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(57)【要約】
【課題】コスト低減を図りつつ常夜灯を備えることがで
きる照明装置を提供する。
【解決手段】ＬＥＤモジュール２には、トランジスタ６
０３及びＦＥＴ６１１を介して電流源６０１が接続され
ている。トランジスタ６０３のコレクタには電流源６０
１を接続してあり、エミッタには各ＬＥＤモジュール２
の正側端のＬＥＤ２２のアノードが接続されている。ト
ランジスタ６０３のベースは、抵抗６０４を介してマイ
クロコンピュータ７００に接続されている。各ＬＥＤモ
ジュール２の負側端のＬＥＤ２２のカソードには、ＦＥ
Ｔ６１１を接続してあり、ＦＥＴ６１１のベースはマイ
クロコンピュータ７００に接続されている。常夜灯とし
てのＬＥＤ２２１には、トランジスタ６０６及びＦＥＴ
６１０を介して電流源６０２が接続されている。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の光源を有する光源部を備える照明装置において、
　複数の光源を点灯させる第１状態と、該複数の光源の一部を点灯させる第２状態とを切
り替える切替部を備えることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記光源部は、
　光源を複数直列接続した直列光源群を有し、
　前記光源部に電力を供給する第１電源部と、
　前記直列光源群を構成する光源の一部に電力を供給する第２電源部と
　を備え、
　前記切替部は、
　前記第１電源部及び第２電源部による電力の供給を切り替えるように構成してあること
を特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記光源は、発光ダイオードであり、
　前記第２電源部を、複数直列接続した発光ダイオードの少なくとも一の発光ダイオード
のアノード及びカソード間に接続してあり、
　前記第１電源部と光源部との間の電路を開閉する第１開閉素子と、
　前記第２電源部と前記一の発光ダイオードとの間の電路を開閉する第２開閉素子と
　を備え、
　前記切替部は、
　前記第１開閉素子及び第２開閉素子の開閉を切り替えるように構成してあることを特徴
とする請求項２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記光源部は、
　直列光源群を実装した基板を複数備えることを特徴とする請求項２又は請求項３に記載
の照明装置。
【請求項５】
　前記光源部は、
　電球色の光源と、電球色と色温度が異なる光源とを有し、
　前記第２電源部は、電球色の光源に電力を供給するように構成してあることを特徴とす
る請求項２から請求項４までのいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記第１電源部及び第２電源部の少なくとも一方は、光源の光を調光する調光回路を備
えることを特徴とする請求項２から請求項５までのいずれか１項に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光ダイオードなどの光源を有する照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　住宅の室内の照明に用いられる照明装置として、従来、白熱電球、蛍光灯などの光源を
備えるものが用いられている。一方で、近年、発光ダイオード（ＬＥＤ）の高輝度化に伴
い、白熱電球や蛍光灯などの光源に代えて、低消費電力、長寿命等の特性を有するＬＥＤ
が照明装置の光源として用いられるようになりつつある。
【０００３】
　室内で使用する照明装置では、夜間照明装置を消灯させた場合でも室内が真っ暗になら
ないように常夜灯を備えるものが多い。例えば、複数の室内灯ＬＥＤと、この室内灯ＬＥ
Ｄよりも低照度で異なる発光色で発光する常夜灯ＬＥＤとを有する車両用室内灯が開示さ
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れている（特許文献１参照）。
【０００４】
　また、家庭用のシーリングライトなどの照明装置においても、常夜灯を設ける要望があ
るため、通常の照明用の光源（例えば、ＬＥＤ）の他に常夜灯として専用の小型電球やＬ
ＥＤなどを備えるものが多い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－３２２８６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の車両室内灯又は従来の照明装置にあっては、常夜灯を通常
の照明用の光源と別個に設けているので、部品点数が増加し、コストアップになるという
課題があった。
【０００７】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、コスト低減を図りつつ常夜灯を備え
ることができる照明装置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】
【０００８】
　本発明に係る照明装置は、複数の光源を有する光源部を備える照明装置において、複数
の光源を点灯させる第１状態と、該複数の光源の一部を点灯させる第２状態とを切り替え
る切替部を備えることを特徴とする。
【０００９】
　本発明にあっては、複数の光源を点灯させる第１状態と、複数の光源の一部を点灯させ
る第２状態とを切り替える切替部を備える。複数の光源のうちの一部を常夜灯とすること
により、常夜灯専用の光源を別個に設ける必要がなく、部品点数を少なくしてコスト低減
を図ることができる。また、専用の常夜灯を必要としないので、常夜灯に要するスペース
が不要となり、照明装置の小型化を図ることができる。
【００１０】
　本発明に係る照明装置は、前記光源部は、光源を複数直列接続した直列光源群を有し、
前記光源部に電力を供給する第１電源部と、前記直列光源群を構成する光源の一部に電力
を供給する第２電源部とを備え、前記切替部は、前記第１電源部及び第２電源部による電
力の供給を切り替えるように構成してあることを特徴とする。
【００１１】
　本発明にあっては、光源部は、光源を複数直列接続した直列光源群を有し、光源部に電
力を供給する第１電源部と、直列光源群を構成する光源の一部に電力を供給する第２電源
部とを備える。切替部は、第１電源部及び第２電源部による電力の供給を切り替える。第
１電源部は、光源を複数直列接続した直列光源群を複数並列接続した光源部へ所要の電力
を供給することができる。また、第２電源部は、直列光源群の一部の光源へ所要の電力を
供給することができる。これにより、専用の常夜灯を設けることなく、光源部及び常夜灯
へ所要の電力を供給することができる。
【００１２】
　本発明に係る照明装置は、前記光源は、発光ダイオードであり、前記第２電源部を、複
数直列接続した発光ダイオードの少なくとも一の発光ダイオードのアノード及びカソード
間に接続してあり、前記第１電源部と光源部との間の電路を開閉する第１開閉素子と、前
記第２電源部と前記一の発光ダイオードとの間の電路を開閉する第２開閉素子とを備え、
前記切替部は、前記第１開閉素子及び第２開閉素子の開閉を切り替えるように構成してあ
ることを特徴とする。
【００１３】
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　本発明にあっては、光源は、発光ダイオードであり、第２電源部を、複数直列接続した
発光ダイオードの少なくとも一の発光ダイオードのアノード及びカソード間に接続してあ
る。第１電源部と光源部との間の電路を開閉する第１開閉素子と、第２電源部と当該一の
発光ダイオードとの間の電路を開閉する第２開閉素子とを備える。切替部は第１開閉素子
及び第２開閉素子を交互に開閉する。すなわち、切替部は、通常時（第１状態）には、第
１開閉素子を閉じ、第２開閉素子を開くことにより、第１電源部から光源部へ電力を供給
するとともに、第２開閉素子を開くことにより、第１電源部からの電力が発光ダイオード
を通じて第２電源部へ回り込むことを防止する。切替部は、常夜灯（当該一の発光ダイオ
ード）だけを点灯する時（第２状態）には、第１開閉素子を開き、第２開閉素子を閉じる
ことにより、第２電源部から常夜灯だけに電力を供給する。
【００１４】
　本発明に係る照明装置は、前記光源部は、直列光源群を実装した基板を複数備えること
を特徴とする。
【００１５】
　本発明にあっては、光源部は、直列光源群を実装した基板を複数備える。直列光源群の
１つの光源を常夜灯とした場合に、複数の常夜灯を照明装置内に設けるときは、１つの常
夜灯が実装された基板を複数適宜配置することにより、照明装置内での常夜灯の配置の自
由度を高めることができる。
【００１６】
　本発明に係る照明装置は、前記光源部は、電球色の光源と、電球色と色温度が異なる光
源とを有し、前記第２電源部は、電球色の光源に電力を供給するように構成してあること
を特徴とする。
【００１７】
　本発明にあっては、光源部は、電球色の光源と、電球色と色温度が異なる光源とを有し
、第２電源部は、電球色の光源に電力を供給する。電球色の光源及び電球色と色温度が異
なる光源（例えば、昼光色の光源）の配置又は個数を適宜決定することにより、通常時に
は昼光色から電球色までの所望の光色の照明を実現することができるとともに、常夜灯と
して電球色を発光することができる。
【００１８】
　本発明に係る照明装置は、前記第１電源部及び第２電源部の少なくとも一方は、光源の
光を調光する調光回路を備えることを特徴とする。
【００１９】
　本発明にあっては、第１電源部及び第２電源部の少なくとも一方は、光源の光を調光す
る調光回路を備える。調光回路は、例えば、光源に流す電流値を変化させる回路でもよく
、あるいは、光源に流す電流のデューティ比を変化させるＰＷＭ変調回路でもよい。これ
により、通常時の明るさ又は常夜灯の明るさを所望の状態にすることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、常夜灯専用の光源を別個に設ける必要がなく、部品点数を少なくして
コスト低減を図ることができる。また、専用の常夜灯を必要としないので、常夜灯に要す
るスペースが不要となり、照明装置の小型化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】実施の形態１の照明装置の構成の一例を示す外観図である。
【図２】実施の形態１の照明装置の構成の一例を示す分解斜視図である。
【図３】実施の形態１の照明装置の要部の配置例を示す平面図である。
【図４】実施の形態１のＬＥＤモジュールの構成の一例を示す平面図である。
【図５】実施の形態１の照明装置の回路構成の一例を示す模式図である。
【図６】実施の形態１の照明装置の回路構成の第２の例を示す模式図である。
【図７】実施の形態１の照明装置の回路構成の第３の例を示す模式図である。



(5) JP 2011-222123 A 2011.11.4

10

20

30

40

50

【図８】実施の形態２の照明装置の回路構成の一例を示す模式図である。
【図９】実施の形態３のＬＥＤモジュールの構成の一例を示す平面図である。
【図１０】実施の形態３の照明装置の回路構成の一例を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
実施の形態１
　以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて説明する。図１は実施の形態１の
照明装置１００の構成の一例を示す外観図であり、図２は実施の形態１の照明装置１００
の構成の一例を示す分解斜視図である。以下の説明では、照明装置１００として、天井等
の取付面に着脱可能に取り付けることができるシーリングライトを例として挙げるが、本
実施の形態の照明装置１００は、シーリングライトに限定されるものではない。
【００２３】
　図１に示すように、照明装置１００は、金属製であって円板状のシャーシ１を天井等に
取り付け、シャーシ１には、円板状であって光拡散性を有するリングカバー８を取り付け
てある。リングカバー８の中央部には円板状のセンタカバー９を着脱可能に取り付けてあ
る。
【００２４】
　図２に示すように、シャーシ１の中央部の取付穴には、アダプタ（不図示）が取付けら
れる。アダプタは、扁平な円柱形状を有しており、天井に設けられた引掛シーリングボデ
ィ等の被取付体の係合穴に係合する引掛刃と、電源線用のコネクタとを有している。アダ
プタは、被取付体の係合穴に引掛刃を係合させることにより、電気的及び機械的に被取付
体に接続される。アダプタにシャーシ１を取付けることにより、アダプタが被取付体に接
続して取付けられると同時にシャーシ１が天井に取付けられることになる。
【００２５】
　シャーシ１には、電源基板支持部６３を設けてある。電源基板支持部６３には、交流電
圧を所要の直流電圧に変換する回路部品を電源基板に実装した電源部６を設けてある。電
源部６とシャーシ１との間には絶縁シート６４を設けてある。
【００２６】
　また、シャーシ１には、制御基板支持部７３を設けてある。制御基板支持部７３には、
照明装置１００全体の動作を制御する制御用のマイクロコンピュータを実装した制御基板
７を設けてある。制御基板７には、リモートコントロール（遠隔操作用端末装置）からの
信号を受信する受信部７５を設けてある。
【００２７】
　また、シャーシ１には、取付穴を囲むように矩形状の光源保持部３が正八角形状の周壁
を形成するように立設してある。各光源保持部３には、シャーシ１の外縁の方向に向けて
、光源であるＬＥＤ（発光ダイオード）を複数直列に接続した直列光源群としてのＬＥＤ
モジュール２を取り付けてある。図２の例では、８個のＬＥＤモジュール２を設けてある
が、ＬＥＤモジュール２の個数は図２の例に限定されるものではない。なお、ＬＥＤモジ
ュール２の詳細は後述する。
【００２８】
　電源部６は、電線６６、６７を介してＬＥＤモジュール２と電気的に接続してある。Ｌ
ＥＤモジュール間は電線６９により電気的に接続してある。これにより、各ＬＥＤモジュ
ール２を並列に接続する。また、電源部６は、電線６８を介して制御基板７と電気的に接
続してある。
【００２９】
　光源保持部３の縁部には、各ＬＥＤモジュール２からの光を反射する天板反射シート５
を設けてある。天板反射シート５は、ＬＥＤモジュール２の配置形状に合わせた八角形状
の穴を中央部に有する円板状の樹脂製であり、乱反射しやすいように表面加工が施してあ
る。
【００３０】
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　シャーシ１と光源保持部３により形成される空間には、電源部６及び制御基板７が収容
され、当該空間は、基板カバー６０により覆われる。基板カバー６０は、電源基板支持部
６３及び制御基板支持部７３に載置されるとともに、光源保持部３にネジ等により固定し
てある。
【００３１】
　シャーシ１には、各ＬＥＤモジュール２からの光を反射する円板状の反射シート４を設
けてある。反射シート４は、ＬＥＤモジュール２の配置形状に合わせた八角形状の穴を中
央部に有する円板部４１と、円板部４１の外周縁に立設された周壁部４２とを有する。円
板部４１は、中央部から外縁部に向けて緩やかに一面が凹状になるように湾曲させてある
。反射シート４は、樹脂製であり、乱反射しやすいように表面加工が施してある。反射シ
ート４は、凸状の他方の面がシャーシ１に対向するようにシャーシ１に取付けてある。反
射シート４の周壁部４２は、各ＬＥＤモジュール２と離隔して対向することになり、周壁
部４２の内周面が各ＬＥＤモジュール２の光出射方向に離隔して対向する反射面となる。
【００３２】
　ＬＥＤモジュール２、電源部６、制御基板７及び基板カバー６０などが取り付けられた
シャーシ１には、ＬＥＤモジュール２及び反射シート４を覆う光拡散性を有するリングカ
バー８を設けてある。リングカバー８は、中央に円形状の穴を有する円板状の環状部８１
と、環状部８１の外周縁に立設された周壁部８２とを有してなる。リングカバー８は、周
壁部８２にてシャーシ１の周壁部に取付けてある。リングカバー８、光源保持部３及びシ
ャーシ１により形成される空洞内に各ＬＥＤモジュール２が収容され、各ＬＥＤモジュー
ル２部分のみを密閉することが可能となる。
【００３３】
　リングカバー８の環状部８１の内周縁部には、円板状の電源カバーとしてのセンタカバ
ー９が着脱可能に取付けてある。センタカバー９には、リモートコントローラからの信号
を受信すべく円形状の穴を設けてあり、穴には、カバー９０を嵌合してある。
【００３４】
　図３は実施の形態１の照明装置１００の要部の配置例を示す平面図である。図３に示す
ように、光源保持部３により保持された各ＬＥＤモジュール２は、シャーシ１の外縁に向
かって正八角形状に周設されている。そして、ＬＥＤモジュール２を点灯したときに、Ｌ
ＥＤモジュール２からの光は、シャーシ１の中央部から外縁部の方向に放射状に出射され
ることになる。
【００３５】
　ＬＥＤモジュール２から出射された光の一部は、反射シート４の円板部４１の一面にお
いて鏡面反射される。ＬＥＤモジュール２から出射された光の他の一部は、ＬＥＤモジュ
ール２の光出射方向に離隔して対向する反射シート４の周壁部４２の内周面に略直角をな
して入射し、内周面において乱反射、即ち多方向に反射される。反射シート４の周壁部４
２の内周面において乱反射された光の一部は、反射シート４の円板部４１の一面に入射し
、当該一面において更に反射され、他の部分は反射シート４に入射することなく、リング
カバー８の内面に入射して、リングカバー８内部において拡散しつつリングカバー８の外
面から照明装置１００の外部に出射する。
【００３６】
　上述のように、各ＬＥＤモジュール２の光出射方向を、シャーシ１の中央部から外縁部
の方向にして、照明装置１００の照射方向がＬＥＤモジュール２の光出射方向と交差する
方向としているから、ＬＥＤモジュール２から出射された光のうち、リングカバー８に直
接入射して照明装置１００の外部へ出射する光を少なくすることができ、ＬＥＤモジュー
ル２からの直接光が使用者の目に入ることを低減することができ、グレアを低減すること
ができる。
【００３７】
　図４は実施の形態１のＬＥＤモジュール２の構成の一例を示す平面図である。図４に示
すように、ＬＥＤモジュール２は、矩形板状のＬＥＤ基板２１と、ＬＥＤ基板２１の長手
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方向に沿って一列に配された９個のＬＥＤ２２とを備える。ＬＥＤ２２は、例えば、昼光
色のＬＥＤであるが、他の発光色であってもよい。９個のＬＥＤ２２は、直列に接続され
、ＬＥＤモジュール２は、１つの直列光源群をなす。また、ＬＥＤ基板２１は、鉄、アル
ミニウム等の金属製であり、ＬＥＤ２２からの熱を光源保持部３に伝導する熱伝導体を兼
ねている。
【００３８】
　次に、本実施の形態の照明装置１００の回路構成について説明する。図５は実施の形態
１の照明装置１００の回路構成の一例を示す模式図である。図５に示すように、照明装置
１００は、光源部として、９個のＬＥＤ２２が直列接続された直列光源群としてのＬＥＤ
モジュール２を８個並列に接続してある。
【００３９】
　８個のＬＥＤモジュール２で構成される光源部には、第１開閉素子としてのトランジス
タ６０３及びＦＥＴ６１１を介して第１電源部としての電流源６０１が接続されている。
すなわち、電流源６０１は、各ＬＥＤモジュール２それぞれに所要の電流（電力）を供給
する。電流源６０１は、例えば、１．６Ａの定電流源であって、各ＬＥＤモジュール２に
０．２Ａの定電流を供給することができる。これにより、各ＬＥＤ２２には、０．２Ａの
電流を流すことができる。
【００４０】
　トランジスタ６０３のコレクタには電流源６０１を接続してあり、エミッタには各ＬＥ
Ｄモジュール２の正側端のＬＥＤ２２のアノードが接続されている。トランジスタ６０３
のベースは、抵抗６０４を介して切替部としてのマイクロコンピュータ７００に接続され
、トランジスタ６０３のベース・エミッタ間にはバイアス用の抵抗６０５を接続してある
。マイクロコンピュータ７００からの信号により、トランジスタ６０３をオン／オフする
ことができる。
【００４１】
　また、各ＬＥＤモジュール２の負側端のＬＥＤ２２のカソードには、ＦＥＴ６１１を接
続してあり、ＦＥＴ６１１のベースはマイクロコンピュータ７００に接続されている。Ｆ
ＥＴ６１１は、マイクロコンピュータ７００からの信号によりＰＷＭ制御され、オン／オ
フ期間のデューティ比を変更する。これにより、各ＬＥＤモジュール２に流れる電流値を
調整することができる。
【００４２】
　１つのＬＥＤモジュール２を構成するＬＥＤ２２のうち、１つのＬＥＤ２２１は常夜灯
である。常夜灯としてのＬＥＤ２２１には、第２開閉素子としてのトランジスタ６０６及
びＦＥＴ６１０を介して第２電源部としての電流源６０２が接続されている。すなわち、
電流源６０２は、常夜灯としてのＬＥＤ２２１に所要の電流（電力）を供給する。電流源
６０２は、例えば、０．２Ａの定電流源であって、常夜灯としてのＬＥＤ２２１に０．２
Ａの定電流を供給することができる。
【００４３】
　トランジスタ６０６のコレクタには電流源６０２を接続してあり、エミッタにはＬＥＤ
２２１のアノードが接続されている。トランジスタ６０６のベースは、抵抗６０７を介し
てマイクロコンピュータ７００に接続され、トランジスタ６０６のベース・エミッタ間に
はバイアス用の抵抗６０８を接続してある。マイクロコンピュータ７００からの信号によ
り、トランジスタ６０６をオン／オフすることができる。
【００４４】
　常夜灯としてのＬＥＤ２２１のカソードには、ＦＥＴ６１０を接続してあり、ＦＥＴ６
１０のベースはマイクロコンピュータ７００に接続されている。ＦＥＴ６１０は、マイク
ロコンピュータ７００からの信号によりＰＷＭ制御され、オン／オフ期間のデューティ比
を変更する。これにより、ＬＥＤ２２１に流れる電流値を調整することができる。
【００４５】
　光源部としての各ＬＥＤモジュール２をすべて点灯させる通常の状態（第１状態）では
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、マイクロコンピュータ７００は、ＦＥＴ６１１及びトランジスタ６０３をオン状態にし
、ＦＥＴ６１０及びトランジスタ６０６をオフ状態にする。電流源６０１からの電流は、
各ＬＥＤモジュール２へ流れ、すべてのＬＥＤ２２（常夜灯としてのＬＥＤ２２１を含む
）が点灯する。通常時には、マイクロコンピュータ７００は、トランジスタ６０６をオフ
させるので、電流源６０１からの電流がＬＥＤ２２を介して電流源６０２へ流れ込むこと
を防止することができる。
【００４６】
　ＬＥＤ２２を消灯させ、常夜灯としてのＬＥＤ２２１だけを点灯させる状態（第２状態
）では、マイクロコンピュータ７００は、ＦＥＴ６１１及びトランジスタ６０３をオフ状
態にし、ＦＥＴ６１０及びトランジスタ６０６をオン状態にする。電流源６０２からの電
流は、常夜灯としてのＬＥＤ２２１だけに流れ、他のすべてのＬＥＤ２２は消灯状態とな
る。
【００４７】
　また、各ＬＥＤモジュール２をすべて点灯させる場合、マイクロコンピュータ７００は
、ＰＷＭ制御された信号をＦＥＴ６１１へ出力することにより、各ＬＥＤモジュール２か
らの光量を調整することができ照明装置１００の調光を行うことができる。また、常夜灯
としてのＬＥＤ２２１を点灯させる場合、マイクロコンピュータ７００は、ＰＷＭ制御さ
れた信号をＦＥＴ６１０へ出力することにより、常夜灯の光量を調整することができる。
なお、ＦＥＴ６１１、ＦＥＴ６１０の代わりに夫々定電流回路を用いて電流値を固定する
ことも可能である。その場合は、第１開閉素子、第２開閉素子は、夫々トランジスタ６０
３、トランジスタ６０６のみから構成されることになる。
【００４８】
　図６は実施の形態１の照明装置１００の回路構成の第２の例を示す模式図である。図５
に例示した回路構成との相違点は、図５のトランジスタ６０６、抵抗６０７、６０８に代
えてダイオード６１２を設けた点である。図６に示すように、ダイオード６１２のアノー
ドを電流源６０２に接続し、カソードを常夜灯としてのＬＥＤ２２１のアノードに接続し
ている。
【００４９】
　各ＬＥＤモジュール２をすべて点灯させる通常の状態（第１状態）では、マイクロコン
ピュータ７００は、ＦＥＴ６１１及びトランジスタ６０３をオン状態にし、ＦＥＴ６１０
をオフ状態にする。電流源６０１からの電流は、各ＬＥＤモジュール２へ流れ、すべての
ＬＥＤ２２（常夜灯としてのＬＥＤ２２１を含む）が点灯する。この場合、第２開閉素子
としてのダイオード６１２が逆バイアスされ、電流源６０２への電路を遮断するので、電
流源６０１からの電流がＬＥＤ２２を介して電流源６０２へ流れ込むことを防止すること
ができる。
【００５０】
　ＬＥＤ２２を消灯させ、常夜灯としてのＬＥＤ２２１だけを点灯させる状態（第２状態
）では、マイクロコンピュータ７００は、ＦＥＴ６１１及びトランジスタ６０３をオフ状
態にし、ＦＥＴ６１０をオン状態にする。電流源６０２からの電流は、常夜灯としてのＬ
ＥＤ２２１だけに流れ、他のすべてのＬＥＤ２２は消灯状態となる。
【００５１】
　図６の例においても、図５と同様に、各ＬＥＤモジュール２をすべて点灯させる場合、
マイクロコンピュータ７００は、ＰＷＭ制御された信号をＦＥＴ６１１へ出力することに
より、各ＬＥＤモジュール２からの光量を調整することができ照明装置１００の調光を行
うことができる。また、常夜灯としてのＬＥＤ２２１を点灯させる場合、マイクロコンピ
ュータ７００は、ＰＷＭ制御された信号をＦＥＴ６１０へ出力することにより、常夜灯の
光量を調整することができる。
【００５２】
　図７は実施の形態１の照明装置１００の回路構成の第３の例を示す模式図である。図７
に示すように、各ＬＥＤモジュール２の正側端のＬＥＤ２２のアノードには、所要の電源
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電圧Ｖが印加されている。各ＬＥＤモジュール２の負側端のＬＥＤ２２のカソードには、
第１電源部及び第１開閉素子としてのＤＣコンバータ６１４を接続してある。ＤＣコンバ
ータ６１４は、定電流回路を備え、マイクロコンピュータ７００が出力する信号により、
各ＬＥＤモジュール２に流れる電流のオン／オフを制御するとともに、電流値が所要の定
電流になるように制御する。ＤＣコンバータ６１４は、例えば、１．６Ａの定電流回路を
備え、各ＬＥＤモジュール２に０．２Ａの定電流を供給することができる。これにより、
各ＬＥＤ２２には、０．２Ａの電流を流すことができる。
【００５３】
　常夜灯としてのＬＥＤ２２１のカソードには、第２電源部及び第２開閉素子としてのＤ
Ｃコンバータ６１３を接続してある。ＤＣコンバータ６１３は、定電流回路を備え、マイ
クロコンピュータ７００が出力する信号により、ＬＥＤ２２１に流れる電流のオン／オフ
を制御するとともに、電流値が所要の定電流になるように制御する。ＤＣコンバータ６１
３は、例えば、０．２Ａの定電流回路を備え、ＬＥＤ２２１に０．２Ａの定電流を供給す
ることができる。
【００５４】
　各ＬＥＤモジュール２をすべて点灯させる通常の状態（第１状態）では、マイクロコン
ピュータ７００は、ＤＣコンバータ６１４を動作させるとともに、ＤＣコンバータ６１３
の動作を停止させる。ＤＣコンバータ６１４が動作することにより、電源電圧Ｖからの電
流は、各ＬＥＤモジュール２へ流れ、ＤＣコンバータ６１４に引き込まれ、各ＬＥＤモジ
ュール２は点灯する。ＤＣコンバータ６１３は動作を停止しているので、電流が流れ込ま
ない。
【００５５】
　常夜灯としてのＬＥＤ２２１だけを点灯させる状態（第２状態）では、マイクロコンピ
ュータ７００は、ＤＣコンバータ６１３を動作させるとともに、ＤＣコンバータ６１４の
動作を停止させる。ＤＣコンバータ６１３が動作することにより、電源電圧Ｖからの電流
は、ＬＥＤ２２１へ流れ、ＤＣコンバータ６１３に引き込まれ、ＬＥＤ２２１は点灯する
。ＤＣコンバータ６１４は動作を停止しているので、ＬＥＤ２２１以外のＬＥＤ２２には
電流が流れない。従って、第１状態と第２状態で電源電圧Ｖを共通して用いることができ
、上述した他の例のように夫々の状態に対応する電源を設ける必要がない。
【００５６】
　なお、ＤＣコンバータ６１３、６１４にＰＷＭ制御回路を備えることもできる。これに
より、各ＬＥＤモジュール２からの光量を調整することができ照明装置１００の調光を行
うことができる。また、常夜灯としてのＬＥＤ２２１を点灯させる場合、常夜灯の光量を
調整することができる。
【００５７】
　上述のように、複数のＬＥＤ２２を点灯させる第１状態と、複数のＬＥＤ２２の一部の
ＬＥＤ２２１を常夜灯として点灯させる第２状態とを切り替えるマイクロコンピュータ７
００を備える。これにより、常夜灯専用の光源を別個に設ける必要がなく、部品点数を少
なくしてコスト低減を図ることができる。また、専用の常夜灯を必要としないので、常夜
灯に要するスペースが不要となり、照明装置の小型化を図ることができる。
【００５８】
　また、光源部は、ＬＥＤ２２を複数直列接続したＬＥＤモジュール２（直列光源群）を
複数並列接続してあり、各ＬＥＤモジュール２に電力を供給する第１電源部（電流源６０
１、ＤＣコンバータ６１４）と、ＬＥＤモジュール２を構成するＬＥＤ２２の一部の常夜
灯としてのＬＥＤ２２１に電力を供給する第２電源部（電流源６０２、ＤＣコンバータ６
１３）とを備える。マイクロコンピュータ７００は、第１電源部及び第２電源部による電
力の供給を切り替える。第１電源部は、各ＬＥＤモジュール２へ所要の電力を供給するこ
とができる。また、第２電源部は、常夜灯としてのＬＥＤ２２１へ所要の電力を供給する
ことができる。これにより、ＬＥＤ２２１を通常時（第１状態）と常夜灯として点灯する
時（第２状態）で共用することができ、専用の常夜灯を設けることなく、各ＬＥＤモジュ
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ール２及び常夜灯としてのＬＥＤ２２１へ所要の電力を供給することができる。
【００５９】
　また、各ＬＥＤモジュール２は、ＬＥＤ２２を複数直列接続してあり、第２電源部を、
常夜灯としての少なくともＬＥＤ２２１のアノード及びカソード間に接続してある。第１
電源部と光源部との間の電路を開閉する第１開閉素子（トランジスタ６０３、ＦＥＴ６１
１、ＤＣコンバータ６１４）と、第２電源部と常夜灯としてのＬＥＤ２２１との間の電路
を開閉する第２開閉素子（トランジスタ６０６、ＦＥＴ６１０、ダイオード６１２、ＤＣ
コンバータ６１３）とを備える。マイクロコンピュータ７００は第１開閉素子及び第２開
閉素子を交互に開閉する。すなわち、マイクロコンピュータ７００は、通常時（第１状態
）には、第１開閉素子を閉じ、第２開閉素子を開くことにより、第１電源部から各ＬＥＤ
モジュール２へ電力を供給するとともに、第２開閉素子を開くことにより、第１電源部か
らの電力がＬＥＤ２２を通じて第２電源部へ回り込むことを防止する。マイクロコンピュ
ータは、常夜灯としてのＬＥＤ２２１だけを点灯する時（第２状態）には、第１開閉素子
を開き、第２開閉素子を閉じることにより、第２電源部からＬＥＤ２２１だけに電力を供
給する。
【００６０】
　また、第１電源部及び第２電源部の少なくとも一方は、ＬＥＤの光を調光する調光回路
を備える。調光回路は、例えば、ＬＥＤに流す電流値を変化させる回路でもよく、あるい
は、ＬＥＤに流す電流のデューティ比を変化させるＰＷＭ変調回路でもよい。これにより
、通常時の明るさ又は常夜灯の明るさを所望の状態にすることができる。
【００６１】
　なお、通常時（第１状態）と常夜灯として点灯する時（第２状態）で共用するＬＥＤ２
２１として、上記例においては、一列の直列光源群から１つのＬＥＤを選択して用いてい
るが、１つに限定されず、２つ以上の複数のＬＥＤであってもよい。また、並列に設けら
れた８列の直列光源群の一列自体が、通常時（第１状態）と常夜灯として点灯する時（第
２状態）で共用するＬＥＤ群とすることができる。例えば、図７のコンバータ６１３を直
列光源群の電源から最も離れて接続される最後（９番目）のＬＥＤのカソード側に接続す
ることで実現される。上記他の例においても同様である。
【００６２】
実施の形態２
　実施の形態１では、常夜灯としてＬＥＤ２２１を１つ備える構成であったが、これに限
定されるものではなく、異なる複数の直列光源群（ＬＥＤモジュール）に夫々配して、常
夜灯を複数設けることもできる。図８は実施の形態２の照明装置１００の回路構成の一例
を示す模式図である。図８に示すように、照明装置１００は、光源部として、９個のＬＥ
Ｄ２２が直列接続された直列光源群としてのＬＥＤモジュール２を８個並列に接続してあ
る。
【００６３】
　８個のＬＥＤモジュール２で構成される光源部には、第１開閉素子としてのトランジス
タ６０３及びＦＥＴ６１１を介して第１電源部としての電流源６０１が接続されている。
すなわち、電流源６０１は、各ＬＥＤモジュール２それぞれに所要の電流（電力）を供給
する。電流源６０１は、例えば、１．６Ａの定電流源であって、各ＬＥＤモジュール２に
０．２Ａの定電流を供給することができる。これにより、各ＬＥＤ２２には、０．２Ａの
電流を流すことができる。
【００６４】
　トランジスタ６０３のコレクタには電流源６０１を接続してあり、エミッタには各ＬＥ
Ｄモジュール２の正側端のＬＥＤ２２のアノードが接続されている。トランジスタ６０３
のベースは、抵抗６０４を介して切替部としてのマイクロコンピュータ７００に接続され
、トランジスタ６０３のベース・エミッタ間にはバイアス用の抵抗６０５を接続してある
。マイクロコンピュータ７００からの信号により、トランジスタ６０３をオン／オフする
ことができる。
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【００６５】
　また、各ＬＥＤモジュール２の負側端のＬＥＤ２２のカソードには、ＦＥＴ６１１を接
続してあり、ＦＥＴ６１１のベースはマイクロコンピュータ７００に接続されている。Ｆ
ＥＴ６１１は、マイクロコンピュータ７００からの信号によりＰＷＭ制御され、オン／オ
フ期間のデューティ比を変更する。これにより、各ＬＥＤモジュール２に流れる電流値を
調整することができる。
【００６６】
　１つのＬＥＤモジュール２を構成するＬＥＤ２２のうち、１つのＬＥＤ２２１は常夜灯
である。常夜灯としてのＬＥＤ２２１には、第２開閉素子としてのトランジスタ６０６及
びＦＥＴ６１０を介して第２電源部としての電流源６０２が接続されている。すなわち、
電流源６０２は、常夜灯としてのＬＥＤ２２１に所要の電流（電力）を供給する。
【００６７】
　また、別のＬＥＤモジュール２を構成するＬＥＤ２２のうち、１つのＬＥＤ２２１も常
夜灯である。常夜灯としてのＬＥＤ２２１には、第２開閉素子としてのトランジスタ６１
５及びＦＥＴ６１８を介して第２電源部としての電流源６０２が接続されている。すなわ
ち、電流源６０２は、常夜灯としてのＬＥＤ２２１に所要の電流（電力）を供給する。電
流源６０２は、例えば、０．４Ａの定電流源であって、常夜灯としての各ＬＥＤ２２１に
０．２Ａの定電流を供給することができる。
【００６８】
　トランジスタ６０６のコレクタには電流源６０２を接続してあり、エミッタにはＬＥＤ
２２１のアノードが接続されている。トランジスタ６０６のベースは、抵抗６０７を介し
てマイクロコンピュータ７００に接続され、トランジスタ６０６のベース・エミッタ間に
はバイアス用の抵抗６０８を接続してある。マイクロコンピュータ７００からの信号によ
り、トランジスタ６０６をオン／オフすることができる。
【００６９】
　常夜灯としてのＬＥＤ２２１のカソードには、ＦＥＴ６１０を接続してあり、ＦＥＴ６
１０のベースはマイクロコンピュータ７００に接続されている。ＦＥＴ６１０は、マイク
ロコンピュータ７００からの信号によりＰＷＭ制御され、オン／オフ期間のデューティ比
を変更する。これにより、ＬＥＤ２２１に流れる電流値を調整することができる。
【００７０】
　トランジスタ６１５のコレクタには電流源６０２を接続してあり、エミッタにはＬＥＤ
２２１のアノードが接続されている。トランジスタ６１５のベースは、抵抗６１６を介し
てマイクロコンピュータ７００に接続され、トランジスタ６１５のベース・エミッタ間に
はバイアス用の抵抗６１７を接続してある。マイクロコンピュータ７００からの信号によ
り、トランジスタ６１５をオン／オフすることができる。
【００７１】
　常夜灯としてのＬＥＤ２２１のカソードには、ＦＥＴ６１８を接続してあり、ＦＥＴ６
１８のベースはマイクロコンピュータ７００に接続されている。ＦＥＴ６１８は、マイク
ロコンピュータ７００からの信号によりＰＷＭ制御され、オン／オフ期間のデューティ比
を変更する。これにより、ＬＥＤ２２１に流れる電流値を調整することができる。
【００７２】
　回路の動作は実施の形態１と同様であるので、説明は省略する。上述のように、光源部
は、ＬＥＤモジュール２を実装した基板を複数備える。すなわち、それぞれのＬＥＤモジ
ュール２は、基板で分離されているので、ＬＥＤモジュール２を実装した各基板を適宜配
置して設けることができる。複数の常夜灯を照明装置１００内に設けるときは、１つの常
夜灯が実装された基板を複数適宜配置することにより、照明装置１００内での常夜灯の配
置の自由度を高めることができる。例えば、図２に示すように、複数（８個）のＬＥＤモ
ジュール２を多角形状（八角形状）に設ける照明装置１００の場合、常夜灯が実装された
ＬＥＤモジュールと実装されていないＬＥＤモジュールとを交互に設けるなどして、常夜
灯が実装されたＬＥＤモジュールが対称性を持つように照明装置内に配置することによっ



(12) JP 2011-222123 A 2011.11.4

10

20

30

40

50

て、偏った箇所のみが発光することによる違和感を使用者に与えることを低減することが
できる。
【００７３】
　なお、図８の例では、常夜灯としてのＬＥＤ２２１を２つ同時に点灯する構成であるが
、これに限定されるものではない。例えば、マイクロコンピュータ７００でＬＥＤ２２１
の点灯時間を計時する構成にしておき、所定時間経過の都度、常夜灯としてのＬＥＤ２２
１を順番に点灯させることもできる。常夜灯としてのＬＥＤ２２１は、通常時の光源とし
ても使用されるので、他のＬＥＤに比べて点灯時間が長くなる。そこで、複数の常夜灯を
設け、点灯時間に応じて順番に切り替えて常夜灯を点灯させることにより、常夜灯の累積
点灯時間が長くなることを抑制し長寿命化を図ることができる。
【００７４】
実施の形態３
　図９は実施の形態３のＬＥＤモジュール２の構成の一例を示す平面図である。図９に示
すように、ＬＥＤモジュール２は、矩形板状のＬＥＤ基板２１と、ＬＥＤ基板２１の長手
方向に沿って一列に配された９個の昼光色のＬＥＤ２２、ＬＥＤ２２の間に配置された６
個の電球色のＬＥＤ２３とを備える。ＬＥＤ２２、２３は、電気的にはそれぞれ直列に接
続され、ＬＥＤモジュール２は、１つの直列光源群をなす。なお、ＬＥＤ２２、２３は空
間的には図９に示すように１列状に配置してある。また、ＬＥＤ基板２１は、鉄、アルミ
ニウム等の金属製であり、ＬＥＤ２２、２３からの熱を光源保持部３に伝導する熱伝導体
を兼ねている。なお、ＬＥＤ２２、２３の配置は一例であって、図９の例に限定されるも
のではない。
【００７５】
　図１０は実施の形態３の照明装置１００の回路構成の一例を示す模式図である。図１０
に示すように、照明装置１００は、光源部として、９個の昼光色のＬＥＤ２２が直列接続
された直列光源群、及び６個の電球色のＬＥＤ２３が直列接続された直列光源群としての
ＬＥＤモジュール２を８個並列に接続してある。なお、ＬＥＤモジュール２は１つだけ図
示している。
【００７６】
　各ＬＥＤモジュール２のうち、９個のＬＥＤ２２の直列回路には、第１開閉素子として
のトランジスタ６０３及びＦＥＴ６１１を介して第１電源部としての電流源６０１が接続
されている。すなわち、電流源６０１は、各ＬＥＤ２２に所要の電流（電力）を供給する
。電流源６０１は、例えば、１．６Ａの定電流源であって、各ＬＥＤモジュール２に０．
２Ａの定電流を供給することができる。これにより、各ＬＥＤ２２には、０．２Ａの電流
を流すことができる。
【００７７】
　トランジスタ６０３のコレクタには電流源６０１を接続してあり、エミッタには正側端
のＬＥＤ２２のアノードが接続されている。トランジスタ６０３のベースは、抵抗６０４
を介して切替部としてのマイクロコンピュータ７００に接続され、トランジスタ６０３の
ベース・エミッタ間にはバイアス用の抵抗６０５を接続してある。マイクロコンピュータ
７００からの信号により、トランジスタ６０３をオン／オフすることができる。
【００７８】
　また、負側端のＬＥＤ２２のカソードには、ＦＥＴ６１１を接続してあり、ＦＥＴ６１
１のベースはマイクロコンピュータ７００に接続されている。ＦＥＴ６１１は、マイクロ
コンピュータ７００からの信号によりＰＷＭ制御され、オン／オフ期間のデューティ比を
変更する。これにより、各ＬＥＤモジュール２に流れる電流値を調整することができる。
【００７９】
　１つのＬＥＤモジュール２を構成するＬＥＤ２２のうち、１つのＬＥＤ２２１は常夜灯
である。常夜灯としてのＬＥＤ２２１には、第２開閉素子としてのトランジスタ６０６及
びＦＥＴ６１０を介して第２電源部としての電流源６０２が接続されている。すなわち、
電流源６０２は、常夜灯としてのＬＥＤ２２１に所要の電流（電力）を供給する。電流源
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６０２は、例えば、０．２Ａの定電流源であって、常夜灯としてのＬＥＤ２２１に０．２
Ａの定電流を供給することができる。
【００８０】
　トランジスタ６０６のコレクタには電流源６０２を接続してあり、エミッタにはＬＥＤ
２２１のアノードが接続されている。トランジスタ６０６のベースは、抵抗６０７を介し
てマイクロコンピュータ７００に接続され、トランジスタ６０６のベース・エミッタ間に
はバイアス用の抵抗６０８を接続してある。マイクロコンピュータ７００からの信号によ
り、トランジスタ６０６をオン／オフすることができる。
【００８１】
　常夜灯としてのＬＥＤ２２１のカソードには、ＦＥＴ６１０を接続してあり、ＦＥＴ６
１０のベースはマイクロコンピュータ７００に接続されている。ＦＥＴ６１０は、マイク
ロコンピュータ７００からの信号によりＰＷＭ制御され、オン／オフ期間のデューティ比
を変更する。これにより、ＬＥＤ２２１に流れる電流値を調整することができる。
【００８２】
　各ＬＥＤモジュール２のうち、６個のＬＥＤ２３の直列回路には、第１開閉素子として
のトランジスタ６２３及びＦＥＴ６３１を介して第１電源部としての電流源６０１が接続
されている。すなわち、電流源６０１は、各ＬＥＤ２３に所要の電流（電力）を供給する
。電流源６０１は、例えば、１．６Ａの定電流源であって、各ＬＥＤモジュール２に０．
２Ａの定電流を供給することができる。これにより、各ＬＥＤ２２には、０．２Ａの電流
を流すことができる。
【００８３】
　トランジスタ６２３のコレクタには電流源６０１を接続してあり、エミッタには正側端
のＬＥＤ２３のアノードが接続されている。トランジスタ６２３のベースは、抵抗６２４
を介して切替部としてのマイクロコンピュータ７００に接続され、トランジスタ６２３の
ベース・エミッタ間にはバイアス用の抵抗６２５を接続してある。マイクロコンピュータ
７００からの信号により、トランジスタ６２３をオン／オフすることができる。
【００８４】
　また、負側端のＬＥＤ２３のカソードには、ＦＥＴ６３１を接続してあり、ＦＥＴ６３
１のベースはマイクロコンピュータ７００に接続されている。ＦＥＴ６３１は、マイクロ
コンピュータ７００からの信号によりＰＷＭ制御され、オン／オフ期間のデューティ比を
変更する。これにより、各ＬＥＤモジュール２に流れる電流値を調整することができる。
【００８５】
　１つのＬＥＤモジュール２を構成するＬＥＤ２３のうち、１つのＬＥＤ２３１は常夜灯
である。常夜灯としてのＬＥＤ２３１には、第２開閉素子としてのトランジスタ６２６及
びＦＥＴ６３０を介して第２電源部としての電流源６０２が接続されている。すなわち、
電流源６０２は、常夜灯としてのＬＥＤ２３１に所要の電流（電力）を供給する。電流源
６０２は、例えば、０．２Ａの定電流源であって、常夜灯としてのＬＥＤ２３１に０．２
Ａの定電流を供給することができる。
【００８６】
　トランジスタ６２６のコレクタには電流源６０２を接続してあり、エミッタにはＬＥＤ
２３１のアノードが接続されている。トランジスタ６２６のベースは、抵抗６２７を介し
てマイクロコンピュータ７００に接続され、トランジスタ６２６のベース・エミッタ間に
はバイアス用の抵抗６２８を接続してある。マイクロコンピュータ７００からの信号によ
り、トランジスタ６２６をオン／オフすることができる。
【００８７】
　常夜灯としてのＬＥＤ２３１のカソードには、ＦＥＴ６３０を接続してあり、ＦＥＴ６
３０のベースはマイクロコンピュータ７００に接続されている。ＦＥＴ６３０は、マイク
ロコンピュータ７００からの信号によりＰＷＭ制御され、オン／オフ期間のデューティ比
を変更する。これにより、ＬＥＤ２３１に流れる電流値を調整することができる。
【００８８】
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　光源部としての各ＬＥＤモジュール２をすべて点灯させる通常の状態（第１状態）では
、マイクロコンピュータ７００は、ＦＥＴ６１１、６３１及びトランジスタ６０３、６２
３をオン状態にし、ＦＥＴ６１０、６３０及びトランジスタ６０６、６２６をオフ状態に
する。電流源６０１からの電流は、各ＬＥＤモジュール２へ流れ、すべてのＬＥＤ２２、
２３（常夜灯としてのＬＥＤ２２１、２３１を含む）が点灯する。通常時には、マイクロ
コンピュータ７００は、トランジスタ６０６、６２６をオフさせるので、電流源６０１か
らの電流がＬＥＤ２２、２３を介して電流源６０２へ流れ込むことを防止することができ
る。
【００８９】
　ＬＥＤ２２、２３を消灯させ、常夜灯としてのＬＥＤ２２１、２３１だけを点灯させる
状態（第２状態）では、マイクロコンピュータ７００は、ＦＥＴ６１１、６３１及びトラ
ンジスタ６０３、６２３をオフ状態にし、ＦＥＴ６１０、６３０及びトランジスタ６０６
、６２６をオン状態にする。電流源６０２からの電流は、常夜灯としてのＬＥＤ２２１、
２３１だけに流れ、他のすべてのＬＥＤ２２、２３は消灯状態となる。
【００９０】
　また、各ＬＥＤモジュール２をすべて点灯させる場合、マイクロコンピュータ７００は
、ＰＷＭ制御された信号をＦＥＴ６１１、６３１へ出力することにより、各ＬＥＤモジュ
ール２からの光量を調整することができ照明装置１００の調光を行うことができる。また
、常夜灯としてのＬＥＤ２２１、２３１を点灯させる場合、マイクロコンピュータ７００
は、ＰＷＭ制御された信号をＦＥＴ６１０、６３０へ出力することにより、常夜灯の光量
を調整することができる。
【００９１】
　上述のように、各ＬＥＤモジュール２は、昼光色及び電球色のＬＥＤを有するので、昼
光色及び電球色のＬＥＤの配置又は個数を適宜決定することにより、通常時には昼光色か
ら電球色までの所望の光色の照明を実現することができる。
【００９２】
　図１０の例において、常夜灯として昼光色のＬＥＤ２２１と電球色のＬＥＤ２３１とを
備える構成であったが、例えば、常夜灯として電球色のＬＥＤ２３１を備える構成でもよ
い。これにより、常夜灯として電球色を発光することができる。
【００９３】
　上述の実施の形態において、ＬＥＤモジュールの数、ＬＥＤモジュールを構成するＬＥ
Ｄの数は一例であって、図に示した例に限定されるものではない。また、電球色のＬＥＤ
光源と昼光色のＬＥＤを用いて説明したが、それらのＬＥＤと異なる色温度のＬＥＤをさ
らに備えていてもよく、昼光色のＬＥＤの代わりに昼白色のＬＥＤであってもよい。
【００９４】
　上述の実施の形態では、シーリングライトとしての照明装置について説明したが、照明
装置は、シーリングライトに限定されるものでなく、他の照明装置であってよい。また、
光源としてＬＥＤモジュールを備える照明装置について説明したが、光源はＬＥＤモジュ
ールに限定されるものではなく、有機ＥＬなど他の光源でもよい。
【符号の説明】
【００９５】
　２　ＬＥＤモジュール（直列光源群）
　２２、２３　ＬＥＤ（光源）
　２２１、２３１　ＬＥＤ
　６０１　電流源（第１電源部）
　６０２　電流源（第２電源部）
　６０３、６２３　トランジスタ（第１開閉素子）
　６０６、６１５、６２６　トランジスタ（第２開閉素子）
　６１０、６１８、６３０　ＦＥＴ（第２開閉素子）
　６１１、６３１　ＦＥＴ（第１開閉素子）
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　６１２　ダイオード（第２開閉素子）
　６１３　ＤＣコンバータ（第２電源部、第２開閉素子）
　６１４　ＤＣコンバータ（第１電源部、第１開閉素子）
　７００　マイクロコンピュータ（切替部）

【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９】 【図１０】
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