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(57)【要約】
　周囲照明条件に応答して照明を制御するコントローラ
、方法及びシステムが記載されている。特に、開示され
ているのは、表示器２５３の近くの作業空間の照明を制
御するための照明コントローラ１１０である。該照明コ
ントローラは、当該作業空間の照明に対するユーザの好
みを記憶するメモリ装置１１３と、該メモリ装置内の上
記ユーザの好みにアクセスするプロセッサ１１１と、該
プロセッサと上記表示器の近傍に配置された電子センサ
２３１との間のインターフェース１１２とを含み、上記
インターフェースは上記電子センサからの読みを収集す
る。上記プロセッサは、上記読みをユーザの好みと比較
し、当該作業空間の照明を調整するために少なくとも１
つの照明器具２４１にコマンドを送出する。上記電子セ
ンサは、例えば、フォトセンサ、占有センサ、向きセン
サ又は位置センサとすることができる。幾つかの実施例
において、上記インターフェースは、無線通信リンクを
介して上記電子センサからの読みを収集する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示器の近くの作業空間の照明を制御する照明コントローラであって、
　前記作業空間の照明に関するユーザの好みを記憶するメモリ装置と、
　該メモリ装置における前記ユーザの好みにアクセスするプロセッサと、
　前記プロセッサと、前記表示器の近傍に配置された電子センサとの間に設けられ、前記
電子センサからの読みを収集するインターフェースと、
を有し、
　前記プロセッサは前記読みを前記ユーザの好みと比較し、少なくとも１つの照明器具に
コマンドを送出して前記作業空間の照明を調整する、
照明コントローラ。
【請求項２】
　請求項１に記載の照明コントローラにおいて、前記電子センサがフォトセンサ、占有セ
ンサ、向きセンサ又は位置センサである照明コントローラ。
【請求項３】
　請求項１に記載の照明コントローラにおいて、前記インターフェースが前記電子センサ
からの前記読みを無線通信ネットワークを介して収集する照明コントローラ。
【請求項４】
　請求項１に記載の照明コントローラにおいて、前記インターフェースが前記読みを収集
する前に前記電子センサを識別する照明コントローラ。
【請求項５】
　請求項１に記載の照明コントローラにおいて、前記表示器がコンピュータの表示器であ
る照明コントローラ。
【請求項６】
　請求項１に記載の照明コントローラにおいて、前記電子センサが前記表示器に取り付け
られている照明コントローラ。
【請求項７】
　プロセッサにより実行可能なプロセッサ読取可能なプログラムを記憶するための記憶媒
体であって、前記プログラムは、前記プロセッサに、表示器の近くの作業空間の照明を、
　センサインターフェースを介して前記表示器の近傍に配置された電子センサからの読み
を収集する機能、
　前記読みを照明パラメータと比較する機能、及び
　少なくとも１つの照明器具に調整コマンドを送出して、前記作業空間の前記照明を前記
照明パラメータに少なくとも部分的に基づいて調整する機能、
を実行させることにより制御させる記憶媒体。
【請求項８】
　請求項７に記載の記憶媒体において、前記プログラムが前記プロセッサに、前記少なく
とも１つの照明器具を識別するために前記電子センサの位置を決定する機能を更に実行さ
せる記憶媒体。
【請求項９】
　請求項７に記載の記憶媒体において、前記プログラムが前記プロセッサに、前記表示器
の近傍に配置された前記電子センサを識別する機能を更に実行させる記憶媒体。
【請求項１０】
　請求項９に記載の記憶媒体において、前記電子センサを識別する機能が、前記プロセッ
サと信号通信することが可能な何れかの電子センサに関する質問を送出する機能を有して
いる記憶媒体。
【請求項１１】
　請求項９に記載の記憶媒体において、前記電子センサを識別する機能が、前記電子セン
サから該電子センサと信号通信することが可能なプロセッサに関する質問を受信する機能
を有している記憶媒体。
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【請求項１２】
　請求項７に記載の記憶媒体において、前記プログラムが前記プロセッサに、
　第２電子センサからの第２の読みを第２センサインターフェースを介して収集する機能
、
　前記第２の読みを第２照明パラメータと比較する機能、及び
　前記少なくとも１つの照明器具に調整コマンドを送出して、前記作業空間の前記照明を
前記第２照明パラメータに少なくとも部分的に基づいて調整する機能、
を更に実行させる記憶媒体。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の記憶媒体において、前記電子センサがフォトセンサを有し、前記第
２電子センサが占有センサを有する記憶媒体。
【請求項１４】
　表示器の近くの作業空間を照明するための照明システムであって、
　照明コントローラと、
　前記表示器の近傍に配置された電子センサと、
　少なくとも１つの照明器具と、
　前記照明コントローラと前記電子センサとの間、及び前記照明コントローラと前記少な
くとも１つの照明器具との間で信号を伝送する通信ネットワークと、
を有し、
　前記照明コントローラは、前記電子センサからの読みを表す信号を受信し、該信号をユ
ーザの好みと比較し、前記作業空間の照明を調整するために前記少なくとも１つの照明器
具に対してコマンドを送出する照明システム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の照明システムにおいて、前記電子センサがフォトセンサ、占有セン
サ、向きセンサ又は位置センサである照明システム。
【請求項１６】
　請求項１４に記載の照明システムにおいて、前記表示器がコンピュータの表示器である
照明システム。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の照明システムにおいて、前記電子センサが前記コンピュータに取り
付けられている照明システム。
【請求項１８】
　請求項１６に記載の照明システムにおいて、第２電子センサを更に有し、前記通信ネッ
トワークは前記照明コントローラと前記第２電子センサとの間で信号を伝送し、前記照明
コントローラは前記第２電子センサからの読みを表す第２信号を受信し、該第２信号を第
２のユーザの好みと比較する照明システム。
【請求項１９】
　請求項１４に記載の照明システムにおいて、前記表示器の近傍に配置された第２電子セ
ンサを更に有し、前記通信ネットワークは前記照明コントローラと前記第２電子センサと
の間で信号を伝送し、前記照明コントローラは前記第２電子センサからの読みを表す第２
信号を受信し、前記信号を該第２信号と比較して前記センサによる誤差を決定する照明シ
ステム。
【請求項２０】
　請求項１４に記載の照明システムにおいて、第２電子センサを更に有し、前記通信ネッ
トワークは前記照明コントローラと前記第２電子センサとの間で信号を伝送し、前記照明
コントローラは前記第２電子センサからの読みを表す第２信号を受信し、前記信号を該第
２信号と組み合わせて平均の読みを決定する照明システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、広くは照明システムに係り、特には照明制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　オフィス照明システム等の従来の建築照明システムは、しばしば、専用の照明制御ハー
ドウェアにより管理されている。これらのシステムは、典型的には、入力データのために
遠隔フォトセンサ、壁スイッチ及び／又は占有センサに、並びに照明器具制御のためにリ
レーパネル又は調光ラックに配線結合された中央コントローラを含んでいる。斯かるコン
トローラは、通常、昼光センサ及び占有センサからの入力信号並びに計画されたイベント
に応答して照明器具を調光し及び切り換える責務を負っている。該コントローラは、典型
的には、専用の制御パネルによりプログラムされる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　これらの従来の照明システムは、数々の欠点を有している。例えば、上記遠隔フォトセ
ンサ、壁スイッチ及び占有スイッチは、専用の導管を介して這わされた低電圧配線を用い
て上記コントローラに配線結合されねばならない。これは、建物の建築の間における大き
な出費を意味する。
【０００４】
　従来のシステムの他の潜在的欠点は、例えばフォトセンサ又は占有センサ等のセンサが
、通常、天井又は壁に固定される点にある。固定されるセンサは、建物のテナントの要求
に応じて間仕切り部屋のレイアウトがしばしば変更となるオープンオフィスにおいては欠
点となり得る。このように、１つの構成の間仕切り部屋及びオフィス家具に対して最適で
ある固定されたセンサ配置は、他の構成にとっては劣るか又は動作不能とさえなる。
【０００５】
　従来のシステムの他の潜在的欠点は、上記の固定されたセンサが、典型的には、ユーザ
により占有された又は作業される領域に直接供給されるような照明を検出しないことであ
る。例えば、ユーザがコンピュータの表示器を操作している間において、天井に取り付け
られた又は壁に取り付けられたセンサは、典型的には、該センサの位置における光を検出
するが、該光は上記表示器の周囲の領域に直接供給される照明には間接的にしか関係しな
い。
【０００６】
　従来のシステムの更に他の潜在的欠点は、前記中央コントローラが時にはサービスルー
ム又はクローゼット内に配置され、従って殆どのオフィス作業者にとり接近不可能である
点である。斯かるコントローラが接近可能であっても、これらコントローラの独自なユー
ザインターフェースは、しばしば、理解及び使用することが困難である。従って、通常、
照明システムはシステムの試運転の間に一度だけプログラムされ、その後は、オフィスの
レイアウト又は該オフィスの照明要件が変化しても再プログラムされることはない。
【０００７】
　更に、殆どの中央コントローラは、当該照明器具を週末及び休日にオフさせる週毎及び
年毎のスケジュール等のイベントを記憶することができる。しかしながら、従来のコント
ローラをプログラムすることの上記困難さ故に、これらコントローラのイベントをスケジ
ュールする能力は、通常、余り利用されない。結果として、照明器具は、しばしば必要と
されない場合にもオンされ、かくしてエネルギを浪費する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の種々の実施例及び構成による照明制御システムは、従来の方法の欠点に対処す
る。例えば、幾つかの実施例は、天井又は壁の取り付け位置に配線結合されていないよう
なセンサを監視（モニタ）する照明コントローラを特徴とする。これらのセンサは、ユー
ザにより操作されるコンピュータ表示器又は他の装置の近傍等の、ユーザの作業領域の近
く又は内部に配置することができる。これらのセンサは、作業領域が再構成され又はレイ



(5) JP 2012-516533 A 2012.7.19

10

20

30

40

50

アウトが変わる毎に、容易に再配置することができる。上記センサは、ユーザが例えばオ
フィスビル内において新しい場所で作業するために移動する際に、該ユーザと一緒に移動
することさえできる。更に、ユーザの表示器の近傍のセンサは、該ユーザに対して最も直
接的に有効な光を検出するのに、一層効果的であり得る。斯かるセンサは、例えば、デス
クトップ又はラップトップコンピュータ等の当該ユーザにより操作される装置と一体とす
ることができる。
【０００９】
　上記照明コントローラは、これらのセンサからの情報を使用して、ユーザ定義又は幾つ
かのデフォルト設定に従って例えば照明ネットワーク等の複数の照明器具を制御する。こ
れらの照明器具は、ユーザの作業領域の近傍の領域の照明に影響を与えるように配置し又
は向けることができる。例えば、上記照明ネットワークは、ユーザにより操作されるコン
ピュータ表示器又は他の装置の近傍の領域を照明するように天井又は壁上の所定の位置に
配置されると共に特定の角度に向けられた照明器具の１以上を含むことができる。
【００１０】
　本発明の種々の実施例は、コントローラから天井又は壁の取り付け位置までの専用の配
線接続を有さないセンサに基づいて作業領域の照明の制御を可能にすることに焦点を合わ
せる。例えば、幾つかの実施例において、上記センサは、例えばイーサネット又は無線ネ
ットワーク等のネットワークに接続される、アドレス指定可能な装置とし、又はアドレス
指定可能な装置に組み込むことができる。上記コントローラも、同じネットワークに接続
された他のアドレス指定可能な装置とすることができる。該コントローラは、全てのアド
レス指定可能なセンサ又はセンサと統合されたアドレス指定可能な装置に関して当該ネッ
トワークをポーリングすることにより、センサを識別することができる。他の例として、
上記コントローラは、センサを、該センサ又は装置からのリクエストを受信することによ
り識別することができる。
【００１１】
　幾つかの実施例において、上記コントローラは、上記センサにより供給される読み（測
定値）を収集するためにセンサインターフェースを用いる。該コントローラは、当該セン
サの位置又は該センサが取り付けられた表示器の向きを、上記センサインターフェースに
より供給される読みから決定することができる。他の例として、幾つかの実施例において
、上記コントローラはセンサの位置を該センサに関連するネットワークアドレスから決定
することができる。幾つかの実施例において、上記コントローラは、センサの位置又は表
示器の向きに関する情報を使用して、該センサの近傍の領域の照明器具に影響を与える１
以上の照明器具を識別する。更に、他の実施例において、上記コントローラは、ユーザイ
ンターフェースにより供給される情報を使用して、当該センサの近傍の領域における周囲
光に関する情報又は該センサの近傍の領域におけるユーザの存在を決定する。該コントロ
ーラは、この情報を使用して、当該センサの近傍の領域の照明に影響を与える１以上の照
明器具を制御する。幾つかの他の実施例において、上記コントローラは２以上のセンサに
より供給される情報を使用して、これらセンサのうちの１つにより供給される情報の潜在
的誤りを検出し、又は当該作業領域における光の平均若しくは全体的分布を表す平均的読
みを決定する。
【００１２】
　本発明の実施例は、表示器の近くの作業空間の照明を制御するための照明コントローラ
を含む。該照明コントローラは、作業空間の照明に関するユーザの好みを記憶するメモリ
装置と、該メモリ装置内のユーザの好みにアクセスするプロセッサと、該プロセッサと上
記表示器の近傍に配置された電子センサとの間のインターフェースとを有し、該インター
フェースは上記電子センサから読み（測定値）を収集する。上記プロセッサは上記読みを
ユーザの好みと比較し、少なくとも１つの照明器具にコマンドを送出して上記作業空間の
照明を調整する。
【００１３】
　本発明の他の実施例は、プロセッサにより実行可能なプロセッサ読取可能なプログラム
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を記憶するための記憶媒体を含む。該プログラムは、センサインターフェースを介して表
示器の近傍に配置された電子センサからの読みを収集する機能、該読みを照明パラメータ
と比較する機能、少なくとも１つの照明器具に調整コマンドを送出して、作業空間の照明
を上記照明パラメータに少なくとも部分的に基づいて調整する機能を実行することにより
、上記プロセッサに表示器の近くの作業空間の照明を制御させる。
【００１４】
　幾つかの実施例において、上記プログラムはプロセッサに下記の機能のうちの１以上を
実行させる。即ち、上記少なくとも１つの照明器具を識別するために上記電子センサの位
置を決定する機能、上記表示器の近傍に配置された電子センサを識別する機能、当該プロ
セッサと信号通信することが可能な全ての電子センサに質問を送出する機能、電子センサ
から該電子センサと信号通信が可能なプロセッサに関する質問を受信する機能、及び複数
のセンサの読みを比較して適切な調整コマンドを決定する機能である。
【００１５】
　本発明の更に他の実施例は、表示器の近くの作業空間を照明するための照明システムを
含む。該システムは、照明コントローラと、上記表示器の近傍に配置された電子センサと
、少なくとも１つの照明器具と、通信ネットワークとを含む。上記通信ネットワークは、
上記照明コントローラと電子センサとの間、及び上記照明コントローラと少なくとも１つ
の照明器具との間で信号を伝送する。上記照明コントローラは、上記電子センサからの読
みを表す信号を受信し、該信号をユーザの好みと比較し、上記作業空間の照明を調整する
ために上記少なくとも１つの照明器具に対してコマンドを送出する。本発明の幾つかの実
施例においては、前記少なくとも１つのセンサ及び／又は少なくとも１つの照明器具が容
易に再構成されるのを可能にするために、上記通信ネットワーク及び／又は制御インター
フェースが選択される。
【００１６】
　本発明の更なる目的及び利点は、下記の説明に一部記載され、下記の説明から一部明ら
かとなり、本発明の実施により分かるであろう。本発明の上記目的及び利点は、添付請求
項に特に記載された構成要素及び組み合わせにより実現されるであろう。
【００１７】
　尚、上述した概略説明及び下記の詳細な説明は例示的及び説明的なものに過ぎず、請求
項に記載された発明を限定するものではないと理解されたい。本明細書に組み込まれ且つ
本明細書の一部を構成する添付図面は、本発明の実施例を図示するものであり、本説明と
共に本発明の原理を説明するものである。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本発明の幾つかの実施例による照明システムを示す。
【図２】図２は、本発明の幾つかの他の実施例による照明システムを示す。
【図３Ａ】図３Ａは、本発明の幾つかの実施例による照明コントローラのために実行され
る発見のフローチャートを示す。
【図３Ｂ】図３Ｂは、本発明の幾つかの実施例によるセンサの発見のフローチャートを示
す。
【図３Ｃ】図３Ｃは、本発明の幾つかの実施例による照明器具の発見のフローチャートを
示す。
【図３Ｄ】図３Ｄは、本発明の幾つかの実施例による新しい装置の発見のフローチャート
を示す。
【図４Ａ】図４Ａは、本発明の幾つかの実施例による読取／コマンドのフローチャートを
示す。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本発明の幾つかの実施例によるタイマ・イベントにより起動される
発見／読取のフローチャートを示す。
【図４Ｃ】図４Ｃは、本発明の幾つかの実施例による変化により起動される発見／読取の
フローチャートを示す。
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【図４Ｄ】図４Ｄは、本発明の幾つかの実施例によるタイマ・イベントにより起動される
携帯装置の読取及びコマンドのフローチャートを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、幾つかの例が添付図面に示された本発明の実施例を詳細に説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の幾つかの実施例による照明システム１００を示している。該システム
１００は、コントローラ１１０と、１以上の電子センサ130-1～130-Nと、1以上の照明器
具140-1～140-Nと、複数の通信リンク１１５、135-1～135-N及び145-1～145-Nとを含んで
いる。
【００２１】
　コントローラ１１０は、1以上の作業空間の照明を、通信ネットワーク１２０を介して
のセンサ１３０及び照明器具１４０との通信に基づいて制御する。幾つかの実施例のコン
トローラ１１０は、これらの通信を、1以上のセンサ又は照明器具の存在及び／又は位置
を発見するために使用する。コントローラ１１０は、1以上のセンサの位置及び1以上の照
明器具の位置に関する情報を用いて、各センサを当該センサに関連する作業空間を照明す
る1以上の照明器具にマッピングする。コントローラ１１０は、1以上のセンサからの読み
（測定値）、即ち当該センサに関連する作業空間内の照明を示す読みを受信し、該読みを
用いて、当該作業空間における照明を調整するための1以上の照明器具に対してコマンド
を作成し送信する。
【００２２】
　図１に示されるように、コントローラ１１０の実施例は、プロセッサ１１１、インター
フェース１１２及びメモリ装置１１３を有している。"コントローラ"なる用語は、ここで
は、1以上の照明器具の動作に関係する種々の装置を広く記述するために使用されている
。コントローラは、ここで述べる種々の機能を実行するために、多数の形態で（例えば、
専用のハードウェアによる等）実施化することができる。1以上のプロセッサを使用する
コントローラは、ここで述べる種々の機能を実行するために、ソフトウェア（例えば、マ
イクロコード）を用いてプログラムすることができる。コントローラは、幾つかの機能を
実行するための専用のハードウェアと、他の機能を実行するためのプロセッサ（例えば、
1以上のプログラムされたマイクロプロセッサ及び関連する回路）との組み合わせとして
実施化することもできる。プロセッサ１１１の実施例は、限定されるものではないが、通
常のマイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）及びフィールド・プログラ
マブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）を含む。
【００２３】
　メモリ装置１１３の実施例は、例えばＲＡＭ、ＰＲＯＭ、EPROM及びEEPROM等の揮発性
及び不揮発性コンピュータメモリ、フロッピーディスク、コンパクトディスク、光ディス
ク並びに磁気テープ等の、種々のタイプの記憶媒体を含む。幾つかの構成例において、上
記記憶媒体は、プロセッサ１１１上で実行された場合に、コントローラ１１０が本明細書
で述べる機能の少なくとも幾つかを実行する1以上のプログラムによりコード化すること
ができる。種々の記憶媒体は、当該記憶媒体上に記憶された1以上のプログラムをプロセ
ッサにロードして、ここで述べる本発明の種々の態様を実施することができるように、移
送可能なものとすることができる。"プログラム"又は"コンピュータプログラム"なる用語
は、ここでは、1以上のプロセッサをプログラムするために使用することが可能な如何な
るタイプのコンピュータコード（例えば、ソフトウェア又はマイクロコード）をも示すよ
うに汎用的な意味で使用されている。本発明の幾つかの実施例において、メモリ装置１１
３は、例えば作業空間領域の照明に関するデフォルト（既定の）設定又はユーザの作業空
間の照明に対するユーザの好み等のパラメータも記憶する。幾つかの実施例において、コ
ントローラ１１０はアドレス指定可能な装置である。
【００２４】
　インターフェース１１２は、コントローラ１１０と通信ネットワーク１２０との間の通
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信インターフェースである。本発明の幾つかの実施例において、インターフェース１１２
は、通信リンク１１５及び通信ネットワーク１２０を介してセンサ（又は複数のセンサ）
１３０及び／又は照明器具（又は複数の照明器具）１４０と通信信号を交換するためにプ
ロセッサ１１１により使用される。インターフェース１１２の実施例は、ハードウェア若
しくはソフトウェアとして、又はネットワークインターフェースカード又は無線インター
フェースカード及び付随するソフトウェア等のハードウェア及びソフトウェアの組み合わ
せとして構成することができる。インターフェース１１２は、センサ１３０と及び／又は
コントローラ１１０と対話するためのユーザインターフェースも含むことができる。イン
ターフェース１１２は、ＡＣＰＩ（Advanced Configuration and Power Interface）公開
工業規格に準拠することができ、該規格は、ハードウェアの発見、構成、電源管理並びに
デスクトップ及びラップトップコンピュータの監視のためのプラットフォームに依存しな
いインターフェースを規定すると共に、コンピュータに取り付けられ又はコンピュータと
通信するセンサを尋問するためのインターフェースを含む。
【００２５】
　本発明の種々の実施例に採用することが可能なユーザインターフェースの例は、これら
に限定されるものではないが、スイッチ、ポテンショメータ、ボタン、ダイヤル、スライ
ダ、マウス、キーボード、キーパッド、種々のタイプのゲームコントローラ（例えば、ジ
ョイスティック）、トラックボール、表示スクリーン、種々のタイプのグラフィック・ユ
ーザインターフェース（ＧＵＩ）、タッチスクリーン、マイクロフォン、及び人により発
生された何らかの形態の刺激を受信し、これに応答して信号を発生する他のタイプのセン
サを含む。更に、斯様なユーザインターフェースの他の例は、ユーザが各センサに個別に
直接尋問するのを可能にするセンサ固有のユーザインターフェースを含む。
【００２６】
　本発明の幾つかの実施例において、インターフェース１１２は、ユーザが、例えばユー
ザが定めたパラメータを設定し、又は照明器具１４０及び／又はセンサ１３０に関する情
報を入力するために上記コントローラと対話することが可能となるような、コントローラ
・ユーザインターフェースを含む。
【００２７】
　通信ネットワーク１２０は、センサ１３０及び照明器具１４０と通信するために前記コ
ントローラにより使用されるネットワークである。通信ネットワーク１２０は、例えば、
有線ネットワーク、無線ネットワーク又は異なる有線及び無線ネットワークの組み合わせ
を含むことができる。通信ネットワーク１２０は、例えば、赤外線通信、光ファイバ通信
、又は例えばイーサネット技術等のコンピュータネットワーク化技術等の異なる技術を採
用することができる。通信ネットワーク１２０は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ
）又は無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を含むこともできる。例えば、通信
ネットワーク１２０は、コントローラ１１０と1以上の照明器具１４０との間の専用有線
結合通信技術と組み合わされた、コントローラ１１０とセンサ１３０の1以上との間の有
線又は無線コンピュータ通信技術を含むことができる。幾つかの実施例において、通信ネ
ットワーク１２０は、例えば赤外線又は変調された可視光信号を利用した自由空間光通信
技術を含む。
【００２８】
　ここで使用される"ネットワーク"なる用語は、2以上の装置（コントローラ若しくはプ
ロセッサ、照明器具又はセンサを含む）間の相互接続であって、何れかの2以上装置の間
の、及び／又は当該ネットワークに結合された複数の装置の間での情報（例えば、装置制
御、データ記憶、データ交換等のための）の伝送を容易にする如何なる相互接続をも指す
ものである。容易に理解されるように、複数の装置を相互接続するのに適したネットワー
クの種々の構成は、種々のネットワークトポロジの何れかを含むと共に、種々の通信プロ
トコルの何れかを使用することができる。更に、本発明による種々のネットワークにおい
て、２つの装置の間の何れか１つの接続は、２つのシステムの間の専用の接続を表すこと
ができ、又は代わりに非専用接続を表すこともできる。２つの装置のための情報を伝送す
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ることに加えて、このような非専用接続は、必ずしも上記２つの装置のいずれかのための
ものでない情報を伝送することができる（例えば、開放型ネットワーク接続）。更に、こ
こで述べる装置の種々のネットワークが、当該ネットワークを介しての情報伝送を容易化
するために1以上の無線、有線／ケーブル及び／又は光ファイバリンクを使用することが
できることは容易に理解されよう。或るネットワーク構成において、ネットワークに結合
された1以上の装置は、該ネットワークに結合された1以上の他の装置（例えば、照明器具
及び／又はセンサ）のためのコントローラとして作用することができる（例えば、マスタ
／スレーブ関係で）。他の構成において、ネットワーク化された環境は、当該ネットワー
クに結合された装置の1以上を制御するように構成された1以上の専用のコントローラを含
むことができる。一般的に、当該ネットワークに結合された複数の装置は、各々、通信媒
体又は複数の媒体上に存在するデータにアクセスすることができる。しかしながら、所与
の装置は、当該ネットワークと、例えば該装置に割り当てられた1以上の特定の識別子（
例えば、"アドレス"）に基づいてデータを選択的に交換する（即ち、データを受信し及び
／又はデータを送信する）ように構成されているという点で"アドレス指定可能"であり得
る。
【００２９】
　センサ（又は複数のセンサ）１３０は、刺激を測定し、該刺激の測定値又は複数の測定
値を1以上の信号に変換する。センサ１３０は、例えば、光の強度（輝度）又はスペクト
ル的パワー分布等の当該センサの近くの光の1以上の態様を測定するフォトセンサ；又は
当該センサの近くのユーザの存在を検出する、例えば動きセンサ等の占有センサ；又は当
該センサの位置を決定する、例えばＧＰＳ装置等の位置センサ；又は当該センサの向きを
決定する、例えばＧＰＳ装置等の向きセンサとすることができる。センサ１３０は、これ
らの信号を通信リンク１３５を介し、且つ、通信ネットワーク１２０を経てコントローラ
１１０に通知する。通信リンク１３５の実施例は、無線リンク、イーサネットリンク、フ
ァイバ、赤外線又は可視光線通信リンクを含む。
【００３０】
　本発明の幾つかの実施例は、センサ１３０がユーザにより使用される表示器の近傍に配
置されることを必要とする。表示器の近傍のセンサ１３０は、当該表示器上に入射する光
を測定することができるように、配置される。例えば、該センサは、当該表示器に取り付
けることができるか、又は該表示器に関連するコンピュータ若しくは移動体装置に組み込
むことができる。他の例として、表示器の近傍のセンサ１３０は、当該表示器又は一体的
な関係の装置に課された条件を示す他の刺激を測定することができる。
【００３１】
　幾つかの実施例において、センサ１３０は通信ネットワーク１２０を介して直接的に通
信するアドレス指定可能な装置である。他の実施例において、センサ１３０は、アドレス
指定可能な装置に統合されると共に、通信ネットワーク１２０上において当該アドレス指
定可能な装置を介して通信するような内部又は外部センサである。
【００３２】
　ここで使用される"アドレス指定可能"なる用語は、自身を含む複数の装置に対する情報
（例えば、データ）を受信すると共に、自身に対する特定の情報に対して選択的に応答す
るように構成された装置（例えば、照明器具、コントローラ、他の非照明関係装置、セン
サ、センサが組み込まれた装置等）を指すものである。"アドレス指定可能"なる用語は、
しばしば、複数の装置が何らかの通信ネットワークを介して一緒に結合されているような
ネットワーク化された環境に関連して使用される。
【００３３】
　幾つかの実施例において、照明器具１４０は、固定位置に設置されると共に、専用の配
線結合された通信リンク１４５を介してコントローラ１１０と通信することができる1以
上の照明器具を含む。幾つかの他の実施例において、照明器具１４０は、例えばイーサネ
ット又は無線ネットワーク接続等の他の形式の通信リンク１４５を介して通信する1以上
のアドレス指定可能な照明器具を含む。コントローラ１１０と照明器具１４０との間の通
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信は、コントローラ１１０から照明器具１４０へ送信されるコマンドを含むことができる
。これらのコマンドは、当該照明器具に、例えば、オンさせ、又はオフさせ、又は該照明
器具の強度（輝度）を減少若しくは増加させ、又は該照明器具のスペクトル的パワー分布
を変化させることができる。
【００３４】
　"照明器具"又は"光源"なる用語は、これらに限定されるものではないが、ＬＥＤ型光源
（先に定義したような1以上のＬＥＤを含む）、白熱光源（例えば、フィラメント電球、
ハロゲン電球等）、蛍光光源、燐光光源、高輝度放電光源（例えば、ナトリウム蒸気、水
銀蒸気及び金属ハライド電球）、レーザ、他のタイプのエレクトロルミネッセント光源、
熱発光光源（例えば、炎）、キャンドル発光光源（例えば、ガスマントル、炭素アーク放
射光源）、及び光ルミネッセント光源（例えば、ガス放電光源）を含む種々の放射光源の
何れか1以上を指すと理解されたい。
【００３５】
　所与の光源は、可視スペクトル内、可視スペクトル外、又はこれら両方の組み合わせで
電磁放射を発生するように構成することができる。従って、"光"及び"放射"並びに"照明"
なる用語は、ここでは入れ替え可能に使用される。更に、光源は、一体部品として、1以
上のフィルタ（例えば、カラーフィルタ）、レンズ又は他の光学部品を含むことができる
。"照明光源"とは、内部又は外部空間を効果的に照明するために十分な輝度を持つ放射を
発生するように特別に構成された光源である。この点において、"十分な輝度"とは、周囲
照明（即ち、間接的に知覚され得ると共に、例えば全体的に又は部分的に知覚される前に
1以上の種々の介在表面から反射され得る光）を形成するために空間又は環境において発
生される可視スペクトルにおける十分な放射パワーを指す（放射パワー又は"光束"に関し
ては、しばしば、"ルーメン"なる単位が光源から全方向への全光出力を表すために使用さ
れる）。
【００３６】
　"スペクトル"なる用語は、1以上の光源により生成された放射の何れか1以上の周波数（
又は波長）を指すものと理解されたい。従って、"スペクトル"なる用語は、可視範囲内の
周波数（又は波長）のみならず、赤外線、紫外線及び全体の電磁スペクトルの他の領域に
おける周波数（又は波長）をも指す。また、所与のスペクトルは、相対的に狭い帯域幅（
例えば、本質的に僅かの周波数又は波長成分しか有さないＦＷＨＭ）又は相対的に広い帯
域幅（種々の相対強度を持つ幾つかの周波数又は波長成分）を有することができる。また
、所与のスペクトルは2以上の他のスペクトルの混合の結果（例えば、複数の光源から各
々放出された放射の混合）とすることもできると理解されるべきである。"スペクトル的
パワー分布"なる用語は、照明の単位波長当たりで単位面積当たりのパワー、又は何れか
の放射計測量（例えば、放射エネルギ、放射光束、放射強度又は光輝）に対する波長毎の
貢献度を指すと理解される。
【００３７】
　図２は、本発明の実施例による照明システム２００を示している。該システム２００は
、コントローラ２１０と、センサ２３１及び２３２と、照明器具２４１及び２４２と、携
帯コンピュータ２５１と、デスクトップコンピュータ２５２と、通信リンク２１５、２３
５、２３６、２４５及び２４６を備える通信ネットワーク２２０とを含んでいる。
【００３８】
　コントローラ２１０は、通信リンク２１５を介して通信ネットワーク２２０に接続され
、該通信ネットワーク２２０を使用することにより通信リンク２３５及び２３６を各々介
してセンサ２３１及び２３２と通信する。コントローラ２１０は、通信リンク２４５及び
２４６を各々介して照明器具２４１及び２４２とも通信する。
【００３９】
　コントローラ２１０は、図１のコントローラ１１０に関して説明した如何なるタイプの
コントローラとすることもできる。コントローラ２１０は、携帯コンピュータ２５１及び
非携帯コンピュータ２５２の近くの作業空間の照明を制御する。通信ネットワーク２２０
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は、図１の通信ネットワーク１２０に関して説明した如何なるタイプの通信ネットワーク
とすることもできる。
【００４０】
　携帯コンピュータ２５１は、ラップトップコンピュータ、又はユーザにより頻繁に移動
され得る携帯電話等の如何なる他のタイプの携帯装置とすることもできる。デスクトップ
コンピュータ２５２は、通常は固定位置を有するか、又はオフィスのレイアウトが変更さ
れる場合等の希にしか移動されない如何なる他のタイプの装置と置換することもできる。
【００４１】
　センサ２３１及び２３２は、各々、図１のセンサ１３０に関連して前述した如何なるタ
イプのセンサとすることもでき、図１のセンサ１３０に関連して前述した如何なる他のフ
ィーチャを各々有することもできる。センサ２３１は、携帯コンピュータ２５１の表示器
２５３の近傍に配置される一方、センサ２３２はデスクトップコンピュータ２５２の表示
器２５４の近傍に配置される。センサ２３１は、例えば、携帯コンピュータ２５１内に取
り付けられた内部装置、又は携帯コンピュータ２５１の表示器２５３の近傍に又は該表示
器上に取り付けられた外部装置とすることができる。同様に、センサ２３２は、非携帯コ
ンピュータ２５２内の内部装置、又は表示器２５４の近傍に又は該表示器上に取り付けら
れた外部装置とすることができる。センサ２３１及び２３２は、コントローラ２１０と通
信リンク２３５及び２３６を各々介すると共に通信ネットワーク２２０を介して通信する
アドレス指定可能な装置であり得る。付加的に又は代替的に、センサ２３１及び２３２は
、コントローラ２１０と、コンピュータ２５１及び２５２により提供されるユーザインタ
ーフェースを介して通信し得る。この場合、通信リンク２３５及び２３６は、通信ネット
ワーク２２０とコンピュータ２５１及び２５２との各々の間のリンクを表すことができる
。
【００４２】
　照明器具２４１及び２４２は、図１の照明器具１４０に関連して前述した如何なるタイ
プの照明器具とすることもできる。照明器具２４１及び２４２は、通信リンク２４５及び
２４６を各々介してコントローラ２１０と通信することができ、これら通信リンクは図１
の照明器具リンク１４５に関連して前述した如何なるタイプの通信リンクとすることもで
きる。幾つかの実施例において、照明器具２４１及び２４２はコントローラ２１０により
既知の位置を有する複数の照明器具の中から選択され、かくして、これら照明器具は作業
空間における特定の領域を照明する。例えば、照明器具２４１は、表示器２５３の近くの
作業空間を照明する、壁に取り付けられた照明器具であり得る。一方、照明器具２４２は
、表示器２５４の近くの作業空間を照明する、天井に取り付けられた照明器具であり得る
。幾つかの実施例において、コントローラ２１０は、表示器の近くの作業空間の照明を制
御するために、上記センサ及び照明器具に関する情報を発見する。
【００４３】
　図２には２つのセンサのみが図示されているが、本発明による照明システム２００は、
より多くのセンサを含むこともできる。例えば、如何なる単一の作業空間の近くにも複数
のセンサが存在し得る。何れかの単一の作業空間の近傍の各センサは、同一の又は異なる
タイプの刺激を検出することができる。例えば、例示的照明システム２００における複数
のフォトセンサを、単一の作業空間の近傍の異なる位置に配置することができる。付加的
に又は代替的に、例示的照明システム２００における１以上の動きセンサを、単一の作業
空間の近傍に配置することができる。照明システム２００における単一のセンサは、１以
上の作業空間に関連する情報を提供することができる。
【００４４】
　同様に、図２には２つの照明器具のみが図示されているが、本発明による照明システム
２００は、より多くの照明器具を含むこともできる。例えば、複数の照明器具が、何れか
の単一の作業空間を照明することができるようにすることができる。これらの照明器具は
、異なるタイプの又は異なる輝度の照明を提供することができる。同様に、個々の照明器
具は、これらの照明器具が何れかの単一の作業空間の異なる部分を照明することができる



(12) JP 2012-516533 A 2012.7.19

10

20

30

40

50

ように配置することができる。一方、単一の照明器具が１以上の作業空間に対して照明を
供給することもできる。単一の作業空間内の又は斯かる単一の作業空間の近傍の障害物は
、何れかの照明器具が照明することができる領域を変化させ得る。このような障害物は、
永久的なものか又は短期間のものであり得る。例えば、照明器具の側を歩く人は、当該照
明器具が作業空間の一部を照明するのを一時的に妨害し得る。他の極端な例では、間仕切
り壁は、該壁又は照明器具が移動されない限り、該照明器具が作業空間の一部を照明する
のを妨害し得る。
【００４５】
　図３Ａは、本発明の幾つかの実施例による、コントローラ２１０により実行される、例
示的な発見のフローチャート３００を示す。ステップ３０１において、コントローラ２１
０は１以上のセンサを発見する。ステップ３０３において、コントローラ２１０は１以上
の照明器具を発見する。ステップ３０５において、コントローラ２１０は、各センサに当
該センサに関連する表示器の近傍の作業空間領域を照明する１以上の照明器具をマッピン
グするようなセンサ／照明器具マップを作成する。本発明の実施例は、ステップ３０１又
はステップ３０３を有さず、代わりに、ステップ３０５を実行するためにコントローラ２
１０にとり既に利用可能な情報を使用することもできる。
【００４６】
　図３Ｂは、図３Ａのセンサ発見ステップ３０１の一例を、本発明の幾つかの実施例によ
るコントローラ２１０により実行されるフローチャート３１０により、より詳細に示す。
ステップ３０１は、図３Ｂに示されるステップの１以上を有さなくてもよい。図３Ｂのス
テップは、該図３Ｂに示されたものとは異なるように組み合わされ又は異なる順序とする
ことができる。
【００４７】
　ステップ３１１において、コントローラ２１０は、種々の作業空間に配置されたセンサ
と通信を確立する。幾つかの実施例において、コントローラ２１０は、同じ通信ネットワ
ーク２２０を介して又は通信ネットワーク２２０における特定のノードを介して通信する
アドレス指定可能なセンサを識別するためのネットワーク尋問を送出することにより、ス
テップ３１１を実行する。幾つかの他の実施例において、コントローラ２１０は、当該セ
ンサを同じ通信ネットワーク２２０を介して又は該通信ネットワーク２２０の特定のノー
ドを介して通信する装置として識別する、アドレス指定可能なセンサからのネットワーク
尋問を受信することによりステップ３１１を実行する。ステップ３１１は、上述した技術
の何れかの組み合わせを有することができる。
【００４８】
　ステップ３１３において、コントローラ２１０は、識別された各センサのタイプに関す
る情報を収集する。幾つかの実施例において、コントローラ２１０は、当該センサにより
提供される又は当該センサが組み込まれた装置により提供される、ユーザインターフェー
スから該センサに関する情報を読み取ることによりステップ３１３を実行する。他の実施
例において、コントローラ２１０は当該センサを直接尋問することによりステップ３１３
を実行する。更に他の実施例では、コントローラ２１０は、メモリ１１３に又はコントロ
ーラ２１０によりアクセス可能な他のメモリ記憶装置（例えば、コンピュータ２５１又は
コンピュータ２５２のメモリ）に事前に記録された当該センサに関する情報にアクセスす
ることによりステップ３１３を実行する。
【００４９】
　ステップ３１５において、コントローラ２１０は、識別された各センサの概略の物理的
位置を決定する。幾つかの実施例において、コントローラ２１０は、当該センサの又は当
該センサが組み込まれた装置のネットワークアドレスを用いてステップ３１５を実行する
。例えば有線ネットワークを用いるもの等の幾つかの実施例において、ネットワークアド
レスは当該センサの物理的位置を示し得る。幾つかの他の実施例において、コントローラ
２１０は、例えば当該センサが組み込まれたのと同じコンピュータの近くに設置された又
は該コンピュータに取り付けられた位置センサを読み取る等の他の手段により、該センサ
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の位置を決定することができる。斯かる位置は、地理座標（例えば、ＧＰＳ装置により提
供されるような）により、又は何らかの他の識別情報（例えば、オフィス空間の間仕切り
コードを用いる）により示され得る。幾つかの実施例において、ステップ３１５は、当該
センサの向き、又は好ましくは当該センサが関連する表示器の向きを決定するステップも
含む。
【表１】

【００５０】
　表１は、本発明の実施例により図３Ａのステップ３０１において作成することが可能な
例示的なセンサ情報テーブルを示し、３つのデータの列で示された３つのタイプのデータ
を有している。発見された各センサに関して、表１は、当該センサの識別情報、当該セン
サに関連する作業空間の識別情報、及び当該センサのタイプを含んでいる。センサ情報の
他の構成及び記憶も、本発明の範囲内である。例えば、表１の行１は、センサ１が作業空
間Ａ２に関連し、占有センサであることを示している。センサＩＤは、例えば、当該セン
サの統一商品コード（ＵＰＣ）、又は当該センサの内部ＩＤ、又はコントローラ２１０に
対して当該センサを固有に識別する何らかの他の識別情報とすることができる。他の又は
より固有なセンサタイプも、本発明の範囲内である。表１は、メモリ１１３に、又はコン
トローラ２１０によりアクセス可能な他のメモリ記憶装置（例えば、コンピュータ２５１
若しくはコンピュータ２５２のメモリ）に記憶することができる。幾つかの実施例におい
て、センサが関連付けられた作業空間の識別情報は、該センサの位置に基づくものである
。幾つかの他の実施例において、作業空間ＩＤは当該センサが関連する表示器の向きに関
する情報も含む。例えば、同一の概略位置にはあるが、異なる方向に向けられた２つの表
示器は、異なる作業空間を有し得る。何故なら、これら表示器は、異なる方向に光を放出
する別々の照明器具により照明され得るからである。表１の行１及び２に示されるように
、２以上のセンサが同一の作業空間ＩＤに関連付けられ得る。このような関連性は、複数
のセンサが同一のコンピュータ若しくは同一の表示器に、又は互いに近接して配置される
と共に同一の方向に向けられたコンピュータ及び表示器に組み込まれ又は関連付けられる
故に存在し得る。このように、例えば、行１及び２は両センサＳ１及びＳ２がＡ２として
識別された作業空間に関連付けられていることを示す一方、行３及び４はセンサＳ３及び
Ｓ４（各々、フォトセンサ及び向きセンサ）が、共に作業空間Ｃ３に関連付けられている
ことを示している。
【００５１】
　図３Ｃは、図３Ａの照明器具発見ステップ３０３の一例を、本発明の幾つかの実施例に
よる照明コントローラ２１０により実行されるフローチャート３２０により、より詳細に
示す。ステップ３０３は、図３Ｃに示されるステップの１以上を有さなくてもよい。図３
Ｃのステップは、該図３Ｃに示されたものとは異なるように組み合わされ又は異なる順序
とすることができる。
【００５２】
　ステップ３２１において、コントローラ２１０は、制御される作業空間内に配置された
照明器具と通信を確立する。幾つかの実施例において、コントローラ２１０は、ステップ
３１１に関連してセンサに関して説明したように、同じ通信ネットワークを介して通信す
るアドレス指定可能な照明器具へ質問を送出し、又は斯かる照明器具から質問を受信する
ことにより、ステップ３２１を実行する。幾つかの他の実施例において、コントローラ２
１０は、専用の有線通信リンクを介してコントローラ２１０と通信する照明器具に関する
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される情報は、メモリ１１３に又はコントローラ２１０によりアクセス可能な他のメモリ
記憶装置（例えば、コンピュータ２５１又はコンピュータ２５２のメモリ）に記憶するこ
とができる。ステップ３２１は、上述した技術の何れかの組み合わせを有することができ
る。
【００５３】
　ステップ３２３において、コントローラ２１０は、識別された各照明器具のタイプに関
する情報を収集する。幾つかの実施例において、コントローラ２１０は、当該照明器具に
該照明器具のタイプを直接質問することによりステップ３２３を実行する。幾つかの実施
例では、コントローラ２１０は、ステップ３２１に関連して説明したものと同様に、事前
に記録された情報を読み取ることによりステップ３２３を実行する。
【００５４】
　ステップ３２５において、コントローラ２１０は、識別された各照明器具の物理的位置
を決定する。幾つかの実施例において、コントローラ２１０は、アドレス指定可能な照明
器具に関して、ステップ３１５に関連してアドレス指定可能なセンサに関して説明したも
のと同様のメカニズムによりステップ３２５を実行する。幾つかの他の実施例では、コン
トローラ２１０は、ステップ３２１に関連して説明したものと同様に、当該照明器具の位
置に関して事前に記録された情報を読み取ることによりステップ３２５を実行する。幾つ
かの実施例において、ステップ３２５は、当該照明器具の向きを決定するステップも含み
、該向きは前記位置と一緒に、当該照明器具により照明される領域を決定するために使用
することができる。

【表２】

【００５５】
　表２は、本発明の実施例により図３Ａのステップ３０３において作成することが可能な
例示的な照明器具情報テーブルを示している、表２は、３つのデータの列で示された３つ
のタイプのデータを有している。発見された各照明器具に関して、表２は、当該照明器具
の識別情報、当該照明器具により照明される作業空間の識別情報、及び当該照明器具のタ
イプを含んでいる。該表における各照明器具は、例えば表１に関連して説明したセンサＩ
Ｄと同様に定義されたＩＤにより識別される。他の又は一層固有な照明器具のタイプも本
発明の範囲内に入る。表２は、メモリ１１３に、又はコントローラ２１０によりアクセス
可能な他のメモリ記憶装置（例えば、コンピュータ２５１若しくはコンピュータ２５２の
メモリ）に記憶することができる。照明器具の情報の他の構成又は記憶も、本発明の範囲
内に入る。
【００５６】
　幾つかの実施例において、照明器具により照明される作業空間は、当該照明器具により
照明される領域の位置に基づいて識別される。照明される作業空間は、例えば、当該照明
器具の位置及び高さ、並びに当該照明器具が光を放出する方向を用いて決定することがで
きる。表２の行２及び３に示されるように、複数の照明器具が、同じ作業空間を照明する
ことができる。このように、例えば、行２及び３は、各々が青色ＬＥＤ及び蛍光灯照明器
具である照明器具Ｌ２及びＬ３が、共に、同じ作業空間Ａ１を照明することを示している
。
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【表３】

【００５７】
　表３は、例示的なセンサ／照明器具マップを示し、該マップは本発明の実施例により図
３Ａのステップ３０５において作成することができる。表３は２つのデータ列に示された
２つのタイプのデータを有している。表３の各行は、センサの識別情報、及び該センサに
マッピングされた照明器具の識別情報を含んでいる。表３は、メモリ１１３に、又はコン
トローラ２１０によりアクセス可能な他のメモリ記憶装置（例えば、コンピュータ２５１
若しくはコンピュータ２５２のメモリ）に記憶することができる。センサ／照明器具マッ
プの他の構成又は記憶も、本発明の範囲内に入る。
【００５８】
　幾つかの実施例において、コントローラ２１０は、表１及び２に示されたものと同様の
発見情報を用いて、作業空間に関連するセンサを、同作業空間を照明する照明器具にマッ
ピングする。例えば、表３の行１はセンサＳ１が照明器具Ｌ３にマッピングされたことを
示し、これは、Ｓ１の近傍の作業空間が照明器具Ｌ３により照明されることを示す。行１
及び２に示されるように、１つのセンサは２以上の照明器具にマッピングされ得る。他の
例として、行３及び４に示されるように、１つの照明器具は２以上のセンサにマッピング
され得る。このように、例えば、行１及び２はセンサＳ１が照明器具Ｌ３及びＬ５にマッ
ピングされることを示し、これは、Ｓ１に関連する作業空間がＬ３及びＬ５の両方により
照明されることを示す。一方、行３及び４は両センサＳ２及びＳ３が照明器具Ｌ１にマッ
ピングされることを示し、これは、Ｓ２及びＳ３の両方に関連する作業空間がＬ１により
照明されることを示す。
【００５９】
　図３Ｄは、本発明の幾つかの実施例による、通信ネットワーク２２０に装置を接続する
ことにより起動される新装置発見のフローチャート３３０の一例を示す。図３Ｄのステッ
プは、図３Ｄに示されるのとは異なるように組み合わされ又は異なる順序にすることがで
きる。
【００６０】
　ステップ３３１において、装置が通信ネットワーク２２０につながる。該装置は、例え
ば、携帯装置２５１又は非携帯装置２５２であり得る。ステップ３３３において、該装置
は、通信ネットワーク２２０を介して、同じ通信ネットワーク２２０を介して通信するコ
ントローラに対して質問を送出する。コントローラ２１０が上記質問を受信して回答する
と、ステップ３３５において、当該装置は、上記コントローラに対して該装置が当該通信
ネットワークにつながったことを示す警報を送出する。該警報は、コントローラ２１０が
当該装置と通信することができるように、該装置のネットワークアドレスを含むこともで
きる。ステップ３３７において、コントローラ２１０は上記警報に応答し、作業領域内の
装置及びセンサに関する情報を更新する。幾つかの実施例において、コントローラ２１０
は、上記警報に対して、図３Ｂのものと同様のセンサの発見を実行すると共に、それに応
じてセンサ／照明器具マップを更新することにより応答する。
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【表４】

【００６１】
　表４は、本発明の実施例による、図３Ｄのステップ３３７において作成することが可能
な例示的な装置情報テーブルを示す。表４は、５つのデータ列に示された５つのタイプの
データを有している。発見された各装置に関して、表４は、当該装置の識別情報と、当該
装置に関連する作業空間の識別情報と、当該装置が３つのタイプのセンサ（即ち、占有セ
ンサ、向きセンサ及びフォトセンサ）の各々に対し一体であるか又は取り付けられている
かの情報を含んでいる。装置情報の他の構成及び記憶も、本発明の範囲内に入る。
【００６２】
　上記表内の各装置は、表１及び２におけるセンサ及び照明器具の識別情報に関して説明
したものと同様の方法で定義することが可能な識別情報により識別される。当該装置に関
連する作業空間の識別情報も、表１におけるセンサに関して説明したものと同様の方法で
、当該装置の表示器の位置に関係する。このように、例えば、行１は、装置Ｄ１が作業空
間Ａ２と関連され、占有センサ、向きセンサ及びフォトセンサを含むことを示している。
一方、行２は、装置Ｄ２が作業空間Ａ５に関連され、占有センサのみを含み、向きセンサ
及びフォトセンサは含まないことを示している。
【００６３】
　図４Ａは、本発明の幾つかの実施例による、照明コントローラ２１０により実行される
例示的な読取／コマンドのフローチャート４００を示す。ステップ４０１において、コン
トローラ２１０は発見された各センサを読取に関して質問する。代わりに、発見されたセ
ンサが、自身の読み（測定値）をコントローラ２１０に送るようにしても良い。コントロ
ーラ２１０は、インターフェース１１２を用いてステップ４０１を実行することができる
。

【表５】

【００６４】
　表５は、本発明の実施例による、図４Ａのステップ４０１において作成することが可能
な例示的なセンサの読みのテーブルを示す。表５は、２つのデータの列に示された２つの
タイプのデータを有している。各センサに対して、表５はセンサのＩＤと、当該センサの
読み（測定値）とを含んでいる。センサの読み情報の他の構成及び記憶も、本発明の範囲
内に入る。例えば、表５の行１は、占有センサであるセンサＳ１の読みが、Ｓ１に関連す
る作業空間がユーザにより占有されていることを示している。行２は、フォトセンサであ
るセンサＳ２の読みが、該Ｓ２に関連する作業空間内の光の輝度が高いことを示している
。一方、行４は、向きセンサであるセンサＳ４の読みが、該Ｓ４に関連する表示器が南と
ラベルの付された方向に向けられていることを示している。代わりの又は一層固有な読み
も、本発明の範囲内に入る。表５は、メモリ１１３に、又はコントローラ２１０によりア
クセス可能な他のメモリ記憶装置（例えば、コンピュータ２５１若しくはコンピュータ２
５２のメモリ）に記憶することができる。
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【表６】

【００６５】
　表６は、本発明の実施例による、図４Ａのステップ４０１において作成することが可能
な他の例示的なセンサの読みのテーブルを示す。これらの実施例において、コントローラ
２１０は、表４に関連して説明したものと同様の装置情報を用いて、センサの読みを当該
作業領域内の装置と関連付ける。表６は、４つのデータの列で示された４つのタイプのデ
ータを有している。発見された各装置に関して、表６は、装置のＩＤと、当該装置に組み
込まれるか又は取り付けられているであろう３つのタイプのセンサの読みとを含んでいる
。
【００６６】
　例えば、表６の行１は、装置Ｄ１に関して、該装置の占有センサの読みが該装置Ｄ１に
関連する作業空間が占有されていることを示し、該装置の向きセンサの読みが該Ｄ１の表
示器が北に向けられていることを示し、該装置のフォトセンサの読みが当該作業空間内の
光の輝度が高いことを示していることを示す。一方、行２は、装置Ｄ２に関して、該装置
の占有センサの読みが該Ｄ２に関連する作業空間が占有されていないことを示すことを示
す。次の２つの列の読みは、Ｄ２が向きセンサ又はフォトセンサを有していないので、Ｎ
／Ａ（利用不可）に設定されている。行３は、装置Ｄ３に関して、占有センサが存在せず
、向きセンサの読みがＤ３の表示器が南東に向けられていることを示し、フォトセンサの
読みがＤ３に関連する作業空間における光の輝度が低いことを示していることを示す。他
の又は一層固有な読みも、本発明の範囲内に入る。表６は、メモリ１１３に、又はコント
ローラ２１０によりアクセス可能な他のメモリ記憶装置（例えば、コンピュータ２５１若
しくはコンピュータ２５２のメモリ）に記憶することができる。
【００６７】
　図４Ａのステップ４０３において、コントローラ２１０は、１以上のセンサからの読み
に基づいて、当該センサに関連する作業空間を照明する１以上の照明器具に対する１以上
のコマンドを作成する。コントローラ２１０は、コマンドを、例えばセンサの読みを幾つ
かのデフォルトの照明パラメータと又はユーザの好みを反映する幾つかのユーザにより定
義された照明パラメータ（ユーザ定義照明パラメータ）と比較することにより作成するこ
とができる。例示的な照明パラメータは、１日の時間に基づいて若しくは作業空間の占有
に基づいて当該照明器具の輝度若しくはスペクトル的パワー分布を変更するための又は当
該照明器具をオン若しくはオフさせるためのパラメータを含むことができる。照明パラメ
ータ又はユーザにより定義された好みは、例えば、当該照明器具をユーザが作業空間内に
居るか又は不在であるかに応じてオン又はオフさせることを指定することができる。他の
照明パラメータ又はユーザにより定義された好みは、例えば、当該光が作業空間における
表示器を照明しなければならない方向、所望のレベルの光の輝度又は該光のスペクトル的
パワー分布を決定する。照明パラメータは、メモリ１１３に、又は他の記憶装置上に（例
えば装置２５１及び２５２上に）記憶することができる。照明パラメータは、ユーザによ
り、例えばコントローラ２１０のユーザインターフェース又は装置２５１及び２５２を介
してアクセス可能なユーザインターフェースを用いることにより変更することができる。
【００６８】
　ステップ４０５において、コントローラ２１０は上記コマンドを、１以上のセンサにマ
ッピングされた、従って、これらのセンサに関連する作業空間を照明する照明器具の１以
上に対して送出する。
【００６９】
　幾つかの実施例において、コントローラ２１０は発見及び読み取りを、例えば規則的時
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間間隔等の何らかのタイマのイベントに基づいて実行する。図４Ｂは、本発明の幾つかの
実施例による、照明器具コントローラ２１０により実行される、タイマ・イベントにより
起動される発見／読み取りのフローチャート４１０を示す。ステップ４１１において、コ
ントローラ２１０は、例えば特定の時間の経過等のタイマのイベントを待つ。タイマ・イ
ベントが発生すると、ステップ４１３において、コントローラ２１０は、例えば図３Ａの
フローチャート３００に関連して説明したようにセンサ／照明器具の発見を実行する。コ
ントローラ２１０は、このステップにおいて収集された情報を用いて、表１～４に関連し
て説明したようにセンサテーブル、照明器具テーブル、装置情報テーブル又はセンサ／照
明器具マップの１以上を作成し又は更新する。
【００７０】
　ステップ４１５において、コントローラ２１０は、例えば図４Ａのフローチャート４０
０に関連して説明したようにセンサの読み取りを実行する。コントローラ２１０は、この
ステップにおいて収集された情報を用いて、表５及び６に関連して説明したようにセンサ
読取テーブルの１以上を作成し又は更新する。ステップ４１７において、コントローラ２
１０は、例えば図４Ａのフローチャート４００に関連して説明したように、コマンドを作
成し、これらコマンドを適切な照明器具に送出する。
【００７１】
　幾つかの他の実施例において、コントローラ２１０は、例えばセンサにより送出される
変化の警報に基づいて自身の情報を更新する。図４Ｃは、照明コントローラ２１０により
実行される、本発明の幾つかの実施例による上記のような変化により起動される発見／読
み取りのフローチャート４２０を示している。ステップ４２１において、センサ２３１又
は該センサに関連する装置２５１は刺激の変化を検出する。例えば、読み（測定値）が"
占有されていない"であった占有センサは、該センサに関連する作業空間にユーザが存在
することを検出し得る。このようなことは、例えば、ユーザが以前に占有されていなかっ
た作業空間に到達した場合に発生し得る。他の例として、フォトセンサは、該フォトセン
サに関連する作業空間内の光の輝度又はスペクトル的パワー分布が変化したことを検出し
得る。このようなことは、例えば、当該作業空間が窓の近くに位置し、該窓からの周囲光
が変化した場合に発生し得る。他の例として、向きセンサは、該センサに関連する表示器
の向きが変化したことを検出し得る。このようなことは、例えば、該センサに関連する携
帯装置をユーザが回転させた場合に発生し得る。
【００７２】
　ステップ４２３において、センサ２３１はコントローラ２１０に警報を送出して、該コ
ントローラに上記変化を通知する。コントローラ２１０は、ステップ４２５において自身
の読取情報を更新すると共に、ステップ４２７において新たなコマンドを作成して照明器
具に送出することにより、該警報に応答する。幾つかの実施例において、コントローラ２
１０は、例えば図４Ａに関連して説明したような新たな読み取りを実行することによりス
テップ４２５を実行する。他の例として、幾つかの実施例において、センサ２３１は、該
センサがコントローラ２１０に送出する前記警報に新たな読みに関する情報を含め、コン
トローラ２１０は、ステップ４２５において、上記警報に含まれる情報を用いて自身の読
取情報を更新する。幾つかの実施例において、コントローラ２１０は、例えば図４Ａに関
連して説明したように新たなコマンドを作成して送出することにより、ステップ４２７を
実行する。
【００７３】
　図４Ｄは、コントローラ２１０により本発明の幾つかの実施例により実行される、タイ
マ・イベントにより起動される携帯装置の読み取り及びコマンド処理を説明するフローチ
ャート４３０を示している。ステップ４３１において、コントローラ２１０はタイマ・イ
ベントを待つ。タイマ・イベントが発生すると、ステップ４３３において、コントローラ
２１０はポーリングを行い、通信ネットワーク２２０に接続された携帯装置２５１を発見
する。ステップ４３５において、コントローラ２１０は、携帯装置２５１が、例えば組込
フォトセンサとして、自身に組み込まれたフォトセンサを有しているかを判断する。コン
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トローラ２１０が、携帯装置２５１がフォトセンサを有していると判断した場合、コント
ローラ２１０はステップ４３７において該センサを読み取る。次いで、コントローラ２１
０は、この読みを目標値と、即ち当該携帯装置２５１と関連する作業空間内の照明の所望
のレベルを定めるユーザにより定義された又は事前に設定されたデフォルトのパラメータ
と比較する。コントローラ２１０が、ステップ４３９に示されるように、上記読みが目標
値より高いと判断すると、該コントローラ２１０は、ステップ４４０に示されるように、
当該作業空間を照明している照明器具に対し輝度を低下させるコマンドを作成して送出す
る。代わりに、コントローラ２１０が、上記読みが、ステップ４４１に示されるように、
照明の最小所望レベルを定める第２目標値より低いと判断した場合、コントローラ２１０
は、ステップ４４２に示されるように、当該作業空間を照明している照明器具に対し輝度
を上昇させるコマンドを作成して送出する。
【００７４】
　ステップ４４５において、コントローラ２１０は、携帯装置２５１が、例えば組込占有
センサとして、自身に組み込まれた占有センサを有しているかを判断する。コントローラ
２１０が、携帯装置２５１が占有センサを有していると判断した場合、コントローラ２１
０は該占有センサを読み取る。この読みを用いて、ステップ４４７に示されるように、コ
ントローラ２１０が携帯装置２５１に関連する作業空間は占有されていないと判断すると
、コントローラ２１０は、ステップ４４８に示されるように、当該作業空間を照明してい
る照明器具に対して照明をオフさせる無効化コマンドを作成して送出する。代わりに、ス
テップ４４７に示されるように、コントローラ２１０が当該作業空間は占有されていると
判断すると、コントローラ２１０は、ステップ４４９に示されるように、当該作業空間を
照明している照明器具に対して照明をオンさせる有効化コマンドを作成して送出する。ス
テップ４５１において、コントローラ２１０は、通信ネットワーク２２０に接続された他
の携帯装置が存在するかを判定し、もし存在するなら、これらの携帯装置に対して上述し
た処理を繰り返す。コントローラ２１０は、上述した判断及び読み取りステップの１以上
を、例えば当該携帯装置により提供されるユーザインターフェースを用いることにより実
行することができる。
【００７５】
　幾つかの実施例において、コントローラ２１０は、同一の作業空間に関連付けられた異
なるセンサからの複数の読みを使用する。幾つかの実施例において、コントローラ２１０
は、これらの読みを使用して、当該作業空間に関する平均の読みを導出する。例えば、コ
ントローラ２１０は、当該作業空間に関連する２以上のフォトセンサからの読みを用いて
、該作業空間における照明の平均レベルを決定することができる。他の例として、幾つか
の実施例において、コントローラ２１０は、これらの複数の読みを用いて、センサによる
読みの誤差を検出し、補正する。例えば、コントローラ２１０は、或る作業空間に関連す
る第１占有センサから"占有されていない"という読みを受信する一方、同じ作業空間に関
連する第２及び第３占有センサからは"占有されている"という読みを受信し得る。この場
合、コントローラ２１０は、当該作業空間は占有されていると判定し、上記第１センサの
読みを無視することができる。コントローラ２１０は、上記第１センサの誤った読みが、
当該作業空間内のユーザが該ユーザの存在を第１センサが検出するほど十分に該第１セン
サに近づいてない故であると判断することができる。代わりに、コントローラ２１０は、
上記第１センサの誤った読みが、該センサがオフされているか又は故障している故である
と判断することもできる。
【００７６】
　前記表（テーブル）に関して説明したデータは、異なる方法で配列し、記憶することが
できる。幾つかの実施例において、幾つかのテーブルはリレーショナル・データベースを
用いて構成することができる。幾つかの他の実施例において、テーブルはプレーンファイ
ルとして構成される。幾つかの実施例において、テーブルはメモリ１１３に記憶される。
幾つかの他の実施例において、テーブルは、コントローラ２１０によりアクセス可能な他
の記憶装置、例えば装置２５１及び２５２の記憶装置に記憶される。更に、幾つかの実施
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例において、前記テーブルの２以上が１つのテーブルへと組み合わされるか、又は１つの
テーブルが複数のテーブルに分割される。例えば、表（テーブル）１～３は１つのテーブ
ルに組み合わされて、照明器具、センサ及びこれらのマッピングに関する情報を示すこと
ができ、表（テーブル）４及び５は１つのテーブルに組み合わされて、各装置に取り付け
られたセンサ及び斯かるセンサの読みに関する情報を示すことができる。代わりに、例え
ば、表（テーブル）６は２つのテーブルに分割され、第１のテーブルが各装置を当該装置
に組み込まれた１以上のセンサにマッピングし、第２のテーブルが、例えば表１に示され
たように、センサ情報を示すようにすることもできる。
【００７７】
　本発明の他の実施例は、当業者であれば、当該明細書の考察及び本明細書で開示された
本発明の実施から明らかとなるであろう。尚、本明細書及び実施例は例示的なものに過ぎ
ないとみなされるべきものであり、本発明の真の範囲及び趣旨は添付請求項により示され
るものである。

【図１】 【図２】
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【図３Ｃ】 【図３Ｄ】
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