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(57)【要約】
【課題】映像機能付き照明器具に隣接した照明器具を協
調制御することができる照明制御システムを提供する。
【解決手段】実施形態に係る照明制御システムは、照明
制御システムは、第１の照明器具と、第１の照明器具と
、制御装置とを備える。第１の照明器具は、空間全体を
照射する主光源と、映像情報を表示する映像表示部とを
有する。第２の照明器具は、第１の照明器具に隣接する
。制御装置は、第１の照明器具の映像表示部に表示する
映像情報に応じて、第２の照明器具を制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空間全体を照射する主光源と、映像情報を表示する映像表示部とを有する第１の照明器
具と；
　前記第１の照明器具に隣接する第２の照明器具と；
　前記第１の照明器具の前記映像表示部に表示する映像情報に応じて、前記第２の照明器
具を制御する制御装置と；
を備えることを特徴とする照明制御システム。
【請求項２】
　前記第２の照明器具は、空間全体を照射する主光源と、雰囲気を演出するための所定の
色成分を照射する副光源とを有し；
　前記制御装置は、前記第１の照明器具の前記映像表示部に表示する映像情報に基づいて
、前記第２の照明器具の前記副光源を制御することを特徴とする請求項１に記載の照明制
御システム。
【請求項３】
　人の有無及び活動量を検出する画像人感センサを有し；
　前記制御装置は、前記画像人感センサの検出結果に基づいて、前記第１及び前記第２の
照明器具を制御することを特徴とする請求項１または２に記載の照明制御システム。
【請求項４】
　前記制御装置は、前記画像人感センサの検出結果に基づいて、活動量が多いエリアでは
、動的な映像及び明るい照明で前記第１及び前記第２の照明器具を制御し、活動量が少な
いエリアでは、静的な映像及び暗い照明で記第１及び前記第２の照明器具を制御すること
を特徴とする請求項３に記載の照明制御システム。
【請求項５】
　音声を出力する音声出力装置をさらに有し；
　前記制御装置は、予め設定された設定情報に基づき、前記映像表示部に表示する映像情
報に応じた所定の音声情報を、前記音声出力装置から出力させることを特徴とする請求項
１から４のいずれか１つに記載の照明制御システム。
【請求項６】
　音声を入力する音声入力装置をさらに有し；
　前記制御装置は、前記音声入力装置に所定の音声情報が入力された場合、予め設定され
た情報に基づき、入力された音声情報に応じた所定の映像情報を、前記映像表示部に表示
させることを特徴とする請求項１から５のいずれか１つに記載の照明制御システム。
【請求項７】
　前記制御装置は、外部ネットワークに接続されており、前記外部ネットワークを介して
情報表示システムから取得したから映像情報に応じて、前記第１の照明器具の前記映像表
示部に表示する映像情報及び前記第２の照明器具を制御することを特徴とする請求項１か
ら６のいずれか１つに記載の照明制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、照明制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、照明制御システムが、建物等における照明を制御するために広く利用されて
いる。このような照明制御システムにおいて用いられる照明器具と組み合わせ、例えばプ
ロジェクタ等の投影装置を備えた照明器具も提案されている。
【０００３】
　この投影装置を備えた照明器具は、回動可能な投影レンズが配設され、３６０度空間の
側壁に向けて投影方向を変動させながら所定の影像を照射するとともに、その影像に適し
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た照明制御を行うようにしている。
【０００４】
　しかしながら、このような照明器具では、投影装置が備えられた照明器具の照明を制御
することはできるが、投影装置が備えられた照明器具に隣接した照明器具については、調
光／調色制御における各光源の制御値や制御方法が不明であり、隣接した照明器具を協調
制御することについては検討されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１８６１１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本実施形態は、映像機能付き照明器具に隣接した照明器具を協調制御することができる
照明制御システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態に係る照明制御システムは、第１の照明器具と、第１の照明器具と、制御装置
とを備える。第１の照明器具は、空間全体を照射する主光源と、映像情報を表示する映像
表示部とを有する。第２の照明器具は、第１の照明器具に隣接する。制御装置は、第１の
照明器具の映像表示部に表示する映像情報に応じて、第２の照明器具を制御する。
【発明の効果】
【０００８】
　実施形態によれば、映像機能付き照明器具に隣接した照明器具を協調制御することがで
きる照明制御システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１の実施形態に係る照明制御システムを構成の一例を示す図である。
【図２】天井面に配置される照明器具の一例を説明するための図である。
【図３】映像機能付き照明器具の簡易断面図である。
【図４】図３の矢印Ａの方向から映像機能付き照明器具を見た図である。
【図５】記憶装置に記憶されているテーブルの一例を説明するための図である。
【図６】第１の実施形態における映像／調光制御モードの処理の流れの一例を説明するた
めのフローチャートである。
【図７】第２の実施形態に係る照明制御システムの構成の一例を示す図である。
【図８】記憶装置に記憶されているテーブルの一例を説明するための図である。
【図９】第２の実施形態における映像／調光制御モードの処理の流れの一例を説明するた
めのフローチャートである。
【図１０】第３の実施形態に係る照明制御システムの構成の一例を示す図である。
【図１１】記憶装置に記憶されているテーブルの一例を説明するための図である。
【図１２】第３の実施形態における映像／調光制御モードの処理の流れの一例を説明する
ためのフローチャートである。
【図１３】第４の実施形態に係る照明制御システムの構成の一例を示す図である。
【図１４】記憶装置に記憶されているテーブルの一例を説明するための図である。
【図１５】第４の実施形態における映像／調光制御モードの処理の流れの一例を説明する
ためのフローチャートである。
【図１６】第５の実施形態に係る照明制御システムの構成の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　実施形態の照明制御システムは、空間全体を照射する主光源と、映像情報を表示する映
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像表示部とを有する第１の照明器具と；前記第１の照明器具に隣接する第２の照明器具と
；前記第１の照明器具の前記映像表示部に表示する映像情報に応じて、前記第２の照明器
具を制御する制御装置と；を備える。
【００１１】
　また、実施形態の照明制御システムは、前記第２の照明器具は、空間全体を照射する主
光源と、雰囲気を演出するための所定の色成分を照射する副光源とを有し；前記制御装置
は、前記第１の照明器具の前記映像表示部に表示する映像情報に基づいて、前記第２の照
明器具の前記副光源を制御する。
【００１２】
　また、実施形態の照明制御システムは、人の有無及び活動量を検出する画像人感センサ
を有し；前記制御装置は、前記画像人感センサの検出結果に基づいて、前記第１及び前記
第２の照明器具を制御する。
【００１３】
　また、実施形態の照明制御システムは、前記制御装置は、前記画像人感センサの検出結
果に基づいて、活動量が多いエリアでは、動的な映像及び明るい照明で前記第１及び前記
第２の照明器具を制御し、活動量が少ないエリアでは、静的な映像及び暗い照明で記第１
及び前記第２の照明器具を制御する。
【００１４】
　また、実施形態の照明制御システムは、音声を出力する音声出力装置をさらに有し；前
記制御装置は、予め設定された設定情報に基づき、前記映像表示部に表示する映像情報に
応じた所定の音声情報を、前記音声出力装置から出力させる。
【００１５】
　また、実施形態の照明制御システムは、音声を入力する音声入力装置をさらに有し；前
記制御装置は、前記音声入力装置に所定の音声情報が入力された場合、予め設定された情
報に基づき、入力された音声情報に応じた所定の映像情報を、前記映像表示部に表示させ
る。
【００１６】
　また、実施形態の照明制御システムは、前記制御装置は、外部ネットワークに接続され
ており、前記外部ネットワークを介して情報表示システムから取得したから映像情報に応
じて、前記第１の照明器具の前記映像表示部に表示する映像情報及び前記第２の照明器具
を制御する。
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。
（第１の実施形態）
　まず、図１および図２に基づき、第１の実施形態に係る照明制御システムの構成につい
て説明する。図１は、第１の実施形態に係る照明制御システムを構成の一例を示す図であ
り、図２は、天井面に配置される照明器具の一例を説明するための図である。
【００１８】
　図１に示すように、本実施形態の照明制御システム１は、制御装置１０と、映像機能付
き照明器具１１と、照明器具１１に隣接して配置される少なくとも１つ以上の照明器具１
２とを有して構成されている。制御装置１０、映像機能付き照明器具１１及び照明器具１
２は、信号伝送ライン１３により互いに接続されている。なお、信号伝送ライン１３は無
線でもよく、例えば、制御装置１０と照明器具１１、１２とが所定の無線ネットワークで
接続されてもよい。
【００１９】
　第１の照明器具である映像機能付き照明器具１１と、第２の照明器具である照明器具１
２とは、信号伝送ライン１３を介して、制御装置１０からの調光データを受信する。なお
、信号伝送ライン１３には、例えば図示しない壁スイッチが接続されていてもよい。壁ス
イッチは、信号伝送ライン１３を介して、制御装置１０に各種操作信号を送信することが
できる。
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【００２０】
　制御装置１０は、中央処理装置（以下、ＣＰＵという）１４と、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を含
む記憶装置１５とを有して構成されている。制御装置１０では、ＣＰＵ１４がＲＯＭに記
憶された調光制御プログラム及び映像／調光制御プログラムを読み出して、ＲＡＭ上に展
開して、実行することにより、照明制御システム１の各機能を実現する。よって、照明制
御システム１は、映像／調光制御を実行する映像／調光制御モードと、映像／調光制御モ
ード以外の他の制御モード（例えば通常制御モード）とを有している。
【００２１】
　また、記憶装置１５は、映像機能付き照明器具１１で表示する映像と、映像機能付き照
明器具１１及び各照明器具１２の後述する各光源の調光率とが対応付けられたテーブルが
記憶されている。制御装置１０は、映像／調光制御モード時には、このテーブルの情報に
基づいて、映像機能付き照明器具１１及び照明器具１２を制御する。
【００２２】
　図２に示すように、映像機能付き照明器具１１及び照明器具１２は、例えば病院等の室
内の天井面１８に設置される。映像機能付き照明器具１１には、映像機能が付いていない
通常の照明器具１２が隣接して設置されている。
【００２３】
　なお、図２の例では、映像機能付き照明器具１１には、８つの照明器具１２が隣接して
設置されているが、これに限定されることなく、少なくとも１つ以上の照明器具１２が隣
接して設置されていればよい。また、天井面１８に設置される映像機能付き照明器具１１
は、１つに限定されることなく、映像機能付き照明器具１１の他に映像機能付き照明器具
１６が天井面１８に設置されていてもよい。さらにまた、天井面１８には、映像機能付き
照明器具１１に隣接していない照明器具１７が少なくとも１つ以上設置されていてもよい
。
【００２４】
　制御装置１０は、映像機能付き照明器具１１、照明器具１２の配置を予め把握しており
、映像機能付き照明器具１１で表示される映像情報に応じて、照明器具１２の調光／調色
制御を行う。例えば、制御装置１０は、映像機能付き照明器具１１に空に飛行機が飛んで
いる映像情報を表示する場合、その影像情報に応じて、隣接する照明器具１２を青色の照
明を強くする制御を行う。また、制御装置１０は、映像機能付き照明器具１１に隣接して
いない照明器具１７については、隣接している照明器具１２の点灯状態に応じて制御する
。
【００２５】
　ここで、映像機能付き照明器具の詳細な構成について、図３及び図４を用いて説明する
。図３は、映像機能付き照明器具の簡易断面図であり、図４は、図３の矢印Ａの方向から
映像機能付き照明器具を見た図である。
【００２６】
　図３に示すように、映像機能付き照明器具１１は、外枠２０と、例えば金属で構成され
る反射板２１と、光源からの光を拡散する拡散板２２とを備える。そして、反射板２１に
は、主光源２３と副光源２４とが設けられている。
【００２７】
　主光源２３は、空間全体を照射する光源であり、図４に示すように、白色ＬＥＤ等の白
色光を照射する白色光源Ｎと、電球色ＬＥＤ等の電球色を照射する電球色光源Ｌとが順番
に配置されて構成されている。なお、白色光源Ｎ及び電球色光源Ｌは、ＬＥＤに限定され
るものではない。また、白色光源Ｎ及び電球色光源Ｌの配置は、図３に限定されることな
く、他の順番であってもよい。
【００２８】
　副光源２４は、主に拡散版２２を見たときの雰囲気を演出するための所定の色成分を照
射する光源であり、図４に示すように、赤色ＬＥＤ等の赤色光を照射する赤色光源Ｒと、
緑色ＬＥＤ等の緑色光を照射する緑色光源Ｇと、青色ＬＥＤ等の青色光を照射する青色光
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源Ｂとが順番に配置されて構成されている。なお、赤色光源Ｒ、緑色光源Ｇ、及び、青色
光源Ｂは、ＬＥＤに限定されるものではない。また、赤色光源Ｒ、緑色光源Ｇ、及び、青
色光源Ｂの配置は、図３に限定されることなく、他の順番であってもよい。
【００２９】
　反射板２１の所定の位置には、映像情報を照射するプロジェクタ２５が設けられている
。また、拡散板２２の中央部には、プロジェクタ２５から照射された映像情報を表示する
映像表示部２６が設けられている。プロジェクタ２５は、ＣＰＵ１４から送信された映像
情報を映像表示部２６に照射することで、映像表示部２６に所定の映像を表示することが
できる。なお、映像表示部２６は、例えば液晶ディスプレイであってもよい。この場合、
ＣＰＵ１４から送信された映像情報を直接表示することができるため、プロジェクタ２５
が必要ない。
【００３０】
　図５は、記憶装置に記憶されているテーブルの一例を説明するための図である。
【００３１】
　図５に示すように、テーブル３０には、映像ＩＤと、映像機能付き照明器具１１の各光
源の調光率と、映像機能付き照明器具１１に隣接する各照明器具１２の各光源の調光率と
が対応付けられている。なお、図５において、照明器具Ａ～Ｈが映像機能付き照明器具１
１に隣接する各照明器具１２に対応している。
【００３２】
　制御装置１０は、映像機能付き照明器具１１に表示する映像情報に応じて、テーブル３
０からパラメータ、ここでは、映像機能付き照明器具１１及び照明器具１２の各光源の調
光率を読み出し、信号伝送ライン１３を介して映像機能付き照明器具１１及び照明器具１
２に送信する。
【００３３】
　次に、照明制御システム１の映像／調光制御モードの処理について説明する。
【００３４】
　図６は、第１の実施形態における映像／調光制御モードの処理の流れの一例を説明する
ためのフローチャートである。
【００３５】
　まず、ＣＰＵ１４は、映像出力の変更があるか否かを判定する（ステップＳ１）。この
映像出力の変更は、操作者がマニュアルで変更してもよいし、タイムスケージュールで自
動的に変更してもよい。映像出力の変更がないと判定した場合、ステップＳ１に戻り、同
様の処理を繰り返す。一方、映像出力の変更があると判定した場合、ＣＰＵ１４は、変更
された映像出力に応じたパラメータをテーブルから読み出す（ステップＳ２）。最後に、
ＣＰＵ１４は、読み出したパラメータに応じた調光信号を信号伝送ライン１３を介して、
映像機能付き照明器具１１及び映像機能付き照明器具１１に隣接する照明器具１２に出力
し（ステップＳ３）、処理を終了する。
【００３６】
　以上のように、照明制御システム１は、映像機能付き照明器具１１に表示する映像情報
と照明器具１２の調光率とを対応付けたテーブル３０を備え、映像機能付き照明器具１１
に表示する映像情報に応じて、隣接した照明器具１２を制御するようにしている。この結
果、照明制御システム１は、映像機能付き照明器具１１に表示される映像情報に応じて、
隣接した照明器具１２の点灯状態を映像情報に適した点灯状態にすることが可能となる。
【００３７】
　よって、本実施形態の照明制御システムによれば、映像機能付き照明器具に隣接した照
明器具を協調制御することができる。
（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態について説明する。
【００３８】
　図７は、第２の実施形態に係る照明制御システムの構成の一例を示す図である。なお、
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図７において、図１と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
【００３９】
　図７に示すように、照明制御システム１ａは、図１の照明制御システム１に対して、画
像人感センサ３１が追加されて構成されている。
【００４０】
　画像人感センサ３１は、信号伝送ライン１３を介して制御装置１０に接続されている。
また、画像人感センサ３１は、映像機能付き照明器具１１に隣接して配置されている。な
お、画像人感センサ３１は、映像機能付き照明器具１１に設けられていてもよい。
【００４１】
　画像人感センサ３１は、例えば撮像素子を備え、人のレベルを検出し、その検出結果を
信号伝送ライン１３を介して制御装置１０に送信する。より具体的には、画像人感センサ
３１は、室内に存在する人の活動量、及び、人の人数を検出し、その検出結果を信号伝送
ライン１３を介して制御装置１０に送信する。
【００４２】
　制御装置１０は、画像人感センサ３１から送信された検出結果に基づいて、映像機能付
き照明器具１１に表示する映像情報と、映像機能付き照明器具１１に隣接する照明器具１
２とを制御する。例えば、制御装置１０は、人の活動量が多いエリアでは、動きの多い動
的な映像を映像機能付き照明器具１１に表示させ、映像機能付き照明器具１１に隣接する
照明器具１２を明るい照明で制御する。動的な映像の例としては、例えば表示されている
もの全体が大きく動いていたり、一部の動きが早いようなものをいう。
【００４３】
　一方、制御装置１０は、人の活動量が少ないエリアでは、動きの少ない静的な映像を映
像機能付き照明器具１１に表示させ、映像機能付き照明器具１１に隣接する照明器具１２
を暗い照明で制御する。静的な映像の例としては、例えば全体の動きが少ない風景や植物
、あるいは動きが遅いものをいう。
【００４４】
　図８は、記憶装置に記憶されているテーブルの一例を説明するための図である。
【００４５】
　図８に示すように、テーブル３０ａには、人のレベルと、映像ＩＤとが対応付けられて
いる。例えば、人の活動量が多い場合、映像ＩＤ１が対応付けられ、人の活動量が少ない
場合、映像ＩＤ２が対応付けられている。なお、図示を省略しているが、テーブル３０ａ
には、人のレベルとして、人の人数に応じて映像ＩＤが対応付けられている。
【００４６】
　テーブル３０ａの映像ＩＤには、図５のテーブル３０に示す映像機能付き照明器具１１
の各光源の調光率と、映像機能付き照明器具１１に隣接する各照明器具１２の各光源の調
光率とが対応付けられている。
【００４７】
　ＣＰＵ１４は、テーブル３０ａに基づいて、画像人感センサ３１により検出された人の
レベルに対応する映像情報を映像機能付き照明器具１１に出力するとともに、映像情報に
基づいて、隣接する照明器具１２の照明を制御する。
【００４８】
　次に、照明制御システム１ａの映像／調光制御モードの処理について説明する。
【００４９】
　図９は、第２の実施形態における映像／調光制御モードの処理の流れの一例を説明する
ためのフローチャートである。
【００５０】
　まず、ＣＰＵ１４は、人のレベルに変更があるか否かを判定する（ステップＳ１１）。
この人のレベルは、画像人感センサ３１で検出された人の活動量及び／または人の人数で
ある。人のレベルに変更がないと判定した場合、ステップＳ１１に戻り、同様の処理を繰
り返す。一方、人のレベルに変更があると判定した場合、ＣＰＵ１４は、人のレベルに応
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じたパラメータをテーブル３０ａから読み出す（ステップＳ１２）。最後に、ＣＰＵ１４
は、読み出したパラメーラを映像機能付き照明器具１１及び映像機能付き照明器具１１に
隣接する照明器具１２に出力し（ステップＳ１３）、処理を終了する。
【００５１】
　以上により、照明制御システム１ａは、室内に存在する人の活動量、及び／または、人
の人数に適した映像及び照明制御を実現することができる。
（第３の実施形態）
　次に、第３の実施形態について説明する。
【００５２】
　図１０は、第３の実施形態に係る照明制御システムの構成の一例を示す図である。なお
、図１０において、図１と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
【００５３】
　図１０に示すように、照明制御システム１ｂは、図１の照明制御システム１に対して、
音声出力装置としてのスピーカー３２が追加されて構成されている。
【００５４】
　スピーカー３２は、信号伝送ライン１３を介して制御装置１０に接続されている。また
、スピーカー３２は、映像機能付き照明器具１１に隣接し配置されている。なお、スピー
カー３２は、映像機能付き照明器具１１に設けられていてもよい。スピーカー３２は、音
声を出力する機能を有し、制御装置１０から送信された音声を再生する。
【００５５】
　制御装置１０のＣＰＵ１４は、後述する図１１のテーブル３０ｂを参照し、映像機能付
き照明器具１１で再生する映像情報に応じた音声情報を、信号伝送ライン１３を介してス
ピーカー３２に出力する。
【００５６】
　図１１は、記憶装置に記憶されているテーブルの一例を説明するための図である。
【００５７】
　図１１に示すように、テーブル３０ｂには、映像ＩＤに音声ＩＤが対応付けられている
。例えば、映像ＩＤ１には、音声ＩＤ３が対応付けられている。また、テーブル３０ｂの
映像ＩＤには、図５のテーブル３０に示す映像機能付き照明器具１１の各光源の調光率と
、映像機能付き照明器具１１に隣接する各照明器具１２の各光源の調光率とが対応付けら
れている。
【００５８】
　ＣＰＵ１４は、テーブル３０ｂに基づいて、映像機能付き照明器具１１に表示する映像
情報に対応した音声情報をスピーカー３２に出力するとともに、映像情報に基づいて、隣
接する照明器具１２の照明を制御する。
【００５９】
　次に、照明制御システム１ｂの映像／調光制御モードの処理について説明する。
【００６０】
　図１２は、第３の実施形態における映像／調光制御モードの処理の流れの一例を説明す
るためのフローチャートである。
【００６１】
　まず、ＣＰＵ１４は、映像出力の変更があるか否かを判定する（ステップＳ２１）。こ
の映像出力の変更は、操作者がマニュアルで変更してもよいし、タイムスケージュールで
自動的に変更してもよい。映像出力の変更がないと判定した場合、ステップＳ２１に戻り
、同様の処理を繰り返す。一方、映像出力の変更があると判定した場合、ＣＰＵ１４は、
変更された映像出力に応じたパラメータをテーブル３０ｂから読み出す（ステップＳ２２
）。最後に、ＣＰＵ１４は、読み出したパラメーラを、スピーカー３２、映像機能付き照
明器具１１及び映像機能付き照明器具１１に隣接する照明器具１２に出力し（ステップＳ
２３）、処理を終了する。
【００６２】
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　以上により、照明制御システム１ｂは、映像出力を行う際に、映像情報に適した音声情
報を再生することができる。
（第４の実施形態）
　次に、第４の実施形態について説明する。
【００６３】
　図１３は、第４の実施形態に係る照明制御システムの構成の一例を示す図である。なお
、図１３において、図１と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
【００６４】
　図１３に示すように、照明制御システム１ｃは、図１の照明制御システム１に対して、
音声入力装置としてのマイク３３が追加されて構成されている。
【００６５】
　マイク３３は、信号伝送ライン１３を介して制御装置１０に接続されている。また、マ
イク３３は、映像機能付き照明器具１１に隣接し配置されている。なお、マイク３３は、
映像機能付き照明器具１１に設けられていてもよい。マイク３３は、音声を入力する機能
を有し、一定以上の音圧の音声情報を取り込み、その音声情報を信号伝送ライン１３を介
して制御装置１０に送信する。
【００６６】
　制御装置１０のＣＰＵ１４は、後述する図１４のテーブル３０ｃを参照し、入力された
音声情報に映像情報を、信号伝送ライン１３を介して映像機能付き照明器具１１に出力す
る。
【００６７】
　図１４は、記憶装置に記憶されているテーブルの一例を説明するための図である。
【００６８】
　図１４に示すように、テーブル３０ｃには、音声ＩＤに映像ＩＤが対応付けられている
。例えば、音声ＩＤ１には、映像ＩＤ２が対応付けられている。また、テーブル３０ｃの
映像ＩＤには、図５のテーブル３０に示す映像機能付き照明器具１１の各光源の調光率と
、映像機能付き照明器具１１に隣接する各照明器具１２の各光源の調光率とが対応付けら
れている。
【００６９】
　ＣＰＵ１４は、テーブル３０ｃに基づいて、マイク３３から入力された音声情報に対応
した映像情報を映像機能付き照明器具１１に出力するとともに、映像情報に基づいて、隣
接する照明器具１２の照明を制御する。例えば店舗等の場合、閉店間際になると「蛍の光
」が流れることがある。この場合、ＣＰＵ１４は、マイク３３から「蛍の光」の音声情報
が入力されると、その音声情報に応じて夕焼け等の映像情報を映像機能付き照明器具１１
に出力するとともに、隣接する照明器具１２を映像情報に応じて制御する。
【００７０】
　次に、照明制御システム１ｃの映像／調光制御モードの処理について説明する。
【００７１】
　図１５は、第４の実施形態における映像／調光制御モードの処理の流れの一例を説明す
るためのフローチャートである。
【００７２】
　まず、ＣＰＵ１４は、マイク３３に入力された音声情報に基づいて、音声入力の変更が
あるか否かを判定する（ステップＳ３１）。音声入力の変更がないと判定した場合、ステ
ップＳ３１に戻り、同様の処理を繰り返す。一方、音声入力の変更があると判定した場合
、ＣＰＵ１４は、変更された音声情報に応じたパラメータをテーブル３０ｃから読み出す
（ステップＳ３２）。最後に、ＣＰＵ１４は、読み出したパラメーラを映像機能付き照明
器具１１及び映像機能付き照明器具１１に隣接する照明器具１２に出力し（ステップＳ３
３）、処理を終了する。
【００７３】
　以上により、照明制御システム１ｃは、入力された音声情報に基づいて、音声情報に適
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した映像出力を行うことができる。
（第５の実施形態）
　次に、第５の実施形態について説明する。
【００７４】
　図１６は、第５の実施形態に係る照明制御システムの構成の一例を示す図である。なお
、図１６において、図１と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
【００７５】
　図１６に示すように、照明制御システム１ｄの制御装置１０は、例えばインターネット
等のネットワーク４０に接続されて構成されている。また、このネットワーク４０には、
デジタルサイネージ配信を行う広告主が有している情報表示システム４１が接続されてい
る。情報表示システム４１は、ネットワーク４０を介して、広告主が管理しているサーバ
４２に広告物の登録、編集、削除をすることができる。
【００７６】
　制御装置１０は、サーバ４２上のデータにアクセスし、又はサーバ４２からの送信され
た情報に基づいてデジタルサイネージに関連する映像情報を出力する。制御装置１０のＣ
ＰＵ１４は、サーバ４２から取得した映像情報を、信号伝送ライン１３を介して映像機能
付き照明器具１１に出力する。また、ＣＰＵ１４は、映像機能付き照明器具１１に表示す
る映像情報に応じて、隣接する照明器具１２を制御する。このように、制御装置１０は、
デジタルサイネージなどの情報表示システム４１と同期する機能を有している。つまり、
情報表示システム４１でデジタルサイネージを表示しているときに照明器具１１はデジタ
ルサイネージに関連する映像情報を表示することができる。
【００７７】
　以上により、照明制御システム１ｄは、照明制御システム１ｄと、デジタルサイネージ
等の情報表示システムとを連携させることで、広告への更なる付加価値を提供することが
できる。
（第６の実施形態）
　次に、第６の実施形態について説明する。
【００７８】
　本実施形態の照明制御システム１ｅの構成は、第１の実施形態の照明制御システム１と
同様である。本実施形態では、制御装置１０が、主光源２３の白色光源Ｎ及び電球色光源
Ｌの点灯累積時間、及び、副光源２４の赤色光源Ｒ、緑色光源Ｇ、及び、青色光源Ｂの点
灯累積時間を記憶装置１５に記憶することで管理する。
【００７９】
　制御装置１０は、白色光源Ｎ、電球色光源Ｌ赤、赤色光源Ｒ、緑色光源Ｇ、及び、青色
光源Ｂの点灯累積時間の少ない光源を優先的に点灯させる。さらに、制御装置１０は、隣
接した照明器具１２の色温度成分が大きく異ならないように、照明器具１２を制御する。
また、制御装置１０は、点灯累積時間が少ない光源を優先的に点灯させる際に、優先的に
点灯させている光源に合った映像情報を映像機能付き照明器具に出力する。
【００８０】
　以上により、照明制御システム１ｅは、主光源及び副光源の点灯累積時間を管理し、累
積点灯時間が少ない光源を優先的に使用することで、光源の平均使用時間を延ばし、照明
器具全体の寿命を延長させることができる。
【００８１】
　また、照明制御システム１ｅは、累積点灯時間が少ない光源を使用する際に、隣接した
器具の色温度との差分を極力少なくすることで、システム全体の点灯状態のバラツキを軽
減させることができる。
【００８２】
　なお、明細書におけるフローチャート中の各ステップは、その性質に反しない限り、実
行順序を変更し、複数同時に実行し、あるいは実行毎に異なった順序で実行してもよい。
【００８３】
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　本発明のいくつかの実施の形態を説明したが、これらの実施の形態は、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。これら新規な実施の形態は
、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。これら実施の形態やその変形は、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】
【００８４】
　１…照明制御システム、１０…制御装置、１１，１６…映像機能付き照明器具、１２，
１７…照明器具、１３…信号伝送ライン、１４…ＣＰＵ、１５…記憶部、２０…外枠、２
１…反射板、２２…拡散板、２３…主光源、２４…副光源、２５…プロジェクタ、２６…
映像表示部、３０…テーブル、３１…画像人感センサ、３２…スピーカー、３３…マイク
、４０…ネットワーク、４１…情報表示システム、４２…サーバ。

【図１】 【図２】
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【図１０】
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