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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明器具のグループに与えられるグループ照明コントローラの出力によって前記照明器
具のグループの調光状態を制御するグループ照明コントローラと、
　前記照明器具のグループの第１の照明器具であって、前記第１の照明器具は、
　　第１の光源、
　　第１のセンサ値を与える第１のセンサであって、
　　　前記第１のセンサ値が前記第１の照明器具の近くの光レベルを示す、第１の昼光セ
ンサ、
　　　前記第１のセンサ値が前記第１の照明器具の近くの占有状態を示す、第１の占有セ
ンサ、及び
　　　前記第１のセンサ値が前記第１の照明器具の近くの環境状態を示す、第１の環境セ
ンサ
　　のうちの１つである、第１のセンサ、並びに
　　前記第１の光源の調光状態を制御する第１の照明コントローラであって、前記第１の
センサ値を示す第１のローカル入力及び前記グループ照明コントローラの出力を示すグル
ープ入力を受け取り、前記グループ入力及び前記第１のローカル入力の比較に基づいて前
記第１の光源の前記調光状態を決定する、第１の照明コントローラ
　を含む、第１の照明器具と、
　前記照明器具のグループの、前記第１の照明器具とは別の第２の照明器具であって、前
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記第２の照明器具は、
　　第２の光源、
　　第２のセンサ値を与える第２のセンサであって、
　　　前記第２のセンサ値が前記第２の照明器具の近くの光レベルを示す、第２の昼光セ
ンサ、
　　　前記第２のセンサ値が前記第２の照明器具の近くの占有状態を示す、第２の占有セ
ンサ、及び
　　　前記第２のセンサ値が前記第２の照明器具の近くの環境状態を示す、第２の環境セ
ンサ
　　のうちの１つである、第２のセンサ、並びに
　　前記第２の光源の調光状態を制御する第２の照明コントローラであって、前記第２の
センサ値を示す第２のローカル入力及び前記グループ照明コントローラの出力を示すグル
ープ入力を受け取り、前記グループ入力及び前記第２のローカル入力の比較に基づいて前
記第２の光源の前記調光状態を決定する、第２の照明コントローラ
　を含む、第２の照明器具と
　を含む、照明システム。
【請求項２】
　前記グループ照明コントローラが、前記グループ照明コントローラの出力の位相カット
によって前記照明器具のグループの前記調光状態を制御する、請求項１に記載のシステム
。
【請求項３】
　前記グループ照明コントローラが、グループ昼光センサ、グループ占有センサ、及び環
境センサの１つからグループセンサ入力を受け取り、前記グループセンサ入力に基づく前
記グループ照明コントローラの出力によって前記照明器具のグループの前記調光状態を制
御する、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記グループ照明コントローラの出力が電力線通信を含み、前記グループ照明コントロ
ーラが前記電力線通信を制御する、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記電力線通信がデジタル負荷線伝送プロトコルを利用する、請求項４に記載のシステ
ム。
【請求項６】
　前記グループ照明コントローラが、記号タグを含み、前記グループ照明コントローラの
出力によって送られるグループコマンドによって前記照明器具のグループの前記調光状態
を制御する、請求項３に記載のシステム。
【請求項７】
　前記グループ照明コントローラが前記グループ占有センサを含み、前記第１の照明器具
が前記第１の昼光センサを含み、前記第２の照明器具が前記第２の昼光センサを含む、請
求項３に記載のシステム。
【請求項８】
　前記グループ照明コントローラが前記グループ昼光センサを含み、前記第１の照明器具
が前記第１の占有センサを含み、前記第２の照明器具が前記第２の占有センサを含む、請
求項３に記載のシステム。
【請求項９】
　前記第１のローカル入力が前記第１のセンサ値から成る、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記第１のローカル入力が前記グループ入力によって示される調光レベルよりも多い前
記第１の光源からの光をもたらす前記調光レベルを示すとき、前記第１の照明コントロー
ラは前記第１のローカル入力に基づいて前記第１の光源の前記調光状態を制御する、請求
項１に記載のシステム。
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【請求項１１】
　前記照明器具のグループの、前記第１の照明器具及び前記第２の照明器具とは別の第３
の照明器具であって、
　第３の光源と、
　前記グループ照明コントローラの出力を示すグループ入力に基づいて前記第３の光源の
調光状態を制御する第３の照明コントローラであって、前記制御が如何なるローカルセン
サからも独立している、第３の照明コントローラと
　を含む第３の照明器具、
　を更に含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記照明器具のグループの、前記第１の照明器具及び前記第２の照明器具とは別の第３
の照明器具であって、
　第３の光源と、
　ローカルセンサ値を与える第３のローカルセンサと、
　前記ローカルセンサ値を示す第３のローカル入力に基づいて前記第３の光源の調光状態
を制御する第３の照明コントローラであって、前記制御が前記グループ照明コントローラ
の出力から独立している、第３の照明コントローラと
　を含む第３の照明器具、
　を更に含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記第１の照明器具が前記第１の昼光センサを含み、自動較正状態で動作可能であり、
前記自動較正状態中、前記第１の照明コントローラは前記第１の光源の前記調光状態を自
動較正レベルに保ち、前記第１の照明器具の近くの所望の光レベルを決定し、前記所望の
光レベルは、前記第１の光源の前記調光状態を前記決定する際に利用される、請求項１に
記載のシステム。
【請求項１４】
　照明を調節する方法であって、前記方法は、
　第１の照明器具において第１のローカル入力を受け取るステップであって、前記第１の
ローカル入力は前記第１の照明器具の近くの光レベル、前記第１の照明器具の近くの占有
状態、及び前記第１の照明器具の近くの環境状態のうちの１つを示す、受け取るステップ
と、
　前記第１の照明器具においてグループ入力を受け取るステップであって、前記グループ
入力は前記第１の照明器具及び前記第１の照明器具とは別の第２の照明器具の調光状態を
制御するための調光レベルを示す、受け取るステップと、
　前記グループ入力及び前記第１のローカル入力の比較に基づいて前記第１の照明器具の
第１の光源の調光状態を決定するステップと、
　前記第２の照明器具において第２のローカル入力を受け取るステップであって、前記第
２のローカル入力は前記第２の照明器具の近くの光レベル、前記第２の照明器具の近くの
占有状態、及び前記第２の照明器具の近くの環境状態のうちの１つを示す、受け取るステ
ップと、
　前記第２の照明器具において前記グループ入力を受け取るステップと、
　前記グループ入力及び前記第２のローカル入力の比較に基づいて前記第２の照明器具の
第２の光源の調光状態を決定するステップと
　を含む、方法。
【請求項１５】
　前記第１のローカル入力が前記グループ入力によって示される調光レベルよりも少ない
前記第１の光源からの光をもたらす前記調光レベルを示すことを第１の時点において判定
するステップと、前記第１のローカル入力に基づいて前記第１の光源の前記調光状態を制
御するステップと
　を更に含む、請求項１４に記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]　本発明は、一般に照明を制御することを対象とする。より詳細には、本明細書
で開示される本発明の様々な方法及び機器は、（ローカルセンサの読取値に基づく）ロー
カル入力及び（照明器具及び追加の照明器具に与えられる）グループ入力、並びに／又は
１つ若しくは複数のセンサの自動較正に基づき、照明器具の光出力の１つ又は複数の特性
を制御することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]　デジタル照明技術、即ち発光ダイオード（ＬＥＤ）等の半導体光源に基づく照
明は、従来の蛍光灯、ＨＩＤ、及び白熱灯に対する実行可能な代替策を提供する。ＬＥＤ
の機能上の利点及び利益は、高エネルギ変換効率及び高光学効率、耐久性、より安価な運
営費、及びその他多くのものを含む。ＬＥＤ技術の最近の進歩は、多くの応用例で多岐に
わたる照明効果を使用可能にする効率的且つロバストなフルスペクトル照明源をもたらし
た。
【０００３】
　[0003]　ＬＥＤベースの光源を含む照明システム等の照明システムでは、照明システム
の１つ又は複数の光源を制御できることが望ましい。例えば、複数の光源のどれが照らさ
れるのかを制御できること、及び／又は光源のうちの１つ若しくは複数の１つ若しくは複
数の照明パラメータを制御できることが望ましい場合がある。例えば、１つ又は複数のＬ
ＥＤベースの照明器具によって与えられる光出力の調光状態を制御することが望ましい場
合がある。照明器具の調光状態を制御することは、一定の期間中に照明器具によって照ら
される領域の過度の照明を防ぐことにより省エネを可能にし得る。例えば、照明器具の調
光状態を制御することは、利用者が照明器具の近くにいない期間中、照明器具を低光出力
レベルに又はゼロ光出力レベルに調光することを可能にし得る。更に、例えば照明器具の
調光状態を制御することは、照明器具によって照らされる領域を所望のレベルに照らすの
に自然照明で（単独で、又は照明器具によって与えられる光出力と組み合わせて）十分で
ある場合に照明器具をより低い光出力レベルに調光することを追加で及び／又は代替的に
可能にし得る。照明器具の調光状態を制御することは、緊急時や清掃中等の特定の期間中
に高レベルの光出力が照明器具によって与えられることを追加で及び／又は代替的に可能
にし得る。
【０００４】
　[0004]　一部の照明システムは、グループ照明コントローラを利用して、グループ照明
コントローラによって制御される複数の照明器具の調光状態を制御する。例えば、グルー
プ照明コントローラはグループ昼光センサから入力を受け取り、グループ照明コントロー
ラによって制御される全ての照明器具の調光状態を受け取った入力に基づいて制御するこ
とができる。例えば、過度の照明状態を示すグループ昼光センサからの入力に応答し、グ
ループ照明コントローラは制御されている全ての照明器具に制御コマンドを与え、制御さ
れている全ての照明器具の光出力レベルを制御コマンドに基づいて下げさせることができ
る。更に、例えば照明不足状態を示すグループ昼光センサからの入力に応答し、グループ
照明コントローラは制御されている全ての照明器具に制御コマンドを与え、制御されてい
る全ての照明器具の光出力レベルを制御コマンドに基づいて上げさせることができる。
【０００５】
　[0005]　しかし、照明器具のグループをそのようにグループ単位で制御することは制御
されている全ての照明器具に同じ制御信号を与え、それにより、制御されている全ての照
明器具の光出力レベルが制御信号に従って増加し且つ／又は低下することになる。幹線配
線を利用する制御がオフィスの改装で人気を得ている。しかし、照明器具のグループ化は
、天井内の照明器具の既存の幹線配線によってもともと決まっている。従って、グループ
昼光センサによって示される照明不足状態に応答し、窓にすぐ隣接して位置する第１の照
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明器具及び窓のない部屋の角にある第２の照明器具の両方が、光出力レベルの増加を命令
する同じ制御コマンドを受け取り得る。しかし、グループ制御信号に従って第１の照明器
具の光出力レベルを高めることが、第１の照明器具によって照らされる領域の過度の照明
状態を引き起こす場合がある。例えば、第１の照明器具にすぐ隣接する窓を通る昼光の寄
与が、第１の照明器具によって照らされる領域の所望の照明レベルを実現するのに十分で
あり、照明器具の光出力レベルを高めることが過度の照明状態を実際に作り出すことにな
る場合がある。エンドユーザによる特定の作業に要求される最適なレベルから照明のルク
スレベルがずれるので、過度の照明は望ましくないことが分かっている。例えば、計算機
支援製図作業に最適なレベルは、文書を（コンピュータ上でなしに）読むことを主に含む
作業に最適なレベルよりも低い光レベルを必要とし得ることが分かっている。加えて、過
度の照明は不所望のエネルギ浪費を招き得る。同様に、第２の照明器具の光出力レベルを
グループ制御信号に従って高めることが、第２の照明器具によって照らされる領域の照明
不足状態を引き起こす場合があり得る。例えば、第２の照明器具よりも多くの昼光を受け
る領域内にグループ昼光センサが位置する場合があり、第２の照明器具の光出力レベルを
制御コマンドに基づいて高めることが、第２の照明器具によって照らされる領域の照明不
足状態を直すのに不十分な場合がある。受け取られる制御コマンドに対する応答を微調整
するために照明器具を個々に較正することが、かかる問題を最小限に抑えるのを助ける可
能性がある。しかし、個々の較正は煩雑であり利用者の間違いが生まれやすい。更に、か
かる照明システムは、個々の照明器具の照明コントローラが個々のセンサ入力及びグルー
プ制御入力の両方を受け取り、その複数の入力に基づいて適切な調光状態を自律的に決定
できるようにする能力を欠く。かかる照明システムの追加の及び／又は代替的な欠点が示
され得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　[0006]　従って、（ローカルセンサの読取値に基づく）ローカル入力及び（照明器具及
び追加の照明器具に与えられる）グループ入力に基づいて照明器具の光出力の１つ又は複
数の特性を制御できるようにする方法及び機器を提供することが当技術分野で求められて
いる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　[0007]　本開示は、照明を制御することに関する。より詳細には、本明細書で開示され
る本発明の様々な方法及び機器は、（ローカルセンサの読取値に基づく）ローカル入力及
び（照明器具及び追加の照明器具に与えられる）グループ入力、並びに／又はセンサの自
動較正に基づき、照明器具の光出力の１つ又は複数の特性を制御することに関する。例え
ば一部の実施形態では、照明器具の照明コントローラがローカル入力及びグループ入力の
両方を受け取り、ローカル入力とグループ入力との比較に基づいて照明器具の光源の調光
レベルを制御することができる。例えば、ローカル入力は照明器具の近くの光レベルを示
すローカルセンサからの入力に基づくことができ、グループ入力は所望のグループ調光レ
ベルを示し得る。照明器具の近くで所望の光レベルを実現しながら、グループ調光レベル
よりも積極的な第２の調光レベルが照明器具において実装され得ることをローカル入力が
示す場合、第２の調光レベルが実装されても良い。
【０００８】
　[0008]　本開示の様々な実施形態は、ローカルセンサを有する照明器具を含む。一部の
実施形態では、ローカルセンサを昼光センサ及び／又は占有センサとすることができる。
一部の実施形態では、ローカルセンサを音響センサ、電子鼻／匂いセンサ、煙センサ、Ｃ
Ｏ２センサ等の環境センサとすることができる。一部の実施形態では、ローカルセンサは
、照明器具のコントローラに設置脈絡情報を与える機器とすることができる。例えば設置
脈絡情報は、計算機支援製図作業、紙の文書を読むこと、年配の労働者が読むこと（視力
が悪いためにより高い光出力を必要とする場合がある）等、照明器具によって照らされる
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領域内で行われる関連作業の指示を与え得る。設置脈絡情報は、ローカルセンサ内に予め
プログラムされていても事前構成されていても良く、且つ／又は１つ若しくは複数のネッ
トワークインタフェースを介して受け取られ得る。例えば一部の実施形態では、例えば本
明細書に記載のローカル制御ユーザインタフェース等のローカル制御ユーザインタフェー
スを利用するモバイル計算装置（例えばスマートフォン、タブレット）等の１つ又は複数
の計算装置によって設置脈絡情報の個別制御を可能にするために、ローカルセンサがネッ
トワークインタフェース（例えばBluetooth（登録商標）、Wi-Fi）を含み得る。
【０００９】
　[0009]　概して一態様では、照明システムが提供され、照明システムは、照明器具のグ
ループに与えられるグループ照明コントローラの出力によって照明器具のグループの調光
状態を制御するグループ照明コントローラを含む。照明器具のグループは、第１の照明器
具と第２の照明器具とを含む。第１の照明器具は、第１の光源と、第１の照明コントロー
ラと、第１の照明器具の近くの光レベルを示す第１のセンサ値を与える第１の昼光センサ
、第１の照明器具の近くの占有状態を示す第１のセンサ値を与える第１の占有センサ、及
び第１の照明器具の近くの環境状態を示す第１のセンサ値を与える第１の環境センサのう
ちの１つとを含む。第１の照明コントローラは、第１のセンサ値を示す第１のローカル入
力、及びグループ照明コントローラの出力を示す第１のグループ入力を受け取ることによ
り第１の光源の調光状態を制御する。第１の照明コントローラは、第１のグループ入力及
び第１のローカル入力に基づいて第１の光源の調光状態を決定する。第２の照明器具は、
第２の光源と、第２の照明コントローラと、第２の照明器具の近くの光レベルを示す第２
のセンサ値を与える第２の昼光センサ、第２の照明器具の近くの占有状態を示す第２のセ
ンサ値を与える第２の占有センサ、及び第２の照明器具の近くの環境状態を示す第２のセ
ンサ値を与える第２の環境センサのうちの１つとを含む。第２の照明コントローラは、第
２のセンサ値を示す第２のローカル入力、及びグループ照明コントローラの出力を示す第
２のグループ入力を受け取ることにより第２の光源の調光状態を制御する。第２の照明コ
ントローラは、第２のグループ入力及び第２のローカル入力に基づいて第２の光源の調光
状態を決定する。
【００１０】
　[0010]　一部の実施形態では、グループ照明コントローラが、グループ照明コントロー
ラの出力の位相カットによって照明器具のグループの調光状態を制御する。
【００１１】
　[0011]　一部の実施形態では、グループ照明コントローラが、グループ昼光センサ、グ
ループ占有センサ、及び環境センサの１つからグループセンサ入力を受け取る。グループ
照明コントローラは、グループセンサ入力に基づくグループ照明制御出力によって照明器
具のグループの調光状態を制御する。それらの実施形態の一部のバージョンでは、グルー
プ昼光センサ、グループ占有センサ、及び環境センサの１つがグループ照明コントローラ
に直接電気的に結合される。それらの実施形態の一部のバージョンでは、グループ照明コ
ントローラが、グループ照明コントローラの出力の位相カットによって照明器具のグルー
プの調光状態を制御する。それらの実施形態の一部のバージョンでは、グループ照明コン
トローラの出力が電力線通信を含み、グループ照明コントローラが電力線通信を制御する
。それらのバージョンの一部では、電力線通信がデジタル負荷線伝送プロトコルを利用す
る。それらのバージョンの一部では、グループ照明コントローラの出力が第１の照明器具
及び第２の照明器具に与えられる出力電圧の少なくとも１つの線上で与えられ、グループ
照明コントローラの出力は、出力電圧内にデータパケットを符号化するために出力電圧の
電圧降下及び電圧上昇の一方を引き起こす、出力電圧の複数の繰返し周期期間中に出力電
圧の少なくとも１つの線と直列の変圧器の切り替えをもたらすグループ照明コントローラ
によって生成される。それらの実施形態の一部のバージョンでは、グループ照明コントロ
ーラが、記号タグを含み、グループ照明コントローラの出力によって送られるグループコ
マンドによって照明器具のグループの調光状態を制御する。それらのバージョンの一部で
は、第１の照明コントローラ及び第２の照明コントローラが、記号タグを受け取って解釈
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する記号タグインタプリタをそれぞれ含む。
【００１２】
　[0012]　一部の実施形態では、グループ照明コントローラが占有センサを含み、第１の
照明器具が第１の昼光センサを含み、第２の照明器具が第２の昼光センサを含む。
【００１３】
　[0013]　一部の実施形態では、グループ照明コントローラが昼光センサを含み、第１の
照明器具が第１の占有センサを含み、第２の照明器具が第２の占有センサを含む。
【００１４】
　[0014]　一部の実施形態では、第１のローカル入力が第１のセンサ値から成る。
【００１５】
　[0015]　一部の実施形態では、第１のローカル入力が第１のグループ入力によって示さ
れる調光レベルよりも少ない光源からの光をもたらす調光レベルを示すとき、第１の照明
コントローラは第１のローカル入力に基づいて第１の光源の調光状態を制御する。
【００１６】
　[0016]　一部の実施形態では、第１のローカル入力が第１のグループ入力によって示さ
れる調光レベルよりも多い光源からの光をもたらす調光レベルを示すとき、第１の照明コ
ントローラは第１のローカル入力に基づいて第１の光源の調光状態を制御する。
【００１７】
　[0017]　一部の実施形態では、本システムが、照明器具のグループの第３の照明器具を
更に含む。第３の照明器具は、第３の光源と、グループ照明コントローラの出力を示す第
３のグループ入力に基づいて第３の光源の調光状態を制御する第３の照明コントローラと
を含む。制御は如何なるローカルセンサからも独立している。
【００１８】
　[0018]　一部の実施形態では、本システムが照明器具のグループの第３の照明器具を更
に含む。第３の照明器具は、第３の光源と、ローカルセンサ値を与える第３のローカルセ
ンサと、第３のローカルセンサ値を示す第３のローカル入力に基づいて第３の光源の調光
状態を制御する第３の照明コントローラとを含む。制御は、グループ照明コントローラの
出力から独立している。それらの実施形態の一部のバージョンでは、第３の照明器具が廊
下及び非常口の一方に設置される照明器具である。
【００１９】
　[0019]　一部の実施形態では、第１の照明器具が第１の昼光センサを含み、自動較正状
態で動作可能である。自動較正状態中、照明コントローラは第１の光源の調光状態を自動
較正レベルに保ち、第１の照明器具の近くの所望の光レベルを決定する。所望の光レベル
は、第１の光源の調光状態を決定する際に利用される。それらの実施形態の一部のバージ
ョンでは、自動較正状態中、照明コントローラが或る期間にわたる第１のローカル入力か
ら第１の最小ローカル入力値を決定し、その第１の最小ローカル入力値に基づいて所望の
光レベルを決定し、第１の最小ローカル入力値は第１のセンサ値によって示される最低光
レベルを示すものである。それらのバージョンの一部では、期間が少なくとも１２時間で
ある。それらの実施形態の一部のバージョンでは、自動較正状態中、照明コントローラが
、自然光がない可能性がある１つ又は複数の時点における第１のローカル入力から第１の
ローカル入力値を決定し、その第１のローカル入力値に基づいて所望の光レベルを決定す
る。それらの実施形態の一部のバージョンでは、自動較正レベルがフル光出力レベルであ
る。
【００２０】
　[0020]　一部の実施形態では、グループ照明コントローラの出力が、第１の照明器具及
び第２の照明器具に給電する幹線配線上で与えられる。
【００２１】
　[0021]　一部の実施形態では、グループ照明コントローラの出力が、第１の照明器具及
び第２の照明器具に給電するＤＣ配線上で与えられる。
【００２２】
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　[0022]　概して別の態様では、照明器具が提供され、その照明器具は光源と、照明器具
の近くの光レベルを示すセンサ値を与える昼光センサ、照明器具の近くの占有状態を示す
センサ値を与える占有センサ、及び照明器具の近くの環境状態を示すセンサ値を与える環
境センサのうちの１つに電気的に接続可能な第１の入力と、グループ照明コントローラの
出力に電気的に接続可能な第２の入力と、メモリと、光源の調光状態を制御する照明コン
トローラとを含み、照明コントローラは、第１の入力を介してローカル入力を受け取る操
作であって、ローカル入力はセンサ値を示す、受け取る操作、第２の入力を介してグルー
プ入力を受け取る操作であって、グループ入力はグループ照明コントローラの出力を示し
、グループ照明コントローラの出力は位相カットを利用して、照明器具及び少なくとも１
つの追加の照明器具の調光状態を制御するための調光レベルを示す、受け取る操作、並び
にグループ入力及びローカル入力に基づいて光源の調光状態を決定する操作を実行するた
めの命令を含む、メモリ内に記憶される命令を実行するように動作可能である。
【００２３】
　[0023]　一部の実施形態では、照明器具が昼光センサを含み、グループ照明コントロー
ラの出力がグループ占有センサに対応する。
【００２４】
　[0024]　一部の実施形態では、照明器具が占有センサを含み、グループ照明コントロー
ラの出力がグループ昼光センサに対応する。
【００２５】
　[0025]　一部の実施形態では、ローカル入力がセンサ値から成る。
【００２６】
　[0026]　一部の実施形態では、メモリが照明器具の予期されるルクスレベルを含む。そ
れらの実施形態の一部のバージョンでは、照明器具を自動較正する際に照明コントローラ
が予期されるルクスレベルを利用する。それらの実施形態の一部のバージョンでは、予期
されるルクスレベルが照明コントローラの遅い段階の構成によって調節可能である。
【００２７】
　[0027]　一部の実施形態では、ローカル入力がグループ入力によって示される調光レベ
ルよりも少ない光源からの光をもたらす調光レベルを示すとき、照明コントローラはロー
カル入力に基づいて光源の調光状態を制御する。
【００２８】
　[0028]　一部の実施形態では、ローカル入力がグループ入力によって示される調光レベ
ルよりも多い光源からの光をもたらす調光レベルを示すとき、照明コントローラはローカ
ル入力に基づいて光源の調光状態を制御する。それらの実施形態の一部のバージョンでは
、照明器具が建築上の照明器具である。
【００２９】
　[0029]　一部の実施形態では、照明器具が昼光センサを含み、自動較正状態で動作可能
であり、自動較正状態中、照明コントローラは光源の調光状態を自動較正レベルに保ち、
照明器具の近くの所望の光レベルを決定し、所望の光レベルは照明器具の調光状態を決定
する際に利用される。それらの実施形態の一部のバージョンでは、自動較正状態中、照明
コントローラが或る期間にわたるローカル入力から最小ローカル入力値を決定し、その最
小ローカル入力値に基づいて所望の光レベルを決定し、最小ローカル入力値はセンサ値に
よって示される最低光レベルを示すものである。それらのバージョンの一部では、期間が
少なくとも１２時間である。それらのバージョンの一部では、期間が少なくとも２４時間
である。それらの実施形態の一部のバージョンでは、自動較正状態中、照明コントローラ
が、自然光がない可能性がある１つ又は複数の時点におけるローカル入力から第１のロー
カル入力値を決定し、その第１のローカル入力値に基づいて所望の光レベルを決定する。
それらの実施形態の一部のバージョンでは、自動較正レベルがフル光出力レベルである。
それらの実施形態の一部のバージョンでは、自動較正レベルが減らされた光出力レベルで
ある。それらのバージョンの一部では、照明コントローラが減らされた光出力レベルを決
定し、減らされた光出力レベルを昼光センサに与える。それらのバージョンの一部では、
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照明センサが減らされた光出力レベルを自律的に決定する。
【００３０】
　[0030]　一部の実施形態では、グループ入力が、照明器具に給電する幹線配線上で与え
られる。
【００３１】
　[0031]　概して別の態様では、ローカル入力及びグローバル入力に基づいて照明器具に
おける照明を調節する方法が提供され、この方法は、照明器具の近くの光レベル、照明器
具の近くの占有状態、及び照明器具の近くの環境状態のうちの１つを示すローカル入力を
受け取るステップと、グループ入力を受け取るステップであって、グループ入力は照明器
具に給電する幹線電力の操作を利用して、照明器具及び少なくとも１つの追加の照明器具
の調光状態を制御するための調光レベルを示す、受け取るステップと、グループ入力及び
ローカル入力に基づいて照明器具の光源の調光状態を決定するステップとを含む。
【００３２】
　[0032]　一部の実施形態では、ローカル入力が照明器具の近くの光レベルを示し、グル
ープ入力がグループ占有センサに対応する。
【００３３】
　[0033]　一部の実施形態では、ローカル入力が照明器具の近くの占有状態を示し、グル
ープ入力がグループ昼光センサに対応する。
【００３４】
　[0034]　一部の実施形態では、ローカル入力が昼光センサ及び占有センサの少なくとも
１つから受け取られるセンサ値から成る。
【００３５】
　[0035]　一部の実施形態では、ローカル入力がグループ入力によって示される調光レベ
ルよりも少ない光源からの光をもたらす調光レベルを示すとき、光源の調光状態がローカ
ル入力に基づいて制御される。
【００３６】
　[0036]　一部の実施形態では、ローカル入力がグループ入力によって示される調光レベ
ルよりも多い光源からの光をもたらす調光レベルを示すとき、光源の調光状態がローカル
入力に基づいて制御される。
【００３７】
　[0037]　一部の実施形態では、ローカル入力が照明器具の近くの光レベルを示し、この
方法が、自動較正状態中、光源の調光状態を自動較正レベルに保つステップと、照明器具
の近くの所望の光レベルを決定するステップとを更に含み、所望の光レベルは光源の調光
状態を決定する際に利用される。それらの実施形態の一部のバージョンでは、この方法が
、自動較正状態中、或る期間にわたるローカル入力から最小ローカル入力値を決定するス
テップと、その第１の最小ローカル入力値に基づいて所望の光レベルを決定するステップ
とを更に含み、第１の最小ローカル入力値は第１のセンサ値によって示される最低光レベ
ルを示すものである。それらのバージョンの一部では、期間が少なくとも１２時間である
。それらの実施形態の一部のバージョンでは、この方法が、自動較正状態中、自然光がな
い可能性がある１つ又は複数の時点における第１のローカル入力から第１のローカル入力
値を決定するステップと、その第１のローカル入力値に基づいて所望の光レベルを決定す
るステップとを更に含む。
【００３８】
　[0038]　それらの実施形態の一部のバージョンでは、自動較正レベルがフル光出力レベ
ルである。
【００３９】
　[0039]　一部の実施形態では、幹線電力の操作が、幹線電力の位相カットを含む。
【００４０】
　[0040]　概して別の態様では、照明を調節する方法が提供され、この方法は、第１の照
明器具において第１のローカル入力を受け取るステップであって、第１のローカル入力は
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第１の照明器具の近くの光レベル、第１の照明器具の近くの占有状態、及び第１の照明器
具の近くの環境状態のうちの１つを示す、受け取るステップと、第１の照明器具において
グループ入力を受け取るステップであって、グループ入力は第１の照明器具の調光状態及
び第２の照明器具の調光状態を制御するための調光レベルを示す、受け取るステップと、
グループ入力及び第１のローカル入力に基づいて第１の照明器具の第１の光源の調光状態
を決定するステップと、第２の照明器具において第２のローカル入力を受け取るステップ
であって、第２のローカル入力は第２の照明器具の近くの光レベル、第２の照明器具の近
くの占有状態、及び第２の照明器具の近くの環境状態のうちの１つを示す、受け取るステ
ップと、第２の照明器具においてグループ入力を受け取るステップと、グループ入力及び
第２のローカル入力に基づいて第２の照明器具の第２の光源の調光状態を決定するステッ
プとを含む。
【００４１】
　[0041]　一部の実施形態では、この方法が、第１のローカル入力がグループ入力によっ
て示される調光レベルよりも少ない第１の光源からの光をもたらす調光レベルを示すこと
を第１の時点において判定するステップと、第１のローカル入力に基づいて第１の光源の
調光状態を制御するステップとを更に含む。それらの実施形態の一部のバージョンでは、
この方法が、第２のローカル入力がグループ入力によって示される調光レベルよりも多い
第２の光源からの光をもたらす調光レベルを示すことを第１の時点において判定するステ
ップと、グループ入力に基づいて第２の光源の調光状態を制御するステップとを更に含む
。それらの実施形態の一部のバージョンでは、この方法が、第２のローカル入力がグルー
プ入力によって示される調光レベルよりも少ない第２の光源からの光をもたらす調光レベ
ルを示すことを第１の時点において判定するステップと、第２のローカル入力に基づいて
第２の光源の調光状態を制御するステップとを更に含む。それらのバージョンの一部では
、第１のローカル入力に基づく第１の光源の調光状態が、第２のローカル入力に基づく第
２の光源の調光状態に対して特異的である。
【００４２】
　[0042]　概して別の態様では、照明システムが提供され、この照明システムは、調光可
能な第１の光源を有する第１の照明器具と、第１の光源と電気的に通信する第１のコント
ローラであって、第１の照明器具の近くの光レベル、第１の照明器具の近くの占有状態、
及び第１の照明器具の近くの環境状態のうちの１つを示す第１のローカル入力を受け取り
、調光レベルを示すグループ入力を受け取り、グループ入力及び第１のローカル入力に基
づいて第１の照明器具の第１の光源の調光状態を決定する、第１のコントローラと、調光
可能な第２の光源を有する第２の照明器具と、第２の光源と電気的に通信する第２のコン
トローラであって、第２の照明器具の近くの光レベル、第２の照明器具の近くの占有状態
、及び第２の照明器具の近くの環境状態のうちの１つを示す第２のローカル入力を受け取
り、第２の照明器具においてグループ入力を受け取り、グループ入力及び第２のローカル
入力に基づいて第２の照明器具の第２の光源の調光状態を決定する、第２のコントローラ
とを含む。
【００４３】
　[0043]　他の実施形態は、本明細書に記載の方法の１つ又は複数等の方法を行うために
プロセッサによって実行可能な命令を記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体を含み
得る。更に他の実施形態は、メモリと、本明細書に記載の方法の１つ又は複数等の方法を
行うためにメモリ内に記憶される命令を実行するように動作可能な１個又は複数個のプロ
セッサとを含むシステムを含み得る。
【００４４】
　[0044]　本開示の目的で本明細書において使用される場合、「ＬＥＤ」との用語は、任
意のエレクトロルミネセンスダイオード、又は、電気信号に呼応して放射を発生できる、
その他のタイプのキャリア注入／接合ベースシステム（carrier injection/junction-bas
ed system）を含むものと理解すべきである。したがって、ＬＥＤとの用語は、次に限定
されないが、電流に呼応して発光する様々な半導体ベースの構造体、発光ポリマー、有機
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発光ダイオード（ＯＬＥＤ）、エレクトロルミネセンスストリップ等を含む。特に、ＬＥ
Ｄとの用語は、赤外スペクトル、紫外スペクトル、及び（通常、約４００ナノメートルか
ら約７００ナノメートルまでの放射波長を含む）可視スペクトルの様々な部分のうちの１
つ又は複数における放射を発生させることができるすべてのタイプの発光ダイオード（半
導体及び有機発光ダイオードを含む）を指す。ＬＥＤの幾つかの例としては、次に限定さ
れないが、様々なタイプの赤外線ＬＥＤ、紫外線ＬＥＤ、赤色ＬＥＤ、青色ＬＥＤ、緑色
ＬＥＤ、黄色ＬＥＤ、アンバー色ＬＥＤ、橙色ＬＥＤ、及び白色ＬＥＤ（以下に詳しく述
べる）がある。また、ＬＥＤは、所与のスペクトルに対して様々な帯域幅（例えば半波高
全幅値（ＦＷＨＭ：full widths at half maximum））、及び所与の一般的な色分類内で
様々な支配的波長を有する放射（例えば狭帯域幅、広帯域幅）を発生させるように構成及
び／又は制御することができることを理解すべきである。
【００４５】
　[0045]　例えば本質的に白色光を生成するＬＥＤ（例えば白色ＬＥＤ）の一実施態様は
、それぞれ、組み合わされることで混合して本質的に白色光を形成する様々なスペクトル
のエレクトロルミネセンスを放射する複数のダイを含む。別の実施態様では、白色光ＬＥ
Ｄは、第１のスペクトルを有するエレクトロルミネセンスを異なる第２のスペクトルに変
換する蛍光体材料に関連付けられる。この実施態様の一例では、比較的短波長で狭帯域幅
スペクトルを有するエレクトロルミネセンスが、蛍光体材料を「ポンピング（pumps）」
して、当該蛍光体材料は、いくぶん広いスペクトルを有する長波長放射を放射する。
【００４６】
　[0046]　なお、ＬＥＤとの用語は、ＬＥＤの物理的及び／又は電気的なパッケージタイ
プを限定しないことを理解すべきである。例えば、上述した通り、ＬＥＤは、（例えば個
々に制御可能であるか又は制御不能である）異なるスペクトルの放射をそれぞれ放射する
複数のダイを有する単一の発光デバイスを指すこともある。また、ＬＥＤは、ＬＥＤ（例
えばあるタイプの白色ＬＥＤ）の一体部分と見なされる蛍光体に関連付けられることもあ
る。一般に、ＬＥＤとの用語は、パッケージＬＥＤ、非パッケージＬＥＤ、表面実装ＬＥ
Ｄ、チップ・オン・ボードＬＥＤ、ＴパッケージマウントＬＥＤ、ラジアルパッケージＬ
ＥＤ、パワーパッケージＬＥＤ、あるタイプのケーシング及び／又は光学的要素（例えば
拡散レンズ）を含むＬＥＤ等を指す。
【００４７】
　[0047]　所与の光源は、可視スペクトル内、可視スペクトル外、又は両者の組合せでの
電磁放射を発生する。したがって、「光」及び「放射」との用語は、本明細書では同義で
使用される。さらに、光源は、一体構成要素として、１つ以上のフィルタ（例えばカラー
フィルタ）、レンズ、又はその他の光学的構成要素を含んでもよい。また、光源は、次に
限定されないが、指示、表示、及び／又は照明を含む様々な用途に対し構成されることを
理解すべきである。「照明源」とは、内部空間又は外部空間を効果的に照射するのに十分
な強度を有する放射を発生するように特に構成された光源である。このコンテキストにお
いて、「十分な強度」とは、周囲照明（すなわち、間接的に知覚され、また、例えば、全
体的に又は部分的に知覚される前に１つ以上の様々な介在面から反射される光）を提供す
るために空間又は環境において発生される可視スペクトルにおける十分な放射強度（放射
強度又は「光束」に関して、全方向における光源からの全光出力を表すために、単位「ル
ーメン」がよく使用される）を指す。
【００４８】
　[0048]　「スペクトル」との用語は、１つ以上の光源によって生成された放射の任意の
１つ以上の周波数（又は波長）を指すものと理解すべきである。したがって、「スペクト
ル」との用語は、可視範囲内の周波数（又は波長）のみならず、赤外線、紫外線、及び電
磁スペクトル全体の他の領域の周波数（又は波長）も指す。さらに、所与のスペクトルは
、比較的狭い帯域幅（例えば、ＦＷＨＭは、基本的に、周波数又は波長成分をほとんど有
さない）、又は、比較的広い帯域幅（様々な相対強度を有する幾つかの周波数又は波長成
分）を有してよい。当然のことながら、所与のスペクトルは、２つ以上の他のスペクトル
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を混合（例えば、複数の光源からそれぞれ放射された放射を混合）した結果であってよい
。
【００４９】
　[0049]　本開示の目的で、「色」との用語は、「スペクトル」との用語と同義に使用さ
れる。しかし、「色」との用語は、通常、観察者によって知覚可能である放射の特性を主
に指すために使用される（ただし、この使用は、当該用語の範囲を限定することを意図し
ていない）。したがって、「様々な色」との用語は、様々な波長成分及び／又は帯域幅を
有する複数のスペクトルを暗に指す。さらに、当然のことながら、「色」との用語は、白
色光及び非白色光の両方との関連で使用されてもよい。
【００５０】
　[0050]　「照明固定具」との用語は、本明細書では、特定の形状因子、アセンブリ又は
パッケージの１つ以上の照明ユニットの実施態様又は配置を指すために使用される。「照
明ユニット」との用語は、本明細書では、同じ又は異なるタイプの１つ以上の光源を含む
装置を指して使用される。所与の照明ユニットは、様々な光源の取付け配置、筐体／ハウ
ジング配置及び形状、並びに／又は、電気及び機械的接続構成の何れか１つを有してもよ
い。さらに、所与の照明ユニットは、光源の動作に関連する様々な他の構成要素（例えば
制御回路）に任意選択的に関連付けられてもよい（例えば含む、結合される、及び／又は
一緒にパッケージされる）。「ＬＥＤベースの照明ユニット」とは、上記した１つ以上の
ＬＥＤベースの光源を、単独で又はその他の非ＬＥＤベースの光源との組合せで含む照明
ユニットを指す。「マルチチャネル」照明ユニットとは、それぞれ異なる放射スペクトル
を発生する少なくとも２つの光源を含むＬＥＤベースの又は非ＬＥＤベースの照明ユニッ
トを指すものであり、各異なる光源スペクトルは、マルチチャネル照明ユニットの「チャ
ネル」と呼ばれる。
【００５１】
　[0051]　「コントローラ」との用語は、本明細書では、一般に、１つ以上の光源の動作
に関連する様々な装置を説明するために使用される。コントローラは、本明細書で説明し
た様々な機能を実行するように、数多くの方法（例えば専用ハードウエアを用いて）で実
施できる。「プロセッサ」は、本明細書で説明した様々な機能を実行するように、ソフト
ウエア（例えばマイクロコード）を使用してプログラムすることのできる１つ以上のマイ
クロプロセッサを使用するコントローラの一例である。コントローラは、プロセッサを使
用してもしなくても実施でき、また、幾つかの機能を実行する専用ハードウエアと、その
他の機能を実行するプロセッサ（例えばプログラムされた１つ以上のマイクロプロセッサ
及び関連回路）の組み合わせとして実施されてもよい。本開示の様々な実施態様において
使用されてもよいコントローラ構成要素の例としては、次に限定されないが、従来のマイ
クロプロセッサ、特定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ）、及びフィールドプログラマブルゲート
アレイ（ＦＰＧＡ）がある。
【００５２】
　[0052]　様々な実施態様において、プロセッサ又はコントローラは、１つ以上の記憶媒
体（本明細書では総称的に「メモリ」と呼び、例えばＲＡＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ及び
ＥＥＰＲＯＭ、フロッピー（登録商標）ディスク、コンパクトディスク、光学ディスク、
磁気テープ等の揮発性及び不揮発性のコンピュータメモリ）と関連付けられる。幾つかの
実施態様において、記憶媒体は、１つ以上のプロセッサ及び／又はコントローラ上で実行
されると、本明細書で説明した機能の少なくとも幾つかを実行する１つ以上のプログラム
によって、コード化されてもよい。様々な記憶媒体は、プロセッサ又はコントローラ内に
固定されてもよいし、又は、その上に記憶された１つ以上のプログラムが、本明細書で説
明した本発明の様々な態様を実施するように、プロセッサ又はコントローラにロードされ
るように可搬型であってもよい。「プログラム」又は「コンピュータプログラム」との用
語は、本明細書では、一般的な意味で、１つ以上のプロセッサ又はコントローラをプログ
ラムするように使用できる任意のタイプのコンピュータコード（例えばソフトウエア又は
マイクロコード）を指して使用される。
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【００５３】
　[0053]　１つのネットワーク実施態様では、ネットワークに結合された１つ以上のデバ
イスが、当該ネットワークに結合された１つ以上の他のデバイスのコントローラとしての
機能を果たす（例えばマスタ／スレーブ関係において）。別の実施態様では、ネットワー
クで結ばれた環境は、当該ネットワークに結合されたデバイスのうちの１つ以上を制御す
る１つ以上の専用コントローラを含む。通常、ネットワークに結合された複数のデバイス
は、それぞれ、１つ以上の通信媒体上にあるデータへのアクセスを有するが、所与のデバ
イスは、例えば、当該デバイスに割り当てられた１つ以上の特定の識別子（例えば「アド
レス」）に基づいて、ネットワークとデータを選択的に交換する（すなわち、ネットワー
クからデータを受信する及び／又はネットワークにデータを送信する）点で、「アドレス
可能」である。
【００５４】
　[0054]　「ネットワーク」との用語は、本明細書において使用される場合、（コントロ
ーラ又はプロセッサを含む）任意の２つ以上のデバイス間及び／又はネットワークに結合
された複数のデバイス間での（例えばデバイス制御、データ記憶、データ交換等のための
）情報の転送を容易にする２つ以上のデバイスの任意の相互接続を指す。容易に理解され
るように、複数のデバイスを相互接続するのに適したネットワークの様々な実施態様は、
様々なネットワークトポロジのうちの何れかを含み、様々な通信プロトコルのうちの何れ
かを使用することができる。さらに、本開示による様々なネットワークにおいて、２つの
デバイス間の接続はいずれも、２つのシステム間の専用接続を表わすか、又は、これに代
えて非専用接続を表わしてもよい。２つのデバイス用の情報を担持することに加えて、当
該非専用接続（例えばオープンネットワーク接続）は、必ずしも２つのデバイス用ではな
い情報を担持することがある。さらに、容易に理解されるように、本明細書で説明された
デバイスの様々なネットワークは、ネットワーク全体に亘る情報の転送を容易にするため
に、１つ以上のワイヤレス、ワイヤ／ケーブル、及び／又は光ファイバリンクのリンクを
使用できる。
【００５５】
　[0055]　なお、前述の概念及び以下でより詳しく説明する追加の概念のあらゆる組み合
わせ（これらの概念が互いに矛盾しないものであることを条件とする）は、本明細書で開
示される本発明の主題の一部をなすものと考えられることを理解すべきである。特に、本
開示の終わりに登場するクレームされる主題のあらゆる組み合わせは、本明細書に開示さ
れる本発明の主題の一部であると考えられる。なお、参照により組み込まれる任意の開示
内容にも登場する、本明細書にて明示的に使用される用語には、本明細書に開示される特
定の概念と最も整合性のある意味が与えられるべきであることを理解すべきである。
【００５６】
　[0056]　これらの図面では、同様の参照文字が異なる図面を通して一般に同じパーツを
指す。更に、これらの図面は必ずしも縮尺通りではなく、むしろ本発明の原理を解説する
際には一般に強調されている。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】[0057]　グループ照明コントローラ及び３つの照明器具を有するＬＥＤベースの
照明システムの一実施形態のブロック図を示す。
【図２】[0058]　図１の照明器具のうちの１つのブロック図を示す。
【図３】[0059]　ローカル入力及びグローバル入力に基づいて照明器具における照明を調
節する流れ図を示す。
【図４】[0060]　ローカル入力及び／又はグループ入力に基づいてローカル光源の調光状
態を制御するかどうかを判定する方法の一例の流れ図を示す。
【図５】[0061]　照明器具の所望の光レベルを決定するために照明器具を自動較正する方
法の一例の流れ図を示す。
【図６】[0062]　構成コマンドを実施するために構成ツールを利用する方法の一例の流れ
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図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００５８】
　[0063]　照明システムでは、照明システムの１つ又は複数の照明器具を制御できること
が望ましい。例えば、複数の照明器具のどれが照らされるのかを制御できること、及び／
又は照明器具のうちの１つ若しくは複数の１つ若しくは複数の照明パラメータを制御でき
ることが望ましい場合がある。例えば、１つ又は複数のＬＥＤベースの照明器具によって
与えられる光出力の調光状態を制御することが望ましい場合がある。照明器具の調光状態
を制御することは、一定の期間中に照明器具によって照らされる領域の過度の照明を防ぐ
ことにより省エネを可能にし得る。照明器具の調光状態を制御することは、その照明器具
によって照らされる領域内で行われる作業に合わせて照明器具の光出力レベルを調整する
ためにも望ましい場合がある。例えば、計算機支援製図作業のための机の並びは、紙の文
書を読むために主に使用される近くの机の並びよりも低い光レベルを必要とし得る。
【００５９】
　[0064]　一部の照明システムは、グループ照明コントローラを利用して、グループ照明
コントローラによって制御される複数の照明器具の調光状態を制御する。かかるグループ
制御は、１つ又は複数の照明器具による過度の照明や照明不足等の１つ又は複数の欠点を
示す。照明器具を個々に較正することは、かかる問題を最小限に抑えるのを支援し得るが
、煩雑であり利用者の間違いが生まれやすい。更に、単一の照明器具はグループ入力及び
ローカル入力の両方に基づいて自らの調光状態を制御することができない。かかる照明シ
ステムの追加の及び／又は代替的な欠点が示され得る。例えば一部の照明システムでは、
昼光集光についてそれぞれが異なる応答曲線を有する照明器具の「島」を作ることができ
ない。例えば、計算機支援製図作業について最適化された昼光集光の応答曲線を有する或
る机の並びと、読むこと又は年配の労働者について最適化された昼光集光の応答曲線を有
する別の机の並びとを有することはできない。更に、例えば機能的な汎用照明器具と建築
上の照明器具（例えば建築上の特徴に対するアクセント照明）とを同じ幹線配線上に及び
／又はグループ制御上に有することができない場合があり、その理由は、汎用照明器具で
は昼光が増加するにつれて人工照明レベルを落とすことが望ましい場合があるのに対し、
建築照明では昼光が増加するにつれて照明レベルを高めることが望ましい場合があるから
である。更に、例えば一部の照明システムでは、常にフル光出力のままであり、グループ
調光コマンドを無視する非常用照明器具（例えば非常口の近くに位置する照明器具）の別
個のグループを作ることができない場合がある。加えて、実現可能な最大の昼光集光レベ
ルが最も弱い調光応答を要求する照明器具の位置によって決定され得るので、一部の照明
システムの粒度の欠如は過度の照明によるエネルギの無駄を招く。
【００６０】
　[0065]　従って、ローカル入力及びグループ入力に基づいて照明器具の光出力の１つ又
は複数の特性を制御することを可能にし、任意選択的に既存の機器及び／又は方法の１つ
若しくは複数の欠点を克服する方法及び機器を提供することが当技術分野で求められてい
ることを本出願人は認識し、理解した。
【００６１】
　[0066]　上記の内容に鑑みて、本発明の様々な実施形態及び実装形態は、入力の組合せ
に基づいて照明を制御することを対象とする。
【００６２】
　[0067]　以下の詳細な説明では、特許請求の範囲に記載の本発明の完全な理解を与える
ために、具体的詳細を開示する代表的実施形態が限定ではなく説明目的で記載されている
。但し、本明細書で開示される具体的詳細から逸脱する本教示による他の実施形態も添付
の特許請求の範囲に依然として含まれることが本開示の利益を享受する当業者に明らかに
なる。更に、代表的実施形態の説明を不明瞭にしないために、良く知られている機器及び
方法についての説明が省略される場合がある。かかる方法及び機器は明らかに特許請求の
範囲に記載の本発明の範囲に含まれる。例えば、本明細書で開示される方法及び機器の態
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様は、ＬＥＤベースの光源だけを有する照明システムに関して説明される。しかし、本明
細書に記載の方法及び機器の１つ又は複数の態様は、他の非ＬＥＤ光源を追加で及び／又
は代替的に含む他の照明システム内で実装され得る。特許請求の範囲に記載の本発明の範
囲又は趣旨から逸脱することなしに、代替的に構成される環境における本明細書に記載の
１つ又は複数の態様の実装形態が考えられる。更に、例えば本明細書で開示される方法及
び機器の態様は、グループ照明コントローラの特定の実施形態に関して説明される。但し
、本明細書に記載の方法及び機器の１つ又は複数の態様が、グループ照明コントローラの
実施形態に関して本明細書で説明されるのを上回る追加の及び／又は代替的な機能を提供
するグループ照明コントローラを含み得る、他の照明システム内で実装されても良い。
【００６３】
　[0068]　図１は、グループ照明コントローラ１１０と、第１の照明器具１２０Ａと、第
２の照明器具１２０Ｂと、第３の照明器具１２０Ｃとを有するＬＥＤベースの照明システ
ム１００の一実施形態のブロック図を示す。一部の実施形態では、グループ照明コントロ
ーラ１１０が、グループ照明コントローラの出力を配線１１５上で与える。配線１１５は
、第１のグループ接続１３１Ａを介して第１の照明器具１２０Ａに結合され、第２のグル
ープ接続１３１Ｂを介して第２の照明器具１２０Ｂに結合され、第３のグループ接続１３
１Ｃを介して第３の照明器具１２０Ｃに結合される。配線１１５上で与えられるグループ
照明コントローラの出力は、照明器具１２０Ａ～Ｃの全てに与えられるグループ照明制御
コマンドを少なくとも選択的に含み得る。グループ照明制御コマンドは、それぞれの照明
器具１２０Ａ～Ｃに合わせて個別に適合されることはないが、代わりに各照明器具１２０
Ａ～Ｃが本明細書に記載の通りに個々に処理することができる単一の所望の照明制御状態
を示す。
【００６４】
　[0069]　一部の実施形態では、配線１１５が照明器具１２０Ａ～Ｃに給電も行う幹線配
線を含む。与えられる電力は、例えば１２０ボルトＡＣ、２７７ボルトＡＣ、２３０ボル
トＡＣ、及び／又は太陽エネルギやEmerge分配規格等のＤＣ電力を含み得る。それらの実
施形態の一部のバージョンでは、配線１１５を介して照明器具１２０Ａ～Ｃに与えられる
デジタル負荷線の単方向通信により、グループ照明制御コマンドが照明器具１２０Ａ～Ｃ
に送られ得る。それらの実施形態の他の一部のバージョンでは、配線１１５を介して照明
器具１２０Ａ～Ｃに与えられる電力波形の位相カット（phase-cutting）により、グルー
プ照明制御コマンドが送られ得る。例えば配線１１５は三線を含むことができ、グループ
照明コントローラ１１０は三線アナログ位相カット調光を利用し、配線１１５経由でグル
ープ調光コマンドを与えることができる。更に、例えば配線１１５は二線を含むことがで
き、グループ照明コントローラ１１０は二線アナログ位相カット調光を利用し、配線１１
５経由でグループ調光コマンドを与えることができる。位相カット調光を利用する実施形
態の一部のバージョンでは、グループ照明コントローラ１１０が、グループ占有センサや
グループ昼光センサ等の１つ又は複数のセンサからの入力等の入力を受け取ることができ
る。位相カット調光を利用する実施形態の一部のバージョンでは、グループ照明コントロ
ーラ１１０が、調光器スライド、タッチスクリーン、及び／又は他のユーザインタフェー
ス要素を利用する壁掛け式調光器ユーザインタフェース等の調光器ユーザインタフェース
から入力を受け取ることができる。位相カット調光を利用する実施形態の一部のバージョ
ンでは、グループ照明コントローラ１１０がビル制御システムへのインタフェースを含み
得る。グループ照明コントローラ１１０は、本明細書で描かれている照明器具１２０Ａ～
Ｃを上回る追加の照明器具に給電する更なる幹線配線スイッチレッグに同じ及び／又は代
替的な位相カット調光を提供することができる。一部の実施形態では、かかる追加の照明
器具の１つ又は複数がローカル入力を更に受け取り、そのローカル入力及びグループ照明
コントローラ１１０によって与えられるグループ入力に応じて照明器具における照明を調
節することができる。一部の実施形態では、配線１１５が二線を含むことができ、グルー
プ照明コントローラ１１０は二線デジタル負荷線伝送（ＤＬＴ：Digital Load Line tran
smission）制御を利用してグループ調光コマンドを配線１１５経由で与えることができる
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。
【００６５】
　[0070]　一部の実施形態では、グループ照明コントローラ１１０が、低データ速度を有
する単方向通信プロトコルを利用して、照明器具１２０Ａ～Ｃにも給電する配線１１５を
介してグループ照明制御コマンドを与えることができる。例えば、現代のランプで既に使
用可能な標準的ハードウェアを使用して任意選択的に受信され且つ／又は復号され得るグ
ループ照明制御コマンドを与えることができる、米国特許出願公開第２０１３／０１４１
０１５号に記載されている技法の１つ又は複数の態様が利用されても良い。かかる技術の
あり得る一実装形態は、街路照明のためのものである。街路照明の場合、出力電圧に接続
される変圧器のスイッチングによって街路照明器具に伝送される出力電圧を変えることに
より、フィーダピラー（feeder pillar）又は街路キャビネットから複数の街路照明器具
にグループ照明制御コマンドが伝送され得る。符号化出力電圧を受け取り、出力電圧の複
数の正弦周期期間の電圧レベルを比較して入力データパケットを突き止めることにより、
街路照明器具においてデータが受け取られ得る。街路照明器具の１つ又は複数のそれぞれ
に追加の昼光センサ、占有センサ、環境センサ等のローカルセンサが加えられ、本明細書
に記載のグループ照明制御コマンドと組み合わせて利用されても良い。
【００６６】
　[0071]　一部の実施形態では、配線１１５が、照明器具１２０Ａ～Ｃに給電する幹線配
線とは別の配線を含む。それらの実施形態の一部のバージョンでは、グループ照明コント
ローラの出力が別個の配線上でアナログ信号調光によって送られ得る。それらの実施形態
の他の一部のバージョンでは、グループ照明コントローラの出力がデジタル信号調光によ
って送られ得る。例えば、一部の実施形態はＤＡＬＩ（Digital Addressable Lighting I
nterface）プロトコル及び／又は他のデジタルプロトコルを利用することができる。一部
の実施形態は、ＣＡＴ５又はＣＡＴ６低電圧配線を含むことができ、データ及び電力が同
じＣＡＴ５若しくはＣＡＴ６配線内で同じ規格を共有することができ、又は別の規格を使
用することができる。照明器具１２０Ａ～Ｃに給電する幹線配線とは別の配線を利用する
実施形態は、グループ照明コントローラの出力を照明器具１２０Ａ～Ｃに与えるために１
つ又は複数の個別の配線を利用することができる。幹線配線とは別の配線を利用する実施
形態の一部のバージョンでは、グループ照明コントローラの出力が、照明器具１２０Ａ～
Ｃの全てに宛てられるグループ照明制御コマンドを少なくとも選択的に含み得る。幹線配
線とは別の配線を利用する実施形態の一部のバージョンでは、グループ照明コントローラ
の出力が、照明器具１２０Ａ～Ｃのそれぞれに個々にアドレス指定される個別照明制御コ
マンドを追加で及び／又は代替的に含み得る。照明器具に給電する幹線配線とは別の配線
を利用する実施形態の一部のバージョンでは、グループ占有センサやグループ昼光センサ
等の１つ又は複数のセンサからの入力等、グループ照明コントローラ１１０が入力を受け
取ることができる。照明器具１２０Ａ～Ｃに給電する幹線配線とは別の配線を利用する実
施形態の一部のバージョンでは、グループ照明コントローラ１１０が、調光器スライド、
タッチスクリーン、及び／又は計算装置（例えばタブレット、スマートフォン）等の他の
ユーザインタフェース要素を利用する壁掛け式調光器ユーザインタフェース等の調光器ユ
ーザインタフェースから入力を受け取ることができる。照明器具１２０Ａ～Ｃに給電する
幹線配線とは別の配線を利用する実施形態の一部のバージョンでは、グループ照明コント
ローラ１１０が、ビル制御システムを含み得る。グループ照明コントローラ１１０は、本
明細書で描かれている照明器具１２０Ａ～Ｃを上回る追加の照明器具に対し、同じ及び／
又は代替的なグループ照明コントローラの出力を与えることができる。一部の実施形態で
は、かかる追加の照明器具の１つ又は複数がローカル入力を更に受け取り、そのローカル
入力及びグループ照明コントローラ１１０によって与えられるグループ入力に応じて照明
器具における照明を調節することができる。
【００６７】
　[0072]　一部の実施形態では配線１１５が省かれ、グループ照明制御コマンドが無線で
与えられる。例えば一部の実施形態では、ZigBeeやEnOcean等の１つ又は複数のプロトコ
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ルを利用する無線周波数（ＲＦ）通信によってグループ照明制御コマンドが照明器具１２
０Ａ～Ｃに与えられ得る。更に、例えばグループ照明制御コマンドは、Bluetooth（登録
商標）、Wi-Fi、及び／又は他のプロトコルを利用してスマートフォンからも送信され得
る（例えば緊急モードや清掃モード（照明フルオン）をトリガするオーバーライド照明制
御コマンド）。照明器具１２０Ａ～Ｃの照明コントローラは、任意のＲＦ通信を受信でき
るようにするために無線通信インタフェースを含むことができ、又は無線通信インタフェ
ースに結合され得る。無線通信を利用する実施形態の一部のバージョンでは、グループ照
明コントローラの出力が、照明器具１２０Ａ～Ｃの全てに宛てられるグループ照明制御コ
マンドを少なくとも選択的に含み得る。無線通信を利用する実施形態の一部のバージョン
では、グループ照明コントローラの出力が、照明器具１２０Ａ～Ｃのそれぞれに個々にア
ドレス指定される個別照明制御コマンドを追加で及び／又は代替的に含み得る。
【００６８】
　[0073]　本明細書で論じられるように、一部の実施形態ではグループ照明コントローラ
１１０がビル制御システムであり得る。ビル制御システムは、照明器具１２０Ａ～Ｃ等の
照明器具のグループに送るためのグループ照明制御コマンドを決定する際、１つ又は複数
の自動決定されたパラメータ、ユーザ指定のパラメータ、及び／又はセンサに基づくパラ
メータを利用することができる。ビル制御システムによって制御される照明器具は、ビル
のほんの一部分の中の照明器具及び／又はビル全体の中の照明器具を含み得る。
【００６９】
　[0074]　一部の実施形態では、グループ照明コントローラ１１０が、シーン設定入力に
基づいて照明制御コマンドを与えることができる。例えば一部の実施形態では、所望のシ
ーンに従って光出力を与えるように照明器具に要求するためのシーン設定入力が（例えば
ユーザインタフェース要素を介して）自動で及び／又は手動で受け取られ得る。例えば、
第１の「就業時間」シーン設定入力は、照明器具１２０Ａ～Ｃが就業時の出力レベル（例
えばフル出力レベル）で光出力を与えることを要求する照明制御コマンドをグループ照明
コントローラ１１０が与えることをもたらし得る。更に、例えば第２の「非就業時間」シ
ーン設定入力は、照明器具１２０Ａ～Ｃが非就業時の出力レベル（例えば５０％の出力レ
ベル）で光出力を与えることを要求する照明制御コマンドをグループ照明コントローラ１
１０が与えることをもたらし得る。
【００７０】
　[0075]　一部の実施形態では、グループ照明コントローラ１１０が、１つ又は複数のセ
ンサからの入力に基づいて照明制御コマンドを与えることができる。例えば一部の実施形
態では、照明器具１２０Ａ～Ｃが全て単一の室内にあることができ、グループ照明コント
ローラがその部屋のドアの近くに位置する占有センサに結合され得る。室内に１人又は複
数の人がいることを示す入力が占有センサから受け取られる場合、グループ照明コントロ
ーラ１１０は、照明器具１２０Ａ～Ｃが第１の出力レベル（例えばフル出力レベル）で光
出力を与えることを要求する照明制御コマンドを与えることができる。過去２０分以内に
室内に１人又は複数の人がいるが、過去１０分以内に室内に１人又は複数の人がいないこ
とを示す入力が占有センサから受け取られる場合、グループ照明コントローラ１１０は、
照明器具１２０Ａ～Ｃが第２の出力レベル（例えば２５％の出力レベル）で光出力を与え
ることを要求する照明制御コマンドを与えることができる。更に、例えば一部の実施形態
では、グループ照明コントローラが１つ又は複数の窓の近くに位置する昼光センサに結合
され、感知される光レベルを示すセンサ入力を与えることができる。グループ照明コント
ローラ１１０は、感知された光レベルに基づくレベルにおいて照明器具１２０Ａ～Ｃが光
出力を与える（例えば感知される光レベルが閾値を上回る場合は光出力を減らし、感知さ
れる光レベルが閾値を超えない場合は光出力を増やす）ことを要求する照明制御コマンド
を与えることができる。一部の実施形態では、グループ照明コントローラ１１０が、（例
えば公益事業会社からの入力に基づく）電力平均分配入力に基づいて照明制御コマンドを
与えることができる。一部の実施形態では、グループ照明コントローラ１１０が、１つ又
は複数のタイマからの入力に基づいて照明制御コマンドを与えることができる。グループ
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照明コントローラ１１０は、配線１１５を介して与える所望のグループ照明コントローラ
出力を決定する際、追加の及び／若しくは代替的な入力、並びに／又は追加の及び／若し
くは代替的なパラメータを利用することができる。例えばグループ照明コントローラ１１
０は、記号タグを利用してグループ照明制御コマンドを照明器具１２０Ａ～Ｃに与えるこ
とができ、照明器具１２０Ａ～Ｃの照明コントローラは、例えば米国特許第８，４１２，
３５４号に記載の記号タグインタプリタを有し得る。
【００７１】
　[0076]　第１の照明器具１２０Ａは、第１のローカル接続１３３Ａを介して第１のセン
サ１２５Ａに結合され、第１のセンサ１２５Ａから第１のセンサ値を受け取る。一部の実
施形態では、第１のセンサ１２５Ａと第１のローカル接続１３３Ａとの間の接続が有線接
続である。一部の実施形態では、第１のセンサ１２５Ａと第１のローカル接続１３３Ａと
の間の接続が無線接続である。照明制御コマンドが無線でも与えられる一部の実施形態で
は（例えばEnOceanプロトコルを利用する無電池型スイッチ）、第１のグループ接続１３
１Ａ及び第１のローカル接続１３３Ａが単一の無線通信によって実装され得る。第１のセ
ンサ１２５Ａは第１の照明器具１２０Ａの近くに位置し、第１の照明器具１２０Ａによっ
て照らされる領域に関連するセンサ値を与えるように配置される。一部の実施形態では、
第１のセンサ１２５Ａが第１の照明器具１２０Ａ上に装着され、又は第１の照明器具１２
０Ａに統合され得る。
【００７２】
　[0077]　第２の照明器具１２０Ｂは、第２のローカル接続１３３Ｂを介して第２のセン
サ１２５Ｂに電気的に結合（有線又は無線）され、第２のセンサ１２５Ｂから第２のセン
サ値を受け取る。第２のセンサ１２５Ｂは第２の照明器具１２０Ｂの近くに位置し、第２
の照明器具１２０Ｂによって照らされる領域に関連するセンサ値を与えるように配置され
る。一部の実施形態では、第２のセンサ１２５Ｂが第２の照明器具１２０Ｂ上に装着され
、又は第２の照明器具１２０Ｂに統合され得る。第３の照明器具１２０Ｃはどのローカル
センサにも接続されない。
【００７３】
　[0078]　本明細書で論じられるように、第１の照明器具１２０Ａは、第１のグループ接
続１３１Ａを介して受け取られるグループ照明コントローラの入力及び第１のローカル接
続１３３Ａを介して受け取られる入力に基づいて自らの光源の調光状態を制御する。更に
第２の照明器具１２０Ｂは、第２のグループ接続１３１Ｂを介して受け取られるグループ
照明コントローラの入力及び第２のローカル接続１３３Ｂを介して受け取られる入力に基
づいて自らの光源の調光状態を同様に制御する。第３の照明器具１２０Ｃはローカル接続
を含まず、ローカル接続からのローカル入力に関係なくグループ照明コントローラの入力
に基づいて自らの光源の調光状態を制御する。一部の実施形態では、第３の照明器具の設
置位置が原因で第３の照明器具１２０Ｃにセンサが備えられなくても良い。例えば第１の
センサ１２５Ａ及び第２のセンサ１２５Ｂは昼光センサとすることができ、第１の照明器
具１２０Ａ及び第２の照明器具１２０Ｂが窓の近くに設置されているために第１の照明器
具１２０Ａ及び第２の照明器具１２０Ｂに結合され得る。但し、第３の照明器具１２０Ｃ
は窓から離して位置することができ、その設置位置が原因で第３の照明器具１２０Ｃに照
明センサを結合する必要がないと判定される場合がある。
【００７４】
　[0079]　図２に関して、第１の照明器具１２０Ａは、照明コントローラ１３０Ａを含む
。照明コントローラ１３０Ａは、ローカル入力１３４Ａを受け取る。ローカル入力１３４
Ａは、第１のローカル接続１３３Ａを介して第１のセンサ１２５Ａから受け取られる第１
のセンサ値を示す。一部の実施形態では、ローカル入力１３４Ａが第１のセンサ値と同じ
である。例えばローカル接続１３３Ａが、ローカル入力１３４Ａに直接結合され得る。一
部の実施形態では、第１のローカル入力１３４Ａが第１のセンサ値を示すが、第１のセン
サ値に関連して処理される入力であり得る。例えば、第１のローカル接続１３３Ａを介し
て受け取られる第１のセンサ値がアナログ信号であり、そのアナログ信号はアナログ－デ
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ジタル変換器によってデジタル値に変換され、そのデジタル値が第１のローカル入力１３
４Ａとして与えられ得る。
【００７５】
　[0080]　グループ入力１３２Ａは、配線１１５及び第１のグループ接続１３１Ａを介し
て与えられるグループ照明コントローラの出力を示す。一部の実施形態では、グループ入
力１３２Ａがグループ照明コントローラの出力と同じである。例えば第１のグループ接続
１３１Ａが、第１のグループ入力１３２Ａに直接結合され得る。一部の実施形態では、第
１のグループ入力１３２Ａがグループ照明コントローラの出力を示すが、グループ照明コ
ントローラの出力に関連して処理される入力であり得る。例えば、第１のグループ接続１
３１Ａを介して受け取られるグループ照明コントローラの出力がアナログ信号であり、そ
のアナログ信号はアナログ－デジタル変換器によってデジタル値に変換され、そのデジタ
ル値が第１のグループ入力１３２Ａとして与えられ得る。照明コントローラ１３０Ａはア
ナログ式に及び／又はデジタル式に実装され得る。例えば、第１のローカル入力１３４Ａ
及び第１のグループ入力１３２Ａのうちの最低値を選択する場合、照明コントローラ１３
０Ａのアナログ実装が利用され得る。
【００７６】
　[0081]　照明コントローラ１３０Ａはドライバ電力段１４０Ａに結合され、ドライバ電
力段１４０Ａに制御コマンドを与える。ドライバ電力段１４０Ａは、受け取られる制御コ
マンドに基づいてＬＥＤ１５０Ａに給電する。例えば照明コントローラ１３０Ａは、５０
％の光出力でＬＥＤ１５０Ａに給電するためにドライバ電力段１４０Ａに制御コマンドを
与えることができ、ドライバ電力段１４０Ａは５０％の光出力を実現するためにＬＥＤに
与えられる電力出力を調節することができる。例えば、ドライバ電力段１４０Ａは１つ又
は複数のチョッパ回路を含み、５０％の光出力を実現するためにチョッパ回路を利用して
ＬＥＤに与えられる出力電圧を調節することができる。一部の実施形態では、照明コント
ローラ１３０Ａ及びドライバ電力段１４０Ａが一体化され、照明器具１２０Ａのドライバ
を形成し得る。例えば照明コントローラ１３０Ａは、照明器具１２０Ａのドライバ内に含
まれるコントローラであり得る。
【００７７】
　[0082]　照明コントローラ１３０Ａは、第１のローカル入力１３４Ａ及び第１のグルー
プ入力１３２Ａを受け取り、第１のローカル入力１３４Ａと第１のグループ入力１３２Ａ
とを比較し、第１のローカル入力１３４Ａと第１のグループ入力１３２Ａとの比較に基づ
いてＬＥＤ１５０Ａの調光状態を制御するための制御コマンドを与える。例えば、第１の
グループ入力１３２Ａは、照明器具１２０Ａ～Ｃがフル光出力を与えるべきだと示し得る
。照明コントローラ１３０Ａは第１のグループ入力１３２Ａを受け取り、ＬＥＤ１５０Ａ
によって与えられるフル光出力（例えば１００％）を引き起こすことができる。第１のセ
ンサ１２５Ａは昼光センサとすることができ、照明コントローラ１３０Ａは第１のローカ
ル入力１３４Ａを更に受け取り、過度の照明を無駄に与えることなしに照明器具によって
照らされる領域内で所望の光レベルが依然として実現されるように、ＬＥＤ１５０Ａによ
って与えられる光出力を調節することができる。所望の光レベルは、ＬＥＤ１５０Ａによ
り照明器具１２０Ａによって、並びに昼光及び／又は他の光源によって照らされる領域に
ひとまとめに与えられるべき所与の設定（例えばフル出力設定）の意図される光レベルを
概して示す。所望の光レベルは、照明コントローラ１３０Ａに関連するメモリ内に記憶さ
れても良く、本明細書に記載されるような自動較正方法を利用して任意選択的に決定され
得る。ＬＥＤ１５０Ａによってフル光出力を与えた後で第１のローカル入力１３４Ａが受
け取られても良く、受け取られる第１のローカル入力１３４Ａは、昼光センサによって感
知された光レベルが（例えば昼光があることによって）所望のフル光レベルを上回ること
を示し得る。所望のフル光レベルを上回る光レベルを示す第１のローカル入力１３４Ａに
基づき、所望のフル光レベルにほぼ等しい光レベルを第１のローカル入力１３４Ａが示す
まで、ＬＥＤ１５０Ａによって与えられる光出力が下方調節され得る。
【００７８】
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　[0083]　更に、例えば第１のローカル入力１３４Ａは、ＬＥＤ１５０Ａによってフル光
出力を与える前に受け取られても良く、受け取られる第１のローカル入力１３４Ａは昼光
センサによって感知される光レベルを示し得る。第１のローカル入力１３４Ａに基づき、
ＬＥＤ１５０Ａの光出力が、フル出力未満だが昼光及び／又は他の光源と合わさって所望
のフル光レベルにほぼ等しい光レベルをもたらす光出力にまず調節され得る。例えば第１
のローカル入力１３４Ａは、所望のフル光レベルにほぼ等しい光レベルを示すことができ
、ＬＥＤ１５０Ａの光出力が調節されなくても良いと決定され得る。従って過度の照明を
無駄に与えることなしに、所望の光レベルを実現するためにＬＥＤ１５０Ａの光出力が調
節され得る。ローカル入力１３４Ａ及びグループ入力１３２Ｂに基づいてＬＥＤ１５０Ａ
の調光状態を制御する更なる例が図３に関して本明細書で示されている。
【００７９】
　[0084]　照明コントローラ１３０Ａは、本明細書に記載のモジュールの一部又は全ての
機能を与えるプログラミング及びデータ構造を含む記憶サブシステムを含むことができ、
且つ／又はかかる記憶サブシステムにアクセスすることができる。例えば記憶サブシステ
ムは、グループ入力及びローカル入力から受け取られるデータに基づいて１つ又は複数の
ＬＥＤの照明特性の調節を決定するためのロジック、及び／又はかかるデータに応じて照
明特性の調節を実施するためのロジックを含み得る。メモリが、照明コントローラ１３０
Ａの記憶サブシステム内で使用されても良く、照明コントローラ１３０Ａによってアクセ
スされ得る。メモリは、プログラムの実行中に命令及びデータを記憶するための主ランダ
ムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、及び固定命令が記憶される読取専用メモリ（ＲＯＭ）を含
む幾つかのメモリを含み得る。ファイル記憶サブシステムが、プログラム及びデータファ
イル用の永続記憶域を提供することができ、ハードディスクドライブ、フロッピディスク
ドライブ、並びに関連する可換型媒体、ＣＤ－ＲＯＭドライブ、光学式ドライブ、又は可
換型媒体カートリッジを含み得る。
【００８０】
　[0085]　一部の実施形態では、照明器具１２０Ｂ及び１２０Ｃが照明器具１２０Ａと同
様の構成要素を含み得る。例えば照明器具１２０Ｂは、ローカル入力及びグループ入力を
受け取る照明コントローラ、ドライバ電力段、及びＬＥＤを含み得る。図１には３つの照
明器具１２０Ａ～Ｃが示されているが、照明システムによっては照明器具が２つだけ、又
は４つ以上設けられても良いことを本開示の利益を得る当業者であれば理解されよう。更
に、グループ照明コントローラ１１０と照明器具１２０Ａ～Ｃとの間の代替的接続トポロ
ジが利用されても良い。一部の実施形態では、本明細書に記載の１つ又は複数の照明器具
が幾つかの独立した照明ユニットを含み得る。例えば小売のトラック照明では、幾つかの
物理的に独立したトラックヘッドが単一の照明器具を構成し得る（例えば単一の照明コン
トローラが幾つかのトラックヘッドを制御することができる）。更に、例えばオフィス照
明では、直接隣接する２つ又は４つの照明ユニットが単一の照明器具を構成し得る。更に
、例えば光源が建築材料（例えばコンクリート、天井の発泡体、壁）に埋め込まれる場合
、照明器具は一貫した方法で制御される光源のローカル領域を含み得る。
【００８１】
　[0086]　図３を参照し、ローカル入力及びグローバル入力に基づいて照明器具における
照明を調節する流れ図が示されている。他の実装形態はこれらのステップを異なる順序で
実行し、特定のステップを省略し、且つ／又は図３に示されているのと異なるステップ及
び／若しくはそれらに対して追加的なステップを実行することができる。便宜上、図３の
態様が、本方法を実行できる照明システムの１つ又は複数の構成要素に関して説明される
。構成要素は、例えば（図２に示されている）照明器具１２０Ａの照明コントローラ１３
０Ａやドライバ電力段１４０Ａ、照明器具１２０Ｂの同様の構成要素等、図１の照明器具
１２０Ａ及び１２０Ｂの構成要素のうちの１つ又は複数を含み得る。従って便宜上、図１
及び図２の態様が図３に関連して説明される。
【００８２】
　[0087]　ステップ３００で、ローカルセンサに基づくローカル入力が受け取られる。例
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えばローカル入力は、ローカル入力１３４Ａ経由で照明コントローラ１３０Ａによって受
け取られ得る。ローカル入力は、第１のローカル接続１３３Ａを介して第１のセンサ１２
５Ａから受け取られる入力に基づき得る。例えば一部の実施形態では、第１のローカル接
続１３３Ａがローカル入力１３４Ａに直接結合され得る。一部の実施形態では、ローカル
センサを昼光センサとすることができ、昼光センサによって感知される照明レベルをロー
カル入力が示し得る。一部の実施形態では、ローカルセンサを占有センサとすることがで
き、占有センサによって占有が検出されるかどうかをローカル入力が示し得る。一部の実
施形態では、ローカルセンサを音響センサ、電子鼻／匂いセンサ、煙センサ、ＣＯ２セン
サ等の環境センサとすることができる。一部の実施形態では、ローカルセンサは、照明器
具のコントローラに設置脈絡情報を与える機器とすることができる。例えば設置脈絡情報
は、計算機支援製図作業、紙の文書を読むこと、年配の労働者が読むこと（視力が悪いた
めにより高い光出力を必要とする場合がある）等、照明器具によって照らされる領域内で
行われる関連作業の指示を与え得る。設置脈絡情報は、ローカルセンサ内に予めプログラ
ムされていても事前に構成されていても良く、且つ／又は１つ若しくは複数のネットワー
クインタフェースを介して受け取られ得る。例えば一部の実施形態では、例えば本明細書
に記載のローカル制御ユーザインタフェース等のローカル制御ユーザインタフェースを利
用するモバイル計算装置（例えばスマートフォン、タブレット）等の１つ又は複数の計算
装置によって設置脈絡情報の個別制御を可能にするために、ローカルセンサがネットワー
クインタフェース（例えばBluetooth（登録商標）、Wi-Fi）を含み得る。
【００８３】
　[0088]　ステップ３０５で、グループ照明コントローラの出力に基づくグループ入力が
受け取られる。例えばグループ入力は、グループ入力１３２Ａ経由で照明コントローラ１
３０Ａによって受け取られ得る。一部の実施形態では、グループ入力が、グループ照明コ
ントローラ１１０によって配線１１５上で第１のグループ接続１３１Ａに与えられるグル
ープ照明コントローラの出力に基づき得る。例えば一部の実施形態では、第１のグループ
接続１３１Ａがグループ入力１３２Ａに直接結合され得る。一部の実施形態では、グルー
プ照明コントローラの出力がグループセンサからの入力に基づき得る。一部の実施形態で
はグループセンサは、グループ照明コントローラの出力が与えられる１つ又は複数の照明
器具を含む領域への入口等、１つ又は複数の位置における占有を感知するグループ占有セ
ンサであり得る。一部の実施形態ではグループセンサは、グループ照明コントローラの出
力が与えられる１つ又は複数の照明器具を含む領域内の窓の近く等、１つ又は複数の位置
における照明レベルを感知するグループ昼光センサであり得る。一部の実施形態では、グ
ループ照明コントローラの出力が、タイマや（例えば公益事業会社や他のソースからの）
電力平均分配要求等の他のソースからの入力に基づき得る。
【００８４】
　[0089]　ステップ３１０で、ローカル入力及びグループ入力に基づいてローカル光源の
調光状態が決定される。例えば、照明コントローラ１３０Ａはローカル入力１３４Ａ及び
グループ入力１３２Ａを利用してＬＥＤ１５０Ａの適切な調光状態を決定することができ
る。例えば、グループ入力が調光コマンドを示す場合、調光コマンドを実施するためのパ
ラメータを明らかにするために調光コマンドがローカル入力と比較されても良い。例えば
グループ入力が調光コマンドを示し、ローカルセンサが昼光センサである場合、調光コマ
ンドの所望の結果を達成するためにローカル光源の光出力がどの程度調節されなければな
らないのかを明らかにするために、ローカル入力が調光コマンドと比較されても良い。例
えば、グループ入力によって示される調光レベルに対応する所望の光レベルに対する現在
の光レベル、及び現在の光レベルに基づいて決定されるローカル光源の光出力の調節を決
定するためにローカル入力が調べられても良い。例えばグループ入力は、光源が７５％の
光出力レベルで動作すべきだと示し得る。コントローラは、７５％の光出力レベルに対応
する照明器具の７５％の所望の光レベルが４００ルクスだと決定し得る。ローカル入力は
、昼光、他の光源、及び／又はローカル光源の現在の光出力の結果として現在の光レベル
が５００ルクスだと示し得る。示された現在の光レベルに基づき、４００ルクスである７
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５％の所望の光レベルを実現するための光源の光出力レベルが決定され得る。一部の実施
形態では、４００ルクスである７５％の所望の光レベルを実現するために決定された光源
の光出力レベルが、例えば昼光の寄与により光出力レベルの７５％未満であり得る。
【００８５】
　[0090]　更に、例えばグループ入力は光源が７５％の光出力レベルで動作すべきである
ことを示し、光源の光出力レベルが最初に７５％の光出力レベルに調節されても良い。コ
ントローラは、照明器具の７５％の所望の光レベルが４００ルクスだと決定し得る。ロー
カル入力は、光源が７５％の光出力レベルに調節されるときに存在する光レベルは、昼光
及び／又は他の光源の結果として５００ルクスだと示し得る。示された光レベルに基づき
、ローカル入力によって判定される通りに４００ルクスである７５％の所望の光レベルが
実現されるまで、光源の光出力レベルが落とされ得る。
【００８６】
　[0091]　更に、例えばグループ入力が調光コマンドを示し、ローカルセンサが占有セン
サである場合、調光コマンドが遂行されなければならないときを決定するためにローカル
入力が調べられても良い。例えばローカル入力は、利用者が照明器具の近くにいるときを
判定するために調べられても良く、利用者が照明器具の近くにいると判定される場合、及
び／又は閾値時間内に照明器具の近くにいると判定される場合にのみ、グループ入力によ
って示される調光コマンドを実施することができる。例えばグループ入力は、光源が１０
０％の光出力レベルで動作すべきだと示し得る。コントローラは、利用者が照明器具の近
くにいないこと、及び／又は閾値時間内に照明器具の近くにいないことを第１の時点でロ
ーカル入力によって判定し得る。かかる判定に基づき、ローカル光源の光出力レベルが第
１の時点においてオフにされ、又は下げられた（例えば５０％の）レベルで動作され得る
。コントローラは、利用者が第２の時点で照明器具の近くにいることをローカル入力によ
って更に判定することができ、かかる判定に基づき、ローカル光源の光出力レベルが第２
の時点においてグループ入力によって要求される１００％の光出力レベルで、且つその後
決まった時間にわたって動作され得る。
【００８７】
　[0092]　一部の実施形態では、ローカル入力及びグループ入力に基づいてローカル光源
の調光状態を決定することが、グループ入力によって示される調光状態とローカル入力に
よって示される調光状態との間のより低レベルの調光状態を決定することを含み得る。例
えば、７５％の調光状態が望ましいことをグループ入力が示し、５０％の調光状態が望ま
しいことをローカル入力が示す場合、５０％の調光状態が決定される。
【００８８】
　[0093]　ローカル入力及びグループ入力に基づいてローカル光源の調光状態を決定する
ために、追加の及び／又は代替的な方法が実施され得ることを本開示の利益を享受する当
業者なら認識し、理解されよう。例えば調光状態は、グループ入力によって示される光源
の適切な調光状態、及びローカル入力によって示される光源の適切な調光状態を平均化す
ることに基づいて決定され得る。例えば、グループ入力が７５％の光出力レベルを示し、
ローカル入力が５０％の光出力レベルで十分だと示す場合、光源の光出力レベルは６２．
５％であるように決定され得る。一部の実装形態では、任意の平均が（例えばグループ入
力又はローカル入力のどちらかを重く加重する）加重平均であり得る。
【００８９】
　[0094]　ステップ３１５で、決定された調光状態に基づいてローカル光源の調光状態が
制御される。例えば、ステップ３１０で決定された調光状態でドライバ電力段１４０Ａが
ＬＥＤ１５０Ａを駆動することを可能にするために、照明コントローラ１３０Ａが制御コ
マンドをドライバ電力段１４０Ａに与えることができる。
【００９０】
　[0095]　図４は、ローカル入力に基づいて、又はグループ入力だけに基づいてローカル
光源の調光状態を制御するかどうかを判定する方法の一例の流れ図を示す。他の実装形態
はこれらのステップを異なる順序で実行し、特定のステップを省略し、且つ／又は図４に
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示されているのと異なるステップ及び／若しくはそれらに対して追加的なステップを実行
することができる。便宜上、図４の態様が、本方法を実行できる照明システムの１つ又は
複数の構成要素に関して説明される。構成要素は、例えば（図２に示されている）照明器
具１２０Ａの照明コントローラ１３０Ａやドライバ電力段１４０Ａ、照明器具１２０Ｂの
同様の構成要素等、図１の照明器具１２０Ａ及び１２０Ｂの構成要素のうちの１つ又は複
数を含み得る。従って便宜上、図１及び図２の態様が図４に関連して説明される。
【００９１】
　[0096]　ステップ４００で、グループ入力がオーバーライド状況を示すかどうかが判定
される。オーバーライド状況とは、適切な調光状態を決定する際にグループ入力だけが利
用されることが望ましい状況であり得る。オーバーライド状況は、例えば緊急事態、清掃
状況、保守状況、較正状況、又は他の状況を含み得る。オーバーライド状況は、グループ
照明コントローラの出力によって示され得る。例えば、グループ照明コントローラの出力
はオーバーライド状況を示すデータを含むことができ、照明コントローラ１３０Ａは、グ
ループ入力１３２Ａに基づいてかかるオーバーライド状況を判定することができる。例え
ば、グループ照明コントローラの出力が電力波形の位相カットを含む場合、１つ又は複数
の位相カットシーケンスがオーバーライド状況を示し得る。グループ入力がオーバーライ
ド状況を示す場合、ステップ４０４で、ローカル光源の調光状態がグループ入力だけに基
づいて決定される。例えば、グループ入力は、オーバーライド状況を示すデータを含み、
全ての光源の光出力レベルが１００％の光出力レベルで動作されるべきだと示すことがで
きる。次いでステップ４０４で、ローカル光源の調光状態が１００％の光出力レベルに設
定され得る。一部の実施形態では、照明コントローラ１３０Ａがグループ入力１３２Ａを
受け取らない場合にオーバーライド状況がトリガされ得る。例えばオーバーライド状況で
は、照明コントローラ１３０Ａは独立モードに入り（例えば所定のローカル構成に従って
動作し）、且つ／又はフル光出力を自動で与えることができる。
【００９２】
　[0097]　グループ入力がオーバーライド状況を示さない場合、ステップ４０１で、グル
ープ入力に基づく調光レベルが調節されるべきだとローカル入力が示すかどうかが判定さ
れる。例えば、１００％の光出力レベルが実施されるべきだとグループ入力が示すが、光
源の近くに著しい量の昼光があることをローカル入力が示す場合、過度の照明を防ぐため
にグループ入力に基づく調光レベルが下方調節されるべきだと判定され得る。更に、例え
ば１００％の光出力レベルが実施されるべきだとグループ入力が示すが、利用者が現在光
源の近くにおらず、少なくとも閾値時間にわたって光源の近くにいなかったことをローカ
ル入力が示す場合、過度の照明を防ぐためにグループ入力に基づく調光レベルが下方調節
されるべきだと判定され得る。更に、例えば１００％の光出力レベルが実施されるべきだ
とグループ入力が示すが、昼光又は他の光源が光源近くの照明に寄与していないことをロ
ーカル入力が示す場合、グループ入力に基づく調光レベルが調節されなくても良いと判定
され得る。更に、例えば１００％の光出力レベルが実施されるべきだとグループ入力が示
すが、利用者が現在光源の近くにいることをローカル入力が示す場合、グループ入力に基
づく調光レベルが調節されなくても良いと判定され得る。グループ入力に基づく調光レベ
ルが調節されるべきだとローカル入力が示さない場合、ステップ４０４で、ローカル光源
の調光状態がグループ入力だけに基づいて決定される。グループ入力に基づく調光レベル
が調節されるべきだとローカル入力が示す場合、ステップ４０３で、ローカル光源の調光
状態がローカル入力に基づいて決定される。
【００９３】
　[0098]　一部の実施形態では、１つ又は複数の照明器具が、１つ又は複数の状況でグル
ープ入力を無視し、それらの状況の間ローカル入力だけに基づいてローカル光源の調光状
態を制御するように構成され得る。例えば、壁面の洗浄用途で利用される建築上の照明器
具等の建築上の照明器具は、あらゆる状況でグループ入力を無視し、ローカル入力だけに
基づいて調光状態を制御するように構成され得る。例えば建築上の照明器具は、グループ
入力によって示される調光レベルに関係なく、照明器具が所与の光レベル（例えばフル光
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出力）に留まるべきことを示す設置脈絡情報を与えるローカルセンサを有し得る。更に、
例えば建築上の照明器具は、調光レベルがオーバーライド状況（例えばオーバーライド状
況では光出力が１００％の光出力に高められ得る）を示さない限り、照明器具がグループ
入力によって示される全ての調光レベルにおいて所与の光出力（例えば８０％の光出力）
に留まるべきことを示す設置脈絡情報を与えるローカルセンサを有し得る。更に、例えば
建築上の照明器具はローカルセンサを有することができ、ローカルセンサは昼光センサを
含み、昼光センサによって感知される光出力の増加に応じて照明器具が光出力を高めるべ
きであること、並びにより高い光出力レベルを示すローカル入力及びグループ入力の何れ
かを照明器具が利用すべきことを示す設置脈絡情報を与える。従って、グループ入力によ
って示される調光レベルよりも高い光出力をもたらす調光レベルをローカル入力が示す場
合、ローカル入力が利用され得る。
【００９４】
　[0099]　図５は、照明器具の所望の光レベルを決定するために照明器具を自動較正する
方法の一例の流れ図を示す。他の実装形態はこれらのステップを異なる順序で実行し、特
定のステップを省略し、且つ／又は図５に示されているのと異なるステップ及び／若しく
はそれらに対して追加的なステップを実行することができる。便宜上、図５の態様が、本
方法を実行できる照明システムの１つ又は複数の構成要素に関して説明される。構成要素
は、例えば（図２に示されている）照明器具１２０Ａの照明コントローラ１３０Ａや照明
器具１２０Ｂの同様の構成要素等、図１の照明器具１２０Ａ及び１２０Ｂの構成要素のう
ちの１つ又は複数を含み得る。従って便宜上、図１及び図２の態様が図５に関連して説明
される。
【００９５】
　[00100]　ステップ５００で、自動較正トリガが識別される。一部の実施形態では、自
動較正トリガが照明器具に対する昼光センサの接続を含み得る。例えば、第１の照明器具
１２０Ａの自動較正トリガは、第１のセンサ１２５Ａが昼光センサである場合は第１のセ
ンサ１２５Ａの接続であり得る。一部の実施形態では、照明コントローラ１３０Ａが第１
のセンサ１２５Ａの接続を認識し、それに応じて自動較正状態に入る。一部の実施形態で
は、照明コントローラ１３０Ａを自動較正状態に置くために、第１のセンサ１２５Ａが照
明コントローラ１３０Ａにコマンドを送る。一部の実施形態では、自動較正トリガが、照
明コントローラ１３０Ａに結合されるリセットボタンや自動較正ボタン等のユーザインタ
フェース要素とのユーザ対話であり得る。一部の実施形態では、自動較正トリガが、グル
ープ照明コントローラの出力によって送られ、照明器具において受け取られる自動較正コ
マンドであり得る。追加の及び／又は代替的な自動較正トリガが利用されても良い。
【００９６】
　[00101]　ステップ５０５で、ローカル光源の調光状態が或る期間にわたって自動較正
レベルに設定される。例えば、ＬＥＤ１５０Ａの調光状態が２４時間の期間にわたって１
００％の光出力レベルに設定され得る。更に、例えば昼光がない可能性がある間（例えば
深夜）、ＬＥＤ１５０Ａの調光状態が１回又は複数回、１００％の光出力レベルに設定さ
れ得る。グループ照明コントローラの出力による如何なる調光コマンドも任意選択的に無
視し、その期間中はローカル光源の調光状態が維持され得る。
【００９７】
　[00102]　ステップ５１０で、その期間中にローカル昼光センサからローカル昼光入力
が受け取られる。例えば第１のセンサ１２５Ａが昼光センサである場合、照明コントロー
ラ１３０Ａは第１のセンサ１２５Ａから昼光センサデータを受け取ることができる。例え
ば期間が２４時間の期間である場合、ローカル昼光入力が２４時間の期間中に一定の間隔
で（例えば１０分ごとに）受け取られ得る。更に、例えば期間が昼光がない可能性がある
１つ又は複数の時点である場合、その期間の１つ又は複数の部分中にセンサデータが受け
取られ得る。
【００９８】
　[00103]　ステップ５１５で、ステップ５１０で受け取られたローカル昼光センサ入力
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に基づいて所望の光レベルが決定される。例えば期間が２４時間の期間である場合、所望
の光レベルは、任意選択的に外れ値に対処し、ステップ５１０で受け取られるローカル昼
光入力によって示される最低光レベルに基づき得る。この例では、記録される最低光レベ
ルでは、光レベルに対する昼光の寄与がないと仮定する。更に、例えば期間が２４時間の
期間である場合、所望の光レベルは、任意選択的に外れ値に対処し、ステップ５１０で受
け取られるローカル昼光入力によって示されるＸ個の最低光レベルの平均に基づき得る。
更に、例えば期間が昼光がない可能性がある１つ又は複数の時点である場合、所望の光レ
ベルは、任意選択的に外れ値に対処し、ステップ５１０で受け取られるローカル昼光入力
によって示される光レベルの１つ又は複数に基づき得る。例えば所望の光レベルは、昼光
がない可能性がある時間中に受け取られるＸ個の光レベルの平均に基づき得る。
【００９９】
　[00104]　一部の実施形態では、所望の光レベルを決定する際、照明器具の現在の最大
光レベルの知識が利用され得る。例えば、所望の光レベルを決定する際にステップ５１０
で受け取られる１つ又は複数のローカル昼光センサ入力を無視するために、照明器具の現
在の最大光レベルが利用され得る。例えば、昼光センサからの信号が１００％の光出力の
要求を示しても、例えば１００％未満の光出力レベルを命令する受信済みのグループ調光
コマンドにより照明器具は１００％未満の光出力を１つ又は複数の時点で与えることがで
きる。所望の光レベルを決定する際、かかる１つ又は複数の時点中に受け取られるセンサ
入力が任意選択的に無視され、且つ／又は調節され得る。
【０１００】
　[00105]　一部の実施形態では、図５の１つ又は複数のステップが、別個の照明コント
ローラの関与なしにローカル昼光センサ自体によって実行されても良い。例えば、照明コ
ントローラ１３０Ａのローカル入力１３４Ａが、所望の調光を示す０Ｖ～１０Ｖの信号を
受け取るインタフェース等の単方向インタフェースである場合、昼光センサと照明コント
ローラとの間の現在の調光レベルに関する双方向の情報のやり取りが禁止され得る。かか
る状況では、（例えば１０Ｖの信号を与えることにより）昼光センサがフル光出力を照明
コントローラに要求する場合、照明器具がフル光出力（例えば５００ルクス）にあると昼
光センサが誤って見なす可能性がある。しかし実際には、例えば照明器具のグループ入力
によって受け取られる調光要求により、照明器具の実際の光出力はフル光出力未満（例え
ば３００ルクス）であり得る。従って一部の実施形態では、グループ入力によって現在認
められている最大光レベルを昼光センサが明らかにし得る。グループ入力によって現在認
められている最大光レベルは、昼光センサによって要求される光出力レベルを徐々に高め
（例えば昼光センサによって照明器具のローカル入力に与えられる０Ｖ～１０Ｖの信号を
徐々に高め）、要求光出力レベルを徐々に高める間に光出力レベルを感知することで昼光
センサによって明らかにされ得る。昼光センサによって要求される光出力レベルの上昇に
応じて昼光センサによって感知される光出力レベルの上昇が止まったと判定されるとき、
昼光センサはかかる発生を利用してグループ入力によって認められた最大光レベルを明ら
かにすることができる。一例として、昼光センサが所望の調光レベルを示す０Ｖ～１０Ｖ
の信号を与え、０Ｖは最大限の調光（最小限の光出力）を示し、１０Ｖは最小限の調光（
最大限の光出力）を示すと仮定する。昼光センサは信号を０Ｖから徐々に高め、光出力が
変わらなくなることを検出するまで光出力をモニタすることができる。例えば昼光センサ
は、５Ｖの信号で光出力の変化の失速を検出し得る。かかる判定に基づき、グループ入力
によって認められる最大光出力レベルが明らかにされ得る。例えば、グループ光出力レベ
ルが５０％の光出力レベルにあることが明らかにされ、それにより、与えられた５Ｖの信
号を超えて照明器具が光出力レベルを高めることができないことを説明し得る。一部の実
施形態では、所望の光レベルを決定する際にステップ５１０で受け取られる１つ又は複数
のローカル昼光センサ入力を無視するために、照明器具の現在の最大光レベルが利用され
得る。
【０１０１】
　[00106]　一部の実施形態では、所望の光レベルを決定するために追加の入力が利用さ
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れ得る。例えば、照明器具設計の対象とする作業領域のルクスレベルが照明器具の遅い段
階の構成によって指示され、所望の光レベルを決定する際に利用され得る。
【０１０２】
　[00107]　所望の光レベルとは、照明器具の所与の光出力レベルにおいて照明器具の光
源により照明器具によって、並びに昼光及び／又は他の光源によって照らされる領域にま
とめて与えられるべき意図される光レベルを概して示す。例えば、ステップ５０５におけ
る光源の自動較正レベルが１００％である場合、ステップ５１５で決定される所望の光レ
ベルは、光源が１００％の光出力レベルにあり、他の光の寄与がない場合に光源によって
与えられるべき意図される光レベルを示し得る。光源による過度の照明を防ぐために、本
明細書に記載の光源の光出力レベルを調節するための基準点として所望の光レベルが利用
され得る。例えば、光源が１００％の光出力にあるときの光源の所望の光レベルが５００
ルクスであり、光源が１００％の光出力にあるとき（例えば昼光が原因で）６００ルクス
の光レベルがあることを昼光センサの読取値が示す場合、所望の光レベルを相変わらず維
持しながら光源の光出力が１００％の光出力未満に落とされ得る。一部の実装形態では、
光源の１００％の光出力未満に対応する所望の光レベルが決定され得る。例えば、１００
％の光出力未満の自動較正レベルでステップ５００～５１５が実行されても良い。更に、
例えば１００％の光出力未満の光レベルを決定するために、１００％の光出力における所
望の光レベルが利用され得る。例えば、５０％の光出力における所望の光レベルは、１０
０％の光出力における所望の光レベルの５０％だと決定され得る。決定された任意の所望
の光レベルが、照明コントローラ１３０Ａ等の照明コントローラに関連するメモリ内に記
憶されても良く、本明細書に記載の１つ又は複数の方法及び／又は機器で任意選択的に利
用され得る。
【０１０３】
　[00108]　図６は、構成コマンドを実施するために構成ツールを利用する方法の一例の
流れ図を示す。他の実装形態はこれらのステップを異なる順序で実行し、特定のステップ
を省略し、且つ／又は図６に示されているのと異なるステップ及び／若しくはそれらに対
して追加的なステップを実行することができる。便宜上、図６の態様が、本方法を実行で
きる照明システムの１つ又は複数の構成要素に関して説明される。構成要素は、例えば（
図２に示されている）照明器具１２０Ａの照明コントローラ１３０Ａやドライバ電力段１
４０Ａ、照明器具１２０Ｂの同様の構成要素等、図１の照明器具１２０Ａ及び１２０Ｂの
構成要素のうちの１つ又は複数を含み得る。従って便宜上、図１及び図２の態様が図６に
関連して説明される。
【０１０４】
　[00109]　ステップ６００で、ローカル照明コントローラに電気的に結合される構成ツ
ールから、ローカル照明コントローラにおいて電力が受け取られる。例えば、電源を有す
る構成ツールが照明コントローラ１３０Ａに結合されても良く、照明コントローラ１３０
Ａに関連する構成コマンドを実施するために照明コントローラ１３０Ａに給電し得る。こ
れにより、照明コントローラ１３０Ａが幹線電力によって給電される必要なしに照明コン
トローラ１３０Ａが構成できるようになり得る。一部の実施形態では、構成ツールが（第
１のセンサ１２５Ａが更に結合されることなしに）ローカル入力１３４Ａに、及び／又は
（配線１１５が結合されることなしに）グループ入力１３２Ａに結合され得る。一部の実
施形態では、構成ツールが例えば携帯電話（例えばスマートフォン）、タブレット計算装
置、装着可能な計算装置（例えば装着可能な腕時計の計算装置）等のモバイル計算装置で
あり得る。モバイル計算装置（例えばマイクロＵＳＢ）への有線接続を可能にし、（例え
ば第１のセンサ１２５Ａによって利用されるインタフェースと同様のインタフェースを介
して）照明コントローラ１３０Ａへの接続を可能にするドングルが利用されても良い。
【０１０５】
　[00110]　ステップ６０５で、構成ツールとの通信が確立される。例えば、照明コント
ローラ１３０Ａが構成ツールとの接続を確立することができる。一部の実施形態では、構
成ツールに対するユーザ操作に応答して接続が確立され得る。一部の実施形態では、構成
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ツールと照明コントローラとの間の接続を確立するために認証が要求され得る。例えば、
特定の構成ツールだけが照明コントローラと接続を確立する認証を得ていると識別され得
る。更に、例えばユーザ名やパスワード等の認証情報を与えることを利用者が要求される
場合がある。利用者及び／又はモバイル計算装置認証の追加の及び／又は代替的な形態が
利用されても良い。
【０１０６】
　[00111]　ステップ６１０で、構成ツールから構成コマンドが受け取られる。例えば構
成コマンドは、照明コントローラが実装される照明器具の所望の光レベルの指示を含み得
る。例えば、照明器具及び／又は照明器具のパッケージに取り付けられるバーコードやＱ
Ｒラベル等の可読コードが照明器具の所望の光レベルを示し得る。ＱＲラベルを読み取り
、そのＱＲラベルに基づいて照明器具の所望の光レベルを明らかにするために構成ツール
のカメラが利用されても良い。構成ツールは明らかにされた所望の光レベルを利用し、所
望の光レベルを設定するために照明コントローラに構成コマンドを与えることができる。
追加の及び／又は代替的な構成コマンドが構成ツールから受け取られ得る。例えば、照明
器具のプロファイルが構成ツールによって設定されても良く、照明器具の最大消費電力上
限が構成ツールによって設定されても良く、照明コントローラのファームウェアが構成ツ
ールによって更新されても良く、且つ／又は１つ若しくは複数の機能のオーバーライドが
構成ツールによって実現され得る。例えば、頻繁に利用される歩道の近くに位置する照明
器具の占有感知機能を無効にして迷惑な照明器具の頻繁なオン／オフの切り替えを防ぐた
めに構成ツールが使用され得る。更に、例えば昼光を正確に感知することが不可能な領域
内にある１つ又は複数の照明器具の昼光感知が無効にされ得る（例えばテーブル上の書類
の量に応じて反射率を著しく変える大きいクラステーブル）。
【０１０７】
　[00112]　一部の実施形態では、構成ツール上の構成アプリケーションを開始するため
に、照明コントローラ１３０Ａによってモバイル構成ツールに与えられるデータが構成ツ
ールによって利用され得る。例えば照明コントローラ１３０Ａは、それ自体が構成ツール
上の構成アプリケーションを実行するために構成ツールによって実行されるコードを含み
得る、構成アプリケーションプログラムデータを送ることができる。更に、例えば照明コ
ントローラ１３０Ａは、構成ツール上の構成アプリケーションを実行するために、及び／
又は構成ツールによって構成アプリケーションにアクセスするために構成ツールによって
利用され得る構成アプリケーション位置データを送ることができる。例えば、構成アプリ
ケーションコードがそこから受け取られ、構成ツール上で実行され得るインターネットア
ドレスが与えられても良い。更に、例えば構成アプリケーションにアクセスするために構
成ツールが利用し得るインターネットアドレスが与えられても良い。例えば、構成アプリ
ケーションは遠隔計算装置上で実行されても良く、構成ツールは構成アプリケーションを
使用できるようにするために自らのウェブブラウザによって構成アプリケーションにアク
セスすることができる。一部の実施形態では、構成ツールが照明コントローラ１３０Ａに
アクセスするために、（例えば構成ツールとの通信がセキュリティ保護されたローカルWi
-Fiネットワークを介して生じることを要求することにより）セキュリティ保護されたロ
ーカルWi-Fiネットワークにアクセスできる構成ツールだけが許可されることをセキュリ
ティ機能が含み得る。
【０１０８】
　[00113]　ステップ６１５で、ステップ６１０で受け取られた構成コマンドが実施され
る。例えば構成コマンドは、照明コントローラ１３０Ａのファームウェアを更新するため
に利用されても良く、且つ／又は照明コントローラ１３０Ａによってメモリ内に記憶され
得る。例えば制御コマンドが所望の光レベルの指示を含む場合、所望の光レベルが本明細
書に記載の照明コントローラによってメモリ内に記憶され得る。
【０１０９】
　[00114]　一部の実施形態では、照明器具が昼光センサであるセンサを含む場合、照明
コントローラに構成コマンドを与えるために昼光センサが任意選択的に利用され得る。例
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えば、高輝度レベルの光出力を昼光センサに直接当てるためにレーザー又は他の照明装置
が利用され得る。昼光センサ及び／又は照明コントローラは、かかる高輝度状態を構成コ
マンド入力として認識することができる。例えば、レーザーポインタからのレーザーが昼
光センサに向けられ、照明センサからセンサ値を受け取る照明コントローラは、（例えば
レーザーが決まった期間にわたって能動的に昼光センサに当たるときのみ、及び／又はレ
ーザーが昼光センサから逸らされ、昼光センサ上に再び戻されるまで）ローカル入力に基
づく光出力の調節がオーバーライドされるべきであることを示すその高輝度レベルの構成
入力を認識することができる。更に、照明器具の定義済みのインテリジェントプロファイ
ル（例えば廊下モード、窓モード、非常口モード、清掃モード）を切り替えるために、例
えばレーザーポインタからのレーザーが昼光センサに向けられても良い。例えば、レーザ
ーが昼光センサに当てられ、逸らされる度に、照明コントローラは昼光センサから受け取
られる対応する入力が照明器具の新たなプロファイルに切り替えたいことを示すかどうか
を判定する。更に、例えば所望の最大光出力レベルを設定するためにレーザーポインタか
らのレーザーが昼光センサに向けられても良い。例えばレーザーが当てられるとき、照明
コントローラは光源によって制御される光源の光出力レベルを徐々に調節させる。所望の
光出力レベルが達成されたときに利用者はレーザーを逸らすことができ、その所望の光出
力レベルが最大光出力レベルとして利用され得る。最大光出力レベルが規制ルクス限度等
の所望の最大光出力レベルを超えないことを確実にするために、利用者は照明器具の最大
光出力レベルを設定する間、光センサを利用することができる。
【０１１０】
　[00115]　幾つかの発明実施形態を本明細書に説明し例示したが、当業者であれば、本
明細書にて説明した機能を実行するための、並びに／又は、本明細書にて説明した結果及
び／若しくは１つ以上の利点を得るための様々な他の手段及び／若しくは構造体を容易に
想到できよう。また、このような変更及び／又は改良の各々は、本明細書に説明される発
明実施形態の範囲内であるとみなす。より一般的には、当業者であれば、本明細書にて説
明されるすべてのパラメータ、寸法、材料、及び構成は例示のためであり、実際のパラメ
ータ、寸法、材料、及び／又は構成は、発明教示内容が用いられる１つ以上の特定用途に
依存することを容易に理解できよう。当業者であれば、本明細書にて説明した特定の発明
実施形態の多くの等価物を、単に所定の実験を用いて認識又は確認できよう。したがって
、上記実施形態は、ほんの一例として提示されたものであり、添付の請求項及びその等価
物の範囲内であり、発明実施形態は、具体的に説明された又はクレームされた以外に実施
可能であることを理解されるべきである。本開示の発明実施形態は、本明細書にて説明さ
れる個々の特徴、システム、品物、材料、キット、及び／又は方法に関する。さらに、２
つ以上のこのような特徴、システム、品物、材料、キット、及び／又は方法の任意の組み
合わせも、当該特徴、システム、品物、材料、キット、及び／又は方法が相互に矛盾して
いなければ、本開示の本発明の範囲内に含まれる。
【０１１１】
　[00116]　本明細書にて定義されかつ用いられた定義はすべて、辞書の定義、参照する
ことにより組み込まれた文献における定義、及び／又は、定義された用語の通常の意味に
優先されて理解されるべきである。
【０１１２】
　[00117]　本明細書及び特許請求の範囲にて使用される「ａ」及び「ａｎ」の不定冠詞
は、特に明記されない限り、「少なくとも１つ」を意味するものと理解されるべきである
。
【０１１３】
　[00118]　本明細書及び特許請求の範囲にて使用される「及び／又は」との表現は、等
位結合された要素の「いずれか又は両方」を意味すると理解すべきである。すなわち、要
素は、ある場合は接続的に存在し、その他の場合は離接的に存在する。「及び／又は」を
用いて列挙される複数の要素も同様に解釈されるべきであり、すなわち、要素のうちの「
１つ以上」が等位結合される。「及び／又は」節によって具体的に特定された要素以外の
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他の要素も、それが具体的に特定された要素に関連していても関連していなくても、任意
選択的に存在してよい。したがって、非限定的な例として、「Ａ及び／又はＢ」との参照
は、「含む」といった非制限的言語と共に用いられた場合、一実施形態では、Ａのみ（任
意選択的にＢ以外の要素を含む）を指し、別の実施形態では、Ｂのみ（任意選択的にＡ以
外の要素を含む）を指し、さらに別の実施形態では、Ａ及びＢの両方（任意選択的にその
他の要素を含む）を指す。
【０１１４】
　[00119]　本明細書及び特許請求の範囲に用いられるように、「又は」は、上に定義し
たような「及び／又は」と同じ意味を有すると理解すべきである。例えば、リストにおけ
るアイテムを分ける場合、「又は」、又は、「及び／又は」は包括的と解釈される。すな
わち、多数の要素又は要素のリストのうちの少なくとも１つを含むが、２つ以上の要素も
含み、また、任意選択的に、リストにないアイテムを含むと解釈される。「～のうちの１
つのみ」又は「ちょうど１つの」といった反対を明らかに示す用語、又は、特許請求の範
囲に用いられる場合は、「～からなる」という用語だけが、多数の要素又は要素のリスト
のうちのまさに１つの要素が含まれることを指す。一般的に、本明細書にて使用される「
又は」との用語は、「いずれか」、「～のうちの１つの」、「～のうちの１つのみ」、又
は「～のうちのちょうど１つのみ」といった排他的な用語が先行する場合にのみ、排他的
な代替（すなわち「一方又は他方であるが、両方ではない」）を示すと解釈される。「本
質的に～からなる」は、特許請求の範囲に用いられる場合、特許法の分野にて用いられる
通常の意味を有する。
【０１１５】
　[00120]　本明細書及び特許請求の範囲に用いられるように、１つ以上の要素を含むリ
ストを参照した際の「少なくとも１つ」との表現は、要素のリストにおける任意の１つ以
上の要素から選択された少なくとも１つの要素を意味すると理解すべきであるが、要素の
リストに具体的に列挙された各要素の少なくとも１つを必ずしも含むわけではなく、要素
のリストにおける要素の任意の組み合わせを排除するものではない。この定義は、「少な
くとも１つの」との表現が指す要素のリストの中で具体的に特定された要素以外の要素が
、それが具体的に特定された要素に関係していても関連していなくても、任意選択的に存
在してもよいことを可能にする。したがって、非限定的な例として、「Ａ及びＢの少なく
とも１つ」（又は、同等に「Ａ又はＢの少なくとも１つ」、又は、同等に「Ａ及び／又は
Ｂの少なくとも１つ」）は、一実施形態では、少なくとも１つのＡ（任意選択的に２つ以
上のＡを含む）であって、Ｂがない（任意選択的にＢ以外の要素を含む）ことを指し、別
の実施形態では、少なくとも１つのＢ（任意選択的に２つ以上のＢを含む）であって、Ａ
がない（任意選択的にＡ以外の要素を含む）ことを指し、さらに別の実施形態では、少な
くとも１つのＡ（任意選択的に２つ以上のＡを含む）と、少なくとも１つのＢ（任意選択
的に２つ以上のＢを含む）を指す（任意選択的に他の要素を含む）。
【０１１６】
　[00121]　さらに、特に明記されない限り、本明細書に記載された２つ以上のステップ
又は動作を含むどの方法においても、当該方法のステップ又は動作の順番は、記載された
方法のステップ又は動作の順序に必ずしも限定されないことを理解すべきである。
【０１１７】
　[00122]　請求項において、括弧内に登場する任意の参照符号は、便宜上、提供されて
いるに過ぎず、当該請求項をいかようにも限定することを意図していない。
【０１１８】
　[00123]　特許請求の範囲においても上記明細書においても、「備える」、「含む」、
「担持する」、「有する」、「含有する」、「関与する」、「保持する」、「～から構成
される」等といったあらゆる移行句は、非制限的、すなわち、含むがそれに限定されない
ことを意味すると理解すべきである。
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