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(57)【要約】
【課題】電気的負荷であるＬＥＤに電力を供給するもの
であって、該負荷の種類に応じた適切な過電圧保護処理
を容易に実現し得る電源回路、およびこのような電源回
路を用いた電子機器を提供する。
【解決手段】電気的負荷に電力を供給する電源回路にお
いて、該負荷に出力される出力電圧が所定の過電圧検出
レベルを超えないように制御する、過電圧保護回路と、
該過電圧検出レベルを調整する調整手段と、を備えた電
源回路とする。またこのような電源回路を備えた電子機
器とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気的負荷としてのＬＥＤに電力を供給する電源回路において、
　該負荷に出力される出力電圧が所定の過電圧検出レベルを超えないように制御する、過
電圧保護回路と、
　該過電圧検出レベルを調整する調整手段と、
　を備えたことを特徴とする電源回路。
【請求項２】
　前記過電圧保護回路は、
　前記出力電圧が入力され、該電圧を分圧して出力する分圧回路と、
　該分圧回路から出力された電圧に応じて、前記電力の供給のＯＮ／ＯＦＦを切替える、
電力制御回路と、を備え、
　前記調整手段は、
　前記分圧回路における分圧比の変更を通じて、前記調整を行うことを特徴とする請求項
１に記載の電源回路。
【請求項３】
　外部から前記過電圧検出レベルを調整するための情報を取得する、情報取得部を備え、
　前記調整手段は、
　前記情報取得部により取得された前記情報に基づいて、前記調整を行うことを特徴とす
る請求項１または請求項２に記載の電源回路。
【請求項４】
　前記出力電圧を検出する電圧検出部を備え、
　前記調整手段は、
　前記電圧検出部による検出結果に基づいて、前記調整を行うことを特徴とする請求項１
または請求項２に記載の電源回路。
【請求項５】
　外部から前記過電圧検出レベルを調整するための情報を取得する、情報取得部と、
　前記出力電圧を検出する電圧検出部と、を備え、
　前記調整手段は、
　前記情報取得部により取得された前記情報、および前記電圧検出部による検出結果に基
づいて、前記調整を行うことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の電源回路。
【請求項６】
　前記出力電圧が過電圧検出レベルを超えているか否かを検出する、過電圧検出部と、
　該検出結果に応じた信号を外部に出力する信号出力部と、
を備えたことを特徴とする請求項１から請求項５の何れかに記載の電源回路。
【請求項７】
　昇圧型ＤＣ－ＤＣコンバータ回路であることを特徴とする請求項１から請求項６の何れ
かに記載の電源回路。
【請求項８】
　請求項１から請求項７の何れかに記載の電源回路を備えたことを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ等の負荷に電力を供給する電源回路、ならびにこれを用いた電子機器
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機、ＰＤＡ(Personal Digital Assistants)、デジタルカメラ等の電子
機器に搭載されている液晶表示装置（ＬＣＤ）の照明源（バックライトまたはフロントラ
イト）等において、耐久性、発光効率、占有面積等の点で優れている白色発光ダイオード
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が用いられるようになってきている。
【０００３】
　この白色発光ダイオードは、比較的高い順方向電圧が必要であることや、照明源として
は複数の白色発光ダイオードが用いられ、これらは各白色発光ダイオードの輝度を均一に
するために直列接続されることが多い。そのため、このような照明源としての白色発光ダ
イオードの駆動には、携帯機器に内蔵されている電池からの直流電圧よりも、高い直流電
圧が必要となる。
【０００４】
　また、携帯機器への映像配信等に伴い、ディジタルチューナを搭載する携帯機器が普及
しつつあるが、その電圧源として３０Ｖ～４０Ｖ程度のものが必要であり、携帯機器に内
蔵されている電池の直流電圧よりも高い直流電圧が必要となる。
【０００５】
　このような電池からの直流電圧よりも高い直流電圧を駆動する回路として、従来、昇圧
型の電源回路が用いられている。従来の電源回路(ＬＥＤドライバ回路)に係る構成図の一
例を、図７に示す。
【０００６】
　本図に示す電源回路では、負荷であるＬＥＤ群に出力される出力電圧の大きさを検出し
てフィードバックさせる。そして電源回路に備えられているドライブ回路が、この検出結
果に応じて供給電圧を調整することにより、供給電流の安定化を図っている。またこの電
源回路には、過電圧保護回路が備えられている。この過電圧保護回路の構成図を、図８に
示す。
【０００７】
　過電圧保護回路は、ＬＥＤ群の上流側における電圧（出力電圧Ｖout）を検出し、これ
が所定の電圧値（過電圧検出レベル）を超えた場合に、ドライブ回路の動作を停止させる
（過電圧保護処理を実行する）。これにより、ＬＥＤ群やコンデンサに過電圧が負荷され
ること等を防止することとしている。
【特許文献１】特開平１０－２２５１１０号公報
【特許文献１】特開２００６－２１１７６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述したように過電圧保護回路は、過電圧の発生を抑制するために重要な役割を果たし
ているが、ＬＥＤドライバ（電源回路）に接続される負荷によって、適切な過電圧検出レ
ベルが変動する場合がある。例えばＬＥＤに電力を供給するＬＥＤドライバの例では、直
列に接続されているＬＥＤの個数等によって、適切な過電圧検出レベルが異なる。
【０００９】
　図７の電源回路の場合を挙げて、過電圧検出レベルについてより具体的に説明する。Ｌ
ＥＤ１個当たりの順電圧をＶＦ（ＬＥＤ）、ＬＥＤの個数をＮ、ＦＢ端子（フィードバッ
ク端子）の電圧をＶＦＢ、余裕代をＶαとすると、適切な過電圧検出レベルＶｏは、
　　　Ｖｏ＝ＶＦ×Ｎ＋ＦＢ＋Ｖα
で表される。
【００１０】
　このことからも、過電圧保護処理がなされるタイミングを左右する過電圧検出レベルの
適正値は、ＬＥＤの個数に応じて変動する。そのため、例えば１０個のＬＥＤからなるＬ
ＥＤ群を負荷としたときに適切に過電圧保護が機能する（適切な過電圧検出レベルが設定
されている）電源回路では、仮に７個程度のＬＥＤからなるＬＥＤ群を負荷として接続さ
せた場合には、過電圧検出レベルが高すぎる結果となる。この結果、過電圧保護が適切に
機能しないおそれがある。
【００１１】
　そこで本発明は上記の問題点に鑑み、電気的負荷としてのＬＥＤに電力を供給するもの
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であって、該負荷の種類に応じた適切な過電圧保護処理を容易に実現し得る電源回路、お
よびこのような電源回路を用いた電子機器の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明に係る電源回路は、電気的負荷としてのＬＥＤに電
力を供給する電源回路において、該負荷に出力される出力電圧が所定の過電圧検出レベル
を超えないように制御する、過電圧保護回路と、該過電圧検出レベルを調整する調整手段
と、を備えた構成（第１の構成）とする。
【００１３】
　本構成によれば、過電圧保護回路を備えていることにより、出力電圧が過剰となること
を極力防止することが可能となる。また更に、過電圧検出レベルを調整する調整手段を備
えるようにしているから、ＬＥＤの種類に応じて適切な調整がなされるようにすることで
、過電圧保護処理を適切に行わせることが可能となる。
【００１４】
　また上記第１の構成において、前記過電圧保護回路は、前記出力電圧が入力され、該電
圧を分圧して出力する分圧回路と、該分圧回路から出力された電圧に応じて、前記電力の
供給のＯＮ／ＯＦＦを切替える、電力制御回路と、を備え、前記調整手段は、前記分圧回
路における分圧比の変更を通じて、前記調整を行う構成（第２の構成）としてもよい。
【００１５】
　本構成によれば、分圧回路における分圧比の変更により、過電圧検出レベルの調整を容
易に実現することが可能となる。
【００１６】
　また上記第１または第２の構成において、外部から前記過電圧検出レベルを調整するた
めの情報を取得する、情報取得部を備え、前記調整手段は、前記情報取得部により取得さ
れた前記情報に基づいて、前記調整を行う構成（第３の構成）としてもよい。本構成によ
れば、外部からの情報（例えばユーザによる指定等）に基づいて、過電圧検出レベルの調
整を実行させることが可能となる。
【００１７】
　また上記第１または第２の構成において、前記出力電圧を検出する電圧検出部を備え、
前記調整手段は、前記電圧検出部による検出結果に基づいて、前記調整を行う構成（第４
の構成）としてもよい。本構成によれば、出力電圧の状況に基づいて、過電圧検出レベル
の調整を実行させることが可能となる。
【００１８】
　また上記第１または第２の構成において、外部から前記過電圧検出レベルを調整するた
めの情報を取得する、情報取得部と、前記出力電圧を検出する電圧検出部と、を備え、前
記調整手段は、前記情報取得部により取得された前記情報、および前記電圧検出部による
検出結果に基づいて、前記調整を行う構成（第５の構成）としてもよい。
【００１９】
　本構成によれば、外部からの情報と出力電圧の状況との、双方の情報に基づいて、過電
圧検出レベルの調整を実行させることが可能となる。その結果、よりニーズに適応した過
電圧検出レベルの調整を実現することが可能となる。
【００２０】
　また上記第１から第５の何れかの構成において、前記出力電圧が過電圧検出レベルを超
えているか否かを検出する、過電圧検出部と、該検出結果に応じた信号を外部に出力する
信号出力部と、を備えた構成（第６の構成）としてもよい。
【００２１】
　本構成によれば、出力電圧が過電圧検出レベルを超えているか否かに関する信号を、外
部に出力することができる。そのため例えば、音響出力を行う警報装置を備えておき、出
力電圧が過電圧であるときに、警告音を発生させるといったことが可能となる。
【００２２】
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　また上記第１から第６の何れかの構成において、昇圧型ＤＣ－ＤＣコンバータ回路であ
る構成（第７の構成）としてもよい。また上記第１から第７の何れかの構成に係る電源回
路を備えた構成（第８の構成）の電子機器とすれば、上記構成の利点を享受し得る電子機
器を実現することが可能である。
【発明の効果】
【００２３】
　上述した通り、本発明の電源回路によれば、過電圧保護回路を備えていることにより、
出力電圧が過剰となることを極力防止することが可能となる。また更に、過電圧検出レベ
ルを調整する調整手段を備えるようにしているから、負荷（ＬＥＤ）の種類に応じて適切
な調整がなされるようにすることで、過電圧保護処理を適切に行わせることが可能となる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明の実施形態について、実施例１から実施例３の各々を挙げて以下に説明する。
【００２５】
［実施例１］
　本発明の実施例１として、ＬＥＤドライバ回路（電源回路）を挙げて以下に説明する。
まずＬＥＤドライバ回路の全体的な構成について、図１を参照しながら説明する。ＬＥＤ
ドライバ回路は、リチウムイオン電池等の直流電源１、入力コンデンサ２、コイル３、ダ
イオード（整流素子）４、出力コンデンサ５、出力電流設定抵抗Ｒo、及び１つのパッケ
ージにＩＣ化されコイル３に対するエネルギーの蓄積／放出を切り換えて昇圧動作を行う
、昇圧チョッパレギュレータＩＣ６などが、図１のように配置されて構成されている。こ
れによりＬＥＤドライバ回路は、昇圧型ＤＣ－ＤＣコンバータ回路として機能させること
ができる。
【００２６】
　ダイオード４の下流側（出力コンデンサ５の上流側）と、出力電流設定抵抗Ｒoの上流
側との間には、図１に示すように、１個または複数の白色発光ＬＥＤが直列に接続された
ＬＥＤ群７が接続されるようになっている。ＬＥＤドライバ回路は、このように接続され
たＬＥＤ群７に電力を供給する。
【００２７】
　直流電源１の負極端子はグラウンドに接続され、正極端子は入力コンデンサ２を介して
グラウンドに接続されているとともに、コイル３の一端に接続されている。そして、コイ
ル３の他端はダイオード４のアノードに接続され、ダイオード４のカソードは出力コンデ
ンサ５を介してグランドに接続されている。また、出力コンデンサ５と並列に、ＬＥＤ群
７、および出力電流設定抵抗Ｒoが接続されている。
【００２８】
　昇圧チョッパレギュレータＩＣ６は、外部接続用の端子として電源端子Ｖin、電源（接
地側）端子ＧＮＤ、出力電圧モニタ端子ＯＶＰ、フィードバック端子ＦＢ、コントロール
端子ＣＴＲＬ、スイッチ端子Ｖsw、およびアラーム端子ＡＬＡＲＭ等の各端子を備えてい
る。電源端子Ｖinは直流電源１の正極端子に接続され、電源端子ＧＮＤはグランドに接続
されている。これにより、昇圧チョッパレギュレータＩＣ６は、直流電源１をその動作電
源としている。
【００２９】
　スイッチ端子Ｖswは、コイル３とダイオード４との間に接続され、出力電圧モニタ端子
ＯＶＰは、ダイオード４のカソードに接続され、フィードバック端子ＦＢは、ＬＥＤ群７
と出力電流設定抵抗Ｒoとの間に接続されている。また、コントロール端子ＣＴＲＬ(ＯＮ
／ＯＦＦ端子)では、入力されるＯＮ／ＯＦＦ信号のＯＦＦ時は、ＯＮ／ＯＦＦ回路１８
によって全回路がＯＦＦとなるため、パワートランジスタの発振は停止し出力電圧は低下
する。
【００３０】
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　次に、昇圧チョッパレギュレータＩＣ６の内部構成について説明する。図１に示すよう
に昇圧チョッパレギュレータＩＣ６は、パワートランジスタ１１、アンプ（加算器）１２
、ドライブ回路１３、電流検出コンパレータ１４、発振回路１５、エラーアンプ１６、Ｐ
ＷＭコンパレータ１７、ＯＮ／ＯＦＦ回路（作動／停止回路）１８、過電圧保護回路１９
、およびソフトスタート回路２０などを備えている。
【００３１】
　ＦＥＴ１１は、ドレインはスイッチ端子Ｖｓｗに接続され、ゲートはドライブ回路１３
に接続されている。また同じくソースは、抵抗Ｒ４を介してグランドに接続されている。
そして、抵抗Ｒ４の両端は電流検出コンパレータ１４の２つの入力端子にそれぞれ接続さ
れており、電流検出コンパレータ１４の出力と発振回路１５の２つの出力の一方とがアン
プ１２で加算され、ＰＷＭコンパレータ１７の非反転入力端子に出力される。またＰＷＭ
コンパレータ１７の出力側と発振回路１５における他方の出力側とが、ドライブ回路１３
にそれぞれ接続されている。
【００３２】
　また、ＰＷＭコンパレータ１７の反転入力端子には、エラーアンプ１６の出力側が接続
されており、エラーアンプ１６の反転入力端子はフィードバック端子ＦＢに接続されてい
る。また、ソフトスタート回路２０、ＯＮ／ＯＦＦ回路１８、および過電圧保護回路１９
の各出力は、ドライブ回路１３に供給される。なおソフトスタート回路２０、ＯＮ／ＯＦ
Ｆ回路１８には、コントロール端子ＣＴＲＬを介して輝度調整信号が供給される。そして
、過電圧保護回路１９には、出力電圧モニタ端子ＯＶＰを介して出力電圧Ｖoutが供給さ
れる。
【００３３】
　次に、ＬＥＤドライバ回路の動作内容について説明する。ドライブ回路１３がＦＥＴ１
１をオン／オフすることにより、直流電源１による入力電圧を昇圧させ、出力電圧を出力
コンデンサ５の両端に発生させる。すなわち、ドライブ回路１３がＦＥＴ１１のゲートに
所定のゲート電圧を印加しＦＥＴ１１がオンしているときには、直流電源１からの電流が
コイル３に流れ、コイル３にエネルギーが蓄積される。そして、ドライブ回路１３がＦＥ
Ｔ１１のゲートに所定のゲート電圧を印加せずＦＥＴ１１がオフしているときには、蓄積
されたエネルギーが放出されることによってコイル３に逆起電力が発生する。
【００３４】
　コイル３に発生した逆起電力は直流電源１の入力電圧に加算され、ダイオード４を介し
て出力コンデンサ５を充電する。そして、このような一連の動作を繰り返すことにより昇
圧動作が行われ、出力コンデンサ５の両端に出力電圧Ｖoutが発生する。この出力電圧Ｖo
utによってＬＥＤ群７に出力電流（Ｉout）が流れ、各ＬＥＤが発光する。
【００３５】
　そして、この出力電流Ｉoutの電流値に出力電流設定抵抗Ｒoの抵抗値を乗じたフィード
バック電圧Ｖfbが、フィードバック端子ＦＢを介してエラーアンプ１６の反転入力端子に
供給される。この電圧は、エラーアンプ１６の非反転入力端子に供給される基準電圧Ｖre
fと比較される。このため、エラーアンプ１６の出力にはフィードバック電圧Ｖfbと基準
電圧Ｖrefとの差異に対応した電圧が現れ、この電圧がＰＷＭコンパレータ１７の反転入
力端子に供給される。
【００３６】
　また、ＰＷＭコンパレータ１７の非反転入力端子に入力される信号は、ＦＥＴ１１がオ
ンすることによって抵抗Ｒ４を流れる電流に比例する信号と、発振回路１５からの鋸歯状
波信号とをアンプ１２で加算し増幅した信号である。つまりこの信号が、ＰＷＭコンパレ
ータ１７の反転入力端子に供給されるエラーアンプ１６の出力電圧レベルと比較される。
【００３７】
　その結果、エラーアンプ１６からの出力電圧レベルが加算アンプ１２からの信号レベル
より高くなる期間では、ＰＷＭコンパレータ１７のＰＷＭ出力はＬ（Ｌｏｗ）レベルにな
り、エラーアンプ１６からの出力電圧レベルがアンプ１２からの信号レベルより低くなる
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期間では、ＰＷＭコンパレータ１７のＰＷＭ出力はＨ（Ｈｉｇｈ）レベルになる。
【００３８】
　そしてドライブ回路１３は、ＰＷＭコンパレータ１７のＰＷＭ出力を受けて、そのＰＷ
Ｍ出力に応じたデューティでＦＥＴ１１をオン／オフする。即ち、ドライブ回路１３は、
ＰＷＭコンパレータ１７のＰＷＭ出力がＨレベルのときであって、発振回路１５からのク
ロック信号の各サイクルの開始のときに、ＦＥＴ１１に所定のゲート電圧を与えてＦＥＴ
１１をオンさせる。そして、ＰＷＭコンパレータ１７のＰＷＭ出力がＬレベルになったと
きにＦＥＴ１１へのゲート電圧の供給を停止し、ＦＥＴ１１をオフさせる。
【００３９】
　このようなＦＥＴ１１のオン／オフ制御を行うと、フィードバック電圧Ｖｆｂと基準電
圧Ｖｒｅｆとが等しくなるように昇圧動作が行われることになる。即ち、出力電流Ｉout
は、基準電圧Ｖｒｅｆ（＝フィードバック電圧Ｖｆｂ）を出力電流設定抵抗Ｒoの抵抗値
で除した電流値に安定化される。また、ＰＷＭコンパレータ１７で比較される信号には、
抵抗Ｒ４を流れる電流に応じた信号、即ち、ＦＥＴ１１がオンすることによりコイル３を
流れる電流に応じた信号が加算されていることから、コイル３に流れるピーク電流を制限
している。
【００４０】
　また、過電圧保護回路１９は、出力電圧Ｖoutが所定の過電圧検出レベルを超えたこと
を検知したときに、ドライブ回路１３の動作を停止させる。これにより、前記所定の過電
圧検出レベルを超える過電圧が、負荷であるＬＥＤ群７や出力コンデンサ５に印加される
ことを防止する。またＬＥＤドライバ回路を安定化電源として使用する場合にも、アセン
ブリミスなどにより出力電圧が想定以上となって、ＦＥＴが破壊されることを防止する。
なお過電圧保護回路１９の詳細な構成については、改めて説明する。
【００４１】
　ＯＮ／ＯＦＦ回路１８は、ＣＴＲＬ端子がＬ時に全回路をオフするように働き、外部信
号によりオフ時は低消費電流（１nA程度）となる。また、ソフトスタート回路２０は、ド
ライブ回路１３の動作開始時に、ドライブ回路１３の出力デューティを徐々に変化させる
ことにより、出力電圧Ｖoutを緩やかに上昇させるものである。
【００４２】
　なお出力電圧Ｖoutを緩やかに上昇させなければ、出力コンデンサ５が充電されていな
い場合に、充電のための過大な充電電流が直流電源１から流れることになる。そのため直
流電源１がリチウムイオン電池等である場合、電池に負担がかかるとともに、電池電圧が
この過大な充電電流により低下し、電池本来の終止電圧まで使用できなくなるという問題
が発生する。
【００４３】
　ここで先述した過電圧保護回路１９の詳細な構成について、図２を参照しながら説明す
る。本図のように過電圧保護回路１９は、出力電圧検知回路２１、分圧回路２２、差動増
幅器２４、および過電圧検知部２５などを備えている。また分圧回路２２には、分圧比切
替スイッチ２３が設けられている。
【００４４】
　出力電圧検知回路２１は、例えばＯＶＰ端子から入力される電圧を取得することにより
、ＬＥＤ群７に出力される電圧を検知する。そしてこの検知結果に応じて、分圧回路２２
における分圧比切替スイッチ２３を切り替えるための制御信号（例えば、Ｈ／Ｌの数ビッ
トの信号）を、分圧比切替スイッチ２３に出力する。
【００４５】
　分圧回路２２は、ＯＶＰ端子を介して入力される電圧、つまりＬＥＤ群の上流側におけ
る出力電圧Ｖoutを、抵抗Ｒ１と、Ｒ２１～Ｒ２４の何れかにより形成される合成抵抗と
を用いて分圧する。この分圧された電圧は、後段の差動増幅器２４に出力される。
【００４６】
　ここでＲ２１、Ｒ２２、Ｒ２３およびＲ２４の各抵抗素子は、リレー等によって構成さ
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れている分圧比切替スイッチ２３により、互いに並列に接続され得るように配置されてい
る。これら各抵抗の上流側にはＯＶＰ端子が、下流側には抵抗Ｒ１および差動増幅器２４
が接続されている。これにより、分圧比切替スイッチ２３の切換えを通じて、分圧回路２
２における分圧比を調整することが可能となっている。なお分圧回路２２としては、抵抗
Ｒ１と並列に抵抗を数本挿入し、リレーによる制御を実施するようにしてもよい。
【００４７】
　差動増幅器２４は、分圧回路２２の出力を受け、この電圧に応じた電圧をドライブ回路
１３に出力する。なおドライブ回路１３は、差動増幅器２４の出力が所定値以上となった
ときに、動作を停止するように構成されている。
【００４８】
　また上述の出力電圧検知回路２１は、負荷（ＬＥＤ群７）に応じた適切な過電圧保護処
理が実現されるように、分圧回路２２における分圧比を設定する。この分圧比を設定する
タイミングは、種々のパターンを採用することが可能である。なおこのタイミングを、例
えばＬＥＤドライバの駆動開始直後とした場合には、その後における過電圧保護処理を、
負荷に応じたものとすることができる。
【００４９】
　ここで、出力電圧Ｖoutが比較的小さい場合には、過電圧検出レベルも比較的小さく設
定されるべきである。そのためこの場合、出力電圧検知回路２１は、分圧回路２２におけ
る分圧比が小さくなるようにする。これにより、分圧回路２２から出力される電圧はより
大きくなるため、実質的な過電圧検出レベルを小さくする（出力電圧Ｖoutが比較的小さ
い状態でも、過電圧と判断させる）ことが可能である。
【００５０】
　逆に、出力電圧Ｖoutも比較的大きい場合には、過電圧検出レベルも比較的大きく設定
されるべきである。そのためこの場合、出力電圧検知回路２１は、分圧回路２２における
分圧比が大きくなるようにする。これにより、分圧回路２２から出力される電圧はより小
さくなるため、実質的な過電圧検出レベルを大きくする（出力電圧Ｖoutが比較的大きい
状態となるまで、過電圧と判断させない）ことが可能である。
【００５１】
　以上の構成により過電圧保護回路１９は、先述したように、出力電圧Ｖoutが所定の過
電圧保護電圧を超えたことを検知して、ドライブ回路１３の動作を停止させる。また過電
圧保護回路１９は、負荷の初期設定状態に応じて過電圧検出レベルを調整する手段を備え
ている。
【００５２】
　そのため、例えばＬＥＤ群７の直列接続数が変わる等の使用状態に応じて、極力適切な
過電圧検出レベルでの過電圧保護処理が可能となる。その結果、負荷の状態が異なること
により、適切な過電圧保護処理が妨げられることを極力防止し、負荷となる白色発光ダイ
オード等が破壊されることを回避することができる。
【００５３】
　また上述した過電圧保護回路１９においては、差動増幅器２４の出力を、警告処理を実
行するためにも用いるようにしている。より具体的には、差動増幅器２４の出力を過電圧
検知部２５にも伝送されるようにしておき、この出力に基づいて過電圧検知部２５では、
出力電圧Ｖoutが過電圧であるか否かが判断される。
【００５４】
　そして過電圧と判断されたときは、その旨を示す信号（警告信号）をＡＬＡＲＭ端子に
出力し、この警告信号を外部から取り出し可能であるようにしている。このようにしてお
けば、例えば警告信号の出力されたときに音響出力や発光を行わせる装置（警報装置）を
設けておくことで、ユーザに異常事態（出力電圧Ｖoutが過剰となったこと）を知らせる
ことが可能となる。
【００５５】
［実施例２］
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　本発明の実施例２として、同じくＬＥＤドライバ回路（電源回路）を挙げて以下に説明
する。なお本実施例は、過電圧保護回路およびその周辺の構成などを除いては、基本的に
実施例１と同様であるため、重複した説明は省略する。
【００５６】
　本実施例のＬＥＤドライバ回路の構成図を、図３に示す。本図のようにＬＥＤドライバ
回路には、外部から過電圧検出レベルを調整するための信号（調整信号）が入力される、
入力端子（Ｐ１～Ｐ３）が設けられている。この各入力端子（Ｐ１～Ｐ３）は、過電圧保
護回路１９に接続されている。なおここでは３個の入力端子が設けられているが、過電圧
保護処理の精度向上のため、その数を増やしてもよい。
【００５７】
　また過電圧保護回路１９の構成図を、図４に示す。過電圧保護回路１９では、入力端子
（Ｐ１～Ｐ３）から入力される調整信号に基づいて、分圧比切替スイッチ２３の切替状態
が定まるようになっている。このような構成により、ＬＥＤドライブ回路では、外部から
取得される調整信号に基づいて、分圧回路２２における分圧比を調整することが可能とな
っている。
【００５８】
　そのため、例えばユーザが過電圧検出レベルを入力するためのユーザインターフェース
と、この入力に応じて調整信号を生成し、入力端子（Ｐ１～Ｐ３）に出力する装置を備え
ておけば、分圧回路２２における分圧比を、ユーザの指示に応じて調整させることが可能
となる。そのためユーザにとっては、例えばＬＥＤドライブ回路に接続させる負荷（ＬＥ
Ｄ群）の種類に応じて、過電圧検出レベルをより適切な状態に設定することが可能となる
。
【００５９】
［実施例３］
　本発明の実施例３として、同じくＬＥＤドライバ回路（電源回路）を挙げて以下に説明
する。なお本実施例は、過電圧保護回路やその周辺の構成などを除いては、基本的に実施
例１と同様の構成であるため、重複した説明は省略する。
【００６０】
　本実施例のＬＥＤドライバ回路の構成図を、図５に示す。本図のようにＬＥＤドライバ
回路には、外部から過電圧検出レベルを調整するための信号（調整信号）が入力される、
入力端子（Ｐ１～Ｐ３）が設けられている。この各入力端子（Ｐ１～Ｐ３）は、過電圧保
護回路１９に接続されている。
【００６１】
　また過電圧保護回路１９の構成図を、図６に示す。過電圧保護回路１９では、実施例１
の場合と同様に、出力電圧検知回路２１が備えられている。これにより実施例１と同様に
、分圧回路２２における分圧比の調整を通じて、負荷（ＬＥＤ群７）に応じた適切な過電
圧検出レベルの設定が自動的に実現されるものとなっている。
【００６２】
　そして更に、先述の入力端子（Ｐ１～Ｐ３）は、出力電圧検知回路２１に接続されてい
る。これにより、入力端子（Ｐ１～Ｐ３）から入力される調整信号によって、出力電圧検
知回路２１を通じて、分圧比切替スイッチ２３を切替えることが可能となっている。
【００６３】
　これにより、上述した実施例１および実施例２で採用した過電圧検出レベルの調整方法
の何れかを、状況に応じて選択的に実行させることが可能となる。すなわち、出力電圧検
知回路２１に調整信号が入力されていない場合には、出力電圧Ｖoutの検知結果に応じて
過電圧検出レベルを調整するようにし、逆に調整信号が入力されている場合には、この調
整信号に基づいて、過電圧検出レベルを調整するようにする。そのため、より状況に応じ
た柔軟な過電圧検出レベルの調整が可能となっている。
【００６４】
　また上述したものの他、例えば常時、出力電圧に基づいて過電圧検出レベルが設定され
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るようにしておく一方、当該設定の微調整等を、調整信号（外部からの信号）に基づいて
実行可能であるようにしてもよい。すなわち、過電圧検出レベルを調整するための情報と
して、出力電圧Ｖoutの状況と調整信号との双方を、同時に重複して採用することも可能
である。
【００６５】
［まとめ］
　以上までに説明した通り、本発明の各実施例は、電気的負荷であるＬＥＤに電力を供給
するＬＥＤドライバ回路（電源回路）において、この負荷に出力される出力電圧Ｖoutが
所定の過電圧検出レベルを超えないように制御する、過電圧保護回路１９を備えたものと
なっている。また更に、この過電圧検出レベルを調整する調整手段（分圧比切替スイッチ
２３など）を備えている。
【００６６】
　そのため、過電圧保護回路１９を備えていることにより、出力電圧Ｖoutが過剰となる
ことを極力防止することが可能となっている。また更に、過電圧検出レベルを調整する調
整手段を備えるようにしているから、負荷（ＬＥＤ）の種類に応じて適切な調整がなされ
るようにすることで、過電圧保護処理（出力電圧が、過剰とならないようにする処理）を
適切に行わせることが可能となっている。
【００６７】
　また過電圧保護回路１９は、出力電圧Ｖoutが入力され、この電圧を分圧して出力する
分圧回路２２と、該分圧回路２２から出力された電圧に応じて、負荷への電力の供給のＯ
Ｎ／ＯＦＦを切替える、電力制御回路（差動増幅器２４、ドライブ回路１３など）を備え
ている。また過電圧検出レベルを調整する調整手段は、分圧回路２２における分圧比の変
更を通じて、調整を行うものとなっている。
【００６８】
　そして特に実施例１では、出力電圧Ｖoutを検出する電圧検出部（出力電圧検知回路２
１）を備え、この電圧検出部による検出結果に基づいて、過電圧検出レベルの調整を行う
ものとなっている。また実施例２では、外部から過電圧検出レベルを調整するための情報
（調整信号）を取得する、情報取得部（入力端子Ｐ１～Ｐ３など）を備え、この調整信号
に基づいて、過電圧検出レベルの調整を行うものとなっている。
【００６９】
　更に実施例３では、このような情報取得部と電圧検出部の双方を備え、情報取得部によ
り取得された調整信号、および、電圧検出部による検出結果に基づいて、過電圧検出レベ
ルの調整を行うものとなっている。
【００７０】
　以上のような構成のＬＥＤドライバ回路（電源回路）は、電子機器等に備えることが可
能であり、このようにすることで、過電圧保護処理がより適切になされるものとなる。ま
た以上までに、本発明の実施形態について説明したが、本発明の範囲はこれらに限定され
るものでなく、本発明の主旨を逸脱しない限り、種々の改変を加えることが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　本発明は、ＬＥＤを発光させるＬＥＤドライバ等において有用である。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明の実施例１に係る、ＬＥＤドライバ（電源回路）の構成図である。
【図２】本発明の実施例１に係る、過電圧保護回路の構成図である。
【図３】本発明の実施例２に係る、ＬＥＤドライバ（電源回路）の構成図である。
【図４】本発明の実施例２に係る、過電圧保護回路の構成図である。
【図５】本発明の実施例２に係る、ＬＥＤドライバ（電源回路）の構成図である。
【図６】本発明の実施例２に係る、過電圧保護回路の構成図である。
【図７】従来のＬＥＤドライバの一例に係る構成図である。
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【図８】従来の過電圧保護回路の一例に係る構成図である。
【符号の説明】
【００７３】
　　　１　　直流電源
　　　２　　入力コンデンサ
　　　３　　コイル
　　　４　　ダイオード
　　　５　　出力コンデンサ
　　　６　　昇圧チョッパレギュレータＩＣ
　　　７　　ＬＥＤ群（電気的負荷）
　　１１　　ＦＥＴ
　　１２　　アンプ
　　１３　　ドライブ回路
　　１４　　電流検出コンパレータ
　　１５　　発振回路
　　１６　　エラーアンプ
　　１７　　ＰＷＭコンパレータ
　　１８　　ＯＮ／ＯＦＦ回路
　　１９　　過電圧保護回路
　　２０　　ソフトスタート回路
　　２１　　出力電圧検知回路
　　２２　　分圧回路
　　２３　　分圧比切替スイッチ
　　２４　　差動増幅器
　　２５　　過電圧検知部
　　Ｒｏ　　出力電流設定抵抗
　　Ｒ１、Ｒ４、Ｒ２１～Ｒ２４　抵抗素子



(12) JP 2008-160934 A 2008.7.10

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(13) JP 2008-160934 A 2008.7.10

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

