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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光ダイオードを用いた発光部を接続するための第１及び第２接続端子と、
　前記発光部の明るさを指示する調光指示を受け付けて、当該調光指示に応じて前記第１
及び第２接続端子間に流すべき負荷電流を示す調光信号を供給する調光信号供給部と、
　所定の制御信号に応じた電流又は電圧を、前記発光部の発光用の電力として出力する直
流電源部と、
　前記直流電源部から出力された直流電力に基づき、前記第１及び第２接続端子間に流れ
る負荷電流を調節する電流調節部と、
　前記調光信号供給部から供給された調光信号が予め設定された設定電流値を超える電流
値を示す場合、前記直流電源部へ前記制御信号を出力し、前記直流電源部によって当該調
光信号に応じた直流電流を前記第１及び第２接続端子間へ出力させ、当該調光信号が前記
設定電流値に満たない電流値を示す場合、前記直流電源部へ前記制御信号を出力して前記
直流電源部の出力電圧を予め設定された設定電圧にさせると共に、前記電流調節部によっ
て、前記負荷電流を、当該調光信号に応じた電流値に調節させる調光制御部と
　を備えることを特徴とする照明用電源回路。
【請求項２】
　前記電流調節部は、前記第１及び第２接続端子と直列に接続された定電流回路であり、
　前記調光制御部は、前記調光信号が前記設定電流値に満たない電流値を示す場合、前記
直流電源部により前記第１及び第２接続端子と前記定電流回路との直列回路へ前記設定電
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圧を出力させると共に、前記定電流回路によって前記調光信号に応じた負荷電流を流させ
ること
　を特徴とする請求項１記載の照明用電源回路。
【請求項３】
　前記電流調節部は、前記第１及び第２接続端子と直列に接続されたスイッチング素子で
あり、
　前記調光制御部は、前記調光信号が前記設定電流値に満たない電流値を示す場合、前記
直流電源部によって前記第１及び第２接続端子と前記スイッチング素子との直列回路へ前
記設定電圧を出力させると共に、前記調光信号で示される電流値の増減に応じて、前記ス
イッチング素子のオンオフデューティ比を増減させること
　を特徴とする請求項１記載の照明用電源回路。
【請求項４】
　発光ダイオードを用いた発光部を接続するための第１及び第２接続端子と、
　前記発光部の明るさを指示する調光指示を受け付けて、当該調光指示に応じて前記第１
及び第２接続端子間に流すべき負荷電流を示す調光信号を供給する調光信号供給部と、
　所定の制御信号に応じた電流を、前記発光部の発光用の電流として出力する直流電源部
と、
　前記直流電源部から出力された直流電流に基づき、前記第１及び第２接続端子間に流れ
る負荷電流を調節する電流調節部と、
　前記調光信号供給部から供給された調光信号が予め設定された設定電流値を超える電流
値を示す場合、前記直流電源部へ前記制御信号を出力し、前記直流電源部によって当該調
光信号に応じた直流電流を前記第１及び第２接続端子間へ出力させ、当該調光信号が前記
設定電流値に満たない電流値を示す場合、前記直流電源部へ前記制御信号を出力して前記
直流電源部の出力電流を予め設定された一定の電流にさせると共に、前記電流調節部によ
って、前記負荷電流を、当該調光信号に応じた電流値に調節させる調光制御部と
　を備えることを特徴とする照明用電源回路。
【請求項５】
　前記電流調節部は、前記第１及び第２接続端子間に接続された定電流回路であり、
　前記調光制御部は、前記調光信号が前記設定電流値に満たない電流値を示す場合、前記
直流電源部によって、前記第１及び第２接続端子間へ前記一定の電流を出力させると共に
、前記調光信号で示される電流値の増減に応じて、前記定電流回路を流れる電流を減増さ
せること
　を特徴とする請求項４記載の照明用電源回路。
【請求項６】
　前記電流調節部は、前記第１及び第２接続端子間に接続された可変抵抗であり、
　前記調光制御部は、前記調光信号が前記設定電流値に満たない電流値を示す場合、前記
直流電源部によって、前記第１及び第２接続端子間へ前記一定の電流を出力させると共に
、前記調光信号で示される電流値の増減に応じて、前記可変抵抗の抵抗値を増減させるこ
と
　を特徴とする請求項４記載の照明用電源回路。
【請求項７】
　前記調光信号供給部は、前記発光部を消灯する旨の調光指示を受け付けた場合、前記負
荷電流を徐々に減少させるべく前記調光信号を変化させること
　を特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の照明用電源回路。
【請求項８】
　前記調光信号供給部は、前記発光部を点灯する旨の調光指示を受け付けた場合、前記負
荷電流を徐々に増大させるべく前記調光信号を変化させること
　を特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の照明用電源回路。
【請求項９】
　前記電流調節部は、
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　前記第１及び第２接続端子間に接続されると共に前記直流電源部の出力電圧により充電
されるキャパシタと、
　前記キャパシタを前記直流電源部から切り離すスイッチング素子と
を備え、
　前記調光制御部は、前記調光指示受付部により前記発光部を消灯する旨の調光指示が受
け付けられた場合、前記スイッチング素子により前記キャパシタを前記直流電源部から切
り離させること
　を特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の照明用電源回路。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれかに記載の照明用電源回路と、
　前記第１及び第２接続端子間に接続された発光部と
　を備えることを特徴とする照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光ダイオードを発光させる照明用電源回路、及びこれを用いた照明器具に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１５は、背景技術に係る照明用電源回路１０２、及びこれを用いた照明器具１０１の
構成を示すブロック図である（例えば、特許文献１参照。）。図１５に示す照明器具１０
１は、発光ダイオードを用いた照明器具で、例えば屋内の天井に取り付けられており、照
明用電源回路１０２と発光部１０３とから構成されている。図１５に示す照明用電源回路
１０２は、商用交流電源電圧を受電して全波整流し、平滑用のキャパシタ１０５の両端に
印加するダイオードブリッジ１０４を備えている。そして、キャパシタ１０５の一端は、
トランス１０６の一次巻線を介してトランジスタ１０７のコレクタに接続され、トランジ
スタ１０７のエミッタは、キャパシタ１０５の他端に接続されている。
【０００３】
　トランス１０６の二次巻線の一端は、ダイオード１０８と平滑用のキャパシタ１０９と
を介してトランス１０６の二次巻線の他端に接続されている。そして、キャパシタ１０９
の一端は、照明用電源回路１０２の外部に接続された発光部１０３と抵抗１１０とを介し
てキャパシタ１０９の他端に接続されている。発光部１０３は、例えば二個の発光ダイオ
ードが直列に接続されて構成されている。
【０００４】
　また、例えば屋内の壁面に取り付けられた調光器１１２から出力された調光信号が、Ｐ
ＷＭ（Pulse Width Modulation）回路１１１に入力され、ＰＷＭ回路１１１によって、調
光信号に応じてトランジスタ１０７のオンオフデューティ比が調節されることにより、発
光部１０３を流れる電流が調節され、発光部１０３の明るさが調節されるようになってい
る。
【特許文献１】特開２００５－２９４０６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、発光ダイオードは、白熱灯や蛍光灯等の発光体と比較して発光輝度が高いた
め、白熱灯や蛍光灯と同じ光束で発光させた場合であっても、ユーザには明るく点灯して
いると認識される。したがって、見かけ上の明るさを白熱灯や蛍光灯と同じにするために
は、駆動電流を抑えて光束を少なくする必要がある。また、時間をかけて徐々に駆動電流
を増加させて点灯させるフェードイン動作や、徐々に駆動電流を減少させて消灯させるフ
ェードアウト動作を行う場合、発光ダイオードの明るさを滑らかに変化させるためには、
駆動電流を微少な電流値から全点灯状態の定格電流値まで、広い範囲で電流値を制御する
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必要がある。
【０００６】
　しかしながら、見かけ上の明るさを白熱灯や蛍光灯と同じにするためには、例えば定格
電流が３５０ｍＡの発光ダイオードを１個あるいは複数個にて照明器具を構成する場合に
、電流制御範囲の下限値を数μＡ～数ｍＡ以下に設定する必要があるが、上述の照明用電
源回路１０２では微少電流の電流制御は困難である。また、発光ダイオードの明るさを滑
らかに変化させるためには、例えば発光ダイオードの定格電流が３５０ｍＡの場合には、
１００μＡ～３５０ｍＡ程度の電流範囲で駆動電流を調節する必要があり、１／１０００
程度の電流分解能で駆動電流を制御しなければならないため、上述の照明用電源回路１０
２では、発光ダイオードの明るさを滑らかに変化させることが困難であるという不都合が
あった。
【０００７】
　本発明は、このような問題に鑑みて為された発明であり、発光ダイオードを少ない明る
さで点灯できたり、明るさを滑らかに変化させたりすることができる照明用電源回路を提
供することを目的とする。そして、このような照明用電源回路を用いた照明器具を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述の目的を達成するために、本発明に係る照明用電源回路は、発光ダイオードを用い
た発光部を接続するための第１及び第２接続端子と、前記発光部の明るさを指示する調光
指示を受け付けて、当該調光指示に応じて前記第１及び第２接続端子間に流すべき負荷電
流を示す調光信号を供給する調光信号供給部と、所定の制御信号に応じた電流又は電圧を
、前記発光部の発光用の電力として出力する直流電源部と、前記直流電源部から出力され
た直流電力に基づき、前記第１及び第２接続端子間に流れる負荷電流を調節する電流調節
部と、前記調光信号供給部から供給された調光信号が予め設定された設定電流値を超える
電流値を示す場合、前記直流電源部へ前記制御信号を出力し、前記直流電源部によって当
該調光信号に応じた直流電流を前記第１及び第２接続端子間へ出力させ、当該調光信号が
前記設定電流値に満たない電流値を示す場合、前記直流電源部へ前記制御信号を出力して
前記直流電源部の出力電圧を予め設定された設定電圧にさせると共に、前記電流調節部に
よって、前記負荷電流を、当該調光信号に応じた電流値に調節させる調光制御部とを備え
ることを特徴としている。
【０００９】
　また、上述の照明用電源回路において、前記電流調節部は、前記第１及び第２接続端子
と直列に接続された定電流回路であり、前記調光制御部は、前記調光信号が前記設定電流
値に満たない電流値を示す場合、前記直流電源部により前記第１及び第２接続端子と前記
定電流回路との直列回路へ前記設定電圧を出力させると共に、前記定電流回路によって前
記調光信号に応じた負荷電流を流させることを特徴としている。
【００１０】
　また、上述の照明用電源回路において、前記電流調節部は、前記第１及び第２接続端子
と直列に接続されたスイッチング素子であり、前記調光制御部は、前記調光信号が前記設
定電流値に満たない電流値を示す場合、前記直流電源部によって前記第１及び第２接続端
子と前記スイッチング素子との直列回路へ前記設定電圧を出力させると共に、前記調光信
号で示される電流値の増減に応じて、前記スイッチング素子のオンオフデューティ比を増
減させることを特徴としている。
【００１１】
　また、本発明に係る照明用電源回路は、発光ダイオードを用いた発光部を接続するため
の第１及び第２接続端子と、前記発光部の明るさを指示する調光指示を受け付けて、当該
調光指示に応じて前記第１及び第２接続端子間に流すべき負荷電流を示す調光信号を供給
する調光信号供給部と、所定の制御信号に応じた電流を、前記発光部の発光用の電流とし
て出力する直流電源部と、前記直流電源部から出力された直流電流に基づき、前記第１及
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び第２接続端子間に流れる負荷電流を調節する電流調節部と、前記調光信号供給部から供
給された調光信号が予め設定された設定電流値を超える電流値を示す場合、前記直流電源
部へ前記制御信号を出力し、前記直流電源部によって当該調光信号に応じた直流電流を前
記第１及び第２接続端子間へ出力させ、当該調光信号が前記設定電流値に満たない電流値
を示す場合、前記直流電源部へ前記制御信号を出力して前記直流電源部の出力電流を予め
設定された一定の電流にさせると共に、前記電流調節部によって、前記負荷電流を、当該
調光信号に応じた電流値に調節させる調光制御部とを備えることを特徴としている。
【００１２】
　また、上述の照明用電源回路において、前記電流調節部は、前記第１及び第２接続端子
間に接続された定電流回路であり、前記調光制御部は、前記調光信号が前記設定電流値に
満たない電流値を示す場合、前記直流電源部によって、前記第１及び第２接続端子間へ前
記一定の電流を出力させると共に、前記調光信号で示される電流値の増減に応じて、前記
定電流回路を流れる電流を減増させることを特徴としている。
【００１３】
　また、上述の照明用電源回路において、前記電流調節部は、前記第１及び第２接続端子
間に接続された可変抵抗であり、前記調光制御部は、前記調光信号が前記設定電流値に満
たない電流値を示す場合、前記直流電源部によって、前記第１及び第２接続端子間へ前記
一定の電流を出力させると共に、前記調光信号で示される電流値の増減に応じて、前記可
変抵抗の抵抗値を増減させることを特徴としている。
【００１４】
　また、上述の照明用電源回路において、前記調光信号供給部は、前記発光部を消灯する
旨の調光指示を受け付けた場合、前記負荷電流を徐々に減少させるべく前記調光信号を変
化させることを特徴としている。
【００１５】
　また、上述の照明用電源回路において、前記調光信号供給部は、前記発光部を点灯する
旨の調光指示を受け付けた場合、前記負荷電流を徐々に増大させるべく前記調光信号を変
化させることを特徴としている。
【００１６】
　また、上述の照明用電源回路において、前記電流調節部は、前記第１及び第２接続端子
間に接続されると共に前記直流電源部の出力電圧により充電されるキャパシタと、前記キ
ャパシタを前記直流電源部から切り離すスイッチング素子とを備え、前記調光制御部は、
前記調光指示受付部により前記発光部を消灯する旨の調光指示が受け付けられた場合、前
記スイッチング素子により前記キャパシタを前記直流電源部から切り離させることを特徴
としている。
【００１７】
　そして、本発明に係る照明器具は、上述のいずれかに記載の照明用電源回路と、前記第
１及び第２接続端子間に接続された発光部とを備えることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１８】
　このような構成の照明用電源回路及び照明器具は、調光制御部が、発光部の明るさを指
示する調光指示に応じた調光信号が予め設定された設定電流値を超える電流値を示す場合
、直流電源部により当該調光信号に応じた直流電力を第１及び第２接続端子間へ出力させ
、当該調光信号が前記設定電流値に満たない電流値を示す場合、電流調節部によって、負
荷電流を当該調光信号に応じた電流値に調節させる。これにより、負荷電流が大きい電流
範囲については直流電源部により負荷電流が調節されて発光部が調光指示に応じた明るさ
にされ、負荷電流が小さい電流範囲については電流調節部により負荷電流が調節されて発
光部が調光指示に応じた明るさにされるので、直流電源部では調節が困難となる負荷電流
が微少な範囲についても電流調節部により負荷電流を調節することができる結果、発光ダ
イオードを少ない明るさで点灯できたり、発光ダイオードの明るさを滑らかに変化させた
りすることができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明に係る実施形態を図面に基づいて説明する。なお、各図において同一の符
号を付した構成は、同一の構成であることを示し、その説明を省略する。
【００２０】
　（第１実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る照明用電源回路を用いた照明器具の構成の一例
を説明するための回路図である。図１に示す照明器具１は、例えば屋内の天井に取り付け
られており、照明用電源回路２と発光部３とを備えて構成されている。図１に示す照明用
電源回路２は、商用交流電源電圧を受電する電源接続端子２１，２２と、制御端子２３（
調光指示受付部）と、外部接続端子２４，２５（第１，第２接続端子）と、直流電源部２
７と、定電流回路２８（電流調節部）と、調光制御部２９とを備えて構成されている。
【００２１】
　直流電源部２７は、電源接続端子２１，２２で受電された商用交流電源電圧を全波整流
し、平滑用のキャパシタＣ１の両端に印加するダイオードブリッジＤＢを備えている。そ
して、キャパシタＣ１の一端は、トランスＴの一次巻線ｎ１を介してトランジスタＴｒ１
のコレクタに接続され、トランジスタＴｒ１のエミッタは、キャパシタＣ１の他端に接続
されている。
【００２２】
　トランスＴの二次巻線ｎ２の一端は、ダイオードＤ１と平滑用のキャパシタＣ２とを介
して二次巻線ｎ２の他端に接続されている。そして、キャパシタＣ２の一端は、外部接続
端子２４に接続され、キャパシタＣ２の他端は、抵抗Ｒ１を介して外部接続端子２５に接
続されている。
【００２３】
　また、例えば屋内の壁面に取り付けられた調光器４から出力された調光信号Ｓ１が、制
御端子２３によって受け付けられ、調光制御部２９へ供給されるようになっている。調光
信号Ｓ１は、発光部３に流すべき負荷電流ＩＬの電流値、すなわち発光部３の明るさを示
す信号である。この場合、調光信号Ｓ１は、発光部の明るさを指示する調光指示を示すと
共に、発光部３の負荷電流ＩＬを示す調光信号として用いられており、制御端子２３が調
光信号供給部の一例に相当している。
【００２４】
　ＰＷＭ回路２６は、調光制御部２９からの制御信号Ｓ２１に応じてトランジスタＴｒ１
のオンオフデューティ比を設定し、キャパシタＣ２の両端に生じる電圧を設定する制御回
路である。そして、ダイオードブリッジＤＢ、キャパシタＣ１，Ｃ２、トランスＴ、トラ
ンジスタＴｒ１、ダイオードＤ１、及びＰＷＭ回路２６によって、スイッチング電源回路
である直流電源部２７が構成されている。この場合、キャパシタＣ２の両端に生じる電圧
が、直流電源部２７の出力電圧Ｖｏｕｔとなる。
【００２５】
　外部接続端子２４，２５は、発光部３を接続するための接続端子で、照明用電源回路２
から出力された電力を、発光部３へ出力する。発光部３は、例えば二個の発光ダイオード
が直列に接続されて構成されている。なお、発光部３は、発光ダイオード一個でもよく、
複数の発光ダイオードが直列に接続されたものでもよく、複数の発光ダイオードが並列に
接続されたものでもよい。
【００２６】
　外部接続端子２５は、トランジスタＴｒ２のコレクタに接続され、トランジスタＴｒ２
のエミッタが抵抗Ｒ２を介してキャパシタＣ２の他端に接続されている。キャパシタＣ２
の他端には、出力電圧が可変にされた直流電圧源Ｅ１の負極が接続され、直流電圧源Ｅ１
の正極がオペアンプ２８１の非反転増幅端子に接続され、オペアンプ２８１の出力端子が
トランジスタＴｒ２のベースに接続され、トランジスタＴｒ２のエミッタがオペアンプ２
８１の反転増幅端子に接続されている。そして、直流電圧源Ｅ１、オペアンプ２８１、ト
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ランジスタＴｒ２、抵抗Ｒ１，Ｒ２によって、出力電流が可変にされた定電流回路２８が
構成されている。直流電圧源Ｅ１は、調光制御部２９からの制御信号Ｓ２２に応じて出力
電圧を変化させ、定電流回路２８の出力電流を変化させる。
【００２７】
　調光制御部２９は、例えばコンパレータや論理回路等を用いて構成された制御回路で、
調光信号Ｓ１の示す負荷電流ＩＬの電流値が直流電源部２７の性能上出力可能な最小の出
力電流値（制御可能な最小の限界電流値）として予め設定された最小出力電流Ｉｍｉｎ（
設定電流値）を超える電流値を示す場合、ＰＷＭ回路２６へ制御信号Ｓ２１を出力し、直
流電源部２７により、調光信号Ｓ１に応じた直流電流を外部接続端子２４，２５、及び定
電流回路２８を介して発光部３へ負荷電流ＩＬとして出力させる。
【００２８】
　一方、調光制御部２９は、調光信号Ｓ１が最小出力電流Ｉｍｉｎに満たない電流値を示
す場合、ＰＷＭ回路２６へ制御信号Ｓ２１を出力し、直流電源部２７の出力電圧Ｖｏｕｔ
を、例えば発光部３に最小出力電流Ｉｍｉｎを流すための電圧として予め設定された設定
電圧Ｖ１にさせるべくトランジスタＴｒ１のオンオフデューティ比を設定する。これによ
り、調光信号Ｓ１により指示される負荷電流ＩＬが最小出力電流Ｉｍｉｎ以下になると、
直流電源部２７の出力電圧が設定電圧Ｖ１にされる。さらに、調光制御部２９は、直流電
圧源Ｅ１へ制御信号Ｓ２２を出力し、定電流回路２８により、調光信号Ｓ１に応じた直流
電流を外部接続端子２４，２５、及び定電流回路２８を介して発光部３へ負荷電流ＩＬと
して出力させる。
【００２９】
　次に、上述のように構成された照明器具１の動作について説明する。図２は、照明器具
１において発光部３を徐々に消灯させる場合の動作を説明するための説明図である。図２
（ａ）は調光器４から出力される調光信号Ｓ１を示し、図２（ｂ）は直流電源部２７の出
力電圧Ｖｏｕｔを示し、図２（ｃ）は発光部３を流れる負荷電流ＩＬを示している。
【００３０】
　まず、調光器４から出力される調光信号Ｓ１が、全点灯状態を示す場合、出力電圧Ｖｏ
ｕｔは電圧ＶＦにされ、発光部３を流れる負荷電流ＩＬは電流ＩＦにされて、発光部３が
全点灯状態にされる。次に、タイミングＴ１以降、ユーザによって、発光部３を徐々に暗
くするように調光器４が操作され、調光信号Ｓ１が徐々に低下する。
【００３１】
　そうすると、調光制御部２９によって、調光信号Ｓ１に応じて直流電源部２７の出力電
圧Ｖｏｕｔを低下させ、負荷電流ＩＬを減少させるべく制御信号Ｓ２１がＰＷＭ回路２６
へ出力される。次いで、ＰＷＭ回路２６によって、制御信号Ｓ２１に応じてトランジスタ
Ｔｒ１のオンデューティ比が減少され、出力電圧Ｖｏｕｔが低下する結果、負荷電流ＩＬ
が制御信号Ｓ２１に応じて減少し、発光部３の発光輝度が低下する。
【００３２】
　次に、タイミングＴ２において、調光信号Ｓ１が最小出力電流Ｉｍｉｎを示す信号レベ
ルＬｍｉｎになると、調光制御部２９からの制御信号Ｓ２１に応じて、直流電源部２７の
出力電圧Ｖｏｕｔが設定電圧Ｖ１に設定される。さらに、タイミングＴ２以降、調光制御
部２９によって、調光信号Ｓ１に応じて負荷電流ＩＬを減少させるべく制御信号Ｓ２２が
直流電圧源Ｅ１へ出力され、定電流回路２８の出力電流が減少される結果、調光信号Ｓ１
に応じて負荷電流ＩＬが減少される。そして、タイミングＴ３において負荷電流ＩＬがゼ
ロとなって発光部３が消灯し、調光制御部２９からの制御信号Ｓ２１に応じて直流電源部
２７の出力電圧Ｖｏｕｔがゼロにされる。
【００３３】
　図３は、照明器具１において発光部３を徐々に明るくして点灯させる場合の動作を説明
するための説明図である。図３（ａ）は調光器４から出力される調光信号Ｓ１を示し、図
３（ｂ）は直流電源部２７の出力電圧Ｖｏｕｔを示し、図３（ｃ）は発光部３を流れる負
荷電流ＩＬを示している。
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【００３４】
　まず、タイミングＴ４において、調光器４から出力される調光信号Ｓ１が、消灯状態か
らわずかに点灯する状態に移行すると、調光制御部２９からの制御信号Ｓ２１に応じて直
流電源部２７の出力電圧Ｖｏｕｔが設定電圧Ｖ１にされる。次いで、調光信号Ｓ１が徐々
に上昇すると、調光制御部２９によって、調光信号Ｓ１に応じて負荷電流ＩＬを増大させ
るべく制御信号Ｓ２２が直流電圧源Ｅ１へ出力され、定電流回路２８の出力電流が増大さ
れる結果、調光信号Ｓ１に応じて負荷電流ＩＬが増大され、発光部３の発光輝度が徐々に
増大する。
【００３５】
　次に、タイミングＴ５において、調光信号Ｓ１が最小出力電流Ｉｍｉｎを示す信号レベ
ルＬｍｉｎになると、調光制御部２９からの制御信号Ｓ２１に応じて直流電源部２７の出
力電圧Ｖｏｕｔが増大され、負荷電流ＩＬが出力電圧Ｖｏｕｔに応じて増大し、発光部３
の発光輝度が徐々に増大する。そして、タイミングＴ６において、直流電源部２７の出力
電圧Ｖｏｕｔが電圧ＶＦにされ、発光部３を流れる負荷電流ＩＬが電流ＩＦにされて、発
光部３が全点灯状態にされる。
【００３６】
　以上、発光部３を全点灯状態から徐々に暗くして消灯させる場合、及び発光部３を消灯
状態から徐々に明るくして全点灯させる場合のいずれにおいても、負荷電流ＩＬが直流電
源部２７の最小出力電流Ｉｍｉｎに満たない電流範囲では、定電流回路２８によって、負
荷電流ＩＬが発光部３に流されるので、負荷電流ＩＬが直流電源部２７の最小出力電流Ｉ
ｍｉｎに満たない電流範囲で発光部３の明るさを調光することができ、発光部３を少ない
明るさで点灯できたり、発光部３の明るさを滑らかに変化させたりすることができる。
【００３７】
　（第２実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態に係る照明用電源回路２ａを用いた照明器具１ａについ
て説明する。図４は、本発明の第２の実施形態に係る照明用電源回路２ａの構成の一例を
示す回路図である。図４に示す照明用電源回路２ａと図１に示す照明用電源回路２とでは
、照明用電源回路２ａが、調光信号供給部３０をさらに備える点で異なる。また、制御端
子２３には、スイッチ５が接続されており、スイッチ５のオンオフ信号である調光指示信
号Ｓ３が、発光部３を消灯する旨の調光指示、及び発光部３を点灯する旨の調光指示とし
て、制御端子２３で受け付けられ、調光信号供給部３０で受信されるようになっている。
【００３８】
　調光信号供給部３０は、ユーザによってスイッチ５がオフされて、発光部３を消灯する
旨の調光指示を受け付けた場合、負荷電流ＩＬを徐々に減少させるべく調光信号Ｓ１を低
下させる一方、ユーザによってスイッチ５がオンされて、発光部３を点灯する旨の調光指
示を受け付けた場合、負荷電流ＩＬを徐々に増大させるべく調光信号Ｓ１を増大させる。
【００３９】
　その他の構成は図１に示す照明器具１と同様であるのでその説明を省略し、以下本実施
形態の動作について説明する。図５は、照明器具１ａにおいて発光部３を消灯させる場合
の動作を説明するための説明図である。図５（ａ）はスイッチ５から出力される調光指示
信号Ｓ３及び調光信号供給部３０から出力される調光信号Ｓ１を示し、図５（ｂ）は直流
電源部２７の出力電圧Ｖｏｕｔを示し、図５（ｃ）は発光部３を流れる負荷電流ＩＬを示
している。
【００４０】
　まず、タイミングＴ１において、ユーザによってスイッチ５がオフされて、オフを示す
調光指示信号Ｓ３がスイッチ５から制御端子２３を介して調光信号供給部３０へ出力され
る。そして、調光信号供給部３０において、発光部３を消灯する旨の調光指示が受け付け
られ、調光信号供給部３０によって、負荷電流ＩＬを徐々に減少させるべく調光信号Ｓ１
が徐々に低下されて調光制御部２９へ出力される。
【００４１】
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　そうすると、調光制御部２９によって、調光信号Ｓ１に応じて直流電源部２７の出力電
圧Ｖｏｕｔを低下させ、負荷電流ＩＬを減少させるべく制御信号Ｓ２１がＰＷＭ回路２６
へ出力される。次いで、ＰＷＭ回路２６によって、制御信号Ｓ２１に応じてトランジスタ
Ｔｒ１のオンデューティ比が減少され、出力電圧Ｖｏｕｔが低下する結果、負荷電流ＩＬ
が制御信号Ｓ２１に応じて減少し、発光部３の発光輝度が低下する。
【００４２】
　次に、タイミングＴ２において、調光信号Ｓ１が最小出力電流Ｉｍｉｎを示す信号レベ
ルＬｍｉｎになると、調光制御部２９からの制御信号Ｓ２１に応じて、直流電源部２７の
出力電圧Ｖｏｕｔが設定電圧Ｖ１に設定される。さらに、タイミングＴ２以降、調光制御
部２９によって、調光信号Ｓ１に応じて負荷電流ＩＬを減少させるべく制御信号Ｓ２２が
直流電圧源Ｅ１へ出力され、定電流回路２８の出力電流が減少される結果、調光信号Ｓ１
に応じて負荷電流ＩＬが減少される。そして、タイミングＴ３において負荷電流ＩＬがゼ
ロとなって発光部３が消灯し、調光制御部２９からの制御信号Ｓ２１に応じて直流電源部
２７の出力電圧Ｖｏｕｔがゼロにされる。
【００４３】
　図６は、照明器具１ａにおいて発光部３を点灯させる場合の動作を説明するための説明
図である。図６（ａ）はスイッチ５から出力される調光指示信号Ｓ３及び調光信号供給部
３０から出力される調光信号Ｓ１を示し、図６（ｂ）は直流電源部２７の出力電圧Ｖｏｕ
ｔを示し、図６（ｃ）は発光部３を流れる負荷電流ＩＬを示している。
【００４４】
　まず、タイミングＴ４において、ユーザによってスイッチ５がオンされて、オンを示す
調光指示信号Ｓ３がスイッチ５から制御端子２３を介して調光信号供給部３０へ出力され
る。そして、調光信号供給部３０において、発光部３を点灯する旨の調光指示が受け付け
られ、調光信号供給部３０によって、負荷電流ＩＬを徐々に増大させるべく調光信号Ｓ１
が徐々に増大されて調光制御部２９へ出力される。
【００４５】
　そして、調光信号供給部３０から出力される調光信号Ｓ１が、消灯状態からわずかに点
灯する状態に移行すると、調光制御部２９からの制御信号Ｓ２１に応じて直流電源部２７
の出力電圧Ｖｏｕｔが設定電圧Ｖ１にされる。次いで、調光信号Ｓ１が徐々に上昇すると
、調光制御部２９によって、調光信号Ｓ１に応じて負荷電流ＩＬを増大させるべく制御信
号Ｓ２２が直流電圧源Ｅ１へ出力され、定電流回路２８の出力電流が増大される結果、調
光信号Ｓ１に応じて負荷電流ＩＬが増大される。
【００４６】
　次に、タイミングＴ５において、調光信号Ｓ１が最小出力電流Ｉｍｉｎを示す信号レベ
ルＬｍｉｎになると、調光制御部２９からの制御信号Ｓ２１に応じて直流電源部２７の出
力電圧Ｖｏｕｔが増大され、負荷電流ＩＬが出力電圧Ｖｏｕｔに応じて増大し、発光部３
の発光輝度が徐々に増大する。そして、タイミングＴ６において、直流電源部２７の出力
電圧Ｖｏｕｔが電圧ＶＦにされ、発光部３を流れる負荷電流ＩＬが電流ＩＦにされて、発
光部３が全点灯状態にされる。
【００４７】
　以上、スイッチ５がオフされて発光部３を消灯させる場合には、負荷電流ＩＬが直流電
源部２７の最小出力電流Ｉｍｉｎに満たない電流範囲においても定電流回路２８によって
、負荷電流ＩＬが徐々に減少されて発光部３が徐々に消灯されるので、発光部３を少ない
明るさで点灯できると共に、発光部３を滑らかに消灯させることができる。また、スイッ
チ５がオンされて発光部３を点灯させる場合には、負荷電流ＩＬが直流電源部２７の最小
出力電流Ｉｍｉｎに満たない電流範囲においても定電流回路２８によって、負荷電流ＩＬ
が徐々に増大されて発光部３が徐々に点灯されるので、発光部３を少ない明るさで点灯で
きると共に、発光部３を滑らかに点灯させることができる。
【００４８】
　図１６（ａ）は、白熱灯を消灯する際のランプ電流と輝度との関係を示すグラフである
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。図１６（ａ）に示すように、白熱灯の場合、消灯を指示する消灯信号が入力されて白熱
灯のランプ電流をゼロにしても、白熱灯のフィラメントが冷めるまで明るさが残るので、
滑らかに輝度が低下し、消灯が滑らかになる。
【００４９】
　図１６（ｂ）は、発光ダイオード（ＬＥＤ）を消灯する際のランプ電流と輝度との関係
を示すグラフである。図１６（ｂ）に示すように、ＬＥＤの場合、ＬＥＤを流れる電流と
共に輝度が変化するため、消灯信号が入力されてＬＥＤのランプ電流をゼロにすると、瞬
時に消灯してしまう。
【００５０】
　そこで、照明器具に消灯信号が入力された際に、ＬＥＤのランプ電流を徐々に減少させ
て徐々にＬＥＤの輝度を低下させ、消灯させることが考えられる。図１７は、図１５に示
す背景技術に係る照明用電源回路１０２を用いて、ＬＥＤのランプ電流を徐々に減少させ
た場合のランプ電流と輝度との関係を示すグラフである。図１７に示すように、消灯信号
が入力されてからランプ電流を徐々に減少させようとすると、ランプ電流が照明用電源回
路１０２の最小出力電流Ｉｍｉｎ以上の範囲では、ランプ電流を徐々に減少させてＬＥＤ
の輝度を徐々に低下させることができるが、ランプ電流が最小出力電流Ｉｍｉｎに満たな
くなると、照明用電源回路１０２では、出力電流を制御できなくなるためにランプ電流が
ゼロになる結果、ＬＥＤが瞬時に消灯してしまい、白熱灯のように滑らかに消灯させるこ
とができない。
【００５１】
　ランプを点灯させる場合も同様に、図１５に示す背景技術に係る照明用電源回路１０２
を用いてランプ電流を徐々に増加させようとすると、最小出力電流Ｉｍｉｎに満たない電
流範囲では電流を制御することができないので、ランプ電流がゼロから最小出力電流Ｉｍ
ｉｎに瞬時に増加することとなる。しかし、白熱電球を用いた照明では、図１８（ａ）に
示すように、ランプ電流が瞬時に最小出力電流Ｉｍｉｎまで増加した場合であっても、白
熱灯の輝度はフィラメントの昇温に伴い徐々に上昇するため、滑らかな点灯となる。一方
、ＬＥＤを用いた照明では、図１８（ｂ）に示すように、ランプ電流が瞬時に最小出力電
流Ｉｍｉｎまで増加すると、ＬＥＤの輝度も瞬時に上昇するため、白熱灯のような点灯の
滑らかさは得られない。
【００５２】
　しかし、図４に示す照明用電源回路２ａは、消灯時、点灯時のいずれにおいてもＬＥＤ
を用いた発光部３の負荷電流ＩＬを徐々に減少、増大させることができるので、ＬＥＤの
消灯、点灯を滑らかに行うことができる。
【００５３】
　（第３実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態に係る照明用電源回路２ｂを用いた照明器具１ｂについ
て説明する。図７は、本発明の第３の実施形態に係る照明用電源回路２ｂの構成の一例を
示す回路図である。図７に示す照明用電源回路２ｂと図４に示す照明用電源回路２ａとで
は、照明用電源回路２ｂが、定電流回路２８の代わりにＰＷＭ回路３１とスイッチング素
子ＳＷ１とを備える点で異なる。
【００５４】
　スイッチング素子ＳＷ１は、外部接続端子２５とキャパシタＣ２の他端との間に接続さ
れ、外部接続端子２４，２５と直列に接続されている。スイッチング素子ＳＷ１としては
、例えばリレースイッチやトランジスタ等の半導体スイッチ等、種々のスイッチング素子
を用いることができる。
【００５５】
　ＰＷＭ回路３１は、調光制御部２９からの制御信号Ｓ２２に応じてスイッチング素子Ｓ
Ｗ１のオンオフデューティ比を設定し、スイッチング素子ＳＷ１によって負荷電流ＩＬの
実効値を調節する制御回路である。ＰＷＭ回路３１は、制御信号Ｓ２２で示される電流値
の増減に応じてスイッチング素子ＳＷ１のオンデューティ比を増減させることで、負荷電
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流ＩＬの実効値を制御信号Ｓ２２に応じた実効値に調節する。この場合、ＰＷＭ回路３１
は、例えば、スイッチング素子ＳＷ１をオンさせる時間幅を目にチラツキを感じない程度
の周期、例えば５０Ｈｚ程度以上の周波数で徐々に増減することで、スイッチング素子Ｓ
Ｗ１のオンデューティ比を増減するようになっている。
【００５６】
　その他の構成は図４に示す照明器具１ａと同様であるのでその説明を省略し、以下本実
施形態の動作について説明する。図８は、照明器具１ｂにおいて発光部３を消灯させる場
合の動作を説明するための説明図である。図８（ａ）はスイッチ５から出力される調光指
示信号Ｓ３及び調光信号供給部３０から出力される調光信号Ｓ１を示し、図８（ｂ）は直
流電源部２７の出力電圧Ｖｏｕｔを示し、図８（ｃ）は発光部３を流れる負荷電流ＩＬを
示している。
【００５７】
　まず、タイミングＴ１において、ユーザによってスイッチ５がオフされて、オフを示す
調光指示信号Ｓ３がスイッチ５から制御端子２３を介して調光信号供給部３０へ出力され
る。そして、調光信号供給部３０において、発光部３を消灯する旨の調光指示が受け付け
られ、調光信号供給部３０によって、負荷電流ＩＬを徐々に減少させるべく調光信号Ｓ１
が徐々に低下されて調光制御部２９へ出力される。
【００５８】
　そうすると、調光制御部２９によって、調光信号Ｓ１に応じて直流電源部２７の出力電
圧Ｖｏｕｔを低下させ、負荷電流ＩＬを減少させるべく制御信号Ｓ２１がＰＷＭ回路２６
へ出力される。次いで、ＰＷＭ回路２６によって、制御信号Ｓ２１に応じてトランジスタ
Ｔｒ１のオンデューティ比が減少され、出力電圧Ｖｏｕｔが低下する結果、負荷電流ＩＬ
が制御信号Ｓ２１に応じて減少し、発光部３の発光輝度が低下する。
【００５９】
　次に、タイミングＴ２において、調光信号Ｓ１が最小出力電流Ｉｍｉｎを示す信号レベ
ルＬｍｉｎになると、調光制御部２９からの制御信号Ｓ２１に応じて、直流電源部２７の
出力電圧Ｖｏｕｔが設定電圧Ｖ１に設定される。さらに、タイミングＴ２以降、調光制御
部２９によって、調光信号Ｓ１に応じて負荷電流ＩＬの実効値を徐々に減少させるべく制
御信号Ｓ２２がＰＷＭ回路３１へ出力される。
【００６０】
　次に、ＰＷＭ回路３１によって、図８（ｃ）に示すように制御信号Ｓ２２で示される電
流値の減少に応じてスイッチング素子ＳＷ１のオンデューティ比が徐々に減少されること
で負荷電流ＩＬのオンデューティ比が徐々に減少される。そうすると、図８（ｃ）に波線
で示すように、最小出力電流Ｉｍｉｎに満たない電流範囲において、負荷電流ＩＬの実効
値が徐々に減少され、発光部３の発光輝度が徐々に低下される。そして、タイミングＴ３
において負荷電流ＩＬの実効値がゼロとなって発光部３が消灯し、調光制御部２９からの
制御信号Ｓ２１に応じて直流電源部２７の出力電圧Ｖｏｕｔがゼロにされる。
【００６１】
　また、スイッチ５がオンされて、発光部３を点灯させる際には、上述の動作と逆に、最
小出力電流Ｉｍｉｎに満たない電流範囲において、調光制御部２９からの制御信号Ｓ２２
に応じて、ＰＷＭ回路３１によって、スイッチング素子ＳＷ１のオンデューティ比が徐々
に増大されることで負荷電流ＩＬのオンデューティ比が徐々に増大され、発光部３の輝度
が徐々に増大される。
【００６２】
　以上、スイッチ５がオフされて発光部３を消灯させる場合には、負荷電流ＩＬが直流電
源部２７の最小出力電流Ｉｍｉｎに満たない電流範囲においても負荷電流ＩＬのオンデュ
ーティ比が徐々に減少されることで負荷電流ＩＬの実効値が徐々に減少されて発光部３が
徐々に消灯されるので、発光部３を少ない明るさで点灯できると共に、発光部３を滑らか
に消灯させることができる。また、スイッチ５がオンされて発光部３を点灯させる場合に
は、負荷電流ＩＬが直流電源部２７の最小出力電流Ｉｍｉｎに満たない電流範囲において
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も負荷電流ＩＬのオンデューティ比が徐々に増大されることで、負荷電流ＩＬの実効値が
徐々に増大されて発光部３が徐々に点灯されるので、発光部３を少ない明るさで点灯でき
ると共に、発光部３を滑らかに点灯させることができる。
【００６３】
　ところで、複数の発光ダイオードを直流電流で発光させる場合、負荷電流ＩＬが一定の
電流値Ｉ２より低下すると、図９に示すように、各発光ダイオードの特性ばらつきによる
発光輝度のばらつきが目に感じやすくなるという不都合がある。しかし、図７に示す照明
器具１ｂでは、図８（ｃ）に波線で示すように負荷電流ＩＬの実効値が電流値Ｉ２より低
下した場合であっても、図８（ｃ）に実線で示すように負荷電流ＩＬのピーク値は電流値
Ｉ２より大きい。そのため、人の目には、電流値Ｉ２より大きい負荷電流で発光した高輝
度の成分が感覚として残り、かつ実効値的に感じられるため、発光輝度のばらつきを感じ
にくくさせることができる。
【００６４】
　なお、図１に示す照明器具１と同様、調光信号供給部３０を備えず、調光器４から出力
された調光信号Ｓ１に応じて、発光部３の明るさが調節される構成としてもよい。
【００６５】
　（第４実施形態）
　次に、本発明の第４の実施形態に係る照明用電源回路２ｃを用いた照明器具１ｃについ
て説明する。図１０は、本発明の第４の実施形態に係る照明用電源回路２ｃの構成の一例
を示す回路図である。図１０に示す照明用電源回路２ｃと図４に示す照明用電源回路２ａ
とでは、照明用電源回路２ｃが、定電流回路２８の代わりに外部接続端子２４，２５間に
接続された定電流回路３２を備える点で異なる。また、外部接続端子２５とキャパシタＣ
２の他端との間に抵抗Ｒ１が接続されている。
【００６６】
　そして、調光制御部２９ａは、調光信号Ｓ１が最小出力電流Ｉｍｉｎに満たない電流値
を示す場合、ＰＷＭ回路２６へ制御信号Ｓ２３を出力し、直流電源部２７に、例えば最小
出力電流Ｉｍｉｎと等しい一定の電流Ｉ１を出力させる定電流出力動作をさせるべくトラ
ンジスタＴｒ１のオンオフデューティ比を設定する。これにより、調光信号Ｓ１により指
示される負荷電流ＩＬが最小出力電流Ｉｍｉｎ以下になると、直流電源部２７の出力電流
Ｉｏｕｔが一定の電流Ｉ１にされる。
【００６７】
　さらに、調光制御部２９ａは、定電流回路３２へ制御信号Ｓ２４を出力し、調光信号Ｓ
１で示される電流値の増減に応じて定電流回路３２を流れる電流を減増させることにより
、定電流回路３２と並列に接続された発光部３を流れる負荷電流ＩＬを増減させ、負荷電
流ＩＬを調光信号Ｓ１に応じた電流値に設定する。
【００６８】
　その他の構成は図４に示す照明器具１ａと同様であるのでその説明を省略し、以下本実
施形態の動作について説明する。図１１は、照明器具１ｃにおいて発光部３を消灯させる
場合の動作を説明するための説明図である。図１１（ａ）はスイッチ５から出力される調
光指示信号Ｓ３及び調光信号供給部３０から出力される調光信号Ｓ１を示し、図１１（ｂ
）は直流電源部２７の出力電流Ｉｏｕｔを示し、図１１（ｃ）は発光部３を流れる負荷電
流ＩＬを示している。
【００６９】
　まず、タイミングＴ１において、ユーザによってスイッチ５がオフされて、オフを示す
調光指示信号Ｓ３がスイッチ５から制御端子２３を介して調光信号供給部３０へ出力され
る。そして、調光信号供給部３０において、発光部３を消灯する旨の調光指示が受け付け
られ、調光信号供給部３０によって、負荷電流ＩＬを徐々に減少させるべく調光信号Ｓ１
が徐々に低下されて調光制御部２９ａへ出力される。
【００７０】
　そうすると、調光制御部２９ａによって、調光信号Ｓ１に応じて直流電源部２７の出力
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電流Ｉｏｕｔを低下させ、負荷電流ＩＬを減少させるべく制御信号Ｓ２３がＰＷＭ回路２
６へ出力される。次いで、ＰＷＭ回路２６によって、制御信号Ｓ２１に応じてトランジス
タＴｒ１のオンデューティ比が減少され、出力電流Ｉｏｕｔが低下する結果、負荷電流Ｉ
Ｌが制御信号Ｓ２３に応じて減少し、発光部３の発光輝度が低下する。
【００７１】
　次に、タイミングＴ２において、調光信号Ｓ１が最小出力電流Ｉｍｉｎを示す信号レベ
ルＬｍｉｎになると、調光制御部２９ａからの制御信号Ｓ２３に応じて、直流電源部２７
の出力電流Ｉｏｕｔが一定の電流Ｉ１に設定される。さらに、タイミングＴ２以降、調光
制御部２９ａによって、調光信号Ｓ１に応じて負荷電流ＩＬを減少させるべく制御信号Ｓ
２４が定電流回路３２へ出力され、定電流回路３２の出力電流が増大される結果、定電流
回路３２と並列に接続された発光部３を流れる負荷電流ＩＬが減少し、負荷電流ＩＬが調
光信号Ｓ１に応じた電流値に設定される。そして、タイミングＴ３において負荷電流ＩＬ
がゼロとなって発光部３が消灯し、調光制御部２９ａからの制御信号Ｓ２３に応じて直流
電源部２７の出力電流Ｉｏｕｔがゼロにされる。
【００７２】
　また、スイッチ５がオンされて、発光部３を点灯させる際には、上述の動作と逆に、最
小出力電流Ｉｍｉｎに満たない電流範囲において、調光制御部２９ａからの制御信号Ｓ２
４に応じて、定電流回路３２を流れる電流が徐々に減少されることで負荷電流ＩＬが徐々
に増大され、発光部３の輝度が徐々に増大される。
【００７３】
　以上、スイッチ５がオフされて発光部３を消灯させる場合には、負荷電流ＩＬが直流電
源部２７の最小出力電流Ｉｍｉｎに満たない電流範囲においても定電流回路３２によって
、負荷電流ＩＬが徐々に減少されて発光部３が徐々に消灯されるので、発光部３を少ない
明るさで点灯できると共に、発光部３を滑らかに消灯させることができる。また、スイッ
チ５がオンされて発光部３を点灯させる場合には、負荷電流ＩＬが直流電源部２７の最小
出力電流Ｉｍｉｎに満たない電流範囲においても定電流回路３２によって、負荷電流ＩＬ
の実効値が徐々に増大されて発光部３が徐々に点灯されるので、発光部３を少ない明るさ
で点灯できると共に、発光部３を滑らかに点灯させることができる。
【００７４】
　なお、図１に示す照明器具１と同様、調光信号供給部３０を備えず、調光器４から出力
された調光信号Ｓ１に応じて、発光部３の明るさが調節される構成としてもよい。
【００７５】
　また、図１２に示す照明用電源回路２ｄのように、定電流回路３２の代わりに可変抵抗
器ＶＲ１を用いてもよい。この場合、調光制御部２９ｂは、可変抵抗器ＶＲ１へ制御信号
Ｓ２５を出力し、調光信号Ｓ１で示される電流値の増減に応じて可変抵抗器ＶＲ１の抵抗
値を増減させることにより、可変抵抗器ＶＲ１を流れる電流を減増させ、可変抵抗器ＶＲ
１と並列に接続された発光部３を流れる負荷電流ＩＬを増減させ、負荷電流ＩＬを調光信
号Ｓ１に応じた電流値に設定する。
【００７６】
　これにより、図１２に示す照明器具１ｄは、図１０に示す照明器具１ｃと同様、発光部
３を少ない明るさで点灯できると共に、発光部３の消灯及び点灯の際の明るさの変化を滑
らかにすることができる。
【００７７】
　（第５実施形態）
　次に、本発明の第５の実施形態に係る照明用電源回路２ｅを用いた照明器具１ｅについ
て説明する。図１３は、本発明の第５の実施形態に係る照明用電源回路２ｅの構成の一例
を示す回路図である。図１３に示す照明用電源回路２ｅと図４に示す照明用電源回路２ａ
とは、下記の点で異なる。すなわち、照明用電源回路２ｅは、定電流回路２８及び調光信
号供給部３０を備えず、スイッチ５のオンオフ信号である調光指示信号Ｓ３が、発光部３
を消灯する旨の調光指示、及び発光部３を点灯する旨の調光指示として制御端子２３で受
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け付けられ、調光制御部２９ｂで受信されるようになっている。
【００７８】
　また、直流電源部２７ｅは、キャパシタＣ２を備えず、トランスＴの二次巻線ｎ２にお
ける一端がダイオードＤ１のアノードに接続され、ダイオードＤ１のカソードがスイッチ
ＳＷ２を介して外部接続端子２４に接続され、外部接続端子２４と二次巻線ｎ２の他端と
の間にキャパシタＣ２が接続されている。スイッチＳＷ２としては、例えばリレースイッ
チやトランジスタ等の半導体スイッチ等、種々のスイッチング素子を用いることができる
。
【００７９】
　その他の構成及び動作は、調光制御部２９ｂの動作が後述のように異なる他、図４に示
す照明器具１ａと同様であるのでその説明を省略し、以下、本実施の形態の動作について
説明する。まず、ユーザによってスイッチ５がオンされ、調光制御部２９ｂによって、発
光部３を点灯する旨の調光指示が受け付けられると、調光制御部２９ｂからの制御信号Ｓ
２４に応じてスイッチＳＷ２がオンすると共に、調光制御部２９ｂからの制御信号Ｓ２１
に応じて、直流電源部２７ｅの出力電圧Ｖｏｕｔは電圧ＶＦにされ、発光部３を流れる負
荷電流ＩＬは電流ＩＦにされて、発光部３が全点灯状態にされる。そうすると、キャパシ
タＣ２は、電圧ＶＦで充電される。
【００８０】
　次に、ユーザによってスイッチ５がオフされ、調光制御部２９ｂによって、発光部３を
消灯する旨の調光指示が受け付けられると、調光制御部２９ｂからの制御信号Ｓ２４に応
じてスイッチＳＷ２がオフされ、直流電源部２７ｅから発光部３への電流供給が遮断され
ると共に、直流電源部２７ｅがキャパシタＣ２から切り離される。そうすると、キャパシ
タＣ２は、電圧ＶＦに充電されているので、キャパシタＣ２が放電することにより負荷電
流ＩＬが流れて発光部３の発光が継続し、キャパシタＣ２が放電して充電電圧が徐々に低
下することにより、負荷電流ＩＬが徐々に減少されて発光部３の発光輝度が徐々に低下さ
れる。
【００８１】
　これにより、照明器具１ｅは、ＬＥＤを用いた発光部３の消灯時において、負荷電流Ｉ
Ｌを徐々に減少させることができるので、発光部３の消灯を滑らかに行うことができる。
また、定電流回路２８や調光信号供給部３０を用いないので、回路を簡素化することがで
きる。
【００８２】
　なお、調光制御部２９ｂは、例えば図１４に示すように、発光部３を消灯する旨の調光
信号を受け付けた後、直流電源部２７ｅの出力電圧Ｖｏｕｔを徐々に低下させて負荷電流
ＩＬを徐々に減少させ、負荷電流ＩＬが最小出力電流Ｉｍｉｎに達した後、スイッチＳＷ
２をオフすることにより、キャパシタＣ２の放電電流によって発光部３を発光させ、発光
部３の発光輝度を徐々に低下させるようにしてもよい。この場合、負荷電流ＩＬを最小出
力電流Ｉｍｉｎまで低下させて発光部３の発光輝度を徐々に低下させてから、キャパシタ
Ｃ２の放電による負荷電流ＩＬの減少を利用して発光部３の発光輝度を徐々に低下させる
ので、消灯の滑らかさを向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る照明用電源回路を用いた照明器具の構成の一例を
説明するための回路図である。
【図２】図１に示す照明器具において発光部を徐々に消灯させる場合の動作を説明するた
めの説明図である。
【図３】図１に示す照明器具において発光部を徐々に点灯させる場合の動作を説明するた
めの説明図である。
【図４】本発明の第２の実施形態に係る照明用電源回路を用いた照明器具の構成の一例を
示す回路図である。
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【図５】図４に示す照明器具において発光部を消灯させる場合の動作を説明するための説
明図である。（ａ）はスイッチから出力される調光指示信号及び調光信号供給部から出力
される調光信号を示し、（ｂ）は直流電源部の出力電圧を示し、（ｃ）は発光部を流れる
負荷電流を示している。
【図６】図４に示す照明器具において発光部を点灯させる場合の動作を説明するための説
明図である。（ａ）はスイッチから出力される調光指示信号及び調光信号供給部から出力
される調光信号を示し、（ｂ）は直流電源部の出力電圧を示し、（ｃ）は発光部を流れる
負荷電流を示している。
【図７】本発明の第３の実施形態に係る照明用電源回路を用いた照明器具の構成の一例を
示す回路図である。
【図８】図７に示す照明器具において発光部を消灯させる場合の動作を説明するための説
明図である。
【図９】発光ダイオードの輝度ばらつきを説明するための説明図である。
【図１０】本発明の第４の実施形態に係る照明用電源回路を用いた照明器具の構成の一例
を示す回路図である。
【図１１】図１０に示す照明器具において発光部を消灯させる場合の動作を説明するため
の説明図である。（ａ）はスイッチから出力される調光指示信号及び調光信号供給部から
出力される調光信号を示し、（ｂ）は直流電源部の出力電流を示し、（ｃ）は発光部を流
れる負荷電流を示している。
【図１２】図１０に示す照明器具の変形例を示す回路図である。
【図１３】本発明の第５の実施形態に係る照明用電源回路を用いた照明器具の構成の一例
を示す回路図である。
【図１４】図１３に示す照明器具の動作の一例を示す説明図である。
【図１５】背景技術に係る照明用電源回路、及びこれを用いた照明器具の構成を示すブロ
ック図である。
【図１６】（ａ）は、白熱灯を消灯する際のランプ電流と輝度との関係を示すグラフであ
る。（ｂ）は、発光ダイオードを消灯する際のランプ電流と輝度との関係を示すグラフで
ある。
【図１７】図１５に示す照明用電源回路を用いて、ＬＥＤのランプ電流を徐々に減少させ
た場合のランプ電流と輝度との関係を示すグラフである。
【図１８】白熱灯とＬＥＤとの点灯時における輝度変化を示すグラフである。
【符号の説明】
【００８４】
　１，１ａ，１ｂ，１ｃ，１ｄ，１ｅ　照明器具
　２，２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅ　照明用電源回路
　３　発光部
　４　調光器
　５　スイッチ
　２１，２２　電源接続端子
　２３　制御端子
　２４，２５　外部接続端子
　２６，３１　ＰＷＭ回路
　２７，２７ｅ　直流電源部
　２８，３２　定電流回路
　２９，２９ａ，２９ｂ　調光制御部
　３０　調光信号供給部
　Ｃ１，Ｃ２　キャパシタ
　ＩＬ　負荷電流
　ＳＷ１　スイッチング素子
　ＳＷ２　スイッチ
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　Ｔ　トランス
　Ｔｒ１　トランジスタ
　Ｔｒ２　トランジスタ
　ＶＲ１　可変抵抗器

【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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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】

【図１８】
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