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(57)【要約】
　電源１は、電源回路から第１電力量を受け取るための
第１誘導回路１１と、照明回路２１及びコンデンサ回路
２２の組み合わせ２に第２電力量を供給するための第２
誘導回路１２と、前記第２電力量を制御するための制御
回路１３と、前記制御回路１３を、時間間隔に等しい第
１持続期間を持つ第１モードにするためのトリガ回路１
４とを有する。前記制御回路１３は、前記第１モードに
おいて、前記組み合わせ２に供給するために供給電流信
号を案内し、その後、前記コンデンサ回路２２の電荷を
減らすために放電電流信号を案内し、第２モードにおい
て、前記放電電流信号が流れるのを防止する。前記照明
回路２１は、低周波リップルを経験せずに、低い出力レ
ベルを経験する。前記制御回路３は、電界効果トランジ
スタなどのトランジスタ１５と、前記電界効果トランジ
スタの寄生逆方向ダイオードなどのダイオード１６との
並列組み合わせを有してもよい。前記第１／第２モード
は、前記トランジスタ１５の導通／非導通モードであり
得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明回路とコンデンサ回路との組み合わせに供給するための電源であって、前記電源が
、
　電源回路から第１電力量を受け取るための第１誘導回路と、
　前記組み合わせに第２電力量を供給するための、前記第１誘導回路に結合される第２誘
導回路と、
　前記第２電力量を制御するための制御回路と、
　前記制御回路を、時間間隔に等しい第１持続期間を持つ第１モードにするためのトリガ
回路とを有し、前記制御回路が、前記第１モードにおいて、前記組み合わせに供給するた
めに供給電流信号を案内し、その後、前記コンデンサ回路の電荷を減らすために放電電流
信号を案内するよう構成され、前記制御回路の第２モードにおいて、前記放電電流信号が
流れるのを防止するよう構成される電源。
【請求項２】
　前記制御回路が、トランジスタとダイオードとの並列組み合わせを有する請求項１に記
載の電源。
【請求項３】
　前記トランジスタが、電界効果トランジスタを有し、前記ダイオードが、前記電界効果
トランジスタの寄生逆方向ダイオードを有する、又は前記トランジスタが、バイポーラト
ランジスタを有し、前記ダイオードが、逆方向ダイオードを有する請求項２に記載の電源
。
【請求項４】
　前記第１モードが、前記トランジスタの導通モードを有し、前記第２モードが、前記ト
ランジスタの非導通モードを有する請求項２に記載の電源。
【請求項５】
　前記時間間隔の長さが、実質的に固定された値を持つ請求項１に記載の電源。
【請求項６】
　前記第１電力量が、前記時間間隔より大きい周期を持つ電力パルスを有する請求項１に
記載の電源。
【請求項７】
　前記トリガ回路が、電力パルスの端部の検出に応じて、前記制御回路を前記第１モード
にするよう構成される請求項６に記載の電源。
【請求項８】
　前記電源が、通常減光モードと、深い減光モードとを持つ請求項１に記載の電源。
【請求項９】
　前記制御回路が、前記深い減光モードにおいては、前記第１モードにおいて、前記供給
電流信号を案内し、その後、前記放電電流信号を案内するよう構成され、前記第２モード
において、前記放電電流信号が流れるのを防止するよう構成され、前記制御回路が、前記
通常減光モードにおいては、前記第１モードにおいて、前記供給電流信号だけを案内する
よう構成され、前記第２モードにおいて、前記第２モードの第２持続期間の多くても一部
の間、前記供給電流信号だけを案内するよう構成される請求項８に記載の電源。
【請求項１０】
　前記第１電力量が、電力パルスを有し、前記電源が、しきい値より小さい電力パルス幅
に応じて、前記深い減光モードに入るよう構成され、前記電源が、前記しきい値より大き
い前記電力パルス幅に応じて、前記通常減光モードに入るよう構成される請求項８に記載
の電源。
【請求項１１】
　前記第１誘導回路が、第１巻線を有し、前記第２誘導回路が、第２巻線を有し、両巻線
が、誘導結合される、又は各々の前記第１及び第２誘導回路が、同一巻線の各々の第１及
び第２部分を有する請求項１に記載の電源。
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【請求項１２】
　前記トリガ回路が、前記第２誘導回路に存在する電圧信号を検出し、検出結果に応じて
、前記制御回路を前記モードのうちの１つのモードにするための制御信号を生成するため
の集積回路を有する、又は前記トリガ回路が、前記第２誘導回路に存在する電圧信号を検
出するための検出回路と、前記検出回路からの検出結果に応じて、前記制御回路を前記モ
ードのうちの１つのモードにするための制御信号を生成するための生成回路とを有する請
求項１に記載の電源。
【請求項１３】
　請求項１に記載の電源を有し、前記照明回路と前記コンデンサ回路との前記組み合わせ
を更に有する装置。
【請求項１４】
　前記照明回路が、発光ダイオード回路を有する請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　照明回路とコンデンサ回路との組み合わせに供給するための電源を動作させるための方
法であって、前記電源が、
　電源回路から第１電力量を受け取るための第１誘導回路と、
　前記組み合わせに第２電力量を供給するための、前記第１誘導回路に結合される第２誘
導回路と、
　前記第２電力量を制御するための制御回路とを有し、前記方法が、前記制御回路を、時
間間隔に等しい第１持続期間を持つ第１モードにするステップを有し、前記制御回路が、
前記第１モードにおいて、前記組み合わせに供給するために供給電流信号を案内し、その
後、前記コンデンサ回路の電荷を減らすために放電電流信号を案内するよう構成され、前
記制御回路の第２モードにおいて、前記放電電流信号が流れるのを防止するよう構成され
る方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明回路とコンデンサ回路との組み合わせに供給するための電源に関する。
本発明は、更に、装置及び方法に関する。このような電源の例は、スイッチング電源であ
る。
【背景技術】
【０００２】
　スイッチング電源は、一般によく知られている。これらのほとんどは、適切に動作する
ために或る最小限の出力レベルを必要とする。前記最小限の出力レベルを下回ると、スイ
ッチング電源は、バーストモード又はスキップモードに入り得る。このモードにおいては
、出力において低周波リップルが存在し得る。照明回路に給電するために前記出力を用い
る場合、この低周波リップルが、ユーザにとって困らせるものとなり得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、改善された電源を提供することである。本発明の他の目的は、装置及
び改善された方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　第１の態様によれば、照明回路とコンデンサ回路との組み合わせに供給するための電源
が提供され、前記電源は、
－　電源回路から第１電力量を受け取るための第１誘導回路と、
－　前記組み合わせに第２電力量を供給するための、前記第１誘導回路に結合される第２
誘導回路と、
－　前記第２電力量を制御するための制御回路と、
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－　前記制御回路を、時間間隔に等しい第１持続期間を持つ第１モードにするためのトリ
ガ回路とを有し、前記制御回路は、前記第１モードにおいて、前記組み合わせに供給する
ために供給電流信号を案内し、その後、前記コンデンサ回路の電荷を減らすために放電電
流信号を案内するよう構成され、前記制御回路の第２モードにおいて、前記放電電流信号
が流れるのを防止するよう構成される。
【０００５】
　第１誘導回路は、場合により調光回路を介して、電源回路から第１電力量を受け取る。
第２誘導回路は、照明回路とコンデンサ回路との組み合わせに第２電力量を供給する。前
記第１及び第２誘導回路は結合される。制御回路は、前記第２電力量を制御する。トリガ
回路は、前記制御回路を、時間間隔に等しい第１持続期間を持つ第１モードにする。前記
制御回路は、前記第１モードにおいて、前記組み合わせに供給するために供給電流信号を
案内し、その後、前記コンデンサ回路の電荷を減らすために放電電流信号を案内するよう
構成される。前記制御回路は、前記制御回路の第２モードにおいて、前記放電電流信号が
前記制御回路を通って流れるのを防止するよう構成される。
【０００６】
　従って、時間間隔の間、前記照明回路と前記コンデンサ回路との前記組み合わせに供給
するために供給電流信号を案内（伝導）し、その後、前記コンデンサ回路の電荷を減らす
ために放電電流信号を案内（伝導）する制御回路が導入されている。この時間間隔が経過
した後には、前記コンデンサ回路は、前記制御回路を介する更なる放電はされない。換言
すれば、前記時間間隔の間、まず、電力が、前記照明回路と前記コンデンサ回路との前記
組み合わせに供給され、次に、供給された電力の幾らかが、前記コンデンサ回路から取り
出され、前記第２誘導回路を充電するために用いられる。前記時間間隔が経過した後には
、前記コンデンサ回路から更なる電力は取り出されない。このように、前記照明回路は、
前記供給電流信号を介して前記組み合わせに供給される電力量と、前記放電電流信号を介
して前記コンデンサ回路から取り出される電力量との間の差である電力量だけ給電される
。結果として、前記照明回路は、低周波リップルを経験せずに、低い出力レベルを経験す
る。これは、大きな技術的利点である。
【０００７】
　前記電源回路は、主電源信号を整流するための整流器を有してもよく、又はバッテリを
有してもよく、又は任意の他の種類の電源回路を有してもよい。前記コンデンサ回路は、
如何なる種類の、如何なる方法で組み合わされた１つ以上のコンデンサも含み得る。前記
第１誘導回路は、如何なる種類の、如何なる方法で組み合わされた１つ以上の第１インダ
クタも含み得る。前記第２誘導回路は、如何なる種類の、如何なる方法で組み合わされた
１つ以上の第２インダクタも含み得る。前記供給電流信号は、前記照明回路と前記コンデ
ンサ回路との前記組み合わせに電力を供給する。前記放電電流信号は、前記コンデンサ回
路を、前記制御回路を介して、完全に、又は或る程度までだけ、放電させる。前記照明回
路と前記コンデンサ回路との前記組み合わせは、通常、前記照明回路と前記コンデンサ回
路との並列組み合わせを有するが、他の種類の組み合わせを除外してはいない。前記コン
デンサ回路は、前記照明回路の一部であってもよく、又は前記照明回路の一部でなくても
よい。前記コンデンサ回路は、前記照明回路の一部である場合、前記照明回路の寄生静電
容量であってもよく、又は前記照明回路に付加される別個の静電容量であってもよい。
【０００８】
　前記電源の実施例は、前記制御回路が、トランジスタとダイオードとの並列組み合わせ
を有することによって、規定される。これは、低コストで、単純で、ロバストな実施例で
ある。
【０００９】
　前記電源の実施例は、前記トランジスタが、電界効果トランジスタを有し、前記ダイオ
ードが、前記電界効果トランジスタの寄生逆方向ダイオードを有する、又は前記トランジ
スタが、バイポーラトランジスタを有し、前記ダイオードが、逆方向ダイオードを有する
ことによって、規定される。これは、電界効果トランジスタは、それ自体が寄生逆方向ダ
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イオードを有するという事実、及びバイポーラトランジスタは、容易に逆方向ダイオード
と組み合わされ得るという事実により、効率的な実施例である。前記バイポーラトランジ
スタの逆方向ダイオードは、前記バイポーラトランジスタの寄生逆方向ダイオードであっ
てもよく、又は前記バイポーラトランジスタに付加される逆方向ダイオードであってもよ
い。
【００１０】
　前記電源の実施例は、前記第１モードが、前記トランジスタの導通モードを有し、前記
第２モードが、前記トランジスタの非導通モードを有することによって、規定される。前
記トランジスタが導通していないとき、前記ダイオードが前記供給電流信号を案内し得る
。前記トランジスタが導通しているとき、前記トランジスタは、前記供給電流信号及び前
記放電電流信号を案内し得る。前記ダイオードは、前記供給電流信号と前記放電電流信号
とが反対方向に流れるという事実により、前記放電電流信号を案内することはできない。
【００１１】
　前記電源の実施例は、前記時間間隔の長さが、実質的に固定された値を持つことによっ
て、規定される。好ましくは、前記時間間隔の前記長さは、前記トリガ回路を最も単純な
実施例によって実現することを可能にするよう、各々、同一の固定値を持つだろう。しか
しながら、他の例においては、前記時間間隔の前記長さは、例えば、前記時間間隔の前記
長さの値が、各々、時間間隔のグループの長さの平均値から逸脱し過ぎない（例えば１０
％未満）場合などには、各々、実質的に固定された値を持ち得る。
【００１２】
　前記電源の実施例は、前記第１電力量が、前記時間間隔より大きい周期を持つ電力パル
スを有することによって、規定される。スイッチング電源においては、前記電源回路から
前記第１誘導回路に供給される前記第１電力量は、通常、電力パルスを有する。好ましく
は、これらの電力パルスの周期の長さは、前記時間間隔の長さより大きくてもよい。
【００１３】
　前記電源の実施例は、前記トリガ回路が、電力パルスの端部の検出に応じて、前記制御
回路を前記第１モードにするよう構成されることによって、規定される。好ましくは、電
力パルスの間、前記電源の、前記第１誘導回路を有する一次部分は、アクティブであり、
前記電源の、前記第２誘導回路及び前記制御回路を有する二次部分は、非アクティブであ
り、続いて起こる２つの電力パルスの間、前記電源の前記一次部分は、非アクティブであ
り、前記電源の前記二次部分は、アクティブである。
【００１４】
　前記電源の実施例は、前記電源が、通常減光モードと、深い減光モードとを持つことに
よって、規定される。通常減光モードにおいては、電源は、例えば、最大出力電力の１０
％乃至１００％を、負荷に供給する。深い減光モードにおいては、前記電源は、例えば、
前記最大出力電力の１％乃至１０％を、前記負荷に供給する。減光は、例えば、前記電源
回路と前記電源との間に位置する調光回路を介して達成されてもよく、且つ／又は例えば
、前記電力パルスの幅を制御することによって達成されてもよい。
【００１５】
　前記電源の実施例は、前記制御回路が、前記深い減光モードにおいては、前記第１モー
ドにおいて、前記供給電流信号を案内し、その後、前記放電電流信号を案内するよう構成
され、前記第２モードにおいて、前記放電電流信号が流れるのを防止するよう構成され、
前記制御回路が、前記通常減光モードにおいては、前記第１モードにおいて、前記供給電
流信号だけを案内するよう構成され、前記第２モードにおいて、前記第２モードの第２持
続期間の多くても一部の間、前記供給電流信号だけを案内するよう構成されることによっ
て、規定される。前記深い減光モードにおいては、前記コンデンサ回路は、前記制御回路
を介して少なくとも部分的に放電され、前記通常減光モードにおいては、前記コンデンサ
回路は、前記制御回路を介して放電されない。
【００１６】
　前記電源の実施例は、前記第１電力量が、電力パルスを有し、前記電源が、しきい値よ
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り小さい電力パルス幅に応じて、前記深い減光モードに入るよう構成され、前記電源が、
前記しきい値より大きい前記電力パルス幅に応じて、前記通常減光モードに入るよう構成
されることによって、規定される。電力パルス幅が、前記照明回路によって生成される光
の量を決定し得る。より小さい／より大きい幅は、より少ない／より多い光が生成される
ことをもたらし得る。
【００１７】
　前記電源の実施例は、前記第１誘導回路が、第１巻線を有し、前記第２誘導回路が、第
２巻線を有し、両巻線が、誘導結合される、又は各々の前記第１及び第２誘導回路が、同
一巻線の各々の第１及び第２部分を有することによって、規定される。各々の前記第１及
び第２誘導回路が各々の第１及び第２巻線を有する場合には、両巻線は、誘導結合される
必要がある。各々の前記第１及び第２誘導回路が同一巻線の各々の第１及び第２部分を有
する場合には、両部分は、誘導結合されるだろう。両部分は、前記巻線の同じ部分又は部
分的に重なる異なる部分又は重ならない異なる部分であり得る。
【００１８】
　前記電源の実施例は、前記トリガ回路が、前記第２誘導回路に存在する電圧信号を検出
し、検出結果に応じて、前記制御回路を前記モードのうちの１つのモードにするための制
御信号を生成するための集積回路を有する、又は前記トリガ回路が、前記第２誘導回路に
存在する電圧信号を検出するための検出回路と、前記検出回路からの検出結果に応じて、
前記制御回路を前記モードのうちの１つのモードにするための制御信号を生成するための
生成回路とを有することによって、規定される。集積回路は、より多くのコストがかかる
かもしれないが、より少ない空間しか必要としないかもしれず、検出回路及び生成回路は
、より少ないコストしかかからないかもしれないが、より多くの空間を必要とする。
【００１９】
　第２の態様によれば、上で規定されているような前記電源を有し、前記照明回路と前記
コンデンサ回路との前記組み合わせを更に有する装置が提供される。
【００２０】
　前記装置の実施例は、前記照明回路が、発光ダイオード回路を有することによって、規
定される。発光ダイオード回路は、如何なる種類の、如何なる方法で組み合わされた１つ
以上の発光ダイオードも有する。
【００２１】
　第３の態様によれば、照明回路とコンデンサ回路との組み合わせに供給するための電源
を動作させるための方法が提供され、前記電源は、
－　電源回路から第１電力量を受け取るための第１誘導回路と、
－　前記組み合わせに第２電力量を供給するための、前記第１誘導回路に結合される第２
誘導回路と、
－　前記第２電力量を制御するための制御回路とを有し、前記方法は、前記制御回路を、
時間間隔に等しい第１持続期間を持つ第１モードにするステップを有し、前記制御回路は
、前記第１モードにおいて、前記組み合わせに供給するために供給電流信号を案内し、そ
の後、前記コンデンサ回路の電荷を減らすために放電電流信号を案内するよう構成され、
前記制御回路の第２モードにおいて、前記放電電流信号が流れるのを防止するよう構成さ
れる。
【００２２】
　洞察は、電力は、照明回路とコンデンサ回路との組み合わせに供給されることができ、
前記コンデンサ回路から電力が取り出されることができるというものである。基本的なア
イデアは、制御回路の第１モードにおいては、前記組み合わせに供給するために供給電流
信号が案内されるべきであり、その後、前記コンデンサ回路を部分的に又は完全に放電さ
せるために放電電流信号が案内されるべきであるというもの、及び前記制御回路の第２モ
ードにおいては、この放電電流信号が流れることは防止されるべきであるというものであ
る。
【００２３】
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　改善された電源を提供するという課題は解決された。他の利点は、前記制御回路、前記
トリガ回路及びトリガ駆動アルゴリズムが、実現し易いこと、並びに前記電源が、低コス
トで、単純で、ロバストであることである。
【００２４】
　下記の実施例を参照して、本発明のこれら及び他の態様を説明し、明らかにする。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】電源の実施例を示す。
【図２】トリガ回路の実施例を示す。
【図３】深い減光モードにおける波形を示す。
【図４】通常減光モードにおける波形を示す。
【図５】検出回路の実施例を示す。
【図６】生成回路の実施例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図１には、電源１の実施例が示されている。電源１は、図示されていない電源回路から
第１電力量を受け取るための第１誘導回路１１を有する。第１誘導回路１１の一方の端部
は、場合により他の回路を介して、且つ／又は場合により調光器を介して、電源回路に接
続されるものである。第１誘導回路１１の他方の端部は、電界効果トランジスタなどのス
イッチ回路１７の第１主電極（ドレイン）に結合される。スイッチ回路１７の第２主電極
（ソース）は、抵抗器１８を介して接地に結合される。この例示的な事例においては、第
１電力量は、電力パルスを有する。電力パルスの周期及び幅は、スイッチ回路１７の制御
電極（ゲート）に供給される制御信号を介して、制御され得る。
【００２７】
　電源１は、この例示的な事例においては第１誘導回路１１に誘導結合されている第２誘
導回路１２を更に有する。第１誘導回路１１は、第１巻線を有し、第２誘導回路１２は、
第２巻線を有し、両巻線は、誘導結合されている。他の例においては、各々の第１及び第
２誘導回路１１、１２が、同一巻線の各々の第１及び第２部分を有してもよく、その場合
、前記第１及び第２部分自体が誘導結合されている。
【００２８】
　第２誘導回路１２は、照明回路２１と、コンデンサ回路２２との並列組み合わせ２に第
２電力量を供給する。電源１は、第２電力量を制御するための制御回路１３と、制御回路
１３を、或る時間間隔と等しい第１持続期間を持つ第１モードにするためのトリガ回路１
４とを更に有する。第２誘導回路１２の一方の端部は、組み合わせ２の一方の端部に結合
される。第２誘導回路１２の他方の端部は、制御回路１３の第１主電極、及びトリガ回路
１４の入力部に結合される。制御回路１３の第２主電極は、接地に結合される。トリガ回
路１４の出力部は、制御回路１３の制御電極に結合される。並列組み合わせ２の他方の端
部も、接地に結合される。
【００２９】
　制御回路３は、第１モードにおいて、組み合わせ２に供給するために供給電流信号を案
内し、その後、コンデンサ回路２２の電荷を減らすために放電電流信号を案内するよう構
成され、制御回路１３の第２モードにおいて、放電電流信号が流れるのを防止するよう構
成される。
【００３０】
　好ましくは、制御回路１３は、トランジスタ１５と、ダイオード１６との並列組み合わ
せを有する。トランジスタ１５は、電界効果トランジスタを有してもよく、ダイオード１
６は、電界効果トランジスタの寄生逆方向ダイオードを有してもよい。第１モードは、ト
ランジスタ１５の導通モードを有してもよく、第２モードは、トランジスタ１５の非導通
モードを有してもよい。制御回路１３の第１及び第２主電極は、トランジスタ１５の第１
及び第２主電極（ドレイン及びソース）であってもよく、制御回路１３の制御電極は、ト
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ランジスタ１５の制御電極（ゲート）であってもよい。トランジスタ１５は、導通モード
においては、供給電流信号及び放電電流信号を伝導し得る。トランジスタ１５が導通して
いないときには、ダイオード１６が、供給電流信号を伝導し得る。ダイオード１６は、供
給電流信号と放電電流信号とは反対方向に流れるという事実により、放電電流信号を伝導
することはできない。供給電流信号は、第２誘導回路１２から、組み合わせ２を通って、
制御回路１３を通って（導通時のトランジスタ１５を通って又はダイオード１６を通って
）、第２誘導回路１２に戻るよう、流れる。放電電流信号は、コンデンサ回路２２から、
（第２誘導回路１２を充電しながら）第２誘導回路１２を通って、（トランジスタ１５が
導通している場合にだけ）制御回路１３を通って、コンデンサ回路２２に戻るよう、流れ
る。
【００３１】
　好ましくは、前記時間間隔の長さは、例えば固定値のような実質的に固定された値を持
ち得る。電力パルスは、前記時間間隔より長い周期を持ち得る。トリガ回路１４は、図３
及び４を参照して更に述べるように、電力パルスの端部の検出に応じて、制御回路１３を
第１モードにするよう構成され得る。
【００３２】
　好ましくは、電源１は、通常減光モードと、深い減光モードとを持ち得る。制御回路１
３は、深い減光モードにおいては、第１モードにおいて、供給電流信号を案内し、その後
、放電電流信号を案内するよう構成され、第２モードにおいて、放電電流信号が流れるの
を防止するよう構成されてもよく、制御回路１３は、通常減光モードにおいては、第１モ
ードにおいて、供給電流信号だけを案内するよう構成され、第２モードにおいて、第２モ
ードの第２持続期間の多くても一部の間、供給電流信号だけを案内するよう構成されても
よい。図３及び４を参照して更に述べるように、電源１は、しきい値より小さい電力パル
ス幅に応じて、深い減光モードに入るよう構成され、電源１は、しきい値より大きい電力
パルス幅に応じて、通常減光モードに入るよう構成される。第１モードの第１持続期間（
前記時間間隔）及び第２モードの第２持続期間の合計は、通常、電力パルスの周期と等し
いだろう。
【００３３】
　図１においては、トリガ回路１４は、例えば、第２誘導回路１２に存在する電圧信号を
検出し、検出結果に応じて、制御回路１３を前記モードのうちの１つのモードにするため
の制御信号を生成するための集積回路を有する。
【００３４】
　図２には、トリガ回路１４の実施例が示されている。このトリガ回路１４は、このトリ
ガ回路１４が、第２誘導回路１２に存在する電圧信号を検出するための検出回路３１と、
検出回路３１からの検出結果に応じて、制御回路１３を前記モードのうちの１つのモード
にするための制御信号を生成するための生成回路５１とを有する点で、上記の集積回路と
異なる。検出回路３１は、図５に示され、図５を参照して記述されており、生成回路５１
は、図６に示され、図６を参照して記述されている。
【００３５】
　図３には、深い減光モードにおける波形が示されている。波形Ａは、一方の第１誘導回
路１１及びスイッチ回路１７の間と、他方の接地との間に存在する電圧信号に対応する。
時間長TPPの間、波形Ａは、スイッチ回路１７が導通モードにあるという事実により、最
小限の値を持ち、電力パルスが存在する。波形Ｂは、一方の第２誘導回路１２及び制御回
路１３の間と、他方の接地との間に存在する電圧信号に対応する。この電圧信号は、トリ
ガ回路１４のための入力信号である。明らかに、波形Ａが最大であるとき、波形Ｂは最小
であり、逆の場合も同じである。これは、電力パルスの端部の検出に応じて制御回路１３
を第１モードにするトリガ回路１４をもたらす。
【００３６】
　波形Ｃは、制御回路１３を前記モードのうちの１つのモードにするためにトリガ回路１
４によって生成される制御信号に対応する。ここでは、波形Ｃは、遅延及び遷移期を無視
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する場合、電力パルスの間、ゼロ値を持つ。波形Ｃは、続いて起こる２つの電力パルスの
間に最大値を持つ。この最大値の持続期間は、実質的に固定された値を持つ長さを有する
前記時間間隔（第１モードの第１持続期間）に等しい。波形Ｄは、第２誘導回路１２と組
み合わせ２との間を流れる電流信号に対応する。明らかに、時間長TSUPの間、波形Ｄは、
（破線より上に位置する）正の値を持ち、これは、供給電流信号が、第２誘導回路１２か
ら組み合わせ２へ流れていることを意味する。時間長TDISの間、波形Ｄは、（破線より下
に位置する）負の値を持ち、これは、放電電流信号が、コンデンサ回路２２から第２誘導
回路１２へ流れていることを意味する。
【００３７】
　図４には、通常減光モードにおける波形が示されている。この場合もまた、波形Ａは、
一方の第１誘導回路１１及びスイッチ回路１７の間と、他方の接地との間に存在する電圧
信号に対応する。時間長TPPの間、波形Ａは、スイッチ回路１７が導通モードにあるとい
う事実により、最小限の値を持ち、電力パルスが存在する。波形Ｂは、一方の第２誘導回
路１２及び制御回路１３の間と、他方の接地との間に存在する電圧信号に対応する。この
電圧信号は、トリガ回路１４のための入力信号である。明らかに、波形Ａが最大であると
き、波形Ｂは最小であり、逆の場合も同じである。これは、電力パルスの端部の検出に応
じて制御回路１３を第１モードにするトリガ回路１４をもたらす。
【００３８】
　この場合もまた、波形Ｃは、制御回路１３を前記モードのうちの１つのモードにするた
めにトリガ回路１４によって生成される制御信号に対応する。ここでは、波形Ｃは、遅延
及び遷移期を無視する場合、電力パルスの間、及び続いて起こる２つの電力パルスの間の
時間の一部の間、ゼロ値を持つ。波形Ｃは、続いて起こる２つの電力パルスの間の時間の
残りの部分の間、最大値を持つ。この最大値の持続期間は、実質的に固定された値を持つ
長さを有する前記時間間隔（第１モードの第１持続期間）に等しい。明らかに、図３及び
４において、この最大値のこの持続期間は同じである。波形Ｄは、第２誘導回路１２及び
組み合わせ２を通って流れる電流信号に対応する。明らかに、時間長TSUPの間、波形Ｄは
、（破線より上に位置する）正の値を持ち、これは、供給電流信号が、第２誘導回路１２
から組み合わせ２へ流れていることを意味する。ここでは、波形Ｄは、（破線より下に位
置する）負の値を持たず、これは、放電電流信号が、ここを流れないことを意味する。
【００３９】
　従って、図３（深い減光）と比べて、図４（通常減光）においては、TPPが増大されて
おり、より多くの第１電力量が第１誘導回路１１に供給され、より多くの第２電力量が組
み合わせ２に供給され、結果として、供給電流信号は、より大きい最大振幅及びより長い
持続期間を得ており、放電電流信号は、もはや生じていない。図３（深い減光）において
は、組み合わせ２に供給されるような第２電力量は、供給電流信号を介して組み合わせ２
に供給される電力量と、放電電流信号を介してコンデンサ回路２２から取り出されるよう
な電力量との間の差に等しいという事実により、照明回路２１は、低周波リップルを経験
せずに、低い出力レベルを経験する。これは、大きな技術的利点である。
【００４０】
　図５には、検出回路３１の実施例が示されている。抵抗器３２と、抵抗器３３及びコン
デンサ３４の直列組み合わせとの並列組み合わせが、一方の端部において、入力信号を受
信する。その他方の端部は、（電界効果）トランジスタ３７の制御電極（ゲート）に結合
されると共に、抵抗器３５とツェナーダイオード３５との並列組み合わせを介して接地に
結合される。トランジスタ３７の第１主電極（ドレイン）は、抵抗器３８、４１及び４２
の一方の端部、並びに比較器４４の非反転入力部に結合される。抵抗器４１の別の端部及
びトランジスタ３７の第２主電極（ソース）は、接地に結合される。抵抗器３８の別の端
部は、ダイオード３９を介して、抵抗器４０の一方の端部、及び比較器４４の反転入力部
に結合される。抵抗器４０及び４２の他方の端部は、補助給電信号を受信するための端子
６０に結合される。比較器４４の反転入力部は、更に、コンデンサ４３を介して接地に結
合される。比較器４４の非反転入力部は、更に、抵抗器４５を介して、検出結果を備える
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介して接地に結合される。
【００４１】
　図６には、生成回路５１の実施例が示されている。（バイポーラ）トランジスタ５２及
び５３の制御電極（ベース）が、検出結果を備える信号を受信すると共に、抵抗器５４の
一方の端部に結合される。トランジスタ５２及び５３の第１主電極（エミッタ）は、互い
に結合されると共に、抵抗器５６の一方の端部に結合される。トランジスタ５２の第２主
電極（コレクタ）は、接地に結合される。トランジスタ５３の第２主電極（コレクタ）は
、抵抗器５５を介して、補助給電信号を受信するための端子６０に結合される。端子６０
は、更に、抵抗器５４の別の端部に結合されると共に、コンデンサ５９を介して接地に結
合される。抵抗器５６の別の端部は、抵抗器５８の一方の端部に結合される結合されると
共に、抵抗器５７を介して接地に結合される。抵抗器５８の別の端部は、制御回路１３を
前記モードのうちの１つのモードにするための制御信号を供給する。
【００４２】
　他の例においては、コンデンサ回路２２は、電源１の一部を形成し得る。第１及び第２
素子は、第３素子を介して、間接的に結合されてもよく、第３素子が間にない状態で、直
接的に結合されてもよい。示されている及び記述されている実施例は、例示的な実施例で
しかない。例えば、コンデンサ４６及び５９のうちの一方は、容易に省略され得る。別々
の検出回路３１及び別々の生成回路５１の代わりに、１つの集積回路、２つより多くの別
々の回路が導入されてもよい。
【００４３】
　要約すると、電源１は、電源回路から第１電力量を受け取るための第１誘導回路１１と
、照明回路２１及びコンデンサ回路２２の組み合わせ２に第２電力量を供給するための第
２誘導回路１２と、前記第２電力量を制御するための制御回路１３と、前記制御回路１３
を、時間間隔に等しい第１持続期間を持つ第１モードにするためのトリガ回路１４とを有
する。前記制御回路１３は、前記第１モードにおいて、前記組み合わせ２に供給するため
に供給電流信号を案内し、その後、前記コンデンサ回路２２の電荷を減らすために放電電
流信号を案内し、第２モードにおいて、前記放電電流信号が流れるのを防止する。前記照
明回路２１は、低周波リップルを経験せずに、低い出力レベルを経験する。前記制御回路
３は、電界効果トランジスタなどのトランジスタ１５と、前記電界効果トランジスタの寄
生逆方向ダイオードなどのダイオード１６との並列組み合わせを有してもよい。前記第１
／第２モードは、前記トランジスタ１５の導通／非導通モードであり得る。
【００４４】
　本発明を、図面において図示し、上記の説明において詳細に説明しているが、このよう
な図及び説明は、説明的なもの又は例示的なものとみなされるべきであって、限定するも
のとみなされるべきではない。本発明は、開示されている実施例に限定されない。請求項
に記載の発明を実施する当業者は、図面、明細及び添付の請求項の研究から、開示されて
いる実施例に対する他の変形を、理解し、達成し得る。請求項において、「有する」とい
う用語は、他の要素又はステップを除外せず、単数形表記は、複数の存在を除外しない。
単に、特定の手段が、相互に異なる従属請求項において引用されているという事実は、こ
れらの手段の組み合わせが有利になるように用いられることができないことを示すもので
はない。請求項におけるいかなる参照符号も、範囲を限定するものとして解釈されてはな
らない。
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