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(57)【要約】
【課題】色温度が同じ光を発する複数の光源ユニットを
接続することも、色温度が異なる光を発する複数の光源
ユニットを接続することもでき、それぞれの場合に適し
た調光制御が可能な光源点灯システムを提供する。
【解決手段】光源点灯システム６０は、第１降圧コンバ
ータ回路３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂを有
する光源点灯装置２０と、調光コントローラ５０とを備
える。調光コントローラ５０は、目標の明るさに応じた
電流値の組み合わせを、第１降圧コンバータ回路３２ａ
及び第２降圧コンバータ回路３２ｂのそれぞれに接続さ
れたＬＥＤユニットの色温度が同じ場合と異なる場合と
に分けて予め定義した定義情報を記憶する。そして、定
義情報から、目標の明るさとＬＥＤユニットの色温度が
互いに同じかどうか判定した結果とに対応する電流値の
組み合わせを読み取り、その電流値の電流を出力するよ
うに光源点灯装置２０に指示する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を発する光源ユニットがそれぞれ接続される複数の定電流電源部であり、接続された
光源ユニットに電流を出力して当該電流の電流値に応じた光出力で当該光源ユニットを点
灯させる複数の定電流電源部と、
　前記複数の定電流電源部のそれぞれに接続された光源ユニットから発せられる光が混合
して得られる光の目標の明るさを設定する設定部と、
　前記設定部で設定される目標の明るさに応じた、前記複数の定電流電源部のそれぞれか
ら出力すべき電流の電流値の組み合わせを、前記複数の定電流電源部のそれぞれに接続さ
れた光源ユニットから発せられる光の色温度が互いに同じである場合と異なる場合とに分
けて予め定義した定義情報を記憶する記憶部と、
　前記複数の定電流電源部のそれぞれに接続された光源ユニットから発せられる光の色温
度が互いに同じであるか異なるかを判定する判定部と、
　前記記憶部に記憶された定義情報から、前記設定部で設定された目標の明るさと前記判
定部で判定された結果とに対応する電流値の組み合わせを読み取り、読み取った電流値の
電流を出力するように前記複数の定電流電源部を制御する電流制御部と
を備えることを特徴とする光源点灯システム。
【請求項２】
　前記記憶部は、前記定義情報として、前記複数の定電流電源部のそれぞれに接続された
光源ユニットから発せられる光の色温度が互いに同じである場合、前記複数の定電流電源
部のそれぞれから出力すべき電流の電流値が互いに同じになるように、当該電流値の組み
合わせを定義した情報を記憶することを特徴とする請求項１の光源点灯システム。
【請求項３】
　前記設定部は、前記複数の定電流電源部のそれぞれに接続された光源ユニットから発せ
られる光の色温度が互いに異なっていれば、所定の範囲内で前記目標の明るさを設定し、
前記複数の定電流電源部のそれぞれに接続された光源ユニットから発せられる光の色温度
が互いに同じであれば、前記所定の範囲より高い上限値をもつ範囲内で前記目標の明るさ
を設定することを特徴とする請求項１又は２の光源点灯システム。
【請求項４】
　前記複数の定電流電源部は、前記光源ユニットとして、光を発する発光素子と、当該発
光素子から発せられる光の色温度に応じて選ばれた抵抗値をもつ抵抗とを有するユニット
を接続するとともに、当該抵抗の抵抗値によって異なる電圧が印加される電圧測定点を有
し、
　前記判定部は、前記複数の定電流電源部のそれぞれが有する電圧測定点に印加された電
圧が互いに同じであれば、前記複数の定電流電源部のそれぞれに接続された光源ユニット
から発せられる光の色温度が互いに同じであると判定し、前記複数の定電流電源部のそれ
ぞれが有する電圧測定点に印加された電圧が互いに異なっていれば、前記複数の定電流電
源部のそれぞれに接続された光源ユニットから発せられる光の色温度が互いに異なると判
定することを特徴とする請求項１から３のいずれかの光源点灯システム。
【請求項５】
　前記光源点灯システムは、さらに、前記複数の定電流電源部のそれぞれに接続された光
源ユニットから発せられる光の色温度が互いに同じである色温度固定モードと、当該色温
度が互いに異なる色温度可変モードとを択一的に選択するための操作部を備え、
　前記判定部は、前記操作部により前記色温度固定モードが選択されていれば、前記複数
の定電流電源部のそれぞれに接続された光源ユニットから発せられる光の色温度が互いに
同じであると判定し、前記操作部により前記色温度可変モードが選択されていれば、前記
複数の定電流電源部のそれぞれに接続された光源ユニットから発せられる光の色温度が互
いに異なると判定することを特徴とする請求項１から３のいずれかの光源点灯システム。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれかの光源点灯システムを備えるとともに、前記光源ユニットと
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して、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ・Ｅｍｉｔｔｉｎｇ・Ｄｉｏｄｅ）とＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ・
Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）とのいずれかにより光を発するユニットを備えることを特徴
とする照明システム。
【請求項７】
　前記光源ユニットは、直管形ランプであることを特徴とする請求項６の照明システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源点灯システム及び照明システムに関するものである。本発明は、特に、
光源としてＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ・Ｅｍｉｔｔｉｎｇ・Ｄｉｏｄｅ）、ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒ
ｏ・Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）等を用いた照明システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、発光色又は色温度が異なる複数のＬＥＤを有する照明装置において、各ＬＥＤに
供給する電流の電流値を調整することにより混色光の色温度及び光量を任意に設定するこ
とができるものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１７６９８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　例えば特許文献１のような色温度が可変の照明装置では、照明装置を天井に取り付け後
、色温度が固定の照明装置に変更したい場合、照明装置ごと交換しなければならなかった
。この場合、多額の交換費用が発生してしまう。また、色温度が可変の照明装置には色温
度と調光率を調節する専用の調光コントローラが用いられており、色温度が固定の照明装
置で調光制御を行う場合は照明装置のみならず、調光コントローラも交換する必要があっ
た。
【０００５】
　本発明は、例えば、色温度が同じ光を発する複数の光源ユニットを接続することも、色
温度が異なる光を発する複数の光源ユニットを接続することもでき、それぞれの場合に適
した調光制御が可能な光源点灯システム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】
【０００６】
　本発明の一の態様に係る光源点灯システムは、
　光を発する光源ユニットがそれぞれ接続される複数の定電流電源部であり、接続された
光源ユニットに電流を出力して当該電流の電流値に応じた光出力で当該光源ユニットを点
灯させる複数の定電流電源部と、
　前記複数の定電流電源部のそれぞれに接続された光源ユニットから発せられる光が混合
して得られる光の目標の明るさを設定する設定部と、
　前記設定部で設定される目標の明るさに応じた、前記複数の定電流電源部のそれぞれか
ら出力すべき電流の電流値の組み合わせを、前記複数の定電流電源部のそれぞれに接続さ
れた光源ユニットから発せられる光の色温度が互いに同じである場合と異なる場合とに分
けて予め定義した定義情報を記憶する記憶部と、
　前記複数の定電流電源部のそれぞれに接続された光源ユニットから発せられる光の色温
度が互いに同じであるか異なるかを判定する判定部と、
　前記記憶部に記憶された定義情報から、前記設定部で設定された目標の明るさと前記判
定部で判定された結果とに対応する電流値の組み合わせを読み取り、読み取った電流値の
電流を出力するように前記複数の定電流電源部を制御する電流制御部とを備える。
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【発明の効果】
【０００７】
　本発明の一の態様では、光源点灯システムにおいて、記憶部が、設定部で設定される目
標の明るさに応じた、複数の定電流電源部のそれぞれから出力すべき電流の電流値の組み
合わせを、複数の定電流電源部のそれぞれに接続された光源ユニットから発せられる光の
色温度が互いに同じである場合と異なる場合とに分けて予め定義した定義情報を記憶する
。そして、判定部が、複数の定電流電源部のそれぞれに接続された光源ユニットから発せ
られる光の色温度が互いに同じであるか異なるかを判定し、電流制御部が、記憶部に記憶
された定義情報から、設定部で設定された目標の明るさと判定部で判定された結果とに対
応する電流値の組み合わせを読み取り、読み取った電流値の電流を出力するように複数の
定電流電源部を制御する。そのため、本発明の一の態様によれば、色温度が同じ光を発す
る複数の光源ユニットを接続することも、色温度が異なる光を発する複数の光源ユニット
を接続することもでき、それぞれの場合に適した調光制御が可能な光源点灯システムを提
供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施の形態１に係る照明装置の外観を示す図。
【図２】実施の形態１に係る照明システムの回路ブロック図。
【図３】実施の形態１に係る調光コントローラの操作部を示す図。
【図４】実施の形態１に係る調光コントローラの構成を示すブロック図。
【図５】実施の形態１に係る調光信号のデューティ比とＬＥＤ電流の関係を示すグラフ。
【図６】実施の形態１に係る調光信号の周期とＬＥＤ電流の関係を示すグラフ。
【図７】実施の形態１に係る明るさ調整ボリュームとＬＥＤ電流の関係を示すグラフ。
【図８】実施の形態１に係る色温度調整ボリュームとＬＥＤ電流の関係を示すグラフ。
【図９】実施の形態１に係る調光信号の波形の一例を示す図。
【図１０】実施の形態１に係る明るさ調整ボリュームとＬＥＤ電流の関係を示すグラフ。
【図１１】実施の形態２に係る照明システムの回路ブロック図。
【図１２】実施の形態２に係る調光コントローラの操作部を示す図。
【図１３】実施の形態２の変形例に係る明るさ調整ボリュームとＬＥＤ電流の関係を示す
グラフ。
【図１４】実施の形態３に係る照明装置の外観を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態について、図を用いて説明する。なお、各実施の形態の説明
において、「上」、「下」、「左」、「右」、「前」、「後」、「表」、「裏」といった
方向は、説明の便宜上、そのように記しているだけであって、装置、器具、部品等の配置
や向き等を限定するものではない。
【００１０】
　実施の形態１．
　図１は、本実施の形態に係る照明装置１０の外観を示す図（斜視図）である。図２は、
本実施の形態に係る照明システム７０の回路ブロック図である。
【００１１】
　図１に示すように、照明装置１０は、照明器具１１と、４本のＬＥＤユニット１２ａ，
１２ｂ，１２ｃ，１２ｄとを備える。
【００１２】
　照明器具１１の内部には、光源点灯装置２０が配置されている。照明器具１１の発光面
（下面）には、４本のＬＥＤユニット１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄが着脱自在に設け
られている。照明装置１０は、光源点灯装置２０から４本のＬＥＤユニット１２ａ，１２
ｂ，１２ｃ，１２ｄのそれぞれへ電流を供給して、ＬＥＤユニット１２ａ，１２ｂ，１２
ｃ，１２ｄの内部に配置されたＬＥＤを発光させ、部屋等の空間を照らす。ＬＥＤユニッ
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ト１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄは、いずれも容易に着脱可能な構造となっており、照
明器具１１の天井等への設置後も容易に交換可能となっている。ＬＥＤユニット１２ａ，
１２ｂ，１２ｃ，１２ｄの内部には、複数個のＬＥＤが実装されたＬＥＤ実装基板が配置
されており、このＬＥＤ実装基板と光源点灯装置２０は、配線、コネクタ等（図示せず）
で接続される。ＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄには、色温度３０００Ｋ（ケルビン）の電
球色の光を出力するＬＥＤが配置されている。ＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃには、色温
度５０００Ｋの昼白色の光を出力するＬＥＤが配置されている。ＬＥＤユニット１２ａ，
１２ｂ，１２ｃ，１２ｄは、同じ色温度のＬＥＤを内蔵するものが対角線上に並ぶように
照明器具１１に取り付けられている。即ち、ＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄが対角線上に
並び、ＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃが対角線上に並ぶように配置されている。
【００１３】
　図２に示すように、照明システム７０は、光源点灯装置２０及び調光コントローラ５０
を備えた光源点灯システム６０と、ＬＥＤユニット１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄとで
構成されている。言い換えると、照明システム７０は、照明装置１０と、調光コントロー
ラ５０とで構成されている。
【００１４】
　ＬＥＤユニット１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄの内部では、８個のＬＥＤが直列に接
続されている。光源点灯装置２０は、商用交流電源１３より電力の供給を受けてＬＥＤユ
ニット１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄの内部に配置されるＬＥＤを点灯させる。
【００１５】
　光源点灯装置２０は、整流回路２１と、力率改善回路２７と、第１降圧コンバータ回路
３２ａと、第２降圧コンバータ回路３２ｂと、制御部３６とを備える。
【００１６】
　整流回路２１は、例えばダイオードブリッジとして構成される。力率改善回路２７は、
コンデンサ２２、チョークコイル２３、スイッチング素子２４、ダイオード２５、平滑コ
ンデンサ２６からなる昇圧チョッパ回路として構成される。第１降圧コンバータ回路３２
ａは、スイッチング素子２８ａ、環流ダイオード２９ａ、チョークコイル３０ａ、平滑コ
ンデンサ３１ａからなる。第２降圧コンバータ回路３２ｂは、第１降圧コンバータ回路３
２ａと同一構成であり、スイッチング素子２８ｂ、環流ダイオード２９ｂ、チョークコイ
ル３０ｂ、平滑コンデンサ３１ｂからなる。制御部３６は、力率改善回路制御部３３、降
圧コンバータ制御部３４、マイコン３５（マイクロコンピュータ）からなる。光源点灯装
置２０の外部には、調光コントローラ５０が設けられ、光源点灯装置２０の制御部３６に
接続される。
【００１７】
　整流回路２１は、商用交流電源１３から供給される交流電圧を全波整流して脈流電圧を
出力する。力率改善回路２７は、力率改善回路制御部３３によりスイッチング素子２４が
駆動及び制御され、これによって入力電流の波形を正弦波状に制御し、力率を改善する。
また、力率改善回路２７は、整流回路２１から出力された脈流電圧を昇圧及び平滑化し、
一定の直流電圧を出力する。
【００１８】
　第１降圧コンバータ回路３２ａには、色温度３０００ＫのＬＥＤが配置されたＬＥＤユ
ニット１２ａ，１２ｄが直列接続されている。第２降圧コンバータ回路３２ｂには、色温
度５０００ＫのＬＥＤが配置されたＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃが直列接続されている
。即ち、第１降圧コンバータ回路３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂには、互いに
異なる色温度のＬＥＤが接続されている。第１降圧コンバータ回路３２ａ及び第２降圧コ
ンバータ回路３２ｂは、それぞれ降圧コンバータ制御部３４により制御されてＬＥＤへ電
流を出力する。光源点灯装置２０は、色温度３０００ＫのＬＥＤと色温度５０００ＫのＬ
ＥＤを、それぞれ独立した降圧コンバータ（第１降圧コンバータ回路３２ａ及び第２降圧
コンバータ回路３２ｂ）に接続するため、色温度３０００ＫのＬＥＤと色温度５０００Ｋ
のＬＥＤにそれぞれ独立して電流を供給することができる。したがって、色温度３０００
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ＫのＬＥＤが内蔵されたＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄ（以下、「３０００ＫのＬＥＤユ
ニット１２ａ，１２ｄ」という）に供給する電流の電流値と色温度５０００ＫのＬＥＤが
内蔵されたＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃ（以下、「５０００ＫのＬＥＤユニット１２ｂ
，１２ｃ」という）に供給する電流の電流値の割合を降圧コンバータ制御部３４で調整す
ることにより、３０００Ｋから５０００Ｋの間で、任意の色温度の混色光を得ることがで
きる。
【００１９】
　ここで、ＬＥＤユニット１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄは、光を発する光源ユニット
の例である。第１降圧コンバータ回路３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂは、光源
ユニットがそれぞれ接続される複数の定電流電源部の例である。
【００２０】
　前述したように、第１降圧コンバータ回路３２ａには、３０００ＫのＬＥＤユニット１
２ａ，１２ｄが接続されているが、３０００ＫのＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄは、それ
ぞれ５０００ＫのＬＥＤユニットに交換可能である。同様に、第２降圧コンバータ回路３
２ｂには、５０００ＫのＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃが接続されているが、５０００Ｋ
のＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃは、それぞれ３０００ＫのＬＥＤユニットに交換可能で
ある。つまり、第１降圧コンバータ回路３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂには、
互いに同じ色温度の光を発するＬＥＤユニットを接続してもよいし、互いに異なる色温度
の光を発するＬＥＤユニットを接続してもよい。いずれの場合にも、第１降圧コンバータ
回路３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂは、それぞれに接続されたＬＥＤユニット
に電流を出力して当該電流の電流値に応じた光出力で当該ＬＥＤユニットを点灯させる。
【００２１】
　図３は、調光コントローラ５０の操作部５１を示す図である。
【００２２】
　調光コントローラ５０は、照明装置１０の照明光を使用者が任意の色温度、調光率に設
定するための操作部５１を有する。調光コントローラ５０の本体は、例えば天井裏に設置
されるが、操作部５１は、例えば部屋の壁面等に設けられる。あるいは調光コントローラ
５０の本体と操作部５１が一体となって構成され、壁面に設けられても良い。調光コント
ローラ５０は、操作部５１により設定された色温度、調光率に応じた調光信号を出力し、
光源点灯装置２０に入力する。光源点灯装置２０は、これを受けて３０００ＫのＬＥＤユ
ニット１２ａ，１２ｄと５０００ＫのＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃに所定の電流を供給
する。
【００２３】
　図３に示すように、調光コントローラ５０の操作部５１は、明るさを調整するための明
るさ調整ボリューム５１ａと、色温度を調整するための色温度調整ボリューム５１ｂと、
色温度可変モードと色温度固定モードとを切り替える（択一的に選択する）ためのモード
切替スイッチ５１ｃとを有する。色温度可変モードは、第１降圧コンバータ回路３２ａ及
び第２降圧コンバータ回路３２ｂのそれぞれに接続されたＬＥＤユニットから発せられる
光の色温度が互いに異なるモードである。色温度固定モードは、第１降圧コンバータ回路
３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂのそれぞれに接続されたＬＥＤユニットから発
せられる光の色温度が互いに同じモードである。
【００２４】
　図４は、調光コントローラ５０の構成を示すブロック図である。
【００２５】
　図４に示すように、調光コントローラ５０は、操作部５１のほか、設定部５２と、記憶
部５３と、判定部５４と、電流制御部５５とを備える。
【００２６】
　設定部５２、記憶部５３、判定部５４、電流制御部５５は、例えばマイコン等のコンピ
ュータにより実現される。設定部５２、判定部５４、電流制御部５５は、例えばコンピュ
ータが備えるプロセッサ等のハードウェアとプロセッサによって実行されるプログラム等
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のソフトウェアとの組み合わせにより実現される。記憶部５３は、例えばコンピュータが
備えるメモリ等により実現される。なお、本実施の形態の説明において「～部」として説
明するものは、「～回路」、「～装置」、「～機器」であってもよく、また、「～ステッ
プ」、「～工程」、「～手順」、「～処理」であってもよい。即ち、「～部」として説明
するものは、ソフトウェアのみ、あるいは、ハードウェアのみで実現されていても構わな
い。ソフトウェアは、プログラムとして、メモリに記憶され、プロセッサにより読み出さ
れて実行される。プログラムは、本実施の形態の説明で述べる「～部」としてコンピュー
タを機能させるものである。あるいは、プログラムは、本実施の形態の説明で述べる「～
部」の手順や方法をコンピュータに実行させるものである。
【００２７】
　設定部５２は、操作部５１の明るさ調整ボリューム５１ａの目盛り位置に基づいて、第
１降圧コンバータ回路３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂのそれぞれに接続された
ＬＥＤユニットから発せられる光が混合して得られる光（混色光）の目標の明るさを設定
する。また、設定部５２は、操作部５１の色温度調整ボリューム５１ｂの目盛り位置に基
づいて、第１降圧コンバータ回路３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂのそれぞれに
接続されたＬＥＤユニットから発せられる光が混合して得られる光（混色光）の目標の色
温度を設定する。
【００２８】
　記憶部５３は、定義情報５３ａを記憶する。定義情報５３ａは、設定部５２で設定され
る目標の明るさに応じた、第１降圧コンバータ回路３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３
２ｂのそれぞれから出力すべき電流の電流値の組み合わせを、第１降圧コンバータ回路３
２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂのそれぞれに接続されたＬＥＤユニットから発せ
られる光の色温度が互いに同じである場合と異なる場合とに分けて予め定義した情報であ
る。第１降圧コンバータ回路３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂのそれぞれに接続
されたＬＥＤユニットから発せられる光の色温度が互いに異なる場合に関しては、定義情
報５３ａにおいて、目標の明るさだけでなく、設定部５２で設定される目標の明るさ及び
目標の色温度に応じた電流値の組み合わせが定義されている。
【００２９】
　判定部５４は、操作部５１のモード切替スイッチ５１ｃにより色温度固定モードが選択
されていれば、第１降圧コンバータ回路３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂのそれ
ぞれに接続されたＬＥＤユニットから発せられる光の色温度が互いに同じであると判定す
る。一方、判定部５４は、操作部５１のモード切替スイッチ５１ｃにより色温度可変モー
ドが選択されていれば、第１降圧コンバータ回路３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２
ｂのそれぞれに接続されたＬＥＤユニットから発せられる光の色温度が互いに異なると判
定する。
【００３０】
　電流制御部５５は、記憶部５３に記憶された定義情報５３ａから、設定部５２で設定さ
れた目標の明るさ（及び目標の色温度）と判定部５４で判定された結果とに対応する電流
値の組み合わせを読み取る。そして、電流制御部５５は、定義情報５３ａから読み取った
電流値の電流を出力するように第１降圧コンバータ回路３２ａ及び第２降圧コンバータ回
路３２ｂを制御する。具体的には、電流制御部５５は、定義情報５３ａから読み取った電
流値を指令する調光信号を生成して光源点灯装置２０へ出力する。
【００３１】
　以下では、操作部５１のモード切替スイッチ５１ｃで色温度可変モードが選択された場
合の調光コントローラ５０の詳細な動作について説明する。この場合、第１降圧コンバー
タ回路３２ａには、３０００ＫのＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄが接続され、第２降圧コ
ンバータ回路３２ｂには、５０００ＫのＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃが接続されている
。
【００３２】
　図５は、調光信号のデューティ（Ｄｕｔｙ）比とＬＥＤ電流の関係を示すグラフである
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。図６は、調光信号の周期とＬＥＤ電流の関係を示すグラフである。
【００３３】
　調光コントローラ５０から出力される調光信号は、デューティ比可変、周期可変のＰＷ
Ｍ（パルス幅変調）信号である。調光信号のデューティ比によって、３０００ＫのＬＥＤ
ユニット１２ａ，１２ｄへ供給する電流の電流レベルが指示され、調光信号の周期によっ
て、５０００ＫのＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃへ供給する電流の電流レベルが指示され
る。例えば、調光信号の周期が固定された状態で調光信号のデューティ比のみが変化する
と、光源点灯装置２０は、これを受けて５０００ＫのＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃの電
流値は変えずに３０００ＫのＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄの電流値のみ変化させる。例
えば、図５に示すように、調光信号のデューティ比が増加すると、３０００ＫのＬＥＤに
入力される電流が減少し、調光信号のデューティ比が減少すると、３０００ＫのＬＥＤに
入力される電流が増加する。一方、調光信号のデューティ比が固定された状態で調光信号
の周期のみが変化すると、光源点灯装置２０は、これを受けて３０００ＫのＬＥＤユニッ
ト１２ａ，１２ｄの電流値は変えずに５０００ＫのＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃの電流
値のみ変化させる。例えば、図６に示すように、調光信号の周期が長くなると、５０００
ＫのＬＥＤに入力される電流が減少し、調光信号の周期が短くなると、５０００ＫのＬＥ
Ｄに入力される電流が増加する。
【００３４】
　図７は、色温度可変モードにおいて、色温度調整ボリューム５１ｂが所定の位置にある
状態で、明るさ調整ボリューム５１ａが回されたときの電流変化、即ち、明るさ調整ボリ
ューム５１ａとＬＥＤ電流の関係を示すグラフである。
【００３５】
　操作部５１の明るさ調整ボリューム５１ａが回されると、設定部５２は、その目盛り位
置に基づいて目標の明るさを設定する。このとき、設定部５２は、既に目標の色温度を設
定しているものとする。操作部５１の色温度調整ボリューム５１ｂが操作されていないた
め、目標の色温度を設定し直す必要はない。
【００３６】
　判定部５４は、操作部５１のモード切替スイッチ５１ｃにより色温度可変モードが選択
されているため、第１降圧コンバータ回路３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂのそ
れぞれに接続されたＬＥＤユニットから発せられる光の色温度が互いに異なると判定する
。
【００３７】
　電流制御部５５は、記憶部５３に記憶された定義情報５３ａから、設定部５２で設定さ
れた目標の明るさ及び目標の色温度と判定部５４で判定された結果とに対応する電流値の
組み合わせを読み取る。そして、電流制御部５５は、定義情報５３ａから読み取った、第
１降圧コンバータ回路３２ａから出力すべき電流の電流値に対応するデューティ比を決定
する。また、電流制御部５５は、定義情報５３ａから読み取った、第２降圧コンバータ回
路３２ｂから出力すべき電流の電流値に対応する周期を決定する。ここでは、色温度を略
一定に保ったまま、明るさのみ変化させるように指示するためのデューティ比と周期の組
み合わせが決定される。即ち、図７に示すように、３０００ＫのＬＥＤユニット１２ａ，
１２ｄに流す電流と５０００ＫのＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃに流す電流の割合を保ち
ながら、３０００ＫのＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄと５０００ＫのＬＥＤユニット１２
ｂ，１２ｃに流す電流の合計電流値を変化させるように指示するためのデューティ比と周
期の組み合わせが決定される。電流制御部５５は、決定したデューティ比と周期をもつ調
光信号を生成して出力する。
【００３８】
　図８は、明るさ調整ボリューム５１ａが所定の位置にある状態で、色温度調整ボリュー
ム５１ｂが回されたときの電流変化、即ち、色温度調整ボリューム５１ｂとＬＥＤ電流の
関係を示すグラフである。
【００３９】
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　操作部５１の色温度調整ボリューム５１ｂが回されると、設定部５２は、その目盛り位
置に基づいて目標の色温度を設定する。このとき、設定部５２は、既に目標の明るさを設
定しているものとする。操作部５１の明るさ調整ボリューム５１ａが操作されていないた
め、目標の明るさを設定し直す必要はない。
【００４０】
　電流制御部５５は、記憶部５３に記憶された定義情報５３ａから、設定部５２で設定さ
れた目標の明るさ及び目標の色温度と判定部５４で判定された結果とに対応する電流値の
組み合わせを読み取る。そして、電流制御部５５は、定義情報５３ａから読み取った、第
１降圧コンバータ回路３２ａから出力すべき電流の電流値に対応するデューティ比を決定
する。また、電流制御部５５は、定義情報５３ａから読み取った、第２降圧コンバータ回
路３２ｂから出力すべき電流の電流値に対応する周期を決定する。ここでは、照明装置１
０の全体の明るさを略一定に保ったまま、色温度のみ変化させるように指示するためのデ
ューティ比と周期の組み合わせが決定される。即ち、図８に示すように、３０００ＫのＬ
ＥＤユニット１２ａ，１２ｄと５０００ＫのＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃに流す電流の
合計電流値を保ちながら、３０００ＫのＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄに流す電流と５０
００ＫのＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃに流す電流の割合を変化させるように指示するた
めのデューティ比と周期の組み合わせが決定される。電流制御部５５は、決定したデュー
ティ比と周期をもつ調光信号を生成して出力する。
【００４１】
　図９は、調光信号の波形の一例を示す図である。
【００４２】
　電流制御部５５から出力された調光信号は、光源点灯装置２０の制御部３６に入力され
る。制御部３６は、入力された調光信号のデューティ比と周期を計測し、デューティ比に
応じた電流を第１降圧コンバータ回路３２ａから３０００ＫのＬＥＤユニット１２ａ，１
２ｄに供給するとともに、周期に応じた電流を第２降圧コンバータ回路３２ｂから５００
０ＫのＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃに供給する。調光信号のデューティ比と周期の計測
は、制御部３６内に設けられたマイコン３５により行われる。マイコン３５は、図９に示
すように、調光信号の立ち上がりエッジから次の立ち下がりエッジまでの期間Ａ及び立ち
上がりエッジから次の立ち上がりエッジまでの期間Ｂを計測する。マイコン３５は、期間
Ｂより、入力された調光信号の周期を求める。また、マイコン３５は、期間Ａ及び期間Ｂ
より、入力された調光信号のデューティ比を求める。マイコン３５は、求めた周期及びデ
ューティ比を、マイコンプログラム内に記述されたテーブルの参照あるいは数式等により
３０００ＫのＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄと５０００ＫのＬＥＤユニット１２ｂ，１２
ｃに供給する電流の目標電流値に換算する。マイコン３５は、得られた目標電流値を降圧
コンバータ制御部３４に伝える。降圧コンバータ制御部３４は、目標電流値の電流を供給
するように第１降圧コンバータ回路３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂを制御する
。
【００４３】
　以下では、操作部５１のモード切替スイッチ５１ｃで色温度固定モードが選択された場
合の調光コントローラ５０の詳細な動作について説明する。
【００４４】
　色温度可変モードでは、例えば明るさ調整ボリューム５１ａの目盛り位置を明るさの上
限に合わせた状態（即ち、明るさを略一定にした状態）で、色温度調整ボリューム５１ｂ
の目盛り位置を色温度可変範囲の３０００Ｋから５０００Ｋの中間点に合わせた状態（即
ち、色温度を約４０００Ｋにした状態）とすると、図８に示したように、３０００ＫのＬ
ＥＤユニット１２ａ，１２ｄに供給される電流と５０００ＫのＬＥＤユニット１２ｂ，１
２ｃに供給される電流がそれぞれ約５０％となる。即ち、供給できる最大電流の半分とな
る。これは、仮に３０００ＫのＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄと５０００ＫのＬＥＤユニ
ット１２ｂ，１２ｃにそれぞれ１００％の電流を供給した場合の約半分の出力しか得られ
ないことを意味する。このように、色温度可変モードでは、ＬＥＤの利用効率が低くなっ
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てしまう。
【００４５】
　一方、色温度固定モードでは、照明装置１０を、色温度が固定で、より高出力で且つ調
光機能を有した装置として利用することができる。ＬＥＤユニット１２ａ，１２ｂ，１２
ｃ，１２ｄが着脱可能であるため、例えば３０００Ｋで発光する照明装置１０を必要とす
る場合は、５０００ＫのＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃを照明器具１１から取り外し、取
り外した部分に３０００ＫのＬＥＤユニットを取り付ける。これにより、簡単に３０００
Ｋで発光する照明装置１０を得ることができる。この場合、第１降圧コンバータ回路３２
ａには、３０００ＫのＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄが接続され、第２降圧コンバータ回
路３２ｂにも、３０００ＫのＬＥＤユニットが接続されている。
【００４６】
　このように第１降圧コンバータ回路３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂに全て同
一種類のＬＥＤユニットが接続された場合、色温度可変の場合と異なり、調光時に各ＬＥ
Ｄユニットに供給する電流を独立して制御する必要はない。むしろ全てのＬＥＤユニット
が均一な明るさで発光するように、全てのＬＥＤユニットに供給する電流を同一の電流値
に制御することが望ましい。そこで、色温度固定モードでは、調光コントローラ５０より
出力される調光信号のデューティ比と周期が、それぞれ同一電流値を指示するように設定
される。さらに、明るさ調整ボリューム５１ａの目盛り位置が明るさの上限に合わせられ
た状態では、調光信号のデューティ比と周期が、第１降圧コンバータ回路３２ａ及び第２
降圧コンバータ回路３２ｂの出力電流をそれぞれ最大電流にするように設定される。これ
により、４本のＬＥＤユニットをいずれも最大出力で点灯させることができる。つまり、
本実施の形態では、調光コントローラ５０の設定部５２は、第１降圧コンバータ回路３２
ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂのそれぞれに接続されたＬＥＤユニットから発せら
れる光の色温度が互いに異なっていれば、所定の範囲内で目標の明るさを設定し、第１降
圧コンバータ回路３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂのそれぞれに接続されたＬＥ
Ｄユニットから発せられる光の色温度が互いに同じであれば、上記所定の範囲より高い上
限値をもつ範囲内で目標の明るさを設定する。
【００４７】
　図１０は、色温度固定モードにおいて、明るさ調整ボリューム５１ａが回されたときの
電流変化、即ち、明るさ調整ボリューム５１ａとＬＥＤ電流の関係を示すグラフである。
【００４８】
　操作部５１の明るさ調整ボリューム５１ａが回されると、設定部５２は、その目盛り位
置に基づいて目標の明るさを設定する。ここで、色温度固定モードのときは、調光コント
ローラ５０の色温度調整ボリューム５１ｂが無効状態（操作を受け付けない状態）となり
、仮に色温度調整ボリューム５１ｂが操作されても、設定部５２は、目標の色温度を設定
しない。即ち、色温度調整ボリューム５１ｂが操作されても、ＬＥＤユニットに供給され
る電流は変化しない。
【００４９】
　判定部５４は、操作部５１のモード切替スイッチ５１ｃにより色温度固定モードが選択
されているため、第１降圧コンバータ回路３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂのそ
れぞれに接続されたＬＥＤユニットから発せられる光の色温度が互いに同じであると判定
する。
【００５０】
　電流制御部５５は、記憶部５３に記憶された定義情報５３ａから、設定部５２で設定さ
れた目標の明るさと判定部５４で判定された結果とに対応する電流値の組み合わせを読み
取る。そして、電流制御部５５は、定義情報５３ａから読み取った、第１降圧コンバータ
回路３２ａから出力すべき電流の電流値に対応するデューティ比を決定する。また、電流
制御部５５は、定義情報５３ａから読み取った、第２降圧コンバータ回路３２ｂから出力
すべき電流の電流値に対応する周期を決定する。ここでは、定義情報５３ａにおいて、第
１降圧コンバータ回路３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂのそれぞれに接続された
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ＬＥＤユニットから発せられる光の色温度が互いに同じである場合、第１降圧コンバータ
回路３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂのそれぞれから出力すべき電流の電流値が
互いに同じになるように、当該電流値の組み合わせが定義されている。そのため、第１降
圧コンバータ回路３２ａと第２降圧コンバータ回路３２ｂとの両方について同じ電流値が
決定される。電流制御部５５は、決定したデューティ比と周期をもつ調光信号を生成して
出力する。
【００５１】
　色温度可変モードのときと同様に、電流制御部５５から出力された調光信号は、光源点
灯装置２０の制御部３６に入力され、制御部３６により調光信号に従った制御がなされる
。
【００５２】
　以上のように、本実施の形態では、光源部を着脱可能なユニット形状とし、異なる色温
度のＬＥＤユニットごとに独立して電流値を調整できる。そのため、３０００ＫのＬＥＤ
が配置されたＬＥＤユニットと、５０００ＫのＬＥＤが配置されたＬＥＤユニットを組み
合わせることにより、色温度が可変の照明装置１０を構成できる。また、全て同一色温度
のＬＥＤユニットを組み合わせれば、色温度が固定の照明装置１０に簡単に変更できる。
このとき、調光コントローラ５０は、光源点灯装置２０の２つの出力電流が両方とも同一
電流値で出力されるように指示する調光信号を生成して出力するため、全てのＬＥＤユニ
ットを同じ電流値で点灯させることができる。よって、各ＬＥＤユニットが異なった明る
さで点灯することがなく、均一性の高い照明光が得られる。
【００５３】
　本実施の形態によれば、照明器具１１を設置した後でも、それを色温度が可変の照明器
具１１として使用するか、明るさを優先した色温度が固定の照明器具１１として使用する
かを、使用者が用途に応じて自由に選択・変更することができる。
【００５４】
　本実施の形態によれば、色温度が同じ光を発する複数のＬＥＤユニットを接続すること
も、色温度が異なる光を発する複数のＬＥＤユニットを接続することもでき、それぞれの
場合に適した調光制御が可能な光源点灯システム６０及び照明システム７０を提供するこ
とが可能となる。
【００５５】
　なお、本実施の形態では、３０００ＫのＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄに供給する電流
の電流値と５０００ＫのＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃに供給する電流の電流値を指示す
る調光信号として、１つのＰＷＭ信号を用い、デューティ比と周期とによって各電流の電
流値を指示しているが、他の方式の調光信号を用いてよい。例えば、ＰＷＭ信号を２つ用
いて、それぞれのデューティ比によって各電流の電流値を指示してもよい。
【００５６】
　また、調光コントローラ５０の操作部５１に備えられた明るさ調整ボリューム５１ａや
色温度調整ボリューム５１ｂは、ダイヤル方式に限定されるものでなく、スライド式ボリ
ューム等であってもよい。操作部５１は、リモコンでも構わない。
【００５７】
　また、ＬＥＤの色温度の組み合わせは、３０００Ｋ及び５０００Ｋに限定されるもので
はなく、他の色温度の組み合わせでもよい。ＬＥＤの個数は、８個に限定されるものでは
なく、１つのＬＥＤユニットに８個未満又は９個以上のＬＥＤが配置されてもよいし、Ｌ
ＥＤユニットごとに異なる数のＬＥＤが配置されてもよい。本実施の形態では、ＬＥＤユ
ニット内部のＬＥＤの接続は全て直列接続とし、また、ＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄや
ＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃも直列接続としたが、並列接続あるいは直列接続と並列接
続の組み合わせとしてもよい。ＬＥＤユニットの数も、４本に限定されるものではない。
【００５８】
　また、本実施の形態では、光源としてＬＥＤを用いているが、他の光源を用いてもよく
、例えば光源として有機ＥＬ等、ＬＥＤ以外のＥＬ、あるいは、その他の発光素子を用い
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てもよい。
【００５９】
　また、光源点灯装置２０の回路構成として、整流回路２１と力率改善回路２７と降圧コ
ンバータ回路（第１降圧コンバータ回路３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂ）との
組み合わせを用いているが、ＬＥＤに電流を供給できるものであれば、他の回路構成を用
いてもよい。例えば、力率改善を行わないのであれば、直流電圧を生成する回路構成であ
れば、整流回路２１及び力率改善回路２７の代わりに、コンデンサインプット形整流回路
を用いてもよい。この場合、コンデンサインプット形整流回路の後段に降圧コンバータ回
路を接続する。さらに、例えば、降圧コンバータ回路の代わりに、フライバックコンバー
タ回路を接続してもよい。
【００６０】
　また、本実施の形態では、調光コントローラ５０が設定部５２と記憶部５３と判定部５
４と電流制御部５５とを備えているが、その一部又は全部を光源点灯装置２０の制御部３
６（特に、マイコン３５）が備えていてもよい。例えば、制御部３６が設定部５２と記憶
部５３と判定部５４と電流制御部５５とを備えるのであれば、調光コントローラ５０は、
操作部５１の明るさ調整ボリューム５１ａ及び色温度調整ボリューム５１ｂそれぞれの目
盛り位置を調光信号により制御部３６に通知すればよい。この場合、調光コントローラ５
０から出力される１つの調光信号のデューティ比によって明るさ調整ボリューム５１ａの
目盛り位置を通知し、当該１つの調光信号の周期によって色温度調整ボリューム５１ｂの
目盛り位置を通知すること等が考えられる。あるいは、調光コントローラ５０から出力さ
れる１つの調光信号のデューティ比によって明るさ調整ボリューム５１ａの目盛り位置を
通知し、もう１つの調光信号のデューティ比によって色温度調整ボリューム５１ｂの目盛
り位置を通知すること等が考えられる。
【００６１】
　実施の形態２．
　本実施の形態について、主に実施の形態１との差異を説明する。
【００６２】
　図１１は、本実施の形態に係る照明システム７０の回路ブロック図である。
【００６３】
　図１１に示すように、本実施の形態に係る照明システム７０において、実施の形態１に
係る照明システム７０（図２参照）と異なる部分は、自動的に色温度を判別する機構（色
温度判別部）が設けられていることである。具体的には、光源点灯装置２０の第１降圧コ
ンバータ回路３２ａに、抵抗４１ａ、抵抗４２ａ、抵抗４３ａが設けられ、光源点灯装置
２０の第２降圧コンバータ回路３２ｂに、抵抗４１ｂ、抵抗４２ｂ、抵抗４３ｂが設けら
れている。また、ＬＥＤユニット１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄの内部に、それぞれ色
温度識別抵抗４４ａ，４４ｂ，４４ｃ，４４ｄが設けられている。
【００６４】
　第１降圧コンバータ回路３２ａにおいて直列に接続された抵抗４２ａ及び抵抗４３ａは
、ＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄと並列に接続されている。抵抗４１ａは、チョークコイ
ル３０ａを介してその接続点に接続されている。同様に、第２降圧コンバータ回路３２ｂ
において直列に接続された抵抗４２ｂ及び抵抗４３ｂは、ＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃ
と並列に接続されている。抵抗４１ｂは、チョークコイル３０ｂを介してその接続点に接
続されている。抵抗４３ａ及び抵抗４３ｂに印加される電圧は、マイコン３５に入力され
る。
【００６５】
　色温度識別抵抗４４ａ，４４ｂ，４４ｃ，４４ｄは、ＬＥＤユニット１２ａ，１２ｂ，
１２ｃ，１２ｄの内部で直列接続されたＬＥＤの両端にそれぞれ並列に接続され、ＬＥＤ
ユニットの色温度に応じて抵抗値が異なっている。即ち、３０００ＫのＬＥＤユニット１
２ａ，１２ｄに設けられた色温度識別抵抗４４ａ，４４ｄが同じ抵抗値をもち、５０００
ＫのＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃに設けられた色温度識別抵抗４４ｂ，４４ｃが同じ抵
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抗値をもち、色温度識別抵抗４４ａ，４４ｄと色温度識別抵抗４４ｂ，４４ｃとの抵抗値
が互いに異なっている。
【００６６】
　図１２は、調光コントローラ５０の操作部５１を示す図である。
【００６７】
　図１２に示すように、本実施の形態に係る調光コントローラ５０の操作部５１において
、実施の形態１に係る調光コントローラ５０の操作部５１（図３参照）と異なる部分は、
モード切替スイッチ５１ｃがないことである。
【００６８】
　以下では、第１降圧コンバータ回路３２ａに３０００ＫのＬＥＤユニット１２ａ，１２
ｄが接続され、第２降圧コンバータ回路３２ｂに５０００ＫのＬＥＤユニット１２ｂ，１
２ｃが接続されている場合の照明システム７０の詳細な動作について説明する。
【００６９】
　商用交流電源１３が投入されると、整流回路２１、力率改善回路２７により交流電圧が
直流電圧に変換され、平滑コンデンサ２６により平滑化される。
【００７０】
　平滑コンデンサ２６の直流電圧は、第１降圧コンバータ回路３２ａにおいて、抵抗４１
ａ、抵抗４２ａ、抵抗４３ａから構成される色温度判定部により分圧される。ここでは、
第１降圧コンバータ回路３２ａに３０００ＫのＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄが接続され
ているため、直列に接続された色温度識別抵抗４４ａ，４４ｄが、抵抗４２ａ及び抵抗４
３ａに並列に接続されることになる。一例として、平滑コンデンサ２６の電圧を４００Ｖ
（ボルト）、抵抗４１ａの抵抗値を１ＭΩ（メガオーム）、抵抗４２ａの抵抗値を５１０
ｋΩ（キロオーム）、抵抗４３ａの抵抗値を２０ｋΩ、色温度識別抵抗４４ａ，４４ｄの
抵抗値をそれぞれ１００ｋΩとすると、抵抗４３ａには分圧により１．９Ｖの電圧が発生
することになる。
【００７１】
　同様に、平滑コンデンサ２６の直流電圧は、第２降圧コンバータ回路３２ｂにおいて、
抵抗４１ｂ、抵抗４２ｂ、抵抗４３ｂから構成される色温度判定部により分圧される。こ
こでは、第２降圧コンバータ回路３２ｂに５０００ＫのＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃが
接続されているため、直列に接続された色温度識別抵抗４４ｂ，４４ｃが、抵抗４２ｂ及
び抵抗４３ｂに並列に接続されることになる。平滑コンデンサ２６の電圧を４００Ｖとし
た上記例において、抵抗４１ｂ、抵抗４２ｂ、抵抗４３ｂの抵抗値をそれぞれ抵抗４１ａ
、抵抗４２ａ、抵抗４３ａと同じ抵抗値とし、色温度識別抵抗４４ｂ，４４ｃの抵抗値を
それぞれ５０ｋΩとすると、抵抗４３ｂには分圧により１．２Ｖの電圧が発生することに
なる。
【００７２】
　抵抗４３ａ，４３ｂに発生した電圧は、マイコン３５に入力される。マイコン３５は、
内蔵するＡ／Ｄ（アナログ／デジタル）変換器を用いて抵抗４３ａ，４３ｂの電圧レベル
が同じかどうかを判定し、その判定結果を調光コントローラ５０の判定部５４に通知する
。ここでは、抵抗４３ａ，４３ｂの電圧レベルが異なることが調光コントローラ５０の判
定部５４に通知される。
【００７３】
　上記のように、本実施の形態では、第１降圧コンバータ回路３２ａに、光を発する発光
素子の一例としてＬＥＤを有するとともに、ＬＥＤから発せられる光の色温度に応じて選
ばれた抵抗値をもつ色温度識別抵抗４４ａ，４４ｄをそれぞれ有するＬＥＤユニット１２
ａ，１２ｄが接続される。第１降圧コンバータ回路３２ａは、色温度識別抵抗４４ａ，４
４ｄの抵抗値によって異なる電圧が印加される電圧測定点の一例として、抵抗４２ａ及び
抵抗４３ａ間の接続点を有する。第２降圧コンバータ回路３２ｂについても、第１降圧コ
ンバータ回路３２ａと同様である。
【００７４】
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　調光コントローラ５０において、判定部５４は、抵抗４３ａ，４３ｂの電圧レベル（第
１降圧コンバータ回路３２ａの電圧測定点に印加された電圧と第２降圧コンバータ回路３
２ｂの電圧測定点に印加された電圧）が互いに異なっているため、第１降圧コンバータ回
路３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂのそれぞれに接続されたＬＥＤユニットから
発せられる光の色温度が互いに異なると判定する。
【００７５】
　設定部５２及び電流制御部５５の動作については、実施の形態１と同様である。
【００７６】
　このように、本実施の形態では、ＬＥＤユニットに色温度識別抵抗を設け、色温度ごと
に異なる抵抗値とすることにより、マイコン３５に入力される電圧レベルが変わり、この
電圧レベルを判定することにより、光源点灯装置２０に接続されたＬＥＤユニットの色温
度を判別することができる。
【００７７】
　また、本実施の形態では、光源点灯システム６０が、第１降圧コンバータ回路３２ａに
３０００ＫのＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄが接続され、第２降圧コンバータ回路３２ｂ
に５０００ＫのＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃが接続されていると自動的に認識すること
ができるため、モード切替スイッチ５１ｃの操作等がなくても、実施の形態１の色温度可
変モードのときと同様に動作することができる。
【００７８】
　ここで、仮に３０００ＫのＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄと５０００ＫのＬＥＤユニッ
ト１２ｂ，１２ｃの取り付け位置を逆の位置にしたとする。即ち、第１降圧コンバータ回
路３２ａに５０００ＫのＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃが接続され、第２降圧コンバータ
回路３２ｂに３０００ＫのＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄが接続されているとする。この
場合、マイコン３５は、色温度判別部により第１降圧コンバータ回路３２ａ及び第２降圧
コンバータ回路３２ｂのどちらにどの色温度のＬＥＤユニットが接続されたか判別できる
ため、調光信号のデューティ比に応じて第２降圧コンバータ回路３２ｂの出力電流を調整
し、調光信号の周期に応じて第１降圧コンバータ回路３２ａの出力電流を調整すればよい
。あるいは、マイコン３５は、第１降圧コンバータ回路３２ａに５０００ＫのＬＥＤユニ
ット１２ｂ，１２ｃが接続され、第２降圧コンバータ回路３２ｂに３０００ＫのＬＥＤユ
ニット１２ａ，１２ｄが接続されていることを調光コントローラ５０に通知して、その接
続形態に合った調光信号を出力させてもよい。
【００７９】
　このように、本実施の形態では、２つのコンバータに互いに異なる色温度のＬＥＤユニ
ットが接続された場合、色温度可変モードとして動作すべきことが光源点灯システム６０
によって自動的に認識される。光源点灯システム６０は、調光信号により色温度の異なる
ＬＥＤユニットで独立して電流調整を行い、任意の色温度・調光率でＬＥＤユニットを点
灯させることができる。また、３０００ＫのＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄと５０００Ｋ
のＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃを第１降圧コンバータ回路３２ａと第２降圧コンバータ
回路３２ｂのどちら側に接続しても、制御部３６がそれを認識して第１降圧コンバータ回
路３２ａと第２降圧コンバータ回路３２ｂを制御するため、適切な電流をＬＥＤユニット
に供給することができる。よって、ＬＥＤユニットの接続位置を間違えても（あるいは気
にすることなく）正常な色温度可変制御が可能となる。
【００８０】
　以下では、第１降圧コンバータ回路３２ａに３０００ＫのＬＥＤユニット１２ａ，１２
ｄが接続され、第２降圧コンバータ回路３２ｂにも同様の３０００ＫのＬＥＤユニットが
接続されている場合の照明システム７０の詳細な動作について説明する。
【００８１】
　第２降圧コンバータ回路３２ｂに接続される３０００ＫのＬＥＤユニットの構成は、第
１降圧コンバータ回路３２ａに接続される３０００ＫのＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄと
同じである。即ち、第２降圧コンバータ回路３２ｂにも、色温度識別抵抗４４ａ，４４ｄ
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と同じ抵抗値をもつ色温度識別抵抗をそれぞれ有する２つのＬＥＤユニットが接続される
。
【００８２】
　前述したように、平滑コンデンサ２６の直流電圧は、第２降圧コンバータ回路３２ｂに
おいて、抵抗４１ｂ、抵抗４２ｂ、抵抗４３ｂから構成される色温度判定部により分圧さ
れる。ここでは、第２降圧コンバータ回路３２ｂに３０００ＫのＬＥＤユニットが接続さ
れているため、色温度識別抵抗４４ａ，４４ｄと同じ抵抗値をもつ色温度識別抵抗が、抵
抗４２ａ及び抵抗４３ａに並列に接続されることになる。平滑コンデンサ２６の電圧を４
００Ｖとした上記例において、抵抗４３ｂには分圧により１．９Ｖの電圧が発生すること
になる。即ち、抵抗４３ａ，４３ｂに印加される電圧は、いずれも１．９Ｖとなる。なお
、第２降圧コンバータ回路３２ｂに５０００ＫのＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃが接続さ
れ、第１降圧コンバータ回路３２ａにも同様の５０００ＫのＬＥＤユニットが接続されて
いる場合、抵抗４３ａ，４３ｂに印加される電圧は、いずれも１．２Ｖとなる。
【００８３】
　前述したように、抵抗４３ａ，４３ｂに発生した電圧は、マイコン３５に入力される。
マイコン３５は、内蔵するＡ／Ｄ変換器を用いて抵抗４３ａ，４３ｂの電圧レベルが同じ
かどうかを判定し、その判定結果を調光コントローラ５０の判定部５４に通知する。ここ
では、抵抗４３ａ，４３ｂの電圧レベルが同じであることが調光コントローラ５０の判定
部５４に通知される。
【００８４】
　調光コントローラ５０において、判定部５４は、抵抗４３ａ，４３ｂの電圧レベル（第
１降圧コンバータ回路３２ａの電圧測定点に印加された電圧と第２降圧コンバータ回路３
２ｂの電圧測定点に印加された電圧）が互いに同じであるため、第１降圧コンバータ回路
３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂのそれぞれに接続されたＬＥＤユニットから発
せられる光の色温度が互いに同じであると判定する。
【００８５】
　設定部５２及び電流制御部５５の動作については、実施の形態１と同様である。
【００８６】
　このように、本実施の形態では、光源点灯システム６０が、第１降圧コンバータ回路３
２ａに３０００ＫのＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄが接続され、第２降圧コンバータ回路
３２ｂに３０００ＫのＬＥＤユニットが接続されていると自動的に認識することができる
ため、モード切替スイッチ５１ｃの操作等がなくても、実施の形態１の色温度固定モード
のときと同様に動作することができる。
【００８７】
　以下では、本実施の形態の変形例として、調光コントローラ５０の設定部５２と記憶部
５３と判定部５４と電流制御部５５との一部の機能を光源点灯装置２０の制御部３６に移
した形態を説明する。
【００８８】
　この変形例において、調光コントローラ５０は、第１降圧コンバータ回路３２ａ及び第
２降圧コンバータ回路３２ｂのそれぞれにどの色温度のＬＥＤユニットが接続されている
かに関わらず、常に実施の形態１の色温度可変モードのときと同様に動作する。
【００８９】
　光源点灯装置２０の制御部３６は、抵抗４３ａ，４３ｂの電圧レベルが異なっていれば
、第１降圧コンバータ回路３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂのそれぞれに接続さ
れたＬＥＤユニットから発せられる光の色温度が互いに異なると判定する（判定部５４の
機能）。この場合、制御部３６は、実施の形態１の色温度可変モードのときと同様に動作
する。即ち、制御部３６は、調光コントローラ５０から入力された調光信号のデューティ
比と周期を計測し、デューティ比に応じた電流を第１降圧コンバータ回路３２ａから３０
００ＫのＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄに供給するとともに、周期に応じた電流を第２降
圧コンバータ回路３２ｂから５０００ＫのＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃに供給する。
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【００９０】
　制御部３６は、抵抗４３ａ，４３ｂの電圧レベルが同じであれば、第１降圧コンバータ
回路３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂのそれぞれに接続されたＬＥＤユニットか
ら発せられる光の色温度が互いに同じであると判定する（判定部５４の機能）。この場合
、制御部３６は、調光コントローラ５０から入力された調光信号のデューティ比と周期を
計測するが、デューティ比に応じた電流ではなく、独自に決定した電流を第１降圧コンバ
ータ回路３２ａから３０００ＫのＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄに供給するとともに、周
期に応じた電流ではなく、独自に決定した電流を第２降圧コンバータ回路３２ｂから５０
００ＫのＬＥＤユニット１２ｂ，１２ｃに供給する。前述したように、この場合、全ての
ＬＥＤユニットを同じ明るさで点灯させることが望ましい。即ち、第１降圧コンバータ回
路３２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂから同じ電流値の電流が出力されることが望
ましい。
【００９１】
　図１３は、この変形例において、第１降圧コンバータ回路３２ａ及び第２降圧コンバー
タ回路３２ｂのそれぞれに接続されたＬＥＤユニットから発せられる光の色温度が互いに
同じである場合に、明るさ調整ボリューム５１ａが回されたときの電流変化、即ち、明る
さ調整ボリューム５１ａとＬＥＤ電流の関係を示すグラフである。
【００９２】
　図１３に示すように、制御部３６のマイコン３５は、デューティ比と周期で示される、
本来色温度が可変の場合に３０００ＫのＬＥＤユニット１２ａ，１２ｄと５０００ＫのＬ
ＥＤユニット１２ｂ，１２ｃに対して出力する電流値の合計を求める。そして、マイコン
３５は、この合計の電流を降圧コンバータ制御部３４により第１降圧コンバータ回路３２
ａと第２降圧コンバータ２２ｂのそれぞれから出力させる。これにより、色温度調整ボリ
ューム５１ｂの目盛り位置に関わらず、全てのＬＥＤユニットを同一の明るさで点灯させ
ることができる。明るさ調整ボリューム５１ａが明るくなる方向に回されると、全てのＬ
ＥＤユニットに供給される電流の電流値が一様に増加する。反対に、明るさ調整ボリュー
ム５１ａが暗くなる方向に回されると、全てのＬＥＤユニットに供給される電流の電流値
が一様に減少する。
【００９３】
　このように、上記変形例においても、第１降圧コンバータ回路３２ａ及び第２降圧コン
バータ回路３２ｂに同じ色温度のＬＥＤユニットが接続された場合、光源点灯装置２０が
、それを自動的に認識することができるため、調光コントローラ５０が実施の形態１の色
温度可変モードのときと同様に動作していても、光源点灯装置２０が、実施の形態１の色
温度固定モードのときと同様に動作することができる。即ち、第１降圧コンバータ回路３
２ａ及び第２降圧コンバータ回路３２ｂに同じ色温度のＬＥＤユニットが接続された場合
、光源点灯装置２０が、全てのＬＥＤユニットに同一電流値の電流を供給し、明るさ調整
ボリューム５１ａの操作に従って全てのＬＥＤユニットを同じ明るさで調光することが可
能となる。
【００９４】
　なお、上記変形例では、調光信号のデューティ比及び周期によって指示される電流値の
合計を各ＬＥＤユニットへの出力電流の電流値としたが、全てのＬＥＤユニットに同一電
流値の電流が供給できればよく、例えば合計電流値から所定の演算（減算、加算、乗算等
）により電流値を調整してもよい。
【００９５】
　以上のように、上記変形例では、着脱可能なＬＥＤユニットの内部に配置されるＬＥＤ
に色温度識別抵抗を接続し、ＬＥＤの色温度に応じて抵抗値を異なる値とし、光源点灯装
置２０でこれを判別することにより、光源点灯装置２０が、接続されているＬＥＤユニッ
トの色温度を認識することができる。接続されているＬＥＤユニットが異なる色温度であ
る場合、光源点灯装置２０は、調光信号に応じてそれぞれ独立してＬＥＤユニットごとに
ＬＥＤ電流値を設定し、任意の色温度、調光率となるようにＬＥＤに電流を供給する。一
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方、接続されているＬＥＤユニットが同じ色温度である場合、光源点灯装置２０は、これ
を自動認識し、全てのＬＥＤユニットに流れる電流が同一電流となるように出力電流を設
定するので、色温度可変用の調光コントローラ５０を用いても、各ＬＥＤユニットを同じ
明るさで点灯させることができる。
【００９６】
　したがって、照明器具１１を設置した後でも、それを色温度が可変の照明器具１１とし
て使用するか、明るさを優先した色温度が固定の照明器具１１として使用するかを、使用
者が用途に応じて自由に選択・変更することができる。
【００９７】
　実施の形態３．
　本実施の形態について、主に実施の形態１及び実施の形態２との差異を説明する。
【００９８】
　図１４は、本実施の形態に係る照明装置１０の外観を示す図（斜視図）である。
【００９９】
　図１４に示すように、本実施の形態において、照明装置１０は、既存の直管形蛍光灯器
具を流用した照明器具１１と、照明器具１１に装着可能な直管形ランプであるＬＥＤユニ
ット１２ａ，１２ｂと、ＬＥＤユニット１２ａ，１２ｂを接続するためのソケット１４ａ
，１４ｂ，１４ｃ，１４ｄとを備える。照明器具１１の内部には、実施の形態１又は実施
の形態２と同様の光源点灯装置２０が設置され、光源点灯装置２０からＬＥＤユニット１
２ａ，１２ｂに電流が供給される。
【０１００】
　このように、本実施の形態に係る照明装置１０において、実施の形態１及び実施の形態
２に係る照明装置１０（図１参照）と異なる部分は、照明器具１１に既存の直管形蛍光灯
器具を用い、ＬＥＤユニット１２ａ，１２ｂの形状を既存の直管形蛍光灯器具に装着可能
な形状としたことである。
【０１０１】
　ＬＥＤユニット１２ａ，１２ｂの内部には、複数個のＬＥＤが実装されたＬＥＤ実装基
板が配置されている。ＬＥＤユニット１２ａ，１２ｂの両端部に使用される口金（図示せ
ず）は、従来の直管形蛍光灯と同一形状でもよいし、独自の専用口金でもよい。口金形状
が従来の蛍光灯と同一形状の場合、既存の蛍光灯器具に装着されているソケットをそのま
ま使用して直管形のＬＥＤユニット１２ａ，１２ｂを取り付ける。この場合、ＬＥＤユニ
ット１２ａ，１２ｂへは、口金から給電を行うか、あるいは、口金はソケット１４ａ，１
４ｂ，１４ｃ，１４ｄへの取り付け及び固定のみに用いて、別途コネクタ等を用いて給電
を行う。ＬＥＤユニット１２ａ，１２ｂ専用の口金を用いた場合は、既存のソケットを照
明器具１１から取り外し、専用ソケットをソケット１４ａ，１４ｂ，１４ｃ，１４ｄとし
て照明器具１１に装着すればよい。この場合、専用口金から給電を行う。
【０１０２】
　既存の蛍光灯器具を流用した照明器具１１に装着された２本の直管形のＬＥＤユニット
１２ａ，１２ｂには、互いに異なる色温度のＬＥＤが実装されている。例えば、実施の形
態１又は実施の形態２と同様に、ＬＥＤユニット１２ａは、色温度３０００Ｋで発光し、
ＬＥＤユニット１２ｂは、色温度５０００Ｋで発光する。色温度３０００Ｋの光と色温度
５０００Ｋの光は空間中で混合され、その中間の色温度（３０００Ｋ～５０００Ｋの間）
の混色光となる。実施の形態１又は実施の形態２と同様、３０００ＫのＬＥＤユニット１
２ａと５０００ＫのＬＥＤユニット１２ｂに流す電流の比率を変えることにより、照明光
の色温度を任意の色温度に調整することができる。
【０１０３】
　本実施の形態では、ＬＥＤユニット１２ａ，１２ｂを直管形ランプとしたため、天井に
既に設置済みの既存の蛍光灯器具に、取り付けることができ、器具内部に光源点灯装置２
０を設置すれば、簡単に且つ低コストで色温度が可変の照明装置１０を構成することがで
きる。また、既存の器具を流用できるため、資源の有効利用、交換時の廃棄物削減も可能
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である。
【０１０４】
　ここで、互いに異なる色温度のＬＥＤユニット１２ａ，１２ｂを照明器具１１に取り付
けた後、色温度が可変の照明装置１０から色温度が固定の照明装置１０に変更したい場合
、ＬＥＤユニット１２ａ，１２ｂを同じ色温度の直管形のＬＥＤユニットに交換すれば、
簡単に色温度が固定の照明装置１０を得ることができる。例えば、色温度が３０００Ｋに
固定された照明装置１０を得たい場合、５０００ＫのＬＥＤユニット１２ｂを取り外し、
取り外した箇所に３０００Ｋの直管形のＬＥＤユニットを取り付ければよい。
【０１０５】
　実施の形態１と同様の光源点灯装置２０を既存の蛍光灯器具に搭載した場合は、実施の
形態１と同様に、調光時には２本の直管形のＬＥＤユニットに同じ電流値の電流が供給さ
れ、２本とも略同じ明るさで点灯させることが可能となる。さらに、実施の形態１と同様
に、色温度を固定して動作させる場合は、第１降圧コンバータ回路３２ａと第２降圧コン
バータ回路３２ｂの合計出力電流の増加が可能となる。
【０１０６】
　実施の形態２と同様の光源点灯装置２０を既存の蛍光灯器具に搭載した場合は、実施の
形態２と同様に、直管形のＬＥＤユニットの内部でＬＥＤと並列に色温度識別抵抗を設け
、光源点灯装置２０により接続された直管形のＬＥＤユニットの色温度を判別する。２本
のＬＥＤユニットが異なる色温度である場合、光源点灯装置２０は、これを自動認識し、
調光信号に応じてそれぞれ独立してＬＥＤユニットごとにＬＥＤ電流値を設定し、任意の
色温度、調光率となるようにＬＥＤに電流を供給する。３０００Ｋの直管形のＬＥＤユニ
ット１２ａと５０００Ｋの直管形のＬＥＤユニット１２ｂの取り付け位置を逆にしても、
正常に動作可能となる。一方、２本のＬＥＤユニットが同じ色温度である場合、光源点灯
装置２０は、これを自動認識し、全てのＬＥＤユニットに流れる電流が同一電流となるよ
うに出力電流を設定するので、色温度可変用の調光コントローラ５０を用いても、各ＬＥ
Ｄユニットを同じ明るさで点灯させることができる。さらに、実施の形態２と同様に、色
温度を固定して動作させる場合は、第１降圧コンバータ回路３２ａと第２降圧コンバータ
回路３２ｂの合計出力電流の増加が可能となる。
出力電流の増加が可能となる。
【０１０７】
　以上のように、本実施の形態では、既存の蛍光灯器具を流用し、光源点灯装置２０と、
互いに異なる色温度の直管形のＬＥＤユニット１２ａ，１２ｂを取り付けることにより、
簡単に且つ低コストで色温度が可変の照明装置１０を構成することができる。また、２本
とも同じ色温度の直管形のＬＥＤユニットを取り付ければ、色温度が固定の照明装置１０
に変更することができる。
【０１０８】
　したがって、蛍光灯器具を設置した後でも、それをＬＥＤ照明器具に変更でき、しかも
、それを色温度が可変の照明器具１１として使用するか、明るさを優先した色温度が固定
の照明器具１１として使用するかを、使用者が用途に応じて自由に選択・変更することが
できる。
【０１０９】
　実施の形態１及び実施の形態２と同様に、ＬＥＤの色温度の組み合わせは、３０００Ｋ
及び５０００Ｋに限定されるものではなく、他の色温度の組み合わせでもよい。ＬＥＤユ
ニットの数も、２本に限定されるものではない。
【０１１０】
　また、本実施の形態では、光源としてＬＥＤを用いているが、他の光源を用いてもよく
、例えば光源として有機ＥＬ等、ＬＥＤ以外のＥＬ、あるいは、その他の発光素子を用い
てもよい。
【０１１１】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、これらの実施の形態のうち、２つ以上
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を組み合わせて実施しても構わない。あるいは、これらの実施の形態のうち、１つを部分
的に実施しても構わない。あるいは、これらの実施の形態のうち、２つ以上を部分的に組
み合わせて実施しても構わない。なお、本発明は、これらの実施の形態に限定されるもの
ではなく、必要に応じて種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【０１１２】
　１０　照明装置、１１　照明器具、１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄ　ＬＥＤユニット
、１３　商用交流電源、１４ａ，１４ｂ，１４ｃ，１４ｄ　ソケット、２０　光源点灯装
置、２１　整流回路、２２　コンデンサ、２３　チョークコイル、２４　スイッチング素
子、２５　ダイオード、２６　平滑コンデンサ、２７　力率改善回路、２８ａ，２８ｂ　
スイッチング素子、２９ａ，２９ｂ　環流ダイオード、３０ａ，３０ｂ　チョークコイル
、３１ａ，３１ｂ　平滑コンデンサ、３２ａ　第１降圧コンバータ回路、３２ｂ　第２降
圧コンバータ回路、３３　力率改善回路制御部、３４　降圧コンバータ制御部、３５　マ
イコン、３６　制御部、４１ａ，４１ｂ　抵抗、４２ａ，４２ｂ　抵抗、４３ａ，４３ｂ
　抵抗、４４ａ，４４ｂ，４４ｃ，４４ｄ　色温度識別抵抗、５０　調光コントローラ、
５１　操作部、５１ａ　明るさ調整ボリューム、５１ｂ　色温度調整ボリューム、５１ｃ
　モード切替スイッチ、５２　設定部、５３　記憶部、５３ａ　定義情報、５４　判定部
、５５　電流制御部、６０　光源点灯システム、７０　照明システム。

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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