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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の照明器具に対応する複数の第１の図形に関する情報である第一図形情報と、全照明
器具の光度を一括して入力するための第３の図形に関する第三図形情報を記憶している記
憶部と、
前記記憶部が記憶している前記第一図形情報に基づいて、第１の図形を有する操作画面を
表示し、かつ前記第３の図形を前記操作画面上に表示する表示部と、
前記操作画面に対する指示を検知する操作部と、
前記操作部が検知した前記指示に基づき、当該指示の位置を示す情報である指示座標情報
を取得する入力処理部と、
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前記入力処理部が取得した前記指示座標情報に基づき、光度入力値を検知して、前記光度
入力値に対応する光度情報を、前記全照明器具用の光度情報として一括して出力する制御
部と、を具備し、
前記表示部は、前記光度入力に対応する第１の図形の上またはその周辺に前記光度入力値
に応じた表示を行い、
前記操作画面において、前記複数の第１の図形の背景は黒色である、照明設定装置。
【請求項２】
前記第１の図形の上またはその周辺における前記光度入力値に応じた表示とは、前記光度
入力値に応じたハイライト表示である請求項１記載の照明設定装置。
【請求項３】
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前記表示部は、部屋の天井に配置された前記複数の照明器具を示す前記複数の第１の図形
を表示する、請求項１または請求項２記載の照明設定装置。
【請求項４】
前記表示部は、前記複数の第１の図形を平面的に表示する、請求項３記載の照明設定装置
。
【請求項５】
前記第１の図形は照明器具の図形である請求項１から請求項４いずれか記載の照明設定装
置。
【請求項６】
複数の照明器具に対応する複数の第１の図形と全照明器具の光度を一括して入力するため
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の第３の図形を表示部に表示する手順と、
前記第３の図形に対する指示を受け付ける手順と、
前記第３の図形に対する指示の位置を示す情報である指示座標情報に基づいて、光度入力
値を検知する手順と、
前記検知した光度入力値に対応する光度情報を、前記複数の第１の図形に対応する全照明
器具用の光度情報として一括して出力する手順と、
前記光度入力に対応する第１の図形の上またはその周辺に前記光度入力値に応じた表示を
行う手順と、を備え、
表示される前記複数の第１の図形の背景は黒色である、照明設定方法。
【請求項７】
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前記第１の図形の上またはその周辺における前記光度入力値に応じた表示とは、前記光度
入力値に応じたハイライト表示である請求項６記載の照明設定方法。
【請求項８】
前記複数の第１の図形及び前記第３の図形を表示する手順において、部屋の天井に配置さ
れた前記複数の照明器具を示す前記複数の第１の図形を表示する、請求項６または請求項
７記載の照明設定方法。
【請求項９】
前記複数の第１の図形及び前記第３の図形を表示する手順において、前記複数の第１の図
形を平面的に表示する、請求項８記載の照明設定方法。
【請求項１０】
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前記第１の図形は照明器具の図形である請求項６から請求項９いずれか記載の照明設定方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、照明設定装置および照明設定方法に関し、照明器具ごとの光度や室内の照度
などの柔軟な制御や管理が可能な照明設定装置および照明設定方法等に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来の照明システムでは、たとえば、ホールなどで多数の光源を備えている場合、ホー
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ル内の多数の箇所の照度を適切に設定するには、個々の光源ごとに光度を調節していた。
このような方法では、所定の位置の照度を所望の値にするには、個々の光源の調節を試行
錯誤により繰り返す必要があった。
【０００３】
一方、知的照明システムとしては、所望の位置における照度を検出し、複数の照明装置
が自身の光度を順次変更してゆくことにより、所望の位置の照度を所望の照度になるよう
にする知的アルゴリズムが提案されている。（例えば、非特許文献１参照）。
【非特許文献１】三木光範、廣安知之、今里和弘、池田聡「知的照明システムの提案およ
び制御方式の有効性の検証」日本機械学会〔No.04‑38〕第１４回設計工学・システム部門
講演会論文集〔04‑11‑29から12‑1〕p．５５−５８
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
室内に多数の照明器具を設けて、使用目的に応じた照明を行おうとすると、各照明装置
の光度や部屋の各位置の照度などを適切に設定する必要がある。このためには、多数の照
明器具の光度、各位置の照度について容易かつ柔軟に設定、設定変更を行うことを可能に
しておく必要がある。
本発明は、ホール内や、一般室内、室外などの場において、複数の照明装置の光度や、
複数の位置の照度の設定を容易に行えるようにした照明設定装置および照明設定方法を提
供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
上記の課題を解決するために、本発明の照明設定装置および照明設定方法は、以下のよ
うな手段および手順を採用する。
【０００６】
（１）複数の照明器具に対応する複数の第１の図形に関する情報である第一図形情報と
、照明器具ごとに光度を入力するための第２の図形に関する第二図形情報を記憶している
記憶部と、前記記憶部が記憶している前記第一図形情報に基づいて、第１の図形を有する
操作画面を表示し、かつ前記第２の図形を前記操作画面上に表示する表示部と、前記操作
画面に対する指示を検知する操作部と、前記操作部が検知した前記指示に基づき、当該指
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示の位置を示す情報である指示座標情報を取得する入力処理部と、前記入力処理部が取得
した前記指示座標情報に基づき、指示された第１の図形を検知し、前記第二図形情報に基
づいて、第２の図形を構成する制御部と、前記制御部が検知した第１の図形の近傍に、前
記制御部が構成した第２の図形を表示するように前記表示部に指示する表示処理部を具備
し、前記制御部は、前記入力処理部が取得した指示座標情報であり、前記第２の図形に対
する指示を示す指示座標情報に基づいて光度入力値を取得し、かつ、前記制御部は、当該
光度入力値に対応する光度情報を、前記指示された第１の図形に対応する照明器具用の光
度情報として出力する照明設定装置。
【０００７】
（２）複数の照明器具に対応する複数の第１の図形に関する情報である第一図形情報と
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、全照明器具の光度を入力するための第３の図形に関する第三図形情報を記憶している記
憶部と、前記記憶部が記憶している前記第一図形情報に基づいて、第１の図形を有する操
作画面を表示し、かつ前記第３の図形を前記操作画面上に表示する表示部と、前記操作画
面に対する指示を検知する操作部と、前記操作部が検知した前記指示に基づき、当該指示
の位置を示す情報である指示座標情報を取得する入力処理部と、前記入力処理部が取得し
た前記指示座標情報に基づき、光度入力値を検知して、前記光度入力値に対応する光度情
報を、前記全照明器具用の光度情報として出力する制御部と、を具備する照明設定装置。
【０００８】
（３）複数の照明器具に対応する複数の第１の図形に関する情報である第一図形情報と
、照明器具ごとに光度を入力するための第３の図形に関する第三図形情報を記憶している
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記憶部と、前記記憶部が記憶している前記第一図形情報に基づいて、第１の図形を有する
操作画面を表示し、かつ前記第３の図形を前記操作画面上に表示する表示部と、前記操作
画面に対する指示を検知する操作部と、前記操作部が検知した前記指示に基づき、当該指
示の位置を示す情報である指示座標情報を取得する入力処理部と、前記入力処理部が取得
した前記指示座標情報に基づき、指示された１個また複数個の第１の図形を検知し、前記
第三図形情報に基づいて、第３の図形を構成する制御部と、前記制御部が構成した第３の
図形を表示するように前記表示部に指示する表示処理部を具備し、前記制御部は、前記入
力処理部が取得した指示座標情報であり、前記第３の図形に対する指示を示す指示座標情
報に基づいて光度入力値を取得し、かつ、前記制御部は、当該光度入力値に対応する光度
情報を、前記指示された第１の図形に対応する照明器具用の光度情報として出力する照明
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設定装置。
（４）前記表示部は、前記光度入力に対応する第１の図形の上またはその周辺に前記光
度入力値に応じた表示を行う（１）から（３）いずれか記載の照明設定装置。
（５）前記第１の図形の上またはその周辺における前記光度入力値に応じた表示とは、
前記光度入力値に応じたハイライト表示である（４）記載の照明設定装置。
【０００９】
（６）複数の照度設定位置に対応する複数の第１の図形に関する情報である第一図形情
報と、照度設定値ごとに照度を入力するための第２の図形に関する第二図形情報を記憶し
ている記憶部と、前記記憶部が記憶している前記第一図形情報に基づいて、第１の図形を
有する操作画面を表示し、かつ前記第２の図形を前記操作画面上に表示する表示部と、前
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記操作画面に対する指示を検知する操作部と、前記操作部が検知した前記指示に基づき、
当該指示の位置を示す情報である指示座標情報を取得する入力処理部と、前記入力処理部
が取得した前記指示座標情報に基づき、指示された第１の図形を検知し、前記第二図形情
報に基づいて、第２の図形を構成する制御部と、前記制御部が検知した第１の図形の近傍
に、前記制御部が構成した第２の図形を表示するように前記表示部に指示する表示処理部
を具備し、前記制御部は、前記入力処理部が取得した指示座標情報であり、前記第２の図
形に対する指示を示す指示座標情報に基づいて照度入力値を取得し、かつ、前記制御部は
、当該照度入力値に対応する照度情報を、前記指示された第１の図形に対応する照度設定
位置の照度情報として出力する照明設定装置。
【００１０】
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（７）複数の照度設定位置に対応する複数の第１の図形に関する情報である第一図形情
報と、全照明器具の照度を入力するための第３の図形に関する第三図形情報を記憶してい
る記憶部と、前記記憶部が記憶している前記第一図形情報に基づいて、第１の図形を有す
る操作画面を表示し、かつ前記第３の図形を前記操作画面上に表示する表示部と、前記操
作画面に対する指示を検知する操作部と、前記操作部が検知した前記指示に基づき、当該
指示の位置を示す情報である指示座標情報を取得する入力処理部と、前記入力処理部が取
得した前記指示座標情報に基づき、照度入力値を検知して、前記照度設定位置に対応する
照度情報を、前記全照度設定位置の照度情報として出力する制御部と、を具備する照明設
定装置。
【００１１】
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（８）複数の照度設定位置に対応する複数の第１の図形に関する情報である第一図形情
報と、照度設定値ごとに照度を入力するための第３の図形に関する第三図形情報を記憶し
ている記憶部と、前記記憶部が記憶している前記第一図形情報に基づいて、第１の図形を
有する操作画面を表示し、かつ前記第３の図形を前記操作画面上に表示する表示部と、前
記操作画面に対する指示を検知する操作部と、前記操作部が検知した前記指示に基づき、
当該指示の位置を示す情報である指示座標情報を取得する入力処理部と、前記入力処理部
が取得した前記指示座標情報に基づき、指示された１個また複数個の第１の図形を検知し
、前記第三図形情報に基づいて、第３の図形を構成する制御部と、前記制御部が構成した
第３の図形を表示するように前記表示部に指示する表示処理部を具備し、前記制御部は、
前記入力処理部が取得した指示座標情報であり、前記第３の図形に対する指示を示す指示
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座標情報に基づいて照度入力値を取得し、かつ、前記制御部は、当該照度入力値に対応す
る照度情報を、前記指示された第１の図形に対応する照度設定位置の照度情報として出力
する照明設定装置。
（９）前記表示部は、前記照度入力に対応する第１の図形の上またはその周辺に前記照
度入力値に応じた表示を行う（６）から（８）いずれか記載の照明設定装置。
（１０）前記第１の図形の上またはその周辺における前記照度入力値に応じた表示とは
、前記照度入力値に応じたハイライト表示である（９）記載の照明設定装置。
（１１）前記第１の図形は照明器具の図形である（１）から（１０）いずれか記載の照
明設定装置。
（１２）所定の地点の光度を視覚的に出力する照明状況表示装置。
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（１３）所定の地点の照度を視覚的に出力する照明状況表示装置。
【００１２】
（１４）複数の照明器具に対応する複数の第１の図形を表示部に表示する手順と、前記
第１の図形の何れかに対する指示を受け付ける手順と、前記指示を受け付けた第１の図形
の近傍に光度入力用の第２の図形を表示する手順と、前記第２の図形に対する指示を受け
付ける手順と、前記第２の図形に対する指示の位置を示す情報である指示座標情報に基づ
いて、光度入力値を検知する手順と、前記検知した光度入力値に対応する光度情報を、前
記指示を受け付けた第１の図形に対応する照明器具用の光度情報として出力する手順と、
を備えたことを特徴とする照明設定方法。
【００１３】
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（１５）複数の照明器具に対応する複数の第１の図形と光度入力用の第３の図形を表示
部に表示する手順と、前記第３の図形に対する指示を受け付ける手順と、前記第３の図形
に対する指示の位置を示す情報である指示座標情報に基づいて、光度入力値を検知する手
順と、前記検知した光度入力値に対応する光度情報を、前記複数の第１の図形に対応する
照明器具用の光度情報として出力する手順とを備えたことを特徴とする照明設定方法。
【００１４】
（１６）複数の照明器具に対応する複数の第１の図形を表示部に表示する手順と、前記
第１の図形の何れかに対する指示を受け付ける手順と、第３の図形を表示する手順と、前
記第３の図形に対する指示を受け付ける手順と、前記第３の図形に対する指示の位置を示
す情報である指示座標情報に基づいて、光度入力値を検知する手順と、前記検知した光度
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入力値に対応する光度情報を、前記指示を受け付けた第１の図形に対応する照明器具用の
光度情報として出力する手順と、を備えたことを特徴とする照明設定方法。
（１７）前記光度入力に対応する第１の図形の上またはその周辺に前記光度入力値に応
じた表示を行う（１４）から（１６）いずれか記載の照明設定方法。
（１８）前記第１の図形の上またはその周辺における前記光度入力値に応じた表示とは
、前記光度入力値に応じたハイライト表示である（１７）記載の照明設定方法。
【００１５】
（１９）複数の照度設定位置に対応する複数の第１の図形を表示部に表示する手順と、
前記第１の図形の何れかに対する指示を受け付ける手順と、前記指示を受け付けた第１の
図形の近傍に照度入力用の第２の図形を表示する手順と、前記第２の図形に対する指示を
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受け付ける手順と、前記第２の図形に対する指示の位置を示す情報である指示座標情報に
基づいて、照度入力値を検知する手順と、前記検知した光度入力値に対応する光度情報を
、前記指示を受け付けた第１の図形に対応する照度設定位置の照度情報として出力する手
順と、を備えたことを特徴とする照明設定方法。
【００１６】
（２０）複数の照度設定位置に対応する複数の第１の図形と照度入力用の第３の図形を
表示部に表示する手順と、前記第３の図形に対する指示を受け付ける手順と、前記第３の
図形に対する指示の位置を示す情報である指示座標情報に基づいて、照度入力値を検知す
る手順と、前記検知した照度入力値に対応する光度情報を、前記複数の第１の図形に対応
する照度設定位置の照度情報として出力する手順とを備えたことを特徴とする照明設定方
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法。
【００１７】
（２１）複数の照度設定位置に対応する複数の第１の図形を表示部に表示する手順と、
前記第１の図形の何れかに対する指示を受け付ける手順と、第３の図形を表示する手順と
、前記第３の図形に対する指示を受け付ける手順と、前記第３の図形に対する指示の位置
を示す情報である指示座標情報に基づいて、照度入力値を検知する手順と、前記検知した
照度入力値に対応する光度情報を、前記指示を受け付けた第１の図形に対応する照度設定
位置の照度情報として出力する手順と、を備えたことを特徴とする照明設定方法。
（２２）前記照度入力に対応する第１の図形の上またはその周辺に前記照度入力値に応
じた表示を行う（１９）から（２１）いずれか記載の照明設定方法。
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（２３）前記第１の図形の上またはその周辺における前記照度入力値に応じた表示とは
、前記照度入力値に応じたハイライト表示である（２２）記載の照明設定方法。
（２４）前記第１の図形は照明器具の図形である（１４）から（２３）いずれか記載の
照明設定方法。
【発明の効果】
【００１８】
以上のように、本発明における照明設定装置および照明設定方法によれば、複数の照明
器具の光度や、それら照明器具による照度を、使用者は、分りやすい操作により簡単に設
定できる。
【発明を実施するための最良の形態】

10

【００１９】
本発明の照明設定装置および照明設定方法の実施形態について図面を参照して説明する
。なお、実施の形態において同じ符号を付した構成要素が同様の動作を行う場合には、再
度の説明を省略する場合がある。
（実施の形態１）
【００２０】
図１は、本発明の照明設定装置を使用した照明システムの構成ブロック図である。照明
システムは、照明設定装置１００、照明制御装置２００、および、照明装置３００を備え
ている。照明装置３００は、部屋の天井などに設置された複数の照明器具からなり、それ
ぞれの光度が照明制御装置２００により設定される。照明設定装置１００は、各照明器具
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の点滅の選択、あるいは、各照明器具の光度の設定ができるとともに、各照明器具の点滅
状況や光度設定状況が表示できる制御用端末装置である。照明設定装置１００は、照明制
御装置２００に使用者が設定した光度情報を供給する。照明制御装置２００は、設定情報
に従って各照明器具の光度を制御する。
【００２１】
照明制御装置２００としては、インバータ制御回路が適用可能である。インバータ点灯
方式は、蛍光灯などの光源の点滅を高い周波数で繰り返し、点灯時間と消灯時間の割合で
ある点灯時間率を光度情報により制御して、所望の平均光度値を得るようにする方式であ
る。インバータ制御回路は、点灯時間率を制御する回路であり、光源の平均の明るさを光
度情報に対応した光度量にすることができる。インバータ制御回路は、照明器具の内部ま
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たは近傍に配置するのが適切であるので、この場合は、図１の照明制御装置２００は、照
明装置３００の近傍に分散配置される。
【００２２】
図２は、照明設定装置１００の構成図である。照明設定装置１００は、表示部１０、操
作部１１、表示処理部１２、入力処理部１３、記憶部１４、および、制御部１５を備え、
使用者に照明設定の入力を促し、使用者によって設定された入力情報に従い、照明制御装
置２００に光度情報を供給する機能を有する。
【００２３】
表示部１０と操作部１１は、液晶タッチパネルのように使用者の指示を検知でき、表示
も行える表示装置であることが好適である。タッチパネル部分（タッチパネルのソフトウ
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ェアドライバーを含む）が操作部１１に相当することになる。ただし、表示部１０は、タ
ッチパネルを具備しないディスプレイ（液晶、ＣＲＴ等問わない）でも良く、かかる場合
、操作部１１は、操作部１１を構成するマウスのボタン押下等によりユーザの指示を検知
する。表示部１０の左部分は全点灯／全消灯エリア１０ａ（以下、第３の図形と呼ぶこと
がある。）であって、図示するような全点灯／全消灯入力用の文字、全点灯ボタン、全消
灯ボタン、０％から１００％の光度指定用の複数の光度％ボタンを含む図形が表示される
。全点灯／全消灯エリア１０ａの下部には、もっとボタンエリア、モード選択エリアも表
示される。もっとボタンエリアについては、後述するが、モード選択エリアの説明は省く
。全点灯／全消灯エリア１０ａよりも右の部分には、部屋天井に配置された複数の照明器
具Ｌij（ｉ＝１〜３、ｊ＝１〜５）を示す図形（以下、第１の図形あるいは照明器具ボタ
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ンと呼ぶことがある。）が表示される。なお、図中のＬijの文字は表示しなくともよい。
なお、第１の図形は、光度の設定を行うことが可能であることを使用者に示す図形であれ
ばよく、照明器具Ｌijの図形に限らない。円形や方形の図形でもよい。
【００２４】
記憶部１４は、複数の照明器具に対応する複数の第１の図形に関する情報である第一図
形情報と、照明器具ごとに光度を入力するための第２の図形に関する第二図形情報と、全
照明器具の光度を入力するための第３の図形に関する第三図形情報を記憶している。第１
の図形は、照明器具Ｌijを示す図形である。第２の図形は、後述する各種図形部品である
。第一図形情報は、第１の図形（照明器具）を示すビットマップでも良いし、第１の図形
を構成するためのスクリプト(例えば、ＰｏｓｔＳｃｒｉｐｔなど)でも良い。第一図形情

10

報のデータ構造は問わない。また、第二図形情報は、第２の図形（例えば、操作用のメニ
ューやメニュー項目を示す図柄）を示すビットマップや、ＨＴＭＬ、ＸＭＬなどのスクリ
プト等、そのデータ構造は問わない。第三図形情報は、全照明器具の光度を入力するため
の第３の図形（例えば、操作用のメニューやメニュー項目を示す図柄）を示すビットマッ
プや、ＨＴＭＬ、ＸＭＬなどのスクリプト等、そのデータ構造は問わない。第一図形情報
、第二図形情報、第三図形情報は、それぞれ、第１の図形、第２の図形、第３の図形を構
成する元になる情報である。記憶部１４は、不揮発性の記録媒体で実現されることが好適
であるが、揮発性の記録媒体で実現されても良い。
また、記憶部１４は、例えば、１５個の照明器具Ｌijに対応する記憶エリアを有し、各
照明器具Ｌijの設定光度値などを記憶することができる。設定光度値とは、現在、設定さ
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れている光度を示す値である。
【００２５】
制御部１５は、入力処理部１３が取得した指示座標情報に基づき、指示された第１の図
形を検知し、記憶部１４の第二図形情報に基づいて、第２の図形を構成する。さらに具体
的には、例えば、制御部１５は、記憶部１４に記憶されている上記図形情報に基づき、ビ
ットマップ形式の図形情報を生成し、表示処理部１２に供給する。その結果、所定の図形
が表示部１０に表示される。また、制御部１５は、入力処理部１３が取得した指示座標情
報であって、第２の図形に対する指示を示す指示座標情報に基づいて光度入力値を取得す
る。また、制御部１５は、受け取った指示座標情報に従って、後述する図形の生成や変形
を行って図形情報を生成し、表示処理部１２に供給して表示部１０に表示させたり、使用
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者が設定した明るさ指定の情報に従って、各照明器具Ｌij用として、光度情報を照明制御
装置２００に供給したりする。制御部１５が供給する光度情報は、設定された明るさに対
応した情報であればよく、照明制御装置２００が受け入れる形態であればよい。照明制御
装置２００が％光度値を受け入れる場合には、％光度値を供給し、カンデラ値を受け入れ
る場合には、カンデラ値を供給する。制御部１５は、ＭＰＵとメモリにより構成すること
ができ、処理プログラムをメモリに記憶しておくことにより実現され得る。しかし、制御
部１５は、専用のハードウェアによっても実現できる。
【００２６】
表示処理部１２が表示部１０に含まれていると考えた場合は、表示処理部１２が不要で
あり、制御部１５は表示部１０に図形情報を供給すればよい。表示部１０に併設された操
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作部１１は、例えば、タッチパネル機能を有しており、ペンまたは指等で押さえると押さ
えた位置座標を示す情報である指示座標情報が入力処理部１３に出力される。なお、表示
部１０は、タッチパネルを具備せず、マウス等で指示されてもよい。この場合、マウスが
操作部１１となる。また、操作部１１は押圧力検出機能を有し、一定圧以上で押さえると
押圧ＯＮを示す押圧情報が入力処理部１３に供給されることが好適である。表示処理部１
２は、光度入力値に対応する光度情報を、指示された第１の図形に対応する照明器具用の
光度情報として出力する。表示処理部１２は、例えば、ソフトウェアで実現され得る。
【００２７】
入力処理部１３は、操作部１１が検知した上記指示に基づき、当該指示の位置を示す情
報である指示座標情報を取得する。そして、入力処理部１３は、当該指示座標情報を制御

50

(8)

JP 4686731 B2 2011.5.25

部１５に供給する。なお、入力処理部１３は、例えば、押圧のＯＮ、ＯＦＦを示す情報と
指示座標情報とを制御部１５に供給しても良い。入力処理部１３は、例えば、タッチパネ
ルのドライバーから受け付けた指示座標情報を制御部１５に渡すソフトウェアで実現され
得る。なお、指示座標情報は、例えば、（ｘ，ｙ）の形式の情報である。
【００２８】
なお、指示座標情報は、指示座標情報または、押圧ＯＮ、ＯＦＦを示す情報と指示座標
情報の両方を意味する。また、押圧ＯＮ、ＯＦＦを示す情報を指示座標情報の表現の中に
埋め込んで、指示座標情報が両者を兼ねるようにしてもよい。例えば、ＸＹ座標の領域外
の値をとる場合に、押圧ＯＦＦを表すことにし、ＸＹ座標の領域内の値の場合に押圧ＯＮ
であるとすると、座標表現の中に押圧ＯＮ、ＯＦＦを示す情報を埋め込める。
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【００２９】
次に、各照明器具Ｌijを所望の明るさに設定する操作方法の例について説明する。使用
者は、表示部１０上の照明器具図形の内、明るさを設定したい照明器具Ｌijの図形を指で
押さえる。操作部１１は、押さえられたことを示す情報であるタッチＯＮ情報と、押さえ
られた位置の情報である指示座標情報を入力処理部１３に供給する。入力処理部１３は、
位置情報を座標情報に変換し、タッチＯＮ情報と共に制御部１５に供給する。制御部１５
は、座標情報に基づき何が押されたかどうかを判定する。座標情報が照明器具Ｌijの図形
内の座標位置であると判断された場合、制御部１５は、照明器具Ｌijの図形の近傍の位置
に明るさ指定の入力用図形（上記の第２の図形）を生成し、図２の表示画面の画面情報に
重畳した図形情報にし、表示処理部１２に供給して表示部１０に表示させる。なお、第２

20

の図形は、明るさを指定するメニューを構成する図形であり、例えば、図３の（Ｃ）であ
る。また、第２の図形のデータ構造は問わない。第２の図形は、ＨＴＭＬ等のスクリプト
で実現されていても良いし、ビットマップ等でも良い。
【００３０】
この状態での表示図形の例を図３（Ａ）に示す。明るさ指定の入力用図形は、図３（Ｃ
）の明るさ指定図形２１に示すように、「明るさ指定」の文字と、「１００％」、「８０
％」、「６０％」、「４０％」、「２０％」、「０％」の光度指定エリアがボタン状に設
けられた図形である。「１００％」、「８０％」のメニュー項目は、使用者の指示により
選択されるメニュー項目（ボタン）である。
【００３１】
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明るさ指定図形２１が現れたのを使用者が見ると、使用者は、０％から１００％の何れ
かの光度％ボタンを選択せよと指示していることが分るので、０％から１００％の何れか
の光度％ボタンを指で押さえて選択する。すると、表示部１０は、タッチＯＮ情報と押さ
えられた位置情報を入力処理部１３に供給する。
【００３２】
次に、入力処理部１３は、タッチＯＮ情報と押さえられた位置情報を受け付け、当該位
置情報を座標情報に変換し、ＯＮ情報と共に制御部１５に供給する。そして、制御部１５
は、位置情報から０％から１００％の何れの光度％ボタンが押さえられたかを調べ、指定
された％の光度入力値に対応する光度情報を照明制御装置２００に供給する。照明制御装
置２００は、供給された光度情報に従って照明器具Ｌijの光度を制御する。
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【００３３】
制御部１５は、明るさ指定図形２１の表示を消去し、供給した光度情報に相当する明る
さや面積を有するハイライト部の図形情報を重畳した図形を生成して、表示処理部１２に
供給し表示部１０に表示させる。表示部１０は、照明器具Ｌijの周りに明るい円状の図形
を表示する。図３において、照明器具Ｌij（ij＝１１、１２、１３、１４、３３）の５個
の照明器具にハイライト表示を施した例を示す。この例では、光度の大きさがハイライト
図形の大きさに対応するようにしている。ハイライト図形の形状、輝度、色はこの例に限
定されない。表示部１０は、照明器具Ｌijを、背景の輝度や色などに、ハイライトする態
様でハイライト図形を表示する。つまり、使用者は、図３の表示部１０の表示を見れば、
直ちに照明器具Ｌijの光度が直感的に把握できる。
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【００３４】
図４は、照明器具Ｌijや明るさ指定図形２１の表示位置座標表現の一例である。表示部
１０の表示エリアの座標を左下の角を原点とするＸＹ座標系で表す。表示部１０の座標表
現において、幅Ｗ、高さＨの矩形図形をその左下の角を基準座標（Ｘa,Ｙa）の位置に配
置した場合、矩形図形の表示エリアは、４つの座標値の組（Ｘ1,Ｘ2,Ｙ3,Ｙ4）＝（Ｘa,
Ｘa+Ｗ,Ｙa,Ｙa+Ｈ）で表現することができる。（Ｘ1,Ｘ2,Ｙ3,Ｙ4）を矩形座標値と呼ぶ
ことにする。水平２本、垂直２本の合計４つの線分が囲む範囲を表しているともいえる。
照明器具Ｌijの幅をＷL、高さをＨL とし、照明器具Ｌijの図形の左下の座標を基準座標
（Ｘij,Ｙij）とすると、照明器具Ｌijの矩形座標値は、（Ｘij,Ｘij+ＷL,Ｙij,Ｙij+ＨL
）となる。また、明るさ指定図形２１の表示サイズを幅Ｗs、高さＨs とし左下の角を基
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準座標（Ｘa,Ｙa）の位置に配置した場合、その矩形座標値は、（Ｘa,Ｘa+Ｗs,Ｙa,Ｙa+
Ｈs）で表される。
【００３５】
図５（Ａ）は、図２の表示部１０上に表示する各エリア、各ボタン、各照明器具などの
図形部品の表示位置を示す矩形座標値、図形部品の図形名、および、図形部品が押さえら
れたと判断した場合の次の処理内容を表した一覧表である。（Ｘ1,Ｘ2,Ｙ3,Ｙ4）で示し
た「矩形座標値」欄と「図形名」欄の部分を座標・図形対応表と呼び、「図形名」欄と「
次の処理」欄の部分を図形・指示対応表と呼ぶことにする。この表は、制御部１５によっ
て参照される表として記憶部１４に格納されている。まず、エリア１は、全点灯／全消灯
エリア１０ａの外周部の四隅の座標値による矩形座標値である。「図形名」欄には、全点
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灯／全消灯エリア１０ａの識別コードを格納する。エリア２は、全点灯ボタンの図形の矩
形座標値である。「図形名」欄には、全点灯ボタンに割り振られたコードを格納する。同
様に、エリア３からエリア９にも、全点灯／全消灯エリア１０ａ内の各ボタンの矩形座標
値、図形部品の図形名のコードが格納される。「次の処理」欄には、該当する図形部品が
押さえられたと判断した場合の次の処理内容、処理に必要な座標に関連する情報などが格
納される。次の処理内容とは、コマンド、またはコマンドを構成する情報であり、照明装
置３００を制御したり、表示部１０の表示を変更したりするコマンドに関する情報である
。
【００３６】
図５において、エリアＬij（ｉ＝１〜３、ｊ＝１〜５）には、照明器具Ｌijの図形が表
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示される矩形座標値（Ｘij,Ｘij+ＷL,Ｙij,Ｙij+ＨL）が格納され、図形名には、照明器
具Ｌijの識別コードが格納される。「次の処理」としては、照明器具Ｌijの基準座標（Ｘ
ij,Ｙij）から右にαij、上にβijだけ隔たった位置Ｚij＝（Ｘij+αij,Ｙij+βij）を基
準座標として明るさ指定図形２１を表示ための命令（コマンド）が格納される。従って、
照明器具Ｌij用の明るさ指定図形２１の矩形座標値は、（Ｘij+αij,Ｘij+αij+Ｗs,Ｙij
+βij,Ｙij+βij+Ｈs）になる。αij、βijは、明るさ指定図形２１が、照明器具Ｌijの
近傍に位置でき、かつ、表示部１０の内部に収まる位置になるように選ばれる。なお、近
傍とは、明るさ指定図形２１と照明器具Ｌijの図形が近くに表示されていると使用者が感
じれれば良く、その距離は問わない。また、近傍とは、両図形を表示した際に重なり合う
ような位置でも良い。
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【００３７】
図５（Ｂ）には、１つの照明器具Ｌijが選択されたときの、明るさ指定図形２１のエリ
ア内の０％から１００％の光度％ボタンの矩形座標値が、（Ｘ1,Ｘ2,Ｙ3,Ｙ4）の欄に各
光度％について格納される。また、各光度％ボタンに対応する図形名と次の処理内容も格
納される。「矩形座標値」欄と「図形名」欄の部分を座標・図形対応表と呼び、「図形名
」欄と「次の処理」欄の部分を図形・指示対応表と呼ぶことにする。この表も、制御部１
５に参照されるための表として記憶部１４に格納される。０％から１００％の各光度％ボ
タンの高さを、図４に示すようにＨrとし基準座標を（Ｘa,Ｙc）とすると、各ボタンの矩
形座標値は、以下のようになる。
【００３８】
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つまり、「０％ボタン」の矩形座標値は、（Ｘa,Ｘa+Ｗs,Ｙa,Ｙa+Ｈr）である。また
、「２０％ボタン」の矩形座標値は、（Ｘa,Ｘa+Ｗs,Ｙa+Ｈr,Ｙa+２Ｈr）である。また
、「４０％ボタン」の矩形座標値は、（Ｘa,Ｘa+Ｗs,Ｙa+２Ｈr,Ｙa+３Ｈr）である。ま
た、「６０％ボタン」の矩形座標値は、（Ｘa,Ｘa+Ｗs,Ｙa+３Ｈr,Ｙa+４Ｈr）である。
また、「８０％ボタン」の矩形座標値は、（Ｘa,Ｘa+Ｗs,Ｙa+４Ｈr,Ｙa+５Ｈr）である
。また、「１００％ボタン」の矩形座標値は、（Ｘa,Ｘa+Ｗs,Ｙa+５Ｈr,Ｙa+６Ｈr）で
ある。さらに、「明るさ指定名称」の矩形座標値は、（Ｘa,Ｘa+Ｗs,Ｙa+６Ｈr,Ｙij+βi
j+７Ｈr）である。但し、「Ｘa＝Ｘij+αij」、「Ｙa＝Ｙij+βij 」である。
【００３９】
上記矩形座標値が、図５（Ｂ）の（Ｘa,Ｘb,Ｙa１,Ｙa２）、（Ｘa,Ｘb,Ｙa２,Ｙa３）
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、（Ｘa,Ｘb,Ｙa３,Ｙa４）、（Ｘa,Ｘb,Ｙa４,Ｙa５）、（Ｘa,Ｘb,Ｙa５,Ｙa６）、（
Ｘa,Ｘb,Ｙa６,Ｙa７）、（Ｘa,Ｘb,Ｙa７,Ｙa８）の各領域に、それぞれに順に格納され
ている。なお、これらの矩形座標値の値は、照明器具Ｌijのijによって異なる値をとる変
数であることは言うまでもない。また、「図形名」欄には、各矩形座標値に対応して、明
るさ指定０％、明るさ指定２０％、明るさ指定４０％、明るさ指定６０％、明るさ指定８
０％、明るさ指定１００％の６つの光度％ボタン識別コードが、それぞれ格納されている
。「次の処理」欄には、出力する光度情報とハイライト表示の有無の指示が処理内容とし
て記憶される。
【００４０】
タッチＯＮ時に入力処理部１３から制御部１５に供給される座標値（Ｘf,Ｙf）が、上
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記矩形座標値（Ｘ1,Ｘ2,Ｙ3,Ｙ4）の内部にある場合、対応する図形名のボタンやエリア
が押されたと判定することができる。すなわち、Ｘ1≦Ｘf<Ｘ2、Ｙ3≦Ｙf<Ｙ4の場合、矩
形座標値（Ｘ1,Ｘ2,Ｙ3,Ｙ4）に対応するボタンが押されたと判定する。
【００４１】
図６は、本実施の形態の照明設定装置１００の動作の手順を説明するための基本的なフ
ローチャートである。照明設定装置１００の電源がＯＮになると、スタートにおいて、制
御部１５は記憶部１４より図形情報を読み出し、図２の表示部１０に示した初期画面を生
成して表示処理部１２に供給し表示部１０に表示させる。かかる初期処理については、公
知技術であるので、図６のフローチャートでは述べない。（Ｓ１０）に進み、制御部１５
は入力処理部１３からのタッチＯＮ情報と指示座標情報を待つ。なお、マウスの場合は、
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マウスの移動におけるマウスのクリック指示と、そのときのポインタアイコンの位置座標
情報とを待つようにすればよい。タッチＯＮ情報を受け取ると（Ｓ１０）においてＹｅｓ
となり、（Ｓ１１）に進む。（Ｓ１１）において、指示座標情報と座標・図形対応表を比
較し指示された図形を判定する。具体的には、図１５（Ａ）で説明した表の（Ｘa,Ｘb,Ｙ
a,Ｙb）欄を検索し、指示座標情報をエリア内に含む矩形座標値を検索する。矩形座標値
が見つかると、対応する図形名の照明器具Ｌijの図形や光度％ボタンが押されたと判定す
る。見つからない場合は、どの図形名の図形もボタンも押されておらず、ボタン以外の領
域が押されたものと判定する。次に（Ｓ１２）に進み、判定がボタン以外の場合Ｎｏとな
り（Ｓ１０）に戻る。Ｙｅｓの場合、（Ｓ１３）に進み、図形・指示対応表を検索し指示
内容を判定する。具体的には、図１５（Ａ）で説明した表において、判定された図形名に
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対応する「次の処理」欄の指示内容を読み出す。次に、（Ｓ１４）に進み、取得した指示
内容に基づき所定の図形表示、使用者によって指示された光度入力値に対応する光度情報
出力などを行う。次に、（Ｓ１０）に戻り、次の操作を待つ。なお、次の操作を待つには
、タッチＯＮの後のタッチＯＦＦを確認した後にしてもよい。なお、図６のフローチャー
トにおいて、終了指示を受け付ける、電源オフ等の割り込みなどにより、動作は終了する
。
【００４２】
図７は、本実施の形態の照明設定装置１００の動作の手順を説明するための詳細のフロ
ーチャートである。照明設定装置１００の電源がＯＮになると、制御部１５は記憶部１４
より図形情報を読み出し、図２の表示部１０に示した第１の図形を含む初期画面を生成し
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て表示処理部１２を介して表示部１０に表示させる。（Ｓ２０）に進み、制御部１５は入
力処理部１３からのタッチＯＮ情報と指示座標情報を待つ。なお、マウスの場合は、マウ
スの移動におけるマウスのクリック指示と、そのときのポインタアイコンの位置座標情報
とを待つようにすればよい。タッチＯＮ情報を受け取ると（Ｓ２０）においてＹｅｓとな
り、（Ｓ２１）に進む。（Ｓ２１）において、指示座標情報と座標・図形対応表を比較し
、指示された図形を判定する。具体的には、図１５（Ａ）で説明した表の（Ｘ1,Ｘ2,Ｙ3,
Ｙ4）欄のエリアＬ11からエリアＬ35を検索し、指示座標情報により示される点をエリア
内に含むかどうか判定する。矩形座標値のエリア内に指示座標情報を含むものが見つかる
と、対応する照明器具Ｌijのボタンが押されたと判定する。見つからない場合は、どの照
明器具ボタンも押されておらず、照明器具ボタン以外の領域が押されたものと判定する。
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次に（Ｓ２２）に進み、判定が照明器具ボタン以外の場合Ｎｏとなり（Ｓ２０）に戻る。
Ｙｅｓの場合（Ｓ２３）に進み、照明器具Lijのそば（近傍）に明るさ指定図形２１（第
２の図形）を表示する。具体的には、図５（Ａ）の表の図形名Ｌijを検索し、「次の処理
」欄を読み出し、基準座標値Ｚijを読み出し、照明器具Ｌij毎に設定された基準座標Ｚij
を基準にして、明るさ指定図形２１を初期画面に重畳した画面を生成し、表示処理部１２
に供給し表示部１０に表示させる。更に、照明器具Ｌijの基準位置座標Ｚij＝（Ｘij+αi
j,Ｙij+βij）の値に基づき、Ｘa＝Ｘij+αij、Ｙa＝Ｙij+βij、を（式１）に代入して
、照明器具Ｌij用の明るさ指定図形２１内の各ボタンの矩形座標値（Ｘ1,Ｘ2,Ｙ3,Ｙ4）
を計算し、図５（Ｂ）の座標・図形対応表の「矩形座標値」（Ｘ1,Ｘ2,Ｙ3,Ｙ4）の欄に
書き込む。
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【００４３】
次に（Ｓ２４）に進み、明るさ指定エリア以外を指示しているかどうか判定する。すな
わち、一旦タッチＯＦＦが検知されるのを待ち、その後、タッチＯＮになった場合の座標
情報が、明るさ指定図形２１の表示エリア内にない場合、Ｙｅｓとなり、（Ｓ２５）に進
む。明るさ指定図形２１の表示エリア内にあるかどうかは、図５（Ｂ）の「矩形座標値」
（Ｘ1,Ｘ2,Ｙ3,Ｙ4）の欄の７つの矩形座標値内に前記指示座標情報があるかどうかによ
り判定できる。（Ｓ２５）に進むと、やり直しと解釈して一旦明るさ指定図形２１の表示
を終了して初期画面を表示し、（Ｓ２０）に戻ってタッチＯＮを待つ。（Ｓ２４）におい
て、明るさ指定エリアに指示があったと判定されるとＮｏであり、（Ｓ２６）に進む。（
Ｓ２６）においては、明るさ指定用の光度％ボタンが指示されたかどうか判定する。具体
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的には、指示座標情報が、図５（Ｂ）の（Ｘa,Ｘb,Ｙa１,Ｙa２）、（Ｘa,Ｘb,Ｙa２,Ｙa
３）、（Ｘa,Ｘb,Ｙa３,Ｙa４）、（Ｘa,Ｘb,Ｙa４,Ｙa５）、（Ｘa,Ｘb,Ｙa５,Ｙa６）
、（Ｘa,Ｘb,Ｙa６,Ｙa７）の６つの矩形座標値のエリア内の点であるかどうか判定する
。当該エリア外であればＮｏとなり、（Ｓ２４）に戻ってタッチを待つ。当該エリア内で
あれば（Ｓ２７）に進み、タッチ座標より光度指示％を判定する。すなわち、図５（Ｂ）
の表の「矩形座標値」（Ｘ1,Ｘ2,Ｙ3,Ｙ4）の欄を検索し、指示座標情報が６つの矩形座
標値のどれに位置するかを調べて図形名を抽出し、（Ｓ２８）に進む。（Ｓ２８）におい
て、指示％の光度入力値に対応する光度情報を照明器具Lijに出力する。すなわち、上記
（Ｓ２７）において抽出した明るさ指定ボタンの図形名に対応した「次の処理」欄を、図
５（Ｂ）の表より読み出し、対応する光度情報を照明制御装置２００に供給し、（Ｓ２９
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）に進む。従って、照明制御装置２００は照明器具Ｌijの光度を光度情報に従って制御し
、照明装置３００の照明器具Ｌijは設定された光度の発光を行う。制御部１５は、（Ｓ２
９）において、それまで表示中の明るさ指定図形２１を消去した図形を生成し、光度に対
応したハイライト表示図形を生成し、照明器具Ｌijの周りに重畳した図形を生成し、表示
処理部１２に供給し表示部１０に表示させた後、（Ｓ２０）に戻り、次の操作を待つ。
【００４４】
以上のような操作と処理を所望の複数の照明器具Ｌijに対して繰り返せば、部屋の任意
の位置の照明器具の光度の０％から１００％の間で設定できる。光度設定に応じて照明器
具Ｌijの周りにハイライト表示を行うので、室内の照明の状態が一目で、直感的に確認で
きる。つまり、第１の図形の周辺における光度入力値に応じたハイライト表示を行い好適
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である。第１の図形の周辺とは、第１の図形の上でも良いし、第１の図形に近い周りでも
良い。なお、図７のフローチャートにおいて、ハイライト表示のアルゴリズムは上記に限
られないことは言うまでもない。
【００４５】
また、照明設定装置１００から照明制御装置２００への光度情報を供給については、照
明器具Ｌij毎に別々の伝送線で送る場合は、光度情報のみを送信すればよいが、全照明器
具Ｌijの光度情報を多重伝送する場合は、照明器具Ｌijの識別コードと共に送信し、照明
制御装置２００の方で各照明器具Ｌijの光度情報を、対応する照明器具Ｌijに誤りなく供
給するようにすることは言うまでもない。また照明器具Ｌijに割り当てられた照明器具数
分のタイムスロットに時分割重畳して送ってもよい。
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【００４６】
また、上記設定した各照明器具Ｌｉｊの光度情報やハイライト表示情報を記憶部１４内
に設けられた不揮発の記憶エリアに一旦記憶しておき、電源をＯＦＦにしても記憶が残る
ようにし、再度電源ＯＮにしたときには、前の照明状態が再現できるようにしてもよい。
【００４７】
また、上記ハイライト表示の方法は、照明器具Ｌijの図形自体に対して行っても、その
周りに行ってもよく、表示形態などは、上記記載に限定されない。また、ハイライト表示
の代りに、あるいはハイライト表示と共に、該当する照明器具Ｌijの図形上あるいは図形
の近傍の位置に、光度値あるいは光度値の％値を数字表示してもよい。
【００４８】
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また、上記座標表示系を他の系としてもよい。基準座標を図形の中心位置にすることも
できる。ボタンの形状を円形にした場合、円の中心を基準座標とし、その周りの所定半径
内にタッチ座標がある場合に、ボタンをタッチしたと判定すればよい。これらの判定には
、幾何学に基づく演算を行えばよい。
【００４９】
さらに、記憶部１４は、不揮発性の記録媒体が好適であるが、揮発性の記録媒体でも実
現可能である。また、制御部１５は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。制御部
１５が行う上記各処理手順は、通常、ソフトウェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯ
Ｍ等の記録媒体に記録されている。但し、ハードウェア（専用回路）で実現しても良い。
表示処理部１２が表示部１０に含まれている場合、例えば液晶タッチパネルと一体になっ

30

ている場合、制御部１５は、表示部１０に図形情報を供給するようにしてもよい。
以上、実施の形態によれば、多数の照明装置の照明状況が一目瞭然に把握でき、例えば
、離れた部屋の照明状況を簡単に、直感的に把握できる。
【００５０】
なお、実施の形態における照明設定装置は、所定の地点の光度を視覚的に出力する照明
状況表示装置を具備する、と言える。照明状況表示装置は、照明設定装置の表示部を具備
する構成である。なお、所定の地点は、通常、２以上の地点である。
【００５１】
既に説明したように、照明装置３００の各照明器具Ｌijの光度の調整、設定を行う照明
制御装置２００としては、インバータ点灯方式が省電力の点で適している。インバータ点
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灯方式は、光源の点滅を頻繁に繰り返し、点灯時間の時間率を調整することにより平均光
度を制御する方式である。このようなインバータ点灯用の照明制御回路は、各照明器具Ｌ
ijの内部に設けるのが一般的である。すなわち、照明制御装置２００は、各照明器具Ｌij
の内部に分散配置されることになる。この場合、照明設定装置１００は、各照明器具Ｌij
内部の照明器具Ｌij用の照明制御装置２００、それぞれに、各照明器具Ｌijに該当する光
度情報を伝送する必要がある。このためには、照明設定装置１００と照明制御装置２００
の間を照明器具Ｌijの数だけの伝送線で結び、照明設定装置１００は、各照明器具Ｌijの
光度情報を、各伝送線を介して照明器具Ｌijそれぞれの照明制御装置２００に伝送すれば
よい。
【００５２】
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また、照明制御装置１００は、各照明器具Ｌij内部の照明器具Ｌij用の照明制御装置２
００に、光度情報をＬＡＮ回線で伝送してもよい。ＬＡＮ回線は、照明設定装置１００お
よび各照明器具Ｌijを結合する。光度情報をＬＡＮ回線で伝送するには、パケット伝送を
適用することができる。パケット伝送を適用する場合、各パケット内に、例えば、照明器
具識別コード格納エリアと光度情報エリアを設けておく。照明器具識別コード格納エリア
には照明器具識別子、たとえば、ij＝１１から３５の数値、照明器具Ｌijの場合は、「ij
」を格納する。光度情報エリアには、感性照明情報テーブルの０％から１００％の数値を
格納する。照明装置２００の各照明器具Ｌijでは、受信したパケットの各識別子を調べる
ことにより、照明器具Ｌij（i＝１〜３、j＝１〜５）のそれぞれ自身宛の光度情報を取得
し、光源の光度を制御することが可能になる。なお、照明器具Ｌijに割り当てられた照明

10

器具の数１５個のタイムスロットに時分割重畳して送ってもよい。タイムスロットの先頭
には予め決められた同期符号を配置する。照明器具Ｌijは、同期信号を基準にして、自身
のタイムスロットの情報を取得する。また、上記ＬＡＮ回線の一部分を無線ＬＡＮ回線と
してもよい。たとえば、各照明器具Ｌij内部の照明器具Ｌij用の照明制御装置２００を有
線ＬＡＮ回線で接続し、この有線ＬＡＮ回線に、無線ＬＡＮ受信端末を１台接続し、照度
設定装置１００の制御部１５から光度情報を、無線ＬＡＮ方式の無線通信により、無線Ｌ
ＡＮ受信機に伝送してもよい。有線ＬＡＮ回線として、電灯線を使用した通信方式を適用
すれば、配線工事が簡単になる。
【００５３】
制御部１５から無線ＬＡＮ方式により上記パケットを各照明器具Ｌij宛に送信し、照明
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器具Ｌijでは、無線ＬＡＮ受信機を内蔵しておいて、無線ＬＡＮ受信機によりパケットを
受信し、照明器具Ｌij自身宛のパケットを取得して、自身用の光度情報を得て、設定され
た光度に制御するようにしてもよい。つまり、照明設定装置１００から照明制御装置２０
０への光度情報送出の手段は、有線の通信手段、無線の通信手段、放送手段等を問わない
。
（実施の形態２）
【００５４】
本実施の形態において、図２に示した全点灯／全消灯エリア１０ａを使用した光度設定
について説明する。図３（Ｂ）に、全点灯／全消灯図形２０（第３の図形）の拡大図を示
す。全点灯／全消灯図形２０は、図５（Ｂ）の図の上部約半分強を占め、下より「全消灯
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」、「全点灯」、「０％」、「２０％」、「４０％」、「６０％」、「８０％」、「１０
０％」のボタン図形が図形部品として設けられている。図５（Ａ）の表には、各ボタン図
形の矩形座標値がエリア２〜エリア９の各行に対応して、該当する「図形名」コード、「
次の処理」と共に格納されている。エリア１は、全点灯／全消灯エリア１０ａの表示位置
に対応する矩形座標値であるが、「次の処理」の情報はなくてよい。
【００５５】
全点灯／全消灯エリア１０ａを使用すると、部屋の全照明器具の光度を一括して設定で
きる。「全消灯」、「０％」、「２０％」、「４０％」、「６０％」、「８０％」、「１
００％」の光度％ボタンを直接押すと、制御部１５は、指示座標情報が示す点が、図５（
Ａ）の矩形座標値が示すエリアのどれに含まれるかを検索し、該当する「図形名」を調べ

40

、対応する「次の処理」を読み出して処理を行う。処理とは、制御部１５が、「図形名」
に対応する光度情報を照明制御装置２００に供給して全照明器具Ｌijの光度を該当する光
度情報の光度で発光させ、、全照明器具Ｌijの図形の周りを光度情報の大きさに対応した
明るさのハイライト表示を行うことである。
【００５６】
この一連の手順は、図６で説明したフローチャートにより実行できる。なお、エリア２
は、全点灯ボタンに対応する矩形座標値であり、次の処理は、０％〜１００％ボタンを点
滅させる処理として、使用者に光度％ボタンを押すことを促すようにしている。
【００５７】
なお、本実施の形態においても、制御部１５は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され
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得る。制御部１５が行う上記各処理手順は、通常、ソフトウェアで実現され、当該ソフト
ウェアはＲＯＭ等の記録媒体に記録されている。但し、ハードウェア（専用回路）で実現
しても良い。表示処理部１２が表示部１０に含まれている場合、例えば液晶タッチパネル
と一体になっている場合、制御部１５は、表示部１０に図形情報を供給するようにしても
よい。
（実施の形態３）
【００５８】
上記実施の形態１では、明るさ指定図形２１を照明器具Ｌijの近傍に表示し、この明る
さ指定図形２１の光度％ボタンを選択して光度を入力した。本実施の形態では、明るさ指
定図形２１の代りに全点灯／全消灯エリア１０ａ内部の光度％ボタンを利用して各照明器

10

具の光度を入力する。つまり、本実施の形態において、照明設定装置は、複数の照明器具
に対応する複数の第１の図形に関する情報である第一図形情報と、全照明器具の光度を入
力するための第３の図形に関する第三図形情報を記憶している記憶部と、記憶部が記憶し
ている第一図形情報に基づいて、第１の図形を有する操作画面を表示し、かつ第３の図形
を前記操作画面上に表示する表示部と、当該操作画面に対する指示を検知する操作部と、
操作部が検知した指示に基づき、当該指示の位置を示す情報である指示座標情報を取得す
る入力処理部と、入力処理部が取得した指示座標情報に基づき、光度入力値を検知して、
光度入力値に対応する光度情報を、全照明器具用の光度情報として出力する制御部とを具
備し、表示部は、全照明器具に対応する全第１の図形の上またはその周辺に光度入力値に
応じた表示を行う。

20

【００５９】
図７のフローチャートにおいて、（Ｓ２３）において明るさ指定図形２１の表示の代り
に照明器具Ｌijの図形を太目の輪郭で強調表示し、（Ｓ２４）、（Ｓ２５）、（Ｓ２６）
を省き、（Ｓ２７）において、全点灯／全消灯エリア１０ａ内の光度％ボタン６個を点滅
表示し、光度％ボタン６個の何れかにタッチしたかどうか判定し、タッチ有りと判定した
光度％値に対応して照明器具Ｌijの光度情報を出力し、照明器具Ｌijの強調表示を解除し
、周りをハイライト表示すればよい。なお、（Ｓ２７）において、全点灯／全消灯エリア
１０ａ内の「全点灯／全消灯」の文字、全点灯ボタン、全消灯ボタンの表示を停止したほ
うが、使用者の誤解が少なくなる。なお、この場合は、第３の図形は、光度％ボタン６個
の図形となる。この実施の形態は、第２の図形である明るさ指定図形２１を、全点灯／全

30

消灯エリア１０ａの領域に表示しているのと機能的には、ほぼ同じである。別の見方をす
れば、第３の図形は、第２の図形を一定の位置に配置したものと見ることもできる。
【００６０】
本実施の形態では、図５（Ｂ）の表は不要になる。また、図５（Ａ）の表の「次の処理
」欄の内容を変更することはいうまでもない。エリア１、２は不要、エリア３からエリア
９では、「照明器具Ｌijの光度とハイライトをｘｘ％にする。光度％ボタンの点滅を停止
する。」とする。エリアＬijでは、「照明器具Ｌijの図形を強調表示する。全点灯／全消
灯エリア１０ａの光度％ボタンを点滅させる。」とする。
【００６１】
本実施の形態における照明設定装置は、第２の図形である明るさ指定図形２１を、全点
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灯／全消灯エリア１０ａの領域に表示しているのと機能的には、ほぼ同じである。つまり
、本実施の形態における第３の図形は、第２の図形を一定の位置に配置したものである。
（実施の形態４）
【００６２】
上記実施の形態３では、照明器具Ｌijを１個ずつ選択してその光度を設定したが、複数
個選択して纏めて光度を設定してもよい。使用者は、照明器具Ｌijの図形から所望の図形
を順番に指示して選択する。制御部１５は、照明器具Ｌijが選択されたことを検知して、
選択された照明器具Ｌijの図形を点滅表示あるいは強調表示する。制御部１５は、この表
示と平行して、全点灯／全消灯エリア１０ａの「０％」、「２０％」、「４０％」、「６
０％」、「８０％」、「１００％」の光度％ボタンを点滅させる。使用者が必要な照明器
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具Ｌijを選択し終えたと判断した場合、使用者は、点滅している「０％」、「２０％」、
「４０％」、「６０％」、「８０％」、「１００％」の光度％ボタンの中から所望の光度
％ボタンを選択する。制御部１５は、光度％ボタンの選択を検知し、選択された光度％ボ
タンに対応した光度情報を、点滅表示あるいは強調表示中の、言い換えると、選択されて
いる複数の照明器具Ｌijの光度情報として光度情報出力する。
【００６３】
使用者が誤った照明器具Ｌijを選択して、選択を取り消したい場合が起きるが、この場
合、使用者が、点滅表示あるいは強調表示されている照明器具Ｌij図形を再度選択すると
、制御部１５は、点滅表示あるいは強調表示中の照明器具Ｌijについては、その点滅表示
あるいは強調表示を解消するようにすればよい。

10

【００６４】
このためには、図７のフローチャートにおいて、（Ｓ２３）において明るさ指定図形２
１の表示の代りに、照明器具Ｌijの図形を太目の輪郭で強調表示または点滅表示し、並行
して、全点灯／全消灯エリア１０ａ内の光度％ボタン６個を点滅表示する。その照明器具
Ｌijが既に選択されており、強調表示または点滅表示中である場合、選択を解消し、強調
表示または点滅表示を停止する。（Ｓ２４）において、Ｙｅｓの場合、（Ｓ２５）をバイ
パスして（Ｓ２０）に戻る。照明器具Ｌijの選択指示が追加、あるいは、解消されるのに
従い、（Ｓ２３）が繰り返される。（Ｓ２４）、（Ｓ２６）において、光度％ボタン６個
の何れかを指示したかどうか判定し、指示有りと判定した場合、Ｙｅｓとなり、（Ｓ２７
）に進む。（Ｓ２７）においては、指示座標情報より光度指示％を判定し、（Ｓ２８）に
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進む。（Ｓ２８）において、指示された光度％値に対応して、選択済みの複数の照明器具
Ｌij用の光度情報を出力し、（Ｓ２９）に進む。（Ｓ２９）において、選択されている複
数の照明器具Ｌijの強調表示または点滅表示を解除し、それらの周りをハイライト表示す
ればよい。なお、（Ｓ２３）において、全点灯／全消灯エリア１０ａ内の「全点灯／全消
灯」の文字、全点灯ボタン、全消灯ボタンの表示を停止したほうが、使用者の誤解が少な
くなる。なお、この場合は、第３の図形は、光度％ボタン６個の図形となる。本実施の形
態は、第２の図形である明るさ指定図形２１を、全点灯／全消灯エリア１０ａの領域に表
示しているのと機能的には、ほぼ同じである。別の見方をすれば、本実施の形態における
第３の図形は、第２の図形を一定の位置に配置したものと見ることもできる。
【００６５】
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本実施の形態では、図５（Ｂ）の表は不要になる。また、図５（Ａ）の表の「次の処理
」欄の内容を変更することはいうまでもない。エリア１、２は不要、エリア３からエリア
９では、「照明器具Ｌijの光度とハイライトをｘｘ％にする。光度％ボタンの点滅を停止
する。」とする。エリアＬijでは、「照明器具Ｌijが非選択の場合、照明器具Ｌijの図形
を強調表示する。照明器具Ｌijが選択済みの場合、照明器具Ｌijの図形の強調表示を停止
する。全点灯／全消灯エリア１０ａの光度％ボタンを点滅させる。」とすればよい。
（実施の形態５）
【００６６】
次に、明るさ指定図形２１の代りに、図２の表示画面のもっとボタンエリアを使用する
場合について説明する。最初の照明器具Ｌijの図形を指示した後、もっとボタンエリアの

40

「明るく」ボタンを指示すると、選択した照明器具Ｌijの光度を増加させる。「暗く」ボ
タンを指示すると、選択した照明器具Ｌijの光度を減少させる。「明るく」ボタンと「暗
く」ボタンは、第３の図形である。
【００６７】
図７のフローチャートにおいて、（Ｓ２３）において明るさ指定図形２１の表示の代り
に照明器具Ｌijの図形を太目の輪郭で強調表示し、（Ｓ２４）、（Ｓ２５）、（Ｓ２６）
を省き、（Ｓ２７）において、「明るく」ボタンと「暗く」ボタンを点滅表示し、「明る
く」ボタンと「暗く」ボタンの何れかを指示したかどうか判定し、「明るく」ボタンを指
示したと判定した場合、（Ｓ２８）において、照明器具Ｌijの光度情報を増加させながら
出力し、（Ｓ２９）において、点滅表示を停止し、照明器具Ｌijの強調表示を解除し、周
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りをハイライト表示も増加させながら表示すればよい。（Ｓ２７）において、「暗く」ボ
タンを指示したと判定した場合、（Ｓ２８）において、照明器具Ｌijの光度情報を減少さ
せながら出力し、（Ｓ２９）において、点滅表示を停止し、照明器具Ｌijの強調表示を解
除し、周りをハイライト表示も減少させながら表示すればよい。
【００６８】
本実施の形態では、図５（Ｂ）の表は不要になる。また、図５（Ａ）の表に「明るく」
ボタンと「暗く」ボタンの欄を追加し、矩形座標値、図形名、次の処理を記憶しておく。
「次の処理」欄の内容は、「明るく」ボタンについては「照明器具Ｌijの光度を増加し、
ハイライトを増加する。」であり、「暗く」ボタンについては「照明器具Ｌijの光度を減
少し、ハイライトを減少する。」である。

10

（実施の形態６）
【００６９】
上記各実施の形態では、光度情報の最高光度を１００％とし、２０％間隔で設定するよ
うにした。図８は、他の設定方法用のボタンやバーの一例である。図８（Ａ１）、（Ａ２
）は、照明器具Ｌijに対応する照明装置ボタン（第１の図形）の一例である。消灯時には
、図８（Ａ１）のように黒枠同心円状のボタンが表示される。点灯時には、光度の大きさ
に比例して円の内部から黒く塗りつぶした表示とする。図８（Ｂ１）、（Ｂ２）は、別の
例で、光度の大きさを円グラフ状に表示する。これらの図形は、第１の図形として使用で
きる。
【００７０】
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図８（Ｃ）、（Ｄ）、（Ｅ）、（Ｆ）は、第２の図形の部品として明るさ指定図形２１
の内部に表示するものであって、光度設定用のボタンやバーである。照明器具Ｌijの光度
設定において図８（Ｃ）の上向きの矢印ボタンを押すと設定光度を大きくでき、下向きの
ボタンを押すと設定光度を小さくできる。図８（Ｄ）は、別の例で、照明器具Ｌijの光度
設定においてバーのノブ印を指により上に引き上げると、設定光度を高くし、下へ引き下
げると設定光度を低くすることができる。バーの上部にはノブの位置に対応した光度が％
表示されるようにする。図８（Ｅ）は、０〜１００のボタンの別の例である。図８（Ｆ）
は、光度設定確定用のボタンである。このようにボタンの形態や配置は、上記実施の形態
１や２の例に限られない。図８（Ｃ）、（Ｄ）、（Ｅ）、（Ｆ）は、第３の図形として使
用してもよい。
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（実施の形態７）
上記各実施の形態では、照明装置の光度を設定するようにしたが、本実施の形態では、
部屋の所定の位置の照度を設定することができる制御システム、および、そのための制御
用端末装置について説明する。
【００７１】
図９は、本実施の形態による照度設定できる照明システムのブロック図である。この照
明システムは、照明設定装置１００ａ、変換装置４００、照明制御装置２００、および、
照明装置３００を具備する。照明制御装置２００、および、照明装置３００は、実施の形
態１において説明したものと同様でよい。
【００７２】
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本実施の形態の照明設定装置１００ａは、図２に示した照明設定装置１００と概略同じ
構成である。図２中の各照明器具Ｌijの図形は、第１の図形であって、照度設定位置、す
なわち、照度を設定できる位置を示す。従って、照明器具Ｌijをタッチすると、図３に示
すように、第２の図形である明るさ指定図形２１が近傍に表示され、使用者は、０％から
１００％ボタンを選んで押さえる。本実施の形態では、０％から１００％の値は、照明器
具Ｌijの光度を表すのではなく、照明器具Ｌijの位置での照度を表す。従って、本実施の
形態の照明設定装置１００は、光度ではなく照度を設定する装置になる。図２に示した第
３の図形である全点灯／全消灯エリア１０ａの％ボタンは、光度入力の代りに、照度を入
力する照度％ボタンとして使用する。上記各実施の形態の光度を照度と読み替えれば、本
実施の形態になるので、本実施の形態の詳しい手順、図５（Ａ）、（Ｂ）の表の内容など
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の説明は省いても、本実施の形態の実施は可能である。照度の設定入力した表示部１０上
の位置には、設定照度値の大きさに対応したハイライト表示を行うことも、上記各実施の
形態と同様である。本実施の形態における第１の図形は、照度を設定することが可能な位
置を使用者に示す図形であればよい。照明器具Ｌij以外に、円形や方形の図形でもよい。
後述するように、方眼のメッシュ図形でもよい。本実施の形態における第２の図形は、照
度を入力するためのメニューを示す図形である。また、実施の形態２において説明した第
３の図形は、本実施の形態においては、全照度設定位置の照度を入力するために使用する
図形として使用される。実施の形態３における第３の図形は、各照度設定位置の照度を入
力するために使用する図形として使用される。
【００７３】

10

次に、変換装置４００の構成について説明する。変換装置４００は、入力された照度情
報を光度情報に変換する装置である。変換装置４００において、目標情報格納部３０は、
照明設定装置１００ａより供給される照度設定値情報を格納する。制御部３４は、照明装
置３００の各照明器具Ｌｉｊ用の光度情報を出力する機能を有し、かつ、変換モデル３５
に光度情報を供給する。変換モデル３５は、入力情報として各照明器具Ｌｉｊの光度情報
を入力すると、室内の所定の位置の照度予測値を算出する機能を有する計算装置である。
また、照明装置３００が設置されている部屋の各照明器具Ｌｉｊによって照らされる所定
の位置の照度値を予測できるモデルである。変換モデル３５からは所定の位置の照度予測
値が観測情報格納部３１に供給される。比較部３２は、目標情報格納部３０の照度設定値
情報と観測情報格納部３１の照度予測値とを比較し、比較結果を判断部３３に供給する。
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判断部３３は、照度設定値情報と照度予測値との差異が少なくなるように制御部３４内に
設けられたメモリに記憶されている各照明器具Ｌｉｊ用の光度情報を変更してゆく。最終
的に、観測情報格納部３１の照度予測値は、目標情報格納部３０の照度設定値情報に十分
に近い値になる。例えば、変換モデル３５の前記所定位置として図２に表示された照明器
具Ｌijの位置を採用し、その位置の照度値を設定入力すると、観測情報格納部３１の照度
予測値は、設定入力値に近い値になる。このときに制御部３４が出力する光度情報を照明
装置３００に供給すると、実際の部屋における照明器具Ｌijの真下の位置の照度が前記設
定入力した値になる。複数の位置の照度を設定入力すると、各位置の照度が設定入力値に
近い値に制御できる。
【００７４】
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本実施の形態の上記説明では、照明器具Ｌijの位置の照度、すなわち、照明器具Ｌijの
真下の照度を設定するようにした。第１の図形として、照明器具Ｌijの図形の代りに、円
形のボタンＢijを表示してもよい。目標情報格納部３０の照度設定値情報としてボタンＢ
ijの位置の照度を設定するようにし、観測情報格納部３１の照度予測値は、ボタンＢijの
位置の照度を予測計算するようにする。このようにしておけば、照明器具Ｌijの位置以外
の位置の照度を設定値になるように制御することができる。
【００７５】
変換モデル３５は、室内のＱ個の各照明装置が光度を変えたときの、Ｐ個の位置におけ
る照度を算出する計算機である。Ｐ個の各位置における照度Ｌi（i＝１、２、〜Ｐ）は、
Ｑ個の照明器具Ｌijの各光度値Ｋj（j＝１、２、〜Ｑ）にそれぞれ係数Φijを乗算し、積
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を合計して得られる。すなわち、Ｌi＝ΣΦij＊Ｋjである。すなわち、照度に対する各照
明装置の光度の影響は、互いに独立であり、線形の関係にある場合、照度Ｌiは、前式に
より計算できる。変換モデル３５は、Ｑ個の入力情報からＰ個の出力情報を算出し、出力
情報を観測情報格納部３１のＰ個のメモリに予測照度値として供給する。
【００７６】
係数Φijは、照明装置の位置と観測点の位置によりそれぞれ異なる。天井、壁面、床、
調度家具などによる光の反射や吸収によっても異なる。したがって、これらの反射や吸収
を考慮に入れて、係数Φijを決める。係数Φijは、実際の部屋で、各照明装置ｊ毎に各位
置ｉで照度への影響度を実測して求めたものでもよい。
部屋の窓、シャッター、スクリーン、カーテンなどの状態がいくつもある場合、変換モ
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デルは、それぞれに対応して複数個用意しておき、選択して使用するようにしてもよい。
Ｐ個の観測点は、床上、机の高さ、それ以外の位置など、自由に設定できる。それぞれ
の位置に合わせた係数Φijを用意しておけばよい。
【００７７】
部屋内部を平面的に２次元のメッシュに区切り、各交点の位置における係数Φij（この
場合、Ｐは大きい数になる）を用意しておき、照明設定装置１００ａの表示部１０の液晶
タッチパネル上で、自由に選択したいくつかの交点についてその目標照度を設定し、それ
らの位置に関係する式のみの演算を行うことにより、照度を計算するようにしてもよい。
このようにすれば、照明器具Ｌijの位置に限定されず、実質的に自由な位置の照度を目標
照度に設定することを可能にする。表示部１０の液晶タッチパネル上には、メッシュに相
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当する方眼図を第１の図形として表示して、交点を選択するようにすればよい。ハイライ
ト表示は交点およびその周辺に行えばよい。部屋を３次元のメッシュに区切り、３次元空
間の任意の位置の照度を所望の値にすることもできる。すなわち、液晶タッチパネル上に
表示される部屋のエリアのほぼ任意の位置に上記ボタンＢijを表示させ、その位置の照度
を設定することになる。
変換モデル３９は、上述の通り、室内の光源からの直接光線、反射光線などの光線路や
反射率、吸収率によりモデル化したものでもよい。
【００７８】
本実施の形態においても、照度設定入力した表示部１０上のタッチ位置に照度設定値の
大きさに相当するハイライト表示を行うので、部屋の中の照明状態が一目で分る。つまり
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、部屋の実際の照明の状況（光度ではなく、照度）が分かり、改善点を認識しやすい。つ
まり、本実施の形態における照明設定装置は、所定の地点の照度を視覚的に出力する照明
状況表示装置を具備している、と言える。照明状況表示装置は、照明設定装置の表示部を
具備する構成である。なお、所定の地点は、通常、２以上の地点である。
【００７９】
なお、変換装置４００は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。変換装置４００
が行う上記各処理手順は、通常、ソフトウェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯＭ等
の記録媒体に記録されている。但し、ハードウェア（専用回路）で実現しても良い。また
、制御部３４から照明制御部２００に光度情報を供給する方法は、実施の形態１において
説明したように、有線伝送、有線ＬＡＮ方式、無線ＬＡＮ方式などが適用でき、有線の通
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信手段、無線の通信手段、放送手段等を問わない。
【００８０】
なお、上記各実施の形態において図６、図７のフローチャートと共に説明した各処理手
順は、照明設定装置１００、１００ａの処理プログラムの電源ＯＮ、電源ＯＦＦなどを含
むメインルーチンから分岐するようにしてもよいし、メインルーチンにおける割込み処理
により起動するようにしてもよい。
【００８１】
本発明の照明設定装置１００、１００ａは、会議室やホールの入り口の壁面に設置する
のが一般的であるが、携帯型の装置として構成し、光度情報や照度情報を無線通信方式に
より照明制御装置２００、２００ａに伝送するようにしてもよい。また、ＰＤＡのような
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携帯情報機器、パソコン、携帯電話などの上に構成して、手軽に照明の設定を行うように
もできる。
【００８２】
なお、マウスを操作部１１として適用する場合は、入力処理部１２は、マウスによるク
リック指示に応答して、制御部１４に格納しているポインタアイコンの表示座標位置情報
を、当該指示の位置を示す情報である指示座標情報として取得すればよい。操作部１１と
して、携帯電話などに使用されているようなナビゲーションスイッチやジョイステック、
ゲーム、リモコンなどに使用される十字形状の上下左右移動スイッチと中央部に決定用の
スイッチが設けられた十字状操作器を使用する場合も、同様の情報処理を行えば、指示座
標情報を取得することができる。ポインタアイコンを使用せず、操作器により操作対象を
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、各照明器具Ｌij、各ボタンの各図形の順に移動選択してゆき、操作決定するようにして
もよい。この場合の指示座標情報は、移動選択した図形が該当する座標位置になる。座標
位置の代りに、図形名のコードを使用することもできる。これらの情報は、制御部１５内
に格納されるので、その情報を制御部１５自身が使用して指示内容の判断をすればよい。
点滅表示に、「照明器具を選択してください。」、「明るさを選択してください。」など
の音声ガイドを併用してもよい。この場合は、制御部１５に音声情報生成機能を設け、ス
ピーカ（図示しない）から音声を発生させることは言うまでもない。
【００８３】
なお、上記のすべての実施の形態における照明設定装置１００や照明制御装置２００の
処理は、ソフトウェアで実現しても良い。そして、このソフトウェアをソフトウェアダウ
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ンロード等により配布しても良い。また、このソフトウェアをＣＤ−ＲＯＭなどの記録媒
体に記録して流布しても良い。
本発明は、以上の実施の形態に限定されることなく、種々の変更が可能であり、それら
も本発明の範囲内に包含されるものであることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
本発明にかかる照明設定装置および照明設定方法は、建物の内部、外部、ホールや種々
の施設の照明制御システムに有用であり、また、その他の温度管理や環境管理などの多様
な制御システムにも活用可能である。
【図面の簡単な説明】
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【００８５】
【図１】本発明の照明設定装置の一実施形態のブロック図
【図２】本発明の照明設定装置の一実施形態の表示の一例を含むブロック図
【図３】本発明の照明設定装置の一実施形態の表示の一例の図
【図４】本発明の照明設定装置の表示座標の一実施形態の図
【図５】本発明の照明設定装置の照明制御情報の一実施形態の図
【図６】本発明の照明設定装置の照明制御手順の一実施形態のフロ−チャート
【図７】本発明の照明設定装置の照明制御手順の一実施形態のフロ−チャート
【図８】本発明の照明設定装置の表示図形の一例
【図９】本発明の照明設定装置の他の実施形態のブロック図
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【符号の説明】
【００８６】
１０

表示部

１０ａ

全点灯／全消灯エリア

１０ｂ

照明器具エリア

１１

操作部

１２

表示処理部

１３

入力処理部

１４

記憶部

１５

制御部

３０

目標情報格納部

３１

観測情報格納部

３２

比較部

３３

判断部

３４

制御部

３５

変換モデル

１００

照明設定装置

２００

照明制御装置

３００

照明装置
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