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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のスイッチング素子を有する直流電源回路と；
　第２のスイッチング素子を有し、この第２のスイッチング素子のスイッチング動作によ
り前記直流電源回路の出力電圧を所定の直流電圧に変換して負荷に供給する電源電圧変換
回路と；
　この電源電圧変換回路に接続された前記負荷に流れる電流を検出し、この検出電流値が
連続して閾値以上変動するときに前記第２のスイッチング素子のスイッチング周波数を増
減させ所定値となるように前記第２のスイッチング素子を制御し、前記検出電流値が閾値
以上変動するときに前記第２のスイッチング素子のスイッチング周波数を増減する制御手
段と；
を具備していることを特徴とする電源装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記検出電流値が所定期間閾値以上変動しなくなったときに増減した
スイッチング周波数を当初のスイッチング周波数にして前記第２のスイッチング素子を制
御することを特徴とする請求項１に記載の電源装置。
【請求項３】
　前記直流電源回路は、前記第１のスイッチング素子のスイッチング動作により前記直流
電源回路の出力電圧を所定の電源電圧に変換して前記制御手段に供給する制御電源回路を
備え、この制御電源回路が高密度に集積化された電子部品であることを特徴とする請求項
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１または２に記載の電源装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３いずれか一記載の電源装置と；
　この電源装置により点灯される前記負荷としての半導体発光素子と；
　前記電源装置および前記半導体発光素子を配設している装置本体と；
を具備していることを特徴とする照明装置。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、負荷に電力を供給する電源装置およびこの電源装置を具備する照
明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば光源を負荷とする電源装置では、交流電源を整流回路で整流し、整流された直流
電圧を電源電圧変換回路が有する変換用スイッチング素子のスイッチング動作により所定
の直流電圧に変換して光源に供給し、光源を点灯させている。また、当該電源装置は、整
流された直流電圧を昇圧して電源電圧変換回路に出力する力率改善用スイッチング素子を
有する力率改善回路を用いる場合もある。
【０００３】
　このような電源装置では、光源の明るさを一定に保つために、光源に流れる電流を検出
し、この検出電流値が所定値（基準値）と同等となるように変換用スイッチング素子をフ
ィードバック制御している。そして、電流検出においては、光源に流れる電流を所定のサ
ンプリング周波数でサンプリングしているものがある。
【０００４】
　電源装置は、同一の基板に複数個のスイッチング素子を備えていると、グランドライン
が共通であるために、各スイッチング素子のオン時およびオフ時に発生するノイズが基板
上の全ての電気素子に影響を及ぼしやすい。そして、スイッチング素子のスイッチング周
波数とサンプリング周波数とが同期すると、サンプリングした電流値にノイズが重畳し、
光源に流れる電流を正確に検出できず、これにより、変換用スイッチング素子に対して適
正なフィードバック制御ができず、光源の明るさにちらつきが発生するおそれがある。こ
のため、各スイッチング素子の全てを異なるスイッング周波数で制御する電源装置が提案
されている（例えば特許文献１参照。）。この電源装置によれば、サンプリング周波数と
各スイッチング素子のスイッチング周波数とを異ならせることにより、サンプリング値（
検出電流値）に対してスイッチング素子のオン時およびオフ時に発生するノイズの影響を
抑制できる。
【０００５】
　ところで、電源装置は、スイッチング素子により整流された直流電圧を所定の制御電源
電圧に変換する制御電源回路を備えている。この制御電源回路は、降圧チョッパ回路に形
成され、電源電圧変換回路の変換用スイッチング素子を制御する制御回路に動作電源を供
給している。そして、制御電源回路は、電源装置の小形化等のために、インテリジェント
パワーデバイス（ＩＰＤ）素子に形成されているものがある（例えば特許文献２参照。）
。ＩＰＤ素子は、スイッチング素子が例えば９０～１１０ＫＨｚのスイッチング周波数で
動作して、直流電圧を所定の制御電源電圧に変換している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１３－２２９２３４号公報（第４－５頁、第１図）
【特許文献２】特開２０１２－１７４５１８号公報（第６－７頁、第１図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　ＩＰＤ素子は、温度によりスイッチング素子のスイッチング周波数が変化するものであ
る。そして、ＩＰＤ素子が電源装置内で大きく温度上昇すると、スイッング素子のスイッ
チング周波数が大きく変化し、光源に流れる電流を検出するサンプリング周波数に同期す
ることがある。これにより、ＩＰＤ素子のスイッチング素子のオン時およびオフ時に発生
するノイズがサンプリング値に影響することがある。
【０００８】
　また、電源装置は、全てのスイッチング素子を異なるスイッチング周波数で制御してい
ても、スイッチング素子のオンオフのタイミングがサンプリングのタイミングに一致する
ことがあり、サンプリング値にノイズが影響することがある。
【０００９】
　本発明は、スイッチング素子のスイッチング動作によるノイズの影響を低減し、負荷の
出力を一定に制御可能な電源装置およびこの電源装置を具備す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】
【００１０】
　本実施形態の電源装置は、第１のスイッチング素子を有する直流電源回路と；第２のス
イッチング素子を有し、この第２のスイッチング素子のスイッチング動作により前記直流
電源回路の出力電圧を所定の直流電圧に変換して負荷に供給する電源電圧変換回路と；こ
の電源電圧変換回路に接続された前記負荷に流れる電流を検出し、この検出電流値が連続
して閾値以上変動するときに前記第２のスイッチング素子のスイッチング周波数を増減さ
せ所定値となるように前記第２のスイッチング素子を制御し、前記検出電流値が閾値以上
変動するときに前記第２のスイッチング素子のスイッチング周波数を増減する制御手段と
を備える。
【００１１】
　制御手段は、電源電圧変換回路に接続された負荷に流れる電流を検出し、検出した電流
値が所定値となるように電源電圧変換回路の第２のスイッチング素子を制御する。そして
、制御手段は、検出電流値が閾値以上変動するときに、電源電圧変換回路の第２のスイッ
チング素子のスイッチング周波数を増減する。
【発明の効果】
【００１２】
　本実施形態の電源装置によれば、制御手段は、負荷に流れる電流値が閾値以上変動する
ときに、電源電圧変換回路の第２のスイッチング素子のスイッチング周波数を増減するの
で、検出電流値に第１のスイッチング素子のスイッチング動作に応じて発生するノイズの
重畳による明るさのちらつきを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施形態を示す電源装置の概略回路図である。
【図２】同上、電源装置における波形を示し、（ａ）は出力電圧の波形図、（ｂ）は第２
のスイッチング素子の駆動電圧の波形図、（ｃ）は第１のスイッチング素子の駆動電圧の
波形図、（ｄ）は出力電圧の別の波形図、（ｅ）は第１のスイッチング素子の駆動電圧の
別の波形図である。
【図３】同上、電源装置における別の波形を示し、（ａ）は出力電圧の波形図、（ｂ）は
第２のスイッチング素子の駆動電圧の波形図、（ｃ）は第１のスイッチング素子の駆動電
圧の波形図である。
【図４】本発明の第２の実施形態を示す照明装置の一部切り欠き概略側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。まず、本発明の第１の
実施形態について説明する。
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【００１５】
　本実施形態の電源装置１は、図１に示すように、商用交流電源である交流電源Ｖｓに接
続され、複数の負荷２ａ，２ｂに電力を供給するものである。本実施形態では、電源装置
１は、負荷２ａ，２ｂが半導体発光素子であるＬＥＤ３ａ，３ｂであり、このＬＥＤ３ａ
，３ｂを点灯する点灯装置に構成されている。電源装置１は、例えばシーリングライト、
ベースライトまたはダウンライトなどであって、複数のＬＥＤ３ａ，３ｂを用いた照明装
置に適用できる。
【００１６】
　電源装置１は、直流電源回路４、電源電圧変換回路５ａ，５ｂおよび制御手段である制
御回路６を有して構成されている。
【００１７】
　直流電源回路４は、本実施形態では、整流回路７、力率改善回路８および制御電源回路
９を有して形成されている。
【００１８】
　整流回路７は、整流器１０およびこの整流器１０の出力間に接続されたコンデンサＣ１
を有してなる。整流器１０の入力側は、フィルタ回路１１を介して電源装置１の入力部１
２ａ，１２ｂに接続されている。入力部１２ａ，１２ｂは、例えば端子であり、交流電源
Ｖｓに接続されている。フィルタ回路１１は、トランスＴ１、コンデンサＣ２およびバリ
スタＺ１を有して形成されている。整流回路７は、交流電源Ｖｓの交流電圧（例えばＡＣ
１００Ｖ）を全波整流し、その整流電圧をコンデンサＣ１の両端間に発生させる。
【００１９】
　力率改善回路８は、コンデンサＣ１の両端間の整流電圧を一定の直流電圧に変換するも
のであり、既知の昇圧チョッパ回路に形成されている。すなわち、力率改善回路８は、コ
ンデンサＣ１の両端間に接続されたインダクタＬ１および力率改善用スイッング素子Ｑｐ
の直列回路と、力率改善用スイッチング素子Ｑｐの両端間に接続されたダイオードＤ１お
よび平滑用コンデンサＣ３の直列回路とを有している。力率改善用スイッチング素子Ｑｐ
は、電界効果トランジスタであり、そのゲート（制御端子）が制御部１３に接続されてい
る。この制御部１３が数十ＫＨｚから約２００ＫＨｚで力率改善用スイッチング素子Ｑｐ
をオンオフ制御することにより、整流電圧がチョッピングされ昇圧されて、平滑用コンデ
ンサＣ３の両端間に２５０～３００Ｖの一定の直流電圧を発生させる。この直流電圧が電
源電圧変換回路５ａ，５ｂに出力される。
【００２０】
　制御電源回路９は、制御回路６に動作電源を供給するものであり、平滑用コンデンサＣ
３の両端間電圧を所定の電源電圧である例えばＤＣ１５Ｖに降圧する降圧チョッパ回路を
有してなる。そして、本実施形態では、制御電源回路９は、高密度に集積化された電子部
品であるインテリジェントパワーデバイス（ＩＰＤ）素子と、その周辺回路によって形成
されている。降圧チョッパ回路は、ＩＰＤ素子に内蔵された第１のスイッチング素子Ｑ１
、以下、図示しないインダクタ、平滑用コンデンサおよびダイオードで既知の回路に形成
されている。第１のスイッチング素子Ｑ１は、９０～１１０ＫＨｚのスイッチング周波数
でスイッチング動作して、降圧チョッパ回路から例えばＤＣ１５Ｖの動作電源電圧を出力
させている。
【００２１】
　こうして、直流電源回路４は、力率改善回路８の力率改善用スイッチング素子Ｑｐのス
イッチング動作により、交流電源Ｖｓの交流電圧を一定の直流電圧に変換して出力し、制
御電源回路９の第１のスイッチング素子Ｑ１のスイッチング動作により、前記一定の直流
電圧から動作電源電圧を形成して出力している。
【００２２】
　電源電圧変換回路５ａ，５ｂは、平滑用コンデンサＣ３の両端間に並列的に接続され、
直流電源回路４から出力される一定の直流電圧が入力される。電源電圧変換回路５ａ，５
ｂは、負荷２ａ，２ｂに所定の直流電圧を供給するものであり、直流電源回路４の出力電
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圧（一定の直流電圧）を所定の直流電圧に変換する既知の降圧チョッパ回路に形成されて
いる。なお、本実施形態において、電源電圧変換回路５ａ，５ｂは、同一の回路構成およ
び仕様である。また、直流電源回路４の出力間に２個の電源電圧変換回路５ａ，５ｂに限
らず、１個の電源電圧変換回路５ａが設けられてもよく、３個以上の電源電圧変換回路５
ａが設けられてもよい。
【００２３】
　電源電圧変換回路５ａは、平滑用コンデンサＣ３の両端間に接続されたダイオードＤ２
、第２のスイッチング素子Ｑ２ａおよび抵抗Ｒ１の直列回路と、ダイオードＤ２に並列接
続されたコンデンサＣ４およびインダクタＬ２の直列回路とを有して形成されている。ま
た、電源電圧変換回路５ｂは、ダイオードＤ３、第２のスイッチング素子Ｑ２ｂ、抵抗Ｒ
２、コンデンサＣ５およびインダクタＬ３により、電源電圧変換回路５ａと同様に形成さ
れている。そして、コンデンサＣ４の両端は、電源装置１の一方の出力部１４ａ，１４ｂ
に接続され、コンデンサＣ５の両端は、他方の出力部１５ａ，１５ｂに接続されている。
出力部１４ａ，１４ｂおよび出力部１５ａ，１５ｂは、例えば端子からなっている。出力
部１４ａ，１４ｂには負荷２ａが接続され、出力部１５ａ，１５ｂには、負荷２ｂが接続
されている。
【００２４】
　負荷２ａ，２ｂは、それぞれ複数個のＬＥＤ３ａ，３ｂからなっている。ＬＥＤ３ａ，
３ｂは、それぞれ直列接続または直並列接続されており、電流が流れることによって可視
光を放射する。
【００２５】
　第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂは、例えば電界効果トランジスタであり、それ
らのゲート（制御端子）に制御電源回路９から駆動電圧が供給されている。すなわち、制
御電源回路９は、制御回路６の動作電源電圧の他に、第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ
２ｂをオンさせる駆動電圧を生成している。なお、第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２
ｂのゲートおよび制御電源回路９間には、電圧調整用の不図示の抵抗等が設けられている
。
【００２６】
　第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂは、電界効果トランジスタからなるスイッチン
グ素子Ｑ３ａ，Ｑ３ｂのスイッチング動作によりオンオフ制御される。すなわち、スイッ
チング素子Ｑ３ａ，Ｑ３ｂがオンすると、第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂのゲー
トが直流電源回路４の負極側（グランドライン）に接続されて、制御電源回路９から出力
された駆動電圧が第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂのゲートに印加されなくなり、
第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂがオフする。また、スイッチング素子Ｑ３ａ，Ｑ
３ｂがオフすると、制御電源回路９から出力された駆動電圧が第２のスイッチング素子Ｑ
２ａ，Ｑ２ｂのゲートに印加されて、第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂがオンする
。スイッチング素子Ｑ３ａ，Ｑ３ｂは、制御回路６によりオンオフ制御される。これによ
り、第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂは、制御回路６によりオンオフ制御される。
本実施形態では、第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂは、例えば５０ＫＨｚのスイッ
チング周波数でオンオフ制御されている。
【００２７】
　第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂがオンすると、直流電源回路４の出力電圧（一
定の直流電圧）が出力部１４ａ，１４ｂおよび出力部１５ａ，１５ｂに印加される。厳密
に言えば、一定の直流電圧から電源電圧変換回路５ａ，５ｂでの降下電圧を減じた直流電
圧が印加される。出力部１４ａ，１４ｂに接続された負荷２ａおよび出力部１５ａ，１５
ｂに接続された負荷２ｂに直流電圧が供給されて、負荷２ａ，２ｂに電流が流れる。
【００２８】
　そして、第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂがオフすると、直流電圧が出力部１４
ａ，１４ｂおよび出力部１５ａ，１５ｂに印加されなくなり、負荷２ａ，２ｂに電流が流
れなくなる。これが第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂのスイッチング周波数で行わ
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れ、負荷２ａ，２ｂには、矩形波電圧が供給される。制御回路６は、第２のスイッチング
素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂのオンオフ制御において、オン期間を制御することにより、一周期に
おける矩形波電圧の供給期間、すなわちオンデューティ期間またはオンデューティ比を可
変する。こうして、直流電圧変換回路５ａ，５ｂは、直流電源回路４の出力電圧を所定の
直流電圧に変換して負荷２ａ，２ｂに供給する。
【００２９】
　負荷２ａ，２ｂには、電源電圧変換回路５ａ，５ｂのインダクタＬ２，Ｌ３等の作用に
よって、第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂのオン時からオフ時に至る期間に亘って
直線状に増加していく電流が流れる。この負荷電流は、第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，
Ｑ２ｂに直列接続された抵抗Ｒ１，Ｒ２によって検出され、図２（ａ）に示すように、出
力電圧に変換されて制御回路６に入力される。抵抗Ｒ１，Ｒ２は、制御回路６とともに本
実施形態の制御手段を構成している。
【００３０】
　制御回路６は、マイクロプロセッサ（ＭＰＵ）を有して形成されている。そして、制御
回路６は、本実施形態では、第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂをオフ制御する直前
のタイミングで入力している負荷電流の電流値を検出する。この検出タイミングは、第２
のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂのオンオフ制御の周期毎に行っている。すなわち、検
出タイミングの周波数は、第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂのスイッチング周波数
とは同等となっている。そして、制御回路６は、検出した電流値（出力電圧値）をアナロ
グ値からデジタル値に変換し、検出電流値が予め設定された所定値となるようにスイッチ
ング素子Ｑ３ａ，Ｑ３ｂを介して第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂを制御する。こ
れにより、負荷２ａ，２ｂであるＬＥＤ３ａ，３ｂに目標値の定電流が流れる。
【００３１】
　また、制御回路６には、図１に示すように、調光器１６からの調光信号が調光制御部１
７を通じて入力される。制御回路６は、入力した調光信号に基づいて第２のスイッチング
素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂのオンオフ制御の比率（オンデューティ比）を可変する。これにより
、ＬＥＤ３ａ，３ｂに調光信号に応じた定電流が流れて、ＬＥＤ３ａ，３ｂが調光される
。
【００３２】
　制御回路６に入力する負荷電流には、図２（ａ）～図２（ｃ）に示すように、第２のス
イッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂのスイッチング動作および例えば制御電源回路９の第１の
スイッチング素子Ｑ１のスイッチング動作によるノイズが重畳する。すなわち、負荷電流
の立ち上がり時および立ち下がり時に第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂのオンオフ
によるノイズ（図示しない。）が重畳し、負荷電流の通流時に第１のスイッチング素子Ｑ
１のオンオフによるノイズＮ１ａ，Ｎ１ｂが重畳する。負荷電流の電流値を検出する検出
タイミングは、ノイズＮ１ａ，Ｎ１ｂが重畳しないタイミングで行われる。
【００３３】
　そして、制御回路６は、検出電流値が閾値以上変動するときには、検出電流値にノイズ
が重畳していると判定する。そして、第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂのスイッチ
ング周波数例えば５０ＫＨｚを増加または減少させて第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ
２ｂをオンオフ制御する。閾値は、第１のスイッチング素子Ｑ１等のスイッチング動作に
よるノイズがＬＥＤ３ａ，３ｂにちらつきなどを発生させる数値に適宜に設定されればよ
く、例えば、抵抗Ｒ１，Ｒ２により数Ｖ例えば１Ｖに電圧変換される電流値に設定される
。制御回路６は、検出電流値が比較される所定値よりも閾値以上外れた電流値であるとき
に、検出電流値にノイズが重畳していると判定してもよく、今回の検出電流値と直前の検
出電流値との差分が閾値以上であるときに、検出電流値にノイズが重畳していると判定し
てもよい。
【００３４】
　次に、本発明の第１の実施形態の作用について述べる。
【００３５】
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　電源装置１は、交流電源Ｖｓが投入されると、直流電源回路４から一定の直流電圧が電
源電圧変換回路５ａ，５ｂに出力されるとともに、制御電源回路９から制御回路６に所定
の電源電圧としての動作電源電圧が出力される。制御回路６は、動作して、調光器１６か
らの制御信号に基づいたオンデューティ比で第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂがス
イッング動作するようにスイッチング素子Ｑ３ａ，Ｑ３ｂをオンオフ制御する。ここで、
制御回路６は、第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂを例えば５０ＫＨｚのスイッチン
グ周波数でスイッチング動作させ、制御電源回路９の第１のスイッチング素子Ｑ１は、９
０～１１０ＫＨｚ例えば９５ＫＨｚのスイッチング周波数でスイッチング動作しているも
のとする。
【００３６】
　直流電源回路４の出力電圧は、電源電圧変換回路５ａ，５ｂにより調光信号に応じた所
定の直流電圧に変換されて、負荷３ａ，３ｂとしてのＬＥＤ３ａ，３ｂに供給される。Ｌ
ＥＤ３ａ，３ｂは、電流が流れて点灯（発光）し、可視光を放射する。そして、ＬＥＤ３
ａ，３ｂに流れる負荷電流は、抵抗Ｒ１，Ｒ２により検出され、出力電圧に変換されて制
御回路６に入力される。
【００３７】
　制御回路６は、スイッチング素子Ｑ３ａ，Ｑ３ｂをオンするタイミング、すなわち第２
のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂをオフするタイミングの直前に負荷電流の電流値を検
出する。ここで、当該電流値の検出は、一周期毎に行ってもよく、２以上の周期毎、数十
～数百の周期毎に行ってもよい。検出タイミングは、第１のスイッチング素子Ｑ１のオン
オフのタイミングおよび第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂのオンオフのタイミング
から外れているので、検出電流値は、ＬＥＤ３ａ，３ｂに流れる負荷電流のほぼ正確な電
流値となる。
【００３８】
　そして、制御回路６は、アナログ値の検出電流値をデジタル値に変換し、検出電流値が
調光信号に応じた所定値となるようにスイッチング素子Ｑ３ａ，Ｑ３ｂを介して第２のス
イッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂをオンオフ制御する。これにより、ＬＥＤ３ａ，３ｂは、
調光信号に応じた目標値の定電流が流れて、調光信号に応じた調光レベルで点灯される。
【００３９】
　直流電源回路９のＩＰＤ素子は、第１のスイッチング素子Ｑ１のスイッチング動作によ
って高度に発熱して温度上昇する。そして、ＩＰＤ素子が高温になっていくと、第１のス
イッチング素子Ｑ１のスイッチング周波数が９５ＫＨｚから次第に増加していき、第２の
スイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂのスイッチング周波数（５０ＫＨｚ）のほぼ倍数になる
ことがある。また、検出電流値の検出タイミングの周波数と第１のスイッチング素子Ｑ１
のスイッチング周波数とが異なっていると、例え微差であっても、やがて検出電流値の検
出タイミングと第１のスイッチング素子Ｑ１のオンまたはオフのタイミングとがほぼ一致
する。これにより、図２（ｄ）～図２（ｅ）に示すように、検出タイミングで負荷電流に
連続的に第１のスイッチング素子Ｑ１のスイッチング動作によるノイズが重畳し、検出電
流値に例えばノイズＮ１ｂが重畳する。
【００４０】
　制御回路６は、ノイズが重畳した検出電流値が所定値となるように第２のスイッチング
素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂをオンオフ制御すると、ＬＥＤ３ａ，３ｂには、目標値の定電流から
変動する負荷電流が流れる。負荷電流の変動が継続すると、ＬＥＤ３ａ，３ｂから放射さ
れる可視光の光量が変動して、ちらつきが発生することになる。
【００４１】
　そこで、制御回路６は、検出電流値が予め設定された閾値以上変動するときには、第２
のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂのスイッチング周波数を増減する。このスイッチング
周波数の増減幅は、制御しているスイッチング周波数の１０％以内であればよい。制御回
路６は、例えば、第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂのスイッチング周波数を５０Ｋ
Ｈｚから例えば４８ＫＨｚに変更する。
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【００４２】
　また、本実施形態では、制御回路６は、検出電流値の閾値以上の変動が連続して複数回
例えば５回であると、第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂのスイッチング周波数を増
減する。これにより、図３に示すように、検出電流値の検出タイミングの周波数と、第１
のスイッチング素子Ｑ１のスイッチング周波数の倍数とに相応の数値差が生じて、検出電
流値の検出タイミングに第１のスイッチング素子Ｑ１のオンまたはオフのタイミングが一
致しなくなる。したがって、制御回路６は、ノイズを重畳しない検出電流値が予め設定さ
れた所定値となるように第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂをオンオフ制御すること
ができる。ＬＥＤ３ａ，３ｂは、目標値の定電流が流れて点灯する。なお、前記複数回は
、数回～数百回など、検出タイミングの周波数や検出精度等に応じて適宜設定されればよ
い。
【００４３】
　そして、第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂのスイッチング周波数が５０ＫＨｚか
ら４８ＫＨｚに減少されても、オンオフ制御のオンデューティ比は変化しないので、ＬＥ
Ｄ３ａ，３ｂに流れる負荷電流の単位時間当たりの電流値が変化しなく、ＬＥＤ３ａ，３
ｂは、一定出力の可視光を放射する。
【００４４】
　そして、本実施形態では、制御回路６は、検出電流値が所定期間例えば１秒に亘って閾
値以上変動しないときは、４８ＫＨｚに減少したスイッチング周波数を当初のスイッチン
グ周波数５０ＫＨｚにして第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂをオンオフ制御する。
これにより、第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂは、設計時のスイッチング周波数で
オンオフ制御されるようになる。
【００４５】
　なお、第１のスイッチング素子Ｑ１のスイッチング周波数と、第２のスイッチング素子
Ｑ２ａ，Ｑ２ｂのスイッチング周波数が異なっていると、やがて負荷電流の電流値の検出
タイミングと、第１のスイッチング素子Ｑ１のオンのタイミングまたはオフのタイミング
がほぼ一致するようになる。ここで、当該一致するのが単発であると、ＬＥＤ３ａ，３ｂ
に流れる負荷電流の変動は、ごく短時間となり、可視光のちらつきを感じさせないもので
ある。
【００４６】
　しかしながら、制御回路６は、検出電流値が連続して閾値以上変動するときに限らず、
負荷電流の検出電流値が閾値以上変動したときに第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂ
のスイッチング周波数を増減するようにしてもよい。
【００４７】
　本実施形態の電源装置1によれば、制御回路６は、ＬＥＤ３ａ，３ｂに流れる負荷電流
の検出電流値が予め設定された閾値以上変動するときに、電源電圧変換回路５ａ，５ｂの
第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂのスイッチング周波数を増減するので、検出電流
値に直流電源回路４の第１のスイッチング素子Ｑ１のスイッチング動作によるノイズＮ１
ａ，Ｎ１ｂが重畳することを抑制することができて、ＬＥＤ３ａ，３ｂに目標値の定電流
が流れるように制御することができるとともに、明るさのちらつきを抑制できるという効
果を有する。
【００４８】
　また、制御回路６は、負荷電流の検出電流値に対する閾値以上の変動が連続するときに
、電源電圧変換回路５ａ，５ｂの第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂのスイッチング
周波数を増減するので、ＬＥＤ３ａ，３ｂから放射される可視光にちらつきを発生させず
に、所定の光出力をすることができるという効果を有する。
【００４９】
　また、制御回路６は、負荷電流の検出電流値が所定期間閾値以上変動しなくなったとき
に、増減したスイッチング周波数を当初のスイッチング周波数にして電源電圧変換回路５
ａ，５ｂの第２のスイッチング素子Ｑ２ａ，Ｑ２ｂをオンオフ制御するので、電源装置１
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【００５０】
　そして、電源装置１は、直流電源回路４の制御電源回路９が第１のスイッチング素子Ｑ
１を有して高密度に集積化された電子部品であるインテリジェントパワーデバイス（ＩＰ
Ｄ）素子に形成されているので、小型化および軽量化できるという効果を有する。
【００５１】
　なお、本実施形態において、負荷２ａ，２ｂは、ＬＥＤ３ａ，３ｂに限らず、ＥＬ素子
などの他の光源でもよく、光源以外の電気機器であってもよい。
【００５２】
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
【００５３】
　図４に、本実施形態の照明装置２１を示す。なお、図４において、図１と同一部分には
同一符号を付して説明は省略する。
【００５４】
　照明装置２１は、天井等に取り付けられるシーリングライトであり、円盤状の装置本体
２２、この装置本体２２の下面全体を覆うセード２３およびこのセード２３の側面外周を
包囲して装置本体２１に取り付けられた化粧枠２４を備えている。装置本体２２の下面に
は、半導体発光素子としてのＬＥＤ３ａ，３ｂを有するＬＥＤモジュール２５が配設され
、装置本体２２の中空には、図１に示す電源装置１が配設されている。
【００５５】
　照明装置１は、外部の交流電源Ｖｓが投入されると、電源装置１によりＬＥＤ３ａ，３
ｂが点灯される。ＬＥＤ３ａ，３ｂから放射された可視光例えば白色光は、セード２３を
透過してセード２３の前方側の空間を照明する。
【００５６】
　本実施形態の照明装置２１は、電源装置１を具備するので、ＬＥＤ３ａ，３ｂから放射
される可視光にちらつき等が発生することを抑制できる。
【００５７】
　なお、本発明の上述した実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定
することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施される
ことが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行う
ことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特
許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００５８】
　１…電源装置、　２ａ，２ｂ…負荷、　３ａ，３ｂ…半導体発光素子としてのＬＥＤ、
　４…直流電源回路、　５ａ，５ｂ…電源電圧変換回路、　６…制御手段としての制御回
路、　９…制御電源回路、　２１…照明装置、　２２…装置本体、　Ｑ１…第１のスイッ
チング素子、　Ｑ２ａ，Ｑ２ｂ…第２のスイッチング素子、　Ｒ１，Ｒ２…制御手段を構
成する抵抗
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