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(57)【要約】
【課題】本発明は、照明器具の発光量を分散制御すると
共に多様に制御し得る調光制御親機及び調光制御システ
ムに関する。
【解決手段】自律型調光制御端末機が照明器具１４の発
光量を調整するための制御目標値を送信する本発明の調
光制御親機１１は、通信信号を送信する信号送信部１０
５と、時を刻むカレンダ・時計部１０６と、設定すべき
調光制御端末機を特定する特定情報を入力すると共に制
御目標値とその開始時刻とを入力する設定入力・表示部
１０１と、入力された特定情報と制御目標値と開始時刻
とを対応付けて運用スケジュールとして記憶する記憶部
１０７と、現在時刻に基づいて運用スケジュールを一定
周期で検索し、現在時刻に対応する開始時刻が有る場合
にはその開始時刻対応の制御目標値を、その開始時刻対
応の特定情報の調光制御端末機に信号送信部１０５から
送信するように制御する制御部１０３とを備える。
【選択図】 図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
制御目標値に基づいて照明器具の発光量を調整する１又は複数の自律型の調光制御端末機
に前記制御目標値を送信する調光制御親機において、
通信信号を送信する送信部と、
時を刻む時計部と、
前記制御目標値を設定すべき調光制御端末機を特定する特定情報を入力すると共に、前記
制御目標値と前記制御目標値で前記照明器具の制御を開始する開始時刻とを入力する入力
部と、
前記入力部から入力された前記特定情報と前記制御目標値と前記開始時刻とを対応付けて
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運用スケジュールとして記憶する記憶部と、
前記時計部から取得した現在時刻に基づいて前記運用スケジュールを一定周期で検索し、
該現在時刻に対応する開始時刻が有る場合には、検索した開始時刻と対応付けられた制御
目標値を、検索した開始時刻に対応付けられた特定情報の調光制御端末機に前記送信部か
ら送信するように制御する制御部とを備えること
を特徴とする調光制御親機。
【請求項２】
前記制御目標値及び前記開始時刻は、複数設定可能であること
を特徴とする請求項１に記載の調光制御親機。
【請求項３】
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前記制御目標値は、前記照明器具の発光量を一定に制御するための目標調光出力設定値で
あること
を特徴とする請求項１又は請求項２に記載の調光制御親機。
【請求項４】
前記調光制御端末機は、照度を検出する照度検出部を備えて前記照度検出部の検出結果と
制御目標値とに基づいて照明器具の発光量を調整するものであって、
前記制御目標値は、一定空間の照度を一定に制御するように前記照明器具の発光量を制御
するための目標照度設定値であること
を特徴とする請求項１又は請求項２に記載の調光制御親機。
【請求項５】
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前記制御目標値は、前記照明器具の電源をオン・オフするための点滅制御設定値であって
、前記点滅制御設定値を照明器具の電源をオン・オフする電源制御端末機に送信すること
を特徴とする請求項１に記載の調光制御親機。
【請求項６】
前記調光制御端末機は、人の存在を検知する人感センサを備えて前記人感センサの検出結
果と制御目標値とに基づいて照明器具の発光量を調整するものであって、
前記運用スケジュールは、一定空間に人が居る在時と前記一定空間に人が居ない不在時と
の両方を設定可能であること
を特徴とする請求項１乃至請求項５の何れか１項に記載の調光制御親機。
【請求項７】
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前記調光制御端末機から送信された照明器具の発光量に関する情報を受信する受信部と、
前記受信部で受信した照明器具の発光量に関する情報を記憶する記憶部と、
前記記憶部に記憶した照明器具の発光量に関する情報を表示する表示部とをさらに備えた
こと
を特徴とする請求項１乃至請求項６の何れか１項に記載の調光制御親機。
【請求項８】
前記調光制御端末機から送信された照明器具の発光量に関する情報を受信する受信部と、
前記受信部で受信した照明器具の発光量に関する情報を記憶する記憶部と、
前記記憶部に記憶した照明器具の発光量に関する情報を所定のデータ形式で出力する出力
部とをさらに備えたこと
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を特徴とする請求項１乃至請求項６の何れか１項に記載の調光制御親機。
【請求項９】
制御目標値に基づいて照明器具の発光量を調整する１又は複数の自律型の調光制御端末機
と、前記制御目標値を送信する調光制御親機とを備えた調光制御システムにおいて、
前記調光制御親機は、
通信信号を送信する送信部と、
時を刻む時計部と、
前記制御目標値を設定すべき調光制御端末機を特定する特定情報を入力すると共に、前記
制御目標値と前記制御目標値で前記照明器具の制御を開始する開始時刻とを入力する入力
部と、
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前記入力部から入力された前記特定情報と前記制御目標値と前記開始時刻とを対応付けて
運用スケジュールとして記憶する記憶部と、
前記時計部から取得した現在時刻に基づいて前記運用スケジュールを一定周期で検索し、
該現在時刻に対応する開始時刻が有る場合には、検索した開始時刻と対応付けられた制御
目標値を、検索した開始時刻に対応付けられた特定情報の調光制御端末機に前記送信部か
ら送信するように制御する制御部とを備えること
を特徴とする調光制御システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、制御目標値に基づいて照明器具の発光量を調整する１又は複数の調光制御端末
機に制御目標値を送信する調光制御親機に関し、特に、照明器具の発光量を分散制御する
と共に多様に制御し得る調光制御親機に関する。そして、該調光制御親機を用いた調光制
御システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、一定空間の照度を制御するために、明るさを計測する複数の明るさ計測端末器と、
照明器具の出力を調整する調光信号を出力する複数の調光出力端末器と、複数の明るさ計
測端末器の出力に基づいて複数の調光出力端末器における調光信号をそれぞれ演算する親
機と、複数の明るさ計測端末器、複数の調光出力端末器及び親機を相互に通信可能に接続
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する通信線とを備える調光制御システムが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
このような特許文献１の調光制御システムでは、複数の明るさ計測端末器と複数の調光出
力端末器とは、親機の操作表示部から対応付けが設定入力されて、その設定が親機の記憶
部に記憶されると共に、その設定された明るさ計測端末器と調光出力端末器との組ごとに
予め基本設定照度が同様に設定入力されて、その設定が記憶部に記憶される。
【０００４】
そして、通常、親機は、複数の明るさ計測端末器に順次に計測値返信要求を送信して照度
の計測値を受信し、その計測値と、記憶部の基本設定照度と、その計測値を送信した明る
さ計測端末器に対応する調光出力端末器が照明器具に出力している調光信号とに基づいて
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、計測値を基本設定照度と同じになるようにフィードバック制御を行う。
【０００５】
一方、外部信号によってＯＦＦ信号が入力されたり、日没又は日出等の予め定められた時
間帯になったりすると、親機は、そのフィードバック制御を中断、即ち、照度一定制御を
中断する。そして、親機は、照度一定制御の中断中に対して設定された設定値でこの中断
中において照明器具を調光する。
【０００６】
【特許文献１】
特開２００１−０１５２７０号公報
【０００７】
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【発明が解決しようとする課題】
ところで、従来の調光制御システムでは、通常は照度一定のフィードバック制御を行って
おり、必要に応じて中断され発光量一定（出力一定）のフィードフォワード制御されるも
のであったため、時間帯ごとに、人の在時・不在時ごとに、制御方法や制御目標値を変更
したいという要求に応えることができなかった。特に、人が不在の場合に省エネルギー等
の観点から照明器具の発光量を時間帯ごとにきめ細かく制御したいという要望がある。
【０００８】
また、従来の調光制御システムでは、親機が集中制御していたため、計測値の通信信号や
調光信号の通信信号等が親機と明るさ計測端末器及び調光出力端末器との間で頻繁に送受
信される。その結果、通信に時間がかかるため、親機に対して更に適切に調光出力端末の
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制御をさせたいというニーズがあった。さらに、親機が集中制御していたため、安価な演
算素子では情報処理に時間がかかるので、親機に対して更に適切に調光出力端末の制御を
させたいというニーズがあった。一方、情報処理能力の高い演算素子を用いればこの問題
は解消されるが、演算素子が高価になるといった問題が生じる。特に、オフィスビル等の
明るさ計測端末器と調光出力端末器との組数が多い場合には、これら問題が重大な問題と
なっていた。
【０００９】
また、特に日出や日没等の時間帯では照度計測に外光の影響を受ける場合では、照度一定
制御だけでは必ずしも一定空間の照度を適切に制御することができない場合があるという
問題もある。
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【００１０】
さらに、地球環境に配慮すべきという社会風潮から、省エネルギー等を実現するために、
各照明器具の運用状態に関する運用データを親機から得たいという要望もある。
【００１１】
本発明は、上記諸問題に鑑みて為された発明であり、照明器具の発光量を分散制御すると
共に多様に制御し得る調光制御親機を提供することを目的とする。そして、該調光制御親
機を用いた調光制御システムを提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上述の目的を達成するために、本発明にかかる第１の手段では、制御目標値に基づいて照
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明器具の発光量を調整する１又は複数の自律型の調光制御端末機に前記制御目標値を送信
する調光制御親機は、通信信号を送信する送信部と、時を刻む時計部と、前記制御目標値
を設定すべき調光制御端末機を特定する特定情報を入力すると共に、前記制御目標値と前
記制御目標値で前記照明器具の制御を開始する開始時刻とを入力する入力部と、前記入力
部から入力された前記特定情報と前記制御目標値と前記開始時刻とを対応付けて運用スケ
ジュールとして記憶する記憶部と、前記時計部から取得した現在時刻に基づいて前記運用
スケジュールを一定周期で検索し、該現在時刻に対応する開始時刻が有る場合には、検索
した開始時刻と対応付けられた制御目標値を、検索した開始時刻に対応付けられた特定情
報の調光制御端末機に前記送信部から送信するように制御する制御部とを備えて構成され
る。
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【００１３】
このような構成の調光制御親機は、入力部から運用スケジュールを入力可能なので、運用
スケジュールを所望のスケジュールに設定することができる。また、調光制御親機は、照
明器具の発光量の制御において運用スケジュールのみを管理し、照明器具の発光量の実際
の制御は、自律型の調光制御端末機が行うので、照明器具の発光量の制御が分散制御され
る。このため、調光制御親機の情報処理量を従来に較べて減らすことができるから、調光
制御親機が調光制御端末機を適切に制御することができ、安価な演算素子を制御部に用い
ることも可能である。また、調光制御親機と調光制御端末機との間における通信トラフィ
ックも従来に較べて減らすことができるから、通信に長時間を要することがなく、調光制
御親機が調光制御端末機を適切に制御することができる。さらに、調光制御端末機を複数
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備える場合には、複数の一定空間について照度を制御することができ、そして、各調光制
御端末機ごとに運用スケジュールを設定することができるから、一定空間ごとに照度を制
御することができる。
【００１４】
そして、上記したこのような調光制御親機において、前記制御目標値及び前記開始時刻は
、複数設定可能である。このような構成の調光制御親機は、制御目標値及び開始時刻を複
数設定可能であるので、きめ細かく運用スケジュールを設定することができる。
【００１５】
また、上記したこれらの調光制御親機において、前記制御目標値は、前記照明器具の発光
量を一定に制御するための目標調光出力設定値である。外光の影響により測定照度値が現
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実の照度値でない場合に照度一定制御では所望の照度を提供できないが、このような構成
の調光制御親機は、照明器具の発光量を一定に制御することができるので、そのような場
合でも所望の照度を提供することができる。
【００１６】
さらに、上記したこれらの調光制御親機において、前記調光制御端末機は、照度を検出す
る照度検出部を備えて前記照度検出部の検出結果と制御目標値とに基づいて照明器具の発
光量を調整するものであって、前記制御目標値は、一定空間の照度を一定に制御するよう
に前記照明器具の発光量を制御するための目標照度設定値である。階段などの足元に危険
が伴う一定空間では人が居ない場合でも常に一定の照度を確保しておくことが望ましいが
、このような構成の調光制御親機は、一定空間に対して一定照度を確保したいという要望
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に応じることができる。
【００１７】
また、上記したこれらの調光制御親機において、前記制御目標値は、前記照明器具の電源
をオン・オフするための点滅制御設定値であって、前記点滅制御設定値を照明器具の電源
をオン・オフする電源制御端末機に送信する。このような調光制御親機は、点灯・消灯の
制御を行うことができるので、時間帯によって一定の照度を保持しておく必要のない一定
空間における照明器具を適切に制御することができるから、エネルギーを無駄にすること
なく一定空間の照度を確保することができる。
【００１８】
さらに、上記したこれらの調光制御親機において、前記調光制御端末機は、人の存在を検

30

知する人感センサを備えて前記人感センサの検出結果と制御目標値とに基づいて照明器具
の発光量を調整するものであって、前記運用スケジュールは、一定空間に人が居る在時と
前記一定空間に人が居ない不在時との両方を設定可能である。このような構成の調光制御
親機は、人が存在する場合と人が存在しない場合とに分けて運用スケジュールを設定する
ことによって、人の在時・不在時に応じて一定空間の照度を制御することができるから、
必要に応じて必要な照度を確保することができ、適正な照度確保と省エネルギーとを勘案
した制御を行うことができる。
【００１９】
また、上記したこれらの調光制御親機において、前記調光制御端末機から送信された照明
器具の発光量に関する情報を受信する受信部と、前記受信部で受信した照明器具の発光量
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に関する情報を記憶する記憶部と、前記記憶部に記憶した照明器具の発光量に関する情報
を表示する表示部とをさらに備える。このような調光制御親機は、照明器具の運用状況を
表す運用データを収集し、収集した運用データを表示することができるので、ユーザは、
運用状態を調光制御親機で確認することができる。
【００２０】
さらに、上記したこれらの調光制御親機において、前記調光制御端末機から送信された照
明器具の発光量に関する情報を受信する受信部と、前記受信部で受信した照明器具の発光
量に関する情報を記憶する記憶部と、前記記憶部に記憶した照明器具の発光量に関する情
報を所定のデータ形式で出力する出力部とをさらに備える。このような調光制御親機は、
照明器具の運用状況を表す運用データを収集し、収集した運用データを外部に出力するこ
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とができるので、ユーザは、運用データを表示・２次加工・印刷等を行うことができ、特
に解析することによって消費エネルギーの状況を分析し、更なる省エネルギー化を図るこ
とができる。
【００２１】
そして、本発明にかかる第２の手段では、制御目標値に基づいて照明器具の発光量を調整
する１又は複数の自律型の調光制御端末機と、前記制御目標値を送信する調光制御親機と
を備えた調光制御システムは、前記調光制御親機は、通信信号を送信する送信部と、時を
刻む時計部と、前記制御目標値を設定すべき調光制御端末機を特定する特定情報を入力す
ると共に、前記制御目標値と前記制御目標値で前記照明器具の制御を開始する開始時刻と
を入力する入力部と、前記入力部から入力された前記特定情報と前記制御目標値と前記開
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始時刻とを対応付けて運用スケジュールとして記憶する記憶部と、前記時計部から取得し
た現在時刻に基づいて前記運用スケジュールを一定周期で検索し、該現在時刻に対応する
開始時刻が有る場合には、検索した開始時刻と対応付けられた制御目標値を、検索した開
始時刻に対応付けられた特定情報の調光制御端末機に前記送信部から送信するように制御
する制御部とを備えて構成される。このような構成の調光制御システムは、上述の第１の
手段の調光制御親機と同様の作用効果を奏する。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る実施形態を図面に基づいて説明する。なお、各図において同一の符号
を付した構成は、同一の構成であることを示し、その説明を省略する。
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（実施形態の構成）
図１は、調光制御システムの構成を示すブロック図である。図１において、調光制御シス
テム１は、調光制御親機１１と、自律型調光制御端末機１２と、電源制御端末機１３と、
照明器具１４と、人感センサ子機１５と、伝送路１６と、信号線１７〜１９を備えて構成
される。
【００２３】
自律型調光制御端末機１２、電源制御端末機１３、照明器具１４、人感センサ子機１５及
び信号線１７〜１９は、一定空間の照度を調整するサブシステム１０を構成し、照度を調
整すべき一定空間ごとにこのサブシステム１０が配置される。一定空間は、例えば空間の
使用用途や空間の管理範囲等を基準に区画された空間であり、例えば、オフィスビルのロ
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ビー、廊下、執務フロア、会議室等であり、さらに、執務フロアを例えば部署ごとに複数
の一定空間として分けてもよい。従って、自律型調光制御端末機１２、電源制御端末機１
３、照明器具１４、人感センサ子機１５及び信号線１７〜１９の個数は、一定空間の個数
に応じて１又は複数である。図１に示す例では、Ａ区画とＢ区画との２つの一定空間にお
ける照度を調整する必要から２個のサブシステム１０−Ａ、１０−Ｂが配置され、これに
応じて自律型調光制御端末機１２、電源制御端末機１３及び信号線１７〜１９は、それぞ
れ自律型調光制御端末機１２−Ａ、１２−Ｂ、電源制御端末機１３−Ａ、１３−Ｂ及び信
号線１７−Ａ、１７−Ｂ〜１９−Ａ、１９−Ｂの２個である。さらに、照明器具１４及び
人感センサ子機１５の個数は、一定空間の広さにも依存し、図１に示す例では、各区画に
それぞれ照明器具１４−Ａａ、１４−Ａｂ、１４−Ａｃ、・・・、１４Ｂａ、１４−Ｂｂ
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、１４−Ｂｃ、・・・及び人感センサ子機１５−Ａａ、１５−Ａｂ、１５−Ａｃ、・・・
、１５−Ｂａ、１５−Ｂｂ、１５−Ｂｃ、・・・の複数である。
【００２４】
調光制御親機１１は、この調光制御システム１全体を制御する装置である。即ち、調光制
御親機１１は、照明器具１４の点滅（オン・オフ、点灯・消灯）を制御するための点滅制
御設定値信号を電源制御端末機１３に送信することによって電源制御端末機１３を介して
照明器具１４の点滅を制御すると共に、照明器具１４の出力を制御するための後述の各通
信信号を自律型調光制御端末機１２に送信することによって自律型調光制御端末機１２を
介して照明器具１４の出力を制御する。そして、調光制御親機１１は、自律型調光制御端
末機１１から照明器具１４における実際の運用状況を表す運用データを受信し、運用デー
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タを蓄積、表示及び外部に出力する。そして、調光制御親機１１は、自律型調光制御端末
機１２及び電源制御端末機１３との間で通信信号を送受信するために通信用のアドレスが
割り当てられる。
【００２５】
自律型調光制御端末機１２は、制御すべき照明器具１４とは通信線１８を用いてディジー
チェーンで接続され、人感センサ子機１５とは通信線１９を用いてバス型で接続され、調
光制御親機１１から受信した後述の各通信信号に収容される制御目標値に応じて照明器具
１４の発光量を人の在・不在ごとに及び時間ごとにフィードフォワード制御又はフィード
バック制御する。そして、自律型調光制御端末機１２は、実際の運用データを一定の時間
間隔でサンプリングして調光制御親機１１に送信する。自律型調光制御端末機１２は、そ
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れぞれを識別するために固有の符号、本実施形態では、管理番号が割り当てられる。この
管理番号は、自律型調光制御端末機１２を特定する特定情報としても利用される。そして
、自律型調光制御端末機１２は、調光制御親機１１との間で通信信号を送受信するために
通信用のアドレスが割り当てられる。なお、自律型調光制御端末機１２に割り当てられる
、この管理番号とこのアドレスとは、同一であってもよいし、異なっていてもよい。
【００２６】
電源制御端末機１３は、制御すべき照明器具１４に対して個々に通信線１７を用いて接続
されており、調光制御親機１１から受信した点滅制御設定値信号に応じて照明器具１４を
点滅させる。照明器具１４の点滅方法は、例えば、照明器具１４に電力を供給する電源線
に設けられたスイッチ回路を電源制御端末機１３がオン・オフすることによって行う。ま
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た例えば、電源制御端末機１３が直接制御すべき照明器具１４に電力を供給するように構
成して、この電力供給の実行・不実行を制御することによって行う。電源制御端末機１３
も、それぞれを識別するために固有の符号、本実施形態では、管理番号が割り当てられる
。そして、電源制御端末機１３は、調光制御親機１１との間で通信信号を送受信するため
に通信用のアドレスが割り当てられる。なお、同様に、電源制御端末機１３に割り当てら
れる、この管理番号とこのアドレスとは、同一であってもよいし、異なっていてもよい。
【００２７】
伝送路１６は、調光制御親機１１、自律型調光制御端末機１２及び電源制御端末機１３を
相互に通信可能に接続する通信線である。
【００２８】
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次に、調光制御親機１１及び自律型調光制御端末機１２の各構成についてさらに詳細に説
明する。まず、調光制御親機１１の構成について説明する。
【００２９】
図２は、調光制御親機の構成を示すブロック図である。図３は、スケジュールデータベー
スを説明するための図である。図４は、運用データデータベースを説明するための図であ
る。
【００３０】
図２において、調光制御親機１１は、設定入力・表示部１０１と、データ入出力部１０２
と、制御部１０３と、信号生成部１０４と、信号送信部１０５と、カレンダ・時計部１０
６と、記憶部１０７と、信号解析部１０８と、信号受信部１０９とを備えて構成される。
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【００３１】
設定入力・表示部１０１は、調光制御親機１１に照明器具１４の運用スケジュール等のデ
ータや照明器具１４の運用データを表示させるコマンド等の指示を入力すると共に、入力
されたデータやコマンドを表示する装置であり、例えば、表示面をタッチパネルで被覆し
た液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイ等である。照明器具１４の運用スケジュール
は、何時から何時までどのような制御方法によってどのような制御目標値で照明器具１４
を点滅するかを示す予定表であり、一定空間において人が存在する場合（在時）と人が存
在しない場合（不在時）とに分けて設定される。照明器具１４の運用スケジュールのデー
タは、本実施形態では、開始時刻と終了時刻と制御目標値とである。
【００３２】
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データ入出力部１０２は、記憶部１０７に記憶されているデータを外部に取り出したり、
外部からデータを記憶部１０７に記憶させたりする装置であり、例えば、フレキシブルデ
ィスク、ＭＯ、ＣＤ−Ｒ及びメモリーカード等の外部記憶媒体との間でデータを読み書き
するドライブ装置やＵＳＢ及びＲＳ２３２Ｃ等の規格に準拠して外部記憶装置との間でデ
ータを入出力するインターフェースである。
【００３３】
調光制御親機１１にデータ入出力部１０２を備えることによって、運用データを記憶部１
０７から取り出すことができ、外部のコンピュータによって省エネルギー化等のために運
用データを解析することや運用データをグラフィカルに見易く表示・印刷すること等の２
次加工が可能となる。

10

【００３４】
データ形式は、このため、例えば、テキスト形式、特にＣＳＶ（Ｃｏｍｍａ

Ｓｅｐａｒ

ａｔｅｄ

ＬｉｎＫ

Ｖａｌｕｅ）形式のテキスト形式やＳＹＬＫ（Ｓｙｍｂｏｌｉｃ

ｆｏｒｍａｔ）形式等の一般のアプリケーションソフトが利用しやすいデータ形式が好適
である。
【００３５】
制御部１０３は、例えば、マイクロプロセッサ等を備えて構成され、設定入力・表示部１
０１、データ入出力部１０２、信号生成部１０４、信号送信部１０５、カレンダ・時計部
１０６、記憶部１０７、信号解析部１０８及び信号受信部１０９の各部を制御プログラム
に従って後述のように制御する。これによって、制御部１０３は、設定入力・表示部１０
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１から入力されたデータに応じて点滅制御設定値信号及び後述の各通信信号を電源制御端
末機１３及び自律型調光制御端末機１２にそれぞれ所定のタイミングで送信する。また、
制御部１０３は、自律型調光制御端末機１２から運用データを受信して、運用データを設
定入力・表示部１０１に表示したり、運用データをデータ入出力部１０２から出力したり
する。
【００３６】
信号生成部１０４は、制御部１０３からの出力に基づいて所定のフォーマットに従って通
信信号を生成する回路である。信号送信部１０５は、信号生成部１０４で生成された通信
信号に応じて伝送路１６に合わせた信号波形を生成し、伝送路１６に送信する回路である
。信号受信部１０９は、伝送路１６から受信した信号波形から通信信号を再生する回路で
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ある。信号解析部１０８は、信号受信部１０９で再生された通信信号に基づいて、自己宛
ての通信信号であるか否か、通信信号の種類の判別、収容されているデータの内容等を解
析し、その結果を制御部１０３に出力する回路である。
【００３７】
カレンダ・時計部１０６は、時を刻むことによって、現在の年月日を保持するカレンダ機
能と現在の時刻を保持する時計機能とを備える回路である。カレンダ・時計部１０６は、
制御部１０３の要求に従って現在の年月日の情報や現在の時刻の情報を制御部１０３に出
力する。
【００３８】
記憶部１０７は、スケジュールデータベース（以下、「スケジュールＤＢ」と略記する。
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）１２０を記憶するスケジュールデータベース記憶部（以下、「スケジュールＤＢ記憶部
」と略記する。）１０７１、及び、運用データデータベース（以下、「運用データＤＢ」
と略記する。）１３０を記憶する運用データデータベース記憶部（以下、「運用データＤ
Ｂ記憶部」と略記する。）１０７２を備え、通信用のアドレス、各自律型調光制御端末機
１２と自律型調光制御端末機１２に割り当てられている通信用のアドレスとの対応関係を
示すテーブル、調光制御親機１１の各部を制御する制御プログラム、制御プログラムの実
行に必要なデータ、制御プログラム実行中のデータ等を記憶する回路であり、例えば、Ｒ
ＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ

Ａｃｃｅｓｓ

Ｍｅｍｏｒｙ）やＲＯＭ（Ｒｅａｄ

Ｏｎｌｙ

Ｍ

ｅｍｏｒｙ）等のメモリである。なお、運用データＤＢ１０７２に記憶すべき運用データ
が大容量の場合には、記憶部１０７は、ハードディスク等の大容量データを記憶するのに
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好適な装置をさらに備えて構成してもよい。
【００３９】
図３において、スケジュールＤＢ１２０は、スケジュールＤＢ１２０の各レコードを識別
するために割り振られた番号であるスケジュール番号（以下、「ＳＣＨ番号」と略記する
。）を登録するスケジュール番号（以下、「ＳＣＨ番号」と略記する。）フィールド１２
１、照明器具１４の発光量を制御する場合にその目標値となる制御目標値を登録する制御
目標値フィールド１２４、制御目標値フィールド１２４に登録された制御目標値で照明器
具１４の発光量の制御を始める時刻を登録する開始時刻フィールド１２２、及び、制御目
標値フィールド１２４に登録された制御目標値による照明器具１４の発光量の制御を終了
する時刻を登録する終了時刻フィールド１２３の各フィールドを備えて構成され、ＳＣＨ
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番号ごとにレコードが作成される。図３には、或る１つのサブシステムにおける不在時に
おけるスケジュールＤＢ１２０の一例が示されており、このようなスケジュールＤＢ１２
０が、必要に応じてサブシステムごとに、さらに、在時・不在時ごとに作成され得る。な
お、スケジュールＤＢ１２０が作成されていない場合には、自律型調光制御端末機１２は
、後述するようにデフォルトとして与えられている制御目標値で照明器具１４を運用する
ので、問題は、生じない。
【００４０】
本実施形態では、４個の時間範囲に対して照明器具１４の点滅状態及び出力状態を設定可
能なように調光制御親機１１の仕様を決めていることから、スケジュールＤＢ１２０は、
図３に示すように４個のレコードから成る。なお、レコードは、４個に限定する必要はな
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く調光制御親機１１の仕様によって複数でよい。また、開始時刻フィールド１２０及び終
了時刻フィールド１２３は、

時

を登録する時フィールドと

分

を登録する分フィー

ルドとのサブフィールドを備えてそれぞれ構成される。時フィールドには、００〜２３ま
での２桁の数値が登録され得、分フィールドには、００〜５９までの２桁の数値が登録さ
れ得る。制御目標値フィールド１２４に登録される制御目標値は、本実施形態では、照明
器具１４の発光量を一定にフィードフォワード制御するための制御目標値となる目標調光
出力設定値、一定空間の照度を一定にフィードバック制御するための制御目標値となる目
標照度設定値、及び、照明器具１４の点滅を制御する点滅制御設定値の３種類である。目
標調光出力設定値は、定格で使用されている場合の発光量を１００パーセント（％）とし
た百分率で表され、単位％と共に数値が制御目標値フィールド１２４に登録される。目標

30

照度設定値は、単位ルクス（Ｌｘ）で表され、単位Ｌｘと共に数値が制御目標値フィール
ド１２４に登録される。点滅制御設定値は、照明器具１４の電源を入れるオン（ＯＮ）又
は照明器具１４の電源を切るオフ（ＯＦＦ）の２値であり、

ＯＮ

又は

ＯＦＦ

が制

御目標値フィールド１２４に登録される。制御目標値の種類の判別は、例えば、制御目標
値フィールド１２４に登録された内容が単位を伴わないか伴うか（点滅制御設定値である
か否か）、単位が％かＬｘか（目標調光出力設定値であるか目標照度設定値であるか）に
よって行われる。
【００４１】
例えば、２２時００分から２３時５０分までの間、照明器具１４を一定空間の照度が２０
０Ｌｘで一定に制御する場合には、開始時刻フィールド１２２の時フィールドに「２２」
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が登録され、開始時刻フィールド１２２の分フィールドに「００」が登録され、終了時刻
フィールド１２３の時フィールドに「２３」が登録され、終了時刻フィールド１２３の分
フィールドに「５０」が登録され、そして、制御目標値フィールド１２４に「２００Ｌｘ
」が登録される。また例えば、１８時００分から２０時００分までの間、照明器具１４を
発光量５０％で一定に制御する場合には、開始時刻フィールド１２２の時フィールドに「
１８」が登録され、開始時刻フィールド１２２の分フィールドに「００」が登録され、終
了時刻フィールド１２３の時フィールドに「２０」が登録され、終了時刻フィールド１２
３の分フィールドに「００」が登録され、そして、制御目標値フィールド１２４に「５０
％」が登録される。さらに例えば、１２時３０分から１３時００分までの間、照明器具１
４を消灯する場合には、開始時刻フィールド１２２の時フィールドに「１２」が登録され
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、開始時刻フィールド１２２の分フィールドに「３０」が登録され、終了時刻フィールド
１２３の時フィールドに「１３」が登録され、終了時刻フィールド１２３の分フィールド
に「００」が登録され、そして、制御目標値フィールド１２４に「ＯＦＦ」が登録される
。
【００４２】
図４において、運用データＤＢ１３０は、運用データＤＢ１３０の各レコードを識別する
ために割り振られた番号であるデータ番号を登録するデータ番号フィールド１３１、年月
日のデータを登録する年月日フィールド１３２、時刻のデータを登録する時刻フィールド
１３３、照明器具１４の実際の発光量を登録する出力値フィールド１３４、目標照度設定
値を登録する目標照度設定値フィールド１３５、照明器具１４が点灯か消灯かの点滅状態

10

を登録する点滅状態フィールド１３６、及び、人感センサが人を検知したか否かの人検知
状態を登録する人検知状態フィールド１３７の各フィールドを備えて構成され、データ番
号ごとにレコードが作成される。
【００４３】
点滅状態は、照明器具１４の電源が入っているオン状態（ＯＮ）又は照明器具１４の電源
が切れているオフ状態（ＯＦＦ）の２値であり、

ＯＮ

又は

ＯＦＦ

が点滅状態フィ

ールド１３６に登録される。人検知状態は、人感センサから検知信号の出力があったこと
を示す在又は人感センサから出力がなかったことを示す不在の２値であり、
不在

在

又は

が人検知状態フィールド１３７に登録される。

【００４４】

20

ここで、自律型調光制御端末機１２が照明器具１４を照度一定で制御している場合には、
その目標照度設定値が目標照度設定値フィールド１３５に登録されることになるが、照度
一定制御を行っていない場合には、目標照度設定値がないので、目標照度設定値フィール
ド１３５には、値がないことを示す符号、例えば、

＊

が登録される。

【００４５】
次に、自律型調光制御端末機の構成についてさらに詳細に説明する。
【００４６】
図５は、自律型調光制御端末機の構成を示すブロック図である。図５において、信号受信
部２０１と、信号解析部２０２と、記憶部２０３と、制御部２０５と、調光信号送信部２
０６と、信号送信部２０７と、信号生成部２０８と、照度計測部２０９と、人感センサ親
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機２１０と、検知信号受信部２１１とを備えて構成される。
【００４７】
信号受信部２０１は、信号受信部１０９と同様に、伝送路１６から受信した信号波形から
通信信号を再生する回路である。信号解析部２０２は、信号解析部１０８と同様に、信号
受信部２０１で再生された通信信号に基づいて、自己宛ての通信信号であるか否か、通信
信号の種類の判別、収容されているデータの内容等を解析し、その結果を制御部２０５に
出力する回路である。信号生成部２０８は、信号生成部１０４と同様に、制御部２０５か
らの出力に基づいて所定のフォーマットに従って通信信号を生成する回路である。信号送
信部２０７は、信号送信部１０５と同様に、信号生成部２０８で生成された通信信号に応
じて伝送路１６に合わせた信号波形を生成し、伝送路１６に送信する回路である。

40

【００４８】
記憶部２０３は、照明器具１４の発光量を制御するための制御目標値を記憶すると共にデ
フォルトの照明器具１４の制御目標値を記憶する制御目標値記憶部２０３１を備え、通信
用のアドレス、自律型調光制御端末機１２の各部を制御する制御プログラム、制御プログ
ラムの実行に必要なデータ、制御プログラム実行中のデータ等を記憶する回路であり、例
えば、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ
ｌｙ

Ａｃｃｅｓｓ

Ｍｅｍｏｒｙ）やＲＯＭ（Ｒｅａｄ

Ｏｎ

Ｍｅｍｏｒｙ）等のメモリである。

【００４９】
図６は、制御目標値記憶部の記憶内容を説明するための図である。図６（Ａ）に示すよう
に、制御目標値記憶部２０３１は、所定のメモリアドレスのメモリ領域に所定の制御目標
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値を記憶するように構成され、そして、制御部２０５が制御目標値を読み出す場合には、
在時・不在時に応じて所定のメモリアドレスのメモリ領域を読み出すように構成される。
即ち、メモリアドレス
Ｔａ１

Ａｄｄ１

のメモリ領域には在時の制御目標値として制御目標値

が記憶され、メモリアドレス

値として制御目標値

Ｔａ２

Ａｄｄ２

が記憶され、メモリアドレス

はデフォルトの在時の制御目標値として制御目標値
リアドレス
標値

Ｔａ４

Ａｄｄ４

のメモリ領域には不在時の制御目標
Ｔａ３

Ａｄｄ３

のメモリ領域に

が記憶され、そして、メモ

のメモリ領域にはデフォルトの不在時の制御目標値として制御目

が記憶される。そして、制御部２０５は、在時ではメモリアドレスＡｄｄ

１のメモリ領域に記憶されている制御目標値

Ｔａ１

が読み出され、不在時ではメモリ

アドレスＡｄｄ２のメモリ領域に記憶されている制御目標値

Ｔａ２

が読み出される。

10

また、自律型調光制御端末機１２が独立に稼動するように設定されると、メモリアドレス
Ａｄｄ３のメモリ領域に記憶されている制御目標値

Ｔａ３

がメモリアドレスＡｄｄ１

のメモリ領域に記憶されると共に、メモリアドレスＡｄｄ４のメモリ領域に記憶されてい
る制御目標値

Ｔａ４

がメモリアドレスＡｄｄ２のメモリ領域に記憶される。これによ

って自律型調光制御端末機１２は、独立で稼動している場合にデフォルトの制御目標値で
人の存否に応じて照明器具１４を制御することになる。
【００５０】
調光信号送信部２０６は、制御部２０５で生成された照明器具１４にその発光量を指示す
る調光信号に応じて信号線１８に合わせて信号波形を生成し、照明器具１４に向けて信号
線１８に送信する回路である。

20

【００５１】
照度計測部２０９は、一定空間における所定個所面の照度を計測する回路であり、計測値
を制御部２０５に出力する。照度計測部２０９は、例えば、入射した光の強度に応じて電
流を生じる光電変換素子を備えて構成される光電式照度計である。なお、照度とは、被照
面上の微小面積に入射する光束（単位時間当たりの光量）をその微小面の面積で割ったも
のである。
【００５２】
検知信号受信部２１１は、人感センサ子機１５から出力された信号波形から人感センサ子
機１５から検知出力があったことを示す検知信号を生成し、制御部２０５に出力する回路
である。
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【００５３】
人感センサ親機２１０は、人感センサ子機１５と同様に、周囲の環境温度と温度差のある
人体が移動する際に生じる赤外線の変化を検知することによって一定範囲の検出エリア内
における人体の有無を検出する回路である。人感センサ親機２１０は、その赤外線を受光
する受光部が露出した状態で自律型調光制御端末機１２の筐体に収納され、人体を検出し
たことを示す検知信号を制御部２０５に直接的に出力する。一方、人感センサ子機１５は
、信号線１９にバス型に接続され、検知信号を信号線及び検知信号受信部２１１を介して
制御部２０５に出力する。
【００５４】
制御部２０５は、例えば、マイクロプロセッサ等を備えて構成され、信号受信部２０１、

40

信号解析部２０２、記憶部２０３、調光信号送信部２０６、信号送信部２０７、信号生成
部２０８、照度計測部２０９、人感センサ親機２１０及び検知信号受信部２１１の各部を
制御プログラムに従って後述のように制御する。これによって、制御部２０５は、制御目
標値記憶部２０３１に記憶されている情報、照度計測部２０９の計測値、人感センサ親機
２１０及び人感センサ子機１５の検知信号に基づいて調光信号を生成し、調光信号を調光
信号送信部２０６を介して照明器具１４に送信することによって照明器具１４の発光量を
調整し、一定空間の照度を制御する。
【００５５】
次に、本実施形態の動作について説明する。
（実施形態の動作）
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図７は、設定入力・表示部の設定入力画面を示す図である。図８は、調光制御親機の動作
を示すフローチャートである。図９は、通信信号のフォーマットを説明するための図であ
る。図１０は、自律型調光制御端末機の動作を示すフローチャートである。
【００５６】
まず、運用スケジュールの設定・入力について説明する。
【００５７】
調光制御システム１を運用する場合に、まず、ユーザは、空間の使用目的、過去の使用状
態等を考慮して、時間ごとに、また、人の存否ごとに、空間の照度をどのような値にする
か、即ち、照明器具１４の発光量をどのような値にするかを決定し、決定した内容を照明
器具１４の運用スケジュールとして調光制御親機１１に設定入力・表示部１０１を用いて

10

入力する。
【００５８】
ここで、調光制御親機１１は、起動すると設定入力・表示部１０１にメインメニュー画面
を表示する。メインメニューは、各調光制御端末機１２に対して照明器具１４の発光量の
設定を時間ごとにまた人の存否ごとに入力する設定入力と、運用データを表示させる運用
データ表示とを備えて構成され、メインメニュー画面は、設定入力の選択を指示する設定
入力キーと運用データ表示の選択を指示する運用データ表示キーとを備えて構成される。
【００５９】
ユーザは、メインメニュー画面から設定入力キーを触れることによって設定入力を調光制
御親機１１に指示する。この指示が入力されると、調光制御親機１１の制御部１０３は、

20

設定入力・表示部１０１に設定入力画面を表示する。本実施形態では、設定入力画面１５
０は、例えば、図７に示す画面である。
【００６０】
図７において、設定入力画面１５０は、ガイダンス表示領域１５１と、自律型調光制御端
末機名表示領域１５２と、操作キー群１５３と、メニューキー群１５４と、ページ送りキ
ー群１５５と、ヘルプキー１５６と、設定入力領域１６０とを備えて構成される。
【００６１】
ガイダンス表示領域１５１は、操作方法の説明であるガイダンス等が表示される領域であ
り、本実施形態では、設定入力画面１５０の略中央上方に設けられ、入力ガイダンス表示
領域１５１１と、入力エラーガイダンス表示領域１５１２と、画面名称表示領域１５１３
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とを備えて構成される。入力ガイダンス表示領域１５１１は、設定入力画面１５０からコ
マンドやデータを入力する場合における入力手順を説明する説明文が表示される領域であ
る。入力エラーガイダンス表示領域１５１２は、設定入力画面１５０に間違った入力方法
でユーザが操作した場合にその間違いを表示すると共に正しい入力方法の説明文を表示す
る領域である。さらに、入力エラーガイダンス表示領域１５１２には、ヘルプキー１５６
が操作された場合にヘルプ文も表示される。画面名称表示領域１５１３は、設定入力・表
示部１０１に表示されている画面の名称を表示する領域であり、例えば、画面がメインメ
ニュー画面であることを示す

メインメニュー画面

、画面が調光制御端末機１２の管轄

する空間に人が存在する場合（在時）における照明器具１４の発光量を設定するための画
面であることを示す

設定入力画面（在時）

、画面が調光制御端末機１２の管轄する空
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間に人が存在しない場合（不在時）における照明器具１４の発光量を設定するための画面
であることを示す

設定入力画面（不在時）

の画面であることを示す

運用データ表示画面

、及び、画面が運用データを表示するため
の何れかが表示される。

【００６２】
自律型調光制御端末機名表示領域１５２は、設定入力・表示部１０１が現在設定入力又は
表示の対象としている自律型調光制御端末機１２の名称を表示する領域であり、ガイダン
ス表示領域１５１の下方一方側に設けられる。自律型調光制御端末機名表示領域１５２は
、設定入力表示画面１５０ではこの自律型調光制御端末機名表示領域１５２に表示された
名称の自律型調光制御端末機１２に対して運用スケジュールが入力されることを示し、一
方、後述の運用データ表示画面１５０

ではこの自律型調光制御端末機名表示領域１５２
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に表示された名称の自律型調光制御端末機１２に対する運用データを表示していることを
示す。さらに、自律型調光制御端末機名表示領域１５２は、ユーザがこれに触れることに
よって自律型調光制御端末機１２の選択を可能とする操作キーでもある。
【００６３】
操作キー群１５３は、自律型調光制御端末機１２の管理番号、年月日、時刻、発光量の出
力及び照度等の数値を入力する場合に利用されるテンキー１５３１と、入力された数値の
単位がルクス（Ｌｘ）か百分率（％）かを設定するために利用されるＬ％設定キー１５３
２、自律型調光制御端末機１２を調光制御親機１１から独立させてデフォルトの設定情報
で自律的に稼動させるか（独立）自律型調光制御端末機１２を調光制御親機１１に従属さ
せて調光制御親機１１から送信された設定情報で稼動させるか（従属）を設定するために

10

利用される独立従属キー１５３３と、設定入力・表示部１０１に入力された設定値を訂正
可能にするための訂正キー１５３４と、設定入力・表示部１０１に入力された設定値を確
定させて調光制御親機１１に入力する設定キー１５３５と、設定入力・表示部１０１に入
力された設定値をクリアして再入力可能にするための中止キー１５３６とを備えて構成さ
れる。操作キー群１５３は、ガイダンス表示領域１５１の下方他方側に設けられる。
【００６４】
メニューキー群１５４は、

メインメニュー画面

るメインメニューキー１５４１と、

を設定入力・表示部１０１に表示させ

設定入力画面（在時）

に表示させる在時設定キー１５４２と、

を設定入力・表示部１０１

設定入力画面（不在時）

を設定入力・表示部

１０１に表示させる不在時設定キー１５４３とを備えて構成される。

20

【００６５】
ページ送りキー群１５５は、トップページを設定入力・表示部１０１に表示させることを
指示する《キー１５５１と、現在表示されているページよりも１つ前のページを設定入力
・表示部１０１に表示させることを指示する〈キー１５５２と、現在表示されているペー
ジよりも１つ後のページを設定入力・表示部１０１に表示させることを指示する〉キー１
５５３と、エンドページを設定入力・表示部１０１に表示させることを指示する》キー１
５５４とを備えて構成される。
【００６６】
ヘルプキー１５６は、設定入力・表示部１０１からコマンドやデータ等の入力方法を説明
するヘルプ文を入力エラーガイダンス表示領域１５１２に表示させることを指示するキー

30

である。
【００６７】
これらメニューキー群１５４、ページ送りキー群１５５及びヘルプキー１５６は、設定入
力画面１５０の下方に設けられる。
【００６８】
設定入力領域１６０は、自律型調光制御端末機１２が管轄する照明器具１４の運用スケジ
ュールの設定を入力・表示するための領域であり、ガイダンス表示領域１５１の略中央下
方に設けられる。本実施形態では、運用スケジュールの設定は、時間ごとに決めることが
でき、４個の時間範囲を設定することができる。設定入力領域１６０は、４個の各時間範
囲に割り当てられた番号を表示した番号表示領域１６１（１６１−１１〜１６１−１４、

40

１６１−２１〜１６１−２４）と、テンキー１５３１を用いて入力された設定の開始時刻
を表示する開始時刻表示領域１６２（１６２−１１〜１６２−１４、１６２−２１〜１６
２−２４）と、テンキー１５３１を用いて入力された設定の終了時刻を表示する終了時刻
領域１６３（１６３−１１〜１６３−１４、１６３−２１〜１６３−２４）と、テンキー
１５３１を用いて入力された設定の制御目標値を表示する制御目標値表示領域１６４（１
６４−１１〜１６４−１４、１６４−２１〜１６４−２４）とを備えて構成される。さら
に、番号表示領域１６１は、ユーザがこれに触れることによって各時間範囲が選択され、
選択された時間範囲における開始時刻、終了時刻及び制御目標値を入力可能とする操作キ
ーでもある。
【００６９】
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ユーザは、このような図７に示す設定入力画面１５０を用いて、照明器具１４の運用スケ
ジュールを設定しようとする所望の自律型調光制御端末機１２を選択し、運用スケジュー
ルの設定を時間ごとにまた在時・不在時ごとに入力する。これによって、ユーザは、調光
制御システム１に照明器具１４の運用スケジュールの設定を入力する。
【００７０】
即ち、まず、ユーザは、在時における時間ごとの設定を行う場合には在時設定キー１５４
２をタッチする一方、不在時における時間ごとの設定を行う場合には不在時設定キー１５
４３をタッチする。次に、ユーザは、自律型調光制御端末機名表示領域１５２をタッチす
ることによって自律型調光制御端末機１２を選択可能な状態にする。次に、ユーザは、運
用スケジュールの設定をしようとする自律型調光制御端末機１２を特定するために当該自
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律型調光制御端末機１２の番号をテンキー１５３１を用いて入力し、設定キー１５３５を
用いて調光制御親機１２に確定入力する。次に、ユーザは、番号表示領域１６１をタッチ
することによって設定しようとする時間範囲を選択する。次に、ユーザは、テンキー１５
３１を用いて設定の開始時刻、終了時刻及び制御目標値を順次に入力し、設定キー１５３
５を用いて調光制御親機１２に確定入力する。なお、開始時刻の入力後に設定キー１５３
５を用いて確定入力し、終了時刻の入力後に設定キー１５３５を用いて確定入力し、そし
て、設定値入力後に設定キー１５３５を用いて確定入力するように、個別に確定入力して
もよい。
【００７１】
例えば、本日、不在時において、自律型調光制御端末機１２にその管轄する照明器具１４
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を、開始時刻００：００から終了時刻０４：００までは照度２００Ｌｘで照度一定で制御
するように、開始時刻０５：００から終了時刻０７：００までは発光量５０％の発光量一
定で制御するように、開始時刻１８：００から終了時刻２０：００までは発光量５０％の
発光量一定で制御するように、そして、開始時刻２２：００から終了時刻２３：５０まで
は照度２００Ｌｘで照度一定で制御するように設定する場合には、図７に示すように入力
される。
【００７２】
調光制御親機１１の制御部１０３は、設定入力・表示部１０１から自律型調光制御端末機
１２の運用スケジュールが入力されると、入力された運用スケジュールを記憶部１０７の
スケジュールＤＢ記憶部１０７１に記憶する。例えば、図７に示すように設定入力される
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と、制御部１０３は、図３に示すようにスケジュールＤＢ１２０を作成し、自律型調光制
御端末機１２に割り当てられた管理番号及び不在時であることと対応付けてスケジュール
ＤＢ記憶部１０７１に記憶する。
【００７３】
このように本実施形態では、各調光制御端末機１２に対して人の在時・不在時ごとに複数
の時間帯について制御目標値が設定することができ、しかも制御目標値として複数種類を
設定することができるので、きめ細かく多様に運用スケジュールを設定することができる
。そして、人の在時・不在時に応じて一定空間の照度を制御することができるから、必要
に応じて必要な照度を確保することができ、適正な照度確保と省エネルギーとを勘案した
制御を行うことができる。例えば、ロビーや廊下等の供用部と執務フロアとでは、時間帯
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ごとの運用形態が異なるのが一般的であり、また、執務フロアでは、就業時間中と残業時
間等とでは必要な照度が異なる。就業時間中は、照明の見栄えや周囲の区画等の影響も考
慮して明るめに設定し、残業時間では人が居ない場合には省エネルギーを第１に考慮して
最低限の発光量まで落とす等のきめ細かく多様に調光制御を行うことができる。
【００７４】
また、外光の影響により測定照度値が現実の照度値でない場合に照度一定制御では所望の
照度を提供できないが、本実施形態では、特に、調光制御端末機１２を発光量一定で制御
させる制御目標値を設定することができるので、そのような場合でも所望の照度を提供す
ることができる。
【００７５】
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さらに、階段などの足元に危険が伴う一定空間では人が居ない場合でも常に一定の照度を
確保しておくことが望ましいが、本実施形態では、特に、調光制御端末機１２を一定空間
の照度を一定に保つように制御させる制御目標値を設定することができるので、一定空間
に対して一定照度を確保したいという要望に応じることができる。
【００７６】
また、本実施形態では、電源制御端末機１３に照明器具１４の電源をオン・オフさせる制
御目標値を設定することができるので、時間帯によって一定の照度を保持しておく必要の
ない一定空間における照明器具を適切に制御することができるから、エネルギーを無駄に
することなく一定空間の照度を確保することができる。特に、近年の省エネルギー推進の
観点から、昼休みに利用されない一定空間の照明を手操作により強制的に消灯することが
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あるが、本実施形態では、このような場合にも適切に対応することができる。
【００７７】
次に、運用中における調光制御親機の動作について説明する。
【００７８】
図８において、設定すべき各自律型調光制御端末機１２に対して、上述したように運用ス
ケジュールが設定入力され、調光制御システム１の運用が開始されると、調光制御親機１
１の制御部１０３は、カレンダ・時計部１０６に時刻を問い合わせて、現在時刻を取得す
る（Ｓ１１）。
【００７９】
次に、制御部１０３は、スケジュールＤＢ記憶部１０７１に記憶されている全てのスケジ
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ュールＤＢ１２０に対して、取得した現在時刻に基づいて開始時刻フィールドフィールド
１２２及び終了時刻フィールド１２３を検索することによって、現在時刻に実行すべき運
用スケジュールが有るか否かを判断する（Ｓ１２）。
【００８０】
判断の結果、実行すべき運用スケジュールがない場合（Ｎｏ）には、制御部１０３は、所
定時間だけウェイト（ｗａｉｔ）した後に（Ｓ２１）、カレンダ・時計部１０６に時刻を
問い合わせて、現在時刻を取得する（Ｓ２２）。そして、制御部１０３は、処理をＳ１２
に戻す。ここで、Ｓ２１における所定時間は、処理がＳ１２からＳ２１及びＳ２２を経て
再びＳ１２に戻る時間が一定時間、例えば、１０分、５分又は１分となるように設定され
る。この一定時間の長さによって運用スケジュールの開始時刻及び終了時刻に設定可能な
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時間間隔の細かさが決まる。
【００８１】
一方、Ｓ１２における判断の結果、実行すべき運用スケジュールがある場合（Ｙｅｓ）に
は、制御部１０３は、実行すべき運用スケジュールの属性を判断する（Ｓ１３）。この属
性は、実行すべき運用スケジュールがどの調光制御端末機１２に対応するのものか？、在
時の運用スケジュールであるのか？、不在時の運用スケジュールであるのか？、開始時刻
か終了時刻か？、運用スケジュールの種別である。この運用スケジュールの種別の判断は
、上述したように実行すべき運用スケジュールに対応するレコードにおける制御目標値フ
ィールド１２４に登録されているデータを参照することによって行う。即ち、制御目標値
フィールド１２４のデータが単位％を含む数値である場合には、発光量一定制御である判
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断し、制御目標値フィールド１２４のデータが単位Ｌｘを含む数値である場合には、照度
一定制御であると判断し、そして、制御目標値フィールド１２４のデータが
ＯＦＦ

ＯＮ

又は

である場合には、点滅制御であると判断する。

【００８２】
次に、制御部１０３は、対応する調光制御端末機１１のアドレス、在時・不在時の別、実
行すべき運用スケジュールに対応するレコードにおける開始時刻フィールド１２２、終了
時刻フィールド１２３及び制御目標値フィールド１２４にそれぞれ登録されているデータ
とＳ１３の判断結果とを信号生成部１０４に出力し、信号生成部１０４に通信信号を作成
させる（Ｓ１４）。
【００８３】
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図９において、通信信号は、ヘッダ情報を収容するヘッダ部１４１と、データを収容する
データ部１４２とを備えて構成される。ヘッダ部１４１は、同期信号部１４１１と、信号
モード部１４１２と、送信先アドレス部１４１３とを備えて構成される。データ部１４２
は、制御目標値データ部１４２１とチェックサム部１４２２と情報部１４２３とを備えて
構成される。
【００８４】
同期信号部１４１１には、自律型調光制御端末機１２が受信した通信信号と同期をとるた
めの同期信号が収容される。信号モード部１４１２には、通信信号の種別を識別する識別
子が収容される。通信信号の種類は、そのデータ部１４２に収容される内容によって区別
され、制御目標値データ部１４２１に在時の目標照度設定値を収容する在時目標照度設定
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値信号、制御目標値データ部１４２１に在時の目標調光出力設定値を収容する在時目標調
光出力設定値信号、制御目標値データ部１４２１に不在時の目標照度設定値を収容する不
在時目標照度設定値信号、制御目標値データ部１４２１に不在時の目標調光出力設定値を
収容する不在時目標調光出力設定値信号、制御目標値データ部１４２１に独立設定値を収
容する独立設定値信号、制御目標値データ部１４２１に点滅制御設定値を収容する点滅制
御設定値信号、及び、情報部１４２３に運用データを収容する運用データ信号である。そ
して、これら各種の通信信号に識別子がそれぞれ割り当てられる。送信先アドレス部１４
１３には、通信信号の送信先に係る通信用のアドレスが収容される。
【００８５】
制御目標値データ部１４２１には、目標照度設定値、目標調光出力設定値、独立設定値及
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び点滅制御設定値が収容される。独立設定値は、自律型調光制御端末機１２を調光制御親
機１１から独立させて稼動させるように設定するものである。なお、制御目標値として目
標調光出力設定値及び目標照度設定値が設定されると、自律型調光制御端末機１２は、調
光制御親機１１に従属して稼動することとなる。チェックサム部１４２２には、チェック
サムが収容される。情報部１４２３には、設定情報及びチェックサム以外の情報が収容さ
れる。
【００８６】
Ｓ１４においてより具体的には、信号作成部１０４は、開始時刻フィールド１２２の登録
時刻と現在時刻とが一致することによって実行すべき運用スケジュールがある場合には、
その運用スケジュールが在時・不在時の何れのスケジュールＤＢ１２０のレコードである
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か、及び、制御目標値フィールド１２４の登録内容に応じて在時目標照度設定値信号、在
時目標調光出力値設定信号、不在時目標照度設定値信号、不在時目標調光出力値設定信号
及び点滅制御設定値信号のうちの何れかの通信信号を作成し、終了時刻フィールド１２３
の登録時刻と現在時刻とが一致することによって実行すべき運用スケジュールがある場合
には、独立設定値信号を作成する。
【００８７】
図８に戻って、次に、調光制御親機１１の制御部１０３は、信号送信部１０５に通信信号
の送信を指示し、信号送信部１０５を用いて信号生成部１０４が作成した通信信号を伝送
路１６に送出させる（Ｓ１５）。自律型調光制御端末機１２は、この通信信号を受信する
と、制御目標値データ部１４２１に収容されているデータの意味を信号モード部１４１２
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に収容されているデータに基づいて解釈し、記憶部２０３の制御目標値記憶部２０３１に
記憶する。
【００８８】
次に、制御部１０３は、所定時間だけウェイトした後に（Ｓ１６）、カレンダ・時計部１
０６に時刻を問い合わせて、現在時刻を取得する（Ｓ１７）。そして、制御部１０３は、
処理をＳ１２に戻す。ここで、Ｓ１６における所定時間は、処理がＳ１２からＳ１３乃至
Ｓ１７を経て再びＳ１２に戻る時間がＳ１２からＳ２１及びＳ２２を経て再びＳ１２に戻
る上述の一定時間と一致するように設定される。
【００８９】
このように動作することによって調光制御親機１１は、現在時刻に該当する運用スケジュ
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ールがスケジュールＤＢ１２０に有るか否かを一定時間の間隔で調べ、該当する運用スケ
ジュールがある場合には、当該運用スケジュールの内容を自律型調光制御端末機１２に送
信する。このように本実施形態の調光制御親機１１は、照明器具１４の発光量の制御に関
し運用スケジュールのみを管理する。このため、調光制御親機１１の情報処理量を従来に
較べて減らすことができ、安価な演算素子を制御部１０３に利用可能である。また、調光
制御親機１２は、従来のように調光制御端末機１２から受信した計測照度値及び人の検知
信号に基づいて発光量を演算して調光信号を調光制御端末機１２に返信する必要がないの
で、運用スケジュール通りの時刻で調光制御端末機１２を適時に適切に制御することがで
きる。
【００９０】
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次に、運用中における自律型調光制御端末機の動作について説明する。
【００９１】
例えば、自律型調光制御端末機１２の電源スイッチ（不図示）がオンされると、自律型調
光制御端末機１２の制御部２０５は、記憶部２０３から制御プログラムを読み込み、制御
プログラムを実行する。
【００９２】
図１０において、制御部２０５は、まず、何れかの人感センサ親機２１０及び人感センサ
子機１５から検知信号が出力されたか否かを判断する（Ｓ３１）。
【００９３】
次に、制御部２０５は、照度計測部２０９から計測値を取得する（Ｓ３２）。
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【００９４】
次に、制御部２０５は、Ｓ３１における判断結果及びＳ３２における計測値と前回のこれ
ら値とがそれぞれ一致するか否かを判断することによって、調光制御を実行すべきか否か
を判断する（Ｓ３３）。
【００９５】
判断の結果、各値が一致する場合には、調光制御する必要がないので、制御部２０５は、
所定時間だけウェイトした後に（Ｓ４１）、処理をＳ３１に戻す。ここで、Ｓ４１におけ
る所定時間は、処理がＳ３１からＳ３２乃至Ｓ４１を経て再びＳ３１に戻る時間が一定時
間、例えば、１０分、５分又は１分となるように設定される。この一定時間の長さが調光
制御の時間間隔であり、一定時間を短くするほど一定空間における照度や人の存否の変化

30

に対する調光制御の追従性が向上する。ここで、本実施形態に係る自律型調光制御端末機
１２は、自機で調光信号を生成するから、従来の調光制御端末機のように照度計測部の計
測値を調光制御親機に送信して調光信号を受信する必要がないので、この一定時間を短く
することが可能である。
【００９６】
一方、Ｓ３３で判断の結果、各値の何れかが一致しない場合には、制御部２０５は、Ｓ３
１における判断結果に基づいて制御目標値記憶部２０３１の所定のメモリアドレスにおけ
るメモリ領域の記憶内容を参照し、参照結果及び必要に応じてＳ３２における計測値に基
づいて調光信号を作成する（Ｓ３４）。
【００９７】

40

例えば、Ｓ３１における判断結果が人の存在を示している場合には、在時制御目標値を記
憶するメモリアドレスＡｄｄ１のメモリ領域における記憶内容を参照し、参照結果として
制御目標値

Ｔａ１

を読み出す。制御目標値

Ｔａ１

が発光量一定制御を示す場合に

は、その発光量で照明器具１４を発光させるように調光信号を作成する。また、制御目標
値

Ｔａ１

が照度一定制御を示す場合には制御目標値

Ｔａ１

とＳ３２における計測

値とを比較して両者の差がなくなるように調光信号を作成する。また例えば、Ｓ３１にお
ける判断結果が人の不在を示している場合には、不在時制御目標値を記憶するメモリアド
レスＡｄｄ２のメモリ領域における記憶内容を参照し、参照結果として制御目標値
２

を読み出す。制御目標値

Ｔａ２

Ｔａ

が発光量一定制御を示す場合には、その発光量で

照明器具１４を発光させるように調光信号を作成する。また、制御目標値

Ｔａ２

が照
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Ｔａ２

とＳ３２における計測値とを比較して両

者の差がなくなるように調光信号を作成する。
【００９８】
次に、制御部２０５は、作成した調光信号を照明器具１４に送信するように調光信号送信
部２０６に指示し、調光信号送信部２０６を用いて照明器具１４に調光信号を送信する（
Ｓ３５）。この調光信号を受信した照明器具は、調光信号が指示する発光量で発光する。
【００９９】
そして、制御部２０５は、人の存否及び照度計測値を記憶部２０３に記憶し、所定時間だ
けウェイトした後に（Ｓ３６）、処理をＳ３１に戻す。ここで、Ｓ３６における所定時間
は、処理がＳ３１からＳ３２乃至Ｓ３６を経て再びＳ３１に戻る時間がＳ３１からＳ３２

10

乃至Ｓ４１を経て再びＳ３１に戻る上述の一定時間と一致するように設定される。なお、
起動直後は、Ｓ３１における人の存否及びＳ３２における照度計測値が記憶部２０３に記
憶されていない。
【０１００】
このように動作することによって自律型調光制御端末機１２は、制御目標値記憶部２０３
１の制御目標値に基づいて、人の存在・不在に応じて発光量一定制御又は照度一定制御を
行うことができる。即ち、本実施形態の自律型調光制御端末機１２は、制御目標値は調光
制御親機１２から指示されるが、実際の一定空間における計測照度値及び人の検知信号に
基づく制御は、自律型調光制御端末機１２自体が行う。このため、自律型調光制御端末機
１２は、従来のように調光制御親機１１に計測照度値及び人の検知信号を送信して調光信

20

号の返信を受信する必要がないので、運用スケジュール通りの時刻で制御目標値に基づき
照明器具１４を適時に適切に制御することができる。
【０１０１】
ここで、自律型調光制御端末機１２の制御部２０５は、上述の調光制御の実行と並行して
一定時間間隔で、その時刻における照明器具１４の発光量、照度一定制御を行っている場
合には目標照度設定値、点滅状態及び人検知状態を収容する運用データ信号を信号生成部
２０８及び信号送信部２０７を用いて調光制御親機１１に送信する。そして、運用データ
信号を受信した場合において、調光制御親機１１は、カレンダ・時計部１０６から年月日
と時刻とを取得し、取得した年月日、時刻、及び運用データ通信の内容から運用データＤ
Ｂ１３０のレコードを作成し、作成したレコードを運用データＤＢ１３０に追加する。な
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お、自律型調光制御端末機１２が調光制御親機１１に運用データ信号を送信する一定時間
間隔は、調光制御親機１１の設定入力・表示部１０１から入力することによって設定可能
に構成してもよい。
【０１０２】
上述では、調光制御親機１１の動作と自律型調光制御端末機１２の動作とを個別に説明し
たが、次に、調光制御親機１１の動作と自律型調光制御端末機１２の動作との関係につい
て説明する。
【０１０３】
以下の説明において、調光制御親機１１のスケジュールＤＢ記憶部１０７１には図３に示
すスケジュールＤＢ１２０が記憶され、調光制御端末機１２の制御目標値記憶部２０３１
におけるデフォルトの在時制御目標値を記憶するメモリアドレス
域には２００Ｌｘ（即ち、

Ｔａ３

御目標値を記憶するメモリアドレス
４

Ａｄｄ３

40

のメモリ領

＝２００Ｌｘ）が記憶され、デフォルトの不在時制
Ａｄｄ４

のメモリ領域には２０％（即ち、

Ｔａ

＝２０％）が記憶されているものとし、不在時における調光制御親機１１の動作と自

律型調光制御端末機１２の動作との関係について説明することとする。なお、在時におけ
る調光制御親機１１の動作と自律型調光制御端末機１２の動作との関係についても同様に
説明することができる。
【０１０４】
図１１は、調光制御親機の動作と自律型調光制御端末機の動作との関係について説明する
ための図である。図１１（Ａ）は、零時（０：００）から翌日の零時（０：００）までの
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時間軸であり、図１１（Ｂ）は、調光制御親機の動作と自律型調光制御端末機の動作との
関係を示すシーケンス図であり、図１１（Ｃ）は、制御目標値記憶部２０３１における記
憶内容を読み出すメモリ領域の記憶内容を示す図である。
【０１０５】
図１１において、調光制御親機１１は図８に示す各処理を、自律型調光制御端末機１２は
図１０に示す各処理を、それぞれ常に独立に実行している。そして、調光制御親機１１は
、図８に示す各処理を実行中にＳ１７又はＳ２２の処理でカレンダ・時計部１０６から取
得した時刻が０：００になると、０：００に実行すべき運用スケジュールが設定されてい
た自律型調光制御端末機１２に、目標照度設定値として２００Ｌｘを制御目標値データ部
１４２１に収容した不在時目標照度設定値信号を送信する（▲１▼）。この不在時目標照

10

度設定値信号を受信した自律型調光制御端末機１２は、制御目標値記憶部２０３１におけ
る不在時の制御目標値を登録するメモリ領域（メモリアドレス

Ａｄｄ２

）に２００Ｌ

ｘを登録することによって図１１（Ｃ）▲１▼に示すように制御目標値記憶部２０３１を
更新する。
【０１０６】
このように制御目標値記憶部２０３１における不在時の制御目標値を登録するメモリ領域
に２００Ｌｘが登録されたので、自律型調光制御端末機１２は、図１０に示す各処理の実
行中において、何れの人感センサ親機２１０及び人感センサ子機１５からも検知信号を受
信しない場合には、照度計測部２０９の計測値に応じて一定空間の照度が一定照度２００
Ｌｘになるように照明器具１４を制御することとなる。このため、例えば、一定空間に人

20

が入ってきた場合に当該人が危険を回避することができるように、不在時であっても一定
の照度が必要な空間に対し適切に調光制御することができる。
【０１０７】
そして、このような状態で、調光制御親機１１は図８に示す各処理を、自律型調光制御端
末機１２は図１０に示す各処理を、それぞれ独立に実行する。そして、調光制御親機１１
は、図８に示す各処理を実行中にＳ１７又はＳ２２の処理でカレンダ・時計部１０６から
取得した時刻が４：００になると、４：００に実行すべき運用スケジュールが設定されて
いた自律型調光制御端末機１２に、制御を独立に設定する旨を制御目標値データ部１４２
１に収容した独立設定値信号を送信する（▲２▼）。この独立設定値信号を受信した自律
型調光制御端末機１２は、制御目標値記憶部２０３１における不在時の制御目標値を登録

30

するメモリ領域に、デフォルトの制御目標値を登録するメモリ領域の記憶内容を登録する
ことによって図１１（Ｃ）▲２▼に示すように制御目標値記憶部２０３１を更新する。
【０１０８】
このように制御目標値記憶部２０３１における不在時の制御目標値を登録するメモリ領域
にデフォルトの２０％が登録されたので、自律型調光制御端末機１２は、図１０に示す各
処理の実行中において、何れの人感センサ親機２１０及び人感センサ子機１５からも検知
信号を受信しない場合には、照明器具１４をデフォルトの発光量２０％の発光量一定で制
御することとなる。
【０１０９】
さらに、このような状態で、調光制御親機１１は図８に示す各処理を、自律型調光制御端
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末機１２は図１０に示す各処理を、それぞれ独立に実行する。そして、調光制御親機１１
は、図８に示す各処理を実行中にＳ１７又はＳ２２の処理でカレンダ・時計部１０６から
取得した時刻が５：００になると、５：００に実行すべき運用スケジュールが設定されて
いた自律型調光制御端末機１２に、目標調光出力設定値として５０％を制御目標値データ
部１４２１に収容した不在時目標調光出力設定値信号を送信する（▲３▼）。この不在時
目標調光出力設定値信号を受信した自律型調光制御端末機１２は、制御目標値記憶部２０
３１における不在時の制御目標値を登録するメモリ領域に５０％を登録することによって
図１１（Ｃ）▲３▼に示すように制御目標値記憶部２０３１を更新する。
【０１１０】
このように制御目標値記憶部２０３１における不在時の制御目標値を登録するメモリ領域
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に５０％が登録されたので、自律型調光制御端末機１２は、図１０に示す各処理の実行中
において、何れの人感センサ親機２１０及び人感センサ子機１５からも検知信号を受信し
ない場合には、照明器具１４を発光量５０％の発光量一定で制御することとなる。このた
め、例えば、日の出時のように斜めに外光が入射するために照度計測部２０９の計測値が
一定空間の照度を適切に示していない場合でも、一定空間の照度を所望の照度に維持する
ように調光制御することができる。
【０１１１】
また、このような状態で、調光制御親機１１は図８に示す各処理を、自律型調光制御端末
機１２は図１０に示す各処理を、それぞれ独立に実行する。そして、調光制御親機１１は
、図８に示す各処理を実行中にＳ１７又はＳ２２の処理でカレンダ・時計部１０６から取

10

得した時刻が７：００になると、７：００に実行すべき運用スケジュールが設定されてい
た自律型調光制御端末機１２に、制御を独立に設定する旨を制御目標値データ部１４２１
に収容した独立設定値信号を送信する（▲４▼）。この独立設定値信号を受信した自律型
調光制御端末機１２は、制御目標値記憶部２０３１における不在時の制御目標値を登録す
るメモリ領域にデフォルトの制御目標値を登録するメモリ領域の記憶内容を登録すること
によって図１１（Ｃ）▲４▼に示すように制御目標値記憶部２０３１を更新する。
【０１１２】
このように制御目標値記憶部２０３１における不在時の制御目標値を登録するメモリ領域
にデフォルトの２０％が登録されたので、自律型調光制御端末機１２は、図１０に示す各
処理の実行中において、何れの人感センサ親機２１０及び人感センサ子機１５からも検知

20

信号を受信しない場合には、照明器具１４をデフォルトの発光量２０％の発光量一定で制
御することとなる。
【０１１３】
以下同様に、調光制御親機１１は図８に示す各処理を、自律型調光制御端末機１２は図１
０に示す各処理を、それぞれ独立に実行する。そして、調光制御親機１１は、１８：００
になると１８：００に実行すべき運用スケジュールが設定されていた自律型調光制御端末
機１２に、目標調光出力設定値として５０％を制御目標値データ部１４２１に収容した不
在時目標調光出力設定値信号を送信し（▲５▼）、２０：００になると２０：００に実行
すべき運用スケジュールが設定されていた自律型調光制御端末機１２に、制御を独立に設
定する旨を制御目標値データ部１４２１に収容した独立設定値信号を送信し（▲６▼）、

30

２２：００になると２２：００に実行すべき運用スケジュールが設定されていた自律型調
光制御端末機１２に、目標照度設定値として２００Ｌｘを制御目標値データ部１４２１に
収容した不在時目標照度設定値信号を送信し（▲７▼）、２３：５０になると２３：５０
に実行すべき運用スケジュールが設定されていた自律型調光制御端末機１２に、制御を独
立に設定する旨を制御目標値データ部１４２１に収容した独立設定値信号を送信する（▲
８▼）。一方、これに応じて自律型調光制御端末機１２は、１８：００には図１１（Ｃ）
▲５▼に示すように制御目標値記憶部２０３１を更新して不在時に照明器具１４を発光量
５０％の発光量一定で制御し（▲５▼）、２０：００には図１１（Ｃ）▲６▼に示すよう
に制御目標値記憶部２０３１を更新して不在時に照明器具１４をデフォルトの発光量２０
％の発光量一定で制御し（▲６▼）、２２：００には図１１（Ｃ）▲７▼に示すように制
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御目標値記憶部２０３１を更新して不在時に一定空間の照度が一定照度２００Ｌｘになる
ように照明器具１４を制御し（▲７▼）、２３：５０には図１１（Ｃ）▲８▼に示すよう
に制御目標値記憶部２０３１を更新して不在時に照明器具１４をデフォルトの発光量２０
％の発光量一定で制御する（▲８▼）。
【０１１４】
このように本実施形態における調光制御システム１は、運用スケジュールを管理するスケ
ジュール管理と、一定空間における実際の人の在時・不在時に応じた、その時刻に応じた
、そして、制御目標値に応じた照明器具１４の運用と、を調光制御親機１１と自律型調光
制御端末機１２及び電源制御端末機１３とで分けて行っている。そして、自律型調光制御
端末機１２は、制御目標値を調光制御親機１１から指示されるものの、一定空間における
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実際の人の在時・不在時に応じた、時刻に応じた、そして、制御目標値に応じた照明器具
１４の運用は、調光制御親機１１から指示されることなく自律的に行っており、

自律型

の意味は、ここにある。
【０１１５】
従って、従来のように人の在・不在を知らせる通信信号や照度の計測値を知らせる通信信
号が調光制御端末機から調光制御親機１１に送信されることがない。このため、通信制御
親機１１と調光制御端末機１２との間における通信トラフィックを従来に較べて減少させ
ることがきる。さらに、調光制御親機１１は、従来のように受信した人の在・不在に応じ
た、時間に応じた、そして制御目標値に応じた照明器具１４の発光量の演算を行う必要が
ない。このため、調光制御親機１１の制御部１０３は、運用スケジュールに応じて確実に

10

調光制御システム１全体を制御することができる。また、一定空間における実際の人の在
時・不在時に応じた、時間に応じた、そして、制御目標値に応じた照明器具１４の運用は
、自律型調光制御端末機１２及び電源制御端末機１３が行うので、一定空間における人の
在・不在の変化や照度の変化に迅速に対応することができ、制御の追従性を向上させるこ
とができる。
【０１１６】
また、本実施形態では、制御部２０５が制御目標値を読み出す場合には制御目標値記憶部
２０３１の所定のメモリ領域から読み出すように構成したが、図６（Ｂ）に示すように、
在時制御目標値
Ｔａ３

、不在時制御目標値

Ｔａ２

、デフォルトの在時制御目標値

及びデフォルトの不在時制御目標値

Ｔａ１

Ｔａ４

のそれぞれに何れのメモリ領域

20

の記憶内容を読み出すべきかを示すフラグを対応させて記憶するように構成してもよい。
この場合には、制御部２０５は、在時目標調光出力設定値信号及び在時目標照度設定値信
号を受信した場合には、在時制御目標値

Ｔａ１

にフラグを立て、不在時目標調光出力

設定値信号及び不在時目標照度設定値信号を受信した場合には、在時制御目標値

Ｔａ２

にフラグを立て、独立設定値信号を受信した場合には、デフォルトの在時制御目標値
Ｔａ３

及びデフォルトの不在時制御目標値

Ｔａ４

にフラグを立てるように構成する

。
【０１１７】
また、本実施形態では、デフォルトの在時制御目標値及びデフォルトの不在時制御目標値
を自律型調光制御端末機１２が制御目標値記憶部２０３１に記憶させるように構成したが

30

、自律型調光制御端末機１２の制御目標値記憶部２０３１に読み出しメモリ領域（本実施
形態では、メモリアドレス

Ａｄｄ１

及びメモリアドレス

Ａｄｄ２

のメモリ領域）

のみを確保し、デフォルトの在時制御目標値及びデフォルトの不在時制御目標値は、調光
制御親機１１がその記憶部１０７に各自律型調光制御端末機１２に対応させて記憶するよ
うにしてもよい。そして、調光制御親機１１は、自律型調光制御端末機１２を独立に稼動
させるために、独立設定値信号を送信する際にこの独立設定値信号の制御目標値データ部
１４２１にこのデフォルトの在時制御目標値及びデフォルトの不在時制御目標値を収容す
るように構成し、自律型調光制御端末機１２は、この独立設定値信号を受信した場合に、
制御目標値データ部１４２１に収容されているデフォルトの在時制御目標値及びデフォル
トの不在時制御目標値を読み出しメモリ領域に登録するように構成する。さらに、デフォ

40

ルトの在時制御目標値及びデフォルトの不在時制御目標値についても設定入力・表示部１
０１から設定可能に構成してもよい。
【０１１８】
上述したように、調光制御端末機１２は、一定時間間隔ごとに運用データを調光制御親機
１１に送信するが、その運用データの表示について次に説明する。
【０１１９】
図１２は、設定入力・表示部の運用データ表示画面を示す図である。図１２において、運
用データ表示画面１５０

は、メインメニュー画面で運用データ表示キーを選択すること

によって表示され、ガイダンス表示領域１５１と、自律型調光制御端末機名表示領域１５
２と、操作キー群１５３と、メニューキー群１５４と、ページ送りキー群１５５と、ヘル
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プキー１５６と、運用データ表示領域１７０とを備えて構成される。即ち、運用データ表
示画面１５０

は、図７に示す設定入力画面１５０において、設定入力領域１６０の代わ

りに運用データ表示領域１７０を設けた画面である。
【０１２０】
運用データ表示領域１７０には、表示すべき運用データに応じた表示方法が利用され、図
１２に示す場合では、照明器具１４における発光量の０：００から２４：００までの時間
変化が最大発光量を１００％とする百分率で示された線グラフで表示される例を示してい
る。
【０１２１】
この他、運用データ表示領域１７０は、図示しないが、例えば１０％ずつで区切って発光

10

量を１０個の階級に分けて各階級における累積時間がヒストグラムで表示可能なように構
成され、照明器具１４の点灯開始時間及び点灯終了時間が数値で表示可能なように構成さ
れ、実際の発光量の合計を全時間をデフォルトで運用した場合における発光量の合計で割
った値である省エネ調光率が数値で表示可能なように構成される。また、これら各運用デ
ータが個別に表示可能なように構成されるだけでなく複数の運用データを同一画面に表示
可能なように構成され、線グラフやヒストグラムが日単位、月単位又は年単位で表示可能
なように構成される。さらに、運用データ表示領域１７０に表示している運用データを送
信した自律型調光制御端末機１２における照度計測部２０９、人感センサ親機２１０及び
人感センサ子機１５の型番を表示するように構成してもよい。これら型番を参照すること
によって計測値や検知の精度等の型番から分かる属性情報を知ることができる。また、運

20

用データの収集を開始する時刻を設定入力する開始時刻入力領域、運用データを収集・表
示するサンプリング周期を設定入力するサンプリング周期入力領域、開始時刻入力領域で
入力された開始時刻になった場合に運用データの収集を実際に開始させることを指示する
開始ボタン、及び、運用データの収集を中断させることを指示する中断ボタン等を備える
ように構成してもよい。
【０１２２】
このように調光制御親機１１は、運用データを設定入力・表示部１０１に表示可能なので
、ユーザは、調光制御親機１１で運用状況を確認することができる。
【０１２３】
なお、上述の実施形態では、自律型調光制御端末機１２が一定時間間隔で運用データを調
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光制御親機１１に送信するように構成したが、自律型調光制御端末機１２は、運用データ
に変化があった場合にのみ運用データを送信するように構成してもよい。また、自律型調
光制御端末機１２は、調光制御親機１１の送信要求に応じて運用データを送信するように
構成してもよい。この場合には、例えば、自律型調光制御端末機１２が運用データに変化
があった場合に変化があったことを通信信号で調光制御親機１１に送信し、これを受信す
ると調光制御親機１１が運用データの送信要求を行うように構成する。また例えば、調光
制御親機１１がポーリングによって各自律型調光制御端末機１２に順次に送信要求がある
か否かを問い合わせ、自律型調光制御端末機１２は、運用データに変化があった場合にポ
ーリングに応じて当該運用データを送信するように構成してもよい。
【０１２４】

40

また、上述の実施形態では、設定入力・表示部１０１からの入力に応じてスケジュールＤ
Ｂ１２０が必要に応じてサブシステムごとにさらに在時・不在時ごとに作成され得るよう
に構成したが、調光制御親機１１は、１日における運用のパターンを登録するスケジュー
ルＤＢ１２０と同様の構成のパターンデータベース（以下、「パターンＤＢ」と略記する
。）から成るマスタースケジュールデータベース（以下、「マスタースケジュールＤＢ」
と略記する。）と、マスタースケジュールＤＢのうちのどのパターンＤＢを用いるかを曜
日ごとに登録するカレンダデータテーブル（以下、「カレンダデータＴ」と略記する。）
とをさらに備え、７日分のスケジュールＤＢ１２０をカレンダデータＴに基づいてマスタ
ースケジュールＤＢを参照して作成するように構成してもよい。マスタースケジュールＤ
Ｂの登録内容及びカレンダデータＴの登録内容は、設定入力・表示部１０１からユーザが
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入力するように構成し、１日分のスケジュールＤＢ１２０が終了すると終了したスケジュ
ールＤＢ１２０を消去し、各スケジュールＤＢ１２０を１日ずつ順次繰り上げて、カレン
ダデータＴに基づいてマスタースケジュールＤＢを参照して７日目のスケジュールＤＢ１
２０を作成・追加するように構成する。このように構成することによって、１日の運用の
パターンと、各曜日が用いる運用のパターンとを別々に管理することができるので、変更
のある方だけをユーザは、更新入力すればよい。また、同一の運用のパターンを用いる曜
日については、ユーザは、曜日ごとに運用のパターンを入力する必要もない。このため、
入力の手間が省け、使い勝手が向上する。
【０１２５】
例えば、ユーザは、設定入力・表示部１０１を用いて第１乃至第３の３パターンの運用の

10

スケジュールを入力し、日曜日は、第１パターンで運用するように、月曜日及び火曜日は
、第２パターンで運用するように、水曜日は、第３パターンで運用するように、木曜日及
び金曜日は、第２パターンで運用するように、そして、土曜日は、第１パターンで運用す
るように入力する。このように入力されると、調光制御親機１１は、第１乃至第３の３つ
のパターンＤＢから成るマスタースケジュールＤＢを作成して記憶部１０７に記憶し、各
曜日とマスタスケジュールＤＢの３つのパターンＤＢとの対応関係を示すカレンダデータ
Ｔを作成して記憶部１０７に記憶する。そして、仮に本日が火曜日である場合には、カレ
ンダデータＴ及びマスタースケジュールＤＢから、７日分のスケジュールＤＢ１２０とし
て、第２のパターンＤＢ、第３のパターンＤＢ、第２のパターンＤＢ、第２のパターンＤ
Ｂ、第１のパターンＤＢ、第１のパターンＤＢ及び第２のパターンＤＢをスケジュールＤ

20

Ｂ記憶部１０７１に記憶する。そして、本日のスケジュールＤＢ１２０（第２のパターン
ＤＢ）が終了するとこれを消去し、各スケジュールＤＢ１２０を１日ずつ順次繰り上げて
、カレンダデータＴに基づいてマスタースケジュールＤＢを参照して７日目のスケジュー
ルＤＢ１２０（第２のパターンＤＢ）を作成・追加する。
【０１２６】
さらに、上述の実施形態では、自律型調光制御端末機１２が独立及び従属の場合であって
照度一定制御を行っていない場合には、目標照度設定値フィールド１３５には、値がない
ことを示す符号（本実施形態では

＊

）が登録されるように構成したが、照度一定制御

を行っていないので制御目標値として使用されているものではないがデフォルトの目標照
度設定値を登録するように構成してもよい。
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【０１２７】
【発明の効果】
以上、説明したように、本発明にかかる調光制御親機及び調光制御システムは、調光制御
親機の入力部から運用スケジュールを入力可能なので、運用スケジュールを所望のスケジ
ュールに設定することができる。また、調光制御親機は、照明器具の発光量の制御におい
て運用スケジュールのみを管理し、照明器具の発光量の実際の制御は、自律型の調光制御
端末機が行うので、照明器具の発光量の制御が分散制御される。このため、調光制御親機
の情報処理量を従来に較べて減らすことができるから、調光制御親機が調光制御端末機を
適切に制御することができ、安価な演算素子を制御部に用いることも可能である。また、
調光制御親機と調光制御端末機との間における通信トラフィックも従来に較べて減らすこ

40

とができるから、通信に長時間を要することがなく、調光制御親機が調光制御端末機を適
切に制御することができる。さらに、調光制御端末機を複数備える場合には、複数の一定
空間について照度を制御することができ、そして、各調光制御端末機ごとに運用スケジュ
ールを設定することができるから、一定空間ごとに照度を制御することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】調光制御システムの構成を示すブロック図である。
【図２】調光制御親機の構成を示すブロック図である。
【図３】スケジュールデータベースを説明するための図である。
【図４】運用データデータベースを説明するための図である。
【図５】自律型調光制御端末機の構成を示すブロック図である。
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【図６】制御目標値記憶部の記憶内容を説明するための図である。
【図７】設定入力・表示部の設定入力画面を示す図である。
【図８】調光制御親機の動作を示すフローチャートである。
【図９】通信信号のフォーマットを説明するための図である。
【図１０】自律型調光制御端末機の動作を示すフローチャートである。
【図１１】調光制御親機の動作と自律型調光制御端末機の動作との関係について説明する
ための図である。
【図１２】設定入力・表示部の運用データ表示画面を示す図である。
【符号の説明】
１

調光制御システム

１１

調光制御親機

１２

自律型調光制御端末機

１３

電源制御端末機

１４

照明器具

１５

人感センサ子機

１０１

設定入力・表示部

１０２

データ入出力部

１０３、２０５

制御部

１０４、２０８

信号生成部

１０５、２０７

信号送信部

１０６

10

20

カレンダ・時計部

１０７、２０３

記憶部

１０８、２０２

信号解析部

１０９、２０１

信号受信部

２０６

調光信号送信部

２０９

照度計測部

２１０

人感センサ親機

２１１

検知信号受信部

１０７１

スケジュールデータベース記憶部

１０７２

運用データデータベース記憶部

２０３１

制御目標値記憶部２０３１
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