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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明装置をオン状態に設定すると、照明を提供するように構成した光源と、
　前記照明装置の外からの入射光線に応じて前記光源を制御するように構成した光制御回
路と、
　を含み、
　前記光制御回路を、前記照明装置をオン状態に設定すると、照明に周期的なギャップを
生成するために前記光源を周期的かつ一時的にオフにするよう構成し、前記光源を、前記
周期的なギャップ中および前記照明装置がオフ状態に設定されたときに前記入射光線を検
出するよう構成し、前記周期的なギャップは、前記照明装置に給電する交流電圧源の周波
数に同期される、照明装置。
【請求項２】
　前記光制御回路は、前記入射光線によって伝えられる光学的に変調したコマンドに反応
する、請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記光制御回路は、前記光源をオフにした前記ギャップ中に前記入射光線に反応する、
請求項１に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記光制御回路は、前記照明装置の外からの入射光線を復調して、前記入射光線によっ
て伝えられる光学的に変調したコマンドを検出するように構成した受信機ブロックを含み
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、
　前記受信機ブロックは、前記光源をオフにした前記周期的なギャップ中に、前記入射光
線に反応する、請求項１に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記光制御回路は、前記照明装置をオン状態に設定すると、前記ギャップ中以外に、前
記光源をパルス幅変調するよう構成される、請求項１に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記光制御回路は、受信データコマンドに応じて、前記光源の前記パルス幅変調を変え
て、調光能力を得られる、請求項５に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記交流電圧源によって動作可能に駆動する電源ブロックであって、前記光制御回路と
前記光源に電力を供給するよう構成する電源ブロックを更に含む、請求項１に記載の照明
装置。
【請求項８】
　前記光源を、第２照明装置又はリモコン等の外部装置と通信するよう制御するように、
前記光制御回路を構成する、請求項１に記載の照明装置。
【請求項９】
　交流電圧源によって給電される照明装置を操作する方法であって、
　前記照明装置をオン状態に設定すると、前記方法は、
　第１時間に、照明を提供するために光源を動作するステップと、
　第２時間に、照明に周期的なギャップを生成するために周期的且つ一時的に前記光源を
オフにするステップであって、前記周期的なギャップは、前記照明装置に給電する前記交
流電圧源の周波数に同期される、ステップと、
　前記周期的なギャップ中および前記照明装置がオフ状態に設定されたときに、前記照明
装置の外からの入射光線を検出するステップと、
　前記入射光線に応じて、前記照明装置を制御するステップと、
　を含むことを特徴とする、方法。
【請求項１０】
　前記制御するステップは、
　前記入射光線によって伝えられた光学的に変調されたデータコマンドを復号するために
、前記入射光線を復調するステップと、
　前記入射光線から復号された前記データコマンドに応じて、前記照明装置の属性を変え
るステップと、
　を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記属性は、前記照明装置内における１つ又は複数の光源に関する調色設定を含む、請
求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記照明装置の外からの入射光線は、環境光を含み、
　前記制御するステップは、検出された環境光の量に応じて前記照明装置の明るさを調整
することを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　照明装置であって、
　前記照明装置をオン状態に設定すると照明を提供するように構成された第１のＬＥＤ及
び第２のＬＥＤと、
　前記第１のＬＥＤから提供された照明に周期的なギャップを生成するために、周期的且
つ一時的に前記第１のＬＥＤをオフするように構成された光制御回路であって、前記周期
的なギャップは前記照明装置に給電する交流電圧源の周波数に同期される、光制御回路と
、を含み、
　前記第１のＬＥＤは、前記周期的なギャップ中に前記第２のＬＥＤから放出される光を
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検出し、前記照明装置がオフ状態に設定されたときに環境光を検出する光検出器として構
成される、照明装置。
【請求項１４】
　前記光制御回路は前記照明装置によって生成された光の色を調整するように構成されて
いる、請求項１３に記載の照明装置。
【請求項１５】
　前記第１ＬＥＤ又は前記第２ＬＥＤ又は両前記ＬＥＤによって生成された光は、前記色
を調整するために調整される、請求項１４に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、以下の同時係属中である米国特許出願の優先権を主張し、米国出願全体を本
明細書に組込むものとする。
　２００９年７月１２日付で、「インテリジェント照明装置（ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＴ　
ＩＬＬＵＭＩＮＡＴＩＯＮ　ＤＥＶＩＣＥ）」）と題して出願した仮出願番号第６１／２
２４，９０４号
【０００２】
　本発明は、照明装置とその照明装置の制御に関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来の照明では、歴史的に白熱灯や蛍光灯が使用されてきたが、近年、青色ＬＥＤの発
明と共にＬＥＤライトが使用され始めた。ＬＥＤライトの初期費用は高いが、長期的には
消費電力が抑えられるため、全体の照明費用を大幅に下げることができる。電力効率の良
いＬＥＤライトの初期費用が高い理由の一つは、電源からＬＥＤへの電流を一定にするの
に、特別な電子機器が必要となるためである。しかしながら、そうした特別な電子機器を
使えば、ライトの遠隔操作、調光、光検知、タイミング、調色等の機能が、極めて少ない
追加費用で実行可能となる。従来の照明に関するこうした機能は、ライトへの電力をオン
／オフする別個の電子装置で実行しており、そのためより費用がかかり、複雑となってい
る。
【０００４】
　今日の殆どのＬＥＤライトは、互いに直列及び／又は並列に接続された複数のＬＥＤか
ら構成され、スイッチング電源で駆動する。ライトに接続された商用交流電源では、電源
電圧、８５～２４０ＶをＬＥＤ用電流に変換し、一方、電池給電式ライトの電源では、電
池電圧をＬＥＤ用電流に変換する。こうした回路については、商用電源電圧接続用はＯｎ
Ｓｅｍｉ社やＳｕｐｅｒｔｅｘ社、電池給電用はＭａｘｉｍ社といった会社から提供され
ている。
【０００５】
　それほど効率的でないＬＥＤライトは、直列抵抗を通してＬＥＤを電源に単に接続して
いる。この場合、コストは安くはなるが、抵抗がかなりの電力を消費し、交流電源と接続
すると、ライトの力率は低くなる。ＬＥＤは、交流波形のピーク時にだけ導通するため、
力率が悪い。
【０００６】
　ライトにおけるＬＥＤは、白を含む任意の色又は色の組合せとすることができる。白色
ＬＥＤは、通常一種の黄蛍光体で被覆した青色ＬＥＤを使って作製される。ＬＥＤからの
青色光の大部分は該蛍光体に吸収され、緑色、黄色、若干の赤色に対応する低周波数で再
発光される。このやり方の幾つかの長所としては、低コストである点や、より自然な連続
スペクトル光となる点が挙げられる。短所としては、蛍光体における損失により効率が低
下する点、ＬＥＤからは青み掛かった色が出る点、蛍光体の劣化によって信頼性が低下す
る点が挙げられる。Ｃｒｅｅ　Ｌｉｇｈｔｉｎｇ社や日亜化学株式会社といった会社が、
そうした高輝度ＬＥＤを販売している。
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【０００７】
　ある特定のＣｒｅｅ社製品のスペクトルでは、ＬＥＤよって生成した青色光である４５
０ｎｍ近辺で鋭いピークが見られ、蛍光体からの黄色である５５０～６００ｎｍ付近で幅
広いピークが見られる。５００ｎｍと７００ｎｍでは、出力パワーはピーク電力の２０％
に過ぎない。対照的に、太陽光のスペクトルは、５００ｎｍの直下から７００ｎｍの直上
まで実質的に平坦である。
【０００８】
　スペクトルの赤色端でのエネルギ不足を解消するのに、Ｃｒｅｅ　Ｌｉｇｈｔｉｎｇ社
は、赤色ＬＥＤ列と共に蛍光体でコーティングした青色ＬＥＤ列を含むオーバーヘッド用
２色ＬＥＤランプを製造している。ＲＧＢ光源と、Ｃｒｅｅ社の白色ＬＥＤと赤色ＬＥＤ
を合わせた解決策と、白熱灯の標準的出力とで発生させた其々のスペクトルを比較すると
、ＲＧＢと白＋赤色光のどちらのスペクトルも、白熱灯や太陽光のスペクトルにも十分に
匹敵しないものの、白＋赤色光は多くの用途に対して費用／性能の面で妥協できる。
【０００９】
　色スペクトルの見地からした理想的なＬＥＤライトは、白熱灯又は太陽光に略近い光を
生成するように、様々な電力レベルで動作する多数の異なる色のＬＥＤから構成するもの
であろう。赤色、黄色、緑色、青色の組合せが恐らく最少色数である。このやり方で良好
なスペクトルが得られ、エネルギ効率が良くなり、信頼性も高くなるはずだが、各色の相
対的な電力レベルの制御は、今日では実際問題として難しく、また高価である。
【００１０】
　プロセス変動、温度、経年劣化などに対して色を制御する、たった３色（ＲＧＢ）のＬ
ＥＤライトでさえ構築するのに課題がある。技術としては、３個の光学的にフィルタリン
グしたフォトダイオードを通してＲＧＢ駆動回路にフィードバックするものが挙げられる
。各フォトダイオードを、各ＬＥＤの色に調整して、ＩＣの信号検出及び信号処理機能に
接続する。次に、信号処理装置で、赤色、緑色、青色の駆動電流をそれに応じて制御する
。こうしたカラーフィルタフォトダイオードは、浜松ホトニクス株式会社が提供している
が、比較的高価で、本来ならば受光ではなく光生成専用となるはずの基板空間を消費して
しまう。
【００１１】
　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ社は、液晶ディスプレイのバックライ
ト用ＲＧＢのＬＥＤドライバを提供している。同社の商品ＬＰ５５２０は、ＬＥＤの光出
力に関する初期変動を較正して、温度に応じて調節できるようになっている。しかしなが
ら、これも経年劣化を補償するものではない。ＬＥＤの中には出力パワーが時間の経過と
共に大きくなるものもあれば、小さくなるものもあるため、唯一の効果的な補償手段は、
各照明部品の光パワーを実際に測定することを通して行うものである。
【００１２】
　Ｃｒｅｅ社の白＋赤色ＬＥＤランプは、２チェーンで６個の白色ＬＥＤと、３０個の赤
色ＬＥＤを並列／直列に組合せた１組との計３６個のＬＥＤを含む。また、同ランプは、
米国特許出願公開第２００８‐０３０９２５５号に記載したように、色を維持するために
光検出器と温度センサを含む。波長選択性がある光検知器で、短い発光波長（緑色以下）
をモニタして、それに応じて赤色ＬＥＤの輝度を調整する。同様に、温度も温度計測素子
でモニタし、その温度を使用して、赤色ＬＥＤに対する駆動電流を調整し、温度上昇によ
る輝度劣化を補償する。赤色ＬＥＤによって発生した光パワーも、緑色より波長が長い白
色ＬＥＤによって発生した光パワーも、測定していない。耐用年数に亘る赤色ＬＥＤの輝
度変化については、全く補償されない。色をよく識別でき、更なる光検出器や温度センサ
のための費用や基板空間を必要とせずに、異なる色のＬＥＤを駆動、制御する、費用対効
果が優れた解決方法があれば、有益であろう。
【００１３】
　従来の調光スイッチは、商用交流電圧をそのサイクルの一部分中にのみ白熱灯に印加可
能にするトライアック回路を使用する。例えば、半分のパワーに設定すると、ライトへと
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通過する電圧信号は、正弦波電圧の第１の９０度に対してゼロとなり、ピーク振幅にジャ
ンプし、第２の９０度に対してゼロになるまで正弦波に従い、次の９０度に対してゼロの
ままとなり、最終的に負のピーク電圧までジャンプして、正弦波に従いゼロに戻る。この
やり方は、抵抗性である白熱電球を消費者が調光するのに、安価で効果的な方法である。
【００１４】
　トライアック調光器は電球の電力消費量を抑えるが、電力会社が発電しなければならな
い電力量は減少しない。電力会社では、電圧と同相にした電流を生成する。電圧が増大す
るにつれて、電流は増大する。発電所の全負荷を、トライアック回路で５０％調光したラ
イトで構成したとすると、正負サイクルの前半で発生する電流は電球には行かず、何処か
に行くことになろう。電力会社は、ライトが完全に点灯している、又は調光されているか
に関係なく、同量の電力を発電しなければならず、送電系統における潜在的に危険な過渡
現象に対処しなければならない。
【００１５】
　ＬＥＤからの光を、所謂パルス幅変調（ＰＷＭ）を使用して駆動電流を減少させる、又
は電流を印加する時間を短縮することで、減光できる。電流を、人間の目で知覚できない
速さで、所望する光出力に比例したデューティサイクルで、オン／オフする。ＬＥＤが生
成する光の波長は、駆動電流に従い変化するため、ＰＷＭによる調光が好ましい場合があ
る。白熱灯をＬＥＤライトに取替えても、既存のトライアック調光器で、引続きライトに
対する給電を調整できる。ＰＷＭ調光を可能にするには、ＬＥＤライトの回路で、電源を
フィルタリングし、電源のデューティサイクルを検出して、ＰＷＭのデューティサイクル
をそれに応じて調整しなければならないが、そのために更に費用が掛かり、複雑になる。
【００１６】
　光センサは、室内の環境光又は屋外の日光を測定して、それに応じてランプの輝度を調
節するのに、一般的に使用されている。屋外灯は、夕暮れにオンにし、明け方にオフにし
てもよく、屋内灯は、窓からの光とランプからの光との合計が一定になるように調光して
もよい。既存の技術にでは、そうした光センサは、ランプからの光が光センサと干渉しな
いように、ランプから離して配置する必要がある。通常、光センサは、分離して設置する
必要がある電子装置である。ランプから出力した光の影響を受けず、全く配線を変更せず
に済む内蔵光センサを有するランプは、有益であろう。更に、光センサ無しでそうした機
能を提供可能なランプであれば、なお有益であろう。
【００１７】
　ライトをオン／オフするタイマは、通常、壁コンセントに差込んで、時刻に基づいて、
取付けたライトへの給電を断接する。こうした装置は、一般的に嵩張る。備え付けのライ
ト用ソケットは、大幅な配線変更無しにはタイマ用にはできない。追加費用や配線変更の
必要がないタイマ機能を内蔵した交換用電球は有益であろう。
【００１８】
　新築家屋や商用建築物における電気配線と照明スイッチは、建設費のかなりの部分を占
める。更に、調光器を有するライト用スイッチは、単純なトグルスイッチより遥かに高価
で、そのため滅多に使用されない。例えば、テレビのリモコンのような装置で遠隔制御で
きるライトは、配線費用を大幅に軽減でき、且つ付加機能も提供できるため、有益であろ
う。
【００１９】
　発展途上諸国は、先進国の技術を発展段階を飛び越えて利用（ｌｅａｐｆｒｏｇｇｉｎ
ｇ）している。例えば、太陽光発電付きの家は、発展途上諸国（たとえば、ケニア、イン
ド等）で広く普及している。照明は、伝統的に薪で、最近では、灯油で行われてきたが、
これらは非常に効率が悪い。ソーラーパネル、車のバッテリ、ＬＥＤライトを組合せて、
遥かに優れた解決方法を提供できる。日中に、ソーラーパネルでバッテリを充電しておき
、夜間に、ＬＥＤライトで電力を消費する。再充電システムの有効性によって、システム
の有用性が左右される。そのため如何なる太陽エネルギ効率化も重要となる。ＬＥＤを感
光性とし、光に曝されると発電可能にする。そうしたエネルギを利用するのは有益であろ
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う。
【００２０】
　本明細書に記載した本発明は、様々な実施形態で、上述した問題に対する解決方法を提
供する。
【発明の概要】
【００２１】
　ある例示的な実施形態では、改善した照明装置は、ＬＥＤランプの構成要素を使用して
、極めて低コストで上記機能の一部又は全てを実行する。光を生成するＬＥＤを、一時的
に、例えば人の眼で知覚出来ない期間、ランプによりコマンドを光学的に受信するために
、周期的にオフにすることができる。光学的に送信われるコマンドは、例えばリモコンを
使用して、ランプに送ることができる。照明装置は、オフ状態のＬＥＤを使用して、デー
タを受信し、次に、それに従い光を設定したり、光を測定したりする。かかる光を、光セ
ンサ機能に関しては環境光とし、混色を調整するためには照明装置の他のＬＥＤからの光
とすることができる。
【００２２】
　ある例示的な実施形態では、照明装置は、ＬＥＤを使用して光を生成し、且つ従来の照
明では不可能な節電機能を実行する制御装置との双方向通信を提供する。例えば、照明装
置を、リモコンからの変調光でプログラミングして、オン／オフしたり、輝度や色を調整
したり、環境光又はタイマのカウント値の変化に応じてオン／オフしたりできる。通常運
転中には照明を生成するＬＥＤを、周期的にオフにして、人の目で知覚不可能な短い間隔
中に、制御装置からの変調光を受信する。リモコンからのコマンドに応じて、照明装置は
データに従って変調した光を生成できる。また、リモコンをオフにし、太陽光に曝すと、
制御装置のＬＥＤにより、トリクル充電電流を供給して、電池残量を満杯に維持できる。
【００２３】
　ある態様では、本発明は、インテリジェント照明装置システムと、場合によっては、リ
モコンを提供する。商用交流電源に通常接続する照明装置は、通常電池式のリモコンから
、光を介して、コマンドを受信できる。次に、リモコンは、タイマ又は光検出動作するラ
ンプをプログラムする。例えば、日が暮れると、ランプはオンになり、その後消え、電源
スイッチをオンにすると、ライトが着き、一定時間が経つと消え、ライトは一定時間で着
いたり、消えたりし、ライトは夕暮れに着き、夜明けに消えるようにできる。また、調光
を有効又は無効にできたり、環境光に基づいて自動的に調整できたりする。
【００２４】
　オンにすると、照明装置は、周期的にＬＥＤをオフにして、コマンドが送られているか
を判定する、又は環境光を測定する。リモコンは、そうした一時的なライトのオフと同期
し、ユーザが指示すれば、コマンドを送る。コマンドは、オン／オフ、調光、タイマ、フ
ォトセル（光電管／光電池）、色等とすることができる。リモコンでライトをオフにして
も、交流電源は引続き有効である。装置は低パワーモードとなる。リモコンでライトをオ
ンにすると、入射光線がＬＥＤを駆動して、ライトをオン可能にできる。また、ライトを
、交流電源を除去してオフにでき、交流電源をオンにしてオンにできる。あるシーケンス
で電力を循環させることで、光をデフォルト状態にリセットできる。
【００２５】
　ある実施形態では、照明装置は、感光性ＬＥＤ（即ち、赤色ＬＥＤ）を使用して、光出
力を一時的にオフにする間隔中に、受信データ又は直流光を検出する。多色ライトに関し
ては、照明装置は、最も長波長のＬＥＤ（即ち、赤色ＬＥＤ）のチェーンを使用して、他
色の出力パワーを検出できる。最も長波長のＬＥＤの２チェーンでは、各チェーンは、他
方の連の出力パワーを測定でき、それによりフィードバックループが、各色や配合した混
色の出力パワーを制御可能になる。
【００２６】
　調光スイッチに接続してもよい、又はしなくてもよい既存のソケットに、照明装置（即
ち、「ランプ」）を設置したなら、照明装置をリモコンで調光できる。リモコンは、短い
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「オフ」期間中に、出力光レベルを増大又は減少させるコマンドを送る。調光機能を、好
適には、スイッチングレギュレータ周波数にロックされたスイッチング周波数でＬＥＤ駆
動電流のパルス幅を変調して、或は単にＬＥＤ駆動電流を調整して、実行できる。
【００２７】
　光検出を可能にした場合、短い光オフ期間中に、最も長波長のＬＥＤチェーンを使用し
て、環境光を測定できる。これを行うために、ＬＥＤを、光起電力モードに設定し、入射
光線に比例する電圧を生成してもよい。電圧がコマンドで指定したレベルを超えた場合は
、ランプはそれに応じてオフにできる。電圧が指定レベルより低くなった場合は、ランプ
はオンにできる。こうしたメカニズムにより、ライトを夜間にオンにし、日中にオフにす
ることができる。タイマと組合せて、ライトを夕暮れにオンにし、指定した時間後にオフ
にすることもできる。
【００２８】
　タイマを有効にすると、ランプは、様々な時刻にオン／オフでき、又はオンにしてから
指定した時間後にオフにすることができる。ランプは、遠隔操作で、スイッチによって給
電することで、又は光センサ機能で、オンにできる。アプリケーションに接続した商用電
源では、タイマを、正確な周波数基準に対して交流周波数と同期させる。
【００２９】
　電池で駆動すると、感光性ＬＥＤチェーンは、トリクル電流を供給して、電池を再充電
できる。３０個の赤色ＬＥＤによるチェーン（例えば、ＣＲＥＥ社製ランプにおける）で
は、使用頻度が少ない非常灯等の用途で、充電式電池を充電状態に維持できる略１ｍＷの
パワーを生成できる。発展途上国で一般的な太陽電池式やオフグリッドシステム等の用途
に関しては、ランプの充電能力により、太陽光パネルの充電能力を増大させることができ
る。
【００３０】
　添付図面を参照することにより、本発明について一層良く理解でき、本発明の多数の目
的、特徴、効果が、当業者に明白になろう。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】照明装置及びリモコンの例示的な系統図である。
【図２】例示的な照明装置で実行可能な機能の例示的なリストである。
【図３】照明装置とリモコン間のデータ通信に関する例示的なタイミング図である。
【図４】照明装置とリモコン間でデータをやり取りするビットタイミングとコード構成の
例示的なタイミング図である。
【図５】例示的な照明装置のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　異なる図面で同じ参照記号を使用していれば、同等の、又は同一のアイテムを意味する
ものとする。本発明は、様々な変更例や別の形を取ることができるが、本発明の特定の実
施形態について、図面で一例として示し、本明細書で詳細に説明する。しかしながら、当
然、図面やそれに対する詳細な説明は、開示した特別な形に本発明を限定するものではな
く、逆に、付記したクレームで規定した本発明の趣旨及び範囲に入る、全ての変更例、均
等物、変形例を包含するものとする。
【００３３】
　ここで図面を参照すると、図１は、照明装置１１とリモコン１２を含むインテリジェン
ト照明装置システム１０の一実施例である。好適には、リモコン１２を、懐中電燈やテレ
ビのリモコンのような電池式とし、リモコン１２を使用して、変調光で照明装置１１をプ
ログラムする。照明装置１１を、好適には、電気ソケット（例えば、エジソン式ソケット
）の商用交流電源で駆動すると、照明装置１１をリモコン１２で制御できる。照明装置１
１を光生成可能にする（即ち、「オンにする」又は「光を生成させる」）と、照明装置１
１は、リモコン１２からのコマンドもしくは環境からの環境光を検出する、又は多色照明
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装置１１の色を較正するために、一時的に及び周期的に発光を停止する。照明装置１１を
、商用交流電源で駆動するが、光を生成可能にしない（即ち、「オフにする」）と、照明
装置は低パワー状態になる。この状態では、リモコン１２からのコマンドを、照明装置１
１によって引続き検出できる。照明装置１１は、データに従い変調した光を即座に生成し
て、リモコン１２に応答する。照明装置１１をデフォルト状態にリセットするのに、照明
装置１１への電力を、特定のシーケンスで循環させる。
【００３４】
　図１は、多くの可能なインテリジェント照明装置システムのほんの一例である。例えば
、照明装置１１を電池で駆動できる、又はリモコン１２を商用交流電源で駆動できる。別
の実施例では、照明装置１１を設計又は製造する際にプログラムするなら、リモコン１２
は全く不要である。事前にプログラムする装置の例として、事前に設定された常夜灯や、
オンにしてから例えば１時間（又は、他の遅延時間）後に自動的にオフになるライトが挙
げられる。そのような場合は、照明装置の機能を減らしてもよい。
【００３５】
　別の実施例では、プログラミング中に、リモコン１２からの光で、無電源照明装置１１
を駆動できる。例えば、消費者は、こうしたリモコンを含む電球交換品を購入できる。そ
の後、消費者は、電球をリモコンにかざして、電球をオンにしてから３５分後にオフにす
るよう設定し、次に、プログラムした電球を、何処かのソケットに持って行き、螺着でき
る。こうした電源内蔵式変形例でなければ、電球をプログラムするために、通電したソケ
ットに螺着する必要があり、これは可能ではあるものの少し不便かも知れない。
【００３６】
　更なる実施例では、使用していない時には、リモコンの電池を、太陽光又は環境光によ
って充電できる。また、複数の照明装置１１は互いに通信できる。例えば、様々な政府は
、近年、人が存在しているか否かに基づいて自動的にオン／オフするインテリジェントラ
イトを特定の建物に設ける義務を導入している。大手照明会社の中には、動作検出器付き
ランプと、９００ＭＨｚのＲＦトランシーバから成るシステムを提供する会社もある。部
屋の１個のランプが動作を検出すると、残りのライトにオンするよう伝える。このやり方
についての２つの課題は：（１）ライトが高価である点と、（２）ＲＦ信号が壁を通過し
、人が居ない他の部屋まで届く点である。本明細書に記載した装置は、（１）ＲＦ回路の
費用を必要とせず（２）壁も通過しない光を介して互いに通信できる。また、調光や色制
御のような機能は、ランプが互いに通信することから利益を得られる。例えば、ユーザは
、１個のランプをプログラムして、その後、当該ランプで他のランプを再設定できる。更
なる用途としては、２個のランプを絶えず互いに通信させるセキュリティがある。侵入者
が該ランプ間を通り、一瞬でも光を遮ると、ランプがこれを検出し、建物の他のランプに
、中央警備システムへのデイジーチェインのような方式で、情報を送信する。
【００３７】
　表２は、リモコン１２に照明装置１１をオン／オフ可能にさせ、出力を調節可能にさせ
、色を３つの異なる設定の１つに変更可能にさせる、照明装置１１に対するコマンド１４
のリスト例である。また、照明装置１１を、特定のカウントに達した時刻カウンタに応じ
て、又は環境光が特定レベルより下がると自動的にオンするように、及び照明装置１１が
オンしてからタイマが特定のカウントに到達した後に、又は環境光が特定レベルより上が
ると自動的にオフするように、設定することができる。この実施例では、色の混合につい
て常時自動的に測定し、特定の設定に調整する。コマンド１４のセット例では、４ビット
を使用して、１６進コード１３を作成できる。
【００３８】
　好適には、１６進コード１３の前に同期パターンを付けて、その後にパリティを付けて
、８ビットの転送シーケンスを作成する。また、時間を設定するコマンドが、実際の時刻
に追従しなければならない。１日は１４４０分あるので、分解能１分とした時間には１１
ビットが必要で、この１１ビットを、コマンド後に連続した２回の転送で送信できる。
【００３９】
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　表２は、多くの可能なコマンド１４と１６進コード１３のセットのほんの一例である。
例えば、多色ライトにおいて、個々の構成要素を調光できる、又は色較正を可能／不可能
にできる。別の実施例として、時刻カウンタで、曜日もカウントすることができる。照明
装置１１は、これらの機能のサブセットを有することができる、又はストローブや連続的
に色を変化させる等の様々な他の機能を有することができる。また、照明装置１１の状態
やレジスタ内容を読出すこともできる。更に、コマンド１４に対する１６進コード１３の
割り付けを、完全に違うものにしてもよく、コマンド１４の数に応じて、より多い又は少
ないビットを含んでもよい。
【００４０】
　図３は、照明装置１１が光を生成している際に、照明装置１１とリモコン１２との間で
コマンド１４を通信するタイミング図の例である。光を生成しないと、照明装置１１から
のパルス幅変調光ＰＷＭ２０を、ギャップ２１によって周期的に遮断する。本実施例のギ
ャップ周期２２は１秒である。ギャップ時間２３を、商用電源周期の半分、即ち６０Ｈｚ
で８．３３ミリ秒と等しくする。リモコン１２は、照明装置１１からのＰＷＭ２０光のギ
ャップ２１に同期し、ギャップ２１中に、コマンドＣＭＤ２４を送信できる。ＣＭＤ２４
をリモコン１２から送信し、照明装置１１が正しく受信すると、照明装置１１は、ＣＭＤ
２４直後に応答ＲＳＰ２５を提供する。好適には、リモコン１２を、狭い範囲に集光させ
て（懐中電灯のように）、複数のかかる照明装置を有する部屋で、ユーザが、特定の照明
装置に向けてリモコンのコマンドを送るのを助けるようにしてもよい。ユーザは、光線を
視認して、その光線で直接１個のライトに照らすようにできる。このようにして、リモコ
ンからの光を照明装置に集光したり、照明装置からの光をリモコンの検出器に集光したり
する。
【００４１】
　この実施例では、照明装置１１からの光を、商用電源周波数を１６回、即ち６０Ｈｚ交
流で９６０Ｈｚにパルス幅変調して、ＬＥＤ波長を変えずに調光可能にする。最大輝度で
は、オフ時間を非常に短くする、又は全く存在させず、低光レベルでは、オン時間を短く
する。パルスの周波数は固定したままにする。リモコン１２を照明装置１１との同期を喪
失しないために、ギャップ２１直前の照明装置１１からのパルスを、好適には、リモコン
１２が検出可能な最小幅より狭くしないようにする。
【００４２】
　別の実施例では、連続するコマンドをより速く通信可能にするように、照明装置１１と
リモコン１２が第１ＣＭＤ２４を通信した後に、１秒のギャップ周期２２を、例えば２０
０ミリ秒に短縮することができる。低パワーと高パワーとの間に多数のパワーレベル段階
が存在することもあるため、これは調光にとって重要でありうる。リモコン１２がコマン
ド送信を停止したなら、ギャップ周期２２は元の１秒間隔まで広くなる。
【００４３】
　照明装置１１が光を生成していない場合には、リモコン１２は、ギャップ２１を検出せ
ずに、コマンドＣＭＤ２４をいつでも送信できる。図３に示したプロトコルは、トランザ
クション前後に照明装置１１がＰＷＭ２０光を出力しない点を除いて、変わらない。
【００４４】
　コマンドＣＭＤ２４を送信しない場合、又は照明装置１１が光を生成していない場合に
は、照明装置１１はギャップ２１中に環境光を測定できる。コマンドＣＭＤ２４を送信す
る場合には、環境光レベルを受光から減算して、その結果を使用して、照明装置１１をオ
ン／オフするタイミングを、光センサの機能を有効にする際に、決定する。更に具体的に
は、照明装置がコマンドを受信している際に、背景光又は環境光により、ＬＥＤ（又はフ
ォトダイオード）全体の光誘起電圧で直流オフセットが発生する。コマンドが全く送信さ
れない時にギャップ２１中に光誘起電圧を測定して、コマンドを受信する時に該測定電圧
を誘起電圧から減算することにより、この直流オフセットを除去できる。又は、照明装置
内の受信機により、誘起電圧を高域フィルタリングして、直流オフセットを除去できる。
データ転送速度は遅いので、受信機は直流阻止（及び等化）用デジタルフィルタを使用し
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てもよい。直流オフセットについてコマンドを受信する前に分かれば、デジタルフィルタ
の初期状態をそれに応じて設定でき、整定時間を短縮できる。光センサの機能を有効にし
た場合、照明装置が光を生成している時には、環境光をギャップ２１中に測定し、光を生
成していない時には、常時測定する。
【００４５】
　また、多色照明装置１１では、ギャップ２１中又は照明装置１１が光を生成していない
時に、個々の色の強度を測定できる。例えば、照明装置１１をオンにすると、照明装置１
１は、各色の強度を簡単に測定して後に、所望する光を生成できる。その後、例えば照明
装置が暖まると、周期的に、ギャップ２１中に色成分を測定できる。
【００４６】
　図３は、多くの可能なタイミング図のほんの一例である。ギャップ周期２２及びギャッ
プ時間２３は、用途に応じて、大幅に異なるものにできる。応答ＲＳＰ２５を、異なる時
間で送信できる、又は全く送信しないこともできる。コマンドＣＭＤ２４は、ＰＷＭサイ
クルがオフの間でも送信でき、応答ＲＳＰ２５は、ＰＷＭデューティサイクル中にバラツ
キが出てもよい。更なるエラー防御を提供するために、コマンドＣＭＤ２４を、１回又は
複数回繰返して後に、有効にできる。多様なタイミング図と通信プロトコルを実行できる
。電池又は商用交流電源の代わりにリモコン１２からの光で駆動する照明装置１１に関し
ては、プロトコルは、コンデンサに、例えば照明装置１１を駆動し、データを通信するた
めの電荷を十分に蓄積して、十分な照明持続時間を含むことができる。
【００４７】
　図４は、照明装置１１が光を生成している時の、照明装置１１とリモコン１２とのビッ
トレベルの通信について説明しているタイミング図の例である。通信は、照明装置１１が
ＰＷＭ２０の出力を停止することで開始する。照明装置の同期ＩＤＳＹＮＣ３０パルスが
、ギャップ２１の前に照明装置１１が生成する最後のＰＷＭパルスとなる。ＩＤＳＹＮＣ
３０の幅を、リモコン１２が検出可能な最小パルス幅より大きくする。短い一連のパルス
といった他の同期シーケンスも、各ギャップ２１前に生成してもよい。リモコン１２から
のＣＭＤ２４は、同期パターンＳＹＮＣ　３１の３つの１と、１６進コード１３と、偶数
パリティビットＰ３２とを含み、これらをバイフェーズ符号化する。この実施例では、コ
マンド１４を、「ライトをオフにする」とする。照明装置１１で適切にＣＭＤ２４を受信
した場合、応答ＲＳＰ２５は、ＣＭＤ２４を構成したのと同じバイフェーズ符号化したＳ
ＹＮＣ　３１、１６進コード１３、パリティＰ３２を含む。
【００４８】
　照明装置１１が光を生成していない場合には、図４で示したプロトコルは、照明装置が
トランザクション前後でＰＷＭ２０光（又はＩＤＳＹＮＣ３０）を出力しない点を除いて
、変わらない。
【００４９】
　図４は、多くの可能なビットタイミング図のほんの一例である。このプロトコルは、バ
イフェーズ符号化の代わりに、４ｂ５ｂ、８ｂ１０ｂ、ＮＲＺ等の多くの公知な符号化方
式のいずれを使用することもできる。ＳＹＮＣ３１は、全く何もないものも含む、様々な
長さ及びシーケンスを有することができる。１６進コード１３は、より多くの又は少ない
ビットを有することができ、パリティＰ３２は偶数又は奇数、２ビット以上、又は全く無
くすることができる。ＣＲＣコードを、エラー検出に使用できる。リモコン１２からの光
で駆動する照明装置１１に関しては、プロトコルを大幅に異なるものにできる。特に、リ
モコン１２から発光した光によって、例えば照明装置１１から送信したビット間で照明装
置１１のコンデンサを再充電しながら、データを一度に１ビットずつ、照明装置１１から
リモコン１２に送信する必要があるかも知れない。これを行うために有用なトランシーバ
技術が、米国特許出願第１２／３６０，４６７号（２００９年１月２７日付で、デヴィッ
ド・ジェイ・ナップ（Ｄａｖｉｄ　Ｊ．Ｋｎａｐｐ）氏が「ノード間の双方向ポイントツ
ーポイント通信リンクを利用したフォールトトレラントなネットワーク（Ｆａｕｌｔ　Ｔ
ｏｌｅｒａｎｔ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｕｔｉｌｉｚｉｎｇ　Ｂｉ-Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ
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　Ｐｏｉｎｔ-ｔｏ-Ｐｏｉｎｔ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｌｉｎｋｓ　Ｂｅｔｗ
ｅｅｎ　Ｎｏｄｅｓ）」と題して出願）と、米国特許仮出願第６１／０９４，５９５号（
２００８年９月５日付で、デヴィッド・ジェイ・ナップ氏が「光通信装置、方法、及びシ
ステム（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ，　Ｍｅｔｈｏｄ
　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ）」と題して出願）と、米国特許出願第１２／５８４，１４３号
（２００９年９月１日付で、デヴィッド・ジェイ・ナップ氏が「光通信装置、方法、及び
システム（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ，　Ｍｅｔｈｏ
ｄ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ）」と題して出願）に記載されており、夫々を全体として参照
により本明細書に組込むものとする。
【００５０】
　図５は、例示的な照明装置１１に関するブロック図の例であり、該照明装置１１は、Ｅ
ＭＩフィルタ及び整流器４１、交流／直流変換器、分圧器、集積回路ＩＣ５４、ＬＥＤチ
ェーン５３を含む。ＥＭＩフィルタ及び整流器４１とで、全波整流バージョンの商用交流
電源ＶＡＣ４０を構成し、商用電源に対する過渡障害が整流電力に影響を与えることや、
照明装置１１のスイッチングノイズが商用電源に影響を与えることを抑制する。分圧器は
、抵抗Ｒ４２及びＲ４３を含み、ＩＣ５４に対する減電圧バージョンの整流した商用電源
信号である信号Ｓ５７を生成する。交流／直流交換器は、インダクタ４４及び４５（本明
細書ではまたインダクタＬ４４及びＬ４５とも表す）、コンデンサ４６及び４７（また「
コンデンサＣ４６及びＣ４７」）、ダイオード（また「ダイオードＤ４８」）、Ｎチャン
ネルのスイッチトランジスタ４９（また「スイッチＮ４９」）、集積回路５４（ＩＣ５４
）上の電力制御装置６２を含む。本実施例では、ＬＥＤチェーン５３を示しており、該チ
ェーンは、ＬＥＤ５０、ＬＥＤ５１、ＬＥＤ５２から成り、ＬＥＤ５２とＬＥＤ５３との
間を点線にして、ＬＥＤチェーン５３が多数のＬＥＤを含むことを示している。この構造
は、単色ライト、又は青色ＬＥＤに蛍光体コーティングを施して作製する白色ライトに典
型的なものである。多色照明装置は、通常、各色別にＬＥＤチェーンを有する。
【００５１】
　ＩＣ５４は、メモリ及び制御装置６０、ＰＬＬ及びタイミング６１、電源制御装置６２
、受信機６３、出力ドライバ６４を含む。メモリ及び制御装置６０は、タイマや光センサ
を有効にする等の設定情報を保存する不揮発性メモリと、調光等の設定のための揮発性（
又は不揮発性）メモリを含む。また、メモリ及び制御装置６０は、リモコン１２とのデー
タ転送を管理し、パルス幅変調（ＰＷＭ）ＬＥＤドライブ信号Ｓ５９を生成し、タイマと
、ＩＣ５４と照明装置１１の全機能を制御する状態機械とを実行する論理を含む。
【００５２】
　ＰＬＬ及びタイミング６１は、照明装置を駆動する際にＳ５７に位相ロックされる高周
波クロックを生成する位相ロックループを含む。Ｒ４２及びＲ４３から成る分圧器は、Ｉ
Ｃ５４の電圧定格を超えない、且つＰＬＬがそれに対してロックする低電圧バージョンの
整流商用電源電圧Ｓ５７を提供する。ＩＣ５４上の他の全回路は、ＰＬＬ及びタイミング
６１の出力（図示せず）に同期させる。
【００５３】
　ＰＬＬ及びタイミング６１により、商用電源の周波数にロックして、照明装置１１を、
時刻タイマ機能に関して正確な時間基準を維持可能にする。同様に、ギャップ周期２２と
ギャップ時間２３を、ＶＡＣ４０のタイミングに正確に一致させられる。そうしたタイミ
ングにより、複数の照明装置１１を、光を用いて互いに同期させ、直接通信可能にできる
。例えば、複数の照明装置（即ち「ＩＤ」）は、光を生成する直前にＧＡＰ（例えば、ギ
ャップ２１）をまず探すことで、互いに同期できる。適切なＧＡＰを見つけたなら、照明
装置はそれらと同期する。ギャップを全く見つけられない場合は、同期するものがなく、
当該照明装置が、他の照明装置がオンになる時にロック対象となるタイミングマスタにな
る。好適には、かかる照明装置は、同期が失われた場合でも検出可能に、また再ロック可
能にすべきである。照明装置及びシステムに関する、並びに可視光通信システム及び方法
に関する更なる実施形態が、米国特許仮出願第６１／３３６，２４２号（２０１０年１月
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１９日付で、デヴィッド・ジェイ・ナップ（Ｄａｖｉｄ　Ｊ．Ｋｎａｐｐ）氏が「照明装
置及び関連システム及び方法（Ｉｌｌｕｍｉｎａｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｒ
ｅｌａｔｅｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ）」と題して出願）と、米国特
許仮出願第６１／３３９，２７３号（２０１０年３月２日付で、デヴィッド・ジェイ・ナ
ップ氏他が「可視光通信のシステム及び方法（Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ
　ｆｏｒ　Ｖｉｓｉｂｌｅ　Ｌｉｇｈｔ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）」と題して出願
）に記載されており、夫々を全体として参照により本明細書に組込むものとする点に、更
に注目されたい。ディスプレイ関連システム及び方法、ディスプレイキャリブレーション
システム及び方法、ＬＥＤキャリブレーションシステム及び方法について、米国特許仮出
願第６１／２７３，５１８号（２００９年８月５日付で、デヴィッド・ジェイ・ナップ氏
が、「ディスプレイ及び光ポインタシステム、及び関連方法（Ｄｉｓｐｌａｙ　ａｎｄ　
Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｐｏｉｎｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ）」と題して出願）と、米国特許仮出願第６１／２７３，５３６号（２００９年８
月５日付で、デヴィッド・ジェイ・ナップ氏が、「ディスプレイキャリブレーションシス
テム及び関連方法（Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ
　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ）」と題して出願）と、米国特許仮出願第６１／２７
７，８７１号（２００９年９月３０日付で、デヴィッド・ジェイ・ナップ氏が、「ＬＥＤ
キャリブレーションシステム及び関連方法（ＬＥＤ　Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔ
ｅｍｓ　ａｎｄ　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ）」と題して出願）と、米国特許仮出
願第６１／２８１，０４６号（２００９年１１月１２日付で、デヴィッド・ジェイ・ナッ
プ氏が、「ＬＥＤキャリブレーションシステム及び関連方法（ＬＥＤ　Ｃａｌｉｂｒａｔ
ｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ）」と題して出願）
に記載されており、夫々を全体として参照により本明細書に組込むものとする点に、更に
注目されたい。
【００５４】
　ＶＡＣ４０をオフにしても、コンデンサＣ４７により、若干の期間ＩＣ５４への給電を
維持できる。ＶＡＣ４０をこの期間内でオフ／オンした場合、ＩＣ５４は給電状態に保た
れる。照明装置１１をデフォルト状態にリセットするには、ＶＡＣ４０を、指定した期間
中何度もオン／オフできる。例えば、リセットのシーケンスを、オンとオフを短い間隔で
３回繰返し、その後それより長い間隔でオンとオフを３回繰返し、最後に短い間隔でオン
とオフを更に３回繰返すものとする。ＰＬＬ及びタイミング６１で、信号Ｓ５７、信号Ｉ
Ｃ５４を監視して、信号Ｓ５７がローであれば、低電力状態に入れると共に、短いＶＡＣ
４０のオン／オフ周期の時間を測定する。ＰＬＬ及びタイミング６１により、適切なＶＡ
Ｃ４０のオン／オフシーケンスを検出すると、ＩＣ５４をデフォルト状態にリセットする
。
【００５５】
　電源制御装置６２は、外部構成要素のインダクタＬ４４とＬ４５、コンデンサＣ４６と
Ｃ４７、ダイオードＤ４８、スイッチＮ４９、及び出力ドライバ６４からの電流検出フィ
ードバックと共に、交流／直流交換器の機能を実行する。こうして実行する構成は、周知
のＳＥＰＩＣ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｅｎｄｅｄ　Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｉｎｄｕｃｔｏｒ　Ｃｏｎ
ｖｅｒｔｅｒ）となる。スイッチＮ４９を、１ＭＨｚ等の比較的高い周波数で、デューテ
ィサイクルを変えながら、電源制御装置６２によってオン／オフして、ＬＥＤチェーン５
３に流す所望の電流を発生させる。スイッチＮ４９を閉じると、Ｌ４４とＬ４５からの電
流がスイッチＮ４９を通り引込まれ、コンデンサＣ４６に蓄積した電荷でＬＥＤチェーン
５３に電流を供給する。スイッチＮ４９を開くと、インダクタＬ４４とＬ４５を通る電流
がダイオードＤ４８を通り、ＬＥＤチェーン５３及びＣ４７に流れる。
【００５６】
　電源制御装置６２は、出力ドライバ６４からの電圧フィードバック信号Ｖｆｂ６５と、
内部基準電圧とを比較して、スイッチＮ４９に接続した制御信号Ｓ５８のデューティサイ
クルを調整するエラー信号を生成する。ＬＥＤチェーン５３の電流が出力ドライバ６４の
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小型抵抗（図示せず）を通り流れて、信号Ｖｆｂ６５を生成する。ＬＥＤチェーン５３を
オフにすると、Ｖｆｂ６５は、分割バージョンのＶ＋５５となるが、該Ｖ＋５５は、デー
タを受信する時、及びＰＷＭ調光をオフにした時間中に発生する。制御ループは、ＬＥＤ
チェーン５３がオンの際と同じ電圧でＶ＋５５を維持するように、フィードバック分割器
を調整する。
【００５７】
　出力ドライバ６４によりＬＥＤチェーン５３への電流をオン又はオフすると、電源制御
装置６２が新たな信号Ｓ５８のデューティサイクルに調整できる前に、大量の過渡電圧が
Ｖ＋５５で発生することがある。ＬＥＤチェーン５３の電流をオフにすると、Ｓ５８のデ
ューティサイクルが減少するまでＶ＋５５が上昇し、またＬＥＤチェーン５３の電流をオ
フにすると、Ｓ５８のデューティサイクルが増加するまでＶ＋５５が低下する。かかる過
渡現象を抑制するには、そうした変化が発生する前に、電源制御装置６２でメモリ及び制
御装置６０から情報を受信し、かかる変化が必要となる時点で、Ｓ５８のデューティサイ
クルを調整する。出力ドライバ６４がＬＥＤチェーン５３の電流をオフにする直前に、電
源制御装置６２により、Ｓ５８のデューティサイクルを測定して、その結果を保存する。
Ｖ＋５５が急激に上昇するのを防ぐために、次回ＬＥＤチェーン５３の電流がオフにされ
ると直ぐに、このデューティサイクルに戻す。同様に、ＬＥＤ電流をオンにすると、Ｓ５
８のデューティサイクルを測定し、その結果を保存し、その後Ｖ＋５５が急激に低下する
のを防ぐために、該デューティサイクルに戻す。
【００５８】
　スイッチを接地（図示せず）した状態で、出力ドライバ６４で、ＬＥＤチェーン５３の
電流をオン／オフする。スイッチをオンにすると、電流はＶ＋５５からＬＥＤチェーン５
３とスイッチを通してアース端子に流れ、スイッチをオフにすると、電流は流れない。ス
イッチをオンにすると、スイッチと直列の小型抵抗は、Ｖｆｂ６５を生成する。スイッチ
をオンにすると、制御ループは、Ｖ＋５５からの可変分圧器の出力をＶｆｂ６５と比較し
、出力がＶｆｂ６５と等しくなるまで、分圧器を調整する。また、ＬＥＤチェーン５３の
電流をオフにすると、Ｖ＋５５の分圧器ループもオフにされ、分圧器は一定のままとなる
。ＬＥＤチェーン５３の電流がオフの間、この分圧したバージョンのＶ＋５５を、Ｖｆｂ
６５を通じて電源制御装置６２に送る。
【００５９】
　ＬＥＤチェーン５３の電流を出力ドライバ６４がオフにすると、受信機６３は、リモコ
ン１２からデータを受信する。リモコン１２からの変調光を、ＬＥＤチェーン５３によっ
て電圧信号Ｓ５９に変換するが、ＬＥＤチェーン５３は、太陽光パネルにおけるような、
光起電力モードで動作する。受信機６３は、Ｓ５９を高域フィルタリングして、環境光か
らの直流成分を遮断し、光起電力ＬＥＤチェーン５３の低帯域幅をキャンセルする。かか
る帯域幅は、通常１Ｋビット／秒（１Ｋｂｐｓ）までサポートするが、適切な等化フィル
タを使って、データ転送速度を、１０倍以上に速くできる。図３及び図４のプロトコルを
サポートするには、２Ｋｂｐｓは必要である。受信機６３は、交流／直流変換器とデジタ
ルフィルタを含み、信号Ｓ５９を等化する。データをリモコン１２から、ＩＣ５４がロッ
クされる商用交流電源の周波数と同期させて送信するため、タイミング回復は不要となる
。デジタルフィルタの出力を、適切な時期に単にサンプリングするだけである。
【００６０】
　照明装置１１が光を生成していない時に、リモコン１２はギャップ２１の有無を検出す
る。リモコン１２は、照明装置からのギャップ２１と同期しないため、またリモコン１２
は電池式であるため、リモコン１２からのデータは、照明装置１１のタイミングとは同期
しない。リモコン１２が水晶振動子等の精確な発振器を有すると仮定すると、リモコン１
２と照明装置１１の基準クロックは、通常互いに２００～３００ｐｐｍとなる。照明装置
１１は、タイマを、高周波でＳＹＮＣ３１の第３パルスの立ち下がりエッジで刻時するよ
うリセットし、このタイマを使用して、受信データをサンプリングし、送信データを生成
する。１転送に費やす１６ミリ秒中での２基準クロック間のドリフトは、僅かである。
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【００６１】
　照明装置１１は、ギャップ２１中に、また照明装置１１が光を生成していない時に、受
信機６３の交流／直流変換器で信号Ｓ５９の平均電圧を測定することによって、環境光を
測定する。交流／直流変換器を、周知のチョッパ安定化構造等の直流誤差が小さくなるよ
う設計して、極めて低い光レベルを測定できるようにすべきである。
【００６２】
　図５は、多くの可能な照明装置１１のブロック図のほんの一例である。例えば、多色ラ
イトのための照明装置１１の構造は、各構成色用のＬＥＤチェーン５３と出力ドライバ６
４から構成する。例示的な色の組合せとして、赤、緑、青、又は赤、黄、緑、青、又は赤
と白から構成することができる。ギャップ２１中、また照明装置１１が光を生成していな
い時に、低光周波数ＬＥＤにより、互いの光強度、及び高光周波数ＬＥＤの光強度を測定
できる。例えば、赤と白色の照明装置では、例えば、ギャップ２１中に、白色のＬＥＤチ
ェーンが光を生成できると共に、赤色のＬＥＤチェーンを受信機に接続でき、光パワーを
測定できる。赤色ＬＥＤを別々の出力ドライバを有する２つの別々のチェーンに構築した
場合、例えばギャップ２１中に、片方の赤色ＬＥＤチェーンで、他方の光パワーを測定で
きる。各ＬＥＤチェーンからの光パワーを測定することで、照明装置は、異なるＬＥＤチ
ェーンへの電流を調整して、特定の色点を、例えばＬＥＤの変化、温度変化、ＬＥＤの耐
用年数に対して維持することができる。単一の受信機６３を、異なる時間で、異なるＬＥ
Ｄチェーンに共有、接続できる、又は複数の受信機６３を実装することもできる。
【００６３】
　設定中にリモコン１２によって駆動できる照明装置に関する、別の例の照明装置１１の
ブロック図では、第２の極めて低パワーの受信機を含むことができる。第２受信機は、変
調光を受光するＬＥＤチェーンによって駆動でき、非揮発性メモリに設定情報を保存でき
る。通常、光によってＬＥＤチェーン全体に誘起する平均電圧は、同じＬＥＤチェーンか
ら光を生成するのに必要な電圧よりかなり低い。誘導電圧は、コンデンサＣ４７全体に蓄
えられ、ＬＥＤチェーン５３の小片（ｓｅｇｍｅｎｔ）を、出力ドライバ６４に接続して
、リモコン１２に応答を発することができる。駆動していない際に照明装置１１を設定す
るための通信プロトコルは、図３とは異なり、夫々が光パルスを発した後に、コンデンサ
Ｃ４７を再充電可能にする。それを行うのに有用な技術については、前述の米国特許出願
第１２／３６０，４６７号と、前述の米国特許仮出願第６１／０９４，５９５号に記載さ
れている。
【００６４】
　商用交流電源の代わりに電池で駆動する照明装置１１に関するブロック図では、電池と
、可能性があるものとして周知のバック、ブースト、バックブースト（ｂｏｏｓｔ　ｂｕ
ｃｋ）、又はフライバック等様々な種類のスイッチング電源とが設けられるであろう。充
電式電池を用いて、ＬＥＤに入射する環境光や太陽光で電力を生成して、電池を再充電で
きる。そうした照明装置１１のブロック図では、充電装置を管理する第２の電源制御装置
６２を有することができる。また、商用交流電源で駆動する照明装置には、バックブース
トやフライバックといった多様な異なる交流／直流変換器を有することもできる。また、
そうした照明装置は、電気が切れた場合でも照明装置が時刻カウンタを維持可能なバック
アップ用充電式電池を有することもできる。また、照明装置１１のタイミングを、例えば
、商用電源周波数の代わりに、局部水晶発振器に基づいて計ることもできる。
【００６５】
　更なる実施例として、データを受信するのに、例えばＬＥＤの代わりにシリコンフォト
ダイオードを使用する照明装置のブロック図では、受信機６３をＬＥＤチェーン５３の代
わりにフォトダイオードに接続する。そうした構造は、特に光起電力モードで上手く作動
しない、蛍光体でコーティングした白色ＬＥＤだけを使用する照明装置に有用となろう。
シリコンフォトダイオードは、リモコン１２からコマンド２４を受信し、環境光を測定し
、ＬＥＤチェーンから発した光を測定できる。
【００６６】
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　また、複数の照明装置は、互いに通信することもできる。この実施例では、照明装置１
１は、他の照明装置と同期し、且つ伝送帯域幅に関して調停（ａｒｂｉｔｒａｔｅ）する
ように、プロトコルを実行することができる。オンにすると、照明装置１１は、環境光を
モニタして、適切なギャップ周期２２とギャップ時間２３を有するギャップ２１を捜し、
見つけた場合、当該ギャップ２１と同期させることができる。全照明装置を商用交流電源
に接続する場合、極めて正確な同期が可能である。照明装置は、多くの周知の調停プロト
コルの何れかに従い帯域幅を調停することができる。例えば、２台の照明装置が同時に送
信した場合、両照明装置は、衝突を検出し、任意の期間待機させて後に再度通信を試みる
。別の可能性として、ＣＭＤ２４は、衝突の場合、どちらの照明装置が送信を停止するか
を示す優先コードを含むことができる。
【００６７】
　本明細書では、照明装置とは、通常、人間が知覚できる種類の一般的な光だが、場合に
よっては、赤外線又は他の波長の光を生成するもの、と考える。光を生成可能な（即ち、
「オンである」）照明装置とは、上述したように、ギャップ中やＰＷＭ信号のオフ時間中
といった、光源が一時的にオフにされ、実際に発光していない極めて短い期間が存在した
としても、「オン状態」に設定される（即ち、照明状態をオン状態に設定させる）ものと
見なしてもよい。照明装置のオン状態とオフ状態については、上述した文脈で明らかで、
実際の光源のオン／オフ状態と混同しないはずである。
【００６８】
　照明装置を、照明装置への電力の供給／除去等（照明装置を挿嵌したライトソケットを
通電することによって等）数回のイベントによって、タイマイベントによって、環境光の
制御によって、及びリモートコマンドによって、オン状態又はオフ状態に設定してもよい
。
【００６９】
　本明細書では例示的なブロック図を表したが、照明装置に関する他のブロック分割を提
供してもよい。本明細書で用いたように、照明装置の属性とは、照明装置に関する操作状
態又は設定パラメータを表してもよい。例として、照明装置内の１つ又は複数の光源夫々
の、照明状態、タイマ設定、遅延の設定、色設定、光検出モード設定、調光設定、時刻等
が挙げられる。
【００７０】
　本発明は、様々な変更例や変形例が可能だが、本発明の特定の実施形態について、一例
として示し、説明した。しかしながら、当然、それらに対する図面や詳細な説明は、開示
した特定の形に本発明を限定するものではない。
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