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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　共通操作部及び固有操作部を有する操作部を含む携帯端末により遠隔操作される電気機
器であって、
　前記携帯端末と通信する無線通信部と、
　前記無線通信部に接続され、前記電気機器を制御する制御部と、
　前記制御部に接続され、または前記制御部内に設けられ、前記固有操作部を保存するア
プリデータ格納部と、を備え、
　前記共通操作部は、前記電気機器と同種の機器に共通する通信ドライバ及び画面構成フ
レームを含み、
　前記固有操作部は前記電気機器に固有の情報を含み、
　前記共通操作部は外部サーバから無線通信により供給され、
　前記無線通信部は前記固有操作部を前記携帯端末に供給することを特徴とする電気機器
。
【請求項２】
　請求項１に記載の電気機器であることを特徴とする空気調和機。
【請求項３】
　共通操作部及び固有操作部を有する操作部を含む携帯端末により電気機器を遠隔操作す
る外部制御器であって、
　前記携帯端末と通信する無線通信部と、
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　前記無線通信部に接続され、前記電気機器を制御する制御部と、
　前記制御部に接続され、前記固有操作部を保存するアプリデータ格納部と、を備え、
　前記共通操作部は、前記電気機器と同種の機器に共通する通信ドライバ及び画面構成フ
レームを含み、
　前記固有操作部は前記電気機器に固有の情報及び処理方式を含み、
　前記共通操作部は外部サーバから無線通信により供給され、
　前記無線通信部は前記固有操作部を前記携帯端末に供給することを特徴とする外部制御
器。
【請求項４】
　前記電気機器と有線通信を行うことを特徴とする請求項３に記載の外部制御器。
【請求項５】
　前記電気機器のリモコン受光部にデータ送信を行う送信部を備えることを特徴とする請
求項３に記載の外部制御器。
【請求項６】
　請求項３から請求項５のいずれか一項に記載の電気機器が空気調和機であることを特徴
とする外部制御器。
【請求項７】
　無線通信部と、
　前記無線通信部に接続され、電気機器を制御する制御部と、
　前記制御部に接続され、または前記制御部内に設けられ、前記電気機器の固有操作部を
保存するアプリデータ格納部と、を備える電気機器を、前記無線通信部を介して遠隔操作
する操作部を含む携帯端末であって、
　前記操作部は、前記電気機器と同種の機器に共通する通信ドライバ及び画面構成フレー
ムを含む共通操作部と、前記電気機器に固有の情報を含む前記固有操作部と、を有し、
　前記共通操作部は外部サーバから無線通信により供給され、
　前記固有操作部は前記無線通信部を介して供給されることを特徴とする携帯端末。
【請求項８】
　複数存在する電気機器を識別可能であり、
　前記電気機器を個別にモニタ及び操作することが可能なことを特徴とする請求項７に記
載の携帯端末。
【請求項９】
　複数存在する電気機器のうち最も近くに存在する電気機器を識別し、
　該最も近くに存在する電気機器を優先して操作することが可能なことを特徴とする請求
項８に記載の携帯端末。
【請求項１０】
　複数存在する電気機器のうち最も近くに存在する電気機器を識別し、
　該最も近くに存在する電気機器の周囲の環境を優先してモニタすることが可能なことを
特徴とする請求項８に記載の携帯端末。
【請求項１１】
　請求項７から請求項１０のいずれか一項に記載の電気機器が空気調和機であることを特
徴とする携帯端末。
【請求項１２】
　請求項２に記載の空気調和機と、請求項１１に記載の携帯端末と、を備える空調システ
ム。
【請求項１３】
　空気調和機と、請求項６に記載の外部制御器と、請求項１１に記載の携帯端末と、を備
える空調システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、電気機器、電気機器の一つである空気調和機、電気機器と通信する外部制御
器、該電気機器または該外部制御器と通信する携帯端末及びこれらを備える空調システム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電気機器、例えば空気調和機を携帯端末で操作する技術が知られ、普及している
。このような技術では、ユーザが、空気調和機の操作用アプリケーションプログラムを外
部サーバからダウンロードして携帯端末にインストールすることで空気調和機を操作可能
にする。一方で、例えば、特許文献１には、制御対象機器の操作用ソフトウェアを制御対
象機器自体から直接ダウンロードする技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－３４００６０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、上記従来構成の操作用アプリケーションプログラムを外部サーバからダ
ウンロードして携帯端末にインストールするシステムでは、サーバの対応を待たねば携帯
端末にインストールされた操作用アプリケーションプログラムの更新ができない。そのた
め、機器の設置時に操作用アプリケーションプログラムをすぐに利用することができない
場合がある、という問題があった。
【０００５】
　また、このような操作用アプリケーションプログラムを外部サーバからダウンロードし
て携帯端末にインストールするシステムでは、設置した機器に応じた設定ができず、また
は設置した機器に応じた設定を行うために型番の入力が必要であるために設定操作が煩雑
であることから、操作用アプリケーションプログラムにて操作可能な機能がすべての機種
に共通の機能、例えば、電源のオンオフ及び温度設定のみに限定されていることが多い。
そのため、機器に固有の機能である、例えば付加価値の高い機能を発揮させるためには各
機器が備えるリモコンにより操作を行わねばならず、利便性に欠ける、という問題があっ
た。
【０００６】
　さらには、このような操作用アプリケーションプログラムを外部サーバからダウンロー
ドして携帯端末にインストールするシステムでは、外部サーバから操作用アプリケーショ
ンプログラムのすべてをダウンロードするため、外部サーバ及び通信回線への負荷を増大
させてしまう、という問題があった。
【０００７】
　一方で、特許文献１に記載の技術のように、制御対象機器の操作用ソフトウェアを制御
対象機器自体から携帯端末に受信してインストールするシステムでは、制御対象機器の制
御部に含まれる記憶領域に操作用ソフトウェアの全体を記憶させ、適宜携帯端末に送信す
る。そのため、制御対象機器の制御部に含まれる記憶領域の容量が圧迫され、制御対象機
器の正常な動作を妨げてしまうおそれがある、という問題があった。
【０００８】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、外部サーバ及び通信回線への負荷を抑
えつつ、制御対象機器の制御部に含まれる記憶領域の容量を圧迫することなく、機器の設
置時に操作用アプリケーションプログラムをすぐに利用することができ、操作する携帯端
末によって各機器に固有の機能を発揮させることも可能な電気機器を得ることを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、共通操作部及び固有操作部
を有する操作部を含む携帯端末により遠隔操作される電気機器であって、前記携帯端末と
通信する無線通信部と、前記無線通信部に接続され、前記電気機器を制御する制御部と、
前記制御部に接続され、または前記制御部内に設けられ、前記固有操作部を保存するアプ
リデータ格納部と、を備え、前記共通操作部は、前記電気機器と同種の機器に共通する通
信ドライバ及び画面構成フレームを含み、前記固有操作部は前記電気機器に固有の情報を
含み、前記共通操作部は外部サーバから無線通信により供給され、前記無線通信部は前記
固有操作部を前記携帯端末に供給することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、外部サーバ及び通信回線への負荷を抑えつつ、制御対象機器の制御部
に含まれる記憶領域の容量を圧迫することなく、機器の設置時にアプリケーションプログ
ラムをすぐに利用することができ、操作する携帯端末によって各機器に固有の機能を発揮
させることも可能な電気機器を得ることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、実施の形態１にかかる空気調和機の外観構成の一例を示す図である。
【図２】図２は、実施の形態１にかかる空気調和機の構成の一例を示すブロック図である
。
【図３】図３は、実施の形態１にかかる空気調和機とデータベースサーバを含む、空調シ
ステムの構成の一例を示すイメージ図である。
【図４】図４は、実施の形態１にかかる空気調和機とデータベースサーバを含む、空調シ
ステムの動作の一例を示すシーケンス図である。
【図５】図５は、実施の形態１にかかる携帯端末の操作画面であるタッチパネルのイメー
ジの一例を示す図である。
【図６】図６は、実施の形態１にかかる携帯端末の操作画面であるタッチパネルのイメー
ジの一例を示す図である。
【図７】図７は、実施の形態１にかかる携帯端末の操作画面であるタッチパネルのイメー
ジの一例を示す図である。
【図８】図８は、実施の形態１にかかる携帯端末の操作画面であるタッチパネルのイメー
ジの一例を示す図である。
【図９】図９は、実施の形態２にかかる空気調和機の構成の一例を示すブロック図である
。
【図１０】図１０は、実施の形態３にかかる空気調和機の構成の一例を示すブロック図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明にかかる電気機器、空気調和機、外部制御器、携帯端末及び空調システ
ムの実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明
が限定されるものではない。
【００１３】
実施の形態１．
　本実施の形態では、本発明にかかる電気機器の一例である空気調和機について説明する
。図１は、本発明にかかる空気調和機の実施の形態１の外観構成の一例を示す図である。
図１に示す空気調和機１０の前面には、受光部１１及び無線通信部１２が設けられている
。
【００１４】
　図２は、本発明にかかる空気調和機の実施の形態１の構成の一例を示すブロック図であ
る。図２に示す空気調和機１０は、受光部１１と、無線通信部１２と、制御部１３と、信
号処理部１４と、を備える。
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【００１５】
　受光部１１は、空気調和機１０のリモコン１５からの信号を受信する。無線通信部１２
は、携帯端末１６からの信号を受信する。制御部１３は、記憶領域１３０を含むマイコン
であり、記憶領域１３０はアプリデータ格納領域１３０ａを含む。アプリデータ格納領域
１３０ａには、空気調和機１０に固有のアプリケーションデータである固有データが記憶
されている。信号処理部１４は、送受信する信号を加工する。
【００１６】
　図３は、本発明にかかる空気調和機とデータベースサーバを含む、空調システムの実施
の形態１の構成の一例を示すイメージ図である。図３において、建物２２の部屋２２Ａに
は空気調和機１０ａが設置され、部屋２２Ｂには空気調和機１０ｂが設置され、建物２３
の部屋２３Ａには空気調和機１０ｃが設置され、部屋２３Ｂには空気調和機１０ｄが設置
されている。また、建物２３にはルーター２４が設置されている。
【００１７】
　空気調和機１０ａ～１０ｄのアプリデータ格納領域１３０ａには、各空気調和機に固有
の操作及び設定情報を含むアプリケーションデータである固有データが記憶されている。
空気調和機１０ａ～１０ｄに共通するファームウェアである共通データは、外部のデータ
ベースサーバ２０に記憶されている。図３において、共通データのルートは実線矢印で示
し、固有データのルートは点線矢印で示す。
【００１８】
　なお、ファームウェアは、例えば通信ドライバのようにアナログ情報を二値のデジタル
情報に変換し、フレームであるデータフィールドに格納する共通部位であり、アプリケー
ションはその二値のデジタル情報が何を示すのか、例えば、第１フィールドの４ビットで
設定温度を示し、第２フィールドの４ビット目が機能の有効または無効を示すことをアサ
インした情報である。
【００１９】
　また、ファームウェアは、携帯端末周辺から制御対象となる電気機器を検知する機能を
有し、制御対象となる電気機器を検知すると、該電気機器に固有の操作及び設定情報を含
むアプリケーションデータである固有データを携帯端末にダウンロードしてインストール
することが可能である。このように、携帯端末は、共通操作部であるファームウェアと、
固有操作部であるアプリケーションと、を有するソフトウェアである操作部により制御対
象の電気機器を操作する。
【００２０】
　データベースサーバ２０には、共通データである、例えば空気調和機１０ａ～１０ｄに
共通する操作画面のフレームである画面構成フレーム及び処理方式が記憶されている。空
気調和機１０ａ～１０ｄには、空気調和機１０ａ～１０ｄの機種によって決定される固有
データが格納されている。
【００２１】
　携帯端末１６ａ，１６ｂは、データベースサーバ２０から配信される共通データと、空
気調和機１０ａ～１０ｄから配信される固有データと、を組み合わせ、一つの空気調和機
操作用ソフトウェアで動作させる。
【００２２】
　また、図３において、部屋２２Ａには携帯端末１６ａが存在し、部屋２３Ｂには携帯端
末１６ｂが存在する。
【００２３】
　携帯端末１６ａは、データベースサーバ２０から基地局２１を介して、共通データを無
線通信によりダウンロードすることができる。すなわち、携帯端末１６ａは、通信キャリ
アの回線を通じて共通データをダウンロードすることができる。
【００２４】
　携帯端末１６ｂは、データベースサーバ２０から通信回線２５及びルーター２４を介し
て、共通データをダウンロードすることができる。すなわち、携帯端末１６ｂは、データ
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ベースサーバ２０とルーター２４の間の有線または無線通信回線と、ルーター２４と携帯
端末１６ｂの間の無線通信と、を利用して共通データをダウンロードすることができる。
【００２５】
　ここで、ルーター２４と携帯端末１６ｂの間の無線通信は、例えば無線ＬＡＮにより行
えばよく、例えば、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）が挙げられる。ただし、これに限定されず、
携帯端末１６ｂも携帯端末１６ａと同様に、基地局２１を介して共通データを無線通信に
よりダウンロード可能な構成であってもよい。
【００２６】
　次に、図３に示すシステムの動作について、図４を参照して説明する。携帯端末には予
め共通データであるファームウェアがインストールされているものとする。
【００２７】
　ファームウェアをインストール済みの携帯端末１６ａが空気調和機１０ａの設置された
部屋２２Ａに侵入したとき、または、ファームウェアをインストール済みの携帯端末１６
ａが存在する部屋２２Ａに空気調和機１０ａを設置したときについて考える。
【００２８】
　まず、空気調和機１０ａは、エリア内に存在する携帯端末１６ａを検知するための検知
用データを生成し（ステップＳ１１）、送信する（ステップＳ１２）。検知用データの生
成は空気調和機１０ａの電源投入時から開始し、空気調和機１０ａはエリア内の携帯端末
から固有データを要求されるまで検知用データを送信し続ける。携帯端末１６ａは、検知
用データを受信すると（ステップＳ１３）、接続確認メッセージを生成して表示し、ユー
ザに接続するか否かの選択を要求する。ユーザが接続することを選択すると（ステップＳ
１４）、携帯端末１６ａは空気調和機１０ａに固有データを要求する（ステップＳ１５）
。
【００２９】
　空気調和機１０ａは、固有データの要求を受信すると（ステップＳ１６）、固有データ
を生成または送信用に加工し（ステップＳ１７）、送信する（ステップＳ１８）。携帯端
末１６ａは、固有データを受信すると（ステップＳ１９）、共通データと固有データから
操作画面を生成して表示する（ステップＳ２０）。ユーザが操作画面から機能を選択する
と（ステップＳ２１）、携帯端末１６ａは空気調和機１０ａに実行命令を送信する（ステ
ップＳ２２）。
【００３０】
　空気調和機１０ａは、実行命令を受信すると（ステップＳ２３）、実行命令に従って選
択された機能を実行する（ステップＳ２４）。このようにして携帯端末１６ａにより空気
調和機１０ａを操作することができる。
【００３１】
　なお、携帯端末１６ａにインストールされたファームウェアである共通データには複数
の空気調和機のアプリケーションをインストール可能であるので、ユーザは携帯端末１６
ａによりモニタ及び操作する空気調和機を選択して、設定情報及び環境情報のモニタ及び
操作が可能である。また、部屋２２Ｂに居て、空気調和機１０ａの設定情報及び環境情報
をモニタし、操作することも可能である。なお、このとき、携帯端末１６ａは空気調和機
の識別子である年度、機種、型番を含む識別番号及び符号を用いてモニタ及び操作する空
気調和機を識別する。このように空気調和機を識別することによって、操作可能な空気調
和機が複数存在する場合であっても、空気調和機を個別にモニタ及び操作することが可能
となる。また、空気調和機と携帯端末間での電波強度により、ユーザの最も近くに存在す
る空気調和機の周囲の環境を優先してモニタし、優先して操作する構成であってもよい。
【００３２】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、空気調和機の操作用ソフトウェアを、共
通操作部を形成する共通データと固有操作部を形成する固有データとに分割して携帯端末
に供給するため、データベースサーバ及び通信回線の負荷を低減しつつ、空気調和機が備
える記憶領域の容量の圧迫を抑えることができる。
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【００３３】
　また、固有データを空気調和機自体に記憶することで、共通の機能による操作のみなら
ず操作可能な空気調和機が備える固有の機能による操作を空気調和機の設置後すぐに行う
ことができる。
【００３４】
　さらに、本実施の形態の構成によれば、携帯端末に共通データであるファームウェアが
インストールされていると、操作可能な空気調和機を検知することができるため、空気調
和機のリモコンを探す手間がなく、利便性を高くすることができる。
【００３５】
　また、ファームウェアである共通データは、携帯端末周辺から制御対象となる空気調和
機を検知する機能を含むため、制御対象となる空気調和機を検知すると、該空気調和機に
固有の操作及び設定情報のアプリケーションデータである固有データを携帯端末にダウン
ロードしてインストールすることが可能である。また、携帯端末を所有するユーザのいる
部屋に合わせて操作及び情報画面を提供することができる。
【００３６】
　次に、本実施の形態の携帯端末の操作画面について説明する。図５，図６，図７，図８
は、本発明にかかる携帯端末の実施の形態１の操作画面であるタッチパネルのイメージの
一例を示す図である。なお、図５，図６，図７，図８は、図３における空気調和機１０ａ
の操作画面を示し、ここでは部屋２２Ａを「部屋Ａ－１」と表示する。
【００３７】
　図５に示す通常画面３０は、電源ボタン３１、運転モード切替ボタン３２、温度設定ボ
タン３３、現在温度表示ボタン３４、風向設定ボタン３５、風速設定ボタン３６及び詳細
設定ボタン３７を有する。
【００３８】
　電源ボタン３１は、空気調和機のオンオフを切り替えるボタンである。運転モード切替
ボタン３２は、空気調和機の運転モードを切り替えるボタンである。温度設定ボタン３３
は、空気調和機の設定温度を表示し、操作するボタンである。現在温度表示ボタン３４は
、空気調和機周辺の現在温度を表示するボタンである。風向設定ボタン３５は、空気調和
機の風向の設定を表示し、操作するボタンである。風速設定ボタン３６は、空気調和機か
ら送られる風速の設定を表示し、操作するボタンである。通常画面３０では、基本設定の
みをモニタ及び操作可能である。
【００３９】
　ここで、詳細設定ボタン３７は、より詳細に空気調和機の設定をモニタし操作するため
のボタンである。例えば、詳細設定ボタン３７をタップすると画面表示が切り替わり、図
６に示す詳細設定画面４０が表示される。詳細設定画面４０により、例えばムーブアイ（
登録商標）の設定も可能である。
【００４０】
　図６に示す詳細設定画面４０は、エリア別部屋温度表示ボタン４１、風向及び風速設定
ボタン４２、ムーブアイ（登録商標）設定ボタン４３及び電気代表示ボタン４４を有する
。
【００４１】
　エリア別部屋温度表示ボタン４１は、空調対象エリア内の温度を詳細なエリアに区分け
して表示するボタンである。風向及び風速設定ボタン４２は、空気調和機の風向及び風速
を詳細に設定するボタンである。ムーブアイ（登録商標）設定ボタン４３は、「ムーブア
イ（登録商標）」機能の有効または無効を切り替えるボタンである。なお、「ムーブアイ
（登録商標）」機能とは、本出願人の空気調和機に搭載されることがある機能の一つであ
って、空気調和機の本体に搭載された可動センサにより空調対象エリア内の環境、例えば
温度分布を把握し、把握した情報に基づいて、より快適な空調を実現するように空調設定
、例えば風向を制御する機能をいう。電気代表示ボタン４４は、一定期間内の消費電力か
ら電気代を算出して表示するボタンである。
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【００４２】
　図６の詳細設定画面４０において、エリア別部屋温度表示ボタン４１をタップすると、
図７に示す詳細設定画面４０ａが表示される。図７に示す詳細設定画面４０ａでは、エリ
ア別部屋温度表示領域４１ａに、各エリアの温度が詳細に表示されている。
【００４３】
　エリア別部屋温度表示領域４１ａにおいて、過度に冷却若しくは加熱され、または冷却
若しくは加熱が不足している部分が存在して温度ムラが生じていれば、設定温度を上昇さ
せ、または温度ムラ解消のために風向を切り替えて制御し、または扇風機との併用を促し
て消費電力量を抑えることができる。また、ユーザが存在する部分を検知し、ユーザが存
在する部分のみをスポット的に冷却若しくは加熱し、または風を当てて細かな操作を行う
ことも可能にし、ユーザの要求に従って、より詳細な制御を実現することができる。
【００４４】
　図６の詳細設定画面４０において、例えば電気代表示ボタン４４をタップすると、図８
に示す詳細設定画面４０ｂが表示される。図８に示す詳細設定画面４０ｂでは、電気代表
示領域４４ｂに、一定期間内の消費電力から算出された電気代が表示されている。なお、
この期間はユーザが設定及び変更可能であってもよい。
【００４５】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、電子機器を含む電気機器である空気調和
機によって決まる詳細設定画面を表示することができる。なお、ファームウェアには、図
５に示す通常画面と、図６～図８に示す画面のフレームが含まれ、アプリケーションプロ
グラムのダウンロード及びインストールにより、モニタ及び操作する空気調和機が備えて
いない機能については、例えばグレーアウトして操作できないことを明示する構成とすれ
ばよい。例えば、空気調和機１０ａが「電気代表示」機能を備えており、空気調和機１０
ｂが「電気代表示」機能を備えていない場合には、空気調和機１０ｂの操作時には「電気
代表示」ボタンはグレーアウトする構成とすればよい。なお、ここで、電気機器とは、本
発明の空気調和機のように、電子機器により制御されて動作する機器をいう。
【００４６】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、外部サーバ及び通信回線への負荷を抑え
つつ、制御対象機器の制御部に含まれる記憶領域の容量を圧迫することなく、機器の設置
時にアプリケーションプログラムをすぐに利用することができ、操作する携帯端末によっ
て各機器に固有の機能も発揮させることができる。
【００４７】
実施の形態２．
　実施の形態１では、制御部１３に含まれる記憶領域１３０にアプリデータ格納領域１３
０ａを備える構成を示したが、本実施の形態では、制御部１３の外にアプリデータを格納
する構成について説明する。
【００４８】
　図９は、本発明にかかる空気調和機の実施の形態２の構成の一例を示すブロック図であ
る。図９に示す空気調和機５０は、制御部１３の外に外部記憶領域であるアプリデータ格
納部１７を備えることが図１に示す空気調和機１０と異なり、その他の構成は同じである
。
【００４９】
　このように、制御部１３の外に外部記憶領域であるアプリデータ格納部１７を備えるこ
とで、制御部１３を構成するマイコンの容量を抑制することができる。
【００５０】
　なお、アプリデータ格納部１７は外部記憶媒体とすることで、着脱可能であってもよい
。
【００５１】
　また、アプリデータ格納部１７に、書き換え可能なＥＥＰＲＯＭまたはＳＤカード（登
録商標）を採用すると、ユーザごとに細かくチューニングしたソフトウェアもインストー
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ル可能であり、空気調和機設置後の更新も容易である。
【００５２】
　以上説明したように本実施の形態では、制御部となるマイコン内ではなく外部記憶領域
に機器の固有データを保存しているため、制御部となるマイコン内の記憶容量の圧迫を抑
えることが可能である。
【００５３】
実施の形態３．
　本実施の形態では、従来の空気調和機に対して本発明を適用可能な外部制御器であるア
ダプタを採用する場合について説明する。
【００５４】
　図１０は、本発明にかかる空気調和機と外部制御器アダプタの実施の形態３の構成の一
例を示すブロック図である。図１０に示す空気調和機６０は、図１０に示すアダプタ７０
と通信を行う。図１０に示す空気調和機６０は、記憶領域６１０を含む制御部６１と、信
号処理部６２と、受光部６３と、を備える従来の空気調和機である。受光部６３はリモコ
ン６４からのデータを受信する。
【００５５】
　図１０に示すアダプタ７０は、制御部７１と、送信部７２と、アプリデータ格納部７３
と、無線通信部７４とを備える。制御部７１は、アダプタ７０を制御する。送信部７２は
、空気調和機６０の受光部６３にデータ送信を行う。なお、送信部７２を備えることなく
、制御部７１が空気調和機６０の制御部６１と有線接続して直接通信可能な構成であって
もよい。アプリデータ格納部７３は、図２のアプリデータ格納領域１３０ａ及び図９のア
プリデータ格納部１７と同様に、固有のデータを記憶する。無線通信部７４は、図２の無
線通信部１２と同様に、携帯端末１６との間で送受信を行う。
【００５６】
　以上説明したように本実施の形態では、アダプタにより本発明の構成を実現することが
できるため、従来の空気調和機に本発明の効果を与えることができる。
【００５７】
　なお、特記していないが、実施の形態１～３にて説明した空気調和機に外部のデータベ
ースサーバと通信可能な構成を付し、設置後にも固有データを更新可能な構成であっても
よい。
【００５８】
　以上、実施の形態１～３において本発明にかかる電気機器の一例である空気調和機を説
明したが、本発明は空気調和機のみならず、従来のリモコンにより操作されていたあらゆ
る電気機器に適用可能である。
【００５９】
　なお、実施の形態１～３における操作部は、空気調和機の一部を占有するものではなく
、空気調和機を操作する操作用ソフトウェアである。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　以上のように、本発明にかかる電子機器は、固有の機能を備える機器に有用であり、特
に、多機能な空気調和機に適している。
【符号の説明】
【００６１】
　１０，１０ａ～１０ｄ，５０，６０　空気調和機、１１，６３　受光部、１２，７４　
無線通信部、１３，６１，７１　制御部、１４，６２　信号処理部、１５，６４　リモコ
ン、１６，１６ａ，１６ｂ　携帯端末、１７，７３　アプリデータ格納部、２０　データ
ベースサーバ、２１　基地局、２２，２３　建物、２２Ａ，２２Ｂ，２３Ａ，２３Ｂ　部
屋、２４　ルーター、２５　通信回線、３０　通常画面、３１　電源ボタン、３２　運転
モード切替ボタン、３３　温度設定ボタン、３４　現在温度表示ボタン、３５　風向設定
ボタン、３６　風速設定ボタン、３７　詳細設定ボタン、４０，４０ａ，４０ｂ　詳細設
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定画面、４１　エリア別部屋温度表示ボタン、４１ａ　エリア別部屋温度表示領域、４２
　風向及び風速設定ボタン、４３　ムーブアイ（登録商標）設定ボタン、４４　電気代表
示ボタン、４４ｂ　電気代表示領域、７０　アダプタ、７２　送信部、１３０　記憶領域
、１３０ａ　アプリデータ格納領域、６１０　記憶領域、Ｓ１１～Ｓ２４　ステップ。

【図１】

【図２】

【図３】
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