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概要：著者らは，知的照明システムを実オフィスに導入し実証実験を行っている．実オフィスでは，知的
照明システム導入時に照明の明るさ（照明光度）が照度センサで計測する照度に及ぼす影響度合い（照度/
光度影響度係数）を計測し，その値を用いて照明を適切に制御する．照度/光度影響度係数はレイアウトの
変更や照明の劣化等により変化するため，これらの環境変化に応じて照度/光度影響度係数を更新する必要
がある．照度/光度影響度係数は，照明 1 灯ずつ点灯および消灯を繰り返すことで計測する．しかし，執務
中に照度/光度影響度係数を計測することは執務者の業務に支障を来すため，実オフィスでは一般的に許可
されない．そこで，計測実験を行わずに照度/光度影響度係数を更新する手法を提案する．提案手法は，知
的照明システムの稼働ログデータを用いて照度/光度影響度係数を推定する．実験結果より，稼動ログデー
タから照度/光度影響度係数を推定し，値を更新することで，執務者が要求する照度を最適な点灯パターン
で実現することを可能とした．これにより，執務者にとって不要な照明の点灯を抑えることで消費電力の
削減効果につながった．
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Abstract: We have proposed the intelligent lighting system which provides the required illuminance to user
and we introduce this system to actual oﬃce. In oﬃce, we measure inﬂuence factor between luminance and
illuminance, and use this value to control the system. Inﬂuence factor needs update because of change in
oﬃce environment. But we can’t measure inﬂuence factor frequently in oﬃce. In this paper, we propose
method to update inﬂuence factor using operation log data of intelligent lighting system. As a result of
veriﬁcation, it was conﬁrmed that this proposed method is eﬀective to update inﬂuence factor.
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1. あらまし
近年，オフィス環境が執務者の生産性に及ぼす影響に関
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する研究が広く行われており，オフィス環境を改善するこ
とが，執務者の知的生産性向上につながると報告されてい
る [1]．特に，オフィス環境のうち照明環境に着目した研
究では，執務に最適な明るさ（照度）を執務者ごとに提供
することがオフィス環境の改善に有効であるとされてい
る [2]．また，オフィスビルにおけるエネルギーの消費量は
年々増加傾向にあり問題となっている．オフィスビルにお
いて照明による消費電力は全消費電力の約 25%を占めてお
り [3]，照明の消費電力削減がオフィスの消費電力削減につ
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ながる．
そこで著者らは，オフィス環境において執務者の知的生
産性向上およびオフィスの省エネルギー化を目的とし，執
務者が個別に要求する照度を低消費電力で実現する知的照
明システムの研究開発を行っている [4]．
知的照明システムは，実験室における検証実験の後，実
用化に向けて複数のオフィスにプロトタイプシステムを
導入し実証実験を行っており，その有用性を検証してき
た [5], [6]．実証実験では，JIS 基準照度である 750 lx 以下
の照度を要求する執務者が多く，全体で消費電力を 50%程
度削減することが可能となった [7]．

図 1 知的照明システムのシステム構成

Fig. 1 The construction of a intelligent lighting system.

知的照明システムは，各執務者のデスクに照度センサを
設置し，照度センサの値を基にフィードバック制御を行う

によって，任意の場所に執務者が要求する明るさを提供

ことで，各執務者が設定する目標照度を満たし，かつ低消

し，かつ省電力な状況を実現するシステムである．複数の

費電力となる照明の点灯パターンを探索する．探索にあた

調光可能な照明器具，照明制御装置，複数の照度センサ，

り，各照明の明るさが照度センサで測定される照度に及ぼ

および電力計を 1 つのネットワークに接続することで構成

す影響度合い（以下，照度/光度影響度係数と呼ぶ）を用い

する．知的照明システムの構成を図 1 に示す．

て，適切に照明を制御する．照度/光度影響度係数を基に

照明制御装置は，照度センサから得られる照度情報，お

効率的な照明制御を行うことで，最適な照明の点灯パター

よび電力計から得られる電力情報を基に，現在の照明の点

ンへの収束速度の向上を図る [8]．このため，照度/光度影

灯パターンの有効性を評価する．照明の点灯パターンの微

響度係数は，知的照明システムを適切に制御するうえで重

小な変更と，有効性の評価を繰り返し，最適化手法を用い

要である．照度/光度影響度係数は，システム導入時に実

て執務者が要求する目標照度を低消費電力で実現する．ま

オフィスに立ち入り事前実験を行い計測する．照明をすべ

た，執務者がユーザインタフェースを通して目標照度を変

て消灯し，1 灯ずつ照明を点灯させることで各照明が各照

更することで，随時，執務者の要求する照度を実現するこ

度センサに及ぼす照度/光度影響度係数を計測する．

とが可能である．

しかし，導入時に計測した照度/光度影響度係数はパー

知的照明システムでは，照明の明るさの指標として光度

ティションの設置/撤去，レイアウトの変更等により変化

を用いる．一般的な照明は方向ごとに光度が異なるため，

する．そのため，照明環境の変化に応じて，計測実験を行

知的照明システムでは照明の鉛直下方向の光度を照明の

い照度/光度影響度係数を再計測することが望ましいが，

明るさの指標として照明制御を行う．照明の鉛直下方向の

計測実験は照明の点滅を繰り返すため執務者の業務に支障

光度が指定した値になるように，Palse Width Modulation

を来すことから一般的に許可されないことが多い．照度/

（PWM）に基づき，Duty 比を 256 段階に変化させて信号

光度影響度係数が誤っていると，執務者の要求した照度の

値を各照明に送信することで照明の調光率を変更する．以

実現が容易でない場合や，執務者に影響のない照明が明る

後，本研究では，知的照明システムにおける照明の光度は

く点灯して省エネルギー性が悪化する場合がある．すなわ

すべて，照明の鉛直下方向の光度のことを指す．

ち，照明環境の変更による照度/光度影響度係数の変化に
柔軟に対応できない場合，知的照明システムを実オフィス
において長期的に運用することは容易ではない．

2.2 照明制御アルゴリズム
著者らは，知的照明システムの制御アルゴリズムとし

そこで本研究では，新たな照度/光度影響度係数の推定手

て，Simulated Annealing（SA）を基礎とした回帰係数に

法として，知的照明システムの稼働ログデータを基に推定

基づく近傍設計を組み込んだ適応的近傍アルゴリズム

する手法を提案する．知的照明システムの稼働ログデータ

（Adaptive Neighborhood Algorithm using Regression Co-

を用いることにより，オフィスでの計測実験を行うことな

eﬃcient：ANA/RC）を提案した [8]．以下に，ANA/RC

く，照明環境の変化に応じて照度/光度影響度係数の更新

の制御の流れを示す．

を自動的に行うことが可能となる．これにより，実オフィ
スにおける知的照明システムの長期的な運用を目指す．

2. 知的照明システム
2.1 知的照明システムの構成と概要
知的照明システムは，照明光度を個別に変化させること
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(1) 各照明の初期光度および照度センサの目標照度を設
定する．

(2) 各照明を初期光度で点灯させる．
(3) 現在光度における照度情報（目標照度，現在照度）お
よび電力情報（消費電力）を取得する．

(4) 後述する目的関数式 (1) に基づき，現在光度における

937

情報処理学会論文誌

Vol.57 No.3 936–946 (Mar. 2016)

T 以上である場合に加算される．これにより，照明光度が

評価値を計算する．

(5) 照明ごとに人の目に感知されない一定の光度変化幅
内でランダムに次光度を生成し，次光度で点灯させる．

及ぼす影響の大きい照度センサに対してのみ最適化の対象
を絞ることができる．

このときの光度変化幅は，照度/光度影響度係数を基

2.4 照度/光度影響度係数

に決定する．

(6) 項目 (5) で点灯させた次光度における照度情報およ

知的照明システムの照明制御アルゴリズム（ANA/RC）
は，照度/光度影響度係数に基づいて適切に照明光度の制御

び電力情報を取得する．

(7) 次光度における評価値を計算する．

を行う．照明の光度変化量と照度センサの照度変化量を基

(8) 一定回数分の各照明の光度変化量と各照度センサの

に回帰分析を行い，動的に照度/光度影響度係数を推定し，

照度変化量を基に回帰分析を行い，照度/光度影響度

照度/光度影響度係数を基に適切な次光度を決定すること

係数を推定する．

で，収束速度の向上を図る [8]．このため，正確な照度/光

(9) 目的関数の評価値が改良された場合は次光度を受理

度影響度係数を把握することは，知的照明システムにおい
て各照明を制御するうえで重要である．

し，そうでない場合は元の光度に戻す．

(10) 項目 (3) に戻る．

しかしながら，各照明の光度を同時にランダムに変化さ

以上の項目 (3) から項目 (10) までを探索の 1 ステップ

せるため，ある照明の光度変化において他の照明の光度変

（約 2 秒を要する）とし，この処理を繰り返すことで，照

化が回帰分析における外乱となる．そのため，照度センサ

度/光度影響度係数を動的に把握し，低消費電力で執務者

から遠い照明の照度/光度影響度係数が正しく算出できず，

が設定する目標照度を短時間で実現することができる．

省電力な点灯パターンが実現できないことがあった．実オ

本制御アルゴリズムでは，照度/光度影響度係数を動的

フィスに導入した知的照明システムにおいてもこの現象が

に把握することで照度センサの移動，オフィスレイアウト

観測されており，このとき，不必要な照明が一時的に増光

の変更といった照明環境の変化に対応することが可能で

する等の現象が生じる．この現象は一時的なものであり，

ある．

各執務者が要求する照度や全体の消費電力にはほとんど影
響はないが，知的照明システムを導入した実オフィスの執

2.3 目的関数に基づく有効性評価

務者から少し気になるとのアンケート結果が得られた．

知的照明システムの目的は，各執務者が要求する照度を

著者らはこの課題を改善するため，新たに照度/光度影

実現し，消費電力を最小にすることである．この問題を各

響度係数を算出する手法を考えた．知的照明システムを導

照明光度を最適化する最適化問題としてとらえる．各照明

入した実オフィスは，固定席での執務が多く，照度センサ

光度を設計変数とし，執務者の目標照度を満たすという制

の位置もあらかじめ決まっており，移動することはない．

約条件の下，消費電力を最小化する最適化問題を解く．そ

よって，それらのオフィスに対して動的に照度/光度影響

のため，目的関数を式 (1) のように定式化する．

度係数を推定するのではなく，知的照明システムの導入時

fi = P + w

gj =


0

Rij =

n


に照度/光度影響度係数を計測する．対象環境において照

gj

(1)

j=1

明をすべて消灯し，1 灯ずつ照明を点灯させることで，式

(2) に示す関係式に基づき，各照明から各照度センサに及
(Lcj − Ltj ) ≥ 0

Rij (Lcj − Ltj )2 (Lcj − Ltj ) < 0

rij rij ≥ T
0 rij < T

ぼす照度/光度影響度係数を算出する．この手法を本研究
では，照度/光度影響度係数計測法と呼ぶ．そして，計測
した照度/光度影響度係数をデータベースに格納し，その
値を用いることで回帰分析を行う場合に比べて安定した照
明制御を行うことができる．

m：照明台数，n：照度センサ台数，
i：照明番号，j ：照度センサ番号，

Rij =

w：重み，P ：消費電力量 [W]，

Ii
Lj

（1 灯ずつ点灯する場合）

(2)

Lc：現在照度 [lx]，Lt：目標照度 [lx]，

Ii ：照度センサ i の照度 [lx]，Lj ：照明 j の光度 [cd]，

rij ：照度/光度影響度係数 [lx/cd]，T ：閾値

Rij ：照度センサ i に対する照明 j の照度/光度影響度係数

目的関数 fi は，消費電力量 P および照度に関する制約

[lx/cd]

条件 gi から構成され，照明ごとに計算する．制約条件の重

照度/光度影響度係数は，照明と照度センサの遠近関係，

み w の値を変更することで，目標照度への収束精度と消

壁面の反射，およびパーティションによる遮光等を統合し，

費電力の削減のどちらを優先するかが決まる．制約条件 gi

1 つの照明光度が 1 つの照度センサの照度に及ぼす影響を

は目標照度を下回り，かつ照度/光度影響度係数 rij が閾値

数値化したものである．
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既存のオフィスビルに知的照明システムを導入する場

光度影響度係数計測法により照度/光度影響度係数を再計

合，システム導入のための施工時は執務者がいないため，

測することでデータベースの値を更新する必要がある．し

各執務者の机上面に照度センサを設置し照度/光度影響度

かし，システム導入後に実オフィスにおいて照度/光度影

係数計測法を用いて計測を行う．また，新規に建設される

響度係数計測法を行うことは，照明の点滅を繰り返すため

オフィスビルに知的照明システムを導入する場合は，オ

執務者の業務に支障を来す．そのため，こうした計測実験

フィスビルの竣工時に計測を行う．竣工時は，執務者の机

を行うことは一般的に許可されないことが多い．また，夜

は搬入されていないため，机等のレイアウト図を基に計測

間の執務者の不在時にこのような計測実験を行うことは警

する．各執務者の机が設置される位置に三脚を配置し，机

備の観点から許可されない．

上面と同じ高さの地点に照度センサを設置することで計測
を行う．
実オフィスは，窓から外光が入る環境が一般的であり，
このような環境では照度/光度影響度係数の計測値に外光
による誤差が生じることが考えられる．そのため，実オ
フィスに導入した知的照明システムでは，システム導入時

そこで，本研究では知的照明システムの稼働ログデータ
を基に，数理計画法を用いて照度/光度影響度係数を推定
する手法を提案する．

3. 稼働ログデータを用いた照度/光度影響度
係数の推定

に管理者から特別に許可を得ることで，日の入り後に計測

知的照明システムの稼動ログデータを用いて照度/光度

実験を行う．また，外光がある時間帯であっても小規模な

影響度係数を推定する手法を提案する．この手法を用いる

オフィスの場合は，窓面を暗幕で囲うことで外光を遮断し

ことで，オフィスでの業務を中断せず，かつ照度/光度影響

てから計測実験を行うことで，正確な照度/光度影響度係

度係数の計測に対する労力やコストをかけることなく照明

数を計測する．

環境の変化に応じて照度/光度影響度係数を推定し，デー
タベースの値を更新することが可能となる．

2.5 実オフィスにおける課題
著者らは，東京都内複数の実オフィスにおいて，知的照
明システムの実証実験を行っている [5], [6]．知的照明シス

提案手法に用いるログデータの一例は，図 2 に示すとお
りであり，その中の照明台数分の光度値と照度センサ台数
分の照度値を用いて照度/光度影響度係数を推定する．

テムを導入した実オフィスでは，固定席が多く照度センサ

各照度センサから得られる照度値と複数の照明の光度値

の移動がないため，導入時に，前節で述べた照度/光度影

には式 (3) に示す関係がある [9]．このため，稼動ログデー

響度係数計測法を行い算出した照度/光度影響度係数を用

タ中の各照明の光度値，および各照度センサの照度値が大

いて照明の制御を行っている．

きく異なっていれば式 (3) の関係式を用いて，照度/光度影

導入時に計測した照度/光度影響度係数に変化がなけれ
ば，知的照明システムは長期的かつ適切に照明制御を行う
ことができる．照度/光度影響度係数は，1 つの照明が 1 つ
の照度センサに与える影響のみを数値化したものである．
そのため，窓から外光が入るオフィスでは，外光によって
照度センサの照度は変化するが，照度/光度影響度係数は
変化しない．また，執務者がオフィスへの出入り等で移動
する際に，照明と照度センサ間に執務者が入り，照明の光
が遮られることで，照明光が照度センサに与える影響は変
化するが，ごくわずかな時間のみであり，すぐに元に戻る．

響度係数分の連立方程式を立式することにより照度/光度
影響度係数を算出することができる．

Ii =

m


Rij Lj

(3)

j=1

m：照明台数，
Ii ：照度センサ i の照度 [lx]，Lj ：照明 j の光度 [cd]，
Rij ：照度センサ i に対する照明 j の照度/光度影響度係数
[lx/cd]
しかし，稼動ログデータ中の光度値，および照度値はあ

このような執務者の移動等によって生じる一時的な影響
は，照度/光度影響度係数の構成要素ではない．
しかしながら，照度/光度影響度係数は次のような照明
環境の変更に応じて変化する．

• パーティションやロッカ等の設置/撤去
• 机等のレイアウトの変更
• 机上面における照度センサの移動
• 照明器具の経年劣化
• 壁面の反射率の変化
• 業務中の執務者による遮光
実オフィスで上記の照明環境の変化が生じた場合，照度/
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図 2 知的照明システムの稼働ログデータ
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まり変化しない場合があり，また観測される照度と光度値

目的関数 F の増加方向である．よって，その逆方向に進む

にも誤差を含む．よって，連立方程式を解くのではなく，

ことで，目的関数 F の値を減少させることができる．その

誤差を最小化する最適化問題を解くことで照度/光度影響

ため最急降下法では，ステップ幅を α として，次探索点を

度係数を算出する．

式 (7) を基に算出する．

稼働ログデータ中の同時刻における各照明光度と各セン
サ照度を 1 系列のデータとし，データ系列ごとに推定照度
と実測照度の差の二乗で表される目的関数を求める．その

Rk+1 = Rk + αs
s = −∇F (Rk )

目的関数のデータ系列分の総和を単一の目的関数として最

k ：反復数，s：降下方向，

小化することで，照度/光度影響度係数の推定を行う．目

Rk ：第 k 反復時点での照度/光度影響度係数 [lx/cd]

的関数を式 (4) に示す．
⎛
⎞
d
n


⎝ (Eij − Iij )2 ⎠
F =
i=1

Eij =

m


(7)

ここで，ステップ幅 α は，式 (8) に示す最小化問題を解

(4)

くことで算出できる．

min F (Rk + αs)

j=1

Rjk Lik

(8)

式 (8) の最小化問題は 1 変数 α に関する最小化問題であ

k=1

るため，直線探索により解を求めることができる．

d：データ系列，m：照明台数，n：照度センサ台数，
Eij ：データ系列 i における照度センサ j の推定照度 [lx]，
Iij ：データ系列 i における照度センサ j の実測照度 [lx]，
Lik ：データ系列 i における照明 k の点灯光度 [cd]，

以下に，最急降下法を用いて照度/光度影響度係数を算
出する手順を示す．

(1) 各照度/光度影響度係数に初期値を設定することで初
期点 R0 を選ぶ．十分小さな正の数 ε を定め，反復数

Rjk ：照度センサ j に対する照明 k の照度/光度影響度係
数 [lx/cd]

k = 0 とする．
(2) 式 (6) を 基 に 勾 配 ベ ク ト ル ∇F (Rk ) を 算 出 し ，

式 (4) に示した照度/光度影響度係数推定の最適化問題は
非線形であるため，数理計画法の手法としてここでは，最

||∇F (Rk )|| < ε ならば探索を終了し，Rk を解とす
る．さもなければ項目 (3) に進む．

急降下法を用いる．最急降下法は，勾配法の 1 つであり，

(3) 降下方向 s = −∇F (Rk ) を決定する．

目的関数の勾配が最も大きい方向に探索を進める方法で

(4) 式 (8) に示す直線探索問題を解き，ステップ幅 α を

ある．探索の方向として，目的関数を各設計変数で微分し
た勾配ベクトルを用いる．アルゴリズムが比較的簡便であ
り，1 ステップあたりの計算量も少ないため，実装が容易

導出する．

(5) 式 (7) を基に，照度/光度影響度係数を更新し，項目
(2) に戻る．

である．また，単峰性関数であれば局所最適解に陥る可能

項目 (4) における直線探索には黄金分割法を用いた．黄

性はなく，大域的収束性が保証されている手法である．式

金分割法は以下に示すように，目的関数が最小となる点

(4) に示す目的関数は，照度/光度影響度係数分の変数を持

（最小点）が存在する区間を探索する．

(1) 最小点が存在する区間 [x1 , x2 ] に x1 < x3 < x4 < x2

つ多変数 2 次関数であるため，単峰性である．
式 (4) に示す目的関数の設計変数である照度/光度影響
度係数 R は，照明台数が m，照度センサ台数が n の場合，
式 (5) に示す m × n 次元ベクトルで表される．また，勾配
ベクトルとは，目的関数の各設計変数に関する偏導関数か
らなるベクトルのことであり，式 (6) で表される．

R = {R1,1 , . . . , Ri,j . . . , Rm,n }T

∂F (R)
∂F (R)
∂F (R)
∇F (R) =
,···,
,···,
∂R1,1
∂Ri,j
∂Rm,n

(5)
T

(6)

となるような 2 点 x3 ，x4 を式 (9) および (10) を基に
決定する．

τ −1
(x2 − x1 )
τ
1
x4 = x1 + (x2 − x1 )
τ
√
1+ 5
τ=
2
x3 = x1 +

(9)
(10)

(2) 以下の判定条件を基に，x1 ，x2 のどちらかを新たな
点 x3 ，x4 とを入れ替える．

m：照明台数，n：照度センサ台数，F ：目的関数，

• F (x3 ) > F (x4 ) ならば x1 = x3 とする．

Ri,j ：照度センサ i に対する照明 j の照度/光度影響度係数

• F (x3 ) < F (x4 ) ならば x2 = x4 とする．

[lx/cd]

項目 (1) および (2) を繰り返し行い，あらかじめ定めた
0

最 急 降 下 法 は 反 復 解 法 で あ り ，初 期 点 R よ り 点 列

十分小さな正の数 ε に対して，(x2 − x1 ) < ε が成り立つ場

{R |k = 0, 1, · · ·} を生成する．第 k 反復で点 R が求めら

合，その時点で終了し，区間 [x1 , x2 ] を解が存在する区間

れている場合，勾配ベクトル ∇F (R ) は，この点における

とする．

k

k

k

c 2016 Information Processing Society of Japan


940

情報処理学会論文誌

Vol.57 No.3 936–946 (Mar. 2016)

4. 稼働ログデータを用いた照度/光度影響度
係数推定手法における有用性の検証
4.1 実験概要
本章では，以下の実験を行い提案手法の有用性について
検証する．

• 提案手法により照度/光度影響度係数の推定が可能か
（精度検証実験）
．

• 照明環境の変化に応じて照度/光度影響度係数の更新
が可能か（照明環境変化実験）
．
精度検証実験では，照度/光度影響度係数計測法により
計測した照度/光度影響度係数から式 (3) を基に算出した
照度（真値）と提案手法により推定した照度/光度影響度
図 3 実験環境（精度検証実験）

係数を用い算出した照度（推定値）を評価対象とし提案手
法の有用性を検証する．

Fig. 3 Experiment environment (accuracy veriﬁcation of experiment).

照明環境変化実験では，知的照明システム稼働中に照明
環境の変化を模擬するため，パーティションを設置する．

表 1

パーティションの設置により，照明光度がセンサ照度に及
ぼす照度/光度影響度係数は変化するため，照明の点灯パ

目標照度変更履歴

Table 1 The history of target illuminance.
sensor A [lx]

sensor B [lx]

sensor C [lx]

ターンが悪化する．そこで，パーティション設置後のログ

0–10

300

500

700

データを用いて照度/光度影響度係数を更新することによ

10–20

500

500

700

り，最適な点灯パターンを実現することが可能であるか検

20–30

300

400

400

証する．

30–40

600

500

700

40–50

300

500

700

50–60

300

300

700

検証実験を行うため，照明 15 灯および照度センサ 3 台
を用いて図 3 に示す実験環境を構築した．実験環境は，

time [min]

7.2 m × 6.0 m × 2.6 m の窓のないオフィスを模擬した
空間であり，JIS が推奨するオフィス机の高さ [10] であ
る床上 0.7 m の位置に照度センサを設置した．照明には

Panasonic 製照明器具（NSS814S2 T1BV17139-K）を用い
た．この照明器具は Panasonic 社製の FHP45 形蛍光灯 2
灯用である．本実験環境を構築した実験室では昼白色蛍光
灯（FHP45EN）および電球色蛍光灯（FHP45EL）が用い
られており，それぞれの蛍光灯に白色塗装バッフルが取り
付けられている．本実験室では，昼白色蛍光灯および電球
色蛍光灯をそれぞれ独立制御することで，点灯比率を調

図 4 照度履歴

節し，任意の色温度を実現することが可能であるが，本実

Fig. 4 The history of measured illuminance.

験では，一般的なオフィスを対象とするため，昼白色蛍光
灯のみを用いた．昼白色蛍光灯は，最小点灯光度（30%点

度センサの 60 分間の照度履歴を図 4 に示す．

灯：300 cd）から最大点灯光度（100%点灯：1000 cd）まで

本研究では，実験結果を明確にするため各照度センサに

調光可能である．また，照度センサには一般型 A 級デジタ

対し照度/光度影響度係数の計測値が 0.05 lx/cd 以上であ

ル照度計である ANA-F11 を用いた．

るものを図 5 に示す．また，計測した照度/光度影響度係
数が 0.05 lx/cd 未満のものに対しても同等の精度で推定で

4.2 実験結果と考察（精度検証実験）

きた．

実環境で照度/光度影響度係数の推定を行うことを模擬

図 5 に示す実験結果により，計測値と推定値にほとんど

し，執務者が目標照度を表 1 に示すように変更した 60 分

誤差なく，照度/光度影響度係数の推定ができていること

間のログデータ，すなわち 1 ステップ 2 秒のため 1800 ス

が分かる．よって，推定した照度/光度影響度係数を基に，

テップの稼働ログデータを用いて，提案手法により照度/

位置推定等も可能となることが考えられ [11]，提案手法は

光度影響度係数の推定を行った．また，推定に用いた各照

知的照明システムにおいて有用であると考えている．
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図 6 照度/光度影響度係数の比較

Fig. 6 The compare of inﬂuence factor.

は逐点法で算出した理論値と比較し高精度で推定できてい
ることが分かる．逐点法を用いて算出した理論値は壁面か
らの反射等の間接光成分を含んでいないため，計測値およ
び提案手法による推定値と比較し誤差が生じたと考えられ
る．式 (11) に示すように逐点法は光源と照度センサ間の距
離を基に照度を算出する．そのため，仮に照明の光がパー
ティションや棚によってすべて遮光される場合でも，照明
と照度センサの距離が近ければ逐点法による照度/光度影
響度係数は大きく算出されるため，計測値および提案手法
による推定値と比較して大きな誤差が生じる．また，照明
環境が変化するごとに照明と照度センサの配置図を基にし
て照度/光度影響度係数の算出に必要な距離を読み取る必
要がある．そして，光源の形状や照度センサの位置を考慮
して，適用すべき逐点法の式を選択し，照明台数 × 照度セ
ンサ台数分の照度/光度影響度係数の算出を行う必要があ
る．すなわち，逐点法は提案手法と比較して照度/光度影

図 5 照度/光度影響度係数の推定値と計測値

Fig. 5 Estimated and measured value of inﬂuence factor.

響度係数の精度が低く，算出に対するコストが大きい．
これらの結果から知的照明システムにおいて提案手法に

一方で逐点法を用いても照度/光度影響度係数の算出は
可能である．本実験に用いた昼白色蛍光灯は線光源であ

より照度/光度影響度係数を推定することは有用であると
いえる．

り，図 3 に示すように照度センサ A の受光部は，照明 1 の

2.4 節でも述べたとおり照度/光度影響度係数とは，各照

蛍光灯の末端における法線面上に位置する．また，照度セ

明が各照度センサに与える影響度合いを数値化したもので

ンサ A は机上面に水平に設置されている．その場合，照明

ある．そのため，実際に各照明が点灯したとき照度がどの

1 の光度に対する照度センサ A の設置された地点の水平面

程度変化するか検証する必要がある．そこで，提案手法に

照度は逐点法により式 (11) で表される．

より推定した照度/光度影響度係数を用いて，照度誤差を算

Ih = √

In =

L
2

h
In
h2 + d 2

(11)


l
1
l
−1
√
√
+
tan
h2 + d 2 + l 2
h2 + d 2
h2 + d 2

出することにより提案手法の評価を行う．照度誤差とは，
実際に計測した照度/光度影響度係数と，照明の光度を用
いて式 (3) を基に算出した照度（真値）と提案手法により
推定した照度/光度影響度係数を用いて算出した照度（推
定値）の誤差である．各照度センサにおける照度誤差のヒ

Ih：水平面照度 [lx]，In：法線照度 [lx]，
d：照明直下からの水平距離 [m]，l：光源の長さ [m]，
L：光源の単位長さ当たりの鉛直下方向の光度 [cd]，
h：照明鉛直下方向から照度計測位置までの高さ [m]
そこで，照明 1 が照度センサ A に与える照度/光度影響
度係数を比較し提案手法の精度を考察する．図 6 に示す結
果により，提案手法を用いて推定した照度/光度影響度係数
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ストグラムを作成することで提案手法の検証を行った．ヒ
ストグラムの算出に用いた光度は，様々な点灯パターンに
より照度誤差の検証を行うため実験環境における照明の点
灯光度をランダムに作成したデータ（1 × 104 通り）を用い
た．図 7 に各照度センサにおける照度誤差のヒストグラム
を示す．
図 7 (a) に示すとおり，照度センサ A では，平均照度誤
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VDT 作業の執務者は，基準照度に対して 12%程度の照度
誤差は認知しないことが分かっている [12]．よって，JIS
の規定照度に対し執務者は 60 lx 程度の照度誤差を許容で
きると考えており，提案手法は実環境において有用である
といえる．
本研究では，窓のないオフィスを模擬した実験環境にお
いて提案手法の精度検証を行った．照度/光度影響度係数
は，照明の光度と照度センサの照度の関係のみを表すもの
である．実オフィス等の窓から外光が存在するオフィス環
境では，日中に窓からの外光によって照度センサの照度は
変化する．外光による照度を含んだ照度センサの照度値の
ログデータを用いた場合，外光を含んだ照明と照度センサ
の照度/光度影響度係数を推定することになる．そのため，
窓からの外光が存在するオフィス環境では，日の入り後の
外光の影響が少ない時間帯のログデータを用いて提案手法
により照度/光度影響度係数を推定することで，同等の推
定精度を保持すると考えている．
また，本検証実験は無人の環境で行ったが，実オフィス
では執務者が存在する．業務中の執務者による遮光によっ
て照度センサの照度に影響を及ぼす可能性があるが，提案
手法によって推定される照度/光度影響度係数は，導入時の
計測実験では考慮できない業務中の執務者の影響も考慮し
たものである．よって，提案手法によって推定した照度/
光度影響度係数を用いることで，より効率的な照明制御が
可能になると考えている．
オフィスへの出入り等で執務者が移動する際に，一時的
図 7 照度誤差

Fig. 7 Diﬀerence of illuminance.

に照明と照度センサ間に執務者が入り，照度センサの照度
に影響を及ぼすことが考えられるが，ごくわずかな時間で
あり，提案手法による数日間の稼働ログデータを用いた照
度/光度影響度係数の推定に及ぼす影響は無視できると考

差が 14.5 lx，最大照度誤差が 58 lx であり，各センサの中

えている．しかし，なんらかの理由で執務者が長時間にわ

で最大照度誤差が最も大きいことが分かる．これらの照度

たって，ある照明のある照度センサに対する光を遮り続け

誤差について考察する．

た場合は，その照明と照度センサ間の照度/光度影響度係

光度と信号値における校正曲線が要因として，最大 58 lx

数は実際よりも低く推定される．今後は，提案手法を実オ

の照度誤差が生じたと考えている．知的照明システムは，

フィスで運用中の知的照明システムに適用し，執務者の移

設計変数を照明光度とし制御を行う．指定した光度で照明

動等の偶発性の高い事象に対する長期間の検証実験を行う．

を点灯させるために，Palse Width Modulation（PWM）

現在，実オフィスに提案手法を導入することを考えた際，

に基づき，Duty 比を 256 段階に変化させて信号値を送信

直近の数日のログデータを用い照度/光度影響度係数を更

する．光度値から信号値を算出するには，あらかじめ計測

新することを考えている．また，執務者が帰宅した夜間に

した光度と信号値の関係（校正曲線）を基に変換する．校

定期的に知的照明システムの制御装置上で，照度/光度影

正曲線は，照度センサを用いて照明光度と信号値の関係を

響度係数を算出し，翌日から更新することで計算時間にお

測定する．しかし，一般的な照度センサは計測値に誤差が

いても問題なく利用できると考えている．

存在するため，本実験で使用した照度センサ（ANA-F11）
も測定値に ±4%の誤差が生じる．そのため，校正曲線に
も照度センサの誤差が含まれるため，照度誤差が発生した
要因であると考えられる．

4.3 実験結果と考察（照明環境変化実験）
照明環境変化実験では，照明環境の変化に応じて適切に
照度/光度影響度係数を更新することにより照明の点灯パ

JIS では執務者の作業面照度として 750 lx を推奨してい

ターン改善が可能であるか検証を行う．実験環境は，図 8

る．また，先行研究によりオフィスの一般的な業務である

に示すとおり精度検証実験と同じ環境であり，照明環境の
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図 10 点灯光度分布（影響度係数更新後）

Fig. 10 The distribution of luminance (after update inﬂuence
図 8

実験環境平面図（照明環境変化実験）

Fig. 8 Experiment envinroment (the change of oﬃce environment).

factor).
表 2

消費電力の比較

Table 2 The compare of electric power.

update

electric power [W]

before

607.9

after

570.7

推定し，データベースの値の更新を行う．
更新した照度/光度影響度係数を用いて目標照度を実現
する点灯パターンを図 10 に示す．
照明環境の変化に応じて照度/光度影響度係数を更新す
ることで，図 10 における照明 13 が照度/光度影響度係数
の更新前と比較し減光していることが分かる．これによ
図 9

点灯光度分布（影響度係数更新前）

Fig. 9 The distribution of luminance (before update inﬂuence
factor).

り，照明の点灯パターンを改善することが可能となった．
また，照度/光度影響度係数の更新前と更新後の消費電力
の比較を表 2 に示す．表 2 より，照明の点灯パターンを
改善することにより消費電力を 40 W 程度削減できている

変化を模擬するため照度センサ C の側方にパーティション
を設置した．
パーティション設置後の目標照度を実現する照明の点灯
パターンを図 9 に示す．円の大きさは，照明の点灯光度
の強さである．また，照度センサ A，B，C の目標照度は

400 lx，500 lx，600 lx である．
パーティションを設置することにより，照度/光度影響
度係数が変化する．そのため，照度センサ C に対する照
明 13 の照度/光度影響度係数が低下するにもかかわらず照
度/光度影響度係数の更新が行われていないため，照度セ
ンサ C に影響のない照明 13 が強く点灯していることが分
かる．執務者にとって不要な照明が点灯することは，省エ
ネルギー性の悪化を招く要因となるため知的照明システム
において最適な点灯パターンであるとはいえない．
次に，執務者が執務を行うことを模擬し，精度検証実験
と同様に表 1 に示すように各照度センサの目標照度を変更
し，60 分間の照度収束実験を行う．そして，得られた稼働

ことが分かる．また，照度/光度影響度係数の更新前と更
新後において，すべての照度センサの照度は目標照度以上
であり，各照明における式 (1) に示す目的関数の照度に関
する制約条件 gi の値は 0 となる．よって，照度/光度影響
度係数の更新後の照明の点灯パターンは，更新前と同等の
目標照度の実現精度があり，かつ消費電力を削減をしてい
る．これらの実験結果により，本提案手法を用いることで
執務者の目標照度を実現し，かつ消費電力を削減する点灯
パターンを実現できることを示した．これらのことから知
的照明システムにおいて提案手法は有用であるといえる．
本研究では，実験結果を明確にするため 1 つのパーティ
ションを照度センサ C の側方に設置し実験を行った．しか
し，実オフィスではパーティションが複数組み合わさって
設置されることが考えられる．これらの環境変化が生じた
際においても，本提案手法を用いて照度/光度影響度係数
を更新し，照明の点灯パターンを改善することで，さらな
る省エネ効果を実現できると考えている．

ログデータを基に提案手法により照度/光度影響度係数を
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5. むすび

[6]

本研究は，実オフィスにおいて導入後に照度/光度影響
度係数の計測ができないという課題に対し，知的照明シス

[7]

テムの稼働ログデータを用いて照度/光度影響度係数を推
定する手法を提案した．この手法を用いることにより，オ
フィスでの業務を中断せず，かつ照度/光度影響度の計測
にともなう労力やコストをかけずに，照明環境の変化に応
じて照度/光度影響度係数の更新が可能である．

[8]

本大学で提案手法の有用性を示すために調光実験を行い，
得られた稼動ログデータを用いて提案手法の検証を行った
実験結果により，提案手法を用いて知的照明システムの稼
働ログデータを基にして，照度/光度影響度係数の推定が可
能であることを示した．また，環境の変化に応じて照度/

[9]
[10]
[11]

光度影響度係数を更新することが可能となり，執務者が要
求する照度を最適な点灯パターンで実現することを可能と
した．そして，点灯パターンの改善により消費電力の削減

[12]

Inoue Presentation.pdf.
小野景子，三木光範，米澤 基：知的照明システムのため
の自律分散最適化アルゴリズム，電気学会誌，C，電子・
情報・システム部門誌，pp.750–757 (2010).
Miki, M., Kaku, F., Hiroyasu, T., Yoshimi, M., Tanaka,
S., Tanisawa, J. and Nishimoto, T.: Construction of Intelligent Lighting System Providing desired Illuminance
Distributions in Actual Oﬃce Enviroment, Journal of
the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers of Japan, Vol.J94-D, pp.637–645
(2011).
Tanaka, S. and Miki, M.T.H.M.Y.: An evolutional optimization algorithm to provide individual illuminance in
workplaces, Proc. IEEE Int. Conf. Syst. Man Cybern.,
pp.941–947 (2009).
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鹿倉智明，森川宏之，中村芳樹：オフィス照明環境における
明るさの変動知覚に関する研究，照明学会誌，pp.346–351
(2001).

を可能とした．
本研究では，提案手法の精度検証のため窓のない実験室
において実験を行った．実オフィスでは，窓から外光が入

上南 遼平 （学生会員）
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