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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源調光器からの入力電圧に基づいて２つの光源を制御するための装置であって、光源
は、第１の色温度を有する光を発するように構成された第１の光源、および第２の光温度
を有する光を発するように構成された第２の光源を含み、第２の色温度は第１の色温度よ
り高く、この装置は、
　前記電源調光器から前記入力電圧を受取るための入力接続と、
　前記入力電圧に関連する値を検知するためのセンサであって、前記検知された値は前記
電源調光器の電力レベル設定と関連する、センサと、
　前記光源を駆動するための駆動手段と、
　前記検知された値に応答して駆動手段を制御するためのコントローラとを備え、
　前記コントローラは、前記検知された値から基準値を引いたものに応じて前記第１の光
源を制御するための手段と、前記検知された値と前記基準値との差に応じて前記第２の光
源を制御するための手段とをさらに含み、それによって、前記検知された値の範囲の少な
くとも一部にわたって、人間の観察者に対する前記光源の全体的な輝度を実質的に一定に
維持しながら、組合された光源からの光の色温度が変化するように駆動手段を制御するよ
うに構成される、装置。
【請求項２】
　前記センサは電圧センサを含み、前記検知された値は前記入力電圧の平均電圧を含む、
請求項１に記載の装置。
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【請求項３】
　前記センサはデューティサイクルセンサを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記センサは入力電圧の二乗平均平方根電圧を決定するように構成される、請求項１か
ら３のいずれかに記載の装置。
【請求項５】
　可変の色温度の光を提供するように構成された光源であって、
　入力供給を受取るための電力入力と、
　第１の照明源と、
　第２の照明源と、
　前記電力入力ならびに前記第１および第２の照明源に結合されたコントローラとを備え
、
　前記コントローラは、検知された前記電力入力に関連する値から基準値を引いたものに
応じて前記第１の照明源を制御するための手段と、前記検知された値と前記基準値との差
に応じて前記第２の照明源を制御するための手段とをさらに含み、前記入力供給に応じて
前記第１および第２の照明源に可変の駆動を提供して前記可変の色温度の光を提供するよ
うに構成され、前記コントローラは、前記光の前記可変の色温度の範囲の少なくとも一部
にわたって、人間の観察者に対する前記光源からの全体的な輝度が実質的に一定であるよ
うに前記照明源を制御するように構成される、光源。
【請求項６】
　複数の光源を有する電球であって、光源は第１の色温度を有する光を発するように構成
された第１の光源、および第２の色温度を有する光を発するように構成された第２の光源
を含み、第２の色温度は第１の色温度より高く、入力電圧の分布の少なくとも一部にわた
って、人間の観察者に対する前記光源の全体的な輝度を実質的に一定に維持しながら、組
合された光源からの光の色温度が変化し、
　前記電球は、電源調光器からの入力電圧に基づいて光源を制御するための回路をさらに
含み、
　前記回路は、
　前記電源調光器から電力を受取るための入力接続と、
　前記入力電圧に関連する値を検知するためのセンサであって、前記検知された値は前記
電源調光器の電力レベル設定と関連する、センサと、
　前記光源を駆動するための駆動手段と、
　前記検知された値に応答して駆動手段を制御するためのコントローラとを含み、
　前記コントローラは、前記検知された値から基準値を引いたものに応じて前記第１の光
源を制御するための手段と、前記検知された値と前記基準値との差に応じて前記第２の光
源を制御するための手段とを含む、電球。
【請求項７】
　前記第１の光源は第１の予め定められた条件下で第１の色温度を有する前記光を発する
ように構成され、前記第２の光源は第２の予め定められた条件下で第２の色温度を有する
前記光を発するように構成される、請求項６に記載の電球。
【請求項８】
　第１の色温度は４０００Ｋ未満であり、第２の色温度は４０００Ｋより大きい、請求項
６および７のいずれかに記載の電球。
【請求項９】
　第１の色温度は３０００Ｋ未満であり、第２の色温度は５０００Ｋより大きい、請求項
８に記載の電球。
【請求項１０】
　可変の色温度の光を提供するために電源調光器からの入力電圧に基づいて複数の光源を
制御するための回路であって、光源は、第１の色温度を有する光を発するように構成され
た第１の光源、および第２の色温度を有する光を発するように構成された第２の光源を含
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み、第２の色温度は第１の色温度より高く、この回路は、
　前記電源調光器からの入力電圧を受取るための入力接続と、
　前記入力電圧に関連する値を検知するために前記入力接続に結合されるセンサであって
、前記検知された値は前記電源調光器の電力レベル設定と関連する、センサと、
　前記複数の光源に接続して光源を駆動するために入力接続に結合される駆動手段と、
　前記検知された値に応答して駆動手段を制御するためのコントローラとを備え、
　前記コントローラは、前記検知された値から基準値を引いたものに応じて前記第１の光
源を制御するための手段と、前記検知された値と前記基準値との差に応じて前記第２の光
源を制御するための手段とをさらに含み、前記可変の色温度の光を提供するために、前記
検知された値に応じて前記第１および第２の光源に可変の駆動を提供する、回路。
【請求項１１】
　前記入力は前記光源に対する電源電力を受取るように構成される、請求項１０に記載の
回路。
【請求項１２】
　前記センサは、前記受取られた電源電力、特に前記電源電力の平均電圧値のレベルを検
知するように構成される、請求項１０または１１に記載の回路。
【請求項１３】
　可変の色温度の光を提供するために共通の入力電圧に基づいて複数の光源を制御する方
法であって、光源は、第１の色温度を有する光を発するように構成された第１の光源、お
よび第２の色温度を有する光を発するように構成された第２の光源を含み、第２の色温度
は第１の色温度より高く、この方法は、
　前記入力電圧に関連する値を検知するステップと、
　基準値を提供するステップと、
　前記検知された値および前記基準値に応じて前記第１および第２の光源に可変の駆動を
提供し制御範囲の第１の部分および第２の部分を提供するように前記検知された値に応答
して２つの光源を制御するステップとを含み、前記第１の部分では、光の色温度は変化し
、観察される輝度は実質的に一定であり、前記第２の部分では、光の輝度は変化し、観察
される色温度は実質的に一定である、方法。
【請求項１４】
　前記検知するステップは、平均値、特に入力電圧の二乗平均平方根電圧の測定を含む、
請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記検知するステップは入力電圧のデューティサイクルの測定を含む、請求項１３に記
載の方法。
【請求項１６】
　前記制御するステップは、
　参照テーブルで平均電圧に対応する第１の制御電圧および第２の制御電圧を調べること
と、
　前記第１の制御電圧を前記第１の光源に、前記第２の制御電圧を前記第２の光源に出力
することとを含む、請求項１３から１５のいずれかに記載の方法。
【請求項１７】
　前記制御するステップは、
　平均電圧から基準電圧を引いたものに応じて前記第１の光源を制御することと、
　平均電圧と前記基準電圧との差に応じて前記第２の光源を制御することとを含む、請求
項１３から１５のいずれかに記載の方法。
【請求項１８】
　請求項１３から１７のいずれかに記載の方法を実現するように構成された回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　この発明は、照明システム、特に可変の色温度を有する照明システムの改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　事務所や家庭の場面での快適さの向上のため、可変の色温度を有する照明システムが当
該技術分野で知られており、典型的には、夕方に使用される白熱電球は、日中に一般的に
使用される蛍光灯よりも低い色温度を有する。Solux Lamp（www.soluxtli.com）は、特別
なコーティングを使用する「冷たい」電球であり、約４７００Ｋの色温度を有する光を発
する。しかしながら、薄暗くされると、この光源は低い光の強度で青く見えすぎるため、
処理の効果および快適さを向上するには、複数の光源のアプローチが好ましい。
【０００３】
　背景となる先行技術は、ＷＯ　９６／２８９５６、ＪＰ　０５－１２１１７６、ＪＰ　
０４－２０６３９１、ＤＥ　３５２６５９０、ＪＰ　０３－２２６９０３、ＥＰ　０５４
５４７４、ＤＥ　３９１６９９７、ＵＳ　３１８０９７８、ＦＲ　２１５１１２１および
ＷＯ　８５／０１５６６に見られる。しかしながら、先行技術の１つの問題は、異なる色
温度の光源に対してそれらが新たな制御配線、余分な取付台を必要とし、時には家の外側
に取付けられた光センサなどの特別な制御手段を必要とする点である。典型的には、先行
技術のシステムは、異なる色温度の光源を制御するために少なくとも２つの別々の照明回
路を必要とするため、標準的な家庭用照明設備との互換性がなく、かつ可変の色温度を備
えた人工的な照明を提供する費用が増加する。
【０００４】
　標準的な調光器を含む、標準的な事務所および家庭用の照明回路とともに使用可能な可
変の色温度機能を備えた照明システムを提供すると有利であろう。特に、既存の調光器回
路とともに使用するために、可変の色温度機構を組込んだ、既存の電球のためのプラグ接
続式の代替品を提供すると有利であろう。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明のある局面によると、電源調光器からの入力電圧を使用して２つの光源を制御
するための装置が提供され、光源は、第１の色温度を有する光を発するように構成された
第１の光源、および第２の色温度を有する光を発するように構成された第２の光源を含み
、第２の色温度は第１の色温度より高く、この装置は、電源調光器から入力電圧を受取る
ための入力接続と、入力電圧の値を検知するためのセンサと、光源を駆動するための駆動
手段と、前記検知に応答して駆動手段を制御するためのコントローラとを含む。
【０００６】
　電源調光器からの電圧出力波形は調光器の設計によって異なり得る。調光器上で電力レ
ベルセットを決定する１つの方法は、調光器から二乗平均平方根電圧を決定することであ
る。というのは、これは純粋な抵抗負荷に供給される電力レベルを提供するからである。
センサは平均電圧を直接的に検知してもよく、またはこれに代えて、それはある期間にわ
たって間隔をおいて電源入力で瞬間的な電圧を測定し、平均電圧を決定してもよい。さら
にこれに代えて、それは、たとえば、波形のデューティサイクルを検知することによって
平均電圧を間接的に検知してもよい。
【０００７】
　この装置は光源を制御することができるため、電源調光器からの平均電圧がゼロから基
準電圧（電源供給の供給電圧の３分の１から３分の２の間、たとえば、供給電圧の２分の
１）に増加すると、第１の光源は輝度を増す。平均電圧が基準電圧から最大電圧（たとえ
ば、英国およびヨーロッパの大半では２３０Ｖ、米国では１１５Ｖ）へとさらに増加する
と、第２の光源は輝度を増すが、第１の光源は輝度が減少し、光源からの全体的な輝度は
人間の観察者には実質的に一定に見える。２つの光源は異なる色温度を有する光を発する
ため、発せられる光の全体的な色温度は、平均電圧が基準電圧から最大電圧へと増加する
と、第１の色温度から第２の色温度へと増加し得る。
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【０００８】
　２つの光源のための駆動レベルは参照テーブルから得られてもよく、これは、異なる光
源のタイプおよび異なる伝達曲線を考慮するように構成されてもよい。またはこれに代え
て、第１の光源は平均電圧から基準電圧を引いたものに応じて制御されてもよく、ゼロと
基準電圧との間では、第１の光源はオフされ、基準電圧と最大との間では、第１の光源は
オンされる。第２の光源は平均電圧と基準電圧との間の差に応じて制御されてもよく、第
２の光源は基準電圧で最大の強度になり、平均電圧が変化して基準電圧より大きいかまた
は小さくなると、第２の光源の強度は減少する。
【０００９】
　この発明の別の局面によると、可変の色温度の光を提供するように構成された光源が提
供され、この光源は、入力供給を受取るための電力入力と、第１の照明源と、第２の照明
源と、前記電力入力ならびに前記第１および第２の照明源に結合されたコントローラとを
含み、前記コントローラは、前記可変の色温度の光を提供するように、前記入力供給に応
じて前記第１および第２の照明源に可変の駆動を提供するように構成される。
【００１０】
　コントローラは、可変の色温度の範囲の一部にわたって、人間の観察者に対する光源か
らの全体的な輝度が実質的に一定であるように構成されてもよい。コントローラは、第１
の照明源によって出力される（ルーメンで測定された）光束と、第２の照明源によって出
力される光束との和が実質的に一定であるように構成されてもよい。またはこれに代えて
、コントローラは、ある特定の距離にある第１の照明源によって出力される（ルクスで測
定された）照度と、同じ距離にある第２の照明源によって出力される照度との和が実質的
に一定であるように構成されてもよい。
【００１１】
　この発明のさらに別の局面によると、複数の光源を有する電球が提供され、光源は、第
１の色温度を有する光を発するように構成された第１の光源、および第２の色温度を有す
る光を発するように構成された第２の光源を含み、第２の色温度は第１の色温度より高い
。
【００１２】
　電球は、好ましくは、従来のフィラメント光、蛍光灯、または他の光源に対するプラグ
接続式の代替物を意味する。
【００１３】
　第１の光源および第２の光源は異なるタイプであってもよい。たとえば、一方が複数の
ＬＥＤを含み、他方がフィラメントタイプの光源を含んでもよい。またはこれに代えて、
光源のどちらかまたは両方が蛍光光源を含んでもよい。駆動電圧および／または駆動電流
などの、予め定められた条件下で、第１の光源は第２の光源より低い色温度を有する光を
発する。これらの条件は、特に２つの光源が異なるタイプである場合、それらに対して異
なり得る。たとえば、フィラメント光源はＬＥＤより高い定格電圧を有し得る。それぞれ
の定格駆動条件で作動されると、第２の光源から発せられる光の色温度は、第１の光源か
ら発せられる光のものより大きい。
【００１４】
　第１の色温度は３０００Ｋ未満であり、第２の色温度は５０００Ｋより大きいことが好
ましい。たとえば、第１の色温度は、２７００Ｋ（これは「暖かい」光源として知られ得
る）であり、第２の色温度は５５００Ｋであり得る（これは「冷たい」光源として知られ
得る）。
【００１５】
　電球は、電源調光器からの入力電圧を使用して光源を制御するための回路を含んでもよ
い。これは有用であり得るため、電球は通常の電球のプラグ接続式の代替物を含み、電球
から発せられる光の色温度は強度とは別に調節可能である。
【００１６】
　この発明の別の局面によると、調光器からの入力電圧を使用して複数の光源を制御する
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ための回路が提供され、この回路は、調光器から電力制御信号を受取るための入力接続と
、前記電力制御信号を検知するための電圧センサと、複数の光源を駆動するための駆動手
段と、前記検知に応答して駆動手段を制御するためのコントローラとを含む。
【００１７】
　この回路は可変の色温度の光を提供することが好ましい。光源は、第１の色温度を有す
る第１の光源と、第２の、より高い色温度を有する第２の光源とを含むことが好ましい。
コントローラは、可変の色温度の光を提供するように、前記入力電圧の平均値に応じて第
１および第２の光源に可変の駆動を提供することが好ましい。ここで、たとえば、調光器
が、適用される電源サイクルの割合を変動させる場合、平均はＲ．Ｍ．Ｓ．電圧値を含む
。
【００１８】
　回路は調光器および２つの光源に接続されてもよく、１つの光源は他方の光源より高い
色温度を有する光を発する。２つの両極端の間での色温度の変動を改善するために中間の
色温度を有する光を発するように配置された光源を利用してもよい。調光器は、電源調光
器、すなわち、電源から電力が供給される照明を暗くするための調光器である（以下に説
明するように、そのような調光器は可変の電源電力ではなく、可変の低電圧制御信号を提
供し得る）。
【００１９】
　この発明のさらに別の局面によると、可変の色温度の光を提供するために共通の入力電
圧を使用して複数の光源を制御する方法が提供され、光源は、第１の色温度を有する光を
発するように構成された第１の光源、および第２の色温度を有する光を発するように構成
された第２の光源を含み、第２の色温度は第１の色温度よりも高く、この方法は、入力電
圧の値を検知するステップと、前記検知に応答して２つの光源を制御して前記平均値に応
じて前記第１および第２の光源に可変の駆動を提供し制御範囲の第１の部分を提供するス
テップとを含み、光の色温度は変化し、観察される輝度は実質的に一定である。
【００２０】
　２つの光源を制御するステップは、制御範囲の第２の部分を付加的に提供してもよく、
観察される輝度は変化し、色温度は一定であってもよく、または実質的に輝度とともに変
化してもよい。
【００２１】
　平均電圧を検知する１つの方法は、ある期間にわたって間隔をあけて瞬間的な電圧を測
定し、それら測定値から平均電圧を決定することである。別の方法は、電源電圧波形のデ
ューティサイクルを検知し、デューティサイクルから平均電圧を決定することである。
【００２２】
　この発明はコンピュータプログラムコードで実現され得る。別の局面では、したがって
、この発明は、上述のような方法を実現するように構成された、フロッピー（登録商標）
ディスクなどのキャリア媒体上でそのようなコードを提供する。この発明は、そのような
コードを運ぶ、たとえばマイクロコントローラまたはメモリなどの集積回路を提供する。
【００２３】
　上述の装置、回路およびシステムでは、調光器は、（通常は別の）電源電力供給に関連
して使用するためにｄｃ制御電圧を供給するタイプであり得る。この場合、たとえば、回
路は、異なる色温度の蛍光光のそれぞれの対を駆動するために蛍光灯安定器（ballast）
ユニットの対を制御するための可変の駆動出力を提供してもよい。安定器ユニットは、入
力として電源電力およびゼロ～１０Ｖの制御信号を有し、かつ制御信号に応じて蛍光灯駆
動出力を提供するタイプ、たとえば、Huco Limited 09-7570であってもよい。装置／回路
が検知可能な入力電圧は、このタイプのｄｃ制御信号であってもよい。
【００２４】
　一般的に、異なる色温度の２つの光源を駆動することについて述べたが、当業者は、３
つ以上の光源が用いられてもよく、一部が同じかまたは重なる色温度を有し得ることを理
解するであろう。
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【００２５】
　この発明のこれらおよび他の局面を添付の図面を参照して、例によってさらに説明する
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　図１のブロック図は、電球に組込んで従来の調光器を通じて電源供給に接続するのに好
適な装置を示す。たとえば、立上がり調光器、立下がり調光器、パルス幅変調（ＰＷＭ）
調光器、および抵抗調光器などの多くの異なる調光器の設計が市販されている。装置は、
どのタイプの調光器回路とも機能することが好ましい。
【００２７】
　電圧センサ（１０１）は電源入力（１０２）に接続され、入力の平均電圧、たとえば二
乗平均平方根平均を検知するために使用され、それによって調光器上の電力レベルセット
を示す出力を提供する。またはこれに代えて、電力がオンされている電源サイクルの部分
を検知することによって調光器上の電力レベルセットを決定する、デューティサイクルセ
ンサを使用してもよい。これは特に立上がりおよび立下がりタイプの調光器に好適である
。コントローラ（１０４）は、電圧センサの出力、および少なくとも２つの光源ドライバ
（１０６＆１０７）の入力に接続される。光源ドライバに安定した電圧出力を提供するた
めに、単純な電力供給回路（１０３）、たとえば、ツェナーダイオードを用いた回路が電
源入力に接続されてもよい。しかしながら、電力供給回路はコントローラとして不可欠で
はなく、光源ドライバは、電源入力から直接的に、もしくは全波または半波整流器を通じ
て電力を受取るように構成されてもよい。装置は、ＬＥＤなどの低電圧光源とともに使用
されてもよいため、大きな電圧の余裕が利用可能であり得る。
【００２８】
　制御回路の機能は、異なる駆動レベル信号を第１の光源および第２の光源に提供するこ
とであり、電源調光器上の電力レベル設定がゼロから増加すると、第１の光源の強度は最
大値に上昇し、第２の光源の強度は実質的にゼロに維持され、電源調光器からの電力レベ
ルをさらに増加させると、第１の光源の強度は低減され、第２の光源の強度はゼロから最
大値へと増加する。
【００２９】
　第１の光源は、約３０００Ｋ、好ましくは２７００Ｋの通常の動作条件下での色温度を
有する、ＬＥＤ、蛍光光またはフィラメント電球などの低い色温度の光源（「暖かい」光
源としても知られる）を含んでもよい。第２の光源は、より高い色温度の光源（「冷たい
」光源としても知られる）であり、これは、約５０００Ｋ、好ましくは５５００Ｋの色温
度を有する、ＬＥＤ、蛍光光またはフィラメント電球を含んでもよい。調光器上の設定が
ゼロから増加すると、第１の光源からの輝度は増加する。電源入力上の平均電圧が予め定
められた基準電圧（たとえば、電源供給電圧の２分の１などの、電源電圧の何分の１か）
に到達すると、第１の光源は最大の輝度になる。このレベルを超えた電力レベル設定では
、第２の光源からの輝度が増加し、第１の光源からの輝度が減少すると、電球からの全体
的な輝度は実質的に一定であり、色温度は増加し得る。
【００３０】
　なお、電源調光器上の「電力レベル設定」は、従来の電球または純粋な抵抗負荷に提供
される電力を示す。この回路に提供される電力は、平均電圧が基準電圧から最大供給電圧
へと増加すると、実際には増加するか、実質的に一定であるか、または減少し得る。これ
は、部分的には、第１および第２の光源の定格、ならびに各々によって生成される光の出
力の量に応じて異なる。第２の光源が第１の光源より効率的である場合、最大電圧で動作
するために回路によって必要とされる電力は、基準電圧においてよりも少なくなり得る。
【００３１】
　コントローラはマイクロプロセッサを利用してもよいし、またはトランジスタおよびｏ
ｐアンプなどのアナログ電子機器を使用して設計されてもよい。図２は、マイクロプロセ
ッサコントローラ設計で使用するのに好適な方法を示す。第１のステップ（２０１）では
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、電圧センサから読取値が取られ、電源調光器の電力レベル設定が決定される。異なる電
源調光器設計によって出力される電圧波形はさまざまなであるため、マイクロプロセッサ
は、プログラムコードを実行して、たとえば、いくつかの電源サイクルの期間にわたって
調光器の電力レベル設定を計算し、それによって、分割された電源電圧波形による瞬間的
な電圧レベルの変動の問題を避けてもよい。
【００３２】
　第２のステップ（２０２）では、マイクロコントローラは、参照テーブルを利用して第
１および第２の光源に対する駆動レベルを獲得してもよい。参照テーブルに好適な長さは
２５６エントリ（電圧センサの８ビットのデジタルアナログ変換器に適切である）であり
得る。ループアップテーブルは、電源調光器の電力の増加に応答してまず第１の光源の強
度を増加させ、次に第２の光源の強度を増加させつつ、第１の光源の強度を減少させるよ
うに構成される。
【００３３】
　最後に第３のステップ（２０３）では、光源に対する駆動レベルが光源ドライバへと出
力される。２つの光源は異なる電圧レベル、電流レベルまたは全体の電力レベルで動作し
てもよい。これは光源ドライバ、またはこれに代えてコントローラの参照テーブルで提供
されてもよい。第１の例では、同じ参照テーブルは、使用される特定の光源に適切な光源
ドライバを適合することによって、異なる光源と使用されてもよい。第２の例では、同一
の光源ドライバがすべての光源に対して使用されてもよく、参照テーブルは、ある設計で
使用される光源の特定の組合せに適合するように変更される。光源が変更された場合、同
じ光源ドライバは新しい光源と使用可能であり、参照テーブルＲＯＭの更新のみが必要で
ある。
【００３４】
　代替の実施例では、図１のコントローラは、ｏｐアンプおよびトランジスタなどのアナ
ログ構成要素から構成されてもよい。そのようなコントローラの設計の機能は、マイクロ
プロセッサを使用したものと同じであるが、配線接続されている。マイクロプロセッサを
使用する１つの利点は、プログラムコード（任意で参照テーブルを組込む）が異なる光源
または異なる基準電圧および最大電圧に対して変更可能である点であり、配線接続設計は
１つの実現例についてのみ好適であり得る。特に、参照テーブルは、異なる光の強度およ
び色温度の曲線に対しても変更可能であり、異なる調光器電力レベル曲線に対しても変更
可能である。立上がりおよび立下がり調光器は、ＰＷＭ調光器とは異なる電力レベル伝達
曲線を生成することがあり、一部の光源は、駆動電圧に対する強度の変動において、他の
ものより線形であり得る。参照テーブルは、これらの作用のいずれかまたはすべてを考慮
するようにコンパイルされ得る。アナログ電子機器を用いて、たとえば、指数関数的な伝
達曲線を近似するためにダイオードを使用して、非線形の回路も可能である。
【００３５】
　図３は、調光器からの電源入力の２つの例示的な平均電圧設定を示す。３０１では、調
光器は基準電圧よりわずかに小さい、約８０Ｖに設定される。第１の光源は約８０％の強
度であり、第２の光源はこの例ではオフされる。３０２では、調光器は基準電圧と最大電
源電圧との間の、約１９０Ｖに設定される。第１の光源は約３０％の強度であり、第２の
光源は約７０％の強度である。駆動電圧は、この図の基準（ｋ１は第１の光源に対する最
大の強度であり、ｋ２は第２の光源に対する最大の光の強度である）の間で線形に変動し
得るか、またはそれらは、光源の電圧－強度曲線の非線形性、および／または調光器の調
光器位置曲線に対する電力レベルを考慮するために非線形的に変動し得る。図３の基準間
の線形的な関係に対する例としての式を以下に示す。
【００３６】
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【数１】

【００３７】
　ＶREFは、たとえば、１００Ｖであり得る。駆動電圧は、基準電圧と最大供給電圧との
間で、第１の光源によって出力される光束と第２の光源によって出力される光束との和が
一定であるようにされてもよい。
【００３８】
　ルーメン（Ｓ１）＋ルーメン（Ｓ２）＝一定
　多くの他の有効な代替例が当業者に思い付くであろうことが明らかである。この発明は
、ここに説明された実施例に制限されず、ここに添付される特許請求の範囲の精神および
範囲内にある当業者に明らかな変形例を含むことが理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】可変の色温度の制御のための装置のブロック図である。
【図２】図１のブロック図のコントローラで使用される方法のフローチャートである。
【図３】可変の色温度の制御を提供するための使用される駆動電圧機構の例の図である。
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