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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交流電圧が入力されて動作する白色ＬＥＤ発光デバイスの調光装置であって、
　極性を逆にして並列接続された発光波長域が相互に異なる一組のＬＥＤ素子と、該一組
のＬＥＤ素子に駆動電流を供給するための一対の端子とを含む白色ＬＥＤ発光デバイスに
前記一対の端子を介して駆動電流としての交流電流を供給する駆動電流供給部と、
　前記交流電流の１サイクル中の正の半サイクルと負の半サイクルとの夫々において前記
白色ＬＥＤ発光デバイスに供給される正の駆動電流量と負の駆動電流量との夫々を規定す
る個別量規定部と、
　前記個別量規定部により規定される正の駆動電流量及び負の駆動電流量を調整する操作
量を前記個別量規定部に付与するための操作部と
を含み、
　前記個別量規定部は、前記交流電圧と周期が等しい三角波電圧を生成する積分回路と、
前記積分回路で生成された三角波電圧が入力される非反転入力端子，前記三角波電圧のス
ライスレベルを規定する参照電圧として前記交流電圧が整流された直流電圧が可変抵抗器
で分圧された電圧が入力される反転入力端子，及び前記非反転入力端子及び前記反転入力
端子から夫々入力される電圧の比較結果として正負の矩形波電圧を出力する比較器とを含
み、
　前記駆動電流供給部は、前記比較器から正の電圧が出力される期間内に前記正の駆動電
流を前記白色ＬＥＤ発光デバイスに供給する一方で、前記比較器から負の電圧が出力され
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る期間内に前記負の駆動電流を前記白色ＬＥＤ発光デバイスに供給し、
　前記操作部は、操作に応じて前記可変抵抗器の抵抗値を調整する白色ＬＥＤ発光デバイ
スの調光装置。
【請求項２】
　前記交流電圧の１サイクル中に前記白色ＬＥＤ発光デバイスに供給される前記正の駆動
電流量と前記負の駆動電流量との総量を両者の比率を変えることなく増減する総量規定部
をさらに含み、
　前記操作部は、操作に応じて、前記総量規定部により規定される前記総量を調整する操
作量を前記総量規定部に付与する
請求項１に記載の白色ＬＥＤ発光デバイスの調光装置。
【請求項３】
　前記駆動電流供給部は、前記正の駆動電流及び前記負の駆動電流をパルス状電流として
前記白色ＬＥＤ発光デバイスに供給し、
　前記総量規定部は、前記正の駆動電流及び前記負の駆動電流として供給されるパルス状
電流のパルス幅を調整するためのパルス幅調整手段を含む、
請求項２に記載の白色ＬＥＤ発光デバイスの調光装置。
【請求項４】
　前記操作部は、同軸で独立に配置された、操作により前記可変抵抗器の抵抗値が変化す
る第１ダイヤルと、操作により前記総量規定部により規定される前記総量が変化する第２
ダイヤルとを含む
請求項２に記載の白色ＬＥＤ発光デバイスの調光装置。
【請求項５】
　前記操作部は、操作により前記可変抵抗器の抵抗値が変化する第１のスライドつまみと
、操作により前記総量規定部により規定される前記総量が変化する第２のスライドつまみ
とを含む
請求項２に記載の白色ＬＥＤ発光デバイスの調光装置。
【請求項６】
　前記操作部は、押下により前記可変抵抗器の抵抗値が上昇する第１移動ボタン、押下に
より前記可変抵抗器の抵抗値を下降する第２移動ボタン、押下により前記総量規定部によ
り規定される前記総量が上昇する上昇ボタン及び押下により前記総量規定部により規定さ
れる前記総量が下降する下降ボタンを含むタッチパネルを含む
請求項２に記載の白色ＬＥＤ発光デバイスの調光装置。
【請求項７】
　前記駆動電流供給部は、駆動電流を出力するための第１出力端子及び第２出力端子であ
って、前記白色ＬＥＤ発光デバイスに対する正の駆動電流の供給時に第１出力端子の方の
電位が高くなる第１出力端子及び第２出力端子を備え、
　前記駆動電流供給部の前記第１出力端子及び前記第２出力端子と前記白色ＬＥＤ発光デ
バイスの前記一対の端子との間の接続状態を切り替える切替スイッチをさらに含む
請求項１から６のいずれか一項に記載の白色ＬＥＤ発光デバイスの調光装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、白色ＬＥＤ（Light Emitting Diode）発光デバイスの調光装置に関する。ま
た、本発明は、照明システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　白熱電球や蛍光灯のような従来の照明機器で、室内の照明光の色温度を調整可能にする
場合には、ハロゲンランプのような色温度が高い電球光源と、白熱電球のようなハロゲン
ランプより色温度が低い電球光源との双方が室内に設置され、各電球光源に設けた個々の
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スイッチで、各電球光源の点灯／消灯が制御されることによって、室内の照明光の色温度
が切り替えられていた。
【０００３】
　或いは、白色電球を光源とし、様々な光学フィルタを用いて色相や色温度を調整する大
掛かりな照明装置が、舞台照明のような照明光の色や白色の色温度が重要な演出要素とな
る舞台照明のような特殊用途下で使用されていた。
【０００４】
　近年、従来の照明機器に代わる照明機器として、光源にＬＥＤ（発光ダイオード）を用
いたＬＥＤ電球のようなＬＥＤ照明装置が普及し始めている。ＬＥＤ照明装置の特徴とし
て、白熱電球や蛍光灯と比べて消費電力が低く、且つ耐久性が高いことが挙げられる。上
述のような白色光源の色相や色温度の調整を、白色ＬＥＤを用いて実現することが望まれ
ている。
【０００５】
　本発明に関連する先行技術としては、一対のＬＥＤ又は一対のＬＥＤブランチ（複数の
ＬＥＤが直列接続されたもの）の両端に交流電圧を印加する回路がある（例えば、特許文
献１、２、３等）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－２３１５２５号公報
【特許文献２】米国特許公報第６４１２９７１号公報（FIG. 23, FIG. 25, FIG. 26）
【特許文献３】特開２００２－２８１７６４号公報（図１）
【特許文献４】特表２００５－５１３８１９号公報（図２，図３）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　白色照明の調光をＬＥＤを用いて実現しようとする場合、色温度の異なる複数の白色Ｌ
ＥＤを用意し、これらの白色ＬＥＤに対する個別の点灯／消灯制御によって照明光の色温
度が調整されるようにすることが可能である。
【０００８】
　しかしながら、単一のＬＥＤ照明器具に供給する駆動電流の調整でＬＥＤ照明の色温度
を可変とすることができれば、幅広いユーザに当該ＬＥＤ照明器具を訴求することが可能
になる。
【０００９】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、ユーザの操作に応じて一組のＬＥＤ
素子に輝度（発光量）及び色度（色相、色温度）を調整可能な駆動電流を供給可能な技術
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の態様は、極性を逆にして並列接続された発光波長域が相互に異なる一組
の(a set of)ＬＥＤ素子と、該一組のＬＥＤ素子に駆動電流を供給するための一対の(a p
air of)端子とを含む白色ＬＥＤ発光デバイスに前記一対の端子を介して駆動電流として
の交流電流を供給する駆動電流供給部と、
　前記交流電流の１サイクル中の正の半サイクルと負の半サイクルとの夫々において前記
白色ＬＥＤ発光デバイスに供給される正の駆動電流量と負の駆動電流量との夫々を規定す
る個別量規定部と、
　前記個別量規定部により規定される正の駆動電流量及び負の駆動電流量を調整する操作
量を前記個別量規定部に付与するための操作部と
を含む白色ＬＥＤ発光デバイスの調光装置である。
【００１１】
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　本発明の第１の態様は、前記１サイクル中に前記白色ＬＥＤ発光デバイスに供給される
前記正の駆動電流量と前記負の駆動電流量との総量を両者の比率を変えることなく増減す
る総量規定部をさらに含み、
　前記操作部は、操作に応じて、前記総量規定部により規定される前記総量を調整する操
作量を前記総量規定部に付与するように構成されていても良い。
　本発明の第１の態様は、前記個別量規定部が、前記操作部の操作量に応じて前記正の半
サイクル及び前記負の半サイクルにおける正の駆動電流の供給開始タイミング及び負の駆
動電流の供給開始タイミングを規定する、ように構成されていても良い。
【００１２】
　また、本発明の第１の態様は、前記個別量規定部が、
　　前記白色ＬＥＤ発光デバイスに対する前記正及び負の駆動電流の供給開始及び供給停
止を制御するトライアックと、
　　前記トライアックに対し、前記正の駆動電流の供給開始トリガ、及び前記負の駆動電
流の供給開始トリガを与えるトリガ発生部と、
　　前記トリガ発生部が前記正の駆動電流の供給開始トリガを発する時定数を決定するた
めの第１可変抵抗器と、前記トリガ発生部が前記負の駆動電流の供給開始トリガを発する
時定数を決定するための第２可変抵抗器とを含む時定数回路とを含み、
　前記操作部は、前記第１可変抵抗器の抵抗値を調整するための第１操作部と、前記第２
可変抵抗器の抵抗値を調整するための第２操作部とを含む、ように構成されていても良い
。
【００１３】
　また、本発明の第１の態様は、前記個別量規定部は、前記白色ＬＥＤ発光デバイスに対
する前記正及び負の駆動電流の供給開始及び供給停止を制御するトライアックと、
　　前記トライアックに対し、前記正の駆動電流の供給開始トリガ、及び前記負の駆動電
流の供給開始トリガを与えるトリガ発生部と、
　可変抵抗器が有する可動点から一方の側が前記トリガ発生部が前記正の駆動電流の供給
開始トリガを発する時定数Ａを決定するための抵抗器ａとなり、前記可動点から他方の側
が前記負の駆動電流の供給開始トリガを発する時定数Ｂを決定するための抵抗器ｂとなる
、２つの時定数回路とを含み、
　前記操作部は、操作に応じて前記可変抵抗器の可動点の位置を調整する第１調整部を含
む、ように構成されていても良い。
【００１４】
　また、本発明の第１の態様は、前記総量規定部が、前記抵抗器ａとともに前記トリガ発
生部が前記正の駆動電流の開始トリガを発する時定数Ａを決定するために使用され、且つ
前記抵抗器ｂとともに前記トリガ発生部が前記負の駆動電流の開始トリガを発する時定数
Ｂを決定するために使用される共通可変抵抗器をさらに含み、
　前記操作部は、前記第１調整部の操作から独立した操作に応じて、前記共通可変抵抗器
の抵抗値を調整する第２調整部をさらに含む、ように構成されていても良い。
【００１５】
　また、本発明の第１の態様は、前記操作部が、同軸で配置された、前記第１調整部とし
ての第１ダイヤルと前記第２調整部としての第２ダイヤルとを含む、ように構成されてい
ても良い。
【００１６】
　また、本発明の第１の態様は、前記操作部が、前記第１調整部としての第１のスライド
つまみと、前記第２調整部としての第２のスライドつまみとを含む、ように構成されてい
ても良い。
【００１７】
　また、本発明の第１の態様は、前記操作部が、前記第１調整部としての前記一方の側へ
の移動ボタンと前記他方の側への移動ボタンと、前記第２調整部としての前記抵抗値の上
昇ボタンと前記抵抗値の下降ボタンとを含むタッチパネルを含み、
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　前記個別量規定部は、前記抵抗値の上昇ボタン又は前記抵抗値の下降ボタンの押下操作
に応じて、前記共通可変抵抗器と等価な抵抗を少なくとも１つのトランジスタを用いて生
成し、
　前記総量規定部は、前記一方の側の移動ボタン又は前記他方の側への移動ボタンの操作
に応じて前記可変抵抗器と等価な抵抗を少なくとも１つのトランジスタで生成する、よう
に構成されていても良い。
【００１８】
　また、本発明の第１の態様は、前記個別量規定部が、前記交流電流の交流電圧と周期が
等しい三角波電圧を生成する積分回路と、前記積分回路で生成された三角波電圧が入力さ
れる非反転入力端子，前記三角波電圧のスライスレベルを規定する参照電圧として前記交
流電圧が可変抵抗器で分圧された電圧が入力される反転入力端子，及び前記非反転入力端
子及び前記反転入力端子から夫々入力される電圧の比較結果として正負の矩形波電圧を出
力する比較器とを含み、
　前記駆動電流供給部は、前記比較器から正の電圧が出力される期間内で前記正の駆動電
流を前記白色ＬＥＤ発光デバイスに供給する一方で、前記比較器から負の電圧が出力され
る期間内で前記負の駆動電流を前記白色ＬＥＤ発光デバイスに供給し、
　前記操作部は、操作に応じて前記可変抵抗器の抵抗値を調整する、ように構成されてい
ても良い。
【００１９】
　また、本発明の第１の態様は、前記駆動電流供給部は、前記正の駆動電流及び前記負の
駆動電流をパルス状電流として前記白色ＬＥＤ発光デバイスに供給し、
　前記総量規定部は、前記正の駆動電流及び前記負の駆動電流として供給されるパルス状
電流のパルス幅を調整するためのパルス幅調整用可変抵抗器を含み、
　前記操作部は、操作に応じて前記パルス幅調整用可変抵抗器の抵抗値を調整する、よう
に構成されていても良い。
【００２０】
　また、本発明の第１の態様は、前記駆動電流供給部が、前記交流電流の１サイクルにお
ける前記正の半サイクルの所定期間、及び前記負の半サイクルの所定期間の夫々において
、所定のパルス幅を有する１以上のパルス状電流を前記白色ＬＥＤ発光デバイスに供給し
、
　前記正の半サイクルの所定期間内に供給される正のパルス状電流の数又はパルス幅，及
び前記負の半サイクルの所定期間内に供給される負のパルス状電流の数又はパルス幅を規
定する、前記個別量規定部及び前記総量規定部としてのパルス制御部を含み、
　前記操作部は、操作に応じて前記正のパルス状電流の数と前記負のパルス状電流の数と
の一方を増加させるとともに他方を減少させる操作量を前記パルス制御部に付与する第１
の操作部と、操作に応じて前記正のパルス状電流の数又はパルス幅と前記負のパルス状電
流の数又はパルス幅とを等しい割合で増減させる操作量を前記パルス制御部に付与する第
２の操作部とを含む、ように構成されていても良い。
【００２１】
　また、本発明の第１の態様は、前記駆動電流供給部が、前記白色ＬＥＤ発光デバイスの
前記一対の端子と夫々接続される二つの配線の一方から前記正のパルス状電流及び前記負
のパルス状電流を供給し、
　前記一対の端子と前記二つの配線の接続状態を切り替える切替スイッチをさらに含む、
ように構成されていても良い。
【００２２】
　また、本発明の第１の態様は、前記パルス制御部が、前記第１の操作部及び前記第２の
操作部の操作に応じた前記正のパルス状電流の数又はパルス幅に相当するレジスタ値を保
持する第１のレジスタ，及び前記第１の操作部及び前記第２の操作部の操作に応じた前記
負のパルス状電流の数又はパルス幅に相当するレジスタ値を保持する第２のレジスタを含
み、
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　前記駆動電流供給部は、前記白色ＬＥＤ発光デバイスの前記一対の端子と夫々接続され
る二つの配線の一方から前記第１のレジスタのレジスタ値に応じた前記正のパルス状電流
，及び前記第２のレジスタのレジスタ値に応じた前記負のパルス状電流を前記白色ＬＥＤ
発光デバイスに供給し、
　前記一対の端子と前記二つの配線の接続状態を切り替える前記操作部の操作に応じて、
前記第１のレジスタのレジスタ値と前記第２のレジスタのレジスタ値とを入れ替える、よ
うに構成されていても良い。
【００２３】
　また、本発明の第１の態様は、前記駆動電流供給部が、前記白色ＬＥＤ発光デバイスの
前記一対の端子と夫々接続される二つの配線の一方から前記正のパルス状電流及び前記負
のパルス状電流を供給し、
　前記二つの配線の一方から前記正負の半サイクルの各所定期間内に前記白色ＬＥＤ発光
デバイスに夫々供給される、前記正のパルス状電流及び前記負のパルス状電流の各平均値
に比例する第１の電圧値及び第２の電圧値とを検出する検出部と、
　前記第１の電圧値を前記正のパルス状電流の数に相当する第１のフィードバックレジス
タ値に変換するとともに、前記第２の電圧値を前記負のパルス状電流の数に相当する第２
のフィードバックレジスタ値に変換する変換部と、
　前記第１のフィードバックレジスタ値と前記第１のレジスタに格納されているレジスタ
値とを対比し、両者が異なる場合に前記第１のレジスタの値を前記第１のフィードバック
レジスタ値に書き換えるとともに、前記第２のフィードバックレジスタ値と前記第２のレ
ジスタに格納されているレジスタ値とを対比し、両者が異なる場合に前記第２のレジスタ
の値を前記第２のフィードバックレジスタ値に書き換えるフィードバック制御部とをさら
に含む、ように構成されていても良い。
【００２４】
　また、本発明の第２の態様は、発光波長域の異なる一組のＬＥＤ素子群と、当該ＬＥＤ
素子群に対して駆動用電流を供給する調光装置を備えた照明システムであって、
　各ＬＥＤ素子群の夫々に供給すべき個別電力を制御する個別電力制御部と、
　前記個別電力の比を変えることなく前記一組のＬＥＤ素子群に供給される個別電力の合
計値を増減する総電力制御部と
を含み、
　前記個別電力の夫々及び前記個別電力の合計値が同一の時間軸上で制御されることを特
徴とする照明システムである。
【００２５】
　また、第２の態様は、極性を逆にして並列接続された前記一組のＬＥＤ素子群の一方に
供給すべき個別電力として正の駆動電流が供給され、前記一組のＬＥＤ素子群の他方に供
給すべき個別電力として負の駆動電流が供給されるように、前記各ＬＥＤ素子群の夫々に
供給すべき個別電力の極性を切り替える切替手段をさらに含むように構成されていても良
い。
【００２６】
　また、本発明の第２の態様は、前記個別電力制御部は、前記各ＬＥＤ素子群の夫々に供
給すべき個別電力を独立に制御するように構成されていても良い。
【００２７】
　また、本発明の第２の態様は、前記個別電力制御部が個別電力を決定するための操作量
を付与する一方で、前記総電力制御部が前記合計値を増減するための操作量を付与する操
作部をさらに含むように構成されていても良い。
【００２８】
　また、本発明の第２の態様は、直流電源と、
　前記直流電源からの直流電流を用いて、前記一組のＬＥＤ素子群の駆動用電流を出力す
る供給部をさらに含み、
　前記個別電力制御部及び前記総電力制御部は、前記供給部が所定の波形を有する前記駆
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動用電流を出力するための制御信号を前記供給部に付与し、
　前記供給部は、前記制御信号の波形と同形の波形を有する前記駆動用電流を出力するよ
うに構成されていても良い。
【００２９】
　本発明の第３の態様は、発光波長域の異なる一組のＬＥＤ素子群へ駆動用電流を供給す
る調光装置であって、
　各ＬＥＤ素子群の夫々に供給すべき個別電力を制御する個別電力制御部と、
　前記個別電力の比を変えることなく前記一組のＬＥＤ素子群に供給される個別電力の合
計値を増減する総電力制御部とを含み、
　前記個別電力の夫々及び前記個別電力の合計値が同一の時間軸上で制御されることを特
徴とする調光装置である。
【００３０】
　本発明の第３の態様は、直流電源と、
　前記直流電源からの直流電流を用いて、前記一組のＬＥＤ素子群の駆動用電流を出力す
る供給部をさらに含み、
　前記個別電力制御部及び前記総電力制御部は、前記供給部が所定の波形を有する前記駆
動用電流を出力するための制御信号を前記供給部に付与し、
　前記供給部は、前記制御信号の波形と同形の波形を有する前記駆動用電流を出力するよ
うに構成されていても良い。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、ユーザの操作に応じて一組のＬＥＤ素子に輝度（発光量）及び色度（
色相、色温度）を調整可能な駆動電流を供給可能な技術を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】第１実施形態における白色ＬＥＤ発光デバイスの調光装置の回路構成例を示す図
である。
【図２】図２（Ａ）は、調光回路に印加される商用電源波形を示し、図２（Ｂ）は、トリ
ガダイオードに印加される電圧（キャパシタに対する電荷のチャージの様子）を示す。
【図３】第２実施形態における白色ＬＥＤ発光デバイスの調光装置の回路構成例を示す図
である。
【図４】図４（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）は、第２実施形態で適用可能な操作部の構成例を示
す。
【図５】第３実施形態における白色ＬＥＤ発光デバイスの調光装置の回路構成例を示す図
である。
【図６】第３実施形態における調光装置内の波形説明図である。
【図７】第３実施形態における調光装置内の波形説明図である。
【図８】第４実施形態における白色ＬＥＤ発光デバイスの調光装置の回路構成例を示す図
である。
【図９Ａ】第４実施形態における調光装置内の波形説明図である。
【図９Ｂ】第４実施形態におけるマイクロプロセッサのプログラム処理を示すフローチャ
ートである。
【図１０Ａ】第４実施形態における調光装置内の波形説明図である。
【図１０Ｂ】第４実施形態におけるマイクロプロセッサのプログラム処理（輝度上昇処理
）を示すフローチャートである。
【図１０Ｃ】第４実施形態におけるマイクロプロセッサのプログラム処理（輝度低下処理
）を示すフローチャートである。
【図１１Ａ】第４実施形態における調光装置内の波形説明図である。
【図１１Ｂ】第４実施形態におけるマイクロプロセッサのプログラム処理（色温度低下処
理）を示すフローチャートである。
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【図１１Ｃ】第４実施形態におけるマイクロプロセッサのプログラム処理（色温度上昇処
理）を示すフローチャートである。
【図１２】第５実施形態におけるマイクロプロセッサのプログラム処理（極性変換処理）
を示すフローチャートである。
【図１３】第６実施形態における白色ＬＥＤ発光デバイスの調光装置の一部の回路構成例
を示す図である。
【図１４Ａ】第６実施形態におけるマイクロプロセッサのプログラム処理（フィードバッ
ク制御）を示すフローチャートである。
【図１４Ｂ】第６実施形態におけるマイクロプロセッサのプログラム処理（フィードバッ
ク制御）を示すフローチャートである。
【図１５】図１５は、第７実施形態に係る照明システムの構成例を示す。
【図１６Ａ】図１６Ａは、発光モジュールを構成する半導体発光装置（白色ＬＥＤ）内の
、パッケージの概略構成の斜視図である。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、パッケージに設けられた半導体発光素子（ＬＥＤチップ）に電
力を供給する配線の実装状態を示す図である。
【図１６Ｃ】図１６Ｃは、図１６Ａ及び図１６Ｂに示すパッケージを電気的記号を用いて
模式化した図である。
【図１７】図１７は、図１６Ａに示す白色ＬＥＤにおいて、上記配線を含む面で切断した
場合の断面図である。
【図１８】図１６Ａから図１６Ｃに示す半導体発光装置での半導体発光素子と基板との接
続関係を示す図である。
【図１９】図１６Ａから図１６Ｃに示す半導体発光装置において、各分割領域部からの出
力光に設定される白色光の色度点と黒体輻射軌跡との関係を示す図である。
【図２０】図１９に示す白色光の色度点と黒体輻射軌跡との関係についての要部拡大図で
ある。
【図２１】図２１（ａ）は本発明の実施例に係る発光モジュールの構成を示す図であり、
図２１（ｂ）は該発光モジュールにおける半導体発光装置の配置について簡略に示す図で
ある。
【図２２】図２１に示す発光モジュールでの、半導体発光装置間の電力供給のための配線
の状態を示す図である。
【図２３】図２３は、発光モジュールの発光制御のために各白色ＬＥＤに印加される電圧
の一例を示す。
【図２４】図２４は、図２２において、抵抗器Ｒ１及びＲ２が除かれている場合において
、ＬＥＤチップの夫々に対する所定の印加時間の比（Ｔ１／Ｔ２）で、且つ所定の駆動電
圧比でＬＥＤチップを駆動可能な制御回路の構成例を示す。
【図２５】図２５は、第９実施形態に係る白色ＬＥＤを電気的記号を用いて模式化した図
である。
【図２６】図２６は、発光モジュールを電気的記号を用いて模式化した図である。
【図２７】図２７は、交流電源回路により、各白色ＬＥＤに供給される電流の例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。実施形態の構成は例示であ
り、本発明は実施形態の構成に限定されない。
【００３４】
　〔第１実施形態〕
　図１は、本発明の第１実施形態における白色ＬＥＤ調光装置（白色調色装置）の回路構
成例を示す図である。図１において、ＬＥＤ調光回路は、白色ＬＥＤ発光デバイス２０（
以下、発光デバイス２０と称する）の発光により得られる白色照明光の色相を調整する。
【００３５】
　ここに、発光デバイス２０は、サファイヤ基板上に製作された発光ダイオード群であっ
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て、複数個（例えば２０個）のＬＥＤ素子が夫々直列に接続された一組のＬＥＤ群２２Ａ
，ＬＥＤ群２２Ｂが互いに逆方向（逆極性）で並列接続され、ＬＥＤ群２２ＡとＬＥＤ群
２２Ｂとを並列接続する配線の夫々から引き出された二つの端子２３Ａ，２３Ｂを有して
いる。二つの端子２３Ａ，２３Ｂ間には、交流電流が通電されることにより、正の電流の
通電時には、ＬＥＤ群２２ＡとＬＥＤ群２２Ｂとの一方が点灯し、他方は消灯する。負の
電流の通電時には、一方が消灯し、他方が点灯する。
【００３６】
　図１に示す例では、ＬＥＤ群２２Ａには交流の正の半サイクルで駆動電流が供給される
一方で、ＬＥＤ群２２Ｂには、交流の負の半サイクルで駆動電流が供給されるように回路
接続されている。
【００３７】
　本実施形態において、ＬＥＤ群２２Ａ，２２Ｂの夫々に含まれるＬＥＤ素子の夫々は、
発光波長が４１０ｎｍで、順方向電流のときの端子電圧は３．５Ｖ、ＬＥＤ素子を２０個
直列に接続した場合には、７０Ｖの直流で最大光量を発生する。
【００３８】
　発光デバイス２０を構成するＬＥＤ群２２ＡのＬＥＤ素子には、発光波長４１０ｎｍの
光で刺激（励起）すると約３０００°Ｋの白色を発光する蛍光体が埋め込まれており、端
子２３Ａ，２３Ｂ間に供給される交流の正負の一方の半サイクルで点灯する。
【００３９】
　これに対し、ＬＥＤ群２２Ｂを構成する各ＬＥＤ素子は、発光波長４１０ｎｍの光で刺
激（励起）すると約５０００°Ｋの白色を発光する蛍光体が埋め込まれており、端子２３
Ａ，２３Ｂ間に供給される交流の正負の他方の半サイクルで点灯する。
【００４０】
　但し、ＬＥＤ群２２Ａ，２２Ｂを構成する複数のＬＥＤ素子の数は適宜変更可能であり
、一つのＬＥＤ素子であっても良い。また、ＬＥＤ群２２Ａ，２２Ｂが発する白色光は、
相互に異なる必要があるが、色温度（発光波長領域）は適宜選択可能である。
【００４１】
　調光回路は、交流電源入力端子１０と、トライアック３０と、トリガダイオード４０と
、時定数回路５０と、ヒステリシス除去回路７０と、保護回路８０と有している。
【００４２】
　交流電点入力端子１０は、商用電源（交流１００Ｖ）からの電力を調光回路内に供給す
るための端子であり、商用電源に接続するためのプラグを含む。入力端子１０の一方は、
発光デバイス２０の入力端子２３Ａに接続されている。
【００４３】
　トライアック３０は、発光デバイス２０の入力端子２３Ｂに接続されており、各ＬＥＤ
群２２Ａ，２２Ｂに対する交流１サイクル中の通電期間において、プラグ１０から入力さ
れた交流電流を通電する。トライアック３０は、半サイクルの或る時点でオン（点弧）す
ると、当該半サイクルが終了するまで端子２３Ｂに対して正又は負の電流を供給し続ける
。
【００４４】
　トリガダイオード４０は、トライアック３０が点弧するためのトリガ信号をトライアッ
ク３０に供給する。
【００４５】
　時定数回路５０は、トリガダイオード４０がトライアック３０にトリガ信号を供給する
タイミングを制御する。時定数回路は、直列接続されたダイオード５１，抵抗器５２，及
び可変抵抗器５３と、直列接続されたダイオード６１，抵抗器６２，可変抵抗器６３と、
キャパシタ（コンデンサ）５４とを有し、トリガダイオード４０に接続されている。可変
抵抗器５３，６３には、これらの抵抗値を個別に調整するための操作部（つまみなど）が
設けられる。
【００４６】
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　抵抗器５２，可変抵抗器５３及びキャパシタ５４は、交流の正の半サイクル（サイクル
前半）においてトリガダイオード４０への印加電圧をチャージするＣＲ時定数回路を構成
し、これらの抵抗値及び容量値で決まる時定数に従ってトリガダイオード４０をオンにす
る。ダイオード５１は、逆流防止用のダイオードである。一方、抵抗器６２，可変抵抗器
６３及びキャパシタ５４は、交流の負の半サイクル（サイクル後半）においてトリガダイ
オード４０への印加電圧をチャージするＣＲ時定数回路を構成し、これらの抵抗値及び容
量値で決まる時定数に従ってトリガダイオード４０をオンにする。
【００４７】
　図２（Ａ）は、調光回路に印加される商用電源波形を示し、図２（Ｂ）は、トリガダイ
オード４０に印加される電圧（キャパシタ５４に対する電荷のチャージの様子）を示す。
図２（Ａ）に示すように、調光回路には、サインカーブの交流電圧が印加される。正の半
サイクルにおいて、電圧印加の開始と同時に、時定数回路５０のキャパシタ５４に対する
正のチャージが開始され、キャパシタ５４にチャージされた電荷が所定量になる時間ｔ１
で、トリガダイオード４０がトリガ信号をトライアック３０に供給し、トライアック３０
が点弧し、発光デバイス２０に対する正の電流供給を開始する。電流供給は半サイクルの
終了まで継続される。負の半サイクルでは、正の半サイクルと極性を反対にした同様の動
作が行われ、時間ｔ２でトライアック３０が点弧し、負の電流が発光デバイス２０に供給
される。
【００４８】
　このように、正負の各半サイクルで、時定数回路５０の時定数に従ったタイミングでト
ライアック３０が点弧し、発光デバイス２０に対して駆動電流を供給する。図２（Ａ）の
斜線部分が、正負の半サイクルで発光デバイス２０に供給される電圧（電流）を示す。時
定数は、可変抵抗器５３，６３の抵抗値によって変化する。すなわち、可変抵抗器５３の
抵抗値が小さくなる程、時定数は小さくなり、トライアック３０が点弧するタイミングが
早まる。このように、可変抵抗器５３，６３の抵抗値を変化させることで、ＬＥＤ群２２
Ａ，２２Ｂに対する半サイクル中の通電時間、すなわち電流値を可変にすることができる
。可変抵抗器５３，６３の抵抗値は個別に操作可能である。よって、第１実施形態の調光
回路では、正負の半サイクルにおける通電時間を個別に制御（調整）することができる。
【００４９】
　ヒステリシス除去回路７０は、交流の正負の半サイクルの終了までにキャパシタ５４に
チャージされた残留電荷を除去して、ヒステリシスを除去するための回路である。
【００５０】
　保護回路８０は、発光デバイス２０及びトライアック３０に対して並列接続されており
、その一端は発光デバイス２０の端子２３Ａに接続され、一方は接地されている。保護回
路８０は、ツェナーダイオード８１，８２を有しており、インパルスやサージが発生した
ときに降伏して発光デバイス２０を保護する。
【００５１】
　次に、調光回路の動作例（操作例）について説明する。最初に、可変抵抗器５３，６３
の操作部を操作して、これらの各抵抗値を最大値に設定する。プラグ１０を図示しない商
用電源１００Ｖに接続する。すると、調光回路には、交流電圧（交流電流）が供給される
状態となる。
【００５２】
　すると、発光デバイス２０（負荷）には、図２（Ａ）の斜線で示す電流が流れる。これ
により、各ＬＥＤ群２２Ａ，２２Ｂは、各半サイクルの後半部分で間欠的に発光し、人間
の目には暗く点灯したように感じる。
【００５３】
　次に、可変抵抗器５３の操作部を操作して抵抗値を減少させると、トライアック３０の
点弧タイミングが早まり、交流電流の正の半サイクルにおける平均電流値が増加し、人間
の目にはやや明るく点灯したように感じる。
【００５４】
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　さらに、可変抵抗器６３の操作部を操作して抵抗値を減少させると、交流電流の負の半
サイクルにおける平均電流値が増加し、人間の目にはさらに明るく点灯したように感じる
。このとき、ＬＥＤ群２２Ｂから照射される５０００°Ｋの白色の発光が、発光デバイス
２０の光量全体の主要な割合を占めるので、ＬＥＤ群２２Ａのみの点灯時よりも明るいだ
けでなく、色温度が上昇したように感じる。
【００５５】
　以上説明したように、第１実施形態によれば、異なる色温度を有するＬＥＤ群２２Ａ，
２２Ｂを、交流の各半サイクルに対応する個別の可変抵抗器５３，６３で個別に制御でき
るので、発光デバイス２０から発せられる光の色温度を３０００°Ｋから５０００°Ｋの
間で、任意の色温度に調整することができる。
【００５６】
　〔第２実施形態〕
　次に、第２実施形態について説明する。第２実施形態における調光回路は、第１実施形
態と共通する構成を有するので、主として相違点について説明し、共通点についての説明
は省略する。
【００５７】
　図３は、第２実施形態における調光回路の回路構成例を示す。第２実施形態における調
光回路は、第１実施形態の時定数回路５０の代わりの時定数回路５０Ａが設けられている
。時定数回路５０Ａは、抵抗器５２Ａと、抵抗器５２Ａに直列接続された可変抵抗器５１
Ａと、可変抵抗器５１Ａに順方向接続されたダイオード５２と、可変抵抗器５１Ａに逆方
向接続されたダイオード６２と、ダイオード５２，６２間を接続する可変抵抗器６４とを
備える。
【００５８】
　可変抵抗器６４の可動点Ｔは、一端側（ダイオード５２側（ａ側））と他端側（ダイオ
ード６２側（ｂ側））との間を移動し、可動点Ｔに設けられた接触子とキャパシタ５４と
が接続される。可変抵抗器５１Ａ及び６４の夫々は、図示しない操作部の操作によって抵
抗値が可変になっている。
【００５９】
　このような構成により、可変抵抗器５１Ａの抵抗値の増減で、発光デバイス２０に供給
される全電流を増減することができる。すなわち、発光デバイス２０の総光量を増減する
ことができる。
【００６０】
　また、可変抵抗器６４の可動点Ｔがａ側に近づく（ａ側の按分が小さくなる）程、交流
の正の半サイクルにおける抵抗値（時定数）が小さくなる一方で、負の半サイクルにおけ
る抵抗値（時定数）が大きくなる。可動点Ｔがｂ側に近づく程、正の半サイクルにおける
抵抗値（時定数）が大きくなり、且つ負の半サイクルにおける抵抗値（時定数）が小さく
なる。よって、可動点Ｔの位置で、正負の各半サイクルにおけるトライアック３０の点弧
タイミングを可変にすることができる。
【００６１】
　第２実施形態(図３)の調光回路の動作例（操作例）は、以下のようになる。最初に、可
変抵抗器５１Ａの抵抗値が最大値に設定される。一方、可変抵抗器６４の可動点Ｔは、ａ
側とｂ側の中間点に位置し、ａ側の抵抗値とｂ側の抵抗値とが等しくなるように操作部の
操作によって位置調整される。
【００６２】
　次に、プラグ１０が図示しない商用電源１００Ｖに接続される。その後、可変抵抗器６
４の操作部を操作して、可動点Ｔをａ側に近づけると、可変抵抗器５２Ａ，可変抵抗器の
ａ側の按分とキャパシタ５４で構成される時定数が小さくなり、ＬＥＤ群２２Ａに供給さ
れる平均電流が増加し、発光デバイス２０のＬＥＤ群２２Ａの光量が増加する。
【００６３】
　一方、可動点Ｔをａ側に近づけると、可変抵抗器５１Ａと、可変抵抗器６４のｂ側の按
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分とキャパシタ５４とで構成される時定数が大きくなり、ＬＥＤ群２２Ｂに供給される平
均電流が減少し、発光デバイス２０ＬＥＤ群２２Ｂの光量が減少する。逆に、可動点Ｔを
ｂ側に近づけると、ＬＥＤ群２２Ａの光量が減少し、ＬＥＤ群２２Ｂの光量が増加する。
【００６４】
　第２実施形態によれば、可変抵抗器５１Ａの操作によって、異なる色温度をもつ発光デ
バイス２０のＬＥＤ群２２Ａ，２２Ｂの総光量を調整することができる。また、ＬＥＤ群
２２Ａと２２Ｂとに供給される電流供給量（電流の強さ）の比を調整することができる。
総光量と電流供給量の比とは相互に独立して操作可能である。よって、発光デバイス２０
からの光を３０００°Ｋから５０００°Ｋの間で所望の色温度に調整することができる。
【００６５】
　また、第２実施形態によれば、可変抵抗器５１Ａの操作部を「光量つまみ（光量操作部
）」とし、可変抵抗器６４の操作部を「色調つまみ（色調操作部）」とに分離することが
できるので、第１実施形態の構成に比べてユーザが調整対象を直感的に認識することがで
き、第１実施形態よりも好適なマンマシン・インタフェースを提供することが可能となる
。
【００６６】
　図４（Ａ），（Ｂ），（Ｃ）は、第２実施形態で適用可能な操作部の構成例を示す。図
４（Ａ）に示す操作部５５は、可変抵抗器５１Ａの操作用のダイヤルつまみ５５ａ（光量
調整用つまみ）と、可変抵抗器６４の操作用のダイヤルつまみ５５ｂ（色調調整用つまみ
）とが同軸に配置された二重ダイヤル式の操作部である。
【００６７】
　このような二重ダイヤルの構成を採用することで、ユーザが迷うことなく明度（光量）
と色度（色調）とを調整することができる。当該操作部５５は、例えば、室内照明機器の
ように頻繁に点滅や調光を行う用途に好適である。
【００６８】
　図４（Ｂ）に示す操作部５６は、スライド型の可変抵抗器５１Ａ，６４を適用した場合
に適用される操作部である。図４（Ａ）に示したような回転ダイヤルつまみでは、つまみ
の回転量と、操作量（明度、色調）との関係が直感的に分かりにくい。操作部５６では、
明度及び色調に応じたスライドつまみ５６ａ及び５６ｂが設けられているので、そのつま
み位置と、操作量との関係を直感的に知ることができる。
【００６９】
　図４（Ｃ）に示す操作部５７は、タッチセンサ型の操作部を示し、公知のＸ－Ｙ接点型
タッチセンサ５８と、デコーダ回路５９とを備える。デコーダ回路５９は、Ｘ方向３本、
Ｙ方向４本の合計７本の電線の接点を検出し、タッチセンサに設けられた上下の押しボタ
ン５７ａ，５７ｂ（明度調整）、左右の押しボタン５７ｃ，５７ｄ（色調調整）のタッチ
操作を検出する。デコーダ５９は、等価的に可変抵抗器５１Ａ，６４として動作する１以
上のトランジスタを含み、検出結果に応じて１以上のトランジスタの動作を制御する。操
作部５７は、操作部５５及び５６に比べて物理的な可動部品を持たない分、高い耐久性を
期待することができる。
【００７０】
　〔第３実施形態〕
　次に、商用交流周波数から独立な自励発振周波数を用いる、第３実施形態について説明
する。図５は、第３実施形態に係る調光装置の構成例を示す図である。図５において、調
光装置は、入力端子１０Ａと、半波倍電圧整流回路９０（以下、整流回路９０と表記）と
、クロック生成回路１００と、デューティ比調整回路１１０と、相補トランジスタ３１，
３２を有するプッシュプル形駆動回路１２０（以下、駆動回路１２０と表記）と、自励発
振周波数を発生する駆動パルス発生・可変回路１３０（以下、パルス幅調整回路１３０と
表記）とを備え、駆動回路１２０によって発光デバイス２０が駆動される。発光デバイス
２０は、第１及び第２実施形態のものと同じである。但し、図５からは、端子２３Ａ及び
２３Ｂの図示が省略されている。
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【００７１】
　また、図５に示す調光回路は、入力端子１０Ａから入力される商用電源１００Ｖの入力
交流電圧が整流回路９０で整流される。すなわち、正の電圧はダイオード１１で整流され
て、配線２０１には約１２０Ｖの正の直流電圧が供給され、負の電圧はダイオード１２で
整流されて配線３０１には約１２０Ｖの負の直流電圧が供給される。配線２００は、配線
２０１及び配線３０１に対する共通アース電位となっている。
【００７２】
　また、クロック生成回路１００及びデューティ比調整回路１１０が夫々有するコンパレ
ータ（オペアンプ）１０１，１０２、及び駆動パルス発生・可変回路１３０には、回路動
作用の図示しない電源回路から、配線２００を共通アース電位とする±１５Ｖが供給され
ている。
【００７３】
　以下に調光回路の各部の動作を説明する。図６、図７は、調光回路内の波形説明図であ
る。図６（ａ）は、入力端子１０Ａに入力される交流電圧を示す。図６（ｂ）は、コンパ
レータ１０１からの出力波形を示す。図６（ｃ）は、デューティ比調整回路１１０に含ま
れる積分器（抵抗器Ｒ０及びキャパシタＣ０）によって形成される三角波を示す。図６（
ｄ）は、コンパレータ１０２からの出力波形を示す。図７（ａ）は、コンパレータ１０２
からの出力波形を示し、図７（ｂ）は、ＬＥＤ群２２Ａ及び２２Ｂに供給される電流波形
を模式的に示し、図７（ｃ）はＬＥＤ群２２Ａ及び２２Ｂに供給される電流波形を模式的
に示す。
【００７４】
　クロック生成回路１０１では、入力端子１０の入力交流電圧（５０Ｈｚ、１００Ｖ）が
配線２１０から供給され、抵抗器Ｒ１及びＲ２の比（Ｒ１／Ｒ２）で定まる分圧がコンパ
レータ１０１に入力される。コンパレータ１０１の駆動により、コンパレータ１０１の出
力側の配線２０３に、図６（ｂ）で示すような矩形波電圧が出力される。矩形波電圧は、
入力交流電圧（図６（ａ））の半サイクル期間ｔ０毎にオン／オフするクロックとして利
用される。
【００７５】
　デューティ比調整回路１１０では、抵抗器Ｒ０とキャパシタＣ０とで構成される積分回
路により、三角波が生成されて、コンパレータ１０２の非反転入力端子（＋Ｖ）に入力さ
れる。一方、コンパレータ１０２の反転入力端子（－Ｖ）は、一端が抵抗Ｒ３を介して配
線２０１に接続され、他端が配線２００に接続された可変抵抗器６１Ａの可動点に接続さ
れている。これにより、コンパレータ１０２の反転入力端子には、可変抵抗器６１Ａの可
動点の位置に応じた電圧が参照電圧として入力される。
【００７６】
　コンパレータ１０２において、参照電圧は、非反転入力端子から入力される三角波のス
ライスレベルとして作用する。すなわち、コンパレータ１０２は、三角波がスライスレベ
ルより高いときには正の出力を行い、三角波より低い場合には、負の出力を行う。よって
、コンパレータ１０２からは、電圧が参照電圧より高い正の期間ｔ１と、参照電圧より低
い負の期間ｔ２とが交互に繰り返される矩形波が出力される（図６（Ｄ）参照）。期間ｔ
１は、スライスレベルが非反転入力端子に入力される電圧に近づく程、短くなる。
【００７７】
　駆動回路１２０は、トランジスタ３１，３２，３３，３４を有しており、トランジスタ
３３及び３１は、コンパレータ１０２の出力が正の期間である期間ｔ１において、発光デ
バイス２０のＬＥＤ群２２Ｂに配線２２０を介して正の駆動電流を供給するスイッチとし
て機能し、トランジスタ３４及び３２は、コンパレータ１０２の出力が負の期間である期
間ｔ２において、ＬＥＤ群２２Ａに配線２２０を通じて負の駆動電流を供給するスイッチ
として機能する。
【００７８】
　自励発振周波数形のパルス幅調整回路１３０は、ＬＥＤ群２２Ａ，２２Ｂに供給される
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、期間ｔ１，ｔ２における駆動電流量の調整回路であり、パルス幅変調（ＰＷＭ）回路で
構成される。すなわち、パルス幅調整回路１３０は、主たる構成として、自励発振回路９
５と、パルス・デューティ比調整回路９６と、可変抵抗器５１Ｂを備えている。
【００７９】
　パルス幅調整回路１３０は、自励発振回路９５で生成される５００Ｈｚの基本パルスの
デューティ比を、パルス・デューティ比調整回路９６でのＰＷＭにより可変抵抗器５１Ｂ
の抵抗値に応じたデューティ比に調整して出力する。ここに、可変抵抗器５１Ｂの抵抗値
が高くなるほど、デューティ比が大きくなるように構成されている。
【００８０】
　パルス幅調整回路１３０の出力（パルス）は、コンパレータ１０２の出力が入力される
ＡＮＤ（論理積）回路３５及びＯＲ（論理和）回路３６に入力される。ＡＮＤ回路３５の
出力端子はトランジスタ３３のベースに入力されており、トランジスタ３１のベースは、
トランジスタ３１のコレクタに接続されている。よって、コンパレータ１０２の出力が正
であり、且つパルス幅調整回路１３０からの出力がオンである場合にＡＮＤ回路３５がオ
ンとなって、トランジスタ３３がオンになり、続いてトランジスタ３１がオンになって、
ＬＥＤ群２２Ｂに対して正の電圧による駆動電流が供給され、ＬＥＤ群２２Ａが点滅する
。
【００８１】
　一方、コンパレータ１０２の出力が負である期間ｔ２においては、パルス幅調整回路１
３０の反転入力が負である区間において、ＯＲ回路３６がオンとなり、トランジスタ３４
及びトランジスタ３２がオンとなって、ＬＥＤ群２２Ａに対して負の電圧による駆動電流
が供給され、ＬＥＤ群２２Ａが点滅する。
【００８２】
　よって、図７（ｂ）に示すように、期間ｔ１及び期間ｔ２（図７（ａ））において、パ
ルス幅調整回路１３０から出力されるパルス数及びパルス幅に応じたパルス状の駆動電流
がＬＥＤ群２２Ａ、ＬＥＤ群２２Ｂに供給される。このようにして、第３実施形態におい
ても、１サイクルにおける各ＬＥＤ群２２Ａ，２２Ｂにおける駆動電流の供給期間（デュ
ーティ比）を可変抵抗器６１Ａの操作部（つまみなど）で変更することで、ＬＥＤ群２２
ＡとＬＥＤ群２２Ｂに対する電力供給量（駆動電流量）を異ならせることができる。すな
わち、発光デバイス２０の色温度を可変にすることができる。
【００８３】
　そして、可変抵抗器５１Ｂの抵抗値を図示しない操作部（つまみなど）によって調整し
、パルス幅調整回路１３０から出力されるパルスのデューティ比を上げれば、図７（ｃ）
に示すように、ＬＥＤ群２２Ａ，２２Ｂに供給されるパルス幅が広くなる。すなわち、各
ＬＥＤ群２２Ａ，２２Ｂに対する駆動電流の平均電流量を上げることができる。逆の操作
を行えば、各ＬＥＤ群２２Ａ，２２Ｂに対する駆動電流の平均電流量を下げることができ
る。このようにして、第３実施形態においても、発光デバイス２０の総光量を可変にする
ことができる。
【００８４】
　図６、図７に示したような期間ｔ１が期間ｔ２より長い動作状態では、入力交流電圧の
正の半サイクルでＬＥＤ群２２Ａが点滅する時間は、入力交流電圧の負の半サイクルでＬ
ＥＤ群２２Ｂが点滅する時間よりも長い。このようなＬＥＤ群２２Ａ，２２Ｂの点滅は人
間の目には感じられず、ＬＥＤ群２２Ａの色温度（３０００°Ｋ）より高い色温度（５０
００°Ｋ）を有するＬＥＤ群２２Ｂの点灯時間が支配的であるので、人間の目には青っぽ
い白色として感知される。
【００８５】
　これに対し、可変抵抗器６１Ａの操作により、可変抵抗器６１Ａの可動点を中点よりも
正の電位（配線２０１側）に近づけると、正の半サイクルにおけるＬＥＤ群２２Ａの点滅
時間が短くなる一方で、負の半サイクルにおけるＬＥＤ群２２Ｂの点滅時間が長くなるの
で、色温度の低いＬＥＤ群２２Ａの点灯時間が支配的となり、人間の目には赤っぽい白色
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として感知される。可変抵抗器６１Ａは、上記のような色調の調整機能を提供するから、
発光デバイス２０により照射される白色の色温度を３０００°Ｋから５０００°Ｋの間で
連続的に可変とすることができる。
【００８６】
　また、上述したように、第３実施形態では、可変抵抗器５１Ｂの抵抗値の調整で、発光
デバイス２０の総光量、すなわち輝度（明度）を調整することができる。可変抵抗器５１
Ｂの操作によって、回路１３０から出力されるパルス幅を大きくする（デューティ比を大
きくする）と、トランジスタ３１，３２間と発光デバイス２０の一方の端子間を結ぶ配線
２２０（発光デバイス２０の他方の端子は配線２００に接続（接地）されている）に流れ
るパルス状の電流のパルス幅が、図７（ｃ）に示したように、正負の双方において増大す
るので、正負の両極性における平均電流値が増大し、発光デバイス２０の総発光量が増大
する。よって、発光デバイス２０による輝度（明度）を調整できる。
【００８７】
　第３実施形態の構成によれば、第１及び第２実施形態の構成に比べてフリッカーの発生
を抑えることができる利点がある。なお、図５に示した第３実施形態の構成において、駆
動回路１２０及びパルス幅調整回路１３０に代えて、Ｈ型フルブリッジと呼ばれる４つの
半導体スイッチ（トランジスタ）及び制御回路を有する公知の回路チップ（Ｈ型フルブリ
ッジ駆動回路：例えば、東芝社製のＴＡ８４２８Ｋ（Ｓ））を用いて、コンパレータ１０
２からの出力に基づく発光デバイス２０の駆動制御が行われるようにすることができる。
【００８８】
　なお、第１～第３の実施例では商用電源をコンセントから供給するように例示したが、
屋内の商用電源の固定配線から供給することも本発明の実施を妨げない。
【００８９】
　〔第４実施形態〕
　次に、第４実施形態について説明する。第４実施形態では、発光デバイス２０の駆動制
御をマイコンを用いて実施する例について説明する。図８は、第４実施形態の調光回路の
構成例を示す図である。図８において、調光回路は、商用電源１００Ｖと接続される交流
電源の入力端子１０と、２電圧直流電源回路１４０（以下、電源回路１４０と表記）と、
主電源スイッチ１４１と、Ｈ型フルブリッジ駆動回路１５０（以下、駆動回路１５０と表
記）と、メモリ内蔵形マイクロプロセッサ４００（以下、マイコン４００と表記）と、Ｘ
－Ｙマトリクス形押しボタンスイッチ４１０（以下、ＸＹスイッチ４１０と表記）とを備
える。駆動回路１５０は、４つのトランジスタスイッチ（半導体スイッチ）と制御回路１
５１を含む。駆動回路１５０としては、例えば、東芝社製のＴＡ８４２８Ｋ（Ｓ）を適用
することができる。
【００９０】
　上記構成要素は、図示していない縦横１０ｃｍ程度の絶縁型ケースに収められ、発光デ
バイス２０の点灯制御装置４９９を構成する。絶縁型ケースの一面には、ＸＹスイッチ１
４１が外部から操作可能に設けられる。絶縁型ケースは、例えば、上記一面の裏面を建築
物の壁面に設置、或いは、上記一面が外部に露出する状態で一部が建築物の壁中に埋め込
まれる状態で設置される。入力端子１０は、絶縁型ケースに設けられた雌形コネクタであ
っても良く、入力端子１０として、電源ケーブル及びプラグを含むものであっても良い。
また、設置場所は建築物の壁面に限られない。
【００９１】
　発光デバイス２０は、第１～第３実施形態で説明したものとほぼ同じものである。発光
デバイス２０は、多くの場合室内の天井に固定される。発光デバイス２０が有する二つの
端子２３Ａ及び２３Ｂは、配線２２１及び２２２を介して点灯制御装置４９９に接続され
るが、この限りではない。
【００９２】
　電源回路１４０と制御回路１５１の電源端子とを結ぶ配線２０１には、約２４Ｖの正の
直流電圧が供給され、電源回路１４０とマイコン４００の電源端子とを結ぶ配線２０２Ａ
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には、３．３Ｖの正の直流電圧が供給される。そして、電源回路１４０，マイコン４００
，制御装置３５は、配線２００を共通アース電位として接続されている。配線２０１は、
発光デバイス２０を点灯するための電力を供給し、配線２０２Ａはマイコン４００の駆動
電力を供給する。
【００９３】
　ＸＹスイッチ４１０は、複数のＸ線及びＹ線の交差点９箇所のうちどれか一箇所が押し
下げられると、Ｘ線及びＹ線の双方が接地端子Ｇに短絡する回路構造を有しており、且つ
いずれの交差点も押し下げられて無いときには、マイコン４００の入力端子と結ばれる配
線ｂ0～ｂ5は約３．３Ｖに保たれる回路構造を有する。
【００９４】
　マイコン４００は、メモリ内蔵型のマスター・クロックが発振子４０１からの４ＭＨｚ
で動作する程度の廉価なマイクロプロセッサ（MP）を適用することができる。入力端子と
して、電源リセット端子resのほかに６本の入力端子b0～b5を有している。また、マイコ
ン４００は、各々４ビット幅の「ｓｅｔＮ＋レジスタ」と、「ｓｅｔＮ－レジスタ」とを
備えており、出力端子からｓｅｔＮ＋レジスタの値とｓｅｔＮ－レジスタの値を次段のタ
イマ４４０にセット可能となっている。
【００９５】
　タイマ４４０は、タイマ及びカウンタであって、１ＭＨｚのセラミック発振子４４１で
駆動され、出力端子と制御回路１５１の入力端子とを結ぶ配線２４１及び２４２からは、
図９Ａ（ｂ）及び（ｃ）に図示した相補的バースト・パルスを、予め設定されたタイミン
グで、自励出力する。この相補的バースト・パルスはパルス周波数が１０ｋＨｚ、バース
ト繰り返し周波数（図９Ａ（ａ））が約５００Ｈｚとなるように、予め周波数設定がタイ
マ４４０に対して行われている。
【００９６】
　タイマ４４０にセットされるｓｅｔＮ＋レジスタのレジスタ値は、正の半サイクルで供
給されるバースト・パルスの数を制御するために使用される。すなわち、ｓｅｔＮ＋レジ
スタのレジスタ値が大きい程、正の半サイクルで供給されるバースト・パルスの数は増加
する。一方、タイマ４４０にセットされるｓｅｔＮ－レジスタのレジスタ値は、負の半サ
イクルで供給されるバースト・パルスの数を制御するために使用される。すなわち、ｓｅ
ｔＮ－レジスタのレジスタ値が大きい程、負の半サイクルで供給されるバースト・パルス
の数は増加する。なお、タイマ４４０にセットされたカウンタを調整することで、正負の
各半サイクルにおけるバースト・パルスの発生期間（Ｔ１，Ｔ２）を変更することができ
る。ｓｅｔＮ＋レジスタ及びｓｅｔＮ－レジスタの各レジスタ値は、バースト・パルスの
数及びパルス幅を少なくとも一方を制御するために使用されても良い。すなわち、各レジ
スタ値に応じたパルス数及びパルス幅の少なくとも一方を有する正負のバースト・パルス
が出力されるようにしても良い。
【００９７】
　また、図８において、制御回路１５０と発光デバイス２０とを結ぶ配線２２１と配線２
２２との間には、極性変換スイッチ２９０が設けられている。第４実施形態の構成では、
配線２２２と端子２３Ａを接続し、配線２２１と端子２３Ｂとを接続するのが好ましい接
続である。極性変換スイッチ２９０は、配線２２２及び２２１と、発光デバイス２０の端
子２３Ａ，２３Ｂとが逆に接続された場合に、手動で切替操作を行うことにより、実質的
に配線２２２と端子２３Ａが接続され、且つ配線２２１と端子２３Ｂとが接続された状態
とするものである。極性交換スイッチ２９０の操作によって極性が交換されると、発光デ
バイス２０に対して配線２２２から駆動電流が供給される状態から配線２２１から駆動電
流が供給される状態に切り替わる。
【００９８】
　以下、調光回路の各部の動作を説明する。最初に、入力端子１０が商用電源１００Ｖに
接続された後、主電源スイッチ１４１が閉じられる。主電源スイッチ１４１が閉じられる
と、電源回路１１による整流及び電圧変換動作が行われ、マイコン４００に駆動電力（Ｄ
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Ｃ３．３Ｖ）が供給される。さらに、リセット端子ｒｅｓが抵抗器Ｒ及びキャパシタＣの
時定数により約５０ｍｓｅｃ遅れて高電位（以下「Ｈ」と表記）になり、マイコン４００
としての動作を開始する。
【００９９】
　なお、図８に示すように、主電源スイッチ１４１はＸＹスイッチ４１０の中央部に設置
することができる。但し、主電源スイッチ１４１は、ＸＹスイッチ４１０のボタン操作に
は応答しない通常の主電源スイッチである。
【０１００】
　マイコン４００は、公知の方法で初期化動作を開始し、図示しない内蔵ＲＯＭ（Read O
nly Memory）に記録された動作プログラムを図示しないＲＡＭ（Random Access Memory）
にロードし、プログラムに従った動作をプログラムの先頭から順次開始する。
【０１０１】
　図９Ｂのフローチャートに示すように、初期化動作後のマイコン４００のプログラム動
作においては、最初に、発光デバイス２０を予め定めた標準点灯状態にするための点灯初
期化動作を行う（ステップＳ０１）。この結果、配線２４１及び２４２には、図９Ａの（
ｂ）（ｃ）に示す波形の電圧が駆動回路１５０に夫々供給される。
【０１０２】
　すなわち、バースト繰り返し周波数Ｔ０（５００Ｈｚ）における前半の半サイクル中の
期間Ｔ１において、配線２４２からバースト・パルスによる電圧が供給されるとともに、
後半の半サイクル中の期間Ｔ２において、配線２４１からバースト・パルスによる電圧が
供給される。
【０１０３】
　制御回路１５１は、配線２４２，２４１からのバースト・パルス供給を受けて、当該バ
ースト・パルスに応じて、トランジスタＴＲ１～ＴＲ４のオン／オフを制御する。制御回
路１５１に正のパルスが供給されている間は、制御回路は、トランジスタＴＲ１及びＴＲ
４をオンにする。これによって、配線２２２に対し、期間Ｔ１（図９Ａの（ａ））に相当
する期間で、ＬＥＤ群２２Ａをオンにする正のバースト・パルス状の電流が供給される。
これに対し、制御回路１５１に負のパルスが供給されている間は、制御回路１５１は、ト
ランジスタＴＲ３及びＴＲ２をオンにする。これによって、期間Ｔ２に相当する期間で、
ＬＥＤ群２２Ｂをオンにする負のバースト・パルス状の電流が配線２２２に供給される（
図９Ａ（ｄ）参照）。このように、駆動回路１５０は、配線２４２，２４１に供給される
正負のバースト・パルスのオンに応じて、直流電源（電源回路１４０）からの電流を用い
て、正負のバースト・パルス状の電流を配線２２２に出力する。したがって、配線２２２
に供給される正負のバースト・パルス状の電流（すなわち、発光デバイス２０に対する駆
動電流）の波形は、配線２４２，２４１を介して供給される正負のバースト・パルス（す
なわち、駆動回路１５０の制御信号）の波形と同形となる。「同形の波形」は、パルスの
相対的なオン及びオフのタイミングがほぼ同一である波形を意味し、パルスの高さが同一
である場合と異なる場合との双方を含む。
【０１０４】
　この結果、ＬＥＤ群２２Ａは、配線２２２からの正の駆動電流で点灯する一方で、ＬＥ
Ｄ群２２Ｂは、配線２２２からの負の駆動電流で点灯する。ここで、配線２２２及び配線
２２１に供給されるバースト・パルスの数（平均電流）は等しいため、ＬＥＤ群２２Ａ及
びＬＥＤ群２２Ｂは、同程度（略均等）に夫々点灯して、中庸の色温度の白色状態を維持
する。
【０１０５】
　上述したように、タイマ４４０に対する事前の周波数設定により、１サイクルＴ０は、
２ｍｓｅｃ（５００Ｈｚ）で、１サイクルの前半及び後半におけるバースト・パルスの出
力期間Ｔ１及びＴ２の夫々は５００μｓｅｃに設定されている。従って、図９Ａ（ａ）に
示す１サイクルの包絡波形は５００Ｈｚの矩形交流である。したがって、配線２２２を介
して発光デバイス２０に流れる実電流波形は、パルス幅５０μｓｅｃ（ｔ１）の正バース
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トと同幅の負バーストの交互の繰り返しとなる（図９Ａ（ｄ）参照）。この時点までの動
作は、主電源スイッチ１４１を閉じるだけで進行する。
【０１０６】
　なお、図９Ａ（ｄ）においてはパルス幅５０μsecのパルスの表現が困難なため、実際
より太いパルス幅で模式的に図示してある。以上で、図９ＢのステップＳ０１の動作が終
了する。
【０１０７】
　この後、マイコン４００は、ＸＹスイッチ４１０の接点スキャン動作を開始し、押下が
検知されるまで待機状態を継続する（図９Ｂ，ステップＳ０２、Ｓ０３のループ）。
【０１０８】
　なお、図９Ｂには示していないが、待機状態において、図示しない待ちタイマのカウン
トを開始し、待ちタイマがタイムアウトになるまでの間、押し下げが検知されない場合（
ユーザによる調光操作が無い場合）には、主電源スイッチ１４１を切断する。これによっ
て、発光デバイス２０が消灯状態にもどる。
【０１０９】
　ユーザによる調光操作、すなわちＸＹスイッチ４１０に対する押しボタン操作が行われ
ると　ＸＹスイッチ４１０が備える"Ｕ（ＵＰ）"ボタン，"Ｄ（ＤＯＷＮ）"ボタン、"Ｌ
（ＬＯＷ）ボタン，"Ｈ（ＨＩＧＨ）"ボタンのいずれが押されたかを、配線ｂ０～ｂ５の
オン／オフ（１／０）パターンに基づき判定し（ステップＳ０４）、各ボタンが押された
場合の動作に移行する。
【０１１０】
　すなわち、Ｕボタンが押された場合には、輝度（光量）上昇処理（ステップＳ０５）が
実行され、Ｄボタンが押された場合には、輝度（光量）低下処理（ステップＳ０６）が実
行される。Ｌボタンが押された場合には、色温度上昇処理（ステップＳ０７）が実行され
、Ｈボタンが押された場合には、色温度低下処理（ステップＳ０８）が実行される。ステ
ップＳ０５～Ｓ０８の処理の詳細は後述する。ステップＳ０５～Ｓ０８のいずれかの処理
が実行されると、マイコン４００が有する「ｓｅｔＮ＋レジスタ」及び「ｓｅｔＮ－レジ
スタ」の値が変化する。マイコン４００は、ステップＳ０５～Ｓ０８のいずれかが終了す
ると、「ｓｅｔＮ＋レジスタ」及び「ｓｅｔＮ－レジスタ」の値をタイマ４４０にセット
し（ステップＳ０９）、処理をステップＳ０２へ戻して、接点スキャン処理を再開する。
【０１１１】
　以下、ステップＳ０５～Ｓ０８の処理の詳細を個別に説明する。最初に、光量（発光デ
バイス２０の輝度）の増減を意図したユーザ（操作者）の操作に対する動作を説明する。
例えば、操作者がＵボタンを押下すると、マイコン４００は、Ｕボタンの押し下げを検知
し、ステップＳ０５の処理、すなわち、図１０Ｂに示す輝度上昇処理のフローに従った処
理を行う。
【０１１２】
　図１０Ｂにおいて、最初に、マイコン４００は、操作者にボタン押下の検知を報知する
ため、図示しない電子音発生器を駆動して、検知音（例えば「ピッ」音）を発生させる（
ステップＳ０５１）。また、点灯制御装置４９９が押し下げ検知報知用のＬＥＤ灯を備え
、検知音の出力とともに、又は検知音に代えて、ＬＥＤ灯が所定時間点灯するようにして
も良い。
【０１１３】
　次に、マイコン４００は、自身に内蔵されているｓｅｔＮ＋レジスタ（図示せず）及び
ｓｅｔＮ－レジスタ（図示せず）の値Ｎを参照し、値Ｎが所定の上限値以上か否かを判定
する（ステップＳ０５２）。このとき、値Ｎが上限値以上である場合（Ｓ０５２，ＮＯ）
には、ユーザが繰り返し輝度を上昇させてＬＥＤ素子の性能で定まる最高輝度を超えてボ
タンを押し続けたものとして、エラー処理ルーチン（ステップＳ０５５）に飛び、操作エ
ラーであることが報知される。
【０１１４】
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　これに対し、値Ｎが上限値より小さい（Ｓ０５２，ＹＥＳ）場合には、マイコン４００
は、配線４０２に対する出力ポートを駆動し、タイマ４４０に内蔵されているｓｅｔＮ＋
レジスタに対し、例えば、値"１００（１０進数の４）"を書き込む（ステップＳ０５３）
。この書込前に、ｓｅｔＮ＋レジスタは、初期化動作（ステップＳ０１）で当該レジスタ
に書き込まれた初期値"０１１（１０進数の３）"を保持しており、ステップＳ０５３の処
理によってｓｅｔＮ＋レジスタの値が増加する。
【０１１５】
　次に、マイコン４００は、配線４０３に対する出力ポートを駆動し、タイマ４４０に内
蔵されているｓｅｔＮ－レジスタにも、ｓｅｔＮ＋レジスタの増加値と同一の"１００"を
書き込む（ステップＳ０５４）。この書込前に、ｓｅｔＮ－レジスタは、初期化動作で初
期値"０１１"を保持しており、当該ステップＳ０５４の書込によって、ｓｅｔＮ－レジス
タの値が増加する。その後、処理がステップＳ０９に戻る。
【０１１６】
　ステップＳ０５３，Ｓ０５４の処理により、タイマ（カウンタ）４４０のｏｕｔ＋線（
配線２４２）には、図１０Ａ（ｄ）に示すように、例えば、１サイクルの前半の所定期間
Ｔ１に４個のパルスが出力され、タイマ（カウンタ）４４０のｏｕｔ－線（配線２４１）
には、図１０Ａ（ｅ）に示すように、例えば１サイクルの後半の所定期間Ｔ２に４個のパ
ルスが出力される。この結果、制御回路１５０で駆動される発光デバイス２０には、配線
２２２を介して図１０Ａ（ｆ）に示すような、初期値に比べて３分の４倍、すなわち３３
％多いパルス電流が供給され、発光デバイス２０からの総光量（輝度）が略３３％増加す
る。
【０１１７】
　このあと、もう一度輝度の上昇をユーザが意図してＵボタンを押下すると、上述した処
理及び動作が繰り返し行われ、輝度（発光デバイス２０から発せられる光による明度）は
初期値に比べて３分の５倍、すなわち６６％の輝度向上を得る。このようにして、輝度を
増加させる処理が行われる。
【０１１８】
　輝度の低減も、輝度増加とほぼ同様の手順で行われる。すなわち、輝度低減ボタンであ
るＤボタンが押されると、ステップＳ０４（図９Ｂ）からステップＳ０６の処理として、
図１０Ｃに示されるＳ０６１～Ｓ０６４の輝度低下処理が行われる。ステップＳ０６１～
Ｓ０６４の処理は、ステップＳ０６２で、レジスタの値Ｎが所定の下限値以下である場合
に、エラー処理（ステップＳ０６５）が行われること、ステップＳ０６３，Ｓ０６４でレ
ジスタ値の低減が行われることを除き、図１０Ｂに示した処理と同様である。レジスタ値
は、Ｄボタンが１回押されるごとに、二進数で"００１"だけ低減される。
【０１１９】
　従って、初期化動作（ステップＳ０１）の直後にＤボタンが１回押し下げられた場合に
は初期値の３分の２、すなわち３３％の総光量（輝度）低下がなされ、２回押し下げられ
た場合には、初期値の３分の１、すなわち６６％の総光量低減を得る。但し、一回のＵボ
タン又はＤボタンの押し下げによって光量（輝度）が増減する割合は適宜設定可能である
。
【０１２０】
　以上は光量増減の説明であった。次に色調変更の手順を説明する。第４実施形態では、
発光デバイス２０は、色温度が２５００°Ｋ(Ｋはケルビン温度)の低いＬＥＤ群２２Ａと
色温度が６０００°Ｋの高いＬＥＤ群２２Ｂとからなる。従って、ＬＥＤ２２Ａに流れる
駆動電流を増加し、ＬＥＤ２２Ｂに流れる駆動電流を減少すれば、発光デバイス２０全体
の色温度を低下させることができる。
【０１２１】
　色温度を下げる場合には、ユーザ（操作者）は、ＸＹスイッチ４１０のＬボタンを押す
。すると、マイコン４００によるステップＳ０４の判定処理を経て、ステップＳ０７の色
温度低下処理（図１１Ｂ）が実行される。
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【０１２２】
　図１１Ｂに示すように、処理が開始されると、操作音発生処理が行われ（ステップＳ０
７１）、次に、マイコン４００は、ｓｅｔＮ＋レジスタの値が上限値未満か否かを判定す
る（ステップＳ０７２）。ｓｅｔＮ＋レジスタのレジスタ値が上限値以上であれば（Ｓ０
７２，ＮＯ）、エラー処理が行われる（ステップＳ０７５）。
【０１２３】
　これに対し、レジスタ値が上限値未満でなければ（Ｓ０７２，ＹＥＳ）、マイコン４０
０は、ｓｅｔＮ＋レジスタに所定値（例えば、２進数"００１"）を加算する（ステップＳ
０７３）。一方、マイコン４００は、ｓｅｔＮ－レジスタから所定値（例えば、２進数"
００１"）を減算する（ステップＳ０７４）。その後、処理がステップＳ０２へ戻る。
【０１２４】
　ステップＳ０７３及びステップＳ０７４によって、図１１Ａ（ｄ）に示すように、配線
２４２へ出力されるパルス数が増加する一方で、図１１Ａ（ｅ）に示すように、配線２４
１へ出力されるパルス数が減少する。
【０１２５】
　そして、図１１Ａ（ｆ）に示すように、配線２２２を介して発光デバイス２０のＬＥＤ
群２２Ａへ供給される正電流の平均値が増加する一方で、ＬＥＤ群２２Ｂへ供給される負
電流の平均値が減少する。この結果、色温度の低いＬＥＤ群２２Ａからの光量が増加し、
色温度の高いＬＥＤ群２２Ｂからの光量が減少するので、全体としては色温度が低下して
赤みがかった白色となる。
【０１２６】
　これに対し、色温度を上げる場合には、ユーザ（操作者）は、ＸＹスイッチ４１０のＨ
ボタンを押す。すると、マイコン４００によるステップＳ０４の判定処理を経て、ステッ
プＳ０８の色温度上昇処理（図１１Ｃ）が実行される。
【０１２７】
　図１１Ｃに示すように、処理が開始されると、操作音発生処理が行われる（ステップＳ
０８１）。次に、マイコン４００は、ｓｅｔＮ－レジスタの値が上限値未満か否かを判定
する（ステップＳ０８２）。ｓｅｔＮ－レジスタのレジスタ値が上限値以上であれば（Ｓ
０８２，ＮＯ）、エラー処理が行われる（ステップＳ０８５）。
【０１２８】
　これに対し、レジスタ値が上限値未満である場合には（Ｓ０８２，ＹＥＳ）、マイコン
４００は、ｓｅｔＮ＋レジスタから所定値（例えば、２進数"００１"）を減算する（ステ
ップＳ０８３）。一方、マイコン４００は、ｓｅｔＮ－レジスタに所定値（例えば、２進
数"００１"）を加算する（ステップＳ０８４）。その後、処理がステップＳ０９へ戻る。
【０１２９】
　ステップＳ０８３及びステップＳ０８４によって、配線２４２へ出力されるパルス数が
減少する一方で、配線２４１へ出力されるパルス数が増加する。これによって、配線２２
２を介して発光デバイス２０のＬＥＤ群２２Ａへ供給される正電流の平均値が減少する一
方で、ＬＥＤ群２２Ｂへ供給される負電流の平均値が増加する。この結果、色温度の低い
ＬＥＤ群２２Ａからの光量が減少し、色温度の高いＬＥＤ群２２Ｂからの光量が増加する
ので、全体としては色温度が上昇して青みがかった白色となる。
【０１３０】
　第４実施形態によれば、マイコン４０１を用いて発光デバイス２０の輝度（明度）及び
色調（色温度）を変更することができる。第４実施形態は、例示のＸ－Ｙ接点形操作手段
で例示したが、公知の接点式ロータリー・エンコーダ、公知の光学式ロータリー・エンコ
ーダ、などを操作手段に用いても同様の効果を得ることができる。
【０１３１】
　〔第５実施形態〕
　次に、第５実施形態について説明する。第５実施形態は第４実施形態の変形例に相当す
るので、第４実施形態との相違点について説明し、共通点については説明を省略する。
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【０１３２】
　図８に示したタイマ４４０は、操作者がボタンを押し続けたときに操作者の意図に反し
て押しボタン回数が急激に増加するのを防止するとともに、チャタリングなどのメカニカ
ルなエラ－も防止する機能を実現する、公知のものである。
【０１３３】
　図８に示した回路構成では、配線２２２と２２１とのどちらに発光デバイス２０の正極
端子（端子２３Ａ）及び負極端子（端子２３Ｂ）が接続されるかが不確定なので、制御装
置出力線である配線２２２及び２２１の極性を交換する極性交換スイッチ２９０が付加さ
れている。
【０１３４】
　第５実施形態は、極性交換スイッチ２９０をコンピュータ（例えばマイコン）によるプ
ログラム実行により実現する例を示す。図１２は、第５実施形態に係るフローチャートで
ある。
【０１３５】
　図１２における５１０のブロックは、図９Ｂで示した点灯制御プログラムであり、５２
０のブロックは、第５実施形態に係る出力極性交換グラムである。出力極性交換プログラ
ムの実行に当たり、マイコン４００は、以下のように動作する。
【０１３６】
　ステップＳ５２１における、「＝前回ボタン？」ルーチンにおいて、マイコン４００は
、図示しない「前回ボタン種別記憶レジスタ」との比較を行う。ここに、前回ボタン種別
記憶レジスタは、マイコン４００に備えられており、ユーザ（操作者）が最後に押したボ
タンの種別を示すコードが格納されている。
【０１３７】
　マイコン４００は、前回ボタン種別記憶レジスタで示されるボタン種別と、今回押し下
げられたボタンとが同一ボタンが同一でなかった場合には、前回ボタン種別記憶レジスタ
に、今回押し下げられたボタンの種別を示すコードを格納した後、処理をステップＳ０２
に戻す。これに対し、前回ボタン種別記憶レジスタで示されるボタン種別と今回押し下げ
られたボタン種別とが同一である場合には（Ｓ５２１，ＹＥＳ）、図示しないカウンタの
値Ｎ１に１を加算する（ステップＳ５２２）。
【０１３８】
　同一のボタンが押し続けられるたびに、カウンタの値は上昇し、最終的に所定の値に達
する。第５実施形態の例では、操作者が同一のボタンを約５秒以上押し続けると、カウン
タの値Ｎ１が所定値"５０"を越えると、処理がステップＳ５２４に進む。
【０１３９】
　ステップＳ５２４では、マイコン４００は、マイコン４００内部に設置されている「ｓ
ｅｔＮ＋レジスタ」の出力端子（ｏｕｔ＋）と「ｓｅｔＮ－レジスタ」の出力端子（ｏｕ
ｔ－）とを入れ替える。これによって、配線２４２からｓｅｔＮ－レジスタの値に基づく
バースト・パルスが出力され、配線２４１からｓｅｔＮ＋レジスタの値に基づくバースト
・パルスが出力される。これによって、配線２２２には、正負が逆になった交流電流が供
給される状態になる。ここで、発光デバイス２０が逆方向に接続、すなわち、配線２２２
と端子２３Ｂとが接続され、配線２２１と端子２３Ａとが接続されているならば、配線２
２２に正の駆動電流が供給されているときにＬＥＤ群２２Ｂが点灯し、負の駆動電流が供
給されているときにＬＥＤ群２２Ａが点灯することになる。但し、上述したように、レジ
スタ値とＬＥＤ群との対応関係は、正常接続と同じであるため、発光デバイス２０は、逆
接続であっても、正常接続と同様の点灯動作を行うことになる。従って、第５実施形態で
は、極性交換スイッチ２９０を省略することができる。第５実施形態によれば、上記した
出力極性交換機能によって、設置工事担当者は、点灯の結果をみて調色の方向(色温度の
増減)が調光・調色装置の表示に一致するように、ＸＹスイッチ４１０を操作して、実質
的に配線２２２及び２２１と端子２３Ａ及び２３Ｂとが正常に接続された状態に切り替え
ることができる。
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【０１４０】
　〔第６実施形態〕
　次に、第６実施形態について説明する。第６実施形態は、第４及び第５実施形態と共通
点を有するので、第４実施形態との相違点について説明し、共通点については説明を省略
する。
【０１４１】
　発光デバイス２０は多くの場合、等価抵抗値の温度係数が負であり、設置場所の温度が
上昇すると等価抵抗値が下がり電流値が上昇し更にデバイス温度が増加するという、自己
破壊ループに陥る虞がある。これを確実に防止するには駆動回路に帰還ループを設けるこ
とが効果的であることが知られている。第６実施形態は、第４実施形態の構成に帰還ルー
プを付加したものである。
【０１４２】
　図１３は、第６実施形態に係る回路構成例を示し、図１４は、第６実施形態におけるマ
イコンの処理を示すフローチャートである。図１３において、図８に示した入力端子１０
，主電源スイッチ１４１，電源回路１４０，及びＸＹスイッチ４１０の図示は省略されて
いる。
【０１４３】
　図１３において、点灯制御回路４９９Ａは、定電流ドライブを実現するためのドライブ
電流検出回路１３００を有し、ドライブ電流検出回路１３００は、抵抗器１３０５と、各
々光学的に独立したフォトカプラ１３１０，１３２０と、抵抗器とコンデンサ（キャパシ
タ）を夫々含む積分回路１３１１，１３２１を含んでいる。
【０１４４】
　抵抗器１３０５は、例えば５Ω程度の抵抗値を有し、発光デバイス２０の電流値０．１
～１．０Ａに比例した電圧０．５～５．０Ｖを発生させる。フォトカプラ１３１０，１３
２０は、抵抗器１３０５に並列接続されている。各フォトカプラ１３１０，１３２０の入
力側にはダイオードが設けられているので、各々の順方向時のみ組み合わせトランジスタ
を導通させる。
【０１４５】
　したがって、ＬＥＤ群２２Ａを駆動するための正の電流が配線２２２を流れる場合にフ
ォトカプラ１３１０が導通し、逆接続であるＬＥＤ群２２Ｂを駆動するための負の電流が
配線２２２を流れるときのみフォトカプラ１３２０が導通する。フォトカプラ１３１０，
１３２０の導通は、積分回路１３１１と積分回路１３２１を独立に充電し、その結果とし
て配線３１２には正の電流の平均値に比例した電圧が観測され、配線３２２には負の電流
の平均値に比例した電圧が観測される。
【０１４６】
　観測される電圧は、主として制御出力線としての配線２２２に流れるパルス電流の平均
値に比例するが、同時に温度変化などで生じる直流成分の変動にも感応する。このアナロ
グ値は、独立な配線３１２及び３２２を介してマイコン（ＭＰ）４４０Ａに導かれる。
【０１４７】
　マイコン４４０Ａでは、図示しない内部のアナログ／デジタル変換器により、アナログ
値が４ビットで１６値のデジタル数値表現に変換され、図示しない内部レジスタに記憶さ
れる。内部レジスタに格納される配線３１２，配線３２２からの各電圧値（ディジタル値
）は、ｓｅｔＮ＋レジスタ，ｓｅｔＮ－レジスタと同一の表現形式を有し、各ｓｅｔＮレ
ジスタで示される値は、配線２２２を介して各ＬＥＤ群２２Ａ，２２Ｂに供給される駆動
電流に応じた電圧値を示す。
【０１４８】
　その後、図１４Ａ及び図１４Ｂに示すような、マイコン４４０Ａによるプログラム実行
に応じた動作が行われる。図１４におけるブロック５３０は、定電流駆動ルーチンであっ
て、正電流フィードバック・ルーチン５３１と負電流フィードバック・ルーチン５３２と
からなる。定電流駆動ルーチン５３０は、接点スキャン動作（ステップＳ０２）において
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、ＸＹスイッチ４１０のボタンが押されていない場合（Ｓ０３，ＮＯ）に開始される。
【０１４９】
　定電流駆動ルーチン５３０では、図１４Ｂに示すように、マイコン４４０Ａは、配線３
１２から入力される電圧値を読み取り（ステップＳ５３１１）、Ａ／Ｄ変換して得られた
値ｎ＋（第１のフィードバックレジスタ値）を一時レジスタ（内部レジスタ）に保存する
（ステップＳ５３１２）。次に、ｓｅｔＮ＋レジスタに保持されているレジスタ値Ｎ＋を
読みだし（ステップＳ５３１３）、レジスタ値Ｎ＋と内部レジスタ値ｎ＋と比較し（ステ
ップＳ５３１４）、同一ならばステップＳ５３１５をスキップしてステップＳ５３２１へ
進み、異なればｓｅｔＮ＋レジスタの値を内部レジスタ値ｎ＋で上書きして（ステップＳ
５３１５）、正電流フィードバック・ルーチン５３１を終了する。
【０１５０】
　負電流フィードバック・ルーチン５３２でも同様の処理が行われる。図１４Ｂに示すよ
うに、ルーチン５３２では、ルーチン５３１と同様の処理が行われる。すなわち、マイコ
ン４４０Ａは、配線３２２の電圧値ｎ－を読み取り（ステップＳ５３２１）、Ａ／Ｄ変換
して得られた値ｎ－（第２のフィードバックレジスタ値）を一時レジスタ（内部レジスタ
）に保存する（ステップＳ５３２２）。次に、ｓｅｔＮ－レジスタに保持されているレジ
スタ値Ｎ－を読み出し（ステップＳ５３２３）、これを内部レジスタ値ｎ－と比較し（ス
テップＳ５３２４）、同一ならばステップＳ５３２５をスキップ、異なればｓｅｔＮ－レ
ジスタを内部レジスタ値ｎ－で上書きして（ステップＳ５３２５）、負電流フィードバッ
ク・ルーチン５３２を完了する。各ルーチン５３１及び５３２が完了すると、ＸＹスイッ
チ４１０の状態をスキャンする待機状態（ステップＳ０２）に帰着する。
【０１５１】
　以上の第１～第６実施形態によれば、発光デバイス２０がＬＥＤ電球であるかＬＥＤ発
光モジュールであるかに拘わらず、発光デバイス器具として組み立てられているか電球と
して構成されているかにかかわらず、発光デバイス２０が有する二つの端子２３Ａ，２３
Ｂと接続することができ、発光デバイス２０が有する極性の異なるＬＥＤ群２２Ａ，２２
Ｂに対する駆動電流供給の制御を以て、発光デバイス２０の輝度及び色温度を調整するこ
とができる。
【０１５２】
　このことは、建築物に既設の配線を利用して、発光デバイス２０の調光及び調色を実現
できる利点を有する。また、新築の建築物に発光デバイス２０を設置して調光及び調色機
能を実現するに当たっても、３線、４線のような特殊配線が不要である利点も有する。
【０１５３】
　また、卓上用照明機器のように、発光デバイス２０の調光・調色制御手段を電源コード
の途中に挿入する「中間スイッチ」のような形態で実現することを可能とする利点がある
。
【０１５４】
　もっとも有用な利用形態における利点は、既存の建築物において複数の電球ソケットが
並列接続で天井に設置され、点滅スイッチが壁埋め込み形で設置され、かつ点滅スイッチ
ボックスまで商用交流電源が供給されている場合において発揮される。
【０１５５】
　この場合には、白熱電球を、本実施形態で説明したような２種類の色温度を発光する発
光デバイス２０に交換し、点滅スイッチを本実施形態で説明したような調光・調色装置に
交換するだけで、配線の変更を要することなく、調光・調色機能を実現できる。
【０１５６】
　第１～第６実施形態は、発光波長の異なる一組のＬＥＤ素子群を含む照明装置と、この
照明装置に対して駆動用電流を供給する調光装置とを含む照明システムであって、調光装
置は、各ＬＥＤ素子群の夫々に供給すべき個別電力を同一の時間軸上で制御する個別電力
制御部と、上記個別電力の比を変えることなく前記一組のＬＥＤ素子群に供給される個別
電力の合計値を増減する総電力制御部とを含む照明システムとして特定可能である。
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【０１５７】
　上記照明システムにおける調光装置は、極性を逆にして並列接続された上記一組のＬＥ
Ｄ素子群の一方に供給すべき個別電力として正の駆動電流が供給され、上記一組のＬＥＤ
素子群の他方に供給すべき個別電力として負の駆動電流が供給されるように、上記各ＬＥ
Ｄ素子群の夫々に供給すべき個別電力の極性を切り替える切替手段をさらに含むことがで
きる。
【０１５８】
　また、上記個別電力制御部は、上記各ＬＥＤ素子群の夫々に供給すべき個別電力を独立
に制御することができる。
【０１５９】
　さらに、上記照明システムにおける調光装置は、上記個別電力制御部が個別電力を決定
するための操作量を付与する一方で、上記総電力制御部が前記合計値を増減するための操
作量を付与する操作部をさらに含むことができる。
【０１６０】
　上述した第１～第６の実施形態において説明したＬＥＤ調光回路は、上記調光装置の実
施形態として含まれ得る。例えば、図１に示した、第１実施形態におけるＬＥＤ調光回路
のトライアック３０は、上記した一組のＬＥＤ素子群２２Ａ，２２Ｂを含む白色ＬＥＤ発
光デバイス２０（照明装置に相当）に供給すべき個別電力（駆動電流）の極性を切り替え
る切替手段として機能することができる。
【０１６１】
　また、第１実施形態におけるＬＥＤ調光回路の時定数回路５０，トリガダイオード４０
は、一組のＬＥＤ素子群２２Ａ，２２Ｂの夫々に供給すべき駆動電力の制御手段として機
能することができる。時定数回路５０に含まれる可変抵抗器５３，６３は、各ＬＥＤ素子
群２２Ａ，２２Ｂに供給される個別電力（平均電力）を同一の時間軸上で制御する個別電
力制御部として機能することができる。すなわち、可変抵抗器５３，６３の各抵抗値によ
って、トリガダイオード４０がオンとなるタイミング、すなわち、トライアック４０が点
弧するタイミングが制御される。これによって、同一の時間軸上における交流電流の正負
の半サイクルの夫々におけるトライアック３０の点弧時間が制御される（図２（Ａ）およ
び図２（Ｂ）参照）。この結果、ＬＥＤ群２２Ａ，２２Ｂの夫々に供給される駆動電流量
（個別電力（平均電力）に相当）が制御される。可変抵抗器５３，６３の各抵抗値は個別
に（一方から独立して）操作部により調整可能であり、各個別電力を独立して（個別に）
制御することもできる。
【０１６２】
　さらに、可変抵抗器５３，６３の各抵抗値が正負間における電力量（平均電力）の比を
変えないように変更される操作によって、個別電力の比を変えることなく一組のＬＥＤ素
子群２２Ａ，２２Ｂに対する総電力（個別電力の合計値）を変更（増減）することができ
る。すなわち、可変抵抗器５３，６３は総電力制御部としても機能する。
【０１６３】
　また、第２実施形態におけるＬＥＤ調光回路（図３）では、トライアック３０は、上記
調光装置の切替手段として機能し、時定数回路５０及びトリガダイオード４０が駆動電流
の制御手段として機能することができる。第２実施形態における時定数回路５０に含まれ
る可変抵抗器６４は、上記個別電力制御部として機能し、可変抵抗器５１Ａは、上記総電
力制御部として機能する。すなわち、可変抵抗器６４の可動点Ｔの位置に応じて、交流の
正負の半サイクルにおけるトライアック３０の点弧タイミングが変更され、各ＬＥＤ素子
２２Ａ，２２Ｂに供給される駆動電流（個別電力）の比が変更される。これによって、個
別電力が同一の時間軸上で制御される。また、可変抵抗器５１Ａの抵抗値が増減されるこ
とで、正負の双方のサイクルにおける点弧タイミングが同程度早まったり遅くなったりす
る。これによって、個別電力の比を変えることなく個別電力の合計値が増減される。
【０１６４】
　また、第３実施形態におけるＬＥＤ調光回路（図５）では、駆動回路１２０が上記調光
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装置の切替手段として機能し、デューティ比調整回路１１０及び駆動パルス発生・可変回
路１３０が制御手段として機能する。そして、デューティ比調整回路１１０は、可変抵抗
器６１Ａの操作によって、図６（ｄ）に示すように、駆動回路１２０により各ＬＥＤ２２
Ａ，２２Ｂに供給される正負の個別電力を決定する個別電力制御部として機能し、駆動パ
ルス発生・可変回路１３０がパルス数を変更することなくパルス幅を変更することによっ
て、一組のＬＥＤ２２Ａ，２２Ｂに供給される総電力（個別電力の合計値）を、個別電力
の比を変更することなく変更する総電力制御部として機能することができる（図７（ａ）
（ｂ）（ｃ）参照）。
【０１６５】
　さらに、第４及び６実施形態におけるＬＥＤ調光回路（図８，図１３）では、制御回路
１５０が上記調光装置の切替手段として機能し、マイコン４００が駆動電流の制御手段と
して機能することができる。マイコン４００は、「ｓｅｔＮ＋レジスタ」値及び「ｓｅｔ
Ｎ－レジスタ」値に応じたパルスを生成することによって、各ＬＥＤ２２Ａ，２２Ｂに供
給される個別電力を同一の時間軸上で制御する個別電力制御部として機能することができ
る（図１０Ａ（ａ）～（ｆ）参照）。各レジスタ値は、一方のみの値を変更可能であり、
これによって、個別電力は、相互に独立して制御可能である。一方、マイコン４００は、
光量の増減の指示信号に応じて、「ｓｅｔＮ＋レジスタ」及び「ｓｅｔＮ－レジスタ」の
値を、その比が変更されないように増減することで、各ＬＥＤ２２Ａ，２２Ｂに対する個
別電力間の比を変えることなく総電力（個別電力の合計値）を変更する総電力制御部とし
て機能することができる（図１１Ａ（ａ）～（ｆ）参照）。さらに、ＸＹスイッチ４１０
は、操作部として機能することができる。
【０１６６】
　ところで、第３、第４及び第６実施形態のように、各ＬＥＤ素子２２Ａ，２２Ｂに対し
て駆動電力をパルスで供給する場合には、パルス周波数は、少なくとも５０Ｈｚ以上、通
常は６０Ｈｚ以上、好ましく１００Ｈｚ以上、さらに好ましくは１２０Ｈｚ以上、特に好
ましくは１５０Ｈｚ以上とするのが好ましい。パルス周波数が上がることで、発光するＬ
ＥＤ素子群のちらつき（Ｆｌｉｃｋｅｒ）を防止することができる。
【０１６７】
　また、第１、２実施形態では、時間軸上で個別電力を制御する手法として、トライアッ
ク３０の点弧タイミングを制御することで、正負の半サイクル（正負の期間）に供給され
る個別電力（駆動電流）を制御する。一方、第３実施形態では、時間軸上で正負の個別電
力を制御するために、可変抵抗器６１Ａの抵抗値の操作で参照電圧（スライスレベル）を
増減する。これによって、１サイクル中における正負の期間の比を変更し、各期間におけ
るパルスの数を変更することで、個別電力が制御される。また、第４、第６実施形態では
、時間軸上で正負の個別電力を制御するために、１サイクルにおける正負の各期間でのパ
ルスの数が独立して制御可能となっている。
【０１６８】
　上述したような実施形態によれば、一組のＬＥＤ素子の夫々に供給すべき電力を時間軸
上で制御することができるので、電力損失の少ない高電力効率の調光・調色制御が実現で
きる。
【０１６９】
　また、第１～第６実施形態では、ＬＥＤ調光回路（調光装置）は、白色ＬＥＤ発光デバ
イス２０（ＬＥＤ照明装置）の駆動を例示していた。第１～第６実施形態に係るＬＥＤ調
光回路は、「発光波長域の異なる一組のＬＥＤ素子群」ないしこのような一組のＬＥＤ素
子群を含む照明装置を制御対象とする。「発光波長の異なる」とは、色度の違いを意味し
、色相の違いのみならず、色温度の違い、スペクトル分布の違いも含む。このように、上
記調光装置は、白色ＬＥＤ発光デバイス以外の発光デバイスに対して適用可能である。ま
た、上記照明システムで対象となるＬＥＤ素子は、無機材料を用いたＬＥＤ，ＧａＮ系の
材料を用いたＬＥＤを含むことができる。また、無機材料ＬＥＤを蛍光体で被覆して所望
の波長の光を得るものもＬＥＤ素子に含まれる。さらに、ＬＥＤ素子は、有機ＥＬ(Organ
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ic light-emitting diodes (OLEDs))も含み得る。
【０１７０】
　〔第７実施形態〕
　次に、本発明の第７実施形態に係る照明システムについて説明する。照明システムは、
調光装置及びＬＥＤ照明装置を含む。第７実施形態に係る照明装置は、第１～第６実施形
態にて説明した白色発光デバイス２０のような、一組のＬＥＤ素子群が逆並列接続された
ものではなく、一組のＬＥＤ群が順方向に並列接続され、且つ一方のＬＥＤ群と他方のＬ
ＥＤ群の夫々に対し、同時に駆動電流が供給されることを前提としている。
【０１７１】
　第７実施形態は、第４実施形態と共通な構成要素を有するため、同一の構成については
、同一の符号を付して説明を省略する。
【０１７２】
　図１５は、第７実施形態に係る照明システムの構成例を示す。図１５は、ＬＥＤ照明装
置である発光デバイス２０Ａと、発光デバイス２０Ａに対して駆動電流を供給する点灯制
御装置（調光装置）４９９Ｂとを備える。
【０１７３】
　発光デバイス２０Ａは、順方向に並列接続されたＬＥＤ群２１及び２２を備える。発光
デバイス２０（図８）との比較において、発光デバイス２０Ａは、ＬＥＤ群２１が極性を
逆方向（順方向）にして配置された構成を有する。したがって、ＬＥＤ群２１がＬＥＤ群
２２Ｂに相当し、ＬＥＤ群２２がＬＥＤ群２２Ａに相当する。よって、ＬＥＤ群２１及び
ＬＥＤ群２２は、共に白色光を発するものであるが、ＬＥＤ群２１のケルビン温度がＬＥ
Ｄ群２２よりも高くなっている。
【０１７４】
　図１５において、点灯制御装置４９９Ｂは、商用交流供給線１０Ｂ，電源スイッチ１４
１，２出力型全波整流電源回路１４０、マトリクス形押しボタンスイッチ（ＸＹスイッチ
４１０）を用いた調光操作パネル、マイコン４００を備えている。供給線１０Ｂ，電源ス
イッチ１４１，電源回路１４０，ＸＹスイッチ４１０は、第４実施形態（図８）と同様の
ものである。マイコン４００も第４実施形態と同様の動作を行う。
【０１７５】
　一方、点灯制御装置４４９Ｂでは、Ｈ型フルブリッジ制御回路１５０（図８）の代わり
の定電流回路５５０及び電流バランス回路５６０が設けられている。また、タイマ（レジ
スタ群）４４０の代わりのディジタル／アナログ変換器（Ｄ／Ａ変換器）４５０が設けら
れている。
【０１７６】
　定電流回路５５０は、オペアンプ５０１，抵抗５１１，トランジスタ５５１を含んでい
る。電流バランス回路５６０は、オペアンプ５０２，５０３と、抵抗５１２，５１３と、
トランジスタ５５２，５５３とを含んでいる。
【０１７７】
　マイコン４００は、配線３５１，３５２，３５３を介してＤ／Ａ変換器４５０に接続さ
れている。Ｄ／Ａ変換器４５０は、配線４５１及びツェナーダイオード５１５を介してオ
ペアンプ５０１の端子に接続されている。また、Ｄ／Ａ変換器４５０は、配線４５２を介
してオペアンプ５０２の一方の端子に接続されるとともに、配線４５３を介してオペアン
プ５０３の一方の端子に接続されている。
【０１７８】
　このような点灯制御装置４９９Ｂにおいて、操作者が輝度の上昇を意図して調光ボタン
の上ボタン（Ｕ）を押下すると、マイコン４００がこれを検知して線３５１から出力する
４ビット値（輝度制御信号）を例えば"１０００"から"０１１１"に減少させる。Ｄ／Ａ変
換器４５０は、４ビット値に応じたアナログ電位を配線４５１に生じさせる。
【０１７９】
　この結果、配線４５１のアナログ電位は下降して、オペアンプ５０１の出力であるトラ
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ンジスタ５５１のベース電位も下降し、ｐｎｐトランジスタ５５１のエミッタ電流は増大
する。従って、ＬＥＤ照明装置（発光デバイス）２０の各ＬＥＤ２１，２２に供給される
総電流は増加して発光デバイス２０から発する光が以前より明るくなる（輝度が上昇する
）。調光ボタンの下ボタン（Ｄ）を押下げた場合には、上記と逆の作用が起こり、発光デ
バイス２０から発する光が暗くなる。
【０１８０】
　操作者が色温度の上昇を意図して調光ボタンの右ボタン（Ｈ）を押下すると、マイコン
４００がこれを検知して、線３５２から出力する４ビット値（ＬＥＤ２１の色温度制御信
号）を例えば"１０００"から"１００１"に増加するとともに、配線３５３から出力する４
ビット値（ＬＥＤ２２の色温度制御信号）を例えば"１０００"から"０１１１"に減少させ
る。Ｄ／Ａ変換器４５０は、配線３５２の４ビット値に応じたアナログ電位を配線４５２
に生じさせる一方で、配線３５３の４ビット値に応じたアナログ電位を配線４５３に生じ
させる。
【０１８１】
　この結果、配線４５２のアナログ電位は上昇して、オペアンプ５０２の出力であるｎｐ
ｎトランジスタ５５２のベース電位も上昇し、ｎｐｎトランジスタ５５２のコレクタ電流
は増加する。一方、オペアンプ５０３の出力であるｎｐｎトランジスタ５５３のベース電
位は下降し、ｎｐｎトランジスタ５５３のコレクタ電流は減少する。
【０１８２】
　したがって、色温度の高いＬＥＤ群２１の光量は、色温度の低いＬＥＤ群２２の光量よ
りも大きくなり、全体としては青みがかった青白色を呈する。色温度の低下を意図して低
ボタン（Ｌ）が押された場合には、上記と逆の作用が生じ、ＬＥＤ群２１の光量が減少し
、ＬＥＤ群２２の光量が増加することで、発光デバイス２０の発光色温度が低下する。こ
のような動作により、発光デバイス２０の発光を任意の輝度と色温度に調整することが可
能である。
【０１８３】
　〔第８実施形態〕
　次に、第８実施形態について説明する。第８実施形態は、第７実施形態に適用可能な照
明装置を構成する半導体発光装置（パッケージ）及び発光モジュールについて説明する。
さらに、第８実施形態では、第７実施形態とは別の個別電力、総電力の供給に関して説明
する。
【０１８４】
　図１６Ａは、発光モジュール７３０（後述する図２１を参照。）を構成する半導体発光
装置（以下、「白色ＬＥＤ」という）７０８内の、パッケージ７０１の概略構成の斜視図
であり、図１６Ｂは、パッケージ７０１に設けられた半導体発光素子（ＬＥＤ素子：以下
、「ＬＥＤチップ」という）７０３Ａ、７０３Ｂに電力を供給する配線７２０Ａ、７２０
Ｂの実装状態を示す図である。また、図１６Ｃは、図１Ａ及び図１Ｂに示すパッケージ１
を電気的記号を用いて模式化した図である。更に、図１７は、図１６Ａに示す白色ＬＥＤ
７０８において、上記配線７２０Ａ、７２０Ｂを含む面で切断した場合の断面図である。
【０１８５】
　図１６Ａに示すように、白色ＬＥＤ７０８はパッケージ７０１を含んで構成され、該パ
ッケージ７０１は、基板７０２上に配置された環状且つ円錐台形状のリフレクタ７１０を
有する。このリフレクタ７１０は、後述する各分割領域部７１２からの出力光の一部を、
白色ＬＥＤ７０８の出射方向に導く機能を有するとともに、パッケージ７０１の本体とし
ての機能も果たす。なお、リフレクタ７１０の円錐台形状の上面側は、白色ＬＥＤ７０８
による光の出射方向となり、開口部７１３を形成している。一方で、リフレクタ７１０の
円錐台形状の下面側は基板７０２が配置され、詳細は後述するがＬＥＤチップへの電力供
給のための配線が敷設等されている（当該配線は図１６Ａには図示せず）。
【０１８６】
　そして、この環状のリフレクタ１０の内部の空間を図１６Ａ、図１７に示すように均等
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に二つの領域に分割する間仕切り７１１が、基板７０２に対して垂直に設けられている。
この間仕切り７１１によって、リフレクタ７１０内に２つの分割領域部７１２Ａ、７１２
Ｂが画定されるとともに、分割領域部７１２Ａの開口部は、リフレクタ７１０の開口部７
１３の右半分を占め、分割領域部７１２Ｂの開口部は、リフレクタ７１０の開口部７１３
の左半分を占めることになる。本出願においては、分割領域部７１２Ａの開口部を、分割
開口部７１３Ａと称し、分割領域部７１２Ｂの開口部を、分割開口部７１３Ｂと称する。
即ち、開口部７１３は、間仕切り７１１によって分割開口部７１３Ａと７１３Ｂに分割さ
れたことになる。
【０１８７】
　但し、パッケージ７０１における分割領域部７１２Ａと７１２Ｂの形状は、垂直な壁体
を間仕切り７１１として設けた構造に限定されるものではない。分割領域部７１２Ａと７
１２Ｂは、それぞれが円錐台、角錐台、半球などの形状を有する窪みであってもよい。ま
た、両分割領域部７１２Ａ，７１２Ｂの形状や内容積が同じであることも必須ではない。
【０１８８】
　また、図１６Ａに示すパッケージ１は、一体となった部材中に分割領域部７１２Ａと７
１２Ｂを含む構造体であるが、このようなパッケージ７０１を用いることは必須ではない
。分割領域部としての構成を備える二つの構造体（パッケージ）を並置して、一方を分割
領域部７１２Ａ、他方を分割領域部７１２Ｂとして機能させることが可能である。
【０１８９】
　図１６Ａに示す分割領域部７１２Ａ、７１２Ｂには、ＬＥＤチップ７０３Ａ、７０３Ｂ
がそれぞれ４個ずつ設けられている。このＬＥＤチップ７０３Ａ、７０３Ｂ（これらのＬ
ＥＤチップを包括的に参照する場合はＬＥＤチップ７０３と称する。）は、対となる配線
７２０Ａ、７２０Ｂ（包括的に配線７２０と称する場合もある。）にそれぞれ接続され、
電力供給を受けることで発光を行う。なお、各分割領域部での配線７２０へのＬＥＤチッ
プ７０３の接続は、図１６Ｂに示すように、配線７２０Ａの上に４個のＬＥＤチップ７０
３Ａが実装され、配線７２０Ｂの上に４個のＬＥＤチップ７０３Ｂが実装される。そして
、各分割領域における４個のＬＥＤチップ７０３は、対応する配線に対して順方向に並列
接続されている。
【０１９０】
　ＬＥＤチップとしては、紫外線波長を発する紫外ＬＥＤチップ（発光ピーク波長３００
～４００ｎｍ），紫色光を発する紫色ＬＥＤチップ（発光ピーク波長４００～４４０ｎｍ
），青色光を発する青色ＬＥＤチップ（発光ピーク波長４４０ｎｍ～４８０ｎｍ）を適用
することができる。各分割領域部７１２Ａ，７１２Ｂに設けるＬＥＤチップ７０３の数は
、例えば、１～１０個である。ＬＥＤチップ７０３の数は、チップサイズと必要な明るさ
に応じて適宜決定すればよい。また、各分割領域部７１２Ａ，７１２Ｂに設けられるＬＥ
Ｄチップ７０３の種類は、同種類であっても異種類であっても良い。異種類の組み合わせ
としては、紫外又は紫色ＬＥＤと青色ＬＥＤとの組み合わせが考えられる。
【０１９１】
　これらのＬＥＤチップ７０３Ａ、７０３Ｂの実装状態を模式化して示すと図１６Ｃのよ
うになる。即ち、分割領域部７１２Ａに配置される４つのＬＥＤチップ７０３Ａに対して
は、配線７２０Ａより電力供給が行われ、分割領域部７１２Ｂに配置される４つのＬＥＤ
チップ７０３Ｂに対しては、配線７２０Ｂより電力供給が行われる。図１６Ｃに示すよう
に、配線７２０Ａ，７２０Ｂの出力側には、抵抗器Ｒ１，Ｒ２が設けられる。抵抗器Ｒ１
，Ｒ２の作用に関しては後述する。
【０１９２】
　ここで、ＬＥＤチップ７０３の基板７０２への実装について、図１８に基づいて説明す
る。基板７０２は、ＬＥＤチップ７０３を含む白色ＬＥＤ７０８を保持するための基部で
あり、メタルベース部材７０２Ａ、メタルベース部材７０２Ａ上に形成された絶縁層７０
２Ｄ、および絶縁層７０２Ｄ上に形成された対配線７２０Ｃ、７２０Ｄを有している。Ｌ
ＥＤチップ７０３は、相対する底面および上面に一対の電極であるｐ電極及びｎ電極を有
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しており、対配線７２０Ｃの上面に、ＡｕＳｎの共晶半田７０５を介してＬＥＤチップ７
０３の底面側の電極が接合されている。ＬＥＤチップ７０３の上面側の電極は、金属製の
ワイヤ６によって、もう一方の対配線７２０Ｄに接続されている。これらの対配線７２０
Ｃ、７２０Ｄの対で、図１６Ｂに示される一つ対の配線７２０Ａあるいは７２０Ｂをなし
、各分割領域部の４個のＬＥＤチップ７０３への電力供給が行われる。
【０１９３】
　尚、ＬＥＤチップ７０３と基板７０２の一対の対配線７２０Ｃ、７２０Ｄとの電気的接
続は、図１８に示す形態に限られず、ＬＥＤチップ７０３における電極の組の配置に応じ
て適宜方法で行なうことができる。例えば、ＬＥＤチップ７０３の片面のみに電極の組が
設けられている場合は、電極が設けられている面を上に向けてＬＥＤチップ７０３を設置
し、各組の電極と各対配線７２０Ｃ、７２０Ｄとを例えば金製のワイヤ７０６でそれぞれ
接続することによって、対配線７２０Ｃ、７２０ＤとＬＥＤチップ７０３とを電気的に接
続することができる。また、ＬＥＤチップ７０３がフリップチップ（フェースダウン）の
場合は、ＬＥＤチップ７０３の電極と対配線７２０Ｃ、７２０Ｄとを金バンプや半田で接
合することによって電気的に接続することができる。
【０１９４】
　ここで、ＬＥＤチップ７０３は、後述する蛍光部７１４Ａ、７１４Ｂ（包括的に蛍光部
７１４と称する場合もある。）を励起するものである。中でも、ＧａＮ系化合物半導体を
使用したＧａＮ系ＬＥＤ素子であることが好ましい。なぜなら、紫外～青の光を発するの
に、発光出力や外部量子効率が格段に大きく、後述の蛍光体と組み合わせることによって
、非常に低電力で非常に明るい発光が得られるからである。ＧａＮ系ＬＥＤ素子において
は、Ｉｎを含む発光層、例えば、ＡｌｘＧａｙＩｎｚＮ発光層、またはＩｎｘＧａｙＮ発
光層を有しているものが好ましい。よく知られていることであるが、発光波長が紫～青の
場合は、発光層をＩｎｘＧａｙＮ井戸層を備えた多重量子井戸構造とし、この井戸層をク
ラッド層で挟んだダブルヘテロ構造とすると、発光効率が特に高くなる。
【０１９５】
　図１８に示すように、基板７０２上には、このＬＥＤチップ７０３から発せられる光の
一部を吸収して異なる波長の光を発する複数あるいは単独の蛍光体及び前記蛍光体を封止
する透光性材料を含有する蛍光部７１４が、ＬＥＤチップ７０３を覆って設けられている
。尚、図１８ではリフレクタ７１０の記載は省略されているが、このような形態もパッケ
ージから構成される白色ＬＥＤの一形態となり得る。ＬＥＤチップ７０３から発せられた
光の一部は、蛍光部７１４内の発光物質（蛍光体）に励起光として一部又は全部が吸収さ
れる。より具体的に白色ＬＥＤ７０８における蛍光部について図１７に基づいて説明する
と、分割領域部７１２Ａにおいては、蛍光部７１４ＡがＬＥＤチップ７０３Ａを覆い、且
つその蛍光部７１４Ａは分割開口部７１３Ａにて露出される。また、分割領域部７１２Ｂ
においては、蛍光部７１４ＢがＬＥＤチップ７０３Ｂを覆い、且つその蛍光部７１４Ｂは
分割開口部７１３Ｂにて露出される。従って、各蛍光部７１４Ａ，７１４Ｂからの出力光
は、各分割開口部から外部に出射される。
【０１９６】
　次に、蛍光体について詳細に説明する。本実施形態に係る白色ＬＥＤ７０８は、白色光
を出力することを目的とし、特に、白色ＬＥＤ７０８の発光色が、ＵＣＳ（ｕ、ｖ）表色
系（ＣＩＥ１９６０）のｕｖ色度図において、黒体輻射軌跡からの偏差ｄｕｖができるだ
け小さくなるように、好ましくは－０．０２≦ｄｕｖ≦０．０２を満たすように、ＬＥＤ
チップ７０３と蛍光体との組み合わせを選択する。尚、本発明における黒体輻射軌跡から
の偏差ｄｕｖは、ＪＩＳ Ｚ８７２５（光源の分布温度及び色温度・相関色温度の測定方
法）の５．４項の備考の定義に従う。但し、黒体輻射軌跡は絶対的な基準ではない。人工
的な規格に応じた発光色（人為的に定められた基準光からの偏差で規格化された発光色）
が要求される場合がある。
【０１９７】
　ＬＥＤチップ７０３の発光波長が紫外または紫の場合は、蛍光部７１４によりＲＧＢの
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３原色または、ＢＹ、ＲＧなどの補色関係にある波長の光を発生させることにより、白色
光を得る。ＬＥＤチップ７０３の発光波長が青の場合には、蛍光部７１４によりＹまたは
、ＲＧの光を発生させ、ＬＥＤチップ７０３の発光との混色により白色光を得る。
【０１９８】
　好ましい蛍光体はよく知られている。
【０１９９】
　（赤色蛍光体）
　赤色蛍光体としては、 (Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ)2Ｓｉ5Ｎ8：Ｅｕで表されるユウロピ
ウム付活アルカリ土類シリコンナイトライド系蛍光体、 (Ｙ，Ｌａ，Ｇｄ，Ｌｕ)2Ｏ2Ｓ
：Ｅｕで表されるユウロピウム付活希土類オキシカルコゲナイド系蛍光体、Ｔｉ、Ｚｒ、
Ｈｆ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｗ、及びＭｏよりなる群から選ばれる少なくも１種の元素を含有する
酸窒化物および／または酸硫化物を含有する蛍光体であって、Ａｌ元素の一部または全て
がＧａ元素で置換されたアルファサイアロン構造をもつ酸窒化物を含有する蛍光体、 (Ｌ
ａ，Ｙ)2Ｏ2Ｓ：Ｅｕ等のＥｕ付活酸硫化物蛍光体、Ｙ(Ｖ，Ｐ)Ｏ4：Ｅｕ、Ｙ2Ｏ3：Ｅｕ
等のＥｕ付活酸化物蛍光体、(Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ，Ｍｇ)2ＳｉＯ4：Ｅｕ，Ｍｎ、(Ｂａ，
Ｍｇ)2ＳｉＯ4：Ｅｕ，Ｍｎ等のＥｕ，Ｍｎ付活珪酸塩蛍光体、(Ｃａ，Ｓｒ)Ｓ：Ｅｕ等
のＥｕ付活硫化物蛍光体、ＹＡｌＯ3：Ｅｕ等のＥｕ付活アルミン酸塩蛍光体、ＬｉＹ9(
ＳｉＯ4)6Ｏ2：Ｅｕ、Ｃａ2Ｙ8(ＳｉＯ4)6Ｏ2：Ｅｕ、(Ｓｒ，Ｂａ，Ｃａ)3ＳｉＯ5：Ｅ
ｕ、Ｓｒ2ＢａＳｉＯ5：Ｅｕ等のＥｕ付活珪酸塩蛍光体、(Ｙ，Ｇｄ)3Ａｌ5Ｏ12：Ｃｅ、
(Ｔｂ，Ｇｄ)3Ａｌ5Ｏ12：Ｃｅ等のＣｅ付活アルミン酸塩蛍光体、(Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ)2
Ｓｉ5Ｎ8：Ｅｕ、(Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ)ＳｉＮ2：Ｅｕ、(Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ)
ＡｌＳｉＮ3：Ｅｕ等のＥｕ付活窒化物蛍光体、(Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ)ＡｌＳｉＮ3：
Ｃｅ等のＣｅ付活窒化物蛍光体、(Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ，Ｍｇ)10(ＰＯ4)6Ｃｌ2：Ｅｕ，Ｍ
ｎ等のＥｕ，Ｍｎ付活ハロリン酸塩蛍光体、Ｂａ3ＭｇＳｉ2Ｏ8：Ｅｕ，Ｍｎ、(Ｂａ，Ｓ
ｒ，Ｃａ，Ｍｇ)3(Ｚｎ，Ｍｇ)Ｓｉ2Ｏ8：Ｅｕ，Ｍｎ等のＥｕ，Ｍｎ付活珪酸塩蛍光体、
３．５ＭｇＯ・０．５ＭｇＦ2・ＧｅＯ2：Ｍｎ等のＭｎ付活ゲルマン酸塩蛍光体、Ｅｕ付
活αサイアロン等のＥｕ付活酸窒化物蛍光体、(Ｇｄ，Ｙ，Ｌｕ，Ｌａ)2Ｏ3：Ｅｕ，Ｂｉ
等のＥｕ，Ｂｉ付活酸化物蛍光体、(Ｇｄ，Ｙ，Ｌｕ，Ｌａ)2Ｏ2Ｓ：Ｅｕ，Ｂｉ等のＥｕ
，Ｂｉ付活酸硫化物蛍光体、(Ｇｄ，Ｙ，Ｌｕ，Ｌａ)ＶＯ4：Ｅｕ，Ｂｉ等のＥｕ，Ｂｉ
付活バナジン酸塩蛍光体、ＳｒＹ2Ｓ4：Ｅｕ，Ｃｅ等のＥｕ，Ｃｅ付活硫化物蛍光体、Ｃ
ａＬａ2Ｓ4：Ｃｅ等のＣｅ付活硫化物蛍光体、(Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ)ＭｇＰ2Ｏ7：Ｅｕ，Ｍ
ｎ、(Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ，Ｍｇ，Ｚｎ)2Ｐ2Ｏ7：Ｅｕ，Ｍｎ等のＥｕ，Ｍｎ付活リン酸塩
蛍光体、(Ｙ，Ｌｕ)2ＷＯ6：Ｅｕ，Ｍｏ等のＥｕ，Ｍｏ付活タングステン酸塩蛍光体、(
Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ)xＳｉyＮz：Ｅｕ，Ｃｅ（但し、ｘ、ｙ、ｚは、１以上の整数）等のＥ
ｕ，Ｃｅ付活窒化物蛍光体、(Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ，Ｍｇ)10(ＰＯ4)6(Ｆ，Ｃｌ，Ｂｒ，Ｏ
Ｈ)2：Ｅｕ，Ｍｎ等のＥｕ，Ｍｎ付活ハロリン酸塩蛍光体、((Ｙ，Ｌｕ，Ｇｄ，Ｔｂ)1-x
ＳｃxＣｅy)2(Ｃａ，Ｍｇ)1-r(Ｍｇ，Ｚｎ)2+rＳｉz-qＧｅｑＯ12+δ等のＣｅ付活珪酸塩
蛍光体、β－ジケトネート、β－ジケトン、芳香族カルボン酸、または、ブレンステッド
酸等のアニオンを配位子とする希土類元素イオン錯体からなる赤色有機蛍光体、ペリレン
系顔料(例えば、ジベンゾ｛［ｆ，ｆ'］－４，４'，７，７'－テトラフェニル｝ジインデ
ノ［１，２，３－ｃｄ：１'，２'，３'－ｌｍ］ペリレン)、アントラキノン系顔料、レー
キ系顔料、アゾ系顔料、キナクリドン系顔料、アントラセン系顔料、イソインドリン系顔
料、イソインドリノン系顔料、フタロシアニン系顔料、トリフェニルメタン系塩基性染料
、インダンスロン系顔料、インドフェノール系顔料、シアニン系顔料、ジオキサジン系顔
料、などを例示することができる。
【０２００】
　（緑色蛍光体）
　緑色蛍光体としては、 (Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ)Ｓｉ2Ｏ2Ｎ2：Ｅｕで表されるユウロ
ピウム付活アルカリ土類シリコンオキシナイトライド系蛍光体、 (Ｂａ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｍ
ｇ)2ＳｉＯ4：Ｅｕで表されるユウロピウム付活アルカリ土類シリケート系蛍光体、Ｓｒ4
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Ａｌ14Ｏ25：Ｅｕ、(Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ)Ａｌ2Ｏ4：Ｅｕ等のＥｕ付活アルミン酸塩蛍光体
、(Ｓｒ，Ｂａ)Ａｌ2Ｓｉ2Ｏ8：Ｅｕ、(Ｂａ，Ｍｇ)2ＳｉＯ4：Ｅｕ、(Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ
，Ｍｇ)2ＳｉＯ4：Ｅｕ、(Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ)2(Ｍｇ，Ｚｎ)Ｓｉ2Ｏ7：Ｅｕ等のＥｕ付活
珪酸塩蛍光体、Ｙ2ＳｉＯ5：Ｃｅ，Ｔｂ等のＣｅ，Ｔｂ付活珪酸塩蛍光体、Ｓｒ2Ｐ2Ｏ7

－Ｓｒ2Ｂ2Ｏ5：Ｅｕ等のＥｕ付活硼酸リン酸塩蛍光体、Ｓｒ2Ｓｉ3Ｏ8－２ＳｒＣｌ2：
Ｅｕ等のＥｕ付活ハロ珪酸塩蛍光体、Ｚn2ＳｉＯ4：Ｍｎ等のＭｎ付活珪酸塩蛍光体、Ｃ
ｅＭｇＡｌ11Ｏ19：Ｔｂ、Ｙ3Ａｌ5Ｏ12：Ｔｂ等のＴｂ付活アルミン酸塩蛍光体、Ｃａ2

Ｙ8(ＳｉＯ4)6Ｏ2：Ｔｂ、Ｌａ3Ｇａ5ＳｉＯ14：Ｔｂ等のＴｂ付活珪酸塩蛍光体、(Ｓｒ
，Ｂａ，Ｃａ)Ｇａ2Ｓ4：Ｅｕ，Ｔｂ，Ｓｍ等のＥｕ，Ｔｂ，Ｓｍ付活チオガレート蛍光
体、Ｙ3(Ａｌ，Ｇａ)5Ｏ12：Ｃｅ、(Ｙ，Ｇａ，Ｔｂ，Ｌａ，Ｓｍ，Ｐｒ，Ｌｕ)3(Ａｌ，
Ｇａ)5Ｏ12：Ｃｅ等のＣｅ付活アルミン酸塩蛍光体、Ｃａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅ、Ｃａ3

(Ｓｃ，Ｍｇ，Ｎａ，Ｌｉ)2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅ等のＣｅ付活珪酸塩蛍光体、ＣａＳｃ2Ｏ4：
Ｃｅ等のＣｅ付活酸化物蛍光体、ＳｒＳｉ2Ｏ2Ｎ2：Ｅｕ、(Ｓｒ，Ｂａ，Ｃａ)Ｓｉ2Ｏ2

Ｎ2：Ｅｕ、Ｅｕ付活βサイアロン等のＥｕ付活酸窒化物蛍光体、ＢａＭｇＡｌ10Ｏ17：
Ｅｕ，Ｍｎ等のＥｕ，Ｍｎ付活アルミン酸塩蛍光体、ＳｒＡｌ2Ｏ4：Ｅｕ等のＥｕ付活ア
ルミン酸塩蛍光体、(Ｌａ，Ｇｄ，Ｙ)2Ｏ2Ｓ：Ｔｂ等のＴｂ付活酸硫化物蛍光体、ＬａＰ
Ｏ4：Ｃｅ，Ｔｂ等のＣｅ，Ｔｂ付活リン酸塩蛍光体、ＺｎＳ：Ｃｕ，Ａｌ、ＺｎＳ：Ｃ
ｕ，Ａｕ，Ａｌ等の硫化物蛍光体、(Ｙ，Ｇａ，Ｌｕ，Ｓｃ，Ｌａ)ＢＯ3：Ｃｅ，Ｔｂ、
Ｎａ2Ｇｄ2Ｂ2Ｏ7：Ｃｅ，Ｔｂ、(Ｂａ，Ｓｒ)2(Ｃａ，Ｍｇ，Ｚｎ)Ｂ2Ｏ6：Ｋ，Ｃｅ，
Ｔｂ等のＣｅ，Ｔｂ付活硼酸塩蛍光体、Ｃａ8Ｍｇ(ＳｉＯ4)4Ｃｌ2：Ｅｕ，Ｍｎ等のＥｕ
，Ｍｎ付活ハロ珪酸塩蛍光体、(Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ)(Ａｌ，Ｇａ，Ｉｎ)2Ｓ4：Ｅｕ等のＥ
ｕ付活チオアルミネート蛍光体やチオガレート蛍光体、(Ｃａ，Ｓｒ)8(Ｍｇ，Ｚｎ)(Ｓｉ
Ｏ4)4Ｃｌ2：Ｅｕ，Ｍｎ等のＥｕ，Ｍｎ付活ハロ珪酸塩蛍光体、ピリジン－フタルイミド
縮合誘導体、ベンゾオキサジノン系、キナゾリノン系、クマリン系、キノフタロン系、ナ
ルタル酸イミド系等の蛍光色素、テルビウム錯体等の有機蛍光体、などを例示することが
できる。
【０２０１】
　（青色蛍光体）
　青色蛍光体としては、ＢａＭｇＡｌ10Ｏ17：Ｅｕで表されるユウロピウム付活バリウム
マグネシウムアルミネート系蛍光体、 (Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ)5(ＰＯ4)3Ｃｌ：Ｅｕで表され
るユウロピウム付活ハロリン酸カルシウム系蛍光体、 (Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ)2Ｂ5Ｏ9Ｃｌ：
Ｅｕで表されるユウロピウム付活アルカリ土類クロロボレート系蛍光体、 (Ｓｒ，Ｃａ，
Ｂａ)Ａｌ2Ｏ4：Ｅｕまたは(Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ)4Ａｌ14Ｏ25：Ｅｕで表されるユウロピウ
ム付活アルカリ土類アルミネート系蛍光体、Ｓｒ2Ｐ2Ｏ7：Ｓｎ等のＳｎ付活リン酸塩蛍
光体、Ｓｒ4Ａｌ14Ｏ25：Ｅｕ、ＢａＭｇＡｌ10Ｏ17：Ｅｕ、ＢａＡｌ8Ｏ13：Ｅｕ等のＥ
ｕ付活アルミン酸塩蛍光体、ＳｒＧａ2Ｓ4：Ｃｅ、ＣａＧａ2Ｓ4：Ｃｅ等のＣｅ付活チオ
ガレート蛍光体、(Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ)ＭｇＡｌ10Ｏ17：Ｅｕ、ＢａＭｇＡｌ10Ｏ17：Ｅｕ
，Ｔｂ，Ｓｍ等のＥｕ，Ｔｂ，Ｓｍ付活アルミン酸塩蛍光体、(Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ)ＭｇＡ
ｌ10Ｏ17：Ｅｕ，Ｍｎ等のＥｕ，Ｍｎ付活アルミン酸塩蛍光体、(Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ，Ｍ
ｇ)10(ＰＯ4)6Ｃｌ2：Ｅｕ、(Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ)5(ＰＯ4)3(Ｃｌ，Ｆ，Ｂｒ，ＯＨ)：Ｅ
ｕ，Ｍｎ，Ｓｂ等のＥｕ，Ｔｂ，Ｓｍ付活ハロリン酸塩蛍光体、ＢａＡｌ2Ｓｉ2Ｏ8：Ｅ
ｕ、(Ｓｒ，Ｂａ)3ＭｇＳｉ2Ｏ8：Ｅｕ等のＥｕ付活珪酸塩蛍光体、Ｓｒ2Ｐ2Ｏ7：Ｅｕ等
のＥｕ付活リン酸塩蛍光体、ＺｎＳ：Ａｇ、ＺｎＳ：Ａｇ，Ａｌ等の硫化物蛍光体、Ｙ2

ＳｉＯ5：Ｃｅ等のＣｅ付活珪酸塩蛍光体、ＣａＷＯ4等のタングステン酸塩蛍光体、(Ｂ
ａ，Ｓｒ，Ｃａ)ＢＰＯ5：Ｅｕ，Ｍｎ、(Ｓｒ，Ｃａ)10(ＰＯ4)6・ｎＢ2Ｏ3：Ｅｕ、２Ｓ
ｒＯ・０．８４Ｐ2Ｏ5・０．１６Ｂ2Ｏ3：Ｅｕ等のＥｕ，Ｍｎ付活硼酸リン酸塩蛍光体、
Ｓｒ2Ｓｉ3Ｏ8・２ＳｒＣｌ2：Ｅｕ等のＥｕ付活ハロ珪酸塩蛍光体、ナフタル酸イミド系
、ベンゾオキサゾール系、スチリル系、クマリン系、ピラゾリン系、トリアゾール系化合
物の蛍光色素、ツリウム錯体等の有機蛍光体、などを例示することができる。
【０２０２】
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　白色ＬＥＤ７０８は、上述のＬＥＤチップ７０３および蛍光体を含む蛍光部７１４を備
えていればよく、そのほかの構成は特に制限されない。ＬＥＤチップ７０３および蛍光部
７１４は、通常、ＬＥＤチップ７０３の発光によって蛍光体が励起されて発光を生じ、こ
の発光が、外部に取り出されるように配置されることになる。このような構造を有する場
合、上述のＬＥＤチップ７０３および蛍光体は、通常は透光性材料（封止材料）で封止保
護される。具体的には、この封止材料は、上記蛍光部７１４に含まれることで蛍光体を分
散させて発光部分を構成したり、ＬＥＤチップ７０３、蛍光体および基板７０２間を接着
したりする目的で採用される。
【０２０３】
　そして、使用される透光性材料としては、通常、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、光硬化
性樹脂等が挙げられるが、ＬＥＤチップ７０３はその出力光の波長が３００ｎｍ～４８０
ｎｍという短波長域にあるため、その出力光に対して充分な透明性と耐光性のある樹脂が
封止材料として好ましい。そこで、封止材料として、具体的には、ポリ（メタ）アクリル
酸メチル等の（メタ）アクリル樹脂；ポリスチレン、スチレン－アクリロニトリル共重合
体等のスチレン樹脂；ポリカーボネート樹脂；ポリエステル樹脂；フェノキシ樹脂；ブチ
ラール樹脂；ポリビニルアルコール；エチルセルロース、セルロースアセテート、セルロ
ースアセテートブチレート等のセルロース系樹脂；エポキシ樹脂；フェノール樹脂；シリ
コーン樹脂等が挙げられる。また、無機系材料、例えば、金属アルコキシド、セラミック
前駆体ポリマー若しくは金属アルコキシドを含有する溶液をゾル－ゲル法により加水分解
重合して成る溶液又はこれらの組み合わせを固化した無機系材料、例えばシロキサン結合
を有する無機系材料やガラスを用いることもできる。
【０２０４】
　これらのうち、耐熱性、耐光性の点から、珪素含有化合物であるシリコーン樹脂や金属
アルコキシド、セラミック前駆体ポリマー若しくは金属アルコキシドを含有する溶液をゾ
ル－ゲル法により加水分解重合して成る溶液またはこれらの組み合わせを固化した無機系
材料、例えばシロキサン結合を有する無機系材料が好ましい。
【０２０５】
　このように構成される白色ＬＥＤ７０８は、間仕切り１１で分割された二つの分割領域
部１２Ａ、１２Ｂにそれぞれ、４個のＬＥＤチップ７０３が発する光によって励起される
蛍光部７１４が設けられ、且つリフレクタ１０の内部において二つの分割領域部７１２Ａ
、７１２Ｂが、その出力光の出射口、即ち分割開口部７１３Ａ、７１３Ｂを並べて一体的
に設けられている。そして、各蛍光部７１４Ａ、７１４Ｂからの出力光（ＬＥＤチップが
青色光を発する場合は、ＬＥＤチップの出力光も含んでよい）である白色光は、それぞれ
分割開口部７１３Ａ、７１３Ｂから外部に出射される。ここで、この分割開口部のそれぞ
れから放出される白色光は、蛍光体を含む蛍光部７１４を介して得られるため、成分光（
ＬＥＤチップ、各蛍光体から発せられる光）が充分に拡散され（通常、蛍光体粒子と封止
材の屈折率に十分な差があるため、散乱・乱反射が生じることによる）、配光がランバー
シアン的となり出射される。その結果、複数の分割領域部から出射される白色光どうしの
混合が効果的に起こるので、均一な白色光が得られる。
【０２０６】
　ここで、分割領域部７１２Ａから出力される白色光（以下、「白色光Ａ」と言う。）と
分割領域部７１２Ｂから出力される白色光（以下、「白色光Ｂ」と言う。）のスペクトル
は、互いに異なるように、蛍光部７１４Ａに含まれる蛍光体と蛍光部７１４Ｂに含まれる
蛍光体とが適宜選択される。また、白色光Ａ、Ｂに対応するｘｙ色度図（ＣＩＥ１９３１
）上の色度点をＷL、ＷHで表すものとすると、図１９、２０に示すように、色度点ＷLの
相関色温度は２６００Ｋ、色度点ＷHの相関色温度は９０００Ｋとする。また、色度点ＷL

は、黒体輻射軌跡ＢＢＬからの偏差ｄｕｖが＋０．００５であり、色度点ＷHは、黒体輻
射軌跡ＢＢＬからの偏差ｄｕｖが＋０．０１であるとする。尚、図２０は、図１９の要部
拡大図であり、図中に示されている黒体輻射からの偏差の範囲－０．０２≦ｄｕｖ≦０．
０２は、ＵＣＳ表色系（ＣＩＥ１９６０）からｘｙ色度図（ＣＩＥ１９３１）上へ変換し
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たものである。
【０２０７】
　なお、白色光Ａと白色光Ｂとの相関色温度そのものは、目的に応じて適宜変更すること
ができる。両者の相関色温度差が２０００Ｋ以上あれば、色温度差が知覚されるので、"
色温度可変"とすることができる。また、上述したように、黒体輻射軌跡は絶対的な基準
ではない。人工的な規格に応じた発光色（人為的に定められた基準光からの偏差で規格化
された発光色）が要求される場合がある。
【０２０８】
　このように、白色ＬＥＤ７０８（半導体発光装置）は、白色光Ａを発する分割領域部７
１２Ａ、すなわち、発光ダイオードを含む第１の白色光源と、白色光Ｂを発する分割領域
部７１２Ｂ、すなわち、発光ダイオードを含む第２の白色光源であって、第１の白色光源
から発せられる白色光とスペクトルの異なる白色光を発する第２の白色光源とを備え、第
１及び第２の白色光源からの白色光が合成された合成白色光を発するものである。そして
、白色ＬＥＤ７０８は、第１及び第２の白色光源に対する駆動電力が供給される時間（駆
動電圧の印加時間，駆動電流の通電時間，或いは白色光源の発光時間）が所定比となるよ
うに制御されることで、合成白色光の色温度を変更可能とするものである。
【０２０９】
　ここで、上記に示すように構成され、２つの色温度間の色温度となる白色光を容易に出
力できる白色ＬＥＤ７０８を複数用いて構成される発光モジュール７３０の構成例につい
て、図２１に基づいて説明する。
【０２１０】
　図２１（ａ）は、発光モジュール７３０の具体的構成を示す図であり、図２１（ｂ）は
、図２１（ａ）に示す発光モジュール上の５台の白色ＬＥＤ７０８の配置状態を模式的に
示す図である。白色ＬＥＤ７０８は、環状のベース７３１上に環状に配置されている。白
色ＬＥＤ７０８の開口部７１３上に凸レンズ等のレンズ素子を設けることができる。
【０２１１】
　また、発光モジュール７３０においては、各発光装置７０８が有する５つの分割領域部
７１２Ａの配線７２０Ａは直列に結線されて、配線７３４を形成し、５つの分割領域部７
１２Ｂの配線７２０Ｂは直列に結線されて、配線７３５を形成している。更に、各発光装
置７０８のグラウンド線も各発光装置７０８を直列に結線することで、配線７３６を形成
している。図２２には、これらの配線７３４～７３６によって結線された５台の発光装置
７０８の状態を模式的に示す。そして、これらの配線７３４～７３６に対して、各発光装
置７０８を発光させるための電力を供給する電極７３２、７３３が設けられている。この
ように各発光装置７０８のそれぞれの分割領域部７１２Ａ、７１２Ｂを直列に結線するこ
とで、発光モジュール７３０の発光制御を容易に行うことができる。さらに、本実施形態
においては、配線７３４，７３５の出力側に、抵抗器Ｒ１，Ｒ２が夫々設けられている。
これにより、個々の白色ＬＥＤ７０８については、図１６Ｃに示したように、各配線の出
力側に抵抗器Ｒ１，Ｒ２が夫々直列接続された状態となっている。
【０２１２】
　図２３は、発光モジュール７３０の発光制御のために各白色ＬＥＤ７０８に印加される
電圧の一例が示されている。図２３（ａ）は配線７３４を介して各白色ＬＥＤ７０８の分
割領域部７１２Ａ内に配置されるＬＥＤチップ７０３Ａに印加される電圧の推移を示して
おり、図２３（ｂ）は配線７３５を介して各白色ＬＥＤ７０８の分割領域部７１２Ｂ内に
配置されるＬＥＤチップ７０３Ｂに印加される電圧の推移を示している。図２３（ａ）（
ｂ）に示すように、所定周期Ｔにおいて、第１の白色光源と第２の白色光源とのそれぞれ
に対し、一定時間一定値の電圧が印加される。このように、実施形態は、第１の白色光源
に含まれる発光ダイオードと第２の白色光源に含まれる発光ダイオードのそれぞれに対し
、所定周期内において一定時間一定値の電圧が印加されるようにして、第１の白色光源か
らの白色光と第２の白色光源からの白色光との合成白色光が特定の輝度となるように予め
決定された駆動電圧比に応じた駆動電圧を印加するように構成可能である。
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【０２１３】
　各ＬＥＤチップ７０３には、図示しない電源回路によるパルス幅変調（ＰＷＭ）制御に
より、周期Ｔにおいて所望のデューティ比で図示しない電源回路からの電圧が印加される
。図２３（ａ）（ｂ）の例では、ＬＥＤチップ７０３Ａに対しては、所定の時間Ｔ１にお
いて一定の略矩形状の電圧が印加され、ＬＥＤチップ７０３Ｂは、所定の時間Ｔ２におい
て一定の略矩形状の駆動電圧が印加される。ＬＥＤチップ７０３ＡとＬＥＤチップ７０３
Ｂとのそれぞれは、駆動電圧が印加されている間、電圧値に応じた駆動電流が流れてオン
となる。このような、ＬＥＤチップ７０３Ａがオンの時間Ｔ１と、ＬＥＤチップ７０３Ｂ
がオンの時間Ｔ２との比が制御されることで、白色ＬＥＤ７０８が発する合成白色光の色
温度が変化する。時間Ｔ１、Ｔ２は、電力供給時間と称する（但し、印加時間、通電時間
、或いは発光時間とも表記することもある）。図２３（ａ）（ｂ）の例において、第１の
白色光源の点灯時間（所定の時間Ｔ１）と第２の白色光源の点灯時間（所定の時間Ｔ２）
との比（Ｔ１及びＴ２の一方に対する他方の比率）によって、合成白色光の色度（色温度
）が決まる。一方、所定周期Ｔに対する点灯時間Ｔ１及びＴ２の比率（所定周期Ｔにおけ
る第１及び第２の白色光源のオン／オフの比）によって、合成白色光の輝度（発光量）が
決まる。従って、所定周期Ｔにおける点灯時間の比（Ｔ１／Ｔ２）、及び所定周期Ｔにお
ける発光ダイオードのオン／オフの比（Ｔ／Ｔ１＋Ｔ２）のそれぞれを制御することによ
り、合成白色光の色温度及び輝度をそれぞれ調整可能である。
【０２１４】
　図２３（ａ）（ｂ）の例では、電力供給時間が重ならないようにして電流が通電される
。すなわち、ＬＥＤチップ７０３の一方がオンの時には他方はオフとなる。但し、合成白
色光の色温度を所望の（特定の）値にできる限り、時間Ｔ１と時間Ｔ２とはオーバラップ
する部分を含んでいても良い。
【０２１５】
　ここで、配線７３４、７３５に挿入された抵抗器Ｒ１，Ｒ２（Ｒ１＜Ｒ２）によって、
ＬＥＤチップ７０３Ａのみが点灯した場合の白色光Ａの輝度と、ＬＥＤチップ７０３Ｂの
みが点灯した場合の白色光Ｂの輝度とが同じになるように、各ＬＥＤチップ７０３Ａ，７
０３Ｂに印加される駆動電圧の比が決定される。つまり、電源電圧は同じであっても、抵
抗器Ｒ１の抵抗値と抵抗器Ｒ２との抵抗値との差によって、異なる駆動電圧がＬＥＤチッ
プ７０３Ａ，７０３Ｂに印加される。図２３（ａ）（ｂ）に示す例では、ＬＥＤチップ７
０３Ａに対する駆動電圧がＬＥＤチップ７０３Ｂに対する駆動電圧よりも高くなるように
電圧比が決定されている（図２４（ａ）の網掛け部分参照）。したがって、配線７３４を
流れる電流値、すなわちＬＥＤチップ７０３Ａ側に流れる電流値は、配線７３５を流れる
電流値、すなわちＬＥＤチップ７０３Ｂ側に流れる電流値よりも高くなっている。
【０２１６】
　このように、単位時間（１周期Ｔ）当たりにおけるＬＥＤチップ７０３Ａ側とＬＥＤチ
ップ７０３Ｂ側とに対する電力供給時間の比（Ｔ１／Ｔ２）を変化させる。これによって
、発光モジュール７３０の出力光の相関色温度を２６００Ｋから９０００Ｋの間の任意の
値に調整することができる。さらに、ＬＥＤチップ７０３Ａ側からの白色光ＡとＬＥＤチ
ップ７０３Ｂ側からの白色光Ｂとの輝度が同じとなるような電圧比で各チップに対して駆
動電圧が印加されるので、色温度の変化に拘わらず白色ＬＥＤ７０８からの合成白色光の
輝度を一定にすることができる。言い換えれば、白色ＬＥＤ７０８から発せられる合成白
色光の色温度・及び輝度（明るさ）を所望の値に調整することができる。なお、分割領域
部７１２Ａと分割領域部７１２Ｂからの発光強度の比率の変化については、段階的に変化
させてもよく、また連続的に変化させてもよい。
【０２１７】
　なお、図２２では、抵抗器Ｒ１及びＲ２（Ｒ１＜Ｒ２）を設けた例を示したが、各分割
領域部１２を構成するＬＥＤチップの種類・数，蛍光体の種類・濃度に応じて、Ｒ１＞Ｒ
２としてもよい。或いは、抵抗器Ｒ１とＲ２との一方のみが設けられていても良い。また
、抵抗器Ｒ１，Ｒ２として、可変抵抗器を適用することもできる。また、抵抗器Ｒ１及び
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Ｒ２は、各ＬＥＤチップの入力側に設けることもできる。抵抗器Ｒ１，Ｒ２は、配線上に
挿入しても良く、発光モジュール又はパッケージ内に組み込んでも良い。
【０２１８】
　図２４は、図２２において、抵抗器Ｒ１及びＲ２が除かれている場合において、ＬＥＤ
チップ７０３Ａ，３Ｂの夫々に対する所定の印加時間の比（Ｔ１／Ｔ２）で、且つ所定の
駆動電圧比で、ＬＥＤチップ７０３Ａ，３Ｂを駆動可能な制御回路の構成例を示す。図２
４に示す例では、ＬＥＤチップ７０３Ａの駆動を制御するＬＥＤドライバ７６１Ａと、Ｌ
ＥＤチップ７０３Ｂの駆動を制御するＬＥＤドライバ７６１Ｂと、ＬＥＤドライバ７６１
Ａ，７６１Ｂの動作を制御するマイクロコンピュータ（マイコン）７６２とを備えている
。
【０２１９】
　ＬＥＤドライバ７６１Ａ，７６１Ｂは、例えば、上述したＺＹＷＹＮ社製のＺＤ３３１
５である。ＺＤ３３１５は、イネーブル（ＥＮ）ピンを有しており、ＥＮピンに対する信
号のオン／オフで、ＬＥＤチップ７０３に対する駆動電圧の印加（ＬＥＤ電流の供給）を
オン／オフする。
【０２２０】
　マイコン７６２は、例えば、上記したPIC16F84Aを適用することができる。マイコン７
６２は、予め組み込まれたプログラムに従って、ＬＥＤドライバ７６１Ａ，７６１Ｂ（Ｚ
Ｄ３３１５）のＥＮピンに対し、ＬＥＤチップ７０３Ａ，７０３Ｂに対する駆動電圧の印
加時間（すなわち、ＬＥＤチップ７０３Ａ，７０３Ｂの点灯時間）の比を考慮したオン／
オフ信号（すなわち、イネーブル／ディスエーブル信号）を与える。ＬＥＤドライバ７６
１Ａ，７６１Ｂは、ＥＮピンに対するオン／オフ信号に従ったデューティ比で駆動電圧の
印加をオン／オフする。これによって、ＬＥＤチップ７０３Ａ及び３Ｂの夫々に対して、
所定の印加時間の比で駆動電圧を印加することができ、その比に応じた合成白色光を白色
ＬＥＤ７０８から発することができる。
【０２２１】
　また、図２４では図示していないが、ＬＥＤドライバ７６１Ａ，７６１Ｂは、上述した
ＩＳＥＴピンを有しており、このＩＳＥＴピンに所望のＬＥＤ電流をＬＥＤチップ７０３
に流すための抵抗（図示しない）が接続されている。抵抗の抵抗値は、ＬＥＤドライバ７
６１間で異なる値に設定することができる。抵抗値が異なる場合、ＬＥＤ電流がＬＥＤチ
ップ７０３Ａ，７０３Ｂで異なることにより、駆動電圧もＬＥＤチップ７０３Ａ，７０３
Ｂで異なることになる。よって、各ＩＳＥＴピンに接続される抵抗の抵抗値は、所望の合
成白色光の輝度が得られる駆動電圧比となるように決定されている。よって、色温度の変
化に拘わらず、合成白色光の輝度が一定となるようにすることができる。
【０２２２】
　また、図２４の構成において、例えば、ＩＳＥＴピンに接続される抵抗を可変抵抗とし
、マイコン７６２に対して複数の色温度指定値を入力可能にし、色温度指定値に応じてＬ
ＥＤドライバ７６１Ａ，７６１ＢのＥＮピンに対するオン／オフのタイミングを切り替え
ることで、白色ＬＥＤ７０８の色温度を動的に変更することができる。さらに、色温度指
定値に応じた抵抗値が予め決定され、マイコン７６２が色温度指定値に応じて各可変抵抗
の抵抗値を変更することによって、色温度の変更に拘わらず、合成白色光の輝度を一定に
することができる。
【０２２３】
　〔第９実施形態〕
　次に、本発明の第９実施形態について説明する。
【０２２４】
　第９実施形態の構成は、第８実施形態と共通する部分を含むので、共通部分については
説明を省略し、主として相違部分について説明する。
【０２２５】
　第９実施形態では、発光モジュール３０の各ＬＥＤチップ７０３Ａ，７０３Ｂには、配
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線７３４，７３５を用いて直流電流が供給されていた。第９実施形態では、発光モジュー
ル７３０（各ＬＥＤチップ７０３Ａ，７０３Ｂ）に対して交流電流が供給される例につい
て説明する。
【０２２６】
　図２５は、第９実施形態に係る白色ＬＥＤを電気的記号を用いて模式化した図である。
第９実施形態に係る白色ＬＥＤ７０８では、ＬＥＤチップ７０３Ａ，３Ｂは、配線２０Ｃ
と配線２０Ｄの間において、配線２０Ａ，２０Ｂを用いて並列接続されている。配線２０
Ｃ及び配線２０Ｄは、交流電源に接続される。例えば、配線２０Ｃ側から配線２０Ｄ側へ
の正の電流が流れる（正の電圧が印加される）場合には、ＬＥＤチップ７０３Ａに駆動用
の電流が流れ、ＬＥＤチップ７０３Ｂには、保護用ダイオードＤ２により電流が流れない
。これに対し、配線２０Ｄ側から配線２０Ｃ側への負の電流が流れる（負の電圧が印加さ
れる）場合には、ＬＥＤチップ７０３Ｂに駆動用の電流が流れ、ＬＥＤチップ７０３Ａに
は、保護用ダイオードＤ１により電流が流れないようにされている。なお、各ＬＥＤチッ
プ７０３Ａ，７０３Ｂの入力側に対し、チップ両端間の電圧が所定値以上となった時にオ
ンとなる半導体スイッチを設け、保護用ダイオードＤ１，Ｄ２から出力される電流が他方
のＬＥＤチップに回り込むのが防止されるようにしても良い。このように、保護用ダイオ
ードや半導体スイッチのような保護回路を設けるのが好ましい。図２５に示すように、白
色ＬＥＤとして、第１の白色光源に含まれる発光ダイオード（ＬＥＤチップ３Ａ）と第２
の白色光源に含まれる発光ダイオード（ＬＥＤチップ３Ｂ）とが極性を逆にして並列接続
された白色ＬＥＤを適用可能である。図２５に示す例では、逆並列接続を構成する一組の
ＬＥＤチップ３Ａ、３Ｂは、それぞれ複数のＬＥＤ素子が並列接続されたものを示したが
、ＬＥＤチップ３Ａ、３Ｂのそれぞれを構成するＬＥＤ素子は一つでも良く、或いは複数
のＬＥＤ素子が順方向に直列接続された構成を有していても良い。このような、逆並列接
続の一組のＬＥＤチップを有する白色ＬＥＤが適用される場合には、駆動電圧として、商
用電源（例えば、１００Ｖ）を適用しても良く、商用電源よりも低い電圧を適用しても良
い。また、逆耐圧性の高いＬＥＤチップを適用するのが好ましい。また、逆並列接続の一
組のＬＥＤチップを有する白色ＬＥＤを適用する場合には、交流電源を利用できるので、
交流－直流（ＡＣ－ＤＣ）コンバータや直流制御用のドライバが不要になる点で、制御回
路の簡素化が期待できる。
【０２２７】
　図２６は、発光モジュール７３０を電気的記号を用いて模式化した図である。図２６に
示す例では、５つの白色ＬＥＤ７０８が配線７３４及び７３５により直列に接続され、白
色ＬＥＤ７０８群の両端は、交流電源回路７４０に接続されている。
【０２２８】
　図２７は、交流電源回路７４０により、各白色ＬＥＤ７０８Ａに供給される電流の例を
示す。交流電源回路７４０は、周期Ｔで正負のパルス電圧をＬＥＤチップ７０３Ａ（分割
領域部７１２Ａ）及びＬＥＤチップ７０３Ｂ（分割領域部７１２Ｂ）に印加するように構
成されている。この例では、ＬＥＤチップ７０３Ａに正の電圧ＶＦ１が印加時間Ｔ１で印
加され、ＬＥＤチップ７０３Ｂに負の電圧ＶＦ２が印加時間Ｔ２で印加される。
【０２２９】
　交流電源回路７４０は、正の電圧ＶＦ１の印加時間Ｔ１と負の電圧ＶＦ２の印加時間Ｔ
２との比率を変更可能となっており、さらに、交流電源回路７４０は、ＬＥＤチップ７０
３Ａに対する駆動電圧とＬＥＤチップ７０３Ｂに対する駆動電圧とを所定の比で与えるこ
とができる。図２７に示す例では、印加時間が短い方の印加電圧値を印加時間が長い方の
印加電圧値よりも高くした例が示されている。これによって、印加電圧が高い方の電流値
は、印加電圧が低い方よりも高い電流値となっている。なお、印加時間Ｔ１及びＴ２の比
に関わらず、正負の電圧の比は一定で制御される。
【０２３０】
　よって、第８実施形態と同様に、印加時間Ｔ１及びＴ２の比が変更されることで、各分
割領域部７１２Ａ及び７１２Ｂから発せられる合成白色光の色温度を変更することができ
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る。また、色温度の変化に拘わらず輝度が一定となるような電圧比で、ＬＥＤチップ７０
３Ａ及び７０３Ｂに対して駆動電圧が印加される。なお、各分割領域部７１２Ａ及び７１
２Ｂからの最大光量は、ＶＦ１＝ＶＦ２のときとしても良く、ＶＦ１とＶＦ２とが異なる
場合に最大光量が得られるようにしても良い。
【０２３１】
　なお、図２６とは回路構成が異なるが、図２４に示した回路構成図において、例えば、
ＬＥＤチップ７０３Ｂの向きを逆にすることで、ＬＥＤチップ７０３Ｂが負の電圧によっ
て駆動する状態となり、実質的に交流駆動されている状態となる。
【０２３２】
　第８実施形態及び第９実施形態を通じて、色温度の変化に関わらず、合成白色光の輝度
が一定となるような駆動電圧比でＬＥＤチップ７０３Ａ，７０３Ｂを駆動する構成につい
て説明してきた。色温度の変化に関わらず、合成白色光の輝度を一定にできることは、各
色温度において、合成白色光の輝度を所望の値に調整できることを意味する。
【０２３３】
　すなわち、本発明は、第８及び第９実施形態で説明した色温度に対する輝度を一定にす
るようにされたパッケージ７０１，発光モジュール７３０に限られず、２つの白色発光部
位の輝度効率が同じではない場合（ＨＬペースト（蛍光体）の発光効率の違いの他、ＬＥ
Ｄチップのバラつき、紫ＬＥＤチップと青ＬＥＤチップの性質の違いその他による）に、
各白色発光部位からの発光の寄与を、時間的な制御により設定しようとするとき全般に適
用できる。
【０２３４】
　以上説明した第９実施形態のように、ＬＥＤチップ７０３Ａ及び７０３Ｂの夫々に対し
て正負の駆動電流が供給される発光デバイス（照明装置）の構成においても、ＬＥＤチッ
プ７０３Ａ及び７０３Ｂに対する個別電力を同一の時間軸上で制御できる（図２７参照）
。さらに、電源電圧の増減で、ＬＥＤチップ７０３Ａ及び７０３Ｂに供給される個別電力
の比を変えることなく送電力を増減可能である。
【０２３５】
　なお、第４～第７実施形態で説明した点灯制御回路（調光装置）４９９，４９９Ａ，４
９９Ｂは、物理的な配線を介して操作部からの操作量を示す信号をマイコン４００などが
受け取る構成が採用されている。これに対し、操作部は、点灯制御回路４９９，４９９Ａ
，４９９Ｂから物理的に切り離されたリモートコントローラとして構成され、非接触通信
により操作部の操作量が、点灯制御回路（調光装置）本体に伝達されるようにしても良い
。
【０２３６】
　例えば、第４～第７実施形態は、以下のように変形可能である。すなわち、第４～第７
実施形態における操作部であるＸＹスイッチ４１０が、リモコンとしての筐体に納められ
、当該筐体には赤外線送信器がさらに収容される。ユーザによるＸＹスイッチ４１０の操
作で生成されるビットｂ0～ｂ5のオン／オフパターン（ビットパターン）は、例えば、赤
外線送信器により赤外線信号に変換されて送信される。一方、マイコン４００の前段には
、赤外線受信器が配置され、この赤外線受信器で受信された赤外線信号からビットパター
ンが復調され、マイコン４００に入力される。赤外線通信の代わりに、無線通信を適用す
ることもできる。このように、操作部の操作量を示す信号の伝達経路は、有線だけでなく
、無線（ワイヤレス）経路を含んでいても良い。また、リモコンがロータリー・エンコー
ダによって操作部の操作量を検出するように構成されていても良い。
【符号の説明】
【０２３７】
１０，１０Ａ・・・交流電源入力端子
１１，１２・・・ダイオード
２０・・・白色ＬＥＤ発光デバイス
２２Ａ・・・ＬＥＤ群
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２２Ｂ・・・ＬＥＤ群
２３Ａ，２３Ｂ・・・端子
３０・・・トライアック
３１，３２，３３，３４・・・トランジスタ
４０・・・トリガダイオード
５０，５０Ａ・・・時定数回路
５１，５２，６１，６２・・・逆流防止用ダイオード
５２Ａ・・・抵抗器
５１Ａ，５１Ｂ，５３，６３，６４・・・可変抵抗器
５４・・・キャパシタ（コンデンサ）
５５，５６，５７・・・操作部
５５ａ，５５ｂ・・・ダイヤルつまみ
５６ａ，５６ｂ・・・スライドつまみ
５７ａ，５７ｂ・・・上下の押しボタン
５７ｃ，５７ｄ・・・左右の押しボタン
７０・・・ヒステリシス除去回路
８０・・・保護回路
９０・・・半波倍電圧整流回路
１００・・・クロック生成回路
１０１，１０２・・・コンパレータ（比較器：オペアンプ）
１１０・・・デューティ比調整回路
１２０・・・プッシュプル形駆動回路
１３０・・・駆動パルス発生・可変回路
１４０・・・２電圧直流電源回路
１４１・・・主電源スイッチ
１５０・・・Ｈ型フルブリッジ制御回路
１５１・・・制御回路
２００，２００Ａ，２０１，２０１Ａ，２０２Ａ，２２１，２２２，３０１，３１２，３
２２・・・配線
２９０・・・極性変換スイッチ
４００・・・マイクロプロセッサ
４１０・・・ＸＹスイッチ
４４０・・・タイマ・カウンタ
４５０・・・ディジタル／アナログ変換器
４４０Ａ・・・マイクロプロセッサ
４９９，４９９Ａ・・・点灯制御装置
５５０・・・定電流回路
５６０・・・電流バランス回路
５０１，５０２，５０３・・・オペアンプ
５１１，５１２，５１３・・・抵抗
５１５・・・ツェナーダイオード
５５１，５５２，５５３・・・トランジスタ
７０１・・・・パッケージ
７０２・・・・基板
７０３Ａ、７０３Ｂ・・・・半導体発光素子
７０８・・・・白色ＬＥＤ
７１０・・・・リフレクタ
７１１・・・・間仕切り
７１２Ａ、７１２Ｂ・・・・分割領域部
７１４Ａ、７１４Ｂ・・・・蛍光部
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７２０Ａ、７２０Ｂ・・・・配線
７３０・・・・発光モジュール
１３００・・・ドライブ電流検出回路
１３０５・・・抵抗器
１３１０，１３２０・・・フォトカプラ
１３１１，１３２１・・・積分回路

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９Ａ】 【図９Ｂ】
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【図１０Ａ】 【図１０Ｂ】

【図１０Ｃ】 【図１１Ａ】
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【図１１Ｂ】 【図１１Ｃ】

【図１２】 【図１３】
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【図１４Ａ】 【図１４Ｂ】

【図１５】 【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】
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【図１６Ｃ】 【図１７】

【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】
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