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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であって、
　記憶装置、照明ユニット機能を制御するための制御モジュール、及び通信モジュールを
有し、前記屋外照明ネットワーク内の他の照明ユニットと通信するための機能を備えた複
数の照明ユニットと、
　前記複数の照明ユニットのうちの少なくとも１つの照明ユニットの前記通信モジュール
と通信する撮像装置と、
　イベントを検知し、前記複数の照明ユニットのうちの少なくとも１つの照明ユニットの
前記通信モジュールと通信するセンサモジュールと、
　前記複数の照明ユニットと通信し、前記複数の照明ユニットを制御する照明マネージャ
ーであって、前記撮像装置による撮像データの収集をトリガする所定のイベントのリスト
を含む当該照明マネージャーと、
を有し、
　前記制御モジュールは、前記リストを含み、
　前記検知されたイベントが前記リストに属するとき、前記制御モジュールは、前記収集
された撮像データにイベントタイプ及び優先度を割り当てて、前記割り当てた撮像データ
を前記照明マネージャーに送信する、
屋外照明ネットワーク。
【請求項２】
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　前記センサモジュールは、占有センサ、動きセンサ、煙センサ、アルコールセンサ、及
び／或いは車の安全性に関する信号を検知するセンサのうちの少なくとも１つを含み、並
びに／又は人命に関わる警告信号を検知する、請求項１に記載の屋外照明ネットワーク。
【請求項３】
　屋外照明ネットワークを通じて制御される複数の撮像装置からのイベントのデータ収集
を制御する方法であって、前記方法は、
　複数の照明ユニットが所定のイベントのリストを持つステップと、
　前記複数の撮像装置の１つ以上が、センサモジュールによって検知された所定のイベン
トに基づいて、撮像データを収集することを照明マネージャーによってトリガされるステ
ップと、
　前記検知されたイベントが前記リストに属するとき、前記収集された撮像データにイベ
ントタイプ及び優先度を割り当てて、前記割り当てた撮像データを前記照明マネージャー
に送信するステップと、
を有する、
方法。
【請求項４】
　前記イベントは、車及び／又は歩行者の動き、火災の発生、アルコールの存在、車の特
定の安全性、及び人命に関わる状態、並びにこれらの組み合わせを含む、請求項３に記載
の方法。
【請求項５】
　照明パフォーマンスを制御するための認証されたユーザからの１つ以上の要求を処理す
るステップと、
　前記要求に従って照明パフォーマンスを制御するステップと、
を更に有する、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　緊急事態においてデータを記録するように、認証されたユーザからの要求を処理するス
テップを更に有する、請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　診断の支援をするために、異常な照明ユニットのデータを取得するように、近隣の照明
ユニットへの要求を処理するステップを更に有する、請求項３に記載の方法。
【請求項８】
　或る時間では低品質／低解像度のデータを取得し、トリガイベントを検知すると高い品
質のデータを取得するように、前記センサモジュールの撮像センサを制御するステップを
更に有する、請求項３に記載の方法。
【請求項９】
　屋外照明ネットワークを通じて制御された複数の撮像装置からの撮像データの収集を制
御する方法であって、前記方法は、
　複数の照明ユニットが所定のイベントのリストを持つステップと、
　前記複数の撮像装置の１つ以上が、センサモジュールによって検知された所定のイベン
トに基づいて、撮像データを取得するステップと、
　前記撮像データ及び前記所定のイベントに関連する関係情報を、前記複数の照明ユニッ
トのうちの少なくとも１つに関連付けて配置された記憶装置に記録するステップと、
　前記検知されたイベントが前記リストに属するとき、前記撮像データにイベントタイプ
及び優先度を割り当てて、前記割り当てた撮像データを前記照明マネージャーに送信する
ステップと、
　記録された前記撮像データ及び前記関係情報を、データベースに収集するステップと、
を有する、
方法。
【請求項１０】
　前記記録するステップは、前記イベントにおいて、新しい撮像データが蓄積されること
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により前記記憶装置が満杯になると、メモリ管理機能が、割り当てられた優先度に従って
ダウンロード済又は古い撮像データを削除するステップを更に有する、請求項９に記載の
方法。
【請求項１１】
　ユーザ又は他のシステムが前記撮像データ及び特定イベントに関連する関係情報を検索
し、アクセスすることができる情報プラットフォームを提供するステップを更に含む、請
求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　ユーザが、イベントタイプ、時間、ロケーションのパラメータに基づいて前記撮像デー
タを検索することを可能とするステップを更に含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記イベントのユーザ説明に基づいて前記照明マネージャーへのユーザの要求を生成す
るステップと、
　前記データベース内及び前記複数の照明ユニットのうちの少なくとも１つに関連する前
記記憶装置内で、前記ユーザの要求基準に合う前記撮像データを前記照明マネージャーに
よって検索するステップと、
を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記収集するステップは、前記照明マネージャーが、前記照明ユニットから前記照明マ
ネージャーに屋外照明ネットワークインフラを使用して送信されるよう認証されたユーザ
によって設定された特定の要求を満たす高い優先度の前記撮像データを選択するステップ
を有する、請求項９に記載の方法。
【請求項１５】
　前記照明マネージャーによって、イベントレポートを、前記撮像データ及び前記関係情
報に基づいて、並びに所定のユーザの関心に従って、ユーザに提供するステップと、
　前記イベントレポートに含まれる項目に関連して、ユーザの要求を処理するステップと
、
を更に有する、請求項９に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、大規模な屋外環境における複数の照明システム／カメラ設置からの画像及び
／又は映像情報を提供するためのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　監視は、交通及び環境状況の監視、安全性の向上、並びに緊急事態への対応など様々な
屋外環境において増々重要な役割を果たしている。一般的に、監視カメラは、映像及び画
像データを生成し、これらは局部的に蓄積され得るか、又は通信ネットワークを通じて遠
隔サーバに送信され得るかである。監視データの中で、緊急映像及び画像は、しばしばリ
アルタイムで応答者及び警備員に配信されることが要求される。
【０００３】
　映像／画像データの「事後」キャプチャだけでなく、リアルタイム監視は、厳しいセキ
ュリティ要件の場所の監視から、例えば公園、道路など公共のスペースにおける安全性及
び安心感の提供まで、多くの有用なアプリケーションを持つ。しかしながら、映像監視の
ためのユビキタスなインフラを整備することは大仕事である。主要な課題の一つは、専用
インフラを設置するコスト（例えば、ケーブリング／ファイバの配備、設備、保守など）
である。追加コストは、リアルタイム監視及び映像／画像データのストリーミングに関係
する。更に、従来技術のシステムは、高帯域幅容量を必要とする。これは、特に目標エリ
アが大規模な屋外環境であるときに、現在のネットワーク技術にとって課題である。
【０００４】
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　無線システムが存在するが、現在の無線ネットワーク技術によって提供される限られた
通信帯域幅は、広いエリアをカバーするのに大きなボトルネックである。それ故に、ほと
んどの既存のシステムは、重要なエリア、すなわち主に安全上の問題が配備及び保守の高
いコストを正当化するエリアにのみ配備されている。屋外カメラで記録されたほとんどの
映像／画像データは、有用でない可能性があり、従ってデータを遠隔監視センターにスト
リーミングすることは、既に乏しい通信帯域を使用するのに良い手段ではない。他方で、
限られた数のデバイスに対して各デバイスからの撮像データを局部的に蓄積及び後で復元
することは、代替手段であるが、大規模に設置された基盤（例えば、大都市の繁華街全域
）にとって非効率になる。重要な問題は、非常に広いエリアをカバーしながら最も適切な
情報のみを効率的にキャプチャ、蓄積及び復元できることである。
【０００５】
　屋外照明用ポールは、街路、駐車場、公園及び他の屋外エリアを監視するための監視カ
メラを設置するのに自然な選択である。屋外照明ユニットを制御及び管理するために使用
される屋外照明ネットワーク（ＯＬＮ）が存在する。ＯＬＮは、照明用ポールに設置され
たカメラからのデータを監視センターに送信するのにも使用され得る。それゆえ、ＯＬＮ
の利用は、大規模環境のための監視ネットワークを実行するコストを著しく削減する可能
性がある。
【０００６】
　しかしながら、現在は、必要な高容量及びＯＬＮで使用可能な比較的低い帯域幅のため
に、撮像データは、通常、専用ネットワークで送信される。ＯＬＮで使用される通信技術
は、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）、ＷｉＦｉ、セル方式（ＧＰＲＳ、３Ｇ／４Ｇ）、及び電
力線通信ネットワークを含み、これらは通常、限られた帯域幅を有する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、緊急事態、交通事故などの関係イベントと関連する画像データのキャプチャ
、蓄積及び復元を管理するためにＯＬＮとして接続されたユビキタスな屋外照明装置（照
明ユニット）を使用することにより、従来技術におけるこれらの様々な問題に対処する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一実施形態では、各照明ユニット（ＬＵ）は、ランプ、映像／画像センサ、デ
ータ記憶装置、並びに照明マネージャーと直接又は他の照明ユニットを介して接続される
通信及び制御モジュールを含む。照明ユニットは、占有センサ並びに／又はフォトセル及
び環境センサなどの他のセンサを含んでもよい。
【０００９】
　ＯＬＮシステムデータベースに加えて、照明マネージャーは、現場の撮像装置及びＬＵ
によってキャプチャされたイベントに関連する撮像データについての情報を蓄積するため
に撮像データベースを維持する。データベースの各エントリは、映像／画像データに関連
する時間、位置、照明ユニット識別、ダウンロードステータス、及びイベントの具体的情
報（タイプ、優先度レベル）を含んでもよい。全撮像データが現場の撮像装置及び照明ユ
ニットに依然ありながら、各エントリに対する撮像データ（例えば映像、画像など）は、
データベースに蓄積されるか、又はデータ及び関連イベントについての部分情報のみがデ
ータベースに蓄積されるかである。更なる実施形態では、認証されたユーザが現場の記憶
装置に行き、ユーザの装置にデータをダウンロードした場合、撮像データは“ダウンロー
ド済”のマークも付される。
【００１０】
　照明マネージャーは、いつデータを記録／キャプチャするか、及びどのようにデータを
取り出すかについて、照明ユニットの撮像装置をガイドする。
【００１１】
　一実施形態では、ユーザ（又はシステム管理者）は、１つ以上の一定期間、選択された
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エリアにあるセンサ及び照明ユニットからの撮像データの収集及び取り出しのために、照
明マネージャーでデフォルト動作モードを設定することができた。
【００１２】
　追加的な実施形態では、システムは、ある期間撮像データを絶えず記録するように、特
定のエリアにおける映像／画像センサに対して構成されることができた。
【００１３】
　更なる実施形態では、映像／画像センサは、特定のイベントが起こったときにのみ、一
定期間撮像データを記録することを始める。例として、このようなトリガイベントは、下
記を含んでもよい。
　・ＬＵのセンサは、自動車及び／又は歩行者の動き、煙センサによって検知された煙、
アルコールセンサによって検知されたＤＵＩ（driving under influence　酒気帯び運転
）などの所定のイベントのセットの任意の一つを検知する。
　・ＬＵは、２台の自動車が互いに接近し過ぎている又は衝突があるなどの特定の安全性
に関するイベントを示す信号を自動車から（例えば無線、例えばＤＳＲＣを通じて）受信
する。
　・警察のような認証されたユーザは、照明パフォーマンス（例えば照度レベル及び光の
色）を制御し、スピード違反の自動車の追跡及び自動車事故などの緊急事態に対して撮像
サービスを使用するために要求を送信する。
　・救急車が到着する前に、遠隔サポートから生命維持に関わる指示を必要とする緊急の
健康状態の人（例えば人の健康監視装置からの警告信号）。
　・ＬＵが異常な状態にある場合、照明マネージャーは、近隣のＬＵに、任意の診断の支
援をするためにＬＵの撮像データを取得するように要求を送信する。
【００１４】
　別の実施形態では、映像／画像センサは、絶えず又は特定の瞬間のいずれかで撮像デー
タを低品質で記録する。つまり、上記イベントが起こったとき、又は入手可能な映像／画
像データに基づく映像分析がこれらのイベントのいくつかの可能性を示すときのいずれか
に、より高品質で通常の記録を再開する。
【００１５】
　一例では、夜、警察が道路で容疑者の自動車を追跡しているとき、警察は、より高い照
度レベル、点滅灯、及び黄、青又は赤色の光などの道路への緊急用照明を要求してもよい
。警察連携センターは、例えば自動車を追跡し、考えられる全方向で自動車を阻止すると
いったオペレーションの調整を補助するためにエリアの撮像データも必要である。ユーザ
の要求を受信すると、照明マネージャーは、イベントを識別し、所定のエリア内の照明ユ
ニットの撮像素子に、要求した通りに照明属性を調整し（例えば画像キャプチャを改良す
るため）、これらの照明ユニットで撮像データの記録を始めるようにコマンドを送信する
。選択されたデータは、１人以上のユーザにＯＬＮを通じて送信されることも可能である
。イベントが終了すると、警察は撮像データの監視を停止し、これらの照明ユニットで通
常の照明属性を再開するための要求を送信する。照明マネージャーは、その後、照明ユニ
ットに照明制御及び撮像装置の通常の動作を再開するためのコマンドを送信する。
【００１６】
　別の例では、車は、ＤＳＲＣ（Dedicated Short-Range Communications　専用狭域通信
）などの無線を使用することによって車間距離を検知することができる。照明ユニットは
、車の無線から送信された情報を受信することができる通信装置を備えている。照明ユニ
ットは、安全性に関する状態が起ころうとしている又は起こったという車からのメッセー
ジ（例えば２台以上の自動車が互いに非常に接近している又は車両衝突があった）を検知
したとき、照明ユニットは直ちに撮像データを記録し始めることができ、それは警察によ
って後で回収され得る。所定の長さの期間後、更なる関係する無線メッセージが無い場合
、撮像装置は通常の動作を再開する。
【００１７】
　別の例では、照明ユニットの占有センサ又は動きセンサが、特定エリアの自動車又は歩



(6) JP 6190369 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

行者からの動きを検知したとき、自動車又は歩行者により良い照明を提供する又は警告す
るために、照明照度レベルが上がる。動き検知により照明照度レベルが上がると、照明ユ
ニットは、センサが映像／画像データを既に通常の品質で記録していない場合、ビデオ／
カメラセンサを用いて、映像／画像データの記録も始める。照明ユニットの占有センサが
、周辺に動きが無い、又は自動車あるいは歩行者が照明ユニットの近くのエリアを既に離
れたことを検知した場合、照明ユニットは、エネルギーを節約するために照明照度レベル
を下げる。検知される動きが無いことにより照明照度レベルが下がると、照明ユニットは
、通常の品質での映像／画像データの記録を停止する。つまり、例として、照明ユニット
は、映像／画像データの記録が低品質又は低い頻度で再開する定常の動作方法を採用する
。
【００１８】
　上記例の追加的な改良として、高度な撮像センサ又は複数のセンサからのデータの組み
合わせは、対象物間を識別する又は画像記録を始動させる異常なパターンを識別するのに
も使用され得る。例えば、センサは、夜中、歩行者に接近するいくつかの方向の動きを検
知し、照明及びカメラを始動させる。歩行者交通に対する本発明の使用は、日中及び夜間
の両方で、横断歩道で歩行者に道を譲らない車の監視における潜在的使用をも有する。こ
の能力は、横断歩道法の励行だけでなく、事故調査についての大きな潜在的可能性を有す
る。後者の場合、出頭命令は、記録された情報によって発せられる可能性がある。
【００１９】
　本発明の様々な実施形態では、照明ユニットは、記録された撮像データにデータと関連
するイベント情報でマークを付ける。照明ユニットは、イベントタイプに従ってデータに
優先度を割り当てることもできる。イベントタイプに従って優先度を設定するルールは、
通常は照明マネージャーによって、例えばユーザの好み又は都市行政官によって規定され
た方針に基づいて設定される。つまり、照明マネージャーは、照明ユニットにルールを送
信し、照明ユニットは、記録された撮像データにしかるべく優先度を設定する。例えば、
自動車事故後の緊急の健康上の問題を含む生命危機情報は、最も高い優先度が割り当てら
れ、スピード違反の自動車を追跡する警察及び近隣の屋外エリア周辺で行われている銀行
強盗などの犯罪現場は、２番目に高い優先度が割り当てられ、例えば自動車の無線や携帯
電話ユーザによって取得された自動車衝突情報は、３番目に高い優先度が割り当てられ得
る。
【００２０】
　別の例では、照明マネージャーは、照明ユニットから受信したデータ（例えば検知され
た対象物のタイプ、部分的画像の処理など）に基づいて優先度を設定する。これらの例は
、種々異なるイベントに優先度を割り当てるための可能な態様を説明するにすぎない。更
に、優先度設定ルールは、警察又は都市行政官などの認証されたユーザによって、照明マ
ネージャーを介して動的に変更することもできる。
【００２１】
　一般に、本発明の様々な態様は、発明の範囲内で任意の可能な態様で組み合され、連結
されてもよい。本発明と見なされる内容は、明細書の結びで請求項の中に具体的に指摘さ
れ、明瞭に請求される。本発明の前述及び他の特徴並びに有利な点は、添付の図と併用さ
れる下記の詳細な説明から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の例示的な実施形態によるカメラを取付け可能な街灯を使用する監視シス
テムのブロック図である。
【図２】本発明の例示的な実施形態によるカメラを取付け可能な街灯のための照明ユニッ
トのブロック図である。
【図３】本発明の例示的な実施形態による照明ユニットでのイベント処理手順を要約する
フロー図である。
【図４】本発明の例示的な実施形態による照明ユニットの記憶装置内の撮像データを管理
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する手順を説明するフロー図である。
【図５】本発明の例示的な実施形態による照明マネージャーでの撮像データ取り出し手順
を説明するフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１は、本発明の例示的な実施形態によるカメラを取付け可能な街灯を使用する監視シ
ステムのブロック図である。図１を参照すると、監視システムは、複数の街灯１０－１乃
至１０－ｎに設置された照明ユニット１２－１乃至１２―ｎを含む。本発明によると、照
明ユニット１２－１乃至１２―ｎのそれぞれは、１つ以上の照明素子及び設置エリアをキ
ャプチャするためのカメラモジュールを有する。代替的な実施形態では、カメラモジュー
ルは、照明ユニットと一体化される必要はないが、むしろ１つ以上の照明ユニット及び／
又は照明マネージャーと通信することができるＯＬＮ内の別の無線又は有線装置であるこ
とが必要である。更なる実施形態では、照明ユニットは、ローカルサーバと常に直接通信
する必要は無く、つまり照明ユニットは、メッシュネットワークを形成してもよく、そこ
では、照明ユニットはローカルサーバと通信するために他の近隣の照明ユニットを使用す
る。
【００２４】
　図２は、本発明の例示的な実施形態によるカメラを取付け可能な街灯のための照明ユニ
ット１２のブロック図である。図２を参照すると、照明ユニット１２は、１つ以上の電球
、発光ダイオード、又は当該技術分野でよく知られた他のタイプの照明装置を含む照明モ
ジュール２０２を有する。照明ユニット１２は、画像をキャプチャするための１つ以上の
カメラ２０４を更に有する。このようなカメラは、様々なレベルの画質を備える、スチー
ルカメラマン、赤外線、及び従来のビデオカメラを含んでもよい（ここでは“撮像装置”
又は“カメラ”とも呼ばれる）。記憶装置２１２は、前記キャプチャされた画像を記録す
るために提供される。加えて、通信モジュール２１０は、通信ネットワーク１６上で照明
マネージャーと直接又は他の照明ユニットを介して通信することを許可する。上述された
ように、カメラは、照明マネージャーと通信することが可能な限り、照明ユニットから分
離されていてもよい。これは、ローカル記憶装置２１２にも適用される。照明ユニットか
ら様々な部品を分離するこの可能性は、以下に説明される実施形態のそれぞれに適用され
る。
【００２５】
　図１に戻ると、通信ネットワークは、ローカルサーバ１４及び中央サーバとの通信を有
することが示されている。更に、図１は、照明ユニット１２との無線通信を説明している
が、本発明によって他のタイプの通信が予期されるため、本発明は、この実施形態に限定
されないことに留意されるべきである。
【００２６】
　照明マネージャーは、いつデータを記録する／キャプチャするか、及びどのようにデー
タを取り出すか、照明ユニット１２のカメラ及びセンサを誘導する。図１は、中央位置（
例えば中央サーバ内）に設置されたこのような照明マネージャー１８の１つを表現する。
本発明は、この実施形態に限定されない。例として、より大きなネットワークに対しては
、ローカルサーバ１４内に提供されたサブマネージャーにその機能性を分配する通信ネッ
トワーク１６上で遠隔位置に存在する中央照明マネージャーでもよい。このような場合、
これらサブマネージャーのみが、これらのグループ内の照明ユニット１４と直接通信する
。更なる例として、ローカルサーバが無い発明の実施形態が予期される。この場合、照明
ユニットの通信モジュールは、通信ネットワーク１６で直接通信する。
【００２７】
　照明マネージャー及び照明ユニット自体のこの機能性は、図３を参照してここで検討さ
れる。図３は、本発明の例示的な実施形態による照明ユニットでのイベント処理手順を要
約するフロー図である。ステップ３０２に表現されるように、照明ユニット１２は、所定
のイベントを検知する又は要求を受信するまで、アイドル状態３００を保つ（ステップ３
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０２）。このとき、検知されたイベントが“自動レポートリスト”に属する場合（ステッ
プ３０４）、適切なデータがＯＬＮを通じて照明マネージャーに送信される（ステップ３
０６）。動作方法がイベントトリガ状態に関する場合、撮像データの記録が、しかるべく
始まる又は止まる（ステップ３１０）。任意のイベントにおいて、画像データは、その後
、イベントタイプ情報でマークが付され（ステップ３１２）、優先度が割り当てられる（
ステップ３１４）。
【００２８】
　照明ユニット１２は、記録されたデータについての情報を照明マネージャーにＯＬＮを
通じてレポートする。情報は、タイムスタンプ、照明ユニット識別、照明ユニット及び／
又はイベントの位置、イベントタイプ、並びにデータの長さ及びストレージサイズを含ん
でもよい。ステップ３０４に説明されるように、照明ユニットは、イベントが起こったと
きに特定のイベントタイプに関連する撮像データを自動的にレポートするのみであり、こ
れは照明マネージャーによって誘導される。言い換えると、照明マネージャーは、所定の
リスト内のタイプのイベントが照明ユニットで起こったときに情報を自動的にレポートさ
せるために、イベントタイプのリストを含む要求を照明ユニットに送信する。
【００２９】
　照明マネージャーは、例えば要求が１人以上のユーザから受信されたときに、いつでも
ＬＵからの撮像データ及び関連イベントを含むレポートを要求してもよい。照明ユニット
は、タイムスタンプ、ＬＵ識別、イベントタイプ、並びに映像／画像データの長さ及びス
トレージサイズを含む情報をＯＬＮを通じて照明マネージャーに返信する。
【００３０】
　照明マネージャーは、照明ユニットから撮像データ情報レポートを受信した後に撮像デ
ータベースをアップデートする。
【００３１】
　本発明の一実施形態では、撮像データが照明マネージャーに送信される場合、データは
、照明ユニットの記憶装置で安全に削除され得る。データが警察などの認証されたユーザ
によって照明ユニットで局所的にダウンロードされる場合、データは、安全に削除され得
る、又はより低い優先度及びダウンロード済フラグを持って設定可能である。ユーザは、
データを受信／閲覧するのに好ましいモードを提供するために照明マネージャーと情報を
やりとりすることができる。
【００３２】
　図４は、記憶装置が機能する例示的態様を表現する。つまり、照明ユニットの記憶装置
が、新しい撮像データが蓄積されることで満杯になった（ステップ４０２）場合、照明ユ
ニットは、割り当てられた優先度に従って古い撮像データを削除する（ステップ４０６）
。最も低い優先度の撮像データが最初に削除される。このような各優先度グループ分けの
中では、最も古いタイムスタンプの撮像データが最初に削除される。更に、ダウンロード
済ステータス・フラグ付きの撮像データは、削除される（ステップ４０６）。
【００３３】
　本発明を用いて、照明マネージャーは、照明ユニットの（又はその近くの）センサによ
って記録された撮像データのための管理及び情報プラットフォームを提供する。このよう
なデータの潜在的なユーザは、都市行政官、警察、及び緊急時対応要員などを含む。図５
に表現された本発明の実施形態では、プラットフォームは、特定のイベントと関連する撮
像データを検索しアクセスするための検索プラットフォームとして機能することができる
。これは、既存／第三者の検索プラットフォームを使用することによっても提供すること
ができるであろう。例えば特定のグーグル（商標）検索は、検索を実行するために照明マ
ネージャーのデータベースを対象とすることができるであろう。ユーザは、イベントのタ
イプ（例えば緊急事態、交通事故、犯罪など）、時間、及び位置／エリア情報に基づく撮
像データを検索することができる。最初に、ユーザの要求は生成され、イベントのユーザ
説明に基づいて照明マネージャーに送信される（ステップ５０６）。照明マネージャーは
、ユーザの要求基準を満たす撮像データをＯＬＮ内（現場のシステムデータベース及び／
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又は装置／ＬＵ）で検索する。
【００３４】
　照明マネージャーは、定期的に又は検索要求を受信すると、ＯＬＮ内の照明ユニットで
入手可能な撮像データ情報を用いてレポートを生成することもできる（ステップ５１０）
。照明マネージャーは、（ＯＬＮデータベース及びＬＵに）蓄積されたデータを優先度に
従ってランク付けし、ユーザの要求に関連する高い優先度を有する撮像データを取り出す
又は確認するために警告を送信する（ステップ５１２）。
【００３５】
　データを取り出す種々異なる方法は、本発明によって検討される。例として、１つの方
法は、ＯＬＮ帯域幅を使用し、別の方法は、照明ユニットに行き、そこにあるデータをダ
ウンロードする。更に、本発明は、カメラとバックエンドシステムとの間に追加の専用ネ
ットワークを使用することもできる。ユーザが好ましいモードを決定してもよく、又は照
明マネージャーがユーザにリモートで（例えば使用可能な帯域幅に基づいて）データを送
信する際に、ＯＬＮの能力に基づいて好ましいモードを決定してもよい（ステップ５１６
）。
【００３６】
　照明マネージャーは、ＯＬＮ帯域幅を用いて照明ユニットから照明マネージャーに送信
されるように認証されたユーザによって設定された特定の要求を満たすより高い優先度の
データを選択する（ステップ５１８）。限られた帯域幅又は全ての関心撮像データを送信
するための送信コストのためにＯＬＮ帯域幅が十分でない場合、照明マネージャーは、認
証されたユーザに対して、ＷＩＦＩなどの任意の使用可能な通信手段を使用して照明用ポ
ールの位置での撮像データをダウンロードするための要求を生成する（ステップ５２０）
。認証されたユーザのみが撮像データをダウンロードできることを確実にするための１つ
の態様は、認証されたユーザが、照明マネージャーからセキュリティキーを取得すること
である。ＷｉＦｉのケースでは、ＷｉＦｉは、照明マネージャー及び認証されたユーザに
のみ知られているセキュリティキーで暗号化される。ユーザと照明ユニットとの間の局所
的通信の他の形式、例えば暗号化された光使用することも可能である。
【００３７】
　このように、例として、自動車事故が発生した後、警察は所定の位置及び時間の撮像デ
ータを検索する要求を送信する。このような要求を受信した後、照明マネージャーは、所
定の基準に対してＯＬＮ撮像データベースを検索する。撮像データベースが所定の時間に
対する撮像データ情報をまだ有していない場合、照明マネージャーは、情報を取得するた
めに所定の位置の照明ユニットと通信する。このような撮像データが撮像データベースか
、又は撮像センサ及び照明ユニットの記憶装置かのいずれかで入手可能である場合、照明
マネージャーは、警察に肯定的な応答を送信する。その後、警察は、照明マネージャーに
彼らの通信装置に撮像データを送信するように要求するか、又はデータをダウンロードす
るために照明ユニットに行くこともできる。照明マネージャーは、好ましいモードで要求
を承認し、又は使用可能な帯域幅に基づく選択肢を推薦してもよい。
【００３８】
　前述の詳細な説明は、本発明が取り得る多くの形式のいくつかを示してきた。前述の詳
細な説明は、本発明が取り得る選択された形式の表現として理解され、本発明の定義の限
定として理解されるのではないことを意図する。この開示の範囲を規定することを意図さ
れた全ての均等物を含むのは、請求項のみである。
【００３９】
　最も好ましくは、本発明の原理は、ハードウエア、ファームウエア、及びソフトウエア
の任意の組み合わせとして実現される。更に、ソフトウエアは、好ましくはプログラム記
憶装置又は部品あるいは特定の素子及び／又は素子の組み合わせから成るコンピュータ可
読記憶媒体に有形に具現化されたアプリケーションプログラムとして実装される。アプリ
ケーションプログラムは、任意の適切な構造を有する機械に、アップロードされてもよく
、そしてそれによって実行されてもよい。好ましくは、機械は、１つ以上の中央処理装置
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（ＣＰＵ）、メモリ、入力／出力インターフェースなどのハードウエアを有するコンピュ
ータプラットフォームに実装される。コンピュータプラットフォームは、オペレーティン
グシステム及びマイクロ命令コードを含んでもよい。ここに説明された様々なプロセス及
び機能は、マイクロ命令コードの一部あるいはアプリケーションプログラムの一部か、又
はこれらの任意の組み合わせかのいずれでもよく、これらは、このようなコンピュータ又
はプロセッサが明確に示されているか否かにかかわらず、ＣＰＵによって実行されてもよ
い。加えて、様々な他の周辺装置は、追加のデータ記憶装置及び印刷装置などのコンピュ
ータプラットフォームに接続されてもよい。
 

【図１】 【図２】
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