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(57)【要約】
【課題】混光された光出力の所定の色温度を維持した状
態で、混光された光出力を調光制御により減少させるこ
とができる照明装置を提供することである。
【解決手段】実施形態の照明装置は、光源部と制御回路
とを備える。前記光源部は、第１光源と第２光源と第３
光源とを有する。前記第１光源は、所定の色温度を有す
る。前記第２光源は、前記第１光源と異なる色温度を有
する。前記第３光源は、前記第１光源および前記第２光
源と異なる色温度を有する。前記制御回路は、前記第１
、第２および第３光源の光出力をそれぞれ制御すること
により前記光源部の光出力を所定の色温度で制御すると
ともに、前記光源部の光出力が所定の色温度を維持した
状態で前記光源部の光出力を減少させる際に、前記第１
、第２または第３光源のいずれかが最小の光出力となる
場合の前記光源部の光出力を最小光出力とする。
【選択図】図１５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の色温度を有する第１光源と、前記第１光源と異なる色温度を有する第２光源と、
前記第１光源および前記第２光源と異なる色温度を有する第３光源と、を有する光源部と
、
　前記第１、第２および第３光源の光出力をそれぞれ制御することにより前記光源部の光
出力を所定の色温度で制御するとともに、前記光源部の光出力が所定の色温度を維持した
状態で前記光源部の光出力を減少させる際に、前記第１、第２または第３光源のいずれか
が最小の光出力となる場合の前記光源部の光出力を最小光出力とする制御回路と、
　を備えた照明装置。
【請求項２】
　前記制御回路は、前記光源部の光出力が所定の色温度を維持した状態で前記光源部の光
出力を減少させる際に、前記最小の光出力となる光源以外の光源の光出力の減少を停止さ
せる請求項１記載の照明装置。
【請求項３】
　前記制御回路は、前記第１、第２および第３光源のうちで最小の光出力となる光源の制
御可能な段階数に応じて、前記光源部を制御する請求項１記載の照明装置。
【請求項４】
　前記制御回路は、前記所定の色温度における、前記第１、第２および第３光源の光出力
の各最大値を前記制御可能な段階数に合わせて設定した光出力に基づいて、前記第１、第
２および第３光源の光出力を制御する請求項３記載の照明装置。
【請求項５】
　前記制御回路は、前記第１、第２および第３光源のうちで最小の光出力となる光源以外
の光源を前記制御可能な段階数よりも大きい所定の段階数に応じて制御する請求項３記載
の照明装置。
【請求項６】
　前記制御回路は、前記光源部の光出力を減少させる際に、前記最小の光出力となる光源
以外の光源の光出力を減少させる請求項１記載の照明装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　色温度の異なる複数種のＬＥＤなどの光源を点灯させ、それらの光出力を混光すること
により、混光された光出力の色温度を制御（調色制御または可変色制御）するとともに、
光源の光出力または混光された光出力を制御（調光制御）することができるように照明装
置を構成することができる。
【０００３】
　従来の発光色が異なる複数の発光ダイオードを備えてなる照明装置においては、均一の
発光色を得るために、色温度の異なる複数の発光素子を備える照明装置において、前記色
温度の異なる発光素子を隣接してなる組を複数形成し、該複数の組を配置していた。
【０００４】
　しかしながら、従来の複数の発光素子を実装した照明装置においては、混光された光出
力を調光制御により減少させた(調光度を深くした)場合、混光された光出力の所定の色温
度を一定にすることができない虞があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－１２９２１１号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、混光された光出力の所定の色温度を維持した状態で
、混光された光出力を調光制御により減少させることができる照明装置を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態の照明装置は、光源部と制御回路とを備える。前記光源部は、第１光源と第２
光源と第３光源とを有する。前記第１光源は、所定の色温度を有する。前記第２光源は、
前記第１光源と異なる色温度を有する。前記第３光源は、前記第１光源および前記第２光
源と異なる色温度を有する。前記制御回路は、前記第１、第２および第３光源の光出力を
それぞれ制御することにより前記光源部の光出力を所定の色温度で制御するとともに、前
記光源部の光出力が所定の色温度を維持した状態で前記光源部の光出力を減少させる際に
、前記第１、第２または第３光源のいずれかが最小の光出力となる場合の前記光源部の光
出力を最小光出力とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の照明装置によれば、混光された光出力の所定の色温度を維持した状態で、混光
された光出力を調光制御により減少させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施例１に係る照明装置を示す斜視図
【図２】同照明装置を示す前面側の分解斜視図
【図３】同照明装置を示す背面側の分解斜視図
【図４】同照明装置において、セードおよび光源部カバーを取外して示す平面図
【図５】同照明装置を示す背面側の斜視図
【図６】同照明装置を示す背面側の平面図
【図７】同照明装置において、セードおよびカバー部材を取外した状態を示す斜視図
【図８】同照明装置におけるセンター部材を示す斜視図
【図９】同照明装置におけるカバー部材の背面側を示す斜視図
【図１０】同照明装置を示す縦断面図
【図１１】光源部と点灯装置との位置関係を示す平面図
【図１２】同照明装置を天井面に取付けた状態を示す断面図
【図１３】図１２中、Ｂ部を示し、カバー部材を取付ける前の状態における拡大断面図
【図１４】図１２中、Ｂ部を示し、カバー部材を取付けた状態における拡大断面図
【図１５】同照明装置の点灯装置３の回路構成を示す構成図
【図１６】同照明装置の点灯装置３の白色光源点灯回路１０７の回路図
【図１７】実施例２に係る照明装置の点灯装置３の制御回路１１２の光源点灯制御サイク
ルの説明図
【図１８】実施例３に係る照明装置の点灯装置３の光センサ６の特性並びに実施例４に係
る照明装置の点灯装置３ａの光センサ６および６ａの特性を表す説明図
【図１９】実施例４に係る照明装置の点灯装置３ａの回路構成を示す構成図
【図２０】実施例１および実施例５に係る照明装置の点灯装置３の制御回路１１２の説明
図
【図２１】実施例１および実施例５に係る照明装置の点灯装置３の制御回路１１２の他の
説明図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　（第１の実施形態）第１の実施形態の照明装置は、所定の色温度を有する第１光源と；
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第１光源と異なる色温度を有する第２光源と；第１光源および第２光源と異なる色温度を
有する第３光源と；第１、第２および第３光源を有する光源部と；第１、第２および第３
光源の光出力をそれぞれ制御することにより光源部の光出力を所定の色温度で制御すると
ともに、光源部の光出力が所定の色温度を維持した状態で光源部の光出力を減少させる際
に、第１、第２または第３光源のいずれかが最小の光出力となる場合には、最小の光出力
となる光源以外の光源の光出力の減少を停止させる制御回路と；を持つ。
【００１１】
　（第２の実施形態）第２の実施形態の照明装置は、所定の色温度を有する第１光源と；
第１光源と異なる色温度を有する第２光源と；第１光源および第２光源と異なる色温度を
有する第３光源と；第１、第２および第３光源を有する光源部と；第１、第２および第３
光源の光出力をそれぞれ制御することにより光源部の光出力を所定の色温度で制御すると
ともに、光源部の光出力が所定の色温度を維持した状態で光源部の光出力を減少させる際
に、第１、第２または第３光源のいずれかが最小の光出力となる場合には、最小の光出力
となる光源以外の光源の光出力を減少させる制御回路と；を持つ。
【００１２】
　以下、実施形態の照明装置について図面を参照して説明する。
【実施例１】
【００１３】
　実施例１の照明装置は、所定の色温度を有する第１光源と；第１光源と異なる色温度を
有する第２光源と；第１光源および第２光源と異なる色温度を有する第３光源と；第１、
第２および第３光源を有する光源部と；第１、第２および第３光源の光出力をそれぞれ制
御することにより光源部の光出力を所定の色温度で制御するとともに、光源部の光出力が
所定の色温度を維持した状態で光源部の光出力を減少させる際に、第１、第２または第３
光源のいずれかが最小の光出力となる場合には、最小の光出力となる光源以外の光源の光
出力の減少を停止させる制御回路と；を持つ。
【００１４】
　以下、実施例１について図１ないし図１６、図２０および図２１を参照して説明する。
図１ないし図１４は、照明装置を示しており、各図においてリード線等による配線接続関
係は省略して示している。なお、同一部分には同一符号を付し、重複した説明は省略する
。
【００１５】
　本実施例１の照明装置は、器具取付面に設置された配線器具としての引掛けシーリング
ボディに取付けられて使用される一般住宅用のものであり、基板に実装された複数の発光
素子を有する光源から放射される光によって室内の照明を行うものである。
【００１６】
　図１ないし図５において、照明装置は、器具本体１と、光源部２と、点灯装置３と、セ
ンター部材４とを備えている。さらに、照明装置は、アダプタガイド５と、光センサ（第
１光センサ）６と、セード７と、カバー部材８と、間接光光源部９とを備えている。また
、器具取付面としての天井面Ｃに設置された引掛けシーリングボディＣｂに電気的かつ機
械的に接続されるアダプタＡを備えている（図１２参照）。さらに、リモコン送信機Ｒｃ
を備えている。このような照明装置は、丸形の円形状の外観に形成され、前面側を光の照
射面とし、背面側を天井面Ｃへの取付面としている。
【００１７】
　図２ないし図５に示すように、本体１は、冷間圧延鋼板等の金属材料の平板から円形状
に形成されたシャーシであり、略中央部に、後述するアダプタガイド５が配置される円形
状の開口１１が形成されている。この開口１１は、円形状の一部が外方に突出してアダプ
タガイド５の外形と略等しい形状に形成されている。
【００１８】
　開口１１の外周側には、四角形状で角部がＲ形状をなし、背面側へ突出した突出部１２
が形成されている。また、この突出部１２の外周側には、前面側へ突出した円形環状の突
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出部１３が形成されている。さらに、この突出部１３の外周側には、突出部１３と半径方
向に連続するように背面側に突出、換言すれば、前面側に凹部を形成する円形環状の突出
部１４が形成されている。
【００１９】
　突出部１４によって形成される凹部には、セード７が着脱可能に取付けられるセード受
金具７５が配置されている。これら突出部１２、１３、１４は、主としてシャーシに取付
けられる部材の取付部として機能し、また、シャーシの強度を補強する機能や放熱面積を
増加する機能を有している。
【００２０】
　なお、本体１は、本実施形態においては、シャーシが該当するが、ケース、反射板やベ
ースと指称されるものであってもよい。一般的には、光源部２が直接的又は間接的に配設
される部材や部分を意味しており、格別限定的に解釈されるものではない。
【００２１】
　光源部２は、図２、図４および図１２に示すように、基板２１と、この基板２１に実装
された複数の発光素子２２とを備えている。基板２１は、所定の幅寸法を有した円弧状の
４枚の基板２１が繋ぎ合わされるように配設されて全体として略サークル状に形成されて
いる。つまり、全体として略サークル状に形成された基板２１は、４枚の分割された基板
２１から構成されている。
【００２２】
　なお、光源部２を構成する光源は、その種類を問わない。例えば、蛍光ランプ、ＨＩＤ
ランプ、前述のＬＥＤとしての発光素子２２、ＥＬ（有機、無機）および電界放出形ラン
プなどどのようなランプであってもよい。また、その種類は、色温度がほぼ同じであれば
同一種および異種の組み合わせのいずれであってもよい。
【００２３】
　このように分割された基板２１を用いることにより、基板２１の分割部で熱的収縮を吸
収して基板２１の変形を抑制することができる。なお、複数に分割された基板２１を用い
ることが好ましいが、略サークル状に一体的に形成された一枚の基板を用いるようにして
もよい。
【００２４】
　基板２１は、絶縁材であるガラスエポキシ樹脂（ＦＲ－４）の平板からなり、表面側に
は銅箔によって配線パターンが形成されている。発光素子２２は、この配線パターンに電
気的に接続されるようになっている。また、配線パターンの上、つまり、基板２１の表面
には反射層として作用する白色のレジスト層が施されている。
【００２５】
　なお、基板２１の材料は、絶縁材とする場合には、セラミックス材料又は合成樹脂材料
を適用できる。さらに、金属製とする場合は、アルミニウム等の熱伝導性が良好で放熱性
に優れたべース板の一面に絶縁層が積層された金属製のべース基板を適用できる。
【００２６】
　発光素子２２は、ＬＥＤであり、表面実装型のＬＥＤパッケージである。このＬＥＤパ
ッケージが複数個サークル状の基板２１の周方向に沿って、複数列、本実施形態では、半
径の異なる略同心円の周上に３列に亘って実装されている。つまり、内周側の列、外周側
の列および、これら内周側の列と外周側の列との中間の列に亘って実装されている。
【００２７】
　ＬＥＤパッケージは、概略的にはセラミックスや合成樹脂で形成されたキャビティに配
設されたＬＥＤチップと、このＬＥＤチップを封止するエポキシ系樹脂やシリコーン樹脂
等のモールド用の透光性樹脂とから構成されている。
【００２８】
　内周側の列および外周側の列に実装されている発光素子２２には、発光色が昼白色の発
光素子２２Ｎと電球色の発光素子２２Ｌとが用いられており、これらが円周上に略等間隔
を空けて交互に並べられて配設されている。ＬＥＤチップは、青色光を発光するＬＥＤチ
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ップである。透光性樹脂には、蛍光体が混入されており、昼白色、電球色の白色系の光を
出射できるようにするために、主として青色光とは補色の関係にある黄色系の光を放射す
る黄色蛍光体が使用されている。
【００２９】
　中間の列に実装されている発光素子２２には、赤色、緑色、青色をそれぞれ発光する発
光素子２２Ｒ、発光素子２２Ｇ、発光素子２２Ｂが用いられている。したがって、ＬＥＤ
チップは、それぞれ赤色、緑色、青色の光に発光するＬＥＤチップであり、これらＬＥＤ
チップがモールド用の透光性樹脂によって封止されている。
【００３０】
　これら赤色、緑色、青色に発光する発光素子２２Ｒ、発光素子２２Ｇ、発光素子２２Ｂ
は、円周上に順次、赤色、緑色、青色と連続的に略等間隔を空けて配置されている。発光
素子２２Ｒ、発光素子２２Ｇ、発光素子２２Ｂは基板２１上において必ずしも同一円周上
に配置されなくとも良い。すなわち、異なる半径の円周上に連続的に略等間隔を空けて配
置されてもよい。
【００３１】
　なお、発光素子２２Ｒ、発光素子２２Ｇ、発光素子２２Ｂの配列は、特定されず順不同
でよく、例えば、発光素子２２Ｂ、発光素子２２Ｒ、発光素子２２Ｇの順に配列してもよ
い。また、隣接する発光素子２２は、異なる発光色のものを配置するのが好ましいが、格
別限定されるものではない。一例としては、発光素子２２Ｒ、発光素子２２Ｒ、発光素子
２２Ｇ、発光素子２２Ｇ、発光素子２２Ｂ、発光素子２２Ｂのように同色を２個ずつ連続
的に配置することも可能である。
【００３２】
　このように半径の異なる略同心円周上に列をなして複数の発光素子２２Ｎおよび発光素
子２２Ｌが配設され、前記円と略中心を同じくする円周上であって、発光素子２２Ｎおよ
び発光素子２２Ｌの列間に列をなして複数の発光素子２２Ｒ、発光素子２２Ｇ、発光素子
２２Ｂが配設されている。
【００３３】
　したがって、発光色の異なる複数の発光素子２２、すなわち、発光素子２２Ｎ、発光素
子２２Ｌ、発光素子２２Ｒ、発光素子２２Ｇ、発光素子２２Ｂが配設されているので、こ
れらが混光されることにより表現可能な光色の範囲が広く、発光素子２２の出力を調整す
ることにより光色を適宜調色することが可能となる。
【００３４】
　なお、主として図４に示すように、特定の基板２１ａ（図１６中、右上側）には、補助
光源、例えば常夜灯用の発光素子２２ａが光源部２を構成する発光素子２２と同一基板に
実装されている。発光素子２２ａは、光源部２を構成する発光素子２２の内周側に配置さ
れており、サークル状に実装された光源部２を構成する発光素子２２Ｌと同じ仕様の発光
素子が用いられている。
【００３５】
　さらに、特定の基板２１ａには、リモコン信号受光部（信号入力部）２５及びチャンネ
ル設定スイッチ２６が実装されている。リモコン信号受光部２５は、赤外線受光素子であ
り、光電変換素子であるフォトダイオード等から構成されており、リモコン送信器Ｒｃか
ら送信される赤外線制御信号を受信して発光素子２２の発光状態を制御するように動作す
る。
【００３６】
　チャンネル設定スイッチ２６は、リモコン送信器Ｒｃから送信される信号が送信可能な
範囲内に複数の照明装置が設置されている場合に、照明装置を識別可能にリモコン信号受
光部２５のチャンネルを切換えるチャンネル設定スイッチである。したがって、このスイ
ッチ２６の設定とリモコン送信器Ｒｃに設けられているチャンネル設定スイッチとの設定
が一致している場合にのみ、リモコン送信器Ｒｃの操作により特定の照明装置を制御でき
、複数の照明装置が同時に操作されることが防止される。
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【００３７】
　このように光源部２を構成する発光素子２２が実装された基板２１と同一基板に、補助
光源としての発光素子２２ａ及びリモコン信号受光部２５、さらには、チャンネル設定ス
イッチ２６を実装するようにしたので、リード線等を省略又はその配線長を短くすること
が可能で、配線接続関係を簡素化できる。
【００３８】
　仮に、補助光源としての発光素子２２ａやリモコン信号受光部２５を光源部２を構成す
る発光素子２２が実装された基板２１とは別の基板に実装する場合には、リード線等によ
って配線接続関係を構成する必要があり、構成が複雑化する可能性がある。
【００３９】
　また、これら補助光源としての発光素子２２ａ、リモコン信号受光部２５及びチャンネ
ル設定スイッチ２６は、光源部２を構成する発光素子２２の内周側に配置されているので
、外周側に配置される場合に比し、実装領域をコンパクトに形成することができる。
【００４０】
　ところで、光源部２を構成する発光素子２２が実装された基板２１と同一基板には、後
述する光センサ６は実装されていない。光センサ６は、別の基板に実装されて構成されて
いる。その理由は、光センサ６は、周囲の明るさを検知して発光素子２２の発光状態を自
動的に制御する機能を有しているが、この機能を備えている照明装置と、この機能を備え
ていない照明装置との２つのタイプの照明装置の提供を実現しやすくするためである。
【００４１】
　つまり、発光状態を自動的に制御する機能を備えていない照明装置を展開する場合には
、光センサ６を容易に省略して実現することが可能となる。
【００４２】
　また、補助光源としての発光素子２２ａは、光源部２を構成する発光素子２２とは別に
独立して調光可能となっている。したがって、使用者が所望の明るさに調整して常夜灯と
して点灯させることができる。
【００４３】
　なお、ＬＥＤは、ＬＥＤチップを直接基板２１に実装するようにしてもよく、また、砲
弾型のＬＥＤを実装するようにしてもよく、実装方式や形式は、格別限定されるものでは
ない。
【００４４】
　このように構成された光源部２は、図４、図１０および図１２に代表して示すように、
基板２１が本体１の開口１１の周囲に位置して、発光素子２２の実装面が前面側、すなわ
ち、下方の照射方向に向けられて配設されている。また、基板２１の裏面側が本体１の内
面側に密着するように例えば、ねじ等の固定手段によって取付けられている。したがって
、基板２１は、本体１と熱的に結合され、基板２１からの熱が裏面側から本体１に伝導さ
れ放熱されるようになっている。
【００４５】
　図２、図１０および図１２に示すように、光源部２の前面側には、光源部カバー２５が
配設されている。光源部カバー２５は、例えば、ポリカーボネートやアクリル樹脂等の絶
縁性を有する透明合成樹脂からなり、前記発光素子２２の配置に沿って略サークル状に一
体的に形成されていて、発光素子２２を含めて基板２１の全面を覆うように配設されてい
る。
【００４６】
　したがって、発光素子２２から出射される光は、光源部カバー２５を透過するようにな
る。また、基板２１の全面を覆うようになっているので、充電部が光源部カバー２５によ
って覆われ絶縁性が確保される。
【００４７】
　点灯装置３は、図３、図１０、図１１および図１２に代表して示すように、回路基板３
１と、この回路基板３１に実装されたトランス、コンデンサ、制御用ＩＣ（例えば、ＤＳ
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Ｐ（Digital Signal Processor）やＭＰＵ（Micro-Processing Unit））等の回路部品３
２とを備えている。回路基板３１は、中央部の周囲を囲むように板状に形成されていて、
その表面側に回路部品３２が実装されている。
【００４８】
　回路基板３２には、アダプタＡ側が電気的に接続されて、アダプタＡを介して外部電源
としての商用交流電源に接続される。したがって、点灯装置３は、この交流電源を受けて
直流出力を生成し、リード線を介してその直流出力を発光素子２２に供給し、発光素子２
２を点灯制御するようになっている。
【００４９】
　このような点灯装置３は、点灯装置カバー３５に取付けられ覆われて、本体１の背面側
に配置されるようになる。この場合、回路基板３１は、回路部品３２が前面側（図示上、
下方側）に向けられて取付けられる。
【００５０】
　点灯装置カバー３５は、冷間圧延鋼板等の金属材料によって略四角形の短筒状に形成さ
れ、側壁３５ａは、前面側に向かって拡開するように傾斜状をなしており、背面壁３５ｂ
の中央部には、開口３５ｃが形成されている。
【００５１】
　この点灯装置カバー３５は、図３、図５、図１０および図１２に示すように、前面側の
フランジがシャーシの突出部１２に載置され、ねじ止めされて取付けられる。
【００５２】
　センター部材４は、図２、図４、図８、図１０および図１２の参照を加えて示すように
、ＰＢＴ樹脂等の合成樹脂材料で作られ、略短円筒状に形成されており、中央部に引掛け
シーリングボディＣｂに対向する開口４１を有している。また、開口４１の周囲には、環
状の空間部４２が形成されていて、この空間部４２には、後述する光センサ６が配設され
るようになっている。
【００５３】
　さらに、センター部材４の前面壁には、光センサ６の受光部と対向する受光窓４３およ
び複数の鍵状の係合孔４４が形成されている。さらにまた、前面壁の外周縁部には、前面
側へ突出する複数の係合突起４５が形成されている。なお、前記受光窓４３は、前面壁か
ら内側に向かって延出する円筒状の案内筒４６の前面端に形成されるようになっている（
図１３および図１４参照）。
【００５４】
　このように構成されたセンター部材４は、主として図１２に示すように、背面側のフラ
ンジが光源部カバー２５を介してシャーシにねじ止めされて取付けられている。なお、セ
ンター部材４は、シャーシに直接的又は間接的に取付けることができ、その具体的な取付
構成が限定されるものではない。
【００５５】
　アダプタガイド５は、アダプタＡが挿通し係合する部材である。アダプタガイド５は、
図３、図１０および図１２に示すように、略円筒状に形成され、中央部には、アダプタＡ
が挿通し、係合する係合口５１が設けられている。このアダプタガイド５は、本体１の中
央部に形成された開口１１に対応して配設されている。
【００５６】
　光センサ６は、図１４および図１５に示すように、照度センサであり、フォトダイオー
ド等のセンサ素子からなっていて、周囲の明るさを検知して検出信号を出力するように動
作する。これにより、周囲が明るい場合には、光源部２、すなわち、発光素子２２を調光
して点灯するように制御する。
【００５７】
　光センサ６は、基板６１に実装され、その受光部が受光窓４３に対向するようにセンタ
ー部材４の空間部４２内に配設され取付けられている。より詳しくは、基板６１がセンタ
ー部材４のボスにねじ止めされ、光センサ６が案内筒４６に収容され、その受光部が受光
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窓４３に対向するように配設される。
【００５８】
　セード７は、アクリル樹脂等の透光性を有し、乳白色を呈する拡散性を備えた材料から
略円形状に形成されており、中央部には円形状の開口７１が形成されている。また、セー
ド７の外周部には、セード化粧枠７ａが取付けられていて、このセード化粧枠７ａは、ア
クリル樹脂等からなる透明材料から形成されている。
【００５９】
　そして、セード７は、光源部２を含めた本体１の前面側を覆うように本体１の外周縁部
に着脱可能に取付けられるようになっている。具体的には、セード７を回動することによ
って、セード７に設けられたセード取付金具７４を、本体１の突出部１４によって形成さ
れた凹部に設けられたセード受金具７５に係合することにより取付けられる。
【００６０】
　また、セード７を取外す場合には、セード７を取付時とは反対方向に回動して、セード
取付金具７４とセード受金具７５との係合を解くことにより、取外すことができる。
【００６１】
　カバー部材８は、図２、図７、図９、図１０および図１２、に示すように、透明のアク
リル樹脂等の材料から円形状に形成されている。このカバー部材８は、セード７の開口７
１に対応し、センター部材４の前面壁に取付けられて、センター部材４の開口４１を覆っ
て閉塞するように配設される。
【００６２】
　カバー部材８には、光センサ６の受光窓４３と対向する円形状の透過部８１が形成され
ているとともに、背面側にはセンター部材４の前面壁に形成された複数の鍵状の係合孔４
４と対向する複数のＬ字状の係合突起８２が形成されている。
【００６３】
　なお、カバー部材８の前面側には、少なくとも透過部８１を残して不透光性のフィルム
材等を貼着することが望ましい。
【００６４】
　間接光光源部９は、本体１の背面側に設けられていて、主として天井面を明るく照らす
機能を有している。図３、図５、図１０および図１２に示すように、間接光光源部９は、
基板９１と、この基板９１に実装された複数の発光素子９２とを備えている。
【００６５】
　この発光素子９２が実装された基板９１が前記点灯装置カバー３５の側壁３５ａにおけ
る４箇所に取付けられている。また、これら基板９１は、箱状の透光性のカバー９３に覆
われるようになっている。
【００６６】
　発光素子９２は、前記光源部２と同様に、ＬＥＤであり、表面実装型のＬＥＤパッケー
ジである。そして、発光素子９２は、点灯装置３に接続されて点灯制御されるようになっ
ている。なお、発光色は、昼白色、昼光色、電球色、赤色、緑色若しくは青色、またはこ
れらの組み合わせとすることができる。
【００６７】
　なお、基板９１は、斜め上方に向けられることが好ましいが、例えば、垂直方向や水平
方向に向けられる場合であってもよい。垂直方向に向けられる場合は、発光素子９２から
出射される光は、主として水平方向に照射されるが、配光範囲の広がりにより、一部の光
は天井面へ照射されるようになる。また、水平方向に向けられる場合は、発光素子９２か
ら出射される光は、主として垂直方向に照射され、天井面へ照射されるようになる。
【００６８】
　さらに、間接光光源部９は、本体１の背面側に配設できれば、必ずしも点灯装置カバー
３５に取付けられる必要はない。他の部材や部分に取付けられる場合であってもよい。
【００６９】
　このように光源部２における光源として発光素子２２を用いた場合、発光素子２２から
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出射される光は指向性が強いため、配光範囲が狭くなる傾向となるが、本実施形態のよう
に本体１の背面側に間接光光源部９を設けることによって、空間の明るさ感を向上させる
ことができる。したがって、間接光光源部９を設けることは、光源部２の光源を発光素子
２２とした場合に有効な手段となる。さらに、これら光源部２及び間接光光源部９は、周
囲の明るさを検知して検出信号を出力する光センサ６によって、その点灯状態が制御され
る。
【００７０】
　弾性部材１０は、前記複数の各間接光光源部９の取付位置に対応して、その近傍に取付
けられている。弾性部材１０は、照明装置が器具取付面としての天井面Ｃに取付けられた
状態において、天井面Ｃとの間に介在するように配設される部材である（図１２参照）。
【００７１】
　具体的には、弾性部材１０は、ステンレス鋼等の材料からなる金属製のばね部材であり
、点灯装置カバー３５の背面側に各間接光光源部９の取付位置に対応して取付けられてい
る。弾性部材１０は、横長の長方形状の板ばねを折曲して形成されており、中央部に固定
部１０ａを有していて、この固定部１０ａの両側から斜め上方（背面側）へ向かって拡開
するように延出部１０ｂが形成されて、その先端側には、四角形状をなした当接部１０ｃ
が形成されている。
【００７２】
　また、固定部１０ａには、ねじ貫通孔が形成されており、このねじ貫通孔を貫通して、
点灯装置カバー３５の背面側にねじ込まれる取付ねじによって、弾性部材１０は、点灯装
置カバー３５の背面側に固定される。
【００７３】
　このような弾性部材１０は、複数個、すなわち、４個とも同一形態であり、かつ同一の
弾性力を有するものが用いられている。
【００７４】
　弾性部材１０の固定状態においては、図１０に代表して示すように、点灯装置カバー３
５の背面側に配設された弾性部材１０は、固定部１０ａを支点として前面側方向（図示矢
印方向）にばね作用を伴って弾性変形可能となっている。また、主として図６に示すよう
に、延出部１０ｂの延出方向、換言すれば、弾性部材１０の長手方向は、間接光光源部９
の長手方向と一致して両者が並設されるように配置される。したがって、弾性部材１０が
間接光光源部９から出射される光の障害物として作用することを回避することができる。
【００７５】
　なお、当接部１０ｃには、スポンジやシリコーンゴム等の滑り止め部を接着等によって
設けるようにしてもよい。当接部１０ｃとは、天井面Ｃに直接的又は間接的に当接される
部分を意味している。
【００７６】
　加えて、弾性部材１０は、照明装置が器具取付面としての天井面Ｃに取付けられた状態
において、天井面Ｃとの間に弾性的に介在するように配設される部材であればよく、例え
ば、スポンジやシリコーンゴム等の弾性変形可能な材料を適用することが可能である。但
し、熱的な耐久性を考慮した場合には、金属やシリコーンゴム等の材料を適用することが
望ましい。
【００７７】
　アダプタＡは、図１２に示すように、天井面Ｃに設置された引掛けシーリングボディＣ
ｂに、上面側に設けられた引掛刃によって電気的かつ機械的に接続されるもので略円筒状
をなし、周壁の両側には一対の係止部Ａ１が、内蔵されたスプリングによって常時外周側
へ突出するように設けられている。この係止部Ａ１は下面側に設けられたレバーを操作す
ることにより没入するようになっている。また、このアダプタＡからは、前記点灯装置３
へ接続する電源コードが導出されていて、点灯装置３とコネクタを介して接続されるよう
になっている。
【００７８】
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　図４、図１０及び図１１を参照して光源部２と点灯装置３との配置関係について説明す
る。なお、図１１は、光源部２と点灯装置３との位置関係を平面的に示した説明図である
。
【００７９】
　光源部２は、略サークル状の基板２１の周上に複数の発光素子２２が実装されて構成さ
れている。そして、この基板２１は、裏面側が本体１に熱的に結合されて取付けられてい
る。したがって、この複数の発光素子２２は、取付部５の周囲に配設されていて、具体的
には、主として図４及び図１１に示すように、平面視、取付部５の周囲を囲むように配設
されている。
【００８０】
　一方、点灯装置３は、図１０に示すように、本体１の背面側に配設されており、光源部
２とは、背面方向に離間距離ｄを空けて点灯装置カバー３５に取付けられている。さらに
、回路部品３２は、回路基板３１の切欠き部３１ａを挿通する取付部５の周囲を囲むよう
に配設されているとともに、図１１に示すように、周上に並べられた複数の発光素子２２
の内側に位置するようになっている。
【００８１】
　また、取付部５の近傍には、回路部品３２のうち、比較的発熱量が大きな発熱部品３２
Ｈが配置されるようになる。
【００８２】
　したがって、光源部２における発光素子２２と点灯装置３における回路部品３２とは、
背面方向に離間距離ｄを空けて位置され、また、回路部品３２は、発光素子２２の内側に
位置されている。つまり、発光素子２２と回路部品３２とは、垂直方向（前背方向）及び
水平方向（半径方向）の双方について、ずれて配置されていることとなる。また、回路部
品３２のうち、発熱部品３２Ｈは、発光素子２２から遠ざけられて配置されるようになる
。
【００８３】
　このため、発光素子２２と回路部品３２とは、熱的に分離されるような配置となり、発
光素子２２と回路部品３２とから発生する熱の相互の熱的干渉を抑制することができる。
【００８４】
　また、発光素子２２及び回路部品３２は、取付部５を中心とする周囲に配設されている
のでコンパクトに構成することが可能となる。さらに、点灯装置３は、本体１の背面側に
配設されているので、光源部２から出射される光の範囲を狭めることなく、所定の配光範
囲を確保することが可能となる。
【００８５】
　次に、セード７の取付工程ついて図６ないし図９を参照して説明する。まず、図７に示
すように、セード７を本体１側に取付ける。これは、セード７の外周縁を本体１の外周縁
に合わせて回動し、セード７に設けられたセード取付金具７４を本体１に設けられたセー
ド受金具７５に係合することにより行うことができる。
【００８６】
　セード７の開口縁部Ｅとセンター部材４に形成された光センサ６の受光窓４３との位置
関係を図１３および図１４を参照して説明する。
【００８７】
　図１３に示すように、セード７を本体１に取付けた状態、すなわち、カバー部材８を取
付ける前の状態においては、セード７の開口縁部Ｅは、センター部材４の前面より前面側
に位置し、光センサ６の受光窓４３より前面側に位置している。
【００８８】
　この状態から図１４に示すように、カバー部材８を取付けることにより、セード７の開
口縁部Ｅは、センター部材４の前面より背面側に位置される。具体的には、セード７の開
口縁部Ｅは、光センサ６の受光窓４３より背面側へ位置するようになる。
【００８９】
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　図１３に示すように、仮に、セード７の開口縁部Ｅが光センサ６の受光窓４３より前面
側に位置する場合には、光源部２から出射され、セード７によって拡散又は導光された光
が受光窓４３から入射し、光センサ６に影響する可能性がある。
【００９０】
　しかしながら、図１４に示すように、セード７の開口縁部Ｅをセンター部材４の前面よ
り背面側に位置させ、光センサ６の受光窓４３より背面側へ位置させることにより、光源
部２からの光が光センサ６に影響するのを抑制することが可能となる。
【００９１】
　次に、照明装置の天井面Ｃへの取付状態について図１２を参照して説明する。まず、予
め天井面Ｃに設置されている引掛けシーリングボディＣｂにアダプタＡを電気的かつ機械
的に接続する。照明装置のカバー部材８を取外した状態において、アダプタガイドの係合
口５１をアダプタＡに合わせながら、アダプタＡの係止部Ａ１がアダプタガイドの係合口
５１に確実に係合するまで器具本体１を照明装置取付用ばね部材１０の弾性力に抗して下
方から手で押し上げて取付け操作を行う。
【００９２】
　次いで、カバー部材８を取付け、引掛けシーリングボディＣｂに対向するセンター部材
４の中央部の開口４１を覆って閉塞する。
【００９３】
　この状態においては、弾性部材１０が弾性変形して、当接部１０ｃが天井面Ｃに弾性的
に当接している。そして、当接部１０ｃは、天井面Ｃに略平面的に平行又は先端部が少し
ばかり鉛直方向に向かうように当接することが可能となる。
【００９４】
　したがって、弾性部材１０が器具本体１の背面側である点灯装置カバー３５の背面側と
天井面Ｃとの間に、圧縮方向の弾性変形を伴って介在され、照明装置本体１は、弾性部材
１０のばね作用によって天井面Ｃに確実に保持されて取付けられた状態となる。
【００９５】
　照明装置の天井面Ｃへの取付状態において、点灯装置３に電力が供給されると、光源部
２における基板２１を介して発光素子２２に通電され、各発光素子２２が点灯する。発光
素子２２から前面側へ出射された光は、光源部カバー２５を透過し、セード７によって拡
散され透過して外方へ照射される。したがって、所定の配光範囲で下方が照明されるよう
になる。
【００９６】
　次に、実施例１の照明装置の点灯装置３の回路構成および動作について説明する。
【００９７】
　実施例１の照明装置の点灯装置３の回路構成について図面を参照して説明する。図１５
は実施例１の照明装置の点灯装置３の回路構成を示す構成図、図１６は、実施例１の白色
光源点灯回路１０７の回路図である。また、同一部分には同一符号を付し、重複した説明
は省略する。
【００９８】
　実施例１の点灯装置３は、電源回路１００、赤色光源点灯回路１０４、緑色光源点灯回
路１０５、青色光源点灯回路１０６、白色光源点灯回路１０７、電球色光源点灯回路１０
８、間接光光源点灯回路１０９、光センサ６、リモコン信号受光部２５並びに制御回路１
１２としての第１制御回路１１０および第２制御回路１１１を有している。なお、図１５
においては、補助光源としての発光素子２２ａおよび発光素子２２ａを点灯制御する点灯
回路の記載を省略している。
【００９９】
　電源回路１００は、スイッチＳＷを介して外部電源に接続され、外部電源が交流電源で
ある場合には、交流電力を直流電力に変換する。スイッチＳＷは、より具体的には建物の
壁等に設けられる壁スイッチ等である。電源回路１００は、ダイオードを用いた整流器お
よび整流器の出力側に整流器に対して並列に接続される平滑コンデンサ等を有する一般的
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な回路構成を備えている。また、電源回路１００は、力率改善回路１０１および電源監視
回路１０２を有しており、力率改善回路１０１は一般的な回路構成を備えている。電源監
視回路１０２は、外部電源から電源回路１００への電源供給状態を監視する。より具体的
にはスイッチＳＷのオンまたはオフ状態、オフ状態からオン状態への切り替え時間を検出
する。電源監視回路１０２は、検出結果を後述する制御回路１１２に送出する。
【０１００】
　電源回路１００には、制御回路用電源回路１０３、赤色光源点灯回路１０４、緑色光源
点灯回路１０５、青色光源点灯回路１０６、白色光源点灯回路１０７、電球色光源点灯回
路１０８および間接光光源点灯回路１０９がそれぞれ接続される。制御回路用電源回路１
０３、赤色光源点灯回路１０４、緑色光源点灯回路１０５、青色光源点灯回路１０６、白
色光源点灯回路１０７、電球色光源点灯回路１０８および間接光光源点灯回路１０９は、
電源回路１００よりそれぞれ直流電力の供給を受ける。
【０１０１】
　制御回路用電源回路１０３は、後述する制御回路１１２としての第１制御回路１１０お
よび第２制御回路１１１に電源を供給する。
【０１０２】
　赤色光源点灯回路１０４には、例えばピーク波長６２０～６４０ｎｍ、半値幅１０～３
０ｎｍの赤色光を発光する発光素子２２Ｒが接続される。発光素子２２Ｒは、赤色光源点
灯回路１０４により点灯される。
【０１０３】
　緑色光源点灯回路１０５には、例えばピーク波長５１０～５３０ｎｍ、半値幅４０～６
０ｎｍの緑色光を発光する発光素子２２Ｇが接続される。発光素子２２Ｇは、緑色光源点
灯回路１０５により点灯される。
【０１０４】
　青色光源点灯回路１０６には、例えばピーク波長４４０～４７０ｎｍ、半値幅１０～３
０ｎｍの青色光を発光する発光素子２２Ｂが接続される。発光素子２２Ｂは、青色光源点
灯回路１０６により点灯される。
【０１０５】
　白色光源点灯回路１０７には、例えば相関色温度が４６００～７１００Ｋ程度で、ピー
ク波長４４０～４７０ｎｍ、半値幅１０～３０ｎｍの青色光によって励起され、ピーク波
長５００～６００ｎｍ、半値幅１００～２００ｎｍの白色光を発光する発光素子２２Ｎが
接続される。発光素子２２Ｎは、白色光源点灯回路１０７により点灯される。
【０１０６】
　電球色光源点灯回路１０８には、例えば相関色温度が２５００～３２００Ｋ程度で、ピ
ーク波長４４０～４７０ｎｍ、半値幅１０～３０ｎｍの青色光によって励起され、ピーク
波長５５０～６５０ｎｍ、半値幅１００～２００ｎｍの電球色光を発光する発光素子２２
Ｌが接続される。発光素子２２Ｌは、電球色光源点灯回路１０８により点灯される。
【０１０７】
　間接光光源点灯回路１０９には、例えば相関色温度が２５００～３２００Ｋ程度で、ピ
ーク波長４４０～４７０ｎｍ、半値幅１０～３０ｎｍの青色光によって励起され、ピーク
波長５５０～６５０ｎｍ、半値幅１００～２００ｎｍの電球色光を発光する発光素子９２
が接続される。発光素子９２は、間接光光源点灯回路１０９により点灯される。
【０１０８】
　発光素子２２Ｒ、２２Ｇ、２２Ｂ、２２Ｎ、２２Ｌ、９２の色温度は、単体の光源によ
り得てもよいし、色度の異なる複数の光源の発光を加法混光して得るようにしてもよい。
複数の光源を用いて所定色温度を得る場合、その種類は同種および異種の組み合わせのい
ずれであってもよい。また、発光素子２２Ｒ、２２Ｇ、２２Ｂ、２２Ｎ、２２Ｌ、９２は
、その数が特段限定されないので、１個および任意の複数個のいずれかを適宜用いること
ができる。そして、それぞれの発光素子２２Ｒ、２２Ｇ、２２Ｂ、２２Ｎ、２２Ｌ、９２
の数が等しくてもよいし、等しくなくてもよい。なお、図示の実施形態においては同一色
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温度の複数のＬＥＤを例えば直列接続して用いている。
【０１０９】
　なお、発光素子２２Ｎ、２２Ｌ、９２は、第１光源部２ａを構成し、発光素子２２Ｒ、
２２Ｇ、２２Ｂは、第２光源部２ｂを構成している。よって、光源部２は、第１光源部２
ａおよび第２光源部２ｂにより構成される。
【０１１０】
　赤色光源点灯回路１０４、緑色光源点灯回路１０５、青色光源点灯回路１０６、白色光
源点灯回路１０７、電球色光源点灯回路１０８および間接光光源点灯回路１０９の具体的
な回路方式は、本実施例において特段限定されず、光源の種類に応じた適当な回路を採用
することができる。本実施例において、光源部２に発光素子２２および９２を用いている
ため、赤色光源点灯回路１０４、緑色光源点灯回路１０５、青色光源点灯回路１０６、白
色光源点灯回路１０７、電球色光源点灯回路１０８および間接光光源点灯回路１０９には
、直流点灯方式を用いることができ、より具体的にはＤＣ－ＤＣコンバータ、例えば降圧
チョッパを定電流制御する回路構成を採用することができる。この回路構成により、回路
効率が高くなるとともに、制御が容易になる等の利点がある。
【０１１１】
　降圧チョッパを定電流制御する回路構成は、例えば図１５における白色光源点灯回路１
０７を例として説明すれば、図１６に示すように出力コンデンサＣ、インダクタＬおよび
スイッチング素子Ｑの直列回路を電源回路１００の出力端間に接続して、スイッチング素
子Ｑのオン時に電源回路１００から直線的に増加する増加電流を流してインダクタＬに電
磁エネルギーを蓄積する。そして、ダイオードＤおよび出力コンデンサＣの直列部分をイ
ンダクタＬに並列接続して閉回路を形成し、スイッチング素子Ｑのオフ時にこの閉回路に
直線的に減少する減少電流をインダクタＬから流出させる。以上説明したインダクタＬへ
の電磁エネルギーの蓄積と流出を繰り返すことで出力コンデンサＣの両端間に降圧された
直流電圧を出力する。降圧チョッパの出力端となる出力コンデンサＣの両端に発光素子２
２Ｎが並列に接続される。
【０１１２】
　白色光源点灯回路１０７には、スイッチング素子Ｑ、インダクタＬおよび出力コンデン
サＣの直列回路に流れる増加電流およびインダクタＬ、出力コンデンサＣおよびダイオー
ドＤの閉回路の減少電流がともに流れる回路部分に検出回路１０７ａが直列に挿入されて
いて、電流値が検出される。また、検出回路１０７ａは、出力コンデンサＣの端子電圧を
検出できるように構成されている。検出回路１０７ａの検出値は制御回路１１２に入力さ
れ、検出回路１０７ａから入力される検出値に基づいて制御回路１１２はスイッチング素
子Ｑを制御する。なお、制御回路１１２は制御回路用電源回路１０３により電源を供給さ
れている。
【０１１３】
　制御回路１１２は、後述するリモコン信号受光部２５または光センサ６が送出する信号
に基づき、光源部２を調光制御する。また、光源部２の発光色の異なる発光素子２２の光
出力の比率を変化させることにより、光源部２の光源色を変化させる、すなわち調色制御
を行うことができる。なお、調光制御および調色制御において、明るさまたは光源色が連
続して変化する調光制御または調色制御、並びにステップ状に変化する調光制御または調
色制御のいずれをも含み、ほぼ連続して明るさまたは光源色が変化するような印象を与え
るように調光制御または調色制御できることを意味する。また、制御回路１１２は、リモ
コン送信器Ｒｃからの信号に基づいて、光源部２の光源色の色温度を所望値に変更したり
、連続的に光源部２の光源色の色温度を変化させて所望の光色になったときにその変化を
停止させて選択したりすることができるようにすることもできる。さらに、制御回路１１
２は、各点灯回路を同期させて調光制御または調色制御してもよいし、非同期により調光
制御または調色制御させてもよい。
【０１１４】
　また、白色光源点灯回路１０７は、振幅制御した連続電流による調光動作とＰＷＭ制御
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したＰＷＭ電流とによる調光動作とを行うべく構成されている。また、本実施例において
は、振幅制御の場合には検出回路１０７ａにより検出される電流値を用いて制御を行い、
ＰＷＭ制御の場合にも検出回路１０７ａにより検出される電流値を用いて制御を行う。
【０１１５】
　なお、赤色光源点灯回路１０４、緑色光源点灯回路１０５、青色光源点灯回路１０６、
電球色光源点灯回路１０８および間接光光源点灯回路１０９においても図１６に示すよう
な白色光源点灯回路１０７と同様の構成を採用することができる。
【０１１６】
　制御回路１１２は、制御回路用電源回路１０３により電源を供給されて動作する。制御
回路１１２は、第１制御回路１１０および第２制御回路１１１を有している。第１制御回
路１１０は、白色光源点灯回路１０７、電球色光源点灯回路１０８および間接光光源点灯
回路１０９によって検出された発光素子２２Ｎ、２２Ｌおよび９２に流れる電流値および
印加される電圧値に基づき、白色光源点灯回路１０７、電球色光源点灯回路１０８および
間接光光源点灯回路１０９に制御信号を送出することにより、白色光源点灯回路１０７、
電球色光源点灯回路１０８および間接光光源点灯回路１０９をそれぞれ点灯制御する。ま
た、第１制御回路１１０は、リモコン信号受光部２５および光センサ６からの信号を受信
可能に接続されている。リモコン信号受光部２５は、リモコン送信器Ｒｃの操作により送
出される受信するとともに受信信号に基づく信号を第１制御回路１１０に送出する。リモ
コン送信器Ｒｃとリモコン信号受光部２５との通信を行うための媒体は、実施例１におい
ては赤外線を用いているが、電波など既知の各種媒体を通信媒体とすることもできるとと
もに有線による通信であっても構わない。また、光センサ６は、照明装置の設置された照
明空間の照度を検出するとともに、検出値に基づく信号を第１制御回路１１０に送出する
。
【０１１７】
　さらに、第２制御回路１１１は、第１制御回路１１０と同様に、赤色光源点灯回路１０
４、緑色光源点灯回路１０５および青色光源点灯回路１０６によって検出された発光素子
２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂに流れる電流値および印加される電圧値に基づき、赤色光源
点灯回路１０４、緑色光源点灯回路１０５および青色光源点灯回路１０６に制御信号を送
出することにより、赤色光源点灯回路１０４、緑色光源点灯回路１０５および青色光源点
灯回路１０６をそれぞれ点灯制御する。
【０１１８】
　リモコン送信器Ｒｃを操作することまたは壁面に配設したスイッチＳＷを操作すること
により、所望の光源部２の点灯制御を行うことができる。リモコン送信器Ｒｃには、光源
部２の点灯制御を行うために例えば全光点灯スイッチ、光出力増加スイッチ、光出力減少
スイッチ、消灯スイッチ、発光素子２２Ｎおよび２２Ｌによる第１光源部２ａの光源色の
色温度増加スイッチおよび色温度減少スイッチを配設することができる。
【０１１９】
　実施例１の照明装置の点灯装置３の動作について図１５ないし図１６および図２０を参
照して説明する。図２０は、同照明装置の点灯装置３の制御回路１１２の説明図である。
また、同一部分には同一符号を付し、重複した説明は省略する。
【０１２０】
　照明装置の光源部２の発光素子２２Ｎ、２２Ｌ、９２、２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂは
、それぞれの光出力を制御することにより、光源部の光出力の色温度を制御することがで
きる。例えば、図２０に示すように、発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂにより光源部
２の光出力の色温度を制御する場合について説明する。
【０１２１】
　図２０において、縦軸はそれぞれの発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂの相対的な光
出力を表している。図２０（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、それぞれ発光素子２２Ｒ、２２Ｇ
および２２Ｂの光出力を表している。例えば、発光素子２２Ｒの光出力が１００％である
とは、発光素子２２Ｒが全光点灯していることを意味する。各々の発光素子の１００％の
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光出力は発光素子の定格電流を基に定められてもよいし、定格電流以下の基準に基づいて
もよい。また、発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂのそれぞれの基準が異なっていても
よい。
【０１２２】
　図２０（ａ）のＲ０は、第２制御回路１１１の指示に基づき、赤色光源点灯回路１０４
が発光素子２２Ｒに８８ｍＡの電流を流すことにより８０％の光出力を行っていることを
意味している。同様に、図２０（ｂ）のＧ０は、第２制御回路１１１の指示に基づき、緑
色光源点灯回路１０５が発光素子２２Ｇに５５ｍＡの電流を流すことにより５０％の光出
力を行っていることを意味している。図２０（ｃ）のＢ０は、第２制御回路１１１の指示
に基づき、青色光源点灯回路１０６が発光素子２２Ｒに１０ｍＡの電流を流すことにより
３０％の光出力を行っていることを意味している。
【０１２３】
　発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂが、それぞれ８０％、５０％、３０％の光出力を
行うことにより、光源部２は所定の色温度の光出力を行うことができる。照明装置におい
て、この所定の色温度により光源部２が光出力を行う場合には、光源部２の光出力の最大
値は、発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂが、それぞれ８０％、５０％、３０％の光出
力を行った場合である。
【０１２４】
　光源部２の光出力が所定の色温度を維持した状態で、光源部２の光出力を減少させるた
めには、発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂのそれぞれに流れる電流の比率が一定とな
るように、発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂに流れる電流値を制御しなければならな
い。
【０１２５】
　光源部２が所定の色温度の光出力を維持した状態で、光源部２の光出力を減少させる場
合に、１０段階の調光制御が可能であるとともに、第２制御回路１１１、赤色光源点灯回
路１０４、緑色光源点灯回路１０５および青色光源点灯回路１０６の電流制御の最小値が
１ｍＡである場合には、図２０（ａ）、（ｂ）に示すように、発光素子２２Ｒ、２２Ｇは
それぞれＲ０～Ｒ１０、Ｇ０～Ｇ１０の１０段階の調光が可能になるが、発光素子２２Ｂ
は、図２０（ｃ)に示すようにＢ０～Ｂ９までの９段階の調光しか行うことができない。
なお、発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂのそれぞれに流れる電流の比率が一定となる
ように、１段階調光するごとに、発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂに流れる電流は、
それぞれ８ｍＡ、５ｍＡ、１ｍＡずつ減少する。
【０１２６】
　なお、上記においては、実施例１の照明装置の具体例として、発光素子２２Ｒ、２２Ｇ
を調光制御することが可能な段階であるＲ０～Ｒ１０、Ｇ０～Ｇ１０の１０段階のうちの
９段階（Ｒ０～Ｒ９、Ｇ０～Ｇ９）で調光する構成を例示した。しかし、光源部２の光出
力を所定の色温度で制御するためには、発光素子２２Ｒ、２２Ｇ、２２Ｂの調光制御が可
能な段階数の内で最小のものに合わせて調光制御することもできる。例えば、図２１（ａ
）～（ｃ）に示すように、発光素子２２Ｂの調光制御が可能な段階がＢ０～Ｂ９の９段階
で最小であり、この９段階に合わせて、発光素子２２Ｒ、２２Ｇを調光制御する段階をＲ
０～Ｒ９、Ｇ０～Ｇ９の９段階に設定してもよい。なお、図２１（ａ）～（ｃ）において
は、１段階調光するごとに、発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂに流れる電流が、それ
ぞれ８．８ｍＡ、５．５ｍＡ、１ｍＡずつ減少するように表しているが、実際の電流値は
電流制御の最小値の整数倍の値になる。
【０１２７】
　本実施例の照明装置は、発光素子２２Ｒおよび２２Ｇが光源部２の所定の色温度を維持
して１０段階の調光が可能である場合にも、発光素子２２Ｂが光源部２の所定の色温度に
よる発光素子２２Ｂに流れる電流値や青色光源点灯回路１０６の電流制御の最小値が１ｍ
Ａである等の制約により９段階しか調光できない場合には、発光素子２２Ｒおよび２２Ｇ
も９段階しか調光させないことを特徴としている。すなわち、本実施例の照明装置は、光
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源部２の光出力を所定の色温度に維持した状態で光源部２の光出力を減少させる際に、発
光素子２２Ｒ、２２Ｇ、２２Ｂのいずれかが制御可能な最小の光出力となる場合には、他
の発光素子の光出力をさらに減少させることなく、制御可能な光出力よりも高い値で減少
を停止させる。
【０１２８】
　実施例１の照明装置の効果を以下に示す。
【０１２９】
　実施例１の照明装置の制御回路１１２は、発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂの光出
力をそれぞれ制御することにより光源部２の光出力を所定の色温度で制御するとともに、
光源部２の光出力が所定の色温度を維持した状態で光源部２の光出力を減少させる際に、
発光素子２２Ｂの光出力が最小となる場合には、発光素子２２Ｒおよび２２Ｇの光出力の
減少を停止させるので、光源部２の光出力が所定の色温度を維持した状態で光源部２の光
出力を減少させることができる。
【０１３０】
　実施例１の照明装置においては、カバー部材８がセード７の開口縁部Ｅをセンター部材
４の前面より背面側に位置させ、開口縁部Ｅを光センサ６の受光窓４３より背面側へ位置
決めする位置決め手段として機能している。なお、このような機能をなす位置決め手段は
、カバー部材８に限定されるものではない。他の構成や部材によってセード７の開口縁部
Ｅをセンター部材４の前面より背面側に位置させ、開口縁部Ｅを光センサ６の受光窓４３
より背面側へ位置決めすることもできる。
【０１３１】
　実施例１の照明装置においては、間接光光源部９に通電されると、各発光素子９２が点
灯し、発光素子９２から斜め上方に出射された光は、透光性のカバー９３を透過し、主と
して天井面に照射される。したがって、天井面が明るくなり、明るさ感を向上させること
ができる。この場合、間接光光源部９から照射される光の配光特性の安定化が実現でき、
効果的な間接照明を行うことが可能となる。
【０１３２】
　実施例１の照明装置においては、光源部２および間接光光源部９は、周囲の明るさを検
知して検出信号を出力する光センサ６によって、その点灯状態が制御される。この場合、
セード７の開口縁部Ｅがセンター部材４の前面より背面側に位置されるので、光源部２に
よる光センサへの影響が抑制され、周囲の明るさに応じて適切に照明の制御を行うことが
できる。
【０１３３】
　実施例１の照明装置においては、発光素子２２から発生する熱は、基板２１の裏面側が
本体１と熱的に結合しているため、本体１に効果的に伝導され、広い面積で放熱されるよ
うになる。また、本体１には、突出部１２、１３、１４が形成されているため、放熱面積
を増大させることができ、一層放熱効果を高めることが可能となる。
【０１３４】
　加えて、本体１の突出部１２には、点灯装置カバー３５が載置され取付けられているの
で、本体１から点灯装置カバー３５に熱が伝導され放熱が促進される。
【０１３５】
　実施例１の照明装置においては、発光素子２２と回路部品３２とは、背面方向に離間距
離ｄを空けて位置され、また、回路部品３２は、発光素子２２の内側に位置され、熱的に
分離されるように配置されており、点灯装置３から発生する熱は、主として点灯装置カバ
ー３５内における空間の対流によって放熱されるので、相互の熱的干渉を抑制することが
できる。したがって、発光素子２２及び回路部品３２の過度の温度上昇を抑制することが
可能となる。さらに、回路部品３２における発熱部品３２Ｈは、発光素子２２から遠ざけ
られて配置されるので、相互の熱的干渉を一層効果的に抑制することができる。
【０１３６】
　また、実施例１の照明装置においては、間接光光源部９の発光素子９２から発生する熱
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は、基板９１の裏面側から点灯装置カバー３５の側壁３５ａに伝導され、さらに、弾性部
材１０へも伝わり、放熱されるので、光源部における発光素子と点灯装置における回路部
品との相互の熱的干渉を抑制することができる照明装置を提供することが可能となる。
【０１３７】
　実施例１の照明装置においては、弾性部材１０の作用によって、天井面Ｃと各間接光光
源部９との離間距離ｄを一定に保持することが可能となり、各間接光光源部９から照射さ
れる光の出射角を一定にすることができる。その結果、配光特性の安定化を図ることがで
き、天井面Ｃを効果的に照射して間接照明を行うことが可能となる。しかも、弾性部材１
０は、各間接光光源部９に対応するとともに、その近傍に配設されているので、天井面Ｃ
と各間接光光源部９との離間距離ｄの一定化がより確実となる効果が期待できる。
【０１３８】
　また、照明装置を取外す場合には、カバー部材８を取外し、センター部材４の開口４１
を通じてアダプタＡに設けられているレバーを操作してアダプタＡの係止部Ａ1の係合を
解くことにより取外すことができる。
【０１３９】
　実施例１の照明装置においては、弾性部材１０によって、天井面Ｃと各間接光光源部９
との離間距離ｄを一定に保持することが可能となり、間接光光源部９から照射される光の
配光特性の安定化を図ることができ、配光特性のばらつきを軽減できる照明装置を提供す
ることが可能となる。
【０１４０】
　実施例１の照明装置においては、光源部２による光センサ６への影響を抑制し、周囲の
明るさに応じて適切に照明の制御を行うことができる照明装置を提供することが可能とな
る。
【実施例２】
【０１４１】
　実施例２ａの照明装置は、所定の色温度を有する第１光源と；前記第１光源と異なる色
温度を有する第２光源と；前記第１光源を点灯する第１点灯回路と；前記第２光源を点灯
する第２点灯回路と；外部信号を入力する信号入力部と；前記第１光源の所定の点灯制御
を行う第１光源点灯制御サイクルと、前記第２光源の所定の点灯制御を行う第２光源点灯
制御サイクルとを有し、前記信号入力部に入力された第１信号により前記第１および第２
光源点灯制御サイクルに基づいた点灯制御を開始するように前記第１および第２点灯回路
を制御するとともに、前記信号入力部に入力された第２信号により前記第１および第２光
源点灯制御サイクルに基づいた点灯制御を停止するように前記第１および第２点灯回路を
制御する制御回路と；を持つ。
【０１４２】
　実施例２ｂの照明装置は、実施例２ａの照明装置において、制御回路が、前記信号入力
部に入力された前記第２信号により、前記第１および第２光源点灯制御サイクルに基づい
た点灯制御を停止した際の前記第１光源の光出力と前記第２光源の光出力との比率を一定
にするとともに、この一定状態で、前記信号入力部に入力された調光信号に基づき前記第
１および第２光源を調光制御する。
【０１４３】
　実施例２ｃの照明装置は、実施例２ａの照明装置において、制御回路が、前記信号入力
部に入力された前記第２信号により前記第１および第２光源点灯制御サイクルに基づいた
点灯制御を停止した際の前記第１および第２光源点灯制御サイクルの制御目標値を記憶す
るとともに、前記信号入力部に入力された第３信号により、記憶された前記第１および第
２光源点灯制御サイクルの制御目標値に基づき前記第１および第２点灯回路を制御する。
【０１４４】
　実施例２ｄの照明装置は、実施例２ｂの照明装置において、制御回路が、前記信号入力
部に入力された前記第２信号により前記第１および第２光源点灯制御サイクルに基づいた
点灯制御を停止するとともに調光制御を行った後の前記第１および第２光源点灯制御サイ
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クルの制御目標値を記憶するとともに、前記信号入力部に入力された第３信号により、記
憶された前記第１および第２光源点灯制御サイクルの制御目標値に基づき前記第１および
第２点灯回路を制御する。
【０１４５】
　実施例２ｅの照明装置は、実施例２ａないし実施例２ｄのいずれか一記載の照明装置に
おいて、制御回路が、前記第１光源点灯制御サイクルに基づいて前記第１光源の光出力が
増加するように前記第１点灯回路を制御した場合には前記第２光源点灯制御サイクルに基
づいて前記第２光源の光出力が減少するように前記第２点灯回路を制御するとともに、前
記第１光源点灯制御サイクルに基づいて前記第１光源の光出力が減少するように前記第１
点灯回路を制御した場合には前記第２光源点灯制御サイクルに基づいて前記第２光源の光
出力が増加するように前記第２点灯回路を制御する。
【０１４６】
　実施例２ｆの照明装置は、実施例２ａないし実施例２ｅの実施形態のいずれか一記載の
照明装置において、前記第１および第２光源と異なる色温度を有する前記第３光源と；前
記第３光源を点灯する第３点灯回路と；を備えるとともに、前記制御回路が、前記第３光
源の所定の点灯制御を行う第３光源点灯制御サイクルを有し、前記信号入力部に入力され
た前記第１信号により、前記第１、第２および第３光源点灯制御サイクルに基づいて、光
出力の増加制御、光出力の減少制御および光出力の一定制御の全ての点灯制御が前記第１
、第２および第３点灯回路のいずれかにより同時に行われるように指示する。
【０１４７】
　実施例２（実施例２ａないし２ｆ）の照明装置の点灯装置３の動作について図１５ない
し図１７（ｃ）を参照して説明する。図１７（ａ）～（ｃ）は、同照明装置の点灯装置３
の制御回路１１２の光源点灯制御サイクルの説明図である。また、同一部分には同一符号
を付し、重複した説明は省略する。実施例３の照明装置は、図１ないし図１４に示される
器具構造を有しており、図１５および図１６に示す点灯装置３の回路構成を有している。
【０１４８】
　図１７（ａ）～（ｃ）により光源点灯制御サイクルについて説明する。図１７（ａ）～
（ｃ）において、縦軸は発光素子２２の光出力、横軸は光源点灯制御サイクル開始からの
経過時間である。なお、縦軸は光出力以外にも、発光素子２２に流れる電流値または印加
される電圧値であってもよい。光源点灯制御サイクルは、発光素子２２の光出力の増加制
御、光出力の減少制御および光出力の一定制御を有している。なお、光出力の一定制御に
は、発光素子２２の消灯（光出力０％）の状態も含むものである。
【０１４９】
　光源点灯制御サイクルについて、図１７（ａ）に示される赤色光源点灯制御サイクルを
例にとって説明する。赤色光源点灯制御サイクルは、第１信号に基づき制御が開始される
（図１７（ａ）の経過時間０に相当する）と、赤色光源点灯回路１０４を発光素子２２Ｒ
の光出力が５０％となるように点灯制御する。制御開始から時間が図中Ａ点に至るまでは
、赤色光源点灯制御サイクルは、赤色光源点灯回路１０４を発光素子２２Ｒの光出力が５
０％から１００％となるように点灯制御する。経過時間が図中Ａ点からＣ点に至るまでは
、赤色光源点灯制御サイクルは、赤色光源点灯回路１０４を発光素子２２Ｒの光出力が１
００％から０％となるように点灯制御する。経過時間が図中Ｃ点からＥ点に至るまでは、
赤色光源点灯制御サイクルは、赤色光源点灯回路１０４を発光素子２２Ｒの光出力が０％
となるように点灯制御する。経過時間が図中Ｅ点からＦ点に至るまでは、赤色光源点灯制
御サイクルは、赤色光源点灯回路１０４を発光素子２２Ｒの光出力が０％から５０％とな
るように点灯制御する。これら一連の点灯制御動作を行うためのものが光源点灯制御サイ
クルであり、第２制御回路１１１または制御回路１１２にそのデータが記憶されている。
第１信号に基づく信号が制御回路１１２に入力されると第１信号、第２信号または調光信
号が入力されるまで制御回路１１２は光源点灯制御サイクルに基づく点灯制御を光源点灯
回路に指示し続け、発光素子２２は光源点灯回路により点灯制御され続ける。なお、制御
回路１１２は、光源点灯制御サイクルに基づく点灯制御を開始した後に、再び第１信号が
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入力された場合には第１信号が入力される前の点灯制御（例えば、全光点灯）に戻っても
良い。
【０１５０】
　次に、光源点灯制御サイクルによる制御回路１１２の動作について説明する。
【０１５１】
　リモコン送信器Ｒｃから送出された第１信号をリモコン信号受光部２５が受信すると第
１制御回路１１０は、第１信号に基づく信号を第２制御回路１１１に送信する。第２制御
回路１１１は、第１信号に基づく信号を受信すると、光源点灯制御サイクルに基づき点灯
回路を制御し、発光素子２２を点灯制御する。より具体的には、第２制御回路１１１は、
第１信号に基づく信号を受信すると、図１７（ａ）に示す赤色光源点灯制御サイクルに基
づき、赤色光源点灯回路１０４を制御し、発光素子２２Ｒを点灯制御する。同様に、第２
制御回路１１１は、第１信号に基づく信号を受信すると、図１７（ｂ）に示す緑色光源点
灯制御サイクルに基づき、緑色光源点灯回路１０５を制御し、発光素子２２Ｇを点灯制御
する。また同様に、第２制御回路１１１は、第１信号に基づく信号を受信すると、図１７
（ｃ）に示す青色光源点灯制御サイクルに基づき、青色光源点灯回路１０６を制御し、発
光素子２２Ｂを点灯制御する。
【０１５２】
　リモコン送信器Ｒｃから送出された第２信号をリモコン信号受光部２５が受信すると第
１制御回路１１０は、第２信号に基づく信号を第２制御回路１１１に送信する。第２制御
回路１１１は、第１信号に基づく信号を受信すると、光源点灯制御サイクルに基づき、光
源点灯回路の制御および発光素子２２の点灯制御を開始し、第２制御回路１１１に第２信
号に基づく信号が入力されるまで、光源点灯制御サイクルに基づく光源点灯回路の制御お
よび発光素子２２の点灯制御を繰り返し継続する。第２制御回路１１１に第２信号に基づ
く信号が入力されると光源点灯制御サイクルに基づく光源点灯回路の制御および発光素子
２２の点灯制御を停止する。例えば、図１７（ａ）において、図中Ｄ点の時間で第２信号
に基づく信号が第２制御回路１１１に入力されると、赤色光源点灯回路１０４は発光素子
２２Ｒを光出力０％で点灯制御を継続する。また同様に、図１７（ｂ）において、緑色光
源点灯回路１０５は発光素子２２Ｇを光出力５０％で点灯制御を継続する。さらに同様に
、図１７（ｃ）において、青色光源点灯回路１０６は発光素子２２Ｂを光出力５０％で点
灯制御を継続する。
【０１５３】
　第２制御回路１１１に第２信号に基づく信号が入力され、光源点灯制御サイクルに基づ
く光源点灯回路の制御および発光素子２２の点灯制御を停止された後に、第２制御回路１
１１に調光信号に基づく信号が入力されると、発光素子２２Ｒ、発光素子２２Ｇおよび発
光素子２２Ｂは、それぞれの光出力の比率を維持したまま、発光素子２２Ｒ、発光素子２
２Ｇおよび発光素子２２Ｂのそれぞれの光出力を増加または減少させる。なお、「第２制
御回路１１１に調光信号に基づく信号が入力される」とは、リモコン送信器Ｒｃから送出
された調光信号をリモコン信号受光部２５が受信し、第１制御回路１１０から調光信号に
基づく信号が第２制御回路１１１に送信されることを意味する。
【０１５４】
　図１７（ａ）～（ｃ）のＤ点の時間で光源点灯制御サイクルが停止した場合を例として
説明する。第２制御回路１１１に第１信号および第２信号に基づく信号が入力され、光源
点灯制御サイクルに基づく光源点灯回路の制御および発光素子２２の点灯制御を停止され
た後に、リモコン送信器Ｒｃの光出力減少スイッチの操作に基づく調光信号が第２制御回
路１１１に入力されると、第２制御回路１１１は、発光素子２２Ｒ、発光素子２２Ｇおよ
び発光素子２２Ｂの光出力比率を維持したまま、発光素子２２Ｒ、発光素子２２Ｇおよび
発光素子２２Ｂのそれぞれの光出力を減少させるので、発光素子２２Ｒの光出力を０％、
発光素子２２Ｇおよび発光素子２２Ｂの光出力を５０％から２５％に点灯制御する。すな
わち、光源点灯制御サイクルを停止した時点での第２光源部２ａから出力される光源色の
色温度を維持したまま、調光制御が行われる。
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【０１５５】
　制御回路１１２は、光源点灯制御サイクルが停止した際の光源点灯制御サイクルの制御
目標値をリモコン送信器Ｒｃからの所定の信号に基づき記憶する。「光源点灯制御サイク
ルの制御目標値」とは、制御回路１１２が光源点灯回路を制御するために、制御回路１１
２に予め記憶された光源点灯制御サイクルのデータそれ自体である。なお、制御回路１１
２に記憶されるデータは、発光素子２２の光出力または発光素子２２に流れる電流値また
は印加される電圧値であってもよい。
【０１５６】
　制御回路１１２は、リモコン送信器Ｒｃから送出される第３信号を受信することにより
、記憶されたデータに基づき、光源点灯回路を制御し、発光素子２２を点灯制御させる。
【０１５７】
　なお、本実施例において、第１信号、第２信号および第３信号はその全てまたはいずれ
か２つが同一の信号であってもよい。光源点灯制御サイクルの開始、終了および制御回路
１１２に記憶された光源点灯制御サイクルの制御目標値に基づき発光素子２２を点灯制御
することができれば、リモコン信号受光部２５または制御回路１１２に入力される信号は
どのような形態であってもよい。
【０１５８】
　本実施例においては、光源点灯制御サイクルにより発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２
Ｂが点灯制御される場合を示したが、発光素子２２Ｎおよび２２Ｌを点灯制御する光源点
灯制御サイクルが設けられてもよいし、光源点灯制御サイクルにより発光素子２２Ｒ、２
２Ｇおよび２２Ｂが点灯制御される場合には、発光素子２２Ｎおよび２２Ｌを消灯させた
り、制御可能な範囲の下限光出力で点灯させてもよい。
【０１５９】
　なお、本実施例において、第１信号とは、光源点灯制御サイクルの開始を制御回路１１
２に指示するためにリモコン送信器Ｒｃから送出される光源点灯制御サイクル開始信号で
あり、第２信号とは、光源点灯制御サイクルの停止を制御回路１１２に指示するためにリ
モコン送信器Ｒｃから送出される光源点灯制御サイクル停止信号である。
【０１６０】
　実施例２の照明装置の効果を以下に示す。
【０１６１】
　実施例２の照明装置の点灯装置３においては、実施例１の照明装置の点灯装置３の効果
を有するとともに以下に記載の効果を有する。
【０１６２】
　実施例２の照明装置の点灯装置３においては、制御回路１１２が光源点灯制御サイクル
を有するので、発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂをそれぞれ調光することによる調色
を行う必要がなく、リモコン送信器からの光源点灯制御サイクルの開始および停止による
簡易な操作で光源部２の色温度を所望の状態に設定することができる。
【０１６３】
　実施例２の照明装置の点灯装置３においては、制御回路１１２が光源点灯制御サイクル
を有するので、色度座標を用いた特別な機器を用いた調色ではなく、汎用的なリモコン送
信器からの光源点灯制御サイクルの開始および停止による簡易な操作で光源部２の色温度
を所望の状態に設定することができる。
【０１６４】
　実施例２の照明装置の点灯装置３においては、制御回路１１２の光源点灯制御サイクル
を停止した際の光源点灯制御サイクルの制御目標値を制御回路１１２の記憶装置に記憶し
、リモコン送信器の簡易な操作で光源部２の色温度を所望の状態に再度設定することがで
きる。
【実施例３】
【０１６５】
　実施例３ａの照明装置は、半値幅が１００ｎｍ以上の光を発光する第１光源と；半値幅
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が１００ｎｍ未満の光を発光する第２光源と；前記第１光源を点灯する第１点灯回路と；
前記第２光源を点灯する第２点灯回路と；光センサと；前記光センサの検出値に基づいて
前記第１点灯回路を点灯制御するとともに、前記光センサの動作時には予め定められた値
に基づいて前記第２点灯回路を点灯制御する制御回路と；を持つ。
【０１６６】
　実施例３ｂの照明装置は、実施例３ａの照明装置において、前記制御回路が、前記光セ
ンサに接続されるとともに前記第１点灯回路を点灯制御する第１制御回路と、前記第２点
灯回路を点灯制御する第２制御回路を有する。
【０１６７】
　実施例３（実施例３ａまたは実施例３ｂ）の照明装置の点灯装置３の動作について図１
５ないし図１８を参照して説明する。図１８の（ａ）は、実施例３に係る照明装置の点灯
装置３の光センサ６の特性を表す説明図である。また、同一部分には同一符号を付し、重
複した説明は省略する。実施例３の照明装置は、図１ないし図１４に示される器具構造を
有しており、図１５および図１６に示す点灯装置３の回路構成を有している。
【０１６８】
　図１８により本実施例の照明装置の点灯装置３の光センサ６の特性について説明する。
図１８においては、縦軸は光センサの相対的な感度、横軸は光センサが検出する光の波長
を表している。図１８の曲線（ａ）は光センサ６の感度と波長の関係を表している。また
、（ａ）の曲線において、光センサ６の感度がピークとなる際の波長は、例えば図１８に
示すように半値幅Ｌａを用いて定められても良い。半値幅Ｌａにより定められる感度がピ
ークとなる際の波長を以下ではピーク波長と呼び、ピーク波長を例にとって説明する。
【０１６９】
　従来の照明装置の光源は、光源色が４６００～７１００Ｋ程度、ピーク波長が５００～
６００ｎｍ程度の白色光、光源色が２５００～３２００Ｋ程度、ピーク波長が５５０～６
５０ｎｍ程度の電球色光およびこれらの加法混光による光が主であった。
【０１７０】
　これらの光の波長は、光センサ６のピーク波長とは異なる波長であったため、光センサ
６を用いて照明装置が照明を行う照明空間の照度等を検出し、照明空間の照度を一定に制
御する（照明空間に太陽光等の外光が入射する場合は照明装置の光出力を減少させる）場
合であっても照明装置の光源から出力された光を光センサが誤検出することはなかった。
【０１７１】
　一方で、本実施例の照明装置の場合、光源部２に赤色の光を発光する発光素子２２Ｒ、
緑色の光を発光する発光素子２２Ｇおよび青色の光を発光する発光素子２２Ｂを有してい
るので、発光素子２２Ｒ、発光素子２２Ｇまたは発光素子２２Ｂの光の波長がピーク波長
と一致する場合がある。
【０１７２】
　よって、本実施例の照明装置は、半値幅により定められる発光素子２２Ｒ、発光素子２
２Ｇまたは発光素子２２Ｂのいずれかの光の波長と、光センサ６の半値幅Ｌａにより定め
られる感度がピークとなる際の波長とが一致または重複する部分がある場合には、制御回
路１１２は、光センサ６の動作時に発光素子２２Ｒ、発光素子２２Ｇおよび発光素子２２
Ｂを予め定められた値に基づいて、赤色光源点灯回路１０４、緑色光源点灯回路１０５お
よび青色光源点灯回路１０６を制御するものである。なお、「予め定められた値に基づい
て赤色光源点灯回路１０４、緑色光源点灯回路１０５および青色光源点灯回路１０６を制
御する」とは、発光素子２２Ｒ、発光素子２２Ｇまたは発光素子２２Ｂを消灯または制御
可能な範囲の下限光出力で点灯させることをも含むものである。
【０１７３】
　また、本実施例の「半値幅が１００ｎｍ以上の光を発光する第１光源部２ａ」の「半値
幅が１００ｎｍ以上」とは、第１光源部２ａが少なくとも発光素子２２Ｎおよび発光素子
２２Ｌを有し、発光素子２２Ｎおよび２２Ｌの半値幅１０～３０ｎｍの青色光によって励
起された後の白色光および電球色光の半値幅をそれぞれ意味するものである。
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【０１７４】
　実施例３の照明装置の点灯装置３の動作について図１５ないし図１８を参照して説明す
る。
【０１７５】
　光センサ６の検出値に基づいた光源部２の点灯制御を行うようにリモコン送信器Ｒｃよ
り信号が送出され、リモコン送信器Ｒｃから送出された信号が、リモコン信号受光部２５
に受信されると制御回路１１２の第１制御回路１１０は、光センサ６の検出値に応じて白
色光源点灯回路１０７および電球色光源点灯回路１０８を制御し、発光素子２２Ｎおよび
発光素子２２Ｌは光センサ６の検出値に応じて白色光源点灯回路１０７および電球色光源
点灯回路１０８により点灯制御される。すなわち、照明装置が照明を行う照明空間が所定
の明るさとなるように制御回路１１２は、白色光源点灯回路１０７および電球色光源点灯
回路１０８を制御する。照明空間に太陽光等の外光が入射した場合は光センサ６により照
明空間の明るさの増加を検出し、制御回路１１２は光センサ６の検出値に基づいて、白色
光源点灯回路１０７および電球色光源点灯回路１０８を制御し、発光素子２２Ｎおよび発
光素子２２Ｌの光出力を減少させる。また、照明空間に入射する外光の光量が減少し、照
明空間の明るさが低下した場合には、照明空間の明るさが所定の明るさとなるように制御
回路１１２は光センサ６の検出値に基づいて、白色光源点灯回路１０７および電球色光源
点灯回路１０８を制御し、発光素子２２Ｎおよび発光素子２２Ｌの光出力を増加させる。
【０１７６】
　光センサ６の検出値に基づいた光源部２の点灯制御を行うようにリモコン送信器Ｒｃよ
り信号が送出され、リモコン送信器Ｒｃから送出された信号が、リモコン信号受光部２５
に受信されると制御回路１１２の第２制御回路１１１は、発光素子２２Ｒ、発光素子２２
Ｇおよび発光素子２２Ｂを予め定められた値に基づいて、点灯制御するように赤色光源点
灯回路１０４、緑色光源点灯回路１０５および青色光源点灯回路１０６に指示する。
【０１７７】
　照明装置の光源部２の発光素子２２Ｒ、発光素子２２Ｇおよび発光素子２２Ｂのいずれ
かのみが点灯制御され、発光素子２２Ｎおよび２２Ｌが点灯していない場合に、光センサ
６の検出値に基づいた光源部２の点灯制御を行うように指示する信号を制御回路１１２の
リモコン信号受光部２５が受信した場合には、制御回路１１２は、発光素子２２Ｒ、発光
素子２２Ｇおよび発光素子２２Ｂを消灯または制御可能な範囲の下限光出力で点灯させる
ように赤色光源点灯回路１０４、緑色光源点灯回路１０５および青色光源点灯回路１０６
に指示するとともに、発光素子２２Ｎおよび２２Ｌを制御可能な範囲の最大光出力で点灯
制御するように指示するようにすることもできる。なお、発光素子２２Ｎおよび２２Ｌを
それぞれ予め定められた光出力で点灯するようにしてもよい。
【０１７８】
　実施例３の照明装置の効果を以下に示す。
【０１７９】
　実施例３の照明装置の点灯装置３においては、実施例１および実施例２の照明装置の点
灯装置３の効果を有するとともに以下に記載の効果を有する。
【０１８０】
　本実施例の照明装置は、半値幅により定められる発光素子２２Ｒ、発光素子２２Ｇまた
は発光素子２２Ｂのいずれかの光の波長と、光センサ６の半値幅Ｌａにより定められる感
度がピークとなる際の波長とが一致または重複する部分がある場合には、制御回路１１２
は、光センサ６の動作時に発光素子２２Ｒ、発光素子２２Ｇおよび発光素子２２Ｂを予め
定められた値に基づいて、赤色光源点灯回路１０４、緑色光源点灯回路１０５および青色
光源点灯回路１０６を制御するので、光センサ６の検出値に基づいた光源部２の点灯制御
を行う際に、誤検出による誤動作をすることなく、照明装置の設置された照明空間の明る
さが所定の明るさとなるように制御することができる。
【０１８１】
　本実施例の照明装置は、半値幅により定められる発光素子２２Ｒ、発光素子２２Ｇまた
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は発光素子２２Ｂのいずれかの光の波長と、光センサ６の半値幅Ｌａにより定められる感
度がピークとなる際の波長とが一致する部分がなかったとしても、制御回路１１２は、光
センサ６の動作時に発光素子２２Ｒ、発光素子２２Ｇおよび発光素子２２Ｂを制御可能な
範囲の下限光出力で点灯するように、赤色光源点灯回路１０４、緑色光源点灯回路１０５
および青色光源点灯回路１０６を制御するので、光センサ６の検出値に基づいた光源部２
の点灯制御を行う際に、誤検出による誤動作をすることを予め確実に防ぐことができると
ともに、光源部２の発光素子２２Ｎおよび２２Ｌが２重円環状に配置された中央部（光源
部２の円周上に発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂが配置された部分）に暗部が生じず
、光源部２の発光面からより均一に光出力が出射される。
【実施例４】
【０１８２】
　実施例４ａの照明装置は、半値幅が１００ｎｍ以上の光を発光する第１光源と；半値幅
が１００ｎｍ未満の光を発光する第２光源と；前記第１光源を点灯する第１点灯回路と；
前記第２光源を点灯する第２点灯回路と；第１光センサと；前記第１光センサとは異なる
波長に感度のピークを有する第２光センサと；前記第１光センサまたは前記第２光センサ
の検出値に基づいて前記第１点灯回路を点灯制御するとともに、前記第１光センサおよび
前記第２光センサの検出値に基づいて前記第２点灯回路を点灯制御する制御回路と；を持
つ。
【０１８３】
　実施例４ｂの照明装置は、実施例４ａの照明装置において、前記制御回路が、前記第１
光センサに接続されるとともに前記第１点灯回路を点灯制御する第１制御回路と、前記第
２光センサに接続されるとともに前記第２点灯回路を点灯制御する第２制御回路を有する
。
【０１８４】
　実施例４（実施例４ａまたは実施例４ｂ）の照明装置の点灯装置３ａの回路構成および
動作について図１６ないし図１９を参照して説明する。図１８の（ｂ）は、実施例４に係
る照明装置の点灯装置３の光センサ（第２光センサ）６ａの特性を表す説明図である。図
１９は、実施例４に係る照明装置の点灯装置３ａの回路構成を示す構成図である。また、
同一部分には同一符号を付し、重複した説明は省略する。実施例４の照明装置は、図１な
いし図１４に示される器具構造を有しており、図１６および図１９に示す点灯装置３ａの
回路構成を有している。
【０１８５】
　図１８により本実施例の照明装置の点灯装置３の光センサ６ａの特性について説明する
。
【０１８６】
　図１８の曲線（ｂ）は光センサ６ａの感度と波長の関係を表している。また、（ｂ）の
曲線において、光センサ６ａの感度がピークとなる際の波長は、例えば図１８に示すよう
に半値幅Ｌｂを用いて定められても良い。半値幅Ｌｂにより定められる感度がピークとな
る際の波長を以下ではピーク波長と呼び、ピーク波長を例にとって説明する。図１８に示
すように、光センサ６および６ａのピーク波長は異なっている。
【０１８７】
　実施例３の照明装置の場合、光源部２に赤色の光を発光する発光素子２２Ｒ、緑色の光
を発光する発光素子２２Ｇおよび青色の光を発光する発光素子２２Ｂを有しているので、
発光素子２２Ｒ、発光素子２２Ｇまたは発光素子２２Ｂの光の波長がピーク波長と一致す
る場合がある。一方で、本実施例の照明装置は、半値幅により定められる発光素子２２Ｒ
、発光素子２２Ｇまたは発光素子２２Ｂのいずれかの光の波長と、光センサ６の半値幅Ｌ
ａにより定められる感度がピークとなる際の波長とが一致または重複する部分があったと
しても、光センサ６ａのピーク波長は半値幅により定められる発光素子２２Ｒ、発光素子
２２Ｇおよび発光素子２２Ｂの光の波長と一致または重複する部分を有さないので、光セ
ンサ６および光センサ６ａの動作時に光源部２の発光素子２２および発光素子９２を点灯
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制御することが可能となる。
【０１８８】
　また、例えば、半値幅により定められる発光素子２２Ｒの光の波長と光センサ６のピー
ク波長とが一致または重複する部分を有し、半値幅により定められる発光素子２２Ｇおよ
び２２Ｂの光の波長と光センサ６ａのピーク波長とが一致または重複する部分を有したと
しても、光センサ６ａの検出値に基づいて発光素子２２Ｒが点灯制御され、光センサ６の
検出値に基づいて発光素子２２Ｇおよび２２Ｂが点灯制御されれば、誤検出による誤動作
をすることなく、照明装置の設置された照明空間の明るさが所定の明るさとなるように制
御することができる。
【０１８９】
　本実施例の照明装置の点灯装置３ａ回路構成について図１９を参照して説明する。
【０１９０】
　本実施例の照明装置の点灯装置３ａは、光センサ６ａが第２制御回路１１１に設けられ
る以外は実施例１ないし３の照明装置３と同一である。
【０１９１】
　実施例４の照明装置の点灯装置３ａの動作について図１６ないし図１９を参照して説明
する。
【０１９２】
　光センサ６および６ａの検出値に基づいた光源部２の点灯制御を行うようにリモコン送
信器Ｒｃより信号が送出され、リモコン送信器Ｒｃから送出された信号が、リモコン信号
受光部２５に受信されると制御回路１１２の第１制御回路１１０は、光センサ６の検出値
に応じて白色光源点灯回路１０７および電球色光源点灯回路１０８を制御し、発光素子２
２Ｎおよび発光素子２２Ｌは光センサ６または６ａの検出値に応じて白色光源点灯回路１
０７および電球色光源点灯回路１０８により点灯制御されるとともに、制御回路１１２の
第２制御回路１１１は、光センサ６ａの検出値に応じて赤色光源点灯回路１０４、緑色光
源点灯回路１０５および青色光源点灯回路１０６を制御し、発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよ
び２２Ｂは光センサ６および６ａの検出値に応じて、それぞれ赤色光源点灯回路１０４、
緑色光源点灯回路１０５および青色光源点灯回路１０６により点灯制御される。
【０１９３】
　照明装置が照明を行う照明空間が所定の明るさとなるように制御回路１１２は、赤色光
源点灯回路１０４、緑色光源点灯回路１０５、青色光源点灯回路１０６、白色光源点灯回
路１０７および電球色光源点灯回路１０８を制御する。照明空間に太陽光等の外光が入射
した場合は光センサ６および６ａにより照明空間の明るさの増加を検出し、制御回路１１
２は光センサ６および６ａの検出値に基づいて、赤色光源点灯回路１０４、緑色光源点灯
回路１０５、青色光源点灯回路１０６、白色光源点灯回路１０７および電球色光源点灯回
路１０８を制御し、発光素子２２Ｎ、２２Ｌ、２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂの光出力を減
少させる。また、照明空間に入射する外光の光量が減少し、照明空間の明るさが低下した
場合には、照明空間の明るさが所定の明るさとなるように制御回路１１２は光センサ６お
よび６ａの検出値に基づいて、赤色光源点灯回路１０４、緑色光源点灯回路１０５、青色
光源点灯回路１０６、白色光源点灯回路１０７および電球色光源点灯回路１０８を制御し
、発光素子２２Ｎ、２２Ｌ、２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂの光出力を増加させる。
【０１９４】
　実施例４の照明装置の効果を以下に示す。
【０１９５】
　実施例４の照明装置の点灯装置３ａにおいては、実施例１ないし３の照明装置の点灯装
置３の効果を有するとともに以下に記載の効果を有する。
【０１９６】
　本実施例の照明装置は、光センサ６と光センサ６とは異なる波長に感度のピークを有す
るので、光センサ６および６ａの検出値に基づいた発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂ
の点灯制御を誤検出による誤動作をすることなく行い、照明装置の設置された照明空間の
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明るさが所定の明るさとなるように制御することができる。
【実施例５】
【０１９７】
　実施例５の照明装置は、所定の色温度を有する第１光源と；第１光源と異なる色温度を
有する第２光源と；第１光源および第２光源と異なる色温度を有する第３光源と；第１、
第２および第３光源を有する光源部と；第１、第２および第３光源の光出力をそれぞれ制
御することにより光源部の光出力を所定の色温度で制御するとともに、光源部の光出力が
所定の色温度を維持した状態で光源部の光出力を減少させる際に、第１、第２または第３
光源のいずれかが最小の光出力となる場合には、最小の光出力となる光源以外の光源の光
出力を減少させる制御回路と；を持つ。
【０１９８】
　実施例５の照明装置の点灯装置３の動作について図１５ないし図１６および図２０を参
照して説明する。図２０は、同照明装置の点灯装置３の制御回路１１２の説明図である。
また、同一部分には同一符号を付し、重複した説明は省略する。実施例３の照明装置は、
図１ないし図１４に示される器具構造を有しており、図１５および図１６に示す点灯装置
３の回路構成を有している。
【０１９９】
　照明装置の光源部２の発光素子２２Ｎ、２２Ｌ、９２、２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂは
、それぞれの光出力を制御することにより、光源部の光出力の色温度を制御することがで
きる。例えば、図２０に示すように、発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂにより光源部
２の光出力の色温度を制御する場合について説明する。
【０２００】
　図２０において、縦軸はそれぞれの発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂの相対的な光
出力を表している。図２０（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、それぞれ発光素子２２Ｒ、２２Ｇ
および２２Ｂの光出力を表している。例えば、発光素子２２Ｒの光出力が１００％である
とは、発光素子２２Ｒが全光点灯していることを意味する。各々の発光素子の１００％の
光出力は発光素子の定格電流を基に定められてもよいし、定格電流以下の基準に基づいて
もよい。また、発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂのそれぞれの基準が異なっていても
よい。
【０２０１】
　図２０（ａ）のＲ０は、第２制御回路１１１の指示に基づき、赤色光源点灯回路１０４
が発光素子２２Ｒに８８ｍＡの電流を流されることにより８０％の光出力を行っているこ
とを意味している。同様に、図２０（ｂ）のＧ０は、第２制御回路１１１の指示に基づき
、緑色光源点灯回路１０５が発光素子２２Ｇに５５ｍＡの電流を流されることにより５０
％の光出力を行っていることを意味している。図２０（ｃ）のＢ０は、第２制御回路１１
１の指示に基づき、青色光源点灯回路１０６が発光素子２２Ｒに１０ｍＡの電流を流され
ることにより３０％の光出力を行っていることを意味している。
【０２０２】
　発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂが、それぞれ８０％、５０％、３０％の光出力を
行うことにより、光源部２は所定の色温度の光出力を行うことができる。照明装置におい
て、この所定の色温度により光源部２光出力を行う場合には、光源部２の光出力の最大値
は、発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂが、それぞれ８０％、５０％、３０％の光出力
を行った場合である。
【０２０３】
　光源部２の光出力が所定の色温度を維持した状態で、光源部２の光出力を減少させるた
めには、発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂのそれぞれに流れる電流の比率が一定とな
るように、発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂに流れる電流値を制御しなければならな
い。
【０２０４】
　光源部２が所定の色温度の光出力を維持した状態で、光源部２の光出力を減少させる場
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合に、１０段階の調光制御が可能であるとともに、第２制御回路１１１、赤色光源点灯回
路１０４、緑色光源点灯回路１０５および青色光源点灯回路１０６の電流制御の最小値が
１ｍＡである場合には、図２０（ａ）、（ｂ）に示すように、発光素子２２Ｒ、２２Ｇは
それぞれＲ０～Ｒ１０、Ｇ０～Ｇ１０の１０段階の調光が可能になるが、発光素子２２Ｂ
は、図２０（ｃ)に示すようにＢ０～Ｂ９までの９段階の調光しか行うことができない。
なお、発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂのそれぞれに流れる電流の比率が一定となる
ように、１段階調光するごとに、発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂに流れる電流は、
それぞれ８ｍＡ、５ｍＡ、１ｍＡずつ減少する。
【０２０５】
　本実施例の照明装置は、発光素子２２Ｂが光源部２の所定の色温度による発光素子２２
Ｂに流れる電流値や青色光源点灯回路１０６の電流制御の最小値が１ｍＡである等の制約
により９段階しか調光できない場合でも、発光素子２２Ｎおよび２２Ｇが１０段階の調光
が可能である場合には、発光素子２２Ｎおよび２２Ｇは１０段階の調光を行うことを特徴
としている。
【０２０６】
　すなわち、発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂは、それぞれＲ０～Ｒ９、Ｇ０～Ｇ９
、Ｂ０～Ｂ９においては、光源部２の光出力の所定の色温度を維持した状態で調光制御が
行われる。実施例１においては、発光素子２２Ｒおよび２２ＧがそれぞれＲ１０およびＧ
１０まで調光可能であったとしてもＲ９およびＧ９までしか調光を行わないことを特徴と
していたのに対し、本実施例の照明装置は、発光素子２２ＢをＢ９で点灯させ、発光素子
２２Ｒおよび２２ＧをそれぞれＲ１０およびＧ１０で点灯させることを特徴としている。
本実施例においては、光源部２の光出力の所定の色温度は若干変化するが、照明装置の光
源部２の光出力を減少させることを優先したことを特徴としている。
【０２０７】
　実施例５の照明装置の効果を以下に示す。
【０２０８】
　実施例５の照明装置の点灯装置３においては、実施例１ないし４の照明装置の点灯装置
３の効果を有するとともに以下に記載の効果を有する。
【０２０９】
　実施例５の照明装置の制御回路１１２は、発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂの光出
力をそれぞれ制御することにより光源部２の光出力を所定の色温度で制御するとともに、
光源部２の光出力が所定の色温度を維持した状態で光源部２の光出力を減少させる際に、
発光素子２２Ｂの光出力が最小となった場合でも発光素子２２Ｎおよび２２Ｇの光出力の
減少を継続させるので、光源部２の光出力の所定の色温度と類似した色温度で光源部２の
光出力を減少させることができる。
【０２１０】
　第１ないし第５の実施例の変形例を以下に述べる。
【０２１１】
　第１ないし第５の実施例の照明装置の制御回路１１２は、発光素子２２Ｎ、２２Ｌ、９
２、２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂをそれぞれ所定の光出力で点灯させ、発光素子から出力
される光を加法混光し、光源部２の光出力を所定の色温度または波長となるように光源点
灯回路を制御し、発光素子を点灯制御するように構成することができる。
【０２１２】
　発光素子から出力される光を加法混光して得られる光源部２の光出力の所定の色温度は
、照明装置の使用者、すなわち照明装置の照明空間に存在する人に対して、所定の効果を
与えるものであってもよい。
【０２１３】
　発光素子から出力される光を加法混光して得られる光源部２の光出力の色温度を変化さ
せる際に、制御回路１１２は、それぞれの発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂをそれぞ
れの発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂに対して予め定められた光出力の変化率で制御
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するように赤色光源点灯回路１０４、緑色光源点灯回路１０５および青色光源点灯回路１
０６に指示する。
【０２１４】
　第１ないし第５の実施例の照明装置の制御回路１１２は、発光素子から出力される光を
加法混光して得られる光源部２の光出力の色温度を変化させる際に、それぞれの発光素子
２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂをそれぞれの発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂに対して
予め定められた光出力の変化率で制御するので、より簡易な制御で、照明装置の使用者に
不快感を与えることなく光源部２の光出力の色温度を変化させることができる。
【０２１５】
　第１ないし第５の実施例の照明装置の光源部２は、発光色が昼白色の発光素子２２Ｎと
電球色の発光素子２２Ｌとが交互に等間隔に２重円環状に配置されている。また、この２
重円環の中間に赤色、緑色、青色をそれぞれ発光する発光素子２２Ｒ、発光素子２２Ｇ、
発光素子２２Ｂがこの順に等間隔に円周上に配置されている。
【０２１６】
　そのため、光源部２の発光素子２２Ｎおよび２２Ｌのみをリモコン送信器Ｒｃにより点
灯制御する際にも、光源部２の発光素子２２Ｎおよび２２Ｌが２重円環状に配置された中
央部（光源部２の円周上に発光素子２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂが配置された部分）に暗
部が生じないように、第１ないし第５の実施例の照明装置の制御回路１１２は、発光素子
２２Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂを予め定められた光出力、例えば制御可能な範囲の下限光出
力で制御するように赤色光源点灯回路１０４、緑色光源点灯回路１０５および青色光源点
灯回路１０６に指示する。
【０２１７】
　第１ないし第５の実施例の照明装置の制御回路１１２は、光源部２の発光素子２２Ｎお
よび２２Ｌのみをリモコン送信器Ｒｃにより点灯制御する際にも、発光素子２２Ｒ、２２
Ｇおよび２２Ｂを予め定められた光出力で制御するように赤色光源点灯回路１０４、緑色
光源点灯回路１０５および青色光源点灯回路１０６に指示するので、光源部２の発光素子
２２Ｎおよび２２Ｌが２重円環状に配置された中央部（光源部２の円周上に発光素子２２
Ｒ、２２Ｇおよび２２Ｂが配置された部分）に暗部が生じず、光源部２の発光面からより
均一に光出力が出射される。
【０２１８】
　第１ないし第５の実施例の照明装置の点灯装置３または３ａは、制御回路１１２に第１
制御回路１１０および第２制御回路１１１として複数のＭＰＵまたはＤＳＰを搭載してい
る。制御回路１１２に複数のＭＰＵまたはＤＳＰを用いることによって、点灯装置３また
は３ａにおいて、回路基板３１に回路部品３２および発熱部品３２Ｈを実装する際に同一
の工程によりＭＰＵまたはＤＳＰを実装することが可能となる。すなわち、制御回路１１
２を１つのＭＰＵまたはＤＳＰにより構成することもできるが、その場合にはＭＰＵまた
はＤＳＰをリフロー工程により回路基板３１に実装し、その他の回路部品３２および発熱
部品３２Ｈをフロー工程により回路基板３１に実装するので、工程が増え生産性が低下す
る。
【０２１９】
　一方で、第１ないし第５の実施例の照明装置の点灯装置３または３ａは、制御回路１１
２に第１制御回路１１０および第２制御回路１１１として複数のＭＰＵまたはＤＳＰを搭
載しているので回路部品３２および発熱部品３２Ｈを回路基板３１に実装する同一の工程
であるフロー工程により、複数のＭＰＵまたはＤＳＰを回路基板３１に実装することがで
き、生産性が損なわれることがない。
【０２２０】
　第１ないし第５の実施例の照明装置の点灯装置３または３ａは、制御回路１１２に第１
制御回路１１０および第２制御回路１１１を有し、第１制御回路１１０が第２制御回路１
１１の制御内容を把握する主従関係（マスタ－スレーブ関係）を有している。制御回路１
１２は、第１制御回路１１０（マスタ）および第２制御回路（スレーブ）間で通信を行い
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、第２制御回路（スレーブ）の制御状態または制御動作内容を第１制御回路１１０（マス
タ）が把握または管理しているので、制御回路１１２の制御シーケンスが簡素化できると
ともに、第１制御回路１１０および第２制御回路１１１が同一のＭＰＵまたはＤＳＰであ
る場合には制御回路１１２の制御処理速度を向上することができる。
【０２２１】
　第１ないし第５の実施例の照明装置の点灯装置３または３ａは、第１制御回路１１０が
第２制御回路１１１の制御内容を把握する主従関係（マスタ－スレーブ関係）を有し、第
１制御回路１１０が第２制御回路１１１に指示した制御動作と実際の第２制御回路１１１
の制御動作が異なる場合には、第１制御回路１１０が第２制御回路１１１に指示した制御
動作を行うように第１制御回路１１０は第２制御回路１１１に動作モード変更信号を送信
する。動作モード変更信号を受信した第２制御回路１１１は、動作モード変更信号が光源
部２の点灯制御の変更を伴う場合には、フェード機能を用いて光源部２の点灯制御の変更
を行うので、第１制御回路１１０が第２制御回路１１１に指示した制御動作と実際の第２
制御回路１１１の制御動作が異なり、それを修正する場合でも照明装置の使用者が動作モ
ード変更を認識することがなく、より快適な照明空間を形成することができる。
【０２２２】
　第１ないし第５の実施例の照明装置の第１制御回路１１０または第２制御回路１１１は
、それぞれ白色光源点灯回路１０７、電球色光源点灯回路１０８および間接光光源点灯回
路１０９または赤色光源点灯回路１０４、緑色光源点灯回路１０５および青色光源点灯回
路１０６のスイッチング素子Ｑのスイッチングの位相が少なくとも２種類以上存在すると
ともに、１つの位相に複数の点灯回路のスイッチング素子Ｑがオン動作している区間が存
在しているので、１つの制御回路でｎ個の点灯回路のスイッチング素子を制御する際に制
御周期／ｎを最大オンデューティー値と規定する場合と比較して、１つの位相で複数の点
灯回路のスイッチング素子Ｑのオン動作を行うことができるので、最大オンデューティー
値を適宜定めることができ、電源回路１００に負荷をかけることなく点灯回路を介して光
源部２から所望の光出力を得ることができる。
【０２２３】
　第１ないし第５の実施例の照明装置の白色光源点灯回路１０７、電球色光源点灯回路１
０８および間接光光源点灯回路１０９はスナバ回路を有するとともに、制御回路用電源回
路１０３に電源を供給している。スナバ回路を有さない赤色光源点灯回路１０４、緑色光
源点灯回路１０５および青色光源点灯回路１０６を動作させる場合は、白色光源点灯回路
１０７、電球色光源点灯回路１０８または間接光光源点灯回路１０９のいずれか１つを動
作させることにより、制御回路用電源回路１０３に電源を供給し、赤色光源点灯回路１０
４、緑色光源点灯回路１０５および青色光源点灯回路１０６を動作させる。よって、照明
装置の点灯制御が行われる際は、白色光源点灯回路１０７、電球色光源点灯回路１０８お
よび間接光光源点灯回路１０９のいずれか１つが必ず動作している。
【０２２４】
　第１ないし第５の実施例の照明装置の白色光源点灯回路１０７、電球色光源点灯回路１
０８および間接光光源点灯回路１０９はスナバ回路を有するとともに、赤色光源点灯回路
１０４、緑色光源点灯回路１０５および青色光源点灯回路１０６はスナバ回路を有さない
ので、照明装置の点灯装置３の熱損失を低減させることができる。
【０２２５】
　第１ないし第５の実施例の照明装置の白色光源点灯回路１０７、電球色光源点灯回路１
０８および間接光光源点灯回路１０９はスナバ回路を有するとともに、赤色光源点灯回路
１０４、緑色光源点灯回路１０５および青色光源点灯回路１０６はスナバ回路を有さない
ので、照明装置の点灯装置３の部品点数を低減させることができるとともに、照明装置ま
たは点灯装置３のコストを低減することができる。
【０２２６】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態または実施例は、例とし
て提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施
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形態または実施例は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を
逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態ま
たは実施例やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載
された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０２２７】
２・・・光源部
２２Ｎ・・・発光素子
２２Ｌ・・・発光素子
９２・・・発光素子
２２Ｒ・・・発光素子
２２Ｇ・・・発光素子
２２Ｂ・・・発光素子
１１２・・・制御回路

【図２１】
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