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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の照明装置と、前記複数の照明装置を制御する制御装置とを備える照明制御システ
ムであって、
　前記複数の照明装置のうちの対象照明装置は、
　無線通信を行う第一通信部と、
　前記第一通信部を介して前記対象照明装置の動作に関する指示を受信し、受信した前記
指示に従って前記対象照明装置の動作を制御する第一制御部とを有し、
　前記制御装置は、
　前記複数の照明装置のそれぞれと個別に無線通信可能である第二通信部であって、前記
対象照明装置との無線通信の接続を確立し、前記対象照明装置との無線通信を行う第二通
信部と、
　前記接続の相手である前記対象照明装置を特定するアイコンを表示する表示部と、
　前記第二通信部を介して前記対象照明装置の動作に関する指示を送信することによって
、前記対象照明装置をユーザに視認させる第二制御部と、
　前記複数の照明装置のうち前記対象照明装置を含む照明装置の制御単位であるグループ
を示す識別子を、前記アイコンに対応付けてユーザから受け付ける受付部と、
　前記受付部が前記識別子を受け付けた場合に、受け付けた前記識別子により示されるグ
ループを示すグループ情報と、前記接続を示す接続情報とを対応付けて登録する登録処理
を行う登録部とを有し、
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　前記第二制御部は、さらに、
　前記登録処理がなされた前記グループ情報により示されるグループについて、当該グル
ープを示す前記識別子であって前記受付部が受け付けた前記識別子と、当該グループに所
属する照明装置に対する制御内容とを前記表示部に表示させ、
　前記表示部による表示内容に対するユーザの操作に基づいて、前記登録処理がなされた
前記グループ情報により示されるグループに所属する照明装置に対して、所定の動作をさ
せる指示を前記第二通信部を介して送信することで前記グループに所属する照明装置の動
作を制御する
　照明制御システム。
【請求項２】
　前記第二通信部は、前記対象照明装置であって、前記対象照明装置の前記グループ情報
及び前記接続情報について前記登録処理がなされていない前記対象照明装置との無線通信
の接続を確立し、確立した前記接続の相手である前記対象照明装置との無線通信を行う
　請求項１に記載の照明制御システム。
【請求項３】
　前記第二制御部は、前記対象照明装置を点滅させる指示を送信することで前記対象照明
装置を点滅させることによって、前記対象照明装置をユーザに視認させる
　請求項１又は２に記載の照明制御システム。
【請求項４】
　前記第二制御部は、さらに、
　（ｉ）前記登録処理の前に前記対象照明装置を点灯させる指示を送信することで前記対
象照明装置を点灯させ、（ｉｉ）前記登録処理が正常に終了した後に前記対象照明装置を
消灯させる指示を送信することで前記対象照明装置を消灯させる
　請求項１～３のいずれか１項に記載の照明制御システム。
【請求項５】
　前記第二制御部は、前記照明装置の点灯、消灯、点滅、調光、又は、調色を含む動作を
、前記所定の動作としてさせるよう制御する
　請求項１～４のいずれか１項に記載の照明制御システム。
【請求項６】
　前記識別子は、キャラクタ、色、数字、図形、記号、画像及び文字の少なくとも１つを
含む
　請求項１～５のいずれか１項に記載の照明制御システム。
【請求項７】
　複数の照明装置を制御する制御装置であって、
　前記複数の照明装置のうちの対象照明装置は、
　無線通信を行う第一通信部と、
　前記第一通信部を介して前記対象照明装置の動作に関する指示を受信し、受信した前記
指示に従って前記対象照明装置の動作を制御する第一制御部とを有し、
　前記制御装置は、
　前記複数の照明装置のそれぞれと個別に無線通信可能である第二通信部であって、前記
対象照明装置との無線通信の接続を確立し、前記対象照明装置との無線通信を行う第二通
信部と、
　前記接続の相手である前記対象照明装置を特定するアイコンを表示する表示部と、
　前記第二通信部を介して前記対象照明装置の動作に関する指示を送信することによって
、前記対象照明装置をユーザに視認させる第二制御部と、
　前記複数の照明装置のうち前記対象照明装置を含む照明装置の制御単位であるグループ
を示す識別子を、前記アイコンに対応付けてユーザから受け付ける受付部と、
　前記受付部が前記識別子を受け付けた場合に、受け付けた前記識別子により示されるグ
ループを示すグループ情報と、前記接続を示す接続情報とを対応付けて登録する登録処理
を行う登録部とを有し、
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　前記第二制御部は、さらに、
　前記登録処理がなされた前記グループ情報により示されるグループについて、当該グル
ープを示す前記識別子であって前記受付部が受け付けた前記識別子と、当該グループに所
属する照明装置に対する制御内容とを前記表示部に表示させ、
　前記表示部による表示内容に対するユーザの操作に基づいて、前記登録処理がなされた
前記グループ情報により示されるグループに所属する照明装置に対して、所定の動作をさ
せる指示を前記第二通信部を介して送信することで前記グループに所属する照明装置の動
作を制御する
　制御装置。
【請求項８】
　複数の照明装置と、前記複数の照明装置を制御する制御装置とを備える照明制御システ
ムにおける照明制御方法であって、
　前記複数の照明装置のうちの対象照明装置は、
　無線通信を行う第一通信部と、
　前記第一通信部を介して前記対象照明装置の動作に関する指示を受信し、受信した前記
指示に従って前記対象照明装置の動作を制御する第一制御部とを有し、
　前記制御装置は、
　前記複数の照明装置のそれぞれと個別に無線通信可能である第二通信部を有し、
　前記照明制御方法は、
　前記対象照明装置との無線通信の接続を確立し、前記対象照明装置との無線通信を行う
確立ステップと、
　前記接続の相手である前記対象照明装置を特定するアイコンを表示する表示ステップと
、
　前記第二通信部を介して前記対象照明装置の動作に関する指示を送信することによって
、前記対象照明装置をユーザに視認させる制御ステップと、
　前記複数の照明装置のうち前記対象照明装置を含む照明装置の制御単位であるグループ
を示す識別子を、前記アイコンに対応付けてユーザから受け付ける受付ステップと、
　前記受付ステップで前記識別子を受け付けた場合に、受け付けた前記識別子により示さ
れるグループを示すグループ情報と、前記接続を示す接続情報とを対応付けて登録する登
録処理を行う登録ステップとを含み、
　前記制御ステップでは、さらに、
　前記登録処理がなされた前記グループ情報により示されるグループについて、当該グル
ープを示す前記識別子であって前記受付ステップで受け付けた前記識別子と、当該グルー
プに所属する照明装置に対する制御内容とを前記表示ステップで表示させ、
　前記表示ステップによる表示内容に対するユーザの操作に基づいて、前記登録処理がな
された前記グループ情報により示されるグループに所属する照明装置に対して、所定の動
作をさせる指示を前記第二通信部を介して送信することで前記グループに所属する照明装
置の動作を制御する
　照明制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明制御システム、照明制御装置、及び、照明制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　制御装置が通信を通じて１以上の照明装置の動作を制御する照明システムがある。照明
システムが住宅又はオフィス等に設置される場合、複数の照明装置をまとめて制御するた
めのグループ分けが行われる。また、制御装置は、照明装置との通信のための接続情報を
適切に生成し、保持する。
【０００３】
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　特許文献１は、制御装置により照明装置に彩色光を出力させることで、ユーザに照明装
置を視認させる制御方法を開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４５２３５９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来、制御装置と照明装置との接続情報の生成、及び、照明装置のグループ分けのため
の情報の生成は、それぞれ、ユーザによる操作に基づいて行われる。ユーザは、それぞれ
の情報の生成を別個の操作により生成しなければならず、操作が煩雑であるという問題が
ある。
【０００６】
　本発明は、より簡易な操作により照明装置の接続情報とグループ情報とを登録する照明
制御システム等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】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様に係る照明制御システムは、複数の照明装
置と、前記複数の照明装置を制御する制御装置とを備える照明制御システムであって、前
記複数の照明装置のうちの対象照明装置は、無線通信を行う第一通信部と、前記第一通信
部を介して前記対象照明装置の動作に関する指示を受信し、受信した前記指示に従って前
記対象照明装置の動作を制御する第一制御部とを有し、前記制御装置は、前記複数の照明
装置のそれぞれと個別に無線通信可能である第二通信部であって、前記対象照明装置との
無線通信の接続を確立し、前記対象照明装置との無線通信を行う第二通信部と、前記接続
の相手である前記対象照明装置を特定するアイコンを表示する表示部と、前記第二通信部
を介して前記対象照明装置の動作に関する指示を送信することによって、前記対象照明装
置をユーザに視認させる第二制御部と、前記複数の照明装置のうち前記対象照明装置を含
む照明装置の制御単位であるグループを示す識別子を、前記アイコンに対応付けてユーザ
から受け付ける受付部と、前記受付部が前記識別子を受け付けた場合に、受け付けた前記
識別子により示されるグループを示すグループ情報と、前記接続を示す接続情報とを対応
付けて登録する登録処理を行う登録部とを有する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明により、より簡易な操作により照明装置の接続情報とグループ情報とを登録する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態に係る照明制御システムの概観図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る照明制御システムの機能構成を示すブロック図である
。
【図３】本発明の実施の形態に係る照明制御システムのグループ登録の処理を示すフロー
図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る照明装置の配置を示す配置図である。
【図５】本発明の実施の形態に係るグループ登録の開始処理における表示部の表示内容を
示す説明図である。
【図６】本発明の実施の形態に係るグループ識別子を選択するための表示部の表示内容を
示す説明図である。
【図７】本発明の実施の形態に係る照明装置を選択するための表示部の表示内容を示す説
明図である。
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【図８】本発明の実施の形態に係る照明装置に対する制御の様子を示す模式図である。
【図９】本発明の実施の形態に係る照明装置のグループを選択するための表示部の表示内
容を示す説明図である。
【図１０】本発明の実施の形態に係る照明装置のグループ分けを示すための表示部の表示
内容を示す説明図である。
【図１１】本発明の実施の形態に係るグループに属する照明に対する制御を行うための表
示部の表示内容を示す説明図である。
【図１２】本発明の実施の形態に係る制御装置のグループ識別子の例を示す説明図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下では、本発明の実施の形態に係る照明制御システムについて、図面を用いて詳細に
説明する。なお、以下に説明する実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示
すものである。したがって、以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、
構成要素の配置及び接続形態などは、一例であり、本発明を限定する趣旨ではない。よっ
て、以下の実施の形態における構成要素のうち、本発明の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。
【００１１】
　また、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図に
おいて、同じ構成部材については同じ符号を付している。
【００１２】
　（実施の形態）
　本実施の形態において、より簡易な操作により照明装置の接続情報とグループ情報とを
登録する照明制御システム等について説明する。
【００１３】
　［１．概観］
　図１は、本発明の実施の形態に係る照明制御システム１の概観図である。
【００１４】
　図１に示されるように、本実施の形態に係る照明制御システム１は、照明装置１０と、
制御装置２０とを備える。
【００１５】
　照明装置１０は、電力を供給され、供給された電力により点灯することで照明装置１０
が設置された空間を照明する。照明装置１０の点灯又は消灯などのことを、「照明装置１
０の動作」とも表現する。上記の「動作」については、後で詳しく説明する。
【００１６】
　照明装置１０は、無線通信により制御装置２０と通信する。照明装置１０は、無線通信
を通じて、照明装置１０の動作に対する指示を受け付け、受け付けた指示に従って動作す
る。
【００１７】
　制御装置２０は、照明装置１０を制御する。制御装置２０は、無線通信により照明装置
１０と通信する。制御装置２０は、例えば、スマートフォンつまり高機能携帯電話端末、
携帯電話端末、タブレット端末、専用に開発されたコントローラ端末、又は、ＰＣ（Ｐｅ
ｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）等により実現される。
【００１８】
　［２．機能構成］
　図２は、本発明の実施の形態に係る照明制御システム１の機能構成を示すブロック図で
ある。
【００１９】
　図２に示されるように、照明装置１０は、通信部１０１と、制御部１０２と、光源部１
０３とを備える。
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【００２０】
　通信部１０１は、無線通信を行う無線通信インタフェースである。通信部１０１は、無
線通信の通信相手装置との間で無線通信接続を確立したうえで、通信相手装置と無線通信
を行う。具体的には、通信部１０１は、制御装置２０との無線通信接続を確立する。通信
部１０１は、第一通信部に相当する。
【００２１】
　無線通信は、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）規格の無線通信である。Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）規格の無線通信において、無線通信接続の確立はペアリングと
よばれる。以降、無線通信規格がＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）規格であり、無線通信
を行う装置同士はペアリングにより、無線通信接続の確立を行うとして説明する。なお、
無線通信は、他の通信規格であってもよく、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ、ｂ、ｇ規
格の無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＺｉｇＢｅｅ、Ｚ－Ｗａｖ
ｅ、又は、ＫＮＸであってもよい。
【００２２】
　なお、上記無線通信は、通信部１０１と照明装置１０との直接の無線通信だけでなく、
他の装置による中継を介した間接通信（マルチホップ通信ともいう）も含む。マルチホッ
プ通信を行う装置は、無線通信相手から受信した通信パケットを別の無線通信相手へ転送
し、また、転送するための情報である経路情報を保持する。マルチホップ通信の通信経路
は、スター型、ツリー型、又は、メッシュ型などがあり得る。
【００２３】
　制御部１０２は、通信部１０１を通じて照明装置１０の動作に対する指示を受信し、受
信した指示に従って照明装置１０の動作を制御する。ここで、「照明装置１０の動作」と
は、照明装置１０が照明光を発することである点灯、照明光を発しないことである消灯、
点灯と消灯とを繰り返す点滅、照明光の強度を変更又は調整することである調光、及び、
照明光の色合いを変更又は調整することである調色などを含む。制御部１０２は、第一制
御部に相当する。
【００２４】
　光源部１０３は、制御部１０２による制御に基づいて、点灯又は消灯などの動作を行う
光源である。光源部１０３は、白熱電球、蛍光灯又はＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉ
ｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）などにより実現される。
【００２５】
　また、図２に示されるように、制御装置２０は、通信部２０１と、表示部２０２と、制
御部２０３と、受付部２０４と、登録部２０５とを備える。
【００２６】
　通信部２０１は、無線通信を行う無線通信インタフェースである。通信部２０１は、無
線通信の通信相手装置との間で無線通信接続を確立したうえで、通信相手装置と無線通信
を行う。具体的には、通信部２０１は、照明装置１０との無線通信接続を確立する。通信
部２０１は、第二通信部に相当する。
【００２７】
　表示部２０２は、照明装置１０を示す照明アイコンを表示する表示画面である。表示部
２０２は、具体的には、通信部２０１が無線通信接続を確立した相手である照明装置１０
を示す照明アイコンを表示することで、制御装置２０が照明装置１０との間で無線通信接
続を確立したことをユーザに視認させる。なお、照明アイコンのことを単に「アイコン」
ともいう。
【００２８】
　また、表示部２０２は、制御装置２０に対する操作をユーザに促すための文字列又は図
形などを表示する。どのような場合にどのような表示を行うかについては、後で詳しく説
明する。
【００２９】
　制御部２０３は、通信部２０１による無線通信を通じて照明装置１０の動作に対する指
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示を送信する。具体的には、制御部２０３は、照明装置１０の動作に対する指示を送信し
、送信した指示に基づいて照明装置１０の動作を制御する。上記動作とは、点灯、消灯、
点滅、調光、又は、調色を含む。制御部２０３は、第二制御部に相当する。
【００３０】
　制御部２０３が照明装置１０の動作を変更することで、ユーザは、制御の対象となった
照明装置１０を視認することができる。ここで、ユーザが視認できる空間内に複数の照明
装置が存在している場合、制御の対象となった照明装置１０だけが動作を変更する。よっ
て、ユーザは、動作が変更された照明装置１０が制御の対象であることを視認することが
できる。なお、制御の対象となった照明装置１０は、予めユーザにより指定されたもので
あってもよいし、制御部２０３が適切に選択したものであってもよい。
【００３１】
　受付部２０４は、照明装置１０の制御単位であるグループを示すグループ識別子を、照
明装置１０を示す照明アイコンに対応付けてユーザから受け付ける。具体的には、受付部
２０４は、照明装置１０を所属させるグループを一意に特定するグループ識別子をユーザ
から受け付ける。グループ識別子のことを単に「識別子」ともいう。
【００３２】
　例えば、受付部２０４は、表示部２０２が表示した照明アイコンのうち、グループ識別
子を受け付ける対象の照明アイコンを、その他の照明アイコンと異なる態様で表示部２０
２に表示させ、その状態においてユーザにグループ識別子を指定させる。なお、受付部２
０４は、照明装置１０とその照明装置１０を所属させるグループに対応するグループ識別
子を受け付ける方法であればどんな方法を用いてもよい。
【００３３】
　また、受付部２０４は、上記の他にも制御装置２０に対するユーザからの操作を受け付
ける。受付部２０４がユーザから操作を受け付けるタイミング、及び、操作の内容につい
ては後で詳しく説明する。受付部２０４は、例えば、タッチパネルで実現される。
【００３４】
　なお、受付部２０４と表示部２０２とを、タッチパネル式ディスプレイで実現すれば、
表示部２０２が表示した表示内容に対するユーザによる接触操作（「タップ操作」、又は
、単に「タップ」ともいう）を、受付部２０４がユーザからの操作として受け付けること
ができる。これにより、ユーザによる直感的な操作が可能となる。
【００３５】
　登録部２０５は、受付部２０４が受け付けたグループ識別子により示されるグループを
特定するグループ情報と、無線通信の接続を示す接続情報とを登録する登録処理を行う。
グループ情報とは、照明装置１０をどのグループに所属させるかを示す情報である。接続
情報とは、無線通信接続の接続相手、接続のための無線通信の属性情報などを含む情報で
ある。登録部２０５による登録処理は、制御装置２０が備える記憶装置に上記情報を保存
する処理、又は、他の記憶装置に上記情報を保存する処理のことである。他の記憶装置は
、通信回線で接続されたものであってもよい。なお、グループ情報を登録する処理をグル
ープ登録ともいい、接続情報を登録する処理をペアリング登録ともいう。
【００３６】
　［４．処理］
　図３は、本発明の実施の形態に係る照明制御システムのグループ登録の処理を示すフロ
ー図である。図３の（ａ）は、制御装置２０の処理を示すフロー図である。
【００３７】
　ステップＳ１０１において、制御装置２０は、グループ登録の開始処理を行う。グルー
プ登録の開始処理とは、グループ登録の一連の処理、つまり、本ステップの後、ステップ
Ｓ１１２までの処理を開始するための処理である。
【００３８】
　グループ登録の開始処理では、受付部２０４は、照明装置１０のグループ登録を行うこ
とを示す操作をユーザから受け付ける。例えば、表示部２０２がグループ登録を行うこと
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を意味する画像を表示し、表示した画像に対するユーザによる操作を受付部２０４が受け
付けることで、制御装置２０によるグループ登録の一連の処理が開始される。
【００３９】
　また、ステップＳ１０１において、受付部２０４は、グループ識別子の種別をユーザか
ら受け付けてもよい。グループ識別子は、グループを一意に特定可能であればどんなもの
でもよく、具体的には、色、数字、図形、及び、キャラクタ等の種別があり得る。受付部
２０４は、上記種別についてのユーザの選択を受け付け、制御装置２０は、受け付けた種
別によりグループ登録の一連の処理を行う。
【００４０】
　ステップＳ１０２において、通信部２０１は、照明装置１０の通信部１０１との無線通
信の確立、つまり、ペアリングを行う。ペアリングにおいて、例えば、制御装置２０がＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）規格における「マスタ」となり、照明装置１０が「スレー
ブ」となり、マスタとスレーブとの間における無線通信が確立される。
【００４１】
　ステップＳ１０３において、表示部２０２は、ステップＳ１０２で制御装置２０がペア
リングをした相手である照明装置１０に対応する照明アイコンを表示する。ユーザは、表
示部２０２を見ることで、制御装置２０が照明装置１０とペアリングを行ったことを認識
することができる。
【００４２】
　ステップＳ１０４において、受付部２０４は、表示部２０２に表示した照明アイコンに
対するユーザによるタップ操作を受け付けるために待機する。ユーザは、表示部２０２に
表示された照明アイコンにタップ操作を行い、受付部２０４は、上記タップ操作を上記照
明アイコンに対するタップ操作として認識する。
【００４３】
　ステップＳ１０４において、受付部がタップ操作を受け付けた場合、ステップＳ１０５
へ進む。一方、ステップＳ１０４において受付部２０４がタップ操作を受け付けない場合
、再びステップＳ１０４を実行することで、待機を続ける。
【００４４】
　ステップＳ１０５において、制御部２０３は、通信部２０１を通じて照明装置１０を点
滅させる指示を照明装置１０に送信する。指示がなされた照明装置１０が点灯することで
、ユーザは、ステップＳ１０３において自身がタップ操作を行った照明装置１０を視認す
ることができる。
【００４５】
　ステップＳ１０６において、受付部２０４は、表示部２０２に表示した照明アイコンに
対応付けてグループ識別子をユーザから受け付ける。例えば、表示部２０２は、照明アイ
コンとともに、照明装置１０が所属し得るグループに対応するグループ識別子を表示する
。ユーザが表示部２０２に表示されたグループ識別子にタップ操作を行うと、受付部２０
４は、タップ操作されたグループ識別子が選択されたと認識する。なお、上記において、
ユーザが既に照明装置１０が所属し得るグループに対応するグループ識別子を知っている
場合には、表示部２０２は、グループ識別子を表示しなくてもよい。その場合、ユーザは
、文字又は音声等の適切な手段によりグループ識別子を指定するための操作を行い、受付
部２０４は上記操作を受け付ける。
【００４６】
　ステップＳ１０６において、受付部がタップ操作を受け付けた場合、ステップＳ１０７
へ進む。一方、ステップＳ１０６において受付部２０４がタップ操作を受け付けない場合
、ステップＳ１０８へ進む。
【００４７】
　ステップＳ１０７において、制御部２０３は、通信部２０１を通じて照明装置１０を消
灯させる指示を照明装置１０に送信する。指示がなされた照明装置１０は、指示に従い消
灯する。そして、ステップＳ１０４へ進み、新たな照明装置１０に対するタップ操作を受
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け付ける。
【００４８】
　ステップＳ１０８において、登録部２０５は、照明装置１０のグループ化処理を行う。
具体的には、登録部２０５は、ステップＳ１０６で受付部２０４が受け付けた、照明装置
１０が所属するグループのグループ識別子に基づいて、照明装置１０が所属するグループ
を決定する。
【００４９】
　ステップＳ１０９において、受付部２０４は、グループ登録の処理を終了するか否かに
ついてユーザからの操作を受け付ける。
【００５０】
　ステップＳ１０９において、受付部２０４がグループ登録の処理を終了する指示をユー
ザから受け付けた場合、ステップＳ１１０へ進む。一方、受付部２０４がグループ登録の
処理を終了しない指示をユーザから受け付けた場合、ステップＳ１０４へ進み、新たな照
明装置１０に対するタップ操作を受け付ける。
【００５１】
　ステップＳ１１０において、制御部２０３は、照明装置１０を点灯させる指示を照明装
置１０に送信する。
【００５２】
　ステップＳ１１１において、登録部２０５は、ペアリング登録とグループ登録とを行う
。つまり、登録部２０５は、ステップＳ１０８で決定したグループを示すグループ情報と
、無線通信接続を示す接続情報との登録処理を行う。
【００５３】
　ステップＳ１１２において、制御部２０３は、ステップＳ１１１でグループ登録とペア
リング登録とがなされた照明装置１０を消灯させる指示を照明装置１０に送信する。これ
により、制御装置２０は、照明装置１０の登録処理が正常に終了した否かを、照明装置１
０の点灯又は消灯によりユーザに知らせることができる。
【００５４】
　図３の（ｂ）は、照明装置１０の処理を示すフロー図である。図３の（ｂ）に示される
一連の処理は、例えば、照明装置１０に電力が供給されたときに実行される処理である。
【００５５】
　ステップＳ２０１において、照明装置１０は、自装置が既にペアリング登録を行ったか
否かを判定する。具体的には、照明装置１０は、無線通信の接続相手として制御装置２０
を登録したか否かを判定する。
【００５６】
　ステップＳ２０１で、照明装置１０がペアリング登録を未だ行っていないと判定された
場合、ステップＳ２０２へ進む。一方、ステップＳ２０１で、照明装置１０がペアリング
登録を既に行ったと判定された場合、一連の処理を終了する。
【００５７】
　ステップＳ２０２において、通信部１０１は、制御装置２０の通信部２０１とのペアリ
ングを行う。このペアリングは、制御装置２０の処理におけるステップＳ１０２のペアリ
ングのことである。
【００５８】
　ステップＳ２０３及びステップＳ２０４において、制御部１０２は、制御装置２０の制
御部２０３からの指示に従って、光源部１０３の動作を制御する。具体的には、制御部２
０３がステップＳ１０５において送信した照明装置１０を点滅させる指示を受信した場合
に、光源部１０３を点滅させる。制御部２０３がステップＳ１０７において送信した照明
装置１０を消灯させる指示を受信した場合に、光源部１０３を消灯させる。制御部２０３
がステップＳ１１０において送信した照明装置１０を点灯させる指示を受信した場合に、
光源部１０３を点灯させる。
【００５９】
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　ステップＳ２０５において、制御部１０２は、制御装置２０の制御部２０３からの消灯
の指示を受けると、無線通信の接続相手として制御装置２０を登録する。
【００６０】
　ステップＳ２０６において、制御部１０２は、光源部１０３を消灯させる。
【００６１】
　以上でグループ登録の一連の処理を終える。上記一連の処理が終了したら、照明装置１
０とその照明装置１０が所属するグループとが対応付けてグループ登録がなされ、また、
制御装置２０と照明装置１０とのペアリング登録がなされた状態となっている。この状態
において、制御装置２０は、グループを指定し、指定したグループに所属する照明装置１
０に対して動作の制御を行うことができる。
【００６２】
　［５．表示画像の例など］
　図３に示される一連の処理における制御装置２０及び照明装置１０の動作について、以
降で具体例を示しながら詳しく説明する。
【００６３】
　図４は、本発明の実施の形態に係る照明装置の配置を示す配置図である。
【００６４】
　図４は、住宅の部屋の配置を示す配置図上において、照明装置の設置位置に対応する位
置に照明装置１０を示すＩＤを表示したものである。ここで、ＩＤとは、照明装置１０を
個別に特定することができる識別子のことである。
【００６５】
　具体的には、住宅の通路に「１」～「３」及び「Ａ」のＩＤを有する照明装置が設置さ
れており、ＬＤ（リビングダイニングルーム）に「４」～「９」のＩＤを有する照明装置
が設置されていることが示されている。
【００６６】
　図５は、本実施の形態に係るグループ登録の開始処理における表示部２０２の表示内容
を示す説明図である。図５は、図３におけるステップＳ１０１における表示部２０２の表
示内容の一例である。
【００６７】
　図５に示されるように、表示部２０２は、設定ボタン５０１と、登録ボタン５０２とを
表示している。
【００６８】
　設定ボタン５０１は、受付部２０４がユーザからグループ登録の開始処理の指示を受け
付けるためのボタンである。ユーザが設定ボタン５０１をタップ操作すると、受付部２０
４が上記タップ操作を受け付け、制御装置２０及び照明装置１０によりグループ登録のた
めの一連の処理が開始される。
【００６９】
　登録ボタン５０２は、グループ登録の指示を受け付けるためのボタンである。ユーザが
登録ボタン５０２をタップ操作すると、その時点で決定されているグループ情報と接続情
報とが登録部２０５により登録される。
【００７０】
　図６は、本発明の実施の形態に係るグループ識別子を選択するための表示部２０２の表
示内容を示す説明図である。図６は、図３におけるステップＳ１０１における表示部２０
２の表示内容の、図５とは異なる一例である。
【００７１】
　図６に示されるように、表示部２０２は、色ボタン６０１と、数字ボタン６０２と、図
形ボタン６０３と、キャラクタボタン６０４とを表示する。上記の各ボタンはグループ識
別子の種別に対応している。例えば、ユーザによる色ボタン６０１へのタップ操作を受付
部２０４が受け付けると、制御装置２０は、ユーザがグループ識別子の種別として「色」
を選択したと判定してグループ登録のための一連の処理を行う。また、ユーザによる数字
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ボタン６０２、図形ボタン６０３、又は、キャラクタボタン６０４のへのタップ操作を受
付部２０４が受け付けると、同様に、グループ識別子の種別として、それぞれ、「数字」
、「図形」又は「キャラクタ」が選択されたと判定する。
【００７２】
　図７は、本発明の実施の形態に係る照明装置を選択するための表示部の表示内容を示す
説明図である。図７は、図４におけるステップＳ１０３における表示部２０２の表示内容
の一例である。
【００７３】
　図７に示されるように、表示部２０２は、ステップＳ１０２及びステップＳ２０２にお
いてペアリングがなされた照明装置１０に対応する照明アイコン７０１を表示している。
なお、表示部２０２は、表示部２０２上のどの位置に照明アイコン７０１を表示してもよ
いが、ペアリングを行った照明装置１０に対応する照明アイコン７０１を、ペアリングを
行った順序に並べて表示してもよい。
【００７４】
　ここで、表示部２０２が表示する照明アイコン７０１は、ステップＳ１０２で通信部２
０１がペアリングした照明装置１０に対応するものだけにしてもよい。つまり、表示部２
０２は、ステップＳ１０２より過去にペアリングされペアリング登録がなされた照明装置
に対応する照明アイコンを表示しないようにしてもよい。この場合、ユーザは、未だペア
リング登録がなされていない照明装置１０だけを対象として以降の操作を行うことができ
るので、より少ない操作対象に対して容易に操作を行うことができる利点がある。
【００７５】
　なお、表示部２０２は、既にペアリング登録がなされた照明装置を、未だペアリング登
録がなされていない照明装置１０と異なる態様で表示することにしてもよい。このように
しても、上記と同様に、ユーザは、より少ない操作対象に対して容易に操作を行うことが
できる利点がある。
【００７６】
　図８は、本発明の実施の形態に係る照明装置に対する制御の様子を示す模式図である。
図８は、図３のステップＳ１０５において制御部２０３がユーザからの操作に基づいて照
明装置１０の制御を行っている状況を示している。
【００７７】
　図８に示されるように、ユーザが制御装置２０において「４」のＩＤを有する照明装置
１０をタップ操作することで、「４」のＩＤを有する照明装置１０が点滅する。このよう
に、ユーザが制御装置２０上でタップ操作した照明アイコンに対応する照明装置１０が点
滅することで、ユーザは、制御装置２０上の照明アイコンに対応する照明装置１０が現実
空間におけるどの照明装置であるかを認識することができる。
【００７８】
　図９は、本発明の実施の形態に係る照明装置のグループを選択するための表示部２０２
の表示内容を示す説明図である。図９は、図３のステップＳ１０６における表示部２０２
の表示内容の一例である。
【００７９】
　図９に示されるように、表示部２０２は、ステップＳ１０４でユーザがタップ操作した
照明アイコン９０１（「４」のＩＤの照明アイコン）を、他の照明アイコン７０１とは異
なる態様、例えば、異なる色の照明アイコンとして表示する。また、表示部２０２は、照
明装置１０を所属させるグループの候補に対応するグループ識別子９１１を表示する。こ
こでは、グループ識別子９１１として、犬、猫又は鳥のような親しみやすいキャラクタを
用いる例を示している。なお、このようにキャラクタのグループ識別子９１１が用いられ
るのは、図６のキャラクタボタン６０４がユーザによりタップ操作された場合に相当する
。
【００８０】
　ユーザは、異なる態様で表示された照明アイコン９０１に対応する照明装置１０を所属
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させるグループを示すグループ識別子９１１をタップ操作する。受付部２０４は、ユーザ
によりタップ操作がなされたグループ識別子９１１を、タップ操作された照明装置１０を
所属させるグループのグループ識別子９１１として受け付ける。
【００８１】
　なお、グループ識別子の候補が表示部２０２に一度に表示しきれない場合には、表示ス
クロールすることですべてのグループ識別子の候補を選択できるようにする。また、一時
的に照明アイコンの表示スペースを縮小することでグループ識別子の表示スペースを大き
く確保するようにしてもよい。
【００８２】
　図１０は、本発明の実施の形態に係る照明装置のグループ分けを示すための表示部２０
２の表示内容を示す説明図である。図１０は、図３のステップＳ１０９における表示部２
０２の表示内容の一例である。
【００８３】
　図１０に示されるように、表示部２０２は、図９において照明アイコンが表示されてい
た位置に、当該照明アイコンに代えて、当該照明アイコンに対してステップＳ１０４で設
定したグループ識別子１００１を表示する。また、表示部２０２は、登録ボタン１０１１
と取消ボタン１０１２とを表示する。
【００８４】
　登録ボタン１０１１は、照明装置１０とそのグループ識別子について現時点での表示内
容で登録処理を行う旨をユーザから受け付けるためのボタンである。受付部２０４が登録
ボタン１０１１に対するユーザによるタップ操作を受け付けた場合、登録部２０５は、グ
ループ識別子に対応するグループ情報と、無線通信の接続相手を示す接続情報との登録処
理を行う。登録ボタン１０１１がタップ操作されたことは、図３におけるステップＳ１０
９でＹｅｓと判定されステップ１１０へ進むことに相当する。
【００８５】
　ユーザは、表示部２０２の表示内容を見て、どの照明装置１０がどのグループに所属し
たか、及び、どの照明装置１０が未だグループ化されていないかを知ることができる。
【００８６】
　取消ボタン１０１２は、上記のような登録処理を行なわずに照明装置１０とそのグルー
プ識別子についての現時点での表示内容の一部又は全部を取り消す旨をユーザから受け付
けるためのボタンである。取消ボタン１０１２がタップ操作されたことは、図３における
ステップＳ１０９でＮｏと判定されステップ１０４へ進むことに相当する。
【００８７】
　図１１は、本発明の実施の形態に係るグループに属する照明に対する制御を行うための
表示部２０２の表示内容を示す説明図である。図１１は、図３に示される一連の処理が終
了した後に、制御装置２０が照明装置１０の動作を制御する状況における表示部２０２の
表示内容の一例である。
【００８８】
　図１１に示されるように、表示部２０２は、グループ識別子１１０１を表示する。また
、表示部２０２は、点灯ボタン１１１１と、消灯ボタン１１１２と、点滅ボタン１１１３
と、調光スライドバー１１１４と、調色スライドバー１１１５とを表示する。上記の各ボ
タンのことを動作制御ボタンともいう。
【００８９】
　グループ識別子１１０１は、制御装置２０により動作を制御される対象となる照明装置
１０のグループに対応するグループ識別子である。ユーザは、動作を制御する対象となる
グループに対応するグループ識別子１１０１をタップ操作する。受付部２０４は、グルー
プ識別子１１０１に対するタップ操作を受け付けると、制御装置２０は、タップ操作がな
されたグループ識別子１１０１に対応するグループに所属する照明装置１０に対して動作
の制御を待つ待機状態となる。
【００９０】
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　動作制御ボタンは、グループ識別子１１０１に対応するグループに所属する照明装置１
０に対して動作の制御を受け付けるためのボタンである。制御装置２０が上記の待機状態
にあるときに、動作制御ボタンに対するタップ操作を受付部２０４が受け付けると、制御
部２０３は、タップ操作された動作制御ボタンに対応する動作の指示を送信する。
【００９１】
　点灯ボタン１１１１は、照明装置１０を点灯させる制御を受け付けるためのボタンであ
る。制御装置２０が上記待機状態において受付部２０４が点灯ボタン１１１１に対するタ
ップ操作を受け付けると、制御部２０３は、グループ識別子１１０１に対応するグループ
に所属する照明装置１０を点灯させる指示を送信する。その結果、指示を受信した照明装
置１０が点灯する。
【００９２】
　消灯ボタン１１１２及び点滅ボタン１１１３は、照明装置１０をそれぞれ消灯及び点滅
させる制御を受け付けるためのボタンである。制御装置２０が上記待機状態において受付
部２０４が消灯ボタン１１１２又は点滅ボタン１１１３に対するタップ操作を受け付ける
と、上記同様に、指示を受信した照明装置１０が消灯又は点滅する。
【００９３】
　調光スライドバー１１１４及び調色スライドバー１１１５は、照明装置１０をそれぞれ
調光及び調色する制御を受け付けるためのスライドバーである。制御装置２０が上記待機
状態において受付部２０４が調光スライドバー１１１４又は調色スライドバー１１１５に
対するスライド操作を受け付けると、制御部２０３は、グループ識別子１１０１に対応す
るグループに所属する照明装置１０を調光又は調色する指示を送信する。その結果、指示
を受信した照明装置１０の照明光の強度又は色が変更される。
【００９４】
　このように、ユーザは、グループに所属する照明装置１０に対して個別に動作の制御を
行うのではなく、グループに所属する照明装置１０をまとめて制御することができる。
【００９５】
　図１２は、本発明の実施の形態に係る制御装置のグループ識別子の例を示す説明図であ
る。これまでグループ識別子の種別がキャラクタである場合を例として説明してきたが、
グループ識別子の種別の他の例もあわせて詳しく説明する。
【００９６】
　図１２の（ａ）は、キャラクタのグループ識別子の例である。キャラクタのグループ識
別子は、例えば、犬、猫又は鳥のような親しみやすい動物の絵である。親しみやすい動物
の絵を用いることにより、子供又は老人を含む幅広い年齢層のユーザが直感的に制御装置
２０を用いて照明装置１０を制御することができる。
【００９７】
　図１２の（ｂ）は、色又は模様のグループ識別子の例である。色又は模様のグループ識
別子は、白、赤若しくは青のような色を有する図形、又は、無地若しくは濃さの異なるハ
ッチングが施された図形である。このような図形を用いることにより、細かいパターンを
認識することができないユーザであっても間違いなく制御装置２０を用いて照明装置１０
を制御することができる。
【００９８】
　図１２の（ｃ）は、数字のグループ識別子の例である。数字を用いることにより、少な
い情報量で、また、使用言語が異なる地域においても、ユーザが制御装置２０を用いて照
明装置１０を制御することができる。
【００９９】
　図１２の（ｄ）は、記号又は図形のグループ識別子の例である。記号又は図形を用いる
ことにより、使用言語が異なる地域においても、ユーザが制御装置２０を用いて照明装置
１０を制御することができる。
【０１００】
　図１２の（ｅ）は、画像のグループ識別子の例である。画像は、実際に照明装置１０が
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設置された部屋などの写真又はイラストなどであってもよいし、実際に照明装置１０が設
置された部屋に対応付けられた写真又はイラストなどであってもよい。画像を用いること
により、ユーザは、照明装置１０の設置場所を想像しながら直感的に照明装置１０を制御
することができる。
【０１０１】
　図１２の（ｆ）は、設置場所の名称のグループ識別子の例である。設置場所の名称は、
実際に照明装置１０が設置された部屋などの名称を用いることができる。設置場所の名称
を用いることにより、ユーザは、照明装置１０の設置場所を想像しながら直感的に照明装
置１０を制御することができる。
【０１０２】
　［５．まとめ］
　以上のように、本実施の形態に係る照明制御システム１は、複数の照明装置と、複数の
照明装置を制御する制御装置２０とを備える照明制御システム１であって、複数の照明装
置のうちの照明装置１０は、無線通信を行う通信部１０１と、通信部１０１を介して照明
装置１０の動作に関する指示を受信し、受信した指示に従って照明装置１０の動作を制御
する制御部１０２とを有し、制御装置２０は、複数の照明装置のそれぞれと個別に無線通
信可能である通信部２０１であって、照明装置１０との無線通信の接続を確立し、照明装
置１０との無線通信を行う通信部２０１と、接続の相手である照明装置１０を特定するア
イコンを表示する表示部２０２と、通信部２０１を介して照明装置１０の動作に関する指
示を送信することによって、照明装置１０をユーザに視認させる制御部２０３と、複数の
照明装置のうち照明装置１０を含む照明装置の制御単位であるグループを示す識別子を、
アイコンに対応付けてユーザから受け付ける受付部２０４と、受付部２０４が識別子を受
け付けた場合に、受け付けた識別子により示されるグループを示すグループ情報と、接続
を示す接続情報とを対応付けて登録する登録処理を行う登録部２０５とを有する。
【０１０３】
　これにより、照明制御システム１は、照明装置１０についての接続情報とグループ情報
とを、ユーザによる指示に従いながら一連の処理により登録することができる。接続情報
とグループ情報とを一連の処理により登録するので、ユーザは、当該一連の処理の中で接
続を確立した照明装置１０に対してグループ情報の設定をすることができる。ここで、照
明装置１０以外の照明装置がグループ情報の設定の対象とならないので、照明制御システ
ム１は、ユーザによる操作をより簡易にすることができる。よって、照明制御システム１
は、より簡易な操作により照明装置１０の接続情報とグループ情報とを登録することがで
きる。
【０１０４】
　例えば、通信部２０１は、照明装置１０であって、照明装置１０のグループ情報及び接
続情報について登録処理がなされていない照明装置１０との無線通信の接続を確立し、確
立した接続の相手である照明装置１０との無線通信を行う。
【０１０５】
　これにより、照明制御システム１は、未だ制御装置２０による登録処理がなされていな
い照明装置１０を対象として無線通信の接続を確立し、グループ情報と接続情報との登録
処理を行う。既に制御装置２０による登録処理がなされている照明装置１０は、グループ
情報の設定の対象とならないので、ユーザによる操作をより簡易にすることができる。
【０１０６】
　例えば、制御部２０３は、照明装置１０を点滅させる指示を送信することで照明装置１
０を点滅させることによって、照明装置１０をユーザに視認させる。
【０１０７】
　これにより、照明制御システム１は、グループ情報の設定の際に、設定の対象となる照
明装置を点滅させることで、設定の対象となる照明装置１０をその他の照明装置と区別し
てユーザに視認させる。ユーザは、照明装置の点滅動作により、グループ情報の設定の対
象である照明装置１０をより確実に認識することができる。
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【０１０８】
　例えば、制御部２０３は、さらに、（ｉ）登録処理の前に照明装置１０を点灯させる指
示を送信することで照明装置１０を点灯させ、（ｉｉ）登録処理が正常に終了した後に照
明装置１０を消灯させる指示を送信することで照明装置１０を消灯させる。
【０１０９】
　これにより、照明制御システム１は、制御装置２０による照明装置１０の登録処理が正
常に終了した否かを、照明装置１０の点灯又は消灯によりユーザに知らせることができる
。ユーザは、上記登録処理が正常に終了したか否かを知ることができ、その後に適切な対
応をとることができるので、ユーザの利便性が向上する。
【０１１０】
　例えば、制御部２０３は、さらに、登録処理がなされたグループ情報により示されるグ
ループに所属する照明装置に対して、所定の動作をさせる指示を通信部２０１を介して送
信することでグループに所属する照明装置の動作を制御する。
【０１１１】
　これにより、照明制御システム１は、登録したグループ情報に対応するグループに所属
する照明装置１０に対して、動作の制御をまとめて行うことができる。照明装置１０の動
作の制御を個別に行う必要がないので、ユーザは、照明装置１０の制御をより簡易な操作
により行うことができる。
【０１１２】
　例えば、制御部２０３は、照明装置の点灯、消灯、点滅、調光、又は、調色を含む動作
を、所定の動作としてさせるよう制御する。
【０１１３】
　これにより、照明制御システム１は、照明装置１０の点灯、消灯、点滅、調光、又は、
調色の動作を制御することができる。
【０１１４】
　例えば、前記識別子は、キャラクタ、色、数字、図形、記号、画像及び文字の少なくと
も１つを含む。
【０１１５】
　これにより、ユーザは、直感的にわかりやすい識別子を用いて、照明制御システム１に
より照明装置１０のグループ情報の設定を行うことができる。
【０１１６】
　また、本発明の一態様に係る制御装置２０は、複数の照明装置を制御する制御装置２０
であって、複数の照明装置のうちの照明装置１０は、無線通信を行う通信部１０１と、通
信部１０１を介して照明装置１０の動作に関する指示を受信し、受信した指示に従って照
明装置１０の動作を制御する制御部１０２とを有し、制御装置２０は、複数の照明装置の
それぞれと個別に無線通信可能である通信部２０１であって、照明装置１０との無線通信
の接続を確立し、照明装置１０との無線通信を行う通信部２０１と、接続の相手である照
明装置１０を特定するアイコンを表示する表示部２０２と、通信部２０１を介して照明装
置１０の動作に関する指示を送信することによって、照明装置１０をユーザに視認させる
制御部２０３と、複数の照明装置のうち照明装置１０を含む照明装置の制御単位であるグ
ループを示す識別子を、アイコンに対応付けてユーザから受け付ける受付部２０４と、受
付部２０４が識別子を受け付けた場合に、受け付けた識別子により示されるグループを示
すグループ情報と、接続を示す接続情報とを対応付けて登録する登録処理を行う登録部２
０５とを有する。
【０１１７】
　これにより、上記の照明制御システム１と同様の効果を奏する。
【０１１８】
　また、本発明の一態様に係る照明制御方法は、複数の照明装置と、複数の照明装置を制
御する制御装置２０とを備える照明制御システム１における照明制御方法であって、複数
の照明装置のうちの照明装置１０は、無線通信を行う通信部１０１と、通信部１０１を介
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作を制御する制御部２０３とを有し、制御装置２０は、複数の照明装置のそれぞれと個別
に無線通信可能である通信部２０１を有し、照明制御方法は、照明装置１０との無線通信
の接続を確立し、照明装置１０との無線通信を行う確立ステップと、接続の相手である照
明装置１０を特定するアイコンを表示する表示ステップと、通信部２０１を介して照明装
置１０の動作に関する指示を送信することによって、照明装置１０をユーザに視認させる
制御ステップと、複数の照明装置のうち照明装置１０を含む照明装置の制御単位であるグ
ループを示す識別子を、アイコンに対応付けてユーザから受け付ける受付ステップと、受
付ステップで識別子を受け付けた場合に、受け付けた識別子により示されるグループを示
すグループ情報と、接続を示す接続情報とを対応付けて登録する登録処理を行う登録ステ
ップとを含む。
【０１１９】
　これにより、上記の照明制御システム１と同様の効果を奏する。
【０１２０】
　（その他）
　以上、本発明に係る照明制御システム１について、上記実施の形態に基づいて説明した
が、本発明は、上記の実施の形態に限定されるものではない。
【０１２１】
　例えば、上記の実施の形態に係る照明制御システム１では、制御装置２０と照明装置１
０との間の通信は、無線通信によるとしたが、この無線通信は、電波による無線通信であ
ってもよいし、可視光、赤外線又は紫外線などによる無線通信であってもよい。また、無
線通信の代わりに有線通信であってもよい。
【０１２２】
　例えば、上記の実施の形態に係る照明制御システム１では、照明装置１０が光源部１０
３を備えるとして説明したが、光源部１０３は、照明装置１０に接続された外部装置にあ
るとしてもよい。つまり、照明装置１０が、光源部１０３を有する電球と、通信部１０１
及び制御部１０２を有する電球ソケットとを備えて構成されてもよい。
【０１２３】
　なお、上記実施の形態に係る包括的又は具体的な態様は、システム、方法、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、方法、集積回路、コンピュータプログラム又は記録媒体の
任意の組み合わせで実現されてもよい。
【０１２４】
　その他、各実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態や、本
発明の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の形態における構成要素及び機能を任意に組み合わ
せることで実現される形態も本発明に含まれる。
【符号の説明】
【０１２５】
　１　　照明制御システム
　１０　　照明装置
　２０　　制御装置
　１０１、２０１　　通信部
　１０２、２０３　　制御部
　２０２　　表示部
　２０４　　受付部
　２０５　　登録部
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