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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
照明デバイスを減光するために安定器回路の０～１０Ｖアナログ制御及び、ディジタルア
ドレッサブル・ライティングインタフェース（ＤＡＬＩ）制御を提供する方法であって、
安定器回路をパワーＯＮする工程と、
メモリ内に保存されると共にＯＦＦ状態に入る前の安定器回路の制御状態を記述している
制御状態情報を読み取る工程と、
ＯＦＦ状態に入る前に安定器回路がＤＡＬＩ制御状態にあったか否かを判定する工程と、
ＯＦＦ状態に入る前に安定器回路がＤＡＬＩ制御状態にあった場合に受け取ったＤＡＬＩ
コマンドを利用して安定器回路を制御する工程と、
ＯＦＦ状態に入る前に安定器回路がアナログ制御状態にあった場合に受け取ったアナログ
制御コマンドを利用して安定器回路を制御する工程と、
を含む方法。
【請求項２】
安定器がアナログ制御状態にあるときに、ＤＡＬＩ制御コマンドの有無に関して到来する
制御信号を監視する工程をさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
到来する有効ＤＡＬＩ制御コマンドを検出する工程をさらに含む請求項２に記載の方法。
【請求項４】
有効ＤＡＬＩ制御コマンドの検出時に安定器回路がＤＡＬＩ制御状態にあることを指示す
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るようにメモリ内の制御状態情報を更新する工程をさらに含む請求項３に記載の方法。
【請求項５】
安定器がＤＡＬＩ制御状態にあるときに、アナログ制御コマンドの有無に関して到来する
制御信号を監視する工程をさらに含む請求項１乃至４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
到来するアナログ制御コマンドを検出する工程をさらに含む請求項５に記載の方法。
【請求項７】
アナログ制御コマンドの検出時に安定器回路がアナログ制御状態にあることを指示するよ
うにメモリ内の制御状態情報を更新する工程をさらに含む請求項６に記載の方法。
【請求項８】
到来するアナログ制御コマンドを検出する前記工程は、
到来する制御コマンドに関連付けされたアナログ電圧を所定のしきい電圧Ｖ１と比較する
工程と、
前記アナログ電圧が所定の周期Ｔ１にわたって所定のしきい電圧Ｖ１未満であるか否かを
判定する工程と、
前記アナログ電圧が少なくとも所定の周期Ｔ１にわたって所定のしきい電圧Ｖ１未満であ
る場合に到来する制御コマンドをアナログ制御コマンドであると特定する工程と、
を含む、請求項６または７に記載の方法。
【請求項９】
前記所定のしきい電圧Ｖ１は概ね９ボルトである、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
前記所定の周期は概ね２０ｍｓである、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
プロセッサによって実行させるためのコンピュータ実行可能な命令をその上に保存して有
するコンピュータ読み取り可能な媒体であって、該命令は、
照明デバイス安定器回路がパワーＯＮされたときに、メモリ内に保存されると共にＯＦＦ
状態に入る前の安定器回路の制御状態を記述している制御状態情報を読み取ること、
ＯＦＦ状態に入る前に安定器回路がＤＡＬＩ制御状態にあったか否かを判定すること、
ＯＦＦ状態に入る前に安定器回路がＤＡＬＩ制御状態にあった場合に受け取ったＤＡＬＩ
コマンドを利用して安定器回路を制御すること、
ＯＦＦ状態に入る前に安定器回路がアナログ制御状態にあった場合に受け取ったアナログ
制御コマンドを利用して安定器回路を制御すること、
安定器がアナログ制御状態にあるときに、ＤＡＬＩ制御コマンドの有無に関して到来する
制御信号を監視すること、
有効ＤＡＬＩ制御コマンドの検出時に安定器回路がＤＡＬＩ制御状態にあることを指示す
るようにメモリ内の制御状態情報を更新すること、
安定器がＤＡＬＩ制御状態にあるときに、アナログ制御コマンドの有無に関して到来する
制御信号を監視すること、
アナログ制御コマンドの検出時に安定器回路がアナログ制御状態にあることを指示するよ
うにメモリ内の制御状態情報を更新すること、
を含む、コンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項１２】
安定器がＤＡＬＩ制御モードにあるときにアナログ制御コマンドを検出させる命令をさら
に保存して含むと共に、該命令は、
到来する制御コマンドに関連付けされたアナログ電圧を所定のしきい電圧Ｖ１と比較する
こと、
前記アナログ電圧が所定の周期Ｔ１にわたって所定のしきい電圧Ｖ１未満であるか否かを
判定すること、
前記アナログ電圧が少なくとも所定の周期Ｔ１にわたって所定のしきい電圧Ｖ１未満であ
る場合に到来する制御コマンドをアナログ制御コマンドであると特定すること、
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を含む、請求項１１に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は電子インタフェース回路を目的としている。これには、ディジタルアドレッサ
ブル・ライティングインタフェース（ＤＡＬＩ）回路及び０～１０Ｖ減光インタフェース
回路と連携した具体的な用途が見出されており、これに関連した詳細について記載するこ
とにする。
【背景技術】
【０００２】
　従来の０～１０Ｖ減光インタフェース回路は、照明デバイスを実用的な出力パワー範囲
にわたって減光させるために０～１０Ｖ制御信号を利用している。光レベルは、ユーザが
０～１０Ｖのレンジで設定するアナログ電圧レベルにより決定される。こうした回路は、
システムを適正に機能させるために準拠しなければならない正－負極性を有する。このイ
ンタフェース回路では、照明デバイスの減光に接点やポテンショメータなどの受動的な制
御構成要素を使用し得るように照明デバイスの電子回路から電気的に分離された制御され
た電流を提供することが必要である。
【０００３】
　別のインタフェース回路では、ＤＡＬＩ標準プロトコルを用いて照明デバイスの減光を
可能にしている。こうした回路は極性の別がなく、制御ワイヤを置き換え可能とさせるの
が一般的である。光レベルは、ＤＡＬＩ制御バスに（標準では最大２２Ｖで）送られるデ
ィジタルメッセージにより制御されている。
【０００４】
　したがって０～１０Ｖの電源インタフェースを脱極性（（ｄｅｐｏｌａｒｉｚｅ））さ
せようとする試みはさらに、連続した整流を要求する同期型の整流器ブリッジと脱極性回
路内のダイオードブリッジを用いることを含むに至っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願第１２／２５９，４９２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　以下では、上で言及した問題その他を克服した新規の方法及び装置を考案している。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一態様によるデュアル制御アナログ／ＤＡＬＩインタフェース回路は、電流調節器及び
電圧調節器に結合された分離用インバータ回路と、該分離用インバータ回路、電流調節器
及び電圧調節器に結合されたマイクロコントローラと、を備える。このインタフェース回
路はさらに、分離用インバータ回路と誘導性に結合させた整流器回路における所望の極性
を保証している脱極性回路を備える。
【０００８】
　別の態様による照明デバイスを減光するための安定器回路に対するデュアル０～１０Ｖ
アナログ／ＤＡＬＩ制御を提供する方法は、安定器回路をパワーＯＮする工程と、メモリ
内に保存されると共にＯＦＦ状態に入る前の安定器回路の制御状態を記述している制御状
態情報を読み取る工程と、ＯＦＦ状態に入る前に安定器回路がＤＡＬＩ制御状態にあった
か否かを判定する工程と、を含む。本方法はさらに、ＯＦＦ状態に入る前に安定器回路が
ＤＡＬＩ制御状態にあった場合に受け取ったＤＡＬＩコマンドを利用して安定器回路を制
御する工程と、ＯＦＦ状態に入る前に安定器回路がアナログ制御状態にあった場合に受け
取ったアナログ制御コマンドを利用して安定器回路を制御する工程と、を含む。
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【０００９】
　さらに別の態様によるコンピュータ読み取り可能な媒体は、プロセッサによって実行さ
せるためのコンピュータ実行可能な命令を格納しており該命令は、照明デバイス安定器回
路がパワーＯＮされたときに、メモリ内に保存されると共にＯＦＦ状態に入る前の安定器
回路の制御状態を記述している制御状態情報を読み取ること、並びにＯＦＦ状態に入る前
に安定器回路がＤＡＬＩ制御状態にあったか否かを判定すること、を含んでいる。この命
令はさらに、ＯＦＦ状態に入る前に安定器回路がＤＡＬＩ制御状態にあった場合に受け取
ったＤＡＬＩコマンドを利用して安定器回路を制御すること、並びにＯＦＦ状態に入る前
に安定器回路がアナログ制御状態にあった場合に受け取ったアナログ制御コマンドを利用
して安定器回路を制御すること、を含む。さらに本コンピュータ読み取り可能な媒体は、
安定器がアナログ制御状態にあるときにＤＡＬＩ制御コマンドの有無に関して到来する制
御信号を監視させる命令、並びに有効ＤＡＬＩ制御コマンドの検出時に安定器回路がＤＡ
ＬＩ制御状態にあることを指示するようにメモリ内の制御状態情報を更新させる命令を格
納している。さらに本コンピュータ読み取り可能な媒体は、安定器がＤＡＬＩ制御状態に
あるときにアナログ制御コマンドの有無に関して到来する制御信号を監視させる命令、並
びにアナログ制御コマンドの検出時に安定器回路がアナログ制御状態にあることを指示す
るようにメモリ内の制御状態情報を更新させる命令を格納している。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１Ａ】ＤＡＬＩ安定器ボード上の正電圧バスとインタフェース回路内の分離用インバ
ータの間で直列にした１対の抵抗器を備える電流調節器を含むようなインタフェース回路
または安定器を表した図である。
【図１Ｂ】ＤＡＬＩ安定器ボード上の正電圧バスとインタフェース回路内の分離用インバ
ータの間で直列にした１対の抵抗器を備える電流調節器を含むようなインタフェース回路
または安定器を表した図である。
【図２】分離変成器、整流器回路及び脱極性回路を含むインタフェース回路の一部分を表
した図である。
【図３】０～１０Ｖ／ＤＡＬＩインタフェース回路の一部である誤配線保護回路（ＭＰＣ
）を表した図である。
【図４】図１Ａ～３に関連して記載した本明細書に記載した様々な態様による回路を用い
て利用し得るような照明デバイス（例えば、放電ランプやその他）にデュアル０～１０Ｖ
／ＤＡＬＩ制御を提供する方法を表した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１Ａ～３を参照すると、０～１０Ｖ制御信号とＤＡＬＩ制御信号のいずれかあるいは
両方を用いた単一のランプに対する減光の制御を容易にしているデュアルモードインタフ
ェース回路（または、安定器回路）１０を表している。インタフェース回路１０は、脱極
性方式での０～１０Ｖインタフェースの使用を可能にする脱極性回路１１０（図２）を含
む。ＤＡＬＩ制御回路と同様に、回路性能に影響を及ぼさずに０～１０Ｖインタフェース
のリード線を置き換えることができる。すなわち脱極性回路１１０は、ランプやその他の
デバイスに対して回路１０からその極性によらずに２本の制御ワイヤを付与することを可
能にしている。インタフェース１０はさらに、制御ワイヤが幹線やその他の高電圧配線に
誤って接続されたために安定器１０が損傷することを防止する誤配線保護回路１４０（図
３）を含む。すなわち誤配線保護回路は、据え付け時に制御ワイヤが万一間違って幹線に
配線された場合にインタフェース回路を保護する。誤配線保護回路は、誤配線保護回路に
結合されたワイヤと制御デバイスに結合されたワイヤとの２本の置き換え可能制御ワイヤ
の配線によらず安定器回路が作動することを保証するように構成されている。
【００１２】
　この方式によればインタフェース回路１０によって、照明デバイスの明るさなどこれを
結合させるデバイスのパラメータを調節するマイクロコントローラがＡＣ及び／またはＤ
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Ｃ信号を受け取ることを可能とするような電気的に分離された高速インタフェースが提供
される。例えばインタフェース回路１０は、ＤＡＬＩ標準による要求があるとマイクロコ
ントローラから制御ワイヤへのデータの伝達を可能にさせており、またさらには０～１０
Ｖ減光標準による要求があると、分離バリアを通って低レベル電流が制御リード線まで至
ることを可能にしている。照明デバイス（例えば、放電ランプ、白熱ランプ、高強度放電
ランプ、蛍光ランプ、その他）に加える必要があるのは２本の制御ワイヤだけであり、ま
た照明デバイスはどの制御方式（例えば、０～１０ＶまたはＤＡＬＩ）を利用するかによ
らず制御ワイヤの極性に影響されない。０～１０Ｖ減光の場合ではインタフェース回路は
、受動的減光制御を提供するように制御ワイヤに低レベル電流供給を提供している。ＤＡ
ＬＩ減光の場合では、制御インタフェースによって照明デバイスに対して、０～１０Ｖ減
光で用いたのと同じ２本の制御ワイヤを介したＩＥＣ標準に準拠したコード化ＤＡＬＩパ
ケットの送受信を可能とさせている。いずれの場合でもその制御ワイヤは、照明デバイス
にパワーを供給する幹線から電気的に分離されている。
【００１３】
　デュアル０～１０Ｖ／ＤＡＬＩ安定器回路１０によれば、照明デバイスを不特定の周期
（例えば、週単位、月単位、年単位、その他）にわたって、例えばアナログ０～１０Ｖモ
ードで利用することが可能となる。壁面装着式のアナログ制御ユニットをＤＡＬＩ制御器
と交換した場合（交換したとき）に、この変更が検知されると共に安定器は、オペレータ
が照明デバイスに結合された（例えば、天井その他の比較的アクセスが悪い場所にある）
安定器を取り換えることなく動作を継続する。別の利点は、購入者（例えば、建設会社な
ど）がアナログとＤＡＬＩ制御器のいずれを使用することになるかをアプリオリに知るこ
となく非常に多くの安定器回路を購入可能であることにある。すなわち購入者は、多数の
安定器を購入した後で、安定器に結合させる照明デバイスを制御するためにアナログ機構
、ＤＡＬＩ機構、あるいはこの両制御機構を利用することができる。
【００１４】
　別の利点は、デュアルモード安定器１０がいずれのモードでも動作可能であるために、
小売業者や製造者がＤＡＬＩとアナログの安定器の在庫を別々に維持する必要性が緩和さ
れることにある。さらに回路１０のデュアル様式は、アナログと適当な任意のディジタル
制御ロジックで動作するように調整することが可能であり、またデュアル様式はＤＡＬＩ
制御に限らない。
【００１５】
　これに従って図１Ａ及び１Ｂは、ＤＡＬＩ安定器ボード上の正電圧バスとインタフェー
ス回路１０内の分離用インバータ４０の間で直列とした１対の抵抗器１４、１６を備えた
電流調節器１２を含むインタフェース回路１０を表している。一例ではその抵抗器１４、
１６は１ＭΩの抵抗器である。別の例では、２つの１ＭΩの抵抗器に代えて単一の２ＭΩ
の抵抗器が使用される。上述の抵抗器の値、並びに本明細書で提示している別の任意の素
子の値は、単に例示を目的として提供したものであること、また本明細書に記載した実施
形態は提供している素子値に限定されるものではなくむしろ所望の回路特性及び／または
機能を達成するような適当な任意の素子値を含み得ること、が理解されよう。
【００１６】
　回路の分離用インバータ部分４０に対してまたＤＡＬＩ安定器上の正電圧バスに対して
電圧調節器２０を結合させている。電圧調節器２０は、分離用インバータ４０に結合され
たクランプダイオード２２を含む。ダイオード２２及びツェナーダイオード２４は、抵抗
器２６と調節式ＤＣ出力供給電圧２８とに結合されている。ツェナーダイオードはさらに
信号接地に結合されている。一例ではその抵抗器２６は３．３ｋΩの抵抗器である。別の
例ではそのＤＣ供給出力２８は５Ｖ供給電圧である。さらに別の例ではそのダイオード２
２は１Ｎ４１４８ダイオードである。
【００１７】
　分離用インバータ４０は、１６ピンのスモールアウトライン集積回路（ＳＯＩＣ）など
の集積回路Ｕ１に結合させた変成器巻き線Ｔ１ａ（例えば、２０ｍＨその他）を含む。一
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例ではその集積回路Ｕ１はＣＤ４０５３チップである。巻き線Ｔ１ａは、ピン１４に対し
て一方の端部でまたピン１５に対してもう一方の端部でマイクロチップＵ１に結合させて
いる。ピン１４は、スイッチ４１を介してピン１３にまたスイッチ４２を介してピン１２
に結合させている。ピン１５は、スイッチ４３を介してピン１にまたスイッチ４４を介し
てピン２に結合させている。スイッチ４１及び４２はさらにチップＵ１のピン１１に結合
させており、またスイッチ４３及び４４はこれのピン１０に結合させている。ピン１０は
またピン１１にも結合されている。ピン３、４及び５は接続されておらず、またピン６、
７、８及び９はアース接地に結合されている。分離用インバータ４０の両端にはコンデン
サ４５が設けられており、このコンデンサ４５は一方の端部においてはバス４６を介して
ピン２及び１３に結合され、またもう一方の端部ではバス４７を介してピン１及び１２に
結合されている。一例ではそのコンデンサ４５は２．２ｎＦのコンデンサである。別の例
ではそのコンデンサは概ね１２ｋＨｚの遮断周波数を有する。しかしこのコンデンサは、
ＤＡＬＩ信号の通過が可能な適当な任意のキャパシタンスを有し得ることが理解されよう
。バス４７は、安定器制御接地（図示せず）に対して並びに信号接地に対して結合されて
いる。
【００１８】
　インタフェース回路１０はさらに、チップＵ１に結合されかつマイクロコントローラチ
ップ６０に結合された８分周カウンタ（ＤＢ８Ｃ）５０を含む。一実施形態ではそのＢＤ
８Ｃ（５０）は、ＭＣ１４０１８Ｂその他などのＳＯＩＣ１６ピンチップであり、またマ
イクロコントローラ６０は２０ピンＳＯＩＣ（例えば、ＰＩＣ１６Ｆ６９０その他）など
のプログラム可能なインテリジェントコンピュータ（ＰＩＣ）である。ＤＢ８Ｃのピン１
と１１は、互いに対して、チップＵ１のピン１１に対して、並びにチップＵ１のピン１０
に対して結合されている。ＤＢ８Ｃのピン８、１０及び１５は、チップＵ１のピン１２に
結合されている。
【００１９】
　マイクロコントローラ６０のピン１とＤＢ８Ｃ（５０）のピン１６は、互いに対して、
ＤＣ源６２（例えば一実施形態では、ＤＣ源６２は電圧変成器器２０からの調節式供給電
圧出力２８である）に対して、並びにコンデンサ６４に対して結合されている。一例では
そのＤＣ源は５ＶのＤＣ源である。コンデンサ６４は、マイクロコントローラ６０のピン
１（Ｖｄｄ）とピン２０（Ｖｓｓ）にまたがって結合され、かつ信号接地に結合されてい
る。一例ではそのコンデンサ６４は０．１μＦコンデンサである。
【００２０】
　マイクロコントローラ６０のピン３（ＲＡ３）はＤＢ８Ｃ（５０）のピン１４に結合さ
れている。マイクロコントローラ６０のピン５（Ｐ１Ａ）は、安定器パワー調節制御回路
内のパルス幅変調（ＰＷＭ）素子（図示せず）に結合されている。ピン６（ＲＣ４）は、
図３に関連してさらに詳細に記載する誤配線保護回路に結合させたノードＢに送られる。
ピン８（ＲＣ６）は抵抗器６６に結合されており、これが次にノードＡに結合されている
。ノードＡは誤配線保護回路（図３に関連してさらに詳細に記載する）に結合されている
。一例ではその抵抗器６６は１０ｋΩの抵抗器である。
【００２１】
　マイクロコントローラ６０のピン１４（ＡＮ６）は０～１０Ｖ入力を受け取ると共に、
マイクロコントローラ６０のピン１８（ＡＮ１）に対して及び分離用インバータ４０のバ
ス４６に対して結合されている。ピン１５（ＡＮ５）は、ランプ安定器回路に結合される
と共に、ランプ故障が生じた場合にランプ故障信号を受け取る。マイクロコントローラの
残りのピン（ピン２、４、７、９、１０、１１、１２、１３、１６、１７及び１９）は接
続させていない。
【００２２】
　図２は、インタフェース回路１０の分離変成器Ｔ１ｂ、整流器回路９０及び脱極性回路
１１０を含む部分８０を表している。分離変成器Ｔ１ｂは図１Ａの変成器巻き線Ｔ１ａと
誘導性に結合されると共に、整流器回路９０に結合されている。すなわち分離用変成器Ｔ
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１ｂは、ダイオード９２と９４の間の第１の端部で、かつダイオード９６と９８の間の第
２の端部で結合されている。コンデンサ１００が、第１の端部においてダイオード９２及
び９６に、また第２の端部においてダイオード９４及び９８に結合されている。コンデン
サ１００はさらに、脱極性回路１１０の負端子１０１に結合されている。ダイオード９２
及び９４は脱極性回路１１０の正端子１０２に結合されている。一例ではそのダイオード
９２、９４、９６、９８は１Ｎ４１４８のダイオードであり、またそのコンデンサは２．
２ｎＦのコンデンサである。
【００２３】
　脱極性回路１１０は集積回路Ｕ３を含む。一例ではその集積回路Ｕ３はＣＤ４０５３チ
ップである。集積回路Ｕ３は、端子１０１と１０２の両端の極性の一定の維持を保証する
ように選択的に連携させた複数のスイッチを備えており、これにより誤配線保護回路（図
３）に結合させた２本の制御リード線またはワイヤの構成によらず整流器回路の（またし
たがって安定器１０の）適正な動作が保証される。
【００２４】
　チップＵ３のピン２は、正端子１０２に対してかつスイッチ１１２に対して結合させて
いる。ピン２はさらに、チップＵ３のピン１３に結合させており、これがさらにスイッチ
１１４に結合されている。チップＵ３のピン１０はスイッチ１１２及び１１４に結合され
ている。
【００２５】
　チップＵ３のピン１は、負端子１０１に対して、スイッチ１１６に対して、かつチップ
Ｕ３のピン１２に対して結合させている。ピン１２はスイッチ１１８に結合されている。
ピン１及び１２はさらに、アース接地に結合されている。チップＵ３のピン１１はスイッ
チ１１６とスイッチ１１８の両方に結合されている。
【００２６】
　チップＵ３のピン１４は、スイッチ１１４及び１１８に対して、並びに誤配線保護回路
１４０（図３）に結合された端子Ｃ１に対して結合されている。チップＵ３のピン１５は
スイッチ１１２とスイッチ１１６に対して、並びに誤配線保護回路１４０（図３）の端子
Ｃ２に対して結合されている。チップＵ３のピン１５はさらに抵抗器１２０に結合されて
おり、これがさらに比較器１２２のピン１に結合されている。チップＵ３のピン３、４及
び５は未接続であると共に、ピン６、７、８及び９はアース接地に接続されている。
【００２７】
　一例ではその比較器１２２はＬＭ３９７電圧比較器である。比較器１２２のピン２はア
ース接地に結合されている。比較器１２２のピン３は抵抗器１２４に結合されており、こ
れがさらにチップＵ３のピン１４に結合されている。比較器１２２のピン４は、チップＵ
３のピン１０及び１１に結合されている。比較器１２２のピン５は抵抗器１２６に結合さ
れており、これがさらに電圧源または端子１２８に結合されている。一例ではその抵抗器
１２０及び１２４は１５０ｋΩの抵抗器であり、その抵抗器１２６は１００ｋΩの抵抗器
であり、またその電圧源１２８は１９Ｖ源である。
【００２８】
　さらに図２を参照すると、チップＵ３のスイッチを駆動する分離型電源回路１３０を表
している。回路１３０は、巻き線Ｔ１ｂ及びＴ１ａ（図１Ａ）と誘導性に結合させた変成
器巻き線Ｔ１ｃを含む。巻き線Ｔ１ｃの第１の端部はコンデンサ１３１に結合されており
、これがさらにダイオード１３２のアノードに対してかつダイオード１３３のカソードに
対して結合されている。ダイオード１３２のカソードはコンデンサ１３４に対して、ツェ
ナーダイオード１３５のカソードに対して、かつ端子１３６に対して結合させている。変
成器巻き線Ｔ１ｃの第２の端部は、ダイオード１３３のアノードに対して、コンデンサ１
３４に対して、かつツェナーダイオード１３５のアノードに対して結合されている。一例
ではそのコンデンサ１３１は０．０１ｎＦのコンデンサであり、かつそのコンデンサ１３
４は１０μＦのコンデンサである。別の例ではそのダイオード１３２、１３３は１Ｎ４１
４８ダイオードであり、そのツェナーダイオードは１９Ｖのツェナーダイオードである。
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別の例ではその端子１３６は１９Ｖ端子である。
【００２９】
　図３は、０～１０Ｖ／ＤＡＬＩインタフェース回路１０の一部となった誤配線保護回路
（ＭＰＣ）１４０を表している。ＭＰＣ１４０は、そのピン１（これがさらにノードＡ（
例えば、図１Ｂの抵抗器６６）に結合されている）に発光ダイオード（ＬＥＤ）１４４を
結合させて有する８ピンＳＯＩＣフォトトランジスタ１４２を含む。ＬＥＤ１４４はさら
に、フォトトランジスタ１４２のピン２に結合されており、これがさらにノードＢ（例え
ば、図１Ｂのマイクロコントローラ６０のピン６）に結合されている。フォトトランジス
タ１４２のピン５は、トランジスタ１４６のエミッタに対して、かつ第２の端部において
アース接地に結合された抵抗器１４８の第１の端部に対して結合させている。一例ではそ
の抵抗器１４８は１００ｋΩの抵抗器である。フォトトランジスタ１４２のピン６は抵抗
器１５０に結合されており、これがさらに電圧源１５２に結合されている。一例ではその
抵抗器１５０は１００ｋΩの抵抗器であり、かつその電圧源１５２は１９Ｖ源である。
【００３０】
　ピン５はさらに、第１の金属酸化物半導体電界効果トランジスタ（ＭＯＳＦＥＴ）１５
４のゲートに対してかつ第２のＭＯＳＦＥＴ１５６のゲートに対して結合されている。抵
抗器１４８の第２の端部は各ＭＯＳＦＥＴ１５４、１５６のソースに結合されている。Ｍ
ＯＳＦＥＴ１５４のドレインは抵抗器１５８（例えば、９１０Ωの抵抗器その他）に結合
される一方、ＭＯＳＦＥＴ１５６のドレインは正温度係数（ＰＴＣ）サーミスタ１６０（
例えば、５００Ωその他）に結合されており、これがさらに第１の制御ワイヤ１６１に結
合されている。ＭＯＳＦＥＴ１５６のドレイン及びサーミスタ１６０はさらに、デュアル
ツェナーダイオード素子１６４内の第１のツェナーダイオード１６２に対して、かつチッ
プＵ３のピン１５（図２）に結合された端子Ｃ１に対して結合されている。
【００３１】
　抵抗器１５８は、デュアルツェナーダイオード素子１６４内の第２のツェナーダイオー
ド１６６に対して、かつチップＵ３のピン１４（図２）に結合された端子Ｃ２に対して結
合されている。抵抗器１５８、第２のツェナーダイオード１６６及び端子Ｃ２はさらに、
第２の制御ワイヤ１６７に結合されている。一例ではそのツェナーダイオード１６２、１
６６は１８Ｖのツェナーダイオードである。
【００３２】
　端子Ｃ１とＣ１の間には、１対のデュアルショットキーダイオード素子１６８、１７４
が結合されている。例えば第１のデュアルショットキーダイオード素子１６８は、そのア
ノードが端子Ｃ１とサーミスタ１６０の間に接続されかつショットキーダイオード１７２
のカソードに接続されているショットキーダイオード１７０を含む。ショットキーダイオ
ード１７０のカソードは、第２のデュアルショットキーダイオード素子１７４内のショッ
トキーダイオード１７６のカソードに結合されている。ショットキーダイオード１７６の
アノードは、ショットキーダイオード１７８のカソードに結合されており、これがさらに
端子Ｃ２と第２の制御ワイヤ１６７の間のバスに結合されている。ダイオード１７２及び
１７８のアノードはアース接地に結合されており、またダイオード１７０及び１７６のカ
ソードは電圧端子（例えば、１９Ｖその他）に結合されている。
【００３３】
　図４は、図１Ａ～３に関連して説明した回路を用いると共に本明細書に記載した様々な
態様に従って利用し得るような照明デバイス（例えば、放電ランプその他）向けのデュア
ル０～１０Ｖ／ＤＡＬＩ制御を提供する方法を表している。顧客先において先ず最初に安
定器をパワーアップしたときは、これが０～１０Ｖ制御モードにあるものと想定される。
この前提の下で、安定器が０～１０Ｖ制御器側にあれば、これが即座に作動することにな
る。安定器がＤＡＬＩ制御器側にある場合は、フルオン状態（例えば、最大輝度状態）と
なる。法定のＤＡＬＩメッセージが先ず現れると、安定器はＤＡＬＩ動作モードに復帰す
ることになる。安定器の状態（ＤＡＬＩか０～１０Ｖか）は不揮発メモリ（図示せず）内
に記録することができ、これによりパワーの中断後でも安定器は適正な状態での動作に復
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帰することができる。これは、ＤＡＬＩ安定器が幹線を用いてオン／オフされるような通
常条件でないため、パワーアップに続いて直接０～１０Ｖ制御モードに進むことも受容可
能である。図４のアルゴリズムを用いると、制御器のスワップ並びに妥当に単純な制御要
求の発行によって、パワーＯＮされた安定器を０～１０Ｖ動作とＤＡＬＩ動作の間で思い
通りに切替えることが可能である。パワーがサイクル動作すると、安定器はその以前の状
態を電気的にプログラム可能な読み取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）内に保持する。
【００３４】
　これに応じて２２０では、安定器がパワーアップされる。２２２では、安定器がパワー
オフ前にＤＡＬＩモードであったか否かに関して判定が実施される。この判定は、最も新
しく保存された安定器制御状態を安定器の制御状態を保存するために利用されるメモリま
たはコンピュータ読み取り可能な媒体から読み取ることによって実施することが可能であ
る。安定器がパワーオフ前にＤＡＬＩモードであったと判定された場合、本方法は２３０
に進み、ここで０～１０Ｖ制御モードへの切替えを示している可能性があるＡ／Ｄ信号の
有無を監視しながら受け取ったＤＡＬＩメッセージに従って安定器が制御を受ける（例え
ば、減光及び／または増光させている）。
【００３５】
　シャットダウン前に安定器がＤＡＬＩモードでなかったと判定された場合、２２４にお
いてＤＡＬＩモードへの切替えを示すＤＡＬＩメッセージの到来を監視しながらＡ／Ｄ信
号を用いて（例えば、０～１０Ｖ制御モードで）安定器が制御される。２２６では、ＤＡ
ＬＩメッセージが検出されたか否かに関して判定が実施される。ＤＡＬＩメッセージが検
出されなければ、本方法は２２４に戻り安定器の０～１０Ｖ制御を継続する。
【００３６】
　２２６でＤＡＬＩメッセージが検出されると、２２８において安定器はＤＡＬＩ制御モ
ードとなるように認識されると共に、安定器制御の状態を反映するようにメモリが更新さ
れる。２３０では、０～１０Ｖモードへの切替えを示すＡ／Ｄ信号の有無を監視しながら
ＤＡＬＩモードで安定器が制御される。２３２では、監視しているまたは検出したＡ／Ｄ
電圧が所定の周期Ｔ１にわたって所定のしきい電圧Ｖ１未満となったか否かに関して判定
が実施される。一実施形態ではその所定のしきい電圧は概ね９Ｖであり、またその所定の
周期は概ね２０ｍｓである。検出したＡ／Ｄ電圧が少なくともＴ１にわたってＶ１未満で
なければ、安定器はそのままＤＡＬＩモードとし本方法は２３０に戻りＤＡＬＩ制御モー
ドでの動作を継続する。検出したＡ／Ｄ電圧が少なくとも周期Ｔ１にわたってＶ１未満で
あれば、この検出電圧が有効ＤＡＬＩメッセージと矛盾しており、安定器は０～１０Ｖ制
御モードとすべきであると判定され、さらに安定器が０～１０Ｖ制御モードであること反
映するようにメモリが更新される。次いで本方法は、ＤＡＬＩメッセージの有無を監視し
ながら０～１０Ｖ制御のために２２４に戻る。
【００３７】
　図４の方法を実行するための１つまたは複数のコンピュータ実行可能なアルゴリズムは
安定器またはインタフェース回路１０を利用するデバイスに関連付けされた及び／または
これと一体化された永続的なメモリ３００に保存されることが理解されよう。例えば本方
法は、メモリ３００から呼び出されてプロセッサ３０２により実行されるコンピュータ実
行可能な一連の命令として保存されることがある。
【００３８】
　一例ではその安定器は、工場で０～１０Ｖ／ＤＡＬＩ機能向けにパワーアップされかつ
チェックされることがある。安定器がそのＥＰＲＯＭを用いて工場試験中のその状態を保
存している場合にこの状態は、単に最終の機能試験段階で０～１０Ｖモードになるように
リセットされる。
【００３９】
　別の例では、動作時にＡ／Ｄ信号またはディジタル入力を監視することによって、０～
１０ＶとＤＡＬＩの間の切替えを示す信号パターンを「法定の」０～１０ＶやＤＡＬＩコ
マンドに限定する必要がない。安定器は、規定の０～１０ＶやＤＡＬＩ制御「表現（ｌａ
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ｎｇｕａｇｅ）」の一部でないような周波数、パターン、あるいは長期間のディジタルバ
ーストの有無をチェックすることがある。
【００４０】
　高強度放電（ＨＩＤ）ランプの場合にそのディジタル安定器では、パワーアップと最初
の減光コマンド（ＤＡＬＩであるか０～１０Ｖであるかによらない）の間に遅延（例えば
、１５分間や別の所定のある遅延）が追加される可能性がある。
【００４１】
　上述の例（複数のこともある）は例示を目的として提供したものであること、並びに本
件の新規内容はここに提示した特定の値や値域に限定されないことを理解されたい。むし
ろ本件の新規内容では、適当な任意の値や値域を利用し得る、さもなければこれらを含み
得ることは当業者であれば理解されよう。
【００４２】
　本発明について好ましい実施形態に関連して説明してきた。上の詳細な説明を読みかつ
理解することによって当然にこれに対する修正形態や変更形態が想起されよう。本発明は
こうした修正形態や変更形態のすべてを含むように解釈されるように意図している。
【符号の説明】
【００４３】
　１０　デュアルモードインタフェース回路、安定器回路
　１２　電流調節器
　１４　抵抗器
　１６　抵抗器
　２０　電圧調節器
　２２　クランプダイオード
　２４　ツェナーダイオード
　２６　抵抗器
　２８　ＤＣ出力供給電圧
　４０　分離用インバータ
　４１　スイッチ
　４２　スイッチ
　４３　スイッチ
　４４　スイッチ
　４５　コンデンサ
　４７　バス
　５０　８分周カウンタ（ＤＢ８Ｃ）
　６０　マイクロコントローラチップ
　６２　ＤＣ源
　６４　コンデンサ
　６６　抵抗器
　９０　整流器回路
　９２　ダイオード
　９４　ダイオード
　９６　ダイオード
　９８　ダイオード
　１００　コンデンサ
　１０１　負端子
　１０２　正端子
　１１０　脱極性回路
　１１２　スイッチ
　１１４　スイッチ
　１１６　スイッチ
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　１１８　スイッチ
　１２０　抵抗器
　１２２　比較器
　１２４　抵抗器
　１２６　抵抗器
　１２８　端子
　１２８　電圧源
　１３０　分離型電源回路
　１３１　コンデンサ
　１３２　ダイオード
　１３３　ダイオード
　１３４　コンデンサ
　１３５　ツェナーダイオード
　１３６　端子
　１４０　誤配線保護回路
　１４２　フォトトランジスタ
　１４４　発光ダイオード（ＬＥＤ）
　１４６　トランジスタ
　１４８　抵抗器
　１５０　抵抗器
　１５２　電圧源
　１５４　ＭＯＳＦＥＴ
　１５６　ＭＯＳＦＥＴ
　１５８　抵抗器
　１６０　正温度係数（ＰＴＣ）サーミスタ
　１６１　制御ワイヤ
　１６２　ツェナーダイオード
　１６４　デュアルツェナーダイオード素子
　１６６　ツェナーダイオード
　１６７　制御ワイヤ
　１６８　デュアルショットキーダイオード素子
　１７０　ショットキーダイオード
　１７２　ショットキーダイオード
　１７４　デュアルショットキーダイオード素子
　１７６　ショットキーダイオード
　１７８　ショットキーダイオード
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