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(57)【要約】
【課題】グループ情報設定済みの照明装置がどのグルー
プに属しているか容易に確認する
ことができること。
【解決手段】照明制御システム１はリモコン４により照
明装置２にグループ情報５を設定
しグループ単位で点灯・消灯・調光制御する。リモコン
４はグループ情報５を無線信号と
して送信する通信部４２を備える。照明装置２は、照明
負荷２０と照明負荷２０を点灯さ
せる点灯回路２１とグループ情報５を受信するリモコン
受信部２４とグループ情報５を記
憶する記憶部２５と点灯回路２１を制御する制御部２６
とを備える。記憶部２５は設定可
能な全グループ情報と各々対応する調光率とを表したグ
ループテーブル６を記憶する。制
御部２６は記憶部２５内のグループ情報５をリモコン４
から受信するグループ情報５へ書
き換える。また、制御部２６はグループテーブル６を参
照して受信するグループ情報５に
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リモコンの操作によって１つ乃至複数の照明装置に対してグループ情報を設定し、同一
のグループ情報を有する１つ乃至複数の照明装置を１つのグループとして、前記照明装置
をグループ単位で点灯・消灯・調光制御する照明制御システムにおいて、
　前記リモコンは、前記照明装置に設定するグループ情報を無線信号として送信する通信
部を備え、
　前記照明装置は、照明負荷と、前記照明負荷を点灯させる点灯回路と、前記リモコンか
ら送信されるグループ情報を受信するリモコン受信部と、グループ情報を記憶する記憶部
と、前記点灯回路を制御して前記記憶部に記憶されているグループ情報を前記リモコンか
ら受信するグループ情報へ書き換える制御部と、を備え、
　前記記憶部は、設定可能な全グループ情報と前記全グループ情報に各々対応する調光率
とを表したグループテーブルを記憶し、
　前記制御部は、前記グループテーブルを参照して前記リモコンから受信するグループ情
報に対応した調光率で前記照明負荷を点灯させるように前記点灯回路を制御することを特
徴とする照明制御システム。
【請求項２】
　リモコンの操作によって１つ乃至複数の照明装置に対してグループ情報を設定し、同一
のグループ情報を有する１つ乃至複数の照明装置を１つのグループとして、前記照明装置
をグループ単位で点灯・消灯・調光制御する照明制御システムにおいて、
　前記リモコンは、設定可能な全グループ情報と前記全グループ情報に各々対応する調光
率とを表したグループテーブルを記憶する記憶部と、前記グループテーブルを参照して前
記照明装置に設定するグループ情報に対応した調光率を選定する制御部と、前記照明装置
に設定するグループ情報及び選定された調光率を無線信号として前記照明装置へ送信する
通信部と、を備え、
　前記照明装置は、照明負荷と、前記照明負荷を点灯させる点灯回路と、前記リモコンか
ら送信されるグループ情報及び調光率を受信するリモコン受信部と、グループ情報を記憶
する記憶部と、前記点灯回路を制御して前記記憶部に記憶されているグループ情報を前記
リモコンから受信するグループ情報へ書き換える制御部と、を備え、
　前記照明装置の前記制御部は、前記リモコンから受信する調光率で前記照明負荷を点灯
させるように前記点灯回路を制御することを特徴とする照明制御システム。
【請求項３】
　前記照明装置は、周囲の状況を検出するセンサが着脱自在に取り付けられる接続部と、
前記接続部に取り付けられたセンサの種類を識別する識別部と、を備え、
　前記照明装置の前記記憶部は、取り付け可能な全センサの種類と前記全センサの種類に
各々対応する点滅速度とを表したセンサテーブルを記憶し、
　前記照明装置の前記制御部は、前記リモコンからグループ情報を受信すれば、前記セン
サテーブルを参照して前記識別部で識別されたセンサの種類に対応する点滅速度で前記照
明負荷を点滅点灯させるように制御することを特徴とする請求項１または２記載の照明制
御システム。
 
 
 
 
 
 
 

 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の照明装置をグループ単位で点灯制御する照明制御システムに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、オフィスビル内や公共施設内など比較的広い空間の天井面に設置される複数
の照明装置に対してグループ情報を設定し、同一のグループ情報を有する１つ乃至複数の
照明装置を１つのグループとし、これらの照明装置をグループ単位で点灯・消灯・調光制
御する照明制御システムが種々提供されている。
【０００３】
　この種の照明制御システムの一例として、図９に示すようなものがある。照明制御シス
テム５０は、複数の照明装置５１（図９中では５１Ａ～５１Ｈの８個を図示）から構成さ
れる。照明装置５１Ａ～５１Ｈは、例えば、ＲＳ４８５等に準拠した２線式シリアル通信
回路で構成される通信部５２を各々備える。そして、これらの通信部５２同士は、１系統
の信号線５３を通じて接続されており、照明装置５１は、他の照明装置５１との通信が可
能である。照明装置５１Ａ～５１Ｄには、各々グループ１というグループ情報が設定され
、照明装置５１Ｅ～５１Ｈには、各々グループ２というグループ情報が設定されている。
また、照明装置５１Ａ，５１Ｈには、周囲の人体を感知する人感センサ５４が取り付けら
れている。
【０００４】
　例えば、照明装置５１Ａ～５１Ｈが全て消灯状態にあったとする。そして、照明装置５
１Ａの人感センサ５４で人体を検出すると、照明装置５１Ａは、自身の照明負荷（図示せ
ず）を点灯制御すると同時に、通信部５２を通じて自身のグループ情報（グループ１）と
人体の検出情報とを他の照明装置５１Ｂ～５１Ｈへ送信する。これを受信した照明装置５
１Ｂ～５１Ｈは、各々自身のグループ情報と照明装置５１Ａのグループ情報（グループ１
）とが一致しているか判定する。そして、照明装置５１Ａと同じグループ１に属する照明
装置５１Ｂ～５１Ｄは、自身の照明負荷（図示せず）を点灯制御する。即ち、グループ１
に属する照明装置５１Ａ～５１Ｄは点灯状態となり、グループ２に属する照明装置５１Ｅ
～５１Ｈは消灯状態のままである。同様に照明装置５１Ｈの人感センサ５４で人体を検出
しても、照明装置５１Ｈと同じグループ２に属する照明装置５１Ｅ～５１Ｇは点灯状態と
なる。この様に照明制御システム５０は、同一のグループ内で人体の検出情報を共有して
点灯・消灯制御を行う。
【０００５】
　尚、照明装置５１Ａ，５１Ｈに取り付けられている人感センサ５４は、図１０に示すよ
うに、周囲の照度を検出する明るさセンサ５５であってもよい。例えば、照明装置５１Ａ
～５１Ｈが全て調光率１００％で点灯状態にあったとする。照明装置５１Ａの明るさセン
サ５５で検出された周囲の照度が外光によって目標照度より高くなると、周囲の照度が目
標照度へ戻るように自身の照明負荷（図示せず）を、例えば、調光率９０％に変更して点
灯制御する。同時に、照明装置５１Ａは自身のグループ情報（グループ１）と検出された
照度情報とを照明装置５１Ｂ～５１Ｈへ送信する。照明装置５１Ａと同じグループ１に属
する照明装置５１Ｂ～５１Ｄは、各々自身の照明負荷（図示せず）を調光率９０％で点灯
制御する。グループ２についても同様に、照明装置５１Ｈの明るさセンサ５５で検出され
た照度情報を基にして求められた調光率で照明装置５１Ｅ～５１Ｇは各々自身の照明負荷
を点灯制御する。この様に照明制御システム５０は、同一のグループ内で照度情報を共有
して調光制御を行う。
【０００６】
　ところで、照明制御システム５０のグループ情報の設定は、図１１に示すように、設定
者５７が、天井面に設置されている実際の照明装置５１（図１１中では３２個を図示）と
その照明装置５１の配置場所が簡易的に記されている見取り図（図示せず）とを見比べな



(4) JP 2010-198877 A 2010.9.9

10

20

30

40

50

がらリモコン５６を操作することで行われる。即ち、前記見取り図で照明装置５１の位置
を平面的に目視しながら、新たにグループ情報を設定しようとする照明装置５１にリモコ
ン５６を向けてグループ情報を送信する。照明装置５１は、グループ情報を記憶する記憶
部（図示せず）を備えており、リモコン５６より新たなグループ情報を受信すれば、前記
記憶部内のグループ情報を受信したグループ情報へと書き換える。尚、初めて設定する場
合、前記記憶部は初期状態でありグループ情報は何も記憶されていない。この様に設定者
５７は、リモコン５６の操作により多数の照明装置５１に対して個々にグループ情報の設
定を行う。
【０００７】
　しかし、上述の様な照明装置５１と見取り図とを見比べながらグループ情報を設定する
方法では、設定者５７が設定作業中にどの照明装置５１までグループ情報の設定を完了し
たか忘れてしまったり、思い違いにより設定すべき照明装置５１を１つ飛ばしてしまたっ
たりすることがある。また、例えば、図１２（ａ）に示すように、照明装置５１（図１２
中では５１Ａ～５１Ｏの１５個を図示）のうち照明装置５１Ａ～５１Ｇまでのグループ情
報をグループ１として設定し、照明装置５１Ｈ～５１Ｏまでのグループ情報をグループ２
として設定する予定であったのに対して、図１２（ｂ）に示すように、グループ１の設定
が完了してグループ２の設定作業中に設定者５７が気づかないうちに照明装置５１Ｇをグ
ループ２として誤って設定する恐れがあった。そして、この様に設定を誤ると、再設定を
する手間が増えるので作業性が悪く、また、設定の誤りがあったことに管理者や利用者が
気づかないまま使用して、照明制御システム５０の誤動作を引き起こす恐れがあった。
【０００８】
　これに対して、リモコンより設定用信号を送信することでこれからグループ情報を設定
する予定の照明装置の点灯状態を調光率１００％から５０％へと切り替えて、設定者はそ
の調光率５０％の照明装置に向かってリモコンよりグループ情報を送信することで、調光
率５０％の点灯状態を解除することができ、且つグループ情報の設定を完了することがで
きる照明制御システムが提供されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００６－９３０９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１に記載の照明制御システムは、グループ情報を送信すると点
灯状態が解除されて元に戻るため、グループ設定が全て完了した後や、複数のグループ設
定を行う場合の２つ目以降のグループ設定の作業中に、設定済みの照明装置がどのグルー
プに属していたか容易に確認をすることができず、作業性が悪いという問題があった。
【００１１】
　本発明は上記事由に鑑みて為されたものであり、その目的は、グループ情報設定済みの
照明装置がどのグループに属しているか容易に確認することができる照明制御システムを
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　請求項１の発明は、上記目的を達成するために、リモコンの操作によって１つ乃至複数
の照明装置に対してグループ情報を設定し、同一のグループ情報を有する１つ乃至複数の
照明装置を１つのグループとして、前記照明装置をグループ単位で点灯・消灯・調光制御
する照明制御システムにおいて、前記リモコンは、前記照明装置に設定するグループ情報
を無線信号として送信する通信部を備え、前記照明装置は、照明負荷と、前記照明負荷を
点灯させる点灯回路と、前記リモコンから送信されるグループ情報を受信するリモコン受
信部と、グループ情報を記憶する記憶部と、前記点灯回路を制御して前記記憶部に記憶さ
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れているグループ情報を前記リモコンから受信するグループ情報へ書き換える制御部と、
を備え、前記記憶部は、設定可能な全グループ情報と前記全グループ情報に各々対応する
調光率とを表したグループテーブルを記憶し、前記制御部は、前記グループテーブルを参
照して前記リモコンから受信するグループ情報に対応した調光率で前記照明負荷を点灯さ
せるように前記点灯回路を制御することを特徴とする。
【００１３】
　この発明によれば、グループを設定する際にグループ情報を送信すれば前記照明装置が
グループ毎に異なる調光率で点灯するので、グループ設定が全て完了した後や、複数のグ
ループ設定を行う場合の２つ目以降のグループ設定の作業中であっても、グループ情報設
定済みの前記照明装置がどのグループに属しているか容易に確認することができる。
【００１４】
　請求項２の発明は、上記目的を達成するために、リモコンの操作によって１つ乃至複数
の照明装置に対してグループ情報を設定し、同一のグループ情報を有する１つ乃至複数の
照明装置を１つのグループとして、前記照明装置をグループ単位で点灯・消灯・調光制御
する照明制御システムにおいて、前記リモコンは、設定可能な全グループ情報と前記全グ
ループ情報に各々対応する調光率とを表したグループテーブルを記憶する記憶部と、前記
グループテーブルを参照して前記照明装置に設定するグループ情報に対応した調光率を選
定する制御部と、前記照明装置に設定するグループ情報及び選定された調光率を無線信号
として前記照明装置へ送信する通信部と、を備え、前記照明装置は、照明負荷と、前記照
明負荷を点灯させる点灯回路と、前記リモコンから送信されるグループ情報及び調光率を
受信するリモコン受信部と、グループ情報を記憶する記憶部と、前記点灯回路を制御して
前記記憶部に記憶されているグループ情報を前記リモコンから受信するグループ情報へ書
き換える制御部と、を備え、前記照明装置の前記制御部は、前記リモコンから受信する調
光率で前記照明負荷を点灯させるように前記点灯回路を制御することを特徴とする。
【００１５】
　この発明によれば、請求項１と同様の効果を奏することができる他、請求項１の様に前
記グループテーブルを前記照明装置全てに記憶させる必要がなくなる。
【００１６】
　請求項３の発明は、請求項１または２の発明において、前記照明装置は、周囲の状況を
検出するセンサが着脱自在に取り付けられる接続部と、前記接続部に取り付けられたセン
サの種類を識別する識別部と、を備え、前記照明装置の前記記憶部は、取り付け可能な全
センサの種類と前記全センサの種類に各々対応する点滅速度とを表したセンサテーブルを
記憶し、前記照明装置の前記制御部は、前記リモコンからグループ情報を受信すれば、前
記センサテーブルを参照して前記識別部で識別されたセンサの種類に対応する点滅速度で
前記照明負荷を点滅点灯させるように制御することを特徴とする。
【００１７】
　この発明によれば、前記照明装置は、グループ情報を設定することで取り付けられてい
るセンサの種類に応じた点滅速度で点灯する。従って、グループ設定が全て完了した後や
、複数のグループ設定を行う場合の２つ目以降のグループ設定の作業中に、どの照明装置
にどの種類のセンサが取り付けられているか容易に確認することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明では、グループ情報設定済みの照明装置がどのグループに属しているか容易に確
認することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態１のブロック図である。
【図２】同上における照明装置の記憶部のブロック図である。
【図３】（ａ）～（ｃ）は同上におけるグループを１つ設定するときの説明図である。
【図４】同上における照明装置の記憶部のブロック図である。
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【図５】（ａ）～（ｃ）は同上におけるグループを２つ設定するときの説明図である。
【図６】同上におけるリモコンにグループテーブルを記憶させたブロック図である。
【図７】本発明の実施形態２のブロック図である。
【図８】同上におけるグループを２つ設定するときの説明図である。
【図９】従来の照明制御システムの一例で、全体の概略ブロック図である。
【図１０】同上における明るさセンサを取付けたときの全体の概略ブロック図である。
【図１１】同上におけるグループ情報を設定するときの説明図である。
【図１２】（ａ）及び（ｂ）は同上におけるグループ情報の設定を誤って行う場合の説明
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　（実施形態１）
　以下、本発明の実施形態１について図１～図６を参照して説明する。本実施形態１の照
明制御システム１は、図１に示すように、複数の照明装置２（図１中では１つのみ図示）
から構成され、１系統の信号線３を通じて各々接続されている。そして、照明装置２には
、リモコン４によって遠隔操作されて予めグループ情報５が設定される。尚、照明装置２
には後述の各部を駆動させるための電力が、電源線（図示せず）を介して商用電源より供
給されている。
【００２１】
　リモコン４は、図１に示すように、押圧により操作される押釦スイッチ等からなる操作
部４０と、操作部４０の操作に基づいてグループ情報５やグループ情報５の設定終了を照
明装置２へ知らせるための信号等、各種操作信号を生成する制御部４１と、その様な操作
信号を照明装置２へ無線信号として送信する通信部４２とを備える。制御部４１は、マイ
クロプロセッサ等から構成される。通信部４２は、赤外線発光ダイオード又はＲＦ電波無
線モジュール等を含む無線送信回路で構成される。尚、リモコン４は、グループ情報５の
設定以外にも各照明装置２に対して固有のアドレス情報を設定することができてもよい。
【００２２】
　照明装置２は、図１に示すように、照明負荷２０、照明負荷２０を点灯させる点灯回路
２１、点灯回路２１に調光信号を出力する調光信号出力部２２、通信部２３、及びリモコ
ン受信部２４を備える。照明負荷２０は、蛍光灯やＬＥＤ等で構成される。通信部２３は
、ＲＳ４８５等に準拠した２線式シリアル通信回路を有しており、信号線３を通じて他の
照明装置２と通信する。また、信号線３にはこれらに合わせたシリアル通信用ケーブルが
用いられる。尚、通信部２３は信号の衝突を回避する機能を備えた制御方式を用いること
が望ましい。リモコン受信部２４は、リモコン４から受信する無線信号の種類に合わせて
赤外線受光ＩＣ又はＲＦ電波無線モジュール等を含む無線受信回路で構成されている。
【００２３】
　また、照明装置２は、上記に加えて記憶部２５と、制御部２６とを備える。記憶部２５
は、例えば、ＥＥＰＲＯＭやフラッシュメモリ等から構成され、図１に示すように、グル
ープ情報５とグループテーブル６とを記憶する。グループ情報５は、先述の様にリモコン
４を通じて設定される自身のグループの種類を示す情報で、各記憶部２５内に１個だけ記
憶される。そして、そのデータ内容は、例えば、グループ１やグループ２、グループ３と
いったもので、図１中の照明装置２にはグループ情報５としてグループ１が記憶されてい
る。グループテーブル６は、図１に示すように、設定可能な全グループ情報と、その全グ
ループ情報に各々対応する調光率とを表したもので、工場から出荷されるまでの間に全て
の照明装置２の記憶部２５内に予め設定されている。
【００２４】
　制御部２６は、マイクロプロセッサなどで構成され、点灯回路２１を制御して照明負荷
２０を点灯・消灯・調光させる。また、制御部２６は、リモコン受信部２４を介してリモ
コン４からグループ情報５を受信すれば、記憶部２５内のグループ情報５を受信したグル
ープ情報５へと書き換える。そして、例えば、グループ１に属する１つの照明装置２が消
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灯（または点灯）するとき、その照明装置２の制御部２６は、自身の点灯回路２１を制御
して照明負荷２０を消灯（または点灯）させるだけでなく、自身の記憶部２５に記憶され
ているグループ情報５（グループ１）と消灯（または点灯）情報とを、自身の通信部２３
から信号線３を通じて他の全ての照明装置２へ送信する。これらの照明装置２の制御部２
６は、受信したグループ情報５（グループ１）と各々自身の記憶部２５に記憶されている
グループ情報５とを比較して一致するか判定を行う。グループ情報５が一致していれば、
各制御部２６は自身の点灯回路２１を制御して照明負荷２０を消灯（または点灯）させる
。即ち、同一のグループ情報５を有する複数の照明装置２のうちの１つの点灯状態が変わ
ると、グループ単位で同様の点灯制御がされる。
【００２５】
　そして、本実施形態１の制御部２６は、リモコン４からグループ情報５を受信すると上
述の様な記憶部２５への書き換えだけでなく、同時に記憶部２５のグループテーブル６を
参照し、受信したグループ情報５に対応する調光率を選定し、その調光率を基に調光信号
出力部２２に調光信号を出力させることに特徴がある。但し、リモコン４からグループ情
報５の設定終了の信号を受信すれば制御部２６はその調光率による点灯を解除する。
【００２６】
　尚、以下の説明では、制御部２６がリモコン４からグループ情報５を受信してから設定
終了の信号を受信するまでの間のモードを設定モードと称して、それ以外の期間のモード
を通常モードと称する。
【００２７】
　そして、上述の様な照明制御システム１に対してグループを１つ設定する場合について
、図３を参照しながら説明する。尚、図３中の照明制御システム１は、４つの照明装置２
（２Ａ，２Ｂ，２Ｃ，２Ｄ）から構成されており、図３は、そのうちの２つの照明装置２
Ａ，２Ｂのグループ情報５をグループ１として設定する様子を表している。また、各照明
装置２に記憶されているグループテーブル６の調光率は、図２に示すように、グループ１
～３まで全て１００％となっている。
【００２８】
　先ず、設定前の照明装置２は、図３（ａ）に示すように、全て通常モードでありＯＮ／
ＯＦＦスイッチ（図示せず）等によって予め消灯されている。そして、設定者７が照明装
置２Ａに向かってリモコン４の操作によりグループ情報５（グループ１）を送信する。照
明装置２Ａは、図３（ｂ）に示すように、通常モードから設定モードへと切り換わり、グ
ループテーブル６を参照して受信したグループ情報５（グループ１）と対応する調光率１
００％で点灯する。続いて、設定者７が照明装置２Ｂに向かってリモコン４の操作により
グループ情報５（グループ１）を送信する。照明装置２Ｂは、図３（ｃ）に示すように、
通常モードから設定モードへと切り換わり調光率１００％で点灯する。
【００２９】
　この様に照明制御システム１は、グループを設定する際にリモコン４よりグループ情報
５（グループ１）を送信すれば照明装置２Ａ，２Ｂがグループ１に対応した調光率１００
％で点灯するので、設定完了後に照明装置２Ａ，２Ｂがどのグループに属しているか容易
に確認することができる。そして、照明装置２Ａ，２Ｂに対してリモコン４より設定終了
の信号を送信すれば、設定モードから通常モードへと切り換わり元の消灯状態へと戻る。
尚、上述では、グループテーブル６に設定されているグループ１に対応する調光率は１０
０％であるが、この設定が０％であれば通常モード時に照明装置２を予め全て点灯状態に
しておけばよい。
【００３０】
　次に、２つのグループを設定する場合について、図５を参照しながら説明する。尚、図
５中の照明制御システム１は、４つの照明装置２（２Ａ，２Ｂ，２Ｃ，２Ｄ）から構成さ
れており、図５は、そのうちの２つの照明装置２Ａ，２Ｂのグループ情報５をグループ１
として設定し、残りの２つの照明装置２Ｃ，２Ｄのグループ情報５をグループ２として設
定する様子を表している。また、各照明装置２に記憶されているグループテーブル６の調
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光率は、図４に示すように、グループ１が１００％、グループ２が２５％、グループ３が
５０％となっている。
【００３１】
　先ず、設定前の照明装置２は、図５（ａ）に示すように、全て通常モードであり予め消
灯されている。そして、設定者７が照明装置２Ａに向かってグループ情報５（グループ１
）を送信する。照明装置２Ａは、図５（ｂ）に示すように、通常モードから設定モードへ
と切り換わり調光率１００％で点灯する。続いて、設定者７が照明装置２Ｂに向かってグ
ループ情報５（グループ１）を送信する。照明装置２Ｂは、図５（ｃ）に示すように、通
常モードから設定モードへと切り換わり調光率１００％で点灯する。そして、設定者７は
、調光率１００％で点灯するグループ１を目視しながら、照明装置２Ｃ，２Ｄに向かって
順次グループ情報５（グループ２）を送信する。照明装置２Ｃ，２Ｄは、図５（ｃ）に示
すように、通常モードから設定モードへと切り換わり調光率２５％で点灯する。
【００３２】
　この様に照明制御システム１は、グループを設定する際にリモコン４よりグループ情報
５を送信すれば照明装置２Ａ～２Ｄが各々グループ毎に異なる調光率で点灯する。因って
、グループ設定が全て完了した後や、複数のグループ設定を行う場合でも２つ目以降のグ
ループ設定の作業中であっても、グループ情報５を設定済みの照明装置２がどのグループ
に属しているか容易に確認することができる。
【００３３】
　ところで、本実施形態１のグループテーブル６は、全ての照明装置２の記憶部２５に各
々記憶されていたが、この限りでなくリモコン４にのみ記憶されていてもよい。即ち、各
記憶部２５は、図６に示すように、グループテーブル６を記憶しておらず、自身のグルー
プ情報５のみを記憶している。その代わりに、リモコン４は操作部４０、制御部４１、通
信部４２以外に記憶部４３を備え、この記憶部４３内にグループテーブル６が記憶されて
いる。
【００３４】
　操作部４０に対して照明装置２へのグループ情報５の設定するための操作を行うと、制
御部４１は記憶部４３のグループテーブル６を参照して設定するグループ情報５に対応し
た調光率を選定する。通信部４２はグループ情報５と選定した調光率とを無線信号として
照明装置２へ送信する。一方、照明装置２の制御部２６は、リモコン受信部２４を介して
グループ情報５と調光率とを受信し、その調光率を基に調光信号出力部２２に調光信号を
出力させる。この様にリモコン４内にのみグループテーブル６を記憶させておけば、照明
装置２全てに記憶させる必要がなくなる。
【００３５】
　（実施形態２）
　以下、本発明の実施形態２について、図７及び８を参照して説明する。尚、本実施形態
２は、基本的な構成が実施形態１と共通であるので、共通の構成要素には、同一の符号を
付して説明を省略する。
【００３６】
　本実施形態２の制御部２６は、照明装置２に周囲の状況を検出するセンサが取付けられ
ていれば、そのセンサの種類に対応する点滅速度で照明負荷２０を点滅点灯させるように
制御する点に特徴がある。
【００３７】
　センサ８は、図７に示すように、周囲の人体を感知する人感検知部８０と、周囲の照度
を検出する照度検知部８１と、制御部８２と、通信部８３とを備えている。人感検知部８
０は、人体の移動により赤外線の変化を検出する赤外線検出素子を含む回路で構成される
。照度検知部８１は、光電変換を行う受光素子を含む回路で構成される。制御部８２は、
マイクロプロセッサ等から構成され、人感検知部８０及び照度検知部８１の検出値を電圧
信号として出力する。通信部８３は、ＲＳ４８５等に準拠した２線式シリアル通信回路で
構成される。尚、センサ８は、所謂、人感センサと明るさセンサとが一体となったもので
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あるが、照明装置２に取り付けられるセンサは、従来技術と同様に何れか一方であっても
よい。
【００３８】
　照明装置２は、図７に示すように、実施形態１に記載の各部に加えて、接続部２７、セ
ンサ用通信部２８、演算部２９、及び識別部３０を備えている。接続部２７は、照明負荷
２０の周辺に配置され、センサ８のオス型の接続端子（図示せず）が挿入されるメス型の
接続端子（図示せず）を有しており、センサ８が着脱自在に取り付けられる。センサ用通
信部２８は、センサ８の通信部８３と同種の通信回路構成を有し、接続部２７を介してセ
ンサ８と通信する。演算部２９は、マイクロプロセッサ等で構成され、センサ８の照度検
知部８１で検出される照度情報を基に調光率の演算を行う。識別部３０は、自身の照明装
置２に接続されているセンサ８から一定の間隔で送信される信号を監視し、この信号から
センサ８の種類を識別する。
【００３９】
　記憶部２５は、自身のグループ情報５を記憶する以外に、接続部２７に取り付け可能な
全センサの種類と前記種類に各々対応する点滅速度とを表したセンサテーブル９を記憶し
ている。センサの種類は、例えば、図７に示すように、明るさセンサ、人感センサ、及び
明るさ・人感センサの３種類であり、明るさ・人感センサとは、照度センサと明るさセン
サとが一体となったセンサ８のことを示す。
【００４０】
　制御部２６は、実施形態１で述べた機能以外に、人感検知部８０からの人体の検出結果
に応じて照明負荷２０を消灯または点灯させるように点灯回路２１を制御したり、演算部
２９で求められた調光率を基に調光信号出力部３３に調光信号を出力させたりする。また
、制御部２６は、信号線３を通じて人体や照度の検出結果、又は演算部２９で求められた
調光率を自身のグループ情報５とともに自身の通信部２３からその他の照明装置２へ送信
し、同じグループに属する照明装置２は、受信した情報を基に同様の点灯制御を行う。
【００４１】
　更に、本実施形態２の制御部２６は、リモコン４からグループ情報５と、記憶部４３の
グループテーブル６より選定された調光率とを受信すれば、センサテーブル９を参照して
識別部３０で識別されたセンサの種類に対応する点滅速度で照明負荷２０を点滅点灯させ
るように制御する。
【００４２】
　本実施形態２の照明制御システム１に、２つのグループを設定する場合について図８を
参照しながら説明する。尚、図８中の照明制御システム１は、６つの照明装置２（２Ａ～
２Ｆ）から構成されており、図８は、そのうちの４つの照明装置２Ａ～２Ｄのグループ情
報５をグループ１として設定し、残りの２つの照明装置２Ｅ，２Ｆのグループ情報５をグ
ループ２として設定する様子を表している。また、リモコン４に記憶されているグループ
テーブル６の調光率は、図４に示すように、グループ１が１００％、グループ２が２５％
、グループ３が５０％となっている。照明装置２Ｄ及び２Ｆには、センサ８が取り付けら
れている。各照明装置２に記憶されているセンサテーブルの点灯速度は、図７に示すよう
に、明るさセンサが１０Ｈｚ、人感センサが１Ｈｚ、明るさ・人感センサが０．５Ｈｚと
なっている。
【００４３】
　先ず、設定前の照明装置２は、全て通常モードであり予め消灯されている。そして、設
定者７が、順次、照明装置２Ａ～２Ｄに向かってグループ情報５（グループ１）を送信す
る。照明装置２Ａ～２Ｄは、通常モードから設定モードへと切り換わり調光率１００％で
点灯する。但し、照明装置２Ｄにはセンサ８が取り付けられているので、照明装置２Ｄは
、調光率１００％に加えて、点滅速度０．５Ｈｚ（２秒毎に１回点灯）で点滅点灯する。
続いて、順次、照明装置２Ｅ，２Ｆに向かってグループ情報５（グループ２）を送信する
。照明装置２Ｅ，２Ｆは、通常モードから設定モードへと切り換わり調光率２５％で点灯
する。但し、照明装置２Ｆにはセンサ８が取り付けられているので、照明装置２Ｆは、調



(10) JP 2010-198877 A 2010.9.9

10

20

30

光率２５％に加えて、点滅速度０．５Ｈｚで点滅点灯する。
【００４４】
　この様に、本実施形態２の照明制御システム１は、照明装置２Ａ～２Ｆが各々グループ
毎に異なる調光率で点灯することに加えて、センサが取り付けられていればそのセンサの
種類に応じた点滅速度で点滅点灯するので、どの照明装置２にどの種類のセンサが取り付
けられているか容易に確認することができる。特に、設定者７が目視して実際に取り付け
られているか否か判断するのが困難な程に、センサ８の寸法が小さかったり、照明装置２
の位置が離れていたり、設定者７の視力が弱かったりする場合に有効である。
【００４５】
　ところで、本実施形態２のセンサテーブル９にはセンサの種類に対応した点滅速度が設
定され、センサ８が取り付けられている照明装置２に対して点滅点灯をさせている。しか
し、点滅点灯以外にも例えばグループ１の調光率１００％に対して、所定の時間間隔で調
光率５０％までフェードアウトさせて、暫くして元の調光率１００％にフェードインする
ようなフェード動作をさせてもよい。この場合、センサテーブル９には、点滅速度に代わ
ってセンサの種類に対応した調光率やフェード動作させる時間間隔が設定される。
【符号の説明】
【００４６】
　１　照明制御システム
　２　照明装置
　４　リモコン
　５　グループ情報
　６　グループテーブル
　２０　照明負荷
　２１　点灯回路
　２４　リモコン受信部
　２５　記憶部
　２６　制御部
　４２　通信部
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【要約の続き】
対応した調光率で点灯させるように点灯回路２１を制御する。
【選択図】図１
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