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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　宅内に設置される機器及びコントローラと、前記コントローラと通信する端末装置と、
を有するエネルギーマネジメントシステムであって、
　前記端末装置は、
　前記機器を遠隔制御する制御指示を第１ユーザから受け付ける受付部と、
　前記受付部により受け付けられた制御指示を前記コントローラに送信する送信部と、
　第２ユーザの居場所を示す情報を前記コントローラから取得する取得部と、
　前記宅内に設置される機器を示す情報と前記第２ユーザの居場所を表す情報とが含まれ
る一覧表を表示する表示部と、
　を備え、
　前記コントローラは、
　前記端末装置から前記制御指示を受信する受信部と、
　前記第２ユーザの居場所を判別し、前記制御指示の対象の機器が設置されている場所に
前記第２ユーザがいるか否かを判別する判別部と、
　前記制御指示の対象の機器が設置されている場所に前記第２ユーザがいないと判別され
た場合には、前記機器を前記制御指示に基づいて制御し、前記制御指示の対象の機器が設
置されている場所に前記第２ユーザがいると判別された場合には、前記機器を前記制御指
示に基づいて制御しない、制御部と、
　を備え、
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　前記端末装置の前記表示部は、前記一覧表のうち前記取得部によって取得された情報が
示す前記第２ユーザの居場所に、前記第２ユーザを表す画像を表示する、
　エネルギーマネジメントシステム。
【請求項２】
　前記表示部は、前記宅内における前記機器の設置場所を示すレイアウト図を更に表示し
、
　前記受付部は、前記レイアウト図の中からいずれかの機器を選択する第１の選択指示と
、前記一覧表の中からいずれかの機器を選択する第２の選択指示とを受け付ける、
　請求項１に記載のエネルギーマネジメントシステム。
【請求項３】
　宅内に設置される機器及びコントローラと、前記コントローラと通信する端末装置と、
を有するエネルギーマネジメントシステムであって、
　前記端末装置は、
　前記機器を遠隔制御する制御指示を第１ユーザから受け付ける受付部と、
　前記受付部により受け付けられた制御指示を前記コントローラに送信する送信部と、
　第２ユーザの居場所を示す情報を前記コントローラから取得する取得部と、
　前記宅内における前記機器の設置場所を示すレイアウト図を表示する表示部と、
　を備え、
　前記コントローラは、
　前記端末装置から前記制御指示を受信する受信部と、
　前記第２ユーザの居場所を判別し、前記制御指示の対象の機器が設置されている場所に
前記第２ユーザがいるか否かを判別する判別部と、
　前記制御指示の対象の機器が設置されている場所に前記第２ユーザがいないと判別され
た場合には、前記機器を前記制御指示に基づいて制御し、前記制御指示の対象の機器が設
置されている場所に前記第２ユーザがいると判別された場合には、前記機器を前記制御指
示に基づいて制御しない、制御部と、
　を備え、
　前記端末装置の前記表示部は、前記レイアウト図のうち前記取得部によって取得された
情報が示す前記第２ユーザの居場所に、前記第２ユーザを表す画像を表示する、
　エネルギーマネジメントシステム。
【請求項４】
　前記表示部は、前記宅内に設置される機器の一覧表を更に表示し、
　前記受付部は、前記レイアウト図の中からいずれかの機器を選択する第１の選択指示と
、前記一覧表の中からいずれかの機器を選択する第２の選択指示とを受け付ける、
　請求項３に記載のエネルギーマネジメントシステム。
【請求項５】
　前記コントローラは、前記制御指示の対象の機器が設置されている場所に前記第２ユー
ザがいると判別された場合、前記制御指示に基づいて前記機器を遠隔制御できない旨を前
記端末装置に通知する通知部を更に備える、
　請求項１から４のいずれか１項に記載のエネルギーマネジメントシステム。
【請求項６】
　前記表示部は、前記第１の選択指示と前記第２の選択指示のいずれか一方の選択指示を
受け付けると、前記一覧表に含まれる機器のうち前記受け付けた選択指示が示す機器を強
調して表示し、前記レイアウト図に含まれる機器のうち前記受け付けた選択指示が示す機
器を強調して表示する、
　請求項２又は４に記載のエネルギーマネジメントシステム。
【請求項７】
　前記取得部は、前記宅内に設置される機器の動作状態を示す情報を前記コントローラか
ら更に取得し、
　前記表示部は、前記宅内に設置される機器に特定の事象が発生している場合、前記事象
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を表す画像又はメッセージを表示する、
　請求項１から６のいずれか１項に記載のエネルギーマネジメントシステム。
【請求項８】
　前記取得部は、前記第２ユーザからのメッセージを更に取得し、
　前記表示部は、前記第２ユーザを表す画像が前記第１ユーザによって選択されると、前
記取得部によって取得されたメッセージを表示する、
　請求項１から７のいずれか１項に記載のエネルギーマネジメントシステム。
【請求項９】
　前記受付部は、前記第２ユーザへ電話を発信する発信指示、又は、前記第２ユーザへ電
子メールを送信する送信指示を更に受け付け、
　前記端末装置は、前記発信指示に基づいて電話を発信し、又は、前記送信指示に基づい
て電子メールを送信する通信部を更に備える、
　請求項１から８のいずれか１項に記載のエネルギーマネジメントシステム。
【請求項１０】
　前記受付部は、前記レイアウト図を、第１の態様と、前記第１の態様と異なる第２の態
様と、のいずれで表示するかを指定する態様指示を更に受け付け、
　前記表示部は、前記受付部により受け付けられた態様指示に基づいて、前記レイアウト
図を前記第１の態様と前記第２の態様のいずれかによって表示する、
　請求項２から４のいずれか１項に記載のエネルギーマネジメントシステム。
【請求項１１】
　前記端末装置は、前記端末装置の姿勢を検出する検出部を更に備え、
　前記表示部は、前記検出部により検出された姿勢に基づいて、前記レイアウト図を前記
第１の態様と前記第２の態様とのいずれかによって表示する、
　請求項１０に記載のエネルギーマネジメントシステム。
【請求項１２】
　宅内に設置される機器を遠隔制御する制御指示を第１ユーザから受け付ける受付部と、
　前記受付部により受け付けられた制御指示を、前記制御指示に基づいて前記機器を制御
するコントローラに送信する送信部と、
　第２ユーザの居場所を示す情報を前記コントローラから取得する取得部と、
　前記宅内に設置される機器を示す情報と前記第２ユーザの居場所を表す情報とが含まれ
る一覧表を表示する表示部と、
　を備え、
　前記表示部は、前記一覧表のうち前記取得部によって取得された情報が示す前記第２ユ
ーザの居場所に、前記第２ユーザを表す画像を表示する、
　端末装置。
【請求項１３】
　宅内に設置される機器を遠隔制御する制御指示を第１ユーザから受け付ける受付部と、
　前記受付部により受け付けられた制御指示を、前記制御指示に基づいて前記機器を制御
するコントローラに送信する送信部と、
　第２ユーザの居場所を示す情報を前記コントローラから取得する取得部と、
　前記宅内における前記機器の設置場所を示すレイアウト図を表示する表示部と、
　を備え、
　前記表示部は、前記レイアウト図のうち前記取得部によって取得された情報が示す前記
第２ユーザの居場所に、前記第２ユーザを表す画像を表示する、
　端末装置。
【請求項１４】
　宅内に設置される機器を遠隔制御する制御指示を第１ユーザから受け付ける受付ステッ
プと、
　前記受付ステップにおいて受け付けられた制御指示を、前記制御指示に基づいて前記機
器を制御するコントローラに送信する送信ステップと、
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　第２ユーザの居場所を示す情報を前記コントローラから取得する取得ステップと、
　前記宅内に設置される機器を示す情報と前記第２ユーザの居場所を表す情報とが含まれ
る一覧表を表示する表示ステップと、
　を備え、
　前記表示ステップでは、前記一覧表のうち前記取得ステップにおいて取得された情報が
示す前記第２ユーザの居場所に、前記第２ユーザを表す画像を表示する、
　端末装置の制御方法。
【請求項１５】
　宅内に設置される機器を遠隔制御する制御指示を第１ユーザから受け付ける受付ステッ
プと、
　前記受付ステップにおいて受け付けられた制御指示を、前記制御指示に基づいて前記機
器を制御するコントローラに送信する送信ステップと、
　第２ユーザの居場所を示す情報を前記コントローラから取得する取得ステップと、
　前記宅内における前記機器の設置場所を示すレイアウト図を表示する表示ステップと、
　を備え、
　前記表示ステップでは、前記レイアウト図のうち前記取得部によって取得された情報が
示す前記第２ユーザの居場所に、前記第２ユーザを表す画像を表示する、
　端末装置の制御方法。
【請求項１６】
　コンピュータを、
　宅内に設置される機器を遠隔制御する制御指示を第１ユーザから受け付ける受付部、
　前記受付部により受け付けられた制御指示を、前記制御指示に基づいて前記機器を制御
するコントローラに送信する送信部、
　第２ユーザの居場所を示す情報を前記コントローラから取得する取得部、
　前記宅内に設置される機器を示す情報と前記第２ユーザの居場所を表す情報とが含まれ
る一覧表を表示する表示部、
　として機能させ、
　前記表示部は、前記一覧表のうち前記取得部によって取得された情報が示す前記第２ユ
ーザの居場所に、前記第２ユーザを表す画像を表示する、
　プログラム。
【請求項１７】
　コンピュータを、
　宅内に設置される機器を遠隔制御する制御指示を第１ユーザから受け付ける受付部、
　前記受付部により受け付けられた制御指示を、前記制御指示に基づいて前記機器を制御
するコントローラに送信する送信部、
　第２ユーザの居場所を示す情報を前記コントローラから取得する取得部、
　前記宅内における前記機器の設置場所を示すレイアウト図を表示する表示部、
　として機能させ、
　前記表示部は、前記レイアウト図のうち前記取得部によって取得された情報が示す前記
第２ユーザの居場所に、前記第２ユーザを表す画像を表示する、
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エネルギーマネジメントシステム、端末装置、端末装置の制御方法、及び、
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　家電機器を通信ネットワークに接続し、コントローラを用いて統合的に管理するＨＥＭ
Ｓ（Home Energy Management System）と呼ばれるシステムがある。近年、例えば特許文
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献１のように、ユーザが宅内にいなくても宅外からインターネット等を経由して宅内の家
電機器を遠隔操作できるＨＥＭＳも知られている。特許文献１によれば、遠隔から家電機
器の制御が可能であり、システムは遠隔操作の実行前にユーザへ承認問い合わせを行い、
承認されれば、遠隔操作が実行される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－３１１９６７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、従来技術によれば、ユーザが家電機器の近くにいるか否かにかかわらず
、他のユーザによる家電機器の遠隔からの制御が可能であり、制御対象の家電機器の近く
にいるユーザの意に反して遠隔制御されてしまう可能性があった。
【０００５】
　本発明は、上記の事情のもとになされたもので、遠隔制御の利便性を維持しつつ、宅内
にいるユーザの快適性を損なわないエネルギーマネジメントシステム、端末装置、端末装
置の制御方法、及び、プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明に係るエネルギーマネジメントシステムは、
　宅内に設置される機器及びコントローラと、前記コントローラと通信する端末装置と、
を有するエネルギーマネジメントシステムであって、
　前記端末装置は、
　前記機器を遠隔制御する制御指示を第１ユーザから受け付ける受付部と、
　前記受付部により受け付けられた制御指示を前記コントローラに送信する送信部と、
　第２ユーザの居場所を示す情報を前記コントローラから取得する取得部と、
　前記宅内に設置される機器を示す情報と前記第２ユーザの居場所を表す情報とが含まれ
る一覧表を表示する表示部と、
　を備え、
　前記コントローラは、
　前記端末装置から前記制御指示を受信する受信部と、
　前記第２ユーザの居場所を判別し、前記制御指示の対象の機器が設置されている場所に
前記第２ユーザがいるか否かを判別する判別部と、
　前記制御指示の対象の機器が設置されている場所に前記第２ユーザがいないと判別され
た場合には、前記機器を前記制御指示に基づいて制御し、前記制御指示の対象の機器が設
置されている場所に前記第２ユーザがいると判別された場合には、前記機器を前記制御指
示に基づいて制御しない、制御部と、
　を備え、
　前記端末装置の前記表示部は、前記一覧表のうち前記取得部によって取得された情報が
示す前記第２ユーザの居場所に、前記第２ユーザを表す画像を表示する。
【発明の効果】
【０００７】
　遠隔制御の利便性を維持しつつ、宅内にいるユーザの快適性を損なわないエネルギーマ
ネジメントシステム、端末装置、端末装置の制御方法、及び、プログラムを提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】エネルギーマネジメントシステムの構成を示す図である。
【図２】宅内の部屋の配置と家電機器等の配置の一例を示す図である。
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【図３】コントローラの構成を示す図である。
【図４】（ａ）レイアウト定義テーブルの構成例を示す図である。（ｂ）基本情報入力画
面の構成例を示す図である。
【図５】（ａ）機器－部屋対応付けテーブルの構成例を示す図である。（ｂ）部屋と機器
との対応付けを入力する画面の構成例を示す図である。
【図６】（ａ）部屋－ユーザ対応付けテーブルの構成例を示す図である。（ｂ）部屋とユ
ーザとの対応付けを入力する画面の構成例を示す図である。
【図７】ユーザ居場所テーブルの構成例を示す図である。
【図８】管理画面の構成例を示す図である。
【図９】指示を受け付けるダイアログボックスを示す図である。
【図１０】管理画面の構成例を示す図である。
【図１１】管理画面の構成例を示す図である。
【図１２】管理画面の構成例を示す図である。
【図１３】遠隔制御を受け付けない旨のダイアログボックスを示す図である。
【図１４】遠隔制御処理を説明するフローチャートである。
【図１５】管理画面の構成例を示す図である。
【図１６】電話の発信指示と電子メールの送信指示を受け付けるボタンを含むダイアログ
ボックスを示す図である。
【図１７】チャット画面を示す図である。
【図１８】管理画面の構成例を示す図である。
【図１９】レイアウトを断面図で表した管理画面の構成例を示す図である。
【図２０】レイアウトを立体図で表した管理画面の構成例を示す図である。
【図２１】管理画面の構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（実施形態１）
　図１に、本実施形態に係るエネルギーマネジメントシステム１の構成を示す。エネルギ
ーマネジメントシステム１は、宅内（需要家内）に設置される様々な機器及びシステムに
よって消費される電力量を監視し、また、各機器及びシステムの動作を制御する。例えば
、宅内ネットワーク１０には、自立切替盤１０１、空気調和機（以下「空調機」という。
いわゆるエアコン。）１０２、換気システム１０３、テレビジョン受像機や照明器具など
その他の家電機器１０４、床暖房システム１０５、ＩＨ（Induction Heating）クッキン
グヒータ１０６、給湯システム１０７が含まれる。
【００１０】
　さらに、宅内ネットワーク１０には、太陽光などを用いた発電システム１０８、蓄電池
を備える蓄電システム１０９、随時切り離し可能であり蓄電池を備える電気自動車１１０
、コントローラ１２０が含まれる。
【００１１】
　エネルギーマネジメントシステム１の宅内電灯線（図示せず）は、自立切替盤１０１を
介して、電力会社の商用電源と接続される。
【００１２】
　宅内ネットワーク１０に含まれる上記各装置及びシステムは、宅内電灯線に接続され、
商用電源と発電システム１０８と蓄電システム１０９と電気自動車１１０とのうち少なく
ともいずれか１つから電力の供給を受ける。
【００１３】
　また、これらの各機器もしくはシステムは、それぞれ、図示しない無線通信装置を備え
ており、無線によりコントローラ１２０と通信が可能である。ただし、通信の一部又は全
部は有線により行われてもよい。
【００１４】
　更に、エネルギーマネジメントシステム１内の宅内電灯線の複数箇所には、図示しない
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電力計測装置が設置されており、空調機１０２、換気システム１０３、家電機器１０４、
床暖房システム１０５、ＩＨクッキングヒータ１０６、給湯システム１０７、発電システ
ム１０８、蓄電システム１０９、電気自動車１１０により消費される電力量等を逐次検出
することができる。計測結果はコントローラ１２０に送信される。
【００１５】
　宅内ネットワーク１０は、サーバ３０と端末装置４０と通信ネットワーク５０とから構
成される宅外ネットワーク２０に繋がっている。通信ネットワーク５０は、典型的にはイ
ンターネットである。ユーザは、宅内ネットワーク１０内にある各機器及びシステムを、
宅外ネットワーク２０にある端末装置４０を用いた遠隔操作により操作することが可能で
ある。
【００１６】
　端末装置４０は、無線通信により、宅内ネットワーク１０及び宅外ネットワーク２０に
アクセス可能である。例えば、携帯電話機、パーソナルコンピュータ、タブレット型端末
などである。ユーザは、宅内はもちろんのこと、宅外にも端末装置４０を持ち歩き、端末
装置４０を使ってエネルギーマネジメントシステム１を遠隔操作することができる。
【００１７】
　エネルギーマネジメントシステム１の動作モードには、大きく分けて２種類の運転モー
ドがある。一つは、自立切替盤１０１によって宅内電灯線が商用電源と繋げられ、商用電
源から電力の供給を受ける連携モードである。連携モードでは、発電システム１０８によ
って発電された電力を商用電源へ供給する（売電する）ことも可能である。
【００１８】
　もう一つは、自立切替盤１０１によって宅内電灯線が商用電源から切り離され、商用電
源から電力の供給を受けずに、発電システム１０８によって発電された電力、及び／又は
、蓄電システム１０９に蓄えられた電力、及び／又は、電気自動車１１０に蓄えられた電
力、を宅内に供給する自立運転モードである。
【００１９】
　運転モードの切り替えは、自立切替盤１０１によって検知される、商用電源からの電力
の供給状態を示す検知結果に基づいて、自立切替盤１０１によって行われる。典型的には
、商用電源が停電すると自立運転モードに設定され、商用電源が停電していないときには
連携モードに設定される。
【００２０】
　図１に示す各機器及びシステムは、宅内の任意の場所に設置可能である。図２に、宅内
の部屋の配置と、宅内に設置される家電機器１０４等の配置とを表すレイアウト図の一例
を示す。図２に示すように、本実施形態の宅内には、７つの空間、すなわち、クローゼッ
トＡ、書斎Ｂ、キッチン及びリビング（以下、「リビング」と略す。）Ｃ、子供部屋Ｄ、
和室Ｅ、寝室Ｆ、バスルームＧがある。それぞれの空間には、コントローラ１２０によっ
て制御可能な様々な機器やシステムが設置される。
【００２１】
　クローゼットＡには、例えば、換気システム１０３Ａが設置される。
【００２２】
　書斎Ｂには、例えば、空調機１０２Ｂ、家電機器１０４Ｂ（テレビジョン受像機）、床
暖房システム１０５Ｂが設置される。
【００２３】
　リビングＣには、例えば、空調機１０２Ｃ、家電機器１０４Ｃ－１（冷蔵庫）、家電機
器１０４Ｃ－２（テレビジョン受像機）、床暖房システム１０５Ｃ、ＩＨクッキングヒー
タ（ＩＨＣＨ）１０６Ｃが設置される。
【００２４】
　子供部屋Ｄには、例えば、空調機１０２Ｄ、家電機器１０４Ｄ（テレビジョン受像機）
、床暖房システム１０５Ｄが設置される。
【００２５】
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　和室Ｅには、例えば、空調機１０２Ｅが設置される。
【００２６】
　寝室Ｆには、例えば、空調機１０２Ｆが設置される。
【００２７】
　バスルームＧには、例えば、換気システム１０３Ｇ、給湯システム１０７Ｇが設置され
る。
【００２８】
　各部屋Ａ～Ｇの中に記した各機器及びシステムは、それぞれ、コントローラ１２０との
間で通信し、コントローラ１２０による動作の制御が可能である。
【００２９】
　なお、図２に示した間取り、各部屋に設置される機器及びシステムの種類、機器の数、
機器の設置場所は、一例に過ぎず、本発明によって限定されない。
【００３０】
　次に、コントローラ１２０の構成について図３を用いて説明する。コントローラ１２０
は、エネルギーマネジメントシステム１の全体を監視し、制御する。
【００３１】
　入力部３０１は、ボタン、キーボード、タッチパネル等の入力デバイスを備える。入力
部３０１は、ユーザからの指示入力を受け付ける。
【００３２】
　表示部３０２は、液晶ディスプレイ等の表示デバイスを備える。
【００３３】
　記憶部３０３は、不揮発性メモリを備える。記憶部３０３は、制御部３０５により実行
されるプログラムのほか、図４（ａ）に示す宅内の部屋のレイアウトを定義するレイアウ
ト定義テーブル４００、図５（ａ）に示すコントローラ１２０による制御対象の各機器の
宅内における設置場所を定義する機器－部屋対応付けテーブル５００、図６（ａ）に示す
各機器とユーザとの対応付けを定義する部屋－ユーザ対応付けテーブル６００、図７（ａ
）に示すユーザ居場所テーブル７００を記憶する。詳細は後述する。
【００３４】
　通信部３０４は、ＮＩＣ（Network Interface Card）を備え、エネルギーマネジメント
システム１内の各装置と無線で通信する。
【００３５】
　制御部３０５は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、オペレーティングシステムな
どのプログラムを記憶するＲＯＭ（Read Only Memory）、ワークエリアとなるＲＡＭ（Ra
ndom Access Memory）等を備える。制御部３０５は、記憶部３０３に記憶されているプロ
グラムを実行し、コントローラ１２０の全体を制御する。
【００３６】
　例えば、制御部３０５は、ユーザが宅内にいるか否かを示す情報を記憶部３０３に記憶
し、適宜更新する。
【００３７】
　コントローラ１２０として、一般的なサーバ、メインフレーム、パーソナルコンピュー
タ等を採用することができる。
【００３８】
　また、本実施形態における端末装置４０は、コントローラ１２０が有する入力部３０１
と表示部３０２と記憶部３０３と通信部３０４と制御部３０５と同等の各ハードウェア構
成を備えており、詳しい説明を省略する。
【００３９】
　図４（ａ）に、２階建ての一戸建て住宅におけるレイアウト定義テーブル４００の構成
例を示す。レイアウト定義テーブル４００には、部屋の識別番号と、部屋がある階数と、
部屋の名称と、部屋の広さとが対応付けて記憶される。制御部３０５は、ユーザからの入
力に基づいて、レイアウト定義テーブル４００を適宜変更することができる。
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【００４０】
　図４（ｂ）に、エネルギーマネジメントシステム１における基本情報入力画面の構成例
を示す。基本情報入力画面は、例えばエネルギーマネジメントシステム１のセットアップ
時に液晶ディスプレイに表示される。ユーザは、この基本情報入力画面を用いて、家の間
取りや家族構成などの基本情報を入力する。制御部３０５は、ユーザからの入力内容に基
づいて、レイアウト定義テーブル４００を作成し、あるいは更新する。
【００４１】
　図５（ａ）に、機器－部屋対応付けテーブル５００の構成例を示す。機器－部屋対応付
けテーブル５００には、部屋の識別番号と対応付けて、その部屋の中に設置される機器の
識別番号と、その機器の名称と、が記憶される。機器の定格電力などの特性値が更に記憶
されてもよい。
【００４２】
　例えば、ユーザは、新たに機器を購入して部屋の中に設置すると、コントローラ１２０
を操作して機器－部屋対応付けテーブル５００の編集画面を表示させ、機器を設置した部
屋や機器の名称等を入力する。制御部３０５は、ユーザからの入力に基づいて、機器－部
屋対応付けテーブル５００を適宜変更する。
【００４３】
　図５（ｂ）に、部屋と機器との対応付けをユーザが入力する編集画面の構成例を示す。
ユーザは、機器を表すアイコン５０１（本図中では５０１Ａ，５０１Ｂ，５０１Ｃの３つ
）を、設置した部屋を表す枠内にドラッグして移動させる。制御部３０５は、この編集画
面を用いたユーザからの入力内容に基づいて、機器－部屋対応付けテーブル５００を生成
し、あるいは更新する。
【００４４】
　コントローラ１２０は、宅外ネットワーク２０上にあるサーバから情報を取得して機器
－部屋対応付けテーブル５００を更新してもよい。コントローラ１２０が機器の型番やシ
リアルナンバーの入力をユーザから受け付けてサーバに送信し、サーバが型番やシリアル
ナンバーに対応する機器の定格電力などの特性値を所定のデータベースから取得してコン
トローラ１２０へ送信し、コントローラ１２０がサーバから取得した特性値を用いて機器
－部屋対応付けテーブル５００を更新してもよい。
【００４５】
　制御部３０５は、レイアウト定義テーブル４００と、機器－部屋対応付けテーブル５０
０と、建物の外見や機器等を表す所定のテンプレート画像データとに基づいて、図２に示
すような建物全体の概略図面を作成し、ディスプレイに表示することができる。概略図面
は現実を忠実に再現する厳密なものでなくてもよく、機器あるいはシステムが設置されて
いる部屋をユーザが視認できるものであればよい。
【００４６】
　例えば、図５（ｂ）の編集画面において、ユーザが空調機を表すアイコン５０１Ａをリ
ビングの表示領域の中にドラッグすると、制御部３０５は、リビングの表示領域の中に、
空調機を表す所定の画像を配置する。機器あるいはシステムを表す画像は、ユーザが実際
に設置した機器あるいはシステムの外見を忠実に再現するものでなくてもよい。また、画
像を配置する位置は、ユーザが実際に設置した場所を忠実に再現するものでなくてもよい
。なお、制御部３０５が概略図面を表す画像データを作成する手法は本発明によって限定
されない。
【００４７】
　図６（ａ）に、部屋－ユーザ対応付けテーブル６００の構成例を示す。部屋－ユーザ対
応付けテーブル６００には、部屋の識別番号と対応付けて、その部屋を主に使用する人を
示す情報が記憶される。例えば、識別番号“１０３”のリビングには、「父」「母」「長
男」「次男」の４人が対応付けられる。
【００４８】
　図６（ｂ）に、部屋とユーザとの対応付けを入力する画面の構成例を示す。ユーザは、
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ユーザを表すアイコン６０１（本図中では６０１Ａ，６０１Ｂ，６０１Ｃの３つ）を、設
置した部屋を表す枠内にドラッグして移動させ、部屋を主に使用するユーザを指定する。
制御部３０５は、この画面を用いた入力内容に基づいて、部屋－ユーザ対応付けテーブル
６００を生成し、あるいは更新する。
【００４９】
　機器－部屋対応付けテーブル５００と部屋－ユーザ対応付けテーブル６００とを組み合
わせると、部屋の識別番号が共通キーであることから、機器とユーザとの対応関係が得ら
れる。
【００５０】
　例えば、図５（ａ）の機器－部屋対応付けテーブル５００によれば、識別番号“１０２
”の書斎Ｂには、識別番号“０００１”の空調機１０２Ｂと、識別番号“０００２”の家
電機器１０４Ｂ（テレビジョン受像機；ＴＶ）と、識別番号“０００３”の床暖房システ
ム１０５Ｂとが対応付けられている。また、図６（ａ）の部屋－ユーザ対応付けテーブル
６００によれば、識別番号“１０２”の書斎には“父”が対応付けられている。従って、
制御部３０５は、識別番号“０００１”の空調機１０２Ｂと、識別番号“０００２”の家
電機器１０４Ｂと、識別番号“０００３”の床暖房システム１０５Ｂの３つが“父”に対
応付けられると判別する。同様にして、制御部３０５は、すべての機器もしくはシステム
について、対応付けられるユーザを判別することができる。
【００５１】
　図７（ａ）に、ユーザ居場所テーブル７００の構成例を示す。ユーザ居場所テーブル７
００には、ユーザとそのユーザの現在の居場所を示すデータとが対応付けて格納される。
コントローラ１２０の制御部３０５は、ユーザの現在位置を定期的に判別し、ユーザ居場
所テーブル７００を随時更新する。
【００５２】
　コントローラ１２０がユーザの現在位置を判別する手法には様々な手法がある。例えば
、各部屋には家庭内無線ＬＡＮのアクセスポイントが設置されていて、各ユーザは自分専
用のタブレット型コンピュータなどの携帯端末を持ち歩く。一般に、無線ＬＡＮに対応し
た携帯端末は最も電波が強いアクセスポイントに接続し、最も電波が強いアクセスポイン
トは最も近いアクセスポイントである。そこで、コントローラ１２０の制御部３０５は、
携帯端末が接続したアクセスポイントが設置されている部屋を特定し、特定した携帯端末
に対応付けられるユーザがそのアクセスポイントがある部屋にいる、と判別する。そして
、制御部３０５は、ユーザ居場所テーブル７００を更新する。
【００５３】
　制御部３０５は、ユーザが所持するＩＤタグやＩＣカードを用いて、ユーザの現在位置
を判別してもよい。例えば、各部屋にある機器等あるいは各部屋の壁には、赤外線通信イ
ンタフェースが備え付けられており、各機器等は、この赤外線インタフェースを介して、
比較的近距離で通信可能な赤外線通信を、ＩＤタグやＩＣカードとの間で行う。制御部３
０５は、ＩＤタグやＩＣカードと通信した機器等を特定し、特定した機器等が設置されて
いる部屋に、そのＩＤタグやＩＣカードに対応付けられるユーザがいる、と判別する。そ
して、制御部３０５は、ユーザ居場所テーブル７００を更新する。
【００５４】
　制御部３０５は、画像認識によりユーザとユーザの居場所とを判別してもよい。例えば
、各部屋にはコントローラ１２０と通信可能なカメラが設置されており、制御部３０５は
カメラによって撮影された画像を解析し、その画像の中に誰かが映っていれば、ユーザを
特定する。制御部３０５は、画像を撮影したカメラが設置されている部屋に、特定したユ
ーザがいる、と判別する。そして、制御部３０５は、ユーザ居場所テーブル７００を更新
する。
【００５５】
　制御部３０５は、ユーザからの入力に基づいてユーザの現在位置を判別してもよい。例
えば、各部屋には入力装置が設置されており、ユーザは自分に対応付けられたボタンを入
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室時に押す。制御部３０５は、ボタンが押された部屋に、押されたボタンに対応付けられ
るユーザがいる、と判別する。
【００５６】
　なお、制御部３０５は、あるユーザが宅内のいずれの部屋にもいないと判別すると、宅
外にいることを示す値をユーザ居場所テーブル７００に設定する。
【００５７】
　次に、図８に、コントローラ１２０又は端末装置４０によって表示されるエネルギーマ
ネジメントシステム１の管理画面の構成例を示す。この管理画面は、コントローラ１２０
が備えるディスプレイや、コントローラ１２０に接続されたディスプレイ、あるいは、エ
ネルギーマネジメントシステム１を遠隔操作できる端末装置４０が備えるディスプレイに
、表示される。
【００５８】
　管理画面には、設置されている機器等の一覧表と、図２に示したレイアウト図とが含ま
れる。一覧表における機器等の名称の表示領域はそれぞれソフトウェアボタンになってお
り、ユーザがソフトウェアボタンを押すことで機器等を選択することができる。一覧表に
含まれる機器等のそれぞれには、レイアウト図の中に表示されている機器等を表す画像が
１対１に対応付けられている。
【００５９】
　例えば、リビングにおいて、一覧表の中のボタン８５１は家電機器１０４Ｃ－２（テレ
ビジョン受像機）と対応付けられる。ボタン８５２は空調機１０２Ｃと対応付けられる。
ボタン８５３は家電機器１０４Ｃ－１（冷蔵庫）と対応付けられる。ボタン８５４はＩＨ
クッキングヒータ１０６Ｃと対応付けられる。ボタン８５５は床暖房システム１０５Ｃと
対応付けられる。また、書斎において、ボタン８５６は家電機器１０４Ｂ（テレビジョン
受像機）と対応付けられる。ボタン８５７は空調機１０２Ｂと対応付けられる。ボタン８
５８は床暖房システム１０５Ｂと対応付けられる。
【００６０】
　なお、図示していないが、クローゼット、子供部屋、和室、寝室、バスルームの中に設
置されている機器等に対応するボタンも一覧表の中に含まれており、ボタン８６１，８６
２が押されると、一覧表が上下方向にスクロール表示される。エネルギーマネジメントシ
ステム１によって制御可能なすべての機器等について、対応するボタンが一覧表の中に設
けられる。
【００６１】
　ユーザによってボタン８５１が押されると、制御部３０５は、ボタン８５１に対応する
家電機器１０４Ｃ－２を選択し、選択した家電機器１０４Ｃ－２を表す画像を強調表示す
る。また、家電機器１０４Ｃ－２を表す画像が強調表示された状態でさらにボタン８５１
が押されると、制御部３０５は、図９に示すように、選択した家電機器１０４Ｃ－２への
指示を受け付けるダイアログボックス９００を表示する。
【００６２】
　制御部３０５は、ボタン８５１が１度だけ押されると家電機器１０４Ｃ－２を表す画像
を強調表示し、ボタン８５１が短時間に２度続けて押されるとダイアログボックス９００
を表示するようにしてもよい。
【００６３】
　ダイアログボックス９００には、家電機器１０４Ｃ－２の現在の状態を示す情報と、家
電機器１０４Ｃ－２への指示内容に対応付けられたボタン９１０（図９では９１０Ａ，９
１０Ｂの２つ）が含まれる。ボタン９１０Ｂが押されると、制御部３０５は、家電機器１
０４Ｃ－２の電源をオフにする指示が入力されたと判別し、家電機器１０４Ｃ－２の電源
をオフにする。図９の場合、家電機器１０４Ｃ－２の電源は既にオンになっているため、
ユーザは電源をオンにする指示に対応付けられるボタン９１０Ａを押すことができない。
【００６４】
　ダイアログボックス９００の中の表示内容は、制御対象ごとに異なる。例えば、空調機
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であれば、制御部３０５は、電源のオン・オフのほかに、設定温度を変更するテキストボ
ックスや、暖房・冷房・除湿・送風を切り替えるボタンを合わせて表示する。また、制御
部３０５は、現在の設定温度や継続運転時間などを表示してもよい。
【００６５】
　ダイアログボックス９００の中のいずれのボタンも押されずに、ダイアログボックス９
００を閉じる指示が入力されると、制御部３０５は、ダイアログボックス９００を消去し
、強調表示した画像を通常表示に戻す。
【００６６】
　なお、強調表示の仕方にはいくつかのバリエーションがあり、拡大、点滅、色の変更、
選択されていることを示すマークの付与などがある。
【００６７】
　また、ユーザによって家電機器１０４Ｃ－２を表す画像が選択されると、制御部３０５
は、一覧表の中のボタン８５１を強調表示し、家電機器１０４Ｃ－２を表す画像が強調表
示された状態でさらにボタン８５１が押されると、制御部３０６は、ダイアログボックス
９００を表示する。このように、一覧の表示とレイアウト図の表示は連動している。ユー
ザは、家電機器１０４Ｃ－２に指示を入力したい場合、一覧表の中の家電機器１０４Ｃ－
２に対応するボタンを押してもよいし、レイアウト図の中の家電機器１０４Ｃ－２に対応
する画像を押してもよい。
【００６８】
　ここでは家電機器１０４Ｃ－２を例にとって動作を説明したが、他の機器についてもも
ちろん同様である。
【００６９】
　さらに、図８の管理画面には、ユーザの居場所を表すアイコン８０１が表示される。制
御部３０５は、基本情報入力画面で入力されたユーザのそれぞれについて、ユーザの現在
位置の判別結果を示すユーザ居場所テーブル７００に基づいて、ユーザの居場所を表すア
イコン８０１を一覧表の中に表示する。
【００７０】
　例えば、制御部３０５は、ユーザ「父」の現在の居場所が“書斎”であると判別すると
、一覧表の中の“書斎”に対応する場所に、「父」を表すアイコン８０１を配置する。こ
れにより、端末装置４０を用いて管理画面を見たユーザ（例えば外出先から管理画面を閲
覧した長男）は、現在の父の居場所を一目で確認することができる。
【００７１】
　制御部３０５は、アイコン８０１を一覧表の中に表示するだけでなく、あるいは、アイ
コン８０１を一覧表の中に表示する代わりに、図１０に示すように、レイアウト図の中の
対応する部屋の表示領域の中にアイコン８０１を表示してもよい。
【００７２】
　アイコン８０１の形状、大きさ、色、デザイン、数は、任意である。アイコン８０１を
表す画像データは記憶部３０３に予め記憶されていてもよいし、ユーザが任意に作成でき
てもよい。
【００７３】
　あるユーザが宅内にいない（宅外にいる）と判別した場合、制御部３０５は、一覧表と
レイアウト図のいずれの中にも、そのユーザを表すアイコンを表示しない。
【００７４】
　あるいは、図１１に示すように、制御部３０５は、宅外に対応する表示枠１１００の中
に、宅内にいないユーザを表すアイコン１１０１を表示してもよい。
【００７５】
　ところで、本実施形態では、端末装置４０を用いて遠隔操作するユーザは、無条件にす
べての機器等に動作を指示できるわけではない。本実施形態では、エネルギーマネジメン
トシステム１は、いずれかのユーザが存在する部屋の中に配置されている機器等に関して
は、遠隔制御を受け付けないこととしている。
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【００７６】
　例えば、図１２に示す管理画面において、一覧表のリビングには「母」を表すアイコン
８０１Ａが表示され、書斎には「父」を表すアイコン８０１Ｂが表示されている。つまり
、リビングには母がいて、書斎には父がいる。このとき、宅外にいるユーザ（例えば長男
）が端末装置４０を使って遠隔操作を試みるとする。端末装置４０には図１２に示す管理
画面が表示される。家電機器１０４Ｃ－２を表す画像が選択されると、端末装置４０は、
操作対象として家電機器１０４Ｃ－２が選択された旨をコントローラ１２０に通知する。
コントローラ１２０の制御部３０５は、ユーザ居場所テーブル７００を参照し、選択され
た家電機器１０４Ｃ－２が配置されている部屋（リビング）にユーザがいるか否かを判別
する。
【００７７】
　選択された家電機器１０４Ｃ－２が配置されている部屋（リビング）にユーザ（母）が
いると判別すると、コントローラ１２０の制御部３０５は、家電機器１０４Ｃ－２の遠隔
操作を受け付けず、家電機器１０４Ｃ－２を遠隔制御できない旨を端末装置４０に通知す
る。通知を受けた端末装置４０は、図１３に示すように、家電機器１０４Ｃ－２を遠隔制
御できない旨を示すダイアログボックス１３００を表示する。従って、家電機器１０４Ｃ
－２が配置されている部屋にいるユーザの意に反して遠隔制御されることはない。例えば
、部屋にいるユーザが自分の意志で家電機器１０４Ｃ－２の冷房運転を開始した後、その
部屋にいない他のユーザによって勝手に遠隔から冷房運転を停止したり設定温度を変えた
りされることはない。
【００７８】
　なお、選択された家電機器１０４Ｃ－２が配置されている部屋に誰もいないと判別した
場合、コントローラ１２０の制御部３０５は、家電機器１０４Ｃ－２を遠隔制御できると
判別し、家電機器１０４Ｃ－２の動作状態等を端末装置４０に通知する。通知を受けた端
末装置４０は、図９に示すように、家電機器１０４Ｃ－２の遠隔制御を受け付けるダイア
ログボックス９００を表示する。
【００７９】
　ここでは家電機器１０４Ｃ－２を例にとって動作を説明したが、他の機器についてもも
ちろん同様である。端末装置４０のユーザは、他のユーザがいる部屋の中の任意の機器を
遠隔から制御することはできない。
【００８０】
　本実施形態では、エネルギーマネジメントシステム１はいずれかのユーザが存在する部
屋の中に配置されている機器の遠隔制御を受け付けないが、遠隔制御ではなくその部屋に
いるユーザが直接機器を操作して動作を指示することは可能である。
【００８１】
　次に、エネルギーマネジメントシステム１によって行われる遠隔制御処理について、図
１４のフローチャートを用いて説明する。本実施形態では、宅外の端末装置４０から、宅
内の機器等への遠隔制御が試みられる。
【００８２】
　まず、コントローラ１２０の制御部３０５は、端末装置４０から操作対象の機器等の選
択を受け付ける（ステップＳ１４０１）。より詳細には、端末装置４０が図８に例示する
管理画面を表示し、宅外にいるユーザから遠隔制御の対象となる機器等の選択を受け付け
る。ユーザは、一覧表の中からいずれかの機器等を選択するか、あるいは、レイアウト図
の中からいずれかの機器等を表す画像を選択する。端末装置４０は、ユーザによる選択結
果を示すデータをコントローラ１２０に送信する。そして、コントローラ１２０の制御部
３０５は、ユーザによる選択結果を示すデータを端末装置４０から受信する。
【００８３】
　制御部３０５は、ステップＳ１４０１で指定された操作対象の機器等が配置されている
場所を判別する（ステップＳ１４０２）。例えば、制御部３０５は、機器－部屋対応付け
テーブル５００に記憶されているすべての機器の中から、操作対象の機器を特定し、その
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特定した機器に対応付けられている部屋を判別する。
【００８４】
　なお、コントローラ１２０だけでなく端末装置４０も図５（ａ）に示す機器－部屋対応
付けテーブル５００を予め記憶しておき、端末装置４０が操作対象の機器等に対応する識
別情報をコントローラ１２０に送信し、コントローラ１２０がこの識別情報を受信し、コ
ントローラ１２０が機器－部屋対応付けテーブル５００に基づいて操作対象の機器等が配
置されている場所を判別してもよい。
【００８５】
　制御部３０５は、基本情報に登録されたユーザの現在の居場所を、ユーザ居場所テーブ
ル７００に基づいて判別する（ステップＳ１４０３）。例えば、父、母、長男、次男の４
人が基本情報に登録されている場合、制御部３０５は、父の現在の居場所、母の現在の居
場所、長男の現在の居場所、次男の現在の居場所、をそれぞれ判別する。
【００８６】
　制御部３０５は、ステップＳ１４０３における判別結果に基づいて、ステップＳ１４０
２で判別した場所に、基本情報に登録されたユーザのいずれかが現在いるか否かを判別す
る（ステップＳ１４０４）。
【００８７】
　ステップＳ１４０２で判別した場所にユーザが誰もいないと判別した場合（ステップＳ
１４０４；ＮＯ）、コントローラ１２０の制御部３０５は、操作対象の機器の遠隔制御が
可能である旨を端末装置４０に通知する。端末装置４０はユーザから具体的な操作の指示
を受け付け、受け付けた指示の内容をコントローラ１２０に送信する。コントローラ１２
０の制御部３０５は、操作対象の機器等への遠隔操作の指示を端末装置４０から受信する
（ステップＳ１４０５）。
【００８８】
　そして、コントローラ１２０の制御部３０５は、受信した指示に基づいて、操作対象の
機器等を制御する（ステップＳ１４０６）。
【００８９】
　一方、ステップＳ１４０２で判別した場所に現在いずれかのユーザがいると判別した場
合（ステップＳ１４０４；ＹＥＳ）、コントローラ１２０の制御部３０５は、操作対象の
機器等の遠隔制御ができない旨（遠隔制御を受け付けずに拒否する旨）を端末装置４０に
通知する（ステップＳ１４０７）。端末装置４０は、ステップＳ１４０１で指定した操作
対象の遠隔制御ができない旨をディスプレイに表示する。
【００９０】
　なお、操作対象の機器等が設置されている部屋にユーザがいる場合、その機器等の端末
装置４０による遠隔制御は受け付けられないが、その部屋にいるユーザが直接その機器等
を操作することは可能である。
【００９１】
　本実施形態によれば、宅内におけるユーザの在・不在に応じて遠隔操作を制限すること
により、遠隔制御の利便性を担保しつつ、宅内にいるユーザが快適にエネルギーマネジメ
ントシステム１を利用でき、宅内にいるユーザの意図に反した遠隔操作がなされることに
よる混乱の発生や誤った操作の指示を防ぐことができる。
【００９２】
　ステップＳ１４０３において、制御部３０５は、ユーザ居場所テーブル７００に、操作
対象の機器が設置されている場所が対応付けられているレコードがあるか否かを判別して
もよい。そして、制御部３０５は、操作対象の機器が設置されている場所が対応付けられ
ているレコードがある場合、言い換えれば操作対象の機器が設置されている場所に誰かが
いる場合（ステップＳ１４０４；ＹＥＳ）、操作対象の機器等の遠隔制御ができない旨を
端末装置４０に通知し（ステップＳ１４０７）、操作対象の機器が設置されている場所に
誰もいない場合（ステップＳ１４０４；ＮＯ）、操作対象の機器の遠隔制御が可能である
旨を端末装置４０に通知してもよい。
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【００９３】
　本実施形態では、宅外にいるユーザが端末装置４０を用いて遠隔操作する場面を想定し
たが、宅内のある部屋にいるユーザが別の部屋にある機器等を遠隔操作する際にも本発明
を適用することができる。例えば、図８に示す間取りを有する家に住んでいる父と母と子
の３人家族が全員リビングでくつろいでいる場面では、父と母と子のいずれかは、運転を
オフに設定し忘れた子供部屋のエアコンを、リビングにいながらオフにする、といった遠
隔操作が可能である。一方、子供部屋に子がいてエアコンを使用中であり、父と母がリビ
ングにいる場面では、父と母は、子がいる子供部屋のエアコンを勝手に遠隔操作すること
ができない。子供部屋にいる子は、子供部屋のエアコンを直接操作することが可能である
。このように、遠隔操作の便利さを担保しつつ、混乱の発生やユーザの意図しない動作を
抑止することができる。
【００９４】
　本実施形態では、コントローラ１２０が端末装置４０からの遠隔制御を要求されると、
操作対象の機器が設置されている場所に誰かがいれば、遠隔制御できないように設計して
いる。しかし、“誰か”ではなく、特定のユーザがいれば、遠隔制御できないように設計
してもよい。
【００９５】
　例えば、コントローラ１２０の制御部３０５は、操作対象の機器を判別すると、その機
器が設置されている場所を機器－部屋対応付けテーブル５００に基づいて判別するととも
に、その機器に対応付けられているユーザを部屋－ユーザ対応付けテーブル６００に基づ
いて判別する。さらに、制御部３０５は、判別したユーザが、判別した場所にいるか否か
を、ユーザ居場所テーブル７００に基づいて判別する。そして、制御部３０５は、判別し
たユーザが判別した場所にいると判別した場合には、遠隔制御を拒否し、判別したユーザ
が判別した場所にいないと判別した場合には、遠隔制御を許可する。これによって、より
きめ細かい遠隔制御処理が可能になる。
【００９６】
　あるいは、コントローラ１２０の制御部３０５は、操作対象の機器を判別すると、その
機器が設置されている場所を機器－部屋対応付けテーブル５００に基づいて判別し、判別
した場所に予め決められたユーザ（責任者）がいるか否かをユーザ居場所テーブル７００
に基づいて判別する。そして、制御部３０５は、判別した場所に責任者がいると判別した
場合には、遠隔制御を拒否し、判別した場所に責任者がいないと判別した場合には、遠隔
制御を許可する。なお、ユーザは、責任者を任意に設定することができる。
【００９７】
（実施形態２）
　次に、実施形態２について説明する。本実施形態では、図８に例示する管理画面から、
ユーザ同士でコミュニケーションを図ることが可能である。
【００９８】
　図１５に、宅外にいるユーザが使用する端末装置４０に表示される管理画面の例を示す
。宅外にいるユーザ（例えば、父）が端末装置４０を用いてコントローラ１２０にアクセ
スすると、コントローラ１２０は、制御可能な機器等の一覧表とレイアウト図のほか、各
ユーザ（例えば、父、母、子）が現在いる場所を示すデータを端末装置４０に送信する。
端末装置４０は、そのデータを受信し、本図の管理画面を端末装置４０のディスプレイに
表示する。端末装置４０のユーザ（父）は、子を表すアイコン１５１０Ａによって子が子
供部屋にいることを一目で把握することができ、母を表すアイコン１５１０Ｂによって母
がリビングにいることを一目で把握することができる。なお、外出中のユーザ（父）を表
すアイコン１５１０Ｃは、外出中に対応する所定の場所に配置される。
【００９９】
　上述のように、端末装置４０のユーザは、一覧表の中の機器等に対応付けられたボタン
、あるいは、レイアウト図の中に配置された機器等を表す画像を押すことによって、所望
の機器等を遠隔制御することができる。他のユーザがいる部屋の中の機器等に関しては遠
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隔制御することができない。しかし、端末装置４０のユーザにとっては、対象に機器等が
設置された部屋に誰かがいると分かっても、機器等が正常に動作しているのかが気になっ
たり、長時間運転が続けられていないかが気になったりすることがあり、部屋にいるユー
ザに連絡を取りたい場面もある。そこで、本実施形態では、端末装置４０のユーザは、遠
隔制御できない状況であっても、管理画面を通じて、ユーザに連絡を取れるようにしてい
る。
【０１００】
　具体的には、端末装置４０は、端末装置４０のユーザ以外のユーザを表すアイコン１５
１０が選択されると、コントローラ１２０にアクセスし、相手のユーザの登録されたスケ
ジュールやメモなどのデータをコントローラ１２０から取得し、図１６に示すように、相
手のユーザの登録されたスケジュールやメモなどを表示するとともに、電話を発信する指
示を受け付けるボタン１６２１、及び／又は、電子メールを送信する指示を受け付けるボ
タン１６２２を含むダイアログボックス１６００を表示する。
【０１０１】
　ボタン１６２１が押されると、端末装置４０は、予め相手に対応付けられた電話番号に
発信する。図１６の例の場合、端末装置４０は、相手（母）に予め対応付けられた電話番
号（自宅の電話番号）に発信する。
【０１０２】
　ボタン１６２２が押されると、端末装置４０は、予め相手に対応付けられた電子メール
アドレスに送信する電子メールの編集画面（図示せず）を表示し、電子メールの本文や題
名等の編集をユーザから受け付け、送信する。図１６の例の場合、端末装置４０は、相手
（母）に予め対応付けられた電子メールアドレスに電子メールを送信する。
【０１０３】
　端末装置４０は、電話と電子メールのほかに、他のコミュニケーション手段を用いてユ
ーザ間で連絡を取り合うことができてもよい。例えば、図１７に示すように、宅外にいる
ユーザと宅内にいるユーザとの間で文字による会話（いわゆるチャット）を、所定のチャ
ット画面１７００の中で行えるようにしてもよい。もちろん、宅内にいるユーザ同士でチ
ャットを行うこともできる。また、宅外によるユーザ同士で、エネルギーマネジメントシ
ステム１を介してチャットを行うことができてもよい。
【０１０４】
　チャットでは、コントローラ１２０がチャットサーバの役割を果たす。例えば、第１の
端末装置４０を使用するユーザと第２の端末装置４０を使用するユーザとの間でチャット
を行う場合には、コントローラ１２０は第１の端末装置４０から第２の端末装置４０への
メッセージを第１の端末装置４０から受信し、第２の端末装置４０へ送信する。同様に、
コントローラ１２０は第２の端末装置４０から第１の端末装置４０へのメッセージを第２
の端末装置４０から受信し、第１の端末装置４０へ送信する。
【０１０５】
　また、電子掲示板へのメッセージの書き込みや電子掲示板からのメッセージの読み込み
、外部の短文投稿システムへのメッセージの書き込みや短文投稿システムからのメッセー
ジの読み込み、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）への投稿やＳＮＳからの
投稿の読み込みなどを行えるようにしてもよい。
【０１０６】
　本実施形態によれば、エネルギーマネジメントシステム１を電話や電子メールやチャッ
ト等のコミュニケーション手段と連携させることにより、ユーザの利便性が高まり、更に
は省エネルギーへの関心を高める効果が期待される。
【０１０７】
（実施形態３）
　次に、実施形態３について説明する。本実施形態では、エネルギーマネジメントシステ
ム１は、管理画面の表示態様を適宜変更することができる。
【０１０８】
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　図１８に、エネルギーマネジメントシステム１の管理画面を示す。管理画面のうち、機
器等の一覧表の中の、それぞれの機器等に対応付けられたボタン１８０１～１８０８には
、各機器等の現在の状態を示す情報が合わせて表示される。
【０１０９】
　例えば、子供部屋の家電機器１０４Ｄに対応付けられるボタン１８０１には、機器の名
称（テレビ）のほかに、放送を表示中か否かを示す情報（オン／オフ）や、継続して使用
されている時間の長さ等が表示される。空調機１０２Ｄに対応付けられるボタン１８０２
には、機器の名称（エアコン）のほかに、空調を運転中か否か、運転中の場合には動作モ
ード（冷房／暖房の区別等）と設定温度とを示す情報が表示される。床暖房システム１０
５Ｄに対応付けられるボタン１８０３には、機器の名称（床暖房）のほかに、運転中か否
か、運転中の場合には設定温度や強弱等を示す情報が表示される。
【０１１０】
　例えば、リビングの家電機器１０４Ｃ－２に対応付けられるボタン１８０４には、機器
の名称（テレビ）のほかに、放送を表示中か否かを示す情報（オン／オフ）や、継続して
使用されている時間の長さ等が表示される。空調機１０２Ｃに対応付けられるボタン１８
０５には、機器の名称（エアコン）のほかに、空調を運転中か否か、運転中の場合には動
作モード（冷房／暖房の区別等）と設定温度とを示す情報が表示される。家電機器１０４
Ｃ－１に対応付けられるボタン１８０６には、機器の名称（冷蔵庫）のほかに、冷却の強
さや設定温度等を示す情報が表示される。ＩＨクッキングヒータ１０６Ｃに対応付けられ
るボタン１８０７には、機器の名称（ＩＨＣＨ）のほかに、動作中か否か、動作中の場合
には加熱の強さや設定温度等を示す情報が表示される。床暖房システム１０５Ｃに対応付
けられるボタン１８０８には、機器の名称（床暖房）のほかに、運転中か否か、運転中の
場合には設定温度や強弱等を示す情報が表示される。
【０１１１】
　子供部屋とリビング以外に設置されている機器等についても同様に、機器等に対応付け
られるボタンには、その機器等の現在の状態を示す情報が表示される。
【０１１２】
　各ボタン１８０１～１８０８がユーザによって押されると、端末装置４０は、押された
ボタンに遠隔から指示を出す旨をコントローラ１２０に通知する。コントローラ１２０は
、指定された機器等の現在の状態を判別し、端末装置４０に送信する。端末装置４０は、
現在の状態をコントローラ１２０から取得して表示すると共に、遠隔操作が可能な場合に
は遠隔操作を受け付ける図９に示すダイアログボックス９００を表示し、遠隔操作が不可
能な場合には遠隔操作できない旨を表す図１３に示すダイアログボックス１３００を表示
する。各ボタン１８０１～１８０８が押された場合の遠隔制御処理は、実施形態１で説明
したものと同じである。
【０１１３】
　現在の状態を示す情報の具体的な内容は、上述した内容に限定されず、任意である。例
えば、端末装置４０は、運転のスケジュール、最後に直接動作が指示された日時、最後に
遠隔操作された日時、最後に遠隔操作したユーザ名、等をコントローラ１２０から取得し
て表示してもよい。
【０１１４】
　表示切替ボタン１８５０が押されると、端末装置４０は、管理画面を他の表示態様に切
り替える。図１９に、切り替え後の他の表示態様による管理画面の例を示す。本図は、宅
内の１階部分の平面図を模式的に表している。
【０１１５】
　図１９において、図１８と同様に、各機器等にはボタン１９０１～１９０８が対応付け
られる。ボタン１９０４には宅内の１階部分のリビングにある家電機器１０４Ｃ－２が対
応付けられる。ボタン１９０５にはリビングの空調機１０２Ｃが対応付けられる。ボタン
１９０６には家電機器１０４Ｃ－１が対応付けられる。ボタン１９０７にはＩＨクッキン
グヒータ１０６Ｃが対応付けられる。ボタン１９０８には床暖房システム１０５Ｃが対応
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付けられる。リビング以外に設置されている機器等についても同様に、ボタンと機器等と
が対応付けられる。一覧表の中にある子供部屋は２階にあるので、この１階部分の断面図
には子供部屋の中にある機器等を表す画像は表示されない。
【０１１６】
　階数を切り替えるボタン１９６０が押されると、端末装置４０は、宅内の１階部分を表
示しているときには２階部分の断面図に切り替える。宅内の２階部分を表示しているとき
には１階部分の平面図に切り替える。階数がＸ階（Ｘは２以上の整数）建ての場合、端末
装置４０は、ボタン１９６０が１回押されるたびに、１階の平面図、２階の平面図、Ｘ－
１階の平面図、Ｘ階の平面図、と順に切り替えていき、Ｘ階の平面図を表示しているとき
にボタン１９６０が押されると、１階の平面図に戻す。後は同じである。ただし、端末装
置４０は、現在の上階の平面図に切り替えるボタンと現在の下階の平面図に切り替えるボ
タンとを表示し、ユーザから入力を受け付けてもよい。
【０１１７】
　ある階の平面図を表示しているときに、一覧表の中の別の階にある機器等に対応付けら
れているボタンがユーザによって押されると、端末装置４０は、押されたボタンに対応付
けられている機器等が設置された階の平面図に切り替えてもよい。この場合、ユーザは、
ボタン１９６０を押さなくてもよい。
【０１１８】
　表示切替ボタン１９５０が押されると、端末装置４０は、管理画面を他の表示態様に切
り替える。図２０に、切り替え後の他の表示態様による管理画面の例を示す。本図は、立
体図を模式的に表している。
【０１１９】
　図２０において、図１８，図１９と同様に、各機器等にはボタン２００１～２００８が
対応付けられる。ボタン２００４には宅内の１階部分のリビングにある家電機器１０４Ｃ
－２が対応付けられる。ボタン２００５にはリビングの空調機１０２Ｃが対応付けられる
。ボタン２００６には家電機器１０４Ｃ－１が対応付けられる。ボタン２００７にはＩＨ
クッキングヒータ１０６Ｃが対応付けられる。ボタン２００８には床暖房システム１０５
Ｃが対応付けられる。リビング以外に設置されている機器等についても同様に、ボタンと
機器等とが対応付けられる。
【０１２０】
　表示する部屋を切り替えるボタン２０６０が押されると、端末装置４０は、宅内の他の
部屋に設置されている機器等を表す画像を表示する。Ｘ個の部屋がある場合、第１の部屋
、第２の部屋、第（Ｘ－１）の部屋、第Ｘの部屋、と順に切り替えていき、第Ｘの部屋を
表示しているときにボタン２０６０が押されると、第１の部屋に戻す。後は同じである。
ただし、端末装置４０は、直接部屋を指定するボタンを表示し、ユーザから入力を受け付
けてもよい。
【０１２１】
　階数を切り替えるボタン２０８０が押されると、端末装置４０は、宅内の１階部分を表
示しているときには２階部分の断面図に切り替える。宅内の２階部分を表示しているとき
には１階部分の平面図に切り替える。ボタン２０８０の仕様は、上述したボタン１９６０
の仕様と同じである。
【０１２２】
　端末装置４０は、表示する部屋を切り替えると、その部屋が仮想視点から見て最も近く
に見えるように、立体図を回転する。
【０１２３】
　角度を変えるボタン２０７０が押されると、端末装置４０は、押されている間、立体図
を回転させる。あるいは、端末装置４０は、ボタン２０７０が１回押されると所定角度だ
け立体図を回転させてもよい。回転方向や回転速度は任意である。
【０１２４】
　なお、図１８，図１９，図２０の管理画面においても、上記実施形態と同様に、ユーザ
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は、機器等の一覧表の中のボタンを押すとその押されたボタンに対応付けられた機器への
遠隔操作が可能であり、レイアウト図の中の機器等を表す画像を選択するとその選択した
機器への遠隔操作が可能である。本実施形態における遠隔制御処理は、実施形態１で説明
したものと同じである。
【０１２５】
　本実施形態では、端末装置４０は、図１８に示す管理画面と、図１９に示す断面図を用
いた管理画面と、図２０に示す立体図を用いた管理画面と、の３つを交互に切り替えて表
示する。しかし、管理画面の表示態様はこれら３つのみに限られない。また、端末装置４
０は、管理画面の表示態様を２つだけにしてもよいし、４個以上の表示態様に切り替える
ことができてもよい。
【０１２６】
　管理画面の切り替えを、ボタンの押し操作ではなく、ユーザによる端末装置４０自体の
傾け操作や振り操作等によって行ってもよい。端末装置４０は加速度センサあるいはジャ
イロセンサを備え、端末装置４０の姿勢の変化に基づいて管理画面を切り替えてもよい。
【０１２７】
　また、端末装置４０は、立体図を用いた管理画面の表示中に端末装置４０の姿勢の変化
を検出すると、端末装置４０の姿勢の変化に応じて、立体図の視点を変えてもよい。例え
ば、端末装置４０は、ディスプレイの左方向に端末装置４０が傾くと立体図を左回転させ
、ディスプレイの右方向に傾くと立体図を右回転させてもよい。
【０１２８】
　本実施形態によれば、エネルギーマネジメントシステム１の管理画面を多様化し、ユー
ザの好みに応じて切り替えることができるので、ユーザの利便性が高まり、更には省エネ
ルギーへの関心を高める効果が期待される。また、遠隔操作したい機器等をユーザが探し
やすくなり、また、操作可能な機器等が多かったり宅内のレイアウトが複雑だったりする
場合には機器等を表す画像をユーザが選択しやすくなる効果がある。
【０１２９】
　本発明は、上述した実施形態に限定されず、種々の変形及び応用が可能である。また、
上述した実施形態の各構成要素を自由に組み合わせることも可能である。
【０１３０】
　上記各実施形態では、端末装置４０もしくはコントローラ１２０は、管理画面のレイア
ウト図の中に機器等を表す画像を表示しているが、それ以外にも、通信エラー、故障、長
時間運転などといった所定の事象が発生した場合にはその事象を表すメッセージや画像等
を合わせて表示してもよい。
【０１３１】
　図２１に、管理画面の他の例を示す。端末装置４０は、ある機器に所定の事象が発生し
た旨をコントローラ１２０から通知されると、その機器を表す画像を強調して表示しても
よい。例えば、端末装置４０は、所定の事象が発生した旨をコントローラ１２０から通知
されると、その事象が発生した機器等を示す画像を枠２１０１で囲って相対的に目立つよ
うに表示する。また、コントローラ１２０は、ある機器に所定の事象が発生した旨を検出
すると、その機器を表す画像を強調して表示してもよい。
【０１３２】
　端末装置４０は、ある機器等において宅内ネットワーク１０内での通信エラーが発生し
たことがコントローラ１２０から通知された場合に、その機器等に通信エラーが発生した
旨のメッセージ２１０２を、その機器等を表す画像と関連付けて表示してもよい。また、
コントローラ１２０は、ある機器等において宅内ネットワーク１０内での通信エラーが発
生した旨を検出した場合に、その機器等に通信エラーが発生した旨のメッセージ２１０２
を、その機器等を表す画像と関連付けて表示部３０２に表示してもよい。
【０１３３】
　端末装置４０は、ある機器等の機能の一部又は全部が故障したことがコントローラ１２
０から通知された場合に、その機器等が故障した旨のメッセージ２１０３を、その機器等
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を表す画像と関連付けて表示してもよい。また、コントローラ１２０は、ある機器等の機
能の一部又は全部の故障を検出した場合に、その機器等が故障した旨のメッセージ２１０
３を、その機器等を表す画像と関連付けて表示部３０２に表示してもよい。
【０１３４】
　端末装置４０は、ある機器等の運転時間が継続して所定時間以上経過したことがコント
ローラ１２０から通知された場合に、その機器等が長時間運転されている旨のメッセージ
２１０４を、その機器等を表す画像と関連付けて表示してもよい。また、コントローラ１
２０は、ある機器等の運転時間が継続して所定時間以上経過したことを検出すると、その
機器等が長時間運転されている旨のメッセージ２１０４を、その機器等を表す画像と関連
付けて表示してもよい。所定時間の長さは予めコントローラ１２０によって定められても
よいし、コントローラ１２０のユーザもしくは端末装置４０のユーザが任意に設定できて
もよい。
【０１３５】
　端末装置４０とコントローラ１２０は、所定の事象が発生した旨の各メッセージ２１０
２，２１０３，２１０４を表示する代わりに、もしくは、各メッセージ２１０２，２１０
３，２１０４を表示するのに加えて、所定の事象が発生したことを表すアイコンやマーク
を表示してもよい。
【０１３６】
　端末装置４０とコントローラ１２０は、発生した事象ごとに異なる色で、機器等を表す
画像を表示してもよい。例えば、端末装置４０とコントローラ１２０は、機器等の故障を
赤色、通信エラーを青色、長時間運転に対する警告を黄色といったように、事象の違いを
色の違いで表現してもよい。
【０１３７】
　端末装置４０とコントローラ１２０は、所定の事象が発生した場合に、レイアウト図の
中にメッセージ２１０２，２１０３，２１０４を表示する代わりに、所定の事象が発生し
たことを示すメッセージをポップアップ表示してもよい。これにより、ユーザへの注意喚
起の効果が増す。
【０１３８】
　端末装置４０とコントローラ１２０は、他の家のエネルギーマネジメントシステム１に
よって管理される機器等の状態を表示してもよい。例えば、親子が異なる家に住んでいて
、子の家のエネルギーマネジメントシステム１と、遠くに離れた親の実家のエネルギーマ
ネジメントシステムとを連携させ、子の家から親の家を“見守る”ことができてもよい。
【０１３９】
　この場合、第１のエネルギーマネジメントシステム１（見守る側）のコントローラと、
第２のエネルギーマネジメントシステム（見守られる側）のコントローラとが定期的に通
信して機器等の状態を示すデータを送受信し、ユーザが第１のエネルギーマネジメントシ
ステム１を介して第２のエネルギーマネジメントシステムの機器等の状態を閲覧すること
ができるようにすればよい。
【０１４０】
　見守る側の第１のエネルギーマネジメントシステム１からは、見守られる側の第２のエ
ネルギーマネジメントシステムの機器等の状態をすべて閲覧できるようにしてもよいし、
閲覧できる内容に制限を設けたり、簡素化した情報のみ閲覧できたりしてもよい。例えば
、見守る人（例えば、子）からは、見守られる人（例えば、親）がいる部屋までは閲覧で
きないものの、宅内か宅外か程度の区別を閲覧できるようにしてもよい。
【０１４１】
　上記各実施形態では、コントローラ１２０と端末装置４０は、管理画面において、機器
等の一覧表とレイアウト図の両方を表示しているが、一覧表のみ、もしくは、レイアウト
図のみを表示してもよい。
【０１４２】
　上記のエネルギーマネジメントシステム１の全部又は一部としてコンピュータを動作さ
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l disk）などのコンピュータが読み取り可能な記録媒体に格納して配布し、これを別のコ
ンピュータにインストールし、上述の手段として動作させ、あるいは、上述の工程を実行
させてもよい。
【０１４３】
　さらに、インターネット上のサーバ装置が有するディスク装置等にプログラムを格納し
ておき、例えば、搬送波に重畳させて、コンピュータにダウンロード等するものとしても
よい。
【０１４４】
　以上のように、上記各実施形態によれば、遠隔制御の利便性を維持しつつ、宅内にいる
ユーザの快適性を損なわないエネルギーマネジメントシステム、端末装置、端末装置の制
御方法、及び、プログラムを提供することができる。
【符号の説明】
【０１４５】
１　エネルギーマネジメントシステム、１０　宅内ネットワーク、２０　宅外ネットワー
ク、３０　サーバ、４０　端末装置、５０　通信ネットワーク、１０１　自立切替盤、１
０２　空調機、１０３　換気システム、１０４　家電機器、１０５　床暖房システム、１
０６　ＩＨクッキングヒータ、１０７　給湯システム、１０８　発電システム、１０９　
蓄電システム、１１０　電気自動車、１２０　コントローラ、３０１　入力部、３０２　
表示部、３０３　記憶部、３０４　通信部、３０５　制御部、４００　レイアウト定義テ
ーブル、５００　機器－部屋対応付けテーブル、６００　部屋－ユーザ対応付けテーブル
、７００　ユーザ居場所テーブル、８０１　アイコン、９００　ダイアログボックス、１
２００　ダイアログボックス、１３００　ダイアログボックス
【要約】
【課題】遠隔制御の利便性を維持しつつ、宅内にいるユーザの快適性を損なわない。
【解決手段】
　コントローラ１２０において、受信部は、宅内に設置される機器を遠隔制御する指示を
、第１ユーザによって用いられる端末装置４０から受信する。判別部は、指示の対象の機
器が設置されている場所に第２ユーザがいるか否かを判別する。制御部は、指示の対象の
機器が設置されている場所に第２ユーザがいないと判別された場合には、指示に基づいて
機器を制御する。制御部は、指示の対象の機器が設置されている場所に第２ユーザがいる
と判別された場合には、指示に基づいて機器を制御しない。
【選択図】図１
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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