
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周囲温度に対応してその抵抗値が変化する温度検出素子を有し前記温度検出素子の抵抗
値に対応する温度対応電圧を出力する温度検出回路と、設定温度に対応する基準電圧を出
力する基準電圧回路と、前記温度対応電圧と前記基準電圧とを比較してその差を増幅する
増幅回路とから構成され、前記増幅回路の出力 ファン ファン駆動制御回
路 、
　前記増幅回路が、
　 前
記温度対応電圧と前記基準電圧 を比較してその差を増幅 する演算
増幅器と、
　

トランジスタと、
　

前記トランジスタ の出
力を前記演算増幅器の に負帰還する帰還回路とから構成され、
　前記周囲温度が前記設定温度より低い場合は、前記演算増幅器の出力が前記トランジス
タをオフ とともに、
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により を駆動する
であって

入力端子に前記温度検出回路の出力端および前記基準電圧回路の出力端が接続され、
と して出力端子から出力

前記演算増幅器の前記出力端子にベースが接続され、電源にエミッタが接続され、前記
ファンにコレクタが接続されたＰＮＰタイプの

前記トランジスタの前記コレクタにアノードが接続され、前記演算増幅器の前記入力端
子にカソードが接続されたダイオードを有し、 の前記コレクタから

前記入力端子

して前記電源と前記ファンとを切断する 前記ダイオードに逆方向電圧
が印加されて前記帰還回路がオフされるため、前記演算増幅器の出力が前記トランジスタ
をオフしている状態を維持し、



　前記周囲温度が前記設定温度以上の場合は、前記演算増幅器の出力が前記トランジスタ
をオン とともに、前記 に順方向電圧が

前記帰還回路がオン 負帰還が働 、前記増幅回路により前記
周囲温度に比例して前記ファンに を変化させることを特徴とするファン駆
動制御回路。
【請求項２】
　前記基準電圧回路が、前記増幅回路により前記ファンに前記電源 が供給されて
いるときに、前記基準電圧を下げて前記設定温度を下げるヒステリシス回路を有すること
を特徴とする請求項１に記載のファン駆動制御回路。
【請求項３】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電子機器等の発熱対策に利用される冷却用ファンのファン駆動制御回路に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
情報通信技術の進展により、電子回路を利用した電子機器はあらゆる分野で利用されてい
るが、処理能力の向上に合わせて電子回路の使用電力量は増大している。低消費電力の電
子素子や中央演算処理装置等も研究・開発されているが、電子機器の小型化・高密度化に
ともない、電子回路による発熱対策を行い電子機器の温度上昇を抑えることは、安定動作
をさせる上で非常に重要な問題となっている。
【０００３】
電子機器の発熱を抑える手段として冷却用ファンが用いられており、直流電圧で動作する
ものが多く使用されている。冷却用ファンは、プロペラを直流モータで回転させて空気の
流れを作り、電子機器内部と外部の空気を循環させて熱を排気したり、消費電力が大きい
ため発熱する素子（中央処理装置等）に直接送風して冷却するものであるが、プロペラの
回転による回転音や風切音等の騒音や震動が発生する。従来、電子機器の多くは専用の機
械室等に設置されていたため、この騒音や震動は特に問題では無かったが、パーソナルコ
ンピュータ（以下、「パソコン」と呼ぶ）や通信機器等の普及により一般の事務室や家庭
に設置されるようになり騒音・震動対策が必要となっている。
【０００４】
また、機器の小型化にともない持ち運んで利用する携帯型の電子機器（例えばノート型の
パソコン）が増えており、これらの電子機器はバッテリで駆動するように構成されている
。この携帯型電子機器においても冷却ファンは利用されており、この冷却ファンを駆動す
ることによりバッテリの電力を消費する。ところが、バッテリは限られた電力しか蓄積で
きないため、バッテリの電力を有効利用して、駆動時間を長くする必要があることから、
冷却ファンを含めて携帯型電子機器を構成する電子回路の消費電力を抑えることが重要と
なっている。
【０００５】
　直流電圧で動作する冷却ファンは、電圧を制御するとプロペラの回転速度（回転数）が

された電圧に比例して変化する性質を有している（回転速度が変化するとこのプロペ
ラで発生する風量もそれに比例して変化する）。このため、この性質を利用して、冷却フ
ァンの静粛性（駆動音、風切音や震動を抑える）や省エネルギー性（消費電力を抑える）
を向上させる方法として、電子機器内部の温度状態によって供給する電圧を制御して冷却
ファンのプロペラの回転速度を変化させたり、不要な場合は停止するという方法が取られ
たファン駆動制御回路が用いられている（例えば、非特許文献１参照）。以下、ファン駆
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して前記電源と前記ファンとを接続する ダイオード
印加されて されることにより き

印加される電圧

から電力

前記帰還回路が、前記ダイオードと前記演算増幅器の前記入力端子との間に、前記ダイ
オードの前記カソードにカソードが接続され前記入力端子にアノードが接続されたツェナ
ダイオードを有することを特徴とする請求項１または２に記載のファン駆動制御回路。
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動制御回路の従来例について図８～図１０を用いて説明する。
【０００６】
図８は、温度検出器で検出した温度により冷却ファンに供給する電圧を制御して冷却ファ
ン５４のプロペラの回転速度を変化させるファン駆動制御回路５０の例である。ファン駆
動制御回路５０は、周囲温度に対応した温度対応電圧Ｖｔを出力する温度検出器５１と、
設定温度に対応した基準電圧Ｖｒｅｆを出力する基準電圧回路５２と、温度対応電圧Ｖｔ
と基準電圧Ｖｒｅｆを比較してその電圧の差を増幅し冷却ファン５４の駆動電圧として出
力する増幅回路５３と、出力電圧が＋Ｖ１の第１の電源５５と、出力電圧が＋Ｖ２の第２
の電源５６とから構成されている。
【０００７】
温度検出器５１は温度が低い時は温度対応電圧Ｖｔが低く、温度の上昇に合わせて温度対
応電圧Ｖｔが増加するように構成されている。基準電圧回路５２は、第１の電源５５から
抵抗Ｒ５１、抵抗Ｒ５２の順に直列に接続され、抵抗Ｒ５２の一端が接地されて構成され
ており、第１の電源５５の電圧＋Ｖ１をこの抵抗Ｒ５１，Ｒ５２で分圧し、抵抗Ｒ５１，
Ｒ５２の接続点にある出力端から、抵抗Ｒ５２の電圧を設定温度に対応した基準電圧Ｖｒ
ｅｆとして出力するように構成されている。
【０００８】
また、増幅回路５３は、演算増幅器Ｕ５１と、ＮＰＮ型トランジスタＱ５１と、抵抗Ｒｆ
５０，Ｒ５３，Ｒ５４とから構成されている。演算増幅器Ｕ５１は、第２の電源５６が正
電源端子に接続され、負電源端子が接地されており、出力端子が抵抗Ｒ５４を介してトラ
ンジスタＱ５１のベースに接続されている。また、トランジスタＱ５１は、抵抗Ｒ５３で
第２の電源５６がベースにかけられ、コレクタが第２の電源５６に接続されたエミッタ接
地の増幅回路を構成している。なお、トランジスタＱ５１のエミッタから抵抗Ｒｆを介し
て演算増幅器Ｕ５１の逆相入力端子に負帰還されている。この演算増幅器Ｕ５１の正相入
力端子に温度検出器５１が接続され、逆相入力端子に基準電圧回路５２の出力端が接続さ
れるとともに、トランジスタＱ５１のエミッタに冷却ファン５４の電源供給端子の一端が
接続され、冷却ファン５４の電源供給端子の他端が接地される。
【０００９】
このトランジスタＱ５１は増幅回路５３の出力を冷却ファン５４の駆動電源として供給す
るための電流バッファ用の増幅回路として働いているため、演算増幅器Ｕ５１が冷却ファ
ン５４を駆動するために十分な電流出力を有していれば、トランジスタＱ５１および抵抗
Ｒ５３で構成される増幅回路および演算増幅器Ｕ５１とこの増幅回路を接続する抵抗Ｒ５
４は不要である。したがって、増幅回路５３は演算増幅器Ｕ５１とトランジスタＱ５１を
組み合わせて大出力電流タイプの反転増幅器を構成しており、温度対応電圧Ｖｔの基準電
圧Ｖｒｅｆからの変化分に比例した電圧を冷却ファン５４に供給している。
【００１０】
　このような構成によると、温度対応電圧Ｖｔと基準電圧Ｖｒｅｆの差が増幅回路５３で
増幅されて冷却ファン５４に供給されるため、温度検出器５１の周囲温度に合わせて冷却
ファン５４に供給される電圧が制御され、このため冷却ファン５４の回転速度が制御され
る。ここで、抵抗Ｒ５１，Ｒ５２，Ｒｆ５０は冷却ファン５４に される電圧のオフセ
ットおよび温度検出器５１から出力される温度対応電圧Ｖｔの変化に対するゲイン設定用
であり、また、増幅回路５３を構成する抵抗Ｒ５４は、トランジスタＱ５１のベースへ過
度の電流が供給されないようにすると同時に演算増幅器Ｕ５１の出力へ過度の電流が流入
するのを制限するための電流制限抵抗である。
【００１１】
図９は、温度検出器６１で検出した温度により冷却ファン６４に供給する電源をオン／オ
フするファン駆動制御回路６０を示している。ファン駆動制御回路６０は、周囲温度に対
応した温度対応電圧Ｖｔを出力する温度検出器６１と、設定温度に対応した基準電圧Ｖｒ
ｅｆを出力する基準電圧回路６２と、温度対応電圧Ｖｔと基準電圧Ｖｒｅｆを比較して冷
却ファン６４に供給する電源をオン／オフする電源制御回路６３と、出力電圧が＋Ｖ１の
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第１の電源６５と、出力電圧が＋Ｖ２の第２の電源６６とから構成されている。温度検出
器６１と基準電圧回路６２は上述の温度検出器５１および基準電圧回路５２と同様の構成
および動作である。
【００１２】
電源制御回路６３は、コンパレータＵ６１と、ＰＮＰ型トランジスタＱ６１と、抵抗Ｒ６
３，Ｒ６４と、ダイオードＤ６２とから構成されている。コンパレータＵ６１は、第２の
電源６６が正電源端子に接続され、負電源端子が接地されており、出力端子が抵抗Ｒ６４
を介してトランジスタＱ６１のベースに接続されている。また、トランジスタＱ６１は、
抵抗Ｒ６３で第２の電源６６がベースにかけられ、エミッタが順方向に接続されたダイオ
ードＤ６２（トランジスタＱ６１のエミッタにダイオードＤ６２のカソードが接続されて
いる）を介して第２の電源６６に接続されており、コレクタ接地の増幅回路を構成してい
る。この電源制御回路６３のコンパレータＵ６１の正相入力端子に基準電圧回路６２の出
力端が接続され、逆相入力端子に温度検出器６１が接続されるとともに、トランジスタＱ
６１のコレクタに冷却ファン６４の電源供給端子の一端が接続され、冷却ファン６４の電
源供給端子の他端が接地される。
【００１３】
　このような構成によると、温度検出器６１の温度対応電圧Ｖｔが基準電圧Ｖｒｅｆより
低い時（温度が低い時）には、コンパレータＵ６１の出力は高い電圧（正電源端子に
された第２の電源６６の電圧＋Ｖ２とほぼ等しいか、それより少し低い値）となりトラン
ジスタＱ６１のベースに されるため、ベース電流が流れず、トランジスタＱ６１はオ
フ状態となるため、エミッタ－コレクタ間には電流が流れず冷却ファン６４に電源は供給
されない。また、温度検出器６１の温度対応電圧Ｖｔが基準電圧Ｖｒｅｆ以上の時（温度
が高い時）にはコンパレータＵ６１の出力は低い電圧（負電源端子が接地されているため
ほぼ０Ｖ）となり、その電圧がトランジスタＱ６１のベースに されるため、ベース電
流が流れ、トランジスタＱ６１がオン状態となるため、エミッタ－コレクタ間に電流が流
れ、冷却ファン６４に電力が供給される。このようにトランジスタＱ６１はコンパレータ
Ｕ６１の出力により冷却ファン６４に供給する電源をオン／オフするスイッチの働きをす
る。
【００１４】
なお、抵抗Ｒ６４はコンパレータＵ６１の出力およびトランジスタＱ６１のベースに過度
に電流が流れないようにする電流制限抵抗である。また、抵抗Ｒ６３はコンパレータＵ１
の出力がオープンにならなければ無くても良い。ダイオードＤ６２は、コンパレータＵ６
１の出力電圧がトランジスタＱ６１を完全にオフするベース電圧になるようにオフセット
を加えるためであり、トランジスタＱ６１の本来のベース－エミッタ間電圧に、ダイオー
ドＤ６２の順方向降下電圧を加えた値を、コンパレータＵ６１から見たトランジスタＱ６
１のベース－エミッタ間電圧とすることにより、コンパレータＵ６１の出力電圧が第２の
電源６６の出力電圧＋Ｖ２より少し低い値でもトランジスタＱ６１を完全にオフできるよ
うにするものである。よって、コンパレータＵ６１の出力が正電源端子に加えられた第２
の電源６６の出力電圧＋Ｖ２まで出力することが可能であるならば（Ｒａｉｌ－ｔｏ－Ｒ
ａｉｌのコンパレータであるならば）ダイオードＤ６２は無くても良いし、コンパレータ
Ｕ６１の最大出力電圧の特性によってはダイオードＤ６２を増やす必要がある。
【００１５】
図１０は、温度検出器７１により検出した温度により、冷却ファン７４の回転速度を低速
回転と高速回転の２段階に制御するファン駆動制御回路７０を示している。ファン駆動制
御回路７０は、周囲温度に対応した温度対応電圧Ｖｔを出力する温度検出器７１と、設定
温度に対応した基準電圧Ｖｒｅｆを出力する基準電圧回路７２と、温度対応電圧Ｖｔと基
準電圧Ｖｒｅｆを比較して冷却ファン７４の駆動電源の出力電圧を２段階に制御する電源
制御回路７３と、出力電圧が＋Ｖ１の第１の電源７５と、出力電圧が＋Ｖ２の第２の電源
７６とから構成されている。温度検出器７１と基準電圧回路７２は上述の温度検出器５１
および基準電圧回路５２と同様の構成および動作である。

10

20

30

40

50

(4) JP 3773245 B2 2006.5.10

印加

印加

印加



【００１６】
電源制御回路７３は、コンパレータＵ７１と、ＰＮＰ型トランジスタＱ７１と、抵抗Ｒ７
３，Ｒ７４と、ダイオードＤ７２とツェナダイオードＤｚ７０とから構成されている。コ
ンパレータＵ７１は、第２の電源７６が正電源端子に接続され、負電源端子が接地されて
おり、出力端子が抵抗Ｒ７４を介してトランジスタＱ７１のベースに接続されている。ま
た、トランジスタＱ７１は、抵抗Ｒ７３で第２の電源７６がベースにかけられ、エミッタ
が順方向に接続されたダイオードＤ２（トランジスタＱ７１のエミッタにダイオードＤ２
のカソードが接続されている）を介して第２の電源７６に接続されており、コレクタ接地
の増幅回路を構成している。また、トランジスタＱ７１のコレクタ－エミッタ間にコレク
タ側がアノードとなるようにツェナダイオードＤｚ７０が接続されている。この電源制御
回路７３のコンパレータＵ７１の正相入力端子に基準電圧回路７２の出力端が接続され、
逆相入力端子に温度検出器７１が接続されるとともに、トランジスタＱ７１のコレクタに
冷却ファン７４の電源入力端子の一端が接続され、冷却ファン７４の電源入力端子の他端
が接地される。
【００１７】
　このような構成によると、温度対応電圧Ｖｔと基準電圧Ｖｒｅｆの差とトランジスタＱ
７１のオン／オフの関係は上述のファン駆動制御回路６０と同様になる。よって、温度対
応電圧Ｖｔが基準電圧Ｖｒｅｆより低い時は、トランジスタＱ７１はオフ状態であり、冷
却ファン７４には、第２の電源７６の電圧＋Ｖ２よりダイオードＤ７２とツェナダイオー
ドＤｚ７０の電圧降下分だけ低い電圧が されているため、低速で回転する。一方、温
度対応電圧Ｖｔが基準電圧Ｖｒｅｆ以上の時は、トランジスタＱ７１はオン状態であり、
冷却ファン７４に される電圧は第２の電源７６の電圧＋Ｖ２からダイオードＤ７２の
電圧降下とトランジスタＱ７１のエミッタ－コレクタ間電圧の和だけ低い電圧となるが、
トランジスタＱ１がオン状態のときはエミッタ－コレクタ間電圧は小さい（理想的には０
Ｖ）ため、冷却ファン７４は高速で回転する。なお、抵抗Ｒ７３，Ｒ７４の用途について
は、上述の従来例と同様である。
【００１８】
【非特許文献１】
インテル株式会社、 "NLX Electrical Design Suggestions Version 1.2"、米国、１９９
８年７月、ｐ．２７
【００１９】
【発明が解決しようとする課題】
以上のように、アナログ素子を用いた従来のファン駆動制御回路では、図８に示したファ
ン駆動制御回路５０が温度に比例して冷却ファンの回転速度を変化させるだけの動作をし
、図９に示したファン駆動制御回路６０が温度に対応して冷却ファンへの供給電圧をオン
／オフするだけの動作をし、あるいは、図１０に示したファン駆動制御回路７０が温度に
対応して冷却ファンの回転速度を低速／高速の２段階で切り替えるだけの動作をするため
、いずれか一つの動作をする回路しか無く、きめ細かい冷却ファンの制御を行うことはで
きなかった。また、ディジタル回路でファン駆動制御回路を構成して冷却ファンをきめ細
かく制御する方法もあるが、回路が複雑で且つ製造コストが高くなるため、適用範囲が限
定されてしまうという問題もあった。
【００２０】
しかしながら、電子機器の普及が拡大している現状では、冷却ファンの静粛性や省エネル
ギー性の向上に対する要求は大きくなっており、冷却ファンによる冷却が不要な時には電
源をオフし、必要なときでも必要最低限の動作をするように制御を行うファン駆動制御回
路を安価に提供する必要がある。
【００２１】
本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、冷却ファンの駆動制御をきめ細か
く行うことにより、冷却ファンの静粛性と省エネルギー性を向上させたファン駆動制御回
路を安価に提供することを目的とする。
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【００２２】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するために、本発明に係るファン駆動制御回路は、周囲温度に対応して
その抵抗値が変化する温度検出素子（例えば、実施形態におけるサーミスタＲｔ）を有し
この温度検出素子の抵抗値に対応する温度対応電圧を出力する温度検出回路と、設定温度
に対応する基準電圧を出力する基準電圧回路と、温度対応電圧と基準電圧 を比較してそ
の差を増幅する増幅回路とから構成され、この増幅回路の ファン（例えば、実
施形態における冷却ファン５） 、増幅回路が、

温度対応電圧と基準電圧 を比較
する演算増幅器と、

トランジスタと、

トランジスタ の出力を演算増幅器の
に負帰還する帰還回路とから構成する。

【００２３】
　このような構成によると、周囲温度が設定温度より低い場合は、演算増幅器の出力がト
ランジスタをオフ とともに、

。また、周囲温度が設定温度以上の場合は、演算増幅器の出力がトランジス
タをオン とともに、 に順方向電圧が
帰還回路がオン 負帰還が働 、増幅回路により周囲温度に比例してファ
ンに を変化させることができるので、周囲温度に比例した回転速度でファ
ンを駆動することができる。このため、周囲温度が低くファンを駆動する必要のない場合
は電源供給をオフしてファンを停止し、周囲温度が上がってファンを駆動する必要がある
場合は、ファンに電源を供給してファンを駆動するとともに、その温度に応じた風量とな
るように供給電圧を調整してファンの回転数を制御するため、ファンの駆動による静粛性
と省エネルギー性を向上することができる。
【００２４】
　なお、 増幅回路によりファンに電源 が供給されているときに
、基準電圧を下げて設定温度を下げるヒステリシス回路を有することが好ましい。

【００２５】
　

【００２６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好ましい実施形態について図面を参照して説明する。まず、本発明に係る
ファン駆動制御回路が適用されるファンユニット１２について図２及び図３を用いて説明
する。図２は本発明に係るファン駆動制御回路が搭載された基板１０とこの基板１０に接
続される冷却ファン５及び電源ケーブル１１を示している。基板１０には後述するファン
駆動制御回路が搭載されており、図２ではそのうち、サーミスタＲｔだけを図示している
。また、基板１０には冷却ファン５の電源供給端子５ａと接続するためのソケット１０ａ
と、電源ケーブル１１の端子１１ａと接続するためのソケット１０ｂとが設けられている
。この実施例ではサーミスタＲｔを基板１０に配設しているが、他の測定点までリードを
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と
出力により

を駆動するものであり 入力端子に温度検出
回路の出力端および基準電圧回路の出力端が接続され、 と
してその差を増幅して出力端子から出力 この演算増幅器の出力端子に
ベースが接続され、電源（例えば、実施形態における第２の電源７）にエミッタが接続さ
れ、ファンにコレクタが接続された トランジスタのコレクタにアノード
が接続され、演算増幅器の入力端子にカソードが接続されたダイオード（例えば、実施形
態におけるダイオードＤ１）を有し、 のコレクタから
入力端子

して電源とファンとを切断する ダイオードに逆方向電圧が印
加されて帰還回路がオフされるため、演算増幅器の出力がトランジスタをオフしている状
態を維持する

して電源とファンとを接続する ダイオード 印加されて
されることにより き

印加される電圧

基準電圧回路が、 から電力
このよ

うな構成によると、周囲温度が上昇しファンに電源が供給された瞬間に設定温度が下がる
ため、周囲温度が設定温度近傍にある時でもノイズ等の影響を除き、確実にファンに電源
を供給することができる。

また、帰還回路が、ダイオードと演算増幅器の入力端子との間に、ダイオードのカソー
ドにカソードが接続され、入力端子にアノードが接続されたツェナダイオードを有するこ
とが好ましい。このような構成によると、ファンに印加される電圧を基準電圧よりもツェ
ナダイオードの降伏電圧の分だけ高い電圧とすることできるため、ファンの動作範囲の仕
様が基準電圧よりも高い場合でもこのファンを動作させることができる。



引き出して配設することも可能である。
【００２７】
図３は、本発明に係るファン駆動制御回路が搭載された基板１０をファンユニット１２に
搭載した場合を示している。図３（Ａ）に示す通り、ファンユニット１２は、基板１０と
冷却ファン５及び電源ケーブル１１が一体に配設されており、図３（Ｂ）に示すように、
例えばラック１３に実装して使用される。図３（Ａ）において、電源ケーブル１１にはユ
ニット着脱用コネクタ１１ｂが配設されており、ラック等に実装したときに、このユニッ
ト着脱用コネクタ１１ｂからファンユニット１２に電源が供給される。また、図３（Ｂ）
はラック１３に対して４組のファンユニット１２（１２ａ～１２ｄ）を実装した場合を示
している。なお、本実施例ではラック１３に実装するためのファンユニット１２に本発明
に係るファン駆動制御回路を適用した場合について説明したが、本発明がこの形態に限定
されるわけではない。
【００２８】
【実施例】
次に、図面を用いてファン駆動制御回路の実施例について説明を行う。
【００２９】
【第１実施例】
図１は本発明に係るファン駆動制御回路の第１実施例の構成を示す回路図である。ファン
駆動制御回路１は、周囲温度に対応した温度対応電圧Ｖｔを出力する温度検出回路２と、
設定温度に対応した基準電圧Ｖｒｅｆを出力する基準電圧回路３と、温度対応電圧Ｖｔと
基準電圧Ｖｒｅｆを比較してその差を増幅する増幅回路４と、出力電圧＋Ｖ１の第１の電
源６と、出力電圧＋Ｖ２の第２の電源７とから構成されており、増幅回路４の出力が電源
として冷却ファン５に供給されている。
【００３０】
温度検出回路２はサーミスタＲｔと抵抗Ｒｂを直列に接続して構成されており、サーミス
タＲｔの一端が第１の電源６に接続され、抵抗Ｒｂの一端が接地されており、サーミスタ
Ｒｔと抵抗Ｒｂの接続点に出力端２ａがあり、この出力端２ａから抵抗Ｒｂの電圧をサー
ミスタの周囲温度に対応した温度対応電圧Ｖｔとして出力する。サーミスタとは、マンガ
ン、コバルト等の酸化物をいくつか組み合わせて、１５００℃程度の高温で焼き固めて作
った半導体であり、この半導体の抵抗値が温度によって大きく変化する性質を利用して温
度測定回路等に利用される素子である。一般的には温度上昇に対して抵抗値が下がる負性
抵抗サーミスタが利用されており、抵抗と同等に扱え、取り扱いが容易である。
【００３１】
ここで、温度検出回路２から出力される温度対応電圧Ｖｔについて、図４を用いて説明す
る。図４（Ａ）は図１に示した温度検出回路２と同じものであり、この温度検出回路２の
出力端２ａを開放した時の出力電圧Ｖｓとこの出力端２ａから見た回路の抵抗Ｒｓは次式
（１），（２）のようになる。
【００３２】
【数１】
Ｖｓ＝＋Ｖ１・Ｒｂ／（Ｒｔ＋Ｒｂ）　　…　（１）
Ｒｓ＝Ｒｔ・Ｒｂ／（Ｒｔ＋Ｒｂ）　　　…　（２）
【００３３】
よって、テブナンの定理より、図４（Ａ）の温度検出回路２は図４（Ｂ）の等価回路２′
に置き換えることができ、サーミスタＲｔに上述の負性抵抗サーミスタを利用した場合、
温度が上昇するとサーミスタＲｔの抵抗値が下がり式（１）よりＶｓが上昇するため、温
度が上昇すると温度対応電圧Ｖｔが上昇する温度検出回路２とすることができる。なお、
温度検出回路２のサーミスタＲｔと抵抗Ｒｂを入れ替えると、温度が上昇すると温度対応
電圧Ｖｔが下降するように構成でき、そのような構成の温度検出回路に対応したファン駆
動制御回路を実現できることは言うまでもない。また、本実施例では、サーミスタＲｔを
利用して温度検出回路２を構成しているが、本発明がこの素子に限定されるものではなく
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、温度の変化によってその抵抗値が変化する素子または出力電圧が変化する回路であれば
、温度検出回路２として利用することができる。
【００３４】
基準電圧回路３は、抵抗Ｒ１と抵抗Ｒ２を直列に接続して構成されており、抵抗Ｒ１の一
端が第１の電源６に接続され、抵抗Ｒ２の一端が接地されており、抵抗Ｒ１，Ｒ２の接続
点に出力端３ａがあり、第１の電源６の電圧＋Ｖ１を抵抗Ｒ１，Ｒ２で分圧して、この出
力端３ａから抵抗Ｒ２の電圧を基準電圧Ｖｒｅｆとして出力する。この基準電圧回路３の
出力端３ａを開放した時の電圧Ｖｒと出力端３ａからみた抵抗Ｒｒは次式（３），（４）
で表され、温度検出回路２と同様にテブナンの定理より電圧Ｖｒと抵抗Ｒｒで等価回路に
置き換えることができる（図示せず）。
【００３５】
【数２】
Ｖｒ＝＋Ｖ１・Ｒ２／（Ｒ１＋Ｒ２）　　…　（３）
Ｒｒ＝Ｒ１・Ｒ２／（Ｒ１＋Ｒ２）　　　…　（４）
【００３６】
基準電圧回路３から出力される基準電圧Ｖｒｅｆは、ファン駆動制御回路１において、冷
却ファン５を起動あるいは停止させる温度に対応した電圧であり、冷却ファン５の駆動を
開始させたい温度（この温度を、以降では「設定温度」と呼ぶ）における温度検出回路２
の温度対応電圧Ｖｔと基準電圧Ｖｒｅｆが同じ値になるように抵抗Ｒ１，Ｒ２の値を調整
して決める。
【００３７】
増幅回路４は、演算増幅器Ｕ１と、ＰＮＰ型トランジスタＱ１と、抵抗Ｒｆ，Ｒ３，Ｒ４
と、コンデンサーＣｆと、ダイオードＤ１，Ｄ２と、ツェナダイオードＤｚとから構成さ
れている。演算増幅器Ｕ１は正電源端子が第２の電源７に接続され、負電源端子が接地さ
れている。演算増幅器Ｕ１の正相入力端子には基準電圧回路３の出力端３ａが接続されて
おり、逆相入力端子には温度検出回路２の出力端２ａが接続されており、出力端子は抵抗
Ｒ４を介してトランジスタＱ１のベースに接続されている。また、コンデンサーＣｆが演
算増幅器Ｕ１の逆相入力端子と出力端子をつないで接続されている。ここで、抵抗Ｒ４は
演算増幅器Ｕ１の出力端子およびトランジスタＱ１のベースに過度の電流が流れないよう
にするための電流制限抵抗であり、コンデンサーＣｆは、演算増幅器Ｕ１とトランジスタ
Ｑ１の組み合わせによる位相まわりにより発振現象が起こる場合の位相補償を行うための
位相補償コンデンサである。演算増幅器Ｕ１の位相余裕が十分にあり、トランジスタＱ１
の位相まわりに対しても発振する条件の帰還にならなければコンデンサＣｆは無くても良
い。
【００３８】
　トランジスタＱ１のベースには第２の電源７が抵抗Ｒ３を介して接続され、エミッタに
は第２の電源７がダイオードＤ２を介して接続され、コレクタは冷却ファン５の電源入力
端子の一端に接続されており、これらの素子で 接地の増幅器を形成している。な
お、冷却ファン５の電源入力端子の他端は接地されており、ダイオードＤ２は、そのカソ
ードがトランジスタＱ１のエミッタに接続される向きで配置されている。ここで、抵抗Ｒ
３はトランジスタＱ１のベースに加えるバイアス用であり、演算増幅器Ｕ１の出力がオー
プンにならなければ無くても構わない。また、ダイオードＤ２は、演算増幅器Ｕ１の出力
電圧がトランジスタＱ１を完全にオフするベース電圧になるようにオフセットを加えるた
めであり、トランジスタＱ１の本来のベース－エミッタ間電圧に、ダイオードＤ２の順方
向降下電圧を加えた値を、演算増幅器Ｕ１から見たトランジスタＱ１のベース－エミッタ
間電圧とすることにより、演算増幅器Ｕ１の出力電圧が第２の電源７の電圧＋Ｖ２より少
し低い値でもトランジスタＱ１をオフできるようにするものである。よって、演算増幅器
Ｕ１の出力が正電源端子に加えられた第２の電源７の電圧＋Ｖ２まで出力することが可能
であるならば（Ｒａｉｌ－ｔｏ－Ｒａｉｌの演算増幅器であるならば）、ダイオードＤ２
は無くても良いし、演算増幅器Ｕ１の最大出力電圧の特性によってはダイオードＤ２を増
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やす必要がある
【００３９】
　そして、トランジスタＱ１のコレクタと演算増幅器Ｕ１の正相入力端子をつなぐように
帰還回路４ａが接続されており、帰還回路４ａはトランジスタＱ１のコレクタ側から順に
、ダイオードＤ１と抵抗ＲｆとツェナダイオードＤｚが直列に接続されている。なお、ダ
イオードＤ１はトランジスタＱ１の出力を演算増幅器Ｕ１の正相入力端子に帰還する方向
が順方向となるように接続（ダイオードＤ１のアノードがトランジスタＱ１のコレクタに
接続）されており、ツェナダイオードＤｚはそのアノードが演算増幅器Ｕ１の正相入力端
子に接続されている。ＰＮＰ型トランジスタＱ１を 接地の増幅器として構成して
いるため、トランジスタＱ１のベース電圧を制御してこのトランジスタＱ１をオン／オフ
することにより冷却ファン５へ供給する電源のオン／オフをするスイッチとして動作させ
ると同時に、トランジスタＱ１がオン状態のときにその出力は反転増幅器と同じく位相が
反転した増幅器として働く電流バッファとなる。よって、この増幅器の出力（トランジス
タＱ１のコレクタからの出力）を帰還回路４ａで演算増幅器Ｕ１の正相入力端子に負帰還
させることにより、増幅回路４は、演算増幅器Ｕ１とトランジスタＱ１を合わせて大出力
電流タイプの反転増幅器として動作するため、トランジスタＱ１がオン状態で、冷却ファ
ン５に電源が供給されているときは、温度検出器２の温度対応電圧Ｖｔと基準電圧Ｖｒｅ
ｆの差に比例し、抵抗Ｒ１，Ｒ２，Ｒｆで設定された増幅度で出力された電圧が冷却ファ
ン５に供給される。
【００４０】
　以上のように構成されたファン駆動制御回路１において、サーミスタＲｔの周囲温度が
設定温度より低い場合は、温度対応電圧Ｖｔと基準電圧Ｖｒｅｆの差が正となるため、演
算増幅器Ｕ１の出力は高い電圧（正電源端子に された第２の電源７の出力電圧＋Ｖ２
とほぼ等しいかそれより少し低い値）となりトランジスタＱ１のベースに されるため
、トランジスタＱ１のベース－エミッタ間の電位差が無くなり、トランジスタＱ１のベー
スに電流が流れず、トランジスタＱ１はオフの状態となる。そのため、エミッタ－コレク
タ間にも電流が流れず、冷却ファン５に電源が供給さないため停止した状態となる

。なお、トランジスタＱ１がオフの状
態のときは、帰還回路４ａにも電流が流れないため、帰還回路４ａを経由した負帰還が働
かず、演算増幅器Ｕ１はいわゆるコンパレータとして動作するので、演算増幅器Ｕ１の出
力は上述の高い電圧を維持する。また、帰還回路４ａのダイオードＤ１は、トランジスタ
Ｑ１がオフの状態のときに、このダイオードＤ１に逆方向電圧がかかるため基準電圧回路
３から冷却ファン５に向かって流れようとする電流を阻止するため、基準電圧回路３から
この帰還回路４ａを経由して冷却ファン５に電源が供給されるのを防いでいる。また、こ
のダイオードＤ１が無い場合に、帰還回路４ａに電流が流れると、基準電圧回路３の出力
電圧Ｖｒｅｆが変動するため、基準電圧として利用することができなくなるので、ダイオ
ードＤ１は、この基準電圧Ｖｒｅｆの変動を防ぐためにも挿入されている。
【００４１】
　サーミスタＲｔの周囲温度が上昇し設定温度と等しくなると、温度対応電圧Ｖｔと基準
電圧Ｖｒｅｆの差が０Ｖとなるため、演算増幅器Ｕ１の出力電圧は下がり基準電圧Ｖｒｅ
ｆと同じ電圧が出力される。このため、トランジスタＱ１のベース－エミッタ間に電位差
が生じ、トランジスタＱ１のベースに電流が流れてオン状態となり、エミッタ－コレクタ
間にも電流が流れて冷却ファン５に電源が供給される

。また、トランジスタＱ１がオン状態になると、ダイオードＤ１に
順方向電圧が加わるため帰還回路４ａにも電流が流れ、増幅回路４は上述の通り反転増幅
器として動作する。そのため、サーミスタＲｔの周囲温度が設定温度以上になり、温度対
応電圧Ｖｔと基準電圧Ｖｒｅｆの差が０Ｖまたは負となるときは、温度対応電圧Ｖｔと基
準電圧Ｖｒｅｆの差に比例して増幅された電圧が冷却ファン５に供給されるため、サーミ
スタＲｔの周囲温度に比例した回転数で、冷却ファン５を動作させることができる。
【００４２】
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わち、第２の電源７と冷却ファン５が切断される）

（すなわち、第２の電源７と冷却フ
ァン５が接続される）



　なお、帰還回路４ａのツェナダイオードＤｚは、設定温度以上の時に冷却ファン５に
される電圧の初期値を基準電圧Ｖｒｅｆより高くするためのものである。これは、帰還

回路４ａの帰還方向と逆方向にツェナダイオードＤｚが接続されているため、帰還回路４
ａに電流が流れ出す電圧は、冷却ファン５に される電圧が基準電圧Ｖｒｅｆよりもツ
ェナダイオードＤｚの降伏電圧（ツェナ電圧）の分だけ高い値となるときだからである。
そのため、ツェナダイオードＤｚは、冷却ファン５の動作範囲の仕様が各種設定上、基準
電圧Ｖｒｅｆでは低すぎる場合に付加するものであり、基準電圧Ｖｒｅｆが冷却ファン５
の動作範囲内であれば、無くても良い。
【００４３】
　増幅回路４を構成するトランジスタＱ１は、ＰＮＰタイプを使用しているが、これは、
冷却ファン５への供給電圧を上げて動作範囲を広くするためである。このファン駆動制御
回路１においてトランジスタＱ１にＮＰＮタイプのものを使用することも可能であるが、
この場合、冷却ファン５へ供給される電圧は、トランジスタＱ１のベースに される電
圧（演算増幅器Ｕ１の出力電圧）からトランジスタＱ１のベース－エミッタ間電圧だけ低
い電圧までしか供給されない。しかし、本実施例のようにＰＮＰタイプのものを使用した
場合に冷却ファン５へ供給される電圧は、ダイオードＤ２が不要なＲａｉｌ－ｔｏ－Ｒａ
ｉｌの演算増幅器Ｕ１を使用した場合、第２の電源７の電圧＋Ｖ２からコレクタ－エミッ
タ間飽和電圧を引いた大きさの電圧まで供給することができ、冷却ファン５の動作範囲を
広くすることができる。
【００４４】
以上のように、本第１実施例に係るファン駆動制御回路１は、冷却ファン５の駆動制御を
きめ細かく行うことができるため、冷却ファン５の静粛性および省エネルギー性が向上す
るとともに、このファン駆動制御回路１を構成する部品はいずれも一般に広く普及してい
る入手が容易なアナログ素子であり、回路構成も簡単であるため、安価に製造することが
可能である。
【００４５】
【第２実施例】
図５は本発明に係るファン駆動制御回路の第２実施例を示す回路図である。第２実施例に
おけるファン駆動制御回路１ａは、第１実施例のファン駆動制御回路１を基本回路として
、この基本回路であるファン駆動制御回路１の基準電圧回路３にヒステリシス回路３ｂを
加え、合わせてスイッチ回路８を加えた構成となっている。よって、第１実施例と同じ、
温度検出回路２、増幅回路４および帰還回路４ａについての説明は省略する。なお、ファ
ン駆動制御回路１ａにおいて、冷却ファン５に並列に接続された抵抗ＲＩは、冷却ファン
５が接続されていない時に、冷却ファン５への電源供給端が確実に接地されるように挿入
しているものであり、基本回路には不要であり省いても良い。
【００４６】
ヒステリシス回路３ｂは、ＮＰＮ型トランジスタＱ２と抵抗Ｒｈ，Ｒ５，Ｒ６とから構成
されており、抵抗Ｒ５，Ｒ６を直列に接続し、Ｒ５の一端をトランジスタＱ１のコレクタ
に接続し、Ｒ６の一端を接地し、抵抗Ｒ５，Ｒ６の接続点をトランジスタＱ２のベースに
接続している。そして、トランジスタＱ２のコレクタを抵抗Ｒｈを介して基準電圧回路３
の抵抗Ｒ２と並列になるように、抵抗Ｒ１と抵抗Ｒ２の接続点（出力端）３ａに接続して
おり、さらに、トランジスタＱ２のエミッタを接地している。
【００４７】
　このような構成によると、第１実施例で説明した通り、サーミスタＲｔの周囲温度が設
定温度より低い時は、トランジスタＱ１はオフ状態であるため、冷却ファン５に電源は供
給されておらず、ヒステリシス回路３ｂのトランジスタＱ２のベースにも電圧は され
ないため、トランジスタＱ２のベース－エミッタ間の電位差は無いため、ベース電流は流
れない。そのため、トランジスタＱ２はオフ状態であり、トランジスタＱ２のコレクタ－
エミッタ間に電流が流れないため、抵抗Ｒｈには電流がながれず、よって、基準電圧回路
３は抵抗Ｒ１，Ｒ２で分圧され、抵抗Ｒ２の電圧を基準電圧Ｖｒｅｆとして出力する。
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【００４８】
そして、サーミスタＲｔの周囲温度が上昇して設定温度以上になると、トランジスタＱ１
がオン状態となるため、冷却ファン５に電源が供給され、それによりトランジスタＱ２の
ベース－エミッタ間に電位差が生じ、抵抗Ｒ５を介してトランジスタＱ２のベースに電流
が流れ込みトランジスタＱ２がオン状態となる。なお、抵抗Ｒ６はトランジスタＱ２のベ
ース保護のために使われているが、回路動作としては無くても可能である。トランジスタ
Ｑ２がオン状態になると、トランジスタＱ２のコレクタ－エミッタ間に電流が流れ、その
結果第１の電源６から抵抗Ｒ１を介して抵抗Ｒｈに電流が流れる。抵抗Ｒｈは基準電圧回
路３の抵抗Ｒ２と並列に接続されているため、抵抗Ｒｈで補正された基準電圧Ｖｒｅｆは
、抵抗Ｒ１と抵抗Ｒ２，Ｒｈで分圧されて、抵抗Ｒ２，Ｒｈの並列回路の電圧となるが、
並列に接続された抵抗Ｒ２，Ｒｈの合成抵抗は抵抗Ｒ２より小さい値となるため、補正さ
れた基準電圧Ｖｒｅｆは補正される前の基準電圧Ｖｒｅｆより低い値となる。基準電圧Ｖ
ｒｅｆが低くなるということは、冷却ファン５に電源供給を停止する設定温度が低くなる
ということを意味する。なお、トランジスタＱ２は、上述のように冷却ファン５に電源が
供給されたときに、抵抗Ｒｈに電流を流すスイッチとして動作するものであるため、他の
構成素子を利用して実現することも可能である。
【００４９】
　図５に の順番でサーミスタＲｔの周囲温度を上下させた時の冷却ファン５
への供給電圧の関係を表した図を示す。このように、温度が上昇して冷却ファン５に電源
が供給される時の温度は抵抗Ｒ１，Ｒ２に決まる基準電圧となるが、冷却ファン５に電源
が供給されると、抵抗Ｒ１，Ｒ２，Ｒｈで決まる基準電圧となるため設定温度が 、
温度と冷却ファン５に供給される電圧の関係はヒステリシスループを形成する。なお、冷
却ファン５に供給される電圧は第２の電源７から供給される出力電圧＋Ｖ２であるため、
それ以上の電圧を冷却ファン５に することはできない（実際にはダイオードＤ２やト
ランジスタＱ１等により電圧降下があるため、電圧＋Ｖ２よりも小さい値となる）。
【００５０】
本第２実施例に係るファン駆動制御回路１ａが搭載された電子機器に電源が投入されてサ
ーミスタＲｔの周囲温度が上がり設定温度に達すると、冷却ファン５に電源が供給されて
冷却ファン５が駆動されるため空気の流れが発生し、サーミスタＲｔの周囲温度が下がる
。このヒステリシス回路３ｂが無い場合、サーミスタＲｔの周囲温度が下がるとすぐに冷
却ファン５が停止し、また周囲温度が上昇するというのを繰り返すことがあるため、設定
温度近傍では冷却ファン５に供給される電源のオン／オフが頻繁に発生し、動作が不安定
となり、ファン駆動制御回路１ａや冷却ファン５の寿命を短くしたり、消費電力が増加す
るという問題が発生する可能性がある。一方、ヒステリシス回路３ｂが搭載されている場
合、設定温度に達して冷却ファン５の電源が投入されると、設定温度が下がるため、サー
ミスタＲｔの周囲温度が多少変化する程度では冷却ファン５の電源がオン／オフ動作を繰
り返すことはなく、安定した動作を行うことができる。
【００５１】
同様に、周囲温度が下がり冷却ファン５への電源供給が止まると、ヒステリシス回路３ｂ
のトランジスタＱ２はオフ状態となり、設定温度は元の値（基準電圧回路３の抵抗Ｒ１，
Ｒ２で決まる値）になるため、電源が切断された温度の近傍で冷却ファン５の電源のオン
／オフを繰り返すことはない。このヒステリシス回路３ｂの利点は、正帰還となる端子に
帰還させて温度検出回路２の出力に影響を与えるように構成するのではなく、負帰還側に
ヒステリシス回路３ｂを加えて第１実施例で示した基本回路に影響を与えることなく機能
を追加できることにある。このように構成すれば、温度検出回路２の出力である温度対応
電圧ＶｔはサーミスタＲｔの抵抗値の変化にのみ対応して出力されるため、この出力を他
の回路にも問題なく利用することが可能となる。
【００５２】
　なお、トランジスタ（Ｐチャネル型ＭＯＳＦＥＴ）Ｑ３，抵抗Ｒ７，Ｒ８およびスイッ
チ８ａで構成されたスイッチ回路８は、冷却ファン５に供給する電源を第２の電源７から
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直接供給するための回路であり、緊急時等の動作として必要であれば追加するものである
。スイッチ回路８のトランジスタＱ３は、第２の電源７にそのソースが接続されており（
サブストレートはソースに接続）、トランジスタＱ１のコレクタが接続されている冷却フ
ァン５の電源入力端子にトランジスタＱ３のドレインが接続されている。また、抵抗Ｒ７
，Ｒ８が直列で接続されており、抵抗Ｒ７の一端が第２の電源７に接続され、抵抗Ｒ８の
一端がスイッチ７ａに接続され、抵抗Ｒ７，Ｒ８の接続点がトランジスタＱ３のゲートに
接続されている。緊急時やトランジスタＱ１を制御して冷却ファン５に供給される電圧を
制御する必要が無い場合に、スイッチ８ａをオンにすると、第２の電源７の電圧＋Ｖ２が
抵抗Ｒ７，Ｒ８で分圧され、抵抗Ｒ８の電圧がトランジスタＱ３のゲートに されるた
め、トランジスタＱ３がオン状態となり、冷却ファン５に直接第２の電源７が供給される
。なお、トランジスタＱ１がＰＮＰタイプであることから、スイッチ回路８によりトラン
ジスタＱ１に される電圧による逆耐圧等を考慮する必要はない。
【００５３】
以上より、第１実施例と同様に、本第２実施例に係るファン駆動制御回路１０は、冷却フ
ァン５の駆動をきめ細かく制御できるとともに、サーミスタＲｔの周辺温度が設定温度近
傍であっても、基準電圧回路３にヒステリシス回路３ｂを加えることにより、安定して動
作させることができる。また、ファン駆動制御回路１０を構成する部品も一般に広く普及
したアナログ素子で構成されて、回路構成も簡単であるため、安価に製造することができ
る。
【００５４】
なお、上述の第１及び第２実施例においては、第１および第２の電源６，７をそれぞれ個
別の電源としているが、同一の電源から供給することも可能である。但し、冷却ファン５
の回転によるノイズは周波数成分が低く、且つ、大きな値であるため、ファン駆動制御回
路１を安定して動作させるためには、温度検出回路２や基準電圧回路３に供給される第１
の電源６は、安定化回路等を経由したノイズの無い電源として分離することが好ましい。
【００５５】
　また、第１及び第２の電源６，７を同一の電源から供給する場合、図７に示すように三
端子レギュレータＵ２を接続して、第１の電源６へ冷却ファン５のノイズが しないよ
うにすることも可能である。三端子レギュレータＵ２は入力電圧や出力電流が変化しても
その出力電圧を一定に保つように作用する素子であり、図７（Ａ）は第１実施例で示した
ファン駆動制御回路１に三端子レギュレータＵ２を接続して構成したファン駆動制御回路
１ｂの例であり、図７（Ｂ）は第２実施例で示したファン駆動制御回路１ａに三端子レギ
ュレータＵ２を接続して構成したファン駆動制御回路１ｃの例である。いずれの場合にお
いても、冷却ファン５に供給する電源である第２の電源７を三端子レギュレータのＩＮ端
子に接続し、第１の電源６を三端子レギュレータＵ２のＯＵＴ端子に接続し、ＧＮＤ端子
を接地しており、電源は第２の電源７から供給する構成としている。三端子レギュレータ
は安価に入手可能であり、本発明に係るファン駆動制御回路を安価に製造することが可能
である。
【００５６】
従来、このような冷却ファンの制御をする場合、比較的高価なセンサー付きファンユニッ
トを使用していたが、第１実施例または第２実施例に示すような本発明に係るファン駆動
制御回路を利用することにより、通常の冷却ファンと組み合わせることで実現できるため
、コスト、入手性等で有利である。
【００５７】
【発明の効果】
本発明に係るファン駆動制御回路は、周囲温度に対応してその抵抗値が変化する温度検出
素子を有して構成され、この温度検出素子の抵抗値に対応した温度対応電圧を出力する温
度検出回路と、設定温度に対応した基準電圧を出力する基準電圧回路と、温度対応電圧と
基準電圧の差を比較して増幅する増幅回路とから構成される。そして、この増幅回路が温
度対応電圧と基準電圧を比較してその差を増幅する演算増幅器と、この演算増幅器の出力
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を増幅するトランジスタと、このトランジスタの出力を演算増幅器の入力に負帰還する帰
還回路とを有し、この帰還回路に帰還する方向が順方向となるように接続された整流器を
有するように構成することにより、温度検出素子の周囲温度が設定温度より低い時はファ
ンを停止させ、設定温度以上の時はファンを駆動し、且つ、その温度に比例してファンの
回転速度を制御することができる。そのため、ファンの駆動制御をきめ細かくすることで
、静粛性および省エネルギー性を向上することができ、また、回路構成が簡単で、一般に
広く普及しているアナログ素子を利用できるため入手も容易であり、安価に提供すること
が可能となる。
【００５８】
また、ファンに電源が供給された時に、基準電圧回路から出力される基準電圧を下げるこ
とで設定温度をさげるヒステリシス回路を基準電圧回路に加えることにより、ファンの電
源をオン／オフする時のファン駆動制御回路の動作をより安定したものとすることができ
る。もちろん、このヒステリシス回路を加えたファン駆動制御回路も回路構成が簡単で、
一般に広く普及しているアナログ素子で構成することができるため入手も容易であり、安
価に提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るファン駆動制御回路の第１実施例の回路図である。
【図２】本発明に係るファン駆動制御回路を搭載する基板を示す図である。
【図３】本発明に係るファン駆動制御回路が搭載されたファンユニットの構成例であり、
（Ａ）はファンユニットの平面図であり、（Ｂ）はこのファンユニットをラックに実装し
た場合の図である。
【図４】温度検出回路の動作を説明する図である、（Ａ）は本発明に係る温度検出回路の
回路図であり、（Ｂ）はその等価回路である。
【図５】本発明に係るファン駆動制御回路の第２実施例の回路図である。
【図６】本発明に係るファン駆動制御回路の第２実施例において、温度を変化させたとき
のファン供給電圧の変化を示すグラフである。
【図７】本発明に係るファン駆動制御回路に同一の電源を供給した場合の回路図であり、
（Ａ）は第１実施例に三端子レギュレータを加えた場合を示す回路図であり、（Ｂ）は第
２実施例に三端子レギュレータを加えた場合を示す回路図である。
【図８】温度によりファンの回転速度を変化させる従来のファン駆動制御回路の回路図で
ある。
【図９】温度によりファンの電源をオン／オフする従来のファン駆動制御回路の回路図で
ある。
【図１０】温度によりファンの回転速度を低速／高速の２段階に切り替える従来のファン
駆動制御回路の回路図である。
【符号の説明】
１　ファン駆動制御回路
２　温度検出回路
３　基準電圧回路
３ｂ　ヒステリシス回路
４　増幅回路
４ａ　帰還回路
５　冷却ファン（ファン）
Ｒｔ　サーミスタ（温度検出素子）
Ｄ１　ダイオード（整流器）
Ｕ１　演算増幅器
Ｑ１　トランジスタ

10

20

30

40

(13) JP 3773245 B2 2006.5.10



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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