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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのスイッチを有し、交流電源の出力を調整して光源に調整された信号を
供給する供給回路であって、前記光源の電力スペクトルの高調波成分の少なくとも１つの
周波数成分の値を減少させるように、前記光源に供給される電圧信号及び電流信号のうち
の一方の高調波成分の周波数成分の位相角を調整するよう、前記少なくとも１つのスイッ
チを制御するコントローラを有し、
　前記光源の電力スペクトルの高調波成分の少なくとも１つの周波数成分は、前記交流電
源の出力の基本周波数の２倍に等しい周波数成分を含む、供給回路。
【請求項２】
　請求項１記載の供給回路を有する装置。
【請求項３】
　少なくとも１つのスイッチを有し、交流電源の出力を調整して光源に調整された信号を
供給する供給回路の制御方法であって、前記光源の電力スペクトルの高調波成分の少なく
とも１つの周波数成分の値を減少させるように、前記光源に供給される電圧信号及び電流
信号のうちの一方の高調波成分の周波数成分の位相角を調整するよう、前記少なくとも１
つのスイッチを制御する制御ステップを有し、
　前記光源の電力スペクトルの高調波成分の少なくとも１つの周波数成分は、前記交流電
源の出力の基本周波数の２倍に等しい周波数成分を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源に電圧信号及び電流信号を供給する供給回路と、供給回路を有する装置
と、光源に電圧信号及び電流信号を供給する方法と、供給回路を制御するための制御信号
と、制御信号を生成するための情報を記憶している及び有している媒体とに関する。この
ような電源の例は、切替えられたモードの電源及び他の電源である。このような装置の例
は、消費者製品及び非消費者製品である。このような媒体の例は、ディスク及びスティッ
クのような、機械式メモリ並びに非機械式メモリ及び担体である。
【背景技術】
【０００２】
　米国第２００７／００４０５３３号は、タイトルにおいて、スイッチング電源における
入力波形の制御を開示しており、概要において、力率が系統的な仕方においてユニティの
下方にずれるのを可能にされているので、フィルタの大きさが大幅に減少されることがで
きるという認識を開示している。特定の、計算可能な波形は、所望の目標の力率が与えら
れた場合、最小のフィルタの大きさの使用を可能にしている。米国特許第２００７／００
４０５３３号は、図８において、入力電圧及び所定の入力電流から生じている出力電圧を
更に開示しており、段落００４３において、２００μＦの出力コンデンサを有するコンバ
ータの場合、この出力電圧が比較的小さい１２０Ｈｚのリップルを示していることを更に
開示している。前記出力コンデンサは、このリップルを低減する役割を果たしている。こ
のように、前記出力コンデンサが減少された値を有している場合、前記リップルは増大さ
れた値を得るであろう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　この従来技術の開示は、前記出力電圧におけるリップルが、依然としてあまりにも大き
いという事実のために不利である。光源に供給する前記コンバータを使用する場合、この
リップルは、結果として、可視的なフリッカを生じる。従来技術は、前記コンバータが、
比較的大きい値を有する電解出力コンデンサを使用しているという事実により、更に不利
である。このような電解出力コンデンサは、特により高い温度において、比較的短い寿命
を有する。
【０００４】
　本発明の目的は、少なくとも低減された可視的なフリッカ（好ましくは、非可視的なフ
リッカのみ）を有する光源に電圧信号及び電流信号を供給する供給回路を、比較的大きい
電解出力コンデンサを必要とすることなく（好ましくは如何なる電解出力コンデンサも必
要とすることなく）提供することにある。
【０００５】
　本発明の他の目的は、少なくとも低減されている可視的なフリッカ（好ましくは非可視
的なフリッカのみ）を有する光源への供給のために、比較的大きい電解出力コンデンサを
必要とすることなく（好ましくは、如何なる電解出力コンデンサも必要とすることなく）
、供給回路を有する装置を提供すること、光源に電圧信号及び電流信号を供給する方法を
提供すること、供給回路を制御するための制御信号を提供すること、並びに制御信号を記
憶する及び有している媒体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の見地は、光源に電圧信号及び電流信号を供給する供給回路であって、少
なくとも１つのスイッチと、前記光源の電力スペクトルの高調波成分の少なくとも１つの
周波数成分の値を減少するように前記少なくとも１つのスイッチを制御するコントローラ
とを有している供給回路を提供する。
【０００７】
　前記少なくとも１つのスイッチは、例えば、前記電圧及び電流信号のうちの一方を切換
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える、又は、例えば、結果として前記電圧及び電流信号の一方を生じる信号を切換える。
このようにして、前記電圧及び電流信号の他方は、調整されることができる。前記光源の
電力スペクトルは、例えば、電圧及び電流信号の（積の）関数である。これらのうちの一
方を調整することによって、前記電力スペクトルは、前記電力スペクトルの高調波成分の
少なくとも１つの周波数成分の値が減少されることができるような仕方において調整され
ることができる。結果として、可視的なフリッカは、減少されることができる。
【０００８】
　可視的なフリッカは、直接的に見えるフリッカでもあり得て、及び／又は、間接的に見
える（例えば、移動している対象に対するストロボ効果の形態）フリッカでもあり得る。
【０００９】
　前記光源は、前記電圧信号（例えば、ＡＣ電圧信号）を供給される、及び／又は前記電
流信号（例えば、ＡＣ電流信号）を供給される。前記光源は、交流型又は直流型であり得
る。例えば、ガス放電ランプは、常にではないが、しばしば、交流駆動される。例えば、
発光ダイオード（又はＬＥＤ）及び有機発光ダイオード（又はＯＬＥＤ）は、直流型であ
る。
【００１０】
　実施例によれば、供給回路は、ＡＣ電源から生じている更なる電圧信号及び更なる電流
信号の少なくとも一方の基本周波数の２倍に等しい周波数における第１の周波数成分を少
なくとも有している前記高調波成分の前記少なくとも１つの周波数成分によって規定され
る。
【００１１】
　前記電源スペクトルの前記高調波成分の前記第１の周波数成分は、例えば１００Ｈｚ（
２×５０Ｈｚ、欧州）又は１２０Ｈｚ（２×６０Ｈｚ、米国）の周波数を有する。
【００１２】
　実施例によれば、供給回路は、この可視的なフリッカを減少するためのエネルギ蓄積コ
ンデンサを使用することなく、前記光源から生じている光における可視的なフリッカを減
少することによって規定される。
【００１３】
　実施例によれば、供給回路は、前記電圧信号及び前記電流信号の関数である電力スペク
トルと、そして、前記電圧を切替えている前記少なくとも１つのスイッチは、前記電流信
号を制御するために電圧信号を切換える少なくとも１つのスイッチとによって規定される
。使用されてはならない、かつ、回避されなければならない前記エネルギ蓄積コンデンサ
は、例えば、電解コンデンサである。
【００１４】
　実施例によれば、供給回路は、前記少なくとも１つのスイッチのための制御信号を生成
するための装置を有している前記コントローラによって規定される。
【００１５】
　このような装置は、メモリ又はドライブであっても良い。前記光源が知られている場合
、前記供給回路における信号を測定することは必要ではなく、前記制御信号は、予め規定
されていても良い。
【００１６】
　実施例によれば、供給回路は、測定された信号を前記少なくとも１つのスイッチのため
の制御信号に変換するコンバータを有する前記コントローラによって規定される。
【００１７】
　このようなコンバータは、マイクロプロセッサ（の一部）であっても良い。前記光源が
知られていない場合、前記光源が複数の異なる光源のうちの１つであり得る場合、又は複
数の光源が変化し得る場合、前記供給回路における信号を測定することが必要かもしれず
、前記制御信号は、測定された前記信号から得なければならないこともある。
【００１８】
　前記光源は、高強度放電ランプ又はＨＩＤランプ（例えば、ＡＣ型）であり得て、整流
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は、例えば、最大限電流の流れにおいて又は最大限電流の流れのすぐ後において電極の温
度が高いときに生じる。
【００１９】
　本発明の第２の見地は、本発明による供給回路を有する装置を提供する。
【００２０】
　本発明の第３の見地は、光源に電圧信号及び電流信号を供給する方法であって、少なく
とも１つの切換えステップと、前記光源の電力スペクトルの高調波成分の少なくとも１つ
の周波数成分の値を減少するように前記少なくとも１つの切換えステップを制御する制御
ステップとを有している方法を提供する。
【００２１】
　本発明の第４の見地は、光源へ電圧信号及び電流信号を出力する供給回路を制御するた
めの制御信号であって、前記光源の電力スペクトルの高調波成分の少なくとも１つの周波
数成分の値を減少するように設計されている制御信号を提供する。
【００２２】
　本発明の第５の見地は、本発明による制御信号を生成するための情報を記憶している及
び有している媒体を提供する。
【００２３】
　この情報は、比較的直接的な仕方の制御信号を生成するための直接的な情報であっても
良く、又は、この情報は、測定された信号を比較的間接的な仕方の制御信号に変換するた
めに使用される間接的な情報であっても良い。
【００２４】
　前記システム、前記方法、前記制御信号及び前記媒体の実施例は、前記供給回路の実施
例と一致している。
【００２５】
　洞察は、光源からの光における可視的なフリッカが、高調波成分を有する電力スペクト
ルを持っている前記光源から生じるということでもある。基本的な思想は、前記電力スペ
クトルの高調波成分の少なくとも１つの周波数成分の値が減少されるような仕方で、供給
回路におけるスイッチが制御されるべきであるということでもある。
【００２６】
　本発明は、少なくとも減少された可視的なフリッカ（好ましくは、非可視的なフリッカ
のみ）を有する光源に電圧信号及び電流信号を供給する供給回路を提供する問題を、比較
的大きいエネルギ蓄積コンデンサを必要とすることなく（好ましくは、如何なるエネルギ
蓄積コンデンサも必要とすることなく）解決する。本発明は、エネルギ蓄積コンデンサが
前記供給回路において回避されることができるという点において更に有利である。
【００２７】
　本発明のこれらの及び他の見地は、以下に記載される実施例を参照して明らかになり、
説明されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】従来技術の供給回路によって給電されているランプに関して、電源電圧及びシミ
ュレーションされた電源電流（上方のグラフ）と、電源電力及び電源関数（下方のグラフ
）を示している。
【図２】図１に示されている歪められている電源電流を給電されている場合の前記ランプ
の電力の周波数スペクトルを示している。
【図３】図３は、正弦波電源電流を給電されている場合の前記ランプの電力の周波数スペ
クトルを示している。
【図４】前記電源電流の高調波成分の前記周波数成分の調整された位相角の場合の供給回
路によって給電されているランプに関して、電源電圧及びシミュレーションされた電源電
流（上方のグラフ）と、電源電源及び電源関数（下方のグラフ）とを示している。
【図５】図４に示されている電源電流を供給されている場合の前記ランプの電力の周波数
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スペクトルを示している。
【図６】図７に示されている前記電源電流を給電されている場合の前記ランプの電力の周
波数スペクトルを示している。
【図７】図７は、第３及び第５高調波成分のみを有する電源電流に関して、供給回路によ
って給電されているランプの場合の、電源電圧及びシミュレーションされた電源電流（上
方のグラフ）と電源電力及び電源関数（下方のグラフ）とを示している。
【図８】供給回路によって給電されているランプに関して、前記電源電力の１００Ｈｚの
成分が、大きい程度まで（例えば、ゼロまで）減少されるように設計されている電源電流
の場合の、電源電圧及びシミュレーションされている電源電流（上方のグラフ）及び電源
電力及び電源関数（下方のグラフ）を示している。
【図９】図８に示されている電源電流によって給電されている場合のランプの電力の周波
数スペクトルを示している。
【図１０】図１１に示されている電源電流によって給電されている場合のランプの電力の
周波数スペクトルを示している。
【図１１】最大許容歪みの電源電流に関して、供給回路によって供給されているランプの
場合の、電源電圧及びシミュレーションされた電源電流（上方のグラフ）と、電源電力及
び電源関数（下方のグラフ）を示している。
【図１２】ＡＣ駆動ランプ（例えば、ガス放電ランプ）を使用している比較的最適な実施
化による、ランプ電圧及びランプ電流（上のグラフ）とランプ電源（より低いグラフ）と
を示している。
【図１３】従来技術のランプ電流によって給電される場合の、前記ランプの電力の周波数
スペクトルを示している。
【図１４】図１２の比較的最適な実施化によるランプ電流を給電されている場合の、前記
ランプの電力の周波数スペクトルを示している。
【図１５】整流器及びバックコンバータを有する従来技術の供給回路を示している。
【図１６】整流器、ブーストコンバータ及びバックコンバータを有する従来技術の供給回
路を示している。
【図１７】整流器と、フライバック又はＳＥＰＩＣコンバータとを有する本発明による供
給回路を示している。
【図１８】整流器及びフライバックコンバータを有している本発明による供給回路を示し
ている。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図１は、従来技術の供給回路によって給電されているランプに関して、電源電圧Ｖｍ及
びシミュレーションされた電源電流Ｉｍを上方のグラフにおいて示しており、電源電力Ｐ
ｍ及び電源関数Ｓｍを下方のグラフにおいて示している。この電流の形状は、典型的には
、電解コンデンサが標準的なダイオード整流器を介して充電された場合に、見られる。前
記高調波成分は、非常に高いが、このことは、小さいランプ（例えば、２５ワット）に関
しては、このような小さいランプには規制の例外があるという事実により、問題ではない
。電源電流Ｉｍを前記ランプへのエネルギ蓄積を伴うことなく利用する場合、光の変動は
、Ｓｍ関数に等しい。この効果を視覚化するために、時間領域のこの描写は、このことは
、図２に示されているような、周波数領域に転送されることができる。
【００３０】
　図２は、図１に示されている歪められている電源電流を給電されている場合の前記ラン
プの電力の周波数スペクトルを示している。２６ワットの振幅を有する直流の光放出から
離れて、２０ワットの振幅を有する１００Ｈｚにおける著しい成分が存在しており、これ
は、光束の７８％である。磁気バラストを備えるランプを利用する場合、前記電流及び電
力は、実質的に正弦波の形状を有しており（これにより、前記ＨＩＤランプの非線形的な
振る舞いを無視している）、前記周波数スペクトルは、図３に示されている。
【００３１】
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　図３は、正弦波電源電流によって給電されている場合の前記ランプの電力の周波数スペ
クトルを示している。１００Ｈｚにおける成分は、約１６．４ワットの振幅を有しており
、この例においては、光束の６３％である。
【００３２】
　図４は、前記電源電流の高調波成分の周波数成分の調整された位相角に関して、供給回
路によって給電されているランプの場合の、電源電圧及びシミュレーションされた電源電
流を上方のグラフにおいて示しており、電源電力及び電源関数を下方のグラフにおいて示
している。前記周波数成分の位相角のみが調整されており、前記周波数成分の高調波振幅
は、変化されていない。エネルギ蓄積を伴うことなく、前記ランプの電力束は、矩形波に
近いものになることができる。ピーク電流は、標準的な状況におけるものよりも低い。図
５における周波数分析は、前記低い周波数フリッカがどれだけ低減されることができるか
を示している。
【００３３】
　図５は、図４に示されている電源電流を供給されている場合の前記ランプの電力の周波
数スペクトルを示している。１００Ｈｚ成分の振幅は、４．３ワットに減少されており、
これは僅か１６．５％に等しく、実際に、もはや問題でない。実際の認識に関して、より
高い周波数成分を、このレベルよりも下方に減少する必要はなく、従って、前記電流の形
状は、図７に示されているように、２００Ｈｚ及び１００Ｈｚの１６．５％に関して設計
する場合に、更により良好になることができる。
【００３４】
　図６は、図７に示されている電源電流によって給電されている場合のランプの電力の周
波数スペクトルを示している。 
【００３５】
　図７は、第３及び第５高調波成分のみを有する電源電流に関して、供給回路によって給
電されているランプに関して、電源電圧及びシミュレーションされた電源電流を上方のグ
ラフにおいて示しており、電源電力及び電源関数を下方のグラフにおいて示している。よ
り低い高調波の含有率を多くすることで、フリッカのより良好な低減は、図８に示されて
いるように、可能であるが、このことは規制外（outside legislation）であり得る。
【００３６】
　図８は、前記電源電力の１００Ｈｚ成分が大きい程度で（例えば、ゼロまで）減少され
るように設計されている電源電流に関して、電源電力及び供給回路によって給電されてい
るランプの場合の、電源電圧及びシミュレーションされた電源電流を上方のグラフにおい
て示しており、電源電力及び電源関数を下方のグラフにおいて示している。
【００３７】
　図９は、図８に示されている前記電源電流を給電されている場合の前記ランプの電力の
周波数スペクトルを示している。ここで、前記１００Ｈｚ成分は、完全に取り除かれてお
り、前記２００Ｈｚ成分は僅か２．５ワットの振幅を有している。
【００３８】
　通常、照明装置は、ＩＥＣ６１０００―３―２のクラスＣによって評価される。２５Ｗ
未満の電力レベルの場合、特別な、あまり厳しくない規則が設けられている。前記入力電
流がどのように歪められるのを許容されるかに関して、以下の２つの選択肢Ａ及びＢがあ
る。
  Ａ． ＩＥＣ６１０００―３―２のクラスＤの電力関連制限によれば、（欧州の電源の
場合）、２２０ボルト．．．２４０ボルトであり、７８．２％、の前記第３の高調波と、
４３．７％の前記第５の高調波と、２３％の前記第７の高調波と、１１．５％の第９の高
調波とである。これらの制限が満たされている限り、如何なる付加的な規制も存在しない
。
  Ｂ． 一組の特別な条件によれば、この波がある形状を有する場合、前記第３の高調波
は８６％に到達し、前記第５の高調波は６１％に到達することができる。この場合、前記
電流波形における前記最後のピークに関する規制が存在し、前記フリッカ減少のパフォー
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マンスを低減する。
【００３９】
　図１０は、図１１に示されている電源電流を給電されている場合の前記ランプの電力の
周波数スペクトルを示している。１００Ｈｚのフリッカ成分は、今、全体の出力の約１０
％の振幅を有するのみである。
【００４０】
　図１１は、最大許容歪みにおける電源電流に関して、供給回路によって給電されている
ランプの場合の、電源電圧及びシミュレーションされた電源電流を上方のグラフにおいて
示しており、電源電力及び電源関数を下方のグラフにおいて示している。
【００４１】
　最も直接的な実施化は、プリコンディショナ及びランプドライバ（例えば、ＬＥＤのた
めの電流源）から成る標準トポロジを使用する。差は、前記プリコンディショナの出力部
に見られるバッファコンデンサが、小さい（例えば、セラミックの）もの（前記高い周波
数成分をフィルタリングするのみである）と置き換えられるかもしれないということであ
り得る。この実施化において、前記電流は、前記必要なパフォーマンスに従って正確に成
形されることができる。他の（更に進んだ）実施化は、電源のＬＥＤ電流への直接的な変
換のためのフライバック又はＳＥＰＩＣコンバータを使用することによって可能である。
【００４２】
　アプリケーションは、バッファコンデンサ（低費用、極端な小型化、長い寿命）がない
ＬＥＤランプ又はランプドライバであり得る。
【００４３】
　他のアプリケーションは、ＨＩＤ及びＣＦＬランプであり得る。この場合、ランプ振る
舞いに関する一部の付加的な要件が、以下のＩ、ＩＩ、ＩＩＩ及びＩＶに記載されている
ように、考慮されることを必要とし得る。
【００４４】
　Ｉ．主な取り組みは、エネルギ蓄積を省略することであり、このことは、入力電力が、
常に、出力電力に等しいことを意味する。このことから独立に、ランプ電流の整流は、い
つでもなされることができる。この時間は、所与のランプに最適であるものによって決定
される。ＨＩＤランプの場合、前記電極温度が高い時に整流することが最良であり、これ
は、最大限の電流の流れにおける又は最大限の電流の流れのすぐ後を意味する。この条件
は、容易に満たされることができる。
  II．このＨＩＤランプ（特に、低い電力変形）は、極めて低い電流になる幾つかの問題
を有し得る。このことは、（これらの設計の段階から）前記電極が非常に冷たいので、伝
導チャネルは、或る閾値未満においては失われ得るということによるものである。この問
題を取扱うために、最小のレベルの電流が、当該電流波形に導入されることができる。こ
のことは、ほんの僅かなエネルギ蓄積の要件を設計に加えるが、依然として如何なる従来
の取り組みにおけるものよりも非常に僅かなものである。
  III．エネルギ蓄積の付加的な要件は、時々、前記電源のディップの仕様によって与え
られる。ＩＩによる実施化も、この低い電流を電源のディップにおいて自動的に利用し、
前記エネルギ蓄積が利用可能である限り、前記ランプを活性に保持する。
  ＩＶ．光は、電流の方向に僅かに依存し得るので、ランプ電流の整流は、同様にフリッ
カを導入し得て、前記電源電流より高い周波数におけるものであることが好ましい。
【００４５】
　図１２は、ＡＣ駆動されているランプ（例えば、ガス放電ランプ）を使用している比較
的最適な実施化による、ランプ電圧Ｖ及びランプ電流Ｉを上方のグラフにおいて示してお
り、ランプ電力Ｐを下方のグラフにおいて示している。前記ランプ電流は、１５０Ｈｚに
よって整流され、１５０Ｈｚは、このようなランプに対する良好な動作周波数であり、バ
ーナの非対称性からの可視的なフリッカを防止する。前記整流は、常に、最も高い電流の
位相におけるものであり、電極及びＥＭＩ（低い再点火電圧）に良好である。この電流の
形状は、ランプの消光を防止するために、下限を導入する。前記電力曲線は、前記電源電
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流の提案されている成形から得られる一般的な形を示しているが、もはやゼロにはならな
い。
【００４６】
　図１３は、従来技術のランプ電流を給電されているランプの電力の周波数スペクトルを
示している。
【００４７】
　図１４は、図１２の比較的最適な実施化によるランプ電流を給電されている場合のラン
プの電力の周波数スペクトルを示している。
【００４８】
　この周波数領域における電流の合成によって、（例えば、２５ワットの電力レベルより
も低い）電子的なランプにおいて必要とされるフィルタキャパシタンスを取り除く又は減
少することが可能になる。前記電源電流における許容可能な高調波成分の制限の利用は、
如何なる可視的なフリッカ効果も取り除くことを可能にする。この製品の信頼性及び寿命
は、大幅に向上されることができる。より高い動作温度は、更なる小型化及び費用節減を
可能にする。高い動作温度における完全なＬＥＤの寿命の活用が、可能になっている。
【００４９】
　図１５は、整流器１及びバックコンバータ３を有する従来技術の供給回路を示している
。整流器１は、４つのダイオード１２―１５からなる整流器ブリッジを有している。この
ブリッジの入力は、（例えば、２３０ボルトを生成するための）ＡＣ電源１１に結合され
ており、このブリッジの出力は、例えば、フリッカを減少するための１０μＦ、３５０ボ
ルトの値を有する電解コンデンサ１６に結合されている。バックコンバータ３は、トラン
ジスタ３２及び逆直列ダイオード３３の直列回路３２―３３を有している。この直列回路
３２―３３は、電解コンデンサ１６に並列に結合されている。ダイオード３３に対して並
列に、インダクタ３４及びコンデンサ３５の他の直列回路３４―３５が設けられている。
コンデンサ３５に対して並列に、抵抗３６と光源６（例えば、ＬＥＤ）との更に他の直列
回路が設けられている。トランジスタ３２の制御電極、ダイオード３３及び抵抗３６のコ
モンポイントと、抵抗３６と光源６とのコモンポイントは、ＬＥＤコントローラ３１に結
合されている。
【００５０】
　図１６は、整流器１、ブーストコンバータ２及びバックコンバータ３を有する従来技術
の供給回路を示している。整流器１及びバックコンバータ３は、図１５に関して既に議論
されている。ブーストコンバータ２は、整流器１の出力とバックコンバータ３の入力との
間に位置され並列に結合されており、整流器１の出力に結合されているインダクタ２３及
びトランジスタ２２の直列回路２３―２２を有しており、直列回路２３―２２及びバック
コンバータ３の入力に結合されているダイオード２４及びコンデンサ２５の他の直列回路
２４―２５を更に有している。トランジスタ２２の制御電極、ダイオード２４及びコンデ
ンサ２５のコモンポイントと、前記整流器の出力とは、力率補正コントローラ２１に結合
されている。ブーストコンバータ２は、コンデンサ１６がより小さく無電解のものになる
ことを可能にするが、コンデンサ２５は、フリッカを低減するために、例えば、１０μＦ
、４００ボルトの値を有さなければならない。図１６に示されている供給回路は、より高
い電力及び／又はより厳しい規則が伴っている場合に使用される。
【００５１】
　本発明を実現するために、第１の選択肢によれば、力率補正コントローラ２１及びＬＥ
Ｄコントローラ３１は、更に、同期目的のために互いに結合され、図４、７、８及び／又
は１１に示されているように、電源電圧及び電源電流を作らなければならない。この場合
、コンデンサ２５さえも、より小さく無電解のものであることができる。
【００５２】
　図１７は、整流器１と、フライバック又はＳＥＰＩＣコンバータ４とを有している本発
明による供給回路を示している。これは、本発明を実現するための第２の選択肢である。
整流器１は、図１５に関して既に議論されている。フライバック又はＳＥＰＩＣコンバー
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タ４２の直列回路を有している。前記トランスの二次巻線４４は、ダイオード４５及びコ
ンデンサ４６の他の直列回路に並列に結合されている。コンデンサ４６に対して並列に、
抵抗４７及び光源６（例えば、ＬＥＤ）の更に他の直列回路が設けられている。トランジ
スタ４２の制御電極と、コンデンサ４６及び抵抗４７のコモンポイントと、抵抗４７及び
光源６のコモンポイントとは、ＬＥＤ及び力率コントローラ４１に結合されている。フラ
イバックコンバータとＳＥＰＩＣコンバータとの間の差は、ＳＥＰＩＣコンバータが巻線
間に付加的なコンデンサ（図示略）を有することにある。
【００５３】
　図１８は、整流器１及びフライバックコンバータ５を有する本発明による供給回路を示
している。このことは、本発明を実現するための第３の選択肢であるが、更なる選択肢を
除外するものではない。整流器１は、図１５に関して既に議論されている。フライバック
コンバータ５は、整流器１の出力に並列に結合されているトランスの一次巻線５３及びト
ランジスタ５２の直列回路を有している。前記トランスの二次巻線５４は、ダイオード５
５及びコンデンサ５６の他の直列回路に並列に結合されている。コンデンサ５６対して並
列に、光源６（例えば、ＬＥＤ）が設けられている。トランジスタ５２の制御電極と、ト
ランジスタ５２及び整流器１の出力のコモンポイントとは、ＬＥＤ及び力率コントローラ
５１に結合されている。
【００５４】
　図１７及び１８におけるトランジスタ４２及び５２のオンオフの切換えを制御すること
により、前記入力電流と平均の出力電流の振幅とが、制御されることができる。比較的小
さいパラメータの変化を有する前記光源の場合、前記出力電流の測定は必要ではなく、図
１８に示されているようなガルバニック絶縁が可能である。比較的知られていないパラメ
ータ変化を有する光源の場合、前記一次巻線を通る又は前記トランジスタを通る電流は、
例えば、前記コントローラによって測定されることができ、又は測定結果が前記コントロ
ーラに供給されることができる。
【００５５】
　前記コントローラは、前記トランジスタ（前記スイッチ）のための制御信号を生成する
装置（メモリ）を有していても良く、又は測定された信号（例えば、測定された電流）を
前記トランジスタ（前記スイッチ）のための制御信号に変換するコンバータを有していて
も良い。即ち、前記制御信号を（直接的に、又は測定された信号を変換することによって
間接的に）生成するのに使用される情報は、記憶されても良い。この情報は、表に（場合
によっては拡縮尺変更された仕方で）記憶されていることもでき、可能である場合、同期
される仕方において前記制御信号を前記入力信号によって生成するのに使用されることも
できる。
【００５６】
　電圧は、
【数１】

として規定されることができる。
  電流は、

【数２】

として抵抗性負荷に関して規定されることができる。
  誘導的又は容量性負荷の場合、
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【数３】

のように位相角が導入されることができる。
  歪められた電流は、幾つかの周波数成分、即ち、
【数４】

から成る。
  この場合、全体の電流は、
【数５】

として規定される。
【００５７】
　図１及び２に関する電流の適切な定義は、０とπとの間の位相角及び奇数成分をとるこ
とによって得られる。最適フリッカの減少は、全ての位相角が０である場合に、得られる
。この場合、前記振幅は、更なる条件に従って最適化されることができる。ほとんどの場
合、これらの振幅は、この場合にも最大のフリッカの減少が実現されるという事実により
、許容されている最大値に到達することができる。
【００５８】
　値Ｉ（ｔ）は、予め半周期（即ち１２８個の離散時点）計算されることができ、メモリ
に一時的に記憶されることもできる。マイクロプロセッサは、前記入力電圧におけるゼロ
交差を検出し、Ｉ（ｔ）＝Ｉ（０）の最初の値の読み出しを開始する。この場合（１２８
個の時点及び５０Ｈｚの場合）、７８．１２５μｓごとの新しい電流値が読み込まれる。
【００５９】
　簡単な実施例において、前記電流値は、デジタル／アナログ変換器を介して電圧に変換
される。スイッチとして動作している前記トランジスタは、前記電流がちょうどゼロ値を
交差するときに、離散的論理回路を介して起動される（オンに切換えられる及び／又は伝
導性のものにされる）。次いで、前記トランジスタは、前記電流が、計算されて記憶され
ている前記値の２倍に到達したときに、停止される（オフに切換えられる又及び／又は非
伝導性のものにされる）。前記電流の増大及び減少が実質的に線形であるという事実によ
り、この平均値は、計算されて記憶されている前記値に等しくなるであろう。
【００６０】
　前記スイッチは、如何なる種類のトランジスタでも良く、又は、更なるスイッチを除外
することなく、他の種類のスイッチ（例えば、サイリスタ、トライアック又はリレー）で
あっても良い。
【００６１】
　要約すると、光源６へ電圧及び電流信号を供給する供給回路は、スイッチ２２、３２、
４２、５２と、光源６の電力スペクトルの高調波成分の周波数成分の値を減少するように
スイッチ２２、３２、４２、５２を制御するコントローラ２１、３１、４１、５１とを有
している。前記電圧及び電流信号の一方を切換えることによって、又は前記電圧及び電流
信号のうちの一方に結果としてなる信号を切換えることによって、前記電圧及び電流信号
の他方が、調整されることができる。光源６の電力スペクトルは、前記電圧及び電流信号
の関数であり得る。これらのうちの１つを調整することによって、前記電力スペクトルは
、前記電力スペクトルの前記高調波成分の周波数成分の値が減少されるように調整される
ことができる。結果として、可視的なフリッカは、この可視的なフリッカを減少するため
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される。
【００６２】
　本発明は、添付図面及び上述において、図示され詳細に記載されたが、この図例及び説
明は、限定的なものではなく、図示又は例示的なものとみなされるべきである。本発明は
、開示されている実施例に限定されるものではない。開示されている実施例に対する他の
変形は、添付図面、本明細書及び添付請求項の研究から、添付請求項に記載されている本
発明を実施する当業者によって、理解され、達成されることができる。前記請求項におい
て、「有する」なる語は、他の要素又はステップの存在を排除するものではなく、単数形
は、複数形を排除しているものではない。単一のプロセッサ又は他のユニットが、前記請
求項に列挙されている幾つかの項目の機能を達成しても良い。特定の手段が、相互に異な
る従属請求項において引用されているという単なる事実は、これらの手段の組み合わせが
有利になるように使用されることができないと示すものではない。コンピュータプログラ
ムは、光学記憶媒体、又は他のハードウェアと共に又は他のハードウェアの一部として供
給される固体物理媒体のような、適切な媒体上で記憶／配布されることができるが、イン
ターネット又は他の有線又は無線の電気通信システムを介するような、他の形態において
も配布されることができる。前記請求項における如何なる符号も、当該範囲を制限するも
のとして解釈されてはならない。
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