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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体照明負荷に対する調光器の動作により設定されるディマーフェーズ角度を検出す
る装置であって、デジタル入力部を有するプロセッサと、前記デジタル入力部と電圧源と
の間に接続された第１のダイオードと、前記デジタル入力部とグランドとの間に接続され
た第２のダイオードと、前記デジタル入力部と検出ノードとの間に接続された第１のキャ
パシタと、前記検出ノードとグランドとの間に接続された第２のキャパシタと、前記調光
器から整流電圧を受信する整流電圧ノードと前記検出ノードとの間に接続された抵抗とを
有し、第１のキャパシタが、前記検出ノードの前記整流電圧を前記デジタル入力部へ交流
結合させ、前記プロセッサは、前記整流電圧に基づいて前記デジタル入力部でデジタルパ
ルスをサンプリングし、サンプリングされたデジタルパルスの長さに基づいて前記ディマ
ーフェーズ角度を識別する、装置。
【請求項２】
　第１のキャパシタは、前記整流電圧の信号波形の立ち上がりエッジで前記抵抗を通って
充電される、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　第１のダイオードは、第１のキャパシタが充電されるとき、前記電圧源より１ダイオー
ド電圧降下分上がって、前記デジタル入力部をクランプし、前記信号波形に対応する長さ
を持つデジタルパルスを供給する、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
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　第１のキャパシタは、前記信号波形の立ち下がりエッジで第２のキャパシタを通って放
電する、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　第２のダイオードは、第１のキャパシタが放電されるとき、グランドより１ダイオード
電圧降下分下がって、前記デジタル入力部をクランプする、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記プロセッサは、更に、第１のキャパシタが充電されている間、カウンタ値をインク
リメントするカウンタを有する、請求項３に記載の装置。
【請求項７】
　前記プロセッサは、前記カウンタ値に基づいてデジタルパルスの長さを決定する、請求
項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記プロセッサは、識別されたフェーズ角度に対応するデジタル制御信号を生成し、前
記デジタル制御信号を電力変換器へ出力し、前記電力変換器は、前記デジタル制御信号に
基づいてディマーフェーズ角度に対応するＤＣ電圧を前記半導体照明負荷へ出力する、請
求項１に記載の装置。
【請求項９】
　ＬＥＤに対する調光器の動作により設定されたディマーフェーズ角度を検出する方法で
あって、交流結合回路を介して前記調光器から受信された調光された整流電圧であって、
信号波形を持つ当該調光された整流電圧に対応するデジタル入力信号を受信するステップ
と、前記信号波形の立ち上がりエッジに対応する前記デジタル入力信号のパルスの立ち上
がりエッジを検出するステップと、前記パルスの長さを周期的に決定するため前記パルス
をサンプリングするステップと、前記パルスの長さに基づいて前記ディマーフェーズ角度
を決定するステップとを有する、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願は、２００９年１１月１９日に出願の米国仮特許出願第６１／２６２７７０号
及び２００９年１２月１１日に出願の米国仮特許出願第６１／２８５５８０号に対する優
先権を主張し、これらの出願の開示は、全体として参照によりここに組み込まれるものと
する。
【０００２】
　本発明は、一般に半導体照明器具の制御に向けられている。より詳しくは、本願で開示
される様々な発明の方法及び装置は、ディマーフェーズ角度のデジタル検出及び／又は半
導体照明システム用の調光器の存在に関する。また、本願で開示される様々な発明の方法
及び装置は、検出されたディマーフェーズ角度に基づいて半導体照明器具への入力電圧を
選択的に決定することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　デジタル又は半導体照明技術、すなわち、ＬＥＤのような半導体光源に基づく照明は、
伝統的な蛍光灯、ＨＩＤ及び白熱電球の実行可能な代替物を提供する。ＬＥＤの機能的利
点及び利益は、高いエネルギー変換、光効率、耐久性、低い稼働コスト及び他の多くを含
む。ＬＥＤ技術の最近の進歩は、多くの用途で様々な照明効果を可能にする効率的且つロ
バストなフルスペクトル光源を提供した。
【０００４】
　これらのソースを具現化する器具の幾つかは、例えば、米国特許第６，０１６，０３８
号及び第６，２１１，６２６号に詳述されるように、様々な色及び色変更照明効果を生成
するためにＬＥＤの出力を独立して制御するコントローラ又はプロセッサだけでなく、白
色光及び／又は異なる色の光、例えば、赤、緑及び青の光を生じる一つ以上のＬＥＤを含
む照明モジュールを特徴とする。ＬＥＤ技術は、Ｐｈｉｌｉｐｓ　Ｃｏｌｏｒ　Ｋｉｎｅ



(3) JP 5483242 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

ｔｉｃｓ社から入手可能なＥＳＳＥＮＴＩＡＬ　ＷＨＩＴＥシリーズのような、ライン電
圧で給電される照明器具を含む。斯様な照明器具は、１２０ＶＡＣライン電圧（すなわち
、入力メイン電圧）に対する電気低電圧（ＥＬＶ）タイプの調光器のような後縁部調光技
術を使用して調光可能である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　多くの照明アプリケーションは、調光器を使用する。従来の調光器は、白熱（バルブ及
びハロゲン）ランプで良好に動作する。しかしながら、コンパクト蛍光ランプ（ＣＦＬ）
、電子変成器を使用する低電圧ハロゲンランプ、並びにＬＥＤ及びＯＬＥＤのような半導
体照明（ＳＳＬ）ランプを含む他のタイプの電子ランプで課題が発生する。特に、電子変
成器を使用する低電圧ハロゲンランプは、電気低電圧（ＥＬＶ）タイプの調光器又は抵抗
容量性（ＲＣ）調光器のような、入力部に力率補正（ＰＦＣ）回路を持つ負荷で適切に動
く特別な調光器を使用して調光される。
【０００６】
　しかしながら、ＬＥＤ白色照明器具を含む従来の半導体照明器具は、入力電圧依存性が
ある。よって、様々なタイプの半導体白色照明器具は、特定のライン電圧でだけ動作し、
このために照明器具は、それぞれ設計される。ライン電圧の値及び周波数は、ユーザの地
理的な位置（例えば、米国市場は、通常、１２０ＶＡＣ、６０Ｈｚのライン電圧を必要と
する一方、ヨーロッパ市場は、通常、２３０ＶＡＣ、５０Ｈｚのライン電圧を必要とする
）及び取り付けられた半導体白色照明器具の物理的位置（例えば、高いアルコーブに取り
付けられる器具は、通常、２７７ＶＡＣのライン電圧を必要とする一方、キャビネット下
の環境に取り付けられる器具は、通常、１２０ＶＡＣのライン電圧を必要とする）のよう
な様々な要因に依存して異なる。
【０００７】
　様々なタイプの半導体白色照明器具間の斯様な動作上の違いは、製造業者及びユーザに
対して混乱及び実際的な非効率性を生じさせる。例えば、電気契約者は、通常、特定の構
成プロジェクトにおいて利用可能な異なるライン電圧の数に対応して、商品の複数のセッ
トを手元に持たなければならない。商品のセットは取付けを通じて慎重に管理されなけれ
ばならず、又は新規なＬＥＤ白色照明器具は間違った入力ライン電圧の適用により壊され
てしまう。加えて、異なる入力ライン電圧で動作するように設計されたＬＥＤ白色照明器
具は同じプリント回路基板を持つ一方で、他の部品は、例えば、１００ＶＡＣ、１２０Ｖ
ＡＣ、２３０ＶＡＣ又は２７７ＶＡＣ入力ライン電圧での動作に適応するために必要な設
計の違いに基づいて異なっている。各入力ライン電圧がそれ自身のカスタムメイドの材料
表、ストック保持ユニット等を必要とするので、これは供給チェーン及び製造見地から非
効率的である。需要を予測することが困難であるので、これを管理することは、困難であ
ることがわかった。従って、マーケティング、供給チェーン及び製造は、汎用電圧入力を
持つＬＥＤ白色ライト又は他の半導体照明器具から利益を得るだろう。
【０００８】
　また、従来の調光器は、通常、入力メイン電圧信号の各波形の一部を切って（チョッピ
ングして）、残りの波形を照明器具へ渡す。先端又は順方向フェーズ調光器は、電圧信号
波形の先端を切る。後縁部又は逆方向フェーズ調光器は、電圧信号波形の後縁部を切る。
ＬＥＤドライバのような電子負荷は、通常、後縁部調光器でより良く動作する。
【０００９】
　白熱及び他の従来の抵抗照明装置は、フェーズチョッピング調光器により生じるチョッ
ピングされた正弦波に対してエラーなしで自然に反応する。対照的に、ＬＥＤ及び他の半
導体照明負荷は、斯様なフェーズチョップ調光器に配置されるとき、ローエンドドロップ
、トライアック誤作動、最小負荷課題、ハイエンドフリッカ及び光出力における大きなス
テップのような多くの課題を招く。これらの課題の幾つかは、調光器設定に依存している
。従って、これらの課題に対処するために、調光器が設定されるフェーズ角度の設定を電
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気的に決定することが必要である。
【００１０】
　本開示は、半導体照明器具又は照明装置用の調光器のフェーズ角度を検出し、検出した
フェーズ角度が決定閾値設定を超えるとき、調光器への電圧入力を決定し、フェーズ角度
が前記閾値設定より低いとき、以前に決定された電圧入力を取り出すための発明の方法及
び装置に向けられている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　一般に、一つの見地では、半導体照明負荷に対する調光器の動作により設定されるディ
マーフェーズ角度を検出する装置は、デジタル入力部を有するプロセッサと、前記デジタ
ル入力部と電圧源との間に接続された第１のダイオードと、前記デジタル入力部とグラン
ドとの間に接続された第２のダイオードとを含む。当該装置は、更に、前記デジタル入力
部と検出ノードとの間に接続された第１のキャパシタと、前記検出ノードとグランドとの
間に接続された第２のキャパシタと、前記調光器から整流電圧を受信する整流電圧ノード
と前記検出ノードとの間に接続された抵抗とを含む。前記プロセッサは、前記整流電圧に
基づいて前記デジタル入力部でデジタルパルスをサンプリングし、サンプリングされたデ
ジタルパルスの長さに基づいて前記ディマーフェーズ角度を識別するように構成される。
【００１２】
　別の見地では、調光器、電力変換器及び半導体照明負荷を含む照明器具へ汎用電圧入力
を選択的に供給する方法が提供される。当該方法は、前記調光器のフェーズ角度を検出す
るステップと、検出されたフェーズ角度が決定閾値より低いかどうかを決定するステップ
とを含む。前記検出されたフェーズ角度が前記決定閾値より低いとき、以前に決定された
入力メイン電圧値に基づいて前記電力変換器の電力設定が決定される。前記検出されたフ
ェーズ角度が前記決定閾値より低くないとき、入力メイン電圧値が計算され、計算された
入力メイン電圧値に基づいて前記電力変換器の電力設定が決定される。
【００１３】
　更に他の見地では、ＬＥＤ用の調光器のオペレーションにより設定されるディマーフェ
ーズ角度を検出するための方法が提供される。当該方法は、調光器から信号波形を持つ調
光された整流電圧に対応するデジタル入力信号を受信する受信ステップと、信号波形の立
ち上がりエッジに対応するデジタル入力信号のパルスの立ち上がりエッジを検出するステ
ップと、パルスの長さを決定するために周期的にパルスをサンプリングするステップと、
パルスの長さに基づいてディマーフェーズ角度を決定するステップとを含む。
【００１４】
　本開示の目的のために本明細書において用いられる場合、「ＬＥＤ」という用語は、任
意のエレクトロルミネセンスダイオード又は電気信号に応じて放射を生成することができ
る他のタイプのキャリア注入／接合型のシステムを含むことを理解されたい。従って、Ｌ
ＥＤという用語は、電流に応じて光を発する種々の半導体を使用した構造体、発光ポリマ
、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）、エレクトロルミネセンスストリップ等を含むが、こ
れらに限定されない。特に、ＬＥＤという用語は、赤外線スペクトル、紫外線スペクトル
及び（一般に、約４００ナノメートルから約７００ナノメートルまでの放射波長を含む）
可視スペクトルの種々の部分の一つ以上において放射を生成するように構成され得る（半
導体及び有機発光ダイオードを含む）全てのタイプの発光ダイオードのことを意味する。
ＬＥＤの幾つかの例は、赤外ＬＥＤ、紫外ＬＥＤ、赤色ＬＥＤ、青色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ
、黄色ＬＥＤ、琥珀色ＬＥＤ、橙色ＬＥＤ及び白色ＬＥＤを含むが、これらに限定されな
い（以下に、更に述べられる。）。ＬＥＤは、あるスペクトル（例えば、狭帯域幅、広帯
域幅）に対して種々の帯域幅（例えば、半値全幅、すなわちＦＷＨＭ）及びある一般的な
色分類（色のカテゴリー化）内の種々の主波長を持つ放射を生成するように構成及び／又
は制御され得ることも理解されたい。
【００１５】
　例えば、本質的に白色の光を生成するように構成されたＬＥＤ（例えば、白色ＬＥＤ）
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の１つの実行は、本質的に白色の光を形成するために組み合わせて混合するエレクトロル
ミネセンスの異なるスペクトルをそれぞれ発する幾つかのダイを含んでいる。他の実行で
は、白色光ＬＥＤは、第１のスペクトルを持つエレクトロルミネセンスを異なる第２のス
ペクトルに変換する蛍光材料に関連している。この実行の一例では、かなり短波長であり
、狭帯域幅のスペクトルを持つエレクトロルミネセンスが蛍光材料を「ポンピング」し、
該蛍光材料は、その結果として幾らかより広い帯域幅のスペクトルを持つより長い波長の
放射を放つ。
【００１６】
　ＬＥＤという用語は、ＬＥＤの物理的及び／又は電気的なパッケージのタイプを限定す
るものではないことも理解されたい。例えば、上述したように、ＬＥＤは、異なるスペク
トルの放射をそれぞれ発するように構成された複数のダイ（例えば、個々に制御可能であ
る又はそうではない。）を有する単一の発光デバイスを指す場合がある。また、ＬＥＤは
、当該ＬＥＤ（例えば、幾つかのタイプの白色ＬＥＤ）の一体部分とみなされる蛍光体と
関連し得る。一般に、ＬＥＤという用語は、パッケージ化されたＬＥＤ、パッケージ化さ
れていないＬＥＤ、表面実装型ＬＥＤ、チップオンボード型ＬＥＤ、Ｔパッケージ実装型
ＬＥＤ、放射パッケージ型ＬＥＤ、電力パッケージ型ＬＥＤ、何らかのタイプのケース（
encasement）及び／又は光学素子（例えば、拡散レンズ）を含むＬＥＤ等を指す。
【００１７】
　「光源」という用語は、（上述して規定された一つ以上のＬＥＤを含む）ＬＥＤを使用
したソース、白熱源（例えば、フィラメントランプ、ハロゲンランプ）、蛍光源、リン光
源、高輝度放電源（例えば、ナトリウム、水銀及びメタルハライドランプ）、レーザ、他
のタイプのエレクトロルミネセンス源、熱ルミネセンス源（例えば、炎）、キャンドルル
ミネセンス源（candle-luminescent source）（例えば、ガスマントル、カーボンアーク
放射源）、フォトルミネセンス源（例えば、ガス放電源）、電子飽和を用いるカソードル
ミネセンス源、ガルバノルミネセンス源、クリスタロルミネセンス源、キネルミネセンス
源（kine-lumincescent source）、熱ルミネセンス源、トリボルミネセンス源、ソノルミ
ネセンス源、放射ルミネセンス源（radio luminescent source）及び発光ポリマを含むが
、これらに限定されない種々の放射源の任意の一つ以上を意味すると理解されたい。
【００１８】
　所与の光源は、可視スペクトル内、可視スペクトル外又は両方の組み合わせで電磁放射
を生成するように構成され得る。従って、「光」及び「放射線」という用語は、本明細書
では区別なく用いられる。更に、照明器具は、一体化している構成要素として、１つ若し
くはそれ以上のフィルタ（例えば、カラーフィルタ）、レンズ又は他の光学部品を含んで
いてもよい。また、照明器具は、指示、表示及び／又は照明を含むが、これらに限定され
ない種々の用途のために構成され得ることを理解されたい。「照明源」は、特に室内又は
室外空間を効果的に照明するために十分な輝度を有する放射を生成するように構成された
光源である。これに関連して、「十分な輝度」とは、周囲照明（すなわち、間接的に知覚
され、例えば、全体として又は部分的に知覚される前に種々の介在する表面の一つ以上か
ら反射され得る光）を与えるために上記空間又は環境において生成される可視スペクトル
での十分な放射パワー(放射パワー又は「光束」については、全方向の光源からの合計の
光出力を表すために「ルーメン」の単位が使用されることが多い。)を意味している。
【００１９】
　「照明器具」という用語は、本明細書では、特定のフォームファクタ、アセンブリ又は
パッケージにおける一つ以上の照明ユニットの実行又は配置について言及するために用い
られる。「照明ユニット」という用語は、本明細書では、同じタイプ又は異なるタイプの
一つ以上の光源を含む装置について言及するために用いられる。ある照明ユニットは、光
源、筐体／ハウジングの機構の形状及び／又は電気的及び機械的接続の構成のために種々
の取り付け機構のうちの任意の１つを有している。また、ある照明ユニットは、オプショ
ンで、光源の動作に関連する様々な他の構成要素（例えば、制御回路）と関係がある（例
えば、それを含んでいる、それに結合されている及び／又はそれとともにパッケージされ
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ている。）。「ＬＥＤを使用した照明ユニット」は、単独の又は他のＬＥＤを使用してい
ない光源と組み合わせた上述したような一つ以上のＬＥＤを使用した光源を含む照明ユニ
ットのことを意味する。「マルチチャネル」照明ユニットは、放射線のそれぞれ異なるス
ペクトルを生成するように構成される少なくとも２つの光源を含むＬＥＤベース又は非Ｌ
ＥＤベースの照明ユニットを指し、各異なる光源のスペクトルは、マルチチャネル照明ユ
ニットの「チャネル」と呼ばれる。
【００２０】
　「コントローラ」という用語は、本明細書では、一つ以上の光源の動作に関連する種々
の装置を広く説明するために用いられる。コントローラは、本明細書において述べられる
様々な機能を実行するために（例えば、専用ハードウェアを用いて等の）種々の方法で実
行され得る。「プロセッサ」は、本明細書において述べられる様々な機能を実行するため
にソフトウェア（例えば、マイクロコード）を用いてプログラムされ得る一つ以上のマイ
クロプロセッサを使用するコントローラの一例である。コントローラは、プロセッサを用
いて又は用いないで実行され、また、幾つかの機能を実行するための専用ハードウェアと
他の機能を実行するためのプロセッサとの組み合わせ（例えば、一つ以上のプログラムさ
れたマイクロプロセッサ及び関連回路）としても実行され得る。本開示の種々の実施の形
態に使用され得るコントローラの構成要素の例は、従来のマイクロプロセッサ、特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）及びフィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）を含
んでいるが、これらに限定されない。
【００２１】
　様々な実行では、プロセッサ又はコントローラは、（例えば、ＲＡＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰ
ＲＯＭ及びＥＥＰＲＯＭのような揮発性及び不揮発性コンピュータメモリ、フロッピー（
登録商標）ディスク、コンパクトディスク、光ディスク並びに磁気テープである「メモリ
」と一般にここでは呼ばれる）一つ以上の記憶媒体と関連する。幾つかの実行では、上記
記憶媒体は、一つ以上のプロセッサ及び／又はコントローラ上で実行されるとき、ここで
説明される機能の少なくとも幾つかを実施する一つ以上のプログラムによりコード化され
る。種々の記憶媒体は、本明細書において説明される本発明の種々の観点を実行するため
に、プロセッサ若しくはコントローラ内に固定されているか、又は該記憶媒体に記憶され
た一つ以上のプログラムがプロセッサにロードされ得るように移送可能である。本明細書
において用いられる「プログラム」又は「コンピュータプログラム」という用語は、一つ
以上のプロセッサ又はコントローラをプログラムするために使用され得る任意のタイプの
コンピュータコード（例えば、ソフトウェア又はマイクロコード）を意味するために本明
細書において汎用的意味で用いられる。
【００２２】
　１つのネットワーク実行では、ネットワークに結合される一つ以上の装置は、（例えば
、マスター／スレーブ関係で）ネットワークに結合される一つ以上の他の装置のためのコ
ントローラとして役に立つ。他の実行では、ネットワーク化された環境は、ネットワーク
に結合される一つ以上の装置を制御するように構成される一つ以上の専用コントローラを
含む。一般に、ネットワークに結合される複数の装置各々は、通信媒体内にあるデータへ
のアクセスを持つが、所与の装置は、例えば、データに割り当てられる一つ以上の特定の
識別子（例えば、「アドレス」）に基づいて、ネットワークとデータを選択的に交換する
ように構成されている（すなわち、データをネットワークから受信し及び／又はネットワ
ークへデータを送信する）という点で、「アドレス指定可能である」。
【００２３】
　本明細書において用いられる「ネットワーク」という用語は、ネットワークに結合され
た任意の２つ又はそれ以上のデバイスの間及び／又は複数のデバイス間の（例えば、デバ
イスの制御、データの記憶、データの交換等のための）情報の輸送を容易にする（照明コ
ントローラ又はプロセッサを含む）２つ又はそれ以上のデバイスの任意の相互接続を意味
する。容易に理解されるように、複数のデバイスを相互接続するのに適したネットワーク
の種々の実行は、種々のネットワークトポロジのいずれかを含み、種々の通信プロトコル
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のいずれかを使用する。また、本開示に係る種々のネットワークでは、２つのデバイス間
のいずれか１つの接続は、２つの系の間の専用接続を表すか、又は代替として、非専用接
続を表す。２つのデバイスのための情報を伝えることに加えて、そのような非専用接続は
、必ずしも２つのデバイスのいずれのためでもない情報を伝える（例えば、オープンネッ
トワーク接続）。更に、本明細書において述べられるようなデバイスの種々のネットワー
クが、ネットワーク全体にわたる情報の輸送を容易にするために、一つ以上の無線、有線
／ケーブル及び／又は光ファイバリンクを使用し得ることは容易に理解されるべきである
。
【００２４】
　上述の概念及び以下に極めて詳細に説明される更なる概念の全ての組み合わせは（その
ような概念が相互に矛盾しないならば、）、本明細書において開示される発明の主観的事
項の一部であると考えられることを理解されたい。特に、この開示の最後に示される特許
請求の範囲の主観的事項の全ての組み合わせは、本明細書において開示される発明の主観
的事項の一部であると考えられる。また、参照することにより組み込まれるいずれの開示
にも表れ得る本明細書において明示的に使用される用語は、本明細書で開示される特定の
概念と最も一貫性がある意味を与えられることも理解されたい。
【００２５】
　図において、類似の参照符号は、異なる図にわたって一般に同じ又は同様の部分を指す
。また、図面は必ずしも縮尺通りというわけではなく、代わりに、本発明の原理を例示す
る際の強調が概してなされている。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、典型的な実施例による半導体照明器具及びフェーズ検出器を含む調光可
能な照明システムを示すブロック図である。
【図２】図２は、典型的な実施例によるフェーズ検出回路を含む調光制御システムを示す
回路図である。
【図３】図３Ａ乃至図３Ｃは、典型的な実施例による調光器のサンプル波形及び対応する
デジタルパルスを示す。
【図４】図４は、典型的な実施例による調光器のフェーズ角度を検出するプロセスを示す
流れ図である。
【図５】図５は、典型的な実施例による調光器を持つ又は持たない半導体照明器具のサン
プル波形及び対応するデジタルパルスを示す。
【図６】図６は、典型的な実施例による調光器の存在を検出するプロセスを示す流れ図で
ある。
【図７】図７は、典型的な実施例による半導体照明器具及びフェーズ検出回路を含む調光
制御システムを示す回路図である。
【図８Ａ】図８Ａは、典型的な実施例による決定閾値を上回る設定レベルを持つ調光器の
サンプル波形を示す。
【図８Ｂ】図８Ｂは、典型的な実施例による決定閾値より低い設定レベルを持つ調光器の
サンプル波形を示す。
【図９】図９は、典型的な実施例による調光器の検出されたフェーズ角度を使用して入力
メイン電圧を決定するプロセスを示す流れ図である。
【図１０】図１０は、典型的な実施例による半導体照明器具及び入力電圧コントローラを
含む照明システムを示すブロック図である。
【図１１】図１１は、典型的な実施例による入力電圧コントローラのためのコントローラ
のブロック図である。
【図１２】図１２は、典型的な実施例による半導体照明器具への電力を制御するプロセス
を示す流れ図である。
【図１３】図１３は、典型的な実施例による入力メイン電圧信号の電圧値を決定するプロ
セスを示す流れ図である。
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【図１４】図１４は、典型的な実施例による入力メイン電圧信号波形のピークを検出する
プロセスを示す流れ図である。
【図１５】図１５は、典型的な実施例による入力メイン電圧信号波形の傾斜を決定するプ
ロセスを示す流れ図である。
【図１６Ａ】図１６Ａは、調光されていない入力メイン電圧信号の波形のサンプルトレー
スである。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、調光された入力メイン電圧信号の波形のサンプルトレースであ
る。
【図１７】図１７は、調光されていない及び調光された入力メイン電圧信号の波形に対応
するサンプル傾斜を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下の詳細な説明において、限定的ではなく説明のため、具体的な詳細を開示する典型
的な実施例が、本教示の完全な理解を提供するために、説明される。しかしながら、本願
で開示された具体的な詳細から離れた本教示による他の実施例も添付の請求の範囲の範囲
内にあることは、本開示の利益を持った当業者には明らかであろう。その上、良く知られ
た装置及び方法の説明は、典型的な実施例の説明をぼかさないために、省略される。斯様
な方法及び装置は、明らかに本教示の範囲内である。
【００２８】
　出願人は、調光器が半導体照明器具に対して設定された調光レベル（ディマーフェーズ
角度）を検出できる回路を提供することが有益であると認識し理解した。出願人は、半導
体照明器具用の調光器の存在（又は、不在）を検出できる回路を提供することが有益であ
ると認識し理解した。
【００２９】
　加えて、出願人は、１００ＶＡＣ、１２０ＶＡＣ、２０８ＶＡＣ、２３０ＶＡＣ及び２
７７ＶＡＣのような様々な異なる入力メイン電圧を使用する半導体照明器具に対して汎用
的な電力を付与することが有益であり、ディマー設定が決定閾値又はフェーズ角度を超え
るとき、入力メイン電圧の値を正確に決定することが有益であると認識し理解した。
【００３０】
　図１は、典型的な実施例による半導体照明器具及びフェーズ角度検出器を含む調光可能
な照明システムを示すブロック図である。
【００３１】
　図１を参照すると、調光可能な照明システム１００は、調光器１０４及び整流回路１０
５を含み、整流回路１０５は、電圧メイン１０１から（調光された）整流電圧Ｕｒｅｃｔ
を供給する。電圧メイン１０１は、様々な実行に従って１００ＶＡＣ、１２０ＶＡＣ、２
３０ＶＡＣ及び２７７ＶＡＣのような異なる整流されてない入力メイン電圧を供給する。
調光器１０４は、例えば、そのスライダ１０４ａの垂直オペレーションに応じて電圧メイ
ン１０１から電圧信号波形の前縁部（前縁部調光器）又は後縁部（後縁部調光器）をチョ
ッピングすることにより調光機能を供給するフェーズチョッピング調光器である。一般に
、整流電圧Ｕｒｅｃｔの大きさは、低いフェーズ角度が低い整流電圧Ｕｒｅｃｔに結果と
してなるように、調光器１０４により設定されるフェーズ角度と比例している。図示され
た例では、スライダが、フェーズ角度を低下させるために下方へ移動して、半導体照明負
荷１４０による光出力の量を減らし、フェーズ角度を増大させるために上方へ移動して、
半導体照明負荷１４０による光出力の量を増大すると仮定される。
【００３２】
　調光可能な照明システム１００は、更にフェーズ角度検出器１１０及び電力変換器１２
０を含む。一般に、フェーズ角度検出器１１０は、整流電圧Ｕｒｅｃｔに基づいて調光器
１０４のフェーズ角度を検出する。様々な実施例において、フェーズ角度検出器１１０は
、フェーズ角度検出器１１０が電力変換器１２０のオペレーションを制御するように構成
される範囲で、例えば、制御ライン１２９を介して、電力変換器１２０へ電力制御信号を
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出力する。電力制御信号は、例えば、パルス符号変調（ＰＣＭ）信号又は他のデジタル信
号であり、検出されたフェーズ角度に基づいてフェーズ角度検出器１１０により決定され
るデューティサイクルに従って上下のレベル間を交番させる。デューティサイクルは、約
１００パーセント（例えば、継続的に高い（Ｈ）レベル）から約０パーセント（例えば、
継続的に低い（Ｌ）レベル）にわたり、例えば、半導体照明負荷１４０により放射される
光のレベルを制御するように電力変換器１２０の電力設定を適切に調整するために、これ
らの間の任意のパーセンテージを含む。
【００３３】
　様々な実施例において、電力変換器１２０は、整流回路１０５から整流電圧Ｕｒｅｃｔ
を受信し、半導体照明負荷１４０に給電するための対応する直流電圧を出力する。電力変
換器１２０は、例えば、スライダ１０４ａのオペレーションにより設定される、整流回路
１０５を介した調光器１０４からの電圧出力の大きさに少なくとも基づいて、整流電圧Ｕ
ｒｅｃｔと直流電圧との間で変換させる。このように、電力変換器１２０による直流電圧
出力は、調光器１０４により付与されるディマーフェーズ角度（すなわち、調光のレベル
）を反映する。
【００３４】
　図２は、典型的な実施例によるディマーフェーズ角度検出回路を含む調光制御システム
を示す回路図である。例示的構成に従って、様々な典型的な部品に関して詳細が提供され
るが、図２の通常の部品は図１のものと同様である。もちろん、他の構成も、本教示の要
旨を逸脱しない範囲で実行されてもよい。
【００３５】
　図２を参照すると、調光制御システム２００は、整流回路２０５及びディマーフェーズ
角度検出回路２１０（点線ボックス）を含む。整流回路１０５に関して上述されたように
、整流回路２０５は、電圧メイン（図示せず）から（調光された）整流されてない電圧を
受信するためにｄｉｍ　ｈｏｔ及びｄｉｍ　ｎｅｕｔｒａｌにより示されるように調光器
（図示せず）に接続されている。示された構成において、整流回路２０５は、整流電圧ノ
ードＮ２とグランドとの間に接続される４つのダイオードＤ２０１―Ｄ２０４を含む。整
流電圧ノードＮ２は、（調光された）整流電圧Ｕｒｅｃｔを受信し、整流回路２０５と並
列に接続された入力フィルタリングキャパシタＣ２１５を通じてグランドに接続されてい
る。
【００３６】
　フェーズ角度検出器２１０は、整流電圧Ｕｒｅｃｔに基づいてディマーフェーズ角度（
調光レベル）を検出し、様々な実施例において、図７を参照して後述される、電力制御信
号をＰＷＭ出力部２１９から、例えば、ＬＥＤ負荷の動作を制御する電力変換器へ出力す
る。これは、フェーズ角度検出器２１０が、検出されたフェーズ角度に基づいて入力メイ
ンからＬＥＤ負荷へ送られる電力の量を選択的に調整可能にする。
【００３７】
　示される典型的な実施例において、フェーズ角度検出回路２１０は、ディマーフェーズ
角度を決定するために整流電圧Ｕｒｅｃｔの波形を使用するマイクロコントローラ２１５
を含む。マイクロコントローラ２１５は、第１のダイオードＤ２１１と第２のダイオード
Ｄ２１２との間に接続されたデジタル入力部２１８を含む。第１のダイオードＤ２１１は
デジタル入力部２１８に接続されたアノードと電圧源Ｖｃｃに接続されたカソードとを持
ち、第２のダイオード１１２はグランドに接続されたアノードとデジタル入力部２１８に
接続されたカソードとを持つ。マイクロコントローラ２１５は、また、ＰＷＭ出力部２１
９のようなデジタル出力部を含む。
【００３８】
　様々な実施例において、マイクロコントローラ２１５は、例えばＭｉｃｒｏｃｈｉｐ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社から入手可能なＰＩＣ１２Ｆ６８３プロセッサであるが、本教示
の要旨を逸脱しない範囲で、他のタイプのマイクロコントローラ又は他のプロセッサが含
まれてもよい。例えば、マイクロコントローラ２１５の機能は、上述されたように、第１
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のダイオードＤ２１１と第２のダイオードＤ２１２との間のデジタル入力を受信するため
に接続される、一つ以上のプロセッサ及び／又はコントローラにより実行され、これらは
、様々な機能を実施するために（例えば、メモリに保存された）ソフトウェア又はファー
ムウェアを使用してプログラムされるか、又は、幾つかの機能を実施する専用ハードウェ
アと他の機能を実施するプロセッサ（例えば、一つ以上のプログラムされたマイクロプロ
セッサ及び関連する回路）との組合せとして実行されてもよい。様々な実施例において使
用されるコントローラ部品の例は、制限されるわけではないが、上述のような従来のマイ
クロプロセッサ、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣ及びＦＰＧＡを含む。
【００３９】
　フェーズ角度検出回路２１０は、更に、第１のキャパシタＣ２１３及び第２のキャパシ
タＣ２１４、並びに典型的に第１の抵抗Ｒ２１１及び第２の抵抗Ｒ２１２により示される
抵抗のような様々な受動電子部品を含む。第１のキャパシタＣ２１３は、マイクロコント
ローラ２１５のデジタル入力部２１８と検出ノードＮ１との間に接続される。第２のキャ
パシタＣ２１４は、検出ノードＮ１とグランドとの間に接続される。第１の抵抗Ｒ２１１
及び第２の抵抗Ｒ２１２は、整流電圧ノードＮ２と検出ノードＮ１との間に直列に接続さ
れる。示された実施例において、例えば、第１のキャパシタＣ２１３は約５６０ｐＦの値
を持ち、第２のキャパシタＣ２１４は１０ｐＦの値を持つ。また、例えば、第１の抵抗Ｒ
２１１は約１Ｍオームの値を持ち、第２の抵抗Ｒ２１２は約１Ｍオームの値を持つ。しか
しながら、第１のキャパシタＣ２１３及び第２のキャパシタＣ２１４並びに第１の抵抗Ｒ
２１１及び第２の抵抗Ｒ２１２のそれぞれの値は、当業者には明らかなように、任意の特
定の状況に対して固有の利点を提供するため又は様々な実行のアプリケーション特有の設
計要件を満たすために変わってもよい。
【００４０】
　（調光された）整流電圧Ｕｒｅｃｔは、マイクロコントローラ２１５のデジタル入力部
２１８に交流結合される。第１の抵抗Ｒ２１１及び第２の抵抗Ｒ２１２は、デジタル入力
部２１８への電流を制限する。整流電圧Ｕｒｅｃｔの信号波形が高くなるとき、第１のキ
ャパシタＣ２１３は、第１の抵抗Ｒ２１１及び第２の抵抗Ｒ２１２を通って立ち上がりエ
ッジで充電される。例えば、第１のキャパシタＣ２１３が充電されている間、第１のダイ
オードＤ２１１は１ダイオード電圧降下分だけ電圧源Ｖｃｃより上にデジタル入力部２１
８をクランプする。信号波形がゼロでない限り、第１のキャパシタＣ２１３は充電された
ままである。整流電圧Ｕｒｅｃｔの信号波形の立ち下がりエッジで、第１のキャパシタＣ
２１３は第２のキャパシタＣ２１４を通って放電され、デジタル入力部２１８は第２のダ
イオードＤ２１２によりグランドより１ダイオード電圧降下分低くクランプされる。後縁
部調光器が用いられるとき、信号波形の立ち下がりエッジは波形のチョッピング部分の始
まりに対応する。信号波形がゼロである限り、第１のキャパシタＣ２１３は放電されたま
まである。従って、デジタル入力部２１８の結果として生じる論理レベルデジタルパルス
は、チョッピングされた整流電圧Ｕｒｅｃｔの動きを密接にフォローし、これらの例が図
３Ａ乃至図３Ｃに示される。
【００４１】
　特に、図３Ａ乃至図３Ｃは、典型的な実施例によるデジタル入力部２１８でのサンプル
波形及び対応するデジタルパルスを示す。各図の一番上の波形は、チョッピングされた整
流電圧Ｕｒｅｃｔを示し、ここで、チョップの量は調光レベルを反映する。例えば、波形
は、調光器の出力部に現れる全１７０Ｖ（又は、ＥＵに対して３４０Ｖ）ピークの整流さ
れた正弦波の部分を示す。下の方形波は、マイクロコントローラ２１５のデジタル入力部
２１８で見られる対応するデジタルパルスを示す。特に、各デジタルパルスの長さは、チ
ョッピングされた波形に対応し、よって、調光器の内部スイッチが「オン」の時間量に等
しい。デジタル入力部２１８を介してデジタルパルスを受信することにより、マイクロコ
ントローラ２１５は、調光器が設定されたレベルを決定可能である。
【００４２】
　図３Ａは、調光器がその最も高い設定であるとき（波形の隣に示されるディマースライ
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ダの一番上の位置により示される）の整流電圧Ｕｒｅｃｔ及び対応するデジタルパルスの
サンプル波形を示す。図３Ｂは、調光器が中程度の設定であるとき（波形の隣に示される
ディマースライダの中間の位置により示される）の整流電圧Ｕｒｅｃｔ及び対応するデジ
タルパルスのサンプル波形を示す。図３Ｃは、調光器がその最も低い設定であるとき（波
形の隣に示されるディマースライダの一番下の位置により示される）の整流電圧Ｕｒｅｃ
ｔ及び対応するデジタルパルスのサンプル波形を示す。
【００４３】
　図４は、典型的な実施例による調光器のディマーフェーズ角度を検出するプロセスを示
す流れ図である。プロセスは、図２に示されるマイクロコントローラ２１５により実行さ
れるファームウェア及び／又はソフトウェアにより、又は、更に一般的に、例えばプロセ
ッサ又はコントローラにより、例えば図１に示されるフェーズ角度検出器１１０により実
行される。
【００４４】
　図４のブロックＳ４２１において、入力信号のデジタルパルスの立ち上がりエッジ（例
えば、図３Ａ乃至図３Ｃの下の波形の立ち上がりエッジにより示される）は、例えば、第
１のキャパシタＣ２１３の初期充電により検出される。マイクロコントローラ２１５のデ
ジタル入力部２１８のサンプリングは、例えば、ブロックＳ４２２で始まる。示された実
施例において、信号は、メイン半周期のちょうど下に等しい所定時間の間、デジタル的に
サンプリングされる。信号がサンプリングされるたびに、サンプルが高レベル（例えば、
デジタル「１」）又は低レベル（例えば、デジタル「０」）を持つかどうかがブロックＳ
４２３で決定される。示された実施例において、サンプルがデジタル「１」であるかどう
か決定するために、ブロックＳ４２３で比較がなされる。サンプルがデジタル「１」（ブ
ロックＳ４２３：はい）であるとき、カウンタはブロックＳ４２４でインクリメントされ
、サンプルがデジタル「１」でない（ブロックＳ４２３：いいえ）とき、小さな遅延がブ
ロックＳ４２５で挿入される。サンプルがデジタル「１」又はデジタル「０」であると決
定されるかどうかにかかわらず、（例えば、マイクロコントローラ２１５の）クロックサ
イクルの数が等しいように、遅延が挿入される。
【００４５】
　ブロックＳ４２６において、全体のメイン半周期がサンプリングされたかどうかが決定
される。メイン半周期が完了していないとき（ブロックＳ４２６：いいえ）、プロセスは
、デジタル入力部２１８で再び信号をサンプリングするためにブロックＳ４２２へ戻る。
メイン半周期が完了したとき（ブロックＳ４２６：はい）、サンプリングが止まり、ブロ
ックＳ４２４で累算されたカウンタ値がブロックＳ４２７で現在のディマーフェーズ角度
として識別され、カウンタはゼロへリセットされる。カウンタ値はメモリに保存され、こ
の例は上述されている。マイクロコントローラ２１５は、その後、再びサンプリングを開
始するため次の立ち上がりエッジを待つ。
【００４６】
　例えば、マイクロコントローラ２１５がメイン半周期の間、２５５個のサンプルをとる
と仮定される。調光レベル又はフェーズ角度が（例えば、図３Ａに示されるように）その
範囲の一番上近くのスライダにより設定されるとき、カウンタは図４のブロックＳ４２４
で約２５５までインクリメントされる。調光レベルが（例えば、図３Ｃに示されるように
）その範囲の下部近くのスライダにより設定されるとき、カウンタはブロックＳ４２４で
わずか約１０又は２０までインクリメントされる。調光レベルが（例えば、図３Ｂに示さ
れるように）その範囲の中央のどこかに設定されるとき、カウンタはブロックＳ４２４で
約１２８までインクリメントされる。カウンタの値は、このように、マイクロコントロー
ラ２１５に調光器が設定されたレベル又は調光器のフェーズ角度の正確な指標を与える。
様々な実施例において、ディマーフェーズ角度は、例えば、カウンタ値の予め定められた
機能を用いてマイクロコントローラ２１５により計算され、ここで、当該機能は、当業者
に明らかなように、任意の特定の状況に対する固有の利点を提供するか又は様々な実行の
アプリケーション特有の設計要件を満たすために変わってもよい。
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【００４７】
　従って、調光器のフェーズ角度は、マイクロコントローラ（又は、他のプロセッサ若し
くはコントローラ回路）のデジタル入力構造及び最小の受動部品を用いて電子的に検出さ
れる。実施例において、フェーズ角度検出は、交流結合回路、マイクロコントローラのダ
イオードクランプされたデジタル入力構造、及び調光設定レベルを決定するために実行さ
れる（例えば、ファームウェア、ソフトウェア及び／又はハードウェアにより実行される
）アルゴリズムを使用して達成される。加えて、調光器の状況は、最小の部品数で測定さ
れ、マイクロコントローラのデジタル入力構造を利用している。
【００４８】
　位相角デジタル検出回路及び関連するアルゴリズムは、フェーズチョッピング調光器の
フェーズ角度を知りたいと望まれる様々な状況で用いられる。例えば、フェーズチョッピ
ング調光器への負荷として動作する電子トランスフォーマ（変成器）は、ディマーフェー
ズ角度を決定するために、この回路及び方法を使用する。ディマーフェーズ角度がわかる
と、半導体照明器具（例えばＬＥＤ）に関する調光器との互換性及び調光のレベルが改善
される。斯様な改善の例は、調光器設定を持つランプの色温度を制御し、調光器が原位置
で処理できる最小の負荷を決定し、調光器が原位置で不規則に機能するときを決定し、光
出力の最大及び最小範囲を増大させ、スライダ位置曲線に対するカスタムの調光ライトを
作ることを含む。
【００４９】
　様々な実施例によるディマーフェーズ角度検出回路は、ｅＷ　Ｂｌａｓｔ　Ｐｏｗｅｒ
　Ｃｏｒｅ、ｅＷ　Ｂｕｒｓｔ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｒｅ、ｅＷ　Ｃｏｖｅ　ＭＸ　Ｐｏｗ
ｅｒ　Ｃｏｒｅ及びｅＷ　ＰＡＲ３８等を含むＰｈｉｌｉｐｓ　Ｃｏｌｏｒ　Ｋｉｎｅｔ
ｉｃｓ社から入手可能な様々なＥｓｓｅｎｔｉａｌ　Ｗｈｉｔｅ及び／又はｅＷ製品で実
行されている。更に、これは、様々な製品をよりフレンドリに調光させるための様々な製
品に対する「スマートな」改善の構成要素として使用される。
【００５０】
　様々な実施例において、図２に示されるような典型的な検出回路のような検出回路は、
同様に、フェーズチョッピング調光器の有無を決定するために用いられる。ディマーフェ
ーズ角度と独立して発生する調光課題は、電力変換器が調光器の負荷として接続されてい
るかどうかを最初に決定することにより、適切に処理される。これらの場合、調光器が存
在するかに関する単純なバイナリの決定で充分であり、ディマーフェーズ角度に関する付
加的情報が必要でないので、よって、調光器が存在するかどうかの単純なバイナリの検出
より計算的に激しい上述のようなフェーズ角度検出を回避する。調光器の存在の決定は、
例えば、ＬＥＤドライバを持つフェーズチョッピング調光器の互換性を改善するための幾
つかの動作をするのに十分である。更に、バイナリの調光器存在アルゴリズムは、汎用入
力メイン電圧を決定するような、より大きいアルゴリズムの一部として組み込まれてもよ
い。
【００５１】
　図５は、典型的な実施例による調光器を持つ又は持たない照明器具のサンプル波形及び
対応するデジタルパルスを示す。
【００５２】
　図５を参照すると、波形の上のセットは、（隣接する調光器スイッチにより示される）
接続された調光器を持って整流された入力メイン電圧及び対応する検出された論理レベル
デジタルパルスを示す。波形の下のセットは、（隣接する調光器スイッチ全体が「Ｘ」に
より示される）接続される調光器のない整流された入力メイン電圧及び対応する検出され
た論理レベルデジタルパルスを示す。点線５０１は、調光器に対応する典型的な上位のレ
ベル閾値を示す。上位のレベル閾値は、その最も高い設定で調光器の「オン」時間を経験
的に測定し、製造業者データベースから「オン」時間を取り出す等を含む様々な手段によ
り決定される。
【００５３】
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　フェーズチョッピング調光器は、全整流メイン電圧正弦波を可能にせず、むしろ波形の
上のセットに示されるように、その最も高い設定でさえ、各波形の区域をチョッピングす
る。比較すると、接続された調光器がない場合、波形の下のセットに示されるように、全
整流メイン電圧正弦波は、通過可能である。例えば、フェーズ角度検出器２１０によって
決定されるようなデジタルパルスが、上位のレベル閾値（波形の上のセットに示されるよ
うに）を越えて延在しない場合、調光器が存在すると決定される。デジタルパルスが上位
のレベル閾値（波形の下のセットに示されるように）を越えて延在する場合、調光器が存
在しないと決定される。
【００５４】
　図６は、典型的な実施例による調光器が存在するかどうかを決定するプロセスを示す流
れ図である。プロセスは、例えば、図２のマイクロコントローラ２１５により実行される
ファームウェア及び／又はソフトウェアにより実行される。
【００５５】
　ブロックＳ６２１において、決定されたディマーフェーズ角度が取り出される。例えば
、図４に示されたアルゴリズムに従って検出されるようなディマーフェーズ角度は、（例
えば、ディマーフェーズ角度情報はブロックＳ２４７で格納された）メモリから取り出さ
れる。ディマーフェーズ角度（例えば、デジタルパルスの長さ）が上位のレベル閾値より
小さいかどうかが、ブロックＳ６２２において決定される。ディマーフェーズ角度が上位
のレベル閾値より小さくないとき（ブロックＳ６２２：いいえ）、プロセスはブロックＳ
６２１へ戻り、決定されたディマーフェーズ角度が再び取り出されるので、ディマーフェ
ーズ角度が監視され続ける。また、様々な実施例では、ディマー検出フラグは、調光器が
存在しないことを示す「低い」に設定され、及び／又はプロセスは終了する。ディマーフ
ェーズ角度が上位のレベル閾値より小さいと決定されるとき（ブロックＳ６２２：はい）
、ディマー検出フラグは、例えば調光器の存在を示す、「高い」がブロックＳ６２３で設
定される。もちろん、別の実施例では、本教示の要旨を逸脱しない範囲で、取り出された
フェーズ角度が、上位のレベル閾値より大きいか（小さいとは対照的に）どうかが決定さ
れてもよい。
【００５６】
　従って、調光器の有無は、マイクロコントローラ（又は、他のプロセッサ若しくは処理
回路）のデジタル入力構造及び最小の受動部品を用いて電子的に検出される。実施例にお
いて、調光器検出は、交流結合回路、マイクロコントローラダイオードクランプされたデ
ジタル入力構造、及び調光器存在のバイナリ決定のために実行される（例えば、ファーム
ウェア、ソフトウェア及び／又はハードウェアにより実行される）アルゴリズムを使用し
て達成される。上述のように、計算的により少ない強度及びタイミングに無関心なアルゴ
リズムが用いられてもよいが、例えば、半導体照明（例えば、ＬＥＤ）電力変換器がフェ
ーズチョッピング調光器への負荷として接続されているかどうかを電子的に検出すること
は、図２に示される典型的な実施例の同じ部品を使用して達成されてもよい。
【００５７】
　調光器存在検出回路及び関連するアルゴリズムは、例えば、電子変成器がフェーズチョ
ッピング調光器の負荷として接続されるかどうかを知っていることが望ましい様々な状況
において用いられる。調光器の有無が決定されると、半導体照明器具（例えばＬＥＤ）に
関する調光器との互換性が改善される。斯様な改善の例は、調光器の全「オン」フェーズ
チョップによるハイエンド電力損失を補償し、調光器が存在しない場合、全ての不必要な
機能を閉ざすことにより効率を増大し、調光器が存在する場合、調光器の最小の負荷要件
を助けるためのブリーディング負荷に切り替わることを含む。
【００５８】
　様々な実施例による調光器検出回路は、ｅＷ　Ｂｌａｓｔ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｒｅ、ｅ
Ｗ　Ｂｕｒｓｔ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｒｅ、ｅＷ　Ｃｏｖｅ　ＭＸ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｒｅ
及びｅＷ　ＰＡＲ３８等を含むＰｈｉｌｉｐｓ　Ｃｏｌｏｒ　Ｋｉｎｅｔｉｃｓ社から入
手可能な様々なＥｓｓｅｎｔｉａｌ　Ｗｈｉｔｅ及び／又はｅＷ製品で実行されている。
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更に、これは、様々な製品をよりフレンドリに調光させるための様々な製品に対する「ス
マートな」改善の構成要素として使用される。
【００５９】
　様々な実施例において、マイクロコントローラ２１５の機能は、ハードウェア、ファー
ムウェア又はソフトウェアアーキテクチャの任意の組合せから構成される一つ以上の処理
回路により実行され、様々な機能を実施可能にする実行可能なソフトウェア／ファームウ
ェア実行コードを格納するためのそれ自身のメモリ（例えば、不揮発性メモリ）を含む。
例えば、機能は、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ等を使用して実行される。
【００６０】
　出願人は、半導体照明器具のためのディマーフェーズ角度を検出できる回路に加えて、
及び／又はフェーズチョッピング調光器が存在するかどうかにせよ、調光レベルが入力メ
イン電圧の決定をなすために十分高く設定されるとき、半導体照明器具に汎用電圧入力を
供給するための入力メイン電圧を決定する回路を提供することが有益であることを認識し
理解した。さもなければ、以前に決定された入力メイン電圧は、例えば、メモリから取り
出される。
【００６１】
　図７は、様々な実施例による半導体照明器具用の典型的な照明システムを示す回路図で
ある。図２の調光制御システム２００と同様に、図７に示される調光制御システム７００
は、調光器（図示せず）に接続された整流回路７０５、ディマーフェーズ角度検出回路７
１０（点線ボックス）、電力変換器７２０、入力波形サンプリング回路７３０（点線ボッ
クス）及びＬＥＤ負荷７４０を含む。マイクロコントローラ７１５は、ディマーフェーズ
角度検出回路７１０及び入力波形サンプリング回路７３０両方に含まれる。
【００６２】
　示された構成において、整流回路７０５は、整流電圧ノードＮ２とグランドとの間に接
続された４つのダイオードＤ７０１―Ｄ７０４を含む。整流電圧ノードＮ２は、（調光さ
れた）整流電圧Ｕｒｅｃｔを受信し、整流回路７０５と並列に接続された入力フィルタリ
ングキャパシタＣ７１５を介してグランドに接続される。
【００６３】
　ディマーフェーズ角度検出回路７１０は、制御ライン７２９に接続されたＰＷＭ出力部
７１９のようなデジタル出力部を持つマイクロコントローラ７１５を含む。様々な実施例
において、マイクロコントローラ７１５は例えばＭｉｃｒｏｃｈｉｐ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｙ社から入手可能なＰＩＣ１２Ｆ６８３であり、図２のマイクロコントローラ２１５に
関して上述されたように、本教示の要旨を逸脱しない範囲で他のタイプのマイクロコント
ローラ又は他のプロセッサが含まれてもよい。示された実施例において、フェーズ角度検
出回路７１０は、更に第１のキャパシタＣ２１３及び第２のキャパシタＣ２１４並びに第
１の抵抗Ｒ２１１及び第２の抵抗Ｒ２１２を構成し実質的に同じ動作をする、第１のキャ
パシタＣ７１３及び第２のキャパシタＣ７１４並びに第１の抵抗Ｒ７１１及び第２の抵抗
Ｒ７１２を含み、よって対応する説明は繰り返されない。従って、マイクロコントローラ
７１５のデジタル入力部７１８での論理レベルデジタルパルスは、マイクロコントローラ
７１５のデジタル入力部７１８に交流結合された、チョッピングされた整流電圧Ｕｒｅｃ
ｔの動きを密接にフォローする。
【００６４】
　加えて、入力波形サンプリング回路７３０は、また、マイクロコントローラ７１５だけ
でなく、分割されたバージョンの整流電圧Ｕｒｅｃｔを供給する第３の抵抗Ｒ７３１及び
第４の抵抗Ｒ７３２を含む電圧分割器を含む。示された実施例において、第３の抵抗Ｒ７
３１は整流電圧ノードＮ２と波形サンプリングノードＮ３との間に接続され、第４の抵抗
Ｒ７３２は波形サンプリングノードＮ３とグランドとの間に接続される。実施例において
、例えば、第３の抵抗Ｒ７３１は約１．５Ｍオームの値を持ち、第４の抵抗Ｒ７３２は約
１５ｋオームの値を持つ。しかしながら、第３の抵抗Ｒ７３１及び第４の抵抗Ｒ７３２そ
れぞれの値は、当業者にとって明らかなように、任意の特定の状況に対する固有の利点を
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提供するか又は様々な実行のアプリケーション特有の設計要件を満たすために変わっても
よい。
【００６５】
　入力波形サンプリング回路７３０は、分割されたバージョンの整流回路７０５からの入
力整流電圧Ｕｒｅｃｔを基本的に供給し、マイクロコントローラ７１５によりアナログ入
力部７１７を介した入力波形の正確な表現を決定可能にする。マイクロコントローラ７１
５は、チョッピングされていない入力メイン電圧、すなわち、調光器への入力部での電圧
を決定するために、当該波形を使用する。上述のディマーフェーズ角度検出回路７１０の
一部として、マイクロコントローラ７１５は、また、調光器のフェーズ角度（又は、調光
レベル）に関する情報を受信する。
【００６６】
　上述のように、電力変換器７２０は、例えば参照により本願に組み込まれる米国特許第
７，２５６，５５４号にて説明されたように、開ループ又はフィードフォワード形式で動
作する。マイクロコントローラ７１５は、制御ライン７２９を介してＰＷＭ出力部７１９
で電力制御信号出力を用いて電力変換器７２０の電力設定を調整可能である。様々な実施
例において、電力変換器７２０は、例えばＳＴマイクロエレクトロニクス社から入手可能
なＬ６５６２であり、本教示の要旨を逸脱しない範囲で他のタイプのマイクロコントロー
ラ、電力変換器及び他のプロセッサが含まれてもよい。
【００６７】
　一般に、マイクロコントローラ７１５により実行されるソフトウェア及び／又はファー
ムウェアアルゴリズムは、図８Ａに示されるように、高いディマーフェーズ角度（チョッ
ピングが少ない波形）で入力メイン電圧がより正確に決定できるという事実を利用し、こ
れは、電力変換器７２０の電力設定をより正確に設定するために用いられる。しかしなが
ら、図８Ｂに示されるように、低いディマーフェーズ角度（より重くチョッピングされた
波形）での入力メイン電圧の決定は、計算的に重くなり、測定のためにほとんどの波形が
利用できないので、ハイエンドマイクロコントローラ又は他のプロセッサ若しくはコント
ローラを必要とする。従って、様々な実施例によると、図９を参照して後述される例とし
て、低いディマーフェーズ角度で斯様な重い分析を実施する代わりに、電力制御信号は、
例えば、調光器が高いディマーフェーズ角度であるときに計算された入力メイン電圧の以
前に決定され格納された値に基づいて設定されるか、又は図１３を参照して後述される例
として、より柔軟性のある（しかし、正確でない）分別（ｂｉｎｎｉｎｇ）アルゴリズム
を使用して計算される。これは、ハイエンドマイクロコントローラ及び／又は比較的長い
処理時間を組み込む必要性を回避する。
【００６８】
　あるディマーフェーズ角度を超えると入力波形及び入力メイン電圧のより正確な決定が
発生する当該ディマーフェーズ角度は、決定閾値と呼ばれる。様々な実施例において、決
定閾値は、マイクロコントローラ７１５が入力メイン電圧の正確な決定をするために充分
なサンプルを収集可能である調光器の予め定められたフェーズ角度である。従って、決定
閾値は、例えば、マイクロコントローラ７１５の速度及びチョッピングされた波形から入
力メイン電圧を決定するために用いられるアルゴリズムの効果のような様々な要因に依存
して変化する。従って、マイクロコントローラ７１５のコストと、制御ライン７２９を介
して電力変換器７２０へマイクロコントローラ７１５により供給される電力信号の正確さ
とは、トレードオフである。
【００６９】
　図８Ａは、例えば、図１４及び図１５それぞれを参照して後述されるピーク及び傾斜検
出アルゴリズムを用いて、図７に示される入力波形サンプリング回路７３０及びアナログ
入力部７１７を介して、正確な入力電圧測定がマイクロコントローラ７１５によりなされ
る典型的な実施例による決定閾値を上回るフェーズ角度を持つ調光器のサンプル波形を示
す。図８Ｂは、決定閾値より低いフェーズ角度を持つ調光器のサンプル波形を示し、典型
的な実施例によると、例えば、ディマーフェーズ角度が決定閾値を超えるときに計算され
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た以前に決定された入力電圧及び対応する最後の最良の電力設定が、電力変換器の電力を
設定するために用いられる。代わりに、以前に決定された入力電圧が利用できないとき、
入力電圧及び対応する電力設定は、図１３を参照して後述される例の分別のような計算よ
り幾らか不正確な代わりの方法を用いて決定される。
【００７０】
　図９は、典型的な実施例による検出されたディマーフェーズ角度に基づいて入力メイン
電圧及び対応する電力設定を決定するプロセスを示す流れ図である。
【００７１】
　図９を参照して、示された実施例では、プロセスが半導体照明器具の最初のパワーアッ
プに従って実行されているかどうかがブロックＳ９１０において最初に決定され、これは
、最初の電力が半導体照明器具に付与されるときに発生する。最初のパワーアップでない
とき（ブロックＳ９１０：いいえ）、ブロックＳ９２０において、以前に決定された入力
メイン電圧値が、ＥＥＰＲＯＭのようなメモリから取り出される。代わりに、メモリは、
ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＵＳＢドライブ、フロッピー（登録商標）ディ
スク、コンパクトディスク、光ディスク、磁気テープ等のような任意のタイプの揮発性又
は不揮発性コンピュータメモリを含む。以前に決定された入力メイン電圧値は、例えば、
事前に取り付けられたルックアップテーブル又は関連の他の手段を使用して、電力変換器
７２０の関連する電力設定と相関される。関連する電力設定はマイクロコントローラ７１
５から電力制御信号出力部を介して電力変換器７２０に付与されるので、現在の入力メイ
ン電圧が決定されている間、半導体照明器具は通常動作する。
【００７２】
　ディマーフェーズ角度は、ブロックＳ９２１において検出される。ディマーフェーズ角
度は、例えば、上述されたように図４に示されるディマーフェーズ角度検出プロセスに従
って得られる。ブロックＳ９２２において、ディマーフェーズ角度が決定閾値より低いか
どうかが決定される。ディマーフェーズ角度が決定閾値より低いとき（ブロックＳ９２２
：はい）、以前に決定された入力メイン電圧及び最後の最良の電力設定と呼ばれる関連す
る電力設定が、ブロックＳ９２４において現在の電力設定として使われる。実施例におい
て、最後の最良の電力設定は、ブロックＳ９２０で取り出された入力メイン電圧に基づい
て決定された電力設定であり、ディマーフェーズ角度が決定閾値より低いときブロックＳ
９２４において単に変えられないままである。
【００７３】
　ディマーフェーズ角度が決定閾値より低くないとき（ブロックＳ９２２：いいえ）、新
しい入力メイン電圧及び対応する電力設定がブロックＳ９２６において決定される。実施
例において、入力波形サンプリング回路７３０及びマイクロコントローラ７１５のアナロ
グ入力波形分割器が、正確な入力メイン電圧及び電力設定を決定するために、例えば図１
４及び図１５を参照して後述されるピーク及び傾斜検出アルゴリズムで使用される。例え
ば、マイクロコントローラ７１５は、後述される図１０のコントローラ１０２０と実質的
に同じように実行され、よって、（図１０のＡ／Ｄ１０２２のような）ＡＤ変換器からＤ
Ｃ電圧信号のデジタル値を受信し、当該デジタル値は、第３の抵抗Ｒ７３１及び第４の抵
抗Ｒ７３２を含む電圧分割器から分割されたバージョンの整流電圧Ｕｒｅｃｔに対応する
。
【００７４】
　ディマーフェーズ角度が上記決定閾値より上であることが知られているので、図１３を
参照して後述されるように、複数の予め決定された入力電圧及び電力設定のうちの１つに
制限（すなわち、分別）することと対照的に、正確な入力メイン電圧が、連続して決定さ
れる。言い換えると、図１４及び図１５のピーク及び傾斜検出方法は、入力メイン電圧の
値を特に決定し、よって正確な電力設定を決定するために使用できる。前述のように、入
力メイン電圧の決定された値は、例えば、事前に取り付けられたルックアップテーブル又
は関連の他の手段を使用して、電力設定と相関される。
【００７５】
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　ブロックＳ９１０を再び参照して、最初のパワーアップが決定されるとき（ブロックＳ
９１０：はい）、メモリからロードする、以前に決定された入力メイン電圧電力設定はな
い。よって、プロセスは、ブロックＳ９２１に関して上述されたように、ディマーフェー
ズ角度が検出されるブロックＳ９１１へ進む。ブロックＳ９１２において、ディマーフェ
ーズ角度が決定閾値より低いかどうかが決定される。ディマーフェーズ角度が決定閾値よ
り低くないとき（ブロックＳ９１２：いいえ）、新しい入力メイン電圧及び対応する電力
設定が、上述のように、ブロックＳ９２６において決定される。
【００７６】
　しかしながら、ディマー設定が決定閾値より低いとき（ブロックＳ９１２：はい）、取
り出されるべき以前に決定された入力メイン電圧がないので、分別検出アルゴリズムが、
複数の分別、例えば、１２０Ｖ、２３０Ｖ又は２７７Ｖの１つの入力メイン電圧を配置す
るようにブロックＳ９１４において実行される。分別検出アルゴリズムの例は、図１３を
参照して以下に説明される。その後、分別された電圧に対応する電力設定は、例えば、波
形のより正確な決定、よって入力メイン電圧及び電力設定が分別なしになされる図９の方
法の後続のパフォーマンスに従って、ディマーフェーズ角度が決定閾値を上回って動いた
と決定されるまで、電力変換器７２０により用いられる。様々な実施例において、ブロッ
クＳ９１４は、本教示の要旨を逸脱しない範囲で、入力電圧を推定するためブロックＳ９
２６の入力電圧決定アルゴリズムより少ないチョッピングされた波形を必要とする（よっ
て、より低いディマーフェーズ角度で機能する）分別以外のアルゴリズムを含んでもよい
。
【００７７】
　フェーズ角度及び決定閾値検出回路並びに関連するアルゴリズムは、電力変換器の電力
設定を設定することが望ましい様々な状況において用いられる。様々な実施例によると、
負荷ＬＥＤ電力は、例えば、ディマーフェーズ角度が決定閾値を超えるとき、比較的低い
電力／低コストプロセッサを使用して、入力メイン電圧の連続的な範囲にわたって調整さ
れる。例えば、ＬＥＤ負荷に対する実際の電力は、マイクロコントローラが電力変換器へ
送信する信号及びＲＭＳ入力電圧により決定される。
【００７８】
　分別プロセスは、例えば、マイクロコントローラから電力変換器へ送信された電力制御
信号を、限定された数のあり得る値（例えば、入力メイン電圧１２０Ｖ、２３０Ｖ又は２
７７Ｖに応じて３つの値）へ設定する。ＬＥＤへの実際の電力がＲＭＳ入力電圧及びマイ
クロコントローラ信号により決定されるので、ＲＭＳ入力電圧が例えば１７９Ｖ又は２０
８Ｖであるとき、正確な電力がＬＥＤに供給されない。例えば、分別実行は、１００Ｖ（
一般に、日本で使われる）と１２０Ｖ（一般に北アメリカで使われる）と間の違いを決定
しない。分別実行はマイクロコントローラからの電力制御信号を１２０Ｖに対して適当な
値に設定するが、結果として、１００Ｖで動くとき、ＲＭＳ入力電圧は、より低くなり、
よって、ＬＥＤに供給される電力及び光出力は正しくない。同様に、欧州において、入力
メイン電圧は２２０Ｖ又は２４０Ｖであり、これは同じ課題を生じる。例えば、図２のデ
ジタルフェーズ角度検出回路の使用は、ディマー設定が十分に高いとき、少なくともこれ
らの状況で決定されるべき正確な入力メイン電圧（及び対応する電力設定）を可能にする
。
【００７９】
　また、上述のように、重くチョッピングされた正弦波の入力メイン電圧を決定すること
は、困難である。よって、ディマーフェーズ角度が非常に低い（例えば、図８Ｂに示され
るように）とき、チョッピングされた区域が一部にある全正弦波を決定することは高コス
トで計算的に重い。様々な実施例によると、これは、例えば、マイクロコントローラ７１
５の処理パワー又は負荷を大幅に増大する必要なしに、正確な決定がなされる、調光器が
決定閾値を超えるときだけ、入力メイン電圧を決定することにより回避できる。
【００８０】
　図１０は、典型的な実施例による半導体照明器具及び入力電圧コントローラを含む照明
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システムを示すブロック図である。図１０を参照すると、入力電圧コントローラ１０１０
は、電圧分割器１０１５、Ａ／Ｄコンバータ１０２２、コントローラ１０２０及び遷移モ
ード力率補正（ＰＦＣ）コントローラ１０３０を含む。
【００８１】
　電圧分割器１０１５は、電力源から整流電圧を受信する。一般に、整流電圧は、例えば
、約９０ＶＡＣと約２７７ＶＡＣとの間の電圧値を持つ入力メイン又はＡＣライン電圧信
号及び対応する波形である。入力メイン電圧信号は、半導体照明器具１０４０を給電する
ために用いられる。電圧分割器１０１５は、分割されたバージョンの整流入力メイン電圧
信号に対応する信号を供給する。電圧信号は、アナログの入力電圧信号としてＡ／Ｄコン
バータ１０２２へ供給される。
【００８２】
　示された実施例において、電圧分割器１０１５は、コントローラ１０２０の入力部に接
続されるノードＮ１１と整流入力メイン電圧源との間に直列に接続される第１の抵抗１０
１１及び第２の抵抗１０１２を含む。電圧分割器１０１５は、更に、ノードＮ１１とグラ
ンドとの間に接続された第３の抵抗１０１３を含む。実施例では、第１の抵抗１０１１及
び第２の抵抗１０１２各々は、約７５０ｋオームの抵抗を持ち、第３の抵抗１１３は約１
３ｋオームの抵抗を持つ。他の実施例では、第１乃至第３の抵抗１０１１―１０１３の抵
抗値及び／又は電圧分割器１０１５の構成は、当業者にとって明らかなように、任意の特
定の状況に対する固有の利点を提供するか又は様々な実行のアプリケーション特有の設計
要件を満たすために変わってもよいことは理解される。
【００８３】
　Ａ／Ｄコンバータ１０２２は、電圧分割器１０１５からアナログ入力電圧信号を受信し
、アナログの入力電圧信号を整流入力メイン電圧の波形を示すデジタル値へ変換する。コ
ントローラ１０２０は、Ａ／Ｄコンバータ１０２２からデジタル値を受信し、デジタル値
に基づいて入力メイン電圧の電圧レベルを決定する。コントローラ１０２０は、入力メイ
ン電圧の決定された電圧レベルに基づいて制御信号を調整し、半導体照明器具１０４０を
制御するために、ＰＦＣコントローラ１０３０へ制御信号を出力する。例えば、制御信号
に基づいて、ＰＦＣコントローラ１０３０は、後述されるように、入力メイン電圧（例え
ば、１２０ＶＡＣ、２３０ＶＡＣ又は２７７ＶＡＣ）の任意の検出値に対する３０Ｗの定
常状態で半導体照明器具１０４０を動作させるために、電力変調制御信号を出力する。
【００８４】
　コントローラ１０２０は、本教示の要旨を逸脱しない範囲で、上述のように、ハードウ
ェア、ファームウェア又はソフトウェアアーキテクチャの組合せから構成される。また、
コントローラ１０２０は、電圧コントローラ１０１０の様々な機能を実施可能にする実行
可能なソフトウェア／ファームウェア実行コードを格納するためのそれ自身のメモリ（例
えば、不揮発性メモリ）を含む。例えば、様々な実施例では、コントローラ１０２０は、
マイクロプロセッサ、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、Ｍｉｃｒｏｃｈｉｐ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
社から入手可能なＰＩＣ１２Ｆ６８３マイクロコントローラのようなマイクロコントロー
ラ等として実行される。同様に、ＰＦＣコントローラ１０３０は、本教示の要旨を逸脱し
ない範囲で、ハードウェア、ファームウェア又はソフトウェアアーキテクチャの任意の組
合せから構成される。例えば、様々な実施例では、ＰＦＣコントローラ１０３０は、マイ
クロプロセッサ、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、ＳＴマイクロエレクトロニクス社から入手可能な
Ｌ６５６２ＰＦＣコントローラのようなマイクロコントローラ等として実行される。加え
て、別々に示されているが、Ａ／Ｄコンバータ１０２２及び／又はＰＦＣコントローラ１
０３０並びに関連する機能が、様々な実施例において、コントローラ１０２０内に組み込
まれてもよいことは理解される。更に、様々な実施例では、コントローラ１０２０及びＰ
ＦＣコントローラ１０３０は、本教示の要旨を逸脱しない範囲で、例えば図７の電力コン
トローラ７２０及びマイクロコントローラ７１５により実行される。
【００８５】
　図１１は、典型的な実施例によるコントローラ１０２０のブロック図である。図１１を
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参照すると、コントローラ１０２０は、プロセッサ１０２４、ＲＯＭ１０２６、ＲＡＭ１
０２７及びＰＷＭ信号発生器１０２８を含む。
【００８６】
　上述のように、Ａ／Ｄコンバータ１０２２は、電圧分割器１０１５から入力信号を受信
し、入力信号を整流入力メイン電圧の波形を示すデジタル値へ変換する。デジタル値は、
処理のためプロセッサ１０２４により受信され、また、例えば、バス１０２１を介してＲ
ＯＭ１０２６及び／又はＲＡＭ１０２７に格納される。プロセッサ１０２４は、電圧コン
トローラ１０１０の様々な機能を実施可能にする実行可能なソフトウェア／ファームウェ
ア実行コードを格納するためのそれ自身のメモリ（例えば、不揮発性メモリ）を含む。代
わりに、実行コードは、ＲＯＭ１０２６及び／又はＲＡＭ１０２７内の指定されたメモリ
位置に格納される。ＲＯＭ１０２６は、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ等のような
有形のコンピュータ可読の記憶メディアの任意の数、タイプ及び組合せを含む。更に、Ｒ
ＯＭ１０２６及び／又はＲＡＭ１０２７は、例えば、プロセッサ１０２４により以前の入
力メイン電圧計算の結果及び統計的データを格納する。
【００８７】
　ＰＷＭ信号発生器１０２８は、プロセッサ１０２４からの命令又は制御信号に応じて、
制御信号としてＰＷＭ信号を生成し出力する。とりわけ、示された実施例では、ＰＷＭ信
号発生器１０２８は、プロセッサ１０２４により決定される入力メイン電圧の値に依存し
て、ＰＷＭ制御信号のパルス幅を変化させる。例えば、ＰＷＭ信号発生器１０２８は、入
力メイン電圧のより高い値に応じて、より短いパルス幅を持つＰＷＭ制御信号を生成する
。ＰＷＭ制御信号はコントローラ１０２０からＰＦＣコントローラ１０３０へ出力され、
ＰＦＣコントローラ１０３０は、ＰＷＭ制御信号のパルス幅に関連する半導体照明器具１
４０の電力変調を制御する。例えば、ＰＦＣコントローラ１０３０は、より大きいパルス
幅に応じて半導体照明器具１０４０への電流を増大するように構成され、よって、低い電
圧値（例えば、１２０ＶＡＣ）に対する一定電力を維持する。同様に、ＰＦＣコントロー
ラ１０３０は、より短いパルス幅に応じて、半導体照明器具１０４０への電流を減少する
ように構成され、よって、高い電圧値（例えば、２７７ＶＡＣ）に対する一定電力を維持
する。
【００８８】
　例えば実施例において、ＰＦＣコントローラ１０３０は、その装置上に専用の電流設定
ピンを持つ。電流設定ピン上に電圧基準を設定することにより、ＰＦＣコントローラ１０
３０は、電流設定ピン上に見られる電圧基準に関する電力量を半導体照明器具１０４０へ
送達する。（入力電圧波形に依存してパルス幅を変えながら）コントローラ１０２０から
出力されたＰＷＭ制御信号出力は、ＰＦＣコントローラ１０３０のフィルタ回路（図示せ
ず）を通過して、効果的にＰＦＣコントローラ１０３０の電流設定ピン上の電圧基準を変
える。これは、半導体照明器具１０４０のＬＥＤアレイ１０４５のＬＥＤを通過する全体
の電力の変化を可能にする。もちろん、他のタイプの制御信号、及び半導体照明器具１０
４０を制御する方法は、本教示の範囲内に組み込まれる。
【００８９】
　再び図１０を参照すると、半導体照明器具１０４０は、例えば、Ｐｈｉｌｉｐｓ　Ｃｏ
ｌｏｒ　Ｋｉｎｅｔｉｃｓ社から入手可能な照明器具、Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ　Ｗｈｉｔｅ
である。半導体照明器具１０４０は、典型的なＬＥＤアレイ１０４５のような光源又は照
明源及びスイッチ１０４１を含む。スイッチ１０４１は、ＰＦＣコントローラ１０３０か
ら受信された電力変調制御信号に応じてＬＥＤアレイ１０４５への電力のオン／オフを切
り替え、これは同時に定常状態電流を変える。例えば、「オン」時間の量は、ＬＥＤアレ
イ１０４５のＬＥＤを通る電流量を決定する。このようにＬＥＤアレイ１０４５への電力
の切り替えタイミング又はサイクルは、入力メイン電圧の様々な値に対して調整される。
例えば、より高い入力メイン電圧（例えば、２７７ＶＡＣ）は、定常状態電力（例えば、
３０Ｗ）をＬＥＤアレイ１０４５へ供給するために、低い入力メイン電圧（例えば、１２
０ＶＡＣ）より短い「オン」間隔（結果的により少ない電流になる）を要求する。
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【００９０】
　図１２は、典型的な実施例による半導体照明器具の電力を制御するプロセスを示す流れ
図である。図１２に示される様々なステップ及び／又はオペレーションは、例えば、図１
０及び図１１を参照して上述されたＡ／Ｄコンバータ１０２２及びコントローラ１０２０
により実行されてもよい。
【００９１】
　ブロックＳ１２１０において、整流ＡＣライン電圧又は入力メイン電圧信号は、半導体
照明器具を給電するために受信される。入力メイン電圧信号の大きさ又は値は、既知では
なく、１２０ＶＡＣ、２３０ＶＡＣ又は２７７ＶＡＣのような様々な利用可能な入力メイ
ン電圧の任意の一つである。ブロックＳ１２１２において、入力メイン電圧信号は、例え
ば、入力メイン電圧信号の波形に対応する分割された信号を供給する電圧分割器１０１５
により、分割された信号へ変換される。分割された信号は、入力メイン電圧信号の波形を
表わすデジタル値を供給するためにブロックＳ１２１４において、例えば、Ａ／Ｄコンバ
ータ１０２２によりアナログ信号からデジタル信号へ変換される。
【００９２】
　オペレーションＳ１２１６において、入力メイン電圧信号の大きさ又は値は、図１３乃
至図１５を参照して以下に更に詳細に説明されるデジタル値を使用して、例えばコントロ
ーラ１０２０及び／又はプロセッサ１０２４により決定される。一般に、ピーク検出アル
ゴリズムは、入力メイン電圧が高い値か又は中間の値（例えば、２７７ＶＡＣ又は２２０
―２４０ＶＡＣ）を持つかどうかを決定するために実行される。しかしながら、ピーク検
出アルゴリズム単独では、例えば、入力メイン電圧が低い値（例えば、１２０ＶＡＣ）を
持つとき、又は入力メイン電圧信号が調光された中間の値（例えば、２３０ＶＡＣ）を持
つとき、入力メイン電圧の値を検出できない。ピーク検出アルゴリズムが入力メイン電圧
の値を検出できないとき、入力メイン電圧信号波形の立ち上がりエッジの傾斜が低い値又
は中間の値に対応するかどうかを決定するための傾斜検出アルゴリズムが実施される。
【００９３】
　入力メイン電圧の値が決定された後、ブロックＳ１２１８で、決定された値に基づいて
、制御信号が生成され、例えばＰＦＣコントローラ１０３０へ出力される。制御信号に基
づいて、半導体照明器具の電力変調は、入力メイン電圧値を考慮するように調整される。
【００９４】
　図１３は、典型的な実施例による入力メイン電圧信号の値を決定するプロセスを示す流
れ図である。より詳しくは、図１３は、入力メイン電圧（又は、ＡＣライン電圧）の値が
複数の予め定められた電圧値（例えば、低い、中間、又は高い）の１つと関連している典
型的な実施例を示す。プロセスは、入力メイン電圧が予め定められた電圧値の１つに対応
する「ビン」に置かれるので、「分別」と呼ばれる。
【００９５】
　様々な実施例において、フェーズチョッピング調光器により生じるチョッピングされた
正弦波が入力メイン電圧の正確な値を決定可能にするのに十分なときはいつでも、入力メ
イン電圧の正確な値は、例えば、図１３のブロックＳ１３２０及びＳ１３５０に示される
ピーク及び傾斜検出プロセスに基づいて決定される。例えば、図７乃至図９を参照して上
述されたように、ディマーフェーズ角度が決定閾値を超えるとき（例えば、図８Ａに示さ
れるように）、入力メイン電圧の正確な値が比較的ほとんど処理パワーなしに計算される
。
【００９６】
　図１３を参照すると、プロセスは、例えばブロックＳ１３１２及びＳ１３１４により示
されるように、最初に初期化される。初期化は、完全に省略されるか、又は本教示の要旨
を逸脱しない範囲で、代替の実施例で入力メイン電圧の値を決定するプロセス内の他の時
に実施されてもよいが、実施例において、初期化は、半導体照明器具をパワーアップする
際にだけ実施される。利用できるとき、以前に決定された入力メイン電圧値がブロックＳ
１３１２でメモリから取り出され、例えば、コントローラ１０２０により出力される制御
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信号は、ブロックＳ１３１４で以前に決定された入力メイン電圧値に基づいて最初に設定
される。例えば、制御信号がＰＷＭ制御信号である場合、ＰＷＭパルス幅又はデューティ
サイクルは、以前に決定された入力メイン電圧値に従って先ず設定される。例えば、半導
体照明器具がオンされるたびに、入力メイン電圧の値が決定され、例えば、ＲＯＭ１０２
６に格納される。従って、入力メイン電圧の現在の値が決定されている間、半導体照明器
具は入力メイン電圧の以前に決定された値で動作される。これは、決定プロセスの間、フ
リッカ又は他の悪影響を防止する。
【００９７】
　オペレーションＳ１３２０において、ピーク検出アルゴリズムは、例えば、Ａ／Ｄコン
バータ１２２により供給されるデジタル値に基づいて、入力メイン電圧信号のピーク及び
周波数を検出するために実施される。オペレーションＳ１３２０のピーク検出アルゴリズ
ムは、典型的な実施例による入力メイン電圧信号の信号ピーク及び周波数を決定するプロ
セスを示す流れ図である図１４を参照して詳述される。
【００９８】
　図１４を参照すると、（例えば、図１２のブロックＳ１２１４からの）ＤＣ電圧信号の
デジタル値は、入力メイン電圧信号波形のピークに対応する最大デジタル値を識別し格納
するために、及び／又は入力メイン電圧信号の周波数を識別するために、予め定められた
数のサイクル（例えば、２０サイクル）の間、又は、所定の期間（例えば、１５０ｍＳ）
の間、読み取られる。例えば、プロセッサ１０２４は、Ａ／Ｄコンバータ１０２２からＤ
Ｃ電圧信号の多くのデジタル値をサンプリングする。最大デジタル値を識別するために、
分割された信号（分割されたバージョンの整流入力メイン電圧に対応する）のデジタル値
は、ブロックＳ１４２１において読み取られ、ブロックＳ１４２２において最大値と比較
される。最大値は、予め定められた閾値、又は前に読み取られたデジタル値の中から最大
値であると前もって決定され格納されたデジタル値である。
【００９９】
　読み取られたデジタル値が最大値より大きいとき（ブロックＳ１４２２：はい）、読み
取られたデジタル値は、その後読み取られたデジタル値との比較に使われるため、ブロッ
クＳ１４２３において新しい最大値として格納される。読み取られたデジタル値が最大値
より大きくないとき（ブロックＳ１４２２：いいえ）、ブロックＳ１４２３は、スキップ
される。付加的なサイクル（又は時間）がデジタル値を読み取るために残っているかどう
かが、ブロックＳ１４２４において決定される。例えば、サイクル数又は経過時間は、予
め定められた閾値又はデジタル値を読み取るための所定の時間とそれぞれ比較される。付
加的なサイクル又は時間があるとき（ブロックＳ１４２４：はい）、ブロックＳ１４２１
乃至Ｓ１４２３は、繰り返される。付加的なサイクル又はデジタル値を読み取るための時
間がないとき（ブロックＳ１４２４：いいえ）、サンプリングされたデジタル値の中の現
在の最大値が、波形のピークの値とみなされる。
【０１００】
　入力メイン電圧の波形の周波数は、例えば、ゼロクロス間又は隣接するピーク値間のタ
イミングを比較することにより、ブロックＳ１４２５において計算される。例えば、入力
メイン電圧が通常半導体照明器具取付けの地理的な位置により表わされている５０Ｈｚ又
は６０ＨｚであるかがブロックＳ１４２５において決定される。波形の周波数は、後述さ
れるように、図１３のオペレーションＳ１３５０において計算される波形の傾斜に直接影
響するので、波形の周波数が決定される。実施例において、波形の周波数は、サイクル期
間にわたって波形の波上のポイント（例えば、波のピーク又は開始点）をサンプリングし
、隣接する波間の時間量を計算することにより決定される。
【０１０１】
　図１４のブロックＳ１４２５において周波数を決定した後に、プロセスは図１３に戻る
。図１３のブロックＳ１３３２乃至Ｓ１３３５において、入力メイン電圧信号の値が、対
応する波形の傾斜を決定する必要なく決定できるかどうかが決定される。特に、ブロック
Ｓ１３３２において、波形のピーク値は、入力メイン電圧信号の値が最大電圧値（例えば
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、２７７ＶＡＣ）であるかどうかを決定するために予め定められた第１の閾値と比較され
る。ピーク値が第１の閾値より大きいとき（ブロックＳ１３３２：はい）、ブロックＳ１
３３３において入力メイン電圧信号の値が最大電圧値であることが決定される。
【０１０２】
　ピークの値が第１の閾値より大きくないとき（ブロックＳ１３３２：いいえ）、プロセ
スは、入力メイン電圧信号の値が中間の電圧値（例えば、２３０ＶＡＣ）であるか、又は
可能性がある中間の電圧値（例えば、２２０ＶＡＣ乃至２４０ＶＡＣ）の範囲であるかど
うかを決定するために波形のピーク値が予め定められた第２の閾値と比較されるＳ１３３
４へと進む。ピーク値が第２の閾値より大きいとき（ブロックＳ１３３４：はい）、ブロ
ックＳ１３３５において、入力メイン電圧信号の値が中間の電圧値（又は、可能性がある
中間の電圧値の範囲）であることが決定される。
【０１０３】
　ピーク値が第２の閾値より大きくないとき（ブロックＳ１３３４：いいえ）、プロセス
は、波形の傾斜に基づいて、入力メイン電圧信号の値を決定する。すなわち、ピーク値が
第２の閾値より大きくないとき、入力メイン電圧信号は、低い電圧値（例えば、１２０Ｖ
ＡＣ）か、又は調光された中間の電圧値（例えば、２３０ＶＡＣ）であり、どちらの状況
かは、ピーク値の決定だけに基づいて区別がつかない。
【０１０４】
　例えば、図１６Ａ及び図１６Ｂは、それぞれ１２０ＶＡＣライン電圧信号及び調光され
た２３０ＶＡＣライン電圧信号の波形のサンプルトレースである。図１６Ａと図１６Ｂと
の比較は、対応する波形の周波数及びピークが実質的に同じであるが、波形の傾斜が異な
ることを示す。特に、図１６Ｂの波形の傾斜は、図１６Ａの波形の傾斜より概して急であ
る。従って、傾斜を計算することにより（例えば、図１３のオペレーションＳ１３５０に
おいて）、調光に関係なく、入力メイン電圧信号が１２０ＶＡＣか又は２３０ＶＡＣであ
るという決定がなされる。もちろん、図１６Ｂの調光された２３０ＶＡＣライン電圧信号
の傾斜と同様の傾斜を持つ波形を持つ調光された１２０ＶＡＣのライン電圧信号（図示せ
ず）は、低いピークに基づいて依然識別可能である。従って、実施例では、傾斜計算が断
定的でない場合、付加的なピーク比較（図示せず）が実施される。
【０１０５】
　従って、ブロックＳ１３３４において、ピーク値が第２の閾値より大きくないと決定さ
れるとき（ブロックＳ１３３４：いいえ）、プロセスは、例えば、Ａ／Ｄコンバータ１０
２２により供給されるデジタル値に基づいて入力メイン電圧信号波形の立ち上がりエッジ
に対応する傾斜を決定するために、オペレーションＳ１３５０により示される傾斜検出ア
ルゴリズムを実施する。オペレーションＳ１３５０の傾斜検出アルゴリズムは、典型的な
実施例による入力メイン電圧信号波形の傾斜を決定するプロセスを示す流れ図である図１
５を参照して詳細に説明される。
【０１０６】
　図１５を参照すると、ブロックＳ１４５１において、参照基準が、傾斜決定のために選
択される。参照基準の選択は、例えば、上述されたオペレーションＳ１３２０及び図１４
において、前もって決定されていた入力メイン電圧信号の周波数に基づく。参照基準は、
調光されていない低い電圧値及び調光された中間の電圧値に対応する各可能性がある周波
数での傾斜又は傾斜の範囲を関連付けるので、計算された傾斜は各々と比較される。例え
ば、図１７は、サンプル傾斜を示すグラフであり、参照基準はこのサンプル傾斜に基づい
ている。傾斜１７１０は調光された２３０ＶＡＣライン電圧信号の波形の立ち上がりエッ
ジに対応し、傾斜１７２０は調光された１２０ＶＡＣライン電圧信号の波形の立ち上がり
エッジに対応する。上述されたように、より高い入力メイン電圧信号の値（傾斜１７１０
）が、より急である。
【０１０７】
　ブロックＳ１４５２において、分割されたバージョンの整流入力メイン電圧に対応する
デジタル値が読み込まれる（例えば、Ａ／Ｄコンバータ１０２２から）。実施例において
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、入力メイン電圧信号の波形は、（読み込まれたデジタル値を使用して）例えば約２．５
ｍｓ時間にわたってサンプリングされなければならない。約２．５ｍｓは、ＥＬＶ調光器
が最低レベルに調光されるとき利用できる波形の最小量であるからである。サンプリング
が約２．５ｍｓより多く発生する場合、ＡＣ信号が調光器によりチョッピングできるので
、ＡＣ信号が存在しない。ブロックＳ１４５３において、読み込まれたデジタル値に基づ
いて、入力メイン電圧信号の波形の立ち上がりエッジが識別される。例えば、時間にわた
ってデジタル値を監視することにより、一連の減少又は不変のデジタル値をフォローして
、増大し始めるデジタル値を識別するとすぐに、立ち上がりエッジは識別される。
【０１０８】
　波形の立ち上がりエッジが識別されると、ブロックＳ１４５４において、立ち上がりエ
ッジの少なくとも一部を表す複数のデジタル値を使用して、立ち上がりエッジの傾斜が計
算される。例えば、デジタル値の予め定められた数又はサンプリングが収集されるか、又
は、デジタル値は所定の期間にわたって収集されてもよい。実施例において、立ち上がり
エッジの傾斜は、立ち上がりエッジに対応する選択されたデジタル値の各々を、先行する
デジタル値と比較することにより計算される。例えば、波形の立ち上がりエッジを表わす
１０個のデジタル値を使用して、隣接するデジタル値間の約５０のカウントの増加（図１
７の１７１０を参照）は、２３０ＶＡＣのライン電圧を示す一方で、隣接するデジタル値
間の約２５のカウントの増加（図１７の曲線１７２０を参照）は、１２０ＶＡＣのライン
電圧を示すだろう。
【０１０９】
　ブロックＳ１４５５において、計算された傾斜は、入力メイン電圧信号の周波数に依存
するブロックＳ１４５１において選択された参照基準と比較される。示された実施例にお
いて、計算された傾斜は、説明の目的のために低い電圧値（例えば、１２０ＶＡＣ）に対
応する参照基準とだけ比較される。しかしながら、様々な実施例では、計算された傾斜が
、本教示の要旨を逸脱しない範囲で、低い電圧及び中間の電圧（例えば、２３０ＶＡＣ）
の参照基準のどちらか又は両方と比較されてもよいことは理解される。計算された傾斜が
低い電圧値に対応することを比較が示すとき（ブロックＳ１４５５：はい）、低い電圧値
カウンタはブロックＳ１４５６においてインクリメントされ、計算された傾斜が低い電圧
値に対応しないことを比較が示すとき（ブロックＳ１４５５：いいえ）、中間の電圧値カ
ウンタがブロックＳ１４５７においてインクリメントされる。
【０１１０】
　ブロックＳ１４５８において、付加的なサンプリングサイクルが残っているかどうかが
決定される。例えば、傾斜の予め定められた数（例えば、６０）がデジタル値の対応する
セットに対して計算され、又は、傾斜計算が時間（例えば、４５０ｍＳ）の所定の期間に
わたって繰り返され収集される。付加的なサンプリングサイクルが残っているとき（ブロ
ックＳ１４５８：はい）、プロセスは始まりに戻り、ブロックＳ１４５１乃至ブロックＳ
１４５８が繰り返される。付加的なサンプリングサイクルが残っていないとき（ブロック
Ｓ１４５８：いいえ）、プロセスは、入力メイン電圧信号の値が決定されるＳ１４５９へ
進む。例えば、カウンタ値の少なくとも１つは、入力メイン電圧信号の値が中間の電圧値
又は低い電圧値であることを傾斜が単独で又は集合的に示すかどうかを決定するために、
予め定められた閾値と比較される。
【０１１１】
　実施例において、中間の電圧値カウンタだけが、入力メイン電圧信号の値が中間の電圧
値であるかどうかを示すために選択された予め定められた閾値と比較されるが、様々な実
施例では一方のカウンタ又は両方のカウンタを比較するか、又は他の相当する識別技術を
実行してもよい。計算されている傾斜の予め定められた数が６０である例において、中間
の電圧に対して予め定められた閾値は２０であり、この場合、中間の電圧値を示す計算さ
れた傾斜の数が２０を超えるときだけ、プロセスは入力メイン電圧信号の値が中間の電圧
であると決定する。
【０１１２】
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　図１５のブロックＳ１４５９において電圧値を決定した後に、プロセスは図１３に戻る
。結果に依存して、入力メイン電圧信号の値は、ブロックＳ１３６０における低い電圧値
又はブロックＳ１３６１における中間の電圧値のうちの１つであると決定される。ブロッ
クＳ１３７０において、（ブロックＳ１３３３、Ｓ１３３５、Ｓ１３６０又はＳ１３６１
の１つからの）決定された電圧値は、最初にブロックＳ１３１２においてメモリから取り
出された前に格納された電圧値と比較される。決定された電圧値が前に格納された電圧値
と同じであるとき（ブロックＳ１３７０：はい）、プロセスは終了する。この場合、（例
えば、コントローラ１０２０により出力される）制御信号は、初期化プロセスにより供給
された設定から不変のままである。すなわち、制御信号は、前に格納された電圧値に基づ
き続いている。決定された電圧値が前に格納された電圧値と同じでないとき（ブロックＳ
１３７０：いいえ）、入力メイン電圧信号の新しい電圧値が、（例えば、ＲＯＭ１０２６
に）格納されて、制御信号を変えるために適用される。それに応じて、（コントローラ１
０２０から制御信号を受信する）ＰＦＣコントローラ１０３０は、変更電圧値のための調
整のために半導体照明器具１０４０に供給される電力変調制御信号を変える。
【０１１３】
　複数の発明の実施例が本願明細書に説明され例示されてきたが、当業者は、機能を実施
し及び／又は、本願明細書において説明されている結果及び／又は利点の一つ以上を得る
ための様々な他の手段及び／又は構造を直ちに構想するだろうし、斯様なバリエーション
及び／又は変更の各々は、本願明細書において説明されている発明の実施例の範囲内であ
るとみなされる。例えば、図１３は、入力メイン電圧が電圧分別プロセスに従った３つの
値、２７７ＶＡＣ、２３０ＶＡＣ及び１２０ＶＡＣにそれぞれ対応する高い電圧値、中間
の電圧値又は低い電圧値のうちの１つであると決定される典型的な実施例に向けられてい
る。しかしながら、本教示の要旨を逸脱しない範囲で、様々な付加的な実施例は、（例え
ば、２７７ＶＡＣ、２３０ＶＡＣ及び１２０ＶＡＣ以外の）異なる電圧値又は電圧値の範
囲を決定し及び／又は入力メイン電圧の（例えば、３より多いか、又は少ない）異なる数
の電圧値を決定するために構成されてもよい。
【０１１４】
　様々な本発明の実施例が本願明細書において図と共に説明されると共に、当業者は機能
を実行し、並びに／又は結果及び／若しくは本願明細書において記載されている効果の一
つ以上を得るための様々な他の手段及び／若しくは構造を容易に構想するが、斯様なバリ
エーション及び／又は変更態様の各々は本願明細書において記載されている発明の実施例
の範囲内であると考えられる。さらに一般的にいえば、当業者は、本願明細書において記
載されているすべてのパラメータ、寸法、物質及び構成が例示的なものであり、実際のパ
ラメータ、寸法、物質及び／又は構成は、本発明の教示が使用される特定のアプリケーシ
ョン又はアプリケーションに依存することは、容易に理解されるだろう。当業者は、本願
明細書において記載されている特定の発明の実施例に対して多くの等価物を、ルーチン試
験だけを使用して理解され、確認できるだろう。したがって、前述の実施例が単なる例示
により表わされていて、添付の請求の範囲及びその等価物の範囲内で、発明の実施例が、
特に説明されたり、クレームされたもの以外でも実践されるということは理解されるべき
である。本開示の発明の実施例は、本願明細書において説明された個々の特徴、システム
、物品、材料、キット及び／又は方法に向いている。加えて、斯様な特徴、システム、物
品、材料、キット及び／又は方法が相互に矛盾していない場合、斯様な２つ以上の特徴、
システム、物品、材料、キット及び／又は方法の何れの組合せも本開示の発明の範囲の中
に含まれる。
【０１１５】
　本願明細書において定められ、使用されるすべての定義は、辞書定義、参照した文献で
の定義及び／又は定義された用語の通常の意味にわたって管理するように理解されるべき
である。
【０１１６】
　本願明細書及び請求項において使用された不定冠詞「ａ」及び「ａｎ」は、明らかに反
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対が示されない限り、「少なくとも１つ」を意味すると理解されるべきである。
【０１１７】
　本願明細書及び請求項において使用されたフレーズ「及び／又は」は、連接された要素
、すなわち、ある場合には共同して存在し、他の場合には分離的に存在する要素の「一方
又は両方」を意味すると理解されるべきである。「及び／又は」でリストされた複数の要
素は、同じ様式、すなわち、連接された要素の「一つ以上」と解釈されるべきである。他
の要素は、特に特定されたそれらの要素と関係するにせよ又は無関係であるにせよ、「及
び／又は」フレーズによって特に特定された要素以外にオプションであってもよい。した
がって、非限定的な例として、「Ａ及び／又はＢ」という参照は、「を有する」ような制
限のない用語と共に用いられるとき、ある実施例においては、Ａだけ（オプションで、Ｂ
以外の要素を含む）を指すことができ、他の実施例においては、Ｂだけ（オプションで、
Ａ以外の要素を含む）を指すことができ、更に他の実施例においては、Ａ及びＢ（オプシ
ョンで、他の要素を含む）を指すことができる等である。
【０１１８】
本願明細書及び請求項において使用されるように、「又は」は、上記「及び／又は」と同
じ意味を持つと理解されるべきである。例えば、リストの項目を分けるとき、「又は」又
は「及び／又は」は、含んでいるとして解釈されるべきであり、すなわち、少なくとも１
つを含むが、多くの要素の数若しくは要素のリスト１つより多くも含み、オプションで、
リストに載ってない追加の項目も含むものとして解釈されるべきである。対照的に、「一
つだけ」、「正確に一つ」又は請求項で使用されるときは「から成る」のような明らかに
指示した用語だけは、多くの要素又は要素のリストの正確に１つの要素を含むことを参照
する。概して、本願明細書で用いられる用語「又は」は、「何れか」「の一つ」「も一つ
だけ」又は「の正確に一つ」のような排他性の用語が先に来るとき、排他的な択一物（す
なわち「一方又は他方であって両方ではない」）を示すものとして解釈されるだけである
。請求項において使用されるとき、「基本的に」「から成る」ことは、特許法の分野にお
いて用いられるような通常の意味を有する。
【０１１９】
　明細書及び請求項で使用されているように、一つ以上の要素のリストに関して「少なく
とも一つの」フレーズは、要素のリストのうちの何れの一つ以上の要素から選択された少
なくとも一つの要素を意味し、要素のリストの範囲内で特にリストされた各要素の少なく
とも一つを必ずしも含む必要もなく、要素のリスト内の何れの要素の組み合わせも除外す
るわけでもないことは理解されるべきである。この定義はまた、「少なくとも一つの」フ
レーズが参照する要素のリストの範囲内で特に特定される要素以外に、特に特定された要
素に関係があるかないかにかかわらず、要素がオプション的にあることを許容する。した
がって、非限定的な例として、「Ａ及びＢの少なくとも一つ」（又は、同等に、「Ａ又は
Ｂの少なくとも一つ」、又は、同等に「Ａ及び／又はＢの少なくとも一つ」）は、一方の
実施例において、Ｂがない（Ｂ以外の要素をオプションで含んで）少なくとも一つのＡ、
オプションで一つより多くのＡを参照し、他方の実施例において、Ａがない（Ａ以外の要
素をオプションで含んで）少なくとも一つのＢ、オプションで一つより多くのＢを参照し
、更に他の実施例において、少なくとも一つのＡ、オプションで一つより多くのＡ、少な
くとも一つのＢ、オプションで一つより多くのＢ（オプションで他の要素を含んで）を参
照する等である。
【０１２０】
明らかに反対の示されない限り、複数のステップ又は行為を含むとここにクレームされた
何れの方法においても、当該方法のステップ又は行為の順番は、当該方法のステップ又は
行為が列挙される順番に必ずしも限られているわけではないことも理解されるべきである
。また、請求項内の参照符号は、非限定的であって、請求の範囲に何ら影響を持つべきで
はない。
【０１２１】
　特許請求の範囲において、括弧内に現れる任意の参照符号又は他のキャラクタは、単に
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はない。
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