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(57)【要約】
【課題】発光源の発光光量を受光素子により直接検出で
きるようにし、制御回路などの何れの部分に不具合が生
じても照明装置本体に障害があるものとして報知するこ
とができるようにする。
【解決手段】照明装置本体に環境明暗を検出する第１の
受光素子を備えるとともに、発光源の発光量を直接検出
する第２の受光素子を備え、前記第１の受光素子により
検出した環境の明暗に基づいて発光源の点滅を行う一方
、前記第２の受光素子により検出した検出値が予め設定
した発光源の発光光量の基準値以下となったとき、照明
装置自体の不具合による照明光量の低下として報知する
。
【選択図】図１４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下面を開放した照明装置の上面カバーと、複数の発光素子を基板上に実装した一つもし
くは複数の光源部と、該光源部および前記発光素子を点灯するための点灯装置を覆う透光
カバーを備えた照明装置であり、
　前記照明装置に環境明暗を検出する第１の受光素子を備えるとともに、発光源の発光量
を直接検出する第２の受光素子を備え、前記第１の受光素子により検出した環境の明暗に
基づいて発光源の点滅を行う一方、前記第２の受光素子により検出した検出値が予め設定
した発光源の発光光量の基準値以下となったとき、照明装置自体の不具合による照明光量
の低下として報知するようにしたことを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記第２の受光素子の透光カバー側を遮光して外乱となる光の進入を阻止するようにし
たことを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記透光カバーを透過した照明光の光量を検出する第３の受光素子を設け、この第３の
受光素子の検出値が予め設定した照明光の光量の基準値以下となったとき、前記透光カバ
ーの不具合による照明光量の低下として報知するようにしたことを特徴とする請求項１に
記載の照明装置。
【請求項４】
　光源部を備えた照明装置の外部の明暗と、前記光源部の発光状態との総合照度を検出す
る単一の受光素子を備え、前記受光素子の検出する明るさと基準値との比較により、前記
光源部の発光状態の正誤判断と、前記光源部の点灯制御とを行うことを特徴とする照明装
置。
【請求項５】
　光源部の発光が透光カバーを透過して所要領域を照明する照明装置であって、前記照明
装置の外部の明暗と、前記光源部の光が前記透光カバーを透過した場所の明暗との総合照
度を検出する単一の受光素子を備え、前記受光素子の検出する明るさと基準値との比較に
より、前記光源部の発光状態の正誤判断と、前記透光カバーの汚損判断と、前記光源部の
点灯制御とを行うことを特徴とする照明装置。
【請求項６】
　単体または複数からなるＬＥＤ光源と、無線送受信部と、前記無線送受信部からの無線
信号に基づく前記ＬＥＤ光源の発光制御部と、前記ＬＥＤ光源の光源照度測定手段と、周
囲環境照度測定手段とを備えた屋外用照明装置と、前記照明装置の一台または複数台を発
光制御するサーバとを備え、前記サーバは、前記ＬＥＤ光源の光源照度測定手段によって
測定された値と前記周囲環境照度測定手段によって測定された値とを取得し、前記照明装
置の光源状態を監視し、報知することを特徴とする照明制御装置。
【請求項７】
　単体または複数からなるＬＥＤ光源部と、無線送受信部と、前記無線送受信部からの無
線信号に基づく前記光源部の発光制御部と、照度測定手段と、を備えた屋外用照明装置と
、前記照明装置の一台または複数台を発光制御するサーバとを有し、前記照明装置は、前
記照明装置の外部の明暗と前記光源部の発光状態との総合照度を検出する単一の受光素子
を備え、前記サーバは、前記受光素子の検出する明るさと基準値との比較により、前記光
源部の発光状態の正誤判断と、前記光源部の点灯制御と、を行うことを特徴とする照明制
御装置。
【請求項８】
　単体または複数からなるＬＥＤ光源部と、前記光源部を覆う透光カバーと、無線送受信
部と、前記無線送受信部からの無線信号に基づく前記光源部の発光制御部と、照度測定手
段と、を備えた屋外用照明装置と、前記照明装置の一台または複数台を発光制御するサー
バとを有し、前記照明装置は、前記照明装置の外部の明暗と前記光源部の光が前記透光カ
バーを透過した場所の明暗との総合照度を検出する単一の受光素子を備え、前記サーバは
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、前記受光素子の検出する明るさと基準値との比較により、前記光源部の発光状態の正誤
判断と、前記光源部の点灯制御と、を行うことを特徴とする照明制御装置。
【請求項９】
　前記照明装置に予備電池を備え、商用電源の供給が遮断されたとき、少なくとも前記無
線送受信部への電力供給を前記予備電池から行い、前記無線送受信部は電力供給が商用電
源から予備電池へ切り替わったとき、前記サーバへ無線送信することを特徴とする請求項
６乃至８のいずれかに記載の照明制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に生活道路や街路などに設置される街路灯、防犯灯および道路灯などに好
適な照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　低消費電力の発光素子（ＬＥＤ）を光源にした照明装置は、一般家庭はもとより商業施
設などでも多く設置され、屋外に設置する街路灯などの照明装置への採用も進んでいる。
この照明装置は、本体の内部に発光素子を複数配列し、下方に向けて照明光を照射するよ
うにしたものである。
【０００３】
　このような照明装置の設置には、例えば街路の既設の電柱を利用するか、あるいは専用
の支柱を立設するようにしている。このような電柱、支柱を利用する場合は、通常、電柱
、支柱に固定して延設された支管の先端に照明装置を固定するようにしている（特許文献
１参照）。
【０００４】
　また、このような照明装置においては、街路灯として設置した地域の環境の明暗を検出
し、不点灯状態を監視する装置が知られている（特許文献２参照）。さらに、街路灯に無
線モデムを備え街路灯の不点灯を通知する装置が提案されている（特許文献３参照）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－１３２５９３号公報
【特許文献２】特開２００１－３１９７９０号公報
【特許文献３】特許第３４９１６８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　一般に街路などに設置される照明装置は、その発光源の自動点滅機能を備え、設置環境
の明暗を検出して夜間の点灯および昼間の消灯を行うようにしている。このような機能が
得られるようにするには、何れの照明装置においても電気制御部を備え、発光源を点滅す
るようにしている。この電気制御部は商用交流電源を電力源とし、整流回路、予備電池、
リレースイッチなどの複数の電気部品を備え、発光源を点灯するようにしている。
【０００７】
　このように電気制御部は複数の回路機能を組み合わせて構成されるものから複数の電気
部品を必要とするものであるが、特にコンデンサー類、予備電池、機械接点を有するリレ
ースイッチなどは、環境の温度、湿度、塩害などの影響を受けやすく、発光源の発光素子
に比べてかなり耐久時間が短いものである。
【０００８】
　このように電気部品が劣化し、あるいは接触不良などが生じると光源の起動電圧が低下
するなどして発光量が低下し、所定の照明光量が得られなくなる。このような不具合の現
象は気象条件の厳しい寒冷地や高熱の陽光に晒される地域で顕著であり、どのような環境
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に設置されても長期に亘り安定した照明光量を維持できることが品質保証上の重要な課題
となっている。ところが、上述した特許文献１，２による場合は、照明装置の照明光量を
外部から監視するようにしているので、照明装置内部の不具合による機能低下を監視する
ことができない。
【０００９】
　即ち、街路灯とした場合の照明装置に照明光量の低下を招く外因は、統計上で落雷が最
も多いのであるが、この他に塩害、電蝕、虫害も発生し易い障害要因となっている。特に
虫害は、照明装置が発する二酸化炭素、湿気、近紫外線、微量の熱に引き寄せられた蚊や
小甲虫類が光源部を覆う透光カバーの水抜き孔から侵入し、死骸となって堆積することに
より次第に光源部の発光光を遮り、発光源の照度を低下する要因となっている。また、透
光カバーの外表面は蜘蛛類の営巣に好適であることから、この営巣に塵埃などが付着し、
設置地域の照明光量低下の要因となっている。
【００１０】
　このように照明光量の低下は、照明装置自体の内因と外因によるものとに分類すること
ができる。ところが、高所に設置された街路灯の照明光量の低下が何れの原因となるもの
か、近隣住民などには容易に判断することができず、また、保守点検を行う作業者も照明
装置の内部を開放して直接確認しなければならず、対応の準備を十分に調えることができ
ないという問題があった。
【００１１】
　そこで、本発明は、街路灯のように所定地域の道路や公園等に多数個配置された照明装
置（照明灯、街路灯ともいう）を所定のサーバで管理するシステムにおいて、個々の照明
装置から照明データ（照明情報ともいう）を収集し且つ集計し、それによって個々の照明
装置の有する光源の制御を決定し、個々の照明装置へ制御信号を送信する照明制御装置及
びこれに適する照明装置を提供するものである。
【００１２】
　また、本発明は、個々の照明装置が備えた照度検出センサとしての受光素子が正常か否
かの判断を行い、故障である照明装置については、その故障を特定する報知装置によって
、故障している照明装置の特定を容易とし、故障を修復または照明装置等の交換を的確に
行うことができる技術を提供する。
【００１３】
　また、本発明は、サーバによって複数の照明装置の点灯と消灯を制御する場合、停電等
の非常時や、サーバと照明装置との通信異常等の非常時において、所期の点灯状態と消灯
状態を行うことができる技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　そこで本発明は、以下に述べる各手段により上記課題を解決し、本発明の目的を達成す
るようにした。
【００１５】
　請求項１に記載の発明では、照明装置本体に環境明暗を検出する第１の受光素子を備え
るとともに、発光源の発光量を直接検出する第２の受光素子を備え、前記第１の受光素子
により検出した環境の明暗に基づいて発光源の点滅を行う一方、前記第２の受光素子によ
り検出した検出値が予め設定した発光源の発光光量の基準値以下となったとき、照明装置
自体の不具合による照明光量の低下として報知する。
【００１６】
　請求項２に記載の発明では、上記請求項１に記載の照明装置において、第２の受光素子
の透光カバー側を遮光して外乱となる光の進入を阻止する。
【００１７】
　請求項３に記載の発明では、上記請求項１または２に記載の照明装置において、前記透
光カバーを透過した照明光の光量を検出する第３の受光素子を設け、これによって透光カ
バーから出射された照明光の光量を検出し、この検出値が予め設定した照明光の光量の基
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準値以下となったとき、前記透光カバーの不具合による照明光量の低下として報知する。
【００１８】
　請求項４または７に記載の発明では、
　光源部を備えた照明装置の外部の明暗と、前記光源部の発光状態との総合照度を検出す
る単一の受光素子を備え、前記受光素子の検出する明るさと基準値との比較により、前記
光源部の発光状態の正誤判断と、前記光源部の点灯制御とを行うこと。
【００１９】
　請求項５または８に記載の発明では、
　光源部の発光が透光カバーを透過して所要領域を照明する照明装置であって、前記照明
装置の外部の明暗と、前記光源部の光が前記透光カバーを透過した場所の明暗との総合照
度を検出する単一の受光素子を備え、前記受光素子の検出する明るさと基準値との比較に
より、前記光源部の発光状態の正誤判断と、前記透光カバーの汚損判断と、前記光源部の
点灯制御とを行う。
【００２０】
　請求項６に記載の発明では、
　単体または複数からなるＬＥＤ光源と、無線送受信部と、前記無線送受信部からの無線
信号に基づいて前記ＬＥＤ光源の発光制御部と、前記ＬＥＤ光源の光源照度測定手段と、
周囲環境照度測定手段とを備えた屋外用照明装置と、前記照明装置の一台または複数台を
発光制御するサーバと、前記ＬＥＤ光源の光源照度測定手段によって測定された値と前記
周囲環境照度測定手段によって測定された値とを取得し、前記照明装置の光源状態を監視
し、報知する。
【００２１】
　請求項９に記載の発明では、
　前記照明装置に予備電池を備え、商用電源の供給が遮断されたとき、少なくとも前記無
線送受信部への電力供給を前記予備電池から行い、前記無線送受信部は電力供給が商用電
源から予備電池へ切り替わったとき、前記サーバへ無線送信する。
【発明の効果】
【００２２】
　上記請求項１に記載の発明によれば、発光源の発光光量を第２の受光素子により直接検
出するようにしたので、制御回路などの何れの部分に不具合が生じても照明装置本体に障
害があるものとして報知することができる。
【００２３】
　上記請求項２に記載の発明によれば、第２の受光素子の透光カバー側を遮光するように
したので、例えば、乗用車などのヘッドライト、あるいは他の住環境の照明光などの進入
を阻止することができ、光源部の発光光量を正確に検出することができる。
【００２４】
　上記請求項３に記載の発明によれば、透光カバーを透過した照明光の光量を検出する第
３の受光素子を設け、透光カバーから出射された照明光の光量を検出するようにしたので
、透光カバー自体の汚損による照明光量の低下を検出して報知することができる。
【００２５】
　上記請求項４または７に記載の発明によれば、単一の受光素子によって、光源部を備え
た照明装置の外部の明暗と、光源部の発光状態との総合照度を検出するため、それぞれ設
定の判定基準値によって適切な制御ができる。また、照明装置には、この単一の受光素子
を透光カバー内に配置できるため、防水構造に適し、照明装置自体を簡素化でき、組み立
ても簡素化できる。
【００２６】
　上記請求項５または８に記載の発明によれば、単一の受光素子によって、透光カバーを
透過した光源部の発光照度と、照明装置の外部の明暗との総合照度を検出するため、それ
ぞれ設定の判定基準値によって、透光カバーの汚損と、照明装置の外部の明暗と、光源部
の発光状態とを判定できる。また、照明装置には、この単一の受光素子を透光カバー外に
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配置できるため、照明装置自体を簡素化でき、組み立ても簡素化できる。
【００２７】
　上記請求項６に記載の発明によれば、サーバによって複数台の照明装置を発光制御する
場合、照明装置の光源状態を監視し、正規の点灯状況と故障状況を報知することができ、
点検や故障対応の迅速化、点検作業の簡素化により人件費等の削減が達成できる。
【００２８】
　上記請求項９に記載の発明によれば、予備電池に切り替わった場合、その状態は、サー
バＳＶ側のモニタ上の表示部に表示される。そして、これらが、作業者が所持する端末機
器へ送信され、その端末機器にも表示することにより、いずれの照明装置１が、予備電池
に切り替わったかが把握でき、その後への準備を含めた適切な対応ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の照明装置の平面図である。
【図２】本発明の照明装置の側面図である。
【図３】本発明の照明装置の背面図である。
【図４】本発明の照明装置の底面図である。
【図５】本発明の照明装置の断面図である。
【図６】本発明の照明装置の内部構造を説明する底面図である。
【図７】本発明の照明装置の分解斜視図である。
【図８】本発明の照明装置の分解斜視図である。
【図９】本発明の照明装置の電源部のブロック回路である。
【図１０】本発明の照明装置の電源部の要部断面図である。
【図１１】本発明の照明装置の電源部の説明図である。
【図１２】本発明の照明装置の電源部の説明図である。
【図１３】本発明の照明装置の設置状態の説明図である。
【図１４】本発明の照明装置の制御方式を示す機能ブロック図である。
【図１５】本発明の照明装置の故障検知動作フローである。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施の形態を図に基づいて詳細に説明する。図１～４は本発明を実施す
る照明装置の一例の外観を示すもので、図１はこの照明装置１の平面図、図２は側面図、
図３は背面図、図４は内部構造を示す底面図、さらに図５は断面図、図６は内部構造を説
明する底面図、図７、図８は分解斜視図であり、以下にその構成を具体的に説明する。
【００３１】
　照明装置１は、主体となる上面カバー２がアルミダイキャストなどの耐食性に優れた素
材により一体成形されたもので、この上面カバー２の下面の開口部は透光カバー３がシー
ルパッキン３Ａを介在させ、取付ボス２ｃにネジ孔３ａを介してネジ止めされる。また、
上面カバー２の後側部は図１、図３、図６などに示すように傾斜状部２ａが形成され、こ
の傾斜状部２ａの一方の傾斜端部２ａ－１に、傾斜状部２ａの開口形状に一致する蓋体４
が蝶番４ａにより開閉可能に連結されている。この蓋体４の蝶番４ａを備えない他方の傾
斜端部２ａ－１を取付ネジにより上面カバー２へ固定することにより、上面カバー２の後
端面と蓋体４の前端面が図５に示すように連接するようにしている。
【００３２】
　前記上面カバー２には図５に示すように固定金具Ｂの支管Ｂ１を挿通する通孔２ｂが形
成され、空室内部に複数の取付ボス２ｃおよび後述する光源部５のヒートシンク２ｄなど
が図７に示すように一体に成形されている。前記ヒートシンク２ｄには光源部５を配設し
た熱伝導板６が固定され、各発光素子５ａから発生する発熱をヒートシンク２ｄへ導くよ
うにしている。ヒートシンク２ｄは前記発熱を吸収し、上面カバー２から装置外部へ放散
する。前記光源部５および熱伝導板６はホルダー７によりヒートシンク２ｄに固定される
。また、光源部５の後部には電源部８が配置され、この電源部８から商用交流電源を電圧
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変換した直流の駆動電源がリード線９により光源部５に供給される。
【００３３】
　前記電源部８へ商用交流電源を導くリード線９は上面カバー２の傾斜状部２ａの空室内
に配置した端子台１０に接続され、商用交流電源用のケーブルは支管Ｂ１内を通じて外部
へ引き出される。また、前記傾斜状部２ａの空間内には、通孔２ｂから封止リング１１を
介在させて差し込まれた支管Ｂ１の端部を固定するための固定金具１２が配設されている
。
【００３４】
　前記固定金具１２は図７に示すように、端部が取付ボス２ｃに第１の支持部材１２ａ、
と端部が他の取付ボス２ｃにネジ止めされる第２の支持部材１２ｂとからなる。第１の支
持部材１２ａの中央には支管Ｂ１の軸心方向に並行する曲部１２ａ－１が形成されており
、一方、第２の支持部材１２ｂの中央には支管Ｂ１の軸心方向に並行する平坦段部１２ｂ
－１が形成されており、この平坦段部１２ｂ－１には図５に示すように固定用の固定ネジ
１２ｂ－２および位置決めネジ１２ｂ－３を備える。
【００３５】
　つぎに、光源部５の構成について詳細に説明する。光源部５は複数のチップ状のＬＥＤ
光源となる発光素子５ａを絶縁基板５ｂ上に実装し、熱伝導板６上に固定された２枚一組
の光源エレメント５ｃと、この光源エレメント５ｃ上でスライド可能とし、各発光素子５
ａの発光光の出射方向をレンズ状の光制御部材５ｅで制御する光制御エレメント５ｄとの
組み合わせを主体に構成される。光源部５と電源部８は透光カバー３で覆われ、光源部５
の発光は、透光カバー３を透過して路面などの所要領域を照明する。
【００３６】
　つぎに電源部８の構成につて詳細に説明する。電源部８は、図９に示すように商用交流
電源を降圧した直流に変換する整流回路８ａと、この整流回路８ａから出力される直流電
源で発光素子５ａを点灯する光源点灯回路８と、照明装置１の本体外部の明暗を検出する
第１の受光素子８ｇ－１と、光源部５の発光の状態を検出する第２の受光素子８ｇ－２と
、透光カバー３から出射された照明光を検出する第３の受光素子８ｇ－３と、各受光素子
８ｇ－１～８ｇ－３からの各信号を入力し、この入力した信号の状態に基づいてリレース
イッチ８ｐを駆動して発光素子５ａを点滅する点滅制御回路８ｄと、そしてこの点滅制御
回路８ｄにおける判断に基づいてインジケータ８ｅ－１またはインジケータ８ｅ－２を点
灯するインジケータ点灯回路８ｅを備える。
【００３７】
　前記電源部８は、図７、図８に示すように中空の筺状ケース８ａと、この筺状ケース８
ａの開口面を覆うスライド板８ｂとが一体構成されたもので、筺状ケース８ａの内部に上
記回路要素を実装した配線基板８ｃ、および停電時などに対応するための予備電池８ｆを
収容している。前記スライド板８ｂの外周は筺状ケース８ａの外周から張り出したフラン
ジ状となっており、このフランジ状部の四隅にダルマ孔８ｂ－１が形成されている。予備
電池８ｆは、再充電可能な蓄電池（二次電池）または再充電できない一次電池のいずれで
もよい。以下に記載する実施形態は、予備電池８ｆは、再充電可能な蓄電池８ｆとして記
載する。
【００３８】
　前記筺状ケース８ａの側部には図１０に示すように配線基板８ｃに第１の受光素子８ｇ
－１が実装されている。この第１の受光素子８ｇ－１に対向する筺状ケース８ａの側壁に
は通孔８ａ－１が形成されており、上面カバー２の両側部に形成した採光部２ｆから外部
環境の外光を導入するようにしている。即ち、上面カバー２の前記通孔８ａ－１に対面す
る位置は凹陥した状態に形成されており、この採光部２ｆの奥部立壁に通孔２ｆ－１を形
成している。そして、この通孔２ｆ－１と前記通孔８ａ－１を共軸として透明素材で形成
された採光パッキン１３が嵌装されている。
【００３９】
　以上のように構成された電源部８の側部の一方に第１の受光素子８ｇ－１を設けるよう
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に構成した場合、この第１の受光素子８ｇ－１を上面カバー２の採光部２ｆの任意の一方
に対向させて配置することが可能となる。かかる機能は、照明装置１を設置した周囲の住
宅や建築物などの照明施設からの照射光がノイズとなり第１の受光素子８ｇ－１で検知さ
れ、本来点灯すべき夜間において点灯しないという誤動作を生じる場合に対応することが
できる。
【００４０】
　このような場合、上面カバー２の採光部２ｆの光ノイズの進入側への第１の受光素子８
ｇ－１の配置を避け、光ノイズの影響を受けない採光部２ｆを選定して電源部８の配設が
可能となるようにしている。即ち、電源部８が図６に示すように同図の上側の採光部２ｆ
から採光するようにした場合において、光ノイズの影響が確認されたとき、ダルマ孔８ｂ
－１の小径部を固定している取付ネジ１４を緩め、スライド板８ｂスライドさせてダルマ
孔８ｂ－１の大径部から取付ネジ１４の頭部を外すことにより、電源部８の全体を１８０
°回転することができ、図６における下側の採光部２ｆから採光できるように、受光素子
８ｇ－１の配設方向を、図１１、図１２に示すように、右側または左側へ変更することが
できる。
【００４１】
　前記電源部８の点滅制御回路８ｄに接続する第２の受光素子８ｇ－２は、光源部５の発
光を直接検出するため、図５～図８に示すように光源部５へ向けて電源部８のスライド板
８ｂに固定する。なお、前記第２の受光素子８ｇ－２に遮光板１５を装着しておくことに
より、例えば、乗用車などのヘッドライト、あるいは他の住環境の照明光などの進入を阻
止することができ、光源部の発光光量を正確に検出することができる。また、第３の受光
素子８ｇ－３は、光源部５の発光が透光カバー３を透過したときの照明光の光量を検出す
るものであり、実施例では、図５、図６、図８に示すように蓋体４に透光カバー３に向け
て固定する。第３の受光素子８ｇ－３による検出は、透光カバー３を透過する照明光以外
の周囲の光の影響を受けることにより、正規の検出値が変化することは好ましくない。こ
のため、透光カバー３を透過した照明光以外の周囲の光の影響を受けないような位置や向
きに配置するか、また、透光カバー３を透過した照明光以外の周囲の光の影響を受けない
ように適切なカバーで覆うとか、適宜の手段を講じればよい。
【００４２】
　本発明の照明装置１は以上のように構成されていることから、図１３に示すように街路
などへ設置すると、照明装置１自体でもって、第１の受光素子８ｇ－１により照明装置１
の外部環境の明暗を検出し、光源部５の昼夜の点滅制御を通常のとおり行うことができる
。即ち、外部環境の明るさが低下し、第１の受光素子８ｇ－１の検出値が予め設定した点
灯基準値以下に低下した場合、点滅制御回路８ｄの動作に基づきリレースイッチ８ｐの接
点が閉じ、光源点灯回路８ｂを動作状態とし、発光素子５ａを点灯する。また、外部環境
の明るさが向上し、第１の受光素子８ｇ－１の検出値が予め設定した消灯基準値以下に低
下した場合、点滅制御回路８ｄの動作に基づきリレースイッチ８ｐの接点が開き、光源点
灯回路８ｂを不動作状態とし、発光素子５ａを消灯する。
【００４３】
　このようにして光源部５を点灯した状態において、第２の受光素子８ｇ－２の検出値が
予め設定した基準値以下に低下した場合、点滅制御回路８ｄにおいて光源部５の発光に不
具合が生じていると判断し、インジケータ点灯回路８ｅを起動してインジケータ８ｅ－１
を発光（例えば、赤色ＬＥＤ発光）させる。さらに、第１の受光素子８ｇ－１、第２の受
光素子８ｇ－２の検出値が正常である場合において、第３の受光素子８ｇ－３による検出
値が予め設定した基準値以下に低下した場合は、透光カバー３に汚損が生じていると判断
し、インジケータ点灯回路８ｅを起動してインジケータ８ｅ－２を発光（例えば、青色Ｌ
ＥＤ発光）させる。
【００４４】
　また、照明装置１は、落雷等により電源が一時的に切れると、電源が復帰しても消灯の
ままとなることがある。このような場合もその照明装置１が故障であることを報知するこ
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とが重要である。この場合、光源点灯回路８ｂの出力電圧を検知して発光素子５ａが消灯
状態であることを検出する方法もあるが、最終的には発光素子５ａが消灯であることを直
接検出するのが好ましい。このため、本発明では、発光素子５ａの消灯状態を第２の受光
素子８ｇ－２の検出値が、点滅制御回路８ｄに予め設定している基準値以下に低下した場
合、点滅制御回路８ｄにおいて光源部５の発光に不具合が生じていると判断し、インジケ
ータ点灯回路８ｅを起動してインジケータ８ｅ－１を発光（例えば、赤色）させ、その照
明装置１が故障であることを報知する。このように、第２の受光素子８ｇ－２を設けるこ
とにより、照明装置１の電気回路の故障や落雷等による故障状態を検出することができる
ため、検出方式が簡素化され、低コスト化できるものとなる。
【００４５】
　以上の説明から明らかなように、上述した本発明特有の構成を実施することにより、照
明装置の各種の不具合の状態を容易に確認することができ、この不具合に対する迅速な対
応が可能となり、メンテナンス作業を容易なものとすることができる。
【００４６】
　上記の場合は、個々の照明装置１自体によって故障検知する方式である。一方、上記の
ような照明装置１は、街路灯のように所定地域の道路や公園等に複数、即ち多数個配置さ
れ、その地域の各照明装置１の照明状態が適正な状態か否かを管理センタにて管理するこ
とが要求される。その場合、所定のサーバＳＶを管理センタが管轄し、このサーバＳＶに
対してその地域の複数（通常は多数といえる）の照明装置１の情報（データ）が集約され
る仕組みとすることができる。
【００４７】
　このようにサーバＳＶによって管理する方式は、サーバＳＶからの指示によって、サー
バＳＶによって管理される複数（通常は多数といえる）の照明装置１の受光素子から照度
情報がサーバへ送信され、正常状態か否かがサーバＳＶ側で判断される方式である。以下
、この方式を図１４及び図１５に基づいて説明する。
　図１４は制御方式を示す機能ブロック図であり、図１５は照明装置１の故障検知動作フ
ローである。図１４に示すように、サーバＳＶに対して所定地域の各照明装置１の電源部
８がデータ通信可能に接続されている。
【００４８】
　図１４は、各照明装置１の電源部８とサーバＳＶとの通信に係る構成を図式化したもの
であり、サーバＳＶは、タイマー機能を備え、情報処理部Ｊと無線送受信部ＭＳ１を備え
る。情報処理部Ｊは、マイクロコンピュータＭＣ１、メモリＭＯ１等を備え、メモリＭＯ
には所定の基準データを格納している。
【００４９】
　また、各照明装置１の電源部８は、第１の受光素子８ｇ－１の検出値を入力とする周囲
環境照度測定手段ＡＳと、第２の受光素子８ｇ－２の検出値を入力とする光源照度測定手
段ＢＳと、第３の受光素子８ｇ－３の検出値を入力とする透光カバー透過照度測定手段Ｃ
Ｓと、発光制御部ＨＣと、無線送受信部ＭＳ２を備える。発光制御部ＨＣは、光源点灯回
路８ｂと点滅制御部８ｄとインジケータ点灯回路８ｅを含む。電源部８も、発光制御部Ｈ
Ｃに、マイクロコンピュータＭＣ２による動作と、必要な基準データと測定データを記憶
するメモリＭＯ２を備えている。
【００５０】
　サーバＳＶと各照明装置１の電源部８との通信は、サーバＳＶはタイマー機能を備え、
サーバＳＶからのポーリング方式によって、サーバＳＶの無線送受信部ＭＳ１と各照明装
置１の無線送受信部ＭＳ２とで情報通信を行う。
　この情報通信は、図１５に示すように、サーバＳＶの無線送受信部ＭＳ１から、各照明
装置１の無線送受信部ＭＳ２へ所定のタイミングにて順次ポーリングする（ステップＳ－
１）方式である。
【００５１】
　先ず第１番目の照明装置１との通信について説明する。
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　情報処理部Ｊは時間を含む演算を行うが、情報処理部Ｊからの制御信号によって、サー
バＳＶの無線送受信部ＭＳ１から、サーバＳＶの無線送受信部ＭＳ１から、第１番目の照
明装置１の無線送受信部ＭＳ２へ所定のタイミングにて順次ポーリングし（ステップＳ－
１）、サーバＳＶの無線送受信部ＭＳ１と照明装置１の無線送受信部ＭＳ２との間の通信
確認を行う（ステップＳ－２）。この通信確認によって、照明装置１との間に通信エラー
が生じた場合は、そのエラーが生じた照明装置１に対応する故障報知をブザーやＬＥＤ発
光等によって行う（ステップＳ－３）。この故障報知は、サーバＳＶ側のモニタ上に文字
やＬＥＤの赤色発光等によって表示する。
【００５２】
　ステップＳ－２で行う通信確認が正常であれば、周囲照度確認を行う（ステップＳ－４
）。この周囲照度確認は、サーバＳＶの無線送受信部ＭＳ１から照明装置１の無線送受信
部ＭＳ２へ周囲照度確認を指示し、無線送受信部ＭＳ２から周囲環境照度測定手段ＡＳへ
測定指示を行うと共に、発光制御部ＨＣへ制御指示を行う。このため、周囲環境照度測定
手段ＡＳは、第１の受光素子８ｇ－１の検出値に基づく照度情報を発光制御部ＨＣへ送り
、発光制御部ＨＣはその照度データを無線送受信部ＭＳ２へ送り、その照度データが無線
送受信部ＭＳ２から無線送受信部ＭＳ１へ送信され、情報処理部ＪにてメモリＭＯ１の基
準データと比較される（ステップＳ－４）。
【００５３】
　この比較によって、第１の受光素子８ｇ－１の検出する明るさが、基準データよりも明
るい場合は、光源部５を点灯する必要がない。このため、第１番目の照明装置１の光源部
５を消灯するための制御指示を、情報処理部Ｊが無線送受信部ＭＳ１から照明装置１の無
線送受信部ＭＳ２へ送り、無線送受信部ＭＳ２から発光制御部ＨＣへそれが指示され、発
光制御部ＨＣは光源点灯回路８ｂによって、光源部５を消灯状態とする（ステップＳ－５
）。
【００５４】
　光源部５を消灯状態であれば、再びステップＳ－１から順次ステップＳ－４までの動作
が繰り返され、周囲照度確認が行われる。
【００５５】
　一方、上記のような第１の受光素子８ｇ－１の検出値に基づく照度データとメモリＭＯ
１の基準データとの比較によって、第１の受光素子８ｇ－１の検出する照度データが、基
準データよりも暗い場合は、光源部５を点灯する必要がある。この場合は、第１番目の照
明装置１の光源部５を点灯するための制御指示を、情報処理部Ｊが無線送受信部ＭＳ１か
ら照明装置１の無線送受信部ＭＳ２へ送り、無線送受信部ＭＳ２から発光制御部ＨＣへそ
れが指示され、発光制御部ＨＣは光源点灯回路８ｂによって光源部５を点灯状態とする（
ステップＳ－６）。
【００５６】
　光源部５が正規の点灯状態において、次いで光源照度測定を行う（ステップＳ－７）。
この光源照度測定は、サーバＳＶの無線送受信部ＭＳ１から照明装置１の無線送受信部Ｍ
Ｓ２へ光源部５が正規の発光状態であるか否かの測定を行うものであり、無線送受信部Ｍ
Ｓ１から光源照度測定を指示する制御信号が無線送受信部ＭＳ２へ送られる。それに基づ
き、無線送受信部ＭＳ２は、光源照度測定手段ＢＳへ測定指示を行い、光源照度測定手段
ＢＳは、第２の受光素子８ｇ－２の検出値に基づく照度情報を発光制御部ＨＣと無線送受
信部ＭＳ１へ送る。この照度データは無線送受信部ＭＳ１へ送られ、情報処理部Ｊにてメ
モリＭＯ１の基準データと比較される（ステップＳ－８）。
【００５７】
　この比較によって、第２の受光素子８ｇ－２の検出する照度データが、基準データより
も明るい場合は、光源部５が正規の発光状態（正常）であると判断され、再びステップＳ
－１から順次ステップＳ－８までの動作が繰り返され、光源部５が正規の発光状態か否か
の判別が行われる。
【００５８】
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　一方、上記のような第２の受光素子８ｇ－２の検出値に基づく照度データとメモリＭＯ
１の基準データと比較によって、第２の受光素子８ｇ－２の検出する照度データが、基準
データよりも暗い場合は、光源部５が正規の発光状態でない、所謂故障と判断され、その
故障が生じた照明装置１に対応する故障報知は、ブザーやＬＥＤ発光等によって行う（ス
テップＳ－９）。この故障報知は、照明装置１においては、インジケータ点灯回路８ｅを
起動してインジケータ８ｅ－１を発光（例えば、赤色）させる。また、サーバＳＶ側では
、モニタ上に文字やＬＥＤの赤色発光等によって表示する。
【００５９】
　また、光源部５が正規の点灯状態において、透光カバー３を透過した照度測定を行い、
透光カバー３の汚れや蜘蛛の巣などによる透過光の減衰状態を測定することができる。こ
のような透光カバー透過照度測定は、上記の光源部５が正規の発光状態であるか否かの測
定を行う場合のステップ同様の判定を行えばよい。
【００６０】
　即ち、ステップＳ－８において光源部５が正規の発光状態（正常）であると判断された
場合、ステップＳ－１へ戻るのではなく、次のステップ１０として、透光カバー透過照度
測定を設け、サーバＳＶの無線送受信部ＭＳ１から照明装置１の無線送受信部ＭＳ２へ、
透光カバー透過照度測定を指示する制御信号を無線送受信部ＭＳ２へ送る。それに基づき
、無線送受信部ＭＳ２は、透光カバー透過照度測定手段ＣＳへ測定指示を行い、透光カバ
ー透過照度測定手段ＣＳは、第３の受光素子８ｇ－３の検出値に基づく照度データを発光
制御部ＨＣと無線送受信部ＭＳ１へ送る。この照度データは無線送受信部ＭＳ１へ送られ
、情報処理部ＪにてメモリＭＯ１の基準データと比較される（これをステップＳ－１１と
する）。
【００６１】
　この比較によって、第３の受光素子８ｇ－３の検出する照度データが、基準データより
も明るい場合は、透光カバー３を透過した照度が正規の状態であると判断され、再びステ
ップＳ－１から順次ステップＳ－１０までの動作が繰り返され、透光カバー３を透過した
照度が正規の発光状態か否かの判別が行われる。
【００６２】
　一方、上記のような第３の受光素子８ｇ－３の検出値に基づく照度データとメモリＭＯ
１の基準データと比較によって、第３の受光素子８ｇ－３の検出する明るさが、基準デー
タよりも暗い場合は、透光カバー３を透過した照度が正規の出射光状態でない、所謂故障
と判断され、その故障が生じた照明装置１に対応する故障報知は、ブザーやＬＥＤ発光等
によって行う（これをステップＳ－１２とする）。この故障報知は、照明装置１において
は、インジケータ点灯回路８ｅを起動してインジケータ８ｅ－２を発光（例えば、青色）
させる。また、サーバＳＶ側では、モニタ上に文字やＬＥＤの青色発光等によって表示す
る。
【００６３】
　上記のような第３の受光素子８ｇ－３の検出方式によれば、第３の受光素子８ｇ－３に
よる検出値が予め設定した基準値以下に低下した場合は、透光カバー３に汚損が生じてい
ると判断できる。このため、インジケータ点灯回路８ｅを起動してインジケータ８ｅ－２
を発光（例えば、青色）させることにより、これを管理者が視認することにより、当該照
明装置１の透光カバー３に汚損であることを把握でき、速やかな交換修理ができることと
なる。
【００６４】
　このような判定動作は、第１番目の照明装置１との通信についての説明であるが、上記
のような照明装置１との一連の通信が終了した後、第２番目以降の各照明装置１について
も同様の判定動作が行われる。
　即ち、サーバＳＶの無線送受信部ＭＳ１から、第１番目の照明装置１の上記動作が終了
した後、第２番目以降の照明装置１に対して、所定のタイミングにて各照明装置１に対し
て順次ポーリングして、上記同様にステップＳ－１以下と同様の動作を行う。
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【００６５】
　また、他の方式として、第１番目の照明装置１との通信を開始してから所定の時間経過
後に、第２番目の照明装置１についても同様の判定動作を行うようにし、以後第３番目、
第４番目と続き、それ以外の各照明装置１についても同様の判定動作を行うようにする。
即ち、順次所定の時間間隔でもって、各照明装置１についても同様の判定動作を行うよう
にすることができる。
【００６６】
　上記のような判定動作は、サーバＳＶの管理する地域の各照明装置１について行われる
が、時間が経過して夜明けが近くなるにしたがって、照明装置１の周囲が明るくなり、照
明装置１による照明が必要のない明るさになれば、光源部５を消灯状態する必要がある。
周囲の明るさは常に第１の受光素子８ｇ－１が検出しており、第１の受光素子８ｇ－１の
検出する照度データが、基準データよりも明るい場合は、光源部５を点灯する必要がない
。このため、第１番目の照明装置１の光源部５を消灯するための制御指示を、情報処理部
Ｊが無線送受信部ＭＳ１から照明装置１の無線送受信部ＭＳ２へ送り、無線送受信部ＭＳ
２から発光制御部ＨＣへそれが指示され、発光制御部ＨＣは光源点灯回路８ｂによって、
光源部５を消灯状態とする（ステップＳ－５）。
【００６７】
　上記いずれの場合でも、管理センタのサーバＳＶで管理するその地域の多数の照明装置
１の保守点検を簡便に行うためには、その作業者がサーバＳＶと無線通信可能な端末機器
を所持する。このため、管理センタのサーバＳＶで管理する情報（データ）は、その地域
の保守点検を行う作業者が有する端末機器へ随時送信され、作業者は端末機器の表示部で
受信した情報を確認できる。
【００６８】
　この場合、サーバＳＶから端末機器へ送信された情報が、例えば上記のように、ステッ
プＳ－３における故障情報であれば、それが端末機器へ送信され、作業者はその情報を確
認して、該当する第１番目の照明装置１の点検修理を行う。第１番目の照明装置１の修理
が終了し正常に復帰したときは、その旨を作業者が端末機器からサーバＳＶへ通信し、管
理センタでは、モニタ等にて確認する。
【００６９】
　また、ステップＳ－９における故障判別演算でのエラーの故障情報についても、上記ス
テップＳ－３における故障情報と同様に、作業者の端末機器との通信が行われ、作業者の
端末機器の表示部に、照明装置１のナンバーや位置情報等と共に故障表示される。
【００７０】
　所定地域に多数の照明装置１を設置した場合、少なくとも、それらの照明装置１の点灯
と消灯の制御と、光源部５が正規の発光状態（正常）か否かの判定を行うことにより、こ
の所定地域の多数の照明装置１の保守管理を適正に行うことが望まれる。
【００７１】
　その場合、照明装置１の本体外部の明暗の検出と、光源部５の発光状態の検出とを行う
ことにより、照明装置１の点灯制御と発光不良状態の確認ができ、これによって、所定地
域に設置された多数の照明装置１の点灯と消灯の制御と、光源部５が正規の発光状態（正
常）か否かの判定を行うことができる。
【００７２】
　上記の場合、照明装置１は、照明装置１の本体外部の明暗を検出する第１の受光素子８
ｇ－１と、光源部５の発光の状態を検出する第２の受光素子８ｇ－２と、透光カバー３か
ら出射された照明光を検出する第３の受光素子８ｇ－３とを備えており、これらの測定に
基づき、個々の照明装置１の正常状態を判定する。しかし、少なくとも、照明装置１の本
体外部の明暗を検出する第１の受光素子８ｇ－１と、光源部５の発光の状態を検出する第
２の受光素子８ｇ－２とを設け、上記のように、これらの測定に基づき、個々の照明装置
１の正常状態を判定することにより、この所定地域の多数の照明装置１の保守管理を適正
に行うことができる。この場合、透光カバー３から出射された照明光を検出する第３の受
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光素子８ｇ－３は、オプションで追加可能とすればよい。
【００７３】
　更に、本発明では、上記のように、照明装置１の本体外部の明暗を検出する第１の受光
素子８ｇ－１と、光源部５の発光の状態を検出する第２の受光素子８ｇ－２とを設ける技
術に替わる技術して、照明装置１の本体外部の明暗の検出と、光源部５の発光状態の検出
を単一の素子によって検出する技術を提供する。
【００７４】
　照明装置１の機体外部の明暗の検出と、光源部５の発光状態の検出とを、単一の素子に
よって検出するために、光源部５の発光の状態を検出する第２の受光素子８ｇ－２が、照
明装置１の本体外部の明暗を検出する第１の受光素子８ｇ－１を兼用するようにする。
　即ち、第１の受光素子８ｇ－１を省略し、第２の受光素子８ｇ－２によって、光源部５
の発光の状態と、照明装置１の本体外部の明暗の双方を検出するようにする。このため、
上記では、第２の受光素子８ｇ－２には遮光板１５を装着しているが、これを省き、第２
の受光素子８ｇ－２が、光源部５に発光による照度と照明装置１の周囲の照度との総合照
度を検出できるようにする。透光カバー３から出射された照明光を検出する第３の受光素
子８ｇ－３は、オプションで追加可能とすればよい。
【００７５】
　この場合、光源部５の発光素子５ａであるＬＥＤから発する光は、指向性があるため、
第２の受光素子８ｇ－２の向きによって検出精度が変化する。このため、発光素子５ａか
ら発する光を積極的に第２の受光素子８ｇ－２で検出するために、照明装置１が有する街
路等を照明する本来の照明効果を損なわないように、発光素子５ａが発する光の通路の一
部にリフレクタを配置する。これによって、発光素子５ａが発する光をリフレクタで反射
させ、第２の受光素子８ｇ－２へ反射させることによって、第２の受光素子８ｇ－２は発
光素子５ａの発する光を的確に検出できる。
【００７６】
　また、太陽光は指向性がないため、照明装置１の周囲の明るさは略均一状態となり、第
２の受光素子８ｇ－２は、照明装置１の周囲の明るさを検出できる。
【００７７】
　この場合、情報処理部ＪのメモリＭＯ１には、基準データとして、周囲の明るさが次第
に低下して所定の暗さになるときの第１基準値Ｋ１と、光源部５が正規の点灯状態となっ
たときの第２基準値Ｋ２と、光源部５が正規の点灯状態において照明装置１の周囲の明る
さが次第に上昇して所定の明るさになったときの第３基準値Ｋ３と、光源部５が消灯状態
のときの第４基準値Ｋ４と、を設定しておく。
【００７８】
　先ず第１番目の照明装置１との通信について、図１４及び図１５に基づいて説明する。
　情報処理部Ｊは時間を含む演算を行うが、情報処理部Ｊからの制御信号によって、サー
バＳＶの無線送受信部ＭＳ１から、第１番目の照明装置１の無線送受信部ＭＳ２へ所定の
タイミングにて順次ポーリングし（ステップＳ－１）、サーバＳＶの無線送受信部ＭＳ１
と照明装置１の無線送受信部ＭＳ２との間の通信確認を行う（ステップＳ－２）。この通
信確認によって、照明装置１との間に通信エラーが生じた場合は、そのエラーが生じた照
明装置１に対応する故障報知をブザーやＬＥＤ発光等によって行う（ステップＳ－３）。
この故障報知は、サーバＳＶ側のモニタ上に文字やＬＥＤの赤色発光等によって表示する
。
【００７９】
　ステップＳ－２で行う通信確認が正常であれば、周囲照度確認を行う（ステップＳ－４
）。この周囲照度確認は、サーバＳＶの無線送受信部ＭＳ１から照明装置１の無線送受信
部ＭＳ２へ周囲照度確認を指示し、無線送受信部ＭＳ２から周囲環境照度測定手段の機能
を兼用する光源照度測定手段ＢＳへ測定指示を行うと共に、発光制御部ＨＣへ制御指示を
行う。このため、光源照度測定手段ＢＳは、第２の受光素子８ｇ－２の検出値に基づく照
度情報を発光制御部ＨＣへ送り、発光制御部ＨＣは光源部５が点灯か消灯かの光源状態情
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報を無線送受信部ＭＳ２へ送り、その情報が無線送受信部ＭＳ２から無線送受信部ＭＳ１
へ送信され、情報処理部ＪにてメモリＭＯ１の第１基準値Ｋ１と比較される（ステップＳ
－４）。
【００８０】
　この比較によって、第２の受光素子８ｇ－２の検出する照度データが、第１基準値Ｋ１
よりも明るい場合は、光源部５を点灯する必要がない。このため、第１番目の照明装置１
の光源部５を消灯するための制御指示を、情報処理部Ｊが無線送受信部ＭＳ１から照明装
置１の無線送受信部ＭＳ２へ送り、無線送受信部ＭＳ２から発光制御部ＨＣへそれが指示
され、発光制御部ＨＣは光源点灯回路８ｂによって、光源部５を消灯状態とする（ステッ
プＳ－５）。
【００８１】
　光源部５が消灯状態であれば、再びステップＳ－１から順次ステップＳ－４までの動作
が繰り返され、周囲照度確認が行われる。
【００８２】
　一方、上記のような第２の受光素子８ｇ－２の検出値に基づく光源状態情報とメモリＭ
Ｏ１の第１基準値Ｋ１と比較によって、第２の受光素子８ｇ－２の検出する照度データが
、第１基準値Ｋ１よりも暗い場合は、光源部５を点灯する必要がある。この場合は、第１
番目の照明装置１の光源部５を点灯するための制御指示を、情報処理部Ｊが無線送受信部
ＭＳ１から照明装置１の無線送受信部ＭＳ２へ送り、無線送受信部ＭＳ２から発光制御部
ＨＣへそれが指示され、発光制御部ＨＣは光源点灯回路８ｂによって光源部５を点灯状態
とする（ステップＳ－６）。
【００８３】
　光源部５が正規の点灯状態において、次いで光源照度測定を行う（ステップＳ－７）。
この光源照度測定は、サーバＳＶの無線送受信部ＭＳ１から照明装置１の無線送受信部Ｍ
Ｓ２へ光源部５が正規の発光状態であるか否かの測定を行うものであり、無線送受信部Ｍ
Ｓ１から光源照度測定を指示する制御信号が無線送受信部ＭＳ２へ送られる。それに基づ
き、無線送受信部ＭＳ２は、光源照度測定手段ＢＳへ測定指示を行い、光源照度測定手段
ＢＳは、第２の受光素子８ｇ－２の検出値に基づく照度情報を発光制御部ＨＣと無線送受
信部ＭＳ２へ送る。この照度情報は無線送受信部ＭＳ１へ送られ、情報処理部Ｊにてメモ
リＭＯ１の第２基準値Ｋ２と比較される（ステップＳ－８）。
【００８４】
　この比較によって、第２の受光素子８ｇ－２の検出する明るさが、第２基準値Ｋ２より
も明るい場合は、光源部５が正規の発光状態（正常）であると判断され、再びステップＳ
－１から順次ステップＳ－８までの動作が繰り返され、光源部５が正規の発光状態か否か
の判別が行われる。
【００８５】
　一方、上記のような第２の受光素子８ｇ－２の検出値に基づく照度情報とメモリＭＯ１
の第２基準値Ｋ２との比較によって、第２の受光素子８ｇ－２の検出する明るさのデータ
が、第２基準値Ｋ２よりも暗い場合は、光源部５が正規の発光状態でない、所謂故障と判
断され、その故障が生じた照明装置１に対応する故障報知は、ブザーやＬＥＤ発光等によ
って行う（ステップＳ－９）。この故障報知は、照明装置１においては、インジケータ点
灯回路８ｅを起動してインジケータ８ｅ－１を発光（例えば、赤色）させる。また、サー
バＳＶ側では、モニタ上に文字やＬＥＤの赤色発光等によって表示する。
【００８６】
　このような判定動作は、第１番目の照明装置１との通信についての説明であるが、上記
のような照明装置１との一連の通信が終了した後、第２番目以降の各照明装置１について
も同様の判定動作が行われる。
　即ち、サーバＳＶの無線送受信部ＭＳ１から、第１番目の照明装置１の上記動作が終了
した後、第２番目以降の照明装置１に対して、所定のタイミングにて各照明装置１に対し
て順次ポーリングして、上記同様にステップＳ－１以下と同様の動作を行う。
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【００８７】
　また、他の方式として、第１番目の照明装置１との通信を開始してから所定の時間経過
後に、第２番目の照明装置１についても同様の判定動作を行うようにし、以後第３番目の
照明装置１、第４番目の照明装置１と順次続き、それ以外の各照明装置１についても同様
の判定動作を行うようにする。即ち、順次所定の時間間隔でもって、各照明装置１につい
ても同様の判定動作を行うようにすることができる。
【００８８】
　上記のような判定動作は、サーバＳＶの管理する地域の各照明装置１について行われる
が、時間が経過して夜明けが近くなるにしたがって、照明装置１の周囲が明るくなり、照
明装置１による照明が必要のない明るさになれば、光源部５を消灯状態する必要がある。
この方式では、光源部５の発光の状態を検出する第２の受光素子８ｇ－２が、照明装置１
の本体外部の明暗を検出する第１の受光素子８ｇ－１を兼用するため、周囲の明るさは常
に第２の受光素子８ｇ－２が検出している。このため、第２の受光素子８ｇ－２の検出す
る明るさが第３基準値Ｋ３よりも明るい場合は、光源部５を点灯する必要がない。このた
め、第１番目の照明装置１の光源部５を消灯するための制御指示を、情報処理部Ｊが無線
送受信部ＭＳ１から照明装置１の無線送受信部ＭＳ２へ送り、無線送受信部ＭＳ２から発
光制御部ＨＣへそれが指示され、発光制御部ＨＣは光源点灯回路８ｂによって光源部５を
消灯状態とする（ステップＳ－５）。光源部５が消灯状態か否かの判定は、第２の受光素
子８ｇ－２の検出する照度データが第４基準値Ｋ４よりも低いことにより、光源部５が消
灯状態であると判定する。
【００８９】
　サーバＳＶ側には、サーバＳＶの管理する地域の照明装置１ごとに、正常か非正常（故
障）かの報知が、モニタ上の表示部に表示される。そして、これらの報知情報が、作業者
が所持する端末機器へ送信され、作業者の端末機器の表示部に、照明装置１のナンバーや
位置情報等と共に表示される。このため、作業者は、その表示を見て故障の照明装置１の
点検修理を行うことができる。
【００９０】
　更に、本発明では、照明装置１の本体外部の明暗の検出と、光源部５の発光状態の検出
とを、単一の素子によって検出する方式として、他の技術を提供する。
　即ち、照明装置１の本体外部の明暗の検出と光源部５の発光状態の検出とを、第３の受
光素子８ｇ－３によって検出する技術を提供する。
【００９１】
　光源部５が正規の点灯状態において、透光カバー３を透過した照度測定を行い、透光カ
バー３の汚れや蜘蛛の巣などによる透過光の減衰状態を測定することができる。このよう
な透光カバー透過照度測定は、上記の光源部５が正規の発光状態であるか否かの測定も可
能である。
【００９２】
　この場合、情報処理部ＪのメモリＭＯ１には、基準データとして、周囲の明るさが次第
に低下して所定の暗さになるときの第１基準値Ｑ１と、光源部５が正規の点灯状態である
ときの透光カバー３を透過した照度を第２基準値Ｑ２と、光源部５が正規の点灯状態にお
いて照明装置１の周囲の明るさが次第に上昇して所定の明るさになったときの第３基準値
Ｑ３と、光源部５が消灯状態のときの第４基準値Ｑ４と、を設定しておく。
【００９３】
　先ず第１番目の照明装置１との通信について、図１４及び図１５に基づいて説明する。
　サーバＳＶの無線送受信部ＭＳ１から、第１番目の照明装置１の無線送受信部ＭＳ２へ
所定のタイミングにて順次ポーリングし（ステップＳ－１）、サーバＳＶの無線送受信部
ＭＳ１と照明装置１の無線送受信部ＭＳ２との間の通信確認を行う（ステップＳ－２）。
この通信確認によって、照明装置１との間に通信エラーが生じた場合は、そのエラーが生
じた照明装置１に対応する故障報知をブザーやＬＥＤ発光等によって行う（ステップＳ－
３）。この故障報知は、サーバＳＶ側のモニタ上に文字やＬＥＤの赤色発光等によって表
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示する。
【００９４】
　ステップＳ－２で行う通信確認が正常であれば、周囲照度確認を行う（ステップＳ－４
）。この周囲照度確認は、サーバＳＶの無線送受信部ＭＳ１から照明装置１の無線送受信
部ＭＳ２へ周囲照度確認を指示し、無線送受信部ＭＳ２から周囲環境照度測定手段の機能
を兼用する透光カバー透過照度手段ＣＳへ測定指示を行うと共に、発光制御部ＨＣへ制御
指示を行う。このため、周囲環境照度測定手段ＡＳは、第３の受光素子８ｇ－３の検出値
に基づく照度情報を発光制御部ＨＣへ送り、発光制御部ＨＣは光源部５が点灯か消灯かの
光源状態情報を無線送受信部ＭＳ２へ送り、その情報が無線送受信部ＭＳ２から無線送受
信部ＭＳ１へ送信され、情報処理部ＪにてメモリＭＯ１の第１基準値Ｑ１と比較される（
ステップＳ－４）。
【００９５】
　この比較によって、第３の受光素子８ｇ－３の検出する明るさが、第１基準値Ｑ１より
も明るい場合は、光源部５を点灯する必要がない。このため、第１番目の照明装置１の光
源部５を消灯するための制御指示を、情報処理部Ｊが無線送受信部ＭＳ１から照明装置１
の無線送受信部ＭＳ２へ送り、無線送受信部ＭＳ２から発光制御部ＨＣへそれが指示され
、発光制御部ＨＣは光源点灯回路８ｂによって、光源部５を消灯状態とする（ステップＳ
－５）。
【００９６】
　光源部５が消灯状態であれば、再びステップＳ－１から順次ステップＳ－４までの動作
が繰り返され、周囲照度確認が行われる。
【００９７】
　一方、上記のような第３の受光素子８ｇ－３の検出値に基づく光源状態情報とメモリＭ
Ｏ１の第１基準値Ｑ１と比較によって、第３の受光素子８ｇ－３の検出する明るさが、第
１基準値Ｑ１よりも暗い場合は、光源部５を点灯する必要がある。この場合は、第１番目
の照明装置１の光源部５を点灯するための制御指示を、情報処理部Ｊが無線送受信部ＭＳ
１から照明装置１の無線送受信部ＭＳ２へ送り、無線送受信部ＭＳ２から発光制御部ＨＣ
へそれが指示され、発光制御部ＨＣは光源点灯回路８ｂによって光源部５を点灯状態とす
る（ステップＳ－６）。
【００９８】
　光源部５が正規の点灯状態において、次いで光源照度測定を行う（ステップＳ－７）。
この光源照度測定は、サーバＳＶの無線送受信部ＭＳ１から照明装置１の無線送受信部Ｍ
Ｓ２へ光源部５が正規の発光状態であるか否かの測定を行うものであり、無線送受信部Ｍ
Ｓ１から光源照度測定を指示する制御信号が無線送受信部ＭＳ２へ送られる。それに基づ
き、無線送受信部ＭＳ２は、透光カバー透過照度手段ＣＳへ測定指示を行い、透光カバー
透過照度手段ＣＳは、第３の受光素子８ｇ－３の検出値に基づく照度情報を発光制御部Ｈ
Ｃと無線送受信部ＭＳ２へ送る。この照度情報は無線送受信部ＭＳ１へ送られ、情報処理
部ＪにてメモリＭＯ１の第２基準値Ｑ２と比較される（ステップＳ－８）。
【００９９】
　この比較によって、第３の受光素子８ｇ－３の検出する明るさが、第２基準値Ｑ２より
も明るい場合は、光源部５が正規の発光状態（正常）であり、且つ透光カバー３の汚損程
度が許容範囲であると判断され、再びステップＳ－１から順次ステップＳ－８までの動作
が繰り返され、光源部５が正規の発光状態か否か、及び透光カバー３の汚損程度が許容範
囲であるか否かの判別が行われる。
【０１００】
　一方、上記のような第３の受光素子８ｇ－３の検出値に基づく照度情報とメモリＭＯ１
の第２基準値Ｑ２との比較によって、第３の受光素子８ｇ－３の検出する明るさが、第２
基準値Ｑ２よりも暗い場合は、光源部５が正規の発光状態でないか、透光カバー３の汚損
程度が許容範囲でないとの判断、所謂故障と判断され、その故障が生じた照明装置１に対
応する故障報知は、ブザーやＬＥＤ発光等によって行う（ステップＳ－９）。この故障報
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知は、照明装置１においては、インジケータ点灯回路８ｅを起動してインジケータ８ｅ－
２を発光（例えば、青色）させる。また、サーバＳＶ側では、モニタ上に文字やＬＥＤの
青色発光等によって表示する。
【０１０１】
　このように、第３の受光素子８ｇ－３の検出方式によれば、光源部５が正規の発光状態
であるか、透光カバー３の汚損程度が許容範囲であるかの判断ができる。このため、第３
の受光素子８ｇ－３の検出する明るさが、第２基準値Ｑ２よりも暗い場合は、光源部５が
正規の発光状態でないか、透光カバー３の汚損程度が許容範囲ではないと判断される。
【０１０２】
　このような判定動作は、第１番目の照明装置１との通信についての説明であるが、上記
のような照明装置１との一連の通信が終了した後、第２番目以降の照明装置１についても
同様の判定動作が行われる。
　即ち、サーバＳＶの無線送受信部ＭＳ１から、第１番目の照明装置１の上記動作が終了
した後、第２番目以降の照明装置１に対して、所定のタイミングにて各照明装置１に対し
て順次ポーリングして、上記同様にステップＳ－１以下と同様の動作を行う。
【０１０３】
　また、他の方式として、第１番目の照明装置１との通信を開始してから所定の時間経過
後に、第２番目の照明装置１についても同様の判定動作を行うようにし、以後第３番目の
照明装置１、第４番目の照明装置１と続き、各照明装置１についても同様の判定動作を行
うようにする。即ち、順次所定の時間間隔でもって、各照明装置１についても同様の判定
動作を行うようにすることができる。
【０１０４】
　上記のような判定動作は、サーバＳＶの管理する地域の各照明装置１について行われる
が、時間が経過して夜明けが近くなるにしたがって、照明装置１の周囲が明るくなり、照
明装置１による照明が必要のない明るさになれば、光源部５を消灯状態する必要がある。
周囲の明るさは常に第３の受光素子８ｇ－３が検出しており、第３の受光素子８ｇ－３の
検出する明るさが第３基準値Ｑ３よりも明るい場合は、光源部５を点灯する必要がない。
このため、第１番目の照明装置１の光源部５を消灯するための制御指示を、情報処理部Ｊ
が無線送受信部ＭＳ１から照明装置１の無線送受信部ＭＳ２へ送り、無線送受信部ＭＳ２
から発光制御部ＨＣへそれが指示され、発光制御部ＨＣは光源点灯回路８ｂによって光源
部５を消灯状態とする（ステップＳ－５）。光源部５が消灯状態か否かの判定は、第３の
受光素子８ｇ－３の検出する照度データが第４基準値Ｑ４よりも低いことにより、光源部
５が消灯状態であると判定する。
【０１０５】
　サーバＳＶ側には、サーバＳＶの管理する地域の照明装置１ごとに、正常か非正常かの
報知が、モニタ上の表示部に表示される。そして、これらの報知情報が、作業者が所持す
る端末機器へ送信され、作業者の端末機器の表示部に、照明装置１のナンバーや位置情報
等と共に表示される。このため、作業者は、その表示を見て故障の照明装置１の点検修理
を行うことができる。
【０１０６】
　上記のように、第２の受光素子８ｇ－２によって、光源部５の発光状態の検出と、照明
装置１の外部の明暗の双方を検出する方式は、各照明装置１自体でもって判定する方式と
し、サーバＳＶで管理しない方式とすることも可能である。即ち、点滅制御回路８ｄに第
１基準値Ｋ１～第４基準値Ｋ４を予め設定しておき、第２の受光素子８ｇ－２の検出値が
、これら基準値との比較によって、上記同様の判定を行うことにより、光源部５の点灯・
消灯制御や、故障報知を行い、故障報知は、インジケータ点灯回路８ｅを起動してインジ
ケータ８ｅ－１、またはインジケータ８ｅ－２を発光させることにより行うことができる
。
【０１０７】
　上記のように、第３の受光素子８ｇ－３によって、照明装置１の外部の明暗の検出と、
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光源部５の発光状態の検出の双方を検出する方式は、各照明装置１自体でもって判定する
方式とし、サーバＳＶで管理しない方式とすることも可能である。即ち、点滅制御回路８
ｄに第１基準値Ｑ１～第４基準値Ｑ４を予め設定しておき、第３の受光素子８ｇ－３の検
出値が、これら基準値との比較によって、上記同様の判定を行うことにより、光源部５の
点灯・消灯制御や、故障報知を行い、故障報知は、インジケータ点灯回路８ｅを起動して
インジケータ８ｅ－１、またはインジケータ８ｅ－２を発光させることにより行うことが
できる。
【０１０８】
　本発明では、照明装置１に蓄電池８ｆを備え、商用電源ＡＣの供給が遮断されたとき、
その電圧変化を発光制御部ＨＣに備えたマイクロコンピュータＭＣ２により検出して判定
し、少なくとも無線送受信部ＭＳ２への電力供給を蓄電池８ｆから行うように切り替える
。無線送受信部ＭＳ２は電力供給が商用電源ＡＣから蓄電池８ｆへ切り替わったとき、そ
の情報をサーバＳＶの無線送受信部ＭＳ１へ無線送信する。その情報は無線送受信部ＭＳ
１から情報処理部Ｊへ送られ、情報処理部ＪはサーバＳＶ側のモニタに、商用電源ＡＣか
ら蓄電池８ｆへ切り替わったことを表示する。また、これらの情報が、作業者が所持する
端末機器へ送信され、その端末機器にも表示される。
【０１０９】
　このため、いずれの照明装置１が、蓄電池８ｆに切り替わったかが把握でき、作業者は
、その後への準備を含めた適切な対応ができる。
【０１１０】
　また、サーバＳＶで複数の照明装置１を管轄する方式において、昼夜に係らず停電が生
じると、上記のように、蓄電池８ｆの電源に切り替わる。その情報は照明装置１側の無線
送受信部ＭＳ２からサーバＳＶ側の無線送受信部ＭＳ１へ送信され、情報処理部Ｊへ送ら
れる。照明装置１は夜間に必要であり、特に災害時等では停電時にも光源部５が点灯する
ようにすることが必要である。このため、この停電が昼間であっても夜間であっても、蓄
電池８ｆの電源への切り替わりによって、情報処理部Ｊは、各照明装置１の光源部５を蓄
電池８ｆの電源によって点灯するように、制御信号をサーバＳＶ側の無線送受信部ＭＳ１
から照明装置１の無線送受信部ＭＳ２に送信し、発光制御部ＨＣによって各照明装置１の
光源部５を強制的に一斉点灯する。この方式は、制御を簡素化することにも繋がる。
【０１１１】
　このような停電が昼間に生じた場合、光源部５を強制点灯するため、停電時間が長時間
に及べば強制点灯時間が長時間に亘り、蓄電池８ｆの電力が消耗してしまい、必要な夜間
点灯ができない状態となる虞がある。
【０１１２】
　本発明は、このようなことを解決するために、各照明装置１の外部環境の明暗を検出す
る第１の受光素子８ｇ－１の照度情報を有効活用する方式を提供する。以下、その方式を
説明する。
【０１１３】
　本発明において、光源部５を備えた照明装置１は、照明装置１の外部環境の明暗を検出
する第１の受光素子８ｇ－１と、光源部５の点灯及び消灯を制御する発光制御部ＨＣと、
照度情報を送信する第１の無線送受信部ＭＳ２とを備える。
　また、照明装置１の複数を管轄するサーバＳＶを備え、サーバＳＶは、第１の無線送受
信部ＭＳ２とで信号の送受信する第２の無線送受信部ＭＳ１と、第２の無線送受信部ＭＳ
１が受信する適宜の照度情報とメモリＭＯ１の基準情報とを比較する情報処理部Ｊとを備
える。
　そして、夕方や夜間等のように照明装置１の外部環境の照度が低下する状況では照明装
置１を点灯制御し、朝方のように照明装置１の外部環境の照度が上昇する状況では照明装
置１を消灯制御することとなる。
【０１１４】
　この場合、情報処理部Ｊは、それぞれの照明装置１の第１の受光素子８ｇ－１から得ら
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れる照度情報の平均値を演算し、この平均値とメモリＭＯ１の基準情報を比較し、この比
較が所定の条件を満たしているか否かによって、それぞれの照明装置１の光源部５を点灯
状態とするか消灯状態とするかの制御指示を、第２の無線送受信部ＭＳ１からそれぞれの
照明装置１の第１の送受信部ＭＳ２へ送り、それぞれの照明装置１の発光制御部ＨＣが光
源部５を点灯状態とするか消灯状態とするかの制御を行う。
【０１１５】
　具体的には、夕方や夜間等のように照明装置の外部環境の照度が低下する状況では、照
明装置を点灯制御することとなる。
　この場合は、情報処理部Ｊは、それぞれの照明装置１の第１の受光素子８ｇ－１から得
られる照度情報の平均値を演算し、この平均値とメモリＭＯ１の基準情報を比較し、平均
値が基準情報を満たしておれば（具体的には、平均値が基準照度を下回っておれば）、各
照明装置１の光源部５を点灯状態とすべく制御指示を、第２の無線送受信部ＭＳ１からそ
れぞれの照明装置１の第１の無線送受信部ＭＳ２へ送り、それぞれの照明装置１の発光制
御部ＨＣが光源部５を点灯状態とする。しかしまだ平均値が基準情報を満たさない場合は
、照明装置１の光源部５を消灯状態に維持すべく制御指示を、第２の無線送受信部ＭＳ１
からそれぞれの照明装置１の第１の無線送受信部ＭＳ２へ送り、それぞれの照明装置１の
発光制御部ＨＣが光源部５を消灯状態に維持する。
【０１１６】
　また、朝方等のように照明装置１の外部環境の照度が上昇する状況では、照明装置１を
消灯制御することとなる。
　この場合は、情報処理部Ｊは、それぞれの照明装置１の第１の受光素子８ｇ－１から得
られる照度情報の平均値を演算し、この平均値とメモリＭＯ１の基準情報を比較し、前記
平均値が前記基準情報を満たしておれば（具体的には、平均値が基準照度を上回わるか以
上であれば）、各照明装置１の光源部５を消灯状態とすべく制御指示を、第２無線の送受
信部ＭＳ１からそれぞれの照明装置１の第１の無線送受信部ＭＳ２へ送り、それぞれの照
明装置１の発光制御部ＨＣが光源部５を消灯状態とする。しかしまだ平均値が基準情報を
満たさない場合は、照明装置１の光源部５を点灯状態に維持すべく制御指示を、第２の無
線送受信部ＭＳ１からそれぞれの照明装置１の第１の無線送受信部ＭＳ２へ送り、それぞ
れの照明装置１の発光制御部ＨＣが光源部５を点灯状態に維持する。
【０１１７】
　このような制御において、前記平均値は、それぞれの照明装置１の第１の受光素子８ｇ
－１から得られる照度のなかで、最上値と最下値とを削除した残りの照度の平均値をとる
。これによって、異常の高い照度や、異常に低い照度を除外でき、平均値として好ましい
値が得られる。
【０１１８】
　これによって、各照明装置１の有する第１の受光素子８ｇ－１から得られる照度情報の
平均値と基準情報と比較することによって、サーバＳＶによって管轄される複数照明装置
１を一斉点灯または一斉消灯することができる。
　このため、各照明装置１の第１の受光素子８ｇ－１から、その地域の外部環境の明暗情
報をサーバＳＶ側で把握できるため、管轄する複数照明装置１の一斉点灯及び一斉消灯の
制御ができ、その地域の照明制御を的確に行うことができる。
【０１１９】
　また、各照明装置１が第１の受光素子８ｇ－１の検知ごとに、自己で点灯及び消灯を行
えば、その地域の複数の照明装置１がランダムに点灯したり消灯したりという現象を呈し
、故障であるかの如き現象に見えるが、本発明ではそれを回避して一斉点灯及び一斉消灯
の制御ができ、美的環境上でも好ましいものとなる。
【０１２０】
　このような制御によって、サーバＳＶで管轄する複数の照明装置１の設置地域において
、昼間に停電が生じた場合でも、第１の受光素子８ｇ－１の検出照度に基づく制御となり
、蓄電池８ｆの電源の余計な消耗を避けることができる。
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【０１２１】
　また、複数の照明装置１をサーバＳＶで管轄する方式において、照明装置１とサーバＳ
Ｖとの間の通信に異常が生じ、照明装置１をサーバＳＶでコントロールできない非常時に
おいては、照明装置１の点灯・消灯の制御ができなくなる。照明装置１は、昼間は消灯し
、夜間には点灯する必要がある。以下、この解決手段について説明する。
【０１２２】
　正規の制御において、照明装置１の点灯は、上記のように、情報処理部Ｊは、それぞれ
の照明装置１の第１の受光素子８ｇ－１から得られる照度情報の平均値を演算し、この平
均値とメモリＭＯ１の基準情報を比較し、平均値が基準情報を満たしておれば（具体的に
は、平均値が基準照度を下回わるか以下であれば）、各照明装置１の光源部５を点灯状態
とすべく制御指示を、第２の無線送受信部ＭＳ１からそれぞれの照明装置１の第１の無線
送受信部ＭＳ２へ送り、各照明装置１の発光制御部ＨＣが光源部５を点灯状態とする。
【０１２３】
　即ち、次第に夕刻になるにしたがって照明装置１の周辺照度が低下し所定照度まで低下
したとき、照明装置１の光源部５を点灯することとなる。この照明装置１の光源部５を点
灯することに適する所定照度、即ち基準情報（基準照度）を例えば１００ルクス（１００
ｌｘ）とする。一方、各照明装置１がサーバＳＶからの指示が受けられない非常事態が生
じたとき、各照明装置１が自己の判断で点灯するような救済対策を講じることが重要とな
る。
【０１２４】
　この場合、通常は各照明装置１がサーバＳＶからの指示で点灯するため、その動作が確
保できるようにしなければならない。このため、各照明装置１が自己の判断で点灯すると
きの照度（これを冗長閾値照度という）は、前記基準照度１００ｌｘよりも十分低い照度
、例えば１０ルクス（１０ｌｘ）とする。
【０１２５】
　このような設定において、通常、夕方になるにしたがって第１の受光素子８ｇ－１から
得られる照度情報（照度値）は低下し、サーバＳＶからのポーリングにより、または各照
明装置１から自動的に、時々刻々各照明装置１の第１の受光素子８ｇ－１から得られる照
度情報がサーバＳＶへ送信される。
【０１２６】
　このようにサーバＳＶへ送信される第１の受光素子８ｇ－１から得られる照度情報（照
度値）は、冗長閾値照度１０ｌｘよりも先に基準照度１００ｌｘに到達することとなる。
　このため、上記のように、サーバＳＶでは、この１００ｌｘの照度を第１の受光素子８
ｇ－１が検出し、その照度情報が照明装置１の無線送受信部ＭＳ２からサーバＳＶの無線
送受信部ＭＳ１へ送信され、情報処理部Ｊで照度情報の平均値を演算し、この平均値がメ
モリＭＯ１の基準照度１００ｌｘ以下または１００ｌｘを下回れば、通常なら上記のよう
に、サーバＳＶから各照明装置１へ点灯指示が送信される。
【０１２７】
　しかし、照明装置１をサーバＳＶでコントロールできない非常時においては、各照明装
置１へ点灯指示が送信されず、照明装置１は点灯しない。この場合、照明装置１の周囲は
次第に暗くなり、第１の受光素子８ｇ－１が検出する照度が冗長閾値照度１０ｌｘ以下ま
たは１０ｌｘを下回れば、発光制御部ＨＣの動作によって、その照明装置１の光源部５は
自己点灯する。このような冗長制御によって、照明装置１をサーバＳＶでコントロールで
きない非常時の救済が可能となる。
【０１２８】
　なお、冗長閾値照度を１０ｌｘのように極端に低い照度に設定すれば、周囲の照明灯が
点灯しているのに、サーバＳＶで管轄される地域の各照明装置１は点灯してない状況とな
り、その地域の照明装置１は故障ではないかとの不安が生じる。
　これを避けるためには、各照明装置１が自己点灯する照度を基準照度１００ｌｘか、１
００ｌｘより若干低い照度（例えば１０ｌｘ低い照度）にするなどの設定にしておけば、
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このような懸念はなくなる。
【０１２９】
　また、他の方式として、時刻に基づく冗長制御することができる。この場合は、サーバ
ＳＶで管轄される各照明装置１が設置された地域の日暮れ時刻を基準情報とする。この日
暮れ時刻は、年間を通じて異なるため、日暮れ時刻の標準時刻を、日ごと、週ごと、月ご
とのように予めデータベース化し、これをサーバＳＶ側及び照明装置１側のメモリに記憶
させておく。
　そして、サーバＳＶ側及び各照明装置１側に、リアルタイムクロックを内蔵させておき
、毎日の時刻を刻むようにする。
【０１３０】
　これによって、照明装置１をサーバＳＶでコントロールできない非常時においても、照
明装置１の光源部５を点灯することに適する時刻、例えば２０時に到達すれば、各照明装
置１は、発光制御部ＨＣの動作によって、その照明装置１の光源部５は自己点灯する。
【０１３１】
　また、上記において、個々の照明装置１が備える第１の受光素子８ｇ－１の故障検知を
行うことができる。
　この場合のひとつの方法として、上記のように、情報処理部Ｊは、それぞれの照明装置
１の第１の受光素子８ｇ－１から得られる照度情報の平均値を演算する。この場合の平均
値は、上記のように最上値と最下値とを削除した残りの照度の平均値をとることが好まし
い。
【０１３２】
　そして、情報処理部Ｊは、照明装置１ごとに、照明装置１の第１の受光素子８ｇ－１か
ら得られる照度情報と前記平均値とを比較し、この照度情報が前記平均値を満たしておれ
ば、その第１の受光素子８ｇ－１は正常であると判定する。一方、この照度情報が前記平
均値を満たしていなければ、その第１の受光素子８ｇ－１は故障であると判定する。
　このような故障判定は、サーバＳＶで管轄する各照明装置１について行われる。
【０１３３】
　この判定結果は、サーバＳＶ側のメモリＭＯ１に記憶されると共に、各照明装置１の正
常か否かがモニタ上に表示される。そして、この情報は、作業者が所持する端末機器へ送
信され、その端末機器にも表示される。このため、作業者は、このサーバＳＶで管轄する
地域の照明装置１の正常か否かを把握し、故障の照明装置１の修理または交換を行うこと
ができる。
【０１３４】
　また、他の方式として、個々の照明装置１は、自己が備える第１の受光素子８ｇ－１の
検出に基づき、発光制御部ＨＣが光源部５の点灯または消灯の制御を行う。一方、サーバ
ＳＶは、第１の受光素子８ｇ－１の故障判定も行う。
【０１３５】
　即ち、第１の受光素子８ｇ－１の検出値に基づく照度データと、メモリＭＯ１の基準デ
ータとの比較を行う場合において、予めメモリＭＯ１には、その地域における一年間に亘
り、照明装置１の周囲の標準の外部環境照度として、晴れ、雨、曇り等の気象条件に合わ
せて、各日の日の出時刻における標準照度データと、日の入り時刻における標準照度デー
タとを記憶させておき、第１の受光素子８ｇ－１の検出する照度データと、これらの標準
照度データとの比較を行う。
【０１３６】
　この比較において、日の入り時刻において、日の入り時刻における標準照度データより
も、第１の受光素子８ｇ－１の検出する照度データが、所定の範囲以下であれば、情報処
理部Ｊは故障と判定する。一方、日の出時刻における標準照度データよりも、第１の受光
素子８ｇ－１の検出する照度データが、所定の範囲以下であれば、情報処理部Ｊは故障と
判定する。この故障情報は、サーバＳＶ側のメモリＭＯ１に記憶されると共に、各照明装
置１の正常か否かがモニタ上に表示される。
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【０１３７】
　また、この故障情報は、サーバＳＶ側の無線送受信部ＭＳ１から照明装置１の無線送受
信部ＭＳ２に送信され、発光制御部ＨＣに含まれるインジケータ点灯回路８ｅを起動して
、インジケータ８ｅ－１を点滅発光（例えば、赤色点滅）させるか、インジケータ８ｅ－
１とインジケータ８ｅ－１を交互発光させる等によって、第１の受光素子８ｇ－１の故障
を報知する。
　このような故障判定は、サーバＳＶで管轄する各照明装置１について行われる。
【０１３８】
　このように、個々の照明装置１は、自己が備える第１の受光素子８ｇ－１の検出に基づ
き、サーバＳＶ側に設けた標準照度データとの比較によって、個々の照明装置１の第１の
受光素子８ｇ－１が正常か否かの判定ができる。この故障情報は、サーバＳＶ側のメモリ
ＭＯ１に記憶されると共に、各照明装置１の正常か否かがモニタ上に表示される。そして
、この情報は、作業者が所持する端末機器へ送信され、その端末機器にも表示される。こ
のため、作業者は、このサーバで管轄する地域の照明装置１の正常か否かを把握し、故障
の照明装置１の修理または交換を行うことができる。
【符号の説明】
【０１３９】
　１・・・・・照明装置
　２・・・・・上面カバー
　　２ａ・・・・傾斜状部
　　２ｆ・・・・採光部
　３・・・・・透光カバー
　４・・・・・蓋体
　　４ａ・・・・蝶番
　５・・・・・光源部
　　５ｃ・・・・光源エレメント
　　５ｄ・・・・光制御エレメント
　　５ｅ・・・・光制御部材
　６・・・・・熱伝導板
　７・・・・・ホルダー
　８・・・・・電源部
　　８ｇ－１・・第１の受光素子
　　８ｇ－２・・第２の受光素子
　　８ｇ－３・・第３の受光素子
　　８ｅ－１・・インジケータ
　　８ｅ－２・・インジケータ
　　８ｆ・・・・予備電池
　９・・・・・リード線
　１０・・・・端子台
　１１・・・・封止リング
　１２・・・・固定金具
　　１２ａ・・・第１の支持部材
　　１２ｂ・・・第２の支持部材
　１３・・・・採光パッキン
　ＳＶ・・・・サーバ
　Ｊ・・・・・情報処理部
　ＭＳ１・・・無線送受信部
　ＭＳ２・・・無線送受信部
　ＨＣ・・・・発光制御部
　ＡＳ・・・・周囲環境照度測定手段
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　ＢＳ・・・・光源照度測定手段
　ＣＳ・・・・透光カバー透過照度測定手段
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