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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印加された交流電源と直流電源の中で交流電源を直流電源に変換して出力されるように
する出力端に構成されるＥＭＩフィルタ（１）と、
　前記ＥＭＩフィルタ（１）と繋がれて所定出力電圧に安定化させるＰＦＣ回路（２）と
、
　前記ＰＦＣ回路（２）と繋がれて前記ＰＦＣ回路（２）での直流電源を変圧器を介して
スイッチング素子のドレインに連結して、交流及び直流電源を同時に生成可能なＳＭＰＳ
回路（３）と、
　前記ＳＭＰＳ回路（３）で出力された電圧をスイッチング素子のドレインとソースの間
に印加するＭＰＰＴ回路（４）と、
　前記ＭＰＰＴ回路（４）と繋がれた、太陽光エネルギーから電源供給を受けて充電され
るバッテリー（１１）と、
　非常用エネルギー源の同期信号を発振信号として使って、非常状況の場合には電源供給
用に保存された前記バッテリー（１１）の電源で交流型家電製品（２９０）を動作させる
インバータ（７）とを含んでいることを特徴とする直交流パワーブースター。
【請求項２】
　前記インバータ（７）には、充電された直流電源が基準値以下に低くなる場合、前記イ
ンバータ（７）を停止させてアラーム又はＬＥＤランプでバッテリーが低電圧状態である
ことを知らせてくれるアラーム機能が付加されていることを特徴とする請求項１に記載の
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直交流パワーブースター。
【請求項３】
　前記非常用エネルギー源が、太陽光エネルギー、風力エネルギー及び自動車電源の中の
一つであることを特徴とする請求項１に記載の直交流パワーブースター。
【請求項４】
　前記ＭＰＰＴ回路（４）は、電圧を選別して外部入力端子に入って来る直流電源があれ
ば、前記ＳＭＰＳ回路（３）の出力を停止させて電力消費を減少させることを特徴とする
請求項１に記載の直交流パワーブースター。
【請求項５】
　前記ＭＰＰＴ回路（４）と前記インバータ（７）との間には、前記バッテリー（１１）
を印加させるブレーキヒューズスイッチ（１２）が設けられていることを特徴とする請求
項１に記載の直交流パワーブースター。
【請求項６】
　前記インバータ（７）に交流を発生させるようにするインバータ発振回路（６）が連結
されていることを特徴とする請求項１に記載の直交流パワーブースター。
【請求項７】
　前記ＥＭＩフィルタ（１）には、直交流パワープラグ（８）が繋がれてシステム全体の
オン・オフを制御する、直交流スイッチ（１３）が繋がれていることを特徴とする請求項
１に記載の直交流パワーブースター。
【請求項８】
　ＡＤＣラインＬ１（１００）、Ｌ２－１（１１０）、Ｌ３（１２０）から印加される直
流電源の印加を受けるＡＤＣ光モジュール（２２０）と、
　前記Ｌ１（１００）、Ｌ２‐１（１１０）、Ｌ３（１２０）と前記ＡＤＣ光モジュール
（２２０）を制御するパワースイッチ（２５０）と、
　前記ＡＤＣ光モジュール（２２０）を作動させるリモートコントローラ（２７０）と、
　前記ＡＤＣ光モジュール（２２０）から印加を受ける交流ランプ（２４０）及びＬＥＤ
ランプ（２６０）とを含んでいることを特徴とする交流及び直流照明用電源制御装置。
【請求項９】
　前記リモートコントローラ（２７０）は、ＩＲセンサーを駆動するマイクロコントロー
ル回路が内蔵されて独立的な制御ができることを特徴とする請求項８に記載の交流及び直
流照明用電源制御装置。
【請求項１０】
　前記リモートコントローラ（２７０）は、ファンの電源を具備して調整が可能であり、
前記ファンの速度が速度スイッチモジュールを介して調整されるように構成されたことを
特徴とする請求項８に記載の交流及び直流照明用電源制御装置。
【請求項１１】
　前記Ｌ１（１００）と前記Ｌ２－１（１１０）との間には常用交流電圧が供給されて、
前記Ｌ２‐１（１１０）と前記Ｌ３（１２０）との間には直流１２Ｖまたは２４Ｖが入力
されて停電や非常時にも直流電源でＬＥＤランプが点燈することを特徴とする請求項８に
記載の交流及び直流照明用電源制御装置。
【請求項１２】
　前記Ｌ１（１００）は前記交流ランプ（２４０）の出力端に印加されて、前記Ｌ２‐１
（１１０）は交流電源Ｔ２に印加されてゲート電圧によって出力されて交流ランプ（２４
０）に出力されることを特徴とする　請求項８に記載の交流及び直流照明用電源制御装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は直交流パワーブースターと交流及び直流照明用電源制御装置に関し、より詳し
くは直・交流パワーライン（ADC POWER LINE）直流電源の遠距離送電が可能で停電など非
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常時の停電状態を解決できる直・交流パワーブースター（ADC Power Booster）と交流と
直流を同時に提供しながら過電流を防止して必要な負荷の正格電圧を維持してＬＥＤ照明
器具の明るさを制御するのと同時にリモコンによる照明器具の個別制御機能を具備して、
照明機器の寿命延長と電力の消耗を節減できる交流及び直流照明用電源制御装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　通常的に常用電源は交流（ＡＣ）と直流（ＤＣ）で分けられて、また常用電源ではない
脈流（Pulsating current）というのもあり、そして直流にはないが交流には周波数とい
うのがありこの周波数は各国別で違うように使うが大きく分けて６０Ｈｚと５０Ｈｚで使
われる。
【０００３】
　直流電源は交流電源と違い容易に送電することができないが、バッテリーには保存しや
すい。しかし、交流電源はバッテリーに保存ができない。このように直流及び交流電源は
、それぞれの長短所を利用しながら使われている。
【０００４】
　ＳＭＰＳ（Switching Mode Power Supply）と言われる電力変換方式は、交流を直流に
変換するコンバータ部と、また直流を数十ｋＨｚから数百ｋＨｚの高周波電力変換素子を
介して交流に変えるインバータ部及び直流に変換するコンバータ部を含んで構成される。
【０００５】
　特にインバータ部の出力端に位置するフェライトコアで構成された高周波トランスを利
用しようとする負荷によって電圧を強圧または昇圧させた後に整流及び平滑段階を通して
必要な電源を得ることができる。
【０００６】
　また、高周波スイッチング電力変換方式は変圧器やコンデンサの容量が小さくても良い
ので一般的にリニア方式より効率面でいろいろに有利である。ただし高周波スイッチング
電力変換装置の構成部品が複雑で高周波スイッチング時に発生する高周波ノイズによって
周辺電機電子機械に影響を与えるという短所はあるが、リニア方式に比べて電力変換効率
が良いからＴＶ、ＰＣ、ノートブックなどに使われるアダプターだけでなく携帯電話に使
われる小型充電器にもＳＭＰＳ電力変換装置が広く使われている。
【０００７】
　最近１０余年の間、各国で急激に増える電力消費を減らそうと努力しており、その中の
一つの案として、各種照明負荷をＬＥＤに取り替えることで全体使用電力量の約１０％を
占める照明負荷を大きく低下させることができる素子としてＬＥＤが大きく脚光を浴びて
いる。
【０００８】
　これはＬＥＤがとても低い電圧と小さな電流でも発光が可能だからである。しかしＬＥ
Ｄ素子は消費電力が低いという長所があるが、系統線および電力変換装置による一時的な
過電圧及び過電流には脆弱だという短所を持っている。
【０００９】
　さらに、ＬＥＤを駆動するための電源回路は前に説明したようなＳＭＰＳ方式の電力変
換装置を一般的に使っているのに、前記のようなＳＭＰＳ方式も予想することが出来ない
瞬間的に発生するノイズ（noise）及びサージ電圧（surge voltage）に脆弱でＬＥＤ照明
負荷の故障の原因になって、これによる２次的な被害で人命や財産被害が発生する問題点
がある。
【００１０】
　また、前記のようにＬＥＤ素子が照明負荷を大きく低下させることができるという点に
よって政策的に電力消耗量が少ないＬＥＤ照明使用が勧奨されているのに、大部分の場合
にはＬＥＤ照明の電源でＡＣ常用電源が使われていて既存の照明負荷に比べて電力消耗量
が少ないＬＥＤ素子自体によるエネルギー節減効果以外にはＤＣ電源使用の時の長所を全
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然いかすことができない電力供給システムで成り立っていることが現実である。
【００１１】
　従って、ＡＣ及びＤＣ電源用照明装置の電源を総合的に制御して、各照明装置を効果的
に使うことと同時に照明機器の寿命を延ばして電気エネルギー消耗を節減するようにする
技術の開発が要求されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　従って、本発明は前記のような問題点を解決するために創案されたことで、設置と分離
が簡単であり、バッテリーの充電時には電源供給が可能な場所に移動しやすくて外部充電
回路を介して太陽光エネルギー及び自動車電源などを利用して内部バッテリーを容易に充
電することができると共に、インバータを内蔵していて非常時に交流用家電製品に電源を
供給できる直交流パワーブースターを提供することにその目的がある。
【００１３】
　また、交流及び直流照明装置の電源を制御して、各照明装置を効果的に使って、照明機
器の寿命を延ばして、電力の消耗を節減できるようにする交流及び直流照明用電源制御装
置を提供しようとすることにその目的がある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　このような目的を果たすために、本発明は、印加された交流電源と直流電源の中で交流
電源を直流電源に変換して出力されるようにするコンバータ出力端に構成されるＥＭＩフ
ィルタと、前記ＥＭＩフィルタと繋がれて所定出力電圧に安定させるＰＦＣ回路と、前記
ＰＦＣ回路と繋がれて前記ＰＦＣ回路での直流電源を変圧器を介してスイッチング素子の
ドレインに連結して交流及び直流電源が同時に生成可能なＳＭＰＳ回路と、前記ＳＭＰＳ
回路で出力された電圧をスイッチング素子のドレインとソースの間に印加するＭＰＰＴ回
路と、前記ＭＰＰＴ回路と繋がれた、太陽光エネルギーから電源を供給受けて充電される
バッテリーと非常用エネルギー源の同期信号を発振信号として使って非常状況の場合電源
供給源に保存された前記バッテリーの電源で交流用家電製品を動作させるインバータを含
むことを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明はホットワイヤ（Ｌ１）、ニュートラルワイヤ（Ｌ２－１）、 ＧＮＤワ
イヤ（Ｌ３）から印加される直流電源を印加受けるＡＤＣ光モジュールと、前記Ｌ１、前
記Ｌ２－１、前記Ｌ３と前記ＡＤＣ光モジュールを制御する電力変換スイッチと、前記Ａ
ＤＣ光モジュールを作動させるリモートコントローラと、前記ＡＤＣ光モジュールから印
加を受ける交流用ランプとＬＥＤランプを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によるパワーブースターは、ＳＭＰＳ回路で発生するノイズを中和させてＬＥＤ
ランプの寿命を延長させて、街燈、信号灯、ＣＣＤカメラなどを停電などの非常時にも安
定化された直流電源を使って正常な作動を保障することができる。
【００１７】
　また、本発明に具備されたコンセントに連結することだけで直ちに電源使用が可能なの
で使うのに場所に制限がなく必要によって設置と分離が簡単で災害による常用電源復旧対
比用に適合して、外部端子で太陽光エネルギー、自動車電源及び風力発電などの外部直流
エネルギー源を利用して簡単に充電が可能である。
【００１８】
　また、移動が多い臨時施設や野外生活に便利に使うことができるし、使用用途によって
バッテリーを直並列構成で負荷容量に柔軟に対処することができるので常時電源が供給さ
れない準長期居住施設に使うことができる効果がある。
【００１９】
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　そして、本発明による交流及び直流照明用電源制御装置はＡＣ及びＤＣ照明装置の電源
を制御して各照明装置を効果的に使って、照明装置の寿命を延長できるということと同時
に電気エネルギーを節減できるようにする効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明のブースター回路の位置を表す図
【図２】本発明によるパワーブースターのブロック図
【図３ａ】本発明によるパワーブースターの詳細回路図
【図３ｂ】本発明によるパワーブースターの詳細回路図
【図３ｃ】本発明によるパワーブースターの詳細回路図
【図３ｄ】本発明によるパワーブースターの詳細回路図
【図３ｅ】本発明によるパワーブースターの詳細回路図
【図３ｆ】本発明によるパワーブースターの詳細回路図
【図３ｇ】本発明によるパワーブースターの詳細回路図
【図３ｈ】本発明によるパワーブースターの詳細回路図
【図３ｉ】本発明によるパワーブースターの詳細回路図
【図４】本発明による交流及び直流照明用電源制御装置の周辺回路図
【図５】本発明による交流及び直流照明用電源制御装置の一使用例による回路図
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　このような目的を果たすため、本発明によるパワーブースターは印加された交流電源と
直流電源の中で交流電源を直流電源に変換して出力されるようにするコンバータ出力端に
構成されるＥＭＩフィルタと、前記ＥＭＩフィルタと繋がれて所定出力電圧に安定させる
ＰＦＣ回路と、前記ＰＦＣ回路と繋がれて前記ＰＦＣ回路での直流電源を変圧器を介して
スイッチング素子のドレインに連結して交流及び直流電源が同時に生成可能なＳＭＰＳ回
路と、前記ＳＭＰＳ回路で出力された電圧をスイッチング素子のドレインとソースの間に
印加するＭＰＰＴ回路と、前記ＭＰＰＴ回路と繋がれた外部エネルギー源から電源を供給
受けて充電されるバッテリーと、非常用エネルギー源の同期信号を発振信号として使って
非常状況の場合電源供給に保存された前記バッテリーの電源で交流用家電製品を動作させ
るインバータを含んで成り立つことを特徴とする。
【００２２】
　また、前記インバータは充電された直流電源が基準値以下で低くなる場合、前記インバ
ータを停止させてアラーム又はＬＥＤランプでバッテリーが低電圧状態であることを知ら
せてくれるアラーム機能が付加されたことを特徴とする。
【００２３】
　また、前記非常用外部エネルギー源は太陽光エネルギー、風力エネルギーまたは自動車
電源の中で一つであることを特徴とする。
【００２４】
　また、前記バッテリーはＳＭＰＳ回路の発振回路で瞬間的に発生されるノイズを中華さ
せることを特徴とする。
【００２５】
　そして、前記ＭＰＰＴ回路は電圧を選別して外部入力端子に入って来る直流電源があれ
ば、前記ＳＭＰＳ回路の出力を停止させて電力消費を減少させることを特徴とする。
【００２６】
　そして、前記ＭＰＰＴ回路と前記インバータの間には前記バッテリーを印加させるブレ
ーキヒューズスイッチが構成されたことを特徴とする。
【００２７】
　そして、前記インバータはインバータパワー部から電源を供給受けることを特徴とする
。また、前記インバータに交流を発生させるようにするインバータ発振回路が連結されて
構成されることを特徴とする。
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【００２８】
　付加的に、前記ＥＭＩフィルタには直・交流パワープラグが繋がれてシステム全体のオ
ン・オフを制御して、直・交流スイッチが繋がれていることを特徴とする。
【００２９】
　以下、本発明によるパワーブースターの望ましい実施例を図面を添付して説明する。図
１は本発明のブースター回路の位置を表す図面であり、図２は本発明によるパワーブース
ターのブロック図で、図３ａ～３ｉは本発明によるパワーブースターの詳細回路図を表す
。
【００３０】
　図１でパワーブースター（２１０）は交流及び直流電源供給装置（ADC POWER SUPPLY S
YSTEM）で供給されるＡＤＣラインとＡＤＣ 出力（ADC OUTLET）（２３０）の間に構成さ
れるのに、ＡＣラインを介して交流電源と直流電源がパワーブースター（２１０）に印加
されて、印加された交流電源はパワーブースター内に構成されるＥＭＩフィルタ回路（１
）側でＬ１とＬ２－１が繋がれて構成される。
【００３１】
　以下では、図２と図３ａないし図３ｉを参照して説明する。図３ａに詳細な回路図が図
示されたＥＭＩフィルタ（１）に関して説明する。
【００３２】
　印加されたＡＤＣ電力の交流電源は図１のようにホットワイヤＬ１とニュートラルワイ
ヤＬ２－１、ＧＮＤワイヤＬ３を介して入力されるのに、このとき、直流電源はニュート
ラルワイヤＬ２－１とＧＮＤワイヤＬ３を介して入力されるが図３ａでのコンデンサＣＣ
１０１によって遮断されて、ＲＬＹ１０１／Ｂは電源スイッチ用リレースイッチである。
【００３３】
　整流ダイオードＢＤ１０１に印加された交流電源は直流電源に変換されて出力され、前
記出力される直流電源が効率改善回路ＰＦＣ回路（２）に印加される。（図３ｂ参照）
【００３４】
　前記ＰＦＣ回路（２）はＳＭＰＳ回路（３）の効率を高めるために電圧を高めるブース
ターアップ回路として図３ａの整流ダイオードＢＤ１０１を介して印加された直流電源の
（＋）側を低域フィルタＬＦ１０２を介してスイッチング素子Ｑ２０２のドレイン（Drai
n）に印加され、（－）側はＨＯＴ ＧＮＤを介して内部回路に繋がれる。
【００３５】
　このとき、図３ｂでのＩＣであるＵ２０１が発振して出力端でスイッチング素子Ｑ２０
３、Ｑ２０４を介してＱ２０１、Ｑ２０２のゲートを動作させてＱ２０１、Ｑ２０２をス
イッチングさせて、スイッチング素子のドレインとソースの間の電流をオン／オフさせる
ことで前記スイッチング素子のドレインに印加された直流電源を昇圧（Boost up）させる
。
【００３６】
　ダイオードＤ２０５は昇圧された電圧の交流成分を整流するためのものであり、Ｄ２０
２は十分な電流を供給するためのダンパーダイオードで構成される。
【００３７】
　また抵抗Ｒ２１４、Ｒ２１５、Ｒ２１６、Ｒ２１７、Ｒ２１８は所定出力電圧を合わせ
るための分配用抵抗であり、Ｕ２０１は時定数に整合してオン／オフ発振を繰り返しなが
ら所定出力電圧に安定化させる役目をする。
【００３８】
　ＳＭＰＳ回路（３）は二つ２種に分離されてある。
【００３９】
　一番目（図３ｃ）は前記ＰＦＣ回路（２）で入力された直流電源を変圧器Ｔ１０２を介
してＵ６０２ドレインに印加する。このとき、図３ｃのＵ６０２は図３ａのＥＭＩフィル
タ回路（１）で交流電源をダイオードＤ１０５を介して整流して、抵抗Ｒ１１２‐Ｒ１１
５‐Ｒ１１６と抵抗Ｒ１１４で電圧を低めてジェンナーダイオードＺＤ１０２とキャパシ
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ターＣ１０３で電圧を安定させてＱ１０４‐Ｒ１１３を介してソフトスタート電源を供給
する。
【００４０】
　このとき、フォトカフラＰＣ１０３／Ｂが作動して、変圧器Ｔ１０２の３、４端から出
た交流電圧をダイオードＤ１０２とＤ１０３で整流して正電圧回路で安定させて、図３ｂ
のＵ２０１と図３ｃのＵ６０２に電源を供給する。
【００４１】
　前記変圧器Ｔ１０２の５、７端はコレクタ電圧ＶＣＣ５Ｖの電源を供給するのに、フォ
トカフラＰＣ１０１／ＢとＰＣ１０１／Ａは安定されたＳＴＢ ＶＣＣ５Ｖを供給するた
めのスイッチング作用をして、スイッチＳＷ５０１は電源のメーンスイッチでフォトカフ
ラＰＣ１０２／ＢをＯＮさせてＰＣ１０２／Ａでリレー ＲＬＹ１０１／Ａを可動させて
ＶＣＣ５Ｖの電源をオンさせる。そしてＩＣであるＵ５０２とジェンナーダイオードＺＤ
５０１はバッテリーが渦充電された場合にＩＣであるＵ６０１を停止させて電源を遮断す
る。
【００４２】
　二番目（図３ｄ）で、前記ＰＦＣ回路（２）で直流電源がスイッチＱ６０１、Ｑ６０２
に印加される。このとき、Ｕ６０１は発振して高電圧（ＨＶＧ）と低電圧（ＬＶＧ）に出
力して抵抗Ｒ６０６、Ｒ６０８を介してスイッチング素子Ｑ６０１、Ｑ６０２のゲートを
作動させて印加された直流電源をＱ６０２‐Ｑ６０１‐Ｒ６０１を介してドレインからホ
ットＧＮＤでスイッチングして変圧器Ｔ６０１の１次側に印加する。
【００４３】
　変圧器Ｔ６０１の２次７、８、９端から出る交流電源をダイオードＤ７０５、Ｄ７０６
で整流して回路を動作させてＴ６０１の２次４、５、６端から出るバッテリー充電電源を
安定するように供給するためにＰＣ６０１／ＢとＰＣ６０１／ＡでＵ６０１の出力を調節
する。
【００４４】
　以下、図３ｅを参照してＭＰＰＴ回路（４）に関して説明する。前記図３ｄの変圧器Ｔ
６０１の２次４、５、６端の交流電源を整流して、コンデンサＣ７０１、Ｃ７０２、Ｃ７
０３、７０４、Ｃ７０５で平滑化して抵抗Ｒ７０１、Ｒ７０２、Ｒ７０３で電源を安定化
させてＭＰＰＴ回路（４）に出力する。
【００４５】
　ここでＵ７０１とジェンナーダイオードＺＤ７０１、ＺＤ７０２はＭＰＰＴ回路（４）
のＶＴＰ１、ＶＴＰ２の電圧を選別して外部入力端子に入って来る直流電源がある時ＳＭ
ＰＳ回路（３）の出力を停止させて常用電源の電力消費を減らす。
【００４６】
　ＳＭＰＳ回路（３）で出力された電圧はスイッチング素子Ｑ８０１、Ｑ８０２、Ｑ８０
３、Ｑ８０４のドレインとソースの間に印加されて、外部入力端子であるＰＶ／ＥＸ入力
端子から入って来る直流電源もダイオードＤ８０１、Ｄ８０２を介して一緒に印加される
。
【００４７】
　このとき、Ｕ８０１は抵抗Ｒ８０３、Ｒ８０４、Ｒ８０５、Ｒ８０６で決まった時定数
に合わせて、負荷に繋がれてあるバッテリー（１１）を充電して、ブレーカーヒューズス
イッチ（１２）を介してＡＤＣ電力線に出力する直流電源を供給する。
【００４８】
　バッテリー充電時にはダイオードＤ８０４のＬＥＤがオンし、バッテリー充電が完了す
ればダイオードＤ８０５のＬＥＤがオンになり、充電に異常があるとか過充電の場合には
スリープ（sleep）モードに移動し、バッテリーが不在の場合にはＬＥＤ（Ｄ８０４、Ｄ
８０５）がすべてオフされる。
【００４９】
　以下、インバータ（７）について説明する。非常状況の場合、食品、医薬品及び乳児用
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品保管用などの交流用家電製品などの動作は交流電源供給に充電されたバッテリーの電源
で動作が可能である。
【００５０】
　端子ブレーカーヒューズスイッチＦＢ８０１（１２）を介してバッテリー（１１）の直
流電源がＧＮＤとともにインバータ（７）のＴ９０２（図３ｉ参照）を介して図３ｈのス
イッチング素子Ｑ９０７、Ｑ９０８、Ｑ９０９、Ｑ９１０のドレインに印加される。
【００５１】
　図３ｆに図示したインバータパワー（５）はフォトカプラＰＣ９０１を介してＵ９０１
に電源を供給して、スイッチング素子Ｑ９０１とスイッチングしてＤＣＣ１５Ｖの安定し
た正電圧を得て、Ｕ９０２を介してＤＣＣ５Ｖの電圧を分離する。この二つの電圧でイン
バータ発振回路（６）とインバータ（７）のＵ９０３、Ｕ９０４、Ｕ９０５、Ｕ９０６の
電源を供給する。（図３ｇ、図３ｈ、図３ｉ参照）
【００５２】
　また、前記図３ｆのフォトカフラＰＣ９０１はＳＴＢ５Ｖが出力されれば回路が動作し
てインバータ（７）に供給される電源を遮断するのに、ＳＴＢ５Ｖが出るということは常
用交流電源が供給されていて前記インバータ（７）で交流電源を出力する必要がないとか
、充電をしている状況を表す。
【００５３】
　また、図３ｈのようにＵ９０６が発振して、スイッチングしてＯＵＴ／ＡとＯＵＴ／Ｂ
に出力してスイッチング素子Ｑ９１１、Ｑ９１２、Ｑ９１３、Ｑ９１４を経てスイッチン
グ素子Ｑ９０７、Ｑ９０８、Ｑ９０９、Ｑ９１０のゲートを動作させて、バッテリー（１
１）から入って来た直流電源をスイッチングして変圧器Ｔ９０２の１次側に印加されるし
２次側では昇圧された交流電源を図３ｉのようにダイオードＤ９１０、Ｄ９１１、Ｄ９１
２、Ｄ９１３で整流して、コンデンサＣ９１２、Ｃ９１３、Ｃ９１４で平滑化してスイッ
チング素子Ｑ９０３、Ｑ９０４とＱ９０５、Ｑ９０６のコレクタとエミッタに印加される
。
【００５４】
　そして図３ｇのＵ９０３は６０Ｈｚまたは５０Ｈｚ交流信号発振用で水晶発振器（Crys
tal Oscillator）ＸＴ９０１と共に発振してＴ９０１を介して図３ｉのＵ９０４、Ｕ９０
５に印加されて、Ｔ９０２から印加された直流電源をＵ９０４とＵ９０５はＵ９０３で発
振した交流信号の（＋）成分と分けてスイッチングしてスイッチング素子Ｑ９０３、Ｑ９
０４とＱ９０５、Ｑ９０６のゲートに印加される。
【００５５】
　図３ｉのＱ９０３のコレクタとＱ９０４のエミッタの間とＱ９０５のコレクタとＱ９０
６のエミッタの間に電流が流れて、Ｑ９０３エミッタとＱ９０４コレクタの間とＱ９０５
エミッタとＱ９０６コレクタの間でＡＣ１２０Ｖまたは２２０Ｖ（６０Ｈｚ／５０Ｈｚ）
の電源が非常の時出力端に出力される。
【００５６】
　このとき、再充電なしに長期間インバータ（７）を使う場合、バッテリー（１１）の充
電電流が減少されて基準値以下で電圧が落ちればＬＥＤ照明や電子製品の使用のためにＰ
Ｃ９０２／Ａが作動してＵ９０６の発振を停止させることで前記インバータ（７）が動作
を止めるようになる。
【００５７】
　このとき、図３ｉのようにＰＣ９０２／ＢがＱ９１５を動作させ、Ｄ９１７ ＬＥＤが
オンになってアラーム（ＢＵ９０１）が鳴らして動作状態を知らせてくれるようになる。
【００５８】
　このように交流スイッチ（１３）はブレーキ回路スイッチＦＢ８０１（１２）を介して
印加されたバッテリー（１１）の直流電源をＡＤＣ電力線に使用時にはＡＤＣスイッチを
ＡＤＣで切り替えて使えばパワーブースターの役目を行う。（図２参照）
【００５９】
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　即ち、電線抵抗で電圧降下が生じた直流電源を常用交流電源ラインＬ１、 Ｌ２‐１、 
Ｌ３で供給受けて同じ電線のＬ２－１とＬ３に直流電源を昇圧（boost‐up）させて供給
する。また他の非常状況での変換時にはＡＤＣ電力システムの線ではない一般常用交流電
源を使う災害家屋に非常電源用でも使われることができる。
【００６０】
　常用電源の電力変換用スイッチをオフさせることと同時に、直交流スイッチを非常時に
切り替えて、屋内のコンセントに連結すれば屋内の他のコンセントに追加配線なしに直流
電源用ＬＥＤランプ、コンピューター、インバータなど各種電子製品を使うことができる
。
【００６１】
　また、屋外で使用時にはＡＤＣで切り替えて簡単にプラグを本発明の装置に具備された
コンセントに連結することだけで屋外で使おうとする負荷に電源を供給することができる
。
【００６２】
　以下では、本発明による交流及び直流照明用電源装置に関する実施例を説明する。
【００６３】
　前記交流及び直流照明用電源供給装置は韓国特許出願第１０‐２０１２‐０８９０３９
号の交流及び直流電源供給装置のように交流と直流電源を同時に供給する電源供給装置か
ら電源の供給を受ける。
【００６４】
　図４は本発明による交流及び直流照明用電源制御装置の周辺回路であり、図５は本発明
による交流及び直流照明用電源制御装置の一使用例による回路図である。
【００６５】
　図４を参照すれば、本発明の照明用電源制御装置はＡＣ用とＤＣ用電源で分離して配線
されて、それぞれの配線に接続される交流源照明と直流源照明を同時に使うことができる
し、ＩＲセンサーを駆動するマイクロコントローラ回路が内蔵したリモコンで各照明を独
立的に制御することができるし、既存のスイッチはメーンスイッチとして機能をするよう
にしたり、またオプションで天井用ファンの電源を具備してリモコンで調整するようにす
ることでファン（Fan）に装着された速度調節用ひもを引いてファンの速度を調整する不
便を減らすことが出来るようにした。
【００６６】
　ＬＥＤ照明のような直流源照明用電源では、ＤＣ１２Ｖ電源を使って高い電圧による火
事または漏電被害を減らして、ディマー（Dimmer）回路を使って５段階で照明の明るさを
調節することができるようにした。
【００６７】
　初期スイッチをオンすれば１段階の明るさで始まって、必要によって段階をあげて明る
さを調節することができるし、順次に電流の流れを増加させるので不必要な電力消費を減
らしてバッテリー電源の使用時間を延ばす。また初めてスイッチをオンさせる時に流れる
瞬間的な過電流を阻んで照明回路を保護してくれる。
【００６８】
　白熱電球と蛍光燈のような交流源照明用電源は、スイッチをオンさせる時に発生する瞬
間過電流を防止してエネルギー節約と瞬間的な過電流で照明負荷の損傷を防止するように
する。
【００６９】
　図５を参照すれば、交流及び直流電源供給装置から印加される交流電源と直流電源がＡ
ＤＣパワー入力端子Ｊ５０１に供給される。Ｌ１ホットワイヤ（１００）とＬ２‐１ニュ
ートラルワイヤ（１１０）の間には常用交流電源が供給されて、Ｌ２‐１ニュートラルワ
イヤとＬ３接地ワイヤ（１２０）には直流１２Ｖまたは２４Ｖが入力されて停電や非常時
にも直流電源でＬＥＤランプを点燈させる。
【００７０】
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　Ｌ１ホットワイヤはＡＣランプ出力端Ｊ５０２に印加されて、Ｌ２‐１ニュートラルワ
イヤは交流電源がＱ５０２のＴ２に印加されて、ゲートの電圧によってＴ１に出力されて
ＡＣランプＪ５０２に出力される。
【００７１】
　またＬ２－１とＬ３を介して印加される直流電源は、Ｕ４０１で降下させてＶＣＣ_８
Ｖで供給して、Ｕ４０２でＶＣＣ_５Ｖで内部回路の電源を供給する。ＬＥＤランプ電源
は抵抗Ｒ５０７を介してスイッチＱ５０１のソースに印加される。
【００７２】
　回路にＶＣＣ_５Ｖが印加されればＬＥＤであるＤ４０２が点燈して使用可能状態を表
示して、リモコンの信号をＵ４０３を介してＵ４０４が受ければ、ＬＥＤであるＤ４０１
は受信信号を受けたことを瞬間的に表示して、Ｕ４０４はプログラムになった信号を各段
を介して出力して、Ｕ４０４のＰＢ１ピンの出力信号を受けてＵ５０１をオンさせて、Ｐ
Ｄ６ピンの信号はＱ４０１‐Ｑ４０２‐Ｑ４０３を介してＵ５０１のＩＡＤＪピンの電圧
を調節してＱ５０１のソースに印加された直流電源をゲートを調整してドレインを介して
出力してＪ５０２にＧＮＤとともにＬＥＤランプ電源を供給する。
【００７３】
　Ｕ４０４のＰＢ０ピンの電圧は交流用ランプのオン／オフスイッチ信号でＵ５０２を介
してＱ５０２のゲートを調整してソフトスタートさせる役目をする。
【００７４】
　オプションで交流用ファン使用のとき、Ｉｎｔ１ピンはＱ４０７‐Ｑ４０８‐Ｑ４０９
を介して、Ｔ１ピンはＱ４０４‐Ｑ４０５‐Ｑ４０６を介してファンの速度をスピードス
イッチモジュールを介してリモートコントローラで調整する。
【００７５】
　以上では本発明に対する技術思想を添付図面とともに説明したが、これは本発明の望ま
しい実施例を例示的に説明したものであって本発明を限定するのではない。また本発明が
属する技術分野で通常の知識を持った者なら誰も本発明の技術的思想の範疇を離脱しない
範囲内で多様な変形および模倣が可能だということは自明なのである。
【符号の説明】
【００７６】
１：ＥＭＩフィルタ、　２：ＰＦＣ回路、　３：ＳＭＰＳ回路、　４：ＭＰＰＴ回路、　
５：インバータパワー、　６：インバータ発振回路、　７：インバータ、　８：直・交流
パワープラグ、　１０：非常用ライン、　１１：バッテリー、　１２：ブレーカーヒュー
ズスイッチ、　１３：直・交流スイッチ、　２１０：パワーブースター、　２２０：ＡＤ
Ｃ光モジュール、　２４０：ＡＣランプ、　２５０：パワースイッチ、　２６０：ＬＥＤ
ランプ、　２７０：リモート制御部、　２９０：電流用家電製品
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