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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の照明器具の光源によって照明される照明エリアの画像データを得る撮像装置と；
　前記撮像装置で得られた画像データに基づき前記照明エリアの人間の存否及び人間の動
作速度を検知する人体情報検知手段と；
　前記人体情報検知手段で検知した前記照明エリアの人間の動作速度に基づいて、前記照
明エリアの画像データを予め複数に区分した各々の区分領域が人間の滞在する滞在領域か
そうでない非滞在領域かを判定する滞在領域判定手段と；
　前記滞在領域判定手段の判定結果に基づき滞在領域と非滞在領域とで照明器具に対し異
なる照明制御を行う照明制御手段と；
を備えたことを特徴とする照明制御装置。
【請求項２】
　前記滞在領域判定手段で判定された判定結果に基づき各々の区分領域が滞在領域か非滞
在領域かを示す設定値を記憶する記憶装置を備え、
　前記照明制御手段は前記記憶装置に記憶された設定値に基づき照明器具の照明制御を行
うことを特徴とする請求項１記載の照明制御装置。
【請求項３】
　前記記憶装置には、初期設定値として照明エリアのすべての区分領域を予め滞在領域と
して記憶しておき、
　所定時間内の前記滞在領域判定手段の判定回数に対し、非滞在領域であると判定された
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回数が、所定回数以上であるか否かを判定し、所定回数以上であるときはその区分領域を
非滞在領域として前記記憶装置に設定値を更新記憶する滞在領域設定手段を備えたことを
特徴とする請求項２記載の照明制御装置。
【請求項４】
　前記照明制御手段は、前記人体情報検知手段で人間の存在を検知したときに前記滞在領
域判定手段で前記区分領域が滞在領域か非滞在領域かを判定し、得られた判定結果に基づ
き照明器具に対し滞在領域と非滞在領域とで異なる照明制御を行うことを特徴とする請求
項１記載の照明制御装置。
【請求項５】
　前記照明制御手段は、滞在領域に対しては照明器具の点灯保持時間を長くし、非滞在領
域に対しては照明器具の点灯保持時間を短くすることを特徴とする請求項１乃至４のいず
れか一記載の照明制御装置。
【請求項６】
　前記照明制御手段は、滞在領域に対しては照明器具の照度を高くし、非滞在領域に対し
ては照明器具の照度を低くすることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一記載の照明
制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、複数の照明器具の光源によって照明される照明エリアの人の存否
に応じて複数の照明器具を照明制御する照明制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　居室の天井などに設置された撮像装置によって室内における画像データを取得し、撮像
装置で得られた画像データに基づき、複数の照明器具の光源によって照明される照明エリ
アの人間の存否を判定し、その判定結果に応じて照明器具の点滅および調光を制御するよ
うにした照明制御装置がある。
【０００３】
　撮像装置による人間の存否の検出は、例えば、一定時間間隔をおいて撮像した２つ以上
の画像を比較して変化のある部分を特定することによって行われる。また、照明器具の点
滅や調光の制御は、例えば、人間の存在を検出すると予め定めた点灯保持時間だけ照明器
具の点灯を保持し、点灯保持時間の経過後に調光制御により予め定めたフェード時間で徐
々に減光して所定の暗点灯で保持したり、照明器具を消灯したりしている。
【０００４】
　ここで、点灯保持時間とは、人間の存在を検出してから照明器具の点灯状態を保持する
時間をいう。従って、その点灯保持時間内に新たに人間の存在を検出すると、その時点か
ら点灯保持時間がカウントされ、人間の存在が継続して検出されているときは、照明器具
は連続点灯となる。また、フェードとは、照明器具の照度を徐々に変化させることをいい
、フェード時間とは、照明器具の通常の点灯状態から所定の暗点灯になるまであるいは消
灯するまでの時間をいう。従来においては、同じ照明エリアにおいては、一律に点灯保持
時間やフェード時間を設定していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２６６５０１号公報
【特許文献２】特開２００９－２６６５３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、同じ照明エリアにおいて、一律に点灯保持時間やフェード時間を設定している
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と、人間が常時存在する領域、あるいは一時的に人間が存在する領域であっても、同じ点
灯保持時間やフェード時間で照明制御が行われることになるので、省エネルギーの観点か
らは好ましくない。
【０００７】
　そこで、照明エリアを区分領域毎に分割して点灯保持時間やフェード時間を手動で設定
することが考えられるが、そうすると、設定作業に多大な時間を費やすことになる。
【０００８】
　本発明の目的は、照明エリアを区分した区分領域が人間の滞在する滞在領域かそうでな
い非滞在領域かを判定でき、判定した領域毎に異なる照明制御を行える照明制御装置を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の実施形態に係る照明制御システムは、複数の照明器具の光源によって照明され
る照明エリアの画像データを取り込む撮像装置を有する。人体情報検知手段は、撮像装置
で得られた画像データに基づき照明エリアの人間の存否及び人間の動作速度を検知する。
滞在領域判定手段は、人体情報検知手段で検知した照明エリアの人間の動作速度に基づい
て、照明エリアを予め複数に区分した各々の区分領域が人間の滞在する滞在領域かそうで
ない非滞在領域かを判定する。そして、照明制御手段は、滞在領域判定手段の判定結果で
ある滞在領域と非滞在領域とで照明器具に対し異なる照明制御を行う。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、照明エリアを人間が滞在する滞在領域か、そうでない非滞在領域かを
判定でき、判定した領域毎に異なる照明制御を行える。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態に係る照明制御装置の実施例１の構成図。
【図２】本発明の実施形態に係る照明制御装置が適用される照明エリアの説明図。
【図３】照明エリアの時系列画像データの一例を示す平面図。
【図４】図３に示した時系列画像データの続きの時系列画像データを示す平面図。
【図５】本発明の実施形態における照明制御手段による照明制御内容の説明図。
【図６】本発明の実施形態に係る照明制御装置の実施例２の構成図。
【図７】本発明の実施形態に係る照明制御装置の実施例３の構成図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態を説明する。図１は、本発明の実施形態に係る照明制御装置の
実施例１の構成図である。撮像装置１１は、複数の照明器具の光源によって照明される照
明エリアの画像データを所定周期で時系列的に得るように構成されている。撮像装置１１
は、ＣＣＤ（Charge Coupled Device ）やＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semico
nductor ）等の固体撮像素子と光学レンズを有し、さらに信号処理回路を含んで一体的に
構成される。例えば、室内の天井や壁面等に設置されて室内を時系列に順次撮像して時系
列の画像データを取得し、制御装置１２に送出する。
【００１３】
　撮像装置１１に用いられる光学レンズは、例えば、広角レンズや魚眼レンズであり、広
角レンズや魚眼レンズを使用することによって、室内の広い範囲を撮像できるようにして
いる。また、固体撮像素子は、カラー用あるいは白黒用いずれであってもよく、赤外域ま
での感度を有するものが望ましい。照明器具の、照明消灯時においても人間の動きを判別
できるようにするためである。
【００１４】
　制御装置は、例えば、マイコン（マイクロコンピュータ）等のコンピュータを用いて構
成される。図１では、制御装置の演算処理機能をブロックで示している。撮像装置１１か
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らの時系列の画像データは、制御装置１２の人体情報検知手段１３に入力される。人体情
報検知手段１３は、撮像装置１１で得られた時系列の画像データに基づき照明エリアの人
間の存否及び人間の動作速度を検知する。
【００１５】
　例えば、１周期前に取得した画像データと、現在周期で取得した画像データとを比較し
、画像データ中の変化のある部分を特定し、その画像データ変化部分を人体情報としてい
る。すなわち、画像データ変化部分の動線（軌跡）や移動距離により人間の存否を判断す
る。さらに、その画像データ変化部分の動作速度により人間の動作速度を検知する。
【００１６】
　滞在領域判定手段１４は、人体情報検知手段１３で検知した照明エリアの人間の動作速
度に基づいて、照明エリアを予め複数に区分した各々の区分領域が人間の滞在する滞在領
域かそうでない非滞在領域かを判定する。滞在領域判定手段１４の判定結果は、照明制御
手段１５に出力される。例えば、一つの区分領域で人間の存在を検知し続けている場合は
、人間がその区分領域内に滞在していると判断し滞在領域と判定し、画像データの変化部
分が複数の区分領域に跨って所定の方向へ移動している場合には人体が移動していると判
断し、非滞在領域と判定する。
【００１７】
　照明制御手段１５は、人体情報検知手段１３で人間の存在を検知すると、人間を検知し
た区分領域の照明制御を行う。その際に、滞在領域判定手段１４の判定結果に基づき、滞
在領域と判定された区分領域と、非滞在領域と判定された区分領域とで、その区分領域に
配置された照明器具１６に対し異なる照明制御を行う。例えば、滞在領域に対しては、照
明器具１６の点灯保持時間を長くしたり、照明器具１６の照度を高くしたりする。一方、
非滞在領域に対しては、照明器具１６の点灯保持時間を短くしたり、照明器具の照度を低
くしたりする。
【００１８】
　図２は、本発明の実施形態に係る照明制御装置が適用される照明エリアの説明図である
。図２では、通路と執務室とを含んだ照明エリア１７を示している。照明エリア１７の天
井には、複数個の照明器具１６及び撮像装置１１が配置されている。複数個の照明器具１
６は照明エリア１７を照明し、撮像装置１１は、複数の照明器具１６の光源によって照明
される照明エリア１７の画像データを取り込む。
【００１９】
　照明エリア１７は、便宜上、予め複数に区分されて区分領域が定められている。この区
分領域は、滞在領域判定手段１４が滞在領域か非滞在領域かを判定する単位領域である。
図２では、６行（Ａ～Ｆ）、１０列（１～１０）の６０個の区分領域に区分された場合を
示している。
【００２０】
　図３及び図４は、照明エリアの時系列画像データの一例を示す平面図であり、図３（ａ
）～（ｃ）、図４（ｃ）～（ｆ）の順に時間が経過した場合を示している。簡単のため、
黒の塗り潰し部分が人間に相当する物体であると仮定して以下説明を行う。照明エリア１
７は通路と執務室とを含んだエリアであり、執務室は人間が常時滞在する確率が高い領域
であり、通路は一時的に人が滞在する確率が高い領域である。図３（ａ）は、１回目の周
期で得られた照明エリア１７の画像データであり、区分領域（Ａ，４）、（Ｂ，１）、（
Ｂ，６）、（Ｂ，７）、（Ｃ，３）、（Ｃ，４）、（Ｃ，６）、（Ｃ，９）、（Ｄ，５）
～（Ｄ，８）、（Ｄ，１０）、（Ｅ，１）、（Ｅ，３）、（Ｅ，６）、（Ｆ，２）、（Ｆ
，６）には、人間と推定できる物体が存在しないこととする。
【００２１】
　図３（ｂ）は２回目の周期で得られた照明エリア１７の画像データである。今回の周期
で得られた図３（ｂ）の画像データと１回前の周期で得られた図３（ａ）の画像データと
を比較すると、区分領域（Ａ，６）から人間と推定できる物体がなくなり、区分領域（Ｂ
，６）に新たに人間と推定できる物体が存在することが分かる。その他の区分領域におい
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ては、人間と推定できる物体の増減はない。また、人間と推定できる物体が存在した区分
領域のうち、区分領域（Ａ，１）、（Ａ，５）、（Ａ，８）、（Ｂ，２）、（Ｂ，４）、
（Ｂ，５）、（Ｂ，９）、（Ｂ，１０）、（Ｃ，１）、（Ｃ，７）、（Ｃ，８）、（Ｅ，
２）～（Ｅ，４）、（Ｅ，９）、（Ｆ，３）、（Ｆ，４）、（Ｆ，７）～（Ｆ，１０）に
ついては、人間と推定できる物体の動きに変化がなく、人間と推定できる物体が存在した
区分領域の残りの区分領域については人間と推定できる物体の動きがある。
【００２２】
　図３（ｃ）は３回目の周期で得られた照明エリア１７の画像データである。今回の周期
で得られた図３（ｃ）の画像データと１回前の周期で得られた図３（ｂ）の画像データと
を比較すると、区分領域（Ａ，６）に新たに人間と推定できる物体が存在し、区分領域（
Ｂ，６）から人間と推定できる物体がなくなり、区分領域（Ｃ，６）に新たに人間と推定
できる物体が存在することが分かる。その他の区分領域においては、人間と推定できる物
体の増減はない。また、人間と推定できる物体の動きがなかった区分領域のうち、区分領
域（Ａ、１）、（Ｂ，５）、（Ｂ，１０）においては、３回目の周期で得られた照明エリ
ア１７の画像データにおいても動きがない。
【００２３】
　図４（ｄ）は４回目の周期で得られた照明エリア１７の画像データである。今回の周期
で得られた図４（ｄ）の画像データと１回前の周期で得られた図３（ｃ）の画像データと
を比較すると、区分領域（Ａ，６）、（Ｃ，６）から人間と推定できる物体がなくなり、
区分領域（Ｂ，６）、（Ｄ，６）に新たに人間と推定できる物体が存在することが分かる
。その他の区分領域においては、人間と推定できる物体の増減はない。また、人間と推定
できる物体の動きがなかった区分領域のうち、区分領域（Ａ、１）においては、４回目の
周期で得られた照明エリア１７の画像データにおいても動きがない。
【００２４】
　図４（ｅ）は５回目の周期で得られた照明エリア１７の画像データである。今回の周期
で得られた図４（ｅ）の画像データと１回前の周期で得られた図４（ｄ）の画像データと
を比較すると、区分領域（Ｂ，６）、（Ｄ，６）から人間と推定できる物体がなくなり、
区分領域（Ｂ，７）、（Ｅ，６）に新たに人間と推定できる物体が存在することが分かる
。その他の区分領域においては、人間と推定できる物体の増減はない。また、人間と推定
できる物体の動きがなかった区分領域のうち、区分領域（Ａ、１）においては、５回目の
周期で得られた照明エリア１７の画像データにおいても動きがない。
【００２５】
　図４（ｆ）は６回目の周期で得られた照明エリア１７の画像データである。今回の周期
で得られた図４（ｆ）の画像データと１回前の周期で得られた図４（ｅ）の画像データと
を比較すると、区分領域（Ｅ，６）、から人間と推定できる物体がなくなり、区分領域（
Ｆ，６）に新たに人間と推定できる物体が存在することが分かる。その他の区分領域にお
いては、人間と推定できる物体の増減はない。また、人間と推定できる物体の動きがなか
った区分領域のうち、区分領域（Ａ、１）においては、６回目の周期で得られた照明エリ
ア１７の画像データにおいても動きがない。
【００２６】
　人体情報検知手段１３は、このような照明エリア１７の時系列の画像データに基づき、
画像データ変化部分の動線（軌跡）や移動距離により人間の存否を判断する。いま、図３
（ａ）～図４（ｆ）の画像データの区分領域Ａ２に着目する。区分領域（Ａ，２）には、
人間と推定できる物体が常時存在する。そして、例えば、図３（ａ）の画像データと図３
（ｂ）の画像データとを比較すると、人間と推定できる物体の動きがあることがわかる。
従って、区分領域（Ａ，２）の物体は人間であると判定する。
【００２７】
　また、図３（ａ）～図４（ｆ）の画像データの区分領域（Ａ，６）～（Ｆ，６）に着目
すると、図３（ａ）の画像データでは、区分領域（Ａ，６）に人間と推定できる物体が存
在し、区分領域（Ｂ，６）には人間と推定できる物体が存在しないが、図３（ｂ）の画像
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データでは、区分領域（Ｂ，６）に人間と推定できる物体が存在し、区分領域（Ａ，６）
には人間と推定できる物体が存在しない。このことから、人間と推定できる物体は区分領
域（Ａ，６）から区分領域（Ｂ，６）に移動したと考えられ、しかも、図３（ａ）の画像
データの区分領域（Ａ，６）と、図３（ｂ）の画像データの区分領域（Ｂ，６）とを比較
すると、人間と推定できる物体に動きがあることが分かる。そこで、区分領域（Ａ，６）
から区分領域（Ｂ，６）に移動した物体は人間であると判断する。
【００２８】
　この場合、照明エリア１７の区分領域（Ａ，６）から区分領域（Ｂ，６）に移動した時
間は１周期分の時間であり、移動距離は１区分領域であるので、これから、そのときの人
間の動作速度を検知する。
【００２９】
　滞在領域判定手段１４は、人体情報検知手段１３で検知した照明エリア１７の人間の動
作速度に基づいて、照明エリア１７を予め複数に区分した各々の区分領域が人間の滞在す
る滞在領域か、または、そうでない非滞在領域かを判定する。すなわち、区分領域（Ａ，
６）～（Ｆ，６）は人間の動作速度が大きいので、非滞在領域（通路）であると判定する
。一方、区分領域（Ａ，６）～（Ｆ，６）以外の領域、例えば、区分領域（Ａ，２）は、
人間の動きはあるが、移動距離や動作速度が大きくないので、滞在領域（執務室）である
と判定する。
【００３０】
　照明制御手段１５は、滞在領域に対しては照明器具１６の点灯保持時間を長くし、非滞
在領域に対しては照明器具１６の点灯保持時間を短くした照明制御を行う。非滞在領域は
一時的に人間が通過するだけであるから、照明器具１６の点灯保持時間を短くして省エネ
ルギー化を図るためである。
【００３１】
　図５は、照明制御手段１５による照明制御内容の説明図である。図５（ａ）は滞在領域
判定手段１４にて滞在領域であると判定された区分領域に配置された照明器具の照明制御
内容の説明図である。時点ｔ０で人間を検知したとすると、照明制御手段１５は、滞在領
域である区分領域の照明器具１６を点灯する。この場合、設定された点灯保持時間Ｔ１だ
け点灯状態を継続し、点灯保持時間Ｔ１となった時点ｔ１において、人間の検知がないと
きは、予め定めたフェード時間Ｔ２で徐々に減光し時点ｔ２で不在調光度となると、時点
ｔ２以降はその不在調光度で暗点灯を保持する。なお、不在調光度に代えて照明器具１６
を消灯するようにしてもよい。
【００３２】
　図５（ｂ）は、図５（ａ）の点灯保持時間Ｔ１の継続中に、人間を検知した場合の照明
制御内容の説明図である。時点ｔ０で人間を検知したとすると、照明制御手段１５は、そ
の滞在領域に対応する区分領域の照明器具１６を点灯する。時点ｔ０１、ｔ０２、ｔ０３
で、人間の検知があると、照明制御手段１５は、新たに人間を検知した時点ｔ０１、ｔ０
２、ｔ０３から新たに点灯保持時間Ｔ１をカウント開始する。ここで、時点ｔ０、ｔ０１
、ｔ０２、ｔ０３、ｔ０４同士の時間間隔は点灯保持時間Ｔ１よりも短い。従って、点灯
保持時間Ｔ１の継続中に新たに人間を検知したときに照明器具は点灯を継続する。そして
、時点ｔ０４で点灯保持時間Ｔ１をカウント開始してから、点灯保持時間Ｔ１の間に、人
間の検知がないときは、予め定めたフェード時間Ｔ２で徐々に減光し時点ｔ２で不在調光
度となると、時点ｔ２以降は、その不在調光度で暗点灯を保持する。なお、この場合も、
不在調光度に代えて照明器具１６を消灯するようにしてもよい。
【００３３】
　次に、図５（ｃ）は滞在領域判定手段１４にて非滞在領域であると判定された区分領域
に配置された照明器具の照明制御内容の説明図である。時点ｔ０で人間が検知されたとす
ると、照明制御手段１５は、その非滞在領域であると判定された区分領域の照明器具１６
を点灯する。この場合、Ｔ１よりも短く設定された点灯保持時間Ｔ３だけ点灯状態を継続
し、点灯保持時間Ｔ３となった時点ｔ１において、人間の検知がないときは、Ｔ２よりも
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短く設定されたフェード時間Ｔ４で徐々に減光し時点ｔ２で不在調光度となると、時点ｔ
２以降はその不在調光度で暗点灯を保持する。なお、不在調光度に代えて照明器具１６を
消灯するようにしてもよい。
【００３４】
　図５（ｄ）は、図５（ｃ）の点灯保持時間Ｔ３の継続中に、人間を検知した場合の照明
制御内容の説明図である。時点ｔ０で人間を検知したとすると、照明制御手段１５は、そ
の非滞在領域に対応する区分領域の照明器具１６を点灯する。さらに、時点ｔ０１、ｔ０
２で、人間の検知があると、照明制御手段１５は、その時点ｔ０１、ｔ０２から点灯保持
時間Ｔ３をカウント開始し、照明器具の点灯を継続する。そして、時点ｔ０３で点灯保持
時間Ｔ３をカウント開始してから、点灯保持時間Ｔ３の間に、人間の検知がないときは、
予め定めたフェード時間Ｔ４で徐々に減光し時点ｔ２で不在調光度となると、時点ｔ２以
降は、その不在調光度で暗点灯を保持する。なお、この場合も、不在調光度に代えて照明
器具１６を消灯するようにしてもよい。
【００３５】
　以上の説明では、滞在領域に対して照明器具の点灯保持時間を長くし、非滞在領域に対
して照明器具の点灯保持時間を短くするようにしたが、滞在領域に対して照明器具の照度
を高くし、非滞在領域に対して照明器具の照度を低くするようにしてもよいし、点灯保持
時間の長短と照度高低を組み合わせてもよい。
【００３６】
　本発明の実施形態に係る実施例１によれば、照明エリアの画像データから人間を検出す
るとともに、検出する人間の動作速度に基づいて、執務室などの人間が滞在する滞在領域
か、通路などの非滞在領域かをその都度判定するので、執務室の配置換えを行った場合に
も滞在領域と非滞在領域とを適切に判別できる。また、人間を検知したときは滞在領域ま
たは非滞在領域に応じて、照明器具の点灯保持時間や不在調光度までのフェード時間を調
整するので、無駄な点灯保持時間を低減でき省エネルギー化を図れる。
【００３７】
　次に、本発明の実施形態に係る照明制御装置の他の実施例を説明する。図６は、本発明
の実施形態に係る照明制御装置の実施例２の構成図である。この実施例２は、図１に示し
た実施例１に対し、記憶装置１８に滞在領域設定値記憶部１９及び非滞在領域設定値記憶
部２０を設け、滞在領域判定手段１４で判定された判定結果に基づき各々の区分領域が滞
在領域か非滞在領域かを示す設定値を記憶装置１８に記憶しておき、照明制御手段１５は
記憶装置１８に記憶された設定値に基づき照明器具１６の照明制御を行うようにしたもの
である。
【００３８】
　すなわち、図１に示した実施例１では、滞在領域判定手段１４で判定結果が得られる度
に、滞在領域と非滞在領域とで照明器具１６に対し異なる照明制御を行うようにしたが、
この実施例２では、記憶装置１８に記憶された滞在領域設定値及び非滞在領域設定値によ
り、執務室などの人間が滞在する滞在領域か、または通路などの非滞在領域かを判別する
ようにしたものである。図１と同一要素には、同一符号を付し重複する説明は省略する。
【００３９】
　滞在領域判定手段１４は、実施例１の場合と同様に、人体情報検知手段１３で検知した
照明エリアの人間の動作速度に基づいて、照明エリアを予め複数に区分した各々の区分領
域が人間の滞在する滞在領域かそうでない非滞在領域かを判定し、その判定結果を設定値
として記憶装置１８に記憶する。すなわち、滞在領域判定手段１４は、滞在領域と判定し
た区分領域を滞在領域設定値記憶部１９に記憶し、非滞在領域と判定した区分領域を非滞
在領域設定値記憶部２０に記憶する。そして、滞在領域か非滞在領域かを最初に判定し、
設定値として記憶した判定結果を初期値とする。なお、判定結果を利用することなく予め
設定値を初期値として設定しておいてもよい。
【００４０】
　照明制御手段１５は、人体情報検知手段１３で人間が検知されると、記憶装置１８の滞
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在領域設定値記憶部１９に記憶された滞在領域設定値及び非滞在領域設定値記憶部２０に
記憶された非滞在領域設定値を参照し、人間が検知された区分領域が滞在領域か非滞在領
域かを判定する。そして、滞在領域と判定された区分領域と、非滞在領域と判定された区
分領域とで、照明器具１６に対し異なる照明制御を行う。例えば、滞在領域に対しては、
照明器具１６の点灯保持時間を長くしたり、照明器具１６の照度を高くしたりする。一方
、非滞在領域に対しては、照明器具１６の点灯保持時間を短くしたり、照明器具の照度を
低くしたりする。なお、滞在領域か非滞在領域かの判定はある程度のデータを蓄積した上
で適宜滞在領域設定値及び非滞在領域設定値の更新を行ってもよい。例えば、滞在領域と
して記憶されている区分領域について、非滞在領域であると所定時間あるいは所定回数判
定された場合には非滞在領域として記憶する。あるいは、非滞在領域として記憶されてい
る区分領域について、滞在領域であると所定時間あるいは所定回数判定された場合には滞
在領域として記憶する。
【００４１】
　本発明の実施形態に係る実施例２によれば、滞在領域か非滞在領域かを記憶装置１８に
記憶した滞在領域設定値及び非滞在領域設定値を参照して判定するので、滞在領域か非滞
在領域かの判定が容易に行えるとともに、作業者の突発的な動きによらず安定した制御を
行うことができる。
【００４２】
　図７は、本発明の実施形態に係る照明制御装置の実施例３の構成図である。この実施例
３は、図２に示した実施例１に対し、記憶装置１８には、滞在領域判定手段１４で判定さ
れた判定結果設定値に代えて、初期設定値として照明エリアのすべての区分領域を予め滞
在領域として記憶しておき、滞在領域設定手段２１により、非滞在領域であると判定され
た区分領域については滞在領域に代えて非滞在領域として設定するようにしたものである
。図６と同一要素には、同一符号を付し重複する説明は省略する。
【００４３】
　記憶装置１８には、滞在領域記憶部２２及び非滞在領域記憶部２３が設けられている。
滞在領域記憶部２２には滞在領域の区分領域が記憶され、非滞在領域記憶部２３には非滞
在領域の区分領域が記憶される。滞在領域記憶部２２には、初期値として、照明エリアの
すべての区分領域が予め記憶されている。また、滞在領域設定手段２１は、滞在領域判定
手段１４の判定結果が非滞在領域であると判定された区分領域に対して、非滞在領域とし
て設定するものである。
【００４４】
　すなわち、滞在領域設定手段２１は、滞在領域判定手段１４の判定結果が非滞在領域で
あると判定された区分領域に対して、所定時間内に非滞在領域であると判定された回数が
所定回数以上であるか否かを判定し、所定回数以上であるときはその区分領域を非滞在領
域として記憶装置１８の非滞在領域記憶部２３に更新記憶する。
【００４５】
　所定時間は、例えば、１週間あるいは１ヶ月程度の時間とする。また、所定回数として
は、滞在領域判定手段１４により、滞在領域と判定された回数と非滞在領域と判定された
回数との比率に応じて、異なる所定回数とするようにしてもよい。例えば、滞在領域と判
定された回数と非滞在領域と判定された回数との比率が１００％であるときは、所定回数
として１０回、その比率が９０％であるときは２０回、その比率が８０％であるときは４
０回とする。このように、比率が小さくなるほど所定回数を大きくする。そして、その比
率が５０％以下であるときは、非滞在領域に設定しないようにする。すなわち、所定時間
内の滞在領域判定手段の判定回数に対し、非滞在領域であると判定された回数が、所定回
数以上であるか否かを判定し、所定回数以上であるときはその区分領域を非滞在領域とし
て記憶装置に設定値を更新記憶することができる。
【００４６】
　また、一旦、非滞在領域に設定された場合であっても、その比率が５０％以下となった
ときは、非滞在領域記憶部２３から非滞在領域の設定を削除し、滞在領域記憶部２２に滞
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在領域として更新記憶し、元の状態に戻すようにする。
【００４７】
　本発明の実施形態に係る実施例３によれば、初期設定値としてすべての区分領域を滞在
領域として記憶しておき、滞在領域設定手段２１により、非滞在領域を設定するので、執
務室の配置換えを行った場合でも、実情にあった滞在領域及び非滞在領域を設定できる。
【００４８】
　以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は
、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、
種々の省略、置き換え変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範
囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含ま
れる。
【符号の説明】
【００４９】
１１…撮像装置、１２…制御装置、１３…人体情報検知手段、１４…滞在領域判定手段、
１５…照明制御手段、１６…照明器具、１７…照明エリア、１８…記憶装置、１９…滞在
領域記憶部、２０…非滞在領域記憶部、２１…非滞在領域設定手段、２２…滞在領域記憶
部、２３…非滞在領域記憶部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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