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(57)【要約】
　無線信号に応答するコントローラを遠隔地から構成す
る方法は、スイッチからの第１のクリック・パターンに
対応する少なくとも１つの無線信号に応答して、通常モ
ードからコントローラ・プログラミング・モードに入る
工程を含む。コントローラは、コントローラの第１の選
ばれた構成可能な機能を表示する第１の通知を提供する
。コントローラの複数の構成可能な機能の各々には、そ
れぞれ異なる通知方法が割り当てられる。コントローラ
は、スイッチからの第２のクリック・パターンに対応す
る少なくとも１つの無線信号に応答して、第２の選ばれ
た構成可能な機能を表示する第２の通知を提供する。方
法は、さらにプログラミング・モードから抜け出る工程
を含む。通知方法には、光の点滅、光の調光、可聴音の
再生、ダンパー位置の調節又はこれらの組合せが含まれ
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線信号に応答するコントローラを遠隔地から構成する方法であって、
　スイッチからの第１のクリック・パターンに対応する少なくとも１つの無線信号に応答
して、通常モードからコントローラ・プログラミング・モードに入る工程と、
　コントローラの第１の選ばれた構成可能な機能を表示するために、選択的に第１の通知
を提供する工程であって、コントローラの複数の構成可能な機能の各々に対してそれぞれ
異なる通知方法が割り当てられている工程と、
　スイッチからの第２のクリック・パターンに対応する少なくとも１つの無線信号に応答
して、第２の選ばれた構成可能な機能を表示するために、選択的に第２の通知を提供する
工程と、
　コントローラ・プログラミング・モードから抜け出る工程と、
を含む方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、複数の構成可能な機能の１つが、コントローラと交信
しているモーション・センサが何も動きを検出しないときに、コントローラに結び付けら
れた照明負荷をターン・オフさせるまでの時間間隔である前記方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、複数の構成可能な機能の１つが、コントローラに結び
付けられた調光可能な照明負荷が完全ＯＦＦ状態に進む前に到達する最小輝度である前記
方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、複数の構成可能な機能の１つが、コントローラに結び
付けられた調光可能な照明負荷が完全ＯＮ状態に進む前に到達する最大輝度である前記方
法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法であって、複数の構成可能な機能の１つが歩行テストであって、
照明と関連付けられたモーション・センサが動きを検出したときに、コントローラに結び
付けられた照明負荷の照明をターン・オンし、またモーション・センサが最早動きを検出
しないときに、コントローラが照明負荷の関連する照明をターン・オフする前記方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法であって、スイッチが第１のスイッチであり、複数の構成可能な
機能の１つが、コントローラが通常モードにあるときに、第２のスイッチから受信した無
線信号に対するコントローラの応答を許可又は禁止するトグルである前記方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法であって、複数の構成可能な機能の１つが、コントローラが他の
コントローラに対して無線信号を再送信することを許可又は禁止するトグルである前記方
法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法であって、複数の構成可能な機能の１つが、コントローラと交信
しているモーション・センサがコントローラに結び付けられた照明負荷をターン・オンす
るように動作することを許可又は禁止するトグルである前記方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法であって、複数の構成可能な機能の１つが、コントローラ・メモ
リ・クリア機能であって、メモリには、コントローラが無線信号コマンドに応答する方法
をプログラムしているスイッチの状態が記憶されている前記方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法であって、コントローラのプログラミング・モードから抜け出る
前記工程が、スイッチの第３のクリック・パターンに対応する少なくとも１つの無線信号
に応答して実行される前記方法。



(3) JP 2012-523721 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

【請求項１１】
　請求項１に記載の方法であって、通知方法の少なくとも１つが、コントローラに結び付
けられた照明負荷を指定された輝度に調節することに対応している前記方法。
【請求項１２】
　請求項１に記載の方法であって、通知方法の少なくとも１つが、コントローラに結び付
けられた照明負荷を指定された回数点滅させることに対応している前記方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の方法であって、第１の通知は、コントローラに結び付けられた照明
負荷を第１の回数点滅させる工程を含み、第２の通知は、照明負荷を第２の回数点滅させ
る工程を含み、第２のクリック・パターンがスイッチのＯＮ駆動に対応する場合は、第２
の点滅回数が第１の点滅回数よりも多く、また第２のクリック・パターンがスイッチのＯ
ＦＦ駆動に対応する場合は、第２の点滅回数が第１の点滅回数よりも少ない前記方法。
【請求項１４】
　請求項１に記載の方法であって、さらに
　スイッチからの第４のクリック・パターンに対応する少なくとも１つの無線信号に応答
して、選ばれた構成可能な機能に関する構成モードに入る工程と、
　スイッチからの第５のクリック・パターンに対応する少なくとも１つの無線信号に応答
して、選ばれた構成可能な機能に関する構成モードから抜け出る工程と、
を含む前記方法。
【請求項１５】
　請求項１に記載の方法であって、さらに
　第６のクリック・パターンに応答し、同時に、コントローラがいずれのスイッチとも関
連付けられていないことに応答して、通常モードにあるコントローラを１つのスイッチと
関連付ける工程であって、第６のクリック・パターンは、スイッチの少なくとも３回のＯ
Ｎ駆動とそれに続くか、あるいはそれに先行するスイッチの少なくとも３回のＯＦＦ駆動
を含む工程、
を含む前記方法。
【請求項１６】
　請求項１に記載の方法であって、さらに
　ビルディングが１個より多いコントローラを含むことに応答して、アービトレイション
・モードに入る工程と、
　結び付けられた照明負荷を点滅させて、選ばれたコントローラを表示する工程と、
　第７のクリック・パターンに応答してコントローラ選択を確認する工程と、
を含む前記方法。
【請求項１７】
　請求項１に記載の方法であって、スイッチが自励スイッチである前記方法。
【請求項１８】
　無線信号に応答するコントローラを遠隔地から構成する方法であって、
　スイッチからの第１のクリック・パターンに対応する少なくとも１つの無線信号に応答
して、通常モードからコントローラ・プログラミング・モードに入る工程と、
　コントローラの第１の選ばれた構成可能な機能を表示するために第１のオーディオ通知
を選択的に提供する工程であって、コントローラの複数の構成可能な機能の各々が、それ
ぞれ異なるオーディオ通知の方法を割り当てられている工程と、
　スイッチからの第２のクリック・パターンに対応する少なくとも１つの無線信号に応答
して、第２の選ばれた構成可能な機能を表示するために第２のオーディオ通知を選択的に
提供する工程と、
　コントローラ・プログラミング・モードから抜け出る工程と、
を含む方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の方法であって、割り当てられたオーディオ通知の各方法には、多様
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な音量の音、多様な高さの音またはそれら両方が含まれる前記方法。
【請求項２０】
　無線信号に応答するコントローラを遠隔地から構成する方法であって、
　スイッチからの第１のクリック・パターンに対応する少なくとも１つの無線信号に応答
して、通常モードからコントローラ・プログラミング・モードに入る工程と、
　ダンパーを選択的に第１の位置に移動させて、コントローラの第１の構成可能な機能を
表示する工程であって、コントローラの複数の構成可能な機能の各々がそれぞれ異なるダ
ンパー位置を割り当てられている工程と、
　スイッチからの第２のクリック・パターンに対応する少なくとも１つの無線信号に応答
して、ダンパーを第２の位置に選択的に移動させて、第２の構成可能な機能を表示する工
程と、
　コントローラ・プログラミング・モードを抜け出る工程と、
を含む方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（発明の背景）
　本出願は、無線制御システムの構成に関するものであって、さらに詳細には、無線制御
システムの各種機能を遠隔地から構成する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線信号に応答するコントローラは、各種の住宅、商業および工業関連の環境において
有用である。例えば、無線照明システムが市販されているが、これは、コントローラに対
してスイッチから無線信号が送信され、無線信号に応答してコントローラが負荷（例えば
、照明負荷）をＯＮ又はＯＦＦに切り替えできるようになっている。しかし、このような
システムは、手動でのコントローラの構成を必要とし、従ってまたコントローラへの物理
的接触を必要とする。
【発明の概要】
【０００３】
　一つの非限定的な実施の形態に従えば、無線信号に応答するコントローラを遠隔地から
構成する方法は、スイッチからの第１のクリック・パターンに対応する少なくとも１つの
無線信号に応答して、通常モードからコントローラ・プログラミング・モードに入る工程
を含む。コントローラは、コントローラの第１の選ばれた構成可能な機能を表示する第１
の通知を行う。コントローラの複数の構成可能な機能の各々に対して、それぞれ異なる通
知方法が割り当てられる。コントローラは、スイッチからの第２のクリック・パターンに
対応する少なくとも１つの無線信号に応答して、第２の選ばれた構成可能な機能を表示す
る第２の通知を行う。この方法は、さらにプログラミング・モードから抜け出る工程を含
む。通知方法は、光の点滅、光の調光、可聴音の再生、ダンパー位置の調節、あるいはこ
れらの組合せとすることができる。
【０００４】
　本発明のこれらおよびその他の特徴は、以下の明細書および図面から最もよく理解され
る。以下は、図面の簡単な説明である。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】無線制御信号に応答するコントローラを含む第１の無線制御システムの模式図。
【図１ａ】図１のスイッチの模式図。
【図１ｂ】第一の位置にある図１のダンパーの第一の模式図。
【図１ｃ】第二の位置にある図１のダンパーの第二の模式図。
【図１ｄ】第二の位置にある図１のダンパーの模式図。
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【図２】無線制御信号に応答する複数のコントローラを含む第２の無線制御システムの模
式図。
【図３】コントローラを遠隔地から構成する方法を示す模式図。
【図４】図１の方法のアービトレイション・サブルーチンを示す模式図。
【図５】図１の方法のタイムアウト選択サブルーチンを示す模式図。
【図６】図１の方法の最小輝度サブルーチンを示す模式図。
【図７】図１の方法の最大輝度サブルーチンを示す模式図。
【図８】図１の方法の歩行テスト・サブルーチンを示す模式図。
【図９】図１の方法のコントローラ関連付けサブルーチンを示す模式図。
【図１０】図１の方法のリピータ許可／禁止サブルーチンを示す模式図。
【図１１】図１の方法の自動ＯＮトグル・サブルーチンを示す模式図。
【図１２】図１の方法のコントローラ・メモリ・クリア・サブルーチンを示す模式図。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　図１は、無線制御システム２０ａを模式的に示す。コントローラ２２は、スイッチ２６
、モーション・センサ２８又はフォトセル３０から無線制御信号を受信するように動作す
る受信機２４を含む。しかし、モーション・センサ２８およびフォトセル３０が、有線（
あるいは接点を閉じた）接続３４、３６を通して受信機２４と交信するようにすることも
できる。コントローラ２２は、無線（又は有線）制御信号に応答して、負荷を制御するよ
うに動作する。１つの実施例では、負荷が安定器（ｂａｌｌａｓｔ）４０であって、コン
トローラ２２は、照明負荷４２の選択的ターン・オン又はオフ（ｔｕｒｎ　ＯＮ　ｏｒ　
ＯＦＦ）を制御する。１つの実施例で、照明負荷４２は、調光可能であり、コントローラ
２２は、照明負荷２２を明るくしたり暗くしたりできる。一つの実施例で、負荷は、加熱
、換気および空調（「ＨＶＡＣ」）用のエア・ダクト９１（図１ｂ－ｃ参照）のダンパー
９０である。もちろんその他の負荷を使用することも可能である。
【０００７】
　スイッチ２６、モーション・センサ２８およびフォトセル３０は、それの無線制御信号
を送信するためのエネルギーを獲得できるエネルギー・ハーベスティング装置でよい。ス
イッチ２６は、ＯＮ部分２７ａとＯＦＦ部分２７ｂとを含むロッカー・スイッチでよく、
部分２７ａ－ｂ（図１ａ参照）の一方の駆動に応答して、無線制御信号を送信するための
機械的エネルギーを獲得するように動作するエネルギー・ハーベスト素子（例えば、Ｅｎ
ｏｃｅａｎ（エンオーシャン）社製の製品番号ＰＴＭ２００又はＰＣＴＭ２００ｃ）２５
を含む。モーション・センサ２８は、Ｈａｒｄｍｅｉｅｒ（ハードマイアー）社製のＳＲ
ＭＤＳでよい。フォトセル・センサ３０は、Ｅｃｈｏｆｌｅｘ（エコーフレックス）社製
のモデルＴＡＰ－１７又はＴＡＰ－１７ｃでよい。もちろんこれらのデバイスは、ほんの
一例であって、その他のスイッチ、モーション・センサおよびフォトセルを使用すること
もできる。さらに、これらのデバイス２６、２８、３０を任意の個数使用することもでき
る。例えば、図２に示すように、単一のビルディング５０中に、それぞれ複数の調光可能
な照明負荷４２ａ－ｂにつながれた複数のコントローラ２２ａ－ｂを含むことができる。
【０００８】
　図３は、遠隔地からコントローラ２２を構成する方法１００を模式的に示しており、こ
れは、コントローラ２２にアクセスすることが困難であったり、不便であったりする状況
で広い用途を有する。例えば、図１に示すように、コントローラ２２をスイッチ２６から
離して、手の届かない場所に設置することを可能にする。工場や、その他の商業又は工業
的な施設などの環境で、人がはしごを使うことができたとしても、同様に手の届かない場
所にコントローラ２２を配置することを可能にする。方法１００は、コントローラ２２を
遠隔地から便利に構成することを可能にする。
【０００９】
　図３の方法１００を参照すると、コントローラ２２は、スイッチ２６からの第１のクリ
ック・パターン（例えば、１０秒間のＯＦＦ保持）に対応する無線信号に応答して、通常
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モードからプログラミング・モードに入る（工程１０２）。後に議論するように、ユーザ
が複数のコントローラから１つを選択する必要がある場合には（図４参照）、コントロー
ラ２２は、オプションとしてアービトレイション・サブルーチンに入ることができる（工
程１０４）。しかし、もし１個のコントローラしか存在しないなら、工程１０４は必要な
い。
【００１０】
　１つの実施例で、照明負荷４２は、コントローラ２２の選ばれた構成可能な機能を表示
するために数回点滅される（工程１０６）。この点滅シーケンスは、ユーザが別の機能を
選択するか（工程１０８）、プログラミング・モードから抜け出るか（工程１１０）、あ
るいは選ばれた機能のための構成モードに入るか（工程１１２）のいずれかを選択するま
で繰り返される。構成可能な機能と対応する点滅回数のリスト例が、参照符号８０で示さ
れている。もちろん、この機能の選択およびそれらの順番は、一例であり、異なるシーケ
ンスの別の機能を採用することもできる。これらの機能の各々については、後に詳しく議
論する。またコントローラは、機能を表示するために調光を利用することもできる。例え
ば、第１のものは、１０％輝度で、第２の機能は、２０％輝度を使用し、第３の機能は、
３０％輝度を使用する等々である。また、指定された輝度で照明を複数回点滅させる方法
も考えられる。
【００１１】
　方法１００は、工程１０６で光の点滅による通知を使用しているように模式的に示され
ているが、コントローラ２２が他の通知方法を採用することも可能である。例えば、コン
トローラ２２がスピーカ３３を使用して音を鳴らすこともできる。別の機能としては、例
えば、指定された回数サウンド・クリップ（例えば、ビープ音）を繰り返すものがある。
別の例として、コントローラ２２は、異なる機能を表示するために異なる高さの音を鳴ら
すようにもできる。
【００１２】
　別の通知例には、ダンパー９０の複数個のブレード９２ａ－ｃの位置を動かすものがあ
る。例えば、コントローラ２２は、ブレード９２ａ－ｃを第１の位置（図１ｃ参照）から
第２の位置（図１ｄ参照）に動かして、選ばれた機能（例えば、ＨＶＡＣ機構）をユーザ
に通知することができる。もちろん、その他の個数のブレード、例えば単一ブレードを使
用することもできる。
【００１３】
　さらに、コントローラ２２は、光の点滅、調光、可聴音の再生およびダンパーの調節の
各種組合せを実行して通知を行うこともできる。
【００１４】
　選ばれた機能が所望のものでなかった場合、コントローラ２２は、第２のクリック・パ
ターンに応答して、選ばれた機能を変更することができる（工程１０８）。１つの例で、
第２のクリック・パターンは、単一のＯＮ又は単一のＯＦＦクリックであり、単一のＯＮ
クリックの場合は、後続の機能に進み、単一のＯＦＦクリックの場合は、前の機能に戻る
。こうして、光の１回の点滅によって「タイムアウト選択」機能が選ばれたことを示す場
合、ユーザがスイッチ２６の部分２７ａをクリックしてＯＮ信号を送信すれば、コントロ
ーラ２２は、照明負荷４２の２回点滅の反復を開始して（工程１０６）、「最小輝度」機
能が選ばれたことを表示する。あるいはユーザがスイッチ２６の部分２７ｂをクリックし
てＯＦＦ信号を送信すれば、コントローラ２２は、照明負荷４２の８回点滅の反復を開始
して（工程１０６）、「コントローラ・メモリ・クリア」機能が選ばれたことを表示する
。
【００１５】
　もしユーザが第３のクリック・パターン（例えば、５秒間のＯＦＦ）を入力すれば、コ
ントローラ２２は、プログラミング・モードを抜け出て、ユーザの変更を保存し、通常モ
ードに戻る（工程１１０）。第３のクリック・パターンは、プログラミング・モードの任
意の時点で通常モードに戻すために入力できる。しかし、もし第３のクリック・パターン
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が入力されず、ユーザが何もしないと、コントローラ２２は、所定の時間（例えば、６０
秒間）が経過すると、プログラミング・モードがタイムアウトとなって、通常の動作モー
ドに戻るようになっている。
【００１６】
　もしユーザが第４のクリック・パターン（例えば、５秒間のＯＮ）を入力すれば、コン
トローラ２２は、選ばれた機能に関する構成モードに入り（工程１１２）、選ばれた機能
に関するサブルーチンに入る（工程１１４）。これらのサブルーチンについては、図５－
１２でより詳細に説明する。コントローラ２２は、第５のクリック・パターン（例えば、
５秒間のＯＮ）に応答して、構成モードを抜け出て（工程１１６）、工程１０６の選択的
点滅に戻る。オプションとして、コントローラ２２は、所定の時間（例えば、３秒間）照
明４２をターン・オフし、続いてポーズを挟んで構成モードからの脱出を確認したあとで
、工程１０６の選択的点滅に戻るようにすることもできる。
【００１７】
　図４は、図３の方法１００のアービトレイション・サブルーチン１０４を模式的に示し
ているが、これは、複数のコントローラ２２ａ－ｂを含むような無線制御システム２０ｂ
において有用である。図４は、またオプションの予備的な構成サブルーチン１２０も示し
ている。コントローラ２２がいずれのスイッチ２６とも関連付けられていない場合（工程
１２２）、コントローラは、第６のクリック・パターン（例えば、３回のＯＮクリック、
３回のＯＦＦクリック、３回のＯＮクリック）に応答してスイッチ２６と関連付けられる
。しかし、もしコントローラ２２が既に１つのスイッチと関連付けられていれば、予備的
な構成サブルーチン１２０を実行する必要はない。
【００１８】
　アービトレイション・サブルーチン１０４を参照すると、コントローラ、例えばコント
ローラ２２ａは、それの照明負荷をＯＮおよびＯＦＦ点滅させる（工程１２６）。１個よ
り多いコントローラが存在するか否かを調べるためのチェックが行われる（工程１２８）
。もし１個より多いコントローラが存在すれば、望みのコントローラに付随する照明負荷
がＯＮであるか否かのチェックが行われる（工程１３０）。例えば、コントローラ２２ａ
に結び付けられた照明が点滅状態にあって、ユーザがコントローラ２２ｂの構成を行おう
とする場合、ユーザは、ＯＮをクリックして次のコントローラへスクロールできる（工程
１３２）。望みのコントローラの照明がＯＮおよびＯＦＦ点滅すれば、コントローラは、
第７のクリック・パターン（例えば、５秒間のＯＮ）を通して選択され、照明は、ＯＮお
よびＯＦＦの点滅を続ける。点滅する照明負荷に結び付けられた安定器が構成されている
か否かを判断するチェックが実行される（工程１３６）。コントローラ２２は、その安定
器に結び付けられた照明負荷をＯＮ状態（点滅ではない）にしたままにすることによって
、その安定器が構成されていないことを示す。次に、第７のクリック・パターンを用いて
安定器タイプをプログラムする（例えば、５秒間のＯＮ）。もし安定器が調光安定器であ
れば、ユーザは、ＯＮをクリックし、またもし安定器が非調光安定器であれば、ユーザは
、ＯＦＦをクリックする（工程１３６）。次に、コントローラ２２は、工程１０６に進む
。
【００１９】
　ここで複数の機能の各々に関するサブルーチン１１４ａ－ｈについて説明する。図５は
、図１の方法１００のタイムアウト選択サブルーチン１１４ａを模式的に示しており、こ
こでユーザは、照明負荷が手動でターン・オンされるか（工程１４２）、あるいはモーシ
ョン・センサ２８によって人の存在が検出された（工程１４４）あと、コントローラ２２
が照明負荷ターン・オフするまでの時間を選択できる（工程１４４）。このタイムアウト
機能は、ビルディングが無人になったときの電力浪費を防止することでエネルギー節約に
寄与する。
【００２０】
　モーション・センサ２８がコントローラ２２に接続されているか、あるいは確認されて
いるか否かを判断するチェックが行われる（工程１４０）。「確認される」という用語は
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、コントローラ２２が通常モードにあるときに、コントローラ２２がモーション・センサ
２８からの信号に応答することを意味する。もしモーション・センサが確認されていない
か、あるいはコントローラ２２に接続されていなければ、コントローラ２２は、表８２ａ
に示されるように予め定められた回数照明負荷４２を点滅させて、選ばれたプリセット・
タイムアウトを表示する（工程１４２）。ユーザは、スイッチ２６のＯＮ又はＯＦＦをク
リックすることで、プリセット・タイムアウトを増減できる。このように、ユーザは、照
明がターン・オンされた後、３０、６０、９０、１２０又は１５０分間後に照明をターン
・オフするか、あるいは決してターン・オフしない（タイムアウトまで無限時間）ように
受信機２２を構成できる。
【００２１】
　もしモーション・センサが確認されているか、コントローラ２２に接続されていれば、
コントローラ２２は、表８２ｂに示されるように照明負荷４２を予め定められた回数点滅
させて、選ばれたプリセット・タイムアウトを表示する（工程１４４）。ユーザは、スイ
ッチ２６のＯＮ又はＯＦＦをクリックすることで、プリセット・タイムアウトを増減でき
る。このように、ユーザは、モーション・センサが検出された後、０、５、１０、１５、
２０又は２５分間後に、照明４２をターン・オフするように受信機２２を構成できる。も
ちろん、表８２ａ－ｂは、ほんの一例であり、その他のプリセット時間も可能である。
【００２２】
　図６は、図１の方法１００の最小輝度サブルーチン１１４ｂを模式的に示す。それを超
えると照明４２が減光でなくターン・オフする所望の最小輝度状態に照明４２があるか否
かを判断するチェックが行われる（工程１４６）。もし所望の最小輝度が選ばれていなけ
れば、ユーザは、スイッチＯＮをクリックして最小輝度を上げるか、あるいはスイッチＯ
ＦＦをクリックして最小輝度を下げることができる（工程１４８）。所望の輝度が選ばれ
れば、ユーザは、次に進むことができる。
【００２３】
　図７は、図１の方法１００の最大輝度サブルーチン１１４ｃを模式的に示す。それを超
えると照明４２が増光でなくターン・オンする所望の最大輝度状態に照明４２があるか否
かを判断するチェックが行われる（工程１５０）。もし所望の最大輝度が選ばれていなけ
れば、ユーザは、スイッチＯＮをクリックして最大輝度を上げるか、あるいはスイッチＯ
ＦＦをクリックして最大輝度を下げることができる（工程１５２）。所望の輝度が選ばれ
れば、ユーザは、次に進むことができる。
【００２４】
　図８は、図１の方法の歩行テスト・サブルーチン１１４ｄを模式的に示す。歩行テスト
は、モーション・センサ２８の感度領域を観察者がテストすることを可能にする。コント
ローラ２２は、モーション・センサ２８が動きを検出することに応答して照明４２をター
ン・オンし、またコントローラ２２は、モーション・センサが動きを検出しないことに応
答して照明４２をターン・オフする（工程１５４）。コントローラ２２は、工程１１６に
述べられるように、時間（例えば、１８０秒間）が経過した後や、あるいはユーザが手動
で抜け出るときに歩行テストから抜け出る（工程１５６）。
【００２５】
　図９は、図１の方法のコントローラ関連付けサブルーチン１１４ｅを模式的に示す。コ
ントローラ２２は、スイッチ２６のＯＮクリックに応答して「確認モード」に入る（工程
１６０）。コントローラ２２は、照明４２に関連する安定器４０のタイプに依存して、照
明４２をトグルする。もし安定器４０が非調光安定器であれば、照明４２は、ターン・オ
ンとターン・オフとの間を反復させられ、他方安定器４０が調光安定器であれば、照明４
２は、最大輝度と最小輝度との間を反復調光される。最小は、完全ＯＦＦに対応させるか
、あるいはサブルーチン１１４ｂの最小輝度に対応させることができるし、最大は、完全
ＯＮに対応させるか、あるいはサブルーチン１１４ｃの最大輝度に対応させることができ
る。
【００２６】
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　コントローラ２２は、新しいスイッチからのＯＮクリックに応答して、新しいスイッチ
を「確認する」か、あるいは関連付ける（工程１６４）。コントローラ２２は、駆動され
ているフォトセル３０の確認ボタン３２に応答して、フォトセル３０を確認する（工程１
６６）。コントローラ２２は、駆動されているモーション・センサ２８の確認ボタン２９
に応答してモーション・センサ２８を確認する（工程１６７）。時間経過（たとえば、４
秒間）の後、コントローラ２２は、工程１６２のトグル動作に戻る（工程１６８）。
【００２７】
　図１０は、図１の方法のリピータ許可／禁止サブルーチン１１４ｆを模式的に示してお
り、これによってユーザは、コントローラ２２のリピート機能をターン・オン又はターン
・オフできる。例えば、ユーザが、コントローラ２２ｂが受信した信号をコントローラ２
２ａにリピートさせたい場合、ユーザは、ＯＮクリックによってリピート機能をターン・
オンでき（工程１７０）、コントローラ２２は、その確認のために照明４２ａをターン・
オンさせる。もしユーザが、コントローラ２２ｂが受信した信号をコントローラ２２ａに
リピートさせたくない場合、ユーザは、ＯＦＦクリックによってリピート機能をターン・
オフでき（工程１７２）、コントローラ２２ａは、その確認のために照明４２ａをターン
・オフさせる。
【００２８】
　図１１は、図１の方法の自動ＯＮトグル・サブルーチン１１４ｇを模式的に示す。この
サブルーチン１１４ｇは、モーション・センサ２８による照明４２のターン・オン又はタ
ーン・オフを許可又は禁止する。動きが検出されたときにモーション・センサ２８に照明
４２をターン・オンさせたいとユーザが考えれば、ユーザは、ＯＮクリックすることがで
き（工程１７４）、コントローラ２２は、それに応答して確認のために照明４２を完全Ｏ
Ｎにターン・オンする。動きが検出されたときに、モーション・センサ２８に照明４２を
ターン・オンさせたくないとユーザが考えれば、ＯＦＦクリックすればよく（工程１７６
）、コントローラ２２は、それに応答して確認のために照明４２を最小輝度にターン・オ
ンする。最小輝度は、非調光安定器では完全ＯＦＦであり、他方調光安定器ではサブルー
チン１１４ｂの最小輝度である。
【００２９】
　図１２は、図１の方法のコントローラ・メモリ・クリア・サブルーチン１１４ｈを模式
的に示しており、これを介してコントローラ２２は、１又は複数のスイッチ５４、モーシ
ョン・センサ２８又はフォトセル３０との関連付け解除又は「確認解除」を行うことがで
きる。コントローラ２２は、第８のクリック・パターン（例えば、５回のＯＮクリック）
に応答して、構成のために用いられたスイッチ（すなわち、プログラミング・モードに入
ったり、サブルーチン１１４ｈを選択したりするために使用されたもの）から確認解除さ
れ、コントローラ２２は、確認のために照明４２を完全ＯＮにターン・オンする（工程１
８０）。
【００３０】
　コントローラ２２は、第９のクリック・パターン（例えば、５回のＯＮクリック）に応
答して、すべてのスイッチから確認解除され、コントローラ２２は、確認のために照明４
２を最小輝度にターン・オンする（工程１８０）。最小輝度は、非調光安定器では完全Ｏ
ＦＦであり、また調光安定器ではサブルーチン１１４ｂの最小輝度である。工程１８２に
は、受信機２２に固定配線されていないすべてのモーション・センサ２８又はフォトセル
３０から受信機を確認解除する工程が含まれる。すべてのスイッチが確認解除されれば、
コントローラ２２は、確認のために照明４２を完全ＯＮにターン・オンする。
【００３１】
　上で説明したように、サブルーチン１１４ａ－ｈの任意のものは、工程１１６の第５の
クリック・パターンを介して抜け出ることができる。さらに、この明細書を通して特定の
クリック・パターンについて開示してきたが、説明したすべてのクリック・パターンは、
ほんの一例であり、その他のクリック・パターンを使用できることを理解されよう。
【００３２】
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　本発明の好適な実施の形態について開示してきたが、当該分野の業者であれば、一定の
修正も本発明の範囲に包含されることを理解できる。この理由から、以下の請求項が、本
発明の真の範囲をおよび展望を決定するものとみなされるべきである。
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