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(57)【要約】
【課題】屋外配置される表示装置を収納する収納ボック
ス内の冷却を行うことを課題とする。
【解決手段】
　蓄電サイネージシステム２００は、蓄電池ユニット１
０と、表示装置２を収納可能な第１収納部２１１と、蓄
電池ユニット１０を収納する第１収納部２１２と、第１
収納部２１１を冷却するためのファン２４１、２４２と
、第１収納部２１１内の温度を測定する温度センサ２５
１を備える。蓄電池ユニット１０は、太陽電池１で発電
した電力を蓄電する蓄電池３１と、太陽電池１の発電状
況と表示装置２の稼働状況に応じ、蓄電池３１への蓄電
及び表示装置２への電力供給を実行可能なＰＭＵ３３と
、温度センサ２５１による温度情報に基づいてファン２
４１、２４２を駆動する外部ファン制御ＡＣ／ＤＣ変換
回路６６を備える。
を備える
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蓄電池ユニットと、
　前記蓄電池ユニットを収納する第１収納部と、
　表示装置を収納可能な第２収納部と、
　第２収納部を冷却するためのファンと、
　第２収納部内の温度を測定する温度センサと、を備え、
　前記蓄電池ユニットは、
　太陽電池で発電した電力が入力される電力入力部と、
　電力入力部から入力された電力を蓄電する蓄電池と、
　第１収納部に収納される表示装置に電力を供給可能な第１電力出力部と、
　太陽電池の発電状況と前記表示装置の稼働状況に応じ、蓄電池への蓄電及び前記表示装
置への電力供給を実行可能な制御部と、
　前記温度センサによる温度情報が入力される情報入力部と、
　前記ファンに対し電力を供給する第２電力出力部と、
　前記温度情報に基づいて第２電力出力部からの出力を制御する第２制御部と、
を備えることを特徴とする、表示装置収納箱。
 
【請求項２】
　蓄電池ユニットと、
　表示装置と、
　前記蓄電池ユニットを収納する第１収納部と、
　前記表示装置を収納する第２収納部と、
　第２収納部を冷却するためのファンと、
　第２収納部内の温度を測定する温度センサと、を備え、
　前記蓄電池ユニットは、
　太陽電池で発電した電力が入力される電力入力部と、
　電力入力部から入力された電力を蓄電する蓄電池と、
　第１収納部に収納される表示装置に電力を供給する第１電力出力部と、
　太陽電池の発電状況と前記表示装置の稼働状況に応じ、蓄電池への蓄電及び前記表示装
置への電力供給を行う制御部と、
　前記温度センサによる温度情報が入力される情報入力部と、
　前記ファンに対し電力を供給する第２電力出力部と、
　前記温度情報に基づいて第２電力出力部からの出力を制御する第２制御部と、
を備えることを特徴とする、表示システム。
 
【請求項３】
　太陽電池で発電した電力が入力される電力入力部と、
　電力入力部から入力された電力を蓄電する蓄電池と、
　外部装置に電力を供給する電力出力部と、
　太陽電池の発電状況と外部装置の稼働状況に応じ、蓄電池への蓄電及び外部装置への電
力供給を行う制御部と、
　前記外部装置の環境温度情報が入力される情報入力部と、
　前記外部装置の冷却装置に対し電力を供給する第２電力出力部と、
　前記環境温度情報に基づいて第２電力出力部からの出力を制御する第２制御部を備える
ことを特徴とする、蓄電池ユニット。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、屋外に配置される表示装置を収納する収納箱等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルサイネージと呼ばれる、屋外等に配置され、広告や様々な情報を表示す
る大型の表示装置が普及しつつある（特許文献１、２など）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２９４２８４号公報
【特許文献２】特開２００９－２９６１０５号公報
【特許文献３】特開２０１１－１２８４３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　また、出願人は、太陽電池を備えた表示システムをデジタルサイネージ用に開発中であ
る（例えば、特願２０１０－１４７７７５（２０１０年６月３日出願）、特願２０１０－
２６６３３３（２０１０年１１月３０日出願））。このシステムでは、表示装置（大型モ
ニタ）の上部に太陽電池を設け、表示装置と太陽電池が一体化した構成となっている。ま
た、該システムでは、昼間に太陽電池で発電した電力を夜間に利用できるよう、蓄電池ユ
ニットも搭載している。この蓄電池ユニットでは、例えば、昼間は太陽電池で発電した電
力を該ユニット内の蓄電池に充電する一方、その余剰電力を表示装置の駆動に利用し、太
陽電池による発電が行われない夜間は蓄電池に充電した電力を表示装置に供給するといっ
た電力制御を行っている。
【０００５】
　しかし、上記の表示装置を屋外に設置する場合、日光の照射等で表示装置内の温度が上
昇する。近年の表示装置では、装置内に冷却用のファンを内蔵して液晶パネル等の冷却を
行うといった対策が施されているものが多い（例えば、特許文献３）。しかし、屋外に配
置する場合、表示装置に内蔵の冷却用ファンだけでは不十分な場合がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、上述した問題を解決することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の表示装置収納箱は、蓄電池ユニットと、前記蓄電池ユニットを収納する第１収
納部と、表示装置を収納可能な第２収納部と、第２収納部を冷却するためのファンと、第
２収納部内の温度を測定する温度センサと、を備え、前記蓄電池ユニットは、太陽電池で
発電した電力が入力される電力入力部と、電力入力部から入力された電力を蓄電する蓄電
池と、第１収納部に収納される表示装置に電力を供給可能な電力出力部と、太陽電池の発
電状況と前記表示装置の稼働状況に応じ、蓄電池への蓄電及び前記表示装置への電力供給
を実行可能な制御部と、前記温度センサによる温度情報が入力される情報入力部と、前記
ファンに対し電力を供給する第２電力出力部と、前記温度情報に基づいて第２電力出力部
からの出力を制御する第２制御部を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、屋外配置される表示装置を収納する収納ボックス内の冷却を行うこと
ができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】表示システム３００を示す図である。
【図２】蓄電サイネージシステム２００の前方斜視図である。
【図３】蓄電サイネージシステム２００の側面図である。
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【図４】蓄電サイネージシステム２００の上方図である。
【図５】蓄電サイネージシステム２００の前方斜視図であり、透視図である。
【図６】蓄電サイネージシステム２００の背面図であり、模式図かつ透視図である。
【図７】蓄電サイネージシステム２００の側面図であり、模式図かつ透視図である。
【図８】蓄電池ユニット１０の前方斜視図である。
【図９】蓄電池ユニット１０の後方斜視図である。
【図１０】前方扉２１を開いた時の蓄電池ユニット１０の前方斜視図である。
【図１１】後方蓋２２を外した時の蓄電池ユニット１０の後方斜視図である。
【図１２】後方蓋２２を外した時の蓄電池ユニット１０の後方斜視図である。
【図１３】蓄電池ユニット１０の側方図である。
【図１４】側方蓋２７Ｌを外した時の蓄電池ユニット１０の側面図である。
【図１５】端子部２６の詳細を示す図である。
【図１６】蓄電池ユニット１０のケース２０内部の冷却の模式図である。
【図１７】表示装置２の前面斜視図である。
【図１８】表示装置２の背面斜視図である。
【図１９】表示装置２を前面側からみたときの分解斜視図である。
【図２０】蓄電池ユニット１０による蓄電サイネージシステム２００の冷却制御に関する
ブロック図である。
【図２１】表示システム１００を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
（第１実施形態）
　図１は、表示システム３００を示す図である。表示システム３００は、太陽電池ユニッ
ト１、蓄電サイネージシステム２００を備える。太陽電池ユニット１は、その上部に太陽
光パネルを有しており、この太陽光パネルを支柱で支える構造となっている。なお、太陽
光パネルは図１の三角柱部分の斜面（表示装置とは反対側の斜面）に配備され、同図では
隠れる位置に配備される。なお、本図では、蓄電サイネージシステム２００の表示部が縦
長状になっており、横長状である後述（図２等）の表示装置２と相違するが、あくまでも
図１は蓄電サイネージシステム２００の設置方法の例示に過ぎず、蓄電サイネージシステ
ム２００の表示部が横長状であっても良いものである。
【００１１】
　図２を参照して、蓄電サイネージシステム２００は、ケース２０１の内部に表示装置２
や、蓄電ユニット１０（図５等参照）を収納する。
【００１２】
　表示装置２は、情報を表示するディスプレイで構成され、典型的には液晶パネルを備え
たＬＣＤディスプレイである。この表示装置２は、屋外配置に備えるべく、防水、防塵、
耐熱対策が施されている。また、ユーザからの入力を受け付けるためのタッチパネルを表
示パネルの前面側に備えていても良い。
【００１３】
　蓄電池ユニット１０は、太陽電池ユニット１の太陽電池で発電された電力を蓄電する蓄
電池を有している。よって、この表示システム１００では、例えば昼間は太陽電池で発電
した電力を使って表示装置２を駆動しつつ、その余剰電力を蓄電池に蓄え、太陽電池によ
る発電できない夜間は蓄電池に蓄えられた電力を使って表示装置２を駆動することができ
る。
【００１４】
　また、日照時間が短く太陽電池ユニット１が十分に発電できない状態が続く場合や、表
示装置２の消費電力が大きい状態が続く場合、蓄電池ユニット１０の蓄電池に蓄えられた
電力だけでは賄えない場合もありうる。そこで、この表示システム１００は、必要に応じ
て商用電力からの電力を利用することもできる構成となっている。
【００１５】
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　なお、図３の側面図を参照して、蓄電サイネージシステム２００は、底部にキャスター
２０２を備えており、これにより作業員による移動を容易としている。
【００１６】
　また、図４の上面図のごとく、ケース２０１の前面側には前面扉２０３が、背面側には
背面扉２０４が備えられる。これにより、ケース２０１内に表示装置２や蓄電池ユニット
１０を収納することを容易にしている。また、表示装置２や蓄電池ユニット１０のメンテ
ナンスをしやすくしている。
【００１７】
　図５は蓄電サイネージシステム２００の内部構成を示すための透視図であって、模式図
である。蓄電サイネージシステム２００のケース２０１内は、第１収納部２１１、第２収
納部２１２、第３収納部２１３に分かれている。第１収納部２１１はケース２０１の上方
を占める部分であり、表示装置２が収納される。第２収納部２１２はケース２０１の下方
を占める部分であり、蓄電池ユニット１０が収納される。
【００１８】
　また、第３収納部２１３は、第１収納部２１１と第２収納部２１２の間の空間である。
例えば、図６に示すように、第３収納部２１３内には、パソコン、衛星電話、ハブルータ
、防災無線、ＢＳ／ＣＳチューナーなどが収納される。上記パソコンは、表示装置２に表
示させるコンテンツ等を収納したり、後述する蓄電池ユニット１０内のＣＰＵ等と連動し
て様々な制御を行うためのプログラムを格納したりする。衛星電話やハブルータは、外部
と通信するための装置であり、例えば上記のコンテンツを通信により外部から取得する場
合、表示システム３００の稼働状況を外部へ送信する場合、あるいは表示装置２に対する
ユーザの入力情報を外部に送信する場合等に用いられる。また、ＢＳ／ＣＳチューナーに
より、衛星放送を受信することができる。
【００１９】
　また、第１収納部２１１内には一対のスピーカボックス２２１が、表示装置２の上方に
設けられる。これにより、表示装置２の視聴者に対し音が出力される。なお、スピーカボ
ックスは屋外配置に対応すべく、防水／防塵対策が施されている。
【００２０】
　第２収納部２１２内には蓄電池ユニット１０が収納される。この蓄電池ユニット１０の
詳細については後述するが、蓄電池の他、電力制御を行うためのコントローラ等が収納さ
れている。
【００２１】
　また、図６（或いは図７）を参照して、ケース２０１の背面には吸気口２３１、２３３
、２３５、及び排気口２３２、２３４、２３６が設けられる。吸気口２３１、排気口２３
２は第１収納部２１１に対応し、吸気口２３３、排気口２３４は第３収納部２１３に対応
し、吸気口２３５、排気口２３６は第２収納部２１２に対応するものである。
【００２２】
　更に、吸気口２３１、排気口２３２の近傍には、それぞれ吸気ファン２４１、排気ファ
ン２４２が設けられる（図６の破線参照）。これにより、第１収納部内２１１の換気が可
能となり、冷却ができる。なお、これらのファンは蓄電ユニット１０により駆動制御され
る。これに関しては後述する。
【００２３】
　同様に、吸気口２３３、排気口２３４近傍には、吸気ファン２４３、排気ファン２４４
を、吸気口２３５、排気口２３６近傍にも吸気ファン、排気ファンをそれぞれ設けるよう
にしても良い。
【００２４】
　なお、各吸気口、各排気口にはフィルタを設けるようにしても良い。また、図６では、
右側から吸気し、左側から排気する構成としているが、左右逆としても良い。但し、表示
装置２や蓄電池ユニット１０の構成は必ずしも左右対称ではないから、いずれの側から吸
／排気すべきかについては適宜考慮すべき事項でもある。
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【００２５】
　また、ケースの上部には照度センサや人感センサが設けられる。照度センサはモニタ周
辺の明るさによりモニタのバックライトを制御している。そのため、明るい場所、暗い場
所でも最適な状態で画面を見ることが可能である。
【００２６】
　また、人感センサは表示装置２の近傍における人物の有無を検知するものである。例え
ば、人物がいない場合は表示装置２の視聴者がいないと判断しバックライトをオフにする
といった制御に利用される。
【００２７】
　また、図７を参照して、表示装置２の前面側にはタッチパネルが設けられており、視聴
者９０は、表示画面上での操作や情報の入力を行うことができる。
【００２８】
　（蓄電池ユニット１０の構成）
　図８は、蓄電池ユニット１０の前方斜視図である。蓄電池ユニット１０は蓄電池３１（
後述の図１２等参照）などを収納するケース（筐体）２０を備える。ケース２０の前面に
は前方扉２１、前方扉２１に設けられた鍵穴２３がある。前方扉２１は、その下辺側を軸
に開閉可能になっている。また、鍵穴２３は、前方扉２１の開閉を制限するためのもので
ある。また、ケース２０下面の四隅近傍には、蓄電池ユニット１０を移動容易にするため
のキャスター４１がそれぞれ備わっている。特にメンテナンス作業等で蓄電池ユニット１
０を移動させる必要がある場合に有益である。また、ケース２０の側面には排気口２７（
同図では右側面の排気口ということで排気口２７Ｒとしている）、及び蓋２８Ｒを備えて
いる。この排気口２７の内側には排気用のファン５１が配備される（後述の図１４、１６
を参照）。
【００２９】
　図９は、蓄電池ユニット１０の後方斜視図である。ケース２０の背面には後方蓋２２が
ある。この後方蓋２２には、前方扉と同様、鍵穴２３が設けられる。更に、後方蓋には、
左右一対の吸気口２４（Ｌ、Ｒ）、コンセント２５、端子部２６が備わっている。コンセ
ント２５は、商用電力を入力する目的ではなく、逆に、蓄電池ユニット１０から他の装置
に電源を供給する目的で設けられたものである。
【００３０】
　また、端子部２６は、太陽電池ユニット１からの電力を入力するための電源端子、表示
装置２に対し制御信号を伝送するための（或いは、表示装置２からの信号を受け取るため
の）通信線（ＲＳ２３２－Ｃ、ＲＳ－４８５方式のものなど）が接続される通信用端子、
照度センサの検出信号を入力するためのセンサ入力端子などを備えている。また、端子部
２６に接続される通信線を使って、ユニット１０内の蓄電状態などの情報を表示装置２へ
伝送し、これを表示装置２の画面上に表示させることもできる。なお、上述のＲＳ－４８
５方式のインタフェースによれば、１キロメートル離れた地点間の通信も可能である。こ
れにより、後述（第２実施形態）のように、表示装置２、太陽電池ユニット１を屋外に配
置し、蓄電池ユニット１０を屋内に設置するといった利用もできる。
【００３１】
　上記の照度センサは、太陽光が照射しているかどうかを測定するためのものである。こ
の検知結果は、蓄電池ユニット１０のバッテリ（蓄電池）制御に活用される。なお、照度
センサを使わなくても太陽電池の出力電流をモニタリングすることで、太陽電池の発電状
況を知ることも可能である。しかし、そのためには電流モニタ用の回路を別途設ける必要
があるので、回路規模が大型化／複雑化する。むしろ、照度センサの出力に基づいて太陽
電池の発電状況を検知する方が、簡便な構成・方式で実現できるので、本表示システム１
００では照度センサを採用している。
【００３２】
　なお、本実施形態の蓄電池ユニット１０は蓄電サイネージシステム２００というケース
内に設置することを想定しているため、特段の防水対策は施されていない。しかし、埃が
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内部に侵入することは好ましくないため、防塵対策の為、準密閉構造としている。即ち、
ケース２０内外の換気（通気）は、吸気口２４及び排気口２７のみを通して行う構成とし
ている。
【００３３】
　なお、図８、図９から分かるように、蓄電池ユニット１０では、ケース２０の両側面（
左右の側面に排気口２７が設けられている。即ち、蓄電池ユニット１０はケース２０の背
面側から吸気し、両側面から排気を行うことにより、ケース２０内の換気（冷却）を行う
構成となっている。背面側に吸気口を設けているのは、この蓄電池ユニット１０は、背面
を壁側にして設置されることが想定されるためであり、熱風が排出される排気口を背面側
に設けるのはでは適切ではないからである。
【００３４】
　図１０は、前方扉２１を開いた時の蓄電池ユニット１０の前方斜視図である。同図に示
すように、蓄電池ユニット１０のケース２０の内部には、左右のラック（棚）に蓄電池３
１Ａ～Ｃ、保護ユニット３２、ＰＭＵ３３などが収納される。
【００３５】
　図１１及び図１２は、後方蓋２２を外した時の蓄電池ユニット１０の後方斜視図である
。同図に示すように、蓄電池ユニット１０のケース２０の内部には、２つのラックに蓄電
池３１Ａ～Ｃ、保護ユニット３２、ＰＭＵ３３に加え、更にインバータ３４、ＡＣ／ＤＣ
（交流／直流）変換回路３５、ファン制御ＡＣ／ＤＣ変換回路３６が収納されている。
【００３６】
　図１２で示すように（背面から見て）右側のラックには、下から順に蓄電池３１Ｂ、３
１Ａ、そして一段空けて、最上段にはインバータ３４が配備される。インバータ３４が最
上段に配備されるのは、インバータ３４の発熱量が蓄電池３１の発熱量と比して大きいか
らである。仮に、発熱量の大きいインバータ３４を蓄電池３１の下方に配備すると、熱は
上方に伝わるという自然法則の性質から、インバータ３４の熱により蓄電池３１が過熱し
てしまう。そこで、蓄電池ユニット１０ではインバータ３４を上側に収納しているのであ
る。
【００３７】
　また、右側のラックにおいて蓄電池３１Ａとインバータ３４の間を一段空けているのは
、自然法則によれば熱は上方に伝わるのであるが、ケース２０の上側が閉じているため、
熱の一部はインバータ３４の下側にも伝わる。この熱により蓄電池３１が過熱するのを防
ぐために、一段空けて蓄電池３１を配置しているのである。
【００３８】
　次に、蓄電池ユニット１０内に収納される各構成部材の機能等を説明する。蓄電池３１
Ａ～Ｃは、例えばリチウムイオン電池である。保護ユニット３２は、蓄電池３１の過充電
、過放電を検知すると蓄電池３１を電力ラインから遮断して蓄電池３１を保護する等の機
能を有する。ＰＭＵ（Power Management Unit）３３は、太陽電池ユニット１からの電力
及び商用電力のいずれか一方からの電力を蓄電池３１に充電させる制御を行ったりする。
インバータ３４は、蓄電池３１に充電された電力（直流）を交流電力に変換して外部機器
（例えば、表示装置２など）へ出力する。ＡＣ／ＤＣ変換回路３５は、交流である商用電
力を蓄電池３１に充電させるために直流に変換する。ファン制御ＡＣ／ＤＣ変換回路３６
は、ファン５１の回転制御を行う。
【００３９】
　例えば、太陽電池ユニット１で発電された電力（直流）は、まずＰＭＵ３３に入力され
、保護ユニット３２を経て蓄電池３１に充電される。一方、商用電力（交流）は、ＡＣ／
ＤＣ変換回路３５で直流に変換されてからＰＭＵ３３に入力され、保護ユニット３２を経
て蓄電池３１に充電される。また、蓄電池３１に充電された電力は、保護ユニット３２、
インバータ３４を経て表示装置２に供給される。
【００４０】
　なお、ＰＭＵ３３は、太陽電池ユニット１からの電力又はＡＣ／ＤＣ変換回路３５から
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の電力のいずれかを選択的に入力するための第１スイッチ（又はスイッチ群）、保護ユニ
ット３２へ電力を保護ユニット３２へ入力させるか否かを切り替える第２スイッチ、保護
ユニット３２又はＡＣ／ＤＣ変換回路３５からの電力のいずれかを選択的にインバータ３
４へ供給するための第３スイッチなども備えており、これらのスイッチは太陽電池ユニッ
ト１の発電状況、蓄電池３１の充電状況、表示装置２の稼働状況に応じて適宜制御される
。なお、この制御動作に関しては、本出願人による他の特許出願に詳述している。これら
のスイッチ切り替えにより、例えば、日常的に夜間電力を充電しておき、昼間の電力ピー
ク時にタイマーで供給し、ピーク時電力の削減、料金の削減に使用することができる。
【００４１】
　蓄電池ユニット１０で、ケース２０の前面側の前方扉２１が下辺を軸に開閉可能となっ
ているのに対し、ケース２０の後方蓋２２が着脱可能となっているのは、蓄電池３１等の
部材をケース２０内に挿入する作業を容易化する目的である。蓄電池３１は、比較的重量
が大きい。仮に図１０のように前方扉２１が下方で開いた状態だと、作業員が蓄電池３１
をケース内に挿入する際、開いた状態の前方扉２１の前方に足場を置く必要があり、腕を
大きく伸ばした状態で蓄電池３１を保持するか、あるいは腰を前かがみにしないと蓄電池
３１をケース２０内に収納することができない。そこで、図１１、１２に示すように後方
蓋２２は、ケース２０に対して着脱可能な構成としている。そうすれば、作業員は、足場
をケース２０の近くに置くことができるので、手を伸ばしたり腰を大きく屈めたりしなく
ても蓄電池３１をケース２０内に収納したり、あるいはケース２０から取り外したりする
ことができる。換言すれば、この蓄電池ユニット１０では、ケース２０の背面側から蓄電
池３１等の部材を取り外しできるよう、ケース２０内のラックは設計されている。
【００４２】
　また、蓄電池ユニット１０は、設置やメンテナンスを容易化すべく、前面、背面を扉で
構成した、ほぼ直方体のシンプルな箱型（ボックス）筐体としており、底部にキャスター
を装備している。また、設置スペースを有効利用できるよう、いわゆるローボードスタイ
ルとしており、上面を平坦なフリースペースとしている。
【００４３】
　図１３は、蓄電池ユニット１０の側面図である。同図に示すように蓄電池ユニット１０
のケース２０の側面には排気口２７が設けられる。この排気口２７は、（比較的サイズの
大きな）ゴミの侵入等を防ぐべく、多数の小孔が網目状に設けられた態様になっている。
なお、図１３は、右方から見た側面図であるが、ケース２０の左側面にも同様に排気口２
７が設けられる。
【００４４】
　図１３は、蓄電池ユニット１０の側面図である。同図に示すように蓄電池ユニット１０
のケース２０の側面には排気口２８が設けられる。この排気口２８は、（比較的サイズの
大きな）ゴミの侵入等を防ぐべく、多数の小孔が網目状に設けられた態様になっている。
なお、図１３は、左方から見た側面図であるが、ケース２０の右側面にも同様に排気口２
８が設けられる。なお、同図では、排気口２８Ｌとしているが、これは左(Left)側面に設
けられた排気口２８という意図で符号を付したものである。
【００４５】
　図１４は、（図１３の）側方蓋２７Ｌを外した時の蓄電池ユニット１０の側面図である
。同図に示すように排気口２８Ｌの内側には３つの排気用ファン５１Ａ～Ｃが上から順に
配備される。なお、同様に、ケース２０の右側面にも取り外し可能な側方蓋２７Ｒ（不図
示）があり、また排気口２７Ｒの内側には３つの排気ファン５１Ｄ～Ｆ（不図示）が配備
される。
【００４６】
　図１５は端子部２６の詳細を示す図である。端子部２６には、照度情報入力端子７２Ａ
、７２Ｂ、ファン用電源出力端子７３、通信用ケーブル端子７４、電源入力端子７５、温
度情報入力端子７６などがある。また、上記各端子はケース２０の背面の配線カバー７１
上に設けられており、この配線カバー７１は、メンテナンスを容易化すべく、ケース２０
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に対し着脱可能となっている。
【００４７】
　照度情報入力端子７２Ａ、７２Ｂには、太陽電池ユニット１の太陽電池近傍に設けられ
た照度センサのセンサ出力情報が入力される。このセンサ出力は、前述したように、太陽
電池の発電状況を推定する目的で使用され、この情報に基づき、蓄電池ユニット１０は電
力制御を行う。
【００４８】
　ファン用電源出力端子７３は、蓄電サイネージシステム２００のファンを駆動するため
の電力（直流電流）を出力するための端子である。端子７３Ａはファン２４１用のプラス
電圧（＋１２Ｖ）端子であり、端子７３Ｂはファン２４１用のグラウンド端子であり、端
子７３Ｃはファン２４２用のプラス電圧（＋１２Ｖ）端子であり、端子７３Ｄはファン２
４２用のグラウンド端子である。
【００４９】
　通信ケーブル用端子７４には、ＲＳ２３２－Ｃケーブル、又はＲＳ－４８６ケーブルが
接続される。上述の蓄電サイネージシステム２００内に収納される場合等、表示装置２が
蓄電池ユニット１０に近接して配置される場合にはＲＳ２３２－Ｃケーブルが接続される
。一方、後述の第２実施形態のごとく、表示装置２が蓄電池ユニット１０から離れた位置
に配置される場合には、１キロメートル程度の伝送が可能であるＲＳ－４８６ケーブルが
接続される。なお、ＲＳ－４８６ケーブルが通信ケーブル用端子７４に接続される場合、
蓄電池ユニット１０内にＲＳ－４８６とＲＳ２３２－Ｃを変換するための変換部を設けて
も良い。そうすれば、蓄電池ユニット１０内のファン制御プログラム（後述するＣＰＵに
格納される）は、ＲＳ２３２－Ｃケーブル、ＲＳ－４８６ケーブルのいずれが接続された
場合であっても対応できる。
【００５０】
　電源入力端子７５には、太陽電池ユニット１で発電した電力が直流電圧で入力される。
【００５１】
　図１６は、蓄電池ユニット１０のケース２０内部の冷却の模式図である。なお、同図は
蓄電池ユニット１０を背面側から見たと仮定した場合の各部材の配置を簡易的に記したも
のである。ケース２０の左側面に配備されるファン５１Ａ～Ｃが同図では右側に示される
のはこの理由による。以下、左右に関しては図１０内での表示を基準とする。
【００５２】
　ファン５１Ａ～Ｃは、ファン５１Ａ、Ｂ、Ｃの順に上から配備される。ファン５１Ａは
、インバータ３４の右下の位置に配置される。ファン５１Ｂは、蓄電池３１Ａの右上に配
置される。ファン５１Ｃは、蓄電池３１Ａの右下、蓄電池３１Ｂの右上に配置される。即
ち、ファン５１Ｃは、蓄電池３１Ａ、３１Ｂの間の空間に風が流れるように配置される。
ファン５１Ｂは、蓄電池３１Ａの上側を風が流れるように配置される。ファン５１Ａは、
インバータ３４の下側を風が流れるように配置される。
【００５３】
　ファン５１Ｄ～Ｆは、ファン５１Ｄ、Ｅ、Ｆの順に上から配備される。ファン５１Ｄは
、ファン制御ＡＣ／ＤＣ変換回路３６の左下、ＰＭＵ３３の左上の位置に配置される。フ
ァン５１Ｅは、ＰＭＵ３３の左下、保護ユニット３２の左上に配置される。ファン５１Ｆ
は、保護ユニット３２の左下、蓄電池３１Ｃの左上に配置される。即ち、ファン５１Ｄは
、ファン制御ＡＣ／ＤＣ変換回路３６（或いはＡＣ／ＤＣ変換回路３５）とＰＭＵ３３の
間の空間に風が流れるように配置される。ファン５１Ｅは、ＰＭＵ３３と保護ユニット３
２の間の空間を風が流れるように配置される。ファン５１Ｆは、保護ユニット３２と蓄電
池３１Ｃの間の空間を風が流れるように配置される。
【００５４】
　更に、ケース２０の内部には温度を測定するセンサとして機能するサーミスタ６１Ａ～
Ｇが配備される。一例として、サーミスタ６１Ａ、Ｂ、Ｃはそれぞれ、インバータ３４、
蓄電池３１Ａ、Ｂの近傍に配備される。サーミスタ６１Ｄ～Ｇはそれぞれ、ファン制御Ａ
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Ｃ／ＤＣ変換回路３６、ＰＭＵ３３、保護ユニット３２、蓄電池３１Ｃの近傍に配備され
る。詳細は後述するが、蓄電池ユニット１０では、各サーミスタ６１で検出された温度に
応じて選択的にファン５１を駆動させる。
【００５５】
　（表示装置２の構成）
　次に、表示装置２の構成を図１７～１９を参照して説明する。図１７は、表示装置２の
前面斜視図である。図１８は、表示装置２の背面斜視図である。図１９は、表示装置２を
前面側からみたときの分解斜視図である。
【００５６】
　表示装置２は筐体１０２を備えている。この筐体１０２は、図１９を参照して、前面側
のフロントキャビネット１２１と、背面側のバックキャビネット１２２を互いに接合して
構成される。また、筐体１０２の内部には、液晶表示パネル１０１と、該液晶表示パネル
１０１を制御する回路基板（図示せず）が、フロントキャビネット１２１と、背面側のバ
ックキャビネット１２２に挟まれるような態様で収容されている。該回路基板は、液晶表
示パネル１０１の背面に設置される。
【００５７】
　液晶表示パネル１０１の前面には、該パネルを保護するためのガラス板１２２が配備さ
れる。また、ガラス板１２２の前面又は背面側には静電容量式のシート状のタッチパネル
が設けられている。
【００５８】
　筐体１０２の背部には、背面側から見て右側に吸気部１０３が設けられる。吸気部１０
３は、その開口端部１３０を右側方へ向けた姿勢を有し、３つの吸気ファン１７１Ａ、１
７１Ｂ、１７１Ｃを備えている。
【００５９】
　また、筐体１０２の背部には、背面側から見て左側に排気部１０４が設けられている。
排気部１０４は、その開口端部１４０を左側方へ向けた姿勢を有し、３つの排気ファン１
７２Ａ、１７２Ｂ、１７２Ｃを備える。
【００６０】
　そして、筐体１０２の内部には、吸気部１０３から排気部１０４に達する流路が、液晶
表示パネル１０１とガラス板１２２の間に設けられている。これにより、日光の照射等に
より温度上昇する液晶表示パネル１０１の前面を冷却することができる。
【００６１】
　（蓄電池ユニット１０による冷却制御について）
　図２０は、蓄電池ユニット１０の回路ブロック図である。本図は特に、蓄電池ユニット
１０内の冷却制御、及び蓄電サイネージシステム２００内の冷却制御に着目して記述した
ブロック図である。実際には、蓄電池ユニット１０は、電力の供給制御など、その他の諸
々の制御も行うのであるが、これらに関してはここでは言及しないこととする。
【００６２】
　ファン制御ＡＣ／ＤＣ変換回路３６は、ファン５１Ａ～Ｆを駆動させる。これらのファ
ンを駆動させるためには、当然ながらファン制御ＡＣ／ＤＣ変換回路３６に電力を供給す
る必要があるが、この電力はインバータ３４から交流電力の形で供給される。既に述べた
が、このインバータ３４は、表示装置２（の電源回路８１）にも電力を供給するものであ
り、蓄電池３１等からの直流電力を交流に変換するものである。同図では、太陽電池ユニ
ット１やＡＣ／ＤＣ変換回路３５からの電力が保護回路３２に直接入力されるかごとく示
されているが、実際にはＰＭＵ３３を経由して保護回路３２に入力されるようにしても良
い。
【００６３】
　また、ファン制御ＡＣ／ＤＣ変換回路３６は、各サーミスタ６１の温度検出結果に応じ
てファン５１Ａ～Ｆのうちのいずれかを選択的に駆動するような制御も行う。例としては
以下の制御を行う。
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（１）蓄電池３１の動作保障温度の上限が４０℃であることに鑑み、例えば蓄電池３１Ａ
の近傍に配備されるサーミスタ６１Ｂで検出された温度が、例えば３５℃程度になった場
合は、ファン５１Ｂ及び５１ＣをＯＮにして、蓄電池３１Ａの上側及び下側に風を流すこ
とにより冷却を行う。
（２）インバータ３４の温度が上昇し、サーミスタ６１Ａの検出温度が高い場合はファン
５１Ａを駆動させ、インバータ３４の下側に風を流すことで冷却を行う。
（３）蓄電池ユニット１０を設置する場所（部屋）自体の温度が高く、全てのサーミスタ
６１の検出温度が高い場合（例えば３５℃以上の場合）は、全てのファン５１を駆動させ
る。
（４）サーミスタ６１Ｃ、６１Ｇにより、蓄電池３１Ｂ及び３１Ｃの近傍の温度が高いと
検出された場合は、ファン５１Ｃ、５１Ｆを駆動させる。
（５）また、サーミスタ６１Ｃにより、蓄電池３１Ｂ近傍の温度は高いが、サーミスタ６
１Ｇにより、蓄電池３１Ｃ近傍の温度は高くないと検出された場合（例えば、蓄電池３１
Ｂのみが動作していて、蓄電池３１Ｃは動作していない場合とか、ケース２０の右側の環
境温度が高い場合など）、原則的にはファン５１Ｃのみを駆動させればよい。但し、ファ
ン５１Ｃ、５１Ｆをペアで駆動させた方が、蓄電池３１Ｂ上方の風速を向上させることが
できると考えられるので、蓄電池３１Ｃの温度が高くなくても、蓄電池３１Ｃ側のファン
５１Ｆも駆動させても良い。
【００６４】
　上記の（１）～（５）の制御はＰＭＵ３３内のＣＰＵに記憶された制御プログラム等に
基づいて実行される。
【００６５】
　上記のように、蓄電池ユニット１０では、発熱部位に応じて選択的にファンを駆動させ
るので、ファンによる消費電力を低減しつつ、ケース２０内の適切な冷却を行うことがで
きる。また、ファンは単なるオン／オフ制御だけでなく、回転速度を段階的に変更させる
ような制御としても良い。
【００６６】
　更に、蓄電池ユニット１０は、蓄電サイネージシステム２００内の第１収納部２１１内
の冷却ファン２４１、２４２の制御も行う。外部ファンＡＣ／ＤＣ変換回路６６にはイン
バータ３４からの交流電力が供給され、これをＤＣ（直流、一例として１２Ｖ）に変換し
てファン用電源出力端子７３（図１５参照）からファン２４１、２４２へ供給する。また
、ＰＭＣ３３内ＣＰＵには、温度情報入力端子７６（図１５）から入力された、蓄電サイ
ネージシステム２００内の温度センサ２５１による温度情報が入力される。この温度情報
に基づき、ＰＭＣ３３内ＣＰＵはファン２４１、２４２を駆動させるか否かを判定する。
例えば、温度センサ２５１による測定温度が所定値（一例として４０℃）以上になれば、
外部ファン制御ＡＣ／ＤＣ変換回路６６を駆動させ、ファン２４１、２４２へ直流電流を
供給するようにする。一方、測定温度が所定値以下の場合は、外部ファン制御ＡＣ／ＤＣ
変換回路６６を駆動させず、ファン２４１、２４２へ直流電流を供給しないようにする。
【００６７】
　なお、蓄電サイネージシステム２００の第３収納部２１３内のファン２３３、２３４に
関しても同様の方法により制御することができる。
【００６８】
　（作用）
　上記の蓄電サイネージシステム２００は、以下の利点を有する。
（１）表示装置２を収納する第１収納部２１１を冷却するためのファン２４１、２４２を
備えているので、表示装置２を屋外に設置することができる。
（２）蓄電サイネージシステム２００は、蓄電池を備えており、例えば電気代が安価とさ
れる夜間に商用電力を使って蓄電しておくことができる。そして、昼間はこの蓄電池の電
力を用いて表示装置を駆動するようにすれば電気代が節約できる。
（３）近年、ＬＣＤディスプレイ等の表示装置の進化は目覚ましく、蓄電サイネージシス
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テムの設置者からは表示装置を都度最新のものに変更したいという要望が考えられる。し
かし、都度、特注の屋外配置用の収納ケースを製作／購入していては時間／コストの点で
問題がある。これに対し、蓄電サイネージシステム２００では、ファン２４１、２４２は
蓄電ユニット１０側で制御する仕様となっており、市販品の表示装置を蓄電サイネージシ
ステム２００に収納すればそのまま使用できるので、上記要望に容易に対応できる。つま
り、一度蓄電サイネージシステム２００を購入すれば、設置者（オーナー）は特殊な改造
等を行うことなく、表示装置を交換することで表示装置の進化に対応できる。
【００６９】
　（第２の実施形態）
　図１８は、表示システム１００を示す図である。この表示システム１００は、太陽電池
ユニット１、表示装置２、及び蓄電池ユニット１０を備える。表示装置２は、収納ボック
ス４００内に収納される。
【００７０】
　第１実施形態の表示システム３００では、蓄電池ユニット１０が蓄電サイネージシステ
ム２００内に表示装置２と共に内蔵されるが、本表示システム１００では、蓄電池ユニッ
ト１０が蓄電サイネージシステム２００外に表示装置２と分離して配置される点で相違す
る。
【００７１】
　図２１で示すように、太陽電池ユニット１、表示装置２は屋外や公共場所に配置するこ
とが想定され、蓄電池ユニット１０は屋内の非公共場所に配置されることが測定される。
例えば、太陽電池ユニット１、表示装置２は公園内や、駅、建物のホールなどに配備され
る。一方、蓄電池ユニット１０は、屋内であって、一般の人々が通常立ち入りできないよ
うな施設管理者が管理するスペースなどに配備される。したがって、蓄電池ユニット１０
は、太陽電池ユニット１及び表示装置２から離れた位置に配置されることとなるので、蓄
電池ユニット１０と太陽電池ユニット１、表示装置２の間は電力線や制御のための通信線
が敷設されることとなる。
【００７２】
　なお、表示装置２を収納する収納ボックス４００の構成は、第１実施形態の蓄電サイネ
ージシステム２００から蓄電池ユニット１０を取り出したものとほぼ同じである。よって
、収納ボックス４００も、蓄電サイネージシステム２００と同様、ボックス内を冷却する
ためのファン（２３１、２３２等）やボックス内の温度を測定する温度センサ２５１を備
えている。従い、ボックス内の冷却制御に関しては、蓄電池ユニット１０とボックスとの
物理的な距離の相違はあるが、第１実施形態と同様の構成（例えば図２０のようなブロッ
ク構成）、方法により実現できる。
【００７３】
　以上、本発明における実施の形態について説明したが、本発明の範囲はこれに限定され
るものではなく、発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加えて実行することができ
る。
【００７４】
　上記では蓄電池ユニットは、表示装置に電力を供給するものとして記述したが、他のも
のに供給するものでも良い。更には表示装置２のような特定の装置のみならず。例えば家
庭や建物に電力を供給するための制御を行うユニットとして利用されるものも本願発明の
範疇に含まれるものとする。
【００７５】
　また、蓄電池ユニットの利用態様として、昼間は太陽電池で発電した電力を表示装置の
駆動と蓄電池への充電に使用し、夜間は蓄電池の電力を使って表示装置を駆動する例を示
したが、これ以外の利用態様もある。例えば、電灯線（商用系統）や太陽電池などの外部
発電装置からケース内に内蔵される高容量の２次電池（蓄電池）に一旦充電し、災害なの
で突然停電になった場合に、一定時間（他の装置に）給電できるユニットとしての利用す
ることもできる。
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