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(57)【要約】
 
【課題】無線通信ユニット、発光ダイオード（ＬＥＤ）
光源、画像キャプチャユニット及び制御プラットフォー
ムを備える照明システムを提供する。
【解決手段】制御プラットフォームは、無線通信ユニッ
ト、ＬＥＤ光源及び画像キャプチャユニットに電気的に
接続されている。照明システムは、制御プラットフォー
ムを介してＬＥＤ光源及び他のユニットを一体化する。
これにより、照明、画像キャプチャ、無線通信及び自然
災害に対する予防措置のような多機能を提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信ユニットと、
　発光ダイオード（ＬＥＤ）光源と、
　画像キャプチャユニットと、
　前記無線通信ユニットと、前記発光ダイオード光源と、前記画像キャプチャユニットと
に電気的に接続された制御プラットフォームとを備えることを特徴とする照明システム。
【請求項２】
　前記無線通信ユニットは、第３世代（３Ｇ）グローバルモバイル通信システム（ＧＳＭ
）、第３．５世代（３．５Ｇ）グローバルモバイル通信システム（ＧＳＭ）、第４世代（
４Ｇ）グローバルモバイル通信システム（ＧＳＭ）、世界的相互運用性のあるマイクロ波
アクセス（ＷｉＭＡＸ）、個人携帯電話システム（ＰＨＳ）又はアナログ無線伝送システ
ムを備えることを特徴とする請求項１に記載の照明システム。
【請求項３】
　前記画像キャプチャユニットは、電荷結合素子（ＣＣＤ）又は相補型ＭＯＳ画像センサ
（ＣＭＯＳ）を備えることを特徴とする請求項１に記載の照明システム。
【請求項４】
　前記発光ダイオード光源が発光、又は、前記画像キャプチャユニットが画像を捉えるこ
とができるように、前記制御プラットフォームが構成されていることを特徴とする請求項
１に記載の照明システム。
【請求項５】
　前記無線通信ユニットが前記画像キャプチャユニットにより捉えられた画像を遠隔制御
センターに送信できるように、前記制御プラットフォームが構成されていることを特徴と
する請求項１に記載の照明システム。
【請求項６】
　前記画像キャプチャユニット、前記発光ダイオード光源、前記無線通信ユニット及び前
記制御プラットフォームに電気的に接続された電源ユニットを更に備えることを特徴とす
る請求項１に記載の照明システム。
【請求項７】
　前記電源ユニットは、ＤＣ電源ユニット又はＡＣ電源ユニットを備えることを特徴とす
る請求項６に記載の照明システム。
【請求項８】
　前記ＤＣ電源ユニットは、太陽電池を備えることを特徴とする請求項７に記載の照明シ
ステム。
【請求項９】
　前記電源ユニットは、ＤＣ電源ユニット及びＡＣ電源ユニットを備えることを特徴とす
る請求項６に記載の照明システム。
【請求項１０】
　前記ＤＣ電源ユニットは、太陽電池を備えることを特徴とする請求項９に記載の照明シ
ステム。
【請求項１１】
　前記制御プラットフォームに電気的に接続された衛星利用測位システム（ＧＰＳ）を更
に備えることを特徴とする請求項１に記載の照明システム。
【請求項１２】
　前記ＧＰＳユニットにより検知された位置情報に従い前記無線通信ユニットが位置情報
を遠隔制御センターに送信できるように、前記制御プラットフォームが構成されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の照明システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、照明システムに関する。更に詳細に述べると、本発明は、照明、画像キャプ
チャ、無線通信及び自然災害に対する予防措置のような多機能を提供することのできる照
明システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤは、半導体デバイスである。発光チップは、例えば、ＧａＰ、 ＧａＡ等のＩＩ
Ｉ－Ｖ族の化学元素を含む化合物半導体材料から主にできており、電気エネルギーを光に
変換する原則のもと機能する。つまり、化合物半導体は、電子と正孔の組み合わせから過
剰エネルギーを放出できるように動力を有し、これにより光子(光)を放つ。ＬＥＤは、加
熱されずまたは放電せずに発光することができる。そのため、ＬＥＤの寿命は、最長１０
０，０００時間に登り、アイドリングの時間を必要としない。さらに、ＬＥＤには、高速
反応（およそ１０－９秒）、小容量、省力、低汚染、高信頼性及び大量生産しやすいとい
う利点がある。このため、ＬＥＤは、多くの分野で重点的に利用されており、例えば、大
規模電子掲示板での光源及び照明装置、信号、携帯電話、スキャナ、ファックス等に利用
されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　現在、ＬＥＤの発光輝度と効率性とが継続的に改良されている一方、高い輝度を有する
白色ＬＥＤは、順調に大量生産へと繋がっている。その結果、白色ＬＥＤは、室内照明及
びアウトドア街路灯のような照明装置に徐々に利用されている。しかしながら、アウトド
ア街路灯の場合、ＬＥＤ街路灯は、通常、単純な照明機能を果たすように設計されており
、歩行者や管理者にほかの付加価値を提供しない。
【０００４】
　本発明の目的は、例えば、照明、画像キャプチャ、無線通信及び自然災害に対する予防
措置のような多機能を備える照明システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、無線通信ユニットと、ＬＥＤ光源と、画像キャプチャユニットと、制御プラ
ットフォームとを備える照明システムを提供する。この制御プラットフォームは無線通信
ユニットと、ＬＥＤ光源と、画像キャプチャユニットとに電気的に接続されている。
【０００６】
　本発明のある実施例では、前記無線通信ユニットは第３世代（３Ｇ）グローバルモバイ
ル通信システム（ＧＳＭ）、第３．５世代（３．５Ｇ）グローバルモバイル通信システム
（ＧＳＭ）、第４世代(４Ｇ)グローバルモバイル通信システム（ＧＳＭ）、世界的相互運
用性のあるマイクロ波アクセス（ＷｉＭＡＸ）、個人携帯電話システム（ＰＨＳ）又はア
ナログ無線伝送システムを備える。
【０００７】
　本発明のある実施例では、前記画像キャプチャユニットは、電荷結合素子（ＣＣＤ)又
は相補型ＭＯＳ画像センサー(ＣＭＯＳ)を備える。
【０００８】
　本発明のある実施例では、前記発光ダイオード光源が発光、又は、前記画像キャプチャ
ユニットが画像を捉えることができるように、前記制御プラットフォームが構成されてい
る。
【０００９】
　本発明のある実施例では、前記無線通信ユニットが前記画像キャプチャユニットにより
捉えられた画像を遠隔制御センターに送信できるように、前記制御プラットフォームが構
成されている。
【００１０】
　本発明のある実施例では、照明システムは、前記画像キャプチャユニット、前記発光ダ
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イオード光源、前記無線通信ユニット及び前記制御プラットフォームに電気的に接続され
た電源供給ユニットを更に備える。
【００１１】
　本発明のある実施例では、前記電源供給ユニットは、ＤＣ電源供給ユニット又はＡＣ電
源供給ユニットを備える。
【００１２】
　本発明のある実施例では、前記ＤＣ電源供給ユニットは太陽電池を備える。
【００１３】
　本発明のある実施例では、前記電源供給ユニットは、ＤＣ電源供給ユニット及びＡＣ電
源供給ユニットを備える。
【００１４】
　本発明のある実施例では、前記ＤＣ電源供給ユニットは太陽電池を備える。
【００１５】
　本発明のある実施例では、照明システムは、前記制御プラットフォームに電気的に接続
された衛星利用測位システム（ＧＰＳ）を更に備える。
【００１６】
　本発明のある実施例では、前記ＧＰＳユニットにより検知された位置情報に従い前記無
線通信ユニットが位置情報を遠隔制御センターに送信できるように、前記制御プラットフ
ォームが構成されている。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明は、制御プラットフォームを介して画像キャプチャユニット、発光ダイオード光
源及び無線通信ユニットを照明システムに一体的に組み込む。これにより、照明システム
は、照明、画像キャプチャ、無線通信及び自然災害に対する予防措置のような多機能を提
供することができ、これにより利用者に多くの付加価値を提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の上記及び他の目的、特徴及び利点を理解するために、以下に、図面と共に好ま
しい実施形態を詳細に説明する。
【００１９】
　上述の概要と以下の詳細な説明とは例示的なものであり、特許請求の範囲において本発
明の更なる説明が提供される
【００２０】
　添付図面は、本発明を更に理解するために含まれ、明細書に組み込まれ、明細書の一部
を構成する。これらの図面は、本発明の実施例を例示し、記述と共に、本発明の原理を説
明する。
【実施例１】
【００２１】
　図1は、本発明の第一実施例に係る照明システムの概略図である。図1を参照すると、本
実施例における照明システム１００は、無線通信ユニット１２０、発光ダイオード光源１
３０、画像キャプチャユニット１４０、及び制御プラットフォーム１１０を備える。制御
プラットフォーム１１０は、無線通信ユニット１２０、発光ダイオード光源１３０及び画
像キャプチャユニット１４０に電気的に接続されている。制御プラットフォーム１１０は
、無線通信ユニット１２０、ＬＥＤ光源１３０及び画像キャプチャユニット１４０を照明
システム１００に一体的に組み込み、これにより、さらに豊富且つ実用的な機能を提供す
る。
【００２２】
　この実施例では、無線通信ユニット１２０は、第３世代（３Ｇ）グローバルモバイル通
信システム（ＧＳＭ）、第３．５世代（３．５Ｇ）グローバルモバイル通信システム（Ｇ
ＳＭ）、第４世代（４Ｇ）グローバルモバイル通信システム（ＧＳＭ）、世界的相互運用



(5) JP 2009-32645 A 2009.2.12

10

20

30

40

50

性のあるマイクロ波アクセス（ＷｉＭＡＸ）、個人携帯電話システム（ＰＨＳ）またはア
ナログ無線伝送システムを備える。画像キャプチャユニット１４０は、電荷結合素子（Ｃ
ＣＤ)または相補型ＭＯＳ画像センサー(ＣＭＯＳ)を備える。
【００２３】
　例えば、図１の左側に示されたように、本実施例の前記照明システム１００が多機能の
街路灯に適用された場合、その外観は様々な変形例を有する。上記の制御プラットフォー
ム１１０は、ＬＥＤ光源１３０を発光させることにより照明機能を実現することができ、
又は、画像キャプチャユニット１４０に画像を捉えさせることにより、監視機能を実行す
ることができる。本発明の他の実施例では、ＬＥＤ光源１３０は、画像キャプチャユニッ
ト１４０が長距離で画像を捉えられるように、赤外線を発するように構成されている。さ
らには、ＬＥＤ光源１３０は、画像キャプチャユニット１４０が短い時間で画像を捉えら
れるように、フラッシュ光をも提供する。また、上記の制御プラットフォーム１１０は、
無線通信ユニット１２０が画像キャプチャユニット１４０により捉えた画像を遠隔制御セ
ンター２１０に送信することを可能にする。照明システム１００（街路灯）が遠隔監視機
能を有するため、遠隔制御センター２１０は、広い範囲で同時に様々な定位置のモニタリ
ングを行うことができる。上記の視点から見れば、照明システム１００は、単なる街路灯
ではなく、盗難防止の道具でもある。
【実施例２】
【００２４】
　図２は、本発明の第二実施例に係る照明システムの概略図である。図２を参照すると、
本実施例の照明システム１００ａは、第一実施例の照明システム１００に類似しているが
、本実施例の照明システム１００ａは、さらに、画像キャプチャユニット１４０、ＬＥＤ
光源１３０、無線通信ユニット１２０及び制御プラットフォーム１１０に電気的に接続さ
れた電源ユニット１５０を備える。上記の電源ユニット１５０は、ＤＣ電源ユニット１５
２又はＡＣ電源ユニット１５４、又は、両方を備える。ＤＣ電源ユニット１５２は太陽電
池１５２ａを備える。
【００２５】
　例えば、本実施例の照明システム１００ａが多機能の街路灯に適用され、前記システム
に太陽電池１５２ａが装備された場合、太陽電池１５２ａは太陽光を電力に転換し、該電
力を照明システム１００ａの制御プラットフォーム１１０、無線通信ユニット１２０、Ｌ
ＥＤ光源１３０及び画像キャプチャユニット１４０のような電子装置に供給する。これに
より、照明システム１００は、完全又は部分自己供給電力効率を有する。このため、照明
システム１００は、環境保護及びエネルギー節約のような要因のために広く利用されてお
り、電気システムが行き届いていない場所、例えば、人里離れた山岳地帯や沖合諸島にも
適している。
【実施例３】
【００２６】
　図３は、本発明の第三実施例に係る照明システムの概略図である。図３を参照すると、
本実施例の照明システム１００ｂは、第二実施例の照明システム１００ａに類似している
が、本実施例の照明システム１００ｂは、さらに、制御プラットフォーム１１０に電気的
に接続されたＧＰＳユニット１６０を備え、該ＧＰＳ ユニットは、グラフィック情報シ
ステム（ＧＩＳ）を有する。本実施例では、制御プラットフォーム１１０は、無線通信ユ
ニット１２０がＧＰＳユニット１６０により検知された位置情報に従いその位置情報を遠
隔制御センター２１０に送信できるように構成されている。
【００２７】
　例えば、本実施例の照明システム１００ｂが街路灯に適用されると、ＧＰＳユニット１
６０が盗難、泥流のような自然災害または他の原因による異常な位置変更を感知した場合
、無線通信ユニット１２０が遠隔制御センター２１０に警報情報と位置情報とを送信且つ
画像キャプチャユニット１４０が周囲の状況を察知する目的で画像を捉えることができる
ように、制御プラットフォーム１１０が構成されている。これにより、遠隔制御センター
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。このため、本実施例の照明システム１００ｂは、盗難防止や自然災害に対する予防措置
のような他の機能も備える。
【００２８】
　上記したように、本発明は、無線通信ユニット、ＬＥＤ光源、画像キャプチャユニット
を一体化させるために制御プラットフォームを採用し、これにより照明システムは、無線
通信、照明、画像キャプチャ及び自然災害に対する予防措置のような多機能を備える。こ
のため、本発明の照明システムは、異なる状況の下で、種々の付加価値をもたらし、幅広
い適用範囲を有する。
【００２９】
　本発明の範囲又は精神から逸脱しない限り、本発明の構造に変更及び変形がなされるこ
とは当業者にとって自明である。上記を考慮して、本発明は、以下の請求項及びその均等
の範囲に含まれる変形例や改良例を含む。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の第一実施例に係る照明システムの概略図である。
【図２】本発明の第二実施例に係る照明システムの概略図である。
【図３】本発明の第三実施例に係る照明システムの概略図である。
【符号の説明】
【００３１】
１００・・・照明システム
１００ａ・・・照明システム
１００ｂ・・・照明システム
１１０・・・制御プラットフォーム
１２０・・・無線通信ユニット
１３０・・・ＬＥＤ光源
１４０・・・画像キャプチャユニット
１５０・・・電源ユニット
１５２・・・ＤＣ電源ユニット
１５４・・・ＡＣ電源ユニット
１６０・・・ＧＰＳユニット
２１０・・・遠隔制御センター
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