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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人感センサの検知範囲に含まれる複数のエリアに配置された各照明器具に対する照明制
御を行うための照明制御システムであって、
　前記人感センサの検知結果に基づき、前記複数のエリアのうちのいずれか一のエリアの
人の存在を判定する判定部と、
　前記一のエリアに人が存在するとの判定結果が前記判定部により得られたときに、前記
一のエリアに配置された照明器具を第１の光量で点灯させるための制御を行うとともに、
前記一のエリアに人が存在するとの判定結果が前記判定部により得られてから第１の所定
時間が経過したときに、前記一のエリアに隣接する各エリアに配置された照明器具を、前
記第１の光量以下である第２の光量で点灯させるための制御を行う制御部と、
　を有し、
　前記判定部は、前記一のエリアに人が存在するとの判定結果を得た場合に、さらに、前
記一のエリアに入った人が前記第１の所定時間が経過する前に前記一のエリア外に出たか
否かを判定し、
　前記制御部は、前記一のエリアに入った人が前記第１の所定時間が経過する前に前記一
のエリア外に出たとの判定結果が前記判定部により得られた場合に、当該判定結果が得ら
れてから、前記第１の所定時間より短い第２の所定時間が経過したあとに、前記一のエリ
アに配置されている照明器具を消灯させる消灯制御を行うことを特徴とする照明制御シス
テム。
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【請求項２】
　前記制御部は、人が存在するエリアに隣接する隣接エリアに人が存在しないとの判定結
果が前記判定部により得られた場合に、当該隣接エリアの照明器具を消灯させる消灯制御
、及び、当該隣接エリアの照明器具を前記第１の光量で点灯させる制御に優先して、前記
隣接エリアを前記第２の光量で点灯させる制御を行う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】
　前記判定部は、前記一のエリアに入った人が前記第１の所定時間が経過する前に前記一
のエリア外に出たとの判定結果を得た場合に、さらに、前記一のエリアに入った人が隣接
する他のエリアに移動したか否かを判定し、
　前記制御部は、前記一のエリア外に出た人が前記他のエリアに移動したとの判定結果が
前記判定部により得られた場合に、前記一のエリアに配置された照明器具を消灯させるま
での前記第２の所定時間を、前記第１の所定時間より長い第３の所定時間に変更すること
を特徴とする請求項１に記載の照明制御システム。

【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】
　建物内または室内における局所的な照明制御を行うことが可能な照明制御システムが従
来用いられている。
【０００３】
　具体的には、例えば、照明器具を各エリア毎に備えた複数のエリアの照明制御を人感セ
ンサの検知結果に基づいて行う照明制御システムにおいて、人感センサが一のエリアにお
ける人の存在を検知したあとに、当該一のエリアの照明器具と、当該一のエリアに隣接す
る１以上の他のエリアの照明器具と、を同時に点灯させるような照明制御を行うものが従
来用いられている。
【０００４】
　しかし、前述したような従来の照明制御によれば、例えば、一のエリアにおける人の滞
在時間が短い場合において、他のエリアの照明器具が無駄に点灯してしまう、という問題
が生じる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２８２２７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、実施形態は、複数のエリアにおける人の存在の有無の検知結果に基づいて適切
な照明制御を行うことが可能な照明制御システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態の照明制御システムは、人感センサの検知範囲に含まれる複数のエリアに配置
された各照明器具に対する照明制御を行うための照明制御システムであって、前記人感セ
ンサの検知結果に基づき、前記複数のエリアのうちのいずれか一のエリアの人の存在を判
定する判定部と、前記一のエリアに人が存在するとの判定結果が前記判定部により得られ
たときに、前記一のエリアに配置された照明器具を第１の光量で点灯させるための制御を
行うとともに、前記一のエリアに人が存在するとの判定結果が前記判定部により得られて
から第１の所定時間が経過したときに、前記一のエリアに隣接する各エリアに配置された
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照明器具を、前記第１の光量以下である第２の光量で点灯させるための制御を行う制御部
と、を有し、前記判定部は、前記一のエリアに人が存在するとの判定結果を得た場合に、
さらに、前記一のエリアに入った人が前記第１の所定時間が経過する前に前記一のエリア
外に出たか否かを判定し、前記制御部は、前記一のエリアに入った人が前記第１の所定時
間が経過する前に前記一のエリア外に出たとの判定結果が前記判定部により得られた場合
に、当該判定結果が得られてから、前記第１の所定時間より短い第２の所定時間が経過し
たあとに、前記一のエリアに配置されている照明器具を消灯させる消灯制御を行うことを
特徴とする照明制御システム。
【発明の効果】
【０００８】
　実施形態の照明制御システムによれば、複数のエリアにおける人の存在の有無の検知結
果に基づいて適切な照明制御を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施形態に係る照明制御システムの構成図。
【図２】実施形態に係る照明器具及び人感センサの配置状態の一例を説明するための図。
【図３】実施形態に係る照明制御システムにおいて行われる照明制御を説明するためのフ
ローチャート。
【図４】実施形態に係る照明制御システムによる照明制御の対象となるエリアＡＲ１～Ａ
Ｒ４の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して実施形態を説明する。
【００１１】
（構成）
　図１は、本実施形態に係る照明制御システムの構成図である。照明制御システム１は、
主制御部１１と、エリアコントローラ１２と、照明器具１３と、人感センサ１４と、を有
して構成されている。
【００１２】
　主制御部１１は、信号線１５を介して複数のエリアコントローラ１２に接続されている
。また、主制御部１１は、信号線１５を介して入力される情報に基づき、複数のエリアコ
ントローラ１２に対する包括的な制御を行うことができるように構成されている。
【００１３】
　エリアコントローラ１２は、計時動作を行うことが可能なタイマー１２ａと、複数の照
明器具１３に対する制御を行うためのプログラム等が格納された図示しないメモリと、を
有して構成されている。また、エリアコントローラ１２は、信号線１６を介して複数の照
明器具１３及び人感センサ１４に接続されている。また、エリアコントローラ１２は、信
号線１６を介して入力される検知信号に基づいて人感センサ１４の検知範囲内における人
の存在の有無を判定するように構成されている。さらに、エリアコントローラ１２は、人
感センサ１４の検知範囲内における人の存在の有無に係る判定結果と、タイマー１２ａの
計時動作に応じて取得される時間情報と、に基づき、信号線１６を介して接続されている
複数の照明器具１３の照明制御を行うように構成されている。ここで、人の有無に係る判
定は主制御部１１または人感センサ１４で行ってもよく、タイマー１２ａは主制御部１１
または人感センサ１４に設けてもよい。
【００１４】
　照明器具１３は、例えば、ＬＥＤ等の発光部を具備し、信号線１６を介して接続されて
いるエリアコントローラ１２の制御に応じた光量の照明光を出射することができるように
構成されている。
【００１５】
　人感センサ１４は、例えば、赤外線センサ等を具備し、所定の検知範囲内における人の
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存在の有無を検知し、当該検知した結果を示す検知信号を生成し、当該生成した検知信号
を信号線１６を介してエリアコントローラ１２に出力することができるように構成されて
いる。
【００１６】
　ここで、照明器具１３及び人感センサ１４は、建物内または室内の天井において、図２
に示すような配置状態を具備するようにそれぞれ配置されている。図２は、実施形態に係
る照明器具及び人感センサの配置状態の一例を説明するための図である。
【００１７】
　具体的には、照明器具１３は、例えば、図２の点線及び一点鎖線により囲まれるエリア
ＡＲ毎に少なくとも１つずつ配置されている。また、人感センサ１４は、例えば、図２の
一点鎖線により示されるような検知範囲ＲＤを具備し、当該検知範囲ＲＤ内に複数のエリ
アＡＲを含むように配置されている。
【００１８】
　すなわち、エリアコントローラ１２は、信号線１６を介して入力される検知信号に基づ
き、人感センサ１４の検知範囲ＲＤ内における人の存在の有無を判定するように構成され
ている。また、エリアコントローラ１２は、人感センサ１４の検知範囲ＲＤ内における人
の存在の有無に係る判定結果と、タイマー１２ａの計時動作に応じて取得される時間情報
と、に基づき、人感センサ１４の検知範囲ＲＤ内に含まれる複数のエリアＡＲに設けられ
た各照明器具１３の照明制御を行うように構成されている。
【００１９】
（動作）
　次に、エリアコントローラ１２の照明制御動作について、図３のフローチャート等を参
照しつつ説明する。なお、以降においては、簡単のため、図４に示すような、４つの矩形
状のエリアＡＲ１～ＡＲ４が人感センサ１４の矩形状の検知範囲ＲＤ１内に含まれる場合
を例に挙げつつ説明を行う。図３は、実施形態に係る照明制御動作を説明するためのフロ
ーチャートである。図４は、実施形態に係る照明制御の対象となるエリアＡＲ１～ＡＲ４
の一例を示す図である。
【００２０】
　まず、エリアコントローラ１２は、信号線１６を介して入力される検知信号に基づき、
人感センサ１４の検知範囲ＲＤ１内に含まれるエリアＡＲ１～ＡＲ４のうちのいずれか一
のエリアに人が入ったか否かを判定する（図３のステップＳ１）。
【００２１】
　そして、エリアコントローラ１２は、エリアＡＲ１～ＡＲ４のうちのいずれか一のエリ
アに人が入ったとの判定結果が得られるまでは、図３のステップＳ１の判定処理を繰り返
すことにより、待機状態を維持する。また、エリアコントローラ１２は、図３のステップ
Ｓ１の判定処理により、エリアＡＲ１～ＡＲ４のうちのいずれか一のエリアに人が入った
との判定結果を得た場合には、当該判定結果を得たあとに、当該一のエリアに配置されて
いる照明器具１３を光量ＡＬ１で点灯させる（図３のステップＳ２）。
【００２２】
　その後、エリアコントローラ１２は、一のエリアに人が存在しているか否かを判定する
（図３のステップＳ３）。
【００２３】
　エリアコントローラ１２は、一のエリアに人が存在するとの判定結果を得た場合には、
タイマー１２ａの計時動作に応じて取得される時間情報に基づき、当該一のエリアにおけ
る人の存在が検知されてから所定時間ＴＡが経過したか否かを判定する（図３のステップ
Ｓ４）。
【００２４】
　エリアコントローラ１２は、図３のステップＳ３の判定処理により、図３のステップＳ
２において照明器具１３を点灯させた一のエリアに人が存在していないとの判定結果を得
た場合には、当該一のエリアに隣接する隣接エリアに人が移動したか否かを判定する（図
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３のステップＳ６）。
【００２５】
　エリアコントローラ１２は、図３のステップＳ４の判定処理により、時間ＴＡが経過し
ているとの判定結果を得た場合には、図３のステップＳ２において照明器具１３を点灯さ
せた一のエリアの周辺の各エリアに配置されている各照明器具１３を、光量ＡＬ１以下の
光量である光量ＡＬ２で点灯させる（図３のステップＳ５）。また、エリアコントローラ
１２は、図３のステップＳ４の判定処理により、時間ＴＡが経過していないとの判定結果
を得た場合には、図３のステップＳ３の判定処理を再度行う。
【００２６】
　一方、エリアコントローラ１２は、図３のステップＳ６の判定処理により、隣接エリア
に人が移動していないとの判定結果を得た場合には、検知範囲ＲＤ１内に含まれるエリア
ＡＲ１～ＡＲ４のいずれにも人が存在しないものと推定し、図３のステップＳ２において
照明器具１３を点灯させた一のエリアにおける人の不存在が検知されてから所定時間ＴＢ
１（＜所定時間ＴＡ）が経過したあとに、当該一のエリアに配置されている各照明器具１
３を消灯させる消灯制御を行う（図３のステップＳ７）。なお、所定時間ＴＢ１は、一の
エリア内に人が入ってから当該一のエリアにおける人の不存在を検知するまでの時間に応
じて変更させてもよい。すなわち、極めて短時間だけ人の存在を検知した場合には、単に
通過しただけと考えられるため、所定時間ＴＢ１を短く設定することにより、人の不存在
を検知した後に短い時間で消灯してもよい。一方で、一のエリアに長い時間滞在していた
場合には、当該一のエリア近傍に滞在している可能性があるため、所定時間ＴＢ１を長く
設定しておくことが望ましい。このように、所定時間ＴＢ１は、人の滞在時間が短ければ
短く、滞在時間が長ければ長く設定する。これによって、必要な照明を確保するとともに
不要な点灯を減らすことができる。
【００２７】
　また、エリアコントローラ１２は、図３のステップＳ６の判定処理により、隣接エリア
に人が移動したとの判定結果を得た場合には、移動元のエリア（例えば図３のステップＳ
２において照明器具１３を点灯させた一のエリア）に配置されている各照明器具１３を消
灯させるまでの時間を、所定時間ＴＢ１から所定時間ＴＢ２（＞所定時間ＴＡ）に変更し
（図３のステップＳ８）、移動先のエリアに配置されている各照明器具１３を光量ＡＬ１
で点灯させる（図３のステップＳ９）。
【００２８】
　その後、エリアコントローラ１２は、移動先のエリアに人が存在しているか否かを判定
する（図３のステップＳ１０）。
【００２９】
　エリアコントローラ１２は、移動先のエリアに人が存在するとの判定結果を得た場合に
は、タイマー１２ａの計時動作に応じて取得される時間情報に基づき、当該移動先のエリ
アにおける人の存在が検知されてから所定時間ＴＡが経過したか否かを判定する（図３の
ステップＳ１１）。
【００３０】
　エリアコントローラ１２は、図３のステップＳ１１の判定処理により、図３のステップ
Ｓ９において照明器具１３を点灯させた移動先のエリアに人が存在していないとの判定結
果を得た場合には、当該移動先のエリアに隣接する隣接エリアに人が移動したか否かを判
定する（図３のステップＳ１３）。
【００３１】
　エリアコントローラ１２は、図３のステップＳ１１の判定処理により、時間ＴＡが経過
しているとの判定結果を得た場合には、図３のステップＳ９において照明器具１３を点灯
させた移動先のエリアの周辺の各エリアに配置されている各照明器具１３を、光量ＡＬ１
以下の光量である光量ＡＬ２で点灯させる（図３のステップＳ１２）。また、エリアコン
トローラ１２は、図３のステップＳ１１の判定処理により、時間ＴＡが経過していないと
の判定結果を得た場合には、図３のステップＳ１０の判定処理を再度行う。
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　すなわち、図３のステップＳ１２によれば、移動元のエリア（例えば図３のステップＳ
２において照明器具１３を点灯させた一のエリア）に配置されている各照明器具１３を所
定時間ＴＢ２の経過後に消灯させる制御に優先して、当該移動元のエリアを光量ＡＬ２で
点灯させる制御が行われる。
【００３３】
　なお、本実施形態によれば、例えば、エリアＡＲ１～ＡＲ４のうちのいずれか２つのエ
リアそれぞれで人の存在が検知され、かつ、当該２つのエリアのうちの一方のエリアに存
在する人が短い滞在時間で検知範囲ＲＤ１外へ移動したことが検知されたような場合にお
いて、当該一方のエリアの各照明器具１３を光量ＡＬ１で点灯させる制御に優先して（所
定時間ＴＢ１が経過する前に）、当該一方のエリアを光量ＡＬ２で点灯させる制御が行わ
れるものであってもよい。
【００３４】
　一方、エリアコントローラ１２は、図３のステップＳ１３の判定処理により、隣接エリ
アに人が移動していないとの判定結果を得た場合には、検知範囲ＲＤ１内に含まれるエリ
アＡＲ１～ＡＲ４のいずれにも人が存在しないものと推定し、図３のステップＳ９におい
て照明器具１３を点灯させた移動先のエリアにおける人の存在が検知されてから、所定時
間ＴＢ１（＜所定時間ＴＡ）が経過したあとに当該移動先のエリアに配置されている各照
明器具１３を消灯させるとともに、所定時間ＴＢ２（＞所定時間ＴＡ）が経過したあとに
移動元のエリア（例えば図３のステップＳ２において照明器具１３を点灯させた一のエリ
ア）に配置されている各照明器具１３を消灯させる消灯制御を行う（図３のステップＳ１
４及びステップＳ１５）。また、エリアコントローラ１２は、図３のステップＳ１３の判
定処理により、隣接エリアに人が移動したとの判定結果を得た場合には、図３のステップ
Ｓ８以降の処理を繰り返し行う。
【００３５】
　以上に述べたように、本実施形態の照明制御システムによれば、複数のエリアにおける
人の存在の有無の検知結果に基づき、適切な照明制御を行うことができる。
【００３６】
　なお、本実施形態によれば、図３のフローチャートの処理における判定処理及び計時動
作が、エリアコントローラ１２により行われるように構成したものに限らず、例えば、主
制御部１１または人感センサ１４のいずれかにより行われるように構成してもよい。
【００３７】
　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、例として例示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、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
要旨に含まれると共に、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。
【符号の説明】
【００３８】
１　照明制御システム
１１　主制御部
１２　エリアコントローラ
１２ａ　タイマー
１３　照明器具
１４　人感センサ
１５，１６　信号線
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