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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　設置された光源と外部光源とを含む空間内の光明度を制御する方法であって、
　前記空間内の位置において前記設置された光源及び前記外部光源からの個々の光強度成
分を各々測定するステップと、
　前記設置された光源の強度レベル及び前記空間に侵入する前記外部光源からの外部光の
量を、前記測定された光強度成分に基づいて制御するステップと、
　前記設置された光源の強度レベル及び前記空間に侵入する前記外部光の量を、前記光源
から測定された組み合わされた光強度が前記位置における所定の目標輝度レベルに最も近
くなると共に前記設置された光源により消費されるエネルギの量が最小化される条件を最
適化すべく独立且つ同時に調整するステップと、
を有する方法。
【請求項２】
　前記測定するステップが、個々の光強度成分を前記光源の既知のスペクトル特性に基づ
いて識別するステップを有する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記測定するステップが、
　前記設置された光源の全般照明に重畳された符号化情報を送信するステップと、
　符号化された光信号の強度を抽出するステップと、
を有する請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記測定するステップが、前記設置された光源及び前記外部光源の方向からの個々の光
強度を各々測定するステップを有する請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記測定するステップが、
　前記空間に侵入するために利用可能な外部光の量を測定するステップと、
　前記位置における外部光成分を、前記外部光源からの光が侵入する窓の透過特性と利用
可能な外部光の量とに基づいて推定するステップと、
を有する請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記調整するステップが、前記設置された光源の強度を第１の適応ステップサイズによ
り反復調整すると共に前記空間に侵入する前記外部光の量を第２の適応ステップサイズに
より反復調整することにより実行され、前記第１及び第２の適応ステップサイズが前記所
定の目標輝度レベルと前記測定された組み合わされた光強度との間の差分及び前記エネル
ギの消費に依存する請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記光源から測定された組み合わされた光強度が前記位置における所定の目標輝度レベ
ルに最も近くなる条件が、前記設置された光源により消費されるエネルギの量が最小化さ
れる条件に優先する請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記調整するステップが、前記設置された光源の強度を第１の適応ステップサイズによ
り反復調整すると共に前記空間に侵入する外部光の量を第２の適応ステップサイズにより
反復調整することにより実行され、前記第１の適応ステップサイズが前記所定の目標輝度
レベルと前記測定された組み合わされた光強度との間の差分に依存する一方、前記第２の
適応ステップサイズが前記所定の目標輝度レベルと前記測定された組み合わされた光強度
との間の差分及び前記エネルギの消費に依存する請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　設置された光源と外部光源とを含む空間内の光明度を制御するシステムであって、
　前記空間内の位置において前記設置された光源及び前記外部光源からの個々の光強度成
分を各々測定するセンサと、
　前記測定された光強度に基づいて前記設置された光源の強度レベルを制御する第１コン
トローラ及び前記空間に侵入する前記外部光源からの外部光の量を制御する第２コントロ
ーラと、
を有し、
　前記コントローラは、前記設置された光源の強度レベル及び前記空間に侵入する前記外
部光の量を、前記光源から測定された組み合わされた光強度が前記位置における所定の目
標輝度レベルに最も近くなると共に前記設置された光源により消費されるエネルギの量が
最小化される条件を最適化すべく独立且つ同時に調整する、
システム。
【請求項１０】
　前記センサが、個々の光強度成分を前記光源の既知のスペクトル特性に基づいて識別す
るスペクトルセンサである請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記設置された光源が、該設置された光源の全般照明に重畳された符号化情報を送信し
、前記センサが符号化された光信号の強度を抽出する請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記センサが、一方が前記設置された光源の方向を向くと共に他方が前記外部光源の方
向を向くデュアル光センサを有する請求項９に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記空間に侵入するために利用可能な外部光の量を測定するセンサを更に有し、前記位
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置における外部光成分が、前記外部光源からの光が侵入する窓の透過特性と利用可能な外
部光の量とに基づいて推定される請求項９に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記第１コントローラは前記設置された光源の強度を第１の適応ステップサイズにより
調整する一方、前記第２コントローラは前記空間に侵入する前記外部光の量を第２の適応
ステップサイズにより調整し、前記第１及び第２の適応ステップサイズが前記所定の目標
輝度レベルと前記測定された組み合わされた光強度との間の差分及び前記エネルギの消費
に依存する請求項９に記載のシステム。
【請求項１５】
　設置された光源と外部光源とを含む空間内の光明度を制御するための処理をプロセッサ
に実行させる命令を記憶した非一時的コンピュータ読取可能な媒体であって、前記処理が
、
　前記空間内の位置において前記設置された光源及び前記外部光源からの個々の光強度成
分を各々測定するステップと、
　前記設置された光源の強度レベル及び前記空間に侵入する前記外部光源からの外部光の
量を、前記測定された光強度に基づいて制御するステップと、
　前記設置された光源の強度レベル及び前記空間に侵入する前記外部光の量を、前記光源
から測定された組み合わされた光強度が前記位置における所定の目標輝度レベルに最も近
くなると共に前記設置された光源により消費されるエネルギの量が最小化される条件を最
適化すべく独立且つ同時に調整するステップと、
を有するコンピュータ読取可能な媒体。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明制御に係り、更に詳細には設置された光源及び外部光源を含む空間にお
ける光明度を制御する方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電灯及び昼光を制御するための現在のビル制御システムは、殆どの場合、独立した手動
制御システムを使用している。近年、電灯を当該空間に侵入する昼光の量に従って制御す
るために昼光センサを使用する進んだシステムが市場に導入されている。これらのシステ
ムは、電灯の調光レベルを制御するために全体の光レベル測定値を使用する。当該空間に
侵入する昼光の量を制御するために電動ブラインドも導入されている。これらの進んだサ
ブシステム（窓を介しての昼光及び電灯光）も、依然として、互いに独立に動作する。独
立に動作するが同一の変数（即ち、当該部屋内の光）に影響を与える斯かるシステムは、
エネルギ節約の点で非効率的であるのみならず、ユーザの不満足さにつながり得る。研究
は、在室者が自動制御に満足しない場合、斯かる在室者はしばしば手動制御に逆戻りし、
自動制御の目的を台無しにして、エネルギ節約等の利点を損なうことを示している。しか
しながら、統合された制御の使用は、更なるエネルギ節約につながり得ると共に、斯様な
ユーザの不満足さも低減し得る。
【０００３】
　近年、統合された制御システムが幾つかの米国特許に開示されている。下記は２つの例
である。
【０００４】
　米国特許第7085627B2号公報は、窓ブラインドと電灯との組み合わされた制御を開示し
ている。このシステムは、中央コントローラに基づくものであるが、照明レベルを調整す
るために昼光センサを利用していない。該システムは、手動的に制御されるシステムであ
る。上記コントローラは組み合わされたコントローラのように表現されているが、窓処理
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具（window treatments）及び電灯の制御は本質的に手動で且つ独立になされている。
【０００５】
　米国特許第7111952B2号公報は、窓処理具と電灯との組み合わせコントローラを開示し
ている。このシステムは、電灯の調光レベル及び当該部屋内の昼光量を制御するための昼
光感知を含んでいる。このシステムは、サブシステムを制御するために中央コントローラ
を使用している。しかしながら、その動作は逐次的である。即ち、先ず窓処理具が完全に
開かれ／閉じられるまで調整され、次いで残りの所要の光を供給するために電灯が調整さ
れる。
【０００６】
　上述した発明の１つの共通の欠点は、これらが逐次的に動作することである。例えば、
先ず窓ブラインドが完全に閉じられ又は開かれ、次いで電灯の動作が後続する。このよう
なシステムは、ユーザを満足させない可能性を有する。例えば、ユーザが設定点（設定値
）を変更した場合、又は占有（在室）センサが環境の変化を検出し、設定が変更される（
オフ位置からオン位置へ等）必要がある場合、照明の好みが満足されたかを確認するため
に、ユーザは上記逐次動作が完了されるまで待たなければならない。窓処理具はゆっくり
動作するので、全体の待ち時間は、1分又はそれ以上ではなくても、数秒の長さであり得
る。今日の迅速な反応を要する状況では、ユーザは斯かる長い待ち時間に我慢できず、結
局は完全な手動制御に逆戻りする。
【０００７】
　加えて、上述した統合制御システムは窓処理具及び電灯の両方を制御するために中央コ
ントローラを使用しており、サブシステムの間の通信を必要とする。
【０００８】
　代替的方法は、全体の測定された光明度（light luminosity）を、窓処理具システム及
び電灯システムの両方で共用し、両システムが照明設定点要件を独立に満足させるように
試みることである。このようなシステムは、単一の結果（即ち部屋内の全体の光レベル）
に対して動作する２つの完全に独立した閉ループフィードバック制御システムを有する。
しかしながら、このようなシステムは、幾つかの固有の問題を有しており、エネルギを節
約すると共にユーザに対して必要な昼光を供給するための最適動作を保証するものではな
い。主たる問題は、異なる時間制約を持つ２つの独立した制御ループが、設定点要件を満
たすために互いに“競い合う”ことにより生じる。この問題のために、これらの方法の広
い活用は、ユーザの不満足さ及びエネルギ節約の低下という犠牲にも拘わらず、限定され
ている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本開示は、上述した問題を減少又は克服することが可能な、独立した閉ループ制御では
あるが、動作は測定された照明成分を介してリンクされるような閉ループ制御を提供する
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本開示は、空間内の外部光（例えば、昼光又は日光）及び電灯光を、電灯及び窓処理具
（例えば、ブラインド、シェード（日よけ）等）の両方が互いに通信することを要せずに
並行して（逐次的ではない）動作すると同時に、エネルギ消費を低減すると共にユーザの
設定点要求を満たすように制御するシステムを説明する。これらの動作は、デュアルモー
ド光センサにより測定される空間内の外部光及び電灯光成分を知ることを介してリンクさ
れる。デュアルモード光センサの例は、スペクトル光センサ、符号化光（coded light）
及び空間内の外部光成分及び電灯光成分を識別することができる他の測定システムを含む
。斯かる感知方式の幾つかの例は後に説明する。
【００１１】
　本明細書における特定の実施態様は、電灯光及び外部光の両方を、空間内の外部光及び
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電灯光成分を生成することができる測定及び推定技術又は光センサを使用して制御するシ
ステムを含む。下記は、幾つかの例示的フィーチャである：
　・当該システムは、センサを介して内部及び外部照明条件を測定すると共に、測定結果
を使用して窓処理具及び電灯を調整する。
　・内部光センサは、個々の測定光の値（例えば、外部光成分、電灯光成分及び全光成分
）を、電灯コントローラ及び窓処理具コントローラの両方に送信する。
　・窓処理具コントローラ及び電灯コントローラは、該センサ情報を使用して、当該空間
における最適照明条件を調整する。
【００１２】
　・窓処理具コントローラ及び電灯コントローラは、デュアルモード内部光センサ又は照
明成分を生成するための測定システムを介してリンクされる。従って、最適動作のために
は電灯と窓処理具との間の直接的なリンクは必要ではない。
　・当該システムは、照明条件を、ユーザの照明設定点及びエネルギ消費目標が満たされ
るように制御する。
　・温度センサ及び占有（在室）センサ等の他のセンサを当該システムに組み込むことも
できる。
　・グレア（眩しさ）制御等の付加的フィーチャを当該システムに組み込むこともできる
。
　・当該システムは、システムの性能を改善するためにリアルタイムな気象予報データベ
ースにリンクすることもできる。
【００１３】
　一実施態様において、本発明は、設置された光源と外部光源とを含む空間内の光明度（
light luminosity）を制御する方法に関するものである。該方法は、上記空間内の或る位
置において上記光源からの個々の光強度（light intensity）成分を測定するステップと
、上記設置された光源の強度レベル（intensity level）及び上記空間に侵入する上記外
部光源からの光の量を、上記の測定された光強度に基づいて制御するステップと、上記設
置された光源の強度レベル及び上記空間に侵入する外部光の量を、上記光源から測定され
た組み合わされた光強度が上記位置における所定の目標輝度レベル（luminance level）
に最も近くなると共に上記設置された光源により消費されるエネルギの量が最小化される
という条件を最適化すべく同時に調整するステップとを有する。
【００１４】
　他の実施態様において、本発明は、設置された光源と外部光源とを含む空間内の光明度
を制御するシステムに関するものである。該システムは、上記空間内の或る位置において
上記光源からの個々の光強度成分を測定するセンサと、上記測定された光強度に基づいて
上記設置された光源の強度レベルを制御する第１コントローラ及び上記空間に侵入する上
記外部光源からの光の量を制御する第２コントローラとを有し、これらコントローラは、
上記設置された光源の強度レベル及び上記空間に侵入する外部光の量を、上記光源から測
定された組み合わされた光強度が上記位置における所定の目標輝度レベルに最も近くなる
と共に上記設置された光源により消費されるエネルギの量が最小化されるという条件を最
適化すべく同時に調整するように構成される。
【００１５】
　他の実施態様において、本発明は、設置された光源と外部光源とを含む空間内の光明度
を制御するための処理をプロセッサに実行させる命令を記憶した非一時的コンピュータ可
読媒体に関するものである。ここで、上記処理は、上空間内の或る位置において上前光源
からの個々の光強度成分を測定するステップと、上記設置された光源の強度レベル及び上
記空間に侵入する上記外部光源からの光の量を、上記の測定された光強度に基づいて制御
するステップと、上記設置された光源の強度レベル及び上記空間に侵入する外部光の量を
、上記光源から測定された組み合わされた光強度が上記位置における所定の目標輝度レベ
ルに最も近くなると共に上記設置された光源により消費されるエネルギの量が最小化され
るという条件を最適化すべく同時に調整するステップとを含む。
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【００１６】
　一般的に、本発明の種々の態様は、本発明の範囲内で可能な如何なる方法においても組
み合わせ及び結合することができる。本発明と考えられる主題は、本明細書の終わりの請
求項において特に指摘され、明確に記載される。本発明の上述した及び他のフィーチャ及
び利点は、添付図面に関連してなされる後述する詳細な説明から明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の一実施態様による照明制御システムの概略図を示す。
【図２】図２は、本発明の一実施態様による窓処理具（ブラインド）コントローラの動作
のフローチャートを示す。
【図３】図３は、本発明の一実施態様による電灯コントローラの動作のフローチャートを
示す。
【図４】図４は、本発明の他の実施態様による照明制御システムの概略図を示す。
【図５】図５は、本発明の一実施態様によるスペクトルセンサの使用を示す。
【図６】図６は、本発明の一実施態様による符号化光の使用を示す。
【図７】図７は、本発明の一実施態様による指向性デュアルセンサの使用を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　一実施態様において、当該制御システムは分析的態様で導き出される。その主たる目的
は、照明設定点誤差及びエネルギ消費からなる費用関数を最小化することである。
【００１９】
　図１は、本明細書で説明される構成の一実施態様を示す。該システム１００は、各々が
自身のコントローラ１０３及び１０２を持つ窓処理具１０５及び電灯１０４の両方を含ん
でいる。ユーザ入力（ユーザ設定点入力）１０１及びセンサ１０６からのセンサデータは
、両システムにより共用される。内部光センサ１０６は、全体の測定された光強度値を、
外部光成分及び電灯光成分に分解することができるセンサである。当該システムは、外部
光（例えば、日光）強度を測定するための光センサ１０７を含むことができる。
【００２０】
　窓処理具コントローラ１０３は、センサ１０６及びオプションとしてのセンサ１０７か
らの情報を用いて、窓を介して当該空間内に導入される外部光の量を、ユーザの要求（設
定点）が満たされると共にエネルギ消費が最小化されるように調整する。電灯コントロー
ラ１０２も同様の機能を果たす。好ましくは、電灯コントローラ１０２及び窓処理具コン
トローラ１０３の両者は、互いに通信することを要せずに、同時に並行して動作する。
【００２１】
　照明器具及び窓ブラインドの数は、特定の応用例に依存することに注意されたい。ユー
ザ入力、窓処理具及び電灯の間の通信は、ローカルな専用接続（有線若しくは無線）を介
して、又はデータ及び／又はビル制御のための企業ネットワーク等のバックボーンネット
ワークを介して行うことができる。
【００２２】
　図２及び図３は、本明細書で説明される一実施態様による制御システムの動作の簡略化
されたフローチャートを示す。図２は、前記窓処理具コントローラの動作に関するフロー
チャート２００を示す一方、図３は、上記窓処理具コントローラが当該内部空間の昼光成
分及び電灯（ＥＬ）光成分の両方を入力する場合の電灯コントローラに関するフローチャ
ート３００を示す。その動作モードは、当該空間における電灯光成分の量に基づいて（Ｅ
Ｌ＜閾値）変更される。この場合、電灯は、標準的昼光取り入れコントローラとして動作
する。例えば、昼光取り入れシステムは、開ループ又は閉ループシステムにおいて、行き
渡る光レベル、輝度（luminance）又は明度（brightness）を検出するための光レベルセ
ンサ（光センサ）を使用する。開ループシステムにおいて、上記光センサは、利用可能な
昼光のみを検出し、建物の外壁若しくは屋根上に、又は窓若しくは天窓に面する当該建物
の内部に配置することができる。閉ループシステムにおいて、上記光センサは当該空間に
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おける昼光及び電気光源の両方からの光の全光度量を検出する。例えば、オフィス内では
、閉ループ光センサは作業面上の光の量を検出するために机の表面に対面する天井に配置
することができる。
【００２３】
　図２を参照すると、ステップ２０１において、当該窓処理具コントローラが自動モード
であるかの判定がなされる。尚、解説を容易にするために、本例で使用される窓処理具は
窓ブラインドであるものとする。イエスの場合、次いでステップ２０２において、設定点
が満足されていないか、又はブラインドが完全には開かれておらず且つＥＬがオンされて
いるかの判定がなされる。もしイエスなら、ステップ２０３において、ＥＬ強度が閾値以
下であるかの判定がなされる。もしイエスなら、ステップ２０４において、当該空間にお
ける光が必要なものより高いかの判定がなされる。もしイエスなら、ステップ２０５にお
いて、窓処理具コントローラはブラインドの開度を減少させて、より少ない外部光が当該
空間内に入るようにする。
【００２４】
　ステップ２０３における判定がノーである場合、次いでステップ２０６において、当該
空間における光が必要なものより高いかの判定がなされる。もしイエスなら、ステップ２
０８において、窓処理具コントローラはブラインド開度を緩やかに減少させる。
【００２５】
　ステップ２０４又はステップ２０６における判定がノーである場合、次いでステップ２
０７において、窓処理具コントローラはブラインド開度を増加させて、より多くの外部光
が当該空間内に入るようにする。尚、“昼光”なる言及は、当該空間の外側の光を日光又
は昼光に限定するものではないことに注意されたい。また、“ブラインド”なる言及は、
当該窓処理具を窓ブラインドに限定するものではない。
【００２６】
　図３を参照すると、ステップ３０１において、当該電灯システムが自動モードであるか
の判定がなされる。もしイエスなら、次いでステップ３０２において、設定点が満足され
ていないかの判定がなされる。もしイエスなら、ステップ３０３において、当該空間にお
ける光が必要なものより高いかの判定がなされる。もしイエスなら、ステップ３０４にお
いて、電灯コントローラは当該電灯の調光度を増加させる。もしノーなら、ステップ３０
５において、電灯コントローラは当該電灯の調光度を減少させる。
　一実施態様において、電灯光成分及び外部光成分の同時制御を実施するために下記の制
御アルゴリズムを使用することができる。
　［制御アルゴリズムの導出］
【００２７】
　一実施態様において、当該方法は、費用関数を最小化する勾配降下アルゴリズム（grad
ient descent algorithm）に基づいた適応型コントローラを使用するというものである。
他のオプションは、ＰＩ、ＰＩＤ等の伝統的なコントローラを含む。以下に、上述したシ
ステムに関する基本となる理論的基礎を解説するために第１のオプションを説明する。
【００２８】
　１つの一般的な方式は、窓処理具及び電灯の両者を、これらの両者が当該空間における
照明誤差及びエネルギ消費を低減するよう試行するように動作させるというものである。
このような目的は、下記の適応型の系につながるもので、
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【数１】

ここで、ｘ及びｗは適応化されるべき変数（電灯及び窓処理具を各々表す）であり、ｅは
照明誤差（即ち、ユーザの設定点と測定された光レベルとの間の差）であり、Ｅはエネル
ギ消費に比例し、μは小さな正の定数（適応ステップサイズ）である。最後の２つの項は
、電灯及び窓処理具が各適応制御サイクルにおいて調整される量である。この場合、ｎは
サイクルの表示である。
【００２９】
　照明誤差の項ｅは、更に、
【数２】

と記述することができ、ここで、ｕは所望のユーザ設定点、y(n)は内部光センサの読みで
ある。内部光は、
【数３】

と記述することができ、ここでdlは利用可能な外部光（例えば、昼光）のレベルである。
同様にして、上述した関係を利用すれば、電灯のエネルギ消費は、
【数４】

と記述することができる。
【００３０】
　上述した関係を使用すると共に更なる簡略化を行った後には、閉ループ制御システムを
、

【数５】
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により記述することができる。
【００３１】
　上述した式から分かるように、両式における同一のe(n)及びx(n)の存在は、外部光と電
灯の出力との間の相互作用を示している。
【００３２】
　上述した一般システムは、低減されたエネルギ消費とユーザ設定点を満たすこととの間
の良好なバランスを見付けるように試行する。このことは、時には、エネルギを節約する
ためにユーザの設定点が完全に満たされないこともあり得ることを意味する。このような
ことは、要件を満たすための十分な外部光が存在せず、電灯光の強度が大幅に増加される
必要があって、このことがエネルギ要件を満たし得ない場合に生じ得る。
【００３３】
　代替となる構成は、ユーザ設定点を満たすことに基づくが、それでもエネルギ消費を低
減させるというものである。このようなシステムは、前記適応式を、

【数６】

と修正することにより得ることができる。
　更なる簡略化の結果として、下記の適応システム、

【数７】

が得られる。
【００３４】
　このシステムによれば、照明コントローラは単にユーザの設定点を満たすように（即ち
、照明誤差が低減されるように）試みる。しかしながら、窓処理具システムは両方を行う
ように、即ちユーザの設定点を満たすと共に電灯にエネルギを節約するよう“強制する”
ように試みる。窓処理具システムは、これを、外部光を可能な限り多く導入し、これに応
じて電灯が調光することにより実施する。
【００３５】
　図４は、この方法を実施化する一実施態様４００の簡略化されたブロック図を示す。該
システムは所要の輝度レベル４０３を満たすように試みる。内部光センサ４０４は全体の
光y(n)及び電灯光成分x(n)を測定する。外部光センサ４０５は、外部光成分dl(n)を測定
する。上記全体の光のデータは、電灯４０６の調光レベルを制御するために電灯コントロ
ーラ４０１に送られる。外部光成分及び電灯光成分の両者のデータは窓処理具コントロー
ラ４０２に送られ、該窓処理具コントローラは電動窓処理具（例えば、ブラインド）４０



(10) JP 6058630 B2 2017.1.11

10

20

30

40

50

７を制御する。
　［感知方式］
【００３６】
　デュアルモード内部センサシステムは、複数の態様で設計することができる。下記は、
これらの感知方式の簡単な説明である。これらの方式は、異なる性能／複雑さの妥協点を
もたらす。尚、開示されるシステムは、これらの方式を使用することに限定されるもので
はない。
【００３７】
　１）スペクトルセンサ
　図５に示されるように、スペクトルセンサ５０３は当該光の測定スペクトルから電灯５
０２の成分及び外部光５０１の成分を識別する。スペクトルセンサ５０３は、電灯光及び
外部光の既知の特性を利用して、これらの各照明強度を識別する。斯かる識別は、スペク
トル的に同調されたフィルタ及びフォトダイオードを用いて実施することができる。図５
において、５０４及び５０６は何らかの外部光源及び電灯光源の光スペクトルの例であり
、５０５及び５０７はスペクトルフィルタの例示的な特性である。
【００３８】
　２）符号化光センサ
　この感知方式によれば、図６の電灯６０２は、全般照明６０５上に重畳された符号化情
報６０４を送信する。該感知方式は、符号化光信号の強度を抽出し、この信号強度及びセ
ンサ６０３による全光測定値から電灯光強度及び外部光６０１の成分を推定する。
【００３９】
　３）デュアル光センサ
　この方法は、外部光（例えば、日光）７０１が窓の外側にある場合に一方が該外部光の
光源方向７０４に向き、電灯７０２が内部にある場合に他方が該電灯の方向７０５に向い
た、窓におけるデュアル光センサ７０３を利用する。
【００４０】
　４）モデル型
　他のオプションは、当該空間において測定される全光、窓処理具の透過特性及び利用可
能な外部光（例えば、外部センサを介しての）からの外部光成分の推定である。このオプ
ションは、窓処理具を通過した、作業面上の外部光の量を推定する必要がある。窓処理具
の透過特性（モデル）及び窓に対する当該センサの位置の知識が必要とされる。
　本発明は、ビル及び家庭における照明（電灯照明及び昼光照明）制御及びエネルギ管理
に適用することができる。
【００４１】
　上述した詳細な説明は、本発明がとることができる多くの形態の幾つかを述べた。上述
した詳細な説明は、本発明の定義に対する限定としてではなく、本発明がとることができ
る選択された形態の解説として理解されることが意図されるものである。この発明の範囲
を定めることを意図するものは、全ての均等物を含む請求項のみである。
【００４２】
　本発明の原理は、最も好ましくは、ハードウェア、ファームウエア及びソフトウェアの
何らかの組み合わせとして実施化される。更に、上記ソフトウェアは、好ましくは、部品
、又は特定の装置及び／又は装置の組み合わせからなるプログラム記憶ユニット又はコン
ピュータ可読記憶媒体上に実体的に具現化されたアプリケーションプログラムとして実施
化される。該アプリケーションプログラムは、何らかの好適なアーキテクチャを有するマ
シンにアップロードされ、斯かるマシンにより実行することができる。好ましくは、上記
マシンは、1以上の中央処理ユニット（ＣＰＵ）、メモリ及び入力／出力インターフェー
ス等のハードウェアを有するコンピュータプラットフォーム上で実施化される。上記コン
ピュータプラットフォームは、オペレーティングシステム及びマイクロ命令コードを含む
ことができる。ここに記載される種々の処理及び機能は、上記マイクロ命令コードの一部
若しくは上記アプリケーションプログラムの一部の何れか、又はこれらの何からの組み合
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わせとすることができ、これらは、コンピュータ又はプロセッサが明示的に示されるか否
かに拘わらず、ＣＰＵにより実行することができる。更に、当該コンピュータプラットフ
ォームには、追加のデータ記憶ユニット及び印刷ユニット等の種々の他の周辺ユニットを
接続することもできる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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