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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室外機と、それぞれ前記室外機に接続されかつ互いに異なる部屋に配置された第１室内
機及び第２室内機と、を有するマルチ空気調和機であって、
　複数の運転モードの中から選択された第１運転モードに基づいて前記第１室内機が運転
しているときに、前記第２室内機に対して、前記複数の運転モードの中から選択された前
記第１運転モードと異なる第２運転モードに基づく運転開始指示が、端末装置からインタ
ーネットを介さずに行われた場合、
　前記第１室内機に対する直前の指示が、携帯端末からインターネットを介して行われた
ものであるとき、前記第１室内機を運転停止状態とし、かつ、前記第２運転モードに基づ
く前記第２室内機の運転を開始させることを特徴とするマルチ空気調和機。
【請求項２】
　前記端末装置は、前記第２室内機に通信可能に接続され、前記第２室内機に対して前記
運転開始指示を示す運転開始指示信号を含む指示信号を送信するリモコンであることを特
徴とする請求項１に記載のマルチ空気調和機。
【請求項３】
　前記端末装置は、無線ＬＡＮがアクセスポイントとして使用されるＡＰモード時に、前
記第２室内機に通信可能に接続され、前記第２室内機に対して前記運転開始指示を示す運
転開始指示信号を含む指示信号を送信する携帯端末であることを特徴とする請求項１に記
載のマルチ空気調和機。
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【請求項４】
　前記第１運転モードに基づいて前記第１室内機が運転しているときに、前記第２室内機
に対して前記第２運転モードに基づく運転開始指示が前記端末装置からインターネットを
介さずに行われた場合、
　前記第１室内機に対する直前の指示が前記携帯端末からインターネットを介して行われ
たものであり、かつ、前記第１室内機に対して運転指示を優先させるための優先設定がな
されてないとき、前記第１室内機を運転停止状態とし、かつ、前記第２運転モードに基づ
く前記第２室内機の運転を開始させることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記
載のマルチ空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マルチ空気調和機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、１台の室外機と、それぞれ室外機に接続されかつ互いに異なる部屋に
配置された第１室内機及び第２室内機と、を有するマルチ空気調和機が提案されている。
特許文献１に記載のマルチ空気調和機では、第１室内機及び第２室内機のいずれかに対す
る最先の運転指示が優先される。例えば、第１室内機に対して冷房の運転モードが指示さ
れ、第１室内機が冷房運転しているときに、第２室内機に対して暖房の運転モードが指示
された場合、第１室内機の冷房運転が維持され、第２室内機は運転停止状態に維持される
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１６５４９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載のマルチ空気調和機では、第１室内機が配置された第１部屋にユーザ
がおらず、第２室内機が配置された第２部屋にはユーザがいる場合であっても、後に指示
された第２室内機に対する運転モードが先に指示された第１室内機に対する運転モードと
異なっていると、第２室内機は運転を開始せず、第１室内機の不要な運転が継続される。
そのため、不要な運転による電力の無駄遣いと、ユーザビリティに劣るという点とに、問
題がある。
【０００５】
　本発明は、不要な運転による電力の無駄遣いを防止し、ユーザビリティを向上させるこ
とができる、マルチ空気調和機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】
　第１の発明に係るマルチ空気調和機は、
　室外機と、それぞれ前記室外機に接続されかつ互いに異なる部屋に配置された第１室内
機及び第２室内機、を有するマルチ空気調和機であって、
　複数の運転モードの中から選択された第１運転モードに基づいて前記第１室内機が運転
しているときに、前記第２室内機に対して、前記複数の運転モードの中から選択された前
記第１運転モードと異なる第２運転モードに基づく運転開始指示が、端末装置からインタ
ーネットを介さずに行われた場合、
　前記第１室内機に対する直前の指示が、携帯端末からインターネットを介して行われた
ものであるとき、前記第１室内機を運転停止状態とし、かつ、前記第２運転モードに基づ
く前記第２室内機の運転を開始させる。
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【０００７】
　第１室内機に対する直前の指示が携帯端末からインターネットを介して行われたもので
あるとき、第１室内機が配置された第１部屋にはユーザがいないと判断できる。一方、第
２室内機に対する運転開始指示が端末装置からインターネットを介さずに行われたとき、
第２室内機が配置された第２部屋にはユーザがいると判断できる。そこで、このような場
合には、後に指示された第２室内機に対する運転モードが先に指示された第１室内機に対
する運転モードと異なっていても、ユーザがいない第１部屋に配置された第１室内機の不
要な運転を停止させ、ユーザがいる第２部屋に配置された第２室内機の運転を開始させる
。これにより、不要な運転による電力の無駄遣いを防止し、ユーザビリティを向上させる
ことができる。
【０００８】
　第２の発明に係るマルチ空気調和機において、
　前記端末装置は、前記第２室内機に通信可能に接続され、前記第２室内機に対して前記
運転開始指示を示す運転開始指示信号を含む指示信号を送信するリモコンである。
【０００９】
　第２の発明では、リモコンを端末装置として用いることで、ユーザが運転モードを容易
に指示することができる。
【００１０】
　第３の発明に係るマルチ空気調和機において、
　前記端末装置は、無線ＬＡＮがアクセスポイントとして使用されるＡＰモード時に、前
記第２室内機に通信可能に接続され、前記第２室内機に対して前記運転開始指示を示す運
転開始指示信号を含む指示信号を送信する携帯端末である。
【００１１】
　第３の発明では、携帯端末を端末装置として用いることで、ユーザが運転モードを容易
に指示することができる。
【００１２】
　第４の発明に係るマルチ空気調和機においては、
　前記第１運転モードに基づいて前記第１室内機が運転しているときに、前記第２室内機
に対して前記第２運転モードに基づく運転開始指示が前記端末装置からインターネットを
介さずに行われた場合、
　前記第１室内機に対する直前の指示が前記携帯端末からインターネットを介して行われ
たものであり、かつ、前記第１室内機に対して運転指示を優先させるための優先設定がな
されてないとき、前記第１室内機を運転停止状態とし、かつ、前記第２運転モードに基づ
く前記第２室内機の運転を開始させる。
【００１３】
　第４の発明では、第１室内機に対して優先設定がなされているか否かを判断し、第１室
内機に対して優先設定がなされていない場合に、第１室内機の運転を停止させ、かつ、第
２室内機の運転を開始させる。これにより、第１室内機に対して優先設定がなされている
場合に第１室内機の運転が停止してしまう事態が回避され、ユーザの意向に沿った運転が
実現される。
【発明の効果】
【００１４】
　不要な運転による電力の無駄遣いを防止し、ユーザビリティを向上させることができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係るマルチ空気調和機を含む空気調和システムを示す概略
図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るマルチ空気調和機のブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るマルチ空気調和機が実行する運転制御を示すフローチ
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ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態を添付図面に従って説明する。
【００１７】
　図１に示す空気調和システム１は、本発明の一実施形態に係るマルチ空気調和機１０と
、アダプタ２０ａ，２０ｂと、ルータ３０と、無線ＬＡＮ３５と、サーバ４０と、スマー
トフォン（携帯端末）５０と、を備えている。スマートフォン５０は、ユーザが保有する
ものであり、ユーザにより操作される。マルチ空気調和機１０は、１台の室外機１２と、
２台の室内機（第１室内機１１ａ及び第２室内機１１ｂ）と、を有する。第１室内機１１
ａ及び第２室内機１１ｂは、それぞれ、冷媒配管を介して、室外機１２に接続されている
。
【００１８】
　第１室内機１１ａ、第２室内機１１ｂ、第１アダプタ２０ａ、第２アダプタ２０ｂ、ル
ータ３０及び無線ＬＡＮ３５は、建物１００内に収められている。建物１００内には、第
１部屋１１０と、第１部屋１１０とは別の第２部屋１２０と、が設けられている。第１室
内機１１ａは第１部屋１１０に配置され、第２室内機１１ｂは第２部屋１２０に配置され
ている。室外機１２は、建物１００外に配置されている。
【００１９】
　ルータ３０、サーバ４０及びスマートフォン５０は、それぞれ、インターネット（公衆
回線）６０に接続されている。第１アダプタ２０ａ及び第２アダプタ２０ｂは、それぞれ
、第１部屋１１０及び第２部屋１２０に設けられ、第１室内機１１ａ及び第２室内機１１
ｂと有線で接続されている。第１アダプタ２０ａ及び第２アダプタ２０ｂは、それぞれ、
無線ＬＡＮ３５及びルータ３０を介して、インターネット６０に接続されている。以上の
構成により、スマートフォン５０は、インターネット６０、無線ＬＡＮ３５及びアダプタ
２０ａ，２０ｂを介して、第１室内機１１ａ及び第２室内機１１ｂに通信可能に接続され
ている。
【００２０】
　スマートフォン５０は、インターネット６０、無線ＬＡＮ３５及びアダプタ２０ａ，２
０ｂを介して、第１室内機１１ａ及び／又は第２室内機１１ｂに指示信号を送信すること
ができる。また、第１リモコン１５ａ及び第２リモコン１５ｂからも、それぞれ、第１室
内機１１ａ及び第２室内機１１ｂに指示信号を送信することができる。第１リモコン１５
ａ及び第２リモコン１５ｂは、それぞれ、第１部屋１１０及び第２部屋１２０に配置され
、第１室内機１１ａ及び第２室内機１１ｂに通信可能に接続されている。
【００２１】
　図２に示すように、第１室内機１１ａは、第１室内制御部１３ａ及び第１検知部１６ａ
を有する。第１室内制御部１３ａは、第１検知部１６ａ及び第１リモコン１５ａのそれぞ
れに接続され、かつ、第１アダプタ２０ａに接続されている。即ち、第１リモコン１５ａ
及び第１アダプタ２０ａは、それぞれ、第１室内機１１ａに通信可能に接続されている。
第１検知部１６ａは、第１室内機１１ａが受信した指示信号が、第１リモコン１５ａから
送信されたのか、又は、第１アダプタ２０ａを介してスマートフォン５０から送信された
のか、を検知する。第１リモコン１５ａ及び第１アダプタ２０ａは、第１室内機１１ａの
外側かつ第１部屋１１０の内部に配置されている。
【００２２】
　同様に、第２室内機１１ｂは、第２室内制御部１３ｂ及び第２検知部１６ｂを有する。
第２室内制御部１３ｂは、第２検知部１６ｂ及び第２リモコン（端末装置）１５ｂのそれ
ぞれに接続され、かつ、第２アダプタ２０ｂに接続されている。即ち、第２リモコン１５
ｂ及び第２アダプタ２０ｂは、それぞれ、第２室内機１１ｂに通信可能に接続されている
。第２検知部１６ｂは、第２室内機１１ｂが受信した指示信号が、第２リモコン１５ｂか
ら送信されたのか、又は、第２アダプタ２０ｂを介してスマートフォン５０から送信され
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たのか、を検知する。第２リモコン１５ｂ及び第２アダプタ２０ｂは、第２室内機１１ｂ
の外側かつ第２部屋１２０の内部に配置されている。
【００２３】
　室内制御部１３ａ，１３ｂは、それぞれ、アダプタ２０ａ，２０ｂ又はリモコン１５ａ
，１５ｂから送信された指示信号を、受信する。なお、アダプタ２０ａ，２０ｂから送信
された指示信号とは、スマートフォン５０から、インターネット６０、無線ＬＡＮ３５及
びアダプタ２０ａ，２０ｂを介して、室内機１１ａ，１１ｂへ送信された指示信号である
。リモコン１５ａ，１５ｂから送信された指示信号とは、リモコン１５ａ，１５ｂから、
直接（即ち、インターネット６０を介さずに）、室内機１１ａ，１１ｂへ送信された指示
信号である。「指示信号」は、運転開始指示を示す運転開始指示信号、運転停止指示を示
す運転停止指示信号、運転モード（冷房運転又は暖房運転）を選択するためのモード選択
信号、温度及び／又は風向きを設定するための温度風向き設定信号、運転指示を優先させ
るための優先設定を示す優先設定信号、タイマーを設定するためのタイマー設定信号等を
包含する。
【００２４】
　室外機１２は、室外制御部１４、室外検知部２３、駆動部２４及び記憶部２５を有する
。室外制御部１４は、室外検知部２３、駆動部２４及び記憶部２５のそれぞれに接続され
ている。室外制御部１４は、室内制御部１３ａ，１３ｂのそれぞれと、通信線を介して接
続されており、指示信号の送受信を行う。室外制御部１４は、第１室内制御部１３ａから
転送された指示信号に基づいて第１室内機１１ａを制御し、また、第２室内制御部１３ｂ
から転送された指示信号に基づいて第２室内機１１ｂを制御する。室外検知部２３は、室
内制御部１３ａ，１３ｂが指示信号を受信したか否かを検知する。駆動部２４は、室外制
御部１４からの信号に基づいて、第１室内機１１ａ及び／又は第２室内機１１ｂを駆動さ
せる。記憶部２５は、室内制御部１３ａ，１３ｂから室外制御部１４に転送された指示信
号を記憶する。
【００２５】
　次に、図３を参照し、マルチ空気調和機１０が実行する運転制御について説明する。
【００２６】
　図３のフローの開始前、第１室内機１１ａ及び第２室内機１１ｂは運転停止状態である
。
【００２７】
　先ず、第１室内制御部１３ａが運転開始指示信号を受信した（即ち、第１室内機１１ａ
への運転開始指示が行われた）か否かを、室外検知部２３が検知する（ステップＳ１）。
第１室内制御部１３ａが運転開始指示信号を受信していない場合（ステップＳ１：ＮＯ）
、ステップＳ１が繰り返される。
【００２８】
　第１室内制御部１３ａが運転開始指示信号を受信した場合（ステップＳ１：ＹＥＳ）、
室外検知部２３は、当該運転開始指示信号が冷房運転の開始を指示する信号であるか、又
は、暖房運転の開始を指示する信号であるかを検知し、かつ、当該運転開始指示信号を記
憶部２５に記憶させる（ステップＳ２）。
【００２９】
　ここで、第１室内機１１ａ及び第２室内機１１ｂが運転を停止した状態で行われる、第
１室内機１１ａに対する運転開始指示を、第１運転モードによる運転開始指示という。第
１運転モードは、複数の運転モードの中から選択される。複数の運転モードは、例えば、
冷房運転及び暖房運転を含む。
【００３０】
　ステップＳ２の後、駆動部２４が、第１運転モードに基づいて、第１室内機１１ａの運
転を開始させる（ステップＳ３）。なお、本実施形態では，第１運転モードが冷房運転で
あるとする。
【００３１】
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　ステップＳ３の後、第２室内制御部１３ｂが運転開始指示信号を受信した（即ち、第２
室内機１１ｂに対して運転開始指示が行われた）か否かを、室外検知部２３が検知する（
ステップＳ４）。第２室内制御部１３ｂが運転開始指示信号を受信していない場合（ステ
ップＳ４：ＮＯ）、ステップＳ４が繰り返される。
【００３２】
　第２室内制御部１３ｂが運転開始指示信号を受信した場合（ステップＳ４：ＹＥＳ）、
当該運転開始指示信号が第２リモコン１５ｂからインターネット６０を介さずに送信され
た信号であるか否かを検知する（ステップＳ５）。そして、第２検知部１６ｂは当該検知
結果を室外制御部１４に送信する。
【００３３】
　当該運転開始指示信号が第２リモコン１５ｂからインターネット６０を介さずに送信さ
れた信号でない（即ち、スマートフォン５０からインターネット６０を介して送信された
信号である）場合（ステップＳ５：ＮＯ）、ユーザが第２部屋１２０の外にいる（即ち、
ユーザが第２部屋１２０にいない）と判断される。この場合、室外制御部１４は、当該運
転開始指示信号をキャンセルし、第２室内機１１ｂの運転停止状態を維持させる（ステッ
プＳ６）。ステップＳ６の後、フローが終了する。
【００３４】
　当該運転開始指示信号が第２リモコン１５ｂからインターネット６０を介さずに送信さ
れた信号である場合（ステップＳ５：ＹＥＳ）、ユーザが第２部屋１２０にいると判断さ
れる。この場合、室外制御部１４は、第２リモコン１５ｂから送信された運転開始指示信
号による第２運転モードが、第１運転モードと同じ冷房運転であるか否かを検知する（ス
テップＳ７）。第２運転モードが第１運転モードと同じである場合（ステップＳ７：ＹＥ
Ｓ）、室外制御部１４は、駆動部２４を制御し、第１室内機１１ａの運転を維持しつつ、
第２室内機１１ｂの運転を開始させる（ステップＳ８）。ステップＳ８の後、フローが終
了する。
【００３５】
　第２運転モードが暖房運転であって第１運転モードと異なる場合（ステップＳ７：ＮＯ
）、ステップＳ４で第２室内機１１ｂへの運転開始指示が行われた時点の直前に第１室内
制御部１３ａが受信した指示信号が、スマートフォン５０からインターネット６０を介し
て送信された信号である（即ち、第１室内機１１ａに対する直前の指示が、スマートフォ
ン５０からインターネット６０を介して行われたものである）か否かを、第１検知部１６
ａが検知する（ステップＳ９）。当該検知結果は、室外制御部１４に送信される。
【００３６】
　なお、「直前に第１室内制御部１３ａが受信した指示信号」の「指示信号」は、運転開
始指示信号、モード選択信号、温度風向き設定信号、優先設定信号、タイマー設定信号等
を含む。即ち、「第１室内機１１ａに対する直前の指示」の「指示」は、運転開始指示の
他、運転開始後に行われる運転モードの選択、温度及び／又は風向きの設定、優先設定、
タイマー設定等を含む。
【００３７】
　第１室内機１１ａに対する直前の指示が、スマートフォン５０からインターネット６０
を介して行われたものでない（即ち、第１リモコン１５ａからインターネット６０を介さ
ずに行われたものである）場合（ステップＳ９：ＮＯ）、ユーザが第１部屋１１０にいる
と判断される。この場合、室外制御部１４は、ステップＳ４で第２室内制御部１３ｂが受
信した運転開始指示信号をキャンセルし、第２室内機１１ｂの運転停止状態を維持させる
（ステップＳ１０）。ステップＳ１０の後、フローが終了する。
【００３８】
　第１室内機１１ａに対する直前の指示がスマートフォン５０からインターネット６０を
介して行われたものである場合（ステップＳ９：ＹＥＳ）、ユーザが第１部屋１１０の外
にいる（即ち、ユーザが第１部屋１１０にいない）と判断される。この場合、室外制御部
１４は、さらに、第１室内機１１ａに対して優先設定がなされているか否かを判断する（
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ステップＳ１１）。
【００３９】
　第１室内機１１ａに対して優先設定がなされている場合（ステップＳ１１：ＹＥＳ）、
ステップＳ１０に移り、室外制御部１４は、ステップＳ４で第２室内制御部１３ｂが受信
した運転開始指示信号をキャンセルし、第２室内機１１ｂの運転停止状態を維持させる。
ステップＳ１０の後、フローが終了する。
【００４０】
　第１室内機１１ａに対して優先設定がなされていない場合（ステップＳ１１：ＮＯ）、
室外制御部１４は、ステップＳ４で第２室内制御部１３ｂが受信した運転開始指示信号を
採用する。具体的には、室外制御部１４は、第１室内機１１ａを運転停止状態とし、かつ
、第２運転モードに基づく第２室内機１１ｂの運転を駆動部２４により開始させる（ステ
ップＳ１２）。ステップＳ１２の後、フローが終了する。
【００４１】
[本実施形態のマルチ空気調和機の特徴]
　本実施形態のマルチ空気調和機１０には、以下の特徴がある。
【００４２】
　第１室内機１１ａに対する直前の指示がスマートフォン５０からインターネット６０を
介して行われたものであるとき（Ｓ９：ＹＥＳ）、ユーザが第１部屋１１０の外にいる（
第１部屋１１０にいない）と判断できる。一方、第２室内機１１ｂに対する運転開始指示
が第２リモコン１５ｂからインターネット６０を介さずに行われたとき（Ｓ５：ＹＥＳ）
、ユーザは第２部屋１２０にいると判断できる。そこで、このような場合には、後に指示
された第２室内機１１ｂに対する運転モードが先に指示された第１室内機１１ａに対する
運転モードと異なっていても（Ｓ７：ＮＯ）、ユーザがいない第１部屋１１０に配置され
た第１室内機１１ａの不要な運転を停止させ、ユーザがいる第２部屋１２０に配置された
第２室内機１１ｂの運転を開始させる（ステップＳ１２）。これにより、不要な運転によ
る電力の無駄遣いを防止し、ユーザビリティを向上させることができる。
【００４３】
　また、本実施形態において、端末装置は、第２室内機１１ｂに通信可能に接続され、第
２室内機１１ｂに対して運転開始指示を示す運転開始指示信号を含む指示信号を送信する
第２リモコン１５ｂである。従って、リモコンを端末装置として用いることで、ユーザが
運転モードを容易に指示することができる。
【００４４】
　また、本実施形態では、第１室内機１１ａに対して優先設定がなされているか否かを判
断し（ステップＳ１１）、第１室内機１１ａに対して優先設定がなされていない場合に（
ステップＳ１１：ＮＯ）、第１室内機１１ａの運転を停止させ、かつ、第２室内機１１ｂ
の運転を開始させる（ステップＳ１２）。これにより、第１室内機１１ａに対して優先設
定がなされている場合に第１室内機１１ａの運転が停止してしまう事態が回避され、ユー
ザの意向に沿った運転が実現される。
【００４５】
　続いて、本発明の別の実施形態に係るマルチ空気調和機について説明する。
【００４６】
　本実施形態は、端末装置が第２リモコン１５ｂではない点において、上述の実施形態と
異なる。本実施形態において、端末装置は、無線ＬＡＮ３５がアクセスポイントとして使
用されるＡＰモード時に、第２室内機１１ｂに通信可能に接続され、第２室内機１１ｂに
対して指示信号を送信するスマートフォン（携帯端末）５０である。携帯端末は、スマー
トフォンに限定されず、タブレット等であってもよい。
【００４７】
　具体的には、第２リモコン１５ｂに設けられたボタンが所定時間押されると、第２リモ
コン１５ｂに埋設された制御部が、アダプタ２０ｂをセットアップモードにする。セット
アップモードには、ＡＰモードが含まれる。ＡＰモードでは、無線ＬＡＮ３５がアクセス
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ット６０を介さずに、ルータ３０を介して無線ＬＡＮ３５に接続され、第２室内機１１ｂ
に通信可能に接続される。ＡＰモードでは、スマートフォン５０から、第２室内機１１ｂ
に対して指示信号を送信することができる。従って、スマートフォン５０を端末装置とし
て用いることで、ユーザが運転モードを容易に指示することができる。
【００４８】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上述の実施形態に限定される
ものではなく、特許請求の範囲によって特定され、さらに、特許請求の範囲と均等の意味
及び範囲内での全ての変更を含む。
【００４９】
　上述の実施形態では、第１運転モードが冷房運転であり、第２運転モードが暖房運転で
あるとしたが、これに限定されない。例えば、第１運転モードが暖房運転であり、第２運
転モードが冷房運転であってもよい。第１運転モード及び第２運転モードの一方が除湿運
転であり、他方が加湿運転であってもよい。第１運転モード及び第２運転モードの一方が
送風運転であり、他方が冷房運転であってもよい。即ち、複数の運転モードは、冷房運転
及び暖房運転の他、除湿運転、加湿運転、送風運転等を含んでよい。第１運転モードと第
２運転モードとの組み合わせは、除湿運転、加湿運転、送風運転等を含めて、種々のパタ
ーンを採用し得る。
【００５０】
　上述の実施形態では、第１室内機１１ａに対する直前の指示がスマートフォン５０から
インターネット６０を介して行われたものであるとき（Ｓ９：ＹＥＳ）、第１室内機１１
ａに対して優先設定がなされているか否かが判断される（ステップＳ１１）。そして、第
１室内機１１ａに対して優先設定がなされていない場合に（ステップＳ１１：ＮＯ）、第
１室内機１１ａの運転が停止され、かつ、第２室内機１１ｂの運転が開始される（ステッ
プＳ１２）。しかしながら、ステップＳ１１を省略してもよい。即ち、第１室内機１１ａ
に対する直前の指示がスマートフォン５０からインターネット６０を介して行われたもの
であるとき（Ｓ９：ＹＥＳ）、ステップＳ１１の判断が行われずに、第１室内機１１ａの
運転が停止され、かつ、第２室内機１１ｂの運転が開始されてよい。
【００５１】
　マルチ空気調和機は、上述の実施形態では２台の室内機を含むが、３台以上の室内機を
含んでもよい。２台の室内機、及び、３台以上の室内機において、いずれの室内機を第１
室内機、第２室内機とするかは、任意である。
【符号の説明】
【００５２】
　　１０　マルチ空気調和機
　　１１ａ　第１室内機
　　１１ｂ　第２室内機
　　１２　室外機
　　１５ａ　第１リモコン
　　１５ｂ　第２リモコン（端末装置）
　　３５　無線ＬＡＮ
　　５０　スマートフォン（携帯端末、端末装置）
　　６０　インターネット
　　１１０　第１部屋
　　１２０　第２部屋
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