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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともスイッチング素子、インダクタ、ダイオードおよび平滑コンデンサを含むチ
ョッパ回路と、前記チョッパ回路を制御する制御回路とを備えた点灯装置であって、
　前記制御回路には、前記チョッパ回路の後段に設ける固体発光素子の調光レベルを指示
する調光信号のデューティ比を判定する判定部と、前記スイッチング素子を駆動するため
の駆動信号を出力する出力制御部とが設けられ、
　前記制御回路は、動作モードとして、通常モードと充電モードとを有し、
　前記通常モードでは、前記制御回路が、前記判定部による判定結果に従って前記出力制
御部から前記駆動信号を出力して、前記固体発光素子を点灯させるように前記チョッパ回
路を制御し、
　前記充電モードでは、前記制御回路が、前記インダクタに流れる電流の平均値を、前記
通常モードにより前記固体発光素子を調光下限の調光レベルで調光点灯させたときに前記
インダクタに流れる電流の平均値よりも大きくして、記平滑コンデンサの両端電圧が前記
固体発光素子を点灯させない規定の電圧になるまで前記平滑コンデンサを充電するように
前記チョッパ回路を制御し、
　前記制御回路は、前記点灯装置に電力が供給されたときに、前記充電モードにより前記
平滑コンデンサを充電するように前記チョッパ回路を制御した後、前記通常モードにより
前記固体発光素子を点灯させるように前記チョッパ回路を制御することを特徴とする点灯
装置。
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【請求項２】
　前記出力制御部は、ＰＷＭ信号からなるバースト信号を生成するバースト信号生成部と
、前記スイッチング素子をオンオフするためのスイッチング信号を生成するスイッチング
信号生成部と、前記バースト信号生成部からの前記バースト信号と前記スイッチング信号
生成部からの前記スイッチング信号とに従って前記駆動信号を生成して出力する出力部と
を備え、
　前記バースト信号生成部は、前記通常モードのとき、前記判定部による前記判定結果に
従って前記調光信号のオフデューティ比の値をオンデューティ比として有する前記バース
ト信号である第１バースト信号を生成し、前記充電モードのとき、前記判定部による前記
判定結果が前記調光下限の前記調光レベルであるときの前記第１バースト信号の前記オン
デューティ比よりも大きなオンデューティ比を有する前記バースト信号である第２バース
ト信号を生成することを特徴とする請求項１記載の点灯装置。
【請求項３】
　複数の前記固体発光素子が直列接続された複数の光源部を各別に点灯させる複数の前記
チョッパ回路を備え、前記各チョッパ回路が互いに並列接続され、
　前記制御回路は、前記充電モードのとき、前記各チョッパ回路の前記各インダクタに流
れる前記電流を各別に制御することを特徴とする請求項１記載の点灯装置。
【請求項４】
　前記制御回路は、前記平滑コンデンサの前記両端電圧を検出する検出部を備え、
　前記制御回路は、前記充電モードにおいて、前記検出部により検出された前記平滑コン
デンサの前記両端電圧が前記規定の電圧に達したとき、前記平滑コンデンサを充電するの
を停止する、もしくは、前記固体発光素子を点灯させないように前記平滑コンデンサを充
電するよう前記チョッパ回路を制御することを特徴とする請求項１ないし請求項３のいず
れか１項に記載の点灯装置。
【請求項５】
　前記検出部は、前記インダクタに流れる前記電流が増加する時間と、前記インダクタに
流れる前記電流が減少する時間とを計時する計時部を有し、
　前記制御回路は、前記計時部により計時された前記各時間に基づいて、前記平滑コンデ
ンサの前記両端電圧を算出することを特徴とする請求項４記載の点灯装置。
【請求項６】
　前記平滑コンデンサの前記両端電圧が前記規定の電圧に達してから前記通常モードに移
行するまでの間に、前記固体発光素子を点灯させない期間を設けることを特徴とする請求
項１ないし請求項５のいずれか１項に記載の点灯装置。
【請求項７】
　前記制御回路は、前記充電モードのときに前記インダクタに流れる前記電流の電流ピー
ク値を、前記インダクタの定格電流値以下の電流ピーク値で、且つ、前記判定部による前
記判定結果が前記調光下限の前記調光レベルであるときに前記インダクタに流れる前記電
流の電流ピーク値よりも大きな電流ピーク値とすることを特徴とする請求項１記載の点灯
装置。
【請求項８】
　前記平滑コンデンサの前記両端電圧が前記規定の電圧になるまでの時間は、前記判定部
に入力される前記調光信号が安定するまでの時間よりも長い時間であることを特徴とする
請求項１ないし請求項７のいずれか１項に記載の点灯装置。
【請求項９】
　前記各光源部は、互いに異なる色の光をそれぞれ放射するように構成され、
　前記制御回路は、前記充電モードのとき、前記各チョッパ回路の前記各インダクタに流
れる前記電流を各別に制御し、且つ、前記通常モードのとき、前記各光源部からそれぞれ
放射された光が混色され所定の混色光が得られるように前記各チョッパ回路を制御し、
　前記制御回路は、前記各光源部を消灯させた後に前記調光信号が入力されたとき、前記
充電モードにより前記各平滑コンデンサを充電するように前記各チョッパ回路を制御した
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後、前記通常モードにより前記各光源部を点灯させるように前記各チョッパ回路を制御す
ることを特徴とする請求項３記載の点灯装置。
【請求項１０】
　前記制御回路は、前記各光源部を消灯させた後に、前記調光信号に基づいて前記各光源
部を点灯させるように前記各チョッパ回路を制御する場合、前記各光源部を消灯させた時
から一定時間が経過した後に、前記充電モードにより前記各平滑コンデンサを充電するよ
うに前記各チョッパ回路を制御するように構成され、
　前記一定時間は、前記各平滑コンデンサの前記両端電圧が前記規定の電圧未満となるま
での時間よりも長い時間であることを特徴とする請求項９記載の点灯装置。
【請求項１１】
　前記固体発光素子と、前記固体発光素子を点灯させる請求項１ないし請求項１０のいず
れか１項に記載の点灯装置とを備えてな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、点灯装置およびそれを用いた照明器具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、調光器からの調光信号に従って発光ダイオードなどの固体発光素子を調光点
灯させる点灯装置が知られている。
【０００３】
　この種の点灯装置としては、電源オン直後から所定時間だけ調光信号をキャンセルして
発光ダイオードを所定の光量で点灯させ、所定時間の経過後に調光信号のキャンセルを解
除して調光信号が指示する光量で発光ダイオードを点灯させる電源装置が、提案されてい
る（特許文献１）。
【０００４】
　特許文献１に開示された電源装置は、図２３に示すように、全波整流回路６２と、リッ
プル電流平滑用コンデンサ６３と、スイッチングトランス６４と、スイッチングトランジ
スタ６５と、制御回路６６と、調光操作部６７とを備えている。全波整流回路６２は、交
流電源６１からの交流電力を全波整流した出力を、発生する。
【０００５】
　また、上述の電源装置は、スイッチングトランス６４の二次巻線６４ｂに、ダイオード
６８と平滑コンデンサ６９とからなる整流平滑回路７０が並列接続されている。そして、
この電源装置は、平滑コンデンサ６９に、直列接続された複数個（図示例では、４個）の
発光ダイオード７１～７４が並列接続されている。なお、特許文献１には、上述の電源装
置を適用した照明器具が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－２３２６２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上述の電源装置では、複数個の発光ダイオード７１～７４を直列接続した直
列回路が、平滑コンデンサ６９の両端間に接続されている。そのため、上述の電源装置は
、この電源装置に電力が供給されたとき、平滑コンデンサ６９の両端電圧が各発光ダイオ
ード７１～７４の順電圧（順方向電圧）の合計電圧になるまで、平滑コンデンサ６９を充
電すると推考される。ここで、平滑コンデンサ６９を充電する充電時間は、スイッチング
トランス６４の二次巻線６４ｂに流れる電流の平均値の大きさによって決まる。
【０００８】
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　また、上述の電源装置では、調光操作部６７からの調光信号のデューティ比により上記
平均値の大きさが決まるので、例えば、各発光ダイオード７１～７４の調光下限の調光レ
ベルで各発光ダイオード７１～７４を調光点灯させる場合、上記平均値の大きさが小さく
なる。このため、上述の電源装置では、上記調光レベルで各発光ダイオード７１～７４を
調光点灯させる場合、平滑コンデンサ６９を充電する充電時間が長くなり、各発光ダイオ
ード７１～７４が消灯状態から調光点灯するまでの時間が比較的長くなる可能性がある。
【０００９】
　さらに、上述の電源装置では、電源オン直後から所定時間だけ調光信号をキャンセルす
るので、各発光ダイオード７１～７４が点灯するまでの時間がより一層長くなるという懸
念もある。
【００１０】
　本発明は上記事由に鑑みて為されたものであり、その目的は、固体発光素子の消灯状態
から固体発光素子の調光下限の調光レベルで固体発光素子を調光点灯させる場合、消灯状
態から調光点灯するまでの時間を比較的短くすることが可能な点灯装置およびそれを用い
た照明器具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の点灯装置は、少なくともスイッチング素子、インダクタ、ダイオードおよび平
滑コンデンサを含むチョッパ回路と、前記チョッパ回路を制御する制御回路とを備えた点
灯装置であって、前記制御回路には、前記チョッパ回路の後段に設ける固体発光素子の調
光レベルを指示する調光信号のデューティ比を判定する判定部と、前記スイッチング素子
を駆動するための駆動信号を出力する出力制御部とが設けられ、前記制御回路は、動作モ
ードとして、通常モードと充電モードとを有し、前記通常モードでは、前記制御回路が、
前記判定部による判定結果に従って前記出力制御部から前記駆動信号を出力して、前記固
体発光素子を点灯させるように前記チョッパ回路を制御し、前記充電モードでは、前記制
御回路が、前記インダクタに流れる電流の平均値を、前記通常モードにより前記固体発光
素子を調光下限の調光レベルで調光点灯させたときに前記インダクタに流れる電流の平均
値よりも大きくして、記平滑コンデンサの両端電圧が前記固体発光素子を点灯させない規
定の電圧になるまで前記平滑コンデンサを充電するように前記チョッパ回路を制御し、前
記制御回路は、前記点灯装置に電力が供給されたときに、前記充電モードにより前記平滑
コンデンサを充電するように前記チョッパ回路を制御した後、前記通常モードにより前記
固体発光素子を点灯させるように前記チョッパ回路を制御することを特徴とする。
【００１２】
　この点灯装置において、前記出力制御部は、ＰＷＭ信号からなるバースト信号を生成す
るバースト信号生成部と、前記スイッチング素子をオンオフするためのスイッチング信号
を生成するスイッチング信号生成部と、前記バースト信号生成部からの前記バースト信号
と前記スイッチング信号生成部からの前記スイッチング信号とに従って前記駆動信号を生
成して出力する出力部とを備え、前記バースト信号生成部は、前記通常モードのとき、前
記判定部による前記判定結果に従って前記調光信号のオフデューティ比の値をオンデュー
ティ比として有する前記バースト信号である第１バースト信号を生成し、前記充電モード
のとき、前記判定部による前記判定結果が前記調光下限の前記調光レベルであるときの前
記第１バースト信号の前記オンデューティ比よりも大きなオンデューティ比を有する前記
バースト信号である第２バースト信号を生成することが好ましい。
【００１３】
　この点灯装置において、複数の前記固体発光素子が直列接続された複数の光源部を各別
に点灯させる複数の前記チョッパ回路を備え、前記各チョッパ回路が互いに並列接続され
、前記制御回路は、前記充電モードのとき、前記各チョッパ回路の前記各インダクタに流
れる前記電流を各別に制御することが好ましい。
【００１４】
　この点灯装置において、前記制御回路は、前記平滑コンデンサの前記両端電圧を検出す
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る検出部を備え、前記制御回路は、前記充電モードにおいて、前記検出部により検出され
た前記平滑コンデンサの前記両端電圧が前記規定の電圧に達したとき、前記平滑コンデン
サを充電するのを停止する、もしくは、前記固体発光素子を点灯させないように前記平滑
コンデンサを充電するよう前記チョッパ回路を制御することが好ましい。
【００１５】
　この点灯装置において、前記検出部は、前記インダクタに流れる前記電流が増加する時
間と、前記インダクタに流れる前記電流が減少する時間とを計時する計時部を有し、前記
制御回路は、前記計時部により計時された前記各時間に基づいて、前記平滑コンデンサの
前記両端電圧を算出することが好ましい。
【００１６】
　この点灯装置において、前記平滑コンデンサの前記両端電圧が前記規定の電圧に達して
から前記通常モードに移行するまでの間に、前記固体発光素子を点灯させない期間を設け
ることが好ましい。
【００１７】
　この点灯装置において、前記制御回路は、前記充電モードのときに前記インダクタに流
れる前記電流の電流ピーク値を、前記インダクタの定格電流値以下の電流ピーク値で、且
つ、前記判定部による前記判定結果が前記調光下限の前記調光レベルであるときに前記イ
ンダクタに流れる前記電流の電流ピーク値よりも大きな電流ピーク値とすることが好まし
い。
【００１８】
　この点灯装置において、前記平滑コンデンサの前記両端電圧が前記規定の電圧になるま
での時間は、前記判定部に入力される前記調光信号が安定するまでの時間よりも長い時間
であることが好ましい。
【００１９】
　この点灯装置において、前記各光源部は、互いに異なる色の光をそれぞれ放射するよう
に構成され、前記制御回路は、前記充電モードのとき、前記各チョッパ回路の前記各イン
ダクタに流れる前記電流を各別に制御し、且つ、前記通常モードのとき、前記各光源部か
らそれぞれ放射された光が混色され所定の混色光が得られるように前記各チョッパ回路を
制御し、前記制御回路は、前記各光源部を消灯させた後に前記調光信号が入力されたとき
、前記充電モードにより前記各平滑コンデンサを充電するように前記各チョッパ回路を制
御した後、前記通常モードにより前記各光源部を点灯させるように前記各チョッパ回路を
制御することが好ましい。
【００２０】
　この点灯装置において、前記制御回路は、前記各光源部を消灯させた後に、前記調光信
号に基づいて前記各光源部を点灯させるように前記各チョッパ回路を制御する場合、前記
各光源部を消灯させた時から一定時間が経過した後に、前記充電モードにより前記各平滑
コンデンサを充電するように前記各チョッパ回路を制御するように構成され、
　前記一定時間は、前記各平滑コンデンサの前記両端電圧が前記規定の電圧未満となるま
での時間よりも長い時間であることが好ましい。
【００２１】
　本発明の照明器具は、前記固体発光素子と、前記固体発光素子を点灯させる前記点灯装
置とを備えてなることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の点灯装置においては、固体発光素子の消灯状態から固体発光素子の調光下限の
調光レベルで固体発光素子を調光点灯させる場合、消灯状態から調光点灯するまでの時間
を比較的短くすることが可能となる。
【００２３】
　本発明の照明器具においては、固体発光素子の消灯状態から固体発光素子の調光下限の
調光レベルで固体発光素子を調光点灯させる場合、消灯状態から調光点灯するまでの時間
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を比較的短くすることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】実施形態１の点灯装置の概略構成図である。
【図２】実施形態１の点灯装置においてインダクタに流れる電流の説明図である。
【図３】実施形態１の点灯装置に関し、（ａ）は駆動信号の説明図、（ｂ）は平滑コンデ
ンサの両端電圧と固体発光素子が消灯状態から点灯するまでの時間との相関図である。
【図４】実施形態１の他の点灯装置に関し、（ａ）は全点灯するときの駆動信号の説明図
、（ｂ）は調光下限の調光レベルで調光点灯するときの駆動信号の説明図、（ｃ）は平滑
コンデンサの両端電圧と固体発光素子が消灯状態から点灯するまでの時間との相関図であ
る。
【図５】実施形態１の点灯装置に関し、（ａ）は駆動信号の説明図、（ｂ）は平滑コンデ
ンサの両端電圧と平滑コンデンサを充電する時間との相関図である。
【図６】実施形態１の点灯装置においてインダクタに流れる電流の説明図である。
【図７】実施形態１の点灯装置に関し、（ａ）（ｂ）は駆動信号の説明図、（ｃ）は平滑
コンデンサの両端電圧と固体発光素子が消灯状態から点灯するまでの時間との相関図であ
る。
【図８】実施形態１の照明器具の概略断面図である。
【図９】実施形態２および実施形態３の点灯装置の概略構成図である。
【図１０】実施形態２の他の点灯装置に関し、（ａ）は第１バースト信号の説明図、（ｂ
）は第３駆動信号の説明図、（ｃ）はインダクタに流れる電流の説明図である。
【図１１】実施形態３の他の点灯装置に関し、（ａ）は第３バースト信号の説明図、（ｂ
）は第４駆動信号の説明図、（ｃ）はインダクタに流れる電流の説明図である。
【図１２】実施形態３の点灯装置に関し、（ａ）は第３バースト信号の説明図、（ｂ）は
第４駆動信号の説明図、（ｃ）はインダクタに流れる電流の説明図である。
【図１３】実施形態４の点灯装置の概略構成図である。
【図１４】実施形態４の他の点灯装置に関し、（ａ）は各駆動信号の説明図、（ｂ）は各
平滑コンデンサの両端電圧と各固体発光素子が消灯状態から点灯するまでの時間との相関
図である。
【図１５】実施形態４の点灯装置に関し、（ａ）（ｂ）は各駆動信号の説明図、（ｃ）は
各平滑コンデンサの両端電圧と各固体発光素子が消灯状態から点灯するまでの時間との相
関図である。
【図１６】実施形態４の点灯装置に関し、（ａ）（ｂ）は各駆動信号の説明図、（ｃ）は
各平滑コンデンサの両端電圧と各固体発光素子が消灯状態から点灯するまでの時間との相
関図である。
【図１７】実施形態４の点灯装置において、各光源部を消灯させた後に調光信号に基づい
て各光源部を点灯させた場合の一例に関し、（ａ）（ｂ）は各駆動信号の説明図、（ｃ）
は各平滑コンデンサの両端電圧と各固体発光素子が消灯状態から点灯するまでの時間との
相関図である。
【図１８】実施形態４の他の点灯装置において、各光源部を消灯させた後に調光信号に基
づいて各光源部を点灯させた場合の一例に関し、（ａ）（ｂ）は各駆動信号の説明図、（
ｃ）は各平滑コンデンサの両端電圧と各固体発光素子が消灯状態から点灯するまでの時間
との相関図である。
【図１９】実施形態４の他の点灯装置において、各光源部を消灯させた後に調光信号に基
づいて各光源部を点灯させた場合の他の一例に関し、（ａ）（ｂ）は各駆動信号の説明図
、（ｃ）は各平滑コンデンサの両端電圧と各固体発光素子が消灯状態から点灯するまでの
時間との相関図である。
【図２０】実施形態４の他の点灯装置において、各光源部を消灯させた後に調光信号に基
づいて各光源部を点灯させた場合の別の一例に関し、（ａ）（ｂ）は各駆動信号の説明図
、（ｃ）は各平滑コンデンサの両端電圧と各固体発光素子が消灯状態から点灯するまでの
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時間との相関図である。
【図２１】実施形態４の別の点灯装置において、各光源部を消灯させた後に調光信号に基
づいて各光源部を点灯させた場合の一例に関し、（ａ）（ｂ）は各駆動信号の説明図、（
ｃ）は各平滑コンデンサの両端電圧と各固体発光素子が消灯状態から点灯するまでの時間
との相関図である。
【図２２】実施形態５の点灯装置の概略構成図である。
【図２３】従来例の電源装置の概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　（実施形態１）
　以下、本実施形態の点灯装置について、図１～図７を参照しながら説明する。
【００２６】
　本実施形態の点灯装置１０は、例えば、発光ダイオード（以下、ＬＥＤ）などの固体発
光素子２１を点灯させるものである。
【００２７】
　本実施形態では、固体発光素子２１として、ＬＥＤを採用している。また、本実施形態
では、固体発光素子２１の発光色を白色としている。また、本実施形態では、固体発光素
子２１の個数を複数個（図１では、４個）とし、各固体発光素子２１の電気的な接続関係
を直列接続としてある。なお、本実施形態では、各固体発光素子２１の電気的な接続関係
を、直列接続としているが、これに限らず、例えば、並列接続であってもよいし、直列接
続と並列接続とを組み合わせた接続であってもよい。また、本実施形態では、固体発光素
子２１の個数を複数個としているが、１個であってもよい。また、本実施形態では、固体
発光素子２１として、ＬＥＤを採用しているが、これに限らず、例えば、半導体レーザ素
子や有機エレクトロルミネッセンス素子などを採用してもよい。また、固体発光素子２１
としてＬＥＤを採用する場合は、ＬＥＤチップが発する光をそのまま利用するものであっ
てもよい。また、固体発光素子２１としてＬＥＤを採用する場合は、波長変換部材により
ＬＥＤチップの光の一部を波長変換して、ＬＥＤチップが発する光と波長変換部材が発す
る光とを混色した光を利用するものであってもよい。以下では、他の実施形態においても
同様である。
【００２８】
　本実施形態の点灯装置１０は、スイッチング素子Ｑ１、インダクタＬ１、ダイオードＤ
１および平滑コンデンサＣ１を含むチョッパ回路２と、チョッパ回路２を制御する制御回
路３とを備えている。また、点灯装置１０は、チョッパ回路２に直流電圧ＶDCを供給する
電源回路１を備えている。
【００２９】
　電源回路１は、直流電源Ｖ１からの出力電圧を平滑するコンデンサＣ２を有している。
なお、本実施形態では、直流電源Ｖ１とコンデンサＣ２との間の給電路に、点灯装置１０
への電力供給をオン、オフするためのスイッチ（図示せず）が設けられている。また、本
実施形態の点灯装置１０は、直流電源Ｖ１から電力が供給されるが、例えば、商用電源か
ら電力が供給されてもよい。この場合には、電源回路１に、例えば、商用電源からの交流
電圧を直流電圧に変換するＡＣ－ＤＣ変換回路などを設ければよい。
【００３０】
　チョッパ回路２は、例えば、バックコンバータにより構成することができる。
【００３１】
　スイッチング素子Ｑ１としては、例えば、ＭＯＳＦＥＴなどを採用することができる。
本実施形態では、スイッチング素子Ｑ１として、例えば、ｎチャネルＭＯＳＦＥＴを採用
している。
【００３２】
　インダクタＬ１としては、例えば、チョークコイルなどを採用することができる。
【００３３】
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　平滑コンデンサＣ１としては、例えば、電解コンデンサなどを採用することができる。
【００３４】
　ダイオードＤ１のカソード側は、電源回路１のコンデンサＣ２の高電位側に接続されて
いる。また、ダイオードＤ１のカソード側は、平滑コンデンサＣ１の高電位側に接続され
ている。ダイオードＤ１のアノード側は、スイッチング素子Ｑ１の一方の主端子（本実施
形態では、ドレイン端子）に接続されている。スイッチング素子Ｑ１のドレイン端子は、
インダクタＬ１の一端にされている。インダクタＬ１の他端は、平滑コンデンサＣ１の低
電位側に接続されている。
【００３５】
　スイッチング素子Ｑ１の他方の主端子（本実施形態では、ソース端子）は、抵抗Ｒ３を
介してコンデンサＣ２の低電位側に接続されている。また、スイッチング素子Ｑ１のソー
ス端子は、抵抗Ｒ３を介して接地されている。
【００３６】
　本実施形態では、平滑コンデンサＣ１に、抵抗Ｒ１と抵抗Ｒ２との直列回路が並列接続
されている。したがって、本実施形態の点灯装置１０では、上記スイッチにより点灯装置
１０への電力供給がオフされたときに、抵抗Ｒ１と抵抗Ｒ２との直列回路によって平滑コ
ンデンサＣ１に予め蓄積された電荷を放電することが可能となる。これにより、本実施形
態の点灯装置１０では、抵抗Ｒ１と抵抗Ｒ２との直列回路を平滑コンデンサＣ１に並列接
続しない構成に比べて、各固体発光素子２１を早く消灯させることが可能となる。
【００３７】
　また、本実施形態では、抵抗Ｒ１と抵抗Ｒ２との直列回路の両端間に、コネクタ４が電
気的に接続されている。ここで、本実施形態では、複数個の固体発光素子２１を直列接続
した直列回路が、コネクタ４を介して点灯装置１０に電気的に接続されている。したがっ
て、本実施形態の点灯装置１０では、複数個の固体発光素子２１の直列回路を上述の平滑
コンデンサＣ１に並列接続しているので、各固体発光素子２１を流れる電流ＩAにリップ
ルが生じるのを抑制することが可能となる。これにより、本実施形態の点灯装置１０では
、この点灯装置１０により各固体発光素子２１を点灯させた環境下において、例えば、ビ
デオカメラなどの撮像装置で撮像された映像に、ちらつきや縞状の濃淡が発生するのを防
止することが可能となる。
【００３８】
　なお、本実施形態では、チョッパ回路２を、バックコンバータにより構成しているが、
これに限らず、例えば、フライバックコンバータやフォワードコンバータなどにより構成
してもよい。
【００３９】
　制御回路３は、例えば、マイクロコンピュータに適宜のプログラムを搭載することによ
り構成することができる。なお、本実施形態では、制御回路３として、マイクロコンピュ
ータを用いているが、これに限らず、例えば、制御用ＩＣなどを用いてもよい。
【００４０】
　また、制御回路３は、各固体発光素子２１の調光レベルを指示する調光信号のデューテ
ィ比（本実施形態では、オンデューティ比）を判定する判定部５と、スイッチング素子Ｑ
１を駆動するための駆動信号を出力する出力制御部６とを有している。なお、本実施形態
の点灯装置１０では、制御回路３に電力を供給する手段として、例えば、電源回路１から
の直流電圧ＶDCを所定の直流電圧に変換して制御回路３に供給するＤＣ－ＤＣ変換回路（
図示せず）などを採用している。
【００４１】
　判定部５には、例えば調光器（図示せず）からの調光信号の１周期に対するハイレベル
の期間を計時する第１計時部（図示せず）が、設けられている。第１計時部としては、例
えば、制御回路３として用いるマイクロコンピュータに内蔵されたカウンタ（図示せず）
などを採用すればよい。
【００４２】



(9) JP 6131511 B2 2017.5.24

10

20

30

40

50

　また、判定部５には、第１計時部により計時された時間と調光信号のオンデューティ比
とが対応付けられた第１調光データを有する第１調光テーブルが、予め記憶されている。
【００４３】
　判定部５は、第１調光テーブルに基づいて第１計時部により計時された時間に対応する
調光信号のオンデューティ比を決定し、このオンデューティ比を上記判定結果として出力
制御部６へ出力する。
【００４４】
　なお、本実施形態では、判定部５が、調光信号のオンデューティ比を判定しているが、
これに限らず、調光信号のオフデューティ比を判定してもよい。この場合、第１計時部が
、調光信号の１周期に対するローレベルの期間を計時してもよい。
【００４５】
　出力制御部６は、ＰＷＭ信号からなるバースト信号を生成するバースト信号生成部６ａ
と、スイッチング素子Ｑ１をオンオフするためのスイッチング信号を生成するスイッチン
グ信号生成部６ｂとを有している。また、出力制御部６は、バースト信号生成部６ａから
のバースト信号とスイッチング信号生成部６ｂからのスイッチング信号とに従って上述の
駆動信号を生成して出力する出力部６ｃを有している。なお、本実施形態では、スイッチ
ング信号および駆動信号として、例えば、ＰＷＭ信号を用いている。
【００４６】
　出力部６ｃには、バースト信号生成部６ａからのバースト信号とスイッチング信号生成
部６ｂからのスイッチング信号との論理積を演算する演算部（図示せず）が、設けられて
いる。上記演算部としては、例えば、ＡＮＤ回路などを採用すればよい。
【００４７】
　出力部６ｃは、上記演算部により演算された演算結果に従って上述の駆動信号を生成す
る。
【００４８】
　また、点灯装置１０は、出力部６ｃからの駆動信号に従ってスイッチング素子Ｑ１を駆
動（オンオフ）するゲートドライブ回路７と、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1のゼロク
ロス点を検出するゼロクロス検出回路８とを備えている。また、点灯装置１０は、インダ
クタＬ１に流れる電流ＩL1の電流ピーク値を検出する電流ピーク値検出回路９を備えてい
る。
【００４９】
　ゲートドライブ回路７としては、例えば、スイッチング素子Ｑ１を駆動する汎用のプリ
ドライバＩＣなどを採用することができる。ゲートドライブ回路７は、制御回路３の出力
部６ｃに接続されている。また、ゲートドライブ回路７は、抵抗Ｒ４と抵抗Ｒ５との直列
回路を介してコンデンサＣ２の低電位側に接続されている。本実施形態では、抵抗Ｒ４と
抵抗Ｒ５との接続点Ｐ１を、スイッチング素子Ｑ１の制御端子（本実施形態では、ゲート
端子）に接続してある。ここで、本実施形態では、抵抗Ｒ５の両端電圧が、スイッチング
素子Ｑ１のゲート端子に印加される。すなわち、本実施形態では、抵抗Ｒ４と抵抗Ｒ５と
の直列回路が、抵抗分圧回路を構成している。なお、本実施形態の点灯装置１０では、チ
ョッパ回路２と、ゲートドライブ回路７と、ゼロクロス検出回路８と、電流ピーク値検出
回路９と、各抵抗Ｒ１～Ｒ５とで、各固体発光素子２１を点灯させる点灯回路１５を構成
している。
【００５０】
　ゼロクロス検出回路８は、チョッパ回路２のインダクタＬ１の上記一端に接続されてい
る。また、ゼロクロス検出回路８は、制御回路３のスイッチング信号生成部６ｂに接続さ
れている。
【００５１】
　また、ゼロクロス検出回路８は、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1の電流値がゼロのと
きに、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1のゼロクロス点を示す第１検出信号をスイッチン
グ信号生成部６ｂへ出力する。なお、本実施形態では、第１検出信号として、例えば、Ｐ
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ＷＭ信号を用いている。
【００５２】
　ここにおいて、本実施形態では、インダクタＬ１の上記一端にゼロクロス検出回路８を
接続しているが、これに限らず、例えば、一次巻線を構成するインダクタＬ１に対応する
二次巻線を備え、この二次巻線の一端にゼロクロス検出回路８を接続してもよい。この場
合、二次巻線の他端は、接地すればよい。
【００５３】
　電流ピーク値検出回路９は、スイッチング素子Ｑ１のソース端子と抵抗Ｒ３との接続点
Ｐ２に接続されている。また、電流ピーク値検出回路９は、スイッチング信号生成部６ｂ
に接続されている。なお、本実施形態では、抵抗Ｒ３が、インダクタＬ１に流れる電流Ｉ

L1を検出するための抵抗を構成している。また、本実施形態では、電流ピーク値検出回路
９に、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1の電流ピーク値を検出するための閾値が予め設定
されている。
【００５４】
　また、電流ピーク値検出回路９は、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1が予め設定された
上記閾値のときに、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1の電流ピーク値を示す第２検出信号
をスイッチング信号生成部６ｂへ出力する。なお、本実施形態では、第２検出信号として
、例えば、ＰＷＭ信号を用いている。また、本実施形態では、上述の接続点Ｐ２に、電流
ピーク値検出回路９を接続しているが、これに限らず、例えば、抵抗（バイパス抵抗）の
一端を接続しこの抵抗の他端に制御回路３を接続してインダクタＬ１に流れる電流ＩL1の
電流ピーク値を検出する構成にしてもよい。この場合には、制御回路３に、上記閾値を予
め設定すればよい。
【００５５】
　本実施形態の点灯装置１０では、制御回路３が、判定部５による上記判定結果に従って
出力制御部６から上述の駆動信号を出力してチョッパ回路２により各固体発光素子２１を
点灯させる通常モードを有している。
【００５６】
　バースト信号生成部６ａは、制御回路３が通常モードのとき、判定部５による上記判定
結果に従って調光信号のオフデューティ比の値をオンデューティ比として有する上述のバ
ースト信号（以下、第１バースト信号）を生成する。
【００５７】
　以下、本実施形態の点灯装置１０における制御回路３の通常モードのときの動作につい
て簡単に説明する。
【００５８】
　判定部５は、点灯装置１０に電力が供給され上記調光器から調光信号が入力されると、
この調光信号のデューティ比を判定する。また、判定部５は、調光信号のデューティ比を
上記判定結果としてバースト信号生成部６ａへ出力する。
【００５９】
　バースト信号生成部６ａは、判定部５からの上記判定結果に従って調光信号のオフデュ
ーティ比の値をオンデューティ比として有する第１バースト信号を生成して出力部６ｃへ
出力する。
【００６０】
　スイッチング信号生成部６ｂは、ゼロクロス検出回路８からの第１検出信号と電流ピー
ク値検出回路９からの第２検出信号とに従って上述のスイッチング信号（以下、第１スイ
ッチング信号）を生成して出力部６ｃへ出力する。
【００６１】
　出力部６ｃは、バースト信号生成部６ａからの第１バースト信号と、スイッチング信号
生成部６ｂからの第１スイッチング信号との論理積を上記演算部により演算し、この演算
結果に従って上述の駆動信号（以下、第１駆動信号）を生成してゲートドライブ回路７へ
出力する。
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【００６２】
　ゲートドライブ回路７は、出力部６ｃからの第１駆動信号に従ってスイッチング素子Ｑ
１を駆動（オンオフ）する。
【００６３】
　本実施形態の点灯装置１０では、スイッチング素子Ｑ１がオフ状態からオン状態になる
と、電源回路１のコンデンサＣ２の高電位側、平滑コンデンサＣ１、インダクタＬ１、ス
イッチング素子Ｑ１、抵抗Ｒ３、コンデンサＣ２の低電位側の経路で電流が流れ、平滑コ
ンデンサＣ１が充電される。よって、本実施形態の点灯装置１０では、平滑コンデンサＣ
１の両端電圧ＶCが各固体発光素子２１の順電圧（順方向電圧）の合計電圧になると、各
固体発光素子２１が点灯する。
【００６４】
　ここで、本実施形態の点灯装置１０では、スイッチング素子Ｑ１がオフ状態からオン状
態になると、図２に示すように、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1が経過時間に伴って増
加してインダクタＬ１に電磁エネルギー｛Ｌ×ＩL1（Ｔ）２｝が蓄積される。なお、Ｌは
、インダクタＬ１のインダクタンスを表している。また、ＩL1（Ｔ）は、時間Ｔのときの
インダクタＬ１に流れる電流ＩL1の電流値を表している。また、図２中のＩPは、インダ
クタＬ１に流れる電流ＩL1の電流ピーク値を表している。また、図２中のＴ１は、インダ
クタＬ１に流れる電流ＩL1が電流ピーク値の時点を表している。また、図２中のＴ２は、
インダクタＬ１に流れる電流ＩL1の電流値がゼロの時点を表している。
【００６５】
　また、本実施形態の点灯装置１０では、スイッチング素子Ｑ１がオン状態からオフ状態
になると、インダクタＬ１に予め蓄積された上記電磁エネルギーが放電されて、インダク
タＬ１に逆起電圧が発生する。また、本実施形態の点灯装置１０では、インダクタＬ１に
逆起電圧が発生すると、インダクタＬ１の上記一端、ダイオードＤ１、平滑コンデンサＣ
１、インダクタＬ１の上記他端の経路で電流が流れ、平滑コンデンサＣ１が充電される。
これにより、本実施形態の点灯装置１０では、平滑コンデンサＣ１の両端電圧ＶCを、各
固体発光素子２１の順電圧の合計電圧以上となるように維持することが可能となり、各固
体発光素子２１の点灯状態を維持することが可能となる。ここにおいて、本実施形態の点
灯装置１０では、インダクタＬ１に予め蓄積された上記電磁エネルギーが、Ｃ×〔｛ＶC

（Ｔ２）｝2－｛ＶC（Ｔ１）｝2〕として平滑コンデンサＣ１に充電される。なお、Ｃは
、平滑コンデンサＣ１のキャパシタンスを表している。また、ＶC（Ｔ２）は、インダク
タＬ１に流れる電流ＩL1の電流値がゼロであるときの平滑コンデンサＣ１の両端電圧を表
している。また、ＶC（Ｔ１）は、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1が電流ピーク値であ
るときの平滑コンデンサＣ１の両端電圧を表している。
【００６６】
　ここで、本実施形態の点灯装置１０では、スイッチング素子Ｑ１がオン状態からオフ状
態になると、図２に示すように、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1が経過時間に伴って減
少する。
【００６７】
　したがって、本実施形態の点灯装置１０では、スイッチング素子Ｑ１のオンオフを繰り
返すことによって、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1が経過時間に伴って増減する。
【００６８】
　ところで、制御回路３は、上述の通常モードとは別に、インダクタＬ１に流れる電流Ｉ

L1の平均値を、通常モードにより各固体発光素子２１を調光下限の調光レベルで調光点灯
させたときにインダクタＬ１に流れる電流ＩL1の平均値よりも大きくして平滑コンデンサ
Ｃ１の両端電圧ＶCが固体発光素子２１を点灯させない規定の電圧Ｖｆoff（図３（ｂ）参
照）になるまで平滑コンデンサＣ１を充電する充電モードを有している。なお、図３（ｂ
）中のＶｆは、固体発光素子２１の定格の順電圧を表している。また、図３（ｂ）中のＶ
ｆONは、固体発光素子２１が点灯する電圧を表している。
【００６９】
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　本実施形態では、規定の電圧Ｖｆoffを、〔固体発光素子２１が確実に消灯している電
圧〕×〔固体発光素子２１の個数〕に相当する電圧としてある。
【００７０】
　ここで、本願発明者らは、固体発光素子２１が確実に消灯している電圧として、固体発
光素子２１の定格の順電圧の７０％程度の電圧を採用すればよいと、実験により確認して
いる。また、本願発明者らは、固体発光素子２１が確実に消灯している電圧を、固体発光
素子２１のばらつきも考慮して、固体発光素子２１の定格の順電圧の６０％の電圧に設定
することを考えた。よって、本実施形態の点灯装置１０では、規定の電圧Ｖｆoffを、〔
固体発光素子２１の定格の順電圧の６０％の電圧〕×〔固体発光素子２１の個数〕に相当
する電圧としている。
【００７１】
　制御回路３は、点灯装置１０に電力が供給されたときに、上述の充電モードにより平滑
コンデンサＣ１を充電するようにチョッパ回路２を制御する。
【００７２】
　制御回路３には、点灯装置１０に電力が供給された時から現在の時刻までの時間（以下
、起動時間）を計時する第２計時部（図示せず）が、設けられている。第２計時部として
は、例えば、制御回路３として用いるマイクロコンピュータに内蔵されたカウンタ（図示
せず）などを採用すればよい。
【００７３】
　また、制御回路３には、平滑コンデンサＣ１の両端電圧ＶCが０Ｖから規定の電圧Ｖｆo

ffになるまでの時間ｔ０（図３（ｂ）参照）が、予め設定されている。以下、本実施形態
では、説明の便宜上、平滑コンデンサＣ１の両端電圧ＶCが０Ｖから規定の電圧Ｖｆoffに
なるまでの時間ｔ０を、平滑コンデンサＣ１を充電する充電時間ｔ０と称することもある
。
【００７４】
　第２計時部は、点灯装置１０に電力が供給されると、上述の起動時間の計時を開始する
。
【００７５】
　バースト信号生成部６ａは、第２計時部により計時された起動時間が制御回路３に予め
設定された充電時間ｔ０になるまで、判定部５からの上記判定結果を無視する。ここにお
いて、判定部５は、第２計時部により計時された起動時間が制御回路３に予め設定された
充電時間ｔ０になるまで、上記判定結果をバースト信号生成部６ａへ出力し続ける。
【００７６】
　また、バースト信号生成部６ａは、第２計時部により計時された起動時間が制御回路３
に予め設定された充電時間ｔ０になるまで、判定部５による上記判定結果が上記調光下限
の上記調光レベルであるときの第１バースト信号のオンデューティ比よりも大きなオンデ
ューティ比を有するバースト信号（以下、第２バースト信号）を生成して出力部６ｃへ出
力する。これにより、バースト信号生成部６ａは、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1の平
均値を、通常モードにより各固体発光素子２１を調光下限の調光レベルで調光点灯させた
ときにインダクタＬ１に流れる電流ＩL1の平均値よりも大きくすることが可能となる。な
お、本実施形態では、第２バースト信号として、例えば、ＰＷＭ信号を用いている。また
、本実施形態では、第１バースト信号の周波数と第２バースト信号の周波数とを、同じ周
波数にしてある。
【００７７】
　スイッチング信号生成部６ｂは、第２計時部により計時された起動時間が制御回路３に
予め設定された充電時間ｔ０になるまで、例えば、ＰＷＭ信号からなる第２スイッチング
信号を生成して出力部６ｃへ出力する。
【００７８】
　第２スイッチング信号のオン幅ｔONは、インダクタＬ１のインダクタンスをＬ、インダ
クタＬ１に流れる電流ＩL1の電流ピーク値をＩP、チョッパ回路２の入力電圧をＶDC、平
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滑コンデンサＣ１の両端電圧ＶCの電圧値をＶAとすると、次式により求められる。
【００７９】
【数１】

　本実施形態の点灯装置１０では、この点灯装置１０に電力が供給されたときに平滑コン
デンサＣ１の両端電圧ＶCが０Ｖである場合、第２スイッチング信号のオン幅ｔONは、次
式により求められる。
【００８０】

【数２】

　出力部６ｃは、バースト信号生成部６ａからの第２バースト信号とスイッチング信号生
成部６ｂからの第２スイッチング信号との論理積を上記演算部により演算し、この演算結
果に従って駆動信号（以下、第２駆動信号）を生成してゲートドライブ回路７へ出力する
。なお、本実施形態では、第２駆動信号として、例えば、ＰＷＭ信号を用いている。
【００８１】
　本実施形態の点灯装置１０では、制御回路３が充電モードのとき、バースト信号生成部
６ａが、上述の第２バースト信号を生成して出力部６ｃへ出力するので、インダクタＬ１
に流れる電流ＩL1の平均値を、通常モードのときに比べて、大きくすることが可能となる
。これにより、本実施形態の点灯装置１０では、通常モードのときの動作だけで平滑コン
デンサＣ１を充電する場合に比べて、平滑コンデンサＣ１を充電する充電時間ｔ０を短く
することが可能となり、平滑コンデンサＣ１を比較的早く充電することが可能となる。
【００８２】
　ところで、本願発明者らは、本実施形態の点灯装置１０において、例えば、チョッパ回
路２の入力電圧を２４Ｖ、インダクタＬ１のインダクタンスを６８μＨ、第２スイッチン
グ信号のオン幅ｔONを５μｓ、各固体発光素子２１の順電圧を３．３Ｖ、平滑コンデンサ
Ｃ１のキャパシタンスを３３０μＦにそれぞれ設定した場合、平滑コンデンサＣ１の充電
時間ｔ０をシミュレーションにより求めると、約２００ｍｓであることを確認している。
なお、本願発明者らは、シミュレーションを行う際に、例えば、回路シミュレータなどを
用いた。
【００８３】
　また、本願発明者らは、第２バースト信号のオンデューティ比を第１バースト信号のオ
ンデューティ比の２倍のオンデューティ比に設定すると、平滑コンデンサＣ１の充電時間
ｔ０が約１００ｍｓになることを、上述のシミュレーションにより確認している。また、
本願発明者らは、本実施形態の点灯装置１０において、第２バースト信号のオンデューテ
ィ比を第１バースト信号のオンデューティ比の２倍のオンデューティ比に設定すると、イ
ンダクタＬ１に流れる電流ＩL1の電流ピーク値を変えずに、平滑コンデンサＣ１の充電時
間ｔ０を１／２にすることができることを、実験により確認している。
【００８４】
　制御回路３は、第２計時部により計時された起動時間が制御回路３に予め設定された充
電時間ｔ０になると、充電モードから通常モードへ移行する。
【００８５】
　バースト信号生成部６ａは、第２計時部により計時された起動時間が制御回路３に予め
設定された充電時間ｔ０になると、判定部５からの上記判定結果に従って調光信号のオン
デューティ比を有する第１バースト信号を生成して出力部６ｃへ出力する。
【００８６】
　スイッチング信号生成部６ｂは、第２計時部により計時された起動時間が制御回路３に
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予め設定された充電時間ｔ０になると、ゼロクロス検出回路８からの第１検出信号と電流
ピーク値検出回路９からの第２検出信号とに従って第１スイッチング信号を生成して出力
部６ｃへ出力する。
【００８７】
　出力部６ｃは、バースト信号生成部６ａからの第１バースト信号とスイッチング信号生
成部６ｂからの第１スイッチング信号との論理積を上記演算部により演算し、この演算結
果に従って第１駆動信号をゲートドライブ回路７へ出力する。
【００８８】
　本実施形態では、第１バースト信号の周波数と第２バースト信号の周波数とを同じ周波
数とした上で、第２バースト信号のオンデューティ比を、上記調光下限の上記調光レベル
であるときの第１バースト信号のオンデューティ比よりも大きなオンデューティ比に設定
しているが、これに限らない。例えば、本実施形態では、第１バースト信号の周波数と第
２バースト信号の周波数とを異なる周波数とした上で、第２バースト信号のオンデューテ
ィ比を、上記調光下限の上記調光レベルであるときの第１バースト信号のオンデューティ
比よりも大きなオンデューティ比に設定してもよい。また、本実施形態では、第１バース
ト信号のオン幅と第２バースト信号のオン幅とを同じオン幅とした上で、第２バースト信
号の周波数を、第１バースト信号の周波数よりも高い周波数に設定してもよい。また、本
実施形態では、第２バースト信号の周波数を第１バースト信号の周波数よりも低い周波数
とした上で、第２バースト信号のオンデューティ比を、上記調光下限の上記調光レベルで
あるときの第１バースト信号のオンデューティ比よりも大きなオンデューティ比に設定し
てもよい。
【００８９】
　本実施形態の点灯装置１０では、制御回路３が、上述の充電モードにより平滑コンデン
サＣ１を充電した後、直ちに、充電モードから通常モードへ移行し、通常モードにより各
固体発光素子２１を点灯させる。これにより、本実施形態の点灯装置１０では、各固体発
光素子２１の消灯状態から固体発光素子２１の調光下限の調光レベルで各固体発光素子２
１を調光点灯させる場合、各固体発光素子２１が消灯状態から調光点灯するまでの時間ｔ
２（図３（ｂ）参照）を比較的短くすることが可能となる。なお、図３（ｂ）中のｔ１は
、各固体発光素子２１が消灯状態から全点灯するまでの時間を表している。また、図３（
ｂ）中の実線は、各固体発光素子２１が全点灯する場合の平滑コンデンサＣ１の両端電圧
ＶCの変化を表している。また、図３（ｂ）中の一点鎖線は、各固体発光素子２１が調光
下限の調光レベルで調光点灯する場合の平滑コンデンサＣ１の両端電圧ＶCの変化を表し
ている。また、図３（ａ）中の一点鎖線は、各固体発光素子２１を調光下限の調光レベル
で調光点灯するときの駆動信号の一部を表している。以下、本実施形態では、説明の便宜
上、各固体発光素子２１の調光下限の調光レベルで各固体発光素子２１を調光点灯させる
ことを、単に、調光点灯させると称することもある。また、本実施形態では、各固体発光
素子２１に一定の規定電流（例えば、固体発光素子２１の定格電流）を流して各固体発光
素子２１が点灯している状態（本実施形態では、この点灯状態を、調光上限の調光レベル
である１００％の点灯とする）を、各固体発光素子２１が全点灯していると称する。
【００９０】
　また、本願発明者らは、通常モードのときの動作だけで平滑コンデンサＣ１を充電する
他の点灯装置（以下、第１点灯装置）において、平滑コンデンサＣ１の両端電圧ＶCと各
固体発光素子２１が消灯状態から点灯するまでの時間との相関図を、図４（ｃ）に表して
いる。なお、図４（ｃ）中の実線は、各固体発光素子２１が全点灯する場合の平滑コンデ
ンサＣ１の両端電圧ＶCの変化を表している。また、図４（ｃ）中の一点鎖線は、各固体
発光素子２１が調光点灯する場合の平滑コンデンサＣ１の両端電圧ＶCの変化を表してい
る。また、図４（ｃ）中のＶｆは、固体発光素子２１の定格の順電圧を表している。また
、図４（ｃ）中のＶｆONは、固体発光素子２１が点灯する電圧を表している。また、図４
（ｃ）中のｔ１は、各固体発光素子２１が消灯状態から全点灯するまでの時間を表してい
る。また、図４（ｃ）中のｔ２は、各固体発光素子２１が消灯状態から調光点灯するまで
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の時間を表している。
【００９１】
　上述の第１点灯装置では、図４（ｃ）に示すように、各固体発光素子２１が消灯状態か
ら全点灯するまでの時間ｔ１と、各固体発光素子２１が消灯状態から調光点灯するまでの
時間ｔ２との時間差が大きくなる。
【００９２】
　これに対して、本実施形態の点灯装置１０では、充電モードにより平滑コンデンサＣ１
を充電した後、直ちに、充電モードから通常モードへ移行し、通常モードにより各固体発
光素子２１を点灯させる。よって、本実施形態の点灯装置１０では、第１点灯装置に比べ
て、各固体発光素子２１が消灯状態から全点灯するまでの時間ｔ１と、各固体発光素子２
１が消灯状態から調光点灯するまでの時間ｔ２との時間差を小さくすることが可能となる
（図３（ｃ）参照）。
【００９３】
　また、本実施形態の点灯装置１０において、平滑コンデンサＣ１の両端電圧ＶCが０Ｖ
から規定の電圧Ｖｆoffになるまでの時間ｔ０は、判定部５に入力される調光信号が安定
するまでの時間よりも長い時間であることが好ましい。ここで、本願発明者らは、調光信
号を出力するパナソニック社製の信号線式のＬＥＤ用ライトコントロール（例えば、品番
：ＮＱ２０３５５）を上記調光器として用いた場合に、判定部５に入力される調光信号が
安定するまでの時間が、０．５秒以下であることが好ましく、０．２秒以下であることが
より好ましいことを測定により確認している。本実施形態の点灯装置１０では、この点灯
装置１０に電力が供給されたとき、判定部５に調光信号の入力が遅れることに起因して閃
光が生じる（各固体発光素子２１が瞬間的に全点灯する）のを防止することが可能となる
。また、本実施形態の点灯装置１０では、制御回路３が充電モードから通常モードへ移行
したときに、判定部５に入力された調光信号が不安定の場合に起因して所望の明るさとは
異なる明るさで各固体発光素子２１が点灯するのを防止することが可能となる。
【００９４】
　ここにおいて、制御回路３の充電モードのときの動作は、制御回路３として用いるマイ
クロコンピュータに搭載されたプログラムにより実現可能である。よって、本実施形態の
点灯装置１０では、例えば、電子部品の追加や点灯装置１０の電子部品の定数変更などを
必要としない。
【００９５】
　ところで、本実施形態の点灯装置１０では、一定期間、平滑コンデンサＣ１を充電する
ので、第２計時部により計時された起動時間が充電時間ｔ０になったときの平滑コンデン
サＣ１の両端電圧ＶCが、図５（ｂ）に示すように、平滑コンデンサＣ１の容量のばらつ
きに起因して、異なる電圧となる可能性がある。これにより、点灯装置１０では、通常モ
ードにより各固体発光素子２１を点灯させるとき、各固体発光素子２１の点灯状態に、ば
らつきが発生する可能性がある。ここにおいて、図５（ｂ）中のＶC1～ＶC3は、第２計時
部により計時された起動時間が充電時間ｔ０になったときの平滑コンデンサＣ１の両端電
圧をそれぞれ表している。ＶC1～ＶC3の違いは、平滑コンデンサＣ１の容量のばらつきに
起因している。また、図５（ｂ）中のｔ０は、平滑コンデンサＣ１の充電時間を表してい
る。また、図５（ｂ）中の二点鎖線、実線および一点鎖線は、平滑コンデンサＣ１の両端
電圧の変化をそれぞれ表している。また、図５（ａ）は、出力部６ｃからの駆動信号を表
している。また、図５（ａ）中のＴｓは、スイッチング素子Ｑ１のスイッチング周期を表
している。また、図５（ａ）中のＴonは、スイッチング周期Ｔｓのオン期間を表している
。
【００９６】
　また、平滑コンデンサＣ１は、一般的に、経年劣化に伴って平滑コンデンサＣ１の容量
が低下する。これにより、平滑コンデンサＣ１に印加される電圧は、平滑コンデンサＣ１
の経年劣化に伴って大きくなる可能性がある。よって、点灯装置１０では、上述の充電モ
ードの途中で、平滑コンデンサＣ１の両端電圧ＶCが、各固体発光素子２１の順電圧（順
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方向電圧）の合計電圧になる可能性があり、各固体発光素子２１が点灯する可能性がある
。
【００９７】
　また、平滑コンデンサＣ１に充電される電圧は、チョッパ回路２の回路定数に起因して
発生する平滑コンデンサＣ１の過充電を抑制するために、規定の電圧Ｖｆoff以下となる
ように設定されることが好ましい。
【００９８】
　そこで、本願発明者らは、規定の電圧Ｖｆoffを、〔固体発光素子２１の定格の順電圧
の６０％の電圧〕×〔固体発光素子２１の個数〕に相当する電圧よりも小さな電圧とする
他の点灯装置（以下、第２点灯装置）を考えた。
【００９９】
　第２点灯装置では、各固体発光素子２１の消灯状態から各固体発光素子２１の調光下限
の調光レベルで各固体発光素子２１を調光点灯させる場合、点灯装置１０に比べて、平滑
コンデンサＣ１の両端電圧ＶCが、各固体発光素子２１の順電圧（順方向電圧）の合計電
圧になるまでの時間が比較的長くなる可能性がある。すなわち、第２点灯装置では、各固
体発光素子２１の消灯状態から各固体発光素子２１の調光下限の調光レベルで各固体発光
素子２１を調光点灯させる場合、点灯装置１０に比べて、各固体発光素子２１が消灯状態
から調光点灯するまでの時間が比較的長くなる可能性がある。
【０１００】
　これに対して、本実施形態の点灯装置１０では、充電モードにおいて、平滑コンデンサ
Ｃ１の両端電圧ＶCが規定の電圧Ｖｆoffに達したとき、制御回路３が、チョッパ回路２を
制御するのを停止してもよい。言い換えれば、点灯装置１０では、充電モードにおいて、
平滑コンデンサＣ１の両端電圧ＶCが規定の電圧Ｖｆoffに達したとき、平滑コンデンサＣ
１を充電するのを停止してもよい。
【０１０１】
　制御回路３は、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1が経過時間に伴って増加する時間（以
下、増加時間）Ｔｕ（図６参照）を計時する。また、制御回路３は、インダクタＬ１に流
れる電流ＩL1が経過時間に伴って減少する期間（以下、減少時間）Ｔｄ（図６参照）を計
時する。なお、図６中のＩL1（Ｔ）は、時間ＴのときのインダクタＬ１に流れる電流ＩL1

の電流値を表している。また、図６中のＩPは、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1の電流
ピーク値を表している。また、図６中のＴｓは、スイッチング素子Ｑ１のスイッチング周
期を表している。
【０１０２】
　また、制御回路３は、電流ピーク値検出回路９によって、インダクタＬ１に流れる電流
ＩL1の電流ピーク値ＩPを検出する。また、制御回路３は、ゼロクロス検出回路８によっ
て、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1のゼロクロス点を検出する。
【０１０３】
　また、制御回路３は、予め設けられた第３計時部（図示せず）によって、インダクタＬ
１に流れる電流ＩL1が、ゼロクロス点から電流ピーク値ＩPになるまでの時間（増加時間
Ｔｕ）を計時する。また、制御回路３は、第３計時部によって、インダクタＬ１に流れる
電流ＩL1が、電流ピーク値ＩPからゼロクロス点になるまでの時間（減少時間Ｔｄ）を計
時する。よって、制御回路３は、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1が経過時間に伴って増
加する増加時間Ｔuと、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1が経過時間に伴って減少する減
少時間Ｔｄとを計時することが可能となる。なお、第３計時部としては、例えば、制御回
路３として用いるマイクロコンピュータに内蔵されたカウンタ（図示せず）などを採用す
ればよい。また、本実施形態では、第３計時部が、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1が増
加する時間と、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1が減少する時間とを計時する計時部を構
成している。
【０１０４】
　平滑コンデンサＣ１の両端電圧ＶCは、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1が経過時間に
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伴って増加する増加時間をＴｕ、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1が経過時間に伴って減
少する減少時間をＴｄ、チョッパ回路２の入力電圧をＶDCとすると、次式により求められ
る。
【０１０５】
【数３】

　ここにおいて、上述の式（３）のチョッパ回路２の入力電圧ＶDCは、例えば、制御回路
３として用いるマイクロコンピュータに内蔵されたメモリ（図示せず）に、記憶されてい
る。また、本実施形態では、制御回路３として用いるマイクロコンピュータに内蔵された
上記メモリおよび上記カウンタと、ゼロクロス検出回路８と、電流ピーク値検出回路９と
で、平滑コンデンサＣ１の両端電圧ＶCを検出する検出部を構成している。
【０１０６】
　したがって、制御回路３は、スイッチング素子Ｑ１のスイッチング周期Ｔｓ毎に、上述
の式（３）の演算を行い、演算により求められたＶCと規定の電圧Ｖｆoffとを比較するこ
とによって、平滑コンデンサＣ１の両端電圧ＶCが、規定の電圧Ｖｆoffに達したことを判
定することが可能となる。なお、本実施形態では、平滑コンデンサＣ１の両端電圧ＶCが
、規定の電圧Ｖｆoffに達したことを判定する手段として、例えば、制御回路３として用
いるマイクロコンピュータに内蔵されたコンパレータ（図示せず）を採用すればよい。
【０１０７】
　また、制御回路３は、平滑コンデンサＣ１の両端電圧ＶCが規定の電圧Ｖｆoffに達した
とき、チョッパ回路２を制御するのを停止する。具体的に説明すると、出力部６ｃは、平
滑コンデンサＣ１の両端電圧ＶCが規定の電圧Ｖｆoffに達したとき、第２駆動信号を、ゲ
ートドライブ回路７へ出力するのを停止する（図７（ｃ）中のＴ３およびＴ４の時点）。
これにより、本実施形態の点灯装置１０では、第２計時部により計時された起動時間が充
電時間ｔ０になったときの平滑コンデンサＣ１の両端電圧ＶCが、平滑コンデンサＣ１の
容量のばらつきに起因して異なる電圧になるのを抑制することが可能となる。ここにおい
て、図７（ｃ）中の一点鎖線および実線は、平滑コンデンサＣ１の両端電圧の変化をそれ
ぞれ表している。また、図７（ｃ）中のＶｆは、固体発光素子２１の定格の順電圧を表し
ている。また、図７（ｃ）中のＶｆONは、固体発光素子２１が点灯する電圧を表している
。また、図７（ｃ）中のＶｆoffは、固体発光素子２１を点灯させない規定の電圧を表し
ている。また、図７（ｃ）中のｔ０は、平滑コンデンサＣ１の充電時間を表している。ま
た、図７（ａ）および図７（ｂ）は、出力部６ｃからの第２駆動信号をそれぞれ表してい
る。
【０１０８】
　また、制御回路３は、充電モードから通常モードへ移行したとき（図７（ｃ）中のＴ５
以降）、チョッパ回路２を制御する。具体的に説明すると、制御回路３は、充電モードか
ら通常モードへ移行したとき、出力部６ｃがゲートドライブ回路７へ第１駆動信号を出力
するように、チョッパ回路２を制御する。
【０１０９】
　したがって、本実施形態の点灯装置１０では、通常モードにより各固体発光素子２１を
点灯させるとき、平滑コンデンサＣ１の容量のばらつきに起因して各固体発光素子２１の
点灯状態がばらつくのを、抑制することが可能となる。
【０１１０】
　また、制御回路３により平滑コンデンサＣ１の両端電圧ＶCを検出する動作は、制御回
路３として用いるマイクロコンピュータに搭載されたプログラムにより実現可能である。
よって、点灯装置１０では、平滑コンデンサＣ１の両端電圧ＶCを検出する検出回路を必
要としない。
【０１１１】
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　本実施形態の点灯装置１０では、上述の式（３）の演算に用いられるチョッパ回路２の
入力電圧ＶDCとして、制御回路３として用いられたマイクロコンピュータの上記メモリに
予め記憶された電圧値を用いているが、これに限らず、例えば、チョッパ回路２の入力電
圧ＶDCを検出する検出回路を設けて、この検出回路により検出されたチョッパ回路２の入
力電圧ＶDCの電圧値を用いてもよい。
【０１１２】
　また、制御回路３は、平滑コンデンサＣ１の両端電圧ＶCが規定の電圧Ｖｆoffに達した
とき、平滑コンデンサＣ１を充電するのを停止しているが、各固体発光素子２１を点灯さ
せないように平滑コンデンサＣ１を充電するようチョッパ回路２を制御してもよい。具体
的に説明すると、制御回路３は、平滑コンデンサＣ１の両端電圧ＶCが、固体発光素子２
１が点灯する電圧ＶｆONとならないようにチョッパ回路２を制御してもよい。例えば、制
御回路３は、調光信号のデューティ比が０％～５％時の動作によりチョッパ回路２を制御
すればよい。これにより、本実施形態の点灯装置１０では、平滑コンデンサＣ１の両端電
圧ＶCが規定の電圧Ｖｆoffに達した後に、平滑コンデンサＣ１の両端電圧ＶCが低下する
のを抑制することが可能となる。
【０１１３】
　以上説明した本実施形態の点灯装置１０は、スイッチング素子Ｑ１、インダクタＬ１、
ダイオードＤ１および平滑コンデンサＣ１を含むチョッパ回路２と、チョッパ回路２を制
御する制御回路３とを備えている。また、本実施形態の点灯装置１０は、制御回路３に、
チョッパ回路２の後段に設ける各固体発光素子２１の調光レベルを指示する調光信号のデ
ューティ比を判定する判定部５と、スイッチング素子Ｑ１を駆動するための駆動信号を出
力する出力制御部６とが設けられている。また、本実施形態の点灯装置１０では、制御回
路３が、動作モードとして、通常モードと充電モードとを有している。通常モードでは、
制御回路３、判定部５による上記判定結果に従って出力制御部６から駆動信号（第１駆動
信号）を出力してチョッパ回路２により各固体発光素子２１を点灯させるようにチョッパ
回路２を制御する。充電モードでは、制御回路３が、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1の
平均値を、通常モードにより各固体発光素子２１を調光下限の調光レベルで調光点灯させ
たときにインダクタＬ１に流れる電流ＩL1の平均値よりも大きくして、平滑コンデンサＣ
１の両端電圧ＶCが規定の電圧Ｖｆoffになるまで平滑コンデンサＣ１を充電するようにチ
ョッパ回路２を制御する。また、本実施形態の点灯装置１０では、制御回路３が、点灯装
置１０に電力が供給されたときに、充電モードにより平滑コンデンサＣ１を充電するよう
にチョッパ回路２を制御するので、通常モードのときに比べて、平滑コンデンサＣ１を比
較的早く充電することが可能となる。
【０１１４】
　また、本実施形態の点灯装置１０では、制御回路３が、点灯装置１０に電力が供給され
たときに、充電モードにより平滑コンデンサＣ１を充電した後、直ちに、充電モードから
通常モードへ移行し、通常モードにより各固体発光素子２１を点灯させるようにチョッパ
回路２を制御する。これにより、本実施形態の点灯装置１０では、各固体発光素子２１の
消灯状態から各固体発光素子２１の調光下限の調光レベルで各固体発光素子２１を調光点
灯させる場合、各固体発光素子２１が消灯状態から調光点灯するまでの時間ｔ２（図３（
ｂ）参照）を比較的短くすることが可能となる。
【０１１５】
　以下、本実施形態の点灯装置１０を備えた照明器具３０の一例について、図８に基づい
て簡単に説明する。
【０１１６】
　本実施形態の照明器具３０は、例えば、天井材４０に埋め込み配置されるものである。
【０１１７】
　照明器具３０は、上述の複数個の固体発光素子２１と、これら複数個の固体発光素子２
１を点灯させる上述の点灯装置１０と、点灯装置１０を収納する箱状（本実施形態では、
矩形箱状）の筐体１１とを備えている。
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【０１１８】
　筐体１１の材料としては、例えば、金属（例えば、鉄、アルミニウム、ステンレス）な
どを採用することができる。本実施形態では、筐体１１を、天井材４０の一表面側（図８
では、上面側）に配置してある。また、本実施形態では、筐体１１と天井材４０との間に
、筐体１１と天井材４０との間を規定の距離に保つためのスペーサ１３を介在させてある
。これにより、本実施形態の照明器具３０では、点灯装置１０で発生する熱が天井材４０
に伝導するのを抑制することが可能となる。
【０１１９】
　筐体１１の一側壁（図８では、左側壁）には、点灯装置１０に電気的に接続された第１
接続線１２を導出するための第１導出孔（図示せず）が、形成されている。ここにおいて
、点灯装置１０は、第１接続線１２を介して、出力用コネクタ４ａに接続されている。
【０１２０】
　また、照明器具３０は、複数個の固体発光素子２１を実装した実装基板２２と、実装基
板２２が取り付けられる有底筒状（本実施形態では、有底円筒状）の器具本体２３とを備
えている。
【０１２１】
　実装基板２２としては、例えば、金属ベースプリント配線板などを採用することができ
る。本実施形態では、実装基板２２の外周形状を、例えば、円形状としている。また、本
実施形態では、実装基板２２の平面サイズを、器具本体２３の開口サイズよりも若干小さ
く設定してある。
【０１２２】
　実装基板２２は、第２接続線２５を介して、入力用コネクタ４ｂに接続されている。本
実施形態では、入力用コネクタ４ｂが、出力用コネクタ４ａと着脱自在に接続可能となっ
ている。本実施形態の照明器具３０では、出力用コネクタ４ａと入力用コネクタ４ｂとを
接続することによって、点灯装置１０と実装基板２２とが電気的に接続される。なお、本
実施形態の照明器具３０では、出力用コネクタ４ａと入力用コネクタ４ｂとで、上述のコ
ネクタ４を構成している。
【０１２３】
　実装基板２２の一面側（図８では、下面側）には、複数個の固体発光素子２１が実装さ
れている。なお、図８では、４個の固体発光素子２１のうち３個の固体発光素子２１が見
えている。
【０１２４】
　器具本体２３の材料としては、例えば、金属（例えば、鉄、アルミニウム、ステンレス
）などを採用することができる。
【０１２５】
　器具本体２３の底壁２３ａには、実装基板２２に電気的に接続された第２接続線２５を
導出するための第２導出孔（図示せず）が、形成されている。
【０１２６】
　本実施形態の照明器具３０では、器具本体２３の底壁２３ａの内側に、上述の実装基板
２２が配置されている。また、本実施形態では、器具本体２３の底壁２３ａに、上述の実
装基板２２が取り付けられている。また、本実施形態では、上述の実装基板２２を器具本
体２３の底壁２３ａに取り付ける手段として、例えば、電気絶縁性および熱伝導性を有す
る接着シート（図示せず）などを用いている。
【０１２７】
　器具本体２３の側壁２３ｂの下端部には、外方へ延設された鍔部２３ｃが設けられてい
る。また、器具本体２３の側壁２３ｂの下端部には、天井材４０に予め形成された埋込孔
４０ａの周部を鍔部２３ｃとで挟持可能な一対の取付金具（図示せず）が、設けられてい
る。
【０１２８】
　本実施形態の照明器具３０では、天井材４０の埋込孔４０ａの周部を上記一対の取付金
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具と鍔部２３ｃとで挟持することによって、器具本体２３を天井材４０に埋め込み配置す
ることが可能となる。
【０１２９】
　また、照明器具３０は、器具本体２３の開口部を覆い各固体発光素子２１から放射され
た光を拡散する光拡散板２４を備えている。
【０１３０】
　光拡散板２４の材料としては、透光性材料（例えば、アクリル樹脂、ガラスなど）を採
用することができる。本実施形態では、光拡散板２４の形状を、例えば、円板状としてい
る。また、本実施形態では、器具本体２３の側壁２３ｂの下端部に、光拡散板２４が着脱
自在に取り付けられている。
【０１３１】
　以上説明した本実施形態の照明器具３０は、各固体発光素子２１と、各固体発光素子２
１を点灯させる上述の点灯装置１０とを備えている。これにより、本実施形態の照明器具
３０では、各固体発光素子２１の消灯状態から各固体発光素子２１の調光下限の調光レベ
ルで各固体発光素子２１を調光点灯させる場合、各固体発光素子２１が消灯状態から調光
点灯するまでの時間ｔ２を比較的短くすることが可能となる。
【０１３２】
　また、本実施形態の照明器具３０では、複数個の固体発光素子２１を実装した実装基板
２２が取り付けられた器具本体２３とは別体に、上述の点灯装置１０を収納した筐体１１
を設けているので、器具本体２３の薄型化を図ることが可能となる。
【０１３３】
　（実施形態２）
　本実施形態の点灯装置１７は、基本構成が実施形態１と略同じであり、図９に示すよう
に、実施形態１の電流ピーク値検出回路９を備えていない点などが実施形態１と相違する
。なお、実施形態１と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を適宜省略する。
【０１３４】
　出力制御部６は、実施形態１のスイッチング信号生成部６ｂの代わりに、インダクタＬ
１に流れる電流ＩL1が電流ピーク値ＩP（図１０（ｃ）参照）を越えるのを防止するため
の第３スイッチング信号を生成するスイッチング信号生成部６ｄを備えている。なお、本
実施形態では、第３スイッチング信号として、例えば、ＰＷＭ信号を用いている。
【０１３５】
　本実施形態では、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1が電流ピーク値IPを越えないように
、第３スイッチング信号のオン幅ｔONを、上述の式（２）により求めている。
【０１３６】
　スイッチング信号生成部６ｄは、ゼロクロス検出回路８からの第１検出信号に従って上
述の第３スイッチング信号を出力部６ｃへ出力する。
【０１３７】
　以下、本実施形態の点灯装置１７における制御回路３の動作について簡単に説明する。
なお、本実施形態では、スイッチング素子Ｑ１が、オン状態からオフ状態になったものと
して説明する。また、本実施形態では、実施形態１と同様の動作について、説明を適宜省
略する。
【０１３８】
　ゼロクロス検出回路８は、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1のゼロクロス点を検出する
と、第１検出信号をスイッチング信号生成部６ｄへ出力する。
【０１３９】
　スイッチング信号生成部６ｄは、ゼロクロス検出回路８から第１検出信号が入力される
と、第３スイッチング信号を出力部６ｃへ出力する。
【０１４０】
　出力部６ｃは、バースト信号生成部６ａからの第１バースト信号と、スイッチング信号
生成部６ｄからの第３スイッチング信号との論理積を上記演算部により演算し、この演算
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結果に従って駆動信号（以下、第３駆動信号）をゲートドライブ回路７へ出力する。なお
、本実施形態では、第３駆動信号として、例えば、ＰＷＭ信号を用いている。
【０１４１】
　ゲートドライブ回路７は、出力部６ｃからの第３駆動信号に従ってスイッチング素子Ｑ
１を駆動（オンオフ）する。つまり、ゲートドライブ回路７は、出力部６ｃからの第３駆
動信号に従ってスイッチング素子Ｑ１を一定期間、オン状態にして、上記一定期間が経過
した後に、スイッチング素子Ｑ１をオフ状態にする。これにより、本実施形態の点灯装置
１７では、実施形態１の電流ピーク値検出回路９を用いることなく、インダクタＬ１に流
れる電流ＩL1が電流ピーク値IPを越えるのを防止することが可能となる。よって、本実施
形態の点灯装置１７では、実施形態１の電流ピーク値検出回路９を備えない構成とするこ
とができるので、実施形態１の点灯装置１０よりも小型化を図ることが可能となる。
【０１４２】
　本実施形態の点灯装置１７は、例えば、実施形態１の照明器具３０に適用してもよい。
【０１４３】
　（実施形態３）
　本実施形態の点灯装置１８は、図９に示すように、基本構成が実施形態２と同じであり
、制御回路３が、充電モードのときに、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1がこのインダク
タＬ１の定格電流値ＩSを越えないように、平滑コンデンサＣ１を充電するようにチョッ
パ回路２を制御する点などが実施形態２と相違する。なお、実施形態２と同様の構成要素
には同一の符号を付して説明を適宜省略する。
【０１４４】
　ところで、実施形態２の点灯装置１７では、この点灯装置１７に電力が供給されたとき
、平滑コンデンサＣ１に電荷が十分に蓄積されていない可能性がある。本願発明者らは、
実施形態２の点灯装置１７において、通常モードのときの動作だけで平滑コンデンサＣ１
を充電する他の点灯装置（以下、第３点灯装置）を考えた。また、本願発明者らは、第３
点灯装置に電力が供給されたとき、上述の第３駆動信号によりスイッチング素子Ｑ１をオ
ンオフするので、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1がこのインダクタＬ１の定格電流値IS
（図１０（ｃ）参照）を越える可能性があると考えた。また、本願発明者らは、第３点灯
装置において、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1がこのインダクタＬ１の定格電流値ISを
越えると、インダクタＬ１に過電流が流れる可能性があり、このインダクタＬ１が飽和す
る可能性があると考えた。
【０１４５】
　本実施形態の点灯装置１８では、バースト信号生成部６ａが、インダクタＬ１に流れる
電流ＩL1がこのインダクタＬ１の定格電流値ＩSを越えるのを防止するためのバースト信
号（以下、第３バースト信号）を生成して出力部６ｃへ出力する。なお、本実施形態では
、第３バースト信号として、例えば、ＰＷＭ信号を用いている。
【０１４６】
　ここで、本願発明者らは、充電モードにより平滑コンデンサＣ１を充電する別の点灯装
置（以下、第４点灯装置）を考えた。また、本願発明者らは、第４点灯装置において、第
３バースト信号のオンデューティ比を、第１バースト信号のオンデューティ比（図１０（
ａ）参照）よりも小さなオンデューティ比（図１１（ａ）参照）に設定することを考えた
。なお、図１０（ａ）および図１１（ａ）中のｆ１は、第１バースト信号および第３バー
スト信号の周波数を表し、同じ周波数であることを示している。また、本実施形態では、
第１バースト信号および第３バースト信号の周波数ｆ１を、例えば、１ｍｓとしてある。
また、図１１（ｃ）中のＩSは、インダクタＬ１の定格電流値を表している。
【０１４７】
　上述の第４点灯装置では、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1がこのインダクタＬ１の定
格電流値ISを越えることがなく、インダクタＬ１に過電流が流れるのを抑制することが可
能となり、このインダクタＬ１が飽和するのを防止することが可能となる。
【０１４８】



(22) JP 6131511 B2 2017.5.24

10

20

30

40

50

　しかしながら、第４点灯装置では、上述の第３点灯装置に比べて、スイッチング素子Ｑ
１がオフ状態となる期間が長くなる（図１１（ｂ）参照）ので、インダクタＬ１に流れる
電流ＩL1の平均値が小さくなる（図１１（ｃ）参照）。そのため、第４点灯装置では、第
３点灯装置に比べて、平滑コンデンサＣ１を充電する充電時間ｔ０が長くなる可能性があ
る。
【０１４９】
　本願発明者らは、本実施形態の点灯装置１８において、第３バースト信号のオンデュー
ティ比を、第１バースト信号のオンデューティ比（図１０（ａ）参照）よりも小さなオン
デューティ比（図１２（ａ）参照）に設定し、且つ、第３バースト信号の周波数を、第１
バースト信号の周波数（図１０（ａ）参照）よりも高い周波数（図１２（ａ）参照）に設
定することを考えた。なお、図１２（ａ）中のｆ２は、第３バースト信号の周波数を表し
ている。また、本実施形態では、第３バースト信号の周波数ｆ２を、例えば、０．２ｍｓ
としてある。また、図１２（ｃ）中のＩSは、インダクタＬ１の定格電流値を表している
。
【０１５０】
　本実施形態の点灯装置１８では、上述の第４点灯装置に比べて、スイッチング素子Ｑ１
がオフ状態となる期間が短くなり（図１２（ｂ）参照）、インダクタＬ１に流れる電流Ｉ

L1の平均値が大きくなる（図１２（ｃ）参照）。よって、本実施形態の点灯装置１８では
、第４点灯装置に比べて、平滑コンデンサＣ１を充電する充電時間ｔ０を短くすることが
可能となる。
【０１５１】
　本実施形態の点灯装置１８では、制御回路３が充電モードのときに、バースト信号生成
部６ａが、第１バースト信号のオンデューティ比よりも小さなオンデューティ比を有し、
且つ、第１バースト信号の周波数よりも高い周波数を有する第３バースト信号を生成して
出力部６ｃへ出力する。
【０１５２】
　出力部６ｃは、バースト信号生成部６ａからの第３バースト信号と、スイッチング信号
生成部６ｄからの第３スイッチング信号との論理積を上記演算部により演算し、この演算
結果に従って駆動信号（以下、第４駆動信号）をゲートドライブ回路７へ出力する。なお
、本実施形態では、第４駆動信号として、例えば、ＰＷＭ信号を用いている。
【０１５３】
　以上説明した本実施形態の点灯装置１８では、この点灯装置１８に電力が供給され制御
回路３が充電モードのときに、バースト信号生成部６ａが、第１バースト信号のオンデュ
ーティ比よりも小さなオンデューティ比を有し、且つ、第１バースト信号の周波数よりも
高い周波数を有する第３バースト信号を生成して出力部６ｃへ出力する。これにより、本
実施形態の点灯装置１８では、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1がこのインダクタＬ１の
定格電流値ISを越えることがなく、インダクタＬ１に過電流が流れるのを抑制することが
可能となり、このインダクタＬ１が飽和するのを防止することが可能となる。よって、本
実施形態の点灯装置１８では、インダクタＬ１が飽和するのを防止することができるので
、スイッチング素子Ｑ１やダイオードＤ１に過度のストレスがかかるのを抑制することが
可能となる。
【０１５４】
　また、本実施形態の点灯装置１８では、制御回路３が充電モードのときに、バースト信
号生成部６ａが、上述の第３バースト信号を生成して出力部６ｃへ出力するので、上述の
第４点灯装置に比べて、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1の平均値を大きくすることが可
能となり、平滑コンデンサＣ１を比較的早く充電することが可能となる。
【０１５５】
　また、本実施形態の点灯装置１８では、制御回路３が、点灯装置１８に電力が供給され
たときに、充電モードにより平滑コンデンサＣ１を充電した後、直ちに、充電モードから
通常モードへ移行し、通常モードにより各固体発光素子２１を点灯させる。これにより、
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本実施形態の点灯装置１８では、各固体発光素子２１の消灯状態から各固体発光素子２１
の調光下限の調光レベルで各固体発光素子２１を調光点灯させる場合、各固体発光素子２
１が消灯状態から調光点灯するまでの時間ｔ２を比較的短くすることが可能となる。
【０１５６】
　また、本実施形態の点灯装置１８は、実施形態１の電流ピーク値検出回路９を備えない
構成であるため、実施形態１の点灯装置１０よりも小型化を図ることが可能となる。
【０１５７】
　本実施形態の点灯装置１８は、例えば、実施形態１の照明器具３０に適用してもよい。
【０１５８】
　（実施形態４）
　本実施形態の点灯装置１９は、基本構成が実施形態１と略同じであり、図１３に示すよ
うに、複数個の点灯回路１５を備えている点などが実施形態１と相違する。なお、実施形
態１と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を適宜省略する。
【０１５９】
　本実施形態の点灯装置１９では、複数個の固体発光素子２１として、例えば、赤色光を
放射するＬＥＤ（以下、赤色ＬＥＤ）２１ａと、緑色光を放射するＬＥＤ（以下、緑色Ｌ
ＥＤ）２１ｂと、白色光を放射するＬＥＤ（以下、白色ＬＥＤ）２１ｃとを有している。
また、本実施形態では、赤色ＬＥＤ２１ａの個数を、２×ｎ個（ｎ≧２）としている。ま
た、本実施形態では、緑色ＬＥＤ２１ｂおよび白色ＬＥＤ２１ｃそれぞれの個数を、ｎ個
（ｎ≧２）としている。なお、本実施形態の点灯装置１９では、一例として、赤色ＬＥＤ
２１ａの個数を４個、緑色ＬＥＤ２１ｂの個数を２個、白色ＬＥＤ２１ｃの個数を２個と
してある。
【０１６０】
　本実施形態の点灯装置１９は、４個の赤色ＬＥＤ２１ａが直列接続された光源部２６と
、２個の緑色ＬＥＤ２１ｂが直列接続された光源部２７と、２個の白色ＬＥＤ２１ｃが直
列接続された光源部２８とを、各別に点灯させる上述の複数個（本実施形態では、３個）
の点灯回路１５を備えている。本実施形態では、各光源部２６～２８が、互いに異なる色
の光をそれぞれ放射するように構成されている。以下、本実施形態では、説明の便宜上、
各光源部２６～２８を、第１光源部２６、第２光源部２７、第３光源部２８と称すること
もある。
【０１６１】
　各点灯回路１５は、互いに並列接続されている。以下、本実施形態では、説明の便宜上
、３個の点灯回路１５を、第１点灯回路１５ａ、第２点灯回路１５ｂ、第３点灯回路１５
ｃと称することもある。
【０１６２】
　第１点灯回路１５ａの一対の出力端の高電位側は、コネクタ１６を介して各光源部２６
～２８の一端にそれぞれ接続されている。第１光源部２６の他端は、コネクタ１６を介し
て第１点灯回路１５ａの一対の出力端の低電位側に接続されている。第２光源部２７の他
端は、コネクタ１６を介して第２点灯回路１５ｂの一対の出力端の低電位側に接続されて
いる。第３光源部２８の他端は、コネクタ１６を介して第３点灯回路１５ｃの一対の出力
端の低電位側に接続されている。
【０１６３】
　各点灯回路１５ａ～１５ｃの一対の入力端は、電源回路１の一対の出力端に接続されて
いる。
【０１６４】
　出力制御部６のバースト信号生成部（図示せず）は、判定部５からの上記判定結果に従
って第１光源部２６を点灯させるためのオンデューティ比を有するバースト信号（以下、
第４バースト信号）を生成する。また、上記バースト信号生成部は、判定部５からの上記
判定結果に従って第２光源部２７を点灯させるためのオンデューティ比を有するバースト
信号（以下、第５バースト信号）を生成する。さらに、上記バースト信号生成部は、判定
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部５からの上記判定結果に従って第３光源部２８を点灯させるためのオンデューティ比を
有するバースト信号（以下、第６バースト信号）を生成する。なお、本実施形態では、第
４～第６バースト信号として、例えば、ＰＷＭ信号を用いている。
【０１６５】
　出力制御部６のスイッチング信号生成部（図示せず）は、第１点灯回路１５ａからの第
１検出信号および第２検出信号に従って、第１点灯回路１５ａのチョッパ回路（図示せず
）のスイッチング素子（図示せず）をオンオフするためのスイッチング信号（以下、第４
スイッチング信号）を生成する。また、上記スイッチング信号生成部は、第２点灯回路１
５ｂからの第１検出信号および第２検出信号に従って、第２点灯回路１５ｂのチョッパ回
路（図示せず）のスイッチング素子（図示せず）をオンオフするためのスイッチング信号
（以下、第５スイッチング信号）を生成する。さらに、上記スイッチング信号生成部は、
第３点灯回路１５ｃからの第１検出信号および第２検出信号に従って、第３点灯回路１５
ｃのチョッパ回路（図示せず）のスイッチング素子（図示せず）をオンオフするためのス
イッチング信号（以下、第６スイッチング信号）を生成する。なお、本実施形態では、第
４～第６スイッチング信号として、例えば、ＰＷＭ信号を用いている。
【０１６６】
　出力制御部６の出力部（図示せず）は、上記バースト信号生成部からの第４バースト信
号と上記スイッチング信号生成部からの第４スイッチング信号との論理積を上記演算部に
より演算し、この演算結果に従って駆動信号（以下、第５駆動信号）を第１点灯回路１５
ａのゲートドライブ回路（図示せず）へ出力する。また、上記出力部は、上記バースト信
号生成部からの第５バースト信号と上記スイッチング信号生成部からの第５スイッチング
信号との論理積を上記演算部により演算し、この演算結果に従って駆動信号（以下、第６
駆動信号）を第２点灯回路１５ｂのゲートドライブ回路（図示せず）へ出力する。さらに
、上記出力部は、上記バースト信号生成部からの第６バースト信号と上記スイッチング信
号生成部からの第６スイッチング信号との論理積を上記演算部により演算し、この演算結
果に従って駆動信号（以下、第７駆動信号）を第３点灯回路１５ｃのゲートドライブ回路
（図示せず）へ出力する。なお、本実施形態では、第５～第７駆動信号として、例えば、
ＰＷＭ信号を用いている。
【０１６７】
　また、制御回路３は、通常モードのとき、各光源部２６～２８からそれぞれ放射された
光が混色され所定の混色光が得られるように上記各チョッパ回路を制御する。
【０１６８】
　以下、本実施形態の点灯装置１９における制御回路３の通常モードのときの動作につい
て簡単に説明する。なお、本実施形態では、実施形態１と同様の動作について、説明を適
宜省略する。
【０１６９】
　上記バースト信号生成部は、判定部５からの上記判定結果に従って第４～第６バースト
信号をそれぞれ生成して上記出力部へ出力する。
【０１７０】
　上記スイッチング信号生成部は、各点灯回路１５ａ～１５ｃからの第１検出信号および
第２検出信号に従って、第４～第６スイッチング信号をそれぞれ生成して上記出力部へ出
力する。
【０１７１】
　上記出力部は、上記バースト信号生成部からの第４～第６バースト信号と、上記スイッ
チング信号生成部からの第４～第６スイッチング信号との論理積を上記演算部により演算
し、この演算結果に従って第５～第７駆動信号をそれぞれ生成して上記各ゲートドライブ
回路へ出力する。
【０１７２】
　上記各ゲートドライブ回路は、上記出力部からの対応する各第５～第７駆動信号に従っ
て上記各スイッチング素子を駆動（オンオフ）する。
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【０１７３】
　本実施形態の点灯装置１９では、制御回路３が、通常モードのとき、各第５～第７駆動
信号により上記各スイッチング素子をオンオフすることによって、上記各チョッパ回路の
各インダクタ（図示せず）に流れる電流ＩL1を同時に制御する。これにより、点灯装置１
９では、制御回路３が、通常モードのとき、各光源部２６～２８を点灯させることが可能
となり、各光源部２６～２８からそれぞれ放射された光が混色され所定の混色光を得るこ
とが可能となる。
【０１７４】
　ところで、本願発明者らは、通常モードのときの動作だけで平滑コンデンサＣ１を充電
する他の点灯装置（以下、第５点灯装置）を考えた。また、本願発明者らは、第５点灯装
置において、例えば、上記出力部からの各第５～第７駆動信号のオン幅ｔONおよび周波数
を、同じオン幅および同じ周波数にそれぞれ設定することを考えた（図１４（ａ）参照）
。また、本願発明者らは、第５点灯装置において、上述の各第５～第７駆動信号により上
記各スイッチング素子をオンオフすると、定格の順電圧の合計電圧が小さい第２光源部２
７および第３光源部２８から点灯すると考えた（図１４（ｂ）参照）。ここにおいて、図
１４（ｂ）中のＶｆＲは、各赤色ＬＥＤ２１ａの定格の順電圧の合計電圧を表している。
また、図１４（ｂ）中のＶｆＧＷは、各緑色ＬＥＤ２１ｂの定格の順電圧の合計電圧を表
している。また、図１４（ｂ）中のＶｆＧＷは、各白色ＬＥＤ２１ｃの定格の順電圧の合
計電圧も表している。また、図１４（ｂ）中のｔＧＷは、第２光源部２７および第３光源
部２８が消灯状態から点灯するまでの時間を表している。また、図１４（ｂ）中のｔＲは
、第１光源部２６が消灯状態から点灯するまでの時間を表している。また、図１４（ｂ）
中の「△」は、第１光源部２６が点灯した時点を表している。また、図１４（ｂ）中の「
○」は、第２光源部２７が点灯した時点を表している。また、図１４（ｂ）中の「□」は
、第３光源部２８が点灯した時点を表している。また、図１４（ｂ）中の実線は、第１点
灯回路１５ａの上記平滑コンデンサにおける両端電圧ＶCの変化を表している。また、図
１４（ｂ）中の一点鎖線は、第２点灯回路１５ｂおよび第３点灯回路１５ｃそれぞれの上
記平滑コンデンサにおける両端電圧ＶCの変化の一部を表している。また、図１４（ｂ）
では、第２光源部２７および第３光源部２８が消灯状態から点灯するまでの間（図１４（
ｂ）中のｔＧＷ）、第２点灯回路１５ｂおよび第３点灯回路１５ｃそれぞれの上記平滑コ
ンデンサにおける両端電圧ＶCの変化が、第１点灯回路１５ａの上記平滑コンデンサにお
ける両端電圧ＶCの変化と同じであることを表している。
【０１７５】
　また、本願発明者らは、家庭で使用される一般的な照明器具において、視感度が高い第
２光源部２７（各緑色ＬＥＤ２１ｂ）から点灯させると、照明器具の照明エリア内にいる
人が違和感を感じる可能性があるため、望ましくないと考えた。また、本願発明者らは、
第３光源部２８（各白色ＬＥＤ２１ｃ）よりも視感度が低い第１光源部２６（各赤色ＬＥ
Ｄ２１ａ）を先に点灯させるほうが望ましいと考えた。
【０１７６】
　本実施形態の点灯装置１９では、この点灯装置１９に電力が供給されたときに、制御回
路３が、充電モードにより各点灯回路１５ａ～１５ｃの上記各チョッパ回路の平滑コンデ
ンサ（図示せず）を充電するように上記各チョッパ回路を制御する。
【０１７７】
　ここで、本願発明者らは、第２光源部２７よりも第１光源部２６を先に点灯させるため
に、第２点灯回路１５ｂおよび第３点灯回路１５ｃそれぞれの上記各平滑コンデンサより
も第１点灯回路１５ａの上記平滑コンデンサを早く充電することを考えた。また、本願発
明者らは、制御回路３が充電モードのときに、第１点灯回路１５ａの上記平滑コンデンサ
に印加する電圧（以下、第１充電電圧）を、第２点灯回路１５ｂおよび第３点灯回路１５
ｃそれぞれの上記各平滑コンデンサに印加する電圧（以下、第２充電電圧）よりも大きな
電圧に設定することを考えた。また、本願発明者らは、制御回路３が充電モードのときに
、第１充電電圧および第２充電電圧の各々を、（第２充電電圧）＜（第１充電電圧／２）
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の関係を満たすように設定することを考えた。
【０１７８】
　本実施形態の点灯装置１９では、制御回路３が、充電モードのとき、上記各チョッパ回
路の上記各インダクタに流れる電流ＩL1を各別に制御する。具体的に説明すると、本実施
形態では、制御回路３が充電モードのときに、各第５～第７駆動信号の周波数を同じ周波
数とし、且つ、第５駆動信号のオン幅ｔONを第６駆動信号および第７駆動信号のオン幅ｔ

ONの２倍のオン幅とする（図１５（ａ）および図１５（ｂ）参照）。なお、図１５（ａ）
は、第５駆動信号の波形を表している。また、図１５（ｂ）は、第６駆動信号および第７
駆動信号の波形を表している。
【０１７９】
　本実施形態の点灯装置１９では、制御回路３が、充電モードのとき、上記各チョッパ回
路の上記各インダクタに流れる電流ＩL1を各別に制御するので、第１点灯回路１５ａの上
記平滑コンデンサを、第２点灯回路１５ｂおよび第３点灯回路１５ｃそれぞれの上記各平
滑コンデンサよりも比較的早く充電することが可能となる。これにより、本実施形態の点
灯装置１９では、第１光源部２６を、第２光源部２７および第３光源部２８よりも早く点
灯させることが可能となる（図１５（ｃ）参照）。なお、図１５（ｃ）中のＶｆＲは、各
赤色ＬＥＤ２１ａの定格の順電圧の合計電圧を表している。また、図１５（ｃ）中のＶｆ

ＧＷは、各緑色ＬＥＤ２１ｂの定格の順電圧の合計電圧を表している。また、図１５（ｃ
）中のＶｆＧＷは、各白色ＬＥＤ２１ｃの定格の順電圧の合計電圧も表している。また、
図１５（ｃ）中のＶｆoff1は、第１点灯回路１５ａの上記平滑コンデンサの規定の電圧を
表している。また、図１５（ｃ）中のＶｆoff2は、第２点灯回路１５ｂおよび第３点灯回
路１５ｃの上記平滑コンデンサの規定の電圧を表している。また、図１５（ｃ）中のｔ０
は、上記各平滑コンデンサの両端電圧ＶCが０Ｖから規定の電圧になるまでの時間を表し
ている。また、図１５（ｃ）中のｔＲは、第１光源部２６が消灯状態から点灯するまでの
時間を表している。また、図１５（ｃ）中のｔＧＷは、第２光源部２７および第３光源部
２８が消灯状態から点灯するまでの時間を表している。また、図１５（ｃ）中の「△」は
、第１光源部２６が点灯した時点を表している。また、図１５（ｃ）中の「○」は、第２
光源部２７が点灯した時点を表している。また、図１５（ｃ）中の「□」は、第３光源部
２８が点灯した時点を表している。また、図１５（ｃ）中の実線は、第１点灯回路１５ａ
の上記平滑コンデンサにおける両端電圧ＶCの変化を表している。また、図１５（ｂ）中
の一点鎖線は、第２点灯回路１５ｂおよび第３点灯回路１５ｃそれぞれの上記平滑コンデ
ンサにおける両端電圧ＶCの変化を表している。
【０１８０】
　ここにおいて、本実施形態では、各第５～第７駆動信号の周波数を同じ周波数とし、且
つ、第５駆動信号のオン幅ｔONを第６駆動信号および第７駆動信号のオン幅ｔONの２倍の
オン幅としているが、これに限らず、例えば、各第５～第７駆動信号のオン幅ｔONを同じ
オン幅とし、且つ、第５駆動信号の周波数を、第６駆動信号および第７駆動信号の周波数
の１／２倍の周波数としてもよい。
【０１８１】
　また、本実施形態では、各固体発光素子２１として、赤色ＬＥＤ２１ａと、緑色ＬＥＤ
２１ｂと、白色ＬＥＤ２１ｃとを採用しているが、これに限らず、例えば、赤色ＬＥＤ２
１ａと、緑色ＬＥＤ２１ｂと、青色光を放射するＬＥＤ（以下、青色ＬＥＤ）とを採用し
てもよい。また、本実施形態では、実施形態２と同様に、電流ピーク値検出回路９を備え
ない構成としてもよい。
【０１８２】
　以上説明した本実施形態の点灯装置１９は、複数の固体発光素子２１が直列接続された
複数の光源部２６～２８を各別に点灯させる複数の上記チョッパ回路を備え、上記各チョ
ッパ回路が互いに並列接続されている。また、本実施形態の点灯装置１９では、制御回路
３が、充電モードのとき、上記各チョッパ回路の上記各インダクタに流れる電流ＩL1を各
別に制御する。これにより、本実施形態の点灯装置１９では、第２光源部２７よりも第１
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光源部２６を先に点灯させることが可能となり、視感度が高い第２光源部２７を先に点灯
させる場合に比べて、照明エリア内にいる人が違和感を感じる可能性を、低減することが
可能となる。
【０１８３】
　本実施形態の点灯装置１９は、例えば、実施形態１の照明器具３０に適用してもよい。
この場合には、例えば、各赤色ＬＥＤ２１ａ、各緑色ＬＥＤ２１ｂおよび各白色ＬＥＤ２
１ｃそれぞれを実装基板２２の上記一面側に配置し、各点灯回路１５ａ～１５ｃを筐体１
１内に収納すればよい。
【０１８４】
　ところで、本実施形態の点灯装置１９では、実施形態１と同様に、充電モードにおいて
、第２点灯回路１５ｂおよび第３点灯回路１５ｃそれぞれの上記平滑コンデンサの両端電
圧ＶCが規定の電圧Ｖｆoff2に達したとき（図１６（ｃ）中のＴ６の時点）、制御回路３
が、第２点灯回路１５ｂおよび第３点灯回路１５ｃそれぞれの上記各チョッパ回路を制御
するのを停止してもよい。また、点灯装置１９では、実施形態１と同様に、充電モードに
おいて、第１点灯回路１５ａの上記平滑コンデンサの両端電圧ＶCが規定の電圧Ｖｆoff1

に達したとき（図１６（ｃ）中のＴ７の時点）、制御回路３が、第１点灯回路１５ａの上
記チョッパ回路を制御するのを停止してもよい。これにより、本実施形態の点灯装置１９
では、図１６（ｃ）に示すように、第２点灯回路１５ｂおよび第３点灯回路１５ｃそれぞ
れの上記各平滑コンデンサの容量のばらつきに関わらず、第２計時部により計時された起
動時間が充電時間ｔ０になったときの上記各平滑コンデンサの両端電圧ＶCを規定の電圧
Ｖｆoff2とすることが可能となる。また、点灯装置１９では、図１６（ｃ）に示すように
、第１点灯回路１５ａの上記平滑コンデンサの容量のばらつきに関わらず、第２計時部に
より計時された起動時間が充電時間ｔ０になったときの上記平滑コンデンサの両端電圧Ｖ

Cを規定の電圧Ｖｆoff1とすることが可能となる。ここにおいて、図１６（ｃ）中のＶｆ

Ｒは、各赤色ＬＥＤ２１ａの定格の順電圧の合計電圧を表している。また、図１６（ｃ）
中のＶｆＧＷは、各緑色ＬＥＤ２１ｂの定格の順電圧の合計電圧を表している。また、図
１６（ｃ）中のＶｆＧＷは、各白色ＬＥＤ２１ｃの定格の順電圧の合計電圧も表している
。また、図１６（ｃ）中のｔ０は、上記各平滑コンデンサの充電時間を表している。また
、図１６（ｃ）中のｔＲは、第１光源部２６が消灯状態から点灯するまでの時間を表して
いる。また、図１６（ｃ）中のｔＧＷは、第２光源部２７および第３光源部２８が消灯状
態から点灯するまでの時間を表している。また、図１６（ａ）は、上記出力部からの第５
駆動信号を表している。また、図１６（ｂ）は、上記出力部からの第６駆動信号および第
７駆動信号をそれぞれ表している。また、図１６（ｃ）中の「△」は、第１光源部２６が
点灯した時点を表している。また、図１６（ｃ）中の「○」は、第２光源部２７が点灯し
た時点を表している。また、図１６（ｃ）中の「□」は、第３光源部２８が点灯した時点
を表している。また、本実施形態では、上記出力部からの各第５～第７駆動信号のオン幅
ｔONおよび周波数を、同じオン幅および同じ周波数にそれぞれ設定している。また、図１
６（ｃ）中の実線は、第１点灯回路１５ａの上記平滑コンデンサにおける両端電圧ＶCの
変化を表している。また、図１６（ｃ）中の一点鎖線は、第２点灯回路１５ｂおよび第３
点灯回路１５ｃそれぞれの上記平滑コンデンサにおける両端電圧ＶCの変化の一部を表し
ている。また、図１６（ｃ）では、第２光源部２７および第３光源部２８それぞれの上記
平滑コンデンサにおける両端電圧ＶCが０Ｖから規定の電圧Ｖｆoff2になるまでの間、第
２点灯回路１５ｂおよび第３点灯回路１５ｃそれぞれの上記平滑コンデンサにおける両端
電圧ＶCの変化が、第１点灯回路１５ａの上記平滑コンデンサにおける両端電圧ＶCの変化
と同じであることを表している。
【０１８５】
　また、制御回路３は、充電モードから通常モードへ移行したとき（図１６（ｃ）中のＴ
８以降）、第１～第３点灯回路１５ａ～１５ｃそれぞれの上記各チョッパ回路を制御する
。
【０１８６】
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　したがって、本実施形態の点灯装置１９では、通常モードにより各光源部２６～２８を
点灯させるとき、上記各平滑コンデンサの容量のばらつきに起因して各光源部２６～２８
の点灯状態がばらつくのを、抑制することが可能となる。また、点灯装置１９では、上記
出力部からの各第５～第７駆動信号のオン幅ｔONおよび周波数を、同じオン幅および同じ
周波数にそれぞれ設定することが可能となる。
【０１８７】
　また、本願発明者らは、本実施形態の点灯装置１９において、上記調光器からの調光信
号に基づいて各光源部２６～２８を消灯させた後に、調光信号に基づいて各光源部２６～
２８を点灯させることを考えた。
【０１８８】
　本実施形態の点灯装置１９では、各光源部２６～２８を消灯させた後に、調光信号に基
づいて各光源部２６～２８を点灯させると、各光源部２６～２８を点灯させたとき（図１
７（ｃ）中のＴ１０の時点）の上記各平滑コンデンサそれぞれの両端電圧ＶCに起因して
、第２光源部２７および第３光源部２８が第１光源部２６よりも先に点灯する可能性があ
る。よって、本実施形態の点灯装置１９では、第２光源部２７が第１光源部２６よりも先
に点灯する可能性があり、照明エリア内にいる人が違和感を感じる可能性がある。ここに
おいて、図１７（ｃ）中のＴ９は、各光源部２６～２８を消灯させた時点を表している。
また、図１７（ｃ）中のＶｆＲは、各赤色ＬＥＤ２１ａの定格の順電圧の合計電圧を表し
ている。また、図１７（ｃ）中のＶｆＧＷは、各緑色ＬＥＤ２１ｂの定格の順電圧の合計
電圧を表している。また、図１７（ｃ）中のＶｆＧＷは、各白色ＬＥＤ２１ｃの定格の順
電圧の合計電圧も表している。また、図１７（ａ）は、上記出力部からの第５駆動信号を
表している。また、図１７（ｂ）は、上記出力部からの第６駆動信号および第７駆動信号
をそれぞれ表している。また、図１７（ｃ）中の「△」は、第１光源部２６が点灯した時
点を表している。また、図１７（ｃ）中の「○」は、第２光源部２７が点灯した時点を表
している。また、図１７（ｃ）中の「□」は、第３光源部２８が点灯した時点を表してい
る。また、図１７（ｃ）中の実線は、第１点灯回路１５ａの上記平滑コンデンサにおける
両端電圧ＶCの変化の一部を表している。また、図１７（ｃ）中の一点鎖線は、第２点灯
回路１５ｂおよび第３点灯回路１５ｃそれぞれの上記平滑コンデンサにおける両端電圧Ｖ

Cの変化の一部を表している。
【０１８９】
　本実施形態の点灯装置１９では、各光源部２６～２８を消灯させた後に、調光信号に基
づいて各光源部２６～２８を点灯させる場合、制御回路３が、充電モードにより上記各平
滑コンデンサを充電するように上記各チョッパ回路を制御した後、通常モードにより各光
源部２６～２８を点灯させるように上記各チョッパ回路を制御することが好ましい。要す
るに、制御回路３は、各光源部２６～２８を消灯させた後に調光信号が入力されたとき、
充電モードにより上記各平滑コンデンサを充電するように上記各チョッパ回路を制御した
後、通常モードにより各光源部２６～２８を点灯させるように上記各チョッパ回路を制御
することが好ましい（図１８および図１９参照）。なお、図１８は、各光源部２６～２８
を消灯させた後に、調光信号に基づいて各光源部２６～２８を点灯させるまでの時間が、
比較的に長い時間である場合を例示している。また、図１９は、各光源部２６～２８を消
灯させた後に、調光信号に基づいて各光源部２６～２８を点灯させるまでの時間が、比較
的に短い時間である場合を例示している。
【０１９０】
　ここにおいて、図１８（ｃ）中のＴ１１は、各光源部２６～２８を消灯させた時点を表
している。また、図１８（ｃ）中のＴ１２は、制御回路３が充電モードにより上記各平滑
コンデンサの充電を開始した時点を表している。また、図１８（ｃ）中のＴ１３は、第２
点灯回路１５ｂおよび第３点灯回路１５ｃそれぞれの上記平滑コンデンサの両端電圧ＶC

が規定の電圧Ｖｆoff2に達した時点を表している。また、図１８（ｃ）中のＴ１４は、第
１点灯回路１５ａの上記平滑コンデンサの両端電圧ＶCが規定の電圧Ｖｆoff1に達した時
点を表している。また、図１８（ｃ）中のＴ１５は、制御回路３が充電モードから通常モ



(29) JP 6131511 B2 2017.5.24

10

20

30

40

50

ードへ移行した時点を表している。また、図１８（ｃ）中のＶｆＲは、各赤色ＬＥＤ２１
ａの定格の順電圧の合計電圧を表している。また、図１８（ｃ）中のＶｆＧＷは、各緑色
ＬＥＤ２１ｂの定格の順電圧の合計電圧を表している。また、図１８（ｃ）中のＶｆＧＷ

は、各白色ＬＥＤ２１ｃの定格の順電圧の合計電圧も表している。また、図１８（ｃ）中
のｔ０は、上記各平滑コンデンサの充電時間を表している。また、図１８（ａ）は、上記
出力部からの第５駆動信号を表している。また、図１８（ｂ）は、上記出力部からの第６
駆動信号および第７駆動信号をそれぞれ表している。また、図１８（ｃ）中の「△」は、
第１光源部２６が点灯した時点を表している。また、図１８（ｃ）中の「○」は、第２光
源部２７が点灯した時点を表している。また、図１８（ｃ）中の「□」は、第３光源部２
８が点灯した時点を表している。また、図１８（ｃ）中の実線は、第１点灯回路１５ａの
上記平滑コンデンサにおける両端電圧ＶCの変化の一部を表している。また、図１８（ｃ
）中の一点鎖線は、第２点灯回路１５ｂおよび第３点灯回路１５ｃそれぞれの上記平滑コ
ンデンサにおける両端電圧ＶCの変化の一部を表している。また、図１８（ｃ）では、各
光源部２６～２８を点灯させる前から第２光源部２７および第３光源部２８それぞれの上
記平滑コンデンサにおける両端電圧ＶCが規定の電圧Ｖｆoff2になるまでの間、第２点灯
回路１５ｂおよび第３点灯回路１５ｃそれぞれの上記平滑コンデンサにおける両端電圧Ｖ

Cの変化が、第１点灯回路１５ａの上記平滑コンデンサにおける両端電圧ＶCの変化と同じ
であることを表している。
【０１９１】
　また、図１９（ｃ）中のＴ１６は、各光源部２６～２８を消灯させた時点を表している
。また、図１９（ｃ）中のＴ１７は、制御回路３が充電モードにより上記各平滑コンデン
サの充電を開始した時点を表している。また、図１９（ｃ）中のＴ１８は、第２点灯回路
１５ｂおよび第３点灯回路１５ｃそれぞれの上記平滑コンデンサの両端電圧ＶCが規定の
電圧Ｖｆoff2に達した時点を表している。また、図１９（ｃ）中のＴ１９は、第１点灯回
路１５ａの上記平滑コンデンサの両端電圧ＶCが規定の電圧Ｖｆoff1に達した時点を表し
ている。また、図１９（ｃ）中のＴ２０は、制御回路３が充電モードから通常モードへ移
行した時点を表している。また、図１９（ｃ）中のＶｆＲは、各赤色ＬＥＤ２１ａの定格
の順電圧の合計電圧を表している。また、図１９（ｃ）中のＶｆＧＷは、各緑色ＬＥＤ２
１ｂの定格の順電圧の合計電圧を表している。また、図１９（ｃ）中のＶｆＧＷは、各白
色ＬＥＤ２１ｃの定格の順電圧の合計電圧も表している。また、図１９（ｃ）中のｔ０は
、上記各平滑コンデンサの充電時間を表している。また、図１９（ａ）は、上記出力部か
らの第５駆動信号を表している。また、図１９（ｂ）は、上記出力部からの第６駆動信号
および第７駆動信号をそれぞれ表している。また、図１９（ｃ）中の「△」は、第１光源
部２６が点灯した時点を表している。また、図１９（ｃ）中の「○」は、第２光源部２７
が点灯した時点を表している。また、図１９（ｃ）中の「□」は、第３光源部２８が点灯
した時点を表している。また、図１９（ｃ）中の実線は、第１点灯回路１５ａの上記平滑
コンデンサにおける両端電圧ＶCの変化の一部を表している。また、図１９（ｃ）中の一
点鎖線は、第２点灯回路１５ｂおよび第３点灯回路１５ｃそれぞれの上記平滑コンデンサ
における両端電圧ＶCの変化の一部を表している。
【０１９２】
　本実施形態の点灯装置１９では、各光源部２６～２８を消灯させた後に、調光信号に基
づいて各光源部２６～２８を点灯させる場合、制御回路３が、充電モードにより上記各平
滑コンデンサを充電するように上記各チョッパ回路を制御する。また、点灯装置１９では
、制御回路３が、充電モードにより上記各平滑コンデンサを充電するように上記各チョッ
パ回路を制御した後、通常モードにより各光源部２６～２８を点灯させるように上記各チ
ョッパ回路を制御する。これにより、点灯装置１９では、各光源部２６～２８を点灯させ
たときの上記各平滑コンデンサそれぞれの両端電圧ＶCに起因して、第２光源部２７およ
び第３光源部２８が第１光源部２６よりも先に点灯するのを抑制することが可能となる。
よって、点灯装置１９では、各光源部２６～２８を消灯させた後に、調光信号に基づいて
各光源部２６～２８を点灯させる場合、第２光源部２７よりも第１光源部２６を先に点灯
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させることが可能となる。しかして、本実施形態の点灯装置１９では、視感度が高い第２
光源部２７を先に点灯させる場合に比べて、照明エリア内にいる人が違和感を感じる可能
性を、低減することが可能となる。
【０１９３】
　また、本実施形態の点灯装置１９では、各光源部２６～２８を消灯させた後に、調光信
号に基づいて各光源部２６～２８を点灯させる場合、各光源部２６～２８を点灯させたと
きの上記各平滑コンデンサの両端電圧ＶCが規定の電圧Ｖｆoff1，Ｖｆoff2以上のとき、
制御回路３が、充電モードおいて上記各平滑コンデンサを充電するのを停止してもよい。
一例を挙げて説明すると、本実施形態の点灯装置１９では、例えば、図２０に示すように
、各光源部２６～２８を点灯させたときの第２点灯回路１５ｂおよび第３点灯回路１５ｃ
それぞれの上記平滑コンデンサの両端電圧ＶCが規定の電圧Ｖｆoff2以上のとき、制御回
路３が、充電モードにおいて第２点灯回路１５ｂおよび第３点灯回路１５ｃそれぞれの上
記平滑コンデンサを充電するのを停止してもよい。これにより、本実施形態の点灯装置１
９では、充電モード中に、各光源部２６～２８のいずれかが点灯するのを抑制することが
可能となる。
【０１９４】
　ここにおいて、図２０（ｃ）中のＴ２１は、各光源部２６～２８を消灯させた時点を表
している。また、図２０（ｃ）中のＴ２２は、制御回路３が充電モードにより上記各平滑
コンデンサの充電を開始した時点を表している。また、図２０（ｃ）中のＴ２２は、制御
回路３が、充電モードにより第２点灯回路部１５ｂおよび第３点灯回路部１５ｃそれぞれ
の上記平滑コンデンサを充電するのを停止した時点を表している。また、図２０（ｃ）中
のＴ２３は、第１点灯回路１５ａの上記平滑コンデンサの両端電圧ＶCが規定の電圧Ｖｆo

ff1に達した時点を表している。また、図２０（ｃ）中のＴ２４は、制御回路３が充電モ
ードから通常モードへ移行した時点を表している。また、図２０（ｃ）中のＶｆＲは、各
赤色ＬＥＤ２１ａの定格の順電圧の合計電圧を表している。また、図２０（ｃ）中のＶｆ

ＧＷは、各緑色ＬＥＤ２１ｂの定格の順電圧の合計電圧を表している。また、図２０（ｃ
）中のＶｆＧＷは、各白色ＬＥＤ２１ｃの定格の順電圧の合計電圧も表している。また、
図２０（ｃ）中のｔ０は、上記各平滑コンデンサの充電時間を表している。また、図２０
（ａ）は、上記出力部からの第５駆動信号を表している。また、図２０（ｂ）は、上記出
力部からの第６駆動信号および第７駆動信号をそれぞれ表している。また、図２０（ｃ）
中の「△」は、第１光源部２６が点灯した時点を表している。また、図２０（ｃ）中の「
○」は、第２光源部２７が点灯した時点を表している。また、図２０（ｃ）中の「□」は
、第３光源部２８が点灯した時点を表している。また、図２０（ｃ）中の実線は、第１点
灯回路１５ａの上記平滑コンデンサにおける両端電圧ＶCの変化を表している。また、図
２０（ｃ）中の一点鎖線は、第２点灯回路１５ｂおよび第３点灯回路１５ｃそれぞれの上
記平滑コンデンサにおける両端電圧ＶCの変化を表している。
【０１９５】
　ところで、本願発明者らは、本実施形態の点灯装置１９において、各光源部２６～２８
を消灯させた後、直ちに、調光信号に基づいて各光源部２６～２８を点灯させることを考
えた。
【０１９６】
　本実施形態の点灯装置１９では、各光源部２６～２８を点灯させたときの上記各平滑コ
ンデンサの両端電圧ＶCが規定の電圧Ｖｆoff1，Ｖｆoff2以上のとき、制御回路３が、充
電モードにおいて上記各平滑コンデンサを充電するのを停止する。これにより、本実施形
態の点灯装置１９では、充電モードから通常モードへ移行したとき（図２０（ｃ）中のＴ
２４以降）、第２光源部２７および第３光源部２８が第１光源部２６よりも先に点灯する
可能性がある。よって、点灯装置１９では、第２光源部２７が第１光源部２６よりも先に
点灯する可能性があり、照明エリア内にいる人が違和感を感じる可能性がある。
【０１９７】
　本実施形態の点灯装置１９では、各光源部２６～２８を消灯させた後に、調光信号に基
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づいて各光源部２６～２８を点灯させる場合、制御回路３が、各光源部２６～２８を消灯
させた時（図２１（ｃ）中のＴ２５の時点）から一定時間ｔｍが経過した後に、充電モー
ドにより上記各平滑コンデンサを充電するように上記各チョッパ回路を制御することが好
ましい。要するに、制御回路３は、各光源部２６～２８を消灯させた後に、調光信号に基
づいて各光源部２６～２８を点灯させるように上記各チョッパ回路を制御する場合、各光
源部２６～２８を消灯させた時から一定時間ｔｍが経過した後に、充電モードにより上記
各平滑コンデンサを充電するように上記各チョッパ回路を制御することが好ましい。一定
時間ｔｍは、上記各平滑コンデンサの両端電圧ＶCが規定の電圧Ｖｆoff1，Ｖｆoff2未満
となるまでの時間よりも長い時間であることが好ましい。これにより、本実施形態の点灯
装置１９では、各光源部２６～２８を消灯させた後に、調光信号に基づいて各光源部２６
～２８を点灯させるまでの時間が比較的に短い場合であっても、充電モードから通常モー
ドへ移行したとき、各光源部２６～２８が点灯するタイミングを揃えることが可能となる
。よって、点灯装置１９では、各光源部２６～２８を消灯させた後に、調光信号に基づい
て各光源部２６～２８を点灯させるまでの時間が比較的に短い場合であっても、視感度が
高い第２光源部２７を先に点灯させる場合に比べて、照明エリア内にいる人が違和感を感
じる可能性を、低減することが可能となる。
【０１９８】
　ここにおいて、図２１（ｃ）中のＴ２５は、各光源部２６～２８を消灯させた時点を表
している。また、図２１（ｃ）中のＴ２６は、制御回路３が充電モードにより上記各平滑
コンデンサの充電を開始した時点を表している。また、図２１（ｃ）中のＴ２７は、各光
源部２６～２８を消灯させた時から一定時間ｔｍが経過した時点を表している。また、図
２１（ｃ）中のＴ２８は、第２点灯回路１５ｂおよび第３点灯回路１５ｃそれぞれの上記
平滑コンデンサの両端電圧ＶCが規定の電圧Ｖｆoff1に達した時点を表している。また、
図２１（ｃ）中のＴ２９は、第１点灯回路１５ａの上記平滑コンデンサの両端電圧ＶCが
規定の電圧Ｖｆoff1に達した時点を表している。また、図２１（ｃ）中のＴ３０は、制御
回路３が充電モードから通常モードへ移行した時点を表している。また、図２１（ｃ）中
のＶｆＲは、各赤色ＬＥＤ２１ａの定格の順電圧の合計電圧を表している。また、図２１
（ｃ）中のＶｆＧＷは、各緑色ＬＥＤ２１ｂの定格の順電圧の合計電圧を表している。ま
た、図２１（ｃ）中のＶｆＧＷは、各白色ＬＥＤ２１ｃの定格の順電圧の合計電圧も表し
ている。また、図２１（ｃ）中のｔ０は、上記各平滑コンデンサの充電時間を表している
。また、図２１（ａ）は、上記出力部からの第５駆動信号を表している。また、図２１（
ｂ）は、上記出力部からの第６駆動信号および第７駆動信号をそれぞれ表している。また
、図２１（ｃ）中の「△」は、第１光源部２６が点灯した時点を表している。また、図２
１（ｃ）中の「○」は、第２光源部２７が点灯した時点を表している。また、図２１（ｃ
）中の「□」は、第３光源部２８が点灯した時点を表している。また、図２１（ｃ）中の
実線は、第１点灯回路１５ａの上記平滑コンデンサにおける両端電圧ＶCの変化の一部を
表している。また、図２１（ｃ）中の一点鎖線は、第２点灯回路１５ｂおよび第３点灯回
路１５ｃそれぞれの上記平滑コンデンサにおける両端電圧ＶCの変化の一部を表している
。
【０１９９】
　制御回路３は、各光源部２６～２８を消灯させた後に、調光信号に基づいて各光源部２
６～２８を点灯させるように上記各チョッパ回路を制御する場合、各光源部２６～２８を
消灯させた時から一定時間ｔｍが経過した後に、充電モードにより上記各平滑コンデンサ
を充電するように上記各チョッパ回路を制御しているが、これに限らない。制御回路３は
、各光源部２６～２８を消灯させた後に、調光信号に基づいて各光源部２６～２８を点灯
させるように上記チョッパ回路を制御する場合、各光源部２６～２８を消灯させた後に、
上記検出部により検出された上記各平滑コンデンサの両端電圧ＶCそれぞれが規定の電圧
Ｖｆoff1，Ｖｆoff2未満となったとき、充電モードにより上記各平滑コンデンサを充電す
るように上記各チョッパ回路を制御してもよい。
【０２００】
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　本実施形態の点灯装置１９では、視感度が高い光源を遅れて点灯させることで、照明エ
リア内にいる人が違和感を感じる可能性を低減することを中心に述べたが、視感度が高い
光源を常に遅れて点灯させるということに限定するものではない。好ましくは、混色させ
るすべての光源を略同時に点灯させるものである。なお、本実施形態の点灯装置１９では
、照明エリア内にいる人が違和感を感じる可能性の少ない範囲で、光源の点灯タイミング
が前後してもよい。
【０２０１】
　（実施形態５）
　本実施形態の点灯装置２９は、基本構成が実施形態２と略同じであり、図２２に示すよ
うに、実施形態２のゼロクロス検出回路８を備えていない点などが実施形態２と相違する
。なお、実施形態２と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を適宜省略する。
【０２０２】
　本実施形態の点灯装置２９は、実施形態２の出力制御部６とは異なる構成の出力制御部
１４を備えている。
【０２０３】
　出力制御部１４は、判定部５からの上記判定結果に従ってスイッチング素子Ｑ１をオン
オフするためのスイッチング信号（以下、第７スイッチング信号）を生成するスイッチン
グ信号生成部１４ａと、スイッチング信号生成部１４ａにより生成された第７スイッチン
グ信号を出力する出力部１４ｂとを有している。なお、本実施形態では、第７スイッチン
グ信号として、例えば、ＰＷＭ信号を用いている。また、本実施形態では、第７スイッチ
ング信号の周波数を、所定の周波数としてある。
【０２０４】
　スイッチング信号生成部１４ａには、調光信号のオンデューティ比と第７スイッチング
信号のオン幅ｔONとが対応付けられた第２調光データを有する第２調光テーブルが、予め
記憶されている。
【０２０５】
　スイッチング信号生成部１４ａは、第２調光テーブルに基づいて判定部５からの上記判
定結果に対応する第７スイッチング信号のオン幅ｔONを決定し、このオン幅ｔONを有する
上述の第７スイッチング信号を生成する。
【０２０６】
　出力部１４ｂは、スイッチング信号生成部１４ａにより生成された第７スイッチング信
号をゲートドライブ回路７へ出力する。
【０２０７】
　ゲートドライブ回路７は、出力部１４ｂからの第７スイッチング信号に従ってスイッチ
ング素子Ｑ１を駆動（オンオフ）する。
【０２０８】
　本実施形態の点灯装置２９では、ゲートドライブ回路７が第７スイッチング信号に従っ
てスイッチング素子Ｑ１をオンオフすることによって、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1

が経過時間に伴って増減する。
【０２０９】
　以下、本実施形態の点灯装置２９における制御回路３の通常モードのときの動作につい
て簡単に説明する。なお、本実施形態では、実施形態２と同様の動作について、説明を適
宜省略する。
【０２１０】
　スイッチング信号生成部１４ａは、判定部５からの上記判定結果に従って上述の第７ス
イッチング信号を生成する。
【０２１１】
　出力部１４ｂは、スイッチング信号生成部１４ａにより生成された第７スイッチング信
号をゲートドライブ回路７へ出力する。
【０２１２】
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　ゲートドライブ回路７は、出力部１４ｂからの第７スイッチング信号に従ってスイッチ
ング素子Ｑ１を駆動（オンオフ）する。
【０２１３】
　ところで、本願発明者らは、通常モードのときの動作だけで平滑コンデンサＣ１を充電
する他の点灯装置（以下、第６点灯装置）を考えた。また、本願発明者らは、第６点灯装
置において、各固体発光素子２１の消灯状態から各固体発光素子２１の調光下限の調光レ
ベルで各固体発光素子２１を調光点灯させる場合、調光信号のオンデューティ比が小さい
ので、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1の平均値が小さくなり、平滑コンデンサＣ１を充
電する充電時間ｔ０が長くなると考えた。
【０２１４】
　本実施形態の点灯装置２９では、制御回路３が、充電モードのときにインダクタＬ１に
流れる電流ＩL1の電流ピーク値を、判定部５による上記判定結果が上記調光下限の上記調
光レベルであるときにインダクタＬ１に流れる電流ＩL1の電流ピーク値よりも大きな電流
ピーク値とする。具体的に説明すると、スイッチング信号生成部１４ａは、通常モードに
より各固体発光素子２１を調光下限の調光レベルで調光点灯させたときの第７スイッチン
グ信号のオン幅ｔONよりも大きなオン幅を有するスイッチング信号（以下、第８スイッチ
ング信号）を生成する。なお、本実施形態では、第８スイッチング信号として、例えば、
ＰＷＭ信号を用いている。また、本実施形態では、第８スイッチング信号の周波数を、第
７スイッチング信号の周波数と同じ周波数に設定してある。
【０２１５】
　出力部１４ｂは、スイッチング信号生成部１４ａにより生成された第８スイッチング信
号をゲートドライブ回路７へ出力する。
【０２１６】
　ゲートドライブ回路７は、出力部１４ｂからの第８スイッチング信号に従ってスイッチ
ング素子Ｑ１を駆動（オンオフ）する。
【０２１７】
　したがって、本実施形態の点灯装置２９では、制御回路３が、充電モードのときにイン
ダクタＬ１に流れる電流ＩL1の電流ピーク値を、判定部５による上記判定結果が上記調光
下限の上記調光レベルであるときにインダクタＬ１に流れる電流ＩL1の電流ピーク値より
も大きな電流ピーク値とするので、上述の第６点灯装置に比べて、インダクタＬ１に流れ
る電流ＩL1の平均値を大きくすることが可能となる。これにより、本実施形態の点灯装置
２９では、第６点灯装置に比べて、平滑コンデンサＣ１を充電する充電時間ｔ０を短くす
ることが可能となる。
【０２１８】
　また、本実施形態の点灯装置２９では、充電モードのときにインダクタＬ１に流れる電
流ＩL1の電流ピーク値を、このインダクタＬ１の定格電流値IS以下の電流ピーク値とする
ことが好ましい。これにより、本実施形態の点灯装置２９では、インダクタＬ１に流れる
電流ＩL1がこのインダクタＬ１の定格電流値ISを越えるのを防止することが可能となり、
インダクタＬ１に過電流が流れるのを抑制することが可能となる。よって、本実施形態の
点灯装置２９では、インダクタＬ１が飽和するのを防止することが可能となり、スイッチ
ング素子Ｑ１やダイオードＤ１に過度のストレスがかかるのを抑制することが可能となる
。
【０２１９】
　ここにおいて、本実施形態では、第８スイッチング信号のオン幅ｔONを第７スイッチン
グ信号のオン幅ｔONよりも大きくしているが、これに限らず、例えば、第８スイッチング
信号のオンデューティ比を第７スイッチング信号のオンデューティ比よりも大きくしても
よい。
【０２２０】
　以上説明した本実施形態の点灯装置２９では、制御回路３が、充電モードのときにイン
ダクタＬ１に流れる電流ＩL1の電流ピーク値を、インダクタＬ１の定格電流値IS以下の電
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流ピーク値で、且つ、判定部５による上記判定結果が上記調光下限の上記調光レベルであ
るときにインダクタＬ１に流れる電流ＩL1の電流ピーク値よりも大きな電流ピーク値とす
る。これにより、本実施形態の点灯装置２９では、インダクタＬ１が飽和するのを防止す
ることが可能となり、スイッチング素子Ｑ１やダイオードＤ１に過度のストレスがかかる
のを抑制することが可能となる。また、本実施形態の点灯装置２９では、上述の第６点灯
装置に比べて、インダクタＬ１に流れる電流ＩL1の平均値を大きくすることが可能となり
、平滑コンデンサＣ１を比較的早く充電することが可能となる。
【０２２１】
　また、本実施形態の点灯装置２９では、制御回路３が、点灯装置２９に電力が供給され
たときに、充電モードにより平滑コンデンサＣ１を充電した後、直ちに、充電モードから
通常モードへ移行し、通常モードにより各固体発光素子２１を点灯させる。これにより、
本実施形態の点灯装置２９では、各固体発光素子２１の消灯状態から各固体発光素子２１
の調光下限の調光レベルで各固体発光素子２１を調光点灯させる場合、各固体発光素子２
１が消灯状態から調光点灯するまでの時間ｔ２を比較的短くすることが可能となる。
【０２２２】
　また、本実施形態の点灯装置２９は、実施形態２のゼロクロス検出回路８を備えない構
成であるため、実施形態２の点灯装置１７よりも小型化を図ることが可能となる。
【０２２３】
　本実施形態の点灯装置２９は、例えば、実施形態１の照明器具３０に適用してもよい。
【符号の説明】
【０２２４】
　２　チョッパ回路
　３　制御回路
　５　判定部
　６　出力制御部
　６ａ　バースト信号生成部
　６ｂ　スイッチング信号生成部
　６ｃ　出力部
　１０　点灯装置
　１７　点灯装置
　１８　点灯装置
　１９　点灯装置
　２１　固体発光素子
　２１ａ　赤色ＬＥＤ（固体発光素子）
　２１ｂ　緑色ＬＥＤ（固体発光素子）
　２１ｃ　白色ＬＥＤ（固体発光素子）
　２６　第１光源部（光源部）
　２７　第２光源部（光源部）
　２８　第３光源部（光源部）
　２９　点灯装置
　３０　照明器具
　Ｃ１　平滑コンデンサ
　Ｄ１　ダイオード
　ＩL1　インダクタに流れる電流
　Ｌ１　インダクタ
　Ｑ１　スイッチング素子
　ＶC　両端電圧
　Ｖｆoff　規定の電圧
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