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(57)【要約】
【課題】ランプリモートコントロールシステムを提供す
る。
【解決手段】リモートホスト10、ランプ20を備え、リモ
ートホスト10はモニタリングソフトウエア11を内蔵し、
しかも第一無線伝送/受信モジュール12、第一パワーア
ンプモジュール13を電気的に連接し、各ランプ20はラン
プ本体21上にそれぞれ電源に連接するACアダプター22、
オプトエレクトロニックモジュール23、ACアダプター22
とオプトエレクトロニックモジュール23との間に電気的
に連接するコントロール回路24を設置し、コントロール
回路24は調光モジュール241、電流/電圧安定モジュール
242、第二無線伝送/受信モジュール243、電流/電圧ディ
テクションモジュール244、第二パワーアンプモジュー
ル245、信号処理モジュール246を備える。リモートホス
ト10により、各ランプ20の作動状態を掌握し、しかも各
ランプ20の作動をコントロールするという目的を達成す
ることができる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ランプリモートコントロールシステムは、リモートホスト、及び少なくとも１個のラン
プを備え、
　前記リモートホストは、モニタリングソフトウエアを内蔵し、しかも第一無線伝送/受
信モジュール、前記第一無線伝送/受信モジュールが外へと発送する信号波を拡大する第
一パワーアンプモジュールを電気的に連接し、
　前記各ランプはそれぞれそのランプ本体上に、電源に連接するACアダプター、オプトエ
レクトロニックモジュール、前記ACアダプターと前記オプトエレクトロニックモジュール
との間に電気的に連接するコントロール回路を設置し、
　前記各ランプのコントロール回路はさらに、調光モジュール、電流/電圧安定モジュー
ル、第二無線伝送/受信モジュール、電流/電圧ディテクションモジュール、第二パワーア
ンプモジュール、信号処理モジュールを備え、
　前記調光モジュールは、前記オプトエレクトロニックモジュールと電気的に連接し、前
記オプトエレクトロニックモジュールに対してアウトプットされる電流/電圧をコントロ
ールし、
　前記電流/電圧安定モジュールは、前記ACアダプターと前記調光モジュールとの間に電
気的に連接し、前記オプトエレクトロニックモジュールに対して、安定したアウトプット
電流/電圧を提供し、
　前記第二無線伝送/受信モジュールは、前記ACアダプターと電気的に連接し、少なくと
も１個の対応する外部リモートホストと、信号の伝送/受信を行い、
　前記電流/電圧ディテクションモジュールは、前記第二無線伝送/受信モジュールと前記
電流/電圧安定モジュールとの間に電気的に連接し、前記オプトエレクトロニックモジュ
ールに対してアウトプットされる電流/電圧情報を探知/観測し、前記第二無線伝送/受信
モジュールを通して、探知/観測した電流/電圧情報を外へと発送し、
　前記第二パワーアンプモジュールは、前記第二無線伝送/受信モジュールと電気的に連
接し、前記第二無線伝送/受信モジュールが外へと発送する信号波を拡大し、これにより
予期の伝送距離を獲得することができ、
　前記信号処理モジュールは、前記第二無線伝送/受信モジュールと前記調光モジュール
との間に電気的に連接し、前記第二無線伝送/受信モジュールが受信した信号を判別して
執行することを特徴とするランプリモートコントロールシステム。
【請求項２】
　前記各ランプは、前記ACアダプター前端に、落雷保護モジュールを電気的に連接し、
　前記落雷保護モジュールを通して、外部電源と連接することを特徴とする請求項１に記
載のランプリモートコントロールシステム。
【請求項３】
　前記落雷保護モジュールは、ポジティブ落雷が発生する大電流を放電する放電保護部品
を内蔵することを特徴とする請求項２に記載のランプリモートコントロールシステム。
【請求項４】
　前記各ランプの調光モジュールは、インプットされる電流/電圧の大きさをコントロー
ルするトランジスターを内蔵することを特徴とする請求項１或いは２に記載のランプリモ
ートコントロールシステム。
【請求項５】
　前記各ランプの調光モジュールは、インプットされる電流/電圧の大きさをコントロー
ルする可変レジスターを内蔵することを特徴とする請求項１或いは２に記載のランプリモ
ートコントロールシステム。
【請求項６】
　前記各ランプの電流/電圧安定モジュールは、OVP電圧安定回路及びOVP電流安定回路を
内蔵することを特徴とする請求項１或いは２に記載のランプリモートコントロールシステ
ム。
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【請求項７】
　前記各ランプの電流/電圧安定モジュールは、OVP電圧安定回路、OVP電流安定回路、PFC
パワー補償回路を内蔵することを特徴とする請求項１或いは２に記載のランプリモートコ
ントロールシステム。
【請求項８】
　前記各ランプの電流/電圧安定モジュールは、OVP電圧安定回路、OVP電流安定回路、OHP
加熱保護回路を内蔵することを特徴とする請求項１或いは２に記載のランプリモートコン
トロールシステム。
【請求項９】
　前記各ランプの電流/電圧安定モジュールは、OVP電圧安定回路、OVP電流安定回路、PFC
パワー補償回路、OHP加熱保護回路を内蔵することを特徴とする請求項１或いは２に記載
のランプリモートコントロールシステム。
【請求項１０】
　前記リモートホストの第一無線伝送/受信モジュールと前記各ランプの第二無線伝送/受
信モジュールは、IEEEインターフェースをそれぞれ内蔵するスことを特徴とする請求項１
或いは２に記載のランプリモートコントロールシステム。
【請求項１１】
　前記リモートホストの第一パワーアンプモジュールと前記各ランプの第二パワーアンプ
モジュールは、アンプをそれぞれ内蔵することを特徴とする請求項１或いは２に記載のラ
ンプリモートコントロールシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はランプのモニター/コントロール技術に関し、特に無線伝送方式を通してラン
プの作動情報を受信し、或いはランプに対してコントロール信号を発送するランプリモー
トコントロールシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電灯は現在最も広く使用されているオプトエレクトロニクス技術であり、人類の最も偉
大な発明の一つである。一般の照明用ランプは、建築物の室内、屋外に取り付けられ、或
いは携帯して使用される。しかも、適した電源を接続し、関連する回路スイッチを配置す
ることで、実際の使用ニーズに基づき、照明ランプのオン或いはオフを自由にコントロー
ルすることができる。
【０００３】
　現在では行政機関は、夜間の自動車走行、或いは歩行者の外出の安全のため、通常は道
路の両脇、或いは公園等の屋外の公共エリアに、街路灯を設置する。しかし、上記した街
路灯の類の照明ランプの多くは、比較の不便な場所に設置し、しかもその設置範囲は広い
。そのため、多くは街路灯のオン或いはオフをオートコントロールするコントロール回路
を設置し、街路灯の操作の利便性を向上させている。 
【０００４】
　街路灯が採用するオートコントロール回路の多くは、定時自動オン、定時自動オフに設
定され、或いは環境光の照射条件に応じて自動オン、自動オフのコントロール方式を採用
する。しかも、最適な有効率を達成するため、すべての街路灯は並列配線の配置方式を採
用している。これにより、一部の街路灯が損壊し正常に作動しない時でも、他の街路灯は
ある程度の照明効果を提供することができる。 
【０００５】
　従来の街路灯のコントロール方式は、街路灯オン或いはオフをオートコントロールする
予期のコントロール効果を達成することはできるが、各街路灯の作動状態を実際に把握す
ることはできない。特に、一般の街路灯の設置範囲は広大で、しかも管理部門は離れた場
所にあることが多いため、管理スタッフは、各街路灯が予期の通りに正常に作動している
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かどうかを、逐一巡視することはできない。よって、街路灯の異常のほとんどは、歩行者
が発見し、管理部門に通知された後、街路灯が予期のように正常にオンにできず、或いは
損壊していることが見つけられるため、道路使用者に事故が発生するリスクが間接的に存
在している。
　本発明は、従来のランプリモートコントロールシステムの上記した欠点に鑑みてなされ
たものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】なし
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、無線伝送方式を通してランプの作動情報を受信し、
或いはランプに対してコントロール信号を発送するランプリモートコントロールシステム
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明は下記のランプリモートコントロールシステムを提供
する。
　ランプリモートコントロールシステムは、リモートホスト、及び少なくとも１個のラン
プを備え、
　該リモートホストは、モニタリングソフトウエアを内蔵し、しかも第一無線伝送/受信
モジュール、該第一無線伝送/受信モジュールが外へと発送する信号波を拡大する第一パ
ワーアンプモジュールを電気的に連接し、
　該各ランプはそれぞれそのランプ本体上に、電源に連接するACアダプター、オプトエレ
クトロニックモジュール、該ACアダプターと該オプトエレクトロニックモジュールとの間
に電気的に連接するコントロール回路を設置し、
　該各ランプのコントロール回路はさらに、調光モジュール、電流/電圧安定モジュール
、第二無線伝送/受信モジュール、電流/電圧ディテクションモジュール、第二パワーアン
プモジュール、信号処理モジュールを備え、
　該調光モジュールは、該オプトエレクトロニックモジュールと電気的に連接し、該オプ
トエレクトロニックモジュールに対してアウトプットされる電流/電圧をコントロールし
、
　該電流/電圧安定モジュールは、該ACアダプターと該調光モジュールとの間に電気的に
連接し、該オプトエレクトロニックモジュールに対して、安定したアウトプット電流/電
圧を提供し、
　該第二無線伝送/受信モジュールは、該ACアダプターと電気的に連接し、該リモートホ
ストの第一無線伝送/受信モジュールと、信号の伝送/受信を行い、
　該電流/電圧ディテクションモジュールは、該第二無線伝送/受信モジュールと該電流/
電圧安定モジュールとの間に電気的に連接し、該オプトエレクトロニックモジュールに対
してアウトプットされる電流/電圧情報を探知/観測し、該第二無線伝送/受信モジュール
を通して、探知/観測した電流/電圧情報を外へと発送し、
　該第二パワーアンプモジュールは、該第二無線伝送/受信モジュールと電気的に連接し
、該第二無線伝送/受信モジュールが外へと発送する信号波を拡大し、これにより予期の
伝送距離を獲得することができ、
　該信号処理モジュールは、該第二無線伝送/受信モジュールと該調光モジュールとの間
に電気的に連接し、該第二無線伝送/受信モジュールが受信した信号を判別して執行し、
　ランプリモートモニター/コントロールシステムの使用時には、該各ランプは、該ACア
ダプターを通して外部電源に連接し、該ACアダプターにより、該オプトエレクトロニック
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モジュール及び該コントロール回路に、作動に必要な電力を提供し、
　さらに、該オプトエレクトロニックモジュールの作動を起動後、該オプトエレクトロニ
ックモジュールにより、予定の照明効果を生じることができ、該電流/電圧ディテクショ
ンモジュールにより、該オプトエレクトロニックモジュールに対してアウトプットされる
電流/電圧情報を、常態的に探知/観測でき、該第二無線伝送/受信モジュールを通して、
探知/観測した電流/電圧情報を、外へと発送し、
　さらに、該リモートホストの第一無線伝送/受信モジュールにより、該各ランプが発す
る信号を受信し、該リモートホストのモニタリングソフトウエアにより、受信した電流/
電圧情報に基づき、該各ランプのオプトエレクトロニックモジュールのオン/オフ状態を
知ることができ、
　該各ランプのオプトエレクトロニックモジュールが正常に作動しているかどうかを判断
でき、さらに該各ランプのオプトエレクトロニックモジュールの作動時間数を換算でき、
　さらには、該リモートホストにより、予定のランプに対して関連するコントロール信号
を発送し、該リモートホストにより、該各ランプの作動状態を掌握でき、しかも該各ラン
プの作動をコントロールするという目的を達成することができ、
　該各ランプはさらに、該ACアダプター前端に、落雷保護モジュールを電気的に連接し、
該落雷保護モジュールを通して、外部電源と連接し、
　該落雷保護モジュールは、ポジティブ落雷が発生する大電流を放電する放電保護部品を
内蔵し、
　該各ランプは、落雷保護モジュールを設置してもしなくても、調光モジュールは、イン
プットされる電流/電圧の大きさをコントロールするトランジスターを内蔵し、
　該各ランプは、落雷保護モジュールを設置してもしなくても、調光モジュールは、イン
プットされる電流/電圧の大きさをコントロールする可変レジスターを内蔵し、
　該各ランプは、落雷保護モジュールを設置してもしなくても、電流/電圧安定モジュー
ルは、OVP電圧安定回路及びOVP電流安定回路を内蔵し、
　該各ランプは、落雷保護モジュールを設置してもしなくても、電流/電圧安定モジュー
ルは、OVP電圧安定回路、OVP電流安定回路、PFCパワー補償回路を内蔵し、
　該各ランプは、落雷保護モジュールを設置してもしなくても、電流/電圧安定モジュー
ルは、OVP電圧安定回路、OVP電流安定回路、OHP加熱保護回路を内蔵し、
　該各ランプは、落雷保護モジュールを設置してもしなくても、電流/電圧安定モジュー
ルは、OVP電圧安定回路、OVP電流安定回路、PFCパワー補償回路、OHP加熱保護回路を内蔵
し、
　該リモートホストの第一無線伝送/受信モジュールと該各ランプの第二無線伝送/受信モ
ジュールは、IEEEインターフェースをそれぞれ内蔵し、
該リモートホストの第一パワーアンプモジュールと該各ランプの第二パワーアンプモジュ
ールは、アンプをそれぞれ内蔵する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のランプリモートコントロールシステムは、以下のような効果を備える。
（１）より積極的な手段で、各ランプの作動状態を掌握できる。
（２）より積極的な手段で、各ランプの正常な作動を維持できる。
（３）リモートホストにより、各ランプの作動情報を計算できる。
（４）リモートホストにより、各ランプのオン、オフ或いは調光をコントロールでき、ラ
ンプの作動をリモートコントロールする目的を達成する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明のランプリモートモニター/コントロールシステムの組成構造を示す模式
図である。
【図２】本発明の実施例１の各ランプ基本組成構造のブロックチャートである。
【図３】本発明における各ランプのコントロール回路組成構造のブロックチャートである
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。
【図４】本発明の実施例２の各ランプ基本組成構造のブロックチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に図面を参照しながら本発明を実施するための最良の形態について詳述する。
【００１２】
　本発明のランプリモートモニター/コントロールシステム組成構造を示す模式図である
図１に示すように、本発明は、無線伝送方式を通して、リモートホスト10により各ランプ
20の作動状態を掌握し、しかも各ランプ20の作動をコントロールするランプリモートモニ
ター/コントロールシステムを提供する。ランプリモートモニター/コントロールシステム
全体は、リモートホスト10、及び少なくとも１個のランプ20を備える。
【００１３】
　リモートホスト10は、モニタリングソフトウエア11を内蔵し、しかも第一無線伝送/受
信モジュール12、第一無線伝送/受信モジュール12が外へと発送する信号波を拡大する第
一パワーアンプモジュール13を電気的に連接する。実施時には、第一無線伝送/受信モジ
ュール12は、IEEEインターフェースを内蔵し、第一パワーアンプモジュール13は、第一無
線伝送/受信モジュール12に伝送する信号を拡大するアンプを内蔵する。
【００１４】
　本発明の実施例１の各ランプ基本組成構造のブロックチャートである図２、本発明にお
ける各ランプのコントロール回路組成構造のブロックチャートである図３に示すように、
本発明のランプ20は、ランプ本体21上にそれぞれ電源に連接するACアダプター22、オプト
エレクトロニックモジュール23、ACアダプター22とオプトエレクトロニックモジュール23
との間に電気的に連接するコントロール回路24を設置する。
【００１５】
　各ランプのコントロール回路24はさらに、調光モジュール241、電流/電圧安定モジュー
ル242、第二無線伝送/受信モジュール243、電流/電圧ディテクションモジュール244、第
二パワーアンプモジュール245、信号処理モジュール246を備える。
【００１６】
　調光モジュール241は、オプトエレクトロニックモジュール23と電気的に連接し、基本
的には、インプットされる電流/電圧の大きさをコントロールするトランジスター、或い
はインプットされる電流/電圧の大きさをコントロールする可変レジスターを内蔵する方
式を利用し、オプトエレクトロニックモジュール23に対してアウトプットされる電流/電
圧コントロールする。こうして、オプトエレクトロニックモジュール23は、さまざまな輝
度の調光機能を達成することができる。
【００１７】
　電流/電圧安定モジュール242は、ACアダプター22と調光モジュール241との間に電気的
に連接し、基本的には、OVP電圧安定回路及びOVP電流安定回路を内蔵し、オプトエレクト
ロニックモジュールに対して、安定したアウトプット電流/電圧を提供する。実施時には
、電流/電圧安定モジュール242はさらに、PFCパワー補償回路或いはOHP加熱保護回路を内
蔵し、或いはさらにPFCパワー補償回路及びOHP加熱保護回路を内蔵し、これによりオプト
エレクトロニックモジュール23に安定した作動電源を提供する。
【００１８】
　第二無線伝送/受信モジュール243は、ACアダプター22と電気的に連接し、少なくとも１
個の対応する外部リモートホスト10と、信号の伝送/受信を行う。実施時には、第二無線
伝送/受信モジュール243は、IEEEインターフェースを内蔵し、対応するリモートホスト10
と、信号の伝送/受信を行う。
【００１９】
　電流/電圧ディテクションモジュール244は、第二無線伝送/受信モジュール243と電流/
電圧安定モジュール242との間に電気的に連接し、オプトエレクトロニックモジュール23
に対してアウトプットされる電流/電圧情報を探知/観測し、第二無線伝送/受信モジュー
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ル243を通して、探知/観測した電流/電圧情報を外へと発送する。
【００２０】
　第二パワーアンプモジュール245は、第二無線伝送/受信モジュール243と電気的に連接
し、第二無線伝送/受信モジュール243が外へと発送する信号波を放大する。実施時には、
第二パワーアンプモジュール245は、第二無線伝送/受信モジュール243へと伝送する信号
を拡大するアンプを内蔵し、これにより予期の伝送距離を獲得することができる。
【００２１】
　信号処理モジュール246は、第二無線伝送/受信モジュール243と調光モジュール241との
間に電気的に連接し、第二無線伝送/受信モジュール243が受信した信号を判別して執行す
る。
【００２２】
　原則的には、本発明のランプリモートモニター/コントロールシステムの実施時には、
各ランプ20のオプトエレクトロニックモジュール23は、予定個数の発光ダイオード、蛍光
灯管、或いは水銀電球に電気的に連接する。使用時には、各ランプ20は、ACアダプター22
を通して外部電源に連接し、ACアダプター22により、オプトエレクトロニックモジュール
23及びコントロール回路24に、作動に必要な電力を提供する。さらに、オプトエレクトロ
ニックモジュール23の作動を起動後、オプトエレクトロニックモジュール23により、予定
の照明効果を生じることができる。
【００２３】
　各ランプ20の電流/電圧ディテクションモジュール244により、オプトエレクトロニック
モジュール23に対してアウトプットされる電流/電圧情報を常態的に探知/観測し、第二無
線伝送/受信モジュール243を通して、探知/観測した電流/電圧情報を、外へと発送する。
さらに、リモートホスト10の第一無線伝送/受信モジュール12により、各ランプ20が発す
る信号を受信し、リモートホスト10のモニタリングソフトウエア11により、受信した電流
/電圧情報に基づき、各ランプ20のオプトエレクトロニックモジュール23のオン/オフ状態
を知ることができる。
【００２４】
　さらに、各ランプ20のオプトエレクトロニックモジュール23が正常に作動しているか否
かを判断し、及び各ランプ20のオプトエレクトロニックモジュール23作動の時間数を換算
することができる。さらには、リモートホスト10により、予定のランプ20に対して、関連
するコントロール信号を発送し、これによりリモートホスト10による各ランプ20の作動状
態掌握を達成し、しかも各ランプ20の作動をコントロールするという目的を達成すること
ができる。
【００２５】
　特に、リモートホスト10は、ネットワークサーバーホスト10とすることができ、これに
よりインターネットを通じて、管理人員のスマートフォン30と連結することができる。こ
うして、使用者は手元の既存のスマートフォン30、或いはインターネット機能を備える他
の装置を利用し、リモートホスト10のモニタリングソフトウエア11にログインし、各ラン
プ20の作動状態をリアルタイムで掌握し、しかも各ランプ20の作動をリアルタイムでコン
トロールすることができる。
【００２６】
　さらに、本発明のランプ使用地点は、遮るもののないだだっ広い場所であるかもしれな
い。そのため、本発明のランプには、図４に示すように、ACアダプター22前端に、落雷保
護モジュール25を電気的に連接し、落雷保護モジュール25を通して、外部電源に連接する
。実施時には、落雷保護モジュール25は、ポジティブ落雷が発生する大電流に対して放電
を行うことができる放電保護部品を内蔵する。落雷を受けた時には、大電流を直接アース
端に引き込み、これにより落雷が発生する大電流を効果的に吸入し、落雷によるランプの
損壊を回避することができる。 
【００２７】
　従来の構造と比較すれば、本発明のランプリモートモニター/コントロールシステムは
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、より積極的な手段で各ランプ20の作動状態を掌握でき、より積極的な手段で各ランプ20
の正常な作動を維持できる他、リモートホスト10により各ランプ20の作動情報を計算でき
、リモートホスト10により各ランプ20のオン、オフ或いは調光をコントロールでき、ラン
プの作動をリモートコントロールする目的を達成することができる。
【００２８】
　上記の本発明名称と内容は、本発明技術内容の説明に用いたのみで、本発明を限定する
ものではない。本発明の精神に基づく等価応用或いは部品（構造）の転換、置換、数量の
増減はすべて、本発明の保護範囲に含むものとする。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
　本発明は特許要件である新規性を備え、従来の同類製品に比べ十分な進歩を有し、実用
性が高く、社会のニーズに合致しており、産業上の利用価値は非常に大きい。
【符号の説明】
【００３０】
10：リモートホスト
11：モニタリングソフトウエア
12：第一無線伝送/受信モジュール
13：第一パワーアンプモジュール
20：ランプ
21：ランプ本体
22：ACアダプター
23：オプトエレクトロニックモジュール
24：コントロール回路
241：調光モジュール
242：電流/電圧安定モジュール
243：第二無線伝送/受信モジュール
244：電流/電圧ディテクションモジュール
245：第二パワーアンプモジュール
246：信号処理モジュール
25：落雷保護モジュール
30：スマートフォン
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