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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商用電源ラインと電気的に接続される電力入力用端子及びＬＥＤモジュールに接続され
る定電流出力用端子が設けられたケースと、前記ケースに内蔵され、前記電力入力用端子
から供給される電力からＬＥＤ駆動用の定電流を生成して前記定電流出力用端子に出力す
る駆動回路とを備え、
　前記駆動回路は、前記ＬＥＤモジュールに直列接続されるスイッチング素子と、電気エ
ネルギーを磁気エネルギーとして蓄積するエネルギー蓄積デバイスと、前記スイッチング
素子がオフになったときに前記エネルギー蓄積デバイスに蓄積された磁気エネルギーによ
る電流を前記ＬＥＤモジュールに流し続けるための回生用ダイオードと、前記スイッチン
グ素子に流れる電流を検出する電流検出回路と、所定のクロック及び前記電流検出回路の
出力に基づいて前記スイッチング素子のオン・オフ制御を行うスイッチング素子制御回路
とを含み、
　前記電力入力用端子は前記ケースの表面から突出するように設けられ、前記定電流出力
用端子は前記ケースの表面に形成された穴に設けられた凹形状の端子であることを特徴と
するＬＥＤ照明用アタッチメント。
【請求項２】
　前記電力入力用端子と前記定電流出力用端子とが前記ケースの互いに反対側の面にそれ
ぞれ配置されている
　請求項１記載のＬＥＤ照明用アタッチメント。
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【請求項３】
　前記電力入力用端子と前記定電流出力用端子とが前記ケースの同一面に設けられている
　請求項１記載のＬＥＤ照明用アタッチメント。
【請求項４】
　前記駆動回路によって前記定電流出力用端子に出力されるＬＥＤ駆動用の定電流の値を
変更設定するための定電流設定手段が備えられている
　請求項１から３のいずれか１項記載のＬＥＤ照明用アタッチメント。
【請求項５】
　前記定電流設定手段を構成する回路部品の操作部が前記ケースの表面に設けられている
　請求項４記載のＬＥＤ照明用アタッチメント。
【請求項６】
　前記定電流出力用端子の高電位側に前記スイッチング素子が接続され、外部操作によっ
て前記スイッチング素子を強制的にオフにするスイッチが備えられている
　請求項１から５のいずれか１項記載のＬＥＤ照明用アタッチメント。
【請求項７】
　前記定電流出力用端子と電気的に接続されるＬＥＤモジュールの使用時間を計時するタ
イマー回路と、前記タイマー回路の出力に基づいて前記ＬＥＤモジュールの交換時期が来
たことを表示するインジケータとを有する
　請求項１から６のいずれか１項記載のＬＥＤ照明用アタッチメント。
【請求項８】
　前記ケースの表面のうち、少なくとも前記ＬＥＤモジュールとの接触面が熱伝導率の高
い材料で形成され、前記ＬＥＤモジュールが前記ＬＥＤ照明用アタッチメントに装着され
たときに前記ＬＥＤモジュールで発生した熱が前記接触面を介して放熱されるように構成
されている
　請求項１から７のいずれか１項記載のＬＥＤ照明用アタッチメント。
【請求項９】
　前記駆動回路を構成する電子部品が熱伝導率の高い金属ベース基板に実装されている
　請求項１から８のいずれか１項記載のＬＥＤ照明用アタッチメント。
【請求項１０】
　前記ＬＥＤモジュールには定格駆動電流のランクに応じて決まる固有の形状を有する操
作部が設けられており、前記ＬＥＤ照明用アタッチメントは、前記ＬＥＤモジュールが装
着されたときに前記操作部によって操作されて前記定格駆動電流のランクに応じて決まる
固有の信号を出力する定格電流検出部を備え、前記定格電流検出部の出力にしたがって前
記定電流出力用端子に出力する定電流の値を自動設定するように構成されている
　請求項１から９のいずれか１項記載のＬＥＤ照明用アタッチメント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ＬＥＤ照明装置用の駆動回路を内蔵するアタッチメントに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
現在、室内照明用の照明装置は、交流１００ボルト用の白熱電球や蛍光灯を光源とするも
のが大部分を占めている。しかし、特に白熱電球は消費電力が大きく寿命が短いという短
所を有する。蛍光灯は白熱電球に比べれば消費電力が少なく寿命が長いが、更なる低消費
電力化と長寿命化が求められている。そのような要求を満たす照明装置の光源として、近
年、高輝度のＬＥＤ（発光ダイオード）が注目され、一部の照明装置に使用されるように
なってきている。
【０００３】
　ＬＥＤ照明装置は、白熱電球や蛍光灯とは駆動方式及び駆動回路が大きく異なり、直流
電流で駆動する必要がある。さらには、効率や安全性を考慮すると定電流で駆動すること



(3) JP 4791794 B2 2011.10.12

10

20

30

40

50

が好ましい。またＬＥＤ照明装置の形状は従来の照明装置と異なるので、一般家庭に設け
られている白熱電球用のソケットや蛍光灯照明装置用のレセプタクルに直接装着すること
が通常は困難である。従って、一般家庭にＬＥＤ照明装置を導入するには、家庭内にＬＥ
Ｄ照明装置用のレセプタクルを含む電源設置工事や電気配線工事を行うことが必要となる
。
【０００４】
　そこで、白熱電球用のソケットに直接装着可能なＬＥＤ照明装置が提案されている。例
えば、特許文献１には白熱電球と同様の口金を備え、その内部にＬＥＤ駆動用の電源回路
を内蔵した構造のＬＥＤ照明装置が開示されている。このＬＥＤ照明装置は、ＬＥＤ駆動
用の電源回路として、交流を直流に整流するダイオードブリッジ回路と、整流後の直流電
圧をＬＥＤ駆動用の低電圧（５ボルト）に降圧するための抵抗及びツェナーダイオードを
含む回路を有する。ＬＥＤ照明装置の口金を白熱電球用のソケットに装着すると、口金に
供給された１００ボルト交流電圧から上記の電源回路によって５ボルト直流電圧が得られ
、これが基板上に配列された複数のＬＥＤに印加される。その結果、複数のＬＥＤが発光
し、周囲を照明する。
【特許文献１】特開２００１－５２５０４号公報（第５～６頁、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示されている従来のＬＥＤ照明装置は、下記のような課
題を有する。すなわち、口金の内部に収容された電源回路は、交流電圧を直流電圧に整流
して降圧し、簡易的に定電圧とする回路であるため、ＬＥＤの駆動電流が変動しやすい。
例えば、ＬＥＤの順方向電圧降下のばらつきによってＬＥＤに流れる電流値にばらつきが
生じる。その結果、ＬＥＤ照明装置の照度や発光色にばらつきが発生する。また、電源回
路に含まれるシリーズ抵抗での損失があるために電源利用効率が悪く、ＬＥＤデバイスが
低消費電力であることの利点を十分に活かすことができない。更に、ＬＥＤデバイスには
様々なタイプがあり定格電流がそれぞれ異なるので、電源部の回路定数をＬＥＤに合わせ
て変更する必要がある。換言すれば、使用するＬＥＤデバイスに応じて専用の電源部を設
ける必要がある。
【０００６】
　本発明は、上記のような従来の課題に鑑み、家庭内に設置された照明装置用レセプタク
ル等とＬＥＤモジュールとの間に介在してＬＥＤモジュールに定電流を供給するＬＥＤ照
明用アタッチメントを提供することを目的とする。また、ＬＥＤモジュールの定格電流に
応じて供給する定電流の値を変設定可能な、更には自動設定されるＬＥＤ照明用アタッチ
メントを提供することも本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によるＬＥＤ照明用アタッチメントは、商用電源ラインと電気的に接続される電
力入力用端子及びＬＥＤモジュールに接続される定電流出力用端子が設けられたケースと
、前記ケースに内蔵され、前記電力入力用端子から供給される電力からＬＥＤ駆動用の定
電流を生成して前記定電流出力用端子に出力する駆動回路とを備え、前記駆動回路は、前
記ＬＥＤモジュールに直列接続されるスイッチング素子と、電気エネルギーを磁気エネル
ギーとして蓄積するエネルギー蓄積デバイスと、前記スイッチング素子がオフになったと
きに前記エネルギー蓄積デバイスに蓄積された磁気エネルギーによる電流を前記ＬＥＤモ
ジュールに流し続けるための回生用ダイオードと、前記スイッチング素子に流れる電流を
検出する電流検出回路と、所定のクロック及び前記電流検出回路の出力に基づいて前記ス
イッチング素子のオン・オフ制御を行うスイッチング素子制御回路とを含み、前記電力入
力用端子は前記ケースの表面から突出するように設けられ、前記定電流出力用端子は前記
ケースの表面に形成された穴に設けられた凹形状の端子であることを特徴とする。
【発明の効果】
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【０００８】
　本発明のＬＥＤ照明用アタッチメントは、家庭内に設置された照明装置用レセプタクル
等とＬＥＤモジュールとの間に介在してＬＥＤモジュールに定電流を供給することができ
るので、輝度のばらつきが少ない高性能で省電力のＬＥＤ照明装置を容易に実現すること
ができる。また、特別な電気工事を行わなくても、家庭内に設置された照明装置用レセプ
タクル等にＬＥＤ照明用アタッチメントを接続して使用することができるので、家庭内で
ＬＥＤ照明装置を手軽に使用できるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明のＬＥＤ照明用アタッチメントの好ましい実施形態では、前記電力入力用端子と
前記定電流出力用端子とが前記ケースの互いに反対側の面にそれぞれ配置されている。こ
のような構成によれば、小型のＬＥＤ照明用アタッチメントが実現でき、例えば天井に設
置された照明器具用レセプタクルに接続するＬＥＤを用いたダウンライト型照明装置を容
易に実現することができる。
【００１０】
　本発明のＬＥＤ照明用アタッチメントの別の好ましい実施形態では、前記電力入力用端
子は前記ケースの表面から突出するように設けられ、前記定電流出力用端子は前記ケース
の表面に形成された穴に設けられた凹形状の端子である。このような構成によれば、ＬＥ
Ｄモジュールが未装着のＬＥＤ照明用アタッチメントを照明器具用レセプタクルに装着し
た場合に、定電流出力用端子はケースの表面から突出していないので人体に触れる可能性
がなく感電のおそれがないので、安全面を配慮したＬＥＤ照明用アタッチメントを実現す
ることができる。
【００１１】
　本発明のＬＥＤ照明用アタッチメントの更に別の好ましい実施形態では、前記電力入力
用端子と前記定電流出力用端子とが前記ケースの同一面に設けられている。このような構
成によれば、照明装置用レセプタクルが取り付けられている面（例えば天井面）をＬＥＤ
モジュールによって照射し、その反射光で室内を照明する間接照明型のＬＥＤ照明装置を
容易に実現することができる。
【００１２】
　本発明のＬＥＤ照明用アタッチメントの更に別の好ましい実施形態では、前記駆動回路
によって前記定電流出力用端子に出力されるＬＥＤ駆動用の定電流の値を変更設定するた
めの定電流設定手段が備えられている。このような構成によれば、複数のＬＥＤモジュー
ルに対応可能な汎用のＬＥＤ照明用アタッチメントを実現することができる。つまり、定
格電流の異なる複数種類のＬＥＤモジュールを同一のＬＥＤ照明用アタッチメントで差し
替えて使用することができる。
【００１３】
　本発明のＬＥＤ照明用アタッチメントの更に別の好ましい実施形態では、前記定電流設
定手段を構成する回路部品の操作部が前記ケースの表面に設けられている。このような構
成によれば、ユーザが容易にＬＥＤ駆動電流（出力電流）を変更設定することができる便
利なＬＥＤ照明用アタッチメントを提供することができる。同一のＬＥＤモジュールに対
して駆動電流を変化させれば、ＬＥＤの輝度を調整する調光機能として使用することも可
能である。
【００１４】
　本発明のＬＥＤ照明用アタッチメントの更に別の好ましい実施形態では、前記定電流出
力用端子の高電位側に前記スイッチング素子が接続され、外部操作によって前記スイッチ
ング素子を強制的にオフにするスイッチが備えられている。このような構成によれば、Ｌ
ＥＤ照明用アタッチメントからＬＥＤモジュールを取り外す作業を安全に行うことができ
る。つまり、スイッチング素子を強制的にオフ状態にする操作を行ってからＬＥＤモジュ
ールを取り外す作業を行えば、定電流出力用端子の両方が低電位となっているので、感電
のおそれなく作業を行うことができる。
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【００１５】
　本発明のＬＥＤ照明用アタッチメントの更に別の好ましい実施形態では、前記定電流出
力用端子と電気的に接続されるＬＥＤモジュールの使用時間を計時するタイマー回路と、
前記タイマー回路の出力に基づいて前記ＬＥＤモジュールの交換時期が来たことを表示す
るインジケータとを有する。このような構成によれば、ＬＥＤモジュールの寿命劣化を使
用時間の積算によって管理し、交換時期が来たことをユーザに知らせることができる。こ
れにより、ＬＥＤモジュールの輝度が大きく低下する前に早めに交換することが容易にな
る。
【００１６】
　本発明のＬＥＤ照明用アタッチメントの更に別の好ましい実施形態では、前記ケースの
表面のうち、少なくとも前記ＬＥＤモジュールとの接触面が熱伝導率の高い材料で形成さ
れ、前記ＬＥＤモジュールが前記ＬＥＤ照明用アタッチメントに装着されたときに前記Ｌ
ＥＤモジュールで発生した熱が前記接触面を介して放熱されるように構成されている。こ
のような構成によれば、ＬＥＤモジュールで発生した熱がＬＥＤ照明用アタッチメントの
接触面を介して放散されるので、ＬＥＤモジュールの温度上昇を抑えられ、ＬＥＤ照明装
置全体の信頼性が向上する。
【００１７】
　本発明のＬＥＤ照明用アタッチメントの更に別の好ましい実施形態では、前記駆動回路
を構成する電子部品が熱伝導率の高い金属ベース基板に実装されている。このような構成
によれば、基板に実装された電子部品の放熱が促進されて温度上昇が抑えられ、信頼度の
高いＬＥＤ照明用アタッチメントを実現することができる。
【００１８】
　本発明のＬＥＤ照明用アタッチメントの更に別の好ましい実施形態では、電力入力用端
子として白熱電球用の口金が備えられ、前記駆動回路を構成する電子部品及び基板が前記
口金の内部空間にほぼ収まるように収容されている。このような構成によれば、部屋の天
井や壁面等に設置された白熱電球用ソケットにＬＥＤ照明用アタッチメントを直接ねじ込
んで使用するので、特別な電気工事を必要とせずに容易に取り付けることができ、取り外
しも容易である。口金の内部に駆動回路が内蔵されたコンパクトなＬＥＤ照明用アタッチ
メントとＬＥＤモジュールとの組み合わせによって設計の自由度及び外観デザインの自由
度が大きいＬＥＤ照明器具を実現することができる。
【００１９】
　本発明のＬＥＤ照明用アタッチメントの更に別の好ましい実施形態では、前記ＬＥＤモ
ジュールには定格駆動電流のランクに応じて決まる固有の形状を有する操作部が設けられ
ており、前記ＬＥＤ照明用アタッチメントは、前記ＬＥＤモジュールが装着されたときに
前記操作部によって操作されて前記定格駆動電流のランクに応じて決まる固有の信号を出
力する定格電流検出部を備え、前記定格電流検出部の出力にしたがって前記定電流出力用
端子に出力する定電流の値を自動設定するように構成されている。このような構成によれ
ば、ＬＥＤモジュールをＬＥＤ照明用アタッチメントに取り付けたときに、ＬＥＤモジュ
ールに供給される駆動電流が自動的に設定されるので、手動で駆動電流を設定する場合に
起こり得る設定ミスによってＬＥＤモジュールが破壊するリスクを回避することができる
。
（実施形態１）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係るＬＥＤ照明用アタッチメント等の構造を示す断
面図である。図２は、図１のＬＥＤ照明用アタッチメントに内蔵されたＬＥＤ駆動回路の
回路図である。図３は、図２のＬＥＤ駆動回路のスイッチＩＣを中心とする機能ブロック
図である。そして、図４は図３の機能ブロック図における各部の電圧及び電流の波形を示
す波形図である。
【００２０】
　図１に示すように、本実施形態のＬＥＤ照明用アタッチメント１は、一般家庭の例えば
天井９に設置された照明装置用レセプタクル２８とＬＥＤモジュール４との間に介在させ
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て使用する。ＬＥＤ照明用アタッチメント１を構成する直方体あるいは円柱状のケース（
例えば樹脂製のケース）の一面（図１では上面）には一対の電力入力用端子２が備えられ
、この電力入力用端子２が照明装置用レセプタクル２８の電力供給用端子２Ａと電気的に
接続される。照明装置用レセプタクル２８は、天井裏に敷設された屋内配線１０に接続さ
れている。したがって、照明装置用レセプタクル２８に装着されたＬＥＤ照明用アタッチ
メント１には、電力供給用端子２Ａと電力入力用端子２との接続を介して屋内配線１０か
ら商用交流電圧が供給される。
【００２１】
　また、ＬＥＤ照明用アタッチメント１のケースの電力入力用端子２が備えられた面と反
対側の面（図１では下面）はＬＥＤモジュール４との接触面２５を構成している。この接
触面２５には一対の穴が設けられ、ＬＥＤモジュール４に定電流を供給する定電流出力用
端子３がこの穴に備えられている。この定電流出力用端子３は、ＬＥＤモジュール４の定
電流入力端子３Ａと電気的に接続される。ＬＥＤ照明用アタッチメント１の電力入力用端
子２及び定電流出力用端子３の形状は、照明装置用レセプタクル２８の電力供給用端子２
Ａ及びＬＥＤモジュール４の定電流入力端子３Ａにそれぞれ接続可能であれば任意の形状
に設計することが可能である。
【００２２】
　ＬＥＤモジュール４は、樹脂製ケースの一面に透明または半透明のレンズ２４が設けら
れ、樹脂製ケースの内部にＬＥＤデバイス５が実装されたＬＥＤデバイス実装基板２３が
収容された構造を有する。前述の定電流入力端子３ＡはＬＥＤデバイス実装基板２３に直
接実装され、電気接続されている。但し、図示の構造は一例を示しているに過ぎず、実際
には種々の外観及び構造のＬＥＤモジュールを使用可能である。
【００２３】
　ＬＥＤ照明用アタッチメント１の内部には、図２の回路図に示すような駆動回路を構成
する制御部品実装基板６や電子部品８等が内蔵されている。ＬＥＤ照明用アタッチメント
１を照明装置用レセプタクル２８とＬＥＤモジュール４との間に介在させるように装着す
ることにより、家庭内に供給された商用交流電圧から所定の直流定電流を生成してＬＥＤ
モジュールに供給することができる。
【００２４】
　次に、ＬＥＤ照明用アタッチメント１に内蔵されている駆動回路の動作を図２に基づい
て説明する。電力入力用端子２ａから供給される商用交流電流は、サージやノイズから各
回路素子を保護するためのラインフィルタ１９を介して整流用のダイオードブリッジ１３
に供給される。但し、ラインフィルタ１９は必須ではなく省略可能である。
【００２５】
　ダイオードブリッジ１３で交流から直流（脈流）に変換された電圧は、平滑コンデンサ
１８ｂによって略一定の直流電圧となる。この直流電圧には、エネルギー蓄積デバイスと
してのコイル１１、ＬＥＤモジュール４及びスイッチング素子１４が直列に接続されてい
る。また、ＬＥＤモジュール４のカソード側とコイル１１の電源側との間には回生電流を
流す回生用ダイオード１２が接続されている。この回生用ダイオード１２には、逆回復時
間が短い（例えば２００ｎｓ以下である）高速整流ダイオード（ＦＲＤ、ｆａｓｔ　ｒｅ
ｃｏｖｅｒｙ　ｄｉｏｄｅ）を使用することが好ましい。以下の説明において、回生用ダ
イオード１２をＦＲＤ１２と記すことにする。
【００２６】
　なお、上記の回路は一例に過ぎない。例えば、ダイオードブリッジ１３からなる整流回
路は、１個のダイオードで構成される半波整流回路であってもよい。また、平滑コンデン
サ１８ｂは必須ではなく省略することが可能である。また、コイル１１とＬＥＤモジュー
ル４の直列接続の順序は逆であってもよい。
【００２７】
　スイッチング素子１４のゲートにはスイッチング素子１４のオン・オフ制御用のスイッ
チング素子制御回路１５が接続されている。スイッチング素子制御回路１５の電源端子間
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には、内部制御電源回路２７の出力電圧を安定化させるためのコンデンサ１８ａが接続さ
れている。また、スイッチング素子１４に流れるドレイン電流を検出する電流検出回路１
６が設けられ、その出力がスイッチング素子制御回路１５にフィードバックされている。
スイッチング素子制御回路１５の動作用電源は、ダイオードブリッジ１３及び平滑コンデ
ンサ１８ｂで生成された直流電圧から制御電源回路２７によって生成され供給される。ス
イッチング素子１４、スイッチング素子制御回路１５、電流検出回路１６及び制御電源回
路２７は同一の半導体基板上に構成されたモノリシックＩＣ１７として構成することがで
きる。このモノリシックＩＣ１７を以下の説明において「スイッチＩＣ１７」ということ
にする。
【００２８】
　図３は、スイッチＩＣ１７を中心とする駆動回路の機能ブロックである。また、図４は
、図３の機能ブロック図における各部の電圧又は電流の波形を示す波形図である。以下、
図３及び図４を参照しながらＬＥＤモジュール４に直流定電流を供給する動作について説
明する。
【００２９】
　図３において、スイッチ（例えば室内壁面の照明用スイッチ）３６をオンにすると、商
用交流電源１０から電力入力用端子２ａに交流電圧が供給される。交流電圧はダイオード
ブリッジ１３で整流され平滑コンデンサ１８ｂで平滑されて直流電圧Ｖｉｎとなる。交流
電圧が１００ボルトの場合は、約１４０Ｖの直流電圧Ｖｉｎが得られる。この直流電圧Ｖ
ｉｎはスイッチＩＣ１７のＩＮ端子と接続されていて、内部のコンパレータ回路で内部基
準電位と直流電圧Ｖｉｎを抵抗分圧した電位を比較して所定の値に設定された起動電圧以
上に上昇するとスイッチＩＣ１７が動作可能状態となる。また、何らかの原因で直流電圧
Ｖｉｎが停止電圧以下に低下するとスイッチＩＣ１７は動作を停止する。
【００３０】
　Ｖｉｎ電圧が上昇すると、スイッチＩＣ１７のＶＤ端子にもＶｉｎ端子とほぼ同じ電圧
が印加される。この図でのスイッチング素子１４はＪＦＥＴとＭＯＳＦＥＴが一体となっ
た素子で、スイッチング素子１４のゲート端子がオフ状態で、ＶＤ端子にＶｉｎと同じ電
圧が印加されるとＶＪ端子にはＪＦＥＴのピンチオフ電圧が印加される。ＶＪの印加電圧
より制御電源回路２７はスイッチＩＣ１７の内部回路駆動電圧Ｖｃｃを生成する。内部回
路駆動電圧Ｖｃｃが立ち上がって、直流電圧Ｖｉｎが起動電圧以上に上昇すると、スイッ
チＩＣ１７は、内部発振回路で生成した所定の周波数のクロックと、最大デューティを決
めるＭＡＸ　ＤＵＴＹ信号、ＶＪの電圧（スイッチング素子１４のＲｏｎ電圧）より検出
できるドレイン電流ＩＤ、スイッチング素子１４がターンオンした時の逆回復電流を検出
しないオン時ブランキングパルス発生器からの信号にしたがってスイッチング素子１４の
オン・オフを繰り返す動作を開始する。スイッチング素子１４がオンになると、コイル１
１、ＬＥＤモジュール４及びスイッチング素子１４を含む経路を電流ＩＬが流れる。下記
の制御によってスイッチング素子１４がオフになると、コイル１１を流れ続けようとする
電流ＩＬは回生電流としてＬＥＤモジュール４及びＦＲＤ１２を通るループを流れる。
【００３１】
　このブロック図では、スイッチング素子１４のドレイン・ソース間電圧ＶＪが電流検出
回路１６にフィードバックされている。また、電流検出回路１６はスイッチング素子制御
回路１５の一部として構成されている。これらの点は図２に示した回路図と異なっている
が、基本的な動作に差はなく、いずれの構成でもよい。
【００３２】
　電流検出回路１６を含むスイッチング素子制御回路１５の働きにより、オン状態のスイ
ッチング素子１４に流れるドレイン電流ＩＤが所定の電流値に達するとスイッチング素子
１４がオフ状態となるようにスイッチング素子１４のゲート電圧が制御される。スイッチ
ＩＣ１７は、オン・オフを繰り返すことによってＬＥＤモジュール４に定電流（平均電流
が一定のリップル電流）を供給する。
【００３３】
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　図４の波形図に示すように、スイッチング素子１４のドレイン・ソース間電圧ＶＤ（Ｖ
Ｊに略等しい）はスイッチング素子１４のオン・オフに応じて矩形波状に変化する。それ
に対応してスイッチング素子１４のドレイン電流ＩＤも変化するが、スイッチング素子１
４がオンの期間はコイル１１のインダクタンスと直流電圧Ｖｉｎで決まる傾き（ｄＩＤ／
ｄｔ）で直線的に上昇する。そして、ドレイン電流ＩＤがピーク値ＩＤＰに達すれば、上
記のようにスイッチング素子１４がオフにされる。スイッチング素子１４がオフになれば
ドレイン電流ＩＤは急激にゼロになるが、コイル１１に蓄積されている磁気エネルギーに
よってコイル１１、ＬＥＤモジュール４及び回生用ダイオード（ＦＲＤ）１２からなるル
ープに電流ＩＬが流れ続け、その値が徐々に下降する。そして、間もなく前述のクロック
にしたがってスイッチング素子１４がオンにされると、電流ＩＬは再び上昇を始める。
【００３４】
　したがって、コイル１１及びＬＥＤモジュール４に流れる電流ＩＬは、図４に示すよう
に、ピーク値ＩＤＰ、ボトム値ＩＤＬ及び平均値（定電流出力値）ＩＬＯのリップル電流
となる。つまり、ＬＥＤモジュール４には、コイル１１のインダクタンスと直流電圧Ｖｉ
ｎで決まる平均値ＩＬＯが一定の定電流が供給される。
【００３５】
　以上のように、本実施形態のＬＥＤ照明用アタッチメント１によれば、整流ダイオード
１３、コイル（エネルギー蓄積デバイス）１１、ＦＲＤ（回生用ダイオード）１２、スイ
ッチング素子１４、電流検出回路１６及びスイッチング素子制御回路１５を含む駆動回路
によって、商用電源ラインから供給された交流電圧から直流の定電流を生成し、ＬＥＤモ
ジュール４を安定的に駆動することができる。
【００３６】
　なお、ＬＥＤモジュール４に流れる電流ＩＬのボトム値ＩＤＬはスイッチＩＣ１７のオ
ン・オフ制御のクロック周波数によって調整可能であり、平均値（定電流出力値）ＩＬＯ
がＬＥＤモジュール４の定格電流に適合するように調整しておく必要がある。また、コイ
ル１１のインダクタンスやクロック周波数等を最適な値に設定することによって電流ＩＬ
のリップル幅（ピーク値ＩＤＰとボトム値ＩＤＬとの差）を小さくすることができる。ま
た、スイッチング素子１４として、ＭＯＳＦＥＴ、ＩＧＢＴ、バイポーラトランジスタ等
、様々なデバイスを用いることができる。
【００３７】
　本実施形態のＬＥＤ照明用アタッチメント１では、図１に示すように、制御部品実装基
板６とそれに実装された電子部品８等で上記のような駆動回路が構成されている。また、
前述の電力入力端子２と定電流出力端子３がこの制御部品実装基板６に電気接続されてい
る。制御部品実装基板６は熱伝導率の高い金属ベース基板で構成されていることが好まし
い。これにより、電子部品８等の放熱が促進されて温度上昇が抑えられ、信頼度の高いＬ
ＥＤ照明用アタッチメントを実現することができる。
【００３８】
　なお、図２ではＬＥＤモジュール４を１つのＬＥＤ回路記号で描いているが、実際には
電圧の関係上、図３に示すように複数のＬＥＤが直列接続されてＬＥＤモジュール４が構
成されている。
【００３９】
　また、ＬＥＤモジュール４には極性があり、アノードとカソード側とを逆に接続すれば
破壊することがあるので、逆接続を防ぐ工夫が必要である。例えば一対の定電流出力端子
３（及びＬＥＤモジュール４の定電流入力端子３Ａ）の形状や大きさを極性に応じて変え
ることにより、逆接続ができないようにすればよい。あるいは、ダミーの端子又は係合部
を定電流出力端子３及び定電流入力端子３Ａの近傍に付加することにより、逆接続ができ
ないようにしてもよい。定電流出力端子３の配置についても、図１の配置に限るわけでは
なく、ＬＥＤモジュール４のデザインに合わせて変更可能である。
【００４０】
　また、ＬＥＤ照明用アタッチメント１のＬＥＤモジュール４との接触面２５を熱伝導性
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のよい材料で構成することが好ましい。ＬＥＤ照明用アタッチメント１にＬＥＤモジュー
ル４が装着されたときに、ＬＥＤモジュール４で発生した熱がＬＥＤ照明用アタッチメン
ト１の接触面２５を介して放散されるので、ＬＥＤモジュール４の温度上昇を抑えること
が可能である。
【００４１】
　また、照明装置用レセプタクル２８は、図１に示したように天井に設置されるとは限ら
ず、壁面または床面に照明装置用レセプタクルが設置されている場合であっても本発明の
ＬＥＤ照明用アタッチメント１を装着可能である。
【００４２】
　以上に説明したようなＬＥＤ照明用アタッチメント１を使用したときの効果として、以
下のような利点を挙げることができる。
（１）ＬＥＤの輝度や発光色のばらつきが小さい。従来例の構成のようにＬＥＤに定電圧
を印加する駆動方式ではＬＥＤの順方向電圧Ｖｆのばらつきに起因して駆動電流が変動し
、輝度や発光色にばらつきが発生しやすい。これに対して本実施形態のＬＥＤ照明用アタ
ッチメント１は、ＬＥＤモジュール４に一定の定電を供給するのでＬＥＤの輝度や発光色
にばらつきはほとんど発生しない。
（２）ＬＥＤ駆動回路の電力損失が小さい。ＬＥＤに定電圧を印加する駆動方式では、所
定の駆動電流を得るために抵抗を使用することが多い。この場合に抵抗での電力損失が発
生するので電源利用効率が低下し（一般に５０％以下）、ＬＥＤ照明が本来有する省電力
の特性を十分活用することができない。これに対して本実施形態のＬＥＤ照明用アタッチ
メント１は、抵抗を用いないスイッチング方式によってＬＥＤモジュール４に定電流を供
給するので駆動回路の電力損失を極めて小さくすることが可能である。
（３）ＬＥＤ駆動回路の小型化を実現しやすい。本実施形態のＬＥＤ照明用アタッチメン
ト１は、駆動回路の主要部を集積回路に含めることができるので構成部品数が少なく、駆
動回路の小型化が容易に実現できる。このため、ＬＥＤ照明装置全体の設計自由度や外観
デザインの自由度を高めることができる。
（実施形態２）
　図５は、本発明による第２の実施形態に係るＬＥＤ照明用アタッチメント等の構造を示
す断面図である。図６は、図５のＬＥＤ照明用アタッチメントに内蔵されるＬＥＤ駆動回
路の回路図である。図７は、図６のＬＥＤ駆動回路のスイッチＩＣを中心とする機能ブロ
ック図である。そして、図８は図７の機能ブロック図における各部の電圧及び電流の波形
を示す波形図である。
【００４３】
　本実施形態のＬＥＤ照明用アタッチメントは、上記実施形態１のＬＥＤ照明用アタッチ
メントにＬＥＤ駆動電流（ＬＥＤモジュールに供給する定電流）を変更設定する機能（定
電流設定手段等）を付加したものである。その他の基本的な構成及び機能は同じであるの
で、それらの説明は省略する。なお、各図において、実施形態１の構成と同じ機能を有す
る要素には同じ参照番号を付している。
【００４４】
　図５に示すように、ＬＥＤモジュール４に供給する定電流の値を変更設定するための定
電流設定手段の操作部（トリマー）７がＬＥＤ照明用アタッチメント１のケースの一面（
図示の例では側面）に設けられている。この操作部７が回転操作されると、以下に説明す
るようにしてＬＥＤモジュール４に供給される定電流の値が変更される。
【００４５】
　図６の回路図に示すように、制御電源電圧（制御電源回路２７の出力）を分圧する抵抗
２０ａと可変抵抗２０ｂが設けられ、分圧された電圧を入力する端子がスイッチＩＣ１７
に備えられている。可変抵抗２０ｂは上述の定電流設定手段に相当する。スイッチＩＣ１
７は、この端子の入力電圧に応じてスイッチング素子１４のドレイン電流ＩＤのピーク値
ＩＤＰを変化させる制御を行う。この制御について図７のブロック図を参照しながら詳細
に説明する。
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【００４６】
　図７に示すように、スイッチング素子１４と並列接続されたドレイン電流検出用のセン
スデバイス１４Ａと、そのソース端子とグランドとの間に接続されたセンス抵抗ＳＲとが
付加されている。そして、センス抵抗ＳＲによる電圧降下分の電圧がドレイン電流に相当
する検出値としてドレイン電流検出回路１６に入力されている。但し、実施形態１と同様
にスイッチング素子１４のドレイン・ソース間電圧をドレイン電流に相当する検出値とし
てドレイン電流検出回路１６に入力するように構成してもよい。
【００４７】
　ドレイン電流検出回路１６は入力された検出値を基準電圧Ｖｓｎと比較するコンパレー
タで構成されており、この基準電圧Ｖｓｎが上述の制御電源電圧Ｖｃｃを抵抗２０ａと可
変抵抗２０ｂとで分圧した電圧である。
【００４８】
　したがって、定電流設定手段である可変抵抗２０ｂの操作部が操作されると可変抵抗２
０ｂの抵抗値が変化し、基準電圧Ｖｓｎが変化する。抵抗２０ａ及び可変抵抗２０ｂの抵
抗値をそれぞれＲｃ及びＲａとすると、Ｖｓｎ＝Ｖｃｃ・Ｒｃ／（Ｒａ＋Ｒｃ）である。
Ｖｓｎが変化すると、ドレイン電流検出回路１６を構成するコンパレータの出力が反転す
るときのドレイン電流ＩＤ、すなわちピーク値ＩＤＰが変化する。
【００４９】
　例えば、可変抵抗２０ｂの抵抗値Ｒａを小さくする方向に操作すると基準電圧Ｖｓｎが
下降する。したがって、より低いピーク値ＩＤＰでコンパレータの出力が反転し、スイッ
チング素子１４がオフになる。その結果、駆動電流ＩＬの平均値（定電流の出力値）ＩＬ
Ｏが小さくなる。逆に、可変抵抗２０ｂの抵抗値Ｒａを大きくする方向に操作すると基準
電圧Ｖｓｎが上昇し、より高いピーク値ＩＤＰでコンパレータの出力が反転し、スイッチ
ング素子１４がオフになる。その結果、駆動電流ＩＬの平均値（定電流の出力値）ＩＬＯ
が大きくなる。
【００５０】
　図８の波形図には、ドレイン電流ＩＤのピーク値ＩＤＰが２段階に変更（低減）された
場合の様子が示されている。ピーク値ＩＤＰが変更されると、それに追従して駆動電流Ｉ
Ｌの平均値（定電流の出力値）ＩＬＯも変化することがわかる。
【００５１】
　本実施形態のＬＥＤ照明用アタッチメント１によれば、ＬＥＤデバイス５の定格電流が
異なる複数種類のＬＥＤモジュール４を取り替えて使用することが可能になる。つまり、
各ＬＥＤモジュール４に搭載されているＬＥＤデバイス５の定格電流に適合するように定
電流設定手段（可変抵抗２０ｂ）を用いて駆動電流（定電流の出力値）を変更設定するこ
とができるので、このＬＥＤ照明用アタッチメント１が１台あれば複数種類のＬＥＤモジ
ュール４に対応することができる。
【００５２】
　なお、可変抵抗２０ｂは、回転操作タイプのものでもスライド操作タイプのものでもよ
い。あるいは押しボタンスイッチ（増減スイッチ）とマイクロコンピュータまたは専用回
路で構成した電子ボリュームを用いて基準電圧Ｖｓｎを変更設定できるように構成しても
よい。この場合、更に赤外線通信等を用いた遠隔操作によって基準電圧Ｖｓｎを変更設定
できるように構成してもよい。このような定電流設定手段を同一のＬＥＤモジュール４に
対して操作すれば、ＬＥＤ照明器具の調光機能として利用することも可能である。
【００５３】
　本実施形態のＬＥＤ照明用アタッチメントを使用したときの効果として、以下のような
利点を挙げることができる。
（１）複数のＬＥＤモジュールに対応可能な汎用のＬＥＤ照明用アタッチメントを実現す
ることができる。ＬＥＤモジュールに供給する駆動電流（定電流値）を変更設定すること
ができるので、定格電流の異なる複数種類のＬＥＤモジュールを同一のＬＥＤ照明用アタ
ッチメントで差し替えて使用することができる。しかも、ＬＥＤモジュールの性能を最大
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に引き出す駆動が可能となる。
（２）調光機能を付加することができる。同一のＬＥＤモジュールに対して駆動電流を変
化させれば、ＬＥＤの輝度を調整することが可能である。したがって、本実施形態のＬＥ
Ｄ照明用アタッチメントを使用すればＬＥＤ照明装置に調光機能を付加することが容易に
実現できる。
（実施形態３）
　図９は、本発明による第３の実施形態に係るＬＥＤ照明用アタッチメント等の構造を示
す断面図である。本実施形態のＬＥＤ照明用アタッチメントは、白熱電球と同様の口金を
有し、その内部に既述の実施形態で説明した駆動回路を内蔵させた構造を有する。断面構
造を示す図９において、既述の実施形態と同じ機能を有する要素には同じ参照番号を付し
ている。
【００５４】
　実施形態１で説明したように、ＬＥＤ照明用アタッチメント１の駆動回路は、主要部を
集積回路に含めることができるので構成部品数が少なく、駆動回路の小型化が容易に実現
できる。そこで、図９に示すように、本実施形態のＬＥＤ照明用アタッチメント１は、ケ
ースの一部が白熱電球と同様の口金２２で構成され、その内部に駆動回路を構成する電子
部品８等が実装された制御部品実装基板６を内蔵している。口金２２と制御部品実装基板
６は２本の電線ＷＲで電気的に接続されている。口金２２と反対側のケースの面（下面）
には、既述の実施形態と同じく、定電流出力用端子３が設けられている。
【００５５】
　上記のような構造を有するＬＥＤ照明用アタッチメント１は、部屋の天井９等に設置さ
れた白熱電球用ソケット２１に口金２２をねじ込んで使用する。屋内配線１０から白熱電
球用ソケット２１及び口金２２を介してＬＥＤ照明用アタッチメント１の駆動回路に商用
交流電圧が供給される。駆動回路の構成及び動作は既述の実施形態と同じであり、回路図
やその説明は省略する。
【００５６】
　本実施形態のＬＥＤ照明用アタッチメント１を使用したときの効果として、以下のよう
な利点を挙げることができる。すなわち、部屋の天井や壁面等に設置された白熱電球用ソ
ケット２１にＬＥＤ照明用アタッチメント１を直接ねじ込んで使用するので、特別な電気
工事を必要とせずに容易に取り付けることができ、取り外しも容易である。口金の内部に
駆動回路が内蔵されたコンパクトなＬＥＤ照明用アタッチメント１とＬＥＤモジュールと
の組み合わせによって設計の自由度及び外観デザインの自由度が大きいＬＥＤ照明器具を
実現することができる。
（実施形態４）
　図１０は、本発明による第４の実施形態に係るＬＥＤ照明用アタッチメントの駆動回路
のブロック図である。また、図１１は図１０のブロック図における各部の電圧又は電流の
波形を示す波形図である。本実施形態のＬＥＤ照明用アタッチメントは、内蔵する駆動回
路の構成が既述の実施形態と少し異なる。以下、本実施形態のＬＥＤ照明用アタッチメン
トの駆動回路が既述の実施形態における駆動回路と異なる点のみを説明する。
【００５７】
　まず、スイッチング素子１４とＬＥＤモジュール４の接続位置が異なる。すなわち、既
述の駆動回路では直流電圧Ｖｉｎの高電位側にコイル１１及びＬＥＤモジュール４が接続
され、その低電位側にスイッチング素子１４が接続されているが、本実施形態の駆動回路
では逆である。図１０から分かるように、直流電圧Ｖｉｎの高電位側にスイッチング素子
１４が接続され、そのソース側にコイル１１とＦＲＤ１２のカソードが接続され、コイル
１１の他端がＬＥＤモジュール４のアノード側に接続されている。ＬＥＤモジュールのカ
ソード側とＦＲＤ１２のアノード側はグランド（ＧＮＤ）電位となっている。
【００５８】
　コイル１１とＬＥＤモジュール４の直列接続の順序は、スイッチＩＣ１７のソース側端
子とＬＥＤモジュール４のアノード端子が接続され、ＬＥＤモジュール４のカソード端子
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がコイル１１と接続され、コイル１１の他端がグランド（ＧＮＤ）電位となってもよい。
これらの接続回路では、定電流出力用端子３の高電位側にスイッチング素子が接続されて
いることになる。直流電圧Ｖｉｎに対してスイッチング素子１４のドレイン・ソース間電
圧ＶＤは図１１に示すように変化する。なお、図１１の波形図は、図８の波形図と同様に
、ドレイン電流ＩＤのピーク値ＩＤＰが２段階に変更（低減）された場合の様子を示して
いる。
【００５９】
　次に、本実施形態の駆動回路では、制御電源回路２７の出力ライン（Ｖｃｃ）とグラン
ドラインとを短絡することによりスイッチング素子１４を強制的にオフ状態にする外部操
作可能なスイッチ３５が付加されている。スイッチ３５をオンにする操作によって制御電
源回路２７の出力ライン（Ｖｃｃ）がグランド電位になると、スイッチＩＣ１７は動作可
能状態でなく、スイッチング停止状態となる。その結果、スイッチング素子１４が強制的
にオフ状態になる。この状態では、定電流出力用端子３の両方が低電位となっているので
、ＬＥＤモジュール４の交換等のためにＬＥＤモジュール４をＬＥＤ照明用アタッチメン
ト１から取り外す際に、感電の心配なしに安全に作業を行うことができる。駆動回路の他
の基本的な構成は既述の実施形態と同じである。
【００６０】
　本実施形態のＬＥＤ照明用アタッチメントを使用したときの効果として、以下のような
利点を挙げることができる。すなわち、ＬＥＤ照明用アタッチメントからＬＥＤモジュー
ルを取り外す作業を安全に行うことができる。スイッチング素子１４を強制的にオフ状態
にする操作を行ってからＬＥＤモジュールを取り外す作業を行えば、定電流出力用端子３
の両方が低電位となっているので、感電のおそれがない。
（実施形態５）
　図１２は、本発明による第５の実施形態に係るＬＥＤ照明用アタッチメント等の構造を
示す断面図である。図１２において、既述の実施形態と同じ機能を有する要素には同じ参
照番号を付している。図１２に示すように、本実施形態のＬＥＤ照明用アタッチメント１
は、既述の実施形態と異なり、電力入力用端子２と定電流出力用端子３とがケースの同一
面（図示の例では上面）に設けられている。このような構造により、照明装置用レセプタ
クルが取り付けられている面（例えば天井面）をＬＥＤモジュール４によって照射し、そ
の反射光で室内を照明する間接照明型のＬＥＤ照明装置を容易に実現することができる。
【００６１】
　図１２に示す例では、天井面に反射板３７が設けられ、ＬＥＤモジュール４から上方に
照射された光束２９が反射板３７で反射されて室内の照明光となる。但し、反射板３７は
必須ではなく、天井面や壁面による自然反射であってもよい。また、ＬＥＤモジュール４
の構造や形状は図１２に例示するものに限らず、自由なに設計することができる。
【００６２】
　本実施形態のＬＥＤ照明用アタッチメントを使用したときの効果として、以下のような
利点を挙げることができる。すなわち、ＬＥＤ照明用アタッチメントに装着されるＬＥＤ
モジュールからの光を天井や壁に向けて照射し、その反射光で室内を照明する間接照明型
のＬＥＤ照明装置を容易に実現することができる。このような間接照明により、場所に応
じた照明効果を得ることができる。
（実施形態６）
　図１３は、本発明による第６の実施形態に係るＬＥＤ照明用アタッチメント等の構造を
示す断面図である。図１３において、既述の実施形態と同じ機能を有する要素には同じ参
照番号を付している。本実施形態のＬＥＤ照明用アタッチメント１は、ケースの一面（図
示の例では側面）に、ＬＥＤモジュール４の交換時期を知らせるインジケータ（小型ＬＥ
Ｄ等の表示器）３０を備えている。また、ＬＥＤモジュール４の使用時間を計時するタイ
マー回路３４が制御部品実装基板６に実装されており、ＬＥＤモジュール４の使用時間（
駆動時間の積算値）が所定値に達すると、タイマー回路３４の出力によってインジケータ
３０が点灯するように構成されている。
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【００６３】
　一般に、ＬＥＤモジュール４の寿命は白熱電球や蛍光灯に比べると格段に長い。しかし
、ＬＥＤ照明用アタッチメント１に比べるとＬＥＤモジュール４の寿命は短く、劣化によ
って輝度が低下すれば新しいものと交換する必要がある。しかし、徐々に劣化して輝度が
低下するので、交換時期の判断は容易ではない。そこで、本実施形態のＬＥＤ照明用アタ
ッチメント１はタイマー回路３４によってＬＥＤモジュール４の使用時間を計時（積算）
し、積算値が所定の時間になればＬＥＤモジュール４の交換時期に達したことをインジケ
ータ３０の点灯によってユーザに報知する。
【００６４】
　タイマー回路３４の積算値は、ＬＥＤモジュール４を交換したときにリセットする必要
がある。例えば、リセット操作用の押しボタンスイッチをＬＥＤ照明用アタッチメント１
のケースの接触面２５に設けることが好ましい。こうすれば誤って押しボタンスイッチを
押してタイマー回路３４をリセットしてしまうおそれを回避することができる。あるいは
、ＬＥＤモジュール４が脱着されたことを検出して自動的にタイマー回路３４をリセット
するように構成することも可能である。また、インジケータ３０による交換時期の表示は
点灯表示に限らず点滅表示でもよく、その他種々の方法で交換時期の表示を行うことがで
きる。
【００６５】
　本実施形態のＬＥＤ照明用アタッチメントを使用したときの効果として、以下のような
利点を挙げることができる。すなわち、ＬＥＤモジュールの寿命劣化を使用時間の積算に
よって管理し、交換時期が来たことをユーザに知らせることができる。これにより、ＬＥ
Ｄモジュールの輝度が大きく低下する前に早めに交換することが容易になる。
（実施形態７）
　図１４は、本発明による第７の実施形態に係るＬＥＤ照明用アタッチメント等の構造を
示す断面図である。前述した実施形態２のＬＥＤ照明用アタッチメントは、駆動電流を変
更設定する機能を有することにより、定格電流の異なる複数種類のＬＥＤモジュールに対
応可能である。ＬＥＤデバイスは、絶対最大定格として定められた電流値より多い電流で
駆動することはできず、最大駆動電流より多い電流で駆動すればＬＥＤデバイスが破壊す
る可能性がある。従って、実施形態２のＬＥＤ照明用アタッチメントで駆動電流を変更設
定する場合は、使用するＬＥＤモジュールの絶対最大定格をあらかじめチェックして慎重
に行う必要がある。
【００６６】
　本実施形態のＬＥＤ照明用アタッチメントは、上記のような手動による駆動電流の変更
設定に伴う設定ミスのリスクを回避して、自動的に適切な駆動電流を設定することができ
る。このようなＬＥＤモジュールの種類に応じた駆動電流の自動設定は、図１４に示すス
イッチ部品３２とその押しボタン３３、そしてＬＥＤモジュール４に備えられた操作突起
３１によって行われる。
【００６７】
　図１４に示す例では、ＬＥＤ照明用アタッチメント１の制御部品実装基板６にスイッチ
部品３２が実装され、このスイッチ部品３２は３個の押しボタン３３を備えている。３個
の押しボタン３３には３個の接点が対応しており、これらのオン・オフの組み合わせによ
って８通りの状態を設定することができる。また、ケースの接触面２５側には３個の押し
ボタン３３に対応する位置に３個の貫通孔ＨＬが設けられておる。
【００６８】
　他方、ＬＥＤモジュール４の定電流入力端子３Ａが設けられた面（図示の例では上面）
には操作突起３１が立設されている。ＬＥＤモジュール４がＬＥＤ照明用アタッチメント
１に装着されたときに、操作突起３１はＬＥＤ照明用アタッチメント１のケースの貫通孔
ＨＬから内部に侵入し、その先端部が上記の押しボタン３３に当接して押下する。操作突
起３１は、ＬＥＤモジュール４のＬＥＤデバイス５の定格駆動電流のランクに対応する位
置及び本数の組み合わせで設けられている。３本の操作突起３１の有無の組み合わせによ
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って８通りのランクに対応させることができる。着脱状態の検出のために少なくとも１本
の操作突起３１を設ける場合は、７通りのランクに対応させることができる。
【００６９】
　上記のような構成により、ＬＥＤモジュール４がＬＥＤ照明用アタッチメント１に装着
されたときに、ＬＥＤ照明用アタッチメント１はスイッチ部品３２の３個の押しボタン３
３に対応する３個の接点の信号からＬＥＤモジュール４のＬＥＤデバイス５の定格駆動電
流のランクの情報を取得し、適切な駆動電流（出力電流）を自動的に設定することができ
る。自動的に設定するための具体的な構成については説明を省略するが、例えばスイッチ
部品３２の３個の接点信号をマイクロコンピュータに入力し、実施形態２の変形例として
説明したように、マイクロコンピュータ等で構成した電子ボリュームを用いて基準電圧Ｖ
ｓｎを変更設定するように構成すればよい。
【００７０】
　本実施形態のＬＥＤ照明用アタッチメントを使用したときの効果として、以下のような
利点を挙げることができる。すなわち、ＬＥＤモジュールをＬＥＤ照明用アタッチメント
に取り付けたときに、ＬＥＤモジュールに供給される駆動電流（定電流）が自動的に設定
されるので、手動で駆動電流を設定する場合に起こり得る設定ミスによってＬＥＤモジュ
ールが破壊するリスクを回避することができる。
【００７１】
　以上、本発明の種々の実施形態をそれぞれの変形例と共に説明したが、本発明はこれら
の実施形態及び変形例を任意に組み合わせて、あるいは適宜変形して実施することができ
る。
【産業上の利用可能性】
【００７２】
　本発明のＬＥＤ照明用アタッチメントは、特に一般家庭に従来から設置されている照明
装置用のレセプタクルや白熱電球用のソケットに直接装着可能なＬＥＤ照明装置を容易に
実現するために有益である。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るＬＥＤ照明用アタッチメント等の構造を示す断面
図である。
【図２】図１のＬＥＤ照明用アタッチメントに内蔵されたＬＥＤ駆動回路の回路図である
。
【図３】図２のＬＥＤ駆動回路のスイッチＩＣを中心とする機能ブロック図である。
【図４】図３の機能ブロック図における各部の電圧及び電流の波形を示す波形図である。
【図５】本発明による第２の実施形態に係るＬＥＤ照明用アタッチメント等の構造を示す
断面図である。
【図６】図５のＬＥＤ照明用アタッチメントに内蔵されたＬＥＤ駆動回路の回路図である
。
【図７】図６のＬＥＤ駆動回路のスイッチＩＣを中心とする機能ブロック図である。
【図８】図７の機能ブロック図における各部の電圧及び電流の波形を示す波形図である。
【図９】本発明による第３の実施形態に係るＬＥＤ照明用アタッチメント等の構造を示す
断面図である。
【図１０】本発明による第４の実施形態に係るＬＥＤ照明用アタッチメントの駆動回路の
ブロック図である。
【図１１】図１０のブロック図における各部の電圧又は電流の波形を示す波形図である。
【図１２】本発明による第５の実施形態に係るＬＥＤ照明用アタッチメント等の構造を示
す断面図である。
【図１３】本発明による第６の実施形態に係るＬＥＤ照明用アタッチメント等の構造を示
す断面図である。
【図１４】本発明による第７の実施形態に係るＬＥＤ照明用アタッチメント等の構造を示
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【符号の説明】
【００７４】
１　ＬＥＤ照明アタッチメント
２　電力入力端子
２Ａ　電力供給端子
３　定電流出力端子
３Ａ　定電流入力端子
４　ＬＥＤモジュール
５　ＬＥＤデバイス
６　制御部品実装基板
７　定電流設定手段の操作部
８　電子部品
１１　コイル
１２　回生用ダイオード
１３　ダイオードブリッジ
１４　スイッチング素子
１５　スイッチング素子制御回路
１６　電流検出回路
１７　スイッチＩＣ
１８ａ，１８ｂ　コンデンサ
１９　ラインフィルタ
２０ａ　抵抗
２０ｂ　可変抵抗
２１　白熱電球用ソケット
２２　口金
２３　ＬＥＤデバイス実装基板
２４　ＬＥＤモジュールのレンズ
２５　アタッチメントのＬＥＤモジュールとの接触面
２７　制御電源回路
２８　照明装置用レセプタクル
２９　反射照明の光束
３０　ＬＥＤモジュール寿命表示インジケータ
３１　操作突起（操作部）
３２　スイッチ部品（定格電流検出部）
３３　押しボタン
３４　タイマー回路
３５、３６　スイッチ
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