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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上の第１光源と、この第１光源に流れる電流を制御する第１スイッチング素子と
を備えた第１発光モジュールと；
　前記第１光源と異なる色温度を有する１つ以上の第２光源と、この第２光源に流れる電
流を制御する第２スイッチング素子とを備えた第２発光モジュールと；
　電源を備え、前記第１スイッチング素子と前記第２スイッチング素子との一方にＰＷＭ
制御信号を供給するとともに、前記第１スイッチング素子と前記第２スイッチング素子と
の他方に前記ＰＷＭ制御信号を反転させた反転信号を供給することで、前記第１スイッチ
ング素子と前記第２スイッチング素子とのそれぞれの動作を選択的に制御する制御部と；
　前記第１発光モジュールと前記第２発光モジュールとが並列に接続され、前記制御部か
ら最初のＰＷＭ制御信号が出力される前に、前記第１光源および前記第２光源のそれぞれ
が発光する点灯電圧よりも低い電圧を出力する状態で立ち上がり、前記制御部からＰＷＭ
制御信号の供給が開始された後に、前記点灯電圧以上の電圧を出力する状態になる定電流
電源と；
　を具備していることを特徴とした照明装置。
【請求項２】
　制御部は、定電流電源に対して着脱可能なユニットであり、前記定電流電源の出力側か
ら電力を得る
　ことを特徴とした請求項１記載の照明装置。
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【請求項３】
　第１発光モジュールは、互いに直列に接続された複数の第１光源を有し、
　制御部は、複数の前記第１光源の間のいずれかの位置から電力の一部を得る
　ことを特徴とした請求項１または２記載の照明装置。
【請求項４】
　制御部、第１発光モジュールおよび第２発光モジュールは、それぞれ定電流電源に対し
て着脱可能なユニットであり、
　前記第１発光モジュールは、第１スイッチング素子の動作を外部から制御可能な制御端
子を有し、
　前記第２発光モジュールは、第２スイッチング素子の動作を外部から制御可能な制御端
子を有している
　ことを特徴とした請求項１ないし３いずれか記載の照明装置。
【請求項５】
　定電流電源は、出力電流を調整可能である
　ことを特徴とした請求項１ないし４いずれか記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の発光モジュールを有する照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば光源として発光ダイオード(ＬＥＤ)を、複数種類、例えばＲＧＢ３色有す
る照明装置が知られている。この照明装置では、各ＬＥＤに対して定電流電源を含む光束
設定回路をそれぞれ有するとともに、この光束設定回路のそれぞれに調光回路が接続され
た制御部を備え、各ＬＥＤでの光量を制御して照明光の色温度と光量とを設定可能として
いる（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００４－３６３０６１号公報(第４－５頁、図１)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述の照明装置では、制御が複雑であり、また、構成部品が多数となっ
てコストが高くなるなどの問題点を有している。
【０００４】
　本発明は、このような点に鑑みなされたもので、色温度を異ならせた照明光を容易に得
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】
【０００５】
　請求項１記載の照明装置は、１つ以上の第１光源と、この第１光源に流れる電流を制御
する第１スイッチング素子とを備えた第１発光モジュールと；前記第１光源と異なる色温
度を有する１つ以上の第２光源と、この第２光源に流れる電流を制御する第２スイッチン
グ素子とを備えた第２発光モジュールと；電源を備え、前記第１スイッチング素子と前記
第２スイッチング素子との一方にＰＷＭ制御信号を供給するとともに、前記第１スイッチ
ング素子と前記第２スイッチング素子との他方に前記ＰＷＭ制御信号を反転させた反転信
号を供給することで、前記第１スイッチング素子と前記第２スイッチング素子とのそれぞ
れの動作を選択的に制御する制御部と；前記第１発光モジュールと前記第２発光モジュー
ルとが並列に接続され、前記制御部から最初のＰＷＭ制御信号が出力される前に、前記第
１光源および前記第２光源のそれぞれが発光する点灯電圧よりも低い電圧を出力する状態
で立ち上がり、前記制御部からＰＷＭ制御信号の供給が開始された後に、前記点灯電圧以
上の電圧を出力する状態になる定電流電源と；を具備しているものである。
【０００６】
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　各発光モジュールは、例えば、１つ以上の光源を所定の配列で配置した各光源部を有す
るユニットである。
【０００７】
　各光源は、例えば、ＬＥＤが好ましいが、ＬＥＤに限定されるものではない。
【０００８】
　各スイッチング素子は、例えば、バイポーラトランジスタなどが用いられる。
【０００９】
　そして、第１光源を有する第１発光モジュールと、第１光源と色温度が異なる第２光源
を有する第２発光モジュールとを定電流電源に並列に接続し、第１発光モジュールの第１
スイッチング素子と第２発光モジュールの第２スイッチング素子とのいずれか一方に、制
御部からＰＷＭ制御信号を供給するとともに、第１スイッチング素子と第２スイッチング
素子との他方にＰＷＭ制御信号を反転させた反転信号を供給することで各スイッチング素
子のそれぞれを選択的に動作させることにより、ＰＷＭ制御信号のデューティ比に応じて
第１光源の発光量と第２光源の発光量とが相補的に可変され、出力を一定としつつ色温度
を異ならせた照明光を得ることが可能になるとともに、定電流電源が、制御部から最初の
ＰＷＭ制御信号が出力される前に第１光源および第２光源のそれぞれが発光する点灯電圧
よりも低い電圧を出力する状態で立ち上がり、かつ、制御部からＰＷＭ制御信号の供給が
開始された後に、点灯電圧以上の電圧を出力する状態になることにより、各光源の点灯電
流が遮断されて出力に大きな電圧が印加されたり、制御部の動作が安定するまでの間に各
光源が点灯して所望の色温度の照明光を得られなかったりすることが防止される。
【００１０】
　請求項２記載の照明装置は、請求項１記載の照明装置において、制御部は、定電流電源
に対して着脱可能なユニットであり、前記定電流電源の出力側から電力を得るものである
。
【００１１】
　そして、制御部を定電流電源に対して着脱可能なユニットとし、この制御部が、定電流
電源の出力側から電力を得ることで、制御部を定電流電源に取り付けて各発光モジュール
に接続するだけで、色温度を変化させた照明光を得ることができる照明装置に容易に対応
可能になる。
【００１２】
　請求項３記載の照明装置は、請求項１または２記載の照明装置において、第１発光モジ
ュールは、互いに直列に接続された複数の第１光源を有し、制御部は、複数の前記第１光
源の間のいずれかの位置から電力の一部を得るものである。
【００１３】
　そして、直列に接続された複数の第１光源の間のいずれかの位置から制御部の電力の一
部を得ることで、制御部に安定した電力を容易に供給することが可能になる。
【００１４】
　請求項４記載の照明装置は、請求項１ないし３いずれか記載の照明装置において、制御
部、第１発光モジュールおよび第２発光モジュールは、それぞれ定電流電源に対して着脱
可能なユニットであり、前記第１発光モジュールは、第１スイッチング素子の動作を外部
から制御可能な制御端子を有し、前記第２発光モジュールは、第２スイッチング素子の動
作を外部から制御可能な制御端子を有しているものである。
【００１５】
　そして、制御部および各発光モジュールを定電流電源に対して着脱可能なユニットとし
、各発光モジュールに、各スイッチング素子の動作を外部から制御可能な制御端子を設け
ることで、外部機器への接続が容易になるとともに、制御部および各発光モジュールの組
み合わせにより、色温度を変化させた照明光を得ることができる照明装置に容易に対応可
能になる。
【００１６】
　請求項５記載の照明装置は、請求項１ないし４いずれか記載の照明装置において、出力
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電流を調整可能な定電流電源を具備しているものである。
【００１７】
　そして、出力電流を調整可能な定電流電源を備えることで、色温度を可変させた照明光
を得つつ調光することが可能になる。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１記載の照明装置によれば、第１光源を有する第１発光モジュールと、第１光源
と色温度が異なる第２光源を有する第２発光モジュールとを定電流電源に並列に接続し、
第１発光モジュールの第１スイッチング素子と第２発光モジュールの第２スイッチング素
子とのいずれか一方に、制御部からＰＷＭ制御信号を供給するとともに、第１スイッチン
グ素子と第２スイッチング素子との他方にＰＷＭ制御信号を反転させた反転信号を供給す
ることで各スイッチング素子のそれぞれを選択的に動作させることにより、ＰＷＭ制御信
号のデューティ比に応じて第１光源部での第１光源の発光量と第２光源部での第２光源の
発光量とが相補的に可変され、出力を一定としつつ色温度を異ならせた照明光を得ること
ができるとともに、定電流電源が、制御部から最初のＰＷＭ制御信号が出力される前に第
１光源および第２光源のそれぞれが発光する点灯電圧よりも低い電圧を出力する状態で立
ち上がり、かつ、制御部からＰＷＭ制御信号の供給が開始された後に、点灯電圧以上の電
圧を出力する状態になることで、各光源の点灯電流が遮断されて出力に大きな電圧が印加
されたり、制御部の動作が安定するまでの間に各光源が点灯して所望の色温度の照明光を
得られなかったりすることを防止できる。
【００１９】
　請求項２記載の照明装置によれば、請求項１記載の照明装置の効果に加えて、制御部を
定電流電源に対して着脱可能なユニットとし、この制御部に、定電流電源の出力側から電
力を得る制御部電源を備えることで、制御部を定電流電源に取り付けて各発光モジュール
に接続するだけで、色温度を変化させた照明光を得ることができる照明装置に容易に対応
できる。
【００２０】
　請求項３記載の照明装置によれば、請求項１または２記載の照明装置の効果に加えて、
直列に接続された複数の第１光源の間のいずれかの位置から制御部の電力の一部を得るこ
とで、制御部に安定した電力を容易に供給できる。
【００２１】
　請求項４記載の照明装置によれば、請求項１ないし３いずれか記載の照明装置の効果に
加えて、制御部および各発光モジュールを定電流電源に対して着脱可能なユニットとし、
各発光モジュールに、各スイッチング素子の動作を外部から制御可能な制御端子を設ける
ことで、外部機器へ容易に接続できるとともに、制御部および各発光モジュールの組み合
わせにより、色温度を変化させた照明光を得ることができる照明装置に容易に対応できる
。
【００２２】
　請求項５記載の照明装置によれば、請求項１ないし４いずれか記載の照明装置の効果に
加えて、出力電流を調整可能な定電流電源を備えることで、色温度を可変させた照明光を
得つつ調光できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の一実施の形態を図面を参照して説明する。
【００２４】
　図１および図２に一関連技術を示し、図１は照明装置の回路図、図２は照明装置の制御
を示すタイミングチャートである。
【００２５】
　図１に示すように、照明装置であるＬＥＤ点灯装置11は、一定電流を供給する定電流電
源12の出力端子に、第１発光モジュール13と第２発光モジュール14とが互いに並列に接続
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されているとともに、これら発光モジュール13，14に対して、制御部15が接続されている
。
【００２６】
　定電流電源12は、商用交流電源ｅに対して整流部であるダイオードブリッジDBを介して
接続されている。
【００２７】
　第１発光モジュール13は、１つ、あるいは複数の第１光源であるＬＥＤ16が互いに直列
に接続された第１光源部17を有するとともに、この第１光源部17に第１スイッチング素子
としての第１半導体スイッチであるトランジスタ18が直列に接続されている。
【００２８】
　同様に、第２発光モジュール14は、１つ、あるいは複数の第２光源であるＬＥＤ21が互
いに直列に接続された第２光源部22を有するとともに、この第２光源部22に第２スイッチ
ング素子としての第２半導体スイッチであるトランジスタ23が直列に接続されている。
【００２９】
　ＬＥＤ16，21は、互いに色温度が異なる白色系の光源であり、例えばＬＥＤ16が６５０
０Ｋ、ＬＥＤ21が２７００Ｋの色温度を有している。
【００３０】
　トランジスタ18，23は、各発光モジュール13，14に流れる電流値を制御する例えばＮＰ
Ｎ型のバイポーラトランジスタであり、これらトランジスタ18，23の入力端子であるコレ
クタは、ＬＥＤ16，21に接続され、制御端子であるベースは、制御部15とそれぞれ接続さ
れている。
【００３１】
　そして、制御部15は、各発光モジュール13，14の駆動を制御することでこれら発光モジ
ュール13，14から発光する光の混合比を制御して、ＬＥＤ点灯装置11に所望の色の白色光
を発光させるもので、制御部電源25と、制御部本体であるＰＷＭ制御部26と、このＰＷＭ
制御部26からのＰＷＭ制御信号を反転させる反転部である反転素子27とを備えている。
【００３２】
　制御部電源25は、例えば直流電源であり、定電圧をＰＷＭ制御部26に供給している。
【００３３】
　ＰＷＭ制御部26は、例えばマイコンなどであり、第１発光モジュール13のトランジスタ
18のベースに直接接続されているとともに、反転素子27を介して、第２発光モジュール14
のトランジスタ23のベースに接続されており、図２に示すように、ＰＷＭ制御信号として
、任意のデューティ比のパルス信号を出力している。したがって、第１発光モジュール13
のトランジスタ18のベースには、通常のＰＷＭ制御信号が入力されるとともに、第２発光
モジュール14のトランジスタ23のベースには、ＰＷＭ制御信号を反転素子27により反転さ
せた反転信号が入力され、図２に示すように、第１発光モジュール13のＬＥＤ16に流れる
点灯電流ＩL1のオン期間とオフ期間とが、それぞれ第２発光モジュール14のＬＥＤ21に流
れる点灯電流ＩL2のオフ期間とオン期間とにそれぞれ対応している。
【００３４】
　反転素子27は、例えばロジックＩＣのＮＯＴゲート(インバータ)などである。
【００３５】
　次に、上記一関連技術の動作を説明する。
【００３６】
　制御部電源25から給電されたＰＷＭ制御部26の動作により、トランジスタ18のベースに
ＰＷＭ制御信号が供給されることで、このＰＷＭ制御信号のオン期間のみトランジスタ18
が通電動作し、この通電時に第１発光モジュール13のＬＥＤ16に点灯電流ＩL1が流れ、Ｐ
ＷＭ制御信号のオンデューティに対応した発光量で各ＬＥＤ16が発光する。
【００３７】
　一方、トランジスタ23のベースには、ＰＷＭ制御部26からのＰＷＭ制御信号を反転素子
27で反転させた反転信号が供給されることで、この反転信号のオン期間(ＰＷＭ制御信号
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のオフ期間)のみトランジスタ23が通電動作し、この通電時に第２発光モジュール14のＬ
ＥＤ21に点灯電流ＩL2が流れ、反転信号のオンデューティ(ＰＷＭ制御信号のオフデュー
ティ)に対応した発光量で各ＬＥＤ21が発光する。
【００３８】
　そして、上記トランジスタ18，23の切り換えが肉眼で認識できない程度のサイクルで行
われることにより、ＬＥＤ16からの発光とＬＥＤ21からの発光とが観測者の目で合成され
て、ＬＥＤ16の色温度とＬＥＤ21の色温度との中間の色温度を有する照明光を得ることが
できる。
【００３９】
　すなわち、ＰＷＭ制御部26からのＰＷＭ制御信号のオンデューティを可変させることで
、このＰＷＭ制御信号のデューティ比に応じて各ＬＥＤ16の発光量と、各ＬＥＤ21の発光
量とが相補的に可変されるので、出力を一定としつつ、色温度の混合比が変化し、色温度
を異ならせた照明光を容易に得ることができる。
【００４０】
　しかも、トランジスタ18，23と制御部電源25およびＰＷＭ制御部26を追加するだけで上
記制御が可能となるので、構成部品が少なく、ＬＥＤ点灯装置11の小型化および低コスト
化が可能になる。
【００４１】
　次に、図３に第１の実施の形態を示し、図３は照明装置の制御を示すタイミングチャー
トである。なお、上記一関連技術と同様の構成および作用については、同一符号を付して
その説明を省略する。
【００４２】
　この第１の実施の形態は、上記一関連技術において、定電流電源12が、制御部15のＰＷ
Ｍ制御部26よりも先に立ち上がるものの、このＰＷＭ制御部26が立ち上がるまでは、ＬＥ
Ｄ16，21の点灯電圧よりも小さい電圧で立ち上がり、ＰＷＭ制御部26が立ち上がって動作
が安定すると、ＬＥＤ16，21の点灯電圧よりも大きい電圧に移行するものである。
【００４３】
　すなわち、定電流電源12は、図３に示すように、ＬＥＤ点灯装置11の電源投入などのシ
ステムスタートのタイミングＴの後の所定のタイミングt1で、ＬＥＤ16，21の点灯電圧Ｖ

Lよりも小さい出力電圧Ｖ1で立ち上がり、ＰＷＭ制御部26からのＰＷＭ制御信号が最初に
出力されるタイミングt2よりも後のタイミングt3以降から、ＬＥＤ16，21の点灯電圧ＶL

よりも大きい出力電圧Ｖ2を出力するように構成されている。
【００４４】
　このため、ＬＥＤ点灯装置11の動作初期に、ＬＥＤ16，21の点灯電流ＩL1，ＩL2が遮断
されて出力に大きな電圧が印加されたり、制御部15の動作が安定するまでの間に各ＬＥＤ
16，21が点灯して所望の色温度の照明光を得られなかったりすることを防止し、商品性の
低下を防止できる。
【００４５】
　次に、図４に第１の参考技術を示し、図４は照明装置の制御を示すタイミングチャート
である。なお、上記一関連技術と同様の構成および作用については、同一符号を付してそ
の説明を省略する。
【００４６】
　この第１の参考技術は、上記一関連技術において、定電流電源12が、制御部15のＰＷＭ
制御部26の動作が安定するよりも後に立ち上がるものである。
【００４７】
　すなわち、定電流電源12は、図４に示すように、ＬＥＤ点灯装置11の電源投入などのシ
ステムスタートのタイミングＴの後、ＰＷＭ制御部26からのＰＷＭ制御信号が最初に出力
されるタイミングt2よりも後のタイミングt4以降からＬＥＤ16，21の点灯電圧ＶLよりも
大きい出力電圧Ｖ3を出力するように構成されている。
【００４８】
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　このため、ＬＥＤ点灯装置11の動作初期に、ＬＥＤ16，21の点灯電流ＩL1，ＩL2が遮断
されて出力に大きな電圧が印加されたり、制御部15の動作が安定するまでの間に各ＬＥＤ
16，21が点灯して所望の色温度の照明光を得られなかったりすることを防止し、商品性の
低下を防止できる。
【００４９】
　また、定電流電源12の出力電圧Ｖ3の出力のタイミングを遅らせるだけで対応できるの
で、定電流電源12の起動時の動作制御が容易になる。
【００５０】
　次に、図５に第２の実施の形態を示し、図５は照明装置の回路図である。なお、上記一
関連技術、第１の実施の形態および第１の参考技術と同様の構成および作用については、
同一符号を付してその説明を省略する。
【００５１】
　この第２の実施の形態は、上記第１の実施の形態において、各発光モジュール13，14が
、主端子13a，13bおよび主端子14a，14bを有し定電流電源12に着脱可能なユニットに形成
されているとともに、制御部15が、出力端子15a，15bおよび接続端子15cを有し定電流電
源12に対して着脱可能なユニットに形成されているものである。
【００５２】
　すなわち、制御部15は、ＰＷＭ制御部26の出力側が、出力端子15aに接続されていると
ともに反転素子27を介して出力端子15bに接続されている。
【００５３】
　また、第１発光モジュール13は、主端子13a，13b間に第１光源部17とトランジスタ18と
が接続されているとともに、トランジスタ18のベースが制御端子13cおよび出力端子15aを
介してＰＷＭ制御部26に接続されている。
【００５４】
　同様に、第２発光モジュール14は、主端子14a，14b間に第２光源部22とトランジスタ23
とが接続されているとともに、トランジスタ23のベースが制御端子14c、出力端子15bおよ
び反転素子27を介してＰＷＭ制御部26に接続されている。
【００５５】
　そして、制御部電源25から給電されたＰＷＭ制御部26が、所定のＰＷＭ制御信号を出力
すると、このＰＷＭ制御信号は、出力端子15aおよび制御端子13cを経由して第１発光モジ
ュール13のトランジスタ18のベースに供給され、このトランジスタ18を動作させることで
、トランジスタ18の通電時に第１発光モジュール13のＬＥＤ16に点灯電流ＩL1が流れ、Ｐ
ＷＭ制御信号のオンデューティに対応した発光量で各ＬＥＤ16が発光する。
【００５６】
　また、ＰＷＭ制御信号は、反転素子27により反転されて反転信号となって出力端子15b
および制御端子14cを経由して第２発光モジュール14のトランジスタ23のベースに供給さ
れ、この反転信号のオン期間(制御信号のオフ期間)のみトランジスタ23が通電動作し、こ
の通電時に第２発光モジュール14のＬＥＤ21に点灯電流ＩL2が流れ、反転信号のオンデュ
ーティ(制御信号のオフデューティ)に対応した発光量で各ＬＥＤ21が発光する。
【００５７】
　この結果、上記第１の実施の形態と同様の作用効果を奏することができる。
【００５８】
　また、各発光モジュール13，14および制御部15を、定電流電源12に対して着脱可能なユ
ニットとし、各発光モジュール13，14に、各トランジスタ18，23の動作を外部から制御可
能な制御端子13c，14cを設けることで、外部機器に容易に接続できるとともに、制御部15
と各発光モジュール13，14とを組み合わせることで、定電流電源12の性能によらず、色温
度を変化させた照明光を得ることができるＬＥＤ点灯装置11に容易に対応でき、かつ、各
発光モジュール13，14が破損した場合などでも、それぞれの発光モジュール13，14のみを
交換すればよく、メンテナンス性も向上する。
【００５９】
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　なお、上記第２の実施の形態において、制御部および各発光モジュールのユニット内の
構成は、例えば上記第１の実施の形態、一関連技術および第１の参考技術と同様の構成な
ど、複数の発光モジュールを、ＰＷＭ制御信号と反転信号とにより各スイッチング素子に
よって選択的に動作させる任意の構成とすることが可能である。
【００６０】
　次に、図６に第２の参考技術を示し、図６は照明装置の回路図である。なお、上記各実
施の形態、一関連技術および第１の参考技術と同様の構成および作用については、同一符
号を付してその説明を省略する。
【００６１】
　この第２の参考技術は、上記第２の実施の形態において、制御部15が、制御部電源25に
代えて、定電流電源12の出力側から電源を得るものである。
【００６２】
　制御部15は、定電流電源12の出力側に接続される接続端子15dに対して、スイッチング
素子であるＮチャネルＭＯＳＦＥＴ31のソースが接続され、このＭＯＳＦＥＴ31のドレイ
ンにダイオード32のアノードが接続され、このダイオード32のカソードと接続端子15cと
の間にＰＷＭ制御部26と電解コンデンサ33との並列回路が接続されている。また、ＭＯＳ
ＦＥＴ31には、ソース－ゲート間にバイアス抵抗34が接続され、かつ、接続端子15cとの
間にツェナダイオード35が接続されている。これらＭＯＳＦＥＴ31、ダイオード32、電解
コンデンサ33、バイアス抵抗34およびツェナダイオード35などにより、制御部15の制御部
電源36が構成されている。ここで、定電流電源12の出力電圧は、負荷のインピーダンスに
よって異なるため、制御部15は、定電圧生成手段として、ＰＷＭ制御部26に定電圧を供給
可能に構成されている。なお、この制御部15は、例えば各発光モジュール13，14の１／１
０程度の電流により駆動するように構成されている。
【００６３】
　そして、ＬＥＤ点灯装置11の電源を投入すると、制御部15では、ＭＯＳＦＥＴ31の動作
により定電流電源12からの電流の一部が電解コンデンサ33にチャージされる。このとき、
電解コンデンサ33は、ツェナダイオード35の降伏電圧と略等しい所定の電圧となるまでチ
ャージ可能である。そして、ＰＷＭ制御部26が、チャージされた電解コンデンサ33から定
電圧を給電されて動作し、所定のＰＷＭ制御信号を出力する。
【００６４】
　このＰＷＭ制御信号は、出力端子15aおよび制御端子13cを経由して第１発光モジュール
13のトランジスタ18のベースに供給され、このトランジスタ18を動作させることで、トラ
ンジスタ18の通電時に第１発光モジュール13のＬＥＤ16に点灯電流ＩL1が流れ、ＰＷＭ制
御信号のオンデューティに対応した発光量で各ＬＥＤ16が発光する。
【００６５】
　同時に、ＰＷＭ制御信号は、反転素子27により反転されて反転信号となって出力端子15
bおよび制御端子14cを経由して第２発光モジュール14のトランジスタ23のベースに供給さ
れ、この反転信号のオン期間(制御信号のオフ期間)のみトランジスタ23が通電動作し、こ
の通電時に第２発光モジュール14のＬＥＤ21に点灯電流ＩL2が流れ、反転信号のオンデュ
ーティ(制御信号のオフデューティ)に対応した発光量で各ＬＥＤ21が発光する。
【００６６】
　この結果、上記各実施の形態、一関連技術および第１の参考技術と同様の作用効果を奏
することができる。
【００６７】
　また、制御部15は、定電流電源12と独立してＬＥＤ点灯装置11などの機器に搭載される
ことが想定されるので、制御部15を定電流電源12に対して着脱可能なユニットとし、定電
流電源12の出力側から電力を得る制御部電源36を備えることにより、制御部15を定電流電
源12に取り付けて発光モジュール13，14に接続するだけで、色温度を変化させた照明光を
得ることができるＬＥＤ点灯装置11に容易に対応できるとともに、ＬＥＤ点灯装置11の仕
様の変更などへの対応も容易になる。
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【００６８】
　なお、上記第２の参考技術において、制御部15の接続端子15d，15cを、例えば第１発光
モジュール13の主端子13a，13bあるいは第２発光モジュール14の主端子14a，14bに直接接
続するように構成すれば、端子数を最小限とすることができ、構成をより簡略化できる。
【００６９】
　次に、図７に第３の実施の形態を示し、図７は照明装置の回路図である。なお、上記各
実施の形態、一関連技術および各参考技術と同様の構成および作用については、同一符号
を付してその説明を省略する。
【００７０】
　この第３の実施の形態は、上記第１の実施の形態において、制御部15が、第１発光モジ
ュール13の第１光源部17の複数のＬＥＤ16の間のいずれかの位置から電力を得るものであ
る。
【００７１】
　第１発光モジュール13は、第１光源部17と定電流電源12の出力側との間に、スイッチン
グ素子としての半導体スイッチであるトランジスタ41が接続されている。このトランジス
タ41は、例えばＰＮＰ型のバイポーラトランジスタであり、このトランジスタ41のベース
には、エミッタとの間に抵抗42が接続されているとともに、この抵抗42に対して並列に抵
抗43が接続されている。そして、この抵抗43は、第１スイッチング素子としてのトランジ
スタ44のコレクタに接続されている。
【００７２】
　同様に、第２発光モジュール14は、第２光源部22と定電流電源12の出力側との間に、ス
イッチング素子としての半導体スイッチであるトランジスタ46が接続されている。このト
ランジスタ46は、例えばＰＮＰ型のバイポーラトランジスタであり、このトランジスタ46
のベースには、エミッタとの間に抵抗47が接続されているとともに、この抵抗47に対して
並列に抵抗48が接続されている。そして、この抵抗48は、第２スイッチング素子としての
トランジスタ49のコレクタに接続されている。
【００７３】
　さらに、制御部15は、ＰＷＭ制御部26の出力側がトランジスタ44のベースに接続されて
いるとともに反転素子27を介してトランジスタ49のベースに接続されている。また、ＰＷ
Ｍ制御部26は、直流電源51に接続されているとともに、第１光源部17のＬＥＤ16の間の位
置に接続されている。
【００７４】
　ここで、ＬＥＤ16の順方向電圧は、電流や温度に対して概ね一定であるから、ＰＷＭ制
御部26の両端間に接続されるＬＥＤ16の個数により、ＰＷＭ制御部26に供給される電圧が
略一定に設定される。例えば、ＰＷＭ制御部26に供給する必要電圧をＶ、ＬＥＤ16の順方
向電圧をＶfとすると、ＰＷＭ制御部26の両端間に接続されるＬＥＤ16の必要数は、Ｖ／
Ｖfにより求めることができる。
【００７５】
　そして、直流電源51により給電されてＰＷＭ制御部26が動作し、このＰＷＭ制御部26が
所定のＰＷＭ制御信号を出力すると、このＰＷＭ制御信号は、トランジスタ44のベースに
供給され、このトランジスタ44を動作させることで、トランジスタ44の通電時に第１発光
モジュール13のＬＥＤ16に点灯電流ＩL1が流れ、ＰＷＭ制御信号のオンデューティに対応
した発光量で各ＬＥＤ16が発光するとともに、この点灯電流ＩL1が流れることにより、Ｐ
ＷＭ制御部26の両端間に接続されたＬＥＤ16の順方向電圧分の電圧がＰＷＭ制御部26に供
給される。
【００７６】
　同時に、ＰＷＭ制御信号は、反転素子27により反転されて反転信号となって第２発光モ
ジュール14のトランジスタ49のベースに供給され、この反転信号のオン期間(制御信号の
オフ期間)のみトランジスタ49が通電動作し、この通電時に第２発光モジュール14のＬＥ
Ｄ21に点灯電流ＩL2が流れ、反転信号のオンデューティ(制御信号のオフデューティ)に対
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応した発光量で各ＬＥＤ21が発光する。
【００７７】
　この結果、上記各実施の形態と同様の作用効果を奏することができる。
【００７８】
　また、定電流電源12は、負荷の状態に対して出力電圧が変動することから、制御部15へ
と安定した電圧を直接的には供給することができず、また、出力電圧が高い場合には、制
御部15に必要な電圧まで降圧するための手段が必要になり、電力損が発生するのに対して
、上記のようにＬＥＤ16の間の位置から制御部15の電源を得ることで、電流や温度の変動
に殆ど影響を受けることなく制御部15に安定した電圧を容易に供給することが可能になる
とともに、仮に降圧手段を設ける場合でも、降圧電圧差が小さいため、電力損を抑制でき
る。
【００７９】
　なお、上記各実施の形態において、ＰＷＭ制御信号を反転させる構成は、反転素子27を
用いる他にも、例えばスイッチング素子の組み合わせなどにより、任意に構成できる。
【００８０】
　次に、図８に第３の参考技術を示し、図８は照明装置の回路図である。なお、上記各実
施の形態、一関連技術および各参考技術と同様の構成および作用については、同一符号を
付してその説明を省略する。
【００８１】
　この第３の参考技術は、第２発光モジュール14の第２光源部22のインピーダンスを、第
１発光モジュール13の第１光源部17のインピーダンスよりも大きくし、かつ、スイッチン
グ素子としてのトランジスタ53を、第１発光モジュール13に設け、各発光モジュール13，
14をユニット化するものである。
【００８２】
　ここで、第２光源部22でのインピーダンスを第１光源部17でのインピーダンスよりも大
きくする場合には、本参考技術では、ＬＥＤ16，21のインピーダンスを略等しくし、かつ
、第２光源部22のＬＥＤ21の個数を、第１光源部17のＬＥＤ16の個数よりも多くしている
。
【００８３】
　また、ＬＥＤ16は、ＬＥＤ21よりも発光効率が高いものとしている。
【００８４】
　そして、ＰＷＭ制御部26の動作により、トランジスタ53のベースにＰＷＭ制御信号が供
給されることで、このＰＷＭ制御信号のオン期間のみトランジスタ53が通電動作する。
【００８５】
　このとき、第１発光モジュール13の第１光源部17のインピーダンスが第２光源部22のイ
ンピーダンスよりも小さいことにより、この通電時に第１発光モジュール13のＬＥＤ16に
点灯電流ＩL1が流れ、ＰＷＭ制御信号のオンデューティに対応した発光量で各ＬＥＤ16が
発光する。
【００８６】
　一方、ＰＷＭ制御信号のオフ期間には、トランジスタ53の通電動作が停止することで、
第１発光モジュール13側に流れる電流が停止し、代わりに第２発光モジュール14のＬＥＤ
21に点灯電流ＩL2が流れ、ＰＷＭ制御信号のオフデューティに対応した発光量で各ＬＥＤ
21が発光する。
【００８７】
　すなわち、トランジスタ53のスイッチング動作により、第１発光モジュール13のＬＥＤ
16と第２発光モジュール14のＬＥＤ21とに選択的に点灯電流が流れる。
【００８８】
　そして、上記ＰＷＭ制御信号によるトランジスタ53のスイッチング動作が肉眼で認識で
きない程度のサイクルで行われることにより、ＬＥＤ16からの発光とＬＥＤ21からの発光
とが観測者の目で合成されて、ＬＥＤ16の色温度とＬＥＤ21の色温度との中間の色温度を
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有する照明光を得ることができる。
【００８９】
　すなわち、ＰＷＭ制御部26からのＰＷＭ制御信号のオンデューティを可変させることで
、このＰＷＭ制御信号のデューティ比に応じて各ＬＥＤ16の発光量と、各ＬＥＤ21の発光
量とが相補的に可変されるので、出力を一定としつつ、色温度の混合比が変化し、色温度
を異ならせた照明光を容易に得ることができる。
【００９０】
　したがって、ＰＷＭ制御部26およびトランジスタ53を第１発光モジュール13に組み込む
だけで、各発光モジュール13，14を容易に制御でき、ＬＥＤ点灯装置11を、より小型化お
よび低コスト化できる。
【００９１】
　また、ＬＥＤ21のインピーダンスを、ＬＥＤ16のインピーダンスと略等しくし、第１光
源部17のＬＥＤ16の個数よりも第２光源部22のＬＥＤ21の個数を多くすることで、第２光
源部22のインピーダンスを、第１光源部17のインピーダンスよりも容易に大きくでき、ト
ランジスタ53だけで各発光モジュール13，14での電流調整を容易にできる。
【００９２】
　さらに、トランジスタ53を接続する第１発光モジュール13のＬＥＤ16の発光効率を、Ｌ
ＥＤ21の発光効率よりも高くすることで、第１発光モジュール13側でのＬＥＤ16の性能に
よる光束の低下を抑制できる。
【００９３】
　そして、各発光モジュール13，14をユニット化することにより、第１発光モジュール13
を、第１光源部17よりもインピーダンスが高い他の任意の発光モジュールと組み合わせて
定電流電源12に並列に接続するだけで、色温度を可変させた照明光を得ることができるＬ
ＥＤ点灯装置に容易に対応できるとともに、各発光モジュール13，14が破損した場合など
でも、それぞれの発光モジュール13，14のみを交換すればよく、メンテナンス性も向上す
る。
【００９４】
　なお、上記第３の参考技術において、例えばＬＥＤ21を、ＬＥＤ16のインピーダンス16
よりも大きいインピーダンスを有するものとすれば、例えばＬＥＤ16，21を同数設けても
よく、第２光源部22でのインピーダンスを第１光源部17でのインピーダンスよりも大きく
すれば、ＬＥＤ16，21の個数やそれぞれのインピーダンスは任意に設定できる。
【００９５】
　また、上記各実施の形態において、各光源としてはＬＥＤ16，21以外のものを用いるこ
とも可能であり、また、ＬＥＤ16，21の色温度などは、上記構成に限定されるものではな
い。
【００９６】
　さらに、各スイッチング素子としては、例えばＦＥＴなどを用いることも可能である。
【００９７】
　そして、定電流電源12は、出力電流Ｉを調整可能としてもよい。この場合には、色温度
を可変させた照明光を得つつ調光できる。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】本発明の一関連技術を示す照明装置の回路図である。
【図２】同上照明装置の制御を示すタイミングチャートである。
【図３】本発明の第１の実施の形態を示す照明装置の制御を示すタイミングチャートであ
る。
【図４】本発明の第１の参考技術を示す照明装置の制御を示すタイミングチャートである
。
【図５】本発明の第２の実施の形態を示す照明装置の回路図である。
【図６】本発明の第２の参考技術を示す照明装置の回路図である。
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【図７】本発明の第３の実施の形態を示す照明装置の回路図である。
【図８】本発明の第３の参考技術を示す照明装置の回路図である。
【符号の説明】
【００９９】
　11　　照明装置であるＬＥＤ点灯装置
　12　　定電流電源
　13　　第１発光モジュール
　13c，14c　　制御端子
　14　　第２発光モジュール
　15　　制御部
　16　　第１光源としてのＬＥＤ
　18，44　　第１スイッチング素子としてのトランジスタ
　21　　第２光源としてのＬＥＤ
　23，49　　第２スイッチング素子としてのトランジスタ
　25　　制御部電源
　51　　直流電源

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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