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(57)【要約】
【課題】　　　　　　照明器具３の交換を行ったとき、
個別に制御するために割り付けられる照明器具３の個別
アドレスを自動設定することを目的とする。
【解決手段】　　　　通信ユニット２がＳ１の電源ＯＦ
Ｆ状態になっているときに照明器具３を交換した場合、
Ｓ２の電源ＯＮ後は、接続している全ての照明器具３の
個別アドレスを検出（Ｓ４）し、交換前に通信ユニット
２の記憶部１９に保存された個別アドレスが検出されな
い場合は、記憶部１９に保存されているＭＡＣアドレス
を削除して空き状態（Ｓ５）とする。その後、新しく設
置された照明器具３が検出（Ｓ６）されると、空き状態
になっていた個別アドレスを割り付け（Ｓ７）、該当す
るグループ番号も設定（Ｓ９）される。初期設定終了後
に照明器具３を交換した場合は、接続している全ての照
明器具３の個別アドレス検出を行わず、新しく設置した
照明器具３には、交換前の照明器具３とは異なる個別ア
ドレスが割り付けられる。
【選択図】　　　　　図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の照明器具と、この照明器具の点灯制御および機能設定を行うための命令信号を送
信するコントローラと、前記照明器具と信号線により接続され前記コントローラから送信
された命令信号を受信するとともに信号線を介して照明器具に出力する複数の通信ユニッ
トからなり、前記命令信号は前記照明器具に対する個別アドレスを含み、個別アドレスに
より特定された照明器具を命令信号に基づいて制御する照明制御システムのアドレス設定
方法において、
前記照明器具のうち任意のものを交換しようとするとき、該照明器具に接続された前記通
信ユニットの電源をオフ状態とすることにより、新たに設置した照明器具のアドレスとし
て交換前の照明器具に使用されていたアドレスをそのまま割り付けるとともに、前記通信
ユニットをオン状態にすることにより、新たに設置した照明器具のアドレスとして未使用
のアドレスを割り付けるようにしたことを特徴とする照明制御システムのアドレス設定方
法。
【請求項２】
　複数の照明器具と、人感センサ、照度センサおよび壁スイッチ等の制御用機器と、これ
ら照明器具および制御用機器の点灯制御および機能設定を行うための命令信号を送信する
コントローラと、前記照明器具および前記制御用機器と信号線により接続され前記コント
ローラから送信された命令信号を受信するとともに信号線を介して照明器具および制御用
機器に出力する複数の通信ユニットからなり、前記命令信号は前記照明器具および制御用
機器に対する個別アドレスを含み、個別アドレスにより特定された照明器具および制御用
機器を命令信号に基づいて制御する照明制御システムのアドレス設定方法において、
前記照明器具および制御用機器のうち任意のものを交換しようとするとき、該照明器具お
よび制御用機器に接続された前記通信ユニットの電源をオフ状態とすることにより、新た
に設置した照明器具および制御用機器のアドレスとして交換前の照明器具および制御用機
器に使用されていたアドレスをそのまま割り付けるとともに、前記通信ユニットをオン状
態にすることにより、新たに設置した照明器具および制御用機器のアドレスとして未使用
のアドレスを割り付けるようにしたことを特徴とする照明制御システムのアドレス設定方
法。
【請求項３】
　前記通信ユニットに機能切り替え手段が設けられ、この機能切り替え手段の切り替えに
より前記アドレスをそれぞれ割り付けるようにしたことを特徴とする請求項１又は請求項
２記載の照明制御システムのアドレス設定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明制御システムにおいて、通信ネットワークで接続されて照明制御システ
ムを構成する照明器具、人感センサ、照度センサ及び壁スイッチ等の各機器に個別アドレ
スを割り付ける方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、複数の照明器具とコントロールユニットによって構成され、照明器具とコント
ロールユニットとの間で信号線を介して双方向通信が行われ、コントロールユニットから
個別アドレス宛のコマンド信号によって、照明器具が制御される照明制御システムにおい
て、コントロールユニットからアドレス設定開始信号を送信し、このアドレス設定開始信
号を照明器具が受信すると、アドレス設定優先モード動作に移行し、ランプの点灯／消灯
動作は行わずにアドレス設定用コマンド信号のみ受信し、動作する状態になる。その後、
個別アドレスを設定する特定の照明器具を認識すると、コントロールユニットより個別ア
ドレスが割付けられる。（例えば、特許文献１参照。）
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３９４１６２２号公報（段落「００２７」）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のアドレス設定方法によれば、当初、照明器具等の設置時には、コントロールユニ
ットからのアドレス設定用コマンド信号によって個々の照明器具を識別するためのアドレ
スを割り付けているが、途中で照明器具等を交換した時には、操作器を使用し、新たに取
り付けた照明器具に個別アドレスを割り付ける必要がある。しかしながら、操作器はアド
レス設定時のみ接続して使用する場合や、無線通信を行う場合もあり、器具交換現場に常
備しているとは限らないため、照明器具を交換した作業者が直接個別アドレスを再設定で
きない可能性がある。
【０００５】
　本発明は、上記従来の問題点を解決するためになされたもので、照明器具等の交換時に
も簡単な操作により自動でアドレスを割り付けることができる照明制御システムのアドレ
ス設定方法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】
【０００６】
　本発明のアドレス設定方法は、照明器具を交換する場合、通信ユニットの電源が起動中
であれば、新しく設置した照明器具には、使用していない新しい個別アドレスを割り付け
、その後、作業者が新たにグループ番号を設定する。また、交換時に通信ユニットの電源
が切断している場合は、電源起動時に、新しく設置した照明器具に、交換前の照明器具と
同じ個別アドレスを割り付けたものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、照明器具が接続された通信ユニットの電源をＯＮないしＯＦＦとする
ことにより、交換された照明器具のアドレスが自動設定されるから、アドレスを設定する
ための操作器を不要とし、作業者の負担も著しく軽減される効果がある。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施の形態１におけるシステム構成を示すブロック図である。
【図２】実施の形態１における通信ユニットの構成を示すブロック図である。
【図３】実施の形態１におけるコントローラの構成を示すブロック図である。
【図４】実施の形態１における通信ユニット電源ＯＦＦ状態で１台交換時の個別アドレス
割り付け方法を示す図である。
【図５】実施の形態１における通信ユニット電源ＯＦＦ状態で複数交換時の個別アドレス
割り付け方法を示す図である。
【図６】実施の形態１における通信ユニット電源ＯＮ状態で１台交換時の個別アドレス割
り付け方法を示す図である。
【図７】実施の形態１における通信ユニット電源ＯＮ状態で複数交換時の個別アドレス割
り付け方法を示す図である。
【図８】実施の形態１における通信ユニット動作を示すフローチャートである。
【図９】実施の形態１における無線通信部分を有線通信に変更したシステム構成を示すブ
ロック図である。
【図１０】実施の形態１における上位システムと接続する場合のシステム構成を示すブロ
ック図である。
【図１１】実施の形態１における上位システムと接続する場合のコントローラの構成を示
すブロック図である。
【図１２】実施の形態１における照明器具内に有線通信を行う制御ユニットを搭載した場
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合の構成を示す図である。
【図１３】実施の形態２におけるシステム構成を示す図である。
【図１４】実施の形態２における通信ユニット動作を示すフローチャートの前半部である
。
【図１５】実施の形態２における通信ユニット動作を示すフローチャートの後半部である
。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　実施の形態１．
　図１は、本実施の形態の照明制御システムを示すブロック図である。
【００１０】
　照明制御システムは、コントローラ１と、コントローラ１と無線信号により通信を行う
通信ユニット２と、ランプとその点灯回路を有する照明器具３、エリア内の人の存在を検
知する人感センサ４、同じくエリア内の照度を検知する照度センサ５およびランプの点灯
をオン、オフする壁スイッチ６等の照明システムを構成する機器と、コントローラ１と無
線信号にて通信を行いユーザの遠隔操作によってコントローラ１の機能などを設定するワ
イヤレスリモコン７とから構成され、照明器具３、人感センサ４、照度センサ５および壁
スイッチ６は、通信ユニット２に対し２線式シリアル通信で双方向通信を行う信号線を介
して接続される。
【００１１】
　照明器具３、人感センサ４、照度センサ５および壁スイッチ６は、図１に示すように、
１台の通信ユニット２にそれぞれ１台の機器が接続されるもの、あるいは１台の通信ユニ
ット２に複数の機器が接続されるものであり、構築される照明システムの態様に応じて照
明制御システムの全体構成が決められる。
【００１２】
　通信ユニット２は、無線信号にてコントローラ１より受信したデータ設定、モニタ及び
点灯、消灯、調光等の制御信号を２線式有線シリアル信号に変換する機能を持ち、各複数
の照明器具３、人感センサ４、照度センサ５及び壁スイッチ６の１台毎に予め整理番号と
なる個別アドレスを割り付けて、個別にデータ設定、モニタ及び制御を行うことができる
。
【００１３】
　図２は、通信ユニットの構成を示すブロック図である。
【００１４】
　通信ユニット２は、ワイヤレスリモコン７などと無線信号にて双方向の通信を行う無線
通信部１４と、無線通信部１４が送受信するデータを変換する無線データ変換部１５と、
無線データ変換部１５が変換するデータをデータ分析する演算部１６と、演算部１６でデ
ータ分析した結果を基に有線シリアルデータに変換する有線シリアル変換部１７と、照明
器具３、人感センサ４、照度センサ５及び壁スイッチ６の少なくとも何れかが接続される
とともに、有線シリアル変換部１７が変換した有線シリアルデータの送受信を行う有線シ
リアル接続部１８と、演算部１６がデータ分析した結果から設定値を記憶する記憶部１９
と、演算部１６がデータ分析した結果を表示するＬＥＤ表示部２０を備える。
【００１５】
　通信ユニット２は、コントローラ１から無線信号のデータ設定、モニタ及び制御信号を
受信した場合、無線通信部１４によって、データを受信し、演算部１６でデータ解析が行
えるように、無線データ変換部１５で有線シリアルデータに変換する。受信したデータに
設定値を含むものであれば、記憶部１９に設定値を記憶し、ＬＥＤ表示部２０により、Ｌ
ＥＤの色や点滅状態で動作表示を行う。また、受信データは有線シリアルデータ変換部１
７によって、２線式有線シリアル通信用の信号に変換され、有線シリアル接続部１８から
、配下に接続された照明器具３、人感センサ４、照度センサ５及び壁スイッチ６にデータ
を送信する。
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【００１６】
　また、通信ユニット２が、照明器具３、人感センサ４、照度センサ５及び壁スイッチ６
から、データを受信した場合は、有線シリアル接続部１８で受信したデータを有線シリア
ルデータ変換部１７によってシリアルデータに変換し、演算部１６でデータ解析を行い、
受信データを記憶部１９に記憶し、動作状態をＬＥＤ表示部２０に表示する。また、受信
したデータを無線データ変換部１５によって、無線通信データに変換し、無線通信部１４
から、コントローラ１に対してデータを送信する。
【００１７】
　データ送受信について、例えば、通信ユニット２から照明器具３へ点灯、消灯などの動
作指令、各照明器具３が動作している調光率などのモニタ信号、及び各照明器具３に個別
アドレスを割付けるアドレス設定信号などは、同様に、通信ユニット２の記憶部１９内の
データを基に演算部１６で送信データを作成又は解析を行い、有線シリアルデータ変換部
１７を介して、有線シリアル接続部よりデータ送受信を行う。各信号には、信号の種類を
意味する機能コードを設け、受信する機器は機能コードを解析することで、データの種類
を判別し、機能コードと共に受信する数値の把握や命令に従った動作を行う。
【００１８】
　図３はコントローラ１の構成を示すブロック図である。コントローラ１は、複数の通信
ユニット２を管理し、通信ユニット２の配下に接続された照明器具３、人感センサ４、照
度センサ５及び壁スイッチ６等の各機器についても、割り振られた個別アドレスと通信ユ
ニット２のアドレスとの組合せで記憶部１９により管理する。コントローラ１から、各機
器へデータ送信する場合は、演算部１６で生成されたデータを無線データ変換部１５で無
線信号に変換し、無線通信部１４から単一あるいは複数の通信ユニット２へ送信する。ま
た、通信ユニット２からデータを受信した場合は、無線通信部１４で受信したデータを無
線データ変換部１５でシリアル信号に変換し、演算部１６でデータ処理を行って、設定デ
ータがあれば、記憶部１９に保存する。また、エリアコントローラ１の動作状態をＬＥＤ
表示部２０で表示させる。コントローラ１は、複数の通信ユニット２に接続される照明器
具３、人感センサ４、照度センサ５及び壁スイッチ６の設定データ、制御状態を全て管理
するため、通信ユニット２と比較して、メモリ容量が大きい必要がある。
【００１９】
　ワイヤレスリモコン７は、表示画面と操作用ボタンを備えており、ボタンを操作するこ
とによって設定値の決定や送信を行い、また、動作状態をモニタデータとして受信するこ
とで、データ値を表示画面に表示する機能を有する。
【００２０】
　本システムでは、各複数の照明器具３、人感センサ４、照度センサ５及び壁スイッチ６
の各機器をグループ分けするとともに、それぞれのグループにグループ番号を設定するこ
とで、同一のグループに設定された機器同士が連動して動作し、グループ番号に対して、
各データ設定、モニタ、照明制御を行うことができる。
【００２１】
　すなわち、照明器具３、人感センサ４、照度センサ５及び壁スイッチ６の各機器をグル
ープ分けしてさらにグループ番号を設定する場合、ワイヤレスリモコン７で、通信ユニッ
ト２の配下に接続される機器全ての個別アドレスのデータを受信し、ワイヤレスリモコン
７の表示画面に表示された一覧の中から１台を画面上で選択する。選択された機器は、照
明器具３の場合は調光動作、人感センサ４、照度センサ５及び壁スイッチ６の場合はＬＥ
Ｄ点灯表示を行い、その表示によって、設定者は、その機器が選択されていることを確認
する。任意の機器を選択した状態で、ワイヤレスリモコン７よりグループ番号を示すデー
タを送信することでコントローラ１、通信ユニット２及び選択された機器は夫々グループ
番号を記憶する。
【００２２】
　コントローラ１はグループ番号と各機器の個別アドレスを組合せて管理し、グループ毎
に、人感センサ４が検知する人の在、不在によって照明器具３の点灯、消灯及び調光を行
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う制御の設定や、照度センサ５が検知する部屋の明るさによって、照明器具３の点灯、消
灯及び調光を制御する設定、及び、壁スイッチ６の各ボタンの押下により、照明器具３の
点灯、消灯及び調光する機能の設定を記憶部１９に保存することで一括管理し、定期的に
各機器の動作状態をモニタして接続された機器の運転状況を管理する。
【００２３】
　図８は、本システムにおける通信ユニット２の動作をフローチャートに示したものであ
る。Ｓ１は通信ユニット２の電源がＯＦＦ状態で、動作していないことを示している。次
に、Ｓ２において、通信ユニット２の電源がＯＮ状態に切替わることにより、Ｓ３の初期
設定が開始される。初期設定として、Ｓ４で通信ユニット２が、接続されている全ての照
明器具３の個別アドレスを検出することで、現在の接続状態を確認する。検出方法は、通
信ユニット２が個別アドレス１番から最大接続数の６０番までの個別アドレスを順に宛先
とし、ＭＡＣアドレスをモニタする信号を送信する。モニタ信号を受信した照明器具３は
自身のＭＡＣアドレスを返信し、通信ユニット２は、ＭＡＣアドレスを返信した照明器具
３のみ接続されていると判断する。通信ユニット２は接続されている照明器具３の個別ア
ドレスとＭＡＣアドレスの組合せデータを記憶部１９に保存する。Ｓ１で、通信ユニット
２の電源をＯＦＦ状態にする前に接続した照明器具３の個別アドレス、ＭＡＣアドレスは
記憶部１９に保存されているが、Ｓ４で今回検出した未使用の個別アドレスについては、
Ｓ５によってＭＡＣアドレスを削除し、空き状態とする。
【００２４】
　次にＳ６で、個別アドレスが未設定である照明器具３を検出する。個別アドレスが未設
定の照明器具３は、自身のＭＡＣアドレスを通信ユニット２に送信することで、個別アド
レスが未設定であることを通知する。個別アドレス未設定の照明器具３が検出されない場
合、Ｓ１０で初期設定を終了する。個別アドレス未設定の照明器具３が検出された場合、
Ｓ７で、通信ユニット２は記憶部１９に保存している個別アドレスのデータで、空き状態
の個別アドレスを設定する信号を個別アドレス未設定の照明器具３に対して送信する。こ
の時、空き状態の個別アドレスで、最も数値が小さい個別アドレスを使用する。また個別
アドレス未設定の照明器具３が複数ある場合は、ＭＡＣアドレスの数値が小さい順に設定
を行う。
【００２５】
　Ｓ８では、Ｓ７で設定された個別アドレスに対応するグループ番号が通信ユニット２の
記憶部１９に保存されているかを判別する。Ｓ１で通信ユニット２を電源ＯＦＦ状態にす
る前に接続されていた照明器具３があった場合、設定されていたグループ番号、個別アド
レス、ＭＡＣアドレスが、通信ユニット２の記憶部１９に組合せて保存されている。Ｓ７
で設定された個別アドレスに対し、通信ユニット２にグループ番号が組合せて保存されて
いる場合は、Ｓ９により該当する個別アドレスの照明器具３に対してグループ番号設定信
号を送信し、Ｓ１０で初期設定が終了となる。また、この時、グループ番号、個別アドレ
スの組合せはコントローラ１の記憶部１９に保存しているデータを使用し、コントローラ
１からグループ番号設定信号を送信してもよい。また、該当するグループ番号が保存され
ていない場合は、グループ番号を設定することなく、Ｓ１０にて初期設定終了となる。
【００２６】
　よって、Ｓ１で通信ユニット２の電源をＯＦＦする前に接続され、グループ番号が設定
されていた場合は、Ｓ１後の電源ＯＦＦ状態で照明器具３を交換すると、Ｓ２の電源ＯＮ
の後、Ｓ７で取り外した器具と同じ個別アドレスが設定され、Ｓ９にて、同じグループ番
号が設定される。
【００２７】
　Ｓ１０で初期設定が終了した後は、Ｓ６Ａにて個別アドレス未設定の照明器具３が接続
されているかを検出する。初期設定終了後に通信ユニットに接続された照明器具３は、自
身のＭＡＣアドレスを通信ユニット２に送信することで、個別アドレスが未設定であるこ
とを通知する。通知を受けた通信ユニットは、Ｓ７Ａによって、空き状態の個別アドレス
を未設定の照明器具３に設定する。Ｓ６Ａで個別アドレス未設定の照明器具３がない場合
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は、Ｓ６Ａを繰り返し未設定の照明器具３の検出を続ける。
【００２８】
よって、通信ユニット２の電源がＯＮ状態で、初期設定が完了している時に、照明器具３
を交換すると、通信ユニット２はＳ１以前に使用していなかった個別アドレスを割り付け
る。通信ユニット２の記憶部１９には、該当する個別アドレスのデータがないため、通信
ユニット３はグループ番号設定信号を送信しない。
【００２９】
　図４は、例えば照明器具を新しい照明器具に交換した時のブロック図を示し、通信ユニ
ット２の電源を切断した状態で、照明器具３－Ｂを交換した場合の動作を示している。照
明器具３－Ａには個別アドレス１、照明器具３－Ｂには個別アドレス２、照明器具３－Ｃ
には個別アドレス３が予め割り付けられており、３台全てが一つのグループとしてグルー
プ番号（１）が設定されている状態である。
【００３０】
　通信ユニット２の電源が切断された状態で、照明器具３－Ｂを通信ユニット２から取り
外し、新たに照明器具３－Ｄを通信ユニット２に接続した場合に、通信ユニット２の電源
を起動すると、照明器具３－Ｄには、交換前の照明器具３－Ｂに設定されていた個別アド
レス２番が割り付けられる。
【００３１】
　通信ユニット２は、個別アドレスを割り振ると同時に、通信ユニット２が管理するデー
タベースを基に、交換前の照明器具３に設定されていた個別アドレスに対応するグループ
番号を新規に設置した照明器具３に再設定する機能を持つ。よって、以前設置されていた
照明器具３－Ｂに設定されていた個別アドレス２に対応するグループ番号（１）を自動的
に照明器具３－Ｄに設定する。これにより、交換後の照明器具３－Ｄはグループ番号の再
設定をすることなく、取り外す前の照明器具Ｂと同様に制御される。
【００３２】
　すなわち、作業者が照明器具交換後も、交換前の制御状態を再現させたい場合には、通
信ユニット２の電源がＯＦＦの状態で交換することで実現することができる。
【００３３】
　図５は、通信ユニット２の電源が切断状態で、同時に複数の照明器具３を交換した場合
のブロック図を示している。照明器具３－Ａには個別アドレス１、照明器具３－Ｂには個
別アドレス２、照明器具３－Ｃには個別アドレス３、照明器具３－Ｄには個別アドレス４
が割り付けられており、照明器具３－Ａと、照明器具３－Ｂとが同じグループとしてグル
ープ番号（１）が設定され、照明器具３－Ｃと、照明器具３－Ｄとが同じグループとして
グループ番号（２）が設定されている。
【００３４】
　通信ユニット２の電源が切断された状態で、照明器具３－Ｂ、３－Ｃの２台を取り外し
、新規に照明器具３－Ｅ、３－Ｆを接続して、通信ユニット２の電源を起動すると、取り
外した２台に使用していた２つの個別アドレスが、新規に設置した各照明器具３が有する
もので、製造時に製造工場で書込むＭＡＣアドレスの通し番号が小さい順に割り付けられ
る。この場合、例えばＭＡＣアドレスが１１０００９である照明器具３－Ｅと、ＭＡＣア
ドレス１１００１２である照明器具３－Ｆとを新たに設置したとすると、照明器具３－Ｅ
に個別アドレス２番が、照明器具３－Ｆに個別アドレス３番が自動的に割り付けられる。
【００３５】
　また、通信ユニット２は、個別アドレスを割り振ると同時に、通信ユニット２が管理し
ているデータベースを基に、交換前の照明器具３の個別アドレスに対応するグループ番号
を設定する機能を持つ。よって、以前、照明器具３－Ｂ、照明器具３－Ｃに設定されてい
たグループ番号が、新規設置された照明器具３－Ｅ、３－Ｆにそのまま引き続いて設定さ
れるため、照明器具３－Ｅにはグループ番号（１）、照明器具３－Ｆにはグループ番号（
２）が自動的に設定される。
【００３６】
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　このように、複数の照明器具３を同時に交換する場合は、照明器具３のＭＡＣアドレス
の大小によって、割り振られる個別アドレス、グループ番号が変わるため、交換作業者は
交換前の照明器具３のＭＡＣアドレスと、新規に設置する照明器具３のＭＡＣアドレスを
把握する必要があり、交換用の照明器具３には交換作業者が外観から判断できるように、
外表面に貼られる製品銘板等にＭＡＣアドレスを表示しておく必要がある。
【００３７】
　図６は、照明器具３を交換した時のブロック図を示し、通信ユニット２の電源を起動し
た状態で照明器具３－Ｂを交換した場合を示している。照明器具３－Ａには個別アドレス
１、照明器具３－Ｂには個別アドレス２、照明器具３－Ｃには個別アドレス３が割り付け
られ、その３台全てがグループ番号（１）に設定されている。
【００３８】
　通信ユニット２の電源を起動した状態で、照明器具３－Ｂを取り外し、新規に照明器具
３－Ｄを接続した場合、通信ユニット２は、照明器具３－Ｄが新しく接続されたことを検
知し、それまでに使用していなかった個別アドレス４番を照明器具３－Ｄに割り付ける。
【００３９】
　この場合、個別アドレス４番は未使用だったため、通信ユニット２が管理しているデー
タベースにグループ番号は設定されておらず、グループ番号は、交換された照明器具３－
Ｄに自動設定されない。
【００４０】
　すなわち、作業者が照明器具３を交換した後、交換前の制御状態を再現させず、新たな
グループ番号を設定したい場合は、通信ユニット２の電源ＯＮ状態にして交換すればよい
。その後、作業者がワイヤレスリモコン７を用いて、グループ番号を新たに設定すること
で、その後は新たなグループ構成で制御することができる。
【００４１】
　図７は、通信ユニット２の電源を起動した状態で、同時に複数の照明器具３を交換した
場合を示している。照明器具３－Ａには個別アドレス１、照明器具３－Ｂには個別アドレ
ス２、照明器具３－Ｃには個別アドレス３、照明器具３－Ｄには個別アドレス４が割り付
けられ、照明器具３－Ａ、３－Ｂはグループ番号（１）に設定され、照明器具３－Ｃ、３
－Ｄはグループ番号（２）に設定されている。
【００４２】
　通信ユニット２の電源が起動した状態で、照明器具３－Ｂ、３－Ｃの２台を取り外し、
新たに照明器具３－Ｅ、３－Ｆを接続した場合、それまでに使用してなかった個別アドレ
ス５番と６番が、ＭＡＣアドレスの小さい順に割り付けられる。この場合、例えば、ＭＡ
Ｃアドレスが１１０００９である照明器具３－Ｅと、ＭＡＣアドレス１１００１２である
照明器具３－Ｆとを新たに交換したとすると、照明器具３－Ｅに個別アドレス５番、照明
器具３－Ｆに個別アドレス６番が自動的に割り付けられる。
【００４３】
　この場合、個別アドレス５番、６番は未使用だったため、通信ユニット２が管理してい
るデータベースにグループ番号は設定されておらず、グループ番号は自動設定されない。
よって、ＭＡＣアドレスの大小がグループ番号に影響することはなく、作業者の操作によ
って任意のグループ番号を新規の照明器具に設定して運用することができる。
【００４４】
　また、照明器具３の個別アドレス、グループ番号の自動設定方法と同様に、通信ユニッ
ト２に２線式有線シリアル信号で接続される人感センサ４、照度センサ５及び壁スイッチ
６を交換した際も通信ユニット２の電源状態によって、設定方法が同様に切替わる。
【００４５】
　図９は、コントローラ１と通信ユニット２のデータ送受信を有線シリアル通信で行うシ
ステム構成を示している。
【００４６】
　コントローラ１と通信ユニット２の間において、遮蔽物等によって、無線通信が不可能
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な場合など、有線シリアル通信で接続し、通信品質を維持することを目的とする。これに
より、有線接続のみのシステムを構成することも可能になる。また、ワイヤレスリモコン
７についても、有線接続によってデータの送受信を行う有線リモコンで構成することで、
全て有線通信で構築されたシステムを実現できる。
【００４７】
　図１０は、コントローラ１の上位側に、有線接続されたゲートウェイ８、中央管理装置
９を設置して構成されたシステムを示す。通信ユニット２より下位に位置するシステムの
設定、制御状態を管理する複数のコントローラ１をパソコンや液晶画面が備えられた中央
管理装置９によって一括制御することを目的とする。中央管理装置９のインターフェース
はＬＡＮであり、空調機器等の他の設備機器と連動することが可能である。ゲートウェイ
８は、複数のコントローラ１が接続される有線シリアル通信とＬＡＮの変換機能を有し、
データの送受信を行う。
【００４８】
　中央管理装置９は、画面上で、通信ユニット２の配下に接続された照明器具３、人感セ
ンサ４、照度センサ５及び壁スイッチ６等の各機器の制御状態をリアルタイムでモニタす
ることができ、目標調光率等のデータ設定や制御状態のモニタリングが可能で、点灯、消
灯、調光率変更等の操作を画面上で実施することができる。
【００４９】
　また、中央管理装置９は、画面上で照明器具３の点灯／消灯状態や、人感センサ４の検
知状態、及び照度センサ５の照度値などを時間経過によるトレンド表示を行うことも可能
で、モニタ画面によって、照明状態の経時変化を容易に確認することができる。
【００５０】
　図１１は、コントローラ１に上位システムと通信を行う上位側有線シリアルデータ変換
部２１、上位側有線シリアル接続部２２を搭載した場合のブロック図を示す。無線通信部
１４より受信した無線通信データを無線データ変換部１５でシリアル信号に変換し、演算
部１６が受信したデータを基に上位側のゲートウェイに送信するデータを作成し、上位側
有線シリアルデータ変換部２１で上位側の有線シリアル信号に変換し、上位側有線シリア
ル接続部２２よりゲートウェイへ信号を送信する。
【００５１】
　また、上位側のゲートウェイ８より有線シリアル信号を受信した場合、上位側有線シリ
アル接続部２２で受信したデータを上位側有線シリアルデータ変換部２１によって、演算
部１６にデータを送信するためのシリアル信号に変換する。処理結果により送信データを
無線データ変換部１５で無線通信データに変換し、無線通信部１４より、通信ユニット２
に無線データを送信する。
【００５２】
　図１２は、照明器具３に有線シリアル通信可能な制御ユニット１０を内蔵することで、
本システムを実現する方法を示している。照明器具３－Ａ、３－Ｂには、ランプ１２を高
周波点灯するためのインバータ１１と通信ユニット２とシリアル通信を行う制御ユニット
１０が内蔵される。
【００５３】
　有線シリアル通信機能を持たないインバータ１１でも、内蔵した制御ユニット１０が有
線シリアル通信によって通信ユニット２とデータの送受信を行い、制御ユニット１０から
は、インバータ１１の明るさを変化させるＰＷＭ信号を送信することで、コントローラ１
からの点灯、消灯及び調光制御の指令を実現できる。
【００５４】
　既存の照明器具３に制御ユニット１０を内蔵することで、インバータ１１やランプ１２
及び筐体形状によって様々な種類がある照明器具３において、インバータ１１に有線シリ
アル通信とのインターフェース機能を持つ回路を新規に追加することなく、本システムを
低コストで実現することができる。
【００５５】
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　実施の形態２．
　本実施の形態は、実施の形態１に示す照明制御システムのアドレス設定方法において、
割り付ける個別アドレスの切替え方法が異なるものである。
【００５６】
　本実施の形態において、実施の形態１に示す部分と同じ構成の部分は同符号を付し、説
明を省略する。
【００５７】
　図１３を用いて、本実施の形態のアドレス設定方法について説明する。
【００５８】
　図１３は、本実施の形態の構成を示すブロック図である。通信ユニット２と、２線式有
線シリアル通信で接続される照明器具３、人感センサ４、照度センサ５及び壁スイッチ６
で構成されたシステムで、通信ユニット２に切替えボタン１３を搭載している。照明器具
３などの接続機器を交換する場合は、通信ユニット２に搭載された切替えボタン１３の状
態を切替えることで、交換して新しく設置する機器の個別アドレスを選択することができ
る。
【００５９】
　例えば、通信ユニット２の切替えボタン１３をＡ状態にして、照明器具３の交換を行っ
た場合、取り外した照明器具３に設定されていた個別アドレスを新しく設置した機器にも
割り付ける。よって、図４、図５の動作と同様になり、通信ユニット２の記憶部１９に保
存されたデータに基づき、個別アドレスに対応したグループ番号が設定されるため、交換
前の設定状態を再現できる。
【００６０】
　また、通信ユニット２の切替えボタン１３をＢ状態にして、照明器具３の交換を行った
場合は、取り外した照明器具３に設定されていた個別アドレスではなく、今まで使用して
いなかった新しい個別アドレスを割り付ける。よって、図６、図７の動作と同様になる。
この場合、グループ番号は設定されない。
【００６１】
　図１４は、本実施の形態における通信ユニット２の動作をフローチャートに示したもの
で、Ｓ１１０の初期設定終了までの動作を示す。Ｓ１０１では通信ユニット２の電源がＯ
ＦＦの状態で、Ｓ１０２において通信ユニット２の電源がＯＮ状態に切替わることにより
、Ｓ１０３の初期設定が開始される。
【００６２】
　次にＳ１０６で、個別アドレスが未設定である照明器具３を検出する。未設定の照明器
具３が検出されない場合は、Ｓ１１０で初期設定を終了する。個別アドレス未設定の照明
器具３が検出された場合、Ｓ１１１で、通信ユニット２に搭載された切替えボタン１３の
状態を検出する。切替えボタン１３がＡ状態である場合は、Ｓ１０４によって通信ユニッ
ト２が、接続されている全ての照明器具３の個別アドレスを検出することで、現在の接続
状態を確認する。検出方法は、図８のＳ４と同様の方法とする。Ｓ１０１で、通信ユニッ
ト２の電源をＯＦＦ状態にする前に接続した照明器具３のＭＡＣアドレス、個別アドレス
、グループ番号は、通信ユニット２の記憶部１９に保存されているが、Ｓ１０４で今回検
出した未使用の個別アドレスについては、Ｓ１０５によってＭＡＣアドレスを削除し、空
き状態とする。一方、Ｓ１１１で切替えボタン１３がＡ状態ではなく、Ｂ状態である場合
は、接続状態の確認は実施しない。
【００６３】
　Ｓ１０７では、アドレス未設定の照明器具３に個別アドレスを設定する。設定方法は、
図８のＳ７と同様であるが、Ｓ１１１で切替えボタン１３がＡ状態だった場合は、Ｓ１０
５で未接続の照明器具のデータを削除しているため、空き状態となっている個別アドレス
を設定する。Ｓ１１１で切替えボタン１３がＢ状態だった場合は、未接続の照明器具デー
タが削除されていないため、Ｓ１０１以前から使用されていない個別アドレスを設定する
。
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【００６４】
　Ｓ１０８では、Ｓ１０７で設定された個別アドレスに対応するグループ番号が通信ユニ
ット２の記憶部１９に保存されているかを判別し、Ｓ１０１で通信ユニット２を電源ＯＦ
Ｆ状態にする前に接続されていた照明器具３があった場合、通信ユニット２の記憶部１９
に個別アドレス、グループ番号が組合せて保存されていることをＳ１０８で検出し、Ｓ１
０９によって、該当する個別アドレスの照明器具３に対してグループ番号を設定し、Ｓ１
１０で初期設定が終了となる。また、該当するグループ番号が保存されていない場合は、
グループ番号を設定することなく、Ｓ１１０にて初期設定終了となる。
【００６５】
　よって、Ｓ１０１で通信ユニット２の電源をＯＦＦする前に照明器具３が接続され、グ
ループ番号が設定されていた場合は、Ｓ１０１後の電源ＯＦＦ状態で照明器具３を交換す
ると、Ｓ１０２の電源ＯＮの後、Ｓ１０６で、新しい器具を取り付けたことが検出され、
Ｓ１１１で検出した切替えボタン１３の状態がＡ状態の場合は、取り外した照明器具３と
同じ個別アドレス、グループ番号が設定され、Ｂ状態の場合は、使用していない新しい個
別アドレスが設定される。
【００６６】
　図１５は、本実施の形態における通信ユニット２の動作をフローチャートに示したもの
で、Ｓ１１０の初期設定後の動作を示す。初期設定終了後は、Ｓ１０６Ａで個別アドレス
が未設定である照明器具３を検出する。未設定の照明器具３が検出されない場合は、Ｓ１
０６Ａを繰り返し、個別アドレス未設定の照明器具３の検出を継続する。
【００６７】
　Ｓ１０６Ａで、アドレス未設定の照明器具３が検出された場合、Ｓ１１１Ａで、通信ユ
ニット２に搭載された切替えボタン１３の状態を検出する。切替えボタン１３がＡ状態で
ある場合は、Ｓ１０４Ａによって通信ユニット２が、接続されている全ての照明器具３の
個別アドレスを検出することで、現在の接続状態を確認する。Ｓ１１０の初期設定以降に
照明器具３を交換した場合、取り外した照明器具３のＭＡＣアドレス、個別アドレス、グ
ループ番号は、通信ユニット２の記憶部１９に保存されているが、Ｓ１０４Ａで今回検出
した未使用の個別アドレスについては、Ｓ１０５ＡによってＭＡＣアドレスを削除し、空
き状態とする。一方、Ｓ１１１Ａで切替えボタン１３がＡ状態ではなく、Ｂ状態である場
合は、接続状態の確認は実施しない。
【００６８】
　Ｓ１０７Ａでは、アドレス未設定の照明器具３に個別アドレスを図１４のＳ１０７と同
様に設定する。Ｓ１１１Ａで切替えボタン１３がＡ状態だった場合は、Ｓ１０５Ａで未接
続の照明器具のデータを削除しているため、空き状態となっている個別アドレスを設定す
る。Ｓ１１１Ａで切替えボタン１３がＢ状態だった場合は、未接続の照明器具データが削
除されていないため、照明器具３を交換する以前から使用されていない個別アドレスを設
定する。
【００６９】
　次にＳ１０８Ａでは、Ｓ１０７Ａで設定された個別アドレスに対応するグループ番号が
通信ユニット２の記憶部１９に保存されているかを判別し、保存されている場合はＳ１０
９Ａによって、該当するグループ番号を設定し、Ｓ１０６Ａの動作に戻る。該当するグル
ープ番号が保存されていない場合は、グループ番号を設定することなく、Ｓ１０６Ａの動
作に戻り、個別アドレス未設定の照明器具検出を繰り返し行う。
【００７０】
　よって、Ｓ１１０の初期設定終了後に照明器具３を交換した場合、切替えボタン１３の
状態によって、取り外した照明器具３と同じ個別アドレス、グループ番号を設定するか、
今までに使用していない新しい個別アドレスを設定するかを任意に選択することができる
。
【００７１】
　本実施の形態により、照明器具３の交換時に、通信ユニット２の電源状態を容易に変え
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ることができない場合でも、通信ユニット２に搭載した切替えボタン１３をＡ状態に設定
することで、取り外した照明器具３と同じ個別アドレス、グループ番号を設定することが
でき、交換前の設定状態を容易に再現することができる。
【符号の説明】
【００７２】
　１　コントローラ、２　通信ユニット、３　照明器具、４　人感センサ、５　照度セン
サ、６　壁スイッチ、７　ワイヤレスリモコン、８　ゲートウェイ、９　中央管理装置、
１０　制御ユニット、１１　インバータ、１２　ランプ、１３　切替えボタン、１４　無
線通信部、１５　無線データ変換部、１６　演算部、１７　有線シリアルデータ変換部、
１８　有線シリアル接続部、１９　記憶部、２０　ＬＥＤ表示部、２１　上位側有線シリ
アルデータ変換部、２２　上位側有線シリアル接続部。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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