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(57)【要約】
【課題】照明システムにおいて、陳列物の色調に応じて
光源の照射スペクトルを自動的に変更することにより、
煩雑な作業を行うことなく陳列物の色調が正確に視認さ
れるように陳列物を照明する。
【解決手段】棚照明システム１は、陳列物１０を照明す
る光源２０を有する棚２と、陳列物１０の色調を検知す
る色センサ３と、色センサ３の検知信号を基に陳列物１
０の色調を識別し、光源２０の発光状態を制御する制御
部４とを備える。光源２０は、可変色光源２１と識別用
光源２２とを有する。制御部４は、識別結果に応じて可
変色光源２１が照射する可変色光の分光分布を制御する
。また、棚２の周辺に人が存在するか否かを検知する人
感センサ５を備えている場合には、制御部４は、人感セ
ンサ５の検知信号を基に、陳列物１０に照射する光の分
光分布を陳列物１０の色調を人が認識し易い認識用の分
光分布と演出照明用の分光分布とに切り替える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陳列物を収容すると共に陳列物を照明する光源を有する棚を備えて成る棚照明システム
において、
　前記光源は、可変色光を照射する可変色光源と、陳列物の色調を識別するための光を照
射する識別用光源とを含み、
　前記識別用光源によって照射された光の陳列物からの反射光を検知する色センサと、
　前記色センサの検知信号に基づいて陳列物の色調を識別し、その識別結果に応じて前記
可変色光源によって照射される可変色光の分光分布を制御する制御部と、
を備えたことを特徴とする棚照明システム。
【請求項２】
　棚の周辺に人が存在するか否かを検知する人感センサを備え、
　前記制御部は、前記人感センサの検知信号を基に、棚の周辺に人が存在するか否かに応
じて、前記可変色光源による光の分光分布を、陳列物の色調を人が認識し易い認識用の分
光分布と演出照明用の分光分布とに切り替えることを特徴とする請求項１に記載の棚照明
システム。
【請求項３】
　陳列物を収容すると共に陳列物を照明する光源を有する複数の棚が組み合わされた棚ユ
ニットを備えて成る棚ユニット照明システムにおいて、
　前記光源は、可変色光を照射する可変色光源と、陳列物の色調を識別するための光を照
射する識別用光源とを含み、
　前記識別用光源によって照射された光の陳列物からの反射光を検知する色センサと、
　前記色センサの検知信号に基づいて陳列物の色調を識別し、その識別結果に応じて前記
可変色光源が照射する光の分光分布を制御する制御部と、
　前記棚ユニットの周辺に人が存在するか否かを検知する人感センサと、を備え、
　前記制御部は、前記人感センサの検知信号を基に、前記棚ユニットの周辺に人が存在す
るか否かに応じて、陳列物に照射する光の分光分布を、陳列物の色調を人が認識し易い認
識用の分光分布と演出照明用の分光分布とに切り替えることを特徴とする棚ユニット照明
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主として店舗等で用いられ、陳列棚に載置される陳列物を照明する照明シス
テムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、店舗等において、蛍光灯やハロゲンランプ等からなる照明光源を陳列棚に設
け、陳列棚に載置された陳列物を照明する棚照明システムや、照明光源が設けられた複数
の陳列棚が組み合わされた棚ユニットを備えて成る棚ユニット照明システムが知られてい
る。
【０００３】
　このような照明システムとして、例えば特許文献１には、天板、底板、左右の側板及び
背板で構成され、これらのうち少なくとも一部品が導光部材で形成された陳列棚と、導光
部材に光を照射する照明光源とを備え、導光部材を発光させて陳列物を照明する棚照明シ
ステムが開示されている。この棚照明システムでは、照明光源を収納する収納部に、照明
光源の光の色を変化させる色フィルタを着脱自在に設けており、導光部材を様々な色彩に
発光させることで、陳列物の光装飾効果を高めるようにしている。また、特許文献２及び
特許文献３には、特許文献１の記載の棚照明システムの変形形態であって、上記色フィル
タを容易に変更できるようにしたものが開示されている。
【特許文献１】特開平５－１３７６２４号公報
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【特許文献２】特開平５－１３７６２５号公報
【特許文献３】特開平５－１３７６２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、物体の色の見え方は、物体に照射される光の分光分布によって変化する。従
って、上述したような棚照明システムにおいて、陳列物の色調が正確に視認されるように
陳列物を照明するためには、陳列物の色調に応じて色フィルタを変更する作業が必要とな
り、利便性に劣る。また、陳列物の色調を検出する機能を備えていないので、上述のよう
に陳列物を照明するためには、ユーザーが陳列物の色調を測定する必要がある。
【０００５】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、陳列物の色調に応じて、光
源の照射スペクトルを自動的に変更することにより、煩雑な作業を行うことなく、陳列物
の色調が正確に視認されるように陳列物を照明することが可能な棚照明システム及び棚ユ
ニット照明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】
　上記目的を達成するために請求項１の発明は、陳列物を収容すると共に陳列物を照明す
る光源を有する棚を備えて成る棚照明システムにおいて、前記光源は、可変色光を照射す
る可変色光源と、陳列物の色調を識別するための光を照射する識別用光源とを含み、前記
識別用光源によって照射された光の陳列物からの反射光を検知する色センサと、前記色セ
ンサの検知信号に基づいて陳列物の色調を識別し、その識別結果に応じて前記可変色光源
によって照射される可変色光の分光分布を制御する制御部と、を備えたものである。
【０００７】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の棚照明システムにおいて、棚の周辺に人が存在す
るか否かを検知する人感センサを備え、前記制御部は、前記人感センサの検知信号を基に
、棚の周辺に人が存在するか否かに応じて、陳列物に照射する光の分光分布を、陳列物の
色調を人が認識し易い認識用の分光分布と演出照明用の分光分布とに切り替えるものであ
る。
【０００８】
　請求項３の発明は、陳列物を収容すると共に陳列物を照明する光源を有する複数の棚が
組み合わされた棚ユニットを備えて成る棚ユニット照明システムにおいて、前記光源は、
可変色光を照射する可変色光源と、陳列物の色調を識別するための光を照射する識別用光
源とを含み、前記識別用光源によって照射された光の陳列物からの反射光を検知する色セ
ンサと、前記色センサの検知信号に基づいて陳列物の色調を識別し、その識別結果に応じ
て前記可変色光源が照射する光の分光分布を制御する制御部と、前記棚ユニットの周辺に
人が存在するか否かを検知する人感センサと、を備え、前記制御部は、前記人感センサの
検知信号を基に、前記棚ユニットの周辺に人が存在するか否かに応じて、陳列物に照射す
る光の分光分布を、陳列物の色調を人が認識し易い認識用の分光分布と演出照明用の分光
分布とに切り替えるものである。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１の発明によれば、可変色光源の照射スペクトルを陳列物の色調に応じて自動的
に変更することができるので、煩雑な作業を行うことなく、陳列物の色調や素材感を顧客
が認識し易いように陳列物を照明することができる。
【００１０】
　請求項２の発明によれば、棚の周辺に人が存在するか否かに応じて、陳列物への照明光
の分光分布を自動的に切り替えることができるので、棚の周辺に人が居るときには、陳列
物の色調を顧客が認識し易い認識用の光によって陳列物を照明し、棚の周辺に人が居ない
場合には、人目を引くような演出照明用の光によって陳列物を照明することで、視覚的効
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果の高い演出照明を行うことができる。
【００１１】
　請求項３の発明によれば、棚ユニットの周辺に人が居ない場合には、複数の棚における
照明光の分光分布を演出照明用の分光分布にして、明るさや色あいを個別に制御して陳列
物を照明することで、棚ユニットにディスプレイ機能や広告機能を付加させることができ
る。従って、本システムが設置された店舗の存在感を通行人等にアピールし、店舗内への
集客力を向上させることが可能になる。また、本システムにおける照明光を店舗空間の主
照明として使用し、棚ユニットの周辺に人が存在するか否かに応じて照明光をオンオフさ
せることで、店舗照明に必要な電力代を削減することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　（第１の実施形態）
　本発明の第１の実施形態に係る棚照明システムについて図１及び図２を参照して説明す
る。棚照明システム１は、店舗等における陳列物１０を収容すると共に陳列物１０を照明
する光源２０を有する棚２と、棚２に設けられ、陳列物１０の色調を検知する色センサ３
と、色センサ３の検知信号に基づいて陳列物１０の色調を識別し、その識別結果に応じて
光源２０の発光状態を制御する制御部４とを備える。光源２０は、可変色光を照射する可
変色光源２１と、陳列物１０の色調を識別するための光を照射する識別用光源２２とで構
成される。
【００１３】
　陳列物１０は、棚２に収容されるもので、例えば、生鮮食品（魚、肉、パン、野菜、惣
菜等）や衣料品（スーツ、コート、セーター、シャツ、靴下、下着等）、宝石（指輪、ネ
ックレス、イヤリング等）、服飾雑貨（靴、財布、鞄、帽子等）、化粧品（口紅、マニキ
ュア、香水等）等が挙げられる。
【００１４】
　棚２は、天板、底板、左右の側板及び背板で構成され、前方に開口部を有している。棚
２は、構成部品（天板、底板、側板等）の有無や材質（木製、プラスチック製、金属製等
）、色調（黒、茶、白等）、大きさ等に限定されるものではない。また、天板、底板、又
は側板の全部あるいは一部を透明板や導光板等で構成してもよい。
【００１５】
　可変色光源２１としては、蛍光灯や冷陰極ランプ、LED、有機EL等が挙げられ、これら
の光源を複数組み合わせて構成したものであってもよい。可変色光源２１は、天板の裏面
に配置されている。可変色光源２１の配置場所は、天板の裏面に限られず、例えば、側板
の内面であってもよい。また、可変色光源２１が棚２に複数配置されていてもよい。
【００１６】
　識別用光源２２は、Ｃ光源やＤ６５光源等であって、基準光を照射するものである。識
別用光源２２としては、蛍光灯や冷陰極ランプ、LED、有機EL等が挙げられるが、設置ス
ペース等の観点から、小型で高輝度の白色LEDが望ましい。識別用光源２２は、色センサ
３を内蔵したものであってもよい。識別用光源２２は、天板の裏面に配置されている。識
別用光源２２の配置場所は、可変色光源２１と同様に、天板の裏面に限られない。
【００１７】
　色センサ３は、赤、緑、青の色フィルタが設けられた３色のフォトダイオードを備えて
おり、陳列物１０からの反射光の光量を、３色それぞれに測定する。また、フォトダイオ
ードに光ファイバ等で構成した検知部を設けることで、陳列物１０からの反射光を高精度
に検知できるようにしたものであってもよい。さらに、検知部に室内照明等の外部の光を
遮断する遮光板を設けることで、陳列物１０からの反射光をより高精度に検出できるよう
にしたものであってもよい。色センサ３は、可変色光源２１及び識別用光源２２と同様に
、天板の裏面に配置されている。なお、色センサ３の配置場所は、天板の裏面に限られず
、外部の光による影響を排除できる場所であればよい。また、陳列物１０が複数の色を有
する場合には、色センサ３を棚２に複数配置することで、陳列物１０の色調を的確に識別
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することが可能になる。
【００１８】
　制御部４は、可変色光源２１によって照射される可変色光の分光分布を制御するための
演算処理を行うと共に、可変色光源２１及び識別用光源２２を発光させるための各種制御
信号を生成する演算処理部４１と、演算処理部４１で生成された制御信号によって可変色
光源２１及び識別用光源２２を発光させる点灯回路部４２とで構成される。
【００１９】
　ここで、演算処理部４１は、上記可変色光によって陳列物１０を照明することで、陳列
物１０の色調を顧客が認識し易いように、可変色光源２１の照射スペクトルの演算処理を
行う。この照射スペクトルの演算処理について説明する。演算処理部４１は、色センサ３
の検知信号から取得されるＲＧＢ値をＸＹＺ表色系に変換し、陳列物１０の色調をＸｔＹ

ｔＺｔ値で算出する。次に、ＸｔＹｔＺｔ値をＬ＊ａ＊ｂ表色系に変換し、Ｌ＊ａ＊ｂ＊
値を算出する。Ｌ＊ａ＊ｂ＊値から彩度が３以内となるＬ＊'ａ＊'ｂ＊'値を算出し、Ｌ
＊'ａ＊'ｂ＊'値を可変色光源２１の照射スペクトルとする。
【００２０】
　上記のように構成された棚照明システム１の動作について説明する。陳列物１０は、色
センサ３が上述の反射光を検知できるように、棚２の底板上における所定の位置に載置さ
れ、棚２に収容されているものとする。制御部４は、識別用光源２２を予め設定した時間
間隔で点灯制御する。識別用光源２２が点灯することによって、陳列物１０に光が照射さ
れ、陳列物１０からの反射光が色センサ３に入射する。色センサ３は、この反射光を検知
し、検知信号を演算処理部４１に送信する。演算処理部４１は、この検知信号に基づいて
上述した可変色光源２１の照射スペクトルの演算処理を行って、演算処理の結果に応じて
、可変色光源２１を発光させるための制御信号を生成する。点灯回路部４２は前記制御信
号を受けて、可変色光源２１を点灯制御する。
【００２１】
　本実施形態に係る棚照明システム１によれば、可変色光源２１の照射スペクトルを陳列
物１０の色調に応じて自動的に変更することができるので、煩雑な作業を行うことなく、
陳列物１０の色調を顧客が認識し易いように、陳列物１０を照明することができる。
【００２２】
　（第２の実施形態）
　本発明の第２の実施形態に係る棚照明システムについて図３及び図４を参照して説明す
る。棚照明システム１は、棚２の周辺に人が存在するか否かを検知する人感センサ５を備
え、制御部４が、人感センサ５の検知信号を基に、棚２の周辺に人が存在するか否かに応
じて、可変色光源２１による光の分光分布を、陳列物１０の色調を人が認識し易い認識用
の分光分布と演出照明用の分光分布とに切り替える点で、第１の実施形態と相違する。
【００２３】
　人感センサ５としては、超音波式やマイクロ波式、赤外線式、音響式等、様々な方式の
ものが挙げられるが、入手性や簡便性等の観点から、赤外線方式のものを用いることが望
ましい。なお、人感センサ５の検知エリアの範囲は、棚２の設置場所やその周囲の状況等
に応じて決定する。赤外線方式の人感センサは、人体から出る赤外線に反応するものであ
って、人が近付くと人感センサ内のセンシング部が稼動し、検知信号を出力するものであ
る。本実施形態では、人感センサ５を棚２の前面に配置して、棚２の前方に人が存在する
か否かを検知するようにしている。
【００２４】
　上記のように構成された棚照明システム１の動作について説明する。棚２の周辺に人が
居るときには、人感センサ５は、その存在を検知して検知信号を制御部４の演算処理部４
１に送信する。演算処理部４１は、この検知信号を受信すると、識別用光源２２を発光さ
せるための制御信号を生成する。点灯回路部４２はこの制御信号を受けて、識別用光源２
２を点灯制御する。識別用光源２２が点灯することによって、色センサ３は、陳列物１０
からの反射光を検知し、検知信号を演算処理部４１に送信する。演算処理部４１は、この
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検知信号に基づいて、上述のように可変色光源２１を発光させるための制御信号を生成す
る。点灯回路部４２は前記制御信号を受けて、可変色光源２１を点灯制御する。
【００２５】
　棚２の周辺に人が居ないときには、制御部４は、可変色光源２１を予め設定した演出照
明用の分光分布で点灯制御する。このような演出照明用の分光分布としては、例えば、棚
２の周囲の雰囲気を落ち着かせ、且つ暖かみのある空間を作り出せる低色温度（２８００
～４５００Ｋ）のものが挙げられる。また、このような分光分布を、季節感を演出できる
ように春夏秋冬に合わせて変化させたり、午後と午前で異なったものとなるように時間帯
に応じて変化させたりしてもよい。
【００２６】
　本実施形態に係る棚照明システム１によれば、棚２の周辺に人が居るときには、可変色
光源２１による光の分光分布を認識用の分光分布にして、顧客が陳列物１０の色調を正確
に認識できるように陳列物１０を照明し、棚２の周辺に人が居ないときには、可変色光源
２１による光の分光分布を演出照明用の分光分布にして、人目を引くことができるように
陳列物１０を照明するので、視覚的効果の高い演出照明を行うことができる。
【００２７】
　（第３の実施形態）
　本発明の第３の実施形態に係る棚ユニット照明システムについて図５乃至図８を参照し
て説明する。棚ユニット照明システム１１は、図５乃至図７に示すように、複数の棚２が
組み合わされた棚ユニット６を備えて成るものである。本実施形態において棚ユニット６
は、棚２が横方向に５つ、縦方向に４つ組み合わされたものであって、各棚２毎に、上述
の光源２０、色センサ３及び制御部４が設けられ、横方向に並んだ棚２の１列毎に、棚ユ
ニット６の周辺に人が存在するか否かを検知する人感センサ５が設けられている。光源２
０は、上述の可変色光源２１と識別用光源２２とで構成され、可変色光源２１は、棚２毎
に複数配置されていてもよい。
【００２８】
　上記のように構成された棚ユニット照明システム１１の動作について説明する。棚ユニ
ット６の周辺に人が居るときには、人感センサ５は、その存在を検知して検知信号を制御
部４の演算処理部４１に送信する。このとき、検知信号は、人感センサ５が設けられた列
の棚２にある全ての演算処理部４１に送信される。演算処理部４１は、この検知信号を受
信すると、識別用光源２２を発光させるための制御信号を生成する。点灯回路部４２はこ
の制御信号を受けて、識別用光源２２を点灯制御する。識別用光源２２が点灯することに
よって、色センサ３は、陳列物１０からの反射光を検知し、検知信号を演算処理部４１に
送信する。演算処理部４１は、この検知信号に基づいて、上述のように可変色光源２１を
発光させるための制御信号を生成する。点灯回路部４２は前記制御信号を受けて、可変色
光源２１を点灯制御する。
【００２９】
　棚ユニット６の周辺に人が居ないときには、制御部４は、各棚２毎の可変色光源２１を
それぞれにおいて予め設定した演出照明用の分光分布で点灯制御する。このように各棚２
毎に個別に異なる発光色にして、棚ユニット６全体の発光態様で演出照明を行うようにす
る。例えば、図８（ａ）に示すように、棚２の１列毎に可変色光源２１を異なる発光色で
発光させ、棚ユニット６全体に任意のデザインが現れるようにする。また、図８（ｂ）に
示すように、各棚２毎に可変色光源２１を異なる発光色で発光させ、任意の文字（図中に
おいてはＰの文字）が現れるようにする。
【００３０】
　本実施形態に係る棚ユニット照明システム１１によれば、棚ユニット６の周辺に人が居
るときには、可変色光源２１による光の分光分布を認識用の分光分布にして、陳列物１０
の色調を顧客が認識し易いように陳列物１０を照明するので、顧客は陳列物１０を視認す
ると、陳列物１０の色調や素材感を的確に認識することが可能になる。また、棚ユニット
６の周辺に人が居ない場合には、複数の棚２における可変色光源２１による光の分光分布
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ことで、棚ユニット６にディスプレイ機能や広告機能を付加させることができる。従って
、本システムが設置された店舗の存在感を通行人等にアピールし、店舗内への集客力を向
上させることが可能になる。また、本システムにおける照明光を店舗空間の主照明として
使用し、棚ユニット６の周辺に人が存在するか否かに応じて照明光をオンオフさせること
で、店舗照明に必要な電力代を削減することが可能となる。
【００３１】
　なお、本発明は、上記各種実施形態の構成に限られず、発明の趣旨を変更しない範囲で
種々の変形が可能である。例えば、可変色光源２１にプラスチック製又はガラス製の光拡
散板を設けて、陳列物１０を均一に照明できるように構成したものであってもよい。また
、棚２を設置した店舗等に人感センサ５を複数配置して、店舗内の人の在否によって、陳
列物１０への照明光を切り替えるように構成したものであってもよい。また、可変色光源
２１及び識別用光源２２を１つの光源として設けて、制御部４がその１つの光源の発光状
態を制御するように構成したものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る棚照明システムの斜視図。
【図２】同棚照明システムのブロック図。
【図３】本発明の第２の実施形態に係る棚照明システムの斜視図。
【図４】同棚照明システムのブロック図。
【図５】本発明の第３の実施形態に係る棚ユニット照明システムの斜視図。
【図６】同棚ユニット照明システムの一部を拡大して示す斜視図。
【図７】同棚ユニット照明システムのブロック図。
【図８】（ａ）は、同棚ユニット照明システムおける演出照明用の発光態様の一例を示す
図、（ｂ）は、同演出照明用の発光態様の他の一例を示す図。
【符号の説明】
【００３３】
　１　棚照明システム
　２　棚
　３　色センサ
　４　制御部
　５　人感センサ
　６　棚ユニット
　１０　陳列物
　１１　棚ユニット照明システム
　２０　光源
　２１　可変色光源
　２２　識別用光源
　４１　演算処理部
　４２　点灯回路部
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