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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに通信線で接続された複数の照明器具を備え、
　前記各照明器具は、ランプと、前記ランプの光束を連続的又は段階的に変化させること
ができる点灯回路と、前記通信線を介して他の照明器具との間で動作指示又は動作パラメ
ータを含む制御信号を送受信する通信手段と、前記通信手段により受信した制御信号に基
づき前記点灯回路を制御して前記ランプを点灯又は調光制御する制御手段と、を備えた照
明制御システムにおいて、
　前記照明器具の周囲環境に適した照明制御を行うために前記照明器具の周囲環境を検出
する機能を有する複数種類の機能ユニットを備え、
　前記各照明器具は、前記機能ユニットを着脱自在に取り付けるユニット取付部を備え、
前記複数種類の機能ユニットにそれぞれ対応して各機能ユニットによる検出情報に応じて
動作する複数のグループのいずれかに設定されており、
　前記各グループの中の少なくとも１つの照明器具のユニット取付部には、そのグループ
の動作内容に応じた検出機能を有する機能ユニットが取り付けられ、その照明器具の通信
手段は、該機能ユニットによる検出情報を、前記制御信号に含めて同じグループ内の他の
照明器具に送信することを特徴とする照明制御システム。
【請求項２】
　前記グループは、
　前記機能ユニットとして人感センサが取り付けられた照明器具を含む人感制御グループ
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と、
　前記機能ユニットとして明るさセンサが取り付けられた照明器具を含む明るさ検出制御
グループと、を含み、
　前記人感制御グループにも明るさ検出制御グループにも設定され得る少なくとも１つの
照明器具を備え、
　当該照明器具は、該器具に明るさセンサが取り付けられ、かつ前記人感制御グループに
設定された場合に人感制御により変更される点灯レベルに対応して、前記明るさセンサが
検出すべき光束の目標値を複数記憶しており、該人感制御グループの点灯レベル制御動作
に対応して前記目標値を切り替える機能を持つ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】
　前記各照明器具は、前記ランプの累積点灯時間をカウントするタイマをさらに備え、各
照明器具の制御手段は、前記ランプの経時特性に起因する光束低下に拘らず光束を所定の
値に維持するため、前記ランプの累積点灯時間に応じて該ランプを調光制御することを特
徴とする請求項１又は請求項２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】
　本発明は、複数の照明器具を備え、それらを照明制御する照明制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、複数の照明器具と、それらにより照明される環境の照度を検出する照度検出
部と、一定時間毎に上記照度検出部から入力されるデータに基づいて上記複数の照明器具
を点灯制御する制御部とを備えた照明制御システムが知られている（例えば、特許文献１
参照）。この照明制御システムにおいて、制御部は、光照射面の平均照度が、時間に拘わ
らず略一定となるように、照明器具を点灯制御する。
【０００３】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術では、照度検出部による１種の検出情報によっ
てのみ照明器具が制御される。また、特許文献１には、複数の照明器具を個別に制御する
か又は一括して制御するかに関する情報が開示されておらず、複数の照明器具のうち、そ
の一部だけを制御対象として設定することはできない。そのため、システム設定に自由度
を持たせることは難しい。
【特許文献１】特開平８－２５０２８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上記の従来の問題を解決するためになされたものであり、照明器具の周囲環
境の各種検出情報に基づいて複数の照明器具を制御でき、従来のような１種の検出情報に
基づく照明制御の場合と比べ、照明器具の周囲環境に、より適した照明制御を行うことが
でき、さらに、システム設定の自由度を高く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】
【０００５】
　上記目的を達成するために本発明は、互いに通信線で接続された複数の照明器具を備え
、前記各照明器具は、ランプと、前記ランプの光束を連続的又は段階的に変化させること
ができる点灯回路と、前記通信線を介して他の照明器具との間で動作指示又は動作パラメ
ータを含む制御信号を送受信する通信手段と、前記通信手段により受信した制御信号に基
づき前記点灯回路を制御して前記ランプを点灯又は調光制御する制御手段と、を備えた照
明制御システムにおいて、前記照明器具の周囲環境に適した照明制御を行うために前記照
明器具の周囲環境を検出する機能を有する複数種類の機能ユニットを備え、前記各照明器
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具は、前記機能ユニットを着脱自在に取り付けるユニット取付部を備え、前記複数種類の
機能ユニットにそれぞれ対応して各機能ユニットによる検出情報に応じて動作する複数の
グループのいずれかに設定されており、前記各グループの中の少なくとも１つの照明器具
のユニット取付部には、そのグループの動作内容に応じた検出機能を有する機能ユニット
が取り付けられ、その照明器具の通信手段は、該機能ユニットによる検出情報を、前記制
御信号に含めて同じグループ内の他の照明器具に送信することを特徴とする。
【０００６】
　本発明において、前記グループは、前記機能ユニットとして人感センサが取り付けられ
た照明器具を含む人感制御グループと、前記機能ユニットとして明るさセンサが取り付け
られた照明器具を含む明るさ検出制御グループと、を含み、前記人感制御グループにも明
るさ検出制御グループにも設定され得る少なくとも１つの照明器具を備え、当該照明器具
は、該器具に明るさセンサが取り付けられ、かつ前記人感制御グループに設定された場合
に人感制御により変更される点灯レベルに対応して、前記明るさセンサが検出すべき光束
の目標値を複数記憶しており、該人感制御グループの点灯レベル制御動作に対応して前記
目標値を切り替える機能を持つことが好ましい。
【０００７】
　本発明において、前記各照明器具は、前記ランプの累積点灯時間をカウントするタイマ
をさらに備え、各照明器具の制御手段は、前記ランプの経時特性に起因する光束低下に拘
らず光束を所定の値に維持するため、前記ランプの累積点灯時間に応じて該ランプを調光
制御することが好ましい。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１の発明によれば、各照明器具には、照明器具の周囲環境を検出する複数種類の
機能ユニットのいずれかを取り付けるユニット取付部が設けられており、それらに各種機
能ユニットを取り付けることで、各種検出情報に基づいて複数の照明器具を制御すること
ができる。従って、従来のような１種の検出情報に基づく照明制御の場合と比べ、照明器
具の周囲環境に、より適した照明制御を行うことができる。さらに、複数の照明器具を、
複数種類の機能ユニットにそれぞれ対応して各機能ユニットによる検出情報に応じて動作
する複数のグループのいずれかに設定することができるので、システム設定の自由度を高
くすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の各種実施形態に係る照明制御システムについて図面を参照して説明する
。
（第１の実施形態）
　図１（ａ）（ｂ）は、本発明の第１の実施形態に係る照明制御システムの構成と、その
照明制御システムの照明器具のメモリに格納された各種データとを示す。この照明制御シ
ステム１は、互いに通信線２で接続された複数の照明器具３と、照明器具３の周囲環境変
化を検出する機能を有し照明器具３に着脱自在な複数種類の機能プラグ４（機能ユニット
）と、を備える。照明器具３の各々は、機能プラグ４による各種検出情報に応じて動作す
る。機能プラグ４は、人検出機能を有する人検出プラグ４０と、明るさ検出機能を有する
明るさ検出プラグ４１とを含む。
【００１２】
　図２に示されるように、複数の照明器具３（３Ａ～３Ｅ）は、複数種類の機能プラグ４
にそれぞれ対応して各機能プラグ４による検出情報に応じて動作する複数のグループ５の
いずれかに設定されている。このグループ５には、人検出に基づいて照明制御する人感制
御グループ５０と、周囲の明るさ検出に基づいて照明制御する明るさ検出制御グループ５
１とが含まれる。各グループ５の中の少なくとも１つの照明器具３には、そのグループ５
の動作内容に応じた検出機能を有する機能プラグ４が取り付けられる。例えば、人感制御
グループ５０の中の少なくとも１つの照明器具３には、人検出プラグ４０が、そして、明
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るさ検出制御グループ５１の中の少なくとも１つの照明器具３には、明るさ検出プラグ４
１が取り付けられる。機能プラグ４が取り付けられた照明器具３は、その機能プラグ４に
よる検出情報に基づいて動作すると共に、その検出情報を同じグループ５内の他の照明器
具に送信する。なお、照明器具３は、同図における照明器具３Ｆ～３Ｉのように、いずれ
のグループ５にも属さないことも可能である。
【００１３】
　照明器具３は、上述の図１に示されるように、ランプ３０と、ランプ３０の光束を連続
的又は段階的に変化させることができる点灯回路３１と、通信線２を介して、他の照明器
具３との間で、動作指示又は動作パラメータを含む制御信号を送受信する通信部３２（通
信手段）と、通信部３２により受信した制御信号に基づき、点灯回路３１を制御して、ラ
ンプ３０を点灯、消灯又は調光制御（以下、総称して調光制御という）する制御部３３（
制御手段）と、各種データが格納されたメモリ３４と、照明器具３のアドレス設定のため
ユーザにより操作されるスイッチ部３５と、を備える。メモリ３４には、制御部３３の動
作プログラム、及び予め登録されたアドレスとグループ５とを対応付けたアドレス管理テ
ーブルＴ１が格納されている。アドレス管理テーブルＴ１には、グループ５毎に１つ又は
複数のアドレスが登録されており、さらにそれらとは別に、複数のグループ５に属する場
合のアドレスも登録されている。これらのアドレスのうちのいずれかがスイッチ部３５に
より照明器具３に設定されることで、その照明器具３は、そのアドレスと対応付けられた
グループ５に設定される。
【００１４】
　また、照明器具３は、機能プラグ４を着脱自在に取り付け可能なプラグ取付具３６（ユ
ニット取付部）と、ランプ３０の累積点灯時間をカウントするタイマ３７と、商用交流電
源６を電力線６ａを介して受電し、それを直流電源に変換して照明器具３の各部に供給す
るＡＣ－ＤＣコンバータ等で構成される電源部３８と、を備える。
【００１５】
　ランプ３０は、ＬＥＤ、蛍光灯、高輝度放電灯又は電球等で構成することができるが、
これらに限定されない。通信部３２は、ＲＳ４８５等に準拠した２線式シリアル通信回路
で構成され、これに合わせて通信線２としてシリアル通信用ケーブルが用いられる。
【００１６】
　制御部３３は、マイクロプロセッサ等で構成される。制御部３３によるランプ３０の調
光制御は、ランプ３０の駆動電流をＰＷＭ信号とした場合、そのデューティ比を制御する
ことで行われる。また、点灯回路３１がインバータ回路で構成される場合、調光制御はラ
ンプ３０への印加電圧を制御することで行われる。また、ランプ３０が複数在る場合には
、点灯させるランプ３０の数を増減させることで調光制御が行われてもよい。
【００１７】
　また、制御部３３は、その照明器具３のプラグ取付具３６に機能プラグ４が取り付けら
れている場合に、その機能プラグ４が照明器具３の周囲環境の変化を検出したとき、メモ
リ３４のアドレス管理テーブルＴ１を参照し、同じグループ５に対応付けられた他の照明
器具３のアドレスが在れば、そのアドレスを送信先として制御信号を通信部３２から他の
照明器具３へ送出する。この制御信号は、送信先のアドレス情報と、機能プラグ４による
検出情報又はそれに応じた動作内容とを含む。制御信号内のアドレスと一致するアドレス
を持つ照明器具３の通信部３２はその制御信号を受信する。このようにして、同じグルー
プ５内の照明器具３に制御信号が送受信される。制御信号を受信した照明器具３の制御部
３３はその制御信号に基づいて、また機能プラグ４が取り付けられた照明器具３の制御部
３３はその機能プラグ４による検出情報に基づいて、同じようにランプ３０を調光制御す
る。従って、同じグループ５内の照明器具３は連動する。
【００１８】
　ところで、光源は一般に、図３及び表１に示されるように、最大出力が得られる略同じ
値の電流でもって点灯され続けても、その経時特性に起因して、光束比が累積点灯時間に
応じて低下する。ここで、光束比とは初期の最大光束に対する光束の割合を示すものとす



(5) JP 5075673 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

る。
【表１】

【００１９】
　そこで、メモリ３４には、ランプ３０の累積点灯時間と、上述の光束比低下に拘らず光
束比を所定の値に維持するためのランプ３０の調光率とを対応付けた光出力補正テーブル
Ｔ２を格納させている。ここで、調光率とは、各時点での最大光出力に対する比率を示す
ものとする。光出力補正テーブルＴ２は、図４及び表２に示されるように、初期から定格
寿命時まで、光出力を定格寿命時の最大光出力で略一定とするため、調光率を初期には略
１００％よりも低く設定し、累積点灯時間に応じて徐々に増加させて、定格寿命時には略
１００％とする（以下、このような補正を初期照度補正という）制御データから成る。

【表２】

【００２０】
　さらに、メモリ３４には、外光を略全て遮光した環境で、初期照度補正された調光率で
もってランプ３０を点灯させたときの明るさが明るさ目標値Ｌ１として予め格納されてい
る。明るさ検出制御グループ５１では、ランプ３０の照明光及び外光による明るさが明る
さ目標値Ｌ１と一致するように、ランプ３０がフィードバック制御される。メモリ３４は
、ＲＯＭ、ＲＡＭ又はＥＥＰＲＯＭ等で構成することができる。スイッチ部３５は、例え
ばＤＩＰスイッチで構成することができる。
【００２１】
　プラグ取付具３６は、図５（ａ）に示されるように、ランプ３０の周辺に設置されてお
り、ランプ３０による光照射方向の周囲環境変化を検出できる位置に機能プラグ４を配置
させる。また、プラグ取付具３６は、図５（ｂ）に示されるように、機能プラグ４のオス
型の接続端子４ａが差し込まれるメス型の接続端子３６ａを有し、各種機能プラグ４、例
えば、人検出プラグ４０と明るさ検出プラグ４１とを取替え自在とする。人検出プラグ４
０は、焦点素子等を含むＰＩＲ（Passive　Infrared　Ray）センサ等の人感センサ４０ａ
を備え、明るさ検出プラグ４１は、フォトダイオード等を含む明るさセンサ４１ａを備え
る。プラグ取付具３６及び機能プラグ４の詳細な構成は、例えば、特開２００２－１１０
３７６に記載の機能拡張端子及び機能プラグと略同じとする。タイマ３７による累積点灯
時間の計時は、例えば、ランプ３０に駆動電流又はランプ電流が流れている時間を計時す
ることで行われる。
【００２２】
　次に、照明制御システム１の照明器具３の制御部３３によるランプ３０の調光制御につ
いて上述の図１及び図２を参照して説明する。一例として、照明器具３と同じ構成を有す
る照明器具３Ａ～３Ｃが通路Ａ１の天井に設置され、照明器具３Ｄ～３Ｉが執務室Ａ２の
天井に設置され、照明器具３Ａ、３Ｄ、３Ｅは窓Ｗ１の際に配置されているとする。そし
て、照明器具３Ａは人感制御グループ５０にも明るさ検出制御グループ５１にも設定され
、照明器具３Ｂ、３Ｃが人感制御グループ５０にのみ設定され、照明器具３Ｄ、３Ｅが明
るさ検出制御グループ５１にのみ設定されているとする。また、照明器具３Ａ～３Ｃには
人検出プラグ４０が取り付けられ、照明器具３Ｅには明るさ検出プラグ４１が取り付けら
れているとする。なお、照明器具３Ｆ～３Ｉはいずれのグループ５にも属していないもの
とし、ここでは、照明器具３Ａ～３Ｅについてのみ、その動作を説明する。
【００２３】
　人感制御グループ５０に属する照明器具３Ｂ、３Ｃの制御部３３は、タイマ３７により
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計時されるランプ３０の累積点灯時間と、互いの人検出プラグ４０による人検出情報とに
応じて、ランプ３０を調光率を制御する。具体的には、メモリ３４の光出力補正テーブル
Ｔ２が参照され、累積点灯時間に対応付けされた調光率と、人検出情報に応じた調光率と
に基づいて調光率が制御される。例えば、累積点灯時間に対応する調光率が８５％であり
、人検出時の調光率が１００％に設定され、人未検出時の調光率が０％に設定されている
とき、人検出時には、実際の調光率は０．８５×１×１００＝８５％に設定され、人未検
出時には０．８５×０×１００＝０％とされ、ランプ３０は消灯される。
【００２４】
　明るさ検出制御グループ５１に属する照明器具３Ｄ、３Ｅの制御部３３は、タイマ３７
により計時されるランプ３０の累積点灯時間と、明るさ検出プラグ４１による検出出力と
に応じて、ランプ３０を調光率を制御する。具体的には、メモリ３４に格納された光出力
補正テーブルＴ２と明るさ目標値Ｌ１とが参照され、光出力補正テーブルＴ２により累積
点灯時間に対応付けされた調光率が上限とされて、明るさ検出プラグ４１による検出出力
に基づき、照明器具３の周囲の明るさが明るさ目標値Ｌ１となるように調光率が制御され
る。調光率は、外光の光量増加に起因して照明器具３の周囲の明るさが明るくなるに連れ
て、すなわち明るさ検出プラグ４１の検出出力が大きくなるに連れて、低く設定される。
また、調光率は、外光の光量低減に起因して明るさが暗くなるに連れて、高く設定される
。このようにして、外光の光量に拘らず、照明器具３の周囲で明るさ目標値Ｌ１の明るさ
が確保される。調光率制御は段階的であっても連続的であってもよい。
【００２５】
　人感制御グループ５０にも明るさ検出制御グループ５１にも属する照明器具３Ａの制御
部３３は、タイマ３７により計時されるランプ３０の累積点灯時間と、互いの人検出プラ
グ４０による人検出情報と、明るさ検出プラグ４１による検出出力とに応じて、ランプ３
０の調光率を制御する。具体的には、照明器具３Ｂ、３Ｃにおける調光率制御と、照明器
具３Ｄ、３Ｅにおける調光率制御とが組み合わさった調光率制御が行われる。人検出時に
は、上述の照明器具３Ｄ、３Ｅにおける調光率制御が行われ、人未検出時には、調光率は
０％とされる。
【００２６】
　本実施形態においては、各照明器具３には、照明器具３の周囲環境を検出する複数種類
の機能プラグ４のいずれかを取り付けるプラグ取付具３６が設けられており、それらに各
種機能プラグ４を取り付けることで、各種検出情報に基づいて複数の照明器具３を制御す
ることができる。従って、従来のような１種の検出情報に基づく照明制御の場合と比べ、
照明器具３の周囲環境に、より適した照明制御を行うことができる。さらに、複数の照明
器具３を、複数種類の機能プラグ４にそれぞれ対応して各機能プラグ４による検出情報に
応じて動作する複数のグループ５のいずれかに設定することができる。このため、システ
ム設定の自由度を高くすることができる。
【００２７】
　また、機能プラグ４は、その検出情報に応じた動作内容を有するグループ５の中であれ
ば、いずれの照明器具３にも取り付けることができるので、システムの施工が容易となる
。また、グループ５内の少なくとも１つの照明器具３に機能プラグ４が取り付けられれば
、その照明器具３から同じグループ５内の他の照明器具３へ、機能プラグ４による検出情
報が送信されるので、その検出情報に基づいて一括で照明器具３を制御することができる
。従って、機能プラグ４の数を減らすことができ、結果として、コスト低減を図ることが
できる。
【００２８】
　さらに、照明器具３毎に、タイマ３７がランプ３０の累積点灯時間をカウントするので
、いずれかの照明器具３でランプ３０を交換した場合であっても、その照明器具３におい
て、改めてランプ３０の累積点灯時間をカウントし始めることができる。そのため、照明
器具３毎に、ランプ３０の累積点灯時間を正確にカウントすることができる。従って、こ
の正確にカウントされた累積点灯時間に基づいて、ランプ３０の経時特性に起因する光束
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低下に拘らず光束が所定の値に維持されるので、ランプ３０の光束を所望の値に高精度に
合わせることができる。
【００２９】
　なお、通信部３２により送信される制御信号には、タイマ３７による計時のリセット信
号が含まれていてもよい。この場合、タイマ３７のリセット操作が容易となり、メンテナ
ンス性が向上する。
【００３０】
　また、メモリ３４には、明るさ目標値が予め格納されているが、照明器具３の製造時に
１台１台、外光を略全て遮光した環境で、初期照度補正された調光率でもってランプ３０
を点灯させて明るさを測定し、その明るさを明るさ目標値としてメモリ３４に格納する必
要はない。１台の照明器具３において上述の明るさを測定し、その明るさを通信部３２に
より他の照明器具３に送信して格納させればよい。
【００３１】
（第２の実施形態）
　本発明の第２の実施形態に係る照明制御システムの構成要素は、上記第１の実施形態と
略同等であるので、上述の図１を流用して説明する。本実施形態の照明制御システム１は
、図６に示される照明器具３Ａのように、少なくとも１台の照明器具３が人感制御グルー
プ５０にも明るさ検出制御グループ５１にも設定され、かつ明るさ検出制御グループ５１
で用いられる明るさ検出プラグ４１が取り付けられた場合に、その照明器具３の明るさ（
点灯レベル）が人感制御により変更されたとき、明るさ検出に基づく明るさ検出制御グル
ープ５１の制御動作に影響が出ないように対策が施されている。同図における照明器具３
Ｂ～３Ｉは上記第１の実施形態と同様の構成を有するので、それらの説明は省略する。
【００３２】
　本実施形態の照明器具３の制御部３３は、人感制御グループ５０に設定されたとき、人
検出プラグ４０による人検出情報に基づいて、ランプ３０の調光制御して、その明るさを
例えば３段階に変更する。具体的には、まず人検出時には、上述の初期照度補正された調
光率でもってランプ３０が点灯される。そして、所定の点灯保持時間だけその点灯が続い
てその時間が経過すると、初期照度補正された調光率の例えば略２５％でもってランプ３
０が調光される。その後、所定の調光待機時間だけその点灯が続きいてその時間が経過す
ると、ランプ３０は消灯される。
【００３３】
　図７に示されるように、メモリ３４には、外光を略全て遮光した環境で、初期照度補正
された、上述の３段階の調光率でもってランプ３０を点灯させたときの明るさが、明るさ
目標値Ｌ１～Ｌ３として格納されている。明るさ目標値Ｌ１～Ｌ３は、外光の影響が有る
通常の使用環境で、人検出情報に基づいて調光率が３段階で制御されたときに、明るさ検
出プラグ４１が検出すべき光束すなわち明るさの目標値である。明るさ目標値Ｌ１～Ｌ３
の間にはＬ１＞Ｌ２＞Ｌ３の関係が有る。明るさ検出制御グループ５１では、ランプ３０
の照明光及び外光による明るさが上述の各段階で明るさ目標値Ｌ１と一致するように、ラ
ンプ３０がフィードバック制御される。なお、全ての照明器具３のメモリ３４に明るさ目
標値Ｌ１～Ｌ３が格納されていても、一部の照明器具３のメモリ３４だけにそうされてい
てもよい。
【００３４】
　図８は、照明器具３Ａの制御部３３によるランプ３０の調光制御フローを示す。照明器
具３Ｂ、３Ｃのいずれかの人検出プラグ４０により人が検出されたとき（Ｓ１でＹｅｓ）
、明るさ目標値がＬ１に設定され（Ｓ２）、それを反映するようにランプ３０の明るさが
フィードバック制御される（Ｓ３）。そして、その明るさでもってランプ３０が点灯され
る点灯保持時間がタイマ３７を用いて計時され、その時間が経過すると（Ｓ２でＹｅｓ）
、明るさ目標値がＬ２に切り替えられる（Ｓ５）。そして、それを反映するようにランプ
３０の明るさがフィードバック制御される（Ｓ６）。上記の点灯保持時間が経過しない間
（Ｓ４でＮｏ）、Ｓ２、Ｓ３の処理が繰り返される。
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【００３５】
　人検出プラグ４０により人が検出されない場合には（Ｓ１でＮｏ）、明るさ目標値はＬ
３に設定され（Ｓ７）、それを反映するようにランプ３０の明るさがフィードバッグ制御
される（Ｓ８）。明るさ目標値Ｌ３は明るさ０であるので、ランプ３０は消灯される。
【００３６】
　ランプ３０の明るさが明るさ目標値Ｌ２と一致するように調光制御された後、その明る
さでもってランプ３０が点灯される待機調光時間がタイマ３７を用いて計時され、その時
間が経過すると（Ｓ９でＹｅｓ）、処理はＳ７へ進み、明るさ目標値がＬ３に切り替えら
れる。上記の待機調光時間が経過しない間に（Ｓ９でＮｏ）、人検出プラグ４０により再
度、人が検出されたとき（Ｓ１０でＹｅｓ）、処理はＳ２へ戻る。上記の待機調光時間が
経過せず、人が検出されない間は（Ｓ１０でＮｏ）、Ｓ５、Ｓ６の処理が繰り返される。
【００３７】
　本実施形態によれば、人感制御グループ５０にも明るさ検出制御グループ５１にも設定
され、かつ明るさ検出プラグ４１が取り付けられた照明器具３Ａにおいて、人感制御によ
り明るさが変更されたとき、その影響によって照明器具３Ａの周囲の明るさが変化し、明
るさ検出プラグ４１はその明るさを検出し、明るさ検出制御グループ５１はその明るさ検
出情報に基づいて制御されることになる。しかしながら、メモリ３４には、上述の明るさ
に対応した、明るさ検出プラグ４１により検出されるべき明るさ目標値Ｌ１～Ｌ３が記憶
されており、人感制御グループ５０の明るさ制御動作に対応して明るさ目標値Ｌ１～Ｌ３
が切り替えられる。そのため、明るさ検出制御グループ５１が明るさ検出情報に基づいて
ランプ３０のフィードバック制御を行う際に、人感制御による照明器具３Ａ周囲の明るさ
変化に起因して誤差が生じないようにすることができる。従って、明るさ検出制御グルー
プ５１においてランプ３０の正確な調光制御が可能となる。
【００３８】
　なお、本発明は、上記第１及び第２の実施形態の構成に限定されるものでなく、使用目
的に応じ、様々な変形が可能である。例えば、通信部３２は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商
標）規格に準拠し、通信線２としてＬＡＮケーブルを用いる通信回路、又は無線ＬＡＮ規
格に準拠し、通信線２として無線ＬＡＮを用いる通信回路であってもよい。また、グルー
プ５は、電源スイッチの操作に基づいて照明器具３が点灯又は消灯されるスイッチ制御グ
ループを含んでいてもよい。また、制御部３３は、各種設定用のリモコンと通信するため
の通信機能を有していてもよい。また、制御部３３によるランプ３０の点灯／消灯制御は
、トライアック又はリレーを用いて点灯回路３１の電源を入り切りすることで行われても
よい。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】（ａ）は本発明の第１の実施形態に係る照明制御システムの構成図、（ｂ）は同
システムの照明器具のメモリに格納された各種データを示す図。
【図２】上記システムにおいてグループ分けされた複数の照明器具の配置例を示す平面図
。
【図３】一般のランプにおける光束比と累積点灯時間との関係を示す図。
【図４】上記照明器具の制御部により制御されたランプの調光率と累積点灯時間との関係
を示す図。
【図５】（ａ）は上記照明器具及び機能プラグを下方から見たときの斜視図、（ｂ）はそ
の拡大斜視図。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る照明制御システムにおいてグループ分けされた複
数の照明器具の配置例を示す平面図。
【図７】上記照明器具のメモリに格納された各種データを示す図。
【図８】上記複数の照明器具のうち明るさ検出センサが取り付けられ人感制御グループに
設定された照明器具の制御部による明るさ制御のフローチャート。
【符号の説明】
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【００４０】
１　照明制御システム
２　通信線
３　照明器具
３０　ランプ
３１　点灯回路
３２　通信部（通信手段）
３３　制御部（制御手段）
３６　プラグ取付具（ユニット取付部）
３７　タイマ
４　機能プラグ（機能ユニット）
４０　人検出プラグ
４０ａ　人感センサ
４１　明るさ検出プラグ
４１ａ　明るさセンサ
５　グループ
５０　人感制御グループ
５１　明るさ検出制御グループ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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