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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固体照明モジュールの主電源電圧に基づく調光を実施するシステムであって、
　一次側回路に接続された一次側及び二次側回路に接続された二次側を有し、前記一次側
回路が前記二次側回路から絶縁バリヤにより分離されたトランスと、
　前記一次側回路から整流された主電源電圧を入力し、該整流された主電源電圧の振幅を
示す主電源感知信号を発生し、該主電源感知信号を前記絶縁バリヤを介して伝送する主電
源感知回路と、
　前記主電源感知回路から前記絶縁バリヤを介して前記主電源感知信号を入力し、該主電
源感知信号に応答して前記二次側回路に調光基準信号を出力するとともに、前記主電源感
知信号に応答して電力制御信号を生成し、該電力制御信号を前記絶縁バリヤを介して前記
一次側回路に出力する処理回路と、
を有し、
　前記二次側回路に接続された前記固体照明モジュールにより出力される光が、前記処理
回路により出力される前記調光基準信号に応答して調整され、
　前記一次側回路の給電が、前記処理回路より出力される前記電力制御信号によりオン／
オフ制御される、
システム。
【請求項２】
　前記処理回路を前記絶縁バリヤを介して前記主電源感知回路に結合する第１光絶縁器を
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更に有する請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記調光基準信号を入力し、該調光基準信号を前記固体照明モジュールの駆動電流と比
較し、且つ、該比較の結果に基づいて調光フィードバック信号を発生する出力電流制御部
を前記二次側回路に更に有する請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記出力電流制御部を前記一次側回路に結合して前記調光フィードバック信号の前記一
次側回路への伝送を可能にする第２光絶縁器を更に有し、前記固体照明モジュールにより
出力される光が該調光フィードバック信号に応答して調整される請求項３に記載のシステ
ム。
【請求項５】
　前記固体照明モジュールが複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）を有する請求項４に記載の
システム。
【請求項６】
　前記主電源感知信号がパルス幅変調（ＰＷＭ）信号を有し、前記主電源感知回路が該Ｐ
ＷＭ信号を前記第１光絶縁器を介して前記処理回路に伝送する請求項２に記載のシステム
。
【請求項７】
　前記主電源感知回路が前記ＰＷＭ信号を発生するマイクロコントローラを有し、該マイ
クロコントローラが前記整流された主電源電圧を入力するアナログ／デジタル変換器（Ａ
ＤＣ）を有する請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記主電源感知回路が、
　電圧整流器から前記整流された主電源電圧を入力し、分圧された主電源電圧を供給する
抵抗分圧器と、
　クロック信号を発生するクロック部と、
　前記ＰＷＭ信号を前記分圧された主電源電圧及び前記クロック信号に基づいて発生する
パルス信号発生器であって、前記ＰＷＭ信号の各パルスの幅が前記整流された主電源電圧
の振幅により変調されるパルス信号発生器と、
を有する請求項６に記載のシステム。
【請求項９】
　前記クロック部が第１の５５５タイマを有し、前記パルス信号発生器が第２の５５５タ
イマを有する請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記固体照明モジュールにより出力される光の量が、前記整流された主電源電圧の振幅
に正比例して変化する請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）モジュールの主電源信号に基づく調光を行う方法であって、
　電源トランスの一次側に接続された一次側回路からの整流された主電源電圧の振幅を示
す主電源感知信号を発生するステップと、
　該主電源感知信号を前記電源トランスに対応する絶縁バリヤを介して伝送するステップ
と、
　該伝送された主電源感知信号を前記絶縁バリヤを介して入力し、該伝送された主電源感
知信号に少なくとも部分的に基づいて、電力制御信号を発生するとともに、前記電源トラ
ンスの二次側に接続された二次側回路において調光フィードバック信号を発生するステッ
プと、
　該調光フィードバック信号を、前記二次側回路から前記一次側回路へ前記絶縁バリヤを
介して伝送するステップと、
　前記一次側回路に伝送された前記調光フィードバック信号に基づいて、前記二次側回路
により出力される前記ＬＥＤモジュールの駆動電流を調整するステップと、
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　前記電力制御信号を、前記一次側回路へ前記絶縁バリヤを介して伝送するステップと、
　前記一次側回路に伝送された前記電力制御信号に基づいて、前記一次側回路の給電をオ
ン／オフ制御するステップと、
を有する方法。
【請求項１２】
　前記調光フィードバック信号を発生するステップが、
　前記伝送された主電源感知信号に少なくとも部分的に基づいて、調光基準信号を発生す
るステップと、
　該調光基準信号を前記二次側回路に供給するステップと、
　前記調光基準信号を前記二次側回路における少なくとも１つの電気的条件と比較するス
テップと、
　該比較の結果を示すために前記調光フィードバック信号を発生するステップと、
を有する請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＬＥＤモジュールの駆動電流を調整するステップが、
　前記トランスの前記一次側に入力される一次側電圧及び一次側電流の少なくとも一方を
前記調光フィードバック信号に基づいて調整するステップであって、その結果として前記
トランスの前記二次側の二次側電圧及び二次側電流の少なくとも一方に対する対応する調
整が生じ、前記駆動電流が前記二次側電流に基づくものであるステップ、
を有する請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記主電源感知信号がパルス幅変調（ＰＷＭ）信号を有する請求項１１に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［０００１］本発明は、広くは、固体照明装置の制御に関するものである。更に詳細に
は、本明細書に記載される種々の発明的方法及び装置は、固体照明モジュールの主電源信
号に基づいた調光の実施に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　［０００２］デジタル照明技術、即ち発光ダイオード（ＬＥＤ）等の半導体光源に基づ
く照明は、伝統的な蛍光灯、ＨＩＤランプ及び白熱電球に対する発展性のある代替物を提
供する。ＬＥＤの機能的利点及び利益は、高いエネルギ変換及び光学的効率、耐久性、低
運転コスト並びに多くの他のものを含む。ＬＥＤ技術における最近の進歩は、多くの応用
分野における種々の照明効果を可能にするような効率的で堅牢な全スペクトル照明源をも
たらしている。
【０００３】
　［０００３］従来の屋外照明器具においてＬＥＤモジュール利用に改良するために、伝
統的な主電源による調光可能な磁気バラストは、例えば主電源電圧供給部とＬＥＤモジュ
ールとの間に接続されるＬＥＤドライバを用いて置換されねばならない。主電源電圧に基
づいた（従来の磁気バラスト適用例において使用されていたような）ＬＥＤにより出力さ
れる光の調光を可能にするために、ＬＥＤドライバは主電源電圧を感知し、該感知された
電圧に基づいて出力電流を減少させる。該ＬＥＤドライバは、絶縁バリヤにより分離され
た一次側回路及び二次側回路を備えた電力トランスを含み得る。従って、上記絶縁バリヤ
の一次側の調光された主電源電圧に関する情報が、該絶縁バリヤの二次側のコントローラ
に該絶縁バリヤを介して送られねばならない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　［０００４］従って、当業技術においては、主電源電圧を感知すると共に主電源調光情
報を絶縁バリヤを介してコントローラに伝送するための簡単な回路を用いた主電源調光技
術に対する要求が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　［０００５］本開示は、ＬＥＤドライバの一次側の調光された主電源電圧を感知すると
共に該調光された主電源電圧の情報を絶縁バリヤを介して当該ＬＥＤドライバの二次側の
コントローラへ正確に伝送する回路を用いた主電源調光のための発明的装置及び方法に関
するものである。調光された主電源電圧の情報を用いて、ＬＥＤモジュール電流を調光す
るための種々の方策を実施することができる。
【０００６】
　［０００６］一態様において、固体照明モジュールの主電源電圧に基づく調光を実施す
るシステムは、概して、トランス、主電源感知回路及び処理回路を含む。上記トランスは
、一次側回路に接続される一次側及び二次側回路に接続される二次側を含み、これら一次
側及び二次側回路は絶縁バリヤにより分離されている。上記主電源感知回路は上記一次側
回路から整流された主電源電圧を入力し、該整流された主電源電圧の振幅を示す主電源感
知信号を発生する。上記処理回路は、主電源感知回路から絶縁バリヤを介して上記主電源
感知信号を入力すると共に、該主電源感知信号に応答して調光基準信号を二次側回路に出
力する。二次側回路に接続された固体照明モジュールにより出力される光は、上記処理回
路により出力された調光基準信号に応答して調整される。
【０００７】
　［０００７］他の態様において、発光ダイオード（ＬＥＤ）モジュールの主電源信号に
基づく調光を行う方法は、電源トランスの一次側に接続された一次側回路から整流された
主電源電圧の振幅を示す主電源感知信号を発生するステップと、該主電源感知信号を上記
電源トランスに対応する絶縁バリヤを介して伝送するステップと、該伝送された主電源感
知信号に少なくとも部分的に基づいて、上記電源トランスの二次側に接続された二次側回
路において調光フィードバック信号を発生するステップと、を含む。該調光フィードバッ
ク信号は、二次側回路から一次側回路へ上記絶縁バリヤを介して伝送される。この場合、
二次側回路により出力されるＬＥＤモジュールの駆動電流が、一次側回路に伝送された上
記調光フィードバック信号に基づいて調整される。
【０００８】
　［０００８］他の態様において、ＬＥＤモジュールを調光するための主電源信号に基づ
くドライバは、一次側及び二次側を有するトランスと、該トランスの一次側に接続された
一次側回路と、該トランスの二次側に接続された二次側回路と、調光制御回路とを含む。
上記一次側回路は、調光された主電源電圧を整流するように構成された電圧整流器を含む
。二次側回路は、ＬＥＤモジュールを駆動するための駆動電流を出力するように構成され
、出力電流制御部を含む。該二次側回路は一次側回路から絶縁バリヤにより分離される。
上記調光制御回路は、整流された主電源電圧の振幅を示す主電源感知信号を発生するよう
に構成された主電源感知回路と、上記絶縁バリヤを介して電気的結合を行うように構成さ
れた光絶縁器と、該光絶縁器を介して前記主電源感知回路から主電源感知信号を入力し、
該主電源感知信号に応答して電流基準信号を発生し、且つ、該電流基準信号を前記出力電
流制御部へ出力するように構成されたマイクロプロセッサとを有する。上記出力電流制御
部は、上記電流基準信号と駆動電流との比較に基づいて調光フィードバック信号を発生す
ると共に、該調光フィードバック信号を絶縁バリヤを介して一次側回路に伝送する。該一
次側回路は調光フィードバック信号に応答して前記トランスに対する入力を調整し、これ
により、二次側回路における駆動電流を調整する。
【０００９】
　［０００９］本開示の目的で本明細書において使用される場合、“ＬＥＤ”なる用語は
、電気信号に応答して放射を発生することが可能な如何なるエレクトロルミネッセントダ
イオード又は他の形式のキャリア注入／接合型システムをも含むものと理解されるべきで



(5) JP 6198733 B2 2017.9.20

10

20

30

40

50

ある。このように、ＬＥＤなる用語は、これらに限定されるものではないが、電流に応答
して光を放出する種々の半導体型構造、発光ポリマ、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）及
びエレクトロルミネッセントストリップ等を含む。特に、ＬＥＤなる用語は、赤外スペク
トル、紫外スペクトル及び可視スペクトルの種々の部分（一般的に、約４００ナノメート
ルから約７００ナノメートルの放射波長を含む）の1以上で放射を発生するように構成す
ることができる全てのタイプの発光ダイオード（半導体及び有機発光ダイオードを含む）
を指す。ＬＥＤの幾つかの例は、これらに限定されるものではないが、種々のタイプの赤
外ＬＥＤ、紫外ＬＥＤ、赤色ＬＥＤ、青色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、黄色ＬＥＤ、琥珀色ＬＥ
Ｄ、オレンジ色ＬＥＤ及び白色ＬＥＤを含む。
【００１０】
　［００１０］例えば、実質的に白色の光を発生するように構成されたＬＥＤ（例えば、
白色ＬＥＤ）の一構成例は、組み合わせで混合して実質的に白色光を形成するような異な
るスペクトルのエレクトロルミネッセンスを各々放出する複数のダイを含むことができる
。他の構成例では、白色光ＬＥＤは、第１スペクトルを持つエレクトロルミネッセンスを
別の第２スペクトルに変換する蛍光材料に関連し得る。この構成の一例において、相対的
に短い波長及び狭い帯域幅のスペクトルを持つエレクトロルミネッセンスが該蛍光材料を
“ポンピング”し、該蛍光材料は幾分広いスペクトルを持つ一層長い波長の放射を放出す
る。
【００１１】
　［００１１］また、ＬＥＤなる用語は、ＬＥＤの物理的及び／又は電気的パッケージの
タイプを限定するものではないと理解されたい。例えば、前述したように、ＬＥＤは異な
るスペクトルの放射を各々放出するように構成された複数のダイ（例えば、個々に制御可
能であるか又は可能でない）を有する単一の発光デバイスを指すことができる。また、Ｌ
ＥＤは当該ＬＥＤ（例えば、幾つかのタイプの白色ＬＥＤ）の一体部分と考えられる蛍光
体に関連され得る。一般的に、ＬＥＤなる用語は、パッケージ化されたＬＥＤ、非パッケ
ージ化ＬＥＤ、表面実装型ＬＥＤ、チップオンボード型ＬＥＤ、Ｔパッケージ実装型ＬＥ
Ｄ、放射パッケージ型ＬＥＤ、電力パッケージ型ＬＥＤ、何らかのタイプのケース及び／
又は光学素子（例えば、拡散レンズ）を含むＬＥＤ等を指すことができる。
【００１２】
　［００１２］“光源”なる用語は、これに限定されるものではないが、ＬＥＤ型光源（
上に定義したような１以上のＬＥＤを含む）を含む種々の放射源の何れかの１以上を指す
ものと理解されるべきである。
【００１３】
　［００１３］或る光源は、電磁放射を、可視スペクトル内、可視スペクトル外又は両者
の組み合わせで発生するように構成することができる。従って、“光”及び“放射”なる
用語は、ここでは入れ換え可能に使用される。更に、光源は、一体部品として、１以上の
フィルタ（例えば、カラーフィルタ）、レンズ又は他の光学部品を含むことができる。ま
た、光源は、これらに限定されるものではないが、指示、表示及び／又は照明を含む種々
の用途のために構成することができる。“照明用光源”は、室内又は室外空間を効果的に
照明するために十分な輝度を有する放射を発生するように特別に構成された光源である。
このような前後状況において、“十分な輝度”とは、周囲照明（即ち、間接的に知覚され
得、且つ、例えば全体として若しくは部分的に知覚される前に種々の介在する表面の１以
上から反射され得る光）を提供するために空間又は環境内で発生される可視スペクトル内
での十分な放射パワー（放射パワー及び“光束”に関しては、光源から全方向への全光出
力を表すために、しばしば、“ルーメン”なる単位が使用される）を指す。
【００１４】
　［００１４］“照明器具”なる用語は、ここでは、特定のフォームファクタ、アセンブ
リ若しくはパッケージでの１以上の照明ユニットの構成又は配置を指すために使用されて
いる。“照明ユニット”なる用語は、ここでは、同一又は異なるタイプの１以上の光源を
含む装置を指すために使用されている。所与の照明ユニットは、光源（又は複数の光源）
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のための種々の取付配置、エンクロージャ／ハウジング配置及び形状、並びに／又は電気
的及び機械的接続構造の何れかを有することができる。更に、所与の照明ユニットは、オ
プションとして、当該光源（又は複数の光源）の動作に関係する種々の他の部品（例えば
、制御回路）に関連され得る（例えば、含む、結合される及び／又は一緒にパッケージ化
される）。“ＬＥＤ型（に基づく）照明ユニット”とは、上述したような１以上のＬＥＤ
型光源を単独で又は他の非ＬＥＤ型光源との組み合わせで含む照明ユニットを指す。“多
チャンネル”照明ユニットとは、異なるスペクトルの放射を各々発生するように構成され
た少なくとも２つの光源を含むＬＥＤ型又は非ＬＥＤ型の照明ユニットを指し、上記異な
るスペクトルの各々を当該多チャンネル照明ユニットの“チャンネル”と称することがで
きる。
【００１５】
　［００１５］“コントローラ”なる用語は、ここでは、1以上の光源の動作に関係する
種々の装置を広く記述するために使用されている。コントローラは、ここで述べる種々の
機能を実行するために、多数の形態で（例えば、専用のハードウェアによる等）実施化す
ることができる。“プロセッサ”は、ここで述べる種々の機能を実行するために、ソフト
ウェア（例えば、マイクロコード）を用いてプログラムすることができる１以上のマイク
ロプロセッサを使用するコントローラの一例である。コントローラは、プロセッサを使用
するか又は使用しないで実施化することができ、幾つかの機能を実行するための専用のハ
ードウェアと、他の機能を実行するためのプロセッサ（例えば、1以上のプログラムされ
たマイクロプロセッサ及び関連する回路）との組み合わせとして実施化することもできる
。本開示の種々の実施態様で使用することが可能なコントローラ部品の例は、これらに限
定されるものではないが、通常のマイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ
）及びフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）を含む。
【００１６】
　［００１６］種々の構成において、プロセッサ又はコントローラは１以上の記憶媒体（
例えばＲＡＭ、ＰＲＯＭ、EPROM及びEEPROM等の揮発性及び不揮発性コンピュータメモリ
、フロッピー(登録商標)ディスク、コンパクトディスク、光ディスク又は磁気テープ等で
あり、ここでは広く“メモリ”と称する）に関連され得る。幾つかの構成例において、上
記記憶媒体は、１以上のプロセッサ及び／又はコントローラ上で実行された場合に本明細
書で述べる機能の少なくとも幾つかを実行する1以上のプログラムによりコード化するこ
とができる。種々の記憶媒体は、当該記憶媒体上に記憶された1以上のプログラムをプロ
セッサ又はコントローラにロードして、ここで述べる本発明の種々の態様を実施すること
ができるように、プロセッサ若しくはコントローラ内に固定され又は移送可能なものとす
ることができる。“プログラム”又は“コンピュータプログラム”なる用語は、ここでは
、1以上のプロセッサ又はコントローラをプログラムするために使用することが可能な如
何なるタイプのコンピュータコード（例えば、ソフトウェア又はマイクロコード）をも示
すように汎用的な意味で使用されている。
【００１７】
　［００１７］上述した概念及び後に詳述する更なる概念の全ての組み合わせ（斯かる概
念が相互に矛楯しない限り）は、ここに述べる本発明の主題の一部であると考えられるも
のと理解されるべきである。特に、本開示の末尾に記載された請求項の主題の全ての組み
合わせは、ここに開示される本発明の主題の一部であると考えられる。また、参照により
組み込まれる如何なる開示にも現れる、ここで明示的に使用される用語には、ここに開示
される特定の概念と最も一貫性がある意味が付与されるべきであると理解されたい。
【００１８】
　［００１８］尚、図面において、同様の符号は、概して、異なる図を通して同一の部分
を示す。また、図面は必ずしも寸法通りではなく、通常は、代わりに本発明の原理を説明
するために強調されている。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
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【図１】［００１９］図１は、代表的実施態様による主電源信号に基づく調光可能な固体
照明システムのためのドライバを示す簡略化されたブロック図である。
【図２】［００２０］図２は、代表的実施態様による、ＰＷＭ信号を発生するよう構成さ
れた例示的主電源感知回路の簡略化されたブロック図である。
【図３】［００２１］図３は、代表的実施態様による、固体照明負荷を主電源信号に基づ
いて調光する処理を示すフローチャートである。
【図４】［００２２］図４は、代表的実施態様による、主電源信号に基づく調光可能な固
体照明システムのためのドライバを示す簡略化されたブロック図である。
【図５】［００２３］図５は、代表的実施態様による、主電源信号に基づく調光可能な固
体照明システムのためのドライバのシミュレーション結果を示す一連のグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　［００２４］以下の詳細な説明においては、限定ではなく説明の目的で、特定の詳細を
開示する代表的実施態様が本教示内容の十分な理解を行うために説明される。しかしなが
ら、本開示の利益を享受した当業者によれば、ここに開示された特定の詳細から外れる本
教示による他の実施態様も、添付請求項の範囲内に入ることは明らかであろう。更に、良
く知られた装置及び方法の説明は、斯かる代表的実施態様の説明を不明瞭にさせないよう
に省略される。このような方法及び装置も、明らかに本教示の範囲内である。
【００２１】
　［００２５］出願人は、ＬＥＤドライバの一次側の調光された主電源電圧を感知すると
共に、該感知された調光された主電源電圧に関する情報を絶縁バリヤを介して当該ＬＥＤ
ドライバの二次側のプロセッサ又はコントローラへ伝送することができる回路を設けるこ
とが有益であることを認識し、理解した。
【００２２】
　［００２６］主電源電圧に基づく調光方式は、例えば、従来の照明応用例の磁気バラス
トに使用されている。磁気バラストを交換するために改良置換型（レトロフィット）ＬＥ
Ｄモジュールが使用される場合、調光は、継続して主電源電圧を同様に用いて実行される
ことが望ましい。主電源電圧に基づく調光方式によれば、光出力の量は、主電源電圧が例
えば調光コントローラにより減少されるのにつれて減少される。ＬＥＤの場合、調光は、
当該ＬＥＤに供給される出力電流を、例えば調光コントローラによる主電源電圧の変化に
応答して変化させることにより達成される。光出力が主電源電圧のレベルに依存して２つ
のレベルの間で切り換わる２レベル調光法及び光出力が主電源電圧のレベルが減少される
のにつれてリニアに減少するリニア調光法等の、異なる主電源電圧調光方式を実施化する
ことができる。
【００２３】
　［００２７］図１は、代表的実施態様による調光可能な照明システムのためのドライバ
を示す簡略化されたブロック図である。
【００２４】
　［００２８］図１を参照すると、ＬＥＤモジュール１６０として示された固体照明モジ
ュールの主電源電圧に基づく調光を実施するためのドライバ１００は、一次側回路１１０
に接続された一次側及び二次側回路１４０に接続された二次側を持つ絶縁トランス１２０
を含んでいる。例えば、トランス１２０は、ＬＥＤモジュール１６０が高輝度ＬＥＤモジ
ュールとして実施化された場合に絶縁を実現することができるような、高周波数／高出力
トランスであり得る。一次側回路１１０は主電源電圧源１０１から調光コントローラ１０
５を介して調光された主電源電圧を入力する。上記調光コントローラ１０５は、例えば、
正弦調光コントローラとすることができる。後に詳述するように、一次側回路１１０は、
上記の調光された主電源電圧を入力し、整流された主電源電圧ＶＲを供給する電圧整流器
（図１には図示されていない）を含む。二次側回路１４０は、ＬＥＤモジュール１６０に
接続され、トランス１２０の一次側電流Ｉpri及び誘導された二次側電流Ｉsecに基づいて
ＬＥＤモジュール１６０に対し調整可能な駆動電流ＩＤを出力する。
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【００２５】
　［００２９］ドライバ１００は、更に、トランス１２０に対応する絶縁バリヤ１２５を
介して一次側回路１１０及び二次側回路１４０の両方に接続された調光制御回路１３０を
含んでいる。該調光制御回路１３０は、主電源感知回路１３２、絶縁器１３４及び処理回
路１３６を含んでいる。主電源感知回路１３２は、一次側回路１１０における前記電圧整
流器から整流された主電源電圧ＶＲを入力し、該整流された主電源電圧ＶＲの振幅を示す
主電源感知信号ＭＳＳを発生するように構成されている。該主電源感知回路１３２は、上
記主電源感知信号ＭＳＳを、絶縁器１３４を介することにより絶縁バリヤ１２５を経て処
理回路１３６に伝送する。絶縁器１３４は、例えば光絶縁器とすることができ、該光絶縁
器は、絶縁バリヤ１２５の間の電気的絶縁を維持しながら光信号を用いて情報（例えば、
主電源感知信号ＭＳＳ）が交換されることを可能にする。このように、絶縁器１３４は、
例えば安価な２レベル光絶縁器を用いて的確に実施化することができる。他の実施態様で
は、絶縁バリヤ１２５の間の結合は、本教示の範囲から外れることなく、トランス等の他
のタイプの絶縁を用いて得ることもできる。
【００２６】
　［００３０］処理装置（処理回路）１３６は、一次側回路１１０からは絶縁バリヤ１２
５を経て配置される。何故なら、該処理装置１３６は、後述するように、ＬＥＤモジュー
ル１６０及び他の調光コントローラ（図示略）からの信号を感知すると共に、監視的基準
コマンドを二次側回路１４０に供給するからである。例えば、図示の構成において、処理
回路１３６は、主電源感知回路１３２から主電源感知信号ＭＳＳを入力し、該主電源感知
信号ＭＳＳに少なくとも部分的に基づいて決定された１以上の調光基準信号を二次側回路
１４０に供給する。該調光基準信号は、後述するように、例えば電流基準信号Ｉref及び
／又は電圧基準信号Ｖrefを含むことができる。また、処理回路１３６は、設定調光レベ
ルを示す調光制御信号、並びにＬＥＤモジュール１６０からの光レベル及び温度等を含む
１以上のＬＥＤフィードバック信号も入力することができる。前記調光基準信号は、処理
回路１３６により、少なくとも主電源感知信号ＭＳＳに応答して、並びに種々の実施態様
では上記調光制御信号及び／又はＬＥＤフィードバック信号にも応答して発生される。
【００２７】
　［００３１］二次側回路１４０は、上記調光基準信号を入力し、該調光基準信号を対応
する電気的状態と比較する。二次側回路１４０は、上記比較の結果に基づいて調光フィー
ドバック信号ＤＦＳを発生し、該調光フィードバック信号ＤＦＳを、絶縁バリヤ１２５を
介して（例えば、他の絶縁器（図１には図示されていない）を介して）一次側回路１１０
に伝送する。例えば、調光制御信号が電流基準信号Ｉrefを含んでいる場合、二次側回路
１４０の出力電流制御部（図示略）は該電流基準信号ＩrefをＬＥＤモジュール１６０に
供給されている駆動電流ＩＤと比較する。この場合、該二次側回路１４０は電流基準信号
Ｉrefと駆動電流ＩＤとの間の差（もしあるなら）を示す調光フィードバック信号ＤＦＳ
を発生する。
【００２８】
　［００３２］調光フィードバック信号ＤＦＳは、他の絶縁器（図１には図示されていな
い）を介することにより絶縁バリヤ１２５を経て一次側回路１１０に伝送される。該調光
フィードバック信号ＤＦＳに応答して、一次側回路１１０は、トランス１２０の一次側に
入力される一次側電圧Ｖpriを必要に応じて調整し、このことが、該トランス１２０の二
次側を介しての二次側電圧Ｖsecを、従って二次側回路１４０によりＬＥＤモジュール１
６０に出力される駆動電流ＩＤを調整することになる。従って、駆動電流ＩＤはＬＥＤモ
ジュール１６０を、調光コントローラ１０５の設定に対応する量の光を供給するように駆
動することになる。一実施態様において、処理回路１３６は他の絶縁器（図１には図示さ
れていない）を介することにより絶縁バリヤ１２５を経て一次側回路１１０に電力制御信
号ＰＣＳも供給することができ、該電力制御信号は、図４を参照して後述するように、一
次側回路１１０及び二次側回路１４０に対する電力の供給を選択的に制御する。
【００２９】
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　［００３３］種々の実施態様において、処理回路１３６は、例えばソフトウェア、ファ
ームウエア、配線ロジック回路又はこれらの組み合わせを用いた、プロセッサ若しくは中
央処理ユニット（ＣＰＵ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマ
ブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）又はこれらの組み合わせを含む、コントローラ又はマイク
ロコントローラとして実施化することができる。プロセッサ又はＣＰＵを使用する場合、
処理回路１３６の動作を制御する実行可能なソフトウェア／ファームウエア及び／又は実
行可能なコードを記憶するためにメモリ（図示略）が含まれる。該メモリは、如何なる数
、タイプ及び組み合わせの不揮発性読出専用メモリ（ＲＯＭ）及び揮発性ランダムアクセ
スメモリ（ＲＡＭ）とすることもでき、当該プロセッサ又はＣＰＵにより実行することが
可能なコンピュータプログラム及びソフトウェアアルゴリズム等の種々のタイプの情報を
記憶することができる。該メモリは、如何なる数、タイプ及び組み合わせのディスクドラ
イブ、電気的にプログラム可能な読出専用メモリ（EPROM）、電気的に消去及びプログラ
ム可能な読出専用メモリ（EEPROM）、ＣＤ、ＤＶＤ及び汎用シリアルバス（ＵＳＢ）ドラ
イブ等の有形のコンピュータ読取可能な記憶媒体を含むこともできる。
【００３０】
　［００３４］一実施態様において、前記主電源感知回路１３２により出力される主電源
感知信号ＭＳＳはパルス幅変調（ＰＷＭ）信号であり、該ＰＷＭ信号は絶縁器１３４を介
して処理回路１３６に伝送される。主電源感知回路１３２は種々の方法で該ＰＷＭ信号を
発生することができる。例えば、図２は、代表的実施態様によるＰＷＭ信号を発生するよ
うに構成された主電源感知回路の簡略化されたブロック図である。
【００３１】
　［００３５］図２を参照すると、主電源感知回路１３２は抵抗分圧器２３６、クロック
部２３７及びパルス信号発生器２３８を含んでいる。抵抗分圧器２３６は、一次側回路１
１０における電圧整流器から整流された主電源電圧ＶＲを入力し、分圧された主電源電圧
をパルス信号発生器２３８に供給するように構成されている。クロック部２３７はクロッ
ク信号Ｃｌｋを発生するように構成され、該クロック信号もパルス信号発生器２３８に供
給される。かくして、パルス信号発生器２３８は、上記の分圧された主電源電圧及びクロ
ック信号Ｃｌｋに基づいて前記主電源感知信号ＭＳＳとしてのＰＷＭ信号を、該ＰＷＭ信
号の各パルスの幅が前記整流された主電源電圧ＶＲの振幅に変調されるように発生する。
例示的構成例においては、例えば上記ＰＷＭ信号を発生するために、クロック部２３７は
第１の５５５タイマ（ＩＣ）を含み、パルス信号発生器２３８は第２の５５５タイマを含
む。
【００３２】
　［００３６］勿論、主電源感知回路１３２の他の構成及び／又は該回路の他の種々の部
品を、本教示の範囲から逸脱することなしに組み込むこともできる。例えば、代替実施態
様において、主電源感知回路１３２は上記ＰＷＭ信号を発生するように構成されたマイク
ロコントローラとして実施化することもできる。該マイクロコントローラは、一次側回路
１１０における電圧整流器から整流された主電源電圧ＶＲを入力し、これに応答してＰＷ
Ｍ信号を発生するように構成されたアナログ／デジタル変換器（ＡＤＣ）を含むことがで
きる。該マイクロコントローラは、Ｉ２Ｃ又はＵＡＲＴ等の何からの形態のデジタル通信
プロトコルを用いて二次側回路１４０と通信することもできる。該マイクロコントローラ
は、例えばＳＴから入手可能なSTM8Sとすることができる（もっとも、他のタイプのマイ
クロコントローラを本教示の範囲から逸脱することなしに組み込むこともできる）。
【００３３】
　［００３７］図３は、代表的実施態様による、主電源調光を用いて固体照明負荷を調光
する処理を示すフローチャートである。図３の例示的ステップは、例えば図１のドライバ
１００により実施することができるが、これらステップは、本教示の範囲から逸脱するこ
となく、同様の能力を有する如何なるシステムによっても実施することができる。
【００３４】
　［００３８］図１及び３を参照すると、ステップＳ３１１において、一次側回路１１０
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からの整流された主電源電圧ＶＲが主電源感知回路１３２により入力される。ステップＳ
３１２において、主電源感知回路１３２は主電源感知信号ＭＳＳを発生し、該主電源感知
信号ＭＳＳは上記の整流された主電源電圧ＶＲの振幅を示す。主電源感知信号ＭＳＳは例
えばＰＷＭ信号であり得、その場合、パルス幅は整流された主電源電圧ＶＲの振幅に対応
するように変化される。ステップＳ３１３において、主電源感知信号ＭＳＳは絶縁バリヤ
（例えば、絶縁器１３４）を介して処理回路１３６に伝送される。
【００３５】
　［００３９］ステップＳ３１４において、処理回路１３６は、主電源感知回路１３２か
ら入力された上記主電源感知信号ＭＳＳに少なくとも部分的に基づいて、１以上の調光基
準信号を発生する。これら調光基準信号は、ステップＳ３１５において、二次側回路１４
０に供給される。例えば、上記調光基準信号は電流基準信号Ｉref及び／又は電圧基準信
号Ｖrefを含むことができ、これら基準信号は二次側回路１４０の出力電流制御部及び出
力電圧制御部に各々供給される。ステップＳ３１６において、上記調光基準信号は二次側
回路１４０における対応する電気的条件と比較され、ステップＳ３１７において該比較の
結果を示す調光フィードバック信号ＤＦＳが発生される。例えば、電流基準信号Ｉrefは
駆動電流ＩＤと比較され、電圧基準信号ＶrefはＬＥＤモジュール１６０を駆動する駆動
電圧ＶＤと比較される。ステップＳ３１８において、調光フィードバック信号ＤＦＳは絶
縁バリヤ１２５を介して（例えば、他の絶縁器を介して）一次側回路１１０に伝送される
。これに応答して、ステップＳ３１９において、一次側回路１１０はトランス１２０の一
次側の入力（例えば一次側電圧Ｖpri及び／又は一次側電流Ｉpri）に対する適切な調整を
行うことができ、これにより、二次側回路１４０によりＬＥＤモジュール１６０に出力さ
れる駆動電流ＩＤ及び／又は駆動電圧ＶＤに対する対応する調整を生じさせる。従って、
ＬＥＤモジュール１６０は、調光コントローラ１０５の設定に対応した適切な量の光を供
給するように駆動されることになる。
【００３６】
　［００４０］図４は、代表的実施態様による、調光可能な照明システムのための一層詳
細なドライバを示す簡略化されたブロック図である。
【００３７】
　［００４１］図４を参照すると、例示的にＬＥＤモジュール４６０として示された固体
照明モジュールの主電源電圧に基づいた調光を実施するためのドライバ４００は、一次側
回路４１０に接続された一次側及び二次側回路４４０に接続された二次側を有する絶縁ト
ランス４２０を含んでいる。一次側回路４１０は主電源電圧源４０１から、調光コントロ
ーラ４０５（例えば、正弦調光コントローラであり得る）を介して、調光された主電源電
圧を入力する。二次側回路４４０は、ＬＥＤモジュール４６０に接続され、後述するよう
に該ＬＥＤモジュール４６０に対しトランス４２０の一次側電流Ｉpriに基づいて調整可
能な駆動電流ＩＤを出力する。ドライバ４００は、更に、トランス４２０に対応する絶縁
バリヤ４２５に跨って一次側回路４１０及び二次側回路４４０の両方に接続された調光制
御回路４３０を有している。該調光制御回路４３０は、後述する主電源感知回路４３２、
第１光絶縁器４３４及びマイクロプロセッサ４３６を含んでいる。
【００３８】
　［００４２］一次側回路４１０は、電圧整流器４１１、ブースト力率補正（ＰＦＣ）回
路４１２、ブースト制御回路４１３、ＰＷＭハーフブリッジコンバータ４１４及びＰＷＭ
ハーフブリッジ制御段４１５を含んでいる。電圧整流器４１１（及びＥＭＩフィルタ）は
、調光コントローラ４０５に接続されている。従って、電圧整流器４１１は主電源電圧源
４０１から調光された主電源電圧を入力すると共に、整流された主電源電圧ＶＲ（及び対
応する整流された主電源電流ＩＲ）を出力し、これにより、ＡＣの主電源電圧を整流され
た正弦波に変換する。斯かる整流は、後述するブーストＰＦＣ回路４１２を介して一定の
ＤＣ電圧を生成するために必要とされる。上記ＥＭＩフィルタは、電力線に入り込んだ高
周波成分を制限するインダクタ及びコンデンサのネットワーク（図示略）を含むことがで
きる。
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【００３９】
　［００４３］整流された主電源電圧ＶＲはブーストＰＦＣ回路４１２に供給され、該Ｐ
ＦＣ回路は該整流された主電源電圧ＶＲの整流された正弦波を、ブースト電圧ＶＢとして
示す一定の安定化されたＤＣ電圧（及び対応する整流されたブースト電流ＩＢ）に変換す
る。更に、ブーストＰＦＣ回路４１２は、電圧整流器４１１から取り出されブーストＰＦ
Ｃ回路４１２に入力される整流された主電源電流ＩＲが、整流された主電源電圧ＶＲと同
相になることを保証する。このことは、当該ドライバ４００が１に近い力率で動作するこ
とを保証する。これに応じて、ブースト制御回路４１３はブーストＰＦＣ回路４１２内の
ブーストコンバータのスイッチを制御する。
【００４０】
　［００４４］ＰＷＭハーフブリッジコンバータ４１４は、ブーストＰＦＣ回路４１２か
ら入力されるＤＣのブースト電圧ＶＢを、ＰＷＭハーフブリッジ制御段４１５の制御の下
で、高周波パルス信号である一次側電圧Ｖpri（及び対応するパルス状一次側電流Ｉpri）
に変換する。該一次側電圧Ｖpriは、例えばＰＷＭハーフブリッジコンバータ４１４内の
スイッチ（図示略）の動作により設定されるパルス幅を持つＰＷＭ信号であり得る。該一
次側電圧Ｖpriは、トランス４２０の一次側（一次巻線）に供給される。ＰＷＭハーフブ
リッジ制御段４１５は、一次側電圧Ｖpriのパルス幅が、後述するように、ＰＷＭハーフ
ブリッジコンバータ４１４によって二次側回路４４０の出力電流制御部４４４及び出力電
圧制御部４４６の少なくとも一方から入力される調光フィードバック信号ＤＦＳに基づい
て決定されるようにする。
【００４１】
　［００４５］二次側電圧Ｖsec（及び対応する二次側電流Ｉsec）は、上記一次側電圧Ｖ

priによりトランス４２０の二次側（二次巻線）に誘起される。該二次側電圧Ｖsecは、二
次側回路４４０に含まれる出力整流器／フィルタ回路４４２により整流され且つ高周波濾
波され、ＬＥＤモジュール４６０を駆動するための所望の駆動電圧ＶＤ及び対応する駆動
電流ＩＤを得る。特に、上記駆動電流ＩＤの大きさはＬＥＤモジュール４６０における１
以上のＬＥＤの照明レベルを決定する。
【００４２】
　［００４６］二次側回路４４０は、更に、出力電流制御部４４４及び出力電圧制御部４
４６を含んでいる。出力電流制御部４４４は駆動電流ＩＤをマイクロプロセッサ４３６に
より出力される電流基準信号Ｉrefと比較して電流差ΔＩを得る一方、出力電圧制御部４
４６は駆動電圧ＶＤをマイクロプロセッサ４３６により出力された電圧基準信号Ｖrefと
比較して電圧差ΔＶを得る。駆動補償器（図示略）は上記電流差ΔＩ及び電圧差ΔＶの少
なくとも一方に基づいて調光フィードバック信号ＤＦＳを決定する。マイクロプロセッサ
４３６は、後述する主電源感知回路４３２から入力される主電源感知信号ＭＳＳ（該信号
は、調光コントローラ４０５において設定された調光レベルに基づいている）に基づいて
電流及び電圧基準信号Ｉref及びＶrefの値を決定する。
【００４３】
　［００４７］出力電流制御部４４４は、マイクロプロセッサ４３６からソフトスタート
信号（短いパルス）も入力することができ、該信号は当該出力電流制御部４４４を経る電
流制御ループを飽和させる。ソフトスタート信号がローとなった後、マイクロプロセッサ
４３６からの電流基準信号Ｉrefは、出力ＬＥＤ電流のフリッカを回避するために徐々に
増加される。スタートアップの間において、電流差ΔＩは電流基準信号Ｉrefから駆動電
流ＩＤ及び上記ソフトスタート信号を引いたものとして決定することができ、電圧差ΔＶ
は電圧基準信号Ｖrefから駆動電圧ＶＤ及びソフトスタート信号を引いたものとして決定
することができる。
【００４４】
　［００４８］前述したように、調光フィードバック信号ＤＦＳは、出力電流制御部４４
４及び出力電圧制御部４４６により各々供給される電流差ΔＩ及び電圧差ΔＶの両方を示
す。一実施態様においては、典型的に、電流ループ（電流差ΔＩを使用した）のみが活性
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状態となる。出力電圧が所定の限界を超えた場合は、調光フィードバック信号ＤＦＳを介
して出力電流を減少させるために電圧ループ（電圧差ΔＶを使用した）を使用することが
できる。調光フィードバック信号ＤＦＳは、二次側回路４４０からＰＷＭハーフブリッジ
制御段４１５へ、第２光絶縁器４２４（第１光絶縁器４３４と同一のもの又は異なるもの
とすることができる）を介することにより絶縁バリヤ４２５を経て供給される。このよう
に、調光フィードバック信号ＤＦＳは、一次側電圧Ｖpriのパルス幅を調光フィードバッ
ク信号ＤＦＳに基づいて調整するようにＰＷＭハーフブリッジコンバータ４１４を制御す
る。例えば、駆動電流ＩＤが調光フィードバック信号ＤＦＳにより示されるように電流基
準信号Ｉrefを越える場合、ＰＷＭハーフブリッジ制御段４１５はＰＷＭハーフブリッジ
コンバータ４１４を、例えば一次側電圧Ｖpriのパルス幅を減少させることにより該一次
側電圧Ｖpriを、従って一次側電流Ｉpriも減少させるように制御する。一次側電圧Ｖpri

の変化は、二次側電圧Ｖsec並びにＬＥＤモジュール４６０を駆動するために当該ドライ
バ４００により出力される駆動電圧ＶＤ及び駆動電流ＩＤの対応する変化に反映される。
このように、ＰＷＭハーフブリッジ制御段４１５は、当該ドライバ４００の駆動電圧ＶＤ

及び／又は駆動電流ＩＤを特定の値に調整することができる。通常の定常状態動作の下で
は、マイクロプロセッサ４３６からの電流基準信号Ｉrefは、主電源感知信号ＭＳＳによ
り示される所望の調光レベルに依存する。
【００４５】
　［００４９］ブーストＰＦＣ回路４１２により出力されたブースト電圧ＶＢは電源４２
７にも供給され、該電源４２７は例えばViper電源等の降圧DC-DCコンバータであり得る。
電源４２７は、ブースト電圧ＶＢを１８Ｖ等の一層低い電圧に降圧することができる。該
電源４２７の一次側は、スイッチ４１７の制御の下で、一次側回路４１０の種々の部品（
例えば、電圧整流器４１１、ブーストＰＦＣ回路４１２、ブースト制御回路４１３、ＰＷ
Ｍハーフブリッジコンバータ４１４、ＰＷＭハーフブリッジ制御段４１５）に安定化され
た電圧を選択的に供給するように構成されている。スイッチ４１７の動作及びタイミング
（オン／オフ）は、マイクロプロセッサ４３６により出力されると共に第３光絶縁器４２
８（第１及び第２光絶縁器４３４、４２４と同一のもの又は異なるものとすることができ
る）を介することにより絶縁バリヤ４２５を経て該スイッチ４１７により入力される電源
制御信号ＰＣＳにより決定される。該電源４２７の二次側は、安定化された電圧を二次側
回路４４０の種々の部品（例えば、出力整流器／フィルタ回路４４２、出力電流制御部４
４４、出力電圧制御部４４６）に供給するように構成されている。例示的構成例において
、該電源４２７は、一次側用に１つ及び二次側用に１つの絶縁された２つの出力を備えた
フライバックコンバータとすることができる。
【００４６】
　［００５０］当該ドライバ４００は、更に、トランス４２０に対応する絶縁バリヤ４２
５に跨って一次側回路４１０及び二次側回路４４０の両方に接続された調光制御回路４３
０を含んでいる。該調光制御回路４３０は、主電源感知回路４３２、第１光絶縁器４３４
及びマイクロプロセッサ４３６を含んでいる。前述したように、主電源感知回路４３２は
、電圧整流器４１１から整流された主電源電圧ＶＲを入力し、該整流された主電源電圧Ｖ

Ｒの振幅を示す主電源感知信号ＭＳＳを発生するように構成されている。主電源感知回路
４３２は、該主電源感知信号ＭＳＳを、第１光絶縁器４３４を介することにより絶縁バリ
ヤ４２５を経てマイクロプロセッサ４３６に伝送する。主電源感知回路４３２は、パルス
信号発生器（例えば、図２を参照して前述したような）又はマイクロコントローラを含む
種々の構成で実施化することができる。
【００４７】
　［００５１］マイクロプロセッサ４３６は、主電源感知回路４３２から上記主電源感知
信号ＭＳＳを入力すると共に、これに応答して電流基準信号Ｉref及び電圧基準信号Ｖref

を決定するように構成されている。更に、マイクロプロセッサ４３６は、調光入力部４５
４から調光制御インターフェース４５５を介して調光信号を入力するように構成され、こ
の場合、該調光信号は例えばユーザにより設定された調光の所望レベルを示す。例えば、
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調光入力部４５４は１Ｖから１０Ｖまでの調光尺度を設けることができ、その場合におい
て、１Ｖは最大の調光（最低レベルの光出力）を示す一方、１０Ｖは最小の調光又は調光
無し（最高レベルの光出力）を示す。マイクロプロセッサ４３６は、調光入力部４５４及
び調光コントローラ４０５を含む複数の調光レベル入力を入力することができ、これに応
答して電流基準信号Ｉref及び／又は電圧基準信号Ｖrefを設定する。一実施態様において
、マイクロプロセッサ４３６は、例えば、主電源感知信号ＭＳＳを線形に変換して電流基
準信号Ｉrefを得るが、斯かる変換は２レベル、対数的及び何らかの予め定められた組み
のテーブル値等とすることもできる。また、マイクロプロセッサ４３６は、例えば負温度
係数（ＮＴＣ）感知回路４５１及びRSET感知回路４５２を介して、ＬＥＤモジュール４６
０からのフィードバックを入力する。ＮＴＣ感知回路４５１はＬＥＤモジュール４６０の
温度を感知し、RSET感知回路４５２は、これも基準電流Ｉrefを設定する外部抵抗の値を
感知する。
【００４８】
　［００５２］更に、マイクロプロセッサ４３６は電力制御信号ＰＣＳも発生し、該電力
制御信号は、前記一次側の給電を、従って当該ＬＥＤドライバ４００をオン／オフするた
めに使用されるローレベルスイッチ信号である。例えば、電力制御信号ＰＣＳは外部入力
部から待機コマンドが入力された場合に当該ＬＥＤドライバ４００をオフするために使用
することができる。主電源感知信号ＭＳＳの特定の値が、待機コマンドを意味することも
できる。電力制御信号ＰＣＳは、前述したようにスイッチ４１７を動作させるために、マ
イクロプロセッサ４３６により第３光絶縁器４２８を介することにより絶縁バリヤ４２５
を経て一次側回路４１０に伝送される。
【００４９】
　［００５３］図５は、代表的実施態様による、調光可能な固体照明システムのためのド
ライバのシミュレーション結果を示す一連のグラフである。特に、グラフ５(c)は前記一
次側回路における電圧整流器（例えば、電圧整流器４１１）により出力される整流された
主電源電圧ＶＲを示す。グラフ５(a)及び５(b)は、感知された信号及び整流された主電源
電圧ＶＲに応答して主電源感知信号ＭＳＳとして主電源感知回路（例えば、主電源感知回
路４３２）により出力される対応するＰＷＭ信号を、各々、示す。主電源感知信号ＭＳＳ
は、調光フィードバック信号ＤＦＳを決定するために絶縁バリヤ（例えば、絶縁バリヤ４
２５）を介して処理回路（例えば、マイクロプロセッサ４３６）に供給される。図５に示
されるように、整流された主電源電圧ＶＲは上記絶縁バリヤを介して正確に伝送される。
【００５０】
　［００５４］上述した主電源信号に基づく調光可能な固体照明システムのドライバは、
光出力を主電源電圧信号に基づいて制御することが望ましい改良置換型ＬＥＤアプリケー
ションに適用することができる。例えば、該主電源信号に基づく調光可能な固体照明シス
テムのドライバは、ＬＥＤモジュールが伝統的な磁気バラストを置換する応用例に使用す
ることができる。
【００５１】
　［００５５］以上、本発明の幾つかの実施態様を本明細書において説明及び図示したが
、当業者であれば、ここに説明した機能を実行し、及び／又はここで述べた結果及び／又
は利点の1以上を得るための種々の他の手段及び／又は構成に容易に想到するであろう。
このような変更及び／又は修正の各々は、ここに述べた本発明の実施態様の範囲内である
と見なされる。もっと一般的に言うと、当業者であれば、ここに述べた全てのパラメータ
、寸法、材料及び構成は例示的なものであることを意味し、実際のパラメータ、寸法、材
料及び／又は構成は、本発明の教示が用いられる特定の用途に依存するであろうことを容
易に理解するであろう。当業者であれば、ここで述べた本発明の特定の実施態様に対する
多くの均等物を認識し、又は通例の実験を用いるだけで確認することができるであろう。
従って、上述した実施態様は例示としてのみ提示されたものであり、添付請求項及びその
均等物の範囲内で、本発明の実施態様は、特定的に説明及び請求項に記載したもの以外で
実施することができると理解されるべきである。本開示の発明的実施態様は、ここで述べ
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た各フィーチャ、システム、物品、材料、キット及び／又は方法に向けられたものである
。更に、２以上の斯様なフィーチャ、システム、物品、材料、キット及び／又は方法の如
何なる組み合わせも、このようなフィーチャ、システム、物品、材料、キット及び／又は
方法が相互に矛楯しないならば、本開示の発明の範囲内に含まれるものである。
【００５２】
　［００５６］ここで定められ及び使用された全ての定義は、辞書の定義、参照により組
み込まれた文献における定義及び／又は定義された用語の通常の意味を規制すると理解さ
れるべきである。
【００５３】
　［００５７］本明細書及び請求項で使用される単数形は、そうでないと明示しない限り
、“少なくとも１つの”を意味すると理解されるべきである。
【００５４】
　［００５８］本明細書及び請求項において使用された“及び／又は”なる語句は、その
ように結合されたエレメントの“何れか又は両方”、即ち或る場合には連接的に存在し、
他の場合には離接的に存在するエレメントを意味すると理解されるべきである。“及び／
又は”で列挙された複数のエレメントは、同様に、即ちそのように結合されたエレメント
の“１以上”であると見なされたい。“及び／又は”なる文により固有に識別されたエレ
メント以外の他のエレメントも、これらの固有に識別されたエレメントに関係するか関係
しないかによらず、オプションとして存在することもできる。本明細書及び請求項で使用
される場合、“又は”は上記に定義した“及び／又は”と同じ意味を持つと理解されたい
。
【００５５】
　［００５９］本明細書及び請求項で使用される場合、１以上のエレメントのリストを参
照する“少なくとも１つの”なる語句は、該エレメントのリストにおけるエレメントの何
れか１以上から選択された少なくとも１つのエレメントを意味するものであり、該エレメ
ントのリスト内の各及び全エレメントの少なくとも１つを必ずしも含むものではなく、該
エレメントのリスト内のエレメントの如何なる組み合わせをも除くものではないと理解さ
れるべきである。この定義は、上記“少なくとも１つの”なる語句が参照する上記エレメ
ントのリスト内で識別されるエレメント以外のエレメントが、上記の識別されたエレメン
トに関係するか又は関係しないかに拘わらず、オプションとして存在することも可能にす
る。このように、限定するものではない例として、“Ａ及びＢの少なくとも１つ”（又は
等価的に“Ａ又はＢの少なくとも１つ”若しくは等価的に“Ａ及び／又はＢの少なくとも
１つ”）は、一実施態様では、少なくとも１つの（オプションとして２以上を含む）Ａで
、Ｂは存在しない（オプションとしてＢ以外のエレメントを含む）場合、他の実施態様で
は、少なくとも１つの（オプションとして２以上を含む）Ｂで、Ａは存在しない（オプシ
ョンとしてＡ以外のエレメントを含む）場合、更に他の実施態様では、少なくとも１つの
（オプションとして２以上を含む）Ａ及び少なくとも１つの（オプションとして２以上を
含む）Ｂ（オプションとして他のエレメントを含む）の場合等を指すことができる。
【００５６】
　［００６０］明確にそうでないと示さない限り、請求項に記載された２以上のステップ
又は動作を含む如何なる方法においても、該方法のステップ又は動作の順序は、これらス
テップ又は動作が記載された順序に必ずしも限定されるものではないと理解されるべきで
ある。また、請求項に記載された符号（もし、あるなら）は、便宜のためにのみ設けられ
たものであり、如何なる形でも限定するものとみなしてはならない。
【００５７】
　［００６１］請求項及び上記明細書において、“有する”、“含む”、“担持する”、
“持つ”、“収容する”、“伴う”、“保持する”及び“からなる”等の全ての移行句は
非制限的であると、即ち含むが限定されるものではないことを意味すると理解されるべき
である。“からなる”及び“から本質的になる”なる移行句のみが、各々、制限的又は半
制限的移行句である。
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