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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　任意の場所を照明する照明部と；
　前記照明部に対する制御を指示する制御信号を全波整流した第１の信号と、前記制御信
号を半波整流した第２の信号とを生成する整流部と；
　前記整流部が生成した前記第１の信号および前記第２の信号を受信すると、受信した信
号のうち、前記照明部に対して行う制御の導出に適したいずれかの信号を出力する受信部
と；
　前記制御信号に対応する制御方式を特定する特定部と；
　前記特定部が特定した制御方式にそって、前記受信部が出力する信号が指示する制御を
導出し、当該導出した制御を前記照明部に対して行う制御部と；
　を具備する照明装置。
【請求項２】
　利用者により所定の電圧が印加される複数の入力部；
　を具備し、
　前記特定部は、前記入力部に印加された電圧の値、または、電圧が印加された入力部の
組合わせに応じて、前記制御信号に対応する制御方式を特定する請求項１に記載の照明装
置。 
【請求項３】
　前記特定部は、前記制御方式を特定する特定モードを備え、当該特定モードが有効とな
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った場合にのみ、前記制御信号に対応する制御方式を特定する請求項１または２に記載の
照明装置。 
【請求項４】
　照明装置と、上位装置とを有する照明システムにおいて、
　前記上位装置は、
　前記照明装置に対して、照明の制御を指示する制御信号を送信する送信部；
　を具備し、
　前記照明装置は、
　任意の場所を照明する照明部と；
　前記照明部に対する制御を指示する制御信号を全波整流した第１の信号と、前記制御信
号を半波整流した第２の信号とを生成する整流部と；
　前記整流部が生成した前記第１の信号および前記第２の信号を受信すると、受信した信
号のうち、前記照明部に対して行う制御の導出に適したいずれかの信号を出力する受信部
と；
　前記制御信号に対応する制御方式を特定する特定部と；
　前記特定部が特定した制御方式にそって、前記受信部が出力する信号が指示する制御を
導出し、当該導出した制御を前記照明部に対して行う制御部と；
　を具備する照明システム。 
【請求項５】
　前記送信部は、前記制御信号に対応する制御方式を示す方式信号を出力し、
　前記特定部は、前記送信部から出力された方式信号が示す制御方式を特定する請求項４
に記載の照明システム。 
【請求項６】
　上位装置から受信した照明の制御信号に従って、前記照明を制御する照明装置における
制御方法であって、
　前記照明に対する制御を指示する制御信号を全波整流した第１の信号と、前記制御信号
を半波整流した第２の信号とを生成する工程と；
　前記制御信号に対応する制御方式を特定する工程と；
　前記第１の信号および前記第２の信号のうち、前記照明に対して行う制御の導出に適し
たいずれかの信号を出力する工程と；
　特定された制御方式にそって、前記信号を出力する工程により出力された信号が指示す
る制御を導出し、当該導出した制御を前記照明に対して行う工程と；
　を含む制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、照明装置、照明システムおよび制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、複数の照明器具を個別に制御することを可能にする照明器具制御システムが知ら
れている。かかる照明器具制御システムは、消灯、点灯、照度の変更等の制御を指示する
制御信号を各照明器具に対して送信する上位装置と、上位装置から受信した制御信号に従
ってＬＥＤ（Light　Emitting　Diode）等の照明器具を制御する電源装置を備えた照明器
具とを有する。しかしながら、上位装置が各照明器具に対して送信する制御信号は、照明
器具制御システムの種別ごとに異なる。このため、従来の照明器具は、照明器具制御シス
テムの種別ごとに異なる制御信号に対応した電源装置を要するので、同一機種で複数種別
の照明器具制御システムに対応することができない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
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【非特許文献１】“照明器具個別制御システム　T/Flecs（ティーフレックス）　|　照明
制御・航空障害灯　|　商品紹介　|　東芝ライテック(株)”、［online］、［平成２５年
８月２２日検索］、インターネット＜http://www.tlt.co.jp/tlt/products/system/t_fle
cs.htm＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、複数種別の照明器具制御システムに対応する照明装
置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態に係る照明装置は、照明部と、整流部と、受信部と、特定部と、制御部とを備
える。照明部は、任意の場所を照明する。整流部は、照明部に対する制御を指示する制御
信号を全波整流した第１の信号と、制御信号を半波整流した第２の信号とを生成する。受
信部は、整流部が生成した第１の信号および第２の信号を受信すると、受信した信号のう
ち、照明部に対して行う制御の導出に適したいずれかの信号を出力する。特定部は、制御
信号に対応する制御方式を特定する。制御部は、特定部が特定した制御方式にそって、受
信部が出力する信号が指示する制御を導出し、当該導出した制御を前記照明部に対して行
う。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る照明システムの構成例を示す図である。
【図２】図２は、第１の実施形態に係る照明装置の構成例を説明する図である。
【図３】図３は、制御信号の種別を説明する図である。
【図４】図４は、整流回路の一例を説明する図である。
【図５】図５は、第１の実施形態に係るインターフェース回路の構成例を説明する図であ
る。
【図６】図６は、第１の実施形態に係るマイコンが有する機能構成を説明する図である。
【図７】図７は、第１の実施形態に係る照明装置が実行する処理の手順を示すフローチャ
ートである。
【図８】図８は、第１の実施形態に係るインターフェース回路の第１の変形例を説明する
図である。
【図９】図９は、第１の実施形態に係るインターフェース回路の第２の変形例を説明する
図である。
【図１０】図１０は、第１の実施形態に係るインターフェース回路の第３の変形例を説明
する図である。
【図１１】図１１は、半波整流した制御信号の立上りを遅延させて合成した際の波形を示
す図である。
【図１２】図１２は、第１の実施形態に係るマイコンの第１の変形例を説明する図である
。
【図１３】図１３は、第１の実施形態に係るマイコンが有する機能構成の変形例を説明す
る図である。
【図１４】図１４は、ピンスイッチと特定するシステムとの対応の一例を示す図である。
【図１５】図１５は、第１の実施形態に係るマイコンの第２の変形例を説明する図である
。
【図１６】図１６は、ピンスイッチに印加される電圧の値と特定するシステムとの対応の
一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下で説明する実施形態に係る照明装置５は、ＬＥＤ９と、受信部１６と、特定部１７
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と、制御部１８～２０とを具備する。ＬＥＤ９は、任意の場所を照明する。受信部１６は
、照明器具の制御信号を受信する。特定部１７は、受信部１６が受信した制御信号に対応
する制御方式を特定する。制御部１８～２０は、特定部１７が特定した制御方式にそって
、受信部１６が受信した制御信号が指示する制御を導出し、当該導出した制御をＬＥＤ９
に対して行う。
【０００８】
　また、以下で説明する実施形態に係る照明装置５は、整流部１５を具備する。整流部１
５は、制御信号を全波整流した第１の信号と、制御信号を半波整流した第２の信号とを生
成する。また、受信部１６は、整流部１５が生成した第１の信号および第２の信号のうち
、ＬＥＤ９に対して行う制御の導出に適したいずれかの信号を制御部１８～２０に出力す
る。
【０００９】
　また、以下で説明する実施形態に係る照明装置５は、複数の入力部２５ａ～２５ｄを具
備する。入力部２５ａ～２５ｄは、利用者により所定の電圧が印加される。また、特定部
１７は、入力部２５ａ～２５ｄに印加された電圧の値、または、電圧が印加された入力部
２５ａ～２５ｄの組合わせに応じて、受信部１６が受信した制御信号に対応する制御方式
を特定する。
【００１０】
　また、以下で説明する実施形態に係る特定部１７は、制御方式を特定する特定モードを
備え、特定モードが有効となった場合にのみ、受信部１６が受信した制御信号を用いるシ
ステムを特定する。
【００１１】
　また、以下で説明する実施形態に係る照明システム１は、照明装置５と、上位装置２と
を具備する。上位装置２は、照明装置５に対して、照明の制御を指示する制御信号を送信
する送信部を具備する。また、照明装置５は、ＬＥＤ９と、受信部１６と、特定部１７と
、制御部１８～２０とを具備する。ＬＥＤ９は、任意の場所を照明する。受信部１６は、
照明器具の制御信号を受信する。特定部１７は、受信部１６が受信した制御信号に対する
する制御方式を特定する。制御部１８～２０は、特定部１７が特定した制御方式にそって
、受信部１６が受信した制御信号が指示する制御を導出し、当該導出した制御をＬＥＤ９
に対して行う。
【００１２】
　また、以下で説明する実施形態に係る送信部は、所定のタイミングで、制御信号に対応
する制御方式を示す方式信号を出力する。また、特定部１７は、送信部から出力された方
式信号が示す制御方式を特定する。
【００１３】
　以下、図面を参照して、実施形態に係る照明システム１および照明装置５を説明する。
実施形態において同一の部位には同一の符号を付し、重複する説明は省略される。
【００１４】
（第１の実施形態）
　まず、図１～図７を用いて、第１の実施形態に係る照明システムついて説明する。
【００１５】
［照明システムの構成］
　図１は、第１の実施形態に係る照明システムの構成例を示す図である。図１に示した照
明システム１は、宅内やオフィス等に設置された照明装置の制御や監視を実現するシステ
ムである。例えば、照明システム１は、Ｔ／Ｆｌｅｃｓ（登録商標）等、照明装置の設置
された環境の情報をセンサ等で取得し、取得した情報に基づいて、照明装置の制御を行う
場合がある。
【００１６】
　図１に示した照明システム１は、上位装置２と複数の通信部３、４が接続される。また
、通信部３は、複数の照明装置５～７と接続される。また、通信部４は、照明装置８と接
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続される。また、照明装置５は、任意の場所を照明する照明部であるＬＥＤ９とＬＥＤ９
の制御を行う電源制御部１０とを有する。なお、通信部４は、通信部３と同様の機能を発
揮するものとして、以下の説明を省略する。また、照明装置６～８は、照明装置５と同様
の機能を発揮するものとして、以下の説明を省略する。また、図１に示す照明システム１
が有する通信部３、４、照明装置５～８の数は、一例に過ぎず、照明システム１の構成に
応じて適宜変更可能である。
【００１７】
　上位装置２は、通信部３、通信部４に対し、照明器具の制御を指示する制御信号を出力
する。例えば、上位装置２は、通信部３に対し、照明装置５が有するＬＥＤ９の点灯、消
灯、照度の変更、光の色の変更等、任意の制御を指示する制御信号を出力する。また、上
位装置２は、照明器具の制御を行うために、任意の種別の制御方式を利用することができ
る。例えば、上位装置２は、照明器具を制御するために、Ｔ／Ｆｌｅｃｓ（登録商標）、
ＤＡＬＩ（Digital　Addressable　Lighting　Interface）、ＰＷＭ（Pulse　Width　Mod
ulation）等、様々な制御方式に対応する制御信号を出力する。
【００１８】
　ここで、上位装置２は、制御方式ごとに異なる制御信号を出力する。例えば、上位装置
２は、制御方式の種別に応じて、電圧の立上りや立下りの位置で制御内容を示す制御信号
、一定の周期でパルスを分割した際に、立下りが存在するか立上りが存在するかで制御内
容を示す制御信号、パルス幅の変調で制御内容を示す制御信号等を出力する。また、上位
装置２は、制御方式の種別に応じて、電圧が正負両極の範囲で変化する制御信号や、電圧
が正又は負の片方の範囲で変化する制御信号を出力する。
【００１９】
　詳細な例を説明すると、上位装置２は、Ｔ／Ｆｌｅｃｓの制御信号を出力する場合は、
電圧が正負両極の範囲で変化する複極信号であって、電圧の立上りや立下りの位置で制御
内容を示す制御信号を出力する。また、上位装置２は、ＤＡＬＩの制御信号を出力する場
合は、電圧が正又は負の片方の範囲で変化する単極信号であって、一定の周期でパルスを
分割した際に、立下りが存在するか立上りが存在するかで制御内容を示す制御信号を出力
する。また、上位装置２は、ＰＷＭを用いた制御信号を出力する場合は、単極信号であっ
て、パルス幅の変調で制御内容を示す制御信号を出力する。
【００２０】
　通信部３は、上位装置２と各照明装置５～７との通信を中継する中継装置である。例え
ば、通信部３は、上位装置２から、ＬＥＤ９に対する制御を示す制御信号を受信すると、
受信した制御信号を、ＬＥＤ９を有する照明装置５に出力する。また、通信部３は、照明
装置５から、ＬＥＤ９の制御を終了した旨を示す応答信号や、ＬＥＤ９の状態を示す通知
信号を受信した場合は、受信した応答信号や通知信号を上位装置２へ送信する。この結果
、上位装置２は、ＬＥＤ９の制御が完了した旨や、ＬＥＤ９の調光状態を確認できる。
【００２１】
　照明装置５は、例えば、宅内やオフィス等に設置された照明装置であり、交換可能な照
明であるＬＥＤ９と、ＬＥＤ９の制御を行う電源制御部１０とを有する。また、照明装置
５は、従来の照明装置と同様に、照明システム１の設置や更新を行う際に、設置や交換を
行う単位となる。ここで、従来の照明装置は、特定種別の制御方式の制御信号にのみ対応
していたので、上位装置２の制御方式ごとに、異なる電源制御部を有する必要があった。
【００２２】
　一方、照明装置５が有する電源制御部１０は、以下の処理を実行する。まず、電源制御
部１０は、通信部３から上位装置２が出力した制御信号を受信する。また、電源制御部１
０は、受信した制御信号に対応する制御方式を特定する。例えば、電源制御部１０は、受
信した制御信号の電位の変化、制御信号に含まれるパルスの波形、パルスの周期等に基づ
いて、受信した制御信号に対応する制御方式を特定する。そして、電源制御部１０は、特
定した制御方式にそって、受信した制御信号が示す制御内容を導出し、導出した内容の制
御をＬＥＤ９に対して実行する。
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【００２３】
　このため、照明装置５は、上位装置２の制御方式の種別によらず、同一の照明装置５で
対応することができる。この結果、例えば、照明システム１は、上位装置２の制御方式を
変更する際に、各照明装置５～８を新たな制御方式に対応する照明装置と交換せずとも、
新たな制御方式を用いて各照明装置５～８を制御できる。また、照明システム１は、いず
れかの照明装置が故障した際に、同一の照明装置を準備せずとも、故障した照明装置に代
えて照明装置５を設置すればよい。この結果、照明システム１は、照明装置５～８の設置
や交換を柔軟に行うことができる。
【００２４】
［照明装置５の構成］
　以下、図２を用いて、電源制御部１０の構成例を説明する。図２は、第１の実施形態に
係る照明装置の構成例を説明する図である。図２に示すように、電源制御部１０は、電源
回路１１、インターフェース回路１２、マイコン１３、制御回路１４を有する。また、電
源回路１１には、ＬＥＤ９に供給される電力の電源が接続されている。
【００２５】
［電源回路１１］
　電源回路１１は、制御回路１４による制御に応じて、ＬＥＤ９に対して供給する電力を
変更する回路である。例えば、電源回路１１は、電源から電力の供給を受ける。そして、
電源回路１１は、制御回路１４からの制御信号を受信すると、受信した制御信号に従って
、電源から供給された電力をＬＥＤ９に供給する量の制御等を行うことで、ＬＥＤ９の点
灯、消灯、照度の変更、光の色の変更等を行う。
【００２６】
［インターフェース回路１２］
　インターフェース回路１２は、通信部３から受信した制御信号を整流する整流回路を有
し、整流回路を用いて整流した制御信号をマイコン１３に出力する。具体的には、インタ
ーフェース回路１２は、マイコン１３が制御内容を識別できるようにするため、制御信号
を単極側に整流する。
【００２７】
　ここで、インターフェース回路１２は、上位装置２が複極信号を出力するのか単極信号
を出力するのか解らないので、複極信号と単極信号との両方を適切に整流する必要がある
。しかしながら、インターフェース回路１２は、通信部３から受信した制御信号を単純に
全波整流または半波整流した場合は、制御信号の種別によっては、適切な整流を行えない
場合がある。
【００２８】
　以下、図３、図４を用いて、制御信号の種別と整流方法との対応について説明する。ま
ず、図３を用いて、上位装置２が出力する制御信号の例について説明する。図３は、制御
信号の種別を説明する図である。なお、図３には、上位装置２が出力する制御信号の例を
複数記載した。
【００２９】
　例えば、上位装置２は、図３中（Ａ）に示すように、電圧が正負両極の範囲で変化する
複極信号を制御信号として出力する場合がある。また、上位装置２は、図３中（Ｂ）に示
すように、電圧が正の範囲で変化する制御信号、または、図３中（Ｃ）に示すように、電
圧が負の範囲で変化する単極信号を制御信号として出力する場合がある。
【００３０】
　次に、図４を用いて、制御信号を整流する整流回路の例について説明する。図４は、整
流回路の一例を説明する図である。なお、図４に示す例では、図４中（Ｄ）に制御信号を
全波整流する整流回路の一例を記載し、図４中（Ｅ）に、制御信号を半波整流する整流回
路の一例を記載した。また、図４では、ダイオードの記号とそれを囲むひし形の図形で整
流回路を示したが、かかる整流回路は、ブリッジ型に限定されるものではなく、例えばト
ランスを用いた整流回路であってもよい。以下の説明および図面中では、整流回路を図４
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と同様の記号で示すものとする。
【００３１】
　例えば、インターフェース回路１２は、図３中（Ｂ）および（Ｃ）に示す単極信号を整
流する場合は、配線の方向によって正極側と負極側とのどちら側から信号が出力されるか
解らないので、図４中（Ｄ）に示す回路の入力＃１に制御信号の正極側を入力し、入力＃
２に制御信号の負極側を入力する。この結果、インターフェース回路１２は、出力＃１ま
たは出力＃２から、正極側に整流された制御信号を出力できる。
【００３２】
　しかしながら、インターフェース回路１２は、図３中（Ａ）に示す複極信号を図４中（
Ｄ）に示す回路に入力した場合は、複極信号の各極側の信号が正極側に集約されるため、
出力＃１または出力＃２から直流電圧を出力してしまう。かかる場合、マイコン１３が制
御信号から制御内容を識別できないので、インターフェース回路１２は、図４中（Ｄ）に
示す回路では適切な整流を行えない。
【００３３】
　また、例えば、インターフェース回路１２は、図３中（Ａ）に示す複極信号を整流する
場合は、図４中（Ｅ）に示す回路の入力＃１および入力＃２に制御信号を入力する。この
結果、インターフェース回路１２は、出力＃１または出力＃２から、単極側に整流された
制御信号を出力できる。しかしながら、インターフェース回路１２は、図３中（Ｂ）また
は（Ｃ）に示す単極信号を図４中（Ｅ）に示す回路に入力した場合は、正極側の単極信号
、または、負極側の単極信号のいずれかを出力できない。この結果、マイコン１３が制御
信号から制御内容を識別できない場合が発生するので、インターフェース回路１２は、図
４中（Ｅ）に示す回路では、適切な整流を行えない。
【００３４】
　そこで、インターフェース回路１２は、制御信号を全波整流した信号と、制御信号を半
波整流した信号とを生成する。そして、インターフェース回路１２は、生成した各信号を
それぞれマイコン１３に出力する。この結果、マイコン１３は、インターフェース回路１
２から出力される各信号の少なくとも一方を用いて、制御信号が示す制御内容を識別する
ことができる。
【００３５】
　次に、図５を用いて、インターフェース回路１２の構成例を説明する。図５は、第１の
実施形態に係るインターフェース回路の構成例を説明する図である。図５に示す例では、
インターフェース回路１２は、制御信号の各極側を入力＃１および入力＃２とし、正極側
の出力と負極側の出力とを合せた出力＃１、入力＃１と負極側の出力とを合せた出力＃２
とを有する整流部１５を有する。なお、整流部１５は、例えば、ブリッジ型に接続したダ
イオードやトランスを備える回路によって実現される整流回路であり、ダイオードの記号
とそれを囲むひし形の図形で記載した。また、整流部１５の出力＃１および出力＃２は、
それぞれマイコン１３と接続されている。
【００３６】
　かかるインターフェース回路１２は、整流部１５の出力＃１から制御信号を全波整流し
た信号をマイコン１３に出力し、整流部１５の出力＃２から制御信号を半波整流した信号
をマイコン１３に出力する。このため、例えば、インターフェース回路１２は、通信部３
から受信した制御信号が正極側または負極側の単極信号である場合には、マイコン１３が
制御内容を識別可能な信号を、入力された単極信号の極に応じて、出力＃１または出力＃
２のいずれかに出力し、通信部３から受信した制御信号が複極信号である場合は、マイコ
ン１３が制御内容を識別可能な信号を出力＃２から出力することができる。
【００３７】
［マイコン１３］
　図２に戻って説明を続ける。マイコン１３は、予め用意されたプログラムを実行するこ
とで、所定の機能を発揮するマイクロコントローラであり、例えば、ＡＳＩＣ（Applicat
ion　Specific　Integrated　Circuit）やＦＰＧＡ（Field　Programmable　Gate　Array
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）等の集積回路により実現される。また、マイコン１３は、例えば、ＣＰＵ（Central　P
rocessing　Unit）やＭＰＵ（Micro　Processing　Unit）等によって実現されてもよい。
【００３８】
　ここで、マイコン１３は、予め用意されたプログラムを実行することで、以下の機能を
発揮する。まず、マイコン１３は、インターフェース回路１２によって整流された信号を
受信する。かかる場合、マイコン１３は、整流された信号を用いて、上位装置２の制御方
式を特定する。すなわち、マイコン１３は、電源制御部１０が受信した制御信号に対応す
る制御方式を特定する。そして、マイコン１３は、特定した制御方式にそって、受信した
信号が示す制御内容を導出し、導出した制御内容の実行指示を制御回路１４に出力する。
【００３９】
　以下、図６を用いて、マイコン１３が有する機能構成の一例について説明する。図６は
、第１の実施形態に係るマイコンが有する機能構成を説明する図である。図６に示す例で
は、マイコン１３は、受信部１６、特定部１７、複数の制御部１８～２０を有する。なお
、図６に示す例では、記載を省略したが、マイコン１３は、他にも制御部１８と同様の制
御部を有しても良い。
【００４０】
　受信部１６は、インターフェース回路１２から制御信号を受信する。例えば、受信部１
６は、インターフェース回路１２から制御信号を整流した信号を受信する。かかる場合、
受信部１６は、受信した信号のうち、制御信号が示す制御内容を識別するのに適した信号
を選択する。
【００４１】
　ここで、受信部１６は、照明装置５の設置後、初めて制御信号を受信した場合等、特定
部１７から制御部の指定を受信していない場合は、インターフェース回路１２から受信し
た各信号を所定の時間間隔分だけ特定部１７に出力する。そして、受信部１６は、制御部
１８～２０のうち、信号の出力先となる制御部の指示を特定部１７から受信した場合は、
その後インターフェース回路１２から受信した信号を特定部１７から指定された制御部へ
送信する。
【００４２】
　なお、受信部１６がインターフェース回路１２から受信した信号のうち、制御信号が示
す制御内容を識別するのに適した信号を選択する処理としては、以下の処理を実行する。
例えば、受信部１６は、インターフェース回路１２が図５に示す構成を有する際に複極信
号を受信した場合は、出力＃１からは直流電圧を受信し、出力＃２からは整流された信号
を受信する。また、受信部１６は、インターフェース回路１２が図５に示す構成を有する
際に単極信号を受信した場合は、単極信号の極方向に応じて、出力＃２、若しくは、出力
＃１と出力＃２との両方から整流された信号を受信する。このため、受信部１６は、出力
＃１から受信した信号と出力＃２から受信した信号とのうち、パルスが含まれる信号を選
択すればよい。
【００４３】
　なお、上位装置２からＴ／Ｆｌｅｃｓの複極信号が入力された照明装置５は、入力信号
と同じ信号線を介して応答を出力するが、かかる処理を実行した場合、複極信号における
各極方向のバランスが崩れてしまう。そこで、受信部１６は、インターフェース回路１２
が図５に示す構成を有する際に複極信号が入力された結果、インターフェース回路１２か
らパルスが含まれる信号を複数受信した場合は、電圧が優位な信号、すなわち、制御内容
が識別しやすい方の信号を選択して、制御内容の識別を行えばよい。かかる処理を実行す
ることで、受信部１６は、制御内容の特定に、より適した信号を用いるので、上位装置２
と照明装置５とを接続する接続線におけるノイズの影響を軽減できる。
【００４４】
　特定部１７は、照明装置５が受信した制御信号に対応する制御方式を特定する。例えば
、特定部１７は、受信部１６が選択した信号を所定の時間間隔分受信する。そして、特定
部１７は、受信した信号の電位の変化、信号に含まれるパルスの波形、パルスの周期等に
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基づいて、照明装置５が受信した制御信号に対応する制御方式を特定する。
【００４５】
　以下、特定部１７が実行する処理の一例として、照明装置５が受信した制御信号に対応
する制御方式が、Ｔ／Ｆｌｅｃｓであるか、ＤＡＬＩであるか、ＰＷＭであるかを判定す
る処理の一例について説明する。なお、実施形態は、これに限定されるものではなく、特
定部１７は、制御信号の特性に応じて、照明装置５が受信した制御信号に対応する制御方
式を特定すればよい。
【００４６】
　まず、特定部１７は、照明装置５が受信した制御信号が複極信号であるか単極信号であ
るかを判定する。例えば、特定部１７は、インターフェース回路１２が図５に示す構成を
有する際に、出力＃１側の信号が直流電圧であり、出力＃２側の信号が整流された信号で
ある場合は、制御信号が複極信号であると判定する。そして、特定部１７は、制御信号が
複極信号であると判定した場合は、照明装置５が受信した制御信号に対応する制御方式が
、Ｔ／Ｆｌｅｃｓであると判定する。
【００４７】
　一方、特定部１７は、インターフェース回路１２が図５に示す構成を有する際に、出力
＃２側の信号が整流された信号、若しくは、出力＃１側と出力＃２側との両方が整流され
た信号である場合は、制御信号が単極信号であると判定する。ここで、特定部１７は、制
御信号が単極信号であると判定した場合は、信号に含まれるパルスの各周期を判定する。
【００４８】
　そして、特定部１７は、判定したパルスの周期が所定の閾値以下、例えば、１０ミリ秒
以下となる場合は、照明装置５が受信した制御信号に対応する制御方式が、ＤＡＬＩであ
ると判定する。一方、特定部１７は、判定したパルスの周期が所定の閾値より大きい場合
は、パルスの周期が一定であるか否かを判定する。そして、特定部１７は、パルスの周期
が一定であると判定した場合は、照明装置５が受信した制御信号に対応する制御方式が、
ＰＷＭであると判定する。
【００４９】
　ここで、ＤＡＬＩは、制御信号を所定の時間間隔（パルスの周期）で分割した際に、パ
ルスの立上りが含まれるかパルスの立下りが含まれるかで制御内容を示すため、制御内容
やパルスの周期を特定する際に用いた制御信号の時間間隔によっては、正確にパルスの周
期を算出できない場合がある。そこで、特定部１７は、パルスの周期が一定ではないと判
定した場合は、照明装置５が受信した制御信号に対応する制御方式が、ＤＡＬＩであると
判定する。
【００５０】
　また、特定部１７は、特定した制御方式にそって、制御信号から制御内容を導出し、導
出した内容の制御をＬＥＤ９に対して行う制御部、すなわち、特定した制御方式に対応す
る制御部を受信部１６に指示する。例えば、特定部１７は、制御部１８がＴ／Ｆｌｅｃｓ
に対応し、制御部１９がＤＡＬＩに対応し、制御部２０がＰＷＭに対応する旨をあらかじ
め記憶する。そして、特定部１７は、特定した制御方式がＴ／Ｆｌｅｃｓである場合は、
受信部１６に制御部１８を通知し、特定した制御方式がＤＡＬＩである場合は、受信部１
６に制御部１９を通知し、特定した制御方式がＰＷＭである場合は、受信部１６に制御部
２０を通知する。
【００５１】
　制御部１８～２０は、それぞれ異なる制御方式にそって、制御信号から制御内容を導出
し、導出した内容の制御をＬＥＤ９に対して実行する。例えば、制御部１８は、Ｔ／Ｆｌ
ｅｃｓに対応する制御部であり、整流された制御信号を受信した場合は、受信した制御信
号が示す制御内容をＴ／Ｆｌｅｃｓの規約にそって導出し、導出した制御内容を反映させ
るよう制御回路１４に指示する。また、制御部１９は、ＤＡＬＩに対応する制御部であり
、整流された制御信号を受信した場合は、受信した制御信号が示す制御内容をＤＡＬＩの
規約にそって導出し、導出した制御内容を反映させるよう制御回路１４に指示する。また



(10) JP 6155985 B2 2017.7.5

10

20

30

40

50

、制御部２０は、ＰＷＭに対応する制御部であり、整流された制御信号を受信した場合は
、受信した制御信号が示す制御内容をＰＷＭの規約にそって導出し、導出した制御内容を
反映させるよう制御回路１４に指示する。
【００５２】
［制御回路１４］
　図２に戻り、説明を続ける。制御回路１４は、マイコン１３が制御信号から特定した制
御内容をＬＥＤ９に反映させる。例えば、制御回路１４は、ＬＥＤ９の点灯、消灯、照度
の変更、光の色の変更等の制御内容をマイコン１３から受信した場合は、受信した制御内
容を反映させるよう電源回路１１を制御することで、ＬＥＤ９に制御内容を反映させる。
【００５３】
［照明装置５による処理の手順］
　次に、図７を用いて、照明装置５が受信した制御信号から、かかる制御信号に対応する
制御方式を特定する処理の流れについて説明する。図７は、第１の実施形態に係る照明装
置が実行する処理の手順を示すフローチャートである。図７に示すように、照明装置５は
、制御信号を受信すると、受信した制御信号の信号波形が両極に存在するか否かを判定す
る（ステップＳ１０１）。
【００５４】
　そして、照明装置５は、受信した制御信号の信号波形が両極に存在する場合は（ステッ
プＳ１０１：Ｙｅｓ）、Ｔ／ＦｌｅｃｓでＬＥＤ９を制御し（ステップＳ１０２）、処理
を終了する。一方、照明装置５は、受信した制御信号の信号波形が両極に存在しない場合
は（ステップＳ１０１：Ｎｏ）、制御信号の周期が所定の閾値以下であるか否かを判定す
る（ステップＳ１０３）。そして、照明装置５は、制御信号の周期が所定の閾値以下であ
ると判定した場合は（ステップＳ１０３：Ｙｅｓ）、ＤＡＬＩでＬＥＤ９を制御し（ステ
ップＳ１０４）、処理を終了する。
【００５５】
　一方、照明装置５は、制御信号の周期が所定の閾値よりも大きいと判定した場合は（ス
テップＳ１０３：Ｎｏ）、制御信号の周期が一定か否かを判定する（ステップＳ１０５）
。そして、照明装置５は、制御信号の周期が一定であると判定した場合は（ステップＳ１
０５：Ｙｅｓ）、ＰＷＭでＬＥＤ９を制御し（ステップＳ１０６）、処理を終了する。一
方、照明装置５は、制御信号の周期が一定ではないと判定した場合は（ステップＳ１０５
：Ｎｏ）、ＤＡＬＩでＬＥＤ９を制御し（ステップＳ１０４）、処理を終了する。
【００５６】
［第１の実施形態の効果］
　上述したように、照明装置５は、照明器具の制御信号を受信する受信部１６と、受信部
１６が受信した制御信号に対応する制御方式を特定する特定部１７と、特定部１７が特定
した制御方式にそって、制御信号が示す制御を導出し、導出した制御を照明器具に対して
行う制御部１８～２０とを具備する。このため、照明装置５は、複数種別の制御方式に対
応することができる。
【００５７】
　また、照明装置５は、制御信号を全波整流した第１の信号と、制御信号を半波整流した
第２の信号とを生成する整流部１５を有する。そして、受信部１６は、整流部１５が生成
した第１の信号および第２の信号のうち、制御内容の特定に適したいずれかの信号を制御
部１８～２０に出力する。このため、照明装置５は、単一の回路を用いて、複極信号およ
び単極信号を整流することができる。
【００５８】
　また、照明システム１は、照明器具を有する照明装置５と、照明装置５に対して照明器
具の制御信号を出力する上位装置２とを有する。ここで、照明装置５は、照明器具の制御
信号を受信する受信部１６と、受信部１６が受信した制御信号に対応する制御方式を特定
する特定部１７と、特定部１７が特定した制御方式にそって、制御信号が示す制御を導出
し、導出した制御を照明器具に対して行う制御部１８～２０とを具備する。このため、照
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明システム１は、任意の制御方式により、照明装置５が有する照明器具の制御を行うこと
ができる。
【００５９】
（他の実施形態）
　上述してきた照明システム１は、上記実施形態以外にも種々の異なる形態にて実施され
てよい。そこで、以下では、上記の照明システム１の様々な変形例について説明する。
【００６０】
［インターフェース回路の第１の変形例］
　図５に示すインターフェース回路１２の構成例は、あくまで一例であり、インターフェ
ース回路１２は、他の構成例を有しても良い。例えば、インターフェース回路１２は、制
御信号の各極側をそれぞれ半波整流し、半波整流した各信号をマイコン１３に出力しても
良い。図８は、第１の実施形態に係るインターフェース回路の第１の変形例を説明する図
である。例えば、図８に示す例では、インターフェース回路１２および整流部１５の他の
構成例として、インターフェース回路１２ａと整流部１５ａとの構成を記載した。
【００６１】
　例えば、整流部１５ａは、制御信号の各極側を入力＃１および入力＃２とし、入力＃１
と負極側の出力とを合せた出力＃１、入力＃２と負極側の出力とを合せた出力＃２とを有
する。かかるインターフェース回路１２ａは、通信部３から複極信号が入力された場合は
、マイコン１３が制御内容を識別可能な信号を出力＃１および出力＃２のそれぞれから出
力する。また、インターフェース回路１２ａは、通信部３から単極信号が入力された場合
は、単極信号が正極側の単極信号であるか負極側の単極信号であるかに応じて、マイコン
１３が制御内容を識別可能な信号を出力＃１または出力＃２から出力する。
【００６２】
　かかる場合、図６に示した受信部１６は、インターフェース回路１２ａが複極信号を受
信した場合は、出力＃１と出力＃２との両方から整流された信号を受信する。また、受信
部１６は、インターフェース回路１２ａが単極信号を受信した場合は、単極信号の極方向
に応じて、出力＃１、若しくは、出力＃２のいずれかから整流された信号を受信する。こ
のため、受信部１６は、インターフェース回路１２ａの出力＃１から受信した信号と出力
＃２から受信した信号とのうち、パルスが含まれる信号を選択すればよい。
【００６３】
　また、特定部１７は、出力＃１側と出力＃２側との両方が整流された信号である場合は
、制御信号が複極信号であると判定する。また、特定部１７は、出力＃１側、若しくは、
出力＃２側のいずれかが整流された信号である場合は、制御信号が単極信号であると判定
する。そして、特定部１７は、上述した処理を実行することで、制御信号に対応する制御
方法を特定すればよい。
【００６４】
［インターフェース回路の第２の変形例］
　上述したインターフェース回路１２は、制御信号を全波整流した信号と半波整流した信
号との組をマイコン１３に出力した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるもので
はない。例えば、インターフェース回路１２は、整流した信号から、制御内容を特定する
ためにより適した信号を選択し、選択した信号のみをマイコン１３に出力することで、イ
ンターフェース回路１２とマイコン１３との接続を１系統にまとめても良い。
【００６５】
　図９は、第１の実施形態に係るインターフェース回路の第２の変形例を説明する図であ
る。図９に示す例では、インターフェース回路１２ｂは、インターフェース回路１２と同
様の整流部１５を有する。また、インターフェース回路１２ｂは、出力＃２の信号を整流
する整流回路２１と、スイッチ２２とを有する。
【００６６】
　整流回路２１は、整流部１５の出力＃２から出力された信号を整流する整流回路である
。例えば、整流回路２１は、出力＃２から信号が出力されている場合には、スイッチ２２
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に直流電位を印加し、出力＃１から信号が出力されていない場合には、スイッチ２２に電
圧の印加を行わない。
【００６７】
　スイッチ２２は、出力＃１および出力＃２を入力とし、整流回路２１の出力に応じて、
いずれか一方の入力をマイコン１３に出力するスイッチである。詳細には、スイッチ２２
は、整流回路２１から直流電圧が印加された場合は、整流部１５が有する出力＃２から出
力された信号をマイコン１３に出力し、整流回路２１から直流電圧が印加されていない場
合は、整流部１５が有する出力＃１から出力された信号をマイコン１３に出力する。
【００６８】
　かかる動作により、インターフェース回路１２ｂは、整流部１５が有する出力のうち、
制御内容を特定するために適した信号をマイコン１３に出力することができる。この結果
、マイコン１３は、信号の選択処理を行わずとも、インターフェース回路１２ｂが出力す
る信号を用いて、ＬＥＤ９の制御を行うことができる。なお、マイコン１３は、照明装置
５が上述したインターフェース回路１２ｂを有する場合、通信部３から直接制御信号を取
得し、取得した制御信号を用いて、制御方式の特定処理を実行すればよい。
【００６９】
　上述したように、インターフェース回路１２ｂは、制御信号を整流した信号のうち、制
御方式の特定により適した信号をマイコン１３に出力する。このため、インターフェース
回路１２ｂを有する照明装置５は、マイコン１３が実行する処理の負荷を軽減することが
できる。
【００７０】
［インターフェース回路の第３の変形例］
　図８に示したインターフェース回路１２ａは、整流部１５ａが制御信号を各極について
半波整流した２つの信号を出力した。ここで、インターフェース回路１２ａからマイコン
１３に出力する信号を１系統にまとめるため、整流部１５ａの出力を単純に合成した場合
は、インターフェース回路１２ａに複極信号が入力された際に、直流電圧が出力されてし
まう。そこで、インターフェース回路１２ａは、整流部１５ａの各出力＃１と出力＃２と
にそれぞれ立上り遅延を加え、立上り遅延を加えた各出力＃１と出力＃２とを１系統にま
とめてマイコン１３に出力してもよい。
【００７１】
　図１０は、第１の実施形態に係るインターフェース回路の第３の変形例を説明する図で
ある。図１０に示すように、インターフェース回路１２ｃは、整流部１５ａ、立上り遅延
回路２３ａ、立上り遅延回路２３ｂ、合成部２４を有する。立上り遅延回路２３ａは、整
流部１５ａの出力＃１から出力される信号の立上りタイミングを遅延させる回路であり、
例えば、時定数を発生させ、立上りを遅延させるＣＲ回路である。また、立上り遅延回路
２３ｂは、整流部１５ａの出力＃２から出力される信号の立上りタイミングを遅延させる
回路であり、例えば、立上り遅延回路２３ａと同様のＣＲ回路である。また、合成部２４
は、各立上り遅延回路２３ａ、２３ｂが出力する信号を合成し、合成した信号をマイコン
１３に出力する。
【００７２】
　以下、図１１を用いて、インターフェース回路１２ｃが出力する信号の波形について説
明する。図１１は、半波整流した制御信号の立上りを遅延させて合成した際の波形を示す
図である。なお、図１１には、整流部１５ａに入力される制御信号、出力＃１、立上り遅
延回路２３ａが出力する信号、出力＃２、立上り遅延回路２３ｂが出力する信号、合成部
２４が出力する信号の波形をそれぞれ記載した。また、図１１に示す例では、グランド電
位を点線で記載し、各信号の立上り、立下りタイミングを一点破線で記載した。
【００７３】
　また、図１１に示すタイミングＴ１～Ｔ８のうち、タイミングＴ１、Ｔ３、Ｔ５、Ｔ７
は、制御信号の立上りおよび立下りタイミングである。また、タイミングＴ２、Ｔ４、Ｔ
６、Ｔ８は、各立上り遅延回路２３ａ、２３ｂによって遅延されたタイミングＴ１、Ｔ３
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、Ｔ５、Ｔ７に対応する。
【００７４】
　例えば、図１１に示す例では、整流部１５ａに対し、複極信号である制御信号が入力さ
れる。ここで、整流部１５ａに入力される制御信号は、タイミングＴ１で電位が「Ｈｉｇ
ｈ」に立上り、タイミングＴ３で電位が「Ｌｏｗ」に立下がる。また、制御信号は、タイ
ミングＴ５で電位が「Ｈｉｇｈ」に立上り、タイミングＴ７で電位が「Ｌｏｗ」に立下が
る。
【００７５】
　かかる制御信号が入力された場合、出力＃１からは、制御信号の正極側が整流された信
号が出力される。この結果、立上り遅延回路２３ａは、整流された信号であって、タイミ
ングＴ２で電位が「Ｈｉｇｈ」に立上り、タイミングＴ３で電位が「Ｌｏｗ」に立下がり
、タイミングＴ６で電位が「Ｈｉｇｈ」に立上り、タイミングＴ７で電位が「Ｌｏｗ」に
立下がる信号を出力する。
【００７６】
　また、出力＃２からは、制御信号の負極側が整流された信号が出力される。詳細には、
出力＃２からは、タイミングＴ１で電位が「Ｌｏｗ」に立下がり、タイミングＴ３で電位
が「Ｈｉｇｈ」に立上り、タイミングＴ５で電位が「Ｌｏｗ」に立下がり、タイミングＴ
７で電位が「Ｈｉｇｈ」に立上がる信号が出力される。このため、立上り遅延回路２３ｂ
は、タイミングＴ１で電位が「Ｌｏｗ」に立下がり、タイミングＴ４で電位が「Ｈｉｇｈ
」に立上り、タイミングＴ５で電位が「Ｌｏｗ」に立下がり、タイミングＴ８で電位が「
Ｈｉｇｈ」に立上がる信号が出力される。
【００７７】
　この結果、合成部２４は、タイミングＴ１で電位が「Ｌｏｗ」に立下がり、タイミング
Ｔ２で電位が「Ｈｉｇｈ」に立上り、タイミングＴ３で電位が「Ｌｏｗ」に立下がり、タ
イミングＴ４で電位が「Ｈｉｇｈ」に立上がる信号を出力する。また、合成部２４は、タ
イミングＴ５で電位が「Ｌｏｗ」に立下がり、タイミングＴ６で電位が「Ｈｉｇｈ」に立
上り、タイミングＴ７で電位が「Ｌｏｗ」に立下がり、タイミングＴ８で電位が「Ｈｉｇ
ｈ」に立上がる信号を出力する。
【００７８】
　このように、整流部１５ａの出力＃１および出力＃２を単純に合成した場合には、イン
ターフェース回路１２ｃは、直流電圧を出力してしまい、マイコン１３が制御内容を特定
できない。しかしながら、合成部２４は、出力＃１および出力＃２の信号の立上りをそれ
ぞれ遅延させた信号を合成してマイコン１３に出力する。この結果、合成部２４は、制御
信号の電位が変化するタイミングで電位が変化する信号を出力するので、制御信号が示す
制御内容を特定できる信号を１系統で出力できる。
【００７９】
　すなわち、合成部２４が出力する信号は、制御信号の電位が変化するタイミングと同じ
タイミングで電位が変化するので、マイコン１３は、合成部２４が出力する信号から、制
御信号の周波数等を特定することができる。この結果、マイコン１３は、１系統で出力さ
れた信号から制御信号に対応する制御方式や制御内容を特定できる。例えば、マイコン１
３は、インターフェース回路１２ｃが出力した信号の立下りタイミングを特定し、特定し
た立下りタイミングに応じて、制御信号が示す制御内容を特定すればよい。
【００８０】
［特定処理の実行タイミングについて］
　上述した照明装置５は、設置時等に、受信した制御信号に対応する制御方式を特定し、
特定した制御方式にそって、制御信号から制御を導出し、導出した制御をＬＥＤ９に対し
て実行した。しかしながら、実施例はこれに限定されるものではない。
【００８１】
　例えば、照明装置５は、所定の時間間隔で、受信した制御信号に対応する制御方式を特
定してもよい。詳細には、受信部１６は、所定の時間間隔で、インターフェース回路１２
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から受信した各信号を所定の時間間隔分だけ特定部１７に出力することで、信号の出力先
となる制御部を所定の時間間隔で更新してもよい。かかる処理を実行することで、上位装
置２の制御方式が変更された場合にも、照明装置５は、照明器具の制御を適切に行うこと
ができる。
【００８２】
　また、上位装置２と照明装置５との通信線上でノイズが発生した場合は、制御信号の波
形が変化するので、照明装置５が適切な制御方式を特定できなくなる場合が考えられる。
そこで、上位装置２は、照明システム１の設置時等、所定のタイミングで、制御方式を示
す方式信号を出力し、照明装置５は、受信した方式信号が示す制御方式の規約に基づいて
、制御信号が示す内容の制御を行っても良い。
【００８３】
　例えば、上位装置２は、照明システム１の設置時に、制御方式がＴ／Ｆｌｅｃｓである
旨の方式信号を照明装置５に出力する。かかる場合、照明装置５のマイコン１３が有する
特定部１７は、制御方式がＴ／Ｆｌｅｃｓであると判定し、Ｔ／Ｆｌｅｃｓの規約に従っ
てＬＥＤ９の制御を行う制御部１８を受信部１６に通知してもよい。かかる処理を実行す
ることで、照明システム１は、照明装置５が制御方式を誤特定するのを防止することがで
きる。
【００８４】
［特定処理の実行モード］
　また、照明装置５は、制御方式の特定処理を実行するための特定モードを備えても良い
。例えば、マイコン１３の受信部１６は、動作モードとして、通常動作モードと特定モー
ドとを備える。ここで、通常動作モードとは、特定部１７から指定された制御部に対し、
受信した信号を出力するモードであり、特定モードとは、受信した信号を特定部１７に出
力するモードである。
【００８５】
　また、受信部１６は、照明装置５の設置時、上位装置２から所定の信号を受信した場合
、照明装置５に設置されたボタンや照明装置５のリモコンを介して、利用者から特定モー
ドで動作するよう指示された場合等には、特定モードで動作し、受信した信号を特定部１
７に出力する。そして、受信部１６は、特定部１７から制御部の指示を受信した場合は、
通常動作モードに移行し、その後受信した信号を指定された制御部へ出力する。一方、受
信部１６は、特定モード以外の場合には、受信した信号を特定部１７に出力しない。かか
る処理を実行することで、照明装置５は、制御方式の誤特定を防ぐので、照明器具を適切
に制御できる。
【００８６】
［マイコン１３の変形例］
　上述したマイコン１３は、受信した制御信号を用いて、受信した制御信号に対応する制
御方式を特定した。しかしながら、実施例はこれに限定されるものではない。例えば、フ
ェイルセーフを考慮し、マイコン１３は、ピンスイッチやジップスイッチ等を有し、利用
者がピンスイッチやジップスイッチを操作することで指定された制御方式にそって、制御
信号が示す制御を導出しても良い。
【００８７】
　図１２は、第１の実施形態に係るマイコンの第１の変形例を説明する図である。図１２
に示す例では、マイコン１３ａは、複数のピンスイッチ２５ａ～２５ｄを有する。なお、
図１２では、記載を省略したが、マイコン１３ａは、図２に示すマイコン１３と同様に、
インターフェース回路１２と制御回路１４とに接続されているものとする。
【００８８】
　ここで、ピンスイッチ２５ａ、２５ｂは、スイッチを介して、グランドと接続されてお
り、かかるスイッチのオン／オフを切り替え、ピンスイッチ２５ａ、２５ｂに印加される
電位を「Ｈｉｇｈ（浮遊電圧）」または「Ｌｏｗ（グランド電位）」で切替えることがで
きる。利用者は、かかるスイッチを切替し、ピンスイッチ２５ａ、２５ｂに印加される電
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位の組み合わせを変更することで、制御方式の種別をマイコン１３ａに指示する。この結
果、マイコン１３ａは、利用者が指示した種別の制御方式にそって、制御信号から制御内
容を導出するので、適切に照明器具の制御を行うことができる。
【００８９】
　次に、図１３を用いて、マイコン１３ａの機能構成の一例について説明する。図１３は
、第１の実施形態に係るマイコンが有する機能構成の変形例を説明する図である。図１３
に示すように、マイコン１３ａは、各ピンスイッチ２５ａ～２５ｄと接続された特定部１
７ａを有する。特定部１７ａは、各ピンスイッチ２５ａ～２５ｄのうち、電圧が印加され
た入力部の組み合わせに応じて、上位装置２の制御方式の種別を特定し、特定した制御方
式に対応する制御部を受信部１６に通知する。
【００９０】
　図１４は、ピンスイッチと特定する制御方式との対応の一例を示す図である。例えば、
特定部１７ａは、ピンスイッチ２５ａ、２５ｂの電位が両方とも「Ｈｉｇｈ」である場合
には、特定部１７と同様に、制御信号の波形等から制御方式を特定する。また、特定部１
７ａは、ピンスイッチ２５ａの電位が「Ｈｉｇｈ」であり、ピンスイッチ２５ｂの電位が
「Ｌｏｗ」である場合は、制御方式がＴ／Ｆｌｅｃｓであると特定する。また、特定部１
７ａは、ピンスイッチ２５ａの電位が「Ｌｏｗ」であり、ピンスイッチ２５ｂの電位が「
Ｈｉｇｈ」である場合は、制御方式がＤＡＬＩであると特定する。また、特定部１７ａは
、ピンスイッチ２５ａ、２５ｂの電位が両方とも「Ｌｏｗ」である場合は、制御方式がＰ
ＷＭであると特定する。
【００９１】
　なお、マイコン１３ａは、電圧が印加されたピンスイッチの組み合わせではなく、ピン
スイッチに印加された電圧の値に応じて、制御方式の特定を行っても良い。例えば、図１
５は、第１の実施形態に係るマイコンの第２の変形例を説明する図である。図１５に示す
例では、マイコン１３ｂは、ピンスイッチ２５ａおよび可変抵抗器２６を介して、固定電
位２７が供給される。なお、可変抵抗器２６の抵抗値を変更するスライダは、利用者が操
作しやすいように照明装置５の表面に設置される。また、マイコン１３ｂは、ピンスイッ
チ２５ａおよび抵抗器２８を介してグランドと接続される。
【００９２】
　利用者は、可変抵抗器２６の抵抗値を変更することで、ピンスイッチ２５ａに印加され
る電位を変更することで、制御方式の種別をマイコン１３ｂに指示する。この結果、マイ
コン１３ｂは、特定対象となる制御方式の種別が多い場合にも、ピンスイッチ２５ａ～２
５ｄの数を増加させずともよい。
【００９３】
　図１６は、ピンスイッチに印加される電圧の値と特定する制御方式との対応の一例を示
す図である。例えば、マイコン１３ｂは、ピンスイッチ２５ａに印加される電圧の値が「
０～１．２５Ｖ」である場合は、特定部１７と同様に、制御信号の波形等から制御方式を
特定する。またマイコン１３ｂは、ピンスイッチ２５ａに印加される電圧の値が「１．２
６～２．５Ｖ」である場合は、制御方式がＴ／Ｆｌｅｃｓであると特定する。またマイコ
ン１３ｂは、ピンスイッチ２５ａに印加される電圧の値が「２．６～３．７５Ｖ」である
場合は、制御方式がＤＡＬＩであると特定する。またマイコン１３ｂは、ピンスイッチ２
５ａに印加される電圧の値が「３．７６～５Ｖ」である場合は、制御方式がＰＷＭである
と特定する。
【００９４】
　上述したように、マイコン１３ａ、１３ｂは、複数のピンスイッチ２５ａ～２５ｄを有
し、各ピンスイッチ２５ａ～２５ｄに印加された電圧の値、または、電圧が印加されたピ
ンスイッチ２５ａ～２５ｄの組み合わせに応じて、制御方式の特定を行う。このため、照
明装置５は、利用者が指定する種別の制御方式にそって、制御信号から制御を導出し、導
出した制御を実行するので、誤動作を防止し、適切に照明器具の制御を行うことができる
。
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【００９５】
　なお、上述した説明において、各ピンスイッチ２５ａ～２５ｄに印加された電圧の値、
または、電圧が印加されたピンスイッチ２５ａ～２５ｄの組み合わせに応じて特定される
制御方式の種別は、あくまで一例である。すなわち、マイコン１３ａ、１３ｂは、Ｔ／Ｆ
ｌｅｃｓ、ＤＡＬＩ、ＰＷＭ以外にも、任意の種別の制御方式を特定してもよい。
【００９６】
　本発明の実施形態を説明したが、実施形態は、例として提示したものであり、発明の範
囲を限定することは意図していない。実施形態は、その他の様々な形態で実施されること
が可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うこと
ができる。実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範
囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
【符号の説明】
【００９７】
　１　照明システム
　２　上位装置
　３、４　通信部
　５～８　照明装置
　９　ＬＥＤ
　１０　電源制御部
　１１　電源回路
　１２、１２ａ、１２ｂ、１２ｃ　インターフェース回路
　１３、１３ａ、１３ｂ　マイコン
　１４　制御回路
　１５、１５ａ　整流部
　１６　受信部
　１７、１７ａ　特定部
　１８～２０　制御部
　２１　整流回路
　２２　スイッチ
　２３ａ、２３ｂ　立上り遅延回路
　２４　合成部
　２５ａ～２５ｄ　ピンスイッチ
　２６　可変抵抗器
　２７　固定電位
　２８　抵抗器
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