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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】光の演出効果をより高くする。
【解決手段】複数の光源２０（１）～２０（ｎ）の各々
に一対一で対応する複数の出射領域Ｗ（１）～Ｗ（ｎ）
が、帯状の拡散板４１の長手方向に連なって設けられて
いると共に、出射領域Ｗ（２）～Ｗ（ｎ－１）が、長手
方向で隣接する他の出射領域に対し両側部の所定範囲が
重なるように配置されており、制御部３０が、スケジュ
ールＳＣに基づいて、光源２０（１）～２０（ｎ）の各
々の点灯／消灯および発光強度を制御する照明装置１で
ある。スケジュールＳＣでは、演出を実行している途中
の各時点における拡散板４１全体の平均輝度の経時変化
を実現する複数の光源２０（１）～（ｎ）の各々の点灯
／消灯の態様および点灯させる光源２０（１）～２０（
ｎ）の発光強度が設定されている構成とした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の光源と、
　前記複数の光源の各々に一対一で対応する複数の出射領域を有する帯状の拡散板と、
　前記拡散板で光が移動する演出を実行する際のスケジュールに基づいて、前記光源の各
々の点灯／消灯、および発光強度を制御する制御手段と、を備え、
　前記複数の出射領域の各々が、前記拡散板の長手方向に所定長さを有すると共に、前記
長手方向に連なって設けられた照明装置において、
　前記スケジュールでは、
　前記複数の出射領域の各々から出射される光の輝度を合算した前記拡散板全体での輝度
分布の平均輝度に基づいて、前記複数の光源の各々の点灯／消灯の態様、および点灯させ
る光源の発光強度が設定されていると共に、
　予め設定された前記平均輝度の経時変化を実現するように、前記演出を実行している途
中の各時点における前記複数の光源の各々の点灯／消灯の態様、および点灯させる光源の
発光強度が設定されていることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記平均輝度の経時変化は、前記演出を実行している途中の各時点において、屈曲点を
持たずに連続的に曲線状または直線状に増加または減少するように設定されていることを
特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記演出を実行している途中の各時点における前記拡散板では、当該拡散板の前記長手
方向における輝度分布が、前記長手方向の一端から他端に向かうにつれて、屈曲点を持た
ずに連続的に直線状に増加または減少するように設定されていることを特徴とする請求項
１または請求項２に記載の照明装置。
【請求項４】
　複数の光源と、
　前記複数の光源の各々に一対一で対応する複数の出射領域を有する帯状の拡散板と、
　前記拡散板で光が移動する演出を実行する際のスケジュールに基づいて、前記光源の各
々の点灯／消灯、および発光強度を制御する制御手段と、を備え、
　前記複数の出射領域の各々が、前記拡散板の長手方向に所定長さを有すると共に、前記
長手方向に連なって設けられた照明装置において、
　前記スケジュールでは、
　前記複数の出射領域の各々から出射される光の輝度を合算した前記拡散板全体での輝度
分布を、前記拡散板の前記長手方向の位置をｘ方向、前記長手方向の各位置における輝度
の大きさをｙ方向として輝度分布形状で表現したときの前記輝度分布形状の重心に基づい
て、前記複数の光源の各々の点灯／消灯の態様、および点灯させる光源の発光強度が設定
されていると共に、
　予め設定された前記輝度分布形状の重心の前記長手方向の経時変化を実現するように、
前記演出を実行している途中の各時点における前記複数の光源の各々の点灯／消灯の態様
、および点灯させる光源の発光強度が設定されている
ことを特徴とする照明装置。
【請求項５】
　前記輝度分布形状の重心の前記長手方向の経時変化は、前記演出を実行している途中の
各時点において、屈曲点を持たずに連続的に曲線状または直線状に増加または減少するよ
うに設定されていることを特徴とする請求項４に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記スケジュールにおいて設定されている前記複数の光源の各々の発光強度は、前記輝
度分布形状の重心に基づいて算出した発光強度であり、
　前記スケジュールにおける前記複数の光源の各々の発光強度を設定する際に、前記輝度
分布形状の重心に基づいて算出した発光強度が負となる光源がある場合には、
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　前記発光強度が負となる光源を除いた他の光源に対応する出射領域の輝度分布から表現
した前記輝度分布形状の重心に基づいて、前記他の光源の発光強度を設定し、前記算出し
た発光強度が負となった光源の発光強度をゼロに設定することを特徴とする請求項４また
は請求項５に記載の照明装置。
【請求項７】
前記スケジュールでは、
　前記重心の前記長手方向の経時変化と、
　前記演出を実行している途中の各時点における前記輝度分布形状の重心の前記輝度の大
きさ方向の経時変化と、に基づいて、前記複数の光源の各々の点灯／消灯の態様、および
点灯させる光源の発光強度が設定されていると共に、
　予め設定された前記輝度分布形状の重心の前記長手方向の経時変化と、予め設定された
前記輝度分布形状の重心の前記輝度の大きさ方向の経時変化の両方を実現するように、前
記演出を実行している途中の各時点における前記複数の光源の各々の点灯／消灯の態様、
および点灯させる光源の発光強度が設定されていることを特徴とする請求項４から請求項
６のうちの何れか一項に記載の照明装置。
【請求項８】
　前記輝度分布形状の重心の前記長手方向の経時変化と、前記輝度分布形状の重心の前記
輝度の大きさ方向の経時変化とが、前記演出を実行している途中の各時点において、屈曲
点を持たずに連続的に曲線状または直線状に増加または減少するように設定されているこ
とを特徴とする請求項７に記載の照明装置。
【請求項９】
　前記演出を実行している途中の各時点における前記拡散板では、当該拡散板の全体の輝
度分布が、前記長手方向の中間位置で最大となり、前記中間位置から離れるにつれて減少
するように設定されていることを特徴とする請求項８に記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記スケジュールでは、
　前記演出を実行している途中で各光源を点灯／消灯する際には、
　点灯／消灯する光源の発光強度を、設定された発光強度まで変化させる移行制御が実行
されるように設定されており、
　点灯／消灯させた光源の次に点灯／消灯される光源では、前記移行制御に要する時間以
下であり、かつ前記移行制御に要する時間の半分の時間以上である遅延時間を経た後に、
前記移行制御が実行されるように設定されていることを特徴とする請求項１から請求項９
の何れか一項に記載の照明装置。
【請求項１１】
　前記拡散板では、
　前記長手方向の前記一端に位置する出射領域と前記他端に位置する出射領域との間の各
出射領域が、前記長手方向で隣接する他の出射領域に対し、前記長手方向の両側部の所定
範囲が重なるように配置されていることを特徴とする請求項１から請求項１０のうちの何
れか一項に記載の照明装置。
【請求項１２】
　前記拡散板では、
　前記長手方向の前記一端に位置する出射領域と前記他端に位置する出射領域との間の各
出射領域が、前記長手方向の中心位置で幅が最大となり、前記長手方向における前記中心
位置の一方側の領域と他方側の領域の幅が、前記中心位置から離れるにつれて縮幅した形
状で形成されており、
　前記長手方向の前記一端に位置する出射領域と前記他端に位置する出射領域との間の各
出射領域は、
　前記一方側の領域と前記他方側の領域を、それぞれ前記長手方向で隣接する他の出射領
域の前記他方側の領域と前記一方側の領域に対して、前記拡散板の幅方向に並べて配置さ
れていることを特徴とする請求項１から請求項１０のうちの何れか一項に記載の照明装置
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。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、長尺状の導光体の両端に配置した光源のうちの一方の光源の波長を、
他方の光源の波長の少なくとも一部含むように設定した照明装置が開示されている。
　この照明装置では、一方の光源の輝度と他方の光源の輝度をそれぞれ独立して連続的に
変化させて、一方の光源の色から他方の光源の色に徐々に変化させることで、光が流れる
演出を行うように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５６０２６１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１の場合、導光体に対する各光源の輝度分布が明確でないので、各光
源の光がどのように混色して光が演出されるのかが不明確であり、光の演出効果が高いと
はいえなかった。
　そのため、光の演出効果をより高くすることが求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、
　複数の光源と、
　前記複数の光源の各々に一対一で対応する複数の出射領域を有する帯状の拡散板と、
　前記拡散板で光が移動する演出を実行する際のスケジュールに基づいて、前記光源の各
々の点灯／消灯、および発光強度を制御する制御手段と、を備え、
　前記複数の出射領域の各々が、前記拡散板の長手方向に所定長さを有すると共に、前記
長手方向に連なって設けられた照明装置において、
　前記スケジュールでは、
　前記複数の出射領域の各々から出射される光の輝度を合算した前記拡散板全体での輝度
分布の平均輝度に基づいて、前記複数の光源の各々の点灯／消灯の態様、および点灯させ
る光源の発光強度が設定されていると共に、
　予め設定された前記平均輝度の経時変化を実現するように、前記演出を実行している途
中の各時点における前記複数の光源の各々の点灯／消灯の態様、および点灯させる光源の
発光強度が設定されている構成とした。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、照明装置では、演出を実行している途中の各時点における各光源の点
灯／消灯の態様、および点灯させる光源の発光強度が、拡散板全体での輝度分布の平均輝
度の経時変化を実現するように制御される。
　これにより、拡散板で光が移動する演出を実行するために、各光源の点灯／消灯の態様
、および点灯させる光源の発光強度を設定する際に、拡散板全体での輝度分布の平均輝度
というひとつの基準を追加し、この追加した基準に時間的に秩序をもたせるように、各光
源の点灯／消灯の態様、および点灯させる光源の発光強度を設定したスケジュールとする
ことで、拡散板で光が移動する演出を実施する際に、光が滑らかに移動するように視認さ
せることができるので、光の演出効果を、いっそう高めることができる。
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【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１の実施の形態にかかる照明装置を説明する図である。
【図２】拡散板における出射領域を説明する図である。
【図３】拡散板における照明演出を説明する図である。
【図４】３つの光源を構成要素とする場合の拡散板の輝度分布を説明する図である。
【図５】拡散板全体における輝度分布を説明する図である。
【図６】演出の開始から終了までの各時点における、拡散板の平均輝度と、この拡散板の
平均輝度の経時的な変化を説明する図である。
【図７】拡散板の平均輝度の変化と光源の発光強度との関係を説明する図である。
【図８】拡散板の平均輝度の変化と光源の発光強度との関係を説明する図である。
【図９】拡散板の平均輝度の変化と光源の発光強度との関係を説明する図である。
【図１０】拡散板の長手方向の輝度変化を説明する図である。
【図１１】第２の実施の形態にかかる拡散板の平均輝度の経時的な変化と重心を説明する
図である。
【図１２】拡散板の長手方向の位置ｘ、輝度ｙとした時の輝度分布形状（ｘ、ｙ）におけ
る重心（以降、拡散板の輝度分布の重心）の経時的な変化と、この場合の各光源の発光強
度の変化を説明する図である。
【図１３】拡散板の輝度分布の重心の経時的な変化と、この場合の各光源の発光強度の変
化を説明する図である。
【図１４】拡散板の輝度分布の重心の範囲を説明する図である。
【図１５】拡散板の輝度分布の重心の変化と光源の発光強度との関係を説明する図である
。
【図１６】拡散板の輝度分布の重心の変化と光源の発光強度との関係を説明する図である
。
【図１７】拡散板の輝度分布の重心の変化と光源の発光強度との関係を説明する図である
。
【図１８】拡散板の輝度分布の重心の変化と光源の発光強度との関係を説明する図である
。
【図１９】拡散板の輝度分布の重心の変化と光源の発光強度との関係を説明する図である
。
【図２０】拡散板の輝度分布の輝度方向の重心の位置の変化を説明する図である。
【図２１】拡散板の長手方向における輝度分布を説明する図である。
【図２２】光が伸びる演出と、光が縮む演出を行う際の各光源の点灯／消灯のタイムチャ
ートである。
【図２３】他の実施の形態にかかる照明装置を説明する図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
［第１の実施形態］
　以下、本発明の第１の実施の形態を説明する。
　図１は、実施の形態にかかる照明装置１を説明する図であり、（Ａ）は、照明装置１を
光の出射面側から見た平面図であり、（Ｂ）は、（Ａ）におけるＡ－Ａ断面図であり、（
Ｃ）は、（Ａ）におけるＢ－Ｂ断面の拡大図である。
　以下の説明では、複数の光源２０の各々を区別する必要がある場合には、光源２０（１
）、・・・２０（ｎ）というように、符号の後に、区別用の序数を付けた括弧を付記して
説明をする。出射領域Ｗについても同様とする。
【０００９】
［照明装置１］
　図１に示すように、照明装置１は、複数の光源２０（１）～光源２０（ｎ）と、複数の
光源２０（１）～光源２０（ｎ）の各々に一対一で対応する複数の出射領域Ｗ（１）～出
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射領域Ｗ（ｎ）を有する帯状の拡散板４１と、光源２０（１）～光源２０（ｎ）の各々の
点灯／消灯、および発光強度を制御する制御部３０と、有している。
【００１０】
　拡散板４１は、平面視において矩形形状を成す遮光板４０の中央部に設けられており、
この拡散板４１の下方では、基板２上に設置された複数の光源２０（１）～光源２０（ｎ
）が、拡散板４１の長手方向（図１における左右方向）に沿って、所定間隔で並んでいる
。
【００１１】
　基板２上には、拡散板４１の長手方向で隣接する光源２０の間に、遮光板２１が設けら
れており、遮光板２１の上方には、各光源２０から出射された光が入射する導光部材１１
が設けられている。
　平面視において導光部材１１は、拡散板４１と同じ帯状を成している。
【００１２】
　この導光部材１１の基板２側の下面１１ａは、各光源２０から出射された光の入射面と
なっており、この導光部材１１の断面形状は、導光部材１１の長手方向と幅方向とで異な
っている。
　具体的には、導光部材１１の長手方向における断面形状は、導光部材１１に入射した光
の進行方向を長手方向に規定する凹レンズ形状（図１の（Ｂ）参照）となっており、導光
部材１１の幅方向における断面形状は、導光部材１１に入射した光の進行方向を幅方向に
規定する凸レンズ形状（図１の（Ｃ）参照）となっている。
【００１３】
　実施の形態では、導光部材１１の下面１１ａに入射した各光源２０（１）～光源２０（
ｎ）の光が上面１１ｂから出射される際に、拡散板４１に設定された出射領域Ｗ（１）～
出射領域Ｗ（ｎ）のうち、光源２０（１）～光源２０（ｎ）に対応する出射領域に向けて
出射されるように設定されている。
【００１４】
　拡散板４１は、導光部材１１側から入射した光を、拡散させつつ透過させる機能を有し
ている。
　拡散板４１では、光源２０（１）～光源２０（ｎ）に一対一で対応する出射領域Ｗ（１
）～出射領域Ｗ（ｎ）が、帯状の拡散板４１の長手方向に連なって設定されており、出射
領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（ｎ）の各々は、平面視において矩形形状を成す所定面積の領
域となっている。
【００１５】
　出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（ｎ）は、拡散板４１の長手方向の一端４１０と他端４
１１に位置する出射領域Ｗ（１）、出射領域Ｗ（ｎ）を除き、拡散板４１の長手方向に、
それぞれ同じ長さＬを有しており、出射領域Ｗ（１）、出射領域Ｗ（ｎ）は、他の出射領
域Ｗ（２）～出射領域Ｗ（ｎ－１）の半分の長さＬ／２を有している。
【００１６】
　出射領域Ｗ（１）と出射領域Ｗ（ｎ）の間に位置する出射領域Ｗ（２）～出射領域Ｗ（
ｎ－１）は、拡散板４１の長手方向で隣接する他の出射領域に対して、長手方向の両側部
の所定範囲が重なるように設けられている。
【００１７】
　実施の形態では、所定範囲が、出射領域Ｗ（２）～出射領域Ｗ（ｎ－１）の全長Ｌの半
分の長さＬ／２となるように設定されている。
　そのため、各出射領域Ｗ（２）～出射領域Ｗ（ｎ－１）の長手方向における一方側は、
一方側で隣接する他の出射領域と、Ｌ／２の長さ範囲が重なっており、他方側は、他方側
で隣接する他の出射領域と、Ｌ／２の長さ範囲が重なっている。
【００１８】
　ここで、図２を参照して、拡散板４１における各光源に対応する出射領域Ｗ（１）～出
射領域Ｗ（ｎ）の位置と、各出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（ｎ）から出射される光の輝
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度分布と、拡散板４１の全光源による全体の輝度分布とを説明する。
【００１９】
　図２は、拡散板４１における出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（ｎ）を説明する図であり
、（Ａ）は、拡散板４１における出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（ｎ）が設けられた範囲
を説明する図であり、（Ｂ）は、拡散板４１の各出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（ｎ）で
の輝度分布を説明する図であり、（Ｃ）は、総ての光源２０（１）～光源２０（ｎ）を最
大の発光強度で点灯させた際の拡散板４１の全体の輝度分布を説明する図である。
【００２０】
　拡散板４１の長手方向の一端４１０には出射領域Ｗ（１）が設定されており、長手方向
の他端４１１には出射領域Ｗ（ｎ）が設定されている。
　そして、拡散板４１の各光源２０（２）～光源２０（ｎ－１）に対応する出射領域Ｗ（
２）～出射領域Ｗ（ｎ－１）の配置は、長手方向における一端４１０側から他端４１１側
に所定長さＬ／２ずつオフセットしている。
　そのため、拡散板４１では、各出射領域Ｗ（２）～出射領域Ｗ（ｎ－１）の中心位置Ｐ
２～中心位置Ｐｎ－１が、拡散板４１の長手方向に所定長さＬ／２ずつオフセットしてい
る。
【００２１】
　前記したように拡散板４１では、この拡散板４１の一端４１０にある出射領域Ｗ（１）
と、他端４１１にある出射領域Ｗ（ｎ）は、拡散板４１の長手方向の長さが、他の出射領
域Ｗ（２）～出射領域Ｗ（ｎ－１）の長さＬの半分の長さＬ／２となっている。
　そして、拡散板４１の出射領域Ｗ（１）と、出射領域Ｗ（ｎ）では、出射される光の輝
度Ｙが、それぞれ一端４１０、他端４１１から離れるにつれて低くなっている（図２の（
Ａ）、（Ｂ）参照）。
【００２２】
　また、拡散板４１の出射領域Ｗ（１）と出射領域Ｗ（ｎ）との間に位置する各出射領域
Ｗ（２）～出射領域Ｗ（ｎ－１）では、長手方向の中心位置Ｐ２～中心位置Ｐｎ－１で輝
度が最大となり、中心位置Ｐ２～中心位置Ｐｎ－１から離れるにつれて、輝度が低くなっ
ている。
【００２３】
　そのため、光源２０（１）を最大の発光強度で単独で点灯させた場合、拡散板４１の出
射領域Ｗ（１）における長手方向（図２における左右方向）の輝度分布は、最大となる位
置Ｐ１から位置Ｐ２に向けて減少したのち、位置Ｐ２で最小値となっている。
【００２４】
　また、光源２０（２）を最大の発光強度で単独で点灯させた場合、拡散板４１の出射領
域Ｗ（２）における長手方向（図２における左右方向）の輝度分布は、最小値となる位置
Ｐ１から位置Ｐ２に向けて増加して位置Ｐ２で最大になったのち、位置Ｐ３に向けて減少
して、位置Ｐ３で最小となっている。
【００２５】
　光源２０（ｎ）を最大の発光強度で単独で点灯させた場合、対応する拡散板４１の出射
領域Ｗ（ｎ）では、長手方向（図２における左右方向）の輝度分布が、最小値となる位置
Ｐｎ－１から位置Ｐｎに向けて増加したのち、位置Ｐｎで最大値となっている。
【００２６】
　なお、光源２０（３）～光源２０（ｎ－１）を単独で最大輝度で点灯させた場合には、
前記した光源２０（２）を単独で点灯させた場合と同じ長手方向の輝度変化となる。
【００２７】
　これら光源２０（１）～光源２０（ｎ）の点灯／消灯態様、および点灯させる光源２０
の発光強度は、前記した制御部３０（図１参照）が制御するようになっており、この制御
部３０による光源２０（１）～光源２０（ｎ）の点灯／消灯の態様、および点灯される光
源２０の発光強度の制御により、拡散板４１の全光源による全体の輝度分布を、任意の輝
度分布に制御できるようになっている。
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【００２８】
　ちなみに、光源２０（１）～光源２０（ｎ）の総てを、同じ発光強度（例えば、最大の
発光強度）で点灯させた場合には、拡散板４１の全光源による全体の輝度分布が、位置Ｐ
１から位置Ｐｎまでの間で均一となる（図２の（Ｃ）参照）。
　そのため、実施の形態にかかる照明装置１では、光源２０（１）～光源２０（ｎ）の点
灯／消灯の態様、および点灯させる光源２０の発光強度を制御することで、拡散板４１に
おける任意の位置（領域）を、他の位置（領域）よりも、明るくしたり、暗くしたりする
ことができると共に、明るい位置や暗い位置を、拡散板４１の長手方向に変位させて、光
による演出を実施できるようになっている。
【００２９】
［照明演出］
　図３は、拡散板４１における照明演出を説明する図であり、（Ａ）は、光が伸びる照明
演出を行う場合の拡散板４１の明るい領域と暗い領域の変位を説明する図であり、（Ｂ）
は、光が縮む照明演出を行う場合の拡散板４１の明るい領域と暗い領域の変位を説明する
図であり、（Ｃ）は、光が流れる照明演出を行う場合の拡散板４１の明るい領域と暗い領
域の変位を説明する図である。
　なお、（Ａ）から（Ｃ）では、拡散板４１における明るい領域と暗い領域の変化が、時
系列順に並んでおり、図中上側に演出の開始時刻ｔ０における拡散板４１の状態を示して
おり、図中下側に向かうにつれて、演出の開始から所定時間（ｔ１～ｔ４、ｔ１～ｔ８）
が経過した時点での拡散板４１の状態を示している。
【００３０】
［光が伸びる照明演出］
　図３の（Ａ）に示すように、光が伸びる照明演出の場合、演出の開始時刻ｔ０では、総
ての光源２０（１）～光源２０（ｎ）が消灯しており、拡散板４１は全面に亘って暗くな
っている。
　演出の開始直後の時刻ｔ１では、拡散板４１の長手方向の一端４１０側（図中、左側）
が最も明るくなり、他端４１１側（図中、右側）に向かうにつれて徐々に暗くなるように
、各光源２０（１）～光源２０（ｎ）の点灯／消灯の態様、および点灯させる光源２０の
発光強度が制御される。
【００３１】
　この状態では、位置Ｐ１の出射領域に対応する光源２０（１）が、最も高い発光強度で
発光される。
　そして、この光源２０（１）に隣接する他の光源２０（２）、２０（３）、・・・が、
光源２０（１）よりも徐々に低い発光強度となると共に、例えば、長手方向の中央位置Ｐ
ｃの出射領域に対応する光源２０（ｃ）よりも図中右側の光源が、消灯状態となるように
制御される。
【００３２】
　続く時刻ｔ２、ｔ３では、明るい領域が、長手方向の中央位置Ｐｃの出射領域よりも他
端４１１側に及ぶように、点灯される光源２０の数が増やされると共に、点灯された光源
２０のうち、消灯状態の光源側の光源２０の発光強度が、徐々に低くなるように制御され
る。
　そして、最終的に時刻ｔ４において、総ての光源２０（１）～光源２０（ｎ）が点灯さ
れて、拡散板４１の一端４１０側から他端４１１側までの総ての領域が明るい状態になる
。
【００３３】
［光が縮む照明演出］
　図３の（Ｂ）に示すように、光が縮む照明演出の場合、演出の開始時刻ｔ０では、総て
の光源２０（１）～光源２０（ｎ）が点灯しており、拡散板４１は全面に亘って明るくな
っている。
　演出の開始直後の時刻ｔ１では、拡散板４１の長手方向の他端４１１側（図中、右側）
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が最も暗くなり、一端４１０側（図中、左側）に向かうにつれて徐々に明るくなるように
、各光源２０（１）～光源２０（ｎ）の点灯／消灯の態様、および点灯させる光源２０の
発光強度が制御される。
【００３４】
　この状態では、位置Ｐｎの出射領域に対応する光源２０（ｎ）が、消灯される。
　そして、この光源２０（ｎ）に隣接する他の光源２０（ｎ－１）、２０（ｎ－２）、・
・・が、光源２０（ｎ）よりも徐々に高い発光強度となると共に、例えば、長手方向の中
央位置Ｐｃの出射領域に対応する光源２０（ｃ）よりも図中左側の光源が、総て点灯状態
となるように制御される。
【００３５】
　続く時刻ｔ２、ｔ３では、暗い領域が、長手方向の中央位置Ｐｃの出射領域よりも一端
４１０側に及ぶように、点灯される光源２０の数が減らされると共に、点灯されている光
源２０のうち、他端４１１側の光源の発光強度が、徐々に低くなるように制御される。
　そして、最終的に時刻ｔ４において、総ての光源２０（１）～光源２０（ｎ）が消灯さ
れて、拡散板４１の一端４１０側から他端４１１側までの総ての領域が暗い状態になる。
【００３６】
［光が流れる照明演出］
　図３の（Ｃ）に示すように、光が流れる照明演出の場合、演出の開始時刻ｔ０では、総
ての光源２０（１）～光源２０（ｎ）が消灯しており、拡散板４１は全面に亘って暗くな
っている。
　演出の開始直後の時刻ｔ１では、拡散板４１の長手方向の一端４１０側（図中、左側）
が最も明るくなり、他端４１１側（図中、右側）に向かうにつれて徐々に暗くなるように
、各光源２０（１）～光源２０（ｎ）の点灯／消灯の態様、および点灯している光源２０
の発光強度が制御される。
【００３７】
　この状態では、位置Ｐ１の出射領域に対応する光源２０（１）が、最も高い発光強度で
発光される。
　そして、この光源２０（１）に隣接する他の光源２０（２）、２０（３）、・・・が、
光源２０（１）よりも徐々に低い発光強度となると共に、例えば、長手方向の中央位置Ｐ
ｃの出射領域に対応する光源２０（ｃ）よりも図中右側の光源２０が、総て消灯状態のま
まで保持されるように制御される。
【００３８】
　続く時刻ｔ２、ｔ３では、明るい領域が、長手方向の中央位置Ｐｃの出射領域よりも他
端４１１側に及ぶように、点灯される光源２０の数が増やされると共に、点灯された各光
源２０の発光強度が、他端４１１に向かうにつれて低くなって、徐々に暗くなるように制
御される。
　そして、最終的に時刻ｔ４において、総ての光源２０（１）～光源２０（ｎ）が点灯さ
れて、拡散板４１の一端４１０側から他端４１１側までの総ての領域が明るい状態になる
。
【００３９】
　続く時刻ｔ５では、拡散板４１の長手方向の一端４１０側（図中、左側）の出射領域に
対応する光源２０（１）が消灯されると共に、この光源２０（１）に隣接する他の光源２
０（２）、２０（３）、・・・が、光源２０（１）よりも徐々に高い発光強度となると共
に制御される。
【００４０】
　続く時刻ｔ６、ｔ７では、暗い領域が、長手方向の中央位置Ｐｃの出射領域よりも他端
４１１側に及ぶように、消灯される光源２０の数が増やされると共に、点灯状態で維持さ
れている光源２０のうち、一端４１０側に位置する光源２０ほど、他端４１１側に位置す
る光源２０よりも暗くなるように制御される。
　そして、最終的に時刻ｔ８において、総ての光源２０（１）～光源２０（ｎ）が消灯さ
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【００４１】
［スケジュールＳＣ］
　実施の形態では、このような照明演出を実行する際には、記憶部３５に記憶されたスケ
ジュールＳＣに基づいて、制御部３０が、各光源２０（１）～光源２０（ｎ）の点灯／消
灯の態様と、および点灯する光源２０の発光強度を制御している。
【００４２】
　ここで、スケジュールＳＣの内容を、光源の数が合計３つである場合（光源２０（１）
、２０（２）、２０（３）である場合）を例に挙げて、拡散板４１の全体の輝度分布を説
明する。
【００４３】
　図４は、光源の数が３つの場合の拡散板４１での出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（３）
の位置と、輝度分布を説明する図であり、（Ａ）は、拡散板４１における各光源２０（１
）～光源（３）に対応する出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（３）の位置を説明する図であ
り、（Ｂ）は、各光源２０（１）～光源（３）を最大輝度で点灯した際の拡散板４１の各
出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（３）での輝度分布を説明する図であり、（Ｃ）は、各光
源２０（１）～光源２０（３）を最大輝度で点灯した際の拡散板４１全体での輝度分布を
説明する図である。
【００４４】
［光源の数が３つの場合の拡散板４１の輝度分布］
　拡散板４１の長手方向の一端４１０に、出射領域Ｗ（１）が設定されていると共に、他
端４１１に、出射領域Ｗ（３）が設定されており、これら出射領域Ｗ（１）と出射領域Ｗ
（３）の間に出射領域Ｗ（２）が設定されている。
【００４５】
　拡散板４１の出射領域Ｗ（１）と、拡散板４１の出射領域Ｗ（３）では、出射光の輝度
Ｙの分布（輝度分布）が、それぞれ最大輝度Ｙ１、Ｙ３となる一端４１０、他端４１１か
ら離れるにつれて小さくなっており（図４の（Ｂ）参照）、最終的に、位置Ｐ１と位置Ｐ
３の中間の位置Ｐ２で、輝度が０（ゼロ）になっている。
　また、拡散板４１の出射領域Ｗ（２）では、出射光の輝度Ｙの分布（輝度分布）が、出
射領域Ｗ（２）の長手方向の中心位置Ｐ２で最大輝度Ｙ２となっており、中心位置Ｐ２か
ら離れるにつれて、輝度が小さくなって、最終的に、位置Ｐ１と位置Ｐ３で、輝度が０（
ゼロ）になっている。
【００４６】
　そのため、光源２０（１）～光源２０（３）をそれぞれ最大輝度で点灯させた場合には
、拡散板４１の長手方向における輝度分布は、図４の（Ｂ）における拡散板４１の出射領
域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（３）の輝度分布を合算した輝度分布（ｆ１３（ｘ））になる。
　この合算した輝度分布を示す図４の（Ｃ）では、輝度Ｙが、位置Ｐ１から位置Ｐ３まで
最大輝度Ｙｍａｘとなっている。そのため、この場合における拡散板４１の長手方向にお
ける輝度分布は、一端４１０から他端４１１までの全長に亘って、均一の輝度分布となる
。
【００４７】
　ここで、拡散板４１の平均輝度（明るさ）Ｙ３＿ａｖｇは、拡散板４１の長さＬ１を「
１」とし、光源２０（１）による輝度ピーク（最大輝度）をＹ１、光源２０（２）による
輝度ピークをＹ２、光源２０（３）による輝度ピークをＹ３とすると、下記式（１）で表
現できる。
【００４８】
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【数１】

【００４９】
　ここで、Ｙ２を２倍しているのは、図４（Ｂ）で各輝度分布のハッチング部の面積は各
全光量に比例し、光源２０（２）による全光量が、光源２０（１）、光源２０（３）によ
る全光量に比べ２倍になるからである。
【００５０】
　図５の（Ａ）に示すように、拡散板４１の長手方向（Ｐ１からＰ３）の各位置における
輝度を縦軸に表したグラフでは、各光源２０（１）～光源２０（３）を最大の発光強度Ｙ
ｍａｘで発光した場合、拡散板４１の平均輝度Ｙ３＿ａｖｇと出射領域Ｗ（１）～出射領
域Ｗ（３）の各輝度Ｙ１～Ｙ３は、Ｙｍａｘと等しくなる。
【００５１】
　ここで、実施の形態では、各光源２０（１）～光源２０（３）の発光強度が変更可能と
なっている。そのため、各光源２０（１）～光源２０（３）の発光強度を変更した場合、
拡散板４１の平均輝度Ｙ３＿ａｖｇは（図５の（Ａ）において斜線で示す範囲内で）変化
することになる。
　よって、各光源２０（１）～光源２０（３）の出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（３）に
おける位置Ｐ１～３の輝度Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３が、Ｙ２＞Ｙ１＞Ｙ３である場合には、拡散
板４１の平均輝度Ｙ３＿ａｖｇは、例えば図５の（Ｂ）に示すようなＹ１３（ｘ）の波形
の平均値となる。
　また、各光源２０（１）～光源２０（３）の出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（３）にお
ける位置Ｐ１～３の輝度Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３が、Ｙ２＞Ｙ３＞Ｙ１である場合には、拡散板
４１の平均輝度Ｙ３＿ａｖｇは、例えば図５の（Ｃ）に示すようなＹ１３（ｘ）の波形の
平均値となる。
【００５２】
　実施の形態では、この拡散板４１の発光により演出を実行するにあたり、演出の開始か
ら終了まで（演出の途中）の各時点における拡散板４１の平均輝度Ｙ３＿ａｖｇを事前に
決定する。
　そして、演出の途中の各時点では、各時点に対して決定された平均輝度Ｙ３＿ａｖｇを
実現するように、各光源２０（１）～光源２０（３）の点灯／消灯の態様、および点灯す
る光源２０の発光強度を制御している。
【００５３】
　よって、拡散板４１の発光により演出を実行する際に参照されるスケジュールＳＣでは
、演出の途中の各時点における拡散板４１の平均輝度Ｙ３＿ａｖｇと、各時点での平均輝
度Ｙ３＿ａｖｇを実現するための各光源２０（１）～光源２０（３）の点灯／消灯の態様
、および点灯させる光源２０（１）～光源２０（３）の出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（
３）における位置Ｐ１～３の輝度Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３が規定されている。
【００５４】
　従って、前記した合計ｎ個の光源から構成される場合、拡散板４１の発光演出を実行す
る際に参照されるスケジュールＳＣは、合計３個の光源２０（１）、光源２０（２）、光
源２０（３）から構成される拡散板４１での演出と同じ考え方で設定されている。
【００５５】
　よって、図６に示すように、演出の開始（時刻ｔ０）から終了（時刻ｔｎ）までの各時
点における、拡散板４１の平均輝度Ｙｎ＿ａｖｇと、平均輝度Ｙｎ＿ａｖｇを実現するた
めの各光源２０（１）～光源２０（ｎ）の点灯／消灯の態様、および点灯させる光源２０
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（１）～光源２０（ｎ）の発光強度とが、スケジュールＳＣにおいて規定されている。
【００５６】
　合計ｎ個の光源を有する照明装置１の場合、制御部３０が、記憶部３５に記憶されたス
ケジュールＳＣに基づいて、演出の途中の各時点で、スケジュールＳＣに規定された発光
強度で各光源２０（１）～光源２０（ｎ）を点灯させることで、演出の途中の各時点で拡
散板４１を指定された輝度で発光させつつ、経時的に輝度を変化させて、予定された演出
を実施している。
【００５７】
　ここで、実施の形態では、演出途中の各時点における拡散板４１の平均輝度Ｙｎ＿ａｖ
ｇが、屈曲点を持たずに連続的に変化するように、各時点における平均輝度Ｙｎ＿ａｖｇ
を設定している（図６参照）。
　これにより、拡散板４１の輝度の変化が、屈曲点を持たずに規則性をもって連続的に変
化し、演出途中での輝度の大きな変動が無くなるので、発光演出における光の移動がより
見やすくなる。
【００５８】
　ここで、演出を実行している途中の各時点における平均輝度Ｙｎ＿ａｖｇの変化を、前
記した光源の数が３つの場合の平均輝度Ｙ３＿ａｖｇを例に挙げて説明する。
　図７は、合計３つの光源による拡散板４１の全体の輝度分布における、平均輝度Ｙ３＿
ａｖｇの変化と、拡散板４１の輝度分布に対応する光源２０（１）～光源２０（３）との
関係を説明する図であり、（Ａ）は、実施の形態に係るスケジュールＳＣにおける拡散板
４１の平均輝度Ｙ３＿ａｖｇの変化を示す図であり、（Ｂ）は（Ａ）の場合における各光
源２０（１）～光源２０（３）の発光強度の変化を示す図であり、（Ｃ）は、演出を実行
している途中での平均輝度Ｙ３＿ａｖｇを予め考慮してない従来例にかかる方法で各光源
２０（１）～光源２０（３）の点灯を制御した場合の平均輝度Ｙ３＿ａｖｇの変化を示す
図であり、（Ｄ）は、従来例に係る方法にて、光源２０（１）～光源２０（３）の点灯を
制御した場合の各光源２０（１）～光源２０（３）の発光強度の変化を示す図である。
　図８は、合計３つの光源による拡散板４１の全体の輝度分布における、平均輝度Ｙ３＿
ａｖｇの変化と、拡散板４１の輝度分布に対応する光源２０（１）～光源２０（３）との
関係を説明する図であり、（Ａ）は、演出を実行している途中での平均輝度Ｙ３＿ａｖｇ
を予め考慮してない従来例にかかる方法で各光源２０（１）～光源２０（３）の点灯/消
灯を制御した場合の平均輝度Ｙ３＿ａｖｇの変化を示す図であり、（Ｂ）は、従来例に係
る方法にて、光源２０（１）～光源２０（３）の点灯/消灯を制御した場合の各光源２０
（１）～光源２０（３）の発光強度の変化を示す図である。
【００５９】
　図７の（Ｄ）に示すように、演出を実行している途中での平均輝度Ｙ３＿ａｖｇを、予
め考慮してない場合には、各光源２０（１）～光源２０（３）は、順番に点灯される。
　この場合には、図７の（Ｃ）に示すように、拡散板４１から出射される光の平均輝度Ｙ
３＿ａｖｇは、屈曲点を持って連続的に変化しており、この場合における光の移動は、ス
ムーズさを伴わない移動となる。
【００６０】
　また、図８の（Ａ）に示すように、演出を実行している途中での平均輝度Ｙ３＿ａｖｇ
を予め考慮してない場合に、各光源２０（１）～光源２０（３）を、順番に点灯／消灯す
ると、図８の（Ａ）に示すように、拡散板４１から出射される光の平均輝度Ｙ３＿ａｖｇ
は、屈曲点を持って連続的に変化することになる。そのため、この場合おける光の移動も
また、スムーズさを伴わない移動となる。
【００６１】
　これに対して、実施の形態にかかるスケジュールＳＣでは、演出を実行している途中の
各時点における平均輝度Ｙ３＿ａｖｇが、屈曲点を持たずに連続的に曲線状に変化するよ
うに先に設定されている（図７の（Ａ）、図６）。
　そのため、演出途中の各時点における各光源２０（１）～光源２０（３）の発光強度は
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、この平均輝度Ｙ３＿ａｖｇの変化を実現するための図７の（Ｂ）に示すような経時的な
変化になる。
　ここで、拡散板４１の平均輝度Ｙ３＿ａｖｇの経時的な変化は、演出を実行している途
中における拡散板４１の出射面全体の明るさの経時的な変化を示しており、光源２０（１
）～光源２０（３）の点灯を順番に行う従来例の場合に比べて、明るさが違和感なくスム
ーズに変化する。
　よって、光の移動演出における光の移動は、移動にスムーズさを伴う移動となる。
【００６２】
　なお、演出途中の各時点における平均輝度Ｙ３＿ａｖｇの経時変化を、屈曲点を持たず
に連続的に曲線状に変化させるのではなく、連続する直線状に変化させるようにしても良
い。
　例えば、図９の（Ａ）に示すように、光が流れる照明演出を行う場合の平均輝度Ｙ３＿
ａｖｇの変化を、連続して直線状に増加したのち、連続して直線状に減少するようにして
も良い。
　また、図９の（Ｃ）に示すように、光が流れる照明演出を行う場合の平均輝度Ｙ３＿ａ
ｖｇの変化を、屈曲点を持たずに連続的に曲線状に増加させたのち、屈曲点を持たずに連
続的に曲線状に減少するようにしても良い。
【００６３】
　このように構成した場合にも、各光源２０（１）～光源２０（３）の点灯／消灯の態様
、および点灯させる光源の発光強度が、演出を実行している途中の各時点における平均輝
度Ｙ３＿ａｖｇを実現するように制御されることになる。これにより、各光源２０（１）
～光源２０（３）の点灯/消灯の態様、および点灯する際の発光強度が、図９の（Ｂ）、
（Ｄ）に示すような形で変化するように制御されることになる。
　従って、平均輝度Ｙ３＿ａｖｇの変化を、屈曲点を持たずに連続的に直線状に増加/減
少させる場合には、等速感のある光の動きを演出できる。
　また、屈曲点を持たずに連続的に曲線状に増加/減少させる場合には、加速/減速感のあ
る光の動きを演出できることになる。
【００６４】
　さらに、実施の形態では、スケジュールＳＣに従って拡散板４１の平均輝度Ｙｎ＿ａｖ
ｇを、屈曲点を持たずに連続的に曲線状または直線状に変化させる際に、拡散板４１の長
手方向における輝度分布が、長手方向の一端４１０から他端４１１側に向かうにつれて、
直線的に増加または減少するようにしている。
【００６５】
　具体的には、演出を実行している途中における各時点において、拡散板４１の長手方向
の一端４１０側（図１０の（Ａ）参照）の輝度Ｙ１を、他端４１１側の輝度Ｙｎよりも大
きくする場合（Ｙ１＞Ｙｎ）には、長手方向の一端４１０側の領域Ｗ（１）の輝度Ｙ１と
、他端４１１側の領域Ｗ（ｎ）の輝度Ｙｎを設定したのち、これら領域Ｗ（１）、領域Ｗ
（ｎ）の間の領域Ｗ（２）～領域Ｗ（ｎ－１）の輝度Ｙ２～輝度Ｙｎ－１が、連続的に直
線状に小さくなるようにすることが好ましい（図１０の（Ｂ）参照）。
【００６６】
　また、長手方向の一端４１０側（図１０の（Ａ）参照）の輝度Ｙ１を、他端４１１側の
輝度Ｙｎよりも小さくする場合（Ｙ１＜Ｙｎ）には、長手方向の一端４１０側の領域Ｗ（
１）の輝度Ｙ１と、他端４１１側の領域Ｗ（ｎ）の輝度Ｙｎを設定したのち、これら領域
Ｗ（１）、領域Ｗ（ｎ）の間の領域Ｗ（２）～領域Ｗ（ｎ－１）の領域の輝度Ｙ２～輝度
Ｙｎ－１が、連続的に直線状に大きくなるようにすることが好ましい（図１０の（Ｃ）参
照）。
【００６７】
　このように構成すると、拡散板４１では長手方向の一端４１０から他端４１１に向かう
につれて、輝度が連続的に所定の割合で大きく（小さく）なる。
　そうすると、長手方向の一端４１０側の領域Ｗ（１）の輝度Ｙ１と、他端４１１側の領
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域Ｗ（ｎ）の輝度Ｙｎを設定するだけで、領域Ｗ（１）と領域Ｗ（ｎ）の間の領域Ｗ（２
）～領域Ｗ（ｎ－１）の輝度Ｙ２～輝度Ｙｎ－１を、一括して算出できることになる。
　よって、スケジュールＳＣの設定が容易になり、スケジュールＳＣの設定に要する作業
コストの低減が可能になり、開発コストの低減が期待できる。
【００６８】
　以上の通り、実施の形態では、
（１）複数の光源２０（１）～光源２０（ｎ）と、
　複数の光源２０（１）～光源２０（ｎ）の各々に一対一で対応する複数の出射領域Ｗ（
１）～出射領域Ｗ（ｎ）を有する帯状の拡散板４１と、
　記憶部３５に記憶されたスケジュールＳＣであって、拡散板４１で光が移動する演出を
実行する際のスケジュールＳＣに基づいて、光源２０（１）～光源２０（ｎ）の各々の点
灯／消灯、および発光強度を制御する制御部３０（制御手段）と、を備え、
　複数の出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（ｎ）のうち、出射領域Ｗ（２）から出射領域Ｗ
（ｎ－１）の各々は、拡散板４１の長手方向に所定長さＬを有すると共に、出射領域Ｗ（
１）、出射領域Ｗ（ｎ）は、所定長さＬ／２を有すると共に、拡散板４１において複数の
出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（ｎ）が、長手方向に連なって設けられた照明装置１にお
いて、
　拡散板４１では、
　長手方向の一端４１０に位置する出射領域Ｗ（１）と他端４１１に位置する出射領域Ｗ
（ｎ）との間の各出射領域Ｗ（２）～出射領域Ｗ（ｎ－１）が、長手方向で隣接する他の
出射領域と長手方向の両側部の所定範囲（Ｌ／２の長さが範囲）が重なるように配置され
ていると共に、
　スケジュールＳＣでは、
　複数の出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（ｎ）の各々から出射される光の輝度を合算した
拡散板４１全体での輝度分布の平均輝度Ｙｎ＿ａｖｇに基づいて、複数の光源２０（１）
～光源（ｎ）の各々の点灯／消灯の態様、および点灯させる光源２０（１）～光源（ｎ）
の発光強度が設定されていると共に、予め設定された平均輝度の経時変化Ｙｎ＿ａｖｇ（
ｔ）を実現するように、演出を実行している途中の各時点における複数の光源２０（１）
～光源２０（ｎ）の各々の点灯／消灯の態様、および点灯させる光源２０（１）～光源２
０（ｎ）の発光強度が設定されている構成とした。
【００６９】
　このように構成すると、照明装置１では、拡散板４１で光が移動する演出を実行してい
る途中の各時点における各光源２０（１）～光源２０（ｎ）の点灯／消灯の態様、および
点灯させる光源の発光強度が、拡散板４１全体での輝度分布の平均輝度Ｙｎ＿ａｖｇ（拡
散板４１の平均輝度Ｙｎ＿ａｖｇ）の経時変化を実現するように制御される。
　これにより、拡散板４１で光が移動する演出を実行するために、各光源２０（１）～光
源２０（ｎ）の点灯／消灯の態様、および点灯させる光源の発光強度を設定する際に、拡
散板４１全体での平均輝度Ｙｎ＿ａｖｇというひとつの基準を追加し、この追加した基準
に時間的に秩序を持たせるように、各光源２０（１）～光源２０（ｎ）の点灯／消灯の態
様、および点灯させる光源の発光強度を設定したスケジュールＳＣとすることで、拡散板
４１で光が移動する演出を実行する際に、光が滑らかに移動するように視認させることが
できる。
　これにより、拡散板４１で光が移動する演出をより適切に行うことができると共に、光
の演出効果をいっそう高めることができる。
【００７０】
（２）拡散板４１の平均輝度の経時変化は、演出を実行している途中の各時点において、
拡散板４１の平均輝度Ｙｎ＿ａｖｇが、屈曲点を持たずに連続的に曲線状または直線状に
増加または減少するように設定されている構成とした（図６、図７の（Ａ）、図９の（Ａ
）、（Ｃ）参照）。
【００７１】
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　このように構成すると、拡散板４１で光が移動する演出を実行する際に、演出を実行し
ている途中の各時点の拡散板４１の平均輝度Ｙｎ＿ａｖｇが、屈曲点を持たずに連続して
増加または減少することになる。
　拡散板４１の平均輝度の経時変化Ｙｎ＿ａｖｇ（ｔ）は、演出を実行している途中の各
時点における拡散板４１の出射面（発光面）全体の明るさの変化を示しており、平均輝度
Ｙｎ＿ａｖｇを、屈曲点を持たずに連続して増加または減少させると、光の移動演出にお
ける光の移動がスムーズに移動するように視認されることになる。
　これにより、平均輝度Ｙｎ＿ａｖｇを、屈曲点を持たずに連続的に直線状に増加/減少
させる場合には、等速感のある光の動きを演出できる。
　また、屈曲点を持たずに連続的に曲線状に増加/減少させる場合には、加速/減速感のあ
る光の動きを演出できることになる。
【００７２】
（３）演出を実行している途中の各時点における拡散板４１では、当該拡散板４１の長手
方向における輝度Ｙの分布が、当該拡散板４１の長手方向における一端４１０から他端４
１１に向かうにつれて、屈曲点を持たずに連続的に直線状に増加または減少するように、
各光源２０（１）～光源２０（ｎ）の発光強度が設定されている構成とした（図１０の（
Ｂ）、（Ｃ）参照）。
【００７３】
　このように構成すると、演出を実行している途中の各時点における拡散板４１では、当
該拡散板４１の長手方向における輝度Ｙの分布が直線的に連続して増加または減少するよ
うに各光源２０（１）～光源２０（ｎ）の発光強度が設定される。この際に、長手方向の
一端４１０側の出射領域Ｗ（１）に対応する光源２０（１）と、他端４１１側の出射領域
Ｗ（ｎ）に対応する光源２０（ｎ）の発光強度を決定するだけで、残りの光源２０（２）
～光源２０（ｎ－１）の発光強度が、一意的に決まることになる。
　これにより、スケジュールＳＣにおける演出途中の各時点の平均輝度の設定から、各時
点の全体強度を実現するための各光源２０（１）～光源２０（ｎ）の発光強度の決定まで
に要する時間を短縮できる。
【００７４】
［第２の実施形態］
　以下、スケジュールＳＣに規定されている各光源２０（１）～光源２０（ｎ）の点灯／
消灯の態様、および点灯させる光源２０の発光強度の他の制御態様を説明する。
　図１１は、演出を実行している途中のある時点における拡散板４１の全体の輝度分布と
、この輝度分布を、拡散板４１の長手方向をｘ、輝度方向をｙとして示したハッチング部
の形状に対する重心（以下、輝度分布形状の重心Ｇという）を説明する図である。
【００７５】
　前記した実施の形態では、演出を実行している途中の各時点の拡散板４１の全体の輝度
分布の平均輝度Ｙｎ＿ａｖｇを経時的に変化させる場合を例示した。
　第２の実施形態では、演出を実行している途中の各時点の拡散板４１の全体の輝度分布
を経時的に変化させるに当たり、各時点の輝度分布形状の重心Ｇの位置を基準として変化
させるように構成している。
【００７６】
　ここで、輝度分布形状の重心Ｇとは、拡散板４１の各出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（
ｎ）から出射される光の輝度分布を合算した全体の輝度分布のＹ１３において、拡散板４
１の長手方向をｘ、輝度方向をｙとした時のハッチング部の形状に対する重心Ｇ（長手方
向の重心Ｇｘ、輝度方向の重心Ｇｙ）である。
【００７７】
　ここで、合計３つの光源２０（１）～光源２０（３）による拡散板４１の全体の輝度分
布の場合を例に挙げて、輝度分布形状の重心Ｇ３を説明する。
　前記したように、拡散板４１の輝度分布の平均輝度Ｙ３＿ａｖｇは、拡散板４１の長さ
Ｌ１を「１」とし、光源２０（１）による輝度ピーク（最大輝度）をＹ１、光源２０（２
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）による輝度ピークをＹ２、光源２０（３）による輝度ピークをＹ３とすると、下記式（
１）で表現できる。
【００７８】
【数２】

【００７９】
　そして、各光源２０（１）～光源２０（３）による各輝度分布Ｙ１（ｘ）、Ｙ２（ｘ）
、Ｙ３（ｘ）の合計Ｙ１３（ｘ）からなる輝度分布形状の重心Ｇ３も、拡散板４１の長手
方向の重心Ｇ３ｘと、輝度方向の重心Ｇ３ｙとして、算出可能である。
【００８０】
　ここで、重心Ｇ３の拡散板４１の長手方向の成分Ｇ３ｘは、
（ａ）光源２０（１）のみを点灯した場合の輝度分布の長手方向における重心（Ｇ３ｘ１
）、
（ｂ）光源２０（２）のみを点灯した場合の輝度分布の長手方向における重心（Ｇ３ｘ２
）、
（ｃ）光源２０（３）のみを点灯した場合の輝度分布の長手方向における重心（Ｇ３ｘ３
）、
（ｄ）光源２０（１）による輝度ピークＹ１、
（ｅ）光源２０（２）による輝度ピークＹ２、
（ｆ）光源２０（３）による輝度ピークＹ３、用いて、下記式（２）から算出可能である
。
【００８１】
【数３】

【００８２】
　同様に、重心Ｇ３の拡散板４１の輝度方向の重心Ｇ３ｙも、下記式（３）から算出可能
である。
【００８３】

【数４】

【００８４】
　なお、Ｇ３ｘ１、Ｇ３ｘ２、Ｇ３ｘ３は、それぞれ下記の固定値となる。

【数５】
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【００８５】
　ここで、演出を実行している途中の各時点における全体の輝度分布形状の重心Ｇの変化
を、前記した合計３つの光源２０（１）～光源２０（３）による拡散板４１の全体の輝度
分布の場合を例に挙げて説明する。
　図１２は、合計３つの光源２０（１）～光源２０（３）による拡散板４１における、全
体の輝度分布形状の長手方向の重心Ｇ３ｘ変化と、光源２０（１）～光源２０（３）の発
光強度との関係を説明する図であり、（Ａ）は、実施の形態に係るスケジュールＳＣにお
ける全体の輝度分布形状の長手方向の重心Ｇ３ｘ変化を示す図であり、（Ｂ）は（Ａ）の
場合における各光源２０（１）～光源２０（３）の発光強度の変化を示す図であり、（Ｃ
）は、輝度分布形状の重心Ｇｘの変化を用いない従来例にかかる方法で各光源２０（１）
～光源２０（３）の点灯/消灯を制御した場合の全体の輝度分布形状の重心Ｇ３ｘ変化を
示す図であり、（Ｄ）は、従来例に係る方法にて、光源２０（１）～光源２０（３）の点
灯/消灯を制御した場合の各光源２０（１）～光源２０（３）の発光強度の変化を示す図
である。
【００８６】
　演出を実行している途中での全体の輝度分布形状の重心Ｇ３ｘを、屈曲点を持たずに連
続的に変化させない場合には、図１２の（Ｄ）に示すように、各光源２０（１）から２０
（３）は、順番に点灯と消灯が実行される。
　この場合には、演出を実行している途中の各時点における拡散板４１の全体の輝度分布
の経時的な変化に伴って、各時点における全体の輝度分布形状の重心Ｇ３ｘが、図１２（
Ｃ）に示すように屈曲点を持って連続的に変化することになる。
　そして、この場合における光の移動は、移動のスムーズさを伴わない移動となる。
【００８７】
　これに対して、実施の形態に係るスケジュールＳＣでは、演出を実行している途中の各
時点における全体の輝度分布形状の重心Ｇ３ｘを、屈曲点を持たずに連続的に曲線状に増
加させている（図１２の（Ａ）参照）。
　そのため、演出を実行している途中の各時点における各光源２０（１）～光源２０（３
）の発光強度は、この全体の輝度分布形状の重心Ｇ３ｘの変化を実現するための図１２の
（Ｂ）に示すような経時的な変化になる。
　ここで、拡散板４１の輝度分布の経時的な変化を、全体の輝度分布形状の重心Ｇ３ｘを
基準にして設定すると、演出中の各時点における全体の輝度分布が、常に明るさの重み付
けの大きい点を基準として設定されるので、光の移動演出における光の移動がスムーズに
移動するように視認されることになる。
【００８８】
　なお、演出を実行している途中の各時点における全体の輝度分布形状の重心Ｇ３ｘの変
化を、屈曲点を持たずに連続的に曲線状に変化させるのではなく、屈曲点を持たずに連続
的に直線状に変化させるようにしても良い。
　例えば、図１３の（Ａ）に示すように、光が流れる照明演出を行う場合の全体の輝度分
布形状の重心Ｇ３ｘの変化を、屈曲点を持たずに連続的に直線状に変化するようにしても
良い。
　このように構成した場合にも、全体の輝度分布形状の重心Ｇ３ｘの変化を、連続して直
線状に増加/減少させる場合には、等速感のある光の動きを演出できる。
　また、連続して曲線状に増加/減少させる場合には、加速/減速感のある光の動きを演出
できることになる。
【００８９】
　ここで、前記した全体の輝度分布形状の重心Ｇ３ｘの設定範囲は、拡散板４１の一端４
１０の出射領域Ｗ（１）における長手方向の重心Ｇｘ１の位置から、拡散板４１の他端４
１１の出射領域Ｗ（ｎ）における長手方向の重心Ｇｘ２の位置までであることが好ましい
（図１４参照）。
【００９０】
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　全体の輝度分布形状の重心Ｇ３ｘの位置に基づいて光源２０の発光強度を設定すると、
長手方向の一端４１０と他端４１１に位置する出射領域Ｗ（１）、Ｗ（ｎ）に対応する光
源２０（１）、２０（ｎ）の発光強度がマイナスになる場合がある。
　そのため、マイナスになる可能性のある領域を、重心を算出する際に、除外することが
できる。そうすると、全体の輝度分布形状の重心Ｇ３ｘに基づいて設定される光源２０（
１）、２０（ｎ）の発光強度が、不適切な発光強度になることを好適に防止できる。
【００９１】
　ここで、実施の形態では、スケジュールＳＣにおいて規定されている複数の光源２０（
１）～光源２０（ｎ）の各々の発光強度は、輝度分布形状ｆ１ｎ（ｘ）の重心Ｇｘが決定
された際に、決定された重心Ｇｘに基づいて算出した発光強度である。
　なお、光源の数が３つである場合を例に挙げて説明すると、図１５に示すように、スケ
ジュールＳＣにおける複数の光源２０（１）～光源２０（ｎ）の各々の発光強度を設定す
る際に、輝度分布形状の重心Ｇ３ｘに基づいて算出した発光強度が負となる光源がある場
合がある（図１５の（Ａ）における光源２０（１）の時刻ｔｂ以降、および光源２０（３
）の時刻ｔａ以前）。
　この場合には、発光強度Ｉが負となる光源２０（１）、光源２０（３）を除いた他の光
源２０（２）に対応する出射領域Ｗ（２）の輝度分布から表現した輝度分布形状の重心に
基づいて、前記他の光源２０（１）、２０（３）の発光強度を設定し、算出した発光強度
が負となった光源２０（１）、２０（３）の発光強度をゼロに設定することが好ましい。
【００９２】
　この場合には、実現できない発光強度の光源を除外した上で、残りの光源について、輝
度分布形状ｆ１ｎ（ｘ）の重心Ｇｘを実現可能な発光強度を設定することができる。
【００９３】
　以上の通り、第２の実施形態では、
（４）複数の光源２０（１）～光源２０（ｎ）と、
　複数の光源２０（１）～光源２０（ｎ）の各々に一対一で対応する複数の出射領域Ｗ（
１）～出射領域Ｗ（ｎ）を有する帯状の拡散板４１と、
　記憶部３５に記憶されたスケジュールＳＣであって、拡散板４１で光が移動する演出を
実行する際のスケジュールＳＣに基づいて、光源２０（１）～光源２０（ｎ）の各々の点
灯／消灯、および発光強度を制御する制御部３０（制御手段）と、を備え、
　複数の出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（ｎ）のうち、出射領域Ｗ（２）からＷ（ｎ－１
）の各々は、拡散板４１の長手方向に所定長さＬを有すると共に、出射領域Ｗ（１）、Ｗ
（ｎ）は、所定長さＬ／２を有しており、拡散板４１において複数の出射領域Ｗ（１）～
出射領域Ｗ（ｎ）が、長手方向に連なって設けられた照明装置１において、
　拡散板４１では、
　長手方向の一端４１０に位置する出射領域Ｗ（１）と他端４１１に位置する出射領域Ｗ
（ｎ）との間の各出射領域Ｗ（２）～出射領域Ｗ（ｎ－１）が、長手方向で隣接する他の
出射領域と長手方向の両側部の所定範囲（Ｌ／２の長さが範囲）が重なるように配置され
ていると共に、
　スケジュールＳＣでは、
　拡散板４１の出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（ｎ）の各々から出射される光の輝度を合
算した拡散板４１全体での輝度分布を、拡散板４１の長手方向の位置をｘ方向、長手方向
の各位置における輝度の大きさをｙ方向として輝度分布形状で表現したときの輝度分布形
状の重心Ｇに基づいて、複数の光源２０（１）～（ｎ）の各々の点灯／消灯の態様、およ
び点灯させる複数の光源２０（１）～（ｎ）の発光強度が設定されていると共に、
　予め設定された輝度分布形状の重心Ｇの拡散板４１の長手方向の経時変化を実現するよ
うに、演出を実行している途中の各時点における複数の光源２０（１）～（ｎ）の各々の
点灯／消灯の態様、および点灯させる複数の光源２０（１）～（ｎ）の発光強度が設定さ
れている構成とした。
【００９４】
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　このように構成すると、拡散板４１で光が移動する演出を実行する際には、演出を実行
している途中の各時点における各光源２０（１）～光源２０（ｎ）の点灯／消灯の態様、
および点灯する光源の発光強度が、拡散板４１全体での輝度分布形状の重心Ｇｘの経時変
化を実現するように制御される。
　これにより、拡散板４１で光が移動する演出を実行するために、各光源２０（１）～光
源２０（ｎ）の点灯／消灯の態様、および点灯させる光源の発光強度を設定する際に拡散
板４１全体での輝度分布形状の重心Ｇｘというひとつの基準を追加し、この追加した基準
に時間的に秩序をもたせように、各光源２０（１）～光源２０（ｎ）の点灯／消灯の態様
、および点灯させる光源の発光強度を設定したスケジュールＳＣとすることで、拡散板４
１で光が移動する演出を実行する際に、光が滑らかに移動するように視認させることがで
きる。
　これにより、拡散板４１で光が移動する演出をより適切に行うことができると共に、光
の演出効果をいっそう高めることができる。
【００９５】
（５）輝度分布形状の重心Ｇの拡散板４１の長手方向の経時変化は、演出を実行している
途中の各時点において、輝度分布形状の重心Ｇが、屈曲点を持たずに連続的に曲線状また
は直線的に増加または減少するように設定されている構成とした。
【００９６】
　このように構成すると、拡散板４１で光が移動する演出を実行する際に、演出の途中の
各時点の拡散板４１全体での輝度分布形状の重心Ｇｘが、屈曲点を持たずに連続して増加
または減少することになる。
　拡散板４１全体での輝度分布形状の重心Ｇｘの経時的な変化は、演出途中における拡散
板４１の出射面全体の明るさの重み付けの中心位置の変化を示しており、全体の輝度分布
形状の重心Ｇｘを、連続して増加または減少させると、光の移動演出における光の移動が
スムーズに移動するように視認されることになる。
　これにより、全体の輝度分布の変化を、連続して直線状に増加/減少させる場合には、
等速感のある光の動きを演出できる。
　また、連続して曲線状に増加/減少させる場合には、加速/減速感のある光の動きを演出
できることになる。
【００９７】
　ここで、
（６）スケジュールＳＣにおいて規定されている複数の光源２０（１）～光源２０（ｎ）
の各々の発光強度は、輝度分布形状ｆ１ｎ（ｘ）の重心Ｇｘに基づいて算出した発光強度
であり、
　スケジュールＳＣにおける複数の光源２０（１）～光源２０（ｎ）の各々の発光強度を
設定する際に、輝度分布形状の重心に基づいて算出した発光強度が負となる光源がある場
合には、
　発光強度が負となる光源を除いた他の光源に対応する出射領域の輝度分布から表現した
輝度分布形状の重心に基づいて、他の光源の発光強度を設定し、算出した発光強度が負と
なった光源の発光強度をゼロに設定する構成とした。
【００９８】
　このように、拡散板４１全体での輝度分布形状の重心Ｇｘに基づいて光源２０（１）～
光源２０（ｎ）の発光強度を設定する場合において、設定された光源２０（１）～光源２
０（ｎ）の発光強度がマイナスになる場合は、マイナスとなる各光源２０（ｍ）に対応す
る拡散板４１の各出射領域Ｗ（ｍ）の輝度分布に対する重心Ｇｎｘｍと輝度ピークＹｎｍ
を、拡散板４１全体での輝度分布形状の重心Ｇｎｘｍを算出する式から除外する構成とし
た。
　これにより、実現できない発光強度となる光源を除外したうえで、残りの光源に対して
、輝度分布形状ｆ１ｎ（ｘ）の重心Ｇｘを実現可能な発光強度を設定できる。
【００９９】
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　上記のように構成したことで、光源２０（１）～光源２０（ｎ）の発光強度がマイナス
になる原因となる可能性のある領域を、拡散板４１全体での輝度分布形状の重心Ｇｘを算
出する際に除外したうえで、光源２０（１）～光源２０（ｎ）の発光強度を設定すること
ができ、発光強度が実現できないマイナス値となることを好適に防止できる。
　これにより、演出を実行している途中の各時点における輝度分布形状の重心Ｇｘの位置
を、予定されていた軌跡に沿って変化させることができるので、光を移動させる演出での
光の移動をスムーズに行うことができる。
【０１００】
［第３の実施形態］
　前記した第２の実施形態では、演出を実行している途中の各時点の拡散板４１全体での
輝度分布形状の重心Ｇｘの位置を拡散板４１の長手方向に経時的に変化させるように、演
出を実行している途中の各時点における複数の光源２０（１）～２０（ｎ）の各々の点灯
／消灯の態様、および点灯させる複数の光源２０（１）～２０（ｎ）の発光強度が設定さ
れている場合を例示した。
　ここで、演出を実行している途中の各時点における複数の光源２０（１）～光源２０（
ｎ）の各々の点灯／消灯の態様、および点灯させる複数の光源２０（１）～光源２０（ｎ
）の発光強度を設定する際に、拡散板４１全体での輝度分布形状の重心Ｇｙの輝度方向の
変化を、基準として追加しても良い。
【０１０１】
　ここで、演出を実行している途中の各時点における輝度分布形状の重心Ｇｙの輝度方向
の変化を、前記した合計３つの光源２０（１）～光源２０（３）による拡散板４１全体で
の輝度分布形状の場合を例に挙げて説明する。
【０１０２】
　図１６、図１７は、拡散板４１全体での輝度分布形状の重心の変化（重心Ｇｘの拡散板
４１の長手方向の変化、重心Ｇｙの輝度方向の変化）と、光源２０（１）～光源２０（３
）の発光強度との関係を説明する図である。
　図１６および図１７において、（Ａ）は、スケジュールＳＣにおける各光源２０（１）
～光源２０（３）の発光強度の経時変化を示している。（Ｂ）は、演出を実行している途
中の各時点における拡散板４１全体の輝度分布形状の重心Ｇｘの変化であって、拡散板４
１の長手方向の変化を示している。（Ｃ）は、演出を実行している途中の各時点における
拡散板４１全体の輝度分布形状の重心Ｇｙの変化であって、拡散板４１の輝度方向の変化
を示している。
【０１０３】
　拡散板４１において光が流れる演出を実行する場合の、各光源２０（１）～光源２０（
３）の発光強度が、それぞれ図１６の（Ａ）、図１７の（Ａ）のように変化する場合、全
体の輝度分布形状の重心Ｇｘの変化であって、拡散板４１の長手方向の変化は、それぞれ
同じように変化している（図１６の（Ｂ）、図１７の（Ｂ）参照）。
【０１０４】
　一方、拡散板４１全体での輝度分布形状の重心Ｇｙの変化であって、拡散板４１の輝度
方向の変化は、図１６の（Ｃ）では、単調に増加したのち減少しているのに対し、図１７
の（Ｃ）では、発光強度が最大輝度に向けて増加している途中に、増加が一時的に減少に
転じる領域Ａがあり、発光強度が最大輝度から減少している途中に、減少が一時的に増加
に転じる領域Ｂがある。
　図１６の場合と、図１７の場合において、照明演出を観察したところ、図１６の場合に
は、光の流れ方がスムーズであるのに対し、図１７の場合には、光の流れ方にチラツキ感
があり、見栄えが良くなかった。
【０１０５】
　そこで、図１８に示すように、演出を実行している途中の各時点における拡散板４１全
体での輝度分布形状の重心Ｇｘの変化であって、拡散板４１の長手方向の変化が、一定の
割合で直線状に増加し（図１８の（Ｂ）参照）、演出を実行している途中の各時点におけ
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る拡散板４１全体での輝度分布形状の重心Ｇｙの変化であって、拡散板４１の輝度方向の
変化が、屈曲点を持たずに、連続して曲線的に変化する（図１８の（Ｃ）参照）ようにス
ケジュールＳＣにおいて規定することで、光が流れる演出の際の光のチラツキ感を解消し
ている。
【０１０６】
　さらに、図１９に示すように、演出を実行している途中の各時点における拡散板４１全
体での輝度分布形状の重心Ｇｘの変化であって、拡散板４１の長手方向の変化が、屈曲点
を持たずに、連続して曲線的に変化しつつ増加し（図１９の（Ｂ）参照）、演出途中にお
ける拡散板４１の全体の輝度分布形状の重心Ｇｙの変化であって、拡散板４１の輝度方向
の変化が、屈曲点を持たずに、連続して曲線的に変化する（図１９の（Ｃ）参照）ように
スケジュールＳＣにおいて規定することで、光が流れる演出の際の光のチラツキ感を解消
している。
【０１０７】
　なお、図２０に示すように、拡散板４１の輝度方向の重心Ｇｙの位置を、途中に屈曲点
のない連続的に変化する曲線に沿って経時的に変化させる場合には、曲線状の輝度の変化
が少ない領域に、最も輝度が高くなるピークＰｋが位置するように設定することが好まし
い。
　ピークＰｋが、図２０において破線で示したような変化が大きい領域に位置して、ピー
クＰｋの前後での輝度の変化が大きくなると、チラツキ感が生じる虞があるからである。
【０１０８】
　このように、
（７）スケジュールＳＣでは、
　演出を実行している途中の各時点における拡散板４１全体での輝度分布形状の重心Ｇｘ
の拡散板４１の長手方向の経時変化と、
　演出を実行している途中の各時点における拡散板４１全体での輝度分布形状の重心Ｇｙ
の輝度の大きさ方向の経時変化と、に基づいて、複数の光源２０（１）～光源２０（３）
の各々の点灯／消灯の態様、および点灯させる光源２０（１）～光源２０（３）の発光強
度が設定されていると共に、
　予め設定された輝度分布形状の重心Ｇｘの拡散板４１の長手方向の経時変化と、予め設
定された輝度分布形状の重心Ｇｙの輝度の大きさ方向の経時変化の両方を実現するように
、演出を実行している途中の各時点における複数の光源２０（１）～光源２０（３）の各
々の点灯／消灯の態様、および点灯させる光源２０（１）～光源２０（３）の発光強度が
設定されている構成とした。
【０１０９】
　このようにすることによっても、演出を実行する際の光の移動がスムーズになるので、
光が移動する演出の効果を向上できる
【０１１０】
　さらに、
（８）輝度分布形状の重心Ｇｘの拡散板４１の長手方向の経時変化と、輝度分布形状の重
心Ｇｙの輝度の大きさ方向の経時変化とが、演出を実行している途中の各時点において、
屈曲点を持たずに連続的に曲線状または直線状に増加または減少するように設定されてい
る構成とした。
【０１１１】
　このように構成すると、光が流れる演出の際の光のチラツキ感を解消でき、光が移動す
る演出の効果をいっそう向上できる。
【０１１２】
＜変形例＞
　さらに、演出を実行している途中の各時点における拡散板４１では拡散板４１の長手方
向における各位置の輝度が、長手方向の中央位置Ｐｃで最大となり、中央位置Ｐｃ位置Ｐ
１側と、位置Ｐｎ側に向かうにつれて、輝度が減少するように、各光源２０（１）～光源
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２０（ｎ）の発光強度を設定する（図２１参照）とすることが好ましい。
【０１１３】
　このように、
（９）演出を実行している途中の各時点における拡散板４１の全体の輝度が、長手方向の
中間位置で最大となり、中間位置から離れるにつれて減少するように設定されている構成
とした（図２１参照）。
【０１１４】
　このように構成すると、拡散板４１の出射面における長手方向で輝度が大きく振れるこ
とが無いので、光の移動がよりスムーズなものとなる。
【０１１５】
［第４の実施形態］
【０１１６】
　図２２は、３つの光源を備える拡散板４１において、光が伸びる演出と、光が縮む演出
を行う際における各光源２０（１）、２０（２）、２０（３）の点灯／消灯のタイムチャ
ートである。
　図２２の（Ａ）は、実施の形態にかかる方法にて、演出を実行する場合のタイムチャー
トであり、（Ｂ）は、（Ａ）に示したタイムチャートに沿って演出を実行している途中に
おける拡散板４１の全体の平均輝度（Ｙｎ＿ａｖｇ）の変化を示している。（Ｃ）は、一
般的な従来例にかかる制御により、演出を実行する場合のタイムチャートであり、（Ｄ）
は、（Ｃ）に示したタイムチャートに沿って演出を実行している途中における拡散板４１
の全体の平均輝度（Ｙｎ＿ａｖｇ）の変化を示している。
【０１１７】
　図２２の（Ｃ）に示すように、従来の演出では、拡散板４１において、光が伸びる演出
と、光が縮む演出を行う場合、光源２０（１）、２０（２）、２０（３）の点灯と消灯の
タイミングを、発光強度の増減期間ΔｔＡを考慮せずに所定時間Δｔだけずらして行って
いた。
　この場合、各光源２０（１）～光源２０（３）の発光強度が、図２２の（Ｃ）に示すよ
うに変化する結果、演出を実行している間の拡散板４１の平均輝度（Ｙｎ＿ａｖｇ）は、
図２２の（Ｄ）のように屈曲点を持つ直線状に変化するため、光の動きがスムーズとなら
なかった。
【０１１８】
　この点に関して、本願出願人は、図２２の（Ａ）に示すように、各光源２０（１）～光
源２０（３）の発光強度の増減期間ΔｔＡを考慮して、各光源２０（１）～光源２０（３
）の発光強度の変化を制御することで、光の動きがスムーズとなることを見いだした。
【０１１９】
　具体的には、光源２０（１）、２０（２）、２０（３）の点灯と消灯のタイミングを、
所定時間ΔｔＢずつずらすと共に、各光源２０（１）、２０（２）、２０（３）の発光強
度が所定時間ΔｔＡをかけて、指定された強度に到達するようにした。
　そして、点灯と消灯のタイミングをずらす時間ΔｔＢが、所定時間ΔｔＡ以下であり、
かつ所定時間ΔｔＡの半分の時間以上となるようにすることで、光の動きがスムーズにな
ることを見いだした。
【０１２０】
　この図２２の（Ａ）に示すタイムチャートに従って、各光源２０（１）、２０（２）、
２０（３）の点灯／消灯の態様と、点灯／消灯する際の発光強度の変化を制御することで
、演出を実行している間の拡散板４１の平均輝度（Ｙｎ＿ａｖｇ）が、図２２の（Ｂ）に
示すように、発光強度を変化させている途中の屈曲点が図２２の（Ｄ）と比較して軽微に
なるよう構成した。
　これにより、演出を実行している間の拡散板４１の平均輝度（Ｙｎ＿ａｖｇ）の変化が
スムーズになる結果、光の動きがスムーズとなることを見いだした。
【０１２１】
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　このように、
（１０）複数の光源２０（１）～光源２０（ｎ）と、
　複数の光源２０（１）～光源２０（ｎ）の各々に一対一で対応する複数の出射領域Ｗ（
１）～出射領域Ｗ（ｎ）を有する帯状の拡散板４１と、
　記憶部３５に記憶されたスケジュールＳＣであって、拡散板４１で光が移動する演出を
実行する際のスケジュールＳＣに基づいて、光源２０（１）～光源２０（ｎ）の各々の点
灯／消灯、および発光強度を制御する制御部３０（制御手段）と、を備え、
　複数の出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（ｎ）のうち、出射領域Ｗ（２）からＷ（ｎ－１
）の各々は、拡散板４１の長手方向に所定長さＬを有すると共に、出射領域Ｗ（１）、Ｗ
（ｎ）は、所定長さＬ／２を有しており、
　拡散板４１において複数の出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（ｎ）が、長手方向に連なっ
て設けられていると共に、長手方向の一端４１０に位置する出射領域Ｗ（１）と他端４１
１に位置する出射領域Ｗ（ｎ）との間の各出射領域Ｗ（２）～出射領域Ｗ（ｎ－１）が、
長手方向で隣接する他の出射領域と長手方向の両側部の所定範囲（Ｌ／２の長さが範囲）
が重なるように設定された照明装置１において、
　スケジュールＳＣでは、
　演出を実行している途中で各光源２０（１）～光源２０（ｎ）の点灯／消灯する際には
、点灯／消灯する光源２０の発光強度を、設定された発光強度まで変化させる移行制御が
実行されるように設定されており、
　点灯／消灯させた光源の次に点灯／消灯される光源では、移行制御に要する時間ΔｔＡ
以下であり、かつ移行制御に要する時間の半分の時間（ΔｔＡ／２）以上である遅延時間
ΔｔＢを経た後に、移行制御が実行されるように設定されている構成とした。
【０１２２】
　このように構成すると、演出を実行している間の拡散板４１の平均輝度（Ｙｎ＿ａｖｇ
）の変化がスムーズになり、光が滑らかに動くように視認させることが可能になる。
【０１２３】
［第５の実施形態］
　図２３は、第５の実施形態にかかる照明装置１Ａを説明する図であって、合計７個の光
源２０を有する照明装置１Ａの場合を説明する図である。
　図２３の（Ａ）は、照明装置１Ａを光の出射面側から見た平面図であり、図２３の（Ｂ
）は、（Ａ）に示す照明装置１Ａから、拡散板４１を有する遮光板４０を取り外した状態
の平面図であり、遮光板４０の輪郭を破線で示した図である。図２３の（Ｃ）は、（Ａ）
におけるＡ－Ａ断面図であり、図２３の（Ｄ）は、（Ａ）におけるＢ－Ｂ断面の拡大図で
あり、図２３の（Ｅ）は、出射領域Ｗ（２）の形状を説明する図である。
【０１２４】
　ここで、第５の実施形態にかかる照明装置１Ａは、導光部材１１を複数備えているとい
う点において、前記した第１の実施形態にかかる照明装置１と相違する。
　そこで、以下の説明においては、前記した照明装置１と相違する点について主に説明し
、共通する点については必要に応じて説明する。
　また、複数の光源２０の各々を区別する必要がある場合には、光源２０（１）、・・・
２０（７）というように、符号の後に、区別用の序数を付けた括弧を付記して説明をする
。出射領域Ｗ、導光部材１１についても同様とする。
【０１２５】
［照明装置１Ａ］
　図２３に示すように、照明装置１Ａは、複数の光源２０（１）～光源２０（７）と、複
数の光源２０（１）～光源２０（７）の各々に一対一で対応する複数の導光部材１１（１
）～導光部材１１（７）と、複数の導光部材１１（１）～導光部材１１（７）の各々に一
対一で対応する複数の出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（７）を有する帯状の拡散板４１と
、を有している。
　なお、この図２３では、光源２０（１）～光源２０（７）の各々の点灯／消灯、および
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発光強度を制御する制御部の図示を省略している。
【０１２６】
　平面視において矩形形状を成す遮光板４０では、幅方向（図２３における上下方向）に
おける一側寄りの位置に、帯状の拡散板４１が設けられている。
　この拡散板４１では、各光源２０（１）～光源２０（７）から出射された光の出射領域
Ｗ（１）～出射領域Ｗ（７）が、長手方向に複数連なって設定されており、遮光板４０の
下方には、各光源２０（１）～光源２０（７）から出射された光を、対応する出射領域Ｗ
（１）～出射領域Ｗ（７）に誘導する導光部材１１（１）～導光部材１１（７）が設けら
れている。
【０１２７】
　平面視において導光部材１１（１）～導光部材１１（７）は、それぞれ矩形形状の断面
を有する線状の部材である（図２３の（Ｃ）、（Ｄ）参照）。
　図２３の（Ｂ）に示すように、導光部材１１（１）～導光部材１１（７）は、拡散板４
１の長手方向に沿う中心線Ｌｍに対して所定角度θ傾斜して設けられていると共に、中心
線Ｌｍの径方向に並べて配置されている。
【０１２８】
　導光部材１１（１）～導光部材１１（７）の長手方向の一端１１０は、平坦面となって
おり、平面視において導光部材１１（１）～導光部材１１（７）は、各々の一端１１０の
位置を、対応する光源２０（１）～光源２０（７）から離間した所定位置に揃えて設けら
れている。
【０１２９】
　これら光源２０（１）～光源２０（７）は、遮光板４０の下方に配置された基板２にお
いて所定間隔で並んでいる。
　そのため、各導光部材１１（１）～導光部材１１（７）の一端１１０は、それぞれ対応
する光源２０（１）～光源２０（７）から出射された光の入射面となっている。
【０１３０】
　導光部材１１（１）～導光部材１１（７）は、空気よりも屈折率の大きい樹脂材料で形
成されており、長手方向の一端１１０から導光部材１１（１）～導光部材１１（７）に入
射した光は、内部で反射しながら他端１１１側に誘導されるようになっている。
【０１３１】
　平面視において導光部材１１（１）～導光部材１１（７）は、拡散板４１を中心線Ｌｍ
の一方側から他方側に横切って設けられており、他端１１１を、拡散板４１の他方側の側
部４１ａよりも外側に位置させている。
【０１３２】
　導光部材１１（１）～導光部材１１（７）では、平面視において導光部材１１（１）～
導光部材１１（７）と拡散板４１とが重なる領域が、導光部材１１（１）～導光部材１１
（７）の内部を他端１１１側に向けて誘導された光の出射面となっており、この重なる領
域の拡散板４１とは反対側の面１１２には、この面１１２で反射した光の進行方向を出射
面に向かう方向に変更するための凹凸（図示せず）が設けられている。
　そして、拡散板４１における導光部材１１（１）～導光部材１１（７）の各出射面から
出射した光が通過する所定面積の領域が、導光部材１１（１）～導光部材１１（７）に一
対一で対応する出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（７）となっている。
【０１３３】
　実施の形態では、拡散板４１の長手方向の一端４１０と他端４１１に位置する出射領域
Ｗ（１）、出射領域Ｗ（７）が、平面視において三角形形状を有しており、これら一端４
１０と他端４１１に位置する出射領域Ｗ（１）、出射領域Ｗ（７）の間に位置する出射領
域Ｗ（２）～出射領域Ｗ（６）が、平面視においてひし形形状を有している。
　そして、これら複数の出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（７）を連ねて帯状の領域を形成
すると、この形成された領域が、拡散板４１とほぼ整合する面積で形成されるようになっ
ている。
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【０１３４】
　出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（７）は、拡散板４１の長手方向の一端４１０と他端４
１１に位置する出射領域Ｗ（１）、出射領域Ｗ（７）を除き、拡散板４１の長手方向に、
それぞれ同じ長さＬを有しており、出射領域Ｗ（１）、出射領域Ｗ（７）は、他の出射領
域Ｗ（２）～出射領域Ｗ（６）の半分の長さＬ／２を有している。
　そのため、拡散板４１において出射領域Ｗ（１）～出射領域Ｗ（７）は、拡散板４１の
長手方向における一端４１０側から他端４１１側に所定長さＬ／２ずつオフセットして設
定されている。
【０１３５】
　ここで、出射領域Ｗ（２）～出射領域Ｗ（６）の形状を、出射領域Ｗ（２）を例に挙げ
て具体的に説明する。
　図２３の（Ｅ）に示すように、拡散板４１において出射領域Ｗ（２）は、当該拡散板４
１の長手方向の中心位置Ｐ２を境にした一方側（図中左側）の領域Ｒａと他方側（図中右
側）の領域Ｒｂが、それぞれ一方側で隣接する他の出射領域Ｗ（１）と、他方側で隣接す
る他の出射領域Ｗ（３）に及ぶ長さＬ／２で形成されている。
【０１３６】
　出射領域Ｗ（２）は、長手方向における中心位置Ｐ２で幅Ｗｘが最大となり、中心位置
Ｐ２から離れて、出射領域Ｗ（１）、出射領域Ｗ（３）側に向かうにつれて幅Ｗｘが狭く
なって、出射領域Ｗ（１）の位置Ｐ１と、出射領域Ｗ（３）の中心位置Ｐ２に達した時点
で、幅Ｗｘが０（ゼロ）になるように縮幅している。
【０１３７】
　平面視において出射領域Ｗ（１）は、拡散板４１の一端４１０に重なる位置Ｐ１で幅Ｗ
ｘが最大となり、出射領域Ｗ（２）の中心位置Ｐ２で幅Ｗｘが０（ゼロ）になる三角形形
状を有している。出射領域Ｗ（１）は、出射領域Ｗ（２）の一方側の領域Ｒａと重ならな
い形状であって、出射領域Ｗ（２）の他方側の領域Ｒｂと整合する形状を有している。
　ちなみに、出射領域Ｗ（７）は、図２３の（Ｂ）において出射領域Ｗ（１）を中心線Ｌ
ｍ挟んで上下逆向きにした形状を有している。
【０１３８】
　そのため、拡散板４１の出射領域Ｗ（１）と、出射領域Ｗ（７）では、出射される光の
輝度Ｙが、それぞれ一端４１０、他端４１１から離れるにつれて低くなり、各出射領域Ｗ
（２）～出射領域Ｗ（６）では、長手方向の中心位置Ｐ２～中心位置Ｐ６で輝度が最大と
なり、中心位置Ｐ２～中心位置Ｐ６から離れるにつれて、輝度が低くなるようになってい
る。
【０１３９】
　よって、実施の形態にかかる照明装置１Ａにおいても、光源２０（１）～光源２０（７
）の点灯／消灯の態様、および点灯させる光源２０の発光強度を制御することで、拡散板
４１における任意の位置（領域）を、他の位置（領域）よりも、明るくしたり、暗くした
りすることができると共に、明るい位置や暗い位置を、拡散板４１の長手方向に変位させ
て、光による演出を実施できるようになっている。
【０１４０】
　このように、
（１２）拡散板４１では、
　長手方向の一端４１０に位置する出射領域Ｗ（１）と他端４１１に位置する出射領域Ｗ
（７）との間の各出射領域Ｗ（２）～出射領域Ｗ（６）が、長手方向の中心位置（出射領
域Ｗ（２）の場合は、中心位置Ｐ２）で幅Ｗｘが最大となり、長手方向における中心位置
の一方側の領域Ｒａと他方側の領域Ｒｂの幅が、中心位置から離れるにつれて縮幅した形
状で形成されており、
　長手方向の一端４１０に位置する出射領域Ｗ（１）と他端４１１に位置する出射領域Ｗ
（７）との間の各出射領域Ｗ（２）～Ｗ（６）は、一方側の領域Ｒａと他方側の領域Ｒｂ
を、それぞれ長手方向で隣接する他の出射領域の他方側の領域Ｒｂと一方側の領域Ｒａと
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【０１４１】
　このように構成すると、各出射領域Ｗ（２）～出射領域Ｗ（６）では、中心位置の一方
側の領域Ｒａと他方側の領域Ｒｂが、それぞれ長手方向で隣接する他の出射領域の他方側
の領域Ｒｂと一方側の領域Ｒａとに対して、拡散板４１の幅方向に並べて配置されている
ので、光が流れる演出のために、光を出射する出射領域を長手方向で順番に切り替える際
に、拡散板４１での光の移動を、よりスムーズに視認させることが可能になる。
【０１４２】
　なお、照明装置１Ａにおいても、前記した照明装置１の場合と同様に、拡散板４１で光
が移動する演出を実行する際のスケジュールにおいて、（ｉ）複数の出射領域Ｗ（１）～
Ｗ（７）の各々から出射される光の輝度を合算した拡散板４１全体での輝度分布の平均輝
度Ｙｎ＿ａｖｇが、予め設定された平均輝度の経時変化を実現するために、演出を実行し
ている途中の各時点における光源２０（１）～２０（７）の各々の点灯／消灯の態様、お
よび点灯させる光源の発光強度が設定されている、および／または拡散板４１全体での輝
度分布を、拡散板４１の長手方向の位置をｘ方向、長手方向の各位置における輝度の大き
さをｙ方向として輝度分布形状で表現したときの輝度分布形状の重心Ｇが、予め設定され
た輝度分布形状の重心の経時変化を実現するために、演出を実行している途中の各時点に
おける光源２０（１）～２０（７）の各々の点灯／消灯の態様、および点灯させる光源の
発光強度が設定されている構成とすることが好ましい。
【０１４３】
　このようにすることによっても、光が滑らかに移動するように視認させることができる
。
　そして、照明装置１Ａの場合にも、スケジュールにおいて、拡散板４１の平均輝度Ｙｎ
＿ａｖｇや、輝度分布形状の重心Ｇが、屈曲点を持たずに連続的に曲線状または直線的に
増加または減少するように設定さていることで、光がより滑らかに移動するように視認さ
せることができる。
【符号の説明】
【０１４４】
　１、１Ａ　　照明装置
　２　　　基板
　１１、１１（１）～１１（７）　　導光部材
　１１０　一端
　１１１　他端
　２０（１）～（ｎ）　　光源
　２１　　遮光板
　３０　　制御部
　３５　　記憶部
　４０　　遮光板
　４１　　拡散板
　４１ａ　側部
　４１０　一端
　４１１　他端
　Ｌｍ　　中心線
　ＳＣ　　スケジュール
　Ｗ（１）～（ｎ）　　　出射領域
　Ｗ　　　領域
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