
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
負荷へ直流電源を供給する平滑コンデンサと、
交流電源を整流した電源電流の前記平滑コンデンサへの突入を抑える突入電流防止手段と
、
この突入電流防止手段と並列的に接続された第１のスイッチと、
前記交流電源の投入時に所定の期間遅延させて前記第１のスイッチをオン動作させる遅延
駆動手段と、
前記交流電源の切断時に前記第１のスイッチをオフ切換え制御する切換制御手段と、

ことを特徴とする電源装置
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は交流電源から直流電源を得る電源装置に係り、特に、交流電源の投入時に平滑コ
ンデンサへ流れる突入電流を抑える機能を備えた電源装置の改良に関する。
【０００２】
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前記平滑コンデンサに並列接続された第２のスイッチと、
を具備し、
前記切換制御手段は、前記交流電源の投入時に前記第２のスイッチをオフ切換制御し、前
記交流電源の切断時に前記第２のスイッチをオン切換制御するととにも前記第１のスイッ
チをオフ切換え制御するものである 。



【従来の技術】
従来、電源装置としては、図４に示す構成がごく一般的に知られている。
すなわち、２個ずつ順方向接続されたダイオードｄ１、ｄ２とダイオードｄ３、ｄ４とを
並列接続して整流ブリッジ回路１を形成し、この整流ブリッジ回路１の順方向接続点Ｐ１
、Ｐ２を外部交流電源Ｅに接続し、一方の逆方向接続点Ｐ３を抵抗Ｒを介して平滑コンデ
ンサＣの一端Ｐ５に接続し、他方の逆方向接続点Ｐ４に平滑コンデンサＣの他端Ｐ６を接
続したブリッジ形全波整流構成となっており、平滑コンデンサＣの両端Ｐ５、Ｐ６間に負
荷３を接続してこれに直流電源を供給するものである。
【０００３】
図４において、符号ＳＷ１は外部交流電源Ｅを投入及び切断する電源スイッチ、符号ＳＷ
２は負荷３側へ供給する直流電源をオンオフする供給スイッチである。
【０００４】
この電源装置では、電源スイッチＳＷ１がオン操作されて電源が投入されると、外部交流
電源Ｅから交流電流が整流ブリッジ回路１で全波整流されて平滑コンデンサＣへ流れてこ
れを充電し、平滑コンデンサＣの両端には直流電圧が発生し、供給スイッチＳＷ２がオン
操作されていれば負荷３へ直流電源が供給される。
【０００５】
ところが、電源投入時には平滑コンデンサＣの電荷がほぼゼロに近くてそのインピーダン
スが非常に小さいため、電源が投入されると、平滑コンデンサＣにはこれがショートされ
たかのごとき大きな充電電流（通常、通常突入電流と称される。）が流れ、ダイオードｄ
１～ｄ４や平滑コンデンサＣ等が損傷され易くなり、整流ブリッジ回路１と平滑コンデン
サＣの間すなわち電源ラインに抵抗Ｒを挿入してその突入電流を抑えている。
【０００６】
例えば、ＡＣ１００Ｖを外部交流電源Ｅとして使用する場合、抵抗Ｒがない構成では突入
電流が無限大となる一方、抵抗値２０Ωの抵抗Ｒを電源ラインに挿入すると、抵抗Ｒを流
れる電流が次式（１）に示されるようになって突入電流を抑制できる。
（１００Ｖ×√２）／２０Ω≒７Ａ　　　……　（１）
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した構成の電源装置では、平滑コンデンサＣに負荷３を接続して直流
電源を供給している場合でも、負荷３へ供給する負荷電流が抵抗Ｒを流れるから、この抵
抗Ｒ部分の損失が大きくなり易い。
【０００８】
例えば、負荷電流が１０Ａと仮定すると、抵抗Ｒの損失Ｐｒが次の（２）式に示されるよ
うに大きくなって実用的でない。
Ｐｒ＝１０Ａ 2  ×２０Ω＝２ｋＷ　　　　……　　（２）
【０００９】
もっとも、図５に示すように、抵抗ＲにスイッチＳＷ３を並列接続し、外部交流電源Ｅ又
は整流ブリッジ回路１に接続した遅延駆動手段５により、外部交流電源の投入時から内蔵
時定数回路（図示せず。）によって所定期間遅延させてスイッチＳＷ３をオン制御させる
よう構成し、電源投入時には抵抗Ｒによって突入電流を抑え、電源投入から所定期間経過
以降はスイッチＳＷ３で抵抗Ｒを短絡させ、負荷電流による抵抗Ｒの損失を低減させる提
案もある。図５において他の構成は図４と同様である。
【００１０】
例えば、スイッチＳＷ３としてＦＥＴトランジスタ（図５では図示省略。）を選択し、負
荷電流１０Ａを流すと、スイッチＳＷ３の損失が次式（３）のようになり、その損失を大
幅に低減できることが分かる。ここではＦＥＴトランジスタのオン時の抵抗を５０ｍΩと
している。
Ｐｒ＝１０Ａ 2  ×０．０５Ω＝５Ｗ　　　……　　（３）
【００１１】
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ところが、そのように抵抗ＲにスイッチＳＷ３を並列接続し、電源投入してから所定期間
遅延させてスイッチＳＷ３をオン導通させる構成では、外部交流電源Ｅを切った場合や、
何等かの原因によって瞬停などの異常事態が発生した場合、内蔵する時定数回路によって
スイッチＳＷ３がオンしたまま抵抗Ｒが短絡された状態が比較的継続され、短時間で電源
を再度投入したり自動的に外部電源供給が回復した場合に、整流ブリッジ回路１からスイ
ッチＳＷ３を介して平滑コンデンサＣへ過大な突入電流が流れ、抵抗Ｒを挿入した意味が
なくなるうえ、整流ブリッジ回路１や平滑コンデンサＣやＦＥＴトランジスタを破壊する
心配がある。
【００１２】
さらにまたは、図４及び図５に示す構成では、外部交流電源Ｅを切った場合や、瞬停など
の異常事態が発生した場合に、その時点における平滑コンデンサＣの両端電圧が負荷３の
状態で決るから、例えば無負荷の状態で交流電源が切られると平滑コンデンサＣの両端電
圧がなかなか低下しない。
そのため、外部交流電源Ｅを切って機器内部を調べる場合、作業員が感電し易い心配があ
る。
【００１３】
本発明はそのような従来の課題を解決するためになされたもので、外部交流電源の切断や
瞬停があっても、電源の再投入時又は回復時に平滑コンデンサへ流れる突入電流を抑える
ことが可能で、電源の再投入時又は回復時以降の損失を小さく抑えることも可能な電源装
置の提供を目的とする。
【００１４】
また、本発明は、外部交流電源の切断や瞬停があったときも、平滑コンデンサに充電され
た電荷を速やかに放電できる電源装置の提供を目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
そのような課題を解決するために本発明は、負荷へ直流電源を供給する平滑コンデンサと
、交流電源を整流した電源電流の平滑コンデンサへの突入を抑える突入電流防止手段と、
この突入電流防止手段と並列的に接続された第１のスイッチと、その交流電源の投入時に
所定の期間遅延させてその第１のスイッチをオン動作させる遅延駆動手段と、その交流電
源の切断時にその第１のスイッチをオフ切換え制御する切換制御手段とを具備している。
【００１６】

本発明では、上記平滑コンデンサに並列接続された第２のスイッチを設け、
交流電源の切断時に

その第２のスイッチをオン制御するとともにその第１のスイッチをオフ切換え制御するよ
う上記切換制御手段
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。なお、従来例と共通する部分には
同一の符号を付す。
【００１８】
図１は本発明に係る電源装置の実施の形態を示すブロック回路図である。
図１において、整流ブリッジ回路１は、２個ずつ順方向接続されたダイオードｄ１、ｄ２
とダイオードｄ３、ｄ４とを並列接続して形成された従来公知のものであり、順方向接続
されたダイオードｄ１、ｄ２の接続点Ｐ１が電源スイッチＳＷ１を介して外部交流電源Ｅ
の一方の側に接続され、ダイオードｄ３、ｄ４の接続点Ｐ２が外部交流電源Ｅの他方の側
に接続されている。
【００１９】
逆方向接続されたダイオードｄ２、ｄ４の接続点Ｐ３は、突入電流防止手段としての抵抗
Ｒと第１のスイッチＳＷ３との並列回路を介して平滑コンデンサＣの一端Ｐ５に接続され
ており、逆方向接続されたダイオードｄ１、ｄ３の接続点Ｐ４に平滑コンデンサＣの他端
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しかも、 上記
交流電源の投入時にその第２のスイッチをオフ切換制御し、かつその

が形成されている。



Ｐ６が接続されている。
【００２０】
第１のスイッチＳＷ３は、後述する遅延駆動手段７からのオン制御信号によってオン制御
されて導通動作する。なお、第１のスイッチＳＷ３は抵抗Ｒに間接的に並列接続される構
成も可能である。
【００２１】
平滑コンデンサＣの両端Ｐ５、Ｐ６間には、抵抗Ｒ１及び第２のスイッチＳＷ４の直列回
路が並列接続されており、第２のスイッチＳＷ４は後述する切換制御手段９からの切換信
号によってオンオフ切換え制御されるようになっており、切換信号が加えられない状態で
は、閉回路状態になっている。なお、第２のスイッチＳＷ４は平滑コンデンサＣに直接並
列接続される構成も可能である。
【００２２】
平滑コンデンサＣの一端Ｐ５は、供給スイッチＳＷ２及び負荷３を介して平滑コンデンサ
Ｃの他端Ｐ６に接続され、負荷３に直流電源が供給可能となっている。
【００２３】
遅延駆動手段７は、外部交流電源Ｅ又は整流ブリッジ回路１の接続点Ｐ１、Ｐ２から入力
した外部交流電圧を全波整流及び平滑して直流電圧を得るとともに、その外部交流電源Ｅ
の投入時から所定の期間遅延させた時点で、上述したオン制御信号を第１のスイッチＳＷ
３へ出力する機能を有している。
【００２４】
切換制御手段９は、外部交流電源Ｅ又は整流ブリッジ回路１の接続点Ｐ１、Ｐ２から入力
した外部交流電圧を全波整流及び平滑して直流駆動電圧を得て、この直流駆動電圧に基づ
き切換信号を第２のスイッチＳＷ４へ出力してこの第２のスイッチＳＷ４をオフ制御して
開放動作させ、外部交流電圧が切られたときには、切換信号の出力を遮断して第２のスイ
ッチＳＷ４をオン制御させて導通動作させる一方、遅延駆動手段７から第１のスイッチＳ
Ｗ３へ出力するオン制御信号をリセットさせて第１のスイッチＳＷ３をオフ制御して開放
動作させる機能を有している。
【００２５】
切換制御手段９から出力される切換信号は、電源投入時に、抵抗Ｒを介して直流電流が平
滑コンデンサＣへ入流するごく初期の段階で第２のスイッチＳＷ４に出力されるよう適当
な手段によって短い時定数に設定されており、平滑コンデンサＣへの充電に支障がないよ
うになっている。詳細は後述する。
【００２６】
図２は、図１に示す電源装置のより具体的なブロック回路図である。
図２において、整流ブリッジ回路１の接続点Ｐ３に接続された抵抗Ｒの両端には、図１中
の第１のスイッチＳＷ３として機能するＦＥＴトランジスタＱ１のドレインＤ及びソース
Ｓが接続されている。ＦＥＴトランジスタＱ１には内部抵抗があるがその図示は省略した
。
【００２７】
平滑コンデンサＣの一端Ｐ５に接続された抵抗Ｒ１には、フォトＦＥＴトランジスタＱ２
のドレインＤが接続され、そのソースＳが平滑コンデンサＣの他端Ｐ６に接続されており
、フォトＦＥＴトランジスタＱ２が図１中の第２のスイッチＳＷ４として機能する。平滑
コンデンサＣの容量値と抵抗Ｒ１の抵抗値による時定数は短く設定されている。
【００２８】
すなわち、フォトＦＥＴトランジスタＱ２のトランジスタ部分が抵抗Ｒ１と直列接続され
ている。フォトＦＥＴトランジスタＱ２のフォトダイオードＤ１部分の説明は後述する。
【００２９】
遅延駆動手段７を形成するトランスｔは、一次側ｔ１が外部交流電源Ｅすなわち整流ブリ
ッジ回路１の接続点Ｐ１、Ｐ２に接続されており、二次側ｔ２が整流ブリッジ回路１１に
接続されている。
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【００３０】
整流ブリッジ回路１１は、整流ブリッジ回路１と同様に４個のダイオードｄ５、ｄ６、ｄ
７、ｄ８から形成されており、順方向接続されたダイオードｄ５、ｄ６の接続点Ｐ７、ダ
イオードｄ７、ｄ８の接続点Ｐ８がトランスｔの二次側ｔ２に接続されている。
【００３１】
整流ブリッジ回路１１において、逆方向接続されたダイオードｄ６、ｄ８の接続点Ｐ９と
ダイオードｄ５、ｄ７の接続点Ｐ１０間には、抵抗Ｒ２を介して平滑コンデンサＣ１及び
抵抗Ｒ３の並列回路が接続されており、接続点Ｐ１０はＦＥＴトランジスタＱ１のソース
Ｓに接続されている。
【００３２】
抵抗Ｒ３の両端には、第３のスイッチとしてのフォトＦＥＴトランジスタＱ３のドレイン
Ｄ及びソースＳ、すなわちトランジスタ部分が並列接続され、上述した遅延駆動手段７が
形成されている。
【００３３】
ＦＥＴトランジスタＱ３のフォトダイオードＤ２は、フォトＦＥＴトランジスタＱ２のフ
ォトダイオードＤ１に対して順方向で直列接続されており、後述するように切換制御手段
９に接続されている。
【００３４】
遅延駆動手段７における抵抗Ｒ２と平滑コンデンサＣ１の接続点Ｐ１１は、上述したＦＥ
ＴトランジスタＱ１のゲートＧに抵抗Ｒ４を介して接続されており、この接続点Ｐ１１の
電位は、抵抗Ｒ２、Ｒ３の抵抗値及び平滑コンデンサＣ１の容量値によって決定される時
定数に基づき、その外部交流電源Ｅの投入時から所定の期間遅延して上昇するようになっ
ている。
【００３５】
そのため、その外部交流電源Ｅの投入時から所定の期間遅延した時点で、オン制御信号が
ＦＥＴトランジスタＱ１のゲートＧに印加され、これがオン動作するようになっている。
【００３６】
切換制御手段９を形成する整流ブリッジ回路１３は、整流ブリッジ回路１と同様に４個の
ダイオードｄ９、ｄ１０、ｄ１１、ｄ１２から形成されており、順方向接続されたダイオ
ードｄ９、ｄ１０の接続点Ｐ１２及びダイオードｄ１１、ｄ１２の接続点Ｐ１３が外部交
流電源Ｅ又は整流ブリッジ回路１の接続点Ｐ１、Ｐ２に接続されている。
【００３７】
整流ブリッジ回路１３において、逆方向接続されたダイオードｄ１０、ｄ１２の接続点Ｐ
１４は、抵抗Ｒ５を介して平滑コンデンサＣ２及び抵抗Ｒ６の一端に接続されており、逆
方向接続されたダイオードｄ９、ｄ１１の接続点Ｐ１５に平滑コンデンサＣ２の他端が接
続され、切換制御手段９が形成されている。
【００３８】
抵抗Ｒ６の他端と接続点Ｐ１５の間には、切換信号を安定化する抵抗Ｒ７が接続されると
ともに、順方向に直列接続されたフォトＦＥＴトランジスタＱ２のフォトダイオードＤ２
とフォトＦＥＴトランジスタＱ１のフォトダイオードＤ１と抵抗Ｒ７の並列回路が接続さ
れており、抵抗Ｒ６の他端から接続点Ｐ１５に直流の切換信号が出力されるようになって
いる。
【００３９】
そのため、切換制御手段９では、外部交流電源Ｅが供給されている期間中、抵抗Ｒ６から
切換信号が出力され、フォトＦＥＴトランジスタＱ３、Ｑ２のフォトダイオードＤ２、Ｄ
１がともに発光し、フォトＦＥＴトランジスタＱ３、Ｑ２がオフ制御されて開放動作する
。
【００４０】
なお、切換制御手段９を形成する抵抗Ｒ５、Ｒ６の抵抗値及び平滑コンデンサＣ２の容量
値にで決定される時定数は、抵抗Ｒ及び平滑コンデンサＣによって決定される時定数より
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も十分、例えば１／１００程度に短く設定されている。
【００４１】
次に、本発明に係る電源装置の動作を、図２及び図３を参照して簡単に説明する。
【００４２】
外部交流電源を投入する前は、切換制御手段９から切換信号が出力されていないので、平
滑コンデンサＣに並列的に接続されているフォトＦＥＴトランジスタＱ２及び遅延駆動手
段７のフォトＦＥＴトランジスタＱ３がオフ動作して導通状態となっており、平滑コンデ
ンサＣが短絡される一方、遅延駆動手段７における接続点Ｐ１１がゼロ電位となってＦＥ
ＴトランジスタＱ１と抵抗Ｒとの接続が開放されている。
【００４３】
まず、電源投入時から説明する。
電源スイッチＳＷ１が、図３に示すように、Ｔ１時点でオン操作されて同図３Ａのように
外部交流電源電圧が投入されると、交流電流が整流ブリッジ回路１で全波整流され、抵抗
Ｒを介して平滑コンデンサＣに流れてこれを充電すると同時に、外部交流電源Ｅからの交
流電圧が切換制御手段９の整流ブリッジ回路１３にも印加されて全波整流され、抵抗Ｒ５
、Ｒ６、Ｒ７及び平滑コンデンサＣ２で平滑された切換信号（同図Ｄ参照）がフォトＦＥ
ＴトランジスタＱ３、Ｑ２のフォトダイオードＤ２、Ｄ１に流れて発光させ、これらフォ
トＦＥＴトランジスタＱ３、Ｑ２がオフ動作して開放状態に切換わる。
【００４４】
そのため、平滑コンデンサＣの両端が開放されて充電が進むとともに、遅延駆動手段７に
おける接続点Ｐ１１も電位ゼロ状態から開放される。これらは図３中のＴ１付近の動作で
ある。
【００４５】
電源投入によって遅延駆動手段７にも外部交流電源Ｅの交流電圧が印加されるが、整流ブ
リッジ回路１１から全波整流電流は、抵抗Ｒ２、Ｒ３及び平滑コンデンサＣ１で決定され
る時定数により、図３Ｃに示すように接続点Ｐ１１の電圧上昇が遅延される。
【００４６】
そのため、平滑コンデンサＣへ流れようとする図３Ｂのような突入電流が、抵抗Ｒによっ
て抑えられる。
【００４７】
その後、遅延駆動手段７における接続点Ｐ１１の電位が上昇し、図３中のＴ２の時点で、
ＦＥＴトランジスタＱ１のオン動作可能電圧ｅに達すると、ＦＥＴトランジスタＱ１がオ
ン制御されて導通動作し、抵抗Ｒを短絡する。
【００４８】
そのため、平滑コンデンサＣに流れる電流が抵抗ＲよりもっぱらＦＥＴトランジスタＱ１
を流れ、損失を抑えた状態で負荷３に直流電源が供給される。
【００４９】
次に、外部交流電源Ｅを切った場合や瞬停があった場合を説明する。
例えば電源スイッチＳＷ１をオフ操作して外部交流電源Ｅを切ると、図３中のＴ３時点で
整流ブリッジ回路１からの全波整流電流がなくなる一方、切換制御手段９においても、整
流ブリッジ回路１３からの整流電流がなくなり、切換信号がフォトＦＥＴトランジスタＱ
２、Ｑ３に出力されなくなってこれらがオン状態に切換わる。
【００５０】
そのため、平滑コンデンサＣの両端がフォトＦＥＴトランジスタＱ２によって短絡された
状態となり、平滑コンデンサＣの容量値および抵抗Ｒ１の抵抗値による時定数に従って充
電された電荷が速やかに放電される。負荷３が接続されている場合には、その負荷３の負
荷抵抗を含めた時定数で放電される。
【００５１】
他方、遅延駆動手段７においても、平滑コンデンサＣ１の両端がフォトＦＥＴトランジス
タＱ３によって短絡された状態となり、接続点Ｐ１１がゼロ電位となってＦＥＴトランジ
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スタＱ１のゲート電圧を低下させ、ＦＥＴトランジスタＱ１をオフ動作させ、整流ブリッ
ジ回路１が抵抗Ｒのみを介して平滑コンデンサＣに接続された状態に自動的に復帰する。
【００５２】
そのため、図３中のＴ４の時点で、再度外部交流電源Ｅを投入したり自動的に外部交流電
源Ｅが回復しても、既に、ＦＥＴトランジスタＱ１がオフ動作状態に復帰されているし、
所定の遅延期間が経過しないとＦＥＴトランジスタＱ１がオン動作しないから、平滑コン
デンサＣへ流れる突入電流が抵抗Ｒによって確実に抑えられる。
【００５３】
このように本発明の電源装置では、投入された交流電源を整流する整流ブリッジ回路１か
ら突入電流防止手段としての抵抗Ｒを介して平滑コンデンサＣを接続し、その抵抗Ｒに第
１のスイッチＳＷ３を並列接続し、その平滑コンデンサＣには第２のスイッチＳＷ４を並
列接続し、その交流電源の投入時に所定の期間遅延させてその第１のスイッチＳＷ３をオ
ン動作させるオン制御信号を出力する遅延駆動手段７と、その交流電源の投入時に

オフ動作させて開放させるとともに交流電源の切断時に第１のスイ
ッチＳＷ３をオフ動作させて開放し同時に第２のスイッチＳＷ４をオン動作させて導通さ
せる切換信号を出力する切換制御手段９を設けたので、交流電源の投入時には、突入電流
の増大を抵抗Ｒによって抑えることが可能となり、交流電源の投入以降の所定期間経過後
には、負荷３へ供給される負荷電流が第１のスイッチＳＷ３を流れて、その損失を小さく
抑えることができるし、平滑コンデンサＣの充電及び放電を確保できる。
【００５４】
しかも、交流電源が切られたり瞬停があった場合、平滑コンデンサＣを第２のスイッチＳ
Ｗ４で短絡させ、速やかかつ自動的に平滑コンデンサＣの両端電位を下げることが可能に
なるととにも、抵抗Ｒへの第１のスイッチＳＷ３の接続を開放するから、外部交流電源を
再投入したり瞬停が回復しても、平滑コンデンサＣへの突入電流が常に抵抗Ｒによって自
動的に抑えられる。
【００５５】
上述した本発明に係る実施の形態では、交流電源が切られたり瞬停があった場合、抵抗Ｒ
に並列接続された第１のスイッチＳＷ３をオフ動作させる構成とともに、第２のスイッチ
ＳＷ４によって平滑コンデンサＣの両端電位を速やかに低下させる構成の双方を具備する
構成とした。
【００５６】
しかし、一般の電子機器では、検査時以外に機器内部を作業者が触れる機会は少ない一方
、交流電源のオンオフ操作や瞬停は、日常的に行う操作又は操作者に分からない状態で発
生する事態である。
【００５７】
そのため、本発明の電源装置は、突入電流を抑える抵抗Ｒに第１のスイッチＳＷ３を並列
的に接続するとともに交流電源が切られたり瞬停があったとき自動的にその並列接続を開
放する構成を少なくとも具備すれば、その目的達成が可能である。
【００５８】
また、上述した実施の形態では、整流ブリッジ回路１、１１、１３としてダイオードｄ１
～ｄ１２を組合せた全波整流形式のものを用いたが、本発明ではこれに限定されず、ダイ
オードを用いた半波整流形式その他従来公知の構成のもので実施可能である。整流素子と
しても半導体素子に限らず、真空管その他公知の整流素子又は部品を用いて実施可能であ
る。整流素子としても半導体素子に限らず、上述した実施の形態では、突入電流防止手段
として抵抗Ｒを用いて平滑コンデンサＣに流れる突入電流を防止する構成としたが、本発
明における突入電流防止手段は抵抗Ｒに限定されない。例えば、インダクタンスを用いる
ことも可能である。
【００５９】
さらにまた、上述した実施の形態では、第１及び第２のスイッチＳＷ３、ＳＷ４としてＦ
ＥＴトランジスタＱ１及びフォトＦＥＴトランジスタＱ２を用いたが、本発明においては
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その第
２のスイッチＳＷ４を



バイポーラトランジスタ、半導体無接点スイッチ、さらには機械的スイッチ素子、例えは
電磁リレーなどを用いることも可能である。
【００６０】
そして、上述した遅延駆動手段７及び切換制御手段９の構成も上述したものに限定されな
い。
【００６１】
【発明の効果】
以上説明したように本発明は、整流された交流電源電流の突入を抑える突入電流防止手段
を介して平滑コンデンサを接続し、この突入電流防止手段と並列的に第１のスイッチを接
続し、その交流電源の投入時に所定の期間遅延させてその第１のスイッチをオン動作させ
る遅延駆動手段と、その交流電源の切断時にその第１のスイッチをオフ切換え制御する切
換制御手段とを具備するので、交流電源の投入時に平滑コンデンサへ流れる突入電流を抑
え、所定期間経過後には負荷電流が第１のスイッチを流れて損失を小さく抑える一方、交
流電源の切断や瞬停があっても、その第１のスイッチが突入電流防止手段から自動的に切
り離され、交流電源が再投入されたり回復した場合、自動的かつ確実に突入電流を抑える
ことが可能となる。

、本発明では、上記平滑コンデンサに第２のスイッチを並列接続し、
上記交流電源が切られたとき、そ

の第２スイッチをオン制御するとともにその第１のスイッチをオフ切換え制御する切換制
御手段を設ける構成 、上述した効果に加えて、交流電源が切られたり瞬停があ
っても、突入電流防止機能とは独立して平滑コンデンサに充電された電荷を放電し、両端
電圧を低下させるから、テスト等によって機器の内部を扱う場合に感電などを発生させ難
くなる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る電源装置の実施の形態を示すブロック回路図である
【図２】図１の電源装置に関し具体的な構成を示すブロック回路図である
【図３】図１の電源装置に係る動作を説明するタイミング波形図である。
【図４】従来の電源装置を示す回路図である。
【図５】従来の電源装置の他の構成を示すブロック回路図である。
【符号の説明】
１、１１、１３　整流ブリッジ回路
３　負荷
５、７　遅延駆動手段
９　切換制御手段
Ｃ、Ｃ１、Ｃ２　平滑コンデンサ
Ｄ１、Ｄ２　フォトダイオード
ｄ１、ｄ２、ｄ３、ｄ４、ｄ５、ｄ６、ｄ７、ｄ８、ｄ９、ｄ１０、ｄ１１、ｄ１２　ダ
イオード
Ｅ　外部交流電源
Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７、Ｐ８、Ｐ９、Ｐ１０、Ｐ１１、Ｐ１２、Ｐ
１３、Ｐ１４、Ｐ１５　接続点
Ｒ　抵抗（突入電流防止手段）
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７　抵抗
ＳＷ１　電源スイッチ
ＳＷ２　供給スイッチ
ＳＷ３　第１のスイッチ（スイッチ：ＦＥＴトランジスタ）
ＳＷ４　第２のスイッチ（フォトＦＥＴトランジスタ）
Ｑ１　ＦＥＴトランジスタ（第１のスイッチＳＷ３）
Ｑ２　フォトＦＥＴトランジスタ（第２のスイッチＳＷ４）
Ｑ３　フォトＦＥＴトランジスタ（第３のスイッチ）
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しかも 上記交流電源
の投入時にその第２のスイッチをオフ切換制御し、かつ

としたから



ｔ　トランス
ｔ１　１次側
ｔ２　２次側

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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