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(57)【要約】
【課題】簡単な回路構成で、異常検出時に電力の供給を
停止して安全を確保するとともに、電力損失を抑制する
。
【解決手段】電力生成回路１１０は、負荷回路（光源回
路８１０）に供給する電力を生成する。制御回路１２０
は、電力生成回路１１０を制御する。制御電源回路１３
０は、制御回路１２０に供給する制御電源電力を生成す
る。異常検出回路１４０は、負荷回路の異常を検出する
。スイッチ回路１５０は、異常検出回路１４０が負荷回
路の異常を検出した場合に、制御電源回路１３０が生成
した制御電源電力の制御回路１２０に対する供給を遮断
する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力生成回路と、制御回路と、制御電源回路と、異常検出回路と、スイッチ回路とを有
し、
　上記電力生成回路は、負荷回路に供給する電力を生成し、
　上記制御回路は、上記電力生成回路を制御し、
　上記制御電源回路は、上記制御回路に供給する制御電源電力を生成し、
　上記異常検出回路は、上記負荷回路の異常を検出し、
　上記スイッチ回路は、上記異常検出回路が上記負荷回路の異常を検出した場合に、上記
制御電源回路が生成した制御電源電力の上記制御回路に対する供給を遮断することを特徴
とする電源回路。
【請求項２】
　上記異常検出回路は、上記負荷回路の異常を検出した場合に、上記負荷回路の異常を検
出したことを記憶することを特徴とする請求項１に記載の電源回路。
【請求項３】
　上記電源回路は、更に、指示入力回路を有し、
　上記指示入力回路は、上記電力生成回路が上記負荷回路に供給する電力を指示する指示
信号を入力し、
　上記制御回路は、上記指示入力回路が入力した指示信号にしたがって、上記電力生成回
路が上記負荷回路に供給する電力を制御し、
　上記スイッチ回路は、更に、上記指示入力回路が入力した指示信号が、上記負荷回路に
電力を供給しないことを指示する場合に、上記制御電源回路が生成した制御電源電力の上
記制御回路に対する供給を遮断することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の電
源回路。
【請求項４】
　上記電力生成回路は、電源から供給された電力を変換して、上記負荷回路に供給する電
力を生成し、
　上記スイッチ回路は、更に、上記電源からの電力供給が開始してから所定の時間が経過
するまでの間、上記制御電源回路が生成した制御電源電力の上記制御回路に対する供給を
遮断することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の電源回路。
【請求項５】
　上記制御回路は、上記負荷回路を流れる電流が所定の電流値になるよう、上記電力生成
回路が上記負荷回路に供給する電力の電圧を制御し、
　上記異常検出回路は、上記電力生成回路が上記負荷回路に供給する電力の電圧に基づい
て、上記負荷回路の異常を検出することを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに
記載の電源回路。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の電源回路と、供給された電力により点灯する
光源を有し、上記電源回路に対する負荷回路として上記電力生成回路が生成した電力の供
給を受ける光源回路とを有することを特徴とする照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、光源回路などの負荷回路に電力を供給する電源回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　負荷回路には、定電流制御に適したものがある。例えば、発光ダイオードは、順方向降
下電圧のバラツキが大きいため、発光ダイオードを有する負荷回路は、定電流制御に適し
ている。電源回路が定電流制御である場合において、断線故障や無負荷などの異常が発生
した場合にも一定の電流を流そうとするのを防ぐため、異常を検出し、電源回路から負荷
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回路に対する電力の供給を停止する必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１０４２７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　また、地球温暖化対策として、電源回路の部品数削減や電力損失の抑制をする必要があ
る。
　この発明は、例えば上記のような課題を解決するためになされたものであり、簡単な回
路構成で、異常発生時の電力供給を停止して安全を確保するとともに、電力損失を抑える
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明にかかる電源回路は、電力生成回路と、制御回路と、制御電源回路と、異常検
出回路と、スイッチ回路とを有し、
　上記電力生成回路は、負荷回路に供給する電力を生成し、
　上記制御回路は、上記電力生成回路を制御し、
　上記制御電源回路は、上記制御回路に供給する制御電源電力を生成し、
　上記異常検出回路は、上記負荷回路の異常を検出し、
　上記スイッチ回路は、上記異常検出回路が上記負荷回路の異常を検出した場合に、上記
制御電源回路が生成した制御電源電力の上記制御回路に対する供給を遮断することを特徴
とする。
【発明の効果】
【０００６】
　スイッチ回路が制御電源電力の供給を遮断することにより、制御回路が停止する。これ
により、電力生成回路が電力を生成しなくなり、異常が発生した負荷回路への電力の供給
が停止するので、簡単な回路構成で、電源回路の故障を防ぎ、安全性を確保することがで
きる。また、制御回路の待機電力など無駄な電力損失をなくすことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施の形態１における照明装置８００の構造の一例を示す側面視断面図。
【図２】実施の形態１における照明装置８００の全体構成の一例を示すシステム構成図。
【図３】実施の形態１における電源回路１００及び光源回路８１０の回路構成の一例を示
す回路構成図。
【図４】実施の形態２における照明装置８００の全体構成の一例を示すシステム構成図。
【図５】実施の形態２における電源回路１００及び光源回路８１０の回路構成の一例を示
す回路構成図。
【図６】実施の形態３における電源回路１００及び光源回路８１０の回路構成の一例を示
す回路構成図。
【図７】実施の形態３におけるＬＥＤ点灯装置の動作の流れを示すフローチャート図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　実施の形態１．
　実施の形態１について、図１～図３を用いて説明する。
【０００９】
　図１は、この実施の形態における照明装置８００の構造の一例を示す側面視断面図であ
る。
　照明装置８００（照明器具）は、本体８５０、コネクタ８６０、光源基板８７０、電源
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回路１００を有する。
　本体８５０は、電源回路１００などを取り付けるための筐体である。コネクタ８６０は
、商用電源などの交流電源から電力の供給を受けるための接続部である。光源基板８７０
は、ＬＥＤなどの電気的光源を実装した基板である。電源回路１００は、配線８８１を介
してコネクタ８６０と接続している。電源回路１００は、コネクタ８６０を介して交流電
源からの電力を入力する。電源回路１００は、入力した電力を光源基板８７０に供給する
電力に変換する。電源回路１００は、配線８８２を介して光源基板８７０に接続している
。電源回路１００は、変換した電力を光源基板８７０に供給する。光源基板８７０の光源
は、電源回路１００から供給された電力により点灯する。
【００１０】
　図２は、この実施の形態における照明装置８００の全体構成の一例を示すシステム構成
図である。
　照明装置８００は、上記説明した構成に加えて、光源回路８１０を有する。
　光源回路８１０（負荷回路）は、光源基板８７０に実装された光源やその他の部品、光
源基板８７０に印刷された配線パターンなどにより構成された回路である。
　電源回路１００は、電力生成回路１１０、制御回路１２０、制御電源回路１３０、異常
検出回路１４０、スイッチ回路１５０を有する。
【００１１】
　電力生成回路１１０は、コネクタ８６０を介して入力した交流電源などからの電力を変
換して、光源回路８１０に供給する電力を生成する。なお、電力生成回路１１０は、交流
電源などから電力を入力する代わりに、バッテリーなどに蓄えられた電力を入力する構成
でもよい。
　制御回路１２０は、電力生成回路１１０を制御する。制御回路１２０は、例えば、光源
回路８１０を流れる電流が所定の電流値になるよう、電力生成回路１１０が生成する電力
の電圧を調整する。
【００１２】
　制御電源回路１３０は、制御回路１２０に供給する制御電源電力を生成する。制御電源
回路１３０は、例えば、電力生成回路１１０と同様、コネクタ８６０を介して入力した交
流電源などからの電力を変換して、制御回路１２０に供給する制御電源電力を生成する。
制御回路１２０は、制御電源回路１３０から供給された制御電源電力により動作する。
【００１３】
　異常検出回路１４０は、光源回路８１０の異常を検出する。異常検出回路１４０は、例
えば、光源回路８１０の電圧や電流を測定し、測定した電圧や電流が正常値の範囲内であ
るかを判定することにより、光源回路８１０に断線故障や短絡故障などの異常が発生して
いるか否かを判定する。
【００１４】
　スイッチ回路１５０は、制御電源回路１３０と制御回路１２０との間に介在する。
　正常時、すなわち、異常検出回路１４０が異常を検出していない場合、スイッチ回路１
５０は導通し、制御電源回路１３０が生成した電力を制御回路１２０へ供給する。制御回
路１２０は、制御電源回路１３０から供給された電力により動作する。
　異常発生時、すなわち、異常検出回路１４０が異常を検出した場合、スイッチ回路１５
０は遮断し、制御電源回路１３０から制御回路１２０への電力供給を停止する。制御回路
１２０は、動作を停止する。制御回路１２０が停止したことにより、電力生成回路１１０
も動作を停止し、光源回路８１０に供給する電力を生成しなくなる。光源回路８１０の光
源は、電力の供給を絶たれ、消灯する。
　これにより、異常検出時に光源回路８１０の光源を消灯することができる。消灯中は、
電力生成回路１１０だけでなく、制御回路１２０も動作を停止するので、無駄な電力消費
を抑えることができる。
【００１５】
　図３は、この実施の形態における電源回路１００及び光源回路８１０の回路構成の一例
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を示す回路構成図である。
【００１６】
　光源素子８１１は、例えば発光ダイオード（以下「ＬＥＤ」と呼ぶ。）などの光源であ
る。光源回路８１０は、１以上の光源素子８１１を有する。光源回路８１０は、例えば光
源素子８１１を直列に電気接続した回路である。
【００１７】
　電力生成回路１１０は、例えば、ダイオードブリッジＤＢ、力率改善回路１１１、直流
直流変換回路１１２を有する。
　ダイオードブリッジＤＢは、交流電源ＡＣから入力した交流電力を全波整流して、電圧
波形を脈流にする。
　力率改善回路１１１は、制御ＩＣ１２１の制御を受けて動作する。力率改善回路１１１
は、ダイオードブリッジＤＢが全波整流した脈流電圧を、直流電圧に変換する。力率改善
回路１１１は、入力側の電流波形を、脈流の電圧波形に近似した波形に整えることにより
、力率を改善する。力率改善回路１１１は、例えば、チョークコイルＬ１１、スイッチン
グ素子Ｑ１２、整流素子Ｄ１３、平滑コンデンサＣ１４により構成される昇圧チョッパ回
路である。スイッチング素子Ｑ１２は、例えば、ｎＭＯＳ電界効果トランジスタ（以下「
ＦＥＴ」と呼ぶ。）である。スイッチング素子Ｑ１２は、制御ＩＣ１２１からの制御信号
により、オンオフする。
【００１８】
　直流直流変換回路１１２は、制御ＩＣ１２２の制御を受けて動作する。直流直流変換回
路１１２は、力率改善回路１１１が変換した直流電圧を、電圧値の異なる直流電圧に変換
する。直流直流変換回路１１２は、例えば、スイッチング素子Ｑ２１、駆動回路１１３、
整流素子Ｄ２２、チョークコイルＬ２３、平滑コンデンサＣ２４により構成される降圧回
路である。スイッチング素子Ｑ２１は、例えばｎＭＯＳＦＥＴである。駆動回路１１３は
、制御ＩＣ１２２からの制御信号にしたがって、スイッチング素子Ｑ２１をオンオフする
。なお、電流検出抵抗Ｒ３１は、後述する電流検出回路１２５が電流を検出するためのも
のであり、直流直流変換回路１１２の降圧回路としての動作には、直接関係しない。
　直流直流変換回路１１２が変換した直流電圧は、光源回路８１０の両端に印加される。
これにより、電力生成回路１１０が生成した電力が光源回路８１０に供給される。
【００１９】
　制御ＩＣ１２１は、制御回路１２０の一部である。制御ＩＣ１２１は、制御電源回路１
３０が生成した制御電源電力の供給を受けて動作する。制御ＩＣ１２１は、スイッチング
素子Ｑ１２をオンオフするための制御信号を生成することにより、力率改善回路１１１を
制御する。
　制御ＩＣ１２１は、力率改善回路１１１が入力する脈流電圧と、力率改善回路１１１が
変換した直流電圧とを検出する。制御ＩＣ１２１は、力率改善回路１１１の入力側の電流
波形が、検出した脈流電圧に近似した波形となり、かつ、力率改善回路１１１の出力電圧
が所定の値となるよう、スイッチング素子Ｑ１２をオンオフする制御信号を生成する。
　スイッチング素子Ｑ１２がオンになると、力率改善回路１１１が入力する電流は増加す
る。制御ＩＣ１２１は、制御信号により、スイッチング素子Ｑ１２をオンにし、力率改善
回路１１１が入力する電流が、検出した脈流電圧に比例する値に達したところで、スイッ
チング素子Ｑ１２をオフにする。スイッチング素子Ｑ１２がオフになると、力率改善回路
１１１が入力する電流は減少する。制御ＩＣ１２１は、力率改善回路１１１が入力する電
流が０になるまで、スイッチング素子Ｑ１２をオフにし続ける。これを繰り返すことによ
り、力率改善回路１１１は、力率改善動作をする。すなわち、力率改善回路１１１が入力
する電流の波形は、脈流電圧の波形に近似した波形となる。
　また、力率改善回路１１１の出力電圧が所定の値より低ければ、制御ＩＣ１２１は、制
御信号により、スイッチング素子Ｑ１２をオンにしている期間の割合（オンデューティ）
を大きくする。これにより、力率改善回路１１１が出力する直流電圧が上昇する。逆に、
力率改善回路１１１の出力電圧が所定の値より高ければ、制御ＩＣ１２１は、制御信号に
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より、オンデューティを小さくする。これにより、力率改善回路１１１が出力する直流電
圧が下降する。これを繰り返すことにより、力率改善回路１１１は、昇圧動作をする。す
なわち、力率改善回路１１１が出力する直流電圧は、力率改善回路１１１が入力する脈流
電圧のピーク値より高い所定の値となる。
【００２０】
　制御ＩＣ１２１に制御電源電力が供給されず制御ＩＣ１２１が動作を停止した場合、制
御ＩＣ１２１が制御信号を生成しないので、スイッチング素子Ｑ１２はオフのままになる
。力率改善回路１１１は、力率改善動作も昇圧動作もせず、入力した脈流電圧のピーク値
とほぼ等しい電圧を出力する。
【００２１】
　電流検出回路１２５は、制御回路１２０の一部である。電流検出回路１２５は、光源回
路８１０を流れる電流を検出する。電流検出回路１２５は、例えば、電流検出抵抗Ｒ３１
、抵抗Ｒ３２、コンデンサＣ３３、増幅器Ａ３４、基準電圧源Ｖ３５を有する。
　電流検出抵抗Ｒ３１には、平滑コンデンサＣ２４を充電する電流が流れる。電流検出抵
抗Ｒ３１の両端には、流れた電流、すなわち平滑コンデンサＣ２４を充電する電流に比例
する電圧が発生する。
　増幅器Ａ３４は、例えばオペアンプである。増幅器Ａ３４は、正側入力端子と負側入力
端子との電位差を増幅して、増幅した電圧を出力端子から出力する。抵抗Ｒ３２は、電流
検出抵抗Ｒ３１の光源回路８１０側の端子と、増幅器Ａ３４の負側入力端子との間に電気
接続している。コンデンサＣ３３は、増幅器Ａ３４の負側入力端子と出力端子との間に電
気接続している。これにより、積分回路が構成される。
　基準電圧源Ｖ３５は、基準電圧を生成する。基準電圧源Ｖ３５は、増幅器Ａ３４の正側
入力端子と、電源回路１００内のグランド配線との間に電気接続している。
　増幅器Ａ３４は、電流検出抵抗Ｒ３１の両端に発生した電圧と基準電圧源Ｖ３５が生成
した基準電圧との差電圧を積分回路により平均化し、平均化した電圧に比例する電圧を出
力する。
　平滑コンデンサＣ２４の両端電圧が安定している場合、平滑コンデンサＣ２４を充電す
る電流の平均値と、平滑コンデンサＣ２４を放電する電流の平均値とは等しい。平滑コン
デンサＣ２４を放電する電流は、すなわち光源回路８１０を流れる電流である。よって、
電流検出抵抗Ｒ３１の両端に発生する電圧の平均値（以下「電流検出電圧」と呼ぶ。）は
、光源回路８１０を流れる電流に比例する。
　すなわち、電流検出回路１２５は、光源回路８１０を流れる電流に比例する電流検出電
圧と、基準電圧源Ｖ３５が生成した基準電圧とを比較して、どちらが大きいかを示す信号
を生成する。
【００２２】
　制御ＩＣ１２２は、制御回路１２０の一部である。制御ＩＣ１２２は、制御電源回路１
３０が生成した制御電源電力の供給を受けて動作する。制御ＩＣ１２２は、スイッチング
素子Ｑ２１をオンオフするための制御信号を生成することにより、直流直流変換回路１１
２を制御する。制御ＩＣ１２２は、光源回路８１０を流れる電流が所定の値になるよう、
直流直流変換回路１１２を制御する。
　制御ＩＣ１２２は、電流検出回路１２５が生成した信号に基づいて、電流検出電圧が基
準電圧より低い場合、制御信号により、スイッチング素子Ｑ２１のオンデューティを大き
くする。その結果、直流直流変換回路１１２が生成する直流電圧が高くなり、光源回路８
１０を流れる電流が増加する。逆に、電流検出電圧が基準電圧より高い場合、制御ＩＣ１
２２は、制御信号により、スイッチング素子Ｑ２１のオンデューティを小さくする。その
結果、直流直流変換回路１１２が生成する直流電圧が低くなり、光源回路８１０を流れる
電流が減少する。これを繰り返すことにより、直流直流変換回路１１２は、定電流動作を
する。すなわち、直流直流変換回路１１２から供給された電力により光源回路８１０を流
れる電流は、所定の値になる。
【００２３】
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　制御ＩＣ１２２に制御電源電力が供給されず制御ＩＣ１２２が動作を停止した場合、制
御ＩＣ１２２が制御信号を生成しないので、スイッチング素子Ｑ２１はオフのままになる
。直流直流変換回路１１２は、定電流動作をしないだけでなく、力率改善回路１１１から
切り離され、光源回路８１０に対する電力の供給自体が停止する。
【００２４】
　制御電源回路１３０は、制御ＩＣ１２１，１２２などを動作させるための制御電源電力
を生成する。制御電源回路１３０は、例えば、力率改善回路１１１が出力した直流電圧か
ら制御電源電力を生成する。上述したように、制御ＩＣ１２１が動作を停止していても力
率改善回路１１１は直流電圧を生成するから、制御電源回路１３０は動作し、制御電源電
力を生成する。なお、制御電源回路１３０は、力率改善回路１１１が出力した直流電圧で
はなく、ダイオードブリッジＤＢが出力した脈流電圧や、電源回路１００が入力した交流
電力などから、制御電源電力を生成する構成であってもよい。
　制御電源回路１３０の負側出力端子は、電源回路１００内のグランド配線に電気接続し
ている。制御電源回路１３０は、正側出力端子と負側出力端子とを介して、生成した制御
電源電力を出力する。
【００２５】
　異常検出回路１４０は、光源回路８１０の異常を検出する。異常検出回路１４０は、例
えば、光源回路８１０の両端電圧を測定し、測定した両端電圧が所定の値より大きい場合
に、光源回路８１０に異常が発生したと判定する。上述したように、直流直流変換回路１
１２は、光源回路８１０に所定の電流を流すよう動作する。このため、例えば、光源回路
８１０が断線故障により電流が流れない状態に陥ったとすると、制御ＩＣ１２２は、直流
直流変換回路１１２が生成する直流電圧を高くして、光源回路８１０を流れる電流を増や
そうとする。しかし、光源回路８１０は断線故障しているので、電流は流れない。制御Ｉ
Ｃ１２２は、直流直流変換回路１１２が生成する直流電圧を更に高くする。これを繰り返
して、直流直流変換回路１１２が生成する直流電圧（すなわち、光源回路８１０の両端電
圧）が異常に高くなると、異常検出回路１４０の検出閾値を超え、異常検出回路１４０が
異常を検出する。
　異常検出回路１４０は、例えば、異常電圧検出回路１４１、ラッチ回路１４２を有する
。
【００２６】
　異常電圧検出回路１４１は、光源回路８１０の両端電圧が所定の値より大きいか否かを
示す信号を生成する回路である。異常電圧検出回路１４１は、例えば、２つの分圧抵抗Ｒ
４１，Ｒ４２、定電圧ダイオードＺ４３を有する。２つの分圧抵抗Ｒ４１，Ｒ４２は、光
源回路８１０の両端電圧を分圧して、光源回路８１０の両端電圧に比例する電圧（以下「
分圧電圧」と呼ぶ。）を生成する。定電圧ダイオードＺ４３は、例えばツェナーダイオー
ドであり、所定の降伏電圧より大きい逆電圧が加わると降伏電流が流れる。２つの分圧抵
抗Ｒ４１，Ｒ４２が生成した分圧電圧が定電圧ダイオードＺ４３の降伏電圧より大きけれ
ば、定電圧ダイオードＺ４３を降伏電流が流れ、分圧電圧が降伏電圧より小さければ降伏
電流は流れない。すなわち、定電圧ダイオードＺ４３を流れる電流が異常電圧検出回路１
４１の検出結果を表わす信号であり、異常電圧を検出した場合に、定電圧ダイオードＺ４
３を電流が流れる。
【００２７】
　ラッチ回路１４２は、異常電圧検出回路１４１が異常電圧を検出した場合、その検出結
果を記憶する回路である。ラッチ回路１４２は、例えば、抵抗Ｒ５１、コンデンサＣ５２
、２つのスイッチング素子Ｑ５３，Ｑ５６、２つの分圧抵抗Ｒ５４，Ｒ５５、整流素子Ｄ
５７を有する。
【００２８】
　抵抗Ｒ５１とコンデンサＣ５２とは、並列に電気接続している。抵抗Ｒ５１には、コン
デンサＣ５２を放電する電流が流れる。これにより、異常電圧を検出していない状態では
、コンデンサＣ５２の両端電圧は０になる。
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　異常電圧を検出すると、定電圧ダイオードＺ４３を降伏電流が流れ、定電圧ダイオード
Ｚ４３を流れた降伏電流がコンデンサＣ５２を充電する。
【００２９】
　スイッチング素子Ｑ５３は、例えば、ＮＰＮ型バイポーラトランジスタである。コンデ
ンサＣ５２は、スイッチング素子Ｑ５３のベース－エミッタ間に電気接続している。した
がって、コンデンサＣ５２に充電された電圧が所定の電圧（例えば０．６Ｖ）を超えると
、スイッチング素子Ｑ５３がオンになる。
　スイッチング素子Ｑ５３のコレクタ端子は、２つの分圧抵抗Ｒ５４，Ｒ５５を介して、
制御電源回路１３０の正側出力端子に電気接続している。スイッチング素子Ｑ５３がオフ
の場合、分圧抵抗Ｒ５４，Ｒ５５には電流が流れないので、スイッチング素子Ｑ５３のコ
レクタ端子の電位は、制御電源回路１３０の正側出力端子の電位とほぼ等しくなる。スイ
ッチング素子Ｑ５３がオンになると、分圧抵抗Ｒ５４，Ｒ５５をコレクタ電流が流れ、ス
イッチング素子Ｑ５３のコレクタ端子の電位は、ほぼ０になる。
【００３０】
　整流素子Ｄ５７は、ダイオードなどの素子であり、例えばショットキーバリアダイオー
ドなど順方向降下電圧が低いものを用いる。整流素子Ｄ５７のカソード端子は、スイッチ
ング素子Ｑ５３のコレクタ端子に電気接続している。これにより、スイッチング素子Ｑ５
３がオンになり、コレクタ端子の電位が０になったとき、後述するスイッチング素子Ｑ６
１を確実にオフにすることができる。
【００３１】
　スイッチング素子Ｑ５６は、例えば、ＰＮＰ型バイポーラトランジスタである。分圧抵
抗Ｒ５５は、スイッチング素子Ｑ５６のベース－エミッタ間に電気接続している。分圧抵
抗Ｒ５５の両端には、スイッチング素子Ｑ５３のコレクタ電流に比例する電流が流れる。
したがって、スイッチング素子Ｑ５３がオフであれば、スイッチング素子Ｑ５６もオフに
なり、スイッチング素子Ｑ５３がオンであれば、スイッチング素子Ｑ５６もオンになる。
【００３２】
　定電圧ダイオードＺ４３を降伏電流が流れ、コンデンサＣ５２を充電して、スイッチン
グ素子Ｑ５３がオンになると、スイッチング素子Ｑ５６もオンになり、スイッチング素子
Ｑ５６のコレクタ電流がコンデンサＣ５２を充電する。その後、光源回路８１０の両端電
圧が低くなって、定電圧ダイオードＺ４３を降伏電流が流れなくなったとしても、スイッ
チング素子Ｑ５６のコレクタ電流がコンデンサＣ５２を充電し続けるから、スイッチング
素子Ｑ５３はオンのままになる。スイッチング素子Ｑ５３がオンなので、スイッチング素
子Ｑ５６もオンのままとなり、コンデンサＣ５２を充電し続ける。すなわち、ラッチ回路
１４２は、異常電圧検出回路１４１が異常電圧を検出した場合、そのことを記憶し、異常
電圧検出回路１４１が異常電圧を検出しなくなったのちも、その記憶を保持し続ける。
【００３３】
　上述したように、制御ＩＣ１２１が動作を停止したのちも、制御電源回路１３０は、制
御電源電力を生成し続けるので、スイッチング素子Ｑ５６のコレクタ電流が流れ続け、ラ
ッチ回路１４２の記憶は保持される。
　電源スイッチを切るなどして交流電源ＡＣからの電力供給が途絶えると、制御電源回路
１３０が停止し、スイッチング素子Ｑ５６のコレクタ電流が流れなくなる。コンデンサＣ
５２は、抵抗Ｒ５１を流れる電流により放電し、最初の状態に戻る。これにより、ラッチ
回路１４２の記憶は消去される。
【００３４】
　スイッチ回路１５０は、例えば、スイッチング素子Ｑ６１、プルアップ抵抗Ｒ６２、２
つの分圧抵抗Ｒ６３，Ｒ６４、スイッチング素子Ｑ６５を有する。
【００３５】
　スイッチング素子Ｑ６１は、例えばＮＰＮ型バイポーラトランジスタである。スイッチ
ング素子Ｑ６１のベース端子は、整流素子Ｄ５７のアノード端子に電気接続している。プ
ルアップ抵抗Ｒ６２は、スイッチング素子Ｑ６１のベース端子と制御電源回路１３０の正
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側出力端子との間に電気接続している。
　スイッチング素子Ｑ５３がオフで、スイッチング素子Ｑ５３のコレクタ端子の電位が高
い場合、整流素子Ｄ５７がオフになるので、スイッチング素子Ｑ６１のベース端子の電位
は、プルアップ抵抗Ｒ６２により引き上げられ、スイッチング素子Ｑ６１はオンになる。
　スイッチング素子Ｑ５３がオンで、スイッチング素子Ｑ５３のコレクタ端子の電位がほ
ぼ０である場合、整流素子Ｄ５７がオンになる。上述したように整流素子Ｄ５７には、順
方向降下電圧が低い素子を用いるので、スイッチング素子Ｑ６１のベース端子の電位もほ
ぼ０になり、スイッチング素子Ｑ６１は、オフになる。
【００３６】
　スイッチング素子Ｑ６１のコレクタ端子は、２つの分圧抵抗Ｒ６３，Ｒ６４を介して、
制御電源回路１３０の正側出力端子に電気接続している。スイッチング素子Ｑ６１がオン
の場合、２つの分圧抵抗Ｒ６３，Ｒ６４をコレクタ電流が流れ、スイッチング素子Ｑ６１
のコレクタ端子の電位は、ほぼ０になる。スイッチング素子Ｑ６１がオフの場合、コレク
タ電流が流れないので、スイッチング素子Ｑ６１のコレクタ端子の電位は、制御電源回路
１３０の正側出力端子の電位とほぼ等しくなる。
　分圧抵抗Ｒ６４の両端には、制御電源回路１３０の正側出力端子とスイッチング素子Ｑ
６１のコレクタ端子との間の電位差を、分圧抵抗Ｒ６３との分圧比で分圧した電圧が発生
する。
【００３７】
　スイッチング素子Ｑ６５は、例えばｐＭＯＳＦＥＴである。分圧抵抗Ｒ６４は、スイッ
チング素子Ｑ６５のゲート－ソース間に電気接続している。スイッチング素子Ｑ６１がオ
ンの場合、分圧抵抗Ｒ６４の両端電圧が高くなるので、スイッチング素子Ｑ６５はオンに
なる。スイッチング素子Ｑ６１がオフの場合、分圧抵抗Ｒ６４の両端電圧はほぼ０になる
ので、スイッチング素子Ｑ６５はオフになる。
　スイッチング素子Ｑ６５のソース端子は、制御電源回路１３０の正側出力端子に電気接
続し、スイッチング素子Ｑ６５のドレイン端子は、２つの制御ＩＣ１２１，１２２の電源
入力端子に電気接続している。したがって、スイッチング素子Ｑ６５がオンの場合、制御
電源回路１３０が生成した制御電源電力が制御ＩＣ１２１，１２２に供給され、制御ＩＣ
１２１，１２２が動作する。スイッチング素子Ｑ６５がオフの場合は、制御電源電力の供
給が遮断され、制御ＩＣ１２１，１２２は動作しない。
【００３８】
　すなわち、異常電圧検出回路１４１が異常電圧を検出し、ラッチ回路１４２がそのこと
を記憶している間は、制御ＩＣ１２１，１２２に対する制御電源電力の供給が遮断されて
制御ＩＣ１２１，１２２は動作しない。それ以外の場合は、制御ＩＣ１２１，１２２に対
して制御電源電力が供給され、制御ＩＣ１２１，１２２が動作する。
【００３９】
　光源回路８１０が故障した場合、制御ＩＣ１２２が動作を停止することにより、直流直
流変換回路１１２が停止し、故障している光源回路８１０に対して電力が供給されなくな
る。これにより、異常電圧の発生を防止することができるので、電源回路１００の故障を
防ぐことができる。
【００４０】
　光源回路８１０に対する電力の供給を停止することにより、異常電圧検出回路１４１は
、異常電圧を検出しなくなる。しかし、異常電圧が検出されたことをラッチ回路１４２が
記憶しているので、制御ＩＣ１２２及び直流直流変換回路１１２が動作を停止し、光源回
路８１０に対して電力が供給しない状態を保つことができる。
【００４１】
　直流直流変換回路１１２の動作を停止するに当たり、直流直流変換回路１１２を制御す
る制御ＩＣ１２２に対する制御電源電力の供給を停止するので、制御ＩＣ１２２が待機状
態のとき消費する無駄な電力損失をなくすことができる。
　また、直流直流変換回路１１２の動作を停止するに当たり、その前段の回路である力率
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改善回路１１１の動作も停止するので、力率改善回路１１１の動作による無駄な電力損失
をなくすことができる。
　更に、力率改善回路１１１の動作を停止するに当たり、力率改善回路１１１を制御する
制御ＩＣ１２１に対する制御電源電力の供給を停止するので、制御ＩＣ１２１が待機状態
のとき消費する無駄な電力損失をなくすことができる。
【００４２】
　力率改善回路１１１が動作を停止しても、制御電源回路１３０は、制御電源電力を生成
することができる。このため、ラッチ回路１４２は、異常検出の記憶を保持することがで
きる。
【００４３】
　この実施の形態における電源回路１００は、電力生成回路１１０と、制御回路１２０と
、制御電源回路１３０と、異常検出回路１４０と、スイッチ回路１５０とを有する。電力
生成回路１１０は、負荷回路（光源回路８１０）に供給する電力を生成する。制御回路１
２０は、電力生成回路１１０を制御する。制御電源回路１３０は、制御回路１２０に供給
する制御電源電力を生成する。異常検出回路１４０は、負荷回路の異常を検出する。スイ
ッチ回路１５０は、異常検出回路１４０が負荷回路の異常を検出した場合に、制御電源回
路１３０が生成した制御電源電力の制御回路１２０に対する供給を遮断する。
　制御回路１２０が停止することにより、電力生成回路１１０が電力を生成しなくなり、
異常が発生した負荷回路への電力の供給が停止するので、電源回路１００の故障を防ぐこ
とができる。また、制御回路１２０の待機電力など、無駄な電力損失をなくすことができ
る。
【００４４】
　この実施の形態における異常検出回路１４０は、負荷回路の異常を検出した場合に、負
荷回路の異常を検出したことを記憶する。
　異常検出回路１４０が異常検出を記憶するので、負荷回路への電力供給を停止したこと
により異常が検出されなくなった場合でも、電力供給を再開せず、電力供給停止状態を保
つことができる。
【００４５】
　この実施の形態における制御回路１２０は、負荷回路を流れる電流が所定の電流値にな
るよう、電力生成回路１１０が負荷回路に供給する電力の電圧を制御する。異常検出回路
１４０は、電力生成回路１１０が負荷回路に供給する電力の電圧に基づいて、負荷回路の
異常を検出する。
　制御回路１２０が電力生成回路１１０を定電流制御する場合、負荷回路が断線故障する
などして所定の電流を流すことができなくなると、電力生成回路１１０は、生成する電力
の電圧を上昇させることにより、負荷回路を流れる電流を増やそうとする。そのため、電
力生成回路１１０が生成する電力の電圧が異常に高くなる。したがって、電力生成回路１
１０が生成する電力の電圧に基づいて異常検出回路１４０が異常を検出することができる
。また、異常検出回路１４０が異常を検出した場合に負荷回路への電力供給を停止するの
で、電力生成回路１１０が生成する電力の電圧が異常検出の閾値より高くなることはなく
、電源回路１００の故障を防ぐことができる。
【００４６】
　この実施の形態における照明装置８００は、電源回路１００と、供給された電力により
点灯する光源（光源素子８１１）を有し、上記電源回路１００に対する負荷回路として上
記電力生成回路１１０が生成した電力の供給を受ける光源回路８１０とを有する。
　これにより、異常検出時に消灯し、安全かつ電力損失の少ない照明装置８００を実現す
ることができる。
【００４７】
　以上説明した電源回路１００は、ＬＥＤ点灯装置である。ＡＣ－ＤＣ変換回路（ダイオ
ードブリッジＤＢ・力率改善回路１１１）は、商用電源（交流電源ＡＣ）を直流電圧に変
換する。ＤＣ－ＤＣコンバータ回路（直流直流変換回路１１２）は、ＡＣ－ＤＣ変換回路
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の出力に接続され、発光ダイオード（光源回路８１０）に電流を供給する。ＤＣ－ＤＣコ
ンバータ制御回路（電流検出回路１２５、制御ＩＣ１２２）は、ＤＣ－ＤＣコンバータ回
路を定電流フィードック制御する。制御電源回路１３０は、ＤＣ－ＤＣコンバータ制御回
路を動作させるための電力を供給する。出力電圧検出回路（異常電圧検出回路１４１）は
、ＤＣ－ＤＣコンバータ回路の出力電圧を検出する。スイッチ部（スイッチ回路１５０）
は、出力電圧検出回路が、ＤＣ－ＤＣコンバータ回路の出力電圧が所定電圧以上であるこ
とを検出すると、制御電源回路１３０からＤＣ－ＤＣコンバータ制御回路への電力の供給
を遮断する。
【００４８】
　このように、制御電源回路１３０から制御回路１２０への電力をスイッチ部を介して供
給する。スイッチ部の制御により、制御回路１２０への電力供給を遮断し，ＬＥＤ点灯装
置をオフする。これにより、簡単な構成で過電圧保護回路を実現できる。ＬＥＤ断線時な
どの無負荷状態の時に、ＬＥＤ点灯装置の動作を停止し、安全を確保することができる。
また、回路部品に高耐圧の部品を使用する必要がなく、回路を小型・軽量にすることがで
き、製造コストを低減できる。
【００４９】
　整流回路（ダイオードブリッジＤＢ）は、商用電源を整流して直流電圧に変換する。昇
圧チョッパ回路（力率改善回路１１１）は、直流に変換された電圧を所定電圧に昇圧する
。昇圧チョッパ制御回路（制御ＩＣ１２１）は、昇圧チョッパ回路を定電圧フィードバッ
ク制御する。ＤＣ－ＤＣコンバータ回路（直流直流変換回路１１２）は、昇圧チョッパ回
路の出力に接続され、発光ダイオード（光源回路８１０）に電流を供給する。ＤＣ－ＤＣ
コンバータ制御回路（電流検出回路１２５、制御ＩＣ１２２）は、ＤＣ－ＤＣコンバータ
回路を定電流フィードバック制御する。制御電源回路１３０は、昇圧チョッパ制御回路と
ＤＣ－ＤＣコンバータ制御回路とを動作させるための電力を供給する。出力電圧検出回路
（異常電圧検出回路１４１）は、ＤＣ－ＤＣコンバータ回路の出力電圧を検出する。スイ
ッチ部（スイッチ回路１５０）は、出力電圧検出回路が、ＤＣ－ＤＣコンバータの出力電
圧が所定電圧以上であることを検出すると、制御電源回路１３０から昇圧チョッパ制御回
路及びＤＣ－ＤＣコンバータ制御回路への電力の供給を遮断する。
【００５０】
　以上説明した照明器具（照明装置８００）は、上記ＬＥＤ点灯装置（電源回路１００）
と、ＬＥＤ点灯装置が点灯させるＬＥＤ（光源回路８１０、光源素子８１１）とを備える
。
【００５１】
　照明器具本体８５０の内部には、ＬＥＤ点灯装置（電源回路１００）が収納されている
。ＬＥＤ点灯装置は、電源線（配線８８１）、コネクタ８６０を介して商用電源（交流電
源ＡＣ）に接続される。ＬＥＤ基板（光源基板８７０）は、照明装置本体８５０の発光面
に装着されている。ＬＥＤ基板は、配線８８２によりＬＥＤ点灯装置に接続されている。
これにより、照明器具（照明装置８００）を形成する。
【００５２】
　ＬＥＤ点灯装置（電源回路１００）は、商用交流電源ＡＣより電力の供給を受けてＬＥ
Ｄ（光源素子８１１）を点灯させる装置である。ＬＥＤ点灯装置は、整流回路（ダイオー
ドブリッジＤＢ）、第１インダクタ（チョークコイルＬ１１）、第１スイッチング素子Ｑ
１２、ダイオード（整流素子Ｄ１３）、第１平滑コンデンサＣ１４、第２スイッチング素
子Ｑ２１，第２インダクタ（チョークコイルＬ２３）、還流ダイオード（整流素子Ｄ２２
）、第２平滑コンデンサＣ２４、ＬＥＤ（光源素子８１１）、ＬＥＤ電流検出抵抗Ｒ３１
、誤差増幅器Ａ３４、第１制御回路（制御ＩＣ１２２）、第２制御回路（制御ＩＣ１２１
）、駆動回路１１３、制御用電源回路（制御電源回路１３０）、スイッチ部（スイッチン
グ素子Ｑ６５）、ラッチ回路１４２、出力電圧検出回路（異常電圧検出回路１４１）を備
えている。
【００５３】
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　整流回路は、商用交流電源から供給される交流電圧を全波整流する。第１インダクタ、
第１スイッチング素子Ｑ１２、ダイオード、第１平滑コンデンサＣ１４は、昇圧チョッパ
回路（力率改善回路１１１）を構成する。昇圧チョッパ回路は、整流回路で全波整流され
た直流電圧を昇圧し、平滑化する。なお，昇圧チョッパ回路は、力率を改善する目的で設
けられている。第２制御回路は、第１平滑コンデンサＣ１４の電圧を一定電圧に制御する
。なお、力率を改善する必要がない場合は、昇圧チョッパ回路構成に代えて、それ以外の
直流電圧を生成する回路構成を用いてもよい。例えば、コンデンサインプット形の整流回
路でもあってもよい。整流回路は、例えばダイオードブリッジＤＢで構成する。
　第２スイッチング素子Ｑ２１、第２インダクタ、還流ダイオード、第２平滑コンデンサ
Ｃ２４は、降圧チョッパ回路（直流直流変換回路１１２）を構成する。降圧チョッパ回路
は、入力された直流電圧より低い直流電圧を出力するＤＣ－ＤＣコンバータ回路である。
降圧チョッパ回路は、昇圧チョッパ回路により昇圧された直流電圧より低い直流電圧をＬ
ＥＤに出力する。還流ダイオードは、第２スイッチング素子がオフのときに、第２インダ
クタに蓄えられたエネルギーを放出する電流経路として用いる。第２平滑コンデンサＣ２
４は、降圧チョッパ回路の直流出力電圧を平滑化する役目を果たす。
【００５４】
　ＬＥＤ電流検出抵抗Ｒ３１は、ＬＥＤ電流を電圧信号に変換する。ＬＥＤ電流検出抵抗
Ｒ３１が変換した信号は、誤差増幅器Ａ３４が入力する。誤差増幅器Ａ３４は、検出した
信号レベルをＬＥＤ電流目標値（基準電圧源Ｖ３５）と比較し、目標値との誤差分を増幅
して出力する。誤差増幅器Ａ３４が出力した信号は、第１制御回路が入力する。
　第１制御回路は、誤差増幅器Ａ３４からの信号に基づいて、第２スイッチング素子Ｑ２
１のデューティ比を決定する。駆動回路１１３は、第１制御回路から出力されるスイッチ
ング素子Ｑ２１のオン・オフ信号（ゲート信号）に基づき第２スイッチング素子Ｑ２１を
駆動する。駆動回路１１３は、例えばゲート信号を伝達するパルストランスやフォトカプ
ラ等が用いられる。制御用電源回路は、第１制御回路及び第２制御回路に制御電源を供給
する。制御用電源回路は、例えば、第１平滑コンデンサＣ１４の接続点より昇圧チョッパ
回路の出力電圧を入力する。制御用電源回路は、これを、第１制御回路及び第２制御回路
を駆動するのに適した電圧に変換し、出力する。スイッチ部は、第１制御回路及び第２制
御回路への制御電源の供給・遮断を制御する。スイッチ部は、例えば、ＭＯＳＦＥＴを用
いる。
【００５５】
　ＬＥＤ点灯装置に商用交流電源を投入すると、整流回路は、商用交流電源から供給され
る交流電圧を整流し、直流電圧を生成する。得られた直流電圧は、第１平滑コンデンサＣ
１４の接続点より制御用電源回路に供給される。制御用電源回路は、これを最適な電圧に
変換し、第１制御回路及び第２制御回路に電力を供給する。第２制御回路に制御電源が投
入されると、第１インダクタ、スイッチング素子Ｑ１２、ダイオード、第１平滑コンデン
サＣ１４より構成される昇圧チョッパ回路が動作を開始し，整流回路によって得られた直
流電圧を昇圧する。
　第１制御回路に制御電源が投入されると、第２スイッチング素子Ｑ２１、第２インダク
タ、還流ダイオード，第２平滑コンデンサＣ２４からなる降圧チョッパ回路が動作を開始
し、ＬＥＤ点灯に必要な電流をＬＥＤに供給する。第２スイッチング素子Ｑ２１がオンす
ると、第２インダクタを介して第２平滑コンデンサＣ２４が充電される。このとき、第２
インダクタには同時にエネルギーが蓄えられる。次に、第２スイッチング素子がオフする
と、第２インダクタに蓄えられたエネルギーにより第２インダクタ→第２平滑コンデンサ
Ｃ２４→還流ダイオード→第２インダクタの経路で電流が流れ、第２平滑コンデンサＣ２
４が充電される。第２スイッチング素子Ｑ２１は、オン・オフ動作により、この動作を高
速に繰り返す。第２平滑コンデンサＣ２４によりＬＥＤに流れる電流のリップル成分を小
さくすることができ、ＬＥＤ電流のピーク値が最大定格電流をオーバーすることを抑制で
きる。
【００５６】
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　ＬＥＤ電流は、電流検出抵抗Ｒ３１により検出される。検出された信号は、誤差増幅器
Ａ３４が入力する。誤差増幅器Ａ３４は、入力した信号と目標ＬＥＤ電流値と比較する。
誤差増幅器Ａ３４は、２つの入力信号レベルの誤差分を増幅して出力する。誤差増幅器Ａ
３４が出力した信号は、第１制御回路が入力する。第１制御回路は、入力した信号に応じ
てＬＥＤ電流の検出信号と目標ＬＥＤ電流値との差分が小さくなる方向に第２スイッチン
グ素子Ｑ２１のデューティ比を制御して、定電流フィードバック制御を行う。
【００５７】
　何らかの原因によりＬＥＤが断線し、またはＬＥＤが接続されていない状態で電源が投
入された場合、ＬＥＤ電流はゼロとなる。しかし、定電流制御のため、電流を流そうと降
圧チョッパの第２のスイッチング素子Ｑ２１のオンデューティが増加し、出力電圧が急激
に上昇する。回路部品に出力電圧上昇に伴う過電圧が印加され、最悪故障に至る可能性が
ある。
【００５８】
　出力電圧検出回路は、分圧抵抗Ｒ４１，Ｒ４２、ツェナーダイオード（定電圧ダイオー
ドＺ４３）からなり、降圧チョッパ回路の出力電圧を検出する。出力電圧検出回路は、過
電圧が発生した場合、ラッチ回路１４２のトランジスタ（スイッチング素子Ｑ５３）をオ
ンする信号を出力する。すなわち、出力電圧は、分圧抵抗Ｒ４１，Ｒ４２により分圧され
、分圧された電圧がツェナーダイオードに印加される。出力電圧が所定電圧を超えると、
ツェナーダイオードが導通し、トランジスタ（スイッチング素子Ｑ５３）のベース端子に
ベース電流が流れ、トランジスタ（スイッチング素子Ｑ５３）がオンする。すると、スイ
ッチ部のゲート端子に接続されたトランジスタ（スイッチング素子Ｑ６１）のベース端子
がグランド電位に落とされるため、トランジスタ（スイッチング素子Ｑ６１）はオフし、
スイッチ部がオフする。スイッチ部がオフすると、スイッチ部の後段に接続された第１制
御回路及び第２制御回路への制御電源の供給が遮断される。このため、昇圧チョッパ回路
の第１スイッチング素子Ｑ１２と降圧チョッパ回路の第２スイッチング素子Ｑ２１は直ち
にオフされ、出力電圧が低下する。ラッチ回路１４２のラッチ状態を維持するための電源
は、スイッチ部の前段より供給される。このため、スイッチ部はオフ状態を維持し、昇圧
チョッパ回路と降圧チョッパ回路はオフ状態を維持する。これにより、出力電圧上昇に伴
う回路部品へのストレスを軽減でき、故障に至ることを防止できる。
【００５９】
　以上のように、第１制御回路と第２制御回路の制御電源をスイッチ部を介して供給する
ため、スイッチ部の制御のみで、第１制御回路と第２制御回路の両方を同時にオフするこ
とができる。これにより、簡単な構成で過電圧保護回路を実現できる。ＬＥＤ断線時など
の無負荷状態の時に、ＬＥＤ点灯装置の動作を停止し、安全を確保することができる。ま
た、回路部品に高耐圧の部品を使用する必要がなく、回路を小型・軽量にすることができ
、コストを低減できる。
　なお，力率改善が必要ない場合は、昇圧チョッパ回路はなくてもよい。その代わり、例
えばコンデンサインプット型整流回路を用いる。その場合、第２制御回路は必要ない。Ｌ
ＥＤ断線時などの無負荷時は、第１制御回路の制御電源のみ、供給を遮断すればよい。
【００６０】
　実施の形態２．
　実施の形態２について、図４～図５を用いて説明する。
　なお、実施の形態１と共通する部分については、同一の符号を付し、説明を省略する。
【００６１】
　図４は、この実施の形態における照明装置８００の全体構成の一例を示すシステム構成
図である。
　照明装置８００は、実施の形態１で説明した構成に加えて、更に、コントローラ８２０
を有する。
　コントローラ８２０は、利用者の操作により、光源の点灯・消灯・調光などの指示を入
力する。コントローラ８２０は、入力した指示の内容を表わす指示信号を生成する。コン
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トローラ８２０は、例えばリモコンである。指示信号は、例えばパルス幅変調（以下「Ｐ
ＷＭ」と呼ぶ。）された調光信号である。
【００６２】
　電源回路１００は、実施の形態１で説明した構成に加えて、更に、指示入力回路１６０
を有する。
　指示入力回路１６０は、コントローラ８２０が生成した指示信号を入力する。指示入力
回路１６０は、入力した指示信号が表わす指示の内容にしたがって、制御回路１２０やス
イッチ回路１５０を制御する信号を生成する。
　制御回路１２０やスイッチ回路１５０は、指示入力回路１６０が生成した信号にしたが
って動作することにより、光源を点灯し、消灯し、あるいは調光する。
【００６３】
　図５は、この実施の形態における電源回路１００及び光源回路８１０の回路構成の一例
を示す回路構成図である。
【００６４】
　指示入力回路１６０は、例えば、フォトカプラＰＣ、信号変換回路１６１を有する。
　フォトカプラＰＣは、コントローラ８２０から入力した指示信号により発光するＬＥＤ
と、ＬＥＤが発した光を受光するフォトトランジスタとを有し、コントローラ８２０と電
源回路１００とを電気的に分離しつつ、指示信号を伝達する。
　信号変換回路１６１は、フォトカプラＰＣが伝達した指示信号に基づいて、制御回路１
２０を制御する信号（以下「制御回路制御信号」と呼ぶ。）と、スイッチ回路１５０を制
御する信号（以下「スイッチ回路制御信号」と呼ぶ。）とを生成する。信号変換回路１６
１は、制御回路制御信号を制御回路制御信号出力端子から出力し、スイッチ回路制御信号
をスイッチ回路制御信号出力端子から出力する。
　制御回路制御信号は、例えば利用者が指示した調光度を表わす。例えば、信号変換回路
１６１は、制御回路制御信号出力端子の電位を、利用者が指示した調光度に比例した電位
（例えば、調光度１００％のとき４Ｖ、調光度５０％のとき２Ｖなど）にする。
　スイッチ回路制御信号は、例えば利用者が指示した点灯消灯の区別を表わす。例えば、
信号変換回路１６１は、スイッチ回路制御信号出力端子の電位を、点灯時は高電位（例え
ば３Ｖ）、消灯時は低電位（例えば０Ｖ）にする。
【００６５】
　電流検出回路１２５は、基準電圧源Ｖ３５を有さず、その代わり、増幅器Ａ３４の正側
入力端子は、信号変換回路１６１の制御回路制御信号出力端子に電気接続している。すな
わち、電流検出回路１２５は、信号変換回路１６１の制御回路制御信号出力端子の電位を
基準電圧として動作する。
　これにより、利用者が指示した調光度が高ければ、制御ＩＣ１２２の制御により、光源
回路８１０を流れる電流が大きくなり、光源素子８１１が明るく点灯する。逆に、利用者
が指示した調光度が低ければ、制御ＩＣ１２２の制御により、光源回路８１０を流れる電
流が小さくなり、光源素子８１１が暗く点灯する。
【００６６】
　スイッチ回路１５０において、プルアップ抵抗Ｒ６２は、制御電源回路１３０の正側出
力端子ではなく、信号変換回路１６１のスイッチ回路制御信号出力端子に電気接続してい
る。
　信号変換回路１６１のスイッチ回路制御信号出力端子の電位が高電位の場合、すなわち
、利用者が光源の点灯を指示した場合、スイッチ回路１５０は、実施の形態１と同様に動
作する。すなわち、異常検出回路１４０が異常を検出せず、異常検出を記憶もしていない
場合は、スイッチング素子Ｑ６５がオンになり、制御電源回路１３０が生成した制御電源
電力が制御ＩＣ１２１，１２２に対して供給され、制御ＩＣ１２１，１２２が動作する。
異常検出回路１４０が異常を検出し、あるいは異常検出を記憶している場合は、スイッチ
ング素子Ｑ６５がオフになり、制御電源回路１３０が生成した制御電源電力を遮断する。
制御ＩＣ１２１，１２２は、動作に必要な電力を失い、動作を停止する。
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　信号変換回路１６１のスイッチ回路制御信号出力端子の電位が低電位の場合、すなわち
、利用者が光源の消灯を指示した場合、スイッチング素子Ｑ６１のベース電位がプルアッ
プされないので、異常検出回路１４０による異常検出の有無にかかわらず、スイッチング
素子Ｑ６１は、オフになる。したがって、スイッチング素子Ｑ６５もオフになり、制御電
源回路１３０が生成した制御電源電力を遮断する。制御ＩＣ１２１，１２２は、動作に必
要な電力を失い、動作を停止する。
【００６７】
　これにより、異常検出回路１４０が異常を検出したときだけでなく、利用者が消灯を指
示したときも、制御ＩＣ１２１，１２２に対する制御電源電力の供給を遮断することによ
り光源回路８１０への電力供給を停止するので、消灯中の待機電力を抑えることができる
。
　また、利用者の指示による消灯時と異常検出時との両方の場合に、スイッチ回路１５０
を利用して光源回路８１０への電力供給を停止するので、電源回路１００の部品数を削減
し、回路構成を簡略化することができる。これにより、電源回路１００の製造コストを抑
え、信頼性を向上することができる。
【００６８】
　この実施の形態における電源回路１００は、更に、指示入力回路１６０を有する。指示
入力回路１６０は、電力生成回路１１０が上記負荷回路（光源回路８１０）に供給する電
力を指示する指示信号を入力する。制御回路１２０は、指示入力回路１６０が入力した指
示信号にしたがって、電力生成回路１１０が負荷回路に供給する電力を制御する。スイッ
チ回路１５０は、更に、指示入力回路１６０が入力した指示信号が、負荷回路に電力を供
給しないことを指示する場合に、制御電源回路１３０が生成した制御電源電力の制御回路
１２０に対する供給を遮断する。
【００６９】
　これにより、電源回路１００の電力損失を抑え、製造コストを抑え、信頼性を向上する
ことができる。
【００７０】
　以上説明したＬＥＤ点灯装置（電源回路１００）は、外部より入力される調光信号（指
示信号）に応じて発光ダイオード（光源素子８１１）の明るさを調節する調光点灯を行う
。発光ダイオードの消灯を指示する調光信号が入力されたとき、スイッチ部（スイッチ回
路１５０）は、ＤＣ－ＤＣコンバータ制御回路（制御ＩＣ１２２）への電力の供給を遮断
する。
【００７１】
　ＬＥＤ点灯装置は、外部より入力される調光信号に応じて発光ダイオードの明るさを調
節する調光点灯を行う。発光ダイオードの消灯を指示する調光信号が入力されたとき、ス
イッチ部は、昇圧チョッパ制御回路（制御ＩＣ１２１）およびＤＣ－ＤＣコンバータ制御
回路への電力の供給を遮断する。
【００７２】
　ＬＥＤ点灯装置は、調光機能を有し、外部からの調光信号（指示信号）によりＬＥＤを
点灯・消灯する。
　調光信号は、外部に設けられた調光コントローラ８２０から出力されるＰＷＭ信号であ
る。ＬＥＤ点灯装置は、調光信号を入力する。入力したＰＷＭ信号は、フォトカプラＰＣ
を介して絶縁され、ＰＷＭ／ＤＣ変換回路（信号変換回路１６１）が直流信号に変換する
。変換した直流信号は、定電流フィードバック制御を行う誤差増幅器Ａ３４が入力し、調
光時のＬＥＤ電流目標値として利用する。調光信号のデューティ比を変化させることによ
り、目標ＬＥＤ電流値が変化することになり、定電流フィードバック制御により、ＬＥＤ
は設定されたＬＥＤ電流で調光点灯を行う。
【００７３】
　外部より入力する調光信号によりＬＥＤを消灯する場合、調光信号をデューティ１００
％信号とする。これをＬＥＤ点灯装置が判別して、消灯信号と解釈し、ＬＥＤを消灯する
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。調光信号がそれ以外のデューティ比の場合、ＬＥＤ点灯装置は、そのデューティ比に応
じた調光率でＬＥＤを点灯する。このようにして、調光信号による消灯及び調光点灯制御
を行う。
【００７４】
　調光コントローラ８２０よりデューティ１００％の調光信号すなわち消灯信号を入力し
た場合、ＰＷＭ／ＤＣ変換回路は、トランジスタ（スイッチング素子Ｑ６１）をオフする
信号を出力する。これにより、スイッチ部をオフする。第１制御回路（制御ＩＣ１２２）
及び第２制御回路（制御ＩＣ１２１）への制御電源の供給が遮断され、ＬＥＤは消灯する
。デューティ１００％以外の信号が入力された場合、ＰＷＭ／ＤＣ変換回路は、トランジ
スタ（スイッチング素子Ｑ６１）をオンにする。これにより、スイッチ部をオンする。第
１制御回路及び第２制御回路に制御電源が制御用電源回路（制御電源回路１３０）より供
給され、ＬＥＤは点灯する。
【００７５】
　また、トランジスタ（スイッチング素子Ｑ６１）のベース端子には、実施の形態１と同
様、出力電圧検出回路（異常電圧検出回路１４１）とラッチ回路１４２とからなる過電圧
保護回路（異常検出回路１４０）が接続されている。何らかの原因によりＬＥＤが断線し
、またはＬＥＤが接続されていない状態で電源が投入された場合、出力電圧が上昇したこ
とを出力電圧検出回路が検出する。ラッチ回路１４２が動作して、トランジスタ（スイッ
チング素子Ｑ５３）がオンする。これによりトランジスタ（スイッチング素子Ｑ６１）の
ベース端子がグラウンド電位に落とされる。トランジスタ（スイッチング素子Ｑ６１）が
オフし、スイッチ部がオフする。これにより、第１制御回路及び第２制御回路への制御電
源供給が断たれ、昇圧チョッパ回路及び降圧チョッパ回路は動作を停止する。
【００７６】
　ラッチ回路１４２において、一度トランジスタ（スイッチング素子Ｑ５３）がオン状態
になると、トランジスタ（スイッチング素子Ｑ６１）は、オフ状態が維持される。このた
め、第１制御回路及び第２制御回路への制御電源の供給が断たれた状態を維持する。トラ
ンジスタ（スイッチング素子Ｑ６１）は、調光信号からの消灯・点灯制御にも使用される
が、過電圧保護により動作を停止した後は、ラッチ回路１４２がトランジスタ（スイッチ
ング素子Ｑ６１）のオフ状態を維持する。このため、たとえ調光コントローラ８２０から
ＬＥＤを点灯する信号を入力しても、過電圧保護の動作が最優先される。トランジスタ（
スイッチング素子Ｑ６１）がオンすることはない。したがって、調光コントローラ８２０
の信号で、再び昇圧チョッパ及び降圧チョッパが動作を開始することはない。
【００７７】
　以上のように、制御調光コントローラ８２０からの信号により、第１制御回路及び第２
制御回路への制御電源の供給を遮断して点灯・消灯を行う制御と、過電圧による保護動作
として，第１制御回路及び第２制御回路への制御電源の供給を遮断する制御を、スイッチ
部のオン・オフ制御のみで簡単に実現することができる。したがって、回路構成を簡単に
することができ、回路の小型・軽量化、低コスト化を実現することができる。
　また，出力電圧検出回路にはラッチ回路１４２が接続されているため、一度過電圧保護
が働くと、ＬＥＤ点灯装置はオフ状態を維持する。調光コントローラ８２０の信号は無効
となり、調光コントローラ８２０からの信号により、再び昇圧チョッパと降圧チョッパが
オンすることはない。すなわち、安全面が最優先される。
　なお，力率改善が必要ない場合は，昇圧チョッパ回路はなくてもよい。その代わり、例
えばコンデンサインプット型整流回路を用いる。その場合、第２制御回路は必要ない。調
光信号にて消灯する場合や、ＬＥＤ断線時などの無負荷時は、第１制御回路の制御電源の
み、供給を遮断すればよい。
【００７８】
　実施の形態３．
　実施の形態３について、図６～図７を用いて説明する。
　なお、実施の形態１と共通する部分については、同一の符号を付し、説明を省略する。
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【００７９】
　図６は、この実施の形態における電源回路１００及び光源回路８１０の回路構成の一例
を示す回路構成図である。
　コントローラ８２０は、電源回路１００と共通の交流電源ＡＣから電力の供給を受けて
動作する。交流電源ＡＣには、直列にスイッチＳＷが接続している。スイッチＳＷをオフ
にすると、交流電源ＡＣからの電力の供給が遮断され、電源回路１００及びコントローラ
８２０は、動作しない。スイッチＳＷをオンにすると、交流電源ＡＣからの電力が供給さ
れ、電源回路１００及びコントローラ８２０が動作する。
【００８０】
　電源回路１００は、実施の形態２で説明した構成に加えて、更に、電源検出回路１７０
、遅延回路１８０を有する。
　スイッチ回路１５０は、実施の形態２で説明した構成に加えて、更に、スイッチング素
子Ｑ６６を有する。スイッチング素子Ｑ６６は、例えばＮＰＮ型バイポーラトランジスタ
である。スイッチング素子Ｑ６６のコレクタ端子は、スイッチング素子Ｑ６１のベース端
子に電気接続している。スイッチング素子Ｑ６６のエミッタ端子は、スイッチング素子Ｑ
６１のエミッタ端子に電気接続している。スイッチング素子Ｑ６６がオンになると、スイ
ッチング素子Ｑ６６のコレクタ電流がプルアップ抵抗Ｒ６２を流れ、スイッチング素子Ｑ
６６のコレクタ端子の電位（＝スイッチング素子Ｑ６１のベース端子の電位）は、ほぼ０
になる。このため、スイッチング素子Ｑ６１は、オフになる。
【００８１】
　電源検出回路１７０は、交流電源ＡＣから電力が供給されているか否かを検出する。電
源検出回路１７０は、例えば、２つの整流素子Ｄ７１，Ｄ７２、２つの分圧抵抗Ｒ７３，
Ｒ７４、定電圧ダイオードＺ７５を有する。整流素子Ｄ７１，Ｄ７２は、ハーフブリッジ
を構成し、ダイオードブリッジＤＢと、負電圧側の２つの整流素子を共有して、交流電源
ＡＣの電圧波形を全波整流する。
　２つの分圧抵抗Ｒ７３，Ｒ７４は、整流素子Ｄ７１，Ｄ７２が全波整流した脈流電圧を
分圧する。定電圧ダイオードＺ７５は、例えばツェナーダイオードである。定電圧ダイオ
ードＺ７５は、分圧抵抗Ｒ７４に並列に電気接続している。このため、分圧抵抗Ｒ７４の
両端電圧の上限は、定電圧ダイオードＺ７５の降伏電圧（例えば３Ｖ）に抑えられる。電
源検出回路１７０は、分圧抵抗Ｒ７４の両端電圧を、交流電源ＡＣから電力が供給されて
いるか否かを表わす信号（以下「電源供給信号」と呼ぶ。）として出力する。例えば、交
流電源ＡＣから電力が供給されていれば、分圧抵抗Ｒ７４の両端電圧は高くなり（例えば
３Ｖ）、交流電源ＡＣから電力が供給されていなければ、分圧抵抗Ｒ７４の両端電圧は低
くなる（例えば０Ｖ）。
【００８２】
　遅延回路１８０は、入力端子から入力した信号を所定時間（例えば０．１秒）遅延させ
、反転して出力端子から出力する。遅延回路１８０の入力端子は、分圧抵抗Ｒ７３，Ｒ７
４の接続点に電気接続している。すなわち、遅延回路１８０は、電源供給信号を入力する
。遅延回路１８０の出力端子は、スイッチング素子Ｑ６６のベース端子に電気接続してい
る。すなわち、遅延回路１８０は、入力端子の電位が低電位から高電位に変わると、所定
時間遅れて、出力端子の電位が高電位から低電位に変化する。
　また、遅延回路１８０は、制御電源回路１３０が生成した制御電源電力を電源として動
作する。制御電源回路１３０が制御電源電力を生成していない場合、遅延回路１８０は動
作せず、出力端子の電位は低電位となる。
【００８３】
　スイッチＳＷがオフのとき、電源検出回路１７０は電力供給を検出せず、遅延回路１８
０の入力端子は、低電位となる。また、制御電源回路１３０は、制御電源電力を生成せず
、制御ＩＣ１２１，１２２、遅延回路１８０は、動作しない。したがって、遅延回路１８
０の入力端子の電位にかかわらず、遅延回路１８０の出力端子の電位は、低電位となる。
【００８４】
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　スイッチＳＷがオンになり、制御電源回路１３０が制御電源電圧の生成を開始すると、
その供給を受けて、制御ＩＣ１２１，１２２、遅延回路１８０が動作を開始する。スイッ
チＳＷがオンになる前、遅延回路１８０の入力端子の電位は低かったので、遅延回路１８
０の出力端子の電位は、それを反転した高電位になる。
　スイッチＳＷがオンになると同時に、電源検出回路１７０が電力供給を検出し、遅延回
路１８０の入力端子は、高電位となる。遅延時間が経過したのち、遅延回路１８０の出力
端子は、それを反転した低電位に変化する。
【００８５】
　スイッチＳＷがオンになった直後、遅延回路１８０の出力端子は高電位なので、スイッ
チング素子Ｑ６６がオンになる。これにより、スイッチング素子Ｑ６１，Ｑ６５がオフに
なり、制御電源回路１３０が生成した制御電源電力を遮断し、制御ＩＣ１２１，１２２は
動作しない。
　遅延時間が経過すると、遅延回路１８０の出力端子が低電位になるので、スイッチング
素子Ｑ６６はオフになる。これにより、スイッチ回路１５０は、実施の形態２と同様に動
作する。すなわち、異常電圧検出回路１４１が異常を検出した場合、そのことをラッチ回
路１４２が記憶している場合、および、コントローラ８２０が入力した利用者の指示が消
灯指示である場合に、スイッチング素子Ｑ６１，Ｑ６５がオフになり、制御電源回路１３
０が生成した制御電源電力を遮断し、制御ＩＣ１２１，１２２は動作しない。それ以外の
場合、すなわち、異常電圧検出回路１４１が異常を検出せず、かつ、ラッチ回路１４２が
異常検出を記憶もしていないで、更に、コントローラ８２０が入力した利用者の指示が（
全光あるいは調光）点灯である場合、スイッチング素子Ｑ６１，Ｑ６５がオンになり、制
御電源回路１３０が生成した制御電源電力が制御ＩＣ１２１，１２２に供給される。
【００８６】
　これにより、電源回路１００は、電源投入直後は光源を点灯せず、遅延時間が経過した
のちに光源を点灯させる。
　例えば、利用者があらかじめコントローラ８２０を操作して、常に５０％の調光点灯を
するよう指示をして、コントローラ８２０がそのことを記憶していたとする。コントロー
ラ８２０は、電源投入直後から、５０％調光を指示する指示信号を生成することが期待さ
れるが、コントローラ８２０によっては、電源投入後の初期化などに時間がかかり、すぐ
には指示信号を生成しない可能性がある。ＰＷＭ調光信号においては一般に、信号なしは
１００％点灯を意味する。コントローラ８２０が指示信号を生成しない状態を指示入力回
路１６０が１００％点灯の意味に誤解したとしても、遅延時間が経過するまで光源を点灯
しないので、光源が誤って１００％点灯することはない。コントローラ８２０が指示信号
の生成を開始するのにかかる時間よりも長い遅延時間を設定しておけば、遅延時間経過時
には、コントローラ８２０が指示信号を既に生成しているので、指示入力回路１６０はそ
の指示信号を正しく理解し、電源回路１００は、光源を指示どおりの明るさで点灯する。
【００８７】
　このように、電源投入から所定時間が経過するまでの間は、光源を点灯しないことによ
り、光源が誤った明るさで点灯するのを防ぐことができる。
　これにより、異常検出回路１４０が異常を検出したときや、利用者が消灯を指示したと
きだけでなく、電源投入から所定時間が経過するまでの間も、制御ＩＣ１２１，１２２に
対する制御電源電力の供給を遮断することにより光源回路８１０への電力供給を停止する
ので、消灯中の待機電力を抑えることができる。
　また、利用者の指示による消灯時や異常検出時だけでなく、電源投入から所定時間経過
するまでの間も、スイッチ回路１５０を利用して光源回路８１０への電力供給を停止する
ので、電源回路１００の部品数を削減し、回路構成を簡略化することができる。これによ
り、電源回路１００の製造コストを抑え、信頼性を向上することができる。
【００８８】
　この実施の形態における電源回路１００において、電力生成回路１１０は、電源（交流
電源ＡＣ）から供給された電力を変換して、負荷回路（光源回路８１０）に供給する電力
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を生成する。
　スイッチ回路１５０は、更に、電源からの電力供給が開始してから所定の時間が経過す
るまでの間、制御電源回路１３０が生成した制御電源電力の制御回路１２０に対する供給
を遮断する。
　これにより、光源の異常点灯を防ぎ、電源回路１００の電力損失を抑え、製造コストを
抑え、信頼性を向上することができる。
【００８９】
　以上説明したＬＥＤ点灯装置（電源回路１００）において、商用電源検出回路１７０は
、商用電源が投入されたことを検出する。スイッチ手段制御回路（遅延回路１８０）は、
商用電源検出回路１７０により商用電源が投入されたことを検出した場合、所定期間、昇
圧チョッパ制御回路（制御ＩＣ１２１）やＤＣ－ＤＣコンバータ制御回路（制御ＩＣ１２
２）への電力の供給を遮断するようにスイッチ部（スイッチ回路１５０）を制御し、所定
期間が経過した後、昇圧チョッパ制御回路やＤＣ－ＤＣコンバータ制御回路へ電力を投入
するようにスイッチ部を制御する。
【００９０】
　ＬＥＤ点灯装置は、商用電源電圧検出回路（電源検出回路１７０）及び点灯遅延回路１
８０を有し、商用電源投入時，ＬＥＤの点灯を所定時間遅延させる機能を有する。
【００９１】
　電源電圧検出回路は、電源検出抵抗（分圧抵抗Ｒ７３，Ｒ７４）、ツェナーダイオード
（定電圧ダイオードＺ７５）で構成される。電源検出抵抗は、電源電圧を分圧して検出す
る。ツェナーダイオードは、分圧された電圧を一定電圧に保つ働きをする。検出された電
源電圧検出信号は、点灯遅延回路１８０が入力する。点灯遅延回路１８０の出力は、トラ
ンジスタ（スイッチング素子Ｑ６６）のベース端子に接続され、トランジスタ（スイッチ
ング素子Ｑ６６）をオン・オフする。
【００９２】
　商用電源を投入することにより調光コントローラ８２０とＬＥＤ点灯装置とに同時に商
用電源が投入される場合、商用電源を投入してから、調光コントローラ８２０が起動して
調光信号の出力を開始するまでの時間と、ＬＥＤ点灯装置が起動してＬＥＤが点灯を開始
するまでの時間にずれが生じる場合がある。例えば、商用電源を投入し，調光コントロー
ラ８２０が調光信号を出力する前に、ＬＥＤが点灯する場合がある。
【００９３】
　このような場合、ＬＥＤ点灯装置に調光信号が入力されずに点灯する期間が生じる。調
光信号が入力されない期間においては、ＬＥＤ点灯装置は１００％出力で点灯（全光点灯
）する。例えば、調光状態でＬＥＤの点灯を開始しようとした場合、商用電源を投入して
，調光コントローラ８２０が調光信号を出力する前の期間のみ、瞬間的に全光状態で点灯
する。調光コントローラ８２０が調光信号の出力を開始すれば、設定した調光率にて点灯
するが、電源投入直後は、瞬間的に全光で点灯するため、閃光する状態となり、非常に不
快感となる。
　それを防ぐため、電源電圧検出回路と点灯遅延回路とを設ける。電源投入直後、所定期
間、ＬＥＤの点灯を遅延させ、調光コントローラ８２０が調光信号をＬＥＤ点灯装置に入
力するまでＬＥＤを点灯させないようにする。
【００９４】
　図７は、この実施の形態におけるＬＥＤ点灯装置の動作の流れを示すフローチャート図
である。
【００９５】
　まず、商用交流電源がＬＥＤ点灯装置に投入されると、電源検出抵抗に電源電圧が印加
される。電源電圧は、電源検出抵抗により分圧され、ツェナーダイオードにより一定電圧
に固定される。ダイオード（整流素子Ｄ７１，Ｄ７２）は、商用交流電源を整流し、直流
電圧として検出するための整流用ダイオードである。検出された電源電圧検出信号は、点
灯遅延回路１８０が入力する。点灯遅延回路１８０は、電源電圧を検出すると、直ちにト
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ランジスタ（スイッチング素子Ｑ６６）をオンする信号を出力する。トランジスタ（スイ
ッチング素子Ｑ６６）がオンすると、トランジスタ（スイッチング素子Ｑ６１）のベース
電位がグラウンドレベルに落とされる。トランジスタ（スイッチング素子Ｑ６１）はオフ
し、スイッチ部はオフ状態となる。第１制御回路及び第２制御回路への制御電源の供給は
遮断された状態となり、ＬＥＤは点灯しない。点灯遅延回路１８０は、所定期間、トラン
ジスタ（スイッチング素子Ｑ６６）をオン状態として維持するため、この期間ではＬＥＤ
は消灯状態を維持する。
【００９６】
　ＬＥＤが点灯遅延回路１８０により消灯している間に、調光コントローラ８２０が起動
し、ＬＥＤ点灯装置に調光信号を入力する。所定時間経過後、点灯遅延回路１８０は、ト
ランジスタ（スイッチング素子Ｑ６６）をオフする。調光信号が消灯を指示するデューテ
ィ１００％信号以外のときは、トランジスタ（スイッチング素子Ｑ６１）のベース端子に
、ＰＷＭ／ＤＣ変換回路（信号変換回路１６１）がトランジスタ（スイッチング素子Ｑ６
１）をオンするベース電流を供給する。このため，点灯遅延回路１８０によりトランジス
タ（スイッチング素子Ｑ６６）がオフすると、トランジスタ（スイッチング素子Ｑ６１）
にベース電流が流れ、トランジスタ（スイッチング素子Ｑ６１）がオンする。スイッチ部
がオンし，第１制御回路及び第２制御回路に制御電源が供給されて、ＬＥＤは点灯を開始
する。このように、電源投入時、第１制御回路及び第２制御回路への制御電源投入を遅延
することにより、容易にＬＥＤの点灯を遅延することができる。ＬＥＤが点灯を開始する
前に、調光信号がＬＥＤ点灯装置に入力されるため、電源投入直後に瞬間的に全光で点灯
する閃光現象を防止することができる。ＬＥＤ点灯中に、調光コントローラ８２０がＬＥ
Ｄの消灯を指示するデューティ１００％の信号を出力したときは、トランジスタ（スイッ
チング素子Ｑ６１）のベース電流がＰＷＭ／ＤＣ変換回路により遮断され、ＬＥＤが消灯
する。
【００９７】
　また、トランジスタ（スイッチング素子Ｑ６１）のベース端子には、出力電圧検出回路
（異常電圧検出回路１４１）とラッチ回路１４２とからなる過電圧保護回路（異常検出回
路１４０）が接続されている。何らかの原因により、ＬＥＤが断線し、またはＬＥＤが接
続されていない状態で電源が投入された場合、出力電圧が上昇したことを出力電圧検出回
路が検出する。ラッチ回路１４２は、トランジスタ（スイッチング素子Ｑ６１）のベース
端子をグラウンド電位に落とす。トランジスタ（スイッチング素子Ｑ６１）がオフし，ス
イッチ部がオフする。第１制御回路及び第２制御回路への制御電源供給が断たれ、昇圧チ
ョッパ回路及び降圧チョッパ回路は動作を停止する。
【００９８】
　以上のように、商用電源投入時、第１制御回路及び第２制御回路への制御電源の供給を
遅延させる。これにより、ＬＥＤ点灯装置に調光信号が入力されるまでの間、容易にＬＥ
Ｄの点灯を遅延させることができ、電源投入直後に瞬間的に全光で点灯する閃光現象を防
止することができる。
　また、ＬＥＤの点灯を遅延する制御と、調光コントローラ８２０からの信号により第１
制御回路及び第２制御回路への制御電源の供給を遮断して点灯・消灯を行う回路と、出力
電圧の過電圧保護動作として第１制御回路及び第２制御回路への制御電源の供給を遮断す
る回路とを、スイッチ部で共通化できる。このため、回路構成を簡単にすることができ、
回路の小型・軽量化、低コスト化を実現することができる。
　なお，力率改善が必要ない場合は、昇圧チョッパ回路はなくてもよい。その代わり、例
えばコンデンサインプット型整流回路を用いる。その場合、第２制御回路は必要ない。Ｌ
ＥＤの点灯を遅延する場合や調光信号にて消灯する場合およびＬＥＤ断線時などの無負荷
時は、第１制御回路の制御電源のみ、供給を遮断すればよい。
【００９９】
　以上のように、照明器具にＬＥＤ点灯装置を組み込む。ＬＥＤ点灯装置は、商用電源投
入時、所定期間ＬＥＤの点灯を遅延する回路と，調光コントローラ８２０からの信号によ
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れていない状態で電源が投入された場合の過電圧保護動作として、ＬＥＤ点灯装置の動作
を停止する回路を共通化できる。このため、回路構成を簡単にすることができ、さらに過
電圧保護回路により回路部品に高耐圧の部品を使用する必要がなくなるため、照明器具を
小型・軽量化、低コスト化を実現することができる。
【符号の説明】
【０１００】
　１００　電源回路、１１０　電力生成回路、１１１　力率改善回路、１１２　直流直流
変換回路、１１３　駆動回路、１２０　制御回路、１２１，１２２　制御ＩＣ、１２５　
電流検出回路、１３０　制御電源回路、１４０　異常検出回路、１４１　異常電圧検出回
路、１４２　ラッチ回路、１５０　スイッチ回路、１６０　指示入力回路、１６１　信号
変換回路、１７０　電源検出回路、１８０　遅延回路、８００　照明装置、８１０　光源
回路、８１１　光源素子、８２０　コントローラ、８５０　本体、８６０　コネクタ、８
７０　光源基板、８８１，８８２　配線、Ａ３４　増幅器、ＡＣ　交流電源、Ｃ１４，Ｃ
２４　平滑コンデンサ、Ｃ３３，Ｃ５２　コンデンサ、Ｄ１３，Ｄ２２，Ｄ５７，Ｄ７１
，Ｄ７２　整流素子、ＤＢ　ダイオードブリッジ、Ｌ１１，Ｌ２３　チョークコイル、Ｐ
Ｃ　フォトカプラ、Ｑ１２，Ｑ２１，Ｑ５３，Ｑ５６，Ｑ６１，Ｑ６５，Ｑ６６　スイッ
チング素子、Ｒ３１　電流検出抵抗、Ｒ３２，Ｒ５１　抵抗、Ｒ４１，Ｒ４２，Ｒ５４，
Ｒ５５，Ｒ６３，Ｒ６４，Ｒ７３，Ｒ７４　分圧抵抗、Ｒ６２　プルアップ抵抗、ＳＷ　
スイッチ、Ｖ３５　基準電圧源、Ｚ４３，Ｚ７５　定電圧ダイオード。
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