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(57)【要約】
【課題】
低電力電灯のような製品のために低電力を供給する電源
を提供する。
【解決手段】
低電圧ＡＣ信号を調節するために、調光コントロール信
号の負荷サイクル又は新しいサイクルを開始する変圧器
に応じ、インダクタを介して周期的にＯＮ状態及びＯＦ
Ｆ状態に切り替えるように設計されたＡＣ電圧源を受領
する電力ブースタを利用して、放電ランプ又はＬＥＤラ
ンプのような電圧源を駆動する装置が開示されている。
非限定的ではあるが、(a)出力ブーストされた電圧、(b)
グローブ電流及び(c)インダクタ入力電流の１つを比較
する、主として１つのコンパレータからの検出された入
力に応じてブースタコントロール回路は、所定のターゲ
ットブースト電圧への電流供給を調節する。
【選択図】　図２



(2) JP 2014-78529 A 2014.5.1

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
 電力コントロールシステムであって、任意の数のフィードバックセンサーによってコン
トロールされる形態にて広範な電圧源をブースト処理及び／又は降圧処理するための回路
を含んでおり、
ブースト処理及び／又は降圧処理のために一点での比較のみを利用しており、
 極めて低い作動中に前記電圧源に十分に低いインピーダンスを提供し、ハロゲン１２Ｖ
インバータおよび調光回路のような高感度な供給源によって適切で十分な運用を実施させ
ることを特徴とする電力コントロールシステム。
【請求項２】
 一点での比較は、基準閾値の電圧であれば、検知された最も高い電流が入力電流をＯＮ
またはＯＦＦにトリガ処理するように、インダクタ電流を含んだ複数のセンサーのブース
ト電圧またはグローブ電流との論理比較であることを特徴とする請求項１記載の電力コン
トロールシステム。
【請求項３】
 電流を制限して電圧制御されたブースタを含んだ電力コントロールシステムであって、
出力のターゲットブースタ電圧を入力電流と比較するための１つのコンパレータのみを利
用しており、
 ＡＣ入力電流が低過ぎると、前記ブースタは非常に低いインピーダンスとして表れ、イ
ンダクタを接地状態に固定し、ディマーと電子変圧器の両方の通常運行を実行させるのに
十分な電圧をターゲット電圧ブースタに提供し、
 電力が回復すると、変圧器が新しいサイクルを開始するか、ディマーがトリガ処理する
かによってインダクタのチャージサイクルが復帰し、必要な電力のみを引き出させること
を特徴とする電力コントロールシステム。
【請求項４】
 放電ランプまたはＬＥＤランプのような電圧源を駆動するための装置であって、
 低電圧ＡＣ信号を調節するために、調光コントロール信号の負荷サイクルまたは新しい
サイクルを開始する変圧器に対応してインダクタを介して周期的にＯＮ操作およびＯＦＦ
操作するように設計されているＡＣ電圧源を受領する電力ブースタと、
 所定のターゲットブースト電圧であれば、放電するためのターゲット電圧ブーストを提
供するためのブースタコントロール回路と、
を含んでおり、前記ブースタコントロール回路は、検出された入力電流、ブースト電圧又
はグローブ電流に従って、所定のターゲットブースト電圧に電流供給を適合させることを
特徴とする装置。
【請求項５】
ブースタコントロール回路は、変圧器から供給源または負荷インピーダンスを隔離してい
る、該変圧器の入力または出力に２つの同一タイプの受動素子が関与する安定したインピ
ーダンス変圧器システムを含んでおり、前記受動素子はレジスタ、コンデンサまたはイン
ダクタであり、それぞれの受動素子は所与の変圧器の巻部と直列であり、対称的に両側に
配置されており、同一タイプの値である負荷は対称的または均衡した負荷になっており、
値は予め調整されて所望の安定した負荷を提供することを特徴とする請求項４記載の装置
。
【請求項６】
 放電ランプは蛍光照明器具であり、受動素子はコンデンサであることを特徴とする請求
項５記載の装置。
【請求項７】
ブースタコントロール回路は、
 電圧ブーストをモニターするコンパレータであって、接地状態にされたとき、電力ブー
スタのインダクタを介して電流を提供する所定のターゲットブースト電圧未満に降下した
ら、ターゲット電流が達成されたときに解放してターゲット電圧ブーストを増加させ、所
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定のターゲットブースト電圧であればターゲット電圧ブーストを解放するコンパレータと
、
 入力電圧をモニターするコンパレータであって、所定のターゲット電圧を超えたら昇圧
段階から切断され、ターゲット電圧が該所定のターゲット電圧未満に降下したら再接続す
るコンパレータと、
を含んでいることを特徴とする請求項４記載の装置。
【請求項８】
ブースタコントロール回路は、(a)ブーストされた出力電圧、(b)グローブ電流、および(c
)インダクタ入力電流、等々の少なくとも１つを比較することでターゲット電流を調節す
る複数入力コンパレータを含んでおり、該複数入力コンパレータは前記入力の複数を比較
することでターゲット電流を調節し、
 前記コンパレータは、前記入力の１以上が設定条件を超えるかそれに到達したときにト
リガ処理され、少なくとも１つの励起予備条件に到達すると前記コンパレータは状態を変
更させることを特徴とする請求項４記載の装置。
【請求項９】
ブースタ回路は、所定のターゲット電圧ブーストを同期的および継続的に調節し、ターゲ
ット電圧ブーストを該所定のターゲット電圧ブーストと比較する可変周波数キャリアで運
用可能であることを特徴とする請求項４記載の装置。
【請求項１０】
 調光コントロール信号の負荷サイクルは、インダクタの負荷サイクルとランプ電流との
間の関係に従って変動することを特徴とする請求項４記載の装置。
【請求項１１】
 電流制御ブースタは、ターゲット電圧未満のときに電圧ブースタを瞬間的にチャージさ
せ、負荷へターゲット電圧を放電する時に、コンパレータのリセットを遅延させるための
ダイオードを含んでいることを特徴とする請求項４記載の装置。
【請求項１２】
 以下の要素を非限定的に比較するために主として１つのコンパレータをさらに含んでい
ることを特徴とする請求項４記載の装置：
a)出力ブーストされた電圧；
b)グローブ電流；
c)インダクタ入力電流；
d)一次変圧器電流；
e)光束；
f)温度；
g)モータ速度。
【請求項１３】
 放電ランプを流れるランプ電流は調光コントロール信号の負荷サイクルによって直接的
に変動することを特徴とする請求項４記載の装置。
【請求項１４】
 電力レギュレータはトランジスタタイプのスイッチを含んでいることを特徴とする請求
項４記載の装置。
【請求項１５】
 電力レギュレータは降圧レギュレータを含んでいることを特徴とする請求項４記載の装
置。
【請求項１６】
 放電ランプと、該放電ランプを駆動するための装置との組み合わせ構造であり、電力コ
ントロールシステムをさらに含んでおり、
 該電力コントロールシステムは、任意の数のフィードバックセンサーによってコントロ
ールされる形態にて広範な電圧源をブースト処理するための回路を含んでおり、一点での
比較のみを利用しており、極めて低い作動中に前記電圧源に十分に低いインピーダンスを
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提供し、ハロゲン１２Ｖインバータおよび調光回路のような敏感な供給源によって適切で
十分な運用を実施させることを特徴とする組み合わせ構造。
【請求項１７】
 請求項１から１５のいずれかに記載の放電ランプを駆動する装置を利用することを特徴
とする放電ランプと該放電ランプを駆動する装置との組み合わせ構造。
【請求項１８】
 開放シュラウドを備えたハウジングを有した一体型光源であって、該ハウジングは、請
求項１から１５のいずれかに記載の放電ランプを駆動する装置を利用した放電ランプと放
電ランプを駆動する装置とを含む大きさで、該放電ランプは前記ハウジングに同軸状態で
取り付けられているヘリカルグローブ体であることを特徴とする光源。
【請求項１９】
ハウジングは、凸形状で外側に広がり、実質的に円錐台形状の外側反射要素を備えた凹形
状内側反射要素をさらに含んでおり、らせん状または環状のグローブ体は、使用時に前記
内側反射要素および前記外側反射要素と相対関係に位置し、前記らせん状のグローブ体か
ら外側へ光を放出させることを特徴とする請求項１８記載の光源。
【請求項２０】
 中央錐形反射は、光を、通常にはらせん、環または表面（ＬＥＤ環）内において、捕獲
させて外側に放出させ、所与の反射設計の効率を向上させることを特徴とする請求項１８
記載の光源。
【請求項２１】
ヘリックスコイル間の間隔が狭いほど、所与の設計において該コイル内に捕獲される光を
抽出する中央錐形反射の効果が向上し、所与の間隔に対して照明量を効果的に最大化させ
ることを特徴とする請求項１８記載の光源。
【請求項２２】
 反射性の中央錐形反射は、非限定的にＣＦＬ、ＣＣＦＬ、ＬＥＤ、等々を含んだ様々な
照明技術のために、光学的な効率を大きく改善することを特徴とする請求項１８記載の光
源。
【請求項２３】
 内側反射要素および外側反射要素はハウジングのシュラウドと一体化できることを特徴
とする請求項１９記載の光源。
【請求項２４】
ハウジングは、電気ソケットに容易に挿入できるように該ハウジングの本体よりも小さな
延出後部を含んでおり、延出コンタクトを介して電源に電気的に接続されることを特徴と
する請求項１８記載の光源。
【請求項２５】
 本明細書で説明され、添付図面において図示されている電力コントロールシステム。
【請求項２６】
 本明細書で説明され、添付図面において図示されている放電ランプまたはＬＥＤランプ
のような電圧源を駆動する装置。
【請求項２７】
 本明細書で説明され、添付図面において図示されている放電ランプと、放電ランプを駆
動する装置の組み合わせ構造。
【請求項２８】
 本明細書で説明され、添付図面において図示されている一体型光源。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
 本発明は電力コントロール（制御）システムに関する。特に、本発明は低電力光源のコ
ントロールに関するが、これには限定はされない。
【背景技術】
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【０００２】
 照明装置からコントロールされた光出力を提供するための壁型調光器（以降“ディマー
”）が長年利用されてきた。ＡＣ（交流）幹線用の多種多様なディマーが利用できるが、
今日最も多用されているのは前縁および後縁ディマー(leading edge and trailing edge 
dimmer)として知られるものである。この技術は２０世紀初頭に開発されたものであり、
ディマーを適正に起動操作し、ラッチ操作するのに十分な負荷(load)を提供するために負
荷に大きく依存する（ほとんどの場合は白熱電球）。典型的には前縁および後縁ディマー
はシリコン制御整流器（ＳＣＲ）固体素子であり、ブレークオーバ電圧によって、または
ショットキーダイオードのような陽極（アノード）と陰極（カソード）との間の臨界電圧
上昇率を超えることでラッチ操作が可能である。前縁ディマーは正弦波の前縁を切り落と
し、後端ディマーは正弦波の後縁を切り落とす。
【０００３】
 ＳＣＲをコントロールしているディマー回路を流れる電流はＲＣネットワークを介して
起動機構もコントロールする。ここでは抵抗は実際の負荷（グローブ）自身である。すな
わち、もしインピーダンスが高すぎるか、あるいは負荷が容量性または誘導性であれば、
ＲＣネットワーク／起動レベルは閾値を大きく位相シフトさせることができず、場合によ
っては不安定になり、点滅現象が発生する（すなわち、大抵の現存エネルギー節約型グロ
ーブは従来構造では効率的に調光できない）。
【０００４】
 世界市場における低電圧（１２Ｖ）２０Ｗ～５０Ｗの二色ハロゲンダウンライトの利用
拡大は、ディマーおよび変圧器（２４０ＶＡＣ幹線を利用し、１２ＶＡＣに変換）の両方
の製造コストを、ダウンライトに非常に“低品質な”電力を供給するところにまで引き下
げた。商業施設、産業施設および住宅地でのこのようなシステムの設置には、不適切な設
計がディマー、変圧器およびダウンライトに損傷を及ぼす可能性があるため、変圧器およ
びディマーの慎重な選択を必要とする。
【０００５】
エネルギー効率が高い照明は、ディマーおよび変圧器（典型的には１０Ｗ未満）の両方に
対して大幅に小さい負荷を与え、ディマーおよび変圧器にそれぞれの仕様を離れて作動さ
せる。これで以下を含む不安定性が発生する：
 １．低負荷での電流はディマーを最低仕様以下で作動させ、調光範囲を劣化させ、グロ
ーブ内で可視（点滅）となるエッジのトリガ操作における電位変動を引き起こす；
 ２．先端エッジと後端エッジの不安定性は磁性変圧器に壊滅的な誘導電圧によるパイク
現象を引き起こし、変圧器と照明器具に損傷を及ぼしかねない；
 ３．これら装置の切換モードの出力を減衰させ、安定性を維持するため、多くの電子変
圧器はその出力に低インピーダンス負荷（２０Ｗ～５０Ｗ）を必要とする；
 ４．設計された仕様（典型的には２０Ｗ～５０Ｗ）の範囲内に入らせるように出力電流
負荷を“感知”するため、低インピーダンス負荷の提供は多くの電子変圧器にとっては非
常に重要である。
【０００６】
 現在、３種の関係する独立技術分野が存在する。すなわち、冷陰極蛍光ランプ（ＣＣＦ
Ｌ）、発光ダイオード（ＬＥＤ）およびハロゲンダウンライトシステムである。
【０００７】
 通常の蛍光灯および白熱灯で見られる伝統的な加熱素子やフィラメントを必要とせずに
、冷陰極蛍光ランプ（ＣＣＦＬ）は特定波長光（赤、緑、青、ＵＶ、等々）あるいは所定
帯域幅（暖白色、熱白色、青白色）を発生させる。
【０００８】
 先駆者であるコンパクト蛍光ランプ（ＣＦＬ）は、大抵は折畳形成あるいは屈曲形成さ
れてコンパクト化された単純な伝統的な蛍光ランプである。この技術は白熱グローブより
も効率がよい。なぜならＣＦＬは絶対温度３０００度以上に加熱が必要なフィラメントを
必要としないからである。高温フィラメントの存在は過熱現象の主原因であり、最後には
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フィラメントは蒸発によって落下し、あるいは点灯と消灯の反復による加熱と冷却の繰り
返しによる蓄積する力学的ストレスによって崩壊する。
【０００９】
 ＣＦＬとは異なり、冷陰極蛍光ランプ（ＣＣＦＬ）はフィラメントを持たない。その代
わり、発光物質のコーティングの励起に依存する。ＣＣＦＬは設計形態によっては１００
ルーメン／Ｗ以上を提供でき、加熱フィラメントの疲労劣化がないために２００００時間
以上にわたって使用できる。十分に大きな振幅および周波数のＡＣ電圧源が、所望の光を
発光させる十分なイオンを励起するのに必要である。典型的にはＣＣＦＬの電流は小さく
、大抵は約６ｍＡ以下である。最良効率は電源周波数が１０ＫＨｚ以上のときに達成され
る。
【００１０】
 ＣＣＦＬは商業的に２０年近く使用されてきており、フラットスクリーンテレビやラッ
プトップのようなＬＣＤスクリーンで一般的に見られる。これらのグローブ（電球）の光
出力は非常に効率的であるため、安定した電源を確保してコンスタントな光が提供される
ように注意が払われなければならない。数マイクロ秒以内の適用電力により発光するが、
照明器具自体が熱を持ち、加熱発光後に負性インピーダンスが所定の電圧に対してさらに
多量の電流を発生させて輝度を増す。
【００１１】
 通常、ＬＣＤテレビ等の商業的利用形態は、光出力を安定させて制御可能とする光セン
サ及び／又は電流センサを組み込んだ複雑なコントロールシステムを有する。
【００１２】
 典型的には、ＣＣＦＬ管は２ｍｍから５ｍｍの直径であり、管長は１００ｍｍから約５
００ｍｍである。典型的には、通常では５Ｖから２５Ｖである入力電圧を増加させるには
インバータを必要とし、インバータの出力電圧を４００Ｖから１２００Ｖにし、グローブ
に流れる電流を約５．０ｍＡから６．０ｍＡとする。製造業者にもよるが、これで１８０
００から３００００ｃｄ／ｍ２の輝度で、３００００時間の使用寿命が提供される。従っ
て、高輝度、長寿命、高信頼性および設置容易性が提供される。
【００１３】
 ＬＥＤは、電圧が印加されて、電子が特定エネルギーバンドギャップを超えるとき所定
周波数の光を発光する非線形シリコンベースのＰＮ接合体である。ＬＥＤは狭範囲の波長
の光を発光し、ＩＲからＵＶに至るまで完全選択できる。しかし、このことによって白色
または暖白色のようなさらに広いスペクトルの光が所望されるときには問題が発生する。
発光物質コーティングのようなレトランスミッタ（再送達）物質が必要であるが、これら
の効果は限定的でしかない。別の問題点は、ハロゲン光分野で必要に応じて大量の光を発
生させるには比較的に大規模なエミッタを必要とするが、これら装置は非常に高価であり
、大電流での抵抗損失によって引き起こされる熱ストレスによる装置破壊を防止するため
に大掛かりな放熱措置を必要とする。
【００１４】
 別分野の低電力照明はハロゲンダウンライトであり、伝統的に１２Ｖである。なぜなら
幹線電力（１１０Ｖから２２０Ｖ）では、フィラメント技術の完成が容易ではなかったか
らである。熱反射、ＵＶフィルタおよびハロゲンガスを維持するフィラメントが関与する
複雑なシステムを利用したハロゲングローブは従来の白熱電球よりも少々向上したルーメ
ン／Ｗと使用寿命を達成する。白熱電灯系の一部としての白熱ランプは、フィラメントの
物理温度に従って発光する超高温フィラメントを利用する。運用は非常に簡単であるが、
発生する電磁エネルギーの帯域幅は広く、赤外線から紫外線にまで至る。このエネルギー
のほとんどは人間の眼に見える可視光線に変換され、非常に非効率な光源となる。漏電の
問題と、有効性が低いフィラメントは一般的に長い使用寿命を有する傾向にあるので、ほ
とんどのハロゲンランプは１０ルーメン／Ｗであるが、１５ルーメン／Ｗまで達成するこ
とが可能である。
【００１５】
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 上述のように、大抵のハロゲングローブは１２ＶＡＣで使用される。よって、幹線電圧
を低下させるためには電力変圧器の形態を必要とする。初期の変圧器は磁性であり、鉄芯
周囲に異なる巻比のコイルを有していた。近年は電子変圧器が開発された。これら電子変
圧器は通常の変圧器とは非常に異なる作用を提供する（切換モード）。これらは一般的に
効率が優れ、過重な負荷を排除し保護すること、および穏やかな始動のような追加の安全
措置が講じられている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
 本発明の１つの目的は、低電力電灯のような製品のために低電力を供給する電源を提供
することである。
【００１７】
 本発明の別の目的は、従来技術の諸問題の少なくとも一部を克服するか、少なくとも改
善することができる電源を提供する手段および方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
 近年、様々な製造業者がエネルギー効率の良いハロゲン代替品を製造しようとしている
。これら全ては発光ダイオード（ＬＥＤ）技術に基づくものであるように思われる。現行
の適用手段は標準の整流器を備えた降圧回路（バッキング回路）を利用する。その結果、
電源は容量性の負荷を受ける。これで装置は、ステップダウンした負荷を駆動するのに十
分な電圧を受領しないか、高エネルギー及び／又は高周波スパイクが電源によって発生す
るので深刻な故障につながる。現在、基礎的なヒートシンク以外を利用する形態は市場で
は殆ど存在せず、小型の内蔵ファンを含むものでさえ存在する。追加の費用および利用の
複雑性によって、大抵の形態は、規定効率および使用寿命を確定させるのに必須であるダ
イ（die）の温度に基づいてＬＥＤ電力を制限する能力を有していない。
【００１９】
 本発明によれば、任意の数のフィードバックセンサによってコントロールされ、一点で
の（シングルポイントの）比較だけを活用した方法で、広範囲の電圧源を増強及び／又は
降圧するための回路を含んだ電力コントロールシステムが提供される。そうすることで非
常に利用度が低い運用時に電源に十分に低いインピーダンスを提供し、ハロゲン１２Ｖイ
ンバータおよび調光回路のような敏感な電力供給時に適切で完全な運用を確実に提供する
ことができる。
【００２０】
 前記のシングルポイントの比較は、基準閾値電圧であるなら、検知された最高電流が入
力電流をＯＮ状態またはＯＦＦ状態となるようにトリガ操作するよう、インダクタ電流を
含むことができる複数のセンサをブースト電圧またはグローブ電流と論理的に比較するこ
とができる。
【００２１】
 本発明によれば、出力のターゲットブースタ電圧を入力電流と比較するために１つのコ
ンパレータのみを使用し、電流が制限され、電圧が制御されたブースタを含んだ電力コン
トロールシステムが提供される。ここでは、ＡＣ入力電流が過度に低い場合にはブースタ
は非常に低いインピーダンスとして表れ、インダクタを接地状態にロックし、ターゲット
電圧ブースタに対して、ディマーと電子変圧器の両方の通常運用を可能にするのに十分な
電圧を提供し、電力が回復したとき、新しいサイクルを開始する変圧器により、または起
動操作するディマーによりインダクタチャージ（給電）サイクルは再開し、必要とされる
電力のみを引き出させる。
【００２２】
 本発明はまた、放電ランプあるいはＬＥＤランプのような電圧源を駆動する装置をも提
供する。この装置は以下の要素を含んでいる：
 低電圧ＡＣ信号を調整するために、インダクタを介して調光コントロール信号の負荷サ
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イクルまたは新しいサイクルを開始する変圧器に対応して周期的にＯＮ操作とＯＦＦ操作
を実施するように設計されているＡＣ電圧源を受領する電力ブースタ；
 所定のターゲットブースト電圧であるなら放電するようにターゲット電圧ブーストを提
供するブースタコントロール回路。
【００２３】
ここで、ブースタコントロール回路は、感知された入力電流、ブースト電圧またはグロー
ブ電流に応じて設定されたターゲットブースト電圧に対する電流供給を調節し、
さらに、ブースタコントロール回路は、電圧ブーストをモニターするためにコンパレータ
を含んでおり、もし電圧が設定されたターゲットブースト電圧未満に降下すれば、接地状
態になったときに電力ブースタのインダクタを介して電流を供給し、ターゲット電流が達
成されたら解放し、ターゲット電圧ブーストを増加させ、設定されたターゲットブースト
電圧であればターゲット電圧ブーストを解放する。
【００２４】
 １実施態様においては、ブースタコントロール回路は、変圧器から電源または負荷イン
ピーダンスを分離している変圧器の入力または出力における２つの同型の受動素子が関与
して安定した（バランス）インピーダンス変圧器システムを駆動する。ここで受動素子と
はレジスタ、コンデンサまたはインダクタであり、それぞれの受動素子は、与えられた変
圧器の巻線および相互対称状態の同タイプ、同一値の負荷と直列状態に置かれ、対称的ま
たは均衡された負荷となり、負荷値は予め調整されて所望の負荷の均衡が提供される。
【００２５】
ブースタ回路は様々な周波数のキャリアで作動し、非対称的および継続的に所定のターゲ
ット電圧ブーストを調整し、ターゲット電圧ブーストを所定のターゲット電圧ブーストと
比較する。
【００２６】
ブースタコントロール回路は、
 電圧ブーストをモニターするコンパレータを含み、所定のターゲットブースト電圧未満
に降下したら、接地状態とされたときに、電圧ブースタのインダクタを介して電流を供給
し、ターゲット電流が達成されると解放し、ターゲット電圧ブーストを増加させ、所定の
ターゲットブースト電圧であればターゲット電圧ブーストを解放し、
さらに入力電圧をモニターするコンパレータを含み、所定のターゲット電圧を超えるとブ
ースタステージから切り離し、ターゲット電圧がターゲット値を下回ると再接続する。
【００２７】
この装置は、インダクタの負荷サイクルとランプ電流との間の関係に従って変動する調光
コントロール信号の負荷サイクルを有することができる。
【００２８】
この装置は、ターゲット電圧を下回ると実質的に瞬間的な電圧ブースタの電力供給を可能
にし、ターゲット電圧が負荷に放電する時にはコンパレータのリセットを遅らせるダイオ
ードを含んだ電流がコントロールされているブースタを有することができる。
【００２９】
この装置は、限定はしないが、以下のいずれかを比較する１つのコンパレータを含むこと
ができる：
 ａ）出力がブーストされた電圧；
 ｂ）グローブ電流；
 ｃ）インダクタ入力電流；
 ｄ）変圧器一次電流；
 ｅ）照明器具出力；
 ｆ）温度；
 ｇ）モータ速度。
【００３０】
この装置は次の要素のいずれかの入力を比較することでターゲット電流を調節する複入力
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コンパレータを有することができる：（ａ）出力ブースト電圧、（ｂ）グローブ電流、ま
たは（ｃ）インダクタ入力電流、等々。好適には、この複入力コンパレータは複数の入力
を比較することでターゲット電流を調節する。さらに好適には、複入力コンパレータは複
数の入力を受領でき、１以上の入力が設定条件を超えると、あるいは設定条件に到達する
とコンパレータは起動操作され、少なくとも１つの励起予備条件が達成されるとコンパレ
ータは状態を変化させる。
【００３１】
この装置は、バックロイヤトポロジー(buck royer topology)を備えたバッファコンデン
サをさらに含むことができる。ここでは、ソフトウェアはロイヤのチューニング処理され
たタンク回路がゼロ電圧に接近する正確な時刻に、降圧を開始(fire)操作する。タンク回
路は変圧器によく用いられるものであり、放電ランプで十分に効率的である周波数にチュ
ーニング処理できる。
【００３２】
この装置は、調光コントロール信号の負荷サイクルで直接的に変動する放電ランプを通流
するランプ電流を有することができる。
【００３３】
この装置は、トランジスタタイプ及び／又はシリコンスイッチを含んだ電力レギュレータ
を有することができる。
【００３４】
この装置は、降圧レギュレータを含んだ電力レギュレータを含むことができる。
【００３５】
 本発明はまた、放電ランプと、その放電ランプを駆動する装置との組み合わせを含む。
放電ランプと装置は、広範囲の電圧源を任意の数のフィードバックセンサによってコント
ロールする手法でブースト処理するための回路を含み、シングルポイントの比較のみを利
用する電力コントロールシステムをさらに含んでいる。そうすることで、ハロゲン１２Ｖ
インバータと調光回路のような敏感な電力供給によって正確でフル稼動を可能とするよう
に非常に低い作動時に十分に低いインピーダンスを電圧源に提供する。
【００３６】
 本発明は、ハウジング体と開放型のシュラウドとを有した統合した光源をさらに提供す
る。このハウジングはハウジングに共軸的に取り付けられた電力コントロールシステムお
よびらせん状の電球（ヘリカルグローブ）または環状の電球（ハローグローブ）を収容す
るサイズである。ハウジングはさらに、凸状フランジを有して実質的に円錐台形である外
側反射要素が適合状態で取り付けられている凹状内側反射要素を含んでいる。このヘリカ
ルグローブはその利用時に内側反射要素および外側反射要素と相対的に配置が可能であり
、ヘリカルグローブから光を外側に投射させる。
【００３７】
 反射要素は利用可能な光のさらに高い利用によって追加の輝度出力の発生を助け、効率
を増大させる。反射要素は、光源の外側で光を捕獲して誘導することでこの改善された効
率を達成し、内部でも光を捕獲して誘導する。
【００３８】
 反射は巻かれたらせん状の構造物（コイル）内で通常に捕獲される光を外側に導き、所
定の反射設計の効率を増強させる。理論には拘束されないが、その所定の設計によりコイ
ル内に捕獲される光の抽出において、らせんコイル（へリックスコイル）間の空間が狭い
ほど、反射要素の効率は高くなる。さらなる利点には以下が含まれる：
 １．ハロゲンダウンライトの交換には物理的にコンパクトな製品を必要としており、反
射要素は、所定のスペースにフィットすることができる照明器具を効果的に最大化させて
利用を便利にしている；
 ２．反射要素は、限定はしないが、ＣＦＬ、ＣＣＦＬ、ＬＥＤ、等々を含む様々な照明
技術のための重要な光学的効率改善を提供する。
【００３９】
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 内側反射要素と外側反射要素はハウジングのシュラウドとの一体化が可能である。
【００４０】
ハウジングはハウジング体よりも小型である突出した背部部を含むことができ、小型ソケ
ットにさらに容易に挿入でき、突出したコンタクトによって電源に容易に接続できる。
【００４１】
 本発明は、新規な電源および新規なハウジングによって増強されることにより、小型ダ
ウンライト器具で使用されるＣＣＦＬあるいは他のらせん状の電球（ヘリカルグローブ）
または環状の電球（ハローグローブ）の利用機会を初めて提供する。
【００４２】
また本発明は、二色ハロゲンダウンライトのために現存のインフラに設置できる冷陰極蛍
光ランプ（ＣＣＦＬ）ベースの後付用製品を提供することもできる。この技術はそれらに
匹敵する光量を放射するが、電力の消費は大幅に少ない。この電力の減少は運用コストを
大きく低減し、２００００時間の利用期間と相俟ってその技術はハロゲンダウンライト技
術に成り代わる理想的な候補である。
【００４３】
これは以下の２つの理由で重要な意味がある：
 １．このトポロジーは、１つのコンパレータのみを使用し、電流制限され、電圧制御さ
れたブースタである；
 ２．ＡＣ入力電流が低すぎるとき、典型的には２オーム未満であるＲｓを介してインダ
クタを接地状態に固定するのでブースタは非常に低いインピーダンスとして表れるであろ
う。あるいは、ディマーと電子変圧器の両方の通常作動に十分なインピーダンスとして表
れる。電力が回復すると、変圧器が新しいサイクルを開始するか、調光のトリガ操作によ
って、インダクタのチャージサイクルが再開し、必要な電力のみを導入させる。
【００４４】
 本発明の好適ないくつかの実施例を添付図面を利用して以下で詳細に解説する。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明による低電圧照明具のための電源の１実施例の最上位のブロック図である
。
【図２】本発明による低電圧照明具のための電源の１実施例のブースタの論理ブロック図
である。
【図３】本発明による低電圧照明具のための電源の１実施例のブースタのブロック図であ
る。
【図４】本発明による低電圧照明具のための電源の１実施例の区分回路図である。
【図５】従来技術のハロゲンと、延伸ハウジングを備えた本発明の低電圧照明具のための
電源を備えたＣＣＦＬと、本発明の新規な改良ハウジング内の低電圧照明具のための電源
を備えたＣＣＦＬの側面図と断面図である。
【図６】従来技術における他の大きさの照明器具と比較した、新しいデザイン（２番目）
の側面図を比較したものである。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
図１には、新規であって進歩的な方法で従来技術の課題を解決するソフトウェアおよび独
自のハードウェアのコントロールシステムからなる複雑な実施形態を単純化したブロック
図が示されている。
【００４７】
図１で示すように、単純なＡＣ整流およびスムージング（ブロック１．１）の後で、新規
な電流制御電圧ブースト電源トポロジー（ブロック１．２）が不安定なＡＣ電源を安定し
た１００Ｈｚ（または電源の基礎周波数の２倍）のＰＷＭ電圧に変換する。この負荷サイ
クルは入力電力ＲＭＳ電圧を表わす。ＰＷＭ負荷はＡＣ入力ｒｍｓ電力が移行するときに
調節される。ブースト自体は非同期であり、ターゲットブースト電圧が変動する際に連続
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的に調整される。Ｖｂｏｏｓｔ（ブースタ出力電圧）はバッファコンデンサ（ブロック１
．３）に保存される。このターゲット電圧ブースタ値は、電流制御電圧ブースト電源トポ
ロジー（ブロック１．２）内のコンパレータに通じる電圧分配器によってモニターされる
。
【００４８】
 論理モードの運用から（および図２を参照）、明確な論理的意味合いで、回路は、信号
をバイアスし、その精度に影響を及ぼすであろう干渉を発生させずに全入力を組み合わせ
る。各センサーは、測定対象のターゲット境界（電流、電圧、位相、あるいは他のパラメ
ータ）が所望値でコンパレータ（Ｄ）規準電圧と等しくなるように加重処理される。
【００４９】
 出力は、効果的に下記のデジタル論理式として与えられる。

言うまでも無く入力数に理論的制限は存在しない。
【００５０】
コンパレータ（Ｄ）入力による電圧は入力の最高値である。もし最高入力値が基準電圧を
超えれば、コンパレータは低を出力し、ブーストインダクタ用のチャージスイッチを切る
。いずれの入力電圧も閾値を超えなければ、コンパレータは高を出力し、ブースタインダ
クタをチャージする。この場合、インダクタ電流はインダクタ電流センサー（Ａ）によっ
てモニターされ、やがてセンサーはコンパレータ（Ｄ）に閾値を超えた信号を提供し、イ
ンダクタのチャージスイッチを切る。これでインダクタはブースタ出力コンデンサ（コン
デンサ）に放電する。ローパスフィルタの形態であるために電流センサーＲｓを通じてイ
ンダクタ電流はチャージすることはないが、インダクタ電流センサーは、短時間は高のま
まである。
【００５１】
やがてインダクタ電流センサー（Ａ）は放電し、信号電圧を低減させる。他の信号が基準
電圧を超えなければ、インダクタチャージプロセスは再スタートする。しかし、もしブー
ストインダクタ放電がブースト電圧（Ｂ）またはグローブ電流（Ｃ）を十分に上昇させ、
片方または両方が閾値を超えるなら、コンパレータ（Ｄ）は低のまま残る。この回路はこ
の状態に残り、センサー電圧は閾値を超えない。
【００５２】
このように、コントローラは１以上の境界に到達するまで運用できる。本発明のグローブ
バラスト（globe ballast）の実施例では、電力が最初に適用されると、全信号は低にな
り、コンパレータ（Ｄ）を作動開始させる。インダクタは所望の最大電流に到達するまで
チャージし、そこでブーストインダクタはチャージを停止し、ブースタのキャップに放電
を開始する。これはブースタターゲット電圧かグローブ電流が目標値に到達するまで継続
される。もし、ＣＣＦＬが冷状態であれば、あるいは古ければ、ターゲット運行電流（ta
rget running current）に到達するのに必要な出力電圧は、ガラスがさらに新しく、さら
に暖かい場合よりも高い。よって、このことは、ブースタ電圧センサー（Ｂ）がグローブ
電流センサー（Ｃ）に先立って閾値に到達することを意味する。しかし、ガラスが温まる
に従ってインピーダンスは降下し、同じ電圧に対して電流量が増加する。やがて、グロー
ブ電流は十分に高くなり、ターゲット閾値に到達する。すなわち、コンパレータ（Ｄ）は
グローブ電流に対してトラッキング（追尾）し、ブースタ電圧に対してはトラッキングし
ない。
【００５３】
これで暖かいときには過剰電力でグローブをオーバドライブすることなく最も速いウォー
ムアップが保証される。
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【００５４】
 駆動スイッチは起動のために低信号を必要とするであろうから“ＯＲ”または“ＮＯＲ
”の選択は任意である。両コンパレータが入力を共有するが、出力は独立形態である同一
電源で降圧とブーストの両方を調節するために、異なる設計の２つのそのような電力コン
トローラが使用されれば有益である。本発明の解決法では、起動のために論理“Ｈｉ”を
必要とするＮ－ＦＥＴを備えた誘導性負荷の負スイッチングが存在し、“ＮＯＲ”ゲート
は論理解決法であった。もし“ＯＲ”ゲートが好まれれば、コンパレータへの加算入力と
基準入力を単に交換するだけである。
【００５５】
図１と図２で図示する一般構造を利用した特定構造に対して図３は電圧（ブロック３）示
し、ブーストインダクタ（ブロック３．２）を介して、高電圧バッファ電圧（ブロック１
．３）を提供する。コンパレータシステムはそれらの間に適用される。このシステムは特
にＶｉｎ＜Ｖｏｕｔの関係の時に機能する。
【００５６】
スイッチング（切換え）が瞬間的なものではなく、従って中央値をバランス（均衡）させ
るための機会を提供する前に、システムが再トリガ処理されるのを防止するため、インダ
クタ電流放電フィルタ（ブロック３．３）が提供される。出力電圧バッファＶｏｕｔ（ブ
ロック１．３）のブースト電圧分配器（ブロック３．４）は分割電圧をコンパレータ加算
ポイント（ブロック３．６）に入力する。この値はコンパレータ（ブロック３．８）によ
ってＶｒｅｆ（ブロック３．７）と比較され、必要な電圧未満であればブーストインダク
タの負荷サイクルを変更し、Ｖｏｕｔにさらに電流を提供するようにトリガ処理する。
【００５７】
 Ｖｂｏｏｓｔがターゲット値未満に降下すると、コンパレータが起動し、整流器コンデ
ンサンスに接続したインダクタを、電流センサーレジスタＲｓを介して接地状態に導く。
Ｒｓでの電圧は、Ｖｂｏｏｓｔ電圧分配器と同じ接点でショットキーダイオードを介して
コンパレータにも供給される。そこでＶｂｏｏｓｔ電圧分配器および高速スイッチングコ
ンデンサの低レジスタを使用して形成されたＲＣネットワークによってフィルタ処理され
る。その結果、コンパレータを（ショットキーを介して）トリガ処理するのに十分に高い
電流にインダクタが到達したとき、高ピークはコンデンサ内に瞬時に保存されるが、ＲＣ
ネットワークを介して放電するだけである。このことは、インダクタに過剰にチャージさ
せないために重要であり、バッファコンデンサに放電するための十分な時間が与えられる
。
【００５８】
 一旦、ピーク電流が検出されるとコンパレータはＯＦＦになり、通常のブースタ形態に
応じて、チャージされたインダクタを別のダイオードを介してバッファコンデンサに強制
的に放電させる。インダクタが放電する際にＶｂｏｏｓｔは上昇するであろう。コンパレ
ータ入力でフィルタＲｃネットワークも放電するであろう。その結果、やがてはコンパレ
ータ高に電圧分配器入力を保持するよう、十分に高いレベルにＶｂｏｏｓｔが到達するか
、ＲＣネットワークが放電し、コンパレータをＯＮにしてインダクタに再びチャージする
。
【００５９】
これは２つの理由で重要である。まずこのトポロジーは電流制限および電圧制御されたブ
ースタであり、１つのコンパレータのみを利用していることである。次にＡＣ入力電流が
低すぎると、ブースタは、Ｒｓ（典型的には２オーム未満）を介してインダクタを接地状
態にロックするので非常に低いインピーダンスとして表れるであろう。あるいはディマー
と電子変圧器の両方の通常運行に十分なものとして現れるであろう。電力が回復すると、
変圧器が新しいサイクルを開始するか、調光トリガ処理のために、インダクタチャージサ
イクルが再開し、必要な電力のみを導き出すであろう。
【００６０】
バッファコンデンサは十分に安定的なエネルギーが同期バックロイヤトポロジーに利用可
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能であることを確実にする。ソフトウェアでコントロールされているバックは、ロイヤの
調整されたタンク回路がゼロ電圧に近づく正確な時間に開始（fire）処理される。典型的
にはタンク回路（一次および二次）は、変圧器によく用いられるものであり、ＣＣＦＬで
効果的であるように十分に速い周波数にチューニングされる。現在の解決法は約６０ＫＨ
ｚを使用するが、これは所与の変圧器に対しては任意であると考えられる。降圧期間は、
通常のＣＣＦＬの遅いウォームアップ期間を加速するように調節できる。
【００６１】
ブースタがそのようにコントロールされている安定した出力を供給するので、バック負荷
は固定が可能であり、さらに安定したロイヤ周波数が得られる。ソフトウェアでコントロ
ールされた同期のロイヤネットワークを使用する際に、現在の解決法はトランジスタの代
わりに高電流ＦＥＴを使用する。典型的には、これではハロゲ変圧器により供給される比
較的に低電圧で同一効果を提供することはできない。
【００６２】
 図４には低電圧のための電源の部分の分離回路図が存在する。図４は、この明細書で解
説されている様々な部分を図示する。特に以下である：
 １．入力調節；
 ２．ブースタ部；
 ３．バック部；
 ４．コントローラ部；
 ５．インバータ部；
 ６．電圧レギュレータ。
【００６３】
 入力調節部は取付式のツェナーダイオードを有し、高電圧スパイクが回路の残り部分に
到達するのを防止しているが、上記のアイテム１、３、５および６は基本的には標準形態
のものである。インバータの二次段階の電流センサー形態はグローブ電流モニターを実施
させる。レギュレータはコントローラ回路がそれを必要とする場合の実施例として図示さ
れている。
【００６４】
ブースタ部は、切換トランジスタの電源に電流センサーレジスタを含ませるべく標準のブ
ースタ形態がどのように改良されるかを示す。これは前述のようにコンパレータに送られ
る前にフィルタ処理される。さらに電圧分配器が存在し、ブースタ電圧に同じフィードバ
ック通路を介してモニターさせる。
【００６５】
コントローラ部は、ターゲットの形態が自励振動ロイヤ回路を有する場合にはコンパレー
タを含むだけであろう。しかし、本発明の形態は、説明のために図示されている、電圧バ
ックを備えた同期インバータを利用する。レギュレータ、整流ブリッジ、トランジスタ、
ダイオードおよび複数のコンデンサとレジスタを含んだ全半導体素子は独立させることも
、あるいは１体の集積回路内に組み込むこともできる。
【００６６】
 上記の技術が現存の１２ＶＡＣＭＲ１６のハロゲングローブ市場を目指す場合には、形
状因子（フォームファクタ）は大抵の現存ソケットに適合しなければならず、バラストコ
ントローラ全体は両面型の３６ｍｍ径ＰＣＢ内に、約１２ｍｍの深さで存在しなければな
らない。
【００６７】
 本発明はハロゲングローブに適用されるときには放電ランプと、放電ランプを起動させ
るハウジングを含んだ装置の組み合わせを含む。
【００６８】
図５には、本発明の可能なＣＣＦＬ形態の典型的ハロゲングローブの形状因子の比較が図
示されている。ＣＣＦＬへリックスは従来の“ポイントソース（点光源）”ハロゲン白熱
グローブよりも図抜けて大きい。その結果、その寸法が利用可能なスペースのほとんどを
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占めるシリンダにＣＣＦＬが近づくなら、点光源を焦点させる標準のパラボラ鏡は実効性
がなくなる。
【００６９】
図５のグローブ２は、ヘリックスとバラストがＭＲ１６コネクタと、その底部のガラスプ
レート内にいかに提供されているか図示する。しかし、その結果、光出力の大部分が内部
反射し、出力全体を減少させている。ヘリックス形状因子の別問題は、ほぼ半分の照明具
平面全体がヘリックス内であり、さらなる内部損失を招く。さらに、ＭＲ１６のウェッジ
がバラストハウジングに置換されており、雌型コネクタが利用できないであろう。
【００７０】
これら諸問題にも拘わらず、ユーザによっては形状因子がさらに美的であると考えるかも
知れない。特にグローブが完全にリセス（凹状）している状態の場合はそうであろう。
【００７１】
図５のグローブ３はグローブ２の変形である。ここで反射深度は減少されて反射角度が最
良化されており、内部反射ではなくグローブからの放射線を形成する。さらに、内部反転
反射が存在し、可能な限り多くのヘリックス内部光を外側に焦点処理し、利用可能な光を
さらに有効に利用する。反射には凸状に延び出るフランジ型円錐台外側反射要素が取り付
けられている。これはハウジングから部分的に外側に延び出るヘリックスを有する犠牲を
払って実行されている。これはＭＲ１６ウェッジがまだ存在し、存在するＭＲ１６雌型ソ
ケットとの両立性が提供される発散光（利用形態による）手段を提供するであろう。
【００７２】
 低電圧のための電源が実質的な有効性を有することが示された。この電流グローブ構造
は安定的であるが、以下を含む問題のさらなる改善が必要である：
 １．電子変圧器によっては電力コントロール最小負荷により望まれるものより弱光のま
まである；
 ２．不充分な負荷による現存ディマー形態の不安定な調光；
 ３．電圧と入力電流はコントロールされるが、ランプ電流は直接には調整されず、長い
ウォーミングアップ時間が必要になる。
【００７３】
 第１の問題点は現存するトポリジーを利用するためにチューニング処理できることであ
る。しかし、これはディマーの調光の安定性の犠牲を伴う。単純な解決法は整流器コンデ
ンサンスを増加させることであるが、さらに不安定な変圧器でｒｍｓ電力を増加させるで
あろう。しかし、グローブの負荷が一層容量的になるため、ディマーによってはビートパ
ターン（beat pattern）を発生させ、ユーザの邪魔になる。さらなる利点は最大ブースタ
スイッチング速度と電流を増加させ、バッファ容量を増加させることで可能であると考え
られる。
【００７４】
 最も単純な解決法は、通常の家庭用機器と同様にディマーにさらに多くのグローブを持
たせることである。通常のハロゲングローブはほぼ常に１つのディマーに対して複数のグ
ローブで設計されている。すなわち６Ｗだけの電力コントロール負荷でも４つのこのよう
なグローブで２４Ｗとなり、従って最低ディマー必要条件を超える。
【００７５】
 第３の問題点の解決法としては、１つだけのコンパレータを使用して電圧と電流を並行
してモニターするとき、さらに別なモニター（グローブ電流のもの）を加えることが可能
なことである。さらに別な電流の分路を使用することで（今回は、高電圧、低電流出力ス
テージ）、グローブ電流の波形（図２、ブロック２．５）をモニターすることができる。
追跡を回避するために信号を十分に整流してスムージングすることで、得られるセンサー
は、デジタル論理においては“ＯＲ”ゲート（あるいは特殊な場合には“ＮＯＲ”）に類
似する他のもの（ブースト電流および電圧）と組み合わせることができる。
【００７６】
アナログシステムの場合には、コンパレータ閾値を超えるものは全て“１”と考え、それ
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未満は“０”と考える。この意義は、任意の数の入力をモニターすることができることで
あり、そのいずれも目的の閾値を超えることでブースタをＯＦＦ状態にすることができる
。例えば、電力が始めて適用されると、インダクタ電流、ブースタ電圧およびグローブ電
流は全て閾値よりはるかに小さくなるであろう。これで“ＮＯＲ”ゲートを高くし、全入
力を低くする。これでインダクタチャージングが開始する。やがてインダクタ電流が閾値
に到達し、ＮＯＲに“１”を電流感知ラインに登録させ、ゲートをＯＦＦにする。もし所
望のブースト電圧が検出されたら、それも高いと見做され、他の入力を無視してＮＯＲゲ
ート出力を低く保つであろう。同じことがグローブ電流にも言える。
【００７７】
それぞれの所望値（インダクタ電流、ブースト電圧、グローブ電流）が“プログラム”可
能であり、最大ブースト電圧は実際に少々高くなるので、これはウォームアップ時間を大
きく短縮させるであろう。すなわちグローブ電流が達成されるまで、当初のブースト電圧
はさらに大きい。グローブがウォームアップするに従ってグローブインピーダンスは、グ
ローブ電流がさらに低いブースタ電圧によって維持できるようになるまで降下する。これ
でグローブ電流でのＮＯＲゲートトラッキングによって“Ｈｉ”としてはトリガ処理され
ることはなくなる。
【００７８】
 実際には、個々のセンサーはデジタル信号として処理されるが、それらはもちろんアナ
ログであるため、個別のセンサーに干渉させないことが重要である。電力コントロール利
用形態においては、ブースタ電圧とインダクタ電流フィルタとを１体に組み込んで素子と
ＰＣＢのスペースが節約できることが発見された（概念的にはそれらは別々の信号である
）。もし必要であれば、上述と同じ方法で出力電圧をモニターすることもできる。信号を
組み合わせて隔離することは、ダイオード（図２、ブロック２．７）を使用すれば簡単で
あり、信号がコンパレータ（図２、ブロック２．８）に到達する前に実行されなければな
らない。コンパレータ入力の電圧は入力の大きな方の電圧である。これは基準電圧（図２
、ブロック２．７）と比較した値である。
【００７９】
 本発明の重要性と発明性の理解は、本発明が導き出されたプロセスの検討により増強さ
れるであろう。本発明の開発は２つの明確な分野であるＣＣＦＬと低電力ハロゲン照明具
から誘導されたことが理解されるであろう。しかし、技術の各部分の利用は単純なもので
はなく、このような広範な領域を組み合わせることに関する特殊な問題を克服するには研
究開発を必要とした。
【００８０】
 多様なハロゲンバラスト（ディマーの存在有／無）からの電圧出力は相当程度に変動す
るであろう。すなわち、ＣＣＦＬのような高効率照明システムに効率的に電力を供給する
前に大量の条件調整が必要である。ＣＣＦＬは超高温の純粋なエネルギーのキャパシタン
スを通じて電力変動を平均化する加熱要素には頼らないため、電源の最も小さな変動でさ
えも照明出力の変動から絶望的な故障に至るまで起こし得る。
【００８１】
 ＬＣＤ表示装置に使用されるコントローラを検査したとき、入力電圧は正確でなければ
ならないため、複雑性および形状因子が利用できないことが発見された。効率はたった５
０％程度であった。コストも膨大であった。
【００８２】
 存在する２４０ボルトのＣＣＦＬとＣＦＬ回路を考察すると、発見されたほとんどの例
は、高周波ＡＣ反転のための変圧器フィードバック回路駆動トランジスタを利用したもっ
とも基本的なロイヤ回路に依存していた。これは十分に安定した高電圧ＡＣ源では良好に
動作したが、大抵の電子変圧器および調光形態では効果がなかった。また、問題になるの
は、トランジスタが大量に電力降下させ、効率（およびバラストの有効寿命）を大きく低
下させるので、２４０ＶＡＣと較べて１２ＶＡＣ電源で必要な比較的に高い電流であった
。
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【００８３】
 最初の試みは、電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）を使用してハロゲンバラストから直接
的に送られてくる電力を整流、フィルタ、およびインバート処理し、それをＣＣＦＬグロ
ーブへの昇圧変圧器に送ることであった。この形態は図１のブロック１．１をブロック１
．４と統合することと同じであった。しかし、これには大きな障害があった。それらの一
部はつぎのようなものである：
 １．幹線電力の変動の過敏性により光出力が変動した；
 ２．サージとスパイクが回路の熱焼損を引き起こした；
 ３．調光時にディマーが変動した；
 ４．ディマーは半輝度を超えては調光しなかった；
 ５．電子変圧器によっては不充分な負荷によりＯＮ状態にならなかった；
 ６．異なる変圧器が異なる平均光出力（出力ＲＭＳ電圧は変動）を発生させた；
 ７．変動電圧レールは、自然共鳴周波数がドリフトし、不安定で非効率な光出力となる
ことを意味した；
 ８．低ｒｍｓ電圧は、一次変圧器での大電流を意味し、高い抵抗損失となった。
【００８４】
 ＡＣ電力振動（オシレーション）の特徴、調光トポロジーおよびバラスト多様性のよう
な現存の幹線並びにハロゲンインフラの研究を通じて以下が発見された：
 １．ディマーは典型的には運行に１０Ｗの最低負荷を必要とし、その負荷は大きな位相
シフト（容量性あるいは誘導性）を持ってはならない；
 ２．電子変圧器は出力調整に最低負荷を必要とする；
 ３．磁性変圧器は、ディマーを利用するように設計されると危険なほど高い電圧スパイ
クを出力するかも知れない（特に選択ディマーが不正確タイプ（降下エッジｖｓ上昇エッ
ジ）である場合）。
【００８５】
さらに、ＣＣＦＬの特徴の研究により以下が発見された：
 １．ＣＣＦＬガラス管はインピーダンス総量に比例して増加する種々な長さで入手でき
るが、最良の光出力と有効利用できる寿命のための定格の運用電流は６ｍＡである；
 ２．インピーダンスは少々容量性であり、温度と共に変動する。グローブが暖かいほど
インピーダンスは低くなり、同じ入力電圧では電流が増加する。その結果、一定電圧が供
給されるなら、温度が約４０度から５０度に上昇すると数分間にわたって光は明るくなる
；
 ３．ウォームアップ時間は周囲温度、入力電力、ガラスの古さ等の因子によって変動す
る。
【００８６】
 一次変圧器に供給する降下電圧の固定降圧期間を、通常の非同期性である１つのコンパ
レータ電流調整バックと交換することを含んで、様々な解決法が試行された。その結果、
様々な入力電圧にわたって全光出力で安定性が増幅された。しかしながら、調光はまだ不
安定であった。降圧は１２ＶＡＣ変圧器に十分な負荷を印加できず、特定ディマーにも印
加できなかった。
【００８７】
 前述した主要な問題点を再考すると、低ＲＭＳ電流を保証する十分に高い電圧を安定供
給することが必要であることが明確になった。この低ＲＭＳ電流は、特に入力が低“Ｌｏ
”であるときに供給レールにも重負荷を印加した。
【００８８】
 上述の対処の変更はチャージの際と同様にブースタ回路に関してであった。ブースタイ
ンダクタは入力レールから接地される。すなわち電源によって低インピーダンスとして見
做される。所望の入力レベルが低いときに、出力が適正位相にあり、コンパレータだけが
ＯＮおよびＯＦＦとなって供給を増加させるバック供給源とは異なり、問題点は、典型的
にはブーストトポロジーが状況情報または複合位相反転を必要とすることであった。ほと
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んどの現存トポロジーは同期的であり、ブースト初期化に必要な変換を同期化させるのに
固定クロックを必要とすると考えられている。チャージ電流、最大電圧および最低電圧を
個々にモニターするのに、恐らく非同期性は複数のコンパレータを必要とするであろう。
【００８９】
しかし、容易な解決法を保証するためには１つのコンパレータを使用する必要があること
が確認された。なぜなら、部分的には高速切換機能を備えた選択されたマイクロコントロ
ーラにおいて利用可能であり、部分的には従来のＰＷＭベースのＺ変換離散コントロール
システムを導入する試みが、ＣＰＵ電力、費用、サイズおよび複雑性の大きな改善を必要
としたからである。
【００９０】
これは、接地されたときにインダクタを流れる電流をモニターする１つのコンパレータを
使用し、ターゲット電流が達成されると解放し、ブースタ入力電力がバックとインバータ
ドローとの均衡に到達するまでその電圧が増加するバッファキャップにチャージ電流を送
る実験を必要とした。これに関する最初の自明な問題点は、インダクタが所望ターゲット
電流に到達した瞬間（シャントレジスタを通してモニター）、コンパレータはＯＦＦにな
り、シャントと脱係合し、コンパレータに低を検出させ、インダクタをほぼ瞬時に接地さ
せ、ラナウェイ継続電流となることである。
【００９１】
 調節（fix）は、フィルタされたＲＣネットワークであり、コンパレータが低入力を検出
する前に効果的に時間を遅らせた。但し、その遅延は２通りの作用をした。１つは上昇エ
ッジも遅延したことである。このことはコンパレータも遅すぎてターゲット電流に対応で
きなかっただけではなく、インダクタがＯＦＦとなる前にフィルタが目標値に到達する際
に直ちにそれがターンバックし、放電はほとんど不要であったことである。
【００９２】
これを解決するため、増加するインダクタ電流によってシャント電圧が増加するとき、フ
ィルタコンデンサを瞬時にチャージするダイオードを導入した。すなわち、チャージ時に
コンパレータはインダクタの瞬間電流をモニターしており、適正な瞬間にスイッチをＯＦ
Ｆにする。ダイオードが電流を分流器に戻らせないため、ＲＣフィルタは所望のレートで
、コンパレータを再びＯＮにトリガ処理する前にバッファコンデンサへの放電に十分な時
間をインダクタに提供できる時間だけ放電する。
【００９３】
 基本的に、１つのコンパレータだけを使用して、非常に単純ではあるが効果的なゼロオ
ーダ電流コントロールブースタトポロジー（zero order current）が得られた。
【００９４】
この技術は非常に好適に機能することが発見された。少なくともバックステージ負荷（bu
ck stage load）に関しては何の不都合も発生しなかった。すなわち、ＣＣＦＬガラスお
よび不可避な素子の誤差変動に対してもほとんど誤差が発生しなかった。何らかの理由で
負荷がバッファコンデンサから十分な電力を流出させなかったなら、やがてはブースタか
らの継続電流がバッファ電圧を故障状態にし、それに接続されている全てを破壊するであ
ろう。
【００９５】
この解決法は電圧ブースタに電圧リミットを適用することであった。最終的にはこのこと
は１つのレジスタの追加によって達成された。出力電圧が最大所望電圧を超えたなら、ヒ
ットされている目的の閾値になる抵抗値によって、インダクタＲＣフィルタレジスタをバ
ッファコンデンサに接続することで電圧分配器が提供された。これは図２のブロック２．
３、ブロック２．４およびブロック１．３間の接続にて図示されている。
【００９６】
この改善は、電圧分配器比によってプログラム可能な電圧を対象にすることを可能とし、
最大電流レートで探求することを可能とする。この設計は電流が制限され、電圧が調整さ
れた非同期ブースト回路であるが、それでも１つのコンパレータのみを使用する。
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【００９７】
この技術により、いかなる所与の波形に対してもバックとインバータ部に電圧入力を効果
的に保証することができるようになった。すなわち、素子の誤差、耐久性および現存のハ
ロゲンシステムにおける調光処理に望まれる十分に低いインピーダンスには殆ど依存しな
い。固定された高バッファ電圧（入力電圧との比較）は低インバータ電流を提供し、幹線
周波数（１００Ｈｚ）の２倍で運用される略矩形波であった。すなわち、ＯＮ状態時には
ＣＣＦＬは常に同輝度であったが、負荷サイクルはディマークロップ信号に対応して変化
し、多様な変圧器とディマーのためのＰＷＭコントロール調光が得られた。
【００９８】
 １形態ではブースタコントロール回路は、電源インピーダンスまたは負荷インピーダン
スを変圧器から隔離する変圧器の入力あるいは出力の２つの同タイプの素子が関与する均
衡インピーダンス変圧器システムを含んでいる。受動部はレジスタ、コンデンサまたはイ
ンダクタでよく、それぞれの受動部は所与の変圧器巻部および負荷と直列であり、それら
は互いに対称的に配置され、同タイプであり、対称的あるいは均衡した負荷となる値であ
り、それらの値は予め調整されて所望の負荷均衡状態を提供している。
【００９９】
 蛍光照明に関する１利用例では、受動部はコンデンサである。このような形態は多くの
利点を提供する。このような利用形態では、設計条件によっては、それらコンデンサ値が
等しい必要はない。
【０１００】
 均衡容量インバータは、限定はされないがＣＣＦＬ、ＣＦＬおよびＥＥＦＬを含んだ蛍
光照明媒体に対して以下の利点を有する。これらの利点は他の産業分野においても有用性
を有する：
 １．蛍光ランプ等のような非リニア負荷の隔離を通して変圧器での物理的振動を低減さ
せる；
 ２．近隣の金属との容量結合を均衡させ、危険な電圧を減少させる；
 ３．均衡結合は周囲金属を通じて普通に発生する漏電を大きく減少させる；
 ４．電圧は複数素子により共有されるので、低電圧定格コンデンサが電圧インバータの
ために利用できる；
 ５．利用条件を満たすために隔離コンデンサは直列の１以上のものでよい。この条件の
１例は電圧定格化である。
【０１０１】
 均衡受動変圧器システムは他の非リニア負荷からの変圧器の隔離を提供し、一般的な利
用性を有する。
【０１０２】
 前述の解説は本発明の１好適実施例のものであり、本発明の説明のみを目的としている
。電源およびその利用法の変形は本発明の範囲内で可能であり、本発明の範囲内に含まれ
るものである。
【０１０３】
 特に、本発明は外部電極蛍光ランプ（ＥＥＦＬ）において利用が可能である。ＥＥＦＬ
はＣＣＦＬに類似したものである。管の両端にて容量結合することで、ＥＥＦＬはガラス
内に延び入る電極を必要としない。その結果、電極の劣化が事実上排除されるため、大幅
に長い使用寿命が得られる。電気的にＥＥＦＬは、小さな調整だけでＣＣＦＬで使用され
る同種のコントローラと両立できる。よって、ＥＥＦＬと関連するので本発明の利用性が
理解されるであろう。
【０１０４】
 本発明は他の低電力手段および高電力手段にも利用できる。これにはさらに効果的なＬ
ＥＤベースの照明解決法およびＡＣ並びにＤＣの低電圧および高電圧利用のためにスケー
ル可能な電源のためのコントロールシステムも含まれる。このことは、ＬＥＤ１２Ｖダウ
ンライト代替品が現存の調光インフラとは両立できないために意義がある。
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【手続補正書】
【提出日】平成26年1月24日(2014.1.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
電力コントロールシステムであって、
電圧源をブースト処理及び／または降圧処理するための回路を含んでおり、
前記回路は複数のフィードバックセンサーと、ブースト処理及び／または降圧処理するた
めに一点でのみの比較を含み、
前記回路は、
複数のフィードバックセンサーと、一点での比較によってコントロールされ、
低い入力電圧における作動中に前記電圧源に低いインピーダンスを提供し、ハロゲン１２
Ｖインバータ及び調光回路のような高感度なアプリケーションによって電子変圧器または
ディマーの適切な運用を実施させることを特徴とする電力コントロールシステム。
【請求項２】
電力コントロールシステムであって、
前記回路はさらにインダクタを含み、
前記信号はインダクタ電流、ブースト電圧またはグローブ電流を含み、前記グローブ電流
は前記電力コントロールシステムによって制御されるグローブに供給される電流であって
、
前記一点での比較は論理比較を提供するコンパレータを含み、
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前記コンパレータは複数の信号と基準電圧を比較し、
すべての信号が基準電圧よりも低い場合、前記コンパレータは電流が前記インダクタを流
れるようにトリガ処理する信号を出力し、または
少なくとも1つの前記信号が基準電圧に達した場合、または基準電圧よりも高い場合、前
記コンパレータは前記インダクタから電流を放電するトリガ処理を行う信号を出力するこ
とを特徴とする請求項１に記載の電力コントロールシステム。
【請求項３】
ディマー及び／または電子変圧器に使用される電力コントロールシステムであって、
前記電子コントロールシステムは、
電流を制限して電圧制御された、インダクタとインダクタのチャージスイッチ、及び出力
のターゲットブースタ電圧を入力電流と比較し、前記インダクタのチャージスイッチを操
作する信号を出力するための１つのコンパレータを有するブースタを含み、
ＡＣ入力電流がコンパレータの基準値未満であると、前記ブースタは前記インダクタのチ
ャージスイッチをオンに切り替えることにより、インダクタを接地状態に固定し、それに
より、ディマー及び／または電子変圧器の通常運行を実行し、
前記入力電圧が上昇する場合、電流が前記インダクタを流れ、該電流が基準値に到達する
と、前記インダクタのチャージスイッチはオフとなり、
上記の動作は、サイクルを開始する前記ディマーまたは変圧器からの調光コントロール信
号の負荷サイクルに対応して、インダクタのチャージスイッチを周期的にＯＮ操作及びＯ
ＦＦ操作することを特徴とする電力コントロールシステム。
【請求項４】
放電ランプまたはＬＥＤランプのような電子デバイスを駆動するための装置であって、
前記装置は、
前記放電またはLEDランプを通じて電流を調節するために、整流AC電圧源を受領し、イン
ダクタと、調光コントロール信号の負荷サイクルまたはサイクルを開始する変圧器に対応
して振動するように取り付けられたインダクタのチャージスイッチを含む電力ブースタと
、
複数の入力センサーと１つのコンパレータを有するブースタコントロール回路と、を含み
、
前記コンパレータは前記複数のセンサーからの複数の信号と、コンパレータの基準電圧と
を比較し、前記インダクタのチャージスイッチを操作するための信号を出力し、
すべてのセンサー信号が前記基準電圧未満である場合、前記コンパレータは電流が前記イ
ンダクタを流れるように、前記インダクタのチャージスイッチをトリガ処理する信号を出
力し、または
少なくとも1つのセンサー信号が前記基準電圧に達した場合、または基準電圧よりも高い
場合、前記コンパレータは前記インダクタから電流を放電するよう前記インダクタのチャ
ージスイッチにトリガ処理を行う信号を出力する。
【請求項５】
電子デバイスを駆動するための装置であって、
複数の前記センサー信号は、
　（ａ）ブースタの出力電圧である、出力ブースト電圧
　（ｂ）前記電子デバイスのグローブに供給される電流である、グローブ電流
　（ｃ）前記インダクタを通る電流である、インダクタ入力電流
　（ｄ）一次変圧器電流
　（ｅ）光束
を含み、前記複数の信号はそれぞれ前記コンパレータの前記基準電圧と比較して拡大また
は縮小されたターゲット値を有することを特徴とする請求項４記載の装置。
【請求項６】
電子デバイスを駆動するための装置であって、
前記コンパレータは前記ブースト電圧と前記基準電圧とを比較し、接地状態にされたとき
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、前記ターゲットブースト電圧未満に降下すると、ターゲットブースト電圧を増加させる
ために、前記インダクタのチャージスイッチをオンにすることにより電力ブースタのイン
ダクタを介して電流を提供し、ターゲット電流が達成されたときに解放し、前記ターゲッ
トブースト電圧に到達すると前記インダクタのチャージスイッチはオフのままとすること
を特徴とする請求項５記載の装置。
【請求項７】
電子デバイスを駆動するための装置であって、
前記ブースタコントロール回路は、電圧器から供給源または負荷インピーダンスを隔離し
ている、該変圧器の入力または出力に2つの同一タイプの受動素子が関与する安定したイ
ンピーダンス変圧器システムを含み、前記受動素子はレジスタ、コンデンサまたはインダ
クタを含み、それぞれの受動素子は変圧器の巻部と直列であり、前記受動素子は対称的に
両側に配置されており、前記受動素子は対称的または均衡した負荷となる同値であること
を特徴とする請求項４から６のいずれかに記載の装置。
【請求項８】
放電ランプは蛍光照明器具であり、受動素子はコンデンサであることを特徴とする請求項
７記載の装置。
【請求項９】
前記ブースタコントロール回路は可変周波数キャリアで運用し、前記ブースタコントロー
ル回路は、前記ターゲットブースト電圧を前記基準電圧と比較することにより、前記基準
電圧を同期的及び継続的に調節することを特徴とする請求項６から８のいずれかに記載の
装置。
【請求項１０】
前記ブースタコントロール回路はダイオードを含み、前記ブースト電圧が前記基準電圧未
満である場合、前記ダイオードは前記電圧ブースタをチャージさせ、負荷へターゲット電
圧を放電する時に、前記コンパレータのリセットを遅延させることを特徴とする請求項６
に記載の装置。
【請求項１１】
前記放電ランプを流れる前記グローブ電流は前記調光コントロール信号の負荷サイクルで
変化することを特徴とする請求項６に記載の装置。
【請求項１２】
前記電力ブースタはトランジスタタイプのスイッチを含んでいることを特徴とする請求項
４記載の装置。
【請求項１３】
前記電力ブースタは降圧レギュレータを含んでいることを特徴とする請求項４記載の装置
。
【請求項１４】
開放型の空洞本体部を備えたハウジングを有した一体型光源であって、前記ハウジングは
請求項１から１３のいずれかによる電力コントロールシステムまたは装置を収容する大き
さであり、らせん状または環状のグローブが前記ハウジングに同軸に取り付けられている
ことを特徴とする光源。
【請求項１５】
一体型光源であって、
前記ハウジングは凸形状で外側に広がり、実質的に円錐台形状の外側反射要素を備えた凹
形状内側反射要素を有する中央錐形反射をさらに含んでおり、前記らせん状または環状の
グローブ体は、使用時に前記内側反射要素及び前記外側反射要素と相対関係に位置し、前
記らせん状のグローブ体から外側へ光を放出させ、
前記環状グローブのへリックスコイル間の間隔が狭まると、前記コイル内に捕獲される光
を抽出することにより、前記中央錐体は所与の間隔における光束量を増加させることを特
徴とする請求項１４記載の光源。
【請求項１６】
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前記中央錐形反射は通常には光を前記ヘリックスコイル内に捕獲し、前記環状グローブま
たは表面（LED環）を外向きにさせ、それにより、所与の反射設計の効率を向上させるこ
とを特徴とする請求項１５記載の光源。
【請求項１７】
前記中央錐形反射はコンパクト形蛍光ランプ（ＣＦＬ）、冷陰極蛍光管（ＣＣＦＬ）、発
行ダイオード（ＬＥＤ）を含む照明技術に使用される場合に、光学的な効率を改善するこ
とを特徴とする請求項１６記載の光源。
【請求項１８】
前記内側反射要素及び前記外側反射要素は前記ハウジングの前記開放性の空洞本体部と一
体となっていることを特徴とする請求項１５記載の光源。
【請求項１９】
ハウジングは、電気ソケットに容易に挿入できるように該ハウジングの本体よりも小さな
延出後部を含んでおり、延出コンタクトを介して電源に電気的に接続されることを特徴と
する請求項１４記載の光源。
【手続補正書】
【提出日】平成26年3月4日(2014.3.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
 本発明は電力コントロール（制御）システムに関する。特に、本発明は低電力光源のコ
ントロールに関するが、これには限定はされない。
【背景技術】
【０００２】
 照明装置からコントロールされた光出力を提供するための壁型調光器（以降“ディマー
”）が長年利用されてきた。ＡＣ（交流）幹線用の多種多様なディマーが利用できるが、
今日最も多用されているのは前縁および後縁ディマー(leading edge and trailing edge 
dimmer)として知られるものである。この技術は２０世紀初頭に開発されたものであり、
ディマーを適正に起動操作し、ラッチ操作するのに十分な負荷(load)を提供するために負
荷に大きく依存する（ほとんどの場合は白熱電球）。典型的には前縁および後縁ディマー
はシリコン制御整流器（ＳＣＲ）固体素子であり、ブレークオーバ電圧によって、または
ショットキーダイオードのような陽極（アノード）と陰極（カソード）との間の臨界電圧
上昇率を超えることでラッチ操作が可能である。前縁ディマーは正弦波の前縁を切り落と
し、後端ディマーは正弦波の後縁を切り落とす。
【０００３】
 ＳＣＲをコントロールしているディマー回路を流れる電流はＲＣネットワークを介して
起動機構もコントロールする。ここでは抵抗は実際の負荷（グローブ）自身である。すな
わち、もしインピーダンスが高すぎるか、あるいは負荷が容量性または誘導性であれば、
ＲＣネットワーク／起動レベルは閾値を大きく位相シフトさせることができず、場合によ
っては不安定になり、点滅現象が発生する（すなわち、大抵の現存エネルギー節約型グロ
ーブは従来構造では効率的に調光できない）。
【０００４】
 世界市場における低電圧（１２Ｖ）２０Ｗ～５０Ｗの二色ハロゲンダウンライトの利用
拡大は、ディマーおよび変圧器（２４０ＶＡＣ幹線を利用し、１２ＶＡＣに変換）の両方
の製造コストを、ダウンライトに非常に“低品質な”電力を供給するところにまで引き下
げた。商業施設、産業施設および住宅地でのこのようなシステムの設置には、不適切な設
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計がディマー、変圧器およびダウンライトに損傷を及ぼす可能性があるため、変圧器およ
びディマーの慎重な選択を必要とする。
【０００５】
エネルギー効率が高い照明は、ディマーおよび変圧器（典型的には１０Ｗ未満）の両方に
対して大幅に小さい負荷を与え、ディマーおよび変圧器にそれぞれの仕様を離れて作動さ
せる。これで以下を含む不安定性が発生する：
 １．低負荷での電流はディマーを最低仕様以下で作動させ、調光範囲を劣化させ、グロ
ーブ内で可視（点滅）となるエッジのトリガ操作における電位変動を引き起こす；
 ２．先端エッジと後端エッジの不安定性は磁性変圧器に壊滅的な誘導電圧によるパイク
現象を引き起こし、変圧器と照明器具に損傷を及ぼしかねない；
 ３．これら装置の切換モードの出力を減衰させ、安定性を維持するため、多くの電子変
圧器はその出力に低インピーダンス負荷（２０Ｗ～５０Ｗ）を必要とする；
 ４．設計された仕様（典型的には２０Ｗ～５０Ｗ）の範囲内に入らせるように出力電流
負荷を“感知”するため、低インピーダンス負荷の提供は多くの電子変圧器にとっては非
常に重要である。
【０００６】
 現在、３種の関係する独立技術分野が存在する。すなわち、冷陰極蛍光ランプ（ＣＣＦ
Ｌ）、発光ダイオード（ＬＥＤ）およびハロゲンダウンライトシステムである。
【０００７】
 通常の蛍光灯および白熱灯で見られる伝統的な加熱素子やフィラメントを必要とせずに
、冷陰極蛍光ランプ（ＣＣＦＬ）は特定波長光（赤、緑、青、ＵＶ、等々）あるいは所定
帯域幅（暖白色、熱白色、青白色）を発生させる。
【０００８】
 先駆者であるコンパクト蛍光ランプ（ＣＦＬ）は、大抵は折畳形成あるいは屈曲形成さ
れてコンパクト化された単純な伝統的な蛍光ランプである。この技術は白熱グローブより
も効率がよい。なぜならＣＦＬは絶対温度３０００度以上に加熱が必要なフィラメントを
必要としないからである。高温フィラメントの存在は過熱現象の主原因であり、最後には
フィラメントは蒸発によって落下し、あるいは点灯と消灯の反復による加熱と冷却の繰り
返しによる蓄積する力学的ストレスによって崩壊する。
【０００９】
 ＣＦＬとは異なり、冷陰極蛍光ランプ（ＣＣＦＬ）はフィラメントを持たない。その代
わり、発光物質のコーティングの励起に依存する。ＣＣＦＬは設計形態によっては１００
ルーメン／Ｗ以上を提供でき、加熱フィラメントの疲労劣化がないために２００００時間
以上にわたって使用できる。十分に大きな振幅および周波数のＡＣ電圧源が、所望の光を
発光させる十分なイオンを励起するのに必要である。典型的にはＣＣＦＬの電流は小さく
、大抵は約６ｍＡ以下である。最良効率は電源周波数が１０ＫＨｚ以上のときに達成され
る。
【００１０】
 ＣＣＦＬは商業的に２０年近く使用されてきており、フラットスクリーンテレビやラッ
プトップのようなＬＣＤスクリーンで一般的に見られる。これらのグローブ（電球）の光
出力は非常に効率的であるため、安定した電源を確保してコンスタントな光が提供される
ように注意が払われなければならない。数マイクロ秒以内の適用電力により発光するが、
照明器具自体が熱を持ち、加熱発光後に負性インピーダンスが所定の電圧に対してさらに
多量の電流を発生させて輝度を増す。
【００１１】
 通常、ＬＣＤテレビ等の商業的利用形態は、光出力を安定させて制御可能とする光セン
サ及び／又は電流センサを組み込んだ複雑なコントロールシステムを有する。
【００１２】
 典型的には、ＣＣＦＬ管は２ｍｍから５ｍｍの直径であり、管長は１００ｍｍから約５
００ｍｍである。典型的には、通常では５Ｖから２５Ｖである入力電圧を増加させるには
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インバータを必要とし、インバータの出力電圧を４００Ｖから１２００Ｖにし、グローブ
に流れる電流を約５．０ｍＡから６．０ｍＡとする。製造業者にもよるが、これで１８０
００から３００００ｃｄ／ｍ２の輝度で、３００００時間の使用寿命が提供される。従っ
て、高輝度、長寿命、高信頼性および設置容易性が提供される。
【００１３】
 ＬＥＤは、電圧が印加されて、電子が特定エネルギーバンドギャップを超えるとき所定
周波数の光を発光する非線形シリコンベースのＰＮ接合体である。ＬＥＤは狭範囲の波長
の光を発光し、ＩＲからＵＶに至るまで完全選択できる。しかし、このことによって白色
または暖白色のようなさらに広いスペクトルの光が所望されるときには問題が発生する。
発光物質コーティングのようなレトランスミッタ（再送達）物質が必要であるが、これら
の効果は限定的でしかない。別の問題点は、ハロゲン光分野で必要に応じて大量の光を発
生させるには比較的に大規模なエミッタを必要とするが、これら装置は非常に高価であり
、大電流での抵抗損失によって引き起こされる熱ストレスによる装置破壊を防止するため
に大掛かりな放熱措置を必要とする。
【００１４】
 別分野の低電力照明はハロゲンダウンライトであり、伝統的に１２Ｖである。なぜなら
幹線電力（１１０Ｖから２２０Ｖ）では、フィラメント技術の完成が容易ではなかったか
らである。熱反射、ＵＶフィルタおよびハロゲンガスを維持するフィラメントが関与する
複雑なシステムを利用したハロゲングローブは従来の白熱電球よりも少々向上したルーメ
ン／Ｗと使用寿命を達成する。白熱電灯系の一部としての白熱ランプは、フィラメントの
物理温度に従って発光する超高温フィラメントを利用する。運用は非常に簡単であるが、
発生する電磁エネルギーの帯域幅は広く、赤外線から紫外線にまで至る。このエネルギー
のほとんどは人間の眼に見える可視光線に変換され、非常に非効率な光源となる。漏電の
問題と、有効性が低いフィラメントは一般的に長い使用寿命を有する傾向にあるので、ほ
とんどのハロゲンランプは１０ルーメン／Ｗであるが、１５ルーメン／Ｗまで達成するこ
とが可能である。
【００１５】
 上述のように、大抵のハロゲングローブは１２ＶＡＣで使用される。よって、幹線電圧
を低下させるためには電力変圧器の形態を必要とする。初期の変圧器は磁性であり、鉄芯
周囲に異なる巻比のコイルを有していた。近年は電子変圧器が開発された。これら電子変
圧器は通常の変圧器とは非常に異なる作用を提供する（切換モード）。これらは一般的に
効率が優れ、過重な負荷を排除し保護すること、および穏やかな始動のような追加の安全
措置が講じられている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
 本発明の１つの目的は、低電力電灯のような製品のために低電力を供給する電源を提供
することである。
【００１７】
 本発明の別の目的は、従来技術の諸問題の少なくとも一部を克服するか、少なくとも改
善することができる電源を提供する手段および方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
 近年、様々な製造業者がエネルギー効率の良いハロゲン代替品を製造しようとしている
。これら全ては発光ダイオード（ＬＥＤ）技術に基づくものであるように思われる。現行
の適用手段は標準の整流器を備えた降圧回路（バッキング回路）を利用する。その結果、
電源は容量性の負荷を受ける。これで装置は、ステップダウンした負荷を駆動するのに十
分な電圧を受領しないか、高エネルギー及び／又は高周波スパイクが電源によって発生す
るので深刻な故障につながる。現在、基礎的なヒートシンク以外を利用する形態は市場で
は殆ど存在せず、小型の内蔵ファンを含むものでさえ存在する。追加の費用および利用の
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複雑性によって、大抵の形態は、規定効率および使用寿命を確定させるのに必須であるダ
イ（die）の温度に基づいてＬＥＤ電力を制限する能力を有していない。
【００１９】
 本発明の形態によれば、広範囲の電圧源を増強及び／又は降圧するための回路を含んだ
電力コントロールシステムが提供され、該回路は複数のフィードバックセンサを有し、ま
た該回路は信号と、増強及び／又は降圧のいずれかのセンサーとの一点（シングルポイン
ト）でのみの比較とを有し、該回路は複数のフィードバックセンサと一点での比較によっ
てコントロールされ、利用度が低い運用時に電源に低いインピーダンスを提供し、ハロゲ
ン１２Ｖインバータおよび調光回路のような敏感な電力供給時に適切な運用を確実に提供
することができる。
【００２０】
 さらに前記の回路はインダクタを含み、センサからの信号はインダクタ電流、ブースト
電圧またはグローブ電流を含み、グローブ電流は電力コントロールシステムによって制御
されるグローブに供給される電流を意味する。前記のシングルポイントの比較は、論理的
な比較を行うコンパレータを含む。該コンパレータは基準電圧への複数の信号を比較し、
すべての信号が基準電圧を下回る場合には、コンパレータは電流をインダクタに流すトリ
ガ操作をするよう信号を出力し、又は、少なくとも１つの信号が基準電圧と同値又は基準
電圧を上回る場合、コンパレータはインダクタから電流を放電するトリガ操作のための信
号を出力する。
【００２１】
 本発明の別の形態によれば、ディマー及び／又は電子変圧器に利用するための電力コン
トロールシステムが提供される。電力コントロールシステムはインダクタを備える電流が
制限され、電圧が制御されたブースタと、インダクタチャージ（給電）スイッチと、出力
されたターゲットブースト電圧と入力電力を比較し、信号を出力するただ1つのコンパレ
ータを含み、インダクタチャージスイッチを操作する。ここでは、ＡＣ入力電流がコンパ
レータの基準よりも低い場合には、ブースタは、インダクタチャージスイッチをＯＮに切
り替えることによりインダクタを設置状態にロックし、ディマー及び／又は電子変圧器の
通常運用を可能にし、入力電圧が増加した場合、電流がインダクタを流れ、電流が基準に
達すると、インダクタチャージスイッチはＯＦＦに切り替わる。このプロセスにより、デ
ィマー又はサイクルを開始する変圧器からの調光コントロール信号の負荷サイクルに応じ
て、周期的にインダクタチャージスイッチをＯＮ操作とＯＦＦ操作が行われる。
【００２２】
 本発明の別の形態では、ＬＥＤランプのような電子機器を駆動する装置をも提供する。
この装置は以下の要素を含んでいる：
整電ＡＣ電圧源を受領する電力ブースタで、放電ランプあるいはＬＥＤランプを流れる電
流を調整するために、ディマー又はサイクルを開始する変圧器からの調光コントロール信
号の負荷サイクルに応じて、振動するように配置されるインダクタとインダクタチャージ
スイッチを含む。ブースタコントロール回路は複数の入力センサとただ１つのコンパレー
タを備え、コンパレータは複数のセンサからの複数の信号と、コンパレータ基準電圧とを
比較し、インダクタチャージスイッチを操作するための信号を出力し、すべての信号が基
準電圧を下回る場合には、コンパレータは電流をインダクタに流すトリガ操作をするよう
信号を出力し、又は、少なくとも１つの信号が基準電圧と同値又は基準電圧を上回る場合
、コンパレータはインダクタから電流を放電するトリガ操作のための信号を出力し、これ
により電流をインダクタから放電する。
【００２３】
複数のセンサ信号は、以下を含む場合がある。（a）ブースタの出力電圧である出力ブー
スト電圧、（b）電子機器のグローブに供給される電流であるグローブ電流、（c）インダ
クタを流れる電流であるインダクタ入力電流、（d）変圧器一次電流、（e）光束。それぞ
れの複数の信号はコンパレータの基準電圧に関連して増減されるターゲットブースト電圧
を備える。
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【００２４】
ある実施形態においては、コンパレータはブースト電圧と基準電圧とを比較し、所定のタ
ーゲットブースト電圧未満に降下したら、インダクタチャージスイッチがＯＮに切り替わ
ることにより接地状態とされたときに、電圧ブースタのインダクタを介して電流を供給し
、ターゲット電流が達成されると解放し、ターゲット電圧ブーストを増加させ、所定のタ
ーゲットブースト電圧であればインダクタチャージスイッチはＯＦＦのままである。
【００２５】
 １実施態様においては、ブースタコントロール回路は、変圧器から電源または負荷イン
ピーダンスを分離している変圧器の入力または出力における２つの同型の受動素子が関与
して安定した（バランス）インピーダンス変圧器システムを駆動する。ここで受動素子と
はレジスタ、コンデンサまたはインダクタであり、それぞれの受動素子は、変圧器の巻線
および負荷と直列状態に置かれ、受動素子はそれぞれ対称的に対向して配置され、受動素
子は対称的、又は安定した負荷をもたらす同一値である。
【００２６】
ブースタコントロール回路は様々な周波数のキャリアで作動し、ブースタコントロール回
路はターゲット電圧ブーストを所定のターゲット電圧ブーストと比較することにより、非
対称的および継続的に所定のターゲット電圧ブーストを調整する。
【００２７】
 ブースタコントロール回路はダイオードを含むことができる。ブースト電圧が基準電圧
を下回る場合、ダイオードは電圧ブースタを充電し、電圧が負荷を介して放電される場合
コンパレータのリセットを遅延させる。
【００２８】
この装置は、インダクタの負荷サイクルとランプ電流との間の関係に従って変動する調光
コントロール信号の負荷サイクルを有することができる。
【００２９】
この装置は、バックロイヤトポロジー(buck royer topology)を備えたバッファコンデン
サをさらに含むことができる。ここでは、ソフトウェアはロイヤのチューニング処理され
たタンク回路がゼロ電圧に接近する正確な時刻に、降圧を開始(fire)操作する。タンク回
路は変圧器によく用いられるものであり、放電ランプで十分に効率的である周波数にチュ
ーニング処理できる。
【００３０】
この装置は、調光コントロール信号の負荷サイクルで変動する放電ランプを通流するグロ
ーブ電流を有することができる。
【００３１】
この装置は、トランジスタタイプ及び／又はシリコンスイッチを含んだ電力ブースタを有
することができる。
【００３２】
この装置は、降圧レギュレータを含んだ電力ブースタを含むことができる。
【００３３】
 本発明は、開放型の中空体（hollow body）を備えるハウジングを有した統合した光源を
さらに提供する。このハウジングはハウジングに共軸的に取り付けられた電力コントロー
ルシステムまたは上記の装置、及びらせん状の電球（ヘリカルグローブ）または環状の電
球（ハローグローブ）を収容するサイズである。
【００３４】
ハウジングは好ましくはさらに、凸状フランジを有して実質的に円錐台形である外側反射
要素が適合状態で取り付けられている凹状内側反射要素を有する中央錐形反射を含んでい
る。このヘリカルグローブまたはハローグローブはその利用時に内側反射要素および外側
反射要素と相対的に配置が可能であり、ヘリカルグローブまたはハローグローブから光を
外側に投射させ、ヘリカルグローブのらせん状のコイル間の間隔が減少すると、中央円錐
体はコイル内に捕獲された光を抽出することにより、所定のスペースのための光束の量を
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増加する。
【００３５】
 反射要素は利用可能な光のさらに高い利用によって追加の輝度出力の発生を助け、効率
を増大させる。反射要素は、光源の外側で光を捕獲して誘導することでこの改善された効
率を達成し、内部でも光を捕獲して誘導する。
【００３６】
 反射は巻かれたらせん状の構造物（コイル）内で通常に捕獲される光を外側に導き、所
定の反射設計の効率を増強させる。理論には拘束されないが、その所定の設計によりコイ
ル内に捕獲される光の抽出において、らせんコイル（へリックスコイル）間の空間が狭い
ほど、反射要素の効率は高くなる。さらなる利点には以下が含まれる：
 １．ハロゲンダウンライトの交換には物理的にコンパクトな製品を必要としており、反
射要素は、所定のスペースにフィットすることができる照明器具を効果的に最大化させて
利用を便利にしている；
 ２．反射要素は、限定はしないが、ＣＦＬ、ＣＣＦＬ、ＬＥＤ、等々を含む様々な照明
技術のための重要な光学的効率改善を提供する。
【００３７】
  中央錐形反射は好ましくは、らせん状コイル、ハローグローブまたは表面（ＬＥＤリン
グ）内で通常に捕獲される光を外側に導き、所定の反射設計の効率を増強させる。
【００３８】
反射する中央錐形は、電球型蛍光ランプ（ＣＦＬ）、冷陰極蛍光ランプ（ＣＣＦＬ）、発
光ダイオード（ＬＥＤ）を含む照明技術のための重要な光学的効率改善を提供する。
【００３９】
 内側及び外側の反射要素は、好ましくはハウジングの解放された中空体と一体である。
ハウジングはハウジング体よりも小型である突出した背部部を含むことができ、小型ソケ
ットにさらに容易に挿入でき、突出したコンタクトによって電源に容易に接続できる。
【００４０】
 本発明は、新規な電源および新規なハウジングによって増強されることにより、小型ダ
ウンライト器具で使用されるＣＣＦＬあるいは他のらせん状の電球（ヘリカルグローブ）
または環状の電球（ハローグローブ）の利用機会を初めて提供する。
【００４１】
また本発明は、二色ハロゲンダウンライトのために現存のインフラに設置できる冷陰極蛍
光ランプ（ＣＣＦＬ）ベースの後付用製品を提供することもできる。この技術はそれらに
匹敵する光量を放射するが、電力の消費は大幅に少ない。この電力の減少は運用コストを
大きく低減し、２００００時間の利用期間と相俟ってその技術はハロゲンダウンライト技
術に成り代わる理想的な候補である。
【００４２】
これは以下の２つの理由で重要な意味がある：
 １．このトポロジーは、１つのコンパレータのみを使用し、電流制限され、電圧制御さ
れたブースタである；
 ２．ＡＣ入力電流が低すぎるとき、典型的には２オーム未満であるＲｓを介してインダ
クタを接地状態に固定するのでブースタは非常に低いインピーダンスとして表れるであろ
う。あるいは、ディマーと電子変圧器の両方の通常作動に十分なインピーダンスとして表
れる。電力が回復すると、変圧器が新しいサイクルを開始するか、調光のトリガ操作によ
って、インダクタのチャージサイクルが再開し、必要な電力のみを導入させる。
【００４３】
 本発明の好適ないくつかの実施例を添付図面を利用して以下で詳細に解説する。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明による低電圧照明具のための電源の１実施例の最上位のブロック図である
。
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【図２】本発明による低電圧照明具のための電源の１実施例のブースタの論理ブロック図
である。
【図３】本発明による低電圧照明具のための電源の１実施例のブースタのブロック図であ
る。
【図４】本発明による低電圧照明具のための電源の１実施例の区分回路図である。
【図５】従来技術のハロゲンと、延伸ハウジングを備えた本発明の低電圧照明具のための
電源を備えたＣＣＦＬと、本発明の新規な改良ハウジング内の低電圧照明具のための電源
を備えたＣＣＦＬの側面図と断面図である。
【図６】従来技術における他の大きさの照明器具と比較した、新しいデザイン（２番目）
の側面図を比較したものである。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
図１には、新規であって進歩的な方法で従来技術の課題を解決するソフトウェアおよび独
自のハードウェアのコントロールシステムからなる複雑な実施形態を単純化したブロック
図が示されている。
【００４６】
図１で示すように、単純なＡＣ整流およびスムージング（ブロック１．１）の後で、新規
な電流制御電圧ブースト電源トポロジー（ブロック１．２）が不安定なＡＣ電源を安定し
た１００Ｈｚ（または電源の基礎周波数の２倍）のパルス幅変調（ＰＷＭ）電圧に変換す
る。この負荷サイクルは入力電力の二乗平均平方根（ＲＭＳ）電圧を表わす。ＰＷＭ負荷
サイクルはＡＣ入力ＲＭＳ電力が移行するときに調節される。ブースタコントロール回路
自体は非同期であり、ターゲットブースト電圧が変動する際に連続的に調整される。Ｖｂ
ｏｏｓｔ（ブースタ出力電圧）はバッファコンデンサ（ブロック１．３）に保存される。
このターゲットブースト電圧値は、電流制御電圧ブースト電源トポロジー（ブロック１．
２）内のコンパレータに通じる電圧分配器によってモニターされる。
【００４７】
 論理モードの運用から（および図２を参照）、明確な論理的意味合いで、回路は、信号
をバイアスし、その精度に影響を及ぼすであろう干渉を発生させずに全入力信号を組み合
わせる。各入力信号センサー（Ａ、Ｂ、Ｃ）は、測定対象の信号のターゲット値（電流、
電圧、位相、あるいは他のパラメータ）が所望値でコンパレータ（Ｄ）規準電圧と等しく
なるように加重処理または拡大縮小される。
【００４８】
 出力は、効果的に下記のデジタル論理式として与えられる。
 

言うまでも無く入力数に理論的制限は存在しない。
【００４９】
コンパレータ（Ｄ）入力による電圧は入力の最高値である。もし最高入力値が基準電圧を
超えれば、コンパレータは低を出力し、ブーストインダクタ用のチャージスイッチを切る
。いずれの入力電圧も閾値を超えなければ、コンパレータは高を出力し、ブースタインダ
クタをチャージする。この場合、インダクタ電流はインダクタ電流センサー（Ａ）によっ
てモニターされ、やがてセンサーはコンパレータ（Ｄ）にコンパレータ基準電圧値を超え
た信号を提供し、インダクタのチャージスイッチを切る。これでインダクタはブースタ出
力コンデンサ（コンデンサ）に放電する。ローパスフィルタの形態であるために電流セン
サーＲｓを通じてインダクタ電流はチャージすることはないが、インダクタ電流センサー
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は、短時間は高のままである。
【００５０】
やがてインダクタは放電し、電流センサー（Ａ）の信号電圧を低減させる。どの信号も基
準電圧を超えなければ、インダクタチャージプロセスは再スタートする。しかし、もしブ
ーストインダクタ放電がブースト電圧（Ｂ）またはグローブ電流（Ｃ）を十分に上昇させ
、片方または両方が基準電圧を超えるなら、コンパレータ（Ｄ）の出力は低のまま残る。
この回路はこの状態に残り、ブースト電圧はターゲット電圧、従ってコンパレータ基準電
圧を超えない。
【００５１】
このように、コントローラは１以上のターゲットに到達するまで運用できる。本発明の実
施例はグローブバラスト（globe ballast）で、負荷、この実施例ではグローブ、を介し
て電力を制御するためのものである。グローブ電力が最初に適用されると、全信号（イン
ダクタ電流、ブースト電圧及びグローブ電流）は低になり、コンパレータ（Ｄ）を作動開
始させる。インダクタはターゲット電流である所望の最大電流に到達するまでチャージし
、そこでブーストインダクタはチャージを停止し、ブースタ出力コンデンサに放電を開始
する。これはブースト電圧かグローブ電流がその目標値に到達するまで継続される。グロ
ーブがＣＣＦＬである実施例において、もし、ＣＣＦＬが冷状態であれば、あるいは古け
れば、ＣＣＦＬを作動させるターゲット電流に到達するのに必要な出力電圧は、ガラスが
さらに新しく、さらに暖かい場合よりも高い。よって、このことは、ブースタ電圧センサ
ー（Ｂ）がグローブ電流センサー（Ｃ）に先立ってターゲット値に到達することを意味す
る。しかし、ガラスが温まるに従ってグローブのインピーダンスは降下し、同じ電圧に対
して電流量が増加する。やがて、グローブ電流は十分に高くなり、ターゲットグローブ電
流に到達する。すなわち、コンパレータ（Ｄ）はグローブ電流に対してトラッキング（追
尾）し、ブースト電圧に対してはトラッキングしない。
【００５２】
これで暖かいときには過剰電力でグローブをオーバドライブすることなく最も速いウォー
ムアップが保証される。
【００５３】
 駆動スイッチ（インダクタ充電スイッチ）は起動のために低信号を必要とするであろう
から“ＯＲ”または“ＮＯＲ”の選択は任意である。両コンパレータが入力を共有するが
、出力は独立形態である同一電源で降圧とブーストの両方を調節するために、異なる設計
の２つのそのような電力コントローラが使用されれば有益である。本発明の解決法は、起
動のために論理“Ｈｉ”を必要とするＮ－ＦＥＴを備えた誘導性負荷の負スイッチングを
有し、従って“ＮＯＲ”ゲートは論理解決法である。もし“ＯＲ”ゲートが好まれれば、
コンパレータへの加算入力と基準入力を単に交換するだけである。
【００５４】
図３と図４は図１と図２で図示する一般構造を利用した特定システムについて言及してい
る。図３は電圧（ブロック３）を示し、ブーストインダクタ（ブロック３．２）を介して
、高電圧バッファ電圧（ブロック１．３）を提供する。コンパレータシステムはそれらの
間で使用される。このシステムは特にＶｉｎ＜Ｖｏｕｔの関係の時に機能する。
【００５５】
スイッチング（切換え）が瞬間的なものではなく、従って信号が反応するための機会を提
供する前に、システムが再トリガ処理されるのを防止するため、インダクタ電流放電フィ
ルタ（ブロック３．３）が提供される。出力電圧バッファＶｏｕｔ（ブロック１．３）の
ブースト電圧分配器（ブロック３．４）は分割電圧をコンパレータ加算ポイント（ブロッ
ク３．６）に入力する。この値はコンパレータ（ブロック３．８）によってコンパレータ
の基準電圧であるＶｒｅｆ（ブロック３．７）と比較され、コンパレータは必要な電圧未
満であればブーストインダクタの負荷サイクルを変更し、負荷であるＶｏｕｔにさらに電
流を提供するようにトリガ処理する。
【００５６】
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 Ｖｂｏｏｓｔがそのターゲット値未満に降下すると、コンパレータが起動し、整流器コ
ンデンサンスに接続したインダクタを、電流センサーレジスタＲｓを介して接地状態に導
く。Ｒｓでの電圧は、Ｖｂｏｏｓｔ電圧分配器と同じ接点でショットキーダイオードを介
してコンパレータにも供給される。そこでＶｂｏｏｓｔ電圧分配器および高速スイッチン
グコンデンサの低レジスタを使用して形成されたＲＣネットワークによってフィルタ処理
される。その結果、コンパレータを（ショットキーを介して）トリガ処理するのに十分に
高い電流にインダクタが到達したとき、高ピークはコンデンサ内に瞬時に保存されるが、
ＲＣネットワークを介して放電するだけである。このことは、インダクタに過剰にチャー
ジさせないために重要であり、バッファコンデンサに放電するための十分な時間が与えら
れる。
【００５７】
 一旦、インダクタ電流がそのターゲットインダクタ電流に達すると、つまりピークイン
ダクタ電流が検出されるとコンパレータはＯＦＦになり、通常のブースタ形態に応じて、
チャージされたインダクタを別のダイオードを介してバッファコンデンサに強制的に放電
させる。インダクタが放電する際にＶｂｏｏｓｔは上昇するであろう。コンパレータ入力
でフィルタＲｃネットワークも放電するであろう。その結果、やがてはコンパレータ高に
電圧分配器入力を保持するよう、十分に高いレベルにＶｂｏｏｓｔが到達するか、ＲＣネ
ットワークが放電し、コンパレータをＯＮにしてインダクタに再びチャージする。
【００５８】
これは２つの理由で重要である。まずこのトポロジーは電流制限および電圧制御されたブ
ースタであり、１つのコンパレータのみを利用していることである。次にＡＣ入力電流が
低すぎると、ブースタは、Ｒｓ（典型的には２オーム未満）を介してインダクタを接地状
態にロックするので非常に低いインピーダンスとして表れるであろう。あるいはディマー
と電子変圧器の両方の通常運行に十分なものとして現れるであろう。電力が回復すると、
変圧器が新しいサイクルを開始するか、調光トリガ処理のために、インダクタチャージサ
イクルが再開し、必要な電力のみを導き出すであろう。
【００５９】
バッファコンデンサは十分に安定的なエネルギーが同期バックロイヤトポロジーに利用可
能であることを確実にする。ソフトウェアでコントロールされているバックは、ロイヤの
調整されたタンク回路がゼロ電圧に近づく正確な時間に開始（fire）処理される。典型的
にはタンク回路（一次および二次）は、変圧器によく用いられるものであり、ＣＣＦＬで
効果的であるように十分に速い周波数にチューニングされる。現在の解決法は約６０ＫＨ
ｚを使用するが、これは所与の変圧器に対しては任意であると考えられる。降圧期間は、
通常のＣＣＦＬの遅いウォームアップ期間を加速するように調節できる。
【００６０】
ブースタがそのようにコントロールされている安定した出力を供給するので、バック負荷
は固定が可能であり、さらに安定したロイヤ周波数が得られる。ソフトウェアでコントロ
ールされた同期のロイヤネットワークを使用する際に、現在の解決法はトランジスタの代
わりに高電流ＦＥＴを使用する。典型的には、これではハロゲ変圧器により供給される比
較的に低電圧で同一効果を提供することはできない。
【００６１】
 図４には低電圧のための電源の部分の分離回路図が存在する。図４は、この明細書で解
説されている様々な部分を図示する。特に以下である：
 １．入力調節；
 ２．ブースタ部；
 ３．バック部；
 ４．コントローラ部；
 ５．インバータ部；
 ６．電圧レギュレータ。
【００６２】
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 入力調節部は取付式のツェナーダイオードを有し、高電圧スパイクが回路の残り部分に
到達するのを防止しているが、上記のアイテム１、３、５および６は基本的には標準形態
のものである。インバータの二次段階の電流センサー形態はグローブ電流モニターを実施
させる。レギュレータはコントローラ回路がそれを必要とする場合の実施例として図示さ
れている。
【００６３】
ブースタ部は、切換トランジスタの電源に電流センサーレジスタを含ませるべく標準のブ
ースタ形態がどのように改良されるかを示す。これは前述のようにコンパレータに送られ
る前にフィルタ処理される。さらに電圧分配器が存在し、ブースタト電圧に同じフィード
バック通路を介してモニターさせる。
【００６４】
コントローラ部は、ターゲットの形態が自励振動ロイヤ回路を有する場合にはコンパレー
タを含むだけであろう。しかし、本発明の形態は、説明のために図示されている、電圧バ
ックを備えた同期インバータを利用する。レギュレータ、整流ブリッジ、トランジスタ、
ダイオードおよび複数のコンデンサとレジスタを含んだ全半導体素子は独立させることも
、あるいは１体の集積回路内に組み込むこともできる。
【００６５】
 上記の技術が現存の１２ＶＡＣＭＲ１６のハロゲングローブ市場を目指す場合には、形
状因子（フォームファクタ）は大抵の現存ソケットに適合しなければならず、バラストコ
ントローラ全体は両面型の３６ｍｍ径ＰＣＢ内に、約１２ｍｍの深さで存在しなければな
らない。
【００６６】
 本発明の実施形態はハロゲングローブに適用されるときには統合した光源であり、放電
ランプと、放電ランプを起動させる装置の組み合わせを含むみ、統合した光源は開放型の
中空体を備えるハウジングを有し、ハウジングは放電ランプと放電ランプを駆動する装置
を収容するサイズである。放電ランプはハウジングに共軸的に取り付けられたヘリカルグ
ローブである。
【００６７】
図５には、本発明の可能なＣＣＦＬ形態の典型的ハロゲングローブの形状因子の比較が図
示されている。ＣＣＦＬへリックスグローブは従来の“ポイントソース（点光源）”ハロ
ゲン白熱グローブよりも図抜けて大きい。その結果、その寸法が利用可能なスペースのほ
とんどを占めるシリンダにＣＣＦＬが近づくなら、点光源を焦点させる標準のパラボラ鏡
は実効性がなくなる。
【００６８】
図５のグローブ２は、ヘリックスとバラストがＭＲ１６コネクタと、その底部のガラスプ
レート内にいかに提供されているか図示する。しかし、その結果、光出力の大部分が内部
反射し、出力全体を減少させている。ヘリックス形状因子の別問題は、ほぼ半分の照明具
平面全体がヘリックス内であり、さらなる内部損失を招く。さらに、ＭＲ１６のウェッジ
がバラストハウジングに置換されており、雌型コネクタが利用できないであろう。
【００６９】
これら諸問題にも拘わらず、ユーザによっては形状因子がさらに美的であると考えるかも
知れない。特にグローブが完全にリセス（凹状）している状態の場合はそうであろう。
【００７０】
図５のグローブ３はグローブ２の変形である。ここで反射深度は減少されて反射角度が最
良化されており、内部反射ではなくグローブからの放射線を形成する。さらに、内部反転
反射が存在し、可能な限り多くのヘリックス内部光を外側に焦点処理し、利用可能な光を
さらに有効に利用する。反射には凸状に延び出るフランジ型円錐台外側反射要素が取り付
けられている。これはハウジングから部分的に外側に延び出るヘリックスを有する犠牲を
払って実行されている。このことは幾ばくかの発散光（利用形態による）をもたらすこと
があるものの、これはＭＲ１６ウェッジがまだ存在し、存在するＭＲ１６雌型ソケットと
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の両立性を可能とする。
【００７１】
 低電圧のための電源が実質的な有効性を有することが示された。この電流グローブ構造
は安定的であるが、以下を含む問題のさらなる改善が必要である：
 １．電子変圧器によっては電力コントロール最小負荷により望まれるものより弱光のま
まである；
 ２．不充分な負荷による現存ディマー形態の不安定な調光；
 ３．電圧と入力電流はコントロールされるが、ランプ電流またはグローブ電流は直接に
は調整されず、長いウォーミングアップ時間が必要になる。
【００７２】
 第１の問題点は現存するトポリジーを利用するためにチューニング処理できることであ
る。しかし、これはディマーの調光の安定性の犠牲を伴う。単純な解決法は整流器コンデ
ンサンスを増加させることであるが、さらに不安定な変圧器でＲＭＳ電力を増加させるで
あろう。しかし、グローブの負荷が一層容量的になるため、ディマーによってはビートパ
ターン（beat pattern）を発生させ、ユーザの邪魔になる。さらなる利点は最大ブースタ
スイッチング速度と電流を増加させ、バッファ容量を増加させることで可能であると考え
られる。
【００７３】
 第２の問題点の解決法は、通常の家庭用機器と同様にディマーにさらに多くのグローブ
を持たせることである。通常のハロゲングローブはほぼ常に１つのディマーに対して複数
のグローブで設計されている。すなわち６Ｗだけの電力コントロール負荷でも４つのこの
ようなグローブで２４Ｗとなり、従って最低ディマー必要条件を超える。
【００７４】
 第３の問題点の解決法としては、１つだけのコンパレータを使用して電圧と電流を同時
に基準電圧と比較するとき、さらに別な信号（グローブ電流のもの）を加えることが可能
なことである。さらに別な電流の分路を使用することで（今回は、高電圧、低電流出力ス
テージ）、グローブ電流の波形（図３、ブロック３．５）をモニターすることができる。
追跡を回避するために信号を十分に整流してスムージングすることで、得られるセンサー
は、デジタル論理においては“ＯＲ”ゲート（あるいはこの特殊な場合には“ＮＯＲ”）
に類似する他のもの（ブースト電流および電圧）と組み合わせることができる。
【００７５】
本発明のアナログシステムの場合には、コンパレータ基準値を超えるものは全て“１”と
考え、それ未満は“０”と考える。この意義は、複数の数の入力を比較することができる
ことであり、そのいずれもそれぞれの目的の値、従ってコンパレータ基準値を超えること
でブースタをＯＦＦ状態にすることができる。例えば、電力が始めて適用されると、イン
ダクタ電流、ブースタ電圧およびグローブ電流は全てそれぞれの目的の値、従ってコンパ
レータ基準値よりはるかに小さくなるであろう。これで“ＮＯＲ”ゲートを高くし、全入
力を低くする。これでインダクタチャージングが開始する。やがてインダクタ電流がそれ
ぞれの目的の値、従ってコンパレータ基準値に到達し、ＮＯＲに“１”を電流感知ライン
に登録させ、ゲートをＯＦＦにする。もし所望のブースト電圧が検出されたら、それも高
いと見做され、他の入力を無視してＮＯＲゲート出力を低く保つであろう。同じことがグ
ローブ電流にも言える。
【００７６】
それぞれの目的の値（インダクタ電流、ブースト電圧、グローブ電流）が“プログラム”
可能であり、最大ブースト電圧は実際に少々高くなるので、これはウォームアップ時間を
大きく短縮させるであろう。すなわちグローブ電流が達成されるまで、当初のブースト電
圧はさらに大きい。グローブがウォームアップするに従ってグローブインピーダンスは、
グローブ電流がさらに低いブースタ電圧によって維持できるようになるまで降下する。こ
れでグローブ電流でのＮＯＲゲートトラッキングによって“Ｈｉ”としてはトリガ処理さ
れることはなくなる。
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【００７７】
 実際には、個々のセンサーはデジタル信号として処理されるが、それらはもちろんアナ
ログであるため、個別のセンサーに干渉させないことが重要である。電力コントロール利
用形態においては、ブースタ電圧とインダクタ電流フィルタとを１体に組み込んで素子と
ＰＣＢのスペースが節約できることが発見された（概念的にはそれらは別々の信号である
）。もし必要であれば、上述と同じ方法で出力電圧をモニターすることもできる。信号を
組み合わせて隔離することは、ダイオード（図３、ブロック３．２）を使用すれば実行で
き、信号がコンパレータ（図３、ブロック３．８）に到達する前に実行されなければなら
ない。コンパレータ入力の電圧は入力の大きな方の電圧である。これは基準電圧（図３、
ブロック３．７）と比較した値である。
【００７８】
 本発明の重要性と発明性の理解は、本発明が導き出されたプロセスの検討により増強さ
れるであろう。本発明の開発は２つの明確な分野であるＣＣＦＬと低電力ハロゲン照明具
から誘導されたことが理解されるであろう。しかし、技術の各部分の利用は単純なもので
はなく、このような広範な領域を組み合わせることに関する特殊な問題を克服するには研
究開発を必要とした。
【００７９】
 多様なハロゲンバラスト（ディマーの存在有／無）からの電圧出力は相当程度に変動す
るであろう。すなわち、ＣＣＦＬのような高効率照明システムに効率的に電力を供給する
前に大量の条件調整が必要である。ＣＣＦＬは超高温の純粋なエネルギーのキャパシタン
スを通じて電力変動を平均化する加熱要素には頼らないため、電源の最も小さな変動でさ
えも照明出力の変動から絶望的な故障に至るまで起こし得る。
【００８０】
 ＬＣＤ表示装置に使用されるコントローラを検査したとき、入力電圧は正確でなければ
ならないため、複雑性および形状因子が利用できないことが発見された。効率はたった５
０％程度であった。コストも膨大であった。
【００８１】
 存在する２４０ボルトのＣＣＦＬとＣＦＬ回路を考察すると、発見されたほとんどの例
は、高周波ＡＣ反転のための変圧器フィードバック回路駆動トランジスタを利用したもっ
とも基本的なロイヤ回路に依存していた。これは十分に安定した高電圧ＡＣ源では良好に
動作したが、大抵の電子変圧器および調光形態では効果がなかった。また、問題になるの
は、トランジスタが大量に電力降下させ、効率（およびバラストの有効寿命）を大きく低
下させるので、２４０ＶＡＣと較べて１２ＶＡＣ電源で必要な比較的に高い電流であった
。
【００８２】
 最初の試みは、電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）を使用してハロゲンバラストから直接
的に送られてくる電力を整流、フィルタ、およびインバート処理し、それをＣＣＦＬグロ
ーブへの昇圧変圧器に送ることであった。この形態は図１のブロック１．１をブロック１
．４と統合することと同じであった。しかし、これには大きな障害があった。それらの一
部はつぎのようなものである：
 １．幹線電力の変動の過敏性により光出力が変動した；
 ２．サージとスパイクが回路の熱焼損を引き起こした；
 ３．調光時にディマーが変動した；
 ４．ディマーは半輝度を超えては調光しなかった；
 ５．電子変圧器によっては不充分な負荷によりＯＮ状態にならなかった；
 ６．異なる変圧器が異なる平均光出力（出力ＲＭＳ電圧は変動）を発生させた；
 ７．変動電圧レールは、自然共鳴周波数がドリフトし、不安定で非効率な光出力となる
ことを意味した；
 ８．低ＲＭＳ電圧は、一次変圧器での大電流を意味し、高い抵抗損失となった。
【００８３】
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 ＡＣ電力振動（オシレーション）の特徴、調光トポロジーおよびバラスト多様性のよう
な現存の幹線並びにハロゲンインフラの研究を通じて以下が発見された：
 １．ディマーは典型的には運行に１０Ｗの最低負荷を必要とし、その負荷は大きな位相
シフト（容量性あるいは誘導性）を持ってはならない；
 ２．電子変圧器は出力調整に最低負荷を必要とする；
 ３．磁性変圧器は、ディマーを利用するように設計されると危険なほど高い電圧スパイ
クを出力するかも知れない（特に選択ディマーが不正確タイプ（降下エッジｖｓ上昇エッ
ジ）である場合）。
【００８４】
さらに、ＣＣＦＬの特徴の研究により以下が発見された：
 １．ＣＣＦＬガラス管はインピーダンス総量に比例して増加する種々な長さで入手でき
るが、最良の光出力と有効利用できる寿命のための定格の運用電流は６ｍＡである；
 ２．インピーダンスは少々容量性であり、温度と共に変動する。グローブが暖かいほど
インピーダンスは低くなり、同じ入力電圧では電流が増加する。その結果、一定電圧が供
給されるなら、温度が約４０度から５０度に上昇すると数分間にわたって光は明るくなる
；
 ３．ウォームアップ時間は周囲温度、入力電力、ガラスの古さ等の因子によって変動す
る。
【００８５】
 一次変圧器に供給する降下電圧の固定降圧期間を、通常の非同期性である１つのコンパ
レータ電流調整バックと交換することを含んで、様々な解決法が試行された。その結果、
様々な入力電圧にわたって全光出力で安定性が増幅された。しかしながら、調光はまだ不
安定であった。降圧は１２ＶＡＣ変圧器に十分な負荷を印加できず、特定ディマーにも印
加できなかった。
【００８６】
 前述した主要な問題点を再考すると、低ＲＭＳ電流を保証する十分に高い電圧を安定供
給することが必要であることが明確になった。この低ＲＭＳ電流は、特に入力が低“Ｌｏ
”であるときに供給レールにも重負荷を印加した。
【００８７】
 上述の対処の変更はチャージの際と同様にブースタ回路に関してであった。ブースタイ
ンダクタは入力レールから接地される。すなわち電源によって低インピーダンスとして見
做される。所望の入力レベルが低いときに、出力が適正位相にあり、コンパレータだけが
ＯＮおよびＯＦＦとなって供給を増加させるバック供給源とは異なり、問題点は、典型的
にはブーストトポロジーが状況情報または複合位相反転を必要とすることであった。ほと
んどの現存トポロジーは同期的であり、ブースト初期化に必要な変換を同期化させるのに
固定クロックを必要とすると考えられている。チャージ電流、最大電圧および最低電圧を
個々にモニターするのに、恐らく非同期性は複数のコンパレータを必要とするであろう。
【００８８】
しかし、容易な解決法を保証するためには１つのコンパレータを使用する必要があること
が確認された。なぜなら、部分的には高速切換機能を備えた選択されたマイクロコントロ
ーラにおいて利用可能であり、部分的には従来のＰＷＭベースのＺ変換離散コントロール
システムを導入する試みが、ＣＰＵ電力、費用、サイズおよび複雑性の大きな改善を必要
としたからである。
【００８９】
これは、接地されたときにインダクタを流れる電流をモニターする１つのコンパレータを
使用し、ターゲット電流が達成されると解放し、ブースタ入力電力がバックとインバータ
ドローとの均衡に到達するまでその電圧が増加するバッファキャップにチャージ電流を送
る実験を必要とした。これに関する最初の自明な問題点は、インダクタが所望ターゲット
電流に到達した瞬間（シャントレジスタを通してモニター）、コンパレータはＯＦＦにな
り、シャントと脱係合し、コンパレータに低を検出させ、インダクタをほぼ瞬時に接地さ
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せ、ラナウェイ継続電流となることである。
【００９０】
 調節（fix）は、フィルタされたＲＣネットワークであり、コンパレータが低入力を検出
する前に効果的に時間を遅らせた。但し、その遅延は２通りの作用をした。１つは上昇エ
ッジも遅延したことである。このことはコンパレータも遅すぎてターゲット電流に対応で
きなかっただけではなく、インダクタがＯＦＦとなる前にフィルタが目標値に到達する際
に直ちにそれがターンバックし、放電はほとんど不要であったことである。
【００９１】
これを解決するため、増加するインダクタ電流によってシャント電圧が増加するとき、フ
ィルタコンデンサを瞬時にチャージするダイオードを導入した。すなわち、チャージ時に
コンパレータはインダクタの瞬間電流をモニターしており、適正な瞬間にスイッチをＯＦ
Ｆにする。ダイオードが電流を分流器に戻らせないため、ＲＣフィルタは所望のレートで
、コンパレータを再びＯＮにトリガ処理する前にバッファコンデンサへの放電に十分な時
間をインダクタに提供できる時間だけ放電する。
【００９２】
 基本的に、１つのコンパレータだけを使用して、非常に単純ではあるが効果的なゼロオ
ーダ電流コントロールブースタトポロジー（zero order current）が得られた。
【００９３】
この技術は非常に好適に機能することが発見された。少なくともバックステージ負荷（bu
ck stage load）に関しては何の不都合も発生しなかった。すなわち、ＣＣＦＬガラスお
よび不可避な素子の誤差変動に対してもほとんど誤差が発生しなかった。何らかの理由で
負荷がバッファコンデンサから十分な電力を流出させなかったなら、やがてはブースタか
らの継続電流がバッファ電圧を故障状態にし、それに接続されている全てを破壊するであ
ろう。
【００９４】
この解決法は電圧ブースタに電圧リミットを適用することであった。最終的にはこのこと
は１つのレジスタの追加によって達成された。出力電圧が最大所望電圧を超えたなら、ヒ
ットされている目的の閾値になる抵抗値によって、インダクタＲＣフィルタレジスタをバ
ッファコンデンサに接続することで電圧分配器が提供された。これは図３のブロック３．
３、ブロック３．４およびブロック１．３間の接続にて図示されている。
【００９５】
この改善は、電圧分配器比によってプログラム可能な電圧を対象にすることを可能とし、
最大電流レートで探求することを可能とする。この設計は電流が制限され、電圧が調整さ
れた非同期ブースト回路であるが、それでも１つのコンパレータのみを使用する。
【００９６】
この技術により、いかなる所与の波形に対してもバックとインバータ部に電圧入力を効果
的に保証することができるようになった。すなわち、素子の誤差、耐久性および現存のハ
ロゲンシステムにおける調光処理に望まれる十分に低いインピーダンスには殆ど依存しな
い。固定された高バッファ電圧（入力電圧との比較）は低インバータ電流を提供し、幹線
周波数（１００Ｈｚ）の２倍で運用される略矩形波であった。すなわち、ＯＮ状態時には
ＣＣＦＬは常に同輝度であったが、負荷サイクルはディマークロップ信号に対応して変化
し、多様な変圧器とディマーのためのＰＷＭコントロール調光が得られた。
【００９７】
 １形態ではブースタコントロール回路は、電源インピーダンスまたは負荷インピーダン
スを変圧器から隔離する変圧器の入力あるいは出力の２つの同タイプの素子が関与する均
衡インピーダンス変圧器システムを含んでいる。受動素子はレジスタ、コンデンサまたは
インダクタでよく、それぞれの受動素子は所与の変圧器巻部および負荷と直列であり、そ
れらは互いに対称的に配置され、同タイプであり、対称的あるいは均衡した負荷となる値
であり、それらの値は予め調整されて所望の負荷均衡状態を提供している。
【００９８】
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 蛍光照明に関する１利用例では、受動素子はコンデンサである。このような形態は多く
の利点を提供する。このような利用形態では、設計条件によっては、それらコンデンサ値
が等しい必要はない。
【００９９】
 均衡容量インバータは、限定はされないがＣＣＦＬ、ＣＦＬおよびＥＥＦＬを含んだ蛍
光照明媒体に対して以下の利点を有する。これらの利点は他の産業分野においても有用性
を有する：
 １．蛍光ランプ等のような非リニア負荷の隔離を通して変圧器での物理的振動を低減さ
せる；
 ２．近隣の金属との容量結合を均衡させ、危険な電圧を減少させる；
 ３．均衡結合は周囲金属を通じて普通に発生する漏電を大きく減少させる；
 ４．電圧は複数素子により共有されるので、低電圧定格コンデンサが電圧インバータの
ために利用できる；
 ５．利用条件を満たすために隔離コンデンサは直列の１以上のものでよい。この条件の
１例は電圧定格化である。
【０１００】
 均衡受動変圧器システムは他の非リニア負荷からの変圧器の隔離を提供し、一般的な利
用性を有する。
【０１０１】
 前述の解説は本発明の１好適実施例のものであり、本発明の説明のみを目的としている
。電源およびその利用法の変形は本発明の範囲内で可能であり、本発明の範囲内に含まれ
るものである。
【０１０２】
 特に、本発明は外部電極蛍光ランプ（ＥＥＦＬ）において利用が可能である。ＥＥＦＬ
はＣＣＦＬに類似したものである。管の両端にて容量結合することで、ＥＥＦＬはガラス
内に延び入る電極を必要としない。その結果、電極の劣化が事実上排除されるため、大幅
に長い使用寿命が得られる。電気的にＥＥＦＬは、小さな調整だけでＣＣＦＬで使用され
る同種のコントローラと両立できる。よって、ＥＥＦＬと関連するので本発明の利用性が
理解されるであろう。
【０１０３】
 本発明は他の低電力手段および高電力手段にも利用できる。これにはさらに効果的なＬ
ＥＤベースの照明解決法およびＡＣ並びにＤＣの低電圧および高電圧利用のためにスケー
ル可能な電源のためのコントロールシステムも含まれる。このことは、ＬＥＤ１２Ｖダウ
ンライト代替品が現存の調光インフラとは両立できないために意義がある。
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図４】
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