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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】セキュリティ性、信頼性及び利便性の低下を抑
制する空調装置又は冷凍装置を提供する。
【解決手段】近距離無線通信信号に基づき各種設定が行
われる空調システムは、近距離無線通信信号を受け付け
るうえで利用者に対して入力を要求するパスワードを生
成するパスワード生成部と、パスワードを入力されるパ
スワード入力部（近距離無線通信部）と、入力されたパ
スワードが適切である場合に近距離無線通信信号に基づ
く処理を実行する処理部（運転スケジュール制御部、ア
クチュエータ制御部、使用センサ管理部、現地情報管理
部、時刻管理部、運転履歴管理部、接続制御部）と、通
信ネットワークと、を備えている。パスワード生成部は
、所定のタイミングで通信ネットワークに接続されてい
る接続機器の特色を示す接続機器情報に基づきパスワー
ドを生成する。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者が有する携帯通信端末（１１０）から近距離無線通信によって送信される近距離
無線通信信号に基づき各種設定が行われる空調装置又は冷凍装置であって、
　前記近距離無線通信信号を受け付けるうえで前記利用者に対して入力を要求するパスワ
ード、を生成するパスワード生成部（６２）と、
　前記パスワードを入力されるパスワード入力部（３４）と、
　前記パスワード入力部に入力された前記パスワードが適切である場合に、前記近距離無
線通信信号に基づく処理を実行する処理部（５２、５４－６０）と、
　前記近距離無線通信とは異なる他の通信の伝送信号、の伝送路として機能する通信ネッ
トワーク（ＮＷ１、ＮＷ２）と、
を備え、
　前記パスワード生成部は、所定のタイミングで、前記通信ネットワークに接続されてい
る各機器（１０、２０、３０、１５、１６、２５、２６、３６）の特色を示す接続機器情
報に基づき、前記パスワードを生成する、
空調装置又は冷凍装置（１００）。
【請求項２】
　前記接続機器情報は、前記機器の施工時に用いられる施工図面によって特定される情報
である、
請求項１に記載の空調装置又は冷凍装置（１００）。
【請求項３】
　前記接続機器情報は、前記通信ネットワークに接続されている前記機器の機種名、機番
又は台数を特定する情報である、
請求項１又は２に記載の空調装置又は冷凍装置（１００）。
【請求項４】
　前記通信ネットワークに接続されている前記機器は、熱源ユニット（１０）、利用ユニ
ット（２０）、リモートコントロール装置（３０）、若しくは通信アダプタ（１５、１６
、２５、２６、３６）、又はこれらいずれかの構成要素である、
請求項１から３のいずれか１項に記載の空調装置又は冷凍装置（１００）。
【請求項５】
　前記接続機器情報を記憶する接続機器情報記憶部（５１）をさらに備え、
　前記パスワード生成部は、前記接続機器情報記憶部に記憶されている前記接続機器情報
に基づき、前記パスワードを生成する、
請求項１から４のいずれか１項に記載の空調装置又は冷凍装置（１００）。
【請求項６】
　前記接続機器情報を入力される接続機器情報入力部（３１）をさらに備え、
　前記パスワード生成部は、前記接続機器情報入力部に入力された前記接続機器情報に基
づき、前記パスワードを生成する、
請求項１から４のいずれか１項に記載の空調装置又は冷凍装置（１００）。
【請求項７】
　前記接続機器情報を、前記通信ネットワーク又は他のネットワークに接続されている管
理サーバ（１２０）に宛てて送信する接続機器情報送信部（６３、６６）をさらに備える
、
請求項５又は６に記載の空調装置又は冷凍装置（１００）。
【請求項８】
　前記パスワード生成部によって生成された前記パスワードを出力するパスワード出力部
（３２、６４、６５）をさらに備える、
請求項１から７のいずれか１項に記載の空調装置又は冷凍装置（１００）。
【請求項９】
　前記パスワード生成部は、電源を供給された時に前記パスワードを生成する、
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請求項１から８のいずれか１項に記載の空調装置又は冷凍装置（１００）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空調装置又は冷凍装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、利用者が有する携帯通信端末と通信可能に構成され、携帯通信端末を介して運転
状態の切換えや初期設定等の各種設定を可能に構成された空調装置又は冷凍装置が提案さ
れている。例えば、特許文献１（特開２０１３－７６４９３）には、スマートフォンを介
して入力されたコマンドに応じて運転状態が切り換わるエアコンが開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述のような空調装置又は冷凍装置では、一般に広く普及している携帯通信端末を介し
て各種設定が行われることから、権限を有さない者による各種設定の切換えを制限するこ
とが、セキュリティ上望まれる。
【０００４】
　また、施工時やメンテナンス時にサービスマンが携帯通信端末を用いて初期設定を行う
場合には、初期設定完了後に利用者等が携帯通信端末の操作等を行うことによって、意図
しない設定変更が偶発的に行われるケースも考えられる。係る事態が生じると、想定され
る運転が正常に行われずに信頼性が低下することも想定される。
【０００５】
　一方で、上記事項に配慮して、携帯通信端末の認証を行うべく利用者に対してパスワー
ドの入力を要求することが考えられる。しかし、利用者がパスワードを忘れたり失うケー
スが想定され、係るケースにおいてはパスワードの問い合わせや再設定等の処理を行う必
要が生じて対応に手間がかかるという点で、利便性が低下しうる。また、安易なパスワー
ドを設定した場合にはセキュリティ性が低下する。
【０００６】
　そこで、本発明の課題は、セキュリティ性、信頼性及び利便性の低下を抑制する空調装
置又は冷凍装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１観点に係る空調装置又は冷凍装置は、近距離無線通信信号に基づき各種設
定が行われる空調装置又は冷凍装置であって、パスワード生成部と、パスワード入力部と
、処理部と、通信ネットワークと、を備える。近距離無線通信信号は、利用者が有する携
帯通信端末から近距離無線通信によって送信される。パスワード生成部は、パスワードを
生成する。パスワードは、近距離無線通信信号を受け付けるうえで利用者に対して入力を
要求するものである。パスワード入力部は、パスワードを入力される。処理部は、パスワ
ード入力部に入力されたパスワードが適切である場合に、近距離無線通信信号に基づく処
理を実行する。通信ネットワークは、近距離無線通信とは異なる他の通信の伝送信号、の
伝送路として機能する。パスワード生成部は、所定のタイミングで、接続機器情報に基づ
きパスワードを生成する。接続機器情報は、通信ネットワークに接続されている各機器の
特色を示す情報である。
【０００８】
　本発明の第１観点に係る空調装置又は冷凍装置では、パスワード生成部は、所定のタイ
ミングで、通信ネットワークに接続されている各機器の特色を示す接続機器情報に基づき
、パスワードを生成し、処理部はパスワード入力部に入力されたパスワードが適切である
場合に、近距離無線通信信号に基づく処理を実行する。その結果、利用権限を有さない者
による各種設定の切換えを制限することが可能となる。また、初期設定完了後、利用者等
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が携帯通信端末の操作等を行うことによって、意図しない設定変更が偶発的に行われるこ
とも抑制される。よって、セキュリティ性及び信頼性の低下が抑制される。
【０００９】
　また、パスワードは、通信ネットワークに接続されている各機器の特色を示す接続機器
情報に基づき生成される。その結果、パスワードは、通信ネットワークに接続されている
各機器の特色を示す接続機器情報に基づき、特定可能となる。よって、利用者がパスワー
ドを忘れたり失った場合に、パスワードの問い合わせや再設定等の処理に伴う手間が軽減
される。さらに、係る接続機器情報を一般に公開されない機密情報とすることで、接続機
器情報自体、並びに接続機器情報から特定されるパスワードの機密性を高め、これらの情
報に関して特定主体を利用者やサービスマン等、権限を有する者に限定することが可能と
なる。
【００１０】
　よって、利便性の低下を抑制しつつセキュリティ性について確保することが可能となる
。
【００１１】
　なお、ここでの「空調装置」には、エアコンの室内ユニット、空気清浄機、換気装置、
除湿機等、対象空間に設置され空気調和を行う各種装置が含まれる。また、「冷凍装置」
には、エアコンの室内ユニット、除湿機、給湯器及びチラー等、冷媒回路を有し冷凍サイ
クルを行う各種装置が含まれる。
【００１２】
　また、ここでの「近距離無線通信」は、数センチから数メートル程度の近距離における
双方向通信を可能とする通信方式であり、例えば、１３．５６ＭＨｚの周波数を用いるNF
C（Near Field Communication）や２．４GHzの周波数を用いるBluetooth（登録商標）で
ある。
【００１３】
　また、ここでの「近距離無線通信信号に基づく処理」には、例えば、設定温度、運転モ
ード、設定風量、設定風向、タイマー設定、及びスケジュール設定等の動作設定や、設置
時やメンテナンス時において行われる初期設定、リモートコントロール装置に表示部が搭
載される場合における表示態様の設定、及びリモートコントロール装置から通信機器に対
するデータ送信に係る設定等が含まれる。
【００１４】
　また、ここでの「所定のタイミング」は、例えば電源投入時や運転終了時等、予め設定
される、施工後における所定の時である。
【００１５】
　本発明の第２観点に係る空調装置又は冷凍装置は、第１観点に係る空調装置又は冷凍装
置であって、接続機器情報は、施工図面によって特定される情報である。施工図面は、通
信ネットワークに接続されている各機器の施工時に用いられる図面である。
【００１６】
　これにより、接続機器情報を、一般に公開されない機密性の高い施工図面に基づき特定
可能な情報とすることが可能となる。その結果、接続機器情報の機密性を高めることが可
能となり、ひいてはパスワードの機密性を高めることが可能となる。よって、利便性の低
下が抑制されるとともにセキュリティ性が確保される。
【００１７】
　なお、「施工図面」は、作業者が施工を行う際に必要となる情報（例えば、設置現場の
平面図、構成機器の設置位置、設置態様、機種、機番、台数、寸法、電力系統の構成態様
、冷媒系統の構成態様、及び／又は通信系統の構成態様等）を特定する図書である。
【００１８】
　本発明の第３観点に係る空調装置又は冷凍装置は、第１観点又は第２観点に係る空調装
置又は冷凍装置であって、接続機器情報は、通信ネットワークに接続されている機器の機
種名、機番又は台数を特定する情報である。
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【００１９】
　これにより、接続機器情報を、一般に公開されない機密性の高い情報とすることが容易
に可能となる。その結果、接続機器情報、並びにパスワードの機密性を高めることが容易
に可能となる。よって、利便性にさらに優れる。
【００２０】
　本発明の第４観点に係る空調装置又は冷凍装置は、第１観点から第３観点のいずれかに
係る空調装置又は冷凍装置であって、通信ネットワークに接続されている機器は、熱源ユ
ニット、利用ユニット、リモートコントロール装置、若しくは通信アダプタ、又はこれら
いずれかの構成要素である。
【００２１】
　これにより、接続機器情報を、一般に公開されない機密性の高い情報とすることが容易
に可能となる。その結果、接続機器情報、並びにパスワードの機密性を高めることが容易
に可能となる。よって、利便性にさらに優れる。
【００２２】
　本発明の第５観点に係る空調装置又は冷凍装置は、第１観点から第４観点のいずれかに
係る空調装置又は冷凍装置であって、接続機器情報記憶部をさらに備える。接続機器情報
記憶部は、接続機器情報を記憶する。パスワード生成部は、接続機器情報記憶部に記憶さ
れている接続機器情報に基づき、パスワードを生成する。
【００２３】
　これにより、保持している接続機器情報に基づき、パスワードが生成される。その結果
、パスワードの入力を要求されるサービスマンや利用者等に対して大きな労力を強いるこ
となく、パスワードが生成されうる。よって、利便性にさらに優れる。
【００２４】
　本発明の第６観点に係る空調装置又は冷凍装置は、第１観点から第４観点のいずれかに
係る空調装置又は冷凍装置であって、接続機器情報入力部をさらに備える。接続機器情報
入力部は、接続機器情報を入力される。パスワード生成部は、接続機器情報入力部に入力
された接続機器情報に基づき、パスワードを生成する。
【００２５】
　これにより、利用者等が接続機器情報入力部を介して入力した接続機器情報に基づき、
パスワードが生成される。その結果、利用者側で指定した接続機器情報に基づきパスワー
ドが生成されうる。よって、利便性にさらに優れる。
【００２６】
　本発明の第７観点に係る空調装置又は冷凍装置は、第５観点又は第６観点に係る空調装
置又は冷凍装置であって、接続機器情報送信部をさらに備える。接続機器情報送信部は、
接続機器情報を管理サーバに宛てて送信する。管理サーバは、通信ネットワーク又は他の
ネットワークに接続されている。
【００２７】
　これにより、管理サーバ側で施工現場毎に接続機器情報を収集することが可能となる。
その結果、施工現場毎に接続機器情報を蓄積することが容易となるとともに、蓄積した接
続機器情報を活用することが容易に可能となり、利便性にさらに優れる。
【００２８】
　本発明の第８観点に係る空調装置又は冷凍装置は、第１観点から第７観点のいずれかに
係る空調装置又は冷凍装置であって、パスワード出力部をさらに備える。パスワード出力
部は、パスワード生成部によって生成されたパスワードを出力する。
【００２９】
　これにより、自動生成されたパスワードについて、権限を有する者が直接的に把握可能
となる。よって、利便性にさらに優れる。
【００３０】
　本発明の第９観点に係る空調装置又は冷凍装置は、第１観点から第８観点のいずれかに
係る空調装置又は冷凍装置であって、パスワード生成部は、電源を供給された時にパスワ
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ードを生成する。
【００３１】
　これにより、電源投入時にパスワードが自動生成される。その結果、利用者等が特に意
識することなく、パスワードが生成される。よって、利便性にさらに優れる。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明の第１観点に係る空調装置又は冷凍装置では、利用権限を有さない者による各種
設定の切換えを制限することが可能となる。また、初期設定完了後、利用者等が携帯通信
端末の操作等を行うことによって、意図しない設定変更が偶発的に行われることも抑制さ
れる。よって、セキュリティ性及び信頼性の低下が抑制される。また、パスワードは、通
信ネットワークに接続されている各機器の特色を示す接続機器情報に基づき、特定可能と
なる。よって、利用者がパスワードを忘れたり失った場合に、パスワードの問い合わせや
再設定等の処理に伴う手間が軽減される。さらに、係る接続機器情報を一般に公開されな
い機密情報とすることで、接続機器情報自体、並びに接続機器情報から特定されるパスワ
ードの機密性を高め、これらの情報に関して特定主体を利用者やサービスマン等、権限を
有する者に限定することが可能となる。よって、利便性の低下を抑制しつつセキュリティ
性について確保することが可能となる。
【００３３】
　本発明の第２観点に係る空調装置又は冷凍装置では、利便性の低下が抑制されるととも
にセキュリティ性が確保される。
【００３４】
　本発明の第３観点―第９観点に係る空調装置又は冷凍装置では、利便性にさらに優れる
。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】空調システムの概略構成図。
【図２】端末の外観図。
【図３】施設における各機器の設置態様を概略的に示した模式図。
【図４】対象空間における室内ユニットの設置態様を概略的に示した模式図。
【図５】正面視（使用時）におけるリモコンの外観図。
【図６】コントローラ、及びコントローラに接続される各部を模式的に示したブロック図
。
【図７】コントローラに含まれる各機能部を模式的に示したブロック図。
【図８】接続機器情報テーブルの模式図。
【図９】コントローラの処理の流れの一例を示したフローチャート。
【図１０】空調システムで行われる処理の一例を模式的に示したシーケンス図。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、本発明の一実施形態に係る空調システム１００（空調装置又は冷凍装置）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、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
【００３７】
　（１）空調システム１００
　図１は、空調システム１００の概略構成図である。空調システム１００は、家屋等の屋
内に含まれる対象空間ＳＰにおいて冷房や暖房等の空気調和を実現するシステムである。
本実施形態において、空調システム１００は、複数（ここでは６つ）の対象空間ＳＰ（Ｓ
Ｐ１－ＳＰ６）を含む施設１に適用されている（図３参照）。
【００３８】
　空調システム１００は、冷媒回路を含み、冷媒回路において冷媒を循環させて蒸気圧縮
方式の冷凍サイクルを行うことにより、対象空間ＳＰの冷房又は暖房を行う。空調システ
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ム１００は、冷房モード及び暖房モードを含む複数の運転モードを有しており、運転モー
ドに応じた運転を行う。具体的に、空調システム１００は、冷房モード時には冷房運転を
行い、暖房モード時には暖房運転を行う。
【００３９】
　空調システム１００は、主として、熱源ユニットとしての１台の室外ユニット１０と、
利用ユニットとしての複数台（ここでは６台）の室内ユニット２０（第１室内ユニット２
０ａ－第６室内ユニット２０ｆ）と、複数（ここでは室内ユニット２０と同数）のリモコ
ン３０（第１リモコン３０ａ－第６リモコン３０ｆ）と、各部の動作を制御するコントロ
ーラ５０と、を備えている。
【００４０】
　本実施形態において、第１室内ユニット２０ａは対象空間ＳＰ１に設置され、第２室内
ユニット２０ｂは対象空間ＳＰ２に設置され、第３室内ユニット２０ｃは対象空間ＳＰ３
に設置され、第４室内ユニット２０ｄは対象空間ＳＰ４に設置され、第５室内ユニット２
０ｅは対象空間ＳＰ５に設置され、第６室内ユニット２０ｆは対象空間ＳＰ６に設置され
ている（図３参照）。空調システム１００では、室外ユニット１０と、各室内ユニット２
０と、がガス連絡配管ＧＰ及び液連絡配管ＬＰで接続されることで冷媒回路が構成されて
いる。
【００４１】
　ここで、空調システム１００は、管理者や利用者が保持する、近距離無線通信機能を備
えた携帯通信端末１１０（以下、単に「端末１１０」と称する）と通信可能に構成されて
おり、端末１１０から送信されたコマンドによって各種処理を実行するように構成されて
いる。すなわち、空調システム１００においては、端末１１０を、コマンドを入力するた
めの「コマンド入力装置」として機能させることが可能である。
【００４２】
　ここでの端末１１０は、図２に示すようなスマートフォンやタブレットＰＣ等の情報処
理端末を想定している。なお、端末１１０は、ラップトップＰＣ等の他の情報処理機器で
あってもよい。端末１１０は、近距離無線通信用のアンテナ及びリーダ／ライタを含む通
信モジュールを備えており、空調システム１００（ここではリモコン３０）と情報の送受
信を行うための近距離無線通信機能を有している（図２においては、近距離無線通信用の
通信モジュールが参照符号「１１３」で示す破線で表わされている）。本実施形態では、
リモコン３０（より詳細には、後述する近距離無線通信部３４）に端末１１０を接近させ
ることにより、室内ユニット２０及び端末１１０間における近距離無線通信が行われる。
【００４３】
　端末１１０は、コマンドを入力するための入力部及び情報を表示（出力）する表示部を
含むタッチスクリーン１１１を有している。端末１１０は、所定のアプリケーションプロ
グラム（以下、単に「アプリケーション」と称する）をインストールすることで、所定の
プロトコルを用いて空調システム１００（ここではリモコン３０）と近距離無線通信を行
い、運転状態や各種設定を切換えるためのコマンドを送信することが可能となる。
【００４４】
　空調システム１００では、端末１１０から近距離無線通信によって送信される信号（近
距離無線通信信号）に基づき各種設定が行われる。すなわち、空調システム１００では、
近距離無線通信機能を有する端末１１０を、コマンドを入力するための入力装置として機
能させることが可能である。空調システム１００では、ユーザが端末１１０を入力装置と
して機能させようとする際（端末１１０との通信コネクションを確立させる際）には、ユ
ーザに対してパスワードの入力を要求し、適切にパスワードが入力された場合に端末１１
０と通信コネクションを確立し、端末１１０から送信されたコマンドを受け付ける。
【００４５】
　本実施形態において、「近距離無線通信」は、いわゆるNFC（Near Field Communicatio
n）等の通信規格であり、所定の周波数（例えば１３．５６ＭＨｚ）を用いて数センチか
らおよそ1メートル程度の近距離における双方向通信を可能とする通信方式を想定してい
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る。
【００４６】
　空調システム１００（室外ユニット１０、各室内ユニット２０、及び各リモコン３０）
は、インターネット等のＷＡＮ（Wide Area Network）を含む広域ネットワークＮＷａを
介して、管理サーバ１２０と通信可能に接続されている。管理サーバ１２０は、空調シス
テム１００の動作状況を統括的に管理するコンピュータである。管理サーバ１２０は、例
えば、対象空間ＳＰから離れた遠隔地に配置されている。
【００４７】
　管理者は、管理サーバ１２０によって、空調システム１００の動作状況を把握可能であ
り、管理サーバ１２０にコマンドを入力することで、室外ユニット１０、所望の室内ユニ
ット２０、又は所望のリモコン３０の動作を適宜制御可能である。また、管理サーバ１２
０は、広域ネットワークＮＷａを介して空調システム１００とは異なる他の空調装置又は
冷凍装置と通信可能に接続されており、空調システム１００及び施設１に係る情報や、他
の空調装置又は冷凍装置、及びその設置施設に係る情報を蓄積している。また、管理サー
バ１２０は、広域ネットワークＮＷａを介して、他の機器（例えば端末１１０等）とも通
信可能である。
【００４８】
　（１－１）室外ユニット１０
　室外ユニット１０は、室外（対象空間ＳＰ外）に設置される。室外ユニット１０は、主
として、冷媒回路を構成する要素として、複数の冷媒配管、圧縮機、四路切換弁、室外熱
交換器、膨張弁等を有している（図示省略）。また、温度センサ及び圧力センサ等の各種
センサ１２や、室外ファン等の機器を有している。
【００４９】
　また、室外ユニット１０は、室外ユニット１０内の各種アクチュエータ１１（例えば圧
縮機、四路切換弁、膨張弁、室外ファン等）の動作を切り換える切換制御を実行する室外
ユニット制御部１３を有している。室外ユニット制御部１３は、は、ＲＡＭやＲＯＭ等の
メモリやＣＰＵを含むマイクロコンピュータである。室外ユニット制御部１３は、室外ユ
ニット１０内に配置される基板に実装されている。室外ユニット制御部１３は、各種アク
チュエータ１１及び各種センサ１２と、配線を介して電気的に接続されている。
【００５０】
　室外ユニット制御部１３には、他のユニットと信号の送受信を行うための第１室外通信
アダプタ１５を含まれている。第１室外通信アダプタ１５は、各室内ユニット２０の室内
ユニット制御部２３（後述）と、通信線ｃｂ１を介して電気的に接続されており、互いに
信号の送受信を行う。
【００５１】
　また、室外ユニット制御部１３は、広域ネットワークＮＷａ上の機器と信号の送受信を
行うための第２室外通信アダプタ１６を含んでいる。第２室外通信アダプタ１６は、通信
線ｃｂ３を介して広域ネットワークＮＷａに電気的に接続されており、広域ネットワーク
ＮＷａ上の機器（例えば管理サーバ１２０）と互いに信号の送受信を行う。
【００５２】
　室外ユニット制御部１３は、後述の各室内ユニット制御部２３及び各リモコン制御部３
５とともに、コントローラ５０を構成する。
【００５３】
　（１－２）室内ユニット２０（空調室内機）
　図３は、施設１における各機器の設置態様を概略的に示した模式図である。図３におい
て示される内容は、空調システム１００の施工の際に用いられる（作業者に参照される）
施工図面における記載内容の一部に相当する。図４は、対象空間ＳＰにおける室内ユニッ
ト２０の設置態様を概略的に示した模式図である。
【００５４】
　室内ユニット２０は、対象空間ＳＰの天井に設置される天井埋込型の空調室内機である
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。図３に示すように、各対象空間ＳＰにおいては、リモコン３０を含む１台の室内ユニッ
ト２０が設置されている。対象空間ＳＰにおいて、各室内ユニット２０は、図４に示すよ
うに、その本体部分の一部（吸気口及び排気口）が天井ＣＩから露出するように設置され
ている。室内ユニット２０は、冷媒回路を構成する要素として室内熱交換器や室内膨張弁
等を有している。また、室内ユニット２０は、対象空間ＳＰ内の温度や、冷媒の温度を検
出する温度センサや圧力センサ等の各種センサ２２を有している。
【００５５】
　また、室内ユニット２０は、室内ユニット２０内の各種アクチュエータ２１（室内ファ
ンや室内膨張弁等）の動作を切り換える切換制御を実行する室内ユニット制御部２３を有
している。室内ユニット制御部２３は、ＲＡＭやＲＯＭ等のメモリやＣＰＵを含むマイク
ロコンピュータである。室内ユニット制御部２３は、室内ユニット２０内に配置される基
板に実装されている。室内ユニット制御部２３は、各種アクチュエータ２１及び各種セン
サ２２と、配線を介して電気的に接続されている。
【００５６】
　室内ユニット制御部２３は、他のユニットと信号の送受信を行うための第１室内通信ア
ダプタ２５を含んでいる。第１室内通信アダプタ２５は、通信線ｃｂ１を介して、伝送路
の上流側及び下流側に位置する室外ユニット１０又は室内ユニット２０と接続されている
。
【００５７】
　第１室内ユニット２０ａでは、第１室内通信アダプタ２５は、通信線ｃｂ１を介して、
室外ユニット１０及び第２室内ユニット２０ｂと個別に接続されている。第２室内ユニッ
ト２０ｂでは、第１室内通信アダプタ２５は、通信線ｃｂ１を介して、第１室内ユニット
２０ａ及び第３室内ユニット２０ｃと個別に接続されている。第３室内ユニット２０ｃで
は、第１室内通信アダプタ２５が、通信線ｃｂ１を介して、第２室内ユニット２０ｂ及び
第４室内ユニット２０ｄと個別に接続されている。第４室内ユニット２０ｄでは、第１室
内通信アダプタ２５が、通信線ｃｂ１を介して、第３室内ユニット２０ｃ及び第５室内ユ
ニット２０ｅと個別に接続されている。第５室内ユニット２０ｅでは、第１室内通信アダ
プタ２５が、通信線ｃｂ１を介して、第４室内ユニット２０ｄ及び第６室内ユニット２０
ｆと個別に接続されている。第６室内ユニット２０ｆでは、第１室内通信アダプタ２５が
、通信線ｃｂ１を介して、第５室内ユニット２０ｅと接続されている。
【００５８】
　また、室内ユニット制御部２３は、リモコン３０と信号の送受信を行うための第２室内
通信アダプタ２６を含んでいる。第２室内通信アダプタ２６は、通信線ｃｂ２を介して、
対応するリモコン３０と電気的に接続されており、互いに信号の送受信を行う。
【００５９】
　室内ユニット制御部２３は、室外ユニット制御部１３、他の室内ユニット制御部２３及
び各リモコン制御部３５（後述）とともに、コントローラ５０を構成する。
【００６０】
　（１－３）リモコン３０
　図５は、正面視（使用時）におけるリモコン３０の外観図である。本実施形態において
は、複数のリモコン３０（具体的には、第１リモコン３０ａ－第６リモコン３０ｆ）が、
施設１の対象空間ＳＰに設置されている。各リモコン３０は、いずれかの室内ユニット２
０と対応付けられており、対応する室内ユニット２０と同一の対象空間ＳＰに設置されて
いる。具体的に、第１リモコン３０ａは、第１室内ユニット２０ａと対応付けられている
。また、第２リモコン３０ｂは第２室内ユニット２０ｂと、第３リモコン３０ｃは第３室
内ユニット２０ｃと、第４リモコン３０ｄは第４室内ユニット２０ｄと、第５リモコン３
０ｅは第５室内ユニット２０ｅと、第６リモコン３０ｆは第６室内ユニット２０ｆと、そ
れぞれ対応付けられている。各リモコン３０は、対象空間ＳＰの側壁ＳＷに、取付部材を
介して固定されている。
【００６１】
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　各リモコン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、通信線ｃｂ
２を介して、対応する室内ユニット２０（室内ユニット制御部２３）と電気的に接続され
ている。
【００６２】
　各リモコン３０は、各種設定に係るコマンドを、空調システム１００に入力するための
コマンド入力装置として機能する。また、リモコン３０は、空調システム１００の運転状
態や設定項目を表示する表示装置としても機能する。例えば、リモコン３０は、運転状態
における室内ユニット２０の運転モード、設定温度、設定風量、風向、タイマー設定又は
時刻等の設定項目を、文字又は図形により表示する。また、各リモコン３０は、端末１１
０を介したコマンド入力を行う際に、端末１１０から送信されたコマンドを受信するため
のコマンド受信装置として機能する。また、各リモコン３０は、要求されるデータを端末
１１０に対して送信するデータ送信装置として機能する。
【００６３】
　各リモコン３０は、対応する室内ユニット２０又は自己の各種設定に係るコマンドを入
力される。リモコン３０に入力されるコマンドによって行われる各種設定には、例えば、
設定温度、運転モード、設定風量、設定風向、及び運転スケジュールの設定等の動作設定
や、設置時やメンテナンス時において設定される初期設定、リモコン表示部３２における
表示態様の設定、及びリモコン３０から端末１１０に対するデータ送信に係る設定等が含
まれる。
【００６４】
　各リモコン３０は、主として、入力手段としてのリモコン入力部３１と、表示手段とし
てのリモコン表示部３２と、センサ３３と、近距離無線通信部３４と、リモコン３０内の
各部の動作を制御するリモコン制御部３５と、を有している。
【００６５】
　また、各リモコン３０は、図示しない電源ケーブルを介して、対応する室内ユニット２
０に含まれる電源部（図示省略）と電気的に接続されており、当該電源部から電源供給さ
れている。なお、各リモコン３０への電源供給の態様については、必ずしもこれに限定さ
れず、適宜変更が可能である。例えば、各リモコン３０は、図示しない電源ケーブルを介
して、他の電源部（例えば、商用電源等）から電源供給を受けてもよいし、独立した電源
部（例えば、二次電池等）を有していてもよい。
【００６６】
　（１－３－１）リモコン入力部３１
　リモコン入力部３１は、複数の物理キー３１１を含んでいる。物理キー３１１は、ユー
ザが押下することによりコマンドを入力するプッシュ式ボタンである。物理キー３１１は
、機能が固定的に割り当てられた固定キー、又は割り当てられる機能が状況に応じて変動
するファンクションキーである。各物理キー３１１は、リモコン制御部３５と電気的に接
続されており、押下されると所定の入力信号をリモコン制御部３５に出力する。
【００６７】
　本実施形態において、リモコン３０の操作者は、リモコン入力部３１を介して接続機器
情報（後述）を入力することが可能である。すなわち、リモコン入力部３１は、「接続機
器情報入力部」に相当する。
【００６８】
　（１－３－２）リモコン表示部３２
　リモコン表示部３２は、フルドットマトリクス液晶表示パネルと、ＬＥＤバックライト
と、を含んでいる。リモコン表示部３２は、供給される駆動電圧に応じてバックライトの
輝度を段階的に切り換えられる。
【００６９】
　リモコン表示部３２は、リモコン制御部３５によって動作を制御される。具体的にリモ
コン表示部３２は、所定の駆動電圧を供給されることで所定の輝度でバックライトを点灯
又は点滅させるとともに、所定の領域において所定の画像を表示する。また、リモコン表
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示部３２は、駆動電圧の供給を停止されることで、表示を停止する。
【００７０】
　リモコン表示部３２においては、状況に応じて、各種情報が表示される。例えば、図５
では、リモコン表示部３２において、対応する室内ユニット２０が設置されている対象空
間ＳＰを特定するテキスト情報「第１会議室」、及び現在時刻を示すテキスト情報「１１
：０９」が表示される様子が示されている（二点鎖線Ｄ１で示す領域を参照）。
【００７１】
　また、図５では、リモコン表示部３２において、対応する室内ユニット２０が設置され
る対象空間ＳＰ内の温度（室温）を示すテキスト情報「室温２８（℃）」、及び室外の温
度（外気温の状態）を示すテキスト情報「外気温３０（℃）」が、表示される様子が示さ
れている（二点鎖線Ｄ２で示す領域を参照）。
【００７２】
　また、図５では、リモコン表示部３２において、対応する室内ユニット２０のフィルタ
のメンテナンスを促すテキスト情報「フィルタサイン」が表示される様子が示されている
（二点鎖線Ｄ３で示す領域を参照）。
【００７３】
　また、図５では、リモコン表示部３２において、対応する室内ユニット２０に関し、設
定されている設定風量のレベルを示す図形情報、設定風向の状態を示す図形情報、運転モ
ードを示すテキスト情報「冷房」、及び設定温度の値を示すテキスト情報「設定温度２６
（℃）」が、表示される様子が示されている（二点鎖線Ｄ４で示す領域を参照）。
【００７４】
　また、図５では、リモコン表示部３２において、対応する室内ユニット２０に関し、複
数（ここでは４つ）の設定項目、具体的には、設定温度（「温度」）、運転モード（「モ
ード」）、設定風量（「風量」）、及び設定風向（「風向」）が、水平方向に並べて表示
されている（二点鎖線Ｄ５で示す領域を参照）。
【００７５】
　また、リモコン表示部３２において表示される各種情報の表示態様（例えば、表示言語
、表示サイズ、表示色、輝度、及び表示図形等）は、リモコン制御部３５において、新た
な表示データの設定（表示態様設定）を行うことで、適宜変更が可能である。
【００７６】
　（１－３－３）センサ３３
　リモコン３０が有するセンサ３３には、室温を検出するためのサーミスタ等の温度セン
サが含まれている。センサ３３は、リモコン制御部３５と電気的に接続されており、検出
値に相当する信号をリモコン制御部３５に対して出力する。
【００７７】
　（１－３－４）近距離無線通信部３４
　近距離無線通信部３４は、端末１１０と近距離無線通信を行うための機能部である。近
距離無線通信部３４は、端末１１０と近距離線通信用のアンテナやリーダ／ライタを含む
通信回路を含んでいる。なお、リモコン３０においては、視認者がリモコン３０に内蔵さ
れている近距離無線通信部３４の位置を把握しやすいように、正面視（設置時）において
近距離無線通信部３４と重畳する位置に、所定のマーク又はテキストが印字されたラベル
３４ａが貼り付けられている。なお、係るラベル３４ａについては、適宜省略若しくは変
更が可能である。
【００７８】
　近距離無線通信部３４は、通信回路を介して端末１１０から信号（コマンド）を受信す
る、又は端末１１０に対して信号（送信データ）を送信する。近距離無線通信部３４は、
端末１１０の通信モジュール１１３に接近されることで、磁界を発生させ端末１１０の通
信モジュール１１３内のアンテナに誘導電流を生じさせる。これにより、近距離無線ネッ
トワークＮＷ３が形成され、近距離無線通信部３４及び端末１１０間において近距離無線
通信による信号の送受信が可能となる。
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【００７９】
　リモコン３０は、近距離無線通信部３４を介して、端末１１０から送信されたコマンド
、及びパスワードを受信可能である。すなわち、リモコン３０は、近距離無線通信部３４
を介してコマンド及びパスワードを入力される。つまり、本実施形態において、近距離無
線通信部３４は、端末１１０から出力されたコマンド及びパスワードを入力される「コマ
ンド入力部」、又は「パスワード入力部」に相当する。
【００８０】
　（１－３－５）リモコン制御部３５
　リモコン制御部３５は、ＲＡＭやＲＯＭ等のメモリやＣＰＵ等で構成されるマイクロコ
ンピュータを含んでいる。リモコン制御部３５は、近距離無線通信部３４と共通のプリン
ト基板に実装されている。リモコン制御部３５は、配線を介して近距離無線通信部３４や
センサ３３と電気的に接続されており、互いに信号の送受信を行う。
【００８１】
　また、リモコン制御部３５は、対応する室内ユニット２０と信号の送受信を行うための
リモコン通信アダプタ３６を含んでいる。リモコン通信アダプタ３６は、通信線ｃｂ２を
介して、対応する室内ユニット２０と電気的に接続されており、互いに信号の送受信を行
う。リモコン制御部３５は、室外ユニット制御部１３、各室内ユニット制御部２３及び他
のリモコン制御部３５とともに、コントローラ５０を構成する。
【００８２】
　（２）空調システム１００において構築される通信ネットワーク
　空調システム１００では、図１及び図３に示すように、複数の通信ネットワークが構成
されている。すなわち、空調システム１００は、複数の通信ネットワークを備えている。
具体的に、空調システム１００では、室外ユニット１０（室外ユニット制御部１３）及び
各室内ユニット２０（室内ユニット制御部２３）間における信号の伝送路として機能する
第１ネットワークＮＷ１が構築されている。第１ネットワークＮＷ１は、室外ユニット制
御部１３（第１室外通信アダプタ１５）が一の室内ユニット２０（ここでは第１室内ユニ
ット２０ａ）の室内ユニット制御部２３（第１室内通信アダプタ２５）と通信線ｃｂ１で
接続されるとともに、各室内ユニット２０の室内ユニット制御部２３（第１室内通信アダ
プタ２５）が他の室内ユニット２０の室内ユニット制御部２３（第１室内通信アダプタ２
５）と通信線ｃｂ１で接続されることで構築されている。
【００８３】
　また、空調システム１００では、各リモコン３０（リモコン制御部３５）、及び対応す
る室内ユニット２０（室内ユニット制御部２３）間における信号の伝送路として機能する
複数の第２ネットワークＮＷ２が構築されている。第２ネットワークＮＷ２は、各リモコ
ン３０のリモコン通信アダプタ３６と、対応する室内ユニット２０の第２室内通信アダプ
タ２６と、が通信線ｃｂ２で接続されることで構築されている。
【００８４】
　また、空調システム１００では、各リモコン３０（リモコン制御部３５）、及び端末１
１０間において、近距離無線通信信号の伝送路として機能する近距離無線ネットワークＮ
Ｗ３が構築されうる。近距離無線ネットワークＮＷ３は、各リモコン３０の近距離無線通
信部３４と、端末１１０の通信モジュール１１３と、が接近することで構築される。
【００８５】
　このように、空調システム１００では、近距離無線ネットワークＮＷ３が近距離無線通
信信号の伝送路として機能する一方で、第１ネットワークＮＷ１及び第２ネットワークＮ
Ｗ２が近距離無線通信とは異なる他の通信の伝送信号の伝送路として機能する。
【００８６】
　（３）コントローラ５０
　図６は、コントローラ５０、及びコントローラ５０に接続される各部を模式的に示した
ブロック図である。図７は、コントローラ５０に含まれる各機能部を模式的に示したブロ
ック図である。
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【００８７】
　コントローラ５０は、室外ユニット制御部１３、各室内ユニット２０の室内ユニット制
御部２３、及び各リモコン３０のリモコン制御部３５が、通信ネットワーク（ＮＷ１及び
ＮＷ２）を介して接続されることで構成されるコンピュータである。
【００８８】
　コントローラ５０は、室外ユニット１０内の各種アクチュエータ１１及び各種センサ１
２と、各室内ユニット２０内の各種アクチュエータ２１及び各種センサ２２と、各リモコ
ン３０内のリモコン入力部３１、リモコン表示部３２、センサ３３、及び近距離無線通信
部３４と、インターフェース（図示省略）を介して電気的に接続されている。
【００８９】
　コントローラ５０は、主として、記憶部５１、コマンド取得部５２、検出値取得部５３
、運転スケジュール制御部５４、アクチュエータ制御部５５、使用センサ管理部５６、現
地情報管理部５７、時刻管理部５８、運転履歴管理部５９、接続制御部６０、接続機器情
報管理部６１、パスワード生成部６２、送信データ生成部６３、表示データ生成部６４、
出力制御部６５、及び送信データ出力部６６等の機能部を含んでいる。
【００９０】
　なお、コマンド取得部５２、運転スケジュール制御部５４、アクチュエータ制御部５５
、使用センサ管理部５６、現地情報管理部５７、時刻管理部５８、運転履歴管理部５９、
及び接続制御部６０は、端末１１０から受信した近距離無線通信信号に基づく処理を実行
する「処理部」に相当する。
【００９１】
　（３－１）記憶部５１（接続機器情報記憶部）
　記憶部５１は、室外ユニット制御部１３、各室内ユニット制御部２３、及び各リモコン
制御部３５等に含まれるＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリ等のメモリによって構成され
ている。記憶部５１は、複数の記憶領域を含み、各記憶領域において所定の情報を記憶し
ている。具体的に、記憶部５１は、プログラム記憶領域５１１と、コマンド記憶領域５１
２と、状態記憶領域５１３と、運転スケジュール記憶領域５１４と、運転履歴記憶領域５
１５と、現地情報記憶領域５１６と、時刻記憶領域５１７と、使用センサ判別フラグ５１
８と、表示データ記憶領域５１９と、送信データ記憶領域５２０と、接続機器情報記憶領
域５２１と、パスワード記憶領域５２２と、を有している。
【００９２】
　プログラム記憶領域５１１には、リモコン制御部３５の各部において実行される各種処
理を定義した制御プログラムが記憶されている。制御プログラムは、適宜更新が可能であ
る。
【００９３】
　コマンド記憶領域５１２には、リモコン３０において入力されたコマンドが記憶されて
いる。例えば、コマンド記憶領域５１２には、リモコン入力部３１を介して入力されたコ
マンドが記憶されている。また、コマンド記憶領域５１２には、近距離無線通信部３４に
おいて受信したコマンドが記憶されている。
【００９４】
　状態記憶領域５１３には、空調システム１００の運転状態（例えば各室内ユニット２０
の運転モード、設定温度、設定風量、及び設定風向等）に係る情報が記憶されている。ま
た、状態記憶領域５１３には、各種センサ（１２、２２、３３）の検出値に係る情報が記
憶されている。
【００９５】
　運転スケジュール記憶領域５１４には、空調システム１００の運転スケジュール（例え
ば各室内ユニット２０の運転日時）を識別する運転スケジュールテーブルが記憶されてい
る。運転スケジュールテーブルは、運転スケジュール制御部５４によって生成又は更新さ
れる。
【００９６】
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　運転履歴記憶領域５１５には、空調システム１００の運転履歴（過去の運転状態）に係
る情報（運転履歴情報）が記憶されている。運転履歴情報は、空調システム１００の各ユ
ニット（特に各室内ユニット２０）の過去の運転状態（例えば時間毎の、発停状態、運転
モード、設定温度、設定風向、圧縮機の回転数、膨張弁の開度、冷媒の過熱度、及び冷媒
の過冷却度等）を個別に特定可能な情報である。運転履歴情報は、運転履歴管理部５９に
よって生成される。
【００９７】
　現地情報記憶領域５１６には、各室内ユニット２０の設置場所（対象空間ＳＰ）に関す
る現地情報を特定する現地情報テーブルが記憶されている。現地情報テーブルは、現地情
報管理部５７によって、生成又は更新される。
【００９８】
　時刻記憶領域５１７には、現在時刻を特定する情報（時刻情報）が記憶されている。時
刻情報は、時刻管理部５８によって生成又は更新される。
【００９９】
　使用センサ判別フラグ５１８には、対応する各組の室内ユニット２０及びリモコン３０
において、リモコン表示部３２に表示する室温に関して、センサ２２及びセンサ３３のい
ずれの検出値を使用するかを判別するためのフラグである。使用センサ判別フラグ５１８
は、対応する室内ユニット２０及びリモコン３０の組の数に対応するビット数を含んでお
り、使用センサ管理部５６によって対応するビットを立てられる或いはクリアされる。
【０１００】
　表示データ記憶領域５１９には、表示データ生成部６４によって生成された表示データ
が記憶されている。
【０１０１】
　送信データ記憶領域５２０には、送信データ生成部６３によって生成された送信データ
が記憶されている。送信データ記憶領域５２０に記憶される送信データは、他の機器へ送
信するデータであり、例えば端末１１０又は管理サーバ１２０に対して送信されるデータ
である。
【０１０２】
　接続機器情報記憶領域５２１は、空調システム１００において構築されている通信ネッ
トワーク（第１ネットワークＮＷ１、及び第２ネットワークＮＷ２）に接続されている機
器（以下、「接続機器」と称する）の特色を示す情報（以下、「接続機器情報」と称する
）を記憶するための記憶領域である。接続機器情報は、接続機器の施工時に用いられる施
工図面によって特定可能な情報である。具体的に、接続機器情報は、空調システム１００
に含まれる接続機器（例えば、空調システム１００に含まれる通信ネットワークＮＷ１、
ＮＷ２に接続されている各種機器、具体的には室外ユニット１０、各室内ユニット２０、
各リモコン３０、及び各通信アダプタ１５・１６・２５・２６・３６、またはこれらの構
成要素）の機種名、機番、及び／又は台数等に関し、特色を示す情報である。
【０１０３】
　なお、施工図面は、作業者が空調システム１００の施工を行う際に必要となる情報（例
えば、設置現場の平面図、構成機器の設置位置、設置態様、機種、機番、台数、寸法、電
力系統の構成態様、冷媒系統の構成態様、及び／又は通信系統の構成態様等）を特定する
図書である。施工図面には、例えば図３に示されるような施設１における各機器の設置態
様を特定する情報が含まれており、また、例えば図８に示される接続機器情報テーブルＴ
Ｂ１のような、空調システム１００に含まれる各接続機器の機種名、機番、及び／又は台
数等を特定する情報、が含まれている。
【０１０４】
　例えば、図８に示される接続機器情報テーブルＴＢ１では、室外ユニット１０を表す行
において、機種が室外ユニットであることを特定する情報「Ｏｕ」と、機番を特定する情
報「ＤＡ１０１－１２５６８９１」と、空調システム１００における同一機種の台数を特
定する情報「１（台）」が示されている。また、第１室内ユニット２０ａを表す行におい
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て、機種が室内ユニットであることを特定する情報「Ｉｕ」と、機番を特定する情報「Ｄ
Ａ１２１－２１５６８７２」と、空調システム１００における同一機種の台数を特定する
情報「６（台）」が示されている。また、第１リモコン３０ａを表す行において、機種が
リモコンであることを特定する情報「Ｒｃ」と、機番を特定する情報「ＤＡ１３１－２１
６７２８０」と、空調システム１００における同一機種の台数を特定する情報「６（台）
」が示されている。また、第１室外通信アダプタ１５を表す行において、機種が通信アダ
プタであることを特定する情報「Ａｄ」と、機番を特定する情報「ＤＡ１５１－３３５６
７６１」と、空調システム１００における同一機種の台数を特定する情報「２４（台）」
が示されている。
【０１０５】
　パスワード記憶領域５２２は、近距離無線ネットワークＮＷ３を介して端末１１０と通
信コネクションを確立する際に端末１１０に対して要求するパスワードを記憶している。
パスワードは、所定のビット数を有するデータである。パスワードは、パスワード生成部
６２によって、接続機器情報記憶領域５２１に記憶されている接続機器情報に基づき所定
のアルゴリズムで生成される。
【０１０６】
　（３－２）コマンド取得部５２（処理部）
　コマンド取得部５２は、近距離無線通信部３４において受信したコマンドを取得する機
能部である。コマンド取得部５２は、近距離無線通信部３４において受信したコマンドの
うち、通信コネクションを確立した端末１１０から送信されたコマンドを取得してコマン
ド記憶領域５１２に格納する。
【０１０７】
　（３－３）検出値取得部５３
　検出値取得部５３は、各種センサ（１２、２２、２３）から検出値を出力されると、こ
れを取得して状態記憶領域５１３に格納する。
【０１０８】
　（３－４）運転スケジュール制御部５４（処理部）
　運転スケジュール制御部５４は、コマンド記憶領域５１２において運転スケジュールに
係るコマンド（スケジュール設定コマンド）が新たに格納されると、当該コマンドに基づ
き、運転スケジュールテーブルを生成又は更新する。運転スケジュール制御部５４は、生
成又は更新した運転スケジュールテーブルを、運転スケジュール記憶領域５１４に格納す
る。
【０１０９】
　（３－５）アクチュエータ制御部５５（処理部）
　アクチュエータ制御部５５は、記憶部５１に記憶されている各種情報（例えば、コマン
ド記憶領域５１２において記憶されているコマンド、状態記憶領域５１３に記憶されてい
る情報、運転スケジュール記憶領域５１４に記憶されている運転スケジュールテーブル、
及び／又は現地情報記憶領域５１６に記憶されている現地情報等）に基づき、状況に応じ
て各種アクチュエータ（１１、２１）に信号を送信して動作を制御する。
【０１１０】
　（３－６）使用センサ管理部５６（処理部）
　使用センサ管理部５６は、コマンド記憶領域５１２に記憶されている所定のコマンド（
使用センサ選択コマンド）に基づき、使用センサ判別フラグ５１８において対応するビッ
トを立てる、又はクリアする。
【０１１１】
　（３－７）現地情報管理部５７（処理部）
　現地情報管理部５７は、コマンド記憶領域５１２に記憶されている所定のコマンド（現
地情報設定コマンド）に基づき、現地情報テーブルを生成又は更新する。現地情報管理部
５７は、生成した現地情報テーブルを現地情報記憶領域５１６に格納する。現地情報テー
ブルは、各室内ユニット２０の設置場所に関する情報（現地情報）であり、例えば、対象
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空間ＳＰの天井高、広さ、所在階、又は識別名称等を特定するための情報である。
【０１１２】
　（３－８）時刻管理部５８（処理部）
　時刻管理部５８は、時間を計測するカウンタを含む機能部である。時刻管理部５８は、
コマンド記憶領域５１２において時刻の設定に係るコマンド（時刻設定コマンド）が新た
に格納されると、当該コマンドに基づき時刻情報を生成し、時刻記憶領域５１７に格納す
る。時刻管理部５８は、継続的に時間を計測し、計測した時間に基づき時刻記憶領域５１
７に記憶されている時刻情報を適宜更新する。
【０１１３】
　（３－９）運転履歴管理部５９（処理部）
　運転履歴管理部５９は、記憶部５１に記憶されている各種情報（例えば、コマンド記憶
領域５１２において記憶されているコマンド、状態記憶領域５１３に記憶されている各情
報、運転スケジュール記憶領域５１４に記憶されている運転スケジュールテーブル、及び
／又は時刻記憶領域５１７に記憶されている時刻情報等）に基づき、状況に応じて、運転
履歴情報を生成する。運転履歴管理部５９は、生成した運転履歴情報を運転履歴記憶領域
５１５に格納する。
【０１１４】
　（３－１０）接続制御部６０（処理部）
　接続制御部６０は、近距離無線ネットワークＮＷ３を介した近距離無線通信によって端
末１１０からの所定の信号（接続要求信号）を受信した際に、端末１１０との通信コネク
ションを確立する機能部である。具体的に、接続制御部６０は、近距離無線通信によって
端末１１０から所定の近距離無線通信信号（接続要求信号）を受信することに応じて、パ
スワード要求情報を接続要求信号の送信元の端末１１０（以下、「接続要求端末１１０」
と称する）に対して送信する。パスワード要求情報は、空調システム１００と端末１１０
との通信コネクションを確立する際に接続要求端末１１０の保持者（利用者）に対して、
パスワード記憶領域５２２に格納されているパスワードの入力を要求する情報である。
【０１１５】
　接続制御部６０は、パスワード要求情報を送信後、所定時間ｔ１内に、接続要求端末１
１０から送信されたパスワードを適切に受信しない場合には、当該接続要求端末１１０と
は通信コネクションを確立しない。その結果、当該接続要求端末１１０からのコマンドに
ついては受け付けられない。すなわち、パスワードは、コマンドに対応する近距離無線通
信信号を受け付けるうえで利用者に対して入力を要求する情報である。
【０１１６】
　一方、接続制御部６０は、パスワード要求情報を送信後、所定時間ｔ１内に、接続要求
端末１１０から送信されたパスワードを、近距離無線通信部３４を介して適切に受信した
場合には、当該接続要求端末１１０との通信コネクションを確立する。すなわち、接続制
御部６０は、近距離無線通信部３４（パスワード入力部）に入力されたパスワードが適切
である場合に、通信コネクションを確立する（すなわち、近距離無線通信信号（接続要求
信号）に基づく処理を実行する）。その結果、リモコン３０において、当該接続要求端末
１１０から送信されたコマンドが受け入れられる状態となり、当該接続要求端末１１０が
コマンド入力装置として機能する。接続制御部６０は、所定時間ｔ２が経過すると、通信
コネクションを確立した接続要求端末１１０との通信コネクションを切断する。
【０１１７】
　なお、所定時間ｔ１及びｔ２は、設置環境や設計仕様に応じて、制御プログラムにおい
て予め適当な値が設定されている。例えば、所定時間ｔ１は１分に設定され、所定時間ｔ
２は２４時間に設定される。但し、所定時間ｔ１及びｔ２は、必ずしも当該値には限定さ
れず、状況に応じて適宜変更が可能である。
【０１１８】
　（３－１１）接続機器情報管理部６１
　接続機器情報管理部６１は、新たな接続機器情報を入力されると、これに対応する接続
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機器情報テーブルＴＢ１（図８参照）を生成して、記憶部５１（接続機器情報記憶領域５
２１）に格納する。
【０１１９】
　（３－１２）パスワード生成部６２
　パスワード生成部６２は、所定のタイミングで、接続機器情報記憶領域５２１に記憶さ
れている接続機器情報に基づき、所定のアルゴリズムでパスワードを生成する。本実施形
態において、パスワード生成部６２は、電源投入時（電源を供給された際）において接続
機器情報記憶領域５２１に接続機器情報が記憶されている場合にパスワードを生成する。
また、パスワード生成部６２は、電源投入後において新たな接続機器情報が格納された場
合にも、パスワードを生成する。すなわち、パスワード生成部６２は、電源を供給されて
いる状態において、保持している接続機器情報又はリモコン入力部３１（接続機器情報入
力部）に入力された接続機器情報に基づき、パスワードを生成する。
【０１２０】
　本実施形態において、パスワード生成部６２は、接続機器情報に含まれる室外ユニット
１０、各室内ユニット２０、各リモコン３０、及び／又は各通信アダプタ１５・１６・２
５・２６・３６等の、機種名、機番、及び／又は台数等に基づき、パスワードを生成する
。例えば、パスワード生成部６２は、所定のビット数を有するテキストデータ（以下、「
ベーシックデータ」と称する）に、接続機器情報を加えてパスワードを生成する。ここで
は、ベーシックデータが「ＡＢＣＤＥ」というテキストデータである場合におけるパスワ
ード生成の例について説明する。
【０１２１】
　一例として、パスワード生成部６２は、ベーシックデータに、室外ユニット１０の機種
名を付加してパスワードを生成する。例えば、パスワード生成部６２は、ベーシックデー
タ「ＡＢＣＤＥ」に、室外ユニット１０の機種名に対応するテキストデータ（図８では、
「ＤＡ１０１－１２５６８９１」）を付加し、「ＡＢＣＤＥ－ＤＡ１０１－１２５６８９
１」というパスワードを生成する。
【０１２２】
　また、他の一例として、パスワード生成部６２は、ベーシックデータに、いずれかの室
内ユニット２０の機種名を付加してパスワードを生成する。例えば、パスワード生成部６
２は、ベーシックデータ「ＡＢＣＤＥ」に、室外ユニット１０の機種名に対応するテキス
トデータ（図８では、「Ｏｕ」）を付加し、「ＡＢＣＤＥ－Ｏｕ」というパスワードを生
成する。
【０１２３】
　また、他の一例として、パスワード生成部６２は、ベーシックデータに、室内ユニット
２０の台数を付加してパスワードを生成する。例えば、パスワード生成部６２は、ベーシ
ックデータ「ＡＢＣＤＥ」に、室内ユニット２０の台数に対応するテキストデータ（図８
では、「６」）を付加し、「ＡＢＣＤＥ－６」というパスワードを生成する。
【０１２４】
　なお、パスワードを生成に関するアルゴリズム及び／又はベーシックデータについては
、予め制御プログラムにおいて定義されている。
【０１２５】
　（３－１３）送信データ生成部６３（接続機器情報送信部）
　送信データ生成部６３は、記憶部５１に記憶されている各種情報（例えば、コマンド記
憶領域５１２において記憶されているコマンド、状態記憶領域５１３に記憶されている各
情報、運転スケジュール記憶領域５１４に記憶されている運転スケジュールテーブル、運
転履歴記憶領域５１５に記憶されている運転履歴情報、及び／又は現地情報記憶領域５１
６に記憶されている現地情報テーブル等）に沿って、送信データを生成する。送信データ
生成部６３は、生成した送信データを送信データ記憶領域５２０に格納する。
【０１２６】
　また、送信データ生成部６３は、所定のタイミングで、広域ネットワークＮＷａを介し
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て他の機器へ送信するデータを生成する。例えば、送信データ生成部６３は、接続機器情
報記憶領域５２１に新たな接続機器情報テーブルＴＢ１が格納されると、これを取得し、
当該接続機器情報テーブルＴＢ１に含まれる情報の一部／全部を、管理サーバ１２０に対
して送信するべく、所定の送信データを生成する。これにより、接続機器情報記憶領域５
２１に新たな接続機器情報が格納されると、当該接続機器情報に相当する送信データが送
信データ生成部６３によって生成され、生成された送信データが送信データ出力部６６に
よって管理サーバ１２０へ送信される。すなわち、本実施形態において、送信データ生成
部６３は、送信データ出力部６６とともに、接続機器情報を広域ネットワークＮＷａに接
続されている管理サーバ１２０へ送信する「接続機器情報送信部」を構成する。
【０１２７】
　これにより、管理サーバ１２０において、施設１に設置された空調システム１００の接
続機器情報を含むシステム構成の状態や運転状況について把握可能となる。その結果、管
理サーバ１２０において、データを活用することが可能となり、利便性が向上する。例え
ば、施設１における空調システム１００のメンテナンスや点検のタイミングや、点検項目
等について把握することが可能となる。
【０１２８】
　（３－１４）表示データ生成部６４（パスワード出力部）
　表示データ生成部６４は、記憶部５１に記憶されている各種情報（例えば、コマンド記
憶領域５１２において記憶されているコマンド、状態記憶領域５１３に記憶されている情
報、運転スケジュール記憶領域５１４に記憶されている運転スケジュールテーブル、運転
履歴記憶領域５１５に記憶されている運転履歴情報、現地情報記憶領域５１６に記憶され
ている現地情報テーブル、及び／又は時刻記憶領域５１７に記憶されている時刻情報等）
に基づき、状況に応じて、各リモコン３０のリモコン表示部３２において表示させる情報
に係るデータ（表示データ）を生成する。表示データ生成部６４は、生成した表示データ
を表示データ記憶領域５１９に格納する。
【０１２９】
　例えば、表示データ生成部６４は、時刻記憶領域５１７に記憶されている時刻情報が更
新された場合には、当該時刻情報が各リモコン３０のリモコン表示部３２において表示さ
れるべく、所定の表示データを生成する。
【０１３０】
　また、例えば、表示データ生成部６４は、新たにパスワードが生成されると（すなわち
、パスワード記憶領域５２２に新たなパスワードが格納されると）、リモコン表示部３２
において係るパスワードが表示されるべく、対応する表示データを生成する。
【０１３１】
　（３－１５）出力制御部６５（パスワード出力部）
　出力制御部６５は、状況に応じて、各部に所定のデータを出力する。例えば、出力制御
部６５は、表示データ記憶領域５１９に新たな表示データが格納されると、当該表示デー
タが対応するリモコン３０において表示されるように、当該リモコン３０（リモコン表示
部３２）に対して対応する駆動信号を出力する。
【０１３２】
　例えば、出力制御部６５は、表示データ生成部６４によってパスワードに対応する表示
データが生成されると、リモコン表示部３２において係るパスワードが表示されるように
、リモコン表示部３２に対して、対応する駆動信号を出力する。これにより、新たなパス
ワードが生成されると、リモコン表示部３２において係るパスワードが表示される。すな
わち、出力制御部６５は、表示データ生成部６４及びリモコン表示部３２とともに、パス
ワード生成部６２によって生成されたパスワードを出力する「パスワード出力部」として
機能する。
【０１３３】
　（３－１６）送信データ出力部６６（接続機器情報送信部）
　送信データ出力部６６は、送信データ記憶領域５２０に記憶されている送信データを宛
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先となっている機器へ送信（出力）する。これにより、送信データ生成部６３によって生
成された送信データが、対応する機器へ適宜送信される。例えば、送信データ生成部６３
によって生成された接続機器情報に相当する送信データが、送信データ出力部６６によっ
て管理サーバ１２０へ送信される。
【０１３４】
　（４）空調システム１００に入力されるコマンド
　空調システム１００においては、操作者によって各種設定に係るコマンドを入力される
。操作者は、リモコン３０のリモコン入力部３１に所望のコマンドを入力することにより
、又は端末１１０から近距離無線通信によってコマンド（近距離無線通信信号）を送信す
ることにより、コマンドを入力する。
【０１３５】
　具体的に、空調システム１００において、入力されるコマンドは、例えば、運転状態切
換コマンド、現地情報登録設定コマンド、スケジュール設定コマンド、時刻設定コマンド
、使用センサ選択コマンド、及び表示態様設定コマンド等である。なお、これらの各コマ
ンドのうち、現地情報登録設定コマンド、スケジュール設定コマンド、時刻設定コマンド
、使用センサ選択コマンド、及び表示態様設定コマンド、は主に初期設定が行われる際に
入力される（但し、初期設定が行われる場合以外のときにも入力されうる）。
【０１３６】
　運転状態切換コマンドは、空調システム１００（特に室外ユニット１０及び室内ユニッ
ト２０）の運転状態を切り換えるための各種設定項目の切換えに係るコマンドである。例
えば、運転状態切換コマンドは、各室内ユニット２０の運転モード、設定温度、設定風量
、設定風向、タイマー設定等の設定項目を切り換えるためのコマンドである。
【０１３７】
　現地情報登録設定コマンドは、各室内ユニット２０の設置場所に関する現地情報の登録
（現地情報テーブルの生成又は更新）に係るコマンドである。
【０１３８】
　スケジュール設定コマンドは、空調システム１００の運転スケジュールの設定（すなわ
ち、運転スケジュールテーブルの設定）に係るコマンドである。
【０１３９】
　時刻設定コマンドは、各リモコン３０において表示される時刻の設定（すなわち、空調
システム１００が保持する時刻情報の設定）に係るコマンドである。
【０１４０】
　使用センサ選択コマンドは、対応する室内ユニット２０及びリモコン３０においてリモ
コン３０に表示する室温に関して、室内ユニット２０内蔵のセンサ２２、及びリモコン３
０内蔵のセンサ３３のいずれの検出値を使用するかの設定に係るコマンド（使用センサ判
別フラグ５１８の切換え設定に係るコマンド）である。
【０１４１】
　表示態様設定コマンドは、各リモコン３０のリモコン表示部３２における表示態様の設
定に係るコマンドである。
【０１４２】
　（５）コントローラ５０による処理の流れ
　以下、図９を参照して、コントローラ５０の処理の流れの一例を説明する。図９は、コ
ントローラ５０の処理の流れの一例を示したフローチャートである。
【０１４３】
　コントローラ５０は、電源を供給されると、図９のステップＳ１０１からステップＳ１
１７に示すような流れで処理を実行する。なお、図９に示す処理の流れは、適宜変更が可
能であり、処理が適正に行われる限り、いずれかのステップの順序を入れ換えてもよいし
、いずれかのステップが同時に実行されてもよいし、図示しない他のステップが追加され
てもよい。
【０１４４】
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　ステップＳ１０１において、コントローラ５０は、接続機器情報を保持していない（つ
まり、記憶部５１において接続機器情報を記憶していない）場合（すなわち、ＮＯの場合
）には、ステップＳ１０５へ進む。一方、コントローラ５０は、接続機器情報を保持して
いる（つまり、記憶部５１において接続機器情報を記憶している）場合（すなわち、ＹＥ
Ｓの場合）には、ステップＳ１０２へ進む。
【０１４５】
　ステップＳ１０２において、コントローラ５０は、保持している接続機器情報を管理サ
ーバ１２０へ送信する。なお、コントローラ５０は、既に管理サーバ１２０へ送信済みの
接続機器情報については送信を行わない。すなわち、コントローラ５０は、新たな接続機
器情報を管理サーバ１２０へ送信する。コントローラ５０は、接続機器情報を管理サーバ
１２０へ送信した後、ステップＳ１０３へ進む。
【０１４６】
　ステップＳ１０３において、コントローラ５０は、保持している接続機器情報に基づき
、所定のアルゴリズムでパスワードを生成する。より具体的に、コントローラ５０は、接
続機器情報に含まれる室外ユニット１０、各室内ユニット２０、各リモコン３０、及び／
又は各通信アダプタ１５・１６・２５・２６・３６等の、機種名、機番、及び／又は台数
等に基づき、パスワードを生成する。なお、コントローラ５０は、パスワードを生成した
後、同一の接続機器情報に基づいてはパスワードを生成しない（つまり、新たな接続機器
情報が入力されない場合にはパスワードを更新しない）。すなわち、コントローラ５０は
、電源投入時（電源を供給された際）において接続機器情報記憶領域５２１に接続機器情
報が記憶されている場合にパスワードを生成し、また、電源投入後において新たな接続機
器情報が格納された場合にはパスワードを生成（更新）する。コントローラ５０は、パス
ワードを生成した後、ステップＳ１０４へ進む。
【０１４７】
　ステップＳ１０４において、コントローラ５０は、生成したパスワードをリモコン表示
部３２において表示（出力）させる。これにより、利用者は、生成されたパスワードを把
握可能な状態となる。
【０１４８】
　ステップＳ１０５において、コントローラ５０は、新たな接続機器情報が入力されない
場合（すなわち、ＮＯの場合）には、ステップＳ１０７へ進む。一方、新たな接続機器情
報が入力された場合（すなわち、ＹＥＳの場合）には、ステップＳ１０６へ進む。
【０１４９】
　ステップＳ１０６において、コントローラ５０は、新たに入力された接続機器情報を記
憶部５１（接続機器情報記憶領域５２１）において記憶する。その後、ステップＳ１０１
に戻る。
【０１５０】
　ステップＳ１０７において、コントローラ５０は、端末１１０からの接続要求信号（近
距離無線通信信号）を受信しない場合（すなわちＮＯの場合）には、ステップＳ１１３へ
進む。一方、コントローラ５０は、端末１１０からの接続要求信号を受信した場合（すな
わちＹＥＳの場合）には、ステップＳ１０８へ進む。
【０１５１】
　ステップＳ１０８において、コントローラ５０は、既に生成したパスワードを保持して
いない（つまり、パスワード記憶領域５２２においてパスワードを記憶していない）場合
（すなわちＮＯの場合）には、ステップＳ１１２へ進む。一方、コントローラ５０は、既
に生成したパスワードを保持している（つまり、パスワード記憶領域５２２においてパス
ワードを記憶している）場合（すなわちＹＥＳの場合）には、ステップＳ１０９へ進む。
【０１５２】
　ステップＳ１０９において、コントローラ５０は、端末（接続要求端末）１１０に対し
てパスワード要求信号を送信する。ステップＳ１１０へ進む。
【０１５３】
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　ステップＳ１１０において、コントローラ５０は、パスワード要求信号を送信後、所定
時間ｔ１が経過する前に、送信先の接続要求端末１１０から適正なパスワードを受信しな
い場合（すなわちＮＯの場合）には、ステップＳ１１２へ進む。一方、コントローラ５０
は、パスワード要求信号を送信後、所定時間ｔ１が経過する前に、送信先の接続要求端末
１１０から適正なパスワードを受信した場合（すなわちＹＥＳの場合）には、ステップＳ
１１１へ進む。
【０１５４】
　ステップＳ１１１において、コントローラ５０は、パスワード要求信号を送信後、所定
時間ｔ１が経過する前に、接続要求端末１１０から適正なパスワードを受信したことに応
じて、パスワードの送信元の接続要求端末１１０と通信コネクションを確立する。これに
より、リモコン３０において、当該接続要求端末１１０からの各種コマンド（近距離無線
通信信号）が受け入れられる状態となる。その後、ステップＳ１１３へ進む。
【０１５５】
　ステップＳ１１２において、コントローラ５０は、リモコン表示部３２において、エラ
ーが生じていることを通知するための所定の画像の表示（エラー表示）を行わせる。その
後、ステップＳ１１３へ進む。
【０１５６】
　ステップＳ１１３において、コントローラ５０は、通信コネクションを確立後、所定時
間ｔ２が経過した端末１１０が存在しない場合（すなわちＮＯの場合）には、ステップＳ
１１５へ進む。一方、コントローラ５０は、通信コネクションを確立後、所定時間ｔ２が
経過した端末１１０が存在する場合（すなわちＹＥＳの場合）には、ステップＳ１１４へ
進む。
【０１５７】
　ステップＳ１１４において、コントローラ５０は、通信コネクションを確立後、所定時
間ｔ２が経過した端末１１０との通信コネクションを切断する。これにより、当該端末１
１０からのコマンドが受け入れられない状態となる。その後、ステップＳ１１５へ進む。
【０１５８】
　ステップＳ１１５において、コントローラ５０は、端末１１０からコマンド（近距離無
線通信信号）を送信されない場合（すなわちＮＯの場合）には、ステップＳ１０１に戻る
。一方、コントローラ５０は、端末１１０からコマンド（近距離無線通信信号）を送信さ
れている場合（すなわちＹＥＳの場合）には、ステップＳ１１６へ進む。
【０１５９】
　ステップＳ１１６において、コントローラ５０は、コマンド（近距離無線通信信号）を
送信されている端末１１０との通信コネクションが確立されていない場合（すなわちＮＯ
の場合）には、ステップＳ１１２へ進む。一方、コントローラ５０は、コマンド（近距離
無線通信信号）を送信されている端末１１０との通信コネクションが確立されている場合
（すなわちＹＥＳの場合）には、ステップＳ１１７へ進む。
【０１６０】
　ステップＳ１１７において、コントローラ５０は、端末１１０から送信されているコマ
ンドを取得し、当該コマンドに応じて対応する処理を実行する。その後、ステップＳ１０
１に戻る。
【０１６１】
　（６）空調システム１００における処理の流れ
　図１０は、空調システム１００で行われる処理の一例を模式的に示したシーケンス図で
ある。
【０１６２】
　（６－１）期間Ｓ１
　図１０の期間Ｓ１に示されるように、まず、空調システム１００に電源部から駆動電源
が供給された後、作業者によってリモコン入力部３１（接続機器情報入力部）において接
続機器情報が入力されると、空調システム１００は入力された接続機器情報を記憶する。
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その後、空調システム１００は、記憶している接続機器情報を管理サーバ１２０へ送信す
る。これにより、管理サーバ１２０において空調システム１００を設置している施設１や
、他の現場における接続機器情報が蓄積され、蓄積した接続機器情報を活用することが可
能となっている。例えば、管理サーバ１２０においては、蓄積されている接続機器情報に
基づき、空調システム１００を設置している施設１や、他の現場における定期点検やメン
テナンスに関して時期や項目の確認及び通知等が行われる。
【０１６３】
　また、空調システム１００は、記憶している接続機器情報に基づきパスワードを生成す
る。本実施形態においては、接続機器情報に含まれる室外ユニット１０、各室内ユニット
２０、各リモコン３０、及び／又は各通信アダプタ１５・１６・２５・２６・３６等の、
機種名、機番、及び／又は台数等に基づき、パスワードが生成される。そして、空調シス
テム１００では、生成したパスワードがリモコン表示部３２において表示（出力）される
。これにより、利用者は、生成されたパスワードを視認可能な状態となる。
【０１６４】
　（６－２）期間Ｓ２
　期間Ｓ２に示されるように、利用者が保有する端末１１０をリモコン３０（近距離無線
通信部３４）に接近させると、端末１１０とリモコン３０との間で近距離無線ネットワー
クＮＷ３が形成されて近距離無線通信が行われる。係る近距離無線通信によって、端末１
１０から接続要求信号が送信されると、空調システム１００は当該接続要求信号の送信元
の端末１１０に対してパスワードの入力を要求するパスワード要求信号を送信する。その
後、当該端末１１０から所定時間ｔ１以内に、適正なパスワードが送信され、空調システ
ム１００において係るパスワードが正常に受信されると、当該端末１１０が認証されて空
調システム１００と当該端末１１０との通信コネクションが確立される。これにより、空
調システム１００において、当該端末１１０からの近距離無線ネットワークＮＷ３を介し
たコマンドの入力が可能な状態となる。
【０１６５】
　（６－３）期間Ｓ３
　期間Ｓ３に示されるように、通信コネクションを確立されている端末１１０から空調シ
ステム１００に対して、コマンド（近距離無線通信信号）が送信されると、空調システム
１００では、係るコマンドが取得され、当該コマンドに応じて対応する処理が実行される
。その後、当該端末１１０との通信コネクション確立後、所定時間ｔ２が経過したことに
応じて、当該端末１１０との通信コネクションが切断される。
【０１６６】
　（７）空調システム１００の特徴
　（７－１）
　上記実施形態に係る空調システム１００では、セキュリティ性及び信頼性の低下が抑制
されており、また、利便性の低下が抑制されつつセキュリティ性について確保することが
可能となっている。
【０１６７】
　すなわち、利用者が有する携帯通信端末と通信可能に構成され、携帯通信端末を介して
運転状態の切換えや初期設定等の各種設定を可能に構成された従来の空調装置又は冷凍装
置においては、スマートフォン等の一般に広く普及している携帯通信端末を介して各種設
定が行われることから、権限を有さない者による各種設定の切換えを制限することが、セ
キュリティ上望まれる。
【０１６８】
　また、施工時やメンテナンス時にサービスマンが携帯通信端末を用いて初期設定を行う
場合には、初期設定完了後に利用者等が携帯通信端末の操作等を行うことによって、意図
しない設定変更が偶発的に行われるケースも考えられる。係る事態が生じると、想定され
る運転が正常に行われずに信頼性が低下することも想定される。
【０１６９】
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　一方で、上記事項に配慮して、携帯通信端末の認証を行うべく利用者に対してパスワー
ドの入力を要求することが考えられる。しかし、利用者がパスワードを忘れたり失うケー
スが想定され、係るケースにおいてはパスワードの問い合わせや再設定等の処理を行う必
要が生じて対応に手間がかかるという点で、利便性が低下しうる。また、安易なパスワー
ドを設定した場合にはセキュリティ性が低下する。
【０１７０】
　この点、空調システム１００では、パスワード生成部６２は、所定のタイミングで、通
信ネットワーク（第１ネットワークＮＷ１、第２ネットワークＮＷ２）に接続されている
各接続機器の特色を示す接続機器情報に基づき、パスワードを生成し、「処理部」（運転
スケジュール制御部５４、アクチュエータ制御部５５、使用センサ管理部５６、現地情報
管理部５７、時刻管理部５８、運転履歴管理部５９、及び接続制御部６０等）は「パスワ
ード入力部」（近距離無線通信部３４）に入力されたパスワードが適切である場合に、近
距離無線通信信号に基づく処理を実行するように構成されている。その結果、利用権限を
有さない者による各種設定の切換えを制限することが可能となっている。また、初期設定
完了後、利用者等が端末１１０の操作等を行うことによって、意図しない設定変更が偶発
的に行われることについても抑制されている。よって、セキュリティ性及び信頼性の低下
が抑制されている。
【０１７１】
　また、パスワードは、通信ネットワークに接続されている各接続機器（室外ユニット１
０、各室内ユニット２０、各リモコン３０、及び／又は各通信アダプタ１５・１６・２５
・２６・３６等）の特色を示す接続機器情報に基づき生成されている。このため、パスワ
ードは、通信ネットワークに接続されている各接続機器の特色を示す接続機器情報に基づ
き、特定可能となっている。よって、利用者がパスワードを忘れたり失った場合に、パス
ワードの問い合わせや再設定等の処理に伴う手間が軽減されるようになっている。さらに
、係る接続機器情報を一般に公開されない機密情報とすることで、接続機器情報自体、並
びに接続機器情報から特定されるパスワードの機密性を高め、これらの情報に関して特定
主体を利用者やサービスマン等、権限を有する者に限定することが可能となっている。
【０１７２】
　よって、利便性の低下を抑制しつつセキュリティ性について確保することが可能となっ
ている。
【０１７３】
　（７－２）
　上記実施形態に係る空調システム１００では、接続機器情報は、通信ネットワークに接
続されている各接続機器の施工時に用いられる施工図面によって特定される情報である。
すなわち、接続機器情報が、一般に公開されない機密性の高い施工図面に基づき特定可能
な情報となっている。これにより、接続機器情報の機密性を高めることが可能となってお
り、ひいてはパスワードの機密性を高めることが可能となっている。よって、利便性の低
下が抑制されるとともにセキュリティ性が確保されている。
【０１７４】
　（７－３）
　上記実施形態に係る空調システム１００おいて、接続機器情報は、通信ネットワークに
接続されている接続機器の機種名、機番又は台数を特定する情報である。これにより、接
続機器情報を、一般に公開されない機密性の高い情報とすることが容易に可能となってい
る。その結果、接続機器情報、並びにパスワードの機密性を高めることが容易に可能とな
っている。
【０１７５】
　（７－４）
　上記実施形態に係る空調システム１００では、通信ネットワークに接続されている接続
機器は、熱源ユニット、利用ユニット、リモートコントロール装置、若しくは通信アダプ
タ、又はこれらいずれかの構成要素である。これにより、接続機器情報を、一般に公開さ
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れない機密性の高い情報とすることが容易に可能となっている。その結果、接続機器情報
並びにパスワードの機密性を高めることが容易に可能となっている。
【０１７６】
　（７－５）
　上記実施形態に係る空調システム１００では、「接続機器情報記憶部」（記憶部５１、
接続機器情報記憶領域５２１）が接続機器情報を記憶し、パスワード生成部６２は接続機
器情報記憶部に記憶されている接続機器情報に基づきパスワードを生成している。これに
より、保持している接続機器情報に基づき、パスワードが生成されるようになっている。
その結果、パスワードの入力を要求されるサービスマンや利用者等に対して大きな労力を
強いることなく、パスワードが生成されるようになっている。よって、利便性に優れてい
る。
【０１７７】
　（７－６）
　上記実施形態に係る空調システム１００では、パスワード生成部６２は、接続機器情報
入力部（リモコン入力部３１）に入力された接続機器情報に基づき、パスワードを生成し
ている。これにより、利用者等が接続機器情報入力部を介して入力した接続機器情報に基
づき、パスワードが生成されるようになっている。その結果、利用者側で指定した接続機
器情報に基づきパスワードが生成されうる。よって、利便性に優れている。
【０１７８】
　（７－７）
　上記実施形態に係る空調システム１００では、接続機器情報送信部（送信データ生成部
６３、送信データ出力部６６）は、接続機器情報を、広域ネットワークＮＷａに接続され
ている管理サーバ１２０に宛てて送信するように構成されている。これにより、管理サー
バ１２０側で施工現場毎に接続機器情報を収集することが可能となっている。その結果、
施工現場毎に接続機器情報を蓄積することが容易となるとともに、蓄積した接続機器情報
を活用することが容易に可能となっており、利便性に優れている。
【０１７９】
　（７－８）
　上記実施形態に係る空調システム１００では、パスワード出力部（リモコン表示部３２
、表示データ生成部６４、出力制御部６５）は、パスワード生成部６２によって生成され
たパスワードを、リモコン表示部３２に出力（表示）するように構成されている。これに
より、自動生成されたパスワードについて、権限を有する者が直接的に把握可能となって
いる。よって、利便性に優れている。
【０１８０】
　（７－９）
　上記実施形態に係る空調システム１００では、パスワード生成部６２は、電源を供給さ
れた時にパスワードを生成するように構成されている。これにより、電源投入時にパスワ
ードが自動生成されるようになっている。その結果、利用者等が特に意識することなく、
パスワードが生成されるようになっており、利便性に優れている。
【０１８１】
　（８）変形例
　上記実施形態は、以下の変形例に示すように適宜変形が可能である。なお、各変形例は
、矛盾が生じない範囲で他の変形例と組み合わせて適用されてもよい。
【０１８２】
　（８－１）変形例１
　上記実施形態において、リモコン３０及び端末１１０間で行われる近距離無線通信は、
１３．５６ＭＨｚの周波数を用いるＮＦＣ（Near Field Communication）であった。しか
し、リモコン３０及び端末１１０間で行われる近距離無線通信は、必ずしもＮＦＣである
必要はなく、例えば２．４GHzの周波数を用いるBluetooth（登録商標）等、他の方式であ
ってもよい。
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【０１８３】
　（８－２）変形例２
　上記実施形態では、パスワード生成部６２は、接続機器情報に含まれる室外ユニット１
０、各室内ユニット２０、各リモコン３０、及び／又は各通信アダプタ１５・１６・２５
・２６・３６の、機種名、機番、及び／又は台数等に基づき、パスワードを生成するよう
に構成されていた。しかし、パスワード生成部６２がパスワードを生成する態様について
は、これに必ずしも限定されず、接続機器情報に基づいてパスワードを生成する限り適宜
変更が可能である。例えば、パスワード生成部６２は、接続機器情報に含まれる接続機器
の通信アドレスやＭＡＣアドレスに基づいてパスワードを生成するようにしてもよい。ま
た、例えば、パスワード生成部６２は、接続機器情報に含まれる接続機器の構成要素（例
えば、各種アクチュエータ１１、２１や各種センサ１２、２２、３３等）の特色を示す情
報（例えば型式や機番等）に基づいてパスワードを生成するようにしてもよい。
【０１８４】
　（８－３）変形例３
　上記実施形態では、パスワード生成部６２は、ベーシックデータに、接続機器情報を付
加することでパスワードを生成していた。より詳細には、ベーシックデータの後に接続機
器の機種名、機番、又は台数を付加することで、パスワードを生成していた。しかし、パ
スワードの生成態様については、必ずしもこれに限定されず、適宜変更が可能である。
【０１８５】
　例えば、パスワード生成部６２は、ベーシックデータの前に接続機器情報（接続機器の
機種名、機番、及び／又は台数等）を付加することでパスワードを生成してもよいし、ベ
ーシックデータの中に接続機器情報を挿入することでパスワードを生成してもよい。また
、パスワード生成部６２は、ベーシックデータを加味せずにパスワードを生成してもよい
。例えば、パスワード生成部６２は、パスワードを生成する際に接続機器情報（接続機器
の機種名、機番、及び／又は台数等）そのものをパスワードとしてもよい。
【０１８６】
　（８－４）変形例４
　上記実施形態では、接続機器情報は、接続機器の施工時に用いられる施工図面によって
特定される情報であった。利便性の低下を抑制しつつ接続機器情報の機密性を高める、と
いう観点では、接続機器情報がこのような情報であることが好ましい。しかし、これに限
定されず、接続機器情報は、必ずしも接続機器の施工時に用いられる施工図面によって特
定される情報である必要はない。
【０１８７】
　（８－５）変形例５
　上記実施形態では、接続機器情報は、通信ネットワークに接続されている接続機器の機
種名、機番又は台数を特定する情報であった。利便性の低下を抑制しつつ接続機器情報の
機密性を高める、という観点では、接続機器情報がこのような情報であることが好ましい
。しかし、これに限定されず、接続機器情報は、必ずしも通信ネットワークに接続されて
いる接続機器の機種名、機番又は台数を特定する情報である必要はなく、接続機器の他の
特色を特定する情報であってもよい。
【０１８８】
　（８－６）変形例６
　上記実施形態では、リモコン３０は、近距離無線通信部３４を介してパスワードを入力
されていた。つまり、本実施形態において、近距離無線通信部３４は、端末１１０から出
力されたパスワードを入力される「パスワード入力部」として機能していた。しかし、こ
れに限定されず、リモコン３０は、他の入力部を介して、パスワードを入力されてもよい
。例えば、リモコン３０は、リモコン入力部３１にパスワードを入力されてもよい。係る
場合、当該他の入力部が「パスワード入力部」として機能する。
【０１８９】
　（８－７）変形例７
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　上記実施形態では、接続機器情報が「接続機器情報入力部」を介して入力される場合に
ついて説明した。しかし、これに限定されず、接続機器情報は、予め（製造時や出荷時等
に）接続機器情報記憶領域５２１に格納されていてもよい。すなわち、空調システム１０
０は、予め接続機器情報を保持していてもよい。係る場合、電源投入時に、利用者等が特
に操作することなく、パスワードが自動生成されるようになり、利便性に特に優れる。
【０１９０】
　（８－８）変形例８
　上記実施形態では、パスワード生成部６２は、電源を供給された時にパスワードを生成
するように構成されていた。しかし、パスワード生成部６２がパスワードを生成するタイ
ミングについては必ずしもこれに限定されず、設置環境や設計仕様に応じて適宜変更が可
能である。例えば、パスワード生成部６２は、ユーザからパスワード生成の指示が入力さ
れたことを契機として、パスワードを生成するように構成されてもよい。
【０１９１】
　（８－９）変形例９
　上記実施形態では、初期設定完了後、利用者等が端末１１０の操作等を行うことによっ
て、意図しない設定変更が偶発的に行われることについて抑制されている。係る効果をよ
り確実にするためには、端末１１０との間に構築する通信コネクションにバリエーション
をもたせてもよい。例えば、初期設定を行う作業者の端末１１０との間で構築する通信コ
ネクションである初期設定接続と、日常的に利用者の端末１１０との間で構築する通信コ
ネクションである利用者接続と、を設けて、状況に応じた通信コネクションを構築するよ
うに構成してもよい。係る場合、パスワード生成部６２が初期設定接続用のパスワードと
利用者接続用のパスワードとを生成し、接続制御部６０において、入力されたパスワード
に応じて確立する通信コネクションを区別されるように構成すればよい。これにより、初
期設定完了後に、偶発的に初期設定が変更・上書きされることがさらに抑制される。
【０１９２】
　（８－１０）変形例１０
　上記実施形態では、端末１１０を、コマンドを入力するための「コマンド入力装置」と
して機能させることが可能であり、端末１１０を介したコマンド入力を行う際に、各リモ
コン３０は端末１１０から送信されたコマンドを受信するための「コマンド受信装置」と
して機能していた。しかし、これに限定されず、リモコン３０以外の接続機器に近距離無
線通信部３４に相当する機能部を配置して、当該接続機器をコマンド受信装置として機能
させてもよい。
【０１９３】
　（８－１１）変形例１１
　上記実施形態では、近距離無線通信部３４は、リモコン３０内に配置されていた。しか
し、近距離無線通信部３４は、リモコン３０以外の接続機器内に配置されてもよい。
【０１９４】
　（８－１２）変形例１２
　上記実施形態においては、接続機器が、室外ユニット１０、各室内ユニット２０、各リ
モコン３０、及び各通信アダプタ１５・１６・２５・２６・３６である場合について説明
した。しかし、これに限定されず、空調システム１００に含まれる接続機器は、適宜変更
が可能であり、上記のものに代えて／加えて、他の機器（例えば各リモコン３０の機能を
統括した集中リモコンや、室外ユニット１０と室内ユニット２０の間で冷媒の流れを切り
換える冷媒流路切換ユニット等）であってもよい。
【０１９５】
　また、上記実施形態においては、接続機器が、第１ネットワークＮＷ１及び第２ネット
ワークＮＷ２に接続されている機器である場合について説明した。しかし、これに限定さ
れず、接続機器は、第１ネットワークＮＷ１及び第２ネットワークＮＷ２以外の通信ネッ
トワークに接続される機器であってもよい。
【０１９６】
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　（８－１３）変形例１３
　上記実施形態では、リモコン３０はリモコン入力部３１を有しており、リモコン３０の
操作者はリモコン入力部３１を介して接続機器情報を入力することが可能であるように構
成されている。すなわち、リモコン３０は、「接続機器情報入力部」に相当するリモコン
入力部３１を有している。しかし、リモコン３０は、リモコン入力部３１に代えて／リモ
コン入力部３１とともに、接続機器情報を入力する他の入力部を有していてもよい。係る
場合、当該他の入力部は「接続機器情報入力部」に相当する。
【０１９７】
　例えば、ＵＳＢメモリや入力キーを有するタブレットＰＣ等の機器を、配線を介して接
続する接続端子（接続機器情報入力部）をリモコン３０や室内ユニット２０等の接続機器
に設けて、当該接続端子に接続されている機器から接続機器情報が入力されるように構成
してもよい。
【０１９８】
　また、例えば、リモコン３０は、近距離無線ネットワークＮＷ３を介した近距離無線通
信によって端末１１０等の機器から接続機器情報を入力されてもよい。係る場合には、近
距離無線通信部が「接続機器情報入力部」に相当する。
【０１９９】
　（８－１４）変形例１４
　上記実施形態では、パスワード生成部６２によって生成されたパスワードがリモコン表
示部３２において表示（出力）されるように構成されていた。しかし、生成されたパスワ
ードの出力態様については、必ずしもこれに限定されず、他の態様によって出力されても
よい。例えば、生成されたパスワードを、利用者が保持する端末１１０や他の機器へ出力
制御部６５等（パスワード出力部）から直接送信するように構成してもよい。
【０２００】
　また、例えば、生成されたパスワードに基づく音声データを生成して出力してもよい。
係る場合、当該音声データを出力するスピーカ（パスワード出力部）をリモコン３０や室
内ユニット２０に設けてもよい。
【０２０１】
　（８－１５）変形例１５
　上記実施形態では、室外ユニット制御部１３、室内ユニット制御部２３、及びリモコン
制御部３５が個別に配置されていた。しかし、これに限定されず、室外ユニット制御部１
３の一部若しくは全部、各室内ユニット制御部２３の一部若しくは全部、及び／又は各リ
モコン制御部３５の一部若しくは全部は、一体に構成されてもよい。係る場合、一体に構
成された制御部は、室外ユニット１０内に配置されてもよいし、いずれかの室内ユニット
２０内に配置されてもよいし、いずれかのリモコン３０内に配置されてもよいし、他の接
続機器内に配置されてもよいし、接続機器とＬＡＮやＷＡＮを介して接続された他の装置
（例えば管理サーバ１２０等）の内部に配置されてもよい。
【０２０２】
　（８－１６）変形例１６
　上記実施形態では、コントローラ５０は、室外ユニット制御部１３、各室内ユニット２
０の室内ユニット制御部２３、及び各リモコン３０のリモコン制御部３５が、通信ネット
ワーク（ＮＷ１、ＮＷ２）を介して接続されることで構成されていた。しかし、コントロ
ーラ５０の構成態様については、特に限定されず、適宜変更が可能である。例えば、コン
トローラ５０は、室外ユニット１０、各室内ユニット２０、及び各リモコン３０の、いず
れかに代えて／全てとともに、他の装置（例えば、管理サーバ１２０や集中リモコン等の
他の機器等）を追加されて構成されてもよい。また、コントローラ５０は、異なる空間に
配置されるユニットが通信ネットワークで接続されることで構成されるのではなく、同一
の空間に配置される各ユニットによって一体に構成されてもよい。
【０２０３】
　（８－１７）変形例１７
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　上記実施形態では、リモコン３０は、いずれかの室内ユニット２０と１対１に対応して
いたが、リモコン３０は複数の室内ユニット２０と対応付けられてもよい。すなわち、リ
モコン３０は、いずれかの室内ユニット２０と、１対多、又は多対多の関係となるように
対応づけられてもよい。
【０２０４】
　（８－１８）変形例１８
　上記実施形態では、近距離無線通信部３４は、リモコン制御部３５とは別に設けられて
いた。しかし、近距離無線通信部３４は、リモコン制御部３５に含まれていてもよい。
【０２０５】
　（８－１９）変形例１９
　上記実施形態では、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
り、通信線ｃｂ２を介して対応する室内ユニット２０と電気的に接続されていた。しかし
、リモコン３０は、対応する室内ユニット２０（室内ユニット制御部２３）と電波や赤外
線を用いた無線通信を行うワイアレスリモコンであってもよい。係る場合、リモコン３０
は、持ち運び自在であるハンディタイプのものであってもよい。
【０２０６】
　（８－２０）変形例２０
　上記実施形態では、リモコン３０は、室内ユニット２０とは別に独立して設けられてい
た。しかし、リモコン３０は、必ずしも室内ユニット２０と別体に構成される必要はなく
、室内ユニット２０と一体に構成されてもよい。すなわち、リモコン３０は、室内ユニッ
ト２０に内蔵されていてもよい。
【０２０７】
　（８－２１）変形例２１
　上記実施形態では、リモコン３０には表示手段としてのリモコン表示部３２が設けられ
ていた。しかし、必ずしもリモコン３０においてリモコン表示部３２を設ける必要はなく
、リモコン表示部３２については適宜省略が可能である。係る場合、リモコン表示部３２
において表示される表示データを表示する表示部を、他のユニット（室外ユニット１０や
室内ユニット２０等）に設けてもよいし、他のユニットとは独立に設けて対象空間ＳＰや
他の空間に配置してもよい。
【０２０８】
　（８－２２）変形例２２
　上記実施形態では、リモコン３０は、対応する室内ユニット２０と同一の対象空間ＳＰ
に設置されたが、対応する室内ユニット２０が設置される対象空間ＳＰとは異なる他の空
間に設置されてもよい。
【０２０９】
　（８－２３）変形例２３
　上記実施形態では、各対象空間ＳＰにおいて１台の室内ユニット２０が設置されていた
。しかし、各対象空間ＳＰには、室内ユニット２０が複数台設置されてもよい。
【０２１０】
　（８－２４）変形例２４
　上記実施形態では、１台の室外ユニット１０と複数台の室内ユニット２０とが冷媒配管
で接続されることで冷媒回路が構成されていた。しかし、空調システム１００は、複数台
の室外ユニット１０を有していてもよい。すなわち、複数台の室外ユニット１０と複数台
の室内ユニット２０とが冷媒配管で接続されることで冷媒回路が構成されてもよい。係る
場合、空調システム１００において構成される冷媒系統の数は単数であってもよいし複数
であってもよい。
【０２１１】
　また、空調システム１００は、単一の室内ユニット２０を有していてもよい。すなわち
、１台の室外ユニット１０と１台の室内ユニット２０とが冷媒配管で接続されることで冷
媒回路が構成されてもよい。
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【０２１２】
　（８－２５）変形例２５
　上記実施形態では、室内ユニット２０は、天井に設置される天井埋込型であったが、こ
れに限定されず、他の型式のものでもよい。例えば、室内ユニット２０は、対象空間ＳＰ
の内壁に設置される壁掛型、床面に設置される床置型等の空調室内機、又は床面より下方
に設置される床下収納型等でもよい。
【０２１３】
　（８－２６）変形例２６
　上記実施形態では、本発明が空調システム１００において適用される場合について説明
したが、本発明は、他の空調装置又は冷凍装置にも適用可能である。例えば、本発明は、
空気清浄機、換気装置、又は除湿機等の空調装置にも適用可能である。係る場合、室内ユ
ニット２０は、対象空間ＳＰに設置され、空気清浄（塵埃の回収）、換気、又は除湿等の
空気調和を行う。
【０２１４】
　また、例えば、本発明は、給湯器やチラー等、冷媒回路を含み冷凍サイクルを行うヒー
トポンプ装置にも適用可能である。係る場合、室外ユニット１０及び／又は室内ユニット
２０は、空調システム１００と同様、冷媒回路を含み冷凍サイクルを行う。
【０２１５】
　（８－２７）変形例２７
　上記実施形態では、空調システム１００は、複数の対象空間ＳＰを含む施設１に設置さ
れていた。しかし、空調システム１００が設置される環境は、特に限定されず、あらゆる
環境において設置可能である。例えば、空調システム１００は、単一の対象空間ＳＰを含
む施設や家屋に設置されてもよい。また、空調システム１００は、管理者と利用者とが一
致する空間のみならず、管理者と利用者とが一致しない空間（例えばホテルの客室やレン
タルルーム等、利用者が一時的に滞在する空間）に設置されてもよい。
【０２１６】
　（８－２８）変形例２８
　上記実施形態では、管理サーバ１２０は、広域ネットワークＮＷａ上に配置されていた
。しかし、管理サーバ１２０は、必ずしも広域ネットワークＮＷａ上に配置される必要は
なく、空調システム１００の設置場所（上記実施形態では施設１）と同一構内に配置され
てもよい。
【０２１７】
　（８－２９）変形例２９
　上記実施形態では、管理サーバ１２０は、空調システム１００とは別に独立して配置さ
れたが、管理サーバ１２０は、空調システム１００の構成要素として、空調システム１０
０に含まれていてもよい。
【０２１８】
　（８－３０）変形例３０
　端末１１０は、近距離無線通信機能とは別の他の無線通信用のアンテナを有していても
よい。係る場合、空調システム１００及び端末１１０間で行われる近距離無線通信の一部
が、当該他の無線通信によって行われるように構成してもよい。
【０２１９】
　（８－３１）変形例３１
　上記実施形態では、空調システム１００に入力されるコマンドとして、運転状態切換コ
マンド、現地情報登録設定コマンド、スケジュール設定コマンド、時刻設定コマンド、使
用センサ選択コマンド、及び表示態様設定コマンド等を例に挙げて説明した。しかし、空
調システム１００において入力されるコマンドは、必ずしもこれらのコマンドに限定され
ず、これらのコマンドのいずれかについては設計仕様や設置環境に基づき適宜省略が可能
である。また、空調システム１００において入力されるコマンドには、他のコマンドが含
まれていてもよい。



(30) JP 2018-44735 A 2018.3.22

10

20

30

40

50

【０２２０】
　（８－３２）変形例３２
　上記実施形態では、管理サーバ１２０は、空調システム１００とは別に配置されていた
。しかし、空調システム１００は、管理サーバ１２０を含んでいてもよい（すなわち、管
理サーバ１２０は、空調システム１００の構成要素として配置されてもよい）。そして、
係る場合、コントローラ５０に含まれる機能部（５１－６６）は、必要に応じて管理サー
バ１２０内に配置されてもよい。
【０２２１】
　例えば、パスワード生成部６２は、管理サーバ１２０に含まれていてもよい。係る場合
には、仮に管理者がパスワードを忘れた際においても、管理サーバ１２０にアクセス（又
は管理サーバ１２０を管理するサービスセンターに連絡）し、接続機器情報（施行図面な
ど）を改めて入力することで、管理サーバ１２０側でパスワードを生成することができ、
これによってパスワードを把握することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【０２２２】
　本発明は、空調装置又は冷凍装置に適用可能である。
【符号の説明】
【０２２３】
１　　　　：施設
１０　　　：室外ユニット（接続機器）
１３　　　：室外ユニット制御部
１５　　　：第１室外通信アダプタ（通信アダプタ、接続機器）
１６　　　：第２室外通信アダプタ（通信アダプタ、接続機器）
２０　　　：室内ユニット（接続機器）
２３　　　：室内ユニット制御部
２５　　　：第１室内通信アダプタ（通信アダプタ、接続機器）
２６　　　：第２室内通信アダプタ（通信アダプタ、接続機器）
３０　　　：リモコン（接続機器）
３１　　　：リモコン入力部（接続機器情報入力部）
３２　　　：リモコン表示部（パスワード出力部）
３４　　　：近距離無線通信部（パスワード入力部）
３５　　　：リモコン制御部
３６　　　：リモコン通信アダプタ（通信アダプタ、接続機器）
５０　　　：コントローラ
５１　　　：記憶部（接続機器情報記憶部）
５２　　　：コマンド取得部（処理部）
５３　　　：検出値取得部
５４　　　：運転スケジュール制御部（処理部）
５５　　　：アクチュエータ制御部（処理部）
５６　　　：使用センサ管理部（処理部）
５７　　　：現地情報管理部（処理部）
５８　　　：時刻管理部（処理部）
５９　　　：運転履歴管理部（処理部）
６０　　　：接続制御部（処理部）
６１　　　：接続機器情報管理部
６２　　　：パスワード生成部
６３　　　：送信データ生成部（接続機器情報送信部）
６４　　　：表示データ生成部（パスワード出力部）
６５　　　：出力制御部（接続機器情報送信部、パスワード出力部）
６６　　　：送信データ出力部（接続機器情報送信部）
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１００　　：空調システム（空調装置、冷凍装置）
１１０　　：端末（携帯通信端末）
１２０　　：管理サーバ
ＮＷ１　　：第１ネットワーク（通信ネットワーク）
ＮＷ２　　：第２ネットワーク（通信ネットワーク）
ＮＷ３　　：近距離無線ネットワーク
ＮＷａ　　：広域ネットワーク
ＳＰ（ＳＰ１－６）　：対象空間
ＴＢ１　　：接続機器情報テーブル
ｃｂ１―３　　：通信線
【先行技術文献】
【特許文献】
【０２２４】
【特許文献１】特開２０１３－７６４９３号公報

【図１】 【図２】



(32) JP 2018-44735 A 2018.3.22

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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