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(57)【要約】
　本発明は、メモリセルと、前記メモリセルのコンテン
ツにアクセスし、対応する出力データを提供するように
構成されたセルコンテンツアクセスユニットとを含むメ
モリ装置を有し、前記メモリセルの少なくとも一つから
生じる前記出力データは、前記メモリ装置に直接的に作
用する外部の物理的効果により変更可能である、データ
生成システムに関する。



(2) JP 2015-525378 A 2015.9.3

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メモリセルと、前記メモリセルのコンテンツにアクセスし、対応する出力データを提供
するセルコンテンツアクセスユニットとを含むメモリ装置を有し、前記メモリセルの少な
くとも一つから生じる前記出力データは、前記メモリ装置に直接的に作用する外部の物理
的効果により変更可能である、データ生成システム。
【請求項２】
　前記メモリ装置からのデータ出力をトリガするデータ出力トリガを更に含む、請求項１
に記載のデータ生成システム。
【請求項３】
　前記出力データは、前記少なくとも一つのメモリセルの前記コンテンツを変更するため
の前記外部の物理的効果に受容性がある前記少なくとも一つのメモリセルによって変更可
能である、請求項１又は２に記載のデータ生成システム。
【請求項４】
　前記出力データは、前記少なくとも一つのメモリセルの前記コンテンツの解釈を変更す
るための前記外部の物理的効果に受容性がある前記コンテンツアクセスユニットによって
変更可能である、請求項１又は２に記載のデータ生成システム。
【請求項５】
　前記メモリセルの少なくとも一つは、感温性リークが設けられた少なくとも一つのメモ
リセルを含む、請求項１乃至４のいずれか一項に記載のデータ生成システム。
【請求項６】
　前記メモリセルの少なくとも一つは、光を感知する少なくとも一つのメモリセルを含む
、請求項１乃至５のいずれか一項に記載のデータ生成システム。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載のデータ生成システムと、前記データ生成システ
ムに接続される光源とを含む照明装置。
【請求項８】
　前記データ生成システムは、前記照明装置の動作中に変わる照明装置特性を記録する、
請求項７に記載の照明装置。
【請求項９】
　前記照明装置は、前記データ生成システムからの前記出力データで光出力を変調する、
請求項７又は８に記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記外部の物理的効果は、前記照明装置内で生成される、請求項７乃至９のいずれか一
項に記載の照明装置。
【請求項１１】
　前記外部の物理的効果は、前記照明装置の環境から受ける、請求項７乃至９のいずれか
一項に記載の照明装置。
【請求項１２】
　前記照明装置は、前記出力データを内部設定のために用いる、請求項７乃至１１のいず
れか一項に記載の照明装置。
【請求項１３】
　前記メモリセルの少なくとも一つは、前記照明装置内で生成される外部の物理的効果に
敏感である少なくとも一つのメモリセルと、前記照明装置の環境から受ける外部の物理的
効果に敏感である少なくとも一つのメモリセルとを含む、請求項７乃至１２のいずれか一
項に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メモリセルと、メモリセルのコンテンツにアクセスし、対応する出力データ
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を提供するように構成されたセルコンテンツアクセスユニットとを含むメモリ装置を有す
るデータ生成システムと、このようなデータ生成システムを含む照明装置とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ソリッドステート照明（ＳＳＬ）、例えば発光ダイオード（ＬＥＤ）の光源は、従来の
光源と比べて、例えばより良い効率性、水銀を含まない、瞬時点灯等の著しい利益をもた
らす。これに加えて、情報が送信され、適切な受信器により取り出されることができるよ
うに、これら光源の速い反応は、発せられる光にデータを組み込むことを可能にする。
【０００３】
　光源により送信されるデータは、光源のスタンドアロン動作を可能とするために何処か
に格納される必要がある。データは、例えば光源タイプ識別子などの静的データと、例え
ばシリアル番号及び設置日などのワンタイムプログラマブルデータと、動作時間及び温度
などの動作中に変わるデータとで構成されてもよい。
【０００４】
　特に動作中に変わり得るデータについては、データを取得し、当該データをデータスト
リームに組み込み、データストレージに格納するために高い努力（high effort）が要求
される。
【０００５】
　通常の状況では、図１に表現されるように、照明装置１００は、データを取得し、デー
タを格納し、及び照明装置にデータを生成するためのかなり有能なデータ生成システムを
具備する。より具体的には、データは、データ生成システムから照明装置の光通信部に送
信される。特に、光通信部は、変調器１１０を含み、これは、ＬＥＤドライバ１１２に接
続され、照明装置の光出力を変調し、これによってデータを光出力に組み込む。データ生
成システム１００は、例えばＥＥＰＲＯＭなど不揮発性可変記憶装置１０２と、マイクロ
プロセッサ（μＣ）１０４と、外部の物理的影響を感知するセンサ１０６と、クロック生
成器１０８とを含む。これらは数個の部品にすぎないが、特にμＣは、データ生成システ
ムのコストをかなり増大させる。これらのデバイスは、一般に、ＭＨｚ範囲の比較的高い
クロックスピードで動作しＥＭＩ放出を作り出すため、μＣを使用することで問題さえも
生じかねない。
【０００６】
　データ生成システムにより実行されるタスクを見るに、基本スケッチが図２に示される
。並列又は直列形式で実行されてもよい複数のタスクがある。
【０００７】
　一方で、測定が行われ、デジタルデータに変換されなければならない。例は、実際の温
度でもよい。加えて、例えば照明装置が総寿命の間に晒されてきた最高温度を追跡するた
めに、このデータは、既に格納されたデータと比較されなければならない。現在の温度の
方が高い場合、それまでに格納された値は、新しい値に置き換えられなければならない。
動作時間は追跡されてもよく、（精度に応じて）ある時間の経過後であるが、ランプのパ
ワーダウンの最後に、追加動作時間がメモリに記憶されなければならない。
【０００８】
　このデータの取得と操作に並行して、データパッケージが送信のために準備されなけれ
ばならない。最もシンプルなケースでは、データは、送信目的で格納され、変調器に送信
される。代替的に、不揮発性メモリからの入力及び実際の感知データに基づいて、完全な
データストリームが揮発性メモリに準備され、その後、変調器に送信される。
【０００９】
　先行技術のデータ生成システムは、複雑な解決策である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従来技術の上記問題を軽減し、同じタスクを解決することができるより複雑でない解決
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策を提供するデータ生成システムを提供することが本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　当該目的は、請求項１に規定される本発明によるデータ生成システムによって、及び請
求項７に規定される本発明による照明装置によって達成される。
【００１２】
　発明は、このような従来技術のデータ生成システムで可能な「デジタル」的に正確なデ
ータロギングは必要でないという洞察に基づく。例えば、動作時間について、データ生成
システムをホストする装置が、１４７６３時間、つまり１５０００時間＋－５％動作した
場合、通常、これは、実際には差別化要因にならない。
【００１３】
　よって、本発明の態様によれば、メモリセルと、メモリセルのコンテンツにアクセスし
、対応する出力データを提供するように構成されたセルコンテンツアクセスユニットとを
含むメモリ装置を有し、メモリセルの少なくとも一つから生じる前記出力データは、メモ
リ装置に直接的に作用する外部の物理的効果により変更可能である、データ生成システム
が提供される。
【００１４】
　これによって、データの操作が組み込みまれたデータ生成システムが得られる。センサ
機能は、まさにこのメモリ装置によって提供され、検知された外部の物理的効果の結果は
、出力データによって与えられることから、もはやマイクロコンピュータを必要としない
ため、このデータ生成システムのメモリ装置は、データ生成システムを著しくシンプルに
する。
【００１５】
　データ生成システムの実施形態によれば、出力データは、前記少なくとも一つのメモリ
セルのコンテンツを変更するための外部の物理的効果に受容性がある前記メモリセルの少
なくとも一つによって変更可能である。メモリセルのまさにこのコンテンツに影響を及ぼ
す物理的効果を有することで、多くの興味深いアプリケーションが可能となる。
【００１６】
　データ生成システムの実施形態によれば、出力データは、前記メモリセルの少なくとも
一つのメモリセルのコンテンツの解釈を変更するための外部の物理的効果に受容性がある
前記コンテンツアクセスユニットによって変更可能である。この実施形態では、他方で、
まさにこのコンテンツは、実質的に不変に保持される。長期間にわたってメモリコンテン
ツを実質的に不変に保持する技術は高度化し、多くのアプリケーションに使用するのに有
利である。代わりに、物理的効果による変更が、コンテンツを解釈するユニット、すなわ
ちコンテンツアクセスユニットにもたらされる。
【００１７】
　データ生成システムの実施形態によれば、前記メモリセルの少なくとも一つは、感温性
リークが設けられた少なくとも一つのメモリセル（５００ａ）を含む。この種類の感度は
、温度検出に役立つ。
【００１８】
　本発明の別の態様によれば、光源と、先行する請求項の任意の一つによるデータ生成シ
ステムとを含む照明装置が提供される。データ生成システムは、製造コストの相対的減少
が顕著で重要であり、且つ、その上これは、数個の照明装置を含む照明システムの複雑さ
を軽減するため、有利には照明装置に使用される。
【００１９】
　照明装置の実施形態によれば、データ生成システムは、照明装置の動作中に変わる照明
装置特性を記録するように構成される。これによって、データ生成システムは、照明装置
のパフォーマンスに影響を与え得る内部変化を自動的に検出するために使用される。
【００２０】
　照明装置の実施形態によれば、これは、データ生成システムからの出力データでその光
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出力を変調するように構成される。これによって、出力データは、数個の照明装置を含む
照明システムのコントローラなどの照明装置の遠隔へ送信される。
【００２１】
　発明のこれら及び他の態様並びに利点は、以下に説明される実施形態から明らかになり
、当該実施形態を参照して解明されるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
　発明は、より詳細に、且つ添付の図面を参照してここに説明されるだろう。
【００２３】
【図１】図１は、先行技術の照明装置のブロック図である。
【図２】図２は、先行技術の照明装置の動作を例示する。
【図３】図３は、本発明によるデータ生成システムの実施態様の表現を模式的に示す。
【図４】図４は、データ生成システムを用いる照明システムを模式的に示す。
【図５】図５は、データ生成システムに含まれるメモリ装置用のメモリセル構造の例を模
式的に示す。
【図６】図６は、可変出力データの例の一つを例示する。
【図７】図７は、可変出力データの例の一つを例示する。
【図８】図８は、波長コンテンツのグラフである。
【図９】図９は、データ生成システムの実施形態を含む照明装置のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明によるデータ生成システムは、データ生成システムに含まれるメモリ装置から出
力されるデータストリーム中の特定のビットが、動作中に自動的にそれらの値を変更する
ようにデザインされる。
【００２５】
　図３に示されるように、データ生成システム３００の第１実施形態によれば、これは、
不揮発性メモリを有するメモリ装置３０２と、例えばクロック発振器及びカウンタ又はこ
れに類するものを含むデータ出力トリガ３０４とを含む。データ出力トリガ３０４は、メ
モリ装置３０２からのデータ出力をトリガする。メモリ装置３０２は、いくつかのメモリ
セルを含み、少なくとも一つのメモリセルから構成されるメモリセルの第１セット３０６
から生じる出力データは、メモリ装置３０２に直接、及びこの実施形態では、メモリセル
の第１セット３０６に直接作用する外部の物理的効果により変更可能である。それ故、メ
モリセルの第１セット３０６のコンテンツ、すなわちデータは、外部の物理的効果に敏感
で、物理的効果がメモリセルの第１セット３０６に影響を及ぼすと、コンテンツを変更す
る。外部の物理的効果が無いと、メモリセルの第１セット３０６のコンテンツは、変更さ
れないままである。当業者に理解されているように、「変更されないままである」なる表
現は、物理的効果が付与されると何が起こるかに関連づけて考えられるべきである。もち
ろん、メモリの種類に応じてより長い又はより短い期間にわたって、コンテンツはいずれ
にせよ変更されてもよいが、この長期間の変更の割合が、物理的効果に晒される場合の変
更よりも大幅に低くなるように、メモリの種類は選択されるべきである。メモリセルの第
１セット３０６は、動作時間、暦年齢、周囲の温度等の典型的な時間変化するデータを格
納するのに適している。
【００２６】
　更に、メモリ装置３０２は、メモリセルの第２セット３０８を有し、このコンテンツは
、外部の物理的効果に敏感でなく、又は少なくとも特定の効果に対する影響の受けやすさ
に合わせられていない。それ故、メモリセルの第２セット３０８は、識別データ、製造デ
ータ等の静的データを格納するのに適している。
【００２７】
　更に、メモリ装置３０２は、メモリセル３０６、３０８に接続され、メモリセル３０６
、３０８のコンテンツ、すなわちデータを読み出し、コンテンツがどのように使用される
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か、すなわちどの種類のシステムにデータ生成システムが一体化しているかに応じて、任
意の適切な種類のコンテンツ処理装置にデータを送信するように構成されたセルコンテン
ツアクセスユニット３１０を含む。セルコンテンツアクセスユニット３１０は、組み合わ
された増幅器及びコンパレータ、単純なＡＤＣ（Analog-to-Digital-Converter、アナロ
グ‐デジタル変換器）、又はこれに類するものとすることができる。
【００２８】
　可変出力データは、例えば： 
ａ）ビットレベルの「弱い」プログラミング及びセルコンテンツアクセスユニットの温度
依存性
ｂ）リーク電流の温度依存性
ｃ）メモリセル又はメモリコンテンツアクセスユニットの光感度
ｄ）入力／負荷電圧及び電流と、メモリセルとの間の容量／誘導結合
など種々異なる態様で得ることができる。
【００２９】
　図４に模式的に示されるように、データ生成システム３００は、符号化された光、すな
わち人間の目に見えない組み込みデータを含むように変調された光を介して、コントロー
ラ４０４と及び／又は互いに、或いはこれに類するものと通信するいくつかの照明装置４
０２を含む照明システム４００において有用であり、データ生成システム３００は、各照
明装置４０２に一体化され、図１の先行技術と併せて前述したように、メモリ装置３０２
のセルコンテンツアクセスユニット３１０からの出力を受信するコンテンツ処理装置は、
通常、照明装置４０２の光出力を変調する変調器である。
【００３０】
　照明装置４０２の実施形態（図９）によれば、これは、データ生成システム４０６と、
データ生成システム４０６に接続された光源４０８とを含む。光源４０８は、変調器と、
ＬＥＤドライバ４１０と、変調器及びＬＥＤドライバ４１０により駆動されるＬＥＤ４１
２とを含む。主に、データ生成システム４０６は、照明装置４０２の動作中に変わる一つ
（又はこれ以上）の照明装置特性を記録するように構成される。言い換えると、データ生
成システム４０６に作用する外部の物理的効果４１４は、照明装置４０２内で、より具体
的には光源４０８により生成される。
【００３１】
　しかしながら、付加的に、又は代替的に、外部の物理的効果４１６は、照明装置４０２
の環境から受ける。
【００３２】
　照明装置４０２は、その光出力をデータ生成システム４０６からの出力データで変調す
るように構成される。つまり、データ生成システム４０６は、出力データを変調器及びＬ
ＥＤドライバ４１０に供給し、ＬＥＤドライバ４１０は、これに応じて、変調した駆動信
号をＬＥＤ４１２に供給する。
【００３３】
　しかしながら、代替的に、又は付加的に、照明装置４０２は、出力データを内部設定の
ために用いる。
【００３４】
　データ生成システム３００は、他の通信手段、例えば赤外光、レーザ光、無線周波数通
信、電力線通信、負荷電流変調（無線電力）等のための変調器にもデータを供給してもよ
い。
【００３５】
　付加的に、データ生成システム３００は、多くの他のアプリケーションに使用すること
ができ、光源に限定されない。基本的な要件として、いくつかの種類の物理的な励起信号
（温度、放射線、静的及び動的な電場並びに磁場）が使用可能であるべきである。しかし
ながら、時間は常に監視され得ることが望ましい。
【００３６】
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　利点として、基本的に、μＣ又は複雑なロジックは必要ない。データ出力トリガ３０４
として単純なカウンタ／クロック生成器のみがデータ出力のトリガのために必要である。
加えて、メモリ装置３０２自体がセンサ機能を含むので、専用センサ及び測定信号処理装
置（信号調整、ＡＤＣ等）は必要でない。
【００３７】
　種々異なる特性をキャプチャするために種々異なる効果を用いるメモリのメモリセル５
００ａ、５００ｂの構造の例が図５に示される。このように、メモリセルの第１セット５
０２は、外部の物理的効果に敏感である、つまりセルコンテンツアクセスユニット３１０
に含まれ、メモリセル５００ａにアクセスする読み出しロジックが影響を受けやすい動的
メモリセル５００ａを含み、メモリセルの第２セット５０４は、外部からの影響に敏感で
ない静的メモリセル５００ｂを含む。例えば、動的メモリセル５００ａは、暦年齢を追跡
するのに適した線形温度安定リークを有するセルと、ピーク温度を検出するのに適した感
温性リークを有するセルと、現在の温度を検出するのに適したセルコンテンツアクセスユ
ニット３１０の感温性読み出しロジックによりアクセスされるセルと、動作時間を追跡す
る又はメンテナンスを指示するのに適した光感度を有するセルとを含むことができる。
【００３８】
　静的セル５００ｂは、識別データ等を格納するのに適している。
【００３９】
　その結果として、データ生成システム３００を収納する例えばランプなど照明装置のよ
うなホスト装置の動作状態を監視することができるだけでなく、ホスト装置のメンテナン
スも記録することができる。ランプは、寿命の間、清掃され、電気的安全性又は火災危険
等に対して検査される場合があるので、「ランプはメンテナンスされました。」と示す一
個又は数個のメモリセルを用意しておいてもよい。コンテンツは、外部の物理的効果によ
ってのみ変更可能で、サービスパーソナルにより、例えば電圧パルス又は強力なＵＶ光を
介して、ランプの特定部分に与えられる。
【００４０】
　サービスパーソナルによりプログラムされたこのデータは、ランプメモリに不揮発に保
持され、出力データの送信データストリームに組み込まれる。代替的に、「メンテナンス
」のような情報は一定期間のみ有効であるように、情報は、ランプの動作中に、何か他の
メカニズムにより「削除」されてもよい。例えば、外部の物理的効果は、リークがセルを
徐々に放電する間、セルの充電をもたらしてもよい。
【００４１】
　上記の通り、複数の外部の物理的効果は、データストレージにデータの自動変更を提供
するのに使用することができる。他の手段は、格納されたデータが解釈されるやり方を変
更する一方、これらの変更のいくつかは、メモリセルに格納された実際のデータに影響を
与える。
【００４２】
　データストリームを生成するために、クロックによって駆動されるカウンタにより構成
されるデータ出力トリガ３０４は、コンテンツがデータストリームに供給されるように、
セルをアドレス指定するのにセルコンテンツアクセスユニット３１０を続いてトリガする
。
【００４３】
　前述の通り、出力データの可変性を得るために多くの種々異なるやり方がある。下記に
は、前述の代替案ａ）乃至ｄ）をどのように実施するかが説明されるだろう。
【００４４】
ａ）ビットレベルの「弱い」プログラミング及びセルコンテンツアクセスユニットの温度
依存性
　この実施例によれば、格納されたデータの解釈は、セルコンテンツアクセスユニット３
１０に影響を与える外部の物理的効果により変更される。更に、メモリ装置３０２は、Ｎ
ＡＮＤ－Ｆｌａｓｈメモリなど最新のメモリを有し、そのメモリセルは、セル当たり複数
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ビット、通常はセル当たり２ビットを格納することができる。これは、４つの種々異なる
電圧レベルをセルのプログラミング要素に格納することにより達成される。セルコンテン
ツアクセスユニット３１０は、一種のアナログ‐デジタル変換器（ＡＤＣ）であり、これ
は、種々異なる電圧レベル範囲を４つの種々異なるデジタル結果のうちの一つに解釈する
のに使用され、これはその後、２ビットに翻訳される。この種類のメモリは、データの妥
当な安定性及び耐久性を依然として提供しながら、低コストで高密度データを提供するた
め、例えば、ＳＤカードは、しばしばこれらマルチレベルセル（Multi Level Cell（MLC
））に基づいている。
【００４５】
　任意の他の実世界のシステムのように、アナログで格納された値からデジタルデータを
作成するのに関係する部品は、温度依存性を有する。消費者アプリケーション用メモリカ
ードは、データの間違った解釈が発生しないように、しばしば限定された温度範囲、例え
ば０－４０℃が指定される。
【００４６】
　光源の温度範囲は、より高くてもよい。例えば、制限された冷却能力のため、１００℃
前後のレトロフィットランプ温度は、比較的一般的である。ランプ特有の部品、すなわち
ＬＥＤ、コンデンサ等の経年劣化は、動作温度にリンクしているので、温度情報は重要で
ある。現在の温度を監視するために、公称閾値よりもわずかに高い又はわずかに低いプロ
グラミング値を有するいくつかのメモリセルと、決定性の温度依存性を有するＡＤＣ３１
０とを使用することができる。ＡＤＣの決定レベルを、決定レベルより上のセルコンテン
ツは「１」として読み込まれ、決定レベルより下のセルコンテンツは「０」として読み込
まれる当該レベルは、温度が上昇すると共に減少すると仮定する。セルのグループは、こ
れらのうちのより多くが、温度が上昇すると「１」を読み込むように、決定レベルに近い
電圧でプログラムされる。図６に示される通り、より高い指数を有するセルは、「１」と
して読み込むためにはより高い温度を必要とするのに対して、低い指数を有するセルは、
中間温度で既に「１」を読み込むように、セルの電圧レベルは、セル位置にわたって減少
する。図７に示されるように、実際の温度に基づいて、セルのグループから生じる出力デ
ータは変わる。セル当たりのプログラムされた電圧は、ここに示されるような連続したシ
ーケンスでではなく異なる態様で分布してもよい。
【００４７】
　この出願の目的のために、セルコンテンツアクセスユニット３１０といくつかのメモリ
セルとの間の配線は温度依存性を有し、別々に又は温度依存性解決策の一部として使用さ
れる代替案では、この配線は、セルコンテンツアクセスユニット３１０中に含まれると考
えられる。この実施例によるデザインは、実際の温度をデータストリーム、すなわち出力
データに符号化するが、セルのコンテンツを変えない。
【００４８】
ｂ）リーク電流の温度依存性
　この実施例によれば、影響を受けやすいメモリセル３０６中のデータは、各セルに含ま
れるフローティングゲートとも呼ばれる絶縁されたゲート接点上の電荷を介してプログラ
ムされ、格納される。理論的に、そこに置かれた任意の電荷は、そこに留まり、そのセル
の読み出し信号に永久に影響を及ぼす。しかしながら、実際のフローティングゲートは、
完全に絶縁されておらず、非常に長い期間の後、電荷、故に格納されたデータは失われ得
る。今日のメモリカードについては、最短１０－２０年、及び通常、＞１００年の期間の
データ保持継続期間が製造者により指定される。これは、絶縁が非常に良いので、ゲート
上に堆積した電荷は、この期間中に決定レベル閾値よりも下に下がらない／上に上がらな
いことを意味する。
【００４９】
　データ保持継続期間は、ランプの寿命のサインとして使用することができる。これをラ
ンプの暦年齢のためのサインとして使用するには、データ保持継続期間は、温度にわたっ
て比較的安定しているべきである。正に上記のように、メモリセルは、閾値の近くから閾
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値の遠くまでに及ぶ電圧でプログラムされる。経年劣化する間、給電又は無給電に関係な
く、電荷は失われ、いくつかのセルの読み出し値は、徐々に閾値を超える。
【００５０】
　しかしながら、通常、動作時間は、暦年齢と比べてより関連する情報である。動作中、
ランプの温度は上昇する。温度が上昇すればするほど、ランプに対するストレス／経年劣
化は大きくなる。同じストレスレベルは、メモリに対しても当てはまる。よって、温度依
存性を有するメモリセルを選択した場合、温熱ストレスは格納データを変更する。上記の
ように、すなわち閾値に近い又は閾値から遠いプログラミングレベルを設定する場合、よ
り多くのセルがそれらのコンテンツを変更し、従って、読み出しデータが変わり、これに
よりランプの動作時間が示される。
【００５１】
　リークの温度依存性は、温度に線形であり得る、又は強い非直線性の挙動を示すことが
できる。後者は、ピーク温度を追跡するのにより適している。
【００５２】
ｃ）メモリセルの光感度
　ＥＰＲＯＭ（消去可能ＰＲＯＭ）技術は、メモリ装置３０２のための更に別の有力候補
である。ＥＰＲＯＭは、電気的にプログラム可能で、光学的に消去可能なメモリである。
通常、これらは、透明窓、例えば石英窓を備える筐体の中に入っているが、この窓は、窓
のちょうど下にあるチップに光が届くのを防止するためにステッカなどで覆われている。
ＥＰＲＯＭをプログラムするためには、フローティングゲートに電荷が付与される。メモ
リを消去するためには、例えばＵＶ光、すなわち最大約４００ｎｍの波長の高いエネルギ
ー光により電荷が除去される。このプロセスは、高密度の専用「イレイザ（eraser）」で
実行すると、約２０分かかる。青色ＬＥＤは、大量のＵＶ光を発しない。しかしながら、
４００ｎｍ範囲の一部の発光は、図８に表現されるように、燐光変換白色ＬＥＤにも見る
ことができる。よって、このようなＬＥＤランプの（使用可能な）光への長期間の露出は
、メモリセル５００ａのデータにも影響を与える。それ故、メモリセル５００ａをランプ
からの青色光に露出すると、非常にゆっくりとではあるが、電荷も劣化する。よって、ｂ
）における感温性例の代替案として、光を、データを変更し、従って、動作時間を測定す
るのに使用することもできる。繰り返すが、種々異なるプログラミンング値は、種々異な
る期間の後、閾値を過ぎたデータを変更するセルを有するために使用することができる。
加えて、例えば異なるセルを種々異なる光吸収の素材で覆うことにより、異なるセルの種
々異なる照明レベルを代替案として又は付加的な特性として使用することができる。
【００５３】
ｄ）入力／負荷電流とメモリセルとの間の容量／誘導結合
　この実施例によれば、電気的効果を用いることにより、データを格納するメモリの物理
的特性が活用される。いくつかの電荷キャリアが、絶縁部を通過してゲートへトンネルす
ることができ、プログラミング電圧の除去後、そこに留まることができるように、フロー
ティングゲートのプログラミングは、追加電極に１０Ｖの範囲内の電圧を介して行われる
。
【００５４】
　メモリセルへの同様の影響は、ランプに存在する他の電圧を用いることによって実現す
ることができる。フローティングゲートからより遠い距離に配置されれば、より高い電圧
を使用することができる。例として、重要な高電圧信号は、メイン電圧サージである。そ
の後、５００－４０００Ｖのピーク電圧がＬＥＤランプの入力端子に発生し、部品に非常
にストレスを与える。ランプは、特定のピーク電圧を有する特定の数のサージパルスへの
耐性で格付けされる。ランプが（あまりに早く）機能しなくなる場合、一つの理由は、例
えば住宅用に格付けされたランプが産業環境に設置されているために、設備中に存在する
多くの及び／又は高い電圧のサージパルスがあり得る。メモリ３０２は、電界プログラミ
ングに敏感ないくつかのメモリセル３０６を有するようにデザインすることができ、閾値
電圧を超えると、メモリセルのコンテンツが変更される。電圧の極性に依存して、セルコ
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ンテンツは、「１」又は「０」に変更される。この実施形態には、「０」及び「１」が前
もってプログラムされたメモリセルが必要である。これらが前もってプログラムされた値
のままである限り、限界を超える入力電圧は発生しない。再び、例えばゲート絶縁距離を
変化させることによって、種々異なる感度を有するメモリセルを使用することができる。
【００５５】
　磁気データストレージを有するメモリの場合、電流の磁界は、データを変更するのに使
用することができる。代替的に、ピックアップコイルは、磁界を受けこれをプログラム電
圧に変換することができる。
【００５６】
　添付の請求項に規定される本発明によるデータ生成システム及び照明装置の上記実施形
態が説明されてきた。これらは、単に非限定の例としてのみ理解されるべきである。当業
者に理解される通り、多くの修正及び代替的な実施形態が、添付の請求項によって規定さ
れる発明の範囲内で可能である。
【００５７】
　修正の例として、出力データは、データ生成システムが実装される装置で内部的に使用
することもできる。例えば、照明装置では、温度に関係する出力データは、サーマルシャ
ットダウンに使用することができ、寿命に関係する出力データは、経年劣化補償のための
駆動電流を増加するのに使用することができる。
【００５８】
　この出願の目的に対して、及び特に添付の請求項に関して、「有する（comprising）」
なる単語は、他の構成要素又はステップを排除するものではなく、「a」又は「an」なる
単語は、複数を排除するものではなく、このこと自体は、当業者に明らかであろう。

【図４】

【図９】
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