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(57)【要約】
【課題】駆動電流が大きくても、半導体素子や回路素子
の発熱を抑制したＬＥＤ駆動電源回路を提供する。
【解決手段】商用交流電源電圧を全波整流する全波整流
器１と、全波整流器１の出力側に入力端子が接続された
半導体スイッチング素子を含むスイッチング回路２と、
スイッチング回路２の出力端子側に接続された平滑回路
３と、平滑回路３に接続された負荷としてのＬＥＤ４と
、ＬＥＤ４に流す電流を一定に保つ電流制限回路５と、
全波整流器１の出力電圧から直流の基準電圧を生成する
基準電圧生成回路６と、基準電圧生成回路６で生成され
た基準電圧と全波整流器１の出力側電圧とを比較する電
圧比較回路７と、電圧比較回路７で基準電圧と比較され
た全波整流器１の出力電圧が基準電圧より低いときにス
イッチング回路２をオンにするドライブ回路８とを備え
たＬＥＤ駆動電源回路。全波整流電圧は、スイッチング
回路２と電流制限回路５に分担される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交流電源に接続される全波整流器と、前記全波整流器の出力に接続されたスイッチング
回路と、前記スイッチング回路の負荷となるＬＥＤと、前記全波整流器の出力電圧と基準
電圧とを比較する電圧比較回路と、前記電圧比較回路の出力を前記スイッチング回路の制
御信号に変換するドライブ回路と、前記スイッチング回路の出力電圧を平滑する平滑回路
と、前記ＬＥＤに流れる電流を一定に保つ電流制限回路とを備え、
　前記全波整流回路から出力される全波整流波形の電圧のうち、電圧が基準直流電圧に対
応する電圧以下で、かつ、前記平滑回路で平滑された電圧より高いときのみ、電力を前記
平滑回路に供給し、ＬＥＤ駆動用直流低電圧を生成するようにしたＬＥＤ駆動電源回路。
【請求項２】
　前記電流制限回路はトランジスタを含み、前記トランジスタのコレクタに前記ＬＥＤの
カソードを接続し、前記トランジスタのエミッタに、一端がアースされた電流検出抵抗器
を接続し、前記トランジスタのベースに、ツェナーダイオードのカソードを接続してツェ
ナー電圧を付与することにより、前記ＬＥＤに定電流が流れるようにし、かつ、前記トラ
ンジスタのベースに外部よりパルス信号を加えることにより、前記ベースにかかるツェナ
ー電圧をパルス状に変化させて前記ＬＥＤの調光を行うようにした請求項１記載のＬＥＤ
駆動電源回路。
【請求項３】
　前記電圧比較回路の反転端子には、定電圧を抵抗で分圧した電圧が基準電圧として与え
られ、非反転端子には、全波整流器で整流された全波整流電圧を抵抗で分圧した電圧が被
比較電圧として入力され、かつ、基準電圧側または被比較電圧側の分圧抵抗の一つを可変
抵抗にして、前記スイッチング回路の出力電圧を可変にした請求項１または２に記載のＬ
ＥＤ駆動電源回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ（発光ダイオード）を光源として用いた照明装置のＬＥＤ駆動電源回
路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　青色ＬＥＤや白色ＬＥＤの製品化が実現したことによって、照明装置の光源として、白
熱電球や蛍光灯の代わりにＬＥＤを用いることが研究され、商品化もなされている。この
ようなＬＥＤ照明装置は、ＬＥＤおよびその駆動用電源を内蔵した管球と、電球用のソケ
ットから商用電源（交流１００Ｖ）を受電する口金とを有している。
　ＬＥＤは、直流、低電圧で駆動されるので、電球用のソケットから口金を介して受電し
た交流１００Ｖ（実効値）を、駆動用電源で整流および低電圧化する必要がある。
【０００３】
　交流１００Ｖを低圧化する手段として、第一に変圧器を用いることが考えられるが、変
圧器は鉄心とコイルで構成され、大型であるため管球の中に収納することが困難である。
そのほかに、抵抗器の電圧降下を利用することが考えられるが、交流１００ＶをＬＥＤ用
の低電圧に変換するためには、抵抗器で数十Ｖの電圧を消費することになり（複数のＬＥ
Ｄを直列接続して使用する場合）、ジュール熱で抵抗器が発熱し、ＬＥＤの発光に寄与し
ないエネルギーが無駄に消費されることになる。
【０００４】
　このような、変圧器や抵抗で低電圧を得ることの問題点を回避するために、色々な回路
が提案されている。これらの回路は、大別して、抵抗やコンデンサ等の回路素子によって
電圧を低減する方式（例えば特許文献１，２）と、低電流回路によりＬＥＤに流す電流を
制限する方式（例えば特許文献３～６）とに分類されるようである。
【０００５】
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　特許文献１には、交流１００Ｖの電源に突入電流防止抵抗と放電用抵抗を介して整流器
のブリッジ回路に接続し、放電用抵抗に並列にコンデンサを接続し、ＬＥＤを、整流器の
直流出力端子に接続した回路が開示されている。
【０００６】
　特許文献２には、表示領域を構成する発光体としてＬＥＤを用いたサイン表示装置の交
流用ＬＥＤ点灯回路であって、交流電源と整流器と電流調整回路と抵抗とＬＥＤとを直列
に接続し、前記抵抗に印加される電圧を前記電流調整回路の制御信号として帰還させるこ
とによって前記ＬＥＤに流れる電流を一定とするサイン表示装置の交流用ＬＥＤ点灯回路
が開示されている。
【０００７】
　特許文献３には、ＬＥＤを、半導体スイッチを介して交流電源に接続し、電流の立ち上
がり時点から半導体スイッチをオンしてＬＥＤを点灯させ、ＬＥＤに流れる電流が所定の
値を越えたときに半導体スイッチをオフし、電源の線間に高い電圧が印加されている間は
ＬＥＤを消灯し、線間の電圧が下がり半導体スイッチをオンしても所定の電流を越えない
状態になったときに再び半導体スイッチをオンしてＬＥＤを点灯するようにし、これによ
り、１つの交流半波で２回点灯し、発熱が少なく、且つ電源電圧変動及び周波数変動に対
しＬＥＤの明るさの変動を少なくした交流用ＬＥＤ点灯回路が開示されている。
【０００８】
　特許文献４には、入力側に電源接続端子を有する交流電源整流回路と、交流電源整流回
路のプラス出力側にアノード端子を接続した１個のＬＥＤと、当該ＬＥＤのカソード端子
に接続した、ＬＥＤの駆動電流をオン・オフするためのＦＥＴと、ＦＥＴを通過した駆動
電流を検出するためにＦＥＴと交流電源整流回路のマイナス出力側との間に配した電流検
出抵抗と、ＦＥＴのゲート端子に、ゲート抵抗を介して接続した、ＦＥＴを制御するため
のＦＥＴ制御回路とを含み、ＦＥＴ制御回路が、交流電源整流回路のプラス出力側から印
加された整流電圧の上昇に伴い当該ゲート端子にスレッシュホールド電圧を超えるゲート
電圧を印加するための制御電圧をゲート抵抗に印加してＦＥＴをオンさせ、かつ、電流検
出抵抗が所定値を超えた駆動電流を検出したことを受けて制御電圧をスレッシュホールド
電圧未満の電圧まで降下させゲート端子からの電荷放電を促すことによってＦＥＴを遅延
オフさせるように構成されたＬＥＤ駆動回路が開示されている。
【０００９】
　特許文献５には、商用電源に接続されて直流電圧を出力する整流部と、この整流部に結
合されたパルス発生部と、このパルス発生部に結合されたＬＥＤ駆動部と、このＬＥＤ駆
動部に結合され、電流制限回路を介して直列接続された発光ダイオードを有するＬＥＤ部
とからなる発光ダイオードの点滅回路が開示されている。
【００１０】
　特許文献６には、交流電源に接続された整流回路によって得られる脈流電源を用いてＬ
ＥＤを点灯するＬＥＤの駆動回路において、前記ＬＥＤに直列に接続されてＬＥＤに流れ
る電流を制限するパワーＭＯＳＦＥＴと、ＬＥＤに直列に接続されてＬＥＤに流れる電流
を検出するセンスＭＯＳＦＥＴと、非反転入力端子に基準電源および反転入力端子に前記
センスＭＯＳＦＥＴが接続され、前記センスＭＯＳＦＥＴの検出電流に応じた電圧が前記
基準電源の電圧値となるように前記パワーＭＯＳＦＥＴを制御するとともに、外部から入
力されるイネーブル信号に応じて前記パワーＭＯＳＦＥＴおよびセンスＭＯＳＦＥＴのオ
ン／オフを制御するオペアンプと、を具備するＬＥＤの駆動回路が開示されている。
【００１１】
【特許文献１】特開２０００－１０１１４４号公報
【特許文献２】特開２００４－０９３６５７号公報
【特許文献３】特許第３１２２８７０号公報
【特許文献４】特開２００５－３１１０９０号公報
【特許文献５】特許第３１７２９４６号公報
【特許文献６】特開２００５－１９０７５１号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　前掲の特許文献１に記載されたＬＥＤ駆動回路では、電圧降下用のコンデンサを用いて
いるが、高圧用のコンデンサはサイズが大きくなって管球内に収納できないこともあり、
また温度や経年変化による絶縁劣化により特性を維持できないという問題がある。
【００１３】
　特許文献２に記載された交流用ＬＥＤ点灯回路では、交流電源電圧を整流する整流器の
出力端子に、電流調整回路と抵抗とＬＥＤの直列回路を接続して、ＬＥＤに流れる電流を
一定としているが、電流調整回路と抵抗とで、波高値が１４０Ｖ程度の交流半波の電圧か
らＬＥＤの駆動電圧との差の電圧を消費することになるので、発熱が避けられないという
問題がある。
【００１４】
　特許文献３に記載されたＬＥＤ点灯回路では、近年の高輝度ＬＥＤに適用した場合、オ
ン抵抗の関係から、半導体スイッチとして用いられるトランジスタの発熱が無視できなく
なる。高輝度化を図るために電流量を増やせば増やすほど、この発熱量が多くなってしま
うという問題がある。
【００１５】
　特許文献４は、この特許文献３に記載された発明の問題点を解消することを目的として
提案されたものであるが、交流の全波整流波形の立ち上がりに同期した三角波状の波形で
ＬＥＤが駆動されるため、商用電源の５０Ｈｚまたは６０Ｈｚで使用する場合、光のチラ
ツキが問題となることがある。また、三角波の低いレベルの電圧の所ではＬＥＤの輝度が
低く、印加される電圧が輝度を高めるためには十分寄与しないという問題がある。
【００１６】
　特許文献５に記載されたＬＥＤ点滅回路では、交流１００Ｖを整流部で平滑な１３０Ｖ
の直流とし、さらにトランジスタを用いてパルス状にオンオフさせてＬＥＤを点滅させる
ので、平滑回路用として大型の高耐電圧コンデンサが必要となる。また、ＬＥＤ駆動電圧
が１３０Ｖと電圧が高いため、ハイパワーＬＥＤを点灯させようとした場合、ＬＥＤに直
列に接続された抵抗およびトランジスタの発熱が避けられず、効率の悪いＬＥＤ駆動電源
回路となってしまう。
【００１７】
　特許文献６に記載されたＬＥＤ駆動回路では、交流電源を商用交流電源とした場合、最
大約１４０ＶがＬＥＤと定電流回路用トランジスタの直列回路に直接掛かるため、高耐圧
トランジスタが必要で、電圧損失も大きくなる。特に近年はハイパワーＬＥＤを複数個直
列接続して大きな照度を得ることが必要となってきた。この場合、ＬＥＤに流す電流は数
１００ｍＡ、ＬＥＤ駆動電圧は数１０Ｖ必要となる場合がある。このような場合、本回路
では高耐圧、ハイパワーのトランジスタが必要となり、また放熱のための特別な構造が必
要となる。
【００１８】
　特に、ＬＥＤの高輝度化により、電流は２００～５００ｍＡと大きくなっており、商用
電圧の１４０Ｖ（ピーク値）をＦＥＴで低電圧に落とすには、ＦＥＴで吸収する電圧（商
用電圧とＬＥＤの点灯のための電圧との差）が高いことと、流れる電流が大きいことによ
り、消費電力が大きく、発熱が避けられない。
　また、この方式ではイネーブル信号で調光を行うとき、ＬＥＤは交流１サイクル中４回
のパルス電流で駆動される。電圧０Ｖ近傍を同一くくりとすれば、交流１サイクル中２箇
所で点灯することになり、光のちらつきが感じられる場合が出てくる。したがって、安定
した光が要求される照明用光源としてのＬＥＤ駆動方式としては十分ではない。
　さらに、この方式では、ＬＥＤの電流制限と調光を一個のトランジスタで行っている。
したがって、トランジスタが電力制限を受けない狭い範囲でしか調光できない。また、調
光用イネーブル信号は交流波形と同期をとる回路が必要となり、実際は使いにくいという
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問題が出てくる。
【００１９】
　そこで本発明は、ＬＥＤの駆動電流が大きくても、半導体素子や回路素子が発熱しにく
く、ちらつきのないＬＥＤ発光が得られ、また調光も容易なＬＥＤ駆動電源回路を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　前記課題を解決するため、本発明は、交流電源に接続される全波整流器と、前記全波整
流器の出力に接続されたスイッチング回路と、前記スイッチング回路の負荷となるＬＥＤ
と、前記全波整流器の出力電圧と基準電圧とを比較する電圧比較回路と、前記電圧比較回
路の出力を前記スイッチング回路の制御信号に変換するドライブ回路と、前記スイッチン
グ回路の出力電圧を平滑する平滑回路と、前記ＬＥＤに流れる電流を一定に保つ電流制限
回路とを備え、前記全波整流回路から出力される全波整流波形の電圧のうち、電圧が基準
直流電圧に対応する電圧以下で、かつ、前記平滑回路で平滑された電圧より高いときのみ
、電力を前記平滑回路に供給し、ＬＥＤ駆動用直流低電圧を生成するようにしたことを特
徴とする。
【００２１】
　本発明においては、全波整流波形のうち電圧が０Ｖ近傍から基準電圧に対応する低い電
圧区間でのみスイッチング回路がオンになり、その区間内でさらに平滑コンデンサの電圧
が所定の電圧になっていない区間でのみ充電電流が発生する。これにより、スイッチング
回路にはオン時には低い電圧しか掛からず、発熱を抑えることができる。
【００２２】
　また、前記ＬＥＤに流れる電流を一定に保つ電流制限回路を備えることによって、チラ
ツキのない、照度が一定の光を得ることができる。
　さらに、ＬＥＤに流れる電流を制御する電流制限回路をスイッチング回路とは別に備え
ることにより、スイッチング回路と電流制限回路のいずれにも直接全波整流波形の高い電
圧がかからず、発熱が低いＬＥＤ駆動電源回路を実現することができる。
【００２３】
　前記電流制限回路はトランジスタを含み、前記トランジスタのコレクタに前記ＬＥＤの
カソードを接続し、前記トランジスタのエミッタに、一端がアースされた電流検出抵抗器
を接続し、前記トランジスタのベースに、ツェナーダイオードのカソードを接続してツェ
ナー電圧を付与することにより、前記ＬＥＤに定電流が流れるようにし、かつ、前記トラ
ンジスタのベースに外部よりパルス信号を加えることにより、前記ベースにかかるツェナ
ー電圧をパルス状に変化させて前記ＬＥＤの調光を行うようにすることができ、これによ
り、ＬＥＤの調光を、電流制限回路を用いて実現することができる。
【００２４】
　前記電圧比較回路の反転端子には、定電圧を抵抗で分圧した電圧が基準電圧として与え
られ、非反転端子には、全波整流器で整流された全波整流電圧を抵抗で分圧した電圧が被
比較電圧として入力され、かつ、基準電圧側または被比較電圧側の分圧抵抗の一つを可変
抵抗にして、前記スイッチング回路の出力電圧を可変にすることにより、さまざまなＬＥ
Ｄの個数や接続に対応した最適な出力電圧を容易に得ることができる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、交流電源に接続される全波整流器と、全波整流器の出力に接続された
スイッチング回路と、スイッチング回路の負荷となるＬＥＤと、全波整流器の出力電圧と
基準電圧とを比較する電圧比較回路と、電圧比較回路の出力を前記スイッチング回路の制
御信号に変換するドライブ回路と、スイッチング回路の出力電圧を平滑する平滑回路と、
前記ＬＥＤに流れる電流を一定に保つ電流制限回路とを備え、全波整流回路から出力され
る全波整流波形の電圧のうち、電圧が基準直流電圧に対応する電圧以下で、かつ、平滑回
路で平滑された電圧より高いときのみスイッチング回路を導通状態として、電力を平滑回
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路に供給し、ＬＥＤ駆動用直流低電圧を生成するようにしたので、スイッチング回路には
オン時には低い電圧しか掛からず、発熱を抑えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を用いて説明する。
　図１は本発明の実施の形態を示すブロック図である。
【００２７】
　図１において、本実施の形態のＬＥＤ駆動電源回路は、商用交流電源（ＡＣ１００Ｖ）
の電圧Ｖ０を全波整流する全波整流器１と、全波整流された電圧Ｖ１を所定の基準電圧以
下においてオンし、その基準電圧以上においてオフする半導体スイッチング素子を含むス
イッチング回路２と、スイッチング回路２で生成された電圧を平滑する平滑コンデンサか
らなる平滑回路３と、スイッチング回路２の負荷である複数のＬＥＤ４と、ＬＥＤ４に流
れる電流ＩＬを定電流制御するトランジスタを含む電流制限回路５と、全波整流器１で得
られた電圧Ｖ１から基準電圧Ｖ２を生成する基準電圧生成回路６と、基準電圧生成回路６
で生成された基準電圧Ｖ２と全波整流器１の出力側電圧Ｖ１とを比較する電圧比較回路７
と、電圧比較回路７で基準電圧Ｖ２と比較された全波整流器１の出力電圧Ｖ１が基準電圧
Ｖ２より低いときのみスイッチング回路２をオンにするドライブ回路８とを有している。
【００２８】
　本実施の形態においては、電圧比較回路７により基準電圧Ｖ２と全波整流電圧Ｖ１とを
電圧比較回路７で比較し、ドライブ回路８により、スイッチング回路２を構成する半導体
スイッチング素子を、全波整流波形の高い電圧区間ではオフし、低い電圧区間でのみスイ
ッチング回路２をオンして、平滑回路３に電圧を蓄積する。平滑回路３では、ＬＥＤ４に
印加する電圧より少し高い電圧を蓄積し、電流制限回路５により、ＬＥＤ４に流す電流を
定電流に制御する。
【００２９】
　これにより、スイッチング回路２を構成する半導体スイッチング素子と電流制限回路５
を構成するトランジスタのいずれにも直接全波整流波形の高い電圧がかからず、発熱が低
いＬＥＤ駆動電源回路を実現することができる。さらに、調光信号により電流制限回路５
をパルス駆動することにより、例えばデューティ比が５０％のパルスの場合、平滑回路３
に蓄積する電圧をＬＥＤに与える電圧の２倍程度よりも少し高い電圧とすることができ、
半導体スイッチング素子がオンオフ制御する電圧が低くなり、半導体スイッチング素子の
発熱を抑制することができる。
【００３０】
　図２は本発明の実施の形態を具体化した実施例を示す回路図、図３は図２の回路図にお
ける各部の波形図である。
【００３１】
　図２において、全波整流器１は、ダイオードブリッジＤ１とノイズ除去用インダクタン
スＬ１，コンデンサＣ１で構成され、スイッチング回路２はＭＯＳＦＥＴ（Metal Oxide 
Semiconductor Field Effect Transistor）からなる半導体スイッチング素子Ｑ１と、ゲ
ート－ソース間に接続される抵抗Ｒ３，Ｒ４およびツェナーダイオードＺＮ１とから構成
され、平滑回路３はコンデンサＣ３から構成されている。ＬＥＤ４は複数のＬＥＤを直列
接続したもので、ＬＥＤ照明装置の光源をなす。
【００３２】
　電流制限回路５は、トランジスタＱ２と、エミッタ抵抗Ｒ６と、ベース電位を与える抵
抗Ｒ５およびツェナーダイオードＺＮ４から構成されている。
【００３３】
　基準電圧生成回路６は、全波整流器１の出力ラインに接続された抵抗Ｒ７とツェナーダ
イオードＺＮ２とコンデンサＣ４からなる定電圧回路と、分割抵抗Ｒ１１と可変抵抗ＶＲ
１から構成されている。定電圧回路では、直流定電圧Ｖｒが生成され、これを分割抵抗Ｒ
１１と可変抵抗ＶＲ１で分割して基準電圧Ｖ２を得ている。
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【００３４】
　電圧比較回路７は、コンパレータＵ２のオペアンプの一つで構成され、抵抗Ｒ８とＲ９
とで分割された全波整流電圧Ｖ１’と、基準電圧Ｖ２とを比較し、全波整流電圧Ｖ１’の
半波の波形の立ち上がり、立ち下がりの、基準電圧Ｖ２よりも低いときにローレベル電圧
を生成し、それよりも高いときにはハイレベルとなる電圧Ｖ３を出力する。
【００３５】
　ドライブ回路８は、コレクタ側が抵抗Ｒ１とダイオードＤ３の直列回路を介して半導体
スイッチング素子Ｑ１のドレインに接続されエミッタ側が抵抗Ｒ２，Ｒ３を介して半導体
スイッチング素子Ｑ１のゲートに接続されたフォトカプラＵ１で構成され、Ｖ３が定電圧
Ｖｒよりもローレベルのときに発光ダイオード部分を発光させ、トランジスタ部分をオン
にする。なお、コンデンサＣ２は、フォトカプラＵ１がオフのときに、充電され、オンの
ときに放電電流をツェナーダイオードＺＮ１と抵抗Ｒ３を介して半導体スイッチング素子
Ｑ１のゲートに与えて半導体スイッチング素子Ｑ１をオンさせるためのものである。
【００３６】
　調光信号は、ツェナーダイオードＺＮ４のツェナー電圧よりも低いローレベル電圧と、
ツェナー電圧よりも高いハイレベル電圧からなるパルス状電圧であり、ダイオードＤ３を
介してトランジスタＱ２のベースに接続され、トランジスタＱ２をパルス駆動する。
【００３７】
　なお、全波整流器１の前段の交流１００Ｖ入力部分には、ヒューズＦ１およびバリスタ
ＣＶが接続され、全波整流器１と半導体スイッチング素子Ｑ１との間には、逆流防止用の
ダイオードＤ２が接続されている。
【００３８】
　次に、本回路の動作を、図３の波形図を参照して説明する。
　図３（ａ）は、全波整流器１の入力側に与えられる交流１００Ｖの波形を示している。
全波整流された電圧Ｖ１を抵抗Ｒ８とＲ９で分割し、ピーク約１０Ｖ以下に降圧してＶ１
’とし、定電圧回路で生成した電圧Ｖｒを抵抗Ｒ１１と可変抵抗ＶＲ１で分圧して基準電
圧Ｖ２として電圧比較回路７に入力する（図３（ｂ）参照）。電圧比較回路７では、Ｖ１
’とＶ２が比較され、Ｖ１’がＶ２よりも高いところ、すなわち全波整流波形の立ち上が
り、立ち下がり部でオンオフする波形Ｖ３が出力される（図３（ｃ）参照）。なお、可変
抵抗ＶＲ１により基準電圧Ｖ２のレベルを変えることで、波形Ｖ３の出力幅を変えること
ができる。
【００３９】
　電圧比較回路７の出力は、ドライブ回路８のフォトカプラＵ１の発光ダイオード部分を
点灯させ、出力側のトランジスタ部分をオンさせる信号となる。フォトカプラＵ１がオフ
のとき（全波整流波形の電圧が基準電圧Ｖ２よりも高いとき）、半導体スイッチング素子
Ｑ１のゲート電圧は抵抗Ｒ３によりソース電圧と同電位となり、半導体スイッチング素子
Ｑ１はオフ状態である。フォトカプラＵ１がオンになると（全波整流は形の電圧が基準電
圧Ｖ２よりも低い立ち上がり、立ち下がり時）、半導体スイッチング素子Ｑ１のゲート電
圧が下がり、半導体スイッチング素子Ｑ１は導通状態となる。このとき、図３（ｄ）に示
すように、半導体スイッチング素子Ｑ１のゲート－ソース電圧ＶＧＳはツェナーダイオー
ドＺＮ１により電圧が制限されている。
【００４０】
　このようにして、半導体スイッチング素子Ｑ１がオンのとき、すなわち、交流電圧の１
サイクルで４回のオンのとき、図３（ｅ）に示すように平滑コンデンサＣ３に電圧が充電
され、そのキャパシタンスにより、蓄積され平滑されて、図３（ｆ）に示すような電圧Ｖ
５となる。
【００４１】
　この電圧Ｖ５が、ＬＥＤ４に供給する直流電圧となる。これを、電流制限回路５のトラ
ンジスタＱ２で定電流パルス駆動することにより、ＬＥＤ４にはパルス状の電流ＩLが流
れる。
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　このように、全波整流電圧の正弦波の低いところで半導体スイッチング素子Ｑ１をオン
し、高いところではオフし、平滑コンデンサＣ３にＬＥＤ点灯電圧より少し高い電圧を充
電することにより、半導体スイッチング素子Ｑ１がオンオフする電圧が全電圧よりも低く
なり、半導体スイッチング素子Ｑ１の発熱を抑えることができる。また、電流制限回路５
を形成するトランジスタＱ２も、全波整流電圧の全電圧ではなく、平滑コンデンサＣ３に
蓄積された低い電圧をオンオフ制御すればいいので、トランジスタＱ２の発熱も抑えるこ
とができる。
【００４３】
　また、半導体スイッチング素子Ｑ１は、１サイクルに４回の立ち上がり、立ち下がりの
部分の電圧を平滑コンデンサＣ３に充電するので、半導体スイッチング素子Ｑ１をオンさ
せる電圧、すなわち１回当たりの電圧を従来のように１サイクルに２回の場合に比べて低
く設定することができ、その分、電力ロス、すなわち発熱を少なくすることができる。
　さらに、ＬＥＤ４は平滑回路、定電流回路で駆動されるため、チラツキのない安定した
照度を得ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明は、駆動電流が大きくても、半導体素子や回路素子の発熱を抑制したＬＥＤ駆動
電源回路であり、特にＬＥＤとＬＥＤ駆動電源回路が管球に収納されるＬＥＤ照明装置の
ＬＥＤ駆動電源回路として、好適に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の実施の形態を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態を具体化した実施例を示す回路図である。
【図３】図２の回路図における各部の波形図である。
【符号の説明】
【００４６】
　１　全波整流器
　２　スイッチング回路
　３　平滑回路
　４　ＬＥＤ
　５　電流制限回路
　６　基準電圧生成回路
　７　電圧比較回路
　８　ドライブ回路
　９　パルス生成回路
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