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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋外照明ネットワークシステムのための照明管理情報システムであって、
　各々が少なくとも１つのセンサタイプのセンサを含む複数の屋外照明ユニットであって
、これら屋外照明ユニットの各々が少なくとも１つの他の屋外照明ユニットと通信する複
数の屋外照明ユニットと、
　前記屋外照明ユニットの１以上と通信する少なくとも１つのユーザ入力／出力装置と、
　前記照明ユニットと通信する中央管理システムであって、前記屋外照明ユニットの１以
上から受信される屋外照明ユニット状態／センサ情報又は前記ユーザ入力／出力装置から
受信されるユーザ情報リクエストに応答して前記屋外照明ユニットの１以上に制御コマン
ド及び／又は情報を送信する中央管理システムと、
　前記中央管理システムと通信する資源サーバと、
　を有し、
　前記中央管理システムは、前記屋外照明ユニット状態／センサ情報及び／若しくは前記
資源サーバからの資源を使用して、前記ユーザ入力／出力装置に情報を供給し、並びに／
又は前記照明ユニットの1以上を再構成し、
　前記少なくとも１つのユーザ入力／出力装置は前記複数の屋外照明ユニットに対してユ
ーザ識別情報を有する無線信号を送信／受信し、
　前記中央管理システムは、ユーザ指定のリクエスト、及び、各照明ユニットに対する相
対位置を含むユーザ関連情報を記憶するためのユーザデータベースを有し、
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　前記資源サーバは、車両交通と歩行者交通とを区別するために使用される携帯電話トラ
フィックレポートを含み、前記照明ユニットの1以上が車両及び歩行者のトラフィック密
度に基づいて再構成される、照明管理情報システム。
【請求項２】
　前記ユーザデータベースは、各照明ユニットの近傍の駐車情報を少なくとも１つのセン
サタイプのセンサを用いて記憶する、請求項１に記載の照明管理情報システム。
【請求項３】
　ユーザは、リクエストすると、前記ユーザデータベースから当該ユーザの近くの位置の
領域又は前記ユーザ入力／出力装置を用いて該ユーザにより指定された領域に関する交通
情報を受信する、請求項１に記載の照明管理情報システム。
【請求項４】
　ユーザは、前記ユーザデータベースから当該ユーザの近くの位置の領域、又は前記ユー
ザ入力／出力装置を用いて該ユーザにより申し込みに基づいて指定された領域に関する交
通情報を受信する、請求項１に記載の照明管理情報システム。
【請求項５】
　前記交通情報が、進行経路／方向、迂回情報、駐車情報及び道路渋滞からなる群から選
択される、請求項４に記載の照明管理情報システム。
【請求項６】
　ユーザが、ユーザが指定した要求に基づいて、該ユーザの位置に関係する宣伝を更に受
信する、請求項４に記載の照明管理情報システム。
【請求項７】
　前記ユーザデータベースがユーザのためのタクシリクエスト情報を保持し、タクシリク
エストが前記少なくとも１つのユーザ入力／出力装置を用いてなされる、請求項１に記載
の照明管理情報システム。
【請求項８】
　前記照明ユニットの１つは前記タクシリクエストを所定の範囲内の他の照明ユニットに
通知すると共に前記所定の範囲内のタクシに該タクシリクエストを送信し、及び／又は前
記少なくとも１つのユーザ入力／出力装置がタクシ／自動車サービスに関する指示信号を
供給する、請求項７に記載の照明管理情報システム。
【請求項９】
　前記中央管理システムは、２以上のタクシが前記タクシリクエストに応答した場合、前
記所定の範囲内の１つのタクシを選択する、請求項８に記載の照明管理情報システム。
【請求項１０】
　前記所定の範囲は、前記照明ユニットを使用した前記タクシリクエストの位置及び前記
センサを用いた交通状況を用いて決定される、請求項８に記載の照明管理情報システム。
【請求項１１】
　屋外照明ネットワークシステムのための照明管理情報システムであって、
　各々が少なくとも１つのセンサタイプのセンサを含む複数の屋外照明ユニットであって
、これら屋外照明ユニットの各々が少なくとも１つの他の屋外照明ユニットと通信する複
数の屋外照明ユニットと、
　前記屋外照明ユニットの１以上と通信する少なくとも１つのユーザ入力／出力装置と、
　前記照明ユニットと通信する中央管理システムであって、前記屋外照明ユニットの１以
上から受信される屋外照明ユニット状態／センサ情報又は前記ユーザ入力／出力装置から
受信されるユーザ情報リクエストに応答して前記屋外照明ユニットの１以上に制御コマン
ド及び／又は情報を送信する中央管理システムと、
　前記中央管理システムと通信する資源サーバと、
　を有し、
　前記中央管理システムは、前記屋外照明ユニット状態／センサ情報及び／若しくは前記
資源サーバからの資源を使用して、前記ユーザ入力／出力装置に情報を供給し、並びに／
又は前記照明ユニットの1以上を再構成し、
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　前記少なくとも１つのユーザ入力／出力装置は前記複数の屋外照明ユニットに対してユ
ーザ識別情報を有する無線信号を送信／受信し、
　前記中央管理システムは、ユーザ指定のリクエスト、及び、各照明ユニットに対する相
対位置を含むユーザ関連情報を記憶するためのユーザデータベースを有し、
　前記照明ユニットの１つはトンネルのアクセス区域に該トンネルの入口に照明パターン
を向けて配置され、前記少なくとも１つのセンサタイプのセンサは交通流量センサ及び／
又は光レベルセンサであり、前記中央管理システムは前記少なくとも１つのセンサタイプ
のセンサからの交通流量及び光レベルセンサデータ、及び／又は前記資源サーバからのデ
ータを処理して、前記照明ユニットの傾斜角度を決定する、照明管理情報システム。
【請求項１２】
　屋外照明ネットワークシステムのための照明を管理する方法であって、前記屋外照明ネ
ットワークは、各々が少なくとも１つのセンサタイプのセンサを含む複数の屋外照明ユニ
ットであって該屋外照明ユニットの各々が少なくとも１つの他の屋外照明ユニットと通信
する複数の屋外照明ユニットと、少なくとも１つのユーザ入力／出力装置と、前記照明ユ
ニットと通信する中央管理システムとを有し、当該方法が、
　前記中央管理システムにおいて、前記少なくとも１つのセンサタイプのセンサからの状
態／センサ情報及び資源サーバからの資源を受信するステップと、
　前記中央管理システムにより、前記屋外照明ユニットの１以上に制御コマンドを送信す
るステップと、
　前記中央管理システム内のユーザデータベース内にユーザ指定のリクエスト及び各照明
ユニットに対する相対位置を含むユーザ関連情報を記憶するステップと、
を有し、
　前記中央管理システムは、前記状態／センサ情報及び前記資源サーバからの資源を使用
して、前記ユーザ入力／出力装置に情報を供給し、並びに／又は前記照明ユニットの１以
上を再構成し、
　前記少なくとも１つのユーザ入力／出力装置は前記複数の屋外照明ユニットに対してユ
ーザ識別情報を有する無線信号を送信／受信し、
　前記資源サーバは、車両交通と歩行者交通とを区別するために使用される携帯電話トラ
フィックレポートを含み、前記照明ユニットの1以上が車両及び歩行者のトラフィック密
度に基づいて再構成される、
方法。
【請求項１３】
　前記ユーザデータベースにユーザのためのタクシリクエスト情報を記憶するステップと
、
　前記少なくとも１つのユーザ入力／出力装置を用いてタクシをリクエストするステップ
と、
　を更に含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記照明ユニットの１つを用いて前記タクシリクエストを所定の範囲内の他の照明ユニ
ットに通知すると共に前記所定の範囲内のタクシに該タクシリクエストを送信するステッ
プ、及び／又は前記少なくとも１つのユーザ入力／出力装置がタクシ／自動車サービスに
関する指示信号を供給するステップを更に含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　屋外照明ネットワークシステムのための照明を管理する方法であって、前記屋外照明ネ
ットワークは、各々が少なくとも１つのセンサタイプのセンサを含む複数の屋外照明ユニ
ットであって該屋外照明ユニットの各々が少なくとも１つの他の屋外照明ユニットと通信
する複数の屋外照明ユニットと、少なくとも１つのユーザ入力／出力装置と、前記照明ユ
ニットと通信する中央管理システムとを有し、当該方法が、
　前記中央管理システムにおいて、前記少なくとも１つのセンサタイプのセンサからの状
態／センサ情報及び資源サーバからの資源を受信するステップと、



(4) JP 6416198 B2 2018.10.31

10

20

30

40

50

　前記中央管理システムにより、前記屋外照明ユニットの１以上に制御コマンドを送信す
るステップと、
　前記中央管理システム内のユーザデータベース内にユーザ指定のリクエスト及び各照明
ユニットに対する相対位置を含むユーザ関連情報を記憶するステップと、
を有し、
　前記中央管理システムは、前記状態／センサ情報及び前記資源サーバからの資源を使用
して、前記ユーザ入力／出力装置に情報を供給し、並びに／又は前記照明ユニットの１以
上を再構成し、
　前記少なくとも１つのユーザ入力／出力装置は前記複数の屋外照明ユニットに対してユ
ーザ識別情報を有する無線信号を送信／受信し、
　前記照明ユニットの１つはトンネルのアクセス区域に該トンネルの入口に照明パターン
を向けて配置され、前記少なくとも１つのセンサタイプのセンサは交通流量センサ及び／
又は光レベルセンサであり、前記中央管理システムは前記少なくとも１つのセンサタイプ
のセンサからの交通流量及び光レベルセンサデータ、及び／又は前記資源サーバからのデ
ータを処理して、前記照明ユニットの傾斜角度を決定する、
　方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［０００１］本発明は、広くは、屋外照明ネットワーク（ＯＬＮ）の照明制御／管理及
び屋外照明ネットワークを用いた情報管理に関するものである。更に特定的には、ここに
開示される種々の発明的方法及び装置は、照明装置及びネットワーク装置のために照明を
データ操作及び伝送機能と統合するための複数の固有の照明ネットワークの統合管理、並
びに斯かる統合管理を用いた方法に関するものである。照明ネットワークは、屋外照明ユ
ニット又は他の電子装置のアレイ、並びに該アレイを監視及び管理し、及び／又は該アレ
イから収集された情報をユーザ及び顧客に対する目標情報の流布のために分析すると共に
新たなサービス及びフィーチャを可能にするためのネットワーク装置、ハードウェア及び
ソフトウェアを含む。
【背景技術】
【０００２】
　［０００２］例えばＬＥＤ等の新世代の照明は、調光レベル、カラー、方向（例えば、
ＬＥＤパネルを傾け又はＬＥＤ照明ビームをデジタル的に形成することによる）及び／又
は種々のエネルギ源（例えば、太陽光／風力）の収穫を調整する能力を有している。新世
代の光源は、顧客に対して一層の選択性を提供するために照明ユニット及び照明器具のデ
ザインも自由なものにさせている。ＬＥＤ技術における近年の進歩は、多くの応用分野で
多様な照明効果を可能にする効率的で強い全スペクトル照明源を提供することになってい
る。これらの光源を具体化した照明器具の幾つかは、例えば赤、緑及び青等の異なるカラ
ーを生成することが可能な１以上のＬＥＤ、並びに種々のカラー及び色変化照明効果を発
生させるために斯かるＬＥＤの出力を独立に制御するためのコントローラを含む照明モジ
ュールを特徴としている。言い換えると、屋外照明ネットワークは、益々、異種のものに
なってきている。上記照明器具の幾つかは、種々のセンサ（例えば、光、動き、カメラ等
）も含み、これらセンサは照明を制御すると共に環境に関する情報を提供するために種々
の方法で使用することができる。このことは、エネルギを節約し、光害を低減し、ローカ
ルな照明規則に準拠し、及び顧客に対して新たなサービスを提供する点で更なる柔軟性を
可能にする。
【０００３】
　［０００３］道路、街路、駐車施設、公園、景観地、歩道、トンネル及び自転車道のた
めの照明等の屋外照明は、通常、単一の当局により管理されている。例えば、ニューヨー
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ク市の街路灯は、交通局により管理されている。１当局による集中制御及び管理は、より
良いセキュリティ、より良い使用連携及び維持費の低減を可能にする。殆どの屋外照明は
、現在のところ、独立に又は共通の電力源から給電される小さなグループで動作している
。しかしながら、インターネット及び無線通信システムの台頭に伴い、屋外照明のネット
ワーク化及び屋外照明の動作の集中された遠隔サーバを介しての管理に向かう傾向が存在
する。
【０００４】
　［０００４］屋外照明ネットワーク（ＯＬＮ）の管理のためにシステムが導入されてい
る。例えば、ＯＬＮの照明ユニットは、照明挙動に対する制御（例えば、照明ユニットの
オン／オフ時間のスケジュール、及び／又は照明ユニットの調光レベルの設定）を行い、
及び／又は照明ユニットの特性（例えば、光源の状態、エネルギ消費、照明ユニットの仕
様）を監視するために遠隔的に管理することができる。屋外照明ネットワークの管理は、
顧客（例えば、地方自治体）に対してエネルギ節約、維持費の低減及び／又は照明公害の
低減等の利益を提供することができる。
【０００５】
　［０００５］ＯＬＮは、しばしば、他の装置供給者には開示されていない所有者独自の
制御及び／又は通信プロトコルを使用する。特定のＯＬＮ実施化において使用される基礎
接続技術は標準のものであり得るが（例えば、特定の無線及び／又は電力線通信規格）、
制御及び／又は通信プロトコルは、しばしば、所有者独自のものである。他のシステムは
、単一のＣＭＳと複数の独自ＯＬＮ構成の各々との間の通信プロトコルを完全に制御する
ように開発されている。
【０００６】
　［０００６］加えて、照明基幹設備の改造計画及び新たな建設の現在の実務は、幾つか
のステップ、即ち、図１ａの上部に示されるような、デザイン／計画、プロジェクト管理
／設置、運転及び管理を含んでいる。典型的に、各ステップは異なる団体／個人（例えば
、照明設計デザイン者、供給者、契約者、施設管理者等）により提供又は実行される。異
なる支援ツール及びプラットフォームが使用され、これらは全体の処理を最適化／合理化
するために何ら接続されも又は情報を交換することもない。多くのプロジェクトにおいて
、照明デザイン／計画はリンクされることはなく、又は複数の供給者から利用可能な全て
の技術的オプションを考慮に入れることもない。特定のプロジェクトのための製品の特注
化は探求されていない。更に、操作／管理ツールは、初期の段階で使用されたデザイン／
計画ツールとは完全に独立している。
【０００７】
　［０００７］都市は、益々増加する予算的圧力に直面しており、照明基幹設備を更新す
ることの真の価値及び将来の可能性に関して納得させられる必要がある。増加するエネル
ギ価格は、エネルギ効率的なＬＥＤ照明へ更新する幾らかの動機付けを与えるが、幾つか
のケースでは知的制御システムの採用を正当化するには十分ではない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　［０００８］現在のところ、照明改造（又は新設）プロジェクトのデザイン／計画は、
利用可能な技術の全てのオプション及び潜在的利益は考慮に入れていない。また、既存の
ツール及びソフトウェアパッケージは統合された解決策（例えば、照明器具及び制御を含
む）を勘案していない。一方、技術及び製品オプションの範囲は極めて大きく、顧客は、
通常、混乱し、知的解決策の全体的価値を理解することはない。従って、価値連鎖を統合
すると共に、顧客に照明基幹設備を更新し、知的制御システムを設置することの利点を示
す助けとなるツールに対する需要が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　［０００９］現状技術の屋外照明遠隔管理ソフトウェアプラットフォームは、エンドユ
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ーザに対して制御及び資産管理能力は提供しているが、これらのものは価値連鎖の一部し
かカバーしていない。条件評価（condition assessment）、デザイン／計画、規則準拠及
びシステム最適化はサポートされていない。図１ａの下部に示された提案される照明サー
ビスプラットフォームは、これらの能力を統合して、基幹設備の改造に対する統合され合
理化された方法を可能にする。該プラットフォームは、利用可能な製品及び技術の利点を
明確に提示しながら、早期のアイデア着想及び計画段階から顧客解決策の構築及び基幹設
備の運転／管理までの顧客との作業に対して統合され且つ一層優れた方法を提供するであ
ろう。
【００１０】
　［００１０］本開示は、屋外照明ネットワークの管理（デザイン及び計画、プロジェク
ト管理、操作、運転（運用）及び更新（アップグレード）、使用及び情報交換）のための
発明的方法及び装置に向けられたものである。本発明は、屋外照明ユニット、センサ及び
／又は統合された又は接続された電気装置（以下、“照明ユニット”と称する）のアレイ
を含む屋外照明ネットワーク（ＯＬＮ）、中央管理システム（ＣＭＳ）、有線／無線ネッ
トワークを有するシステムであって、当該ＯＬＮを監視及び管理すると共に該ＯＬＮを介
しての情報管理のためのソフトウェア、ファームウエアを含む。上記ＯＬＮは、調光、感
知、通信及び制御処理が種々の照明ユニットの間で行われる独立モードで主に動作するこ
とができる複数の屋外照明ユニットを有する。更に、通信及び制御、例えば（ユーザ）情
報リクエスト／交換、照明ユニット故障レポート又はイベントレポート（例えば、交通、
道路の危険性等）は照明ユニットとＣＭＳとの間で行うことができる。当該システムは、
複数の照明ユニットにより収集されたデータ及び／又はデータ分析の配信、照明ユニット
に組み込まれたエレメントによるユーザへの照明ユニットを介してのデータの配布、又は
例えばスマートフォン等のユーザ装置を介してユーザに対し送信／受信される通信メッセ
ージのためにインターネットに接続することができる。上記照明ユニット及びＣＭＳの通
信は、エネルギ節約処理；電力供給網（グリッド）からの受電又はグリッドへの電力供給
、再生可能な電力の生成及び蓄積；及び／又はWi-Fiホットスポット、携帯通信、公共安
全警報、公衆への情報若しくは宣伝又は顧客への情報／分析のために適合させることがで
きる。
【００１１】
　［００１１］本発明は、屋外照明ネットワークの知的な監視、制御及び管理を提供する
と共に、顧客に対する新たなサービス及びフィーチャを可能にする。本発明は、複数の照
明ユニットを有する屋外照明ネットワーク（ＯＬＮ）のための照明管理システムを提供す
るもので、該システムは中央管理システム（ＣＭＳ）並びに該中央管理システム（ＣＭＳ
）及び照明ユニットを動作的に接続する通信システム／ネットワークを含む。上記中央管
理システム（ＣＭＳ）は：照明ユニット情報、情報のリクエスト（例えば、ユーザ、照明
ユニット）を受信及び処理し；目的／制約情報を決定し；上記情報のリクエストに関連す
る複数の照明ユニット制御装置に動作的に接続された照明ユニットを識別し；照明ユニッ
ト、輝度モデル及び費用モデルの少なくとも１つを決定／更新し；識別された照明ユニッ
トの動作を前記目的／制約の関数として協調させると共に、複数の照明制御装置に動作命
令を送信して、識別された照明ユニットが当該動作に従って動作し、これによりユーザ／
顧客のための新たなサービス及びフィーチャを可能にするように指令する。
【００１２】
　［００１２］例えば、位置ベースサービス（ＬＢＳ）は今日では非常に普及している。
位置ベースサービスとは、ＯＬＮを介してモバイル装置によりアクセス可能であり、当該
モバイル装置の地理的位置に関する情報を利用する情報又はもてなしサービスと定義する
ことができる。宣伝（広告）は、ＬＢＳを利用する主たるアプリケーションの１つである
。本発明は、都市及び建物内及び周辺におけるＯＬＮを利用して、非常に正確な交通情報
を収集する。更に、センサを介して、人の流れを監視すると共に交通のタイプ（自動車、
自転車、歩行者等）さえも区別することができると同時に、汚染、騒音又は温度等の環境
状態を測定することもできる。本発明は、このように、所与の領域に関連する種々の状況
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に関する、宣伝効果に影響与えるであろう時間に敏感なデータを収集する。
【００１３】
　［００１３］本発明の他の態様は屋外照明ネットワーク（ＯＬＮ）に対するＣＭＳを提
供し、該ＣＭＳは、プロセッサ；該プロセッサに動作的に接続されるメモリ；及び当該屋
外照明ネットワークと通信するために該プロセッサに動作的に接続される通信モジュール
を含む。上記プロセッサは、前記照明ユニットからデータ（例えば、感知データ等）を受
信すると共に、交通、気象、道路、照明、法的規則の遵守、公共安全／セキュリティを含
む種々の状況を決定し；情報のリクエストを受信し；目的／制約を受信し；上記リクエス
トに関連する照明ユニットを識別し；照明要件、輝度モデル及び費用モデルのうちの少な
くとも１つが変化したかを判定し；上記照明要件の少なくとも１つを更新し；識別された
照明ユニットの動作を、前記目的／制約、前記照明要件、前記輝度モデル及び前記費用モ
デルの関数として調和させ；前記識別された照明ユニットを所望の動作に従って動作する
ように指令するよう動作する。
【００１４】
　［００１４］本発明の他の態様は、ＣＭＳに接続されたＯＬＮにおける照明ユニットを
提供し、該照明ユニットは、プロセッサ；該プロセッサに動作的に接続されたメモリ；感
知ユニット（センサ）；上記ＣＭＳ及び他の照明ユニットと通信するために上記プロセッ
サに動作的に接続される通信モジュールを含む。上記センサは、何らかの電磁信号から、
音響信号、生物学的又は化学的信号、他の信号までに及ぶ何らかの環境状態を感知するた
めの如何なるセンサとすることもできる。上記プロセッサは、感知データを受信すると共
に、上記ＣＭＳを伴い又は伴わずに、交通／気象／道路／照明状況／公共安全／セキュリ
ティ等を含む種々の状況を決定し；情報のリクエストを発生し；該リクエストを上記通信
モジュールを介して中央制御装置へ送信し；上記ＣＭＳから上記通信モジュールを介して
当該照明ユニットの動作に関する動作命令を受信し；当該照明ユニットが上記動作命令に
従って動作するように指令する。
【００１５】
　［００１５］本発明の他の態様は、照明設備の合理化するデザイン、配備、運転及び特
注化を可能にし、単一の／統合されたプラットフォームがサービスサイクルの効率及び費
用効果性を改善し、プロジェクトの成約率を上昇させ、当該サービスの新たな及び改造分
野への徐々の拡張を容易にする。更に、統合されたサービスプラットフォームは、照明器
具の仕様のみならず、制御解決策及び斯かる解決策の経済的影響並びに既存のシステムの
運転／構成を最適化するための既存の配備から実際のデータの利用可能性を考慮に入れる
ことによりデザイン及び運転を継続的に最適化するために必須である。上記プラットフォ
ームの他の側面は、配備領域にわたり（プロジェクトに関する特定の関心領域から全体の
都市まで）全体の解決策に関する視覚化を提供することである。該視覚化は、プロジェク
トに関して考慮される複数の解決策の異なる側面（例えば、経済、エネルギ、安全性等）
に基づくものとすることができる。
【００１６】
　［００１６］本発明は、屋外照明ネットワークシステムのための照明管理システムを提
供するもので、各々が少なくとも１つのセンサのタイプを含む複数の屋外照明ユニットで
あって、これら照明ユニットの各々が少なくとも１つの他の屋外照明ユニットと通信する
複数の屋外照明ユニットと、前記屋外照明ユニットの１以上と通信する少なくとも１つの
ユーザ入力／出力装置と、前記照明ユニットと通信する中央管理システムであって、前記
屋外照明ユニットの１以上から受信される屋外照明ユニット状態／センサ情報に応答して
前記屋外照明ユニットの１以上に制御コマンドを送信する中央管理システムと、該中央管
理システムと通信する資源サーバと、を有し、前記中央管理システムは、前記照明ユニッ
ト状態／センサ情報及び前記資源サーバからの資源を使用してイベントの発生を決定し、
これに応答して、前記照明ユニットの１以上を再構成し、前記少なくとも１つのユーザ入
力／出力装置に情報を供給し、又は所定の動作を開始する。
【００１７】
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　［００１７］本発明の上記及び他のフィーチャ並びに利点は、添付図面と一緒に読まれ
る現在のところ好ましい実施態様の後述する詳細な説明から更に明らかとなるであろう。
該詳細な説明及び図面は、添付請求項及びその均等物により定義される本発明の範囲を限
定するというよりは、本発明の単なる解説である。
【００１８】
　［００１８］以下は、後の図面と併用された場合に前述したフィーチャ及び利点並びに
それ以上のものを示す解説的実施態様の説明である。以下の説明においては、限定すると
いうよりは説明の目的で、アーキテクチャ、インターフェース、技術及び構成要素の属性
等の例示的細部が記載される。しかしながら、当業者であれば、これらの細部からは逸脱
する他の実施態様も添付請求項の範囲内に入ると理解されることは明らかであろう。更に
、明瞭化の目的で、良く知られて装置、回路、ツール、技術及び方法の詳細な説明は本シ
ステムの説明を不明瞭にしないように省略される。また、図面は本システムの範囲を表す
ためではなく解説の目的で含まれるものであると明確に理解されるべきである。尚、添付
図面において、異なる図における同様の符号は同様の構成要素を示すものであり得る。ま
た、図面の各図は必ずしも実寸通りではなく、本発明の原理を解説するに際し、概して強
調されている。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１ａ】図１ａは、照明基幹設備のプロジェクトのステップを示す。
【図１ｂ】図１ｂは、照明基幹設備のデザイン、配備、運転及び特注化のための照明プラ
ットフォームの斜視図である。
【図１ｃ】図１ｃは、本システムの実施態様による屋外照明ネットワーク（ＯＬＮ）の概
要図である。
【図２】図２は、本システムの実施態様による照明システムの斜視図である。
【図２ａ】図２ａは、図２の照明システムにおける照明ユニットの斜視図である。
【図２ｂ】図２ｂは、図２ａの照明システムにおける照明ユニットの照明パターンの斜視
図である。
【図２ｃ】図２ｃは、図２ａの照明システムにおける照明ユニットの照明パターンの斜視
図である。
【図２ｄ】図２ｄは、図２ａの照明システムにおける照明ユニットの照明パターンの斜視
図である。
【図２ｅ】図２ｅは、図２ａの照明システムにおける照明ユニットの照明パターンの斜視
図である。
【図２ｆ】図２ｆは、図２ａの照明システムにおける照明ユニットの照明パターンの斜視
図である。
【図２ｇ】図２ｇは、図２の照明システムにおける照明ユニットの概要図である。
【図２ｈ】図２ｈは、図２の照明システムにおける例示的照明ユニットデザインの概要図
である。
【図２ｉ】図２ｉは、図２の照明システムにおける照明ユニットの照明パターンの斜視図
である。
【図２ｊ】図２ｊは、図２の照明システムにおける照明ユニットの照明パターンの斜視図
である。
【図２ｋ】図２ｋは、図２の照明システムにおける照明ユニットの照明パターンの斜視図
である。
【図３】図３は、本システムの実施態様による複数供給元ＯＬＮシステムの一実施態様を
示す。
【図４】図４は、本システムの実施態様による処理を図示したフローチャートを示す。
【図５】図５は、本システムの実施態様による処理を、統合されたサービス／管理プラッ
トフォーム及び情報の流れに関して図示したフローチャートを示す。
【図６】図６は、図５における処理を更に図示すると共に、当該処理の団体とユーザとの
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間の対話を評価から運転／管理及び更新までのプロジェクトの全寿命サイクルを経て提示
するフローチャートを示す。
【図７】図７は、図５の処理において既存の照明在庫を記録するために使用することがで
きる在庫評価アプリケーションを示す。
【図８】図８は、図５の処理に使用される例示的な照明デザイン／計画処理を示す。
【図９】図９は、プロジェクトを図５の処理に使用された評価／在庫データに基づいて識
別及び優先付けするための例示的方法を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　［００４１］本開示の目的のために本明細書で使用される場合、“ＬＥＤ”なる用語は
、如何なる発光（エレクトロルミネッセント）ダイオード又は電気信号に応答して放射を
発生することが可能な他のタイプの電荷注入／接合型システムをも含むものと理解される
べきである。従って、ＬＥＤなる用語は、これらに限定されるものではないが、電流に応
答して光を放出する種々の半導体型構造体、発光ポリマ、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ
）、エレクトロルミネッセント・ストリップ等を含む。特に、ＬＥＤなる用語は、赤外ス
ペクトル、紫外スペクトル及び可視スペクトルの種々の部分（通常、約４００ナノメート
ルから約７００ナノメートルまでの放射波長を含む）の１以上において放射を発生するよ
うに構成することができる全てのタイプの発光ダイオード（半導体及び有機発光ダイオー
ドを含む）を指す。ＬＥＤの幾つかの例は、これらに限定されるものではないが、種々の
タイプの赤外ＬＥＤ、紫外ＬＥＤ、赤色ＬＥＤ、青色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、黄色ＬＥＤ、
琥珀色ＬＥＤ、橙色ＬＥＤ及び白色ＬＥＤを含む。また、ＬＥＤは所与のスペクトル（例
えば、狭い帯域幅、広い帯域幅）に対して種々の帯域幅（例えば、半値全幅又はＦＷＨＭ
）及び所与の一般色分類内で種々の優勢波長を持つ放射を発生するよう構成及び／又は制
御することができると理解されるべきである。
【００２１】
　［００４２］例えば、実質的に白色光を発生するように構成されたＬＥＤ（例えば、白
色ＬＥＤ）の一構成例は、組み合わせで実質的に白色光を形成するように混ざり合うよう
な、異なるスペクトルのエレクトロルミネッセンスを各々放出する複数のダイを含むこと
ができる。他の構成例では、白色光ＬＥＤは、第１スペクトルを持つエレクトロルミネッ
センスを別の第２のスペクトルに変換する蛍光体材料に関連され得る。この構成の一例に
おいて、相対的に短い波長及び狭い帯域幅のスペクトルを持つエレクトロルミネッセンス
は上記蛍光体材料を“ポンピング”し、該蛍光体材料は幾らか広いスペクトルを持つ一層
長い波長の放射を放出する。
【００２２】
　［００４３］また、ＬＥＤなる用語はＬＥＤの物理的及び／又は電気的パッケージのタ
イプを限定するものではないと理解されるべきである。例えば、ＬＥＤは、前述したよう
に異なるスペクトルの放射を各々放出するように構成された複数のダイ（例えば、個別に
制御することが可能であるか又は可能でない）を有する単一の発光デバイスを指し得る。
また、ＬＥＤは、当該ＬＥＤの一体部分と見なされる蛍光体と関連され得る（例えば、幾
つかのタイプの白色ＬＥＤ）。一般的に、ＬＥＤなる用語は、パッケージ化ＬＥＤ、非パ
ッケージ化ＬＥＤ、表面実装ＬＥＤ、チップオンボードＬＥＤ、Ｔパッケージ実装ＬＥＤ
、ラジアルパッケージＬＥＤ、電力パッケージＬＥＤ、何らかのタイプのケース及び／又
は光学素子（例えば、拡散レンズ）を含むＬＥＤ等を指すことができる。
【００２３】
　［００４４］また、前記感知ユニットのセンサは、何らかの電磁信号から音響信号、生
物学的又は化学的信号、他の信号までまたがる何らかの環境条件を感知する如何なるセン
サとすることもできる。その例は、ＩＲ検出器、カメラ、動きセンサ、オゾン検出器、一
酸化炭素検出器、他の化学検出器、近接センサ、光起電力センサ、光伝動センサ、フォト
ダイオード、フォトトランジスタ、光電センサ、光電磁センサ、マイクロ波受信器、ＵＶ
センサ、磁気センサ、磁気抵抗センサ及び位置センサを含む。
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【００２４】
　［００４５］上記センサは温度に対して感知的であり得る。例えば、該センサは、熱電
対、サーミスタ、放射高温計、放射温度計、光ファイバ温度センサ、半導体温度センサ及
び抵抗温度検出器であり得る。また、該センサは、例えば、マイクロフォン、圧電材料又
は超音波センサ等のように、音に対して感知的である得る。該センサは、振動、湿度又は
蒸気、微粒子若しくはガスの濃度に対して感知的であり得る。
【００２５】
　［００４６］本発明は、データを受信する如何なる特定の方法に限定されるものではな
い。本方法は、電力アダプタに結合される複数の電気接続子を担持する基板を準備するス
テップ、電気接続子に結合された照明エレメントを準備するステップ、センサを準備する
ステップ、電気接続子及び上記センサに結合されるプロセッサを準備するステップ、上記
センサにより刺激を受信するステップ、上記刺激を表す信号を上記センサから上記プロセ
ッサへ送信するステップ等の種々のステップを含む。実施態様において、当該方法は上記
照明エレメントの位置を変えるためにアクチュエータに命令を送信するステップを含むこ
とができる。
【００２６】
　［００４７］本発明は、データを送信する如何なる特定の方法に限定されるものではな
い。本方法は、電力アダプタに結合される複数の電気接続子を担持する基板、電気接続子
に結合された照明エレメント、信号を送出する信号ユニット、並びに電気接続子及び上記
信号ユニットに結合されるプロセッサを準備するステップ、及び上記プロセッサから上記
信号ユニットへ信号命令を送信するステップを含むことができる。
【００２７】
　［００４８］上述した思想及び後に詳細に説明される付加的思想の全ての組み合わせ（
このような思想が相互に矛盾しない限り）は、ここに開示される発明の主題の一部である
と考えられると理解されるべきである。特に、本開示の末尾にある請求項に記載された事
項の全ての組み合わせは、ここに開示される発明の主題の一部であると考えられる。また
、参照により本明細書に組み込まれる何れかの開示にも現れるものであって、本明細書で
明示的に使用される用語は、ここに開示される特定の思想と最も一貫した意味が付与され
るべきであると理解されるべきである。
【００２８】
　［００４９］本システムの実施態様は、都市歩道、街路及び／又は高速道路照明システ
ム等の従来の照明基幹設備とインターフェースして、従来の照明システムの１以上の部分
を制御することができる。更に、本システムの実施態様は、天候に関する自動情報検索、
交通検出技術、法規則、公共安全／セキュリティ情報を組み込んで、１以上の照明設定を
決定し、及び／又は該決定された１以上の照明設定に従って照明システムを制御及び／又
は構成することができる。本システムの実施態様は、何らかの適切なネットワーク又は複
数のネットワーク（例えば、インターネット、電話回線網、広域ネットワーク（ＷＡＮ）
、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、専用ネットワーク、無線忠実（WiFi；登録商
標）ネットワーク、ブルートゥース（登録商標）、ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）ネットワーク
等）を介して過去及び／又は現在の状況及び／又は予報等の交通／天候／道路／公共安全
／セキュリティ関連情報を取得することができると共に、該過去、現在及び／又は未来の
状況に従って１以上の照明設定又はシステム構成を決定することができる。更に、上記の
１以上の決定されたシステム若しくは照明設定又は関連する情報は、光センサ（例えば、
カメラ等の画像キャプチャ装置等）、レーダに基づく（例えば、ドプラ効果）センサ、雨
センサ（抵抗に基づくもの等）、位置センサ（例えば、ＧＰＳ、所定の等）、温度センサ
（例えば、熱電対、赤外線（ＩＲ）、バイメタル、水銀等）等の当該システムのセンサか
ら得られるセンサ情報に少なくとも部分的に基づくものとすることができ、上記センサは
本システムの実施態様による照明ユニット等の１以上の位置に配置することができる。例
えば、１以上のセンサを屋外照明ユニットに組み込むことができ、センサ情報を当該シス
テムに如何なる好適な通信方法を用いて供給することもできる。例えば図１及び２には限
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られた数のセンサしか示されていないが、地理画像、大気温度、雲量、降雨量等を供給す
ることができる衛星画像センサ等の他のセンサも想定することができる。
【００２９】
　［００５０］本システムの実施態様によれば、前記センサは、情報、電力利用可能性、
照明設定、電力設定、システム設定、色温度等を決定又は予想するために処理することが
できるセンサ情報を供給することができる。例えば、ドプラ効果レーダセンサは、現在降
っている降雨量についての情報を提供することができる。更に、光学センサは、例えば雨
、霰又は雪が降っているか及び／又は雲が存在するか等の現在の気象状況を決定するため
に適切な画像処理技術を用いて処理することができる画像情報を捕捉（キャプチャ）する
ことができる。上記画像情報は、地面状況（例えば、地面上に雪、地面の濡れ、地面に障
害物なし、地面上の異物（例えば、岩）、木の枝又は倒木等）等の当該センサの近傍にお
ける状況、及び対応するセンサの近傍における現在の照明状況（例えば、日が照っている
、暗い、十分な照明、不十分な照明等）を決定するために更に処理することができる。
【００３０】
　［００５１］本システムの実施態様によれば、感知情報を供給するために種々の感知方
式（例えば、センサタイプ）を設けることができる。センサは、例えば情報を決定若しく
は予想するための感知情報を供給するために使用することができ、及び／又は感知情報を
調整／補正するために使用することもできる。例えば、感知方式に依存して、特定の交通
／気象／道路状況は１以上のセンサの感知性能に影響を与え得るか又は影響を与えない。
本システムの実施態様によれば、システムセンサの１以上が画像センサである場合、該１
以上のセンサは雨、風、雪、１日／１月／１年における時間等の条件により影響を受け得
る。これらの実施態様において、センサ及び／又は他の情報源により供給される斯様な状
況に関する知識は、一層強い感知に役立ち得る。例えば、特定の交通／気象／道路状況に
従って、特定の組の画像収集パラメータ及び／又は検出アルゴリズム設定を、斯様な各条
件に関して１以上のセンサに供給することができる。例えば、強い雨の場合、例えば雨滴
が当該センサの前部で移動することによる誤った起動を防止するために、画像センサに対
する検出閾値を増加することができる。当業者により容易に理解されるように、同様の形
式の調整を所与の感知方式に対して適用することができる。
【００３１】
　［００５２］本システムの実施態様によれば、１以上の時間又は期間における対応する
センサの近傍の特定のイベント条件及び／又は照明条件を決定するために処理される、交
通／気象／道路情報、画像情報等の種々のセンサ情報を取得する照明システムを設けるこ
とができる。例えば、斯かるセンサは、販売店、会議場、公道、運動会場、娯楽スポット
等の公共空間におけるデータを収集し、人、車両若しくは他の物体の流れを監視し、当該
ユニットの傍を通過する人若しくは車両の数、斯かる人若しくは車両が当該ユニットを通
過する速度、又は何らかの他の適切な測定値を決定するために使用することができる。こ
の場合、収集されたデータは、交通量、交通パターン、渋滞点等を決定するために分析す
ることができる。この分析は、例えば、交通が渋滞している箇所を決定し、照明配置の変
更、又は交通の流れの向きを変え若しくは通過及び渋滞を緩和する助けとなり得る照明設
定を識別することを補助するのに有効であり得る。このように、選択された照明ユニット
に対する照明及び／又は出力設定は、決定された状況及び／又は照明条件に従って決定さ
れる。本システムの実施態様によれば、第１照明ユニットの照明構成を、第２照明ユニッ
トから受信された感知情報に従って設定することができる制御システムが提供される。従
って、例えば上記第２照明ユニットからの感知情報が危険な状況（例えば、異物等の通路
上の危険、自動車事故、氷結等）を示す場合、当該システムは、該第２照明ユニットから
受信されるセンサ情報に従って第１照明ユニットの照明パターン（例えば、照明される領
域の形状）、照明強度（例えば、輝度）、照明スペクトル（例えば、カラー）、照明の偏
光、照明周波数等のうちの１以上を含む照明構成を設定することができる。
【００３２】
　［００５３］図１ｂは、本発明による照明システムサービスアーキテクチャの一例１を
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示している。屋外照明ネットワーク（ＯＬＮ）３－１～３－Ｎは、サービスプラットフォ
ームサーバ２に対して段階的に設置及び接続することができる。ＯＬＮ ３－Ｎは、必ず
しも、多くの領域において初期段階で利用可能である必要はない。更に後述するように、
サービスプラットフォームサーバ２（特に、評価モジュール）は、ＯＬＮ ３－Ｎ等の解
決策の設置につながり得るデザイン／計画を可能にするための初期入力を供給する。しか
しながら、より簡単な技術（例えば、照明器具交換）を含む他の解決策を、所与の領域に
関して推奨／選択することもできる。
【００３３】
　［００５４］サービスプラットフォームサーバ２は、異なるタイプの情報を供給／記憶
する幾つかのデータベース又は情報システムにつながる集中型若しくは分散型計算処理サ
ービス（例えば、クラウドサービス）として実施化することができる。特に、都市情報デ
ータベース５は設置された資産及び関連する属性（位置、タイプ、設置データ、製造者、
…）の記録並びに現場装置から収集されたデータ（交通、環境、気象等の何らかのタイプ
の感知データ等）を記憶／供給し、規則データベース７は特定の地域に適用可能な規格及
び規則に関する情報を記憶／供給する。都市、州、国等の異なる階層レベルに複数のデー
タベースが存在し得る。製品データベース９は、可能性のある複数の供給者／製造者から
の製品、及び技術的仕様及び経済的データ（例えば、価格）を含む斯かる製品に関連する
能力／フィーチャに関する情報を記憶／供給し、ＯＬＮデータベース１１はＯＬＮを形成
する多数の構成要素及び接続された装置を含む設置されたシステム（ＯＬＮ）に関する情
報を記憶／供給し、プロジェクトデータベース１３は、特定の地域／ユーザのためにサー
ビスプラットフォームサーバ２を介して実行されるプロジェクトに関する情報を記憶／供
給する。プロジェクトは、計画、設置から運転及び管理までのように、寿命サイクルにお
ける異なる段階にあり得る。上記プロジェクトデータベースは、過去のプロジェクト、可
能性のある将来のプロジェクト、又はシステムの実際の設置を含まない“仮想”プロジェ
クトに関する情報を含むこともできる。例示的に、サービスプラットフォームサーバ２は
、ＣＰＵ、メモリ、通信インターフェース、Linux（登録商標）等のオペレーティングシ
ステム、Apache等のウエブサーバ、PHP/Perl/Python等のスクリプトエンジン、MySQL並び
に図５に示すアプリケーション処理ユニットを含むことができる。
【００３４】
　［００５５］上記データベースは包括的な意味で理解されるべきであり、該データベー
スは、都市情報データベース５が都市管理システムにより提供されるウェブサービスデー
タ源であり得、ＯＬＮデータベース１１が私有ＯＬＮ管理システムの供給者専用インター
フェースにより提供されるものであり得るというように、如何なる形態の情報源でもあり
得る。
【００３５】
　［００５６］また、サービスプラットフォーム２は、これらに限定されるものではない
が、ＯＬＮシステム管理者（アドミニストレータ）１５、施設／基幹設備マネージャ（図
示略）、照明設計デザイン者１９、ＯＬＮ供給者／製造者１７、設置契約者、試運転技術
者（図示略）等を含む種々のタイプのユーザと対話することができる。
【００３６】
　［００５７］上記構成要素及び団体並びにＯＬＮ試運転者２１は、ネットワーク２３を
介して対話する。しかしながら、このネットワークは、データを通信するための広域ネッ
トワーク（ＷＡＮ）、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、電話回線網（例えば、３
Ｇ、４Ｇ、コード分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）、携帯用全世界システム（ＧＳＭ（登録
商標））ネットワーク、一般電話サービス（ＰＯＴ）ネットワーク等）、ピアツーピア（
Ｐ２Ｐ）ネットワーク、無線忠実（ＷｉＦｉ：登録商標）ネットワーク、ブルートゥース
（登録商標）ネットワーク、私有ネットワーク、インターネット等の如何なる好適なネッ
トワーク又は１以上のネットワークとすることもできると理解される。
【００３７】
　［００５８］図１ｃは、本システムの実施態様による屋外照明ネットワーク（ＯＬＮ）
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１００、中央管理システム（ＣＭＳ）１０２及び情報資源サーバ１１２（例えば、気象、
交通、公共安全／セキュリティレポート又は他の、例えば、ニュースメディア若しくはイ
ンターネットで利用可能な情報）の概要図である。図１ｃは屋外照明ネットワーク（ＯＬ
Ｎ）１００の構成要素を個別エレメントとして図示しているが、これらエレメントの２以
上は１つの装置に統合することができることに注意されたい。屋外照明ネットワーク（Ｏ
ＬＮ）１００は、複数の照明ユニット又は照明器具（及び／又は電気装置）１０６－１～
１０６－Ｎ（全体的に１０６－Ｎ）、複数のセンサ１１０－１～１１０－ｍ（全体的に１
１０－ｘ）、電源部１１４、１以上のオプションとしてのユーザインターフェース装置１
２２－１～１２２－Ｎ（全体的に１２２－Ｎ）及びネットワーク／通信リンク１０８を含
み、上記ネットワーク／通信リンクは、本システムの実施態様によれば、本システムの上
記エレメントの２以上を動作的に結合することができる。
【００３８】
　［００５９］ユーザインターフェース装置１２２－１～１２２－Ｎは、ユーザに対して
アクセス可能であり、ＣＭＳに照明要件を供給することにより該ＣＭＳを介して当該ＯＬ
Ｎの照明ユニットを制御するために使用することができる。ユーザは当該屋外照明ネット
ワークを、該ユーザが許可される限りにおいて制御することができる。如何なる数のセキ
ュリティ認証方法（従来のセキュリティ方法及び更に後述する方法）も用いることができ
る。ユーザインターフェース装置１２２－１～１２２－Ｎは、専用の装置として実施化す
ることができるか、又は他の装置に組み込むことができる。ユーザインターフェース装置
１２２－１～１２２－Ｎは、携帯電話、ＰＤＡ、コンピュータ（例えば、ラップトップ、
iPad等のタブレット）、乗用車を含む車両、飛行機、ヘリコプタ、ボート等、車両内の装
置、携帯ＧＰＳ装置、組み込み装置、何らかの知的装置／マシン、感知装置、又はユーザ
に対してアクセス可能な他の装置において実施化することができる。ユーザインターフェ
ース装置１２２－１～１２２－Ｎは、例えば特定の状況に応じて異なる照明レベルを必要
とするセキュリティカメラ等の、自体がユーザである装置に組み込むこともできる。一例
において、ユーザ制御装置は、自律装置として独立に動作することができ、ユーザ対話を
要せずにユーザに対して一時的ユーザ方針を自律的に発生することができる。
【００３９】
　［００６０］ユーザが知的装置である場合、ユーザインターフェース装置１２２－１～
１２２－Ｎは照明要件を自動的に発生することができる。一実施態様において、該知的装
置は、ユーザインターフェース装置１２２－１～１２２－Ｎとは独立に動作するトランス
ポンダが気象及び道路状況等を受信／検出して照明要件又は適切なシステム応答（例えば
、車両事故等の検出された危険に応答してサイレンで警告する）を開始させる如くに、外
部刺激に応答する。これの他の例は、車両の外部のローカルセンサに警報を発する該車両
内の通信装置であり、該ローカルセンサは外部刺激をユーザインターフェース装置１２２
－１～１２２－Ｎの知的装置に供給し、該知的装置は照明要件（例えば、車両／人が近づ
いた場合に、暗くされた照明ユニットをオンし又は照明ユニットの色温度を変化させるた
めの）を自動的に発生する。他の実施態様において、ユーザインターフェース装置１２２
－１～１２２－Ｎは、当該ＯＬＮから受信される情報及びユーザのローカル情報を組み合
わせることにより何時／何処で所与のユーザに対するユーザ照明制御サービスが利用可能
であるかを検出する手段を含むことができる。斯かるサービス利用可能性が検出されたら
、ユーザインターフェース装置１２２－１～１２２－Ｎは当該ユーザに対して該利用可能
性を示し、ユーザ入力インターフェースを可能にすることができる。
【００４０】
　［００６１］ユーザインターフェース装置１２２－１～１２２－Ｎは当該ＯＬＮと、セ
ルラデータ通信プロトコル（例えば、ＧＳＭ（登録商標）、ＣＤＭＡ、ＧＰＲＳ、ＥＤＧ
Ｅ、３Ｇ、ＬＴＥ、WiMAX等）、ＤＳＲＣ若しくはWiFi無線電波、IEEE 802.15.4無線規格
上で動作するZigBeeプロトコル、IEEE 802.11規格（802.11b/g/n等）下のWiFiプロトコル
、ブルートゥースプロトコル又はブルートゥース低エネルギプロトコル等の如何なる所望
の技術を用いて通信することもできる。



(14) JP 6416198 B2 2018.10.31

10

20

30

40

50

【００４１】
　［００６２］ユーザインターフェース装置１２２－１～１２２－Ｎは、ユーザ（人又は
知的装置）が屋外照明ネットワークの特定のフィーチャを制御することを可能にする。ユ
ーザインターフェース装置１２２－１～１２２－Ｎは、ユーザが何れかの所与の位置及び
時間において利用可能な当該ＯＬＮのサービス及び／又はＯＬＮサービスの利用可能性を
発見（又は検出）することも可能にする。ユーザインターフェース装置１２２－１～１２
２－Ｎは、ユーザ又はＯＬＮ要件を受信／送信する如何なるタイプの装置とすることもで
きる。ＯＬＮ要件の例は、照明要件であり、交通、気象、昼／夜の時間、環境条件、規則
、ユーザ入力等の要因に従う、或る地域（例えば、街路又は公園）にわたる照明ユニット
に対する平均光強度、均一性、色温度等を含む。
【００４２】
　［００６３］ＣＭＳ１０２は、屋外照明ネットワーク（ＯＬＮ）１００の全体的動作を
制御することができる１以上のプロセッサを含むことができる。従って、ＣＭＳ１０２は
、本システムの実施態様により照明ユニット１０６－Ｎ、センサ１１０－ｘ、電源部１１
４及び／又は資源サーバ１１２と通信して種々の情報を送出（例えば、送信）及び／又は
受信することができる。例えば、ＣＭＳ１０２は、センサ１１０－ｘの１以上からのセン
サ情報及び／又は資源サーバ１１２からの他の情報を要求する（例えば、問合せ（クエリ
）又は複数の問合せを用いて）ことができると共に、対応する情報（例えば、上記問合せ
の結果）をセンサ１１０－ｘ及び／又は上記資源サーバから受信することができ（上記情
報は照明ユニット１０６－Ｎの１以上に対する照明設定（例えば、照明戦略）を決定する
ために処理することができる）、又は照明ユニット１０６－Ｎの１以上からの情報をユー
ザ若しくはＣＭＳ１０２に送信することができる。更に、ＣＭＳ１０２は、受信し及び／
又は発生した情報（例えば過去の情報）を、本システムの実施態様に従って照明及び／又
は充電特性を決定するため等の更なる使用のために、記憶することができる。ＣＭＳ１０
２により新たな情報が受信された場合、上記の記憶された情報は該ＣＭＳ１０２により更
新することができる。ＣＭＳ１０２は複数のプロセッサを含むことができ、これらプロセ
ッサはローカルに又は互いに離れて配置することができると共に、ネットワーク１０８を
介して互いに通信することができる。
【００４３】
　［００６４］本システムの実施態様によれば、ＣＭＳ１０２はネットワーク１０８又は
該ネットワークの一部を制御して、“電力網；グリッド”（例えば、地方自治体電気供給
システム等）を介して及び／又は“環境に優しい”エネルギ源（例えば、太陽光、水力、
化学、水素及び／又は風力源）から利用可能である等の選択されたエネルギ源からの電力
を経路決めし、選択され、計画された照明及び／又は電力設定に従って即座に使用し及び
／又は後の時点における使用のために蓄積する。このようにして、本システムの実施態様
は、過去、現在及び未来の予測される状況に基づいて先行して計画すると共に、それに従
って、電力分配及び発生の構成及び特性を計画する。このように、風が吹く夜が予想され
る場合、本システムの実施態様は照明ユニットに給電するために風力発電に依存すること
を決定し、電池の寿命を延ばすために（例えば、繰り返しの減少及び／又は充電率の最適
化により）電池の電力を節約することができる。このように、当該システムはシステム設
定及び実際の又は予測される天候に従って電力を割り付けることができる。従って、当該
システムはシステム設定及び／又は実際の若しくは予測される天候に従って蓄積装置を充
電することができる。更に、実際の又は予測される天候により照明設定を予測することが
できることにより、当該システムは照明ユニットによる電力消費を決定することができる
と共に、実際の又は予測される天候に基づいて電力を蓄積すべくエネルギ源（例えば、電
池、コンデンサ、燃料電池、化学電池、熱電池等）を準備することができる。
【００４４】
　［００６５］例えば、ＣＭＳ１０２は、時間にわたり予測されるエネルギ要件を決定す
ると共に、該予測されるエネルギ要件を時間にわたる電力源（例えば、電池、“電力供給
網（グリッド）”、コンデンサ等）の閾値利用可能要件と比較することができ、上記の予
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測されたエネルギ要件が電力源の閾値利用可能性要件を超える場合、ＣＭＳ１０２は当該
システムを他の電力源が電力を供給することができるように構成することができる。しか
しながら、ＣＭＳ１０２が重み（例えば、順位）に従って電力蓄積装置を選択することが
できることも考えられる。このように、例えば、環境に優しいエネルギ源は、従来の化石
燃料源（例えば、“電力供給網”等）よりも高く重み付けることができる。更に、ＣＭＳ
１０２は、対応する照明ユニット１０６－Ｎに対する照明設定（例えば、照明パターン、
照明輝度、照明スペクトル、照明偏光、照明周波数等）を決定することができると共に、
該決定された照明設定に従ってエネルギ要件を決定することができる。更に、ＣＭＳ１０
２は、前記資源サーバ１１２からの情報を要求することができると共に、何時システム設
定に従って選択された電力蓄積装置を充電すべきかを受信される情報及び／又は過去の情
報（例えば、需要応答状況、統計的情報等）に基づいて決定することができる。従って、
当該システムはデータを適合させる統計及び／又は経験則エンジンを含むことができる。
【００４５】
　［００６６］ネットワーク１０８は、１以上のネットワークを含むことができると共に
、ＣＭＳ１０２、資源サーバ１１２、照明ユニット１０６－Ｎ、センサ１１０及び／又は
電源部１１４の１以上の間の通信を、有線及び／又は無線通信方式等の如何なる適切な伝
送方式を用いて可能にすることもできる。従って、ネットワーク１０８は、広域ネットワ
ーク（ＷＡＮ）、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、電話回線網（例えば、３Ｇ、
４Ｇ、コード分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）、携帯用全世界システム（ＧＳＭ（登録商標
））ネットワーク、一般電話サービス（ＰＯＴ）ネットワーク等）、ピアツーピア（Ｐ２
Ｐ）ネットワーク、無線忠実（ＷｉＦｉ：登録商標）ネットワーク、ブルートゥース（登
録商標）ネットワーク、私有ネットワーク、インターネット等の１以上のネットワークを
含むことができる。更に、ネットワーク１０８は、電力を当該システム１００に例えば従
来のエネルギ源（例えば、“電力供給網；グリッド”）及び／又は“環境に優しい”エネ
ルギ源（太陽光、水力、風力、燃料電池、化学、熱、電池等）を介して供給することがで
きる１以上の電力供給ネットワークを含むことができる。従って、ネットワーク１０８は
、電力を所望の電気の宛先／源へ／から切り換えるために電源部１１４に含まれるもの等
の、電力切換回路を含むことができる。
【００４６】
　［００６７］ＯＬＮ及びＣＭＳにおけるメモリ（図示略）は、如何なる好適な非一時的
メモリを含むことができ、演算コード、アプリケーション、設定、履歴、ユーザ情報、ア
カウント情報、気象関係情報、システム構成情報、これらに基づく計算等に関連する情報
等の当該システムにより使用される情報を記憶することができる。該メモリは、ローカル
に又は互いから離れて配置することができる１以上のメモリを含むことができる（例えば
、表面積ネットワーク（ＳＡＮ））。
【００４７】
　［００６８］資源サーバ１１２は、私的及び／又は第三者ニュースメディア等の他の関
連情報資源並びにインターネット関連情報資源を含むことができ、これらは公共安全、セ
キュリティ、規則、交通、気象、道路状況レポート及び／又は予報をＣＭＳ１０２及び照
明ユニット１０６－Ｎに供給することができる。更に、資源サーバ１１２は、センサ情報
及び／又はレポート等の該資源サーバ１１２に送信され得る情報を処理すると共に対応す
る予報情報を供給するためのレポートアプリケーションを含むことができる。この様に、
該レポートアプリケーションは、センサ１１０－ｘ等のセンサにより取得されるセンサ情
報を用いて或る地域及び／又は期間に関するレポートを更に改善することができる。
【００４８】
　［００６９］例えば、資源１１２からの情報は、ナビゲーション目的で広く適用されて
いる携帯電話トラフィック監視に基づいた交通監視情報を含むことができる。監視は、基
地局間で切り換わる携帯電話の分析に基づくものである。この情報は、セルラデータサー
ビスを介するＧＰＳ受信装置からのフィードバック情報と組み合わされて、相対的に高い
地理的分解能での交通指示情報を可能にする。この技術に関する詳細は良く知られている
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。
【００４９】
　［００７０］受信される携帯電話トラフィック監視情報（例えば、ＧＰＳデータを伴う
、携帯電話基地局間の移行速度）に基づいて、検出される携帯トラフィック情報の性質が
決定される（例えば、動力的、徒歩の、自転車の等）。更に、このような決定は、公共輸
送スケジュール、社内移動（例えば、携帯装置が、基本的に静止状態に留まりながら、基
地局間で切り換わる場合）等の追加の情報を考慮に入れることもできる。トラフィックの
性質が決定されたなら、交通タイプ（例えば、動力的、歩行、公共輸送等）の各々に関し
て、交通の激しさ（交通密度）を決定することができる。この情報に基づいて、関連する
照明レベル、パターン等を決定することができる。前記監視情報は、実際の交通監視に基
づく予測規則により向上させることができる。このような予測規則は、以下の事項を考慮
に入れなければならない。即ち、時間の関数としてのローカルな交通密度、週における日
、季節等；典型的な交換経路；携帯電話信号強度に影響を与えるローカルなトポロジ等で
ある。
【００５０】
　［００７１］電源部１１４は、従来の（例えば、“電力供給網”に基づくもの（例えば
、地方自治体電力当局からのもの））又は“環境に優しい”（例えば、水力、太陽光、風
力に基づく電力源等の“グリーン”電力源からのもの）又はこれらの組み合わせの電力源
を含むことができる。更に、“環境に優しい”電力は、ローカルに（例えば、ローカルな
電池、太陽電池等から）供給することができるか、又は１以上の遠隔の“環境に優しい”
電力源から電力供給網を介して供給することができる。従って、屋外照明ネットワーク（
ＯＬＮ）１００は、太陽電池、風力発電機及び／又は水力発電機等の複数の“環境に優し
い”電力発生装置を含むことができる。更に、電源部１１４は、当該システムのエネルギ
設定に従って１以上の電力源（例えば、“電力供給網（グリッド）”、電池１２０Ｂ及び
／又はコンデンサ蓄積器１２０Ｃ等）へ、又はから電力を輸送及び／又は切り換えるため
のネットワーク、スイッチ等（全体的に、電力回路１１８）の能動及び／又は受動構成要
素を含むことができる。当該システムのエネルギ設定は、ＣＭＳ１０２により、例えば資
源情報、電力供給情報（例えば、午前１２：００に３時間継続する停電が予測される等）
、電力要件等に基づいて決定することができる。従って、電力回路１１８は、上記エネル
ギ設定に従って構成（設定）されて、電力を電力源（例えば、“電力供給網”、電池、太
陽電池、コンデンサ、熱蓄積器、化学蓄積器、燃料電池等）へ又はから切り換えることが
できる。このように、ＣＭＳ１０２は電源部１１４を電力設定により、所望に応じて、第
１照明ユニット１０６－１は“電力供給網”からの電力で動作することができる一方、第
２照明ユニット１０６－２は電池の電力で動作することができ、第３照明ユニット１０６
－３は太陽電池（例えば、遠隔位置における）により給電される太陽光電力で動作するこ
とができる、等々となる。通常、ＣＭＳ１０２及び／又は当該システムの他の部分（例え
ば、前記センサ、照明ユニット及び電源部の１以上）は、電力管理モジュールとして動作
することができる。本システムの実施態様によれば、該電力管理モジュールは、種々の時
間において当該システムにより必要とされる電力を決定し、これにより電力使用及び／又
は発生を制御して、照明ユニット、蓄積装置、電力源等に対する電力を割り付けることが
できる。
【００５１】
　［００７２］例えば、ＣＭＳ１０２は電源部１１４に対し、利用可能な供給（例えば、
日、日付、時間等による）、充電（例えば、１００キロワット時間（ｋＷｈ）の８０％）
、動作状態（サービス中でない、動作中、５０％信頼性がある、等）等の電力源に関する
情報に関して問い合わせることができる。電力蓄積装置１２０は、電池１２０Ｂ、コンデ
ンサ１２０Ｃ、化学電池、燃料電池、熱電池等の電力蓄積エレメントを含むことができ、
これらは当該屋外照明ネットワーク（ＯＬＮ）１００により後に使用されるための電力を
蓄積することができると共に、ローカルに及び／又は互いに離れて配置することができる
。例えば、電池、コンデンサ等の１以上の蓄積エレメントは、１以上の対応する照明ユニ
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ット１０６－Ｎ内に配置することができると共に、選択された照明ユニット１０６－Ｎ（
対応する照明ユニット１０６－Ｎ及び／又は異なる照明ユニット１０６－Ｎを含むことが
できる）を充電し及び／又は給電するように選択的に構成することができる。電源部１１
４により供給される電力は、従来の電源及び／又は“環境に優しい”電源により発生する
ことができると共に、選択されたシステム構成に従って選択的に蓄積し、経路決めし、及
び／又は消費する（例えば、選択された照明ユニット等により）ことができる。
【００５２】
　［００７３］センサ１１０はセンサ１１０－１～１１０－ｍ（全体として、１１０－ｘ
）等の複数のセンサタイプのセンサを含むことができ、これらセンサは、画像情報、状態
情報（例えば、照明ユニット動作状態、非動作状態、等）、レーダ情報（例えば、ドプラ
情報等）、地球物理学的情報（例えば、全地球測位システム（ＧＰＳ）から取得される地
球物理学的座標）、圧力情報、湿度情報等の特定のセンサタイプに基づくセンサ情報を発
生することができる。センサ１１０－ｘは、１以上の地球物理学的位置に配置することが
できるか又は照明ユニット１０６－Ｎに組み込むことができ、これらセンサの位置をＣＭ
Ｓ１０２にレポートすることができる。各センサ１１０－ｘは、当該センサを識別するた
めに使用することができるネットワークアドレス又は他のアドレスを含むことができる。
【００５３】
　［００７４］照明ユニット１０６－Ｎは、送信／受信（Ｔｘ／Ｒｘ）部１０９、制御ユ
ニット１０５、及び電球（例えば、ガス電球等）、発光ダイオード（ＬＥＤ）、白熱電球
、蛍光灯等の照明源１０７のうちの１以上を含むことができると共に、制御ユニット１０
５により制御することができる。制御ユニット１０５は、照明ユニット１０６－Ｎ内のユ
ーザインターフェース装置１２２－Ｎへの（及びからの）情報の流れも管理する。上記照
明源はマトリクスに（例えば、照明源の１０ｘ１０のマトリクス）に構成することができ
、該マトリクスにおいては複数の照明源の１以上からの照明パターン、輝度、スペクトル
（例えば、色調、カラー等）、偏光、周波数等の照明特性、及び／又は複数の照明源に関
する光パターンを当該システムにより能動的に制御することができる。照明ユニット１０
６は、更に、複数の照明源の１以上の照明源からの照明パターンを能動的に制御するため
の能動反射器アレイ等の１以上の光制御エレメントを制御ユニット１０５内に含むことが
できる。例えば、上記１以上の能動反射器アレイは電子的に位置決め及び／又は操作され
て、１以上の照明源からの照明を（反射、屈折及び／又は透過により）所望の領域に供給
し、かくして、照明パターンを制御する（例えば、下記に２３１－Ｎを参照して説明する
ように、照明パターンの形状及び／又は寸法を制御する）ことができる。更に、前記１以
上の能動的反射器アレイは、後に説明するように、照明パターンの照明輝度（例えば、ル
ーメンでの）又は色温度を制御するために電子的に制御することができる。更に、前記光
制御エレメント１３０は１以上の能動フィルタを含むことができ、斯かるフィルタは当該
エレメントを経る照明の透過（例えば、透過度により）、照明スペクトル、及び／又は該
エレメントを通過する照明の照明偏光を制御するために制御することができる。更に、前
記コントローラは、前記照明源の１以上による照明スペクトル及び／又は光出力（例えば
、Lm/M2での）を制御することができる。このように、該コントローラは、或る照明源か
らの照明出力を制御することにより照明輝度を制御することができる。同様に、該コント
ローラは２以上の照明源を制御して照明パターンを制御することができる。
【００５４】
　［００７５］このように、１以上の照明ユニット１０６－Ｎの照明パターン、照明輝度
、照明スペクトル、照明偏光等の照明特性は、制御ユニット１０５により、及び／又は各
照明ユニット１０６－Ｎにより制御することができる。各照明ユニット１０６－Ｎ及び／
又は照明ユニットのグループは、照明ユニット１０６－Ｎからの／への送信が適切に向け
られるように、ネットワークアドレス及び／又は他の識別情報を含むことができる。斯か
る照明ユニット識別情報は、地球物理学的位置を更に含むことができる。
【００５５】
　［００７６］図２は、本システムの実施態様による照明システム２００（屋外照明ネッ
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トワーク（ＯＬＮ）１００の一部）の斜視図である。照明システム２００は、前記屋外照
明ネットワーク（ＯＬＮ）１００と同様のものとすることができ、街路、歩道、公園、ト
ンネル、駐車場等の表面２０１を制御可能な照明パターン２３１－Ｎで照明することがで
きる複数の照明ユニット２０６－１～２０６－Ｎを含むことができる。照明ユニット２０
６－ｘの１以上は、照明源２０７、電池蓄積器２２０、コントローラ２０５、Ｔｘ／Ｒｘ
部２０９及び代替エネルギ源（例えば、太陽電池）２２２の１以上を含むことができる。
照明源２０７は、ＬＥＤ、ガス電球、蛍光灯、白熱電球等の１以上の電灯を含むことがで
き、該電灯はコントローラ２０５の制御の下で照明を供給することができる。Ｔｘ／Ｒｘ
部２０９は、データ（例えば、宣伝、一般情報、選択された情報等）、センサ情報、照明
設定情報、電力設定情報等の情報を、ＣＭＳ１０２、他の照明ユニット２０６－ｘ、電源
部、センサ、ユーザインターフェース装置１２２－Ｎ又は入力／出力装置２３９等へ及び
／又はから送信及び／又は受信することができる。電池２２０は、対応する太陽電池によ
り発生されたエネルギを入力することができ、該エネルギを１以上の選択された照明ユニ
ット２０６－ｘによる後の使用のために選択的に蓄積することができる。更に、照明ユニ
ット２０６－ｘの１以上は入力／出力装置２３９を含むことができる。図２の入力／出力
装置２３９又は図１のユーザインターフェース装置１２２－１は、照明ユニット２０６－
Ｎ又はモバイルユーザ装置２３９－Ｎに結合することができる。図２に更に示されるよう
に、入力／出力装置２３９－１は照明ユニット２０６－４又は車両２３６－１に取り付け
ることができる。入力／出力装置２３９は、スピーカ、色付き指示灯（例えば、赤／黄／
緑）、キーボード付き表示パネル又はタッチパネル等の如何なるインターフェース出力装
置とすることもでき、情報は例えばユーザにより当該照明システム２００に対して入力又
は出力することができる。特に、上記キーボード付き表示パネル又はタッチパネルは、要
求された（個別化された）情報（例えば、方向経路指示情報等）を得る際にパスワード又
はユーザ識別子を入力するために使用することができる。入力／出力装置２３９は、１以
上の照明システム２００の機能を、ユーザの適切なアクセスレベルに応じて制御するため
に使用することもできる。従来のアクセスプロトコルを使用することができる。更に、照
明ユニット２０６－ｘの１以上は、センサ２２６を含むことができる。センサ２２６は、
本明細書で更に説明するように、赤外線（ＩＲ）／空気（大気）温度、光、動き／交通セ
ンサ等の如何なるセンサとすることもできる。
【００５６】
　［００７７］図２に照明ユニット２０６－０により示されているように、ＣＭＳ１０２
は、所与の照明サービス品質要件のために電灯の位置（高さ及び向き）を自動的に調整し
、照明品質に影響している周囲状況に一層良好に対処すると共に保守費用を低減すること
ができる。動的な照明ユニット位置調整の機械的部品が、物理的動きを提供する。当該制
御システムは、照明ポール上の電灯の位置を指令すると共に、該電灯が何時、何の程度強
く当該領域を照明すべきかを指定する責務を負う。この情報を該制御システムから当該機
械系へ送信することは、計算された電灯位置情報が何らかのプロトコルに従ってエンコー
ドされることを要する。以下のパラメータは、制御ユニット１０５又はＣＭＯＳ１０２と
照明ユニット２０６－０との間の通信を行うために必要なものとして定義される。これら
パラメータは、以下に列挙されると共に図２のエレメント２０６－０上に図示され、当該
ポールから電灯が指す方向：Ｘ１；該電灯ポール上に保持される電灯の高さ：Ｙ１；該電
灯ポールと当該電灯を保持する腕部との間の角度：Ｚ１；当該電灯が電灯ポールの腕部の
回りに何の程度回転されるかを指定する角度：Ｘ２；及び電灯ポールの腕部と電灯自体と
の間の角度：Ｚ２を含む。
【００５７】
　［００７８］照明ユニット２０６－０のための動的位置調整は、例えば、運転体験を改
善し、周囲環境の生活条件を改善し、及び緊急状況を支援するために使用することができ
、審美性を改善するために電灯位置を調整すること（昼の時間における低い高さの水平に
向けられた電灯、及び夜の時間における高い高さの垂直に向けられた電灯）；会場の支援
（パレード、コンサート、デモ、スポーツイベント）；光のショー（系統化された光の位
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置は、視覚的効果を形成する）；緊急対応を改善し、光を事故現場に向ける；光による追
跡（強い光が関心物体：即ち、特権車両（警察、救急）、調査中の車両、暗い区域を歩く
人（暗い街路、駐車場にいる人を光が追跡する）を追跡する）及びカメラ監視を改善する
（疑わしい時間に誰かが商店に入る場合に、電灯を一時的に店の入口に向かって配置する
ことができる）ことを含む。
【００５８】
　［００７９］動的高さ調整は、照明動作のためのエネルギ費用に影響を与える経済的要
因も有する。幾つかの状況においては、可能な限り多くの照明を供給することが必要とさ
れる。このようなことが生じた場合、全ての照明ユニット２０６－Ｎは、これら照明ユニ
ットの出力の１００％で動作する。幾つかの状況では、輝度レベルを最大レベルの５０％
に低下させることによりエネルギを節約することが必要となる。ＣＭＳ１０２を使用して
、全ての照明ユニット２０６－Ｎを５０％に調光することができる。ＣＭＳ１０２を用い
て、１つ置きの照明ユニット２０６－Ｎをオフすることができる一方、他の照明ユニット
２０６－Ｎは、地面から一層高い距離に調整されるが、１００％で動作状態のままとされ
る。照明ユニット２０６－Ｎの５０％をオフすることによる電力節約が、全ての電灯を５
０％調光することによる電力節約よりも高い場合、照明ユニット２０６－Ｎの調光制御よ
りも、電灯の高さ調整の方が一層エネルギ効率的であり得る。最後に、動的な照明ユニッ
ト２０６－Ｎの高さ位置調整は、照明の保守に対する資金の節約の機会を生じさせる。
【００５９】
　［００８０］例示的に、照明ユニット２０６－０は、２つの主要な部分、即ちポール及
び照明器具デザイン、並びに関連する制御アルゴリズムを含む。簡略化されたシステム図
が図２ａに示されている。調整可能なポール２６０は複数の部分を有し、上部の直径は底
部のものより小さくなっている。照明器具２６２は、当該ポールの上部に固定することが
でき、前述したように調整可能な向きを有する。油圧等を用いる機械系（図示略）を、ポ
ールの長さを増加又は減少させると共に、当該照明器具の向きを調整するために適用する
ことができる。このようにして、照明器具の高さ／向きを変化させることができる。他の
例として、他の既知の機械工学方法を使用することもできる。また、照明ユニット２０６
－０のレンズを可撓性にして、ユーザがＣＭＳ１０２／制御ユニット１０５を介して該レ
ンズの方向を変化させ及び／又は更に後述するようにして照明パターン２３１を調整する
ための幾つかのオプションを有するようにすることもできる。幾つかの照明器具デザイン
例が、当該システムの固有の利点を示すために提示される。
【００６０】
　［００８１］以下の節では制御方式が概説され、該方式は：ａ）照明輝度を変化させる
ための調光方式；ｂ）所望の照明パターンを達成するため又は容易な保守のためのポール
の高さを調整する制御動作；ｃ）所望の照明パターン２３１を達成し、割り当てられた照
明ユニット２０６を完全にオフすることによりエネルギを節約し、歩道又は交差点に対し
て光を共用するために照明器具の副パネルの角度を調整するための制御動作；ｄ）更に後
述するように、光を所望の方法で分散させるために例えばポールの梁に沿った照明器具２
６２の向き又は照明器具の傾きを調整するための制御動作；並びにｅ）例えば通常の動作
から調光モードへ等の、モード間の滑らかな照明の移行を達成するための制御動作を含む
。
【００６１】
　［００８２］当該システムの基本的制御オプションが図２ｂに示されている。実際の制
御動作は、これらの基本的制御動作の組み合わせであり得る。（Ａ）から（Ｂ）へ、ポー
ルの長さは照明パターンが制御されるように（即ち、Ａモードにおける街路照明がＢモー
ドよりも大きな面積を照らすように）調整される。（Ｂ）から（Ｃ）へ、ＬＥＤストリン
グの輝度が調整される（即ち、Ｂモードにおける街路照明はＣモードと比較して調光され
る）。（Ｂ）から（Ｄ）へ、１）ポール長の調整及び２）副パネルの角度調整（即ち、Ｄ
モードにおける照明パターン２３１の面積はＢモードに対して２倍にされる）を含む複数
の動作が行われる。
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【００６２】
　［００８３］当該システムの一態様は、図２ｃに示されるように、歩道２６４及び／又
は交差点／道路２６６に対して光を共用することである。重要なことに、１）ポール長は
歩道２６４を照明するために調整することもでき；２）異なる照明デザインは実際の制御
動作に影響与える可能性があり、斯かる異なる照明デザインを使用することができ；３）
歩道２６４及び交差点の照明パターン２３１を同一のハードウェア構成に基づいて特別に
制御することができる。（Ａ）から（Ｂ）へ、照明器具２６２は歩道側に向かって移動さ
れ、一層多くの光が歩道２６４に分配されるようにする。（Ａ）から（Ｃ）へ、（Ｃ）に
示されるように、照明器具２６２の特定の副パネル（又は複数の副パネル）は照明パター
ン２３１の領域を広げるように角度が調整される。（Ｄ）において、この目的のためには
、別個のＬＥＤストリング／パネル及び／又はレンズが設けられる他の照明器具デザイン
が適している。
【００６３】
　［００８４］当該システムの他の重要な態様が図２ｄに示されている。図２ｄには、都
市におけるラッシュアワー交通等の間において交通の流れが多い場合の通常の動作が示さ
れている。この場合、街路照明は、当該道路全体にわたり均一な照明パターン２３１を達
成するように最適に制御される。図２ｅにおいて、交通の流れが減少された場合、道路上
では、より少ない光しか必要とされない。ＣＭＳ１０２又は制御ユニット１０５は、ＤＡ
ＬＩ又は他のタイプの制御アルゴリズムに基づくことができる。調光コマンドは、グレア
又は他の目の順応影響を防止するためにゆっくりと（第１、第３及び第５ポールに対して
）処理される。同時に、照明器具２６２（第１、第３及び第５ポールの）における各副パ
ネルは特定の角度に調整され、均一な照明パターン２３１を生じさせる。伝統的な調光技
術とは異なり、図における第２及び第４ポールは、５０％までもの余分なエネルギを節約
するために完全に電源が切られる。更に、更に少ない光が望ましい場合、当該システムは
、均一な照明パターン２３１が達成されるまで、照明器具の高さ／向き（この場合は、長
さを増加させる）及び副パネルの角度の両方を制御する。図２ｆにおいては、第１及び第
４ポールのみがオンされ、残りのポールは完全に電源が切られる。従って、約６７％の余
分なエネルギを節約することができる。
【００６４】
　［００８５］照明ユニット２０６の例示的デザインを以下に概説する。図２ｇに図示さ
れたように、該デザインが４つの異なるビューで示されている。底面図は、照明ユニット
２０６に副パネル２７０の位置を示している。副パネルＣは中央パネルであり、角度的に
固定され、照明パターン２３１の主要部分を提供する。副パネルＡ１及びＡ２は横方向照
明パターンを制御するための側部パネルである。同様に、副パネルＢ１及びＢ２は縦方向
パターンのための、特には歩道又は交差点に対する配光のためのものである。各副パネル
はヒートシンク２７２を備え、当該照明器具は全体としての熱放散能力を提供する。図２
ｇにおいて、上面図からは照明ユニット２０６の支持具２７４が示されており、該支持具
は調整棒２７６及び調整スロット２７８に接続されている。調整棒２７６は、ＣＭＳ１０
２又は制御ユニット１０５及び当該ポールにおける機械系（詳細には図示されていない）
により制御されて、照明器具２６２を例えば該ポール２６０の梁に沿って移動させる。前
面図及び側面図は、レンズ２８０及び副パネル２７０の軸２８２並びに所望の照明パター
ンを達成するための制御された角度を示している。副パネルＡ１及びＡ２の角度が変化さ
れた場合、当該照明パターンの横方向尺度が変化される。例えば、電灯照明パターンの推
移が図２ｄから２ｅへ、又はその逆に示される如くである。側面図における副パネルＢ１
及びＢ２は、当該パターンを当該ポールの梁に沿って調整するように図示されている。例
えば、その推移は図２ｅから２ｆへ又はその逆に示される如くである。
【００６５】
　［００８６］照明ユニット２０６のための３つの照明器具デザインが図２ｈに示されて
いる。照明器具Ａは図２ｇのものと同一である。照明器具Ｂは、図２ｃに示した用途のた
めのものであり、特別なＬＥＤストリングが歩道照明のために組み込まれている。照明器
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具Ｃは、駐車場の照明に適している。基本的なアイデアは、同様に、副パネルが照明パタ
ーン２３１を変えられるように可撓性であることである。
【００６６】
　［００８７］図２ｇ及び２ｆにおける例示的照明ユニット２０６（例えば、照明器具デ
ザイン）のための制御ユニット１０５及び電源ユニット１１４を説明する。ＬＥＤドライ
バは、通常、共に定電圧及び定電流制御モードを備える絶縁されたＡＣ／ＤＣプラスＤＣ
／ＤＣ変換器である。制御ユニット１０５（通常、アナログ集積回路チップである）は一
次側に配置され、二次側からのフィードバック／補償情報に基づいてＬＥＤ電流／電圧を
制御する。副パネルのＬＥＤストリングは、異なる電流を、従って異なる輝度を有するよ
うに個別に制御することができる。ＣＭＳ１０２又は制御ユニット１０５は、照明ユニッ
ト２０６の電気及び機械系の両方を制御することができる。斯かるストリングの各々の電
流情報は、ストリング電流を各々制御するために、ＣＭＳ１０２又は制御ユニット１０５
のアナログ／デジタル変換器により検知される。３.３Ｖの電力供給は、主ＬＥＤドライ
バの二次側からのものである。
【００６７】
　［００８８］例えば入力／出力装置２３９から受信されるコマンドはＣＭＳ１０２又は
制御ユニット１０５により処理され、制御信号が上記電気系及び機械サブシステムに送信
される。重要なことに、ＣＭＳ１０２又は制御ユニット１０５は前記ポール及び照明器具
における機械系に固有のコマンドを供給して、ａ）当該照明器具の高さ；ｂ）前記副パネ
ルの各々の角度；ｃ）当該照明器具のポールの梁に沿う位置、及びｄ）その他（例えば、
当該照明器具の向き）を調整する。該機械系は、ＣＭＳ１０２又は制御ユニット１０５か
らのコマンドを実行するための追加の制御ユニットを有することができる。
【００６８】
　［００８９］一実施態様は、例えば、トンネル入口又は境界区域（threshold zone）の
前における所謂ブラックホール現象を低減することに関するものである。著しい昼光とト
ンネル照明とのコントラストは、自動車運転者がトンネル入口に近づいた場合に減速させ
ることにつながる。運転者の目が日中殆ど又は暗くしか照明されていないトンネル入口の
輝度に順応する際に、運転者はブレーキを掛けがちである。このことは、交通渋滞及び関
連する事故の危険性を生じさせる。
【００６９】
　［００９０］一方通行トンネルの典型的な縦断面は、CIE 88 2004：道路トンネル及び
地下道の照明に関する指針（CIE：照明に関する国際委員会）に規定されている。図２ｉ
に示されたように、該指針は、現在の速度で継続するか、減速するか、又は停止するかを
決定するトンネル入口までの接近距離であるアクセス区域２８０を規定している。トンネ
ルの入口に関して、ＣＩＥは入口の直後の、当該トンネルの最初の部分として境界区域２
８２を定義している。該境界区域は、当該トンネルの始点、又は日光の日除け（存在する
場合）の始点の何れかで開始する。当該トンネルの内部に関して、該指針は移行区域２８
４、内部区域２８６及び最後に出口区域２８８を規定している。
【００７０】
　［００９１］CIE 88 2004規格及び殆どの国のトンネル照明規格は、トンネル照明がト
ンネルの境界から開始することを規定している。斯かる規格は、この区域における高出力
照明器具：Ｌth＝Ｋ＊Ｌ20を推奨している。アクセス区域におけるＬ20は、基準点に位置
すると共にトンネル開口の高さの四分の一に等しい高さの中心点に目を向けた観察者によ
り円錐視野（２０°（２ｘ１０°）の角度の範囲に及ぶ）内で測定された輝度値の平均と
して定義される。Ｋは定義される車両速度に依存する。
【００７１】
　［００９２］この実施態様において、照明ユニット２０６－０（該照明ユニットは防塵
及び防水のハウジング内に設置することもできる）は、２つのセンサ２２６、即ち１一方
の交通流センサ及び他方の周囲光レベルセンサ又は複合の２つのセンサを含む（他の例と
して、輝度カメラをトンネルのアクセス区域に使用することができるか、又は該カメラは
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一層正確な結果を得るためにトンネル境界区域の光検出器と一緒に動作することもできる
）。照明ユニット２０６－０は、トンネルのアクセス区域又はトンネルのガントリに設置
することができる。他の例として、照明ユニット２０６－０は、他のセンサが設置されて
いないか又は利用可能でない場合、前記資源サーバ１１２から交通流量及び気象（周囲光
）データを受信することもできる。制御ユニット１０５又はＣＭＳ１０２は、上記２つの
センサ２２６からのデータ（例えば、交通流監視センサ及びリアルタイム周囲光レベル情
報）を処理し、照明ユニット２０６－０の傾斜角度２９０を制御する（例えば、傾斜角度
／高さ調整）。傾斜角度２９０調整モジュールは、ビームの異なる傾斜角度を得るために
、例えばサーボ系を使用することができるか、又は複数角度のＬＥＤを用いることができ
る（前述したように、照明ユニット２０６－０の高さを調整することもできる）。照明モ
ジュールは、調光可能なＬＥＤパネル、ヒートシンク及びドライバ（図示略）を有するこ
とができ、ここに説明するように、輝度を調整することができる。
【００７２】
　［００９３］照明ユニット２０６－０は、周囲光レベル及び交通流量を検出する。推奨
される高さはトンネルの天井に合わせる（例えば、トンネル開口の高さより高くない）。
前記（２つの）センサは、周囲光レベル及び交通流量の情報を収集し、次いで、データを
制御ユニット１０５又はＣＭＳ１０２に送信する。制御ユニット１０５又はＣＭＳ１０２
は、上記検知データを使用して、傾斜角度２９０を自動的に制御する（図２ｉ～２ｋに示
されるように）一方、照明ユニット２０６－０の輝度を調整すると共にセンサデータを継
続的に監視する。制御ユニット１０５又はＣＭＳ１０２は、光源の傾斜角２９０を自動的
に調整すると共にランプの輝度を調整し、“ブラックホール現象”を低減して、トンネル
の交通安全性を改善する。
【００７３】
　［００９４］傾斜角度及び輝度の調整の方法が、例えば、表１に示され、該表は本発明
で定義される１２のモードを示している。該方法は交通流量及び周囲光レベルの両方の情
報を組み合わせる。
【００７４】
【表１】

【００７５】
　［００９５］CIE 88 2004に定義される交通量レベルは、トンネルの仕様に関係する。
単一方向トンネルに対する典型的な定義は、“多い”は交通流量レベルが２４００v/hr以
上であることを意味し、“中程度”は量が７００v/hr～２４００v/hrの間であることを意
味し、“少ない”は７００v/hr未満を意味することである。
【００７６】
　［００９６］周囲光レベルは、様々であり、時間及び気象の両方により変化し得る。例
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示的に、（１）晴れ：３００００lx又はそれ以上、L20輝度カメラが接続された場合、２
０００cd/m2より高い；（２）曇り：３０００～３００００lx、L20輝度カメラが接続され
た場合、１０００～２０００cd/m2である；（３）本曇り、雨又は雪：１００～３０００l
x、L20輝度カメラが接続された場合、５００～１０００cd/m2である；（４）夜：１００l
xより低い、L20輝度カメラが接続された場合、５００cd/m2未満である；に分類される。
【００７７】
　［００９７］モード１～６は図２ａに示され、モード７～９は図２ｂに示され、モード
１０～１２は図２ｃに示されている。
【００７８】
　［００９８］図２に更に示されているように、照明システム２００は、例示的に、動き
センサ（モーションセンサ）２２８、レーダセンサ２３０、画像センサ２３２、光センサ
２４２及び音響センサ２４０－１，２等（集合的に、“センサ　２２６”）を含むことが
でき、これらは本システムの実施態様によりコントローラに供給されるセンサ情報に含め
ることができる。図２に示されるように、音響センサ２４０－１，２は、音／震動源の近
くとなるように地面の近くに（即ち、照明ユニット／ポールの底部に）設置することがで
きるか、又は当該照明器具の内部に設けることもできる。
【００７９】
　［００９９］ＩＲ温度センサは、対応する照明ユニット２０６－Ｎの周囲の１以上の位
置における地表温度等の温度をレポートすることができる。赤外線（ＩＲ）／大気（周囲
）センサは、対応する照明ユニット２０６－Ｎの近傍の大気温度情報を供給することがで
きる。更に、画像センサは、画像情報（例えば、雨が降っているか、所望の照明レベルで
あるか等の大気状況を決定するために処理することができる）を供給することができる。
最後に、音響センサは、音響情報（例えば、自動車事故又は路面の穴等の種々の事象を決
定するために処理することができる）を供給することができる。
【００８０】
　［０１００］更に、照明システム２００のセンサ２２６は、特には緑色光センサ又は緑
色フィルタを備える光センサ等の植物、草の反射に敏感なセンサ、及び当該電灯の周囲の
葉っぱを殺す例えば紫外電灯等の発光体を含むことができる。
【００８１】
　［０１０１］動きセンサ２２８－Ｎは、照明の必要性又はイベントの検出を予想するた
めに使用することができる。例えば、当該ＯＬＮは、ユーザインターフェース装置１２２
又は入力／出力装置２３９を含み得る車両２３６－１又はユーザ２３７－１が進行する方
向を予想することができる。道路に沿う動きセンサ２２８－Ｎは、車両２３６－１が進行
している方向を検出すると共に、当該進行中の車両の方向における次の幾つかの隣接する
照明ユニット２０６－Ｎの照明レベル、色温度、方向を変更することができる（他の照明
ユニット２０６－Ｎは変更しないまま）。交差点においては、如何なる可能性のある進行
方向における照明ユニット２０６－Ｎも影響を受け、当該車両が該交差点から特定の経路
に沿って進行を開始した場合、その時点で、該車両の前方の照明ユニット２０６－Ｎが点
灯する一方、他の経路は暗くされるか又はオフされる。同様に、駐車場又は公園において
は、動きセンサ２２８－Ｎは人が進行している方向を検出することができ、該人が移動し
ている方向の照明ユニット２０６－Ｎは、安全性、警戒を促す何らかの他の照明パターン
、経路照明方向又は他の望ましい目標を形成する。
【００８２】
　［０１０２］図２を参照すると、車両２３６－１が領域２３１－１において街路に沿っ
て進行している場合、動きセンサ２２８－１及び２２８－２は当該ＯＬＮが進行方向及び
進行速度を決定することを可能にする。このようにして、適切な照明ユニット２０６－Ｎ
が即座に照明されると共に、当該車両の前方に更に沿う照明ユニット２０６－Ｎが照明さ
れ、該車両の進行経路の前方の道を照明する。当該車両が或る交差点に近づくにつれて、
２つの街路のうちの一方に沿う進行方向を予想して、他の照明ユニット２０６－Ｎが必要
に応じて照明されるか又は変更される。車両２３６－１が照明された進行経路を越えて進
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行した場合、当該動きセンサにより次のイベントが感知されるまで、照明ユニット２０６
－Ｎは低い照明レベルに下降調光され又はオフされる。この筋書きにおいて、照明ユニッ
ト２０６－Ｎは無線メッシュネットワークにおける個々のノードと考えることができる。
【００８３】
　［０１０３］他の例として、（運動）者／ユーザが、歩調（ペース）又は時間を維持す
るのを助けるために照明ユニット２０６－Ｎを用いることもできる。ユーザは、ユーザ入
力／出力装置（２３９－Ｎ）を介して照明ユニット２０６－Ｎに所定のペース又は時間を
供給する。ユーザが走る（又は自転車で走る）際に、照明ユニット２０６－Ｎは、ユーザ
入力／出力装置（２３９－Ｎ）を用いて上記ペース又は競争するゴーストランナを示す（
例えば、点滅する、色を変える等）。例えば、ユーザ入力／出力装置（２３９－Ｎ）は、
ランナ、サイクリスト等の像を表示することができる。
【００８４】
　［０１０４］（運動）者／ユーザは、２つの照明ユニット２０６－Ｎの間の時限ダッシ
ュ等の満足設定値のために照明ユニット２０６－Ｎを使用することもでき、その場合、照
明ユニット２０６－Ｎは何時走るべきかを示すために交互に照明する。照明ユニット２０
６－Ｎ内の加速度計センサ又はＮＦＣセンサは、タイミングを補助するために当該走者が
照明ユニット２０６－Ｎに何時到達したかを感知することができる。
【００８５】
　［０１０５］加えて、上記センサは当該照明システムの近傍における他の危険性を検出
することもできる。例えば、道路の穴２３８－１を検出し、車両２３６－１に警告する。
更に、照明ユニット２０６－Ｎが適切に機能することを妨げる木２４１の枝２４１－１を
検出することもできる（例えば、カラー検出、形状認識、テクスチャ認識、エッジ勾配ヒ
ストグラム、当該照明システムからの枝／葉の距離を検出する超音波センサ等を介して）
。他の例として、光センサを当該照明ユニットの下に上を向いて配置することができ、該
センサは夜間に該照明ユニットからの光を連続的に検出することができる。過去の輝度デ
ータとの比較は、植物の過度な成長の問題が存在するかを決定することができ、このこと
はＣＭＳ１０２にレポートすることができる。ＣＭＳ１０２は、穴２３８－１又は枝２４
１－１に関して警告を受けることができ、保守が計画される。他の例として、照明ユニッ
ト２０６－Ｎは、該照明ユニットの近傍における枝２４１－１又は他の植物を抑制又は殺
すようにデザインされた発光器（紫外電灯等の）を備えることもできる。
【００８６】
　［０１０６］音響（音又は振動）センサ２４０－Ｎは、規則的な頻度でサンプルをとる
ことができる。サンプリングレートに依存して、このことは、通信に広い帯域幅を必要と
し得る。各センサ２４０－Ｎは当該データから背景ノイズを抽出し、音レベルが閾値を超
えた場合にのみ感知データを送信する。従って、背景ノイズのデータは送信されない。
【００８７】
　［０１０７］通信帯域幅を節約するために、各センサ２４０－Ｎは、タイムウインドウ
内の音レベルが閾値より小さい場合、サンプリング頻度を減少させることができる。しか
しながら、この場合、センサ２４０－Ｎは、検出されるべき幾つかのイベントを逃すかも
知れない。これを改善するために、センサ２４０－Ｎは到来する交通を通知するために互
いに通信することができる。例えば、或る照明点におけるセンサ２４０が或るレベルより
大きな音を検出する場合、該センサは隣のセンサ２４０－Ｎ（両側のもの）に通知を送信
する。交通方向を決定することができる場合は、当該センサは上記通知を該交通方向に沿
う隣のセンサにのみ送信すればよい。到来する交通の通知を受信した場合、センサ２４０
－Ｎは或る期間にわたりサンプリング頻度（周波数）を増加させる。この期間は、平均交
通速度及びセンサ２４０－Ｎ間の距離により決定することができる。センサ２４０－Ｎが
当該期間内で何らかの関心事項を検出した場合、当該センサは、この交通通知を道路に沿
って隣のセンサ２４０－Ｎに伝搬させる。斯かる通知のパケットの進行は交通よりも非常
に速いので、センサ２４０－Ｎは該通知を常に受信し、該交通が到達する前にサンプリン
グを開始することができる。
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【００８８】
　［０１０８］タイムウインドウ内の音信号は、先ず不要なエンジンノイズ及び風のノイ
ズを除去するためにハイパスフィルタを介して処理し、次いで高速フーリエ変換（ＦＦＴ
）によりパワースペクトルに変換することができる。その後、このパワースペクトルから
種々の特徴を抽出する。音響解析において使用される最も良く知られた特徴は、全パワー
、サブバンドパワー、スペクトル重心、信号帯域幅及びメル周波数ケプストラム係数（Ｍ
ＦＣＣ）を含む。これらの特徴は、各センサにおいて現在のタイムウインドウに関して取
得される。各センサ２４０－Ｎの斯かる特徴は、時間にわたって進展もする。従って、最
終的な音のプロファイルにおいては、時間にわたる特徴値の平均を使用する。
【００８９】
　［０１０９］各センサ２４０－Ｎの音のプロファイルは、高次元の特徴空間における点
を表す。隣接する照明点におけるセンサのノイズプロファイルは、非常に類似したものと
なるべきである。このことは、これらのプロファイルが特徴空間において集団（クラスタ
）を形成することを意味する。該クラスタにおける異常値を見付けるために既存のアルゴ
リズムを使用することができる。異常値が見付かった場合、当該位置で何かが起きている
ことが分かる。これは、路面の問題又は自動車事故であり得る。しかしながら、この異常
値が長時間にわたり存在する場合、この位置に特有の何かが起きていることが分かり、こ
れは路面に関するものであり得る。
【００９０】
　［０１１０］上述した方法は、ラベル付けされたデータから学習することなしに動作す
る。時間がたつにつれて、道路保守チームが道路を補修するために派遣され、異なる音プ
ロファイルに対して路面状況及び深刻度を確認／ラベル付けすることができる。これらの
ラベル付けされた音プロファイルを訓練データとして用い、既存のマシン学習アルゴリズ
ムを、音プロファイルと異なる道路状況／深刻度との間の相関を見付けるために使用する
ことができる。システム稼働中に、音プロファイルの異常値があった場合、システムは該
異常値を路面状況／深刻度にマッピングすることができる。
【００９１】
　［０１１１］異常な表面状況が検出された場合、ＣＭＳ１０２は通知され、保守を計画
することができる。静的優先度を、異なる路面状況及び深刻度に割り当てることができる
。保守チームは、補修の優先度に基づいて派遣することができる。また、近傍内の補修を
一緒に計画することができるように、補修の位置を考慮に入れることができる。更に、よ
り高い優先度を、より高い交通量の道路に付与することができる。この優先付けは、表面
状況推定アルゴリズムにより動的に実行することもできる。路面に問題がある場合、該推
定アルゴリズムは、この道路の交通量が多い場合に、一層速く且つ一層多い繰り返しで検
出する。
【００９２】
　［０１１２］更に、光センサ２４２は危険検出のために使用することもできる。各光セ
ンサ２４２は、ローカルな路面からの反射光の強度を取得する（例えば、毎日の真夜中か
ら２～３時間の間）。その後、ＣＭＳ１０２又は制御ユニット１０５は、平均の又は真ん
中の強度を決定する。平均又は中央強度（ｉにおけるＩｉ）は、一時的な車両及び歩行者
の影響を防止することを助ける。オリジナルの記録光強度（Ｉ０）は、例えばシステム設
置時に事前に記録される。その時点では路面には欠陥が存在しないので、該オリジナル光
強度は現在のデータと比較されるべき基準となる。
【００９３】
　［０１１３］荒れ模様の気象（例えば、雨、雪及び氷結）等の路面上の異常も反射光に
影響を与え、従って、ＩｉはＩ０と直接比較することはできない。しかしながら、荒れ模
様の気象は一般的に広い領域において発生するので、現データをオリジナルのデータと比
較する場合に、殆どの光センサは差を検出する。このような状況をセンサ２４２が他のセ
ンサ２４２との通信の後に検出した場合、該センサは現データＩｉをそのまま無視する。
このような協調は、各照明ユニット２０６－Ｎに埋め込み照明システムが取り付けられる
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場合、各照明ユニット／ポール２０６－Ｎにおいて実行することができる。
【００９４】
　［０１１４］物体、葉っぱ及びゴミ等のローカルな一時的道路状態も反射光に影響を与
え、従って、ＩｉはＩ０と直接比較することはできない。このように、下記の式：
Ｉi’＝Ｉi-1’＋ｆ・Ｉi，ここで、Ｉ0’＝Ｉ0

のような修正が必要である。
【００９５】
　［０１１５］上記式において、ｆは学習係数である。ｆが小さいほど、一時的な道路状
態の影響Ｉi’も小さくなる。推奨される値は０.１である。この式によれば、ローカルな
反射光の差は幾つかの日（悪い天候の日はステップ２により含まれない）に関してのみ存
在し、Ｉi’は最終的にＩiに更新する。
【００９６】
　［０１１６］各センサ２４２は、毎日、Ｉi’を自身のオリジナルデータＩ0と比較する
。閾値thを設定し、｜Ｉi’－Ｉ0｜＞thなら（路面の欠陥が存在することを示す）、対応
する照明ユニット２０６－ＮはＣＭＳ１０２にレポートすることができる。
【００９７】
　［０１１７］また、当該電灯はステップ状の又は矩形波の光を道路に供給して、反射光
を検出することもできる。ステップ状又は矩形の波は多くの異なる周波数を含むので、異
なる路面は、これら全ての周波数に対する全応答（周波数応答）を表す異なる応答曲線を
示す。この曲線が大きく変化する場合、このことは、欠陥が存在することも示し得る。
【００９８】
　［０１１８］保守チームに通知することとは別に、同じ方法を運転者に通知するために
使用することもできる。加えて、該通知はナビゲーション装置に送信することもでき、該
ナビゲーション装置は該情報に基づいて最良の経路を決定することができる。
【００９９】
　［０１１９］照明ユニット２０６－Ｎは単一のメッシュネットワークの一部とすること
ができ、該ネットワークはＣＭＳとマスタ照明ユニット２０６を介して通信することがで
きる。何の照明ユニット２０６－Ｎがスレーブとなるように適合化され、何れがマスタと
なるように適合化されるかの選択は、例えばインターネットとのマスタ照明ユニット２０
６のセル又は衛星通信にとり最適な位置、及び／又は支援及び保守構造に対する近さ等を
含む種々の基準に従って実行することができる。“照明ユニットに対する（on-light uni
t）”とは、他の照明ユニット２０６－Ｎに関係しない１つの照明ユニット２０６に固有
な動作を指すことに注意されたい。例えば、駐車場の単一の照明ユニット２０６において
動きが感知された場合、該照明ユニット２０６だけに対して照明レベルを増加させ、他の
照明ユニット２０６は無関係とする。“照明ユニットにわたって（across-light units）
”とは一連の又は一群の照明ユニット２０６－Ｎ（例えば、或る街路に沿う一連の照明ユ
ニット２０６－Ｎ）が含まれること意味することに注意されたい。自動車が少なくとも２
つの照明ユニット２０６－Ｎを通過する際に、動き情報（速度、進行方向）を該街路に沿
う他の照明ユニット２０６－Ｎに通知し、自動車進行経路の前方の“道路を照らす”こと
ができる。
【０１００】
　［０１２０］また、コントローラ２０５及び／又はＣＭＳは、センサ情報及び／又は他
の情報（例えば、第三者又は資源サーバ１１２から受信された）を処理し、該情報及び／
又はセンサ情報に従って照明設定、照明シーケンス、物体の動き、イベント状況又はパタ
ーンを決定することもできる。例えば、危険な道路状況を通知するため、又は方向性の経
路照明方法のためである。この場合、コントローラ２０５及び／又はＣＭＳは対応する照
明設定を形成することができ、該照明設定は照明ユニット２０６－Ｎの１以上に送信する
ことができる。該照明設定情報は、照明ユニット２０６－Ｎの１以上の電力使用、照明パ
ターン、照明輝度、照明スペクトル（例えば、色調、カラー等）、照明偏光等の照明ユニ
ット２０６－Ｎの特性を制御するために使用することができる情報を含むことができる。
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更に、本システムの実施態様によれば、１以上の照明ユニット２０６－Ｎがセンサ情報を
隣接する照明ユニット２０６－Ｎに送信することができ（例えば、低出力通信リンクを介
して）、次いで、該照明ユニットが２以上の照明ユニットに対する対応するセンサ情報を
形成すると共に、このセンサ情報を更なる処理のためにコントローラ２０５及び／又はＣ
ＭＳに送信する（例えば、高出力通信リンクを介して）ことができることも考えられる。
【０１０１】
　［０１２１］更に、照明パターン２３１－８に関して、ＣＭＳは照明ユニット２０６－
Ｎを制御して、照明パターンの１以上の定められた領域又は１以上の領域の部分（例えば
、図２における明るい陰影より明るい照明を示す暗い陰影を参照）に対する照明輝度を照
明設定情報に従って調整することができる。このように、例えば、照明ユニット２０６－
８等の照明ユニット２０６－Ｎが例えば照明マトリクス（ｘｉ，ｙｉ）に対応し得る領域
２３５－８を照明することができると仮定する場合、ＣＭＳは照明源２０６－８を制御し
て、照明パターンを全マトリクス（ｘｉ，ｙｉ）又は該マトリクスの一部（照明パターン
２３１－８により画定された領域等）等の領域を照明するように調整することができる。
更に、照明パターン２３１－８との照明パターン内において、当該コントローラは照明ユ
ニット２０６－Ｎを制御して、照明輝度（例えば、ルーメン/面積）を、照明パターン２
３１－８の各部が、該照明パターン２３１－８内に示した前述した明るい及び／又は暗い
陰影により示されたような大凡の照明を有するようにすることができる。このように、照
明パターン、色温度及び／又は照明輝度（例えば、対応する照明ユニット２０６－Ｎによ
り照明される全領域内又はパターン内の）を当該システムにより制御することができる。
【０１０２】
　［０１２２］本発明の一態様において、照明ユニット２０６－Ｎは車両２３６又はユー
ザ２３７（以下、“ユーザ”）から送信される無線信号を検出する。該無線信号（例えば
、ＤＳＲＣ若しくはWi-Fi電波、又は何らかの他の無縁電波を介しての）は、ユーザの識
別情報を含む。該識別情報は、車両のＶＩＮ番号及び／又は無線電波装置のＭＡＣアドレ
スにより表すことができる。照明ユニット２０６－Ｎは、上記無線信号を該識別情報、タ
イムスタンプ及び信号強度と共に記録する。該無線信号に関する他の情報も、到来角度等
の当該受信器無線の能力に依存して含めることができる。照明ユニット２０６－Ｎは無線
信号の収集された情報をＣＭＳ１０２に送信し、該ＣＭＳは該情報を車両／ユーザデータ
ベースに記憶し及び更新する。該車両／ユーザデータベースは、ユーザが同一の道路上の
最寄りの照明ユニット２０６－Ｎの周囲で一緒にグループ化されると共に、車両／ユーザ
から当該照明ユニット２０６－Ｎへの相対位置が記録されるような形で編成される。各照
明ユニット２０６－Ｎの周囲の交通速度及び量の情報は、ＣＭＳ１０２により、車両／ユ
ーザからの複数の無線信号に基づいて導出される。交通の速度及び量の情報は、照明ユニ
ット２０６－Ｎに設置されたセンサ２２６により得ることもできる。種々の方法で取得さ
れた全ての交流の速度及び量情報は、一層正確で完全なサービスを提供するために一緒に
統合することができる。磁気センサ、音響センサ及びＣＯ２センサ等の他のタイプのセン
サ２２６を、正確な交通情報を得る助けとなるように用いることもできる。
【０１０３】
　［０１２３］交通の速度及び量情報を提供することとは別に、ユーザデータベースは、
各ユーザを識別情報（例えば、車両内の無線電波装置のＭＡＣアドレス又は車両のＶＩＮ
）に従って突き止めると共に、個性化されたサービスを提供する他の重要なフィーチャも
提供する。このフィーチャは可能性のある交通違反を決定するために使用することもでき
、その出力は特定の位置のみならず、特定の期間内の所与のユーザの履歴を決定する位置
のリストでもあり得る。各車両を識別する他の方法も、当該提案されるシステムによって
用いることができ、情報を車両データベースに供給する。例えば、各車両を固有に識別す
る車両のプレート番号を検出するためにカメラを使用することもできる。
【０１０４】
　［０１２４］車両／ユーザのスマートデバイスは、当該車両の前方の交通情報を問い合
わせるためにＣＭＳ１０２にリクエストを送信する。該リクエストは、当該車両のＶＩＮ
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、当該スマートデバイス若しくは車両内の無線電波装置のＭＡＣアドレス、又は当該車両
のプレート番号等の当該ユーザの識別情報を含む。ＣＭＳ１０２は、該リクエストを受信
し、ユーザの識別番号を取得する。該識別番号は、ＣＭＳ１０２により、当該ユーザに最
も近い照明ユニット２０６－Ｎ及び該照明ユニット２０６－Ｎと当該ユーザとの間の相対
位置を取得すべくユーザデータベースに問い合わせるために使用される。ＣＭＳ１０２は
、上記照明ユニット２０６－Ｎに対する位置情報を用いてユーザからのサービスリクエス
トを果たす。
【０１０５】
　［０１２５］車両内の又はユーザに伴うユーザインターフェース装置１２２又は入力／
出力装置２３９は、ユーザの前方の交通情報を問い合わせるためのリクエストを送信する
。このようなリクエストを受信した後、ＣＭＳ１０２は、先ず、上記リクエスト（該リク
エストにおける識別情報を用いる）をユーザの位置と突き合わせ、次いで、該位置の周辺
の交通情報を供給すると共に該情報をユーザに返送する。この場合、該ローカルな交通情
報は交通速度／量、道路上の事故、及び道路工事を含む。
【０１０６】
　［０１２６］ＣＭＳ１０２又は他のシステムマネージャ（図示略）は、交通情報を契約
したユーザに送信することができる。車両／ユーザの前方で何らかのイベント（例えば、
交通事故、新たな工事等）が発生しているなら、これらのイベントはユーザにリアルタイ
ムに送信される。
【０１０７】
　［０１２７］車両内の又はユーザに伴うユーザインターフェース装置１２２又は入力／
出力装置２３９は、悪天候（例えば、霧、雪等）、道路の渋滞及び／又は道路工事が当該
ユーザの前方にある場合に、より良い進行経路／方向及び賢いローカルな迂回情報を問い
合わせるためにリクエストを送信する。このようなリクエストは、ユーザが行こうとして
いる次の目的地を含む。このようなリクエストを受信した後、ＣＭＳ１０２は、先ず該リ
クエストをユーザの位置と突き合わせ（リクエストメッセージ中の識別情報を用いて）、
種々の情報データベースをチェックし、次いで、当該車両の周囲のローカル情報に基づい
て危険指示情報、又は一層良い経路及び賢いローカルな迂回情報を供給し、該情報をユー
ザに又は照明ユニット２０６－Ｎ上の入力／出力装置２３９を用いた指示情報を介して返
送する。Bellman Ford及びDijkstraのアルゴリズム等の何らかの標準的最短経路アルゴリ
ズムを、これらアルゴリズムにおけるコストとして遅延、経路長又は他の尺度を用いるこ
とにより使用することができる。
【０１０８】
　［０１２８］ＣＭＳ１０２は、入力／出力装置２３９と、ユーザの移動方向の前方の幾
つかの有名な場所との間の交通情報を問い合わせることもできる。ＣＭＳ１０２は斯かる
交通情報を含むメッセージを入力／出力装置２３９に送信し、該入力／出力装置は該メッ
セージを提示する。これらの情報は、道路状況、道路工事、交通渋滞及び／又は特定の目
的地までの遅延を含むことができる。
【０１０９】
　［０１２９］ＣＭＳ１０２は、適応的交通バランス（adaptive traffic balancing）等
の作業を実行するために入力／出力装置２３９上の表示メッセージを動的に変更する。適
応的交通バランスのために、表示器上の迂回メッセージは制御されてリアルタイムな交通
情報に適応する。道路上の交通速度が低く、且つ、交通量が大きい場合、ＣＭＳ１０２は
、特定の目的地までの距離及び時間の点で一層良い代替経路を見付けることができる。こ
れらの代替経路は、入力／出力装置２３９上に示される。ＣＭＳ１０２は交通情報を、例
えばユーザデータベースを介して監視する。より良い代替経路が存在する、又は、より良
い代替経路が変化した場合、ＣＭＳ１０２は入力／出力装置２３９にメッセージを送信し
、それに応じて、表示された迂回メッセージを変更する。
【０１１０】
　［０１３０］ＣＭＳ１０２は、入力／出力装置２３９の近傍を移動するユーザからの全
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てのリクエストを分析する。１つの斯様なリクエストは、通常、運転者がＣＭＳ１０２に
対して経路リクエストを送信する際に該運転者により一度発生され、該ＣＭＳは該リクエ
ストのために常に働いて、当該車両の新たな位置を受信した場合は運転者に指示を能動的
に送信する。これらのリクエストからは目的地住所が抽出される。幾つかの目的地はＣＭ
Ｓ１０２により特定の規則に従って選択され、該ＣＭＳは幾つかの最も人気のある目的地
を選択することができるか、又は屋外表示器と最も多い目的地との間の通常の位置を選択
することができる。ＣＭＳ１０２は、サービスデータベースに問い合わせ、入力／出力装
置２３９と選択された目的地との間の交通情報を取得すると共に、該情報を含むメッセー
ジを入力／出力装置２３９に送信し、該装置は上記メッセージを提示する。該メッセージ
は通過する車両に適応する。
【０１１１】
　［０１３１］ＣＭＳ１０２は、入力／出力装置２３９の近傍を移動するユーザからの全
てのリクエストを分析する。これらのリクエストからは目的地住所が抽出される。幾つか
の目的地はＣＭＳ１０２により特定の規則に従って選択され、該ＣＭＳは幾つかの最も人
気のある目的地を選択することができるか、又は屋外表示器と最も多い目的地との間の通
常の位置を選択することができる。ＣＭＳ１０２は、選択された目的地に基づいて宣伝を
選択する。これらの宣伝は、ガソリンスタンド、ショッピングモール、レストラン等の目
的地住所の事業に従って、又は目的地住所の周囲の事業に従って選択され得る。ＣＭＳ１
０２は、これらの宣伝を屋外表示器に送信し、該表示器は、それに応じて、これらの宣伝
を示す。
【０１１２】
　［０１３２］幾つかのセンサ２２６は、近隣の駐車場の使用状態を検出するために照明
ユニット２０６－Ｎ上に設置される。これらのセンサ２２６－１０は、幾らかの基本的画
像処理を備えたカメラセンサ、又は赤外線センサとすることができる。１つのセンサは、
照明ユニット２０６－１０の周辺の１以上の駐車場を監視することができる。上記画像処
理アルゴリズムの一例は、駐車場内に車両がない画像と、車両がある画像とを比較し、該
駐車場に関して該２つの画像の一部に大きな差が存在するかを検証することである。カメ
ラセンサと一緒に、車両検出アルゴリズムを使用することもできる。駐車場内又はその周
囲に幾つかのセンサ２２６を設置することもでき、これらセンサは当該駐車場の使用状態
に関して照明ユニット２０６－１０と通信することができる。
【０１１３】
　［０１３３］街路駐車場及び大きな駐車エリアは、これらのセンサ２２６を介して照明
ユニット２０６－Ｎにより監視される。照明ユニット２０６－Ｎは、近隣の駐車場の利用
可能性情報を含むメッセージを他の照明ユニット２０６－Ｎへ及びＣＭＳ１０２へ送信す
る。各照明ユニット２０６－Ｎは、特定の距離内の駐車場についての更新された情報に関
するローカルなデータベースを維持することができる。ＣＭＳ１０２は、監視される全て
の駐車場のデータベースを維持する。ＣＭＳ１０２は入力／出力装置２３９を適応的に制
御し、該装置は上記データベースの更新に従って駐車利用可能性情報を表示する。照明ユ
ニット２０６－Ｎも、自身のローカルなデータベースを使用して、屋外表示器上に表示さ
れる駐車利用可能性メッセージを自身のローカルなデータベースに従って制御することが
できる。これらの駐車利用可能性メッセージは、最寄りの利用可能な駐車エリア／駐車場
を含むと共に、そこにどの様に行くか（前進する、左若しくは右に曲がる等、又は現在位
置及び利用可能な駐車場の位置のマークを伴う地図）も含むことができる。
【０１１４】
　［０１３４］車両内の運転者／ユーザは、該車両内の入力／出力装置２３９又はモバイ
ル装置（例えば、スマートフォン）を介して駐車利用可能性情報をリクエストする。該リ
クエストは、車両のＶＩＮ又は車両内の無線電波装置のＭＡＣアドレス等の該車両の識別
情報を含む。該リクエストは、近傍の照明ユニット２０６－Ｎへ又は通信ネットワーク１
０８を介してＣＭＳ１０２へ直接送信することができる。ＣＭＳ１０２が斯様なリクエス
トを受信した場合、該ＣＭＳは先ず当該車両の識別情報を用いてユーザデータベースに問
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い合わせ、当該ユーザに最も近い照明ユニット２０６－Ｎ及び該照明ユニット２０６－Ｎ
と当該ユーザとの間の相対位置情報を見付ける。ＣＭＳ１０２は上記位置情報を用いて駐
車可能性データベースに問い合わせ、当該車両の周辺の駐車利用可能性情報を含むメッセ
ージを当該車両内の入力／出力装置２３９に返送する。該メッセージは、これらの駐車場
に到達するためにユーザが辿るべき経路情報を含むこともできる。照明ユニット２０６－
Ｎが斯様なリクエストをユーザから受信し、これら照明ユニットが近傍の利用可能な駐車
場情報に関するローカルなデータベースを有する場合、これら照明ユニットは同じメッセ
ージを当該車両内の入力／出力装置２３９に返送することもできる。該入力／出力装置２
３９は該応答を自身の画面又は当該車両内の何らかの利用可能なスクリーン上に表示して
、当該運転者が駐車場を選択し、及び／又は駐車場に到るための経路を辿るようにする。
【０１１５】
　［０１３５］ＣＭＳ１０２は、入力／出力装置２３９の近くを移動するユーザからの全
ての駐車リクエストを分析する。これらのリクエストから目的地住所が抽出される。幾つ
かの目的地はＣＭＳ１０２により特定の規則に従って選択され、該ＣＭＳは幾つかの最も
人気のある目的地を選択することができるか、又は当該表示器に近い幾つかの通常の位置
を選択することができる。ＣＭＳ１０２は、屋外表示器を適応的に制御して、通過する車
両の目的地住所に近い地域におけるリアルタイムな駐車場利用可能性情報を表示する。こ
のようにして、運転者は表示器上の指示に従い、最良の駐車場を選択するために適時に行
動することができる。
【０１１６】
　［０１３６］更に、コントローラ２００５は、照明ユニット２０６－Ｎ又はＣＭＳの何
れかで分析することができる（例えば、センサ情報で受信された画像情報の画像解析を用
いて）センサ情報を受信／送信（例えば、リクエストに応答して又は周期的に）すること
ができと共に、照明パターンが十分であるかを判定し、及び／又は現在の照明パターンが
現在の照明要件を満たしていない（例えば、不十分である）と判定された場合は照明パタ
ーンを調整し又は特定のイベントに対して応答する（例えば、ユーザに交通データを送信
する、照明ユニットの故障、道路補修事案をレポートする等）ことができる。
【０１１７】
　［０１３７］この場合、コントローラ２０５及び／又はＣＭＳはシステム２００のメモ
リ内の照明設定／反応情報データベースを、後の使用のために、現在の照明設定情報、セ
ンサ情報、反応、他の情報等の該システムにより発生及び／又は受信される情報、及び／
又は予報、１日における時間等に従って形成及び／又は更新することができる。このよう
に、特定のパターンのための照明設定又はリクエスト若しくはイベント状況に対する応答
を、本明細書で説明するように当該システムにより及び／又はユーザにより変更すること
ができる。
【０１１８】
　［０１３８］例えば、照明ユニット２０６－Ｎに関する色温度の調整を、（１）気象（
例えば、道路が滑りやすい、霧により危険な場合等に、警告のために一層青色にする）、
（２）日中／夜間の時間（例えば、夜明け前に目の感度又は疲れに対処する）、（３）交
通（高い速度又は多い交通量は一層の機敏さを必要とする）等に基づいて変更することが
できる。これにより、エネルギ消費を最少にする。各目的の重要さ又は有効性は、場所及
び時間の両方により変化することに注意されたい。例えば、（ａ）滑りやすい道路及び交
通状況は場所依存的であり、（ｂ）疲れによる安全の危険性は時間依存的、即ち早朝の時
間において最も顕著である。上記調整は動的であり、適用される照明戦略はイベントの場
所及び日中／夜間の時間に基づいて変化する。他の例として、車両２３６－１又はユーザ
２３７－１は、適応可能なカラー及び輝度のＬＥＤを有する運転者装備品を備えた車両２
３６－１又はユーザ２３７－１を用いることもできる。
【０１１９】
　［０１３９］光に対する睡眠生理反応は周波数依存性であることに注意されたい。メラ
トニン抑制に対する光スペクトルの感度が存在することが知られている。例えば、青色光



(31) JP 6416198 B2 2018.10.31

10

20

30

40

50

は赤色よりもメラトニン抑制に一層効果的である。単色（例えば、青）光は疲労に対して
有効であり、エネルギ節約にとり効果的であるが、障害物の視認性にとり、従って安全に
とっては不都合である。
【０１２０】
　［０１４０］例示的に、資源１１２（例えば、インターネット）からの情報により増強
される、センサ２２６からのデータに基づいて、気象及び（同様に）交通に関する情報が
収集される。例えば、都市における温度が氷点近くであり、降雨がある部分では、より高
い警戒が必要であり、従って、照明ユニット２０６－Ｎは警戒度を増加させるように調整
される（色温度を一層多くの青波長光を含むように変更することにより）。同様に、測定
値が一層高い警戒を要する交通状況（例えば、局在化された大きな交通量）を示す場合、
色温度が同じように調整される。同様に、疲労による安全危険性の時間依存性プロファイ
ルを、例えば重大トラック事故における疲労に影響を与えるＮＴＳＢ(1995)要因等の既知
の研究に基づいて使用することができる。国家運輸安全委員会、安全研究NTSB/SS 95/01,
 Washington DC. & Connor J, Whitlock G, Norton R, Jackson R (2001)“自動車事故に
おける運転者眠気の役割”：疫学的研究の統計的検討、Accid Anal Prey. 33 21-41。
【０１２１】
　［０１４１］他の既知の問題は、最適視認性の快適さと適切なエネルギ節約との間のバ
ランスの欠如である。例えば、“The Economist, Print Edition June 1st 2013; Web: h
ttp://www.economist.com/news/technology-quarterly/21578519-lighting-technology-t
here-light-never-goes-outit-just-gradually-dims-over”に記載されている如くである
。
【０１２２】
　［０１４２］昼光下では、視覚は網膜の中心周辺に密集する円錐状細胞により主に処理
される。色を処理する以外に、円錐細胞は目が細部及び周囲の急速な変化を知覚すること
を助ける。対照的に、暗闇では、知覚は網膜の周部に向かう一層敏感な棒状細胞により殆
ど排他的に処理される。しかしながら、夜間に運転する人にとり、人工照明手段による条
件は、通常、真っ暗でもなく又は錐体のみを用いて見るほど十分には明るくもない。
【０１２３】
　［０１４３］更に、車両が明るい及び暗い照明の区画を通って移動する際に、桿体及び
錐体の両細胞が必要とされ、これら細胞に対する要求が常に変化する。短時間に明るい場
合、目は緑がかった黄色の光に一層敏感となる。暗い場合、目はスペクトルの緑がかった
青部分の光に最良に応答する。白色ＬＥＤ電灯が、これらの矛盾する要件を満たすためと
いう、ナトリウム電灯が行うことができるよりも良い働きをすることが分かった。従って
、ＬＥＤ街灯に切り換えることにより、結局、幾らかのエネルギ節約となり得る。
【０１２４】
　［０１４４］このように、従来の照明システムにおいて、白色又は黄色がかった街路照
明は矛盾する要件を満足させるための妥協であるが、該妥協は完全ではなく、照明の快適
さが損なわれる。本アイデアは、正しい色を正しい照明レベルで有するということである
。照明レベルを変えることは、車両が一層明るい及び一層暗い区画を通って移動すること
を意味し、これは不快であると考えられる。
【０１２５】
　［０１４５］当該照明システム２００は、照明を徐々に調光し（エネルギを節約するた
めに）、同時に、色（カラー）を調整して視認性を改善／維持すると共に快適さを向上さ
せる。例えば、照明ユニット２０６－Ｎは夕方及びラッシュアワーの間に完全な白色とし
て開始する。夕方遅くに、新たな照明（調光）戦略が続く際に、光のカラーも調整される
。照明システム２００は、センサ２２６を介して、照明ユニット２０６－Ｎのレベル及び
全周囲光（例えば、月又は近隣のビルからの）の両方の経過を追跡する。当該照明戦略は
当該色を全調光レベルと共に緩やかに調整し、緑がかった黄色に近づける。夜間の遅くに
、交通量が最少となった場合、照明ユニット２０６－Ｎは更に調光され、色は緑がかった
青に移行する。闇夜（例えば、新月）では、全照明レベルは大幅に低くなり、緑がかった



(32) JP 6416198 B2 2018.10.31

10

20

30

40

50

青への上記変更は夜の早期に行う。
【０１２６】
　［０１４６］カラー適応型照明ユニット２０６－Ｎが街路照明に使用された場合、該ユ
ニットは、性能が劣化した場合に照明出力の一層良好な校正を可能にすることにより光源
の寿命を向上させることにも注意されたい。例えば、青白色ＬＥＤは使用時間が長くなる
と一層青みがかるようになる傾向がある。照明システム２００は、光害の制限も向上させ
る。最低の調光レベルにおいて、最適化されたカラーは同じレベルにおける他のカラーに
よるよりも少ない光しか必要でないことを保証する。このことも、光レベルを減少させる
。適切なカラーは、白色光によるよりも余り邪魔されない動物にとっても有益である。
【０１２７】
　［０１４７］更に、照明システム２００は、近くの車両２３６－１及びユーザ２３７－
１に特定の行動（例えば、特定の領域を離れる）をとるよう促すことを意図する不快な照
明特性を意図的に供給するために使用することができる。例えば、照明ユニット２０６－
１０を、ユーザ２３７－１の不快さを最大にするべく視野内の明るい点光源となるように
配置することができる。安全性のために、照明ユニット２０６－１０は目の損傷を防止す
るためにアクセス可能な目のレベルであってはならない。該照明ユニットは、視野内では
あるが、目の損傷を生じさせるには容易に到達し得ないことを保証するために目のレベル
を一寸超えて（例えば、２ｍ）配置することができる。このことは、光を拡散させると共
に明るい点及び不快な影（この場合は、望ましい）の存在を減少されることを狙う殆どの
照明デザインの反対である。他の例として、“非常に明るい”設定を追加することができ
る。当該光の色温度、カラー、又は演色評価数若しくは他の側面を、所望の効果のために
デザインすることができる。酔った人にとり余り心地よくないようなもの（冷たい色温度
）は、沈静効果（緑色光）又は混乱させる効果（意図的な悪い演色評価数）を有する。こ
れらは、法の執行及びその他のための十分な視認性及び有用性を維持しながら、達成する
ことができる。バーが閉じる時間等の、人々が去るのを促される時間にオンするように、
時限動作が照明ユニット２０６－Ｎを制御する。該時限動作は、異なる時間において異な
る程度の効果を達成するために徐々に増加及び減少する調光を含むことができる。照明ユ
ニット２０６－Ｎには、入力／出力装置２３９を用いて目標群衆レベルを達成するための
フィードバックを供給する群衆測定装置を組み込むことができる。ＣＭＳ１０２を用いた
遠隔操作は、事件の場合に望まれるなら照明ユニット２０６－Ｎを動作させて法の執行及
びその他を可能にする。照明ユニット２０６－Ｎは、近隣の居住者に対する刺激を低減す
るために、殆どが街路上の目のレベルに焦点が合うように配置することができる。照明ユ
ニット２０６－Ｎ内の緩やかな振動又は意図的なフリッカ等の時間ドメインの変化も用い
ることができる。
【０１２８】
　［０１４８］幾つかの場合において、照明が高度に選択されたスペクトル成分を有する
場合、当該地区において効力のある法の執行及びその他は、不快さを低減するためのフィ
ルタガラスにより提供され得る。
【０１２９】
　［０１４９］照明システム２００は、ユーザ２３７－１が利用可能なタクシ／自動車の
サービス（以下、総称的にタクシ）をリクエストすることを可能にするために使用するこ
とができる。照明システム２００は、ユーザのリクエストを入力／出力装置２３９からＣ
ＭＳ１０２に自動的に供給することができる。ＣＭＳ１０２は当該リクエストが広がるべ
き区域／領域を決定し、当該メッセージを、例えば従来の無線技術により又はタクシ内に
配置された入力／出力装置２３９を介して、利用可能なタクシに放送する。
【０１３０】
　［０１５０］ユーザ２３７－１は、各ポールに設置された入力／出力装置２３９と、又
はモバイル入力／出力装置２３９と対話する。ユーザはリクエストを送信し又はキャンセ
ルすることができる。各照明ユニット２０６－Ｎはリクエストのリストを保持する。リク
エストが与えられた場合、固有のＩＤを持つメッセージが該リストに追加される。該リク
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エストリストが空でない限り、指示灯が、そこで待っているユーザ２３７－１が存在する
ことを示す（例えば、照明ユニット２０６－Ｎ上の入力／出力装置２３９を介して）。各
照明ユニット２０６－Ｎは当該メッセージを近隣のものと通信することができる。該メッ
セージを供給する区域の大きさは、ＣＭＳ１０２におけるメッセージ供給戦略により制限
され、ローカルな交通状況に関係する。各照明ユニット２０６－Ｎは、後に更に説明する
ように、センサ２２６を使用してローカルな交通状況を検出する。このメッセージを受信
する各照明ユニット２０６－Ｎは、該メッセージを入力／出力装置２３９を介して自身の
周囲の小さなローカル領域に放送する。タクシは、照明ユニット２０６－Ｎからメッセー
ジを受信するための無線受信器を有することができる。しかしながら、利用可能なタクシ
のみが当該タクシ内で運転者に伝えるために該メッセージを表示する。利用可能なタクシ
がリクエストメッセージを受信すると、当該運転者は判断することができる。該運転者が
仕事を果たそうとする場合、回答メッセージを前述したように無線技術により管理センタ
に送信する。１つのリクエストに対して回答する複数のタクシが存在し得るので、ＣＭＳ
１０２は最適のタクシを選択すると共に該タクシに対して確認メッセージを送信して、当
該運転者に、更に後述するように、ＧＰＳにより案内されて乗客を拾いに行かせる。
【０１３１】
　［０１５１］各リクエストメッセージは、リクエストしているユーザ２３７－１の近傍
のローカル領域のみに供給される。しかしながら、該領域の大きさは固定のパラメータで
はない。該大きさはローカルな交通状況に関係する。交通が多い場合、幾台かの近くのタ
クシを含む多くの車両が既に存在するので、当該メッセージを遠くまで送信する必要はな
いと共に、遠くのタクシは、ここに到達するのに多くの時間が掛かる。従って、このよう
な状況では、メッセージは小さな領域にだけ供給される。別の方法では、該領域の大きさ
を僅かに大きくする。
【０１３２】
　［０１５２］上記のメッセージ供給法は以下のように定義される。リクエストメッセー
ジのパラメータは、リクエストＩＤ、乗客位置及びエネルギを含む。ここで、上記“リク
エストＩＤ”は該リクエストのＯＬＮ上で固有な識別情報であり、“乗客位置”は照明ポ
ールの事前に計算された位置である。各照明ユニット２０６－Ｎは固定されているので、
該照明ユニットの位置は（例えば、経度及び緯度）は既知であり、例えば設置段階で記録
される。このパラメータは乗客を見付けるためにタクシを案内するために使用され、“エ
ネルギ”はメッセージ供給領域を決定する。各照明ユニット２０６－Ｎにおいて、“エネ
ルギ”は、ローカル交通状況に関係する値により減算される。交通が多い場合、この値は
大きくなる。そうでない場合、該値は小さくなる。この値が正である限り、各照明ユニッ
ト２０６－Ｎはメッセージを自身の近隣のものに供給する。それ以外の場合、メッセージ
供給は停止する。このように、交通状況が、このパラメータ及び供給領域を決定する。
【０１３３】
　［０１５３］上記メッセージ供給の方法は、リクエストがユーザ２３７－１により与え
られた場合、上述したパラメータを含むメッセージが第１照明ユニット２０６－１により
生成されることを含む。次いで、該第１照明ユニット２０６－１は、このメッセージを自
身の近隣の照明ユニット２０６－Ｎに供給する。これら近隣の照明ユニット２０６－Ｎは
、“エネルギ”パラメータをチェックする。このパラメータが正である場合、該照明ユニ
ットは、このメッセージを無線技術により自身の周囲のローカル領域に放送する。各タク
シは受信装置を有している。利用可能なタクシが、当該領域に存在する場合、該タクシは
上記メッセージを受信し、運転者に告げる。次いで、“エネルギ”が、現在の交通状況に
関係する値消費により減算される。各照明ユニット２０６－Ｎはローカルな交通状態／状
況を検出するためのセンサ２２４を有している。下記の式
　エネルギ＝エネルギ－消費
により与えられるように、ローカルな交通が多い場合、消費が大きく、それ以外では、消
費は小さくなる。
【０１３４】
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　［０１５５］交通が多い場合、上記メッセージは小さな領域に供給される。それ以外の
場合、領域は僅かに大きくなる。“エネルギ”が負の場合、メッセージの供給を停止する
。
【０１３５】
　［０１５６］管理センタにおいて最適なタクシを選択するためのアルゴリズムは、以下
の通りである。同じリクエストに応答する複数の利用可能なタクシが存在し得る。従って
、ＣＭＳ１０２が同じリクエストに対して幾つかの応答を受信した場合、該ＣＭＳは待っ
ているユーザ２３７－１の場所に最も早く到着し得る最適なタクシを選択する。リクエス
トメッセージは、ユーザ２３７－１の位置から各タクシまでの各照明ユニット２０６－Ｎ
の周囲の交通状況の累積を表すパラメータ“エネルギ”を含むので、該パラメータが、各
タクシの場所からユーザ２３７１－１までの移動時間消費を評価するために使用される。
また、全ての２つの隣接する照明ユニット２０６－Ｎの間の距離は略等しいので、“エネ
ルギ”はユーザ２３７－１から当該タクシまでの経路長及び累積された交通状況により決
定される。
【０１３６】
　［０１５７］ユーザ２３７－１からタクシまでの経路が長ければ、より多くの照明ユニ
ット２０６－Ｎが存在し、消費の累積も大きくなり、その結果として“エネルギ”も一層
低くなる。また、累積される交通状況が激しければ、消費の累積も一層大きくなり、“エ
ネルギ”が小さくなる。従って、最も大きな“エネルギ”を持つタクシがユーザ２３７－
１の位置に最も早く到達し、最適なタクシである。
【０１３７】
　［０１５８］このように、最適タクシ選択アルゴリズムは、各タクシのメッセージの“
エネルギ”を比較し、最も高い“エネルギ”を持つタクシを、ユーザ２３７－１が拾うよ
う手配する。
【０１３８】
　［０１５９］電池２２０により、当該ＯＬＮは電力供給網（グリッド）に接続された場
合の停電に対応して、無停電電源（ここでは、“ＵＰＳ”と称する）を形成することがで
きる。当該ＯＬＮは、グリッド電力の喪失を検出し、電力会社と通信して、如何にしてエ
ネルギ蓄積装置からの電力をグリッドに戻すかを決定する。ＯＬＮは小さな局部エネルギ
供給網におけるＵＰＳとしても働くことができ、バックアップ電力発生機を除去し又は補
う。斯かる挙動は、一層大きな電力網上のものと同様である。
【０１３９】
　［０１６０］好ましい実施態様は、独立した監視、制御及び出力（ライト、アラーム、
他の通信等）等の独立した処理のための構成を有し、これら処理は独立に個々のＯＬＮの
照明ユニット／ノードの間においてのみの制御、通信及び感知を有する。この独立モード
で構成され動作する場合、好ましいアレイは独立したアレイ及び／又は独立したネットワ
ークのノードと考えることができる。
【０１４０】
　［０１６１］更に、好ましい実施態様は、ＯＬＮの照明ユニット／装置／マスタ照明ユ
ニットとＣＭＳとの間の通信等の非独立処理のための構成を有する。好ましくは、好まし
い照明ユニット２０６－Ｎの各々は、他のスレーブの複数のものに信号を送信するために
使用することができる太陽電池パネルにより再充電される電池を採用し、マスタも、好ま
しくは、遠隔位置に信号を送信するために電池（又は複数の電池）を採用する。このよう
に、好ましい実施態様の重要で新規なフィーチャは、単一のネットワークの複数の照明ユ
ニットが、当該照明ユニット上又は内に、特定のＯＬＮの前記複数の照明ユニットを互い
に通信するように適合させる装置及びプログラムを有するということである。この各ＯＬ
Ｎの照明ユニット間の独立した通信は、複数の照明ユニットの間で少なくとも１つ、好ま
しくは数個の感知及び制御タスクがＣＭＳからの制御を要せずに処理されるという点で、
各ＯＬＮの前記“独立した”フィーチャを形成する。また、好ましい各ＯＬＮは、新たな
照明ユニットの自己識別及び該新たな照明ユニットの当該ネットワークへの統合のための
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自己発見フィーチャも有する。各ＯＬＮの照明ユニット／装置／特に好ましい照明ユニッ
トは、各々、電池により給電され、該電池を充電するために太陽電池パネルを使用するこ
とができる。好ましくは、当該ＯＬＮの各屋外照明ユニットは無線ネットワークを形成す
る無線モデム及びコントローラを有し、低電池状態の調整を可能にするために自身の装置
を監視及び制御すると共に、例えば当該口座への入金が申請されるようにするために、電
力供給網に戻されるべき当該装置により発生された余剰電力を測定することができるよう
にする。オプションとして、上述したマスタ照明ユニット／装置／照明ユニットは、ＣＭ
Ｓへ又はから、前記低電池状態及び／又は余剰電力に関する情報及び命令を通知又は受信
することもできる。全ての地方自治体及び多くの公共道路は照明ユニットを使用するので
、特に公共的環境における屋外照明アレイは既製の無線設備を設ける。このような環境に
おいて、屋外照明のアレイ内の個々の屋外照明ノードは独立した形で動作することが望ま
しい。これらの屋外照明ユニットに接続された照明器具及び／又は装置も、エネルギコス
トを最小にしながら、セキュリティ及び安全性を向上させるような知的態様で動作するこ
とが望ましい。更に、公共の屋外照明アレイは出来合いの無線設備を形成するので、これ
ら屋外照明アレイは、理想的には、公共の安全のための無線通信に、又はインターネット
へのパブリックアクセスのための適切なプロトコル及びセキュリティに適合される。
【０１４１】
　［０１６２］前述したように、当該ＯＬＮはスレーブ及びマスタ照明ユニットを含むこ
とができる。当該ＯＬＮのスレーブ照明ユニットは、照明器具を備える屋外照明構造体、
マイクロコントローラ、電源、メッシュネットワークのために必要とされる電子回路を備
えたネットワークボード、及びセンサ若しくは能動装置として働くゼロ、１又はそれ以上
の装置からなることができる。各スレーブ照明ユニットには“オンボード”の無線モデム
も存在する。ＡＣ／ＤＣ電源が照明ユニットをＡＣシステム（利用可能なら）に接続する
。電源が利用可能でない場合、風力発電機及び／又は太陽光収集器が当該システムに給電
する。電力は、電池、コンデンサ、燃料電池又は水素を貯蔵及び放出するデバイス等のエ
ネルギ蓄積装置に蓄積することができる。
【０１４２】
　［０１６３］当該ＯＬＮのマスタ屋外照明ユニットは、スレーブ照明ユニットと同一の
構成部品の全てに加えてセル又は衛星無線機を有する。有線、セル又は衛星ネットワーク
は既に整っており、ＣＭＳに対する通信を提供する。
【０１４３】
　［０１６４］下記の概要は、ＯＬＮの本発明の種々の実施態様に含めることができるフ
ィーチャ／オプションの全てではないが幾つかを掲載する。以下は“支援可能性（suppor
tability）”のフィーチャである。当該ＯＬＮのコントローラ／プログラムには、コード
から動作パラメータを分離する方法を含めることが好ましく、下記の好ましいフィーチャ
を備える。即ち、当該システム及びアルゴリズムがどの様に挙動するかに影響を与える全
ての動作パラメータは当該コードから抽出され、システム開始時に評価される変数は当該
コードに残される；動作パラメータは、当該コードにより容易に読み出され処理されるプ
ロファイルに、コードとは切り離して記憶される；該プロファイルは全体として置換する
ことが容易なものとする；該プロファイル内の動作パラメータに関する個々の値は置換す
ることが容易なものとする；システムのリスタート又はリセットに際して、全てのシステ
ム及びアルゴリズムは、動作パラメータに関する値を全て消去し、上記プロファイルから
動作パラメータを再読み込みすると共に再処理する；操作者又は保守人員のための、例え
ばリセット釦等の、当該装置を地上レベルで（即ち、街路に立って）リセットする方法。
この釦を押すことは当該システムの電源を入れ直すことと等価であり、全てのハードウェ
ア、ファームウエア及びソフトウェアに全ての動作パラメータを再初期化、再読み込み及
び再処理させる；地上レベルにおける３色灯又は電灯の組（例えば、緑、黄色、赤）等の
装置システムの状態を示す方法であり、３つの状態、即ち適切に動作中、動作しているが
注意を要する問題が存在する、及び動作していない、のうちの１つを伝達する。この方法
は、前記リセット釦を押すべきか、及び該リセット釦を押すことが問題を解決したか否か
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に関する地上レベルでのフィードバックを提供する。
【０１４４】
　［０１６５］当該装置においてはシステムのモジュール方式を形成する方法及びアルゴ
リズムが使用され、これにより：部品の数が増加するにつれて、ユニットの試験を容易化
し；現場における費用効果的な支援方法として現場でのブラックボックス的交換を一層容
易に可能にし；交換されたモジュールが故障発見、修理及び再流通のために製造者又は認
証されたサービス代理店に返送されるようにする。
【０１４５】
　［０１６６］当該装置においては拡張可能なバスアーキテクチャを可能にする方法及び
アルゴリズムが使用され、時間にわたる現場でのハードウェアフィーチャの拡張可能性を
可能にする（例えば、新たなセンサ、広帯域幅無線機、ビデオカメラ等）。
【０１４６】
　［０１６７］以下は、好ましくは当該ＯＬＮの発明の種々の実施態様に含まれる“ネッ
トワーク化及び制御”フィーチャであり、下記のフィーチャは好ましくは“照明ユニット
上”、即ち無線ネットワークにおける個々の照明ユニット上又は複数の照明ユニット上の
、上述した全ての機能をネットワーク並びに一群のコマンド及びプロトコルを介して実行
するためのアルゴリズムである。
【０１４７】
　［０１６８］イベント管理のために好ましくは“照明ユニット上”に含まれるものは：
離散的及び連続的きっかけ（トリガ）を監視及び記憶し、トリガを解釈し、これらトリガ
を発出されるべきイベントに翻訳するためのアルゴリズム；発出されたイベントに応答し
てタスクを実行する方法として、指定された属性を持つイベントに加入及び受信するため
のアルゴリズム；１つ又は一群の状況を解釈し、これらの深刻さを評価し、次いで警告的
又は誤った状況が存在するかを判断するためのアルゴリズム；タスクを実行するために所
定の時間に及び／又は所定の頻度でジョブをスケジュールすることに関するアルゴリズム
；当該システムを通してイベントが処理される方法が、該イベント自体の分類及び特性に
より決定されることを可能にするアルゴリズムである。
【０１４８】
　［０１６９］ネットワーク及び自己編成を結合するためのものは：周波数及びチャンネ
ルにわたり放送して範囲内の他の装置を見付けるステップを含む初期化処理のためのアル
ゴリズム；範囲内に位置する他の装置に応答して既存のネットワークにつなぐべきか、対
、新たなネットワークを形成すべきか、これら装置の当該ネットワーク内での機能、これ
ら装置の能力及び該装置が共用する当該ネットワークの幅に関するアルゴリズムである。
【０１４９】
　［０１７０］下記のフィーチャは“照明ユニットにまたがる”（即ち、複数の照明ユニ
ットの間の）ものであることが好ましいものである。即ち、装置の能力をネットワーク上
でどの様に、何処に及び何の程度冗長的に登録すべきかに関するアルゴリズム；当該ネッ
トワーク上の接続性問題を決定し、問題を迂回し、問題を修復し、修復されたら経路を再
確立するためのアルゴリズム；効率的な経路を有利にし、非効率的な経路を不利にし、両
者を時間にわたり効率の変化する条件に基づいて調整するためのアルゴリズム；資源の利
用可能性及び位置が変化する場合に、当該ネットワーク上の資源を突き止め共用するため
のアルゴリズム；当該ネットワークを不正な“ネットワーク接続”に対して保護し、ネッ
トワーク内通信が容易に傍受及び解読されることがないことを保証するためのアルゴリズ
ム；一群の装置にまたがる監視イベントを用いて、経路に沿って歩行者の前方の道を照明
する、複数の装置の動きセンサの三角測量に基づいてビデオカメラをオンする等の協調動
作をとるためのアルゴリズムであり、例えば、動き（方向及び速度）を検出し、該移動す
る物体の将来の方法及び位置を時間の関数として推定するアルゴリズム；及び属するアル
ゴリズムにより当該移動する物体の予測される位置に基づいて装置を起動する（即ち、移
動する自動車又は移動する人の前方の照明をオン若しくは明るくする、又はセキュリティ
カメラをオン／覚醒させる）アルゴリズムである。
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【０１５０】
　［０１７１］複数群の装置にわたってイベントを収集し、イベント情報を基準に基づい
て集め（ロールアップし）、低レベルのイベント情報を解釈し、これを用いて新たな高次
のイベントを形成するためのアルゴリズム；装置の位置を既知の固定位置及び複数の装置
の無線電波信号の三角測量に基づいて決定するためのアルゴリズム；ネットワーク内の照
明ユニットが当該照明ユニット上の無線センサ（又は複数のセンサ）の範囲内に入る別の
センサを探し、感知することを可能にするアルゴリズム；ネットワーク内の照明ユニット
が当該照明ユニット上の無線センサ（又は複数のセンサ）の範囲内に入る異なるタイプの
センサを識別し、分類することを可能にするアルゴリズム；ネットワーク内の照明ユニッ
トが当該照明ユニット上の無線センサ（又は複数のセンサ）の範囲内に入る異なるタイプ
のセンサと通信することを可能にするアルゴリズム；及びネットワーク内の照明ユニット
が当該照明ユニット上の無線センサ（又は複数のセンサ）の範囲内に入る異なるタイプの
センサ上の特定の機能を活性化させることを可能にするアルゴリズムである。
【０１５１】
　［０１７２］コンテンツ及び情報供給（例えば、ＯＬＮの１以上のノード／照明ユニッ
トからＣＭＳへの通信により、ネットワーク化された装置から気象又は他の情報の収集、
及び／又はＣＭＳからＯＬＮの１以上のノード／照明ユニットへ、次いで公衆に通知され
得るメッセージ、宣伝及び公共情報の提供）に関しては：低電力狭帯域幅ネットワーク及
び中電力広帯域ネットワークを安全につなぐ（ブリッジする）か、又は斯かる２つのネッ
トワークの間に安全なゲートウェイ能力を設けることを含むアルゴリズム；複数群の装置
にわたり情報を収集し、この情報を、広帯域無線設備を介してＯＬＮ製造者により運用さ
れるネットワークオペレーションセンタへ安全に供給するためのアルゴリズム；及び当該
情報の分類に基づいた上記ネットワークオペレーションセンタへの情報の保証された又は
ベストエフォートの供給のためのアルゴリズムである。
【０１５２】
　［０１７３］ＯＬＮを運転及び保守する業務にとり好まれ及び／又は必要とされ得る管
理に関しては、ユーザ／顧客のアカウント及びパスワードを、異なる種類の顧客及びＯＬ
Ｎ製造者自体の必要性にわたる関連する役割（roles）及び権限（permissions）と共に作
成及び管理することに関するアルゴリズム；個々のユーザの特定のアカウント及び関連す
る権限を伴う役割に対する認証を可能にすると共に、侵入検出セキュリティのために失敗
した認証の試行を追跡するアルゴリズム；個々のユーザ／顧客に自身の装置及び関連する
データのみをアクセス及び使用することを許可するためのアルゴリズム；当該システムの
何処かでセキュリティが損なわれたかもしれないことを検出すると共に、セキュリティが
損なわれたと思われる場合に、ユーザ又は顧客を締め出し、装置又はデータへのアクセス
を拒否し、当該システムの一部を全体的に又は顧客により閉塞し、全てのセキュリティサ
ブシステムの当該システム全体の再初期化を必要とする全てのセキュリティキーを消去す
る等の行動をとるためのアルゴリズム；所定の条件を満たす装置の群を形成し、次いで、
リセットし、ファームウエアを更新し、動作パラメータを更新し、オンデマンドの情報供
給を起動し、問題を原因追及し、所定の期間にわたり動作をオーバーライドすることを含
み、これら装置を積極的且つ遠隔的に管理するためのアルゴリズム；ＯＬＮ製造者のネッ
トワークオペレーションセンタにおいて収集された情報に対して動作され、顧客に全ての
態様の動作的及び環境的洞察を提供する解析アルゴリズム；照明ユニットのネットワーク
が電力供給網（グリッド）から取り込まれている又は該電力供給網へ戻される電力を管理
することを可能にするアルゴリズムであって、当該電力供給網上の照明ユニットのネット
ワークが、該電力供給網上で特定の基準が感知され満たされるか、又は中央指令センタ若
しくはネットワークオペレーションセンタからのコマンドを介して所望の時点で電力を該
電力供給網上へ供給することを可能にするアルゴリズム；及び当該電力供給網上で特定の
基準が感知され満たされる場合、又はＮＯＣからのコマンドを介して所望の時点に電力を
該電力供給網から取り込むアルゴリズム等である。
【０１５３】
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　［０１７４］負荷（又は複数の負荷）に対する制御信号を、該負荷の動作をテストする
ために（即ち、当該電灯の全輝度で動作する及び種々の調光レベルまで低下調光する能力
をテストするために）変化させるアルゴリズムである。
【０１５４】
　［０１７５］共同体の支援及び関係、又は共同体への宣伝に関しては：好ましくは当該
共同体のための照明にも給電する再生可能なシステム及びエネルギ蓄積システムにより給
電される、ＯＬＮのノード／照明ユニットの１以上において通知され及び／又は表示され
得る宣伝及び他の情報に関係するアルゴリズム；広告インベントリ（広告在庫）を提供す
るために設けられる街路照明の都合良い位置及び表面領域を活用する方法；照明ユニット
上で、広告インベントリ及び広告インベントリの時間に基づく循環を含むプログラム可能
なインベントリを提供するための方法及びアルゴリズム；種々の基準（例えば、位置、動
きのトリガに基づく歩行者通行量、平均の月毎の温度）を満たす照明ユニットの集合を選
択し、次いで上記基準を満たす照明ユニットにプログラム可能な広告インベントリを供給
するための方法及びアルゴリズム；通行人から追加の前後状況（コンテキスト）（例えば
、携帯装置のブランド及びサービスプロバイダ）を決定し、この追加のコンテキストに基
づいて一層目標の定まった宣伝を可能にするための方法及びアルゴリズム；及び歩行者が
向かっている方向を決定し、該方向の照明ユニットを識別し、該歩行者の経路に沿った照
明ユニットにわたって広告を流す（ストリーミングする）ことにより、帯域幅の制限を克
服し、より長く、より富んだ広告体験を提供する、又は両方を行うためのアルゴリズムで
ある。
【０１５５】
　［０１７６］Wi-Fiホットスポットに関する／Wi-Fiホットスポットを提供するアルゴリ
ズム。即ち、照明ユニットにモバイル広帯域ルータを含めて、共同体Wi-Fiホットスポッ
トを提供するための方法；センサ情報（例えば、動き）及びシステムパラメータ（例えば
、１日における時間、利用可能な電池エネルギ）を活用して、Wi-Fiホットスポット能力
を可能に又は不能にするためのアルゴリズム；並びにネットワークオペレーションセンタ
から遠隔的にWi-Fiホットスポットを可能／不能にすると共に該Wi-Fiホットスポットの挙
動を変更するための方法である。
【０１５６】
　［０１７７］金銭上の取引に関する／金銭上の取引を提供するアルゴリズム。即ち、金
銭上の取引を範囲内のＲＦ装置から安全に受信、集計、アップロード及び照合するための
方法及びアルゴリズムである。
　［０１７８］好ましくは各装置に存在する構造エレメント、方法及びアルゴリズムの集
合が存在する。
【０１５７】
　［０１７９］太陽光装置：太陽光収集能力を最大化するための装置デザインの要素及び
アルゴリズムは：照明ユニットの高さ、太陽光日射マップ上の位置及びアンペア時の間の
関係；照明ユニットの直径、位置及びアンペア時の間の関係；並びにＰＶ効率の間の関係
である。複数の異なる装置動作（例えば、照明、セキュリティゲート、広帯域無線）をサ
ポートするために製造及び／又は設置の間に電圧及び電流等の電力供給オプションを構成
するためのハードウェア及びインターフェース。装置上で給電される複数の装置動作（例
えば、照明、装置上部におけるビデオ及び広帯域無線、地上レベルにおけるＵＳＢ付属品
）及び装置外のもの（例えば、セキュリティゲート及びセンサフェンス）をサポートする
ための構成可能な配線ハーネス及びルーチン。太陽光収集と充電特性とを位置及び環境情
報（例えば、平均の毎日の日照、温度、気圧、湿度）の関数として相関させるための緻密
な動作及び環境データの記録。何時及び何の程度多くエネルギを電力供給網に戻すべきか
を装置の動作及び環境パラメータの関数として決定するためのアルゴリズムである。エネ
ルギ消費を装置の動作及び環境パラメータ並びにフォトセル及び動き等のセンサのトリガ
の関数として最少化するためのアルゴリズムである。太陽光収集器、充電コントローラ、
エネルギ蓄積器、供給及び無線監視バックホールを含む分離可能な太陽光エンジンキット
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；並びに第三者が該太陽光エンジンを他のタイプの装置に設置することを可能にするため
の全てのコネクタ（機械的、電気的及びソフトウェア／ファームウエアインターフェース
）である。
【０１５８】
　［０１８０］光供給スタック：全体の輝度及び形状要件を費用効果的に満たすために独
立に調整することができる固有のパラメータを持つ別個の層への光の供給を定める。ホッ
トスポットが存在する場合に光分布を平滑にするための拡散技術をフレネルレンズ技術と
統合して、正確な広い角度で配光することにより規格ＩＥＳ照明器具分布タイプＩ～Ｖ及
びIP65/66認証を得るための十分な環境保護を達成する全体の照明器具の高効率レンズ。
規格ＩＥＳ照明器具分布タイプＩ～Ｖ外で高度に変化する照明パターンを費用効果的に可
能にする高度に調整可能なＬＥＤモジュールマウントを備えた照明器具取り付けプレート
、及び所与の光分布を達成するためのモジュールを如何に調整するかのアルゴリズムであ
る。
【０１５９】
　［０１８１］モジュール方式：異なる動作性を製造時、設置時又は設置後の現場におい
てさえも容易に付属させ又は構成することを可能にする装置の機械的モジュール方式。電
池がボード外に配置されることを可能にするハーネス、導管及び配線であり、装置に配線
されるべき装置外のものを意味する。無線接続性ハードウェア及びプロトコルが、この接
続性に依存して時間にわたり進化すると共にアーキテクチャ又は高いレベルのアプリケー
ションに影響を与えることなく更新されることを可能にするインターフェースを伴う、良
く定義された抽象化（abstraction）である。
【０１６０】
　［０１８２］診断及び修理：何のエネルギ蓄積ユニット（又は複数のユニット）が不良
又は故障しているかを診断するためのアルゴリズム。感知装置が故障しそうである又は故
障しているかを判定するアルゴリズム。発光デバイス（即ち、ＬＥＤモジュール）の何れ
かが故障しそうである又は故障しているかを判定するアルゴリズム。ＡＣ／ＤＣ電力コン
バータが故障しそうである又は故障しているかを判定するアルゴリズム。ＡＣ／ＤＣコン
バータを（無線で又はハードウェア接続を介して）リセットするためのアルゴリズムであ
る。充電コントローラ（電力発生器からのエネルギを蓄積又は消費されるべきエネルギに
変換する装置）が故障しそうである又は故障しているかを判定するアルゴリズム。充電コ
ントローラを（無線で又はハードウェア接続を介して）リセットするためのアルゴリズム
である。電力発生器（即ち、太陽電池パネル）が故障しそうである又は故障しているかを
判定するアルゴリズム。電力インバータが故障しそうである又は故障しているかを判定す
るアルゴリズムである。電力インバータを（無線で又はハードウェア接続を介して）リセ
ットするためのアルゴリズムである。制御ボードが故障しそうである又は故障しているか
を判定するアルゴリズムである。制御ボードを（無線で又はハードウェア接続を介して）
リセットするためのアルゴリズム；該制御ボード上の種々のサブシステム及び／又はサブ
ルーチンを（無線で又はハードウェア接続を介して）テストするためのアルゴリズム；選
択されたサブシステム及び／又はサブルーチンを（無線で又はハードウェア接続を介して
）選択された状態にするためのアルゴリズム；上記制御ボード上の種々のサブシステム及
び／又はサブルーチンを、制御ボード全体を含み（無線で又はハードウェア接続を介して
）リセットするためのアルゴリズム。他の装置（セキュリティカメラ等）が故障しそうで
ある又は故障しているかを判定するアルゴリズム。これらの他の装置を（無線で又はハー
ドウェア接続を介して）リセットするためのアルゴリズムである。
【０１６１】
　［０１８３］サポート（支援）可能性：当該システム及びアルゴリズムがどの様に挙動
するかに影響する全ての動作パラメータは、システム開始時に評価される当該コード内の
変数を残して、該コードから抽象化される。動作パラメータは、コードとは別に、当該コ
ードにより容易に読み取られて処理されるプロファイルに記憶される。該プロファイルは
、全体として置換されることが容易でなければならない。該プロファイル内の動作パラメ
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ータに関する個々の値は、置換することが容易でなければならない。システムの再起動又
はリセットの際に、全てのシステム及びアルゴリズムは、動作パラメータに関する自身の
値を全消去し、次いで上記プロファイルから動作パラメータを再読み込みし、再処理する
。リセット釦等の、地上レベルで（即ち、街路に立って）当該装置をリセットするための
方法がある。この釦を押すことは、当該システムの電源を入れ直すことと等価であり、全
てのハードウェア、ファームウエア及びソフトウェアに全ての動作パラメータを再初期化
し、再読み込みし、再処理させる。３つの状態、即ち、適切に動作している、動作してい
るが注意を要する問題が存在する、及び動作していない、のうちの１つを伝達する、地上
レベルにおける３色灯又は一連の電灯（例えば、緑、黄色、赤）等の装置のシステム状態
を示す方法がある。この方法は、前記リセット釦を押すべきか、及び該リセット釦を押し
たことが問題を解決したか否か、に関する地上レベルでのフィードバックを提供する。地
上レベルでのメモリカード（例えば、コンパクトフラッシュ（登録商標）、スマートメデ
ィア）の読取器を設ける方法である。メモリカード読取器はブート可能であり、リセット
時に該カード読取器は一連の動作パラメータがあるかチェックされ、もし存在するなら、
これら動作パラメータがボード上にあり得る如何なる他のものにも代えて使用される。シ
ステムの記録（ログ）は地上レベルのスロット内のメモリカード上に存続し、該カードを
容易に取り替えて、現場で合理的に行える一層完全な分析のために記録データを取り戻す
ことができるようにする。動作パラメータ及び記録（ロギング）のためのメモリの量は、
時間にわたり低容量のカードを高容量のカードにより置換することにより容易に増加され
る。当該装置上のシステムのモジュール方式を形成する方法及びアルゴリズム。部品の数
が増加するにつれて、ユニットのテストを容易にする。現場における費用効果的な支援方
法として、現場でのブラックボックス的交換を一層容易に可能にする。交換されたモジュ
ールは、認証されたサービス代理人に原因追及、修理及び再流通のために返送される。現
場における時間にわたるハードウェアフィーチャの拡張性（例えば、新たなセンサ、広帯
域無線、ビデオカメラ等）を可能にするために当該装置上で拡張可能なバスアーキテクチ
ャを可能にするための方法及びアルゴリズムがある。
【０１６２】
　［０１８４］環境センシング：後の使用及び装置の動作パラメータ等の他の情報との相
関のために環境データ（例えば、明度、温度、湿度、圧力、風速等）を収集及び記録する
方法である。製造の間、設置の間及び／又は現場において装置上のセンサを追加、構成及
び可能化する方法がある。
【０１６３】
　［０１８５］小型無線メッシュ：自己編成、修理、フィードバックを介しての経路最適
化等のメッシュネットワークの基礎は、メッシュプロバイダにより知られている。しかし
ながら、例えば下記のフィーチャ等のメッシュネットワーク化が如何にして用いられるか
ついて、幾つかの特有の革新が生じている。
【０１６４】
　［０１８６］メッシュ：異なるタイプの装置データの特性を満足させるために異なるバ
ックホールチャンネル（例えば、狭帯域でベストエフォートのオープンチャンネル；広帯
域で配信が保証されたＶＰＮチャンネル）を設けるための方法。特定のタイプの装置デー
タの特性に基づいたバックホール、即ちデータ駆動型バックホール選択するためのアルゴ
リズム（例えば、小型で、厳しくなく、機密でないデータに対しては、狭帯域でベストエ
フォートのオープンチャンネルを使用し；ストリーミングのリアルタイムな機密データの
ためには、広帯域で配信が保証されたＶＰＮチャンネルを使用する）がある。当該メッシ
ュを定期的にポーリングし、応答の差をチェックし、これらの差を用いて、個々の装置が
無応答である場合を決定し、次いで、行動をとる（警報を送信し、無応答の装置の役割を
果たすために近くの機能している装置を転用し、必要ならリセットし又は原因を追及する
ためにフィールドサポート者を派遣する等）ための方法及びアルゴリズムがある。
【０１６５】
　［０１８７］隔離：以前に知られていない装置をメッシュに接続するが、該装置の機能
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を、当該システム全体に対する該装置の危険性を、該装置が隔離の幾つかの明確なフェー
ズを成功裏に合格するまで制限することを可能にするための方法。隔離の各フェーズに対
してどの様な挙動及び条件が満足されねばならないかを記述すると共に、次いで、これら
の条件を特定の未知の装置が何時成功裏に満たすかを判定するためのアルゴリズムがある
。
【０１６６】
　［０１８８］集団的知性：情報を装置の集合と無線で共有し、該集合内の各装置に１以
上の決定を行うためのタスクを実行させ、次いで、これらの決定を該集合内の他の装置と
共有するための方法であり、集合の挙動の変化を生じさせる結果を得る（例えば、２以上
の照明装置が歩行者の方向及び速度を決定し、次いで、該歩行者の前方の道を照明する）
。移動する物体（例えば、歩行者、自動車等）の前方の道を照明するためのアルゴリズム
がある。ＰＯＶビデオカメラを意味のある活動の方向に向け、該活動を、移動するにつれ
て追跡するためのアルゴリズムがある。潜在的に意味のある活動が起きている場所を示す
方法として、照明装置の大きな集合にわたって動きで起動される照明を用いるためのアル
ゴリズム（例えば、国境検問所、大学キャンパス等）がある。個々のユーザが移動するに
つれて辿る装置に広告を向けるためのアルゴリズムがある。装置の能力をネットワーク上
にどの様に、何処に且つ如何に冗長的に登録するかについてのアルゴリズムがある。ネッ
トワーク上の接続性問題を判定し、問題を迂回し、問題を修復し、修復されたら経路を再
確立するためのアルゴリズムがある。効率的な経路指定を有利にし、非効率的な経路指定
を不利にし、両者を時間にわたり効率の変化する定義に基づいて調整するためのアルゴリ
ズムがある。資源の利用可能性及び位置が時間にわたり変化するにつれて、ネットワーク
上の資源を突き止め且つ共有するためのアルゴリズムがある。当該ネットワークを不正な
ネットワーク接続から保護すると共に、ネットワーク内通信が容易に傍受及び解読され得
ないことを保証するためのアルゴリズムがある。複数の装置の動きセンサの三角測量に基
づいて経路に沿う歩行者の前方の道を照明する又はビデオカメラをオンする等の、とるべ
き協調動作を決定するために一群の装置にわたる監視イベントを使用するためのアルゴリ
ズムがある。動き（方向及び速度）を検出し、該移動する物体の将来の方向及び位置を時
間の関数として推定するアルゴリズムがある。装置を上記移動する物体の予測される位置
に基づいて駆動する（即ち、移動する自動車又は移動する人の前方の照明をオン若しくは
明るくし、又はセキュリティカメラをオン／覚醒させる）アルゴリズム。装置の位置を、
既知の固定位置及び複数装置の無線信号の三角測量に基づいて決定するためのアルゴリズ
ムがある。ネットワーク内の装置に、当該装置上の無銭センサ（又は複数のセンサ）の範
囲内に入る別のセンサを見付け及び感知することを可能にするアルゴリズムがある。ネッ
トワーク内の装置に、当該装置上の無銭センサ（又は複数のセンサ）の範囲内に入る別の
センサを識別及び分類することを可能にするアルゴリズムがある。
【０１６７】
　［０１８９］遠隔トラブルシューティング：一群の装置に接続性に関して定期的に問い
合わせ、これらのスナップショットを差分的に比較して、何時個々の装置が接続を喪失し
たかを決定するための方法及びアルゴリズムがある。装置を遠隔的にリセットするための
方法であって、当該装置の電源を入れ直し、全ての実行時のメモリを消去し、次いで、当
該装置上の全てのシステムを再ロードすると共に再始動する効果を有する。
【０１６８】
　［０１９０］イベント管理：離散的及び連続的トリガを監視及び記憶し、トリガを解釈
すると共に該トリガを発せられるべきイベントに翻訳するためのアルゴリズムがある。発
せされるイベントに応答してタスクを実行する方法として、特定の属性を持つイベントに
加入して該イベントを受信するためのアルゴリズム。１つの又は一群の条件を解釈し、こ
れら条件の深刻度を評価し、次いで、警告的又は誤った条件が存在するかを判定するため
のアルゴリズムがある。タスクを実行するためにジョブを所定の時点及び／又は所定の頻
度で計画（スケジュール）することに関するアルゴリズムがある。イベントが当該システ
ム全体において該イベント自体の分類及び特性により示されるように処理される方法を可
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能にするアルゴリズムがある。複数群の装置にわたりイベントを収集し、イベント情報を
基準に基づいてロールアップし、低レベルのイベント情報を解釈すると共に該情報を用い
て新たな高次のイベントを生成するためのアルゴリズムがある。低電力で低帯域幅のネッ
トワーク及び中電力で高帯域幅のネットワークを安全にブリッジする、又は該２つのネッ
トワークの間に安全なゲートウェイ能力を設けることに関わるアルゴリズムがある。複数
群の装置にわたり情報を収集すると共に、この情報を、広帯域無線設備を介してネットワ
ークオペレーションセンタに供給するためのアルゴリズムがある。情報の分類に基づいた
ネットワークオペレーションセンタへの該情報の補償された又はベストエフォートの配信
のためのアルゴリズムがある。
【０１６９】
　［０１９１］コンテンツサービス：当該ＯＬＮを介してコンテンツサービスを供給する
ための方法及び要素が以下に説明され、該コンテンツサービスは当該ＯＬＮの単一の照明
ユニットによっても供給することができるが、より好ましくは、ＯＬＮ（又は複数のＯＬ
Ｎ）の複数の照明ユニットのネットワークにより供給される。上記コンテンツサービスの
供給は、１以上の方向のものであり得る。例えば、集団の（複数の）ネットワーク化され
た照明ユニットからの情報の、好ましくはマスタ照明ユニットへ、次いで処理及び／又は
使用のために制御局への送信のための収集、又は（反対方向に）上記制御局による情報、
宣伝、警報又は他のコンテンツの、上記マトリクス照明ユニットへ、次いで当該ネットワ
ークにおけるスレーブ照明ユニットの１以上への配布がある。
【０１７０】
　［０１９２］監視（モニタリング）：装置又は複数群の装置により発生される値に対し
て、満たされた場合に、電子メール又は文章の警報を送信する、他のイベントを起こす等
のとるべき動作を生じさせる閾を設定するための方法がある。
【０１７１】
　［０１９３］管理：複数群の装置に供給され、次いで実行されるべきタスク又は一群の
従属タスクを定義するための方法。一群の装置に対する供給及び実行のためにスケジュー
ルすることが可能なタスク又は一群の従属タスクを含むジョブを定義するための方法があ
る。異なる種類の顧客及び運用者にまたがる関連する役割及び認可を伴う、ユーザ／顧客
のアカウント及びパスワードを作成及び管理することに関するアルゴリズムがある。個々
のユーザの関連する認可を伴う特定のアカウント及び役割に対する認証を可能にすると共
に、侵入検出セキュリティのために失敗した認証の企てを追跡するアルゴリズムがある。
個々のユーザ／顧客が自身の装置及び関連するデータにのみをアクセス及び使用すること
を許可するためのアルゴリズムがある。当該システムの何処かでセキュリティが損なわれ
たかもしれないことを検出すると共に、セキュリティが損なわれたと思われる場合に、ユ
ーザ又は顧客を締め出し、装置又はデータへのアクセスを拒否し、当該システムの一部を
全体的に又は顧客により閉塞し、全てのセキュリティサブシステムの当該システム全体の
再初期化を必要とする全てのセキュリティキーを消去する等の行動をとるためのアルゴリ
ズムがある。所定の条件を満たす装置の群を形成し、次いで、リセットし、ファームウエ
アを更新し、動作パラメータを更新し、オンデマンドの情報供給を起動し、問題を原因追
及し、所定の期間にわたり動作をオーバーライドすることを含み、これら装置を積極的且
つ遠隔的に管理するためのアルゴリズムがある。ネットワークオペレーションセンタにお
いて収集された情報に対して動作され、顧客に全ての態様の動作的及び環境的洞察を提供
する解析アルゴリズム。装置のネットワークが電力供給網（グリッド）から取り込まれて
いる又は該電力供給網へ戻される電力を管理することを可能にするアルゴリズムがある。
当該電力供給網上の装置のネットワークが、該電力供給網上で特定の基準が感知され満た
されるか、又はＣＭＳ若しくはネットワークオペレーションセンタ（ＮＯＣ）からのコマ
ンドを介して所望の時点で電力を該電力供給網上へ供給することを可能にするアルゴリズ
ムがある。当該電力供給網上で特定の基準が感知され満たされる場合、又はＣＭＳ／ＮＯ
Ｃからのコマンドを介して所望の時点に電力を該電力供給網から取り込むためのアルゴリ
ズムがある。負荷（又は複数の負荷）に対する制御信号を、該負荷の動作をテストするた
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めに（即ち、当該電灯の全輝度で動作する及び種々の調光レベルまで低下調光する能力を
テストするために）変化させるためのアルゴリズムがある。
【０１７２】
　［０１９４］視覚化：装置を地図上に正確な位置に基づいて配置し、次いで、これらの
マッピングされた装置上に気象、日射、エネルギ費用、交通、安全及び他の意味のある情
報を重ねるためのアルゴリズムがある。ダッシュボードにおける装置の重要な監視尺度（
例えば、ＫＰＩ、ＲＯＩ）を図形的に示すための方法。複数群の装置に関する要約監視情
報の他のウエブサイトへのウイジェットとしての分配を可能にするための方法がある。
【０１７３】
　［０１９５］分析（analytics）：複数群の装置を、装置の属性に基づいて迅速に検索
し、絞り込み、選別するための方法及びアルゴリズム。大きな集団の装置にわたり属性を
相関させ、次いで該相関に基づいて洞察を導き出すための方法がある。
【０１７４】
　［０１９６］本発明の幾つかの実施態様は、従って、本明細書で説明するフィーチャの
何れかによる自立的屋外照明システムとして説明することができる。当該屋外照明のエネ
ルギ生成（例えば、太陽電池）、エネルギの蓄積及び制御、その照明ユニット、並びに前
記照明ユニットのためのメッシュネットワークを、好ましい実施態様に含めることができ
る。無線通信チャンネル（ＷＣＣ）は、個々の照明ユニット（“スレーブ”照明ユニット
）における無線モデムを介してインターネットへの照明ユニットの無線接続を提供する能
力を付与し、“マスタ”又は調整者照明ユニットはインターネットへの接続時にマスタ局
へ携帯電話又は衛星無線を介してデータを送信する。上記ＷＣＣは、個々のシステム／ネ
ットワーク要件に基づいて選択することが可能な、高帯域幅及び低帯域幅能力（チャンネ
ル）の両方の使用も可能にする。高帯域幅の速度は、好ましくは、11,000kbts（キロバイ
ト／秒）以上とし、低帯域幅の速度は、好ましくは、２０～２５０kbts（キロバイト／秒
）とする。例えば、通常の条件下において、上記低帯域幅チャンネルは当該システムのエ
ネルギを節約するために利用される。イベントの検出（動きセンサが活性化される）に際
しては、高帯域幅モードが採用される（カメラをオンする）。また、好ましい実施態様は
、イベント“認識（アウェアネス）”により自力動作的とすることができ、その場合、個
々の照明ユニットの動作は、当該照明ユニットの自身のローカルセンサデータ（太陽光収
集データ、動きセンサデータ、風又は気圧等）の“見方”に基づいてなされる。照明ユニ
ット及びネットワークの好ましい処理には、協調的／共同体の動作も含めることができ、
その場合、照明ユニット（及び付属される装置／システム）の動作は、当該共同体内の隣
接する照明ユニットに対して変化／応答する。これは小規模ネットワーク動作（１０～１
００の照明ユニット）、全市的動作及び／又は広域ネットワークを含み、これの一部は、
メッシュ及びジグビネットワークに特徴的な、ネットワークにつながる新たな照明ユニッ
トの“自己組織化”及び“自己認識”を含む。好ましくは、照明ユニット／ネットワーク
の処理には遠隔構成も含まれ、その場合、無線コントローラに対する変更はインターネッ
ト・ウエブ・インターフェースを介して遠隔的に実行することができ、これは、新たなプ
ログラミング、ファームウエア、アップグレード、トラブルシューティング及び修理（も
し必要なら、システムのリセット）等を含む。照明ユニット／ノード管理は、“道を照ら
す”、電力供給網への／からの電力供給、及び／又はコンテンツサービスのために必要な
動作を含むことができる。好ましい照明ユニット及びネットワークは、例えば、標準のオ
ープンプロトコル、ハードウェア及びアーキテクチャの利用を含むことができる“オープ
ン”アーキテクチャを、新たなシステムの実施化を可能にする汎用バス（universal buss
ing）及び／又は照明ユニット上で必要とされ得る装置と共に使用することにより、多く
のモジュール方式で作製することができる。幾つかの照明ユニット／ネットワークにおい
て、金銭上の取引はＲＦを介して通信することができ、セキュリティカメラは法の執行の
ためにデータ及びビデオを供給することができ、Wi-Fiルータを設けることができる。“
照明ユニット上”装置及び“照明ユニット外”装置の両方に関して、当該システムの長期
的サポート可能性は、地上レベルでのアクセス及び修理機能に加えて、当該制御システム
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の自己回復及び修理機能により提供される。セキュリティ（システム／ネットワーク保護
）は、誰が当該ネットワークに接続しようと試みているかに基づいて接続性及びアクセス
を制限するようデザインされる。即ち、新たな装置は当該ネットワークに即座につながる
が、装置タイプ及び許可レベルを判定するための系統的隔離期間の下においてである。
【０１７５】
　［０１９７］図３は、複数供給元ＯＬＮ管理システム３００の一実施態様である。該管
理システム３００は、通信リンク３０１Ａを介して第１ＯＬＮ３３０Ａと、通信リンク３
０１Ｂを介して第２ＯＬＮ３３０Ｂと、通信リンク３０１Ｃを介して第３ＯＬＮ３３０Ｃ
と各々通信する単一のＣＭＳ３１０を含んでいる。該管理システム３００は、通信リンク
３０１Ｄを介して第１ＯＬＮ３３０Ａと通信する第１供給元管理システムＶＭＳ３５０Ａ
、通信リンク３０１Ｅを介して第２ＯＬＮ３３０Ｂと通信する第２ＶＭＳ３５０Ｂ、及び
通信リンク３０１Ｆを介して第３ＯＬＮ３３０Ｃと通信する第３ＶＭＳ３５０Ｃも含んで
いる。ＯＬＮ３３０Ａ～Ｃの各々は、ＣＭＳ３１０と、ＶＭＳ３５０Ａ～Ｃのうちの対応
するものとの間にトポロジ的に介挿されている。通信リンク３０１Ａ～Ｆは、例えば、１
以上の無線、有線／ケーブル及び／又は光ファイバリンクを含むことができる。ＣＭＳ３
１０及びＶＭＳ３５０Ａ～Ｃの各々は、デスクトップコンピュータ、手持ちコンピュータ
装置、サーバ及び／又は一群のサーバ等のコンピュータを含むことができる。該コンピュ
ータは、本出願において指定されるものであって斯様な装置に関連する機能の１以上を実
施するコンピュータプログラム命令を実行することができる。ＣＭＳ３１０は、顧客が該
ＣＭＳ３１０に関係する機能を実行することを可能にする少なくとも１つのユーザインタ
ーフェースを含むことができ、ＶＭＳ３５０Ａ～Ｃの各々は、顧客が対応するＶＭＳ３５
０Ａ～Ｃに関係する機能を実行することを可能にする別々の少なくとも１つのユーザイン
ターフェースを含むことができる。幾つかの実施態様において、ＣＭＳ３１０は、特定の
ユーザに対して、異なる制御及び／又は情報能力を提供することができる。例えば、幾つ
かの実施態様においては、異なるレベルの権限者が当該ＣＭＳ３１０に異なる優先権でア
クセスするような階層的制御モデルを採用することができる。一例として、異なる管理レ
ベル（例えば、ローカル、市、州及び国の）は、特定の管理レベルのために仕立てられた
制御及び／又は情報能力を有することができる。
【０１７６】
　［０１９８］ＯＬＮ３３０Ａ～Ｃの各々は、ＣＭＳ３１０及び／又はＶＭＳ３５０Ａ～
Ｃの対応するものとの通信を可能にするための制御及び通信能力を備えた照明ユニット、
セグメント／ローカルコントローラ、及び／又は他の関連する資産（例えば、照明器具、
センサ、光源、カメラ、記憶装置、電源）等の１以上の直接通信ＯＬＮ装置を含むことが
できる。ＯＬＮ３３０Ａ～Ｃの各々は、ＣＭＳ３１０及び／又はＶＭＳ３５０Ａ～Ｃの対
応するものにより制御及び管理することはできるが、ＣＭＳ３１０又はＶＭＳ３５０Ａ～
Ｃの対応するものとの直接通信を確立することはできない、照明ユニット、センサ、照明
器具、光源、カメラ及び／又は電源等の１以上の管理されるＯＬＮ装置をオプションとし
て含むこともできる。例えば、管理されるＯＬＮ装置は、ＣＭＳ３１０及び／又はＶＭＳ
３５０Ａ～Ｃにより、ＣＭＳ３１０及び／又はＶＭＳ３５０Ａ～Ｃと通信すると共に該管
理されるＯＬＮ装置をＣＭＳ３１０及び／又はＶＭＳ３５０Ａ～Ｃから受信される入力に
基づいて制御する直接通信ＯＬＮ装置（例えば、セグメントコントローラ）を介して制御
することができる。
【０１７７】
　［０１９９］一般的に言って、ＣＭＳ３１０はＯＬＮ３３０Ａ～Ｃの各々と通信して、
該ＯＬＮ３３０Ａ～Ｃの装置の特定の側面を遠隔的に制御及び管理する一方、ＶＭＳ３５
０Ａ～Ｃは対応するＯＬＮ３３０Ａ～Ｃにつながると共に該ＯＬＮ３３０Ａ～Ｃの装置の
他の側面を管理する。例えば、ＣＭＳ３１０はＯＬＮ３３０Ａ～Ｃと通信して、該ＯＬＮ
３３０Ａ～Ｃの１以上の光源の照明動作を制御及び管理する（例えば、オン／オフする、
調光レベルを設定する、カラーレベルを設定する、及び／又は照明スケジュールを設定す
る）ことができる（直接的に、又は１以上の照明ユニット、セグメントコントローラ等を
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介して）。また、例えば、ＣＭＳ３１０はＯＬＮ３３０Ａ～Ｃと通信して、１以上のＯＬ
Ｎ装置の測定及びフィードバック構成を制御及び管理することができる（例えば、１以上
のＯＬＮ装置からの測定値及び／又はフィードバックを受信及び管理する、１以上のＯＬ
Ｎ装置の測定及びフィードバック状態を変える、及び／又は１以上のＯＬＮ装置の測定及
びフィードバック報告頻度を変える）。また、例えば、ＣＭＳ３１０はＯＬＮ３３０Ａ～
Ｃと通信して、１以上のＯＬＮ装置を制御及び管理することもできる（例えば、ＯＬＮコ
ントローラ、照明器具、センサ、カメラ及び／又は電源の情報を管理する；ＯＬＮコント
ローラ、照明器具、センサ、カメラ及び／又は電源をオン／オフする；及び／又はコント
ローラ、照明器具、センサ、カメラ及び／又は電源を構成する）。
【０１７８】
　［０２００］ＶＭＳ３５０Ａ～Ｃは、ＯＬＮ３３０Ａ～Ｃの他の側面を管理することが
できる。例えば、ＶＭＳ３５０Ａ～ＣはＯＬＮ３３０Ａ～Ｃの対応するものと通信して、
該ＯＬＮ３３０Ａ～Ｃの１以上の装置のＯＬＮ試運転（コミッショニング）を実行するこ
とができる（例えば、当該装置に地理的情報を割り当てる、当該装置に初期設置位置情報
を割り当てる、当該装置に初期構成情報を割り当てる、及び／又は複数の装置間の関係を
割り当てる）。また、例えば、ＶＭＳ３５０Ａ～ＣはＯＬＮ３３０Ａ～Ｃの対応するもの
と通信して、該ＯＬＮを管理することができる（例えば、ＯＬＮ装置間の通信を最適化す
る、接続性問題を識別及び原因追及する、及び／又はソフトウェア更新をインストールす
る）。また、例えば、ＶＭＳ３５０Ａ～ＣはＯＬＮ３３０Ａ～Ｃの対応するものと通信し
て、該ＯＬＮにセキュリティ管理を提供することもできる（例えば、新たに接続されたＯ
ＬＮ装置を検証する、セキュリティ侵害を検出する、及び／又はセキュリティ問題を正す
）。また、例えば、ＶＭＳ３５０Ａ～ＣはＯＬＮ３３０Ａ～Ｃの対応するものと通信して
、当該ＯＬＮの装置のうちの１以上の特定の供給元固有の機能を制御することもできる。
このＣＭＳとＶＭＳとの間のＯＬＮの制御及び管理の側面の枝分かれは、顧客が複数供給
元ＯＬＮの特定の側面を制御及び管理しながら、ＶＭＳまでの当該複数供給元ＯＬＮの制
御及び管理の多くの供給元固有の側面をそのままにすることを可能にさせる。或るＯＬＮ
の制御及び管理の特定の側面を、オプションとしてＣＭＳ又はＶＭＳの何れかにより指示
することもできる。例えば、ＣＭＳは特定の状況における（例えば、セットアップ時の及
び／又はオーバーライド状況における）報告パラメータを設定することもできる。
【０１７９】
　［０２０１］図４は、本発明の実施態様による処理４００を解説したフローチャートを
示す。処理４００は、図１Ｃ及び２に示すようなシステムにより実行することができる。
処理４００は、下記のステップの１以上を含むことができる。更に、これらステップのう
ちの１以上は、望むなら、組み合わせ及び／又は副ステップに分割することができる。動
作時において、該処理はステップ４０１の間に開始することができ、次いで、ステップ４
０３に進むことができる。
【０１８０】
　［０２０２］ステップ４０３の間において、当該処理は、情報が必要とされるか又はユ
ーザ、ＣＭＳ、他の照明ユニット２０６－Ｎ等によりリクエストされたかを判定する。こ
れは、（１）ユーザインターフェース装置１２２からの情報リクエスト、（２）ＣＭＳ１
０２からの定期的状態及び保守リクエスト、（３）車両又は物体が照明システム２００の
領域に入る等のイベント検出トリガ、等に応答するものであり得る。この判定がイエスで
ある場合、当該処理はステップ４０５に進む。
【０１８１】
　［０２０３］ステップ４０５の間において、当該処理はセンサ２２６から幾らか又は全
てのセンサ情報を取得することができ、該センサ情報は本システムの実施態様によれば１
以上の照明器具の近傍における状況の状態に関係する情報を含むことができる。更に、当
該処理は資源１１２から情報を取得することができ、斯様な状況は、気象状況、交通状況
、有害又は危険な状況、物体の監視／追跡、ユーザインターフェース装置、インターネッ
ト等からの情報リクエストを含むことができる。従って、当該処理は、例えば画像情報、
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温度情報（地上及び／又は大気）、ドプラレーダ情報、圧力情報、物体の速度及び／又は
方向情報、データベース情報、履歴データ、位置情報等の１以上を含み得る情報を取得す
ることができる。該情報を取得した後、当該処理はステップ４０７へと続く。
【０１８２】
　［０２０４］ステップ４０７の間において、当該処理は上記情報を分析することにより
現在のＯＬＮ状態を決定することができる。例えば、当該処理は画像情報、音響情報を分
析して、自動車事故が発生した、若しくは当該ＯＬＮの照明器具／センサの近くのビル内
で侵入／窃盗が発生したと判断することができ、又は該処理は圧力情報及びレーダ情報を
分析して、現在雨が降っていると判断することができる。例えば、資源１１２からの現在
の状態情報は、降水（例えば、雨、雪、霧、霧雨、氷等）、降水率（例えば、レーダ、収
集器及び／又は画像ベースのセンサにより取得される時間当たりの０.０２、２、…イン
チの雨）、湿度（bar）、気圧（インチ水銀、インチhg）、露点、周囲照明（例えば、現
在時刻に関する時間情報と一緒に又は該時間情報とは無関係に決定することもできる夜間
等の闇）等のうちの１以上等の報告するセンサの近傍における現在の気象状況に関係する
情報を含むことができる。更に、当該処理は、画像情報を画像認識アルゴリズム又は他の
デジタル信号処理技術を用いて処理し、対応する現在の［気象状態］情報から雨が降って
いて暗いと判断することができる。当該処理は、地上の及び／又は大気の温度等を決定す
ることもできる。上記現在の［気象状態］情報を決定するために、当該処理は、ローカル
に又は遠隔位置等で実行することができる（例えば、第三者アプリケーション等による）
気象予報アプリケーション等の如何なる好適な方法を使用することもできる。従って、当
該処理は、処理された又は処理されていないセンサ情報を気象予報アプリケーションに送
信することができると共に、現在の気象状態（例えば、雨、露点、予測される気象パター
ン（例えば、晴れつつある、曇ってきている、より寒くなる等）等）に関する情報を受信
することができる。更に、当該処理が第三者アプリケーションから他の状態情報（例えば
、交通情報）を取得することができることも考えられる。ステップ４０７を完了した後、
当該処理はステップ４０９へと続くことができる。
【０１８３】
　［０２０５］ステップ４０９の間において、本システムは、前記現在の状態情報に従っ
て若しくは該状態情報に応答して照明設定を決定することができ、当該領域内のユーザ／
車両に警報信号を供給する又は１以上のユーザインターフェース装置１２２若しくは入力
／出力装置２３９に情報／メッセージを送信する等の他の動作を行うことができ、又は２
以上の照明ユニット２０６－１、センサ２２６、入力／出力装置２３９－１／ユーザイン
ターフェース装置１２２－１を使用して協調された照明設定応答を供給することができる
。上記照明設定は、例えば、前記１以上の照明ユニットの１以上により供給される照明の
、プロファイル、照明パターン（又は複数のパターン）、輝度、スペクトル（又は複数の
スペクトル）、偏光（又は複数の偏光）、周波数（例えば、点滅又は連続的照明等のため
の）等を制御することができる。従って、適切な照明システム２００の応答は、アルゴリ
ズム及び／又はルックアップテーブルを用いて、又はユーザにより手動で決定することが
できる。
【０１８４】
　［０２０６］従って、本システムは照明設定を前記状態情報に基づいて設定することが
できる。例えば、識別された状態が霧である（例えば、霧がかっている）と判断された場
合、当該処理は、輝度を広げるための照明プロファイルを通常に、カラーを黄色に、及び
周波数を９０Hz（例えば、点滅しない）に設定することができる。上記照明プロファイル
は、通常のもの及び広がるパターンを含むことができる。上記通常プロファイルは通常の
形状及び／又はサイズを持つ通常の領域（例えば、マトリックス）を画定することができ
る一方、広がるプロファイルは、例えば、同じ形状であるが、より大きなサイズを有する
ことができる（又は、望むなら、異なる形状を有することができる）。上記照明設定は、
当該システムにより及び／又はユーザにより、設定及び／又は更新することができる。例
えば、霧状態の設定に関して、ユーザはカラー周波数を赤に設定することができると共に
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、対応する照明器具からの光出力に注目する際に個人により点滅する赤い光が知覚される
ように周波数を２０Hzに設定することができる。しかしながら、当該システムが履歴情報
を用いて照明設定テーブル中の情報を修正することができるということも考えられる。照
明設定を決定した後、当該処理は対応する照明設定情報を形成することができ、該照明設
定情報は、所望なら、ＣＭＳ１０２及び／又は当該照明システムにおける複数の照明ユニ
ットのうちの選択された照明ユニットの１以上に送信し、及び／又は、これらにより受信
することができる。ステップ４０９を完了した後、当該処理はステップ４１１へと続くこ
とができる。
【０１８５】
　［０２０７］ステップ４１１の間において、本システムは当該ＯＬＮを、特には選択さ
れた照明ユニットを構成して、前記照明設定情報に従って照明することができ、又は当該
領域内のユーザ／車両に対して警報信号を供給し（例えば、入力／出力装置２３９を用い
て）、１以上のユーザインターフェース装置１２２へ情報／メッセージを送信し、又は２
以上の照明ユニット２０６－１、センサ２２６若しくは入力／出力装置２３９を用いて協
調された照明設定応答を提供する等の他の動作を行うことができる。例えば、ＬＥＤ光源
を、上記照明設定情報に従って照明パターン、輝度、カラー、カラー強度、カラースペク
トル及び／又は周波数を出力するように構成することができる。上記照明パターンは、領
域にわたって輝度分布を示すことができるようなマトリクスを使用して決定することがで
きる。更に、異なる照明源（例えば、ガス電球、ＬＥＤ等）を上記照明設定に基づいて選
択することができる。ステップ４１１を完了した後、当該処理はステップ４１３へと続く
ことができる。
【０１８６】
　［０２０８］ステップ４１３の間において、本システムは、本システムのメモリの履歴
情報（例えば、統計情報）を前記の決定された気象状態、センサ情報、日、日付、時間、
ユーザ進行パターン等に従って形成及び／又は更新することができ、上記情報は後の時点
に、例えば、資源サーバ１１２から履歴的なユーザ進行パターン（例えば、日中の又は夜
の進行に関する）を考慮する最適化された方向的経路案内及び安全要因、犯罪レポートを
提供するために用いることができる。ステップ４１３を完了した後、当該処理はステップ
４１５へと続くことができる。
【０１８７】
　［０２０９］ステップ４１５の間において、本システムは当該処理の１以上のステップ
を繰り返すべきかを判断することができる。従って、当該処理の１以上のステップを繰り
返すべきと判断された場合、該処理はステップ４０３へ（又は、繰り返されることが望ま
れる他のステップへ）と続くことができる。逆に、当該処理の１以上のステップを繰り返
さないと判断された場合、該処理はステップ４１７へと続くことができ、該ステップにお
いて当該処理は終了する。当該処理は特定の周期的及び／又は非周期的時間間隔で繰り返
すことができる。当該処理を繰り返すことにより、履歴情報にアクセスすることができ、
例えばセンサ情報の変化率を決定するために使用することができる。この情報は、種々の
状況及びイベントに対する照明システム２００における適切な応答を決定及び／又は調整
するために使用することができる。
【０１８８】
　［０２１０］図５は、統合されたサービス／管理プラットフォームのための本照明プラ
ットフォームの実施態様による処理５００及びサービスプラットフォームサーバ２内の情
報の流れを解説したフローチャートを示し、これらは照明設備のデザインの種々の段階／
モジュール、配備、運転（運用）及び特注化の間の相互作用を表している。処理５００は
図１ａ及び１ｂに示したような照明プラットフォームにより実行することができる。該処
理５００は、下記のステップの１以上を含むことができる。更に、これらステップの１以
上は、所望なら、組み合わせ及び／又は副ステップに分割することができる。
【０１８９】
　［０２１１］情報の流れ（情報流）Ａ５０２：条件／在庫評価ユニット５１２とデザイ
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ン／企画ユニット５１４との間の情報交換。条件／在庫評価データは、資産条件計画、プ
ロジェクト優先付け計画、位置、タイプ、モデル、製造者、能力、動作条件等の既存の設
備に関する一般的情報を含むことができる。該データは、現場においてモバイル／携帯装
置を介して、又は利用可能な場合は都市情報データベース内のファイル等の既存の文書／
ファイルを介して収集することができる。情報流Ａの方向は概念的に表したものに過ぎず
、実際の情報はサービスプラットフォームサーバ２を介して通信され得ることに注意すべ
きである。
【０１９０】
　［０２１２］図７は、図５の処理において既存の照明在庫を記録するために使用するこ
とが可能な例示的な在庫評価アプリケーションを示す。該在庫評価アプリケーションは、
照明技術者又は都市居住者により使用することができる。ユーザは、現場に行き、該アプ
リケーションを用いて新たな照明点（light point）を現在の地理位置に追加することが
できる。該アプリケーションは、ユーザが新たな照明点を地図上の任意の位置に追加する
ことを可能にする（例えば、地図上でダブルタップすることにより）。各照明点において
、ユーザは照明器具のタイプ及び電柱の高さ等の幾つかの基本的属性を入力することがで
きる。画像処理技術を用いることにより、これらの属性は当該照明点に関して撮影された
画像から自動的に抽出することもできる。
【０１９１】
　［０２１３］上記アプリケーションは、現ユーザにより追加された照明点のみならず、
他のユーザにより追加されたものも示す。特権ユーザは地図上に示された全ての照明点を
削除又は修正することができる一方、通常のユーザは自身により追加された照明点しか削
除又は修正することができないが、通常のユーザは、幾つかの情報が不正確であると思う
場合、他のものにより追加された照明点にフラグを付すことができる。この場合、特権ユ
ーザは、多くのフラグを受信した場合、照明点に関する当該情報を検証することができる
。ところで、通常のユーザは、入力情報の正確さ等の当該通常ユーザの挙動に基づいて等
級付けされ、信頼性を獲得することができる。
【０１９２】
　［０２１４］情報流Ｂ５０４：デザイン／企画ユニット５１４と設置ユニット５１６と
の間の情報交換。デザイン／企画ユニット５１４の出力は、デザイン／企画計画及び装置
（照明器具、コントローラ、センサ）、能力／フィーチャ（例えば、調光、動き／光／交
通の感知、通信、電源等）を有する解決策の仕様、並びに設置／試運転の指示（例えば、
どのタイプの装置が何処に設置されるべきか、及び装置構成パラメータ）等を含む。前記
設置ユニットも更なるステップを含むことができ、これらステップにおいて該ユニットは
ＯＬＮ供給元と対話して、製品の注文、製造及び納入を特注化し、契約者に当該システム
の設置及び試運転を実行させる。サービスプラットフォームサーバ２は、製造者／供給元
／契約者との対話を調整すると共に、設置されたシステムの最新の記録を維持する。該サ
ーバは当該システムの初期試運転もサポートし、そこでは、通信及び初期装置構成が実行
される。
【０１９３】
　［０２１５］情報流Ｃ５０６：設置ユニット５１６と運転ユニット５１８との間の情報
交換であり、設置された装置の運転マップ上への登録、調光スケジュール、調光区域仕様
（街路、公園等のグループ制御のための）、センサ／電灯関連テーブル、センサの感度等
の運転計画及びパラメータを含む。設置及び試運転の後、当該システムに対する運転制御
は適切なユーザに受け渡され、該ユーザは以前のデザイン／企画及び設置ステップで使用
されたのと同一のサービスプラットフォームを介して該システムにアクセスすることがで
きる。
【０１９４】
　［０２１６］情報流Ｄ５０８：通常の運転の下では、システムデータが収集され、シス
テム運転計画を継続的に維持すると共に、運転的挙動及び装置能力に対するアップグレー
ド又は改善を識別及び推奨するために使用される。例えば、照明点毎の点灯時間及び記録
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を、最適な保守／交換スケジュールを決定するために使用することができる。“ＯＬＮ照
明変更／最適化システム”なる名称の国際特許出願第PCT/IB2012/051737号（公開番号：W
O2012/143814）に記載されたシステム及び方法を、当該最適化のために使用することがで
きる。
【０１９５】
　［０２１７］情報流Ｅ５１０：当該システムの運転ユニット５１８及び保守ユニット５
２０を最適化するためには、フィードバック情報及び／又は最適化計画が必要とされ得、
これらは、情報流Ｄのような運転ユニット５１８からの測定に加えて、前記条件評価ユニ
ットにより供給することができる。フィードバックデータを供給するためには、幾つかの
評価装置及びアプリケーションを用いることができる。更に、前記サービスプラットフォ
ームを介して他のユニットに対し利用可能にされるフィードバックを得るために、国際特
許出願公開第WO2012/143814号公報に記載された測定を協調させる方法を使用することも
できる。該保守／アップグレードユニットは大きな改修、従って新たなサイクルの照明サ
ービスを起動することができる。
【０１９６】
　［０２１８］更に、前記サービスプラットフォームサーバ２は中央管理システム１０２
にコマンドを送信して、屋外照明ネットワーク３－Ｎの１以上を如何なる照明サービスユ
ニットのアップグレード又は最適化された計画に基づいても管理又は再構成することがで
きる。
【０１９７】
　［０２１９］図６は、図５の処理を更に解説すると共に、プロジェクトの評価から運転
／保守及びアップグレードまでの全ライフサイクルを介しての当該処理の事業体とユーザ
との間の対話（相互作用）を示すフローチャートである。
【０１９８】
　［０２２０］図８は、図５におけるサービスプラットフォームサーバ２で使用される例
示的な照明デザイン／計画処理を示す。該処理８００は下記のステップの１以上を含むこ
とができる。更に、これらステップの１以上は、望むなら、組み合わせ及び／又は副ステ
ップに分割することができる。処理時において、当該処理はステップ８０１の間において
開始することができ、次いで、ステップ８０３へ進む。ステップ８０３においては、関心
領域（ＡＯＩ）が選択される。ステップ８０５において、該ＡＯＩはタスクグループに分
解される。ステップ８０７において、該ＡＯＩに基づいて規則コードが決定される。ステ
ップ８０９において、タスク面に関して照度要件が決定される。ステップ８１１において
、エネルギ及びコスト制約が定義される。ステップ８１３において、電柱の距離及び照明
器具の取り付け高が決定される。ステップ８１５において、デザイン目標が定められる。
ステップ８１７においては、既存の照明器具を使用するか、又は新たな照明器具をデザイ
ンするかが判断される。既存の照明器具が使用される場合、ステップ８１９が製品データ
ベースから照明器具を検索する。ステップ８２１において、照明性能、エネルギ消費及び
運転コストが評価される。ステップ８２３においては、前記照明器具デザイン目標が満た
されるかが判断される。満たされるなら、ステップ８２５において、該照明器具が選択さ
れる。満たされないなら、当該処理はステップ８２７に進んで、新たな照明器具をデザイ
ンする。ステップ８２７においては、動作パラメータ（例えば、動作温度、寿命等）が決
定される。ステップ８２９では、光、温度管理及び電気系が選択される。ステップ８３１
において、上記光、温度及び電気系の効率が推定される。ステップ８３３において、ラン
プのタイプ及び数が選択／計算される。ステップ８３５において、照明性能、エネルギ消
費及び運転コストが評価される。ステップ８３７において、前記照明器具デザイン目標が
満たされるかが判断される。満たされないなら、当該処理はステップ８２７に戻る。満た
されるなら、ステップ８３９に進み、該新たな照明器具のデザインを実施する。ステップ
８４１において、当該制御解決策が評価され、最良の制御方法が決定される。ステップ８
４３において、上記最良の制御解決策が実施される。ステップ８４５においては、エネル
ギ及び総所有コスト（ＴＯＣ）が決定される。ステップ８４７は当該処理を終了させる。
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【０１９９】
　［０２２１］図９は、図５の処理において使用された評価／在庫データに基づいてプロ
ジェクトを識別及び優先付けする例示的な方法を示す。当該処理９００は下記のステップ
の１以上を含むことができる。更に、これらステップの１以上は、望むなら、組み合わせ
及び／又は副ステップに分割することができる。処理時において、当該処理はステップ９
０１の間において開始することができ、次いで、ステップ９０３へ進む。ステップ９０３
においては、リクエストが図５におけるサービスプラットフォームサーバ２へ送信されて
（ユーザにより）、改造機会（例えば、ＡＯＩ、要件、金銭的制約等）を決定する。ステ
ップ９０５において、サービスプラットフォームサーバ２は照明プロジェクトを検索する
。ステップ９０７において、照明在庫調査及び条件評価が実行される。ステップ９０９に
おいて、当該リクエストに合致する照明解決策が決定される。ステップ９１１において、
経済／エネルギ利益計算が実行される。ステップ９１３において、プロジェクトの優先付
け／等級付けが実行される。ステップ９１５において、改造プロジェクト、解決策及び利
益に関して、推奨案がリクエストしたユーザに送信される。
【０２００】
　［０２２２］以上、本発明の幾つかの実施態様を本明細書において説明及び図示したが
、当業者であれば、ここに説明した機能を実行し、及び／又はここで述べた結果及び／又
は利点の1以上を得るための種々の他の手段及び／又は構成に容易に想到するであろう。
このような変更及び／又は修正の各々は、ここに述べた本発明の実施態様の範囲内である
と見なされる。もっと一般的に言うと、当業者であれば、ここに述べた全てのパラメータ
、寸法、材料及び構成は例示的なものであることを意味し、実際のパラメータ、寸法、材
料及び／又は構成は、本発明の教示が用いられる特定の用途に依存するであろうことを容
易に理解するであろう。当業者であれば、ここで述べた本発明の特定の実施態様に対する
多くの均等物を認識し、又は通例の実験を用いるだけで確認することができるであろう。
従って、上述した実施態様は例示としてのみ提示されたものであり、添付請求項及びその
均等物の範囲内で、本発明の実施態様は、特定的に説明及び請求項に記載したもの以外で
実施することができると理解されるべきである。本開示の発明的実施態様は、ここで述べ
た各フィーチャ、システム、物品、材料、キット及び／又は方法に向けられたものである
。更に、２以上の斯様なフィーチャ、システム、物品、材料、キット及び／又は方法の如
何なる組み合わせも、このようなフィーチャ、システム、物品、材料、キット及び／又は
方法が相互に矛楯しないならば、本開示の発明の範囲内に含まれるものである。
【０２０１】
　［０２２３］ここで定められ及び使用された全ての定義は、辞書の定義、参照により組
み込まれた文献における定義及び／又は定義された用語の通常の意味を規制すると理解さ
れるべきである。
　［０２２４］本明細書及び請求項で使用される単数形は、そうでないと明示しない限り
、“少なくとも１つの”を意味すると理解されるべきである。
【０２０２】
　［０２２５］本明細書及び請求項において使用された“及び／又は”なる語句は、その
ように結合されたエレメントの“何れか又は両方”、即ち或る場合には連接的に存在し、
他の場合には離接的に存在するエレメントを意味すると理解されるべきである。“及び／
又は”で列挙された複数のエレメントは、同様に、即ちそのように結合されたエレメント
の“１以上”であると見なされたい。“及び／又は”なる文により固有に識別されたエレ
メント以外の他のエレメントも、これらの固有に識別されたエレメントに関係するか関係
しないかによらず、オプションとして存在することもできる。従って、限定するものでは
ない例として、“有する”なる非制限的文言と一緒に使用される場合、“Ａ及び／又はＢ
”なる言及は、一実施態様ではＡのみ（オプションとして、Ｂ以外のエレメントを含む）
を、他の実施態様ではＢのみ（オプションとしてＡ以外のエレメントを含む）を、更に他
の実施態様ではＡ及びＢの両方（オプションとして他のエレメントを含む）を、指す等と
なり得る。
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【０２０３】
　［０２２６］本明細書及び請求項で使用される場合、“又は”は上記に定義した“及び
／又は”と同じ意味を持つと理解されたい。例えば、リスト内の項目を分ける場合、“又
は”又は“及び／又は”は、包含的であると、即ち複数の又は一連のエレメントのうちの
少なくとも１つの包含のみならず、２以上及びオプションとして追加の非掲載項目も含む
と解釈されるべきである。“のうちの１つのみ”又は“のうちの正確に１つ”のように、
そうでないと明確に示された用語のみ、又は請求項で使用される場合の“からなる”は、
複数の又は一連のエレメントのうちの正確に１つのエレメントの包含を指す。一般的に、
ここで使用される“又は”なる用語は、“何れか”、“のうちの１つ”、“のうちの１つ
のみ”又は“のうちの正確に１つ”等の排他性の用語により先行された場合にのみ、排他
的な代替物（即ち、“一方又は他方であるが、両方ではない”）を示すと解釈されるべき
である。“から本質的になる”は、請求項において使用される場合、特許法の分野で使用
される通常の意味を有するものである。
【０２０４】
　［０２２７］本明細書及び請求項で使用される場合、１以上のエレメントのリストを参
照する“少なくとも１つの”なる語句は、該エレメントのリストにおけるエレメントの何
れか１以上から選択された少なくとも１つのエレメントを意味するものであり、該エレメ
ントのリスト内の各及び全エレメントの少なくとも１つを必ずしも含むものではなく、該
エレメントのリスト内のエレメントの如何なる組み合わせをも除くものではないと理解さ
れるべきである。この定義は、上記“少なくとも１つの”なる語句が参照する上記エレメ
ントのリスト内で識別されるエレメント以外のエレメント（上記の識別されたエレメント
に関係するか又は関係しないかに拘わらず）がオプションとして存在することも可能にす
る。このように、限定するものではない例として、“Ａ及びＢの少なくとも１つ”（又は
等価的に“Ａ又はＢの少なくとも１つ”若しくは等価的に“Ａ及び／又はＢの少なくとも
１つ”）は、一実施態様では、少なくとも１つの（オプションとして２以上を含む）Ａで
、Ｂは存在しない（オプションとしてＢ以外のエレメントを含む）場合、他の実施態様で
は、少なくとも１つの（オプションとして２以上を含む）Ｂで、Ａは存在しない（オプシ
ョンとしてＡ以外のエレメントを含む）場合、更に他の実施態様では、少なくとも１つの
（オプションとして２以上を含む）Ａ及び少なくとも１つの（オプションとして２以上を
含む）Ｂ（オプションとして他のエレメントを含む）の場合等を指すことができる。
【０２０５】
　［０２２８］明確にそうでないと示さない限り、請求項に記載された２以上のステップ
又は動作を含む如何なる方法においても、該方法のステップ又は動作の順序は、これらス
テップ又は動作が記載された順序に必ずしも限定されるものではないと理解されるべきで
ある。
【０２０６】
　［０２２９］請求項及び上記明細書において、“有する”、“含む”、“担持する”、
“持つ”、“収容する”、“伴う”、“保持する”及び“からなる”等の全ての移行句は
非制限的であると、即ち含むが限定されるものではないことを意味すると理解されるべき
である。“からなる”及び“から本質的になる”なる移行句のみが、各々、制限的又は半
制限的移行句である（米国特許庁の特許審査手順マニュアル、第2111.03節に記載されて
いるように）。
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