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(57)【要約】
【課題】不連続モードで動作するスイッチング電源を用
いて非常に微弱な光出力から定格点灯まで安定に調光点
灯することが可能な半導体発光素子の点灯装置を提供す
る。
【解決手段】不連続モードで動作するＤＣ－ＤＣコンバ
ータ３により半導体発光素子４を調光点灯させる装置に
おいて、スイッチング素子Ｑ１のオンオフ動作を間欠的
に停止させることにより半導体発光素子４に流れる電流
を調整するバースト調光制御部と、半導体発光素子４に
流れる電流または印加される電圧の少なくとも一方を検
出する出力検出部５ａ，５ｂと、出力検出部５ａ，５ｂ
の検出値が目標値に近づく方向に、オンオフ動作中のス
イッチング素子Ｑ１のオン期間またはバースト調光期間
を調整するフィードバック制御部６を備える。調光下限
付近では、フィードバック制御部６への給電を停止して
も良い。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
直流電源を電力変換して半導体発光素子に直流電流を供給するＤＣ－ＤＣコンバータと、
ＤＣ－ＤＣコンバータを制御して半導体発光素子に流れる電流の大きさを調整する調光制
御部とを備える半導体発光素子の点灯装置であって、
　　前記ＤＣ－ＤＣコンバータは、スイッチング素子と誘導性素子と回生ダイオードを少
なくとも備え、スイッチング素子のオン時に直流電源から誘導性素子に蓄積されたエネル
ギーをスイッチング素子のオフ時に回生ダイオードを介して放出し、誘導性素子のエネル
ギー放出が完了した後にスイッチング素子をオンさせる不連続モードで動作し、
　　前記調光制御部は、
　　スイッチング素子のオンオフ動作を間欠的に停止させることにより半導体発光素子に
流れる電流を調整するバースト調光制御部と、
　　半導体発光素子に流れる電流または印加される電圧の少なくとも一方を検出する出力
検出部と、
　　前記出力検出部の検出値が目標値に近づく方向に、オンオフ動作中のスイッチング素
子のオン期間を調整するフィードバック制御部とを備えることを特徴とする半導体発光素
子の点灯装置。
【請求項２】
前記バースト調光制御部は、調光レベルの全範囲でスイッチング素子のオンオフ動作を間
欠的に停止させることを特徴とする請求項１記載の半導体発光素子の点灯装置。
【請求項３】
前記バースト調光制御部は、調光レベルが所定値よりも低いときに、スイッチング素子の
オンオフ動作を間欠的に停止させることを特徴とする請求項１記載の半導体発光素子の点
灯装置。
【請求項４】
調光レベルが所定値よりも低いときに、フィードバック制御部への給電を停止させること
を特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の半導体発光素子の点灯装置。
【請求項５】
直流電源を電力変換して半導体発光素子に直流電流を供給するＤＣ－ＤＣコンバータと、
ＤＣ－ＤＣコンバータを制御して半導体発光素子に流れる電流の大きさを調整する調光制
御部とを備える半導体発光素子の点灯装置であって、
　　前記ＤＣ－ＤＣコンバータは、スイッチング素子と誘導性素子と回生ダイオードを少
なくとも備え、スイッチング素子のオン時に直流電源から誘導性素子に蓄積されたエネル
ギーをスイッチング素子のオフ時に回生ダイオードを介して放出し、誘導性素子のエネル
ギー放出が完了した後にスイッチング素子をオンさせる不連続モードで動作し、
　　前記調光制御部は、
　　スイッチング素子のオンオフ動作を間欠的に停止させることにより半導体発光素子に
流れる電流を調整するバースト調光制御部と、
　　半導体発光素子に流れる電流または印加される電圧の少なくとも一方を検出する出力
検出部と、
　　前記出力検出部の検出値が目標値に近づく方向に、スイッチング素子のオンオフ動作
を間欠的に停止させる期間を調整するフィードバック制御部とを備えることを特徴とする
半導体発光素子の点灯装置。
【請求項６】
バースト調光制御部により前記スイッチング素子のオンオフ動作を間欠的に停止させる信
号を平滑化した直流電圧に応じてスイッチング素子のオン期間またはオンオフ周期を可変
とすることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の半導体発光素子の点灯装置。
【請求項７】
調光下限付近において半導体発光素子に流れる電流よりも大きなバイパス電流を流すバイ
パス回路を半導体発光素子と並列に接続し、前記出力検出部は半導体発光素子に流れる電
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流を前記バイパス電流により嵩上げされた負荷電流として検出することを特徴とする請求
項１～６のいずれかに記載の半導体発光素子の点灯装置。
【請求項８】
請求項１～７のいずれかに記載の半導体発光素子の点灯装置を備える照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光ダイオード（ＬＥＤ）のような半導体発光素子の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】
　特許文献１（米国特許第７，０７１，７６２号公報）によれば、入力直流電源をスイッ
チング電源により電力変換してＬＥＤに直流電流を供給するＬＥＤ照明装置において、ス
イッチング電源の高周波動作を低周波で間欠的に停止させるバースト調光制御により、Ｌ
ＥＤを調光することが提案されている。また、ＬＥＤに流れる電流の検出値を受けて、ス
イッチング電源の高周波動作を低周波で間欠的に停止させる期間をフィードバック制御す
ることも提案されている（同文献のクレーム２０、ＦＩＧ．１１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第７，０７１，７６２号公報（クレーム２０、ＦＩＧ．１１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の技術では、スイッチング電源が連続モード（同文献のＦＩＧ．１２参照）
で動作することを前提としており、インダクタの磁気飽和を避けるために、インダクタに
流れる電流のピーク値を規制する制御手段が必要であった。一方、スイッチング素子のオ
フ時にインダクタに流れる電流がゼロになった後、所定の休止期間を経てスイッチング素
子がオンする不連続モードを採用すると、制御回路を簡略化できるうえに、スイッチング
素子のオン期間に比べてオフ期間を極端に長く設定することにより、非常に微弱な光出力
で安定に調光点灯させることができる（特願２０１１－０００４５７号）。しかしながら
、不連続モードでは、低輝度域の調光点灯は比較的容易に達成できるものの、高輝度域～
中輝度域において、半導体発光素子の発熱による負荷特性の変動により出力の変動が大き
くなるという問題があった。
【０００５】
　本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、不連続モードで動作するスイッチ
ング電源を用いて非常に微弱な光出力から定格点灯まで安定に調光点灯可能とした半導体
発光素子の点灯装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１の発明は、上記の課題を解決するために、図１に示すように、直流電源Ｖｄｃ
を電力変換して半導体発光素子４に直流電流を供給するＤＣ－ＤＣコンバータ３と、ＤＣ
－ＤＣコンバータ３を制御して半導体発光素子４に流れる電流の大きさを調整する調光制
御部とを備える半導体発光素子の点灯装置であって、前記ＤＣ－ＤＣコンバータ３は、ス
イッチング素子Ｑ１と誘導性素子Ｌ１と回生ダイオードＤ１を少なくとも備え、スイッチ
ング素子Ｑ１のオン時に直流電源Ｖｄｃから誘導性素子Ｌ１に蓄積されたエネルギーをス
イッチング素子Ｑ１のオフ時に回生ダイオードＤ１を介して放出し、誘導性素子Ｌ１のエ
ネルギー放出が完了した後にスイッチング素子Ｑ１をオンさせる不連続モードで動作し、
前記調光制御部は、スイッチング素子Ｑ１のオンオフ動作を間欠的に停止させることによ
り半導体発光素子４に流れる電流を調整するバースト調光制御部と、半導体発光素子４に
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流れる電流または印加される電圧の少なくとも一方を検出する出力検出部５ａ，５ｂと、
前記出力検出部５ａ，５ｂの検出値が目標値に近づく方向に、オンオフ動作中のスイッチ
ング素子Ｑ１のオン期間を調整するフィードバック制御部６とを備えることを特徴とする
ものである。
【０００７】
　請求項２の発明は、請求項１記載の半導体発光素子の点灯装置において、前記バースト
調光制御部は、調光レベルの全範囲でスイッチング素子Ｑ１のオンオフ動作を間欠的に停
止させることを特徴とする。
【０００８】
　請求項３の発明は、請求項１記載の半導体発光素子の点灯装置において、前記バースト
調光制御部は、調光レベルが所定値よりも低いときに、スイッチング素子Ｑ１のオンオフ
動作を間欠的に停止させることを特徴とする。
【０００９】
　請求項４の発明は、請求項１～３のいずれかに記載の半導体発光素子の点灯装置におい
て、調光レベルが所定値よりも低いときに、フィードバック制御部への給電を停止させる
ことを特徴とする。
【００１０】
　請求項５の発明は、図５に示すように、直流電源Ｖｄｃを電力変換して半導体発光素子
４に直流電流を供給するＤＣ－ＤＣコンバータ３と、ＤＣ－ＤＣコンバータ３を制御して
半導体発光素子４に流れる電流の大きさを調整する調光制御部とを備える半導体発光素子
の点灯装置であって、前記ＤＣ－ＤＣコンバータ３は、スイッチング素子Ｑ１と誘導性素
子Ｌ１と回生ダイオードＤ１を少なくとも備え、スイッチング素子Ｑ１のオン時に直流電
源Ｖｄｃから誘導性素子Ｌ１に蓄積されたエネルギーをスイッチング素子Ｑ１のオフ時に
回生ダイオードＤ１を介して放出し、誘導性素子Ｌ１のエネルギー放出が完了した後にス
イッチング素子Ｑ１をオンさせる不連続モードで動作し、前記調光制御部は、スイッチン
グ素子Ｑ１のオンオフ動作を間欠的に停止させることにより半導体発光素子４に流れる電
流を調整するバースト調光制御部（トランジスタＴｒ２）と、半導体発光素子４に流れる
電流または印加される電圧の少なくとも一方を検出する出力検出部５と、前記出力検出部
５の検出値が目標値に近づく方向に、スイッチング素子Ｑ１のオンオフ動作を間欠的に停
止させる期間を調整するフィードバック制御部（エラーアンプＥＡ１）とを備えることを
特徴とするものである。
【００１１】
　請求項６の発明は、請求項１～５のいずれかに記載の半導体発光素子の点灯装置におい
て、バースト調光制御部により前記スイッチング素子Ｑ１のオンオフ動作を間欠的に停止
させる信号を平滑化した直流電圧に応じてスイッチング素子Ｑ１のオン期間またはオンオ
フ周期を可変とすることを特徴とする（図３（ｂ）、図５）。
【００１２】
　請求項７の発明は、請求項１～６のいずれかに記載の半導体発光素子の点灯装置におい
て、図２に示すように、調光下限付近において半導体発光素子４に流れる電流よりも大き
なバイパス電流を流すバイパス回路（ダイオードＤ２＋抵抗Ｒ６）を半導体発光素子４と
並列に接続し、前記出力検出部５ｂは半導体発光素子４に流れる電流を前記バイパス電流
により嵩上げされた負荷電流として検出することを特徴とする。
【００１３】
　請求項８の発明は、請求項１～７のいずれかに記載の半導体発光素子の点灯装置を備え
る照明器具である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、スイッチング素子のオンオフ動作を間欠的に停止させることにより半
導体発光素子に流れる電流を調整するバースト調光制御部を備えることにより、不連続モ
ードで動作するスイッチング電源を用いて広い範囲で調光点灯することができると共に、
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半導体発光素子に流れる電流または印加される電圧の少なくとも一方を検出する出力検出
部を設け、その検出値が目標値に近づく方向に、オンオフ動作中のスイッチング素子のオ
ン期間またはスイッチング素子のオンオフ動作を間欠的に停止させる期間を調整するフィ
ードバック制御部を設けたので、非常に微弱な光出力から定格点灯まで安定に調光点灯す
ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施形態１の概略構成を示すブロック回路図である。
【図２】本発明の実施形態２の回路図である。
【図３】本発明の実施形態３の要部回路図である。
【図４】本発明の実施形態４の回路図である。
【図５】本発明の実施形態５の回路図である。
【図６】本発明の実施形態５の動作波形図である。
【図７】本発明に用いるＤＣ－ＤＣコンバータの例を示す回路図である。
【図８】本発明の実施形態７の照明器具の概略構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
（実施形態１）
　図１は本発明の実施形態１の回路図である。入力直流電源１は、フィルタ回路１ａ、整
流回路１ｂ、昇圧チョッパ回路１ｃよりなり、商用交流電源Ｖｓを整流平滑して略一定の
入力直流電圧Ｖｄｃを出力する。制御用電源回路２は、例えばＩＰＤ素子を用いた降圧チ
ョッパ回路（後述の図４参照）よりなり、入力直流電圧Ｖｄｃを降圧して制御電源電圧Ｖ
ｃｃを生成する。
【００１７】
　ＤＣ－ＤＣコンバータ３は、スイッチング素子Ｑ１とインダクタＬ１、回生ダイオード
Ｄ１、平滑コンデンサＣ１よりなる降圧チョッパ回路（バックコンバータ）であり、スイ
ッチング素子Ｑ１が高周波でオンオフすることにより、入力直流電圧Ｖｄｃを電圧変換し
て出力する。
【００１８】
　降圧チョッパ回路の構成は周知であり、入力直流電源１に、平滑コンデンサＣ１とイン
ダクタＬ１とスイッチング素子Ｑ１の直列回路が接続されており、平滑コンデンサＣ１と
インダクタＬ１の直列回路には回生ダイオードＤ１が閉回路を構成するように並列接続さ
れている。
【００１９】
　降圧チョッパ回路の動作も周知であり、スイッチング素子Ｑ１がオンすると、入力直流
電源１→平滑コンデンサＣ１→インダクタＬ１→スイッチング素子Ｑ１→入力直流電源１
の経路で漸増電流が流れて、インダクタＬ１にエネルギーが蓄積される。スイッチング素
子Ｑ１がオフすると、インダクタＬ１の誘起電圧により、インダクタＬ１→回生ダイオー
ドＤ１→平滑コンデンサＣ１→インダクタＬ１の経路で漸減電流が流れて、インダクタＬ
１のエネルギーが放出される。
【００２０】
　インダクタＬ１のエネルギー放出が完了するよりも前にスイッチング素子Ｑ１がオンさ
れる動作を連続モード、インダクタＬ１のエネルギー放出が完了したタイミングでスイッ
チング素子Ｑ１がオンされる動作を臨界モード、インダクタＬ１のエネルギー放出が完了
した後、休止期間を経てスイッチング素子Ｑ１がオンされる動作を不連続モードと呼ぶ。
本発明では、不連続モードを用いており、特許文献１では連続モード（同文献のＦｉｇ．
１２参照）を用いている。
【００２１】
　ＤＣ－ＤＣコンバータ３の出力は、コネクタＣＮ２を介して半導体発光素子４に供給さ
れる。半導体発光素子４は例えばＬＥＤの直列回路よりなり、その負荷電圧は電圧検出回
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路５ａにより検出され、負荷電流は電流検出回路５ｂにより検出される。各検出回路５ａ
，５ｂの検出信号は、フィードバック制御回路６に帰還されて、スイッチング素子Ｑ１の
制御に用いられる。検出回路５ａ，５ｂは、いずれか一方でも構わないし、両方を併用し
ても構わない。
【００２２】
　スイッチング素子Ｑ１は、高周波発振回路７の出力により高周波でオンオフ制御される
。高周波発振回路７によるスイッチング素子Ｑ１のオン時間とオフ時間の比率は、スイッ
チング素子Ｑ１のオン時に入力直流電源１からインダクタＬ１に蓄積されたエネルギーを
スイッチング素子Ｑ１のオフ時に回生ダイオードＤ１を介して放出し、インダクタＬ１の
エネルギー放出が完了した後にスイッチング素子Ｑ１をオンさせる不連続モードで動作す
るように設定される。この不連続モードでは、低光束点灯時において、スイッチング素子
Ｑ１の（オン時間／オフ時間）の比率を極端に小さく設定することにより、極めて微弱な
光出力まで安定して点灯させることができる。
【００２３】
　しかし、高輝度域～中輝度域では、半導体発光素子４の発熱による温度上昇により素子
自体のＶ－Ｉ特性が変動するので、フィードバック制御を掛けないと、光出力が安定しな
い。一方、低輝度域では、半導体発光素子４の発熱が少ないので、温度上昇による素子の
Ｖ－Ｉ特性の変動は限定的となる。
【００２４】
　そこで、本実施形態では、半導体発光素子４の発熱が比較的に大きい高輝度域～中輝度
域ではフィードバック制御回路６を有効とし、フィードバック制御回路６の出力により高
周波発振回路７によるスイッチング素子Ｑ１のオン時間幅をフィードバック制御している
。また、低輝度域では、フィードバック制御回路６の動作を停止させると共に、スイッチ
ング素子Ｑ１の高周波的なオンオフ動作を、調光制御回路８により間欠的に停止させるこ
とで（オン時間／オフ時間）の比率を極端に小さく設定可能とし、極めて微弱な光出力ま
で安定して調光点灯させることを可能としている。
【００２５】
　調光制御回路８は、調光信号回路９からの調光電圧に応じて、高輝度域～中輝度域では
、検出回路５ａ，５ｂによる検出信号が目標値に収束するように、高周波発振回路７によ
るスイッチング素子Ｑ１のオン時間幅をフィードバック制御するように動作する。また、
低輝度域では、高周波発振回路７によるスイッチング素子Ｑ１のオン時間幅を固定幅とす
るか、または、調光信号回路９からの調光電圧に応じて可変とし、なおかつ、スイッチン
グ素子Ｑ１の高周波的なオンオフ動作を間欠的に停止させる割合を調光信号回路９からの
調光電圧に応じて可変とする。
【００２６】
　調光信号回路９は、無極性化回路９ａ、絶縁回路９ｂ、直流変換回路９ｃを備え、外部
から調光信号線を介して受信した調光信号を信号変換して調光電圧を出力するものである
。外部から受信される調光信号は、例えば、振幅が１０Ｖ、周波数が１ｋＨｚ程度のＰＷ
Ｍ信号である。無極性化回路９ａは、例えば、全波整流器よりなり、調光信号線の接続極
性を無極性化する。絶縁回路９ｂは、例えば、フォトカプラよりなり、調光信号線と点灯
装置を絶縁する。直流変換回路９ｃは、例えば、平滑回路よりなり、調光信号としてのＰ
ＷＭ信号のパルス幅に応じたレベルの直流電圧を調光電圧として出力する。
【００２７】
　以下、図１の基本構成をさらに具体化した実施形態を図２に例示して説明する。
【００２８】
（実施形態２）
　図２は本発明の実施形態２の回路図である。本実施形態では、図１の電流検出回路５ｂ
、フィードバック制御回路６、高周波発振回路７の構成をさらに具体化して示したもので
ある。
【００２９】
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《高周波発振回路７について》
　高周波発振回路７は、汎用のタイマー回路ＴＭ１、ＴＭ２とその周辺回路により構成さ
れている。第１のタイマー回路ＴＭ１は、スイッチング素子Ｑ１のオンオフ周波数を設定
する無安定マルチバイブレータであり、第２のタイマー回路ＴＭ２は、スイッチング素子
Ｑ１のオンパルス幅を設定する単安定マルチバイブレータである。
【００３０】
　タイマー回路ＴＭ１、ＴＭ２は、図３（ａ）に示す内部構成を有する周知のタイマーＩ
Ｃ（いわゆる５５５）であり、例えば、ルネサスエレクトロニクス社（旧ＮＥＣエレクト
ロニクス所管）のμＰＤ５５５５またはそのデュアル版（μＰＤ５５５６）もしくはそれ
らの互換品を用いれば良い。１番ピンはグランド端子、８番ピンは電源端子である。
【００３１】
　２番ピンはトリガー端子であり、この端子が５番ピンの電圧の半分（通常は電源電圧Ｖ
ｃｃの１／３）よりも低くなると、第１コンパレータＣＰ１の出力により内部のフリップ
フロップＦＦがセットされて、３番ピン（出力端子）がＨｉｇｈレベルとなり、７番ピン
（放電端子）は開放状態となる。
【００３２】
　４番ピンはリセット端子であり、この端子がＬｏｗレベルになると、動作停止状態とな
り、３番ピン（出力端子）はＬｏｗレベルに固定される。
　５番ピンは制御端子であり、内部のブリーダ抵抗（３個の抵抗Ｒの直列回路）により通
常は電源電圧Ｖｃｃの２／３となる基準電圧が印加されている。
【００３３】
　６番ピンはスレショルド端子であり、この端子が５番ピンの電圧（通常は電源電圧Ｖｃ
ｃの２／３）よりも高くなると、第２コンパレータＣＰ２の出力により内部のフリップフ
ロップＦＦがリセットされて、３番ピン（出力端子）がＬｏｗレベルとなり、７番ピン（
放電端子）は内部のトランジスタＴｒにより１番ピンと短絡された状態となる。
【００３４】
　第１のタイマー回路ＴＭ１は、時定数設定用の抵抗Ｒ１、Ｒ２とコンデンサＣ２を外付
けされて、無安定マルチバイブレータとして動作する。コンデンサＣ２の電圧は、２番ピ
ン（トリガー端子）と６番ピン（スレショルド端子）に入力されて、内部の基準電圧（電
源電圧Ｖｃｃの１／３、２／３）と比較されている。５番ピンの電圧はコンデンサＣ３に
より安定化されている。
【００３５】
　電源投入初期には、コンデンサＣ２の電圧は２番ピン（トリガー端子）で比較される基
準電圧（電源電圧Ｖｃｃの１／３）よりも低いので、３番ピン（出力端子）がＨｉｇｈレ
ベルとなり、７番ピン（放電端子）は開放状態となる。これにより、コンデンサＣ２は電
源電圧Ｖｃｃから抵抗Ｒ２、Ｒ１を介して充電される。
【００３６】
　コンデンサＣ２の電圧が６番ピン（スレショルド端子）で比較される基準電圧（電源電
圧Ｖｃｃの２／３）よりも高くなると、３番ピン（出力端子）はＬｏｗレベルとなり、７
番ピン（放電端子）は１番ピンと短絡された状態となる。これにより、コンデンサＣ２は
抵抗Ｒ１を介して放電される。
【００３７】
　コンデンサＣ２の電圧が２番ピン（トリガー端子）で比較される基準電圧（電源電圧Ｖ
ｃｃの１／３）よりも低くなると、３番ピン（出力端子）がＨｉｇｈレベルとなり、７番
ピン（放電端子）は開放状態となる。これにより、コンデンサＣ２は電源電圧Ｖｃｃから
抵抗Ｒ２、Ｒ１を介して再び充電される。以下、同じ動作を繰り返す。
【００３８】
　抵抗Ｒ１、Ｒ２とコンデンサＣ２の時定数は、３番ピン（出力端子）の発振周波数が数
十ｋＨｚの高周波となるように設定される。また、抵抗Ｒ１、Ｒ２の抵抗値はＲ１≪Ｒ２
となるように設定される。このため、抵抗Ｒ２、Ｒ１を介してコンデンサＣ２を充電して
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いる期間（３番ピンの出力端子がＨｉｇｈレベルである期間）に比べて、抵抗Ｒ１を介し
てコンデンサＣ２を放電する期間（３番ピンの出力端子がＬｏｗレベルである期間）は極
端に短くなる。これにより、第１のタイマー回路ＴＭ１の３番ピン（出力端子）からは、
パルス幅の短いＬｏｗレベルのパルスが数十ｋＨｚの高周波で繰り返し出力されることに
なる。このパルス幅の短い立下りパルスを用いて、第２のタイマー回路ＴＭ２の２番ピン
を１周期毎に１回だけトリガーする。
【００３９】
　第２のタイマー回路ＴＭ２は、時定数設定用の抵抗Ｒ３とコンデンサＣ４を外付けされ
て、単安定マルチバイブレータとして動作する。第２のタイマー回路ＴＭ２の２番ピン（
トリガー端子）に、パルス幅の短いＬｏｗレベルのパルスが入力されると、その立下りエ
ッジにおいて、第２のタイマー回路ＴＭ２の３番ピン（出力端子）はＨｉｇｈレベルとな
り、７番ピン（放電端子）は開放状態となる。このため、コンデンサＣ４は、時定数設定
用の抵抗Ｒ３を介して充電される。その充電電圧が６番ピン（スレショルド端子）の第２
コンパレータＣＰ２で比較される基準電圧（５番ピンの電圧）よりも高くなると、３番ピ
ン（出力端子）はＬｏｗレベルとなり、７番ピン（放電端子）は１番ピンと短絡された状
態となる。これにより、コンデンサＣ４は瞬時に放電される。
【００４０】
　したがって、第２のタイマー回路ＴＭ２の３番ピンから出力されるＨｉｇｈレベルのパ
ルス信号のパルス幅は、コンデンサＣ４をグランド電位から基準電圧（５番ピンの電圧）
まで充電するのに要する時間で決まる。その時間の最大値は、第１のタイマー回路ＴＭ１
の発振周期よりも短くなるように設定される。また、その時間の最小値は、第１のタイマ
ー回路ＴＭ１の３番ピンから出力されるＬｏｗレベルのトリガーパルスのパルス幅よりも
長くなるように設定される。
【００４１】
　第２のタイマー回路ＴＭ２の３番ピンから出力されるＨｉｇｈレベルのパルス信号は、
スイッチング素子Ｑ１のオン駆動信号となる。そのオン時間幅は、第２のタイマー回路Ｔ
Ｍ２の５番ピンの電圧により制御可能であり、５番ピンの電圧が低くなるほど、短くなる
。
【００４２】
《フィードバック制御回路６について》
　次に、第２のタイマー回路ＴＭ２の５番ピンの電圧を制御するフィードバック制御回路
６の構成について説明する。フィードバック制御回路６は、オペアンプＯＰ１とその周辺
回路により構成されている。オペアンプＯＰ１の反転入力端子と出力端子の間には、抵抗
Ｒ１１、Ｒ１２とコンデンサＣ６よりなる帰還インピーダンスが接続されている。オペア
ンプＯＰ１の非反転入力端子には、基準電圧Ｖｒｅｆが印加されている。オペアンプＯＰ
１の出力端子の電圧は、オペアンプＯＰ１の反転入力端子の電圧が非反転入力端子の電圧
（基準電圧Ｖｒｅｆ）と一致するように変化する。オペアンプＯＰ１の反転入力端子には
、第１の入力抵抗Ｒ９を介して電流検出回路５ｂの検出電圧Ｖｄｅｔが入力されると共に
、第２の入力抵抗Ｒ１０を介して調光制御回路８からの調光制御電圧Ｖｄｉｍが入力され
ている。
【００４３】
　調光制御電圧Ｖｄｉｍが増加すると、オペアンプＯＰ１の出力電圧は低下し、抵抗Ｒ１
３とダイオードＤ４を介して５番ピンから引き出される電流が増加するので、５番ピンの
基準電圧は低下する。これにより、スイッチング素子Ｑ１のオン時間幅は短くなる。逆に
、調光制御電圧Ｖｄｉｍが減少すると、オペアンプＯＰ１の出力電圧は上昇し、抵抗Ｒ１
３とダイオードＤ４を介して５番ピンから引き出される電流が減少するので、５番ピンの
基準電圧は上昇する。これにより、スイッチング素子Ｑ１のオン時間幅は長くなる。
【００４４】
　また、調光制御電圧Ｖｄｉｍが一定であるときに、検出電圧Ｖｄｅｔが変動した場合に
も、上記と同様の動作により、検出電圧Ｖｄｅｔが増加すると、スイッチング素子Ｑ１の



(9) JP 2012-226924 A 2012.11.15

10

20

30

40

50

オン時間幅は短くなり、逆に、検出電圧Ｖｄｅｔが減少すると、スイッチング素子Ｑ１の
オン時間幅は長くなるから、出力変動を抑制するようにフィードバック制御が掛かること
になる。これにより、調光制御電圧Ｖｄｉｍの大きさに対して、相応の検出電圧Ｖｄｅｔ
となるように、スイッチング素子Ｑ１のオン時間幅が制御される。
【００４５】
　以上の動作は、高輝度域～中輝度域の範囲で実施され、低輝度域（例えば、全点灯時に
対して１０％未満の低光束域）では、オペアンプＯＰ１によるフィードバック制御は停止
し、スイッチング素子Ｑ１のオン時間幅は最短値に固定され、代わりに、スイッチング素
子Ｑ１の高周波的なオンオフ動作を間欠的に停止させることにより、さらなる調光が実施
される。
【００４６】
　そのために、調光制御回路８の端子ａを低輝度域ではＨｉｇｈレベルとする。調光制御
回路８の端子ａがＨｉｇｈレベルになると、ダイオードＤ３を介してスイッチング素子Ｑ
２の制御電極にオン駆動信号が入力されて、スイッチング素子Ｑ２がオン状態となる。こ
のため、第２のタイマー回路ＴＭ２の５番ピンの基準電圧は、内部のブリーダ抵抗と抵抗
Ｒ１３の分圧比で決まる最低値に固定され、スイッチング素子Ｑ１のオン時間幅はオペア
ンプＯＰ１により制御可能な範囲の最短値に固定される。また、調光制御回路８の端子ａ
がＨｉｇｈレベル（制御電源電圧Ｖｃｃのレベル）になると、抵抗Ｒ１４を介するトラン
ジスタＴｒ４のベース電流が遮断されるので、トランジスタＴｒ４がＯＦＦとなり、オペ
アンプＯＰ１に対して制御電源電圧Ｖｃｃが供給されなくなる。これにより、低輝度域で
のオペアンプＯＰ１による余分な消費電力を節減することができる。
【００４７】
　なお、調光制御回路８の端子ａがＨｉｇｈレベルに切り替わるときのオペアンプＯＰ１
の出力電圧は最低値となっているように、つまり、スイッチング素子Ｑ２がオンする前後
で、ダイオードＤ４のアノード電位が殆ど変動しないように、設計しておくことが好まし
い。
【００４８】
　次に、低輝度域の制御から中輝度域の制御に戻す場合には、オペアンプＯＰ１を再度動
作開始させるために、調光制御回路８は端子ａをＬｏｗレベルに切り替える。すると、抵
抗Ｒ１４を介してトランジスタＴｒ４にベース電流が流れるから、トランジスタＴｒ４は
ＯＮ状態となり、オペアンプＯＰ１に制御電源電圧Ｖｃｃが供給される。また、ダイオー
ドＤ３を介して供給されていたオン駆動信号が遮断されるから、スイッチング素子Ｑ２が
ＯＦＦされることになるが、オペアンプＯＰ１の動作が十分に安定するまでは、スイッチ
ング素子Ｑ２はＯＮ状態を暫時継続することが望ましい。
【００４９】
　そこで、コンデンサＣ５と抵抗Ｒ１５よりなるタイマー回路をスイッチング素子Ｑ２の
制御電極に接続しておいて、その時定数をオペアンプＯＰ１の動作が十分に安定するまで
の時間程度に設定しておく。これにより、コンデンサＣ５の電圧が低下するにつれて、ス
イッチング素子Ｑ２は徐々にＯＦＦ状態へと移行する。そして、スイッチング素子Ｑ２が
完全にＯＦＦする頃には、オペアンプＯＰ１の動作が安定しており、ダイオードＤ４を介
してオペアンプＯＰ１の出力端子に抵抗Ｒ１３を介する電流が引き込まれることにより、
スイッチング素子Ｑ１のオン時間幅はオペアンプＯＰ１により制御される状態となる。
【００５０】
　なお、調光制御回路８の端子ａがＬｏｗレベルからＨｉｇｈレベルへ移行するときの調
光制御電圧Ｖｄｉｍ１と、調光制御回路８の端子ａがＨｉｇｈレベルからＬｏｗレベルへ
移行するときの調光制御電圧Ｖｄｉｍ２の関係は、Ｖｄｉｍ１＞Ｖｄｉｍ２となるように
、若干のヒステリシス特性を持たせておけば、低輝度域の制御と中輝度域の制御が頻繁に
切り替わる現象を回避できる。
【００５１】
　次に、低輝度域の制御について説明する。低輝度域の制御に移行すると、調光制御回路
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８はスイッチング素子Ｑ２をＯＮ状態に固定しているので、スイッチング素子Ｑ１のオン
時間幅は最短値に固定されており、さらに調光を深めるには、スイッチング素子Ｑ１のオ
フ時間を延長する必要がある。
【００５２】
　そのために、調光制御回路８の端子ｃから低周波のＰＷＭ信号を出力し、第２のタイマ
ー回路ＴＭ２の４番ピンの電圧を低周波でＨｉｇｈ／Ｌｏｗに切り替えることにより、ス
イッチング素子Ｑ１の高周波的なオンオフ動作を間欠的に休止させる。端子ｃは高輝度域
～中輝度域ではＨｉｇｈレベルに固定されており、第２のタイマー回路ＴＭ２は常に動作
可能な状態となっている。これに対して、低輝度域では、端子ｃは低周波でＨｉｇｈ／Ｌ
ｏｗに切り替わり、そのＬｏｗレベルの期間の割合は、調光が深くなるにつれて（輝度が
低くなるにつれて）長くなるように制御される。つまり、スイッチング素子Ｑ１のオン時
間幅が最短値のままで、バースト調光によりスイッチング素子Ｑ１のオフ期間を増大させ
て行くことにより、（オン時間／オフ時間）の比率を極端に小さい値まで制御することに
より、極めて微弱な光出力となるまで調光点灯させることができる。
【００５３】
　ところで、このように極めて微弱な光出力となるまで調光点灯させる場合には、半導体
発光素子４と並列に点灯電流よりも大きなバイパス電流を流すバイパス回路を設けること
が好ましいことが知られている（特開２０１１－６５９２２号公報参照）。そこで、本実
施形態では、そのようなバイパス回路を有効に活用して電流検出回路５ｂの検出可能域を
拡大している。
【００５４】
《電流検出回路５ｂについて》
　図２の電流検出回路５ｂでは、半導体発光素子４と並列に、ダイオードＤ２と抵抗Ｒ６
の直列回路を接続している。抵抗Ｒ６は定電流回路に置き換えても良い。ダイオードＤ２
はトランジスタＴｒ３のベース・エミッタ間のダイオードと略同等の温度特性のものを用
いることが好ましい。ダイオードＤ２の順電圧とトランジスタＴｒ３のベース・エミッタ
間電圧がほぼ相殺し合うことにより、電流検出抵抗Ｒ４の両端電圧をベースバイアス抵抗
Ｒ５の両端電圧として写し取ることができる。電流検出抵抗Ｒ４は低抵抗、ベースバイア
ス抵抗Ｒ５は高抵抗であるが、ベースバイアス抵抗Ｒ５に流れる電流は、その両端電圧÷
抵抗Ｒ５であるから、電流検出抵抗Ｒ４に流れる電流（点灯電流＋バイパス電流）に応じ
たベース電流をトランジスタＴｒ３に流すことができる。そのベース電流に応じたコレク
タ電流が抵抗Ｒ７、Ｒ８の直列回路に流れるから、抵抗Ｒ８の両端には、電流検出抵抗Ｒ
４の両端電圧に応じた検出電圧Ｖｄｅｔを得ることができる。
【００５５】
　仮に、ダイオードＤ２と抵抗Ｒ６の直列回路よりなるバイパス回路が無いとすると、低
抵抗である電流検出抵抗Ｒ４の両端電圧は点灯電流が低下するにつれて微弱なものとなり
、トランジスタＴｒ３のベース・エミッタ間ダイオードがオンしなくなるから、電流検出
が困難となる。本実施形態では、ダイオードＤ２と抵抗Ｒ６の直列回路よりなるバイパス
回路のバイパス電流を電流検出抵抗Ｒ４に常に流しておくことにより、点灯電流が小さく
ても電流検出抵抗Ｒ４の両端電圧を嵩上げすることができ、また、ダイオードＤ２の順電
圧によりトランジスタＴｒ３のベース・エミッタ間ダイオードをオンさせておくことがで
きるから、負荷電流が小さくなっても、点灯電流を検出可能となる。
【００５６】
　電流検出抵抗Ｒ４は、本来は、半導体発光素子４に流れる点灯電流のみを検出したいと
ころであるが、本実施形態では、半導体発光素子４に流れる点灯電流に加えてダイオード
Ｄ２及び抵抗Ｒ６の直列回路に流れるバイパス電流により嵩上げされた電流を検出してい
ることになる。しかし、半導体発光素子４の負荷電圧は比較的安定しているから、バイパ
ス電流は点灯電流に比べると変動範囲が限られているし、また、抵抗Ｒ６を定電流回路に
置き換える等の手段によりバイパス電流の影響は簡単に除去できるから、実質的には点灯
電流を検出できることになる。
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【００５７】
　なお、本実施形態では、上述のように、低輝度域（例えば、全点灯時に対して１０％未
満の低光束域）ではフィードバック制御を省略しており、点灯電流がバイパス電流よりも
大きくなる高輝度域～中輝度域の範囲でフィードバック制御を実施しているので、検出電
圧Ｖｄｅｔは主として点灯電流を反映したものとなり、バイパス電流による嵩上げ分は無
視できる。
【００５８】
《調光制御回路８について》
　図２の調光制御回路８は、マイクロコンピュータで構成しても良い。例えば、図１の調
光信号回路９から出力されるアナログの調光電圧をＡ／Ｄ変換入力ポートから読み取り、
その読み取り値に基づいて内部のメモリテーブルを参照して調光制御電圧Ｖｄｉｍを決定
し、Ｄ／Ａ変換出力端子ｂから出力する。高輝度域～中輝度域の範囲では調光制御電圧Ｖ
ｄｉｍに応じたフィードバック制御を実施するべく、端子ａをＬｏｗレベルとし、端子ｃ
はＨｉｇｈレベルに固定しておく。低輝度域では、フィードバック制御を停止させるべく
、端子ａをＨｉｇｈレベルとし、また、高周波のオンオフ動作を低周波で間欠的に停止さ
せるべく、端子ｃを低周波でＨｉｇｈ／Ｌｏｗに切り替える。そのＬｏｗレベルの期間の
割合は、図１の調光信号回路９から出力されるアナログの調光電圧をＡ／Ｄ変換入力ポー
トから読み取った値に基づいて、内部のメモリテーブルを参照して決定すれば良い。
【００５９】
（実施形態３）
　図３（ｂ）は本発明の実施形態３の要部構成を示している。本実施形態では、図２に示
した実施形態２において、第１のタイマー回路ＴＭ１の５番ピンの電圧を低輝度域におい
て可変とすることにより、スイッチング素子Ｑ１の高周波のオンオフ動作の周波数を可変
とするものである。
【００６０】
　上述のように、極めて微弱な光出力となるまで調光点灯させるには、調光下限に近づく
につれて、スイッチング素子Ｑ１の高周波のオンオフ動作の周波数は低くした方が有利と
なる。
【００６１】
　図２の実施形態では、第１のタイマー回路ＴＭ１の５番ピンの電圧は固定されているの
で、スイッチング素子Ｑ１の高周波のオンオフ動作の周波数は固定されている。これに対
して、図３（ｂ）に示す変形例では、第１のタイマー回路ＴＭ１の５番ピンに接続された
コンデンサＣ３と並列に、抵抗Ｒｏとスイッチング素子Ｑ３の直列回路を接続し、スイッ
チング素子Ｑ３を低周波のＰＷＭ信号によりオンオフ制御可能としたものである。低周波
のＰＷＭ信号は、図２の調光制御回路８の端子ｃから出力される信号を用いれば良い。
【００６２】
　図２の調光制御回路８の端子ｃが常にＨｉｇｈレベルである状態（高輝度域～中輝度域
）では、スイッチング素子Ｑ３が常にオン状態となるから、第１のタイマー回路ＴＭ１の
５番ピンの電圧は内部のブリーダ抵抗（図３（ａ）参照）と外付けの抵抗Ｒｏの分圧比で
決まる電圧となり、（２／３）Ｖｃｃよりは低い電圧となっている。このため、第１のタ
イマー回路ＴＭ１の発振周波数は、５番ピンの電圧が（２／３）Ｖｃｃである場合に比べ
ると、高くなっている。
【００６３】
　次に、図２の調光制御回路８の端子ｃが低周波でＨｉｇｈ／Ｌｏｗに切り替わる状態（
低輝度域）になると、スイッチング素子Ｑ３が間欠的にオフ状態となる。スイッチング素
子Ｑ３がオフ状態となる期間が長くなるにつれて、つまり、スイッチング素子Ｑ１の高周
波的な発振動作が停止している期間が長くなるにつれて、第１のタイマー回路ＴＭ１の５
番ピンの電圧は（２／３）Ｖｃｃに向けて上昇して行く。このため、第１のタイマー回路
ＴＭ１の高周波的な発振周波数は低くなっていく。これにより、スイッチング素子Ｑ１の
オン回数が少なくなるから、極めて微弱な光出力となるまで調光点灯可能となる。
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【００６４】
（実施形態４）
　図４は本発明の実施形態４の回路図である。本実施形態では、降圧チョッパ回路のスイ
ッチング素子Ｑ１が高電位側に配置され、半導体発光素子４が低電位側に配置されている
。半導体発光素子４が低電位側に配置されていることにより、半導体発光素子４に流れる
点灯電流の検出は、他の実施形態に比べて容易となる。また、フィードバック制御回路６
を低電位側に配置し、調光回路８０から得られる制御目標信号と、電流検出抵抗Ｒ４から
得られる検出信号を直接比較できる。
【００６５】
　その反面、スイッチング素子Ｑ１が高電位側に配置されているので、何らかの駆動回路
を高電位側に配置する必要がある。本実施形態では、タイマー回路ＴＭ１とＴＭ２よりな
る高周波発振回路７を高電位側に配置している。その構成は、図２の実施形態２と基本的
には同じであるが、２段目のタイマー回路ＴＭ２にフォトカプラＰＣ１、ＰＣ２を付加し
た点が異なる。
【００６６】
　図２のタイマー回路ＴＭ２では、５番ピンの基準電圧を可変制御し、時定数設定用の抵
抗Ｒ３は固定値としていた。これに対して、図４のタイマー回路ＴＭ２では、５番ピンの
基準電圧はコンデンサＣ８により安定化された固定値とし、代わりに、時定数設定用の抵
抗Ｒ３と並列に抵抗Ｒ１７とフォトカプラＰＣ１の受光素子の直列回路を接続している。
フォトカプラＰＣ１の発光素子はフィードバック制御回路６により通電量を制御されてい
る。フォトカプラＰＣ１の受光素子の抵抗値が下がると、コンデンサＣ４の充電速度が上
昇するので、スイッチング素子Ｑ１のオン時間幅は短縮される方向に制御される。
【００６７】
　また、タイマー回路ＴＭ２の８番ピンと４番ピンの間に低周波でオン／オフ可能なフォ
トカプラＰＣ２の受光素子を挿入し、４番ピンは抵抗Ｒ１８により１番ピンの電位にプル
ダウンしている。フォトカプラＰＣ２の発光素子は、調光回路８０により低周波で通電／
遮断を切り替え可能となっている。フォトカプラＰＣ２の発光素子が通電されているとき
、フォトカプラＰＣ２の受光素子はオンとなる。フォトカプラＰＣ２の発光素子の電流が
遮断されているとき、フォトカプラＰＣ２の受光素子はオフとなる。
【００６８】
　フォトカプラＰＣ２の受光素子がオフのとき、タイマー回路ＴＭ２の４番ピンは抵抗Ｒ
１８によりプルダウンされてＬｏｗレベルとなるので、出力端子（３番ピン）の電圧はＬ
ｏｗレベルに固定される。フォトカプラＰＣ２の受光素子がオンのとき、タイマー回路Ｔ
Ｍ２の４番ピンはＨｉｇｈレベルとなるので、タイマーＴＭ２は動作可能な状態となり、
単安定マルチバイブレータとして動作する。
【００６９】
　本実施形態のように、高周波発振回路７を高電位側に配置すれば、低電位側に配置する
場合に比べると、高周波の制御信号を低電位側から高周波側に伝達する必要がなくなる。
つまり、図４のフォトカプラＰＣ１の伝達信号はスイッチング素子Ｑ１のオン時間幅の制
御に関するアナログ信号であり、また、フォトカプラＰＣ２の伝達信号はバースト調光の
ための低周波のオン／オフ信号であるから、いずれも伝達速度の遅い安価な素子を用いる
ことができる。仮に、高周波発振回路７を低電位側に配置してしまうと、２段目のタイマ
ー回路ＴＭ２のドライブ能力を高電位側のスイッチング素子Ｑ１のオンオフ制御に直接的
に活用できないうえに、高電位側に別途設けた駆動回路に対して高速のフォトカプラを用
いて制御信号を伝達する必要が生じる。したがって、図４に示すように、タイマー回路Ｔ
Ｍ１、ＴＭ２よりなる高周波発振回路７を高電位側に配置する構成が有利である。
【００７０】
　ただし、高周波発振回路７を高電位側に配置するには、高電位側に安定した制御電源電
圧ＨＶｃｃが必要となる。本実施形態では、調光状態にかかわらず、低電位側と高電位側
に安定した制御電源電圧Ｖｃｃ、ＨＶｃｃを供給可能な制御用電源回路２を半導体発光素
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子４と並列に接続している。制御用電源回路２は、安定した制御電源電圧Ｖｃｃ、ＨＶｃ
ｃを生成するために、相応の消費電流を常に流す必要が生じるが、その電流をバイパス電
流として有効に活用することにより、半導体発光素子４の調光点灯を安定化させている。
　以下、制御用電源回路２の構成について説明する。
【００７１】
《制御用電源回路２について》
　半導体発光素子４を接続された平滑コンデンサＣ１には、ＩＰＤ素子ＩＣ１とその周辺
回路よりなる制御用電源回路２が接続されている。ＩＰＤ素子ＩＣ１は、いわゆるインテ
リジェント・パワー・デバイスであり、例えば、パナソニック製のＭＩＰ２Ｅ２Ｄよりな
る。この素子は、ドレイン端子Ｄとソース端子Ｓとコントロール端子Ｃを有する３ピンの
ＩＣであり、内部にパワーＭＯＳＦＥＴよりなるスイッチング素子と、そのオンオフ動作
を制御するための制御回路を内蔵している。
【００７２】
　ＩＰＤ素子ＩＣ１のドレイン端子Ｄとソース端子Ｓの間に内蔵されたスイッチング素子
と、インダクタＬ２と、平滑コンデンサＣ１３とダイオードＤ７により降圧チョッパ回路
が構成されている。また、ツェナーダイオードＺＤ３とダイオードＤ８、平滑コンデンサ
Ｃ１２、コンデンサＣ１１によりＩＰＤ素子ＩＣ１の電源回路が構成されている。
【００７３】
　電源投入初期において、起動回路２１を介して平滑コンデンサＣ１の電圧が上昇すると
、ＩＰＤ素子ＩＣ１のドレイン端子Ｄ→コントロール端子Ｃ→平滑コンデンサＣ１２→イ
ンダクタＬ２→平滑コンデンサＣ１３の経路で電流が流れて、平滑コンデンサＣ１２が図
示された極性に充電される。この平滑コンデンサＣ１２の電圧がＩＰＤ素子ＩＣ１の内部
の制御回路の動作電源となって、ＩＰＤ素子ＩＣ１が動作を開始し、ドレイン端子Ｄとソ
ース端子Ｓの間のスイッチング素子がオンオフを開始する。
【００７４】
　ＩＰＤ素子ＩＣ１のドレイン端子Ｄとソース端子Ｓの間のスイッチング素子がオンのと
き、平滑コンデンサＣ１→ＩＰＤ素子ＩＣ１のドレイン端子Ｄ→ソース端子Ｓ→インダク
タＬ２→平滑コンデンサＣ１３の経路で電流が流れて、平滑コンデンサＣ１３が充電され
る。前記スイッチング素子がオフすると、インダクタＬ２の蓄積エネルギーがダイオード
Ｄ７を介して平滑コンデンサＣ１３に放出される。これにより、ＩＰＤ素子ＩＣ１とイン
ダクタＬ２、ダイオードＤ７、平滑コンデンサＣ１３よりなる回路は降圧チョッパ回路と
して動作し、平滑コンデンサＣ１の電圧を降圧した制御電源電圧Ｖｃｃが平滑コンデンサ
Ｃ１３に得られる。
【００７５】
　また、ＩＰＤ素子ＩＣ１のドレイン端子Ｄとソース端子Ｓの間のスイッチング素子がオ
フのとき、ダイオードＤ７を介して回生電流が流れるが、このとき、インダクタＬ２の両
端電圧は、平滑コンデンサＣ１３の電圧Ｖｃ１３とダイオードＤ７の順電圧Ｖｄ７の和の
電圧（Ｖｃ１３＋Ｖｄ７）にクランプされる。この電圧から、ツェナーダイオードＺＤ３
のツェナー電圧Ｖｚ３とダイオードＤ８の順電圧Ｖｄ８の和の電圧（Ｖｚ３＋Ｖｄ８）を
差し引いた電圧がコンデンサＣ１２の電圧Ｖｃ１２となる。ＩＰＤ素子ＩＣ１に内蔵され
た制御回路は、ソース端子Ｓとコントロール端子Ｃの間に接続されたコンデンサＣ１２の
電圧Ｖｃ１２が一定となるように、ＩＰＤ素子ＩＣ１のドレイン端子Ｄとソース端子Ｓの
間のスイッチング素子をオンオフ制御する。これにより、結果的に、平滑コンデンサＣ１
３の電圧は一定となるように制御され、同時に、ＩＰＤ素子ＩＣ１に動作電源を与えるこ
とができる。
【００７６】
　平滑コンデンサＣ１３に制御電源電圧Ｖｃｃが得られると、調光回路８０とフィードバ
ック制御回路６が動作を開始する。また、高電位側に配置されたタイマー回路ＩＣ１、Ｉ
Ｃ２には、ハイサイド電源回路から制御電源電圧ＨＶｃｃが供給される。ハイサイド電源
回路は、低電位側に配置された制御用電源回路２のインダクタＬ２の２次巻線Ｌ２ａの出
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力により、ダイオードＤ５と抵抗Ｒ１９を介して平滑コンデンサＣ９を充電し、その充電
電圧ＨＶｃｃをツェナーダイオードＺＤ１により定電圧化している。タイマー回路ＴＭ１
、ＴＭ２が動作を開始することにより、スイッチング素子Ｑ１が高周波でオンオフされる
。
【００７７】
　次に、制御用電源回路２の起動回路２１について説明する。電源投入初期に、平滑コン
デンサＣ１の充電電圧が低いときには、抵抗Ｒ２０、トランジスタＴｒ５のベース・エミ
ッタ間、抵抗Ｒ２２を介して平滑コンデンサＣ１に電流が流れることで、トランジスタＴ
ｒ５がオン状態となり、抵抗Ｒ２１、トランジスタＴｒ５のコレクタ・エミッタ間、抵抗
Ｒ２２を介して平滑コンデンサＣ１が充電される。平滑コンデンサＣ１の充電電圧が制御
用電源回路２のＩＰＤ素子ＩＣ１の起動可能電圧に達すると、ＩＰＤ素子ＩＣ１が発振動
作を開始する。これにより、平滑コンデンサＣ１３に低電位側の制御電源電圧Ｖｃｃが得
られると共に、タイマー回路ＴＭ１、ＴＭ２の電源用の平滑コンデンサＣ９に高電位側の
制御電源電圧ＨＶｃｃが得られる。これらの電源電圧Ｖｃｃ、ＨＶｃｃが得られることで
、スイッチング素子Ｑ１のオンオフ動作が開始し、平滑コンデンサＣ１の充電電圧はさら
に上昇する。
【００７８】
　ツェナーダイオードＺＤ２のツェナー電圧は、制御用電源回路２のＩＰＤ素子ＩＣ１の
起動可能電圧よりも高く設定されており、なおかつ、半導体発光素子４の発光可能な電圧
（例えば、８０Ｖ～９８Ｖ）よりも低く設定されている。このため、スイッチング素子Ｑ
１がオンオフ動作を開始することで平滑コンデンサＣ１の電圧が半導体発光素子４の発光
可能な電圧に達すると、平滑コンデンサＣ１から抵抗Ｒ２２、ダイオードＤ６、ツェナー
ダイオードＺＤ２の経路で逆方向に電流が流れて、トランジスタＴｒ５のベース・エミッ
タ間が逆バイアスされる。これにより、トランジスタＴｒ５のコレクタ・エミッタ間はオ
フ状態に維持されて、トランジスタＴｒ５を介する起動電流は遮断される。
【００７９】
　図４の回路では、半導体発光素子４の調光範囲（例えば、５０μＡ～３００ｍＡの範囲
）において、制御用電源回路２の消費電流と、起動回路２１の抵抗Ｒ２２、ダイオードＤ
６、ツェナーダイオードＺＤ２の直列回路を介する消費電流の合計が、実施形態２のダイ
オードＤ２と抵抗Ｒ６に流れていたバイパス電流（例えば、６～７ｍＡ）と同程度か、ま
たは、それ以上となるように設計される。これにより、実施形態２ではジュール熱として
消費されていたバイパス電流の有効活用が可能となり、電力ロスを低減できる利点がある
。
【００８０】
《フィードバック制御回路６について》
　次に、フィードバック制御回路６について説明する。フィードバック制御回路６は、オ
ペアンプＡ１、Ａ２と出力トランジスタＱ４を内蔵したフィードバック制御用の集積回路
ＩＣ３（例えば、新日本無線のＮＪＭ２１４６Ｂ）とその周辺回路よりなる。オペアンプ
Ａ１の＋入力端子（３番ピン）には、入力抵抗Ｒ６１を介して電流検出抵抗Ｒ４による検
出電圧が入力されており、－入力端子（２番ピン）には、調光回路８０から出力される制
御目標電圧が入力されている。出力端子（１番ピン）と＋入力端子（３番ピン）の間に接
続された抵抗Ｒ６２とコンデンサＣ６２の直列回路は帰還インピーダンスである。他方の
オペアンプＡ２は本実施形態では使用していないが、必要であれば、調光が深いときに半
導体発光素子４の印加電圧を目標電圧に一定化する電圧フィードバック制御に用いても良
い（特開２００９－２３２６２３号公報参照）。
【００８１】
　集積回路ＩＣ３の電源端子（８番ピン）とグランド端子（４番ピン）の間には、平滑コ
ンデンサＣ１３から制御電源電圧Ｖｃｃが供給されている。集積回路ＩＣ３の電源端子（
８番ピン）と出力端子（１番ピン）の間には、抵抗Ｒ６３を介してフォトカプラＰＣ１の
発光素子が接続されている。電流検出抵抗Ｒ４により検出される点灯電流が調光回路８０
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により設定される目標電流よりも高くなると、トランジスタＱ４の抵抗値が下がって、フ
ォトカプラＰＣ１の発光素子に流れる電流が増加するから、フォトカプラＰＣ１の受光素
子の抵抗値が低下する。これにより、スイッチング素子Ｑ１のオン時間幅が短くなる方向
に制御されるから、平滑コンデンサＣ１の電圧は低下し、電流検出抵抗Ｒ４により検出さ
れる点灯電流は減少する。
【００８２】
　電流検出抵抗Ｒ４により検出される点灯電流が調光回路８０により設定される目標電流
よりも低くなると、トランジスタＱ４の抵抗値が高くなって、フォトカプラＰＣ１の発光
素子に流れる電流が減少するから、フォトカプラＰＣ１の受光素子の抵抗値が増加する。
これにより、スイッチング素子Ｑ１のオン時間幅が長くなる方向に制御されるから、平滑
コンデンサＣ１の電圧は上昇し、電流検出抵抗Ｒ４により検出される点灯電流は増加する
。結果的に、電流検出抵抗Ｒ４により検出される点灯電流は調光回路８０により設定され
る目標電流に応じた一定値となるように制御される。
【００８３】
　なお、図示はしないが、図２に示した実施形態２と同様に、低輝度域では集積回路ＩＣ
３の８番ピンへの給電を停止すると共に、１番ピンをグランドレベルに短絡させることで
、フィードバック制御を停止させるように構成しても構わない。
【００８４】
《調光回路８０について》
　次に、調光回路８０の構成及び動作について説明する。調光回路８０は、低周波のＰＷ
Ｍ信号よりなる調光信号を受光するフォトカプラＰＣ３と、その受光出力を波形整形する
ためのシュミットインバータＩＣ２とその周辺回路よりなる。
【００８５】
　シュミットインバータＩＣ２は、例えば、東芝製ＴＣ７ＳＨ１４Ｆよりなり、入力電圧
が上側しきい値よりも高くなると、出力電圧がＬｏｗレベルとなり、入力電圧が下側しき
い値よりも低くなると、出力電圧がＨｉｇｈレベルとなる。上側しきい値と下側しきい値
との間には、電源電圧Ｖｃｃの２０～３０％程度のヒステリシス特性を有しており、入力
電圧の波形が鈍っていても出力電圧は波形整形された矩形波電圧となる。
【００８６】
　シュミットインバータＩＣ２の入力端子は、プルアップ用の抵抗Ｒ８５を介して制御電
源電圧Ｖｃｃのラインに接続されると共に、抵抗Ｒ８４とトランジスタＱ５の直列回路を
介してグランドに接続されている。抵抗Ｒ８４とトランジスタＱ５の直列回路に並列接続
されたコンデンサＣ８２はノイズ除去用の小容量のコンデンサであり、平滑作用は有して
いない。
【００８７】
　トランジスタＱ５のベース・エミッタ間には、抵抗Ｒ８２とＲ８３の抵抗分圧回路によ
り制御電源電圧Ｖｃｃを分圧したバイアス電圧が供給されている。抵抗Ｒ８３にはコンデ
ンサＣ８１が並列接続されると共に、フォトカプラＰＣ３の受光素子が抵抗Ｒ８１を介し
て並列接続されている。コンデンサＣ８１はノイズ除去用の小容量のコンデンサであり、
平滑作用は有していない。
【００８８】
　フォトカプラＰＣ３の発光素子には、低周波のＰＷＭ信号（例えば、１ｋＨｚ、１０Ｖ
の矩形波電圧信号）よりなる調光信号が抵抗（図示せず）を介して入力されている。この
種の調光信号は、蛍光灯のインバータ点灯装置の分野において広く用いられている。
【００８９】
　調光信号がＨｉｇｈレベルのとき、フォトカプラＰＣ３の発光素子の光信号によりフォ
トカプラＰＣ３の受光素子がオンとなり、トランジスタＱ５のベースバイアスがバイパス
されるので、トランジスタＱ５は高抵抗状態となる。これによりシュミットインバータＩ
Ｃ２の入力電圧が上側しきい値よりも高くなると、シュミットインバータＩＣ２の出力電
圧はＬｏｗレベルとなる。
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【００９０】
　調光信号がＬｏｗレベルのとき、フォトカプラＰＣ３の発光素子の光信号が消失するこ
とによりフォトカプラＰＣ３の受光素子はオフとなり、トランジスタＱ５に抵抗Ｒ８２を
介してベースバイアスが供給されるので、トランジスタＱ５は低抵抗状態となる。これに
よりシュミットインバータＩＣ２の入力電圧が下側しきい値よりも低くなると、シュミッ
トインバータＩＣ２の出力電圧はＨｉｇｈレベルとなる。
【００９１】
　シュミットインバータＩＣ２の出力電圧がＨｉｇｈレベルのとき、ダイオードＤ９、抵
抗Ｒ８７を介してコンデンサＣ８３が充電され、コンデンサＣ８３の電圧は上昇する。コ
ンデンサＣ８３には放電用の抵抗Ｒ８８が並列接続されており、シュミットインバータＩ
Ｃ２の出力電圧がＬｏｗレベルのとき、コンデンサＣ８３の電圧は低下する。その充放電
の時定数は調光信号の周期に比べると比較的大きく設定されており、コンデンサＣ８３は
実質的な平滑作用を有している。これにより、コンデンサＣ８３の電圧はシュミットイン
バータＩＣ２の出力電圧がＨｉｇｈレベルである期間に応じた電圧となり、フォトカプラ
ＰＣ３に入力される調光信号がＬｏｗレベルである期間が長くなるほど高くなる。
【００９２】
　シュミットインバータＩＣ２の出力には、抵抗Ｒ８６を介してフォトカプラＰＣ２の発
光素子が接続されている。シュミットインバータＩＣ２の出力電圧がＨｉｇｈレベルのと
き、抵抗Ｒ８６を介してフォトカプラＰＣ２の発光素子に電流が流れる。このとき、フォ
トカプラＰＣ２の受光素子はオン状態となり、タイマー回路ＴＭ２の４番ピンはＨｉｇｈ
レベルとなるから、タイマー回路ＴＭ２は動作可能な状態となる。また、シュミットイン
バータＩＣ２の出力電圧がＬｏｗレベルのとき、フォトカプラＰＣ２の発光素子に電流は
流れないから、フォトカプラＰＣ２の受光素子はオフ状態となる。このとき、タイマー回
路ＴＭ２の４番ピンはＬｏｗレベルとなるから、タイマー回路ＴＭ２は動作禁止状態とな
る。
【００９３】
　したがって、シュミットインバータＩＣ２の出力電圧がＨｉｇｈレベルのとき、つまり
、調光回路８０のフォトカプラＰＣ３で受信される低周波のＰＷＭ信号がＬｏｗレベルの
ときは、スイッチング素子Ｑ１の高周波的なオンオフ動作が許可され、反対に、シュミッ
トインバータＩＣ２の出力電圧がＬｏｗレベルのとき、つまり、調光回路８０のフォトカ
プラＰＣ３で受信される低周波のＰＷＭ信号がＨｉｇｈレベルのときは、スイッチング素
子Ｑ１はオフ状態に維持される。これにより、フォトカプラＰＣ３で受信される低周波の
ＰＷＭ信号に応じてバースト調光される。
【００９４】
　スイッチング素子Ｑ１の高周波的なオンオフ動作が許可されているバーストＯＮの状態
において、スイッチング素子Ｑ１のオンパルス幅は、フィードバック制御回路６によりフ
ィードバック制御される。つまり、平滑コンデンサＣ１から半導体発光素子４に流れる平
滑化された直流電流を電流検出抵抗Ｒ４で検出した検出値が調光回路８０のコンデンサＣ
８３の電圧と一致するように、スイッチング素子Ｑ１のオンパルス幅が制御される。
【００９５】
　なお、図４において、コンデンサＣ１０は平滑コンデンサＣ１の高周波リップルをバイ
パスするための小容量のフィルムコンデンサである。
【００９６】
　また、入力直流電源としてのコンデンサＣ７は、図１に示すような昇圧チョッパ回路１
ｃの出力コンデンサであり、その電圧Ｖｄｃは一定となるように制御される。制御電源回
路２により生成される制御電源電圧Ｖｃｃは、昇圧チョッパ回路を制御するＰＦＣ制御回
路にも供給しても良い。
【００９７】
（実施形態５）
　図５は本発明の実施形態５の回路図である。本実施形態では、高周波発振回路７を１個
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のタイマー回路ＴＭで構成している。また、その高周波の発振動作を低周波で間欠的に停
止させる制御と、高周波のオン時間幅とオフ時間幅の制御を、ＰＷＭ制御回路ＩＣ４によ
り実施している。ＰＷＭ制御回路ＩＣ４は、タイマー回路ＴＭの動作を許可するときには
、タイマー回路ＴＭの４番ピンをＨｉｇｈレベルに設定する。
【００９８】
　タイマー回路ＴＭとしては、図３（ａ）に示した汎用のタイマーＩＣ（いわゆる５５５
）を用いることができる。タイマー回路ＴＭは無安定マルチバイブレータとして動作し、
２番ピンが５番ピンの電圧の半分よりも低くなると、内部のフリップフロップが反転して
、３番ピンがＨｉｇｈレベルとなり、７番ピンが開放状態となるので、コンデンサＣ４は
充電抵抗ＲｃとダイオードＤ１０を介して充電される。６番ピンに印加されるコンデンサ
Ｃ４の充電電圧が５番ピンの電圧よりも高くなると、内部のフリップフロップが反転して
、３番ピン（出力端子）がＬｏｗレベルとなり、７番ピン（放電端子）は１番ピンと短絡
された状態となる。これによりコンデンサＣ４は放電抵抗Ｒｄを介して放電されて、電圧
が降下して行く。２番ピンに印加されるコンデンサＣ４の充電電圧が５番ピンの電圧の半
分よりも低くなると、内部のフリップフロップが反転して、３番ピンがＨｉｇｈレベルと
なり、７番ピンが開放状態となるので、コンデンサＣ４は充電抵抗ＲｃとダイオードＤ１
０を介して充電される。以下、同じ動作を繰り返す。
【００９９】
　このように、タイマー回路ＴＭは一般的な無安定マルチバイブレータとして動作するも
のであり、スイッチング素子Ｑ１のオン時間幅は充電抵抗ＲｃとコンデンサＣ４の時定数
と５番ピンの電圧により決まる可変幅となる。また、スイッチング素子Ｑ１のオフ時間幅
は放電抵抗ＲｄとコンデンサＣ４の時定数と５番ピンの電圧により決まる可変幅となる。
したがって、スイッチング素子Ｑ１は、タイマー回路ＴＭの５番ピンの電圧に応じたオン
時間幅とオフ時間幅で駆動される。５番ピンの電圧が低下すると、発振用のコンデンサＣ
４の電圧の変化幅が小さくなるので、オン時間幅もオフ時間幅も共に短くなるが、抵抗Ｒ
ｃを介する充電電流は増加するのに対して、抵抗Ｒｄを介する放電電流は減少するから、
オン時間幅の短縮率の方がオフ時間幅の短縮率よりも大きくなる。
【０１００】
　これは負荷電圧が略一定である発光ダイオードの駆動には好都合なことであり、５番ピ
ンの電圧が最大のときに、図６（ａ）に示すように、インダクタＬ１に流れる電流が臨界
モードに近い不連続モードとなるように、オン時間幅とオフ時間幅の比率を設計しておけ
ば、５番ピンの電圧が変化しても、常に不連続モードで動作させることができる。具体的
には、「オン時間幅×（電源電圧－負荷電圧）≒オフ時間幅×負荷電圧」となる臨界条件
よりも僅かにオン時間幅が短くなるように、抵抗Ｒｃ、ＲｄとコンデンサＣ４の値を設計
しておけば良い。
【０１０１】
　このように設計した場合、５番ピンの電圧が低下すると、図６（ｂ）のように、スイッ
チング素子Ｑ１のオン時間幅、オフ時間幅は共に短縮するが、オン時間幅の短縮率の方が
オフ時間幅の短縮率よりも大きくなるので、インダクタＬ１に流れる電流の休止期間は増
大して行くことになる。
【０１０２】
　したがって、ＰＷＭ制御回路ＩＣ４によりタイマー回路ＴＭの５番ピンの電圧を低下さ
せることにより、図６（ｂ）のように、インダクタＬ１に流れる電流のピークを減少させ
ると共に、電流の休止期間も長くすることができるから、バーストＯＮの期間にインダク
タＬ１に流れる平均電流を減少させることができる。
【０１０３】
　この制御と組み合わせて、ＰＷＭ制御回路ＩＣ４によりタイマー回路ＴＭの４番ピンを
低周波（例えば１ｋＨｚ）でＨｉｇｈ／Ｌｏｗに切り替えて、バーストＯＮの期間を可変
とすることにより、高い平均電流を長い時間にわたり流す状態から、低い平均電流を短い
時間にわたり流す状態まで制御することで、広い範囲で安定した調光を実現することがで
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きる。
【０１０４】
　ＰＷＭ制御回路ＩＣ４としては、例えば、テキサスインスツルメンツ社のＴＬ４９４も
しくはその同等品を用いることができる。このＩＣは、のこぎり波発振器ＯＳＣとコンパ
レータＣＰとエラーアンプＥＡ１，ＥＡ２、出力トランジスタＴｒ１，Ｔｒ２、基準電圧
源などを内蔵しており、５番、６番ピンに外付けされたコンデンサＣｔと抵抗Ｒｔで決ま
る固定周波数で発振し、３番ピンの電圧に応じたパルス幅でＰＷＭ信号を生成できる。発
振周波数は、例えば１ｋＨｚのような低周波とすることも可能である。４番ピンはデッド
タイム設定端子であり、本実施形態ではグランドに接続している。
【０１０５】
　１－２番ピンに接続されたエラーアンプＥＡ１と、１５－１６番ピンに接続されたエラ
ーアンプＥＡ２は、ダイオードＯＲ接続されており、いずれか高い方の出力がコンパレー
タＣＰの基準電圧となる。ここでは、図４の実施形態と同様に、第２のエラーアンプＥＡ
２は使用していない。
【０１０６】
　１３番ピンはシングルエンド動作とプッシュプル動作を選択するための端子であり、本
実施形態ではグランドに接続することにより、シングルエンド動作となっている。この場
合、内部のロジック回路によりトランジスタＴｒ１とＴｒ２の動作は同じとなる。
【０１０７】
　１１－１０番ピンのトランジスタＴｒ２がオンのとき、タイマー回路ＴＭの４番ピンは
Ｌｏｗレベルとなるから、高周波発振回路７の高周波発振動作は停止し、スイッチング素
子Ｑ１はオフ状態に維持される。また、トランジスタＴｒ２がオフのとき、タイマー回路
ＴＭの４番ピンは抵抗Ｒ３３により制御電源電圧Ｖｃｃの電位にプルアップされて、高周
波発振回路７の高周波発振動作が開始する。
【０１０８】
　８－９番ピンのトランジスタＴｒ１がオンのとき、抵抗Ｒｏを介してコンデンサＣ３の
電荷が放電される。また、トランジスタＴｒ１がオフのとき、コンデンサＣ３はタイマー
回路ＴＭに内蔵されたブリーダ抵抗の分圧出力により充電される。トランジスタＴｒ１が
低周波でオン／オフすることにより、その１周期中のオン期間の比率が増加するほど、コ
ンデンサＣ３の電圧は低下する。これにより、スイッチング素子Ｑ１のオン時間幅は短く
なる。
【０１０９】
　トランジスタＴｒ１、Ｔｒ２の１周期中のオン期間の比率は、出力検出回路５の検出出
力を受けてフィードバック制御されているので、結果的に、スイッチング素子Ｑ１のバー
ストＯＮの期間と共に、スイッチング素子Ｑ１のオン時間幅もフィードバック制御される
ことになる。
【０１１０】
　フィードバック制御回路は、エラーアンプＥＡ１と外付けのＣＲ回路により構成されて
いる。エラーアンプＥＡ１の反転入力端子と出力端子の間には、抵抗Ｒ１１、Ｒ１２とコ
ンデンサＣ６よりなる帰還インピーダンスが接続されている。エラーアンプＥＡ１の非反
転入力端子には、１４番ピンの基準電圧Ｖｒｅｆを抵抗Ｒ３１、Ｒ３２により分圧した一
定電圧が印加されている。エラーアンプＥＡ１の出力端子の電圧は、エラーアンプＥＡ１
の反転入力端子の電圧が非反転入力端子の電圧と一致するように変化する。エラーアンプ
ＥＡ１の反転入力端子には、第１の入力抵抗Ｒ９を介して出力検出回路５の検出電圧Ｖｄ
ｅｔが入力されると共に、第２の入力抵抗Ｒ１０を介して調光制御電圧Ｖｄｉｍが入力さ
れている。
【０１１１】
　調光制御電圧Ｖｄｉｍが増加すると、エラーアンプＥＡ１の出力電圧は低下し、トラン
ジスタＴｒ１、Ｔｒ２のオン期間が長くなるので、スイッチング素子Ｑ１のオンオフ動作
が停止している期間が長くなる。また、タイマー回路ＴＭの５番ピンの基準電圧が低下す
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るので、スイッチング素子Ｑ１のオン時間幅は短くなる。逆に、調光制御電圧Ｖｄｉｍが
減少すると、エラーアンプＥＡ１の出力電圧は上昇し、トランジスタＴｒ１、Ｔｒ２のオ
ン期間が短くなるので、スイッチング素子Ｑ１のオンオフ動作が停止している期間が短く
なる。また、タイマー回路ＴＭの５番ピンの基準電圧が上昇するので、スイッチング素子
Ｑ１のオン時間幅は長くなる。
【０１１２】
　また、調光制御電圧Ｖｄｉｍが一定であるときに、検出電圧Ｖｄｅｔが変動した場合に
も、上記と同様の動作により、出力変動を抑制するようにフィードバック制御が掛かるこ
とになる。つまり、検出電圧Ｖｄｅｔが増加すると、スイッチング素子Ｑ１のオンオフ動
作が停止している期間が長くなると共に、スイッチング素子Ｑ１の高周波のオン時間幅が
短くなる。逆に、検出電圧Ｖｄｅｔが減少すると、スイッチング素子Ｑ１のオンオフ動作
が停止している期間が短くなると共に、スイッチング素子Ｑ１の高周波のオン時間幅が長
くなる。これにより、出力変動を抑制するようにフィードバック制御が掛かり、調光制御
電圧Ｖｄｉｍの大きさに対して、相応の検出電圧Ｖｄｅｔとなるように制御される。
【０１１３】
　次に、出力検出回路５について説明する。半導体発光素子４には電流検出抵抗Ｒ４が直
列接続されると共に、分圧抵抗Ｒ１６、Ｒ６とツェナーダイオードＺＤ４の直列回路より
なるバイパス回路が並列接続されている。このバイパス回路は、調光下限付近において、
半導体発光素子４に流れる点灯電流よりも大きいバイパス電流を流すように定数を設定さ
れている。これにより、調光下限付近において、安定した調光点灯が可能となる。
【０１１４】
　半導体発光素子４に流れる点灯電流が増減すると、抵抗Ｒ４の両端電圧が増減する。ま
た、半導体発光素子４の印加電圧が増減すると、抵抗Ｒ１６の両端電圧が増減する。した
がって、半導体発光素子４の点灯電流または印加電圧が増減すると、抵抗Ｒ４とＲ１６の
直列回路の両端電圧が増減する。
【０１１５】
　抵抗Ｒ４とＲ１６の直列回路の両端電圧からトランジスタＴｒ３のベース・エミッタ間
電圧を差し引いた電圧が抵抗Ｒ５に印加されるから、トランジスタＴｒ３には、抵抗Ｒ４
とＲ１６の直列回路の両端電圧に応じたベース電流が流れる。このベース電流に応じたコ
レクタ電流が抵抗Ｒ７、Ｒ８の直列回路に流れるから、検出電圧Ｖｄｅｔは半導体発光素
子４の点灯電流と印加電圧の両方を反映した電圧となる。
【０１１６】
　なお、抵抗Ｒ４がゼロの場合、出力検出回路５は電圧検出回路５ａとして機能し、抵抗
Ｒ１６がゼロの場合、出力検出回路５は電流検出回路５ｂとして機能する。また、抵抗Ｒ
４、Ｒ１６の値を適切に設定すると、出力検出回路５は擬似的に負荷電力を検出する回路
として機能する。
【０１１７】
　抵抗Ｒ４には半導体発光素子４に流れる点灯電流とバイパス回路に流れるバイパス電流
の和に相当する電流が流れる。したがって、半導体発光素子４に流れる点灯電流がゼロに
近い状態であっても、抵抗Ｒ４にはバイパス回路に流れるバイパス電流による電圧（嵩上
げ電圧）が発生しており、トランジスタＴｒ３が遮断状態となることはない。
【０１１８】
　また、ツェナーダイオードＺＤ４のツェナー電圧は、半導体発光素子４が点灯可能な電
圧よりも低い電圧に設定しておく。これにより、半導体発光素子４が点灯している状態で
は、必ず抵抗Ｒ１６に電圧が発生しており、トランジスタＴｒ３が遮断状態となることは
ない。
【０１１９】
　このように、図５の出力検出回路５では、バイパス回路に流れるバイパス電流を、出力
検出用トランジスタＴｒ３のベース・エミッタ間ダイオードを導通させておくためのバイ
アス電流として利用している。これにより、半導体発光素子４の点灯電流または印加電圧
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が低い状態であっても、出力検出用のトランジスタＴｒ３が遮断状態となることはなく、
常に能動領域で動作するようにバイアスすることができる。
【０１２０】
　なお、図４の実施形態でも述べたように、半導体発光素子４の点灯電流と印加電圧を個
別に検出し、第１のエラーアンプＥＡ１により点灯電流に応じたフィードバック制御を実
施すると共に、第２のエラーアンプＥＡ２により印加電圧に応じたフィードバック制御を
実施しても良い。前者の制御を高輝度～中輝度域において実施し、後者の制御を低輝度域
において実施すると良いことが知られている（特開２００９－２３２６２３号公報参照）
。
【０１２１】
（実施形態６）
　上述の各実施形態では、ＤＣ－ＤＣコンバータ３として、降圧チョッパ回路を用いたが
、図７（ａ）～（ｃ）に例示するような各種のスイッチング電源回路を本発明のＤＣ－Ｄ
Ｃコンバータとして使用しても構わない。図７（ａ）は昇圧チョッパ回路３ａ、図７（ｂ
）はフライバックコンバータ回路３ｂ、図７（ｃ）は昇降圧チョッパ回路３ｃの例である
。
【０１２２】
　いずれの回路を用いた場合においても、ＤＣ－ＤＣコンバータは、スイッチング素子Ｑ
１と誘導性素子（インダクタＬ１またはトランスＴ１）と回生ダイオードＤ１を少なくと
も備え、スイッチング素子Ｑ１のオン時に直流電源から誘導性素子に蓄積されたエネルギ
ーをスイッチング素子Ｑ１のオフ時に回生ダイオードＤ１を介して放出し、誘導性素子の
エネルギー放出が完了した後にスイッチング素子Ｑ１をオンさせる不連続モードで動作す
るものとする。
【０１２３】
（実施形態７）
　図８は本発明のＬＥＤ点灯装置を用いた電源別置型ＬＥＤ照明器具の概略構成を示して
いる。この電源別置型ＬＥＤ照明器具では、ＬＥＤモジュール４０の筐体４２とは別のケ
ースに電源ユニットとしての点灯装置３０を内蔵している。こうすることによってＬＥＤ
モジュール４０は薄型化することが可能となり、別置型の電源ユニットとしての点灯装置
３０は場所によらず設置可能となる。
【０１２４】
　器具筐体４２は、下端開放された金属製の円筒体よりなり、下端開放部は光拡散板４３
で覆われている。この光拡散板４３に対向するように、ＬＥＤモジュール４０が配置され
ている。４１はＬＥＤ実装基板であり、ＬＥＤモジュール４０のＬＥＤ４ａ，４ｂ，４ｃ
，…を実装している。器具筐体４２は天井１００に埋め込まれており、天井裏に配置され
た電源ユニットとしての点灯装置３０からリード線４４とコネクタ４５を介して配線され
ている。
【０１２５】
　電源ユニットとしての点灯装置３０の内部には、上述の各実施形態で説明した回路が収
納されている。ＬＥＤ４ａ，４ｂ，４ｃ，…の直列回路（ＬＥＤモジュール４０）が上述
の半導体発光素子４に対応している。
【０１２６】
　本実施形態では、電源ユニットとしての点灯装置３０がＬＥＤモジュール４０とは別の
筐体に収納される電源別置型ＬＥＤ照明器具を例示したが、ＬＥＤモジュール４０と同じ
筐体に電源ユニットを収納した電源一体型ＬＥＤ照明器具に本発明の点灯装置を用いても
構わない。
【０１２７】
　また、本発明の点灯装置は、照明器具に限らず、各種の光源、例えば、液晶ディスプレ
イのバックライトや、複写機、スキャナ、プロジェクタなどの光源として利用しても構わ
ない。
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【０１２８】
　上述の各実施形態の説明では、半導体発光素子４として発光ダイオードを例示したが、
これに限定されるものではなく、例えば、有機ＥＬ素子や半導体レーザー素子などであっ
ても良い。また、スイッチング素子Ｑ１としてＭＯＳＦＥＴを例示したが、他の半導体ス
イッチング素子、例えば、ＩＧＢＴなどを用いても良い。
【符号の説明】
【０１２９】
　Ｑ１　スイッチング素子
　Ｌ１　インダクタ
　Ｄ１　回生ダイオード
　３　　ＤＣ－ＤＣコンバータ
　４　　半導体発光素子
　５ａ　電圧検出回路
　５ｂ　電流検出回路
　６　　フィードバック制御回路
　７　　高周波発振回路
　８　　調光制御回路

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図７】

【図８】
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