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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒートポンプシステム（１００）の運転状態を切り換えるリモートコントロール装置（
３０）であって、
　タッチスクリーン（６０）と、
　前記タッチスクリーンとは別に設けられた物理キー（５０）と、
を備え、
　前記タッチスクリーンは、複数ある設定項目のいずれかに対し個別に関連づけられた文
字、図形又は記号により表示されるタッチキー（ＩＣ１～ＩＣ８）を複数表示し、
　前記物理キーは、前記設定項目の数及び前記タッチキーの数よりも少ない２以上のファ
ンクションキー（５２）を含み、
　前記ファンクションキーには、前記運転状態を切り換える際に利用される共通機能が割
り当てられ、
　前記ファンクションキーを入力されることで、前記タッチキーを入力される場合と同一
の機能を発揮する、
ヒートポンプシステム（１００）のリモートコントロール装置（３０）。
【請求項２】
　前記タッチスクリーンは、前記ファンクションキーに割り当てられた機能を識別するた
めの文字、図形又は記号を表示する機能表示（ＩＣ９～ＩＣ１２）を行い、
　前記機能表示は、対応する前記ファンクションキーの直上又は直下において行われる、
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請求項１に記載のリモートコントロール装置。
【請求項３】
　前記機能表示は、タッチされることにより対応する前記ファンクションキーと同一の機
能を発揮するファンクションタッチキーとして機能する、
請求項２に記載のリモートコントロール装置。
【請求項４】
　前記ファンクションキーに前記共通機能を割り当てる共通機能設定部（９６）をさらに
備え、
　前記共通機能設定部は、相異なる複数の前記共通機能を格納された記憶部（１１０）か
らいずれかの前記共通機能を選択して各前記ファンクションキーに割り当てる、
請求項１から３のいずれか１項に記載のリモートコントロール装置。
【請求項５】
　前記記憶部は、外部に設けられた外部記憶装置（１１０）であり、
　前記共通機能設定部は、前記外部記憶装置を接続するための接続部（９８）を介して、
前記外部記憶装置と接続される、
請求項４に記載のリモートコントロール装置。
【請求項６】
　前記共通機能は、前記設定項目の選択を決定する第１共通機能、前記設定項目の選択を
キャンセルする第２共通機能、選択中の前記設定項目から他の前記設定項目へ移動する第
３共通機能、ユーザを支援するヘルプ情報を表示する第４共通機能、及び省エネルギー運
転の開始又は終了を選択する第５共通機能のいずれかである、
請求項１から５のいずれか１項に記載のリモートコントロール装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヒートポンプシステムのリモートコントロール装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ヒートポンプシステムの運転状態を切り換える際に操作されるタッチスクリーン
を備えたリモートコントロール装置がある。例えば、特許文献１（特開２０１３－０７６
４９３号公報）及び特許文献２（特開２０１３－００２７１７号公報）には、ユーザの操
作性を向上すべくタッチスクリーンを備えたエアコン用のリモートコントロール装置が開
示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、ヒートポンプシステムの製造時、施工時又は修理時等においては、作業従事
者は手袋を装着しているのが一般的である。係る作業従事者にとって、特許文献１のよう
なリモートコントロール装置によると、手袋を装着した状態ではタッチスクリーンの良好
な操作性が得られず、一方で操作する度に手袋を外していたのでは作業効率が低下する。
【０００４】
　また、特許文献２のようにタッチスクリーンを備えるとともに物理キーを多く設けると
、デザイン性の自由度が狭まり、またリモートコントロール装置のサイズが大きくなって
しまう。
【０００５】
　そこで本発明の課題は、操作性、コンパクト性及びデザイン性に優れたリモートコント
ロール装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１観点に係るヒートポンプシステムのリモートコントロール装置は、ヒート
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ポンプシステムの運転状態を切り換えるリモートコントロール装置であって、タッチスク
リーンと、物理キーと、を備える。タッチスクリーンは、タッチキーを複数表示する。タ
ッチキーは、複数ある設定項目のいずれかに対し、個別に関連づけられた文字、図形又は
記号により表示される。物理キーは、タッチスクリーンとは別に設けられる。物理キーは
、設定項目の数及びタッチキーの数よりも少ない２以上のファンクションキーを含む。フ
ァンクションキーには、共通機能が割り当てられ、ファンクションキーを入力されること
でタッチキーを入力される場合と同一の機能を発揮する。共通機能は、運転状態を切り換
える際に汎用的に利用される機能である。
【０００７】
　本発明の第１観点に係るヒートポンプシステムのリモートコントロール装置では、物理
キーは、設定項目の数及びタッチキーの数よりも少ない２以上のファンクションキーを含
み、ファンクションキーには、運転状態を切り換える際に汎用的に利用される共通機能が
割り当てられ、ファンクションキーを入力されることでタッチキーを入力される場合と同
一の機能を発揮する。これにより、操作性、コンパクト性及びデザイン性の低下が抑制さ
れる。
【０００８】
　すなわち、ファンクションキーに共通機能が割り当てられ、ファンクションキーを入力
されることでタッチキーを入力される場合と同一の機能を発揮することから、ファンクシ
ョンキーによって一部の機能しか実現されないといったこともなく、操作者に多様な操作
方法が提供される。その結果、手袋を装着した状態で操作を行う場合であっても、ファン
クションキーを操作することで、タッチキーを操作することなく運転状態の切換えや所望
の設定を自在に行うことが可能となり、操作性の低下が抑制される。また、ファンクショ
ンキーの数が設定項目の数及びタッチキーの数よりも少ないことから、ファンクションキ
ーの数が増えてコンパクト性やデザイン性が低下することも抑制される。
【０００９】
　なお、ヒートポンプシステムとは、冷媒回路を有する空調システムや給湯器等をいう。
また、設定項目とは、ヒートポンプシステムの運転状態を切り換えるための項目であり、
例えば、空調システムの運転モード、設定温度、設定風量、風向又はタイマー設定等をさ
す。
【００１０】
　本発明の第２観点に係るリモートコントロール装置は、第１観点に係るリモートコント
ロール装置であって、タッチスクリーンは、機能表示を行う。機能表示では、ファンクシ
ョンキーに割り当てられた機能を識別するための文字、図形又は記号を表示する。機能表
示は、対応するファンクションキーの直上又は直下において行われる。
【００１１】
　本発明の第２観点に係るリモートコントロール装置では、タッチスクリーンは、対応す
るファンクションキーの直上又は直下において、ファンクションキーに割り当てられた機
能を識別するための文字、図形又は記号を表示する機能表示を行う。これにより、操作者
がファンクションキーに割り当てられた機能を容易に判別することが可能となる。よって
、操作性が向上する。
【００１２】
　本発明の第３観点に係るリモートコントロール装置は、第２観点に係るリモートコント
ロール装置であって、機能表示は、ファンクションタッチキーとして機能する。ファンク
ションタッチキーは、タッチされることにより対応するファンクションキーと同一の機能
を発揮する。
【００１３】
　本発明の第３観点に係るリモートコントロール装置では、機能表示は、タッチされるこ
とにより、対応するファンクションキーと同一の機能を発揮するファンクションタッチキ
ーとして機能する。これにより、操作者に多様な操作方法が提供され、操作の自由度が増
す。よって、操作性がさらに向上する。
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【００１４】
　本発明の第４観点に係るリモートコントロール装置は、第１観点から第３観点のいずれ
かに係るリモートコントロール装置であって、共通機能設定部をさらに備える。共通機能
設定部は、ファンクションキーに共通機能を割り当てる。共通機能設定部は、記憶部から
いずれかの共通機能を選択して各ファンクションキーに割り当てる。記憶部には、相異な
る複数の共通機能を格納される。
【００１５】
　本発明の第４観点に係るリモートコントロール装置では、共通機能設定部は、記憶部か
らいずれかの共通機能を選択して各ファンクションキーに割り当てる。これにより、ファ
ンクションキーに割り当てる共通機能を、ユーザが任意に選択することが可能となる。そ
の結果、操作の自由度がさらに増す。
【００１６】
　本発明の第５観点に係るリモートコントロール装置は、第４観点に係るリモートコント
ロール装置であって、記憶部は、外部に設けられた外部記憶装置である。共通機能設定部
は、外部記憶装置を接続するための接続部を介して、外部記憶装置と接続される。
【００１７】
　本発明の第５観点に係るリモートコントロール装置では、共通機能設定部は、外部記憶
装置を接続するための接続部を介して、外部記憶装置と接続される。これにより、ファン
クションキーへの共通機能の割り当てを容易に行える。
【００１８】
　本発明の第６観点に係るリモートコントロール装置は、第１観点から第５観点のいずれ
かに係るリモートコントロール装置であって、共通機能は、第１共通機能、第２共通機能
、第３共通機能、第４共通機能及び第５共通機能のいずれかである。第１共通機能は、設
定項目の選択を決定する機能である。第２共通機能は、設定項目の選択をキャンセルする
機能である。第３共通機能は、選択中の設定項目から他の設定項目へ移動する機能である
。第４共通機能は、ユーザを支援するヘルプ情報を表示する機能である。第５共通機能は
、省エネルギー運転の開始又は終了を選択する機能である。
【００１９】
　本発明の第６観点に係るリモートコントロール装置では、共通機能は、第１共通機能、
第２共通機能、第３共通機能、第４共通機能及び第５共通機能のいずれかである。係る共
通機能としての第１共通機能から第５共通機能は、操作者にとって直感的に理解しうる機
能である。よって、操作者は、ファンクションキーを操作して運転状態の切換えや所望の
設定を容易に行える。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の第１観点に係るリモートコントロール装置によると、手袋を装着した状態で操
作を行う場合であっても、ファンクションキーを操作することで、タッチキーを操作する
ことなく運転状態の切換えや所望の設定を自在に行うことが可能となり、操作性の低下が
抑制される。また、ファンクションキーの数がタッチキーの数よりも少ないことから、フ
ァンクションキーの数が増えてコンパクト性やデザイン性が低下することも抑制される。
【００２１】
　本発明の第２観点に係るリモートコントロール装置によると、操作性が向上する。
【００２２】
　本発明の第３観点又は第４観点に係るリモートコントロール装置によると、操作性がさ
らに向上する。
【００２３】
　本発明の第５観点に係るリモートコントロール装置によると、ファンクションキーへの
共通機能の割り当てを容易に行える。
【００２４】
　本発明の第６観点に係るリモートコントロール装置によると、ファンクションキーを操
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作して運転状態の切換えや所望の設定を容易に行える。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施形態に係るリモートコントロール装置を適用された空調システム
の概略構成図。
【図２】正面視（使用時）におけるリモートコントロール装置の外観図。
【図３】第５タッチ入力部の拡大図。
【図４】リモートコントロール装置の概略構成図。
【図５】待受けモード時に液晶表示部に表示される画像の一例を示した模式図。
【図６】運転切換モード時に液晶表示部に表示される画像の一例を示した模式図。
【図７】運転切換モード時に液晶表示部に表示される画像の一例を示した模式図。
【図８】設定温度切換モード時に液晶表示部に表示される画像の一例を示した模式図。
【図９】設定温度切換モード時に液晶表示部に表示される画像の一例を示した模式図。
【図１０】風向切換モード時に液晶表示部に表示される画像の一例を示した模式図。
【図１１】風向切換モード時に液晶表示部に表示される画像の一例を示した模式図。
【図１２】風量切換モード時に液晶表示部に表示される画像の一例を示した模式図。
【図１３】風量切換モード時に液晶表示部に表示される画像の一例を示した模式図。
【図１４】タイマー設定モード時に液晶表示部に表示される画像の一例を示した模式図。
【図１５】タイマー設定モード時に液晶表示部に表示される画像の一例を示した模式図。
【図１６】共通機能割当モード時に液晶表示部に表示される画像の一例を示した模式図。
【図１７】共通機能割当モード時に液晶表示部に表示される画像の一例を示した模式図。
【図１８】共通機能割当モード時に液晶表示部に表示される画像の一例を示した模式図。
【図１９】共通機能割当モード時に液晶表示部に表示される画像の一例を示した模式図。
【図２０】共通機能割当モード時に液晶表示部に表示される画像の一例を示した模式図。
【図２１】変形例Ｉに係る待受けモード時に液晶表示部に表示される画像の一例を示した
模式図。
【図２２】変形例Ｊに係る待受けモード時に液晶表示部に表示される画像の一例を示した
模式図。
【図２３】変形例Ｋに係る待受けモード時に液晶表示部に表示される画像の一例を示した
模式図。
【図２４】変形例Ｌに係る待受けモード時に液晶表示部に表示される画像の一例を示した
模式図。
【図２５】変形例Ｍに係るリモコン３０ａを示した模式図。
【図２６】変形例Ｎに係るリモコン３０ｂを示した模式図。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、図面を参照しながら、本発明の一実施形態に係るリモートコントロール装置（以
下、リモコンと記載）３０について説明する。なお、以下の実施形態は、本発明の具体例
であって、本発明の技術的範囲を限定するものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で
適宜変更が可能である。また、以下の実施形態において、上、下、左又は右といった方向
は、図２、図２５又は図２６に示す方向を意味する。
【００２７】
　（１）空調システム１００
　図１は、リモコン３０を適用されたヒートポンプシステムの一例である空調システム１
００の概略構成図である。空調システム１００は、冷媒配管方式の空調システムであって
、蒸気圧縮方式の冷凍サイクル運転を行うことで、対象空間の空気調和を実現する。空調
システム１００は、運転モードとして、冷房モード、暖房モード及び除湿モード等を有し
ており、選択された運転モードに応じて冷房運転、暖房運転又は除湿運転等を行う。
【００２８】
　空調システム１００は、主として、室外ユニット１０と、室内ユニット２０と、ガス連
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絡管ＧＰと、液連絡管ＬＰと、リモコン３０と、を備えている。以下、順に説明する。
【００２９】
　（２）空調システム１００の詳細
　（２－１）室外ユニット１０
　室外ユニット１０は、室外に設置されており、その外郭は室外ユニットケーシング１１
によって構成されている。室外ユニットケーシング１１の内部には、主として室外熱交換
器、室外ファン、圧縮機、各種の弁（四路切換弁や膨張弁等）及び室外ユニット制御部等
が収容されている（図示省略）。
【００３０】
　室外熱交換器は、例えばクロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器であり
、ガス連絡管ＧＰ及び液連絡管ＬＰが接続されている。室外熱交換器は、冷房運転時には
冷媒の凝縮器として機能し、暖房運転時には冷媒の蒸発器として機能する。室外ファンは
、室外ユニットケーシング１１内に流入して室外熱交換器を通過した後に室外ユニットケ
ーシング１１外に流出する空気流を生成する送風機である。圧縮機は、例えばスクロール
型式やスクリュー型式等の容積式圧縮機である。圧縮機は、冷媒を吸入して冷媒を圧縮し
た後、吐出する。
【００３１】
　室外ユニット制御部は、ＣＰＵやメモリ等で構成されるマイクロコンピュータである。
室外ユニット制御部は、ケーブルＣ１を介して室内ユニット制御部２２と接続されており
、信号の送受信を行う。室外ユニット制御部は、室内ユニット制御部２２から所定の信号
を受信することで、当該信号に対応する動作を行う。
【００３２】
　例えば、室外ユニット制御部は、室内ユニット制御部２２から運転開始信号（後述）を
受けると、当該運転開始信号で指定された運転を開始すべく、各種の弁の開度調整や切換
えを行うとともに圧縮機及び室外ファンの駆動を開始させる。また、室外ユニット制御部
は、室内ユニット制御部２２から運転停止信号（後述）を受けると、運転を停止すべく室
外ファン及び圧縮機の駆動を停止させるともに各種の弁の開度調整や切換えを行う。また
、室外ユニット制御部は、室内ユニット制御部２２から運転切換信号（後述）又は設定温
度切換信号（後述）を受けると、当該信号で指定された運転を行うべく、各種弁の切換え
や開度調整及び圧縮機の回転数の切換え等を行う。
【００３３】
　（２－２）室内ユニット２０
　本実施形態において、室内ユニット２０は、いわゆる天井埋込み型又は天井吊下げ型の
ものが採用されており、例えば室内の天井に固定される。室内ユニット２０は、その外郭
を室内ユニットケーシング２１によって構成されている。
【００３４】
　室内ユニットケーシング２１には、風を噴出すための吹出口２１０が形成されており、
当該吹出口２１０には風向きを調整するためのフラップが配設されている。なお、本実施
形態において選択可能な設定風向は、上・中・下の３段階である。また、室内ユニットケ
ーシング２１の内部には、主として、室内熱交換器（図示省略）、室内ファン（図示省略
）及び室内ユニット制御部２２等が収容されている。
【００３５】
　室内熱交換器は、例えばクロスフィン式のフィン・アンド・チューブ型熱交換器であり
、ガス連絡管ＧＰ及び液連絡管ＬＰが接続されている。室内熱交換器は、冷房運転時には
冷媒の蒸発器として機能し、暖房運転時には冷媒の凝縮器として機能する。
【００３６】
　室内ファンは、室内ユニットケーシング２１内に流入して室内熱交換器を通過した後に
室内ユニットケーシング２１外に流出する空気流を生成する送風機である。室内ファンは
、その回転数を調整されることにより、生成する空気流の風量を段階的に切り換えられる
。本実施形態においては、強・中・弱の３段階で設定風量を切り換えられるように構成さ
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れている。
【００３７】
　室内ユニット制御部２２は、ＣＰＵやメモリ等で構成されるマイクロコンピュータであ
る。室内ユニット制御部２２は、ケーブルＣ１を介して室外ユニット制御部と接続されて
おり、電力の供給を行うとともに相互に信号の送受信を行っている。また、室内ユニット
制御部２２は、ケーブルＣ２を介してリモコン制御部９０（後述）と接続されており、電
力の供給を行うとともに相互に信号の送受信を行っている。室内ユニット制御部２２は、
室外ユニット制御部又はリモコン制御部９０から所定の信号を受信すると、当該信号に対
応する動作を行う。
【００３８】
　例えば、室内ユニット制御部２２は、リモコン制御部９０から運転開始信号（後述）を
受けると、当該運転開始信号を所定のプロトコルによって室外ユニット制御部に送信する
とともに、運転開始信号で指定された運転を開始すべくフラップを開けて室内ファンの駆
動を開始させる。また、室内ユニット制御部２２は、リモコン制御部９０から運転停止信
号（後述）を受けると、当該運転停止信号を所定のプロトコルによって室外ユニット制御
部に送信するとともに、室内ユニット２０の運転を停止すべく室内ファンの駆動を停止さ
せてフラップを閉じる。
【００３９】
　また、室内ユニット制御部２２は、リモコン制御部９０から運転切換信号（後述）又は
設定温度切換信号（後述）を受けると、当該信号を所定のプロトコルによって室外ユニッ
ト制御部に送信する。また、室内ユニット制御部２２は、風向切換信号（後述）を受ける
と、当該信号において指定される風向となるようにフラップを駆動させる。また、室内ユ
ニット制御部２２は、風量切換信号（後述）を受けると、当該信号において指定される風
量となるように室内ファンの回転数を切り換える。また、室内ユニット制御部２２は、風
量切換信号（後述）を受けると、当該信号において指定される風量となるように室内ファ
ンの回転数を切り換える。
【００４０】
　（２－３）ガス連絡管ＧＰ、液連絡管ＬＰ
　ガス連絡管ＧＰ、液連絡管ＬＰは、例えば銅製の冷媒配管である。ガス連絡管ＧＰは、
主としてガス冷媒を連絡する。液連絡管ＬＰは、主として液冷媒を連絡する。空調システ
ム１００では、ガス連絡管ＧＰ及び液連絡管ＬＰが、室外ユニット１０と室内ユニット２
０とを接続することで冷媒回路が構成されている。
【００４１】
　（２－４）リモコン３０
　図２は、正面視（使用時）におけるリモコン３０の外観図である。図３は、第５タッチ
入力部７５の拡大図である。図４は、リモコン３０の概略構成図である。
【００４２】
　本実施形態において、リモコン３０は、いわゆる有線式のリモートコントロール装置で
あって、上述のように、ケーブルＣ２を介して室内ユニット制御部２２と接続されている
。リモコン３０は、例えば室内の内壁等に固定される。リモコン３０は、ユーザが空調シ
ステム１００の運転状態を切り換えるための各種指示を入力する入力装置として機能する
。より詳細には、リモコン３０は、例えば空調システム１００の運転モード、設定温度、
設定風量、風向又はタイマー設定等の各設定項目を切り換えるための指示を、空調システ
ム１００に入力するためのインターフェースとして機能する。また、リモコン３０は、空
調システム１００の運転状態を表示する表示装置としても機能する。
【００４３】
　リモコン３０は、その外郭を構成するケーシング４０を有している。また、ケーシング
４０の内部において、入力手段としての物理キー５０と、入力手段及び表示手段としての
タッチスクリーン６０と、リモコン制御部９０と、通信部９７と、外部機器との接続部と
してのインターフェース９８と、を有している。
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【００４４】
　（２－４－１）ケーシング４０
　ケーシング４０は、例えば合成樹脂製の薄型の筐体であり、正面視（使用時）において
略長方形状を呈している。ケーシング４０は、その一方主面の中央部分において、タッチ
スクリーン６０を露出させる中央開口部４１を形成されている。また、ケーシング４０は
、中央開口部４１の上部において、発停切換キー５１（後述）を露出させる上開口部４２
を形成されている。また、ケーシング４０は、中央開口部４１の直下において、ファンク
ションキー５２（後述）のキートップを露出させる第１開口部４０ａ、第２開口部４０ｂ
及び第３開口部４０ｃを形成されている。さらに、ケーシング４０は、下端近傍の右側面
において、インターフェース９８を露出させる下開口部４３を形成されている。
【００４５】
　（２－４－２）物理キー５０
　物理キー５０は、ユーザが押下することにより指示を入力するプッシュ式ボタンである
。物理キー５０は、例えば合成樹脂製のキートップを有しており、当該キートップが、ケ
ーシング４０に形成された各開口部（４２、４０ａ、４０ｂ又は４０ｃ）から露出してい
る。物理キー５０は、主として、発停切換キー５１と、複数のファンクションキー５２と
、を含んでいる。
【００４６】
　発停切換キー５１は、空調システム１００の運転を開始又は停止させる運転開始指示又
は運転停止指示を入力するためのボタンである。
【００４７】
　ファンクションキー５２は、本実施形態では、第１ファンクションキー５２ａ（以下、
Ｆ１キー５２ａと記載）、第２ファンクションキー５２ｂ（以下、Ｆ２キー５２ｂと記載
）及び第３ファンクションキー５２ｃ（以下、Ｆ３キー５２ｃと記載）を有している。各
ファンクションキー５２には、空調システム１００の運転状態を切り換える際に汎用的に
利用される共通機能が割り当てられており、当該共通機能を利用する時に使用されるボタ
ンである。なお、共通機能については、後述の「（３）各ファンクションキー５２に割り
当てられる共通機能の詳細」において説明する。
【００４８】
　物理キー５０は、押下されると、所定の信号をリモコン制御部９０に出力する。具体的
には、発停切換キー５１は、押下されると、発停切換信号をリモコン制御部９０に出力し
て第２記憶部９２（後述）に格納する。また、同様に、Ｆ１キー５２ａは押下されるとＦ
１入力信号を、Ｆ２キー５２ｂは押下されるとＦ２入力信号を、Ｆ３キー５２ｃは押下さ
れるとＦ３入力信号を、リモコン制御部９０に出力して第２記憶部９２に格納する。
【００４９】
　（２－４－３）タッチスクリーン６０
　タッチスクリーン６０は、主として、表示手段としての液晶表示部６１と、入力手段と
してのタッチパネル６２と、を含んでいる。
【００５０】
　（２－４－３－１）液晶表示部６１
　本実施形態において、液晶表示部６１は、フルドットマトリクス液晶表示パネルと、３
原色ＬＥＤバックライトと、を有している。液晶表示部６１は、出力を変更することで、
バックライトの輝度を強・弱の２段階で切り換えることが可能であり、バックライトのカ
ラーを青・緑・赤の３パターンで切り換えることが可能である。
【００５１】
　液晶表示部６１は、リモコン制御部９０から出力された表示データ信号（後述）を受け
ると、当該表示データ信号に指定された輝度及びカラーでバックライトを点灯させるとと
もに所定の画像を表示する。また、液晶表示部６１は、リモコン制御部９０から出力され
た表示停止信号（後述）を受けると、表示を停止する。
【００５２】
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　（２－４－３－２）タッチパネル６２
　タッチパネル６２は、例えば、静電容量方式、電磁誘導方式、抵抗膜方式、超音波方式
又は赤外線方式等の各種方式のいずれかを採用された入力パネルである。タッチパネル６
２は、液晶表示部６１の正面側（使用時）に配置されており、中央開口部４１から露出し
ている。より詳細には、タッチパネル６２は、複数のタッチ入力部を含む。具体的に、タ
ッチパネル６２は、図２に示すような配置態様で、第１タッチ入力部７１、第２タッチ入
力部７２、第３タッチ入力部７３、第４タッチ入力部７４、第５タッチ入力部７５、第６
タッチ入力部７６、第７タッチ入力部７７、第８タッチ入力部７８、第９タッチ入力部７
９、第１０タッチ入力部８０及び第１１タッチ入力部８１を含んでいる。
【００５３】
　第１タッチ入力部７１から第４タッチ入力部７４及び第６タッチ入力部７６から第１１
タッチ入力部８１は、四角形状を呈している。また、第５タッチ入力部７５は、図３に示
すように、略四角形の第５タッチ入力部７５ａ～７５ｏが集まることで構成されている。
第５タッチ入力部７５は、第５タッチ入力部７５ａ～７５ｏが、曲線的に並べられてアー
チ状を呈している。また、第９タッチ入力部７９はＦ１キー５２ａの直上に配置され、第
１０タッチ入力部８０はＦ２キー５２ｂの直上に配置され、第１１タッチ入力部８１はＦ
３キー５２ｃの直上に配置されている。
【００５４】
　タッチパネル６２は、指やスタライスペン等で第１タッチ入力部７１から第１１タッチ
入力部８１のいずれかをタッチされると、これを検知して、タッチされたタッチ入力部に
対応するタッチ信号をリモコン制御部９０に出力する。
【００５５】
　具体的に、タッチパネル６２は、第１タッチ入力部７１をタッチされると、第１タッチ
信号をリモコン制御部９０に出力して第２記憶部９２に格納する。同様に、タッチパネル
６２は、第２タッチ入力部７２をタッチされると第２タッチ信号を、第３タッチ入力部７
３をタッチされると第３タッチ信号を、第４タッチ入力部７４をタッチされると第４タッ
チ信号を、第６タッチ入力部７６をタッチされると第６タッチ信号を、第７タッチ入力部
７７をタッチされると第７タッチ信号を、第８タッチ入力部７８をタッチされると第８タ
ッチ信号を、第９タッチ入力部７９をタッチされると第９タッチ信号を、第１０タッチ入
力部８０をタッチされると第１０タッチ信号を、第１１タッチ入力部８１をタッチされる
と第１１タッチ信号を、リモコン制御部９０に出力して第２記憶部９２に格納する。
【００５６】
　また、タッチパネル６２は、第５タッチ入力部７５ａを入力されると、第５タッチ信号
（ａ）をリモコン制御部９０に出力して第２記憶部９２に格納する。同様に、タッチパネ
ル６２は、第５タッチ入力部７５ｂを入力されると第５タッチ信号（ｂ）を、第５タッチ
入力部７５ｃを入力されると第５タッチ信号（ｃ）を、第５タッチ入力部７５ｄを入力さ
れると第５タッチ信号（ｄ）を、第５タッチ入力部７５ｅを入力されると第５タッチ信号
（ｅ）を、第５タッチ入力部７５ｆを入力されると第５タッチ信号（ｆ）を、第５タッチ
入力部７５ｇを入力されると第５タッチ信号（ｇ）を、第５タッチ入力部７５ｈを入力さ
れると第５タッチ信号（ｈ）を、第５タッチ入力部７５ｉを入力されると第５タッチ信号
（ｉ）を、第５タッチ入力部７５ｊを入力されると第５タッチ信号（ｊ）を、第５タッチ
入力部７５ｋを入力されると第５タッチ信号（ｋ）を、第５タッチ入力部７５ｌを入力さ
れると第５タッチ信号（ｌ）を、第５タッチ入力部７５ｍを入力されると第５タッチ信号
（ｍ）を、第５タッチ入力部７５ｎを入力されると第５タッチ信号（ｎ）を、第５タッチ
入力部７５ｏを入力されると第５タッチ信号（ｏ）を、リモコン制御部９０に出力して第
２記憶部９２に格納する。
【００５７】
　（２－４－４）リモコン制御部９０
　リモコン制御部９０は、ＣＰＵやメモリ等で構成されるマイクロコンピュータである。
リモコン制御部９０は、ケーブルＣ２を介して室内ユニット制御部と接続されており、電
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力の供給を受けるとともに信号の送受信を行う。また、リモコン制御部９０は、配線を介
して、発停切換キー５１、Ｆ１キー５２ａ、Ｆ２キー５２ｂ、Ｆ３キー５２ｃ及びタッチ
スクリーン６０（液晶表示部６１及びタッチパネル６２）と接続されている。
【００５８】
　リモコン制御部９０は、主として、第１記憶部９１と、第２記憶部９２と、入力制御部
９３と、表示制御部９４と、タイマー制御部９５と、共通機能設定部９６と、を含んでい
る。
【００５９】
　（２－４－４－１）第１記憶部９１
　第１記憶部９１は、リモコン制御部９０内の各部において適用される制御プログラムを
保持している。制御プログラムには、複数の制御モード（待受けモード、運転切換モード
、設定温度切換モード、風向切換モード、風量切換モード、タイマー設定モード、設定項
目選択モード及び共通機能割当モード等）が定義されており、各モードに関する処理がプ
ログラミングされている。
【００６０】
　具体的に、待受けモードは、待受け時に適用される制御モードである。運転切換モード
は、運転モード設定時に適用される。設定温度切換モードは、設定温度切換え時に適用さ
れる。風向切換モードは、風向切換え時に適用される。風量切換モードは、設定風量切換
え時に適用される。タイマー設定モードは、タイマー設定時に適用される。設定項目選択
モードは、切換えを行う設定項目をファンクションキー５２又はファンクションタッチキ
ー（後述）で選択する時に適用される。共通機能割当モードは、外部記憶装置１１０等の
外部機器に格納されている共通機能を、各ファンクションキー５２に割り当てる（設定す
る）時に適用される。
【００６１】
　（２－４－４－２）第２記憶部９２
　第２記憶部９２は、各物理キー５０から出力される発停切換信号、Ｆ１入力信号、Ｆ２
入力信号及びＦ３入力信号と、タッチパネル６２から出力される各タッチ信号（第１タッ
チ信号～第１１タッチ信号及び第５タッチ信号（ａ）～（ｏ））と、を所定の領域におい
てそれぞれ格納される。また、第２記憶部９２は、空調システム１００の運転状態（運転
モード、設定温度、設定風量、風向）に関する情報を保持している。当該運転状態に関す
る情報は、新たに指示を入力されると上書きされる。
【００６２】
　（２－４－４－３）入力制御部９３
　入力制御部９３は、第２記憶部９２に格納される発停切換信号、Ｆ１入力信号、Ｆ２入
力信号、Ｆ３入力信号及びタッチ信号を取得して、第１記憶部９１に格納されている制御
プログラムに沿って所定の処理を行う。なお、入力制御部９３の処理については、後述の
「（４）リモコン制御部９０の処理の詳細」において説明する。
【００６３】
　（２－４－４－４）表示制御部９４
　表示制御部９４は、入力制御部９３、タイマー制御部９５又は共通機能設定部９６から
出力される所定の信号を受けて、これに対応する表示データ信号又は表示停止信号を生成
し、液晶表示部６１に出力する。なお、表示データ信号は、液晶表示部６１に表示させる
データを含む情報である。また、表示停止信号は、液晶表示部６１に表示の停止を指示す
る信号である。表示制御部９４の制御については、後述の「（４）リモコン制御部９０の
処理の詳細」において説明する。
【００６４】
　（２－４－４－５）タイマー制御部９５
　タイマー制御部９５は、入力制御部９３から出力されるタイマーオフ信号（後述）を受
けて、タイマーオフ信号において指定される設定時刻になると、空調システム１００の運
転を停止させる運転停止信号を生成し、表示制御部９４及び通信部９７に出力する。
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【００６５】
　（２－４－４－６）共通機能設定部９６
　共通機能設定部９６は、ＵＳＢメモリ等の外部記憶装置１１０（後述）を接続されると
、所定の処理を行う。共通機能設定部９６の処理の詳細に関しては、後述の「（４－８）
共通機能割当モード時の処理」において説明する。
【００６６】
　（２－４－５）通信部９７
　通信部９７は、入力制御部９３から出力される所定の信号を受けて、これを所定のプロ
トコルによって室内ユニット制御部２２に送信する。
【００６７】
　（２－４－６）インターフェース９８
　インターフェース９８は、外部機器をリモコン制御部９０に接続するためのインターフ
ェースであって、例えばＵＳＢやＲＳ－２３２Ｃ等のポートである。本実施形態において
インターフェース９８は、ケーシング４０の下開口部４３から露出している。
【００６８】
　（３）各ファンクションキー５２に割り当てられる共通機能の詳細
　リモコン３０は、ファンクションキー５２に割り当てられる共通機能として、選択中の
事項を決定する（設定項目の選択を決定する）第１共通機能と、選択中の事項をキャンセ
ルする（設定項目の選択をキャンセルする）第２共通機能と、選択中の事項から他の事項
へ選択を移す（選択中の設定項目から他の設定項目へ移動する）又は制御モードを遷移さ
せる第３共通機能と、を有している。
【００６９】
　本実施形態においては、制御プログラムにおいてＦ１入力信号と第３共通機能とが関連
付けられることで、Ｆ１キー５２ａに第３共通機能が割り当てられている。また、制御プ
ログラムにおいてＦ２入力信号と第１共通機能とが関連付けられることで、Ｆ２キー５２
ｂに第１共通機能が割り当てられている。また、制御プログラムにおいてＦ３入力信号と
第２共通機能とが関連付けられることで、Ｆ３キー５２ｃに第２共通機能が割り当てられ
ている。すなわち、リモコン３０は、Ｆ１キー５２ａを押下されると第３共通機能を発揮
し、Ｆ２キー５２ｂを押下されると第１共通機能を発揮し、Ｆ３キー５２ｃを押下すると
第２共通機能を発揮するように構成されている。
【００７０】
　また、本実施形態において、共通機能割当モードを除く各制御モードにおいては、第９
タッチ信号はＦ１入力信号と同一の信号と定義され、第１０タッチ信号はＦ２入力信号と
同一の信号と定義され、第１１タッチ信号はＦ３入力信号と同一の信号と定義されている
。よって、共通機能割当モードを除く各制御モードにおいて、第９タッチ入力部７９がタ
ッチされるとＦ１キー５２ａが押下されたものとみなされ、第１０タッチ入力部８０がタ
ッチされるとＦ２キー５２ｂが押下されたものとみなされ、第１１タッチ入力部８１がタ
ッチされるとＦ３キー５２ｃが押下されたものとみなされる。すなわち、共通機能割当モ
ードを除く各制御モードにおいては、第９タッチ入力部７９にはＦ１キー５２ａと同一の
第３共通機能が割り当てられ、第１０タッチ入力部８０にはＦ２キー５２ｂと同一の第１
共通機能が割り当てられ、第１１タッチ入力部８１にはＦ３キー５２ｃと同一の第２共通
機能が割り当てられているといえる。
【００７１】
　（４）リモコン制御部９０の処理の詳細
　以下、リモコン制御部９０の処理の詳細について、制御モードごとに説明する。
【００７２】
　（４－１）待受けモード時の処理
　リモコン制御部９０は、通常時において、待受けモードに沿って処理を実行する。なお
、ここでいう通常時とは、リモコン３０に指示が入力されていない時を指し、例えば、運
転停止状態や、運転状態にある場合においてユーザがリモコン３０を介して指示を入力し
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ている時以外のときをいう。
【００７３】
　入力制御部９３は、待受けモードにおいて発停切換信号を取得すると、運転停止状態に
ある場合には運転開始指示であると判断し、運転状態にある場合には運転停止指示である
と判断する。
【００７４】
　入力制御部９３は、運転開始指示であると判断した時には、第２記憶部９２から運転状
態に関する情報を取得し、当該情報を含む運転開始信号を生成して表示制御部９４及び通
信部９７に出力する。一方、入力制御部９３は、運転停止指示であると判断した時には、
運転停止信号を生成して表示制御部９４及び通信部９７に出力する。
【００７５】
　通信部９７は、入力制御部９３から出力された運転開始信号又は運転停止信号を受ける
と、これを所定のプロトコルによって室内ユニット制御部２２に送信する。
【００７６】
　表示制御部９４は、入力制御部９３から出力された運転開始信号を受けると、これに沿
った表示データ信号を生成して、液晶表示部６１に出力する。また、表示制御部９４は、
入力制御部９３から出力された運転停止信号を受けると、表示停止信号を生成して液晶表
示部６１に出力する。
【００７７】
　ここで、図５を参照して、液晶表示部６１に表示される画像について説明する。図５は
、待受けモードにある場合において運転開始指示が入力された時に、液晶表示部６１に表
示される画像の一例である。
【００７８】
　待受けモード時においては、各タッチ入力部と重畳するように、文字、図形または記号
が表示される。なお、待受けモード時においては、表示を開始してから所定時間が経過す
るまではバックライトの輝度を強に設定し、所定時間経過後には省エネ性を考慮して液晶
表示部６１のバックライトの輝度は弱に設定される。
【００７９】
　具体的に、第１タッチ入力部７１と重畳するように現在の運転モードを示す文字（以下
の説明では、説明の便宜上、当該文字を第１アイコンＩＣ１と称する）が表示される。図
５においては、冷房モードであることを示す文字「冷房」が表示されている。
【００８０】
　また、第２タッチ入力部７２と重畳するように三角形のアイコン（以下の説明では、説
明の便宜上、当該アイコンを第２アイコンＩＣ２と称する）が表示されるとともに、これ
と左右対称の三角形のアイコン（以下の説明では、説明の便宜上、当該アイコンを第３ア
イコンＩＣ３と称する）が第３タッチ入力部７３に重畳するように表示される。
【００８１】
　また、第４タッチ入力部７４と重畳するように、現在の設定温度を示す数字（以下の説
明では、説明の便宜上、当該数字を第４アイコンＩＣ４と称する）が表示される。図５に
おいては、設定温度が２８度に設定されていることを示す「２８℃」が表示されている。
【００８２】
　また、第５タッチ入力部７５と重畳するように、１５個の四角形のアイコン（以下の説
明では、説明の便宜上、これらの四角形のアイコンをまとめて第５アイコンＩＣ５と称す
る）がアーチ状に表示されている。このような第５アイコンＩＣ５は、運転中の設定温度
を直感的に認識しうる態様で表示するために設けられており、各四角形は、設定温度の各
数値（整数）にそれぞれ対応している。具体的に、一番左の（第５タッチ入力部７５ａに
重畳する）四角形は、設定温度の最低温度である１８度に対応している。そして、一番左
から１つ右の（第５タッチ入力部７５ｂに重畳する）四角形は１９度、２つ右の（第５タ
ッチ入力部７５ｃに重畳する）四角形は２０度、というように１つ右にいく毎に対応する
設定温度が１度ずつずれるように構成されており、一番右の（第５タッチ入力部７５ｏに
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重畳する）四角形は、設定温度の最高温度である３２度に対応している。
【００８３】
　そして、空調システム１００が運転状態にある場合には、第５アイコンＩＣ５は、運転
中の設定温度に対応する四角形と、それよりも左側にある四角形とが、塗りつぶされて表
示される。図５においては、設定温度が２８度に設定されていることを示すために、左か
ら数えて１１番目の（第５タッチ入力部７５ｋに重畳する）四角形と、それよりも左側に
ある（第５タッチ入力部７５ａ～７５ｊに重畳する）四角形とが塗りつぶされて表示され
ており、１１番目以降の（第５タッチ入力部７５ｌ～７５ｏに重畳する）四角形は外郭の
みが表示されている。
【００８４】
　また、第６タッチ入力部７６と重畳するように、室内ユニット２０及び室内ユニット２
０から吹出される風を表す図形（以下の説明では、説明の便宜上、当該図形を第６アイコ
ンＩＣ６と称する）が表示される。第６アイコンＩＣ６は、運転中における風向を示して
おり、設定されている風向に応じて、室内ユニット２０から吹出される風を表す図形（三
角形及び台形）が上下に移動して表示される。図５においては、設定風向が中に設定され
ていることを示す表示がなされている。
【００８５】
　また、第７タッチ入力部７７と重畳するように、現在の設定風量を示す図形及び文字（
以下の説明では、説明の便宜上、当該図形及び文字を第７アイコンＩＣ７と称する）が表
示される。第７アイコンＩＣ７中の図形は、３枚の羽根を有するプロペラファンの形状を
呈しており、設定風量に応じて塗りつぶされて表示される羽根の数が変更される。より詳
細には、第７アイコンＩＣ７は、設定風量が、弱に設定されると１枚の羽根が塗りつぶさ
れ、中に設定されると２枚の羽根が塗りつぶされ、強に設定されると３枚の羽根が塗りつ
ぶされて表示される。図５においては、設定風量が強であることを示すべく、３枚の羽根
が塗りつぶされて表示され、アイコンの下部に「強風」の文字が表示されている。
【００８６】
　また、第８タッチ入力部７８と重畳するように、現在の時刻を示す数字（以下の説明で
は、説明の便宜上、当該アイコンを第８アイコンＩＣ８と称する）が表示される。図５に
おいては、午後１０時１０分であることを示すべく「２２：１０」と表示されている。ま
た、タイマーが設定されると、現在の時刻の右にはタイマーオフの時刻（以下の説明では
、説明の便宜上、当該タイマーオフの時刻表示をタイマーアイコンＩＣｔと称する）が、
第８タッチ入力部７８と重畳するように表示される。図５においては、タイマーオフ時刻
が１時間後の午後１１時１０分であることを示すべく「タイマーオフ２３：１０」と表示
されている。
【００８７】
　また、第９タッチ入力部７９と重畳するように（すなわち、Ｆ１キー５２ａの直上にお
いて）、Ｆ１キー５２ａ及び第９タッチ入力部７９に割り当てられた共通機能（第３共通
機能）を示す文字（以下の説明では、説明の便宜上、当該文字を第９アイコンＩＣ９と称
する）が表示される。図５においては、Ｆ１キー５２ａに第３共通機能が割り当てられて
いることを示すべく、「選択」の文字が表示されている。
【００８８】
　また、第１０タッチ入力部８０と重畳するように（すなわち、Ｆ２キー５２ｂの直上に
おいて）、Ｆ２キー５２ｂ及び第１０タッチ入力部８０に割り当てられた共通機能（第１
共通機能）を示す文字（以下の説明では、説明の便宜上、当該文字を第１０アイコンＩＣ
１０と称する）が表示される。図５においては、Ｆ２キー５２ｂに第１共通機能が割り当
てられていることを示すべく、「決定」の文字が表示されている。
【００８９】
　また、第１１タッチ入力部８１と重畳するように（すなわち、Ｆ３キー５２ｃの直上に
おいて）、Ｆ３キー５２ｃ及び第１１タッチ入力部８１に割り当てられた共通機能（第２
共通機能）を示す文字（以下の説明では、説明の便宜上、当該文字を第１１アイコンＩＣ
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１１と称する）が表示される。図５においては、Ｆ３キー５２ｃに第２共通機能が割り当
てられていることを示すべく、「キャンセル」の文字が表示されている。
【００９０】
　入力制御部９３は、待受けモードにおいて、第１タッチ信号～第８タッチ信号及び第５
タッチ信号（ａ）～（ｏ）のいずれかを取得すると、待受けモードから所定のモードに遷
移して処理を行う。
【００９１】
　例えば、入力制御部９３は、待受けモードにおいて、第１タッチ信号、第２タッチ信号
又は第３タッチ信号を取得する（第１アイコンＩＣ１、第２アイコンＩＣ２又は第３アイ
コンＩＣ３にそれぞれ重畳する第１タッチ入力部７１、第２タッチ入力部７２又は第３タ
ッチ入力部７３にタッチされる）と、運転切換モードに遷移する。
【００９２】
　また、入力制御部９３は、待受けモードにおいて、第４タッチ信号及び第５タッチ信号
（ａ）～（ｏ）のいずれかを取得する（第４アイコンＩＣ４又は第５アイコンＩＣ５に重
畳する第４タッチ入力部７４又は第５タッチ入力部７５にタッチされる）と設定温度切換
モードに、遷移する。
【００９３】
　また、入力制御部９３は、待受けモードにおいて、第６タッチ信号を取得する（第６ア
イコンＩＣ６に重畳する第６タッチ入力部７６にタッチされる）と風向切換モードに、第
７タッチ信号を取得する（第７アイコンＩＣ７に重畳する第７タッチ入力部７７にタッチ
される）と風量切換モードに、第８タッチ信号を取得する（第８アイコンＩＣ８に重畳す
る第８タッチ入力部７８にタッチされる）とタイマー設定モードに、それぞれ遷移する。
【００９４】
　また、上述のように、第９タッチ入力部及びＦ１キー５２ａには、共通機能としての第
３共通機能（選択中の事項から他へ選択を移動する又は制御モードを遷移させる機能）が
割り当てられている。これをうけて、入力制御部９３は、待受けモードにおいて、第９タ
ッチ信号又はＦ１入力信号を取得する（第９アイコンＩＣ９に重畳する第９タッチ入力部
７９にタッチされるか、Ｆ１キー５２ａを押下される）と設定項目選択モードに遷移する
。
【００９５】
　また、待受けモード時において、ケーブルＣ３及びインターフェース９８を介して外部
記憶装置１１０等の外部機器が接続される（図４参照）と、共通機能設定部９６は、これ
を認識して、共通機能割当モードに遷移する。
【００９６】
　入力制御部９３又は共通機能設定部９６は、遷移したモードに応じた信号を表示制御部
９４に出力する。表示制御部９４は、これを受けて各制御モードに対応する表示データ信
号を生成して、液晶表示部６１に出力する。
【００９７】
　（４－２）運転切換モード時の処理
　表示制御部９４は、入力制御部９３から運転切換えモードに遷移した旨の信号を受ける
と、所定の表示データ信号を生成して液晶表示部６１に出力する。これを受けて液晶表示
部６１は、バックライトの輝度を強に設定するとともに第１アイコンＩＣ１を一定周期で
点滅して表示する。なお、第２アイコンＩＣ２から第８アイコンＩＣ８及びタイマーアイ
コンＩＣｔについては表示しない。以下の説明においては、当該状態を、運転切換えモー
ドの第１状態と称する。
【００９８】
　入力制御部９３は、運転切換モードの第１状態において、第１アイコンＩＣ１として「
冷房」が点滅表示されている場合に、第２タッチ信号を取得する（第２アイコンＩＣ２に
重畳する第２タッチ入力部７２をタッチされる）か、第９タッチ信号を取得する（第９ア
イコンＩＣ９に重畳する第９タッチ入力部７９をタッチされる）か、Ｆ１入力信号を取得
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する（Ｆ１キー５２ａを押下される）と、選択されている運転モードが暖房に変更された
と判断して、その旨の信号を表示制御部９４に出力する。表示制御部９４は当該信号を受
けて、所定の表示データ信号を生成して液晶表示部６１に出力する。液晶表示部６１は、
当該表示データ信号を受けて、点滅表示する第１アイコンＩＣ１を「冷房」から「暖房」
に変更する（図６を参照）。以下の説明においては、当該状態を、運転切換えモードの第
２状態と称する。
【００９９】
　また、入力制御部９３は、運転切換モードの第１状態（第１アイコンＩＣ１として「冷
房」が点滅表示されている場合）において第３タッチ信号を取得する（第３アイコンＩＣ
３に重畳する第３タッチ入力部７３をタッチされる）か、第２状態（第１アイコンＩＣ１
として「暖房」が点滅表示されている場合に）において第２タッチ信号を取得する（第２
アイコンＩＣ２に重畳する第２タッチ入力部７２をタッチされる）か、第９タッチ信号を
取得する（第９アイコンＩＣ９に重畳する第９タッチ入力部７９をタッチされる）か、Ｆ
１入力信号を取得する（Ｆ１キー５２ａを押下される）と、選択されている運転モードが
冷房又は暖房から除湿に変更されたと判断して、その旨の信号を表示制御部９４に出力す
る。表示制御部９４は当該信号を受けて、所定の表示データ信号を生成して液晶表示部６
１に出力する。液晶表示部６１は、当該表示データ信号を受けて、点滅表示する第１アイ
コンＩＣ１を「冷房」又は「暖房」から「除湿」に変更する（図７を参照）。以下の説明
においては、当該状態を、運転切換えモードの第３状態と称する。
【０１００】
　入力制御部９３は、運転切換モードの第１状態、第２状態又は第３状態において、第１
タッチ信号を取得する（第１アイコンＩＣ１に重畳する第１タッチ入力部７１をタッチさ
れる）か、第１０タッチ信号を取得する（第１０アイコンＩＣ１０に重畳する第１０タッ
チ入力部８０をタッチされる）か、Ｆ２入力信号を取得する（Ｆ２キー５２ｂを押下され
る）と、選択されている運転モードに決定されたと判断して、表示制御部９４にその旨の
信号を出力する。そして、入力制御部９３は、決定された運転モードに切り換える旨の運
転切換信号を生成して通信部９７に出力する。
【０１０１】
　表示制御部９４は、運転モードが決定された旨の信号を入力制御部９３から受けて、所
定の表示データ信号を液晶表示部６１に出力する。これを受けて、液晶表示部６１は、第
１アイコンＩＣ１の表示を点滅から点灯に変更するとともに、第２アイコンＩＣ２から第
８アイコンＩＣ８を表示し（タイマーが設定されている場合はタイマーアイコンＩＣｔも
表示する）、また、所定時間経過後にバックライトの輝度を強から弱に切り換える。
【０１０２】
　通信部９７は、入力制御部９３から出力された運転切換信号を所定のプロトコルによっ
て、室内ユニット制御部２２に送信する。
【０１０３】
　また、入力制御部９３は、運転切換モードの第１状態において、第１１タッチ信号又は
Ｆ３入力信号を取得すると待受けモードに遷移し、その旨の信号を表示制御部９４に出力
する。
【０１０４】
　また、入力制御部９３は、運転切換モードの第２状態又は第３態において、第１１タッ
チ信号又はＦ３入力信号を取得すると、第１状態に遷移し、その旨の信号を表示制御部９
４に出力する。
【０１０５】
　（４－３）設定温度切換モード時の処理
　表示制御部９４は、入力制御部９３から設定温度切換モードに遷移した旨の信号を受け
ると、所定の表示データ信号を生成して液晶表示部６１に出力する。これを受けて液晶表
示部６１は、バックライトの輝度を強に設定するとともに第４アイコンＩＣ４を一定周期
で点滅して表示する。なお、第１アイコンＩＣ１から第３アイコンＩＣ３、第６アイコン
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ＩＣ６から第８アイコンＩＣ８及びタイマーアイコンＩＣｔについては表示しない。以下
の説明においては、当該状態を、設定温度切換モードの第１状態と称する。
【０１０６】
　入力制御部９３は、設定温度切換モードの第１状態において、第５タッチ信号（（ａ）
～（ｏ））を取得する（第５アイコンＩＣ５に重畳する第５タッチ入力部７５をタッチさ
れる）
か、第９タッチ信号を取得する（第９アイコンＩＣ９に重畳する第９タッチ入力部７９を
タッチされる）か、Ｆ１入力信号を取得する（Ｆ１キー５２ａを押下される）と、選択さ
れている設定温度が変更されたと判断して、その旨の信号を表示制御部９４に出力する。
表示制御部９４は当該信号を受けて、所定の表示データ信号を生成して液晶表示部６１に
出力する。液晶表示部６１は、当該表示データ信号を受けて、点滅表示する第４アイコン
ＩＣ４の数字及び第５アイコンＩＣ５において塗りつぶし表示する四角形を適宜変更する
。以下の説明においては、当該状態を、設定温度切換モードの第２状態と称する。
【０１０７】
　例えば、設定温度切換モードの第１状態（設定温度２８度）において、第５タッチ入力
部７５ｃがタッチされるか、第９タッチ入力部７９を７回タッチされるか、Ｆ１キー５２
ａを７回押下されると、液晶表示部６１は、図８に示すように、点滅表示する第４アイコ
ンＩＣ４を「２８℃」から「２０℃」に変更するとともに、第５アイコンＩＣ５において
左から３個目までの四角形（第５タッチ入力部７５ａ～７５ｃに重畳する四角形）の塗り
つぶし表示を行う。
【０１０８】
　また、例えば、設定温度切換モードの第１状態（設定温度２８度）において、第５タッ
チ入力部７５ｍがタッチされるか、第９タッチ入力部７９を２回タッチされるか、Ｆ１キ
ー５２ａを２回押下されると、液晶表示部６１は、図９に示すように、点滅表示する第４
アイコンＩＣ４を「２８℃」から「３０℃」に変更するとともに、第５アイコンＩＣ５に
おいて左から１３個目までの四角形（第５タッチ入力部７５ａ～７５ｍに重畳する四角形
）の塗りつぶし表示を行う。
【０１０９】
　入力制御部９３は、設定温度切換モードの第１状態又は第２状態において、第４タッチ
信号を取得する（第４アイコンＩＣ４に重畳する第４タッチ入力部７４をタッチされる）
か、第１０タッチ信号を取得する（第１０アイコンＩＣ１０に重畳する第１０タッチ入力
部８０をタッチされる）か、Ｆ２入力信号を取得する（Ｆ２キー５２ｂを押下される）と
、選択されている設定温度に決定されたと判断して、表示制御部９４にその旨の信号を出
力する。そして、入力制御部９３は、決定された設定温度に切り換える旨の設定温度切換
信号を生成して通信部９７に出力する。
【０１１０】
　表示制御部９４は、設定温度が決定された旨の信号を入力制御部９３から受けて、所定
の表示データ信号を液晶表示部６１に出力する。これを受けて、液晶表示部６１は、第４
アイコンＩＣ４の表示を点滅から点灯に変更するとともに、第１アイコンＩＣ１から第３
アイコンＩＣ３及び第６アイコンＩＣ６から第８アイコンＩＣ８を表示し（タイマーが設
定されている場合はタイマーアイコンＩＣｔも表示する）、また、所定時間経過後にバッ
クライトの輝度を強から弱に切り換える。
【０１１１】
　通信部９７は、入力制御部９３から出力された設定温度切換信号を所定のプロトコルに
よって、室内ユニット制御部２２に送信する。
【０１１２】
　また、入力制御部９３は、設定温度切換モードの第１状態において、第１１タッチ信号
又はＦ３入力信号を取得すると待受けモードに遷移し、その旨の信号を表示制御部９４に
出力する。
【０１１３】
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　また、入力制御部９３は、設定温度切換モードの第２状態において、第１１タッチ信号
又はＦ３入力信号を取得すると、第１状態に遷移し、その旨の信号を表示制御部９４に出
力する。
【０１１４】
　（４－４）風向切換モード時の処理
　表示制御部９４は、入力制御部９３から風向切換モードに遷移した旨の信号を受けると
、所定の表示データ信号を生成して液晶表示部６１に出力する。これを受けて液晶表示部
６１は、バックライトの輝度を強に設定するとともに第６アイコンＩＣ６を一定周期で点
滅して表示する。なお、第１アイコンＩＣ１から第５アイコンＩＣ５、第７アイコンＩＣ
７第８アイコンＩＣ８及びタイマーアイコンＩＣｔについては表示しない。以下の説明に
おいては、当該状態を、風向切換モードの第１状態と称する。
【０１１５】
　入力制御部９３は、風向切換モードの第１状態において、第９タッチ信号を取得する（
第９アイコンＩＣ９に重畳する第９タッチ入力部７９をタッチされる）か、Ｆ１入力信号
を取得する（Ｆ１キー５２ａを押下される）と、選択されている風向が１段階変更された
と判断して、その旨の信号を表示制御部９４に出力する。表示制御部９４は当該信号を受
けて、所定の表示データ信号を生成して液晶表示部６１に出力する。液晶表示部６１は、
当該表示データ信号を受けて、点滅表示する第６アイコンＩＣ６を変更する。以下の説明
においては、当該状態を、風向切換モードの第２状態と称する。
【０１１６】
　例えば、風向切換モードの第１状態において、選択されている風向が中である時に第９
タッチ入力部７９又はＦ１キー５２ａが押されると、点滅表示される第６アイコンＩＣ６
において、選択されている風向が上であることを示す表示に変更される（図１０を参照）
。また、風向切換モードの第１状態において、選択されている風向が上である時に第９タ
ッチ入力部７９又はＦ１キー５２ａが押されると、点滅表示される第６アイコンＩＣ６に
おいて、選択されている風向が下であることを示す表示に変更される（図１１を参照）。
【０１１７】
　入力制御部９３は、風向切換モードの第２状態において、第９タッチ信号を取得する（
第９アイコンＩＣ９に重畳する第９タッチ入力部７９をタッチされる）か、Ｆ１入力信号
を取得する（Ｆ１キー５２ａを押下される）と、選択されている風向がさらに１段階変更
されたと判断して、その旨の信号を表示制御部９４に出力する。表示制御部９４は当該信
号を受けて、所定の表示データ信号を生成して液晶表示部６１に出力する。液晶表示部６
１は、当該表示データ信号を受けて、点滅表示する第６アイコンＩＣ６を変更する。以下
の説明においては、当該状態を、風向切換モードの第３状態と称する。
【０１１８】
　例えば、風向切換モードの第２状態において、選択されている風向が上である時に第９
タッチ入力部７９又はＦ１キー５２ａが押されると、点滅表示される第６アイコンＩＣ６
において、選択されている風向が下であることを示す表示に変更される（図１１を参照）
。また、風向切換モードの第２状態において、選択されている風向が中である時に第９タ
ッチ入力部７９又はＦ１キー５２ａが押されると、点滅表示される第６アイコンＩＣ６に
おいて、選択されている風向が上であることを示す表示に変更される（図１０を参照）。
【０１１９】
　入力制御部９３は、風向切換モードの第１状態、第２状態又は第３状態において、第６
タッチ信号を取得する（第６アイコンＩＣ６に重畳する第６タッチ入力部７６をタッチさ
れる）か、第１０タッチ信号を取得する（第１０アイコンＩＣ１０に重畳する第１０タッ
チ入力部８０をタッチされる）か、Ｆ２入力信号を取得する（Ｆ２キー５２ｂを押下され
る）と、選択されている風向に決定されたと判断して、表示制御部９４にその旨の信号を
出力する。そして、入力制御部９３は、決定された風向に切り換える旨の風向切換信号を
生成して通信部９７に出力する。
【０１２０】
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　表示制御部９４は、風向が決定された旨の信号を入力制御部９３から受けて、所定の表
示データ信号を液晶表示部６１に出力する。これを受けて、液晶表示部６１は、第６アイ
コンＩＣ６の表示を点滅から点灯に変更するとともに、第１アイコンＩＣ１から第５アイ
コンＩＣ５、第７アイコンＩＣ７及び第８アイコンＩＣ８を表示し（タイマーが設定され
ている場合はタイマーアイコンＩＣｔも表示する）、また、所定時間経過後にバックライ
トの輝度を強から弱に切り換える。
【０１２１】
　通信部９７は、入力制御部９３から出力された風向切換信号を所定のプロトコルによっ
て、室内ユニット制御部２２に送信する。
【０１２２】
　また、入力制御部９３は、風向切換モードの第１状態において、第１１タッチ信号又は
Ｆ３入力信号を取得すると待受けモードに遷移し、その旨の信号を表示制御部９４に出力
する。
【０１２３】
　また、入力制御部９３は、風向切換モードの第２状態又は第３状態において、第１１タ
ッチ信号又はＦ３入力信号を取得すると、第１状態に遷移し、その旨の信号を表示制御部
９４に出力する。
【０１２４】
　（４－５）風量切換モード時の処理
　表示制御部９４は、入力制御部９３から風量切換モードに遷移した旨の信号を受けると
、所定の表示データ信号を生成して液晶表示部６１に出力する。これを受けて液晶表示部
６１は、バックライトの輝度を強に設定するとともに第７アイコンＩＣ７を一定周期で点
滅して表示する。なお、第１アイコンＩＣ１から第６アイコンＩＣ６、第８アイコンＩＣ
８及びタイマーアイコンＩＣｔについては表示しない。以下の説明においては、当該状態
を、風量切換モードの第１状態と称する。
【０１２５】
　入力制御部９３は、風量切換モードの第１状態において、第９タッチ信号を取得する（
第９アイコンＩＣ９に重畳する第９タッチ入力部７９をタッチされる）か、Ｆ１入力信号
を取得する（Ｆ１キー５２ａを押下される）と、選択されている設定風量が１段階変更さ
れたと判断して、その旨の信号を表示制御部９４に出力する。表示制御部９４は当該信号
を受けて、所定の表示データ信号を生成して液晶表示部６１に出力する。液晶表示部６１
は、当該表示データ信号を受けて、点滅表示する第７アイコンＩＣ７を変更する。以下の
説明においては、当該状態を、風量切換モードの第２状態と称する。
【０１２６】
　例えば、風量切換モードの第１状態において、選択されている設定風量が強である時に
第９タッチ入力部７９又はＦ１キー５２ａが押されると、点滅表示される第７アイコンＩ
Ｃ７において、選択されている風量が弱であることを示す表示に変更される（図１２を参
照）。また、風量切換モードの第１状態において、選択されている設定風量が弱である時
に、第９タッチ入力部７９又はＦ１キー５２ａが押されると、点滅表示される第７アイコ
ンＩＣ７において、選択されている風量が中であることを示す表示に変更される（図１３
を参照）。
【０１２７】
　入力制御部９３は、風量切換モードの第２状態において、第９タッチ信号を取得する（
第９アイコンＩＣ９に重畳する第９タッチ入力部７９をタッチされる）か、Ｆ１入力信号
を取得する（Ｆ１キー５２ａを押下される）と、選択されている設定風量が１段階変更さ
れたと判断して、その旨の信号を表示制御部９４に出力する。表示制御部９４は当該信号
を受けて、所定の表示データ信号を生成して液晶表示部６１に出力する。液晶表示部６１
は、当該表示データ信号を受けて、点滅表示する第７アイコンＩＣ７を変更する。以下の
説明においては、当該状態を、風量切換モードの第３状態と称する。
【０１２８】
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　例えば、風量切換モードの第２状態において、選択されている設定風量が弱である時に
第９タッチ入力部７９又はＦ１キー５２ａが押されると、点滅表示される第７アイコンＩ
Ｃ７において、選択されている風量が中であることを示す表示に変更される（図１３を参
照）。また、風量切換モードの第２状態において、選択されている設定風量が強である時
に、第９タッチ入力部７９又はＦ１キー５２ａが押されると、点滅表示される第７アイコ
ンＩＣ７において、選択されている風量が弱であることを示す表示に変更される（図１２
を参照）。
【０１２９】
　入力制御部９３は、風量切換モードの第１状態、第２状態又は第３状態において、第７
タッチ信号を取得する（第７アイコンＩＣ７に重畳する第７タッチ入力部７７をタッチさ
れる）か、第１０タッチ信号を取得する（第１０アイコンＩＣ１０に重畳する第１０タッ
チ入力部８０をタッチされる）か、Ｆ２入力信号を取得する（Ｆ２キー５２ｂを押下され
る）と、選択されている風量に決定されたと判断して、表示制御部９４にその旨の信号を
出力する。そして、入力制御部９３は、決定された風量に切り換える旨の風量切換信号を
生成して通信部９７に出力する。
【０１３０】
　表示制御部９４は、風量が決定された旨の信号を入力制御部９３から受けて、所定の表
示データ信号を液晶表示部６１に出力する。これを受けて、液晶表示部６１は、第７アイ
コンＩＣ７の表示を点滅から点灯に変更するとともに、第１アイコンＩＣ１から第６アイ
コンＩＣ６及び第８アイコンＩＣ８を表示し（タイマーが設定されている場合はタイマー
アイコンＩＣｔも表示する）、また、所定時間経過後にバックライトの輝度を強から弱に
切り換える。
【０１３１】
　通信部９７は、入力制御部９３から出力された風量切換信号を所定のプロトコルによっ
て、室内ユニット制御部２２に送信する。
【０１３２】
　また、入力制御部９３は、風量切換モードの第１状態において、第１１タッチ信号又は
Ｆ３入力信号を取得すると待受けモードに遷移し、その旨の信号を表示制御部９４に出力
する。
【０１３３】
　また、入力制御部９３は、風量切換モードの第２状態又は第３状態において、第１１タ
ッチ信号又はＦ３入力信号を取得すると、第１状態に遷移し、その旨の信号を表示制御部
９４に出力する。
【０１３４】
　（４－６）タイマー設定モード時の処理
　表示制御部９４は、入力制御部９３からタイマー設定モードに遷移した旨の信号を受け
ると、所定の表示データ信号を生成して液晶表示部６１に出力する。これを受けて液晶表
示部６１は、バックライトの輝度を強に設定するとともにタイマーアイコンＩＣｔを一定
周期で点滅して表示する。なお、第１アイコンＩＣ１から第７アイコンＩＣ７については
表示しない。以下の説明においては、当該状態を、タイマー設定モードの第１状態と称す
る。
【０１３５】
　入力制御部９３は、タイマー設定モードの第１状態において、第９タッチ信号を取得す
る（第９アイコンＩＣ９に重畳する第９タッチ入力部７９をタッチされる）か、Ｆ１入力
信号を取得する（Ｆ１キー５２ａを押下される）と、選択されているタイマーオフの設定
時刻が１段階変更されたと判断して、その旨の信号を表示制御部９４に出力する。表示制
御部９４は当該信号を受けて、所定の表示データ信号を生成して液晶表示部６１に出力す
る。液晶表示部６１は、当該表示データ信号を受けて、点滅表示するタイマーアイコンＩ
Ｃｔを変更する。以下の説明においては、当該状態を、タイマー設定モードの第２状態と
称する。
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【０１３６】
　なお、本実施形態において、タイマーオフの設定時刻は、３０分を１段階として設定さ
れる。このため、タイマー設定モードの第１状態において、第９タッチ入力部７９又はＦ
１キー５２ａが１回押される毎に、点滅表示されるタイマーアイコンＩＣｔにおいて、３
０分ずつ増加するようになっている。
【０１３７】
　例えば、タイマー設定モードの第１状態において、点滅表示されるタイマーアイコンＩ
Ｃｔが「２３：１０」である時に、第９タッチ入力部７９又はＦ１キー５２ａが１回押さ
れると、タイマーアイコンＩＣｔは「２３：４０」に変更される（図１４を参照）。また
、第９タッチ入力部７９又はＦ１キー５２ａが２回押されると、点滅表示されるタイマー
アイコンＩＣｔは「００：１０」に変更される（図１５を参照）。
【０１３８】
　入力制御部９３は、タイマー設定モードの第１状態又は第２状態において、第８タッチ
信号を取得する（タイマーアイコンＩＣｔに重畳する第８タッチ入力部７８にタッチされ
る）か、第１０タッチ信号を取得する（第１０アイコンＩＣ１０に重畳する第１０タッチ
入力部８０をタッチされる）か、Ｆ２入力信号を取得する（Ｆ２キー５２ｂを押下される
）と、選択されているタイマーオフ設定時刻に決定されたと判断して、表示制御部９４に
その旨の信号を出力する。そして、入力制御部９３は、決定された設定時刻にタイマーオ
フを行う旨のタイマーオフ信号を生成してタイマー制御部９５に出力する。
【０１３９】
　表示制御部９４は、タイマーオフ設定時刻が決定された旨の信号を入力制御部９３から
受けて、所定の表示データ信号を液晶表示部６１に出力する。これを受けて、液晶表示部
６１は、タイマーアイコンＩＣｔを点滅から点灯に変更するとともに、第１アイコンＩＣ
１から第７アイコンＩＣ７を表示し、また、所定時間経過後にバックライトの輝度を強か
ら弱に切り換える。
【０１４０】
　タイマー制御部９５は、入力制御部９３から出力されたタイマーオフ信号を受けて、当
該タイマーオフ信号において指定された設定時刻になると、運転停止信号を生成して、表
示制御部９４及び通信部９７に出力する。
【０１４１】
　通信部９７は、タイマー制御部９５から出力された運転停止信号を受けると、これを所
定のプロトコルによって室内ユニット制御部２２に送信する。
【０１４２】
　表示制御部９４は、タイマー制御部９５から出力された運転停止信号を受けると、表示
停止信号を生成して、液晶表示部６１に出力する。
【０１４３】
　また、入力制御部９３は、タイマー設定モードの第１状態において、第１１タッチ信号
又はＦ３入力信号を取得すると待受けモードに遷移し、その旨の信号を表示制御部９４に
出力する。
【０１４４】
　また、入力制御部９３は、タイマー設定モードの第２状態において、第１１タッチ信号
又はＦ３入力信号を取得すると、第１状態に遷移し、その旨の信号を表示制御部９４に出
力する。
【０１４５】
　（４－７）設定項目選択モード時の処理
　表示制御部９４は、入力制御部９３から設定項目選択モードに遷移した旨の信号を受け
ると、所定の表示データ信号を生成して液晶表示部６１に出力する。これを受けて液晶表
示部６１は、バックライトの輝度を強に設定するとともに第１アイコンＩＣ１を一定周期
で点滅して表示する。以下の説明においては、当該状態を、設定項目選択モードの第１状
態と称する。
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【０１４６】
　入力制御部９３は、設定項目選択モードの第１状態において、第９タッチ信号を取得す
る（第９アイコンＩＣ９に重畳する第９タッチ入力部７９をタッチされる）か、Ｆ１入力
信号を取得する（Ｆ１キー５２ａを押下される）と、選択されている設定項目から他の設
定項目へ選択が移されたと判断して、その旨の信号を表示制御部９４に出力する。表示制
御部９４は当該信号を受けて、所定の表示データ信号を生成して液晶表示部６１に出力す
る。液晶表示部６１は、当該表示データ信号を受けて、点滅表示している第１アイコンＩ
Ｃ１を点灯表示に切り換えるとともに第４アイコンＩＣ４を点滅表示する。以下の説明に
おいては、当該状態を、設定項目選択モードの第２状態と称する。
【０１４７】
　入力制御部９３は、設定項目選択モードの第２状態において、第９タッチ信号を取得す
る（第９アイコンＩＣ９に重畳する第９タッチ入力部７９をタッチされる）か、Ｆ１入力
信号を取得する（Ｆ１キー５２ａを押下される）と、選択されている設定項目から他の設
定項目へ選択が移されたと判断して、その旨の信号を表示制御部９４に出力する。表示制
御部９４は当該信号を受けて、所定の表示データ信号を生成して液晶表示部６１に出力す
る。液晶表示部６１は、当該表示データ信号を受けて、点滅表示している第４アイコンＩ
Ｃ４を点灯表示に切り換えるとともに第６アイコンＩＣ６を点滅表示する。以下の説明に
おいては、当該状態を、設定項目選択モードの第３状態と称する。
【０１４８】
　入力制御部９３は、設定項目選択モードの第３状態において、第９タッチ信号を取得す
る（第９アイコンＩＣ９に重畳する第９タッチ入力部７９をタッチされる）か、Ｆ１入力
信号を取得する（Ｆ１キー５２ａを押下される）と、選択されている設定項目から他の設
定項目へ選択が移されたと判断して、その旨の信号を表示制御部９４に出力する。表示制
御部９４は当該信号を受けて、所定の表示データ信号を生成して液晶表示部６１に出力す
る。液晶表示部６１は、当該表示データ信号を受けて、点滅表示している第６アイコンＩ
Ｃ６を点灯表示に切り換えるとともに第７アイコンＩＣ７を点滅表示する。以下の説明に
おいては、当該状態を、設定項目選択モードの第４状態と称する。
【０１４９】
　入力制御部９３は、設定項目選択モードの第４状態において、第９タッチ信号を取得す
る（第９アイコンＩＣ９に重畳する第９タッチ入力部７９をタッチされる）か、Ｆ１入力
信号を取得する（Ｆ１キー５２ａを押下される）と、選択されている設定項目から他の設
定項目へ選択が移されたと判断して、その旨の信号を表示制御部９４に出力する。表示制
御部９４は当該信号を受けて、所定の表示データ信号を生成して液晶表示部６１に出力す
る。液晶表示部６１は、当該表示データ信号を受けて、点滅表示している第７アイコンＩ
Ｃ７を点灯表示に切り換えるとともにタイマーアイコンＩＣｔを点滅表示する。以下の説
明においては、当該状態を、設定項目選択モードの第５状態と称する。
【０１５０】
　入力制御部９３は、設定項目選択モードの第５状態において、第９タッチ信号を取得す
る（第９アイコンＩＣ９に重畳する第９タッチ入力部７９をタッチされる）か、Ｆ１入力
信号を取得する（Ｆ１キー５２ａを押下される）と、設定項目選択モードの第１状態に遷
移する。
【０１５１】
　入力制御部９３は、設定項目選択モードの第１状態から第５状態のいずれかにおいて、
所定の信号を取得すると、所定のモードに遷移して処理を行う。
【０１５２】
　具体的には、入力制御部９３は、設定項目選択モードの第１状態において、第１タッチ
信号を取得する（第１アイコンＩＣ１に重畳する第１タッチ入力部７１にタッチされる）
か、第１０タッチ信号を取得する（第１０アイコンＩＣ１０に重畳する第１０タッチ入力
部８０をタッチされる）か、Ｆ２入力信号を取得する（Ｆ２キー５２ｂを押下される）と
、運転切換モードに遷移し、その旨の信号を表示制御部９４に出力する。



(22) JP 5835310 B2 2015.12.24

10

20

30

40

50

【０１５３】
　また、入力制御部９３は、設定項目選択モードの第２状態において、第４タッチ信号を
取得する（第４アイコンＩＣ４に重畳する第４タッチ入力部７４にタッチされる）か、第
１０タッチ信号を取得する（第１０アイコンＩＣ１０に重畳する第１０タッチ入力部８０
をタッチされる）か、Ｆ２入力信号を取得する（Ｆ２キー５２ｂを押下される）と、設定
温度切換モードに遷移し、その旨の信号を表示制御部９４に出力する。
【０１５４】
　また、入力制御部９３は、設定項目選択モードの第３状態において、第６タッチ信号を
取得する（第６アイコンＩＣ６に重畳する第６タッチ入力部７６にタッチされる）か、第
１０タッチ信号を取得する（第１０アイコンＩＣ１０に重畳する第１０タッチ入力部８０
をタッチされる）か、Ｆ２入力信号を取得する（Ｆ２キー５２ｂを押下される）と、風向
切換モードに遷移し、その旨の信号を表示制御部９４に出力する。
【０１５５】
　また、入力制御部９３は、設定項目選択モードの第４状態において、第７タッチ信号を
取得する（第７アイコンＩＣ７に重畳する第７タッチ入力部７７にタッチされる）か、第
１０タッチ信号を取得する（第１０アイコンＩＣ１０に重畳する第１０タッチ入力部８０
をタッチされる）か、Ｆ２入力信号を取得する（Ｆ２キー５２ｂを押下される）と、風量
切換モードに遷移し、その旨の信号を表示制御部９４に出力する。
【０１５６】
　また、入力制御部９３は、設定項目選択モードの第５状態において、第８タッチ信号を
取得する（タイマーアイコンＩＣｔに重畳する第８タッチ入力部７８にタッチされる）か
、第１０タッチ信号を取得する（第１０アイコンＩＣ１０に重畳する第１０タッチ入力部
８０をタッチされる）か、Ｆ２入力信号を取得する（Ｆ２キー５２ｂを押下される）と、
タイマー設定モードに遷移し、その旨の信号を表示制御部９４に出力する。
【０１５７】
　また、入力制御部９３は、設定項目選択モードの第１状態から第５状態のいずれかにお
いて、第１１タッチ信号又はＦ３入力信号を取得すると待受けモードに遷移し、その旨の
信号を表示制御部９４に出力する。
【０１５８】
　（４－８）共通機能割当モード時の処理
　表示制御部９４は、共通機能設定部９６から共通機能割当モードに遷移した旨の信号を
受けると、所定の表示データ信号を生成して液晶表示部６１に出力する。
【０１５９】
　これを受けて、液晶表示部６１は、バックライトの輝度を強に設定するとともに、共通
機能の割り当てを行うファンクションキー５２（５２ａ、５２ｂ又は５２ｃ）をユーザに
選択させるべく「設定するファンクションキーを選択してください。」という文字を表示
する（図１６参照）。この際、液晶表示部６１は、各アイコンの表示は行わず、第９タッ
チ入力部７９と重畳するように「Ｆ１」の文字を点滅表示し、第１０タッチ入力部８０と
重畳するように「Ｆ２」の文字を点滅表示し、第１１タッチ入力部８１と重畳するように
「Ｆ３」の文字を点滅表示する。以下の説明においては、当該状態を、共通機能割当モー
ドの第１状態と称する。
【０１６０】
　共通機能設定部９６は、共通機能割当モードの第１状態において、第９タッチ信号を取
得する（第９タッチ入力部７９をタッチされる）か、Ｆ１入力信号を取得する（Ｆ１キー
５２ａを押下される）と、共通機能の割り当てを行うファンクションキー５２としてＦ１
キー５２ａが選択されたと判断する。また、共通機能設定部９６は、共通機能割当モード
の第１状態において、第１０タッチ信号を取得する（第１０タッチ入力部８０をタッチさ
れる）か、Ｆ２入力信号を取得する（Ｆ２キー５２ｂを押下される）と、共通機能の割り
当てを行うファンクションキー５２としてＦ２キー５２ｂが選択されたと判断する。また
、共通機能設定部９６は、共通機能割当モードの第１状態において、第１１タッチ信号を
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取得する（第１１タッチ入力部８１をタッチされる）か、Ｆ３入力信号を取得する（Ｆ３
キー５２ｃを押下される）と、共通機能の割り当てを行うファンクションキー５２として
Ｆ３キー５２ｃが選択されたと判断する。
【０１６１】
　共通機能設定部９６は、このような判断をした後に、外部記憶装置１１０に格納されて
いる共通機能を取得して、表示制御部９４に出力する。
【０１６２】
　表示制御部９４は、共通機能設定部９６から出力された共通機能を受けて、所定の表示
データ信号を生成して液晶表示部６１に出力する。液晶表示部６１は、当該表示データ信
号を受けて、図１７に示すように、割り当てる共通機能をユーザに選択させるべく「割り
当てる共通機能を選択してください。」という文字を表示し、第１０タッチ入力部８０と
重畳するように共通機能の点滅表示を行う（図１７においては、共通機能としての第１共
通機能を示すべく「決定」の文字が点滅表示されている）。また、これとともに、第９タ
ッチ入力部７９と重畳するように三角形のアイコン（以下の説明においては、当該アイコ
ンを第１選択アイコンＩＣａと称する）を表示し、これと左右対称の三角形のアイコン（
以下の説明においては、当該アイコンを第２選択アイコンＩＣｂと称する）を第１１タッ
チ入力部８１と重畳するように表示する。以下の説明においては、当該状態を、共通機能
割当モードの第２状態と称する。
【０１６３】
　共通機能設定部９６は、共通機能割当モードの第２状態において、第１１タッチ信号を
取得する（第２選択アイコンＩＣｂと重畳する第１１タッチ入力部８１をタッチされる）
か、Ｆ３入力信号を取得する（Ｆ３キー５２ｃを押下される）と、外部記憶装置１１０に
格納されている他の共通機能を取得して、表示制御部９４に出力する。表示制御部９４は
、共通機能設定部９６から出力された共通機能を受けて、所定の表示データ信号を生成し
て液晶表示部６１に出力する。液晶表示部６１は、当該表示データ信号を受けて、図１８
に示すように、第１０タッチ入力部８０と重畳するように他の共通機能の点滅表示を行う
（図１８においては、共通機能としての第２共通機能を示すべく「キャンセル」の文字が
点滅表示されている）。以下の説明においては、当該状態を、共通機能割当モードの第３
状態と称する。
【０１６４】
　共通機能設定部９６は、共通機能割当モードの第２状態において第９タッチ信号を取得
する（第１選択アイコンＩＣａと重畳する第９タッチ入力部７９をタッチされる）かＦ１
入力信号を取得する（Ｆ１キー５２ａを押下される）か、又は、共通機能割当モードの第
３状態において第１１タッチ信号を取得する（第２選択アイコンＩＣｂと重畳する第１１
タッチ入力部８１をタッチされる）かＦ３入力信号を取得する（Ｆ３キー５２ｃを押下さ
れる）と、外部記憶装置１１０に格納されている他の共通機能を取得して、表示制御部９
４に出力する。表示制御部９４は、共通機能設定部９６から出力された共通機能を受けて
、所定の表示データ信号を生成して液晶表示部６１に出力する。液晶表示部６１は、当該
表示データ信号を受けて、図１９に示すように、第１０タッチ入力部８０と重畳するよう
に他の共通機能の点滅表示を行う（図１９においては、共通機能としての第３共通機能を
示すべく「選択」の文字が点滅表示されている）。以下の説明においては、当該状態を、
共通機能割当モードの第４状態と称する。
【０１６５】
　共通機能設定部９６は、共通機能割当モードの第２状態、第３状態又は第４状態におい
て、第１０タッチ信号を取得する（第１０タッチ入力部８０をタッチされる）かＦ２入力
信号を取得する（Ｆ２キー５２ｂを押下される）と、ファンクションキー５２に割り当て
る共通機能が決定されたと判断し、表示制御部９４にその旨の信号を出力するとともに、
第１記憶部９１に格納されている各制御プログラムを書き換える。
【０１６６】
　表示制御部９４は、共通機能設定部９６から出力された信号を受けて、所定の表示デー
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タ信号を生成して液晶表示部６１に出力する。液晶表示部６１は、当該表示データ信号を
受けて、図２０に示すように、共通機能の割り当てが完了したことをユーザに示すべく「
設定が完了しました。」という文字を表示するとともに、Ｆ１キー５２ａに割り当てられ
た共通機能を第９タッチ入力部７９と重畳するように表示し、Ｆ２キー５２ｂに割り当て
られた共通機能を第１０タッチ入力部８０と重畳するように表示し、Ｆ３キー５２ｃに割
り当てられた共通機能を第１１タッチ入力部８１と重畳するように表示する。なお、図２
０においては、Ｆ１キー５２ａに第２共通機能が割り当てられた状態が示されている。以
下の説明においては、当該状態を、共通機能割当モードの第５状態と称する。
【０１６７】
　共通機能設定部９６は、共通機能割当モードの第５状態となってから所定時間（例えば
３秒）が経過すると、次に共通機能の割り当てを行うファンクションキー５２（５２ａ、
５２ｂ又は５２ｃ）をユーザに選択させるべく、共通機能割当モードの第１状態（図１６
参照）に再び遷移する。
【０１６８】
　共通機能設定部９６は、共通機能割当モードの第１状態から第５状態のいずれかにおい
て、インターフェース９８における外部機器（外部記憶装置１１０等）との接続が解除さ
れると、これを認識して、待受けモードに遷移する。
【０１６９】
　（５）タッチキー、ファンクションタッチキー
　上述のように、リモコン３０のタッチスクリーン６０においては、共通機能割当モード
を除く各制御モード時に、複数ある設定項目のいずれかに対し個別に関連づけられた文字
、図形又は記号（第１アイコンＩＣ１～第８アイコンＩＣ８）が表示されている。これら
の第１アイコンＩＣ１から第８アイコンＩＣ８は、重畳する各タッチ入力部（第１タッチ
入力部７１～第８タッチ入力部７８）とあわさって、タッチされることにより所定の機能
を発揮するタッチキーとして機能している。換言すると、タッチスクリーン６０は、共通
機能割当モードを除く各制御モード時に、複数ある設定項目のいずれかに対し個別に関連
づけられた文字、図形又は記号（第１アイコンＩＣ１～第８アイコンＩＣ８）により表示
されるタッチキーを複数（８個）表示している、といえる。このようにタッチキーがタッ
チスクリーン６０に表示されることにより、ユーザは直感的な操作により、空調システム
１００の運転状態の切換えや各種設定を行うことができるようになっている。
【０１７０】
　また、リモコン３０においては、タッチキーの数（８個）は、ファンクションキー５２
の数（３個）より多い。換言すると、ファンクションキー５２の数は、タッチキーの数よ
りも少ない。このため、リモコン３０では、ファンクションキー５２（物理キー５０）の
数が増えることに起因するコンパクト性やデザイン性の低下が抑制されている。
【０１７１】
　また、リモコン３０のタッチスクリーン６０においては、上述のように、共通機能割当
モードを除く各制御モード時に、各ファンクションキー５２に割り当てられた共通機能を
識別するための文字である第９アイコンＩＣ９、第１０アイコンＩＣ１０又は第１１アイ
コンＩＣ１１が、対応するファンクションキー５２の直上に表示されている。これにより
、ユーザは、各ファンクションキー５２に割り当てられている共通機能を直感的に認識で
きるようになっている。
【０１７２】
　また、第９アイコンＩＣ９、第１０アイコンＩＣ１０又は第１１アイコンＩＣ１１は、
第９タッチ入力部７９、第１０タッチ入力部８０又は第１１タッチ入力部８１と重畳して
いるため、ユーザにとっては、第９アイコンＩＣ９、第１０アイコンＩＣ１０又は第１１
アイコンＩＣ１１をタッチすることで、第９タッチ入力部７９（Ｆ１キー５２ａ）、第１
０タッチ入力部８０（Ｆ２キー５２ｂ）又は第１１タッチ入力部８１（Ｆ３キー５２ｃ）
に割り当てられた共通機能が発揮されることとなる。すなわち、第９アイコンＩＣ９、第
１０アイコンＩＣ１０又は第１１アイコンＩＣ１１は、第９タッチ入力部７９、第１０タ
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ッチ入力部８０又は第１１タッチ入力部８１とあわさって、タッチされることにより対応
するファンクションキー５２と同一の共通機能を発揮するファンクションタッチキーとし
て機能している。
【０１７３】
　（６）特徴
　（６－１）
　上記実施形態では、物理キー５０は、タッチスクリーン６０のタッチキー（第１アイコ
ンＩＣ１～第８アイコンＩＣ８）の数（８個）よりも少ない数（３個）のファンクション
キー５２（Ｆ１キー５２ａ、Ｆ２キー５２ｂ及びＦ３キー５２ｃ）を含み、各ファンクシ
ョンキー５２には、運転状態を切り換える際に汎用的に利用される共通機能が割り当てら
れている。
【０１７４】
　これにより、ファンクションキー５２では一部の機能しか実現されないといったことも
なく、操作者に多様な操作方法が提供されている。その結果、手袋を装着した状態で操作
を行う場合であっても、タッチスクリーン６０の各タッチキー（各タッチ入力部）を操作
することなく、ファンクションキー５２を操作して、運転状態の切換えや所望の設定を自
在に行うことが可能となっている。よって、操作性の低下が抑制されている。また、ファ
ンクションキー５２の数がタッチスクリーン６０のタッチキーの数よりも少ないことから
、ファンクションキー５２の数が増えてコンパクト性やデザイン性が低下することも抑制
されている。
【０１７５】
　（６－２）
　上記実施形態では、タッチスクリーン６０の液晶表示部６１は、各ファンクションキー
５２（Ｆ１キー５２ａ、Ｆ２キー５２ｂ及びＦ３キー５２ｃ）の直上において、当該ファ
ンクションキー５２に割り当てられた機能を識別するための文字である第９アイコンＩＣ
９、第１０アイコンＩＣ１０及び第１１アイコンＩＣ１１の表示（機能表示）を行ってい
る。これにより、操作者が各ファンクションキー５２に割り当てられた機能を容易に判別
することが可能となっている。
【０１７６】
　（６－３）
　上記実施形態では、第９アイコンＩＣ９、第１０アイコンＩＣ１０及び第１１アイコン
ＩＣ１１は、タッチされることにより、各アイコンが対応するファンクションキー５２と
同一の機能を発揮するファンクションタッチキーとして機能している。これにより、操作
者に多様な操作方法が提供され、操作の自由度が増している。
【０１７７】
　（６－４）
　上記実施形態では、共通機能設定部９６は、外部記憶装置１１０からいずれかの共通機
能を選択して各ファンクションキー５２に割り当てている。これにより、各ファンクショ
ンキー５２に割り当てる共通機能を、ユーザが任意に選択できるようになっている。
【０１７８】
　（６－５）
　上記実施形態では、共通機能設定部９６は、外部機器を接続するための接続部としての
インターフェース９８を介して、外部記憶装置１１０と接続されている。これにより、フ
ァンクションキー５２への共通機能の割り当てを、容易に行えるようになっている。
【０１７９】
　（６－６）
　上記実施形態では、共通機能は、第１共通機能、第２共通機能及び第３共通機能のいず
れかであり、第１共通機能から第３共通機能のそれぞれは、操作者にとって直感的に理解
しうる機能である。これにより、操作者は、ファンクションキー５２を操作して運転状態
の切換えや所望の設定を容易に行えるようになっている。
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【０１８０】
　（７）変形例
　（７－１）変形例Ａ
　上記実施形態では、リモコン３０は、ヒートポンプシステムとして空調システム１００
に適用されたが、これに限定されない。例えば、リモコン３０は、ヒートポンプシステム
としての給湯器や除湿器に適用されてもよい。また、リモコン３０は、換気装置や空気清
浄機等に適用されてもよい。
【０１８１】
　（７－２）変形例Ｂ
　上記実施形態では、室内ユニット２０は、いわゆる天井埋込み型又は天井吊下げ型のも
のが採用されたが、これに限定されず、例えば壁掛け型や床置き型のものであってもよい
。
【０１８２】
　（７－３）変形例Ｃ
　上記実施形態では、リモコン３０は、１台の室内ユニット２０の室内ユニット制御部２
２と接続されていたが、これに限定されず、複数台の室内ユニット２０の室内ユニット制
御部２２と接続されてもよい。
【０１８３】
　また、リモコン３０は、室内ユニット２０の室内ユニット制御部２２とケーブルＣ２で
接続されて通信を行っていたが、これに限定されず、赤外線等により無線通信を行っても
よい。係る場合、リモコン３０に電池等の電源を配設してリモコン３０の各部に電源を供
給すればよい。
【０１８４】
　また、リモコン３０を、室内ユニット制御部２２ではなく、室外ユニット制御部と接続
するようにしてもよい。係る場合、室外ユニット制御部を経由して室内ユニット制御部２
２にリモコン３０からの信号が送信されることとなる。
【０１８５】
　（７－４）変形例Ｄ
　上記実施形態では、リモートコントロール装置としてリモコン３０が採用された。しか
し、これに限定されず、リモートコントロール装置として、例えばスマートフォンやタブ
レットＰＣ等の携帯型端末を採用してもよい。
【０１８６】
　（７－５）変形例Ｅ
　上記実施形態では、リモコン制御部９０内に共通機能設定部９６が配設された。しかし
、これに限定されず、共通機能設定部９６は、インターフェース９８及びケーブルＣ３を
介して接続される外部機器内に配設されてもよい。
【０１８７】
　（７－６）変形例Ｆ
　上記実施形態では、ファンクションキー５２に共通機能を割り当てる際、共通機能設定
部９６が、外部記憶装置１１０内に格納されている複数の共通機能の中からいずれかの共
通機能を選択して、各ファンクションキー５２に割り当てていた。しかし、これに限定さ
れず、リモコン３０内に複数の共通機能を格納された記憶部を配設しておき、共通機能設
定部９６が当該記憶部から一の共通機能を選択して各ファンクションキー５２に割り当て
るように構成してもよい。
【０１８８】
　（７－７）変形例Ｇ
　上記実施形態では、リモコン制御部９０の表示制御部９４は、液晶表示部６１のバック
ライトのカラーを変化させていなかったが、運転状態に応じてバックライトのカラーを変
化させるように構成してもよい。例えば、バックライトのカラーを、冷房モードで運転中
には青に設定し、暖房モードで運転中には赤に設定し、除湿モードで運転中には緑に設定
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する制御を行ってもよい。
【０１８９】
　また、液晶表示部６１としてバックライトの輝度を３以上の段階で段階的に切換え可能
なものを採用して、運転状態に応じてバックライトの輝度を変化させるように構成しても
よい。例えば、空調システム１００が運転状態となっている場合において、待受けモード
時に、圧縮機の回転数が高くなるほど（冷房運転中の設定温度が低くなるほど、若しくは
暖房運転中の設定温度が高くなるほど）、又は空調システム１００の消費電力が大きくな
るほど、バックライトの輝度を強めるように制御してもよい。また、空調システム１００
が運転状態となっている場合において、待受けモード及び設定温度切換モード時に、選択
中の設定温度の値と、現在の室温と、の差が大きくなるほど、バックライトの輝度を強め
るように制御してもよい。なお、圧縮機の回転数、消費電力及び室温を検知する手段とし
ては、公知の技術を適宜採用すればよい。
【０１９０】
　（７－８）変形例Ｈ
　上記実施形態では、液晶表示部６１に表示される第９アイコンＩＣ９、第１０アイコン
ＩＣ１０又は第１１アイコンＩＣ１１として、各ファンクションキー５２に割り当てられ
た機能を識別するための文字が表示されていた。しかし、これに限定されず、第９アイコ
ンＩＣ９、第１０アイコンＩＣ１０又は第１１アイコンＩＣ１１として、各ファンクショ
ンキー５２に割り当てられた機能を識別するための図形や記号を表示するようにしてもよ
い。
【０１９１】
　（７－９）変形例Ｉ
　上記実施形態では、ファンクションキー５２に割り当てられる共通機能は、第１共通機
能、第２共通機能及び第３共通機能のいずれかが選択された。しかし、これに限定されず
、ファンクションキー５２に割り当てられる共通機能は、例えば、ユーザを支援するヘル
プ情報を表示する第４共通機能、又は省エネルギー運転の開始又は終了を選択する第５共
通機能が選択されてもよい。
【０１９２】
　係る場合、待受けモード時には、液晶表示部６１において、例えば図２１のような表示
がなされる。図２１においては、第１０タッチ入力部及びＦ２キー５２ｂに第５共通機能
が割り当てられており、第５共通機能を示す「省エネ」の文字が第１０アイコンＩＣ１０
として表示されている。また、第１１タッチ入力部及びＦ３キー５２ｃに第４共通機能が
割り当てられており、第４共通機能を示す「ヘルプ」の文字が第１１アイコンＩＣ１１と
して表示されている。
【０１９３】
　なお、ここでいうヘルプ情報とは、例えば、ユーザに対して表示されるリモコン操作に
関する詳細な情報である。また、省エネ運転とは、例えば省電力運転のことであり、運転
状況に応じて消費電力を削減する制御を行う運転である。
【０１９４】
　（７－１０）変形例Ｊ
　上記実施形態では、リモコン制御部９０の表示制御部９４は、液晶表示部６１に表示さ
せる各種アイコン（第１アイコンＩＣ１、第７アイコンＩＣ７、第９アイコンＩＣ９～第
１１アイコンＩＣ１１及びタイマーアイコンＩＣｔ等）において、日本語で表記された文
字を表示させていた。しかし、これに限定されず、各種アイコンに表示される文字は、い
かなる言語であってもよい。例えば、図２２に示すように、英語で表示を行ってもよい。
図２２においては、第１アイコンＩＣ１、第７アイコンＩＣ７、第９アイコンＩＣ９～第
１１アイコンＩＣ１１及びタイマーアイコンＩＣｔにおいて英語で表記された文字が表示
されており、第４アイコンＩＣ４において設定温度が摂氏ではなく華氏で表示されている
。
【０１９５】
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　（７－１１）変形例Ｋ
　上記実施形態では、液晶表示部６１に表示される第５アイコンＩＣ５は、運転中の設定
温度に対応する四角形と、それよりも左側にある四角形とが、塗りつぶされて表示されて
いた。しかし、これに限定されず、第５アイコンＩＣ５は、例えば図２３に示すような態
様で表示されてもよい。
【０１９６】
　図２３においては、設定温度が２８度に設定されていることを示すために、左から数え
て１１番目の（第５タッチ入力部７５ｋに重畳する）四角形が、塗りつぶされて表示され
ており、それ以外の四角形は外郭のみが表示されている。
【０１９７】
　（７－１２）変形例Ｌ
　上記実施形態では、空調システム１００の運転モードとしては、冷房モード、暖房モー
ド及び除湿モードが採用されていた。しかし、これに限定されず、運転モードとして自動
運転モードを追加してもよい。また、係る場合、自動運転モード時には、液晶表示部６１
において、例えば、図２４に示すような表示を行ってもよい。図２４においては、自動運
転モードを示す「自動」の文字が、第１アイコンＩＣ１として、表示されている。また、
第４アイコンＩＣ４として、設定温度ではなく現在の室温が表示されている。また、第４
アイコンＩＣ４の上部において、第５アイコンＩＣ５に代わって「室温」の文字が表示さ
れている。
【０１９８】
　なお、室温を検知する手段としては、例えば、リモコン３０内にサーミスタ等の温度検
知器を配設し、リモコン制御部９０と接続するように構成すればよい。また、ここでいう
自動運転モードとは、室温状況に応じて冷房モード、暖房モード又は除湿モードを自動で
切り換える運転モードであり、係る切換えは、例えば室内ユニット制御部２２によって行
われる。
【０１９９】
　（７－１３）変形例Ｍ
　上記実施形態では、リモートコントロール装置としてリモコン３０が採用されたが、こ
れに限定されず、例えば、図２５に示すリモコン３０ａが採用されてもよい。
【０２００】
　リモコン３０ａにおいては、ファンクションキー５２（５２ａ、５２ｂ及び５２ｃ）が
、タッチスクリーン６０の下部ではなく、タッチスクリーン６０の上部に設けられている
。そして、タッチパネル６２の第９タッチ入力部７９及び第９アイコンＩＣ９はＦ１キー
５２ａの直下に配置され、第１０タッチ入力部８０及び第１０アイコンＩＣ１０はＦ２キ
ー５２ｂの直下に配置され、第１１タッチ入力部８１及び第１１アイコンＩＣ１１はＦ３
キー５２ｃの直下に配置されている。また、第８タッチ入力部７８、第８アイコンＩＣ８
及びタイマーアイコンＩＣは、液晶表示部６１の下端近傍に配置されている。リモコン３
０ａのその他の構成は、リモコン３０と略同一である。
【０２０１】
　（７－１４）変形例Ｎ
　上記実施形態では、ファンクションキー５２としてＦ１キー５２ａ、Ｆ２キー５２ｂ及
びＦ３キー５２ｃの３つが配設された。しかし、これに限定されず、ファンクションキー
５２は、いくつあってもよく、例えば、図２６に示すリモコン３０ｂのように、４つのフ
ァンクションキー５２が配設されてもよい。
【０２０２】
　リモコン３０ｂにおいては、ファンクションキー５２は、第４ファンクションキー５２
ｄ（以下、Ｆ４キー５２ｄと記載）をさらに含んでいる。Ｆ４キー５２ｄは、Ｆ３キー５
２ｃの右隣に配設されている。Ｆ４キー５２ｄは押下されるとＦ４入力信号を、リモコン
制御部９０に出力して第２記憶部９２に格納する。
【０２０３】
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　また、タッチパネル６２は、第１２タッチ入力部８２をさらに含み、第１２タッチ入力
部８２は、第１１タッチ入力部８１の右隣であって、Ｆ４キー５２ｄの直上に配設されて
いる。タッチパネル６２は、第１２タッチ入力部８２に指示を入力されると第１２タッチ
信号をリモコン制御部９０に出力して第２記憶部９２（後述）に格納する。
【０２０４】
　また、液晶表示部６１には、第１２タッチ入力部８２と重畳するように（すなわち、Ｆ
４キー５２ｄの直上に）、Ｆ４キー５２ｄに割り当てられた共通機能を示す文字（以下、
第１２アイコンＩＣ１２と称する）が表示されている。
【０２０５】
　リモコン３０ｂにおいては、リモコン制御部９０の制御プログラムにおいて、Ｆ４入力
信号と、省エネルギー運転の開始又は終了を選択する第５共通機能と、が関連付けられる
ことで、Ｆ４キー５２ｄに第５共通機能が割り当てられている。すなわち、リモコン３０
ｂは、Ｆ４キー５２ｄを押下されると第５共通機能を発揮するように構成されている。こ
れに伴い、第１２アイコンＩＣ１２として、第５共通機能を示す文字「省エネ」が表示さ
れている。
【０２０６】
　また、リモコン３０ｂにおいて、共通機能割当モードを除く各制御モードにおいては、
第１２タッチ信号はＦ４入力信号と同一の信号と定義されている。よって、共通機能割当
モードを除く各制御モードにおいて、第１２タッチ入力部８２がタッチされるとＦ４キー
５２ｄが押下されたものとみなされる。すなわち、共通機能割当モードを除く各制御モー
ドにおいては、第１２タッチ入力部８２にはＦ４キー５２ｄと同一の第５共通機能が割り
当てられている、といえる。換言すると、リモコン３０ｂにおいて、第１２アイコンＩＣ
１２は、第１２タッチ入力部８２とあわさって、タッチされることにより対応するファン
クションキー５２と同一の共通機能を発揮するファンクションタッチキーとして機能して
いる。
【０２０７】
　なお、リモコン３０ｂにおける各ファンクションキー５２（５２ａ、５２ｂ、５２ｃ及
び５２ｄ）及び第９タッチ入力部７９～第１２タッチ入力部８２の左右の幅は、リモコン
３０に配設される各ファンクションキー５２又は第９タッチ入力部７９～第１１タッチ入
力部８１よりも小さくなっている。リモコン３０ｂのその他の構成等は、リモコン３０と
略同一である。
【産業上の利用可能性】
【０２０８】
　本発明は、ヒートポンプシステムのリモートコントロール装置に利用可能である。
【符号の説明】
【０２０９】
１０　　室外ユニット
２０　　室内ユニット
２２　　室内ユニット制御部
３０　　リモコン（リモートコントロール装置）
４０　　ケーシング
４０ａ　　第１開口部
４０ｂ　　第２開口部
４０ｃ　　第３開口部
４１　　中央開口部
４２　　上開口部
４３　　下開口部
５０　　物理キー
５１　　発停切換キー
５２　　ファンクションキー
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５２ａ　　第１ファンクションキー（Ｆ１キー）
５２ｂ　　第２ファンクションキー（Ｆ２キー）
５２ｃ　　第３ファンクションキー（Ｆ３キー）
５２ｄ　　第４ファンクションキー（Ｆ４キー）
６０　　タッチスクリーン
６１　　液晶表示部
６２　　タッチパネル
７１～８２　　第１タッチ入力部～第１２タッチ入力部
９０　　リモコン制御部
９１　　第１記憶部
９２　　第２記憶部
９３　　入力制御部
９４　　表示制御部
９５　　タイマー制御部
９６　　共通機能設定部
９８　　インターフェース（Ｉ／Ｆ、接続部）
１００　　空調システム
１１０　　外部記憶装置
ＩＣ１～ＩＣ８　　第１アイコン～第８アイコン（タッチキー）
ＩＣ９～ＩＣ１２　　第９アイコン～第１２アイコン（機能表示、ファンクションタッチ
キー）
ＩＣｔ　　タイマーアイコン
【先行技術文献】
【特許文献】
【０２１０】
【特許文献１】特開２０１３－０７６４９３号公報
【特許文献２】特開２０１３－００２７１７号公報
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