出力させ、
　加速度センサを用いて、前記複数の時間帯毎のユーザの体動値を計測させ、
　前記複数の時間帯毎のユーザの体動値に基づいて、前記温度設定画面の態様を変更し、
前記ディスプレイに表示させる、
　制御方法。
【請求項２】
　前記複数の時間帯毎のユーザの体動値に基づいて、前記温度設定画面の背景色を変更し
、前記ディスプレイに表示させる、
　請求項１に記載の制御方法。
【請求項３】
　前記温度設定画面は、複数の時間帯毎の温度設定部を表す画像を含み、
　前記複数の時間帯毎のユーザの体動値に基づいて、前記複数の時間帯毎の温度設定部を
表す画像を変更し、前記ディスプレイに表示させる、
　請求項１に記載の制御方法。
【請求項４】
　前記複数の時間帯毎のユーザの体動値に基づいて、前記複数の時間帯毎の温度設定部を
表す画像の色を変更し、前記ディスプレイに表示させる、
　請求項３に記載の制御方法。
【請求項５】
　前記複数の時間帯毎のユーザの体動値に基づいて、前記複数の時間帯毎の温度設定部を
表す画像の大きさを変更し、前記ディスプレイに表示させる、
　請求項３に記載の制御方法。
【請求項６】
　前記温度設定画面において、前記ユーザの体動値が所定の閾値を超えている時間帯の背
景色を、他の時間帯とは異なる背景色で前記ディスプレイに表示させる、
　請求項２に記載の制御方法。
【請求項７】
　前記温度設定画面において、前記ユーザの体動値が所定の閾値を超えている時間帯の温
度設定部を表す画像の色を、他の時間帯の温度設定部を表す画像とは異なる色で前記ディ
スプレイに表示させる、
　請求項４に記載の制御方法。
【請求項８】
　前記温度設定画面において、前記ユーザの体動値が所定の閾値を超えている時間帯の温
度設定部を表す画像を、他の時間帯の温度設定部を表す画像よりも大きくして前記ディス
プレイに表示させる、
　請求項５に記載の制御方法。
【請求項９】
　前記温度設定画面において、前記ユーザの体動値を時系列に示したグラフを重畳して、
前記ディスプレイに表示させる、
　請求項１から請求項８のいずれか一に記載の制御方法。
【請求項１０】
　前記温度設定画面において、前記体動値を時系列に示したグラフの内側の領域の輝度を
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、前記体動値が大きい箇所ほど明るく表示させる請求項９に記載の制御方法。
【請求項１１】
　前記温度設定画面は、前記ユーザが睡眠を開始する際に、前記温度設定画面にて設定さ
れている複数の時間帯毎の設定温度情報を前記ネットワークに出力させるための制御開始
ボタンを含み、
　前記所定のタイミングは、前記制御開始ボタンを選択する操作を入力したタイミングで
ある請求項１～１０のいずれか一に記載の制御方法。
【請求項１２】
　前記設定温度情報は、前記ユーザの睡眠中の時間帯毎の情報であり、
　前記温度設定画面の態様は、過去の前記ユーザの睡眠中の時間帯毎の体動値に基づいて
変更される請求項１１に記載の制御方法。
【請求項１３】
　ディスプレイを有する携帯情報端末にネットワークを介して接続された空調機器を制御
させるプログラムであって、
　前記携帯情報端末のコンピュータに対して、
　前記空調機器の設定温度を複数の時間帯毎に設定可能な温度設定画面を、前記ディスプ
レイに表示させる処理と、
　前記温度設定画面にて設定されている複数の時間帯毎の設定温度情報を、前記空調機器
の設定温度として、所定のタイミングでネットワークに出力させる処理と、
　加速度センサを用いて、前記複数の時間帯毎のユーザの体動値を計測させる処理と、
　前記複数の時間帯毎のユーザの体動値に基づいて、前記温度設定画面の態様を変更し、
前記ディスプレイに表示させる処理と、
　を実行させるプログラム。
【請求項１４】
　請求項１３記載のプログラムを実行する携帯情報端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、空調機器（特にエアコン）の制御内容を設定するユーザインターフェースに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォンの普及に伴い、スマートフォンを用いて家電機器を遠隔制御する
技術の研究が進められている。
【０００３】
　例えば、特許文献１は、横軸に時刻、縦軸に設定温度が記載された操作画面をディスプ
レイに表示させ、この操作画面において所望の時刻の位置で指を上下にスライドさせて、
当該時刻の温度設定を直感的に行わせるタッチパネル式のリモコンを開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－７６４９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の技術では、時刻毎の温度設定の判断材料をユーザに提示す
るという点で更なる改善の余地がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の一態様にかかる空調機器の制御方法は、ディスプレイを有する携帯情報端末が
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ネットワークを介して接続された空調機器を制御する制御方法であって、
　前記携帯情報端末のコンピュータに対して、
　前記空調機器の設定温度を複数の時間帯毎に設定可能な温度設定画面を、前記ディスプ
レイに表示させ、
　前記温度設定画面にて設定されている複数の時間帯毎の設定温度情報を、前記空調機器
の設定温度として、所定のタイミングでネットワークに出力させ、
　加速度センサを用いて、前記複数の時間帯毎のユーザの体動値を計測させ、
　前記複数の時間帯毎のユーザの体動値に基づいて、前記温度設定画面の態様を変更し、
前記ディスプレイに表示させるものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本態様によれば、ユーザが時刻毎のエアコンの温度設定を行う際に、体動値に基づいて
温度設定画面の態様が変更されるため、ユーザは容易に時刻毎の温度設定の操作を行うこ
とが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１Ａ】本開示の実施の形態において提供するサービスの全体像を示す図である。
【図１Ｂ】本開示の実施の形態において提供するサービスの全体像を示す図である。
【図１Ｃ】本開示の実施の形態において提供するサービスの全体像を示す図である。
【図２】本開示の実施の形態におけるサービスの類型（自社データセンタ型）を示す図で
ある。
【図３】本開示の実施の形態におけるサービスの類型（ＩａａＳ利用型）を示す図である
。
【図４】本開示の実施の形態におけるサービスの類型（ＰａａＳ利用型）を示す図である
。
【図５】本開示の実施の形態におけるサービスの類型（ＳａａＳ利用型）を示す図である
。
【図６】本開示の実施の形態における空調制御システムを説明する図である。
【図７】本開示の実施の形態における空調設定画面を説明する図である。
【図８】本開示の実施の形態における空調設定情報ＤＢのデータ構成の一例を示す図であ
る。
【図９】本開示の実施の形態における体動情報ＤＢのデータ構成の一例を示す図である。
【図１０】本開示の実施の形態において、空調設定情報及び体動情報が反映された空調設
定画面の一例を示す図である。
【図１１】本開示の実施の形態において、空調機器の運転モードに応じて「ＯＦＦ」の項
目の位置が変更された空調設定画面を示す図である。
【図１２】本開示の実施の形態において、スクロールボタンが設けられた空調設定画面を
示す図である。
【図１３】本開示の実施の形態において、空調機器の湿度若しくは風量を設定するための
空調設定画面を示す図である。
【図１４】本開示の実施の形態における空調設定画面の別の一例を示す図である。
【図１５】本開示の実施の形態における空調設定画面の別の一例を示す図である。
【図１６】本開示の実施の形態における空調設定画面の別の一例を示す図である。
【図１７】本開示の実施の形態における電気代若しくは体温をＵＩ変更元情報とした場合
の空調設定画面を示す図である。
【図１８】本開示の実施の形態において、複数のユーザが温度設定を行う場合の調整方法
を説明する図である。
【図１９】本開示の実施の形態における睡眠リズム若しくは深部体温をＵＩ変更元情報と
した場合の空調設定画面を示す図である。
【図２０】本開示の実施の形態における操作音の出力方法を説明する図である。
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【図２１】本開示の実施の形態における空調設定画面の別の一例を示す図である。
【図２２】本開示の実施の形態における空調設定画面の別の一例を示す図である。
【図２３】本開示の実施の形態における空調設定画面の別の一例を示す図である。
【図２４】本開示の実施の形態における空調設定画面の別の一例を示す図である。
【図２５】本開示の実施の形態における空調設定画面の別の一例を示す図である。
【図２６】本開示の実施の形態における空調設定画面の別の一例を示す図である。
【図２７】本開示の実施の形態における空調設定画面の別の一例を示す図である。
【図２８】体動値の算出処理を示すフローチャートである。
【図２９】空調設定画面の生成処理を示すフローチャートである。
【図３０】空調機器に操作信号を送信する際の空調制御システムの処理を示すフローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　（本開示の基礎となった知見）
　近年、インターネットに接続可能なテレビやレコーダなどのＡＶ家電が増加し、映画や
スポーツなどの動画配信サービスが提供されている。また、体重計、活動量計、炊飯器、
オーブンレンジ、冷蔵庫などの生活家電と呼ばれる家電機器もインターネットへの接続が
進み、様々なサービスが提供されつつある。
【００１０】
　インターネットに接続されたエアコンに対する遠隔制御サービスもその１つである。こ
のサービスでは、インターネット経由で外出先から自宅のエアコンを制御することが可能
となる。このサービスを利用すれば、家に帰る前に外出先でエアコンをＯＮしておくこと
で、十分に部屋が冷えた状態で家に帰宅することが可能となる。
【００１１】
　また、最近はｉＰｈｏｎｅ（登録商標）に代表されるスマートフォンが普及し、インタ
ーネットに接続された家電を、スマートフォンのアプリで制御できるような仕組みが提供
されつつある。この機能を使えば、従来型の家電のリモコンではできなかったグラフィッ
クスを駆使したユーザインターフェースをユーザに提供することができる。
【００１２】
　上記の特許文献１では、縦軸に気温、横軸に時刻が設定された操作画面上に外気温の時
間的な推移を示す予測グラフを表示させ、所望の時刻にユーザの指をタッチさせ、上下に
スライド操作させることで、本日のエアコンの温度設定を行うタッチパネル式のリモコン
を開示する。特許文献１では、操作画面に外気温の予測グラフが表示されているため、ユ
ーザはこの予測グラフを参考にして、エアコンの温度設定を行うことができる。
【００１３】
　しかしながら、特許文献１では、睡眠時におけるユーザの寝苦しさなどを考慮してエア
コンの温度設定を行うことが全く考慮されていない。そのため、入眠時にエアコンの時刻
毎の温度設定を行う場合、ユーザはどの時刻でどのように温度設定を行えばよいか、判断
が難しい。ユーザは睡眠時にどのような状態であったか（どの時刻にどの程度寝苦しかっ
たのかなど）が正確に把握できないため、時刻毎の温度設定を容易に細かく設定できるよ
うに構成したとしても、その判断に困ることになる。よって、特許文献１では、エアコン
の温度設定を行う際の判断材料をユーザに提示させるという点で更なる改善の余地がある
。そこで、本開示は、以下の改善策を検討した。
【００１４】
　本開示の一態様における制御方法は、ディスプレイを有する携帯情報端末がネットワー
クを介して接続された空調機器を制御する制御方法であって、
　前記携帯情報端末のコンピュータに対して、
　前記空調機器の設定温度を複数の時間帯毎に設定可能な温度設定画面を、前記ディスプ
レイに表示させ、
　前記温度設定画面にて設定されている複数の時間帯毎の設定温度情報を、前記空調機器
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の設定温度として、所定のタイミングでネットワークに出力させ、
　加速度センサを用いて、前記複数の時間帯毎のユーザの体動値を計測させ、
　前記複数の時間帯毎のユーザの体動値に基づいて、前記温度設定画面の態様を変更し、
前記ディスプレイに表示させるものである。
【００１５】
　この態様によれば、加速度センサにより計測されたユーザの体動値に基づいて温度設定
画面の態様が変更されてディスプレイに表示される。そのため、ユーザは、体動値の変化
を考慮しながら、時間帯毎の設定温度を設定できる。その結果、例えば、体動値がユーザ
の睡眠中の体動を示すのであれば、寝苦しいために体動が大きかった時間帯の設定温度を
下げるといった温度設定をユーザは行うことができる。よって、ユーザは空調機器の温度
設定を容易に行うことができる。
【００１６】
　また、上記態様において、前記複数の時間帯毎のユーザの体動値に基づいて、前記温度
設定画面の背景色を変更し、前記ディスプレイに表示させてもよい。
【００１７】
　この場合、体動値の時間的推移が温度設定画面の背景色を用いて表示される。そのため
、ユーザは背景色を参照して、体動の大きい時間帯や小さい時間帯を確認しながら、温度
設定を行うことができる。また、体動値は温度設定画面の背景色で表示されるため、体動
値の表示が温度設定画面の表示の妨げになることを防止できる。また、体動値は温度設定
画面の背景色で表示されるため、温度設定画面を体動値の表示画面に切り替える操作を入
力しなくても、ユーザは体動値を参考にした温度設定を円滑に行うことができる。
【００１８】
　また、上記態様において、前記温度設定画面は、複数の時間帯毎の温度設定部を表す画
像を含み、
　前記複数の時間帯毎のユーザの体動値に基づいて、前記複数の時間帯毎の温度設定部を
表す画像を変更し、前記ディスプレイに表示させてもよい。
【００１９】
　この態様によれば、時間帯毎の温度設定部を表す画像がユーザの体動値に基づいて変更
して表示される。そのため、ユーザは操作設定部を参照して、体動の大きい時間帯や小さ
い時間帯を確認しながら、温度設定を行うことができる。また、体動値は温度設定部を示
す画像を変更することで表示されるため、体動値の表示が温度設定画面の表示の妨げにな
ることを防止できる。また、体動値は温度設定画面を示す画像を変更することで表示され
るため、温度設定画面を体動値の表示画面に切り替える操作を入力しなくても、ユーザは
体動値を参考にした温度設定を円滑に行うことができる。
【００２０】
　また、上記態様において、前記複数の時間帯毎のユーザの体動値に基づいて、前記複数
の時間帯毎の温度設定部を表す画像の色を変更し、前記ディスプレイに表示させてもよい
。
【００２１】
　この場合、時間帯毎の温度設定部を表す画像の色により時間帯毎の体動値が表されるた
め、ユーザは時間帯毎の体動値を容易に認識できる。
【００２２】
　また、上記態様において、前記複数の時間帯毎のユーザの体動値に基づいて、前記複数
の時間帯毎の温度設定部を表す画像の大きさを変更し、前記ディスプレイに表示させても
よい。
【００２３】
　この場合、時間帯毎の温度設定部を表す画像の大きさにより時間帯毎の体動値が表され
るため、ユーザは時間帯毎の体動値を容易に認識できる。
【００２４】
　また、上記態様において、前記温度設定画面において、前記ユーザの体動値が所定の閾
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値を超えている時間帯の背景色を、他の時間帯とは異なる背景色で前記ディスプレイに表
示させてもよい。
【００２５】
　この場合、温度設定画面において、温度設定の指標として重要となる体動値が大きい時
間帯の背景色のみが変更されるため、全ての体動値を表示する態様を採用した場合に比べ
て情報量が抑制され、ユーザの温度設定に対する操作が容易になる。
【００２６】
　また、上記態様において、前記温度設定画面において、前記ユーザの体動値が所定の閾
値を超えている時間帯の温度設定部を表す画像の色を、他の時間帯の温度設定部を表す画
像とは異なる色で前記ディスプレイに表示させてもよい。
【００２７】
　この場合、温度設定画面において、温度設定の指標として重要となる体動値が大きい時
間帯の温度設定部の色のみが変更されるため、全ての温度設定部の色を変更する態様を採
用した場合に比べて情報量が抑制され、ユーザの温度設定に対する操作が容易になる。
【００２８】
　また、上記態様において、前記温度設定画面において、前記ユーザの体動値が所定の閾
値を超えている時間帯の温度設定部を表す画像を、他の時間帯の温度設定部を表す画像よ
りも大きくして前記ディスプレイに表示させてもよい。
【００２９】
　この場合、温度設定画面において、温度設定の指標として重要となる体動値が大きい時
間帯の温度設定部の大きさのみが変更されるため、全ての温度設定部の大きさを変更する
態様を採用した場合に比べて情報量が抑制され、ユーザの温度設定に対する操作が容易に
なる。
【００３０】
　また、上記態様において、前記温度設定画面において、前記ユーザの体動値を時系列に
示したグラフを重畳して、前記ディスプレイに表示させてもよい。
【００３１】
　この場合、体動値がグラフ化して表示されるため、ユーザは体動値の時間的推移を速や
かに認識できる。
【００３２】
　また、上記態様において、前記温度設定画面において、前記体動値を時系列に示したグ
ラフの内側の領域の輝度を、前記体動値が大きい箇所ほど明るく表示させてもよい。
【００３３】
　この場合、グラフの内側の領域は、体動値が大きくなるにつれて輝度が明るく表示され
るため、体動値の時間的推移をより明確にユーザに認識させることができる。
【００３４】
　また、上記態様において、前記温度設定画面は、前記ユーザが睡眠を開始する際に、前
記温度設定画面にて設定されている複数の時間帯毎の設定温度情報を前記ネットワークに
出力させるための制御開始ボタンを含み、
　前記所定のタイミングは、前記制御開始ボタンを選択する操作を入力したタイミングで
あってもよい。
【００３５】
　この場合、ユーザは、睡眠を開始する前に睡眠中の時間帯毎の設定温度情報を一括して
入力した後、制御開始ボタンを選択する操作を入力するだけで、睡眠中において所望する
温度で空調機器を自動運転させることができる。
【００３６】
　また、上記態様において、前記設定温度情報は、前記ユーザの睡眠中の時間帯毎の情報
であり、
　前記温度設定画面の態様は、過去の前記ユーザの睡眠中の時間帯毎の体動値に基づいて
変更される
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　この場合、温度設定画面は過去のユーザの睡眠中の時間帯毎の体動値に基づいて変更さ
れるため、ユーザは、過去の睡眠中の体動値を参考にして本日の睡眠時での温度設定を行
うことができる。
【００３７】
　（提供するサービスの全体像）
　図１Ａには、本開示にかかるサービスの全体像が示されている。
【００３８】
　グループ１００は、例えば企業、団体、家庭等であり、その規模を問わない。グループ
１００には、複数の機器１０１である機器Ａ、機器Ｂ、及びホームゲートウェイ１０２が
存在する。複数の機器１０１には、インターネットと接続可能な機器（例えば、スマート
フォン、ＰＣ、ＴＶ等）もあれば、それ自身ではインターネットと接続不可能な機器（例
えば、照明、洗濯機、冷蔵庫等）も存在する。それ自身ではインターネットと接続不可能
な機器であっても、ホームゲートウェイ１０２を介してインターネットと接続可能となる
機器が存在してもよい。またグループ１００には複数の機器１０１を使用するユーザ１０
が存在する。
【００３９】
　データセンタ運営会社１１０には、クラウドサーバ１１１が存在する。クラウドサーバ
１１１とはインターネットを介して様々な機器と連携する仮想化サーバである。主に通常
のデータベース管理ツール等で扱うことが困難な巨大なデータ（ビッグデータ）等を管理
する。データセンタ運営会社１１０は、データ管理やクラウドサーバ１１１の管理、それ
らを行うデータセンタの運営等を行っている。データセンタ運営会社１１０が行っている
役務については詳細を後述する。ここで、データセンタ運営会社１１０は、データ管理や
クラウドサーバ１１１の運営等のみを行っている会社に限らない。例えば複数の機器１０
１のうちの一つの機器を開発・製造している機器メーカが、併せてデータ管理やクラウド
サーバ１１１の管理等を行っている場合は、機器メーカがデータセンタ運営会社１１０に
該当する（図１Ｂ）。また、データセンタ運営会社１１０は一つの会社に限らない。例え
ば機器メーカ及び他の管理会社が共同もしくは分担してデータ管理やクラウドサーバ１１
１の運営を行っている場合は、両者もしくはいずれか一方がデータセンタ運営会社１１０
に該当する（図１Ｃ）。
【００４０】
　サービスプロバイダ１２０は、サーバ１２１を保有している。ここで言うサーバ１２１
とは、その規模は問わず、例えば、個人用ＰＣ内のメモリ等も含む。また、サービスプロ
バイダがサーバ１２１を保有していない場合もある。
【００４１】
　なお、上記サービスにおいてホームゲートウェイ１０２は必須ではない。例えば、クラ
ウドサーバ１１１が全てのデータ管理を行っている場合等は、ホームゲートウェイ１０２
は不要となる。また、家庭内のあらゆる機器がインターネットに接続されている場合のよ
うに、それ自身ではインターネットと接続不可能な機器は存在しない場合もある。
【００４２】
　次に、上記サービスにおける機器のログ情報の流れを説明する。
【００４３】
　まず、グループ１００の機器Ａ又は機器Ｂは、各ログ情報をデータセンタ運営会社１１
０のクラウドサーバ１１１に送信する。クラウドサーバ１１１は機器Ａ又は機器Ｂのログ
情報を集積する（図１の矢印（ａ））。ここで、ログ情報とは複数の機器１０１の、例え
ば運転状況や動作日時等を示す情報である。例えば、テレビの視聴履歴やレコーダの録画
予約情報、洗濯機の運転日時・洗濯物の量、冷蔵庫の開閉日時・開閉回数などがログ情報
に該当する。但し、ログ情報は、これらの情報に限られず、あらゆる機器から取得が可能
なすべての情報が該当する。ログ情報は、インターネットを介して複数の機器１０１自体
から直接クラウドサーバ１１１に提供される場合もある。また、ログ情報は、複数の機器
１０１から一旦ホームゲートウェイ１０２に集積され、ホームゲートウェイ１０２からク
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ラウドサーバ１１１に提供されてもよい。
【００４４】
　次に、データセンタ運営会社１１０のクラウドサーバ１１１は、集積したログ情報を一
定の単位でサービスプロバイダ１２０に提供する。ここで、一定の単位は、データセンタ
運営会社１１０が集積した情報を整理してサービスプロバイダ１２０に提供することので
きる単位であってもよいし、サービスプロバイダ１２０が要求した単位であってもよい。
ここで、ログ情報は、一定の単位で提供されると記載したが一定の単位で提供されなくて
もよく、状況に応じて提供する情報量が変化される場合もある。前記ログ情報は、必要に
応じてサービスプロバイダ１２０が保有するサーバ１２１に保存される（図１の矢印（ｂ
））。そして、サービスプロバイダ１２０は、ログ情報をユーザに提供するサービスに適
合する情報に整理し、ユーザに提供する。提供するユーザは、複数の機器１０１を使用す
るユーザ１０でもよいし、外部のユーザ２０でもよい。ユーザへのサービス提供方法は、
例えば、サービスプロバイダ１２０から直接ユーザへ提供される方法が採用されてもよい
（図１の矢印（ｂ）、（ｅ））。また、ユーザへのサービス提供方法は、例えば、データ
センタ運営会社１１０のクラウドサーバ１１１を再度経由して、ユーザに提供される方法
であってもよい（図１の矢印（ｃ）、（ｄ））。また、データセンタ運営会社１１０のク
ラウドサーバ１１１が、ユーザに提供するサービスに適合する情報にログ情報を整理し、
サービスプロバイダ１２０に提供してもよい。
【００４５】
　なお、ユーザ１０とユーザ２０とは、別でも同一でもよい。
【００４６】
　（実施の形態１）
　図６は、本開示の実施の形態１における空調制御システムの構成を示すブロック図であ
る。
【００４７】
　空調制御システムは、操作端末６０１、空調機器６０２、及び家電制御サーバ６０３を
備える。家電制御サーバ６０３のブロックの一部若しくは全ては、データセンタ運営会社
１１０のクラウドサーバ１１１若しくはサービスプロバイダ１２０のサーバ１２１のどち
らかに属する。
【００４８】
　ここで、操作端末６０１、空調機器６０２、及び家電制御サーバ６０３は、所定のネッ
トワークを通じて相互に通信可能に接続されている。所定のネットワークとしては、イン
ターネット通信網や携帯電話通信網などが含まれる公衆通信網が採用できる。但し、これ
は一例である。例えば、家電制御サーバ６０３が宅内に設置されたホームサーバで構成さ
れるのであれば、所定のネットワークとしては、ＬＡＮが採用されてもよい。ＬＡＮは無
線ＬＡＮでもよいし、有線ＬＡＮでもよいし、両者が混在するＬＡＮでもよい。
【００４９】
　操作端末６０１は、空調機器６０２を操作するための空調設定画面（温度設定画面の一
例）をディスプレイに表示し、ユーザから空調機器６０２への操作を受け付け、空調機器
６０２を制御する。具体的には、操作端末６０１は、画面ＵＩ制御部６１１、空調実行部
６１２、通信部６１３、空調設定画面生成部６１４、体動計測部６１５、空調設定情報Ｄ
Ｂ６１６（ＤＢはデータベースの略）、及び体動情報ＤＢ６１７を備える。操作端末６０
１としては、具体的にはＰＣ（パーソナルコンピュータ）、スマートフォン、若しくはタ
ブレット等の情報処理装置が採用できる。
【００５０】
　画面ＵＩ制御部６１１は、出力デバイスとしてのディスプレイと、入力デバイスとして
のタッチパネルやマウス（入力）と、これらの出力デバイス及び入力デバイスを制御する
プロセッサなどを備え、空調機器６０２の制御内容を決定するためのユーザインターフェ
ース（空調設定画面）を提示する。画面ＵＩ制御部６１１は、空調設定画面生成部６１４
が生成する空調設定画面をディスプレイに表示し、タッチパネルやマウスで入力された操
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作を示す操作情報を空調設定画面生成部６１４に出力する。また、画面ＵＩ制御部６１１
は、ユーザが入力した操作に従って、空調機器６０２に対して各種の設定を行うための空
調設定情報を生成し、空調設定情報ＤＢ６１６に格納する。
【００５１】
　空調設定画面生成部６１４は、空調設定情報ＤＢ６１６及び体動情報ＤＢ６１７の情報
を用いて、画面ＵＩ制御部６１１より出力された操作情報に従い、ユーザが空調機器６０
２の制御を行うための空調設定画面を生成し、生成した空調設定画面の表示を画面ＵＩ制
御部６１１に指示する。
【００５２】
　空調設定画面生成部６１４と画面ＵＩ制御部６１１との動作を空調設定画面の画面図を
用いて具体的に説明する。
【００５３】
　図７の上段は、空調設定画面の初期画面を示す図である。図７の上段の空調設定画面は
、横軸（以下、「Ｘ軸」と呼ぶ。）に時刻の項目が規定され、縦軸（以下、「Ｙ軸」と呼
ぶ。）に温度の項目が規定された座標空間を備える。
【００５４】
　図７の例では、Ｘ軸には２３時から８時までの時間範囲において、１時間単位で時刻の
項目が表示されている。また、Ｙ軸には２５度から２９度までの温度範囲において、１度
単位で温度の項目が表示されている。また、Ｙ軸の最上位には「ＯＦＦ」の項目が表示さ
れている。図７の例では、Ｘ軸の各時刻の項目につき、Ｙ軸と平行に項目線が描画され、
Ｙ軸の各温度の項目につき、Ｘ軸と平行に項目線が描画されている。そして、各時刻の項
目線上にユーザが空調機器６０２の設定温度を決定するための操作ポイントＰＴが配置さ
れている。ある時刻の項目に配置された操作ポイントＰＴのＹ軸の位置は、その時刻にお
ける空調機器６０２の設定温度を示す。操作ポイントＰＴがＹ軸の「ＯＦＦ」の項目に位
置すれば、空調機器６０２が「ＯＦＦ」される。図７の例では、２３時から７時までの９
個の時刻の項目に対応して９個の操作ポイントＰＴが配置されている。
【００５５】
　図７の下段に示すように、ユーザが操作ポイントＰＴをタッチしてＹ軸方向（上下方向
）にドラッグする操作が画面ＵＩ制御部６１１により検知されると、空調設定画面生成部
６１４は、ドラッグ量に連動させて操作ポイントＰＴの表示位置を変更する。画面ＵＩ制
御部６１１は、操作ポイントＰＴが表示されているＹ軸の位置に対応する温度を、その操
作ポイントＰＴが配置された時刻における空調機器６０２の設定温度であると判断し、そ
の時刻にその設定温度で空調機器６０２を稼働させるための空調設定情報を生成する。
【００５６】
　図７の下段の例では、「２３時」、「０時」、及び「１時」の操作ポイントＰＴはそれ
ぞれ「２６度」の項目に位置決めされ、「２時」の操作ポイントＰＴは２７度の項目に位
置決めされ、「３時」及び「４時」の操作ポイントＰＴはそれぞれ「ＯＦＦ」の項目に位
置決めされ、「５時」、「６時」、及び「７時」の操作ポイントＰＴは、それぞれ、２８
度の項目に位置決めされている。そのため、空調機器６０２は、２３時の設定温度が「２
６度」、０時の設定温度が「２６度」、１時の設定温度が「２６度」、２時の設定温度が
「２７度」、３時の設定が「ＯＦＦ」、４時の設定が「ＯＦＦ」、５時の設定温度が「２
８度」、６時の設定温度が「２８度」、７時の設定温度が「２８度」に設定される。ユー
ザが図７の上段に配置される開始ボタンＳＢ（制御開始ボタンの一例）をタッチする操作
を画面ＵＩ制御部６１１が検知すると、画面ＵＩ制御部６１１は、ユーザが入力した各時
刻の設定温度が反映された空調設定情報を生成し、空調設定情報ＤＢ６１６に登録する。
【００５７】
　ここで、図７の例では、Ｘ軸には２３時から８時までの時間帯が示されている。これは
、ユーザの睡眠時間を考慮したものである。つまり、一般的に、成人した人間は２３時以
降に睡眠を開始し、８時までに起床するという生活パターンをとるからである。但し、こ
れは一例にすぎにない。例えば、Ｘ軸に１１個以上の時刻の項目を含む時間帯が設定され
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た空調設定画面が採用されてもよいし、Ｘ軸に１０個未満の時刻の項目を含む時間帯が設
定された空調設定画面が採用されてもよい。
【００５８】
　また、ユーザの生活パターンに合わせて、図７で示す時間帯とは異なる時間帯の時刻の
項目がＸ軸に設定されてもよい。また、Ｘ軸に０時～２４時までの１日の時間帯を設定し
ておき、画面ＵＩ制御部６１１は、一度にディスプレイに表示する時間帯を図７に示す１
０個の時刻が含まれる時間帯に制限しておく。そして、ユーザが空調設定画面を横方向に
スライドする操作を入力すると、画面ＵＩ制御部６１１は、空調設定画面を横方向にスク
ロールさせ、別の時間帯を含む空調設定画面をディスプレイに表示してもよい。例えば、
ユーザがディスプレイを右方向にスライドする操作を入力すると、画面ＵＩ制御部６１１
は、スライド量に応じた距離分、空調設定画面を左方向にスクロール表示させる。一方、
ユーザがディスプレイを左方向にスライドする操作を入力すると、画面ＵＩ制御部６１１
は、スライド量に応じた距離分、空調設定画面を右方向にスクロール表示させればよい。
【００５９】
　以上が空調設定画面生成部６１４と画面ＵＩ制御部６１１の動作の説明であるが、図７
の例では、空調設定情報ＤＢ６１６や体動情報ＤＢ６１７の情報が反映された空調設定画
面になっていない。これらの情報が反映された空調設定画面の生成方法について、後述す
る。
【００６０】
　空調設定情報ＤＢ６１６は、画面ＵＩ制御部６１１によって生成された空調設定情報を
蓄積するデータベースである。図８は、空調設定情報ＤＢ６１６のデータ構成の一例を示
す図である。
【００６１】
　空調設定情報ＤＢ６１６は、１つのレコードに１つの空調設定情報が登録されたデータ
ベースであり、「操作ＩＤ」、「機器ＩＤ」、「実行時刻」、「実行済みフラグ」、「操
作命令」の項目を備える。ここで、空調設定情報は、図７に示す１つの時刻の項目に対応
して１つ存在する。「操作ＩＤ」は空調設定情報を識別するためのユニークな識別子であ
る。
【００６２】
　「機器ＩＤ」は、空調機器６０２を特定するために、空調機器６０２に予め付与された
ユニークな識別子である。
【００６３】
　「実行時刻」は、該当する空調設定情報に対応する操作命令が実行される時刻である。
【００６４】
　「実行済みフラグ」は、該当する空調設定情報に対応する操作命令が実行されたか否か
を示すフラグである。図７の例では、実行済みであれば、「実行済みフラグ」には、実行
済みであることを示す「０ｘ０１」が設定され、実行済みでなければ、「実行済みフラグ
」には、実行済みでないことを示す「０ｘ００」が設定される。
【００６５】
　「操作命令」は、「操作内容」、「運転モード」、「設定温度」、「風量」、及び「風
向」を備え、機器ＩＤで示される空調機器６０２に対する操作命令の内容を示す。
【００６６】
　「操作内容」は、空調機器６０２に対する制御の内容を示し、空調機器６０２において
は「ＯＮ」を示す「０ｘ０１」と「ＯＦＦ」を示す「０ｘ００」とがある。「操作内容」
の「ＯＮ」は、空調機器６０２に対する起動命令を示し、「運転モード」、「設定温度」
、「風量」、及び「風向」のパラメータで示される制御の内容で空調機器６０２を起動さ
せる。空調機器６０２が既に起動中である場合、「制御内容」の「ＯＮ」は、継続運転で
あり、「運転モード」、「設定温度」、「風量」、及び「風向」のパラメータで、制御の
内容を変更させる。操作内容の「ＯＦＦ」は、空調機器６０２に対する停止命令を示す。
【００６７】
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　「運転モード」は、空調機器６０２の運転モードを示し、例えば、「０ｘ０１」は冷房
モードを示し、「０ｘ０２」は除湿モードを示し、「０ｘ０３」は暖房モードを示す。
【００６８】
　「設定温度」は、空調機器６０２に対する設定温度（摂氏）を示す。この「設定温度」
は、操作ポイントＰＴを操作することでユーザにより入力された設定温度である。
【００６９】
　「風量」は、空調機器６０２が送出する風量の大きさを示し、例えば、「０ｘ０１」は
風量を自動設定することを示し、「０ｘ０２」は風量を「弱」に設定することを示し、「
０ｘ０３」は風量を「強」に設定することを示す。
【００７０】
　「風向」は、空調機器６０２が送出する風向きを示し、例えば「０ｘ０１」は風向が自
動設定されることを示し、「０ｘ０２」は風向が「上向き」に設定されることを示し、「
０ｘ０３」は風向が「下向き」に設定されることを示す。
【００７１】
　図６に戻り、空調実行部６１２は、空調設定情報ＤＢ６１６を参照し、未実施の空調設
定情報が指定する「実行時刻」になると、その空調設定情報が示す操作命令を空調機器６
０２に実行させる。より具体的には、空調実行部６１２は、タイマーを備え、タイマーが
計時する現在時刻が、「実行済みフラグ」が未実施であることを示す空調設定情報の「実
行時刻」に到達すると、該当する空調設定情報に対応する操作命令であって、該当する空
調機器６０２の「機器ＩＤ」を宛先とする操作命令を通信部６１３を用いて、家電制御サ
ーバ６０３経由で、空調機器６０２に送信する。そして、空調機器６０２により該当する
操作命令の実行が完了されると、該当する空調設定情報の「実行済みフラグ」を「実施済
み」に変更して空調設定情報ＤＢ６１６を更新する。
【００７２】
　ここで、操作命令が空調機器６０２で実行されたことを示す完了通知を家電制御サーバ
６０３経由で操作端末６０１が受信する態様が採用される場合、空調実行部６１２は、そ
の完了通知を受信した場合に、操作命令が実行されたと判定し、「実行済みフラグ」を実
行済みに更新してもよい。或いは、空調実行部６１２は、操作命令を送信した時点で操作
命令が実行されたとみなして、「実行済みフラグ」を実行済みに更新してもよい。
【００７３】
　ここでは、操作端末６０１は家電制御サーバ６０３経由で空調機器６０２を制御する態
様を示したが、本開示はこれに限定されず、操作端末６０１は操作命令を空調機器６０２
に直接送信してもよい。
【００７４】
　通信部６１３は、ＴＣＰ／ＩＰなどのプロトコルで操作端末６０１をネットワークに接
続させる通信装置で構成され、操作端末６０１を家電制御サーバ６０３と通信させる。
【００７５】
　体動計測部６１５は、操作端末６０１に搭載された加速度センサを用いて、ユーザの体
の動き（以下、「体動」と記述する。）を計測する。本開示では、体動計測部６１５は、
特に、睡眠中のユーザの体動を計測する。この計測を行うための前提として、操作端末６
０１は睡眠中のユーザの枕元に置かれているものとする。或いは、操作端末６０１は、ユ
ーザの体に装着されてもよい。或いは、加速度センサを備えるリストバンドをユーザに装
着させ、このリストバンドからブルーツース等の近接無線通信を用いて加速度センサが計
測した情報を操作端末６０１に送信させることで、体動計測部６１５は、体動値を計測し
てもよい。
【００７６】
　ここで、体動計測部６１５は、一定の計測時間ΔＴ毎（例えば５分に１回など）に体動
値を算出し、算出した体動値を「体動情報」として体動情報ＤＢ６１７に記録する。
【００７７】
　ここで、加速度センサが計測する加速度には、Ｘ、Ｙ、Ｚの３つの加速度成分（ｍ／ｓ
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＾２）が含まれる。そのため、体動計測部６１５は、３つの加速度成分の代表値（例えば
平均値、最大値、最小値、若しくは中間値など）を加速度の大きさとして算出し、この加
速度の大きさから体動値を算出すればよい。また、加速度センサは計測時間ΔＴよりも短
い一定間隔Δｔ（例えば１０秒）で加速度を計測する。そのため、体動値としては、計測
時間ΔＴ内における加速度の変化量の最大値が採用されてもよいし、計測時間ΔＴ内にお
ける加速度の大きさの最大値が採用されてもよいし、計測時間ΔＴ内における加速度の大
きさの合計値が採用されてもよいし、計測時間ΔＴ内における加速度の大きさの平均値が
採用されてもよい。
【００７８】
　体動情報ＤＢ６１７は、体動計測部６１５が計測した体動情報を格納するデータベース
である。図９の上段は、体動情報ＤＢ６１７のデータ構成の一例を示す図である。体動情
報ＤＢ６１７は、１つのレコードに１つの体動情報が格納されたデータベースであり、「
体動ＩＤ」、「計測開始時刻」、「計測時間」、及び「値」の項目を備える。「体動ＩＤ
」は、該当する体動情報を特定するための識別子である。「計測開始時刻」は、体動値の
計測を開始した時刻である。「計測時間」は、体動値の計測時間ΔＴである。「値」は、
計測された体動値であり、この例では、計測時間ΔＴ内の加速度の大きさの変化量の最大
値が体動値として採用されている。
【００７９】
　図９の下段は、体動情報ＤＢ６１７の「値」を、縦軸を体動値、横軸を時刻とする座標
空間上に棒グラフＬ９０１で表した図である。点線で示す曲線Ｌ９０２は、棒グラフＬ９
０１が示す体動値を時系列に繋ぎ、ローパスフィルターやハイパスフィルターなどのフィ
ルタ用いたフィルタ処理を実行することで得られた曲線である。棒グラフＬ９０１及び曲
線Ｌ９０２から分かるように、２３時頃では、ユーザは睡眠直後であるため完全に眠りに
入っておらず、体動値が大きい値を示していることが分かる。また、体動値は、大きなピ
ークと小さなピークがほぼ一定の時間間隔で交互に繰り返されていることが分かる。これ
は、浅い眠りと深い眠りとが交互に繰り返されているからである。また、８時になると体
動値が大きく上昇しており、ユーザが起床したことが分かる。
【００８０】
　以上が操作端末６０１の説明である。
【００８１】
　家電制御サーバ６０３は、機器制御部６３１及び機器管理ＤＢ６３２を備える。機器制
御部６３１は、例えば、家電制御サーバ６０３を操作端末６０１と通信させる通信装置及
びプロセッサを含む。機器管理ＤＢ６３２は、例えば、ハードディスクドライブやＳＳＤ
（ｓｏｌｉｄ　ｓｔａｔｅ　ｄｒｉｖｅ）等の書き換え可能な不揮発性の記憶装置と、そ
の記憶装置を制御するプロセッサとを含む。
【００８２】
　機器制御部６３１は、操作端末６０１から操作命令を受け取ると、機器ＩＤをキーとし
て機器管理ＤＢ６３２を参照して操作命令の送信対象となる空調機器６０２を特定し、特
定した空調機器６０２に対して操作命令を送信する。空調機器６０２に対する操作命令の
フォーマットとしては、空調機器６０２が対応している規格に準拠したフォーマットが採
用でき、例えば、ＥＣＨＯＮＥＴ　Ｌｉｔｅ規格に準拠したフォーマットが採用できる。
【００８３】
　機器管理ＤＢ６３２は、家電制御サーバ６０３がサービスの提供対象となる空調機器６
０２に関する機器管理情報が登録されたデータベースである。機器管理情報には、空調機
器６０２を特定するためのユニークな「機器ＩＤ」と、家電制御サーバ６０３が空調機器
６０２に対して通信アクセスするための情報とが対応付けられている。通信アクセスする
ための情報としては、例えば、空調機器６０２に付与されたインターネット上のＵＲＬや
ＩＰアドレスが採用できる。また、空調機器６０２がゲートウェイ経由で家電制御サーバ
６０３と通信する場合は、そのゲートウェイのＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）やＩＰアドレスなどが通信アクセスするための情報として採用され
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る。いずれにせよ、通信アクセスするための情報としては、家電制御サーバ６０３がイン
ターネット等のネットワーク経由で空調機器６０２と通信できる情報であれば、どのよう
な情報が採用されてもよい。
【００８４】
　以上が家電制御サーバ６０３の説明である。
【００８５】
　空調機器６０２は、通信部６２１及び空調制御部６２２を備える。
【００８６】
　通信部６２１は、ＴＣＰ／ＩＰなどのプロトコルで空調機器６０２をネットワークに接
続させる通信装置で構成され、空調機器６０２を家電制御サーバ６０３と通信させる。
【００８７】
　空調制御部６２２は、空調機器６０２が設置された部屋内の空気の温度や湿度などを調
整する制御機構である。具体的には、空調制御部６２２は、エアコンの空調機能を実現す
るためのマイクロコントローラなどで構成される。但し、部屋の温度や湿度をコントロー
ルできる制御機構であれば、空調制御部６２２の実装態様は問わない。
【００８８】
　以上が空調機器６０２の説明である。
【００８９】
　ここで、空調設定画面生成部６１４による、空調設定情報ＤＢ６１６及び体動情報ＤＢ
６１７を参照した空調設定画面の生成方法について説明する。
【００９０】
　図１０は、空調設定情報及び体動情報が反映された空調設定画面の一例を示す図である
。
【００９１】
　図１０の上段の例では、図７に示す空調設定画面の背景画像として、体動情報ＤＢ６１
７に蓄積された前日の体動値の変化を時系列に示す画像が採用されている。また、図１０
では、図７と同様、１度単位で温度の項目が記載されＹ軸と、１時間単位で時刻の項目が
記載されたＸ軸とで規定される座標空間上に、各時刻の項目に対応する操作ポイントＰＴ
が配置されている。
【００９２】
　空調設定画面生成部６１４は、体動値が大きい時刻ほど背景色の濃度が濃く、体動値が
小さい時刻ほど背景色の濃度が薄くなるように前日の体動値の時系列変化を示す空調設定
画面の背景画像を生成する。ここでは、体動値が所定の閾値よりも大きい時刻はグレーの
濃度が濃くなり、体動値が所定の閾値以下の時刻は白になるように、体動値がＹ軸と平行
な縞状にグラデーション表示されている。但し、これは一例であり、閾値を設けることな
く、値が大きくなるにつれて背景色の濃度が濃く、値が小さくなるにつれて背景色の濃度
が薄くなるように、体動値はグラデーション表示されてもよい。なお、背景色の濃度が濃
いとは、明度が低く、黒に近い色を指し、背景色の濃度が低いとは、明度が高く、白に近
い色を指す。
【００９３】
　図１０の例では、１時、４時、及び７時頃に体動が大きいことが分かり、０時、２時、
５時頃は体動が小さいことが分かる。
【００９４】
　このように構成することで、ユーザは空調機器６０２の温度設定時において、前日にお
いて体動の大きい時間帯を容易に理解することが可能となり、体動値を参考にして空調機
器６０２の温度設定を容易に行うことが可能となる。例えば、体動の大きい１時付近は寝
苦しかったと判断して、その時刻の設定温度を下げるといった温度設定を、ユーザは直感
的に行うことが可能となる。
【００９５】
　ここで、空調設定画面生成部６１４は、操作ポイントＰＴのデフォルトの表示位置とし
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て、体動値と同じ日付である前日の設定温度を示す位置を採用すれば良い。こうすること
で、ユーザは、前日の温度設定と体動値との関係を、容易に比較することが可能となり、
設定温度を調整するポイントが明確になる。例えば、図１０の上段の空調設定画面が、背
景画像に前日の体動値がグラデーション表示された本日のデフォルトの空調設定画面であ
るとすると、昨日は１時頃の体動値が大きかったにも拘わらず１時の設定温度が高めに設
定されている。そこで、ユーザは、本日は１時の設定温度を低めに設定すべきと判断でき
る。このように、本開示では、設定温度を変更する際の明確な判断材料をユーザに提示で
きる。
【００９６】
　なお、前日の体動値を示す背景画像は、図１０の上段のような体動値をグラデーション
表示した画像ではなく、図１０の下段のように、ある閾値を越えた区間だけに色をつける
ように、体動値を二値的に表した画像が採用されてもよい。これによっても、グラデーシ
ョン表示した場合と同じ効果が得られる。例えば、図１０の下段では、０時３０分ごろか
ら１時５０分までの時間帯では、体動値が閾値を超えていたため、その時間帯を示すＹ軸
と平行な領域に色（例えば、黒やグレー）が付されている。一方、１時５０分から３時１
０分までの時間帯では、体動値が閾値以下であったため、その時間帯には色が付されてい
ない。図１０の下段では、体動値が閾値を超える時間帯に色を付すとして説明したが、体
動値が閾値未満の時間帯と区別できるのであれば、どのような表示態様が採用されてもよ
い。
【００９７】
　以上が本開示における空調制御システムの説明である。
【００９８】
　なお、操作端末６０１の機能の一部が家電制御サーバ６０３にあってもよい。例えば、
空調設定情報ＤＢ６１６や体動情報ＤＢ６１７などを家電制御サーバ６０３に設け、操作
端末６０１は、家電制御サーバ６０３からネットワークを経由して空調設定情報ＤＢ６１
６及び体動情報ＤＢ６１７を取得しても良い。また、例えば、空調実行部６１２も家電制
御サーバ６０３に設けても良い。このように構成すれば、操作端末６０１の負荷を軽減で
きる。
【００９９】
　なお、操作端末６０１の体動計測機能は、別端末に設けられていてもよく、その場合に
は別端末によって計測された体動情報が、家電制御サーバ６０３に蓄積される。そして、
家電制御サーバ６０３は、蓄積した体動情報を必要に応じて、ネットワーク経由で操作端
末６０１に送信すればよい。これによっても同じことが実現できる。
【０１００】
　なお、家電制御サーバ６０３の機能の一部が操作端末６０１にあってもよい。例えば、
操作端末６０１が、空調機器６０２を特定し、直接制御コマンドを空調機器６０２に送信
しても良い。
【０１０１】
　図１１は、空調機器６０２の運転モードに応じて「ＯＦＦ」の項目の位置が変更された
空調設定画面を示す図である。図１１の上段に示すように、空調機器６０２を冷房モード
で実行する場合は「ＯＦＦ」の項目をＹ軸の最上位に配置する。一方、図１１の下段に示
すように、空調機器６０２を暖房モードで実行する場合は「ＯＦＦ」の項目をＹ軸の下部
に配置する。冷房モードで空調機器６０２の「ＯＦＦ」を実行すると、室内温度が上がる
方向に働く。そのため、「ＯＦＦ」の項目をＹ軸において温度の項目よりも上部に置くこ
とにより、室内温度の変化の遷移がユーザにとって分かりやすくなり、ユーザは直感的な
操作ができる。一方、暖房モードで空調機器６０２の「ＯＦＦ」を実行すると、室内温度
は下がる方向に働く。そのため、「ＯＦＦ」の項目はＹ軸において温度の項目よりも下部
に置くことにより、室内温度の変化の遷移がユーザにとって分かりやすくなり、ユーザは
直感的な操作ができる。なお、暖房モード及び冷房モードといった運転モードにより、空
調設定画面の表示を切り替えるのではなく、利用する日時に応じて「ＯＦＦ」の項目の表
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示位置が変更されても良い。例えば、５月から１０月までは気候が温暖であるため、空調
機器６０２の「ＯＦＦ」を実行すると室内温度は上がる方向に働くケースが多い。そのた
め、５月から１０月までは「ＯＦＦ」の項目を温度の項目よりも上側に表示させてもよい
。一方、１１月から４月までは気候が寒冷であるため、空調機器６０２の「ＯＦＦ」を実
行すると室内温度は下がる方向に働くケースが多い。そのため、１１月から４月までは「
ＯＦＦ」の項目を温度の項目よりも下側に表示させてもよい。
【０１０２】
　或いは、空調設定画面を利用して空調機器６０２の温度を設定する時点での室内温度、
室外温度、若しくは照度センサの計測結果に応じて「ＯＦＦ」の項目の表示位置は変更さ
れても良い。例えば、室内温度が一定温度より高ければ、「ＯＦＦ」の項目は温度の項目
よりも上側に表示され、室内温度が一定温度以下であれば、「ＯＦＦ」の項目は温度の項
目よりも下側に表示されてもよい。
【０１０３】
　或いは、空調設定画面を利用して空調機器６０２の温度を設定する時点での天気予報の
情報に応じて「ＯＦＦ」の項目の表示位置は変更されても良い。ここで、天気予報の情報
としては、空調機器６０２が設置された地域の気温が採用できる。例えば、天気予報が示
す温度が一定温度より大きければ、「ＯＦＦ」の項目は温度の項目よりも上側に表示され
、天気予報が示す温度が一定温度以下であれば、「ＯＦＦ」の項目は温度の項目よりも下
側に表示されてもよい。
【０１０４】
　図１２はスクロールボタンＳＣＢが設けられた空調設定画面を示す図である。図１２の
上段は、Ｙ軸の上側に配置された「ＯＦＦ」の項目が表示された状態にある空調設定画面
を示し、図１２の下段は、Ｙ軸の下側に配置された「ＯＦＦ」の項目が表示された状態に
ある空調設定画面を示している。
【０１０５】
　図１２に示す空調設定画面では、スクロールボタンＳＣＢが設けられており、スクロー
ルボタンＳＣＢを押すことで、空調設定画面はＹ軸方向にスクロール表示される。例えば
、図１２の上段の空調設定画面ではＹ軸の下部に下方向のスクロールボタンＳＣＢが表示
されている。この下方向のスクロールボタンＳＣＢが押されると、空調設定画面は上方向
にスクロールされ、図１２の下段の空調設定画面が表示される。一方、図１２の下段の空
調設定画面では、Ｙ軸の上部に上方向のスクロールボタンＳＣＢが表示されている。この
上方向のスクロールボタンＳＣＢが押されると、空調設定画面は下方向にスクロールされ
、図１２の上段の空調設定画面が表示される。
【０１０６】
　このように、図１２の空調設定画面にスクロール表示機能が設けられた場合、Ｙ軸上に
設定された全ての温度範囲が同時にディスプレイ上に表示されないため、両方の「ＯＦＦ
」の項目はディスプレイ上に同時に表示されない。このように構成することで、図１２の
上段に示す高温側の温度設定をユーザが行っている間、空調機器６０２を「ＯＦＦ」に設
定する場合、ユーザはＹ軸の上部に表示された「ＯＦＦ」の項目を選択する。一方、図１
２の下段に示す低温側の温度設定をユーザが行っている間、空調機器６０２を「ＯＦＦ」
に設定する場合、ユーザはＹ軸の下部に表示された「ＯＦＦ」の項目を選択する。これに
より、空調設定画面生成部６１４は、空調設定画面の表示内容を運転モードに応じて切り
替えることなく、設定中の温度が高温側であるか低温側であるかに応じて、自然な操作感
覚でユーザに空調機器６０２の「ＯＦＦ」の設定作業を行わせることができる。
【０１０７】
　なお、Ｙ軸上にスクロールボタンＳＣＢが表示された空調設定画面が採用される場合、
Ｙ軸上にデフォルトで表示される温度の項目は、運転モードに応じて変更されてもよい。
例えば、冷房モードの温度設定を行う場合は高めの温度（例：２４～３０度）の項目がＹ
軸に表示され、暖房モードの温度設定を行う場合は低めの温度（例：１８～２３度）の項
目がＹ軸に表示されればよい。なお、利用する日時に応じて表示する温度項目が変更され
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ても良い。例えば、５月から１０月までは高めの温度（例：２４～３０度）の項目がＹ軸
に表示され、１１月から４月までは低めの温度（例：１８～２３度）の項目がＹ軸に表示
されてもよい。また、上述したように、空調設定画面が表示された時点での室内温度、室
外温度、若しくは照度センサの計測結果に応じてＹ軸に表示される温度の項目は変更され
ても良い。また、上述したように、空調設定画面が表示された時点での天気予報の情報に
応じてＹ軸に表示される温度の項目は変更されても良い。
【０１０８】
　なお、空調設定画面においてデフォルトの設定温度の値は、前回の設定温度が採用され
ることは上述した。但し、本開示はこれに限定されず、空調設定画面を用いた温度設定が
一回も行われていない場合などにおいては、運転モードに応じてデフォルトの設定温度の
値は変更されても良い。例えば、冷房モードである場合は高めの温度（例：２８度）、暖
房モードである場合は低めの温度（例：２０度）などがデフォルトの設定温度として採用
されればよい。なお、利用する日時に応じて設定温度は変更されても良い。例えば、５月
から１０月までは高めの温度（例：２８度）がデフォルトの設定温度として採用され、１
１月から４月までは低めの温度（例：２０度）がデフォルトの設定温度として採用されて
もよい。また、上述したように、空調設定画面が表示された時点での室内温度、室外温度
、若しくは照度センサの計測結果に応じて、デフォルトの設定温度は変更されても良い。
また、上述したように、利用する時点での天気予報の情報に応じてデフォルトの設定温度
は変更されても良い。
【０１０９】
　また、体動値がグラデーション表示された空調設定画面として図１０に示す空調設定画
面を採用したが、本開示はこれに限定されない。例えば、図２３～図２５に示す空調設定
画面が採用されてもよい。図２３～図２５は、本実施の形態の空調設定画面の別の一例を
示す図である。
【０１１０】
　図２３は、デフォルトの空調設定画面を示している。この空調設定画面には、Ｙ軸に温
度の項目が設定され、Ｘ軸に時刻の項目が設定された座標空間上に操作ポイントＰＴが配
置されている点は図７の例と同じである。但し、図２３に示す空調設定画面では各時刻の
項目線Ｌ２３の両端に操作ポイントＰＴをスライドさせるための一対のスライダーＢ２３
１、Ｂ２３２が設けられている。スライダーＢ２３１は、項目線Ｌ２３の上端側に配置さ
れ、操作ポイントＰＴを上側にスライドさせるためのボタンである。スライダーＢ２３２
は、項目線Ｌ２３の下端側に配置され、操作ポイントＰＴを下側にスライドさせるための
ボタンである。ユーザは、スライダーＢ２３１、Ｂ２３２を用いて、操作ポイントＰＴを
操作することも可能であり、操作ポイントＰＴを直接操作することもできる。
【０１１１】
　例えば、ユーザによりスライダーＢ２３１がタッチされると、空調設定画面生成部６１
４は、タッチされている期間中、操作ポイントＰＴを一定の速度で項目線Ｌ２３に沿って
上側にスライドさせる。一方、ユーザによりスライダーＢ２３２がタッチされると、空調
設定画面生成部６１４は、タッチされている期間中、操作ポイントＰＴを一定の速度で項
目線Ｌ２３に沿って下側にスライドさせる。
【０１１２】
　また、操作ポイントＰＴは円形の枠を持ち、その枠内には現在の設定温度が表示されて
いる。例えば、１９時の操作ポイントＰＴは現在の設定温度が３０度であるため、枠内に
「３０」と表示されている。
【０１１３】
　また、図２３の空調設定画面のＸ軸には、１時間単位で０時から２３時までの２４個の
時刻の項目が設定されている。但し、ディスプレイに同時に２４個の時刻の項目を表示す
ると、空調設定画面が小さく表示されてしまい、ユーザの操作が困難となるため、図２３
の例では、同時にディスプレイに表示される時刻の項目数が４個とされている。なお、図
２３では、４つの時刻の項目が表示されているが、これは一例であり、一度に表示される
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時刻の項目数は、５つ以上であってもよいし、３つ以下であってもよく、ディスプレイの
サイズに応じて好ましい個数が採用されればよい。
【０１１４】
　なお、ディスプレイをスライドする操作がユーザにより入力されると、画面ＵＩ制御部
６１１は、スライド量に応じて空調設定画面を左右にスクロール表示させる。これにより
、ユーザは温度設定を希望する時刻の項目がディスプレイ上に表示されていなければ、ス
ライドする操作を入力して、その時刻の項目をディスプレイ上に表示させ、その時刻の温
度を設定できる。具体的には、右方向にスライドする操作がユーザにより入力されると、
画面ＵＩ制御部６１１は、空調設定画面を左方向にスクロールさせ、左方向にスライドす
る操作がユーザにより入力されると、画面ＵＩ制御部６１１は、空調設定画面を右方向に
スクロールさせる。
【０１１５】
　空調設定画面の下側には、「過去の睡眠記録と設定を表示」と記載された表示指示ボタ
ンＢ２３３が配置されている。この表示指示ボタンＢ２３３のタッチが画面ＵＩ制御部６
１１により検知されると、空調設定画面生成部６１４は、図２４に示すように空調設定画
面の下部の３分の１程度の領域に、日付選択画面Ｇ２４１を空調設定画面にオーバーラッ
プ表示させる。このとき、日付選択画面Ｇ２４１にユーザを注目させるために、空調設定
画面において日付選択画面Ｇ２４１がオーバーラップ表示されていない領域は輝度が初期
値よりも低下されている。
【０１１６】
　日付選択画面Ｇ２４１は、過去の体動値の中からユーザが表示を希望する体動値の日付
を選択する画面である。日付選択画面Ｇ２４１には、年月選択欄Ｒ２４２と、日付選択欄
Ｒ２４３とが設けられている。年月選択欄Ｒ２４２には、例えば、年月が古い順に配列さ
れ、一度に３月分の年月が表示されるピッカーが採用されている。ユーザは年月選択欄Ｒ
２４２を上下方向にスライドさせて、年月選択欄Ｒ２４２を回転表示させ、中央の選択位
置に所望の年月を位置決めすることで、年月を選択する。
【０１１７】
　日付選択欄Ｒ２４３には、例えば、選択された年月に対応する日付が古い順で配列され
、一度に７日分の日付が表示されるピッカーが採用されている。ユーザは、日付選択欄Ｒ
２４３を上下方向にスライドすることで、所望の日付を日付選択欄Ｒ２４３の中央の選択
位置に位置決めさせ、日付を選択する。
【０１１８】
　年月及び日付の選択の終了後、ユーザにより、日付選択画面Ｇ２４１の右上に配置され
た表示ボタンＢ２４１がタッチされると、空調設定画面生成部６１４は、図２５に示すよ
うに、選択された日付の体動値を示す背景画像が表示された空調設定画面を表示する。
【０１１９】
　一方、ユーザにより日付選択画面Ｇ２４１の左上に配置されたキャンセルボタンＢ２４
２がタッチされると、空調設定画面生成部６１４は、日付選択画面Ｇ２４１を消去し、図
２３に示す空調設定画面に画面表示を戻す。
【０１２０】
　図２５に示す空調設定画面では、ユーザにより選択された日付の体動値が曲線状のグラ
フＧ２５１で表示されている。グラフＧ２５１は体動値が大きいほど大きな高さを持って
いる。また、グラフＧ２５１の内側の領域は、体動値が大きいほど高い輝度で表示されて
いる。
【０１２１】
　このグラフＧ２５１は、ユーザが日付選択画面Ｇ２４１において選択した日付の体動値
を例えばスプライン曲線などを用いて繋ぐことで作成されている。なお、図２５の例では
、１９時～２２時過ぎまでの時間帯が表示されているため、この時間帯の体動値の時間的
推移を示すグラフＧ２５１が表示されている。
【０１２２】
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　図２５では睡眠中における空調機器６０２の温度設定をユーザに行わせることが想定さ
れているため、睡眠前の時間帯における体動値は表示されていない。つまり、図２５の例
では、就寝時刻である２２：５２分以降の体動値がグラフＧ２５１で表示されている。こ
こで、操作端末６０１は、空調設定画面に対して各時刻における温度設定が終了され、こ
の温度設定を反映させるための制御開始ボタン（図略）がタッチされた時刻を就寝時刻と
判断し、体動情報ＤＢ６１７に格納すればよい。また、操作端末６０１は、ユーザによる
制御開始ボタンの入力をトリガーに体動値の計測を開始してもよい。この場合、操作端末
６０１は、起床時刻が到来すると体動値の計測を終了させればよい。なお、操作端末６０
１は、例えば、操作端末６０１に対してユーザが起床アラームを設定した時刻を起床時刻
として判断すればよい。また、上述の制御開始ボタン（図略）は、ユーザにより画面遷移
する操作が入力されることでディスプレイに表示される。
【０１２３】
　以下、グラフＧ２５１内の領域の輝度の算出手法について説明する。まず、空調設定画
面生成部６１４は、空調設定画面において表示された温度と時刻との座標空間において、
グラフＧ２５１の内側の領域を求める。ここで、内側の領域とは、グラフＧ２５１とＸ軸
とによって取り囲まれる領域である。但し、図２５の例では、就寝時刻である「２２：５
２」から起床時刻までのグラフが描画されているため、内側の領域は、就寝時刻を示すＹ
軸に平行な直線Ｌ２５１と、Ｘ軸と、グラフＧ２５１と、起床時刻を示すＹ軸に平行な直
線（図略）とによって取り囲まれる領域Ｄ２５１となる。
【０１２４】
　次に、空調設定画面生成部６１４は、領域Ｄ２５１内を構成する、Ｘ軸と平行な各水平
ラインの輝度が体動値が大きくなるにつれて増大する（明るくなる）ように、各水平ライ
ンの輝度を設定する。ここで、Ｘ軸と平行な各水平ラインの輝度は、体動値に応じて予め
定められた値が採用されればよい。そして、空調設定画面生成部６１４は、設定した各水
平ラインの輝度で領域Ｄ２５１内の画像を描画する。これにより、図２５の示すように、
領域Ｄ２５１内の上側ほど輝度が大きくなるように領域Ｄ２５１が描画される。
【０１２５】
　なお、図２５の例では、領域Ｄ２５１の輪郭の明確化を図るために、グラフＧ２５１を
示す曲線は、黒色で表示されている。
【０１２６】
　また、図２５に示す空調設定画面では、日付選択画面Ｇ２４１において選択された日付
における空調機器６０２の各時刻における設定温度を示す設定ポイントＰＴ２５も表示さ
れている。ここで、設定ポイントＰＴ２５は、項目線Ｌ２３のそれぞれに配置され、操作
ポイントＰＴよりも少し小さな円形の枠を持つ。そして、設定ポイントＰＴ２５は、枠内
に設定温度を示す数値が表示され、且つ、設定温度に対応する高さ位置に配置されている
。これにより、ユーザは選択した日付の設定温度を一目で確認できる。また、選択した日
付での、体動値を示すグラフＧ２５１と設定温度を示す設定ポイントＰＴ２５とが同時に
表示されているため、ユーザは、体動値と設定温度との関係から各時刻の妥当な設定温度
を容易に認識できる。
【０１２７】
　更に、設定ポイントＰＴ２５は、操作ポイントＰＴに比べて輝度が低く表示され、操作
ポイントＰＴよりも目立たないように表示されている。そのため、操作ポイントＰＴと設
定ポイントＰＴ２５とをユーザが混同することへの防止が図られている。
【０１２８】
　なお、図２５において、画面左上に表示された戻るボタンＢ２５１がタッチされると、
空調設定画面生成部６１４は、画面表示を図２４又は図２３の空調設定画面に切り替える
。
【０１２９】
　なお、本実施の形態では、時刻毎の温度設定が可能な空調設定画面を示したが、温度以
外の空調機器６０２に対する制御項目（設定湿度、風量、風向きなど）が設定可能な空調
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設定画面が採用されてもよい。例えば、図１３の上段は、空調機器６０２の湿度を設定す
るための空調設定画面を示す図である。図１３の下段は、空調機器６０２の風量を設定す
るための空調設定画面を示す図である。
【０１３０】
　図１３の上段では、Ｘ軸には１時間単位で２３時から８時までの時刻の項目が表示され
、Ｙ軸には５％単位で４０％～６０％までの湿度の項目が表示されている。そして、各時
刻の項目線上に１つの操作ポイントＰＴが配置されている。ユーザは操作ポイントＰＴを
上下にスライドさせることで、操作ポイントＰＴを所望の湿度に対応する高さに位置決め
する。これにより、ユーザは時刻毎に空調機器６０２の湿度を設定できる。また、図１３
の上段では、Ｙ軸の最上位に「ＯＦＦ」の項目が表示されている。よって、ユーザは操作
ポイントＰＴをＯＦＦの高さに位置決めすることで、該当する時刻の湿度をＯＦＦに設定
できる。また、図１３の上段の空調設定画面はＹ軸の下部の位置にスクロールボタンＳＣ
Ｂが表示されている。スクロールボタンＳＣＢがタッチされると、空調設定画面生成部６
１４は、空調設定画面を下側にスクロールさせる。これにより、現在、非表示である４０
％よりも低い湿度の項目がディスプレイ上に表示される。
【０１３１】
　図１３の下段では、Ｘ軸には１時間単位で２３時から８時までの時刻の項目が表示され
、Ｙ軸には上側へ向かうにつれて風量が強くなるように風量が段階的に示されている。図
１３の下段では、グレー色のマスの高さによって各時間帯の風量が示されている。例えば
、２３時から０時の時間帯においては、下から５つのマスがグレー色で表示されているた
め、風量が５に設定されている。ユーザは、所望の時間帯のマスにタッチし、接触物（指
）を上下方向にスライドさせることで、グレー色のマスの個数を増減させ、風量を設定す
る。例えば、０時から１までの時間帯において、グレー色の３つのマス内の領域がタッチ
され、下から４つ目のマスまで接触物がスライドされたとする。この場合、４つ目のマス
もグレー色に表示され、この時間帯の風量は３から４に増大される。一方、０時から１時
までの時間帯のグレー色の３つのマス内の領域がタッチされ、下から２つ目のマスまで接
触物がスライドされたとする。この場合、３つ目のマスが白色に表示される。これにより
、この時間帯の風量は３から２に減少される。なお、図１３の下段において、操作ポイン
トＰＴを配置し、操作ポイントＰＴを増減させることで、風量は設定されてもよい。
【０１３２】
　なお、これらの空調機器６０２に対する制御項目の空調設定画面は、一つだけを表示す
るのではなく、Ｘ軸の項目を同期させて、複数上下に並べて表示されても良い。例えば、
図１３の上下段の両方の空調設定画面がディスプレイの上下に並べて表示されてもよい。
この場合、ユーザは、画面表示を切り替える操作を入力することなく、複数の制御項目を
設定できる。
【０１３３】
　なお、本実施の形態では、時刻毎の温度設定が可能な空調設定画面を説明したが、空調
機器６０２以外の睡眠に関する制御の項目が設定可能な画面ＵＩが採用されてもよい。例
えば、窓を自動開閉する機器が宅内に設置されているとすれば、開閉する時刻が設定可能
な画面ＵＩが採用されてもよい。また、例えば、調光できる照明機器が宅内に設置されて
いるとすれば、調光量を時刻毎に設定できる画面ＵＩが採用されてもよい。この場合、例
えば、Ｙ軸に調光量の項目が表示され、Ｘ軸に時刻の項目が表示され、時刻の項目毎に操
作ポイントＰＴが配置された画面ＵＩが採用されればよい。
【０１３４】
　図１４は、空調設定画面の別の一例を示す図である。図１４の上段の空調設定画面では
、背景画像で体動値を表示するのではなく、体動値に応じて操作ポイントＰＴの色が変更
されている。図１４の上段の例では、例えば前日の体動値が示されており、体動値の大き
い時間帯の操作ポイントＰＴの色は濃い色で表示され、体動値の小さい時間帯の操作ポイ
ントＰＴの色は薄い色で表示されている。つまり、図１４の上段の例では、体動値が大き
くなるにつれて色が濃くなり、体動値が小さくなるにつれて色が薄くなるように操作ポイ
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ントＰＴが表示される。このように構成することにより、ユーザはどの時刻の設定温度を
変更すると快適性が増すのかが分かりやすくなる。ここでは、体動値が大きいほど濃い色
で操作ポイントＰＴを表示する態様を示したが、これは一例にすぎず、体動値が大きいほ
ど薄い色で操作ポイントＰＴを表示する態様が採用されてもよい。また、体動値の大きさ
に応じた色を予め段階的に定めておき、操作ポイントＰＴを体動値の大きさに応じた色で
表示する態様が採用されてもよい。なお、濃い色とは、明度が低く、黒に近い色を指し、
薄い色とは、明度が高く、白に近い色を指す。また、図１４の例において、体動値が閾値
よりも大きい時間帯の操作ポイントＰＴのみ色が変更されてもよい。
【０１３５】
　図１４の下段の空調設定画面では、背景画像で体動値を表示するのではなく、体動値に
応じて、操作ポイントＰＴの形が変更されている。図１４の下段の例では、例えば前日の
体動値が示されており、体動値の大きい時間帯の操作ポイントＰＴは大きく、体動値の小
さい時間帯の操作ポイントＰＴは小さく表示されている。つまり、図１４の下段の例では
、体動値が大きくなるにつれて、操作ポイントＰＴが大きくなり、体動値が小さくなるに
つれて、操作ポイントＰＴが小さくなるように操作ポイントＰＴが表示されている。この
ように構成することにより、ユーザはどの時刻の設定温度を変更すると快適性が増すのか
を容易に認識できる。なお、図１４では、操作ポイントＰＴの形状は四角形であったが、
これは一例であり、三角形、丸形、五角形、六角形等の種々の形状が操作ポイントＰＴの
形状として採用できる。また、図１４の例において、体動値が閾値よりも大きい時間帯の
操作ポイントＰＴのみ大きさが変更されてもよい。
【０１３６】
　図１５は、空調設定画面の別の一例を示す図である。図１５では、図１０と同様、体動
値が背景画像に表示されているが、ユーザによる操作ポイントＰＴを用いた温度設定の内
容に応じて、背景画像の表示が変更される。図１５の例では、上段は初期値として前日の
設定温度が表示されている。図１５の下段は午前１時の操作ポイントＰＴがスライドされ
、設定温度が下げられている。このとき、例えば、設定温度が変更されたため、背景画像
として表示されていた午前１時を含む時間帯の体動値を示す画像が消去されている。具体
的には、図１５の上段において、午前１時の時間帯を中心として縞状にグラデーション表
示されている領域１５０１が非表示にされている。この領域１５０１は、閾値よりも大き
な体動値が時間軸上に連続して存在する領域である。これにより、ユーザは、体動値が閾
値以上の時刻のうち、温度設定が済んだ時刻と済んでいない時刻とを容易に区別できる。
【０１３７】
　ここで、領域１５０１は、例えば、対応する時刻の設定温度が空調制御システムが事前
に算出したお薦め温度に設定された場合に非表示にされてもよい。こうすることで、ユー
ザは、領域１５０１の表示の有無により、該当する時刻の設定温度がお薦め温度に設定さ
れているか否かを容易に判断できる。また、お薦め温度に設定すると領域１５０１が非表
示にされるため、ユーザは操作に対する達成感を得ることができる。
【０１３８】
　以上、図１５の構成を採用することで、空調制御システムがお薦めする温度設定をユー
ザにガイドして提示することができる。なお、背景画像ではなく、図１４の上段、下段で
示したように、操作ポイントＰＴ自身の色や大きさを変更することで、お薦め温度になっ
たか否かをユーザに提示してもよい。例えば、図１４の上段において、ある時刻の操作ポ
イントＰＴが操作されて、設定温度がお薦め温度に設定された場合、その操作ポイントＰ
Ｔの色が所定の色に変更されればよい。所定の色としては、お薦め温度に設定されている
ことを示す予め定められた色が採用できる。また、図１４の下段において、ある時刻の操
作ポイントＰＴが操作されて、設定温度がお薦め温度に設定された場合、その操作ポイン
トＰＴの形状が三角形や丸等の四角形以外の形状に変更されてもよい。これにより、ユー
ザに対して、設定温度の変更方法を分かりやすくガイドできる。
【０１３９】
　図１６は、空調設定画面の別の一例を示す図である。図１６の上段の空調設定画面では
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、過去（例えば前日）の体動値の時間的推移を示すグラフ１６０１が背景画像として表示
されている。このグラフ１６０１は、図２５に示すグラフＧ２５１と同様である。この場
合も、体動値の大きさを参考にして時刻毎の温度設定が可能となるため、ユーザに対して
どの時刻の温度を変更するべきかを分かりやすく提示できる。
【０１４０】
　また、図１６の下段に示すように、空調設定画面において、設定温度を変更すべき時刻
の操作ポイントＰＴをユーザにメッセージを用いて知らせても良い。ここでは、１時と２
時との操作ポイントＰＴが円１６０２で囲まれ、その円１６０２に矢印が向けられたメッ
セージ１６０３が表示されている。このメッセージ１６０３には、「ここ寝苦しいかもし
れません」と記載されている。このように構成することで、ユーザに対して、どの操作ポ
イントＰＴを変更すべきか明確に示すことができる。ここで、１時と２時との操作ポイン
トＰＴが変更すべき操作ポイントＰＴとして選ばれているのは、１時と２時との時間帯で
は、体動値が大きいにも拘わらず、設定温度が高めに設定されているからである。
【０１４１】
　なお、図１０、図１４、図１５、図１６、図２５において、前日の体動値が示されてい
たが、本開示はこれに限定されず、過去数日間の体動値の平均値といった、過去の体動値
を加工した情報が示されても良い。
【０１４２】
　また、図１０、図１４、図１５、図１６、図２５において、空調設定画面のユーザイン
ターフェースを変更するための情報（以降、「ＵＩ変更元情報」と定義する。）として、
体動値が採用されたが、本開示はこれに限定されず、下記に示す情報が採用されてもよい
。以下、ＵＩ変更元情報として有効な情報の例を記載する。
【０１４３】
　室内温度、室内湿度、室外温度、若しくはこれらの値の変化量が、ＵＩ変更元情報とし
て採用されてもよい。この場合、空調機器６０２が室内温度、室内湿度、及び室外温度を
計測するセンサを備える。そして、操作端末６０１は、空調機器６０２がセンサで計測し
た情報を一定時間間隔で、ネットワークを介して取得し、メモリに蓄積すればよい。
【０１４４】
　このように構成することにより以下の効果が得られる。過去の室内温度及び室外温度を
提示すれば、温度が高い若しくは低い時間帯の設定温度を設定変更すべきポイントとして
ユーザに分かりやすく提示できる。また、過去の室内湿度を提示すれば、湿度が高い若し
くは低い時間帯の設定温度を設定変更すべきポイントとしてユーザに分かりやすく提示で
きる。
【０１４５】
　湿度変化が大きい時間帯は発汗量が多い可能性が高い。そのため、湿度変化の時系列情
報を提示すれば、発汗量が多く不快である時間帯をユーザに分かりやすく提示できる。な
お、過去の室内温度、室内湿度、若しくは室外温度に代えて、室内温度、室内湿度、若し
くは室外温度の予測値がＵＩ変化元情報として採用されてもよい。この場合、操作端末６
０１は、天気予報の情報や現在の室外温度などを元に、空調機器６０２に温度設定を行わ
ない場合の室外予測温度、室内予測温度、若しくは室内予測湿度の遷移を算出する。そし
て、操作端末６０１は、室外予測温度、室内予測温度、若しくは室内予測湿度の遷移を用
いて、空調機器６０２を設定温度で動作させた場合の室内温度や室内湿度を算出する。こ
のように構成することで、操作端末６０１は、室内温度、室内湿度、室外温度の予測値を
ユーザに提示できる。なお、室内温度、室内湿度、室外温度は、空調機器６０２とは別体
のセンサが計測してもよい。この場合、センサはネットワーク経由で計測した情報を操作
端末６０１に送信すればよい。
【０１４６】
　また、電気代の時系列の変化値がＵＩ変更元情報として採用されても良い。その場合、
空調機器６０２が電力消費量を計測し、計測した情報を操作端末６０１が一定時間間隔で
、ネットワーク経由で取得して蓄積すればよい。このように構成することにより、電気代
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の高い時間帯がユーザに分かりやすく提示されるため、どの時間帯の操作ポイントＰＴを
操作すべきかがユーザにとって分かりやすくなる。
【０１４７】
　図１７の上段は電気代をＵＩ変更元情報とした場合の空調設定画面を示す図である。
例えば、ＵＩの変更方法としては図１７の上段の空調設定画面では、背景画像において、
前日の各時間帯の電気代が棒グラフ１７０１で示されている。具体的には、１時間単位で
２３時から８時までの電気代が示されており、電気代がＹ軸の高さにより表されている。
これにより、冷房モードであれば、電気代の低い時間帯では設定温度を低めにし、電気代
の高い時間帯では設定温度を高めにするといった判断材料をユーザに提示できる。
【０１４８】
　また、電気代に代えて、単に消費電力量（ｋＷｈ）が棒グラフ１７０１を用いて背景画
像に表示されてもよい。これによっても、電気代を背景画像に表示した場合と同様の効果
が得られる。なお、過去の電気代でなく、電気代の予測値がＵＩ変化元情報として採用さ
れてもよい。この場合、操作端末６０１は、天気予報の情報や現在の室外温度などを元に
、空調機器６０２に温度設定を行わない場合の室外予測温度、室内予測温度、若しくは室
内予測湿度の遷移を算出する。そして、操作端末６０１は、室外予測温度、室内予測温度
、若しくは室内予測湿度の遷移を用いて、空調機器６０２を設定温度で動作させた場合の
電気代を算出する。このように構成することで、操作端末６０１は、電気代の予測値をユ
ーザに提示できる。
【０１４９】
　また、ユーザの心拍の時系列の変化値が、ＵＩ変更元情報として採用されても良い。そ
の場合には、ユーザの心拍を計測する心拍計測装置が別途設けられる。そして、この心拍
計測装置が、計測したユーザの心拍の情報をネットワーク経由で一定時間間隔で操作端末
６０１に送信する。心拍計測装置は、例えば、リストバンド型が一般的である。また、近
年では腕時計に心拍計測機能を内蔵している商品が一般に発売されている。そのため、心
拍計測装置はユーザの身体に容易に取り付けられる。
【０１５０】
　図１７の下段は心拍をＵＩ変更元情報とした場合の空調設定画面を示す図である。図１
７の下段の例では、時刻に対する心拍が折れ線グラフ１７０２を用いて表されている。こ
のように構成することにより、心拍が乱れているところなどがユーザに分かりやすく提示
される。そのため、冷房モードにおいては、心拍が乱れている時間帯は、設定温度を下げ
るといった判断材料をユーザに提示でき、どの時間帯の操作ポイントＰＴを操作すべきか
をユーザに分かりやすく提示できる。
【０１５１】
　また、図１７の下段の空調設定画面には、同期ボタン１７０３が配置されている。この
同期ボタン１７０３がユーザにより押されると、操作端末６０１は、空調機器６０２の設
定温度を一括で、心拍の変化に同期するように変更する。これにより、ユーザは心拍の変
化に合わせた温度設定を容易に行うことができる。なお、心拍の変化に設定温度を同期さ
せるとは、例えば、心拍が高くなるにつれて、空調機器６０２の設定温度を高く設定し、
心拍が低くなるにつれて、空調機器６０２の設定温度を低く設定することを指す。
【０１５２】
　睡眠リズム（レム睡眠、ノンレム睡眠）の時系列の変化値が、ＵＩ変更元情報として採
用されても良い。図１９の上段は、睡眠リズムの時間的推移を示すグラフ１９０１を示す
図である。図１９の上段において、Ｙ軸は眠りの深さを示し、上側に向かうにつれて、眠
りが浅いことを示しており、Ｘ軸は入眠時刻から起床時刻までの時間を示している。
【０１５３】
　図１９の上段に示すように、人は睡眠する場合、ノンレム睡眠とレム睡眠とが時系列に
繰り返される。ノンレム睡眠は、体も脳も眠り休んでいる状態のことをいい、睡眠の深さ
によって４段階に分類される。なお、この段階は値が大きいほど眠りが深いことを示す。
レム睡眠は、体は眠り休んでいる状態で、脳は覚醒状態にある。レム（ＲＥＭ）は、高速
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眼球運動（Ｒａｐｉｄ　Ｅｙｅ　Ｍｏｖｅｍｅｎｔ）の略である。人は眠るとまず、体も
脳も休められるノンレム睡眠に入る。その後、６０～９０分後にまた脳は活動を始めてレ
ム睡眠に入る。その後、またノンレム睡眠に移行し、またレム睡眠に入る。これが繰り返
されて、起床時に脳も体も覚醒する。
【０１５４】
　睡眠リズムは、操作端末６０１で計測された体動情報を用いて算出されてもよい。或い
は、ユーザの睡眠リズムを計測する睡眠リズム計測装置を別途用意する。そして、睡眠リ
ズム計測装置は、計測した情報をネットワーク経由で一定時間間隔で操作端末６０１に送
信し、操作端末６０１に蓄積させる。
【０１５５】
　睡眠リズムの計測方法には、例えば、ユーザの脳波を計測する方法や、ユーザに装着さ
れたリストバンド型の加速度センサにより計測された加速度を元に計測する方法などがあ
る。
【０１５６】
　そして、操作端末６０１は、図１９の上段に示すグラフ１９０１を背景画像とする空調
設定画面を表示する。このように構成することにより、どの時間帯で睡眠リズムが乱れて
いたかといった情報がユーザに分かりやすく提示されるため、どの時間帯の操作ポイント
ＰＴを操作するべきかがユーザに分かりやすく提示される。
【０１５７】
　体温の時系列の値が、ＵＩ変更元情報として採用されても良い。図１９の下段は、深部
体温の時間的推移を示すグラフ１９０２を示す図である。図１９の下段に示すとおり、人
の深部体温は、一般的にサーガディアンリズム（概日リズム）に同期し、夕方頃が最も高
く、明け方（午前４時ごろ）に最も低くなる。ユーザの深部体温を、ＵＩ変更元情報とし
て採用する場合、ユーザの深部体温を計測する体温計測装置を別途用意する。そして、体
温計測装置は、計測した情報をネットワーク経由で一定時間間隔で操作端末６０１に送信
する。例えば、体温計測装置としては、ユーザのわきの下などに貼り付けるタイプの温度
計などが採用できる。このように構成することにより、自身の体温変化に合わせた温度設
定が容易になる。例えば、操作端末６０１は、深部体温の時間的推移を示すグラフ１９０
２を、図１７の下段のように、空調設定画面の背景画像としてマッピングすればよい。こ
のように構成することで、深部体温の変化に同期するように、空調機器６０２の温度設定
を行うことが容易になる。なお、一般的には、人の深部体温は、夕方頃が最も高く、明け
方（午前４時ごろ）が最も低くなるというように、同じリズムで変化することが実験等で
分かっている。そのため、一般的な人の深部体温が、ＵＩ変更元情報として採用されても
良い。なお、図１７の下段に示すように、同期ボタン１７０３を空調設定画面に配置させ
る。この同期ボタン１７０３がユーザによりタッチされると、操作端末６０１は、空調機
器６０２の設定温度を一括で、深部体温の変化に同期するように変更する。これにより、
ユーザは深部体温の変化に合わせた温度設定を容易に行うことができる。なお、深部体温
の変化に設定温度を同期させるとは、例えば、冷房モードにおいては、深部体温が高くな
るにつれて、空調機器６０２の設定温度を低く設定し、深部体温が低くなるにつれて、空
調機器６０２の設定温度を高く設定することを指す。
【０１５８】
　天気予報の値（晴れ、曇り、雨、温度、湿度）が、ＵＩ変更元情報として採用されても
良い。天気予報の情報をＵＩ変更元情報とする場合、操作端末６０１が、インターネット
上に設けられた天気予報の情報を提供するサーバにネットワーク経由でアクセスして天気
予報の情報を一定時間間隔で取得すればよい。このように構成することで、どの時間帯で
、温度及び湿度が変化するかといった情報がユーザに分かりやすく提示されるため、空調
機器６０２の制御設定が容易となる。
【０１５９】
　呼吸数が、ＵＩ変更元情報として採用されても良い。呼吸数をＵＩ変更元情報とする場
合、呼吸数を計測する呼吸計測装置を別途用意する。そして、呼吸計測装置は、計測した
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情報をネットワーク経由で一定時間間隔で操作端末６０１に送信する。このように構成す
ることで、呼吸が乱れている時間帯がユーザに分かりやすく提示されるため、どの時間帯
の操作ポイントＰＴを操作すべきかがユーザにとって分かりやすくなる。
【０１６０】
　睡眠時の寝言やいびきなどの音量が、ＵＩ変更元情報として採用されても良い。音量を
ＵＩ変更元情報とする場合、操作端末６０１は、自身が持つマイク機能を利用して、睡眠
中の音量を計測する。そして、音量の時間的推移を示すグラフを空調設定画面の背景画像
として表示する。このように構成することで、寝苦しいために音量が高くなったところな
どがユーザに分かりやすく提示される。そのため、どの時間帯の操作ポイントＰＴを操作
すべきかがユーザにとって分かりやすくなる。
【０１６１】
　熱環境における快適指数としてＰＭＶ（Ｐｒｅｄｉｃｔｅｄ　Ｍｅａｎ　Ｖｏｔｅ）や
ＰＰＤ（Ｐｒｅｄｉｃｔｅｄ　Ｐｅｒｃｅｎｔａｇｅ　ｏｆ　Ｄｉｓｓａｔｉｓｆｉｅｄ
）などがある。このような定性的な快適指数がＵＩ変更元情報として採用されても良い。
ＰＭＶは、室温、平均放射温度、相対湿度、平均風速、着衣量、及び作業量をパラメータ
とした方程式によって算出される。快適指数をＵＩ変更元情報とする場合、操作端末６０
１が持つセンサによりこれらのパラメータを計測させてもよい。或いは、これらのパラメ
ータを計測するためのセンサを別途設ける。そして、センサが計測した情報を一定時間間
隔で操作端末６０１に送信する。そして、操作端末６０１は得られた情報からＰＭＶを算
出し、ＰＭＶの時間的推移を示すグラフを空調設定画面の背景画像として表示する。この
ように構成することで、ユーザに快適でない時間帯が分かりやすく提示されるため、どの
時間帯の操作ポイントＰＴを操作すべきかがユーザにとって分かりやすくなる。
【０１６２】
　なお、図１０、図１４、図１５、図１６、図２５に示す空調設定画面において、上記で
挙げられたＵＩ変更元情報を組み合わせたものが採用されてもよい。
【０１６３】
　なお、本実施の形態における空調システムにおいて、複数のユーザが操作端末６０１か
ら温度設定を行う場合、各時刻における設定温度の平均値で空調機器６０２は制御されて
もよい。図１８は、操作端末６０１＿Ａでの設定温度が上段左に示され、操作端末６０１
＿Ｂでの設定温度が上段右に示されている。その場合、空調機器６０２の最終的な設定温
度は図１８の下段のように示される。すなわち、図１８の下段では、操作端末６０１＿Ａ
、６０１＿Ｂの各時刻の設定温度の平均値が各時刻の空調機器６０２の最終的な設定温度
として設定されている。この場合、同じ部屋に複数のユーザが寝ている場合に、空調機器
６０２の最終的な設定温度が特定のユーザに偏った設定温度になることが防止される。な
お、複数のユーザが操作端末６０１から温度設定を行う場合には、操作端末６０１毎に優
先度がつけられても良い。同じ部屋に複数のユーザが寝ている場合、ユーザ間の力関係や
空調機器６０２への忍耐度などを考慮に入れて優先度は設定されればよい。これにより、
ユーザ間の力関係や忍耐度が反映された空調機器６０２の温度設定が可能となる。
【０１６４】
　なお、本実施の形態における空調制御システムにおいて、睡眠時での空調機器６０２の
操作音は、図２０に示すように制御されてもよい。図２０は操作音の出力方法を説明する
図である。図２０に示すように、空調機器６０２の操作音は操作端末６０１での空調設定
画面を用いて設定した時刻毎の設定温度を家電制御サーバ６０３に送信するタイミング（
図７に示す開始ボタンＳＢが押されて空調設定情報が送信されるタイミング）のみ出力さ
れ、睡眠中は出力されない態様が採用されてもよい。例えば、睡眠中の時間帯において、
空調機器６０２が家電制御サーバ６０３から操作信号を受信して制御を変更する場合であ
っても、空調機器６０２は操作音を出力しないように構成してもよい。
【０１６５】
　操作音とは、空調機器６０２が出力する音であり、操作を受信したことをユーザに通知
するための音である。空調機器６０２では、リモコン等で温度設定等を行う場合には、操
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作音を出力させることが一般的である。しかしながら、睡眠時に空調機器６０２に対して
制御が行われる度に操作音が出力されると、ユーザは、睡眠が妨げられてしまう。
【０１６６】
　図２０は、操作端末６０１を通じて、空調機器６０２の設定温度が時刻毎に設定された
空調設定画面を示す図である。この設定内容が反映された空調設定情報を受信した場合、
家電制御サーバ６０３は、空調機器６０２に操作音を出力させ、睡眠中の時間帯において
操作信号を空調機器６０２に送信する場合、空調機器６０２から操作音を出力させない。
【０１６７】
　これを実現するために、家電制御サーバ６０３は、空調機器６０２に送信する操作命令
のフォーマットに空調機器６０２から操作音を出力させるか否かを示す「操作音フラグ」
を追加すればよい。開始ボタンＳＢが押された空調制御設定時において、家電制御サーバ
６０３は、操作端末６０１から空調設定情報を受信すると、「操作音フラグ」を「ＯＮ」
に設定した操作命令を空調機器６０２に送信する。一方、就寝している時間帯において、
空調機器６０２に操作信号を送信する場合、家電制御サーバ６０３は、「操作音フラグ」
を「ＯＦＦ」に設定する。このように構成することで、ユーザは空調設定画面を通じて設
定した空調制御設定が空調制御システムに受け付けられたことを操作音で確認できる。一
方、睡眠時において、空調機器６０２が操作信号を受信しても操作音が出力されないため
、睡眠が妨げられることが防止される。
【０１６８】
　なお、空調機器６０２は、空調制御設定時に操作音を出力するとしたが、これに加え、
睡眠時間の終了時に、再度、操作音を出力してもよい。睡眠終了時としては、空調設定画
面を通じて設定温度を設定した最後の時刻が採用されてもよいし、操作端末６０１に設定
された起床アラームの出力時刻が採用されてもよいし、操作端末６０１がユーザの睡眠の
有無を計測する機能を持つ場合は、操作端末６０１が判定した起床時刻が採用されてもよ
い。
【０１６９】
　図２１は、空調機器６０２の空調設定画面の別の一例を示す図である。
【０１７０】
　図２１の上段は、空調設定画面の初期画面を示す図である。この空調設定画面では、Ｘ
軸は時刻を示し、Ｙ軸は空調機器６０２の設定温度を示す。図２１において、Ｘ軸には１
時間単位で２３時から８時までの時刻の項目が規定されている。また、Ｙ軸には、１度単
位で２５度から３０度までの温度の項目が規定されている。図２１の例では、各時刻の項
目についてＹ軸と平行に項目線が描画され、各温度の項目についてＸ軸と平行に項目線が
描画されており、項目線の各交点に操作ポイントＰＴが配置されている。
【０１７１】
　空調設定画面生成部６１４は、ユーザにより操作ポイントＰＴがタッチされると、図２
１の下段のように、操作ポイントＰＴの表示を初期表示から変更する。図２１の例では、
小さな円で初期表示されていた操作ポイントＰＴは、ユーザによりタッチされると、初期
表示に比べて円のサイズが大きくされ、円の枠内に設定温度を示す数値が表示される。
【０１７２】
　以下、初期表示から変更された操作ポイントＰＴの表示を「設定表示」と呼ぶ。画面Ｕ
Ｉ制御部６１１は、「設定表示」の操作ポイントＰＴが配置された時刻に対しては、空調
機器６０２の温度を設定する。一方、画面ＵＩ制御部６１１は、「初期表示」の操作ポイ
ントＰＴが配置された時刻に対しては、空調機器６０２に対して温度設定がなされていな
いと判断する。つまり、図２１の下段の例では、「２３時」の設定温度が「２６度」に、
「０時」の設定温度が「２６度」に、「１時」の設定温度が「２６度」に、「２時」の設
定温度が「２７度」に、「５時」の設定温度が「２８度」に、「６時」の「設定温度」が
「２８度」に、「７時」の設定温度が「２８度」に設定される。空調設定画面生成部６１
４は、操作ポイントＰＴをユーザがタッチすることで、初期表示から設定表示に変更した
が、既に設定表示されている操作ポイントＰＴに対して、ユーザがタッチをした場合には
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、その操作ポイントＰＴを初期表示に戻す。また、図２１の下段の例では、空調設定画面
生成部６１４は、隣接している「設定表示」がされている操作ポイントＰＴ同士を直線２
１０１で結んで表示する。これにより、ユーザは、空調機器６０２のＯＮ区間とＯＦＦ区
間とを容易に区別できる。
【０１７３】
　図２２は、空調設定画面の別の一例を示す図である。図２２に示す空調設定画面では、
時刻毎に、設定温度の最小値及び最大値が設定できる。具体的には、時刻毎に、設定温度
の最大値を設定するための操作ポイントＭａｘと、設定温度の最小値を設定するための操
作ポイントＭｉｎとが配置されている。ユーザは、操作ポイントＭａｘを上下方向にスラ
イドさせ、所望の温度に位置決めすることで、設定温度の最大値を設定すると共に、操作
ポイントＭｉｎを上下にスライドさせ、所望の温度に位置決めすることで、設定温度の最
小値を設定する。そして、設定温度の最大値及び最小値の設定が終了し、開始ボタンＳＢ
が押されると、時刻毎に設定された設定温度の最大値及び最小値が反映された空調設定情
報が空調設定情報ＤＢ６１６に蓄積される。
【０１７４】
　このように構成することで、空調機器６０２は各時刻において最大値及び最小値で規定
される設定温度の範囲内で運転することができる。その結果、空調制御に自由度の上がり
、空調機器６０２は、例えばその日の気象に応じた省エネ運転が可能となる。
【０１７５】
　図２６は、空調設定画面の別の一例を示す図である。図２６に示す空調設定画面では、
図２１の空調設定画面に対して、室外温度の時間的推移を示すグラフ２６０１と室内温度
の時間的推移を示すグラフ２６０２とが表示されている。また、図１０と同様に体動値が
縞状にグラデーション表示されている。これにより、ユーザは、体動値に加えて、室外温
度及び室内温度を考慮して各時刻の温度設定を行うことができる。
【０１７６】
　更に、図２６の空調設定画面では、点線の円で示されるお薦め温度ポイント２６０３が
配置されている。ここで、お薦め温度ポイント２６０３は、空調制御システムが算出した
空調機器６０２の推奨設定温度である。
【０１７７】
　例えば、０時では、２６度がお薦め温度であるため、お薦め温度ポイント２６０３は２
６度に位置決めされている。なお、２３時、１時、２時において、お薦め温度ポイント２
６０３が表示されていないのは、お薦め温度ポイント２６０３にオーバーラップして「設
定表示」の操作ポイントＰＴが表示されているからである。
【０１７８】
　図２７は空調設定画面の別の一例を示す図である。図２７の空調設定画面では、図２６
の空調設定画面に対して、更に、予想室内温度の時間的推移を示すグラフ２６０４が表示
されている。これにより、ユーザは、体動値、室外温度、及び室内温度に加えて更に予想
室内温度を考慮して各時刻の温度設定を行うことができる。
【０１７９】
　ここで、お薦め温度は、種々のパラメータを用いて算出される。パラメータとしては、
例えば、体動値、室内温度、室内湿度、電気代、室外温度、ＰＭＶ、及びＰＰＤが採用で
きる。以下、冷房モードにおけるパラメータの算出方法を例示する。
【０１８０】
　パラメータとして体動値が採用された場合、例えば、体動値が閾値より大きい時間帯で
は、体動値と閾値との差が大きくなるにつれて低くなるようにお薦め温度は算出される。
【０１８１】
　パラメータとして室内温度が採用された場合、例えば、室内温度が閾値より高い時間帯
では室内温度と閾値との差が大きくなるにつれて設定温度を下げるようにお薦め温度は算
出される。
【０１８２】
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　パラメータとして室内湿度が採用された場合、例えば、室内湿度が閾値より大きい時間
帯では、室内湿度と閾値との差が大きくなるにつれて低くなるようにお薦め温度は算出さ
れる。
【０１８３】
　パラメータとして電気代が採用された場合、例えば、電気代が閾値より高い時間帯では
、電気代と閾値との差が大きくなるにつれて、値が高くなるようにお薦め温度は算出され
る。
【０１８４】
　パラメータとして室外温度が採用された場合、例えば、室外温度が閾値より大きい時間
帯では、室外温度と閾値との差が大きくなるにつれて高くなるようにお薦め温度は算出さ
れる。
【０１８５】
　パラメータとしてＰＭＶが採用された場合、例えば、ＰＭＶが閾値より大きい時間帯で
は、ＰＭＶと閾値との差が大きくなるにつれて低くなるようにお薦め温度は算出される。
【０１８６】
　また、パラメータとして、心拍、睡眠リズム、体温、呼吸数、寝言の量、天気、若しく
は脳波が採用されていてもよい。
【０１８７】
　また、お薦め温度は上記のパラメータのうちの１つだけ用いて算出されてもよいし、複
数のパラメータを組み合わせて算出されてもよい。後者の場合、各パラメータ毎に算出し
たお薦め温度の平均値が最終的なお薦め温度として算出されてもよい。或いは、各パラメ
ータ毎に算出したお薦め温度の重み付け平均値が最終的なお薦め温度として算出されても
よい。
【０１８８】
　また、図２６、図２７において、心拍、睡眠リズム、深部体温、天気予報の情報、呼吸
数、いびきの音量、快適指数がグラフ化して重畳表示されてもよい。
【０１８９】
　図２８は、体動値の算出処理を示すフローチャートである。まず、Ｓ２８０１において
、体動計測部６１５は、前回、加速度センサから加速度を取得してから一定間隔Δｔが経
過したか否か判断する。一定間隔Δｔが経過した場合（Ｓ２８０１でＹＥＳ）、体動計測
部６１５は、加速度センサから加速度を取得する（Ｓ２８０２）。一方、一定間隔Δｔが
経過していない場合（Ｓ２８０１でＮＯ）、体動計測部６１５は、処理をＳ２８０１に戻
す。
【０１９０】
　次に、体動計測部６１５は、前回体動値を算出してから計測時間ΔＴが経過したか否か
を判定する（Ｓ２８０３）。計測時間ΔＴが経過した場合（Ｓ２８０３でＹＥＳ）、体動
計測部６１５は、計測時間ΔＴ内に取得した加速度を用いて体動値を算出する（Ｓ２８０
４）。体動値の算出の詳細については上述した。
【０１９１】
　次に、体動計測部６１５は、算出した体動値を体動情報ＤＢ６１７に蓄積する（Ｓ２８
０５）。以上により、計測時間ΔＴ毎にユーザの体動値が算出され、体動情報ＤＢ６１７
に蓄積される。なお、図２８のフローチャートは、例えば、ユーザの就寝指示の入力をト
リガーに開始され、ユーザの起床時刻に終了されてもよい。就寝指示の入力としては、例
えば、開始ボタンＳＢの入力したタイミングが採用できる。
【０１９２】
　図２９は、空調設定画面の生成処理を示すフローチャートである。まず、Ｓ２９０１に
おいて、操作端末６０１は、空調制御サービスのアプリを起動する指示をユーザから受け
付け、このアプリを起動させる。ここで、操作端末６０１は、空調制御サービスのアプリ
を示すアイコンのタッチを検出することで、このアプリを起動させる。
【０１９３】
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　次に、空調設定画面生成部６１４は、体動情報ＤＢ６１７から体動情報を取得する（Ｓ
２９０２）。ここで、空調設定画面生成部６１４は、前日の体動情報を体動情報ＤＢ６１
７から取得してもよいし、図２４に示す日付選択画面Ｇ２４１において日付が選択された
場合はその日付の体動情報を体動情報ＤＢ６１７から取得すればよい。
【０１９４】
　次に、空調設定画面生成部６１４は、処理対象となる一の対象時刻を決定する。この場
合、Ｓ２９０２で取得された各体動情報の計測時刻が古い順に対象時刻として決定される
。
【０１９５】
　次に、空調設定画面生成部６１４は、対象時刻の体動情報が示す体動値からその時刻で
のグラフの高さを決定する。これにより、図２５に示すグラフＧ２５１上のある１点の高
さが決定される。
【０１９６】
　次に、空調設定画面生成部６１４は、Ｓ２９０２で取得した体動情報が示す全時刻のグ
ラフの高さを決定した場合（Ｓ２９０５でＹＥＳ）、決定したグラフの高さを空調設定画
面の座標空間上にプロットし、スプライン曲線で繋ぐことで、グラフを描画する（Ｓ２９
０６）。これにより、図２５のグラフＧ２５１が描画される。
【０１９７】
　一方、全時刻のグラフの高さが決定されていない場合（Ｓ２９０５でＮＯ）、処理はＳ
２９０３に戻される。すなわち、Ｓ２９０３～Ｓ２９０５の処理が繰り返されることで、
Ｓ２９０２で取得された全体動情報が示す体動値の座標空間上での高さが決定されるので
ある。
【０１９８】
　次に、空調設定画面生成部６１４は、グラフの内側の領域を決定する（Ｓ２９０７）。
図２５の例では、就寝時刻を示す直線Ｌ２５１と、Ｘ軸と、グラフＧ２５１と、起床時刻
を示す直線（図略）によって囲まれる領域Ｄ２５１がグラフ内の領域として決定される。
【０１９９】
　次に、空調設定画面生成部６１４は、グラフの内側の領域内の各水平ラインの輝度を決
定する（Ｓ２９０８）。ここでは、各水平ラインの輝度は体動値の大きさに応じて予め定
められた値が採用されており、体動値が大きい水平ラインほど輝度が高く設定される。
【０２００】
　次に、決定した輝度でグラフの内側の領域内の各水平ラインが描画される（Ｓ２９０９
）。これにより、図２５に示すように、上側に向かうにつれて輝度が増大するように領域
Ｄ２５１が描画される。
【０２０１】
　図３０は、空調機器６０２に操作信号を送信する際の空調制御システムの処理を示すフ
ローチャートである。
【０２０２】
　まず、ユーザによる空調設定画面の操作が終了されると（Ｓ３１０１でＹＥＳ）、操作
端末６０１の画面ＵＩ制御部６１１は、空調設定画面を通じてユーザにより入力された各
時刻の設定温度を示す空調設定情報を空調設定情報ＤＢ６１６に蓄積する（Ｓ３１０２）
。例えば図１０の例では、２３時～７時までの９個の時刻の設定温度を示す９個の空調設
定情報が空調設定情報ＤＢ６１６に蓄積される。
【０２０３】
　一方、空調設定画面の操作が終了されない場合（Ｓ３１０１でＮＯ）、処理がＳ３１０
１に戻される。ここで、空調設定画面の操作は、図１０の例では、開始ボタンＳＢが押さ
れたときに終了される。
【０２０４】
　次に、制御タイミングが到来すると（Ｓ３１０３でＹＥＳ）、空調実行部６１２は、該
当する空調設定情報に対応する操作信号を、通信部６１３を用いて家電制御サーバ６０３



(30) JP 2015-99007 A 2015.5.28

10

20

30

40

50

に送信する（Ｓ３１０４）。一方、制御タイミングが到来していなければ（Ｓ３１０３で
ＮＯ）、空調実行部６１２は、起床時刻が到来しているか否かを判断する（Ｓ３１０５）
。ここで、タイマーが計時する時刻が空調設定情報ＤＢ６１６に登録されたいずれかの空
調設定情報の「実行時刻」になったとき、空調実行部６１２は、制御タイミングが到来し
たと判定する。図８の例では、例えば、「操作ＩＤ」が「４」の空調設定情報には「実行
時刻」として「２０１３年８月２４日０２時００分」が登録されている。そのため、タイ
マーの計時時刻が「２０１３年８月２４日０２時００分」になったとき、空調実行部６１
２は、制御タイミングが到来したと判定する。
【０２０５】
　Ｓ３１０５において、起床時刻が到来していなければ（Ｓ３１０５でＮＯ）、処理がＳ
３１０３に戻され、起床時刻が到来していれば、処理が終了される。
【０２０６】
　Ｓ３２０１において、家電制御サーバ６０３は、操作信号を受信し（Ｓ３２０１）、受
信した操作信号を制御対象となる空調機器６０２に送信する（Ｓ３２０２）。
【０２０７】
　次に、空調機器６０２の通信部６２１は、操作信号を受信し（Ｓ３３０１）、空調制御
部６２２は、操作信号が示す制御内容を実行する（Ｓ３３０２）。例えば、図８に示す「
操作ＩＤ」が「４」の空調設定情報に対応する操作信号が送信されたとすると、空調制御
部６２２は、設定温度を２６度から２７度に変更する制御を実行する。これにより、空調
設定画面を通じてユーザにより入力された設定温度で空調機器６０２が制御される。
【０２０８】
　このように、本実施の形態によれば、ユーザが睡眠時の時刻毎のエアコンの温度設定を
行う際に、体動値の時間的推移が合わせて表示されるため、ユーザは容易に時刻毎の温度
設定の操作を行うことが可能となる。
【０２０９】
　上記態様において説明された技術は、例えば、以下のクラウドサービスの類型において
実現されうる。しかし、上記態様において説明された技術が実現される類型はこれに限ら
れるものでない。
【０２１０】
　（サービスの類型１：自社データセンタ型）
　図２は、サービスの類型１（自社データセンタ型）を示す。本類型は、サービスプロバ
イダ１２０がグループ１００から情報を取得し、ユーザに対してサービスを提供する類型
である。本類型では、サービスプロバイダ１２０が、データセンタ運営会社の機能を有し
ている。即ち、サービスプロバイダ１２０が、ビッグデータの管理をするクラウドサーバ
１１１を保有している。従って、データセンタ運営会社は存在しない。
【０２１１】
　本類型では、サービスプロバイダ１２０は、データセンタ２０３（クラウドサーバ１１
１）を運営、管理している。また、サービスプロバイダ１２０は、ＯＳ２０２及びアプリ
ケーション２０１を管理する。サービスプロバイダ１２０は、サービスプロバイダ１２０
が管理するＯＳ２０２及びアプリケーション２０１を用いてサービス提供を行う（２０４
）。
【０２１２】
　（サービスの類型２：ＩａａＳ利用型）
　図３は、サービスの類型２（ＩａａＳ利用型）を示す。ここでＩａａＳとはインフラス
トラクチャー・アズ・ア・サービスの略であり、コンピュータシステムを構築及び稼動さ
せるための基盤そのものを、インターネット経由のサービスとして提供するクラウドサー
ビス提供モデルである。
【０２１３】
　本類型では、データセンタ運営会社１１０がデータセンタ２０３（クラウドサーバ１１
１）を運営、管理している。また、サービスプロバイダ１２０は、ＯＳ２０２及びアプリ
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ケーション２０１を管理する。サービスプロバイダ１２０は、サービスプロバイダ１２０
が管理するＯＳ２０２及びアプリケーション２０１を用いてサービス提供を行う（２０４
）。
【０２１４】
　（サービスの類型３：ＰａａＳ利用型）
　図４は、サービスの類型３（ＰａａＳ利用型）を示す。ここでＰａａＳとはプラットフ
ォーム・アズ・ア・サービスの略であり、ソフトウェアを構築及び稼動させるための土台
となるプラットフォームを、インターネット経由のサービスとして提供するクラウドサー
ビス提供モデルである。
【０２１５】
　本類型では、データセンタ運営会社１１０は、ＯＳ２０２を管理し、データセンタ２０
３（クラウドサーバ１１１）を運営、管理している。また、サービスプロバイダ１２０は
、アプリケーション２０１を管理する。サービスプロバイダ１２０は、データセンタ運営
会社が管理するＯＳ２０２及びサービスプロバイダ１２０が管理するアプリケーション２
０１を用いてサービス提供を行う（２０４）。
【０２１６】
　（サービスの類型４：ＳａａＳ利用型）
　図５は、サービスの類型４（ＳａａＳ利用型）を示す。ここでＳａａＳとはソフトウェ
ア・アズ・ア・サービスの略である。例えばデータセンタ（クラウドサーバ）を保有して
いるプラットフォーム提供者が提供するアプリケーションを、データセンタ（クラウドサ
ーバ）を保有していない会社・個人（利用者）がインターネットなどのネットワーク経由
で使用できる機能を有するクラウドサービス提供モデルである。
【０２１７】
　本類型では、データセンタ運営会社１１０は、アプリケーション２０１を管理し、ＯＳ
２０２を管理し、データセンタ２０３（クラウドサーバ１１１）を運営、管理している。
また、サービスプロバイダ１２０は、データセンタ運営会社１１０が管理するＯＳ２０２
及びアプリケーション２０１を用いてサービス提供を行う（２０４）。
【０２１８】
　以上いずれの類型においても、サービスプロバイダ１２０がサービス提供行為を行った
ものとする。また例えば、サービスプロバイダ若しくはデータセンタ運営会社は、ＯＳ、
アプリケーション若しくはビックデータのデータベース等を自ら開発してもよいし、また
、第三者に外注させてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０２１９】
　本開示の一態様に係る空調制御システムは、睡眠時の空調機器の制御をユーザが容易に
行うことができる。故に本開示にかかる空調制御システムは、生活家電産業において高い
利用可能性を持つ。
【符号の説明】
【０２２０】
　６０１　　操作端末
　６０２　　空調機器
　６０３　　家電制御サーバ
　６１１　　画面ＵＩ制御部
　６１２　　空調実行部
　６１３、６２１　　通信部
　６１４　　空調設定画面生成部
　６１５　　体動計測部
　６１６　　空調設定情報ＤＢ
　６１７　　体動情報ＤＢ
　６２２　　空調制御部
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　６３１　　機器制御部
　６３２　　機器管理ＤＢ

【図１Ａ】 【図１Ｂ】

【図１Ｃ】
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【図２】 【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２８】

【図２９】 【図３０】



(39) JP 2015-99007 A 2015.5.28

【図１０】
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【図１５】
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【図２５】
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【図２６】

【図２７】
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