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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建築物の内部を利用可能な太陽エネルギーで照らすための照明システムであって、
　複数のＬＥＤ灯および複数の蛍光灯を備える照明配列と、
　前記照明配列の中の前記複数のＬＥＤ灯に電力を提供する太陽電池パネルと、
　前記建築物の前記内部における前記複数のＬＥＤ灯の光レベルを感知する光電池と、
　前記感知された前記複数のＬＥＤ灯の光レベルが、照明目的で前記複数のＬＥＤ灯の利
用のために規定されたレベル未満であるときに、前記複数の蛍光灯を作動させ、前記複数
の蛍光灯が作動しており、前記複数のＬＥＤ灯の光レベルが規定されたレベルを上回る照
明レベルを再度達成したと前記光電池が感知したときに、前記複数の蛍光灯への電力の流
れを停止させるように前記光電池によって作動される制御機構と、
　を備える、照明システム。
【請求項２】
　前記制御機構が、電圧感応スイッチを備える、請求項１に記載の照明システム。
【請求項３】
　前記電圧感応スイッチが、電力が前記複数の蛍光灯に流れることを選択的に可能にする
、請求項２に記載の照明システム。
【請求項４】
　前記電圧感応スイッチが、前記光電池に接続される、請求項２に記載の照明システム。
【請求項５】
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　電圧源が前記光電池に接続される、請求項１～４のいずれかに記載の照明システム。
【請求項６】
　建築物の内部を利用可能な太陽エネルギーで照らすための照明システムであって、
　第１の光源および第２の光源を備える照明配列と、
　前記照明配列の中の前記第１の光源に電力を提供する太陽電池パネルと、
　前記建築物の前記内部における前記第１の光源の光レベルを感知する光電池と、
　前記感知された前記第１の光源の光レベルが、照明目的で前記第１の光源の利用のため
に規定されたレベル未満であるときに、前記第２の光源を作動させ、前記第２の光源が作
動しており、前記第１の光源の光レベルが規定されたレベルを上回る照明レベルを再度達
成したと前記光電池が感知したときに、前記第２の光源への電力の流れを停止させるよう
に前記光電池によって作動される制御機構と、
　を備える、照明システム。
【請求項７】
　前記制御機構が、電圧感応スイッチを備える、請求項６に記載の照明システム。
【請求項８】
　前記電圧感応スイッチが、電力が前記第２の光源に流れることを選択的に可能にする、
請求項７に記載の照明システム。
【請求項９】
　前記電圧感応スイッチが、前記光電池に接続される、請求項７または８に記載の照明シ
ステム。
【請求項１０】
　電圧源が前記光電池に接続される、請求項６～９のいずれかに記載の照明システム。
【請求項１１】
　建築物の内部を利用可能な太陽エネルギーで照らすための方法であって、
　太陽電池パネルからの電力を用いて、照明配列の中の第１の光源に電力を提供するステ
ップと、
　前記建築物の前記内部における前記第１の光源の光レベルを感知するステップと、
　前記感知された前記第１の光源の光レベルが、照明目的で前記第１の光源の利用のため
に規定されたレベル未満であるときを判定するステップと、
　前記感知された前記第１の光源の光レベルが前記規定されたレベル未満であるときに、
建築物の配電網からの電力を用いて、第２の光源に対する電力を作動させ、前記第２の光
源が作動しており、前記第１の光源の光レベルが規定されたレベルを上回る照明レベルを
再度達成したときに、前記第２の光源への電力の流れを停止させるステップと、
　を備える、方法。
【請求項１２】
　前記判定するステップが、電圧感応スイッチによって実施される、請求項１１に記載の
方法。
【請求項１３】
　前記作動させるステップが、
　前記電圧感応スイッチに応答して、前記第２の光源に対して電力が流れることを選択的
に可能にすることを更に備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１の光源からの光出力を光電池によって感知するステップを更に備える、請求項
１１に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽パネルにより電力供給されるＬＥＤ配列および主電源により電力供給さ
れる蛍光灯から、建築物の内部の照明のために供給される電力のタイプの制御に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　主電源の電力消費を相殺するために、太陽パネルおよび他の代替の電源が、現在の建築
物に追加されたり、または新しい建築物の設計に組み込まれたりしてきた。これらのシス
テムでは、太陽パネルは、日照ピーク時にはより高い電力出力を、非ピーク時にはより低
い電力出力を提供してきた。これが、太陽パネルで生成された電力の目的が照明であると
きに、ある問題を発生させた。太陽電池の非ピーク電力出力が、所定のライト一式を点灯
させるには不十分であった。
【０００３】
　業界での設計は、バッテリを照明システムに組み込むことでこの問題を克服しようとし
た。バッテリによって、電力を日照ピーク時に蓄えて、非ピーク時に必要とされる時に用
いることが可能となった。太陽方式やバッテリの設置には制限が存在した。第一に、ピー
ク時の電力出力は、使用中の光源とバッテリの充電とに分けられる必要があった。このた
め、所定の設置先で必要とされる太陽電池の数が増した。また、最初にバッテリを設置す
るのに追加の費用が生じ、バッテリも所定の時間が経てば交換する必要があった。太陽方
式およびバッテリの設置には、複雑で経費のかかる設置に備えた、大規模な制御回路を必
要とした。
【０００４】
　この問題を克服する他の設計では、太陽パネルで生成された電力または建築物の主電源
によって電力供給される照明システムを必要とした。これらの設置が太陽パネルやバッテ
リの設置に勝る１つの長所は、初期設置の経費が軽減されることであった。加えて、これ
らのシステムはさらに、主電源の電力消費を減少させるという目的を達成した。このタイ
プの設置では、太陽パネル電源と主電源との間の変換をいつ、そしてどのようにして行う
かという問題が存在していた。この分野では、光電池が用いられていた。光電池などのセ
ンサーがこの光電池センサーの電圧出力に基づいてある光レベルを検出した。光電池は、
夜明けまたは夕暮れ時に存在する照明レベルを検出するために、また、その信号に基づい
て明かりを制御するために、戸外の照明設置先で用いられてきた。
【０００５】
　米国公開特許出願第２０１１／００３２６９５号は、建築物の主電源との接続を持つ太
陽電池式ライトアセンブリに関する。太陽パネルは、発光ダイオード配列に電力供給する
充電式バッテリと、白熱電球に経路付けされた建築物の主電源とに電力を供給していた。
このライトアセンブリは、１つの光電池センサーに従って戸外の周辺光レベルを感知して
、夕暮れ時に所定の周辺光レベルが感知された時に、充電式バッテリから電力供給される
発光ダイオード配列をオンにしていた。第２の光電池センサーは、発光ダイオード配列の
光レベルを感知して、発光ダイオード配列に供給された光の量が、充電式バッテリが電力
切れになる時のような所定の最小レベル未満である時に、白熱電球に対する電力をオンに
していた。このアセンブリは、日中と、屋内での照明設置先もしくは充電式バッテリが存
在しない設置先に欠点があった。このアセンブリの１つの欠点は、第２の光電池が、筐体
の中の双方の光源からの光出力を直接に感知していたことである。双方の光源からの出力
を感知することにより、一旦白熱電球がオンにされると、発光ダイオード配列の光出力を
感知する制御システムは、もはや機能しなくなった。このシナリオでは、白熱電球は、夜
明けまで、または電球が手動でオフにされるまでは、オンのままである。
【０００６】
　米国公開特許出願第２００９／０２２４６８１号は、ハイブリッド式の太陽電池および
送電網式照明システムに関する。この出願は、照明設置先に対して、太陽パネル電力と送
電網電力とを切り替える、または、太陽パネル電力と送電網電力との組み合わせに切り替
えるシステムを説明していた。具体的には、このシステムは、所定の照明設置先のために
追加される必要がある送電網電力の量を判定するために、太陽パネルによって生成された
電力量の現在の測定結果を利用していた。これを遂行するには複雑な回路が必要であり、
それが、このシステムを実現するために経費を増大させた。
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【発明の概要】
【０００７】
　本発明は、太陽パネル電力をより効率的に利用し、これにより送電網電力消費を軽減す
る新しい、改良された照明システムを提供する。この照明システムは、周辺光が送電網か
らの電気の使用量を軽減することを可能とするとき、利用可能な太陽エネルギーを用いて
、建築物の内部に照明を提供する。この照明システムは、複数のＬＥＤ灯および複数の蛍
光灯を持つ照明配列を有する。太陽電池パネルは、この照明配列の中のＬＥＤ灯に電力を
提供し、光電池は、建築物の内部空間内の周辺光レベルを感知する。制御機構は、感知さ
れた周辺光レベルが、照明目的のＬＥＤ灯の利用に対する規定されたレベル未満であると
きに、蛍光灯を作動させるために光電池によって作動される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に係る、建築物の内部空間を照らすための照明システムの概略図である。
【０００９】
【図２】本発明に係る、照明システムを図示する概略図である。
【００１０】
【図３】図２の照明システムのための光電池抵抗体センサー機構およびスイッチを図示す
る概略電気回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明は、太陽電池パネルによって電力供給される一次光源からの照明と、主電源から
電力供給される二次光源からの照明との自動照明制御によるエネルギー節約に関する。本
発明は、照明と光感知との双方が建築物の内部空間に存在する用途に特に適合される。
【００１２】
　図１は、本発明に係る、例示的な自動照明制御システムを図示する。一次光源３０は、
太陽電池パネル２０によって電力供給されるＬＥＤ灯の配列として示されている。ＬＥＤ
灯配列は、太陽電池パネル２０が、通常の日当たりの良い条件下で入射光線を受容してい
るときに、建築物または筐体の内部に十分な照明を提供する。光電池抵抗体センサー機構
５０は、一次光源３０のＬＥＤ灯からの光出力を監視する。光電池抵抗体センサー機構５
０は、主送電網６０からの電力の二次光源４０に対する流れを光電池抵抗体センサー機構
５０によって感知された光に基づいて制御するスイッチ７０に電気的に接続される。二次
光源４０は、送電網６０によって電力供給される。送電網６０は、任意の数の源から電力
を受容し得る。電源は、これには限られないが、地方公共事業プロバイダによって提供さ
れる電力または現地の発電機からの電力を含み得る。他の送電網電力源もまた利用され得
ることを理解されたい。
【００１３】
　好ましい実施形態は、一次光源用の発光ダイオードまたはＬＥＤ３０の配列と、二次光
源４０としての蛍光灯とを用いる。ＬＥＤ配列は一般的には、他の利用可能な光源より消
費エネルギー１ワット当りでより多くの光線を提供することが可能であり、これが、目的
が送電網の電力消費を軽減することであるときに、太陽パネル電源とＬＥＤ灯光源との組
み合わせを有利なものとする。
【００１４】
　比較すると、蛍光ランプは一般的には、設置するのにＬＥＤ配列より経済的であり、現
在の多くの建築物の設置先では既に、蛍光ランプを利用している。本発明は、蛍光器具を
既に設置している現在の建築物の設計に組み込まれ得る、または、本発明は新しい建築物
の設計に用いられ得る。蛍光灯は、エネルギー効率の良い光源であることが望ましいが、
他のものを用いても良い。一次光源用にＬＥＤ以外の光源も用いられ得ることを理解され
たい。光源には、ＬＥＤ、蛍光灯、白熱電球が含まれ得るが、必要に応じて、他の既存の
照明源を一次光源用に用い得る。更に、好ましい本実施形態は、直射日光によってもたら
される熱を軽減するために、戸外の太陽パネル設置物、または照らされている建築物また
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は筐体の窓もしくは屋根で部分的日よけとして設置される太陽パネルを利用し得る。
【００１５】
　図２は、本発明に係る、照明システムの概略図または機能ブロック図である。太陽電池
パネル２０は、複数の太陽電池を有する。この太陽電池パネルの構成は、太陽条件、建築
物の構造に対する考慮、予測される電力需要のピーク値および平均値、等に従って、いず
れかの適切な従来型であり得る。加えて、複数の太陽電池パネルが、太陽電池パネル２０
用に用いられ得る。太陽電池パネル２０は、屋内のＬＥＤ配列３０に接続し、これに電力
を供給する。
【００１６】
　光電池抵抗体センサー制御機構５０は、屋内ＬＥＤ配列３０の光出力を感知する光電池
抵抗体を含む。所定の設置先で、光電池抵抗体１５４は、ＬＥＤ配列３０の近くで照らさ
れている建築物の中に配置され、光電池抵抗体１５４が、一次光源３０の周辺照明レベル
を感知するようにする。ＬＥＤ配列３０の光出力が、規定された照明レベルを上回って上
昇するとき、二次光源４０に対する電力の流れは、スイッチ７０によって遮断される。光
電池抵抗体センサー機構５０は、光電池抵抗体センサー機構５０がＬＥＤ配列３０の光出
力が規定されたレベル未満であることを感知するときに、スイッチ７０が二次のまたは電
力供給された光源４０に対する送電網電力６０の流れを許容することを可能にする。加え
て、光電池抵抗体センサー制御機構５０が、ＬＥＤ配列３０が規定されたレベルを上回る
照明レベルを再度達成したと感知するとき、光電池抵抗体センサー制御機構５０は、スイ
ッチ７０に対して、送電網６０から二次光源４０への流れを停止させ、これにより、送電
網を利用しないで電力消費を軽減させる。
【００１７】
　図３は、感光性の電池で形成される、市販タイプの光電池抵抗体１５４を含む、光電池
抵抗体センサー機構５０をさらに詳細に図示する。光電池抵抗体１５４は、電圧源１５８
で電圧基準レベルと、１５９に示すように電気的アースに接続されている抵抗体１５２と
に接続される。光電池抵抗体１５４と抵抗体１５２との間に位置する接続ポイント１５６
は、光電池抵抗体１５４の抵抗値で決定される電圧レベルを示し、この抵抗値は次に建築
物中の感知された周辺照明レベルによって決まる。所望の周辺照明レベルでは、光電池抵
抗体１５４の抵抗値は、抵抗体１５２と実質的に同じであり、したがって、ポイント１５
６は、電圧源１５８の電圧の半分である電圧レベルにある。
【００１８】
　光電池抵抗体１５４の電池は、光に敏感であり、一次光源３０によって提供されるよう
な、感知された入射光線レベルに基づいて、抵抗値の変化を示す。光源３０から提供され
る光線が適切であるときは、光電池抵抗体１５４の電池の、実際には光電池の端子の抵抗
値が増加して、スイッチ７０に至る接続ポイント１５６で提示される電圧が変化する。光
源３０からの光線が減少すると、光電池抵抗体１５４の電池の抵抗値が減少して、スイッ
チ７０に至る接続ポイント１５６で提示される電圧が変化する。この性能によって、本発
明は、需要が感知されたときに、二次光源４０のライトを作動し、一次光源３０から十分
な光線が存在するときには、自動的にこれらをオフに切り替える。
【００１９】
　光電池抵抗体１５４上のＬＥＤ灯３０による照明が夕暮れ、曇りがちな天気、または他
の理由のために減少するとき、光電池抵抗体の抵抗値が減少し、したがって、ポイント１
５６における電圧が変化する。ポイント１５６に接続されている電圧感応スイッチ７０は
、ＬＥＤ灯３０からの許容不可能照明出力を示す電圧レベルに高感度に設定されている。
したがって、ポイント１５６での電圧が、設定または規定されたレベルでは存在しないと
き、電圧感応スイッチが７０を閉じて、送電網６０から二次光源４０に電力が流れること
を可能とする。
【００２０】
　逆に、光電池抵抗体１５４上のＬＥＤ灯３０による照明が、夜明け、曇りがちな天気の
通過、または他の理由のために増大するとき、光電池抵抗体の抵抗値が増大し、したがっ
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て、ポイント１５６における電圧が変化する。ポイント１５６での電圧が、設定または規
定されたレベルを満たすとき、電圧感応スイッチ７０が開き、送電網６０から二次光源４
０に対する電力の流れが停止する。
【００２１】
　このように、本発明により、照明目的のためのデュアル光源システムを持つ照明システ
ムが提供される。一次光源３０のＬＥＤ灯は、太陽電池２０によって動作され、二次光源
４０は、送電網６０の主電源からの動作電力を受容する。照明目的の適切な電力供給への
切り替えは、制御機構５０が一次光源のＬＥＤ灯からの低照明出力を感知するときに自動
的に行われて、電力消費を最適化する。本発明は、太陽エネルギーを、太陽電池パネル２
０から利用可能な分量だけ引き出し、建築物の照明の必要性が求められるときにだけ、送
電網から照明用の補助電力に切り替える。
【００２２】
　本発明は、関連事項の平均的知識を持つ人物が、本明細書の発明の中で言及される成果
を再現し、かつ獲得し得るように十分に説明された。それでもなお、本明細書中の本発明
の主題である技術分野のいかなる当業者も、本明細書中の要求に述べられていない修正を
実施し、これらの修正を決定された構造またはこの構造の製造プロセスに応用し、以下の
特許請求の範囲で請求される事項を要求し得るが、これらの構造は、本発明の範囲内に網
羅されるものとする。
【００２３】
　添付の特許請求の範囲に記載された本発明の精神および範囲から逸脱することなく、詳
細に上述した本発明に対して改善および修正が可能であることを留意し、理解すべきであ
る。

 

【図１】

【図２】

【図３】
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