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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の光源と、
　前記第１の光源と色温度が異なる第２の光源と、
　電源スイッチがオンからオフに切り替わってから所定時間内にオンに切り替わる一時停
止制御を検出する切替検出部と、
　前記切替検出部が一時停止制御を検出した場合、前記第１の光源と前記第２の光源との
少なくとも一方を、前記電源スイッチがオフに切り替わる前のオフ前照度と異なる照度で
点灯させる調光制御部とを備え、
　前記調光制御部は、前記一時停止制御が検出されてから次の一時停止制御が検出される
までの間、前記第１の光源の照度と前記第２の光源の照度との少なくとも一方を変化させ
続ける
ことを特徴とする点灯装置。
【請求項２】
　前記切替検出部は、電源スイッチがオンからオフに切り替わってから所定時間経過後に
オンに切り替わる通常切替制御を検出し、
　前記調光制御部は、前記切替検出部が通常切替制御を検出した場合、前記第１の光源と
前記第２の光源とを前記オフ前照度で点灯させる再点灯制御を行う
ことを特徴とする請求項１記載の点灯装置。
【請求項３】
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　請求項１記載の点灯装置を備えたことを特徴とする照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、ＬＥＤを光源とする点灯装置および照明器具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　色温度を可変することができる電源回路は特許文献１に示すように一般的であり、色温
度を可変することができるＬＥＤまたは放電灯の点灯器具は特許文献２に示すように一般
的である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２１００７７号公報
【特許文献２】特開２００４－１０３４４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　色温度を可変することができる電源回路は特許文献１に示すようにすでに一般的である
。しかし、任意の光源を任意の調光度で制御させるには、別途調光器を用意するか制御装
置に調光信号線を配する必要があり、工事費用が余計に発生し、また工期が延びる。この
ため、設備価格の高騰だけでなく導入の為の初期投資がかさむといった課題が存在する。
【０００５】
　本発明は、例えば、光源を調光する点灯装置および照明器具を安価に製造できるように
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の点灯装置は、
　第１の光源が取り付けられる第１の光源取付部と、
　前記第１の光源と色温度が異なる第２の光源が取り付けられる第２の光源取付部と、
　電源スイッチがオンからオフに切り替わってから所定時間内にオンに切り替わる一時停
止制御を検出する切替検出部と、
　前記切替検出部が一時停止制御を検出した場合、前記第１の光源と前記第２の光源との
少なくとも一方を、前記電源スイッチがオフに切り替わる前のオフ前照度と異なる照度で
点灯させる調光制御を行う調光制御部とを備える。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、例えば、光源を調光する点灯装置および照明器具を安価に製造するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施の形態１におけるＬＥＤ点灯装置１００の回路図。
【図２】実施の形態１における電力供給状態とコンデンサの電荷量との関係を示す図。
【図３】実施の形態１における調光制御１を示す図。
【図４】実施の形態１における調光制御２を示す図。
【図５】実施の形態１における調光制御３を示す図。
【図６】実施の形態１における調光制御４を示す図。
【図７】実施の形態１における調光制御における色温度の変化順序を示す図。
【図８】実施の形態１におけるＬＥＤ点灯装置１００の別例Ａを示す図。
【図９】実施の形態１におけるＬＥＤ点灯装置１００の別例Ｂを示す図。
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【図１０】実施の形態１におけるＬＥＤ点灯装置１００の別例Ｃを示す図。
【図１１】実施の形態１におけるＬＥＤ点灯装置１００の別例Ｄを示す図。
【図１２】実施の形態１におけるＬＥＤ点灯装置１００（別例Ｄ）の調光制御を示す図。
【図１３】実施の形態２におけるＬＥＤ点灯装置１００の回路図Ａ。
【図１４】実施の形態２におけるＬＥＤ点灯装置１００の回路図Ｂ。
【図１５】実施の形態２におけるＬＥＤ点灯装置１００の回路図Ｃ。
【図１６】実施の形態２におけるＬＥＤ点灯装置１００（回路図Ｃ）の調光制御を示す表
。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　実施の形態１．
　ＬＥＤを調光するＬＥＤ点灯装置およびＬＥＤ照明器具について説明する。
【００１０】
　実施の形態１において、利用者は、照明の明るさおよび色温度を調光したい場合、照明
の電源スイッチをオンからオフに短時間切り替えた後、再びオンに切り替える一時停止制
御を行う。
　また、利用者は、初期設定の明るさおよび色温度に調光したい場合、一時停止制御を所
定回数繰り返す特定切替制御を行う。
　所定時間以上のオフ期間を経て電源スイッチがオンになった場合（通常切替制御）、照
明器具はオフ直前の明るさおよび色温度で点灯する。
【００１１】
　図１は、実施の形態１におけるＬＥＤ点灯装置１００の回路図である。
　実施の形態１におけるＬＥＤ点灯装置１００の構成について、図１に基づいて以下に説
明する。
【００１２】
　ＬＥＤ点灯装置１００は、白色光を発光する複数の白色ＬＥＤが光源として取り付けら
れる白色ＬＥＤ点灯回路１２１、赤色光を発光する複数の赤色ＬＥＤが光源として取り付
けられる赤色ＬＥＤ点灯回路１２２、各ＬＥＤ１０５を調光するマイクロコンピュータ１
１４を備える。但し、白色ＬＥＤおよび赤色ＬＥＤ以外のＬＥＤ（緑色ＬＥＤ、青色ＬＥ
Ｄなど）を用いても構わない。
　ＬＥＤ照明器具１０１は、ＬＥＤ点灯装置１００、ＬＥＤ１０５、器具本体や照明カバ
ーなどを備えたものである。
【００１３】
　その他に、ＬＥＤ点灯装置１００は、整流回路１１１、直流電源回路１１２および電源
同期回路１１３を備える。
【００１４】
　ＬＥＤ点灯装置１００は、商用電源１０２に接続し、電源スイッチ１０３により商用電
源１０２の電力供給状態（オン）と電力供給停止状態（オフ）とを切り替えられる。
【００１５】
　整流回路１１１は商用電源１０２からの交流電流を整流し、直流電源回路１１２は整流
された交流電流から直流電流を生成する。直流電源回路１１２により生成された直流電流
は白色ＬＥＤ点灯回路１２１と赤色ＬＥＤ点灯回路１２２とに入力され、各ＬＥＤ１０５
を点灯させる。
【００１６】
　電源同期回路１１３は、電力供給状態と電力供給停止状態とのいずれであるかを検出す
る。
【００１７】
　マイクロコンピュータ１１４は、電源同期回路１１３の検出結果に基づいて、電力供給
状態から電力供給停止状態（オフ）に切り替えられてから次に電力供給状態（オン）に切
り替えられるまでの時間（オフオン時間）を特定する。
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　以下、電力供給状態から電力供給停止状態（オフ）に切り替えられ、さらに電力供給状
態（オン）に切り替えられる制御を「オフオン制御」という。
【００１８】
　マイクロコンピュータ１１４は、オフオン時間が所定の停止時間より短い（または同じ
）オフオン制御を「一時停止制御」として検出する。以下、一時停止制御における所定の
停止時間を「一時停止時間」という。
　マイクロコンピュータ１１４は、一時停止制御を検出した場合、白色ＬＥＤと赤色ＬＥ
Ｄとの少なくとも一方を、電力供給停止状態（オフ）に切り替えられる直前の照度（オフ
前照度）と異なる照度で点灯させる（調光制御）。
　マイクロコンピュータ１１４は、オフオン時間が一時停止時間より短いオフオン制御が
所定時間内に所定回数行われる制御を「一時停止制御」として検出してもよい。
【００１９】
　マイクロコンピュータ１１４は、オフオン時間が一時停止時間より長いオフオン制御を
「通常切替制御」として検出する。
　マイクロコンピュータ１１４は、通常切替制御を検出した場合、白色ＬＥＤと赤色ＬＥ
Ｄとをオフ前照度と同じ照度で点灯させる（再点灯制御）。
【００２０】
　マイクロコンピュータ１１４は、オフオン時間が一時停止時間より短い（または同じ）
オフオン制御が所定時間内に所定回数行われる制御を「特定切替制御」として検出する。
例えば、特定切替制御における「所定回数」を上記一時停止制御における「所定回数」よ
り多い回数とする。これにより、特定切替制御を一時停止制御と区別することができる。
　マイクロコンピュータ１１４は、特定切替制御を検出した場合、白色ＬＥＤと赤色ＬＥ
Ｄとを初期設定の照度で点灯させる（リセット点灯制御）。
【００２１】
　マイクロコンピュータ１１４は、直流電源回路１１２から各ＬＥＤ点灯回路への入力電
流を制御して調光制御、再点灯制御およびリセット点灯制御を行う。
【００２２】
　マイクロコンピュータ１１４は、電力供給停止状態に切り替えられたとき、オフ前照度
を表すオフ前照度値を不揮発性メモリ１１５に記憶する。
【００２３】
　不揮発性メモリ１１５は、マイクロコンピュータ１１４で使用される制御情報を記憶す
る。
　オフ前照度値や照度の初期設定値は、不揮発性メモリ１１５に記憶される制御情報の一
例である。
【００２４】
　次に、電源同期回路１１３とマイクロコンピュータ１１４とによるオフオン時間の判定
方法の一例について説明する。
【００２５】
＜オフオン時間判定方法１＞
　電源同期回路１１３は、整流回路１１１に接続し、整流回路１１１により整流された整
流電圧の大きさに応じてパルス信号をマイクロコンピュータ１１４に出力する。電源同期
回路１１３は、整流電圧が最大電圧近傍の所定電圧を上回ったとき、電力供給状態になっ
たことを示すパルス信号（オン信号）をマイクロコンピュータ１１４に出力する。また、
電源同期回路１１３は、整流電圧が最低電圧（０Ｖ）近傍の所定電圧を下回ったとき、電
力供給停止状態になったことを示すパルス信号（オフ信号）をマイクロコンピュータ１１
４に出力する。
　マイクロコンピュータ１１４は、電源同期回路１１３のオン信号を検出してからオフ信
号を検出するまでの時間をオフオン時間として算出し、算出したオフオン時間を一時停止
時間と比較する。
【００２６】
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＜オフオン時間判定方法２＞
　電源同期回路１１３は、電力供給状態と電力供給停止状態とを能動的に検出しなくても
よい。
　例えば、電源同期回路１１３はコンデンサと抵抗とを備え、コンデンサの電荷量が電力
供給状態と電力供給停止状態とを表してもよい。
　コンデンサは、電力供給状態（オン）の期間中に電荷が充電され、電力供給停止状態（
オフ）の期間中に電荷が放電される。電荷の放電量はコンデンサと抵抗との放電時定数に
従う。
　したがって、電源供給状態に切り替わったときのコンデンサの電荷量により、オフオン
時間を判定することができる。
【００２７】
　図２は、実施の形態１における電力供給状態とコンデンサの電荷量との関係を示す図で
ある。
　図２に示すように、電源同期回路１１３のコンデンサの電荷量はオフ期間に減少し、オ
ン期間に増加する。
　マイクロコンピュータ１１４の電源（マイコン電源１０４）は、商用電源１０２と同期
してオン／オフしてもよい。つまり、マイクロコンピュータ１１４はオン期間に動作し、
オフ期間に停止する。
　マイクロコンピュータ１１４は、オン期間に入って起動動作を完了したとき（マイコン
電源同期判定タイミングｔ１）に、電源同期回路１１３のコンデンサの電荷量（マイコン
判定時コンデンサ電圧）を検出する。
　マイクロコンピュータ１１４は、コンデンサの電荷量が所定値以上である場合、オフオ
ン時間が一時停止時間より短い（一時停止制御）と判定する。コンデンサの電荷量が所定
値以上であれば、放電期間（オフ期間）が短時間であると考えられるためである。
【００２８】
　次に、調光制御の一例について説明する。
【００２９】
　マイクロコンピュータ１１４は、一時停止制御を検出した場合、各ＬＥＤ点灯回路の入
力電流を制御して以下のような調光制御を行う。ＬＥＤ点灯回路の入力電流の制御方法に
ついては後述する。
【００３０】
　調光制御では照明の明るさおよび色温度が調整される。照明の明るさおよび色温度は各
ＬＥＤ１０５の照度に応じて変化し、各ＬＥＤ１０５の照度は各ＬＥＤ点灯回路の入力電
流に応じて変化する。ＬＥＤ点灯回路の入力電流が多いとＬＥＤ１０５の照度は高く、照
明は明るい。照明の色温度は各ＬＥＤ１０５の照度に応じた色合いである。
【００３１】
＜調光制御１＞
　図３は、実施の形態１における調光制御１を示す図である。
　図３において、上段「白色ＬＥＤ入力（Ａ）」は白色ＬＥＤ点灯回路１２１の入力電流
（アンペア）を示し、中段「赤色ＬＥＤ入力（Ａ）」は赤色ＬＥＤ点灯回路１２２の入力
電流を示し、下段「色温度（Ｋ）」は白色ＬＥＤの光と赤色ＬＥＤの光との合計の色温度
（ケルビン）を示す。また、横軸は時間軸である。以降の図も同様である。
【００３２】
　図３に示すように、マイクロコンピュータ１１４は、一時停止制御を検出したとき、オ
フ前に点灯していたＬＥＤ（白色ＬＥＤ）を消灯させ、オフ前に消灯していたＬＥＤ（赤
色ＬＥＤ）を点灯させる。
　つまり、マイクロコンピュータ１１４は、一時停止制御を検出する度に、点灯するＬＥ
Ｄと消灯するＬＥＤとを切り替える。
【００３３】
＜調光制御２＞
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　図４は、実施の形態１における調光制御２を示す図である。
　図４に示すように、マイクロコンピュータ１１４は、始めの一時停止制御の検出を「調
光スタート」、次の一時停止制御（またはオフへの切り替え）の検出を「調光ストップ」
として、調光スタートから調光ストップまでの間を「点灯レベル調整モード」とする。
　マイクロコンピュータ１１４は、点灯レベル調整モードの間、赤色ＬＥＤの照度（赤色
ＬＥＤ点灯回路１２２の入力電流）を変化させ続ける。同時に、マイクロコンピュータ１
１４は、白色ＬＥＤを一定の照度で点灯させ続ける。但し、赤色ＬＥＤの照度の代わりに
白色ＬＥＤの照度を変化させてもよい。図４に示すように連続的に変化せてもよいし、ま
たは所定時間毎に変化させてもよい。
　つまり、マイクロコンピュータ１１４は、一時停止制御を検出してから次の一時停止制
御を検出するまでの間、いずれかのＬＥＤを一定の照度で点灯させると共に他のＬＥＤの
照度を変化させ続ける。
　いずれかのＬＥＤを一定の照度で点灯させることにより所定の照度を確保することがで
きる。特に、白色ＬＥＤは光束が大きく、照度を確保する主光源に適している。
【００３４】
＜調光制御３＞
　図５は、実施の形態１における調光制御３を示す図である。
　図５に示すように、マイクロコンピュータ１１４は、点灯レベル調整モードの間、点灯
するＬＥＤと消灯するＬＥＤとを所定時間毎に切り替える。
【００３５】
＜調光制御４＞
　図６は、実施の形態１における調光制御４を示す図である。
　図６に示すように、マイクロコンピュータ１１４は、点灯レベル調整モードの間、全て
のＬＥＤを点灯させると共に各ＬＥＤの照度を変化させ続ける。図６に示すように所定時
間毎に変化させてもよいし、または連続的に変化させてもよい。
【００３６】
　次に、調光制御による色温度の変化順序の一例について説明する。
【００３７】
　図７は、実施の形態１における調光制御による色温度の変化順序を示す図である。
　図７では、Ｎ段階の色温度を設け、色の暗い順に「色温度１、色温度２、・・・、色温
度Ｎ」としている。つまり、「色温度１」での点灯は最も暗い下限点灯を意味し、「色温
度Ｎ」での点灯は最も明るい上限点灯を意味する。
　図７に示す色温度は、照明の色温度または各点灯回路の色温度に対応する。つまり、調
光制御により、各点灯回路のＬＥＤの色温度が図７のように変化してもよいし、照明全体
の色温度が図７のように変化してもよい。
【００３８】
　マイクロコンピュータ１１４は、図７（Ａ）に示すように、色温度１から色温度Ｎまで
順に変化させた後、色温度Ｎから色温度１まで順に変化させてもよい（往復変化）。
　マイクロコンピュータ１１４は、図７（Ｂ）に示すように、色温度１から色温度Ｎまで
順に変化させた後、再び色温度１から色温度Ｎまで順に変化させてもよい（順送り変化）
。
　マイクロコンピュータ１１４は、図７（Ｂ）と逆に、色温度Ｎから色温度１まで順に変
化させた後、再び色温度Ｎから色温度１まで順に変化させてもよい。
【００３９】
　また、色温度１～色温度Ｎの並び順は色の暗い順以外の所定の順序であっても、ランダ
ムな順序であっても構わない。
【００４０】
　次に、調光制御、再点灯制御およびリセット点灯制御時にＬＥＤ点灯回路の入力電流を
制御する制御方法の一例について説明する。
【００４１】
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＜入力電流制御方法１＞
　図１に示すように、マイクロコンピュータ１１４は、直流電源回路１１２を制御して直
流電源回路１１２から各ＬＥＤ点灯回路への出力電流を調整すると共に、各ＬＥＤ点灯回
路内のＭＯＳ－ＦＥＴ１３１のゲート端子への出力電流を調整することにより、各ＬＥＤ
点灯回路の入力電流（ドレイン電流）を調整する。
　各ＭＯＳ－ＦＥＴ１３１は、直列接続する複数のＬＥＤ１０５にドレイン端子が接続し
、ゲート端子がマイクロコンピュータ１１４に接続し、ソース端子が整流回路１１１に接
続する。
【００４２】
＜入力電流制御方法２＞
　図８は、実施の形態１におけるＬＥＤ点灯装置１００の別例Ａを示す図である。
　図８に示すように、マイクロコンピュータ１１４は、白色ＬＥＤ点灯回路１２１に接続
する直流電源回路１１２ｂを制御して白色ＬＥＤ点灯回路１２１の入力電流を調整すると
共に、赤色ＬＥＤ点灯回路１２２に接続する直流電源回路１１２ａを制御して赤色ＬＥＤ
点灯回路１２２の入力電流を調整する。
【００４３】
＜入力電流制御方法３＞
　図９は、実施の形態１におけるＬＥＤ点灯装置１００の別例Ｂを示す図である。
　図９に示すように、ＬＥＤ点灯装置１００は、ＬＥＤ点灯回路内のトランジスタ１３２
のベース端子に接続するＬＥＤ電流制御回路（１４１ａ、１４１ｂ）を備える。
　マイクロコンピュータ１１４は、白色ＬＥＤ点灯回路１２１に接続するＬＥＤ電流制御
回路１４１ａを制御して白色ＬＥＤ点灯回路１２１の入力電流（トランジスタ１３２のコ
レクタ電流）を調整すると共に、赤色ＬＥＤ点灯回路１２２に接続するＬＥＤ電流制御回
路１４１ｂを制御して赤色ＬＥＤ点灯回路１２２の入力電流を調整する。
【００４４】
＜入力電流制御方法４＞
　図１０は、実施の形態１におけるＬＥＤ点灯装置１００の別例Ｃを示す図である。
　図１０に示すように、ＬＥＤ点灯装置１００は、制御回路１４２、インバータ回路１４
３、インピーダンス素子１４４および整流回路１４５を備える。インバータ回路１４３、
インピーダンス素子１４４および整流回路１４５は、白色ＬＥＤ点灯回路１２１に接続す
るグループと赤色ＬＥＤ点灯回路１２２に接続するグループとの二組ある。
　インバータ回路１４３は、直流電源回路１１２からの直流電流を交流電流にして出力す
る。
　インピーダンス素子１４４は、特定の周波数特性を持ち、インバータ回路１４３と整流
回路１４５とに接続する。
　整流回路１４５は、インバータ回路１４３からの交流電流を整流してコンデンサで充電
し、充電した電圧により直流電流をＬＥＤ点灯回路に流す。
　制御回路１４２は、各インバータ回路１４３の発振周波数を制御する。
　マイクロコンピュータ１１４は、制御回路１４２に接続し、制御回路１４２を制御する
。マイクロコンピュータ１１４は、制御回路１４２を制御することにより、インバータ回
路１４３から整流回路１４５への交流電流の周波数を変化させ、整流回路１４５からＬＥ
Ｄ点灯回路への入力電流を調整する。
【００４５】
＜入力電流制御方法５＞
　図１１は、実施の形態１におけるＬＥＤ点灯装置１００の別例Ｄを示す図である。
　図１１に示すように、ＬＥＤ点灯装置１００は、点滅ｏｎ／ｏｆｆ期間制御回路１４６
を備える。
　点滅ｏｎ／ｏｆｆ期間制御回路１４６は、各ＬＥＤ点灯回路内のトランジスタ１３２の
ベース端子に接続し、各トランジスタ１３２のベース端子への出力電流をオン／オフする
ことにより各トランジスタ１３２の入力電流の有無（オンオフ）を切り替える（電流切替
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）。
　マイクロコンピュータ１１４は、点滅ｏｎ／ｏｆｆ期間制御回路１４６に接続し、点滅
ｏｎ／ｏｆｆ期間制御回路１４６の電流切替の時間間隔（オンの時間およびオフの時間）
を制御する。
【００４６】
　図１２は、実施の形態１におけるＬＥＤ点灯装置１００（別例Ｄ）の調光制御を示す図
である。
　図１２に示すように、トランジスタ１３２の入力電流をオン／オフした場合、トランジ
スタ１３２の入力電流の平均電流（実効電圧）はオンの時間とオフの時間との割合に応じ
て変化する。
【００４７】
　実施の形態１において、例えば、以下のようなＬＥＤ点灯装置１００（およびＬＥＤ照
明器具１０１）について説明した。
【００４８】
　ＬＥＤ点灯装置１００は、商用電源１０２を整流する整流回路１１１と、整流回路１１
１から得られる脈流電圧を昇圧または降圧して得る直流電源を変換生成する直流電源回路
１１２とを備える。
　また、ＬＥＤ点灯装置１００は、第１のＬＥＤ点灯部（白色ＬＥＤ）と、第１のＬＥＤ
点灯部に対して色温度の異なる第２のＬＥＤ点灯部（赤色ＬＥＤ）とを持つ。
　さらに、ＬＥＤ点灯装置１００は、商用電源１０２が電力供給状態から一時供給停止状
態になり再び電力供給状態になるときに一時供給停止状態が予め定めた設定時間であるか
を検出する電力供給一時停止検出部（電源同期回路１１３、マイクロコンピュータ１１４
）と、ＬＥＤ点灯制御回路（白色ＬＥＤ点灯回路１２１、赤色ＬＥＤ点灯回路１２２）と
、ＬＥＤの制御状態を記憶する不揮発性メモリ１１５とを備える。
　ＬＥＤ点灯装置１００は、電力供給一時停止検出部より得られる信号が（複数の制御回
数）あるとき、第１のＬＥＤ点灯部又は第２のＬＥＤ点灯部を切り替えて合計のＬＥＤ点
灯レベルを変化させる。そして、ＬＥＤ点灯装置１００は、ＬＥＤの点灯制御方法を不揮
発性メモリ１１５に記憶する。
　ＬＥＤ点灯装置１００は、電力供給開始時に一時電力供給停止信号がない場合、電力供
給開始時に不揮発性メモリ１１５から読み出したＬＥＤの点灯制御方法でＬＥＤ点灯回路
を点灯制御する。
　ＬＥＤ点灯装置１００は、電力供給一時停止検出部より得られる信号が連続で予め定め
た回数あるとき、第１のＬＥＤ点灯部および第２のＬＥＤ点灯部を初期点灯レベルで点灯
させる。不揮発性メモリ１１５には初期点灯レベルが予め記憶される。信号検出回数は、
前述の制御回数以上である。
　例えば、「調光制御１」「入力電流制御方法１」参照。
【００４９】
　ＬＥＤ点灯装置１００は、電力供給一時停止検出部より得られる信号が予め定めた設定
値以内であることを予め定めた回数連続で検出すると色温度調整モードに遷移し、点灯レ
ベルを下限点灯レベル状態から上限点灯レベル状態の間で変化させる。
　ＬＥＤ点灯装置１００は、再度、電力供給一時停止検出部より得られる信号が予め定め
た設定値以内であることを検出すると、その時点での点灯レベルを不揮発性メモリに記憶
する。
　ＬＥＤ点灯装置１００は、電力供給開始時に一時電力供給停止信号がない場合、電力供
給開始時に不揮発性メモリから読み出したＬＥＤの点灯制御方法でＬＥＤ点灯回路を点灯
制御する。
　例えば、「調光制御２」「入力電流制御方法１」参照。
【００５０】
　ＬＥＤ点灯装置１００は、合計のＬＥＤ点灯レベルを得る方法として、色温度の異なる
ＬＥＤ点灯部を２つ以上持ち、その組み合わせによって所定の明るさを得る。
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　例えば、「調光制御３」「入力電流制御方法１」参照。
【００５１】
　ＬＥＤ点灯装置１００は、合計のＬＥＤ点灯レベルを得る方法として、色温度の異なる
複数のＬＥＤ点灯部を同時に点灯させ、かつ直流電源回路の出力をＬＥＤ点灯部に応じて
可変とすることで、所定の明るさを得る。
　例えば、「調光制御４」「入力電流制御方法２」参照。
【００５２】
　ＬＥＤ点灯装置１００は、合計のＬＥＤ点灯レベルを得る方法として、異なるＬＥＤ点
灯部を同時に点灯させ、各々のＬＥＤ点灯部に接続されたトランジスタのコレクタ電流を
制御することによってＬＥＤ電流を制限し、所定の明るさを得る。
　例えば、「調光制御４」「入力電流制御方法３」参照。
【００５３】
　ＬＥＤ点灯装置１００は、合計のＬＥＤ点灯レベルを得る方法として、直流電源回路に
接続され交流電圧を生成するインバータ回路を持つ。
　ＬＥＤ点灯装置１００は、インバータ回路の発振周波数を制御する制御部とインバータ
回路部に接続された周波数特性を持つインピーダンス素子とによって各々のＬＥＤ点灯部
のＬＥＤ電流を可変とすることで、所定の明るさを得る。
　例えば、「入力電流制御方法４」参照。
【００５４】
　ＬＥＤ点灯装置１００は、合計のＬＥＤ点灯レベルを得る方法として、異なるＬＥＤ点
灯部を同時に点灯させ、各々のＬＥＤ点灯部に接続されたスイッチ素子のｏｎ／ｏｆｆ期
間を変化させ、ＬＥＤ電流を平均的に制限し、所定の明るさを得る。
　例えば、「入力電流制御方法５」参照。
【００５５】
　ＬＥＤ点灯装置１００は、合計のＬＥＤ点灯レベルを得る方法として、照度を白色ＬＥ
Ｄによって確保し、同時に点灯している赤色ＬＥＤの明るさを電源のオンオフ回数によっ
て可変させ、所定の明るさを得る。
　例えば、「調光制御２」参照。
【００５６】
　実施の形態２．
　色温度の異なる３色のＬＥＤを点灯させるＬＥＤ点灯装置１００（およびＬＥＤ照明器
具１０１）について説明する。
　以下、実施の形態１と異なる事項について説明する。説明を省略する事項については実
施の形態１と同様である。
【００５７】
＜三色ＬＥＤ点灯装置１＞
　図１３は、実施の形態２におけるＬＥＤ点灯装置１００の回路図Ａである。
　図１３に示すように、ＬＥＤ点灯装置１００は、白色ＬＥＤ点灯回路１２１と赤色ＬＥ
Ｄ点灯回路１２２との他に、緑色光を発光する複数の緑色ＬＥＤが光源として取り付けら
れる緑色ＬＥＤ点灯回路１２３を備える。
　オフオン時間判定方法、調光制御および入力電流制御方法は、実施の形態１で説明した
いずれでも構わない。
【００５８】
＜三色ＬＥＤ点灯装置２＞
　図１４は、実施の形態２におけるＬＥＤ点灯装置１００の回路図Ｂである。
　図１４に示すように、ＬＥＤ点灯装置１００は、緑色ＬＥＤ点灯回路１２３、フィード
バック回路１４７、電流検出回路１４８および変流器１４９を備える。
　変流器１４９は各ＬＥＤ点灯回路、電流検出回路１４８および整流回路１１１に接続し
、電流検出回路１４８は変流器１４９からの電流に基づいて各ＬＥＤ点灯回路に流れる電
流の総和（合計電流）を検出する。
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　フィードバック回路１４７は、電流検出回路１４８に接続し、電流検出回路１４８によ
り検出された各ＬＥＤ点灯回路の合計電流に基づいて各ＬＥＤ点灯回路の合計電流の変化
量を検出する。
　マイクロコンピュータ１１４は、フィードバック回路１４７に接続し、フィードバック
回路１４７により検出された各ＬＥＤ点灯回路の電流変化量に基づいて直流電源回路１１
２を制御する。これにより、マイクロコンピュータ１１４は、各ＬＥＤ点灯回路の合計電
流を一定に保つ。
　例えば、マイクロコンピュータ１１４は、直流電源回路１１２を制御することにより、
赤色ＬＥＤと緑色ＬＥＤとを調光制御すると共に、各ＬＥＤ点灯回路の合計電流を一定に
保つように白色ＬＥＤ点灯回路１２１の入力電流を調整する。
　各ＬＥＤ点灯回路の合計電流を一定に保つことにより、照明の照度を一定に保ちながら
照明の色温度を変化させることができる。
【００５９】
＜三色ＬＥＤ点灯装置３＞
　図１５は、実施の形態２におけるＬＥＤ点灯装置１００の回路図Ｃである。
　図１５に示すように、ＬＥＤ点灯装置１００は、赤色ＬＥＤ点灯回路１２２、緑色ＬＥ
Ｄ点灯回路１２３および青色ＬＥＤ点灯回路１２４を備える。
　図１６は、実施の形態２におけるＬＥＤ点灯装置１００（回路図Ｃ）の調光制御を示す
表である。
　マイクロコンピュータ１１４は、図１６に示すように、赤色ＬＥＤ、青色ＬＥＤおよび
緑色ＬＥＤの７通りの組み合わせで点灯するＬＥＤを切り替える。これにより、７通りの
色温度を得ることができる。
　なお、各色のＬＥＤの明るさを変更する（バランスを調整する）ことで、色温度を８通
り以上とすることもできる。
【００６０】
　実施の形態２において、例えば、以下のようなＬＥＤ点灯装置１００（およびＬＥＤ照
明器具１０１）について説明した。
【００６１】
　ＬＥＤ点灯装置１００は、合計のＬＥＤ点灯レベルを得る方法として、照度を白色ＬＥ
Ｄによって確保し、同時に点灯している赤色ＬＥＤ及び緑色ＬＥＤの明るさを電源のオン
オフ回数によって可変させ、所定の明るさを得る（「三色ＬＥＤ点灯装置１」参照）。
【００６２】
　ＬＥＤ点灯装置１００は、合計のＬＥＤ点灯レベルを得る方法として、照度を白色ＬＥ
Ｄによって確保し、同時に点灯している赤色ＬＥＤ及び緑色ＬＥＤの明るさを電源のオン
オフ回数によって可変させ、かつ照度一定となるように白色光源ＬＥＤの電流を制御し、
所定の明るさを得る（「三色ＬＥＤ点灯装置２」参照）。
【００６３】
　ＬＥＤ点灯装置１００は、合計のＬＥＤ点灯レベルを得る方法として、赤（Ｒ）、緑（
Ｇ）、青（Ｂ）のＬＥＤの明るさを電源のオンオフ回数によって可変させ、所定の明るさ
を得る（「三色ＬＥＤ点灯装置３」参照）。
【符号の説明】
【００６４】
　１００　ＬＥＤ点灯装置、１０１　ＬＥＤ照明器具、１０２　商用電源、１０３　電源
スイッチ、１０４　マイコン電源、１０５　ＬＥＤ、１１１　整流回路、１１２　直流電
源回路、１１３　電源同期回路、１１４　マイクロコンピュータ、１１５　不揮発性メモ
リ、１２１　白色ＬＥＤ点灯回路、１２２　赤色ＬＥＤ点灯回路、１２３　緑色ＬＥＤ点
灯回路、１２４　青色ＬＥＤ点灯回路、１３１　ＭＯＳ－ＦＥＴ、１３２　トランジスタ
、１４１　ＬＥＤ電流制御回路、１４２　制御回路、１４３　インバータ回路、１４４　
インピーダンス素子、１４５　整流回路、１４６　点滅ｏｎ／ｏｆｆ期間制御回路、１４
７　フィードバック回路、１４８　電流検出回路、１４９　変流器。
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【図１５】 【図１６】
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