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(57)【要約】
【課題】従来の磁気式または電子式点灯方式における蛍
光灯用照明システムを区分せず、その蛍光灯接続端子に
直接接続して使用できるＬＥＤ照明装置を提供する。
【解決手段】本発明のＬＥＤ照明装置は、蛍光灯用照明
システムの安定器を介して入力される高周波の交流電源
を全波整流する整流部と、整流部の出力端に接続されて
全波整流された電圧を直流に変換するフィルタ部と、フ
ィルタ部で出力される直流電源から複数のＬＥＤのため
の定格の電圧および電流を出力してＬＥＤを点灯する駆
動部と、を備える。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　並列または直列に接続された複数のＬＥＤと、
　第１電極および第２電極を備え、磁気式または電子式点灯方式における蛍光灯用照明シ
ステムの第１接続端子に挿入される第１電源入力端子と、
　第３電極および第４電極を備え、前記蛍光灯用照明システムの第２接続端子に挿入され
る第２電源入力端子と、
　前記第１電源入力端子から入力される交流電源に含まれたノイズ成分を除去する第１電
源部と、
　前記第２電源入力端子から入力される交流電源に含まれたノイズ成分を除去する第２電
源部と、
　前記第１電源部および前記第２電源部を介して入力される交流電圧を全波整流する整流
部と、
　該整流部の出力端に接続され、前記整流部で全波整流された電圧を直流に変換するフィ
ルタ部と、
　該フィルタ部で出力される直流電源から前記複数のＬＥＤのための定格の電圧および電
流を出力して前記複数のＬＥＤを点灯する駆動部と、
　を備えることを特徴とするＬＥＤ照明装置。
【請求項２】
　前記整流部が、
　ブリッジダイオードを備え、前記第１電源部と前記出力端との間に備えられた第１整流
部と、
　ブリッジダイオードを備え、前記第２電源部と前記出力端との間に前記第１整流部と並
列に備えられた第２整流部とを備え、
　前記第１電極と第２電極、前記第３電極と第４電極、前記第１電極と第３電極、および
前記第２電極と第４電極のうちの少なくとも１つを介して入力される交流電源を全波整流
することを特徴とする請求項１に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項３】
　前記駆動部は、
　ドレインが前記複数のＬＥＤに接続される第１電界効果トランジスタＱ１と、
　該第１電界効果トランジスタＱ１の動作を制御する駆動ＩＣと、
　前記第１電界効果トランジスタＱ１のスイッチ動作によるノイズを除去するためのキャ
パシタＣ５およびインダクタＬ５とを備え、前記複数のＬＥＤに供給される電圧および電
流を前記フィルタ部の出力に問わず一定に制御することを特徴とする請求項１に記載のＬ
ＥＤ照明装置。
【請求項４】
　前記駆動部が、
　前記フィルタ部の出力端Ｖ１と の電源端子ＶＩＮとの間に備えられた第２電界効果ト
ランジスタＱ２と、
　該第２電界効果トランジスタＱ２のゲート電圧を抵抗分配するための複数の抵抗Ｒ６～
Ｒ９とを備え、前記駆動ＩＣの駆動電流を提供することを特徴とする請求項３に記載のＬ
ＥＤ照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、従来の磁気式または電子式点灯方式における蛍光灯用照明システムを区分せ
ず、その蛍光灯接続端子に直接接続して使用できるＬＥＤ照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、フィラメント電球または蛍光灯などの代わりにＬＥＤ（ＬＥＤ：Ｌｉｇｈｔ－Ｅ
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ｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）が新しい照明器具としてその使用が増加しつつ、注目を浴
びている。
　ＬＥＤは、電流が印加されれば発光して光を放出する発光ダイオードである。ＬＥＤは
低電圧で駆動することができ、他の照明装置に比べて長い寿命、低い消費電力、素早い応
答速度、および強い耐衝撃性を有しており、小型軽量化を図るという長所がある。ＬＥＤ
照明器具は、当然、商用交流電源をＬＥＤ動作のための定格直流電源に変換する駆動回路
とともに使用される。このようなＬＥＤ照明装置を利用して、既存の蛍光灯を代替するよ
うな試みがなされている。
【０００３】
　従来の蛍光灯は、灯内に高電圧による電気放電を引き起こし、これによって発生した紫
外線がランプ内面に塗布された蛍光物質と反応して可視光線を発光させる装置である。
　蛍光灯の点灯方式として、安定器回路の動作方式に応じて磁気式点灯方式および電子式
安定器を使用する電子式点灯方式がある。磁気式点灯方式は、別途のグロースタータを必
要とするスタータ型の安定器、またはスタータを必要としないラピッドスタート式の安定
器を使用する。
　電子式安定器は、入力される商用交流電源を直流に変換した後、再び高周波インバータ
回路を利用して２０ｋＨｚ～４５ｋＨｚの安定した高周波電源を出力する。
【０００４】
　図１は磁気式点灯方式の蛍光灯用照明システムを図示した図であり、図２は電子式点灯
方式における蛍光灯用照明システムを図示した図である。磁気式蛍光灯用照明システム１
００および電子式蛍光灯用照明システム２００は、蛍光灯を接続するための第１接続端子
２０３および第２接続端子２０５を備える。
【０００５】
　同図における磁気式蛍光灯用照明システム１００の場合、交流電源は磁気式安定器１０
１と、第１接続端子２０３と、スタータ１０３とを経て、第２接続端子２０５に接続され
る閉回路を形成し、スタータ１０３の動作によって蛍光灯１０が点灯される。図２に示す
電子式点灯方式蛍光灯用照明システム２００の場合、交流電源は電子式安定器２０１から
第１接続端子２０３および第２接続端子２０５の両側を介して個別に閉回路を形成し、蛍
光灯１０へ供給される。磁気式のうちのラピッドスタータ式の点灯方式も電子式点灯方式
と同じ構成を有する。
【０００６】
　一部の電子式安定器２０１は自体に適用できる蛍光灯が別途に存在し得る。仮に、適用
できない蛍光灯または適用性がやや低い蛍光灯を使用した場合、蛍光灯が誤動作したり、
その寿命が短縮される恐れがある。ひいて、かかる電子式安定器は、適用可能な蛍光灯で
あるか否かを判断するため、図３に示すような電圧出力を示すことができる。
【０００７】
　図３は、電子式安定器の出力電源の一例を図示した波形図であって、安定器は、点灯の
初期に定格電圧よりも低い電圧（実線で図示）を蛍光灯で出力して、蛍光灯によって閉路
が構成されるか否かを確認した後、異常がなければ定格電源を出力する。仮に異常があっ
たと判断されれば、安定器は点線で示すように電源を遮断して供給を行わない。他の電子
式安定器は、同図に示すようにａ～ｃの３段階で電圧を上げるのでなく、２段階で電圧を
上げつつ電源を供給することもある。
【０００８】
　一方、ＬＥＤは割合に低い直流電源によって動作するだけでなく、蛍光灯と異なった方
式で点灯されることから、上記で説明した蛍光灯用照明システムにそのまま使用すること
ができない。これは安定器１０１、２０１が基本的に商用数十Ｈｚ交流電源を数十ｋＨｚ
の高周波に変換してランプへ提供するためである。
【０００９】
　したがって、商用交流電源が入力されて動作するＬＥＤランプであっても、図１または
図２に示す蛍光灯用照明システム１００、２００の蛍光灯接続端子２０３、２０５に直結
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されれば、ＬＥＤ駆動回路が安定器などの高い周波数または電圧を正常に処理することが
できず、結局、ＬＥＤランプが動作しないか、または破壊されるなどの問題を引き起こす
。
【００１０】
　結局、一般のユーザが蛍光灯の代わりにＬＥＤランプを使用するためには、既存の蛍光
灯用照明装置（例えば、安定器またはスタータ）の全てを除去しなければならない不具合
があった。
【００１１】
　最近、特定の蛍光灯システム（またはその安定器）に合わせた駆動回路を備え、従来の
蛍光灯用照明システムに直接使用させたＬＥＤランプが開発されつつある。かかる方式の
ＬＥＤランプは、一般のユーザ自身が保有している蛍光灯システムの種類または点灯方式
を完全に理解して選択しなければならない問題があり、現実的に採択できないという不具
合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明の目的は、従来の磁気式または電子式点灯方式における蛍光灯用照明システムを
区分せず、その蛍光灯接続端子に直接接続して使用できるＬＥＤ照明装置を提供すること
にある。
　本発明の他の目的は、処理可能な交流電圧の範囲を、従来における各種の蛍光灯用照明
システムで提供され得る範囲に広げることによって、従来の磁気式または電子式点灯方式
を区分せず、その蛍光灯接続端子に直接接続して使用できるＬＥＤ照明装置を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前述した目的を達成するための本発明のＬＥＤ照明装置は、並列または直列に接続され
た複数のＬＥＤと、第１電極および第２電極を備え、磁気式または電子式点灯方式におけ
る蛍光灯用照明システムの第１接続端子に挿入される第１電源入力端子と、第３電極およ
び第４電極を備え、前記蛍光灯用照明システムの第２接続端子に挿入される第２電源入力
端子と、前記第１電源入力端子から入力される交流電源に含まれたノイズ成分を除去する
第１電源部と、前記第２電源入力端子から入力される交流電源に含まれたノイズ成分を除
去する第２電源部と、前記第１電源部および前記第２電源部を介して入力される交流電圧
を全波整流する整流部と、該整流部の出力端に接続され、前記整流部で全波整流された電
圧を直流に変換するフィルタ部と、該フィルタ部で出力される直流電源から前記複数のＬ
ＥＤのための定格の電圧および電流を出力して前記複数のＬＥＤを点灯する駆動部と、を
備える。
【００１４】
　ここで、前記整流部が、ブリッジダイオードを備え、前記第１電源部と前記出力端との
間に備えられた第１整流部と、ブリッジダイオードを備え、前記第２電源部と前記出力端
との間に前記第１整流部と並列に備えられた第２整流部とを備え、前記第１電極と第２電
極、前記第３電極と第４電極、前記第１電極と第３電極、および前記第２電極と第４電極
のうちの少なくとも１つを介して入力される交流電源を全波整流することができる。
【００１５】
　実施形態により本発明のＬＥＤ照明装置の前記駆動部は、ドレインが前記複数のＬＥＤ
に接続される第１電界効果トランジスタＱ１と、該第１電界効果トランジスタＱ１の動作
を制御する駆動ＩＣと、前記第１電界効果トランジスタＱ１のスイッチ動作によるノイズ
を除去するためのキャパシタＣ５およびインダクタＬ５とを備え、前記複数のＬＥＤに供
給される電圧および電流を前記フィルタ部の出力に問わず一定に制御することができる。
【００１６】
　また、部が、前記フィルタ部の出力端Ｖ１と前記駆動ＩＣの電源端子ＶＩＮとの間に備
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えられた第２電界効果トランジスタＱ２と、該第２電界効果トランジスタＱ２のゲート電
圧を抵抗分配するための複数の抵抗Ｒ６～Ｒ９とを備え、 前記駆動ＩＣの駆動電流を提
供することができる。これによって、一部の電子的安定器にも対応することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係るＬＥＤ照明装置は、従来の蛍光灯の代わりに従来における蛍光灯用照明シ
ステムの蛍光灯接続端子に直接接続して使用できることから、ユーザが蛍光灯をＬＥＤ照
明装置に代替するため既に設置されている蛍光灯用照明システムを除去する必要がない。
【００１８】
　本発明のＬＥＤ照明装置は、電子式点灯方式または磁気式点灯方式のいずれか１つにの
み適用される形態でなく、電子式点灯方式のみならずスタータによって断線される磁気式
点灯方式の蛍光灯用照明システムにおいても別の操作なしで動作することで、ユーザが蛍
光灯用照明システムの点灯方式を区分して適用する必要がない。
【００１９】
　本発明のＬＥＤ照明装置は、蛍光灯用照明システムの安定器などが提供する高周波の交
流電源を効率よく処理してＬＥＤ用直流電源に変換することによって、安定器出力電圧に
よるＬＥＤの誤動作および破損などを防止することができる。
【００２０】
　本発明のＬＥＤ照明装置は、低電圧が供給される場合でも内部ＬＥＤの駆動ＩＣを正常
に動作させることによって、動作電圧が段階的に供給しつつ、回路をチェックすることで
、電源供給するか否かを決定する一部の安定器にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】磁気式点灯方式の蛍光灯用照明システムを図示した図である。
【図２】電子式点灯方式の蛍光灯用照明システムを図示した図である。
【図３】電子式安定器の出力電源の一例を図示した波形図である。
【図４】本発明のＬＥＤ照明装置が使用される照明システムを図示した図である。
【図５】本発明の一実施形態に係るＬＥＤ照明装置の回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面に基づいて本発明を詳説する。
　図４は、本発明のＬＥＤ照明装置が使用される蛍光灯用照明システムを図示した図であ
り、図５は、本発明の一実施形態に係るＬＥＤ照明装置の回路図である。
【００２３】
　図４に示すように、本発明のＬＥＤ照明装置４００は、従来における蛍光灯用照明シス
テムに接続して使用される。ここにおける蛍光灯用照明システムとしては、磁気式点灯方
式の照明システムのみならず、電子式安定器を使用した電子式点灯方式の照明システムの
全てに当たる。同図における例は、電子式安定器２０１を使用した図２の蛍光灯用照明シ
ステム２００に本発明のＬＥＤ照明装置４００が使用される例であって、以下は同図に基
づいて説明する。
【００２４】
　本発明のＬＥＤ照明装置４００は、蛍光灯用照明システム１００、２００から交流電源
の入力を受けるための第１電源入力端子４１１および第２電源入力端子４１３を備える。
第１電源入力端子４１１は、蛍光灯用照明システムの第１接続端子２０３に接続されるた
めの第１電極Ｊ１および第２電極Ｊ２を備え、第２電源入力端子４１３は、第２接続端子
２０５に接続されるための第３電極Ｊ３および第４電極Ｊ４を備える。第１電極Ｊ１と第
２電極Ｊ２、および第３電極Ｊ３と第４電極Ｊ４は、蛍光灯接続端子２０３、２０５に接
続されることができるよう互いに平行して露出されたピン（ｐｉｎ）の形態の電極である
。
　同図で示すＬＥＤ照明装置４００は直線型の円筒本体として図示されているが、これに
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限定されない。
【００２５】
　ＬＥＤ照明装置４００は、商用交流電源よりも高い周波数の交流電源を電子式安定器２
０１を介して提供されて動作するにもかかわらず、安定した動作が可能である。さらに、
ＬＥＤ照明装置４００は、図３と同一であるか類似の出力電圧を有する安定器を使用する
蛍光灯用照明システムにもそのまま適用して使用できる。
【００２６】
　図５に示すように、本発明のＬＥＤ照明装置４００は、第１電源入力端子４１１および
／または第２電源入力端子４１３を介して入力される安定器２０１の高周波交流電源をＬ
ＥＤの動作のための定格直流電圧に変換して出力する駆動回路４３０と、該駆動回路４３
０の出力端に直列または並列に接続された複数のＬＥＤ１、ＬＥＤ２を備える。同図には
複数のＬＥＤを代表して、駆動回路４３０の出力端に並列接続された２つのＬＥＤ１、Ｌ
ＥＤ２が図示されている。
【００２７】
　駆動回路４３０は、第１電源入力端子４１１を介して交流電源が入力され、ノイズ成分
を除去する第１電源部４３１、第２電源部４３３、整流部４３５、フィルタ部４３９、お
よび駆動部４４１を備える。
【００２８】
　第１電源部４３１および第２電源部４３３は、定格の範囲から離れた周波数成分を除去
する低域通過フィルタ、および過電流遮断のためのヒューズＦＵＳＥ１を備え、過電圧ま
たは過電流交流電源から後端の回路を保護し、交流電源に含まれたノイズを除去する。第
１電源部４３１および第２電源部４３３の低域通過フィルタは、図４に示すように各電極
に直列接続されたインダクタＬ１～Ｌ４としても可能であり、各電極との間に並列接続さ
れたキャパシタ（図示せず）としても可能である。インダクタＬ１～Ｌ４およびキャパシ
タ（図示せず）は抵抗Ｒ１、Ｒ２とともにフィルタとして動作する。
【００２９】
　整流部４３５は、第１電源部４３１および第２電源部４３３を介して入力される商用交
流電源を整流して直流電源に変換させ、１つの共通出力端Ｖ１（ｇｒｏｕｎｄ）を介して
フィルタ部４３９へ提供する。
【００３０】
　磁気式点灯方式の蛍光灯用照明システムに接続された照明システム４００への交流電源
入力は、第１電極Ｊ１と第２電極Ｊ２、第３電極Ｊ３と第４電極Ｊ４、第１電極Ｊ１と第
３電極Ｊ３、第１電極Ｊ１と第４電極Ｊ４、第２電極Ｊ２と第３電極Ｊ３、または第２電
極Ｊ２と第４電極Ｊ４のいずれか１つの入力端を介してのみ電源が入力されるか、２つの
入力端子を介して同時に入力され得る。
【００３１】
　電子式点灯方式の蛍光灯用照明システムにおける商用電源入力は、第１電極ないし第４
電極Ｊ１～Ｊ４の全てを介して入力され、第１電極Ｊ１と第２電極Ｊ２が１つの入力端を
形成し、同時に第３電極Ｊ３と第４電極Ｊ４が更なる入力端を形成する。
【００３２】
　整流部４３５は、共通出力端を有する第１整流部４３６および第２整流部４３７を備え
、第１電極Ｊ１と第２電極Ｊ２、第３電極Ｊ３と第４電極Ｊ４、第１電極Ｊ１と第３電極
Ｊ３、第１電極Ｊ１と第４電極Ｊ４、第２電極Ｊ２と第３電極Ｊ３、および第２電極Ｊ２
と第４電極Ｊ４を介して入力される交流電源を全波整流してフィルタ部４３９で出力する
。これは、第１整流部４３６および第２整流部４３７が各々ブリッジダイオード組合Ｄ１
～Ｄ４、Ｄ１１～Ｄ１４から備えられ、第１整流部４３６および第２整流部４３７が１つ
の共通出力端に並列接続されることにより、ＬＥＤ１、ＬＥＤ２のための１つの動作電圧
が行われることによって可能となる。
【００３３】
　例えば、ＬＥＤ照明装置４００が図１の蛍光灯用照明システム１００に接続される場合
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、交流電源は第１電極Ｊ１および第３電極Ｊ３を介して入力され、スタータ１０３は動作
しないことからスタータ１０３を介した閉回路は形成されない。この場合、交流電源の経
路は、第１整流部４３６の順方向ダイオードＤ１、Ｄ２と、出力端Ｖ１（ｇｒｏｕｎｄ）
、および第２整流部４３７の順方向ダイオードＤ１１、Ｄ１２を経て、出力端Ｖ１（ｇｒ
ｏｕｎｄ）の電圧はフィルタ部４３９に入力される。したがって、図１に示すスタータ１
０３の動作如何に関わらず、ＬＥＤ照明装置４００が動作され得る。
【００３４】
　言い換えれば、外部の交流電源が第１電源入力端子４１１の２つの電極のうちの１つ、
および第２電源入力端子４１３の２つの電極のうちの１つを介して入力されても、第１整
流部４３６および第２整流部４３７に含まれたダイオード４つが新しい組合のブリッジダ
イオードの回路を形成するのである。
【００３５】
　図１に示す蛍光灯用照明システム１００に使用するために、加えて、第１整流部４３６
のブリッジダイオードＤ１～Ｄ４および第２整流部４３７のブリッジダイオードＤ１１～
Ｄ１４は、第１電源部４３１および第２電源部４３３の各々に対して同じ形態（ダイオー
ドの接続方向など）の組合を有するべきである。異なる場合、第１電源入力端子４１１か
ら第１整流部４３６および第２整流部４３７を介して第２電源入力端子４１３に直ちに接
続され、負荷に該当するフィルタ部４３９への電源供給がなされていないためである。
【００３６】
　交流電源が第１電極Ｊ１および第２電極Ｊ２を介して入力されたり、第３電極Ｊ３およ
び第４電極Ｊ４を介して入力される場合、当然、第１整流部４３６または第２整流部４３
７がフィルタ部４３９に全波整流された電圧を出力する。
【００３７】
　ブリッジダイオード組合Ｄ１～Ｄ４およびＤ１１～Ｄ１４は、安定器２０１から出力さ
れる商用電源の数百倍に達する周波数の交流電源を処理するための高周波用のダイオード
を使用することが好ましい。
【００３８】
　フィルタ部４３９は複数のキャパシタを備え、第１整流部４３６および第２整流部４３
７により全波整流された電圧を直流電圧で平滑化して駆動部４４１へ提供する。図５のフ
ィルタ部４３９は、ＬＥＤ照明装置４００が有する空間的な制約を考慮して２つの電解コ
ンデンサＣ１、Ｃ２を並列に接続した構成を有する。フィルタ部４３９は、安定器２０１
から供給される高周波交流電源の平滑化に十分な時定数（ｔｉｍｅ　ｃｏｎｓｔａｎｔ）
を有するよう設計されることで、駆動部４４１およびＬＥＤ１、ＬＥＤ２への影響を与え
ないことが好ましい。
【００３９】
　駆動部４４１は、バックスブーストコンバータ（ｂｕｃｋ－ｂｏｏｓｔ　ｃｏｎｖｅｒ
ｔｅｒ）回路を備え、フィルタ部４３９から出力される直流電圧の変動と関わらず、一定
の電圧を複数のＬＥＤ１、ＬＥＤ２に出力してＬＥＤ１、ＬＥＤ２を点灯する。駆動部４
４１が出力する電圧は、複数のＬＥＤ１、ＬＥＤ２の順方向電圧の和と同一に調整される
。したがって、フィルタ部４３９の出力が蛍光灯用照明システム１００、２００により毎
度異なっても、ＬＥＤ１、ＬＥＤ２の順方向電圧の和と合わせるための別途のチューニン
グ過程などを必要としない。
【００４０】
　ここで、バックスブーストコンバータの制御方式には、固定された周波数のクロックパ
ルスのデューティーサイクルを変化させて出力電圧を一定に維持するパルスの幅変調（Ｐ
ＷＭ：Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）制御方式、固定されたパルスの
幅を有するクロック周期を変化させて出力電圧を一定に維持するパルス周波数変調（ＰＦ
Ｍ：Ｐｕｌｓｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）制御方式、および出力電
圧のエラーにより固定されたパルスで出力されるクロックを制御して出力電圧を一定に維
持する可変周波数変調（ＶＦＭ：Ｖａｒｉａｂｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｍｏｄｕｌａ
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ｔｉｏｎ）制御方式などが該当し得る。
【００４１】
　図５に示す駆動部４４１はパルス幅変調の制御方式を使用した例であって、ドレインが
駆動部４４１の出力端に接続された第１電界効果トランジスタ（ｆｉｅｌｄ　ｅｆｆｅｃ
ｔ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）Ｑ１と、第１電界効果トランジスタＱ１の動作を制御する駆
動ＩＣ　Ｕ１を備える。また、キャパシタＣ５およびインダクタＬ５が第１電界効果トラ
ンジスタＱ１のスイッチ動作によるノイズを除去するために第１電界効果トランジスタＱ
１のドレインと出力端との間に備えられ、第１電界効果トランジスタＱ１がターンオフさ
れたとき、インダクタＬ５にかかる逆電圧によって第１電界効果トランジスタＱ１の破壊
を防止するためにダイオードＤ５が使用される。
【００４２】
　抵抗Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、ＶＲ１、およびキャパシタＣ３、Ｃ４は、駆動ＩＣ　Ｕ１の動
作のために備えられたものであって、駆動ＩＣの種類に応じて異なり得る。
【００４３】
　駆動ＩＣ　Ｕ１は、抵抗Ｒ４にかかるＣＳ端子電圧と内部に設定された所定の基準電圧
とを比較した結果に基づいて、第１電界効果トランジスタＱ１に流れる電流を検知し、そ
の検知結果に基づいてパルスの幅変調（ｐｕｌｓｅ　ｗｉｄｔｈ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ
）されたパルス信号をＧＡＴＥ端子を介して出力し、第１電界効果トランジスタＱ１をス
イッチさせる。これによって、第１電界効果トランジスタＱ１は、一定の電流を駆動する
ことにより駆動部４４１の最終出力電圧、すなわちＬＥＤ１、ＬＥＤ２の駆動電圧を一定
に維持する。
【００４４】
　上記で説明したように、一部の電子式安定器は初期点灯時の蛍光灯チェックのために図
３と同一であるか類似の形態で電圧を出力することができる。このために、駆動ＩＣ　Ｕ
１の動作電圧の範囲が十分広いのを使用することが好ましい。
【００４５】
　但し、点灯初期において安定器の低い出力電圧が駆動ＩＣ　Ｕ１の動作電圧の範囲内で
あっても、駆動ＩＣ　Ｕ１に供給される電流が充分でなく、駆動ＩＣ　Ｕ１がまともに動
作できない恐れがある。駆動ＩＣ　Ｕ１が動作しなければ、第１電界効果トランジスタＱ
１が動作せず、結局、閉路構成に問題が発生することで該当の電子式安定器が最後的に電
源を遮断して動作しなくなってＬＥＤ照明装置が動作できない。
【００４６】
　このような電源入力に対応するため、駆動部４４１はＩＣ駆動部４４３を備えることが
できる。ＩＣ駆動部４４３は、フィルタ部４３９の出力端Ｖ１と駆動ＩＣ　Ｕ１のＶＩＮ
端子との間に備えられた第２電界効果トランジスタＱ２、および第２電界効果トランジス
タＱ２のゲート電圧を抵抗分配するための複数の抵抗Ｒ６～Ｒ９を備える。
【００４７】
　安定器の出力電圧が図３のａ段階のとき、第２電界効果トランジスタＱ２が動作して駆
動ＩＣ　Ｕ１に十分な電流を供給することによって、駆動ＩＣ　Ｕ１が正常な動作を開始
するようにする。これによって、安定器は閉回路が形成されたと判断して正常な電源が供
給されるのである。
【００４８】
　以上で説明した図５のＬＥＤ照明装置４００は、駆動回路４３０を利用して磁気式また
は電子式安定器から入力される高周波の交流電源を安定した直流電源に変換することによ
ってＬＥＤ１、ＬＥＤ２を点灯させる。
【００４９】
　本発明のＬＥＤ照明装置４００が磁気式点灯方式の蛍光灯用照明システムに接続される
場合、スタータに接続された経路が断線状態にあるため、交流電源の入力は、第１電源端
子４１１の２つの端子のうちの１つと第２電源端子４１３の２つの端子のうちの１つを介
して行われる。一部の電子式点灯方式の交流入力もこれと同一である。しかし、第１整流
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駆動部４４１、およびＬＥＤ１、ＬＥＤ２を経て第２整流部４３７を通じる閉回路を形成
する。
【００５０】
　その他、一部の電子式点灯方式における交流電源は、第２電源入力端子４１３を経由せ
ずに第１電源入力端子４１１を介してのみ入力されたり、第１電源入力端子４１１を経由
せずに第２電源入力端子４１３を介するのみ入力され得る。この場合は、第１整流部４３
６および第２整流部４３７のうちのいずれか１つのみが動作される。
【００５１】
　上述した本発明の好ましい実施形態は、例示の目的のために開示されたものであり、本
発明の属する技術分野における通常の知識を有する者であれば、本発明の技術的思想を逸
しない範囲内で、様々な置換、変形、および変更が可能であり、このような置換、変更な
どは、特許請求の範囲に属するものである。
【符号の説明】
【００５２】
　１０　　蛍光灯
　１０１　磁気式安定器
　１０３　スタータ
　２０１　電子式安定器 
　２０３　第１接続端子 
　２０５　第２接続端子 
　４００　ＬＥＤ照明装置 
　４１１　第１電源入力端子
　４１３　第２電源入力端子 
　４３０　駆動回路 
　４３１　第１電源部
　４３３　第２電源部
　４３５　整流部
　４３９　フィルタ部
　４４１　駆動部 
　４４３　ＩＣ駆動部
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