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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子の発光効率がピーク値になるときの基準電流以上で且つ前記発光素子の定格電
流よりも小さい駆動電流を前記発光素子に流す場合には前記発光素子を直流駆動する直流
駆動部を備え、
　前記直流駆動部は、直流電源と、
　前記直流電源の一端と一定電位の間に、両端にコンデンサが接続された前記発光素子と
抵抗と前記発光素子を駆動する駆動素子とを直列に接続した直列回路と、
　前記コンデンサの容量をＣ、前記発光素子の内部等価抵抗をＲとした場合に、時間Ｔ＝
２．２×Ｃ×Ｒよりも小さい周期でパルス幅変調されたパルス信号で前記駆動素子をオン
オフ駆動させるＰＷＭ駆動部と、
　一端が前記コンデンサの一端に接続され、他端が前記発光素子の一端に接続されたスイ
ッチとを備え、
　前記スイッチは、オフすることにより前記駆動電流が前記基準電流未満の場合には前記
発光素子をパルス駆動させ、オンすることにより前記駆動電流が前記基準電流以上の場合
には前記発光素子を直流駆動させることを特徴とする発光素子駆動装置。
【請求項２】
　発光素子の発光効率がピーク値になるときの基準電流以上で且つ前記発光素子の定格電
流よりも小さい駆動電流を前記発光素子に流す場合には前記発光素子を直流駆動する直流
駆動部を備え、
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　前記直流駆動部は、前記発光素子の一端に一端が接続された直流電源と、
　前記発光素子の他端に一端が接続されたコイルと、
　前記コイルの他端に一端が接続され前記発光素子の一端に他端が接続された還流ダイオ
ードと、
　前記発光素子の両端に接続されたコンデンサと、
　前記コイルの他端と前記還流ダイオードの一端とに接続され、前記発光素子を駆動する
駆動素子と、
　前記コンデンサの容量をＣ、前記発光素子の内部等価抵抗をＲとした場合に、時間Ｔ＝
２．２×Ｃ×Ｒよりも小さい周期でパルス幅変調されたパルス信号で前記駆動素子をオン
オフ駆動させるＰＷＭ駆動部と、
　一端が前記コンデンサの一端に接続され、他端が前記発光素子の一端に接続されたスイ
ッチとを備え、
　前記スイッチは、オフすることにより前記駆動電流が前記基準電流未満の場合には前記
発光素子をパルス駆動させ、オンすることにより前記駆動電流が前記基準電流以上の場合
には前記発光素子を直流駆動させることを特徴とする発光素子駆動装置。
【請求項３】
　発光素子の発光効率がピーク値になるときの基準電流以上で且つ前記発光素子の定格電
流よりも小さい駆動電流を前記発光素子に流す場合には前記発光素子を直流駆動する直流
駆動部を備え、
　前記直流駆動部は、前記発光素子の一端に一端が接続された直流電源と、
　前記発光素子の他端に一端が接続された還流ダイオードと、
　前記還流ダイオードの他端に一端が接続され前記発光素子の一端に他端が接続されたコ
イルと、
　前記発光素子の両端に接続されたコンデンサと、
　前記コイルの一端と前記還流ダイオードの他端とに接続され、前記発光素子を駆動する
駆動素子と、
　前記コンデンサの容量をＣ、前記発光素子の内部等価抵抗をＲとした場合に、時間Ｔ＝
２．２×Ｃ×Ｒよりも小さい周期でパルス幅変調されたパルス信号で前記駆動素子をオン
オフ駆動させるＰＷＭ駆動部と、
　一端が前記コンデンサの一端に接続され、他端が前記発光素子の一端に接続されたスイ
ッチとを備え、
　前記スイッチは、オフすることにより前記駆動電流が前記基準電流未満の場合には前記
発光素子をパルス駆動させ、オンすることにより前記駆動電流が前記基準電流以上の場合
には前記発光素子を直流駆動させることを特徴とする発光素子駆動装置。
【請求項４】
　発光素子の発光効率がピーク値になるときの基準電流以上で且つ前記発光素子の定格電
流よりも小さい駆動電流を前記発光素子に流す場合には前記発光素子を直流駆動する直流
駆動部を備え、
　前記直流駆動部は、交流電源と、
　前記交流電源の交流電圧を整流し且つ前記発光素子の一端に整流出力端子の一端が接続
された整流回路と、
　前記発光素子の他端に一端が接続された還流ダイオードと、
　前記還流ダイオードの他端に一端が接続され前記発光素子の一端に他端が接続されたコ
イルと、
　前記発光素子の両端に接続されたコンデンサと、
　前記コイルの一端と前記還流ダイオードの他端とに接続され、前記発光素子を駆動する
駆動素子と、
　前記コンデンサの容量をＣ、前記発光素子の内部等価抵抗をＲとした場合に、時間Ｔ＝
２．２×Ｃ×Ｒよりも小さい周期でパルス幅変調されたパルス信号で前記駆動素子をオン
オフ駆動させるＰＷＭ駆動部と、
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　一端が前記コンデンサの一端に接続され、他端が前記発光素子の一端に接続されたスイ
ッチとを備え、
　前記スイッチは、オフすることにより前記駆動電流が前記基準電流未満の場合には前記
発光素子をパルス駆動させ、オンすることにより前記駆動電流が前記基準電流以上の場合
には前記発光素子を直流駆動させることを特徴とする発光素子駆動装置。
【請求項５】
　前記駆動電流の値が前記基準電流未満である場合には前記発光素子をパルス駆動するパ
ルス駆動部を備えることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項記載の発光素
子駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光ダイオード（ＬＥＤ）やレーザー発光ダイオード，有機ＥＬ素子などの
発光素子、およびこれらを用いた発光素子駆動装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤやレーザー発光ダイオード，有機ＥＬ素子などの半導体発光素子は、半導体中の
電荷キャリアである自由電子と正孔の再結合の際に生じる発光現象を利用することによっ
て発熱を抑えた、発光電力効率の高い素子である。従来の発光素子を半導体発光素子に置
き換えることにより、照明機器や電子ディスプレイ、電子サインなどの消費電力が低減で
きる。また、製造の際に地球の希少資源の消費を抑えると共に、環境汚染物質の排出も抑
えられるため、地球環境に優しい素子として近年、世界中で爆発的に普及している。
【０００３】
　半導体発光素子は原理的に駆動電流に概ね比例した光量の光を発光する。しかし、実際
には再結合の効率変化や温度依存性があるため、駆動電流値の変化に伴い発光光量に非線
形性が現れる。このため、半導体発光素子の制御には一定のピーク電流のパルス電流を流
して、電流の流通時間幅を可変するＰＷＭ（パルス幅変調）が主に用いられている。半導
体故の非線形性を伴う電流値による光量制御に対してパルス幅は電子回路で正確に制御で
きることから、ＰＷＭを用いた正確な相対光量制御がほとんどの半導体素子の発光制御に
用いられている。
【０００４】
　なお、この種の従来の技術として、例えば、特許文献１に記載された技術が知られてい
る。特許文献１は、液晶表示器の表示部を照明する光源の輝度レベルを記憶する記憶手段
と、記憶手段が記憶している輝度レベルに応じた幅のパルス信号を連続して発生するパル
ス発生手段と、発生した連続したパルス信号によりオン・オフを繰り返し光源（ＬＥＤ）
に流れる電流を制御することで輝度調整を容易に行え、さらに高い発光効率を得ることが
できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１３２１１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来のパルス電流制御では、制御可変領域を確保するために、パルス電
流のピーク値を発光素子の発光効率が低下する発光素子の定格値付近に設定しなければな
らなかった。このため、最大限の電力効率を確保することができなかった。また、従来の
発光素子駆動装置では、発光素子に抵抗を直列に接続しており、この抵抗による電力消費
により無駄な電力を消費していた。
【０００７】
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　本発明の課題は、発光素子の電力効率を向上することができる発光素子駆動装置を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、本発明は、発光素子の発光効率がピーク値になるときの
基準電流以上で且つ前記発光素子の定格電流よりも小さい駆動電流を前記発光素子に流す
場合には前記発光素子を直流駆動する直流駆動部を備え、前記直流駆動部は、直流電源と
、前記直流電源の一端と一定電位の間に、両端にコンデンサが接続された前記発光素子と
抵抗と前記発光素子を駆動する駆動素子とを直列に接続した直列回路と、前記コンデンサ
の容量をＣ、前記発光素子の内部等価抵抗をＲとした場合に、時間Ｔ＝２．２×Ｃ×Ｒよ
りも小さい周期でパルス幅変調されたパルス信号で前記駆動素子をオンオフ駆動させるＰ
ＷＭ駆動部と、一端が前記コンデンサの一端に接続され、他端が前記発光素子の一端に接
続されたスイッチとを備え、前記スイッチは、オフすることにより前記駆動電流が前記基
準電流未満の場合には前記発光素子をパルス駆動させ、オンすることにより前記駆動電流
が前記基準電流以上の場合には前記発光素子を直流駆動させることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明は、発光素子の発光効率がピーク値になるときの基準電流以上で且つ前記
発光素子の定格電流よりも小さい駆動電流を前記発光素子に流す場合には前記発光素子を
直流駆動する直流駆動部を備え、前記直流駆動部は、前記発光素子の一端に一端が接続さ
れた直流電源と、前記発光素子の他端に一端が接続されたコイルと、前記コイルの他端に
一端が接続され前記発光素子の一端に他端が接続された還流ダイオードと、前記発光素子
の両端に接続されたコンデンサと、前記コイルの他端と前記還流ダイオードの一端とに接
続され、前記発光素子を駆動する駆動素子と、前記コンデンサの容量をＣ、前記発光素子
の内部等価抵抗をＲとした場合に、時間Ｔ＝２．２×Ｃ×Ｒよりも小さい周期でパルス幅
変調されたパルス信号で前記駆動素子をオンオフ駆動させるＰＷＭ駆動部と、一端が前記
コンデンサの一端に接続され、他端が前記発光素子の一端に接続されたスイッチとを備え
、前記スイッチは、オフすることにより前記駆動電流が前記基準電流未満の場合には前記
発光素子をパルス駆動させ、オンすることにより前記駆動電流が前記基準電流以上の場合
には前記発光素子を直流駆動させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、発光素子の発光効率がピーク値になるときの基準電流以上で且つ前記
発光素子の定格電流よりも小さい駆動電流を前記発光素子に流す場合には、直流駆動部が
発光素子を直流駆動するので、発光素子の電力効率を向上することができる。また、コン
デンサの容量をＣ、発光素子の内部等価抵抗をＲとした場合に、時間Ｔ＝２．２×Ｃ×Ｒ
よりも小さい周期でパルス幅変調されたパルス信号で駆動素子をオンオフ駆動させること
ができる。また、スイッチが、オフすることにより駆動電流が基準電流未満の場合には発
光素子をパルス駆動させ、オンすることにより駆動電流が基準電流以上の場合には発光素
子を直流駆動させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】発光素子の発光効率の直流電流特性を示す図である。
【図２】直流駆動とＰＷＭ駆動による発光素子の平均輝度の比較を示す図である。
【図３】本発明の実施例１に係る発光素子駆動装置の回路構成図である。
【図４】本発明の実施例１に係る発光素子駆動装置の各部の動作を示すタイミングチャー
トである。
【図５】本発明の実施例１に係る発光素子駆動装置の変形例の回路構成図である。
【図６】本発明の実施例２に係る発光素子駆動装置の回路構成図である。
【図７】本発明の実施例３に係る発光素子駆動装置の回路構成図である。
【図８】本発明の実施例４に係る発光素子駆動装置の回路構成図である。
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【図９】本発明の実施例５に係る発光素子駆動装置の回路構成図である。
【図１０】駆動電流の電流検出部と判定部を省略した実施例６に係る発光素子駆動装置の
回路構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態の発光素子駆動装置を図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１３】
　まず、本出願人の発明者は、発光ダイオード（ＬＥＤ）やレーザー発光ダイオード，有
機ＥＬ素子などの発光素子を、ＰＷＭ駆動した場合と直流駆動した場合の発光素子の明る
さに相当する、平均輝度を測定した。その測定結果を図２に示す。
【００１４】
　図２からもわかるように、発光素子を直流駆動した方が、ＰＷＭ駆動よりも平均輝度が
高く、発光素子（ＬＥＤ）の発光効率が向上することがわかった。
【００１５】
　また、本出願人の発明者は、発光素子の駆動条件を最適化するために、発光素子を直流
駆動した場合の発光効率の測定を行った。その測定結果を図１に示す。この測定では、赤
色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、青色ＬＥＤ、白色ＬＥＤの４つのＬＥＤの駆動電流に対する発光
効率を測定した。図１から、発光素子の発光効率のピーク値は、低電流域にあることがわ
かる。なお、本願明細書では、発光素子の発光効率がピーク値になる駆動電流を基準電流
として説明する。
【００１６】
　図１に示す直流駆動に対して、従来のＰＷＭ駆動では、パルス電流のピーク値を発光素
子の発光効率が低下する定格値付近に設定していたため、最大限の電力効率を確保するこ
とができなかった。
【００１７】
　そこで、本発明の実施の形態の発光素子駆動装置は、発光素子の発光効率がピーク値に
なるときの基準電流以上の駆動電流であって且つ発光素子の定格電流よりも小さい電流を
発光素子に流す場合に、発光素子を直流駆動させることにより、発光素子の電力効率を最
大限に向上させることを特徴とする。
【００１８】
　また、駆動電流値が基準電流未満である場合には、図１に示す直流駆動では発光効率が
急激に低下するため、この場合には、発光素子をＰＷＭ駆動させて、パルス電流のピーク
値を発光素子の発光効率がピークを示す電流値に設定することにより電力効率を向上させ
ることを特徴とする。
【００１９】
　以下、以上のことを実現するためのいくつかの実施例を説明する。
【実施例１】
【００２０】
　図３は、本発明の実施例１に係る発光素子駆動装置の回路構成図である。図３において
、直流電源Ｖｃｃの正極には抵抗Ｒの一端が接続され、抵抗Ｒの他端には直列に接続され
たｎ個の発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎが接続され、発光ダイオードＬＥＤｎの一端
にはスイッチＳＷの一端が接続され、スイッチＳＷの他端及び直流電源Ｖｃｃの負極は接
地点などの一定電位に接続されている。発光ダイオードの直列数ｎが１でも構わないこと
は言うまでもない。直列に接続されたｎ個の発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎの両端に
はコンデンサＣが接続されている。
【００２１】
　スイッチＳＷは、ｎ個の発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎを駆動するＭＯＳＦＥＴ或
いはＩＧＢＴ、バイポーラトランジスタなどの電子スイッチ素子から成る駆動素子を構成
し、ＰＷＭ信号などのパルス制御信号により所定の周期でオン／オフすることによりｎ個
の発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎを駆動する。直流電源Ｖｃｃと抵抗Ｒとコンデンサ



(6) JP 6288814 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

Ｃとで本発明の直流駆動部を構成している。
【００２２】
　このように構成された実施例１に係る発光素子駆動装置の動作を図４に示す各部のタイ
ミングチャートを参照しながら説明する。図４において、ＩswはスイッチＳＷに流れる電
流、ＩDは発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎに流れる電流、ＩcはコンデンサＣに流れる
電流を示している。
【００２３】
　まず、時刻ｔ０において、ＰＷＭ信号によりスイッチＳＷをオンすると、直流電源Ｖｃ
ｃから抵抗Ｒを介して発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎに電流ＩDが流れるとともに、
コンデンサＣにも電流Ｉcが流れて、発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎが発光する。こ
のとき、スイッチＳＷには電流Ｉcと電流ＩDとを合計した電流Ｉswが流れる。そして、時
刻ｔ０～ｔ１において、コンデンサＣは電流Ｉcにより充電されていく。
【００２４】
　次に、時刻ｔ１において、ＰＷＭ信号によりスイッチＳＷをオフすると、コンデンサＣ
に蓄積された電荷が放電し、発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎに電流ＩDが流れて、発
光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎが発光する。このため、発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥ
Ｄｎには一定の直流電流ＩDが流れる。即ち、発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎを直流
駆動することができ、しかもスイッチＳＷに流れる電流Ｉswが電流ＩDと電流Ｉcとに分散
されるので、直流電流ＩDのピーク値（波高値）が、コンデンサＣがないときに発光ダイ
オードＬＥＤ１～ＬＥＤｎに流れる電流のピーク値よりも小さくなる。
【００２５】
　即ち、発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎに大きな容量のコンデンサＣを並列に接続す
ることによって、従来はＰＷＭ駆動時に０Ｖ付近まで大きく変化していた発光ダイオード
ＬＥＤ１～ＬＥＤｎへのパルス状印加電圧を、コンデンサＣの充電電圧による直流状印加
電圧に換えることにより、直流電流ＩDによる駆動を可能とする。
【００２６】
　このとき、直流電流ＩDを、発光ダイオードＬＥＤ１の発光効率がピーク値になるとき
の基準電流以上の駆動電流であって且つ発光ダイオードＬＥＤ１の定格電流よりも小さい
電流に設定することにより、発光ダイオードＬＥＤ１の電力効率を最大限に向上させるこ
とができる。直流電流ＩDはＰＷＭ信号などの入力パルス信号の平均値に比例した値とな
る。入力パルス信号にはＰＷＭ信号に限らず、パルス周波数変調（ＰＦＭ）或いはパルス
密度変調（ＰＤＭ）などの平均値が制御された任意のパルス信号が適用できる。
【００２７】
　直流電流ＩDは、発光ダイオードＬＥＤ１の発光効率がピーク値になるときの基準電流
、発光ダイオードＬＥＤ１の定格電流、抵抗Ｒの抵抗値、コンデンサＣの容量値に応じて
設定される。
【００２８】
　また、ＰＷＭ信号の周期Ｔ（例えば時刻ｔ０～ｔ２）は、以下の式（１）によって決定
される。
【００２９】
　２．２×ｎ×ｒD×Ｃ≫Ｔ　‥（１）
　ここで、ｎは直列に接続された発光ダイオードの個数、ｒDは発光ダイオードの内部等
価抵抗、ＣはコンデンサＣの容量値である。ｒDは以下の式（２）によって求められる。
【００３０】
　ｒD＝ｋＴｏ／（ｑＩD）　‥（２）
　ここで、ｋはボルツマン定数、Ｔｏは温度、ｑは電子の電荷量、ＩDは発光ダイオード
に流れる電流である。
【００３１】
　また、図５に示すように、直列に接続された発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎをｍ列
並列に接続して構成した場合には、ＰＷＭ信号の周期Ｔ（例えば時刻ｔ０～ｔ２）は、以
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下の式（３）によって決定される。
【００３２】
（２．２×ｎ×ｒD×Ｃ）／ｍ≫Ｔ　‥（３）
　このように実施例１の発光素子駆動装置によれば、スイッチＳＷを正確にパルス制御し
ながらも発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎには大きな容量のコンデンサＣを並列に接続
することで、スイッチＳＷの平均電流に相当する直流電流を発光ダイオードＬＥＤ１～Ｌ
ＥＤｎに流す。スイッチＳＷをパルス制御することでスイッチＳＷの平均電流を正確に制
御することができ、図２に示した平均輝度を簡単な回路を用いて正確に制御することがで
きる。
【００３３】
　また、上記の抵抗Ｒと、コンデンサＣの並列接続された発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥ
Ｄｎ、およびスイッチＳＷの３者は、直流電源Ｖｃｃと接地点などの一定電位点の間に直
列に接続されていればよく、その接続の順は任意の順番で構わない。
【実施例２】
【００３４】
　図６は、本発明の実施例２に係る発光素子駆動装置の回路構成図である。図６において
、発光ダイオードＬＥＤ１のアノードは、直流電源Ｖｃｃの正極に接続され、発光ダイオ
ードＬＥＤｎのカソードには、コイルＬの一端に接続され、コイルＬの他端にはショット
キーバリアダイオードＳＢＤ（還流ダイオード）のアノードが接続されている。ショット
キーバリアダイオードＳＢＤのカソードには発光ダイオードＬＥＤ１のアノードが接続さ
れている。直列に接続された発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎの両端にはコンデンサＣ
が接続されている。コイルＬの他端とショットキーバリアダイオードＳＢＤのアノードに
はスイッチＳＷの一端が接続され、スイッチＳＷの他端は接地されている。
【００３５】
　このように構成された実施例２の発光素子駆動装置によれば、ＰＷＭ信号によりスイッ
チＳＷがオンすると、直流電源Ｖｃｃから直列に接続された発光ダイオードＬＥＤ１～Ｌ
ＥＤｎを介してコイルＬに電流が流れるとともに、コンデンサＣにも電流が流れる。
【００３６】
　次に、ＰＷＭ信号によりスイッチＳＷがオフすると、大きな容量のコンデンサＣが並列
接続されて印加電圧波形がパルス形状から直流に換えられて、直列接続された発光ダイオ
ードＬＥＤ１～ＬＥＤｎに電流が流れる。また、これと同時に、コイルＬからショットキ
ーバリアダイオードＳＢＤを介して直列に接続された発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎ
に電流が流れる。電磁エネルギーを時間的に連続な電流波形の形で保持することのできる
コイルＬを併用することで、発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎの駆動電流の変動抑制効
果は格段に向上する。さらに、コンデンサＣの直流状充電電圧によって駆動電流に変化を
もたらすコイルＬへの印加電圧も抑制できるため、コイルＬに常時に電流を流すことでリ
ップル電流を最小に抑えることもできるので、発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎの発光
効率を最大限に高められる。
【００３７】
　このため、発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎには直流電流が流れるので、発光ダイオ
ードＬＥＤ１～ＬＥＤｎを直流駆動できる。
【００３８】
　このとき、直流電流ＩDを、発光ダイオードＬＥＤ１の発光効率がピーク値になるとき
の基準電流以上の駆動電流であって且つ発光ダイオードＬＥＤ１の定格電流よりも小さい
電流に設定することにより、発光ダイオードＬＥＤ１の電力効率を最大限に向上させるこ
とができる。
【００３９】
　また、コイルＬとコンデンサＣとを用い、抵抗Ｒを用いていないので、抵抗Ｒでの電力
消費が低減され、低電力化が図れ、電力効率を大幅に向上できる。
【００４０】
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　なお、ショットキーバリアダイオードＳＢＤには、逆方向回復時間における電力損失が
無視できる素子であれば、一般のダイオードなどが適用できることは言うまでもない。
【実施例３】
【００４１】
　図７は、本発明の実施例３に係る発光素子駆動装置の回路構成図である。図７において
、発光ダイオードＬＥＤ１のカソードは、直流電源Ｖｃｃの正極に接続され、発光ダイオ
ードＬＥＤ１のアノードは、ショットキーバリアダイオードＳＢＤのカソードに接続され
ている。ショットキーバリアダイオードＳＢＤのアノードは、スイッチＳＷの一端とコイ
ルＬの一端に接続されている。コイルＬの他端は発光ダイオードＬＥＤ１のカソードと直
流電源Ｖｃｃの正極に接続されている。直列に接続された発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥ
Ｄｎの両端にはコンデンサＣが接続されている。
【００４２】
　このように構成された実施例３の発光素子駆動装置によれば、ＰＷＭ信号によりスイッ
チＳＷがオンすると、直流電源ＶｃｃからコイルＬに電流が流れて励磁エネルギーが蓄え
られる。この時、コイルＬには直流電源Ｖｃｃが直接に印加されるので、コンデンサＣの
充電電圧は直流電源Ｖｃｃとは独立に自由に設定できる。スイッチＳＷがオンしている間
、直列に接続された発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎは、直流電源Ｖｃｃから電流供給
はないが、充電されて直流電圧を印加し続けているコンデンサＣによって直流駆動される
。
【００４３】
　次に、ＰＷＭ信号によりスイッチＳＷがオフすると、コイルＬからショットキーバリア
ダイオードＳＢＤを介して直列に接続された発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎとコンデ
ンサＣに電流が流れる。このため、発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎには直流電流が流
れるので、発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎを直流駆動できる。
【００４４】
　このとき、直流電流ＩDを、発光ダイオードＬＥＤ１の発光効率がピーク値になるとき
の基準電流以上の駆動電流であって且つ発光ダイオードＬＥＤ１の定格電流よりも小さい
電流に設定することにより、発光ダイオードＬＥＤ１の電力効率を最大限に向上させるこ
とができる。
【００４５】
　また、コイルＬとコンデンサＣとを用いることによって、抵抗Ｒを用いて電流制御する
必要がなくなるので、抵抗Ｒでの電力消費が排除され、低電力化が図れ、電力効率を大幅
に向上できる。
【実施例４】
【００４６】
　図８は、本発明の実施例４に係る発光素子駆動装置の回路構成図である。図８に示す実
施例４に係る発光素子駆動装置は、図７に示す発光素子駆動装置の直流電源Ｖｃｃに代え
て、交流電源ＡＣとダイオードＤ１～Ｄ４からなる全波整流回路とを用いたことを特徴と
する。全波整流回路は整流回路であれば半波整流回路等に置き換え可能であることは言う
までもない。
【００４７】
　ダイオードＤ１のアノードは交流電源ＡＣの一端とダイオードＤ４のカソードに接続さ
れ、ダイオードＤ１のカソードはダイオードＤ３のカソードとコイルＬの一端に接続され
ている。ダイオードＤ２のアノードはスイッチＳＷの一端とダイオードＤ４のアノードに
接続されている。ダイオードＤ２のカソードは交流電源ＡＣの他端とダイオードＤ３のア
ノードに接続されている。
【００４８】
　このように構成された実施例４に係る発光素子駆動装置によれば、交流電源ＡＣの交流
電圧をダイオードＤ１～Ｄ４により全波整流して整流電圧をコイルＬとスイッチＳＷとの
直列回路に供給する。コイルＬ、発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎ、コンデンサＣ、シ
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ョットキーバリアダイオードＳＢＤの動作は、図７に示すそれらの動作と同様である。
【００４９】
　本実施例においては、交流電源ＡＣの交流電圧が０Ｖ付近まで下がったタイミングにお
いても、コンデンサＣの充電電圧からの影響を受けることなくコイルＬに交流電源ＡＣの
交流電圧を加えて交流電圧に追従した入力電流とＬＥＤ駆動電流を発生させることができ
、回路の力率を向上することができる。また、直流安定化電源回路においては一般に平滑
コンデンサの充電時のみに流れていた交流電源電流を、本実施例においては常時流すこと
ができるので、入力電流の高調波成分を大きく低減して発光駆動装置の力率を著しく向上
させることができる。さらに直流安定化電源回路を介さずに交流電源から直接に発光素子
を駆動することができるので、高効率で安価な発光素子駆動装置が得られる。
【実施例５】
【００５０】
　図９は、本発明の実施例５に係る発光素子駆動装置の回路構成図である。図９おいて、
直流電源Ｖｃｃの正極には電流検出部１１を介して発光ダイオードＬＥＤ１のアノードが
接続され、発光ダイオードＬＥＤｎのカソードにはコイルＬの一端が接続されている。
【００５１】
　コイルＬの他端にはスイッチＳＷ１の一端が接続され、スイッチＳＷ１の他端は接地さ
れている。コイルＬの他端と発光ダイオードＬＥＤ１のアノードの間にはショットキーバ
リアダイオードＳＢＤが接続されている。発光ダイオードＬＥＤｎのカソードとコイルＬ
の一端との接続点には抵抗Ｒ１の一端も接続され、抵抗Ｒ１の他端にはスイッチＳＷ２の
一端が接続され、スイッチＳＷ２の他端は接地されている。
【００５２】
　電流検出部１１は、直列に接続された発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎに流れる平均
駆動電流を検出する。電流値判定部１２は、電流検出部１１で検出された電流値が基準電
流未満であるかどうかを判定し、電流値が基準電流未満であると判定された場合にはＰＷ
Ｍ駆動部１３から駆動制御信号を出力してスイッチＳＷ２をオン／オフさせる。検出され
た電流値が基準電流以上であると判定された場合にはＰＷＭ駆動部２から駆動制御信号を
出力してスイッチＳＷ１をオン／オフさせる。
【００５３】
　なお、基準電流は、上述したように、発光素子の発光効率がピーク値になるときの電流
のことである。
【００５４】
　ＰＷＭ駆動部１３は、電流値判定部１２により電流値が基準電流未満であると判定され
た場合にスイッチＳＷ２をオン／オフさせることにより直列に接続された発光ダイオード
ＬＥＤ１～ＬＥＤｎをＰＷＭ駆動する。即ち、ＰＷＭ駆動部１３は、パルス信号に対して
パルス幅変調（ＰＷＭ）を行い、ＰＷＭ変調されたパルス信号をスイッチＳＷ２に印加す
ることで、発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎにパルス制御電流を流している。このとき
、直流電源Ｖｃｃから直列に接続された発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎと抵抗Ｒ１と
スイッチＳＷ２を介してパルス電流が流れるが、パルス電流のピーク値を発光ダイオード
ＬＥＤ１～ＬＥＤｎの基準電流値付近に設定する。即ち、駆動電流値が基準電流未満であ
る場合には、図１に示したような直流駆動では発光効率が急激に低下するため、発光素子
をＰＷＭなどのパルス電流で駆動して、パルス電流のピーク値を発光素子の発光効率が最
大となる基準電流値付近に維持することにより電力効率を最大限に向上させることができ
る。
【００５５】
　このように構成された実施例５に係る発光素子駆動装置によれば、電流検出部１１で電
流を検出し、検出された電流値が基準電流以上の場合には、スイッチＳＷ１をオン／オフ
させる。すると、直列に接続されたコイルＬを介して発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎ
に直流電流が流れる。スイッチＳＷ１がオフ時には、ショットキーバリアダイオードＳＢ
Ｄを介して発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎにコイルＬの電流が流れ続ける。即ち、コ
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イオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎが直流駆動される。従って、電力効率を向上できる。
【００５６】
　電流検出部１１を介して直流電源Ｖｃｃに接続されている発光ダイオードＬＥＤ１のア
ノードの端子の電圧を安定な直流電圧に保つために、コンデンサＣVCCを接地電位点との
間に並列接続することができる。また、直流電源Ｖｃｃは、図８に示した交流電源ＡＣと
ダイオードＤ～Ｄ４からなる全波整流回路などのような直流電源にも置き換え可能である
ことは言うまでもない。
【００５７】
　ＬＥＤの平均駆動電流に応じて駆動電流波形を切り替える際には、必ずしもＬＥＤの駆
動電流を検出する必要がないことは言うまでもない。即ち、図９に示した電流検出部１１
は省略して、発光ダイオードＬＥＤの明るさ制御に用いられる電流制御値そのものを用い
て電流値を判定することもできる。発光素子駆動装置の設計段階で駆動電流の大小は設定
できるので、駆動電流の電流検出部と判定部を省略した実施例を図１０に示す。図１０に
おいては、駆動電流値が上記の基準電流未満と以上のそれぞれの時に、電子制御スイッチ
ＳＷDCをオフ、オンさせる。電子制御スイッチＳＷDcをオフさせることにより、平均駆動
電流が基準電流未満の際にはＰＷＭ駆動とし、電子制御スイッチＳＷDCをオンさせること
により、平均駆動電流が基準電流以上の際の直流駆動への切り替えを可能としている。
【００５８】
　直流電源Ｖｃｃは図８に示したように、交流電源ＡＣとダイオードＤ１～Ｄ４からなる
全波整流回路などに置き換え可能であることは言うまでもない。
【００５９】
　なお、本発明は、上述した実施例１乃至６に係る発光素子駆動装置に限定されるもので
はない。パルス信号に対してパルス幅変調を行う例を示したが、パルス幅変調を行う代わ
りに、パルス周波数変調（ＰＦＭ）又はパルス密度変調（ＰＤＭ）を行い、変調されたパ
ルス信号をスイッチ素子に印加することで、発光ダイオードの発光を制御しても良い。
【００６０】
　また、発光素子としては、ＬＥＤやレーザダイオード、有機ＥＬ素子などの半導体素子
に限らず蛍光灯や水銀灯やメタルハライドランプなどのＨＩＤランプなどの放電素子や電
球などの発熱素子でも、駆動電流や駆動電圧に対する発光効率の最大点や極大点があるの
で、直流駆動とパルス駆動による駆動方式の最適化を図ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明は、ＬＥＤ点灯装置、有機ＥＬ点灯装置等に利用することができる。
【符号の説明】
【００６２】
Ｖｃｃ　直流電源
ＬＥＤ１～ＬＥＤｎ　発光ダイオード
Ｃ　コンデンサ
Ｌ　コイル
Ｒ，Ｒ１　抵抗
ＳＷ，ＳＷ１，ＳＷ２　スイッチ
ＳＢＤ　ショットキーバリアダイオード
Ｄ１～Ｄ４　ダイオード
ＡＣ　交流電源
１１　電流検出部
１２　電流値判定部
１３　ＰＷＭ駆動部
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