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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機器を管理する機器管理装置であって、
　ユーザ要望と前記機器と当該機器が当該ユーザ要望に適した動作状態になるための制御
条件との対応関係を記憶する記憶部と、
　前記ユーザ要望の入力操作を受け付ける第１の操作部と、
　前記記憶部に記憶されている前記対応関係において、前記第１の操作部で受け付けられ
た前記ユーザ要望に対応する前記機器の中から、前記制御条件を満たしていない前記機器
を選択する選択部と、
　前記選択部で選択された前記機器を報知する報知部と
　を備えることを特徴とする機器管理装置。
【請求項２】
　前記報知部で報知された前記機器に対する制御内容の入力操作を受け付ける第２の操作
部と、
　前記第２の操作部で受け付けられた前記制御内容に従って、前記報知部で報知された前
記機器を制御する機器制御部と
　をさらに備えることを特徴とする請求項１記載の機器管理装置。
【請求項３】
　前記第２の操作部は、前記機器の前記制御条件を満たす範囲で前記制御内容の入力操作
を受け付けることを特徴とする請求項２記載の機器管理装置。
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【請求項４】
　現在時刻を取得する時刻取得部をさらに備え、
　前記記憶部は、予め決められた時間帯ごとに前記対応関係を記憶し、
　前記選択部は、前記現在時刻を含む前記時間帯の前記対応関係において、前記第１の操
作部で受け付けられた前記ユーザ要望に対応する前記機器の中から、前記制御条件を満た
していない前記機器を選択する
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の機器管理装置。
【請求項５】
　現在日付を取得する日付取得部をさらに備え、
　前記記憶部は、予め決められた期間ごとに前記対応関係を記憶し、
　前記選択部は、前記現在日付を含む前記期間の前記対応関係において、前記第１の操作
部で受け付けられた前記ユーザ要望に対応する前記機器の中から、前記制御条件を満たし
ていない前記機器を選択する
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の機器管理装置。
【請求項６】
　省エネモードを設定する設定部をさらに備え、
　前記記憶部は、前記省エネモードの設定時に前記機器が制御可能か否かを示す識別情報
を前記対応関係に対応付けて記憶し、
　前記選択部は、前記省エネモードの設定時に、前記第１の操作部で前記ユーザ要望が受
け付けられた場合、前記識別情報を参照し、当該省エネモードの設定時に制御可能な前記
機器の中から、前記制御条件を満たしていない前記機器を選択する
　ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の機器管理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機器を管理する機器管理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の機器を管理する従来の装置として、特許文献１には、複数の機器をエリアごとに
分類した機器情報テーブルを用いて各機器を制御する装置が開示されている。例えば「寝
室を明るくしたい」のであれば、特許文献１に記載された装置は、ユーザの操作によって
、エリア選択の画面から「寝室」を選択し、さらに、デバイス選択の画面から、上記機器
情報テーブルにおいて「寝室」に対応付けられた「照明機器」を選択する。その後、特許
文献１に記載された装置は、選択した照明機器の明るさレベルが現状よりも高くなるよう
に上記照明機器を制御する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－３０９４５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１に記載された従来の装置では、ユーザの周囲環境（例えば住環境
など）をユーザの望む環境にするには、複数の機器の中から、制御内容を変更する機器を
選択する必要がある。複数の機器の中には、ユーザの望む環境に適した動作状態になって
いない機器がある一方、既にユーザの望む環境に適した動作状態になっている機器もある
。ところが、ユーザは、どの機器がユーザの望む環境に適した動作状態になっていないの
かがわからない。このため、ユーザは複数の機器の制御内容を順に変更させながら、ユー
ザの周囲環境がユーザの望む環境になるかどうかを確かめなければならず、時間も労力も
要する。
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【０００５】
　本発明は上記の点に鑑みて為された発明であり、本発明の目的は、ユーザの周囲環境を
容易にユーザの望む環境にすることができる機器管理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の機器管理装置は、機器を管理する機器管理装置であって、ユーザ要望と前記機
器と当該機器が当該ユーザ要望に適した動作状態になるための制御条件との対応関係を記
憶する記憶部と、前記ユーザ要望の入力操作を受け付ける第１の操作部と、前記記憶部に
記憶されている前記対応関係において、前記第１の操作部で受け付けられた前記ユーザ要
望に対応する前記機器の中から、前記制御条件を満たしていない前記機器を選択する選択
部と、前記選択部で選択された前記機器を報知する報知部とを備えることを特徴とする。
【０００７】
　この機器管理装置において、前記報知部で報知された前記機器に対する制御内容の入力
操作を受け付ける第２の操作部と、前記第２の操作部で受け付けられた前記制御内容に従
って、前記報知部で報知された前記機器を制御する機器制御部とをさらに備えることが好
ましい。
【０００８】
　この機器管理装置において、前記第２の操作部は、前記機器の前記制御条件を満たす範
囲で前記制御内容の入力操作を受け付けることが好ましい。
【０００９】
　この機器管理装置において、現在時刻を取得する時刻取得部をさらに備え、前記記憶部
は、予め決められた時間帯ごとに前記対応関係を記憶し、前記選択部は、前記現在時刻を
含む前記時間帯の前記対応関係において、前記第１の操作部で受け付けられた前記ユーザ
要望に対応する前記機器の中から、前記制御条件を満たしていない前記機器を選択するこ
とが好ましい。
【００１０】
　この機器管理装置において、現在日付を取得する日付取得部をさらに備え、前記記憶部
は、予め決められた期間ごとに前記対応関係を記憶し、前記選択部は、前記現在日付を含
む前記期間の前記対応関係において、前記第１の操作部で受け付けられた前記ユーザ要望
に対応する前記機器の中から、前記制御条件を満たしていない前記機器を選択することが
好ましい。
【００１１】
　この機器管理装置において、省エネモードを設定する設定部をさらに備え、前記記憶部
は、前記省エネモードの設定時に前記機器が制御可能か否かを示す識別情報を前記対応関
係に対応付けて記憶し、前記選択部は、前記省エネモードの設定時に、前記第１の操作部
で前記ユーザ要望が受け付けられた場合、前記識別情報を参照し、当該省エネモードの設
定時に制御可能な前記機器の中から、前記制御条件を満たしていない前記機器を選択する
ことが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の機器管理装置は、ユーザの周囲環境がユーザの望む環境になければ、ユーザ要
望に適した動作状態になるための制御条件を満たしていない機器を複数の機器の中から選
択して報知する。これにより、報知された機器に対する制御内容をユーザが入力し、上記
機器が上記制御内容に従って動作することによって、制御条件を満たしていない機器のみ
を制御対象として考慮して容易にユーザの周囲環境をユーザの望む環境にすることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】機器管理装置の構成を示すブロック図である。
【図２】機器の属性を示す図である。
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【図３】機器管理装置で用いられる機器テーブルを示す図である。
【図４】機器管理装置で用いられる基準値テーブルを示す図である。
【図５】基本形態に係る機器管理装置における表示画面であって、（ａ）はメニュー画面
を示す図、（ｂ）は希望状態選択画面を示す図、（ｃ）は「明るくしたい」が選択された
場合の設定画面を示す図、（ｄ）は「静かにしたい」が選択された場合の設定画面を示す
図である。
【図６】実施形態１に係る機器管理装置で用いられる対応テーブルを示す図である。
【図７】実施形態１に係る機器管理装置における表示画面であって、（ａ）はメニュー画
面を示す図、（ｂ）は希望状態選択画面を示す図、（ｃ）はイベント通知画面を示す図、
（ｄ）は設定画面を示す図である。
【図８】実施形態１に係る機器管理装置の動作を示すシーケンス図である。
【図９】実施形態２に係る機器管理装置で用いられる対応テーブルを示す図である。
【図１０】実施形態３に係る機器管理装置で用いられる対応テーブルを示す図である。
【図１１】実施形態４に係る機器管理装置で用いられる対応テーブルを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下の各実施形態の機器管理装置は、ユーザ要望を受け付けると、上記ユーザ要望に予
め対応付けられている機器の中から、所定の制御条件（後述）を満たしていない機器を選
択して報知する。すなわち、各実施形態の機器管理装置は、受け付けたユーザ要望に対応
付けられている機器の全てを報知するのではなく、所定の制御条件を満たしていない機器
のみを選択して報知する。これにより、既に制御条件を満たしている機器を考慮しなくて
もよいので、容易にユーザの周囲環境をユーザの望む環境にすることができる。以下、基
本形態および実施形態１～４について図面を用いて説明する。
【００１５】
　（基本形態）
　まず、各実施形態の基本となる形態について説明する。本基本形態に係る機器管理装置
は、図１に示すように、ユーザインタフェースとしての機能を有する表示操作装置１と、
複数（図示例では２台）の機器３を制御する制御装置２とを備えている。
【００１６】
　機器３は、例えば照明機器（調光照明機器を含む）・電動ブラインド・電動カーテン・
テレビ・映像再生機器（例えばＤＶＤプレーヤ）・サウンドパネル・電気錠・空調機器な
どである。また、機器３の他の例としては、空気清浄機・除湿機・サーキュレータ・ＩＨ
（Induction Heating）調理器・各種センサ（警報センサ・火災センサ・ガスセンサ・Ｃ
Ｏ２センサ）・Ｗｅｂカメラ・マッサージチェア・バス（浴槽の設定温度変更用）などが
ある。なお、機器３は、上記の機器に限定されず、上記以外の機器であってもよい。
【００１７】
　各機器３には、各種のプロパティ（属性）が予め付与されている。具体的には、図２に
示すように、機器名称と場所名称と第１の要望（第１のアンビエントプロパティ）と第２
の要望（第２のアンビエントプロパティ）と動作値（プロパティ値）とが各機器３に付与
されている。動作値は、機器３の現在の動作状態を表わす値である。
【００１８】
　場所名称は、機器３が配置される場所の名称である。機器３が配置される場所としては
、例えば寝室・リビング・キッチン・子供部屋・浴室などがある。なお、機器３が配置さ
れる場所は、上記の場所に限定されず、上記以外の場所であってもよい。
【００１９】
　第１の要望と第２の要望とでユーザ要望を構成する。ユーザ要望は、ユーザが建物内で
設定したい環境に関する要望である。第１の要望は、例えば「安心・安全」・「快適」・
「便利」・「雰囲気」などであり、ユーザの要望を表わす。第２の要望は、例えば「明る
さ」・「静けさ」・「戸締り」・「湿度」などであり、第１の要望を満たすために調整が
必要な事項を表わす。なお、ユーザ要望は、上記の事項に限定されず、用途や流行などに
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応じて好ましい事項が設定される。
【００２０】
　第１の要望の各々には、第２の要望が対応付けられている。例えば、第１の要望「安心
・安全」には、第２の要望「戸締り」・「警報状態」・「モニタ監視」などが対応付けら
れている。第１の要望「快適」には、第２の要望「明るさ」・「静けさ」・「温度」・「
湿度」などが対応付けられている。第１の要望「便利」には、第２の要望「連動制御」な
どが対応付けられている。第１の要望「雰囲気」には、第２の要望「癒し」・「リラック
ス」・「ムード」などが対応付けられている。なお、「連動制御」とは、例えば一括制御
・各種シーン制御など、所定のプログラムに従って複数の機器３を連動させる制御という
。各種シーン制御としては、お出かけモード制御・おやすみモード制御などがある。
【００２１】
　また、第２の要望には、機器３が対応付けられている。例えば、第２の要望「戸締り」
には、電気錠が対応付けられている。第２の要望「警報状態」には、ＩＨ調理器・各種セ
ンサ（警報センサ・火災センサ・ガスセンサ・ＣＯ２センサ）などが対応付けられている
。第２の要望「モニタ監視」には、Ｗｅｂカメラなどが対応付けられている。第２の要望
「明るさ」には、照明機器・電動ブラインド・電動カーテンなどが対応付けられている。
第２の要望「静けさ」には、テレビ・映像再生機器・サウンドパネル・空気清浄機などが
対応付けられている。第２の要望「温度」には、空調機器・サーキュレータなどが対応付
けられている。第２の要望「湿度」には、除湿機・空気清浄機（除湿機能付）などが対応
付けられている。第２の要望「連動制御」には、連動制御アプリに対応した機器３が対応
付けられている。第２の要望「癒し」には、マッサージチェア・バス（浴槽の設定温度変
更用）などが対応付けられている。第２の要望「リラックス」には、バス（浴槽の設定温
度変更用）・照明機器・テレビ・映像再生機器・サウンドパネルなどが対応付けられてい
る。第２の要望「ムード」には、照明機器・テレビ・映像再生機器・サウンドパネルなど
が対応付けられている。
【００２２】
　図４に示すように、第１の要望と第２の要望との組み合わせが取り得る動作値の基準値
が設定されている。図４に示す基準値テーブル４は、第１の要望を表わす第１の要望項目
４１と、第２の要望を表わす第２の要望項目４２と、動作値の基準値を表わす基準値項目
４３とを有している。基準値項目４３は、可変値の範囲を表わす可変値項目４４と、固定
値を表わす固定値項目４５とを有している。さらに、可変値項目４４は、最大値を表わす
最大値項目４６と、最小値を表わす最小値項目４７とを有している。
【００２３】
　例えば最大値が１００、最小値が０である場合、機器３は０～１００の値を取ることが
できる。ただし、機器３の制御がＯＮとＯＦＦまたは開と閉の２つしかない場合、機器３
は２値（例えば０と１００）のみを取る。他の例として、最大値が３０、最小値が０の場
合、機器３は０～３０の値を取ることができる。ただし、機器３の制御がＯＮとＯＦＦま
たは開と閉の２つしかない場合、機器３は２値（例えば０と３０）のみを取る。
【００２４】
　図１に示す制御装置２は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit：中央処理装置）
およびメモリが搭載されたコンピュータ（マイクロコンピュータを含む）を主構成要素と
する装置である。この制御装置２は、記憶部２１と、表示操作制御部２２と、選択部２３
と、機器制御部２４とを備えている。
【００２５】
　記憶部２１は、各種の情報を記憶している。具体的には、記憶部２１は、各機器３の属
性（図２参照）と基準値テーブル４（図４参照）と後述の機器テーブル５（図３参照）と
を記憶している。
【００２６】
　機器テーブル５は、図３に示すように、機器名称を表わす機器項目５１と、場所名称を
表わす場所項目５２と、第１の要望を表わす第１の要望項目５３と、第２の要望を表わす
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第２の要望項目５４と、機器３の動作値を表わす動作値項目５５とを有している。機器項
目５１には、機器３の名称が格納されている。場所項目５２には、機器３が配置される場
所の名称が格納されている。第１の要望項目５３には、第１の要望が格納されている。第
２の要望項目５４には、第２の要望が格納されている。動作値項目５５には、基準値テー
ブル４に規定された基準値の範囲内の値が格納されている。例えば、動作値項目５５には
、０～１００の中の可変値が格納されていたり、「施錠」などの固定値が格納されていた
りする。ただし、ＯＮとＯＦＦの制御、開と閉の制御の場合、動作値項目５５には、２値
（例えば０と１００）のいずれかのみが格納されている。
【００２７】
　なお、図１に示す記憶部２１は、各機器３の属性と基準値テーブル４と機器テーブル５
との他に、制御装置２（コンピュータ）が各種の機能を実行するためのプログラムを格納
している。すなわち、記憶部２１は、制御装置２を記憶部２１、表示操作制御部２２、選
択部２３および機器制御部２４として機能させるためのプログラムを格納している。
【００２８】
　表示操作制御部２２は、表示操作装置１に入力された入力内容を取得する取得機能と、
表示操作装置１へ各種情報を表示させる表示制御機能とを有している。
【００２９】
　選択部２３は、機器テーブル５において、表示操作装置１に入力されたユーザ要望（第
１の要望と第２の要望との組み合わせ）に対応付けられている機器３を選択する。
【００３０】
　機器制御部２４は、ユーザ要望に対応付けられている機器３を、ユーザの指定した制御
内容に従って制御する。
【００３１】
　表示操作装置１は、例えば可搬型の端末などであり、各種情報を表示する表示部（報知
部）１１と、ユーザの入力操作を受け付ける操作部（第１の操作部・第２の操作部）１２
とを備えている。表示部１１は、例えば液晶ディスプレイ・有機ＥＬ（Electro Luminesc
ence）ディスプレイなどである。操作部１２は、例えばタッチパネル・複数のボタンなど
である。以下、操作部１２がタッチパネルである場合について説明する。
【００３２】
　表示部１１は、表示操作制御部２２の指示に従って、場所画面（図示せず）とメニュー
画面６１（図５（ａ）参照）と希望状態選択画面６２（図５（ｂ）参照）と設定画面６３
（図５（ｃ）（ｄ）参照）とを表示する。
【００３３】
　図５（ａ）に示すメニュー画面６１は、例えば寝室・リビングなどの場所ごとに形成さ
れている。例えば寝室に対応するメニュー画面６１上には、「安心・安全」・「快適」・
「便利」・「雰囲気」という第１の要望に対応する複数のボタン６１１が表示されている
。
【００３４】
　図５（ｂ）に示す希望状態選択画面６２は、メニュー画面６１の各ボタン６１１に対応
している。すなわち、希望状態選択画面６２は、第１の要望に対応している。例えば「快
適」に対応する希望状態選択画面６２上には、「明るくしたい」・「湿度を下げたい」・
「静かにしたい」の各ボタン６２１が表示されている。「明るくしたい」は、「明るさ」
という第２の要望に対応している。「湿度を下げたい」は、「湿度」という第２の要望に
対応している。「静かにしたい」は、「静けさ」という第２の要望に対応している。また
、「安心・安全」に対応する希望状態選択画面上には、図示しないが、「戸締りをするこ
と」のボタンがある。「戸締りをすること」は、「戸締り」という第２の要望に対応して
いる。
【００３５】
　図５（ｃ）（ｄ）に示す設定画面６３は、メニュー画面６１で選択されたボタン６１１
と、希望状態選択画面６２で選択されたボタン６２１との組み合わせに対応する画面であ
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る。すなわち、設定画面６３は、メニュー画面６１で選択された第１の要望と、希望状態
選択画面６２で選択された第２の要望との組み合わせに対応付けられている機器３を表示
する。設定画面６３上には、機器３ごとに機器３の動作を変更するためのボタン６３１が
表示されている。
【００３６】
　次に、本基本形態に係る機器管理装置の動作について図１を用いて説明する。まず、制
御装置２の表示操作制御部２２は、場所画面（図示せず）を表示するように表示操作装置
１を制御する。表示操作装置１の表示部１１は、表示操作制御部２２の指示に従って、場
所画面を表示する。その後、操作部１２は、場所画面を見たユーザによる場所選択の入力
操作を受け付ける。
【００３７】
　表示操作制御部２２は、ユーザの場所選択の入力内容を取得すると、上記入力内容に対
応するメニュー画面６１（図５（ａ）参照）を表示するように表示操作装置１を制御する
。表示部１１は、表示操作制御部２２の指示に従って、メニュー画面６１を表示する。そ
の後、操作部１２は、メニュー画面６１を見たユーザの第１の要望（メニュー選択）の入
力操作を受け付ける。
【００３８】
　表示操作制御部２２は、ユーザのメニュー選択の入力内容を取得すると、上記入力内容
に対応する希望状態選択画面６２（図５（ｂ）参照）を表示するように表示操作装置１を
制御する。表示部１１は、表示操作制御部２２の指示に従って、希望状態選択画面６２を
表示する。その後、操作部１２は、希望状態選択画面６２を見たユーザの第２の要望（希
望状態選択）の入力操作を受け付ける。
【００３９】
　ユーザの希望状態選択画面６２の入力内容を表示操作制御部２２が受け付けると、選択
部２３は、記憶部２１に記憶されている機器テーブル５において、これまでに操作部１２
で受け付けられたユーザ要望に対応付けられている機器３を選択する。
【００４０】
　表示操作制御部２２は、選択部２３で選択された機器３を表示するように表示操作装置
１を制御する。表示部１１は、表示操作制御部２２の指示に従って、選択部２３で選択さ
れた機器３を表示する（図５（ｃ）（ｄ）参照）。
【００４１】
　その後、操作部１２は、表示操作装置１の表示部１１で表示された機器３に対する制御
内容の入力操作を上記機器３の可変値の範囲で受け付ける。表示操作制御部２２が制御内
容を取得すると、機器制御部２４は、操作部１２で受け付けられた制御内容に従って、表
示部１１に表示された機器３を制御する。
【００４２】
　例えば、ユーザがメニュー画面６１で「快適」を選択し、画面遷移後の希望状態選択画
面６２で「明るくしたい」を選択すると、設定画面６３は、図５（ｃ）に示すように、第
１の要望「快適」と第２の要望「明るさ」とが付与された機器３を表示する。また、ユー
ザがメニュー画面６１で「快適」を選択し、画面遷移後の希望状態選択画面６２で「静か
にしたい」を選択すると、設定画面６３は、図５（ｄ）に示すように、第１の要望「快適
」と第２の要望「静けさ」とが付与された機器３を表示する。このとき、設定画面６３に
表示される機器３の動作値は、図３の機器テーブル５に格納された動作値を取ることにな
る。そして、ユーザは、設定画面６３から機器３を指定して機器３の動作を変更すること
ができる。
【００４３】
　以上説明した本基本形態に係る機器管理装置では、ユーザ要望（第１の要望と第２の要
望との組み合わせ）に対応付けられた全ての機器３を選択して報知し、さらに制御するこ
とができる。
【００４４】
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　ところで、本基本形態の機器管理装置は、ユーザ要望に対応付けられている全ての機器
３を表示するため、ユーザ要望に対応付けられている機器３の中から、ユーザ要望を満足
していない機器３を選択して表示することができない。そこで、以下の実施形態１～４で
は、ユーザ要望に対応付けられている機器３の中から、ユーザ要望を満足していない機器
３を選択して表示する機器管理装置について説明する。
【００４５】
　（実施形態１）
　実施形態１に係る機器管理装置は、ユーザ要望に対応付けられている機器３の中から、
ユーザ要望を満足していない機器３を選択して表示する点で、基本形態に係る機器管理装
置と相違する。以下、本実施形態の機器管理装置について説明する。なお、基本形態の機
器管理装置と同様の構成要素については、同一の符号を付して説明を省略する。
【００４６】
　本実施形態の制御装置２は、図１に示すように、基本形態の制御装置２と同様に、記憶
部２１と、表示操作制御部２２と、選択部２３と、機器制御部２４とを備えている。
【００４７】
　本実施形態の記憶部２１は、図６に示す対応テーブル７を記憶している。対応テーブル
７は、ユーザ要望（第１の要望と第２の要望との組み合わせ）と所定の制御条件との対応
関係を表わすテーブルである。ユーザ要望と機器３との対応関係は機器テーブル５（図３
参照）に示されている。所定の制御条件とは、機器３がユーザ要望に適した動作状態にな
るための条件である。すなわち、上記制御条件とは、ユーザ要望を満足するように機器３
が動作するときの機器３の動作値の範囲を規定した条件である。
【００４８】
　対応テーブル７は、図６に示すように、第１の要望項目７１と、第２の要望項目７２と
、第２の要望項目７２に対する基準値を表わす基準値項目７３とを有している。基準値項
目７３としては、「大」に向けた基準値を表わす第１の基準値項目７４と、「小」に向け
た基準値を表わす第２の基準値項目７５と、固定値を表わす第３の基準値項目７６とがあ
る。「大」に向けた基準値とは、例えば照明の場合において明るくしたいときに用いられ
る値である。一方、「小」に向けた基準値とは、例えば照明の場合において暗くしたいと
きに用いられる値である。また、例えば音量の場合、「大」に向けた基準値とは、音量を
大きくしたいときに用いられる値である。一方、「小」に向けた基準値とは、音量を小さ
くしたいときに用いられる値である。
【００４９】
　第２の要望が「大」の方向である場合の制御条件は、機器３の動作値が第１の基準値項
目７４の基準値よりも大きいことである。例えば第２の要望「明るさ」を明るくする場合
、機器３の動作値が第１の基準値項目７４の基準値よりも大きいと、機器３は制御条件を
満たしているといえる。一方、機器３の動作値が第１の基準値項目７４の基準値以下であ
ると、機器３は制御条件を満たしていないといえる。
【００５０】
　第２の要望が「小」の方向である場合の制御条件は、機器３の動作値が第２の基準値項
目７５の基準値未満のことである。例えば第２の要望「明るさ」を暗くする場合、機器３
の動作値が第２の基準値項目７５の基準値未満であると、機器３は制御条件を満たしてい
るといえる。一方、機器３の動作値が第２の基準値項目７５の基準値以上であると、機器
３は制御条件を満たしていないといえる。
【００５１】
　本実施形態の選択部２３は、対応テーブル７において、ユーザ要望に対応付けられてい
る機器３の中から、制御条件を満たしていない機器３を選択する。
【００５２】
　本実施形態の表示操作装置１において、表示部１１は、場所画面（図示せず）とメニュ
ー画面６１（図７（ａ）参照）と希望状態選択画面６２（図７（ｂ）参照）とイベント通
知画面６４（図７（ｃ）参照）と設定画面６５（図７（ｄ）参照）とを表示する。
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【００５３】
　図７（ａ）に示すメニュー画面６１は、例えば寝室・リビングなどの場所ごとに形成さ
れている。例えば寝室に対応するメニュー画面６１上には、「安心・安全」・「快適」・
「便利」・「雰囲気」という第１の要望に対応する複数のボタン６１１が表示されている
。
【００５４】
　図７（ｂ）に示す希望状態選択画面６２は、メニュー画面６１の各ボタン６１１に対応
している。すなわち、希望状態選択画面６２は、第１の要望に対応している。例えば「快
適」に対応する希望状態選択画面６２上には、「明るくしたい」・「湿度を下げたい」・
「静かにしたい」の各ボタン６２１が表示されている。「明るくしたい」は、「明るさ」
という第２の要望に対応している。「湿度を下げたい」は、「湿度」という第２の要望に
対応している。「静かにしたい」は、「静けさ」という第２の要望に対応している。また
、「安心・安全」に対応する希望状態選択画面上には、図示しないが、「戸締りをするこ
と」のボタンがある。「戸締りをすること」は、「戸締り」という第２の要望に対応して
いる。
【００５５】
　図７（ｃ）に示すイベント通知画面６４は、メニュー画面６１で選択されたボタン６１
１と、希望状態選択画面６２で選択されたボタン６２１との組み合わせに対応する画面で
ある。すなわち、イベント通知画面６４は、メニュー画面６１で選択された第１の要望と
、希望状態選択画面６２で選択された第２の要望との組み合わせに対応付けられている機
器３のうち、制御条件を満たしていない機器３を表示する。イベント通知画面６４上には
、機器３の動作変更をするか否かを選択するためのボタン６４１が表示されている。
【００５６】
　図７（ｄ）に示す設定画面６５では、ユーザの制御内容の入力を受け付ける。設定画面
６５上には、機器３の動作を変更するためのボタン６５１が表示されている。
【００５７】
　次に、本実施形態に係る機器管理装置の動作について図８を用いて説明する。まず、制
御装置２の表示操作制御部２２は、場所画面（図示せず）を表示するように表示操作装置
１を制御する（Ｓ１）。表示操作装置１の表示部１１は、表示操作制御部２２の指示に従
って、場所画面を表示する（Ｓ２）。その後、操作部１２は、場所画面を見たユーザによ
る場所選択の入力操作を受け付ける（Ｓ３）。
【００５８】
　表示操作制御部２２は、ユーザの場所選択の入力内容を取得すると（Ｓ４）、上記入力
内容に対応するメニュー画面６１（図７（ａ）参照）を決定し（Ｓ５）、決定したメニュ
ー画面６１を表示するように表示操作装置１を制御する（Ｓ６）。表示部１１は、表示操
作制御部２２の指示に従って、メニュー画面６１を表示する（Ｓ７）。その後、操作部１
２は、メニュー画面６１を見たユーザの第１の要望（メニュー選択）の入力操作を受け付
ける（Ｓ８）。
【００５９】
　表示操作制御部２２は、ユーザのメニュー選択の入力内容を取得すると（Ｓ９）、上記
入力内容に対応する希望状態選択画面６２（図７（ｂ）参照）を決定し（Ｓ１０）、決定
した希望状態選択画面６２を表示するように表示操作装置１を制御する（Ｓ１１）。表示
部１１は、表示操作制御部２２の指示に従って、希望状態選択画面６２を表示する（Ｓ１
２）。その後、ユーザが操作し、操作部１２は、希望状態選択画面６２を見たユーザの第
２の要望（希望状態選択）の入力操作を受け付ける（Ｓ１３）。
【００６０】
　ユーザの希望状態選択画面６２の入力内容を表示操作制御部２２が受け付けると（Ｓ１
４）、選択部２３は、記憶部２１に記憶されている対応テーブル７（図６参照）において
、操作部１２で受け付けられた第２の要望に対応している機器３の中から、制御条件を満
たしていない機器３を選択する（Ｓ１５）。
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【００６１】
　表示操作制御部２２は、選択部２３で選択された機器３をイベント通知画面６４（図７
（ｃ）参照）にて表示するように表示操作装置１を制御する（Ｓ１６）。表示部１１は、
表示操作制御部２２の指示に従って、選択部２３で選択された機器３をイベント通知画面
６４にて表示する（Ｓ１７）。その後、操作部１２は、機器制御を行うか否かの意思表示
を受け付ける（Ｓ１８）。
【００６２】
　表示操作制御部２２は、ユーザの意思表示を受け付けると（Ｓ１９）、設定画面６５（
図７（ｄ）参照）を表示するように表示操作装置１を制御する（Ｓ２０）。表示部１１は
、表示操作制御部２２の指示に従って、設定画面６５を表示する（Ｓ２１）。その後、操
作部１２は、表示部１１に表示された機器３に対する制御内容（設定値）の入力操作を上
記機器３の制御条件を満たす範囲で受け付ける（Ｓ２２）。表示操作制御部２２が制御内
容を取得すると（Ｓ２３）、機器制御部２４は、操作部１２で受け付けられた制御内容に
従って、表示部１１で表示された機器３を制御する（Ｓ２４）。
【００６３】
　例えばユーザがメニュー画面６１で「快適」を選択し、画面遷移後の希望状態選択画面
６２で「明るくしたい」を選択すると、制御装置２は、第２の要望が「明るさ」であって
動作値が「４０」以下である機器３を検索する。該当する機器３があれば、制御装置２は
、上記機器３を選択する。表示操作装置１は、制御装置２で選択された機器３をイベント
通知画面６４にて表示する。イベント通知画面６４において、ユーザが「はい」を選択す
ると、イベント通知対象となる機器３の設定画面６５に遷移し、機器３の動作を変更する
ことができる。これにより、ユーザの主観的判断を仰ぐことができる。
【００６４】
　他の例として、ユーザがメニュー画面６１で「快適」を選択し、画面遷移後の希望状態
選択画面６２で「静かにしたい」を選択すると、制御装置２は、第２の要望が「静けさ」
であって動作値が「５０」以上である機器３を検索する。該当する機器３があれば、制御
装置２は、上記機器３を選択する。表示操作装置１は、制御装置２で選択された機器３を
表示する。イベント通知画面６４において、ユーザの操作に応じて、イベント通知対象と
なる機器３の設定画面６５に遷移し、機器３の動作を変更することができる。
【００６５】
　以上説明した本実施形態の機器管理装置は、ユーザの周囲環境がユーザの望む環境にな
ければ、ユーザ要望に適した動作状態になるための制御条件を満たしていない機器３を複
数の機器３の中から選択して報知する。これにより、報知された機器３に対する制御内容
をユーザが入力し、上記機器３が上記制御内容に従って動作することによって、制御条件
を満たしていない機器３のみを制御対象として考慮して容易にユーザの周囲環境をユーザ
の望む環境にすることができる。
【００６６】
　また、本実施形態の機器管理装置では、ユーザが制御内容を知らない状態で機器３を自
動的に制御するのではなく、ユーザの主観判断を考慮して機器３を制御することができる
。
【００６７】
　なお、機器管理装置は、イベント通知画面６４（図７（ｃ）参照）までの画面遷移に留
まってもよい。すなわち、機器管理装置は、設定画面６５（図７（ｄ）参照）を表示する
機能を有していなくてもよい。この場合であっても、制御条件（ユーザ要望に適した動作
状態になるための条件）を満たしていない機器３のみをユーザに知らせることができる。
【００６８】
　（実施形態２）
　実施形態２に係る機器管理装置は、時間帯ごとにユーザ要望と機器３と制御条件との対
応関係が異なる点で、実施形態１に係る機器管理装置と相違する。なお、実施形態１の機
器管理装置と同様の構成要素については、同一の符号を付して説明を省略する。
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【００６９】
　本実施形態の記憶部２１は、図９に示すように、予め決められた時間帯ごとに異なる対
応関係を示す対応テーブル７ａを記憶している。なお、実施形態１の記憶部２１と同様の
機能については説明を省略する。
【００７０】
　本実施形態の対応テーブル７ａは、図９に示すように、時間帯を表わす時間帯項目７７
をさらに有している。時間帯項目７７には、例えば「朝」・「昼」・「晩」などの時間帯
が格納されている。なお、ユーザ要望（第１の要望および第２の要望との組み合わせ）に
よっては時間帯が設定されていなくてもよい。ユーザ要望が時間帯に依存しない場合、時
間帯項目７７には、全ての時間帯を表わす「ＡＬＬ」が格納されている。なお、実施形態
１の対応テーブル７（図６参照）と同様の機能については説明を省略する。
【００７１】
　また、本実施形態の制御装置２は、図１に示すように、現在時刻および現在日付を取得
する取得部２５をさらに備えている。取得部２５は、時計部８から現在時刻を取得する。
時計部８は、例えばリアルタイムクロック（ＲＴＣ：Real Time Clock）などである。
【００７２】
　本実施形態の選択部２３は、現在時刻を含む時間帯の対応関係において、操作部１２で
受け付けられたユーザ要望に対応する機器３の中から、制御条件を満たしていない機器３
を選択する。すなわち、選択部２３は、現在時刻が時間帯項目７７の時間帯に含まれてい
る機器３の中から、制御条件を満たしていない機器３を選択する。なお、実施形態１の選
択部２３と同様の機能については説明を省略する。
【００７３】
　本実施形態の操作部１２は、選択部２３で選択された機器３、すなわち、現在時刻を含
む時間帯の対応関係において、制御条件を満たしていない機器３について、制御条件を満
たす範囲で制御内容の入力操作を受け付ける。なお、実施形態１の操作部１２と同様の機
能については説明を省略する。
【００７４】
　以上説明した本実施形態の機器管理装置では、時間帯ごとにユーザの望む環境が異なっ
ていても、時間帯に応じた機器通知（イベント通知）および機器制御を行うことができる
。
【００７５】
　なお、本実施形態の機器管理装置の動作は、時間帯を考慮する点を除いて実施形態１の
機器管理装置の動作と同様である。
【００７６】
　（実施形態３）
　実施形態３に係る機器管理装置は、季節ごとにユーザ要望と機器３と制御条件との対応
関係が異なる点で、実施形態２に係る機器管理装置と相違する。なお、実施形態２の機器
管理装置と同様の構成要素については、同一の符号を付して説明を省略する。
【００７７】
　本実施形態の記憶部２１は、図１０に示すように、予め決められた季節帯（期間）ごと
に異なる対応関係を示す対応テーブル７ｂを記憶している。なお、実施形態２の記憶部２
１と同様の機能については説明を省略する。
【００７８】
　本実施形態の対応テーブル７ｂは、図１０に示すように、季節帯を表わす季節帯項目７
８をさらに有している。季節帯項目７８には、例えば「春」・「夏」・「秋」・「冬」な
どの季節帯が格納されている。なお、ユーザ要望（第１の要望と第２の要望との組み合わ
せ）によっては季節帯が設定されていなくてもよい。ユーザ要望が季節帯に依存しない場
合、季節帯項目７８には、全ての季節帯を表わす「ＡＬＬ」が格納されている。なお、実
施形態２の対応テーブル７ａ（図９参照）と同様の機能については説明を省略する。
【００７９】
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　本実施形態の選択部２３は、現在日付を含む季節帯（期間）の対応関係において、操作
部１２で受け付けられたユーザ要望に対応する機器３の中から、制御条件を満たしていな
い機器３を選択する。すなわち、選択部２３は、現在日付が季節帯項目７８の季節帯に含
まれている機器３の中から、制御条件を満たしていない機器３を選択する。なお、実施形
態２の選択部２３と同様の機能については説明を省略する。
【００８０】
　本実施形態の操作部１２は、選択部２３で選択された機器３、すなわち、現在日付を含
む季節帯の対応関係において、制御条件を満たしてない機器３について、制御条件を満た
す範囲で制御内容の入力操作を受け付ける。なお、実施形態２の操作部１２と同様の機能
については説明を省略する。
【００８１】
　以上説明した本実施形態の機器管理装置では、季節帯（期間）ごとにユーザの望む環境
が異なっていても、季節帯に応じた機器通知（イベント通知）および機器制御を行うこと
ができる。
【００８２】
　なお、本実施形態の機器管理装置の動作は、季節帯（期間）を考慮する点を除いて実施
形態２の機器管理装置の動作と同様である。
【００８３】
　また、本実施形態の機器管理装置は、時間帯と季節帯との両方を用いているが、季節帯
のみを用いてもよい。
【００８４】
　（実施形態４）
　実施形態４に係る機器管理装置は、省エネモードを有している点で、実施形態３に係る
機器管理装置と相違する。なお、実施形態３の機器管理装置と同様の構成要素については
、同一の符号を付して説明を省略する。
【００８５】
　本実施形態の機器制御部２４は、省エネモードを設定する設定部としての機能を有して
いる。すなわち、本実施形態の機器制御部２４は、実施形態１～３において説明した通常
モードの機器制御の他に、通常モードの機器制御よりも機器３の電力使用量を低減させる
ことが可能な省エネモードの機器制御を行う機能を有している。
【００８６】
　本実施形態の記憶部２１は、省エネモードの設定時に機器３が制御可能か否かを示す省
エネフラグ（識別情報）を対応付けている対応テーブル７ｃを記憶している。なお、実施
形態３の記憶部２１と同様の機能については説明を省略する。
【００８７】
　本実施形態の対応テーブル７ｃは、図１１に示すように、省エネフラグを表わす省エネ
フラグ項目７９をさらに有している。省エネフラグ項目７９には、「ＯＮ」・「ＯＦＦ」
の省エネフラグが格納されている。なお、省エネモードに依存しない場合、省エネフラグ
項目７９には、「ＡＬＬ」が格納されている。また、省エネフラグは、運用時に変更する
ことを可能としてもよい。
【００８８】
　本実施形態の選択部２３は、機器制御部２４において省エネモードが設定されていると
きに、操作部１２でユーザ要望が受け付けられた場合、対応テーブル７ｃの省エネフラグ
を参照する。その後、選択部２３は、省エネモードの設定時に制御可能な機器３の中から
、制御条件を満たしていない機器３を選択する。すなわち、省エネモードが設定されてい
る場合では、省エネフラグが「ＯＮ」になっている機器３の中で、制御条件を満たしてい
ない機器３がイベント通知の対象となる。なお、実施形態３の選択部２３と同様の機能に
ついては説明を省略する。
【００８９】
　以上説明した本実施形態の機器管理装置では、省エネルギーとなるように機器３を制御
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することをユーザが事前に望んでいる場合に、省エネルギーをベースとした機器通知（イ
ベント通知）および機器制御を行うことができる。
【００９０】
　なお、本実施形態の機器管理装置の動作は、省エネモードを考慮する点を除いて実施形
態３の機器管理装置の動作と同様である。
【００９１】
　本実施形態の機器管理装置は、時間帯と季節帯との両方を用いているが、時間帯のみを
用いてもよいし、季節帯のみを用いてもよい。
【００９２】
　また、各実施形態において、表示操作装置１と制御装置２とは別体に設けられていても
よいし、一体に設けられていてもよい。
【００９３】
　各実施形態では、報知部として表示部１１を用いているが、報知部として音声出力部を
用いてもよい。音声出力部としては、例えばスピーカなどがある。音声出力部は、選択部
２３で選択された機器３を音声によって知らせることができる。なお、報知部として表示
部１１と音声出力部とを併用してもよい。
【符号の説明】
【００９４】
　１１　表示部（報知部）
　１２　操作部（第１の操作部・第２の操作部）
　２１　記憶部
　２３　選択部
　２４　機器制御部（設定部）
　２５　取得部（時刻取得部・日付取得部）
　３　機器
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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