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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子変換器（１０）の動作を制御するための方法であって、前記電子変換器（１０）は
、
－光源（Ｌ）用の電源信号（１２０）を供給するための出力（１２０）を具え、前記光源
（Ｌ）は、前記光源（Ｌ）の少なくとも１つの制御パラメータを識別する識別要素（３０
０、４００）に接続され、
－前記識別要素（３００、４００）に接続するためのデータライン（２００ｂ）を具え、
　前記方法は、
－前記データライン（２００ｂ）上の電圧の値を検出するステップ（１００２）と、
－前記検出した電圧の値を、少なくとも第１および第２の範囲の値（８０２、８０４、８
０６）と比較するステップ（１００４、１０１０）と、
を含み、
ａ）前記検出した電圧が第１の範囲（８０２）内の場合、前記データライン（２００ｂ）
上の前記検出した電圧（１００２、１０４４）に応じて、前記少なくとも１つの制御パラ
メータを決定するステップ、
あるいは、
ｂ）前記検出した電圧が第２の範囲（８０４）内の場合、前記識別要素（３００）からの
前記少なくとも１つの制御パラメータを受信するために、識別要素（３００）にデジタル
通信プロトコルで通信するステップ（１０３２）、
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を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記光源（Ｌ）用の前記電源信号を、前記少なくとも１つの制御パラメータに応じて、
選択的に変更するステップ（１０５０）をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記第１の範囲（８０２）が、０Ｖと第１の閾値（Ｖanalog）との間であることを特徴
とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２の範囲（８０４）が、前記第１の閾値（Ｖanalog）と第２の閾値（Ｖopen）と
の間であることを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記検出した電圧が第３の範囲（８０６）内である場合、
　前記出力（１２０）を停止するステップ（１００８）を含むことを特徴とする請求項１
～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記検出した電圧が第２の範囲（８０４）内であり、前記識別要素（３００）が認証要
求（１０２２）に対して正しく応答（１０２４）しない場合、
　前記出力（１２０）を停止するステップ（１０３０）を含むことを特徴とする請求項１
～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記識別要素（３００、４００）が、前記光源（Ｌ）によって要求された少なくとも前
記電源の電流を識別することを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
－光源（Ｌ）用の電源信号（１２０）を供給するための出力（１２０）であって、前記光
源（Ｌ）は、前記光源（Ｌ）の少なくとも１つの制御パラメータを識別する識別要素（３
００、４００）に接続される出力（１２０）と、
－前記識別要素（３００、４００）に接続するためのデータライン（２００ｂ）と、
－制御回路（２０）と、
を具える電子変換器（１０）であって、
　前記制御回路（２０）は、
－前記データライン（２００ｂ）上の電圧の値を検出し、
－前記検出した電圧の値を、少なくとも第１および第２の範囲の値（８０２、８０４、８
０６）と比較し、
ａ）前記検出した電圧が第１の範囲（８０２）内の場合、前記データライン（２００ｂ）
上の前記検出した電圧（１００２、１０４４）に応じて、前記少なくとも１つの制御パラ
メータを決定する、
あるいは、
ｂ）前記検出した電圧が第２の範囲（８０４）内の場合、前記識別要素（３００）からの
前記少なくとも１つの制御パラメータを受信するために、識別要素（３００）にデジタル
通信プロトコルで通信する、
ように構成されていることを特徴とする電子変換器（１０）。
【請求項９】
　制御部（２０４）を具え、
　前記制御部（２０４）は、
　　前記データライン（２００ｂ）上の電圧を測定するためのアナログデジタル変換器と
、
　　前記データラインのロジックレベルを検出する（ＲＸ１）ため、および、ドライブ（
ＴＸ１、２０６）するための少なくとも１つの端子と、
を具えることを特徴とする請求項８に記載の電子変換器（１０）。
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【請求項１０】
　前記データライン（２００ｂ）と基準信号（２００ａ、Ｖbus）との間に接続されたプ
ルアップ抵抗器（２０２）あるいはアクティブプルアップ装置（２１０）を具えることを
特徴とする請求項９に記載の電子変換器（１０）。
【請求項１１】
　請求項８～１０のいずれか１項に記載の電子変換器（１０）と、光源（Ｌ）と、第１の
識別要素（４００）あるいは第２の識別要素（３００）と、を具える照明システムにおい
て、
　前記光源（Ｌ）は、前記第１の識別要素（４００）あるいは前記第２の識別要素（３０
０）に接続され、
－前記第１の識別要素（４００）は、抵抗素子（４０２）を具え、前記抵抗素子（４０２
）の抵抗が少なくとも１つの制御パラメータを識別し、
－前記第２の識別要素（３００）は、制御部（３０４）を具え、前記制御部（３０４）は
、少なくとも１つの制御パラメータを、データライン（２００ｂ）に沿って、デジタル通
信プロトコルを使用して、前記電子変換器（１０）に送信する、
ことを特徴とする照明システム。
【請求項１２】
　前記光源（Ｌ）が少なくとも１つのＬＥＤを具えることを特徴とする請求項１１に記載
の照明システム。
【請求項１３】
　コンピュータのメモリにロード可能なコンピュータプログラムであって、
　前記ソフトウェア製品がコンピュータ上で実行されるとき、請求項１～７のいずれか１
項に記載の方法のステップを実行するためのソフトウェアコードを具える、
ことを特徴とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子変換器の制御方法および電子変換器用の回路に関するものである。少な
くとも１つのＬＥＤを具えた光源用の電子変換器の可能な使用方法に関して特に参照して
記載している。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、少なくとも１つのＬＥＤを具えるこのタイプの光源は、たいてい、低電流をそ
の出力端で供給する電子変換器によって電力を供給される。この電流は、安定であったり
、例えば、光源によって放射される光の強度を制御するために時間とともに変化したりす
る（減光機能として知られている）。例えば、電流は、電子変換器内でパルス幅変調（Ｐ
ＷＭ）を用いた制御方法によって制御可能である。
【０００３】
　しかしながら、動作条件は複数の光源間で異なる場合がある。例えば、公称（すなわち
要求された）電流、最大電流、放射光の波長等が異なり、この差異が著しい場合もある。
【０００４】
　この問題に対する可能な解決法は、以下のような複数のＬＥＤモジュール（あるいは「
ライトエンジン」）を使用することである。すなわち、複数のＬＥＤモジュールの各々が
、そのＬＥＤモジュールの少なくとも１つの制御パラメータを識別するための識別要素を
具えているものである。この場合、電子変換器は、識別要素と通信するとともに、電子変
換器の動作をＬＥＤモジュールによって要求された特定の動作条件に適応させる制御回路
を具えている。
【０００５】
　例えば、もっとも単純な場合、識別要素は、ＬＥＤモジュールによって要求された供給
電流を識別するインピーダンス（例えば、抵抗器やキャパシタ）とすることができる。
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【０００６】
　識別要素は、より複雑な、マイクロプロセッサのような制御部を具え、対応するデータ
を、デジタル通信インタフェースを介して供給するようにすることもできる。
【０００７】
　「インテリジェント」識別要素（すなわち、デジタル通信インタフェースを有する識別
要素）は、たいてい、複数の制御パラメータ（例えば、ＬＥＤモジュールの状態に関する
情報に関連する制御パラメータおよび／または減光機能用の制御パラメータ）を、「シン
プル」識別要素（すなわち、アナログ通信インタフェースを有する識別要素）よりも効率
的に処理することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明者は、電子変換器とＬＥＤモジュールとの間の互換性、特に、ＬＥＤモジュール
が同じタイプでない場合の互換性の問題点に着目してきた。これは、「シンプル」ＬＥＤ
モジュールとともに使用される電子変換器は、「インテリジェント」ＬＥＤモジュールを
認識できず、その逆も成立するためである。これは、ある特定の電子変換器に対してはそ
れに適したＬＥＤモジュールを選択しなければならず、その逆も成立するということであ
る。さらに、電子変換器が異なるタイプの変換器と交換されると、すべてのＬＥＤモジュ
ールも交換しなければならないということである。
【０００９】
　本発明者は、１つのタイプのＬＥＤモジュールを使用すると、不都合が生ずるというこ
ともまた発見した。例えば、シンプルＬＥＤモジュールは、制御パラメータを提供するこ
とができない。この問題は、各シンプルＬＥＤモジュールに制御部を追加するということ
によって解決しうる。しかしながら、このような制御回路はコストがかかるため、この解
決方法では不十分といえる。
【００１０】
　本発明の目的は、上述した問題点を解消することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の目的は、添付の特許請求の範囲に記載した制御方法によって達成される。本発
明は、対応する電子変換器、照明システムおよびソフトウェア製品に関するものでもある
。このソフトウェア製品は、コンピュータ（例えば、マイクロコントローラ）のメモリに
ロード可能であるとともに、このソフトウェア製品がコンピュータ上で実行されるとき本
発明の方法のステップを実行可能な複数のソフトウェアコードを具える。本願明細書にお
いて、このソフトウェア製品に関する言及は、本発明の方法の実行を調整するための処理
システムの制御用の命令を含むコンピュータ可読手段に関する言及として解釈されるべき
である。
【００１２】
　特許請求の範囲は、本発明に関して本明細書で提供される技術的な教示の不可欠な部分
を形成する。
【００１３】
　各種実施形態は、「シンプル」および「インテリジェント」ＬＥＤモジュールを認識可
能な、電子変換器用の制御回路を提供する。
【００１４】
　各種実施形態において、制御回路は識別要素に接続するためのデータラインを具えてい
る。
【００１５】
　各種実施形態において、制御部は、データライン上で測定された電圧に応じて、シンプ
ルＬＥＤモジュールをインテリジェントＬＥＤモジュールから区別する。
【００１６】
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　各種実施形態において、測定された電圧が第１の範囲内にある場合、ＬＥＤモジュール
はシンプルであると分類され、一方、測定された電圧が第２の範囲内にある場合、ＬＥＤ
モジュールはインテリジェントであると分類される。
【００１７】
　各種実施形態において、測定信号はデータラインに供給される。例えば、この測定信号
は、制御回路および／またはＬＥＤモジュールによって生成可能である。
【００１８】
　各種実施形態において、ＬＥＤモジュールは、データラインとグラウンドとの間の抵抗
および／またはツェナーダイオードを具える。この場合、制御部および／またはＬＥＤモ
ジュールは、測定電流あるいは電圧を、プルアップ装置を介してデータラインに供給し、
データラインとグラウンドとの間の対応する電圧を形成する。
【００１９】
　各種実施形態において、制御回路は、アナログデジタル変換器を具え、データライン上
の電圧を測定する。
【００２０】
　各種実施形態において、ＬＥＤモジュールがインテリジェントであると分類された場合
、制御部はデジタル通信プロトコルによって識別要素と通信する。各種実施形態において
、ＬＥＤモジュールがシンプルであると分類された場合、制御部は、測定された電圧を用
いて、電子変換器の動作を適合させる。
【００２１】
　各種実施形態において、識別要素は、少なくともＬＥＤモジュールによって要求された
供給電源を識別する。
【００２２】
　以下、添付図面を純粋に制限しない例として参照して、本発明を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】電子変換器の一実施形態の回路図である。
【図２】インテリジェントＬＥＤモジュールの一実施形態の回路図である。
【図３】シンプルＬＥＤモジュールの第１実施形態の回路図である。
【図４】シンプルＬＥＤモジュールの第２実施形態の回路図である。
【図５】制御回路の一実施形態の回路図である。
【図６】シンプルＬＥＤモジュールの第３実施形態の回路図である。
【図７】（ａ）はインテリジェントＬＥＤモジュールに接続された制御回路であり、（ｂ
）はシンプルＬＥＤモジュールに接続された制御回路である。
【図８】ＬＥＤモジュールの分類の可能な一実施形態である。
【図９】ＬＥＤモジュールのタイプを認識可能な制御方法の一実施形態を示すフロー図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下の説明は、実施形態をより深く理解するための特定の詳細を各種示すものである。
実施形態は１つまたは複数の特定の詳細を用いずに製造することができ、あるいは、他の
方法、構成要素、材料等を用いることもできる。また、既知の構造、材料あるいは動作が
詳細に示され、実施形態の各種態様をあいまいにすることを回避している場合もある。
【００２５】
　本明細書において、「実施形態」の言及は、実施形態に関連した特定の構造、構成ある
いは特徴が少なくとも一実施形態に含まれているということを意図している。それゆえ、
「一実施形態において」という用語は、本明細書の複数の部分で使用されているが、必ず
しも同一の実施形態を言及しているわけではない。さらに、特定の形態、構造あるいは特
徴は、１つまたは複数の実施形態において適切な方法で組み合わせることができる。
【００２６】
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　本明細書で用いられる参照符合は、単に便宜のためであるので、特許請求の範囲および
実施形態の範囲を規定するものではない。
【００２７】
　図１は、出力回路１２（例えば、ＡＣ／ＤＣまたはＤＣ／ＤＣスイッチング電源）およ
び制御回路２０を具える電子変換器１０の可能な一実施形態を示す。
【００２８】
　各種実施形態において、出力回路１２は（例えば、主電源から）その入力端で電源信号
Ｍを受信し、その出力端で出力１２０を介して電流を供給する。この電流の平均強度は、
（例えば、振幅変調および／またはパルス幅変調を用いて）制御回路２０によって制御可
能である。
【００２９】
　本実施形態において、制御回路２０は以下の３ラインを具える通信インタフェースを具
えている。
－電源信号を供給するための電源ライン２００ａ
－識別要素と通信するためのデータライン２００ｂ
－グラウンド２００ｃ、例えば、電子変換器の動作による障害を回避するために、電子変
換器のグラウンドとは切り離されたグラウンド
【００３０】
　本実施形態において、電源ライン２００ａは、出力回路１２から供給される直流電圧に
接続されている。
【００３１】
　各種実施形態において、電源ライン２００ａは電子変換器１０の出力１２０に直接接続
されていない。これは、変換器１０の出力１２０が可変電圧を有する場合があり、この可
変電圧はデジタル回路に直接供給することができないためである。しかしながら、出力回
路１２の出力１２０における信号を用いて、低い、あるいは非常に低い一定電圧（例えば
、３Ｖ、５Ｖまたは１２Ｖ）を引き出すことができる。
【００３２】
　各種実施形態において、データライン２００ｂは、半二重双方向通信に用いることがで
きる。すなわち、送信手段がデータの送受信に同時に用いられる。例えば、各種実施形態
において、シリアル通信プロトコル、例えば、１－Ｗｉｒｅプロトコル、あるいは、任意
の半二重シリアルプロトコル、例えば、ユニポーラ符号化、マンチェスタコードあるいは
バイフェーズマスクコード（ＢＭＣ）のプロトコルが用いられる。
【００３３】
　各種実施形態において、データライン２００ｂは制御部２０４に接続され、制御部２０
４は、例えば、マイクロプロセッサであり、データライン２００ｂ上の双方向通信を制御
する。
【００３４】
　各種実施形態において、制御部２０４は、データライン２００ｂ上のロジックレベルを
検出するための入力端ＲＸ1を具えている。
【００３５】
　各種実施形態において、制御部２０４は、また、データライン２００ｂをドライブする
ための出力端ＴＸ1を具えている。
【００３６】
　例えば、本実施形態において、データライン２００ｂはプルアップ抵抗器２０２を介し
て電源ライン２００ａに接続され、制御部２０４の出力端ＴＸ1からの信号は、電子スイ
ッチ２０６（例えば、ＭＯＳＦＥＴ）に接続され、データライン２００ｂを選択的にグラ
ウンド２００ｃに接続する。
【００３７】
　例えば、ラインＴＸ1がロジックレベル１に設定されている場合、スイッチ２０６が閉
じ、データライン２００ｂはロジックレベル０に設定される。反対に、ラインＴＸ1がロ
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ジックレベル０に設定されている場合、データライン２００ｂは、抵抗器２０２を介して
電源ライン２００ａへの接続が維持される。これは、たとえ、データライン２００ｂとグ
ラウンド２００ｃとの間に低抵抗の外部接続（例えば、制御回路に接続された識別要素）
が、ロジックレベルを０に下げうる場合でも、データライン２００ｂ上のロジックレベル
は、通常１に設定されているということを意味する。
【００３８】
　各種実施形態において、制御部２０４は、また、アナログデジタル変換器に接続された
第２の入力端ＡＤＣを具えている。
【００３９】
　それゆえ、制御部２０４は、データライン２００ｂ上のロジックレベルと電圧との両方
を検出することができる。
【００４０】
　制御回路２０は、制御回路２０の動作の説明を単純にするために図示を省略するが、さ
らなるコンポーネントを具えることもできる。例えば、制御回路２０は、通信インタフェ
ースへの妨害および／または通信インタフェースからの妨害をフィルタリングするための
キャパシタ、および／または、制御回路２０を過電圧および／または過電流から保護する
ためのコンポーネントを具えることができる。図１は、一例として、制御部２０４の入力
端ＲＸ1での電流を制限する１つだけの抵抗器２０８を示している。
【００４１】
　図２は、図１の電子変換器１０に接続可能な「インテリジェント」ＬＥＤモジュール３
０の可能な一実施形態を示す。
【００４２】
　各種実施形態において、ＬＥＤモジュール３０は、少なくとも１つのＬＥＤ（Ｌ）と、
インテリジェント識別要素３００と、を具えている。
【００４３】
　各種実施形態において、ＬＥＤモジュール３０の１つまたは複数のＬＥＤ（Ｌ）は、電
子変換器１０の出力１２０に接続された電源信号３１０によって供給されている。
【００４４】
　各種実施形態において、識別要素３００は制御部３０４を具え、この制御部３０４は、
例えば、マイクロプロセッサであり、以下の３ラインからなる通信インタフェースに接続
されている。
－制御回路２０の電源ライン２００ａに接続するための電源ライン３００ａ
－制御回路２０のデータライン２００ｂに接続するためのデータライン３００ｂ
－制御回路２０のグラウンド２００ｃに接続するためのグラウンド３００ｃ
【００４５】
　この場合もまた、電源信号３１０を用いて、電源信号３００ａを引き出すことができる
。この場合、電子変換器１０の電源ライン２００ａに接続する必要はない。
【００４６】
　本実施形態において、ＬＥＤのために個別のグラウンドライン３１２も提供され、電源
ライン３１０に沿った識別要素３００への妨害の伝播を回避することができる。
【００４７】
　各種実施形態において、データライン３００ｂは半二重双方向通信用に用いることがで
きる。
【００４８】
　例えば、本実施形態において、制御部３０４は、データライン３００ｂ上のロジックレ
ベルを検出するための入力端ＲＸ2およびデータライン３００ｂをドライブするための出
力端ＴＸ2を具えている。
【００４９】
　本実施形態において、制御部３０４の出力端ＴＸ2の信号は、電子スイッチ３０６（例
えば、トランジスタ）に接続され、データライン３００ｂを選択的にグラウンド３００ｃ
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に接続する。これは、ラインＴＸ2がロジックレベル１に設定されている場合、スイッチ
３０６が閉じ、データライン３００ｂはロジックレベル０に設定される。反対に、ライン
ＴＸ2がロジックレベル０に設定されている場合、データライン３００ｂは、そのロジッ
クレベルを維持する。
【００５０】
　識別要素３００は、ＬＥＤモジュール３０の動作の説明を単純にするために図示を省略
するが、さらなるコンポーネントを具えることもできる。例えば、モジュール３０は、通
信インタフェースへの妨害および／または通信インタフェースからの妨害をフィルタリン
グするためのキャパシタ、および／または、モジュール３０を過電圧および／または過電
流から保護するためのコンポーネントを具えることができる。
【００５１】
　例えば、図２は、制御部３０４をデータライン３００ｂから光学的に分離するための２
つの光アイソレータ３０８ａ、３０８ｂを示す。特に、本実施形態において、光アイソレ
ータ３０８ａの入力端はデータライン３００ｂに接続され、光アイソレータ３０８ａの出
力端は制御部３０４の入力端ＲＸ2に接続されている。一方、光アイソレータ３０８ｂの
入力端は制御部３０４の出力端ＴＸ2に接続され、光アイソレータ３０８ｂの出力端は電
子スイッチ３０６に接続されている。
【００５２】
　図３は、図１の電子変換器１０に接続可能な「シンプル」ＬＥＤモジュール４０の可能
な一実施形態を示す。
【００５３】
　各種実施形態において、ＬＥＤモジュール４０は少なくとも１つのＬＥＤ（Ｌ）と、シ
ンプル識別要素４００と、を具えている。
【００５４】
　各種実施形態において、ＬＥＤモジュール４０の１つまたは複数のＬＥＤ（Ｌ）は、電
子変換器１０の出力１２０に接続された電源信号４１０によって供給されている。
【００５５】
　各種実施形態において、識別要素４００は、以下の２ラインの間に接続されたただ１つ
の抵抗（例えば、抵抗器）４０２を具えている。
－制御回路２０のデータライン２００ｂに接続するためのデータライン４００ｂ
－制御回路２０のグラウンド２００ｃに接続するためのグラウンド４００ｃ
【００５６】
　この場合、ＬＥＤのために個別のグラウンドライン４１２も提供され、電源ライン４１
０に沿った識別要素４００への妨害の伝播を回避することができる。
【００５７】
　各種実施形態において、抵抗４０２の値は、少なくとも１つの制御パラメータ、例えば
、ＬＥＤモジュールによって要求される電流を特定する。
【００５８】
　シンプルＬＥＤモジュール４０は、さらなるコンポーネント、例えば、抵抗４０２の値
を選択的に変更するセンサおよび／または回路を含むこともできる。
【００５９】
　例えば、図４は、少なくとも１つの回路４０４を含むシンプルＬＥＤモジュール４０の
可能な一実施形態を示し、この回路４０４は、データライン４００ｂとグラウンド４００
ｃとの間に接続された抵抗４０２の値を選択的に変更する。
【００６０】
　例えば、回路４０４は、（例えば、電源ライン４００ａから供給される）アナログ回路
および／またはデジタル回路とすることができ、抵抗４０２の値を制御し、要求電流にお
ける温度の影響を補償する。
【００６１】
　本実施形態において、回路４０４は、制御回路２０の電源ライン２００ａに接続された
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入力４００ａによって供給される。
【００６２】
　この場合、電源信号４１０を用いて、電源信号４００ａを引き出すこともできる。この
場合、変換器１０の電源ライン２００ａに接続する必要はない。
【００６３】
　図１の実施形態において、データライン２００ｂは、プルアップ抵抗器２０２を介して
電源ライン２００ａに接続されている。しかしながら、この抵抗器は識別要素内に位置し
てもよく、あるいは、プルアップ抵抗器は制御回路２０と識別要素との両方に含まれてい
てもよい。しかしながら、変換器１０内のプルアップ抵抗器（あるいは、異なる抵抗を有
するプルダウン抵抗器）が存在することによって、電子変換器に接続されたＬＥＤモジュ
ールがない場合、データライン２００ｂが未接続（すなわち、不明な値になる）となるこ
とを回避する。
【００６４】
　各種実施形態において、抵抗器２０２の代わりにアクティブプルアップ装置を用いるこ
ともできる。
【００６５】
　例えば、図５は、電子変換器用の制御回路２０の可能な一実施形態を示し、この制御回
路２０は、アクティブプルアップ装置、例えば、電源ライン２００ａとデータライン２０
０ｂとの間に接続された定電流源２１０を具えている。この定電流源２１０もまた、制御
部２０４によって制御可能である。
【００６６】
　この場合もまた、アクティブプルアップ装置２１０は識別要素内に配置されていてもよ
い。
【００６７】
　例えば、図６は、アクティブプルアップ装置４０６を具えているシンプルＬＥＤモジュ
ール４０の一実施形態を示す。例えば、本実施形態において、このアクティブプルアップ
装置４０６は、電圧調整器４０６ａと抵抗４０６ｂとによって形成されている。
【００６８】
　この場合もまた、アクティブプルアップ装置は、制御回路２０と識別要素との両方に含
まれていてもよい。
【００６９】
　例えば、制御部２０４は、はじめにデータライン２００ｂ上の電圧を入力端ＡＤＣによ
って測定し、次にアクティブプルアップ装置２１０がスイッチによってオンされるかオフ
されるかを決定することができる。
【００７０】
　図７（ａ）（ｂ）は、ＬＥＤモジュールに接続された制御回路２０の可能な実施形態を
示す。
【００７１】
　特に、図７（ａ）は、制御回路２０がインテリジェントＬＥＤモジュール３０に接続さ
れた一実施形態を示す。
【００７２】
　本実施形態において、制御回路２０と識別要素３００とは、システムの通常動作中（す
なわち、識別要素が分類された場合）に、データライン２００ｂ、３００ｂによって、デ
ジタル通信プロトコルを用いて通信する。これは、通常動作中は制御部２０４の入力端Ａ
ＤＣは使用されず、全制御パラメータはデジタルで交換されるということを意味している
。
【００７３】
　図７（ｂ）は、制御回路２０がシンプルＬＥＤモジュール４０に接続された一実施形態
を示す。
【００７４】
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　本実施形態において、制御回路２０は、データライン２００ｂ上の電圧のみを、制御部
２０４の入力端ＡＤＣによって検出し、入力端ＲＸ1および出力端ＴＸ1は使用されない。
【００７５】
　各種実施形態において、制御回路２０はデータライン２００ｂ上の電圧を測定し、シン
プルＬＥＤモジュール４０をインテリジェントＬＥＤモジュール３０と区別する。
【００７６】
　各種実施形態において、制御回路２０はデータライン２００ｂ上の電圧を測定し、この
測定した値をある所定の範囲と比較して、インテリジェントＬＥＤモジュールをシンプル
ＬＥＤモジュールから区別する、すなわち、電子変換器１０に接続されたＬＥＤモジュー
ルを分類する。
【００７７】
　各種実施形態において、電子変換器１０に接続されたＬＥＤモジュールは、電圧が第１
の範囲内の場合はシンプルＬＥＤモジュールであると分類され、電圧が第２の範囲内の場
合はインテリジェントＬＥＤモジュールであると分類される。
【００７８】
　例えば、プルアップ抵抗器が制御回路内でのみ用いられている場合、データライン２０
０ｂ上の電圧は、制御回路２０内の抵抗２０２および識別要素内のデータラインとグラウ
ンドとの間の抵抗から構成された分圧器によって決定される（他の抵抗、例えば、任意の
コネクタおよび／または接続ケーブルによる抵抗は無視している）。それゆえ、データラ
イン２００ｂ上の電圧は、識別要素内のデータラインとグラウンドとの間の抵抗値の一次
関数である。
【００７９】
　各種実施形態において、シンプルＬＥＤモジュール４０のデータライン４００ｂとグラ
ウンド４００ｃとの間の抵抗は、実質的に抵抗器４０２の抵抗である。一方、インテリジ
ェントＬＥＤモジュール３０のデータライン３００ｂとグラウンド３００ｃとの間の抵抗
は、実質的に電子スイッチ３０６（および並列に接続可能な任意の光アイソレータ３０８
ａ）の抵抗である。
【００８０】
　抵抗器４０２が、適切な範囲の抵抗である場合、電子スイッチ３０６が開放であれば、
あるいは、電子スイッチ３０６が閉じていても低い抵抗であれば、インテリジェントＬＥ
Ｄモジュールは高い抵抗を有する。
【００８１】
　これにより、シンプルＬＥＤモジュールあるいはインテリジェントＬＥＤモジュールに
関連する、データライン上の電圧の所定の範囲を特定することが可能になる。
【００８２】
　これは、制御回路２０内のアクティブプルアップ装置２１０の場合も同様である。例え
ば、アクティブプルアップ装置が定電流源２１０である場合、データライン２００ｂ上の
電流は識別要素内のデータラインとグラウンドとの間の抵抗に直接的に比例する（再び、
任意のその他の抵抗、例えば、任意のコネクタおよび／または接続ケーブルの抵抗は無視
している）。
【００８３】
　一方、プルアップ抵抗器あるいはアクティブプルアップ装置が識別要素内で用いられる
場合、コンポーネントの対応する値あるいはパラメータは、シンプルＬＥＤモジュールお
よびインテリジェントＬＥＤモジュールの結果として生ずる電圧が、２つの分離した範囲
になるように、直接設定可能である。
【００８４】
　図８は、これらの範囲の分離の一実施形態を示す。
【００８５】
　本実施形態において、シンプルＬＥＤモジュールに関連した、０ＶとＶanalogとの間の
第１の範囲８０２と、インテリジェントＬＥＤモジュールに関連した、ＶanalogとＶopen
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との間の第２の範囲８０４が提供される。
【００８６】
　本実施形態において、インテリジェントＬＥＤモジュールのデータラインとグラウンド
との間の抵抗が、シンプルＬＥＤモジュールの抵抗より大きいように、電子スイッチ３０
６は、例えば、開放されている。
【００８７】
　本実施形態において、ＶopenとＶbusとの間で、エラー状態に関連した第３の範囲８０
６もまた提供される。ここで、Ｖbusは電源ライン２００ａ上の電圧である。それゆえ、
ＶbusはＬＥＤモジュールの分類のための基準電圧である。
【００８８】
　これは、ＬＥＤモジュールが接続されていない場合（そして、制御回路２０内にプルア
ップ装置が存在する場合）、データライン２００ｂ上の電圧は、実質的に電源ライン上の
電圧、すなわちＶbusであるからである。これにより、第３の範囲８０６はエラー状態に
関連付けられ、エラー状態とは、例えば、ＬＥＤモジュールの不存在、不適合なＬＥＤモ
ジュールおよび／または欠陥のあるＬＥＤモジュールを識別する。
【００８９】
　しかしながら、インテリジェントＬＥＤモジュールの電子スイッチ３０６が開放の場合
、結果として生ずる電圧は実質的にＶbusである。
【００９０】
　各種実施形態において、データライン３００ｂとグラウンド３００ｃとの間の抵抗を規
定する構成要素を具えるインテリジェントＬＥＤモジュール３０を利用して、インテリジ
ェントＬＥＤモジュールと、接続されていないＬＥＤモジュールと、を正しく区別するこ
とができる。
【００９１】
　各種実施形態において、この構成要素とは、電子スイッチに並列接続された抵抗器、あ
るいは、抵抗の値が十分であれば単に開放状態の電子スイッチ３０６の抵抗とすることが
できる。
【００９２】
　各種実施形態において、この構成要素とは、ツェナーダイオードとすることができる。
このツェナーダイオードを用いて、データライン３００ｂ上の電圧の最大値を所定の値に
設定することができる。例えば、ツェナーダイオードは、入力保護ダイオードとして光ア
イソレータ３０８ａに直接組み込むこともできる。
【００９３】
　図９は、制御部２０４で実行可能な制御方法の可能な一実施形態を示す。例えば、方法
のステップは、また、制御部によって実行されるソフトウェアコードの一部によって実行
可能である。
【００９４】
　開始ステップ１０００の後、方法は、データライン２００ｂ上の電圧を検出するための
ステップ１００２に続く。
【００９５】
　次に、ステップ１００４において、測定した電圧が、電圧Ｖopenを超えているか否かを
判定するために検査が行われる。
【００９６】
　結果がポジティブ（ステップ１００４の出力がＹ）の場合、ステップ１００６において
、ＬＥＤモジュールが未接続あるいは不良であると識別され、方法は、（場合によっては
所定の時間間隔の後）ステップ１００２に戻る。この場合もまた、ＬＥＤモジュールの１
つまたは複数のＬＥＤに出力を供給する電子変換器の出力を停止するために、ステップ１
００８が提供される。
【００９７】
　一方、ステップ１００４の出力がＮの場合、方法はステップ１０１０に続き、電子変換
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器に接続されたＬＥＤモジュールのタイプを検証する。
【００９８】
　例えば、本実施形態において、この検証は、測定した電圧が電圧Ｖanalogを超えている
か否かを測定することによって実施される。
【００９９】
　結果がポジティブ（ステップ１０１０の出力がＹ）の場合、ステップ１０２０において
、ＬＥＤモジュールがインテリジェントＬＥＤモジュールであると識別される。一方、ス
テップ１０１０の出力がＮの場合、ステップ１０４０において、ＬＥＤモジュールがシン
プルＬＥＤモジュールであると識別される。ステップ１０２０において、ＬＥＤモジュー
ルがインテリジェントであると判定された場合、方法は、データライン２００ｂに沿って
認証要求をＬＥＤモジュールに送信するためのステップ１０２２に続き、ステップ１０２
４において、モジュールからの応答を受信する。
【０１００】
　次に、ステップ１０２６において、認証応答が正しいか否かを判定するための検査が行
われる。
【０１０１】
　結果がネガティブ（ステップ１０２６の出力がＮ）の場合、ステップ１０２８において
、ＬＥＤモジュールが不適合あるいは欠陥があると識別され、方法はステップ１００２に
戻る。この場合もまた、ＬＥＤモジュールの１つまたは複数のＬＥＤに出力を供給する電
子変換器の出力を停止するために、ステップ１０３０が提供される。
【０１０２】
　一方、ステップ１０２６の出力がＹの場合、ＬＥＤモジュールはインテリジェントＬＥ
Ｄモジュールであると正しく認識され、ステップ１０３２において、方法は、データライ
ン２００ｂを使用して、ＬＥＤモジュールからの１つまたは複数の制御パラメータを読み
出す。
【０１０３】
　次に、方法は、ステップ１０５０に続き、電子変換器はＬＥＤモジュールから読み出さ
れた制御パラメータに応じて設定される。例えば、ステップ１０５０はＬＥＤモジュール
によって供給された制御パラメータを電子変換器によってサポートされる制御パラメータ
に変換するための計算を含むことができる。例えば、１つまたは複数の制御パラメータが
、ＬＥＤモジュールによって要求された電流を識別する場合、方法は、要求された電流が
設定されるように、命令を電子変換器に送信する。この場合、ステップ１０５２は、電子
変換器の出力をイネーブルにするように提供される。
【０１０４】
　次に方法は、ステップ１０５４において終了する、あるいは、（場合によっては所定の
時間間隔の後）ステップ１００２に戻り、制御パラメータ内の変化が周期的にモニターさ
れるように方法の新しいサイクルを実行する。
【０１０５】
　当業者は、認証データの検証は完全に選択的であり、ステップ１０２２からステップ１
０３０が省略可能であることを理解するであろう。この場合、ステップ１０２０において
、ＬＥＤモジュールがインテリジェントであると識別された場合、方法はステップ１０３
２に直接続く。
【０１０６】
　ステップ１０４０において、ＬＥＤモジュールがシンプルであると識別された場合、ス
テップ１００２において測定された電圧は、ステップ１０５０において直接用いられ、電
子変換器を設定する。
【０１０７】
　本実施形態において、２つのさらなるステップ１０４２、１０４４が示されている。
【０１０８】
　例えば、一実施形態では、ステップ１０４２において電子スイッチ２０６は開放を維持
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し、ステップ１０４４においてデータライン２００ｂの電圧が再び測定される。それゆえ
、例えば、ステップ１０５０において電子変換器が設定される前に、測定された電圧が実
質的に安定を維持しているか否かを判定するために検査が行われる。
【０１０９】
　制御回路２０およびシンプルＬＥＤモジュール４０の各々が、定電流源を具えている場
合、ステップ１０４２を用いて、制御回路２０の定電流源を停止することができる。それ
ゆえ、正しい電圧が、データライン２００ｂ上で測定されることを保証することができる
。
【０１１０】
　本明細書に記載した各種実施形態は、以下に例を示すように多くの利点を有する。
１）各電子変換器は、両タイプのＬＥＤモジュールとともに動作可能である。
２）ユーザは、電子変換器を交換する必要なく、ＬＥＤモジュールをより新しいおよび／
または効果的なバージョンに交換可能である（逆も成立する）。
３）ＬＥＤモジュールを電子変換器に接続するためのケーブルおよび／またはコネクタは
、互いに同一であるので、設置を単純化することができる。
４）シンプルＬＥＤモジュールは追加の制御部を必要とせず、１つのＬＥＤ（あるいは複
数のＬＥＤ）によって要求される電流に設定するために、ただ１つの抵抗器が必要なだけ
である。
【０１１１】
　当然であるが、本発明の本質、構成の詳細および実施形態の態様は、本発明の請求の範
囲から逸脱することなく例示として記載された実施形態に関して大きく変形することが可
能である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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