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(57)【要約】
【課題】携帯装置を利用して照明をプランニングするシ
ステム及びその方法を提供する。
【解決手段】本発明のシステム１００は、ＤＡＬＩシス
テム２００上に応用され、無線制御装置１０及び携帯装
置２０を含む。携帯装置２０は、複数のファンクション
ブロックを有するグラフィカルユーザインターフェース
を有する。グループ化をプランニングするファンクショ
ンブロックは、複数のメニューを含む。各メニューの画
面は、第１表示領域５０及び第２表示領域６０に分けら
れる。携帯装置２０は、無線制御装置１０を介してＤＡ
ＬＩシステム２００内の照明の初期化アドレスにアクセ
スし、プランニングされていない照明アイコンを第２表
示領域６０に表示する。また、第２表示領域６０内に表
示される照明アイコンを第１表示領域５０中にドラッグ
することによって照明のグループ化が完了する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＤＡＬＩシステム上に応用される、携帯装置を利用して照明をプランニングするシステ
ムであって、
　前記携帯装置は、グラフィカルユーザインターフェースを有し、前記グラフィカルユー
ザインターフェースは、複数のファンクションブロックを有し、前記複数のファンクショ
ンブロック中の１つであるグループ化をプランニングするファンクションブロックは、複
数のメニューを有し、前記各メニューの画面は、第１表示領域及び第２表示領域に分けら
れ、プランニングされていないＤＡＬＩシステムの照明アイコンを第２表示領域に表示し
、前記第２表示領域内に表示される照明アイコンを前記第１表示領域中にドラッグするこ
とによって照明のグループ化のプランニングが完了し、反対に、前記第１表示領域内の照
明アイコンを前記第２表示領域中にドラッグすることによって照明のグループ化の変更が
完了することを特徴とする携帯装置を利用して照明をプランニングするシステム。
【請求項２】
　前記ＤＡＬＩシステムは、ＤＡＬＩバス及び照明群を有し、前記ＤＡＬＩバスは、前記
無線制御装置に電気的に接続され、前記照明群は、前記ＤＡＬＩバスに電気的に接続され
ることを特徴とする請求項１に記載の携帯装置を利用して照明をプランニングするシステ
ム。
【請求項３】
　前記無線制御装置は、ＷＩＦＩコントローラ又はブルートゥースコントローラであり、
前記携帯装置は、携帯電話、タブレット型コンピュータ又は他の３Ｃ製品であることを特
徴とする請求項１に記載の携帯装置を利用して照明をプランニングするシステム。
【請求項４】
　前記第１表示領域には、ユーザに編集されることにより、プランニングする各グループ
のメニュー名が命名され、前記第２表示領域には、プランニングされていない照明アイコ
ンが表示されることを特徴とする請求項１に記載の携帯装置を利用して照明をプランニン
グするシステム。
【請求項５】
　ＤＡＬＩシステム上に応用される、携帯装置を利用して照明をプランニングする方法で
あって、
　前記ＤＡＬＩシステムに統合されて電気的に接続される少なくとも１つの無線制御装置
を準備するステップと、
　前記無線制御装置と双方向に無線通信を行う前記携帯装置を準備するステップと、
前記携帯装置が前記無線制御装置を介して前記ＤＡＬＩシステム内の照明の初期化アドレ
スにアクセスする上、グラフィカルユーザインターフェースを提供するステップと、
　前記グラフィカルユーザインターフェースを起動し、前記無線制御装置がアクセスした
複数の照明の配置状況を自動的に検索するステップと、
　前記グラフィカルユーザインターフェース内のグループ化をプランニングするファンク
ションブロック中の１つのメニューを選択し、前記メニュー画面は、第１表示領域と第２
表示領域とに分けられ、プランニングされていないＤＡＬＩシステムの照明を前記第２表
示領域に表示し、前記第２表示領域内に表示された照明アイコンを前記第１表示領域中に
ドラッグすることによって照明のグループ化のプランニングが完了するステップと、を含
むことを特徴とする携帯装置を利用して照明をプランニングする方法。
【請求項６】
　前記グラフィカルユーザインターフェース内のグループ化をプランニングするファンク
ションブロック中の１つのメニューを選択し、既にプランニングされたＤＡＬＩシステム
の照明アイコンを前記第１表示領域に表示し、前記第１表示領域内に表示された照明アイ
コンを前記第２表示領域中にドラッグすることによって照明のグループ化のプランニング
を解除するステップを更に含むことを特徴とする請求項５に記載の携帯装置を利用して照
明をプランニングする方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯装置を利用して照明をプランニングするシステム及びその方法に関し、
特に、全ての照明を遠隔設定及び遠隔制御することができ、全ての照明のオン／オフ機能
を統合することができる、携帯装置を利用して照明をプランニングするシステム及びその
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　照明システムは、すでにデジタル制御の時代に突入しており、ＤＡＬＩ(Digital Addre
ssable Lighting Interface)が誕生した。ＤＡＬＩは、照明のために制定された世界標準
の制御プロトコルであり、デジタルアドレス指定機能を有するため、１対１又は１対複数
の調光制御を行うことができる。ＤＡＬＩにより、照明システムの設計者は、システムを
簡単に構築し、融通性高く調整し、簡単にメンテナンスすることができる。
【０００３】
　しかし、従来のＤＡＬＩシステム中には、照明の設置に関する問題が存在する。１つの
ＤＡＬＩシステムは、６４のアドレスの異なる照明を制御することができるが、６４のア
ドレスの異なる各ＤＡＬＩ構成要素に対してグループ化をプランニングすることは、極め
て困難なことであり、ユーザは、照明を設置する前に複雑な設定を行う必要があり、照明
のプラン図に基づいて各照明を設置する必要があった。また、一般のユーザは、自らで設
置及び変更を行うことができず、設置、設定又は変更の全てをシステム業者に委ねるしか
なかった。
【０００４】
　このため、照明のプランニングを簡単に設定することができ、操作及び制御を簡単で便
利に行うことができる技術が求められていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－１３６１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、ユーザが携帯装置にグラフィカルユーザインターフェースのソフトウ
ェアをインストールすることによって照明のプランニングを遠隔設定及び遠隔制御するこ
とができる、携帯装置を利用して照明をプランニングするシステムを提供することにある
。
　本発明のもう１つの目的は、ＤＡＬＩシステム上の照明に対してグループ化のプランニ
ング及び制御を行うために用いられる、携帯装置を利用して照明をプランニングするシス
テムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述の課題を解決するために、本発明の携帯装置を利用して照明をプランニングするシ
ステムは、ＤＡＬＩ(Digital Addressable Lighting Interface)システム上に応用され、
ＤＡＬＩシステムに統合されて電気的に接続される無線制御装置と、無線制御装置と双方
向の無線通信を行う携帯装置と、を含む。携帯装置は、グラフィカルユーザインターフェ
ースを有する。グラフィカルユーザインターフェースは、複数のファンクションブロック
を有する。複数のファンクションブロック中の１つであるグループ化をプランニングする
ファンクションブロックは、複数のメニューを含む。
　各メニューの画面は、第１表示領域及び第２表示領域に分けられる。携帯装置は、無線
制御装置を介してＤＡＬＩシステム内の照明の初期化アドレスにアクセスし、プランニン
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グされていないＤＡＬＩシステムの照明アイコンを第２表示領域に表示する。また、第２
表示領域内に表示される照明アイコンを第１表示領域中にドラッグすることによって照明
のグループ化が完了する。
【０００８】
　ＤＡＬＩシステムは、ＤＡＬＩバス及び照明群を含む。ＤＡＬＩバスは、無線制御装置
に電気的に接続される。照明群は、ＤＡＬＩバスに電気的に接続される。
【０００９】
　本発明の携帯装置を利用して照明をプランニングするシステムの無線制御装置は、ＷＩ
ＦＩコントローラ又はブルートゥースコントローラである。携帯装置は、携帯電話、タブ
レット型コンピュータ又は他の３Ｃ製品である。
【００１０】
　本発明の携帯装置を利用して照明をプランニングするシステムの第１表示領域には、ユ
ーザに編集されることにより、プランニングする各グループのメニュー名が命名される。
また、第２表示領域は、プランニングされていない照明アイコンが表示される。
【００１１】
　本発明の携帯装置を利用して照明をプランニングする方法は、ＤＡＬＩシステム上に応
用され、ＤＡＬＩシステムに統合されて電気的に接続される少なくとも１つの無線制御装
置を準備するステップと、無線制御装置と双方向に無線通信を行う携帯装置を準備するス
テップと、携帯装置が無線制御装置を介してＤＡＬＩシステム内の照明の初期化アドレス
にアクセスする上、グラフィカルユーザインターフェースを提供するステップと、グラフ
ィカルユーザインターフェースを起動し、無線制御装置がアクセスした複数の照明の配置
状況を自動的に検索するステップと、グラフィカルユーザインターフェース内のグループ
化をプランニングするファンクションブロック中の１つのメニューを選択し、メニュー画
面は、第１表示領域と第２表示領域とに分けられ、プランニングされていないＤＡＬＩシ
ステムの照明を第２表示領域に表示し、第２表示領域内に表示された照明アイコンを第１
表示領域中にドラッグすることによって照明のグループ化のプランニングが完了するステ
ップと、を含む。
【００１２】
　本発明の携帯装置を利用して照明をプランニングする方法は、グラフィカルユーザイン
ターフェース内のグループ化をプランニングするファンクションブロック中の１つのメニ
ューを選択し、既にプランニングされたＤＡＬＩシステムの照明アイコンを第１表示領域
に表示し、第１表示領域内に表示された照明アイコンを第２表示領域中にドラッグするこ
とによって照明のグループ化のプランニングを解除するステップを更に含む。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は、携帯装置を利用して照明をプランニングするシステム及びその方法を提供す
るものであり、ユーザが携帯装置にグラフィカルユーザインターフェースのソフトウェア
をインストールし、無線制御装置と双方向の無線通信を行うことにより、照明のプランニ
ング設定及び調光制御を簡単に遠隔制御することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の携帯装置を利用して照明をプランニングするシステムを示すブロック図
である。
【図２】本発明の携帯装置を利用して照明をプランニングするシステムのグラフィカルユ
ーザインターフェースを示す模式図である。
【図３】本発明の携帯装置を利用して照明をプランニングするシステムのグラフィカルユ
ーザインターフェースをドラッグ操作する状態を示す模式図である。
【図４】本発明の携帯装置を利用して照明をプランニングするシステムのグラフィカルユ
ーザインターフェースによって照明のプランニングが完了した状態を示す模式図である。
【図５】本発明の携帯装置を利用して照明をプランニングする方法を示す流れ図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１を参照する。本発明の携帯装置を利用して照明をプランニングするシステム１００
は、ＤＡＬＩシステム２００上に応用され、ＤＡＬＩシステム２００に統合されて電気的
に接続される無線制御装置１０と、無線制御装置１０と双方向の無線通信を行う携帯装置
２０と、を含む。
　携帯装置２０は、無線制御装置１０を介してＤＡＬＩシステム２００内の照明の初期化
アドレスにアクセスする。携帯装置２０は、グラフィカルユーザインターフェース（図２
参照）を有する。ユーザは、グラフィカルユーザインターフェースを利用してプランニン
グされていないＤＡＬＩシステム２００の照明に対してグループ化をプランニングする。
【００１６】
　ＤＡＬＩシステム２００は、ＤＡＬＩバス３０及び照明群４０を含む。ＤＡＬＩバス３
０は、無線制御装置１０に電気的に接続される。照明群４０は、ＤＡＬＩバス３０に電気
的に接続される。これにより、携帯装置２０は、無線制御装置１０を介してＤＡＬＩシス
テム２００の照明群４０上の各照明の初期化アドレスを取得し、携帯装置２０のグラフィ
カルユーザインターフェースによって各照明に対してグループ化をプランニングする。
【００１７】
　図２を参照する。本発明の携帯装置のグラフィカルユーザインターフェースには、複数
のファンクションブロックが設けられる。複数のファンクションブロックは、グループ化
、調光制御、ログオフ、他の環境モードの追加、リセットなどの機能（図示せず）を含み
、各ファンクションブロックは、複数のメニュー（図示せず）を含む。
　グループ化をプランニングする各メニューの画面は、第１表示領域５０及び第２表示領
域６０に分けられる。第１表示領域５０には、ユーザに編集されることにより、グループ
化する各メニュー名が命名される。
　居住環境を例に挙げると、階段、台所、浴室、寝室、ゲストルーム、書斎、子供部屋、
客間などの名称を命名することができ、グループを編集することによって初期化された照
明を様々なグループにプランニングすることができる。これにより、ユーザは、各グルー
プの照明に対して調整及び制御を便利に行うことができる。
【００１８】
　図２～図４を参照する。本実施形態中においては、階段の照明を制御する場合を例に挙
げる。携帯装置２０が無線制御装置１０を介してＤＡＬＩシステム２００内の照明の初期
化アドレスにアクセスし、プランニングされていないＤＡＬＩシステム２００の照明アイ
コンを第２表示領域６０に表示する。
　図２に示すように、複数のプランニングされていない照明が第２表示領域６０に表示さ
れる。仮に「２」と表示された照明を階段のグループにグループ化したい場合、第２表示
領域６０内の「２」と表示された照明アイコンを第１表示領域５０中にドラッグする（図
３参照）と、「２」と表示された照明のグループ化のプランニングが完了する（図４参照
）。同様に、更に他の某照明を階段のグループにプランニングしたい場合、プランニング
されていない照明アイコン（第２表示領域６０に表示）を第１表示領域５０中にドラッグ
する。
　また、他の某照明を台所グループにプランニングしたい場合、同様に、先ず、台所グル
ープのメニューを選択し、プランニングされていない照明アイコン（第２表示領域６０に
表示）を第１表示領域５０中にドラッグすることによってグループ化のプランニングが完
了する。これにより、階段グループ内又は台所グループ内の照明全体を統一して制御する
ことができる。他の実施形態中、無線制御装置１０は、ＷＩＦＩコントローラ又はブルー
トゥースコントローラである。携帯装置２０は、携帯電話、タブレット型コンピュータ又
は他の３Ｃ製品である。
【００１９】
　反対に、某照明のグループ化のプランニングを解除する場合、某グループ中に保存され
たメニューを選択し、第１表示領域５０中の某照明アイコンを第２表示領域６０中にドラ
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、当業者であれば容易に理解することができるものであるため、図面及び説明を示さない
。
　ここで、本発明の図２～図４中の照明アイコンの警告マークの付いた照明アイコンは、
損壊した照明を示す。これにより、ユーザに損壊した照明を知らせることができ、ユーザ
は、交換する必要があることを知ることができる。
【００２０】
　図５を参照する。本発明の携帯装置を利用して照明をプランニングする方法は、ＤＡＬ
Ｉシステム上に応用され、ＤＡＬＩシステムに統合されて電気的に接続される少なくとも
１つの無線制御装置を準備するステップ（Ｓ１０１）と、無線制御装置と双方向に無線通
信を行う携帯装置を準備するステップ（Ｓ１０２）と、携帯装置が無線制御装置を介して
ＤＡＬＩシステム内の照明の初期化アドレスにアクセスする上、グラフィカルユーザイン
ターフェースを提供するステップ（Ｓ１０３）と、グラフィカルユーザインターフェース
を起動し、無線制御装置がアクセスした複数の照明の配置状況を自動的に検索するステッ
プ（Ｓ１０４）と、グラフィカルユーザインターフェース内のグループ化をプランニング
するファンクションブロック中の１つのメニューを選択し、メニュー画面は、第１表示領
域と第２表示領域とに分けられ、プランニングされていないＤＡＬＩシステムの照明を第
２表示領域に表示し、第２表示領域内に表示された照明アイコンを第１表示領域中にドラ
ッグすることによって照明のグループ化のプランニングが完了するステップ（Ｓ１０５）
と、を含む。
【００２１】
　本発明の携帯装置を利用して照明をプランニングする方法は、グラフィカルユーザイン
ターフェース内のグループ化をプランニングするファンクションブロック中の１つのメニ
ューを選択し、既にプランニングされたＤＡＬＩシステムの照明アイコンを第１表示領域
に表示し、第１表示領域内に表示された照明アイコンを第２表示領域中にドラッグするこ
とによって照明のグループ化のプランニングを解除するステップを更に含む。
【００２２】
　本発明は、携帯装置を利用して照明をプランニングするシステム及びその方法を提供す
るものであり、ユーザが携帯装置にグラフィカルユーザインターフェースのソフトウェア
をインストールし、無線制御装置と双方向の無線通信を行うことにより、照明のプランニ
ング設定及び調光制御を簡単に遠隔制御することができる。
【符号の説明】
【００２３】
　　１００　携帯装置を利用して照明をプランニングするシステム
　　２００　ＤＡＬＩシステム
　　１０　無線制御装置
　　２０　携帯装置
　　３０　ＤＡＬＩバス
　　４０　照明群
　　５０　第１表示領域
　　６０　第２表示領域
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【図３】
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