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(57)【要約】
【課題】　エネルギーの使用量の予測値と実測値とを視
覚的に分かりやすく表示することが可能な、エネルギー
消費量表示装置等を提供する。
【解決手段】　表示画面２０には、アナログ時計表示部
２１が表示される。アナログ時計表示部２１は、時刻の
推移とともに、長針および短針が移動する。すなわち、
アナログ時計表示部２１は、通常の時計として機能する
。アナログ時計表示部２１の時計盤上には、アナログ時
計と同心円上に電力消費量予測値表示部２５が設けられ
る。電力消費量予測値表示部２５には、設定時間範囲に
おける、所定時間毎の電力消費量の予測値が色によって
表示される。また、電力消費量予測値表示部２５と同心
円上には、電力消費量実績値表示部２３が設けられる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エネルギー消費量表示装置であって、
　過去の所定時間毎のエネルギー消費量情報を記憶する記憶部と、
　前記記憶部における前記エネルギー消費量情報に基づいて、所定時間毎のエネルギー消
費量を予測するエネルギー消費量予想手段と、
　所定時間毎のエネルギー消費量の実績を取得するエネルギー消費量取得手段と、
　所定時間毎のエネルギー消費量の予測値と実績値とを表示する表示部と、
　を具備し、
　前記表示部には、アナログ時計表示部と、前記アナログ時計表示部の時計盤上に同心円
上に設けられるエネルギー消費量予測値表示部およびエネルギー消費量実測値表示部と、
が表示され、
　前記エネルギー消費量予測値表示部には、設定された所定時間範囲の時間毎のエネルギ
ー消費量の予測値を色によって表示可能であり、前記エネルギー消費量実測値表示部には
、設定された所定時間範囲の時間毎のエネルギー消費量の実測値を色によって表示可能で
あり、
　前記アナログ時計表示部の短針の動作に応じて、前記エネルギー消費量実測値表示部に
、所定時間毎にエネルギー消費量実測値を表示することを特徴とするエネルギー消費量表
示装置。
【請求項２】
　前記表示部には、計算開始時から現在までのエネルギー消費量に基づいて算出される時
間当たりのエネルギー消費換算量をリアルタイムに表示可能であることを特徴とする請求
項１記載のエネルギー消費量表示装置。
【請求項３】
　前記エネルギー消費換算量が所定量を超えると、前記表示部の背景色を変化させ、警告
を表示することを特徴とする請求項２記載のエネルギー消費量表示装置。
【請求項４】
　前記計算開始時から所定のマスク時間は、前記エネルギー消費換算量が所定量を超えて
も、前記表示部の背景色の変化と警告表示を行わないことを特徴とする請求項３記載のエ
ネルギー消費量表示装置。
【請求項５】
　前記アナログ時計表示部の時計盤上に同心円上に、生活情報を合わせて表示することを
特徴とする請求項１から請求項４のいずれかに記載のエネルギー消費量表示装置。
【請求項６】
　エネルギー消費量表示方法であって、
　記憶部に記憶されている過去の所定時間毎のエネルギー消費量情報に基づいて、所定時
間毎のエネルギー消費量を予測する工程と、
　所定時間毎のエネルギー消費量の実績を取得する工程と、
　所定時間毎のエネルギー消費量の予測値と実績値とを表示部に表示する工程と、
　を具備し、
　前記表示部には、アナログ時計表示部と、前記アナログ時計表示部の時計盤上に同心円
上に設けられるエネルギー消費量予測値表示部およびエネルギー消費量実測値表示部とを
表示し、
　前記エネルギー消費量予測値表示部には、設定された所定時間範囲の時間毎のエネルギ
ー消費量の予測値を色によって表示し、
　前記アナログ時計表示部の短針の動作に応じて、前記エネルギー消費量実測値表示部に
、所定時間毎にエネルギー消費量実測値を色によって表示することを特徴とするエネルギ
ー消費量表示方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力などのエネルギーの消費量の予測と実測を、利用者が視覚的に把握しや
すいエネルギー消費量表示装置およびエネルギー消費量表示方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、省エネルギーの意識が高まっている。このような中、電力などのエネルギー消費
量の予測値と実測値とを表示し、エネルギー消費者がこれらを把握することで、消費者の
省エネルギーに対する意識を高め、効率の良い省エネルギー活動を行うことができる。
【０００３】
　このようなエネルギー消費量の表示方法としては、消費電力量の削減分の目標値と実績
値との差を表示し、目標値と実績値とを容易に比較することが可能な省エネ効果表示方法
がある（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１５７２６１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、特許文献１のような、従来の省エネ効果を表示する手段は、時間毎の予測値や
実測値の数値を、棒グラフや表に表示させるものである。このように表示された情報は、
例えば専門の知識を有する管理者がいるような場合には有効な手段であるが、店舗や建物
などにおいて、特に専門の知識を有さない利用者などがその内容を把握するためには、必
ずしも視覚的に把握しやすいものではなかった。
【０００６】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、エネルギーの使用量の予測値と実
測値とを視覚的に分かりやすく表示することが可能な、エネルギー消費量表示装置等を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前述した目的を達するために第１の発明は、エネルギー消費量表示装置であって、過去
の所定時間毎のエネルギー消費量情報を記憶する記憶部と、前記記憶部における前記エネ
ルギー消費量情報に基づいて、所定時間毎のエネルギー消費量を予測するエネルギー消費
量予想手段と、所定時間毎のエネルギー消費量の実績を取得するエネルギー消費量取得手
段と、所定時間毎のエネルギー消費量の予測値と実績値とを表示する表示部と、を具備し
、前記表示部には、アナログ時計表示部と、前記アナログ時計表示部の時計盤上に同心円
状に設けられるエネルギー消費量予測値表示部およびエネルギー消費量実測値表示部と、
が表示され、前記エネルギー消費量予測値表示部には、設定された所定時間範囲の時間毎
のエネルギー消費量の予測値を色によって表示可能であり、前記エネルギー消費量実測値
表示部には、設定された所定時間範囲の時間毎のエネルギー消費量の実測値を色によって
表示可能であり、前記アナログ時計表示部の短針の動作に応じて、前記エネルギー消費量
実測値表示部に、所定時間毎にエネルギー消費量実測値を表示することを特徴とするエネ
ルギー消費量表示装置である。
【０００８】
　このようにすることで、アナログ時計上の設定時間範囲について、エネルギー消費量の
予測値と実績値とを色によって表示するため、遠くからでも把握しやすい。特に、例えば
店舗等の営業時間についてのみ、アナログ時計上に実績値等を表示させるため、営業時間
とエネルギー消費実績との関係が分かりやすく、時計を見る感覚で、省エネ効果を把握す
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ることができる。
【０００９】
　また、本発明では、前記表示部には、計算開始時から現在までのエネルギー消費量に基
づいて算出される時間当たりのエネルギー消費換算量をリアルタイムに表示可能であるこ
とが望ましい。
【００１０】
　この場合、前記エネルギー消費換算量が所定量を超えると、前記表示部の背景色を変化
させ、警告を表示することが望ましい。また、前記計算開始時から所定のマスク時間は、
前記エネルギー消費換算量が所定量を超えても、前記表示部の背景色の変化と警告表示を
行わないことが望ましい。
【００１１】
　このようにすることで、利用者は、過去の実績のみではなく、現在の（所定時間範囲の
）実際のエネルギー消費量に基づくエネルギー消費換算量を把握することができる。また
、エネルギー消費換算量が目標値などを超える場合には、画面全体の背景色を変化させて
、警告を表示することで、利用者が、当該情報を確実に把握することができる。
【００１２】
　なお、エネルギー消費換算量は、例えば３０分毎に算出される。すなわち、ある時刻に
計算を開始してから３０分間は、計算開始から現在までのエネルギー消費量に基づいて、
計算開始から３０分後に外挿した時間当たりの換算量を表示する。したがって、計算開始
初期は、エネルギー消費換算量が大きく変動する可能性がある。これに対しては、例えば
最初の５分間などのマスク時間を設定し、マスク時間は、エネルギー消費換算量が目標値
等を超えても、警告表示や背景色変化を行わないようにすることで、瞬間的なエネルギー
消費量変化によって、警告画面等を表示することを防止することができる。
【００１３】
　第２の発明は、エネルギー消費量表示方法であって、記憶部に記憶されている過去の所
定時間毎のエネルギー消費量情報に基づいて、所定時間毎のエネルギー消費量を予測する
工程と、所定時間毎のエネルギー消費量の実績を取得する工程と、所定時間毎のエネルギ
ー消費量の予測値と実績値とを表示部に表示する工程と、を具備し、前記表示部には、ア
ナログ時計表示部と、前記アナログ時計表示部の時計盤上に同心円状に設けられるエネル
ギー消費量予測値表示部およびエネルギー消費量実測値表示部とを表示し、前記エネルギ
ー消費量予測値表示部には、設定された所定時間範囲の時間毎のエネルギー消費量の予測
値を色によって表示し、前記アナログ時計表示部の短針の動作に応じて、前記エネルギー
消費量実測値表示部に、所定時間毎にエネルギー消費量実測値を色によって表示すること
を特徴とするエネルギー消費量表示方法である。
【００１４】
　このようにすることで、利用者は、時刻とともに、エネルギー消費量の実績を容易に把
握することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、エネルギーの使用量の予測値と実測値とを視覚的に分かりやすく表示
することが可能な、エネルギー消費量表示装置等を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】エネルギー消費量表示装置１を示すハードウェア構成図。
【図２】エネルギー消費量表示装置１の制御方法を示すフローチャート。
【図３】表示画面２０の例を示す図。
【図４】表示画面２０の例を示す図。
【図５】表示画面２０の例を示す図。
【図６】表示画面２０の例を示す図。
【発明を実施するための形態】
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【００１７】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。図１は、エネルギー
消費量表示装置１を示すハードウェア構成図である。エネルギー消費量表示装置１は、例
えばコンピュータであり、制御部３、記憶部５、メディア入出力部７、通信制御部９、入
力部１１、表示部１３、周辺機器Ｉ／Ｆ部１５等から構成され、それらがバス１７を介し
て接続される。
【００１８】
　制御部３は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＲＯＭ（
Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）等で構成される。ＣＰＵは、記憶部５、ＲＯＭ、記録媒体等に格納されるプログラ
ムをＲＡＭ上のワークメモリ領域に呼び出して実行し、バス１７を介して接続された各装
置を駆動制御し、エネルギー消費量表示装置１が行う処理を実現する。
【００１９】
　ＲＯＭは、不揮発性メモリであり、コンピュータのブートプログラムやＢＩＯＳ等のプ
ログラム、データ等を恒久的に保持している。ＲＡＭは、揮発性メモリであり、記憶部５
、ＲＯＭ、記録媒体等からロードしたプログラム、データ等を一時的に保持するとともに
、制御部３が各種処理を行う為に使用するワークエリアを備える。
【００２０】
　記憶部５は、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）やＳＳＤ（フラッシュＳＳＤ）（ソリ
ッドステートドライブ）であり、制御部３が実行するプログラム、プログラム実行に必要
なデータ、ＯＳ（オペレーティングシステム）等が格納される。プログラムに関しては、
ＯＳ（オペレーティングシステム）に相当する制御プログラムや、後述の処理に相当する
アプリケーションプログラムが格納されている。これらの各プログラムコードは、制御部
３により必要に応じて読み出されてＲＡＭに移され、ＣＰＵに読み出されて各種の手段と
して実行される。また、記憶部５には、本発明において用いられる、各種データが保管さ
れる。
【００２１】
　メディア入出力部７（ドライブ装置）は、データの入出力を行い、例えば、フロッピー
（登録商標）ディスクドライブ、ＣＤドライブ（－ＲＯＭ、－Ｒ、ＲＷ等）、ＤＶＤドラ
イブ（－ＲＯＭ、－Ｒ、－ＲＷ等）、ＭＯドライブ等のメディア入出力装置を有する。
【００２２】
　通信制御部９は、通信制御装置、通信ポート等を有し、コンピュータとネットワーク間
の通信を媒介する通信インタフェースであり、ネットワークを介して、例えば、制御部３
によって天気情報や気温情報をインターネット上から取得することができる。
【００２３】
　入力部１１は、データの入力を行い、例えば、キーボード、マウス等のポインティング
デバイス、テンキー等の入力装置を有する。入力部１１を介して、コンピュータに対して
、操作指示、動作指示、データ入力等を行うことができる。
【００２４】
　表示部１３は、ＣＲＴモニタ、液晶パネル等のディスプレイ装置、ディスプレイ装置と
連携してコンピュータのビデオ機能を実現するための論理回路等（ビデオアダプタ等）を
有する。
【００２５】
　周辺機器Ｉ／Ｆ（インタフェース）部１５は、コンピュータに周辺機器を接続させるた
めのポートであり、周辺機器Ｉ／Ｆ部１５を介してコンピュータは周辺機器とのデータの
送受信を行う。例えば、電力計と接続され、消費電力を取得することができる。
【００２６】
　バス１７は、各装置間の制御信号、データ信号等の授受を媒介する経路である。
【００２７】
　次に、エネルギー消費量表示装置１の機能について説明する。なお、以下の説明におい
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て、エネルギーが電力である例について説明するが、他のエネルギーとしてガスや、電気
とガスの組み合わせなどに対しても適用可能であることは言うまでもない。
【００２８】
　図２は、エネルギー消費量表示装置１により、店舗や建物などにおける一日の電力消費
量の実績を表示するための工程を示す図である。まず、制御部３は、記憶部５に予め記憶
されている過去の電力消費量情報から、当日の設定時間範囲の電力消費量を予測する（ス
テップ１０１）。電力消費量情報とは、対象となる店舗や建物に対し、過去の複数の日に
おける各日毎、所定時間毎（本実施形態では３０分毎）の電力消費量に関する情報である
。なお、過去の情報がない場合には、類似した営業形態や電力消費量をとる他の店舗や事
業所の情報を用いても良い。
【００２９】
　例えば、記憶部５には、過去の季節ごと、曜日（例えば、平日、土曜日、日曜日、祭日
など）ごとの電力消費量の所定時間毎の平均値が格納されている。計算対象となる日と、
同一の季節、曜日の過去の電力消費量情報から、当日の所定時間毎の電力消費量が予測さ
れる。この際、当日の、天候、気温情報に基づいて、予め記憶された気温または天候と電
力消費量の相関から、電力消費量を補正しても良い。
【００３０】
　なお、設定時間範囲は、例えば店舗の営業時間や、事業所等の稼働時間に基づいて設定
される。例えば、朝９時から夜７時までの営業であれば、その前後を含む、朝の８時から
夜の８時までというように設定すればよい。このように設定された時間は、記憶部５に記
憶される。
【００３１】
　次に、制御部３は、表示部にアナログ時計を表示する（以下、アナログ時計表示部）。
また、アナログ時計表示部の時計盤には、アナログ時計と同心円上に電力消費量予測値を
色によって表示する（以下、電力消費量予測値表示部）（ステップ１０２）。
【００３２】
　図３は、表示画面２０の表示例を示す図である。表示画面２０には、アナログ時計表示
部２１が表示される。アナログ時計表示部２１は、時刻の推移とともに、長針および短針
が移動する。すなわち、アナログ時計表示部２１は、通常の時計として機能する。アナロ
グ時計表示部２１の時計盤上には、アナログ時計と同心円上に電力消費量予測値表示部２
５が設けられる。電力消費量予測値表示部２５には、設定時間範囲（図では、朝８時から
夜８時までの１２時間）における、所定時間（例えば３０分）毎の電力消費量の予測値が
色によって表示される。例えば、電力消費量が多くなるにつれて、緑色～橙色～赤色に徐
々に変化するように設定される。
【００３３】
　なお、１２時間以上の設定時間範囲の場合には、所定時間経過後、時刻の推移とともに
随時電力消費量の予測値を上書きしてもよい。また、電力消費量予測値表示部２５と同心
円上には、電力消費量実績値表示部２３が設けられる。電力消費量実績値表示部２３につ
いては、後述する。
【００３４】
　また、制御部３は、アナログ時計表示部とは別に、現在の電力消費量をリアルタイムに
表示する（以下、電力消費量リアルタイム表示部）。電力消費量リアルタイム表示部２９
は、例えば、表示画面２０の左側に表示されるメータ（半円）である。電力消費量リアル
タイム表示部２９は、前述した電力消費量予測値表示部２５と同様に、電力消費量に応じ
てメータ上に色分け表示される。
【００３５】
　なお、電力消費量リアルタイム表示部２９は、現在の電力消費量を表示する部位である
。現在の電力消費量とは、電力計等から取得した計算開始時から現在までの電力消費量に
基づいて、所定時間毎（例えば３０分）に算出され、計算開始時から所定時間後までの時
間当たりの電力消費量の換算量である。例えば、８時に計算を開始すると（計算開始時）
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、８時半までの３０分間は、８時から現在までの積算電力消費量を算出し、例えば５分前
から現在までの積算電力消費量の傾きから、３０分後における電力消費換算量を外挿する
ことで、時間当たりの電力消費換算量を算出する。なお、上記の計算は、例えば３０秒毎
または１分毎に行われる。８時半になると、電力消費換算量はリセットされ、８時半から
の３０分間の電力消費換算量がリアルタイムで算出される。なお、電力消費換算量は、計
算開始時から現在までの平均電力消費量から、３０分後における電力消費量に換算しても
良い。このように、制御部３は、電力計からの電力消費情報を取得して、電力消費換算量
（以下、単に「電力消費量」とする）を算出し、電力消費量リアルタイム表示部２９に表
示する。なお、実際に電力消費量リアルタイム表示部２９に表示される電力消費換算量は
、３０分の電力消費量換算量をさらに１時間の電力消費量に換算したものが３０分毎に表
示される。
【００３６】
　また、制御部３は、表示画面２０に目標電力設定部３３、警戒電力設定部３１を表示す
る。例えば、通常、３０分毎の電力消費量（１時間換算）が、契約電力を超えると、より
高い電力料金を支払う必要がある。したがって、３０分毎の電力消費量（１時間換算）が
契約電力を超えないように、節電を行う必要がある。なお、警戒電力としては、例えば契
約電力の９０％程度とし、目標電力としては、契約電力の８０％程度と設定すればよい。
【００３７】
　また、制御部３は、表示画面２０に表示切り替えボタン２７を表示する。表示切り替え
ボタン２７は、表示される対象のエネルギー（例えば電力とガス）を切り替えたり、過去
の日のデータを表示させたりすることができる。
【００３８】
　次に、制御部３は、現在の電力消費量が、設定された目標電力または警戒電力よりも高
いかどうかを判定する。（ステップ１０３）。目標電力または警戒電力よりも、現在の電
力消費量が低い場合には、電力消費量の換算値計算間隔（例えば３０分）ごとに、アナロ
グ時計表示部２１の電力消費量実績値表示部２３に、その間の電力消費量を色によって表
示する（ステップ１０５）。
【００３９】
　制御部３は、設定時間経過（例えば夜８時）まで以上の動作を繰り返す（ステップ１０
６）。図４は、一例として、１４時１５分になった状態を示す図である。電力消費量実績
値表示部２３は、前述の例では３０分毎に、色によって電力消費量の実績値が表示される
。なお、電力消費量実績値表示部２３における色と、電力消費量予測値表示部２５におけ
る色と、電力消費量リアルタイム表示部２９における色とは、電力消費量に対して同一の
色分けで設定される。したがって、例えば電力消費量リアルタイム表示部２９を、各表示
部の色の凡例として機能させることができる。
【００４０】
　なお、電力消費量予測値表示部２５は、図示したように、時間の経過とともに、色を消
しても良く、そのまま表示させても良い。また、外周側の電力消費量実績値表示部２３と
、内周側の電力消費量予測値表示部２５とは、内外を逆に表示させても良く、時計盤と同
心円上に表示させれば、それぞれいずれの位置でも良い。
【００４１】
　次に、リアルタイムで監視する電力消費量が、目標電力を上回った場合について説明す
る。制御部３は、現在の電力消費量（計算開始から３０分経過するまでの、各時点での電
力消費量から算出される電力消費換算量）が、設定電力（目標電力）を超えると、表示画
面の背景色を変更し、警告画面を表示する（ステップ１０４）。
【００４２】
　図５は、電力消費量が目標電力を超過した状態を示す図である。電力消費量が目標電力
を超えると、制御部３は、まず、表示画面２０の背景３７の色を変更する。例えば、通常
は、背景３７は、緑色などの目立たない色で設定されるが、電力消費量が目標電力を超過
すると、背景を橙色に変更する。また、制御部３は、表示画面２０に警告表示３９を表示
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する。さらに、制御部３は、ガイダンス表示４１を表示する。
【００４３】
　警告表示３９は、例えば、「注意」などの単語やマークである。また、ガイダンス表示
４１は、目標電力を超過した旨と、電力の使用制限等の情報である。例えば、電力消費量
が所定値を超えると、一部の照明などを間引いて点灯させる等、電力の使用量を抑えるた
めの制御が行われる場合には、その内容と、節電の注意喚起などが表示される。
【００４４】
　図６は、さらに、電力消費量が警戒電力を超過した状態を示す図である。電力消費量が
警戒電力を超えると、制御部３は、表示画面２０の背景３７の色をさらに変更する。例え
ば、背景を赤色に変更する。また、制御部３は、表示画面２０に警告表示３９を表示する
。さらに、制御部３は、ガイダンス表示４１を表示する。
【００４５】
　警告表示３９は、例えば、「警戒」などの単語やマークである。また、ガイダンス表示
４１は、警戒電力を超過した旨と、電力の使用制限等の情報である。例えば、電力消費量
が所定値を超えると、強制的に空調等の電源が遮断され、電力の使用量を抑えるための制
御が行われる場合には、その内容と、節電の注意喚起などが表示される。
【００４６】
　このように、電力消費量が目標電力または警戒電力を超えた場合に、背景３７の色を変
更して、警告表示を行うことで、利用者は、容易に、電力消費量が所定電力を超えたこと
を把握することができる。また、３０分毎の電力消費量が例えば契約電力を超えることを
事前に防ぐことができる。
【００４７】
　なお、前述したように、電力消費量リアルタイム表示部２９で表示される電力消費量は
、計算開始から例えば３０分までの間における各時点での電力消費量から外挿して算出さ
れる、３０分後における電力消費換算量である。したがって、計算開始直後は、瞬間的な
電力消費量の変動を受けやすく、瞬間的に目標電力や警戒電力を超過する恐れがある。し
たがって、本発明では、制御部３は、計算開始から所定期間（例えば５分）のマスク時間
を設定し、この間は、電力消費量が目標電力や警戒電力を超えても、背景３７の色変更や
警告表示３９などを行わない。このようにすることで、安定した警告表示を行うことがで
きる。
【００４８】
　なお、制御部３は、電力消費量が目標電力や警戒電力を超過した場合に、背景３７の色
変更等が行われた後、電力消費量が目標電力以下となった場合には、画面を通常表示（例
えば図３）に戻す。以上を設定時間が経過するまで繰り返し、電力消費量実績値表示部２
３に各時間毎の電力消費量を表示する。
【００４９】
　設定時間が経過した後は、制御部３は、その日の電力消費量実績値を表示した状態で表
示画面２０を保持する。その後、例えば、設定時間の数時間前に、電力消費量実績値表示
部２３をクリアし、翌日の電力消費量予測を行って、電力消費量予測値表示部２５に設定
時間範囲の電力消費量予測値を表示する。なお、制御部３は、電力消費量実績値を記憶部
５に保存し、以後の電力消費量情報として利用する。
【００５０】
　以上、本発明によれば、アナログ時計の時計盤上に電力消費量の予測値および実績値を
表示するため、利用者は、時間と電力消費量との関係が分かりやすく、また、営業時間等
との関係についても容易に把握することができる。特に、電力消費量が色によって表示さ
れるため、直観的に分かりやすい。
【００５１】
　また、現在の電力消費量がリアルタイムで表示されるため、過去の実績と合わせて、電
力消費量を容易に把握することができる。この際、現在の電力消費量が、目標電力また警
戒電力を超過すると、背景色を変更して、警告を表示するため、利用者は、一目で、電力
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【００５２】
　この際、現在の電力消費量に対して、時間当たりの換算量を計算する計算開始時から所
定期間のマスク時間を設定することで、計算開始直後の瞬間的な電力消費量の変動によっ
て、誤って警告画面等を表示することを防止することができる。
【００５３】
　以上、添付図を参照しながら、本発明の実施の形態を説明したが、本発明の技術的範囲
は、前述した実施の形態に左右されない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された
技術的思想の範疇内において各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり
、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００５４】
　例えば、表示画面には、エネルギー消費量以外の情報を合わせて表示することもできる
。この場合、アナログ時計表示部２１の時計盤の同心円上に、外気温度（時間毎の気温を
表示）、天気予報（時間毎の天気を表示）、熱中症注意度（時間毎に所定温度以上となる
時間に警告表示）、花粉飛散度（所定以上の花粉が飛散すると予想される時間に警告表示
）、傘の要否（雨などが降ると予想される時間にマークを表示）などの生活情報を表示さ
せても良い。このような生活情報は、現在時刻よりも前の実績値と、今後の予想を表示さ
せても良い。このような生活情報を合わせて表示することで、利用者が外出予定などの参
考とすることができ、効率良く節電計画を立てることができる。
【符号の説明】
【００５５】
１………エネルギー消費量表示装置
３………制御部
５………記憶部
７………メディア入出力部
９………通信制御部
１１………入力部
１３………表示部
１５………周辺機器Ｉ／Ｆ部
１７………バス
２０………表示画面
２１………アナログ時計表示部
２３………電力消費量実績値表示部
２５………電力消費量予測値表示部
２７………表示切り替えボタン
２９………電力消費量リアルタイム表示
３１………警戒電力設定部
３３………目標電力設定部
３７………背景
３９………警告表示
４１………ガイダンス表示
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