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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信した所定の制御信号に対する制御の実行に応じた報知音を鳴動させる報知音発生部
を備える空気調和装置と、周囲の音を検知可能なマイク、ディスプレイおよびコンピュー
タを有する情報端末とが、ネットワークを介して接続する空気調和制御システムにおいて
、前記情報端末のコンピュータの動作を制御する制御方法であって、
　前記コンピュータに対して、
　ユーザの操作に応じて、前記ネットワークを介して、前記空気調和装置の動作を制御す
る制御信号を送信させ、
　前記制御信号を送信してから所定時間以内に、前記マイクにおいて、前記空気調和装置
が鳴動させた前記報知音を検知したか否かを判定させ、
　前記報知音を検知していないと判定された場合は、前記ネットワークを介して、前記空
気調和装置から、前記空気調和装置の動作状況を示す動作情報を受信させ、
　前記報知音を検知したと判定された場合は、前記ディスプレイに、前記制御信号に基づ
く制御が完了した旨を表す制御完了情報を表示する、
　制御方法。
【請求項２】
　前記制御信号は、前記空気調和装置の動作状態をＯＦＦ状態からＯＮ状態へ変更する指
示を含む、
　請求項１に記載の制御方法。
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【請求項３】
　前記制御信号は、前記空気調和装置の動作状態をＯＮ状態からＯＦＦ状態へ変更する指
示を含む、
　請求項１に記載の制御方法。
【請求項４】
　前記報知音発生部は、前記空気調和装置が受信した所定の制御信号に対する制御の実行
に応じた所定パターンの音声の再生を行ない、
　前記コンピュータに対して、さらに、
　前記制御信号を送信してから所定時間以内に、前記マイクにおいて、前記所定パターン
の音声を検知したか否かを判定させ、
　または前記所定パターンの音声を検知していないと判定された場合は、前記ネットワー
クを介して、前記空気調和装置から、前記空気調和装置の動作状況を示す動作情報を受信
させる、
　請求項１に記載の制御方法。
【請求項５】
　前記空気調和装置は、受信した所定の制御信号に対する制御の実行に応じた所定パター
ンで可視光による発光を行なう報知光発生部をさらに備え、
　前記情報端末は、さらに、光センサを備え、
　前記コンピュータに対して、さらに、
　前記制御信号を送信してから所定時間以内に、前記光センサにおいて、前記可視光によ
る発光を検知したか否かを判定させ、
　前記報知音を検知していないと判定されたか、または前記可視光による発光を検知して
いないと判定された場合は、前記ネットワークを介して、前記空気調和装置から、前記空
気調和装置の動作状況を示す動作情報を受信させる、
　請求項１に記載の制御方法。
【請求項６】
　前記コンピュータに対して、さらに、
　前記制御信号を送信してから所定時間以内に、前記マイクにおいて、前記空気調和装置
から前記制御信号に応じた制御が行われなかった旨を表す異常音を検知したか否かを判定
させ、
　前記異常音を検知したと判定された場合は、前記ネットワークを介して、前記空気調和
装置から、前記空気調和装置の動作状況を示す動作情報を受信させる、
　請求項１に記載の制御方法。
【請求項７】
　前記制御完了情報は、画像として前記ディスプレイに表示される、
　請求項１に記載の制御方法。
【請求項８】
　前記報知音を検知したと判定された場合は、前記空気調和装置と同じ部屋に設置された
他の機器の動作を制御する第２制御信号を、前記ネットワークを介して、前記他の機器へ
送信させる、
　請求項１に記載の制御方法。
【請求項９】
　前記他の機器は、照明装置である、
　請求項８に記載の制御方法。
【請求項１０】
　前記他の機器は、音響装置である、
　請求項８に記載の制御方法。
【請求項１１】
　前記コンピュータに対して、さらに、
　現在時刻を示す時刻情報を取得させ、
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　前記時刻情報に基づいて、前記第２制御信号の示す制御内容を切り替える、
　請求項８から１０のいずれか一に記載の制御方法。
【請求項１２】
　前記動作情報は、前記空気調和装置が前記情報端末から受信した、前記動作情報の取得
を要求する要求信号に応じて、前記ネットワークを介して、前記空気調和装置から前記情
報端末に対して送信される情報である、
　請求項１に記載の制御方法。
【請求項１３】
　前記動作情報は、前記空気調和装置が前記情報端末から前記制御信号を受信した場合に
、前記ネットワークを介して、前記空気調和装置から前記情報端末に対して送信される情
報である、
　請求項１に記載の制御方法。
【請求項１４】
　前記コンピュータに対して、さらに、
　前記動作情報を受信した場合、前記ディスプレイへ、前記動作情報に基づく前記空気調
和装置の動作状況を表示させる、
　請求項１から１３のいずれか一に記載の制御方法。
【請求項１５】
　受信した所定の制御信号に対する制御の実行に応じた報知音を鳴動させる報知音発生部
を備える空気調和装置と、周囲の音を検知可能なマイク、ディスプレイおよびコンピュー
タを有する情報端末とが、ネットワークを介して接続する空気調和制御システムであって
、
　前記空気調和装置は、
　前記情報端末から、前記ネットワークを介して、当該空気調和装置の動作を制御する制
御信号を受信する第１通信部と、
　前記情報端末に対して、前記ネットワークを介して、当該空気調和装置の動作状況を示
す動作情報を送信する第２通信部と、
　受信した前記制御信号に応じて当該空気調和装置の動作を制御する第１制御部と、
　制御信号に対する制御の実行に応じた報知音を鳴動させる報知音発生部と、を備え、
　前記情報端末は、
　前記空気調和装置に対して、前記ネットワークを介して、当該空気調和装置の動作を制
御する前記制御信号を送信する第３通信部と、
　前記空気調和装置に対して、前記ネットワークを介して、当該空気調和装置の動作状況
を示す前記動作情報の送信を要求する要求信号を送信する第４通信部と、
　前記制御信号を送信してから所定時間以内に、前記マイクにおいて、前記空気調和装置
が鳴動させた前記報知音を検知したか否かを判定する検知部と、
　前記第４通信部および前記ディスプレイの動作を制御する第２制御部と、を備え、
　前記第２制御部は、前記検知部において前記報知音を検知していないと判定された場合
は、前記第４通信部に、前記ネットワークを介して、前記空気調和装置に対して、前記要
求信号を送信させ、前記報知音を検知したと判定された場合は、前記ディスプレイに、前
記制御信号に基づく制御が完了した旨を表す制御完了情報を表示させる、
　空気調和制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、宅内の空気調和装置を通信ネットワークを経由して制御する際に、制御の確
実性を保ちつつ操作の簡便さをより高める空気調和制御システムを制御する通信端末装置
の制御方法、制御装置、及び、プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　従来より、家庭内の空気調和装置を通信ネットワークに接続し、携帯電話やスマートフ
ォンなどの通信端末装置を用いて通信ネットワーク経由で家庭内の空気調和装置を制御す
る空気調和制御システムがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－４９０３２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、上述の空気調和制御システムは、更なる改善が求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するための、空気調和制御システムの一態様は、受信した所定の制御信
号に応じて正常な制御が実行された場合に報知音を鳴動させる空気調和装置と、周囲の音
を検知可能なマイク、ディスプレイおよびコンピュータを有する情報端末とが、ネットワ
ークを介して接続する空気調和制御システムにおいて、前記情報端末のコンピュータの動
作を制御する制御方法であって、前記コンピュータに対して、ユーザの操作に応じて、前
記ネットワークを介して、前記空気調和装置の動作を制御する制御信号を送信させ、前記
制御信号を送信してから所定時間以内に、前記マイクにおいて、前記空気調和装置が前記
制御信号を受け付けた旨を表す報知音を検知したか否かを判定させ、前記報知音を検知し
ていないと判定された場合は、前記ネットワークを介して、前記空気調和装置から、前記
空気調和装置の動作状況を示す動作情報を受信させ、前記報知音を検知したと判定された
場合は、前記ディスプレイに、前記制御信号に基づく制御が完了した旨を表す制御完了情
報を表示する。
【発明の効果】
【０００６】
　上記態様により、更なる改善を実現できた。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施の形態１における空気調和制御システムの構成を示す図
【図２】本発明の実施の形態１における空気調和制御システムの構成を示す
【図３】本発明の実施の形態１における通信端末装置の構成を示す図
【図４】本発明の実施の形態１における家電アダプタの構成を示す図
【図５】本発明の実施の形態１における空気調和装置の構成を示す図
【図６】本発明の実施の形態１におけるクラウドサーバの構成を示す図
【図７】本発明の実施の形態１における通信端末装置の表示の一例を示す図
【図８】本発明の実施の形態１における通信端末装置の表示の一例を示す図
【図９】本発明の実施の形態１における通信端末装置の表示の一例を示す図
【図１０】本発明の実施の形態１における空気調和制御システムの動作のフローを示す図
【図１１】本発明の実施の形態１における空気調和制御システムの動作のフローを示す図
【図１２】本発明の実施の形態２における空気調和制御システムの動作のフローを示す図
【図１３】本発明の実施の形態３における空気調和制御システムの動作のフローを示す図
【図１４】本発明の実施の形態４における空気調和制御システムの動作のフローを示す図
【図１５】本発明の実施の形態５における空気調和制御システムの動作のフローを示す図
【図１６】本発明の実施の形態６における空気調和制御システムの構成を示す図
【図１７】本発明の実施の形態６における連携機器制御情報の構成を示す図
【図１８】本発明の実施の形態６における連携機器制御情報の設定画面の一例を示す図
【図１９】本発明の実施の形態６における空気調和制御システムの動作のフローを示す図
【図２０】本発明の実施の形態６における空気調和制御システムの動作のフローを示す図
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【発明を実施するための形態】
【０００８】
　（発明に至った知見）
　空気調和装置の制御に際しては、制御の確実性の観点から、ユーザの意図する操作が空
気調和装置側で確実に行われることが重要である。特に、空気調和装置の電源回路を閉路
（スイッチＯＮ）にする操作は、操作に失敗した場合の影響が大きいため、端末装置もし
くは空気調和装置の本体が、ユーザに対してフィードバックを行うことが求められる。
【０００９】
　特に、通信ネットワーク経由で家庭内の空気調和装置を制御する場合は、ユーザが空気
調和装置から遠隔地にいても制御できるため、空気調和装置本体が発する報知音を用いた
音声によるフィードバックやＬＥＤ点灯などの光によるフィードバックは、遠隔にいるユ
ーザに対して届かないケースがあることを考慮する必要がある。
【００１０】
　そのため、通信端末装置が空気調和装置に対して遠隔制御を行った後、直ちに、空気調
和装置から状態情報を取得し、通信端末装置の画面へ状態情報を自動的に表示する方法が
開示されている（特許文献１など）。
【００１１】
　従来の例では、通信端末装置が空気調和装置の動作状態を表示するために、通信端末装
置が広域回線等を経由して空気調和装置から遠隔制御の結果を取得する。広域回線を経由
する場合は数秒から数十秒程度の時間がかかることがある。その間、通信端末装置はユー
ザに通信中であることを示し、後続の操作を禁止する画面（いわゆるローディング画面）
を表示するものがあった。
【００１２】
　前記従来の構成では、通信端末装置がローディング画面を表示する間、ユーザは何の操
作もできずに待たされることになってしまうので、従来の技術では操作の快適性を損なう
問題点があった。
【００１３】
　さらに、ユーザが空気調和装置の近くにいるが、あえて遠隔制御の仕組みを用いる場合
においてはその問題点が特に顕著に現れてしまう。
【００１４】
　この場合は、ユーザは、空気調和装置本体から報知音等によってフィードバックを受け
ることができるにもかかわらず、通信端末装置は、制御結果を通信回線から取得するため
に待ち時間のデメリットのみが顕著になっていた。また、空気調和装置をはじめとする家
電機器に対するネットワークを介した情報端末からの遠隔制御が普及した場合には、家電
機器の動作状態を情報端末が取得するために、ネットワークのトラフィックを増加させて
しまうことが懸念される。
【００１５】
　そこで、空気調和制御システムの機能向上のため、以下の改善策を検討した。
【００１６】
　空気調和制御システムの一態様は、受信した所定の制御信号に応じて正常な制御が実行
された場合に報知音を鳴動させる報知音発生部を備える空気調和装置と、周囲の音を検知
可能なマイク、ディスプレイおよびコンピュータを有する情報端末とが、ネットワークを
介して接続する空気調和制御システムにおいて、前記情報端末のコンピュータの動作を制
御する制御方法であって、前記コンピュータに対して、ユーザの操作に応じて、前記ネッ
トワークを介して、前記空気調和装置の動作を制御する制御信号を送信させ、前記制御信
号を送信してから所定時間以内に、前記マイクにおいて、前記空気調和装置が前記制御信
号を受け付けた旨を表す報知音を検知したか否かを判定させ、前記報知音を検知していな
いと判定された場合は、前記ネットワークを介して、前記空気調和装置から、前記空気調
和装置の動作状況を示す動作情報を受信させ、前記報知音を検知したと判定された場合は
、前記ディスプレイに、前記制御信号に基づく制御が完了した旨を表す制御完了情報を表
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示する。
【００１７】
　上記態様によると、情報端末のマイクにおいて、空気調和装置が制御信号を受け付けた
旨を表わす報知音を検知した、と判定された場合には、ネットワークを介して空気調和装
置の動作状況の確認をせずに、情報端末のディスプレイに、制御信号に基づく制御が完了
した旨を表す制御完了情報を表示する。これによって、例えば、ユーザが、空気調和装置
の近傍にて、情報端末を用いて空気調和装置に対する遠隔制御を実行した場合、情報端末
は、ネットワークを介した空気調和装置への動作確認を省略できるため、ネットワークの
トラフィックが増加することを防止できる。また、ユーザは情報端末が空気調和装置への
動作確認を完了させるのを待たなくてもよい。さらに、空気調和装置の本体が発する報知
音を検知しないと判定された場合は、空気調和装置の動作状況をディスプレイに表示する
ため、ユーザが空気調和装置の遠隔地にいる場合は、制御の結果を確認できる。
【００１８】
　したがって、ユーザが空気調和装置の近傍にいる場合も遠隔にいる場合も、空気調和装
置のフィードバックを確実に受けつつも、空気調和装置に対する無駄な動作確認を省略可
能となる。
【００１９】
　上記態様において、例えば、前記制御信号は、前記空気調和装置の動作状態をＯＦＦ状
態からＯＮ状態へ変更する指示を含むとしてもよい。
【００２０】
　上記態様において、例えば、前記制御信号は、前記空気調和装置の動作状態をＯＮ状態
からＯＦＦ状態へ変更する指示を含むとしてもよい。
【００２１】
　上記態様において、例えば、前記報知音発生部は、前記空気調和装置が受信した所定の
制御信号に応じて当該空気調和装置において正常な制御が実行された場合に所定パターン
の音声の再生を行ない、前記コンピュータに対して、さらに、前記制御信号を送信してか
ら所定時間以内に、前記マイクにおいて、前記空気調和装置が前記制御信号を受け付けた
際に再生される所定パターンの音声を検知したか否かを判定させ、前記所定パターンの音
声を検知していないと判定された場合は、前記ネットワークを介して、前記空気調和装置
から、前記空気調和装置の動作状況を示す動作情報を受信させるとしてもよい。
【００２２】
　上記態様において、例えば、前記空気調和装置は、受信した所定の制御信号に応じて正
常な制御が実行された場合に所定パターンで可視光による発光を行なう報知光発生部をさ
らに備え、前記情報端末は、さらに、光センサを備え、前記コンピュータに対して、さら
に、前記制御信号を送信してから所定時間以内に、前記光センサにおいて、前記空気調和
装置が前記制御信号を受け付けた旨を表す可視光を検知したか否かを判定させ、前記報知
音を検知していないと判定されたか、または前記可視光を検知していないと判定された場
合は、前記ネットワークを介して、前記空気調和装置から、前記空気調和装置の動作状況
を示す動作情報を受信させるとしてもよい。
【００２３】
　上記態様において、例えば、前記コンピュータに対して、さらに、前記制御信号を送信
してから所定時間以内に、前記マイクにおいて、前記空気調和装置から前記制御信号に応
じた制御が行われなかった旨を表す異常音を検知したか否かを判定させ、前記異常音を検
知したと判定された場合は、前記ネットワークを介して、前記空気調和装置から、前記空
気調和装置の動作状況を示す動作情報を受信させるとしてもよい。
【００２４】
　上記態様において、例えば、前記制御完了情報は、画像として前記ディスプレイに表示
されるとしてもよい。
【００２５】
　上記態様において、例えば、前記報知音を検知したと判定された場合は、前記空気調和
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装置と同じ部屋に設置された他の機器の動作を制御する第２制御信号を、前記ネットワー
クを介して、前記他の機器へ送信させるとしてもよい。
【００２６】
　上記態様において、例えば、前記他の機器は、照明装置であるとしてもよい。
【００２７】
　上記態様において、例えば、前記他の機器は、音響装置であるとしてもよい。
【００２８】
　上記態様において、例えば、前記コンピュータに対して、さらに、現在時刻を示す時刻
情報を取得させ、前記時刻情報に基づいて、前記第２制御信号の示す制御内容を切り替え
るとしてもよい。
【００２９】
　上記態様において、例えば、前記動作情報は、前記空気調和装置が前記情報端末から受
信した、前記動作情報の取得を要求する要求信号に応じて、前記ネットワークを介して、
前記空気調和装置から前記情報端末に対して送信される情報であるとしてもよい。
【００３０】
　上記態様において、例えば、前記動作情報は、前記空気調和装置が前記情報端末から前
記制御情報を受信した場合に、前記ネットワークを介して、前記空気調和装置から前記情
報端末に対して送信される情報であるとしてもよい。
【００３１】
　上記態様において、例えば、前記コンピュータに対して、さらに、前記動作情報を受信
した場合、前記ディスプレイへ、前記動作情報に基づく前記空気調和装置の動作状況を表
示させるとしてもよい。
【００３２】
　また、他の態様において、受信した所定の制御信号に応じて正常な制御が実行された場
合に報知音を鳴動させる報知音発生部を備える空気調和装置と、周囲の音を検知可能なマ
イク、ディスプレイおよびコンピュータを有する情報端末とが、ネットワークを介して接
続する空気調和制御システムであって、前記空気調和装置は、前記情報端末から、前記ネ
ットワークを介して、当該空気調和装置の動作を制御する制御信号を受信する第１通信部
と、前記情報端末に対して、前記ネットワークを介して、当該空気調和装置の動作状況を
示す前記動作情報を送信する第２通信部と、受信した前記制御信号に応じて当該空気調和
装置の動作を制御する第１制御部と、制御信号に応じて正常な制御が実行された場合に報
知音を鳴動させる報知音発生部と、を備え、前記情報端末は、前記空気調和装置に対して
、前記ネットワークを介して、当該空気調和装置の動作を制御する前記制御信号を送信す
る第３通信部と、前記空気調和装置に対して、前記ネットワークを介して、当該空気調和
装置の動作状況を示す前記動作情報の送信を要求する要求信号を送信する第４通信部と、
前記制御信号を送信してから所定時間以内に、前記マイクにおいて、前記空気調和装置が
前記制御信号を受け付けた旨を表す報知音を検知したか否かを判定する検知部と、前記通
信部および前記ディスプレイの動作を制御する第２制御部と、を備え、前記第２制御部は
、前記検知部において前記報知音を検知していないと判定された場合は、前記第４通信部
に、前記ネットワークを介して、前記空気調和装置に対して、前記要求信号を送信させ、
前記報知音を検知したと判定された場合は、前記ディスプレイに、前記制御信号に基づく
制御が完了した旨を表す制御完了情報を表示させる。
【００３３】
　以下本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００３４】
　（実施の形態１）
　（空気調和制御システムの構成）
　図１は、本実施の形態にかかる空気調和制御システム１０００の概略構成を示す図であ
る。図１に示すように、空気調和制御システム１０００は、ユーザの宅内（室内）５００
に設置される家電アダプタ５０が接続された空気調和装置１００と、通信端末装置（端末



(8) JP 6681582 B2 2020.4.15

10

20

30

40

50

装置）３００－１，３００－２と、空気調和装置１００のクラウドサーバ２００とを含ん
で構成される。
【００３５】
　なお、図１では、通信端末装置３００－１，３００－２と２つの通信端末装置を図示す
るが、個数はこれに限定されるものではない。これらを個別に説明する必要のない場合は
、通信端末装置３００と総称する。
【００３６】
　本実施形態では、クラウドサーバ２００に通信端末装置３００と家電アダプタ５０との
組み合わせが登録されることで、通信端末装置３００から、家電アダプタ５０が接続され
た空気調和装置１００を遠隔操作できるものとする。
【００３７】
　図１に示す空気調和制御システム１０００では、簡略して２つの通信端末装置３００（
３００－１、３００－２）と１つの家電アダプタ５０とがクラウドサーバ２００を介して
接続するが、クラウドサーバ２００を介して、複数の通信端末装置３００・・・と複数の
家電アダプタ５０・・・とが接続する。なお、１つの通信端末装置３００は、複数の家電
アダプタ５０・・・を個別に遠隔操作できるようになっている。つまり、１つの通信端末
装置３００から、それぞれ家電アダプタが接続された複数の装置を遠隔操作できる。また
、複数の通信端末装置３００・・・から、１つの家電アダプタ５０に接続された装置を遠
隔操作できるようになっている。
【００３８】
　宅内５００には、構内通信ネットワークである無線ＬＡＮが整備されており、無線ＬＡ
Ｎの中継局４００は、インターネットを含む広域通信ネットワーク４２０と接続される。
中継局は、例えばＷｉＦｉ（登録商標）ルータやＷｉＦｉアクセスポイントなどの通信端
末装置である。本実施の形態では、無線通信には無線ＬＡＮ規格の１つであるＩＥＥＥ８
０２．１１ａ、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ、ＩＥＥＥ８０２．１１ｇあるいはＩＥＥＥ８０
２．１１ｎを利用する。もちろん、ＩＥＥＥ８０２．１１以外の無線ＬＡＮ規格に基づく
もの例えば、特定小電力無線や、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）などであってもよい。
【００３９】
　クラウドサーバ２００は、広域通信ネットワーク４２０および無線ＬＡＮの中継局４０
０を介して宅内５００に設置された家電アダプタ５０と通信可能となっている。通信端末
装置３００は、広域通信ネットワーク４２０を介してクラウドサーバ２００と接続される
。通信端末装置３００と広域通信ネットワーク４２０におけるインターネットとの間は、
３Ｇ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ）、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉ
ｏｎ）や、宅内あるいは公衆のＷｉＦｉアクセスポイントなどを利用して接続される。通
信端末装置３００は、クラウドサーバ２００を介して、クラウドサーバ２００に家電アダ
プタ５０との組み合わせが登録された空気調和装置１００を遠隔操作することができる。
【００４０】
　家電アダプタ５０と通信端末装置３００とはいずれも、無線通信端末装置であり、広域
通信ネットワーク４２０を介することなく、中継局４００を介して相互に通信することも
できる。
【００４１】
　なお、クラウドサーバ２００と中継局４００、および通信端末装置３００とクラウドサ
ーバ２００とを繋ぐ通信網として広域通信ネットワーク４２０としてインターネットを含
む構成を例にとって示したが、電話回線網、移動体通信網、衛星通信網などを利用するこ
ともできる。
【００４２】
　（家電アダプター）
　通信端末装置３００は、例えば、スマートフォンやタブレット端末を挙げることができ
る。
【００４３】
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　家電アダプタ５０は、クラウドサーバ２００を介して通信端末装置３００より命じられ
た命令を空気調和装置１００に伝達する電子機器である。なお、家電アダプタ５０は、空
気調和装置１００以外の装置、例えば、冷蔵庫、洗濯機、調理器具、照明装置、給湯機器
、撮影機器、各種ＡＶ機器、各種ロボット（例えば、掃除ロボット、家事支援ロボット、
動物型ロボット等）等にも接続でき、通信端末装置３００から遠隔操作することができる
。
【００４４】
　空気調和装置１００は、空気調和運転を行う装置であり、例えば、エアコン、空気清浄
機、加湿器、除湿機等を挙げることができる。空気調和装置１００は、クラウドサーバ２
００および家電アダプタ５０を介して通信端末装置３００からの命令を受信することで、
通信端末装置３００から遠隔操作できる構成となっている。なお、家電アダプタ５０と空
気調和装置１００とが一体化された構成であってもよい。
【００４５】
　本実施の形態においては、通信端末装置３００としてスマートフォンを例示し、空気調
和装置１００としてエアコンを例示する。つまり、スマートフォンを用いてエアコンを遠
隔操作する構成を例示する。
【００４６】
　図２は、空気調和制御システム１０００における、通信端末装置３００を用いて空気調
和装置１００を遠隔操作するイメージを示す図である。通信端末装置３００とクラウドサ
ーバ２００とは、広域通信ネットワーク４２０を介して接続され、クラウドサーバ２００
と宅内５００内の空気調和装置１００の家電アダプタ５０とは、広域通信ネットワーク４
２０と無線ＬＡＮの中継局４００を介して接続される。中継局４００と家電アダプタ５０
とは無線通信で接続される。
【００４７】
　（通信端末装置）
　通信端末装置３００は、図３に示すように、制御部３１０、記憶部３５０、表示部３６
０、通信部３７０、操作部３８０、音声取得部３９０、環境光取得部３９５を備えている
。
【００４８】
　制御部３１０は、通信端末装置３００の各部の動作を制御するブロックである。制御部
３１０は、例えば、ＣＰＵや専用プロセッサなどの演算処理部などにより構成されるコン
ピュータ装置からなり、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＨＤＤなどを含む記憶部３５０に記憶される各
種情報および各種制御を実施するためのプログラムを読み出して実行することで通信端末
装置３００の各部の動作を統括的に制御する。また、制御部３１０は、表示部３６０を制
御する表示制御部３２０と、通信部３７０を制御する通信制御部３３０とを備える。さら
に、通信制御部３３０は、空気調和装置１００の状態を示す情報（状態情報）を取得（状
態取得）する状態取得部３４０を備える。　通信部３７０は、広域通信ネットワーク４２
０を介した通信と、狭域通信ネットワークの中継局４００を介した装置間の相互通信とを
行うブロックである。
【００４９】
　表示部３６０は、制御部３１０の表示制御部３２０からの指示に応じてユーザに提示す
るための各種情報を表示するブロックである。本実施の形態では、図７、図８、図９のよ
うに状態取得部３４０が取得した空気調和装置１００の状態情報を表示する。
【００５０】
　操作部３８０は、ユーザからの入力を受け付けて制御部３１０に伝達するブロックであ
る。記憶部３５０は、通信端末装置３００で用いられる各種情報を記憶するブロックであ
る。
【００５１】
　音声取得部３９０は、通信端末装置３００の周囲で発生する音声を取得するためのブロ
ックである。音声取得部は、例えば、マイクロフォンにより構成されていてもよい。
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【００５２】
　環境光取得部３９５は、通信端末装置３００の周囲の光の強さ（照度）を取得するため
のブロックである。環境光取得部は、例えば、フォトダイオードやフォトトランジスタ等
の照度センサにより構成されていてもよい。
【００５３】
　（家電アダプタおよび空気調和装置）
　家電アダプタ５０は、クラウドサーバ２００を介して通信端末装置３００より受信した
空気調和装置１００に対する命令を空気調和装置１００に伝達する電子機器である。家電
アダプタ５０は、図４に示すように、制御部６０、記憶部７０、通信部８０、および接続
部９０を備えている。なお、本実施の形態では空気調和装置１００はエアコンとするが、
エアコンの室外機については図示および説明を省略する。
【００５４】
　制御部６０は家電アダプタ５０の各部の動作を統括的に制御するブロックである。記憶
部７０は、家電アダプタ５０で用いられる各種情報を記憶するブロックである。通信部８
０は、通信端末装置３００の通信部３７０と同様の通信を行うブロックである。通信部８
０には、クラウドサーバ２００との間の通信エラーを検知するエラー検知部８０ａが備え
られている。接続部９０は、空気調和装置１００の接続部１６０と相互通信するブロック
である。接続部９０には、空気調和装置１００との間の通信エラーを検知するエラー検知
部９０ａが備えられている。
【００５５】
　空気調和装置１００は、空気調和運転を行う装置であり、図５に示すように、制御部１
１０、記憶部１３０、運転動作部１４０、電源部１５０、接続部１６０および環境検知部
１７０、報知音発生部１８０を備える。
【００５６】
　制御部１１０は、空気調和装置１００の各部の動作を制御するブロックである。制御部
１１０は、例えば、ＣＰＵや専用プロセッサなどの演算処理部などにより構成されるコン
ピュータ装置からなり、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＨＤＤ、ＳＳＤなどを含む記憶部１３０に記憶
される各種情報および各種制御を実施するためのプログラムを読み出して実行することで
空気調和装置１００の各部の動作を統括的に制御する。また、制御部１１０は、空気調和
装置１００の各種モードを設定するモード設定部１２０を備える。記憶部１３０は、空気
調和装置１００にて用いられる各種情報を記憶する。
【００５７】
　運転動作部１４０は、制御部１１０による制御の下、空気調和装置１００の各種運転動
作を実行するブロックである。運転動作の例としては、空気調和運転が挙げられる。本実
施の形態のように空気調和装置１００がエアコンである場合の空気調和運転としては、冷
房運転、暖房運転、除湿運転、送風運転などがある。空気清浄機能を有する機種において
は、空気清浄運転などがある。
【００５８】
　また、空気調和装置１００が、空気清浄機である場合の空気調和運転としては、空気清
浄運転、加湿機能を有する機種においては、加湿兼用空気清浄運転などがある。なお、こ
れらは例示であり、これらに限定されるものではない。
【００５９】
　電源部１５０は、制御部１１０からの指示に基づき電源のＯＮおよびＯＦＦを行うブロ
ックである。接続部１６０は、家電アダプタ５０の接続部９０との間で相互通信を行うブ
ロックである。空気調和装置１００の接続部１６０と家電アダプタ５０の接続部９０との
間の接続は、例えば、ＲＳ－２３２通信コネクタによる接続などであってもよい。接続部
１６０には、家電アダプタ５０との間の通信エラーを検知するエラー検知部１６０ａが備
えられている。
【００６０】
　環境検知部１７０は、宅内５００の気温（室内温度）および宅内５００の湿度を測定す
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るブロックである。環境検知部１７０は、温度センサおよび湿度センサから構成される。
さらに、宅外の気温を測定するように構成されていてもよい。環境検知部１７０は、温度
および湿度のうちの一方を検知できるようになっていてもよい。また、環境検知部１７０
は、温度および湿度以外の宅内５００の環境条件について検知できる構成を備えていても
よい。
【００６１】
　報知音発生部１８０は、ユーザの制御により、電源部１５０の電源がＯＮまたはＯＦＦ
された場合や、空気調和装置１００の各種モードが変更された場合に、ユーザに通知する
ための音波（報知音）を放出するブロックである。報知音発生部は、圧電ブザーや音声ス
ピーカーにより構成されていてもよい。
【００６２】
　空気調和装置１００は、場合により報知光発生部１９０を備えていてもよい。報知光発
生部１９０は、ユーザの制御により、電源部１５０の電源がＯＮまたはＯＦＦされた場合
や、空気調和装置１００の各種モードが変更された場合に、ユーザに通知するための光を
放出するブロックである。報知光発生部は、ＬＥＤや陰極蛍光管、白熱灯などにより構成
されていてもよい。
【００６３】
　以上のように、本実施の形態では、空気調和装置１００の遠隔操作を可能にする家電ア
ダプタ５０が外付けされた構成であるが、もちろん、空気調和装置１００内部に通信機能
部分が予め組み込まれている構成すなわち空気調和装置１００と家電アダプタ５０と一体
化した構成であってもよい。
【００６４】
　さらに、空気調和装置１００は、通信端末装置３００からの遠隔操作だけでなく、ＩＲ
リモコンを用いた赤外線による近距離通信による操作が可能になっていてもよい。この場
合、空気調和装置１００の図示しない通信部がＩＲリモコンからの命令（制御信号）を受
信して制御部１１０による制御の下、各種運転動作が実行される。本実施の形態では、赤
外線にて通信するものとしたが、他の近距離通信を行える無線あるいは有線にて通信して
もよい。
【００６５】
　（クラウドサーバ）
　クラウドサーバ２００は、図６に示すように、制御部２１０、記憶部２２０、および通
信部２３０を備えている。制御部２１０は、クラウドサーバ２００の各部の動作を制御す
るブロックである。通信部２３０は、広域通信ネットワーク４２０を介して通信端末装置
３００および家電アダプタ５０と相互通信を行うブロックである。記憶部２２０は、クラ
ウドサーバ２００で用いられる各種情報を記憶する。記憶部２２０は、家電アダプタ５０
に接続した空気調和装置１００の各種情報が格納されたデータベース（ＤＢ）２２０ａを
記憶する。また、各家電アダプタ５０の識別情報と各通信端末装置３００の識別情報とを
対応付けて記憶する。通信部２３０には、家電アダプタ５０との間の通信エラーを検知す
るエラー検知部２３０ａが備えられている。
【００６６】
　（遠隔操作においての処理のフロー）
　通信端末装置３００から空気調和装置１００を遠隔操作する際の各装置の処理について
説明する。
【００６７】
　まず、通信端末装置３００にて空気調和装置１００の操作を行う際の、通信端末装置３
０の表示部３６０に表示する情報（画面）について、図７および図８および図９に示す例
を用いて説明する。図７の（ａ）は、遠隔操作対象の空気調和装置１００を選択させる情
報を示す機器選択画面の一例である。本実施の形態では、通信端末装置３００からの遠隔
操作対象の空気調和装置１００は２つあるため、図７の（ａ）には２台のエアコンを表示
している。遠隔操作対象が複数ある（つまり、ある通信端末装置３００と複数の装置とが
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対応付けられている）場合には、機器選択画面には対応付けられた全ての装置を表示する
。
【００６８】
　機器選択画面に表示された遠隔操作対象の装置に対応するアイコンが押される（タップ
される）ことで空気調和装置１００が選択されると、図７の（ｂ）に示すように、選択さ
れた空気調和装置１００の操作画面を表示する。操作画面は、ユーザが空気調和装置１０
０に対する操作条件を設定し送信するための画面である。操作画面には、空気調和装置１
００に対する操作条件を設定するための操作エリア３６０ｂが設定されている。
【００６９】
　ユーザにより操作画面にて操作条件が設定され、操作画面の「設定送信」ボタン１０４
０が押されると、図８に示すようなユーザの確認を取るための確認画面を表示する。
【００７０】
　そして、図８の（ｃ）に示すような確認画面の「ＯＫ」ボタン１０６０が押されると、
通信端末装置３００は、空気調和装置１００に対する操作指示の情報（以下では、操作指
示と省略する）をクラウドサーバ２００に送信する。通信端末装置３００は、操作指示を
送信中には、図８の（ｄ）に示すように、表示部３６０に送信中であることを示す情報（
ローディング画面）を表示し、操作を受け付けない。
【００７１】
　次に、操作指示送信後の各装置の処理について、図１０および図１１を用いて説明する
。
【００７２】
　まず、通信端末装置３００は、ユーザによる空気調和装置１００への操作指示を受け付
け、それをクラウドサーバ２００に送信する（ステップ１、以下ではＳ１のように省略す
る）。このとき、どの家電アダプタ５０（あるいは、どの空気調和装置１００）への操作
指示なのかを識別するため識別番号もあわせて送信する。その後、通信端末装置３００は
、ローディング画面を表示する（Ｓ２）。その後、通信端末装置３００は、所定の時間だ
け待機する（Ｓ３）。
【００７３】
　クラウドサーバ２００は、通信端末装置３００からの操作指示を受信すると（Ｓ４）、
操作指示を送信すべき家電アダプタ５０（あるいは、空気調和装置１００）を決定し（Ｓ
５）、決定した家電アダプタ５０へ操作指示を送信する（Ｓ６）。
【００７４】
　家電アダプタ５０は、クラウドサーバ２００から操作指示を受信すると（Ｓ７）、接続
部９０にて接続している空気調和装置１００に操作指示を送信する（Ｓ８）。
【００７５】
　空気調和装置１００は、家電アダプタ５０から操作指示を受信すると（Ｓ９）、受信し
た操作指示に対する動作を実行するよう自機を設定し、その動作（例えば、運転開始、運
転停止、設定温度変更、運転モード変更など）を実行する（Ｓ１０）。
【００７６】
　その次に、空気調和装置１００は、電源ＯＦＦから電源ＯＮになる場合は報知音を鳴動
させる。既に電源ＯＮ状態であった場合は報知音を鳴動させてもよい。その後、空気調和
装置１００は家電アダプタ５０へリプライを送信する（Ｓ１２）。
【００７７】
　家電アダプタ５０は、空気調和装置１００からリプライを受信すると（Ｓ２１）、クラ
ウドサーバ２００へリプライを送信する（Ｓ２２）。
【００７８】
　クラウドサーバ２００は、家電アダプタ５０からリプライを受信すると（Ｓ２５）、通
信端末装置３００へリプライを送信する（Ｓ２６）。
【００７９】
　通信端末装置３００は、空気調和装置１００が発する報知音をステップ３から所定時間
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内に検知できなかった場合は、クラウドサーバ２００からリプライを受信した後に（Ｓ２
８）、クラウドサーバ２００へ状態問合を送信する（図１１のＳ３１）。このとき、どの
家電アダプタ５０（あるいは、どの空気調和装置１００）への操作指示なのかを識別する
ため識別番号もあわせて送信する。
【００８０】
　クラウドサーバ２００は、通信端末装置３００からの操作指示を受信すると（Ｓ３３）
、状態問合を送信すべき家電アダプタ５０（あるいは、空気調和装置１００）を決定し（
Ｓ３５）、決定した家電アダプタ５０へ状態問合指示を送信する（Ｓ３８）。
【００８１】
　家電アダプタ５０は、クラウドサーバ２００から状態問合を受信すると（Ｓ４０）、空
気調和装置１００へ状態問合を送信する（Ｓ４２）。
【００８２】
　空気調和装置１００は、家電アダプタ５０から状態問合を受信すると（Ｓ４４）、自機
の内部状態を示す状態情報を取得し（Ｓ４６）、それを接続部１６０にて接続している家
電アダプタ５０に送信する（Ｓ４８）。Ｓ４６で取得する状態情報には、少なくとも、自
機が電源ＯＮの状態にあるか否かの情報が含まれる。
【００８３】
　家電アダプタ５０は、空気調和装置１００から状態情報を受信すると（Ｓ５０）、それ
をクラウドサーバ２００に送信する（Ｓ５２）。
【００８４】
　クラウドサーバ２００は、家電アダプタ５０から状態情報を受信すると（Ｓ５４）、通
信端末装置３００へ状態情報を送信する（Ｓ５６）。
【００８５】
　通信端末装置３００は、クラウドサーバ２００から状態情報を受信すると（Ｓ５８）、
ローディング画面の表示を終了する（Ｓ６０）。次に、クラウドサーバ２００から受信し
た状態情報の中から、少なくとも空気調和装置の電源の状態を示す情報を含む情報を表示
する（Ｓ６２）。ステップ６２で表示する画面は、図９（ｆ）で示すように、空気調和装
置の電源の状態が表示される。そのほかにも、併せて空気調和装置の設定温度や運転モー
ド、風向きや風量が表示されていてもかまわない。
【００８６】
　一方、通信端末装置３００は、ステップ３から所定の時間内に、空気調和装置１００が
鳴動した報知音を検知すると（図１０のＳ１０１）、ローディング画面の表示を終了する
（図１０のＳ１０２）。次に、通信端末装置３００は、図９の（ｅ）に示すような空気調
和装置の制御が完了した旨を示す画面を表示する（Ｓ１０３）。
【００８７】
　本実施の形態では、通信端末装置３００が空気調和装置１００が鳴動させる報知音を検
知したか否かにより、ユーザが通信端末装置３００の操作を受け付けないローディング画
面の表示を直ちに終了させるか否かを決定している。
【００８８】
　ここで、通信端末装置３００が報知音を検知したということは、通信端末装置３００を
操作するユーザにも報知音が聴こえているということである。すなわち、ユーザにフィー
ドバックがなされた状態であることを意味する。この場合は、これ以上ローディング画面
を表示してユーザを待たせる必要がない。
【００８９】
　本実施の形態では、通信端末装置３００は、Ｓ１０１にて空気調和装置１００が鳴動す
る報知音を検知すると、直ちにローディング画面の表示を終了させるので、ユーザにとっ
ては画面を操作できない期間を短縮することができる。
【００９０】
　また、通信端末装置３００は、Ｓ１０１にて空気調和装置１００が鳴動する報知音を検
知できない場合は、クラウドサーバ２００および家電アダプタ５０を経由して空気調和装
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置１００の状態情報を取得した上で通信端末装置３００の画面へ状態情報を表示させる。
【００９１】
　これにより、ユーザが、空気調和装置１００が鳴動する報知音を検知できないような遠
方にいる場合は、ユーザは通信端末装置３００の画面に表示された状態情報を元に、遠隔
操作による電源ＯＮの操作が意図通りに行われたか判断できる利点を、本発明にかかる実
施の形態は有する。
【００９２】
　（実施の形態２）
　図１２は、本発明の実施の形態２における、遠隔操作における処理のフローを示す図で
ある。図１２において、図１０および図１１と同じ構成要素については同じ符号を用い、
説明を省略する。
【００９３】
　空気調和装置１００は、ステップ９において操作指示を受信すると、報知音を鳴動する
（Ｓ１１）。次に、空気調和装置１００は家電アダプタ５０へ空気調和装置１００の電源
のＯＮ・ＯＦＦ状態を含む状態情報を送信する（Ｓ４８）。
【００９４】
　家電アダプタ５０は、空気調和装置１００から状態情報を受信すると（Ｓ５１）、それ
をクラウドサーバ２００に送信する（Ｓ５２）。
【００９５】
　以後の、遠隔操作のフローは実施の形態１における図１１の動作のフローと同様である
。
【００９６】
　一方、通信端末装置３００は、ステップ３から所定時間内に、空気調和装置１００が発
した報知音を検知すると（図１０のＳ１０１）、ローディング画面の表示を終了する（図
１０のＳ１０２）。次に、通信端末装置３００は、空気調和装置の制御が完了した旨を示
す画面を表示する（Ｓ１０３）。
【００９７】
　本発明は、空気調和装置１００が、操作指示を受信した場合に、自動的に状態情報を返
信するような場合でも適用することが可能である。
【００９８】
　（実施の形態３）
　図１３は、本発明の実施の形態３における、遠隔操作における処理のフローを示す図で
ある。図１３において、図１０および図１１と同じ構成要素については同じ符号を用い、
説明を省略する。
【００９９】
　空気調和装置１００は、ステップ９において操作指示を受信すると、報知音を鳴動する
（Ｓ１１）。次に、空気調和装置１００は所定のパターンで発光を開始する（Ｓ２１１）
。次に、空気調和装置１００は家電アダプタ５０へリプライを送信する（Ｓ１２）。
【０１００】
　通信端末装置３００は、ステップ３から所定時間内に、空気調和装置１００が発した報
知音を検知すると（図１０のＳ１０１）、空気調和装置１００が発する所定のパターンの
光を検知するか判定を行う（Ｓ２１２）。報知音と所定のパターンの光の両方が検知され
た場合は、ローディング画面の表示を終了する（図１０のＳ１０２）。次に、通信端末装
置３００は、空気調和装置の制御が完了した旨を示す画面を表示する（Ｓ１０３）。
【０１０１】
　一方、通信端末装置３００は、ステップ３から所定時間内に、空気調和装置１００が発
した報知音か、空気調和装置１００が発する所定のパターンの光のいずれかが検知されな
かったと判定した場合は、クラウドサーバ２００状態問合せを送信する（図１１のＳ３１
）。
【０１０２】
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　以後の、遠隔操作のフローは実施の形態１における図１１の動作のフローと同様である
。
【０１０３】
　本発明の実施の形態では、空気調和装置の発する報知音のほかに、空気調和装置の発す
る所定のパターンの光を判定に用いることで、制御対象の空気調和装置と、偶然にも同じ
音のパターンを有する報知音が発せされる電気機器が通信端末装置の近傍に存在する場合
でも、報知音が発せされた電気機器が空気調和装置であることをより高い精度で認識する
ことが可能となる。
【０１０４】
　（実施の形態４）
　図１４は、本発明の実施の形態４における、遠隔操作における処理のフローを示す図で
ある。図１４において、図１３および図１１と同じ構成要素については同じ符号を用い、
説明を省略する。
【０１０５】
　空気調和装置１００は、ステップ９において操作指示を受信すると、報知音を鳴動する
（Ｓ１１）。次に、空気調和装置１００は所定の音声を再生する（Ｓ２２１）。次に、空
気調和装置１００は家電アダプタ５０へリプライを送信する（Ｓ１２）。
【０１０６】
　通信端末装置３００は、ステップ３から所定時間内に、空気調和装置１００が発した報
知音を検知すると（図１０のＳ１０１）、空気調和装置１００が発する所定の音声を検知
できるか判定を行う（Ｓ２２２）。報知音と所定の音声の両方が検知された場合は、ロー
ディング画面の表示を終了する（図１０のＳ１０２）。次に、通信端末装置３００は、空
気調和装置の制御が完了した旨を示す画面を表示する（Ｓ１０３）。
【０１０７】
　一方、通信端末装置３００は、ステップ３から所定時間内に、空気調和装置１００が発
した報知音か、もしくは空気調和装置１００が発する所定の音声のいずれかが検知されな
かったと判定した場合は、クラウドサーバ２００状態問合せを送信する（図１１のＳ３１
）。
【０１０８】
　以後の、遠隔操作のフローは実施の形態１における図１１の動作のフローと同様である
。
【０１０９】
　本発明の実施の形態では、空気調和装置の発する報知音のほかに、空気調和装置の発す
る所定の音声を判定に用いることで、制御対象の空気調和装置と、偶然にも同じ音のパタ
ーンを有する報知音が発せされる電気機器が通信端末装置の近傍に存在する場合でも、報
知音が発せされた電気機器が空気調和装置であることをより高い精度で認識することが可
能となる。
【０１１０】
　（実施の形態５）
　図１５は、本発明の実施の形態４における、遠隔操作における処理のフローを示す図で
ある。図１５において、図１３および図１１と同じ構成要素については同じ符号を用い、
説明を省略する。
【０１１１】
　空気調和装置１００は、ステップ９において操作指示を受信すると、空気調和装置が正
常に運転されているか異常状態にあるかに応じた報知音を鳴動する（Ｓ２００）。次に、
空気調和装置１００は家電アダプタ５０へリプライを送信する（Ｓ１２）。
【０１１２】
　通信端末装置３００は、ステップ３から所定時間内に、空気調和装置１００が発した報
知音を検知し、なおかつ検知した報知音が正常を示す報知音であると判定された場合は（
図１０のＳ２０１）、ローディング画面の表示を終了する（図１０のＳ１０２）。次に、
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通信端末装置３００は、空気調和装置の制御が完了した旨を示す画面を表示する（Ｓ１０
３）。
【０１１３】
　一方、通信端末装置３００は、ステップ３から所定時間内に、空気調和装置１００が発
した報知音を検知し、なおかつ検知した報知音が正常でないことを示す報知音であると判
定された場合は、クラウドサーバ２００状態問合せを送信する（図１１のＳ３１）。
【０１１４】
　また、通信端末装置３００は、ステップ３から所定時間内に、空気調和装置１００が発
した報知音が検知されなかったと判定した場合も、クラウドサーバ２００状態問合せを送
信する（図１１のＳ３１）。
【０１１５】
　以後の、遠隔操作のフローは実施の形態１における図１１の動作のフローと同様である
。
【０１１６】
　本発明の実施の形態では、空気調和装置の発する報知音を、正常を示す報知音と正常で
ないことを示す報知音とを使い分け、正常でないことを示す報知音を検知した場合は、通
信端末装置が空気調和装置から状態情報を取得し表示するため、捜査結果が異常な場合は
、ユーザは空気調和装置の状態を直ちに確認することができる利点を有する。
【０１１７】
　（実施の形態６）
　図１６は、本実施の形態６にかかる空気調和制御システム１０１０の概略構成を示す図
である。図１６において図１と同じ構成要素については同じ符号を用い、説明を省略する
。
【０１１８】
　図１６に示すに示すように、空気調和制御システム１０１０は、ユーザの宅内（室内）
５００に設置される家電アダプタ５０が接続された空気調和装置１００と、通信端末装置
（端末装置）３００と、空気調和装置１００とクラウドサーバ２００に加えて、照明装置
７００と、音響装置８００を含んで構成される。
【０１１９】
　照明装置７００と、音響装置８００は、空気調和装置１００の近傍に配置されている。
【０１２０】
　照明装置７００と音響装置８００は、通信端末装置３００と有線もしくは無線通信を介
して制御される。
【０１２１】
　例えば、通信端末装置３００と照明装置７００または音響装置８００は、赤外線通信で
制御されてもよいし、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）を介した無線通信によって制御さ
れてもよい。
【０１２２】
　また、通信端末装置３００と照明装置７００と音響装置８００とが、宅内の無線ＬＡＮ
の中継局４００と接続し、通信端末装置３００と照明装置７００または音響装置８００が
、無線ＬＡＮの中継局４００を介して、ＩＥＥＥ８０２．１１等のＷｉＦｉで通信されて
もよい。
【０１２３】
　もしくは、通信端末装置３００は３ＧまたはＬＴＥなどの広域通信網または公衆ＷｉＦ
ｉ網に接続し、照明装置７００と音響装置８００とが、宅内の無線ＬＡＮの中継局４００
と接続し、通信端末装置３００と照明装置７００または音響装置８００が、クラウドサー
バ２００および無線ＬＡＮの中継局４００を中継して通信してもよい。
【０１２４】
　図１７は、連携機器制御情報６００である。連携機器制御情報６００は、通信端末装置
３００のユーザが空気調和装置１００の報知音を検知できる場所にいる場合において、空
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気調和装置１００を制御されたと同時またはその直後に、空気調和装置１００の近傍に配
置された照明装置７００および音響装置８００をどのように制御するかを記憶した情報で
ある。
【０１２５】
　連携機器制御情報６００は、時間帯の開始時刻６２０、時間帯の終了時刻６３０、端末
が空気調和装置１００の報知音を検知できた場合に照明装置を制御するための制御情報６
４０、端末が空気調和装置１００の報知音を検知できた場合に音響装置を制御するための
制御情報６５０を備える。また、連携機器制御情報６００は、時間帯の概要を示す文字列
情報６１０を備えていてもよい。
【０１２６】
　図１８（ｇ）は、通信端末装置３００がユーザに連携機器制御情報６００を制御させる
ために表示される画面の一例である。ユーザは図１８（ｇ）に示す設定画面を参照しなが
ら、おのおのの時間帯の開始時刻６２０、時間帯の終了時刻６３０、端末が空気調和装置
１００の報知音を検知できた場合に照明装置を制御するための制御情報６４０、端末が空
気調和装置１００の報知音を検知できた場合に音響装置を制御するための制御情報６５０
を設定できる。
【０１２７】
　次に、操作指示送信後の各装置の処理について、図１９および図２０を用いて説明する
。図１９、図２０において、図１０および図１１と同じ処理内容については、同じ符号を
用い、説明を省略する。
【０１２８】
　通信端末装置３００は、ステップ３から所定時間内に、空気調和装置１００が鳴動する
報知音を検知したと判断すると（Ｓ１０１），ローディング画面の表示を終了し（Ｓ１０
２）、連携機器制御情報６００の記載された音響装置を制御するための制御情報６５０に
従い、音響装置８００に対して音響操作指示を送信する（図２０のＳ３０２）。
【０１２９】
　音響装置８００は、通信端末装置３００から音響操作指示を受信すると（Ｓ３０３）、
指示の内容に従って音響装置を制御し（Ｓ３０４）、通信端末装置３００へリプライを返
信する（Ｓ３０５）。
【０１３０】
　通信端末装置３００は、音響装置８００からリプライを受信すると（Ｓ３１０）、連携
機器制御情報６００の記載された照明装置を制御するための制御情報６４０に従い、照明
装置７００へ照明操作指示を送信する（Ｓ３１１）。
【０１３１】
　照明装置７００は、通信端末装置３００から照明操作指示を受信すると（Ｓ３１２）、
照明操作指示の内容に従って照明装置の輝度や色合いを制御し（Ｓ３１３）、通信端末装
置３００へリプライを返信する（Ｓ３１４）。
【０１３２】
　通信端末装置３００は、照明装置７００からリプライを受信すると（Ｓ３２０）、ロー
ディング画面の表示を終了し（Ｓ３２１）。操作完了画面を表示する（Ｓ１０３）。
【０１３３】
　一方、通信端末装置３００は、ステップ３から所定時間内に、空気調和装置１００が鳴
動する報知音を検知しない判断すると（Ｓ１０１），クラウドサーバ２００からリプライ
を受信した（Ｓ２８）後に、クラウドサーバ２００へ状態待ち合わせを送信する（図１１
のＳ３１）。以後の空気調和制御システム１０１０の動作は、図１１の続きのフローと同
様である。
【０１３４】
　本発明の実施の形態６にかかる、空気調和制御システムでは、ユーザの近傍にある通信
端末装置３００が、空気調和装置１００の発する報知音を検知できる近傍にいると検知さ
れた場合に限り、空気調和装置１００の近傍にある照明装置７００および音響装置８００
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を制御する。
【０１３５】
　一方で、ユーザの近傍にある通信端末装置３００が、空気調和装置１００の発する報知
音を検知できる近傍にいないと検知された場合は、空気調和装置１００の近傍にある照明
装置７００および音響装置８００を制御しない。
【０１３６】
　本発明の実施の形態６にかかる空気調和制御システムは、通信端末装置３００を携帯す
るユーザが、空気調和装置１００の近傍にいる場合は、空気調和装置１００の制御に引き
続いて、照明装置７００と音響装置８００を時間帯に応じた制御（起床するときは目覚め
に適した照明・音響に制御し、就寝するときは眠りに適した照明・音響に制御し、寝る前
数時間の晩の時間帯は、くつろぎに適した照明・音響）を提供することができる。
【０１３７】
　また、本発明の実施の形態６にかかる空気調和制御システムは、通信端末装置３００を
携帯するユーザが、空気調和装置１００の近傍にいない場合は、空気調和装置１００のみ
を制御し、空気調和装置１００の近傍にあるが、ユーザが携帯する通信端末装置３００の
近傍にない照明装置７００および音響装置８００を制御しない。例えば、ユーザが寝る前
に空気調和装置の遠隔にいるが、あらかじめ寝室の空気を暖めるかもしくは冷やしておき
たいが、照明や音響は電気代の無駄となるので制御したくないといった場合に便利である
。
【０１３８】
　また、本発明の各形態にかかる通信端末装置または空気調和装置は、コンピュータ（電
子計算機）によって実現してもよい。この場合には、コンピュータを通信端末装置または
空気調和装置が備える各手部として動作させることにより通信端末装置または空気調和装
置をコンピュータにて実現させる端末装置または空気調和装置の制御プログラム、および
それを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も本発明の範疇に入ることは言うま
でもない。
【０１３９】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、種々の変更が可能であり、異
なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態につ
いても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的
手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１４０】
　本発明にかかる通信端末装置の制御方法は、公衆回線等を経由して空気調和装置を制御
する際の操作の簡略性のために有用である。また、空気調和装置以外にも、電源がＯＮさ
れたことを報知音等の音声を用いて報知する手段を備える電気機器のネットワークを介し
た制御方法に応用することもできる。
【符号の説明】
【０１４１】
　５０　　家電アダプタ
　６０　　制御部
　７０　　記憶部
　８０　　通信部
　８０ａ　　エラー検知部
　９０　　接続部
　９０ａ　　エラー検知部
　１００　　空気調和装置
　１１０　　制御部
　１２０　　モード設定部
　１３０　　記憶部
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　１４０　　運転操作部
　１５０　　電源部
　１６０　　接続部
　１６０ａ　　エラー検知部
　１７０　　環境検知部
　１８０　　報知音発生部
　１９０　　報知光発生部
　２００　　クラウドサーバ
　２１０　　制御部
　２２０　　記憶部
　２２０ａ　　データベース
　２３０　　通信部
　２３０ａ　　エラー検知部
　３００　　通信端末装置
　３００－１　　第一の通信端末装置
　３００－２　　第二の通信端末装置
　３１０　　制御部
　３２０　　表示制御部
　３３０　　通信制御部
　３４０　　状態取得部
　３５０　　記憶部
　３６０　　表示部
　３７０　　通信部
　３８０　　操作部
　３９０　　音声取得部
　３９５　　環境光取得部
　４００　　無線ＬＡＮの中継局
　４２０　　広域通信ネットワーク
　５００　　ユーザ宅
　５１０　　ユーザ寝室
　５２０　　ユーザ宅のリビング
　６００　　連携機器制御情報
　６１０　　時間帯を説明する文字列
　６２０　　時間帯の開始時刻
　６３０　　時間帯の終了時刻
　６４０　　照明装置の制御情報
　６５０　　音響装置の制御情報
　７００　　照明装置
　８００　　音響装置
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