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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　壁部に囲まれた照明空間に設置される複数の照明器具と；
　照明空間内の人の存否を検出する存否検出手段と；
　この存否検出手段により照明空間に人の存在を検出したときに、その人の向きを検出す
る向き検出手段と；
　この向き検出手段により検出した人の向きの前方に位置する壁部とこの人との距離を検
出する距離検出手段と；
　この距離検出手段により検出した距離が所定距離以下であるときに人の向きの前方に位
置する壁部を照明するように照明器具を点灯制御する第１制御と、この距離検出手段によ
り検出した距離が所定距離より大きいときに人の位置から遠ざかるほど明るさを低減する
ように照明器具を点灯制御する第２制御とを選択的に切り換える制御手段と；
　を具備していることを特徴とする照明制御システム。
【請求項２】
　照明空間の所定の位置の明るさ感指標値を検出する指標値検出手段を具備し、
　制御手段は、この指標値検出手段により検出した照明空間の人の位置での明るさ感指標
値の変化率が所定範囲であるように第１制御と第２制御とを切り換える
　ことを特徴とする請求項１記載の照明制御システム。
【請求項３】
　複数の照明器具を設置した照明空間内に存在する人とこの照明空間を囲む壁部との距離
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が所定距離以下であるときに人の向きの前方に位置する壁部を照明するように照明器具を
点灯制御する第１制御と、照明空間内に存在する人とこの照明空間を囲む壁部との距離が
所定距離より大きいときに人の位置から遠ざかるほど明るさを低減するように照明器具を
点灯制御する第２制御とを選択的に切り換える
　ことを特徴とする照明制御方法。
【請求項４】
　照明空間の人の位置での明るさ感指標値の変化率が所定範囲であるように第１制御と第
２制御とを切り換える
　ことを特徴とする請求項３記載の照明制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、照明空間に設置される複数の照明器具を備えた照明制御システム
および照明制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば、オフィスや店舗等の施設では、その施設の照明空間に設置された複数の
照明器具を制御する照明制御システムが用いられている。この照明制御システムでは、各
照明器具に通信機能を搭載しており、それぞれの点灯状態を個別に制御可能となっている
。このため、この照明制御システムでは、システムの親機となるエリアコントローラ、照
度センサ、人感センサ等を用いて、自由なレイアウトで点灯エリアや調光エリアを設定で
きる。
【０００３】
　例えば、従来では、人感センサにより人が存在することを検出した領域に対応する照明
器具を点灯させるとともに、その領域から遠い位置の照明器具を消灯させる等、明るさ感
が一定以下とならないように制御する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１６５５７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述の照明制御システムでは、単に人が存在する領域のみを照明するた
め、照明空間全体が暗く感じることがあった。一方で、照明空間全体の明るさを得るため
に、人が存在しない位置に対応する照明器具を点灯させると、消費電力が増加するという
問題があった。
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、省エネルギー化を図りつつ、照明空間内の人の位置
に対応して照明空間の明るさ感を効果的に確保できる照明制御システムおよび照明制御方
法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態の照明制御システムは、照明器具、存否検出手段、向き検出手段、距離検出手
段、および、制御手段を備える。照明器具は、壁部に囲まれた照明空間に複数設置される
。存否検出手段は、照明空間内の人の存否を検出する。向き検出手段は、存否検出手段に
より照明空間に人の存在を検出したときに、その人の向きを検出する。距離検出手段は、
向き検出手段により検出した人の向きの前方に位置する壁部とこの人との距離を検出する
。制御手段は、距離検出手段により検出した距離が所定距離以下であるときに人の向きの
前方に位置する壁部を照明するように照明器具を点灯制御する第１制御と、距離検出手段
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により検出した距離が所定距離より大きいときに人の位置から遠ざかるほど明るさを低減
するように照明器具を点灯制御する第２制御とを選択的に切り換える。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、人とこの人の向きの前方に位置する壁部との距離に対応して照明器具
の点灯制御を第１制御と第２制御とで切り換えることにより、省エネルギー化を図りつつ
、照明空間内の人の位置に対応して照明空間の明るさ感を効果的に確保できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１の実施形態の照明制御システムを天井側から模式的に示す平面図であり、(a
)は照明制御方法の第１制御を示し、(b)は照明制御方法の第２制御を示す。
【図２】同上照明制御方法の第２制御を模式的に示す側面図である。
【図３】同上照明制御システムを模式的に示す説明図である。
【図４】同上照明制御システムの一数値例を示す表である。
【図５】第２の実施形態の照明制御システムによる照明制御方法の第１制御を模式的に示
す平面図である。
【図６】第３の実施形態の照明制御システムによる照明制御方法の第２制御を模式的に示
す平面図である。
【図７】第４の実施形態の照明制御システムによる照明制御方法の第２制御を模式的に示
す平面図である。
【図８】第５の実施形態の照明制御システムを天井側から模式的に示す平面図であり、(a
)は照明制御方法の第１制御を示し、(b)は照明制御方法の第２制御を示す。
【図９】同上照明制御システムを模式的に示す説明図である。
【図１０】第６の実施形態の照明制御システムを天井側から模式的に示す平面図であり、
(a)は照明制御方法の第１制御を示し、(b)は照明制御方法の第２制御を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、第１の実施形態の構成を図１ないし図４を参照して説明する。
【００１１】
　図１ないし図３に示すように、照明制御システム11は、例えばオフィスや店舗等の施設
の屋内の照明空間12の天井等に全域に並んで設置された複数の照明器具13の点灯状態を一
元制御するもので、照明空間12の複数の照明器具13毎にセンサ機器14が設置されている。
また、照明制御システム11は、各照明器具13を点灯制御する制御手段としての照明制御部
15と、この照明制御部15からの制御信号を各照明器具13に供給する通信部(通信ユニット)
16とを備え、これら照明制御部15と複数の通信部16とセンサ機器14とが信号線17を介して
互いに通信可能に接続されている。そして、各照明器具13、センサ機器14、照明制御部15
および通信部16は、図示しない分電盤等の電源部から電源線18を介して給電されている。
【００１２】
　なお、照明空間12の形状や照明器具13の配置等については、任意に設定できるが、本実
施形態では、説明をより明確にするために、例えば照明空間12を４つの壁部Ｗに囲まれた
平面視四角形状とし、その天井に照明器具13が照明空間12の平面視での所定方向(図１中
の上下方向)およびこの所定方向と交差する交差方向(図１中の左右方向)に沿ってマトリ
クス状に配置されているものとする。
【００１３】
　照明器具13は、器具本体、この器具本体に配置される蛍光ランプや電球あるいはＬＥＤ
等の調光可能な光源、この光源を点灯、消灯および調光させる点灯装置、通信部16を通じ
て照明制御部15と通信する通信手段、およびこの通信手段を通じて受信する制御信号に応
じて点灯装置を制御して光源の点灯状態を制御する照明制御手段等を備えている。そして
、各照明器具13の照明制御手段は、それぞれ固有のアドレスを有し、照明制御部15から送
信されてくる自己のアドレスの制御信号を特定して受信したり、照明制御部15で特定でき
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るように自己のアドレスとともに点灯制御状態を照明制御部15に送信したりする機能を有
している。
【００１４】
　また、センサ機器14は、照明空間12内の人Ｐの存否(人Ｐの存在の有無)を検出する存否
検出手段、人Ｐの向き(矢印Ｌ)を検出する向き検出手段、対象とする人Ｐの位置での明る
さ感指標値を検出する指標値検出手段、および、人Ｐの向きの前方に位置する壁部Ｗと人
Ｐとの距離D1を検出する距離検出手段の機能を有する画像センサ(画像認識センサ)等であ
る。なお、このセンサ機器14は、照明空間12の広さや大きさに応じて設置する個数や位置
を適宜設定できる。また、このセンサ機器14は、存否検出手段、向き検出手段、指標値検
出手段、距離検出手段等の各種機能を分割してそれぞれ適した位置に別個に設置すること
もできる。そして、センサ機器14を複数配置する場合には、それぞれ固有のアドレスを設
定し、このアドレスを用いて信号線17を介して照明制御部15と通信するように構成する。
【００１５】
　ここで、センサ機器14は、撮像した画像情報をメッシュ状の検出エリア(照明エリア)に
分割し、それら分割した画像情報を解析することで人Ｐが照明空間12のどこにいるかを二
次元的に検出する。すなわち、センサ機器14は、照明空間12内の人Ｐの位置を検出する位
置検出手段の機能を有している。
【００１６】
　また、センサ機器14は、撮像した画像情報を解析したり、この画像情報に基づいて照度
を計算したりすることにより、例えば人Ｐの目の位置における間接照度(間接眼前照度)、
人Ｐの視線方向における所定の範囲の平均輝度、壁面の照度、あるいは輝度分散等の、任
意の明るさ感指標値を検出する。
【００１７】
　さらに、センサ機器14は、例えば撮像した画像情報に対して顔認識機能を備えることで
、人Ｐの向きを検出したり、照明空間12内に配置されたパーソナルコンピュータや椅子等
の予め設定した什器の位置と人Ｐとの相対関係から人Ｐの向きを検出したりできる。
【００１８】
　また、センサ機器14は、例えば撮像した画像情報に対して人Ｐの位置と、その向きに基
づき、人Ｐの向きの前方に位置する壁部Ｗと人Ｐとの距離D1を計算できる。
【００１９】
　また、照明制御部15は、互いに信号線30を介して接続されており、例えばいずれか一つ
がこの照明空間12における親機、すなわちエリアコントローラとなり、残りの他が子機、
すなわちサブコントローラとなっている。そして、これら照明制御部15は、それぞれ固有
のアドレスを有し、このアドレスを用いて互いに通信するように構成されている。
【００２０】
　さらに、照明制御部15には、センサ機器14からの人の位置情報を含む人感検出情報、向
き検出情報、指標値検出情報、および、距離検出情報を入力し、人Ｐの存在が検出された
場合には、この人Ｐの向きの前方に位置する壁部Ｗと人Ｐとの距離D1が所定距離DTH1以下
であるときにこの壁部Ｗを照明するように照明器具13を点灯制御する壁際点灯制御である
第１制御と、壁部Ｗと人Ｐとの距離D1が所定距離DTH1より大きいときに人Ｐの位置から遠
ざかるほど明るさを低減する(調光度を深くする、調光率を低下させる)ように照明器具13
を点灯制御する(照明器具13を調光点灯する)グラデーション点灯制御である第２制御とを
切り換える機能を有している。この照明制御部15による照明器具13の点灯制御は、第１制
御と第２制御との切り換えの前後で、センサ機器14によって検出した照明空間12の明るさ
感指標値の変化率が所定範囲であるように行われる。すなわち、これら第１制御と第２制
御との切り換えの閾値となる所定距離DTH1は、これら第１制御と第２制御との切り換えの
前後で、センサ機器14によって検出した照明空間12の明るさ感指標値の変化率が所定範囲
となるように設定されている。ここで、所定距離DTH1は、例えば予め設定されて照明制御
部15などに記憶されていてもよいし、必要な明るさ感指標値に基づいて照明制御部15にお
いて計算してもよい。
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【００２１】
　そして、照明制御部15は、人Ｐと壁部Ｗとの距離D1が所定距離DTH1以下である場合には
、壁部Ｗに沿って位置する照明器具13(照明器具13a)を所定の第１の点灯状態である例え
ば全光状態(１００％点灯状態)で点灯させる(図１(a))。このとき、壁部Ｗに沿って位置
する照明器具13は、少なくとも人Ｐが視野で認識できる範囲の壁部Ｗを照明できるものを
点灯させればよく、壁部Ｗに沿う方向に１つ置き(所定の台数置き)等で点灯させてもよい
。さらに、例えば人Ｐの頭上に位置する(人Ｐの位置を含む照明エリア中の)照明器具13(
照明器具13b)を所定の点灯状態、例えば全光状態(１００％点灯状態)で点灯させてもよい
。なお、その他の照明器具13(照明器具13c)は消灯する。また、この照明制御部15による
第１制御では、壁部Ｗに沿う照明器具13(照明器具13a)や人Ｐの頭上に位置する照明器具1
3(照明器具13b)は、必ずしも全光状態(１００％点灯状態)で点灯させなければならないも
のではなく、その調光度(調光率)は必要な明るさ感(明るさ感指標値)に対応して任意に設
定できる。
【００２２】
　さらに、照明制御部15は、人Ｐと壁部Ｗとの距離D1が所定距離DTH1よりも大きい場合に
は、人Ｐの頭上に位置する(人Ｐの位置を含む照明エリア中の)照明器具13(照明器具13d)
を所定の第１の点灯状態である例えば全光状態(１００％点灯状態)で点灯させ、その周囲
に位置する照明器具13(照明器具13e)を全光状態よりも明るさが小さい第２の点灯状態(調
光点灯状態)である例えば５０％点灯状態で点灯させ、残りの他の照明器具13(照明器具13
f)を消灯する(図１(b))。なお、この照明制御部15による第２制御では、人Ｐの頭上に位
置する照明器具13(照明器具13d)に対して、その周囲に位置する照明器具13(照明器具13e)
の明るさを相対的に低減させるように点灯すれば、その調光度(調光率)は必要な明るさ感
(明るさ感指標値)に対応して任意に設定できる。
【００２３】
　上述したように、上記第１の実施形態によれば、人Ｐとこの人Ｐの向きの前方に位置す
る壁部Ｗとの距離D1に対応して照明器具13の点灯制御を第１制御と第２制御とで切り換え
ることにより、省エネルギー化を図りつつ、照明空間12内の人Ｐの位置に対応して照明空
間12の明るさ感を効果的に確保できる。
【００２４】
　具体的に、例えば照明器具13を１．８ｍ間隔で略均等に配置した照明空間12において、
人Ｐと壁部Ｗとの距離D1を１．８ｍ刻みで変化させ、人Ｐの向きの前方に位置する壁部Ｗ
に沿う６台の照明器具13(照明器具13a)と、人Ｐの頭上の４台の照明器具13(照明器具13b)
とを１００％点灯させる第１制御と、人Ｐの頭上の４台の照明器具13(照明器具13d)を１
００％点灯し、その周囲の１２台の照明器具13(照明器具13e)を５０％点灯する第２制御
を行い、照明空間12の明るさ感指標、例えば間接眼前照度を求めた。これら第１制御と第
２制御とは、いずれも１０台の照明器具13を１００％点灯したときと同じ消費電力であり
、互いに消費電力が等しい。そして、人Ｐと壁部Ｗとの距離D1が９．０ｍのときに第１制
御と第２制御との明るさ感指標が等しくなる(図４)ため、この９．０ｍを所定距離DTH1と
して設定し、すなわち人Ｐと壁部Ｗとの距離D1が９．０ｍ以下であるときは照明制御部15
が第１制御を選択し、人Ｐと壁部Ｗとの距離D1が９．０ｍより大きいときは照明制御部15
が第２制御を選択することで、第１制御と第２制御との消費電力が等しく、かつ、効果的
に照明空間12の明るさ感を得ることができるとともに、第１制御と第２制御とを選択的に
切り換えても明るさ感が変化しない。
【００２５】
　なお、上記第１の実施形態において、人Ｐは平面視で照明器具13，13の間に位置してい
るが、例えば照明器具13の直下等、照明器具13がなす列(行)上に位置している場合には、
照明制御部15の第１制御および第２制御の人Ｐの頭上の照明器具13(照明器具13b、あるい
は照明器具13d)は、人Ｐの直上の照明器具13としたり、人Ｐの直上の照明器具13を中心と
する所定の領域内に位置する照明器具13としたりすることもできる。
【００２６】
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　また、第１制御および第２制御において、照明器具13は、例えば１台毎、センサ機器14
の検出エリア内に位置する照明器具13毎、あるいは照明器具13によって設定される照明エ
リア毎等、任意の単位毎に点灯制御するように設定することもできる。
【００２７】
　さらに、例えば図５に示す第２の実施形態のように、第１制御では、壁部Ｗに沿って設
置された照明器具13を点灯する際の明るさを、人Ｐの正面の位置から左右両側方へと遠ざ
かるにしたがって低減させる、すなわち壁部Ｗの人Ｐに対向する位置に配置された照明器
具13(照明器具13g)を第１の点灯状態である全光状態(１００％点灯状態)で点灯させると
ともに、この全光状態とした照明器具13(照明器具13g)の両側方に位置する照明器具13(照
明器具13h)を第１の点灯状態よりも明るさが小さい第２の点灯状態である５０％点灯状態
で点灯させることで、照明器具13をグラデーション点灯させてもよい。
【００２８】
　また、上記各実施形態において、第２制御は、人Ｐの頭上に対応する照明器具13からそ
の周囲の照明器具13へと、例えば３段以上の互いに明るさが異なる複数の点灯状態とする
ことでグラデーション点灯をよりきめ細かくしてもよい。例えば図６に示す第３の実施形
態のように、第２制御は、人Ｐの頭上に位置する照明器具13(照明器具13i)を第１の点灯
状態である全光状態(１００％点灯状態)で点灯させ、この全光状態とした照明器具13(照
明器具13i)の周囲に位置する照明器具13(照明器具13j)を第１の点灯状態よりも明るさが
小さい第２の点灯状態である５０％点灯状態で点灯させるとともに、さらにこれら照明器
具13(照明器具13j)の周囲に位置する照明器具13(照明器具13k)を第２の点灯状態よりも明
るさが小さい第３の点灯状態である２５％点灯状態で点灯させる等して、グラデーション
点灯をよりきめ細かくしてもよい。
【００２９】
　また、上記各実施形態において、図７に示す第４の実施形態のように、第２制御は、人
Ｐの向きの前方の照明器具13のみを照明し、その反対方向の照明器具13は消灯させること
で、人Ｐの視野に入る光の量を殆ど減少させずに明るさ感を確保しつつ、より省エネルギ
ー化してもよい。
【００３０】
　次に、第５の実施形態を図８および図９を参照して説明する。なお、上記第１の実施形
態と同様の構成および作用については、同一符号を付してその説明を省略する。
【００３１】
　この第５の実施形態は、上記第１の実施形態において、センサ機器14が、人Ｐの移動を
検出する移動検出手段の機能を有しているものである。
【００３２】
　このセンサ機器14は、例えば撮影した画像情報を解析する、あるいは、隣接する複数の
センサ機器14による人Ｐの存在の検出の時間差によって、人Ｐの移動方向を検出できる。
【００３３】
　また、照明制御部15は、センサ機器14により人Ｐの移動を検出したときには、少なくと
もその移動の進行方向に位置する(人Ｐの移動の進行方向に位置する照明エリア中の)照明
器具13を点灯させ、センサ機器14により人Ｐの移動を検出していないときには、人Ｐが存
在する位置(人Ｐの位置を含む照明エリア中の)照明器具13のみを点灯させる。
【００３４】
　具体的に、照明制御部15は、人Ｐと壁部Ｗとの距離D1が所定距離DTH1以下である場合に
は、壁部Ｗに沿って位置する照明器具13(照明器具13a)を所定の第１の点灯状態である例
えば全光状態(１００％点灯状態)で点灯させるとともに、人Ｐの移動の進行方向の照明器
具13(照明器具13l)を例えば全光状態(１００％点灯状態)で点灯させる第１制御を行う(図
８(a))。なお、人Ｐの移動の進行方向の照明器具13(照明器具13l)は、１００％点灯状態
以外でも、任意の調光点灯状態とすることができる。また、人Ｐの移動の進行方向の照明
器具13としては、人Ｐと壁部Ｗとの間に位置する照明器具13を全て点灯させたが、人Ｐの
前方の任意の距離までに位置する照明器具13を点灯制御することができる。
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【００３５】
　また、照明制御部15は、人Ｐと壁部Ｗとの距離D1が所定距離DTH1よりも大きい場合には
、人Ｐの頭上に位置する(人Ｐの位置を含む照明エリア中の)照明器具13(照明器具13d)を
所定の第１の点灯状態である例えば全光状態(１００％点灯状態)で点灯させ、その周囲に
位置する照明器具13(照明器具13e)を全光状態よりも明るさが小さい第２の点灯状態(調光
点灯状態)である例えば５０％点灯状態で点灯させ、人Ｐの移動の進行方向でかつ人Ｐと
壁部Ｗとの間に位置する照明器具13(照明器具13m)を例えば第１の点灯状態である全光状
態(１００％点灯状態)で点灯させ、これら照明器具13(照明器具13m)の両側に位置する照
明器具13(照明器具13n)を例えば第２の点灯状態である５０％点灯状態で点灯させ、かつ
、残りの他の照明器具13(照明器具13f)を消灯する第２制御を行う(図８(b))。
【００３６】
　なお、人Ｐの移動の進行方向の照明器具13(照明器具13m、あるいは照明器具13n)は、任
意の調光点灯状態とすることができる。また、人Ｐの移動の進行方向の照明器具13として
は、人Ｐと壁部Ｗとの間に位置する照明器具13を全て点灯させたが、人Ｐの前方の任意の
距離までに位置する照明器具13を点灯制御することができる。
【００３７】
　このように、センサ機器14によって人Ｐの移動を検出したときには、少なくともその移
動の進行方向側の照明器具13(照明器具13l、照明器具13m、あるいは照明器具13n)を点灯
させることにより、人Ｐが照明空間12内の人がいない位置に移動する際の照明空間12の明
るさ感を向上できる。したがって、人Ｐが暗いままの照明空間12内を移動せずに済み、快
適な執務環境を得ることができるとともに、人Ｐが移動しないときには、上記の第１点灯
制御と第２点灯制御とにより不要な照明器具13を消灯させて、省エネルギー化を図ること
ができる。
【００３８】
　さらに、画像センサであるセンサ機器14で撮影した画像を解析して人Ｐの移動を検出す
る場合には、センサ機器14の設置台数を必要以上に増やさずに済み、照明制御システム11
の構成をより簡略化できる。
【００３９】
　また、隣接する複数のセンサ機器14による人Ｐの検出の時間差により人Ｐの移動を検出
する場合には、複雑な計算処理等が不要であり、処理プログラムをより簡略化できる。
【００４０】
　なお、上記第５の実施形態において、人Ｐの移動をセンサ機器14によって検出した場合
、照明制御部15は、少なくとも人Ｐの移動の進行方向の照明器具13を点灯させれば、他の
照明器具13の点灯状態は任意に設定できる。例えば、照明制御部15は、人Ｐと人Ｐの前方
に位置する壁部Ｗとの距離に拘らず、例えば照明空間12内の全ての照明器具13を点灯させ
る第３制御を行ってもよい。
【００４１】
　また、上記各実施形態において、人Ｐの向きの側方に位置する壁部Ｗ(壁部W1)との距離
D2が所定距離DTH2よりも小さい場合には、例えば図１０に示す第６の実施形態のように、
壁部W1に沿う照明器具13(照明器具13o)を照明して明るさ感をより向上してもよい。この
とき、壁部W1に沿う照明器具13(照明器具13o)の点灯状態は、任意に設定できる。
【００４２】
　さらに、例えば照明器具13として、水平方向よりも上方向に向けて光を照射可能な上側
光源と、水平方向よりも下方向に向けて光を照射可能な下側光源とを有し、これら光源が
互いに独立して点灯制御可能なものを用い、照明器具13を調光制御して明るさを低減させ
る代わりに、下側光源を消灯させ上側光源のみを点灯させた状態とすることで明るさを低
減させるようにしてもよい。
【００４３】
　また、人Ｐの向きを検出する向き検出手段としては、センサ機器14によって能動的に検
出する構成だけでなく、例えば人Ｐが自分の向きを、リモコン等を用いて手動によって入
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力することで人Ｐの向きを受動的に検出する構成等としてもよい。この場合には、より簡
単な制御で人Ｐの向きをより確実に検出できる。
【００４４】
　さらに、センサ機器14は、壁面Ｗにも設置して、人Ｐの位置を３次元的に把握してもよ
い。
【００４５】
　そして、以上説明した少なくとも一つの実施形態によれば、人Ｐとこの人Ｐの向きの前
方に位置する壁部Ｗとの距離D1に対応して照明器具13の点灯制御を第１制御と第２制御と
で切り換えることにより、省エネルギー化を図りつつ、照明空間12内の人Ｐの位置に対応
して照明空間12の明るさ感を効果的に確保できる。
【００４６】
　すなわち、人Ｐが壁部Ｗに対して充分に近い場合には、第１制御を選択して人Ｐの向き
の前方に位置する壁部Ｗ近傍の照明器具13(照明器具13a、照明器具13g、あるいは照明器
具13h)を点灯させることで、壁部Ｗが照明され、人Ｐの頭上の照明器具13(照明器具13b)
の点灯とあわせて、照明空間12の明るさ感を確保できる。この第１制御では、第２制御に
よって得られる明るさ感よりも高い明るさ感を得られる。
【００４７】
　また、人Ｐが壁部Ｗに対して遠い場合には、壁部Ｗ近傍の照明器具13(照明器具13a、照
明器具13g、あるいは照明器具13h)を点灯させても例えば人Ｐが机等の上に視線を下げた
ときに視野内に明るさが感じられない場合があるので、第２制御を選択して人Ｐから遠ざ
かるほど徐々に明るさが低減されるように照明器具13をグラデーション点灯制御すること
で、必要以上の台数の照明器具13を点灯させることなく明るさ感を確保できる。
【００４８】
　しかも、人Ｐの前方に位置する照明器具13を点灯させているので、例えば机の上などに
人Ｐが視線を下げても視野内に明るさを感じることができる。
【００４９】
　そして、照明空間12を囲む壁部Ｗ全体を照明器具13によって照明することなく明るさ感
を得ることができるため、省エネルギー化を図ることができる。
【００５０】
　さらに、人Ｐとその前方に位置する壁部Ｗとの距離D1に応じて照明方法を切り替えるの
で、照明空間12内のどこに人Ｐが位置していても、明るさ感を損ないにくい。
【００５１】
　また、第１制御と第２制御との切り換えの際には、照明空間12の人Ｐの位置での明るさ
感指標値の変化率が所定範囲であるようにすることにより、第１制御と第２制御との切り
換えの際の明るさ感の変化による違和感を軽減できる。
【００５２】
　そして、上記の第１制御と第２制御とを選択的に切り換えて照明器具13を点灯制御する
ので、人Ｐが存在しない領域に位置する照明器具を消灯する場合と比較して、人Ｐの視野
に入る光が多いため、省エネルギー化と明るさ感の確保の両立が期待できる。
【００５３】
　さらに、センサ機器14を画像センサとして、存否検出手段、向き検出手段および距離検
出手段の機能を持たせることで、１つのセンサ機器14でこれら複数の機能を果たすことが
でき、構成をより簡略化できる。
【００５４】
　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。これら新規な実施形態は、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
。
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【符号の説明】
【００５５】
　11　　照明制御システム
　12　　照明空間
　13　　照明器具
　14　　存否検出手段、向き検出手段および距離検出手段の機能を有するセンサ機器
　15　　制御手段としての照明制御部
　Ｗ　　壁部
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