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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光源と、前記光源に接続されたバッテリと、前記バッテリに接続された充電器を含む太
陽光発電部と、光出力制御を実行するための制御ユニットとを有する太陽電池式の照明デ
バイスの光出力を制御する方法であって、
太陽光発電がなされている間、前記バッテリを充電するステップと、
局地の日光データを取得するステップと、
予め決められた時間間隔において、予め決められた時間期間をカバーする局地の天候予
測データを取得し、前記予め決められた時間期間のための照明出力プロファイルを決定す
るステップと、前記照明出力プロファイルに従って前記照明デバイスを駆動させるステッ
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プとを繰り返し行うステップとを有し、
前記照明出力プロファイルを決定するステップは、
前記局地の日光データを含む第１の環境光データに基づいて前記予め決められた時間期
間の照明需要を予測するステップと、
前記局地の天候予測データ及び前記局地の日光データを有する第２の環境光データと現
在のエネルギ格納レベルとに基づいて前記予め決められた時間期間のバッテリ容量を予測
するステップと、
前記予め決められた時間期間の間、予め決められた最小レベルより高くなるように前記
エネルギ格納レベルを維持することを考慮して、前記照明需要と前記バッテリ容量とに基
づいて前記照明出力プロファイルを決定するステップとを有する、方法。
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【請求項２】
前記第１の環境データは、前記局地の天候予測データを有する、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
前記予め決められた時間期間は、前記予め決められた時間間隔の数倍の長さである、請
求項１又は請求項２に記載の方法。
【請求項４】
前記照明出力プロファイルを決定するステップは、照明の予測された需要の間における
一定の光出力を決定するステップを有する、請求項１〜３のうちいずれか一項に記載の方
法。
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【請求項５】
前記光源は、道路照明、ハイウェイ照明、ハイウェイ信号照明及び一般的な屋外照明の
グループから選択された少なくとも１つの屋外光源を有する、請求項１〜４のうちいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項６】
前記局地の日光データ及び前記局地の天候予測データは、インターネットを介して取得
される、請求項１〜５のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
インターネットを介して、前記太陽電池式の照明デバイスのパフォーマンスを遠隔で監
視すること、及び、予防管理をスケジューリングすることのうち少なくとも１つを更に有
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する、請求項１〜６のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
光源と、前記光源に接続されたバッテリと、前記バッテリに接続された充電器を含む太
陽光発電部と、光出力制御を実行するための制御ユニットとを有する太陽電池式の照明デ
バイスであって、
前記太陽光発電部は、太陽光発電がなされている間、前記バッテリを充電するように構
成され、
前記制御ユニットは、
局地の日光データを取得し、
予め決められた時間間隔において、予め決められた時間期間をカバーする局地の天候予
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測データを取得し、前記予め決められた時間期間のための照明出力プロファイルを決定す
ることと、前記照明出力プロファイルに従って当該照明デバイスを駆動させることとを繰
り返し行うように構成され、
前記照明出力プロファイルを決定するために、前記制御ユニットは、
前記局地の日光データを有する第１の環境光データに基づいて前記予め決められた時間
期間の照明需要を予測し、
前記局地の天候予測データ及び前記局地の日光データを有する第２の環境光データと現
在のエネルギ格納レベルとに基づいて前記予め決められた時間期間のバッテリ容量を予測
し、
前記予め決められた時間期間の間、予め決められた最小レベルより高くなるように前記
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エネルギ格納レベルを維持することを考慮して、前記照明需要と前記バッテリ容量とに基
づいて前記照明出力プロファイルを決定するように構成される、太陽電池式の照明デバイ
ス。
【請求項９】
前記第１の環境データは、前記局地の天候予測データを有する、請求項８に記載の太陽
電池式の照明デバイス。
【請求項１０】
前記予め決められた時間期間は、前記予め決められた時間間隔の数倍の長さである、請
求項８又は請求項９に記載の太陽電池式の照明デバイス。
【請求項１１】
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前記光源は、道路照明、ハイウェイ照明、ハイウェイ信号照明及び一般的な屋外照明を
有する光源のグループから選択された少なくとも１つの屋外光源を有する、請求項８〜１
０のうちいずれか一項に記載の太陽電池式の照明デバイス。
【請求項１２】
前記光源は、環境光レベルセンサを含むセンサデバイスを有する、請求項８〜１１のう
ちいずれか一項に記載の太陽電池式の照明デバイス。
【請求項１３】
太陽電池式の照明デバイスの光出力を制御する方法を実行するためコンピュータプログ
ラム部分を格納したコンピュータ読み取り可能ストレージを有するコンピュータプログラ
ムであって、
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局地の日光データを取得するステップと、
予め決められた時間間隔において、予め決められた時間期間をカバーする局地の天候予
測データを取得し、前記予め決められた時間期間のための照明出力プロファイルを決定す
るステップと、前記照明出力プロファイルに従って照明デバイスを駆動させるステップと
を繰り返し行うステップとを有し、
前記照明出力プロファイルを決定するステップは、
前記局地の日光データを有する第１の環境光データに基づいて前記予め決められた時間
期間の照明需要を予測するステップと、
前記局地の天候予測データ及び前記局地の日光データを有する第２の環境光データと現
在のエネルギ格納レベルとに基づいて前記予め決められた時間期間のバッテリ容量を予測
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するステップと、
前記予め決められた時間期間の間、予め決められた最小レベルより高くなるように前記
エネルギ格納レベルを維持することを考慮して、前記照明需要と前記バッテリ容量とに基
づいて前記照明出力プロファイルを決定するステップとを有する、コンピュータプログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、太陽電池式の照明デバイス及びその操作に関する。
【背景技術】
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【０００２】
太陽電池式の照明デバイスは、利用可能な太陽光発電の期間の間にバッテリに格納され
たエネルギに依存する。典型的には、バッテリは、昼間に充電され、照明デバイスは、バ
ッテリにより給電され、夜の間オンになる。バッテリ内の格納されたエネルギは、次に充
電する一の時間期間の間持続することが望ましい。天候が長い期間の間悪いときには、ソ
ーラーエネルギは、高い十分なレベルまでバッテリを充電するのに十分ではないかもしれ
ない。
【０００３】
この問題は、自然エネルギプラントが負荷を駆動させるバッテリを充電する一般的なシ
ステムに関する特開２００８−０８６１０９号公報のような先行文献において対処されて
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いる。天候予測データが、電力プラントによる将来の電力生成を予測するために用いられ
、これに基づき、格納された電力の将来の放電が予測される。負荷は、通常電力モードと
節電モード（即ち低電力モード）とを含む少なくとも２つの電力モードにおいて駆動され
得る。電力プラントが充電電力を再び生成する前に放電が予め決められた底のレベルより
低いバッテリを空にすることが予測され、その後、節電モードが設定される。
【０００４】
負荷を動作させるこの手法は、不正確であり、負荷が照明デバイスであるこの発明によ
る特定の場合においては、特開２００８−０８６１０９号公報の一般的な技術は、如何な
る詳細な助言も与えない。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明の目的は、従来の前述した欠点を軽減する解決策を提供し、照明デバイスのより
正確でカスタマイズされた動作を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
この目的は、特許請求の範囲に規定された本発明による、太陽電池式の照明デバイスの
光出力を制御する方法、及び、太陽電池式の照明デバイスにより実現される。
【０００７】
本発明は、照明需要も考慮することにより、即ち、照明デバイスが天候状態等に起因し
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てどのように動作することが望まれているかを考慮することにより、照明デバイスの給電
のより正確な制御が得られるという見識に基づいている。
【０００８】
それ故、本発明の一態様によれば、光源と、前記光源に接続されたバッテリと、前記バ
ッテリに接続された充電器を含む太陽光発電部と、光出力制御を実行するための制御ユニ
ットとを有する太陽電池式の照明デバイスの光出力を制御する方法が提供される。本方法
は、
−

ソーラーパワーが生成されている間、前記バッテリを充電するステップと、

−

局所的な日光データを取得するステップと、

−

予め決められた時間間隔において、予め決められた時間期間をカバーする局所的な天
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候予測データを取得し、前記予め決められた時間期間のための照明出力プロファイルを決
定するステップと、前記照明出力プロファイルに従って前記照明デバイスを駆動させるス
テップとを繰り返し行うステップとを有し、
前記照明出力プロファイルを決定するステップは、
−

前記局所的な日光データを含む第１の環境光データに基づいて前記予め決められた時

間期間の照明需要を予測するステップと、
−

天候予測データ及び前記局所的な日光データを有する第２の環境光データと現在のエ

ネルギ格納レベルとに基づいて前記予め決められた時間期間のバッテリ容量を予測するス
テップと、
−

前記予め決められた時間期間の間、予め決められた最小レベルより高くなるように前
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記エネルギ格納レベルを維持することを考慮して、前記照明需要と前記バッテリ容量とに
基づいて前記照明出力プロファイルを決定するステップとを有する。
【０００９】
それ故、少なくとも局所的な日光データを含む環境光データを考慮することにより、照
明デバイスからの光の需要を予測することができる。需要予測は、予め決められた時間期
間の照明出力プロファイルを決定するために、バッテリからの利用可能な電力の予測と組
み合わせられる。照明出力プロファイルは、従来の単純な個々のレベル制御よりもかなり
正確な制御を提供し、これは、追加的に、負荷の正確な電力需要を全く考慮しない。
【００１０】
本方法の一実施形態によれば、第１の環境データは、天候予測データを有する。この実
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施形態においては、照明需要を予測するときに、日光に加えて天候状態も考慮される。例
えば、その日における悪天候は照明の需要をもたらし得る。
【００１１】
本発明の一実施形態によれば、予め決められた時間期間は、予め決められた時間間隔の
数倍の長さである。これにより、照明出力プロファイルは、予め決められた時間期間の終
了前に更新され、これは、照明制御の正確さを増大させる。
【００１２】
本方法の一実施形態によれば、照明出力プロファイルの決定は、照明の予測された需要
の間における一定の光出力を決定するステップを有する。これにより、照明状態は、照明
を用いた人によって安定的で信頼性があると把握される。
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【００１３】
本方法の一実施形態によれば、光源は、道路照明、ハイウェイ照明、ハイウェイ信号照
明及び一般的な屋外照明のグループから選択された少なくとも１つの屋外光源を有する。
【００１４】
本発明の一態様によれば、光源と、前記光源に接続されたバッテリと、前記バッテリに
接続された充電器を含む太陽光発電部と、光出力制御を実行するための制御ユニットとを
有する太陽電池式の照明デバイスが提供される。前記太陽光発電部は、ソーラーパワーが
生成されている間、前記バッテリを充電するように構成される。前記制御ユニットは、
−

局所的な日光データを取得し、

−

予め決められた時間間隔において、予め決められた時間期間をカバーする局所的な天
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候予測データを取得し、前記予め決められた時間期間のための照明出力プロファイルを決
定することと、前記照明出力プロファイルに従って当該照明デバイスを駆動させることと
を繰り返し行うように構成される。
前記照明出力プロファイルを決定するために、前記制御ユニットは、
−

前記局所的な日光データを有する第１の環境光データに基づいて前記予め決められた

時間期間の照明需要を予測し、
−

天候予測データ及び前記局所的な日光データを有する第２の環境光データと現在のエ

ネルギ格納レベルとに基づいて前記予め決められた時間期間のバッテリ容量を予測し、
−

前記予め決められた時間期間の間、予め決められた最小レベルより高くなるように前

記エネルギ格納レベルを維持することを考慮して、前記照明需要と前記バッテリ容量とに
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基づいて前記照明出力プロファイルを決定するように構成される。
【００１５】
太陽電池式の照明デバイスは、前記の方法に対して前述された対応する利点をもつ。同
じことが、前記の方法の前述された実施形態に対応する太陽電池式の照明デバイスの実施
形態に対しても当てはまる。
【００１６】
本発明の他の態様によれば、太陽電池式の照明デバイスの光出力を制御する方法を実行
するためコンピュータプログラム部分を格納したコンピュータ読み取り可能ストレージを
有するコンピュータプログラム製品であって、
−

局所的な日光データを取得するステップと、

−

予め決められた時間間隔において、予め決められた時間期間をカバーする局所的な天
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候予測データを取得し、前記予め決められた時間期間のための照明出力プロファイルを決
定するステップと、前記照明出力プロファイルに従って照明デバイスを駆動させるステッ
プとを繰り返し行うステップとを有し、
前記照明出力プロファイルを決定するステップは、
−

前記局所的な日光データを有する第１の環境光データに基づいて前記予め決められた

時間期間の照明需要を予測するステップと、
−

天候予測データ及び前記局所的な日光データを有する第２の環境光データと現在のエ

ネルギ格納レベルとに基づいて前記予め決められた時間期間のバッテリ容量を予測するス
テップと、
−
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前記予め決められた時間期間の間、予め決められた最小レベルより高くなるように前

記エネルギ格納レベルを維持することを考慮して、前記照明需要と前記バッテリ容量とに
基づいて前記照明出力プロファイルを決定するステップとを有する、コンピュータプログ
ラム製品が提供される。
【００１７】
本発明のこれらの及び他の態様、特徴及び利点は、後述される実施形態から明らかにな
り、これらの実施形態を参照して説明される。
【００１８】
本発明は、より詳細に、及び、添付図面を参照して説明される。
【図面の簡単な説明】

50

(6)

JP 5858408 B2 2016.2.10

【００１９】
【図１】本発明の照明デバイスの一実施形態の概略的なブロック図である。
【図２】本発明の太陽電池式の照明デバイスの照明出力を制御する方法の一実施形態を示
すタイミングチャートを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
太陽電池式照明デバイス１の一実施形態は、光源３と、光源３に接続されたバッテリ５
と、充電器９を含むとともにバッテリ５に接続された太陽光発電器７と、光出力制御を実
行するように構成された制御ユニット１１とを有する。制御ユニット１１は、当業者によ
り理解されるように、マイクロコンピュータ等のような任意の適切な手法で実装され得る
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。主に、制御ユニット１１は、マイクロプロセッサのような処理ユニット１５と、インタ
ーネット１３及び処理ユニット１５に接続された通信インタフェース１７とを有する。好
ましくは、インターネット接続は無線であるが、有線接続も適切であり得る。
【００２１】
より詳細には、バッテリ５は、制御ユニット１１により制御される電源コントローラ１
９を介して光源３に接続される。制御ユニット１１は、現在の格納レベルに関するデータ
、即ち、どれくらいのエネルギがバッテリ５内に残っているかに関するデータを取得する
ためにバッテリ５に接続される。更に、制御ユニット１１は、センサデバイス２１を収納
する光源に接続され、センサデバイス２１は、少なくとも現在の環境光レベルを検知する
ためのセンサを有する。
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【００２２】
典型的には、照明デバイス１は、道路照明アプリケーション及びハイウェイ信号照明ア
プリケーションにおけるような、破線の箱により図１に示されるような、幾つかの光源３
を有する。
【００２３】
照明デバイス１は以下のように動作する。環境光が太陽光発電器７が電力を生成するの
に十分な明るさであるときはいつでも、バッテリ５を充電する。勿論、充電は、過充電保
護により行われる。制御ユニット１１は、太陽が輝くことが期待され得るかどうかを知る
ために、インターネット１３から局所的日光データを取得する。更に、制御ユニット１１
は、日光が太陽光発電器７を起動させるのに十分であるか否かが期待されるかどうかを予
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測可能にするために局所的天候予測データを取得する。制御ユニット１１は、一方では照
明の需要、即ち、光源３からの人工光の需要があるか否かに関する予測を行い、他方では
、バッテリ容量に関する予測を行うように構成される。前記の予測は、予め決められた時
間期間の間行われ、これは、調節可能である。典型的には、必須ではないが、前記時間期
間は、約４８時間である。バッテリ容量及び照明需要の予測に基づいて、制御ユニット１
１は、図２に示されるような、予め決められた時間期間の照明出力プロファイルを決定す
る。より詳細には、基本的な実施形態において、予め決められた時間期間の照明需要は、
少なくとも局所的日光データを含む第１の環境照明データに基づいて予測され、予め決め
られた時間期間のバッテリ容量は、バッテリ５から制御ユニット１１により取得されるよ
うな現在のエネルギ格納レベルと、天候予測データ及びローカル日光データを少なくとも
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含む第２の環境光データとに基づいて予測される。それ故、バッテリ容量を予測するため
に、天候は、バッテリが太陽光発電器７により充電されることが期待され得る範囲を知る
ために非常に重要なものである。
【００２４】
照明出力プロファイルは、どれくらいのエネルギが最も重要な時点（典型的には、光源
が点灯されてオフに切り替えられたときの夜の終わり）でバッテリ内に残るかについての
考慮に基づき決定される。制御ユニット１１は、予め決められた最小レベルよりも高くな
るようにバッテリ５のエネルギ格納レベルを常に維持するように構成される。
【００２５】
照明出力プロファイルが決定されたときには、制御ユニット１１は、適宜、光源３を制
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御し始める。光源３がオンに切り替えられたときには、制御ユニット１１は、電力レベル
が照明出力プロファイルに応じて適切に設定されるように電力コントローラ１９を動作さ
せる。これは、光源３の最大強度レベル又は削減された強度レベルをもたらし得る。しか
しながら、天候は前もって発表された天候予測と完全には一致しないので、照明プロファ
イルは、繰り返し及び予め決められた時間期間の終了前に更新される。一般的な更新間隔
は、時間当たり１回又はそれ以上である。更新は、制御ユニット１１が、前回から更新さ
れた局所的天候予測データを再び取得することを意味する。しかしながら、予測の頻繁な
更新を与えるウェザーサービスを見つけることは困難であるかもしれない。ロケーション
に関する適切な天候予測を取得するために、太陽電池式の照明デバイス１は、地理データ
入力によりユーザプログラム可能であるか、又は、ＧＰＳ（Global Positioning System
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）レシーバのような、位置決めユニットを備える。
【００２６】
それ故、太陽電池式の照明デバイスの動作は、予測制御エネルギ管理として実行される
。大まかには、将来利用可能なソーラーパワーの予測は、第１及び第２の環境データを用
いて行われる。この予測に基づいて、及び、現在のバッテリ格納レベルに基づいて、予測
が、来る予め決められた時間期間に渡る照明出力プロファイルから作られ、最良の可能な
光出力が、エネルギ格納部の底に達することなく夜の時間の間に生成され得る。この予測
から、最新の天候予測及び実際のバッテリ格納レベルを用いて予測が更新される前に、第
１の部分だけが実際に実装される。そして、更新された予測は、典型的には、第１の予測
と同じ長さの新たな時間期間をカバーし、それ故、少しだけ前に延長する。これは、図２
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に示される。図２の左部分において、"今"の時点での状況が示される。"今"が付された縦
線の右側は、将来の予め決められた時間期間の、予測された利用可能なソーラーパワー、
予測されたバッテリ格納容量及び予測された照明出力プロファイルである。制御ユニット
１１は、図面に示された"決定"に応じて光源３を駆動させるように電力コントローラ１９
を動作させる。"決定"は、例えば、予測された光出力プロファイルの次の更新が利用可能
になるまでの期間の一定の光出力を設定し得るが、他の"決定"は、全ての利用可能なデー
タに基づいて行われてもよい。図２の右側部分では、"今"の時点が前方にシフトしたとき
の次の更新での状況が示される。点線は、更新された予測を示すのに対し、実線は、対応
する前の予測を示す。予め決められた時間期間は、予測を連続的に更新するために用いら
れた予め決められた時間間隔よりも大幅に大きい、好ましくはその数倍の長さであり得る
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ことが、図２において明確に示されている。
【００２７】
他の実施形態によれば、第１の環境データは、光出力プロファイルを細かく調節し得る
ように、天候予測データを更に有する。例えば、あまり天候が良くないことが予測された
場合には、より高い光出力が望まれるか、又は、幾つかの特定の悪い天気の状態に起因し
て日中の間、光源をオンにすることが望まれ得る。
【００２８】
晴天及び明月の夜を伴う夜の間における削減された光出力を予測するために、及び、電
力生成が再び増大するまでエネルギを持続させるために悪化する天候状態が予測されたと
きに削減された光出力を予測するために、月光データを含み得る、時期データ又は局所的
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な日光データと組み合わせられた全ての局所的な天候予測データが使用可能である。
【００２９】
光源３がオンにされた各期間内において実質的に一定の光出力を決定することが好まし
い。
【００３０】
予測の質を更に向上させるために、環境光は、現在の環境光レベルを検知するために、
センサデバイス２１における、センサにより測定される。他の実施形態において、センサ
デバイス２１は、温度センサ及び降水量センサのような、気候学的データ及び天候データ
を検知するための他のセンサを有する。これらのセンサは、予測の最適化及びそれ故に照
明プロファイルの決定を向上させるために用いられる。
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【００３１】
他の実施形態において、制御ユニット１１は、天候状態における反復的な振る舞いが検
出され、光源３の使用を更に最適化するために行う決定について用いられる学習プロセス
を実行するように追加的に構成される。反復的な振る舞いは、時間期間毎、日毎、年毎の
ような、短期間の振る舞いでも長期間の振る舞いでもよい。
【００３２】
コンピュータプログラムが格納された、コンピュータ読み取り可能なストレージを有す
るコンピュータプログラム製品により提供可能な、コンピュータプログラム命令として本
方法を実装することが可能である。
【００３３】
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本方法及び本デバイス１の他の実施形態において、照明デバイス１は、インターネット
１３を介して遠隔要求を受信し、リモコン装置に対応する応答を送信する。これにより、
照明デバイス１のパフォーマンスは、インターネット１３を介して遠隔で監視される。監
視され得るパラメータの例は、バッテリ寿命及びソーラーパネルの効率である。
【００３４】
他の実施形態によれば、予防管理がインターネット１３を介して遠隔でスケジューリン
グされる。
【００３５】
この発明による照明デバイス及び方法により、従来のものと比較してエネルギ効率を増
大させることが可能となる。換言すると、特定のアプリケーションに対して、より小さな
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容量のバッテリ、及び、それ故により小さなサイズのバッテリを用いることが可能となる
。
【００３６】
前記のとおり、特許請求の範囲において規定されたような、本発明による、太陽電池式
光源の光出力を制御する方法及び太陽電池式照明デバイスの実施形態が説明された。これ
らは、単に非限定的な例として理解されるべきである。当業者により理解されるように、
多くの変更及び代替実施形態が、本発明の範囲内において可能である。
【００３７】
この出願の目的のために、及び、特に特許請求の範囲に関して、"有する"という用語は
他の要素又はステップを除外するものではなく、単数表記は複数を除外するものではなく
、これらは、当業者により明らかであることに留意されるべきである。
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