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(57)【要約】
　本発明は、太陽光の位置追跡に用いられる光センサが
設けられたホルダに関するものである。
　第１光センサが設けられたホルダ（Ｈｏｌｄｅｒ）、
ホルダに備えられたボディ（Ｂｏｄｙ）の一側面部に隔
壁と隣接して光が流入される光流入口を備えるとともに
、縦方向に形成された第１光誘導路、第１光誘導路と屈
折部及び第２光誘導路で連結され、光流入口から流入し
た光が屈折して光流出口を通過して第１光センサの感知
部に分散するための第２凹溝、第２凹溝に隣接して第１
光センサが設けられた第１凹溝（１２１）を含んで構成
されたことを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１光センサ（４０１）が設けられたホルダ（Ｈｏｌｄｅｒ）（１００）、
　前記ホルダ（１００）に備えられたボディ（Ｂｏｄｙ）（１１０）の一側面部（１１１
）に隔壁（３００）と隣接して光が流入される光流入口（１５１）を備えるとともに、縦
方向に形成された第１光誘導路（１４１）、
　前記第１光誘導路（１４１）と屈折部（１７２）及び第２光誘導路（１４２）で連結さ
れ、前記光流入口（１５１）から流入された光が屈折して光流出口（１６１）を通過して
第１光センサ（４０１）の感知部（４２０）に分散するための第２凹溝（１２２）、
　前記第２凹溝（１２２）に隣接して前記第１光センサ（４０１）が設けられた第１凹溝
（１２１）
を含んで構成されたことを特徴とする太陽光位置追跡用光センサホルダ。
【請求項２】
　前記第１凹溝（１２１）と前記第２凹溝（１２２）に隣接して形成された係止段（１２
３）には、前記第１光センサ（４０１）の前記感知部（４２０）が係止されること
をさらに含んで構成されたことを特徴とする請求項１に記載の太陽光位置追跡用光センサ
ホルダ。
【請求項３】
　前記第１光センサ（４０１）の前記感知部（４２０）に生成された感知線（４２１）の
直線部（４２１ａ）は、前記第１光誘導路（１４１）を形成する横方向への長さ（Ｌ１）
部分と平行に前記第１凹溝（１２１）に設けられたこと
をさらに含んで構成されたことを特徴とする請求項１に記載の太陽光位置追跡用光センサ
ホルダ。
【請求項４】
　前記ボディ（１１０）の下部に備えられた前記第１凹溝（１２１）には前記第１光セン
サ（４０１）を設けるためのキャップ（Ｃａｐ）（５００）が挿入されたこと
をさらに含んで構成されたことを特徴とする請求項１に記載の太陽光位置追跡用光センサ
ホルダ。
【請求項５】
　前記ボディ（１１０）の下部に備えられた前記第１凹溝（１２１）には、前記第１光セ
ンサ（４０１）を設けるためのエポキシ（Ｅｐｏｘｙ）またはシリコン（Ｓｉｌｉｃｏｎ
）でボンディング（Ｂｏｎｄｉｎｇ）されたこと
をさらに含んで構成されたことを特徴とする請求項１に記載の太陽光位置追跡用光センサ
ホルダ。
【請求項６】
　第１光センサ（４０１）及び第２光センサ（４０１ａ）がそれぞれ設けられた一対のホ
ルダ（１００）（１００ａ）、
　前記ホルダ（１００）（１００ａ）が、隔壁（３００）を基準にボディ（１１０）の一
側面部（１１１）を介して互いに対向して備えられ、前記隔壁（３００）と隣接して光が
流入される光流入口（１５１）をそれぞれ備えるとともに、縦方向に形成された第１光誘
導路（１４１）、
　前記第１光誘導路（１４１）と屈折部（１７２）及び第２光誘導路（１４２）で連結さ
れ、前記光流入口（１５１）から流入した光が屈折して光流出口（１６１）を通過して前
記第１光センサ（４０１）及び前記第２光センサ（４０１ａ）の感知部（４２０）に分散
するための第２凹溝（１２２）、
　前記第２凹溝（１２２）に隣接して前記第１光センサ（４０１）及び前記第２光センサ
（４０１ａ）がそれぞれ設けられた第１凹溝（１２１）
を含んで構成されたことを特徴とする太陽光位置追跡用光センサホルダ。
【請求項７】
　前記第１光誘導路（１４１）を形成する横方向への長さ（Ｌ１）及び幅（Ｄ１）は、前
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記第２光誘導路（１４２）を形成する長さ（Ｌ１）及び幅（Ｄ１）と同一であることを含
んで構成されたことを特徴とする請求項１または請求項６に記載の太陽光位置追跡用光セ
ンサホルダ。
【請求項８】
　前記ボディ（１１０）の上部に前記光流入口（１５１）に接して形成された長方形の締
結溝（１３１）には、光を透過させる透明または半透明の材質のフィルタ（Ｆｉｌｔｅｒ
）（８００）が設けられたこと
をさらに含んで構成されたことを特徴とする請求項１または請求項６に記載の太陽光位置
追跡用光センサホルダ。
【請求項９】
　前記ボディ（１１０）の上部に形成された前記光流入口（１５１）には、光を透過する
透明または半透明の接着物質が満たされたこと
をさらに含んで構成されたことを特徴とする請求項１または請求項６に記載の太陽光位置
追跡用光センサホルダ。
【請求項１０】
　前記第１光誘導路（１４１）と前記第２光誘導路（１４２）の間に連結された前記屈折
部（１７２）は、その角度が９０度～１６０度の範囲に形成されたこと
をさらに含んで構成されたことを特徴とする請求項１または請求項６に記載の太陽光位置
追跡用光センサホルダ。
【請求項１１】
　一対のホルダ（１００）（１００ａ）が隔壁（３００）を基準にボディ（１１０）の一
側面部（１１１）を介して互いに対向して備えられ、
前記ボディ（１１０）の側面に形成された少なくとも１つ以上の光流入口（８５１）（８
５２）前記光流入口（８５１）（８５２）から流入された光が補助光誘導路（８４１）（
８４２）を経て光流出口（８６１）（８６２）を通過して第１凹溝（１２１）にそれぞれ
設けられた第１光センサ（４０１）及び第２光センサ（４０１ａ）の感知部（４２０）に
分散するための第２凹溝（１２２）
を含んで構成されたことを特徴とする太陽光位置追跡用光センサホルダ。
【請求項１２】
　前記補助光誘導路（８４１）（８４２）を形成する横方向への長さ及び幅は、第１光誘
導路（１４１）を形成する横方向への長さ（Ｌ１）及び幅（Ｄ１）と同一であること
をさらに含んで構成されたことを特徴とする請求項１１に記載の太陽光位置追跡用光セン
サホルダ。
【請求項１３】
　前記ボディ（１１０）の側面に形成された前記光流入口（８５１）（８５２）に接して
形成された長方形の締結溝（８３１）が設けられ、
前記締結溝（８３１）には、光を透過させる透明または半透明の材質のフィルタ（Ｆｉｌ
ｔｅｒ）（８００）が設けられたこと
をさらに含んで構成されたことを特徴とする請求項１１に記載の太陽光位置追跡用光セン
サホルダ。
【請求項１４】
　前記ボディ（１１０）の側面に形成された前記光流入口（８５１）（８５２）には、光
を透過する透明または半透明の接着物質が満たされたこと
をさらに含んで構成されたことを特徴とする請求項１１に記載の太陽光位置追跡用光セン
サホルダ。
【請求項１５】
　前記補助光誘導路（８４１）（８４２）は、前記ボディ（１１０）の側面に対して直角
または１０度～６０度の範囲に傾斜して形成されたこと
をさらに含んで構成されたことを特徴とする請求項１１に記載の太陽光位置追跡用光セン
サホルダ。
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【請求項１６】
　前記隔壁（３００）は、前記第１光誘導路（１４１）と平行に終端部（３１１）が固定
溝（１７１）に締結固定されたこと
をさらに含んで構成されたことを特徴とする請求項１または請求項６または請求項１１の
うちのいずれか１つに記載の太陽光位置追跡用光センサホルダ。
【請求項１７】
　前記第２凹溝（１２２）には光を分散させる空間（１２２ａ）、
をさらに含んで構成されたことを特徴とする請求項１または請求項６または請求項１１の
うちのいずれか１つに記載の太陽光位置追跡用光センサホルダ。
【請求項１８】
　前記第１凹溝（１２１）の直径が前記第２凹溝（１２２）の直径より大きいこと
をさらに含んで構成されたことを特徴とする請求項１または請求項６または請求項１１の
うちのいずれか１つに記載の太陽光位置追跡用光センサホルダ。
【請求項１９】
　前記第１凹溝（１２１）と前記第２凹溝（１２２）に隣接して形成された係止段（１２
３）には、前記第１光センサ（４０１）及び前記第２光センサ（４０１ａ）の前記感知部
（４２０）が係止されること
をさらに含んで構成されたことを特徴とする請求項１または請求項１１に記載の太陽光位
置追跡用光センサホルダ。
【請求項２０】
　前記第１光センサ（４０１）及び前記第２光センサ（４０１ａ）の前記感知部（４２０
）に生成された感知線（４２１）の直線部（４２１ａ）は、前記第１光誘導路（１４１）
を形成する横方向への長さ（Ｌ１）部分と平行に前記第１凹溝（１２１）にそれぞれ設け
られたこと
をさらに含んで構成されたことを特徴とする請求項１または請求項１１に記載の太陽光位
置追跡用光センサホルダ。
【請求項２１】
　前記ボディ（１１０）の下部に備えられた前記第１凹溝（１２１）には、前記第１光セ
ンサ（４０１）及び前記第２光センサ（４０１ａ）を設けるためのキャップ（Ｃａｐ）（
５００）が挿入されたこと
をさらに含んで構成されたことを特徴とする請求項１または請求項１１に記載の太陽光位
置追跡用光センサホルダ。
【請求項２２】
　前記ボディ（１１０）の下部に備えられた前記第１凹溝（１２１）には、前記第１光セ
ンサ（４０１）及び前記第２光センサ（４０１ａ）を設けるためのエポキシ（Ｅｐｏｘｙ
）またはシリコン（Ｓｉｌｉｃｏｎ）がボンディング（Ｂｏｎｄｉｎｇ）されたこと
をさらに含んで構成されたことを特徴とする請求項１または請求項１１に記載の太陽光位
置追跡用光センサホルダ。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽光位置追跡用光センサホルダに係り、より具体的にはＣｄＳ（硫化カド
ミウムセル）等の光センサを用いて、太陽光から発散される光の強度が強い天気、即ち、
照射される光の量が多い照度範囲においても太陽光の精密な感知動作が行われるようにし
た太陽光位置追跡用光センサホルダに関する。
　また、本発明は、太陽光から発散される光がボディの側面部を通じて流入する少なくと
も１つ以上の光流入口がそれぞれ備えられた補助光誘導路を通じて、光流出口を介して第
１凹溝に設けられた光センサの感知部に分散させることによって、太陽光から発散される
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光の強度が弱い早朝または夕方頃にも太陽光の精密な感知動作が行われるようにした技術
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近において、人類が限定された電気及びガス、石油資源にのみ依存した影響によって
、原油価格が急騰している一方、人類による石油エネルギーの使用による温室ガスの増加
などによって環境汚染問題が深刻に提起されている。
　これにより、環境公害の発生なしに環境にやさしく無制限に用いることができる太陽熱
をはじめとして風力、潮力などの自然を用いた代替エネルギーの開発に対する関心が高ま
っており、その中でも特に太陽熱を用いて、家庭及び産業体に使われる温水または暖房に
必要な熱源を生産するための装置の開発が活発に進められている。
【０００３】
　図１は、従来の太陽光の位置追跡のための光センサがホルダに設けられた状態を示した
図面である。
　従来の太陽光の位置追跡のための光センサ、即ちＣｄＳ素子が設けられたホルダ（Ｈｏ
ｌｄｅｒ）（１０）は、特許文献１に記載されたように、円柱または四角柱の形状からな
るボディ（Ｂｏｄｙ）（１１）の中心部位に隔壁（１３）を設けて２つの第１凹溝（１４
）及び第２凹溝（１４－１）を形成し、形成された第１凹溝（１４）及び第２凹溝（１４
－１）にＣｄＳが備えられた第１光センサ（１５）及び第２光センサ（１５－１）が一対
にそれぞれ設けられるとともに、ボディ（１１）の上部には太陽光（１６）から発散され
る光が収集される透明または半透明材質のフィルタ（Ｆｉｌｔｅｒ）（１２）が構成され
ている。
【０００４】
　ここで、光センサは、ＣｄＳ（硫化カドミウムセル）、フォトトランジスター（Ｐｈｏ
ｔｏ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）等の多様な種類が用いられていて、そのうちＣｄＳは照射
される光の量に応じて抵抗の容量（または「抵抗値」という）が変化し、その感知動作が
行われる。
　例えば、ＣｄＳは、大部分５Ω（オーム）乃至２５０ＫΩ（キロオーム）の抵抗値を有
するが、これは光の照射量を感知して変動するもので、暗い状態では高い抵抗値を有し、
ＣｄＳ表面に照射される光が明るくなるほど自体の内部抵抗値が低くなる性質を利用した
、いわゆる、ライト（Ｌｉｇｈｔ）－オン（Ｏｎ）型を用いるものである。
　言い換えれば、ＣｄＳは、太陽光（１６）から発散される光がＣｄＳ表面に照射される
とその抵抗値が減少し、この時ＣｄＳを通過して流れる電流が増加し、結果としてライト
（Ｌｉｇｈｔ）－オン（Ｏｎ）動作が行われ、これによって光信号が電流信号に変換され
た感知信号が発生する。
【０００５】
　一方、一対に設けられた第１光センサ（１５）及び第２光センサ（１５－１）は、その
設けられる方向に沿って東方向及び西方向、または南方向及び北方向の太陽光を感知する
ことによって、太陽光電力を生産するソーラー（Ｓｏｌａｒ）板（図示を省略）が別途の
駆動装置（図示を省略）に連結されて太陽光（１６）に向かっての追跡動作が行えるよう
にしたものである。
【０００６】
　しかし、このように構成された従来の技術は、太陽光（１６）から発散される光の強度
の強い澄んだ天気、例えば１万ルックス（ｌｘ）以上の照度においては、隔壁（１３）を
間に置いて設けられた第１光センサ（１５）及び第２光センサ（１５－１）にフィルタ（
１２）を通じて太陽光が収集されると、隔壁（１３）による影の影響が非常に微弱となり
、第１光センサ（１５）と第２光センサ（１５－１）との抵抗値がほぼ差のない状態（例
えば、０Ω（オーム））になるため、これによって太陽光（１６）の正しい位置感知がで
きなくなる問題が発生する。
　従って、太陽光電力を生産するソーラー板（図示を省略）または太陽熱を生産するため
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の集熱板（図示を省略）が太陽光（１６）を追跡できなくなり、結局熱エネルギーの節減
のために高価な費用で設けた装置が太陽光電力または太陽熱を十分に生産できなくなると
いう多くの問題をもたらす。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】韓国特許出願第１０－２００７－００８８７７４号（２００７年９月３日
出願）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであって、その目的とすると
ころは、光センサが設けられるホルダに光屈折部を有する光誘導路を備え、太陽光から発
散される光の強度が強い天気、言い換えれば、太陽光から照射される光の量が多い照度範
囲（例えば１万ルックス（ｌｘ）以上）でも、太陽光を感知するための感度をより一層高
めることができるようにすることにある。
　また、本発明のもう一つの目的とするところは、太陽光から発散される光がボディの側
面部を通じて流入するように少なくとも１つ以上の光流入口がそれぞれ備えられた補助光
誘導路を通じて、光流出口を通過して第１凹溝に設けられた光センサの感知部に分散させ
ることによって、太陽光から発散される光の強度が弱い早朝または夕方頃にも東または西
の方に位置した太陽光の精密な感知動作が行われるようにすることにある。
　更に、本発明のもう一つの目的とするところは、太陽光方位の精密な感知動作を通じて
、太陽光電力を生産するソーラー板または太陽熱を生産する集熱板が太陽光追跡をより容
易に行うことができるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するためになされた本発明の太陽光位置追跡用光センサホルダは、一
対の第１光センサ及び第２光センサがそれぞれ設けられる一対のホルダ（Ｈｏｌｄｅｒ）
が構成されたことを特徴とする。
　また、上記ホルダは隔壁を基準にボディ（Ｂｏｄｙ）の一側面部が互いに対向するよう
に一体に固定され、ボディの一側面部に隔壁と隣接して太陽光から発散される光が流入さ
れる光流入口を備えるとともに、縦方向に形成された第１光誘導路が構成されたことを特
徴とする。
【００１０】
　また、第１光誘導路と屈折部及び第２光誘導路で連結され、光流入口から流入した光が
屈折して光流出口を通過して第１光センサ及び第２光センサの感知部に分散する空間を有
する、第２凹溝が構成されたことを特徴とする。
　また、第２凹溝に隣接して備えられ、第１光センサ及び第２光センサがそれぞれ設けら
れる第１凹溝を含んで構成されたことを特徴とする。
【００１１】
　上記の課題を解決するためになされた本発明の他の手段を有する太陽光位置追跡用光セ
ンサホルダは、第１光センサが設けられるホルダ（Ｈｏｌｄｅｒ）が構成されたことを特
徴とする。
　また、ホルダに備えられたボディ（Ｂｏｄｙ）の一側面部に隔壁と隣接して太陽光から
発散される光が流入する光流入口を備えるとともに、縦方向に形成された第１光誘導路が
構成されたことを特徴とする。
【００１２】
　また、第１光誘導路と屈折部及び第２光誘導路で連結され、光流入口から流入された光
が屈折して光流出口を通過して第１光センサの感知部に分散する空間を有する、第２凹溝
が構成されたことを特徴とする。
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　また、第２凹溝に隣接して備えられ、第１光センサが設けられる第１凹溝を含んで構成
されたことを特徴とする。
【００１３】
　上記の課題を解決するためになされた本発明の更なる他の手段を有する太陽光位置追跡
用光センサホルダは、一対のホルダが隔壁を基準にボディの一側面部が互いに対向するよ
うに接合され、ボディの一側面部には隔壁と隣接して太陽光から発散される光が流入する
光流入口をそれぞれ備えるとともに、縦方向に形成された第１光誘導路が構成されたこと
を特徴とする。
　また、第１光誘導路と横方向に形成された第２光誘導路を連結させた屈折部及び光流入
口から流入した光が、屈折部で屈折ぎ光流出口を通過して光センサの感知部に分散する第
２凹溝が構成されたことを特徴とする。
　また、第２凹溝に接して形成された係止段を間において光センサが挿設された第１凹溝
が構成されたことを特徴とする。
【００１４】
　また、第２凹溝に接して、太陽光から発散される光がボディの側面部を通じて流入する
少なくとも１つ以上の光流入口がそれぞれ備えられた補助光誘導路が構成されたことを特
徴とする。
　また、光流入口から流入した光が、補助光誘導路を経て光流出口を通過して第１凹溝に
設けられた光センサの感知部に分散するものを含んで構成されたことを特徴とする。
【００１５】
　以下において、本発明が解決しようとする課題及び解決手段は、添付した図面に示され
た多様な実施例の詳細な説明を通じてより明白なものとなる。
【発明の効果】
【００１６】
　このように本発明は、太陽光から発散される光の強度が強い天気、または照射される光
の量が多い照度範囲においても、太陽光の位置変化を感知するための感度をより一層高め
ることができるため、太陽光電力を生産するソーラー板または太陽熱を生産する集熱板が
太陽光の位置追跡をより明確にできる効果を有する。
　また、本発明は、補助光誘導路を備え、太陽光から発散される光の強度が弱い早朝また
は夕方頃にも、東または西の方に位置した太陽光の位置変化を感知するための感度をより
一層精密に高めることができるため、これによって太陽光電力を生産するソーラー板及び
太陽熱を生産する集熱板が太陽光の位置追跡をより明確にできる他の効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】従来の太陽光の位置追跡のための光センサがホルダに設けられた状態を示した図
面である。
【図２】本発明による太陽光の位置追跡のための光センサが、ホルダに設けられる状態を
一部切開して示した一実施例の分解図面である。
【図３】本発明による図２において、太陽光の位置追跡のための光センサがホルダに設け
られた状態を一部切開して示した一実施例の図面である。
【図４】本発明による図２において、太陽光の位置追跡のための一対の光センサが、互い
に対向して固定された一対のホルダにそれぞれ設けられた状態を一部切開して示した一実
施例の図面である。
【図５】本発明による太陽光の位置感知のための光センサがホルダに設けられる状態を一
部切開して示した一実施例の分解図面である。
【図６】本発明による図２において、太陽光の位置感知のための光センサがホルダに設け
られた状態を一部切開して示した第１実施例の図面である。
【図７】本発明による図２において、太陽光の位置感知のための一対の光センサが、一対
のホルダにそれぞれ設けられた状態を一部切開して示した第２実施例の図面である。
【図８】本発明による図２及び図５において、太陽光の位置追跡のための光センサがホル
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ダに設けられた状態を示した平面図である。
【図９】本発明による図３及び図６において、太陽光の位置追跡のための光センサがホル
ダに設けられた状態でＡ－Ａ’部位を切断して示した平断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の具体的な実施例を説明するにあたり、本発明を図面によって示すが、図示する
構成と動作は少なくとも１つの一実施例として説明するものであって、これによって本発
明の技術的思想とその核心的な構成及び動作が制限されるものではない。
　参考事項として、本発明を説明する各図面に符号を表記するにあたり、同一の構成要素
はたとえ他の図面に表記されてもできるだけ同一の符号で表記したことに特に留意すべき
である。
【００１９】
　以下、本発明の太陽光の位置追跡のための光センサホルダに対して添付の図面を参照し
て詳細に説明する。
　まず、本発明の課題を解決するための主な構成手段について添付の図２～図４を参照し
て詳しく説明すると、ＣｄＳなどの光センサ、即ち、第１光センサ（４０１）または第２
光センサ（４０１ａ）が設けられる円柱、四角柱、多角柱など多様な形状から成り、例え
ば東西または南北方向に設けられるいずれか１つのホルダ（１００）が構成される。
　また、ホルダ（１００）に備えられたボディ（１１０）の下部に形成され、第１光セン
サ（４０１）または第２光センサ（４０１ａ）が設けられる第１凹溝（１２１）を含め、
ボディ（１１０）の一側面部（１１１）に固定されて太陽光（７００）の影を生成するた
めの隔壁（３００）から構成される。
【００２０】
　また、本発明は、第１光センサ（４０１）及び第２光センサ（４０１ａ）が一対にホル
ダ（１００）（１００ａ）にそれぞれ設けられ、第１光センサ（４０１）は東方向または
南方向に位置した太陽光（７００）から発散される光を感知し、そして第２光センサ（４
０１ａ）は西方向または北方向に位置した太陽光（７００）から発散される光を感知する
ように構成される。
　言い換えれば、本発明の図面に示されなかったが、本発明が適用される太陽光電力を生
産するソーラー板（これを「ソーラーパネル（Ｓｏｌａｒ　Ｐａｎｅｌ）」ともいう。）
装置または太陽熱を生産する集熱板装置には、東西方向に位置した太陽光（７００）を感
知するための一対の第１光センサ（４０１）及び第２光センサ（４０１ａ）が備えられた
ホルダ（１００）（１００ａ）が設けられ、併せて南北方向に位置した太陽光（７００）
を感知するための一対の他の第１光センサ（４０１）及び第２光センサ（４０１ａ）が備
えられたホルダ（１００）（１００ａ）が設けられることが望ましい。
【００２１】
　このように構成された一対の第１光センサ（４０１）及び第２光センサ（４０１ａ）は
、東方向または南方向に位置した太陽光（７００）から発散される光が隔壁（３００）に
よって第１光センサ（４０１）または第２光センサ（４０１ａ）側に影を生成し、これに
応じて抵抗値が変化する特性を利用して、第１光センサ（４０１）または第２光センサ（
４０１ａ）を通過して流れる電流量をそれぞれ別々に感知する構造に構成される。
【００２２】
　次は、本発明の課題を解決するための一実施例について添付の図４を参照してさらに詳
細に説明する。
　図４は、本発明による図２に示した、太陽光の位置追跡のための一対の光センサを、互
いに対向して固定し、一対のホルダにそれぞれ設けられた状態を一部切開して示した一実
施例の図面である。
　上述したとおり第１光センサ（４０１）及び第２光センサ（４０１ａ）がそれぞれ設け
られる一対のホルダ（１００）（１００ａ）が構成される。
【００２３】
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　ホルダ（１００）（１００ａ）は、隔壁（３００）を基準にボディ（１１０）の一側面
部（１１１）が互いに対向するように、即ち、互いに対称となるように一体に固定具備さ
れ、ボディ（１１０）の一側面部（１１１）に隔壁（３００）と隣接して太陽光（７００
）から発散される光が流入される光流入口（１５１）をそれぞれ備えるとともに、縦方向
に形成された第１光誘導路（１４１）が構成される。
　この時、一対の第１光センサ（４０１）及び第２光センサ（４０１ａ）がそれぞれ設け
られるホルダ（１００）（１００ａ）は、隔壁（３００）を間に置いて固定部材（６２１
）を用いてボディ（１１０）を互いに固定することが望ましい。
【００２４】
　ここで、固定部材（６２１）として、ボルト及びナットを用いて固定したり、または別
途の固定ネジ、リベット（Ｒｉｖｅｔ）などを用いて固定することも可能である。
　また、第１光誘導路（１４１）と屈折部（１７２）及び第２光誘導路（１４２）で連結
され光流入口（１５１）から流入した光が、屈折して光流出口（１６１）を通過して第１
光センサ（４０１）及び第２光センサ（４０１ａ）の感知部（４２０）に分散する空間（
１２２ａ）を有する第２凹溝（１２２）が構成される。
　また、第２凹溝（１２２）に隣接して備えられ、第１光センサ（４０１）及び第２光セ
ンサ（４０１ａ）がそれぞれ設けられる第１凹溝（１２１）を含んで構成されたことを特
徴とする。
【００２５】
　次いで、本発明の課題を解決するための他の一実施例について添付の図２を参照して詳
細に説明する。
　図２は、本発明による太陽光の位置追跡のための光センサがホルダに設けられる状態を
一部切開して示した一実施例の分解図面である。
　まず、第１光センサ（４０１）が設けられるホルダ（Ｈｏｌｄｅｒ）（１００）が構成
され、ホルダ（１００）に備えられたボディ（Ｂｏｄｙ）（１１０）の一側面部（１１１
）に隔壁（３００）と隣接して太陽光（７００）から発散される光が流入する光流入口（
１５１）を備えるとともに、縦方向（垂直方向）に形成された第１光誘導路（１４１）が
構成される。
【００２６】
　また、第１光誘導路（１４１）と屈折部（１７２）及び第２光誘導路（１４２）で連結
され光流入口（１５１）から流入した光が、屈折して光流出口（１６１）を通過して第１
光センサ（４０１）または第２光センサ（４０１ａ）の感知部（４２０）に分散する空間
（１２２ａ）を有する第２凹溝（１２２）が構成される。
　また、第２凹溝（１２２）に隣接して備えられ、第１光センサ（４０１）または第２光
センサ（４０１ａ）が設けられる第１凹溝（１２１）を含んで構成されたことを特徴とす
る。
【００２７】
　次に、本発明の課題を解決するための更に他の一実施例について添付の図５～７を参照
して詳細に説明する。
　図５は、本発明による太陽光の位置感知のための光センサがホルダに設けられる状態を
一部切開して示した一実施例の分解図面である。
　まず、一対のホルダ（１００）（１００ａ）が太陽光（７００）の影を生成するための
隔壁（３００）を基準に、ボディ（１１０）の一側面部（１１１）が互いに対向するよう
に、即ち、互いに対称となるように一体に接合固定され、ボディ（１１０）の一側面部（
１１１）には隔壁（３００）と隣接して太陽光（７００）から発散される光が流入する光
流入口（１５１）を備えるとともに、縦方向に形成された第１光誘導路（１４１）が構成
される。
【００２８】
　この時、一対のホルダ（１００）（１００ａ）は、図７に示すとおり固定ネジ、リベッ
ト（Ｒｉｖｅｔ）または固定手段などを用いた固定部材（６２１）によってボディ（１１
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０）を互いに接合固定することを特徴とする。
　続いて、第１光誘導路（１４１）と横方向に形成された第２光誘導路（１４２）を連結
した屈折部（１７２）、及び光流入口（１５１）から流入した光が屈折部（１７２）で屈
折して光流出口（１６１）を通過して光センサ（４０１）の感知部（４２０）に分散する
第２凹溝（１２２）が構成される。
【００２９】
　また、第２凹溝（１２２）に接して形成された係止段（１２３）を間に置いて光センサ
（４０１）が挿設された第１凹溝（１２１）を含み、第２凹溝（１２２）に接して太陽光
（７００）から発散される光がボディ（１１０）の側面部を通じて流入する少なくとも１
つ以上の、光流入口（８５１）（８５２）がそれぞれ備えられた補助光誘導路（８４１）
（８４２）が構成される。
　そして、光流入口（８５１）（８５２）から流入した光が、補助光誘導路（８４１）（
８４２）を経て光流出口（８６１）（８６２）を通過して第１凹溝（１２１）に設けられ
た光センサ（４０１）の感知部（４２０）に分散するものを含んで構成されたことを特徴
とする。
【００３０】
　一方、ボディ（１１０）の側面部を通じて形成された補助光誘導路（８４１）（８４２
）は、太陽光（７００）から発散される光の強度が弱い早朝または夕方頃にも東または西
の方に位置した太陽光の位置変化をより一層精密に感知できるようにすることに特徴があ
る。
　言い換えれば、早朝または夕方頃には太陽の高度が非常に低いため、隔壁（３００）の
影が太陽光（７００）の反対側に位置したもう１つの光センサ（４０１）に生じないだけ
でなく、これによって第１光誘導路（１４１）と第２光誘導路（１４２）を通じて流入す
る光では、一対の光センサ（４０１）でそれぞれ感知される太陽光（７００）に対して位
置の感知を正しくすることができなくなる場合が発生し得るためである。
【００３１】
　従って、ボディ（１１０）の側面部を通じて形成された補助光誘導路（８４１）（８４
２）は、このような場合を考慮して、太陽光（７００）の高度が低いために太陽光（７０
０）から発散される光の強度が弱い早朝または夕方頃にも、東または西の方に位置した太
陽光（７００）の位置変化を容易に感知することが可能になる。
　ここで、ボディ（１１０）の側面部を通じて形成された補助光誘導路（８４１）（８４
２）は、少なくとも１つ以上形成するものの、ボディ（１１０）の側面（符号を省略）に
対して直角または１０～６０度の範囲に傾斜させて形成することによって、第２凹溝（１
２２）に光流入口（８５１）（８５２）から流入した光が、光流出口（８６１）（８６２
）を通過して光センサ（４０１）（４０１ａ）の表面に形成された感知部（４２０）に容
易に分散するようにすることが望ましい。
【００３２】
　次に、上述した本発明による多様な一実施例において共通に適用される構成手段につい
て詳細に説明する。
　まず、図２に示したとおり第１凹溝（１２１）及び第２凹溝（１２２）は係止段（１２
３）を介し隣接して形成され、係止段（１２３）には第１光センサ（４０１）及び第２光
センサ（４０１ａ）の感知部（４２０）が係止されることを特徴とする。
　この時、第１凹溝（１２１）の直径を、空間（１２２ａ）が形成された第２凹溝（１２
２）の直径より大きく形成することが望ましい。
【００３３】
　そして、図８に示したとおり第１光誘導路（１４１）を形成する横方向（水平方向）へ
の長さ（Ｌ１）及び幅（Ｄ１）は、第２光誘導路（１４２）でも同一に形成されるととも
に、第１光誘導路（１４１）と第２光誘導路（１４２）の間に光が屈折されて通過する屈
折部（１７２）でも同一に形成されることを特徴とする。
　従って、太陽光（７００）から発散される光の強度が強い天気、または照射される光の
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量が多い照度範囲（例えば、１万ルックス（ｌｘ）以上の照度）でも光の感知が精密に行
うことができるようにすることによって、太陽光（７００）の位置変化に対する感知感度
をより一層高めることができる。
【００３４】
　また、第１光誘導路（１４１）を形成する横方向への長さ（Ｌ１）及び幅（Ｄ１）は、
第２光誘導路（１４２）を含めてボディ（１１０）の側面部に接して形成された補助光誘
導路（８４１）（８４２）も同一の長さ（Ｌ１）と幅（Ｄ１）に形成されたことをその特
徴とする。
　また、図９に示したとおり第１凹溝（１２１）に設けられる第１光センサ（４０１）及
び第２光センサ（４０１ａ）の感知部（４２０）に生成された感知線（４２１）の直線部
（４２１ａ）は、第１光誘導路（１４１）を形成する横方向への長さ（Ｌ１）部分と平行
に設けることにより、感知線（４２１）を通じて光の感知がさらに容易に行われることが
望ましい。
　隔壁（３００）は、第１光誘導路（１４１）と平行に、かつ、終端部（３１１）が固定
溝（１７１）に締結されて固定されることを特徴とする。また、隔壁（３００）は、太陽
光（７００）によって影が生成されなければならないため、隔壁（３００）は不透明材質
の金属物質または合成樹脂で形成されることが望ましい。
【００３５】
　この時、隔壁（３００）は、太陽光（７００）によってそれぞれのホルダ（１００）に
備えられたボディ（１１０）の上面部位に十分な影が生成され得るように、その大きさを
考慮して設けることが望ましい。
　また、ボディ（１１０）の上部に備えられた光流入口（１５１）に接して長方形の締結
溝（１３１）が形成され、締結溝（１３１）には、光を透過させる透明または半透明の材
質のガラスや合成樹脂などで形成されたフィルタ（２００）が別途の付着手段によって設
けられることを特徴とする。
　もちろん、光流入口（１５１）には外部から雨水及びホコリなどが流入しないように、
フィルタ（２００）の代わりに透明または半透明の接着物質またはシリコン（Ｓｉｌｉｃ
ｏｎ）などによってボンディング（Ｂｏｎｄｉｎｇ）することも可能である。
【００３６】
　一方、ボディ（１１０）の側面部に形成された補助光誘導路（８４１）（８４２）の光
流入口（８５１）（８５２）に接して長方形の締結溝（８３１）が形成され、締結溝（８
３１）には、光を透過させる透明または半透明の材質のガラスや合成樹脂などで形成され
たフィルタ（８００）が別途の付着手段によって設けられることを特徴とする。
　また、ボディ（１１０）の下部に備えられた第１凹溝（１２１）には、第１光センサ（
４０１）及び第２光センサ（４０１ａ）を設けて固定させるためのキャップ（Ｃａｐ）（
５００）が挿入されることを特徴とする。
【００３７】
　この時、ボディ（１１０）の下部に備えられた第１凹溝（１２１）には、第１光センサ
（４０１）及び第２光センサ（４０１ａ）を設けるとともに、外部から光の透過がないよ
うにしなければならない。特に、雨水などが流入されないようにエポキシ（Ｅｐｏｘｙ）
またはシリコン（Ｓｉｌｉｃｏｎ）によってボンディング（Ｂｏｎｄｉｎｇ）して固定す
ることが望ましい。
【００３８】
　参照事項として図２及び図５に表記された未説明符号５１１は、第１光センサ（４０１
）及び第２光センサ（４０１ａ）に備えられたリード（Ｌｅａｄ）線（４１１）が貫通さ
れる通孔である。
　そして、第１光誘導路（１４１）と第２光誘導路（１４２）の間に連結された屈折部（
１７２）は、その角度を９０度～１６０度の範囲に形成することによって、第２凹溝（１
２２）の空間（１２２ａ）に光流入口（１５１）から流入した光が光流出口（１６１）を
通過して第１光センサ（４０１）及び第２光センサ（４０１ａ）の表面に形成された感知
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部（４２０）に容易に分散することが望ましい。
【００３９】
　以上説明した内容に照らしてみると、当業者において本発明の技術的思想を逸脱しない
範囲で多様な変更と修正などが可能であることは自明である。
　従って、本発明の技術的範囲は上述したような実施例に記載された内容に限定されるも
のではなく、本発明の特許請求の範囲によって定められることが望ましい。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　本発明は太陽から発散される太陽光を効率よく感知して追跡できる技術であって、今後
熱エネルギーの節減及び環境への対応においてその利用可能性が非常に期待される発明で
ある。
【符号の説明】
【００４１】
　　１０：　ホルダ（Ｈｏｌｄｅｒ）
　　１１：　ボディ（Ｂｏｄｙ）
　　１２：　フィルタ（Ｆｉｌｔｅｒ）
　　１３：　隔壁
　　１４：　第１凹溝
　　１４－１：　第２凹溝
　　１５：　第１光センサ
　　１５－１：　第２光センサ
　　１６：　太陽光
　　１００、１００ａ：　ホルダ（Ｈｏｌｄｅｒ）
　　１１０：　ボディ（Ｂｏｄｙ）
　　１１１：　一側面部
　　１２１：　第１凹溝
　　１２２：　第２凹溝
　　１２２ａ：　空間
　　１２３：　係止段
　　１３１、８３１：　締結溝
　　１４１：　第１光誘導路
　　１４２：　第２光誘導路
　　１５１、８５１、８５２：　光流入口
　　１６１、８６１、８６２：　光流出口
　　１７１：　固定溝
　　１７２：　屈折部
　　２００、８００：　フィルタ（Ｆｉｌｔｅｒ）
　　３００：　隔壁
　　３１１：　終端部
　　４０１：　第１光センサ
　　４０１ａ：　第２光センサ
　　４１１：　リード（Ｌｅａｄ）線
　　４２０：　感知部
　　４２１：　感知線
　　４２１ａ：　（感知線の）直線部
　　５００：　キャップ（Ｃａｐ）
　　５１１：　通孔
　　６２１：　固定部材
　　７００：　太陽光
　　８４１、８４２：　補助光誘導路
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【手続補正書】
【提出日】平成23年5月17日(2011.5.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１９】
　前記第１凹溝（１２１）と前記第２凹溝（１２２）に隣接して形成された係止段（１２
３）には、前記第１光センサ（４０１）及び前記第２光センサ（４０１ａ）の前記感知部
（４２０）が係止されること
をさらに含んで構成されたことを特徴とする請求項６または請求項１１に記載の太陽光位
置追跡用光センサホルダ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項２２】
　前記ボディ（１１０）の下部に備えられた前記第１凹溝（１２１）には、前記第１光セ
ンサ（４０１）及び前記第２光センサ（４０１ａ）を設けるためのエポキシ（Ｅｐｏｘｙ
）またはシリコン（Ｓｉｌｉｃｏｎ）がボンディング（Ｂｏｎｄｉｎｇ）されたこと
をさらに含んで構成されたことを特徴とする請求項６または請求項１１に記載の太陽光位
置追跡用光センサホルダ。
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