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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　負荷のための駆動装置であって、
　前記負荷に並列なシャントスイッチと、
　前記シャントスイッチを制御する制御ユニットと、
　少なくとも前記制御ユニットへエネルギを供給するように構成されるエネルギ蓄積要素
と、
　前記エネルギ蓄積要素に直列に接続される再充電制御回路と、
を含み、前記エネルギ蓄積要素及び前記再充電制御回路の直列接続が、前記シャントスイ
ッチに並列に設けられ、前記制御ユニットが、前記エネルギ蓄積要素が再充電されるべき
場合に、前記再充電制御回路を有効化させ、且つ、前記シャントスイッチをオフにスイッ
チするように構成される、駆動装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の駆動装置であって、前記再充電制御回路が、有効化される場合にスイ
ッチオンにされるスイッチである、駆動装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の駆動装置であって、前記再充電制御回路が、ＤＣ／ＤＣコンバータで
あり、前記ＤＣ／ＤＣコンバータが有効化される場合に動作される、駆動装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか一項に記載の駆動装置であって、前記負荷が、ＬＥＤ及び／又
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はＯＬＥＤの光ユニットである、駆動装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れか一項に記載の駆動装置であって、前記エネルギ蓄積要素が、少
なくとも１つのコンデンサを含む、駆動装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れか一項に記載の駆動装置であって、電圧比較器が、前記エネルギ
蓄積要素の両端の電圧を参照値と比較し、前記電圧が前記参照値より下に落ちる場合に、
前記制御ユニットに関して再充電制御信号を生成するように設けられる、駆動装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか一項に記載の駆動装置であって、前記制御ユニットは、前記負
荷が99.9％の最大デューティサイクルで駆動されるように前記シャントスイッチをオン及
びオフにスイッチングすることによって前記負荷を通ずる駆動電流を制御し、且つ、前記
負荷がオフの期間において前記エネルギ蓄積要素を再充電するように構成される、駆動装
置。
【請求項８】
　請求項７に記載の駆動装置であって、前記制御ユニットは、前記エネルギ蓄積要素の両
端の電圧を監視し、且つ、前記監視される電圧が所定レベルに達する場合に再充電を停止
させるように構成される、駆動装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８の何れか一項に記載の駆動装置であって、前記制御ユニットは、前記負
荷のフォワード電圧より小さい供給電圧を有するように構成される、駆動装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９の何れか一項に記載の駆動装置であって、前記再充電制御回路は、前記
負荷のフォワード電圧より小さい供給電圧を有するように構成される、駆動装置。
【請求項１１】
　負荷を、前記負荷に並列なシャントスイッチと、再充電制御回路と、前記再充電制御回
路に直列に接続されるエネルギ蓄積要素であって、前記直列接続が前記シャントスイッチ
に並列である、エネルギ蓄積要素と、前記シャントスイッチを制御する制御ユニットと、
を含む駆動装置を用いて、駆動させる方法であって、当該方法が、前記エネルギ蓄積要素
を再充電する目的に関して、
　前記再充電制御回路を有効化させるステップと、
　前記シャントスイッチをオンからオフへ切り替えるステップと、
　前記シャントスイッチを、所定の期間の後及び／又は前記エネルギ蓄積要素の両端の電
圧が所定の値に達する場合に、再びオンにスイッチし、前記再充電制御回路を再び無効化
にするステップと、
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、負荷、特にＬＥＤ／ＯＬＥＤユニットのための駆動装置に関する。本発明は
、このような駆動装置を含む負荷を駆動させる方法にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）又は有機発光ダイオードダイオード（ＯＬＥＤ）は、装飾目
的又は表示応用例に関して益々使用されている。高い解像度及びスムースな遷移を有する
ために、多数の光スポットが必要とされる。これらの応用例の多くにおいて、電子回路が
、ＬＥＤ、特にＬＥＤの状態（オン／オフ）を制御するのに使用される。当業分野におい
て知られるように、オン／オフ状態は、対応するＬＥＤに並列に結合されるシャントスイ
ッチにより制御され得る。シャントスイッチがオン（閉）の場合、ＬＥＤは分路され、し
たがって、オフにされる。シャントスイッチがオフ（開）の場合、駆動電流はシャントス
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イッチを流れないので、ＬＥＤはオンである。ＬＥＤの状態（オン／オフ）以外に、平均
輝度又は光強度も、所定の又は選択可能なデューティサイクルに従いシャントスイッチを
スイッチングすることによって制御され得る。
【０００３】
　全てのこれらの場合において、制御回路は、必要なエネルギを供給する電源を必要とす
る。この要件は、供給電圧をオンサイト制御回路へ給電するために追加的な配線を生じさ
せる、又はＬＥＤ供給源から電力を導出し得る電源を生じさせる。たいていの場合、第２
の解決法は、追加的な損失を生成し得る、又はＬＥＤ挙動に望ましくない影響を有し得る
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のことを鑑み、本発明の目的は、上述の欠点が解決される、負荷のための駆動装置
、及びこのような駆動装置を用いて負荷を駆動させる方法を提供することである。特に、
駆動装置は、オンサイト制御回路へ供給電圧を給電するための追加的な配線を有するべき
でなく、負荷挙動への追加的な損失又は影響は避けられるべきである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のこれら及び他の目的は、負荷、好ましくは光ユニット、具体的にはＬＥＤ／Ｏ
ＬＥＤユニット、のための駆動装置であって、
  前記負荷に並列なシャントスイッチと、
  このシャントスイッチを制御する制御ユニットと、
  少なくとも前記制御ユニットへエネルギを供給するように構成されるエネルギ蓄積要素
と、
  前記エネルギ蓄積要素に直列に接続される再充電制御回路と、
を含み、前記エネルギ蓄積要素及び前記再充電制御回路の直列接続が、前記シャントスイ
ッチに並列に設けられ、前記制御ユニットが、前記エネルギ蓄積要素が再充電されるべき
場合に、前記再充電制御回路を有効化させ、且つ、前記シャントスイッチをオフにスイッ
チするように構成される、駆動装置
によって達成される。
【０００６】
　言い換えると、駆動装置は、必要とされる電力を少なくとも制御ユニットへ供給するそ
れ自身の電源を有する。この電源は、電力を蓄積及び供給するように構成されるエネルギ
蓄積要素を含む。エネルギ蓄積要素を再充電するエネルギは、駆動電流から導出されるが
、光ユニットがスイッチオフされる間の期間においてのみである。それにも関わらず、シ
ャントスイッチも、エネルギ蓄積要素を再充電するのに使用される駆動電流によって負荷
の両端の電圧降下を生成するためにスイッチオフにされる。負荷が再びオンにスイッチさ
れるのを防ぐために、エネルギ蓄積要素及び制御ユニットの両端の電圧降下は、負荷を電
力供給するのに、好ましくは光ユニットに光を放射させるのに必要なフォワード電圧より
低い。
【０００７】
　本発明は、第１に、制御回路へ供給電圧を給電するための追加的な配線が必要でないと
いう有利な点を有する。そして、第２に、供給電圧を少なくとも制御ユニットへ給電する
、使用されるエネルギ蓄積要素は、負荷、好ましくはＬＥＤの挙動に影響を与えない。具
体的には、蓄積要素を再充電するエネルギは、対応する光ユニットがスイッチオフにされ
る期間において駆動電流から導出されるので、光強度における減少は存在しない。
【０００８】
　好ましい実施例において、前記再充電制御回路が、有効化される場合にスイッチオンに
される制御スイッチを含む。しかし、前記再充電制御回路は、有効化される場合に動作さ
れるＤＣ／ＤＣコンバータをも含み得る。
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【０００９】
　好ましい実施例において、前記負荷が、光ユニット、好ましくはＬＥＤ／ＯＬＥＤユニ
ットである。
【００１０】
　好ましい実施例において、前記エネルギ蓄積要素が、少なくとも１つのコンデンサを含
む。
【００１１】
　有利な点は、コンデンサが、安価であり実装しやすいコンポーネントであることである
。
【００１２】
　好ましい実施例において、前記光ユニットは、直列に及び／又は並列に接続される、１
つ以上の発光ダイオード（ＬＥＤ）又は有機発光ダイオードダイオード（ＯＬＥＤ）を含
む。
【００１３】
　本発明の駆動装置は、発光ダイオードを制御するのに使用される場合に有利である。本
発明の文脈において、「ＬＥＤ」又は「ＬＥＤユニット」という表現は、ＬＥＤ若しくは
ＯＬＥＤ、又はＬＥＤ／ＯＬＥＤ要素の直列接続若しくは並列接続若しくは直列／並列混
成接続を意味することを特記されるべきである。
【００１４】
　好ましい実施例において、電圧比較器が、前記エネルギ蓄積要素の両端の電圧を参照値
と比較し、前記電圧が前記参照値より下に落ちる場合に、前記制御ユニットに関して再充
電制御信号を生成するように設けられる。
【００１５】
　言い換えると、再充電サイクルは、エネルギ蓄積要素の両端の電圧が所定の参照値より
下である場合に、制御ユニットによって開始される。したがって、再充電サイクルは、時
間依存ではなく、電圧依存である。
【００１６】
　そうであるにもかかわらず、再充電サイクルを時間依存であるように設計することも可
能であり、このことは、エネルギ蓄積要素が可変又は固定の時間パターンで実行されるこ
とを意味する。
【００１７】
　しかし、再充電サイクルは、非活性化光ユニット（光を放射しない）の位相においての
み実行されることを特記されるべきである。
【００１８】
　好ましい実施例において、２つの抵抗器の直列接続が、電圧信号を電圧比較器へ供給す
るために、エネルギ蓄積要素に並列に結合される。
【００１９】
　言い換えると、電圧分割器が、エネルギ蓄積要素の両端の電圧と等価である電圧信号を
生成するために使用される。電圧分割器を形成する２つの抵抗器のこの解決法は、電圧セ
ンサ要素の非常に安価であり簡単な実施化である。
【００２０】
　更に好ましい実施例において、前記制御ユニットは、前記負荷が99.9％の最大デューテ
ィサイクルで駆動されるように前記シャントスイッチをオン及びオフにスイッチングする
ことによって前記光ユニットを通ずる前記駆動電流を制御し、且つ、前記負荷がオフの場
合に該残り時間において前記エネルギ蓄積要素を再充電するように構成される。
【００２１】
　上述されるように、再充電サイクルは、エネルギ蓄積要素の両端の電圧に依存しないが
、時間に依存して実行され得る。しかし、このことは、制御ユニットが、100％のデュー
ティサイクルに対応し得る、連続的に光ユニットをオンにスイッチするべきでないことを
意味する。むしろ、最大デューティサイクルは、光ユニットがオフにスイッチされ、蓄積
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要素が再充電され得る時間を残しておく必要がある。99.9％のデューティサイクルの最大
値が、再充電目的に関して十分である。
【００２２】
　エネルギ蓄積要素の過充電を防ぐために、Ｚダイオードが、過充電保護としてエネルギ
蓄積要素に並列に設けられる。
【００２３】
　代替的に、前記制御ユニットは、前記エネルギ蓄積要素の両端の前記電圧を監視し、且
つ、前記監視される電圧が所定レベルに達する場合に再充電を停止させるように構成され
る。
【００２４】
　好ましい実施例において、前記再充電制御回路は、前記負荷の前記フォワード電圧より
小さい供給電圧を有するように構成される。
【００２５】
　好ましい実施例において、前記再充電制御回路及び前記シャントスイッチ並びに前記制
御信号は、駆動装置の自動スタートアップを可能にするように構成される。
【００２６】
　上述の目的は、負荷好ましくは光ユニットを、前記負荷に並列なシャントスイッチと、
再充電制御回路と、前記再充電制御回路に直列に接続されるエネルギ蓄積要素であって、
前記直列接続が前記シャントスイッチに並列である、エネルギ蓄積要素と、前記シャント
スイッチ及び前記再充電制御回路を制御する制御ユニットと、を含む駆動装置を用いて、
駆動させる方法であって、当該方法が、前記エネルギ蓄積要素を再充電する目的に関して
、
  前記再充電制御回路を有効化させるステップと、
  前記シャントスイッチをオンからオフへ切り替えるステップと、
  前記シャントスイッチを、所定の期間の後及び／又は前記エネルギ蓄積要素の両端の電
圧が所定の値に達する場合に、再びオンにスイッチし、前記再充電制御回路を再び無効化
にするステップと、
を含む方法によっても達成される。
【００２７】
　好ましくは、再充電制御回路は、制御スイッチとして設けられ、前記有効化させるステ
ップは、前記スイッチをオンにスイッチするステップを含み、前記無効化にするステップ
は、前記スイッチをオフにスイッチするステップを含む。
【００２８】
　しかし、再充電制御回路は、有効化されない場合に動作される、例えばＤＣ／ＤＣコン
バータなどとしても設けられ得る。
【００２９】
　好ましくは、前記再充電は、所定の時間パターンで実行される。
【００３０】
　代替的には、前記再充電は、前記エネルギ蓄積要素の両端の電圧が所定の値より下に低
下する場合に実行される。
【００３１】
　好ましくは、再充電は、何のエネルギも負荷へ供給されない期間に再充電が実行される
ように、再充電は、負荷の所望な動作間隔に適合される。
【００３２】
　本発明の方法は、上述の駆動装置と同一の有利な点を提供するので、これらの有利な点
を再び繰り返すことは避けられる。
【００３３】
　更なる特徴及び有利な点は、以下の説明及び添付の図面から理解され得る。
【００３４】
　上述の特徴及び以下に説明されるべき特徴は、本発明の範囲を逸脱することなく、示さ
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れる対応する組合せだけでなく、他の組合せ又は単独でも使用され得ることを理解される
べきである。
【００３５】
　本発明の実施例は、図面において示され、図面を参照にして以下の説明においてより詳
細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】図１は、本発明に従う駆動装置の概略的ブロック図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　図１において、駆動装置は、概略的に表わされ、参照符号１０を用いて示される。
【００３８】
　駆動装置１０は、本実施例において発光ユニット１２として好ましくは提供される負荷
１１を含む。発光ユニット１２は、好ましくは、１つ以上のＬＥＤ２０・２２を含むＬＥ
Ｄユニットである。上述されるように、「ＬＥＤ」は、ＬＥＤ若しくはＯＬＥＤ、又はＬ
ＥＤ／ＯＬＥＤ要素の直列接続若しくは並列接続若しくは直列／並列混成接続を意味する
。
【００３９】
　直列接続ＬＥＤ２０・２２は、電流Ｉ１を供給する電流供給源１８によって駆動される
。電流供給源１８は、駆動装置１０の一部ではない。
【００４０】
　駆動装置１０は、更に、制御ユニット１４及びエネルギ蓄積ユニット１６を含む。
【００４１】
　制御ユニット１４は、制御回路２６及び発光ユニット１２と並列に結合されるシャント
スイッチ３０を含む。トランジスタ又は電界効果トランジスタなどである電子スイッチで
あることが好ましいシャントスイッチ３０は、制御回路２６によって制御され、発光ユニ
ット１２を分路するように作用する。
【００４２】
　シャントスイッチ３０が開すなわちオフである場合、発光ユニット１２の両端間に何の
バイパスも存在せず、これにより、駆動電流Ｉ１は、発光ユニット１２を通過し得、結果
として、光を放射する。
【００４３】
　シャントスイッチ３０が閉（スイッチオン）である場合、発光ユニット１２の両端間に
バイパスが存在し、その結果として、何の駆動電流も発光ユニット１２を通らない。発光
ユニット１２は、この場合、オフにスイッチされ、光を発さない。
【００４４】
　更に、制御回路１４は、外部スイッチ信号ＤＩを受けるデータ入力部２８を含む。以下
に説明される、シャントスイッチ３０及びスイッチ４６の有効化は、制御回路２６におい
て入手可能な内部データ、信号ＤＩ、及びエネルギ蓄積ユニット１６からの更なる信号に
基づき生成され得る。
【００４５】
　明らかであるように、制御回路２６は、本実施例においてエネルギ蓄積ユニット１６に
よって提供される供給電圧を必要とする。
【００４６】
　制御回路２６は、主に、シャントスイッチ３０のデューティサイクルを制御するように
作用する。デューティサイクル、すなわちシャントスイッチ３０のオン及びオフ状態の比
率又は周波数は、ＬＥＤ２０・２２の輝度及び光強度のそれぞれを制御することを可能に
させる。シャントスイッチ３０をスイッチングするための制御信号は、制御回路２６によ
って又はマスタユニットによって生成され得る。後者の場合、制御回路２６は、スイッチ
ング信号ＤＩ'に関する受信器として作用する。
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【００４７】
　エネルギ蓄積ユニット１６は、好ましくは１つ以上のコンデンサの形態で、エネルギ蓄
積要素４０を含む。更に、再充電制御回路４４は、コンデンサ４２及び再充電制御回路４
４の間に接続されるショットキーダイオード４９又はＺダイオードとして設けられるデカ
ップリングダイオード４８を用いて、コンデンサ４２と直列に結合される。本発明におい
て、再充電制御回路は、制御スイッチとして以後参照されるスイッチ４６として設けられ
る。しかし、再充電制御回路は、ＤＣ／ＤＣコンバータとしても設けられる。
【００４８】
　制御スイッチ４６、デカップリングダイオード４８及びエネルギ蓄積要素４０の直列接
続は、発光ユニット１２へ並列に、したがって、シャントスイッチ３０へも並列に接続さ
れる。制御スイッチ４６は、好ましくはバイポーラトランジスタ又は電界効果トランジス
タである、電子スイッチとして設けられ得る。
【００４９】
　一般的に、制御回路２６及びシャントスイッチ３０を動作させるのに必要なエネルギは
、エネルギ蓄積要素４０によって制御ユニット１４へ供給される。エネルギ蓄積要素４０
に貯蔵されるエネルギは、以下に説明されるように、再充電サイクルにおいて、電流供給
源１８によって供給される。
【００５０】
　更に、図１は、制御スイッチ４６と直列に接続され、回路の寄生抵抗を表わす抵抗器６
４を示す。
【００５１】
　図に示される好ましい実施例において、エネルギ蓄積ユニット１６は、直列に接続され
る２つの抵抗器５３及び５４からなる電圧分割器５２を含む。直列接続５２は、エネルギ
蓄積要素４０と並列に接続され、エネルギ蓄積要素４０の両端の電圧に依存する信号を生
成するように作用する。この電圧信号は、参照電圧供給源６２からの参照電圧を第２入力
部において受け取る電圧比較器５８の第１入力部へ供給される。電圧比較器５８の出力部
は、制御回路２６へ供給される。
【００５２】
　電圧比較器５８及び電圧分割器５２は駆動装置１０の動作に必要である部品ではないこ
とを特記されるべきである。むしろ、再充電処理も、電圧比較器５８及び電圧分割器５２
を必要とすることなく、制御回路２６のみによって（例えば、以下に第２実施例として記
載される固定タイミングを用いて）制御され得る。
【００５３】
　駆動装置１０の動作、特に、エネルギ蓄積要素４０の充電又は再充電は、以下に説明さ
れる。
【００５４】
　放射位相において、シャントスイッチ３０は開（スイッチオフ）であり、これにより、
電流供給源１８からの駆動電流Ｉ１は、発光ユニット１２を通過し得、結果として、光を
放射する。放射段階においてエネルギ蓄積要素へ電流が流れ込むのを防ぐために、制御ス
イッチ４６は開いている。更に、制御回路２６及びスイッチ３０・４６に関して必要とさ
れるエネルギは、エネルギ蓄積要素４０によって供給される。
【００５５】
　非放射位相において、シャントスイッチ３０が閉（スイッチオン）であり、発光ユニッ
ト１２の両端間にバイパスが存在する。したがって、駆動電流Ｉ１は発光ユニット１２へ
駆動されなく、その結果、発光ユニット１２は、光を発さない。
【００５６】
　当業分野において知られるように、両方の位相は、特に発光ユニット１２の輝度を制御
するために、所定の又は選択可能な手法で交互に入れ替わる。放射位相及び非放射位相の
間の比率、並びにしたがってシャントスイッチ３０のオフ及びオン状態間の比率は、「デ
ューティサイクル」と呼ばれる。100%のデューティサイクルは、例えば、放射位相が100%
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であり、非放射位相が0%である。
【００５７】
　発光ユニット１２におけるいかなる影響をも防ぐために、充電又は再充電サイクルは、
好ましくは非放射位相において実行される。
【００５８】
　エネルギ蓄積要素４０を充電又は再充電するために、制御スイッチ４６は閉じられ、シ
ャントスイッチ３０は開かれる。
【００５９】
　この場合、特にＬＥＤ２０・２２である発光ユニット１２のアノード電位が、制御スイ
ッチ４６及びデカップリングダイオード４８を介してエネルギ蓄積要素４０へ給電される
。駆動電流Ｉ１は、この場合、エネルギ蓄積要素４０を充電し、これにおり、エネルギ蓄
積要素の両端の電圧は、時間とともに線形に増加する。電圧が電圧供給源６２及び電圧分
割器５２によって決定される参照値よりも高い場合、シャントスイッチ３０は再び閉じら
れ、制御スイッチ４６は開かれる。
【００６０】
　シャントスイッチ３０が開かれているにもかかわらず、ＬＥＤ２０・２２は放射位相に
達していないが、その理由は、エネルギ蓄積要素４０及び制御ユニット１４の両端の電圧
低下が、ＬＥＤ２０・２２のフォワード電圧より下であるように選択されるからである。
したがって、シャントスイッチ３０が開かれている場合であっても、何の望まれない光出
力も生成さない。
【００６１】
　それにも関わらず、充電又は再充電サイクルは、エネルギ蓄積要素４０の両端の電圧が
対応するフォワード電圧に達する前に停止される必要がある。このことは、上述の参照値
を適切に設定することによって保証される。
【００６２】
　図に示される実施例において、再充電サイクルは、エネルギ蓄積要素４０の両端の電圧
が特定の所定の参照電圧より下へ落ちる場合に、開始される。この比較は、制御回路２６
に関して向けられる信号を生成する比較器５８によって実行される。この場合、再充電サ
イクルは、発光ユニット１２が非放射位相にある場合、開始される。そうでない場合、再
充電サイクルは、非放射位相が開始するまで待機される。代替的に、再充電処理は、発光
ユニット１２の放射位相において実行され得るが、このことは、発光ユニットの光放射に
影響を与え得る。
【００６３】
　放射位相において再充電することは、例えば、エネルギ蓄積ユニット１６によって伝達
される供給電圧が制御ユニット１４の最小供給電圧要件より下に落ちる場合に適用され得
る。
【００６４】
　再充電サイクルは、エネルギ蓄積要素４０の両端の電圧が参照値よりも高い場合に停止
される。
【００６５】
　スイッチングに含まれる時間遅延が原因により、このシーケンスに関連される特定のヒ
ステリシスが存在し得、このことは、回路が無限に高い周波数で動作することを防ぐ。当
然、特定のヒステリシスを比較器へ加えることも可能である。
【００６６】
　図には示されない第２の実施例において、エネルギ蓄積要素４０を再充電する過程は、
電圧比較の結果として開始されず、再充電サイクルは、例えば各非放射位相においていつ
もであるなど、固定の又は選択可能な時間パターンで開始される。エネルギ蓄積要素４０
を過充電に対して保護するために、及び負荷１１のフォワード電圧しきい値に達するのを
防ぐために、再充電の処理は、回路の既知の電力消費に基づき決定される短時間において
実行される。代替的に、Ｚダイオードが、過充電保護手段としてエネルギ蓄積要素４０へ
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おける電圧を開始し、この電圧が所定の値に達する場合に再充電サイクルを停止するよう
に適合され得る。
【００６７】
　この実施例において、デューティサイクルは、例えば最大値99.9%など、100%よりも小
さいことを保証される必要がある。期間の0.1%は、非放射位相においてエネルギ蓄積要素
４０へ必要なエネルギを給電するのに十分であり得る。
【００６８】
　この実施例において、したがって、参照電圧より下へ落ちる値に関して、エネルギ蓄積
要素４０の両端の電圧を比較する必要はもはやない。
【００６９】
　示される駆動装置１０は、図１に概略的に示される直列接続で多重倍設けられ得る。更
に、異なるＬＥＤビンを用いても均一な光分布を達成するために各ＬＥＤの個別の制御を
含む一般照明など、個別に制御される必要があるような、全ての種類のＬＥＤランプにお
いて使用され得る。ＬＥＤ駆動装置として伸しように加えて、本発明の駆動装置は、更な
る場合において電流供給源から電力を導出することへ適用され得る。例えば、ファンが発
光ユニット１２の場所に使用され得る。上述と同様な手法で、回路は、電流供給源から電
力を導出し、ファンを制御し得る。いかなる負荷をも必要とすることもなく、回路は使用
され得る。これらの場合、発光ユニット１２は、省略され得る。スイッチ３０は、大抵の
期間閉じられ得、これにより、電流Ｉ１の低い損失循環を可能にする。再充電の過程は、
上述と同一であり得る。この回路は、ＬＥＤストリングにおけるセンサとして使用され得
る。
【００７０】
　当業者にとって、回路のスタートアップが非常に容易に管理され得ることは明らかであ
る。一つの可能な実施例は、以下の通りであり、何の駆動信号も印加されない場合に開で
あるスイッチは、シャントスイッチ３０として使用される。同一の種類のスイッチが制御
スイッチに関して使用される。制御回路２６から生じる制御スイッチに関する駆動信号は
、制御回路が給電されない場合である場合、高いインピーダンスを有する（例えば、いわ
ゆるオープンコレクタ又はオープンドレイン信号）。抵抗器は、負荷１１の正端子から制
御スイッチの制御入力部へ配置される。当然、例えば、何の駆動信号も制御スイッチ３０
に関して印加されない場合に閉じられる種類のスイッチを使用するなど、他の実施例も可
能である。このような構成は、電流供給源１８からの初期電流フローにより、エネルギ蓄
積要素４０の充電が自動的に開始し得る。最小所要電圧レベルに到達される場合に、回路
は、上述の通常動作へ進み得る。
【００７１】
　要約すると、本発明は、分離された制御を有する直列接続ＬＥＤに関するＬＥＤ駆動の
ための構想／トポロジについてである。本発明の回路は、ＬＥＤを給電する電流供給源か
ら、追加的なオンサイト回路に関して必要とされる、電力を簡単に且つ経済的に排出させ
る可能性を提供する。このことは、追加的な電流供給源を必要とすることなく、１つ以上
のＬＥＤへ回路を装着する可能性を提供する。本発明の構成は、このような駆動装置のい
くつかの直列接続と互換性がある。制御回路２６は、例えば、マイクロコンピュータとし
て設けられ得、制御ユニット１４自体が、駆動装置又はセンサなどを含み得る。
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