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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ＬＥＤ光源への電力供給や、調光器や他の電源
コントローラとの通信機能を有するＬＥＤ照明コントロ
ーラを供給する。
【解決手段】スイッチモード電源コントローラは、一組
の光源に電力を供給する。コントローラは、低電圧プロ
グラマブル電流源と、ＬＥＤ光源への電流を独立して調
整する調整部と、を含む。コントローラは、調光器など
の外部デバイス、又は、他の電源コントローラからの通
信を受信する第１の通信ポートと、第３の電源コントロ
ーラへ通信を送信する第２の通信ポートと、を含む。こ
れらのポートは一連のコントローラを介して上り方向と
下り方向の通信機能を提供し、デバイスからの入力を上
り及び下り方向に通信することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのダイオードを有する第１のＬＥＤ光源と、
　第１のスイッチモード電源コントローラと、を備え、
　前記第１のスイッチモード電源コントローラは、
　前記第１のＬＥＤ光源への電流を調整する調整部を有する低電圧プログラマブ電流源と
、
　外部デバイス又は電源コントローラからの通信を受信する第１の通信ポートと、
　電源コントローラへの通信を送信する第２の通信ポートと、を有する、ＬＥＤ照明制御
システム。
【請求項２】
　第２のＬＥＤ光源をさらに備え、
　前記第１のスイッチモード電源コントローラは、独立して調整可能なレベルの電力を前
記第２のＬＥＤ光源に供給する、請求項１記載のＬＥＤ照明制御システム。
【請求項３】
　前記第１のスイッチモード電源コントローラは、８０～３００ボルトの範囲の入力を受
け付ける、請求項１記載のＬＥＤ照明制御システム。
【請求項４】
　各々が第１のスイッチモード電源コントローラを含む、複数のスイッチモード電源コン
トローラをさらに備え、
　前記第１のスイッチモード電源コントローラは低電圧プログラマブル電流源を含み、
　　前記低電圧プログラマブル電流源は、
　　　ＬＥＤ光源への電流を調整する調整部と、
　　　電源コントローラからの通信を受信する第１の通信ポートと、
　　　電源コントローラへの通信を送信する第２の通信ポートと、を有する、
　請求項１記載のＬＥＤ照明制御システム。
【請求項５】
　前記第１のスイッチモード電源コントローラは、７５ボルトを下回る最大電圧を供給す
る、請求項１記載のＬＥＤ照明制御システム。
【請求項６】
　前記第１のスイッチモード電源コントローラは、５７ボルトの最大電圧を供給する、請
求項１記載のＬＥＤ照明制御システム。
【請求項７】
　バッテリパックと、
　前記バッテリパックとの電気的接続部と、
　充電状態では前記バッテリパックを保守し、線間電圧が利用できない場合には、前記バ
ッテリパックからの電力を利用する制御部と、をさらに備える、
　請求項１記載のＬＥＤ照明制御システム。
【請求項８】
　バッテリパックと、
　前記バッテリパックとの電気的接続部と、
　充電状態では前記バッテリパックを保守し、線間電圧が利用できない場合には、前記バ
ッテリパックからの電力を利用する、制御部と、をさらに備える、
　請求項１記載のＬＥＤ照明制御システム。
【請求項９】
　調光器、光センサ、動きセンサの群から選択された外部デバイスをさらに備え、
　前記外部デバイスは、前記コントローラに信号を供給する、
　請求項１記載のＬＥＤ照明制御システム。
 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００８年１１月１８日に出願された米国仮特許出願第６１／１１５７３９
号に関するものであり、その仮特許出願の優先権日を主張し、さらに、２００８年１２月
１４日に出願された米国仮特許出願第６１／１２３３７９号に関する。
【０００２】
　本出願は、ＬＥＤ照明に関し、より詳細には、ＬＥＤ照明用のコントローラに関する。
【背景技術】
【０００３】
　全てのＬＥＤ照明は、現在の市場における供給業者の多くにはあまり理解されていない
が、同一の要件を有している。ＬＥＤの駆動を最適化し、広い温度範囲にわたってワット
当たりの最大光出力を得るためには、大胆な電子的策略が必要となる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術の機器は、抵抗を用いて電流を制限するが、ＬＥＤのジャンクション温度をモ
ニタすることはなく、高い効率性を有する照明の詳細についてはほとんど注意を払ってこ
なかった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一実施形態では、スイッチモード電源コントローラは、一組の光源に電力を提供する。
かかるコントローラは、低電圧プログラマブル電流源と、ＬＥＤ光源への電流を独立して
調整する調整部と、を含む。コントローラはまた、調光器などの外部デバイスから、又は
、他の電源コントローラからの通信を受信する第１の通信ポートと、第３の電源コントロ
ーラへの通信を送信する第２の通信ポートと、を含む。これらのポートは、一連のコント
ローラを介して上り方向と下り方向の通信機能も提供するので、デバイスからの入力を上
り方向にも下り方向にも通信することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】コントローラボードの外部入力部、通信部、機能の一部を説明する概略図である
。
【図２】直列に接続された３台のコントローラを示す概略図である。
【図３】代表的なコントローラの詳細概略図であって、ＲＦＩフィルタとサージ／過電流
保護部１１００の概略を示す図である。
【図４】代表的なコントローラの詳細概略図であって、８５～３００ＶＡＣ　ＰＦＣコン
トローラ１２００の概略を示す図である。
【図５】代表的なコントローラの詳細概略図であって、ＰＦＣ第２部１３００の概略を示
す図である。
【図６】代表的なコントローラの詳細概略図であって、１５ボルトのバック（ＳＥＰＩＣ
）電源１４００の概略を示す図である。
【図７】代表的なコントローラの詳細概略図であって、１５ボルトと３．３ボルトのスイ
ッチング電源の概略を示す図である。
【図８】代表的なコントローラの詳細概略図であって、ＬＥＤ駆動回路の概略を示す図で
ある。
【図９】代表的なコントローラの詳細概略図であって、絶縁された設置基準の概略を示す
図である。
【図１０】代表的なコントローラの詳細概略図であって、通信回路の概略を示す図である
。
【図１１】代表的なコントローラの詳細概略図であって、バッテリバックアップとマイク
ロコントローラの入力部の概略を示す図である。
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【図１２】代表的なコントローラの詳細概略図であって、マイクロコントローラ回路の概
略を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
実施形態　　ＬＥＤコントローラ
【０００８】
　複数の異なるＬＥＤ構成（１個から８個の部品）をも駆動する柔軟性を求めつつ、より
大きな電流又はより高い電圧、及び／又は、より低い電流を必要としうる部品の新技術に
も調整可能である必要があるためで、以下の特徴を有する電源を必要とする。
【０００９】
　プログラマブル電流源
　プログラマブル電流源は、製造業者が、一つのデバイスで数多くのＬＥＤ構成に対応す
ることを可能とする。
【００１０】
　力率補正
一実施形態では、特に街路灯などの特定の用途の力率補正は、極めて小容量のコンデンサ
と、公益事業者及び変電所からの力率補正機能を可能とする。
【００１１】
　一定又はパルス幅変調（Constant or Pulse Width Modulated）
　変調により、ＬＥＤを全ての動作条件でその最大効率で機能させることができ、ＬＥＤ
部品の寿命も延びる。パルス幅変調は、輝度を下げた動作時に、ＬＥＤが効率的照明を継
続して行うことを可能とする。
【００１２】
　ヒートシンク温度センサ
このセンサは、ＵＡＥ及びその他の赤道地域などの高温気候でＬＥＤが最大効率で作動で
きるようにする。その温度が上限に近づくと、ＬＥＤの光を弱めることによって、ＬＥＤ
をその定格温度動作範囲内に維持することができる。
【００１３】
　直接センサ制御
　ＬＥＤ照明具（Lighting Supply）には動きセンサ又は占有センサと直接接続して、電
力を供給する入力部が設けられている。
【００１４】
　直接調光器及びオン／オフ制御
　一つの照明に一つのスイッチ又は一つの調光器といった簡単な用途では、デバイスは、
ＬＥＤ照明具から電力を受ける調光器／スイッチ入力部を有する。
【００１５】
　ネットワーク可能性―イン－アウト（１５０フィートの距離）
　一つのＬＥＤ照明具は、専用の通信リンク及びプロトコルを介して隣接する２つと通信
することができる。接地ループが通信の信頼性に影響を与えないように、又は、工事又は
保守作業者に危険が及ぶことのないように、通信はゼロ電位とする。通信が複数のユニッ
トに中継できるように、一つのポートで受信した通信は、反対のポートでリピートされる
。
【００１６】
　バッテリバックアップ
　このユニットは緊急照明の用途で使用することができる。このユニットは、その供給電
圧を監視し、主電源が故障すると、ＬＥＤを切り替えて、４８ボルトバッテリパックから
電流を引き込む。電力が復帰すると、照明は消えて、バッテリチャージャが再作動する。
低電圧コントローラ用に好適な電圧として４８ボルトバッテリを例示したが、それ以外の
バッテリ電圧を用いてもよい。
【００１７】
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　停電検知
　停電センサが含まれるが、バッテリなしのバックアップの用途では必須ではない。
【００１８】
　昼光センサ入力部
　これはオプションであるが、外部照明では必須となる。
【００１９】
　ＵＬリステッド
　デバイスは、それ独自がＵＬリスティングを有することが好ましく、全てのＬＥＤ構成
部の電流出力部において、さらに、通信及び調光器の入力部において低電圧デバイスとし
て扱うことができる。
【００２０】
　二重絶縁
　二重に絶縁されたデバイスであると同時に、あらゆる構成部及び制御状況で使用するこ
とができる。
【００２１】
　評価ラベル
　デバイスのＵＬ／ＣＥラベルは、室外又は室内の照明器具の要件の中に明確に表示する
。
【００２２】
　利点
　本発明のＬＥＤ照明具は、５６ワット又は８×７ワットの部品までのアクセント照明、
オフィス照明、経路照明、街路照明に使用できる。
　様々な制御入力部の機能について以下に説明する。一例では、入力部は２×ＥＤＳａＰ
、１×調光器制御部、１×動き及び占有センサ、１×昼光センサからなる。
【００２３】
　エネルギーの効率性
　この制御システムは、エネルギーの効率性に対して複数のアプローチを提供する。ＬＥ
Ｄ光源の効率性は、ダイオードに適切な電圧及び電流を提供する電源によって最適化され
る。この電源は、そのような電流と電圧を提供するので極めて効率的である。コントロー
ラのエネルギー効率は９７％～９８％である。これは、効率性という点では大幅な改善で
ある。例えば、従来のデバイスは、６ワットのＬＥＤ光源に電力を供給するために１３ワ
ットの入力を必要とする。このシステムはまた、所望の時間又は所望の条件下でＬＥＤ光
源を正確に制御するために１以上のデジタル調光器を含んでもよい。この電流の削減は、
エネルギー効率の損失の最小化によって達成される。一例では、電流は２％ずつ削減する
ことができる。照明システムの内部の個別のコントローラは、調光器、光センサ、又は動
きセンサうちの一つ以上によって独立して制御することができる。
【００２４】
　資本及び保守効率
　本制御システムは、資本効率及び保守効率においても有利である。様々な入力電圧に対
して共通のコントローラ設計を使用することができるので、コントローラは、大量生産に
よるコスト削減が可能であり、部品数の削減により、さらなる効率性を得ることができる
。一つのＵＬ認証を有する共通のデバイスを提供するので、コントローラごとに新たなア
プリケーション（application）を提供するための認証の遅れはない。調光器などの補助
デバイスの数及び複雑さは、従来技術の設計と比較して、大幅に削減される。例えば、教
会の場合、従来技術の調光器は通常、複数の同期されたサイリスタ調光器を必要としてい
たが、本発明の一実施形態では、安価なデジタル調光器を一つ使用して、デイジーチェー
ン式に接続された複数のコントローラを制御することができる。コントローラをチェーン
式に接続することによって、第１のコントローラへの命令が下り方向のコントローラに中
継できるので、通信配線の資本コスト及び配設コストが削減される。
【００２５】
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　図１は、コントローラボード１０１の外部入力部、通信部、機能の一部の概略図である
。この例では、コントローラは、略９０～３００ボルトの流入電源（図示されていない）
を受けて、ＬＥＤ光源２０１、２０２に電力を供給する。一つの例では、電源の定格は、
１２０ボルト、２０８ボルト、２４０ボルト、及び２７７ボルトのシステムで使用できる
ように、９０～３００ＶＡＣである。
【００２６】
　電位差計
　本実施形態では、電源は第１のＬＥＤ光源２０１のための第１の電位差計１９４と、第
２のＬＥＤ光源２０２のための第２の電位差計１９２によってプログラム可能である。こ
れらの電位差形は、現時点では共通である４００ｍＡと９００ｍＡのＬＥＤ光源との間の
調整、将来には他の種類のＬＥＤ光源との調整を可能とする。
【００２７】
　電源
　一実施形態では、電源は、力率補正されたスイッチモード電源である。一実施形態では
、電源は略５３ボルトを供給する。この電圧は４個の１２ボルトバッテリのバンクに対応
する電圧である。
　本実施形態の電源は、低電圧として指定する必要のある７５ボルトの閾値を下回る低電
圧電流源電源である。
　本実施形態では、電源はまた、露出していない端子の機能も有する。デバイスは、１０
０ワット未満、７０ボルト未満、二重絶縁で認証可能なＵＬクラス２である。
　電源は、１００～２７７ボルト±１０％の範囲の入力電圧を受けつけるので、２７７ボ
ルトを使用する米国の産業用途を含む、国際的な運用に適合している。
【００２８】
　調光器、光センサ、動きセンサ、
　電源は、調光器９０又は光センサ９１などの外部デバイスからの信号を受けつける２つ
の装備を含む。
　コントローラ１０１などの個別のコントローラは、電位差計デバイスなどの調光器９０
、光センサ９１、Ringdale　Ｍｏｔｉｏｎ　Ｓｅｎｓｏｒ　＃００－２７－１６０９００
００などの動きセンサ９５を受け付けるコネクタを有する。
【００２９】
　以下により詳細に説明するが、電源は、デジタルデバイスなどの単一の調光器９４の入
力をcomm１ポートを介して受けつけ、その単一の調光器を用いて、一連のコントローラと
関連付けられた全てのＬＥＤ光源を調光することができる。
【００３０】
　commポート
　一例では、comm１ポート１８０は、調光器９０、動きセンサ、又はその他の外部デバイ
スの電源供給に使用できる１５ボルトの出力部を含む。
　一例では、調光器は、動き検出器が領域内の存在を通信するまでは必要でないとされ得
る汎用電力レベルを設定する。このため、ホールウェイを進む人間に追随して順次照明を
提供することができる。
　以下に説明するが、第１のコントローラ１０１のcomm２ポート１８０は、第２のコント
ローラ１０２のcomm１ポートと通信をして、複数のユニットを一まとめにデイジーチェー
ン接続するようにしてもよい。一例では、このようにして８台のコントローラを接続する
。
【００３１】
　マイクロコントローラとプログラミングポート
　コントローラはまた、Ringdale社製マイクロコントローラなどのマイクロコントローラ
１２０への命令を受けるプログラミングポートを含む。マイクロコントローラは、ポート
１１０を介して外部コンピュータ１００１によってプログラムすることができる。各コン
トローラは、固有のＭＡＣアドレスを有するので、各コントローラデバイスを遠隔制御す
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ることが可能である。第２のマイクロコントローラ
【００３２】
　電源コントローラ
　電源コントローラ１３０は、力率補正を行う。
【００３３】
　バッテリ
　本例では、４台の１２ボルトバッテリのバンク８０と接続するために４ピンのバッテリ
コネクタ１８０が設けられている。バッテリはコネクタを介して充電又は放電することが
できる。コネクタは、正極と負極、及び、２つのＬＥＤ接続部用の４つのピンを有する。
ＬＥＤ接続部は、完全充電されたことを示す緑色のＬＥＤとステータスを示す赤色ＬＥＤ
とを含む。
【００３４】
　実施形態　　コントローラのデイジーチェーン接続
　図２は、直列に接続された３台のコントローラ１０１、１０２、１０３を示す概略図で
ある。コントローラ１０１は、ＬＥＤ光源２０１、２０２に電力を供給する。コントロー
ラ１０２は、ＬＥＤ光源２０３、２０４に電力を供給する。コントローラ１０３は、ＬＥ
Ｄ光源２０５、２０６に電力を供給する。
【００３５】
　各コントローラは、以下のソースなどから信号を受けることができる第１のcommポート
８０を含む。
・　電子調光器又は動きセンサなどの外部デバイス
・　イーサネット（登録商標）接続部、又は、
・　Ringdale社製モデル番号００－２７－１６１９００００のワイヤレスアダプタなどの
ワイヤレスアダプタ
【００３６】
　各コントローラはまた、第２のcommポート８２を含む。第２のcommポート８２は通常、
図２に示すように、一連のコントローラをデイジーチェーン式に接続するために用いられ
る。この例では、コントローラ１０１のcomm２ポート８２ａは、コントローラ１０２のco
mm１ポート８０ｂに接続され、コントローラ１０２のcomm２ポート８２ｂは、コントロー
ラ１０３のcomm１ポート８０ｃに接続される。このチェーン式接続によって、単一の配線
又は無線による命令を全てのコントローラに通信することができるので、通信用の配線又
は複雑さを削減することができる。チェーン式接続はまた、単一の調光器がコントローラ
１０１、１０２、１０３の全てを指示することも可能とする。
【００３７】
　各コントローラは、そのコントローラにデイジーチェーンを介して供給された汎用命令
を無効とする命令をする調光器、光センサ、及び／又は、動きセンサを有することができ
る。
【００３８】
　例
　図３～図１２は、代表的なコントローラの詳細概略図である。
　図３は、ＲＦＩフィルタとサージ／過電流保護部１１００の概略を示す図である。コン
トローラ回路のこの部分は、以下の構成部を有する。
―　２Ａ３５０Ｖ　ＳＭＴヒューズ１１１１、及び１５５～１６５°Ｆ、３０°Ｆ　ｄｉ
ｆｆ熱保護部１１１２を含む、過電流及び熱保護部１１１０
―　０．１μＦコンデンサ１１２１、及び５．５ｍＨインダクタ１１２２を含む、共通モ
ードフィルタ１　１１２０
―　０．１μＦコンデンサ１１３１及び１１３３、４７０μＨインダクタ１１３２を含む
ＰＩフィルタ１１３０
―　ダイオード１１４１、１１４２、１１４３、１１４４を含む全波ブリッジ１１４０―
　０．１μＦコンデンサ１１５１及び１１５２を含む入力コンデンサ１１５０
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【００３９】
　図４は、８５～３００ＶＡＣ　ＰＦＣコントローラ１２００の概略を示す図である。コ
ントローラ回路のこの部分は、以下の構成部を有する。
－　２２００ｐＦコンデンサ１２０１及び１２０２
－　２４９Ｋ抵抗１２０３、１２０４、１２０５、１２０７、１２０８及び１２０９
―　０．００１μＦコンデンサ１２０６
―　２．４９Ｋ抵抗１２１０、１２１２及び１２１３
―　１０００Ｖダイオード１２１１
―　ｍｏｓｆｅｔトランジスタ１２１４
―　２２．１Ｋ抵抗１２１５
―　１０オーム抵抗１２１６
―　３３０ｐＦコンデンサ１２１７
―　８２Ｋ抵抗１２１８
―　３３Ｋ抵抗１２１９
―　１Ｍ抵抗１２２０
―　力率補正付き電源コントローラ１２２１
―　１３０オーム抵抗１２２２
―　０．３３μＦコンデンサ１２２３
―　３００Ｋ抵抗１２２４
―　１ｎＦコンデンサ１２２５
―　８．８７Ｋ抵抗１２２６
―　１０Ｋ抵抗１２２７
―　２．２μＦコンデンサ１２２８
―　２２０ｐＦコンデンサ１２２９
―　３３０ｐＦコンデンサ１２３０
―　０．１μＦコンデンサ１２３１
―　１０００Ｖダイオード１２８１及び１２８２、４７０ｐＦコンデンサ１２８３、及び
４７０μＨインダクタ１２８４を含む共振スナバ１２８０
―　抵抗１２９１及び１２９２を含む電流検出部１２９０
【００４０】
　図５は、ＰＦＣ第２部１３００の概略を示す図である。コントローラ回路のこの部分は
、以下の構成部を有する。
―　２７０μＨ６．８：１＞９０Ｗ　３０００Ｖフライバックトランス１３０１
―　ダイオード１３１１、１μＦコンデンサ１３１２、及び１５０μＦ３５Ｖ５５５ｍＡ
電解コンデンサ１３１３を含むＶｃｃ供給部１３１０
―　３３オーム抵抗１３２１及び１３２２、２２０ｐＦコンデンサ１３２３、及び４００
Ｖ１６Ａダイオード１３２４を含むダイオードとスナバ１３２０
―　３３ｋ抵抗１３３１、１３３２及び１３３３、０．２２μＦコンデンサ１３３４、８
０Ｖ？？？１３３５、４７００ｐＦコンデンサ１３３６，３０Ｖ５００ｍＷキセノン（Ｘ
ｅｎｏｒ）ダイオード１３３７、２．４９５／３６Ｖオプトアイソレータ１３３８、及び
０．１μＦコンデンサ１３３９を含む、フィードバックネットワーク１３３０
―　コンデンサ１３４１、９０．９Ｋ抵抗１３４２、抵抗１３４３、及び４．９９Ｋ抵抗
１３４４を含む、分圧器（Voltage Zdivider）１３４０
―　４７０μＦ１００Ｖコンデンサ１３５１、１３５２、１３５３、及び１３５４を含む
、出力コンデンサ１３５０
【００４１】
　図６は、１５ボルトのバック（ＳＥＰＩＣ）電源１４００の概略を示す図である。コン
トローラ回路のこの部分は、以下の構成部を有する。
―　３０．１Ｋ抵抗１４０１及び１４０２
―　１００Ｖ１．５Ａダーリントントランジスタ１４０３
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―　１００Ｖ２１５ｍＡ１．５ｐＦ１４０４
―　０．１μＦコンデンサ１４０５
―　３Ａ３０Ｖダイオード１４０６
―　１μＦコンデンサ１４０７
―　４９．９オーム抵抗１４０８
―　デュアルインダクタ１４０９
―　１Ａ２００Ｖダイオード１４１０
―　０．４７μＦコンデンサ１４１１
―　１００Ｖ３．７Ａ１２オーム６３２ｐＦトランジスタ１４１２
―　４９．４オーム抵抗１４１３、１４１８
―　１オーム抵抗１４１４、１４１５
―　２．２μＦコンデンサ１４１６、１４１７
―　２．４３ｋ抵抗１４１９
―　４７００ｐＦコンデンサ１４２１
―　３６．５ｋ抵抗１４２２
―　１ｋ抵抗１４２０
―　２２０ｐＦコンデンサ１４３０
―　電源コントローラ１４２４
―　１３Ｖ５００ｍｗダイオード１４２８
―　ゼロオーム抵抗１４２９
―　４７ｐＦコンデンサ１４２３
―　０．１μＦコンデンサ１４２５
―　４７０ｐＦコンデンサ１４３６
―　４７０ｋ抵抗１４２７
【００４２】
　図７は、１５ボルトと３．３ボルトのスイッチング電源１５００の概略を示す図である
。コントローラ回路のこの部分は、以下の構成部を有する。
―　３３０ｐＦコンデンサ１５０１
―　１００ｋ抵抗１５０２
―　１オーム抵抗１５０３
―　トランジスタ１５０４
―　インダクタ１５０５、１５０６
―　１μＦコンデンサ１５０７
―　コントローラ１５０８
―　１０ｋ抵抗１５０９
―　４９．９オーム抵抗１５１０
―　３Ａ４０Ｖダイオード１５１１
―　２．２μＦコンデンサ１５１２、１５１３、及び１５２３
―　２２００ｐＦコンデンサ１５１４
―　ダイオード１５１５
―　１６０ｋ抵抗１５１６
―　２．４３ｋ抵抗１５１９
―　２２１オーム抵抗１５２０
―　８．８７ｋ抵抗１５２１
―　０．１μＦコンデンサ１５２２、１５１８、１５１７
【００４３】
　図８は、ＬＥＤ駆動回路１６００の概略を示す図である。コントローラ回路のこの部分
は、以下の構成部を有する。
―　４７０ｋ抵抗１６０１
―　１μＦコンデンサ１６０２、１６１９
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―　０．１μＦコンデンサ１６０３、１６０４
―　３Ａダイオード１６０５
―　インダクタ１６０６
―　トランジスタ１６０７
―　０．４７μＦコンデンサ１６０８、１６２３
―　ゼロオーム抵抗１６０９、１６２２
―　２７４オーム抵抗１６１０
―　１０オーム抵抗１６１１、１６２７
―　２．２μＦコンデンサ１６１２、１６３１
―　６．９８ｋ抵抗１６１３、１６３２
―　抵抗１６１４
―　４９．９抵抗１６１５、１６２９
―　コントローラ１６１６
－　１ｋ抵抗１６１７、１６１８
―　０．１μＦコンデンサ１６２０、１６３４
―　トランジスタ１６２５
―　抵抗１６２６、１６３０
―　コントローラ１６２８
―　４７０ｋ抵抗１６３３
―　コネクタ１６３５
【００４４】
　図９は、絶縁された設置基準１６５０の概略を示す図である。コントローラ回路のこの
部分は、以下の構成部を有する。
―　３３０ｋ抵抗１６５１、１６５２、１６５３、１６５７、１６５８、１６５９
―　７．５ｋ抵抗１６５５、１６５６、１６６１、１６６２
―　０．１μＦコンデンサ１６５４、１６６０
【００４５】
　図１０は、通信回路の概略を示す図である。コントローラ回路のこの部分は、以下の構
成部を有する。
―　コネクタ１７１２、１７１３を含む、デュアルCommリモートインタフェース１７１０
―　プロセッサ１７５０
【００４６】
　図１１は、バッテリバックアップとマイクロコントローラの入力部１８００の概略を示
す図である。コントローラ回路のこの部分は、以下の構成部を有する。
―　バッテリバックアップ及びマイクロコントローラの入力部１８１０
―　光センサ回路１８２０
―　マニュアル調光回路１８３０
―　動きセンサ回路１８４０
【００４７】
　図１２は、マイクロコントローラ回路１９００の概略を示す図である。コントローラ回
路のこの部分は、以下の構成部を有する。
―　温度検出部１９１０
―　回路内プログラミング１９２０
―　電圧検出部１９３０
―　デバッグＬＤ１　１９５０
―　デバッグＬＥＤ２　１９４０
―　第２検出部１９６０
本発明は、上述の個別の実施形態及び例に限定されない。
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