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(57)【要約】
【課題】照明機器による照明状態をユーザに容易に調整
させる。
【解決手段】１以上の空間を照明する１以上の照明機器
を制御する携帯端末の制御方法であって、携帯端末は、
表示部とコンピュータとメモリとを備え、携帯端末の制
御方法は、携帯端末のコンピュータに対して、携帯端末
が存在する場所を示す端末場所情報を取得させ、前記メ
モリに記憶された情報であって、１以上の照明機器と、
１以上の照明機器のそれぞれが存在する場所を示す１以
上の照明機器場所情報との対応関係を示す情報を用いて
、１以上の照明機器のそれぞれに対応する１以上の設定
画面を並び替えて、表示部へ表示させ、ユーザが設定画
面を操作することによって設定された照明状態を示す設
定情報に基づいて１以上の照明機器を制御するための制
御信号を、１以上の照明機器へ送信させる。
【選択図】図３０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１以上の照明機器を制御する携帯端末において実行されるプログラムであって、
　前記携帯端末は、表示部とコンピュータとメモリとを備え、
　前記プログラムは、前記コンピュータに対して、
　前記携帯端末が存在する場所を示す端末場所情報を取得させる処理と、
　前記メモリに記憶された情報であって、前記１以上の照明機器と、前記１以上の照明機
器のそれぞれが存在する場所を示す１以上の照明機器場所情報との対応関係を示す情報を
用いて、前記１以上の照明機器のそれぞれに対応する１以上の設定画面を並び替えて、前
記表示部へ表示させる処理と、
　ユーザが前記設定画面を操作することによって設定された照明状態を示す設定情報に基
づいて前記１以上の照明機器を制御するための制御信号を、前記１以上の照明機器へ送信
させる処理と、を実行させる、
　プログラム。
【請求項２】
　さらに、
　前記１以上の照明機器による１以上の照明状態を示す１以上のシーンに対応する１以上
のシーンアイコンと、シーン設定ボタンとを含むシーン選択画面を、前記表示部へ表示さ
せる処理と、
　前記１以上のシーンアイコンのうちの１つのシーンアイコンが選択された場合に、選択
されたシーンアイコンに対応するシーンが示す照明状態で照明するように前記１以上の照
明機器を制御するための制御信号を、前記１以上の照明機器へ送信させる処理と、
　前記シーン設定ボタンが選択された場合、前記１以上の設定画面を並び替えて、設定完
了ボタンとともに、前記表示部へ表示させる処理と、
　前記設定完了ボタンが選択されたときの前記設定情報を新規シーンの設定情報として、
前記メモリへ記憶させる処理と、を実行させる、
　請求項１に記載のプログラム。
【請求項３】
　前記端末場所情報は、前記携帯端末が存在する部屋又は区域を特定する情報であり、
　前記１以上の照明機器場所情報は、前記１以上の照明機器のそれぞれが存在する部屋又
は区域を特定する情報である、
　請求項１又は２に記載のプログラム。
【請求項４】
　前記１以上の照明機器場所情報のうち、前記端末場所情報が特定する部屋又は区域に一
致する照明機器場所情報に対応する設定画面が優先されるように、前記１以上の設定画面
を並び替えて、前記表示部へ表示させる、
　請求項３に記載のプログラム。
【請求項５】
　さらに、
　場所入力ボタンを、前記表示部へ表示させる処理と、
　前記場所入力ボタンが選択された場合に、前記端末場所情報をユーザに入力させるため
の第１入力画面を、前記表示部へ表示させる処理と、を実行させる、
　請求項３又は４に記載のプログラム。
【請求項６】
　さらに、
　前記１以上の照明機器場所情報をユーザに入力させるための第２入力画面を、前記表示
部へ表示させる処理を実行させる、
　請求項３～５のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項７】
　前記端末場所情報は、前記携帯端末が存在する場所の緯度、経度及び階数を特定する情
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報であり、
　前記１以上の照明機器場所情報は、前記１以上の照明機器のそれぞれが存在する場所の
緯度、経度及び階数を特定する情報である、
　請求項１又は２に記載のプログラム。
【請求項８】
　前記１以上の照明機器場所情報が特定する緯度、経度及び階数から決定される位置まで
の距離が短い順に、前記１以上の照明機器場所情報に対応する１以上の設定画面を並び替
えて、前記表示部へ表示させる、
　請求項７に記載のプログラム。
【請求項９】
　前記携帯端末は、無線ＬＡＮ機器と通信可能であり、
　前記無線ＬＡＮ機器が発信する無線信号情報に含まれる、前記無線ＬＡＮ機器に固有の
識別子に基づいて、前記携帯端末が存在する場所を特定させることで、前記端末場所情報
を取得させる、
　請求項１～８のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１０】
　前記携帯端末は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器と通信可能であり、
　前記Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器が発信する無線信号情報に含まれる、前記Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ通信機器に固有の識別子に基づいて、前記携帯端末が存在する場所を特定させる
ことで、前記端末場所情報を取得させる、
　請求項１～８のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１１】
　前記携帯端末は、可視光帯域の電磁波を受信するセンサ部を備え、
　前記センサ部が受信した電磁波に含まれる、電磁波を発信する可視光通信機器に固有の
識別子に基づいて、前記携帯端末が存在する場所を特定させることで、前記端末場所情報
を取得させる、
　請求項１～８のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１２】
　前記携帯端末は、超音波を受信するマイクロフォン部を備え、
　前記マイクロフォン部が受信した超音波に含まれる、超音波を発信するスピーカーに固
有の識別子に基づいて、前記携帯端末が存在する場所を特定させることで、前記端末場所
情報を取得させる、
　請求項１～８のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１３】
　前記携帯端末は、ＩＭＥＳ（Ｉｎｄｏｏｒ　ＭＥｓｓａｇｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）受信
部を備え、
　前記携帯端末と通信を行うＩＭＥＳ送信機が発信する、前記ＩＭＥＳ受信部が受信した
無線信号情報に含まれる緯度、経度及び階数を示す情報に基づいて、前記携帯端末が存在
する場所を特定させることで、前記端末場所情報を取得させる、
　請求項１～８のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１４】
　１以上の通信機器を経由して前記制御信号を送信させ、
　前記１以上の照明機器のそれぞれは、前記１以上の通信機器のいずれか１つに属してお
り、
　前記１以上の照明機器場所情報は、対応する照明機器が属する通信機器が存在する場所
を示す通信機器場所情報である、
　請求項１～８のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１５】
　前記通信機器場所情報は、対応する通信機器が備える通信機器場所特定部によって取得
された情報である、
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　請求項１４に記載のプログラム。
【請求項１６】
　前記１以上の通信機器のそれぞれは、対応する無線ＬＡＮ機器と通信可能であり、
　前記通信機器場所特定部は、前記無線ＬＡＮ機器が発信する無線信号情報に含まれる、
前記無線ＬＡＮ機器に固有の識別子に基づいて、対応する通信機器が存在する場所を特定
することで、前記通信機器場所情報を取得する、
　請求項１５に記載のプログラム。
【請求項１７】
　前記１以上の通信機器のそれぞれは、対応するＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器と通信可能
であり、
　前記通信機器場所特定部は、前記Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器が発信する無線信号情報
に含まれる、前記Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器に固有の識別子に基づいて、対応する通信
機器が存在する場所を特定することで、前記通信機器場所情報を取得する、
　請求項１５に記載のプログラム。
【請求項１８】
　前記１以上の通信機器のそれぞれは、対応する可視光通信機器から発信される可視光帯
域の電磁波を受信するセンサ部を備え、
　前記通信機器場所特定部は、前記センサ部が受信した電磁波に含まれる、前記可視光通
信機器に固有の識別子に基づいて、対応する通信機器が存在する場所を特定することで、
前記通信機器場所情報を取得する、
　請求項１５に記載のプログラム。
【請求項１９】
　前記１以上の通信機器のそれぞれは、対応するスピーカーから発信される超音波を受信
するマイクロフォン部を備え、
　前記通信機器場所特定部は、前記マイクロフォン部が受信した超音波に含まれる、前記
スピーカーに固有の識別子に基づいて、対応する通信機器が存在する場所を特定すること
で、前記通信機器場所情報を取得する、
　請求項１５に記載のプログラム。
【請求項２０】
　前記１以上の通信機器のそれぞれは、ＩＭＥＳ受信部を備え、
　前記通信機器場所特定部は、対応する通信機器と通信を行うＩＭＥＳ送信機が発信する
、前記ＩＭＥＳ受信部が受信した無線信号に含まれる緯度、経度及び階数を示す情報に基
づいて、前記対応する通信機器が存在する場所を特定することで、前記通信機器場所情報
を取得する、
　請求項１５に記載のプログラム。
【請求項２１】
　さらに、
　前記通信機器場所情報をユーザに入力させるための第３入力画面を、前記表示部へ表示
させる処理を実行させる、
　請求項１４又は１５に記載のプログラム。
【請求項２２】
　１以上の照明機器を制御する携帯端末の制御方法であって、
　前記携帯端末は、表示部とコンピュータとメモリとを備え、
　前記携帯端末の制御方法は、前記携帯端末のコンピュータに対して、
　前記携帯端末が存在する場所を示す端末場所情報を取得させ、
　前記メモリに記憶された情報であって、前記１以上の照明機器と、前記１以上の照明機
器のそれぞれが存在する場所を示す１以上の照明機器場所情報との対応関係を示す情報を
用いて、前記１以上の照明機器のそれぞれに対応する１以上の設定画面を並び替えて、前
記表示部へ表示させ、
　ユーザが前記設定画面を操作することによって設定された照明状態を示す設定情報に基
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づいて前記１以上の照明機器を制御するための制御信号を、前記１以上の照明機器へ送信
させる、
　携帯端末の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空間を照明する照明機器を制御する携帯端末の制御方法などに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、照明機器が発する光の明るさ及び色をスライダで調整することで照明のシーンを
作成し、作成したシーンに基づいて照明機器を制御する照明システムコントローラが開示
されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２０１１－５１９１２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来の照明システムコントローラでは、ユーザが照明機器による照
明状態を容易に調整できないという課題がある。
【０００５】
　上記従来の照明システムコントローラでは、照明機器による照明状態を調整する状況に
関係なく、照明状態を調整するための画面は同一である。このため、照明状態を調整する
状況が変わる度に、その状況に応じた照明機器を探して調整する必要があり、ユーザに煩
わしい作業が強いられてしまう。
【０００６】
　そこで、本発明は、照明機器による照明状態をユーザに容易に調整させることができる
携帯端末の制御方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明の一態様に係る携帯端末の制御方法は、１以上の照明
機器を制御する携帯端末の制御方法であって、前記携帯端末は、表示部とコンピュータと
メモリとを備え、前記携帯端末の制御方法は、前記コンピュータに対して、前記携帯端末
が存在する場所を示す端末場所情報を取得させ、前記メモリに記憶された情報であって、
前記１以上の照明機器と、前記１以上の照明機器のそれぞれが存在する場所を示す１以上
の照明機器場所情報との対応関係を示す情報を用いて、前記１以上の照明機器のそれぞれ
に対応する１以上の設定画面を並び替えて、前記表示部へ表示させ、ユーザが前記設定画
面を操作することによって設定された照明状態を示す設定情報に基づいて前記１以上の照
明機器を制御するための制御信号を、前記１以上の照明機器へ送信させる。
【０００８】
　なお、これらの包括的又は具体的な態様は、システム、装置、集積回路、コンピュータ
プログラム又はコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体で実現されても
よく、システム、装置、集積回路、コンピュータプログラム及び記録媒体の任意な組み合
わせで実現されてもよい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る携帯端末の制御方法によれば、照明機器による照明状態をユーザに容易に
調整させることができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１０】
【図１】図１は、実施の形態に係る照明システムの一例を示すブロック図である。
【図２】図２は、実施の形態に係るシーン情報の一例を示す図である。
【図３】図３は、実施の形態に係るシーン選択画面の一例を示す図である。
【図４】図４は、実施の形態に係る操作対象照明情報の一例を示す図である。
【図５Ａ】図５Ａは、実施の形態に係るリモコン操作画面の一例を示す図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、実施の形態に係るリモコン操作画面の別の一例を示す図である。
【図６Ａ】図６Ａは、実施の形態に係るシーン作成画面の一例を示す図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、実施の形態に係るシーン編集画面の一例を示す図である。
【図７】図７は、実施の形態に係るシーン名入力画面の一例を示す図である。
【図８】図８は、実施の形態に係る撮影確認画面の一例を示す図である。
【図９Ａ】図９Ａは、実施の形態に係る新規シーン選択画面の一例を示す図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、実施の形態に係る新規シーン選択画面の別の一例を示す図である。
【図１０】図１０は、実施の形態に係る照明機器の制御方法の一例を示すフローチャート
である。
【図１１】図１１は、実施の形態に係る表示優先度の設定方法の一例を示すフローチャー
トである。
【図１２】図１２は、実施の形態に係る携帯端末の場所情報を取得するための構成の一例
を示すブロック図である。
【図１３】図１３は、実施の形態に係る携帯端末の場所情報を取得するための構成の別の
一例を示すブロック図である。
【図１４】図１４は、実施の形態に係る携帯端末の場所情報を取得するための構成の別の
一例を示すブロック図である。
【図１５】図１５は、実施の形態に係る携帯端末の場所情報を取得するための構成の別の
一例を示すブロック図である。
【図１６】図１６は、実施の形態に係る現在場所選択画面の一例を示す図である。
【図１７】図１７は、実施の形態に係る照明機器場所選択画面の一例を示す図である。
【図１８Ａ】図１８Ａは、実施の形態に係るシーンの作成方法の一例を示すフローチャー
トである。
【図１８Ｂ】図１８Ｂは、実施の形態に係るシーンの作成方法の一例を示すフローチャー
トである。
【図１９】図１９は、実施の形態に係るシーンの作成方法において表示される画面遷移の
一例を示す図である。
【図２０Ａ】図２０Ａは、実施の形態に係るシーンの編集方法の一例を示すフローチャー
トである。
【図２０Ｂ】図２０Ｂは、実施の形態に係るシーンの編集方法の一例を示すフローチャー
トである。
【図２１】図２１は、実施の形態に係るシーンの編集方法において表示される画面遷移の
一例を示す図である。
【図２２】図２２は、実施の形態の変形例１に係る携帯端末の場所情報を取得するための
構成の一例を示すブロック図である。
【図２３】図２３は、実施の形態の変形例１に係る表示優先度の設定方法の一例を示すフ
ローチャートである。
【図２４】図２４は、実施の形態の変形例２に係る通信機器場所情報を取得するための構
成の一例を示す図である。
【図２５】図２５は、実施の形態の変形例２に係る通信機器場所情報を取得するための構
成の別の一例を示す図である。
【図２６】図２６は、実施の形態の変形例２に係る通信機器場所情報を取得するための構
成の別の一例を示す図である。
【図２７】図２７は、実施の形態の変形例２に係る通信機器場所情報を取得するための構
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成の別の一例を示す図である。
【図２８】図２８は、実施の形態の変形例２に係る通信機器場所情報を取得するための構
成の別の一例を示す図である。
【図２９】図２９は、実施の形態の変形例２に係る通信機器場所選択画面の一例を示す図
である。
【図３０】図３０は、実施の形態の変形例３に係るシーンの設定方法の一例を示すフロー
チャートである。
【図３１】図３１は、実施の形態の変形例４に係る照明システムの一例を示すブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（本発明の基礎となった知見）
　本発明者は、「背景技術」の欄において記載した照明システムコントローラに関し、以
下の問題が生じることを見出した。
【００１２】
　上記従来の照明システムコントローラでは、ディスプレイに表示されたスライダをユー
ザが操作することで、複数の照明機器の色及び輝度などを調整することができる。また、
複数の照明機器による調整後の照明状態を１つのシーンとしてシーン名とともに保存する
ことができる。
【００１３】
　しかしながら、操作対象となる照明機器の数が増加するにつれて、多くの照明機器の中
から所望の照明機器を探さなければならず、ユーザに煩わしい作業を強いることになる。
例えば、１画面に表示させる照明機器の設定画面の個数に限りがある場合、所望の照明機
器を探すためには、画面を切り替えるための操作が必要になる。
【００１４】
　例えば、ユーザが携帯端末とともに「リビングルーム」に居て、「リビングルーム」に
存在する照明機器による照明状態を調整しようとした場合には、「リビングルーム」に存
在する照明機器の設定画面が表示されることが好ましい。この場合においては、「寝室」
に存在する照明機器の設定画面が表示されたとしても、ユーザは操作しない可能性が高く
、「リビングルーム」に存在する照明機器の設定画面を探さなくてはならない。
【００１５】
　また、画面の切り替えを避けるために１画面に多くの設定画面を表示させることが考え
られる。しかしながら、この場合は、１つの設定画面が小さくなり、照明状態の調整が困
難になる。
【００１６】
　そこで、照明機器による照明状態を調整する状況に応じて、照明機器による照明状態を
ユーザに容易に調整させることができる技術が求められる。
【００１７】
　このような問題を解決するために、本発明の一態様に係る携帯端末の制御方法は、１以
上の照明機器を制御する携帯端末の制御方法であって、前記携帯端末は、表示部とコンピ
ュータとメモリとを備え、前記携帯端末の制御方法は、前記コンピュータに対して、前記
携帯端末が存在する場所を示す端末場所情報を取得させ、前記メモリに記憶された情報で
あって、前記１以上の照明機器と、前記１以上の照明機器のそれぞれが存在する場所を示
す１以上の照明機器場所情報との対応関係を示す情報を用いて、前記１以上の照明機器の
それぞれに対応する１以上の設定画面を並び替えて、前記表示部へ表示させ、ユーザが前
記設定画面を操作することによって設定された照明状態を示す設定情報に基づいて前記１
以上の照明機器を制御するための制御信号を、前記１以上の照明機器へ送信させる。
【００１８】
　これにより、端末場所情報と１以上の照明機器場所情報とに基づいて１以上の設定画面
を並び替えて表示させるので、携帯端末が存在する場所に応じた操作画面を生成すること
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ができる。したがって、１以上の照明機器による照明状態をユーザに容易に調整させるこ
とができる。
【００１９】
　また、例えば、前記携帯端末の制御方法は、さらに、前記１以上の照明機器による１以
上の照明状態を示す１以上のシーンに対応する１以上のシーンアイコンと、シーン設定ボ
タンとを含むシーン選択画面を、前記表示部へ表示させ、前記１以上のシーンアイコンの
うちの１つのシーンアイコンが選択された場合に、選択されたシーンアイコンに対応する
シーンが示す照明状態で照明するように前記１以上の照明機器を制御するための制御信号
を、前記１以上の照明機器へ送信させ、前記シーン設定ボタンが選択された場合、前記１
以上の設定画面を並び替えて、設定完了ボタンとともに、前記表示部へ表示させ、前記設
定完了ボタンが選択されたときの前記設定情報を新規シーンの設定情報として、前記メモ
リへ記憶させてもよい。
【００２０】
　これにより、シーンを設定する際に、端末場所情報と１以上の照明機器場所情報とに基
づいて１以上の設定画面を並び替えて表示させるので、携帯端末が存在する場所に応じた
シーン設定画面を生成することができる。したがって、１以上の照明機器による照明状態
をユーザに容易に設定させることができる。
【００２１】
　また、例えば、前記端末場所情報は、前記携帯端末が存在する部屋又は区域を特定する
情報であり、前記１以上の照明機器場所情報は、前記１以上の照明機器のそれぞれが存在
する部屋又は区域を特定する情報であってもよい。
【００２２】
　これにより、携帯端末が存在する部屋又は区域に応じた操作画面を生成することができ
る。したがって、例えば、家庭又は商業施設などでより効果を奏し、照明状態をユーザに
容易に調整させることができる。
【００２３】
　また、例えば、前記１以上の照明機器場所情報のうち、前記端末場所情報が特定する部
屋又は区域に一致する照明機器場所情報に対応する設定画面が優先されるように、前記１
以上の設定画面を並び替えて、前記表示部へ表示させてもよい。
【００２４】
　これにより、例えば、ユーザが携帯端末とともに「リビングルーム」に居るときは「リ
ビングルーム」に応じた設定画面を表示させ、「寝室」に居るときには「寝室」に応じた
設定画面を表示させることができるので、照明状態をユーザに容易に調整させることがで
きる。
【００２５】
　また、例えば、前記携帯端末の制御方法は、さらに、場所入力ボタンを、前記表示部へ
表示させ、前記場所入力ボタンが選択された場合に、前記端末場所情報をユーザに入力さ
せるための第１入力画面を、前記表示部へ表示させてもよい。
【００２６】
　これにより、端末場所情報をユーザが入力することができるので、ユーザが望むタイミ
ングでユーザが望むような画面を表示させることができる。例えば、ある部屋に居るユー
ザが別の部屋の照明状態を確認又は調整することができる。したがって、利便性をより高
めることができる。
【００２７】
　また、例えば、前記携帯端末の制御方法は、さらに、前記１以上の照明機器場所情報を
ユーザに入力させるための第２入力画面を、前記表示部へ表示させてもよい。
【００２８】
　これにより、照明機器場所情報をユーザが入力することができるので、ユーザが望む場
所で照明機器を登録することができる。例えば、ある部屋に居るユーザが別の部屋の照明
機器を登録することができる。したがって、利便性をより高めることができる。
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【００２９】
　また、例えば、前記端末場所情報は、前記携帯端末が存在する場所の緯度、経度及び階
数を特定する情報であり、前記１以上の照明機器場所情報は、前記１以上の照明機器のそ
れぞれが存在する場所の緯度、経度及び階数を特定する情報であってもよい。
【００３０】
　これにより、携帯端末が存在する場所を数値で特定することができるので、設定画面の
並び替えを精度良く行うことができる。したがって、照明状態をより容易に調整させるこ
とができる。
【００３１】
　また、例えば、前記１以上の照明機器場所情報が特定する緯度、経度及び階数から決定
される位置までの距離が短い順に、前記１以上の照明機器場所情報に対応する１以上の設
定画面を並び替えて、前記表示部へ表示させてもよい。
【００３２】
　これにより、携帯端末が存在する場所に近い照明機器の設定画面から優先的に表示させ
ることができるので、照明状態をより容易に選択させることができる。
【００３３】
　また、例えば、前記携帯端末は、無線ＬＡＮ機器と通信可能であり、前記無線ＬＡＮ機
器が発信する無線信号情報に含まれる、前記無線ＬＡＮ機器に固有の識別子に基づいて、
前記携帯端末が存在する場所を特定させることで、前記端末場所情報を取得させてもよい
。
【００３４】
　これにより、無線ＬＡＮ機能を利用して自動的に端末場所情報を取得することができる
ので、ユーザの負担を軽減し、利便性を高めることができる。
【００３５】
　また、例えば、前記携帯端末は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信機器と通信可能
であり、前記Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器が発信する無線信号情報に含まれる、前記Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ通信機器に固有の識別子に基づいて、前記携帯端末が存在する場所を特定
させることで、前記端末場所情報を取得させてもよい。
【００３６】
　これにより、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機能を利用して自動的に端末場所情報を取得する
ことができるので、ユーザの負担を軽減し、利便性を高めることができる。
【００３７】
　また、例えば、前記携帯端末は、可視光帯域の電磁波を受信するセンサ部を備え、前記
端末場所情報の取得では、前記センサ部が受信した電磁波に含まれる、電磁波を発信する
可視光通信機器に固有の識別子に基づいて、前記携帯端末が存在する場所を特定させるこ
とで、前記端末場所情報を取得させてもよい。
【００３８】
　これにより、可視光通信機能を利用して自動的に端末場所情報を取得することができる
ので、ユーザの負担を軽減し、利便性を高めることができる。
【００３９】
　また、例えば、前記携帯端末は、超音波を受信するマイクロフォン部を備え、前記端末
場所情報の取得では、前記マイクロフォン部が受信した超音波に含まれる、超音波を発信
するスピーカーに固有の識別子に基づいて、前記携帯端末が存在する場所を特定させるこ
とで、前記端末場所情報を取得させてもよい。
【００４０】
　これにより、超音波を利用して自動的に端末場所情報を取得することができるので、ユ
ーザの負担を軽減し、利便性を高めることができる。
【００４１】
　また、例えば、前記携帯端末は、ＩＭＥＳ（Ｉｎｄｏｏｒ　ＭＥｓｓａｇｉｎｇ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ）受信部を備え、前記端末場所情報の取得では、前記携帯端末と通信を行うＩＭ
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ＥＳ送信機が発信する、前記ＩＭＥＳ受信部が受信した無線信号情報に含まれる緯度、経
度及び階数を示す情報に基づいて、前記携帯端末が存在する場所を特定させることで、前
記端末場所情報を取得させてもよい。
【００４２】
　これにより、ＩＭＥＳを利用して自動的かつ正確に端末場所情報を取得することができ
るので、ユーザの負担を軽減し、利便性を高めることができる。
【００４３】
　また、例えば、前記制御信号の送信では、１以上の通信機器を経由して前記制御信号を
送信させ、前記１以上の照明機器のそれぞれは、前記１以上の通信機器のいずれか１つに
属しており、前記１以上の照明機器場所情報は、対応する照明機器が属する通信機器が存
在する場所を示す通信機器場所情報であってもよい。
【００４４】
　これにより、例えば、ブリッジなどの通信機器を利用して照明システムを構成すること
ができるので、照明機器の追加登録などをより容易に行うことができる。
【００４５】
　また、例えば、前記通信機器場所情報は、対応する通信機器が備える通信機器場所特定
部によって取得された情報であってもよい。
【００４６】
　これにより、通信機器が自端末の存在する場所を特定することができるので、携帯端末
は、通信機器から通信機器場所情報を取得するだけでよい。
【００４７】
　また、例えば、前記１以上の通信機器のそれぞれは、対応する無線ＬＡＮ機器と通信可
能であり、前記通信機器場所特定部は、前記無線ＬＡＮ機器が発信する無線信号情報に含
まれる、前記無線ＬＡＮ機器に固有の識別子に基づいて、対応する通信機器が存在する場
所を特定することで、前記通信機器場所情報を取得してもよい。
【００４８】
　これにより、無線ＬＡＮ機能を利用して自動的に通信機器場所情報を取得することがで
きるので、ユーザの負担を軽減し、利便性を高めることができる。
【００４９】
　また、例えば、前記１以上の通信機器のそれぞれは、対応するＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信
機器と通信可能であり、前記通信機器場所特定部は、前記Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器が
発信する無線信号情報に含まれる、前記Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器に固有の識別子に基
づいて、対応する通信機器が存在する場所を特定することで、前記通信機器場所情報を取
得してもよい。
【００５０】
　これにより、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機能を利用して自動的に通信機器場所情報を取得
することができるので、ユーザの負担を軽減し、利便性を高めることができる。
【００５１】
　また、例えば、前記１以上の通信機器のそれぞれは、対応する可視光通信機器から発信
される可視光帯域の電磁波を受信するセンサ部を備え、前記通信機器場所特定部は、前記
センサ部が受信した電磁波に含まれる、前記可視光通信機器に固有の識別子に基づいて、
対応する通信機器が存在する場所を特定することで、前記通信機器場所情報を取得しても
よい。
【００５２】
　これにより、可視光通信機能を利用して自動的に通信機器場所情報を取得することがで
きるので、ユーザの負担を軽減し、利便性を高めることができる。
【００５３】
　また、例えば、前記１以上の通信機器のそれぞれは、対応するスピーカーから発信され
る超音波を受信するマイクロフォン部を備え、前記通信機器場所特定部は、前記マイクロ
フォン部が受信した超音波に含まれる、前記スピーカーに固有の識別子に基づいて、対応
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する通信機器が存在する場所を特定することで、前記通信機器場所情報を取得してもよい
。
【００５４】
　これにより、超音波を利用して自動的に通信機器場所情報を取得することができるので
、ユーザの負担を軽減し、利便性を高めることができる。
【００５５】
　また、例えば、前記１以上の通信機器のそれぞれは、ＩＭＥＳ受信部を備え、前記通信
機器場所特定部は、対応する通信機器と通信を行うＩＭＥＳ送信機が発信する、前記ＩＭ
ＥＳ受信部が受信した無線信号に含まれる緯度、経度及び階数を示す情報に基づいて、前
記対応する通信機器が存在する場所を特定することで、前記通信機器場所情報を取得して
もよい。
【００５６】
　これにより、ＩＭＥＳを利用して自動的に通信機器場所情報を取得することができるの
で、ユーザの負担を軽減し、利便性を高めることができる。
【００５７】
　また、例えば、前記携帯端末の制御方法は、さらに、前記通信機器場所情報をユーザに
入力させるための第３入力画面を、前記表示部へ表示させてもよい。
【００５８】
　これにより、通信機器場所情報をユーザが入力することができるので、ユーザが望む場
所で通信機器を登録することができる。例えば、ある部屋に居るユーザが別の部屋の通信
機器を登録することができる。したがって、利便性をより高めることができる。
【００５９】
　なお、これらの包括的又は具体的な態様は、システム、装置、集積回路、コンピュータ
プログラム又はコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体で実現されても
よく、システム、装置、集積回路、コンピュータプログラム及び記録媒体の任意な組み合
わせで実現されてもよい。
【００６０】
　以下では、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。
【００６１】
　なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的又は具体的な例を示すものである
。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接
続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない
。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載
されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
【００６２】
　（実施の形態）
　まず、本実施の形態に係る照明システムの機能構成について、図１を用いて説明する。
図１は、本実施の形態に係る照明システム１０を示すブロック図である。
【００６３】
　図１に示すように、照明システム１０は、携帯端末１００と、第１照明機器２００と、
第２照明機器２０１とを備える。携帯端末１００は、第１照明機器２００及び第２照明機
器２０１とネットワークを介して接続されている。
【００６４】
　次に、携帯端末１００の構成について説明する。
【００６５】
　携帯端末１００は、１以上の空間を照明する１以上の照明機器を制御する端末の一例で
ある。具体的には、携帯端末１００は、１以上の照明機器（図１に示す例では、第１照明
機器２００及び第２照明機器２０１）の点灯、消灯、調光及び調色などを制御する。
【００６６】
　携帯端末１００は、ディスプレイ及びカメラ機能を備える。例えば、携帯端末１００は
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、スマートフォンや携帯電話、タブレット端末、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）などの携帯情報端末などである。
【００６７】
　図１に示すように、携帯端末１００は、入力部１１０と、表示部１２０と、表示制御部
１３０と、撮像部１４０と、照明情報管理部１５０と、照明制御部１６０と、通信部１７
０と、端末場所特定部１８０とを備える。
【００６８】
　入力部１１０は、ユーザによる操作入力を受け付ける。例えば、入力部１１０は、ユー
ザによる照明状態の調整のための操作入力を受け付ける。また、入力部１１０は、ユーザ
によるシーンの選択及び設定などの操作入力を受け付ける。具体的には、入力部１１０は
、表示部１２０に表示されるＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃ
ｅ）コンポーネント（ウィジェット）の操作を受け付ける。入力部１１０は、ユーザによ
る操作に基づいた情報を、表示制御部１３０、照明情報管理部１５０、照明制御部１６０
及び端末場所特定部１８０などに出力する。
【００６９】
　例えば、入力部１１０は、表示部１２０に表示されるプッシュボタンのユーザによる押
下を検出する。また、入力部１１０は、表示部１２０に表示されるスライダをユーザが操
作することで設定される設定値を取得する。また、入力部１１０は、表示部１２０に表示
されるテキストボックスに、ユーザによって入力されたテキストを取得する。
【００７０】
　例えば、入力部１１０は、タッチスクリーン（タッチパネル）の静電容量センサなどの
各種センサである。つまり、入力部１１０は、タッチスクリーンの入力機能を実現する。
入力部１１０は、具体的には、タッチスクリーンに表示されたＧＵＩコンポーネントに対
するユーザの操作を受け付ける。より具体的には、入力部１１０は、タッチスクリーンに
表示されたプッシュボタンの押下、もしくは、スライダの操作を検出し、又は、ソフトウ
ェアキーボードを介して入力されたテキストなどを取得する。なお、入力部１１０は、携
帯端末１００に設けられた物理的なボタンでもよい。
【００７１】
　表示部１２０は、表示制御部１３０によって生成された画面（画像）を表示する。例え
ば、表示部１２０は、リモコン操作画面、シーン選択画面、シーン設定画面、シーン名入
力画面、及び、撮影確認画面などを表示する。各画面は、ユーザによって操作可能なＧＵ
Ｉコンポーネントを含んでいる。なお、表示部１２０に表示される画面の具体例について
は、後で説明する。
【００７２】
　例えば、表示部１２０は、液晶ディスプレイ又は有機ＥＬ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃ
ｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ：ＯＥＬ）ディスプレイである。具体的には、表示部
１２０は、タッチスクリーン（タッチパネル）の表示機能を実現する。
【００７３】
　表示制御部１３０は、表示部１２０に表示するための画面を生成する。具体的には、表
示制御部１３０は、リモコン操作画面、シーン選択画面、シーン設定画面、シーン名入力
画面、及び、撮影確認画面などを生成する。表示制御部１３０は、生成した各画面を表示
部１２０に表示させる。
【００７４】
　具体的には、表示制御部１３０は、照明情報管理部１５０によって管理されるシーン情
報に基づいてシーン選択画面を生成する。また、表示制御部１３０は、照明情報管理部１
５０によって管理される操作対象照明情報と、端末場所特定部１８０によって取得される
端末場所情報とに基づいて、リモコン操作画面及びシーン設定画面を生成する。
【００７５】
　例えば、表示制御部１３０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎ
ｉｔ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）及びＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃ



(13) JP 2015-149710 A 2015.8.20

10

20

30

40

50

ｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などで構成される。
【００７６】
　撮像部１４０は、撮影画像を取得するためのカメラ機能を実現する。具体的には、撮像
部１４０は、新規シーンの設定完了ボタンが選択された後に起動される。撮像部１４０が
取得した画像は、シーンアイコンとして照明情報管理部１５０によって管理される。
【００７７】
　例えば、撮像部１４０は、カメラユニットである。具体的には、撮像部１４０は、光学
レンズ及びイメージセンサなどを有する。撮像部１４０は、光学レンズを介して入射した
光を、イメージセンサによって画像信号に変換して出力する。
【００７８】
　なお、撮像部１４０の起動とは、撮像部１４０による撮影が可能な状態になることであ
る。例えば、起動とは、シャッターボタンを押下することで、画像を取得することができ
る状態になることである。具体的には、起動とは、画像を取得するためのアプリケーショ
ンソフトウェアが立ち上がることである。例えば、起動とは、ライブビュー画像とシャッ
ターボタンとが表示部１２０に表示されることである。
【００７９】
　照明情報管理部１５０は、シーン情報及び操作対象照明情報を管理する。シーン情報は
、１以上のシーンを示す情報である。操作対象照明情報は、携帯端末１００によって制御
可能な１以上の照明機器と、対応する照明機器が存在する場所を示す１以上の照明機器場
所情報とを含む情報である。シーン情報及び操作対象照明情報については、図２及び図４
を用いて後で説明する。
【００８０】
　例えば、照明情報管理部１５０は、ＲＡＭ又は不揮発性メモリなどのメモリである。な
お、照明情報管理部１５０は、携帯端末１００に着脱可能なメモリでもよい。
【００８１】
　照明制御部１６０は、１以上の照明機器（第１照明機器２００及び第２照明機器２０１
）を制御するための制御信号を生成する。照明制御部１６０は、通信部１７０を介して、
生成した制御信号を１以上の照明機器に送信する。例えば、照明制御部１６０は、ＣＰＵ
、ＲＯＭ及びＲＡＭなどで構成される。
【００８２】
　制御信号は、例えば、照明機器毎に生成され、対応する照明機器の機能に応じた設定パ
ラメータ、及び、その設定値を含んでいる。具体的には、制御信号は、調光機能の設定値
（調光比）又は調色機能の設定値（色温度）などを示す情報を含んでいる。
【００８３】
　通信部１７０は、照明制御部１６０によって生成された制御信号を、ネットワークを介
して接続された１以上の照明機器に送信する。
【００８４】
　例えば、通信部１７０は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）モジ
ュール、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）モジュールなどの通信インタフェースである。なお、通信
部１７０は、有線ＬＡＮ端子などでもよい。
【００８５】
　端末場所特定部１８０は、携帯端末１００が存在する場所を示す端末場所情報を取得す
る。例えば、端末場所特定部１８０は、携帯端末１００の現在位置を示す情報を、端末場
所情報として取得する。具体的には、端末場所情報は、携帯端末１００が存在する部屋を
特定する情報である。例えば、端末場所特定部１８０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭなど
で構成される。
【００８６】
　また、端末場所特定部１８０は、照明機器の登録を行う際に、携帯端末１００が存在す
る場所を示す場所情報を取得する。取得された場所情報は、照明機器場所情報として、登
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録される照明機器に対応づけて照明情報管理部１５０によって管理される。
【００８７】
　次に、携帯端末１００によって制御される１以上の照明機器について説明する。
【００８８】
　第１照明機器２００及び第２照明機器２０１は、１以上の照明機器の一例である。第１
照明機器２００及び第２照明機器２０１は、例えば、調光機能及び調色機能の少なくとも
１つを有する。なお、第１照明機器２００及び第２照明機器２０１は、互いに異なる機種
の照明機器でもよく、同種の照明機器でもよい。
【００８９】
　第１照明機器２００及び第２照明機器２０１は、例えば、１以上の空間内の互いに異な
る位置に配置される。第１照明機器２００及び第２照明機器２０１は、１以上の空間を異
なる方向から照明することができるように配置されている。
【００９０】
　ここで、１以上の空間は、例えば、「リビングルーム」、「ダイニングルーム」及び「
廊下」で構成される空間である。つまり、空間は、１つの部屋、又は、扉などで仕切られ
た１以上の部屋で構成される空間である。例えば、第１照明機器２００は、主に「リビン
グルーム」を照明する「リビングシーリングライト」であり、第２照明機器２０１は、主
に「ダイニングルーム」を照明する「ダイニングライト」である。
【００９１】
　なお、第１照明機器２００及び第２照明機器２０１は、互いに異なる空間内に配置され
ていてもよい。すなわち、１以上の照明機器は、異なる空間を照明する照明機器を含んで
いてもよい。例えば、第１照明機器２００は、「リビングルーム」に配置された「リビン
グシーリングライト」であり、第２照明機器２０１は、「寝室」に配置された「寝室シー
リングライト」でもよい。
【００９２】
　なお、以下では、家庭内における照明機器を制御する例について説明するが、これに限
らない。例えば、ショッピングセンター、オフィスビル、スーパーマーケットなどの商業
施設又は公共の場などに設けられた１以上の照明機器を制御してもよい。このとき、端末
場所情報は、例えば、携帯端末１００が存在する区域を特定する情報である。
【００９３】
　区域は、所定の領域であり、必ずしも壁又は仕切り板などで区切られた領域でなくても
よい。区域は、具体的には、ショッピングセンターもしくはオフィスビルにおける「ショ
ップ（テナント）」、「通路」、「エレベーターホール」など、又は、スーパーマーケッ
トにおける「レジカウンター」、「鮮魚売り場」、「野菜売り場」などである。
【００９４】
　図１に示すように、第１照明機器２００は、通信部２１０と、運転制御部２２０とを備
える。なお、図示しないが、第２照明機器２０１も同様に、通信部２１０と、運転制御部
２２０とを備える。
【００９５】
　通信部２１０は、携帯端末１００から送信される制御信号を受信する。なお、通信部２
１０は、携帯端末１００の通信部１７０から送信される制御信号を、ブリッジ又はルータ
などの通信機器を介して受信してもよい。
【００９６】
　例えば、通信部２１０は、無線ＬＡＮモジュール、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈモジュール、Ｎ
ＦＣモジュールなどの通信インタフェースである。なお、通信部２１０は、有線ＬＡＮ端
子などでもよい。
【００９７】
　運転制御部２２０は、通信部２１０によって受信された制御信号に基づいて、第１照明
機器２００の調光及び調色を行う。例えば、運転制御部２２０は、第１照明機器２００が
発する光の明るさ及び色が、制御信号に含まれる設定値になるように、調光及び調色を行
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う。
【００９８】
　以上のように、本実施の形態に係る照明システム１０では、第１照明機器２００及び第
２照明機器２０１は、携帯端末１００から送信される制御信号に基づいて、明るさ及び色
などが調整される。このように、本実施の形態では、携帯端末１００が１以上の照明機器
を制御することで、１以上の空間の照明状態を調整することができる。
【００９９】
　続いて、表示制御部１３０が生成する画面であって、表示部１２０に表示される画面に
ついて、図２～図９Ｂを用いて説明する。
【０１００】
　まず、照明情報管理部１５０に管理されているシーン情報と、シーン情報に基づいて生
成されるシーン選択画面とについて、図２及び図３を用いて説明する。図２は、本実施の
形態に係るシーン情報の一例を示す図である。図３は、本実施の形態に係るシーン選択画
面３００を示す図である。
【０１０１】
　シーン情報は、１以上のシーンを示す情報である。１以上のシーンは、１以上の照明機
器による照明状態であって、１以上の空間の１以上の照明状態を示す。１つのシーンには
、１つの照明状態が対応付けられている。
【０１０２】
　図２に示すように、シーン情報は、シーン名と、シーンアイコンと、照明機器の設定情
報とを含んでいる。１つのシーンに対して、シーン名と、シーンアイコンと、照明機器の
設定情報とが対応付けられている。つまり、照明情報管理部１５０は、シーン毎に、シー
ン名と、シーンアイコンと、照明機器の設定情報とを対応付けて管理している。
【０１０３】
　シーン名は、シーンを識別するためにユーザによって設定された名称である。具体的に
は、シーン名は、後述するシーン名入力画面を介してユーザによって入力されたテキスト
である。図２に示すように、ユーザは、「パーティー」、「食事」などのユーザ自身にと
って照明状態を想像しやすい名称をシーン名として設定することができるので、シーンの
雰囲気を容易に推定することができる。
【０１０４】
　シーンアイコンは、撮像部１４０によって取得された画像である。例えば、当該画像は
、１以上の照明機器によって照明された空間を撮影することで取得された画像である。図
２に示す例では、シーンとシーンアイコンとが１対１に対応付けられている。なお、シー
ンアイコンとして、撮像部１４０によって取得された画像の代わりに、予め定められたデ
フォルト画像が登録されている場合もある。
【０１０５】
　設定情報は、後述するシーン設定画面においてユーザによって設定された照明状態を示
す情報である。具体的には、設定情報は、１以上の照明機器それぞれの設定パラメータ及
びその設定値を示す情報である。例えば、照明機器は、調光機能及び調色機能の少なくと
も１つを有するので、設定情報は、１以上の照明機器それぞれの調光設定情報及び調色設
定情報の少なくとも１つを含む。
【０１０６】
　調光機能は、照明機器から発せられる光の明るさを調節する機能である。調光機能の設
定値（調光比）は、例えば、「０～１００」の値で示される。調光比が大きくなるにつれ
て、照明機器から発せられる光の明るさが明るくなる。調光比が「０」であることは、照
明機器が消灯していることを意味し、調光比が「１００」であることは、照明機器が最大
電力で点灯していることを意味する。
【０１０７】
　調色機能は、照明機器から発せられる光の色を調節する機能である。具体的には、調色
機能は、光の色温度を調節する機能である。調色機能の設定値（色温度）は、例えば、「
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２１００Ｋ～５０００Ｋ」の値で示される。色温度が低い程、暖色系の色になり、色温度
が高い程、寒色系の色になる。例えば、「電球色」は、色温度が約「２８００Ｋ」であり
、「温白色」は、色温度が約「３５００Ｋ」であり、「昼光色」は、色温度が約「５００
０Ｋ」である。
【０１０８】
　なお、１以上の照明機器は、点灯機能及び消灯機能のみを有する照明機器を含んでもよ
い。この場合、当該照明機器は、調光比が「０」及び「１００」のみの値に設定可能な照
明機器として扱うことができる。
【０１０９】
　既存のシーンとは異なる新たなシーンが設定された場合には、シーン情報に新規シーン
として登録される。新規シーンが新たに作成された場合には、新規シーンのシーン名、シ
ーンアイコン及び設定情報がシーン情報に追加登録される。新規シーンの作成の詳細につ
いては、後で図１８Ａ及び図１８Ｂを用いて説明する。
【０１１０】
　一方で、既存のシーンを編集することで新規シーンが設定された場合には、新規シーン
のシーン名、シーンアイコン及び設定情報は、既存のシーンのシーン名、シーンアイコン
及び設定情報の代わりに登録される。新規シーンの編集の詳細については、後で図２０Ａ
及び図２０Ｂを用いて説明する。
【０１１１】
　以上のようなシーン情報に基づいて、シーン選択画面は生成される。具体的には、表示
制御部１３０は、図２に示すシーン情報に基づいて、図３に示すシーン選択画面３００を
生成して表示部１２０に表示させる。
【０１１２】
　シーン選択画面３００は、１以上のシーンの中からユーザに１つのシーンを選択させる
ための画面である。また、シーン選択画面３００は、新規シーンを設定するためのシーン
設定ボタンを含んでいる。
【０１１３】
　図３に示すように、シーン選択画面３００は、１以上のシーンアイコン３１０と、シー
ン名３２０と、作成ボタン３３０と、編集ボタン３４０と、スクロールボタン３５０と、
リモコンボタン３６０とを含んでいる。
【０１１４】
　１以上のシーンアイコン３１０は、１以上のシーンに１対１に対応している。シーンア
イコン３１０は、撮像部１４０によって取得された画像である。具体的には、シーンアイ
コン３１０は、対応するシーンが示す照明状態で照明された空間を撮影することで取得さ
れた画像である。
【０１１５】
　シーンアイコン３１０は、ユーザによって選択可能である。つまり、シーンアイコン３
１０は、タッチスクリーンに触れるユーザの指などによって選択される。入力部１１０は
、シーンアイコン３１０が選択されたことを検出した場合、表示制御部１３０及び照明制
御部１６０に、選択されたシーンアイコン３１０を示す情報を通知する。
【０１１６】
　例えば、図３に示すように、「食事」を示すシーンアイコン３１０は、所定の枠３７０
で囲まれている。これは、「食事」を示すシーンアイコン３１０が現在選択されているこ
とを意味し、「食事」を示すシーンアイコン３１０に対応する照明状態で空間が照明され
ていることを意味している。
【０１１７】
　なお、シーンアイコン３１０が選択されていることを示す方法は、これに限らない。例
えば、選択されたシーンアイコン３１０をハイライト表示又は点滅表示させてもよい。あ
るいは、選択されたシーンアイコン３１０に対応するシーン名３２０を太字で表示しても
よい。
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【０１１８】
　シーン名３２０は、対応するシーンアイコン３１０の下方に表示されている。なお、シ
ーン名３２０は、シーンアイコン３１０の近傍に表示されればよい。例えば、シーン名３
２０は、シーンアイコン３１０の左方、右方又は上方に表示されてもよい。また、シーン
名３２０は、シーンアイコン３１０に重複して表示されてもよい。
【０１１９】
　なお、シーン名３２０は、表示されなくてもよい。また、シーン名３２０が表示されて
いる場合には、シーンアイコン３１０だけでなく、シーン名３２０が選択可能であっても
よい。
【０１２０】
　作成ボタン３３０及び編集ボタン３４０は、シーン設定ボタンの一例である。作成ボタ
ン３３０は、シーンを新規作成するためのボタンであり、編集ボタン３４０は、既存のシ
ーンを編集するためのボタンである。
【０１２１】
　作成ボタン３３０及び編集ボタン３４０は、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、例え
ば、プッシュボタンである。ユーザによって作成ボタン３３０又は編集ボタン３４０が選
択された場合、後述するシーン作成画面又はシーン編集画面が表示部１２０に表示される
。具体的には、入力部１１０が作成ボタン３３０又は編集ボタン３４０の押下を検出した
場合に、表示制御部１３０は、シーン作成画面又はシーン編集画面を生成し、表示部１２
０に表示させる。シーン作成画面については、図６Ａを用いて、シーン編集画面について
は、図６Ｂを用いて後で説明する。
【０１２２】
　スクロールボタン３５０は、表示されるシーンアイコン３１０を変更するためのボタン
である。つまり、スクロールボタン３５０は、シーンアイコン３１０の表示を切り替える
ボタンである。例えば、シーン選択画面３００に表示可能な最大の数のシーンより多くの
シーンが設定済みである場合、ユーザは、スクロールボタン３５０を選択することで、シ
ーン選択画面３００に他のシーンのシーンアイコンを表示させて選択することができる。
【０１２３】
　スクロールボタン３５０は、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、例えば、プッシュボ
タンである。なお、スクロールボタン３５０は、プッシュボタンではなく、スクロールバ
ーなどでもよい。
【０１２４】
　図３に示す例では、シーン選択画面３００に８個のシーンアイコン３１０が表示されて
いる。このとき、１０個のシーンが設定済みである場合は、入力部１１０がスクロールボ
タン３５０の押下を検出した場合に、表示制御部１３０は、残りの２個のシーンに対応す
るシーンアイコンを含むシーン選択画面３００を生成して表示させる。
【０１２５】
　具体的には、スクロールボタン３５０は、ページ切り替え用のボタンである。例えば、
スクロールボタン３５０が選択された場合に、表示制御部１３０は、８個のシーンアイコ
ンが表示された画面を、２個のシーンアイコンが表示された画面に変更する。
【０１２６】
　あるいは、スクロールボタン３５０が選択された場合に、表示制御部１３０は、１以上
の所定数ずつシーンアイコンを入れ替えて表示させてもよい。例えば、表示制御部１３０
は、右側のスクロールボタン３５０が選択された場合に、「パーティー」のシーンアイコ
ンを削除し、残りの７個のシーンアイコンを寄せた後、他のシーンアイコンを表示させて
もよい。
【０１２７】
　リモコンボタン３６０は、１以上の照明機器を制御するためのリモコン操作画面を表示
させるためのボタンである。リモコンボタン３６０は、ＧＵＩコンポーネントの一例であ
り、例えば、プッシュボタンである。ユーザによってリモコンボタン３６０が選択された
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場合、後述するリモコン操作画面が表示部１２０に表示される。具体的には、入力部１１
０がリモコンボタン３６０の押下を検出した場合に、表示制御部１３０は、リモコン操作
画面を生成し、表示部１２０に表示させる。
【０１２８】
　次に、照明情報管理部１５０に管理されている操作対象照明情報と、操作対象照明情報
に基づいて生成されるリモコン操作画面とについて、図４～図５Ｂを用いて説明する。図
４は、本実施の形態に係る操作対象照明情報の一例を示す図である。図５Ａ及び図５Ｂは
、本実施の形態に係るリモコン操作画面４００及び４０１を示す図である。
【０１２９】
　操作対象照明情報は、携帯端末１００によって制御可能な１以上の照明機器を示す情報
である。
【０１３０】
　図４に示すように、操作対象照明情報は、品番（型番）、照明機器名、照明機器の場所
（照明機器場所情報）及び設定パラメータを含んでいる。１つの照明機器に対して、品番
、照明機器名、照明機器場所情報及び設定パラメータが対応付けられている。つまり、照
明情報管理部１５０は、照明機器毎に、品番、照明機器名、照明機器場所情報及び設定パ
ラメータを対応付けて管理している。
【０１３１】
　品番（型番）は、照明機器の種別を示す情報である。具体的には、品番は、照明機器の
消費電力、形状及び機能などに基づいて規定された識別符号である。
【０１３２】
　照明機器名は、照明機器を識別するためにユーザによって設定された名称である。図４
に示すように、ユーザは、「リビングシーリングライト」、「ダイニングライト」などの
ユーザ自身にとって照明機器の設置位置などを判別しやすい名称を設定することができる
。このため、どの照明機器を調整すればよいかが容易に判断できる。
【０１３３】
　照明機器場所情報は、照明機器が存在する場所を示す情報である。例えば、照明機器場
所情報は、「リビングルーム」、「寝室」などの、照明機器が存在する部屋又は区域を特
定する情報である。
【０１３４】
　設定パラメータは、照明機器の調整可能な機能を示す情報である。具体的には、設定パ
ラメータは、調光機能及び調色機能などを示す情報である。図４に示すように、照明機器
によって有する機能は異なっている。
【０１３５】
　操作対象照明情報は、予めユーザなどによって生成された情報である。また、操作対象
照明情報に、新たな照明機器に関する情報を追加することもできる。
【０１３６】
　例えば、新たな照明機器を操作対象として登録する場合に、携帯端末１００は、ユーザ
に、登録しようとする照明機器の品番を入力させる。具体的には、携帯端末１００は、照
明の品番を入力させるための画面を表示し、当該画面を介して入力されたテキストを照明
の品番として取得する。
【０１３７】
　このとき、端末場所特定部１８０を用いて、照明機器場所情報を自動的に、又は、手動
で取得する。具体的な方法については、図１２～図１７を用いて後で説明する。
【０１３８】
　そして、携帯端末１００は、入力された品番を所定のデータベースと照合することによ
り、対象となる照明機器の設定パラメータを取得することができる。なお、所定のデータ
ベースは、複数の品番と設定パラメータとを対応付けたデータベースであり、例えば、携
帯端末１００がネットワークを介して接続可能なサーバ、又は、携帯端末１００自身のメ
モリなどに保存されている。
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【０１３９】
　さらに、携帯端末１００は、ユーザに、登録しようとする照明機器の名称を入力させる
。具体的には、携帯端末１００は、照明機器名を入力させるための画面を表示し、当該画
面を介して入力されたテキストを照明機器名として取得する。
【０１４０】
　以上のような操作対象照明情報に基づいて、リモコン操作画面は生成される。例えば、
表示制御部１３０は、端末場所情報と１以上の照明機器場所情報とに基づいて、１以上の
照明機器のそれぞれに対応する１以上の設定画面を並び替えて、表示部１２０へ表示させ
る。具体的には、表示制御部１３０は、１以上の照明機器場所情報のうち、端末場所情報
が特定する部屋又は区域に一致する照明機器場所情報に対応する設定画面が優先されるよ
うに、１以上の設定画面を並び替えて、表示部１２０へ表示させる。
【０１４１】
　例えば、表示制御部１３０は、図４に示す操作対象照明情報と、端末場所特定部１８０
によって取得される端末場所情報とに基づいて、図５Ａ又は図５Ｂに示すリモコン操作画
面４００又は４０１を生成して表示部１２０に表示させる。
【０１４２】
　リモコン操作画面４００又は４０１は、１以上の照明機器を制御するための操作画面で
ある。リモコン操作画面４００又は４０１は、図３に示すシーン選択画面３００のリモコ
ンボタン３６０が選択された場合に表示される。
【０１４３】
　図５Ａ又は図５Ｂに示すように、リモコン操作画面４００又は４０１は、１以上の設定
画面４１０と、スクロールボタン４２０と、現在場所入力ボタン４３０とを含んでいる。
【０１４４】
　１以上の設定画面４１０は、１以上の照明機器のそれぞれに対応する設定画面である。
設定画面４１０は、対応する照明機器の調光及び調色などの設定を行うために、ユーザか
らの操作を受け付けるための画面である。
【０１４５】
　図５Ａ又は図５Ｂに示すように、設定画面４１０は、調光スライダ４１１ａと、調色ス
ライダ４１１ｂと、照明機器名４１２とを含んでいる。なお、調光スライダ４１１ａ及び
調色スライダ４１１ｂは、設定用のスライダの一例である。設定用のスライダとしては、
操作対象照明情報を参照することで、照明機器に対応する設定パラメータに応じて、例え
ば、調光スライダ４１１ａ及び調色スライダ４１１ｂの少なくとも１つが表示される。
【０１４６】
　調光スライダ４１１ａは、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、調光機能の設定値（調
光比）を設定するためのスライダである。つまり、ユーザは、調光スライダ４１１ａを操
作することで、対応する照明機器から発せられる光の明るさを調整することができる。
【０１４７】
　例えば、調光スライダ４１１ａは、調光比を「０～１００」の値で設定可能である。図
５Ａ又は図５Ｂに示す例では、調光スライダ４１１ａを「明」に近づける程、調光比が「
１００」に近づき、照明機器から発せられる光が明るくなる。また、調光スライダ４１１
ａを「暗」に近づける程、調光比が「０」に近づき、照明機器から発せられる光が暗くな
る。
【０１４８】
　なお、例えば、点灯機能及び消灯機能のみを有する照明機器の場合、対応する調光スラ
イダ４１１ａは、調光比が「０」と「１００」との２値のみを取ることができる。
【０１４９】
　調色スライダ４１１ｂは、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、調色機能の設定値（色
温度）を設定するためのスライダである。つまり、ユーザは、調色スライダ４１１ｂを操
作することで、対応する照明機器から発せられる光の色を調整することができる。
【０１５０】
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　例えば、調色スライダ４１１ｂは、色温度を「２１００Ｋ～５０００Ｋ」の値で設定可
能である。図５Ａ又は図５Ｂに示す例では、調色スライダ４１１ｂを「暖」に近づける程
、色温度が低くなり、照明機器から発せられる光は暖色系の色になる。また、調色スライ
ダ４１１ｂを「寒」に近づける程、色温度が高くなり、照明機器から発せられる光は寒色
系の色になる。
【０１５１】
　なお、調色機能を有さない照明機器の場合、調色スライダ４１１ｂは、表示されない。
つまり、どの照明機器にどのスライダを表示させるかは、操作対象照明情報の設定パラメ
ータに基づいて決定される。
【０１５２】
　照明機器名４１２は、対応する調光スライダ４１１ａ及び調色スライダ４１１ｂの近傍
に表示される。図５Ａ又は図５Ｂに示す例では、照明機器名４１２は、スライダの下方に
表示されているが、左方、右方又は上方に表示されてもよい。また、照明機器名４１２は
、スライダに重複して表示されてもよい。
【０１５３】
　スクロールボタン４２０は、表示される照明機器の設定画面４１０を変更するためのボ
タンである。つまり、スクロールボタン４２０は、設定対象（操作対象）となる照明機器
を変更するためのボタンである。例えば、リモコン操作画面４００に表示可能な最大の数
の照明機器より多くの照明機器が操作可能である場合、ユーザは、スクロールボタン４２
０を選択することで、他の照明機器の設定画面４１０を表示させて操作することができる
。
【０１５４】
　スクロールボタン４２０は、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、例えば、プッシュボ
タンである。なお、スクロールボタン４２０は、プッシュボタンではなく、スクロールバ
ーなどでもよい。
【０１５５】
　図５Ａ又は図５Ｂに示す例では、リモコン操作画面４００に５個の設定画面４１０が表
示されている。このとき、７個の照明機器が操作対象である場合は、入力部１１０がスク
ロールボタン４２０の押下を検出したときに、表示制御部１３０は、残りの２個の照明機
器に対応する２個の設定画面４１０を生成して表示させる。
【０１５６】
　具体的には、スクロールボタン４２０は、ページ切り替え用のボタンである。例えば、
スクロールボタン４２０が選択された場合に、表示制御部１３０は、５個の設定画面４１
０を、残りの２個の設定画面４１０のみが表示されるように変更する。
【０１５７】
　あるいは、スクロールボタン４２０が選択された場合に、表示制御部１３０は、１以上
の所定数ずつ設定画面４１０を入れ替えて表示させてもよい。例えば、表示制御部１３０
は、右側のスクロールボタン４２０が選択された場合に、「リビングシーリングライト」
の設定画面４１０を削除し、残りの４つの設定画面４１０を左に寄せた後、他の照明機器
の設定画面を表示させてもよい。
【０１５８】
　現在場所入力ボタン４３０は、場所入力ボタンの一例であり、端末場所情報をユーザに
入力させるためのボタンである。現在場所入力ボタン４３０は、ＧＵＩコンポーネントの
一例であり、例えば、プッシュボタンである。
【０１５９】
　ユーザによって現在場所入力ボタン４３０が選択された場合、端末場所情報を特定する
ために、後述する現在場所選択画面が表示される。具体的には、入力部１１０が現在場所
入力ボタン４３０の押下を検出した場合に、表示制御部１３０は、現在場所選択画面を生
成し、表示部１２０に表示させる。
【０１６０】
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　ここで、図５Ａに示すリモコン操作画面４００と、図５Ｂに示すリモコン操作画面４０
１とを比較することで、端末場所情報と１以上の照明機器場所情報とに基づいて、設定画
面を並び替える処理について説明する。
【０１６１】
　図５Ａに示すリモコン操作画面４００は、携帯端末１００の存在する場所が「リビング
ルーム」である場合に表示されるリモコン操作画面である。例えば、表示制御部１３０は
、端末場所情報が「リビングルーム」を特定する情報である場合に、「リビングルーム」
に存在する照明機器に、他より高い表示優先度を設定する。そして、表示制御部１３０は
、設定した表示優先度に基づいてリモコン操作画面４００を生成して、表示部１２０に表
示させる。
【０１６２】
　したがって、図５Ａに示すように、複数の照明機器のうち「リビングルーム」に存在す
る照明機器に対応する設定画面が優先的に表示される。具体的には、「リビングシーリン
グライト」、「ダイニングライト」、「キッチンダウンライト」などの「リビングルーム
」に存在する照明機器に対応する設定画面４１０が表示される。
【０１６３】
　一方で、図５Ｂに示すリモコン操作画面４０１は、携帯端末１００の存在する場所が「
寝室」である場合に表示されるリモコン操作画面である。例えば、表示制御部１３０は、
端末場所情報が「寝室」を特定する情報である場合に、「寝室」に存在する照明機器に、
他より高い表示優先度を設定する。そして、表示制御部１３０は、設定した表示優先度に
基づいてリモコン操作画面４００を生成して、表示部１２０に表示させる。
【０１６４】
　したがって、図５Ｂに示すように、複数の照明機器のうち「寝室」に存在する照明機器
に対応する設定画面が優先的に表示される。具体的には、「ベッド上ダウンライト」、「
枕元壁ダウンライト」、「寝室シーリングライト」などの「寝室」に存在する照明機器に
対応する設定画面４１０が表示される。
【０１６５】
　以上のように、携帯端末１００の存在する場所に応じて、表示部１２０に表示されるリ
モコン操作画面が異なるように、表示制御部１３０は、表示優先度が高い照明機器に対応
する設定画面を優先的に並び替えて表示させる。なお、複数の照明機器のそれぞれに表示
優先度を設定する処理の具体例については、図１１を用いて後で説明する。
【０１６６】
　例えば、１画面に表示可能な設定画面の個数がＮ（Ｎは自然数）である場合、表示制御
部１３０は、表示優先度が最も高い照明機器からＮ番目に高い照明機器までのＮ個の照明
機器に対応する設定画面４１０を含むリモコン操作画面４００又は４０１を生成する。
【０１６７】
　なお、スクロールボタン４２０がページ切り替え用のボタンである場合において、スク
ロールボタン４２０が選択されたとき、表示優先度がＮ＋１番目に高い照明機器から２Ｎ
番目に高い照明機器までのＮ個の照明機器に対応する設定画面が表示される。一方で、ス
クロールボタン４２０が例えば１個ずつ設定画面を変更するためのボタンである場合にお
いて、スクロールボタン４２０が選択されたとき、表示優先度が最も高い照明機器の代わ
りに、表示優先度がＮ＋１番目に高い照明機器に対応する設定画面が表示される。
【０１６８】
　なお、図５Ａ又は図５Ｂにおいて、調光スライダ４１１ａ及び調色スライダ４１１ｂの
代わりに、テキストボックスを表示してもよい。入力部１１０は、テキストボックスに入
力された数値を調光比又は色温度として取得してもよい。
【０１６９】
　あるいは、例えば、調光比の場合、「０」、「２０」、「４０」、「６０」、「８０」
、「１００」などを選択肢とするラジオボタン、チェックボックス、ドロップダウンリス
ト、又は、リストボックスなどを表示してもよい。その他、各種ＧＵＩコンポーネントを
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調光及び調色の設定に利用することができる。
【０１７０】
　なお、リモコン操作画面４００又は４０１が表示される際の各スライダの初期位置は、
予め定められたデフォルト値に対応する位置でもよく、あるいは、現在の空間の照明状態
を示す設定値に対応する位置でもよい。例えば、デフォルト値は、調光比が「０」、「５
０」、「１００」などであり、色温度が「２１００Ｋ」、「３５００Ｋ」、「５０００Ｋ
」などである。
【０１７１】
　次に、表示制御部１３０が生成するシーン作成画面について、図６Ａを用いて説明する
。図６Ａは、本実施の形態に係るシーン作成画面５００を示す図である。
【０１７２】
　シーン作成画面５００は、シーン設定画面の一例であり、既存のシーンとは別に新たな
シーンを新規作成するための画面である。シーン作成画面５００は、図３に示すシーン選
択画面３００の作成ボタン３３０が選択された場合に表示される。
【０１７３】
　図６Ａに示すように、シーン作成画面５００は、１以上の設定画面４１０と、スクロー
ルボタン４２０と、現在場所入力ボタン４３０と、完了ボタン５４０とを含んでいる。な
お、ここでは、図５Ａ又は図５Ｂに示すリモコン操作画面４００又は４０１と同じ点は説
明を省略し、異なる点を中心に説明する。
【０１７４】
　完了ボタン５４０は、設定完了ボタンの一例であり、１以上の照明機器の設定を完了す
るためのボタンである。すなわち、完了ボタン５４０は、１以上の照明機器による照明状
態の設定を完了するためのボタンであり、具体的には、調光比及び色温度の設定を完了す
るためのボタンである。
【０１７５】
　完了ボタン５４０は、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、例えば、プッシュボタンで
ある。ユーザによって完了ボタン５４０が選択された場合、１以上の照明機器に対する調
光及び調色の設定は完了する。例えば、入力部１１０が完了ボタン５４０の押下を検出し
た場合に、表示制御部１３０は、シーン名入力画面を生成し、表示部１２０に表示させる
。
【０１７６】
　次に、表示制御部１３０が生成するシーン編集画面について、図６Ｂを用いて説明する
。図６Ｂは、本実施の形態に係るシーン編集画面６００を示す図である。
【０１７７】
　シーン編集画面６００は、シーン設定画面の一例であり、既存のシーンを編集すること
で新規シーンを設定するための画面である。シーン編集画面６００は、図３に示すシーン
選択画面３００において、１つのシーンアイコン３１０が選択された状態で、編集ボタン
３４０が選択された場合に表示される。
【０１７８】
　図６Ｂに示すように、シーン編集画面６００は、設定画面６１０と、スクロールボタン
４２０と、現在場所入力ボタン４３０と、完了ボタン５４０と、削除ボタン６５０と、シ
ーン名６６０とを含んでいる。
【０１７９】
　１以上の設定画面６１０は、選択されたシーンに対応するシーンを編集することで、１
以上の照明機器による新たな照明状態を示す新規シーンを設定するための画面である。具
体的には、１以上の設定画面６１０は、既存のシーンを編集することで、新規シーンを設
定するための画面である。図６Ｂに示すように、設定画面６１０は、調光スライダ６１１
ａと、調色スライダ６１１ｂと、照明機器名４１２とを含んでいる。
【０１８０】
　調光スライダ６１１ａ及び調色スライダ６１１ｂはそれぞれ、図６Ａに示す調光スライ



(23) JP 2015-149710 A 2015.8.20

10

20

30

40

50

ダ４１１ａ及び調色スライダ４１１ｂと比較して、シーン編集画面６００が表示された時
点での初期位置が異なっている。その他の点については、調光スライダ６１１ａ及び調色
スライダ６１１ｂはそれぞれ、調光スライダ４１１ａ及び調色スライダ４１１ｂと同じで
ある。
【０１８１】
　調光スライダ６１１ａ及び調色スライダ６１１ｂの初期位置は、選択されたシーンに対
応する設定情報に基づいて決定される。つまり、ユーザによる操作前における設定画面６
１０に設定された照明状態は、選択されたシーンアイコンに対応するシーンが示す照明状
態である。
【０１８２】
　例えば、図６Ｂに示すように「食事」のシーンが選択された場合に、調光スライダ６１
１ａ及び調色スライダ６１１ｂの初期位置は、図２に示すシーン情報を用いて、「食事」
のシーンに対応する照明機器の設定情報に基づいて決定される。具体的には、「リビング
シーリングライト」の調光比の初期値は「３０」であり、色温度の初期値は「３５００Ｋ
」であるため、調光スライダ６１１ａ及び調色スライダ６１１ｂはそれぞれ、「３０」及
び「３５００Ｋ」に相当する位置を初期位置として表示される。
【０１８３】
　削除ボタン６５０は、選択されたシーンを削除するためのボタンである。削除ボタン６
５０は、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、例えば、プッシュボタンである。ユーザに
よって削除ボタン６５０が選択された場合、選択されたシーンに対応するシーン名、シー
ンアイコン及び設定情報がシーン情報から削除される。
【０１８４】
　シーン名６６０は、編集対象となっているシーンを示す情報である。例えば、シーン名
６６０は、図３に示すシーン選択画面３００において選択されたシーンアイコン３１０に
対応するシーン名３２０に対応する。シーン名６６０が表示されることにより、ユーザは
、現在編集中のシーンが何のシーンであるかを確認することができる。
【０１８５】
　次に、表示制御部１３０が生成するシーン名入力画面について、図７を用いて説明する
。図７は、本実施の形態に係るシーン名入力画面７００を示す図である。
【０１８６】
　シーン名入力画面７００は、ユーザにシーン名を入力させるための画面である。シーン
名入力画面７００は、１以上の照明機器の設定が完了した後に表示される。具体的には、
シーン名入力画面７００は、図６Ａに示すシーン作成画面５００又は図６Ｂに示すシーン
編集画面６００の完了ボタン５４０が選択された場合に表示される。
【０１８７】
　図７に示すように、シーン名入力画面７００は、コメント７１０と、テキストボックス
７２０と、確認ボタン７３０と、キャンセルボタン７４０とを含んでいる。
【０１８８】
　コメント７１０は、ユーザが行うべき操作を提示するためのテキストである。具体的に
は、コメント７１０は、ユーザにシーン名の入力を促すためのテキストである。例えば、
図７に示すように、「シーン名を入力してください」というコメント７１０が表示される
。なお、コメント７１０の代わりに、音声でユーザにシーン名の入力を促してもよい。
【０１８９】
　テキストボックス７２０は、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、ユーザがテキストを
入力するためのインタフェースである。テキストボックス７２０には、ユーザによって入
力されたテキストが表示される。例えば、ユーザが「エクササイズ」と入力した場合、図
７に示すように、「エクササイズ」がテキストボックス７２０に表示される。
【０１９０】
　具体的には、入力部１１０は、ユーザが入力したテキストを取得する。そして、表示制
御部１３０は、入力部１１０によって取得されたテキストがテキストボックス７２０に表
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示されるようなシーン名入力画面７００を生成し、表示部１２０に表示させる。
【０１９１】
　確認ボタン７３０は、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、例えば、プッシュボタンで
ある。確認ボタン７３０は、シーン名の入力が完了したことをユーザに確認させるための
ボタンである。
【０１９２】
　確認ボタン７３０が選択された場合、テキストボックス７２０に入力されたテキストが
シーン名としてメモリに記憶される。具体的には、入力部１１０が確認ボタン７３０の押
下を検出した場合、照明情報管理部１５０は、テキストボックス７２０に入力されたテキ
ストをシーン名として管理する。
【０１９３】
　キャンセルボタン７４０は、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、例えば、プッシュボ
タンである。キャンセルボタン７４０は、シーン名の入力を中止することをユーザに確認
させるためのボタンである。
【０１９４】
　キャンセルボタン７４０が選択された場合、シーン名の入力処理は中止され、例えば、
シーン作成画面５００又はシーン編集画面６００が表示部１２０に表示され、照明機器の
再設定を行うことができる。なお、キャンセルボタン７４０が選択された場合に、シーン
の作成又は編集処理を中止してもよい。つまり、キャンセルボタン７４０が選択された場
合、シーン選択画面３００が表示されてもよい。
【０１９５】
　なお、シーン名入力画面７００は、完了ボタン５４０が選択された場合に表示される例
について示したが、これに限らない。例えば、シーン名入力画面７００は、１以上の照明
機器の設定が完了する前に表示されてもよい。具体的には、シーン名入力画面７００は、
図３に示すシーン選択画面３００の作成ボタン３３０又は編集ボタン３４０が選択された
場合に、表示されてもよい。あるいは、シーン作成画面５００又はシーン編集画面６００
が表示される際に、テキストボックス７２０が同時に表示されてもよい。
【０１９６】
　次に、表示制御部１３０が生成する撮影確認画面について、図８を用いて説明する。図
８は、本実施の形態に係る撮影確認画面８００を示す図である。
【０１９７】
　撮影確認画面８００は、ユーザにシーンアイコン用の画像を撮影するか否かを確認する
ための画面である。言い換えると、撮影確認画面８００は、撮像部１４０による撮像を行
うか否かを確認するための画面である。
【０１９８】
　撮影確認画面８００は、１以上の照明機器の設定が完了した後に表示される。例えば、
撮影確認画面８００は、シーン作成画面５００又はシーン編集画面６００の完了ボタン５
４０が選択された後に表示される。具体的には、撮影確認画面８００は、シーン名入力画
面７００の確認ボタン７３０が選択された場合に表示される。
【０１９９】
　図８に示すように、撮影確認画面８００は、コメント８１０と、同意ボタン８２０と、
不同意ボタン８３０とを含んでいる。
【０２００】
　コメント８１０は、ユーザが行うべき操作を提示するためのテキストである。具体的に
は、コメント８１０は、撮像部１４０による撮像を行うか否かをユーザに確認するための
テキストである。例えば、図８に示すように、「シーンのアイコンを撮影しますか？」と
いうコメント８１０が表示される。なお、コメント８１０の代わりに、音声でユーザに撮
影の確認を行ってもよい。
【０２０１】
　同意ボタン８２０は、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、例えば、プッシュボタンで
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ある。同意ボタン８２０は、撮像部１４０を起動させるための起動ボタンの一例であり、
コメント８１０に対する同意を示すボタンである。
【０２０２】
　同意ボタン８２０が選択された場合、撮像部１４０は起動される。具体的には、入力部
１１０が同意ボタン８２０の押下を検出した場合に、撮像部１４０は、撮像が可能な状態
になる。
【０２０３】
　不同意ボタン８３０は、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、例えば、プッシュボタン
である。不同意ボタン８３０は、撮像部１４０を起動させないための不起動ボタンの一例
であり、コメント８１０に対する不同意を示すボタンである。
【０２０４】
　不同意ボタン８３０が選択された場合、撮像部１４０は起動されない。つまり、不同意
ボタン８３０が選択された場合、撮像部１４０は起動されず、撮影画像の代わりにデフォ
ルト画像がシーンアイコンとしてメモリに記憶される。具体的には、入力部１１０が不同
意ボタン８３０の押下を検出した場合、照明情報管理部１５０は、予め定められたデフォ
ルト画像をシーンアイコンとして管理する。
【０２０５】
　なお、撮影確認画面８００は、シーン名入力画面７００の確認ボタン７３０が選択され
た場合に表示される例について示したが、これに限らない。例えば、撮影確認画面８００
は、シーン作成画面５００又はシーン編集画面６００の完了ボタン５４０が選択された時
に表示されてもよい。
【０２０６】
　次に、表示制御部１３０が生成する新規シーン選択画面について、図９Ａを用いて説明
する。図９Ａは、本実施の形態に係る新規シーン選択画面９００を示す図である。
【０２０７】
　新規シーン選択画面９００は、新規シーンの設定終了後に表示されるシーン選択画面で
ある。具体的には、新規シーン選択画面９００は、既存のシーン選択画面に新規シーンの
シーンアイコンが追加された画面である。
【０２０８】
　新規シーン選択画面９００は、１以上のシーンアイコン３１０と、シーン名３２０と、
新規シーンのシーンアイコン９１０と、新規シーンのシーン名９２０とを含んでいる。例
えば、新規シーン選択画面９００は、撮像部１４０による撮像が終了された場合に表示さ
れる。
【０２０９】
　シーンアイコン９１０は、既存のシーン選択画面（例えば、図３に示すシーン選択画面
３００）に追加された新規シーンのシーンアイコンである。具体的には、シーンアイコン
９１０は、撮像部１４０によって取得された画像である。例えば、シーンアイコン９１０
は、新規シーンが示す照明状態で照明された空間を撮影することで取得された画像である
。具体的には、シーンアイコン９１０は、図８に示す撮影確認画面８００の同意ボタン８
２０が選択された場合に、撮像部１４０によって取得された画像である。
【０２１０】
　シーン名９２０は、新規シーンのシーン名である。具体的には、シーン名９２０は、図
７に示すシーン名入力画面７００のテキストボックス７２０に入力されたテキストである
。
【０２１１】
　なお、新規シーン選択画面９００では、新規シーンのシーンアイコン９１０が選択され
た状態で表示される。具体的には、図９Ａに示すように、新規シーンのシーンアイコン９
１０は、枠３７０で囲まれている。このとき、１以上の照明機器は、新規シーンが示す照
明状態で空間を照明している。
【０２１２】
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　ここで、表示制御部１３０が生成する新規シーン選択画面の別の一例について、図９Ｂ
を用いて説明する。図９Ｂは、実施の形態に係る新規シーン選択画面９０１を示す図であ
る。
【０２１３】
　新規シーン選択画面９０１は、新規シーンの設定終了後に表示されるシーン選択画面で
ある。具体的には、新規シーン選択画面９０１は、既存のシーン選択画面に新規シーンの
シーンアイコンが追加された画面である。
【０２１４】
　新規シーン選択画面９０１は、新規シーンのシーンアイコン９１１及びシーン名９２０
を含んでいる。例えば、新規シーン選択画面９０１は、図８に示す撮影確認画面８００の
不同意ボタン８３０が選択された場合に表示される。
【０２１５】
　シーンアイコン９１１は、既存のシーン選択画面（例えば、図３に示すシーン選択画面
３００）に追加された新規シーンのシーンアイコンである。具体的には、シーンアイコン
９１１は、デフォルト画像である。
【０２１６】
　このように、撮像部１４０による撮影が行われなかった場合には、新規シーンのシーン
アイコン９１１としてデフォルト画像が表示される。
【０２１７】
　なお、新規シーン選択画面９０１では、新規シーンのシーンアイコン９１１が選択され
た状態で表示される。具体的には、図９Ｂに示すように、新規シーンのシーンアイコン９
１１は、枠３７０で囲まれている。このとき、１以上の照明機器は、新規シーンが示す照
明状態で空間を照明している。
【０２１８】
　続いて、本実施の形態に係る携帯端末１００による照明機器の制御方法について、図１
０及び図１１を用いて説明する。図１０は、本実施の形態に係る照明機器の制御方法の一
例を示すフローチャートである。図１１は、本実施の形態に係る表示優先度の設定方法の
一例を示すフローチャートである。
【０２１９】
　例えば、本実施の形態に係る携帯端末１００による照明機器の制御方法は、１以上の照
明機器を制御するためのアプリケーションソフトウェアなどによって実現される。例えば
、当該アプリケーションが起動されることによって、本実施の形態に係る照明機器の制御
方法が開始される。あるいは、図３に示すシーン選択画面３００においてリモコンボタン
３６０が選択されたときに開始されてもよい。
【０２２０】
　まず、図１０に示すように、表示制御部１３０は、操作対象照明情報を取得する（Ｓ１
００）。具体的には、表示制御部１３０は、照明情報管理部１５０に記憶されている操作
対象情報を読み出して取得する。操作対象照明情報は、例えば、図４に示すように、既に
登録済みの１以上の照明機器を示す情報である。
【０２２１】
　次に、表示制御部１３０は、全ての照明機器の設定情報を取得する（Ｓ１０２）。具体
的には、表示制御部１３０は、全ての照明機器の調光機能の設定値（調光比）及び調色機
能の設定値（色温度）などを各照明機器から通信部１７０を介して取得する。つまり、表
示制御部１３０は、現時点での全ての照明機器による照明状態を取得する。
【０２２２】
　次に、表示制御部１３０は、取得した操作対象照明情報に基づいて、表示優先度の設定
処理を行う（Ｓ１０４）。具体的な処理については、図１１を用いて説明する。
【０２２３】
　図１１に示すように、まず、端末場所特定部１８０は、携帯端末１００が存在する場所
を示す端末場所情報を取得する（Ｓ２００）。つまり、端末場所特定部１８０は、携帯端
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末１００の現在場所を特定するための情報を端末場所情報として取得する。端末場所特定
部１８０による端末場所情報の取得方法については、後で図１２～図１７を用いて説明す
る。
【０２２４】
　次に、表示制御部１３０は、照明機器場所情報と端末場所情報とが一致するか否かを判
定する（Ｓ２０１）。具体的には、表示制御部１３０は、操作対象照明情報に含まれる１
以上の照明機器場所情報の１つと、端末場所特定部１８０を用いて取得した端末場所情報
とが一致するか否かを判定する。例えば、表示制御部１３０は、照明機器場所情報が特定
する部屋又は区域と、端末場所情報が特定する部屋又は区域とが一致するか否かを判定す
る。
【０２２５】
　照明機器場所情報と端末場所情報とが一致した場合（Ｓ２０１でＹｅｓ）、表示制御部
１３０は、当該照明機器場所情報に対応する照明機器の表示優先度を高く設定する（Ｓ２
０２）。具体的には、表示制御部１３０は、端末場所情報に一致しない場合よりも相対的
に高く表示優先度を設定する。
【０２２６】
　一方で、照明機器場所情報と端末場所情報とが一致しない場合（Ｓ２０１でＮｏ）、表
示制御部１３０は、当該照明機器場所情報に対応する照明機器の表示優先度を低く設定す
る（Ｓ２０３）。なお、照明情報管理部１５０は、例えば、設定された表示優先度を照明
機器に対応付けて一時的に管理する。
【０２２７】
　次に、表示制御部１３０は、全ての照明機器に対して表示優先度の設定が完了したか否
かを判定する（Ｓ２０４）。表示優先度の設定が完了していない場合（Ｓ２０４でＮｏ）
、表示制御部１３０は、設定対象を、表示優先度が設定されていない別の照明機器に変更
し（Ｓ２０５）、場所情報の比較（Ｓ２０１）及び表示優先度の設定（Ｓ２０２又はＳ２
０３）を行う。
【０２２８】
　操作対象照明情報に含まれる全ての照明機器に対して、表示優先度の設定が完了した場
合（Ｓ２０４でＹｅｓ）、表示優先度の設定処理を終了される。
【０２２９】
　以上の動作により、例えば、端末場所情報が「リビングルーム」を特定する情報である
場合、表示制御部１３０は、「リビングルーム」に存在する照明機器に対して、表示優先
度を高く設定する。一方で、表示制御部１３０は、「寝室」などのその他の場所に存在す
る照明機器に対して、表示優先度を「リビングルーム」に存在する照明機器よりも低く設
定する。
【０２３０】
　次に、図１０に示すように、表示制御部１３０は、操作対象照明情報と、全ての照明機
器の設定情報と、表示優先度とに基づいてリモコン操作画面を生成して、表示部１２０に
表示させる（Ｓ１０６）。例えば、表示制御部１３０は、表示優先度が高い順に１以上の
照明機器の設定画面を並び替えることで、リモコン操作画面を生成して表示部１２０に表
示させる。
【０２３１】
　これにより、例えば、端末場所情報が「リビングルーム」を特定する情報である場合、
表示部１２０には、図５Ａに示すように、「リビングルーム」に存在する照明機器の設定
画面が優先的に表示されたリモコン操作画面４００が表示される。また、例えば、端末場
所情報が「寝室」を特定する情報である場合、表示部１２０には、図５Ｂに示すように、
「寝室」に存在する照明機器の設定画面が優先的に表示されたリモコン操作画面４０１が
表示される。
【０２３２】
　なお、このとき、各設定画面４１０の調光スライダ４１１ａ及び調色スライダ４１１ｂ
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の設定値は、全ての照明機器の設定情報に基づいて決定される。つまり、表示制御部１３
０は、入力部１１０を介して取得した照明機器の設定情報に基づいて、現在の照明状態に
対応する位置を初期位置として各スライダが表示されるように、リモコン操作画面４００
又は４０１を生成する。
【０２３３】
　次に、照明制御部１６０は、リモコン操作画面４００又は４０１においてユーザによっ
て入力された照明機器の設定情報を取得する（Ｓ１０８）。ユーザは、リモコン操作画面
４００又は４０１を介して、１以上の照明機器のそれぞれの調光機能又は調色機能の設定
値を設定することができる。照明制御部１６０は、例えば、ユーザによって操作された調
光スライダ４１１ａ又は調色スライダ４１１ｂが示す設定値を、入力部１１０を介して取
得する。
【０２３４】
　そして、照明制御部１６０は、ユーザによる設定画面４１０の操作によって設定された
照明状態が示す設定情報に基づいて、１以上の照明機器を制御するための制御信号を生成
して、１以上の照明機器に送信する（Ｓ１１０）。具体的には、照明制御部１６０は、生
成した制御信号を、通信部１７０及びネットワークを介して１以上の照明機器に送信する
。これにより、ユーザによる操作に同期させて逐次、１以上の照明機器による照明状態が
変化する。
【０２３５】
　例えば、ユーザが１以上の照明機器のうち、「リビングシーリングライト」の調光スラ
イダ４１１ａを操作した場合、実際の「リビングシーリングライト」の明るさが、ユーザ
の操作に応じて変化する。例えば、「リビングシーリングライト」の調光比が「１００」
になるように、ユーザが調光スライダ４１１ａを操作した場合、「リビングシーリングラ
イト」は、最大の明るさで空間を照明する。
【０２３６】
　以上のように、本実施の形態に係る携帯端末１００による照明機器の制御方法では、端
末場所情報と１以上の照明機器場所情報とに基づいて１以上の設定画面を並び替えて表示
させるので、携帯端末１００が存在する場所に応じたリモコン操作画面を生成することが
できる。したがって、ユーザに、１以上の照明機器による照明状態を容易に調整させるこ
とができる。
【０２３７】
　続いて、携帯端末の場所を特定するための具体的な構成について、図１２～図１７を用
いて説明する。まず、携帯端末の場所を特定する場所情報を自動的に取得する構成につい
て、図１２～図１５を用いて説明する。図１２～図１５は、本実施の形態に係る携帯端末
の場所情報を取得するための構成の一例を示すブロック図である。
【０２３８】
　なお、図１２～図１５は、それぞれ異なる手段を用いて場所情報を自動的に取得するた
めの構成を示している。本実施の形態に係る携帯端末１００は、例えば、図１２～図１５
のいずれか１つの手段を用いればよく、あるいは、別の手段を用いてもよい。
【０２３９】
　なお、携帯端末の場所情報は、携帯端末１００が存在する場所を特定する情報である。
端末場所情報及び照明機器場所情報はともに、携帯端末の場所情報に基づいた情報である
。具体的には、端末場所情報は、携帯端末１００が現在存在する場所を特定するための情
報であり、照明機器場所情報は、携帯端末１００が照明機器の登録時に存在する場所を特
定するための情報である。端末場所情報と照明機器場所情報とは、例えば、図１２～図１
５に示すいずれかの手段のうち、同一の手段によって取得された場所情報に基づいた情報
である。
【０２４０】
　まず、無線ＬＡＮ機能を利用する場合について、図１２を用いて説明する。
【０２４１】
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　図１２に示す照明システム１１は、図１に示す照明システム１０の一例であり、携帯端
末１０１と、第１照明機器２００と、第２照明機器２０１と、無線ＬＡＮ機器１０００と
を備える。
【０２４２】
　なお、図１２では、１つのみの無線ＬＡＮ機器１０００を示しているが、照明システム
１１は、複数の無線ＬＡＮ機器１０００を備えている。そして、複数の無線ＬＡＮ機器１
０００は、例えば、部屋又は区域毎に配置されている。
【０２４３】
　無線ＬＡＮ機器１０００は、無線ＬＡＮ規格に準拠した通信を行う。無線ＬＡＮ機器１
０００には、固有の識別子が設定されている。例えば、無線ＬＡＮ機器１０００には、Ｓ
ＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｅｒ）が設定されている。無線ＬＡ
Ｎ機器１０００は、ＳＳＩＤを含む無線信号情報を定期的に送信する。
【０２４４】
　携帯端末１０１は、図１に示す携帯端末１００の一例であり、無線ＬＡＮ機能を利用し
て自端末が存在する場所を特定する。携帯端末１０１は、無線ＬＡＮ通信部１７１と、端
末場所特定部１８１とを備える。
【０２４５】
　無線ＬＡＮ通信部１７１は、無線ＬＡＮ機器１０００と通信可能である。無線ＬＡＮ通
信部１７１は、無線ＬＡＮ機器１０００から送信される無線信号情報を取得する。
【０２４６】
　なお、無線ＬＡＮ通信部１７１は、図１に示す通信部１７０と同一であってもよい。す
なわち、携帯端末１０１は、無線ＬＡＮ通信部１７１及び無線ＬＡＮ機器１０００を介し
て、第１照明機器２００及び第２照明機器２０１と通信可能であってもよい。
【０２４７】
　端末場所特定部１８１は、図１に示す端末場所特定部１８０の一例であり、無線ＬＡＮ
機器１０００が発信する無線信号情報に含まれる、無線ＬＡＮ機器１０００に固有の識別
子に基づいて、携帯端末１０１が存在する場所を特定する。例えば、端末場所特定部１８
１は、無線ＬＡＮ通信部１７１によって受信された無線信号情報に含まれるＳＳＩＤを用
いて、携帯端末１０１が存在する場所を特定する。
【０２４８】
　例えば、無線ＬＡＮ機器１０００又は携帯端末１０１に、無線ＬＡＮ機器１０００が存
在する場所を、予めＳＳＩＤに対応付けて登録しておく。これにより、端末場所特定部１
８１は、ＳＳＩＤを取得することで、携帯端末１０１が存在する場所を特定する。
【０２４９】
　このように、無線ＬＡＮ通信を利用して携帯端末の場所を自動的に特定し、場所情報を
取得することができる。これにより、表示制御部１３０は、端末場所情報及び照明機器場
所情報を取得することができる。
【０２５０】
　次に、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機能を利用する場合について、図１３を用いて説明する
。
【０２５１】
　図１３に示す照明システム１２は、図１に示す照明システム１０の一例であり、携帯端
末１０２と、第１照明機器２００と、第２照明機器２０１と、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機
器１０１０とを備える。
【０２５２】
　なお、図１３では、１つのみのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１０を示しているが、
照明システム１２は、複数のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１０を備えている。そして
、複数のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１０は、例えば、部屋又は区域毎に配置されて
いる。
【０２５３】
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　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１０は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ規格に準拠した通信を行
う。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１０には、固有の識別子が設定されている。Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１０は、固有の識別子を含む無線信号情報を定期的に送信する
。
【０２５４】
　携帯端末１０２は、図１に示す携帯端末１００の一例であり、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信
機能を利用して自端末が存在する場所を特定する。携帯端末１０２は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ通信部１７２と、端末場所特定部１８２とを備える。
【０２５５】
　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１７２は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１０と通信可能
である。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１７２は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１０から
送信される無線信号情報を取得する。
【０２５６】
　なお、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１７２は、図１に示す通信部１７０と同一であっても
よい。すなわち、携帯端末１０２は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１７２及びＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ通信機器１０１０を介して、第１照明機器２００及び第２照明機器２０１と通信可
能であってもよい。
【０２５７】
　端末場所特定部１８２は、図１に示す端末場所特定部１８０の一例であり、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ通信機器１０１０が発信する無線信号情報に含まれる、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信
機器１０１０に固有の識別子に基づいて、携帯端末１０２が存在する場所を特定する。例
えば、端末場所特定部１８２は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１７２によって受信された無
線信号情報に含まれる識別子を用いて、携帯端末１０２が存在する場所を特定する。
【０２５８】
　例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１０又は携帯端末１０２に、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ通信機器１０１０が存在する場所を、予め識別子に対応付けて登録しておく。これに
より、端末場所特定部１８２は、識別子を取得することで、携帯端末１０２が存在する場
所を特定する。
【０２５９】
　このように、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信を利用して携帯端末の場所を自動的に特定し、場
所情報を取得することができる。これにより、表示制御部１３０は、端末場所情報及び照
明機器場所情報を取得することができる。
【０２６０】
　次に、可視光通信機能を利用する場合について、図１４を用いて説明する。
【０２６１】
　図１４に示す照明システム１３は、図１に示す照明システム１０の一例であり、携帯端
末１０３と、第１照明機器２００と、第２照明機器２０１と、可視光通信機器１０２０と
を備える。
【０２６２】
　なお、図１４では、１つのみの可視光通信機器１０２０を示しているが、照明システム
１３は、複数の可視光通信機器１０２０を備えている。そして、複数の可視光通信機器１
０２０は、例えば、部屋又は区域毎に配置されている。
【０２６３】
　可視光通信機器１０２０は、可視光帯域の電磁波を用いた通信を行う。可視光通信機器
１０２０には、固有の識別子が設定されている。可視光通信機器１０２０は、固有の識別
子を含む電磁波を定期的に発信する。
【０２６４】
　なお、可視光通信機器１０２０は、第１照明機器２００又は第２照明機器２０１のいず
れかであってもよい。すなわち、可視光通信機器１０２０は、携帯端末１０３によって制
御される照明機器の１つでもよい。
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【０２６５】
　携帯端末１０３は、図１に示す携帯端末１００の一例であり、可視光帯域の電磁波を利
用して自端末が存在する場所を特定する。携帯端末１０３は、センサ部１７３と、端末場
所特定部１８３とを備える。
【０２６６】
　センサ部１７３は、可視光帯域の電磁波を受信する。具体的には、センサ部１７３は、
可視光通信機器１０２０から発信される電磁波を受信する。
【０２６７】
　端末場所特定部１８３は、図１に示す端末場所特定部１８０の一例であり、可視光通信
機器１０２０が発信する電磁波に含まれる、可視光通信機器１０２０に固有の識別子に基
づいて、携帯端末１０３が存在する場所を特定する。例えば、端末場所特定部１８３は、
センサ部１７３によって受信された電磁波に含まれる識別子を用いて、携帯端末１０３が
存在する場所を特定する。
【０２６８】
　例えば、可視光通信機器１０２０又は携帯端末１０３に、可視光通信機器１０２０が存
在する場所を、予め識別子に対応付けて登録しておく。これにより、端末場所特定部１８
３は、識別子を取得することで、携帯端末１０３が存在する場所を特定する。
【０２６９】
　このように、可視光通信を利用して携帯端末の場所を自動的に特定し、場所情報を取得
することができる。これにより、表示制御部１３０は、端末場所情報及び照明機器場所情
報を取得することができる。
【０２７０】
　次に、超音波を利用する場合について、図１５を用いて説明する。
【０２７１】
　図１５に示す照明システム１４は、図１に示す照明システム１０の一例であり、携帯端
末１０４と、第１照明機器２００と、第２照明機器２０１と、スピーカー１０３０とを備
える。
【０２７２】
　なお、図１５では、１つのみのスピーカー１０３０を示しているが、照明システム１４
は、複数のスピーカー１０３０を備えている。そして、複数のスピーカー１０３０は、例
えば、部屋又は区域毎に配置されている。
【０２７３】
　スピーカー１０３０は、超音波を用いた通信を行う。スピーカー１０３０には、固有の
識別子が設定されている。スピーカー１０３０は、固有の識別子を含む超音波を定期的に
発信する。
【０２７４】
　携帯端末１０４は、図１に示す携帯端末１００の一例であり、超音波を利用して自端末
が存在する場所を特定する。携帯端末１０４は、マイクロフォン部１７４と、端末場所特
定部１８４とを備える。
【０２７５】
　マイクロフォン部１７４は、超音波を受信する。具体的には、マイクロフォン部１７４
は、スピーカー１０３０から発信される超音波を受信する。
【０２７６】
　端末場所特定部１８４は、図１に示す端末場所特定部１８０の一例であり、スピーカー
１０３０が発信する超音波に含まれる、スピーカー１０３０に固有の識別子に基づいて、
携帯端末１０４が存在する場所を特定する。例えば、端末場所特定部１８４は、マイクロ
フォン部１７４によって受信された超音波に含まれる識別子を用いて、携帯端末１０４が
存在する場所を特定する。
【０２７７】
　例えば、スピーカー１０３０又は携帯端末１０４に、スピーカー１０３０が存在する場
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所を、予め識別子に対応付けて登録しておく。これにより、端末場所特定部１８４は、識
別子を取得することで、携帯端末１０４が存在する場所を特定する。
【０２７８】
　このように、超音波を利用して携帯端末の場所を自動的に特定し、場所情報を取得する
ことができる。これにより、表示制御部１３０は、端末場所情報及び照明機器場所情報を
取得することができる。
【０２７９】
　以上のように、図１２～図１５に示す携帯端末では、端末場所情報を自動的に取得する
ことができる。すなわち、上記の携帯端末１０１～１０４では、照明機器を登録する際に
携帯端末が存在する場所を照明機器場所情報として自動的に設定することができる。
【０２８０】
　これに対して、ユーザの指示に基づいて端末場所情報を取得してもよい。すなわち、携
帯端末の場所を手動で特定してもよい。
【０２８１】
　携帯端末の場所をユーザに入力させることで取得する構成について、図１６及び図１７
を用いて説明する。図１６は、本実施の形態に係る現在場所選択画面１１００を示す図で
ある。図１７は、本実施の形態に係る照明機器場所選択画面１２００を示す図である。
【０２８２】
　現在場所選択画面１１００は、例えば、図５Ａ又は図５Ｂに示すリモコン操作画面４０
０又は４０１において、現在場所入力ボタン４３０が選択されたときに表示される。
【０２８３】
　現在場所選択画面１１００は、端末場所情報をユーザに入力させるための第１入力画面
の一例である。図１６に示すように、現在場所選択画面１１００は、コメント１１１０と
、リストボックス１１２０と、確認ボタン１１３０と、キャンセルボタン１１４０と、新
規追加ボタン１１５０とを含んでいる。
【０２８４】
　コメント１１１０は、ユーザが行うべき操作を提示するためのテキストである。具体的
には、コメント１１１０は、ユーザに端末場所情報の選択を促すためのテキストである。
例えば、図１６に示すように、「現在の場所を選択してください」というコメント１１１
０が表示される。なお、コメント１１１０の代わりに、音声でユーザに場所の選択を促し
てもよい。
【０２８５】
　リストボックス１１２０は、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、ユーザに端末場所情
報を選択させるためのインタフェースである。リストボックス１１２０には、「子供部屋
」、「寝室」などの場所を特定するための１以上の選択肢が表示され、ユーザは、１以上
の選択肢から１つを選択することができる。これらの選択肢は、例えば、ユーザによって
予め登録されたものである。
【０２８６】
　確認ボタン１１３０は、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、例えば、プッシュボタン
である。確認ボタン１１３０は、リストボックス１１２０に表示された１以上の選択肢か
ら１つを選択したことをユーザに確認させるためのボタンである。
【０２８７】
　確認ボタン１１３０が選択された場合、リストボックス１１２０で選択された選択肢が
端末場所情報として決定される。つまり、表示制御部１３０は、決定された端末場所情報
を取得し（図１１のＳ２００）、各照明機器に対する表示優先度の設定処理を行う。この
ため、確認ボタン１１３０が選択された後、表示部１２０には、選択された端末場所情報
に基づいて並び替えられた設定画面を含むリモコン操作画面が表示される。
【０２８８】
　キャンセルボタン１１４０は、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、例えば、プッシュ
ボタンである。キャンセルボタン１１４０は、端末場所情報の選択を中止することをユー
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ザに確認させるためのボタンである。キャンセルボタン１１４０が選択された場合、端末
場所情報の選択は中止され、例えば、シーン選択画面３００が表示部１２０に表示される
。
【０２８９】
　新規追加ボタン１１５０は、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、例えば、プッシュボ
タンである。新規追加ボタン１１５０は、リストボックス１１２０に表示させる選択肢を
追加するためのボタンである。
【０２９０】
　新規追加ボタン１１５０が選択された場合、例えば、テキストボックスが表示され、所
望の場所を示すテキストをユーザが入力することができる。なお、テキストボックスの代
わりに、音声での入力を受け付けることができてもよい。
【０２９１】
　以上のように、現在場所入力ボタン４３０が選択された場合に、現在場所選択画面１１
００が表示される例について示したが、これに限らない。例えば、入力部１１０が現在場
所入力ボタン４３０の押下を検出したときに、携帯端末１００は、音声入力を受け付ける
状態になってもよい。
【０２９２】
　例えば、表示部１２０には、「現在の場所を音声で入力して下さい」というコメントを
含むような入力画面が表示されてもよい。そして、携帯端末１００は、マイクロフォン部
の機能を起動させることで、ユーザからの音声入力を受け付けることができる。これによ
り、ユーザは、音声で現在場所を入力することができる。
【０２９３】
　あるいは、入力部１１０が現在場所入力ボタン４３０の押下を検出したときに、携帯端
末１００は、ユーザのジェスチャ入力を受け付ける状態になってもよい。例えば、携帯端
末１００は、ユーザの身体の動きを、具体的には、手又は頭などの身体の一部の動きをジ
ェスチャ入力として取得する。ジェスチャ入力には、端末場所情報が予め対応付けられて
いる。例えば、右手を上下に振る動作と「リビングルーム」とが対応付けられて、照明情
報管理部１５０に管理されている。
【０２９４】
　例えば、入力部１１０が現在場所入力ボタン４３０の押下を検出したときに、撮像部１
４０が起動される。ユーザは、予め定められたジェスチャを行うことで、撮像部１４０は
、ユーザのジェスチャ入力を受け付ける。表示制御部１３０は、撮像部１４０を介して取
得したジェスチャ入力と、照明情報管理部１５０に管理された端末場所情報とに基づいて
、端末場所情報を取得することができる。
【０２９５】
　なお、携帯端末１００は、ジェスチャ入力として、自端末の動きを取得してもよい。例
えば、携帯端末１００は、加速度センサなどを起動し、ユーザが携帯端末１００を動かす
方向などを検出してもよい。例えば、携帯端末１００を動かす方向と、端末場所情報とを
予め対応付けておくことで、表示制御部１３０は、端末場所情報を取得することができる
。
【０２９６】
　以上のように、携帯端末１００の現在場所をユーザが入力することができる例について
示したが、照明機器場所情報も同様にユーザが入力してもよい。
【０２９７】
　照明機器場所選択画面１２００は、照明機器場所情報をユーザに入力させるための第２
入力画面の一例である。照明機器場所選択画面１２００は、例えば、照明機器を新たに登
録するときに表示される。あるいは、照明機器場所選択画面１２００は、登録済みの照明
機器の場所を編集するときに表示される。具体的には、図示しないが、表示部１２０に表
示される照明機器の登録ボタンなどの押下を入力部１１０が検出したときに、照明機器場
所選択画面１２００が表示される。
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【０２９８】
　図１７に示すように、照明機器場所選択画面１２００は、コメント１２１０と、リスト
ボックス１２２０と、確認ボタン１２３０と、キャンセルボタン１２４０と、新規追加ボ
タン１２５０とを含んでいる。
【０２９９】
　コメント１２１０は、ユーザが行うべき操作を提示するためのテキストである。具体的
には、コメント１２１０は、ユーザに照明機器場所情報の選択を促すためのテキストであ
る。例えば、図１７に示すように、「照明機器の場所を選択してください」というコメン
ト１２１０が表示される。なお、コメント１２１０の代わりに、音声でユーザに場所の選
択を促してもよい。
【０３００】
　リストボックス１２２０は、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、ユーザに照明機器場
所情報を選択させるためのインタフェースである。リストボックス１２２０には、「寝室
」、「リビングルーム」などの場所を特定するための１以上の選択肢が表示され、ユーザ
は、１以上の選択肢から１つを選択することができる。これらの選択肢は、例えば、ユー
ザによって予め登録されたものである。
【０３０１】
　なお、リストボックス１２２０に表示される選択肢は、図１６に示すリストボックス１
１２０に表示される選択肢と同じである。例えば、リストボックス１２２０（及びリスト
ボックス１１２０）は、上下にスクロール可能であり、予め登録された全ての選択肢を選
択可能に構成されている。
【０３０２】
　確認ボタン１２３０は、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、例えば、プッシュボタン
である。確認ボタン１２３０は、リストボックス１２２０に表示された１以上の選択肢か
ら１つを選択したことをユーザに確認させるためのボタンである。確認ボタン１２３０が
選択された場合、リストボックス１２２０で選択された選択肢が照明機器場所情報として
設定される。
【０３０３】
　キャンセルボタン１２４０は、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、例えば、プッシュ
ボタンである。キャンセルボタン１２４０は、照明機器場所情報の選択を中止することを
ユーザに確認させるためのボタンである。キャンセルボタン１２４０が選択された場合、
照明機器場所情報の選択は中止され、例えば、照明機器の登録処理が中止される。
【０３０４】
　新規追加ボタン１２５０は、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、例えば、プッシュボ
タンである。新規追加ボタン１２５０は、リストボックス１２２０に表示させる選択肢を
追加するためのボタンである。
【０３０５】
　新規追加ボタン１２５０が選択された場合、例えば、テキストボックスが表示され、所
望の場所を示すテキストをユーザが入力することができる。なお、テキストボックスの代
わりに、音声での入力を受け付けることができてもよい。
【０３０６】
　なお、照明機器場所選択画面１２００を表示させる代わりに、携帯端末１００は、音声
入力又はジェスチャ入力を受け付ける状態になってもよい。具体的な処理は、端末場所情
報の入力と同じである。
【０３０７】
　以上のように、照明機器場所情報をユーザが入力することができるので、ユーザが望む
タイミングで、ユーザが望むようなリモコン操作画面を表示させることができる。例えば
、ユーザが携帯端末とともに「リビングルーム」に居る場合であっても、携帯端末は、「
寝室」の入力を受け付けることで、「寝室」に応じたリモコン操作画面を表示させること
ができる。これにより、ユーザは、「リビングルーム」に居ながら「寝室」に存在する照
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明機器による照明状態を確認又は調整することができる。
【０３０８】
　また、照明機器場所情報をユーザが入力することができるので、ユーザが望む場所で照
明機器を登録することができる。例えば、ユーザが携帯端末とともに「リビングルーム」
に居る場合であっても、「寝室」に存在する照明機器を登録することができる。
【０３０９】
　続いて、本実施の形態に係る携帯端末１００によるシーンの作成方法について、図１８
Ａ～図１９を用いて説明する。図１８Ａ及び図１８Ｂは、本実施の形態に係るシーンの作
成方法の一例を示すフローチャートである。図１９は、本実施の形態に係るシーンの作成
方法において表示される画面遷移の一例を示す図である。
【０３１０】
　例えば、本実施の形態に係る携帯端末１００の制御方法は、１以上の照明機器を制御す
るためのアプリケーションソフトウェアなどによって実現される。例えば、当該アプリケ
ーションソフトウェアが起動されることによって、実施の形態に係るシーン作成方法が開
始される。
【０３１１】
　まず、表示制御部１３０は、シーン情報を取得する（Ｓ３００）。具体的には、表示制
御部１３０は、照明情報管理部１５０に記憶されているシーン情報を読み出して取得する
。シーン情報は、例えば、図２に示すような、既に作成済みの１以上のシーンを示す情報
である。
【０３１２】
　次に、表示制御部１３０は、取得したシーン情報に基づいてシーン選択画面３００を生
成し、生成したシーン選択画面３００を表示部１２０に表示させる（Ｓ３０２）。これに
より、例えば、表示部１２０には、図１９の（ａ）に示すようにシーン選択画面３００が
表示される。シーン選択画面３００の詳細は、図３を用いて説明した通りである。
【０３１３】
　次に、表示制御部１３０は、シーン作成ボタン（作成ボタン３３０）が選択されるまで
待機する（Ｓ３０４でＮｏ）。このとき、１以上のシーンアイコン３１０のいずれか１つ
が選択された場合は、表示制御部１３０は、選択されたシーンアイコンを囲むように所定
の枠３７０を付与して表示させる。また、照明制御部１６０は、選択されたシーンアイコ
ン３１０に対応するシーンが示す照明状態で空間を照明するように１以上の照明機器を制
御するための制御信号を生成する。そして、照明制御部１６０は、生成した制御信号を、
通信部１７０及びネットワークを介して１以上の照明機器に送信する。これにより、選択
されたシーンが示す照明状態で空間を照明することができる。
【０３１４】
　次に、シーン作成ボタン（作成ボタン３３０）が選択された場合（Ｓ３０４でＹｅｓ）
、表示制御部１３０は、操作対象照明情報を取得する（Ｓ３０６）。具体的には、表示制
御部１３０は、入力部１１０が作成ボタン３３０の押下を検出した場合、照明情報管理部
１５０に記憶されている操作対象照明情報を読み出して取得する。操作対象照明情報は、
例えば、図４に示すように、既に登録済みの１以上の照明機器を示す情報である。
【０３１５】
　次に、表示制御部１３０は、全ての照明機器の設定情報を取得する（Ｓ３０８）。具体
的には、表示制御部１３０は、全ての照明機器の調光機能の設定値（調光比）及び調色機
能の設定値（色温度）などを各照明機器から通信部１７０を介して取得する。つまり、表
示制御部１３０は、現時点での全ての照明機器による照明状態を取得する。
【０３１６】
　次に、表示制御部１３０は、取得した操作対象照明情報に基づいて、表示優先度の設定
処理を行う（Ｓ３１０）。具体的な処理については、図１１と同様である。これにより、
操作対象照明情報に含まれる全ての照明機器に対して、表示優先度が設定される。
【０３１７】
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　次に、表示制御部１３０は、取得した操作対象照明情報と、全ての照明機器の設定情報
と、表示優先度とに基づいてシーン作成画面を生成し、生成したシーン作成画面を表示部
１２０に表示させる（Ｓ３１２）。これにより、例えば、端末場所情報が「リビングルー
ム」を特定する情報である場合、表示部１２０には、図１９の（ｂ）に示すように、「リ
ビングルーム」に存在する照明機器の設定画面が優先的に表示されたシーン作成画面５０
０が表示される。シーン作成画面５００の詳細は、図６Ａを用いて説明した通りである。
【０３１８】
　なお、このとき、各設定画面４１０の調光スライダ４１１ａ及び調色スライダ４１１ｂ
の設定値は、全ての照明機器の設定情報に基づいて決定される。つまり、表示制御部１３
０は、通信部１７０を介して取得した照明機器の設定情報に基づいて、現在の照明状態に
対応する位置を初期位置として各スライダが表示されるように、シーン作成画面５００を
生成する。
【０３１９】
　次に、表示制御部１３０及び照明制御部１６０は、シーン作成画面５００においてユー
ザによって入力された照明機器の設定情報を取得する（Ｓ３１４）。図１９の（ｂ）に示
すようにシーン作成画面５００が表示されることで、ユーザは、１以上の照明機器のそれ
ぞれの調光機能又は調色機能の設定値を設定することができる。表示制御部１３０及び照
明制御部１６０は、例えば、ユーザによって操作された調光スライダ４１１ａ又は調色ス
ライダ４１１ｂが示す設定値を、入力部１１０を介して取得する。
【０３２０】
　そして、表示制御部１３０は、入力部１１０を介して取得した設定値に応じてシーン作
成画面５００を生成し、生成したシーン作成画面５００を表示部１２０に表示させる。つ
まり、表示制御部１３０は、ユーザによる操作に同期させて、逐次、シーン作成画面５０
０を生成して表示部１２０に表示させる。具体的には、ユーザがスライダを操作させた場
合は、ユーザ操作に応じてシーン作成画面５００のスライダの表示が変更される。このよ
うにして、表示部１２０には、図１９の（ｃ）に示すように変更後のシーン作成画面５０
０が表示される。
【０３２１】
　また、照明制御部１６０は、ユーザによる設定画面４１０の操作によって設定された照
明状態が示す設定情報に基づいて、１以上の照明機器を制御するための制御信号を生成す
る（Ｓ３１６）。そして、照明制御部１６０は、生成した制御信号を、通信部１７０及び
ネットワークを介して１以上の照明機器に送信する。これにより、ユーザによる操作に同
期させて、逐次、１以上の照明機器による照明状態が変化する。
【０３２２】
　例えば、ユーザが１以上の照明機器のうち、「リビングシーリングライト」の調光スラ
イダ４１１ａを操作した場合、実際の「リビングシーリングライト」の明るさが、ユーザ
の操作に応じて変化する。例えば、「リビングシーリングライト」の調光比が「１００」
になるように、ユーザが調光スライダ４１１ａを操作した場合、「リビングシーリングラ
イト」は、最大の明るさで空間を照明する。
【０３２３】
　シーン作成完了ボタン（完了ボタン５４０）が選択されるまで（Ｓ３１８でＮｏ）、ユ
ーザ操作による設定情報の取得（Ｓ３１４）と照明機器の制御（Ｓ３１６）とを繰り返す
。
【０３２４】
　このように、設定画面４１０におけるユーザの操作に同期して、１以上の照明機器の照
明状態を変更する。したがって、ユーザは、照明状態の雰囲気を実際に確認しながら携帯
端末１００を操作することで、所望のシーンを作成することができる。
【０３２５】
　シーン作成完了ボタン（完了ボタン５４０）が選択された場合（Ｓ３１８でＹｅｓ）、
表示制御部１３０は、シーン名入力画面７００を生成し、生成したシーン名入力画面７０
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０を表示部１２０に表示させる（Ｓ３２０）。具体的には、入力部１１０が完了ボタン５
４０の押下を検出した場合に、表示制御部１３０は、シーン名入力画面７００を生成する
。これにより、表示部１２０には、図１９の（ｄ）に示すようにシーン名入力画面７００
が表示される。シーン名入力画面７００の詳細は、図７を用いて説明した通りである。
【０３２６】
　このとき、シーン名入力画面７００が表示された時点では、テキストボックス７２０に
は何も入力されていない。つまり、空欄のテキストボックス７２０が表示される。ユーザ
は、所望のシーン名をテキストボックス７２０に入力する。
【０３２７】
　入力部１１０は、テキストボックス７２０に入力されたテキスト（シーン名）を取得す
る。そして、表示制御部１３０は、入力部１１０によって取得されたテキストをテキスト
ボックス７２０に表示する（Ｓ３２２）。これにより、表示部１２０には、図１９の（ｅ
）に示すように、ユーザが入力したテキストが表示されたテキストボックス７２０を含む
シーン名入力画面７００が表示される。
【０３２８】
　シーン名入力完了ボタン（確認ボタン７３０）が選択された場合（Ｓ３２４でＹｅｓ）
、表示制御部１３０は、シーンアイコンの撮影確認画面８００を生成し、生成した撮影確
認画面８００を表示部１２０に表示させる（Ｓ３２６）。具体的には、入力部１１０が確
認ボタン７３０の押下を検出した場合に、表示制御部１３０は、撮影確認画面８００を生
成する。これにより、表示部１２０には、図１９の（ｆ）に示すように撮影確認画面８０
０が表示される。なお、このとき、照明情報管理部１５０は、確認ボタン７３０が選択さ
れた時点でテキストボックス７２０に入力されていたテキストを、新規シーンのシーン名
として管理する。
【０３２９】
　なお、シーン名入力完了ボタン（確認ボタン７３０）が選択されない場合（Ｓ３２４で
Ｎｏ）、表示制御部１３０は、確認ボタン７３０が選択されるまで待機する。
【０３３０】
　次に、表示制御部１３０は、撮影確認画面８００でいずれかのボタンが選択されるまで
待機する（Ｓ３２８でＮｏ）。具体的には、入力部１１０が同意ボタン８２０及び不同意
ボタン８３０のいずれかの押下を検出するまで、表示制御部１３０は、撮影確認画面８０
０を表示部１２０に表示させておく。
【０３３１】
　いずれかのボタンが選択された場合（Ｓ３２８でＹｅｓ）、選択されたボタンが撮影ボ
タン（同意ボタン８２０）であれば（Ｓ３３０でＹｅｓ）、撮像部１４０が起動される（
Ｓ３３２）。具体的には、入力部１１０が同意ボタン８２０の押下を検出した場合、表示
制御部１３０は、撮像部１４０を起動する。
【０３３２】
　撮像部１４０が起動されることで、図１９の（ｇ）に示すように、表示部１２０には、
撮像部１４０のイメージセンサで取得された画像（ライブビュー画像）が表示される。ユ
ーザは、表示部１２０に表示される画像を見ながら、シャッターボタンを押下することが
できる。撮像部１４０は、シャッターボタンが押下されたときに、撮影画像を取得する。
【０３３３】
　撮像部１４０が起動された時点では、空間は、完了ボタン５４０が選択された時点での
照明機器の設定情報に基づいた照明状態で照明されている。すなわち、空間は、ユーザが
作成した新規シーンが示す照明状態で照明されている。したがって、空間を撮影すること
で、ユーザが作成した新規シーンの雰囲気を撮影画像として保存することができる。つま
り、ユーザは、撮影画像を目視することで、新規シーンの雰囲気を確認することができる
。
【０３３４】
　撮影画像が取得された場合（Ｓ３３４でＹｅｓ）、表示制御部１３０は、取得された撮
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影画像をシーンアイコンとして設定する（Ｓ３３６）。なお、撮影画像が取得されるまで
（Ｓ３３４でＮｏ）、撮像部１４０は、撮像が可能な状態に保たれる。つまり、撮像部１
４０は、起動された状態に保たれる。
【０３３５】
　また、撮影確認画面８００で、選択されたボタンが不同意ボタン８３０である場合（Ｓ
３３０でＮｏ）、表示制御部１３０は、デフォルト画像をシーンアイコンとして設定する
（Ｓ３３８）。
【０３３６】
　そして、照明情報管理部１５０は、１以上の照明機器の設定情報と、入力されたシーン
名と、シーンアイコンとを対応付けて、新規シーンとして記憶する（Ｓ３４０）。つまり
、撮像部１４０によって撮影画像が取得された場合には、取得された撮影画像がシーンア
イコンとして管理され、撮像部１４０によって撮影画像が取得されなかった場合には、デ
フォルト画像がシーンアイコンとして管理される。
【０３３７】
　次に、表示制御部１３０は、作成された新規シーンが選択された状態で、新規シーン選
択画面９００又は９０１を生成し、生成した新規シーン選択画面９００又は９０１を表示
部１２０に表示させる（Ｓ３４２）。これにより、撮影画像が取得された場合には、表示
部１２０には、図１９の（ｈ）に示すように新規シーン選択画面９００が表示される。ま
た、撮影画像が取得されなかった場合には、表示部１２０には、図１９の（ｉ）に示すよ
うに新規シーン選択画面９０１が表示される。
【０３３８】
　なお、新規シーン選択画面９００又は９０１が表示された後は、作成ボタン３３０の押
下を検出する処理（Ｓ３０４）以降の処理が繰り返される。
【０３３９】
　以上のように、本実施の形態に係る携帯端末１００の制御方法によれば、新規シーンを
作成する際に、１以上の照明機器の設定が完了した後で、当該設定に基づいて１以上の照
明機器によって照明される空間を撮影し、撮影によって取得された画像を新規シーンのシ
ーンアイコンとして設定する。つまり、新規シーンの雰囲気を示す画像がシーンアイコン
として設定される。
【０３４０】
　そして、シーン選択画面では、新規シーンの雰囲気を示す画像がシーンアイコンとして
表示されるので、ユーザは、シーンアイコンを目視するだけで、シーンの雰囲気を容易に
確認することができる。つまり、シーンアイコンが実際のシーンを撮影した画像であるか
ら、ユーザは、視覚的にシーンの雰囲気を容易に確認することができる。
【０３４１】
　以上のように、本実施の形態に係る携帯端末１００による新規シーンの作成方法によれ
ば、端末場所情報と１以上の照明機器場所情報とに基づいて１以上の設定画面を並び替え
て表示させるので、携帯端末１００が存在する場所に応じたシーン作成画面を生成するこ
とができる。したがって、照明機器による照明状態をユーザに容易に調整させることがで
きる。
【０３４２】
　続いて、本実施の形態に係る携帯端末１００によるシーンの編集方法について、図２０
Ａ～図２１を用いて説明する。図２０Ａ及び図２０Ｂは、本実施の形態に係るシーンの編
集方法の一例を示すフローチャートである。図２１は、本実施の形態に係るシーンの編集
方法において表示される画面遷移の一例を示す図である。なお、図２０Ａ及び図２０Ｂに
おいて、図１８Ａ及び図１８Ｂに示すシーンの作成方法と同じ処理には、同じ符号を付し
ており、説明を省略する場合がある。
【０３４３】
　まず、表示制御部１３０は、シーン情報を取得する（Ｓ３００）。そして、表示制御部
１３０は、取得したシーン情報に基づいてシーン選択画面３００を生成し、生成したシー
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ン選択画面３００を表示部１２０に表示させる（Ｓ３０２）。これにより、例えば、表示
部１２０には、図２１の（ａ）に示すようにシーン選択画面３００が表示される。シーン
選択画面３００の詳細は、図３を用いて説明した通りである。
【０３４４】
　次に、表示制御部１３０は、シーンアイコン３１０が選択されるまで待機する（Ｓ４０
３でＮｏ）。１以上のシーンアイコン３１０のいずれか１つが選択された場合（Ｓ４０３
でＹｅｓ）、照明制御部１６０は、選択されたシーンに対応する１以上の照明機器の設定
情報に基づいて制御信号を生成し、生成した制御信号を１以上の照明機器に送信する（Ｓ
４０４）。つまり、照明制御部１６０は、選択されたシーンアイコン３１０に対応するシ
ーンが示す照明状態で空間を照明するための制御信号を生成する。そして、照明制御部１
６０は、生成した制御信号を、通信部１７０及びネットワークを介して１以上の照明機器
に送信する。これにより、選択されたシーンが示す照明状態で空間を照明することができ
る。
【０３４５】
　次に、表示制御部１３０は、シーン編集ボタン（編集ボタン３４０）が選択されるまで
待機する（Ｓ４０５でＮｏ）。このとき、別のシーンアイコン３１０が選択された場合は
、表示制御部１３０は、選択された別のシーンアイコン３１０を囲むように所定の枠３７
０を付与して表示させる。また、照明制御部１６０は、選択された別のシーンアイコン３
１０に対応するシーンが示す照明状態で空間を照明するための制御信号を生成する。そし
て、照明制御部１６０は、生成した制御信号を、通信部１７０及びネットワークを介して
１以上の照明機器に送信する。これにより、選択されたシーンが示す照明状態で空間を照
明することができる。
【０３４６】
　次に、シーン編集ボタン（編集ボタン３４０）が選択された場合（Ｓ４０５でＹｅｓ）
、表示制御部１３０は、操作対象照明情報を取得する（Ｓ３０６）。具体的には、表示制
御部１３０は、入力部１１０が編集ボタン３４０の押下を検出した場合、照明情報管理部
１５０に記憶されている操作対象照明情報を読み出して取得する。
【０３４７】
　次に、表示制御部１３０は、選択されたシーンに対応する照明機器の設定情報と、シー
ン名と、シーンアイコンとを取得する（Ｓ４０８）。具体的には、表示制御部１３０は、
選択されたシーンに対応する照明機器の設定情報と、シーン名と、シーンアイコンとを、
照明情報管理部１５０から読み出して取得する。なお、表示制御部１３０は、照明機器の
設定情報を、対応する照明機器から通信部１７０を介して取得してもよい。
【０３４８】
　次に、表示制御部１３０は、取得した操作対象照明情報に基づいて、表示優先度の設定
処理を行う（Ｓ４１０）。具体的な処理については、図１１と同様である。これにより、
操作対象照明情報に含まれる全ての照明機器に対して、表示優先度が設定される。
【０３４９】
　次に、表示制御部１３０は、取得した操作対象照明情報と、シーンに対応する照明機器
の設定情報と、シーン名と、表示優先度とに基づいてシーン編集画面を生成し、生成した
シーン編集画面を表示部１２０に表示させる（Ｓ４１２）。これにより、例えば、端末場
所情報が「リビングルーム」を特定する情報である場合、表示部１２０には、図２１の（
ｂ）に示すように、「リビングルーム」に存在する照明機器の設定画面が優先的に表示さ
れたシーン編集画面６００が表示される。シーン編集画面６００の詳細は、図６Ｂを用い
て説明した通りである。
【０３５０】
　このとき、表示制御部１３０は、シーン編集画面６００に含まれる各スライダの初期位
置を、選択されたシーンに対応する照明機器の設定情報に基づいて決定する。つまり、図
２１の（ｂ）に示すように、シーン編集画面６００が表示された時点では、「食事」のシ
ーンに対応する照明機器の設定情報に基づいて決定された位置を初期位置としたスライダ



(40) JP 2015-149710 A 2015.8.20

10

20

30

40

50

が表示される。
【０３５１】
　次に、表示制御部１３０及び照明制御部１６０は、シーン編集画面６００においてユー
ザによって入力された照明機器の設定情報を取得する（Ｓ４１４）。図２１の（ｂ）に示
すようにシーン編集画面６００が表示されることで、ユーザは、１以上の照明機器のそれ
ぞれの調光機能又は調色機能の設定値を設定することができる。表示制御部１３０及び照
明制御部１６０は、例えば、ユーザによって操作された調光スライダ６１１ａ又は調色ス
ライダ６１１ｂが示す設定値を、入力部１１０を介して取得する。
【０３５２】
　そして、表示制御部１３０は、入力部１１０を介して取得した設定値に応じてシーン編
集画面６００を生成し、生成したシーン編集画面６００を表示部１２０に表示させる。つ
まり、表示制御部１３０は、ユーザによる操作に同期させて、逐次、シーン編集画面６０
０を生成して表示部１２０に表示させる。具体的には、ユーザがスライダを操作させた場
合は、ユーザ操作に応じてシーン編集画面６００のスライダの表示が変更される。このよ
うにして、表示部１２０には、図２１の（ｃ）に示すように変更後のシーン編集画面６０
０が表示される。
【０３５３】
　また、照明制御部１６０は、ユーザによる設定画面６１０の操作によって設定された照
明状態を示す設定情報に基づいて、１以上の照明機器を制御するための制御信号を生成す
る（Ｓ３１６）。そして、照明制御部１６０は、生成した制御信号を、通信部１７０及び
ネットワークを介して１以上の照明機器に送信する。これにより、ユーザによる操作に同
期させて、逐次、１以上の照明機器による照明状態が変化する。
【０３５４】
　シーン編集完了ボタン（完了ボタン５４０）が選択されるまで（Ｓ４１８でＮｏ）、ユ
ーザ操作による設定情報の取得（Ｓ４１４）と照明機器の制御（Ｓ３１６）とを繰り返す
。
【０３５５】
　このように、設定画面６１０におけるユーザの操作に同期して、１以上の照明機器の照
明状態を変更する。したがって、ユーザは、照明状態の雰囲気を実際に確認しながら携帯
端末１００を操作することで、所望のシーンを設定することができる。
【０３５６】
　シーン編集完了ボタン（完了ボタン５４０）が選択された場合（Ｓ４１８でＹｅｓ）、
表示制御部１３０は、シーン名入力画面７００を生成し、生成したシーン名入力画面７０
０を表示部１２０に表示させる（Ｓ４２０）。具体的には、入力部１１０が完了ボタン５
４０の押下を検出した場合に、表示制御部１３０は、シーン名入力画面７００を生成する
。これにより、表示部１２０には、図２１の（ｄ）に示すようにシーン名入力画面７００
が表示される。シーン名入力画面７００の詳細は、図７を用いて説明した通りである。
【０３５７】
　このとき、シーン名入力画面７００が表示された時点では、テキストボックス７２０に
は、選択されたシーンアイコン３１０に対応するシーン名が表示されている。具体的には
、図２１の（ｄ）に示すように、テキストボックス７２０には「食事」が表示されている
。ユーザは、表示されているシーン名をそのまま利用することができる。あるいは、表示
されているシーン名を削除した上で、所望のシーン名をテキストボックス７２０に入力す
ることができる。
【０３５８】
　入力部１１０は、テキストボックス７２０に入力されたテキストを取得する。そして、
表示制御部１３０は、入力部１１０によって取得されたテキストをテキストボックス７２
０に表示する（Ｓ３２２）。これにより、表示部１２０には、図２１の（ｅ）に示すよう
に、ユーザが入力したテキストが表示されたテキストボックス７２０を含むシーン名入力
画面７００が表示される。なお、図２１では、シーン名を「食事」から「夕食」に変更す
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る場合について示している。
【０３５９】
　以降、シーン名入力画面７００の確認ボタン７３０の検出処理（Ｓ３２４）から撮影画
像をシーンアイコンとして設定する処理（Ｓ３３６）までは、図１８Ｂに示すシーン作成
方法と同じである。
【０３６０】
　具体的には、確認ボタン７３０が選択された場合には、図２１の（ｆ）に示すように、
撮影確認画面８００が表示される。さらに、撮影確認画面８００の同意ボタン８２０が選
択された場合には、撮像部１４０が起動されて、図２１の（ｇ）に示すように、表示部１
２０には、撮像部１４０のイメージセンサで取得された画像（ライブビュー画像）が表示
される。ユーザがシャッターボタンを押下することで、撮像部１４０は、撮影画像を取得
する。
【０３６１】
　一方で、撮影確認画面８００において選択されたボタンが不同意ボタン８３０である場
合（Ｓ３３０でＮｏ）、表示制御部１３０は、選択されたシーン、すなわち、編集中のシ
ーンに対応するシーンアイコンをそのまま編集後のシーンのシーンアイコンとして設定す
る（Ｓ４３８）。なお、このとき、表示制御部１３０は、デフォルト画像をシーンアイコ
ンとして設定してもよい。
【０３６２】
　そして、照明情報管理部１５０は、１以上の照明機器の設定情報と、入力されたシーン
名と、シーンアイコンとを対応付けて、編集後のシーンとしてメモリに記憶する（Ｓ４４
０）。つまり、撮像部１４０によって撮影画像が取得された場合には、取得された撮影画
像がシーンアイコンとして管理され、撮像部１４０によって撮影画像が取得されなかった
場合には、編集前のシーンアイコン又はデフォルト画像がシーンアイコンとして管理され
る。
【０３６３】
　次に、表示制御部１３０は、編集後のシーン、すなわち、新規シーンが選択された状態
で、新規シーン選択画面９０２を生成し、生成した新規シーン選択画面９０２を表示部１
２０に表示させる（Ｓ４４２）。このように、表示制御部１３０は、１以上のシーンアイ
コン３１０のうち選択されたシーンアイコン（編集対象のシーンアイコン）の代わりに、
新規シーンのシーンアイコンを含む新規シーン選択画面９０２を表示部１２０に表示させ
る。これにより、表示部１２０には、図２１の（ｈ）に示すような新規シーン選択画面９
０２が表示される。
【０３６４】
　なお、新規シーン選択画面が表示された後は、シーンアイコンの押下を検出する処理（
Ｓ４０３）以降の処理が繰り返される。
【０３６５】
　以上のように、本実施の形態に係る携帯端末１００によるシーンの編集方法によれば、
端末場所情報と１以上の照明機器場所情報とに基づいて１以上の設定画面を並び替えて表
示させるので、携帯端末１００が存在する場所に応じたシーン編集画面を生成することが
できる。したがって、照明機器による照明状態をユーザに容易に調整させることができる
。
【０３６６】
　なお、本実施の形態では、既存のシーンを編集することで新規シーンを設定する例につ
いて説明した。このとき、既存のシーンは新規シーンによって上書きされてしまうが、新
規シーンを既存のシーンとは別に保存してもよい。すなわち、既存のシーンと新規シーン
との両方をシーン情報に含めてもよい。言い換えると、表示制御部１３０は、１以上のシ
ーンアイコン３１０とともに、新規シーンのシーンアイコンを追加で含む新規シーン選択
画面を、表示部１２０に表示させてもよい。
【０３６７】
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　また、図１１のＳ２０１～Ｓ２０４において、携帯端末１００は各部屋又は各区域から
受信する信号強度に基づいて、各部屋又は各区域に対応するシーンの表示優先度を設定し
てもよい。
【０３６８】
　（変形例１）
　上記実施の形態では、端末場所情報は、携帯端末が存在する部屋又は区域を特定する情
報である例について示したが、これに限らない。例えば、端末場所情報は、携帯端末が存
在する場所の緯度、経度及び階数を特定する情報でもよい。このとき、１以上の照明機器
場所情報も同様に、１以上の照明機器のそれぞれが存在する場所の緯度、経度及び階数を
特定する情報でもよい。具体的には、屋内ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎ
ｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）技術の一例であるＩＭＥＳ（Ｉｎｄｏｏｒ　ＭＥｓｓａｇｉｎｇ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ）を用いて、携帯端末の場所及び照明機器の場所を特定してもよい。
【０３６９】
　以下では、ＩＭＥＳを用いた照明システムの例について、図２２及び図２３を用いて説
明する。図２２は、実施の形態の変形例１に係る携帯端末の場所情報を取得するための構
成の一例を示すブロック図である。図２３は、実施の形態の変形例１に係る表示優先度の
設定方法の別の一例を示すフローチャートである。
【０３７０】
　図２２に示す照明システム１５は、図１に示す照明システム１０の一例であり、携帯端
末の場所を特定するのに、ＩＭＥＳを利用するシステムである。照明システム１５は、携
帯端末１０５と、第１照明機器２００と、第２照明機器２０１と、ＩＭＥＳ送信機１０４
０とを備える。
【０３７１】
　なお、図２２では、１つのみのＩＭＥＳ送信機１０４０を示しているが、照明システム
１５は、複数のＩＭＥＳ送信機１０４０を備えている。そして、複数のＩＭＥＳ送信機１
０４０は、例えば、部屋又は区域毎に配置されている。
【０３７２】
　ＩＭＥＳ送信機１０４０は、位置情報を含む無線信号情報を発信する。具体的には、Ｉ
ＭＥＳ送信機１０４０は、緯度、経度及び階数を示す情報を含む無線信号情報を発信する
。例えば、ＩＭＥＳ送信機１０４０は、自端末が存在する場所を示す緯度、経度及び階数
を示す情報を無線信号情報に含めて発信する。
【０３７３】
　携帯端末１０５は、図１に示す携帯端末１００の一例であり、ＩＭＥＳを利用して自端
末が存在する場所を特定する。携帯端末１０５は、ＩＭＥＳ受信部１７５と、端末場所特
定部１８５とを備える。
【０３７４】
　ＩＭＥＳ受信部１７５は、ＩＭＥＳ送信機１０４０と通信可能である。ＩＭＥＳ受信部
１７５は、ＩＭＥＳ送信機１０４０から送信される無線信号情報を取得する。
【０３７５】
　端末場所特定部１８５は、図１に示す端末場所特定部１８０の一例であり、ＩＭＥＳ送
信機１０４０が発信する無線信号情報に含まれる、緯度、経度及び階数を示す情報に基づ
いて、携帯端末１０５が存在する場所を特定する。
【０３７６】
　本変形例では、ＩＭＥＳを利用することで、携帯端末１０５の場所及び照明機器の場所
を数値で特定することができるので、図２３に示すように、表示優先度についてもより詳
細に設定することができる。
【０３７７】
　図２３に示すように、まず、端末場所特定部１８５は、携帯端末１０５が存在する場所
を示す端末場所情報を取得する（Ｓ２１０）。つまり、端末場所特定部１８５は、携帯端
末１０５の現在場所を示す緯度、経度及び階数を特定するための情報を、端末場所情報と
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してＩＭＥＳ送信機１０４０から取得する。
【０３７８】
　次に、表示制御部１３０は、操作対象照明情報に含まれる１つの照明機器の照明機器場
所情報と、取得された端末場所情報との距離を算出する（Ｓ２１１）。具体的には、表示
制御部１３０は、照明機器場所情報が特定する緯度、経度及び階数によって決定される位
置と、端末場所情報が特定する緯度、経度及び階数によって決定される位置との距離を算
出する。なお、照明情報管理部１５０は、例えば、算出された距離を照明機器に対応付け
て一時的に管理する。
【０３７９】
　次に、表示制御部１３０は、操作対象照明情報に含まれる全ての照明機器に対して、距
離の算出が完了したか否かを判定する（Ｓ２１２）。距離の算出が完了していない場合（
Ｓ２１２でＮｏ）、表示制御部１３０は、算出対象を、距離が算出されていない別の照明
機器に変更し（Ｓ２１３）、距離の算出（Ｓ２１１）を行う。
【０３８０】
　操作対象照明情報に含まれる全ての照明機器に対して、距離の算出が完了した場合（Ｓ
２１２でＹｅｓ）、表示制御部１３０は、算出した距離が短い照明機器ほど、表示優先度
を高く設定する（Ｓ２１４）。これにより、表示制御部１３０は、端末場所情報が特定す
る緯度、経度及び階数から決定される位置までの距離が短い順に、１以上の照明機器に対
応する１以上の設定画面を並び替えて、表示部１２０に表示させることができる。
【０３８１】
　以上のように、本変形例に係る携帯端末の制御方法によれば、携帯端末１０５が存在す
る場所を数値で特定することができるので、１以上の照明機器の設定画面の並び替えを精
度良く行うことができる。したがって、照明機器による照明状態をユーザにより容易に調
整させることができる。また、ＩＭＥＳを利用して自動的かつ正確に端末場所情報を取得
することができるので、ユーザの負担を軽減し、利便性を高めることができる。
【０３８２】
　（変形例２）
　上記の実施の形態では、端末場所情報を自動的に取得し、取得した端末場所情報に基づ
いて照明機器場所情報を設定する例について説明したが、これに限らない。照明機器場所
情報は、照明機器と通信を行う通信機器が存在する場所を示す情報でもよい。
【０３８３】
　例えば、携帯端末１００は、１以上の通信機器を経由して、１以上の照明機器を制御す
るための制御信号を送信する場合において、１以上の照明機器のそれぞれは、１以上の通
信機器のいずれか１つに属している。このとき、１以上の照明機器場所情報は、対応する
照明機器が属する通信機器が存在する場所を示す通信機器場所情報である。つまり、携帯
端末１００は、１以上の通信機器から通信機器場所情報を照明機器場所情報及び端末場所
情報として取得する。
【０３８４】
　以下では、通信機器場所情報を照明機器場所情報及び端末場所情報として取得する構成
の具体例について、図２４～図２８を用いて説明する。図２４～図２８は、実施の形態の
変形例２に係る通信機器場所情報を取得するための構成の一例を示すブロック図である。
【０３８５】
　なお、図２４～図２８は、それぞれ異なる手段を用いて通信機器場所情報を自動的に取
得するための構成を示している。本変形例に係る携帯端末１００は、例えば、図２４～図
２８のいずれか１つの手段を用いればよく、あるいは、別の手段を用いてもよい。
【０３８６】
　まず、無線ＬＡＮ機能を利用する場合について、図２４を用いて説明する。
【０３８７】
　図２４に示す照明システム２０は、図１に示す照明システム１０の一例であり、携帯端
末１００と、第１照明機器２００と、第２照明機器２０１と、第３照明機器２０２と、第
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１無線ＬＡＮ機器１００１と、第２無線ＬＡＮ機器１００２と、第１通信機器１３００と
、第２通信機器１３０１とを備える。第１照明機器２００及び第２照明機器２０１は、第
１通信機器１３００に属しており、第３照明機器２０２は、第２通信機器１３０１に属し
ている。
【０３８８】
　第１無線ＬＡＮ機器１００１及び第２無線ＬＡＮ機器１００２は、無線ＬＡＮ規格に準
拠した通信を行う。第１無線ＬＡＮ機器１００１及び第２無線ＬＡＮ機器１００２には、
固有の識別子、例えば、ＳＳＩＤが設定されている。つまり、第１無線ＬＡＮ機器１００
１のＳＳＩＤと、第２無線ＬＡＮ機器１００２のＳＳＩＤとは、互いに異なっている。第
１無線ＬＡＮ機器１００１及び第２無線ＬＡＮ機器１００２は、ＳＳＩＤを含む無線信号
情報を定期的に送信する。
【０３８９】
　第１通信機器１３００は、携帯端末１００と、第１照明機器２００及び第２照明機器２
０１と通信可能である。第１通信機器１３００は、携帯端末１００から送信される制御信
号を受信し、第１照明機器２００及び第２照明機器２０１に送信する。このとき、第１通
信機器１３００は、制御信号を、各照明機器が実行可能な命令に変更してもよい。
【０３９０】
　図２４に示すように、第１通信機器１３００は、無線ＬＡＮ通信部１３０２と、通信機
器場所特定部１３０３とを備える。
【０３９１】
　無線ＬＡＮ通信部１３０２は、第１無線ＬＡＮ機器１００１と通信可能である。無線Ｌ
ＡＮ通信部１３０２は、第１無線ＬＡＮ機器１００１から送信される無線信号情報を取得
する。
【０３９２】
　通信機器場所特定部１３０３は、第１無線ＬＡＮ機器１００１が発信する無線信号情報
に含まれる、第１無線ＬＡＮ機器１００１に固有の識別子に基づいて、第１通信機器１３
００が存在する場所を特定することで、通信機器場所情報を取得する。例えば、通信機器
場所特定部１３０３は、無線ＬＡＮ通信部１３０２によって受信された無線信号情報に含
まれるＳＳＩＤを用いて、第１通信機器１３００が存在する場所を特定する。
【０３９３】
　例えば、第１無線ＬＡＮ機器１００１又は第１通信機器１３００に、第１無線ＬＡＮ機
器１００１が存在する場所を、予めＳＳＩＤに対応付けて登録しておく。これにより、通
信機器場所特定部１３０３は、ＳＳＩＤを取得することで、第１通信機器１３００が存在
する場所を特定する。
【０３９４】
　第２通信機器１３０１は、携帯端末１００と、第３照明機器２０２と通信可能である。
具体的には、第２通信機器１３０１は、携帯端末１００から送信される制御信号を受信し
、第３照明機器２０２に送信する。このとき、第２通信機器１３０１は、制御信号を、各
照明機器が実行可能な命令に変更してもよい。なお、図示しないが、第２通信機器１３０
１は、第１通信機器１３００と同様に、無線ＬＡＮ通信部１３０２と、通信機器場所特定
部１３０３とを備える。第２通信機器１３０１は、第２無線ＬＡＮ機器１００２と通信可
能である。第１通信機器１３００及び第２通信機器１３０１は、例えば、ブリッジ又はル
ータなどである。
【０３９５】
　ここで、図２４に示すように、第１照明機器２００と、第２照明機器２０１と、第１無
線ＬＡＮ機器１００１と、第１通信機器１３００とは、「リビングルーム」に存在し、第
３照明機器２０２と、第２無線ＬＡＮ機器１００２と、第２通信機器１３０１とは、「寝
室」に存在する。つまり、１つの部屋又は区域毎に、１つの無線ＬＡＮ機器と、１つの通
信機器と、当該通信機器に属する１以上の照明機器とが配置されている。
【０３９６】
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　例えば、ユーザが携帯端末１００とともに「リビングルーム」に居る場合、携帯端末１
００は、第１通信機器１３００と通信することで、第１通信機器１３００から通信機器場
所情報を端末場所情報として取得する。一方で、ユーザが携帯端末１００とともに「寝室
」に居る場合、携帯端末１００は、第２通信機器１３０１と通信することで、第２通信機
器１３０１から通信機器場所情報を端末場所情報として取得する。ユーザが携帯端末１０
０とともに部屋を移動した場合、移動先の部屋の通信機器と通信を行うことで、通信機器
場所情報を取得することができる。
【０３９７】
　これにより、携帯端末１００は、自端末が存在する場所を特定することができる。
【０３９８】
　また、通信機器場所情報が、照明機器が存在する場所を示すので、携帯端末１００は、
通信機器場所情報を通信機器から取得することで、当該通信機器に属する照明機器が存在
する場所を示す照明機器場所情報を自動的に取得することができる。例えば、照明機器を
登録する際に、対象の照明機器が所属する通信機器を選択し、選択した通信機器から通信
機器場所情報を取得することで、対象の照明機器が存在する場所を示す照明機器場所情報
を取得することができる。
【０３９９】
　なお、携帯端末１００は、第１無線ＬＡＮ機器１００１及び無線ＬＡＮ通信部１３０２
を介して、第１照明機器２００及び第２照明機器２０１と通信可能であってもよい。つま
り、携帯端末１００の通信部１７０は、無線ＬＡＮ通信が可能であり、第１無線ＬＡＮ機
器１００１及び第１通信機器１３００を介して、第１照明機器２００及び第２照明機器２
０１に制御信号を送信してもよい。
【０４００】
　また、図１２に示す携帯端末１０１のように、携帯端末１００は、端末場所特定部１８
１を備え、第１無線ＬＡＮ機器１００１又は第２無線ＬＡＮ機器１００２と通信すること
で、携帯端末１００の場所を自動的に特定してもよい。
【０４０１】
　次に、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機能を利用する場合について、図２５を用いて説明する
。
【０４０２】
　図２５に示す照明システム２１は、図１に示す照明システム１０の一例である。照明シ
ステム２１は、図２４に示す照明システム２０と比較して、第１無線ＬＡＮ機器１００１
、第２無線ＬＡＮ機器１００２、第１通信機器１３００及び第２通信機器１３０１の代わ
りに、第１Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１１、第２Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０
１２、第１通信機器１３１０及び第２通信機器１３１１を備える点が異なっている。
【０４０３】
　第１Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１１及び第２Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１
２は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ規格に準拠した通信を行う。第１Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器
１０１１及び第２Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１２には、固有の識別子が設定されて
いる。第１Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１１及び第２Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１
０１２は、それぞれに固有の識別子を含む無線信号情報を定期的に送信する。
【０４０４】
　第１通信機器１３１０は、図２４に示す第１通信機器１３００と同様に、携帯端末１０
０と、第１照明機器２００及び第２照明機器２０１と通信可能である。図２５に示すよう
に、第１通信機器１３１０は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１３１２と、通信機器場所特定
部１３１３とを備える。また、第２通信機器１３１１は、図２４に示す第２通信機器１３
０１と同様に、携帯端末１００と、第３照明機器２０２と通信可能である。第１通信機器
１３１０及び第２通信機器１３１１は、例えば、ブリッジ又はルータなどである。
【０４０５】
　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１３１２は、第１Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１１と通
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信可能である。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１３１２は、第１Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器
１０１１から送信される無線信号情報を取得する。
【０４０６】
　通信機器場所特定部１３１３は、第１Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１１が発信する
無線信号情報に含まれる、第１Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１１に固有の識別子に基
づいて、第１通信機器１３１０が存在する場所を特定することで、通信機器場所情報を取
得する。例えば、通信機器場所特定部１３１３は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部１３１２に
よって受信された無線信号情報に含まれる識別子を用いて、第１通信機器１３１０が存在
する場所を特定する。
【０４０７】
　例えば、第１Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１１又は第１通信機器１３１０に、第１
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１１が存在する場所を、予め識別子に対応付けて登録し
ておく。これにより、通信機器場所特定部１３１３は、識別子を取得することで、第１通
信機器１３１０が存在する場所を特定する。
【０４０８】
　ここで、図２５に示すように、第１照明機器２００と、第２照明機器２０１と、第１Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１１と、第１通信機器１３１０とは、「リビングルーム」
に存在し、第３照明機器２０２と、第２Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１２と、第２通
信機器１３１１とは、「寝室」に存在する。つまり、１つの部屋又は区域毎に、１つのＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器と、１つの通信機器と、当該通信機器に属する１以上の照明機
器とが配置されている。
【０４０９】
　例えば、ユーザが携帯端末１００とともに「リビングルーム」に居る場合、携帯端末１
００は、第１通信機器１３１０と通信することで、第１通信機器１３１０から通信機器場
所情報を端末場所情報として取得する。一方で、ユーザが携帯端末１００とともに「寝室
」に移動した場合、携帯端末１００は、第２通信機器１３１１と通信することで、第２通
信機器１３１１から通信機器場所情報を端末場所情報として取得する。
【０４１０】
　これにより、携帯端末１００は、自端末が存在する場所を特定することができる。また
、通信機器場所情報が、照明機器が存在する場所を示すので、携帯端末１００は、通信機
器場所情報を通信機器から取得することで、当該通信機器に属する照明機器が存在する場
所を示す照明機器場所情報を自動的に取得することができる。
【０４１１】
　なお、携帯端末１００は、第１Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１１及びＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ通信部１３１２を介して、第１照明機器２００及び第２照明機器２０１と通信可能
であってもよい。つまり、携帯端末１００の通信部１７０は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信が
可能であり、第１Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１１及び第１通信機器１３１０を介し
て、第１照明機器２００及び第２照明機器２０１に制御信号を送信してもよい。
【０４１２】
　また、図１３に示す携帯端末１０２のように、携帯端末１００は、端末場所特定部１８
２を備え、第１Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器１０１１又は、第２Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信
機器１０１２と通信することで、携帯端末１００の場所を自動的に特定してもよい。
【０４１３】
　次に、可視光通信機能を利用する場合について、図２６を用いて説明する。
【０４１４】
　図２６に示す照明システム２２は、図１に示す照明システム１０の一例である。照明シ
ステム２２は、図２４に示す照明システム２０と比較して、第１無線ＬＡＮ機器１００１
、第２無線ＬＡＮ機器１００２、第１通信機器１３００及び第２通信機器１３０１の代わ
りに、第１可視光通信機器１０２１、第２可視光通信機器１０２２、第１通信機器１３２
０及び第２通信機器１３２１を備える点が異なっている。
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【０４１５】
　第１可視光通信機器１０２１及び第２可視光通信機器１０２２は、可視光帯域の電磁波
を用いた通信を行う。第１可視光通信機器１０２１及び第２可視光通信機器１０２２には
、固有の識別子が設定されている。第１可視光通信機器１０２１及び第２可視光通信機器
１０２２は、それぞれに固有の識別子を含む電磁波を定期的に送信する。
【０４１６】
　なお、第１可視光通信機器１０２１は、第１照明機器２００又は第２照明機器２０１の
いずれかであってもよい。同様に、第２可視光通信機器１０２２は、第３照明機器２０２
であってもよい。すなわち、第１可視光通信機器１０２１及び第２可視光通信機器１０２
２は、携帯端末１００によって制御される照明機器の１つでもよい。
【０４１７】
　第１通信機器１３２０は、図２４に示す第１通信機器１３００と同様に、携帯端末１０
０と、第１照明機器２００及び第２照明機器２０１と通信可能である。図２６に示すよう
に、第１通信機器１３２０は、センサ部１３２２と、通信機器場所特定部１３２３とを備
える。また、第２通信機器１３２１は、図２４に示す第２通信機器１３０１と同様に、携
帯端末１００と、第３照明機器２０２と通信可能である。第１通信機器１３２０及び第２
通信機器１３２１は、例えば、ブリッジ又はルータなどである。
【０４１８】
　センサ部１３２２は、可視光帯域の電磁波を受信する。具体的には、センサ部１３２２
は、第１可視光通信機器１０２１から送信される電磁波を受信する。
【０４１９】
　通信機器場所特定部１３２３は、第１可視光通信機器１０２１が発信する電磁波に含ま
れる、第１可視光通信機器１０２１に固有の識別子に基づいて、第１通信機器１３２０が
存在する場所を特定することで、通信機器場所情報を取得する。例えば、通信機器場所特
定部１３２３は、センサ部１３２２によって受信された電磁波に含まれる識別子を用いて
、第１通信機器１３２０が存在する場所を特定する。
【０４２０】
　例えば、第１可視光通信機器１０２１又は第１通信機器１３２０に、第１可視光通信機
器１０２１が存在する場所を、予め識別子に対応付けて登録しておく。これにより、通信
機器場所特定部１３２３は、識別子を取得することで、第１通信機器１３２０が存在する
場所を特定する。
【０４２１】
　ここで、図２６に示すように、第１照明機器２００と、第２照明機器２０１と、第１可
視光通信機器１０２１と、第１通信機器１３２０とは、「リビングルーム」に存在し、第
３照明機器２０２と、第２可視光通信機器１０２２と、第２通信機器１３２１とは、「寝
室」に存在する。つまり、１つの部屋又は区域毎に、１つの可視光通信機器と、１つの通
信機器と、当該通信機器に属する１以上の照明機器とが配置されている。
【０４２２】
　例えば、ユーザが携帯端末１００とともに「リビングルーム」に居る場合、携帯端末１
００は、第１通信機器１３２０と通信することで、第１通信機器１３２０から通信機器場
所情報を端末場所情報として取得する。一方で、ユーザが携帯端末１００とともに「寝室
」に移動した場合、携帯端末１００は、第２通信機器１３２１と通信することで、第２通
信機器１３２１から通信機器場所情報を端末場所情報として取得する。
【０４２３】
　これにより、携帯端末１００は、自端末が存在する場所を特定することができる。また
、通信機器場所情報が、照明機器が存在する場所を示すので、携帯端末１００は、通信機
器場所情報を通信機器から取得することで、当該通信機器に属する照明機器が存在する場
所を示す照明機器場所情報を自動的に取得することができる。
【０４２４】
　なお、図１４に示す携帯端末１０３のように、携帯端末１００は、端末場所特定部１８



(48) JP 2015-149710 A 2015.8.20

10

20

30

40

50

３を備え、第１可視光通信機器１０２１又は第２可視光通信機器１０２２と通信すること
で、携帯端末１００の場所を自動的に特定してもよい。
【０４２５】
　次に、超音波を利用する場合について、図２７を用いて説明する。
【０４２６】
　図２７に示す照明システム２３は、図１に示す照明システム１０の一例である。照明シ
ステム２３は、図２４に示す照明システム２０と比較して、第１無線ＬＡＮ機器１００１
、第２無線ＬＡＮ機器１００２、第１通信機器１３００及び第２通信機器１３０１の代わ
りに、第１スピーカー１０３１、第２スピーカー１０３２、第１通信機器１３３０及び第
２通信機器１３３１を備える点が異なっている。
【０４２７】
　第１スピーカー１０３１及び第２スピーカー１０３２は、超音波を用いた通信を行う。
第１スピーカー１０３１及び第２スピーカー１０３２には、固有の識別子が設定されてい
る。第１スピーカー１０３１及び第２スピーカー１０３２は、それぞれに固有の識別子を
含む超音波を定期的に送信する。
【０４２８】
　第１通信機器１３３０は、図２４に示す第１通信機器１３００と同様に、携帯端末１０
０と、第１照明機器２００及び第２照明機器２０１と通信可能である。図２７に示すよう
に、第１通信機器１３３０は、マイクロフォン部１３３２と、通信機器場所特定部１３３
３とを備える。また、第２通信機器１３３１は、図２４に示す第２通信機器１３０１と同
様に、携帯端末１００と、第３照明機器２０２と通信可能である。第１通信機器１３３０
及び第２通信機器１３３１は、例えば、ブリッジ又はルータなどである。
【０４２９】
　マイクロフォン部１３３２は、超音波を受信する。具体的には、マイクロフォン部１３
３２は、第１スピーカー１０３１から送信される超音波を受信する。
【０４３０】
　通信機器場所特定部１３３３は、第１スピーカー１０３１が発信する超音波に含まれる
、第１スピーカー１０３１に固有の識別子に基づいて、第１通信機器１３３０が存在する
場所を特定することで、通信機器場所情報を取得する。例えば、通信機器場所特定部１３
３３は、マイクロフォン部１３３２によって受信された超音波に含まれる識別子を用いて
、第１通信機器１３３０が存在する場所を特定する。
【０４３１】
　例えば、第１スピーカー１０３１又は第１通信機器１３３０に、第１スピーカー１０３
１が存在する場所を、予め識別子に対応付けて登録しておく。これにより、通信機器場所
特定部１３３３は、識別子を取得することで、第１通信機器１３３０が存在する場所を特
定する。
【０４３２】
　ここで、図２７に示すように、第１照明機器２００と、第２照明機器２０１と、第１ス
ピーカー１０３１と、第１通信機器１３３０とは、「リビングルーム」に存在し、第３照
明機器２０２と、第２スピーカー１０３２と、第２通信機器１３３１とは、「寝室」に存
在する。つまり、１つの部屋又は区域毎に、１つのスピーカーと、１つの通信機器と、当
該通信機器に属する１以上の照明機器とが配置されている。
【０４３３】
　例えば、ユーザが携帯端末１００とともに「リビングルーム」に居る場合、携帯端末１
００は、第１通信機器１３３０と通信することで、第１通信機器１３３０から通信機器場
所情報を端末場所情報として取得する。一方で、ユーザが携帯端末１００とともに「寝室
」に移動した場合、携帯端末１００は、第２通信機器１３３１と通信することで、第２通
信機器１３３１から通信機器場所情報を端末場所情報として取得する。
【０４３４】
　これにより、携帯端末１００は、自端末が存在する場所を特定することができる。また
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、通信機器場所情報が、照明機器が存在する場所を示すので、携帯端末１００は、通信機
器場所情報を通信機器から取得することで、当該通信機器に属する照明機器が存在する場
所を示す照明機器場所情報を自動的に取得することができる。
【０４３５】
　なお、図１５に示す携帯端末１０４のように、携帯端末１００は、端末場所特定部１８
４を備え、第１スピーカー１０３１又は第２スピーカー１０３２と通信することで、携帯
端末１００の場所を自動的に特定してもよい。
【０４３６】
　次に、ＩＭＥＳを利用する場合について、図２８を用いて説明する。
【０４３７】
　図２８に示す照明システム２４は、図１に示す照明システム１０の一例である。照明シ
ステム２４は、図２４に示す照明システム２０と比較して、第１無線ＬＡＮ機器１００１
、第２無線ＬＡＮ機器１００２、第１通信機器１３００及び第２通信機器１３０１の代わ
りに、第１ＩＭＥＳ送信機１０４１、第２ＩＭＥＳ送信機１０４２、第１通信機器１３４
０及び第２通信機器１３４１を備える点が異なっている。
【０４３８】
　第１ＩＭＥＳ送信機１０４１及び第２ＩＭＥＳ送信機１０４２は、位置情報を含む無線
信号情報を発信する。具体的には、第１ＩＭＥＳ送信機１０４１及び第２ＩＭＥＳ送信機
１０４２は、自端末が存在する場所を示す緯度、経度及び階数を示す情報を含む無線信号
情報を発信する。
【０４３９】
　第１通信機器１３４０は、図２４に示す第１通信機器１３００と同様に、携帯端末１０
０と、第１照明機器２００及び第２照明機器２０１と通信可能である。図２８に示すよう
に、第１通信機器１３４０は、ＩＭＥＳ受信部１３４２と、通信機器場所特定部１３４３
とを備える。また、第２通信機器１３４１は、図２４に示す第２通信機器１３０１と同様
に、携帯端末１００と、第３照明機器２０２と通信可能である。第１通信機器１３４０及
び第２通信機器１３４１は、例えば、ブリッジ又はルータなどである。
【０４４０】
　ＩＭＥＳ受信部１３４２は、第１ＩＭＥＳ送信機１０４１と通信可能である。ＩＭＥＳ
受信部１３４２は、第１ＩＭＥＳ送信機１０４１から送信される無線信号情報を取得する
。
【０４４１】
　通信機器場所特定部１３４３は、第１ＩＭＥＳ送信機１０４１が発信する無線信号情報
に含まれる、緯度、経度及び階数を示す情報に基づいて、第１通信機器１３４０が存在す
る場所を特定することで、通信機器場所情報を取得する。
【０４４２】
　ここで、図２８に示すように、第１照明機器２００と、第２照明機器２０１と、第１Ｉ
ＭＥＳ送信機１０４１と、第１通信機器１３４０とは、「リビングルーム」に存在し、第
３照明機器２０２と、第２ＩＭＥＳ送信機１０４２と、第２通信機器１３４１とは、「寝
室」に存在する。つまり、１つの部屋又は区域毎に、１つのＩＭＥＳ送信機と、１つの通
信機器と、当該通信機器に属する１以上の照明機器とが配置されている。
【０４４３】
　例えば、ユーザが携帯端末１００とともに「リビングルーム」に居る場合、携帯端末１
００は、第１通信機器１３４０と通信することで、第１通信機器１３４０から通信機器場
所情報を端末場所情報として取得する。一方で、ユーザが携帯端末１００とともに「寝室
」に移動した場合、携帯端末１００は、第２通信機器１３４１と通信することで、第２通
信機器１３４１から通信機器場所情報を端末場所情報として取得する。
【０４４４】
　これにより、携帯端末１００は、自端末が存在する場所を特定することができる。また
、通信機器場所情報が、照明機器が存在する場所を示すので、携帯端末１００は、通信機
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器場所情報を通信機器から取得することで、当該通信機器に属する照明機器が存在する場
所を示す照明機器場所情報を自動的に取得することができる。
【０４４５】
　また、図２２に示す携帯端末１０５のように、携帯端末１００は、端末場所特定部１８
５を備え、第１ＩＭＥＳ送信機１０４１又は第２ＩＭＥＳ送信機１０４２と通信すること
で、携帯端末１００の場所を自動的に特定してもよい。
【０４４６】
　以上のように、図２４～図２８に示す携帯端末及び通信機器では、通信機器場所情報を
自動的に取得することができる。これに対して、ユーザの指示に基づいて、通信機器場所
情報を取得してもよい。
【０４４７】
　以下では、通信機器の場所をユーザに入力させることで取得する構成について、図２９
を用いて説明する。図２９は、実施の形態の変形例２に係る通信機器場所選択画面１４０
０を示す図である。
【０４４８】
　通信機器場所選択画面１４００は、通信機器場所情報をユーザに入力させるための第３
入力画面の一例である。通信機器場所選択画面１４００は、例えば、通信機器及び照明機
器を新たに登録するときに表示される。あるいは、通信機器場所選択画面１４００は、登
録済みの通信機器の場所を編集するときに表示される。具体的には、図示しないが、表示
部１２０に表示される通信機器の登録ボタンなどの押下を入力部１１０が検出したときに
、通信機器場所選択画面１４００が表示される。
【０４４９】
　図２９に示すように、通信機器場所選択画面１４００は、コメント１４１０と、リスト
ボックス１４２０と、確認ボタン１４３０と、キャンセルボタン１４４０と、新規追加ボ
タン１４５０とを含んでいる。
【０４５０】
　コメント１４１０は、ユーザが行うべき操作を提示するためのテキストである。具体的
には、コメント１４１０は、ユーザに通信機器場所情報の選択を促すためのテキストであ
る。例えば、図２９に示すように、「通信機器の場所を選択してください」というコメン
ト１４１０が表示される。なお、コメント１４１０の代わりに、音声でユーザに場所の選
択を促してもよい。
【０４５１】
　リストボックス１４２０は、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、ユーザに通信機器場
所情報を選択させるためのインタフェースである。リストボックス１４２０には、「寝室
」、「リビングルーム」などの場所を特定するための１以上の選択肢が表示され、ユーザ
は、１以上の選択肢から１つを選択することができる。これらの選択肢は、例えば、ユー
ザによって予め登録されたものである。
【０４５２】
　なお、リストボックス１４２０に表示される選択肢は、図１６又は図１７に示すリスト
ボックス１１２０又は１２２０に表示される選択肢と同じである。例えば、リストボック
ス１４２０は、上下にスクロール可能であり、予め登録された全ての選択肢を選択可能に
構成されている。
【０４５３】
　確認ボタン１４３０は、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、例えば、プッシュボタン
である。確認ボタン１４３０は、リストボックス１４２０に表示された１以上の選択肢か
ら１つを選択したことをユーザに確認させるためのボタンである。確認ボタン１４３０が
選択された場合、リストボックス１４２０で選択された選択肢が通信機器場所情報として
設定される。
【０４５４】
　キャンセルボタン１４４０は、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、例えば、プッシュ
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ボタンである。キャンセルボタン１４４０は、通信機器場所情報の選択を中止することを
ユーザに確認させるためのボタンである。キャンセルボタン１４４０が選択された場合、
通信機器場所情報の選択は中止され、例えば、通信機器の登録処理が中止される。
【０４５５】
　新規追加ボタン１４５０は、ＧＵＩコンポーネントの一例であり、例えば、プッシュボ
タンである。新規追加ボタン１４５０は、リストボックス１４２０に表示させる選択肢を
追加するためのボタンである。
【０４５６】
　新規追加ボタン１４５０が選択された場合、例えば、テキストボックスが表示され、所
望の場所を示すテキストをユーザが入力することができる。なお、テキストボックスの代
わりに、音声での入力を受け付けることができてもよい。
【０４５７】
　なお、通信機器場所選択画面１４００を表示させる代わりに、携帯端末１００は、音声
入力又はジェスチャ入力を受け付ける状態になってもよい。具体的な処理は、端末場所情
報の入力と同じである。
【０４５８】
　以上のように、本変形例に係る携帯端末の制御方法によれば、通信機器場所情報をユー
ザが入力することができるので、ユーザが望む場所で通信機器を登録することができる。
例えば、ユーザが携帯端末とともに「リビングルーム」に居る場合であっても、「寝室」
に存在する通信機器を登録することができる。
【０４５９】
　（変形例３）
　上記の実施の形態では、携帯端末１００の制御方法について、詳細な構成について説明
したが、例えば、シーンの作成又は編集ができなくてもよい。言い換えると、予め定めら
れた１以上の照明機器の設定画面が、端末場所情報に基づいて並び替えて表示されればよ
い。具体的には、携帯端末１００は、図３０に示すフローチャートに従って制御されても
よい。なお、図３０は、実施の形態の変形例３に係る照明状態の調整方法の一例を示すフ
ローチャートである。
【０４６０】
　まず、表示制御部１３０は、端末場所特定部１８０を用いて、携帯端末１００が存在す
る場所を示す端末場所情報を取得する（Ｓ５００）。具体的には、端末場所特定部１８０
は、携帯端末１００が存在する部屋又は区域を特定する情報を、端末場所情報として取得
し、表示制御部１３０へ出力する。
【０４６１】
　次に、表示制御部１３０は、１以上の照明機器と、１以上の照明機器のそれぞれが存在
する場所を示す１以上の照明機器場所情報とを対応付けて記憶する照明情報管理部１５０
を用いて、端末場所情報と１以上の照明機器場所情報とに基づいて、１以上の照明機器の
それぞれに対応する１以上の設定画面４１０を並び替えて、表示部１２０へ表示させる（
Ｓ５０１）。具体的には、表示制御部１３０は、図１１又は図２３に基づいて表示優先度
を各照明機器に設定し、設定した表示優先度が高い照明機器に対応する設定画面を優先的
に表示させる。
【０４６２】
　次に、１以上の設定画面４１０がユーザによって操作された場合に（Ｓ５０２でＹｅｓ
）、照明制御部１６０は、ユーザによる設定画面４１０の操作によって設定された照明状
態を示す設定情報に基づいて１以上の照明機器を制御するための制御信号を、１以上の照
明機器へ送信させる（Ｓ５０３）。
【０４６３】
　なお、設定画面４１０が操作されない場合（Ｓ５０２でＮｏ）、表示制御部１３０は、
設定画面４１０が操作されるまで待機する。
【０４６４】
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　以上のように、本変形例に係る携帯端末１００の制御方法によれば、端末場所情報に基
づいて１以上の設定画面を並び替えて表示させる。これにより、携帯端末１００が存在す
る場所に応じたリモコン操作画面を優先的に表示させることができるので、照明機器によ
る照明状態をユーザに容易に調整させることができる。
【０４６５】
　（変形例４）
　上記の各実施の形態では、携帯端末１００が、表示制御部１３０、照明情報管理部１５
０及び照明制御部１６０を備える例について説明したが、これに限らない。例えば、携帯
端末１００とネットワークを介して接続されたサーバが表示制御部１３０、照明情報管理
部１５０及び照明制御部１６０を備えてもよい。つまり、携帯端末は、サーバからネット
ワークを介して送信される指示に基づいて、画面の表示及び撮像を行う端末でもよい。
【０４６６】
　図３１は、実施の形態の変形例４に係る照明システム３０を示すブロック図である。図
３１に示すように、照明システム３０は、第１携帯端末１５００と、第２携帯端末１５０
１と、第１照明機器２００と、第２照明機器２０１と、サーバ装置１６００とを備える。
【０４６７】
　第１携帯端末１５００は、１以上の空間を照明する１以上の照明機器を制御する端末の
一例である。具体的には、第１携帯端末１５００は、１以上の照明機器（図３１に示す例
では、第１照明機器２００及び第２照明機器２０１）を、サーバ装置１６００を介して制
御する。
【０４６８】
　図３１に示すように、第１携帯端末１５００は、入力部１１０と、表示部１２０と、撮
像部１４０と、通信部１７０と、端末場所特定部１８０とを備える。
【０４６９】
　各処理部は、サーバ装置１６００からの指示に基づいて処理をする。例えば、表示部１
２０は、サーバ装置１６００の表示制御部１３０によって生成され、通信部１７０を介し
て取得した画面を表示する。また、撮像部１４０は、撮像により取得した画像を、通信部
１７０を介してサーバ装置１６００へ送信する。また、入力部１１０は、ユーザによる操
作入力を、通信部１７０を介してサーバ装置１６００へ送信する。また、端末場所特定部
１８０は、取得した端末場所情報を、通信部１７０を介してサーバ装置１６００へ送信す
る。
【０４７０】
　第２携帯端末１５０１は、第１携帯端末１５００と同様に、１以上の空間を照明する１
以上の照明機器を制御する端末の一例である。つまり、第１照明機器２００及び第２照明
機器２０１は、第１携帯端末１５００及び第２携帯端末１５０１のそれぞれからの制御が
可能である。言い換えると、１以上の照明機器は、１以上の携帯端末のそれぞれによって
制御されうる。なお、図示しないが、第２携帯端末１５０１は、第１携帯端末１５００と
同様に、入力部１１０と、表示部１２０と、撮像部１４０と、通信部１７０と、端末場所
特定部１８０とを備える。
【０４７１】
　サーバ装置１６００は、空間を照明する１以上の照明機器を制御する携帯端末を制御す
るサーバである。具体的には、サーバ装置１６００は、第１携帯端末１５００及び第２携
帯端末１５０１を制御する。
【０４７２】
　図３１に示すように、サーバ装置１６００は、通信部１６１０と、表示制御部１３０と
、照明情報管理部１５０と、照明制御部１６０とを備える。
【０４７３】
　通信部１６１０は、照明制御部１６０によって生成された制御信号を、ネットワークを
介して接続された１以上の照明機器に送信する。また、通信部１６１０は、表示部１２０
へ表示させるための表示制御部１３０によって生成された画面を示す情報を第１携帯端末
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１５００又は第２携帯端末１５０１に送信する。また、通信部１６１０は、入力部１１０
及び表示部１２０を介して取得されたユーザからの操作入力を第１携帯端末１５００又は
第２携帯端末１５０１から受信する。また、通信部１６１０は、撮像部１４０によって取
得された画像を第１携帯端末１５００又は第２携帯端末１５０１から受信する。また、通
信部１６１０は、端末場所特定部１８０によって取得された端末場所情報を第１携帯端末
１５００又は第２携帯端末１５０１から受信する。
【０４７４】
　例えば、通信部１６１０は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）モ
ジュール、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ
　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）モジュールなどの通信インタフェースである。なお、通
信部１６１０は、有線ＬＡＮ端子などでもよい。
【０４７５】
　例えば、第１携帯端末１５００が第１シーンを作成し、第２携帯端末１５０１が第２シ
ーンを作成した場合を想定する。具体的には、第１携帯端末１５００及び第２携帯端末１
５０１はそれぞれ、サーバ装置１６００と通信することで、第１シーン及び第２シーンを
作成する。このとき、サーバ装置１６００の照明情報管理部１５０は、第１シーン及び第
２シーンを含むシーン情報を管理する。
【０４７６】
　表示制御部１３０は、照明情報管理部１５０によって管理されたシーン情報に基づいて
シーン選択画面を生成するので、シーン選択画面には第１シーンのシーンアイコンと第２
シーンのシーンアイコンとが表示される。これにより、第１携帯端末１５００及び第２携
帯端末１５０１のいずれでも、第１シーン及び第２シーンを選択することができる。
【０４７７】
　このとき、第１携帯端末１５００及び第２携帯端末１５０１が互いに異なる場所に存在
する場合、第１携帯端末１５００及び第２携帯端末１５０１には、それぞれ異なるリモコ
ン操作画面が表示される。例えば、第１携帯端末１５００から受信した端末場所情報が「
リビングルーム」を特定する情報である場合、サーバ装置１６００は、第１携帯端末１５
００の表示部１２０に、図５Ａに示すリモコン操作画面４００を表示させる。また、第２
携帯端末１５０１から受信した端末場所情報が「寝室」を特定する情報である場合、サー
バ装置１６００は、第２携帯端末１５０１の表示部１２０に、図５Ｂに示すリモコン操作
画面４０１を表示させる。
【０４７８】
　以上のように、サーバ装置１６００が１以上の携帯端末及び１以上の照明機器を制御す
ることにより、ユーザにとっての利便性を高めることができる。例えば、ユーザは、１以
上の携帯端末のいずれを用いてシーンを作成したとしても、いずれの携帯端末からもシー
ンの選択が可能となる。
【０４７９】
　なお、このとき、第１携帯端末１５００及び第２携帯端末１５０１が、表示制御部１３
０及び照明制御部１６０を備え、サーバ装置１６００が、照明情報管理部１５０を備えて
もよい。つまり、サーバ装置１６００は、シーン情報及び操作対象照明情報をまとめて管
理し、第１携帯端末１５００及び第２携帯端末１５０１は、制御信号を生成して１以上の
照明機器に送信してもよい。
【０４８０】
　（その他）
　以上、本発明に係る携帯端末の制御方法について、上記実施の形態及び変形例に基づい
て説明したが、本発明は、上記の実施の形態及び変形例に限定されるものではない。
【０４８１】
　また、１以上の設定画面を選択的に並び替えてもよい。例えば、１画面に表示可能な最
大数以上の照明機器が登録されている場合に、１画面に表示させる照明機器の数は、最大
数でなくてもよい。
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【０４８２】
　例えば、上記の実施の形態において、「リビングルーム」に存在する照明機器の数が１
画面に表示させる照明機器の最大数以上であるために、図５Ａに示すように、「リビング
ルーム」に存在する５個の照明機器の設定画面４１０を表示させている。これに対して、
例えば、「リビングルーム」に存在する照明機器の数が３個の場合、リモコン操作画面に
は、「リビングルーム」に存在する３個の照明機器の設定画面のみを表示させてもよい。
このとき、例えば、スクロールボタン４２０が選択された場合には、「リビングルーム」
に存在しない照明機器の設定画面を表示させてもよい。
【０４８３】
　このように、端末場所情報と照明機器場所情報とが一致する照明機器の設定画面のみを
表示させてもよい。そして、端末場所情報と照明機器場所情報とが一致しない照明機器の
設定画面は、画面スクロール後に表示させてもよい。
【０４８４】
　このとき、端末場所情報と照明機器場所情報とが緯度、経度及び階数を特定する情報で
ある場合、端末場所情報と照明機器場所情報との距離の差が所定の閾値より小さいときに
は、端末場所情報と照明機器場所情報とが一致するとみなしてもよい。同様に、端末場所
情報と照明機器場所情報との距離の差が所定の閾値より大きいときには、端末場所情報と
照明機器場所情報とが一致しないとみなしてもよい。
【０４８５】
　また、上記の各実施の形態において、複数の設定画面を並び替える例について示したが
、これに限らない。例えば、１つのみの設定画面を並び替えてもよい。
【０４８６】
　例えば、設定画面が１つの場合、端末場所情報と照明機器場所情報とが一致した場合は
、設定画面を表示させ、一致しない場合は、表示させなくてもよい。このとき、一致しな
い場合は、設定画面は、画面スクロール後に表示させてもよい。
【０４８７】
　また、上記の各実施の形態において、設定画面を平面的に並び替える例について説明し
たが、３次元的に並び替えてもよい。
【０４８８】
　また、上記の各実施の形態において、シーンアイコンは撮影画像又はデフォルト画像で
ある例について説明したが、これに限らない。例えば、シーンアイコンは、シーン名に相
当するテキストでもよい。
【０４８９】
　また、上記の各実施の形態において、各ボタンは、プッシュボタンである例について示
したが、これに限らない。例えば、各ボタンは、ラジオボタン、チェックボックス、ドロ
ップダウンリスト、又は、リストボックスなどのＧＵＩコンポーネントでもよい。
【０４９０】
　なお、上記の各実施の形態において、各構成要素は、専用のハードウェアで構成されて
もよく、あるいは、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって
実現されてもよい。各構成要素は、ＣＰＵ又はプロセッサなどのプログラム実行部が、ハ
ードディスク又は半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読
み出して実行することによって実現されてもよい。ここで、上記の各実施の形態の携帯端
末を実現するソフトウェアは、次のようなプログラムである。
【０４９１】
　すなわち、当該プログラムは、１以上の照明機器を制御する携帯端末の制御プログラム
であって、前記携帯端末は、表示部を備え、前記携帯端末の制御方法は、前記携帯端末の
コンピュータに対して、前記携帯端末が存在する場所を示す端末場所情報を取得させ、前
記１以上の照明機器と、前記１以上の照明機器のそれぞれが存在する場所を示す１以上の
照明機器場所情報とを対応付けて記憶するメモリを用いて、前記端末場所情報と前記１以
上の照明機器場所情報とに基づいて、前記１以上の照明機器のそれぞれに対応する１以上
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の設定画面を並び替えて、前記表示部へ表示させ、ユーザによる前記設定画面の操作によ
って設定された照明状態を示す設定情報に基づいて前記１以上の照明機器を制御するため
の制御信号を、前記１以上の照明機器へ送信させる。
【産業上の利用可能性】
【０４９２】
　本発明は、カメラ機能を有する携帯端末の制御方法に利用可能であり、例えば、スマー
トフォンや携帯電話、タブレット端末、ＰＤＡなどに利用することができる。
【符号の説明】
【０４９３】
１０、１１、１２、１３、１４、１５、２０、２１、２２、２３、２４、３０　照明シス
テム
１００、１０１、１０２、１０３、１０４、１０５　携帯端末
１１０　入力部
１２０　表示部
１３０　表示制御部
１４０　撮像部
１５０　照明情報管理部
１６０　照明制御部
１７０、２１０、１６１０　通信部
１７１、１３０２　無線ＬＡＮ通信部
１７２、１３１２　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信部
１７３、１３２２　センサ部
１７４、１３３２　マイクロフォン部
１７５、１３４２　ＩＭＥＳ受信部
１８０、１８１、１８２、１８３、１８４、１８５　端末場所特定部
２００　第１照明機器
２０１　第２照明機器
２０２　第３照明機器
２２０　運転制御部
３００　シーン選択画面
３１０、９１０、９１１　シーンアイコン
３２０、６６０、９２０　シーン名
３３０　作成ボタン
３４０　編集ボタン
３５０、４２０　スクロールボタン
３６０　リモコンボタン
３７０　枠
４００、４０１　リモコン操作画面
４１０、６１０　設定画面
４１１ａ、６１１ａ　調光スライダ
４１１ｂ、６１１ｂ　調色スライダ
４１２　照明機器名
４３０　現在場所入力ボタン
５００　シーン作成画面
５４０　完了ボタン
６００　シーン編集画面
６５０　削除ボタン
７００　シーン名入力画面
７１０、８１０、１１１０、１２１０、１４１０　コメント
７２０　テキストボックス
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７３０、１１３０、１２３０、１４３０　確認ボタン
７４０、１１４０、１２４０、１４４０　キャンセルボタン
８００　撮影確認画面
８２０　同意ボタン
８３０　不同意ボタン
９００、９０１、９０２　新規シーン選択画面
１０００　無線ＬＡＮ機器
１００１　第１無線ＬＡＮ機器
１００２　第２無線ＬＡＮ機器
１０１０　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器
１０１１　第１Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器
１０１２　第２Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信機器
１０２０　可視光通信機器
１０２１　第１可視光通信機器
１０２２　第２可視光通信機器
１０３０　スピーカー
１０３１　第１スピーカー
１０３２　第２スピーカー
１０４０　ＩＭＥＳ送信機
１０４１　第１ＩＭＥＳ送信機
１０４２　第２ＩＭＥＳ送信機
１１００　現在場所選択画面
１１２０、１２２０、１４２０　リストボックス
１１５０、１２５０、１４５０　新規追加ボタン
１２００　照明機器場所選択画面
１３００、１３１０、１３２０、１３３０、１３４０　第１通信機器
１３０１、１３１１、１３２１、１３３１、１３４１　第２通信機器
１３０３、１３１３、１３２３、１３３３、１３４３　通信機器場所特定部
１４００　通信機器場所選択画面
１５００　第１携帯端末
１５０１　第２携帯端末
１６００　サーバ装置
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