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(57)【要約】
　複数の光源を制御するための照明システム，照明ユニ
ット及び方法が記載されている。照明システムは、変調
コマンドデータを有する電流を供給するインテリジェン
ト電流源１２を備えている。複数の照明ユニット４，６
，８は、電流源１２に直列接続されている。各照明ユニ
ットは、光源２２と、光源を選択的にバイパスさせる制
御可能なバイパススイッチ２４と、制御ユニット２６と
を備えている。制御ユニットは、変調コマンドデータを
受取り、それにしたがってバイパススイッチ２４を制御
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明システムであって、
　変調コマンドデータを有する電流を供給するためのシステム制御ユニットを備えた電流
源と、
　前記供給電流に直列接続で接続された複数の照明ユニットと、を少なくとも備え、
　前記各照明ユニットは、
　光源と、
　前記光源を選択的にバイパスする制御可能なバイパス手段と、
　前記変調コマンドデータを受取り、前記コマンドデータにしたがって前記バイパス手段
を制御する制御ユニットと、を少なくとも備えた照明システム。
【請求項２】
　前記バイパス手段は、前記光源に並列接続されたバイパススイッチを備えた請求項１に
記載の照明システム。
【請求項３】
　前記制御ユニットは、ＰＷＭシーケンスにしたがって前記バイパス手段を制御するＰＷ
Ｍ駆動ユニットを備えた請求項１又は２に記載の照明システム。
【請求項４】
　前記各照明ユニットは、
　電流入力端子と、
　順方向出力端子と、
　ショートカット電流出力端子と、
　前記電流入力端子を前記順方向電流出力端子又は前記ショートカット電流出力端子のい
ずれかに選択的に接続するスイッチング手段と、を少なくとも備え、
　配列の１番目の照明ユニットの電流入力端子は前記電流源に接続され、２番目の照明ユ
ニットの電流入力端子は前記１番目の照明ユニットの順方向電流出力端子に接続されてい
る請求項１乃至３のいずれか１項に記載の照明システム。
【請求項５】
　前記制御ユニットは、クロック信号を供給するクロック装置を備え、
　前記照明ユニットの前記クロック装置は、前記変調コマンドデータにより同期する請求
項１乃至４のいずれか１項に記載の照明システム。
【請求項６】
　前記請求項１乃至５のいずれか１項による照明システムに使用される照明ユニットであ
って、
　電流入力端子と、
　前記電流入力端子に電気的に接続された光源と、
　前記光源を選択的にバイパスする制御可能なバイパス手段と、
　前記電流入力端子に接続された制御ユニットと、を少なくとも備え、
　前記制御ユニットは、前記電流入力端子での電流で変調させた変調コマンドデータを受
取るように構成され、さらに前記制御ユニットは、前記コマンドデータにしたがって前記
バイパス手段を制御するように構成された照明ユニット。
【請求項７】
　複数の光源を制御する方法であって、
　変調コマンドデータを有する電流を供給するステップと、
　前記電流に直列接続で接続された複数の照明ユニットを提供するステップと、を備え、
　前記各照明ユニットは、前記電流に接続される光源と、前記電流が前記光源を選択的に
バイパスすることを可能とする制御可能なバイパス手段と、を少なくとも備え、
　さらに、前記コマンドデータにしたがって前記バイパス手段を制御するステップと、を
備えた方法。
【請求項８】
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　前記複数の照明ユニットでは、各ユニットはさらに、
　電流入力端子と、
　順方向電流出力端子と、
　ショートカット電流出力端子と、
　前記電流入力端子を前記順方向電流出力端子又は前記ショートカット電流出力端子のい
ずれかに選択的に接続するスイッチング手段と、を備え、
　前記照明ユニットは、電流が１番目の照明ユニットの電流入力端子に送り出され、２番
目の照明ユニットの電流入力端子が前記１番目の照明ユニットの順方向電流出力端子に接
続されるように接続され、
　さらに、少なくとも前記１番目の照明ユニットを割当処理モードに入らせる変調コマン
ドデータを供給することにより、前記複数の照明ユニットを設定するステップを含み、前
記割当処理モードでは、前記電流入力端子を前記順方向電流出力端子から切断させる請求
項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記設定ステップでは、各照明ユニットは、前記割当処理モードに入った後に前記スイ
ッチング手段を制御して、前記電流入力端子を前記ショートカット電流出力端子に接続し
、これにより、前記順方向電流出力端子を切り離し、
　各照明ユニットは、設定データを含む入力電流を連続的に受取り、前記設定データの受
取り後に、前記スイッチング手段が作動して、前記電流入力端子を前記順方向電流出力端
子に接続する請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記割当処理モードでは、変調電流として符号化されたアドレスデータを前記照明ユニ
ットに送り出し、
　前記アドレスデータを前記照明ユニットで受取り格納する請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記複数の照明ユニットでは、各ユニットは、さらにクロック信号を発生するクロック
手段を備え、
　各照明ユニットでは、前記割当処理モード中、電流信号の受取り時に、前記アドレスデ
ータを決定するために前記クロック信号が判断される請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記各照明ユニットでは、関連するアドレスデータが格納され、
　前記変調コマンドデータは、前記照明ユニットの１又はそれ以上のアドレスデータと、
前記１又はそれ以上の照明ユニットに対する照明作動データを含み、
　前記１又はそれ以上の照明ユニットの制御ユニットは、前記アドレスデータを認識し、
前記照明作動データを処理して前記光源を作動させる請求項７乃至１１のいずれか１項に
記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の光源を制御するための照明システム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　照明システムには、異なる場所に配置された複数の光源がある。これら光源は、電力を
供給し、光源の作動を制御できるように、何らかの方法で電気的に接続されている。
【０００３】
　米国特許出願公開第２００３／００５７８８６号明細書は、ネットワーク接続された照
明システムを開示している。複数のＬＥＤベースの照明ユニットが、例えばコンピュータ
制御可能な「照明ストリング」として配置されている。これらは共通電源にシリアル（直
列）又はパラレル（並列）に接続されている。各照明ユニットは、個々にＬＥＤ（又はそ
れ以外の）光源を制御するためのコントローラを備えている。制御データはデータリンク
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を介して送信され、照明ユニットコントローラはこの制御データにしたがって光源を作動
させる。例えば、これによりＬＥＤ毎に光出力を制御する。ＬＥＤは、強度を制御するた
めに、ＰＷＭにより駆動させることができる。照明ユニットは、データリンクに関してシ
リアルに配置されている。設定及び作動中、一連のデータ（設定アドレス又は作動パラメ
ータ）は、あるユニットから次のユニットに選択的に渡される。
【０００４】
　本発明の目的は、費用を低く抑えつつ個々の照明ユニットの柔軟な制御を許容する照明
システムを提供することにある。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この目的は、請求項１による照明システム、そのようなシステムでの使用のための請求
項６による照明ユニット、複数の光源を制御するための請求項７による方法によって達成
される。従属請求項は、本発明の好ましい実施形態に関連している。
【０００６】
　本発明によれば、照明システムは、電流源およびシステム制御ユニットを備えている。
これらは別個のユニットでもよいが、好ましくは１つの装置に一体化されていてもよい。
電流源および制御ユニットは、変調されたコマンドデータを有する電流を一緒に供給する
。電流は交流でもよいが、好ましくは直流である。電流は、好ましくは実質的に一定であ
り、例外的に変調されたものである。変調コマンドデータは、システム制御ユニットから
複数の照明ユニットに向けられたコマンド情報であり、変調形式で与えられる。本文脈で
の変調は、情報を運ぶために時間と共に搬送波（供給電流）が変化する任意のタイプのも
のと理解される。直流の場合、変調はパルス変調、すなわち、異なる電流値（例えば、公
称値の１００％／５０％）の間で、電流を連続的に又は交互にオンとオフに変化させるこ
とを含んでいてもよい。改変例では、特に電流値のより高度な変調方法、交流の場合では
周波数又は位相のより高度な変調方法を採用してもよい。
【０００７】
　本発明による照明システムは、さらに、各々少なくとも１つの光源（好ましくはＬＥＤ
）を有している複数の照明ユニットを備えている。これら照明ユニットは、電源に直列接
続されている。本文脈では、これは、これらユニットが電源にすべてが直接的に電源に接
続されず、順々に接続されていることを意味していると理解される。作動中、（後述する
ように、ある照明ユニットが他の照明ユニットをショートカットする作動モードを除いて
）供給電流は各照明ユニットを通り、これにより、各照明ユニットでの電流は実質的に等
しい。
【０００８】
　各照明ユニットにおいて、供給電流は光源を駆動することができる。光源の作動を制御
するため、本発明による制御可能なバイパス手段があり、これは光源を選択的にバイパス
することを許容する。バイパス手段は、照明ユニット内で制御ユニットにより制御される
。制御ユニットは、変調コマンドデータを受取り、それにしたがいバイパス手段を制御す
る。このようにして、システム制御ユニットは、変調コマンドデータのようなコマンドを
供給し、適切な照明ユニットの制御ユニットが、光源を供給電流により作動させるか又は
バイパスさせるコマンドを実行する。
【０００９】
　本発明の照明システムは、公知のシステムに対して多くの利点を有している。直列接続
の場合、配線が最低限に維持され、配線費用を非常に低く維持することができる。電力お
よびデータ接続のための専用配線が不要である。さらに、直列接続の場合、各照明ユニッ
トを介して同一の電流が、特に好ましいＬＥＤ光源の場合に、システム全体で安定した作
動と、一定の光強度及び色をもたらす。
【００１０】
　ただ１つの光源の代わりに、各照明ユニットに複数の光源があってもよい。これらは、
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異なった色のものであってもよく、そのような照明ユニットの光出力の全体的な色を、異
なった色の光源を選択的に制御することにより調整してもよい。
【００１１】
　光源は、間隙を介して、例えば直線を形成する一次元配置又はマトリックスを形成する
二次元配置に分布配置することができる。各場合で直列接続による一次元の順序付けが好
ましい。それでもなお、一次元順序付けは、例えば、線を幾つかの線に折り返すことによ
りマトリックス構造を形成して、二次元構造にマッピングできる。以下で明らかなように
、直列接続は、システムの容易な設定を可能とするために都合よく使用することができ、
各照明ユニットは、分布配置での自己の位置にしたがって制御することができ、これは自
動設置を可能とする。
【００１２】
　本発明の好ましい実施形態によれば、バイパス手段は、光源と並列に接続されたバイパ
ススイッチを備えている。同じ照明ユニットにおける複数の光源は、１つの共通の又は個
々に分離したバイパススイッチを備える。バイパススイッチが開いているとき、光源は通
過する電流により作動する。バイパススイッチが閉じているとき、照明ユニットは作動し
ない。
【００１３】
　さらに好ましい実施形態によれば、制御ユニットは、バイパス手段を制御するためのＰ
ＷＭ駆動ユニットを備えている。この場合、バイパス手段は、ＰＷＭの配列（シーケンス
）にしたがって作動する。すなわち、連続してバイパス手段が作動（活性化）および不作
動（非活性化）になる。例えば、バイパス手段の作動および不作動（光源の不作動および
作動に対応する）の期間が等しければ、光源の強度の合計はほぼ５０％になる。ＰＷＭの
配列（並び）が十分高い周波数（例えば４００Ｈｚ）を有していれば、生成される光は、
一定であると認知されるが、暗く調光される。
【００１４】
　本照明システムの好ましい実施形態によれば、各照明ユニットは、少なくとも３つの端
子（電流入力端子，順方向電流出力端子，ショートカット電流出力端子）を備えている。
照明ユニットは、その照明ユニットの順方向電流出力端子に次順の照明ユニットの電流入
力端子を接続することにより直列に接続される。
【００１５】
　しかしながら、各照明ユニット内では、順方向電流出力端子は電流入力端子に直接接続
されていない。正確にいえば、電流入力端子を選択的に順方向電流出力端子又はショート
カット出力端子に接続するスイッチング手段がある。これは、直列接続された各照明ユニ
ットが、スイッチング手段を作動させて、（順方向電流出力端子を作動状態にすることに
より）それに続いて直列接続された照明ユニットを供給電流に接続させるか、ショートカ
ット電流出力端子を作動状態にすることにより、引き続いて直列接続されたすべての照明
ユニットを不作動にするかを許容する。
【００１６】
　これは、各ユニットが通過する情報の流れを制御することを可能にするのに有利に使用
することができる。ショートカット電流出力端子を作動状態にすることにより、順方向電
流出力端子が不作動状態になる。本文脈では、これはそれに続くすべてのユニットがもは
や完全な電流供給を受けることができないことを意味すると理解される。これらは、電力
なしのままか、あるいは完全な供給電流の一部分（例えば３／４又は１／２）を受取るこ
とができる。また、エネルギー効率の点では好ましくないが、順方向電流出力端子が作動
状態にされた場合、ショートカット電流出力端子が電流の一部分を依然として受取っても
よい。順方向電流およびショートカット電流の総計は、常に一定である。変調指数（すな
わち、減じられた順方向電流と完全な順方向電流との間の比）を意図的に選択することが
できる。高変調指数は変調の良好な検出性を確保するが、一方、低変調指数は引き続く照
明ユニットへの十分な電力供給を維持し、いずれの方向においても大きな電流変化を回避
し、これにより、電圧誘導および放射を極小化することができる。
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【００１７】
　後述のように、スイッチング手段の作動は、照明システムの自動設定に有利に使用する
ことができる。通過する情報の流れを制御するための各ユニットの機能は、直列接続内で
の照明ユニットの順序付けを検出する簡易な方法を提供する。しかしながら、通常作動中
、すべての照明ユニット（直列接続の最後のユニットを除いて）で順方向電流出力端子を
完全に作動状態にすることが好ましい。
【００１８】
　本発明の好ましい実施形態によれば、制御ユニットはクロック装置を備えている。この
クロック装置は、クロック信号を供給するように機能し、クロック信号は変調コマンドデ
ータを復号するために使用することができる。一方、個々の照明ユニットでクロック信号
が所望の精度で同期するように、個々の照明ユニットのクロック装置は、変調コマンドデ
ータの一部により同期される。
【００１９】
　複数の光源を制御するための請求項７の方法によれば、変調コマンドデータを有する電
流が上述のように供給される。直列接続された複数の照明ユニットの各々において、上述
のような制御可能なバイパス手段がコマンドデータにしたがって作動する。
【００２０】
　上述のような電流入力端子，順方向電流出力端子およびショートカット電流出力端子を
有する好ましい照明ユニットの場合、設定ステップを、開始シンボルを含む変調コマンド
データを供給することにより開始してもよい。これは、個々の照明ユニットの制御ユニッ
トにより認識可能な電流供給での任意の信号の配列（シーケンス）であってよい。そして
、これらは、スイッチング手段を作動させて、電流入力端子をショートカット電流出力端
子に接続する。この結果、順方向電流出力端子は切断される。ここでは、「切断」なる用
語は、上述のように、全く電流を受取らないか、全電流の一部のみを受取ることを意味す
ると理解される。
【００２１】
　さらなる好ましい実施形態によれば、設定ステップは、設定データ（例えば、アドレス
データ）を各照明ユニットに連続して関連付けるステップを有し、ここでは、設定データ
の受取り後、各照明ユニットでスイッチング手段は順方向電流出力端子を作動状態にする
ように作動される。このように、照明ユニットは、自動的にそれらの配線順序に設定され
る。これは、大幅に照明システムの取付けを簡単化する。引き続く作動中、照明ユニット
は、それらの順序にしたがって容易に制御することができ、これにより、照明パターンを
表示することが可能である。また、このシステム中の多数の照明ユニットを、このように
して自動的に決定することができる。
【００２２】
　設定情報（特にアドレスデータ）を複数の照明ユニットに運搬するには、種々の可能性
がある。ある実施形態では、クロック信号が使用され、これは、設定ステップ中、全ての
照明ユニットに対して固有の時間スロットを関連させることを可能にする。照明ユニット
の制御ユニットで発生されたクロック信号は、入ってくる電流波形をサンプリングするの
に使用され、これにより、制御ユニットが変調電流と共に運搬される情報を検出すること
を可能にする。開始シンボルの受取り後、入力電流信号は、アドレスデータを決定するた
めに、時間スロットとクロック信号に関して判断される。開始信号の受取後、各ユニット
が順方向電流出力端子を不作動状態にするので、最初のユニットのみが、第１時間スロッ
ト中に第１アドレスをもたらす電流信号を受取る。このアドレスが決定された後、最初の
照明ユニットが順方向電流出力端子を作動状態にし、２番目の照明ユニットが第２時間ス
ロット中に電流信号を受取り、第２アドレスを決定する。これがシステムを通して継続さ
れる。かくして、好ましくは直列接続中の対応する位置に関連付けられた等間隔時間スロ
ットが、各照明ユニットのアドレスを、直列接続中のその順序にしたがって決定するのに
使用される。
【００２３】



(7) JP 2009-503778 A 2009.1.29

10

20

30

40

50

　この設定方法で、各照明ユニットの制御ユニットは、配列中の照明ユニットの配線順序
中の照明ユニットの位置を認識する。そして、これは、単純なアルゴリズムにしたがって
、固有のアドレスを仮定する（例えば、最初の照明ユニットをアドレス１、２番目の照明
ユニットをアドレス２、等とする）。また一方、このシステム制御ユニットは、同じアル
ゴリズムを用いて、最初の照明ユニットをこのアドレスに関連付ける（しかしながら、こ
れはオフラインで行うことができる。すなわち、システム制御ユニットは、配列中の照明
ユニットと関連アドレスとの間の関係の演繹的・先験的な認識を備えている。）。かくし
て、システム制御ユニットおよび照明ユニットは、さらに通信する必要なしに、照明ユニ
ットのアドレスに対する共通の認識に達する。そして、照明ユニットにより選択されたア
ドレスは、制御ユニットに格納され、引き続く作動中、照明ユニットは、対応するアドレ
スに対するコマンドにしたがって作動する。このアドレスは固有のものであり、各ユニッ
トは異なるアドレスを有する。付加的に、アドレスデータは、複数の照明ユニットにより
共有されるグループアドレスであってもよい。
【００２４】
　改変例の実施形態によれば、アドレスデータは、各照明ユニットに複数の設定期間にわ
たって個々に送られ、その間、既に設定された照明ユニットは変動しないままとなる。か
くして、システム制御ユニットは、第１の設定ステップ中（すなわち、他の全ての照明ユ
ニットが一時的に切断された間）、最初の照明ユニットと通信し、これにより、最初のユ
ニットにアドレスデータを運搬する。システム全体が設定されるまで、これが他の全ての
照明ユニットに対して継続される。
【００２５】
　作動中、このアドレスは、個々の照明ユニットに対して制御コマンドを運搬するのに使
用される。
【００２６】
　以下に、本発明の実施形態が図面を参照して記載される。全ての図面において、同様な
符号は同様な部分に対応付けられている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　図１は、電流源１２と複数の照明ユニット４，６，８を備えた照明システム１０を示し
ている。電流源１２は、出力電流Ｉが送り出される電流出力を有している。他端子には、
戻り電流Ｉbackが戻っており、これは一般的にＩと等しい。
【００２８】
　各照明ユニット４，６，８は、３つの端子を有しており、第１の端子は入力電流Ｉinを
受入れ、第２の端子は順方向出力電流Ｉfwdを送り出し、第３の端子はショートカット出
力電流Ｉscを送り出す。照明ユニット（４，６，８）は、直列配線接続で電流源１２に接
続されている。列の第１のＬＥＤユニット４は、電流源１２から電流Ｉが供給される。次
の照明ユニット６は、先行する照明ユニット４の順方向出力電流Ｉfwdが供給され、以下
同様である。全てのショートカット電流出力端子は、電流源１２の第２端子に接続され、
Ibackを送り出す。
【００２９】
　列の最後の照明ユニット８は、異なったように接続してもよい。明らかとなるように、
最後のユニット８の順方向出力電流端子は、作動中、非接続にしてもよい。しかしながら
、後述するように好ましい自動コミッショニング（割当）のため、最後のユニット８の順
方向出力電流端子は、（破線で示されているように）専用ケーブル接続１３を介して電流
源１２に接続するか、又は、ショートカット電流出力端子に接続してもよい。これは、以
下で明らかとなるように、割当処理フェーズ中、電流Ｉが流れることを可能とする。
【００３０】
　図２は、電流源１２をより詳細に示している。電流源は、定電流Ｉを送り出す定電流源
１４を備えている。図示する本実施形態では、電流源１４は直流を送り出す。さらに、電
流源は、読取り書込みメモリ１８にアクセスする、システム制御ユニットとして機能する
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電流源コントローラ１６を備えている。電流源コントローラ１６は、好ましい実施形態で
変調スイッチ２０として示されている変調装置を制御する。電流源コントローラ１６によ
り制御される変調スイッチ２０は連続的に開閉されるので、電流源１２により送り出され
る電流Ｉは変調される。オン／オフ変調の代わりに、当業者に知られているように、他の
より高度な変調形式が可能である。
【００３１】
　電流源１２は、本文脈では「インテリジェント」電流源の意味であり、以下の記載で明
らかとなるように、実質的に定電流Ｉ（変調を除いて一定振幅）を送り出すだけでなく、
照明ユニット４，６，８を制御するための変調データを送り出す。
【００３２】
　図３は、３つの端子Ｉin，Ｉfwd，Ｉscを有する照明ユニット４，６，８の１つを示し
ている。各照明ユニットは、Ｉinに接続されたＬＥＤ光源２２を備えている。バイパスス
イッチ２４（例えば、トランジスタ）が、ＬＥＤ２２と並列に接続されている。バイパス
スイッチ２４が閉じると、ＬＥＤ２２は入力電流Ｉinがバイパスされるので、ＬＥＤ２２
は作動しない。バイパススイッチ２４が開くと、ＬＥＤ２２は通過して流れる電流Ｉinに
より作動する。
【００３３】
　さらに、照明ユニット４，６，８は、制御ユニット２６と電力変換装置２８を備えてい
る。電力変換装置２８は、入力電流Ｉinに直列接続に接続され、（例えば、低インピーダ
ンス抵抗器を介して）通過して流れる電流から制御ユニット２６のための作動電圧（接地
に対する電圧として記号で図示）を生成する。制御ユニット２６のために必要なエネルギ
ーは、光源を作動させるための電力よりも数桁大きさが小さい。作動電圧は（例えば、大
容量キャパシタで）バッファ／格納／蓄積されて、電流Ｉがオフに転じてもしばらくの間
、制御ユニット２６が作動できることが好ましい。
【００３４】
　制御ユニット２６は、メインコントローラ３０と、ＰＷＭコントローラ３２と、クロッ
ク発生器３４とを備えている。好ましい実施形態では、これらは１つの集積回路の一部を
なす。
【００３５】
　メインコントローラ３０は、電流Ｉinを受取り、その測定値を評価する。また、メイン
コントローラ３０は、ＩinをＩfwd又はＩscに選択的に接続する、順方向／ショートカッ
トスイッチ３６を作動させる。
【００３６】
　ＰＷＭコントローラ３２は、パルス幅変調の信号配列（シーケンス）にしたがってバイ
パススイッチ２４を制御する。ＰＷＭコントローラ３２の作動は、図４に図示されている
。ＰＷＭ配列は、シフトレジスタ３６のデジタル値として与えられる。シフトレジスタ３
６は、送られてくるクロックパルスにしたがって、連続的にビットを循環させる。バイパ
ススイッチ２４の作動は、例えば、レジスタ３６の最下位ビットにより決定される（１＝
オフ、０＝オン）。スイッチ３８は、New_Rotate信号により、その入力の１つを出力に選
択的に接続するように切換えられる。New_Rotate信号がローの場合、ＰＷＭ発生器３２は
、シフトレジスタ３６の値により連続的にサイクリングする「回転ＰＷＭ」モードにある
。New_Rotate信号がハイの場合、新たなデジタル値ＰＷＭ_inが、シフトレジスタ３６に
取り込まれる。シフトレジスタ３６のデジタル値が、ＬＥＤ２２の作動を決定する。例え
ば、シフトレジスタ３６が４ビット列（シーケンス）を有している場合、「１１１１」の
ＰＷＭ_in値は、ＬＥＤの連続的な作動に導く（連続的なバイパススイッチ２４の開）。
同様に、「００００」はＬＥＤ２２の連続的なスイッチオフ（バイパス状態）を導き、ま
た、「０１０１」はクロックパルスにしたがったＬＥＤの連続したオンとオフの切替えに
導き、これにより、（十分高いクロック周波数で）約５０％の強度での作動と認知される
。このようにして、ＬＥＤ２２の有効な強度がメインコントローラ３０により制御される
。例えば、カウンタ回路を使用したＰＷＭコントローラの他の実施を、同様に有益に使用
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することができる。
【００３７】
　図５は、照明システム１０ａのトポロジーの第１例を示している。この例では、４つの
照明ユニット４ａ，４ｂ，４ｃ，４ｄが、連鎖状の構成に配列されている。この場合、各
照明ユニット４ａ－４ｄは、４つの端子を有するように示されている。しかしながら、照
明ユニット４ａ－４ｄは、図３の回路ダイヤグラムに対応しており、単に、ショートカッ
ト出力端子Ｉscが下部で（接続を介して）両側方に示されているだけである。
【００３８】
　図５の照明システム１０ａでは、最初の照明ユニット４ａは電流源１２に直接接続され
ている。そして、照明ユニット４ｂ－４ｄは、各々が先行する照明ユニットに連続して接
続されている。この例は、最小限の配線費用を示している。電流源１２から個々の照明ユ
ニット各々への配線接続はない。このように、照明システム１０ａは、非常に簡易に設置
することができる。また、例えば、連鎖の任意の位置にさらなるユニットを追加すること
により、構成を容易に変更することができる。
【００３９】
　さらなる例として、図６は、先行例と同じように直列に／連続して接続された９つの照
明ユニットを有する照明システム１０ｂを示している。しかしながら、第１例では照明ユ
ニットは空間的に１本の線状に配列されていたが、第２の照明システム１０ｂの照明ユニ
ットはマトリックス状に配列されている。しかしながら、電気的には、マトリックス１０
ｂの照明ユニットは、依然として連続的に配列されたマトリックスの行により直列接続を
形成している。
【００４０】
　当然、１０，２０，５０のような多くの照明ユニットを備えた、さらなる多くの特別な
配列が可能である。しかしながら、各場合において、照明ユニットは、それらの光源が電
気的に直列接続を形成するように配列される（ショートカット／順方向スイッチが順方向
位置にある限り、以下の記載で明らかとなるように通常作動モードになる）。直列接続の
最後の照明ユニットだけが、ＩscをＩinに接続することにより、連鎖を閉じている。
【００４１】
　作動フェーズでは、共通の実質的に一定な電流Ｉが各モジュールを通して流れる。各Ｌ
ＥＤの作動状態（すなわち、点灯／ターンオン又はそうでないか）は、個々のバイパスス
イッチにより決定される。このように、個々の制御ユニットの制御下で、任意の一定又は
時変照明パターンが、照明システム１０ａ，１０ｂの空間的に分布配置された照明ユニッ
トにより表示される。以下のように、電流源１２のシステム制御ユニット１６の制御下で
、どのように照明システム１０ａ，１０ｂが所望の照明パターン又はシーケンスを表示す
るように作動するかが説明される。
【００４２】
　既に説明したように、電流源コントローラ１６は、電流源により供給された電流Ｉを変
調することができる。ＬＥＤ２２が所望のパターン又はシーケンスにしたがって作動する
ように、この変調は、設定及び制御データを照明ユニット４，６，８の個々の制御ユニッ
ト２６に送出するのに使用される。説明したように、電流Ｉは全ての照明ユニットで同じ
であるので、電流Ｉの変調により送出される制御メッセージは、共有媒体での通信に相当
する。したがって、所望のパターン又はシーケンスが任意の特定の照明ユニットにより適
切な方法で保持されることを保証するようなタイプのアドレス指定が必要とされる。例え
ば、製造中に事前にプログラムするような多くの方法で照明ユニットに対してアドレスを
割り当てることができる一方、好ましい実施形態によれば、コミッショニング（割当）工
程、すなわちアドレスの割り当てが、直列接続のユニットの順序にしたがって自動的に行
われる。この自動アドレス割り当て工程の利益は、連鎖状の照明ユニットの数及び順序に
ついての演繹的な認識が製造時において必要でないことである。
【００４３】
　図３に示すように、制御ユニット２６（又は、より具体的にはそのメインコントローラ
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３０）は、変調データを受取り且つ復号可能とするため、電流Ｉinの測定値を受取る。
【００４４】
　自動割当（コミッショニング）のため、特徴的な変調信号配列（シーケンス）に対応す
る多くのシンボルが定義されている。これらのシンボルは、電流Ｉinの変調に含まれてい
る場合、制御ユニット２６により認識される。本例では、２つのシンボルを定義する。す
なわち、識別期間の開始を指示するＩＤ_startと、この期間の終わりを指示するＩＤ_end
である。これらシンボルは、多少任意に選択された変調配列である。これらは、識別期間
中に送られるアドレス配列と特に異なるような、固有に認識可能なパターンを有するよう
に選択すべきである。さらに、全ての照明ユニット４，６，８の制御モジュール２６のク
ロック３４を同期し、且つ、時間スロットの位置についての共通認識を生成するために、
これらのシンボルを使用することが好ましい。対応する配列は、必要な時間精度に関する
良好な同期品質を有すべきであり、すなわち、時間スロットは照明システム全体に対する
全ての設定ステップ中に高信頼度で特定可能でなければならない。
【００４５】
　次の例では、（変調スイッチ２０を有する図２に示す実施形態にしたがい）電流を遮断
することにより（Ｉ＝０，「０」のデジタル値に相当）、又は、電流を公称値のままにし
ておくことにより（Ｉ＝ＩN，「１」のデジタル値に相当）、変調が生じる。既に述べた
ように、他のより有益なタイプの変調が可能である。これにもかかわらず、オン・オフ切
換えが図面及び説明の簡略化のために選択されている。
【００４６】
　図７は、割当処理フェーズ中の時間にわたってインテリジェント電流源により提供され
る、電流Ｉの象徴的な表示を示している。時間軸は、等間隔時間スロットに分割されてい
る。シンボルＩＤ_startとシンボルＩＤ_endは、ブロックで表されており、図では３つの
時間スロットを有している。実際の実施形態では、これらのシンボルは、全く固有に認識
可能であることを保証するようにより長いことが好ましい。
【００４７】
　図７－図９は、自動割当方法の第１の実施形態を示している。照明システム１０（図１
）の照明ユニット４，６，８の割当工程のため、電流源コントローラ１６（図２）は、図
７に示したように、シンボルＩＤ_startとシンボルＩＤ_endを含むよう電流Ｉを変調する
。これらのシンボル間のＩＤ_period中、電流Ｉは、連続して電流源１４により供給され
る（Ｉ＝ＩN）。
【００４８】
　割当処理フェーズ開始前、全ての照明ユニット４，６，８は、ショートカット／順方向
スイッチ３６が上側の順方向位置にあり、すなわちＩinがＩfwdに接続されており、全て
の照明ユニットが電流を受ける。ケーブル接続１３は、図１に示すように配置されている
。インテリジェント電流源は、列の最後の照明ユニット８のＩfwdをＩbackに接続し、こ
れにより、閉回路を形成し、照明ユニット４，６，８の列の電気接続を終端する。かくし
て、電流Ｉは、初めに全ての照明ユニット４，６，８を通して流れ、個々の照明ユニット
の全メインコントローラ３０により測定される。
【００４９】
　電流源１２がＩＤ_startシンボルを出し、照明ユニット４，６，８の制御ユニット２６
がこれを受取ると直ぐに、ユニット４，６，８は、割当処理モードに入る。照明ユニット
は、ＩＤ_startシンボルからクロック同期信号（すなわち、スロット長さ及び開始）を得
て、時間スロットをカウントし始める。割当処理モードでは、照明ユニット４，６，８の
制御ユニット２６は、ショートカット／順方向スイッチ３６を下側のショートカット位置
に設定し、ＩinをＩscに接続し、これにより、順方向端子Ｉfwdを切断する。今や、イン
テリジェント電流源は、並んでいる最後の照明ユニットのＩbackとＩfwdの間の中間接続
を開くが、後に明らかになるように、これは、最後の照明ユニットがＩinからＩfwdに切
換えることにより生じる電流中断を観測することにより、インテリジェント電流源と照明
ユニットが適切に割当工程の最後と連鎖状の照明ユニットの数を検出することを可能にす
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るために必要である。
【００５０】
　これは、列の最初の照明ユニット４を除いた全ての照明ユニット６，８を電流Ｉから切
断したままにする。ユニットが無電力の間、制御ユニット２６は、上述のように十分なバ
ッファ又は部分（残留）電流により、作動し続ける。
【００５１】
　最初の照明ユニット４は、図７に示すように、ＩＤ_period中、連続して「オン」とな
っている入力電力Ｉinを観測する。特に、それは、第１時間スロット中、電流Ｉinがオン
であることを観測する。これから、最初の照明ユニット４の制御ユニット２６は、列の最
初の照明ユニットであることを演繹し、かくして、対応するアドレス（例えば＃０００１

2）を決定する。このアドレスは、メインコントローラ３０のメモリに格納される。アド
レスを格納後、最初の照明ユニット４についての割当工程は終了し、時間スロット２が開
始する。時間スロット２の初めに、制御ユニット２６は、ショートカット／順方向スイッ
チ３６を順方向位置に設定してＩinをＩfwdに接続し、これにより、２番目の照明ユニッ
トを供給電流Ｉに接続する。受取り，復号，処理および格納は、第１時間スロット内で十
分速く実行される。そして、ショートカット／順方向スイッチ３６の切換えは、第２時間
スロットの開始時に実行される。
【００５２】
　かくして、列の２番目の照明ユニット６は、第１時間スロットに供給電流を受取らなか
ったことを認識する。しかしながら、それは、第２時間スロットに電流Ｉを受取ることを
認識する。これは、第２照明ユニット６が２番目の位置に接続されていることを演繹する
ことを可能とし、かくして、アドレス＃００１０2を受取る。再び、２番目の照明ユニッ
ト６の割当工程が終了後（第２時間スロットの終わりに）、また、２番目の照明ユニット
６がＩfwdを出力させ、これにより、照明ユニット６に続くものを再接続する。これが、
全ての照明ユニット４，６，８について続けられる。
【００５３】
　図８は、さらなる例として、２０つの照明ユニットを備えたシステム中の４番目の照明
ユニットにより受取られる電流Ｉを示している（かくして、２０つの時間スロットが示さ
れている）。最初の３つの時間スロットでの電流は０である。４番目の時間スロットにお
ける電流の存在は、＃０１００2のアドレスを導く。
【００５４】
　列の最後の照明ユニット８が設定されるまで、これは続く。そして、この照明ユニット
８は、その時間スロットの最後に、その順方向ショートカットスイッチ３６を順方向位置
に設定する。照明ユニット８に続くものがないので、閉回路はもうない。かくして、時間
スロット２０後、ＩＤ_Endシンボルの直前の時間スロットに示されるように、電流は中断
される。実際、インテリジェント電流源は、電流の中断により、ＩＤ_Endシンボルを生成
するようにトリガーされる。改変例では、ＩＤ_Endシンボルは使用されず、単に、並んで
いる最後の照明ユニットの割当工程後の電流の中断は、「終了シンボル」と解釈される。
【００５５】
　図９は、インテリジェント電流源１２により観測される電流Ｉの時間変化である（再び
、２０つの照明ユニットを備えたシステムの例）。電流源１２は、開回路を検出し、かく
して、ＩＤ_periodが終了したことを決定する。電流の流れが中断された最初の時間スロ
ットの数から、並んでいる照明ユニット４，６，８の数が計算される。また、全ての照明
ユニット４，６，８は、電流の中断を観測する。また、必要なら、全ての照明ユニットが
並んでいる照明ユニットの総数を同様に知ることができる。本例では、２０つの照明ユニ
ット４，６，８が存在すると仮定する。したがって、ＩＤ_periodは、２０の時間スロッ
トを有する。
【００５６】
　電流の中断を観測すると、最後の時間スロット（電流フローがないもの）の終わりに、
列の最後の照明ユニット８は、順方向ショートカットスイッチ３６をショートカットモー
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ドに切換え、かくして、電流ループを再び閉じて、さらなる通信を可能にする。
【００５７】
　ＩＤ_periodの終わりに、インテリジェント電源１２は、ＩＤ_endシンボルを送り出す
。各照明ユニット４，６（最後の照明ユニット８を除く）は、順方向ショートカットスイ
ッチ３６を順方向モードに切換えており、通常作動を準備する。
【００５８】
　通常作動では、ケーブル１３は、もはや必要ではない。電流ループは、ＩをＩscに接続
する最後のユニット８により閉じられる。
【００５９】
　上述の第１の実施形態の自動割当方法は、容易に実施される。割当工程は、１つのＩＤ
_periodのみで迅速に実行される。
【００６０】
　割当工程は、必要なときにいつでも（初期設定中、照明ユニット４，６，８が追加又は
取外されたとき、又は、並び替えがおこなわれたとき）、インテリジェント電流源１２の
コントローラ１６、又は、これに接続されたホストコントローラで実行されるアップリケ
ーションにより開始される。
【００６１】
　図１０は、第２実施形態の自動割当方法を示している。第１実施形態と対照的に、専用
の識別期間として実行される複数の設定間隔が予測され、各々、ＩＤ_startシンボルに先
行され、ＩＤ_endシンボルにより終了される。再び、割当処理されていない各照明ユニッ
ト４，６，８は、ＩＤ_startシンボルの受取り時に割当工程モードに入り、ショートカッ
ト／順方向スイッチ３６をショートカットモード（下側位置）に設定し、これにより、引
き続く照明ユニット６，８を切り離す。
【００６２】
　インテリジェント電源１２は、図１０の例に示されたような複数の識別期間ＩＤ_perio
dの変調データを送り出すことにより、照明ユニット４，６，８の割当工程を開始する。
しかしながら、複数のＩＤ_periodが発生するので、ＩＤ_periodの配列前後にＣＯＭ_sta
rt（割当工程開始）シンボルとＣＯＭ_end（割当工程終了）シンボルの形式の「プロトコ
ルブラケット」が必要である。ＣＯＭ_startシンボルは、最初のＩＤ_startシンボルに先
立って出される。
【００６３】
　割当処理モードの結果、並んでいる最初の照明ユニット４のみが、ＩＤ_period＃１中
に電力供給状態に保持され、ＩＤ_period＃１中に変調形式で運搬される固有の識別子を
受取ることができる。インテリジェント電流源は、既に設定された照明ユニットの数を追
跡し、設定される照明ユニットに、ＩＤナンバーと共に並んでいる照明ユニットの位置を
送り出す。かくして、最初の照明ユニット４は、論路的に列の最初の照明ユニットとして
自身を割り当て、それ自身のアドレスとして受取ったＩＤデータを格納する。ＩＤ_perio
d＃１の終わりに、まさに設定された照明ユニット４は、順方向／ショートカットスイッ
チ３６を順方向モードに戻して切換える。これは、全ての設定された照明ユニット４，６
が設定された直後に作動状態となることを保証する（設定された全ての照明ユニットがそ
れらのスイッチ３６を順方向モードに切換え、設定されていない全ての照明ユニットはシ
ョートカットモードにあるスイッチ３６を有する）。
【００６４】
　最初のＩＤ_endシンボル後に、インテリジェント電流源によりＣＯＭ_endシンボルが出
された場合、全てのノードがスイッチ３６を順方向モードに切換え、インテリジェント電
流源は、Ｉback入力を列の最後の照明ユニットからのＩscに内部的に接続することにより
、電流ループが閉じることを確保する。
【００６５】
　引き続く第２の識別期間で、既に設定された照明ユニット４はＩＤ_startシンボルを無
視し、順方向／ショートカットスイッチ３６を順方向モード（上側位置）のまま保持する
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。これらのＩＤ_periodは、互いに次々に続き、又は、個々の割当処理フェーズ内で起こ
る。すなわち、ＣＯＭ_endシンボルとＣＯＭ_startシンボルにより分離されている。第２
の識別期間ＩＤ_period＃２中、未設定の全ての照明ユニット（すなわち、最初の照明ユ
ニットを除く、配列の全ての照明ユニット）は、ショートカットモード（下側位置）にあ
る順方向／ショートカットスイッチ３６を依然として有しており、配列の引き続く全ての
照明ユニットを切り離している。最初の照明ユニット４は既に設定されているので、それ
は引き続く全ての識別期間中、受動的に振舞い、電流を通過させる。２番目の照明ユニッ
トは、ＩＤ_period＃２中、インテリジェント電流源１２から運搬された識別子を復号し
、それを自身のアドレスとして格納し、また、インテリジェント電流源により運搬された
位置番号を自身の位置番号として格納する。
【００６６】
　ＣＯＭ_start及びＣＯＭ_endメカニズムの改変例として、未設定の照明ユニットは、タ
イムアウト期間経過後、初期状態に戻ってもよい。すなわち、ある時間期間の後、それら
照明ユニットは、スイッチ３６を順方向モードに作動させる。
【００６７】
　これは、配列の全ての照明ユニット４，６，８毎に専用のＩＤ_periodが伴う。
【００６８】
　最後の照明ユニット８が設定されたとき、次のＩＤ_period中、最後の照明ユニットは
、順方向／ショートカットスイッチ３６を順方向位置に設定する。引き続く照明ユニット
がないので、閉回路はもはやできず、かくして、電流フローはなくなる。割当工程が終了
したこの状態は、インテリジェント電流源１２並びに照明ユニット４，６，８で観測する
ことができる。インテリジェント電流源１２は、照明ユニット毎の配列中の論理位置（及
び割当アドレス）を有するアドレステーブルをメモリに格納する。また、全ての照明ユニ
ットが、電力オフ前に送られた最後のアドレスを永久に格納し且つ最後のものとして設定
された照明ユニットに送られた位置番号を格納することにより、並んでいる照明ユニット
の総数を認識するようにしてもよい。
【００６９】
　第２実施形態の自動割当方法は、通常、インテリジェント電流源１２から照明ユニット
４，６，８に送られるより多くのデータを含んでいる。しかしながら、これは、割当工程
中、より柔軟性を提供する。なぜなら、任意の長さのデータの専用位置（対応するＩＤ_p
eriod中に運搬されるデータ）が各照明ユニット４，６，８に送られるからである。
【００７０】
　第２実施形態の自動割当方法は、電流源から切り離された照明ユニットが、制御ユニッ
ト２６を含めて完全に供給電力なしのままとされた場合でも作動する。データの格納が不
揮発性であることのみが必要である。
【００７１】
　引き続く作動中、割り当てられたアドレスは、照明システム及び個々の照明ユニット４
，６，８を制御するのに使用される。作動フェーズのため、パルス配列に対応するさらな
るシンボルが定義される。シンボルＩＤｏ_startとＩＤｏ_endは、作動フェーズ中、アド
レス指定期間ＩＤｏ_periodの範囲を定める。シンボルＣＴＲＬ_startとＣＴＲＬ_endは
、作動フェーズ中、制御期間ＣＴＲＬ_periodの範囲を定める。ＩＤｏ_endとＣＴＲＬ_st
artは、同一であってもよい。すなわち、制御期間は、アドレス指定期間の直後に引き続
く。これは、図１１に示されている。
【００７２】
　輝度レベルを制御する本例では、個々のＬＥＤユニットの制御は、以下のように達成す
ることができる。
【００７３】
１．インテリジェント電流源１２は、上述のようなアドレス指定期間及び制御期間を有す
る電流パターンを生成する。単純な好ましい例では、ＣＴＲＬ_period中、１回のみの遷
移がある。ＣＴＲＬ_period中のこのパターンのオン／オフ比（デューティーサイクル）
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は、ＩＤ_period中にアドレス指定されたＬＥＤユニットを制御するために使用するＰＷ
Ｍ波形を表す。
【００７４】
２．各照明ユニット４，６，８では、メインコントローラ３０は、ＩＤｏ_startシンボル
を検出する。
【００７５】
３．次に、メインコントローラ３０は、インテリジェント電流源１２から発生され入って
くるＩＤを、ＬＥＤモジュールそれ自体のＩＤと比較する。
　ａ．これらＩＤが合致する場合、ＣＴＲＬ_periodの解釈が準備される。
　ｂ．これらＩＤが合致しない場合、ＣＴＲＬ_periodは無視される。
【００７６】
４．次に、メインコントローラ３０は、ＩＤｏ_end／ＣＴＲＬ_startシンボルを待つ。
【００７７】
５．ＩＤが合致した場合、メインコントローラは、入力セレクタを介して、ＰＷＭコント
ローラを「新ＰＷＭ」モードに切換え、ＣＴＲＬ_period内で運搬されたＰＷＭパターン
はＰＷＭコントローラのシフトレジスタに格納される。
【００７８】
６．一旦、ＣＴＲＬ_endシンボルが検出されると、ＰＷＭコントローラは、「回転ＰＷＭ
」モードに切換え戻され、クロック発生器３４の制御下で、ＰＷＭコントローラ３２はＬ
ＥＤをオンとオフに周期的に切替え、これにより、ある輝度レベルを達成する。
【００７９】
　照明ユニット４，６，８は、新しいコマンドが復号されるまで、それらの作動状態（Ｐ
ＷＭ波形を含む）を保持する。
【００８０】
　ＩＤｏ_startシンボル，ＩＤｏ_end／ＣＴＲＬ_startシンボル及びＣＴＲＬ_endシンボ
ルは、任意の長さであってもよいが、固有に認識可能なパターンでなければならない。組
み合わされたＩＤｏ_end／ＣＴＲＬ_startシンボルを使用する代わりに、分離されたＩＤ
ｏ_endシンボル及びＣＴＲＬ_startシンボルを使用してもよい。
【００８１】
　この上述された第１実施形態の制御スキームは、単一の光源２２を有する照明ユニット
４，６，８（すなわち、制御すべき単一のパラメータのみを有する照明ユニット）のため
の容易な解決を与える。
【００８２】
　次に、第２実施形態の制御スキームを記載する。
【００８３】
　１以上のパラメータ（例えば、輝度レベル及び色）を有する個々の照明ユニット４，６
，８の制御は、以下のように達成することができる。
【００８４】
１．インテリジェント電流源１２は、アドレス指定期間及び制御期間を有する電流パター
ンを生成する。この場合、ＣＴＲＬ_period中の波形は、関連するＩＤｏ_periodにアドレ
ス指定されたＬＥＤユニットへのコマンドを表す。
【００８５】
２．各照明ユニット４，６，８では、メインコントローラ３０は、ＩＤｏ_startシンボル
を検出する。
【００８６】
３．次に、メインコントローラ３０は、インテリジェント電流源から発生された、入って
くるＩＤを、ＬＥＤモジュール自体のＩＤと比較する。
　ａ．これらＩＤが合致する場合、ＣＴＲＬ_periodの解釈が準備される。
　ｂ．これらＩＤが合致しない場合、ＣＴＲＬ_periodは無視される。
【００８７】
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４．次に、メインコントローラ３０は、ＩＤｏ_end／ＣＴＲＬ_startシンボルを待つ。
【００８８】
５．ＩＤが合致する場合、コントローラは、ＣＴＲＬ_period中に運搬されたコマンドを
受取り、それを（例えば、メインコントローラ３０内のコマンドレジスタに）格納する。
【００８９】
６．一旦、ＣＴＲＬ_endシンボルが検出されると、メインコントローラは、照明ユニット
４，６，８でこのコマンドに関連するアクションを実行する。これらのアクションは、以
下を含む。
　ａ．ＰＷＭコントローラをプログラミングすることによる輝度設定ステップ
　ｂ．マルチカラーＬＥＤユニットの場合、色設定ステップ
　ｃ．可変ビーム幅又は可変方向のＬＥＤの場合、ビームパラメータ設定ステップ
　ｄ．任意の他の適宜な照明ユニットパラメータの設定ステップ
【００９０】
　この第２実施形態は、１以上の制御パラメータを有する照明ユニットの制御を可能とす
る。
【００９１】
　制御可能なパラメータの種類及び数は、配列を形成する照明ユニットのタイプに依存し
、制御アプリケーションとして知られることが想定される。ＣＴＲＬ_period中のパラメ
ータに関連した制御信号の順序及び長さは、好ましくはアプリケーション毎に予め設定さ
れる。
【００９２】
　上述の好ましい実施形態には、多くの改変及び拡張が可能である。
【００９３】
－　グループ（マルチキャスト又はブロードキャスト）アドレスを、例えば、配列の複数
の（又は全ての）照明ユニットをアドレス指定するために、使用することができる。この
目的のため、多くの予め設定されたブロードキャストアドレス（例えば、アドレス＃００
００2のような）を使用することができる。
【００９４】
－　このシステムは、複数のＬＥＤを有する照明ユニットを備えていてもよい。マルチカ
ラーＬＥＤのため、基本的に２つのデザインの選択肢がある。全体のモジュールが１つと
して割当され、照明ユニットに対する適切な制御プロトコルにより色制御を得ることがで
きるか、又は、照明ユニットの各色が、例えば赤，緑，青及びアンバーのＲＧＢＡのよう
な既定の順序で別々の照明ユニットとしてアドレス指定される。
【００９５】
－　ショートカットモードで高インピーダンス抵抗が電力供給されていない残りのＬＥＤ
ラインを放電させるように、順方向／ショートカットスイッチが拡張されてもよい。これ
は、突然の電流カットオフにより引き起こされるシュートオーバー電圧を低減することが
できる。
【００９６】
－　全ての照明ユニット４，６，８が割当工程を通して、順方向ショートカットスイッチ
を順方向位置に保持するように、割当処理フェーズを変更することができる。現在割当処
理されている照明ユニットのみが、ショートカットモードに切換わり、これにより、順方
向ショートカットスイッチの高インピーダンス抵抗が、依然として供給電流の一部を引き
続く照明ユニットに送り、引き続くユニットの制御回路を給電する。しかしながら、この
小さな残留供給電流は、照明ユニットに「給電」状態かそうでないかを認識させることを
可能とするため、作動供給電流よりも著しく小さいことを確保することが必要である。
【００９７】
－　このシステムは、照明ユニットがメッセージをインテリジェント電流源１２に送るこ
とを可能にする、ある種のバックチャンネルを備えていてもよい。例えば、上述のような
同じ電流変調手法を用いて、照明ユニットは、それらのアドレスをインテリジェント電流
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源１２に送ってもよい。それらは、コントローラ１６により、配列の個々の照明ユニット
の位置に適合されてもよい。また、照明ユニットは、このようにしてインテリジェント電
流源１２からのメッセージの受取りを知らせてもよい。
【００９８】
－　続いて起こる制御期間で変更されるまで、光源の振舞いを定義する静的な照明ユニッ
トのパラメータ（例えば、輝度，色）の設定に加えて、制御ユニット２６により制御され
る動的な時間変動の振舞い（例えば、光源の点滅）に対応するコマンドデータを運搬する
ことも可能である。これを時間変動パターン（例えば、「チェーシング照明」）に使用す
るため、同期させるために全ての照明ユニットに認識された共通のサイクル期間及び継続
時間を有することが好ましい。例えば、ＩＤｏ_periodの継続期間又はＣＴＲＬ_period、
又は、これらの和は、参照タイミングとして用いることができる。
【００９９】
－　最後の照明ユニット８からインテリジェント電流源１２に戻るケーブル接続１３は、
最後の照明ユニット８でＩをＩscに接続することに交代することができる。これは、さら
なる配線費用なしに割当工程中に閉回路のループを可能とする。しかしながら、割当処理
フェーズの最後に電流の中断がなくなるので、例えば、予めユニット数を設定することに
より、又は、割当処理フェーズの終わりを信号で伝える特別なタイプの最後のユニットを
備えることにより、異なった方法で最後を決定する必要がある。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】照明システムの回路ダイヤグラムを示す。
【図２】図１の照明システムの電源及びシステム制御ユニットの回路ダイヤグラムを示す
。
【図３】図１のシステムから照明ユニットの回路ダイヤグラムを示す。
【図４】図３の照明ユニットからＰＷＭ駆動ユニットのダイヤグラムを示す。
【図５】照明システムのトポロジーの第１例を示し、ここでは照明ユニットが１本の連鎖
状に配列されている。
【図６】照明システムのトポロジーの第２例を示し、ここでは照明ユニットがマトリック
ス状に配列されている。
【図７】第１実施形態による照明システムの設定中における時間に対する電流を示すタイ
ミングダイヤグラムである。
【図８】直列接続中の４番目の照明ユニットで観察される時間に対する電流を示す図７に
応じたタイミングダイヤグラムである。
【図９】電流源で観察される時間に対する電流Ｉを示す図７に応じたタイミングダイヤグ
ラムである。
【図１０】第２実施形態による設定中における時間に対する電流を示すタイミングダイヤ
グラムである。
【図１１】照明システムの作動中における時間に対する電流を示すタイミングダイヤグラ
ムである。
【符号の説明】
【０１０１】
４，６，８，４ａ，４ｂ，４ｃ，４ｄ・・・照明ユニット
１０，１０ａ・・・照明システム
１２・・・電流源
１３・・・ケーブル接続
１４・・・定電流源
１６・・・電流源コントローラ（システム制御ユニット）
１８・・・メモリ
２０・・・変調スイッチ
２２・・・光源
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２４・・・バイパススイッチ（バイパス手段）
２６・・・制御ユニット
２８・・・電力変換装置
３０・・・メインコントローラ
３２・・・ＰＷＭコントローラ（ＰＷＭ駆動ユニット）
３４・・・クロック発生器（クロック装置）
３６・・・シフトレジスタ
３６・・・順方向ショートカットスイッチ（スイッチング手段）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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