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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して照明機器を制御する通信端末の制御方法であって、
　前記通信端末のコンピュータに対して、
　前記照明機器を第１照明状態に設定するための第１照明設定情報と、前記照明機器を前
記第１照明状態とは異なる第２照明状態に設定するための複数の第２照明設定情報とを、
メモリに保持させ、
　前記第１照明設定情報に対応する第１制御信号を、前記ネットワークを介して前記照明
機器に送信させ、所定の時刻になると、前記照明機器を前記第１照明状態に設定させ、
　ユーザの動きをセンサが検知すると、前記複数の第２照明設定情報のうち検知時刻に応
じた一の第２照明設定情報に対応する第２制御信号を、前記ネットワークを介して前記照
明機器に送信させて前記照明機器を前記一の第２照明設定情報に対応する第２照明状態に
設定させる、
　制御方法。
【請求項２】
　前記第１照明設定情報及び前記複数の第２照明設定情報は前記照明機器が照射する光の
照度を示し、
　前記第１照明状態が示す第１照度は前記複数の第２照明設定情報に対応する第２照明状
態が示す第２照度と異なる、
　請求項１記載の制御方法。
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【請求項３】
　前記第１照明設定情報及び前記複数の第２照明設定情報は前記照明機器が照射する光の
色を示し、
　前記第１照明状態が示す第１の色は、前記複数の第２照明設定情報に対応する第２照明
状態が示す第２の色と異なる、
　請求項１記載の制御方法。
【請求項４】
　前記第１照明設定情報及び前記複数の第２照明設定情報は前記照明機器が照射する光の
点灯パターンを示し、
　前記第１照明状態が示す第１の点灯パターンは、前記複数の第２照明設定情報に対応す
る第２照明状態が示す第２の点灯パターンと異なる、
　請求項１記載の制御方法。
【請求項５】
　前記通信端末が着信を検知すると、前記複数の第２照明設定情報のうち着信に対応した
第２制御信号を、前記ネットワークを介して前記照明機器に送信させる、
　請求項１から請求項４のいずれか一に記載の制御方法。
【請求項６】
　前記通信端末は、メッセージアプリケーション、又は電話アプリケーションを搭載し、
　前記着信は、前記メッセージアプリケーションによるメッセージの受信、又は、前記電
話アプリケーションによる電話の着信を含む、
　請求項５記載の制御方法。
【請求項７】
　前記メモリにアラーム音を出力する時刻を表すアラーム設定情報を保持させ、
　前記通信端末が気象情報を受信すると、受信した前記気象情報に基づいて、前記アラー
ム設定情報を決定させ、
　前記アラーム設定情報に基づいて、前記所定の時刻を決定させる、
　請求項１から請求項６のいずれか一に記載の制御方法。
【請求項８】
　前記メモリにアラーム音を出力する時刻を表すアラーム設定情報を保持させ、
　前記通信端末が前記ユーザのスケジュールを示すスケジュール情報を受信すると、受信
した前記スケジュール情報に基づいて、前記アラーム設定情報を決定させ、
　前記アラーム設定情報に基づいて、前記所定の時刻を決定させる、
　請求項１から請求項６のいずれか一に記載の制御方法。
【請求項９】
　前記照明機器が設置されている所定の地域における電力使用量を示す電力使用量情報、
又は前記地域における所定の時間帯毎の電力料金を示す電力料金情報を前記通信端末が受
信すると、受信した前記電力使用量情報、又は前記電力料金情報に基づいて、前記通信端
末にて設定可能な前記第２照度の範囲を決定させる、
　請求項２記載の制御方法。
【請求項１０】
　前記照明機器が設置されている所定の地域における電力使用量を示す電力使用量情報、
又は前記地域における所定の時間帯毎の電力料金を示す電力料金情報を前記通信端末が受
信すると、受信した前記電力使用量情報、又は前記電力料金情報に基づいて、前記通信端
末にて設定可能な前記第２の色に対応する波長の範囲を決定させる、
　請求項３記載の制御方法。
【請求項１１】
　前記通信端末は前記照明機器から照射される光の照度を計測する計測部を有し、
　前記計測部によって計測された前記照度に基づいて、前記通信端末にて設定可能な前記
第２照度の範囲を決定させる、
　請求項２記載の制御方法。
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【請求項１２】
　前記通信端末は前記照明機器から照射される光の照度を計測する計測部を有し、
　前記計測部によって計測された前記照度に基づいて、前記通信端末にて設定可能な前記
第２の色に対応する波長の範囲を決定させる、
　請求項３記載の制御方法。
【請求項１３】
　前記通信端末が気象情報を受信すると、受信した前記気象情報に基づいて、前記第２照
明設定情報が含む照度、波長及び点灯パターンのうち、少なくとも一つの設定値を決定さ
せる、
　請求項１及び請求項５から請求項８のいずれか一に記載の制御方法。
【請求項１４】
　地震が発生したことを示す地震情報を前記通信端末が受信すると、受信した前記地震情
報に基づいて、前記ユーザの動きが、前記ユーザによるものか、地震によるものかを判別
させ、
　前記ユーザの動きが地震によるものと判別された場合、前記第２照明設定情報が含む照
度、波長及び点灯パターンのうち、少なくとも一つの設定値を、地震が発生したことを示
す特定の設定値に変更させ、前記第２制御信号を前記照明機器に送信させる、
　請求項１及び請求項５から請求項８のいずれか一に記載の制御方法。
【請求項１５】
　地震が発生した後に前記照明機器による照明状態を設定するための第３照明設定情報を
前記メモリに保持させ、
　前記第３照明設定情報は、前記照明機器の照度、波長及び点灯パターンのうち、少なく
とも一つの設定値を含み、
　前記ユーザの動きが地震によるものと判別された後、前記ユーザの動きを検知した場合
、前記第３照明設定情報に対応した第３制御信号を前記照明機器に送信させる、
　請求項１４記載の制御方法。
【請求項１６】
　前記ユーザが就寝する際に前記照明機器による照明状態を設定するための第４照明設定
情報を前記メモリに保持させ、
　前記第４照明設定情報は、前記照明機器の照度、波長及び点灯パターンのうち、少なく
とも一つの設定値を含み、
　前記ユーザの動きが検知された時刻の履歴を示すログ情報に基づいて、前記ユーザの推
奨就寝時刻を決定させ、
　現在時刻が前記推奨就寝時刻になると、前記第４照明設定情報に対応した第４制御信号
を前記照明機器に送信させる、
　請求項１から請求項１５のいずれか一に記載の制御方法。
【請求項１７】
　ネットワークを介して照明機器を制御する通信端末において実行されるプログラムであ
って、
　前記通信端末のコンピュータに対して、
　前記照明機器を第１照明状態に設定するための第１照明設定情報と、前記照明機器を前
記第１照明状態とは異なる第２照明状態に設定するための複数の第２照明設定情報とを、
メモリに保持させ、
　前記第１照明設定情報に対応する第１制御信号を、前記ネットワークを介して前記照明
機器に送信させ、所定の時刻になると、前記照明機器を前記第１照明状態に設定させ、
　ユーザの動きをセンサが検知すると、前記複数の第２照明設定情報のうち検知時刻に応
じた一の第２照明設定情報に対応する第２制御信号を、前記ネットワークを介して前記照
明機器に送信させて前記照明機器を前記一の第２照明設定情報に対応する第２照明状態に
設定させる、
　プログラム。
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【請求項１８】
　照明機器と、記憶装置と、ユーザの動きを検知するセンサと、ネットワークを介して前
記照明機器を制御する通信端末とを備える照明制御システムであって、
　前記記憶装置は、前記照明機器を第１照明状態に設定するための第１照明設定情報と、
前記照明機器を前記第１照明状態とは異なる第２照明状態に設定するための複数の第２照
明設定情報とを保持し、
　前記通信端末は、前記第１照明設定情報に対応する第１制御信号を、前記ネットワーク
を介して前記照明機器に送信し、前記ユーザの動きを前記センサが検知すると、前記複数
の第２照明設定情報のうち検知時刻に応じた一の第２照明設定情報に対応する第２制御信
号を、前記ネットワークを介して前記照明機器に送信し、
　前記照明機器は、前記第１制御信号を受信すると所定の時刻に前記第１照明状態に設定
し、前記第２制御信号を受信すると前記第２照明状態に設定する、
　照明制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ネットワークを介して照明機器を制御する通信端末の制御方法、プログラム
、照明制御システム及び照明機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、起床時において照明機器の照明を制御する技術が提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１における照明装置では、起床予定時刻と、起床時の照明の開始時刻
と、照度と、最大照度の到達時刻とを設定し、起床時に徐々に照明の照度を上げることに
より、心地よい覚醒を実現している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２９４１４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１では更なる改善が必要であった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る通信端末の制御方法は、ネットワークを介して照明機器を制御する通信端
末の制御方法であって、前記通信端末のコンピュータに対して、前記照明機器を第１照明
状態に設定するための第１照明設定情報と、前記照明機器を前記第１照明状態とは異なる
第２照明状態に設定するための複数の第２照明設定情報とを、メモリに保持させ、前記第
１照明設定情報に対応する第１制御信号を、前記ネットワークを介して前記照明機器に送
信させ、所定の時刻になると、前記照明機器を前記第１照明状態に設定させ、ユーザの動
きをセンサが検知すると、前記複数の第２照明設定情報のうち検知時刻に応じた一の第２
照明設定情報に対応する第２制御信号を、前記ネットワークを介して前記照明機器に送信
させて前記照明機器を前記一の第２照明設定情報に対応する第２照明状態に設定させる。
【発明の効果】
【０００７】
　本開示にかかる態様によれば、更なる改善を実現できた。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態１における照明制御システムの構成を示す図である。
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【図２】本発明の実施の形態１における通信端末の動作について説明するためのフローチ
ャートである。
【図３】第２の照明設定情報を設定するための照明設定画面の一例を示す図である。
【図４】照明モード設定画面の一例を示す図である。
【図５】アラーム設定画面の一例を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態２における照明制御システムの構成を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態３における照明制御システムの構成を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態４における照明制御システムの構成を示す図である。
【図９】本発明の実施の形態５における照明制御システムの構成を示す図である。
【図１０】本発明の実施の形態６における照明制御システムの構成を示す図である。
【図１１】本発明の実施の形態７における照明制御システムの構成を示す図である。
【図１２】本発明の実施の形態８における照明制御システムの構成を示す図である。
【図１３】本発明の実施の形態９における照明制御システムの構成を示す図である。
【図１４】本発明の実施の形態１０における照明制御システムの構成を示す図である。
【図１５】本発明の実施の形態１１における照明制御システムの構成を示す図である。
【図１６】本発明の実施の形態１２における照明制御システムの構成を示す図である。
【図１７】本発明の実施の形態１３における照明制御システムの構成を示す図である。
【図１８】本発明の実施の形態１４における照明制御システムの構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　（本開示にかかる発明の各態様を想到するに至った経緯）
　まず、本発明者らが本開示にかかる各態様の発明をするにあたって、検討した事項を説
明する。
【００１０】
　本発明者らは、目覚める前の覚醒するための適切な照度と、目覚めた後の適切な照度と
は、異なるユーザ間において一律ではなく、異なると考えている。特に、本発明者らは、
後者の目覚めた後の適切な照度は、ユーザの嗜好、又は状態に応じて異なると考えている
。
【００１１】
　特許文献１における照明装置では、ユーザが目覚める前の照度を設定することはできる
が、目覚めた後の照度を適切に設定することは考慮されていない。また、特許文献１にお
ける照明装置では、ユーザの目覚めを簡易に認識することができないため、ユーザが自分
で設定する必要があり、目覚めた後の適切な照度の設定に手間がかかるという課題があっ
た。
【００１２】
　以上の検討を踏まえ、本発明者らは、以下に記載する各態様の発明を想到するに至った
。
【００１３】
　即ち、本開示にかかる一の態様は、ネットワークを介して照明機器を制御する通信端末
の制御方法であって、前記通信端末は、メモリ及び前記通信端末の動きを検知するセンサ
を有し、前記通信端末のコンピュータに対して、前記照明機器を第１照明状態に設定する
ための第１の照明設定情報と、前記照明機器を前記第１照明状態とは異なる第２照明状態
に設定するための第２の照明設定情報とを、前記メモリに保持させ、前記照明機器を点灯
させる所定の照明開始時刻になると、前記第１の照明設定情報に対応する第１制御信号を
、前記ネットワークを介して前記照明機器に送信させて前記照明機器を前記第１照明状態
に設定させ、前記所定の照明開始時刻を経過した後に前記通信端末の動きを前記センサが
検知すると、前記第２の照明設定情報に対応する第２制御信号を、前記ネットワークを介
して前記照明機器に送信させて前記照明機器を前記第２照明状態に設定させるものである
。
【００１４】
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　この態様によれば、前記照明機器の照明開始時刻になると、前記照明機器は前記第１照
明状態になる。
【００１５】
　例えば、ユーザが朝目覚める予定の時刻前になると、薄暗く照明機器の明かりがつく。
そして、ユーザが通信端末（例えば、スマートフォン）を手に取るなど、前記通信端末の
動きによりユーザが動き始めたことが検知されると、前記照明機器は前記第２照明状態に
なる（例えば通常の明るさ）。
【００１６】
　したがって、ユーザが目覚めたことを簡易に認識可能であり、ユーザが目覚める前の照
明状態だけでなく、ユーザが目覚めた後の照明状態も適切に且つ簡易に制御可能である。
【００１７】
　以下添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態について説明する。なお、以下の実
施の形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定するものでは
ない。
【００１８】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１における照明制御システムの構成を示す図である。図１
に示す照明制御システムは、通信端末１００及び照明機器２００を備える。照明機器２０
０は、ユーザが就寝する空間を照射する。通信端末１００は、照明機器２００を制御する
。
【００１９】
　通信端末１００は、ネットワーク３００を介して照明機器２００と通信可能に接続され
ている。ネットワーク３００は、例えば、インターネットである。なお、通信端末１００
と照明機器２００とは、ネットワーク３００を介して互いに通信可能に接続されているが
、本発明は特にこれに限定されない。通信端末１００と照明機器２００とは、無線ＬＡＮ
（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、又は有線ＬＡＮにより接続されてもよく、
赤外線通信などの無線通信により接続されてもよい。
【００２０】
　通信端末１００は、例えば、携帯電話機、スマートフォン、タブレット型コンピュータ
、又はＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ）などで構成される
。通信端末１００は、入力部１、アラーム設定情報管理部２、アラーム制御部３、端末状
態検知部４、照明設定情報管理部５、照明制御部６及び通信部７を備える。
【００２１】
　入力部１は、例えば、タッチパネル、又は操作キーなどにより構成され、ユーザによる
情報の入力を受け付ける。
【００２２】
　アラーム設定情報管理部２は、アラーム音を出力する時刻を表すアラーム設定情報を保
持して管理する。ユーザは、入力部１を介して起床する時刻を入力する。アラーム設定情
報管理部２は、入力部１を介して入力されたユーザの起床時刻をアラーム設定情報として
保持する。
【００２３】
　アラーム制御部３は、アラーム設定情報管理部２によって保持されているアラーム設定
情報に基づいてアラーム音を出力する。すなわち、アラーム制御部３は、現在時刻がアラ
ーム設定情報で表されるユーザの起床時刻になると、アラーム音を出力する。
【００２４】
　端末状態検知部４は、例えば、通信端末１００の方位角、傾斜角及び回転角を計測する
傾きセンサで構成され、通信端末１００の動きを検知する。
【００２５】
　照明設定情報管理部５は、ユーザが覚醒する前に照明機器２００によるユーザが就寝す
る空間の照明状態を設定するための第１の照明設定情報と、ユーザが覚醒した後に照明機
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器２００による空間の照明状態を設定するための第２の照明設定情報とを保持して管理す
る。第１の照明設定情報は、例えば、ユーザを覚醒させることが可能な最大照度値を含む
。また、第１の照明設定情報は、例えば、ユーザを覚醒させることが可能な覚醒波長を含
んでもよい。また、第２の照明設定情報は、照明機器２００の照度、波長及び点灯パター
ンのうち、少なくとも一つの設定値を含む。
【００２６】
　照明制御部６は、アラーム設定情報管理部２によって保持されているアラーム設定情報
に基づいて、照明開始時刻を決定する。照明制御部６は、アラーム設定情報で表されるユ
ーザの起床時刻の所定時間（例えば、１時間）前の時刻を、照明開始時刻に決定する。
【００２７】
　照明制御部６は、現在時刻が照明開始時刻になると、第１の照明設定情報に基づいた制
御信号を作成し、作成した制御信号を照明機器２００に通信部７を介して送信する。第１
の照明設定情報に基づいた制御信号は、照明機器２００の照度を徐々に変化（例えば、増
加）させる制御信号、又は照明機器２００の波長を徐々に変化させる制御信号である。ま
た、照明制御部６は、端末状態検知部４によって通信端末の動きを検知すると、第２の照
明設定情報に基づいた制御信号を作成し、作成した制御信号を照明機器２００に通信部７
を介して送信する。照明制御部６は、端末状態検知部４によって通信端末の動きを検知す
ると、照明機器２００の照明状態を第２の照明設定情報が含む設定値に設定する制御信号
を、照明機器２００に送信する。
【００２８】
　通信部７は、照明機器２００に情報を送信するとともに、照明機器２００から情報を受
信する。通信部７は、照明制御部６によって作成された制御信号を照明機器２００に送信
する。
【００２９】
　なお、本実施の形態において、入力部１は、ユーザによる起床時刻の入力を受け付け、
アラーム設定情報管理部２は、入力部１を介して入力されたユーザの起床時刻をアラーム
設定情報として保持し、照明制御部６は、アラーム設定情報管理部２によって保持されて
いるアラーム設定情報に基づいて、照明開始時刻を決定しているが、本発明は特にこれに
限定されない。入力部１は、ユーザによる起床時刻の入力を受け付け、照明制御部６は、
入力部１によって受け付けられた起床時刻に基づいて、照明開始時刻を決定してもよい。
この場合、通信端末１００は、アラーム設定情報管理部２及びアラーム制御部３を備えて
いなくてもよい。
【００３０】
　照明機器２００は、通信部２１及び運転制御部２２を備える。
【００３１】
　通信部２１は、通信端末１００によって送信された制御信号を受信する。
【００３２】
　運転制御部２２は、通信部２１によって受信された制御信号に基づいて、照明機器２０
０の運転を制御する。運転制御部２２は、通信部２１によって受信された制御信号に基づ
いて、例えば、ＬＥＤ（発光ダイオード）などの光源を点灯、又は消灯させる。第１の照
明設定情報に基づいた制御信号が受信された場合、運転制御部２２は、照明機器２００の
照度を徐々に変化（例えば、増加）させる、又は照明機器２００の波長を徐々に変化させ
る。また、第２の照明設定情報に基づいた制御信号が受信された場合、運転制御部２２は
、制御信号で表される照度、波長及び点灯パターンのうち、少なくとも一つの設定値によ
り、照明機器２００の運転を制御する。
【００３３】
　なお、本実施の形態における照明制御システムは、通信端末１００及び照明機器２００
を備えているが、本発明は特にこれに限定されず、通信端末１００及び照明機器２００に
加えて、通信端末１００と通信可能に接続されたサーバを備えてもよい。この場合、サー
バは、図１に示すアラーム設定情報管理部２、照明設定情報管理部５及び照明制御部６を



(8) JP 6370131 B2 2018.8.8

10

20

30

40

50

備えてもよく、通信端末１００は、アラーム設定情報管理部２、照明設定情報管理部５及
び照明制御部６を備えていなくてもよい。
【００３４】
　また、本実施の形態における照明制御システムは、１つの照明機器２００を備えている
が、本発明は特にこれに限定されず、複数の照明機器２００を備えてもよい。この場合、
通信端末１００は、複数の照明機器２００に対して制御信号を送信する。
【００３５】
　続いて、図１に示す通信端末１００の動作について説明する。
【００３６】
　図２は、本発明の実施の形態１における通信端末の動作について説明するためのフロー
チャートである。
【００３７】
　まず、ステップＳ１において、照明設定情報管理部５は、第１の照明設定情報及び第２
の照明設定情報を保持する。ここで、入力部１は、ユーザによる第１の照明設定情報及び
第２の照明設定情報の入力を受け付ける。照明設定情報管理部５は、入力部１によって受
け付けられた第１の照明設定情報及び第２の照明設定情報を保持する。
【００３８】
　図３は、第２の照明設定情報を設定するための照明設定画面の一例を示す図である。図
３に示す照明設定画面６００は、オンボタン６０１、オフボタン６０２、明るさ調節つま
み６０３、色調整つまみ６０４、濃さ調整つまみ６０５、調色ボタン６０６、照明モード
ボタン６０７、目覚まし設定ボタン６０８及び設定対象照明選択ボタン６０９を備える。
【００３９】
　オンボタン６０１は、照明機器２００をオンするためのボタンである。オンボタン６０
１が押下（タッチ）されると、照明制御部６は、照明機器２００を点灯させるための制御
信号を照明機器２００に送信する。
【００４０】
　オフボタン６０２は、照明機器２００をオフするためのボタンである。オフボタン６０
２が押下（タッチ）されると、照明制御部６は、照明機器２００を消灯させるための制御
信号を照明機器２００に送信する。
【００４１】
　明るさ調節つまみ６０３は、照明機器２００からの光の明るさ（照度）を調節するため
のつまみである。明るさ調節つまみ６０３が移動されると、照明設定情報管理部５は、明
るさ調節つまみ６０３の移動位置に応じた光の照度を第２の照明設定情報として保持する
。なお、入力部１によって設定可能な光の照度の範囲は、照明機器２００の最大照度を１
００％として、０～１００％の範囲である。
【００４２】
　また、光の明るさの調整は、明るさ調整つまみ６０３の移動位置に応じて調整する方法
に限らず、例えば、通信端末１００に搭載された傾きセンサで取得できる方位角、傾斜角
、又は回転角の値に応じて調整する方法でもよい。
【００４３】
　色調整つまみ６０４は、照明機器２００からの光の色（波長）を調節するためのつまみ
である。色調整つまみ６０４が移動されると、照明設定情報管理部５は、色調整つまみ６
０４の移動位置に応じた光の波長を第２の照明設定情報として保持する。
【００４４】
　なお、光の色の調整は、色調整つまみ６０４の移動位置に応じて調整する方法に限らず
、例えば、通信端末１００に搭載された傾きセンサで取得できる方位角、傾斜角、又は回
転角の値に応じて調整する方法でもよい。
【００４５】
　濃さ調整つまみ６０５は、照明機器２００からの光の濃さ（波長）を調節するためのつ
まみである。濃さ調整つまみ６０５が移動されると、照明設定情報管理部５は、濃さ調整
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つまみ６０５の移動位置に応じた光の波長を第２の照明設定情報として保持する。なお、
光の色と濃さとを調節することにより、光の波長が変化する。また、入力部１によって設
定可能な光の波長の範囲は、紫色に対応する波長（例えば、３８０ｎｍ）から赤色に対応
する波長（例えば、８００ｎｍ）の範囲である。
【００４６】
　なお、光の濃さの調整は、濃さ調整つまみ６０５の移動位置に応じて調整する方法に限
らず、例えば、通信端末１００に搭載された傾きセンサで取得できる方位角、傾斜角、又
は回転角の値に応じて調整する方法でもよい。
【００４７】
　調色ボタン６０６は、予め設定されている所定の色（波長）で照射するためのボタンで
ある。調色ボタン６０６が押下（タッチ）されると、照明制御部６は、照明機器２００を
予め設定されている所定の色（波長）で照射するための制御信号を照明機器２００に送信
する。なお、図３では、調色ボタン６０６が選択されると、癒しの効果のある波長の光で
照射するための制御信号が照明機器２００に送信される。
【００４８】
　照明モードボタン６０７は、予め設定されている照明モードに応じた光で照射するため
のボタンである。照明モードボタン６０７が押下（タッチ）されると、照明モード設定画
面が表示される。
【００４９】
　図４は、照明モード設定画面の一例を示す図である。図４に示すように、照明モード設
定画面６１０は、ユーザの状況に応じた複数の照明モードの中から所望の照明モードを選
択するための選択画像６１１を含む。選択画像６１１には、複数の照明モードが表示され
、ユーザは、表示された複数の照明モードの中から所望の照明モードを押下（タッチ）す
る。例えば、図４に示す選択画像６１１では、「読書・家事」、「ＴＶ・インターネット
」、「食事」、「リラックス」及び「リフレッシュ」という照明モードが表示され、これ
らの照明モードに応じた照度及び波長の設定値が予め記憶されている。照明モードが選択
されると、照明設定情報管理部５は、選択された照明モードに応じた光の照度及び波長を
第２の照明設定情報として保持する。
【００５０】
　なお、これらの照明モードの名前や、照明モードに応じた照度及び波長の設定値は、ユ
ーザによって予め設定されてもよい。
【００５１】
　図３に戻って、目覚まし設定ボタン６０８は、ユーザが起床する時刻を設定するための
ボタンである。目覚まし設定ボタン６０８が押下（タッチ）されると、アラーム設定画面
が表示される。
【００５２】
　設定対象照明選択ボタン６０９は、照明設定情報を入力する対象とする照明機器を選択
するためのボタンである。設定対象照明選択ボタン６０９が押下（タッチ）されると、押
下された設定対象照明選択ボタン６０９に対応付けられた照明機器が設定対象として選択
される。
【００５３】
　なお、設定対象照明選択ボタン６０９の選択方法は、設定対象照明選択ボタン６０９を
押下（タッチ）する方法に限らず、例えば、通信端末１００に搭載された傾きセンサで取
得できる方位角、傾斜角、又は回転角の値に応じて選択する方法でもよい。
【００５４】
　また、設定対象照明選択ボタン６０９は、照明設定画面から設定を操作できる照明機器
として予め登録された照明機器の数だけ表示され、図３の例では、照明設定画面から設定
を操作できる照明機器として３つの照明機器が登録されており、３つの設定対象照明選択
ボタン６０９が表示されている。
【００５５】
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　ここで、設定対象照明選択ボタン６０９にそれぞれユーザの所望の名前、又は画像を登
録し、登録した名前、又は画像を設定対象照明選択ボタン６０９と対応付けて表示しても
よい。
【００５６】
　また、設定対象照明選択ボタン６０９の配置位置は、例えば、設定対象照明選択ボタン
６０９を所定時間（例えば、３秒）押下（タッチ）した後、継続して押下しながら設定対
象照明選択ボタン６０９を動かすことで、ユーザの所望の配置位置に設定対象照明選択ボ
タン６０９を移動させてもよい。
【００５７】
　さらに、例えば、複数の設定対象照明選択ボタン６０９が所定時間（例えば、２秒）連
続して押下（タッチ）されることで、複数の設定対象照明選択ボタン６０９を同時に選択
し、複数の照明機器に対する照明設定情報を一括して設定してもよい。
【００５８】
　なお、第１の照明設定情報も図３および図４と同様の設定画面を用いて設定することが
できる。
【００５９】
　図５は、アラーム設定画面の一例を示す図である。図５に示すように、アラーム設定画
面６２０は、ユーザが起床する時刻を入力するための起床時刻入力画像６２１を含む。起
床時刻入力画像６２１には、起床時刻が表示され、ユーザは、所望の起床時刻を入力する
。起床時刻が入力され、設定ボタン６２２が押下（タッチ）されると、アラーム設定情報
管理部２は、入力された起床時刻をアラーム設定情報として保持する。また、キャンセル
ボタン６２３が押下（タッチ）されると、起床時刻の入力がキャンセルされ、図３に示す
照明設定画面６００が表示される。
【００６０】
　なお、図示していないが、ユーザは、最大照度値、すなわち第１の照明設定情報を入力
することも可能である。照明設定情報管理部５は、入力された最大照度値を第１の照明設
定情報として保持する。照明設定情報管理部５は、予め定められた最大照度値を第１の照
明設定情報として保持してもよい。
【００６１】
　図２に戻って、ステップＳ２において、照明制御部６は、アラーム設定情報管理部２に
アラーム設定情報が保持されているか否かを判断する。ここで、アラーム設定情報が保持
されていないと判断された場合（ステップＳ２でＮＯ）、アラーム設定情報が保持される
まで待機状態となり、ステップＳ２の処理が繰り返し行われる。
【００６２】
　一方、アラーム設定情報が保持されていると判断された場合（ステップＳ２でＹＥＳ）
、ステップＳ３において、照明制御部６は、アラーム設定情報に基づいて、照明開始時刻
を決定する。照明制御部６は、アラーム設定情報で表されるユーザの起床時刻の所定時間
（例えば、１時間）前の時刻を、照明開始時刻に決定する。決定された照明開始時刻は、
不図示のメモリに記憶される。所定時間は、照明機器２００からの光の照度値が０から最
大照度値に達するまでの時間である。なお、所定時間は、予め決められた値であってもよ
く、ユーザによって設定されてもよい。また、照明制御部６は、アラーム設定情報で表さ
れる起床時刻を照明開始時刻に決定してもよい。また、照明制御部６は、ネットワークに
接続された電子機器の自動起動設定情報に基づいて決定してもよい。例えば、照明制御部
６は、エアコンの電源ＯＮタイマー起動時刻から所定時間経過した時刻を照明開始時刻と
して決定する。この場合は、ステップＳ２でアラーム設定情報が保持されているかどうか
は判断する必要はない。また、照明開始時刻そのものをユーザが予め設定してもよい。こ
の場合は、ステップＳ２でアラーム設定情報が保持されているかどうかを判断する必要は
なく、ステップＳ３で照明開始時刻を改めて決定する必要もない。
【００６３】
　次に、ステップＳ４において、照明制御部６は、現在時刻が照明開始時刻と一致するか
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否かを判断する。通信端末１００は、時計機能を有しているため、照明制御部６は、現在
時刻を取得することが可能である。ここで、現在時刻が照明開始時刻と一致しないと判断
された場合（ステップＳ４でＮＯ）、ステップＳ５において、照明制御部６は、端末状態
検知部４によって通信端末１００の動きが検知されたか否かを判断する。
【００６４】
　ここで、端末状態検知部４によって検知される通信端末１００の動きについて説明する
。端末状態検知部４は、ユーザの動作に起因する通信端末１００の動きを検知する。ユー
ザの動作に起因する通信端末１００の動きとは、例えば、ユーザが通信端末１００を持ち
上げたときの通信端末１００の動き、又はユーザが通信端末１００を操作したときの通信
端末１００の動きである。通信端末１００は、振動により着信を報知するためのバイブレ
ーション機能を有している。そのため、端末状態検知部４は、ユーザの動作に起因する通
信端末１００の動きと、バイブレーション機能による振動とを区別して検知する必要があ
る。
【００６５】
　ユーザの動作に起因する通信端末１００の動きを表す動きデータ及びバイブレーション
機能による振動パターンデータは、例えば、通信端末１００に搭載された傾きセンサで取
得できる方位角、傾斜角及び回転角の値の所定期間における数値変化履歴で表される。あ
るいは、ユーザの動作に起因する通信端末１００の動きを表す動きデータ及びバイブレー
ション機能による振動パターンデータは、通信端末１００に搭載された地磁気センサと加
速度センサとで取得できる値を組み合わせて算出できる方位角、傾斜角及び回転角の値の
所定期間における数値変化履歴で表される。
【００６６】
　ユーザの動作に起因する通信端末１００の動きの判定方法については、通信端末１００
は、例えば、予め通信端末１００で動作するバイブレーション機能の所定数の振動パター
ンデータを保存しておく。そして、端末状態検知部４は、所定のタイミングで発生した通
信端末１００の動きを表す動きデータと、通信端末１００に予め保存した振動パターンデ
ータとの一致度合いが所定の閾値以下であるか否かを判断する。端末状態検知部４は、一
致度合いが所定の閾値以下である場合に、通信端末１００の動きがユーザの動作に起因す
る通信端末１００の動きであると判定する。
【００６７】
　また、通信端末１００は、例えば、予めユーザが日頃行う通信端末１００の動きに対応
する所定数の動きデータの入力を受け付け、受け付けた通信端末１００の動きデータを通
信端末１００に記憶する。そして、端末状態検知部４は、所定のタイミングで発生した通
信端末１００の動きを表す動きデータと、通信端末１００に記憶した動きデータとの一致
度合いが所定の閾値以上であるか否かを判断する。端末状態検知部４は、一致度合いが所
定の閾値以上である場合に、通信端末１００の動きがユーザの動作に起因する通信端末１
００の動きであると判定する。
【００６８】
　また、通信部７は、例えば、地震速報データベースから、地震速報情報を受信し、端末
状態検知部４は、地震速報情報を受信してから所定期間内に発生した通信端末１００の動
きは、ユーザの動作に起因する通信端末１００の動きではないと判定してもよい。
【００６９】
　また、例えば、ユーザの動作に起因する通信端末１００の動きは、バイブレーション機
能による振動、又は地震による振動に比べて動作時間が短い可能性が高い。そこで、端末
状態検知部４は、通信端末１００の動きが発生してから所定期間内に、通信端末１００の
動きデータの数値変化量が所定の閾値以下である場合、又は数値変化量が無くなった場合
、通信端末１００の動きがユーザの動作に起因する通信端末１００の動きであると判定し
てもよい。
【００７０】
　また、例えば、入力部１によってアラーム設定情報が入力された場合は、アラーム設定
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情報で表される起床時刻になると、アラーム制御部３は、アラーム音のみを出力し、バイ
ブレーション機能を動作させないように制御してもよい。これにより、バイブレーション
機能による振動を、ユーザの動作に起因する通信端末１００の動きと誤って判定しないよ
うにすることができ、結果としてユーザの動作に起因する通信端末１００の動きの判定精
度を高めることができる。
【００７１】
　また、端末状態検知部４は、上記の方法を組み合わせて、ユーザの動作に起因する通信
端末１００の動きを判定してもよい。
【００７２】
　さらに、ステップＳ５における処理は、照明開始時刻の決定に用いることもできる。ユ
ーザが就寝中には、通信端末１００の動きは検知されない可能性が高い。また、ユーザに
よっては、習慣的に就寝前に通信端末１００を操作する可能性もある。そこで、最後に通
信端末１００の動きが検知されてからの経過時間に基づいて照明開始時刻を決定すること
もできる。例えば、照明制御部６は、通信端末１００の動きが検知されなくなってから８
時間後の時刻を照明開始時刻に決定する。この場合は、ステップＳ２でアラーム設定情報
が保持されているかどうかを判断する必要はなく、ステップＳ３で照明開始時刻を改めて
決定する必要もない。
【００７３】
　通信端末１００の動きが検知されたと判断された場合（ステップＳ５でＹＥＳ）、ステ
ップＳ６において、照明制御部６は、照明設定情報管理部５から第２の照明設定情報を読
み出し、読み出した第２の照明設定情報に基づく制御信号を作成し、作成した第２の照明
設定情報に基づく制御信号を照明機器２００へ通信部７を介して送信する。照明機器２０
０の通信部２１は、第２の照明設定情報に基づく制御信号を受信する。運転制御部２２は
、通信部２１によって受信された第２の照明設定情報に基づく制御信号に応じて照射する
。
【００７４】
　第２の照明設定情報は、覚醒後の照明機器２００の照度、波長及び点灯パターンのうち
、少なくとも一つの設定値を表している。そのため、運転制御部２２は、照度、波長及び
点灯パターンのうち、少なくとも一つの設定値で照射する。
【００７５】
　ステップ６において第２の照明設定情報に基づく制御信号が照明機器２００へ送信され
た場合、又はステップ５において通信端末１００の動きが検知されていないと判断された
場合（ステップＳ５でＮＯ）、ステップＳ４の処理へ戻る。
【００７６】
　なお、ステップ６において第２の照明設定情報に基づく制御信号が照明機器２００へ送
信された場合、照明機器２００は、第２の照明設定情報に基づく制御信号に応じて照明さ
れる。例えば、ユーザが夜中に目を覚まして通信端末１００を持ち上げた場合、照明開始
時刻より前に通信端末１００の動きが検知されることになる。このような場合、第２の照
明設定情報に基づく制御信号が照明機器２００へ送信され、照明機器２００は、第２の照
明設定情報に基づく制御信号に応じて照射する。その後、ユーザが再度就寝する際に、照
明機器２００は消灯される。すなわち、ステップＳ６の処理が行われ、照明機器２００が
点灯された後、照明機器２００はユーザによって消灯される。
【００７７】
　なお、ステップＳ６の処理の後、ユーザによって照明機器２００が消灯されたか否かを
判断する処理を行ってもよい。この場合、照明機器２００の通信部２１は、照明機器２０
０がオフされたことを示す信号を通信端末１００に送信し、通信端末１００の通信部７は
、照明機器２００がオフされたことを示す信号を受信する。照明制御部６は、照明機器２
００がオフされたことを示す信号を受信したか否かを判断する。照明機器２００がオフさ
れたことを示す信号を受信した場合、ステップＳ４の処理へ移行し、照明機器２００がオ
フされたことを示す信号していない場合、待機状態となり、照明機器２００がオフされた
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ことを示す信号を受信するまで、判断処理を繰り返し行う。
【００７８】
　また、ステップＳ６において、照明制御部６は、第２の照明設定情報に基づく制御信号
を照明機器２００へ送信しているが、本発明は特にこれに限定されない。ステップＳ６に
おいて、照明制御部６は、第１の照明設定情報及び第２の照明設定情報とは異なる他の照
明設定情報に基づく制御信号を照明機器２００へ送信してもよい。他の照明設定情報は、
照明開始時刻より前にユーザが覚醒した場合に空間を照射するための情報である。例えば
、他の照明設定情報は、０（照明しない）以上照明機器２００の最大照度の半分以下の照
度を含む。なお、この場合、他の照明設定情報は、ステップＳ１において照明設定情報管
理部５によって保持される。
【００７９】
　また、ステップＳ５において、端末状態検知部４は、ユーザの動作に起因する通信端末
１００の動き以外の動きも検知する替わりに、通信端末１００の動きを動きのトリガーに
応じて認識し、ステップＳ６において各トリガーに対応した第２の照明設定情報以外の照
明設定情報に基づく制御信号を照明機器２００へ送信してもよい。例えば、通信端末１０
０がメール又は電話を受信した場合、通信端末１００はある一定パターンの動き（バイブ
レーションなど）をする。そこで、端末状態検知部４は、ステップＳ５において通信端末
１００の一定パターンの動きを検知し、照明制御部６は、一定の動きパターンに対応した
照明設定情報（他の照明設定情報）に基づく制御信号を照明機器２００に送信する。なお
、この場合、通信端末１００の動きのトリガーとステップＳ６における照明設定情報との
関係は、通信端末１００のメモリに格納される。また、ステップＳ６における照明設定情
報（他の照明設定情報）は、ステップＳ１において照明設定情報管理部５によって保持さ
れる。
【００８０】
　ステップＳ４において現在時刻が照明開始時刻と一致すると判断された場合（ステップ
Ｓ４でＹＥＳ）、ステップＳ７において、照明制御部６は、照明設定情報管理部５から第
１の照明設定情報を読み出し、読み出した第１の照明設定情報に基づく制御信号を作成し
、作成した第１の照明設定情報に基づく制御信号を照明機器２００へ通信部７を介して送
信する。照明機器２００の通信部２１は、第１の照明設定情報に基づく制御信号を受信す
る。運転制御部２２は、通信部２１によって受信された第１の照明設定情報に基づく制御
信号に応じて照射する。
【００８１】
　運転制御部２２は、照明開始時刻から起床時刻までの間、照度を０から第１の照明設定
情報で表される最大照度値に徐々に変化させる。なお、照明機器２００の照度は、０から
最大照度値になるまで直線的に変化するが、本発明はこれに限定されず、照明機器２００
の照度は、０から最大照度値になるまで曲線的に変化してもよい。また、第１の照明設定
情報は、照度をどのように変化させるかを示す情報を含んでもよい。
【００８２】
　次に、ステップＳ８において、照明制御部６は、端末状態検知部４によって通信端末１
００の動きが検知されたか否かを判断する。なお、ステップＳ８における処理は、ステッ
プＳ５における処理と同じである。ここで、通信端末１００の動きが検知されていないと
判断された場合（ステップＳ８でＮＯ）、通信端末１００の動きが検知されるまで、待機
状態となり、ステップＳ８の処理が繰り返し行われる。
【００８３】
　一方、通信端末１００の動きが検知されたと判断された場合（ステップＳ８でＹＥＳ）
、ステップＳ９において、照明制御部６は、照明設定情報管理部５から第２の照明設定情
報を読み出し、読み出した第２の照明設定情報に基づく制御信号を作成し、作成した第２
の照明設定情報に基づく制御信号を照明機器２００へ通信部７を介して送信する。
【００８４】
　次に、ステップＳ１０において、アラーム設定情報管理部２は、記憶されているアラー
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ム設定情報を消去する。このように、第２の照明設定情報に基づいた制御信号を照明機器
２００に送信した時刻が、照明開始時刻よりも前である場合、アラーム設定情報管理部２
は、アラーム設定情報を継続して保持する。第２の照明設定情報に基づいた制御信号を照
明機器２００に送信した時刻が、照明開始時刻よりも後である場合、アラーム設定情報管
理部２は、アラーム設定情報を消去する。
【００８５】
　このように、通信端末１００の動きが検知されると、ユーザが覚醒した後に照明機器２
００による空間の照明状態を設定するための第２の照明設定情報に基づいた制御信号が照
明機器２００に送信されるので、通信端末１００の動きによってユーザが目覚めたことを
簡易に認識することができるとともに、ユーザが目覚めた後の照明機器２００を簡易に制
御することができる。
【００８６】
　（実施の形態２）
　図６は、本発明の実施の形態２における照明制御システムの構成を示す図である。図６
に示す照明制御システムは、通信端末１００、照明機器２００及びサーバ４００を備える
。なお、実施の形態２の照明制御システムにおいて、実施の形態１の照明制御システムと
同じ構成については、同じ符号を付し、説明を省略する。
【００８７】
　通信端末１００は、入力部１、アラーム設定情報管理部２、アラーム制御部３、端末状
態検知部４、照明設定情報管理部５、照明制御部６、通信部７及び照明設定項目決定部８
を備える。照明機器２００は、通信部２１及び運転制御部２２を備える。サーバ４００は
、ネットワーク３００を介して通信端末１００と互いに通信可能に接続されている。サー
バ４００は、電力情報管理部４１及び通信部４２を備える。
【００８８】
　サーバ４００の電力情報管理部４１は、照明機器２００が設置されている地域内におけ
る電力使用量を示す電力使用量情報及び照明機器２００が設置されている地域内における
所定の時間帯毎の電力料金を示す電力料金情報を管理する。
【００８９】
　通信部４２は、電力情報管理部４１によって管理されている電力使用量情報、又は電力
料金情報を通信端末１００へ送信する。
【００９０】
　通信端末１００の通信部７は、サーバ４００によって送信された電力使用量情報、又は
電力料金情報を受信する。
【００９１】
　照明設定項目決定部８は、通信部７によって受信された電力使用量情報、又は電力料金
情報に基づいて、通信端末１００にて設定可能な照度の範囲、又は通信端末１００にて設
定可能な波長の範囲を決定する。ここで、照明設定項目決定部８は、電力使用量情報で表
される電力使用量が大きくなるにつれて、又は電力料金情報で表される電力料金が高くな
るにつれて、例えば、設定可能な照度の上限値を小さくする、又は赤色、青色、緑色など
の単一光源で表される色に対応した波長のみを設定可能な波長の範囲とする。また、照明
設定項目決定部８は、電力使用量情報で表される電力使用量が小さくなるにつれて、又は
電力料金情報で表される電力料金が安くなるにつれて、例えば、設定可能な照度の上限値
を大きくする、又は白色、黄色、紫色などの複数光源で表される色に対応した波長を設定
可能な波長の範囲とする。
【００９２】
　なお、これらの電力使用量情報や電力料金情報と照度、又は波長の範囲との対応付けは
、ユーザによって予め設定されてもよい。
【００９３】
　入力部１は、照明設定項目決定部８によって決定された範囲内で照度、又は波長の入力
を受け付ける。
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【００９４】
　なお、サーバ４００は、電力使用量情報及び電力料金情報のいずれか一方のみを通信端
末１００に送信してもよく、通信端末１００は、サーバ４００によって送信された電力使
用量情報及び電力料金情報のいずれか一方のみを受信してもよい。また、サーバ４００は
、電力使用量情報及び電力料金情報の両方を通信端末１００に送信してもよく、通信端末
１００は、サーバ４００によって送信された電力使用量情報及び電力料金情報の両方を受
信してもよい。この場合、照明設定項目決定部８は、受信した電力使用量情報及び電力料
金情報を組み合わせて、照度、又は波長の範囲を決定する。
【００９５】
　また、本実施の形態２において、電力使用量情報、又は電力料金情報に基づいて、通信
端末１００にて設定可能な照度、又は波長の範囲を決定すること以外は、実施の形態１と
同じであるので、詳細な説明は省略する。
【００９６】
　また、図６に示すアラーム設定情報管理部２、照明設定情報管理部５、照明制御部６及
び照明設定項目決定部８は、通信端末１００ではなく、サーバ４００とは異なる、通信端
末１００と通信可能に接続されたサーバに備えてもよい。
【００９７】
　（実施の形態３）
　図７は、本発明の実施の形態３における照明制御システムの構成を示す図である。図７
に示す照明制御システムは、通信端末１００及び照明機器２００を備える。なお、実施の
形態３の照明制御システムにおいて、実施の形態１，２の照明制御システムと同じ構成に
ついては、同じ符号を付し、説明を省略する。
【００９８】
　通信端末１００は、入力部１、アラーム設定情報管理部２、アラーム制御部３、端末状
態検知部４、照明設定情報管理部５、照明制御部６、通信部７、照明設定項目決定部８及
び照度計測部９を備える。照明機器２００は、通信部２１及び運転制御部２２を備える。
【００９９】
　照度計測部９は、照明機器２００の周辺の照度を計測する。照度計測部９は、例えば、
ユーザの起床時刻における照明機器２００の周辺の照度を計測する。
【０１００】
　照明設定項目決定部８は、照度計測部９によって計測された周辺照度に基づいて、通信
端末１００にて設定可能な照度の範囲、又は通信端末１００にて設定可能な波長の範囲を
決定する。ここで、照明設定項目決定部８は、照度計測部９によって計測された周辺照度
が大きくなるにつれて、例えば、設定可能な照度の上限値を小さくする、又は、濃さの薄
い色に対応した波長のみを設定可能な波長の範囲とする。また、照明設定項目決定部８は
、照度計測部９によって計測された周辺照度が小さくなるにつれて、例えば、設定可能な
照度の上限値を大きくする、又は、濃さの濃い色に対応した波長を設定可能な波長の範囲
とする。
【０１０１】
　なお、これらの周辺照度と照度、又は波長の範囲との対応付けは、ユーザによって予め
設定されてもよい。
【０１０２】
　入力部１は、照明設定項目決定部８によって決定された範囲内で照度、又は波長の入力
を受け付ける。
【０１０３】
　なお、本実施の形態３では、通信端末１００が照度計測部９を備えているが、本発明は
特にこれに限定されず、照明機器２００が照度計測部９を備えていてもよく、照明機器２
００が照射する空間内であれば、通信端末１００及び照明機器２００以外の電気機器が照
度計測部９を備えていてもよい。また、照明制御システムが、照明機器２００の照度を計
測する照度計測器を備えてもよい。
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【０１０４】
　また、本実施の形態３において、照度計測部９によって計測された周辺照度に基づいて
、通信端末１００にて設定可能な照度の上限値を決定すること以外は、実施の形態１と同
じであるので、詳細な説明は省略する。
【０１０５】
　また、図７に示すアラーム設定情報管理部２、照明設定情報管理部５、照明制御部６及
び照明設定項目決定部８は、通信端末１００ではなく、通信端末１００と通信可能に接続
されたサーバに備えてもよい。
【０１０６】
　（実施の形態４）
　図８は、本発明の実施の形態４における照明制御システムの構成を示す図である。図８
に示す照明制御システムは、通信端末１００及び照明機器２００を備える。なお、実施の
形態４の照明制御システムにおいて、実施の形態１～３の照明制御システムと同じ構成に
ついては、同じ符号を付し、説明を省略する。
【０１０７】
　通信端末１００は、入力部１、アラーム設定情報管理部２、アラーム制御部３、端末状
態検知部４、照明制御部６、通信部７、照明設定項目決定部８及び照明設定情報管理部１
０を備える。照明機器２００は、通信部２１及び運転制御部２２を備える。
【０１０８】
　入力部１は、ユーザによる照明モードの設定を受け付ける。照明モードは、例えば図４
に示す照明モード設定画面６１０を用いて設定される。入力部１は、ユーザの状況を示す
複数の照明モードの中からユーザの状況に応じた所望の照明モードの設定を受け付ける。
図４に示すように、例えば、「読書・家事」、「ＴＶ・インターネット」、「食事」、「
リラックス」、又は「リフレッシュ」というユーザの状況に応じた照明モードが設定され
る。
【０１０９】
　照明設定項目決定部８は、入力部１によって受け付けられた照明モードに基づいて、通
信端末１００にて設定可能な照度の範囲、又は通信端末１００にて設定可能な波長の範囲
を決定する。各照明モードには、それぞれ通信端末１００にて設定可能な照度の範囲、又
は通信端末１００にて設定可能な波長の範囲が対応付けられている。通信端末１００のメ
モリ（不図示）は、照明モードと、通信端末１００にて設定可能な照度の範囲、又は通信
端末１００にて設定可能な波長の範囲とを対応付けたテーブルを予め記憶している。照明
設定項目決定部８は、メモリに予め記憶されているテーブルの中から、入力部１によって
受け付けられた照明モードに対応する照度の範囲、又は波長の範囲を決定する。
【０１１０】
　なお、これらの照明モードと照度の範囲、又は波長の範囲との対応付けは、ユーザによ
って予め設定されてもよい。
【０１１１】
　入力部１は、照明設定項目決定部８によって決定された照度の範囲内となるように照度
の入力を受け付けるとともに、照明設定項目決定部８によって決定された波長の範囲内と
なるように波長の入力を受け付ける。
【０１１２】
　照明設定情報管理部１０は、照明モードが設定された場合、照明設定項目決定部８によ
って決定された照度の範囲、又は波長の範囲を満たすように設定された照度及び波長を第
２の照明設定情報として保持する。
【０１１３】
　なお、本実施の形態４において、照明モードに基づいて、通信端末１００にて設定可能
な照度の範囲、又は通信端末１００にて設定可能な波長の範囲を決定すること以外は、実
施の形態１と同じであるので、詳細な説明は省略する。
【０１１４】
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　また、本実施の形態では、照明設定項目決定部８は、通信端末１００にて設定可能な照
度の範囲及び通信端末１００にて設定可能な波長の範囲のいずれか一方を決定しているが
、本発明は特にこれに限定されず、通信端末１００にて設定可能な照度の範囲及び通信端
末１００にて設定可能な波長の範囲の両方を決定してもよい。
【０１１５】
　また、図８に示すアラーム設定情報管理部２、照明設定情報管理部１０、照明制御部６
及び照明設定項目決定部８は、通信端末１００ではなく、通信端末１００と通信可能に接
続されたサーバに備えてもよい。
【０１１６】
　（実施の形態５）
　図９は、本発明の実施の形態５における照明制御システムの構成を示す図である。図９
に示す照明制御システムは、通信端末１００及び照明機器２００を備える。なお、実施の
形態５の照明制御システムにおいて、実施の形態１～４の照明制御システムと同じ構成に
ついては、同じ符号を付し、説明を省略する。
【０１１７】
　通信端末１００は、入力部１、アラーム設定情報管理部２、アラーム制御部３、端末状
態検知部４、照明設定情報管理部５、照明制御部６、通信部７及び照度計測部９を備える
。照明機器２００は、通信部２１及び運転制御部２２を備える。
【０１１８】
　照度計測部９は、照明機器２００の周辺の照度を計測する。照度計測部９は、例えば、
ユーザの起床時刻における照明機器２００の周辺の照度を計測する。
【０１１９】
　入力部１は、ユーザによる照明モードの設定を受け付ける。照明モードは、例えば図４
に示す照明モード設定画面６１０を用いて設定される。入力部１は、ユーザの状況を示す
複数の照明モードの中からユーザの状況に応じた所望の照明モードの設定を受け付ける。
図４に示すように、例えば、「読書・家事」、「ＴＶ・インターネット」、「食事」、「
リラックス」、又は「リフレッシュ」というユーザの状況に応じた照明モードが設定され
る。
【０１２０】
　照明制御部６は、照度計測部９によって計測された周辺照度と、入力部１によって受け
付けた照明モードとに基づいて、第２の照明設定情報が含む照度、又は波長を決定する。
各照明モードと周辺照度との組み合わせには、それぞれ照度、又は波長が対応付けられて
いる。通信端末１００のメモリ（不図示）は、照明モードと、周辺照度と、照度、又は波
長とを対応付けたテーブルを予め記憶している。照明制御部６は、メモリに予め記憶され
ているテーブルの中から、照度計測部９によって計測された周辺照度と、入力部１によっ
て受け付けられた照明モードとに対応する照度、又は波長を決定する。
【０１２１】
　なお、これらの照明モードと、周辺照度と、照度、又は波長との対応付けは、ユーザに
よって予め設定されてもよい。
【０１２２】
　照明制御部６は、決定した照度、又は波長を第２の照明設定情報として照明設定情報管
理部５に記憶する。
【０１２３】
　なお、本実施の形態５において、周辺照度及び照明モードに基づいて、第２の照明設定
情報が含む照度、又は波長を決定すること以外は、実施の形態１と同じであるので、詳細
な説明は省略する。
【０１２４】
　また、本実施の形態では、照明制御部６は、照度及波長のいずれか一方を決定している
が、本発明は特にこれに限定されず、照度及び波長の両方を決定してもよい。
【０１２５】



(18) JP 6370131 B2 2018.8.8

10

20

30

40

50

　（実施の形態６）
　図１０は、本発明の実施の形態６における照明制御システムの構成を示す図である。図
１０に示す照明制御システムは、通信端末１００、照明機器２００及び人物検知装置５０
０を備える。なお、実施の形態６の照明制御システムにおいて、実施の形態１～５の照明
制御システムと同じ構成については、同じ符号を付し、説明を省略する。
【０１２６】
　通信端末１００は、入力部１、アラーム設定情報管理部２、アラーム制御部３、端末状
態検知部４、照明設定情報管理部５、照明制御部６及び通信部７を備える。照明機器２０
０は、通信部２１及び運転制御部２２を備える。
【０１２７】
　人物検知装置５００は、ネットワーク３００を介して通信端末１００と互いに通信可能
に接続されている。人物検知装置５００は、人物状態検知部５１及び通信部５２を備える
。
【０１２８】
　人物状態検知部５１は、照明機器２００が照射する空間内における複数のユーザのそれ
ぞれの就寝状態を検知する。例えば、人物状態検知部５１は、複数のユーザ毎に設けられ
た、各ユーザから放射される赤外線量の変化を検知する複数の熱画像カメラを含む。人物
状態検知部５１は、複数の熱画像カメラから出力される画像を解析し、各ユーザの就寝し
ているときの体温と覚醒しているときの体温との違いを識別し、各ユーザが就寝している
か否かを判断する。なお、各熱画像カメラから取得される画像は、それぞれどのユーザに
対応する画像であるかが対応付けられており、ユーザ毎に就寝状態を検知することが可能
である。
【０１２９】
　通信部５２は、人物状態検知部５１によって検知された複数のユーザの就寝状態を通信
端末１００へ送信する。
【０１３０】
　通信端末１００の通信部７は、人物検知装置５００によって送信された複数のユーザの
就寝状態を受信する。
【０１３１】
　照明制御部６は、通信端末１００の動きを検知した際に、通信端末１００を所有するユ
ーザと同じ空間に居る他のユーザが就寝中であるか否かを判断する。このとき、照明制御
部６は、通信部７によって受信された各ユーザの就寝状態を用いて、他のユーザが就寝中
であるか否かを判断する。
【０１３２】
　照明制御部６は、他のユーザが就寝中であると判断された場合と、他のユーザが就寝中
ではないと判断された場合とで、第２の照明設定情報が含む照度、波長、又は点灯パター
ンを異ならせる。例えば、照明制御部６は、他のユーザが就寝中ではないと判断された場
合、第２の照明設定情報が含む照度に基づいた制御信号を作成する。一方、照明制御部６
は、他のユーザが就寝中であると判断された場合、第２の照明設定情報が含む照度より低
い照度に基づいた制御信号を作成する。
【０１３３】
　また、例えば、照明制御部６は、他のユーザが就寝中ではないと判断された場合、第２
の照明設定情報が含む波長に基づいた制御信号を作成する。一方、照明制御部６は、他の
ユーザが就寝中であると判断された場合、第２の照明設定情報が含む波長より高い波長に
基づいた制御信号を作成する。
【０１３４】
　また、照明制御部６は、他のユーザが就寝中であると判断された場合、照明機器２００
を所定時間点灯させ、所定時間経過後に消灯させる制御信号を、第２の照明設定情報に基
づいた制御信号として作成して送信してもよい。
【０１３５】
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　なお、これらの他のユーザが就寝中であると判断された場合の照度、波長、又は点灯パ
ターンは、ユーザによって予め設定されてもよい。
【０１３６】
　なお、本実施の形態６において、他のユーザが就寝中であると判断された場合と、他の
ユーザが就寝中ではないと判断された場合とで、第２の照明設定情報が含む照度、波長、
又は点灯パターンを異ならせること以外は、実施の形態１と同じであるので、詳細な説明
は省略する。
【０１３７】
　（実施の形態７）
　図１１は、本発明の実施の形態７における照明制御システムの構成を示す図である。図
１１に示す照明制御システムは、通信端末１００、第１の照明機器２００ａ、第２の照明
機器２００ｂ及び人物検知装置５００を備える。なお、実施の形態７の照明制御システム
において、実施の形態１～６の照明制御システムと同じ構成については、同じ符号を付し
、説明を省略する。
【０１３８】
　通信端末１００は、入力部１、アラーム設定情報管理部２、アラーム制御部３、端末状
態検知部４、照明設定情報管理部５、照明制御部６及び通信部７を備える。第１の照明機
器２００ａは、第１のユーザを照射する。第１の照明機器２００ａは、通信部２１及び運
転制御部２２を備える。第２の照明機器２００ｂは、第１のユーザと同じ空間に居る第２
のユーザを照射する。なお、第２の照明機器２００ｂの構成は、第１の照明機器２００ａ
の構成と同じであるので説明を省略する。
【０１３９】
　人物検知装置５００は、ネットワーク３００を介して通信端末１００と互いに通信可能
に接続されている。人物検知装置５００は、人物状態検知部５１及び通信部５２を備える
。
【０１４０】
　人物状態検知部５１は、照明機器２００が照射する空間内における第１及び第２のユー
ザのそれぞれの就寝状態を検知する。例えば、人物状態検知部５１は、第１及び第２のユ
ーザ毎に設けられた、各ユーザから放射される赤外線量の変化を検知する第１及び第２の
熱画像カメラを含む。人物状態検知部５１は、第１及び第２の熱画像カメラから出力され
る画像を解析し、各ユーザの就寝しているときの体温と覚醒しているときの体温との違い
を識別し、各ユーザが就寝しているか否かを判断する。なお、各熱画像カメラから取得さ
れる画像は、それぞれどのユーザに対応する画像であるかが対応付けられており、ユーザ
毎に就寝状態を検知することが可能である。
【０１４１】
　通信部５２は、人物状態検知部５１によって検知された第１及び第２のユーザの就寝状
態を通信端末１００へ送信する。
【０１４２】
　通信端末１００の通信部７は、人物検知装置５００によって送信された第１及び第２の
ユーザの就寝状態を受信する。
【０１４３】
　照明制御部６は、通信端末１００の動きを検知した際に、通信端末１００を所有する第
１のユーザと同じ空間に居る第２のユーザが就寝中であるか否かを判断する。このとき、
照明制御部６は、通信部７によって受信された各ユーザの就寝状態を用いて、第２のユー
ザが就寝中であるか否かを判断する。
【０１４４】
　照明制御部６は、第２のユーザが就寝中であると判断された場合、第２の照明設定情報
に基づいた制御信号を第１の照明機器２００ａのみに送信する。また、照明制御部６は、
第２のユーザが就寝中ではないと判断された場合、第２の照明設定情報に基づいた制御信
号を第１の照明機器２００ａ及び第２の照明機器２００ｂに送信する。
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【０１４５】
　なお、これらの第２のユーザが就寝中であると判断された場合の照明の制御信号の送信
先の照明機器は、ユーザによって予め設定されてもよい。
【０１４６】
　なお、本実施の形態７において、第２のユーザが就寝中であると判断された場合、第２
の照明設定情報に基づいた制御信号を第１の照明機器２００ａに送信すること以外は、実
施の形態１と同じであるので、詳細な説明は省略する。
【０１４７】
　（実施の形態８）
　図１２は、本発明の実施の形態８における照明制御システムの構成を示す図である。図
１２に示す照明制御システムは、通信端末１００、照明機器２００及びサーバ４０１を備
える。なお、実施の形態８の照明制御システムにおいて、実施の形態１～７の照明制御シ
ステムと同じ構成については、同じ符号を付し、説明を省略する。
【０１４８】
　通信端末１００は、入力部１、アラーム設定情報管理部２、アラーム制御部３、端末状
態検知部４、照明設定情報管理部５、照明制御部６及び通信部７を備える。照明機器２０
０は、通信部２１及び運転制御部２２を備える。サーバ４０１は、ネットワーク３００を
介して通信端末１００と互いに通信可能に接続されている。サーバ４０１は、気象情報管
理部４３及び通信部４２を備える。
【０１４９】
　気象情報管理部４３は、気象情報を管理する。気象情報は、例えば、天気予報、降水確
率、最低気温、最高気温、花粉飛散量及び紫外線量などを含む。
【０１５０】
　通信部４２は、気象情報管理部４３によって管理されている気象情報を通信端末１００
へ送信する。
【０１５１】
　通信端末１００の通信部７は、サーバ４０１によって送信された気象情報を受信する。
【０１５２】
　照明制御部６は、通信部７によって受信した気象情報に基づいて、第２の照明設定情報
が含む照度、波長及び点灯パターンのうち、少なくとも一つの設定値を決定する。照明制
御部６は、例えば、ユーザが起床する日の天気予報が晴れであれば、所定の照度及び赤色
に対応する波長を含む第２の照明設定情報を作成して照明設定情報管理部５に保持する。
また、照明制御部６は、例えば、ユーザが起床する日の天気予報が雨であれば、所定の照
度及び青色に対応する波長を含む第２の照明設定情報を作成する。このように、照明制御
部６は、所定の照度の設定値及びユーザが起床する日の天気予報に応じた色（波長）の設
定値を決定する。
【０１５３】
　また、照明制御部６は、例えば、所定の照度の設定値及びユーザが起床する日の降水確
率に応じた色（波長）の設定値を第２の照明設定情報に決定してもよい。また、照明制御
部６は、例えば、所定の照度の設定値及びユーザが起床する日の最低気温と前日の最低気
温との差に応じた色（波長）の設定値を第２の照明設定情報に決定してもよい。また、照
明制御部６は、例えば、所定の照度の設定値及びユーザが起床する日の最高気温と前日の
最高気温との差に応じた色（波長）の設定値を第２の照明設定情報に決定してもよい。ま
た、照明制御部６は、例えば、所定の照度の設定値及びユーザが起床する日の花粉飛散量
に応じた色（波長）の設定値を第２の照明設定情報に決定してもよい。また、照明制御部
６は、例えば、所定の照度の設定値及びユーザが起床する日の紫外線量に応じた色（波長
）の設定値を第２の照明設定情報に決定してもよい。
【０１５４】
　また、照明制御部６は、例えば、ユーザが起床する日の降水確率が所定の閾値（例えば
、５０％）以上である場合、所定の照度の設定値及び所定の間隔で光源を点滅させる点灯
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パターンの設定値を第２の照明設定情報に決定してもよい。
【０１５５】
　さらに、通信端末１００は、通信端末１００によって計測された照明機器２００の周辺
温度に基づいて、第２の照明設定情報における設定可能な照度の範囲、又は波長の範囲を
決定してもよい。照明制御部６は、例えば、周辺温度がある基準温度より高い場合には、
設定可能な照度の範囲を通常よりも低めの範囲に制限し、設定可能な波長の範囲を寒色系
の波長に制限する。また、照明制御部６は、周辺温度がある基準温度より低い場合には、
設定可能な照度の範囲を通常よりも高めの範囲に制限し、設定可能な波長の範囲を暖色系
の波長に制限する。ここで、照明機器２００の最大照度を１００％とすると、通常の設定
可能な照度の範囲は０～１００％であるのに対して、低めの範囲に制限された照度の範囲
は、例えば０～５０％であり、高めの範囲に制限された照度の範囲は、例えば５０～１０
０％である。また、通常の設定可能な波長の範囲は３００ｎｍ～８００ｎｍであるのに対
して、寒色系に制限された波長の範囲は、マンセル表色系において、例えば１０ＰＢ－１
０ＢＧの範囲の色に対応した波長の範囲であり、暖色系に制限された波長の範囲は、マン
セル表色系において、例えば５ＲＰ－５ＧＹの範囲の色に対応した波長の範囲である。
【０１５６】
　なお、これらの気象情報と、照明の照度、波長及び点灯パターンとの対応付けは、ユー
ザによって予め設定されてもよい。
【０１５７】
　なお、本実施の形態８において、気象情報に基づいて、第２の照明設定情報が含む照度
、波長及び点灯パターンのうち、少なくとも一つの設定値を決定すること以外は、実施の
形態１と同じであるので、詳細な説明は省略する。
【０１５８】
　（実施の形態９）
　図１３は、本発明の実施の形態９における照明制御システムの構成を示す図である。図
１３に示す照明制御システムは、通信端末１００、照明機器２００及びサーバ４０１を備
える。なお、実施の形態９の照明制御システムにおいて、実施の形態１～８の照明制御シ
ステムと同じ構成については、同じ符号を付し、説明を省略する。
【０１５９】
　通信端末１００は、入力部１、アラーム設定情報管理部１１、アラーム制御部３、端末
状態検知部４、照明設定情報管理部５、照明制御部６及び通信部７を備える。照明機器２
００は、通信部２１及び運転制御部２２を備える。サーバ４０１は、気象情報管理部４３
及び通信部４２を備える。
【０１６０】
　アラーム設定情報管理部１１は、通信部７によって受信した気象情報に基づいて、アラ
ーム設定情報を決定する。アラーム設定情報管理部１１は、例えば、ユーザが起床する日
の天気予報が雨であれば、現在保持されているアラーム設定情報の時刻を所定時間早める
。例えば、現在保持されているアラーム設定情報の時刻が７時であり、ユーザが起床する
日の天気予報が雨である場合、アラーム設定情報管理部１１は、アラーム設定情報の時刻
を１時間早い６時に変更して保持する。
【０１６１】
　これにより、例えば、雨の日の通勤時間が晴れの日の通勤時間よりも長くなる場合、ユ
ーザが起床する日の天気が雨であっても、ユーザは、予めユーザが設定していた起床時刻
よりも早く起床することができる。
【０１６２】
　なお、アラーム設定情報の時刻をどれだけ早めるかは、予め決められている所定時間で
あってもよいし、ユーザによって設定される所定時間であってもよい。また、所定時間は
、気象情報（例えば、天気予報）に対応付けて記憶されている。
【０１６３】
　また、本実施の形態９において、気象情報に基づいて、アラーム設定情報を決定するこ
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と以外は、実施の形態１と同じであるので、詳細な説明は省略する。
【０１６４】
　（実施の形態１０）
　図１４は、本発明の実施の形態１０における照明制御システムの構成を示す図である。
図１４に示す照明制御システムは、通信端末１００、照明機器２００及びサーバ４０３を
備える。なお、実施の形態１０の照明制御システムにおいて、実施の形態１～９の照明制
御システムと同じ構成については、同じ符号を付し、説明を省略する。
【０１６５】
　通信端末１００は、入力部１、アラーム設定情報管理部１２、アラーム制御部３、端末
状態検知部４、照明設定情報管理部５、照明制御部６及び通信部７を備える。照明機器２
００は、通信部２１及び運転制御部２２を備える。サーバ４０３は、ネットワーク３００
を介して通信端末１００と互いに通信可能に接続されている。サーバ４０３は、スケジュ
ール情報管理部４５及び通信部４２を備える。
【０１６６】
　スケジュール情報管理部４５は、ユーザのスケジュールを表すスケジュール情報を管理
する。例えば、通信端末１００の入力部１は、ユーザによるスケジュールの入力を受け付
ける。入力されたスケジュール情報は、サーバ４０３へ送信され、スケジュール情報管理
部４５に記憶される。
【０１６７】
　通信部４２は、スケジュール情報管理部４５によって管理されるスケジュール情報を通
信端末１００へ送信する。スケジュール情報は、１日のスケジュールのうちの最初のイベ
ントが行われる時刻を表すスケジュール開始時刻を含む。
【０１６８】
　通信端末１００の通信部７は、サーバ４０３によって送信されたスケジュール情報を受
信する。
【０１６９】
　アラーム設定情報管理部１２は、通信部７によって受信したスケジュール情報に基づい
て、アラーム設定情報を決定する。アラーム設定情報管理部１２は、スケジュール情報に
含まれるスケジュール開始時刻の所定時間前の時刻をアラーム設定情報として保持する。
例えば、スケジュール開始時刻が９時である場合、アラーム設定情報管理部１２は、スケ
ジュール開始時刻である９時の２時間前の７時をアラーム設定情報として保持する。
【０１７０】
　これにより、アラーム設定情報を入力しなくても、自動的にアラーム設定情報が設定さ
れるので、ユーザの操作を簡略化することができる。
【０１７１】
　なお、スケジュール開始時刻からどれだけ前の時刻をアラーム設定情報とするかは、予
め決められている所定時間であってもよいし、ユーザによって設定される所定時間であっ
てもよい。
【０１７２】
　また、本実施の形態１０において、スケジュール情報に基づいて、アラーム設定情報を
決定すること以外は、実施の形態１と同じであるので、詳細な説明は省略する。
【０１７３】
　（実施の形態１１）
　図１５は、本発明の実施の形態１１における照明制御システムの構成を示す図である。
図１５に示す照明制御システムは、通信端末１００、照明機器２００及びサーバ４０４を
備える。なお、実施の形態１１の照明制御システムにおいて、実施の形態１～１０の照明
制御システムと同じ構成については、同じ符号を付し、説明を省略する。
【０１７４】
　通信端末１００は、入力部１、アラーム設定情報管理部２、アラーム制御部３、端末状
態検知部４、照明設定情報管理部５、照明制御部６、通信部７及びユーザ識別情報取得部
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１３を備える。照明機器２００は、通信部２１及び運転制御部２２を備える。サーバ４０
４は、ネットワーク３００を介して通信端末１００と互いに通信可能に接続されている。
サーバ４０４は、ユーザ識別情報管理部４６及び通信部４２を備える。
【０１７５】
　ユーザ識別情報管理部４６は、ユーザを識別するためのユーザ識別情報を管理する。ユ
ーザ識別情報は、例えば、指紋情報及び音声情報などの生体情報である。ユーザ識別情報
管理部４６は、ユーザ識別情報をユーザＩＤとともに記憶する。なお、ユーザ識別情報は
、パスワードなどの文字情報であってもよい。
【０１７６】
　通信部４２は、通信端末１００からユーザ識別情報を受信するとともに、受信したユー
ザ識別情報に対応するユーザＩＤをユーザ識別情報管理部４６から取得して通信端末１０
０へ送信する。
【０１７７】
　通信端末１００のユーザ識別情報取得部１３は、複数のユーザのうちの一のユーザを識
別するためのユーザ識別情報を取得する。ユーザ識別情報が文字情報である場合、ユーザ
識別情報取得部１３は、ユーザによる文字情報の入力を受け付け、ユーザによって入力さ
れた文字情報を取得する。ユーザ識別情報が指紋情報である場合、ユーザ識別情報取得部
１３は、ユーザの指紋を読み取り、読み取った指紋情報を取得する。ユーザ識別情報が音
声情報である場合、ユーザ識別情報取得部１３は、ユーザの音声を取得し、取得したアナ
ログの音声をデジタルの音声情報に変換する。
【０１７８】
　照明設定情報管理部５は、ユーザ毎に第２の照明設定情報を管理する。第２の照明設定
情報は、複数のユーザのそれぞれに応じた複数の第２の照明設定情報を含む。照明設定情
報管理部５は、ユーザＩＤと第２の照明設定情報とを対応付けて記憶する。
【０１７９】
　通信部７は、ユーザ識別情報取得部１３によって取得されたユーザ識別情報をサーバ４
０４へ送信するとともに、サーバ４０４によって送信されたユーザＩＤを受信する。
【０１８０】
　照明制御部６は、取得したユーザ識別情報に基づいて、複数の第２の照明設定情報の中
から、一のユーザに応じた第２の照明設定情報を決定する。すなわち、照明制御部６は、
ユーザ識別情報取得部１３によって取得されたユーザ識別情報をサーバ４０４へ送信し、
通信部７によって受信されたユーザＩＤに対応する第２の照明設定情報を照明設定情報管
理部５から読み出す。そして、照明制御部６は、第２の照明設定情報に基づいた制御信号
を照明機器２００に送信する。
【０１８１】
　なお、ユーザ識別情報をサーバ４０４に登録する際、通信端末１００の入力部１は、ユ
ーザによるユーザＩＤの入力を受け付けるとともに、ユーザ識別情報取得部１３は、ユー
ザ識別情報を取得する。ユーザＩＤとユーザ識別情報とは、サーバ４０４へ送信され、ユ
ーザ識別情報管理部４６にそれぞれ対応付けて記憶される。
【０１８２】
　また、本実施の形態１１において、取得したユーザ識別情報に基づいて、複数の第２の
照明設定情報の中から、一のユーザに応じた第２の照明設定情報を決定すること以外は、
実施の形態１と同じであるので、詳細な説明は省略する。
【０１８３】
　（実施の形態１２）
　図１６は、本発明の実施の形態１２における照明制御システムの構成を示す図である。
図１６に示す照明制御システムは、通信端末１００、照明機器２００及びサーバ４０５を
備える。なお、実施の形態１２の照明制御システムにおいて、実施の形態１～１１の照明
制御システムと同じ構成については、同じ符号を付し、説明を省略する。
【０１８４】
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　通信端末１００は、入力部１、アラーム設定情報管理部２、アラーム制御部３、端末状
態検知部４、照明設定情報管理部５、照明制御部６及び通信部７を備える。照明機器２０
０は、通信部２１及び運転制御部２２を備える。サーバ４０５は、ネットワーク３００を
介して通信端末１００と互いに通信可能に接続されている。サーバ４０５は、地震情報管
理部４７及び通信部４２を備える。
【０１８５】
　地震情報管理部４７は、地震が発生したことを示す地震情報を管理する。地震情報は、
例えば気象庁、又は気象予報会社が提供する地震速報である。
【０１８６】
　通信部４２は、地震情報管理部４７によって管理される地震情報を通信端末１００へ送
信する。
【０１８７】
　通信端末１００の通信部７は、サーバ４０５によって送信された地震情報を受信する。
【０１８８】
　照明制御部６は、通信端末１００の動きを検知すると、受信した地震情報に基づいて、
通信端末１００の動きが、ユーザによるものか、地震によるものかを判別する。照明制御
部６は、通信端末１００の動きが地震によるものと判別された場合、第２の照明設定情報
が含む照度、波長及び点灯パターンのうち、少なくとも一つの設定値を、地震が発生した
ことを示す特定の設定値に変更する。そして、照明制御部６は、第２の照明設定情報に基
づいた制御信号を照明機器２００に送信する。
【０１８９】
　特定の設定値は、地震が発生したことをユーザに報知するための、照度、波長及び点灯
パターンのうちの少なくとも一つの設定値である。例えば、特定の設定値は、ユーザを覚
醒させるための照度、又は波長であってもよく、また、光源を点滅させる点灯パターンで
あってもよい。
【０１９０】
　照明設定情報管理部５は、第１の照明設定情報及び第２の照明設定情報に加えて、地震
が発生した後に照明機器２００による空間の照明状態を設定するための地震照明設定情報
（第３の照明設定情報）をさらに保持する。地震照明設定情報は、地震発生後の照明機器
２００の照度、波長及び点灯パターンのうち、少なくとも一つの設定値を含む。地震照明
設定情報は、地震が発生した後に、ユーザが覚醒した際の照明機器２００の設定値である
。例えば、地震照明設定情報は、空間を明るく照らしてユーザの避難を誘導するための照
度値であってもよく、照明機器２００で設定可能な最大照度値であってもよい。
【０１９１】
　なお、これらの地震発生時、又は地震発生後の照明の照度、波長及び点灯パターンは、
ユーザによって予め設定されてもよい。
【０１９２】
　照明制御部６は、通信端末１００の動きが地震によるものと判別された後、通信端末１
００の動きを検知した場合、第３の照明設定情報に基づいた制御信号を照明機器２００に
送信する。
【０１９３】
　なお、第２の照明設定情報が含む照度、波長及び点灯パターンのうち、少なくとも一つ
の設定値を特定の設定値に変更するトリガーは、地震発生時に限らない。通信端末１００
がコミュニケーション情報を受信し、受信したコミュニケーション情報に基づいて第２の
照明設定情報が含む照度、波長及び点灯パターンのうち、少なくとも一つの設定値を特定
の設定値に変更することもできる。照明制御部６は、例えば、ＳＮＳ（Ｓｏｃｉａｌ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）アプリケーション経由で受信したメッセージ又は
コメントの数が所定数以上の場合、又は特定の人物から発信されたメッセージ又はコメン
トが受信された場合に、その旨を表す特定の設定値に変更してもよい。
【０１９４】
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　なお、本実施の形態１２において、通信端末１００の動きが地震によるものと判別され
た場合、第２の照明設定情報が含む照度、波長及び点灯パターンのうち、少なくとも一つ
の設定値を、地震が発生したことを示す特定の設定値に変更し、第２の照明設定情報に基
づいた制御信号を照明機器２００に送信すること、及び通信端末１００の動きが地震によ
るものと判別された後、通信端末１００の動きを検知した場合、地震照明設定情報に基づ
いた制御信号を照明機器２００に送信すること以外は、実施の形態１と同じであるので、
詳細な説明は省略する。
【０１９５】
　（実施の形態１３）
　図１７は、本発明の実施の形態１３における照明制御システムの構成を示す図である。
図１７に示す照明制御システムは、通信端末１００、照明機器２００及びサーバ４０６を
備える。なお、実施の形態１３の照明制御システムにおいて、実施の形態１～１２の照明
制御システムと同じ構成については、同じ符号を付し、説明を省略する。
【０１９６】
　通信端末１００は、入力部１、アラーム設定情報管理部２、アラーム制御部３、端末状
態検知部４、照明設定情報管理部５、照明制御部６及び通信部７を備える。照明機器２０
０は、通信部２１及び運転制御部２２を備える。サーバ４０６は、ネットワーク３００を
介して通信端末１００と互いに通信可能に接続されている。サーバ４０６は、端末状態管
理部４８、就寝時刻決定部４９及び通信部４２を備える。
【０１９７】
　端末状態管理部４８は、通信端末１００の動きが検知された時刻の履歴を示すログ情報
を保持して管理する。
【０１９８】
　就寝時刻決定部４９は、端末状態管理部４８によって管理されるログ情報に基づいて、
ユーザの推奨就寝時刻を決定する。就寝時刻決定部４９は、ログ情報に含まれる通信端末
１００の動きが検知された時刻の所定期間での平均時刻を算出し、算出した平均時刻から
所定時間を引いた時刻を推奨就寝時刻として決定する。
【０１９９】
　なお、所定期間は、予め決められている期間であり、例えば２０１３年６月から７月ま
での１か月間、又は２０１３年６月から７月までの月曜日から金曜日を合計した４３日間
などである。また、所定期間は、ユーザによって予め設定されてもよい。また、所定時間
は、予め決められている時間であり、例えば７時間などである。また、所定時間は、ユー
ザによって予め設定されてもよい。
【０２００】
　通信部４２は、通信端末１００の動きが検知された時刻を通信端末１００から受信し、
受信した通信端末１００の動きが検知された時刻を端末状態管理部４８へ出力する。また
、通信部４２は、就寝時刻決定部４９によって決定された推奨就寝時刻を通信端末１００
へ送信する。
【０２０１】
　通信端末１００の通信部７は、サーバ４０６によって送信された推奨就寝時刻を受信す
る。通信部７は、受信した推奨就寝時刻をアラーム設定情報管理部２へ出力する。
【０２０２】
　アラーム設定情報管理部２は、通信部７によって受信された推奨就寝時刻を保持して管
理する。
【０２０３】
　照明設定情報管理部５は、ユーザが就寝する際に照明機器２００による空間の照明状態
を設定するための就寝照明設定情報（第４の照明設定情報）を保持して管理する。就寝照
明設定情報は、照明機器２００の照度、波長及び点灯パターンのうち、少なくとも一つの
設定値を含む。
【０２０４】
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　照明制御部６は、現在時刻が推奨就寝時刻になると、就寝照明設定情報に基づいた制御
信号を照明機器２００に送信する。就寝照明設定情報に基づいた制御信号は、照明機器２
００の照度を徐々に変化（例えば、減少）させる制御信号、又は照明機器２００の波長を
徐々に変化させる制御信号である。照明制御部６は、推奨就寝時刻から照明終了時刻まで
徐々に照度を変化（例えば、減少）させる。このとき、推奨就寝時刻における照度は、ユ
ーザの入眠を妨げない照度であり、例えば５００ルクス以下である。
【０２０５】
　また、照明制御部６は、推奨就寝時刻から照明終了時刻まで徐々に波長を変化させる。
このとき、推奨就寝時刻における波長は、ユーザの入眠を妨げない、光刺激の弱い波長で
ある。
【０２０６】
　なお、これらの推奨就寝時刻の照明の照度、波長及び点灯パターンは、ユーザによって
予め設定されてもよい。
【０２０７】
　また、第４の照明設定情報が含む照度、波長及び点灯パターンのうち、少なくとも一つ
の設定値は、通信端末１００が受信したコミュニケーション情報に基づいて設定されても
よい。照明制御部６は、例えば、通信端末１００が、ＳＮＳ（Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）アプリケーション経由で受信したメッセージ又はコメント
の数が所定数以上の場合、又は特定の人物から発信されたメッセージ又はコメントが受信
された場合に、その旨を表す特定の設定値に設定してもよい。
【０２０８】
　なお、本実施の形態１３において、就寝時刻決定部４９は、サーバ４０６に設けられて
いるが、本発明は特にこれに限定されず、通信端末１００が就寝時刻決定部４９を備えて
もよい。
【０２０９】
　また、本実施の形態１３において、現在時刻が推奨就寝時刻になると、就寝照明設定情
報に基づいた制御信号を照明機器２００に送信すること以外は、実施の形態１と同じであ
るので、詳細な説明は省略する。
【０２１０】
　（実施の形態１４）
　図１８は、本発明の実施の形態１４における照明制御システムの構成を示す図である。
図１８に示す照明制御システムは、通信端末１００、照明機器２００及びサーバ４０７を
備える。なお、実施の形態１４の照明制御システムにおいて、実施の形態１～１３の照明
制御システムと同じ構成については、同じ符号を付し、説明を省略する。
【０２１１】
　通信端末１００は、入力部１、アラーム設定情報管理部２、アラーム制御部３、端末状
態検知部４、照明設定情報管理部５、照明制御部６及び通信部７を備える。照明機器２０
０は、通信部２１及び運転制御部２２を備える。サーバ４０７は、ネットワーク３００を
介して通信端末１００と互いに通信可能に接続されている。サーバ４０７は、気象情報管
理部４３、端末状態管理部４８、就寝時刻決定部４９及び通信部４２を備える。
【０２１２】
　気象情報管理部４３は、気象情報を管理する。気象情報は、例えば、天気予報、降水確
率、最低気温、最高気温、花粉飛散量及び紫外線量などを含む。
【０２１３】
　端末状態管理部４８は、通信端末１００の動きが検知された時刻の履歴を示すログ情報
を保持して管理する。
【０２１４】
　就寝時刻決定部４９は、端末状態管理部４８によって管理されるログ情報に基づいて、
ユーザの推奨就寝時刻を決定する。
【０２１５】
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　通信部４２は、気象情報管理部４３によって管理されている気象情報を通信端末１００
へ送信する。また、通信部４２は、通信端末１００の動きが検知された時刻を通信端末１
００から受信し、受信した通信端末１００の動きが検知された時刻を端末状態管理部４８
へ出力する。また、通信部４２は、就寝時刻決定部４９によって決定された推奨就寝時刻
を通信端末１００へ送信する。
【０２１６】
　通信端末１００の通信部７は、サーバ４０１によって送信された気象情報を受信する。
また、通信部７は、サーバ４０６によって送信された推奨就寝時刻を受信する。
【０２１７】
　アラーム設定情報管理部２は、通信部７によって受信された推奨就寝時刻を保持して管
理する。
【０２１８】
　照明設定情報管理部５は、ユーザが就寝する際に照明機器２００による空間の照明状態
を設定するための就寝照明設定情報（第４の照明設定情報）を保持して管理する。就寝照
明設定情報は、照明機器２００の照度、波長及び点灯パターンのうち、少なくとも一つの
設定値を含む。
【０２１９】
　照明制御部６は、通信部７によって受信した気象情報に基づいて、就寝照明設定情報が
含む照度、波長及び点灯パターンのうち、少なくとも一つの設定値を決定する。照明制御
部６は、例えば、ユーザが就寝する日の翌日の天気予報が晴れであれば、所定の照度及び
赤色に対応する波長を含む就寝照明設定情報を作成して照明設定情報管理部５に保持する
。また、照明制御部６は、例えば、ユーザが就寝する日の翌日の天気予報が雨であれば、
所定の照度及び青色に対応する波長を含む就寝照明設定情報を作成する。このように、照
明制御部６は、所定の照度の設定値及びユーザが就寝する日の翌日の天気予報に応じた色
（波長）の設定値を決定する。
【０２２０】
　また、照明制御部６は、例えば、所定の照度の設定値及びユーザが就寝する日の翌日の
降水確率に応じた色（波長）の設定値を就寝照明設定情報に決定してもよい。また、照明
制御部６は、例えば、所定の照度の設定値及びユーザが就寝する日の翌日の最低気温とユ
ーザが就寝する日の最低気温との差に応じた色（波長）の設定値を就寝照明設定情報に決
定してもよい。また、照明制御部６は、例えば、所定の照度の設定値及びユーザが就寝す
る日の翌日の最高気温とユーザが就寝する日の最高気温との差に応じた色（波長）の設定
値を就寝照明設定情報に決定してもよい。また、照明制御部６は、例えば、所定の照度の
設定値及びユーザが就寝する日の翌日の花粉飛散量に応じた色（波長）の設定値を就寝照
明設定情報に決定してもよい。また、照明制御部６は、例えば、所定の照度の設定値及び
ユーザが就寝する日の翌日の紫外線量に応じた色（波長）の設定値を就寝照明設定情報に
決定してもよい。
【０２２１】
　さらに、照明制御部６は、例えば、ユーザが就寝する日の翌日の降水確率が所定の閾値
（例えば、５０％）以上である場合、所定の照度の設定値及び所定の間隔で光源を点滅さ
せる点灯パターンの設定値を就寝照明設定情報に決定してもよい。
【０２２２】
　なお、これらの気象情報と、照明の照度、波長及び点灯パターンとの対応付けは、ユー
ザによって予め設定されてもよい。
【０２２３】
　なお、本実施の形態１４において、気象情報に基づいて、就寝照明設定情報が含む照度
、波長及び点灯パターンのうち、少なくとも一つの設定値を決定すること以外は、実施の
形態１と同じであるので、詳細な説明は省略する。
【０２２４】
　なお、上述した具体的実施形態には以下の態様を有する発明が主に含まれている。
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【０２２５】
　本開示にかかる一の態様は、ネットワークを介して照明機器を制御する通信端末の制御
方法であって、前記通信端末は、メモリ及び前記通信端末の動きを検知するセンサを有し
、前記通信端末のコンピュータに対して、前記照明機器を第１照明状態に設定するための
第１の照明設定情報と、前記照明機器を前記第１照明状態とは異なる第２照明状態に設定
するための第２の照明設定情報とを、前記メモリに保持させ、前記照明機器を点灯させる
所定の照明開始時刻になると、前記第１の照明設定情報に対応する第１制御信号を、前記
ネットワークを介して前記照明機器に送信させて前記照明機器を前記第１照明状態に設定
させ、前記所定の照明開始時刻を経過した後に前記通信端末の動きを前記センサが検知す
ると、前記第２の照明設定情報に対応する第２制御信号を、前記ネットワークを介して前
記照明機器に送信させて前記照明機器を前記第２照明状態に設定させるものである。
【０２２６】
　この態様によれば、前記照明機器の照明開始時刻になると、前記照明機器は前記第１照
明状態になる。
【０２２７】
　例えば、ユーザが朝目覚める予定の時刻前になると、薄暗く照明機器の明かりがつく。
そして、ユーザが通信端末（例えば、スマートフォン）を手に取るなど、前記通信端末の
動きによりユーザが動き始めたことが検知されると、前記照明機器は前記第２照明状態に
なる（例えば通常の明るさ）。
【０２２８】
　したがって、ユーザが目覚めたことを簡易に認識可能であり、ユーザが目覚める前の照
明状態だけでなく、ユーザが目覚めた後の照明状態も適切に且つ簡易に制御可能である。
【０２２９】
　また、上記態様においては、例えば、前記所定の照明開始時刻を経過する前であっても
前記通信端末の動きを前記センサが検知すると、前記第２制御信号を、前記ネットワーク
を介して前記照明機器に送信させるようにしてもよい。
【０２３０】
　この場合、例えば夜中にユーザが覚醒した時にも第２照明状態にて照明機器を点灯させ
ることができる。
【０２３１】
　また、上記態様においては、例えば、前記所定の照明開始時刻を経過した後に前記通信
端末の動きを前記センサが検知した場合に送信される前記第２制御信号は、前記所定の照
明開始時刻を経過する前に前記通信端末の動きを前記センサが検知した場合に送信される
前記第２制御信号と同一であってもよい。
【０２３２】
　この場合、例えば夜中にユーザが覚醒した時にもユーザ覚醒後と同様の状態で照明機器
を点灯させることができる。
【０２３３】
　また、上記態様においては、例えば、前記所定の照明開始時刻を経過した後に前記通信
端末の動きを前記センサが検知した場合に送信される前記第２制御信号は、前記所定の照
明開始時刻を経過する前に前記通信端末の動きを前記センサが検知した場合に送信される
前記第２制御信号と異ならせてもよい。
【０２３４】
　この場合、例えば夜中にユーザが覚醒した時にもユーザ覚醒後と異なる状態で照明機器
を点灯させることができる。
【０２３５】
　また、上記態様においては、例えば、前記第１の照明設定情報及び前記第２の照明設定
情報は前記照明機器が照射する光の照度を示し、前記第２照明状態が示す第２照度は、前
記第１照明状態が示す第１照度より明るくてもよい。
【０２３６】
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　この場合、照明機器の照明状態をユーザの覚醒に合わせて適切に設定することができる
。
【０２３７】
　また、上記態様においては、例えば、前記第１の照明設定情報及び前記第２の照明設定
情報は前記照明機器が照射する光の色を示し、前記第１照明状態が示す第１の色は、前記
第２照明状態が示す第２の色と異ならせてもよい。
【０２３８】
　この場合、覚醒前後の照明機器の光の色をユーザの好みに合わせて設定することができ
る。
【０２３９】
　また、上記態様においては、例えば、前記第１の照明設定情報及び前記第２の照明設定
情報は前記照明機器が照射する光の点灯パターンを示し、前記第１照明状態が示す第１の
点灯パターンは、前記第２照明状態が示す第２の点灯パターンと異ならせてもよい。
【０２４０】
　この場合、覚醒前後の照明機器の点灯パターンをユーザの好みに合わせて設定すること
ができる。
【０２４１】
　また、上記態様においては、例えば、前記メモリに対して、前記通信端末がアラーム音
を出力する時刻を表すアラーム設定情報を前記メモリに保持させ、前記アラーム設定情報
に基づいて前記照明開始時刻を決定させてもよい。
【０２４２】
　この場合、アラーム音を出力する時刻を表すアラーム設定情報が保持され、アラーム設
定情報に基づいて、照明開始時刻が決定されるので、ユーザの起床時刻に合わせて照明開
始時刻が決定される。
【０２４３】
　また、上記態様においては、例えば、前記第２制御信号が前記照明機器に送信された時
刻が、前記照明開始時刻よりも前である場合、前記アラーム設定情報を前記メモリに継続
して保持させ、前記コンピュータに対して、前記第２制御信号が前記照明機器に送信され
た時刻が、前記照明開始時刻よりも後である場合、前記アラーム設定情報を前記メモリか
ら消去させてもよい。
【０２４４】
　この場合、第２制御信号を照明機器に送信した時刻が、照明開始時刻よりも前である場
合、アラーム設定情報が継続して保持される。また、第２制御信号を照明機器に送信した
時刻が、照明開始時刻よりも後である場合、アラーム設定情報が消去される。
【０２４５】
　したがって、照明開始時刻よりも前に通信端末の動きが検知されたとしても、アラーム
設定情報が継続して保持されるので、ユーザの起床時刻にアラーム音を出力することがで
きる。
【０２４６】
　また、上記態様においては、例えば、前記通信端末が気象情報を受信すると、受信した
前記気象情報に基づいて、前記アラーム設定情報を決定させてもよい。
【０２４７】
　この場合、気象情報に基づいて、アラーム設定情報が決定されるので、例えば翌日の天
気に応じて起床時刻を自動的に早めることができ、利便性を向上させることができる。
【０２４８】
　また、上記態様においては、例えば、前記通信端末が前記通信端末のユーザのスケジュ
ールを示すスケジュール情報を受信すると、受信した前記スケジュール情報に基づいて、
前記アラーム設定情報を決定させてもよい。
【０２４９】
　この場合、ユーザのスケジュールを示すスケジュール情報が受信され、受信されたスケ
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ジュール情報に基づいて、アラーム設定情報が決定されるので、ユーザの翌日のスケジュ
ールに応じて起床時刻を自動的に決定することができ、利便性を向上させることができる
　また、上記態様においては、例えば、前記第１制御信号は、前記照明機器の照度を徐々
に変化させる制御信号、又は前記照明機器の波長を徐々に変化させる制御信号であっても
よい。
【０２５０】
　この場合、例えば、照明機器の照度を徐々に増加させる、又は照明機器の波長を徐々に
変化させることにより、ユーザを快適に覚醒させることができる。
【０２５１】
　また、上記態様においては、例えば、前記通信端末が、前記照明機器が設置されている
所定の地域における電力使用量を示す電力使用量情報、又は前記地域における所定の時間
帯毎の電力料金を示す電力料金情報を受信すると、受信した前記電力使用量情報又は前記
電力料金情報に基づいて、前記通信端末にて設定可能な照度の範囲、又は前記通信端末に
て設定可能な波長の範囲を決定させてもよい。
【０２５２】
　この場合、電力使用量を示す電力使用量情報、又は所定の時間帯毎の電力料金を示す電
力料金情報が受信される。そして、受信した電力使用量情報、又は電力料金情報に基づい
て、通信端末にて設定可能な前記第２照度の範囲、又は第２の色に対応する波長の範囲が
決定される。
【０２５３】
　したがって、電力使用量情報、又は電力料金情報に基づいて、通信端末にて設定可能な
照度の範囲、又は通信端末にて設定可能な波長の範囲が決定されるので、例えば、照明機
器における電力消費を抑えることができる。
【０２５４】
　また、上記態様においては、例えば、前記通信端末は前記照明機器から照射される光の
照度を計測する計測部を有し、前記計測部によって計測された前記照度に基づいて、前記
通信端末にて設定可能な前記第２照度の範囲、又は前記通信端末にて設定可能な第２の色
に対応する波長の範囲を決定させてもよい。
【０２５５】
　この場合、照明機器から照射される光の照度が計測され、計測された光の照度に基づい
て、通信端末にて設定可能な照度の範囲、又は通信端末にて設定可能な波長の範囲が決定
されるので、例えば、照明機器から照射された光の照度に応じた適切な照度、又は波長に
、照明機器の照明状態を設定することができる。
【０２５６】
　また、上記態様においては、例えば、前記ユーザによる前記照明機器の照明モードの設
定を前記通信端末において受け付けさせ、受け付けた前記照明モードに基づいて、前記通
信端末にて設定可能な照度の範囲、又は前記通信端末にて設定可能な波長の範囲を決定さ
せてもよい。
【０２５７】
　この場合、ユーザによる照明モードの設定が受け付けられ、受け付けられた照明モード
に基づいて、通信端末にて設定可能な照度の範囲、又は通信端末にて設定可能な波長の範
囲が決定される。したがって、照明モードに応じた適切な照度、又は波長に、照明機器の
照明状態を設定することができる。
【０２５８】
　また、上記態様においては、例えば、前記通信端末は前記照明機器から照射される光の
照度を計測する計測部を有し、前記計測部によって前記照明機器から照射される光の照度
を計測させ、前記ユーザによる前記照明機器の照明モードの設定を受け付けさせ、受け付
けた前記照明モードに基づいて、前記第２の照明設定情報が含む照度、又は波長を決定さ
せてもよい。
【０２５９】
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　この場合、照明機器から照射される光の照度が計測され、ユーザによる照明モードの設
定が受け付けられ、計測された周辺照度と、受け付けられた照明モードとに基づいて、第
２の照明設定情報が含む照度、又は波長が決定される。したがって、照明機器の周辺照度
と照明モードとに応じた適切な照度、又は波長に、照明機器の照明状態を設定することが
できる。
【０２６０】
　また、上記態様においては、例えば、前記通信端末は、前記通信端末が置かれた空間に
設置されたカメラと接続されていてもよい。前記通信端末が前記通信端末の動きを検知し
た際に、前記ユーザと同じ空間に居る他のユーザが就寝中であるか否かを前記カメラが撮
像した前記他のユーザの画像に基づいて判断させてもよい。前記他のユーザが就寝中であ
ると判断された場合と、前記他のユーザが就寝中ではないと判断された場合とで、前記第
２の照明設定情報が含む照度、波長、又は点灯パターンを異ならせてもよい。
【０２６１】
　この場合、通信端末の動きを検知した際に、ユーザと同じ空間に居る他のユーザが就寝
中であるか否かが判断される。そして、他のユーザが就寝中であると判断された場合と、
他のユーザが就寝中ではないと判断された場合とで、第２の照明設定情報が含む照度、波
長、又は点灯パターンを異ならせる。
【０２６２】
　したがって、他のユーザが就寝中であると場合と、他のユーザが就寝中ではない場合と
で、第２の照明設定情報が含む照度、波長、又は点灯パターンを異ならせるので、他のユ
ーザの就寝を妨げないように照明機器を制御することができる。
【０２６３】
　また、上記態様においては、例えば、前記通信端末は、前記通信端末が置かれた空間に
設置されたカメラと接続されていてもよい。前記通信端末が前記通信端末の動きを検知し
た際に、前記ユーザと同じ空間に居る他のユーザが就寝中であるか否かを前記カメラが撮
像した前記他のユーザの画像に基づいて判断させてもよい。前記他のユーザが就寝中であ
ると判断された場合、前記照明機器を所定時間点灯させ、前記所定時間経過後に消灯させ
る制御信号を、前記第２制御信号として送信させてもよい。
【０２６４】
　この場合、通信端末の動きを検知した際に、ユーザと同じ空間に居る他のユーザが就寝
中であるか否かが判断される。そして、他のユーザが就寝中であると判断された場合、照
明機器を所定時間点灯させ、所定時間経過後に消灯させる制御信号が、第２の照明設定情
報に基づいた制御信号として送信される。
【０２６５】
　したがって、他のユーザが就寝中である場合、照明機器を所定時間点灯させ、所定時間
経過後に消灯させるので、他のユーザの就寝を妨げないように照明機器を制御することが
できる。
【０２６６】
　また、上記態様においては、例えば、前記通信端末は、前記通信端末が置かれた空間に
設置されたカメラと接続されていてもよい。また、前記照明機器は、前記通信端末が置か
れた空間と同じ空間内の第１領域を照射する第１の照明機器と、前記通信端末が置かれた
空間と同じ空間内の前記第１領域とは異なる第２領域を照射する第２の照明機器とを含ん
でいてもよい。前記通信端末が前記通信端末の動きを検知した際に、前記ユーザと同じ空
間に居る他のユーザが就寝中であるか否かを前記カメラが撮像した前記他のユーザの画像
に基づいて判断させてもよい。そして、前記他のユーザが就寝中であると判断された場合
、前記第２制御信号を前記第１の照明機器に送信させてもよい。
【０２６７】
　この場合、通信端末の動きを検知した際に、ユーザと同じ空間に居る他のユーザが就寝
中であるか否かが判断される。そして、他のユーザが就寝中であると判断された場合と、
他のユーザが就寝中ではないと判断された場合とで、第２の照明設定情報が含む照度、波
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長、又は点灯パターンを異ならせる。
【０２６８】
　したがって、例えば、ユーザが第１領域に存在し、他のユーザが第２領域に存在する場
合に、他のユーザが就寝中である場合と、他のユーザが就寝中ではない場合とで、照度、
波長、又は点灯パターンを異ならせた第２の照明設定情報で、ユーザを照射する第１領域
の第１の照明機器のみ制御させ、他のユーザを照射する第２領域の第２の照明機器は制御
させないように制御できるので、他のユーザの就寝を妨げないように照明機器を制御する
ことができる。
【０２６９】
　また、上記態様においては、例えば、前記通信端末が気象情報を受信すると、受信した
前記気象情報に基づいて、前記第２の照明設定情報が含む照度、波長及び点灯パターンの
うち、少なくとも一つの設定値を決定させてもよい。
【０２７０】
　この場合、気象情報が受信され、受信された気象情報に基づいて、第２の照明設定情報
が含む照度、波長及び点灯パターンのうち、少なくとも一つの設定値が決定されるので、
例えば、ユーザが起床する日における気象情報を照明機器の照度、波長及び点灯パターン
のうち、少なくとも一つの設定値により表すことができ、気象情報をユーザに報知するこ
とができる。
【０２７１】
　また、上記態様においては、例えば、地震が発生したことを示す地震情報を前記通信端
末が受信すると、受信した前記地震情報に基づいて、前記通信端末の動きが、前記ユーザ
によるものか、地震によるものかを判別させ、前記通信端末の動きが地震によるものと判
別された場合、前記第２の照明設定情報が含む照度、波長及び点灯パターンのうち、少な
くとも一つの設定値を、地震が発生したことを示す特定の設定値に変更させ、前記第２制
御信号を前記照明機器に送信させてもよい。
【０２７２】
　この場合、地震が発生したことを示す地震情報が受信される。通信端末の動きが検知さ
れると、受信された地震情報に基づいて、通信端末の動きが、ユーザによるものか、地震
によるものかが判別される。通信端末の動きが地震によるものと判別された場合、第２の
照明設定情報が含む照度、波長及び点灯パターンのうち、少なくとも一つの設定値が、地
震が発生したことを示す特定の設定値に変更され、第２制御信号が照明機器に送信される
。
【０２７３】
　したがって、通信端末の動きが地震によるものと判別された場合、第２の照明設定情報
が含む照度、波長及び点灯パターンのうち、少なくとも一つの設定値が、地震が発生した
ことを示す特定の設定値に変更されるので、照明機器による照明により、ユーザに地震が
発生したことを報知することができる。
【０２７４】
　また、上記態様においては、例えば、地震が発生した後に前記照明機器による前記空間
の照明状態を設定するための第３の照明設定情報を前記メモリに保持させ、前記第３の照
明設定情報は、前記照明機器の照度、波長及び点灯パターンのうち、少なくとも一つの設
定値を含み、前記通信端末の動きが地震によるものと判別された後、前記通信端末の動き
を検知した場合、前記第３の照明設定情報に対応した第３制御信号を前記照明機器に送信
させてもよい。
【０２７５】
　この場合、地震が発生した後に照明機器による空間の照明状態を設定するための第３の
照明設定情報が保持される。第３の照明設定情報は、照明機器の照度、波長及び点灯パタ
ーンのうち、少なくとも一つの設定値を含む。通信端末の動きが地震によるものと判別さ
れた後、通信端末の動きが検知された場合、第３制御信号が照明機器に送信される。
【０２７６】
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　したがって、通信端末の動きが地震によるものと判別された後、通信端末の動きが検知
された場合、第３制御信号が照明機器に送信されるので、地震発生後に、空間を明るく照
らしてユーザの避難を誘導することができる。
【０２７７】
　また、上記態様においては、例えば、前記ユーザが就寝する際に前記照明機器による前
記空間の照明状態を設定するための第４の照明設定情報を前記メモリに保持させ、前記第
４の照明設定情報は、前記照明機器の照度、波長及び点灯パターンのうち、少なくとも一
つの設定値を含み、前記通信端末の動きが検知された時刻の履歴を示すログ情報に基づい
て、前記ユーザの推奨就寝時刻を決定させ、現在時刻が前記推奨就寝時刻になると、前記
第４の照明設定情報に対応した第４制御信号を前記照明機器に送信させてもよい。
【０２７８】
　この場合、ユーザが就寝する際に照明機器による空間の照明状態を設定するための第４
の照明設定情報が保持される。第４の照明設定情報は、照明機器の照度、波長及び点灯パ
ターンのうち、少なくとも一つの設定値を含む。通信端末の動きが検知された時刻の履歴
を示すログ情報に基づいて、ユーザの推奨就寝時刻が決定される。そして、現在時刻が推
奨就寝時刻になると、第４制御信号が照明機器に送信される。
【０２７９】
　したがって、通信端末の動きが検知された時刻の履歴を示すログ情報に基づいて、ユー
ザの推奨就寝時刻が決定されるので、ユーザが就寝する時刻を自動的に決定し、利便性を
向上させることができる。また、現在時刻が推奨就寝時刻になると、ユーザが就寝する際
に照明機器による空間の照明状態を設定するための第４制御信号が照明機器に送信される
ので、ユーザに就寝する時刻であることを報知するとともに、就寝時に適した照明制御を
行うことができる。
【０２８０】
　また、上記態様においては、例えば、前記第４制御信号は、前記照明機器の照度を徐々
に変化させる制御信号、又は前記照明機器の波長を徐々に変化させる制御信号であっても
よい。
【０２８１】
　この場合、第４制御信号は、例えば、照明機器の照度を徐々に減少させる制御信号、又
は照明機器の波長を徐々に変化させる制御信号とすることができるので、ユーザに快適な
就寝を提供することができる。
【０２８２】
　また、上記態様においては、例えば、前記第４の照明設定情報は、気象情報に対応する
、前記照明機器による前記空間の複数の照明状態を含み、前記通信端末が気象情報を受信
すると、前記第４の照明設定情報が示す複数の照明状態の中から前記受信した気象情報に
対応する照明状態に決定させてもよい。
【０２８３】
　この場合、気象情報が受信され、受信された気象情報に応じた照明状態に決定されるの
で、例えば、ユーザが就寝する日の翌日における気象情報を照明機器の照明状態により表
すことができ、気象情報をユーザに報知することができる。
【０２８４】
　また、本開示にかかる他の態様は、ネットワークを介して照明機器を制御する通信端末
の制御方法であって、前記通信端末は、メモリ及び前記通信端末の動きを検知するセンサ
を有し、前記通信端末のコンピュータに対して、前記照明機器から照射される光の照度を
第１照度に設定するための第１の照明設定情報と、前記照明機器から照射される光の照度
を前記第１照度より明るい第２照度に設定するための第２の照明設定情報とを、前記メモ
リに保持させ、前記照明機器を点灯させる所定の照明開始時刻になると、前記第１の照明
設定情報に対応する第１制御信号を、前記ネットワークを介して前記照明機器に送信させ
て前記照明機器を前記第１照度にて点灯させ、前記所定の照明開始時刻経過後に前記通信
端末が動きを前記センサが検知すると、前記第２の照明設定情報に対応する第２制御信号
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を、前記ネットワークを介して前記照明機器に送信させて前記照明機器から照射される光
の照度を前記第１照度から前記第２照度に変更させるものである。
【０２８５】
　この場合、ユーザが覚醒する前の照明状態を設定するための第１の照明設定情報と、ユ
ーザが覚醒した後の照明機器の照明状態を設定するための第２の照明設定情報とが保持さ
れる。そして、現在時刻が照明開始時刻になると、第１制御信号が照明機器に送信され、
照明機器が第１の照度で点灯される。通信端末の動きが検知されると、第２制御信号が照
明機器に送信され、第１の照度より明るい第２の照度で照明機器が点灯される。
【０２８６】
　したがって、通信端末の動きによってユーザが目覚めたことを簡易に認識することがで
きるとともに、ユーザが目覚めた後の照明機器を簡易に且つ適切に制御することができる
。
【０２８７】
　また、上記態様においては、例えば、前記所定の照明開始時刻を経過する前であっても
前記通信端末の動きを前記センサが検知すると、前記第２制御信号を、前記ネットワーク
を介して前記照明機器に送信させて、前記照明機器を前記第２照明状態にて点灯させても
よい。
【０２８８】
　この場合、例えば夜中にユーザが覚醒した時にも照明機器を点灯させることができる。
【０２８９】
　また、上記態様においては、例えば、前記所定の照明開始時刻を経過する前であっても
前記通信端末が着信を検知すると、前記第２制御信号を、前記ネットワークを介して前記
照明機器に送信させて、前記照明機器を前記第２照度にて点灯させてもよい。
【０２９０】
　また、上記態様においては、例えば、前記通信端末は、メッセージアプリケーション、
又は電話アプリケーションを搭載し、前記着信は、前記メッセージアプリケーションによ
るメッセージの受信、又は、前記電話アプリケーションによる電話の着信を含んでもよい
。
【０２９１】
　この場合、例えば夜中に電話の着信、又はメールの受信があった時でも、照明機器を第
２照度にて点灯させることができる。
【０２９２】
　また、上記態様においては、例えば、前記所定の照明開始時刻を経過した後に前記通信
端末の動きを前記センサが検知した場合に前記第２の照明設定情報によって設定される前
記第２照度は、前記所定の照明開始時刻を経過する前に前記通信端末の動きを前記センサ
が検知した場合に前記第２の照明設定情報によって設定される前記第２照度と同一であっ
てもよい。
【０２９３】
　この場合、例えば夜中にユーザが覚醒した時にも照明機器を第２の照度にて点灯させる
ことができる。
【０２９４】
　また、上記態様においては、例えば、前記所定の照明開始時刻を経過した後に前記通信
端末の動きを前記センサが検知した場合に前記第２の照明設定情報によって設定される前
記第２照度は、前記所定の照明開始時刻を経過する前に前記通信端末の動きを前記センサ
が検知した場合に前記第２の照明設定情報によって設定される前記第２照度とは異ならせ
てもよい。
【０２９５】
　この場合、例えば夜中にユーザが覚醒した時にも照明機器を第２の照度とは異なる照度
（照度０を含む第２照度より暗い照度）にて点灯させることができる。
【０２９６】
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　また、上記態様においては、例えば、前記第１の照明設定情報及び前記第２の照明設定
情報は前記照明機器が照射する光の色を設定するための情報を含み、前記第１設定情報が
示す第１の色は、前記第２設定情報が示す第２の色と異ならせてもよい。
【０２９７】
　この場合、覚醒前後の照明機器の光の色をユーザの好みによって適切に設定することが
できる。
【０２９８】
　また、上記態様においては、例えば、前記第１の照明設定情報及び前記第２の照明設定
情報は前記照明機器が照射する光の点灯パターンを設定するための情報を含み、前記第１
設定情報が示す第１の点灯パターンは、前記第２設定情報が示す第２の点灯パターンと異
ならせてもよい。
【０２９９】
　この場合、覚醒前後の照明機器の点灯パターンをユーザの好みによって適切に設定する
ことができる。
【産業上の利用可能性】
【０３００】
　本開示によれば、ネットワークを介して照明機器を制御する通信端末の制御方法として
有用である。
【符号の説明】
【０３０１】
　１　　入力部
　２，１１，１２　　アラーム設定情報管理部
　３　　アラーム制御部
　４　　端末状態検知部
　５，１０　　照明設定情報管理部
　６　　照明制御部
　７　　通信部
　８　　照明設定項目決定部
　９　　照度計測部
　１３　　ユーザ識別情報取得部
　２１　　通信部
　２２　　運転制御部
　４１　　電力情報管理部
　４２　　通信部
　４３　　気象情報管理部
　４５　　スケジュール情報管理部
　４６　　ユーザ識別情報管理部
　４７　　地震情報管理部
　４８　　端末状態管理部
　４９　　就寝時刻決定部
　５１　　人物状態検知部
　５２　　通信部
　１００　　通信端末
　２００　　照明機器
　２００ａ　　第１の照明機器
　２００ｂ　　第２の照明機器
　３００　　ネットワーク
　４００，４０１，４０３，４０４，４０５，４０６，４０７　　サーバ
　５００　　人物検知装置
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