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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内の壁面に設置される本体と、前記本体が具備する本体交信装置との間で信号を交信
するワイヤレスリモコン交信装置を具備するワイヤレスリモコンと、を有し、
　前記本体に吸込口および吹出口が形成され、前記本体は、前記吸込口から室内空気を吸
い込んで、前記吹出口に至る風路を形成する送風機と、前記風路に設置され、冷凍サイク
ルの一部を実行する熱交換器と、前記室内を撮像する撮像装置と、前記本体交信装置と前
記ワイヤレスリモコン交信装置との間で信号を交信させる制御装置と、を具備し、
　前記制御装置は、前記撮像装置が撮像した人間の動作に基づいて、当該動作と予め登録
された空調条件の何れかとを関連付け、該関連付けられた空調条件であるジェスチャー指
示条件でもって、少なくとも前記送風機および前記冷凍サイクルの一方を制御すると共に
、前記ジェスチャー指示条件に対応した信号を、前記本体交信装置に発信させ、
　前記ワイヤレスリモコンは、ワイヤレスリモコン表示部を具備し、前記ジェスチャー指
示条件に対応した信号を前記ワイヤレスリモコン交信装置が受信したとき、前記ワイヤレ
スリモコン表示部に前記ジェスチャー指示条件を表示するものであり、
　前記本体の前記吹出口に、前記熱交換器において調和された空気の吹き出し方向を調整
する風向調整装置が設置され、
　前記制御装置は、人間の顔が、所定の時間である顔認識時間の間、前記撮像装置の視野
内の顔認識範囲にあるとき、当該人間の顔を認識するステップと、
　該ステップにおいて人間の顔を認識した場合、前記冷凍サイクルを起動して、前記人間
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の顔が認識された人間に向けてまたは前記顔が認識された際に前記人間が居た位置である
至近位置に向けて前記調和された空気を吹き出すように前記風向調整装置を制御するステ
ップと、
　前記人間の顔が認識された人間が、前記調和された空気を吹き出した後、所定の時間で
ある至近判断時間になる前に、前記至近位置外に移動した場合、前記調和された空気を吹
き出した後、所定の時間である至近吹出時間が経過した場合、あるいは、前記至近吹出時
間になる前に、前記人間の顔が認識された人間が前記至近位置外に移動した場合、の何れ
かの場合に前記冷凍サイクルを停止する吹出停止ステップと、
を実行することを特徴とする空気調和機の室内機。
【請求項２】
　室内の壁面に設置される本体と、前記本体が具備する本体交信装置との間で信号を交信
するワイヤレスリモコン交信装置を具備するワイヤレスリモコンと、を有し、
　前記本体に吸込口および吹出口が形成され、前記本体は、前記吸込口から室内空気を吸
い込んで、前記吹出口に至る風路を形成する送風機と、前記風路に設置され、冷凍サイク
ルの一部を実行する熱交換器と、前記室内を撮像する撮像装置と、前記本体交信装置と前
記ワイヤレスリモコン交信装置との間で信号を交信させる制御装置と、を具備し、
　前記制御装置は、前記撮像装置が撮像した人間の動作に基づいて、当該動作と予め登録
された空調条件の何れかとを関連付け、該関連付けられた空調条件であるジェスチャー指
示条件でもって、少なくとも前記送風機および前記冷凍サイクルの一方を制御すると共に
、前記ジェスチャー指示条件に対応した信号を、前記本体交信装置に発信させ、
　前記ワイヤレスリモコンは、ワイヤレスリモコン表示部を具備し、前記ジェスチャー指
示条件に対応した信号を前記ワイヤレスリモコン交信装置が受信したとき、前記ワイヤレ
スリモコン表示部に前記ジェスチャー指示条件を表示するものであり、
　人間の体温を検出する検温手段と、前記本体の前記吹出口に設置され、前記熱交換器に
おいて調和された空気の吹き出し方向を調整する風向調整装置と、を有し、
　前記制御装置は、人間の顔が、所定の時間である顔認識時間の間、前記撮像装置の視野
内の顔認識範囲にあるとき、当該人間の顔を認識するステップと、
　該ステップにおいて人間の顔を認識した場合、前記冷凍サイクルを起動して、前記人間
の顔が認識された人間に向けてまたは前記顔が認識された際に前記人間が居た位置である
至近位置に向けて前記調和された空気を間歇的に繰り返し吹き出すように前記風向調整装
置を制御するステップと、
　前記人間の顔が認識された人間が、前記調和された空気を吹き出した後、所定の時間で
ある至近判断時間になる前に、前記至近位置外に移動した場合、前記調和された空気を吹
き出した後、前記人間の顔が認識された人間が前記至近位置外に移動した場合、あるいは
、前記検温手段が検出した人間の体温の変動幅が所定の温度である快適温度幅以下になっ
た場合、の何れかの場合に前記冷凍サイクルを停止する吹出停止ステップと、
を実行することを特徴とする空気調和機の室内機。
【請求項３】
　前記ワイヤレスリモコンは、音声を発するリモコン発音装置を具備し、前記ジェスチャ
ー指示条件に対応した信号を前記ワイヤレスリモコン交信装置が受信したとき、前記リモ
コン発音装置は音声を発することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の空気調和機
の室内機。
【請求項４】
　前記制御装置は、前記撮像装置の視野内の顔認識範囲に人間の顔があるとき、当該人間
の顔を認識すると共に、当該人間が移動したとき、当該人間を追跡して当該人間の位置を
特定し、特定された位置に向けて前記調和された空気が送られるように前記風向調整装置
を制御することを特徴とする請求項１～請求項３の何れか一項に記載の空気調和機の室内
機。
【請求項５】
　前記制御装置は、前記冷凍サイクルの停止中に人間の顔を認識した際、前記冷凍サイク
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ルを起動することを特徴とする請求項４に記載の空気調和機の室内機。
【請求項６】
　前記制御装置は、前記風向調整装置を制御している際に当該人間が前記室内の外に移動
したと判断した場合、該判断の後、所定の時間が経過するまでは、前記風向調整装置の制
御を継続し、所定の時間が経過したところで、前記風向調整装置の制御を停止することを
特徴とする請求項４又は請求項５に記載の空気調和機の室内機。
【請求項７】
　前記制御装置は、前記冷凍サイクルの停止中に人間の顔を認識した際、前記冷凍サイク
ルを起動することを特徴とする請求項１～請求項６の何れか一項に記載の空気調和機の室
内機。
【請求項８】
　前記本体に報知装置が設けられ、前記制御装置は、人間が前記本体に近づいていると判
断し、且つ、当該人間の顔を認識することができない場合、前記報知装置にその旨を報知
させることを特徴とする請求項１～請求項７の何れか一項に記載の空気調和機の室内機。
【請求項９】
　前記ワイヤレスリモコンは、前記風向調整装置が制御されている際、当該制御を停止さ
せる信号を発することができることを特徴とする請求項１～請求項８の何れか一項に記載
の空気調和機の室内機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は空気調和機の室内機、特に、室内を撮像する撮像装置を具備する空気調和機の
室内機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、空気調和機の室内機、特に車に搭載される空気調和機の室内機において、空調条
件（設定温度や吹出風の強弱）を変更するために操作ボタンを押す際に、運転者の視線が
操作ボタンに移動することを避けるため、操作ボタンの操作に代えて、運転者の手振り（
以下「ジェスチャー」と称す）を認識し、かかる認識に基づいて空調条件を変更する発明
が開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－２１６０６９号公報（第５－７頁、図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示された空気調和機の室内機は、操作ボタンの操作を不要にすることか
ら利便性が増すものの、リモートコントロール操作機器（以下「リモコン」と称す）を具
備する場合には、ジェスチャーに基づいて変更された空調条件が、リモコンに伝えられな
いため、リモコンの表示部には、変更される前の空調条件が表示されたままになっていた
。
　このため、リモコンの表示部に表示された空調条件と実際に運転されている空調条件と
が相違する（以下「デフォルト（基準）の非同期」と称す）ことから、ユーザーが違和感
を覚えることがあった（問題点１）。
　また、ジェスチャーによって空調条件を変更した後、今度はリモコンによって空調条件
を変更しようとすると、前記デフォルト（基準）の非同期のため、実際に運転されている
空調条件とは相違するリモコンの表示部に表示された空調条件に基づいて変更後の値（ま
たは変更量）を設定することになり、所望の空調条件を実現することができない場合があ
った（問題点２）。
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　さらに、前記デフォルト（基準）の非同期を解消しようとすると、ジェスチャーによっ
て空調条件を変更した際（または変更した後）、リモコンを操作して、空調条件を再度設
定する手間が生じ、前記利便性が滅却されていた（問題点３）。
【０００５】
　本発明は、前記問題点１～３を解消するものであって、ジェスチャーに基づいて変更さ
れた空調条件とリモコンの表示部に表示された空調条件とが一致する、すなわち、デフォ
ルト（基準）の同期を図ることができる空気調和機の室内機を得るものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る空気調和機の室内機は、室内の壁面に設置される本体と、前記本体が具備
する本体交信装置との間で信号を交信するワイヤレスリモコン交信装置を具備するワイヤ
レスリモコンと、を有し、前記本体に吸込口および吹出口が形成され、前記本体は、前記
吸込口から室内空気を吸い込んで、前記吹出口に至る風路を形成する送風機と、前記風路
に設置され、冷凍サイクルの一部を実行する熱交換器と、前記室内を撮像する撮像装置と
、前記本体交信装置と前記ワイヤレスリモコン交信装置との間で信号を交信させる制御装
置と、を具備し、前記制御装置は、前記撮像装置が撮像した人間の動作に基づいて、当該
動作と予め登録された空調条件の何れかとを関連付け、該関連付けられた空調条件である
ジェスチャー指示条件でもって、少なくとも前記送風機および前記冷凍サイクルの一方を
制御すると共に、前記ジェスチャー指示条件に対応した信号を、前記本体交信装置に発信
させ、前記ワイヤレスリモコンは、ワイヤレスリモコン表示部を具備し、前記ジェスチャ
ー指示条件に対応した信号を前記ワイヤレスリモコン交信装置が受信したとき、前記ワイ
ヤレスリモコン表示部に前記ジェスチャー指示条件を表示するものであり、前記本体の前
記吹出口に、前記熱交換器において調和された空気の吹き出し方向を調整する風向調整装
置が設置され、前記制御装置は、人間の顔が、所定の時間である顔認識時間の間、前記撮
像装置の視野内の顔認識範囲にあるとき、当該人間の顔を認識するステップと、該ステッ
プにおいて人間の顔を認識した場合、前記冷凍サイクルを起動して、前記人間の顔が認識
された人間に向けてまたは前記顔が認識された際に前記人間が居た位置である至近位置に
向けて前記調和された空気を吹き出すように前記風向調整装置を制御するステップと、前
記人間の顔が認識された人間が、前記調和された空気を吹き出した後、所定の時間である
至近判断時間になる前に、前記至近位置外に移動した場合、前記調和された空気を吹き出
した後、所定の時間である至近吹出時間が経過した場合、あるいは、前記至近吹出時間に
なる前に、前記人間の顔が認識された人間が前記至近位置外に移動した場合、の何れかの
場合に前記冷凍サイクルを停止する吹出停止ステップと、を実行することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明に係る空気調和機の室内機は、人間の動作に基づいたジェスチャー指示条件でも
って運転されると共に、ジェスチャー指示条件がワイヤレスリモコン表示部に表示される
から、デフォルト（基準）の同期が図られている。よって、デフォルト（基準）の非同期
に起因する、ユーザーが覚える違和感が解消し、リモコンの表示部に表示された空調条件
に基づいて空調条件を設定すれば、所望の空調条件を実現することができ、さらに、ジェ
スチャーによって空調条件を変更した際、リモコンにジェスチャー指示条件と同じ空調条
件を再度設定する必要がなくなるから、利便性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機を説明する正面図。
【図２】図１に示す室内機を説明する側面視の断面図。
【図３】図１に示す室内機が有するワイヤレスリモコンの正面図。
【図４】図１に示す室内機の一部（吹出口の周辺）を抜き出して示す斜視図。
【図５】図１に示す室内機における人間の動作と設定条件との関係を示す模式図。
【図６】図１に示す室内機における人間の動作と設定条件との関係を示す模式図。
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【図７】図１に示す室内機における人間の動作と設定条件との関係を示す模式図。
【図８】図１に示す室内機におけるジェスチャー設定条件の表示フローを示すフローチャ
ート。
【図９】本発明の実施の形態２に係る空気調和機の室内機を説明する機能（顔認識の認識
）を示す側面図。
【図１０】図９に示す室内機における制御の流れを示すフローチャート。
【図１１】図９に示す室内機における制御の流れを示すフローチャート。
【図１２】図９に示す室内機における風向制御を示す平面図。
【図１３】図９に示す室内機における風向制御を示す平面図。
【図１４】本発明の実施の形態３に係る空気調和機の室内機を説明するフローチャート。
【図１５】本発明の実施の形態４に係る空気調和機の室内機を説明するスイング吹出にお
ける温度変化を模式的に示す温度変化図。
【図１６】図１５に示す室内機における制御ステップを示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　［実施の形態１］
　図１～図５は、本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機を説明するものであっ
て、図１は正面図、図２は側面視の断面図、図３はワイヤレスリモコンの正面図、図４は
一部（吹出口の周辺）を抜き出して示す斜視図、図５～図７は人間の動作とジェスチャー
設定条件との関係を示す模式図、図８はジェスチャー設定条件の表示フローを示すフロー
チャートである。なお、各図は模式的に描いたものであって、本発明は図示された形態に
限定するものではない。
【００１０】
　（室内機）
　図１および図２において、空気調和機の室内機（以下「室内機」と称す）１００は、上
部に吸込口３および下部に吹出口７が形成された本体１と、本体１の前面を開閉自在に覆
う前面パネル２と、吸込口３から室内空気を吸い込んで、吹出口７に至る風路６を形成す
る送風機５と、送風機５の上流側（吸込口３寄り）に設置された熱交換器４とを有してい
る。
　そして、本体１の前面で吹出口７の脇に、ワイヤレスリモコン（以下「リモコン」と称
す）８０との間で信号を交信（送信および受信）する本体交信装置４０と、室内の様子を
撮像する撮像装置５０と、撮像装置５０が撮像したユーザーＵ１の情報に基づいて前記熱
交換器（正確には、当該熱交換器を具備する冷凍サイクル）等を制御すると共に、本体交
信装置４０にリモコン８０との間で信号を交信させる制御装置７０（前面パネル２の一部
を透過して模式的に示している）とが設置されている。
　なお、本発明は、本体交信装置４０や撮像装置５０の型式や設置位置を限定するもので
はなく、例えば、前面パネル２の中央部等に設置してもよい。
【００１１】
　熱交換器４は、前面パネル２に略平行な部分である熱交換前部分４ａと、送風機５の前
面寄り斜め上方の部分である熱交換上前部分４ｂと、送風機５の後面寄り斜め上方の部分
である熱交換上後部分４ｃと、を具備している。そして、熱交換前部分４ａの下方にはド
レンパン８が配置され、ドレンパン８の上面８ａが実際にドレンを受けるドレンパン面を
形成し、ドレンパン８の下面８ｂが風路６の前面側を形成している。
【００１２】
　（ワイヤレスリモコン）
　図３において、リモコン８０は、空調条件を設定して、当該空調条件に対応した信号を
本体１（本体交信装置４０）に送信すると共に、本体１から後記する「ジェスチャー設定
条件に対応した信号」を受信するものであって、ユーザーＵ１が操作条件（以下「リモコ
ン指示条件」と称す）を入力するための入力部８１と、入力された操作条件または本体１
から受信したジェスチャー設定条件を表示するワイヤレスリモコン表示部（以下「リモコ
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ン表示部」と称す）８２と、音声を発するリモコン発音装置８３と、リモコン発音装置８
３からの発音を停止するためのリモコン発音停止釦８４と、本体１との交信を可能にする
ワイヤレスリモコン交信装置（以下「リモコン交信装置」と称す）８５と、を有している
。なお、リモコン発音停止釦８４の設置を省略してもよい。
【００１３】
　（風向調整装置）
　図２および図４において、風路の吹出口７に近い位置には、風向調整装置である、熱交
換器４において調和された室内空気（以下、「調和空気」と称す）の水平方向（左右方向
）の吹き出し方向を調整する左側左右風向板群１０Ｌと右側左右風向板群１０Ｒ（これら
をまとめて又はそれぞれを「左右風向板１０」と称している）と、風路６の末端である吹
出口７には、調和空気の鉛直方向（上下方向）の吹き出し方向を調整する上下風向板９（
前上下風向板９ａおよび後上下風向板９ｂをまとめて「上下風向板９」と称している）と
が設けられている。
　なお、前記「左側」および「右側」とは、室内機１００から室内を見たとき、すなわち
、本体１の背面側から前面パネル２の方向を見たときに、左手に見えるものを「左側」、
右手に見えるものを「右側」と、それぞれ称している。
【００１４】
　（上下風向板）
　図２において、上下風向板９は水平方向に平行な回動中心を有し、本体１に回動自在に
設置されている。前上下風向板９ａの回動軸および後上下風向板９ｂの回動軸はそれぞれ
リンク機構または歯車機構によって連結され、共通の駆動モーターによって回動される。
　なお、本発明は、上下風向板９の形態を図示するものに限定するものではなく、前上下
風向板９ａおよび後上下風向板９ｂをそれぞれ別個の駆動モーターによって回動してもよ
い。また、それぞれを左右方向の中央で分割して合計４枚にし、それぞれが別個に独立し
て回動するようにしてもよい。
【００１５】
　（左右風向板）
　図４において、右側左右風向板群１０Ｒは、左右風向板１０ａ、１０ｂ・・・１０ｇに
よって構成され、ドレンパン８の下面８ｂに回動自在に設置され、それぞれに右側連結棒
２０Ｒが連結されている。また、左側左右風向板群１０Ｌは、左右風向板１０ｈ、１０ｉ
・・・１０ｎによって構成され、それぞれに左側連結棒２０Ｌが連結されている。
　そして、右側左右風向板群１０Ｒと右側連結棒２０Ｒとはリンク機構を形成し、また、
左側左右風向板群１０Ｌと左側連結棒２０Ｌとはリンク機構を形成し、右側連結棒２０Ｒ
には右側駆動手段（図示しない）が、左側連結棒２０Ｌには左側駆動手段３０Ｌが、それ
ぞれ連結されている。
　したがって、右側連結棒２０Ｒが右側駆動手段によって平行移動された際、左右風向板
１０ａ、１０ｂ・・・１０ｇは互いに平行を維持しながら回動し、左側連結棒２０Ｌが左
側駆動手段３０Ｌによって平行移動された際、左右風向板１０ｈ、１０ｉ・・・１０ｎは
互いに平行を維持しながら回動する。このため、調和空気を吹出口７の全幅に渡って同じ
方向に吹き出したり、吹出口７の半幅毎で互いに離れる方向に吹き出したり、吹出口７の
半幅毎で互いに衝突する方向に吹き出したりすることが可能になっている。
　なお、本発明は、左右風向板１０の形態を図示するものに限定するものではなく、左右
風向板１０の枚数は何れでもよく、また、左右風向板１０を３以上の群に分け、それぞれ
の群を連結棒に回動自在に接合し、それぞれの連結棒を独立に平行移動させるようにして
もよい。
【００１６】
　（ジェスチャー設定条件：温度設定）
　図５の（ａ）において、撮像装置５０が撮像したユーザーＵ１の情報に基づいて、ユー
ザーＵ１が、右腕の肘から先の部分Ｒ１を略水平にした状態から、上側に振り上げる動作
を１回だけ実施したと制御装置７０が認識したとき、設定温度を０．５℃だけ高い温度に
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変更する指示がなされたと判断し、かかる動作を２回だけ連続して実行したと制御装置７
０が認識したときは、設定温度を１．０℃だけ高い温度に変更する指示がなされたと判断
する。すなわち、ユーザーＵ１は、かかる動作をＮ回だけ連続して実行することによって
、「０．５℃のＮ倍」だけ設定温度を高くすることができる。なお、右肘から先の部分Ａ
１に代えて、右腕全体を略水平にした状態から、腕を上側に振り上げる動作をしてもよい
。
　図５の（ｂ）において、ユーザーＵ１が、右腕の肘から先の部分Ｒ１を略水平にした状
態から、下側に振り下げる動作をＮ回だけ連続して実行することによって、かかる動作を
認識した制御手段３０は、「０．５℃のＮ倍」だけ設定温度を低くする指示がなされたと
判断する。
【００１７】
　（ジェスチャー設定条件：吹出強さ）
　図５の（ｃ）において、ユーザーＵ１が、左腕の肘から先の部分Ｌ１を略水平にした状
態から、上側に振り上げる動作を１回だけ実施したと制御装置７０が認識したとき、調和
空気の吹出強さを１段階だけ強くする（例えば、中から強に変更する）指示がなされたと
判断する。そして、かかる動作を２回だけ連続して実行したと制御装置７０が認識したと
きは、調和空気の吹出強さを２段階だけ強くする（例えば、中から最強に変更する）指示
がなされたと判断する。すなわち、ユーザーＵ１は、かかる動作をＮ回だけ連続して実行
することによって、「Ｎ段階」だけ吹出強さを強めることができる。なお、左肘から先の
部分Ｌ１に代えて、左腕全体を略水平にした状態から、腕を上側に振り上げる動作をして
もよい。
　図５の（ｄ）において、ユーザーＵ１が、左腕の肘から先の部分Ｌ１を略水平にした状
態から、下側に振り下げる動作をＮ回だけ連続して実行することによって、「Ｎ段階」だ
け吹出強さを弱める指示がなされたと判断する。
【００１８】
　（ジェスチャー設定条件：吹出範囲）
　図６の（ａ）において、ユーザーＵ１が、左右の肘から先の部分Ｌ１、Ｒ１を略水平で
略平行にした状態から、部分Ｌ１の先端（指先）を左側に移動（左肘を回転）させ、部分
Ｒ１の先端（指先）を右側に移動（右肘を回転）させ、左右の指先同士が離れる動作をし
たと制御装置７０が認識したとき、調和空気の吹出角度を１段階だけ強くする指示がなさ
れたと判断する。そして、かかる動作をＮ回だけ連続して実行することによって、「Ｎ段
階」だけ左右の吹出角度を拡げることができる。なお、肘から先の部分Ｌ１、Ｒ１に代え
て、左右の腕全体を略水平にした状態から、腕を上側に振り上げる動作をしてもよい。
　図６の（ｂ）において、ユーザーＵ１が、左右の肘から先の部分Ｌ１、Ｒ１を略水平で
略平行にした状態から、部分Ｌ１の先端（指先）を右側に移動（左肘を回転）させ、部分
Ｒ１の先端（指先）を左側に移動（右肘を回転）させ、左右の指先同士を近づける動作を
したと制御装置７０が認識したとき、調和空気の左右の吹出角度を１段階だけ狭くする指
示がなされたと判断する。そして、かかる動作をＮ回だけ連続して実行することによって
、「Ｎ段階」だけ吹出角度を狭めることができる。
【００１９】
　（ジェスチャー設定条件：吹出水平方向）
　図６の（ｃ）において、ユーザーＵ１が、左右の肘から先の部分Ｌ１、Ｒ１を略水平で
略平行にした状態から、部分Ｌ１の先端（指先）を左側に移動（左肘を回転）させ、部分
Ｒ１の先端（指先）を左側に移動（右肘を回転）させ、部分Ｌ１、Ｒ１が略平行のまま左
側に移動する動作をしたと制御装置７０が認識したとき、調和空気の左右の吹出方向を１
段階だけユーザーＵ１の左側（本体１から見て右側）に変更する指示がなされたと判断す
る。そして、かかる動作をＮ回だけ連続して実行することによって、「Ｎ段階」だけ吹出
方向を右側（本体１から見て右側）に変更することができる。
　図６の（ｄ）において、ユーザーＵ１が、左右の肘から先の部分Ｌ１、Ｒ１を略水平で
略平行にした状態から、部分Ｌ１の先端（指先）を右側に移動（左肘を回転）させ、部分
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Ｒ１の先端（指先）を右側に移動（右肘を回転）させ、部分Ｌ１、Ｒ１が略平行のまま右
側に移動する動作をしたと制御装置７０が認識したとき、調和空気の左右の吹出方向を１
段階だけユーザーＵ１の右側（本体１から見て左側）に変更する指示がなされたと判断す
る。そして、かかる動作をＮ回だけ連続して実行することによって、「Ｎ段階」だけ吹出
方向を左側（本体１から見て左側）に変更することができる。
【００２０】
　（ジェスチャー設定条件：吹出上下方向）
　図７の（ａ）において、ユーザーＵ１が、左右の肘から先の部分Ｌ１、Ｒ１を略水平で
略平行にした状態から、左右の肘から先の部分Ｌ１、Ｒ１を持ち上げる（肘を折り曲げる
）動作をしたと制御装置７０が認識したとき、調和空気の上下方向の吹出方向を１段階だ
け上側に変更する指示がなされたと判断する。そして、かかる動作をＮ回だけ連続して実
行することによって、「Ｎ段階」だけ吹出方向を上側に変更することができる。
　図７の（ｂ）において、ユーザーＵ１が、左右の肘から先の部分Ｌ１、Ｒ１を略水平で
略平行にした状態から、左右の肘から先の部分Ｌ１、Ｒ１を下げる（肘を垂れ下げる）動
作をしたと制御装置７０が認識したとき、調和空気の上下方向の吹出方向を１段階だけ下
側に変更する指示がなされたと判断する。そして、かかる動作をＮ回だけ連続して実行す
ることによって、「Ｎ段階」だけ吹出方向を下側に変更することができる。
【００２１】
　（ジェスチャー設定条件の表示フロー）
　図８において、撮像装置５０が撮像したユーザーＵ１が、図５～図７に示すような予め
登録された動作（以下「ジェスチャー」と称す）と同じ（または類似した）動作をしたと
き（Ｓ１の１）、制御装置７０は、かかる動作が予め登録されたジュスチャーの何れに相
当するものであるか判断する（Ｓ１の２）。そして、判断したジェスチャーに対応した空
調条件に変更する指示（例えば、昇温等）がなされていることを認識する（Ｓ１の３）。
なお、ジェスチャーによって変更された空調条件を「ジェスチャー指示条件」と称す。
　そこで、制御装置７０は、ジェスチャー指示条件でもって、少なくとも送風機５および
熱交換器４（正確には、熱交換器４を具備する冷凍サイクル）の一方を制御する（Ｓ１の
４）。また、ジェスチャー指示条件に対応した信号（以下「ジェスチャー指示信号」と称
す）を本体交信装置４０にリモコン交信装置８５に向けて発信させる（Ｓ１の５）。
　そして、リモコン８０はジェスチャー指示信号をリモコン交信装置８５が受信したとき
（Ｓ１の６）、リモコン表示部８２にジェスチャー指示条件を表示する（Ｓ１の７）と共
に、リモコン発音装置８３から、例えば、「ピッ、ピッ」とブザー音（電子音）を発する
（Ｓ１の８）。
　そして、リモコン発音停止釦８４が押された場合には、強制的に（Ｓ１の９）、あるい
は、ブザー音（電子音）が所定の回数だけ発した場合には、自動的に（Ｓ１の１０）、発
音が停止される（Ｓ１の１１）。
【００２２】
　以上のように、室内機１００は、ユーザーＵ１が所定の動作をすることによって、かか
る動作（ジェスチャー）に対応した空調条件であるジェスチャー指示条件でもって運転さ
れる共に、ジェスチャー指示条件がリモコン表示部８２に表示されるから、デフォルト（
基準）の同期が図られている。
　よって、デフォルト（基準）の非同期に起因する、ユーザーＵ１が覚える違和感が解消
され、リモコン表示部８２に表示された空調条件に基づいて空調条件を設定すれば、所望
の空調条件を実現することができ、さらに、ジェスチャーによって空調条件を変更した際
、リモコン８０にジェスチャー指示条件と同じ空調条件（ユーザーＵ１が意図する空調条
件に同じ）を再度設定する必要がなくなるから、利便性が向上する。
　また、リモコン交信装置８５がジェスチャー指示信号を受信すると、リモコン発音装置
８３からブザー音（電子音）が発せられるから、ユーザーＵ１は、自分が実行した動作が
本体１（制御装置７０）によって認識されたことが分かるため、動作が認識されたか否か
を心配することがない。さらに、ユーザーが意図したようにユーザーの動作が認識されて
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いるのかは、リモコン表示部８２に表示されたジェスチャー指示条件を見れば分かるから
、仮に意図と相違するジェスチャー指示条件になっていれば、その場で追加の動作をする
ことによって、意図した空調環境にすることが可能になる。よって、快適な空調環境を得
ることができる。なお、リモコン８０において入力されたリモコン指示条件が、本体１に
送信され、リモコン指示条件によって空調条件を変更することも可能である。
【００２３】
　［実施の形態２］
　図９～図１１は、本発明の実施の形態２に係る空気調和機の室内機を説明するものであ
って、図９は機能（顔認識の認識）を示す側面図、図１０および図１１は制御の流れを示
すフローチャート、図１２および図１３は風向制御を示す平面図である。なお、実施の形
態１と同じ部分または相当する部分には同じ符号を付し、一部の説明を省略する。なお、
各図は模式的に描いたものであって、本発明は図示された形態に限定するものではない。
【００２４】
　（制御装置）
　空気調和機の室内機（以下「室内機」と称す）２００は、室内機１００（実施の形態１
参照）の制御装置７０に、暑がりさんまたは寒がりさんであるユーザー（居住者）の要求
に応じて、調和空気の温度や吹出量等を制御する（以下、「風向制御」と称す）機能を追
加したものに相当し、これを除く機能は室内機１００に同じであるから、相当する部分に
ついての説明を省略する。
　すなわち、室内機２００は、ユーザーＵ１がリモコン８０を操作しなくても、起動する
ことができ（冷凍サイクル等が運転を開始することができ）、リモコン８０を操作しなく
ても、ユーザーＵ１のジェスチャーによって、空調条件を変更することができ、しかも、
変更された空調条件（ジェスチャー指示条件）がリモコン表示部８２に表示され、さらに
ユーザーＵ１の居る位置（または移動先）が特定され、特定された位置に向けて調和空気
が送風されるものである。
【００２５】
　そのため、ユーザーＵ１は自分が「暑がりさんまたは寒がりさん」であることを制御手
段に認識させる必要があることから、室内機２００に近づいて、自分の顔を認識させる必
要がある。
　そして、制御装置７０は、室内機２００に近づいて顔を認識させたユーザーＵ１が「暑
がりさんまたは寒がりさん」である判断して、ユーザーＵ１の移動を追跡し、ユーザーＵ
１の居場所を特定する。そこで、その特定した居場所に向けて局所的（スポット的）に集
中して調和空気が向かうように（以下、「集中吹出」と称す）、左右風向板１０および上
下風向板９の姿勢を制御する（以下、「風向集中制御」と称す）。
　一方、暑がりさんまたは寒がりさんであるユーザーが居ない場合（室内機２００に近づ
いて顔を認識させるユーザーが居ない場合）には、室内に略平均に調和空気が向かうよう
、あるいは予め設定された吹出モード（例えば、特定のユーザーに調和空気が直接当たら
ない吹出モード）になるように（以下、「分散吹出」と称す）、左右風向板１０および上
下風向板９の姿勢を制御する（以下、「風向分散制御」と称す）。
　さらに、ユーザーＵ１が実施の形態１において説明した所定の動作を実行した場合には
、当該動作に対応したジェスチャー指示条件に空調条件が変更され、ジェスチャー指示条
件がリモコン表示部８２に表示され、ジェスチャー指示条件に変更されたことがブザー音
によって周知される。
【００２６】
　（ユーザーの顔の認識）
　図９は、ユーザーの顔の認識要領を説明するためのものであって、室内機２００が、室
内９０の一方の壁（以下、「背面壁」と称す）９１で天井面９２に近い位置に設置されて
いる。
　図９において、撮像装置（例えば、３０万画素のＣＣＤカメラ）５０は、斜め下方に向
かった視野５１を有している。そして、視野５１内で、撮像装置５０から距離Ａ１～距離
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Ａ２（＞Ａ１）にある範囲（図中、斜線にて示す。「顔認識範囲」と称す）５２内に、ユ
ーザーＵ１の顔Ｆ１があるとき、制御装置は顔Ｆ１を認識する。
【００２７】
　さらに、制御装置は、ユーザーＵ１が撮像装置５０から距離Ａ３（＞Ａ２）よりも近づ
いたとき、「ユーザーＵ１は、自分が暑がりさんまたは寒がりさんであることを、室内機
２００に認識させようとしている」と判断し、距離Ａ３よりも近づきながらも、顔認識範
囲５２内に顔Ｆ１がないときには、その旨を図示しない報知手段に報知させる。
　例えば、「顔を認識することができません」とか、「もっと近づいて下さい」とか音声
によって報知したり、あるいは、顔を認識することができないことを示すランプを点灯あ
るいは点滅したりする。なお、報知手段は、前記音声やランプの点灯あるいは点滅に代え
て、文字ないし画像を表示するものであってもよい。
【００２８】
　一方、ユーザーＵ１が撮像装置５０から距離Ａ３（＞Ａ２）よりも近づきながら、所定
の時間（例えば、１０秒間）が経過するまで、顔Ｆ１を認識しないとき（顔Ｆ１を顔認識
範囲５２内に入れないとき）、「ユーザーＵ１は、自分が暑がりさんまたは寒がりさんで
あることを、室内機１００に認識させようとしていない」または「ユーザーＵ１は、自分
が暑がりさんまたは寒がりさんでない」、すなわち、風向集中制御をする必要がないと判
断する。
　このとき、その旨を図示しない報知手段に報知させてもよい。例えば、「通常モードで
運転します」とか音声によって報知したり、あるいは、「通常モードでの運転」を示すラ
ンプを点灯あるいは点滅したりする。
【００２９】
　（ユーザーの追跡）
　制御装置は、ユーザーＵ１の顔Ｆ１を認識した後は、撮像装置５０が撮像したユーザー
Ｕ１の姿からユーザーＵ１を追跡して、その移動先（以下、「ユーザー位置」と称す）Ｐ
１を特定する。そして、特定されたユーザー位置Ｐ１に向けて調和空気を局所的に集中し
て送風する（集中送風する）。
　なお、顔Ｆ１を認識した直後は、ユーザーＵ１は室内機２００から離れる方向に移動し
ているため、かかる移動が終わった後、すなわち、ユーザーＵ１が立ち止まった位置、あ
るいは座った位置を、ユーザー位置Ｐ１として特定する。
【００３０】
　（風向制御）
　図１０および図１１に示すフローチャート、および図１２および図１３に示す平面図に
基づいて、制御装置が実行する風向制御について説明する。
　図１０および図１１において、顔認識範囲５２にユーザーＵ１の顔Ｆ１があるとき（Ｓ
１）、制御装置は顔Ｆ１を認識する（Ｓ２）。そして、冷凍サイクルが運転中（冷房運転
中、暖房運転中等）であるのか停止しているか判断（Ｓ３）し、停止している場合には冷
凍サイクルを起動する（Ｓ４）。
【００３１】
　また、ユーザーＵ１の移動を追跡し（Ｓ５）、ユーザーＵ１が立ち止まった位置または
座ったユーザー位置Ｐ１を特定する（Ｓ６）。そして、ユーザー位置Ｐ１に向けて局所的
に集中した調和空気が送られる（集中吹出をする）ように左右風向板１０および上下風向
板９の姿勢を制御する（Ｓ７）。
　以上は、ユーザー位置Ｐ１に向けた集中吹出が開始されるため、暑がりさん（または寒
がりさん）であるユーザーＵ１以外の暑がりさん（または寒がりさん）も、ユーザー位置
Ｐ１に居れば、調和空気を集中的に受けることができる。なお、暑がりさん（または寒が
りさん）であるユーザーＵ１は、暑がりさん（または寒がりさん）ではないユーザーＵ２
が居るユーザー位置Ｐ２とは相違する位置において、調和空気を受けるようにしている。
【００３２】
　（集中吹出）
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　図１２の（ａ）において、ユーザー位置Ｐ１が室内９０の左側（室内機２００から見て
左手）にある場合、右側左右風向板群１０Ｒおよび左側左右風向板群１０Ｌの両方（図４
参照）は、ユーザー位置Ｐ１に向けて調和空気が吹き出される姿勢（集中吹出の姿勢）に
されている。したがって、ユーザーＵ１は、室内９０に略均一に調和空気が吹き出される
（分散吹出の）場合に比較して、より長時間に渡ってまたはより多量の調和空気を集中的
に受けることになる。
　すなわち、暑がりさん（または寒がりさん）であるユーザーＵ１は、気温の高い（また
は低い）外部から室内９０に入ったとき、リモコンを探してリモコンに設置された冷房（
または暖房）開始釦を押すという操作が不要であって、顔Ｆ１を室内機２００に近づける
だけで、冷房（または暖房）運転を開始することができる。しかも、移動して所定の位置
に立ち止まるか座っていれば、その位置がユーザー位置Ｐ１として自動的に特定され、ユ
ーザー位置Ｐ１に向けて冷気（または暖気）が送られてくるから、自分の位置に調和空気
が確実に届くよう、リモコン等を操作する必要がない。
　よって、利便性および快適性が向上する。すなわち、暑がりさんに対しては局所的な「
涼感（クール）モード」を実現し、寒がりさんに対しては局所的な「温感（ホット）モー
ド」を実現する。
【００３３】
　なお、吹き出された調和空気の空気流れは、吹き出し直後は、吹出口の大きさに略同じ
断面を有する略均一な流速の束とみなせるものの、室内９０を流れる間に周囲の空気と混
ざり合ったりしながら広がるため、実際にユーザー位置Ｐ１に到達した際の空気流れは、
吹出口の大きさに比較して大きな断面を有し、その断面内においても流れの方向や流速が
様々な空気流れの束の集合になっている。
　このため、本発明における「局所的に集中した」や「集中吹出」とは、前記広がった空
気流れを平均化したときの中央が「特定の位置に向かっていること」を意味し、ユーザー
位置Ｐ１の周囲にも調和空気が到達していることを意味している。
　なお、以上は、右側左右風向板群１０Ｒおよび左側左右風向板群１０Ｌの両方が、ユー
ザー位置Ｐ１に向けて調和空気を吹き出しているが、本発明は集中吹出の要領をこれに限
定するものではない。
【００３４】
　例えば、図１２の（ｂ）に示すように、左側左右風向板群１０Ｌは常時、ユーザー位置
Ｐ１に向けて調和空気の吹き出す姿勢に固定され、右側左右風向板群１０Ｒはユーザー位
置Ｐ１およびユーザー位置Ｐ２を含む所定の範囲（図中、αにて示す）を往復しながら調
和空気を吹き出すように回動（スイング）してもよい。
　そうすると、暑がりさん（または寒がりさん）であるユーザーＵ１に向けては、より多
量の調和空気が集中的に吹き出されるから、ユーザーＵ１の快適性が高まると共に、ユー
ザー位置Ｐ１を除く範囲には、より少量の調和空気が間歇的に吹き出されることになる。
　このため、ユーザーＵ１とは体感温度が相違し、暑がりさん（または寒がりさん）では
ないユーザーＵ２が、ユーザー位置Ｐ１とは相違する位置であるユーザー位置Ｐ２に居る
場合、ユーザー位置Ｐ２にはより少量の調和空気が間歇的に吹き出されるから、ユーザー
Ｕ２の快適性も維持されることになる。
【００３５】
　さらに、図１２の（ｃ）に示すように、右側左右風向板群１０Ｒおよび左側左右風向板
群１０Ｌの両方が、ユーザー位置Ｐ１およびユーザー位置Ｐ２を含む所定の範囲（図中、
αにて示す）を回動（スイング）して調和空気を吹き出すようにし、ユーザー位置Ｐ１に
向かった範囲（図中、βにて示す）においては、これを除く範囲よりもスイング速度を遅
く（吹き出し時間を長く）するようにしてもよい。そうすると、図１２の（ｂ）に示す場
合と同様に、暑がりさん（または寒がりさん）であるユーザーＵ１と共に、暑がりさん（
または寒がりさん）でないユーザーＵ２の快適性も維持されることになる。
　なお、集中吹出の要領の選定（図１２の（ａ）、（ｂ）または（ｃ）に示す何れかの選
定）は、予め決定しておいてもよいし、あるいは、暑がりさん（または寒がりさん）であ
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るユーザーＵ１が、集中吹出が開始される時または開始された後に、リモコン等によって
決定したり、変更したりしてもよい。
【００３６】
　図１１において、集中吹出を実行中に、ユーザーＵ１またはその他のユーザーＵ２が、
リモコン８０を操作して集中吹出を停止する釦を押した場合（図１０に記載されたＳ８）
、制御装置は、集中吹出を停止して、分散吹出を開始する（Ｓ１０）。すなわち、ユーザ
ー位置Ｐ１に集中して調和空気を吹き出すことなく、分散吹出を開始する。
　一方、集中吹出を実行中に、集中吹出を停止する釦が押されなかった場合（Ｓ８）、制
御装置は、顔Ｆ１が認識されたユーザーＵ１の位置の追跡を継続している。
【００３７】
　そして、ユーザーＵ１が移動することなく所定の時間（例えば、３０分間）の間、ユー
ザー位置Ｐ１に居たと判定した場合には（Ｓ１１）、集中吹出を停止して、分散吹出を開
始する（Ｓ１０）。すなわち、暑がりさん（寒がりさん）であるユーザーＵ１は、かかる
所定の時間の間に集中吹出によって冷やされ（暖められ）、通常の冷房（暖房）に切り替
えても充分快適さを感じることができると推定する。
【００３８】
　一方、ユーザーＵ１が所定の時間（例えば、３０分間）が経過する前に移動したと判定
した場合には（Ｓ１１）、さらに、ユーザーＵ１が室内９０に居るのか室外に出たのか判
定する（Ｓ１２）。
　そして、ユーザーＵ１が室内９０に居ると判定したとき、ユーザーＵ１の移動先である
ユーザー位置Ｐ３を特定する（Ｓ１３）。そこで、室内９０にその他のユーザーが居ない
と判断した場合には（Ｓ１４）、ユーザー位置Ｐ１に向けた集中吹出に代えて、ユーザー
位置Ｐ３に向けた集中吹出を開始する（Ｓ１５、図１３の（ａ）参照）。
　一方、その他のユーザーがいると判断したときは、その他のユーザーＵ２（暑がりさん
（寒がりさん）ではない）が居るユーザー位置Ｐ２を特定し、ユーザーＵ１の移動先であ
るユーザー位置Ｐ３とユーザー位置Ｐ２とが一致しているか、相違しているか判断する（
Ｓ１６）。
　Ｓ１６において、ユーザーＵ１がユーザー位置Ｐ２に移動した（ユーザー位置Ｐ３とユ
ーザー位置Ｐ２とが一致する）と判断した場合には、集中吹出を停止して、分散吹出を開
始する（Ｓ１０、図１３の（ｂ）参照）。すなわち、その他のユーザーＵ２の快適性を阻
害しないようにしている。
　一方、ユーザーＵ１がユーザー位置Ｐ２以外の位置に移動した（ユーザー位置Ｐ３とユ
ーザー位置Ｐ２とが相違する）と判断した場合には、ユーザー位置Ｐ１に向けた集中吹出
に代えて、移動先であるユーザー位置Ｐ３に向けた集中吹出を開始する（Ｓ１５、図１３
の（ｂ）参照）。
【００３９】
　Ｓ１２においてユーザーＵ１が室内９０外に出掛けたと判定した後で、集中吹出を中止
する釦が押された場合（Ｓ１７）、室内９０にユーザーが居る限り（Ｓ９）、集中吹出を
中止して、分散吹出を開始する（Ｓ１０）。一方、ユーザーＵ１が室内９０外に出掛けた
後、所定の時間（例えば、１０分間）が経過すると（Ｓ１８）、室内９０にユーザーが居
る限り（Ｓ９）、集中吹出を停止して、分散吹出を開始する（Ｓ１０、図１３の（ｃ）参
照）。すなわち、ユーザーＵ１が一旦室内９０から出た後は、再度、戻って来るか、戻っ
て来ないかに関わらず、室内９０に誰か（ユーザー）が居る限り、集中吹出を開始して所
定時間（時間）が経過したところで、分散吹出に切り替わる。
【００４０】
　Ｓ９において、室内に誰もいない（ユーザー不在）と判断した場合、冷凍サイクルを停
止する（Ｓ２０）。また、Ｓ９において室内にユーザーが居ると判断した場合、集中吹出
を停止して、分散吹出を開始する（Ｓ１０）。
　さらに、分散吹出中に、誰か（ユーザー）がリモコン８０を操作して分散吹出を停止す
る釦（冷房または暖房等の停止釦）を押した場合には（Ｓ１９）、冷凍サイクルの運転を
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停止する（Ｓ２０）。
【００４１】
　［実施の形態３］
　図１４は、本発明の実施の形態３に係る空気調和機の室内機を説明するフローチャート
である。なお、実施の形態１、２と同じ部位または同じステップには同じ符号を付し、一
部の説明を省略する。
　実施の形態３に係る空気調和機の室内機（以下、「室内機」と称す）３００は、風呂上
がりや暑い（又は寒い）屋外から室内に入った直後には、一時的に急速に涼しくなりたい
（暖まりたい）というユーザーＵ１（以下、「湯上がりさん」と称す）の要請に応えるも
のである。
【００４２】
　すなわち、実施の形態２の室内機２００は、顔認識したユーザーＵ１の移動を追跡して
、移動先であるユーザー位置Ｐ１に向けて集中吹出をするものである（図１０におけるＳ
７参照）。そして、ユーザーＵ１が移動先であるユーザー位置Ｐ１に所定の時間（例えば
、３０分間）居続けた場合は、所定の時間（例えば、３０分間）が経過した時点で、集中
吹出を中止して、分散吹出を開始するようにしている（図１１におけるＳ１０およびＳ１
１参照）。
　そうすると、実施の形態１の室内機１００では、湯上がりさんが、湯上がり直後に顔認
識をすることによって室内機１００を起動し、室内機１００の至近位置Ｐ０（ユーザーＵ
１が顔Ｆ１を顔認識範囲５２にすることができる位置、および該範囲を含む比較的狭い範
囲を指す。図１２参照）に立ち続け、所定の時間である至近判断時間（例えば１０分）後
に、至近位置Ｐ０から離れた場合、移動する湯上がりさんに向けて集中吹出が継続される
ことになる。このとき、湯上がりさんは、集中吹出を望まないで、分散吹出を希望する場
合があるため、実施の形態２の室内機２００は、これに対応している。
【００４３】
　図１４において、室内機３００は、至近位置Ｐ０に立っているユーザー位置Ｐ１に向け
て集中吹出を開始し（Ｓ７）、集中吹出を継続しているとき（Ｓ８）、ユーザーＵ１が、
所定の時間である至近判断時間（例えば、３０秒間）が経過しても至近位置Ｐ０に居続け
て（立ち続けて）いるか否か判断する（Ｓ２１）。
　すなわち、ユーザーＵ１が「湯上がりさん」である場合、至近位置Ｐ０（このとき、ユ
ーザー位置Ｐ１が至近位置Ｐ０に一致している）に向けて集中吹出が実行されるから、ユ
ーザーＵ１は至近位置Ｐ０において涼むことができる（Ｓ２２）。そして、涼み終わるま
での所定の時間である至近吹出時間（例えば、１０分間）の間は集中吹出が継続され（Ｓ
２２）、前記至近吹出時間（例えば、１０分間）が経過した時点で、分散吹出に移行する
（図１１のＳ９およびＳ１０参照）。
　また、前記至近吹出時間（例えば、１０分間）が経過する前に、ユーザーＵ１が涼み終
わって至近位置Ｐ０を離れた場合（Ｓ２３）には、離れた時点で、分散吹出に移行する（
図１１のＳ９およびＳ１０参照）。
【００４４】
　一方、ユーザーＵ１が「湯上がりさん」でない場合、至近位置Ｐ０において顔認識をし
た後は、前記至近判断時間（例えば、３０秒間）が経過する前に至近位置Ｐ０を離れる（
Ｓ２１）。
　この場合は、実施の形態２の室内機２００と同様に、ユーザーＵ１の移動を追跡し、ユ
ーザー位置Ｐ１（この場合、ユーザー位置Ｐ１は至近位置Ｐ０と相違する）に向けて集中
吹出を継続し、再度、所定時間（例えば、３０分）が経過したところで、ユーザーＵ１が
ユーザー位置Ｐ１から移動しているか否かを判断する（図１１のＳ１１参照）。かかる判
断をした以降の工程は、実施の形態２の室内機２００に同じである。
【００４５】
　以上のように、実施の形態３の室内機３００は、前記ステップ（工程）を実行するから
、湯上がりさんであるユーザーＵ１は、リモコン等の操作をすることなく、至近位置Ｐ０
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に立つだけで、迅速に冷凍サイクルを起動することができ、しかも、至近位置Ｐ０に立ち
続ける限り、前記至近吹出時間が経過するまでは、集中吹出によって涼むことが可能にな
る。
　そして、前記至近吹出時間が経過した時点、あるいは、湯上がりさんであるユーザーＵ
１が至近位置Ｐ０から離れた時点（涼み終わったとみなすことができる時点に相当する）
において、集中吹出を中止し、分散吹出を開始する。
【００４６】
　したがって、湯上がりさんであるユーザーＵ１は、リモコン等の操作をすることなく、
簡便かつ迅速に涼み始めることができ、また、涼み終わった後も、リモコン等の操作をす
ることなく、集中した風流れに晒されないから、快適な空調環境を満喫することができる
。
　一方、湯上がりさんではないが、暑がりさん（または寒がりさん）であるユーザーＵ１
については、あるいは湯上がりさんではないが、暑がりさん（または寒がりさん）でない
ユーザーＵ２については、実施の形態２の室内機２００と同様に快適性が維持されること
になる。
　さらに、ユーザーＵ１が実施の形態１において説明した所定の動作を実行した場合には
、当該動作に対応したジェスチャー指示条件に空調条件が変更され、ジェスチャー指示条
件がリモコン表示部８２に表示され、ジェスチャー指示条件に変更されたことがブザー音
によって周知されるから、空調条件の変更が簡単であるため、空調環境の快適性がさらに
向上する。
【００４７】
　［実施の形態４］
　図１５および図１６は、本発明の実施の形態４に係る空気調和機の室内機を説明するも
のであって、図１５はスイング吹出における温度変化を模式的に示す温度変化図、図１６
は制御ステップを示すフローチャートである。なお、実施の形態３と同じ部位または同じ
ステップには同じ符号を付し、一部の説明を省略する。
　実施の形態４に係る空気調和機の室内機（以下、「室内機」と称す）４００は、室内機
３００（実施の形態３参照）と同様に、風呂上がりや暑い（又は寒い）屋外から室内に入
った直後には、一時的に急速に涼しくなりたい（暖まりたい）というユーザー（以下、「
湯上がりさん」と称す）の要請に応えるものである。
【００４８】
　実施の形態３に示す室内機３００は、ユーザーＵ１が「湯上がりさん」である場合、至
近位置Ｐ０に向けて集中吹出が実行され、涼み終わるまでの所定の時間である至近吹出時
間（例えば、１０分間）の間は集中吹出が継続され（図１４のＳ２２参照）、至近吹出時
間（例えば、１０分間）が経過した時点で分散吹出に移行する（図１１のＳ９およびＳ１
０参照）。
　しかしながら、ユーザーＵ１の暖まり（冷え）具合によって、涼み（暖まり）終わるま
での所定の時間である至近吹出時間は一定でないことから、室内機４００では、前記至近
吹出時間に代えて、ユーザーＵ１の体温の変化に着目して分散吹出に移行するタイミング
を決めている。
【００４９】
　室内機４００には、至近位置Ｐ０に立っているユーザーＵ１の顔の表面温度を検出する
ことができる検温手段（温度センサー、図示しない）が設けられ、図示しない制御装置は
、撮像装置５０が撮像したユーザーＵ１の位置情報および前記検温手段が検出した人間の
体温情報に基づいて上下風向板９や左右風向板１０を制御する。
　そして、至近位置Ｐ０に立っている「湯上がりさん」であるユーザーＵ１に対しては、
調和空気を間歇的に繰り返し吹き出す（以下「スイング吹出」と称す）。
　すなわち、上下風向板９を回動して、所定の時間の間だけユーザーＵ１の顔に向けて調
和空気を吹き出し、これに続く所定の時間の間は、ユーザーＵ１の顔に向けて調和空気を
吹き出さない（ユーザーＵ１の顔以外に向けて調和空気を吹き出す）サイクルを繰り返す
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。なお、上下風向板９に代えて、左右風向板１０を回動して同様のスイング吹出をしても
よい。
【００５０】
　図１５は、スイング吹出におけるユーザーＵ１の顔の温度の変化を模式的に示したもの
である。図１５において、湯上がり直後の顔の表面温度が温度Ｔ０であった場合、まず初
回の顔への集中吹出によって、顔の表面温度は温度Ｔ１にまで低下する。そこで、顔への
集中吹出が中断されると、顔の表面は復熱して、表面温度が温度Ｔ２にまで上昇する。そ
して、２回目の顔への集中吹出によって、顔の表面温度は温度Ｔ３にまで低下し、さらに
、顔への集中吹出が中断されると、表面温度が温度Ｔ４にまで上昇する。以降、集中吹出
の間歇的な繰り返しによって、集中吹出時の顔の表面温度および復熱後の顔の表面温度は
、徐々に低下していく。
【００５１】
　このとき、スイング吹出の繰り返しによる復熱後の顔の表面温度の低下の度合い（温度
Ｔ２と温度Ｔ４との差等）が、スイング吹出の繰り返しによる集中吹出時の顔の表面温度
の低下の度合い（温度Ｔ１と温度Ｔ３との差等）よりも大きい。
　したがって、初回の集中吹出による顔の表面温度の低下量ΔＴ０１（温度Ｔ０と温度Ｔ
１との差）、初回の復熱による顔の表面温度の上昇量ΔＴ１２（温度Ｔ２と温度Ｔ１との
差）、２回目の集中吹出による顔の表面温度の低下量ΔＴ２３（温度Ｔ３と温度Ｔ２との
差）、２回目の復熱による顔の表面温度の上昇量ΔＴ３４（温度Ｔ４と温度Ｔ３との差）
の順に、徐々に小さくなる。
　そして、集中吹出による顔の表面温度の低下量または復熱による顔の表面温度の上昇量
（以下「体温の変動幅ΔＴ」と称す）が所定の温度である快適温度幅ΔＴａ（例えば、１
℃）以下になったとき、ユーザーＵ１は爽快感（涼んだまたは暖まったと感じる）を覚え
ると考えられる。
【００５２】
　図１６において、室内機４００は、至近位置Ｐ０に立っているユーザー位置Ｐ１に向け
て集中吹出を開始し（図１０のＳ７参照）、集中吹出を継続しているとき（図１０のＳ８
参照）、ユーザーＵ１が、所定の時間である至近判断時間（例えば、３０秒間）が経過し
ても至近位置Ｐ０に居続けて（立ち続けて）いるか否か判断する（Ｓ３１）。
　そして、至近判断時間が経過しても至近位置Ｐ０に居続けて（立ち続けて）いる場合は
、ユーザーＵ１が「湯上がりさん」であると判断して、前記スイング吹出を開始する（Ｓ
３２）。スイング吹出は、ユーザーＵ１が爽快感を覚える（涼んだ又は暖まったと感じる
）まで、すなわち、体温の変動幅ΔＴが所定の快適温度幅ΔＴａ以下（ΔＴ＞ΔＴａ）に
なるまで継続し（Ｓ３４）、体温の変動幅ΔＴが所定の値である快適温度幅ΔＴａ以下に
なったところで（ΔＴ≦ΔＴａ）分散吹出に移行する（図６のＳ９、Ｓ１０参照）。
【００５３】
　また、体温の変動幅ΔＴが所定の値である快適温度幅ΔＴａ以下（ΔＴ＞ΔＴａ）にな
る前に、ユーザーＵ１が至近位置Ｐ０を離れた場合（Ｓ３３）には、離れた時点で、分散
吹出に移行する（図１１のＳ９およびＳ１０参照）。
【００５４】
　一方、ユーザーＵ１が「湯上がりさん」でない場合、至近位置Ｐ０において顔認識をし
た後は、前記至近判断時間（例えば、３０秒間）が経過する前に至近位置Ｐ０を離れる（
Ｓ３１）。
　この場合は、実施の形態１の室内機１００と同様に、ユーザーＵ１の移動を追跡し、ユ
ーザー位置Ｐ１（この場合、ユーザー位置Ｐ１は至近位置Ｐ０と相違する）に向けて集中
吹出を継続し、再度、所定時間（例えば、３０分）が経過したところで、ユーザーＵ１が
ユーザー位置Ｐ１から移動しているか否かを判断する（図１１のＳ１１参照）。かかる判
断をした以降の工程は、実施の形態１、２の室内機１００、２００に同じである。
【００５５】
　以上のように、実施の形態４の室内機４００は、前記ステップ（工程）を実行するから
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、湯上がりさんであるユーザーＵ１は、リモコン等の操作をすることなく、至近位置Ｐ０
に立つだけで、迅速に冷凍サイクルを起動することができると共に、ユーザーＵ１は爽快
感（涼んだまたは暖まったと感じる）を覚えるまで、集中吹出によって急速に涼む（暖ま
る）ことが可能になり、さらに、爽快感を覚えた後は、リモコン等の操作をすることなく
、分散吹出によって穏やかに涼む（暖まる）ことが可能になる。
　したがって、湯上がりさんであるユーザーＵ１は、リモコン等の操作をすることなく、
簡便かつ迅速に涼み始めることができ、また、涼み終わった後も、リモコン等の操作をす
ることなく、集中した風流れに晒されないから、快適な空調環境を満喫することができる
。
【００５６】
　一方、湯上がりさんではないが、暑がりさん（または寒がりさん）であるユーザーＵ１
については、あるいは湯上がりさんではないが、暑がりさん（または寒がりさん）でない
ユーザーＵ２については、実施の形態２の室内機２００と同様に快適性が維持されること
になる。
　さらに、ユーザーＵ１が実施の形態１において説明した所定の動作を実行した場合には
、当該動作に対応したジェスチャー指示条件に空調条件が変更され、ジェスチャー指示条
件がリモコン表示部８２に表示され、ジェスチャー指示条件に変更されたことがブザー音
によって周知されるから、空調条件の変更が簡単であるため、空調環境の快適性がさらに
向上する。
【００５７】
　最後に、体温の変動幅ΔＴｃについて捕捉説明する。
　体温の変動幅ΔＴは、ある繰り返し時の集中吹出による顔の表面温度の低下量（初回を
例にすると、ΔＴ＝ΔＴ０１＝Ｔ０－Ｔ１）であっても、復熱による顔の表面温度の上昇
量（初回を例にすると、ΔＴ＝ΔＴ１２＝Ｔ２－Ｔ１）であってもよいし、両者の平均値
（ΔＴ＝（ΔＴ０１＋ΔＴ１２）／２）であってもよい。
　さらに、複数回に渡る集中吹出による顔の表面温度の低下量と復熱による顔の表面温度
の上昇量との平均値（初回および２回目を例にすると、ΔＴ＝（ΔＴ０１＋ΔＴ１２＋Δ
２３＋Δ３４）／４）であってもよい。複数回に渡る前記低下量および前記上昇量の平均
値を用いることによって、実際の表面温度や温度検出のバラツキの影響を抑えた判断をす
ることが可能になる。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　以上、本発明に係る空気調和機の室内機を、家屋の室内に設置されるものについて説明
しているが、本発明はこれに限定するものではなく、例えば、車両等に設置される空気調
和機の室内機としても広く利用することができる。
【符号の説明】
【００５９】
　１　本体、２　前面パネル、３　吸込口、４　熱交換器、４ａ　熱交換前部分、４ｂ　
熱交換上前部分、４ｃ　熱交換上後部分、５　送風機、６　風路、７　吹出口、８　ドレ
ンパン、８ａ　上面、８ｂ　下面、９　上下風向板、９ａ　前上下風向板、９ｂ　後上下
風向板、１０　左右風向板、１０Ｌ　左側左右風向板群、１０Ｒ　右側左右風向板群、１
０ａ～１０ｈ　左右風向板、２０Ｌ　左側連結棒、２０Ｒ　右側連結棒、３０Ｌ　左側駆
動手段、４０　本体交信装置、５０　撮像装置、５１　視野、５２　顔認識範囲、７０　
制御装置、８０　リモコン、８１　入力部、８２　リモコン表示部、８３　リモコン発音
装置、８４　リモコン発音停止釦、８５　リモコン交信装置、９０　室内、９１　背面壁
、９２　天井面、１００　室内機（実施の形態１）、２００　室内機（実施の形態２）、
３００　室内機（実施の形態３）、４００　室内機（実施の形態４）、Ｆ１　顔、Ａ１　
距離、Ａ２　距離、Ａ３　距離、Ｌ１　左腕の肘から先の部分、Ｒ１　右腕の肘から先の
部分、Ｐ０　至近位置、Ｐ１　ユーザー位置、Ｐ２　ユーザー位置、Ｐ３　ユーザー位置
、Ｕ１　ユーザー、Ｕ２　ユーザー。
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