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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明機器の作動に関するコマンドを無線で送信または受信する機器通信部と、
　前記照明機器と通信端末機とが互いに前記コマンドを通信する第１通信モードと、メッ
シュネットワークを構成する複数の前記照明機器が互いに前記コマンドを送信または受信
する第２通信モードとを有し、前記第１通信モードにより受信した前記コマンドおよび前
記第２通信モードにより受信した前記コマンドを実行する機器制御部と
　を備え、
　前記機器通信部が、第１の通信端末機を発信源とし複数の前記照明機器に波及する前記
コマンドを、自身とは異なる前記照明機器を介して前記第２通信モードで受信した場合に
、
　前記機器制御部は、前記第１の通信端末機とは異なる第２の通信端末機と前記第１通信
モードで通信していない状態のときは、前記第２通信モードで受信した前記コマンドを実
行し、前記第２の通信端末機と前記第１通信モードで通信している状態のときは、前記第
２通信モードで受信した前記コマンドを実行せずに現状の作動状態を維持する
　照明機器。
【請求項２】
　前記機器通信部が、前記第１の通信端末機を発信源とし複数の前記照明機器に波及する
前記コマンドを、前記第１の通信端末機から前記第１通信モードで受信した場合に、
　前記機器制御部は、前記第１通信モードで受信した前記コマンドを実行せずに現状の作
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動状態を維持するとともに、自身とは異なる前記照明機器に前記第２通信モードで前記コ
マンドを転送する
　請求項１に記載の照明機器。
【請求項３】
　前記機器通信部が、前記第１の通信端末機を発信源とし複数の前記照明機器に波及する
前記コマンドを、前記第１の通信端末機から前記第１通信モードで受信した場合に、
　前記機器制御部は、前記第１通信モードで受信した前記コマンドを実行するとともに、
自身とは異なる前記照明機器に前記第２通信モードで前記コマンドを転送する
　請求項１に記載の照明機器。
【請求項４】
　前記機器制御部は、前記第２通信モードで受信した前記コマンドを実行しない場合は、
前記コマンドを不実行とする情報を前記第１の通信端末機に通知する
　請求項１～３のいずれか１項に記載の照明機器。
【請求項５】
　前記コマンドは、前記照明機器を消灯させる消灯コマンドである
　請求項１～４のいずれか１項に記載の照明機器。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の照明機器を複数備える
　照明システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メッシュネットワークを構成する照明機器および照明システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、通信機能を有する複数の照明機器によりメッシュネットワークを構成する照
明システムが知られている。メッシュネットワークとは、機器同士で無線通信経路を構築
しているネットワークのことをいう。
【０００３】
　この種の照明システムの一つとして、特許文献１には、無線デバイスを有する複数の照
明機器と、照明機器と通信する複数の無線端末と、照明機器を管理する管理サーバとを備
える照明システムが開示されている。この照明システムでは、隣り合う照明機器が相互に
通信可能になっており、複数の照明機器によりメッシュネットワークが形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－６００７８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に開示されている照明システムでは、照明機器を作動するコマンドを管理サ
ーバからメッシュネットワークによる通信経路を用いて各照明機器に送信している。この
ようにメッシュネットワークによる通信経路を用いてコマンドを送信することで、各照明
機器を一括して同じように作動させることができる。
【０００６】
　しかしながら、各照明機器を一括して同じように作動させた場合に、現状の照明機器の
作動状態の下で作業をしている他の者にとっては、照明機器が意に反する作動状態となる
ことで、現状行っている作業に悪影響を与えることがある。例えば、照明機器が点灯して
いる状態で作業をしている者がいるにもかかわらず、各照明機器が一括して消灯された場
合には、現状行っている作業に支障をきたしたり、作業者に不快感を与えたりするという
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問題がある。
【０００７】
　そこで、本発明は、メッシュネットワークによる通信経路を用いて照明機器を一括して
作動させる場合に、現状の作動状態の下で行われている作業に悪影響を与えることを抑制
する照明機器等を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の照明機器の一態様は、照明機器の作動に関するコマンドを無線で送信または受
信する機器通信部と、前記照明機器と通信端末機とが互いに前記コマンドを通信する第１
通信モードと、メッシュネットワークを構成する複数の前記照明機器が互いに前記コマン
ドを送信または受信する第２通信モードとを有し、前記第１通信モードにより受信した前
記コマンドおよび前記第２通信モードにより受信した前記コマンドを実行する機器制御部
とを備え、前記機器通信部が、第１の通信端末機を発信源とし複数の前記照明機器に波及
する前記コマンドを、自身とは異なる前記照明機器を介して前記第２通信モードで受信し
た場合に、前記機器制御部は、前記第１の通信端末機とは異なる第２の通信端末機と前記
第１通信モードで通信していない状態のときは、前記第２通信モードで受信した前記コマ
ンドを実行し、前記第２の通信端末機と前記第１通信モードで通信している状態のときは
、前記第２通信モードで受信した前記コマンドを実行せずに現状の作動状態を維持する。
【０００９】
　また、本発明の照明システムの一態様は、照明機器を複数備える。
【発明の効果】
【００１０】
　メッシュネットワークによる通信経路を用いて照明機器を一括して作動させる場合に、
現状の作動状態の下で行われている作業に悪影響を与えることを抑制する照明機器等を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施の形態１に係る照明システムおよび照明機器を示す図であって、複数の照明
機器により構成されるメッシュネットワークの一例を示す図である。
【図２】実施の形態１に係る照明機器の外観の一例を示す図である。
【図３】実施の形態１に係る照明機器の制御構成を示すブロック図である。
【図４】実施の形態１に係る照明機器と通信する通信端末機の制御構成を示すブロック図
である。
【図５】実施の形態１における照明機器の点灯状態を示す図であり、（ａ）はメッシュネ
ットワークを構成する照明機器の全てが点灯している状態、（ｂ）は各照明機器に消灯コ
マンドを与えた場合を示す図である。
【図６】実施の形態１における照明機器の点灯または消灯を決めるフローチャートである
。
【図７】実施の形態２における照明機器の点灯状態を示す図であり、メッシュネットワー
クを構成する複数の照明機器に消灯コマンドを与えた場合を示す図である。
【図８】実施の形態２における照明機器の点灯または消灯を決めるフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、実施の形態に係る照明機器および照明システムについて、図面を参照しながら説
明する。なお、以下に説明する実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示す
ものである。したがって、以下の実施の形態で示される、数値、形状、材料、構成要素、
構成要素の配置位置および接続形態などは、一例であって本発明を限定する主旨ではない
。よって、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については、任意の構成要素として説明される。
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【００１３】
　なお、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図に
おいて、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付しており、重複する説明は省略ま
たは簡略化する。
【００１４】
　（実施の形態１）
　＜照明システムおよび照明機器の構成＞
　図１は、実施の形態１に係る照明システム１００および照明機器１０ａ、１０ｂ、１０
ｃ、１０ｄ、１０ｅ、１０ｆを示す図であって、複数の照明機器１０ａ～１０ｆにより構
成されるメッシュネットワーク２０（図１における破線）の一例を示す図である。
【００１５】
　照明システム１００は、通信機能を有する複数の照明機器１０ａ～１０ｆにより構成さ
れている。この照明システム１００では、複数の照明機器１０ａ～１０ｆのうちの、互い
に隣り合う照明機器（例えば照明機器１０ｂおよび１０ｄ）が通信することで無線通信経
路を構築し、メッシュネットワークを構成している。なお、このメッシュネットワーク２
０は、隣り合う照明機器に限られず、無線通信距離内における所定ホップ数の照明機器の
間で構成されていてもよい。
【００１６】
　また、照明機器１０ａ～１０ｆは、複数の作業者がそれぞれ所持する通信端末機５０、
６０（第１の通信端末機５０および第２の通信端末機６０）と通信可能である。通信端末
機５０、６０は、自身の近くに位置する照明機器１０ａ～１０ｆと自動的に通信接続する
ように設定されている。図１では、通信端末機５０は照明機器１０ａと通信接続し、通信
端末機６０は照明機器１０ｄと通信接続している。
【００１７】
　図２は、照明機器１０ａ～１０ｆの外観の一例を示す図である。図３は、照明機器１０
ａ～１０ｆの制御構成を示すブロック図である。
【００１８】
　照明機器１０ａ～１０ｆは、例えば、図２に示すようなシーリングライトであり、住宅
等の建物の造営材（天井など）に設置される。照明機器１０ａ～１０ｆは、機器本体１５
と、機器本体１５を覆うグローブ１６とを備えている。グローブ１６は、透光性を有する
樹脂材料により形成されている。機器本体１５は、図３に示すように、光源１１と、機器
通信部１２と、機器制御部１３とを備えている。
【００１９】
　光源１１は、例えば、白色光、赤色光、緑色光または青色光を発する複数の発光ダイオ
ードを含んでいる。光源１１は、機器制御部１３により調光制御および／または調色制御
される。
【００２０】
　機器通信部１２は、アンテナおよび無線モジュールを有している。機器通信部１２は、
自身とは異なる照明機器の機器通信部１２と、照明機器１０ａ～１０ｆの作動に関するコ
マンドを無線で送信また受信する。例えば、照明機器１０ｂは、隣に位置する照明機器１
０ａ、１０ｄ、１０ｅと通信可能となっている。また、照明機器１０ａ～１０ｆの機器通
信部１２は、通信端末機５０または６０とも通信可能となっている。通信方式としては、
例えば、ＩＥＥＥ８０２．１５．１で規格されているBluetooth（登録商標）のような２
．４ＧＨｚ帯の周波数帯で通信する方式が用いられる。
【００２１】
　機器制御部１３は、ＣＰＵ、ＲＡＭおよびプログラムを格納しているＲＯＭなどにより
構成されている。機器制御部１３は、機器通信部１２を介して他の機器と通信するための
複数の通信モード（第１通信モードＭ１および第２通信モードＭ２）を有している。第１
通信モードＭ１は、照明機器１０ａ～１０ｆのそれぞれと通信端末機５０または６０とが
互いに通信する場合の通信モードである。第２通信モードＭ２は、メッシュネットワーク
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２０を構成する複数の照明機器１０ａ～１０ｆが互いにコマンドを送信または受信する場
合の通信モードである。機器制御部１３は、第１通信モードＭ１および第２通信モードＭ
２の両方を同時に使用してコマンドを送受信することができる。機器制御部１３は、第１
通信モードＭ１により受信したコマンド、および、第２通信モードＭ２により受信したコ
マンドを、照明機器１０ａ～１０ｆの使用状況に応じて実行する。
【００２２】
　図４は、照明機器１０ａ～１０ｆと通信する通信端末機５０、６０の制御構成を示すブ
ロック図である。
【００２３】
　通信端末機５０、６０は、例えば、タブレット端末やスマートフォンであり、操作部５
４と、表示部５１と、端末通信部５２と、端末制御部５３とを備えている。
【００２４】
　操作部５４は、例えば、照明機器１０ａ～１０ｆを作動させるコマンドを入力するタッ
チパネルである。表示部５１は、例えば、照明機器１０ａ～１０ｆの個々の作動状態を表
示したり、メッシュネットワーク２０への参加有無を表示したりするための液晶モニター
である。端末通信部５２は、アンテナおよび無線モジュールを有している。端末制御部５
３は、ＣＰＵ、ＲＡＭおよびＲＯＭなどにより構成されている。端末制御部５３は、照明
機器１０ａ～１０ｆのそれぞれと通信する第１通信モードＭ１を有している。
【００２５】
　通信端末機５０、６０と照明機器１０ａ～１０ｆとの間では第１通信モードＭ１を使っ
て、また、各照明機器１０ａ～１０ｆの間では第２通信モードＭ２を使って、点灯、消灯
、調光、調色、リセットなどの照明機器１０ａ～１０ｆの作動に関するコマンドが送受信
される。また、通信端末機５０、６０と照明機器１０ａ～１０ｆとの間、および、各照明
機器１０ａ～１０ｆの間では、これらのコマンドの他に、照明機器１０ａ～１０ｆごとに
個別に割り当てられているアドレス、および、ネットワークの暗号鍵などの認証情報が送
受信される。
【００２６】
　例えば、アドレスを指定して照明機器１０ｂの作動に関するコマンドを送信することで
、照明機器１０ｂのみを作動させることができる。また、複数の照明機器１０ａ～１０ｆ
を１グループとしてアドレスを割り当てることで、１グループからなる照明機器１０ａ～
１０ｆを一括して作動させることができる。また、点灯、消灯、調光、調色、リセットの
うちの所定のコマンドまたは全てのコマンドを、一括して作動するように予め設定するこ
とができる。
【００２７】
　これらのコマンドは、原則的には、通信端末機５０または６０を発信源とし、メッシュ
ネットワーク２０による通信経路を用いて、複数の照明機器１０ａ～１０ｆに波及するよ
うに送信される。例えば、所定のコマンドを第１通信モードＭ１で通信端末機５０から照
明機器１０ａに送信すると、照明機器１０ａは、受信したコマンドを第２通信モードＭ２
で照明機器１０ｂに送信する。照明機器１０ｂは、受信したコマンドを実行するとともに
、そのコマンドを第２通信モードＭ２で照明機器１０ｄ、１０ｅに送信する。
【００２８】
　ただし、本実施の形態では、第１通信モードＭ１で通信している状態にある照明機器１
０ａ～１０ｄは、他の機器から受信したコマンドを無視して実行しないように設定されて
いる。例えば、通信端末機６０と第１通信モードＭ１で通信している照明機器１０ｄは、
通信端末機５０を発信源として第２通信モードＭ２で受信したコマンドを実行せずに現状
の作動状態を維持する。また、照明機器１０ａは、第１通信モードＭ１で受信したコマン
ドを一旦受け付けるが、通信端末機５０と第１通信モードＭ１で直接通信しているので、
そのコマンドを実行せずに現状の作動状態を維持する。
【００２９】
　すなわち、本実施の形態に係る照明機器１０ａ～１０ｆでは、照明機器１０ａ～１０ｆ
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を一括して作動させる場合に、第１通信モードＭ１で通信している照明機器（例えば照明
機器１０ａ、１０ｄ）に関しては、現状の作動状態で作業している者がいるとみなして、
その作動状態を維持し、作業に悪影響を与えることを抑制している。
【００３０】
　＜照明機器の動作＞
　次に、図５および図６を参照しながら、メッシュネットワーク２０を構成する複数の照
明機器１０ａ～１０ｆに消灯コマンドを与えた場合の照明機器１０ａ～１０ｆの動作につ
いて説明する。なお、ここでは、照明機器１０ａの近辺にいる作業者が、節電のため、他
の照明機器１０ｂ～１０ｆを消灯する場合について説明する。
【００３１】
　図５は照明機器１０ａ～１０ｆの点灯状態を示す図であり、図６は、照明機器１０ａ～
１０ｆの点灯または消灯を決めるフローチャートである。
【００３２】
　はじめは、図５の（ａ）に示すように、メッシュネットワーク２０を構成する複数の照
明機器１０ａ～１０ｆが、全て点灯した状態にある（図６のＳ１１）。
【００３３】
　この状態から、照明機器１０ａの近辺にいる作業者が他の照明機器１０ｂ～１０ｆを消
灯するため、図５の（ｂ）に示すように、通信端末機５０を使って消灯コマンドを照明機
器１０ａに送信する。
【００３４】
　まず、通信端末機５０から消灯コマンドを直接受信した照明機器１０ａの動作について
、図６を参照しながら説明する。
【００３５】
　照明機器１０ａは、通信端末機５０から第１通信モードＭ１で消灯コマンドを受信する
（図６のＳ１２）。その後、照明機器１０ａは、自身が第１通信モードＭ１で他の機器と
通信しているかどうかを判断する（図６のＳ１３）。このとき、照明機器１０ａは、第１
通信モードＭ１で受信した消灯コマンドを一旦受け付けるが、通信端末機５０と第１通信
モードＭ１で通信している状態なので（Ｓ１３のＹｅｓ）、第１通信モードＭ１で受信し
た消灯コマンドを実行せず現状の作動状態を維持する。それとともに、消灯コマンドを隣
に位置する照明機器１０ｂ、１０ｃに、第２通信モードＭ２で転送する。なお、照明機器
１０ａは、再び消灯コマンドを受信するまでは点灯状態を維持する。
【００３６】
　次に、自身とは異なる照明機器を介して消灯コマンドを受信した照明機器１０ｂ～１０
ｆの動作について、再び図６を参照しながら説明する。
【００３７】
　照明機器１０ｂ、１０ｃは、照明機器１０ａから第２通信モードＭ２で消灯コマンドを
受信する（図６のＳ１２）。その後、照明機器１０ｂ、１０ｃは、自身が第１通信モード
Ｍ１で他の機器と通信しているかどうかを判断する（図６のＳ１３）。このとき、照明機
器１０ｂ、１０ｃは、第１通信モードＭ１で他の機器と通信していない状態なので（Ｓ１
３のＮｏ）、第２通信モードＭ２で受信した消灯コマンドをそれぞれ実行する（図６のＳ
１４）。それとともに、消灯コマンドを隣に位置する照明機器１０ｄ、１０ｅ、１０ｆに
、第２通信モードＭ２で転送する。
【００３８】
　照明機器１０ｄ、１０ｅ、１０ｆは、照明機器１０ｂ、１０ｃから第２通信モードＭ２
で消灯コマンドを受信する（図６のＳ１２）。その後、照明機器１０ｄ、１０ｅ、１０ｆ
は、自身が第１通信モードＭ１で他の機器と通信しているかどうかを判断する（図６のＳ
１３）。このとき、照明機器１０ｅ、１０ｆは、第１通信モードＭ１で他の機器と通信し
ていない状態なので（Ｓ１３のＮｏ）、第２通信モードＭ２で受信した消灯コマンドをそ
れぞれ実行する（図６のＳ１４）。
【００３９】
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　それに対し、照明機器１０ｄは、通信端末機６０と第１通信モードＭ１で通信している
状態なので（Ｓ１３のＹｅｓ）、第２通信モードＭ２で受信した消灯コマンドを無視して
実行せず、現状の作動状態を維持する。また、照明機器１０ｄは、受信した消灯コマンド
を不実行とする応答情報を、通信端末機５０にポップアップで通知する。この応答情報は
、メッシュネットワーク２０の通信経路で用いられる第２通信モードＭ２、および、照明
機器１０ａと通信端末機５０との通信経路で用いられる第１通信モードＭ１を使って、通
信端末機５０に通知される。
【００４０】
　すなわち、本実施の形態に係る照明機器１０ａ～１０ｆでは、図５の（ｂ）に示すよう
に、照明機器１０ａの近辺にいる作業者が、通信端末機５０を用いて照明機器１０ａ～１
０ｆに対して一括して消灯コマンドを与えた場合であっても、通信端末機５０、６０の近
くに位置する照明機器１０ａ、１０ｄは、消灯しないようになっている。
【００４１】
　＜まとめ＞
　以上説明したように、本実施の形態に係る照明機器１０ａ～１０ｆは、機器通信部１２
が、第１の通信端末機５０を発信源とし複数の照明機器１０ａ～１０ｆに波及するコマン
ドを、自身とは異なる照明機器を介して第２通信モードＭ２で受信した場合に、機器制御
部１３は、第１の通信端末機５０とは異なる第２の通信端末機６０と第１通信モードＭ１
で通信していない状態のときは、第２通信モードＭ２で受信したコマンドを実行し、第２
の通信端末機６０と第１通信モードＭ１で通信している状態のときは、第２通信モードＭ
２で受信したコマンドを実行せずに現状の作動状態を維持する。
【００４２】
　これによれば、第１の通信端末機５０を発信源として、メッシュネットワーク２０によ
る通信経路を用いて照明機器１０ａ～１０ｆを一括して作動させる場合に、第２の通信端
末機６０の近くに位置する照明機器（図５の（ｂ）では照明機器１０ｄ）の下で行われて
いる作業に悪影響を与えることを抑制することができる。
【００４３】
　なお、本実施の形態において「第１通信モードＭ１で通信している状態」とは、第１通
信モードＭ１でコマンドの送受信を行っているときだけでなく、通信端末機５０、６０と
照明機器１０ａ～１０ｆとの間の第１通信モードＭ１によるコネクションが確立してから
解放するまでのセッション中も含まれる。
【００４４】
　また、例えば、照明機器１０ａの機器通信部１２が、第１の通信端末機５０を発信源と
し複数の照明機器１０ａ～１０ｆに波及するコマンドを、第１の通信端末機５０から第１
通信モードＭ１で受信した場合に、機器制御部１３は、第１通信モードＭ１で受信したコ
マンドを実行せずに現状の作動状態を維持するとともに、自身とは異なる照明機器１０ｂ
～１０ｆに第２通信モードＭ２でコマンドを転送してもよい。
【００４５】
　これによれば、第１の通信端末機５０の近くに位置する照明機器１０ａの作動状態を維
持しながら、他の照明機器１０ｂ、１０ｃ、１０ｅ、１０ｆに一括してコマンドを実行さ
せることができる。また、照明機器１０ａに対して誤ってコマンドを与えてしまった場合
でも、照明機器１０ａは現状の作動状態を維持するので、照明機器１０ａの下で現状行わ
れている作業に悪影響を与えることを抑制することができる。
【００４６】
　また、機器制御部１３は、第２通信モードＭ２で受信したコマンドを実行しない場合は
、コマンドを不実行とする情報を第１の通信端末機５０に通知してもよい。
【００４７】
　これによれば、第１の通信端末機５０に通知された情報により、コマンドが実行される
と現状の作業に支障をきたす照明機器が他にあり、その照明機器でコマンドが実行されな
かったことを認識することができる。
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【００４８】
　また、本実施の形態に係る照明システム１００は、複数の照明機器１０ａ～１０ｆを備
えている。
【００４９】
　この照明システム１００によれば、通信端末機５０を発信源として、メッシュネットワ
ーク２０による通信経路を用いて照明機器１０ａ～１０ｆを一括して作動させる場合に、
通信端末機６０の近くに位置する照明機器１０ｄの下で行われている作業に悪影響を与え
ることを抑制することができる。
【００５０】
　（実施の形態２）
　＜照明システムおよび照明機器の構成＞
　実施の形態２に係る照明システム１００では、通信端末機５０から直接的にコマンドを
受信した照明機器１０ａ～１０ｆが、そのコマンドに従うように設定されている。
【００５１】
　例えば、照明機器１０ａの機器通信部１２が、第１の通信端末機５０を発信源とし複数
の照明機器１０ａ～１０ｆに波及するコマンドを、第１の通信端末機５０から第１通信モ
ードＭ１で受信した場合に、機器制御部１３は、第１通信モードＭ１で受信したコマンド
を実行するとともに、そのコマンドを自身とは異なる照明機器１０ｂ～１０ｆに第２通信
モードＭ２で転送するように構成されている。
【００５２】
　＜照明機器の動作＞
　図７および図８を参照しながら、複数の照明機器１０ａ～１０ｆに消灯コマンドを与え
た場合の照明機器１０ａ～１０ｆの動作について説明する。なお、ここでは、照明機器１
０ａ～１０ｆが設置されたフロアーにいる作業者が、フロアーでの作業を終了したため、
全ての照明機器１０ａ～１０ｆを消灯する場合について説明する。
【００５３】
　図７は照明機器１０ａ～１０ｆの点灯状態を示す図であり、図８は、照明機器１０ａ～
１０ｆの点灯または消灯を決めるフローチャートである。
【００５４】
　はじめは、メッシュネットワーク２０を構成する複数の照明機器１０ａ～１０ｆが、全
て点灯した状態にある（図８のＳ２１）。
【００５５】
　この状態から、照明機器１０ａの近辺にいる作業者が全ての照明機器１０ａ～１０ｆを
消灯するため、図７に示すように、通信端末機５０を使って消灯コマンドを照明機器１０
ａに送信する。
【００５６】
　まず、通信端末機５０から消灯コマンドを直接受信した照明機器１０ａの動作について
、図８を参照しながら説明する。
【００５７】
　照明機器１０ａは、通信端末機５０から第１通信モードＭ１で消灯コマンドを受信する
（図８のＳ２２）。その後、照明機器１０ａは、自身が第１通信モードＭ１で他の機器と
通信しているかどうかを判断する（図８のＳ２３）。このとき、照明機器１０ａは、通信
端末機５０と第１通信モードＭ１で通信している状態なので（Ｓ２３のＹｅｓ）、第１通
信モードＭ１で受信した消灯コマンドを実行する（図８のＳ２５）。それとともに、消灯
コマンドを隣に位置する照明機器１０ｂ、１０ｃに、第２通信モードＭ２で転送する。
【００５８】
　次に、自身とは異なる照明機器を介して消灯コマンドを受信した照明機器１０ｂ～１０
ｆの動作について、再び図８を参照しながら説明する。
【００５９】
　照明機器１０ｂ、１０ｃは、照明機器１０ａから第２通信モードＭ２で消灯コマンドを
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受信する（図８のＳ２２）。その後、照明機器１０ｂ、１０ｃは、消灯コマンドを第１通
信モードＭ１で受信したかどうかを判断する（図８のＳ２３）。照明機器１０ｂ、１０ｃ
は、消灯コマンドを第１通信モードＭ１で受信しておらず、第２通信モードＭ２で受信し
ているので、次のステップに移り、自身が第１通信モードＭ１で他の機器と通信している
かどうかを判断する（図８のＳ２４）。ここで、照明機器１０ｂ、１０ｃは、第１通信モ
ードＭ１で他の機器と通信していないので（Ｓ２４のＮｏ）、第２通信モードＭ２で受信
した消灯コマンドをそれぞれ実行する（図８のＳ２５）。それとともに、消灯コマンドを
隣に位置する照明機器１０ｄ、１０ｅ、１０ｆに、第２通信モードＭ２で転送する。
【００６０】
　照明機器１０ｄ、１０ｅ、１０ｆは、照明機器１０ｂ、１０ｃから第２通信モードＭ２
で消灯コマンドを受信する（図８のＳ２２）。その後、照明機器１０ｄ、１０ｅ、１０ｆ
は、消灯コマンドを第１通信モードＭ１で受信したかどうかを判断する（図８のＳ２３）
。照明機器１０ｄ、１０ｅ、１０ｆは、消灯コマンドを第１通信モードＭ１で受信してお
らず（Ｓ２３のＮｏ）、第２通信モードＭ２で受信しているので、次のステップに移り、
自身が第１通信モードＭ１で他の機器と通信しているかどうかを判断する（図８のＳ２４
）。
【００６１】
　ここで、照明機器１０ｅ、１０ｆは、第１通信モードＭ１で他の機器と通信していない
ので（Ｓ２４のＮｏ）、第２通信モードＭ２で受信した消灯コマンドをそれぞれ実行する
（図８のＳ２５）。
【００６２】
　それに対し、照明機器１０ｄは、通信端末機６０と第１通信モードＭ１で通信している
ので（Ｓ２４のＹｅｓ）、第２通信モードＭ２で受信した消灯コマンドを無視して実行せ
ず、現状の作動状態を維持する。また、照明機器１０ｄは、受信した消灯コマンドを不実
行とする応答情報を、通信端末機５０にポップアップで通知する。
【００６３】
　すなわち、本実施の形態に係る照明機器１０ａ～１０ｆでは、図７に示すように、照明
機器１０ａの近辺にいる作業者が、通信端末機５０を用いて照明機器１０ａ～１０ｆに対
して一括して消灯コマンドを与えた場合であっても、通信端末機６０の近くに位置する照
明機器１０ｄは消灯しないようになっている。
【００６４】
　＜まとめ＞
　以上、本実施の形態に係る照明機器１０ａ～１０ｆにおいても、機器通信部１２が、第
１の通信端末機５０を発信源とするコマンドを、自身とは異なる照明機器を介して第２通
信モードＭ２で受信した場合に、機器制御部１３は、第２の通信端末機６０と第１通信モ
ードＭ１で通信していない状態のときは、第２通信モードＭ２で受信したコマンドを実行
し、第２の通信端末機６０と第１通信モードＭ１で通信している状態のときは、第２通信
モードＭ２で受信したコマンドを実行せずに現状の作動状態を維持する。
【００６５】
　これによれば、第１の通信端末機５０を発信源として、メッシュネットワーク２０によ
る通信経路を用いて照明機器１０ａ～１０ｆを一括して作動させる場合に、第２の通信端
末機６０の近くに位置する照明機器（図７では照明機器１０ｄ）の下で行われている作業
に悪影響を与えることを抑制することができる。
【００６６】
　また、例えば、照明機器１０ａの機器通信部１２が第１の通信端末機５０を発信源とし
複数の照明機器１０ａ～１０ｆに波及するコマンドを、第１の通信端末機５０から第１通
信モードＭ１で受信した場合に、照明機器１０ａの機器制御部１３は、第１通信モードＭ
１で受信したコマンドを実行するとともに、自身とは異なる照明機器１０ｂ～１０ｆに第
２通信モードＭ２でコマンドを転送してもよい。
【００６７】
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　これによれば、第１の通信端末機５０の近くに位置する照明機器１０ａも含め、他の照
明機器１０ｂ、１０ｃ、１０ｅ、１０ｆ（ただし図７に示す照明機器１０ｄを除く）に一
括してコマンドを実行させることができる。
【００６８】
　また、本実施の形態に係る照明システム１００は、複数の照明機器１０ａ～１０ｆを備
えている。
【００６９】
　この照明システム１００によれば、通信端末機５０を発信源として、メッシュネットワ
ーク２０による通信経路を用いて照明機器１０ａ～１０ｆを一括して作動させる場合に、
通信端末機６０の近くに位置する照明機器１０ｄの下で行われている作業に悪影響を与え
ることを抑制することができる。
【００７０】
　以上、照明機器１０ａ～１０ｆおよび照明システム１００について、実施の形態に基づ
いて説明したが、本発明は、上記の実施の形態に限定されるものではない。例えば、上記
の実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態や、本発明の趣旨
を逸脱しない範囲で実施の形態における構成要素および機能を任意に組み合わせることで
実現される形態も本発明に含まれる。
【００７１】
　例えば、実施の形態１では、通信端末機５０のコマンドにより照明機器１０ａ～１０ｆ
を作動させているが、それに限られず、通信端末機６０の第１通信モードＭ１によるコマ
ンドにより照明機器１０ａ～１０ｆを作動させてもよい。また、照明システム１００の中
に照明機器１０ａ～１０ｆを管理する管理サーバを設け、管理サーバの第１通信モードを
用いたコマンドにより照明機器１０ａ～１０ｆを作動させてもよい。
【００７２】
　また、実施の形態１、２では、照明機器１０ｄと通信端末機６０とを通信接続させてい
るが、それに限られず、通信端末機６０にローミング機能を持たせ、移動させた通信端末
機６０と他の照明機器１０ｂ、１０ｃ、１０ｅ、１０ｆとを第１通信モードＭ１で通信接
続させてもよい。また、通信接続は自動で接続するのではなく、通信端末機５０、６０を
手動で操作し接続させてもよい。
【００７３】
　また、実施の形態１では、Bluetooth（登録商標）を用いた近距離無線通信方式を例に
挙げて説明したが、それに限られず、ＷｉＦｉ（登録商標）や赤外線通信などの通信方式
を用いることもできる。
【００７４】
　また、実施の形態１では、照明機器１０ａ～１０ｆとしてシーリングライトを例に挙げ
て説明したが、それに限られず、ＬＥＤベースライトやＬＥＤダウンライドであってもよ
い。
【符号の説明】
【００７５】
　１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄ、１０ｅ、１０ｆ　照明機器
　１２　　機器通信部
　１３　　機器制御部
　２０　　メッシュネットワーク
　５０　　第１の通信端末機
　６０　　第２の通信端末機
　１００　照明システム
　Ｍ１　　第１通信モード
　Ｍ２　　第２通信モード
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