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(57)【要約】
【課題】複数の照明器具の調光及び調色の設定をユーザ
に簡便に実行させる照明設定装置を提供する。
【解決手段】所定の空間にある複数の照明器具の照明態
様の設定に用いられる照明設定装置２０は、当該空間に
おける複数の照明器具３０の照射領域全体を示す画像で
ある照明設定画像２４１及び当該空間における複数の照
明器具３０それぞれの位置を示す照明配置情報２４２を
記憶する記憶部２４と、照明設定画像２４１の使用に関
するユーザの入力を受け付ける入力受付部２３と、照明
設定画像２４１の画素のうち、照明配置情報２４２が示
す各照明器具３０の位置に対応する画素の画素値を取得
し、取得した画素値に基づいて各照明器具３０の照明設
定値を決定して出力する照明設定部２５とを備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の空間に設置される複数の照明器具の照明態様の設定に用いられる照明設定装置で
あって、
　前記所定の空間における前記複数の照明器具の照射領域全体を示す画像である照明設定
画像、及び前記所定の空間における前記複数の照明器具それぞれの位置を、前記照明設定
画像との対応に基づいて示す照明配置情報を記憶する記憶部と、
　前記照明設定画像の使用に関するユーザの入力を受け付ける入力受付部と、
　使用に関する前記入力が受け付けられた前記照明設定画像の画素のうち、前記照明配置
情報が示す各照明器具の位置に対応する位置にある画素の画素値を取得し、取得した画素
値に基づいて前記複数の照明器具のそれぞれの調光及び調色の少なくとも一方の設定値で
ある照明設定値を決定して出力する照明設定部とを備える
　照明設定装置。
【請求項２】
　さらに、前記照明設定画像を表示する表示部と、
　前記照明設定画像の前記表示部での表示のための画素値を決定する画素値決定部とを備
え、
　前記入力受付部は、前記表示部に前記照明設定画像が表示されている時に、ユーザによ
る前記照明設定画像の中の色及び明るさの少なくとも一方の設定に関する入力をさらに受
け付け、
　前記画素値決定部は、入力された前記設定に基づいて前記画素値を決定し、決定した前
記画素値で前記照明設定画像を前記表示部に表示させる
　請求項１に記載の照明設定装置。
【請求項３】
　前記照明配置情報は、前記所定の空間における前記複数の照明器具の配置を示す照明配
置画像を含み、
　前記画素値決定部は、前記照明設定画像と前記照明配置画像とを、前記照明設定画像が
示す前記所定の空間内の各位置と前記照明配置画像が示す前記所定の空間内の各位置とが
一致するように重畳させて前記表示部に表示させる
　請求項２に記載の照明設定装置。
【請求項４】
　前記入力受付部は、前記照明設定画像内の複数の領域のそれぞれへの色及び明るさの少
なくとも一方の設定の入力を受け付ける
　請求項２又は３に記載の照明設定装置。
【請求項５】
　前記照明設定画像内の複数の領域は、前記照明設定画像を分割して得られる複数の第１
領域を含む
　請求項４に記載の照明設定装置。
【請求項６】
　前記照明設定画像は平面画像であり、前記複数の第１領域は、矩形又は六角形である
　請求項５に記載の照明設定装置。
【請求項７】
　前記画素値決定部は、前記複数の第１領域のうち、連続する複数の第１領域に含まれる
画素の画素値を、当該連続する複数の第１領域間の境界線を跨いで漸次的に変化するよう
決定する
　請求項５又は６に記載の照明設定装置。
【請求項８】
　前記複数の領域は、前記ユーザによって前記照明設定画像内の任意の位置に、前記第１
領域の上に重畳して配置される円又は多角形の第２領域をさらに含み、
　前記画素値決定部は、前記第１領域と前記第２領域とが重畳する範囲では、前記第１領
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域の色及び明るさの設定値を画素値の決定に用いず、前記第２領域の色及び明るさの設定
値を画素値の決定に用いる
　請求項５～７のいずれか１項に記載の照明設定装置。
【請求項９】
　前記記憶部は、１つ以上の前記照明設定画像を記憶し、
　前記入力受付部は、さらに、前記ユーザによる、前記１つ以上の照明設定画像の各々の
前記画素値に基づいて前記照明設定部が決定する前記照明設定値が前記複数の照明に適用
される時間に関する設定の入力を受け付け、
　前記照明設定部は、入力された前記時間に関する設定にさらに従って、時間帯ごとの前
記照明設定値を決定して出力する
　請求項１～８のいずれか１項に記載の照明設定装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の照明設定装置と、
　複数の照明器具と、
　前記照明設定装置から出力される前記照明設定値を取得し、前記照明設定値を用いて前
記複数の照明器具を制御する照明制御装置とを備える
　照明システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は複数の照明器具の調光又は調色の設定をするための照明設定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　所定の空間に設置される調光又は調色が可能な複数の照明器具が出力する光の強さや明
るさを調整するための技術が従来提案されている。
【０００３】
　特許文献１には、１つ以上の電気／電子装置をグループ化し、各グループを所定の図形
と対応付けた上で、この図形を用いてする電気／電子装置の制御又は監視のためのインタ
フェースを提供する技術が開示されている。このインタフェースを用いて、ユーザは１つ
のユニットとして制御される１つ以上の電気／電子装置の集まりであるゾーンをグループ
として識別することができる。そして電気／電子装置が照明器具である場合、ゾーンをさ
まざまなレベルで調整することによって照明効果（シーン）を作り出すことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２００８－５０９４７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示される技術では、複数のグループの設定（グルーピング）及び各グル
ープへのシーンの設定をするのに必要なユーザの手間が大きい。
【０００６】
　また、シーンの設定はグループ別に行われるため、ユーザは空間全体での照明態様を把
握し、その印象が得られるまでに時間がかかる。
【０００７】
　また、例えば同一チェーンの複数の店舗など、複数の場所で共通の印象を与えるような
照明効果を実現するには、各場所での照明器具の数量及び配置に合わせた上記のグルーピ
ングの設定からの多くの作業量が必要である。
【０００８】
　本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、複数の照明器具の調光及び調色
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の設定をユーザが簡便に実行できる照明設定装置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】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の一形態に係る照明設定装置は、所定の空間に設置
される複数の照明器具の照明態様の設定に用いられる照明設定装置であって、所定の空間
における複数の照明器具の照射領域全体を示す画像である照明設定画像、及び所定の空間
における複数の照明器具それぞれの位置を、照明設定画像との対応に基づいて示す照明配
置情報を記憶する記憶部と、照明設定画像の使用に関するユーザの入力を受け付ける入力
受付部と、使用に関する前記入力が受け付けられた前記照明設定画像の画素のうち、前記
照明配置情報が示す各照明器具の位置に対応する位置にある画素の画素値を取得し、取得
した画素値に基づいて前記複数の照明器具のそれぞれの調光及び調色の少なくとも一方の
設定値である照明設定値を決定して出力する照明設定部とを備える。
【００１０】
　また、本発明の一形態に係る照明システムは、上記の照明設定装置と、複数の照明器具
と、照明設定装置から出力される照明設定値を取得し、照明設定値を用いて複数の照明器
具を制御する照明制御装置とを備える。
【発明の効果】
【００１１】
　これにより、ユーザは、空間に対応する画像内の色及び明るさを設定することで、複数
の照明器具の調光又は調色の設定をすることができる。また、このようにして空間単位で
設定された照明態様は、照明器具の数や配置が異なる他の空間へも展開が容易である。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、実施の形態に係る照明設定装置を含む照明システムの構成例を示すブロ
ック図である。
【図２】図２は、図１に示された照明システムを所定の空間に適用した例を示す図である
。
【図３】図３は、実施の形態に係る照明設定装置の機能構成例を示すブロック図である。
【図４】図４は、実施の形態に係る照明設定装置のハードウェア構成例を示す図である。
【図５】図５は、実施の形態に係る照明設定装置が記憶する照明配置情報のデータ構成例
を示す図である。
【図６】図６は、上記の照明システム上で実行される、照明器具の照明態様の設定から、
この設定に基づく照明器具の制御までの各ステップを含むフロー図である。
【図７】図７は、実施の形態に係る照明設定装置が表示する、ユーザが照明器具の照明態
様の設定をするための操作画面の一例を示す図である。
【図８Ａ】図８Ａは、実施の形態に係る照明設定装置が表示する、ユーザが照明器具の照
明態様の設定をするための操作画面の一例を示す図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、実施の形態に係る照明設定装置が表示する、ユーザが照明器具の照
明態様の設定をするための操作画面の一例を示す図である。
【図９Ａ】図９Ａは、実施の形態に係る照明設定装置が表示する、ユーザが照明器具の照
明態様の設定をするための操作画面の一例を示す図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、実施の形態に係る照明設定装置が表示する、ユーザが照明器具の照
明態様の設定をするための操作画面の一例を示す図である。
【図９Ｃ】図９Ｃは、実施の形態に係る照明設定装置が表示する、ユーザが照明器具の照
明態様の設定をするための操作画面の一例を示す図である。
【図９Ｄ】図９Ｄは、実施の形態に係る照明設定装置が表示する、ユーザが照明器具の照
明態様の設定をするための操作画面の一例を示す図である。
【図９Ｅ】図９Ｅは、実施の形態に係る照明設定装置が表示する、ユーザが照明器具の照
明態様の設定をするための操作画面の一例を示す図である。
【図９Ｆ】図９Ｆは、実施の形態に係る照明設定装置が表示する、ユーザが照明器具の照
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明態様の設定をするための操作画面の一例を示す図である。
【図９Ｇ】図９Ｇは、実施の形態に係る照明設定装置が表示する、ユーザが照明器具の照
明態様の設定をするための操作画面の一例を示す図である。
【図９Ｈ】図９Ｈは、実施の形態に係る照明設定装置が表示する、ユーザが照明器具の照
明態様の設定をするための操作画面の一例を示す図である。
【図１０】図１０は、実施の形態に係る照明設定装置が表示する、ユーザが照明器具の照
明態様の設定をするための操作画面の一例を示す図である。
【図１１】図１１は、実施の形態に係る照明設定装置が表示する、ユーザが照明態様のス
ケジューリングの設定をするための操作画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。なお、以下で説明
する実施の形態は、本発明の一具体例を示すものである。以下の実施の形態で示される数
値、形状、材料、構成要素、構成要素の位置、配置、及び接続形態、ステップ、ステップ
の順序等は、一例であり、本発明を限定する趣旨ではない。また、以下の実施の形態にお
ける構成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素
は、任意の構成要素として説明される。
【００１４】
　（実施の形態）
　実施の形態に係る照明設定装置２０について、これを含む照明システム１０とあわせて
説明する。
【００１５】
　［１．構成］
　［１－１．システム構成］
　図１は、実施の形態に係る照明設定装置２０を含む照明システム１０の構成例を示すブ
ロック図である。
【００１６】
　照明システム１０は、照明設定装置２０と、複数の照明器具３０と、コントローラ４０
と、信号線５０とを備える。
【００１７】
　照明器具３０は、信号線５０を介して接続されるコントローラ４０の制御の下で照明光
を出射する。図示の例では、照明器具３０には光源の形状その他各種の仕様が異なる２種
類の照明器具３２及び照明器具３４が含まれている。照明器具３２及び照明器具３４は、
いずれも調光及び調色の少なくとも一方が可能な光源を含み、この調光及び調色はコント
ローラ４０によって制御される。この光源には、例えばＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔ
ｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）、蛍光灯、又は電球が用いられる。なお、照明システム１０が備え
る照明器具は１種類のみであってもよい。なお、以下では、照明器具３２及び照明器具３
４全体、又は任意の１個以上を指して「照明器具３０」の語が用いられることがある。
【００１８】
　コントローラ４０は、例えばゲートウェイ又は照明コントローラである。コントローラ
４０は、照明システム１０の工場出荷時の設定、又は施工業者若しくはユーザが照明設定
装置２０を用いて入力した設定に従って照明器具３０を制御する、本実施の形態における
照明制御装置の例である。なお、以下では、「ユーザ」の語は、照明設定装置２０を使用
するものであれば、施工業者と一般のユーザとを区別せずに指して用いられることがある
。信号線５０は、コントローラ４０がこの制御を実行するために照明器具３０に送信する
制御命令の信号の伝送媒体である。また信号線５０を介して、照明器具３０からコントロ
ーラ４０へそれぞれの動作状態等に関する情報が送信されてもよい。このコントローラ４
０と照明器具３０のそれぞれとの間で通信ができるよう、照明システム１０の施工時に、
各照明器具３０に固有のアドレスが付与される。なお、図１では上記の制御命令及び情報
の伝送媒体は、信号線５０のような有線の伝送媒体に限定されず、無線の伝送媒体、又は
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有線の伝送媒体と無線の伝送媒体との混合であってもよい。
【００１９】
　照明設定装置２０は、照明器具３０の照明態様の設定に用いられる、照明システム１０
のユーザインタフェースである。照明設定装置２０は、例えばタブレットコンピュータな
どの通信機能を備える情報機器であり、照明器具３０の照明態様の設定をするための画面
をユーザに表示し、ユーザの入力に基づいて決定される、照明器具の調光及び調色の少な
くとも一方の設定値である照明設定値をコントローラ４０に送信するための構成を有して
いる。この構成の詳細は後述する。なお、図１では照明設定装置２０とコントローラ４０
との間の通信は無線で行われているが、有線で行われてもよい。また、コントローラ４０
から照明設定装置２０へも、照明器具３０に関する情報、例えば動作状態に関する情報、
又は各個体のアドレスが送信されてもよい。そして照明設定装置２０は、コントローラ４
０から受信した情報をユーザに提示してもよい。
【００２０】
　図２は、図１に示された照明システム１０が所定の空間に適用されている例を示す図で
ある。この例では、所定の空間の一例してある店舗の売り場が示されている。店舗の天井
には、照明器具３０として、店舗の入口側と奥側に５個ずつ計１０個のＬＥＤダウンライ
トが設置されている。また、照明器具３４として、店舗中央付近に４個の直管型ＬＥＤラ
ンプが枡形に並べて設置されている。店舗にいるユーザがタブレットコンピュータに入力
した照明器具３０の照明態様の設定は、無線で同店舗内のコントローラ４０に送信される
。コントローラ４０は、照明設定装置２０から受信した設定に従って照明器具３０を制御
する。なお、照明設定装置２０上で可能な操作は、照明器具３０の照明態様の設定変更の
操作に限定されない。例えば照明器具３０の電源のＯＮ／ＯＦＦの切換、又は照明システ
ム１０の再起動などの操作が照明設定装置２０上で可能であってもよい。
【００２１】
　［１－２．照明設定装置の構成］
　図３は、本実施の形態に係る照明設定装置２０の機能構成例を示すブロック図である。
また、図４は、本実施の形態に係る照明設定装置２０のハードウェア構成例を示す図であ
る。なお、図４に示されるハードウェア構成は、照明設定装置２０がタブレットコンピュ
ータである場合の例である。
【００２２】
　図３に示されるように照明設定装置２０は、機能的な構成要素として、通信部２１、表
示部２２、入力受付部２３、記憶部２４、画素値決定部２５、及び照明設定部２６を備え
る。また、図４に示されるように、照明設定装置２０は、通信インタフェース２１０、デ
ィスプレイ２２０、タッチパネル２３０、記憶装置２４０、プロセッサ２５０、及びバス
２９０を備える。
【００２３】
　通信部２１は通信インタフェース２１０に対応し、コントローラ４０とのデータの送受
信をする入出力機能を担う。
【００２４】
　表示部２２はディスプレイ２２０に対応し、視覚的に情報を出力してユーザに提示する
。視覚的に出力される情報の例としては、後述の照明設定画像が挙げられる。
【００２５】
　入力受付部２３はタッチパネル２３０、及び表示部２２に表示される操作画面に含まれ
、タッチパネル２３０を介して操作可能な各種のオブジェクトに対応し、照明器具３０の
照明態様の設定に関するユーザの入力を受け付ける。このユーザの入力の例としては、例
えば後述の照明設定画像の選択、使用、新規作成、調整（編集）に関する入力である。
【００２６】
　記憶部２４は、記憶装置２４０に対応し、照明設定装置２０が機能するためのプログラ
ム、及びこのプログラムに従う処理において参照される一時的又は非一時的なデータを記
憶する。記憶部２４に記憶されるデータには、照明設定画像２４１及び照明配置情報２４
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２が含まれる。なお、記憶装置２４０は、一時的なデータを記憶するための書換可能なＲ
ＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）又はさらに、非一時的なデータを記
憶するための書換不可能なＲＯＭ（Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）との組み合わせ
で構成される。
【００２７】
　照明設定画像２４１は、照明システム１０が設置される所定の空間における、照明器具
３０の照射領域の全体を示す図形の画像である。例えば図２のような矩形の所定の空間の
全体が照明器具３０の照射領域であれば、照明設定画像２４１は矩形の図形の画像である
。なお、照明設定画像２４１が表示部２２に表示されている時には、入力受付部２３が、
この図形の中の色及び明るさの少なくとも一方の設定に関するユーザからの入力を受け付
けてもよい。この入力の例としては、色又は明るさを変更して決定する入力、照明設定画
像２４１が複数記憶されている場合に、所望の色又は明るさの図形の画像である照明設定
画像２４１を選択する入力が挙げられる。照明設定画像２４１及び図形の色及び明るさの
設定に関する入力の詳細については後述する。なお、ここでいう色とは、色相のことを指
し、明るさとは明度のことを指す。
【００２８】
　照明配置情報２４２は、この所定の空間における照明器具３０それぞれの位置を、照明
設定画像２４１との対応に基づいて示す。図５は、照明位置情報２４２のデータ構成の例
を示す図である。図５に示される例では、照明器具３０のそれぞれの識別記号（ラベル「
ＩＤ」の列にある情報）、照明システム１０のネットワーク上でのアドレス（ラベル「ア
ドレス」の列にある情報）、及び位置情報（ラベル「位置（ｘ，ｙ）」の列にある情報）
が、列ごとに対応付けて格納されている。この位置情報は、照明設定画像２４１を含むｘ
ｙ平面が想定された上で、照明設定画像２４１を構成する画素のうち、照明設定画像２４
１が示す照射領域を照射する各照明器具の位置、例えば各照明器具の中心の位置にある画
素の位置をｘｙ座標の形式で示す。このような対応付けは、例えば所定の空間への照明シ
ステム１０の設置時に、施工業者による照明器具３２及び照明器具３４、コントローラ４
０、及び照明設定装置２０の間での通信経路の確立のための設定の作業に付随して行われ
る。そして位置情報である座標は、例えば当該空間の施工に用いられる平面図などの図面
又は当該空間の画像を用いて算出された数値でもよいし、ユーザによって入力された数値
が用いられてもよい。
【００２９】
　画素値決定部２５は、入力受付部２３が照明設定画像２４１の色又は明るさの設定に関
する入力をユーザから受け付けた場合に、入力されたこの設定に基づいて、照明設定画像
２４１の表示部２２での表示のための画素値を決定し、決定したこの画素値で照明設定画
像２４１を表示部２２に表示させる。
【００３０】
　照明設定部２６は、照明設定画像２４１の画素のうち、照明配置情報２４２が示す各照
明器具の位置に対応する画素の画素値を取得し、取得した画素値に基づいて各照明器具の
調光及び調色の少なくとも一方の設定値である照明設定値を決定して出力する。出力され
た照明設定値は、通信部２１によって、コントローラ４０に送信される。
【００３１】
　なお、画素値決定部２５及び照明設定部２６は、プロセッサ２５０が記憶装置２４０か
らプログラムを読み出し実行することで実現される。このプログラムには、照明配置情報
２４２を参照して各照明器具の位置情報を取得すること、及び照明設定画像２４１の画素
のうち、取得した各位置情報が示す位置にある画素の画素値を取得し、この画素値に基づ
いて、対応する照明器具３０の照明設定値２４１を、例えば所定の計算式又は変換テーブ
ルを用いて決定することが記述されている。なお、プロセッサ２５０は典型的にはＣＰＵ
（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）であるが、照明設定装置２０がそ
の他のマイクロプロセッサをさらに備える場合は、ＣＰＵとその他のマイクロプロセッサ
との協働によって画素値決定部２５及び照明設定部２６が実現されてもよい。
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【００３２】
　［２．照明態様の設定から制御までの流れ］
　次に、照明システム１０で実行される、照明器具３０の照明態様の設定から、この設定
に基づく照明器具３０の制御までの流れについて説明する。図６は、照明器具３０の照明
態様の設定から、この設定に基づく照明器具３０の制御までの各ステップを含むフロー図
である。
【００３３】
　まず、ユーザが照明設定装置２０で、記憶部２４に記憶されている照明設定画像２４１
から選択した照明設定画像２４１を、又は選択した照明設定画像２４１に変更を加えるか
若しくは新規に作成して記憶部２４に保存した照明設定画像２４１を、使用する照明設定
画像２４１に決定する（ステップＳ６１）。
【００３４】
　次に、照明設定部２６が、決定された照明設定画像２４１を構成する画素のうち、照明
器具３０の位置に対応する位置にある画素の画素値に基づいて照明設定値を決定する（ス
テップＳ６３）。決定された照明設定値は、通信部２１を介して照明設定装置２０から出
力される（ステップＳ６５）。
【００３５】
　コントローラ４０では、照明設定装置２０から出力された照明設定値を取得し、この設
定値で各照明器具３０に照明光を出射させる制御命令が生成される。この制御命令をコン
トローラ４０が適切な照明器具３０に送信することで照明器具３０が制御される（ステッ
プＳ６７）。
【００３６】
　なお、この流れでは、ステップＳ６１における照明設定画像の決定がユーザによる具体
的な照明態様の設定の操作に該当する。以下では、ステップＳ６１においてユーザに提示
される、照明設定画像を提示し、かつ入力受付部２３の構成要素であってユーザの入力を
受け付けるための操作画面の具体的な例を示す。
【００３７】
　［３．操作画面の具体例］
　図７から図１０はそれぞれ、照明設定装置２０の表示部２２に表示される、ユーザが照
明器具の照明態様の設定をするための操作画面の一例を示す図である。これらの図のうち
、一部には照明設定画像２４１の例が含まれる。以下、各操作画面で受け付けるユーザの
入力及び照明設定画像２４１について説明する。
【００３８】
　図７に示される操作画面２３Ａは、ユーザの要求に応じて表示される画面である。例え
ばユーザがタブレットコンピュータで照明器具３０の設定のための所定のアプリケーショ
ンソフトウェアを起動し、このタブレットコンピュータが照明設定装置２０として機能し
始めた時にこのタブレットコンピュータのディスプレイに表示される。操作画面２３Ａで
は、使用する照明設定画像２４１を、記憶部２４に記憶されている照明設定画像２４１か
ら選択するか、又は新規に作成するかに関するユーザの入力が受け付けられる。なお、照
明設定画像２４１を決定することを、操作画面２３Ａ内のダイアログボックスではユーザ
向けの表現として空間全体のイメージの決定と言い換えられている。これは、照明システ
ム１０で照らされる空間内の各場所での照明光の明るさや色温度は、照明設定装置２０で
決定された照明設定画像２４１に応じて決まり、これによって当該空間が持つ雰囲気が人
に与える印象に影響するためである。
【００３９】
　操作画面２３Ａでユーザが「選択」を選択すると、図８Ａに示される操作画面２３Ｂが
次に表示される。操作画面２３Ｂでは、記憶部２４に記憶されている複数の照明設定画像
２４１のサムネイルがテーマ別に分類して表示されている。図示の例では各照明設定画像
２４１に基づく照明態様が人に与える印象、又は各照明設定画像２４１に基づく照明態様
が適している場所に応じた「森１」「オフィス」等の名称が付けられている。なお、ユー
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ザが過去に作成して記憶部２４に保存した照明設定画像２４１のサムネイルも操作画面２
３Ｂに含められてもよい。なお、操作画面２３Ｂに照明設定画像２４１のサムネイルの表
示は必須ではない。操作画面２３Ｂでは、例えば照明設定画像２４１の名称のみが所定の
順に並ぶリストがユーザに提示されてもよい。または、サムネイル及び名称の少なくとも
一方と各照明設定画像２４１で照明器具３０に設定される照明態様（例えば色温度や出力
の数値）又はその照明態様が与える印象に関する説明を含む詳細とがユーザに提示されて
もよい。なお、各サムネイル内には線又は点のパターンが示されるが、これらのパターン
は実際の各照明設定画像がこのようなパターンを含むことを示すものではなく、各サムネ
イルに何らかの色又は明るさがあり、サムネイル間でのパターンの違いは、色又は明るさ
が異なることを示している。
【００４０】
　操作画面２３Ｂでは、ユーザによる照明設定画像２４１の選択の入力が受け付けられる
。例えば、ユーザが所望の照明設定画像２４１のサムネイルをタップで選択する。そして
、いずれかの照明設定画像２４１のサムネイルが選択された状態でユーザが「ＯＫ」を選
択することで、照明設定画像２４１が決定されてもよい。または、「ＯＫ」が選択される
と、操作画面２３Ｂから選択された照明設定画像２４１を大きく表示する画面に遷移して
、この画面でユーザによる確認又はカスタマイズの入力が受け付けられてもよい。なお、
このカスタマイズについては、以下で説明する照明設定画像２４１の新規作成のための各
操作画面と同様の画面で適宜実行され得るため、ここでは説明を省略する。
【００４１】
　図８Ｂは、操作画面２３Ａでユーザが「新規作成」を選択した場合に次いで表示される
操作画面２３Ｃを示す。操作画面２３Ｃでは、新規の照明設定画像２４１の複数の領域へ
の分割に関するユーザの入力が受け付けられる。図８Ｂのように行の数に２、列の数に３
が入力された状態で「ＯＫ」が選択されると、操作画面２３Ｃは図９Ａに示される、照明
設定画像２４１を含む操作画面２３Ｄに遷移する。この照明設定画像２４１は、照明器具
３０が設置される空間における照明器具３０の照射領域全体を示す。また、このような分
割によって得られた領域は、本実施の形態における第１領域の例である。なお、図９Ａ以
降の一部の図面に含まれる手の図は、操作画面に含まれるオブジェクトではなく、ユーザ
が入力のために操作する場所の例を示し、矢印はこの入力のための手の動作を示す。
【００４２】
　照明設定画像２４１は、照明設定画像２４１の各領域への色又は明るさの設定の入力を
受け付ける。例えば操作画面２３Ｃでは、照明設定画像２４１は、照明設定画像２４１を
行列状に分割して得られる６個の矩形の領域を含む。ユーザはこれらの領域の１個以上を
タップして選択する。図９Ａの例では、右上の１個の領域が選択されている状態にあるこ
とが太枠で示されている。
【００４３】
　次にユーザは、このようにいずれかの領域を選択した状態で、選択した領域の色又は明
るさの設定を、例えば操作画面２３Ｄ右下に表示されているスライダを用いて入力する。
色又は明るさの設定を入力する方法はスライダを用いるものに限定されない。例えば数値
の入力、又は照明器具３０の出射光の色温度に反映可能な色を示すカラースペースのチャ
ート上での指定によって入力されてもよい。このように照明設定画像２４１が表示されて
いる時に、ユーザによる照明設定画像２４１の色及び明るさの少なくとも一方の設定が受
け付けられる。そして、入力された設定に基づいて、画素値決定部２５が、照明設定画像
２４１の表示部２２での表示のための画素値を決定し、この決定した画素値で照明設定画
像２４１を表示部２２に表示させる。
【００４４】
　このようにして決定された画素値で表示部２２に表示される照明設定画像２４１を含む
操作画面の例が、図９Ｂに示される操作画面２３Ｅである。なお、図８Ａのサムネイルと
同様に、各領域内には線又は点のパターンが示されるが、これらのパターンは実際の照明
設定画像がこのようなパターンを含むことを示すものではなく、各領域が何らかの色又は
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明るさで表示されていることを示し、領域間でのパターンの違いは、色又は明るさが異な
ることを示している。図９Ｂの例では、左右の２列に共通の設定がされており、中央の１
列の設定は異なる。ユーザは、この状態の照明設定画像２４１を記憶部２４に保存し、ま
た、決定してもよいし、または、さらに変更を加えてもよい。図９Ｂに示される手及び矢
印の図は、この変更のために照明設定画像２４１上でユーザが操作する場所とその操作の
動作の方向の例を示す。
【００４５】
　この変更の一例は、境界線の移動（又は領域間の大きさの比率の変更）である。この変
更のための操作は、図９Ｂで照明設定画像２４１の左上にある手と矢印によって例示され
る。より具体的には、ユーザは境界線の端部に表示される三角形をドラッグすることで、
この境界線を所定の可動範囲内で動かすことができる。図９Ｂの例では、照明設定画像２
４１を三等分して得られる３つの列間の２本の境界線のうち、左側の境界線の位置をさら
に左側に設定する入力がされている。
【００４６】
　また、連続する領域間での色又は明るさがグラデーションするような変更が加えられて
もよい。この変更のための操作は、図９Ｂで照明設定画像２４１の中央の列とその右の列
の境界線上にある菱形付近にある手と矢印によって例示される。より具体的には、ユーザ
は境界線上にある菱形を押す（タップするか、又は長押しする）ことで、その境界線を挟
んで連続する複数の領域にまたがるグラデーションの設定を入力するための画面を開くこ
とができる。図９Ｃは、その画面の例である。
【００４７】
　図９Ｃに示されるダイアログボックスの画面では、２つの領域間のグラデーションの有
無の選択、及び、グラデーションがある場合には、色及び明るさのそれぞれについてグラ
デーションさせるか否かについての選択の入力が受け付けられる。なお、照明設定画像２
４１の色は照明器具３０の色温度に、明るさは調光率と連動するため、図９Ｃの例では、
領域の色に代えて色温度、明るさに代えて調光率のグラデーションをさせるか否かについ
ての入力をユーザに求めている。これに対してユーザは、色温度のグラデーションありと
いう設定を入力している。
【００４８】
　図９Ｂ及び図９Ｃでの例示のように入力された設定に基づいて画素値決定部２５が決定
した画素値で表示される照明設定画像２４１の例を示すのが図９Ｄである。境界線が移動
された結果、最も左の列の領域は以前より狭くなり、その分中央の列の領域が広がってい
る。また、中央の列の領域とその右側の列の領域では、これらの領域の間の境界線を跨い
で漸次的に外観が変化している範囲がある。これは画素値決定部２５が、この範囲の画素
の画素値を、この境界線を挟む領域に設定されていた色に基づいて、境界線を跨いで漸次
的に変化するよう決定した結果である。なお、図９Ｄ、及び下記で参照する図９Ｅ～図９
Ｈ及び図１０では、照明設定画像２４１の色の漸次的な変化を領域内の点又は記号のパタ
ーンの漸次的な変化で表している点について理解されたい。
【００４９】
　また、ユーザがこの設定の変化によって色又は明るさが変化する範囲を確認する便宜の
ために、グラデーションの設定がなされる前の色及び明るさが維持されている範囲が表示
されてもよい。図９Ｄの例では、この範囲が白枠９１及び白線９３で表示されている。な
お、この範囲の表示に用いられる図形又は記号は白枠や白線に限定されず、照明設定画像
２４１を背景にして見やすいものであれば好適に用いられる。また、枠又は線の点滅表示
等のアニメーションが用いられてもよい。そしてこの表示の有無は、ユーザの任意で切り
換えられてもよい。なお、この範囲の表示に用いられる図形及び記号の表示のための画素
値は、照明設定部２６による照明設定値の決定には用いられない。
【００５０】
　また、照明設定装置２０では、照明態様の設定の一連のステップの中で、照明設定画像
２４１に加えて、照明設定画像２４１が示す所定の空間内での各照明器具３０の位置、つ
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まり照明器具３０の配置を示す画像（以下、照明配置画像という）が表示部２２に表示さ
れてもよい。照明配置画像は、図５に示される照明配置情報２４２に示される各照明器具
３０の位置を、照明設定画像２４１が示す照射領域全体と同形の図形上で示す画像であり
、照明配置情報２４２の一部として記憶部２４に記憶される。図９Ｅは、照明配置画像の
表示の態様の一例を示す図である。この例の操作画面２３Ｈでは、照明設定画像２４１と
照明配置画像とが、照明設定画像２４１が示す所定の空間内の各位置と照明配置画像が示
すこの空間内の各位置とが一致するように重畳して表示されている。これにより、ユーザ
は、この空間内の照明器具３０の配置を考慮に入れて照明設定画像２４１の色及び明るさ
の設定をすることができる。なお、図９Ｅの例では、照明配置画像は各照明器具３０の位
置に加えて形状（又は種類）を示している。このような情報は、各照明器具３０の位置情
報の算出に用いられる図面や画像から取得されてもよいし、ユーザによる入力に基づくも
のであってもよい。また、各照明器具３０の照明設定値の決定に画素値が用いられる画素
の位置、つまり照明配置情報２４２に示される各照明器具３０の座標の位置が、十字等の
記号を用いて表示されてもよい。
【００５１】
　図９Ｅの操作画面２３Ｈを、ユーザは例えば、本実施の形態に示される照明設定画像２
４１の新規作成のための操作画面のいずれかで照明設定画像２４１の表示モードを切り替
えるためのボタンをタップすることで表示させることができる。このボタンがタップされ
ると、画素値決定部２５が照明設定画像２４１と照明配置画像とを重畳して表示部２２に
表示させる。
【００５２】
　ここまでの説明では、照明設定画像２４１を行列状に並ぶ矩形の各領域に色又は明るさ
の設定がされていたが、色又は明るさの設定が可能であって、位置と形状の自由度がより
高い領域が照明設定画像２４１内に追加されてもよい。図９Ｆ及び図９Ｇは、このような
領域とその追加のための操作画面の例を示す図である。
【００５３】
　図９Ｆの操作画面２３Ｉを、ユーザは例えば、本実施の形態に示される照明設定画像２
４１の新規作成のための操作画面のいずれかで領域（図中では「図形」と表現）を追加す
るためのダイアログを開始させるボタンをタップすることで表示させることができる。ユ
ーザが操作画面２３Ｉに含まれる図形の追加のためのダイアログボックスで、配置したい
図形の形状を選択して「ＯＫ」を選択すると、選択した形状の図形が照明設定画像２４１
内に配置される。図９Ｇに示される操作画面２３Ｊは、図９Ｆに示されるように円形の図
形を選択して矩形の領域の上に重畳して配置させた後の操作画面の一例である。ユーザは
、配置された図形の位置、大きさ、及びアスペクト比を変更したり、回転させたりするこ
とができてもよい。図９Ｇの例では、照明設定画像２４１の右下に見える長円が、ユーザ
が追加した図形である。このように追加される図形が占める領域は、本実施の形態におけ
る第２領域の例である。第２領域の追加は、局所的な照明態様の簡便な設定を実現する。
【００５４】
　ユーザは、配置された図形が占める領域の色又は明るさの設定を、図９Ａでの矩形の領
域の場合と同じく、操作画面２３Ｃ右下に表示されているスライダを用いて入力する。画
素値決定部２５は、このように配置された図形の色又は明るさの設定を、既に矩形の領域
に設定されていた色又は明るさの設定に優先して用いる。つまり、図９Ｇの例では、照明
設定画像２４１の右下に配置された長円が占める領域では、矩形の領域に入力された色の
設定も明るさの設定もこの領域の範囲の画素値の決定に用いられない。画素値決定部２５
は、この長円の色又は明るさとしてユーザが入力した設定に基づいて画素の画素値を決定
する。そしてこの領域内に相当する位置にある照明器具３０の照明設定値は、この長円の
領域の画素値に基づいて決定される。
【００５５】
　上述の操作画面で作成された照明設定画像２４１、これらの図に示されるもので言えば
、図９Ｂ、図９Ｄ、図９Ｅ、及び図９Ｇに示される照明設定画像２４１を、ユーザは記憶
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部２４に保存し、使用する照明設定画像２４１に決定することができる。その後は、決定
された照明設定画像２４１を用いて、図６のフロー図にあるステップＳ６３以降が実行さ
れる。したがって、ユーザは複数の照明器具３０をグルーピングする手間をかけることな
く、簡便に照明器具３０の照明態様の設定をすることができる。
【００５６】
　なお、より厳密に各照明器具３０の調光率又は出射光の色温度を調整したいユーザ向け
に、照明配置画像に各照明器具の調光率又は出射光の数値を重畳して表示されてもよい。
図９Ｈに示される操作画面２３Ｋは、この表示態様の例である。
【００５７】
　この例では、図９Ｇに示される照明設定画像２４１の画素値に基づいて、各照明器具３
０に対して照明設定部２６が設定した、調光及び調色の照明設定値が表示されている。ま
た、これら表示に加えて、各照明器具３０を示す図形の中に、設定された照明態様を疑似
的に示す色が付されている。照明配置画像の上方に並ぶ円で示される５個の丸型のダウン
ライト（照明器具３２）のうち、右側の３つの照明器具３２の色温度の差は、図９Ｄに示
されるように設定された色のグラデーションの結果を反映している。照明配置画像の中央
にある直管型のランプ（照明器具３４）の色温度についても同様である。また、照明配置
画像の右下２個の照明器具３４には、図９Ｇに示されるように配置された長円の色及び明
るさの設定を反映し、上方の照明器具３４とは異なる照明設定値が設定されている。
【００５８】
　操作画面２３Ｋは、例えば図９Ｇの操作画面２３Ｊが表示されている状態で表示モード
を切り替えるボタンをユーザがタップすることで表示されてもよい。そして、ユーザがそ
のボタンを再度タップすると、操作画面２３Ｋから、操作画面２３Ｊに戻る。あるいは、
操作画面２３Ｋのような画面が、ユーザが「決定」のボタンをタップしたときに表示され
る確認用の画面として用いられてもよい。
【００５９】
　なお、照明設定値の表示は図９Ｈに示されるような形に限定されない。例えば図９Ｅの
操作画面２３Ｈ又は図９Ｇの操作画面２３Ｊで、各照明器具３０を示す図形を長押しした
り、ダブルタップをしたりする操作に応答して照明設定値が表示されてもよいし、コンテ
クストメニューから表示させることができてもよい。または、照明配置画像が表示されて
いるときには照明設定値も常時表示されてもよい。
【００６０】
　［４．複数の場所での照明設定画像の利用］
　上述した照明設定画像２４１は、複数の場所で利用することができる。これは、例えば
同一チェーンの複数の店舗など、複数の場所で共通の印象を与えるような照明効果を容易
に実現する。また、照明器具の数量又は配置が異なる複数の場所でも、照明態様の設定に
かかる手間を従来よりも軽減することができる。例を用いて説明する。
【００６１】
　図１０は、上述の説明において照明態様の設定がなされた空間（以下、第１空間という
）とは異なる場所にある空間（以下、第２空間）で照明設定装置２０を用いて、図９Ｅで
示される状態の照明設定画像２４１を利用して照明態様を設定しているときの操作画面の
一例を示す図である。
【００６２】
　第２空間は、第１空間よりも横長である。また、設置されている照明器具３０のうち、
照明器具３２が２個多く、照明器具３４は４個多い。しかしながら、第２空間でも、照明
器具３０のグルーピングをする必要はない。
【００６３】
　具体的には、ユーザは図９Ｅで示される状態の照明設定画像２４１をコピーして、第２
空間での照明態様の設定に用いる照明設定装置２０の記憶部２４に保存しておく。そして
第２空間での照明態様の設定時に表示される図８Ａの画面で当該照明設定画像２４１を選
択し、第２空間で使用する照明設定画像２４１として決定することで、第１空間と同様の
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照明態様を第２空間の照明器具３０に設定することができる。
【００６４】
　図１０に示されるのは、この決定の前に表示される確認用の操作画面の例である操作画
面２３ｈである。空間のアスペクト比の違いは自動で調整されてもよいし、又はユーザの
操作によって調整されても。また、この画面から、照明設定画像２４１のカスタマイズ（
調整）をすることができてもよい。図１０の例では、操作画面２３ｈ左側の「調整」のボ
タンをタップすると、操作画面２３ｈ右側にある調整用の各種の操作ボタンが利用可能に
なる。
【００６５】
　（変形例等）
　以上、本発明の照明設定装置について、実施の形態に基づいて説明したが、本発明は、
これらの実施の形態に限定されない。本発明の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく
各種の変形を実施の形態に施したものや、実施の形態及における一部の構成要素を組み合
わせて構築される別の形態も、本発明に含まれる。
【００６６】
　例えば照明配置情報２４２の内容は、図５の列ラベルに示される項目の情報に限定され
ない。例えば各照明器具３０の機種、形状、寸法、出射光の色温度の可変範囲等の仕様に
関する情報が含まれてもよい。このような仕様に関する情報は、例えば使用される照明設
定画像２４１の画素値に照明設定部２６が基づいて設定する色温度の光が、その位置にあ
る照明器具３０では出力できない光である場合に、照明設定部２６はユーザにその旨を通
知するための情報を表示部２２に表示させてもよい。
【００６７】
　また、照明設定画像の新規作成の開始時には、ユーザによる図８Ｂに示される行列のサ
イズの入力は必須ではない。例えば照明設定画像２４１の初期設定は１行１列であって、
照明設定画像の新規作成の開始時には常に全体が１つの領域の照明設定画像２４１が表示
されてもよい。ユーザは必要に応じてこの照明設定画像２４１を分割することができる。
または、新規に作成されて保存された照明設定画像２４１の行列サイズの設定が次回の新
規作成時に再利用されてもよい。また、行列サイズ以外の設定、例えば色や明るさに関す
る設定が照明設定画像の新規作成の開始時に入力可能であってもよい。
【００６８】
　また照明設定画像２４１の形状は、図９Ａ等に示されるような矩形に限定されない。円
、長円、矩形以外の多角形、扇形、Ｌ字形、その他ユーザが設定する形状であってもよい
。あるいは、照明器具３０が設置される空間の平面図又は画像に基づいて照明設定画像２
４１の形状が決定されてもよい。このような形状は、照明設定画像２４１の選択又は新規
作成時に選択可能であってもよいし、また、選択又は新規作成の開始の後に各照明設定画
像２４１の形状が変更可能であってもよい。これにより、１つの照明設定画像２４１が、
照明態様の設定に使用できる空間の形状のバリエーションの幅が広がる。
【００６９】
　また、照明設定画像２４１を分割した領域の形状は図９Ａ等に示される矩形に限定され
ない。例えばすべての内角が１２０度である六角形の領域であってもよい。照明設定画像
２４１が平面画像であれば、上記の六角形の領域によっても矩形と同様に隙間なく覆うこ
とが可能であるため、照明設定画像２４１全体でもれなく色又は明るさの設定がなされる
。したがって、各照明器具３０には、その位置に拘わらず画素値決定部２５が決定した画
素値に基づいて照明態様の設定がなされる。また、例えば円形の照明設定画像２４１を複
数の領域に分割する場合には、矩形を並べるよりもより少ない数の領域であって、より照
明設定画像２４１の輪郭に近い照明設定画像２４１を使用することができる。領域の数が
少なければ、設定の手間が少なく、また、照明設定画像２４１の輪郭に近いほうが、周辺
にある領域にかかるグラデーションの設定がしやすい。
【００７０】
　また、照明設定画像２４１を複数の領域に分割する境界線の移動は、図９Ｂに示される



(14) JP 2018-55954 A 2018.4.5

10

20

30

40

50

ような列単位、又は行単位でなくてもよい。各行又は各列の中で領域間の大きさの比率が
変更可能であってもよい。
【００７１】
　また、記憶部２４に記憶されている照明設定画像２４１から使用されるものが選択され
る場合には、照明設定画像２４１もそのサムネイルも表示されることなく使用する照明設
定画像２４１として決定されてもよい。例えばユーザがすでに使用したことがある照明設
定画像である場合、または自ら作成した照明設定画像である場合には、リストの表示から
名前だけで選択されても問題がない。つまり照明設定装置２０では、照明設定画像は、照
明態様の設定を確認又は変更したい場合等に、ユーザの任意で表示されてもよい。
【００７２】
　また、照明設定装置２０では、所定の空間の照明態様のスケジューリングに関する設定
の入力が受け付けられ、この入力に基づくスケジューリングに関する設定値が決定されて
出力してもよい。図１１に示される操作画面２３Ｌは、ユーザがスケジューリングに関す
る設定の入力をするための操作画面の一例である。以下では、図１１を参照しながら、照
明設定画像２４１を用いてする、スケジューリングに関する設定の入力の操作の具体例を
説明する。
【００７３】
　まずユーザは、編集するスケジュールを選択する。操作画面２３Ｌでは、画面左端で「
スケジュール１」が選択されている。スケジュールが選択されると、その右に編集可能な
タイムチャートが表示される。例えば初めて編集されるスケジュールが選択された場合は
、その右に空白のタイムチャートが表示されてもよい。タイムチャートの対応する時間長
が変更できてもよく、図１１の例ではタイムチャートの時間長は１日に設定されている。
この状態の操作画面２３Ｌでは、ユーザは照明態様の単日のスケジュール又は日周的なス
ケジュールを作成することができる。
【００７４】
　次にユーザは、「イメージ選択」のボタンをタップして、記憶部２４に記憶されている
照明設定画像２４１から、編集するスケジュール、図１１の例では「スケジュール１」で
使用する照明設定画像２４１を選択する。選択された照明設定画像２４１は、そのサムネ
イルが「イメージ選択」のボタンの右側に並べて表示される。図１１の例では、３つの照
明設定画像２４１が選択されている。サムネイルと合わせて図８Ａに示されるようなイメ
ージの名称が表示されてもよい。
【００７５】
　次にユーザは、サムネイルをタイムチャートにドラッグして配置する。そしてユーザが
「切替線追加」のボタンをタップすると、タイムチャートに切替線が追加される。図１１
の例では、タイムチャート内の破線が切替線である。切替線の上にはその切替線が示す時
刻が表示され、この時刻はユーザの入力によって変更可能である。タイムチャートに配置
されている各照明設定画像２４１は、これを挟む各切替線が示す時刻の間の時間帯におい
て有効となる。つまり、各照明設定画像２４１の画素値に基づいて照明設定部２６が決定
する照明設定値が、その照明設定画像２４１の位置に対応する時間帯において各照明器具
３０に適用される。
【００７６】
　ユーザが「保存」のボタンをタップすると、その時点でタイムチャートに示されている
内容でスケジュールが保存される。保存された時点でそのスケジュールが有効になっても
よいし、ユーザがスケジュールを選択して有効にするための入力を受け付けるさらに別の
操作画面があってもよい。
【００７７】
　このように、入力受付部２３は、複数の照明設定画像２４１の各々の画素値に基づいて
照明設定部２６が決定する照明設定値が照明器具３０に適用される時間に関する設定の入
力を受け付ける。そして、照明設定部２６は、入力されたこの時間に関する設定に従って
、時間帯ごとの照明設定値を決定して出力する。
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【００７８】
　なお、照明態様のスケジューリングのための操作画面は、照明設定画像２４１の選択、
及び選択された照明設定画像２４１の画素値が照明態様の設定に反映される時間帯の入力
の操作を受け付ける構成であればよく、図１１の例に限定されない。
【００７９】
　また、照明態様のスケジューリングのための操作及び設定可能な内容は、上記で説明し
た操作画面２３Ｌの例には限定されない。例えば、照明設定画像２４１は、記憶部２４１
に記憶される照明設定画像２４１の一覧から直接タイムチャートに配置されてもよい。ま
た、照明態様の切り替えに関する設定（瞬時の切り替え、所定の時間をかけるクロスフェ
ード等）が可能であってもよい。また、切替線と切替線との間には複数の照明設定画像２
４１が配置可能であって、これらの切替線によって示される時間帯においては、複数の照
明設定画像２４１が数分おきのような短い周期で交代で適用されるような設定が可能であ
ってもよい。
【００８０】
　また、上記の説明及び参照した図面では、照明設定画像２４１は、照明器具３０が設置
される所定の空間を平面視した平面画像として記載しているが、照明設定画像２４１はこ
のような画像に限定されない。例えば空間内部の壁面にも照明器具３０が設置される場合
には、この壁面を正面視した画像の照明設定画像２４１がさらに用いられてもよい。これ
により、天井に設置された照明器具３０と、壁面に設置された照明器具３０とに対して、
それぞれ個別に照明態様を設定することができる。または、照明設定画像２４１は立体画
像であってもよい。この場合には、照明設定画像２４１を分割して得られる領域の形状は
、例えば直方体である。
【００８１】
　また、照明設定装置２０とコントローラ４０とは、図４の構成を備える１台の汎用若し
くは専用のコンピュータ、又は１個以上のプロセッサ、記憶装置、及びディスプレイを含
む１つのシステム上で構成されてもよい。
【００８２】
　上述の実施の形態で記載されたハードウェア構成は一例であり、入力受付部２３はポイ
ンティングデバイスやキーボードなどの各種の入力装置を用いて実現されてもよいし、音
声による入力のためのマイクを用いて実現されてもよい。例えば、照明設定画像２４１の
選択は、音声で照明設定画像の名称を入力することで行われてもよい。
【００８３】
　［５．効果］
　以上のように、本実施の形態に係る、所定の空間に設置される複数の照明器具３０の照
明態様の設定に用いられる照明設定装置２０は、照明設定画像２４１と照明配置情報２４
２とを記憶する記憶部２４と、照明設定画像の使用に関するユーザの入力を受け付ける入
力受付部２３と、照明設定部２６とを備える。照明設定画像２４１は、所定の空間におけ
る前記複数の照明器具の照射領域全体を示す画像である。照明配置情報２４２は、所定の
空間における複数の照明器具３０のそれぞれの位置を、照明設定画像２４１との対応に基
づいて示す。照明設定部２６は、使用に関する入力が受け付けられた照明設定画像２４１
の画素のうち、照明配置情報２４２が示す各照明器具３０の位置に対応する位置にある画
素の画素値を取得し、取得した画素値に基づいて複数の照明器具３０のそれぞれの調光及
び調色の少なくとも一方の設定値である照明設定値を決定して出力する。
【００８４】
　これにより、ユーザは所定の空間全体を示す画像であって、色及び明るさを設定された
図形の画像を使用する画像と決定することで、同空間内の複数の照明器具３０の調光又は
調色の設定をすることができる。この照明設定装置２０のユーザは、照明システム１０の
導入時、又は照明器具３０の増設時等に、複数の照明器具３０のグルーピング、グループ
ごとのシーンの設定が不要であるため、照明態様の設定のためのユーザの操作の負担が軽
い。また、ユーザは空間全体の照明態様が与える印象を容易に把握できるため、設定のや
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り直しが発生しにくい。また、このような照明設定画像２４１は、各場所での照明器具３
０の数や配置等の構成に依存しないため、照明器具３０の数や配置が異なる他の空間での
利用が容易である。
【００８５】
　例えば、照明設定装置２０は、照明設定画像２４１を表示する表示部２２と、照明設定
画像２４１の表示部２２での表示のための画素値を決定する画素値決定部２５とを備えて
もよい。そして、入力受付部２３は、表示部２２に照明設定画像２４１が表示されている
時に、ユーザによる照明設定画像２４１の中の色及び明るさの少なくとも一方の設定に関
する入力をさらに受け付け、画素値決定部２５は、ユーザが入力したこれらの設定に基づ
いて上記の画素値を決定し、決定した画素値で照明設定画像２４１を表示部２２に表示さ
せてもよい。
【００８６】
　これにより、照明設定画像２４１の色及び明るさをユーザにカスタマイズさせることが
できる。照明設定部２６は、カスタマイズによって変更された後の画素値に改めて基づい
て新たな照明設定値を決定し、これをコントローラ４０に出力する。つまり、ユーザは、
照明設定画像２４１のカスタマイズによって、当該空間内の複数の照明器具３０の調色又
は調光の設定をすることができる。
【００８７】
　また例えば、照明配置情報２４１は、上記の所定の空間における複数の照明器具３０の
配置を示す照明配置画像を含み、画素値決定部２５は、照明設定画像２４１と照明配置画
像とを、図９Ｅ又は図１０に示されるように、照明設定画像２４１が示す所定の空間内の
各位置と照明配置画像２４１が示す所定の空間内の各位置とが一致するように重畳させて
表示部２２に表示させてもよい。
【００８８】
　これにより、ユーザは照明器具３０の配置を確認しながら所定の空間内の照明態様を決
定又は調整することができる。各照明器具３０の照明態様は、照明配置画像２４１におい
て各自の位置に対応する位置にある画素の画素値に依存するため、ユーザは、より少ない
手間でより正確に各照明器具３０が所望の照明態様で動作するような照明設置画像２４１
を作成することができる。
【００８９】
　また例えば、入力受付部２３は、照明設定画像２４１内の複数の領域のそれぞれへの色
及び明るさの少なくとも一方の設定の入力を受け付けてもよい。
【００９０】
　これにより、ユーザは所定の空間内にある複数の照明器具３０に、この空間内での場所
に応じて異なる照明態様を設定することができる。
【００９１】
　より具体的には、例えば照明設定画像内の複数の領域は、照明設定画像２４１を分割し
て得られる複数の第１領域を含んでもよい。これにより、すべての第１領域について色又
は明るさの設定を入力することで、照明設定画像２４１の中は隙間なく色又は明るさの設
定がされる。したがって、照明器具３０が所定の空間でどの位置にあっても何らかの照明
態様の設定がなされる。また、このようにして作成された照明設定画像２４１であれば、
どのような空間の照明設定に利用しても、各照明器具３０にもれなく何らかの照明態様の
設定がなされる。例えばこのような第１領域は、照明設定画像２４１が平面画像であれば
、矩形又は六角形である。
【００９２】
　また例えば、画素値決定部２５は、複数の第１領域のうち、連続する複数の第１領域に
含まれる画素の画素値を、当該連続する複数の第１領域間の境界線を跨いで漸次的に変化
するよう決定してもよい。図９Ｄ及び図９Ｅは、このようにして決定された画素値で表示
される照明設定画像２４１の例を模式的に示す。
【００９３】
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　つまりユーザは、照明設定画像２４１に色若しくは明るさ、又はその両方のグラデーシ
ョンの設定を施す入力をすることで、所定の空間内での照明器具３０の調光若しくは調色
、又はその両方のグラデーションの設定をすることができる。グルーピングされた照明器
具３０にグラデーションの設定を施す場合には、照明器具３０同士の距離と調光率又は色
温度の設定値の差とをうまく比例させるのが難しいことがある。例えば、図９Ｈに示され
るような設定値を、照明器具３０同士の距離に応じて算出する必要がある。特に照明器具
３０同士の距離が一定でない場合にはその手間の負担はより大きい。しかし照明設定装置
２０を用いれば、このような計算は不要である。ユーザは、グラデーションを設定したい
範囲に対応する照明設定画像２４１の領域にグラデーションの設定をすることで、その範
囲にある照明器具３０にもグラデーションを含む照明態様の設定をすることができる。
【００９４】
　また、例えば、上記の複数の領域は、ユーザによって照明設定画像２４１内の任意の位
置に、第１領域の上に重畳して配置される円又は多角形の第２領域をさらに含んでもよい
。そして画素値決定部２５は、第１領域と第２領域とが重畳する範囲では、第１領域の色
及び明るさの設定値を画素値の決定に用いず、前記第２領域の色及び明るさの設定値を画
素値の決定に用いてもよい。
【００９５】
　これにより、ユーザは照明設定画像２４１内で局所的に異なる照明態様も簡便に実行す
ることができる。
【００９６】
　また例えば、記憶部２４は、１つ以上の照明設定画像２４１を記憶し、入力受付部２３
は、さらに、ユーザによる、１つ以上の照明設定画像２４１の各々の画素値に基づいて照
明設定部２６が決定する照明設定値が複数の照明器具３０に適用される時間に関する設定
の入力を受け付けてもよい。そして照明設定部２６は、入力された時間に関する設定にさ
らに従って、時間帯ごとの照明設定値を決定して出力してもよい。
【００９７】
　これにより、ユーザは照明設定装置２０を用いて複数の照明設定画像２４１に基づく照
明態様のスケジューリングの設定もすることができる。
【００９８】
　また、本発明は照明設定装置２０と、複数の照明器具３０と、照明設定装置２０から出
力される照明設定値を取得し、この照明設定値を用いて複数の照明器具３０を制御するコ
ントローラ４０とを備える照明システムとしても実施可能である。
【００９９】
　これにより、ユーザは所定の空間全体を示す画像であって、色及び明るさを設定された
図形の画像を使用する画像と決定することで、同空間内の複数の照明器具３０の調光又は
調色の設定をすることができる。この照明システム１０のユーザは、その導入時、又は照
明器具３０の増設時等に、複数の照明器具３０のグルーピング、グループごとのシーンの
設定が不要であるため、照明態様の設定のためのユーザの操作の負担が軽い。また、ユー
ザは空間全体の照明態様が与える印象を容易に把握できるため、設定のやり直しが発生し
にくい。また、この照明システム１０で作成された照明設定画像２４１は、各場所での照
明器具３０の構成に依存しないため、照明器具３０の数や配置が異なる他の空間に設置さ
れた照明システム１０であっても利用が容易である。
【符号の説明】
【０１００】
　１０　照明システム
　２０　照明設定装置
　２２　表示部
　２３　入力受付部
　２４　記憶部
　２５　画素値決定部
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　２６　照明設定部
　３０、３２、３４　照明器具
　４０　コントローラ
　５０　信号線

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図９Ａ】
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【図９Ｂ】

【図９Ｃ】

【図９Ｄ】

【図９Ｅ】

【図９Ｆ】

【図９Ｇ】

【図９Ｈ】

【図１０】
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【図１１】
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