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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の記憶部と、判別部と、無指向性の無線信号を送受信する第１の通信部とを有する複
数の制御ユニットと、
　表示部と、第２の記憶部と、無指向性の無線信号を送受信する第２の通信部と、入力部
とを有する設定器とを備える照明制御システムであって、
　前記照明制御システムは、
　前記入力部から入力されるアドレス情報要求信号を前記第２の通信部が前記第１の通信
部に送信するステップと、
　前記アドレス情報要求信号を受信すると前記第１の記憶部に記憶されているアドレス情
報を付与した通信信号を前記第１の通信部が前記第２の通信部に送信するステップと、
前記アドレス情報が付与された通信信号を受信すると前記第２の記憶部にアドレス情報を
記憶するとともに、前記第二の記憶部に記憶されたアドレス情報に対応するアドレスの一
覧を前記表示部に表示し、前記表示部に表示された前記アドレスの一覧から選択されたア
ドレスに対応するアドレス情報を付与した識別表示信号を前記第２の通信部が前記第１の
通信部に送信するステップと、
　前記識別表示信号を受信し、受信した前記識別表示信号に付与されているアドレス情報
と、第１の記憶部に記憶されているアドレス情報とを前記判別部が照合し、この照合の結
果、互いのアドレス情報が一致するとき、前記識別表示信号に基づいて識別表示をするス
テップと、
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を有し、さらに、
　前記入力部に入力されて、前記表示部に表示された前記アドレスの一覧から複数のアド
レスが選択され、この選択された前記複数のアドレスに対応するアドレス情報と、設定す
るグループ情報とを付与したグループ情報信号を前記第２の通信部が前記第１の通信部に
送信するステップと、
　前記グループ情報信号を受信し、受信した前記グループ情報信号に付与されているアド
レス情報と前記第１の記憶部に記憶されているアドレス情報とを前記判別部が照合し、こ
の照合の結果、互いのアドレス情報が一致するとき、前記グループ情報信号に含まれるグ
ループ情報を自己のグループ情報として、前記第１の記憶部に記憶するステップと、
を有することを特徴とする照明制御システム。
【請求項２】
第１の記憶部と、判別部と、無指向性の無線信号を送受信する第１の通信部とを有する複
数の制御ユニットと、
　表示部と、第２の記憶部と、無指向性の無線信号を送受信する第２の通信部と、入力部
とを有する設定器とを備える照明制御システムであって、
　前記照明制御システムは、
　前記入力部から入力されるアドレス情報要求信号を前記第２の通信部が前記第１の通信
部に送信するステップと、
　前記アドレス情報要求信号を受信すると前記第１の記憶部に記憶されているアドレス情
報を付与した通信信号を前記第１の通信部が前記第２の通信部に送信するステップと、
前記アドレス情報が付与された通信信号を受信すると前記第２の記憶部にアドレス情報を
記憶するとともに、前記第二の記憶部に記憶されたアドレス情報に対応するアドレスの一
覧を前記表示部に表示し、前記表示部に表示された前記アドレスの一覧から選択されたア
ドレスに対応するアドレス情報を付与した識別表示信号を前記第２の通信部が前記第１の
通信部に送信するステップと、
　前記識別表示信号を受信し、受信した前記識別表示信号に付与されているアドレス情報
と、第１の記憶部に記憶されているアドレス情報とを前記判別部が照合し、この照合の結
果、互いのアドレス情報が一致するとき、前記識別表示信号に基づいて識別表示をするス
テップと、
を有し、さらに、
　前記入力部に入力されて、前記表示部に表示された前記アドレスの一覧から複数のアド
レスが選択され、この選択された前記複数のアドレスに対応するアドレス情報と、設定す
るパターン情報とを付与したパターン情報信号を前記第２の通信部が前記第１の通信部に
送信するステップと、
　前記パターン情報信号を受信し、受信した前記パターン情報信号に付与されているアド
レス情報と前記第１の記憶部に記憶されているアドレス情報とを前記判別部が照合し、こ
の照合の結果、互いのアドレス情報が一致するとき、前記パターン情報信号に含まれるパ
ターン情報を自己のパターン情報として、前記第１の記憶部に記憶するステップと、
を有することを特徴とする照明制御システム。
【請求項３】
前記制御ユニットはＬＥＤを備え、このＬＥＤにより識別表示をすることを特徴とする請
求項１または請求項２に記載の照明制御システム。
【請求項４】
前記制御ユニットはランプを点灯する点灯装置に接続され、このランプの点灯状態を変化
させて識別表示することを特徴とする請求項１～請求項３のいずれかに記載の照明制御シ
ステム。
【請求項５】
前記照明制御システムは、さらに、
　第１の通信部で受信した通信信号に含まれるアドレス情報と、自己が有するアドレス情
報とを前記第１の判別部が照合し、一致するときは受信した通信信号に基づく処理を実行
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し、一致しないときは受信した通信信号に自己が有する自己コードを付与して、他の制御
ユニットに対して自己コードが付与された通信信号を出力する中継処理を実行するステッ
プと、
を有することを特徴とする請求項１～請求項４のいずれかに記載の照明制御システム。
【請求項６】
前記照明制御システムは、さらに、
　第１の通信部で受信した通信信号に自己が付与した自己コードが含まれるときは受信し
た通信信号に基づく処理を実行せず、かつ他の制御ユニットに対して自己コードが付与さ
れた通信信号を出力する中継処理を停止するステップと、
を有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】
前記設定器により設定しているときは、前記第１の通信部及び前記第２の通信部は、前記
無線通信の送信出力を強くする、もしくは前記無線通信の受信感度を高くすることを特徴
とする請求項１～請求項６のいずか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】
　この発明は、制御システムのグループ設定・パターン設定をユーザーが任意に変更でき
る照明器具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　照明制御装置と照明器具を組合せた照明制御システムのグループ設定・パターン設定を
行う技術として以下の技術が明らかになっている。（例えば特許文献）
【特許文献１】特開平９－３５８７５号公報（３頁右４６行－４頁左２０行、図１－図３
）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１の図１ないし図３の発明の実施の形態を示す照明制御システムによれば、グ
ループ制御あるいはパターン制御のための制御情報を個々の制御端末器内に記憶させるよ
うにして、照明制御中央装置の不要な照明制御システムを構成したものである。
【０００４】
　しかしながら、リモコン操作スイッチの発信部から指向性が強い信号で、個々の制御端
末器に対して発信してグループあるいはパターン制御のための制御条件の設定を行なう必
要があった。
【０００５】
　この発明は、従来装置の上記のような問題点を解決するためになされたもので、この発
明によれば、リモコン操作スイッチの発信部から指向性が強い信号を個々の制御端末器に
対して発信してグループあるいはパターン制御のための制御条件の設定を行なうことがな
く、同時に複数の制御端末器に対してグループあるいはパターン制御のための制御条件設
定を行う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】
【０００６】
　この発明にかかる照明制御システムは、第１の記憶部と、判別部と、無指向性の無線信
号を送受信する第１の通信部とを有する複数の制御ユニットと、
　表示部と、第２の記憶部と、無指向性の無線信号を送受信する第２の通信部と、入力部
とを有する設定器とを備える照明制御システムであって、
　前記照明制御システムは、
　前記入力部から入力されるアドレス情報要求信号を前記第２の通信部が前記第１の通信
部に送信するステップと、



(4) JP 4727965 B2 2011.7.20

10

20

30

40

50

　前記アドレス情報要求信号を受信すると前記第１の記憶部に記憶されているアドレス情
報を付与した通信信号を前記第１の通信部が前記第２の通信部に送信するステップと、
前記アドレス情報が付与された通信信号を受信すると前記第２の記憶部にアドレス情報を
記憶するとともに、前記第二の記憶部に記憶されたアドレス情報に対応するアドレスの一
覧を前記表示部に表示し、前記表示部に表示された前記アドレスの一覧から選択されたア
ドレスに対応するアドレス情報を付与した識別表示信号を前記第２の通信部が前記第１の
通信部に送信するステップと、
　前記識別表示信号を受信し、受信した前記識別表示信号に付与されているアドレス情報
と、第１の記憶部に記憶されているアドレス情報とを前記判別部が照合し、この照合の結
果、互いのアドレス情報が一致するとき、前記識別表示信号に基づいて識別表示をするス
テップと、
を有し、さらに、
　前記入力部に入力されて、前記表示部に表示された前記アドレスの一覧から複数のアド
レスが選択され、この選択された前記複数のアドレスに対応するアドレス情報と、設定す
るグループ情報とを付与したグループ情報信号を前記第２の通信部が前記第１の通信部に
送信するステップと、
　前記グループ情報信号を受信し、受信した前記グループ情報信号に付与されているアド
レス情報と前記第１の記憶部に記憶されているアドレス情報とを前記判別部が照合し、こ
の照合の結果、互いのアドレス情報が一致するとき、前記グループ情報信号に含まれるグ
ループ情報を自己のグループ情報として、前記第１の記憶部に記憶するステップと、
を有するものである。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明は、以上説明したように構成されているので、以下に示すような効果を奏する
。
【０００８】
　この発明にかかる照明制御システムは、制御ユニットのアドレス情報を設定器が受信し
て第２の記憶部に記憶するとともに表示部に受信したアドレス情報に対応するアドレスの
一覧を表示でき、表示部に表示されたアドレスの一覧の中から選択したアドレスに対応す
るアドレス情報が付与された制御ユニットを容易に特定することができる。また、表示部
に表示されたアドレスの一覧の中から複数のアドレスを選択できるとともに、選択された
複数のアドレスに対応するアドレス情報を持つそれぞれの制御ユニットのグループ情報を
同時に設定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
実施の形態１．
　図１～図１８は、この実施の形態における照明器具の構成を示す図である。
図１は照明器具と設定器で構成した照明システム全体を示す構成図である。
照明器具１ａ～１ｉをそれぞれ天井に配置し、照明器具１ａ～１ｉに備えられた制御ユニ
ット５ａ～５ｉ間で通信を行って、照明器具１ａ～１ｉに備えられたランプ２の出力を制
御している。
【００１０】
　照明器具１ａ～１ｉに備えられた制御ユニット５ａ～５ｉは、ユーザーが任意にグルー
プ設定できるようになっている。制御ユニット５ａ～５ｉをグループ設定すると、たとえ
ば制御ユニット５ａ～５ｆをグループ１、制御ユニット５ｇ～５ｉをグループ２とすると
、グループ１に設定された制御装置５ａ～５ｆの間で通信を行い、グループ２に設定され
た制御ユニット５ｇ～５ｉ間の通信に影響されない。また、外部装置からグループ１に対
する制御信号を送信すると、グループ１に設定された制御装置５ａ～５ｆを一斉に制御す
ることができ、照明器具１ａ～１ｆに備えられたランプ２の出力を変更することができる
。
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【００１１】
　この照明器具１のグループ設定を設定器１２で行い、設定器１２は、照明器具１を特定
するためのアドレス情報を設定器１２の無線信号の受信エリアにある照明器具１から取得
して、取得したアドレス情報を基に照明器具１ａ～１ｉに対してグループ設定をする。
【００１２】
図２は照明器具本体を示す斜視図である。
図２に示す照明器具１は、反射板３と、前記反射板３の内側にランプ２を点灯する点灯装
置４と、他の装置と無線通信を行うとともに受信した無線信号に応じた点灯制御信号を前
記点灯装置４に出力をする制御ユニット５を備え、前記ランプ２を装着できる構造となっ
ている。
【００１３】
制御ユニット５は無線信号を第１のアンテナ部６で入出力して無線通信を行っており、無
線信号が反射板３の影響を受けにくくするために反射板３の内側から突出させている。
なお、無線通信が良好に行えれば反射板３の内側から突出させることはなく、例えば照明
器具１の裏面にアンテナ部を配設するなどとしてもよい。
【００１４】
図３は照明器具の点灯状態などを制御する第１の制御ユニットのブロック図、図４は照明
器具に備えられる第１の制御ユニットのフローチャートを示している。
【００１５】
アンテナ部６で受信した無線信号は第１の無線通信部７の受信部に出力されて第１の無線
通信部７で電気信号（以下無線通信信号と称す）に変換され、第１の信号生成部８のデコ
ーダに入力される。デコーダは、無線通信信号に付与されているヘッダやエンドフレーム
信号を除去して、データ部を送受信信号として第１の判別部９に出力する。（ステップ１
）
【００１６】
第１の判別部９で送受信信号にアドレス情報の有無を判別（ステップ２）して、アドレス
情報なしと判別されるとき、その信号にアドレス情報要求信号が含まれているかを第１の
判別部９で次に判別（ステップ３）する。
【００１７】
ステップ３でアドレス情報要求信号が含まれていないと判別されるとき、送受信信号に基
づき点灯制御信号を出力して点灯装置の出力を変更する（ステップ４）。
【００１８】
また、ステップ３でアドレス情報要求信号が含まれていると判別されるとき、第１の判別
部９は第１の記憶部１０に予め記憶されている個々の照明器具１を特定するためのアドレ
ス情報を読み出し、そのアドレス情報を送受信信号に変換（ステップ５）して、第１の信
号生成部８でヘッダ、エンドフレームなどを付与して無線通信信号に変換し、さらに第１
の無線通信部７で無線信号に変換して第１のアンテナ部６を介して出力する。（ステップ
６）
【００１９】
なお、照明器具１を特定するために照明器具固有のアドレス情報は予め第１の記憶部１０
に記憶されており、例えば４８ｂｉｔのデータからなるＭＡＣアドレスを記憶している。
また、ＤＩＰスイッチなどでユーザーが任意に各照明器具１にアドレスを設定してもよい
。
【００２０】
次に、ステップ２で送受信信号にアドレス情報ありと判別されるとき、第１の判別部９で
そのアドレス情報と、第１の記憶部１０に記憶されているアドレス情報と比較する。（ス
テップ７）
【００２１】
ステップ７で比較し第１の記憶部１０に記憶されているアドレス情報と不一致であると判
別されるとき、予め設定された自己コードを受信した送受信信号に付与して出力（ステッ
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プ８）して、第１の信号生成部８、第１の無線通信部７、第１のアンテナ部６でステップ
６の処理を行い、無線信号を出力する。
【００２２】
ステップ８の処理は、例えば照明器具１ｉに対するアドレス情報を含む無線信号を照明器
具１ａで受信するときに、照明器具１ｉへ無線信号を中継する処理を行っているが、照明
器具１ａのアンテナ部６から送信した無線信号を再度照明器具１ａが受信する状態、つま
り一度中継処理を行った無線信号の送受信が際限なく繰り返されるのを防止するために自
己コードを付与している。
【００２３】
なお、図４のフローチャートでは省略しているが、ステップ８では、中継した照明器具１
を特定するための自己コードを付与された無線信号であるか第１の判別部９で判別し、自
己コードが付与されているときはその照明器具１の自己コードと比較して不一致のときは
中継した照明器具１を特定するための自己コードを付与して無線信号を中継し、一致する
ときは無線信号を中継しない処理を行っている。
【００２４】
また、第１の判別部９での処理が頻雑にならないようにＭＡＣアドレスと異なる自己コー
ドを付与としたが、ＭＡＣアドレスを用いてもよい。
【００２５】
次にステップ７で比較し第１の記憶部１０に記憶されているアドレス情報と一致すると判
別されるとき、第１の判別部９でその送受信信号がグループ、パターン設定信号を含んで
いるか判別（ステップ９）して、送受信信号がグループ、パターン設定信号を含んでいる
と判別されるとき、第１の記憶部１０にそのグループ、パターン設定信号に含まれるグル
ープ、パターン情報を記憶し、設定完了信号を送受信信号として出力（ステップ１０）し
て、第１の信号生成部８、第１の無線通信部７、第１のアンテナ部６でステップ６の処理
を行い、無線信号を出力する。
【００２６】
なお、ステップ９で送受信信号がグループ、パターン設定信号でないと判別されるとき、
その送受信信号がグループ、パターン信号が含まれているか第１の判別部９で判別（ステ
ップ１１）して、グループ、パターン信号が含まれていないと判別されるとき、その送受
信信号の処理、全光点灯、消灯、または後述する識別表示などを行う。（ステップ１２）
【００２７】
また、ステップ１１でグループ、パターン信号が含まれていると判別されるとき、第１の
判別部９は第１の記憶部１０に記憶されたグループ、パターン情報を読み込み、グループ
、パターン情報に応じた制御信号を第１の制御信号生成部１１に出力する。（ステップ１
３）
【００２８】
次に照明器具１のグループ設定について説明する。
図５は照明器具１の設定をする設定器１２の斜視図、図６は設定器１２を構成するブロッ
ク図、図７、図８は照明器具１と設定器１２の通信を示す通信モデル図、図９は照明器具
１のグループ設定を示すフローチャート図である。
【００２９】
図５に示す設定器１２は、照明器具１のアドレス情報などを表示する表示部１３と、照明
器具１のグループ設定・パターン設定などの情報を入力する入力部１４とを備え、前記照
明器具１に備えられた第１のアンテナ部６と無線通信をする第２のアンテナ部１５を備え
た設定ユニット１６を設定器１２の内部に備えている。
図７は後述する図９のフローチャートのステップ１４とステップ１５をモデル化したもの
であり、図８は同じく後述する図９のフローチャートのステップ１６をモデル化したもの
である。
【００３０】
図１、図３、図６及び図９を用いてグループ設定について説明する。
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設定器１２のモード切替ボタン２３を押すと表示部１３に通常運転→グループ設定→パタ
ーン設定→通常運転と切り替わり表示される。グループ設定が表示部１３に表示されるま
でモード切替ボタン２３を押して設定ボタン２６を押すとグループ設定モードとなり、表
示部１３にグループ番号が表示される。方向ボタン２２を押して表示部１３に表示される
カーソルを移動して、表示部１３に表示されているグループ番号から選択し、受信ボタン
２４を押すと照明器具１にアドレス情報要求信号を送信する。（ステップ１４）
【００３１】
次にステップ１４で送信されたアドレス情報要求信号を受信した照明器具１ａ～１ｉ、つ
まり設定器１２の無線通信の受信範囲内にある照明器具１ａ、１ｄ、１ｅ、１ｇ、１ｈは
、予め第１の記憶部１０に記憶されているアドレス情報を付与した無線信号を設定器１２
に送信し、設定器１２はこの無線信号を受信する。受信した無線信号のアドレス情報を第
２の記憶部１９に記憶するとともに表示部１３に表示する。（ステップ１５）
【００３２】
なお、設定器１２を移動させて再度受信ボタン２４を押すと、ステップ１４に戻り、照明
器具１にアドレス情報要求信号が送信され、設定器１２を移動した後の設定器１２の無線
通信の受信範囲内にある照明器具１ｂ、１ｃ、１ｆ、１ｉはアドレス情報要求信号を受信
する。受信した照明器具１ｂ、１ｃ、１ｆ、１ｉは、第１の記憶部１０に予め記憶されて
いるアドレス情報を付与した無線信号を設定器１２に送信し、設定器１２はこの無線信号
を受信する。受信した無線信号のアドレス情報を第２の記憶部１９に既に記憶されている
アドレス情報に追加して記憶するとともに表示部１３にも追加して表示してもよい。
【００３３】
また、グループ設定中は設定器１２と照明器具１の無線通信の受信範囲を広くするために
第１のアンテナ部６と第２のアンテナ部１５の送信出力を強くしてもよいし、受信感度を
高くしてもよい。
【００３４】
次にステップ１５で表示されたアドレスから方向ボタン２２を押してカーソルを移動して
グループ設定するアドレスを選択し確認ボタン２５を入力すると、カーソルが置かれてい
るアドレスに対応する照明器具１ａに識別表示信号、例えば消灯信号を送信して照明器具
１ａを消灯させて、他の照明器具１ｂ～１ｉと識別表示する。（ステップ１６）
【００３５】
ユーザーがグループ設定をする照明器具１が識別表示されるとき、設定ボタン２６を押し
て設定器１２の一時記憶部２８に記憶する。（ステップ１７）
【００３６】
なお、ユーザーがグループ設定する照明器具１と識別表示される照明器具１が異なる、例
えば照明器具１ｄを設定するときに照明器具１ｈが識別表示されるとき、方向ボタン２２
を押して別のアドレスを選択しステップ１６及びステップ１７の処理を行う。
【００３７】
また、同じグループ番号に設定する照明器具１がある、例えば照明器具１ａと照明器具１
ｅを同じグループ１に設定するとき、表示部１３に表示されたアドレスから方向ボタン２
２を押してカーソルを移動して、別のアドレスを選択しステップ１６及びステップ１７の
処理を行う。
【００３８】
次に、他の照明器具１を追加しないときは送信ボタン２７を入力し、ステップ１７で一時
記憶部２８に記憶したアドレス情報とグループ番号情報を付与した無線信号を設定器１２
から照明器具１に対して送信する。（ステップ１８）
【００３９】
ステップ１８で送信された無線信号を受信した照明器具１は、この無線信号に付与されて
いるアドレス情報と、第１の記憶部１０に記憶されたアドレス情報を照合して一致したと
きは、この無線信号に付与されているグループ番号情報を第１の記憶部１０に記憶して、
正常にグループ設定が完了したことを設定器１２に通知するため設定完了信号を送信する
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。設定器１２はこの設定完了信号を受信して、ステップ１８で送信したアドレスの照明器
具１から受信すると正常にグループ設定が正常に完了したと判別する。（ステップ１９）
【００４０】
グループ設定を終了するとき、確認ボタン２５を入力してグループ設定を完了する。グル
ープ設定を継続するときは、方向ボタン２２を押してステップ１４のグループ番号の選択
から行う。（ステップ２０）
【００４１】
なお、同じグループ番号のグループ設定を継続するときは、ステップ２０で表示部１３に
照明器具追加と表示させ、方向ボタン２２を押して照明器具追加を選択できるようにし、
ステップ１４の受信ボタンを押す処理へ戻すようにすることができる。
【００４２】
次に、既に設定したエリアでグループ番号の異なるグループ設定について、図１、図３、
図６及び図１０を用いて説明する。
なお、図１０は図９に示すフローチャートと同じ処理の部分については同符号を付し、異
なる部分については引用符を付す。
【００４３】
設定器１２のモード切替ボタン２３を押して表示部１３にグループ設定と表示させ、設定
ボタン２６を押してグループ設定モードにすると、表示部１３にグループ番号が表示され
る。方向ボタン２２を押してグループ設定をするグループ番号に表示部１３に表示された
カーソルを移動して、受信ボタン２４を押すと照明器具１にアドレス情報要求信号を送信
する。（ステップ１４）
【００４４】
次にステップ１４で送信されたアドレス情報要求信号を受信した照明器具１、つまり設定
器１２の無線通信の受信範囲内にある照明器具１は、第１の記憶部１０にグループ番号情
報が記憶されているか第１の判別部９で判別し、第１の記憶部１０にグループ番号情報が
記憶されているときは、第１の記憶部１０に予め設定されているアドレス情報と、グルー
プ番号情報を付与した無線信号を設定器１２に送信する。第１の記憶部１０にグループ番
号情報が記憶されていないときは、第１の記憶部１０に予め記憶されているアドレス情報
を付与した無線信号を設定器１２に送信する。
【００４５】
なお、グループ設定中は設定器１２と照明器具１の無線通信の受信範囲を広くするために
第１のアンテナ部６と第２のアンテナ部１５の送信出力を強くしてもよいし、受信感度を
高くしてもよい。
【００４６】
設定器１２はこの無線信号を受信して、アドレス情報を第２の記憶部１９に記憶するとと
もに表示部１３に表示をする。このとき、アドレス情報とともにグループ番号情報が付与
された無線信号を受信したときは、そのグループ番号情報に基づいたグループ番号の枠に
アドレスを表示する。
【００４７】
グループ番号情報がない無線信号を受信したときは、グループ設定を行うグループ番号の
枠にアドレスが表示される。（ステップ１５’）
【００４８】
ステップ１５’で表示されたアドレスから方向ボタン２２を押してカーソルを移動してグ
ループ設定するアドレスを選択し確認ボタン２５を入力すると、カーソルが置かれている
アドレスに対応する照明器具１に識別表示信号、例えば消灯信号を送信して照明器具１ａ
を消灯させて、他の照明器具１ｂ～１ｉと識別表示する。（ステップ１６）
【００４９】
ユーザーがグループ設定をする照明器具１が識別表示されるとき、設定ボタン２６を押し
て設定器１２の一時記憶部２８に記憶する。（ステップ１７）
【００５０】



(9) JP 4727965 B2 2011.7.20

10

20

30

40

50

なお、ユーザーがグループ設定する照明器具１と識別表示される照明器具１が異なる、例
えば照明器具１ｄを設定するときに照明器具１ｈが識別表示されるとき、方向ボタン２２
を押して別のアドレスを選択しステップ１６及びステップ１７の処理を行う。
【００５１】
また、同じグループ番号に設定する照明器具１がある、例えば照明器具１ａと照明器具１
ｅを同じグループ１に設定するとき、表示部１３に表示されたアドレスから方向ボタン２
２を押してカーソルを移動して、別のアドレスを選択しステップ１６及びステップ１７の
処理を行う。
【００５２】
次に、他の照明器具１を追加しないときは送信ボタン２７を入力し、ステップ１７で一時
記憶部２８に記憶したアドレス情報とグループ番号情報を付与した無線信号を設定器１２
から照明器具１に対して送信する。（ステップ１８）
【００５３】
ステップ１８で送信された無線信号を受信した照明器具１は、この無線信号に付与されて
いるアドレス情報と、第１の記憶部１０に記憶されたアドレス情報を照合して一致したと
きは、この無線信号に付与されているグループ番号情報を第１の記憶部１０に記憶して、
正常にグループ設定が完了したことを設定器１２に通知するため設定完了信号を送信する
。設定器１２はこの設定完了信号を受信して、ステップ１８で送信したアドレスの照明器
具１から受信すると正常にグループ設定が正常に完了したと判別する。（ステップ１９）
【００５４】
グループ設定を終了するとき、確認ボタン２５を入力してグループ設定を完了する。グル
ープ設定を継続するときは、方向ボタン２２を押してステップ１４のグループ番号の選択
から行う。（ステップ２０）
【００５５】
なお、同じグループ番号のグループ設定を継続するときは、ステップ２０で表示部１３に
照明器具追加と表示させ、方向ボタン２２を押して照明器具追加を選択できるようにし、
ステップ１４の受信ボタンを押す処理へ戻すようにすることができる。
【００５６】
次に、他のエリアのグループ設定について説明する。
図１１は設定器１２を移動して設定器１２の無線通信の受信範囲を変えたときの他のエリ
アの照明器具１と設定器１２の通信を示す通信モデル図である。
設定器１２で照明器具１ａ、１ｄ、１ｅ、１ｇ、１ｈのグループ設定後、設定器１２を移
動させて他の照明器具１ｂ、１ｃ、１ｆ、１ｉのグループ設定をする。
【００５７】
上述の説明により、照明器具１ａ、１ｄ、１ｅ、１ｇ、１ｈのグループ設定を行うと、設
定器１２の第２の記憶部に照明器具１ａ、１ｄ、１ｅ、１ｇ、１ｈのアドレス情報を記憶
しているが、この第２の記憶部１９に記憶されているアドレス情報を消去して、他の照明
器具１ｂ、１ｃ、１ｆ、１ｉのアドレス情報を記憶する。
【００５８】
なお、第２の記憶部１９に記憶したアドレスを消去することなくアドレス情報を追加記憶
してもよく、この場合グループ設定後例えば通常運転時の照明制御にこのアドレス情報を
用いることができる。
【００５９】
また、図１０に示すフローチャートと同様であり、上記既に設定したエリアでグループ番
号の異なるグループ設定の処理と同様であるので、説明を省略する。
【００６０】
次にパターン設定について説明する。
図１１は照明器具１と設定器１２で構成した照明制御システム全体を示す構成図である。
照明器具１ａ～１ｉをそれぞれ天井に配置し、照明器具１ａ～１ｉに備えられた制御ユニ
ット５ａ～５ｉ間で通信を行って、照明器具１ａ～１ｉに備えられたランプ２の出力を制
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御している。
【００６１】
照明器具１ａ～１ｉに備えられた制御ユニット５ａ～５ｉは、ユーザーが任意にパターン
を設定できるようになっている。制御装置５ａ～５ｉをパターン設定すると、例えば照明
器具１ａ、１ｃ、１ｅ、１ｇ、１ｉをパターン１は点灯、パターン２は消灯と設定し、照
明器具１ｂ、１ｄ、１ｆ、１ｈをパターン１、２ともに点灯と設定するとき、外部装置か
らパターン１の制御信号を受信すると照明器具１ａ～１ｉは点灯し、外部装置からパター
ン２の制御信号を受信すると照明器具１ａ、１ｃ、１ｅ、１ｇ、１ｉは消灯し、照明器具
１ｂ、１ｄ、１ｆ、１ｈは点灯する。
【００６２】
このパターン設定を設定器１２で行い、設定器１２は、照明器具１ａ～１ｉを特定するた
めのアドレス情報を設定器１２の無線信号の受信エリアにある照明器具１ａ～１ｉから取
得して、取得したアドレス情報を基に照明器具１ａ～１ｉに対してパターン設定をする。
【００６３】
図１２は照明器具１のパターン設定を示すフローチャート図である。
【００６４】
モード切替ボタン２３を押して表示部１３にパターン設定を表示させて設定ボタン２６を
押すとパターン設定モードになり、表示部１３にパターン番号が表示される。方向ボタン
２２を押してパターン設定するパターン番号にカーソルを移動して、受信ボタン２４を押
すと照明器具１にアドレス情報要求信号を送信する。（ステップ２１）
【００６５】
次にステップ２１で送信されたアドレス情報要求信号を受信した照明器具１、つまり設定
器１２の無線通信の受信範囲内にある照明器具１は、第１の記憶部１０に予め設定されて
いるアドレス情報を付与した無線信号を設定器１２に送信し、設定器１２はこの無線信号
を受信して、第２の記憶部１９に記憶するとともに表示部１３に表示する。（ステップ２
２）
【００６６】
なお、パターン設定中は設定器１２と照明器具１の無線通信の受信範囲を広くするために
第１のアンテナ部６と第２のアンテナ部１５の送信出力を強くしてもよいし、受信感度を
高くしてもよい。
【００６７】
ステップ２２で表示されたアドレスから方向ボタン２２を押してカーソルを移動してパタ
ーン設定するアドレスを選択し、確認ボタン２５を入力するとカーソルが置かれているア
ドレスに対応する照明器具１ａに識別表示信号、例えば照明器具１ａに消灯信号を送信し
て照明器具１ａを消灯させて、他の照明器具１ｂ～１ｉと識別表示する。（ステップ２３
）
【００６８】
ユーザーがパターン設定をする照明器具１ａが識別表示されるとき、設定ボタン２６を押
して設定器１２の一時記憶部２８に記憶する。（ステップ２４）
【００６９】
なお、ユーザーがパターン設定する照明器具１ａと異なる照明器具１が識別表示されると
きは、方向ボタンを押して別のアドレスを選択しステップ２３及びステップ２４の処理を
行う。
【００７０】
また、同じパターン番号に設定する照明器具１があるときは、表示部１３に表示されたア
ドレスから方向ボタン２２を押してカーソルを移動して、別のアドレスを選択しステップ
２３及びステップ２４の処理を行う。
【００７１】
次に、他の照明器具１を追加しないときは再度設定ボタン２６を押すと、表示部１３に例
えば全光、７０％調光点灯、消灯などのパターン点灯状態が表示され、方向ボタンを押し
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てカーソルを移動してステップ２４までに選択した照明器具１のパターン点灯状態を選択
して、送信ボタン２７を押すとステップ２４で一時記憶部２８に記憶したアドレス情報と
パターン情報（パターン番号及びパターン点灯状態）を付与した信号を設定器１２から照
明器具１に対して送信する。（ステップ２５）
【００７２】
ステップ２５で送信された信号を受信した照明器具１は、この信号に付与されているアド
レス情報と、第１の記憶部１０に記憶されたアドレス情報を照合して、一致したときは、
この信号に付与されているパターン情報を第１の記憶部１０に記憶して、正常にパターン
設定が完了したことを設定器１２に通知するため設定完了信号を送信する。設定器１２は
この設定完了信号を受信して、ステップ２５で送信したアドレスのすべての照明器具１か
ら受信すると正常にパターン設定が完了したと判断する。（ステップ２６）
【００７３】
次に別のパターン番号を設定するときなどパターン設定を継続するときは方向ボタン２２
を押し、一時記憶部に記憶されたアドレス情報を消去してステップ２１のパターン番号選
択の処理から順に行う。
【００７４】
パターン設定を終了するとき、確認ボタン２５を入力してパターン設定を完了する。（ス
テップ２７）
【００７５】
このように設定器１２からアドレス情報要求信号を送信して、アドレス情報要求信号を受
信した各照明器具１からアドレス情報を付与した無線信号を設定器１２に送信し、設定器
１２の表示部１３にアドレスの一覧表を表示するようにしたので、天井に照明器具１を設
置する際に予め照明器具１に設定されたアドレスを記録しておく必要がなく、設定器１２
の操作によってユーザーが容易に設置された各照明器具１のアドレスを確認することがで
きる。
【００７６】
また、設定器１２に表示されたアドレスを選択して識別表示信号を送信することで、選択
された照明器具１が容易に特定でき、グループ設定、パターン設定もユーザーが容易に行
うことができる。
【００７７】
なお、本実施例において、照明器具１と設定器１２との通信を無線通信で行う場合を説明
したが、無線通信に限らず有線通信で行ってもよい。
【００７８】
実施の形態２．
本実施の形態は実施の形態１の照明制御システムにコントロールユニットを組合せたとき
の照明器具及びコントロールユニットのグループ設定に関するものである。
【００７９】
図１、図２、図３、図４、図１１、図１２は本実施の形態の照明制御システムの構成を示
す図であり、実施の形態１と同様の部分について同符号を付し、説明を省略する。図１３
は、照明器具１、設定器１２、コントローラユニット２９の通信を示す通信モデル図、図
１４はコントローラユニット２９の構成を示すブロック図である。
【００８０】
コントロールユニット２９は、照度センサ３１、人感センサ３２またはＯＮ／ＯＦＦスイ
ッチ３０のいずれかからなる入力装置３３と、グループ設定などを行う際に識別表示する
ＬＥＤ３４と、入力装置の信号に応じて照明器具１の制御信号を生成し第３のアンテナ部
３５から照明器具１または設定器１２と通信を行う第３の制御ユニット３６とを備えてい
る。
【００８１】
なお、入力装置３３に照度センサ３１を備えているコントロールユニット２９を照度セン
サユニット４３、人感センサ３２を備えているコントロールユニット２９を人感センサユ
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ニット４４、ＯＮ／ＯＦＦスイッチ３０を備えているコントロールユニット２９をＯＮ／
ＯＦＦスイッチユニット４２とする。
【００８２】
照明器具１及びコントロールユニット２９を組合せるときのグループ設定について説明す
る。
照明器具１及びコントロールユニット２９にそれぞれグループ設定することで、コントロ
ールユニット２９はコントロールユニット２９に設定されるグループ番号と同じグループ
番号に設定される照明器具１に対して照明器具１の点灯状態を制御することができる。
【００８３】
次にコントロールユニット２９のグループ設定について説明する。図１５は、照明器具１
及びコントロールユニット２９のグループ設定を示すフローチャートである。
【００８４】
設定器１２のモード切替ボタン２３を押すと、表示部１３に通常運転→グループ設定→パ
ターン設定→通常運転の順に切り替わり表示される。グループ設定が表示部１３にグルー
プ設定が表示されるまでモード切替ボタン２３を押して設定ボタン２６を押すとグループ
設定モードとなり、表示部１３にグループ番号が表示される。方向ボタン２２を押してカ
ーソルを設定するグループ番号に移動して、受信ボタン２４を押すと照明器具１及びコン
トロールユニット２９にアドレス情報要求信号を送信する。（ステップ２８）
【００８５】
次にステップ２８で送信されたアドレス情報要求信号を受信した照明器具１及びコントロ
ールユニット２９、つまり設定器１２の無線通信の受信範囲内にある照明器具１及びコン
トロールユニット２９は、第１の記憶部または第３の記憶部に予め設定されているアドレ
ス情報を付与した無線信号を設定器１２に送信し、設定器１２はこの無線信号を受信する
。受信した無線信号のアドレス情報を第２の記憶部１９に記憶するとともに表示部１３に
表示をする。（ステップ２９）
【００８６】
ステップ２９で表示されたアドレスから方向ボタン２２を押してカーソルを移動してグル
ープ設定するアドレスを選択し確認ボタン２５を入力すると、カーソルが置かれているア
ドレスに対応する照明器具１またはコントロールユニット２９に識別表示信号を送信して
識別表示される。例えば、グループ設定する対象が照明器具１であるときはその対象の照
明器具１ａは消灯して他の照明器具１ｂ～１ｉの点灯状態と変えて識別表示し、グループ
設定する対象がコントロールユニット２９であるときは、コントロールユニット２９に備
えられたＬＥＤ３４などを点灯させて識別表示する。（ステップ３０）
【００８７】
ユーザーがグループ設定する照明器具１またはコントロールユニット２９が識別表示され
るとき、設定ボタン２６を入力し設定器１２の一時記憶部２８に記憶する。（ステップ３
１）
【００８８】
なお、識別表示される照明器具１またはコントロールユニット２９が、ユーザーがグルー
プ設定する照明器具１またはコントロールユニット２９と異なるときは、方向ボタン２２
を押して別のアドレスを選択しステップ３０及びステップ３１の処理を行う。
【００８９】
また、同じグループ番号に設定する照明器具１またはコントロールユニット２９があると
きは、表示部１３に表示されたアドレスから方向ボタン２２を押してカーソルを移動して
別のアドレスを選択し、ステップ３０及びステップ３１の処理を行う。
【００９０】
次に、他の照明器具１またはコントロールユニット２９を追加しないときは、送信ボタン
を入力し、ステップ３１で一時記憶部２８に記憶したアドレス情報とグループ番号情報を
付与した無線信号を設定器１２から照明器具１及びコントロールユニット２９に対して送
信する。（ステップ３２）
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【００９１】
ステップ３２で送信された無線信号を受信した照明器具１またはコントロールユニット２
９は、この無線信号に付与されているアドレス情報と、第１の記憶部１０に記憶されたア
ドレス情報を照合して、一致したときはこの信号に付与されているグループ番号情報を第
１の記憶部１０に記憶して、正常にグループ設定が完了したことを設定器１２に通知する
ため設定完了信号を送信する。設定器１２はこの設定完了信号を受信して、ステップ３２
で送信したアドレスのすべての照明器具１またはコントロールユニット２９から受信する
と正常にグループ設定が完了したと判別する。（ステップ３３）
【００９２】
グループ設定を終了するとき、確認ボタン２５を入力してグループ設定を完了する。（ス
テップ３４）
【００９３】
このように設定器１２からアドレス情報要求信号を送信して、アドレス情報要求信号を受
信した各照明器具１からアドレス信号を設定器１２に送信し、設定器１２の表示部１３に
アドレスの一覧表を表示するようにしたので、天井、壁面などに照明器具１及びコントロ
ールユニット２９を設置する際に予め設定されたアドレスを記録しておく必要がなく、設
定器１２の操作によってユーザーが容易に設置された照明器具１及びコントロールユニッ
ト２９のアドレスを確認することができる。
【００９４】
また、設定器１２に表示されたアドレスを選択して確認ボタン２５を押してこのアドレス
情報を付与して無線信号を送信することで、選択された照明器具１及びコントロールユニ
ット２９が識別表示されるので、ユーザーが容易に識別でき、グループ設定を容易に行う
ことができる。
【００９５】
なお、本実施例において、照明器具１、コントロールユニット２９と設定器１２との通信
を無線通信で行う場合を説明したが、無線通信に限らず有線通信で行ってもよい。
また、設定器１２の表示部の上面にタッチパネルを設けて表示部１３に表示されるアドレ
スなどを触れて入力してもよく、入力部１４は入力ボタンに限定されない。
【００９６】
次にコントロールユニット２９の通常運転時の動作を説明する。
図１６は通常運転時の照度センサユニット４３のフローチャートである。
この照度センサユニット４３は、通常運転時机上面の照度などを照度センサ３１で計測し
て、予め設定される照度になるように、照度センサユニット４３が設定されているグルー
プ番号と同グループ番号の照明器具１の光出力を制御する。なお、予め設定される照度は
、設定器１２などで変更することができる。
【００９７】
照度センサ３１で机上面などの照度を検知し第３の制御信号生成部３７で制御信号に変換
（ステップ３５）して、第３の記憶部３９に予め設定・記憶されている基準照度と比較し
一致するか判別する。（ステップ３６）
【００９８】
ステップ３６で判別し、一致しないときは基準照度より高いか、あるいは低いか判別して
、高いときは出力を低下させる出力ダウン信号を出力し、低いときは出力を上げる出力ア
ップ信号を出力する。（ステップ３７）
【００９９】
ステップ３７で出力される出力ダウン信号または出力アップ信号に、第３の記憶部３９に
記憶されているグループ番号情報を付与して第３のアンテナ部３５から無線信号を送信す
る。（ステップ３８）
【０１００】
ステップ３８の無線信号を受信した照明器具１は、第１の記憶部に記憶されているグルー
プ番号情報と照合して一致するときは、受信した無線信号に基づいて照明器具１の光出力



(14) JP 4727965 B2 2011.7.20

10

20

30

40

50

を制御する。
【０１０１】
このように、ステップ３５～ステップ３８の処理を繰り返し行って、机上面などの照度が
一定となるように照明器具１の光出力を制御している。
【０１０２】
図１７は通常運転時の人感センサユニットのフローチャートである。
この人感センサユニット４４は、通常運転時、人感センサ３２が人から発する赤外線など
を検知して、人感センサユニット４４に設定されているグループ番号と同じグループ番号
の照明器具１を点灯させ、人感センサ３２が人から発する赤外線などを検知しなくなって
から所定時間が経過すると照明器具１を消灯させる。
【０１０３】
人感センサ３２で人を検知し第３の制御信号生成部で制御信号に変換（ステップ３９）し
て、人を検知したときは点灯信号を送受信信号として出力する。（ステップ４０）
【０１０４】
ステップ４０で人を検知しないときは、人を検知しなくなってから所定時間経過したか判
別し、所定時間経過しているときは消灯信号を送信し、所定時間経過していないときは、
ステップ３９に戻す。（ステップ４１）
【０１０５】
ステップ４０またはステップ４１から出力される点灯信号または消灯信号に、第３の記憶
部３９に記憶されているグループ番号情報を付与して第３のアンテナ部３５から無線信号
を送信する。（ステップ４２）
【０１０６】
ステップ４２の無線信号を受信した照明器具１は、第１の記憶部に記憶されているグルー
プ番号情報と照合して一致するときは、受信した無線信号に基づいて照明器具１の点灯ま
たは消灯する。
【０１０７】
このように、ステップ３９～ステップ４２の処理を繰り返し行って、人がいるときに点灯
させ、人がいなくなってから所定時間経過後に消灯するように照明器具１の点灯・消灯を
制御している。
【０１０８】
図１８は通常運転時のＯＮ／ＯＦＦスイッチユニットのフローチャートである。
このＯＮ／ＯＦＦスイッチユニット４２は、通常運転時、ＯＮ／ＯＦＦスイッチ３０を押
すことで、ＯＮ／ＯＦＦスイッチユニット４２が設定されているグループ番号と同グルー
プ番号の照明器具１を点灯・消灯させる。
【０１０９】
ＯＮ／ＯＦＦスイッチ信号を入力し、第３の制御信号生成部で制御信号に変換（ステップ
４３）して、ＯＮ信号かＯＦＦ信号か判別し、ＯＮ信号のときは点灯信号を出力し、ＯＦ
Ｆ信号のときは消灯信号を出力する。（ステップ４４）
【０１１０】
ステップ４４で出力される点灯信号または消灯信号に、第３の記憶部３９に記憶されてい
るグループ情報を付与して第３のアンテナ部３５から無線信号を送信する。（ステップ４
５）
【０１１１】
ステップ４５の無線信号を受信した照明器具１は、第１の記憶部に記憶されているグルー
プ番号情報と照合して一致するときは、受信した無線信号に基づいて照明器具１の点灯ま
たは消灯する。
【０１１２】
このように、ステップ４３～ステップ４５の処理を繰り返し行って、ＯＮ／ＯＦＦスイッ
チ３０の操作によって照明器具１の点灯・消灯を制御している。
【産業上の利用可能性】
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【０１１３】
　制御ユニットが複数設置された制御システムの設定に関する。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１】この発明の実施の形態１の構成を示す照明制御システムの構成図である。
【図２】この発明の実施の形態１の構成を示す照明器具本体の斜視図である。
【図３】この発明の実施の形態１の構成を示す制御ユニットのブロック図である。
【図４】この発明の実施の形態１の構成を示す制御ユニットのブロック図である。
【図５】この発明の実施の形態１の構成を示す設定器の斜視図である。
【図６】この発明の実施の形態１の設定器のブロック図である。
【図７】この発明の実施の形態１の設定器と照明器具の通信を示す図である。
【図８】この発明の実施の形態１の設定器と照明器具の通信を示す図である。
【図９】この発明の実施の形態１の照明器具のグループ設定を示すフローチャートである
。
【図１０】この発明の実施の形態１の照明器具のグループ設定を示すフローチャートであ
る。
【図１１】この発明の実施の形態１の設定器と照明器具の通信を示す図である。
【図１２】この発明の実施の形態１の照明器具のパターン設定を示すフローチャートであ
る。
【図１３】この発明の実施の形態２の設定器と照明器具とコントロールユニットの通信を
示す図である。
【図１４】この発明の実施の形態２のコントロールユニットのブロック図である。
【図１５】この発明の実施の形態２の照明制御システムの照明器具及びコントロールユニ
ットのグループ設定を示すフローチャートである。
【図１６】この発明の実施の形態２の照明制御システムの通常運転時の照度センサユニッ
ト４３のフローチャートである。
【図１７】この発明の実施の形態２の照明制御システムの通常運転時の人感センサユニッ
トのフローチャートである。動作を示すフローチャート
【図１８】この発明の実施の形態２の照明制御システムの通常運転時のＯＮ／ＯＦＦスイ
ッチユニットのフローチャートである。
【符号の説明】
【０１１５】
１　照明器具、２　ランプ、３　反射板、４　点灯装置、５　第１の制御ユニット、６　
第１のアンテナ部、７　第１の無線通信部、８　第１の信号生成部、９　第１の判別部、
１０　第１の記憶部、１１　第１の制御信号生成部、１２　設定部、１３　表示部、１４
　入力部、１５　第２のアンテナ部、１６　第２の制御ユニット、１７　第２の制御信号
生成部、１８　第２の判別部、１９　第２の記憶部、２０　第２の信号生成部、２１　第
２の無線通信部、２２　方向ボタン、２３　モード切替ボタン、２４　受信ボタン、２５
　確認ボタン、２６　設定ボタン、２７　送信ボタン、２８　一時記憶部、２９　センサ
ユニット、３０　ＯＮ／ＯＦＦスイッチ、３１　照度センサ、３２　人感センサ、３３　
センサ部、３４　ＬＥＤ、３５　第３のアンテナ部、３６　第３の制御ユニット、３７　
第３の制御信号生成部、３８　第３の判別部、３９　第３の記憶部、４０　第３の信号生
成部、４１　第３の無線通信部、４２　ＯＮ／ＯＦＦスイッチユニット、４３　照度セン
サ、４４　人感センサユニット。
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