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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内の天井面に配置され、設置エリアごとに割り当てられた複数の第１種グループおよ
び前記天井面の中央領域を除く壁側領域に配置された複数の第２種グループが設定された
照明装置群と；
　前記複数の第１種グループの照明装置群をそれぞれ個別制御するように構成され、前記
第１種グループの個別制御に応じて、この第１種グループに対応付けられた第２種グルー
プを連動制御する制御部と；
　を具備することを特徴とする照明制御システム。
【請求項２】
　前記複数の第１種グループのそれぞれに対して、複数の第２種グループの内の少なくと
も１つが対応付けられたことを特徴とする
　請求項１に記載の照明制御システム。
【請求項３】
　前記室内の壁の輝度を検出する検出部をさらに具備し、
　前記制御部は、前記検出された輝度のレベルに応じて第１種グループの制御に伴う第２
種グループの連動制御を行うことを特徴とする
　請求項１または２に記載の照明制御システム。
【請求項４】
　第１種グループに対応する設定エリアにおいて人の向きを検出する検出部をさらに具備
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し、
　前記第１種グループに対して、複数の向き候補及び各向き候補に応じた第２種グループ
が対応付けられることを特徴とする
　請求項１ないし３のいずれか一に記載の照明制御システム。
【請求項５】
　前記制御部は、第１種グループの構成要素であり且つ第２種グループの構成要素である
照明装置を制御する場合、第１種グループの個別制御に伴う第２種グループの連動制御よ
りも第１種グループの個別制御を優先することを特徴とする
　請求項１ないし４のいずれか一に記載の照明制御システム。
【請求項６】
　前記制御部は、第１の第１種グループと、第２の第１種グループと、前記第１の第１種
グループ及び前記第２の第１種グループの両方に対応関係において対応付けられた第２種
グループとの点灯時に、前記第１の第１種グループの構成要素であり且つ前記第２種グル
ープの構成要素である照明装置の調光レベルを、前記第１の第１種グループの調光レベル
に調整することを特徴とする
　請求項１ないし５のいずれか一に記載の照明制御システム。
【請求項７】
　前記制御部は、前記第１の第１種グループの消灯を指示する制御信号を受け取った場合
、前記第１の第１種グループの構成要素であり且つ前記第２種グループの構成要素でない
照明装置のみを消灯することを特徴とする
　請求項６に記載の照明制御システム。
【請求項８】
　前記制御部は、前記第１の第１種グループの構成要素であり且つ前記第２種グループの
構成要素である照明装置の調光レベルを、前記第１の第１種グループの調光レベルから前
記第２種グループの調光レベルへ調整することを特徴とする
　請求項７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、作業面などの必要なエリアだけを明るく照らす部分照明と、室内全体を明るく照
らす全般照明とを組み合わせた、タスクアンビエント方式が知られている。
【０００３】
　部分照明の場合、作業エリアの照度を確保することができる一方、周辺の照度が低くな
る。すなわち、作業者の視野範囲内の輝度が斑となるため、作業者の目が疲れ易くなって
しまう。
【０００４】
　そこで、従来、作業者の周りに補助的な照明装置を別途設置することにより、作業者が
感じる明るさ感を向上させる技術がある。
【０００５】
　しかしながら、補助的な照明装置を別途設置すると、設置コスト及び電力等に掛かるラ
ンニングコストが高くなってしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－０４４３８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、コストを抑えつつ明るさ感を向上させる照明制御シ
ステムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実施形態に係る照明制御システムは、照明装置群と、制御部とを具備する。照明装置群
は、設置エリアごとに割り当てられた複数の第１種グループおよび複数の第２種グループ
が設定される。制御部は、前記第１種グループおよび前記第２種グループの照明装置群を
それぞれ個別制御するように構成され、前記第１種グループの個別制御に応じて、この第
１種グループに対応付けられた第２種グループを連動制御し、第２種グループの個別制御
よりも第１種グループの個別制御に伴う第２種グループを点灯させる連動制御を優先する
。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、コストを抑えつつ明るさ感を向上させる照明制御システム及び照明制
御装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る照明制御システムの一例を示すブロック図である
。
【図２】図２は、第１の実施形態の制御部の処理動作の一例を示すフロー図である。
【図３】図３は、第１の実施形態の第１種グループの一例を説明するための図である。
【図４】図４は、第１の実施形態の第２種グループの一例を説明するための図である。
【図５】図５は、第１の実施形態の対応関係テーブルの一例を示す図である。
【図６】図６は、第１の実施形態の制御部の処理動作の説明に供する図である。
【図７】図７は、第２の実施形態の対応関係テーブルの一例を示す図である。
【図８】図８は、第２の実施形態の制御部の処理動作の説明に供する図である。
【図９】図９は、第３の実施形態に係る照明制御システムの一例を示すブロック図である
。
【図１０】図１０は、第３の実施形態の対応関係テーブルの一例を示す図である。
【図１１】図１１は、第３の実施形態の制御部の処理動作の説明に供する図である。
【図１２】図１２は、第４の実施形態に係る照明制御システムの一例を示すブロック図で
ある。
【図１３】図１３は、第５の実施形態における制御部の処理動作の説明に供する図である
。
【図１４】図１４は、中央制御部と、複数の照明器具にそれぞれ対応する複数の制御端末
とを含む、照明制御システムの一例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下で説明する第１の実施形態では、照明制御システム１において、照明装置群は、設
置エリアごとに割り当てられた複数の第１種グループおよび第２種グループが設定される
。そして、第１種グループおよび第２種グループの照明装置群をそれぞれ個別制御するよ
うに構成され、第１種グループの個別制御に伴い第１種グループに対応付けられた第２種
グループを連動制御し、第２種グループの個別制御よりも第１種グループの個別制御に伴
う第２種グループを点灯させる連動制御を優先する制御部を有する。
【００１２】
　個別制御とは、所定のグループを直接的に独立して点消灯制御することをいい、連動制
御とは、この個別制御に伴う制御をいう。すなわち、第１種グループと第２種グループと
は連動制御によって互いの従属関係を設定することができ、第２種グループは第１種グル
ープの個別制御に伴う連動制御あるいは第２種グループの個別制御により点灯状態を変化
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させることができる。
【００１３】
　さらに、第１種グループの構成要素であり且つ第２種グループの構成要素である照明装
置を制御する場合、第１種グループの個別制御に伴う第２種グループの連動制御よりも第
１種グループの個別制御が優先されてもよい。
【００１４】
　第２の実施形態では、照明装置群は、室内の天井面に配置され、各第２種グループは、
天井面の中央領域を除く壁側領域に配置された照明装置から構成される。
【００１５】
　第３の実施形態では、照明制御システム１０において、検出部１１は、各第１種グルー
プに対応する設定エリアにおいて人の向きを検出する。そして、第１種グループに対して
、複数の向き候補及び各向き候補に応じた第２種グループが対応付けられる。そして、制
御部１２は、第１種グループを個別制御するときに第１種グループに対応付けられた第２
種グループを連動制御する。
【００１６】
　第４の実施形態では、照明制御システム２０において、検出部２１は、室内の壁の輝度
を検出する。そして、制御部２２は、検出された輝度のレベルに応じて第１種グループの
個別制御に伴う第２種グループの連動制御を行う。
【００１７】
　第５の実施形態では、照明制御システム１において、制御部５は、第１の第１種グルー
プと、第２の第１種グループと、第１の第１種グループ及び第２の第１種グループの両方
に対して対応関係において対応付けられた第２種グループとの点灯時に、第１の第１種グ
ループの構成要素であり且つ第２種グループの構成要素である照明装置の調光レベルを、
第１の第１種グループの調光レベルに調整する。
【００１８】
　さらに、制御部５は、第１の第１種グループの消灯を指示する前記制御信号を受け取っ
た場合、第１の第１種グループの構成要素であり且つ第２種グループの構成要素でない照
明装置のみを消灯する。さらに、制御部５は、第１の第１種グループの構成要素であり且
つ第２種グループの構成要素である照明装置の調光レベルを、第１の第１種グループの調
光レベルから第２種グループの調光レベルへ調整する。
【００１９】
　以下、図面を参照して、実施形態に係る照明制御システムおよび照明制御装置を説明す
る。実施形態において同一の機能を有する構成には同一の符号を付し、重複する説明は省
略される。
【００２０】
［第１の実施形態］
　［照明制御システムの構成］
　図１は、第１の実施形態に係る照明制御システムの一例を示すブロック図である。図１
において、照明制御システム１は、Ｋ個の照明器具２－１～Ｋと、操作部４と、記憶部３
及び制御部５を含む照明制御装置とを有する。
【００２１】
　照明器具２は、制御部５から受け取る制御信号に基づいて、「点消灯状態」が変化する
。点消灯状態は、点灯及び消灯の２状態のみを含んでもよいし、複数の点灯レベルでの点
灯及び消灯の３状態以上を含んでもよい。「消灯状態」とは、照明器具２が消灯している
状態をいい、「点灯状態」とは消灯以外の状態、すなわち全ての調光状態あるいは全光点
灯状態をいう。
【００２２】
　また、Ｋ個の照明器具２－１～Ｋ（以下では、単に「照明装置群」と呼ばれることがあ
る）は、例えば、室内の天井面に設置される。そして、照明器具２－１～Ｋは、設置エリ
アごとに複数の第１種グループおよび複数の第２種グループに割り当てられる。
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【００２３】
　記憶部３は、各第１種グループに対して、複数の第２種グループの内の少なくとも１つ
が対応付けられた「対応関係」を記憶する。具体的には、記憶部３は、複数の第１種グル
ープと、当該第１種グループに対応する少なくとも１つの第２種グループと、第１種グル
ープ及び第２種グループのそれぞれの構成メンバ（つまり、照明器具２）とが対応付けら
れた、対応関係テーブルを記憶する。
【００２４】
　操作部４は、複数の第１種グループおよび第２種グループのそれぞれを点灯制御するた
めの、例えば壁面に設置された壁スイッチである。操作部４は、例えば、複数の第１種グ
ループおよび第２種グループにそれぞれ対応する複数のスイッチを有する。そして、スイ
ッチをＯＮＯＦＦすることにより、当該スイッチに対応する第１種グループまたは第２種
グループを構成する照明器具２の点灯状態を個別制御することができる。操作部４は、操
作されたスイッチの識別情報と、操作の内容情報とに対応する制御信号を生成し、制御部
５へ出力する。この制御信号によって、制御部５は、操作対象の第１種グループ及び操作
内容を特定する。例えば、記憶部３に操作部４の識別情報と対応する照明器具との関係を
記憶させておき、識別情報を受け取った制御部５が記憶部３からこの識別情報と第１種グ
ループまたは第２種グループとの対応関係を読み出すことによって、スイッチの識別情報
に対応する第１種グループまたは第２種グループを特定することができる。また、操作部
４から識別情報のみを送信し、制御部３が照明器具の制御内容を特定する構成でもよい。
【００２５】
　制御部５は、操作部４から受け取る制御信号に基づいて、第１種グループの点灯状態を
個別制御すると共に、記憶部３に記憶されている対応関係において、個別制御する第１種
グループと対応付けられた第２種グループの点灯状態を連動制御する。また、第１種グル
ープまたは第２種グループの個別制御は互いに消灯よりも点灯の状態が優先される。すな
わち、第１種グループと第２種グループとが重複して設定された照明器具については第１
種グループまたは第２種グループのいずれかが点灯するように個別制御されている限りは
点灯し、第１種グループおよび第２種グループの両方を消灯するように個別制御が行われ
たときに消灯する。連動制御とは、第１種グループの個別制御に伴いこの第１種グループ
に対応付けられた第２種グループの点灯状態を制御することをいう。なお、本実施形態で
は第１種グループと第２種グループとは主従関係が形成されており、第２種グループの個
別制御に伴う第１種グループの連動制御は行われない。
【００２６】
　具体的には、制御部５は、個別制御する第１種グループ及び当該第１種グループに対応
付けられた第２種グループに属する全ての照明器具２に対して、制御信号を送出する。制
御信号は、制御後の点灯状態を示す。
【００２７】
　照明器具２は、制御信号を受け取ると、制御信号が示す点灯状態へ移行する。
【００２８】
　［照明制御システムの動作］
　以上の構成を有する照明制御システム１の動作について説明する。図２は、第１の実施
形態の制御部５の処理動作の一例を示すフロー図である。
【００２９】
　まず、制御部５は、操作部４から第１種グループを個別制御する制御信号を受け取ると
、当該制御信号と対応関係テーブルとに基づいて、個別制御の対象である第１種グループ
及び連動制御の対象である第２種グループ、並びに、制御内容を特定する（ステップＳ１
）。すなわち、制御信号は第１種グループと直接的に対応しているので、制御信号によっ
て第１種グループがまず特定され、次に、特定された第１種グループと対応関係テーブル
において対応付けられている第２種グループが特定される。
【００３０】
　ここで、図３は、第１の実施形態の第１種グループの一例を説明するための図である。



(6) JP 5811904 B2 2015.11.11

10

20

30

40

50

図４は、第１の実施形態の第２種グループの一例を説明するための図である。図５は、第
１の実施形態の対応関係テーブルの一例を示す図である。
【００３１】
　図３Ａにおいて、外枠は、照明制御システム１によって照明可能なエリア全体を示して
いる。そして、最小単位の矩形、つまり点線で仕切られた領域は、１つの照明器具２の照
明エリアを示しており、その中に付された番号は、その照明器具２の識別番号を示してい
る。すなわち、図３Ａにおいては、Ｌ１～Ｌ６４の６４個の照明器具２がエリア全体に配
置されている。また、実線で囲まれた４つの照明器具２は、それぞれ第１種グループを構
成している。そして、実線で囲まれた矩形領域は、１つの第１種グループによって照明可
能なグループエリアを示しており、図３Ｂにおいて各グループエリアに付された番号は、
第１種グループの識別情報を示している。すなわち、図３Ｂにおいては、Ｇ１－１～Ｇ１
－１６の１６個の第１種グループがエリア全体に配置されている。
【００３２】
　また、図４Ａにおいては、実線で囲まれた複数の照明器具２は、それぞれ第２種グルー
プを構成している。そして、図４Ｂにおいて各グループエリアに付された番号は、第２種
グループの識別情報を示している。すなわち、図３と図４とを比較してわかるように、第
１種グループと第２種グループとでは、照明装置群のグループ分けの割り当て方が異なっ
ている。また、一つの照明器具に対して第１種グループと第２種グループとの両方が設定
されている。
【００３３】
　図３及び図４で示したグループ分けが行われた場合の、対応関係テーブルの一例が図５
に示されている。図５Ａは、グループ間対応テーブルが示されている。グループ間対応テ
ーブルは、第１種グループと第２種グループとの対応関係を示す。また、図５Ｂは、第１
種グループテーブルが示されている。第１種グループテーブルは、各第１種グループの構
成メンバ（つまり、照明器具２）を示す。また、図５Ｃは、第２種グループテーブルが示
されている。第２種グループテーブルは、各第２種グループの構成メンバ（つまり、照明
器具２）を示す。なお、ここでは、対応関係テーブルがグループ間対応テーブル、第１種
グループテーブル、及び第２種グループテーブルの３つのテーブルから構成される場合を
例にとり説明を行ったが、これに限定されるものではなく、３つのテーブルを１つにまと
めて対応関係テーブルとしてもよい。
【００３４】
　図２に戻り、制御部５は、特定された第１種グループ及び第２種グループの構成メンバ
に対して、特定された制御内容に応じた制御信号を送信する（ステップＳ２）。これによ
り、第１種グループ及び第２種グループの点灯状態が制御される。例えば、第１種グルー
プＧ１－１が点灯対象となった場合、図５の対応関係テーブルにおいて第２種グループＧ
２－４が対応付けられているので、制御部５は、受け取り先の照明器具２を点灯させる制
御信号を第１種グループＧ１－１および第２種グループＧ２－４の構成メンバに送出する
。これにより、図６に示すような点灯状態となる。
【００３５】
　上述したように、第１の実施形態によれば、照明制御システム１において、記憶部３が
、各第１種グループに対して、複数の第２種グループの内の少なくとも１つが対応付けら
れた対応関係を記憶している。第１種グループと第２種グループとは、Ｋ個の照明器具２
－１～Ｋの割り当て方が異なっている。そして、制御部５は、入力された制御信号が示す
第１種グループの点灯状態を制御すると共に、対応関係において制御対象である第１種グ
ループと対応付けられた第２種グループの点灯状態を制御する。
【００３６】
　こうすることで、直接的な制御対象である第１種グループに加えて当該第１種グループ
と対応付けられた第２種グループの点灯状態も制御できるので、明るさ感を向上させるこ
とができる。さらに、第１種グループ及び第２種グループにおいて分配元の母集団を共通
にしているので、少ない照明器具によって明るさ感の向上を実現することができる。すな
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わち、コストを抑えつつ明るさ感を向上させることができる。
【００３７】
　次に、第１種グループの個別制御に伴う第２種グループの連動制御と第２種グループの
個別制御とが行われた場合について説明する。下記説明において、第２種グループは第１
種グループに対応付けられているものとする。
【００３８】
　第２種グループを点灯するように個別制御した場合、第２種グループのみが点灯される
。次に、第２種グループが点灯した状態で、第１種グループを点灯するように個別制御し
た場合、第２種グループは個別制御と第１種グループの個別制御に伴う連動制御とが行わ
れることになるが、連動制御が優先されるため点灯状態が維持される。
【００３９】
　さらに、第２種グループを消灯するように個別制御した場合、第１種グループの個別制
御に伴う連動制御が優先されるため第２種グループは連動制御に伴う点灯状態が維持され
る。さらに、第１種グループを消灯するように個別制御した場合、第２種グループは連動
制御によって消灯する。このように第１グループを点灯するように個別制御している場合
、第２種グループは第２種グループの個別制御の内容によらず連動制御によって、点灯状
態が維持される。
【００４０】
　一方、第２種グループの個別制御および第１種グループの個別制御に伴う連動制御が行
われて第２種グループが点灯状態に維持されているときに、第１グループを消灯状態に維
持する個別制御が行われた場合、第２種グループは消灯する連動制御が行われるが、点灯
制御する個別制御が優先されるため点灯状態が維持される。
【００４１】
　以上説明したように、制御部が第２種グループを制御する場合、第２種グループを点灯
制御する連動制御が最も優先度が高く、次に第２種グループを点消灯させる個別制御の優
先度が高く、消灯制御する連動制御が最も優先度が低い。
【００４２】
　これによって、第１種グループを点灯制御する個別制御を行う場合には、最優先で第２
種グループを点灯させることができる。
【００４３】
　ところで、第１種グループの構成メンバと第２種グループの構成メンバとの一部が重複
して設定されている場合には、制御部はこの重複する構成メンバについて、第１種グルー
プの個別制御に伴う第２種グループの連動制御よりも第１種グループの個別制御を優先す
るように制御する。つまり、第１種、第２種グループが重複して設定された構成メンバに
ついては、上述した優先度に加え第１種グループの個別制御が最も優先度が高くなる。
【００４４】
　なお、以上説明した優先度は制御内容にも反映されるものでおり、例えば個別制御によ
る光出力（例えば調光レベル）と連動制御による光出力（例えば調光レベル）とが異なる
場合優先度の高い方の制御内容に合わせることができる。
【００４５】
　また、本実施形態では一例として操作部を用いて説明したが、例えば人感センサ、画像
センサ、温度センサ等のセンサ検出情報に基づいて制御信号を制御部へ送信する構成でも
よい。
【００４６】
　また、以上の説明では、第１種グループと第２種グループとでは、照明装置群のグルー
プ分けの割り当て方が異なっていることを前提に説明を行ったが、これに限定されるもの
ではない。例えば、図３に示される１６個のグループのそれぞれに対して第１種グループ
及び第２種グループの少なくとも１つを対応付けると共に、第１種グループに属する各グ
ループに対して第２種グループに属する少なくとも１つのグループを対応付けてもよい。
すなわち、１つの割り当て方によって得られる複数のグループのそれぞれに対して第１種
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グループ及び第２種グループの少なくとも１つを対応付けると共に、第１種グループに属
する各グループに対して第２種グループに属する少なくとも１つのグループを対応付けて
もよい。このようなグループ分けの割り当て方であっても、上記した照明制御システムに
よる処理を適用することができる。
【００４７】
［第２の実施形態］
　第２の実施形態では、第２種グループの構成メンバが配置される位置が壁に沿ったエリ
アである場合について説明される。すなわち、第１の実施形態と第２の実施形態とでは、
対応関係テーブルの中身のみが異なる。
【００４８】
　図７は、第２の実施形態の対応関係テーブルの一例を示す図である。図７に示すように
、第１種グループに対応付けられている第２種グループは、構成メンバが天井面の中央領
域を除く壁側領域に配置された照明装置である。また、特に、図７に示す例では、各第１
種グループのグループエリアに近い壁から順番に２つが各第１種グループに対応付けられ
ている。例えば、第１種グループＧ１－６が点灯対象となった場合、図７の対応関係テー
ブルにおいて第２種グループＧ２－１，２が対応付けられているので、制御部５は、受け
取り先の照明器具２を点灯させる制御信号を第２種グループＧ２－１，２の構成メンバに
送出する。これにより、図８に示すような点灯状態となる。
【００４９】
　上述したように、第２の実施形態によれば、各第２種グループは、天井面の中央領域を
除く壁側領域に配置された照明装置から構成される。
【００５０】
　こうすることで、壁に反射されて中央領域側に進む光の量を増加させることができる。
人が感じる明るさ感は人の前方から目に入る光の量と関係しており、壁に反射されて中央
領域側に進む光の量を増加させると目に入る光の量が増加するので、明るさ感を効率的に
向上させることができる。
【００５１】
［第３の実施形態］
　第３の実施形態では、対応関係テーブルにおいて、第１種グループに対して、当該第１
種グループのグループエリア内における人の向きに応じた第２種グループが対応付けられ
る。
【００５２】
　図９は、第３の実施形態に係る照明制御システムの一例を示すブロック図である。図９
において、照明制御システム１０は、検出部１１と、制御部１２とを有する。
【００５３】
　検出部１１は、各第１種グループに対応する設定エリアにおいて人の存在及び向きを検
出する。検出部１１には、人感センサが用いられてもよい。また、人感センサとしては、
赤外線を用いたものであっても、超音波若しくは可視光を用いたものであっても、それら
の任意の組合せであってもよい。また、検出部１１には、輝度センサが用いられてもよい
。また、検出部１１は、撮像部（図示せず）によって撮影された画像を用いて人を検出し
てもよい。なお、検出部１１の配置位置は、検出部１１として用いるデバイスの種類及び
感度によっても異なり、所望のエリアを検出できるものであれば天井面の中心部に１つ配
置されてもよいし、第１種グループの設定エリアごとに１つずつ配置されてもよい。
【００５４】
　制御部１２は、操作部４から受け取る制御信号と、制御信号が示す第１種グループに対
応する設置エリアにおいて検出部１１によって検出された人の向きと、対応関係テーブル
とに基づいて特定される、第２種グループの点灯状態を制御する。
【００５５】
　具体的には、制御部１２は、対応関係テーブルにおいて制御信号が示す第１種グループ
と制御信号が示す第１種グループに対応する設置エリアにおいて検出された人の向きと対
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応付けられた、第２種グループの点灯状態を制御する。
【００５６】
　図１０は、第３の実施形態の対応関係テーブルの一例を示す図である。図１０に示すよ
う、対応関係テーブルにおいて、各第１種グループに対して、人の向きに応じた第２種グ
ループが対応付けられている。また、図１０における北は、室の中心から見て、図３のＧ
１－１～Ｇ１－４が位置する方向とする。
【００５７】
　ここで、人が感じる明るさ感は、人の前方から目に入る光の量と関係することが知られ
ている。このため、図１０に示される対応関係テーブルでは、人が向いている方向にでき
るだけ近い方向に位置し且つ壁沿いの第２種グループが、その人が検出されるグループエ
リアに対応する第１種グループと対応付けられている。よって、この対応関係テーブルを
用いて、制御部１２が第２種グループの点灯状態を調整することにより、人が感じる明る
さ感を向上させることができる。
【００５８】
　例えば、検出部１１によって人が第１種グループＧ１－２に対応するエリアに存在し、
且つ、西の方向を向いていることが検出された場合、図１０の対応関係テーブルにおいて
第２種グループＧ２－２が対応付けられているので、制御部１２は、受け取り先の照明器
具２を点灯させる制御信号を第２種グループＧ２－２の構成メンバに送出する。これによ
り、図１１に示すような点灯状態となる。なお、図１１における矢印は、その始点が人の
検出位置を表し、その方向が人の向きを表している。
【００５９】
　上述したように、第３の実施形態によれば、照明制御システム１０において、検出部１
１は、各第１種グループに対応する設定エリアにおいて人の存在及び向きを検出する。そ
して、記憶部３に記憶される対応関係テーブルでは、各第１種グループに対して、複数の
向き候補及び各向き候補に応じた第２種グループが対応付けられている。そして、制御部
１２は、対応関係テーブルにおいて制御信号が示す第１種グループと制御信号が示す第１
種グループに対応する設置エリアにおいて検出された人の向きと対応付けられた、第２種
グループの点灯状態を制御する。
【００６０】
　こうすることで、人の前方から目に入る光を確実に増加させることができ、明るさ感を
効率的に向上させることができる。
【００６１】
［第４の実施形態］
　第４の実施形態では、室内の壁の輝度を検出する検出部が設けられ、構成メンバが配置
される位置が壁沿いである第２種グループの点灯レベルが、検出部によって検出された輝
度に応じた調光制御信号によって制御される。
【００６２】
　図１２は、第４の実施形態に係る照明制御システムの一例を示すブロック図である。図
１２において、照明制御システム２０は、検出部２１と、制御部２２とを有する。
【００６３】
　検出部２１は、例えば輝度センサであり、室内の壁の輝度を検出する。なお、検出部２
１の配置位置は、検出部２１として用いるデバイスの種類及び感度によっても異なり、所
望のエリアを検出できるものであれば天井面の中心部に１つ配置されてもよいし、壁沿い
の第１種グループの設定エリアごとに１つずつ配置されてもよい。
【００６４】
　制御部２２は、第２の実施形態と同様の対応関係テーブルを用いて、制御信号が示す第
１種グループに対応する第２種グループを特定する。すなわち、この特定された第２種グ
ループは、構成メンバが配置される位置が壁に沿ったエリアである。従って、制御部２２
は、特定された第２種グループのグループエリア近傍の壁について検出された輝度のレベ
ルに応じた調光制御信号を生成し、特定された第２種グループを構成する照明器具２へ出
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力する。これにより、人が感じる明るさ感に影響を与える壁の輝度を、実際に検出された
輝度に基づいて照明器具の明るさを調整することにより、好適化することができる。例え
ば、調光制御信号は、発光レベル情報を含む。そして、調光制御信号を受け取ると、照明
器具２は、調光制御信号の示す発光レベルに応じた明るさで点灯する。
【００６５】
　上述したように、第４の実施形態によれば、検出部２１が、室内の壁の輝度を検出し、
制御部２２は、検出された輝度のレベルに応じた調光制御信号を、点灯状態の制御対象で
ある第２種グループを構成する照明器具２へ出力する。
【００６６】
　こうすることで、人が感じる明るさ感に影響を与える壁の輝度を、実際に検出された輝
度に基づいて照明器具の明るさを調整することにより、好適化することができる。
【００６７】
［第５の実施形態］
　第５の実施形態は、複数の第１種グループと、当該複数の第１種グループのすべてに対
して対応関係テーブルにおいて対応付けられた第２種グループとの点灯時における、制御
部の処理動作に関する。
【００６８】
　以下では、特に、第１の実施形態の照明制御システム１に対して当該制御部の処理動作
を適用した場合を例にとり説明する。
【００６９】
　第５の実施形態の照明制御システム１において、制御部５は、第１の第１種グループと
、第２の第１種グループと、第１の第１種グループ及び第２の第１種グループの両方に対
して対応関係テーブルにおいて対応付けられた第２種グループとの点灯時（以下では、第
１の点灯タイミングと呼ばれることがある）に、次の調整を行う。すなわち、制御部５は
、第１の第１種グループの構成要素であり且つ第２種グループの構成要素である照明器具
２の調光レベルを、第１の第１種グループの調光レベルに調整する。換言すれば、点灯し
ている、第１種グループ及び第２種グループのいずれにも属する照明器具２は、第２種グ
ループに優先して第１種グループの調光レベルに調整される。ここで、第１種グループは
、対象エリアを照らす中心的な役割を果たす一方、第２種グループは、対象エリアを照ら
す補助的な役割を果たす。このため、例えば、第１種グループの光の強さは、第２種グル
ープの光の強さよりも強くなるように調整される。
【００７０】
　そして、制御部５は、上記した第１の点灯タイミングにおいて、第１の第１種グループ
の消灯を指示する制御信号を操作部４から受け取った場合、第１の第１種グループの構成
要素であり且つ第２種グループの構成要素でない照明器具２のみを消灯する。この場合、
さらに、制御部５は、第１の第１種グループの構成要素であり且つ第２種グループの構成
要素である照明器具２の調光レベルを、第１の第１種グループの調光レベルから第２種グ
ループの調光レベルへ調整する。
【００７１】
　次に、第５の実施形態における制御部の処理動作について具体例を用いて説明する。こ
こでは、特に、第２の実施形態における対応関係を前提として説明する。図１３は、第５
の実施形態における制御部の処理動作の説明に供する図である。
【００７２】
　図１３Ａでは、第１種グループＧ１－６（照明器具識別番号Ｌ２１～Ｌ２４）と、当該
第１種グループＧ１－６に対応付けられた第２種グループＧ２－１（照明器具識別番号Ｌ
１，Ｌ２，Ｌ５，Ｌ６，Ｌ９，Ｌ１０，Ｌ１３，Ｌ１４）とが点灯している。この時に、
第１種グループＧ１－２（照明器具識別番号Ｌ５～Ｌ８）を点灯する旨の制御信号を操作
部４から受け取ると、制御部５は、第１種グループＧ１－２に対応付けられた第２種グル
ープＧ２－１を特定する。そして、制御部５は、第１種グループＧ１－２及び第２種グル
ープＧ２－１の点灯状態を制御する。具体的には、制御部５は、第１種グループＧ１－２
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の構成メンバであるＬ５～Ｌ８の照明器具２を第１種グループの調光レベルで点灯させる
。詳細には、制御部５は、消灯状態にあったＬ７，Ｌ８の照明器具２を第１種グループの
調光レベルで点灯させると共に、既に第２種グループの調光レベルで点灯していたＬ５，
６の照明器具２を第１種グループの調光レベルに調整する（図１３Ｂ参照）。なお、第２
種グループＧ２－１の構成メンバの内で第２種グループＧ２－１の構成メンバと重ならな
いＬ１，Ｌ２，Ｌ９～Ｌ１４については、第１種グループＧ１－６の点灯時に一緒に点灯
されているので、特に調整の必要はない。
【００７３】
　また、図１３Ｂの状態において、第１種グループＧ１－２を消灯する旨の制御信号を操
作部４から受け取ると、制御部５は、第１種グループＧ１－２の構成メンバであり且つ第
２種グループＧ２－１の構成メンバでない、Ｌ７，Ｌ８の照明器具２を消灯させる。さら
に、制御部５は、第１種グループＧ１－２の構成メンバであり且つ第２種グループＧ２－
１の構成メンバである、Ｌ５，Ｌ６の照明器具２については、第１種グループの調光レベ
ルから第２種グループの調光レベルへ調整する（図１３Ｃ参照）。
【００７４】
　上述したように、第５の実施形態によれば、照明制御システム１において、制御部５は
、第１の第１種グループと、第２の第１種グループと、第１の第１種グループ及び第２の
第１種グループの両方に対応関係テーブルにおいて対応付けられた第２種グループとの点
灯時に、第１の第１種グループの構成要素であり且つ第２種グループの構成要素である照
明器具２の調光レベルを、第１の第１種グループの調光レベルに調整する。
【００７５】
　こうすることで、第１種グループの構成要素であり且つ第２種グループの構成要素であ
る照明器具２を、対象エリアを照らす補助的な役割を果たす第２種グループとしてではな
く、中心的な役割を果たす第１種グループとして機能させることができる。このため、対
象エリアにおける明るさ感の低下を防止できる。
【００７６】
　また、制御部５は、第１の第１種グループと、第２の第１種グループと、第１の第１種
グループ及び第２の第１種グループの両方に対応関係テーブルにおいて対応付けられた第
２種グループとの点灯時に、第１の第１種グループの消灯を指示する制御信号を受け取っ
た場合、第１の第１種グループの構成要素であり且つ第２種グループの構成要素でない照
明器具２のみを消灯する。
【００７７】
　こうすることで、第２の第１種グループに対応する第２種グループに属する照明器具２
を消灯させないので、第２の第１種グループに対応する対象エリアにおける明るさ感の低
下を防止できる。また、第１の第１種グループの構成要素であり且つ第２種グループの構
成要素でない照明器具２を消灯するので、無駄な電力消費を防止できる。
【００７８】
　さらに、制御部５は、第１の第１種グループと、第２の第１種グループと、第１の第１
種グループ及び第２の第１種グループの両方に対応関係テーブルにおいて対応付けられた
第２種グループとの点灯時に、第１の第１種グループの消灯を指示する制御信号を受け取
った場合、第１の第１種グループの構成要素であり且つ第２種グループの構成要素である
照明器具２の調光レベルを、第１の第１種グループの調光レベルから第２種グループの調
光レベルへ調整する。
【００７９】
　こうすることで、第１の第１種グループの構成要素であり且つ第２種グループの構成要
素である照明器具２を第２種グループとして機能させることができる。このため、第１種
グループの光の強さが第２種グループの光の強さよりも強い場合には、無駄な消費電力を
防止できる。
【００８０】
　以上説明したとおり、第１から第５の実施形態によれば、コストを抑えつつ明るさ感を
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向上させることができる。
【００８１】
［他の実施形態］
　［１］第１から第５の実施形態では、制御部を１つの機能ブロックとして説明している
が、これに限定されるものではなく、制御部は、中央制御部と、Ｋ個の照明器具２－１～
Ｋにそれぞれ対応するＫ個の制御端末とを含んでもよい。
【００８２】
　図１４は、中央制御部と、複数の照明器具にそれぞれ対応する複数の制御端末とを含む
、照明制御システムの一例を示すブロック図である。図１４には、第１の実施形態の照明
制御システム１が示されている。
【００８３】
　図１４において、制御部５は、中央制御部６と、制御端末７－１～Ｋとを有する。
【００８４】
　中央制御部６は、操作部４から制御信号を受け取ると、当該制御信号と対応関係テーブ
ルとに基づいて、制御対象である第１種グループ及び第２種グループ、並びに、制御内容
を特定する。
【００８５】
　そして、中央制御部６は、制御対象である第１種グループ及び第２種グループを構成す
る照明器具２に対応する制御端末７宛てに制御信号を送信する。
【００８６】
　制御端末７は、制御信号の宛先が自身である場合、制御信号に基づいて自身の配下にあ
る照明器具２の点灯状態を制御する。
【００８７】
　なお、ここでは、第１の実施形態と同様の考え方で、照明器具２と一対一で対応する制
御端末７宛てに制御信号を送信する場合について説明したが、これに限定されるものでは
なく、次のような処理動作が行われてもよい。
【００８８】
　すなわち、中央制御部６は、制御対象である第１種グループ宛て及び第２種グループ宛
てに制御信号を送信する。
【００８９】
　制御端末７は、自身に対応する照明器具２の属するグループを記憶しており、制御信号
の宛先が自身に対応する照明器具２の属するグループである場合、制御信号に基づいて自
身の配下にある照明器具２の点灯状態を制御する。
【００９０】
　［２］第３の実施形態では、照明器具２が点灯しているエリアにおいて人の存在が検出
されなくなった場合、そのエリアに対応する第１種グループ及び第２種グループの点灯状
態を自動的に制御してもよい。この場合、第１種グループ及び第２種グループの両方が消
灯されてもよいし、第１種グループ及び第２種グループの両方の点灯レベルが下げられて
もよいし、第２種グループのみが消灯され第１種グループの点灯レベルが下げられてもよ
い。
【００９１】
　［３］第３の実施形態で人の向きを検出して第２種グループを対応付けしているが、さ
らに第２種グループによって影響受ける壁面輝度を検出し、検出した輝度に応じて点灯制
御状態を変化させてもよい。この場合、人の向きと人の向きに対応する壁面輝度を検知し
ながら第２種グループの割付および制御内容を動的に変化させることができる。
【００９２】
　［４］第１から第５の実施形態では、照明装置群が天井に配置されている照明装置から
構成されることを前提に説明を行ったが、これに限定されるものでなく、照明装置群には
、天井以外（例えば、壁など）に配置されている照明装置が含まれていてもよい。
【００９３】
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　以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれると同様に、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
ものである。
【符号の説明】
【００９４】
　１，１０，２０　照明制御システム
　２　照明器具
　３　記憶部
　４　操作部
　５，１２，２２　制御部
　６　中央制御部
　７　制御端末
　１１，２１　検出部

【図１】

【図２】

【図３】
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