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(57)【要約】
【課題】室内の人が感じる主観的な明るさを考慮した快
適なグラデーション制御を実現することができる照明制
御システムを提供する。
【解決手段】照明制御システムは、複数の照明器具と、
制御装置と、を具備する。複数の照明器具は、所定の空
間を照明する。制御装置は、複数の照明器具のうち中央
エリアの周辺の周辺エリアに配置される照明器具を、当
該中央エリアに配置される照明器具よりも暗く調光して
中央エリアおよび周辺エリアの照明器具を点灯する第１
の制御と、所定の条件に応じて、複数の照明器具のうち
、壁面を照明する位置である壁エリアにある照明器具を
、第１の制御時よりも明るく調光する第２の制御と、を
実行する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の空間を照明する複数の照明器具と；
　前記複数の照明器具のうち中央エリアの周辺の周辺エリアに配置される照明器具を、当
該中央エリアに配置される照明器具よりも暗く調光して前記中央エリアおよび前記周辺エ
リアの照明器具を点灯する第１の制御と、
　所定の条件に応じて、前記複数の照明器具のうち、壁面を照明する位置である壁エリア
にある照明器具を、前記第１の制御時よりも明るく調光する第２の制御と、
　を実行する制御装置と；
　を具備する照明制御システム。
【請求項２】
　前記所定の空間内の人を検知する検知装置をさらに具備し、
　前記制御装置は、前記検知装置が検知した人の位置に応じて前記中央エリアおよび前記
周辺エリアの位置を決定することを特徴とする請求項１に記載の照明制御システム。
【請求項３】
　前記制御装置は、前記周辺エリアの照明器具が前記壁面から所定距離内にある場合また
は前記周辺エリアの照明器具が予め特定される照明器具である場合に、前記第２の制御を
実行することを特徴とする請求項１または２に記載の照明制御システム。
【請求項４】
　前記制御装置は、前記第２の制御を実行する場合、前記中央エリアの照明器具は前記第
１の制御時と同じ調光度で点灯させ、前記周辺エリアの照明器具は前記第１の制御時より
も低い調光度で点灯させることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の照明
制御システム。
【請求項５】
　前記検知装置はさらに、前記所定の空間内の人の向きを検知し、
　前記制御装置は、前記複数の照明器具のうち、前記検知装置が検知した人の前方向にあ
る壁エリアの照明器具を、前記第１の制御時よりも明るく調光する第２の制御を実行する
ことを特徴とする請求項２に記載の照明制御システム。
【請求項６】
　前記制御装置は、前記壁エリアにある照明器具を、前記人と前記壁面との距離に応じた
明るさに調光することを特徴とする請求項５に記載の照明制御システム。
【請求項７】
　前記第１の制御および前記第２の制御を実行する制御パターンに基づき制御を実行した
場合の消費電力量を算出する算出部と、
　前記算出部が算出した消費電力量と、前記制御パターンと、を対応づけて表示する表示
生成部と、
　を更に具備することを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の照明制御シス
テム。
【請求項８】
　前記表示生成部はさらに、前記制御パターンが実現する照明効果を、当該制御パターン
に対応づけて表示することを特徴とする請求項７に記載の照明制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、照明制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＬＥＤ（Light　Emitting　Diode）照明等の登場にともない、従来よりも細やか
な照明制御の実現が可能となっている。また、スマートハウス等、家電製品を統一的に制
御する技術の開発も活発になっている。
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【０００３】
　たとえば、照明装置に関しては、所定関係に配置され各々複数のＬＥＤを含む複数の照
明灯をフレキシブルに制御する技術が知られている。この技術では、一つの照明灯の途中
で発光態様を異ならせたり、照明灯の接続部分では共通の発光態様となるように相互関係
を決定して、点灯部分と消灯部分の区切りやグラデーションの区分をフレキシブルに実現
する。
【０００４】
　しかしながら、従来の照明システムでは、室内の人が感じる主観的な明るさを考慮した
グラデーション制御の手法は提案されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－２７７７４３号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】東芝ライテック株式会社　「Weluna（ウェルナ）のご提案」[retrieved
　on　2013-09-18].　Retrieved　from　the　Internet:　<URL:　http://www.tlt.co.jp
/tlt/lighting_design/design/weluna/weluna.htm>
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、室内の人が感じる主観的な明るさを考
慮した快適なグラデーション制御を実現することができる照明制御システムを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実施形態にかかる照明制御システムは、複数の照明器具と、制御装置と、を具備する。
複数の照明器具は、所定の空間を照明する。制御装置は、複数の照明器具のうち中央エリ
アの周辺の周辺エリアに配置される照明器具を、当該中央エリアに配置される照明器具よ
りも暗く調光して中央エリアおよび周辺エリアの照明器具を点灯する第１の制御と、所定
の条件に応じて、複数の照明器具のうち、壁面を照明する位置である壁エリアにある照明
器具を、第１の制御時よりも明るく調光する第２の制御と、を実行する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の実施形態にかかる照明制御システムは、室内の人が感じる主観的な明るさを考
慮した快適なグラデーション制御を実現することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る照明制御システムの一例を示す図である。
【図２】図２は、第１の実施形態に係る制御装置の構成の一例を示す図である。
【図３Ａ】図３Ａは、中央エリアおよび周辺エリアの関係を説明するための図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、中央エリア、周辺エリアおよび壁エリアの関係を説明するための図
である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係るグラデーション制御条件記憶部に記憶される情報
の構成の一例を示す図である。
【図５】図５は、第１の実施形態に係る壁制御条件記憶部に記憶される情報の構成の一例
を示す図である。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る照明制御処理の流れの一例を示すフローチャート
である。
【図７】図７は、第２の実施形態に係る制御装置の構成の一例を示す図である。
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【図８】図８は、第２の実施形態における壁制御について説明するための図である。
【図９】図９は、第２の実施形態に係る壁制御条件記憶部に記憶される情報の構成の一例
を示す図である。
【図１０】図１０は、第２の実施形態に係る照明制御処理の流れの一例を示すフローチャ
ートである。
【図１１】図１１は、第３の実施形態に係る制御装置の構成の一例を示す図である。
【図１２】図１２は、第３の実施形態に係る消費電力記憶部に記憶される情報の構成の一
例を示す図である。
【図１３】図１３は、第３の実施形態に係る制御パターン記憶部に記憶される情報の構成
の一例を示す図である。
【図１４Ａ】図１４Ａは、第３の実施形態に係る照明制御システムにおいて情報処理装置
に表示する情報の一例を示す図である。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、第３の実施形態に係る照明制御システムにおいて情報処理装置
に表示する情報の一例を示す図である。
【図１５Ａ】図１５Ａは、グラデーション制御の変形例を説明するための図である。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、グラデーション制御の変形例を説明するための他の図である。
【図１５Ｃ】図１５Ｃは、グラデーション制御の変形例を説明するためのさらに他の図で
ある。
【図１５Ｄ】図１５Ｄは、グラデーション制御の変形例を説明するためのさらに他の図で
ある。
【図１５Ｅ】図１５Ｅは、グラデーション制御の変形例を説明するためのさらに他の図で
ある。
【図１５Ｆ】図１５Ｆは、グラデーション制御の変形例を説明するためのさらに他の図で
ある。
【図１５Ｇ】図１５Ｇは、グラデーション制御の変形例を説明するためのさらに他の図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　実施形態の照明制御システムは、複数の照明器具と、制御装置と、を具備する。複数の
照明器具は、所定の空間を照明する。制御装置は、複数の照明器具のうち中央エリアの周
辺の周辺エリアに配置される照明器具を、当該中央エリアに配置される照明器具よりも暗
く調光して中央エリアおよび周辺エリアの照明器具を点灯する第１の制御と、所定の条件
に応じて、複数の照明器具のうち、壁面を照明する位置である壁エリアにある照明器具を
、第１の制御時よりも明るく調光する第２の制御と、を実行する。
【００１２】
　また、実施形態の照明制御システムはさらに、所定の空間内の人を検知する検知装置を
具備し、制御装置は、検知装置が検知した人の位置に応じて中央エリアおよび周辺エリア
の位置を決定してもよい。
【００１３】
　また、実施形態の照明制御システムが具備する制御装置は、周辺エリアの照明器具が壁
面から所定距離内にある場合または周辺エリアの照明器具が予め特定される照明器具であ
る場合に、第２の制御を実行してもよい。
【００１４】
　また、実施形態の照明制御システムが具備する検知装置はさらに、所定の空間内の人の
向きを検知し、制御装置は、複数の照明器具のうち、検知装置が検知した人の前方向にあ
る壁エリアの照明器具を、前記第１の制御時よりも明るく調光する第２の制御を実行して
もよい。
【００１５】
　また、実施形態の照明制御システムが具備する制御装置は、壁エリアにある照明器具を
、人と壁面との距離に応じた明るさに調光してもよい。
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【００１６】
　また、実施形態の照明制御システムはさらに、第１の制御および第２の制御を実行する
制御パターンに基づき制御を実行した場合の消費電力量を算出する算出部と、算出部が算
出した消費電力量と、制御パターンと、を対応づけて表示する表示生成部と、を更に具備
してもよい。
【００１７】
　また、実施形態の照明制御システムにおいて、表示生成部はさらに、制御パターンが実
現する照明効果を、当該制御パターンに対応づけて表示してもよい。
【００１８】
　以下に、本発明にかかる照明制御システムの実施形態を図面に基づいて詳細に説明する
。実施形態において同一の機能を有する構成には同一の符号を付し、重複する説明を省略
する。
【００１９】
　（第１の実施形態）
　第１の実施形態に係る照明制御システムは、室内の天井面等に配置された複数の照明器
具を備える。照明器具が配置されるエリアは、グラデーション制御が実行される際に最も
明るく照明器具が点灯される中央エリアと、中央エリアの周辺に位置し中央エリアよりも
暗い照度で点灯される周辺エリアとを含む。以下、中央エリアと周辺エリアとを併せてグ
ラデーション制御エリアとも呼ぶ。
【００２０】
　グラデーション制御とは、所定空間を照明する照明器具の調光度に変化を付けて点灯さ
せる照明制御である。たとえば、オフィスの照明の場合、人のいる場所を検知した上で、
その人のいる場所を直接照明する照明器具たとえばデスク周りを照らす照明器具は調光度
１００％で点灯させる。その上で、デスク周りを直接照らすわけではないが、デスク周辺
を照明する周辺の照明器具を調光度６０％で点灯させる。このように人が作業をするため
に最低限必要な照明器具だけでなく、周辺の照明器具の調光度を落として点灯させること
で、人の感じる明るさを増し、さみしさ等を低減して快適性を高めることができる。
【００２１】
　第１の実施形態に係る照明制御システムは、グラデーション制御においてさらに壁制御
を実行する。壁制御とは、周辺エリアの照明器具が所定の条件を満たす場合に、壁面に沿
った壁エリアの照明器具がグラデーション制御エリア外の照明器具であっても、当該壁エ
リアの照明器具を、通常のグラデーション制御の時よりも明るく点灯または調光するもの
である。ここで、壁エリアとは、照明制御システムが照明する空間を区画する壁に隣接し
た領域または壁に沿った領域を指すものとする。
【００２２】
　たとえば、壁制御では、周辺エリアに配置される照明器具と壁面からの距離が所定値内
の場合に、周辺エリアと壁面の間の壁エリアの照明器具を明るく点灯または調光する。ま
たたとえば、壁制御では、周辺エリアに配置される照明器具が予め指定した照明器具であ
る場合、周辺エリアと壁面との間の壁エリアの照明器具を明るく点灯または調光する。
【００２３】
　たとえば、グラデーション制御において、中央エリアの照明器具は調光度１００％、周
辺エリアの照明器具は調光度６０％で点灯される設定がされているとする。そして、グラ
デーション制御中は、グラデーション制御エリア外の照明器具は、調光度３０％で点灯さ
れる設定となっているとする。この場合、壁制御として、周辺エリアが壁面から所定の距
離内、たとえば３メートル以内にあれば、周辺エリアと壁面との間の壁面エリアの照明器
具の調光度を６０％まで上げる。
【００２４】
　グラデーション制御エリアが壁面の近くにある場合、壁面に沿った照明器具の調光度を
上げると、壁面から反射する照明光の量が増すため、壁面から遠い照明器具の調光度を上
げるよりも、人が感じる明るさが増す。第１の実施形態に係る照明制御システムは、壁面
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からの反射光を利用して、グラデーション制御による照明の快適性を高める。
【００２５】
　以下、第１の実施形態に係る照明制御システムにつき詳細に説明する。図１は、第１の
実施形態に係る照明制御システムの構成の一例を示す図である。図１を参照し、第１の実
施形態に係る照明制御システムの構成の一例につき説明する。
【００２６】
　［照明制御システム１の構成の一例］
　図１に示す第１の実施形態に係る照明制御システム１は、制御装置１０と、照明器具２
０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃと、センサ３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃと、を備える。制御装置１０は
、照明器具２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃおよびセンサ３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃと、通信線ＣＬ
を介して接続される。
【００２７】
　制御装置１０はさらに、壁スイッチ４０および情報処理装置５０と接続される。
【００２８】
　制御装置１０は、壁スイッチ４０のオンオフ等の制御に応じて、照明器具２０Ａ，２０
Ｂ，２０Ｃの点灯、消灯、調光度等を制御する。なお、本実施形態では、制御装置１０が
照明器具２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃの点灯、消灯、調光度を統合的に制御するものとするが
、制御装置１０の機能の一部を照明器具２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃにもたせ、各照明器具が
自律的に点灯、消灯、調光度等の制御を行うように構成することも可能である。
【００２９】
　制御装置１０はまた、情報処理装置５０と着脱可能に構成される。ユーザは、情報処理
装置５０を制御装置１０に接続して、情報処理装置５０から制御装置１０にアクセスする
。そして、ユーザは、情報処理装置５０を介して、制御装置１０に記憶される情報の設定
入力や変更を実行することができる。
【００３０】
　照明器具２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃは、所定の範囲を照明する照明灯である。照明器具２
０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃは、制御装置１０からの信号に応じて点灯状態および調光度を変化
させることができるものであれば特に限定されない。たとえば、ＬＥＤや、白熱灯、蛍光
灯等任意の照明器具を、照明器具２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃとして使用できる。また、照明
器具２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃが制御装置１０とは独立して自律的に状態を制御する場合は
、照明器具各々に制御部と記憶部とを設けるように構成する。
【００３１】
　センサ３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃは、照明器具２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃによって照明され
る空間内の人を検知する。たとえば、照明器具２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃがオフィスに配置
される場合、センサ３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃは、オフィス内にいる人を検知し、その位置
情報を制御装置１０に送信する。センサ３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃは、人の存在を検知でき
るものであれば特に限定されない。たとえば、赤外線センサ、人感センサ、画像センサ等
任意の検知装置をセンサ３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃとして使用できる。
【００３２】
　なお、図１中、３つの照明器具２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃおよび３つのセンサ３０Ａ，３
０Ｂ，３０Ｃを示すが、照明器具およびセンサの数は特に限定されない。所定の空間内を
照明し、グラデーション制御および壁制御が可能な数であれば、任意の数の照明器具を配
置することができる。また、所定の空間内の人を検知することができる数であれば、任意
の数のセンサを配置することができる。
【００３３】
　壁スイッチ４０は、ユーザが照明器具の点灯、消灯、調光等の制御を行うために使用す
るスイッチである。壁スイッチ４０は、ユーザが容易に操作することができる場所であれ
ば任意の場所に配置してよい。壁スイッチ４０は、制御装置１０と接続され、制御装置１
０にオンオフの信号を送信する。
【００３４】
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　なお、ここでは、グラデーション制御の実行要否は予め制御装置１０側に設定され、壁
スイッチ４０からは指示できないものとする。しかし、壁スイッチ４０にグラデーション
制御要否を指定する専用ボタンを設けて、制御装置１０側に予め設定がされている場合で
あっても、それを無効有効にすることができるように構成してもよい。
【００３５】
　情報処理装置５０は、一般的に入手できる汎用コンピュータ等の情報端末である。たと
えば、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、スマートフォン、タブレットコンピュータ等を
情報処理装置５０として使用できる。ユーザは、情報処理装置５０を適宜制御装置１０に
接続して情報の設定入力、変更を実行する。
【００３６】
　［制御装置１０の構成例］
　図２は、第１の実施形態に係る制御装置１０の構成の一例を示す図である。図２を参照
して、制御装置１０の構成の一例につき説明する。
【００３７】
　制御装置１０は、制御部１００と、記憶部２００と、通信部３００と、を備える。制御
部１００は制御装置１０における処理を制御する。記憶部２００は、制御装置１０におけ
る処理に用いる情報を記憶する。通信部３００は、制御装置１０と、照明器具２０Ａ,２
０Ｂ，２０Ｃ、センサ３０Ａ,３０Ｂ，３０Ｃ、壁スイッチ４０、情報処理装置５０等と
の通信を中継する。
【００３８】
　制御部１００は、中央エリア決定部１１０と、周辺エリア決定部１２０と、壁制御部１
３０と、制御実行部１４０と、を備える。
【００３９】
　中央エリア決定部１１０は、通信部３００を介してセンサ３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃから
受信した情報に基づき、中央エリアを決定する。たとえば、センサ３０Ａが、照明ＩＤ（
Identifer）「５３」で特定される照明器具の下に人がいることを検知したとする。セン
サ３０Ａは、検知した人の位置に関する情報を制御装置１０に送信する。中央エリア決定
部１１０は、受信した情報に基づき、人が照明ＩＤ「５３」で特定される照明器具の下に
いると判定し、照明ＩＤ「５３」の照明器具を含む４つの照明器具を中央エリアの照明器
具として特定する。
【００４０】
　このとき、中央エリア決定部１１０は、具体的には、人が位置する座標の情報等を取得
し、当該座標が示す位置を中心として４つの照明器具を選択する。または、予め中央エリ
アとして選択可能な４つの照明器具の組み合わせを決定して記憶部２００に記憶しておき
、自動的に中央エリアとなる照明器具の組み合わせが決定されるように構成してもよい。
たとえば、照明ＩＤ「６６」の下で人が検知されれば、中央エリアは自動的に照明ＩＤ「
６６，６７，７６，７７」の照明器具となる等である。
【００４１】
　なお、本実施形態では一例として、中央エリアは４つの照明器具を含み、周辺エリアは
、中央エリアの周りの１２の照明器具を含むものとする。ただし、中央エリア、周辺エリ
ア各々の照明器具の数は照明制御システムを適用する空間の性質および照明器具の配置の
態様に応じて変更してよい。
【００４２】
　周辺エリア決定部１２０は、中央エリア決定部１１０が決定した中央エリアの照明器具
の情報を受信して、周辺エリアに含まれる照明器具を決定する。本実施形態では、周辺エ
リア決定部１２０は、１２の照明器具を周辺エリアとして決定する。
【００４３】
　壁制御部１３０は、周辺エリア決定部１２０が決定した周辺エリアの情報を受信して、
壁制御を実行するか否か、壁制御を実行する場合対象となる照明器具はどれか、壁制御の
内容は何か、を決定し、制御実行部１４０に情報を送る。
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【００４４】
　壁制御部１３０は、壁制御要否判定部１３１と、壁制御対象決定部１３２と、壁制御内
容決定部１３３と、を備える。壁制御要否判定部１３１は、周辺エリア決定部１２０が決
定した周辺エリアが壁面から所定距離内か否かを判定する。また、壁制御要否判定部１３
１は、周辺エリア決定部１２０が決定した周辺エリアに、予め特定された照明器具が含ま
れるか否かを判定する。すなわち、壁制御要否判定部１３１は、予め記憶部２００に記憶
された壁制御条件（後述）を参照して、決定された周辺エリアが壁制御を行うための条件
に合致するか否かを判定する。
【００４５】
　壁制御要否判定部１３１は、周辺エリアが壁面から所定距離内である場合または周辺エ
リアに予め特定された照明器具が含まれる場合、壁制御が必要と判定する。また、壁制御
要否判定部１３１は、周辺エリアと壁面との間が所定距離以上である場合または周辺エリ
アに予め特定された照明器具が含まれていない場合、壁制御が不要と判定する。
【００４６】
　壁制御要否判定部１３１が壁制御は不要と判定した場合は、制御実行部１４０に壁制御
を行わない旨の指示を送信する。このときは壁制御対象決定部１３２および壁制御内容決
定部１３３は処理を行わない。
【００４７】
　壁制御要否判定部１３１が壁制御は必要と判定した場合は、次に壁制御対象決定部１３
２は、壁制御の対象となる照明器具を決定する。すなわち、予め記憶部２００に記憶され
た壁制御条件（後述）を参照し、周辺エリアに対応付けて記憶されている壁制御対象とな
る照明器具を決定する。具体的には、壁制御対象決定部１３２は、周辺エリアと壁面との
間に壁面に沿って配置される照明器具を壁制御対象として決定する。なお、予め特定され
た照明器具が周辺エリアに含まれるために壁制御を実行する場合は、壁制御対象として照
明器具が予め特定され記憶部２００に記憶される。
【００４８】
　壁制御内容決定部１３３は、記憶部２００を参照して壁制御の内容を特定する。たとえ
ば、壁制御内容決定部１３３は、壁制御対象の照明器具の調光度を１０％上げる等の処理
内容を決定する。
【００４９】
　制御実行部１４０は、壁制御部１３０から壁制御の要否、壁制御対象となる照明器具、
壁制御の内容の情報を受信する。そして、制御実行部１４０は、決定された内容の壁制御
を壁制御対象である照明器具に対して実行する。また、制御実行部１４０は、中央エリア
決定部１１０および周辺エリア決定部１２０が決定した中央エリアおよび周辺エリアの照
明器具を、予め定められたグラデーション制御条件（後述）に基づき制御する。
【００５０】
　［記憶部２００に記憶される情報］
　次に記憶部２００に記憶される情報について説明する。記憶部２００は、グラデーショ
ン制御条件記憶部２１０と、壁制御条件記憶部２２０と、を備える。
【００５１】
　グラデーション制御条件記憶部２１０は、グラデーション制御を実行する際に対象とな
る中央エリアおよび周辺エリアに含まれる照明器具、制御内容すなわち各照明器具の調光
度等を対応付けて記憶する。
【００５２】
　また、壁制御条件記憶部２２０は、壁制御を実行する条件として、壁面から所定距離以
内にある照明器具を含む周辺エリア、当該周辺エリアに対応して壁制御対象となる照明器
具、壁制御の内容（調光度等）、を対応づけて記憶する。
【００５３】
　図３Ａ乃至図５を参照して、グラデーション制御条件記憶部２１０および壁制御条件記
憶部２２０に記憶される情報につきさらに説明する。図３Ａは、中央エリアおよび周辺エ
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リアの関係を説明するための図である。図３Ｂは、中央エリア、周辺エリアおよび壁エリ
アの関係を説明するための図である。図４は、第１の実施形態に係るグラデーション制御
条件記憶部２１０に記憶される情報の構成の一例を示す図である。図５は、第１の実施形
態に係る壁制御条件記憶部２２０に記憶される情報の構成の一例を示す図である。
【００５４】
　まず、図３Ａに示すように、縦に７つ横に７つ合計４９の照明器具が天井面に配置され
ているとする。このとき、たとえば本実施形態において、黒塗りの４つの四角で示す照明
器具が中央エリアとして特定されたとする。すると、グラデーション制御を行う際には、
その周辺に位置する斜線で示す１２の照明器具が周辺エリアとなる。
【００５５】
　ここで、４９の照明器具は各々固有のアドレスとしてＩＤが付与されている。図３Ａの
例では、１行１列目の照明器具から１行７列目の照明器具までにそれぞれ、「１１」～「
１７」の照明ＩＤが付与されている。また２行１列目の照明器具から２行７列目の照明器
具までにそれぞれ、「２１」～「２７」の照明ＩＤが付与されている（図３Ｂ参照）。照
明器具のＩＤは、記憶部２００に記憶される（図示せず）。
【００５６】
　このように配置された照明器具に対して壁制御を行う例を、図３Ｂに示す。図３Ｂの例
では、照明ＩＤ「３４，３５，４４，４５」で特定される照明器具が中央エリアに位置す
る。そして、照明ＩＤ「２３，２４，２５，２６，３３，３６，４３，４６，５３，５４
，５５，５６」で特定される照明器具が周辺エリアに位置する。このとき、周辺エリアが
壁面から距離α内に位置する場合に壁制御を行うものとする。すると、照明ＩＤ「２３，
２４，２５，２６，３６，４６，５６」の照明器具が壁面から距離α内に位置している。
したがって、照明ＩＤ「２３，２４，２５，２６，３６，４６，５６」の照明器具につい
て壁制御を行う。この例では、周辺エリアと壁面との間に壁面に沿って配置されている照
明器具の照明ＩＤは「１３，１４，１５，１６，１７，２７，３７，４７，５７」である
。そこで、照明ＩＤ「１３，１４，１５，１６，１７，２７，３７，４７，５７」の照明
器具の調光度を上げる壁制御を行う。図３Ｂの例では、周辺エリアの照明器具の調光度を
下げ、壁面に沿った照明器具の調光度を上げるように制御を行っている。壁制御において
は、壁面の照明器具の調光度が通常のグラデーション制御時に比較して上がっていれば、
このように周辺エリアの照明器具の調光度を落とす制御を同時におこなってもよい。
【００５７】
　上記のようなグラデーション制御および壁制御を実行するため、制御を行う条件を特定
したグラデーション制御条件および壁制御条件を予め記憶部２００に記憶しておく。
【００５８】
　グラデーション制御条件記憶部２１０はたとえば、図４に示すグラデーション制御条件
を記憶する。図４に示すように、グラデーション制御条件記憶部２１０は、条件ＩＤに対
応付けて、グラデーション制御の対象となる中央エリア、周辺エリア、中央エリアおよび
周辺エリアに適用する調光度を記憶する。たとえば、条件ＩＤ「０１」のグラデーション
制御条件は、中央エリアが照明ＩＤ「３４，３５，４４，４５」で特定される照明器具の
場合に適用される。この場合、周辺エリアは照明ＩＤ「２３，２４，２５，２６，３３，
３６，４３，４６，５３，５４，５５，５６」で特定される照明器具となる。そして、中
央エリアの照明器具は調光度９０％に、周辺エリアの照明器具は調光度５０％に制御され
る。
【００５９】
　壁制御条件記憶部２２０はたとえば、図５に示す壁制御条件を記憶する。図５に示すよ
うに、壁制御条件記憶部２２０は、条件ＩＤに対応付けて、周辺エリアに含まれる照明器
具の照明ＩＤ（周辺エリア装置ＩＤ）、壁制御の対象となる照明器具の照明ＩＤ（壁エリ
ア装置ＩＤ）、制御内容を記憶する。たとえば、条件ＩＤ「０１」の壁制御条件は、周辺
エリア装置ＩＤが、「２３，２４，２５，２６，３３，３６，４３，４６，５３，５４，
５５，５６」であるときに適用される。このとき、壁エリア装置ＩＤとして照明ＩＤ「１
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３，１４，１５，１６，１７，２７，３７，４７，５７」の照明装置が特定されている。
また、壁制御の内容として「調光度１０％ＵＰ」が特定されている。
【００６０】
　また、壁制御条件記憶部２２０は、条件ＩＤ「０３」に対応付けて、周辺エリア装置Ｉ
Ｄ「３５，４５，５５」、壁エリア装置ＩＤ「３７，４７，５７」、制御内容「調光度２
０％ＵＰ」を記憶している。すなわち、周辺エリアとして決定された照明器具に照明ＩＤ
「３５，４５，５５」の照明器具が含まれている場合は、照明ＩＤ「３７，４７，５７」
の照明器具の調光度を２０％増加させる壁制御を行う。このような条件付けは、たとえば
、照明ＩＤ「３５，４５，５５」の照明器具の下にデスク等が配置されており、人が座っ
たときに、照明ＩＤ「３７，４７，５７」の方向を向くことが分かっている場合等に適し
ている。
【００６１】
　［第１の実施形態における照明制御処理の流れ］
　図６は、第１の実施形態に係る照明制御処理の流れの一例を示すフローチャートである
。図６に示すように、壁スイッチ４０がオンされるとまず制御装置１０は、グラデーショ
ン制御を含まない通常制御を開始する（ステップＳ６０１）。すなわち、デフォルトで設
定されている調光度で各照明器具を点灯する。次に、センサ３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃが人
を検知する（ステップＳ６０２）。検知した人の情報は制御装置１０に送信される。制御
装置１０では、中央エリア決定部１１０および周辺エリア決定部１２０は、受信した人の
情報に基づき、中央エリアおよび周辺エリアを決定する（ステップＳ６０３）。次に壁制
御部１３０は、決定された周辺エリアの情報に基づき、壁制御の要否を判定する（ステッ
プＳ６０４）。壁制御部１３０が壁制御を行わないと決定した場合（ステップＳ６０５、
否定）、その旨が制御実行部１４０に送信され、制御実行部１４０は、記憶部２００に記
憶された情報を参照し、壁制御を含まないグラデーション制御を実行する（ステップＳ６
０８）。
【００６２】
　他方、壁制御部１３０が壁制御を行うと決定した場合（ステップＳ６０５、肯定）、壁
制御部１３０は続いて記憶部２００を参照し、壁制御の対象と制御内容とを決定する（ス
テップＳ６０６）。そして、決定した対象に対して決定した内容の壁制御を含むグラデー
ション制御を実行する（ステップＳ６０７）。
【００６３】
　なお、上述のように、壁制御を行う場合には周辺エリアや中央エリアの照明器具の調光
度や照明色も変更する等の制御を行う場合は、周辺エリアや中央エリアに適用する制御内
容も壁制御条件記憶部２２０に記憶し、記憶した内容にもとづいて照明制御を実行する。
【００６４】
　たとえば、壁制御を行う場合には、周辺エリアの照明器具は点灯しない、または通常の
グラデーション制御時よりも低い調光度で点灯させるなどの照明制御を行うことができる
。このようにすれば、通常のグラデーション制御の場合と比較して消費電力を大幅に増や
すことなく、ユーザが感じる明るさを向上させることができる。
【００６５】
　［第１の実施形態の効果］
　このように、第１の実施形態に係る照明制御システム１は、複数の照明器具２０Ａ，２
０Ｂ，２０Ｃと、制御装置１０と、を備える。複数の照明器具２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃは
、所定の空間を照明する。制御装置１０は、複数の照明器具のうち中央エリアの周辺の周
辺エリアに配置される照明器具を、当該中央エリアに配置される照明器具よりも暗く調光
して中央エリアおよび周辺エリアの照明器具を点灯する第１の制御（通常のグラデーショ
ン制御）を実行する。また、制御装置１０は、所定の条件に応じて、複数の照明器具のう
ち、壁面を照明する位置である壁エリアにある照明器具を、第１の制御時よりも明るく調
光する第２の制御（壁制御）を実行する。このため、第１の制御（通常のグラデーション
制御）では、壁面の明るさが十分ではないために、室内の人が感じる明るさが不足してい
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る場合には、壁面を照らす照明器具を追加して点灯させることができる。このため、人が
感じる明るさを増加させ、照明の快適性を高めることができる。
【００６６】
　また、第１の実施形態に係る照明制御システム１は、所定の空間内の人を検知する検知
装置３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃをさらに具備し、制御装置１０は、検知装置３０Ａ，３０Ｂ
，３０Ｃが検知した人の位置に応じて中央エリアおよび周辺エリアの位置を決定する。こ
のため、室内に存在する人の位置にあわせてグラデーション制御を実行することができる
。
【００６７】
　また、第１の実施形態に係る照明制御システム１においては、制御装置１０は、周辺エ
リアの照明器具が壁面から所定距離内にある場合または周辺エリアの照明器具が予め特定
される照明器具である場合に、第２の制御（壁制御）を実行する。このため、周辺エリア
が壁面に近い場合に、周辺エリアの照明器具の調光度を落とし、壁面エリアの照明器具を
点灯する等、壁面の反射光を有効に利用した照明制御を実現することができる。また、周
辺エリアが壁面から所定距離内にない場合であっても壁制御を実行できるように設定する
ことができる。
【００６８】
　また、第１の実施形態に係る照明制御システム１においては、制御装置１０は、第２の
制御（壁制御）を実行する場合、中央エリアの照明器具は第１の制御（通常のグラデーシ
ョン制御）時と同じ調光度で点灯させ、周辺エリアの照明器具は第１の制御時よりも低い
調光度で点灯させることができる。このため、通常のグラデーション制御時と比較して消
費電力を大幅に増加させることなく、壁面の反射光を利用して人が感じる明るさを増加さ
せ、照明の快適性を向上させることができる。
【００６９】
　（第２の実施形態）
　第１の実施形態に係る照明制御システムは、周辺エリアの壁からの距離や指定された照
明器具が周辺エリアに含まれるか否かに応じて壁制御を実行した。第２の実施形態に係る
照明制御システムは、センサによって人の位置を検知するだけでなく、人の向いている方
向を検知し、検知した方向に応じて壁制御の対象とする照明器具を決定する。
【００７０】
　［第２の実施形態に係る照明制御システム２の構成］
　第２の実施形態に係る照明制御システム２の構成は、図１に示す第１の実施形態に係る
照明制御システム１の構成と同様である。第２の実施形態は、センサ３０Ａ，３０Ｂ，３
０Ｃが人の存在だけでなく人の向きも検知し、制御装置１０Ａに送信する点が第１の実施
形態と異なる。また、制御装置１０Ａは、センサが検知した人の前方向の壁面を照明する
照明器具を点灯または調光するように壁制御を実行する。以下、第１の実施形態と相違す
る点について特に説明し、同様の機能および構成についての説明は省略する。
【００７１】
　［制御装置１０Ａの構成の一例］
　図７は、第２の実施形態に係る制御装置１０Ａの構成の一例を示す図である。図７を参
照し、制御装置１０Ａの構成の一例につき説明する。
【００７２】
　図７に示すように、制御装置１０Ａは、制御部４００と、記憶部５００と、通信部６０
０とを備える。制御部４００は制御装置１０Ａにおける処理を制御する。記憶部５００は
、制御装置１０Ａにおける処理に用いる情報を記憶する。通信部６００は、制御装置１０
Ａと、照明器具２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃ、センサ３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ、壁スイッチ４
０、情報処理装置５０等との通信を中継する。
【００７３】
　制御部４００は、壁制御部４１０と、グラデーション制御部４２０と、を備える。
【００７４】
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　壁制御部４１０は、壁制御に関する処理を実行する。第２の実施形態における壁制御と
は、人の視線方向前方にある壁の所定の範囲を照明する照明器具を通常のグラデーション
制御時よりも明るく調光する制御をいう。このように視線方向前方の壁を照らすことで人
が感じる明るさを高め、照明の快適性を向上させる。
【００７５】
　壁制御部４１０は、位置特定部４１１と、方向特定部４１２と、距離特定部４１３と、
制御内容決定部４１４と、壁制御実行部４１５と、を備える。
【００７６】
　位置特定部４１１は、センサ３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃが検知した人の情報を通信部６０
０を介して受信し、人の位置を特定する。
【００７７】
　方向特定部４１２は、センサ３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃが検知した人の情報を通信部６０
０を介して受信し、人の視線方向前方を特定する。
【００７８】
　距離特定部４１３は、位置特定部４１１および方向特定部４１２が特定した位置および
視線方向前方に基づき、人と視線方向前方の壁面までの距離を特定する。
【００７９】
　制御内容決定部４１４は、位置特定部４１１、方向特定部４１２、距離特定部４１３が
特定した、位置、視線方向前方および距離に基づき、壁制御の内容を決定する。具体的に
は、制御内容決定部４１４は、予め壁制御条件記憶部５１０に記憶された壁制御条件を参
照して、制御内容を決定する。
【００８０】
　壁制御実行部４１５は、制御内容決定部４１４が決定した制御内容に基づき、壁制御の
対象となる照明器具の制御を実行する。
【００８１】
　グラデーション制御部４２０は、グラデーション制御を実行する。第２の実施形態にお
けるグラデーション制御は、第１の実施形態と同様である。グラデーション制御部４２０
は、図２の中央エリア決定部１１０、周辺エリア決定部１２０、制御実行部１４０と同様
の処理を実行する。具体的には、グラデーション制御部４２０は、センサ３０Ａ，３０Ｂ
，３０Ｃから受信した情報に基づき中央エリアおよび周辺エリアを決定して、グラデーシ
ョン制御条件記憶部５２０に記憶された情報に基づき、グラデーション制御を実行する。
【００８２】
　［記憶部５００に記憶される情報の一例］
　次に、図８および図９を参照して、記憶部５００に記憶される情報の一例につき説明す
る。図８は、第２の実施形態における壁制御について説明するための図である。図９は、
第２の実施形態に係る壁制御条件記憶部５１０に記憶される情報の構成の一例を示す図で
ある。
【００８３】
　まず、図８を参照して第２の実施形態における壁制御につきさらに説明する。図８は、
天井に配置される３５の照明器具を示す。各照明器具には照明ＩＤ「０１」から「３５」
までが付される。
【００８４】
　図８の例では、照明ＩＤ「２１，２２，２７，２８」で特定される照明器具の中央に人
が検知されており、視線方向前方は、紙面上方である。たとえば第１の実施形態における
通常のグラデーション制御を実行した場合、照明ＩＤ「２１，２２，２７，２８」の照明
器具が中央エリア、照明ＩＤ「１４，１５，１６，１７，２０，２３，２６，２９，３１
，３２，３３，３４」の照明器具が周辺エリアとなる。中央エリアおよび周辺エリアのみ
について点灯させるグラデーション制御であれば、このほかの照明器具は点灯しない。
【００８５】
　このとき、視線方向前方の壁を照明する照明器具（照明ＩＤ「０３，０４」の照明器具
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）を点灯することで、人の視界内に入る明るさが増し、照明による快適性が向上する。そ
こで、第２の実施形態では、照明ＩＤ「０３，０４」の照明器具も点灯させて人が感じる
明るさを増す。このように人の視線方向前方に位置する壁面を照明する照明器具を点灯さ
せるまたは調光度を上げる制御が、第２の実施形態における壁制御である。
【００８６】
　記憶部５００は、壁制御条件記憶部５１０と、グラデーション制御条件記憶部５２０と
を備える。グラデーション制御条件記憶部５２０は、第１の実施形態のグラデーション制
御条件記憶部２１０と同様であり、図４に示したものと同様の情報を記憶する。
【００８７】
　壁制御条件記憶部５１０は、第２の実施形態にかかる壁制御の条件を記憶するものであ
り、例えば、図９に示す情報を記憶する。図９の例では、条件ＩＤに対応づけて、人の位
置（「位置」）、人の視線方向（「方向」）、人の壁面からの距離（「距離」）が記憶さ
れている。さらに、条件ＩＤに対応づけて、制御対象となる照明器具の照明ＩＤ（「制御
対象」）、壁制御において照明器具に達成させる調光度（「調光度」）が記憶されている
。
【００８８】
　たとえば図９には、条件ＩＤ「０１」に対応付けて、検知された人の位置が「（３，２
）」であり、方向が「０°」であり、距離が「４ｍ」である場合の制御条件が記憶されて
いる。この例では、人の位置は図８に示す座標（ｘ，ｙ）で表わす。すなわち、図８の人
の位置は座標（３，２）となる。また、図９の例では、人の視線方向を図８の紙面上方を
０°とし時計周りの角度で表わす。図８の人の視線方向は「０°」となる。また、図９の
例では、図８の照明器具一つ一つに割り当てられている空間がおおむね１ｍ×１ｍである
と仮定して、人から壁面までの距離を表わす。図８の人と視線方向前方の壁面までの距離
は「４ｍ」となる。
【００８９】
　つまり、図９の条件ＩＤ「０１」は、図８に示される位置および視線方向の人が検知さ
れた場合に適用する壁制御条件を規定する。図９に示すように、条件ＩＤ「０１」はさら
に、制御対象「０３，０４」、調光度「５０％」と対応付けられている。すなわち、図８
の場合には、照明ＩＤ「０３，０４」の照明器具を調光度５０％で点灯させることを意味
する。
【００９０】
　また、条件ＩＤ「０２」の制御条件では、人が（３，５）すなわち、照明ＩＤ「０３，
０４，０９，１０」の照明器具の間にいて、方向「０°」すなわち紙面上方を見ている場
合の条件である。このとき、人と視線方向前方の壁面との距離は１ｍとなる。人と視線方
向前方の壁との距離が近い場合、壁の明るさが低くても人が明るいと感じる感じ方は、壁
の明るさが高く壁までの距離が遠い場合と同様と考えられる。そこで、壁面までの距離が
遠い場合と比較して調光度を下げて、壁面を照明する照明器具を点灯する。すなわち、照
明ＩＤ「０３，０４」の照明器具を調光度３０％で点灯させる。
【００９１】
　このように人と壁面との距離に応じて壁面を照明する照明器具の調光度を調整すること
によって、人と壁面との距離に関わらず、人が感じる明るさを所望のレベルに維持するこ
とができる。
【００９２】
　なお、室内に配置されるオフィス用品やパーティション、機械等の配置にあわせて適宜
ユーザが制御条件を設定することができる。
【００９３】
　［第２の実施形態に係る照明制御処理の流れ］
　図１０は、第２の実施形態に係る照明制御処理の流れの一例を示すフローチャートであ
る。図１０を参照し、第２の実施形態に係る照明制御処理の流れの一例につき説明する。
【００９４】
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　まず、人が壁スイッチ４０をオンにすると、予め設定された通常の制御が開始する（ス
テップＳ１００１）。そして、センサ３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃが人を検知する（ステップ
Ｓ１００２）。センサ３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃの検知結果は、制御装置１０Ａに送信され
る。制御装置１０Ａにおいて、位置特定部４１１、方向特定部４１２および距離特定部４
１３は、受信した情報に基づき人の位置、視線方向前方および視線方向前方の壁面からの
距離を特定する（ステップＳ１００３）。制御内容決定部は、特定された位置、方向およ
び距離に基づき、壁制御条件記憶部５１０を参照して、制御内容を決定する（ステップＳ
１００４）。そして、壁制御実行部４１５が、決定された制御内容に基づき壁制御を実行
する（ステップＳ１００５）。その後は、処理はステップＳ１００２に戻る。
【００９５】
　［第２の実施形態の効果］
　このように、第２の実施形態に係る照明制御システム２においては、検知装置（センサ
３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ）はさらに、所定の空間内の人の向きを検知し、制御装置１０Ａ
は、複数の照明器具のうち、検知装置が検知した人の前方向にある壁エリアの照明器具を
、第１の制御時（通常のグラデーション制御時）よりも明るく調光する第２の制御（壁制
御）を実行する。このため、人の視界に入るエリアが明るくなるよう照明器具が調光され
、人が感じる明るさを増すことができる。これによって、照明が人に与える快適性を増す
ことができる。
【００９６】
　また、第２の実施形態に係る照明制御システム２においては、制御装置１０Ａは、壁エ
リアにある照明器具を、人と壁面との距離に応じた明るさに調光する。このため、人が壁
面から遠くにいる場合は壁面を明るく、人が壁面から近くにいる場合は壁面をより暗めに
調光して、人が感じる明るさは一定に維持しつつ、不要な電力消費を回避することができ
る。
【００９７】
　（第３の実施形態）
　第１および第２の実施形態においては、グラデーション制御を実行する際に、壁制御に
よって、直接人のいる場所を照明するのではない照明器具も点灯、調光して照明の快適性
を高める。グラデーション制御は、人が存在する部分の照明器具だけでなく、その周辺の
照明器具も調光度を低くして点灯するものであるため、通常の制御（グラデーション制御
を伴わない制御）よりも消費電力量が多くなる傾向がある。また、グラデーション制御に
おいて壁制御も実行する場合、通常のグラデーション制御よりも消費電力量が増加する可
能性がある。いずれの場合も、ユーザにとっては消費電力量を把握しにくい。そこで、第
３の実施形態では、照明制御の態様に応じて消費電力量をシミュレーションにより推計し
、当該照明制御による快適性の指標、照明効果等とあわせてユーザに提示できるように照
明制御システムを構成する。
【００９８】
　［第３の実施形態に係る照明制御システム３の構成］
　第３の実施形態に係る照明制御システム３の構成は、図１に示す第１の実施形態に係る
照明制御システム１の構成と同様である。第３の実施形態は、制御装置１０Ｂが、複数の
制御パターンに応じて消費電力を算出し、情報処理装置５０の表示部に表示できる形式で
送信する点が、第１、第２の実施形態と異なる。以下、第１、第２の実施形態と相違する
点について特に説明し、同様の機能および構成についての説明は省略する。
【００９９】
　［制御装置１０Ｂの構成の一例］
　図１１は、第３の実施形態に係る制御装置１０Ｂの構成の一例を示す図である。図１１
を参照し、制御装置１０Ｂの構成の一例につき説明する。
【０１００】
　図１１に示すように、制御装置１０Ｂは、制御部７００と、記憶部８００と、通信部９
００とを備える。制御部７００は制御装置１０Ｂにおける処理を制御する。記憶部８００
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は、制御装置１０Ｂにおける処理に用いる情報を記憶する。通信部９００は、制御装置１
０Ｂと、照明器具２０Ａ,２０Ｂ，２０Ｃ、センサ３０Ａ,３０Ｂ，３０Ｃ、壁スイッチ４
０、情報処理装置５０等との通信を中継する。
【０１０１】
　制御部７００は、シミュレーション部７１０と、グラデーション制御部７２０と、壁制
御部７３０と、を備える。シミュレーション部７１０は、複数の制御パターンに応じたシ
ミュレーションによって消費電力を算出し、情報処理装置５０の表示画面に各制御パター
ンと消費電力とを対応づけて提示するための情報を生成する。
【０１０２】
　グラデーション制御部７２０および壁制御部７３０は、第２の実施形態に係るグラデー
ション制御部４２０および壁制御部４１０と同様の機能および処理を実行する。
【０１０３】
　シミュレーション部７１０は、制御パターン生成受付部７１１と、消費電力算出部７１
２と、表示生成部７１３と、を備える。
【０１０４】
　制御パターン生成受付部７１１は、ユーザが情報処理装置５０から入力する制御パター
ンを受け付け、記憶部８００に記憶する。また、制御パターン生成受付部７１１は、予め
記憶部８００に記憶されている制御条件が存在する場合は、当該制御条件に応じた制御パ
ターンを生成して、記憶部８００に記憶するものとしてもよい。たとえば、制御パターン
生成受付部７１１は、記憶部８００に第２の実施形態のグラデーション制御条件記憶部５
２０に相当する機能部がある場合は、記憶された制御内容に応じた制御パターンを生成し
て記憶部８００に記憶してもよい。
【０１０５】
　消費電力算出部７１２は、制御パターン生成受付部７１１が記憶部８００に記憶した制
御パターンを実行した場合の消費電力量をシミュレーションして算出する。たとえば、記
憶部に予め各照明器具が消費する単位時間当たりの電力の情報を記憶しておき、消費電力
算出部７１２は、制御パターンにおいて使用される照明器具の情報と当該電力の情報とに
基づき、各制御パターンの消費電力量を算出する。
【０１０６】
　表示生成部７１３は、複数の制御パターンと当該制御パターンの消費電力量とを対応づ
けて情報処理装置５０に提示するための情報を生成する。このとき、ユーザが制御パター
ンを容易に認識できるよう、照明器具の配置図等とともに制御パターンおよび消費電力量
を提示できるようにする。また、各制御パターンによって達成される照明効果を併せて表
示するようにしてもよい。たとえば、「リラクゼーション」「目覚め」「コンセントレー
ション」等、各制御パターンとその照明効果とを対応づけて確認できるように表示しても
よい。また、照明の快適性を表す指標等を表示してもよい。
【０１０７】
　記憶部８００は、消費電力記憶部８１０と制御パターン記憶部８２０とを備える。
【０１０８】
　消費電力記憶部８１０は、各照明器具の照明ＩＤと、当該照明器具の単位時間あたりの
消費電力量とを対応付けて記憶する。ここでは、照明器具の調光制御を行う場合、各照明
器具の消費電力は、単に時間あたりの消費電力量に調光度（％）を乗算することで概算で
きるものとする。
【０１０９】
　図１２は、第３の実施形態に係る消費電力記憶部８１０に記憶される情報の構成の一例
を示す図である。図１２に示すように、たとえば、照明器具を特定する照明ＩＤ「０１」
に対応付けて当該照明器具の消費電力「１００Ｗ／ｈ」が記憶される。
【０１１０】
　制御パターン記憶部８２０は、照明器具の制御パターンを記憶する。たとえば、パター
ンＩＤに対応づけて、当該制御パターンで点灯させる照明器具の照明ＩＤと調光度とを記



(16) JP 2015-60826 A 2015.3.30

10

20

30

40

50

憶する。グラデーション制御や壁制御を実現する制御パターンの場合は、グラデーション
制御や壁制御であることを示すフラグを付してもよい。
【０１１１】
　図１３は、第３の実施形態に係る制御パターン記憶部８２０に記憶される情報の構成の
一例を示す図である。図１３に示すように、たとえば、パターンＩＤ「Ｐ０１」に対応付
けて、点灯する照明器具を特定する照明ＩＤ「０１－０５」と当該照明器具の調光度であ
る「１００％」が記憶されている。また、パターンＩＤ「Ｐ０１」に対応付けてグラデー
ション制御フラグと壁制御フラグとが「ＯＮ」になっており、パターンＩＤ「Ｐ０１」の
制御パターンはグラデーション制御と壁制御を行うパターンであることを示している。
【０１１２】
　パターンＩＤ「Ｐ０１」の制御パターンは、第１の実施形態と対応付けるならば、中央
エリアが「０１－０５」、周辺エリアが「０８－２０」、壁エリアが「３０－３５」の照
明器具といえる。そして、パターンＩＤ「Ｐ０１」は、周辺エリアの照明器具の調光度を
通常のグラデーション制御時よりも低くし、壁エリアの照明器具を周辺エリアより高い調
光度で点灯するパターンといえる。
【０１１３】
　［情報処理装置５０に提示する情報の例］
　図１４Ａは、第３の実施形態に係る照明制御システム３において情報処理装置５０に表
示する情報の一例を示す図である。図１４Ｂは、第３の実施形態に係る照明制御システム
３において情報処理装置５０に表示する情報の一例を示す図である。
【０１１４】
　図１４Ａおよび図１４Ｂでは一例として情報処理装置５０はスマートフォンであるもの
とする。ユーザは、情報処理装置５０を制御装置１０Ｂと接続する。接続することによっ
て自動的に制御パターン選択画面が表示されるようにしてもよいし、スマートフォン上で
予め指定されたポータルサイト等にアクセスして設定を行うようにしてもよい。
【０１１５】
　図１４Ａに示すように、情報処理装置５０の表示画面上には選択可能な制御パターンの
リストが表示される。図１４Ａの例では、照明制御システム３においては、各制御パター
ンがグラデーション制御であるか通常制御（グラデーション制御を伴わない制御）である
か、壁制御を伴うか否か、は特に表示しない。ただし、これに限らず、グラデーション制
御であるか否かを表示するように画面を構成してもよい。
【０１１６】
　具体的な制御内容を図１４Ａの画面に表示せずとも、ユーザは、「レイアウト」ボタン
を選択することで照明器具の配置と制御内容を確認することができる。たとえば、図１４
Ａの画面において「リラクゼーション」の「レイアウト」ボタンを選択すると、図１４Ｂ
の画面に遷移する。図１４Ｂの画面は、「リラクゼーション」の制御パターンにおける制
御対象である照明器具の配置と各照明器具の制御内容、ここでは調光度を表示する。
【０１１７】
　図１４Ｂの表示画面中、矩形中に示される２５個の四角が照明器具を示す。そして、各
照明器具の調光度は、模様等によって示される。図１４Ｂ中、中央の照明器具は調光度５
０％で点灯され、その周辺の照明器具は調光度３０％で点灯されることが分かる。このほ
か、照明色も制御する場合は照明色も表示してもよい。また、時間帯によって適用される
制御パターンが異なる場合は、適用される時間帯等も併せて表示してもよい。
【０１１８】
　このように、ユーザは、図１４Ａの画面をみて制御パターンと消費電力とを確認し、図
１４Ｂの画面を見てさらに詳細な照明器具の配置や制御内容を確認することができる。し
たがって、ユーザは、新しい制御パターンを入力してその消費電力量をシミュレーション
させて他の制御パターンと比較することができる。また、ユーザは、制御装置１１Ｂに記
憶済みの、適用可能な複数の制御パターンの消費電力量を容易に確認し比較した上で、所
望の制御パターンを選択することもできる。
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【０１１９】
　なお、第３の実施形態では、制御装置１０Ｂ内に制御パターンの消費電力をシミュレー
ションする機能を備えるものとしたが、たとえば、制御パターンの消費電力を算出するシ
ミュレーションプログラムを別途配布するように構成して、各情報処理装置においてシミ
ュレーションを実行できるようにしてもよい。
【０１２０】
　［第３の実施形態の効果］
　このように第３の実施形態に係る照明制御システム３は、第１の制御（通常のグラデー
ション制御）および第２の制御（壁制御）を実行する制御パターンに基づき制御を実行し
た場合の消費電力量を算出する算出部（消費電力算出部７１２）と、算出部が算出した消
費電力量と、制御パターンと、を対応づけて表示する表示生成部７１３と、を更に具備す
る。このため、照明制御システム３は、制御パターンそれぞれを実行した場合の消費電力
を、容易に確認できるようにユーザに提示することができる。よって、グラデーション制
御等の消費電力が高くなりがちな制御を行う場合であっても、ユーザは消費電力を確認し
てから好ましい制御パターンを選択することができる。このため、照明制御システム３は
、消費電力の低減に資することができる。
【０１２１】
　また、第３の実施形態に係る照明制御システム３において、表示生成部７１３はさらに
、制御パターンが実現する照明効果を、制御パターンに対応づけて表示することができる
。このように、表示画面に制御パターンによって達成される照明効果も併せて表示される
ため、ユーザは、それぞれの制御パターンの照明効果を容易に把握でき、ユーザにとって
好ましい制御態様を容易に選択することができる。
【０１２２】
　［変形例］
　なお、上記に説明した各実施形態においてグラデーション制御を実行する際は、段階的
に調光度を変化させて制御を実行することもできる。段階的なグラデーション制御につい
て、以下図１５Ａ乃至図１５Ｇを参照して説明する。図１５Ａ乃至図１５Ｇは、グラデー
ション制御の変形例を説明するための図である。
【０１２３】
　グラデーション制御を行う場合、中央エリアの調光度を高く、周辺エリアの調光度をそ
れより低く設定するのが通常である。本変形例では、まず、各エリアについて、調光度の
上限値と下限値とを設定する。そして、中央エリアを低めの調光度で点灯させる（図１５
Ａ、中央エリア下限値）。そして中央エリアの調光度を段階的に上げる。中央エリアの庁
高度が上限値に達すると（図１５Ｂ、中央エリア上限値）、次に中央エリアより低い調光
度で中央エリアのすぐ外側に位置する周辺エリア１を点灯させる（図１５Ｃ、中央エリア
上限値、周辺エリア１下限値）。そして、周辺エリア１の調光度を段階的に上げていく（
図１５Ｄ、中央エリア上限値、周辺エリア１上限値と下限値の間）。周辺エリア１の調光
度が上限値に達した（図１５Ｅ、中央エリア上限値、周辺エリア１上限値）時点で、次に
周辺エリア１の外側の周辺エリア２を点灯させる（図１５Ｆ、中央エリア上限値、周辺エ
リア１上限値、周辺エリア２下限値）。そして周辺エリア２の調光度を徐々に上げていく
。最終的には、中央エリア、周辺エリア１および周辺エリア２の全てが各々の上限値で点
灯される（図１５Ｇ、中央エリア上限値、周辺エリア１上限値、周辺エリア２上限値）。
【０１２４】
　本変形例では、予め各エリアの調光度の上限値と下限値とを設定しておき、一つのエリ
アの調光度を段階的に変化させ、その後隣接するエリアの調光度を段階的に変化させる。
このように制御すると、エリア間の調光度の差が過度に意識されることなくグラデーショ
ン制御を徐々に変化させることができる。また、調光度の上限値と下限値とを予め設定し
ておくことで、グラデーションの関係を壊すことなくなめらかに調光度を変化させること
ができる。
【０１２５】
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　また、各エリアの調光度の上限値と下限値とを予め設定しておき、制御装置またはユー
ザが図１５Ａ乃至図１５Ｇのパターンのいずれかを選択できるように照明制御システムを
構成してもよい。このようにすると、所望の調光度を容易に達成し照明制御を実行するこ
とができる。
【０１２６】
　なお、上記第１、第２の実施形態においては、壁制御とグラデーション制御とを組み合
わせる場合について説明した。しかし、壁制御をグラデーション制御とは別個に一定の明
るさで複数の照明器具を点灯する場合と組み合わせて実現してもよい。たとえば人が検知
された位置の照明器具を一定の明るさで点灯すると同時に壁制御を実行するように照明制
御システムを構成してもよい。
【０１２７】
　以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
ものである。
【符号の説明】
【０１２８】
　１，２，３　照明制御システム
　１０，１０Ａ，１０Ｂ　制御装置
　２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃ　照明器具
　３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ　センサ
　４０　壁スイッチ
　５０　情報処理装置
　１００　制御部
　１１０　中央エリア決定部
　１２０　周辺エリア決定部
　１３０　壁制御部
　１３１　壁制御要否判定部
　１３２　壁制御対象決定部
　１３３　壁制御内容決定部
　１４０　制御実行部
　２００　記憶部
　２１０　グラデーション制御条件記憶部
　２２０　壁制御条件記憶部
　３００　通信部
　４００　制御部
　４１０　壁制御部
　４１１　位置特定部
　４１２　方向特定部
　４１３　距離特定部
　４１４　制御内容決定部
　４１５　壁制御実行部
　４２０　グラデーション制御部
　５００　記憶部
　５１０　壁制御条件記憶部
　５２０　グラデーション制御条件記憶部
　６００　通信部
　７００　制御部
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　７１０　シミュレーション部
　７１１　制御パターン生成受付部
　７１２　消費電力算出部
　７１３　表示生成部
　７２０　グラデーション制御部
　７３０　壁制御部
　８００　記憶部
　８１０　消費電力記憶部
　８２０　制御パターン記憶部
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【図８】 【図９】
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【図１５Ｃ】 【図１５Ｄ】
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【図１５Ｇ】



(25) JP 2015-60826 A 2015.3.30

フロントページの続き

(72)発明者  山本　久
            神奈川県横須賀市船越町１丁目２０１番１　東芝ライテック株式会社内
Ｆターム(参考) 3K273 PA01  PA03  QA13  QA21  QA37  RA04  RA17  SA02  SA21  SA38 
　　　　 　　        SA57  SA58  TA03  TA04  TA15  TA17  TA26  TA28  TA32  TA39 
　　　　 　　        TA41  TA52  TA62  TA69  UA17  UA19  UA22  UA24  UA25 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

