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(57)【要約】
照明装置は、１つ以上の光源を有することが記載され、
一次入力電源の接続、一つ以上の光源への一次入力電力
接続部からの電力の供給を制御する電子回路。電子回路
は、一次入力電力接続部で、使用時に、結合された一次
電力供給ネットワーク上の外部電気負荷の指標を決定す
る手段と、決定に依存して、一次入力電力接続部から引
き出される電力を変化させるための手段と主電源供給ネ
ットワーク上の外部電気負荷の指標。このように、一次
供給ネットワーク上の高い需要の時間中に、照明装置は
、主電源から引き出される電力量を低減することができ
る。
　【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジングと、
　一次電力供給ネットワークから電力を受ける、前記ハウジング内の一次入力電力接続部
と、
　二次電源から電力を受ける、前記ハウジング内の二次入力電力接続部と、
　１つ以上の光源に電力を供給する、前記ハウジング内の出力電力接続部と、
　前記ハウジング内の電子回路であって、前記一次と二次の入力電力接続部から前記出力
電力接続部への配電を制御して、前記一つ以上の光源への配電を制御する電子回路とを具
備する照明制御装置であって、
　前記電子回路は、
　使用時に前記一次入力電力接続部と結合された一次電力供給ネットワーク上における外
部電気負荷の指標を決定する決定手段と
　前記一次及び二次入力電力接続部から引き出される電力を、前記一次電力供給ネットワ
ーク上で決定されたところの前記外部電気負荷の指標に応じて、変更する変更手段とを具
えた、照明制御装置。
【請求項２】
　前記引き出される電力を変更する前記変更手段は、前記外部電気負荷の指標を受信する
ように構成されたプロセッサを有し、このプロセッサは、前記決定された前記一次電力供
給ネットワークへの外部電気負荷指標に応じた制御信号を出力して、前記一次および二次
入力電力接続部から引き出される電力を制御するように配置されたことを特徴とする請求
項１に記載の照明制御装置。
【請求項３】
　前記一次と二次入力電力接続部から引き出される電力を変更する前記変更手段は、前記
出力電力接続部に配電される電力を、前記一次供給ネットワーク上の電気負荷から独立し
て一つ以上の光源の明るさが維持されるように、供給するべく配置されたことを特徴とす
る請求項１又は２に記載の照明制御装置。
【請求項４】
　前記決定手段は、前記一次電力供給ネットワークへの外部電気的負荷を示す信号を外部
装置から受信するように構成されている、ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１
に記載の照明制御装置。
【請求項５】
　前記決定手段は、前記一次電力供給ネットワークから前記信号を受信するように配置さ
れた、請求項４に記載の照明制御装置。
【請求項６】
　前記受信信号は前記電力の信号に変調され、前記決定手段は、前記受信信号を復調する
復調器を備えることを特徴とする請求項５に記載の照明制御装置。
【請求項７】
　前記決定手段は、前記一次入力電力接続部で受電された電力信号の周波数の測定を行う
、請求項６に記載の照明制御装置。
【請求項８】
　前記電子回路は、
　少なくとも１つの閾値を提供する手段と
　前記閾値を前記電力信号の周波数測定値と比較する手段とを具備することを特徴とする
請求項７に記載の照明制御装置。
【請求項９】
　前記変更手段は、前記一次入力電力接続部から引き出される電力を、前記決定手段が前
記一次電力供給ネットワークに高い電気的負荷が存在すると決定したときに、第１の非ゼ
ロ電力レベルから第２の非ゼロ電力レベルに減少させるように配置された、ことを特徴と
する請求項１乃至８のいずれか１に記載の照明制御装置。
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【請求項１０】
　前記変更手段は、前記一次入力電力接続部から引き出される電力を、前記照明装置に関
連付けられた二次電荷蓄積装置を充電するために使用される充電回路の動作を禁止するこ
とによって、一次入力電力接続部から引き出される電力を低減させるように動作する、請
求項９に記載の照明制御装置。
【請求項１１】
　前記変更手段は、前記一次入力電力接続部から引き出される電力を減少させるのを、前
記１つ以上の光源、によって発生させられる光の明るさを減少させることによってなすよ
うに動作する、ことを特徴とする請求項１、９、１０のいずれか１に記載の照明制御装置
。
【請求項１２】
　前記照明装置は、前記一次入力電力接続部から引き出される電力を、その照明装置に関
連付けられた前記二次電源から引き出される電力で置き換えるように動作する、ことを特
徴とする請求項１乃至１１のいずれか１に記載の照明制御装置。
【請求項１３】
　前記変更手段は、前記一次入力電力接続部から引き出される電力を、前記決定手段が、
前記一次電力供給ネットワークに低い値の電力負荷がかかっていることを決定したときに
、第３の非ゼロの電力レベルから第４の非ゼロの電力レベルに増加させるように配置され
た、ことを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１に記載の照明制御装置。
【請求項１４】
　前記二次電源は電荷蓄積装置であり、前記変更手段は、前記一次入力電力接続部から引
き出される電力を、充電回路に、前記二次電荷蓄積装置を前記照明装置に関連させて充電
させることを許すことにより、増加させるように動作することを特徴とする請求項１３に
記載の照明制御装置。
【請求項１５】
　前記変更手段は、一次入力電力接続部から引き出される電力を、前記１つ以上の光源に
よって生成される光の明るさを増加させることによって、増加するように動作することを
特徴とする請求項１３乃至１４のいずれか１に記載の照明制御装置。
【請求項１６】
　前記照明装置は、前記一次入力電力接続部から引き出される電力を、前記照明装置に関
連する二次電源から引き出される電力で置換または補足するように動作する請求項１３又
は請求項１４に記載の照明制御装置。
【請求項１７】
　前記二次電源は電荷蓄積装置を具備し、前記電子回路は、さらに、前記電荷蓄積装置の
残容量を決定する手段を備え、かつ
　前記変更手段は、前記蓄積装置の残存容量に応じて、二次電源から引き出される電力を
変化させるように配置される、ことを特徴とする請求項１乃至１６のいずれか１に記載の
制御装置。
【請求項１８】
　前記二次電源は電荷蓄積装置を含み、かつ
　前記変更手段は、前記電荷蓄積装置の容量に応じて前記二次電源から引き出される電力
を変化させるように配置される、ことを特徴とする請求項１乃至１７のいずれか１に記載
の照明制御装置。
【請求項１９】
　前記二次電源は電荷蓄積装置を含み、かつ
　高いグリッド需要の期間中、前記変更手段は、所定の又は推定された時間期間、前記二
次電源から電力を引き出すように配置される、ことを特徴とする請求項１乃至１８のいず
れか１に記載の照明制御装置。
【請求項２０】
　前記電子回路は、さらに、前記電荷蓄積装置の残容量を決定する手段を含み、前記変更
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手段は、前記二次電源から引き出される電力を、もしも、前記電荷蓄積装置の残電荷が閾
値未満、または、二次電源が第２の時間使われてきているときに、前記時間期間の間、低
減するように配置された、ことを特徴とする請求項１９に記載の照明制御装置。
【請求項２１】
　前記二次電源から引き出されている電力を低減する工程は、前記１つ以上の光源の明る
さの減少に結果する、ことを特徴とする請求項２０に記載の照明制御装置。
【請求項２２】
　前記変更手段は、前記二次電源から引き出される電力を低減するときは、前記一次電源
から引き出される電力を増加するように構成されている、請求項１乃至２１のいずれかに
記載の照明制御装置。
【請求項２３】
　前記変更手段は、二次電源から引き出される電力を増大させるときは、前記一次電源か
ら引き出される電力を低減するように構成されている請求項１乃至２２のいずれか１に記
載の照明制御装置。
【請求項２４】
　前記結合された一次電力供給ネットワーク上の外部電気負荷の指標を決定する前記決定
手段は、使用時に、一次入力電力信号の１つ以上のパラメータを測定して前記電源ネット
ワーク上の瞬間的な負荷を決定する、ように配置されたことを特徴とする請求項１乃至２
３のいずれか１に記載の照明制御装置。
【請求項２５】
　前記電子回路は、さらに、使用時に、前記一次入力電力接続部に結合された外部インピ
ーダンスを測定する手段をさらに具備し、また、前記変更手段は、二次電源内から引き出
される電力を測定されたインピーダンス値に応じて制御するように配置された、請求項１
乃至２４のいずれか１に記載の照明制御装置。
【請求項２６】
　前記変更手段は、さらに、電力信号が一次入力電力接続部に存在しないと、インピーダ
ンス測定値が所定の閾値未満である場合、二次電源から引き出される電力を増加させるよ
うに構成されている、請求項２５に記載の照明制御装置。
【請求項２７】
　前記決定手段は、光信号変換器、音響信号変換器又は電磁波信号変換器のいずれか１を
使用して通信するように構成されていることを特徴とする請求項４又は５に記載の照明制
御装置。
【請求項２８】
　前記ハウジングは、電球筐体、細長い管または同様の透明又は半透明のハウジングの少
なくとも一部を形成する請求項１乃至２７のいずれか１に記載の照明制御装置。
【請求項２９】
　前記ハウジングは、電源ユニット、天井ローズまたはインラインアダプタの少なくとも
一部を形成する、請求項１乃至２８のいずれかに記載の照明制御装置。
【請求項３０】
　ハウジングと、
　前記ハウジング内で一次電力供給ネットワークから電力を受け取るための一次入力電力
接続部と、
　ハウジング内で二次電源から電力を受け取るための二次入力電力接続部；
　１つ以上の光源に電力を供給するためのハウジング内の出力電力接続部と、
　ハウジング内で、前記一次及び二次入力電力接続部から前記出力電力接続部への電力の
配電を制御して前記一つ以上の光源への配電を制御する電子回路と、
　前記電子回路は、
　一次入力電力接続部で、使用時に、結合された一次電力供給ネットワーク上の外部電気
負荷の指標を決定するための回路と、
　一次電力供給ネットワーク上の外部電気負荷の決定された指標に依存して一次及び二次
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入力電力接続部から引き出される電力を変化させるための回路。
【請求項３１】
　ハウジングを有する照明制御装置を用いた照明制御方法であって、
　照明制御装置のハウジング内の一次入力電源の接続の一次電力供給ネットワークから電
力を受け取り、
　照明制御装置のハウジング内の二次入力電力接続部における二次電源から電力を受け取
り、
　照明制御装置のハウジング内の出力電力接続部を介して１つまたは複数の光源に電力を
送達し、
　照明制御装置のハウジング内の制御回路を使用して一つ以上の光源への電力の送達を制
御するために、出力電力接続部への一次及び二次入力電力接続部からの電力の供給を制御
する方法であって、
　一次電力供給ネットワーク上の外部電気負荷の指標を決定するステップと
　一次電力供給ネットワーク上の外部電気負荷の決定された指標に依存して一次及び二次
入力電力接続部から引き出される電力を変化させるとを含むことを特長とする照明装置の
制御方法。
【請求項３２】
　添付の図面に示すように、実質的に本明細書に記載された照明制御装置。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置に関し、特に、追加の構成要素および回路を有する照明装置であっ
て、この照明装置が１つ以上の電源からの電力消費の制御を可能にすることに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明者は、以前に（ＧＢ２４４７４９５に）、幹線電源障害（停電）が検出された場
合に、幹線電源ではなくバックアップのバッテリーから照明装置に電力を供給することが
できる回路を有する電気照明装置を提案した。本発明は、機能性を高めるために、この以
前の照明装置を改良または変更しようとしてなされた。
【発明の概要】
【０００３】
　本発明の一態様によると、二次入力電力接続部と、出力電力接続部と、出力に一次及び
二次入力電力接続部からの電力の供給を制御するための電子回路の一次入力電源の接続を
一態様によれば、本発明は、照明制御装置を提供する電源接続、電子回路は含み、前記一
次入力電力接続部で、使用時に、結合された一次電力供給ネットワーク上の外部電気負荷
の指標を決定する手段と、前記二次入力電力接続部から引き出される電力を変化させるた
めの手段と主電源供給ネットワーク上の外部電気負荷の決定された指標に依存して。
【０００４】
　取り出される電力を変化させるための手段は、一次入力電力接続部で決定された電気負
荷に依存して主電源の接続から引き出される電力を変化させるように配置することができ
る。一つ以上の光源の明るさが実質的に電気的に関わらず、同じままであるように、好ま
しい実施形態では、一次及び二次入力電力接続部から引き出される電力を変化させるため
の手段は、出力電力接続部に電力を供給するように構成されてもよい主な供給ネットワー
クの負荷。
【０００５】
　一実施形態では、決定手段は、一次電力供給ネットワークの外部の電気的負荷を示す外
部装置からの信号を受信するように構成されている。信号は、その場合には、信号が電力
信号に変調され、決定手段は、受信信号を復調する復調器を含むであろう、一次電力供給
ネットワークから受信することができる。
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【０００６】
　決定手段は、電源ネットワーク上の負荷を決定する一次入力電源の接続で受信し、この
周波数に基づいて、電力信号の周波数の測定を決定することができる。これは、測定が行
われた時点で電源ネットワーク負荷のほぼ瞬時またはリアルタイム表示を提供することが
できる。
【０００７】
　この場合、電子回路は、さらに、少なくとも１つの閾値を提供するための手段と、前記
電力信号の周波数を測定し、閾値と比較する手段。
【０００８】
　決定手段は、高い電気負荷が一次側電源ネットワーク上に存在すると判断した場合変更
手段は、一次入力電力接続部から引き出される電力を減少させることができる。例えば、
変更手段は、照明デバイスに関連付けられた二次電荷蓄積装置を充電するために使用され
る充電回路の動作を阻害することによって一次入力電力接続部から引き出される電力を減
少させることができる。代替的に又は付加において、変更手段は、一つ以上の光源によっ
て生成される光の明るさを低減することによって、一次入力電力接続部から引き出される
電力を減少させることができる。
【０００９】
　所望であれば、照明装置は、照明装置に関連する二次電源から引き出される電力と一次
入力電力接続部から引き出される電力に取って代わることができる。この二次電源は、持
続的な照明を提供する光源に電力を供給する目的のためにまたは他の目的のために主に提
供されてもよい。
【００１０】
　決定手段は、低い電気負荷が一次電力供給ネットワークに存在すると判断した場合一実
施形態において、変更手段は、一次入力電力接続部から引き出される電力を増加させる。
これは、照明装置に関連付けられた二次電荷蓄積装置を充電するために使用される充電回
路の動作を可能にすることによって、例えば、行われてもよい。代替的に又は付加では、
これは、一つ以上の光源によって生成される光の明るさを増加させることによって行うこ
とができる。
【００１１】
　電子回路は、さらに、二次側電源の残容量を決定するための手段を含むことができ、決
定手段電荷が二次電源の残容量があると判断した場合に変化させる手段は、二次電源から
引き出される電力の増加を防止することができる最初の充電値よりも低い。
【００１２】
　二次電源は、電荷蓄積装置を含み、電子回路は、さらに、電荷蓄積装置の残容量を決定
するための手段を含む場合、変更手段は、残容量に依存して二次電源から引き出される電
力を変化させるように配置することができる電荷蓄積デバイスの。
【００１３】
　二次電源は、電荷蓄積デバイスを含む場合、変更手段は、電荷蓄積装置の容量に依存し
て二次電源から引き出される電力を変化させるように構成されてもよい。さらに、または
あるいは、高いグリッド需要の期間中、変更手段は、所定の期間のための二次電源から電
力を引き出すように構成されてもよい。電子回路は、電荷蓄積装置の残容量を決定するた
めの手段を備えるこの場合、次に変更手段は、二次電源から引き出される電力を低減する
ように配置することができる間の時間の期間は、前記の場合、電荷の残記憶装置は閾値以
下であるか、二次電源は、第２の時間の間使用されている場合。二次電源から引き出され
る電力の低減は、一つ以上の光源の明るさの低下をもたらし得る。
【００１４】
　一実施形態において、変更手段は、二次電源から引き出される電力を低減する一次電源
から引き出される電力を増加させるように構成されている。同様に、変更手段は、二次電
源から引き出される電力を増加させる一次電源から引き出される電力を低減するように構
成することができる。
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【００１５】
　結合された一次電力供給ネットワーク上の外部電気負荷の指標を決定する手段は、使用
時に、一次入力電力接続部で一つ以上の、例えば、その周波数の一次入力電力信号のパラ
メータ（および／測定するように構成されてもよいまたは供給ネットワーク上のリアルタ
イムの負荷を決定するための電圧）　。
【００１６】
　電子回路は、一次入力電力接続部に、使用時に、結合された外部インピーダンスを測定
するための手段を含むことができ、変更手段は、インピーダンス測定値に依存して二次電
源から引き出される電力を制御するように構成することができる。これは、持続的な照明
を提供する光源に電力を供給する目的のためにまたは他の目的のためであってもよい。
【００１７】
　変更手段は、電力信号は、一次入力電源の接続部に存在せず、インピーダンス測定値が
所定の閾値未満である場合、二次電源から引き出される電力を増加させるように構成され
てもよい。
【００１８】
　一実施形態では、決定手段は、光信号変換器、音響信号変換器又は電磁波信号変換器の
いずれかを使用して通信する。
【００１９】
　一つ以上のシステム要素は、電球内に部分的に又は完全に封入されるか、またはチュー
ブカバーまたは同様の透明又は半透明のハウジングを細長いてもよい。あるいは、制御回
路は、インラインアダプタ、変性電源部又は天井に取り付けることができるアダプタの種
類を増加した。
【００２０】
　自動的に高需要の期間中、一次電源接続からの電力の消費を低減することにより、電気
的なネットワークとの故障を最小限に抑えることができる。
【００２１】
　照明装置は、既存の照明器具や配線インストールに合うレトロあり、幹線電源から電力
供給任意の従来の照明装置を交換するか、増強することがあります。
【００２２】
　本発明のこれら及び他の態様には、添付の図面を参照して以下に説明される例示的な実
施形態の以下の説明から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、従来の光ホルダと配線設置及び照明装置内の光源への幹線電源からの電
力の供給を制御することが可能に接続するための照明装置の概略図である。
【図２】図２は、図１に示した照明装置が設置される典型的な点灯回路を示す概略図であ
る。
【図３】図３は、図１に示した照明装置の一部を形成する電子回路の主要な構成を示すブ
ロック図である。
【図４】図４は、図３に示す回路の一部を形成する周波数検出回路の構成を示すブロック
図である。
【図５】図５はさらなる実施形態を示す概略図であって、一次供給ネットワーク上の負荷
の架装を決定するための回路が、照明装置から離れて設けられている実施形態を示す概略
図である。
【図６】図６は、二次側電源を有さない照明装置の第２の実施形態において提供され得る
代替的な回路構成を示すブロック図である。
【図７】図７は、従来の帯状の光ランプホルダーに結合するための帯状照明装置の１実施
形態の回路図であって、図３または図６に示す回路を設けることができる。
【図８ａ】図８ａは、概略的に図３または図６に示す回路を設けることができる、インラ
インアダプタを示す図である。
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【図８ｂ】図８ｂは、概略的に、図３または図６に示す回路を設けることができる天井ロ
ーズアダプターを示している。
【図９】図９は、一つ以上の光源への電力供給を制御し、図３または図６に示されるかの
回路を有する修飾された電源ユニットを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　　概要
　図１は、本発明を具体化した照明装置１の一例を示している。この場合、点灯装置１は
、機械的に嵌合５に接続されている光学的に透明／半透明のハウジング３を有する従来の
そっくり電球の形である。継手５は、順番に、一次電源に照明装置１とを接続する従来の
光ホルダ（この場合、従来のスクリュー型ホルダーとして図示）に照明装置１とを接続す
るためのものである。
【００２５】
　一つ以上の光源７は、ハウジング３内に設けられている。この実施形態では、光源７は
、照明装置１は、照明の広い角度を有するように、１つまたは複数のアレイ１１に配置さ
れている発光ダイオード９を複数含む。最適な有効性、効率及び寿命を達成するために、
　ＬＥＤアレイ（複数可）　３９２は、機械的に固定されたヒートシンク１３と熱的に接
続されている。ヒートシンク１３の構成および機能は、出願人の以前の出願ＧＢ　（ＧＢ
　１０１４４２８．５　）に記載されている、の内容は、参照により本明細書に組み込ま
れる。図１に示すように、ヒートシンク１３は、バッテリ１７が搭載されるキャビティ１
５を有する。以下でより詳細に説明するように、バッテリ１７は、幹線電源が故障した場
合に、光源（複数可）を７に給電するためのものである。
【００２６】
　電子回路１９は、照明装置１のベース２１内に設けられている。この実施形態では、電
子回路１９は、決定された指標に依存して、一次電源から引き出される電力を制御する一
次供給ネットワークおよび回路上の外部電気負荷の指標を決定するための回路を含む。こ
のように、照明装置１によって引き出される電力は、一次供給ネットワーク上の高需要の
時期に低減することができ、および／または低需要の時期に増加させることができる。こ
のように、照明装置１の動作は、したがって、　（過度の消費者需要によって引き起こさ
れる）幹線電源の故障の可能性を低減するのに役立つ。同様の照明装置１の大多数は、ま
た、このように動作する場合に、需要の減少は、全体の瞬間的な需要が非常に小さい割合
であるが、需要の減少は有意である可能性が　－　より安定した幹線電源供給ネットワー
クを提供することを助ける。一次供給ネットワーク上の外部電気負荷の指標が決定される
方法の詳細については後述する。
【００２７】
　点灯回路
　図２は、図１に示した照明装置１が設置される典型的な一次電力供給ネットワーク１２
の概略図を示す一部である。地域または国のグリッドは、付属のＡＣ電源は、一般的にボ
ルトの低い数百のために通常より低い「幹線電源」電源には、通常数千ボルトのために、
非常に高い透過率電位Ｄ　、からダウン変換され、図２に示すように、変圧器１４による
。トランス１４の二次巻線は、ここで建物１８への外部接続を表す端子１６全体で１つ以
上のローカル消費者に電力を提供する。この入力電源（電位Ｅとして示される）は、通常
、適切な電流制限保護デバイスを通って、典型的には分電盤、消費者ユニット等内に取り
付けられている２２　（ヒューズ、回路遮断器など）　。図２に示すように、二つの光ホ
ルダ２４－１及び２４－２は、ユーザ操作可能スイッチ２６－１，２６－２を介して、電
流制限装置２２に点灯回路２８内に接続されている。唯一の電流制限装置２２にホルダ２
４を接続する単一のスイッチまたは複数のスイッチ２６があってもよいが、この図では、
スイッチ２６は、双方向構成で示されている。従って、　１は光ホルダ２４に装着照明装
置は、光源７を照明するための一次電源として幹線電源を有することになる。
【００２８】
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　動作モード
　この実施形態では、点灯装置１は、異なる動作モードの数を有し、適切な動作モードは
、照明装置１の主電源の外部の電気的負荷に基づいて決定される。通常モード、エコノミ
ーモードと充電モード　－　本実施形態では、３つの異なる動作モードを定義する３つの
負荷カテゴリーが存在する。異なるｃａｔｅｇｏｒｉｓａｔｉｏｎｓ　（及び動作モード
）は、もちろん使用することができる　－　より少ないまたは複数のカテゴリを有する。
この点に関して、読者は照明装置１が有していても、他の動作モードの数を記述ＧＢ　１
　１０５４８５．５出願人の同時係属出願ＧＢと呼ばれる。
【００２９】
　通常モード
　通常の動作モードは、一次電力供給ネットワーク１２上に存在する垂直負荷があるとき
に発生するように定義される。通常動作モードでは、電子回路１９は、光源７を照明する
ために、必要に応じて回路１９に電力を供給するために主電源からの電力を使用する。そ
れはバッテリ１７の充電が特に低いまたは診断テストが行われていると判定された場合に
、通常モード時には、バッテリ１７は、帯電した（または部分的に荷電した）特定の最小
容量レベルにすることができる。
【００３０】
　エコノミーモード
　動作のエコノミーモードは、一次電力供給ネットワーク１２上の高負荷存在があるとき
に発生するように定義される。このモードの間、電子回路１９は、照明装置１は、　（適
切な測定を行うなど）　、一次電源から全くまたは最小限の電力を引き込むないことを確
実にする。所望の場合、このモードでは、一次電源は、必要に応じて電力が一次電源から
引き出されない保証するために、照明装置１の電力消費成分から単離または切断されても
よい。この実施形態では、バッテリ１７は、照明装置１は、場合でも、操作のエコノミー
モードで光を放出し続けることができるように電子回路１９が機能し続けることができる
ようにし、二次側電源を提供するために使用される。ポイントの電力が主電源から再描画
される場合の　－　バッテリ充電量が規定より低い閾値レベル未満に低下するまで、この
実施形態では、点灯装置１は、光源７　、バッテリ１７からの電力を供給する。このモー
ドでは、バッテリの充電が禁止される。
【００３１】
　充電モード
　動作の充電モードは、一次電力供給ネットワーク１２上の低負荷の存在があるときに発
生するように定義される。このモードでは、バッテリ１７は、サブシステムを減らし、整
流モード電源または他の電圧を切り替え、典型的には、降圧変圧器を介して、主電源から
のエネルギーを使用して、必要に応じて帯電した（再）インテリジェントである。バッテ
リ１７の充電は、充電レートとセル電圧が過充電を防止するために監視する電子回路１９
によって制御される。
【００３２】
　診断およびモードインジケータ
　この実施形態では、照明装置１は、電子回路１９に個別に接続された発光ダイオードの
形態の診断指標２３を有する。電子回路１９は、　２３のいずれかには、連続的または断
続的に現在の動作モードを示す、及び／又はその中の任意の故障検出を示すために、診断
インジケータを制御することができる。これは、例えば、診断指標２３の照明を変化させ
るか、複数の異なるＬＥＤは異なる色で提供される場合、これらは異なる診断状態を示す
ために点灯することができることによって、達成することができる。
【００３３】
　リモートコントロール
　図１に示すように、好ましい照明装置１は、から信号を受信し、遠隔照明装置１から別
の装置（図示せず）に信号を送信することができる１つまたは複数の通信変換器２５を含
む。これらの外部信号は、照明装置１は、リモートオペレータによる診断試験または設定



(10) JP 2014-512647 A 2014.5.22

10

20

30

40

50

が望まれる場合の動作を制御するために、例えば、使用することができる。通信変換器２
５は、例えば、対応する無線信号を用いて遠隔装置と通信することができるか、又は音響
（例えば、　ＲＦトランシーバなど）　、電磁トランスデューサ（例えば、赤外線変換器
のような）光学変換器。リモートデバイスは、Ｓｉ　ｍｐｌｅバッテリーであってもよく
、または他の方法で動力ハンドヘルドコントローラは、照明装置１に入力制御コマンドを
ユーザに可能にするための機能ボタンの数（または同等のもの）を有する。
【００３４】
　このリモートコントロール機能は、照明装置１によって生成される光の明るさを変化さ
せるために、例えば、使用することができる。これは、　（電流および／または電圧）が
光源（複数可）　７に印加例えば、電力を変化させることによって、達成することができ
る。光源（複数可）　７の光源（複数の）独立して電子回路１９によって電力供給される
各群の７と、異なるグループに配置されている場合に代替的には、明るさが（光源の数を
変えることによって変えることができる同時に電源が入っているの）７。遠隔制御機能は
、照明装置１の基本的な動作、例えば、変化させるために使用することができる高需要電
力削減や、または低需要の充電、またはそれらのパラメータの周波数検知を無効にします
。
【００３５】
　通信変換器２５は、リモートデバイスへのステータスおよび／または診断情報を通信す
るために使用することができる。例えば、電子回路１９は、バッテリ１７の充電状態を監
視するように配置されてもよく、この残りの充電状態は、通信変換器２５を介して遠隔装
置にシグナリングすることができる。
【００３６】
　通信変換器２５は、電子回路１９のメモリ内に記憶するための外部装置を介してユーザ
プログラムの入力情報を受信するために使用することができる。このユーザープログラミ
ングは、例えば、定義などのバッテリ１７などの二次電源から供給される電力で動作する
とき、主電源とエミッタの明るさにより供給される電力で動作しているときの明るさをエ
ミッタができ、または評価をしたか、やり方でするセルフ診断テスト、結果は診断指標２
３を介して行われ、通知されます。リモコン信号は、オン又は全く停電や停止時、または
ユーザが操作可能なスイッチ２６が開いているが存在しない場合でも、オフ照明装置１を
点灯するために使用することができる。この関数は、中央制御局はスイッチオフしたり、
機能試験のため、夜間の照明目的のための照明の定義されたレベルでオンに切り替えるた
めに建物内の複数の照明装置１に指示する建物のシナリオでは、例えば、使用することが
できる、または緊急の目的のために、例えば、信号によって指示されるように火災受信機
システムから受信した
　荷重決定
　複数の負荷への機械的な発電機からの交流電流を供給電気グリッドネットワークは、一
般的な需給バランスの問題を受けたとき、ネットワークの変更の負荷。これらの負荷の電
力要件の変化に応じて、発電機（　Ｓ　）の際に、需要の変化は回転速度の分散と（高負
荷期間中の平均周波数よりも低い測定可能なショートの両方をもたらし、したがって、交
流周波数をもたらすとします長引く間隔）と低負荷期間中の平均周波数よりも高い。
【００３７】
　主電源信号（偶数全国ネットワークのためにかかわらず、　ＡＣ電力網１２内の測定点
のほぼ一定の瞬時値を有する変数）の入力周波数を測定することは、一次電力供給ネット
ワーク上の電気負荷の指標を提供する１２　。後でより詳細に説明するように、従って、
電子回路１９の対策主電源信号の周波数と、この測定から、一次電力供給ネットワーク１
２上の、高い、正常または低負荷があるかどうかを判断すると、このことから判断するそ
の動作モード。
【００３８】
　電子回路
　図３は、この実施形態で使用される電子回路１９の要部構成を示すブロック図である。
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との正および負の端子に接続するための二次電源端子３４と、図示のように、回路１９は
、主電源供給回路１２に接続するために、フィッティング５に設けられた一次電源端子３
３に接続される電源部３１を備えるバッテリ１７　（この図には示されていない）　。電
子回路１９はまた、電子回路１９の動作を制御するプロセッサ３５と、主電源供給信号の
周波数を検出する周波数検出回路３７は、主電源端子３３で受信した；間のインピーダン
スを感知するインピーダンス感知回路３８を一次電源端子３３と端子３４を介してバッテ
リ１７を充電する充電回路３９と、各種の診断テストを行うための端子４３とを介して診
断指標２３を制御するための診断モジュール４１と、遠隔装置と通信するための通信モジ
ュール４５端子４７を介して接続された通信変換器２５を経由して。電子回路１９自体は
、主電源端子３３におよび／または二次電源端子３４で受信された二次電力信号から受信
し、プライマリパワー信号から電子回路１９のための電力を生成する電源供給部３１によ
って供給される。
【００３９】
　図３に示すように、本実施形態では、電子回路１９は、プロセッサ３５によって制御さ
れ、その出力端子４９を介して光源７を駆動するための所望の駆動電流を提供する二つの
出力ドライバ５０－１，５０－２を備えるそして５１　。この実施形態では、光源７は、
出力ドライバ５０のそれぞれによって駆動される各グループ内の光源７と、　２つのグル
ープに配置されている。したがって、この実施形態では、プロセッサ３５は、各出力ドラ
イバ回路５０を制御することにより、群のいずれか一方に同時に又は光源７において両群
において、光源７に切り替えることができる。プロセッサ３５は、各出力ドライバ回路５
０のための所望の駆動力を設定することにより、各グループ内の光源７の明るさを変化さ
せることができる。
【００４０】
　図３に示されるブロック図において、異なるモジュールは、プロセッサ３５からの別個
のモジュールとして示されている。実際には、図３に示されるモジュールの多くの機能は
、プロセッサ３５またはソフトウェアとハードウェアの組み合わせによって実行されるソ
フトウェアモジュールであろう。モジュールは、異なるモジュールの機能と動作の理解を
容易にするために、図３に示す形態で示されている。様々なモジュールのより詳細な説明
は、現在説明する。
【００４１】
　電源ユニット
　電源部３１は、ステップダウン変圧器、スイッチモード電源またはサブシステムを減ら
し、整流他の電圧で、例えば、一次供給電圧を変換するように構成されていると、（一次
電源から得られる電力を提供するために、またはプライマリがない場合照明装置１の動作
を制御するプロセッサ３５へ）端子３４を介してバッテリ１７から電力を供給するために
、電源端子３３に供給する。周波数検出回路３７を含む　－　電源ユニット３１は、電気
的絶縁と高電圧端子３３および電子回路１９の低電圧モジュール間のインターフェイスを
提供するために、ステップダウン電圧変換を提供する。電源部３１は、光源７を照明する
ために必要な電力を供給する。
【００４２】
　プロセッサ
　この実施形態では、プロセッサ３５は、電子回路１９の心臓部であり、図３に示される
すべてのモジュールの動作を制御する。プロセッサ３５は、ＡＳＩＣデバイスに基づいて
いますが、好ましくは、メモリとその動作を規定するソフトウェアを持つ（たとえば、　
ＰＩＣマイクロコントローラのような）プログラム可能なプロセッサであることができる
。このようなソフトウェア制御プロセッサは、インストール後に改善ソフトウェアや追加
機能で更新するのが容易である。
【００４３】
　出力ドライバ
　出力ドライバ５０はプロセッサ３５によって制御され、駆動電流（又は電圧）を生成す
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る光源７を駆動するために必要とされる。使用する出力ドライバ５０は、光源（Ｓ　）　
７が駆動中の技術と構成によって異なります。この実施形態では、光源７が発光ダイオー
ドであり、出力ドライバ５０は、集積回路は、電流フィードバックを個別にか否か一つ以
上の「文字列に、　ＬＥＤを駆動するような効率的なパルス幅変調（　ＰＷＭ）などの機
能を有するＬＥＤドライバ商業的に入手することができ」　。各出力ドライバ５０は、プ
ロセッサ３５によって（単独で、または単一のエンティティとして）制御され、その出力
端子５１分の４９でそれぞれ異なる駆動電流（又は電圧）を生成することができる。出力
ドライバ５０は、電源部３１により生成された電源電圧からの駆動信号を生成するために
それらの電力を得る。
【００４４】
　通信モジュール
　通信モジュール４５は、照明装置１と外部装置との間の通信を制御するように動作可能
である。通信モジュール４５へ送信し、外部装置から受信されるデータの任意の必要な変
調、復調、符号化及び復号化を実行する責任がある。例えば、通信モジュール４５は、照
明装置１の動作を遠隔監視するためのリモートデバイスに診断モジュール４１から取得し
た診断データを送信してもよい。あるいは、ユーザ設定データは、遠隔装置から通信モジ
ュール４５によって受信され、プロセッサ３５にプログラムされてもよい。データが受信
または端子４７を介して通信振動子２５を用いた通信モジュール４５によって送信されて
もよい。あるいは、通信モジュールからのデータを受信および／または電力供給端子３３
を介して一次供給ネットワーク１２を使用して外部装置にデータを送信してもよい。この
場合、データ信号は、好ましくは、主電源信号自体よりも高い周波数の搬送波信号に変調
された　－　データ信号が電力信号から単離することができる。
【００４５】
　充電回路
　この実施形態では、充電回路３９は、バッテリ１７の充電状態を監視するために設けら
れて、再充電されてバッテリ１７に必要なときに、照明装置は、充電動作モードにあると
きにバッテリ１７の充電状態を監視することによって、充電回路３９は、バッテリ１７が
過充電されないことを保証することができる。充電回路３９はまた、過去の記録及び通信
モジュール４５を介して、例えばユーザの分析および／または出力用のための診断モジュ
ール４１に現在のバッテリ充電状態を知らせることができる。バッテリーの充電が完全に
別段電位側バッテリーの損傷につながる可能性が、排出されないように、この実施形態で
は、充電回路３９はまた、バッテリの使用量を管理する。そこで、本実施形態では、充電
回路３９は、バッテリの充電量が定義された下側の閾値レベルを下回った場合に、出力ド
ライバ５０にバッテリから電力の供給を停止するようにプロセッサ３５に信号を送る。低
い閾値レベルは、照明装置１は、主電源が遮断されたときに、緊急照明装置として所定の
最小時間の間、バッテリ１７からの電力を使用して光を放射するように定義することがで
きる。エコノミーモードで動作している場合はこのように　－　、光源７は、バッテリ１
７から電源が供給され、充電回路３９は、光源７は、主電源から給電されるように、照明
装置１が通常の動作モード（に復帰させることができる電源）　、バッテリ１７の充電状
態が閾値充電レベルを下回ることを検出した場合。
【００４６】
　診断モジュール
　５診断モジュール４１は、さまざまな診断テストを実行し、診断指標２３を介してユー
ザに診断結果を提示します。診断結果は、照明装置１の動作の履歴記録を維持するために
、プロセッサ３５のメモリ（図示せず）内に格納することができる。診断モジュール４１
は、バッテリ充電状態情報を得るために、　１０検知回路３７／３８　、通信モジュール
４５及びそれらの正しい動作を確認するための出力ドライバ５０と充電回路３９と対話す
ることができる。診断モジュール４１はまた、診断インジケータ２３を介してユーザに装
置内で検出された障害を提示することができる。診断モジュール４１の動作は、ユーザに
よって制御することができる信号を介して端末３３　、又はプロセッサ３５によるその実
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行の一部として１５を介して一次供給の上に、例えば、通信モジュール４５又は通信され
る他の信号を用いて受信されたいずれか。
【００４７】
　インピーダンスセンシング回路
　センシング回路３８のインピーダンスは、電源ユニット３１を介して一次電源端子３３
を横切ってインピーダンスを感知するためのものである。ほとんどのインストールでは、
点灯回路２０は、　（照明装置１は、設置される）　２８は、ユーザが、照明装置１から
切り替えることができるようにするための１つまたは複数の手動操作可能なスイッチ２６
を含む。従って、インピーダンス検出回路３８は、一次電源は、主電源の故障および２５
スイッチ（群）がある場合に、スイッチ２６を開放し、状況、ユーザにより除去された状
況を区別するために使用される閉じたままである。具体的には、一次電源の障害や光スイ
ッチ２６がある場合には、オンになってインピーダンスが比較的低くなり検出されたのに
対して、ユーザーが光スイッチ２６の光をオフにしたとき、インピーダンスが比較的高く
なり検出された。このように感知されたインピーダンスが高い場合には、プロセッサ３５
は、電力がバッテリ１７からの光源７に供給することはできません。及び３０は、インピ
ーダンスが低く、まだ主電源がない感知するとき、それは電力があることを許可しないバ
ッテリ１７からの光源７に供給される。このインピーダンス検知を行うことができる方法
は、出願人の以前の特許ＧＢ　２４４７４９５および同時係属中の英国特許出願番号ＧＢ
　１　１０５４８５．５に記載されている。
【００４８】
　周波数検出回路
　上述したように、周波数検出回路３７は、端子３３で受信された電力供給信号の周波数
を検知するためのものである。この周波数感知は、測定が行われる時点でのリアルタイム
グリッド需要を決定するために実行される。この一次電源信号は、典型的には８８から２
６５ボルトの範囲と点灯回路が配置されている地理的区域に応じて、　５０または６０Ｈ
ｚの公称周波数にＲＭＳ電圧を有するＡＣ信号である。原因多くの場合、小さいものです
が、同じくらい－５　＋など％とすることができる、主電源供給ネットワーク１２の負荷
は、この周波数の変化。
【００４９】
　周波数検出回路３７は、この実施形態では、周波数検出を実行する方法は、現在、周波
数検出回路３７の主要構成要素を示しており、図４を参照して説明する。図４に示すよう
に、周波数検出回路３７は、主電源信号の予想される正常周波数を示す値を出力する基準
周波数モジュール６１を有する。米国では、これは６０Ｈｚのに対応する値とすることが
できるのに対し、英国、ヨーロッパでは、これは５０Ｈｚに対応する値であってもよい。
【００５０】
　周波数検出回路３７は、入力電力供給信号（又はＰＳＵ　３１によって供給されること
の少なくとも適宜電圧短縮版）の周波数を測定モジュール６３の測定周波数を含む。モジ
ュール６３の測定周波数は、一次電力供給信号の周波数を測定または決定することができ
る様々な方法がある。例えば、電力供給信号の周波数は、電力信号が所定の期間内に（接
地など）が基準電圧を通過する回数をカウントモジュール６３を介して周波数を測定する
ことによって決定することができる。代替的に、入力信号が整流さ半波でもよいし、パル
ス幅変調信号とＰＷＭ信号の立ち上がりエッジ間の時間を測定することにより決定される
周波数に変換される。あるいは、入力信号はその大きさが、入力信号の周波数に応じた電
圧を与えるために、集積次いで、半波整流されてもよい。あるいは静止６３は、電源信号
のスペクトルのピークに対応する周波数軸上の位置を識別するための電源信号の（周波数
変換法を用いて）周波数解析を実行することができるモジュール。具体的には、　ＦＦＴ
は、予想される供給周波数の周りの周波数ビンの数に対して実行されてもよいし、次いで
最大信号振幅を有する周波数ビンは、電力供給信号の周波数を特定する。電源信号がため
に有することが期待されている、各々が異なる中心周波数を有し、周波数の範囲にわたる
フィルタの中心周波数を有する　－　さらなる代替として、電力供給信号は、並列バンド
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パスフィルタのバンクを通過させることができる異なる充填。電源信号の周波数は、次い
で、最大出力信号レベルのフィルタを識別することによって決定することができる。種々
の他の技術は、もちろん、入力電力供給信号の周波数を測定する定量化、計算、推論、比
較または他の方法で分析する周波数測定モジュール６３によって使用される又は使用する
ことができる。
【００５１】
　周波数測定モジュール６３によって決定される周波数は、次に比較器６５と、比較結果
が分析のためにプロセッサ３５に渡されるを用いて、基準周波数モジュール６１によって
出力される基準周波数と比較される。コンパレータ６５は、差動演算増幅器又は他の同様
のハードウェアまたはソフトウェアコンポーネントであってもよい。測定された周波数が
第１の閾値量だけ基準周波数より低い場合、プロセッサ３５は、一次電力供給ネットワー
ク１２上の高い負荷が存在すると判断し、上記のように経済の動作モードを記載入る。測
定された周波数（ヒステリシスを提供するのに第１の閾値量と同じ、または異なっていて
もよい）が第２の閾値量だけ基準周波数より高い場合、プロセッサ３５は、低負荷がオン
があると判断し一次電力供給ネットワーク１２とは、上述のように、充電動作モードに入
る。測定された周波数がいずれも、これらのより高い閾値量だけ基準周波数より低い場合
、プロセッサ３５は、電力供給ネットワーク１２上の垂直負荷があると判断したので、上
述した通常動作モードに入る。スイッチオン又は例えばインピーダンス検出回路３８はオ
フ　－　決定された周波数に応じて、プロセッサ３５はまた、回路１９の一部を形成する
他のデバイスを制御してもよい。
【００５２】
　それは連続的に決定することができるが、本実施形態では、モジュール６３の測定周波
数は、断続的に電力供給信号の周波数を決定するように構成される。断続的な判定は、定
期的にまたはアドホックベースであってもよい。この実施形態では、モジュール６３の測
定周波数は、一旦電源信号秒毎の頻度を決定するように構成されている。プロセッサ３５
は、一次供給ネットワークの負荷の変化を検出した場合、プロセッサ３５は周波数変化は
測定誤差によるものではないことを確認するには、次の測定時間を待たずに測定を繰り返
すために、モジュール６３の測定指示してもよい。測定回数が変更された負荷を確認する
ことが行われると、プロセッサ３５はそれに応じて照明装置１の動作モードを変更する。
【００５３】
　実際の電源電圧周波数は、通常、この実施形態では、通常の負荷条件下では５０Ｈｚで
なくてもよいように、基準周波数モジュール６１は、動的モジュール６３の測定周波数で
決まる測定周波数の移動平均を使用して、通常の使用時に較正される。このように、動作
周波数のゆっくりと変化する変化は、計算からフィルタリングすることができる。このよ
うな低速の変動は、電子回路１９の経年変化とは、例えば、発生する可能性がある。この
自己較正は、照明装置１は、自動的にそれが公称５０Ｈｚの幹線電源回路に、または６０
Ｈｚの幹線電源回路に接続されているかどうかを決定するために、それに応じて適切な基
準周波数値を設定することができるようにすることができます。
【００５４】
　の対象となるもの　－　さらに、この実施形態では、プロセッサ３５はまた、照明装置
１は、実際に幹線電源により給電されているか、ローカル発電機によって給電されている
かどうかを決定するために測定された周波数を使用するようにプログラムされているより
大きな周波数変化。照明装置１は、　５０Ｈｚの幹線電力供給信号によって給電されてい
る場合、特に、それは測定された周波数が４７Ｈｚ未満又は５３Ｈｚよりも大きくなる可
能性は非常に低い。照明装置１は、　６０Ｈｚの幹線電源信号によって電力供給されてい
る場合同様に、それは測定された周波数が５７Ｈｚ未満又は６３Ｈｚのよりも大きくなる
可能性は非常に低い。プロセッサ３５は、測定された電源周波数が６３Ｈｚのよりもしく
は５３Ｈｚと５７Ｈｚの間のより高い、　４７Ｈｚよりも低いことを検出した場合、した
がって、それは照明装置１は、幹線電源によって給電されていないと判断する　－　など
で動作する関係なく、測定された周波数の通常の動作モード。プロセッサ３５は、測定さ
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れた周波数は、幹線電源信号のための典型的な上記の範囲内で安定化することを決定する
まで、それは、このモードで動作しているままである。
【００５５】
　第二の実施形態
　図５は、電子回路１９　’の一次供給ネットワーク上の負荷を決定するため、照明装置
１から離れて配置されている装置１３１内に設けられている’が、同じ一次供給ネットワ
ーク１２にいくつかの点で接続された第２の実施形態を示すこれに照明装置１　’が接続
されている。この実施形態では、遠隔装置１３１　’は、端子３３を介して主電源に接続
されている’及び任意の端末３４　’を介してバッテリ１７に接続された電子回路１９を
備える。電子回路１９　’は、上述の周波数検出回路３７を備え、端子３３で受信した主
電源供給信号の周波数を決定するように動作する。’遠隔装置１３１はまた、　「照明装
置１に搭載された通信変換器２５と通信するために使用される「通信振動子２５を含む。
この実施形態では、照明装置１　’は、プロセッサ１３５を含み、照明アレイ１　１　－
１　１　１　－２　、バッテリ１７と、通信振動子２５　。
【００５６】
　この実施形態では、電子回路１９の一次電力供給ネットワーク１２上の負荷を決定する
ために、　’は、端子３３での電力信号の周波数を測定するように構成されている」　。
電子回路１９は、遠隔装置１３１が検出された場合、照明装置に伝達することができる端
子３３　’に連結された一次側電源（で障害が発生した場合に機能し続けることができる
ように「任意にバッテリ１７によって電力供給される’　１　’）　。
【００５７】
　この実施形態では、遠隔装置１３１は、照明装置１　’の一部を形成する通信変換器２
５を介して「照明装置１の一次供給ネットワーク１２上の電気負荷を示す信号を通信する
ためのコミュニケーション振動子２５を使用する。前述のように、通信変換器２５および
２５　’があってもよく、例えば、または音響トランスデューサ又は対応する無線信号を
用いて互いに通信することができる（例えば、　ＲＦトランシーバなど）　、電磁トラン
スデューサ（例えば、赤外線変換器のような）光学変換器。いずれかの通常動作モード、
エコノミーオペレーティング　－　点灯装置１　’に設けられた通信変換器２５は、動作
モードを選択するために、受信した信号を用いてプロセッサ１３５　、一次電力供給ネッ
トワーク１２上の負荷を示す受信信号を通過させるモード又は充電動作モード。プロセッ
サ１３５は、照明アレイに力があり１　１　（停電や診断テストルーチン中またはコース
の）経済動作モードでバッテリ１７から引き出される電力を使用。
【００５８】
　本実施形態にわずかな変形においては、遠隔装置１３１　（または、実際にいくつかの
他の有線接続を介して）端子３３　’を介して一次電源回路２８を介して一次供給ネット
ワークの負荷を示すデータ信号を送信するように配置されてもよい。通信モジュールは、
照明装置１の回路４５形成部’は、データ信号を分離することができるように、この場合
、データ信号は、好ましくは、主電源信号よりもはるかに高い周波数を有するキャリア信
号上で送信される主電源信号から。
【００５９】
　本実施
　図６は、簡略化された実施形態に係る照明装置１で使用することができる電子回路１９
のブロック図である。この簡略化された実施形態においては、照明装置１は、二次側電源
（例えば、バッテリ１７　）を有していない。この簡略化された実施形態においては、照
明装置１は、周波数検出回路３７を用いて端子３３で受信した主電源供給信号の周波数を
測定するためのいずれかに配置され、又は通信モジュール４５を使用して、外部負荷を示
す信号を受信するように構成されこれは、端子４７を介して一次供給接続を介して、また
は通信変換器からの信号を受信する。所望であれば、別の回路を簡単にするために、周波
数検出回路３７または通信モジュール４５は省略してもよい。
【００６０】
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　この実施形態では、エコノミーモード時に、プロセッサ３５は照明装置１は、一次電源
からまだまたは低減電力を引き込むなかっ保証するため、発光体の光出力が低下する。
【００６１】
　修正および代替
　それは、一次電力供給ネットワーク上の高い負荷が存在すると判定された場合、上述の
第１の実施形態では、一次電源から引き出される電力が最小化される。別の実施形態では
、一次電源から引き出される電力は、単に低減することができ、所望の、利用可能な場合
には、電力によって二次電源から引き出され、増補（たとえば、それが一定の照明電力を
維持することが望ましい場合）　。をそれは、一次供給ネットワーク上の低負荷があると
判定された場合も同様に、より多くの電力が照射される光源の数を増やすことによって、
または、光源に供給される電力を増加させることにより主電源から引き出されてもよい。
代わりに、一次電源から引き出される電力の変動は、光源に供給される電力を変化させる
ことによって達成されてもよい　－　いくつかの実施形態では、充電プロセスは、測定さ
れた主電源負荷によって影響されない。代わりに、一次電源から引き出される電力の変動
は、充電回路の動作を変化させることによって達成されてもよい　－　同様に、主電源か
ら光源に供給される電力を測定し、主電源の負荷の影響を受けなくてもよい。
【００６２】
　上述した実施の形態において、バッテリ１７は、光源から熱を抽出するために使用され
るヒートシンクの空洞内に取り付けた。当業者が理解するように、この特定のヒートシン
クのバッテリーの取り付けおよび使用は必須ではない。バッテリーは、　（必要に応じて
照明装置の筐体に完全にまたは部分的に外部の）任意の便利な位置に取り付けることがで
き、ヒートシンクは、任意の所望の形態を有することができ、又は、光源技術とその動作
性能要件に応じて完全に省略することができる。
【００６３】
　図２では、光ホルダ２４は、ユーザが操作可能なスイッチ２６を介して主電源に接続さ
れているように描かれている。あるいは、光ホルダ２４は、直接主電源、すなわちしない
ユーザ操作可能スイッチ２６を介して接続してもよい。断線のみ主電源に障害の場合に生
じる請求このような実施形態では、光ホルダ２４は、例えば、イベントは、ヒューズ溶断
ように、電流制限保護装置２２内で発生する、永久電源接続を有する。　、又は、例えば
、ローカル配信システムの電源切断又は停止の主電源の故障、　。このような実施形態で
は、照明上のユーザ制御を提供するために、点灯装置１は、制御情報（通信モジュール４
５を使用して）外部装置からの制御信号を受信するように構成することもできるし、光源
７のオンオフ。を代替的に、照明装置の上または近くにオンオフを制御するために使用す
ることができる照明装置自体が、光源７のオフ、ハードワイヤードスイッチは以内に取り
付けられていてもよい。オンとオフの光源を回すもまた、近接、周囲光又はＰＩＲセンサ
によって制御することができる。　（そうでなければ、測定周波数、外部信号によって決
定される又はされる）バッテリの充電場所動作的に（時グリッドから入手可能であるか、
または他の方法で供給ネットワーク）永久主電源を有することの一つの利点は、余剰グリ
ッド電力の発生の間に明らかなおそれがある関係なく、照明装置１がユーザによってオン
されたか否かの場所を取る。
【００６４】
　また、上記実施形態では、照明装置１において使用した光源７は、ＬＥＤであった??。
当業者が理解するように、　ＬＥＤの使用は、駆動及び低消費電力化の容易さを与えられ
た好ましい。しかしながら、光源７は、また、　ＬＥＤが２つの駆動回路５０によって駆
動された等（例えば、ハロゲン照明のような）小型の蛍光管、白熱灯などの任意の照明技
術から形成することができる。代替実施形態では、より少ないまたはより多い駆動回路５
０を設けてもよい。
【００６５】
　上記実施形態では、一次電力供給ネットワークの負荷の測定は、一次側電源信号の周波
数を測定することにより求めた。代替実施形態では、負荷の測定値は、主電源の電圧（ピ
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ーク又はその変動否か）を測定することによって、または電圧および周波数の測定値の組
み合わせによって決定され得る。
【００６６】
　上記実施形態では、照明制御装置を組み込んだ照明装置は、通常そっくり電球の形をと
った。しかしながら、照明装置はまた、一般的な蛍光「ストリップライト」と同様の様々
な細長いチューブの形のような他の形態をとることができる。このような実施形態の一例
を図１に示す照明装置１について例示したものを具体化し、再配置可能な機能そのうち、
図７にストリップ状照明装置９９によって示されている。
【００６７】
　図７のストリップ状照明装置９９は、機械的にエンドキャップ継手５－１，５－２に結
合された細長いチューブの形の光学的に透明／半透明の筐体３を有している。継手５は、
順番に、端子５５を介して主電源にストリップ状照明装置９９とを接続する従来のストリ
ップライトホルダーにストリップ状照明装置９９とを接続するためのものである。一つ以
上の光源７－１，７－２は、１つ以上のアレイ３９２　－１、　３９２　－２　、任意に
機械的及び熱的に配置されている発光ダイオード９の複数を含むことができる、ハウジン
グ３内に設けられている先に照明装置１について説明した一つ以上のヒートシンク１３－
１，１３－２に接続されている。同様に、ストリップ状照明装置９９は、バッテリ１７と
前述記載のように電子回路１９を含む。
【００６８】
　上述の主要な実施形態では、点灯装置１は、単一の一体型デバイスであった??。代替の
実施形態では、機能性成分と、いくつかのいくつかは（例えば、従来の電球のような）照
明装置への電力供給を制御する別のデバイスに移動させることができる。これは、従来の
電球とランプホルダとの間に位置するインラインアダプタを使用して、例えば、達成され
得る。例えば、インラインのアダプタの実施形態は、図８に示されている。示されている
ように、インラインアダプタ１０１は、主電源１０３と従来の照明デバイス（またはデバ
イス）　１０５の間に位置します。イン?ラインアダプタ１０１は、図８ａに示された配
置、又は、図８ｂに示した例のようなより永続的インストールとして容易に交換可能な装
置であってもよい。
【００６９】
　インライン?アダプタ１０１は、一般的に適切なハウジングまたはケーシング１０７内
に封入され、第１の実施形態と同様の電子回路１９を有することになる。これは、一次電
源１０３への任意の機械的および電気的接続を提供する適切な空のランプホルダ２４内に
インラインアダプタ１０１の嵌合５－１を接続することにより、既存の照明回路に後付け
することができる。イン?ラインアダプタ１０１の一部を形成する、ランプホルダ１０９
の光フィッティング５－２　、機械的および電気的インターフェースを有する単一の従来
の電球１０５として示さランプまたは複数の照明装置。
【００７０】
　通常動作時に、スイッチング素子、例えば電子回路１９によって制御可能な機械式又は
ソリッドステートリレー、１?　１３が１０３からの主電源からの電力が電球１０５に電
力を供給する目的のためにランプホルダー１０９にルーティングされることを可能にする
。電子回路１９は、点灯回路（例えば、　ＧＢ　１　１０５４８５．５出願人の同時係属
中のＧＢ出願に記載された技術を介するなど停電の状況を検出するため）のインピーダン
スを感知する実施形態では、このスイッチング素子１　１３によって制御することができ
る回路１９の電子が、このインラインのアダプタの実施形態に特有の重要な要件で、従来
の電球（どれが低い内部インピーダンスを有する）　、特定の種類の両端に接続されてい
るときに外部スイッチの位置を検出するインピーダンス検出技術ので、確実に行うことが
できず一次供給端子１０３　－　このような従来の低インピーダンスの電球の存在などは
、検知回路３７は、実際には、彼らがオープン回路の時に手動操作スイッチ２６は、閉回
路であることを決定する可能性があります。インピーダンス測定が行われるべきときにこ
のように、スイッチング素子１３　１は、活性化または他の方法で電源１０３から従来の
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電球１　１　１を切断するために利用される。幹線信号の周波数検知は前のように実行さ
れ、　（例えば、バッテリ１７のような）二次電源から引き出される電力はそれに応じて
制御される。
【００７１】
　（によるスイッチング素子１　１３の存在のために）この実施例では、電子回路１９に
よって行うことができる付加的な特徴は、それが従来の照明せずに、インラインアダプタ
１０１上の光源９１の照明を可能にし得ることである電球１０５　。これは、好都合には
、ＬＥＤアレイ９１内に一体化例えば、ここで示した通信変換器２５を用いて、例えば、
外部ユーザ制御のリモートコントローラからのような外部装置から受信した信号によって
トリガすることができる。
【００７２】
　インラインの装置１０１の代替の実施形態は、電気的接続及びペンダントライトの機械
的な懸濁液のための通常の接合を形成するバラや天井内に近接して組み込まれている「イ
ン?ラインアダプタ１０１はここで、図８ｂに示されている’　１　３９２　（図示のよ
うに）　、複数のランプシャンデリア等。このようなシステムの動作は、図８ａに関して
概説したものと同じままである。
【００７３】
　このように光のアレイ９１は、ペンダントライト電球１　１　１より上のその有利なポ
ジショニングをより顕著な照明を提供することがあります。この図では、ライトアレイ９
１は、照明ケーブル１２１を介して、ランプホルダ１０９の分離によって作成された追加
の空間を利用する複数のリングに配置された個々のＬＥＤ発光体９から複数形成されてい
る。それは少なくとも部分的に部分的に天井の接合部１２３内に位置して示され、ここで
、既存のハードウェアおよび、または便利に使用可能なスペースの空隙を使用するのと同
様のエンクロージャ内に収容することができるので、このような、インライン装置１０１
の美的設計上の制約は「調和されています。
【００７４】
　図８ｂに示されたインライン装置１０１　’は、より永続的にインストールされるよう
に設計されている。したがって、フィッティング５－１それに接続される電線またはケー
ブルを可能にする適切な電気的インターフェースで置き換えられている。図８ｂに示す例
では、エンクロージャまたはインラインアダプタ１０１　’の本体筐体ハウジング１０７
と一体であってもなくてもよい１２７内に収容された端子台１２５　、複数のそのような
配置を示している。エンクロージャ１２７はインラインアダプタ１０１　’の主ハウジン
グ１０７から分離している場合、追加の取り外し可能なインターフェイスは、エンクロー
ジャー１２７及び１０７内のコンポーネントを相互接続するために含まれてもよい。これ
は上昇したようなプリインストールされた天井などの改造を既存のインターフェイスをオ
プションで、インラインアダプタ１０１　’の能力を含め、このような半永久的にインラ
イン実施形態の便利な互換性を可能にするという利点が得られることが、様々の許可は簡
単交換懸濁照明デバイスは、手動、電気インストールすることなく利用することができる
。さらなる利点は、より簡単に、バッテリー１７の交換を可能にする主ハウジング１０７
　、およびインライン装置１０１　’と主電源１０３との間に永久的な電気的接続を行う
必要がない中で、自然に、安全性と時間の利点によりアクセス可能性があります。
【００７５】
　上記の主要な実施形態では、照明装置を制御するために使用される電子回路１９は、照
明装置自体のハウジング内に取り付けられた。代替実施形態では、光源を制御するために
使用される電子回路１９は、別個のハウジング内に設けてもよい。このような実施形態は
、本発明は、従来の「低電圧」の照明とは、例えば、動作できることを可能にする。この
ような従来の低電圧ランプは、典型的には、照明器具を複数形成する複数の低電圧発光体
を含む。このようなＧＵシリーズ保有者などの伝統的なランプホルダー、中のレトロフィ
ットＬＥＤは近年、利用されてきたが、これらは、歴史的に白熱灯、通常タングステンハ
ロゲン技術を特色にした。このような低電圧照明システムは、典型的には、通常、従来の
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変圧器又はスイッチモード電源回路を含む電源ユニット（ＰＳＵ）　、によって提供され
る５０ボルト（ＡＣまたはＤＣのいずれか）について電源電位の差を利用する。　ＰＳＵ
は、典型的には、　１つ以上の照明デバイスに電力を供給するために変換して供給する幹
線電源により給電される。変換された信号は、　ＤＣ信号を、図１に示す照明装置１は、
周波数検出回路３７が決定するために処理できることはＡＣ電源が存在しないため、周波
数検出回路３７を用いてＡＣ周波数を監視することは容易にできないことである場合グリ
ッドの需要の瞬間的状態。　ＰＳＵの入力側のインピーダンスを直接測定を可能にしない
ように、また、照明装置１は、インピーダンス感知回路３８を用いた照明回路のインピー
ダンスを感知するように配置されている場合、問題はまた、この実施の形態で発生電源ユ
ニット。
【００７６】
　従来の低電圧ＰＳＵは、図３，６に示す電子回路１９の少なくとも主要成分が含まれて
いる修飾されたＰＳＵによって置き換えられる場合は、これは、これらの問題を克服する
。そのような実施形態が図９に概略的に示されている。図示のように、電子回路１９は、
周波数検出回路３７は、　ＡＣ幹線信号の周波数を感知することができるように、　（図
２に示す）点灯回路２８上のどこにでも配置することができる別のハウジング１３１内に
取り付けられ（そしてれる場合インピーダンス検出回路３８　）は、主電源端子３３間の
インピーダンスが存在する。この場合、ハウジング１３１は、バッテリー１７の形態の二
次側電源を含む。出力端子（単数または複数）　４９および／または５１　（図３に示す
）電子回路１９から直接、従来の低電圧ランプホルダー（単数または複数）に接続されて
いる１３３と、低電圧１３４を点灯させる電源のいずれかによって給電される一次電源か
ら、および／または二次供給（この例では、バッテリ１７　）に由来する電力に由来し。
このような実施形態では、　（例えば、バッテリ）二次側電源、電子回路１９と同様のハ
ウジング１３１に取り付けることができるか、ロフトや天井空間内に、例えば、別々に設
けられ、電子回路に接続することができるターミナル３４の１９　。二次側電源は、低電
圧ライトに又は電圧トランスＰＳＵ等（図示せず）を介して直接に電力を供給することが
できる。
【００７７】
　複数のランプホルダー１３３は、回路網１９によって制御することができるように、ハ
ウジング１３１は、付加的な出力端子を含むことができる。ハウジング１３１はまた、ユ
ーザが制御コマンドを入力することを可能にするユーザインタフェース（キーパッド、デ
ィスプレイ、スイッチなど）を含むことができる、ユーザ設定などは、照明装置１を制御
するためにハウジング１３１内の回路は、他の方法で通信するように構成され、又はされ
るで一つ以上の外部装置からの制御信号（ｓ）を受ける。
【００７８】
　図４に示される基準周波数モジュール６１は、基準周波数値を提供するために他の手段
を使用することができる。例えば、基準周波数値は、通信モジュール４５を使用してリモ
ートデバイスから受信することができる。別の方法として、
　基準周波数モジュール４４は、発振器を用いて、自身の基準周波数を生成し、こうして
生成された信号の周波数を（尺度）を決定してもよい。これは、周波数測定誤差が同じ測
定誤差が測定された基準周波数と測定された電力信号周波数で存在するように（除去され
る電子回路１９の動作温度を変えることによって、例えば、生じる可能にする、従ってが
解除され出により、コンパレータ６５の差分動作に）　。別の実施形態では、プロセッサ
３５は、基準周波数モジュール６１の機能の全部又は一部は、モジュール６３及び比較器
６５　、上述の周波数測定を実行するように構成されてもよい。
【００７９】
　プロセッサ３５は、直接、光ドライバなしの診断指標５３と発光体７として出力を制御
することができる。発光体７は、バッテリー１７を介してプロセッサ３５又は二次電源を
介して主電源からの第一級または第二のいずれかの電力を用いて電力供給、または必要に
応じてこれらの電源を組み合わせてもよい。プロセッサ３５は、さらに、回路３９の充電



(20) JP 2014-512647 A 2014.5.22

10

20

30

40

50

を介して、またはそうでなければ、任意の方法によって、制御することができる、又は二
次バッテリー１７の電力供給を提供する目的のための照明装置の内部または外部の他の方
法で電荷蓄積装置の補充。
【００８０】
　バッテリ１７は別に設けられ、バッテリー端子の電源ユニット３１の３４を介して照明
装置１に接続されてもよい。また、上記実施形態では、点灯装置１は幹線障害が発生した
場合にバックアップまたは二次側電源を供給するためのバッテリ１７が含まれていた。バ
ッテリーのセルまたはセルは、任意の技術を、交換または交換不可能と複数のバッテリー
を直列及び／又は並列に接続され提供されてもよいとすることができる。あるいは、代わ
りに、一つ以上のバッテリー１７を使用するのではなく、他の電荷蓄積装置は、キャパシ
タなどの二次電源を提供するために使用されてもよい。それらはより長い期間にわたって
二次電源を提供することができるので、バッテリーが好ましい。照明装置のみが通常の動
作モードで動作できるように、一実施形態では、バッテリは電子回路１９から単離するこ
とができる。これは、受信したユーザ入力に応答して、又はそのままで新しく追加された
ときに、このような照明装置の最初の電源投入等の他のシステム構成要素又は他の状況に
おいて、バッテリー障害または故障の検出に応答して行われてもよい又は照明装置は、い
くつかの時間（たとえば数ヶ月）が操作されていない場合。
【００８１】
　はｌｎ全ての図は、いくつかの接続が簡略化された説明の目的のための単一の線として
示され、それ自体が任意に他の方法で機能要件の一部として、他のシステム要素に接続す
ることができるシステム要素間の複数の電気的接続を表すことができる、そのようなイン
ターフェイスは、省略されたわかりやすくするための図。
【００８２】
　上記実施形態では、照明装置は、診断及び通信回路を含んでいた。当業者が理解するよ
うに、この回路は必須ではなく、所望であれば省略することができる。加えて、１つまた
は複数のスイッチまたはユーザ入力は、照明装置に取り付けてもよい。このユーザ入力は
、所与の動作モードに入るか、またはユーザ設定を入力するか、または自己診断テストを
開始または単離／電子回路１９にバッテリ１７を接続するための照明装置を引き起こすた
めに使用することができる。
【００８３】
　上述した本発明はまた、　（例えば、上述したインピーダンス感知回路なく、その内部
バッテリーの形態で、通常、二次側電源を有するかを含まない）は、従来の非常用照明装
置で実施することができる。このような従来の非常灯は、典型的には、それらのバッテリ
ーのすべての時間を充電トリクル　－　そして彼らは通常、幹線電源に障害が発生した場
合に照明の少なくとも３時間を提供する必要があります。そのため、余分なバッテリ容量
は、光が、オプションのバッテリーは、任意の容量を超える充電で「維持」非常灯や照明
システム（常に生産照明）である場合には、高いグリッド需要の時間帯に（非常灯に電力
を供給するために）使用することができるしきい値は、低需要グリッド条件の間に起こる
。光は「非維持’非常灯（のみ停電時に点灯）の場合は、バッテリの充電は、高いグリッ
ドの需要の間、禁止することができる。
【００８４】
　上記実施形態のいくつかにおいて、照明装置は、通信変換器２５を用いて外部デバイス
と通信することができた通信モジュール４５を含んでいた。別の実施形態において、通信
モジュール４５は、照明装置１が設置されている２８の点灯回路を介して信号を受信及び
／又は送信することにより、外部デバイスと通信するように構成されてもよい。このよう
な通信信号は、主に異なる周波数で送信される通信信号は、幹線信号から分離することが
できるようにするために合図されるであろう。代わりに、または、通信変換器２５の使用
に加えて、電子回路１９は、光源７によって生成される光を変化させることによって、１
つ以上のリモートデバイスと通信することができる。送信されるべきデータに依存してオ
ンとオフを切り替えるそれらたとえば。遠隔装置内の受信機は、光源（複数の）　７によ
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って生成される光の変化を検出することによってデータを回復するであろう。関係なく用
いられる通信技術の、様々な異なる標準の通信プロトコルは、照明装置と遠隔装置との間
の通信に使用することができる。
【００８５】
　また、上記実施形態では、照明装置１は、例えば、幹線電源回路としての一次供給に接
続するための一次電源端子と、一対を有していた。また、端末の別の（別個の）ペアは、
別の電源に照明装置を接続するか、そうでなければソースの照明装置を設けてもよい。こ
の他の電源装置は、例えば光バッテリーや風力タービンなどの再生可能なエネルギー源か
ら、例えば、であってもよい。この付加的なＡＣ又はＤＣ電源から受け取った電力は、光
源を点灯させるおよび／または任意の追加の電源制御、照明装置の内部または外部の管理
回路を介してバッテリ１７を充電するために使用されてもよい。また、図２に示す部分の
一次電力供給ネットワークからの主電源バイパスユーザ操作可能なスイッチ（単数または
複数）　２６に永久的に接続することができる。

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図７】 【図８ａ】
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