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(57)【要約】
【課題】　従来の街路灯は周辺環境へ照明の影響が及ぶ
ことがあり、ランプが暗いものや点灯時間が短いものは
照明の効果を損なう。また街路灯に動体検知センサーを
備えるとランプの明るさが頻繁に変化し、防犯カメラを
取付けるとカメラが目立つことでいたずらや破壊を受け
やすい。また携帯電話が充電できる機能は備えていない
。
【解決手段】　蓄電池を電源とする街路灯に、動体検知
センサーと防犯カメラを備えた照明器具を設けたことで
カメラが目立たず照明の効果で画質のよい動画を録画し
、時間帯と人の動きでランプの点灯状態を調整すること
で蓄電池の消費を低減し、明るいランプで周辺環境に優
しく照明の利用者に配慮した点灯状態で終夜点灯し、携
帯電話充電専用コンセントを設けたことで非常時に携帯
電話の充電が簡単にでき、停電時においても機能を維持
できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明器具に動体検知センサーを設けた街路灯。
【請求項２】
　照明器具にカメラを設けた街路灯。
【請求項３】
　照明器具にカメラを設けた請求項１記載の街路灯。
【請求項４】
　携帯電話充電用コンセントを設けた街路灯。
【請求項５】
　人の動きで変化した点灯状態を一定時間維持する街路灯。
【請求項６】
　カメラを設けた請求項５記載の街路灯。
【請求項７】
　時間の経過と人の動きで点灯状態が変化する街路灯。
【請求項８】
　カメラを設けた請求項７記載の街路灯。
【請求項９】
　ランプの点灯状態の変化とカメラによる撮影を同時に行なう機能を設けた街路灯。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、防犯カメラと動体検知センサーを照明器具に取付け、時間帯と人の動きで点
灯状態が変化し、動画の録画と携帯電話の充電ができる街路灯に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の商用電源を使用する街路灯において、停電時に非常用蓄電池で点灯する機能を備
えたものは、蓄電池の消費を抑えるため非常点灯中の点灯時間を短くしたり、減光した点
灯状態としたり、蓄電池の消費で減光点灯又は消灯する方式としている。
【０００３】
　従来の太陽光や風力などの自然エネルギーを電源とする街路灯は蓄電池の消費を抑える
必要があるため、ＬＥＤランプやコンパクト形蛍光灯などを使用し、時間帯で減光する方
式や蓄電池を消費すると減光点灯又は消灯する方式としている。
【０００４】
　従来の住宅街路や公共広場などを照明の対象とする街路灯の点灯を制御する方法はタイ
マーによる方式、自動点滅器による方式、タイマーと自動点滅器の組合せによる方式など
があり、設定した時刻や周囲が暗くなることで点灯し、設定した時刻又は周囲が明るくな
ることで消灯する。また深夜や早朝などの時間帯で減光の状態にできる方式としている。
【０００５】
　従来の街路灯に動体検知センサーを取付けた場合、人の動きを常時感知することで点灯
状態が不規則となり人の動きが多い時は頻繁に点灯状態が変化し、長時間人の動きがない
時は減光や消灯のままになる。
【０００６】
　従来、街路灯と防犯カメラは別々のものとなっており、街路灯に防犯カメラを取付けた
としても支柱や電源を利用することはできるが、街路灯とカメラの動作や機能は別々のも
のとなる。また防犯カメラが動体検知機能を備えている場合、人の動きを動画として録画
できるが、夜間録画をするときに街路灯が減光や消灯状態の時は照明の効果を得られない
。
【０００７】
　従来の街路灯に、災害時や停電時に携帯電話の充電が簡単にできる機能は備えていない
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。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　以上に述べた従来の住宅街路や公共広場などを照明の対象とする街路灯は、一定の明る
さで点灯することで周辺の居住環境や農作物、動植物などの自然生態系へ影響が及ぶこと
がある。また深夜や夜明け前などにランプが減光や消灯するものは、歩行者や公共広場な
どの利用者の安全確保、犯罪防止など照明の役割や効果を損なうことになる。
【０００９】
　また従来の街路灯で太陽電池や風力発電機などを電源とするものは、蓄電池に充電され
た電気の消費を抑えるため、ＬＥＤランプやコンパクト形蛍光灯などを使用しているが、
ランプが明るいものは点灯時間が短く、点灯時間が長いものはランプが暗く、深夜や夜明
け前に減光や消灯の状態になり照明の目的や効果を損なう。また明るいランプで終夜点灯
をする場合は、蓄電池の容量や数量がかなり増大することになる。
【００１０】
　また従来の街路灯に動体検知センサーを備えた場合、人の動きが多いとランプが頻繁に
変化することで周辺の居住環境や農作物、動植物などの自然生態系へ影響が及び、人の動
きが少ない時は長時間ランプが減光や消灯の状態となり、照明の利用者の安全確保や犯罪
防止などの照明の役割や効果を損なうことになる。
【００１１】
　そして従来の街路灯に防犯用カメラを取付けた場合、カメラが目立ちやすいことで人に
不快感を与えたり、カメラや街路灯へのいたずらや破壊を受けやすい。また犯罪が起きや
すい夜間、街路灯の照明が暗い状態や消灯状態の時に防犯カメラが動画を録画する場合、
照明の効果を得ることができない。
【００１２】
　また従来の街路灯に、災害時や停電時に簡単に携帯電話を充電するためのコンセントは
備えられていない。
【００１３】
　本発明は、このような従来の街路灯が有していた問題を解決しようとするものであり周
囲が暗くなる日没に明るく点灯し、照明の利用者がほとんどいなくなる深夜から夜明けま
での時間帯は周辺環境に配慮した減光や消灯の状態になり、減光や消灯状態になっている
ときでも歩行者など人の動きがあると一定時間明るい点灯状態になることで消費電力の低
減ができ、歩行者や広場の利用者などの安全確保、犯罪防止など照明の目的や効果を損な
うことなく周辺環境へ及ぶ照明の影響を低減し、人の動きによって照明が明るくなる動作
と連動して人の動きを録画する目立たない形状とした防犯カメラと携帯電話充電専用コン
セントを備え、停電時にも機能を維持する街路灯を実現することを目的とするものである
。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　そして本発明は上記目的を達成するために、太陽電池、風力発電機などで発電した電力
や商用電力を充電するための蓄電池と蓄電池の充放電や点灯などの動作を制御するコント
ローラーを備え、蓄電池を電源とし消費電力の少ないＬＥＤランプやコンパクト形蛍光灯
ランプで明るく点灯するようにした街路灯に、点灯状態を１００％の完全点灯、５０％や
２５％の減光点灯、消灯などの状態に時間単位で設定できる機能と、動体検知センサーを
照明器具に取付けたことで、照明が減光点灯や消灯状態のとき歩行者など人の動きがある
と動体検知センサーの働きで一定時間ランプが１００％の完全点灯に明るくなる機能を設
けたものである。
【００１５】
　また第２の課題解決手段は、上述の機能を設けた街路灯の照明器具に街路灯の蓄電池を
電源とする小型防犯カメラを一体となる形状で取付け、ランプが１００％の完全点灯のと
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きに人の動きがあると動体検知センサーの働きで防犯カメラが人の動きを動画として録画
し、ランプが減光や消灯状態のときに人の動きがあると一定時間ランプが１００％の完全
点灯に明るくなる上述の機能と連動して防犯カメラが人の動きを動画として録画する機能
を設けたものである。
【００１６】
　また第３の課題解決手段は、上述第１と第２の機能を設けた街路灯本体内部に災害時や
停電時に携帯電話を充電するための街路灯の蓄電池を電源とし、一般に使用されている携
帯電話充電用のＡＣアダプターがそのまま利用できる携帯電話充電専用コンセントを設け
、街路灯本体ケースに設けたカバーを専用の工具を使用して取外すことで携帯電話充電専
用コンセントが使用できる構成としたものである。
【００１７】
　上記第１の課題解決手段による作用は、照明の状態を１００％の完全点灯と５０％２５
％などの減光点灯や消灯状態に時間単位で設定できる機能により、周囲が暗くなる日没か
ら夜明けまでの終夜における歩行者や広場の利用者の状況に応じて人が多く存在する時間
帯は１００％の完全点灯とし、ほとんど人が存在しない時間帯は減光点灯に設定し、周囲
が少し明るくなり始めてから夜明けに消灯するまでの時間帯は減光点灯や消灯状態に設定
することで、照明の目的や効果を大きく損なうことなくランプが時間帯で完全点灯から減
光や消灯の状態に変化する。またランプが減光点灯や消灯状態の時間帯において歩行者や
広場の利用者など人の動きがあると動体検知機能により設定された一定の時間ランプが１
００％の完全点灯になることにより、人の動きでランプの点灯状態が頻繁に変化すること
がなくなり、ランプが明るく変化することで高い防犯効果が得られる。そして時間帯で点
灯状態を設定できる機能に人の動きでランプが明るくなる機能を組合せたことで、終夜に
おいて照明の利用者の安全確保や犯罪の防止など照明の目的や効果が得られ周辺環境へ及
ぶ照明の影響が低減できる。
【００１８】
　また第２の課題解決手段による作用は、蓄電池を電源とする小型防犯カメラを照明器具
に一体となる形状で取付けたことにより、カメラ専用の電源や架台が不要となり防犯カメ
ラが目立たなくなる。またランプが１００％の完全点灯の時間帯で歩行者など人の動きが
あると動体検知センサーの働きで防犯カメラが動画を録画し、ランプが減光点灯や消灯状
態の時間帯で人の働きがあると動体検知センサーの働きによりランプが一定時間１００％
の完全点灯になる動作と防犯カメラの録画が連動することで、照明の効果で画質のよい動
画を録画できる効果を発揮する。
【００１９】
　また第３の課題解決手段による作用は、街路灯本体内部に蓄電池を電源とする携帯電話
充電専用コンセントを設けたことにより、災害時や停電などの非常時において街路灯本体
ケースに設けたカバーを専用工具で取外し一般に使用されている携帯電話充電用ＡＣアダ
プターをコンセントに差し込むことで簡単に携帯電話の充電ができ、通常はカバーがある
ことでコンセントが他の用途に利用されることを防止できる。また夜間においての携帯電
話充電専用コンセントの使用は街路灯による照明の効果が得られることと、ランプが減光
や消灯状態のときも動体検知機能により１００％の完全点灯になることで明るい状況で使
用することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　上述したように本発明の街路灯は、設置場所における日没から夜明けまでの照明の利用
者の状況に応じて、ランプの状態を１００％の完全点灯から５０％、２５％の減光点灯や
消灯状態に時間帯で設定することにより、照明の利用者の安全確保や防犯効果を大きく損
なうことなく照明の明るさを抑え点灯時間が減少することで周辺の居住環境や農作物・動
植物などの自然生態系へ及ぶ照明の影響を抑えることができ、蓄電池の消費を低減できる
ことで蓄電池の容量を増大させることなく、明るいＬＥＤランプやコンパクト形蛍光灯が
使用できランプが明るく点灯する効果を発揮する。またランプが減光点灯や消灯状態の時
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間帯においては、歩行者など人の接近でランプが１００％の完全点灯に明るく変化するこ
とで高い防犯効果が発揮でき、その後一定時間は１００％の完全点灯になることで点灯状
態が人の動きで頻繁に切替わることによる周辺環境への照明の影響を低減する効果と、終
夜において夜間の歩行者や広場の利用者などの安全確保や犯罪の防止に効果を発揮するも
のである。
【００２１】
　また本発明は、街路灯の蓄電池を電源とする小型防犯カメラを街路灯の照明器具に一体
となる形状で取付けたことにより、カメラ用の電源や架台が不要になり防犯カメラが人に
気付かれにくいことでカメラや街路灯へのいたずらや破壊が防止でき、人に不快感を与え
ず動画の録画ができる。またランプが１００％の完全点灯の時間帯において歩行者など人
の動きがあると、動体検知センサーの働きで防犯カメラが動画を録画し、ランプが減光点
灯や消灯状態の時間帯において人の働きがあると動体検知センサーの働きによりランプが
一定時間１００％の完全点灯になる動作と、防犯カメラの録画が連動することで、終夜に
おいて人の動きを明るい照明の効果で良好な画質の動画として録画できる防犯カメラを備
えた、犯罪の防止に効果を発揮する街路灯を提供できる。
【００２２】
　そして本発明の街路灯は、街路灯本体内部に携帯電話充電専用コンセントを設けたこと
により災害時や停電時に専用工具を使用して街路灯ケースのカバーを取外し、一般で使用
している携帯電話充電用ＡＣアダプターを携帯電話充電専用コンセントに差し込むことで
簡単に携帯電話の充電ができ、通常はケースのカバーがあることで携帯電話充電専用コン
セントを他の用途に利用されることを防止することができる。また夜間においては街路灯
が明るく点灯していることによる照明の効果が得られることと、ランプが減光点灯や消灯
状態のときは動体検知機能によって１００％の完全点灯となることで明るい状況で使用で
きる携帯電話充電専用コンセントを備えた便利な街路灯を提供できる。
【００２３】
　また本街路灯は、ランプの電源やコントローラー、動体検知センサー、防犯カメラ、携
帯電話充電専用コンセントなどすべての電源を街路灯本体に備えた蓄電池としていること
で、災害などによる停電時においても前述のすべての機能を維持することができる効果を
発揮するものである。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】　本発明の実施形態を示す街路灯で、太陽電池パネルを備え太陽光エネルギーを
電源とする街路灯の部分断面図
【図２】　本発明の実施形態を示す街路灯で、商用電源を使用する街路灯の部分断面図
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態を図１～図２に基づいて説明する。
【００２６】
　図において６は充電用の蓄電池で、７は電流や動作を制御するコントローラーで、８は
携帯電話充電専用コンセントで、それぞれ本体ケース１の内部に固着されている。
【００２７】
　３は動体検知センサーで、４は小型防犯カメラでランプケース２に固着されている。
【００２８】
　５はランプでありランプケース２に固着されている。
【００２９】
　９は太陽電池パネルであり、本体ケース１に固定されている。
【００３０】
　１０は商用電源を地上で引き込む方式の架空電線で、１１は商用電源を地中で引き込む
方式の地中埋設電線であり、商用電源を使用する方式の場合において１０または１１のど
ちらかの電線を本体ケース１に引き込み固着されている。
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　１２は、蓄電池６、コントローラー７、携帯電話充電専用コンセント８の点検用カバー
であり、専用工具で着脱を可能としたボルトにて本体ケース１に固定されている。
【００３２】
　以下、上記構成の動作を説明する。太陽電池パネル９で発電された電気、もしくは商用
電源架空電線１０または商用電源地中埋設電線１１より供給される電気は、適切に蓄電池
６に充電される。充電された電気は、たとえば点灯状態が日没から６時間１００％の完全
点灯で、その後２時間は５０％の減光点灯、その後夜明けまで２５％の減光点灯となる設
定を点灯パターンＡとした場合で、コントローラー７に点灯パターンＡを設定していると
き、コントローラー７の制御によりランプ５が点灯パターンＡになるようにランプ５に供
給され、ランプ５が点灯パターンＡの点灯状態となる。このとき、ランプ５が点灯パター
ンＡにおける減光点灯や消灯の状態にあるときに動体検知センサー３が人の動きを感知す
ると、ランプ５が１００％の完全点灯に変化しその後一定時間１００％の完全点灯を維持
する。
【００３３】
　次に小型防犯カメラ４は、街路灯のランプ５が１００％完全点灯のとき動体検知センサ
ー３が人の動きを感知すると、蓄電池６の電気が供給されることで人の動きを動画として
録画し、ランプ５がコントローラー７に設定された点灯パターンにおける減光や消灯状態
のとき動体検知センサー３が人の動きを感知すると、ランプ５が一定時間１００％の完全
点灯になる動作と連動して蓄電池６から電気が供給されることで人の動きを動画として録
画する。また動体検知センサー３が人の動きを感知したとき防犯カメラ４が録画をするよ
うに設定することで、街路灯が不点灯の日中の時間帯も動画の録画ができる。
【００３４】
　そして本体ケース１に固定された点検用カバー１２を専用工具によって取外し、一般で
使用している携帯電話充電用ＡＣアダプターを携帯電話充電専用コンセント８に差し込む
ことで、蓄電池６の電気が携帯電話充電専用コンセント８に適正な電圧で供給され携帯電
話に充電ができる。
【符号の説明】
【００３５】
　１　本体ケース
　２　ランプケース
　３　動体検知センサー
　４　小型防犯カメラ
　５　ランプ
　６　蓄電池
　７　コントローラー
　８　携帯電話充電専用コンセント
　９　太陽電池パネル
１０　商用電源架空電線
１１　商用電源地中埋設電線
１２　点検用カバー
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