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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機発光ダイオード装置であって、
　当該有機発光ダイオード装置は、スイッチオンに続く第１の時間間隔において、当該有
機発光ダイオード装置を通る電流を、前記第１の時間間隔に続く第２の時間間隔の間にお
ける場合よりも制限する回路を有し、
　前記回路は、受動回路を有し、
　前記受動回路は、直列インダクタを有し、
　当該有機発光ダイオード装置は、有機発光ダイオードを有する第１層と前記直列インダ
クタを有する第２層とを有する層状の装置である、有機発光ダイオード装置。
【請求項２】
　前記直列インダクタは、屈曲性の箔上の螺旋インダクタである、請求項１に記載の有機
発光ダイオード装置。
【請求項３】
　前記屈曲性の箔は、フェライト及び／又はミューメタルの層の間に挟まれる、請求項２
に記載の有機発光ダイオード装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の前記有機発光ダイオード装置を有する、デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】



(2) JP 5826460 B2 2015.12.2

10

20

30

40

50

【０００１】
　本発明は、有機発光ダイオード装置に関するものであり、このような有機発光ダイオー
ド装置を含んでいるデバイスにも関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光デバイスは、オンにされた場合、低いインピーダンス接続を示す高度に容量性
のある装置である。例えば、国際特許出願公開第２００５０１５６４０号パンフレットは
、高い電圧で駆動される有機発光デバイスを開示している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、オンにされるとき、高い突入電流が前記有機発光デバイスに損傷を与え
得る。
【０００４】
　本発明の目的は、スイッチオンの効果に対する保護を有する有機発光ダイオード装置を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　このことに加えて、スイッチオンに後続する第１の時間間隔において、前記有機発光ダ
イオード装置は、前記第１の時間間隔に後続する第２の時間間隔における場合よりも更に
、前記有機発光ダイオード装置を通る電流を制限するための回路を有することによって規
定されている。
【０００６】
　前記スイッチオンに後続する前記第１の時間間隔において、前記有機発光ダイオード装
置を通る電流を制限する回路は、スイッチオンの効果に対する保護を形成している。有機
発光ダイオード装置が、オンにされた場合、低いインピーダンス接続を示す高度に容量性
のある装置であるという事実により、あまりに高い値を有する突入電流は、前記有機発光
ダイオード装置に損傷を与え得る。前記突入電流を制限することによって、前記突入電流
からの如何なる損傷も、防止されることができる。前記回路が、前記第１の時間間隔にお
いて、前記第１の時間間隔に後続する前記第２の時間間隔における場合よりも、前記有機
発光ダイオード装置を通る前記電流を制限するという事実は、保護が主に必要に応じて提
供され、必要でない場合には減らされるという事実により、保護されている前記有機発光
ダイオード装置の許容可能な効率をもたらす。
【０００７】
　即ち、前記第１の時間間隔において、前記有機発光ダイオード装置を通る電流は、第１
の制限によって制限され、そして、前記第２の時間間隔において、前記有機発光ダイオー
ド装置を通る電流は、第２の制限によって制限され、前記第２の制限は、前記第１の制限
よりも少ない衝撃をもたらす又は如何なる制限も及び／若しくは如何なる衝撃ももたらさ
ない。
【０００８】
　前記有機発光ダイオード装置の実施例は、受動的な回路を有している前記回路によって
規定される。通常、受動的な回路は、制御される必要はなく、従って、比較的単純である
。
【０００９】
　前記有機発光ダイオード装置の実施例は、負温度係数抵抗器を含んでいる前記回路によ
って規定される。負温度係数抵抗器は、冷たい場合に比較的大きい抵抗値を有し、加熱さ
れた場合に比較的小さい抵抗値を有する。
【００１０】
　前記有機発光ダイオード装置の実施例は、直列インダクタを含んでいる前記回路によっ
て規定される。直列インダクタは、電流がこのインダクタを流れ始めた場合、比較的大き
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いインピーダンス値を有し、前記電流がしばらくこのインダクタの中を流れて、ゆっくり
変化するのみである場合、比較的小さいインピーダンス値を有する。負温度係数抵抗器と
比較して、インダクタは、リセットされる必要がなく、理想状態においては、少しの電力
も消費しない。整流目的のために、フリーホイールダイオードは、スイッチ切り換え可能
な直流源をオフにする際の大きい電圧スパイクを回避するために、前記直列インダクタに
直列に結合され、前記直流源に並列に結合されることができる。整流器ブリッジを備える
スイッチ切り換え可能な交流源を使用する場合、前記整流器ブリッジが、整流を処理する
ことができる。
【００１１】
　前記有機発光ダイオード装置の実施例は、有機発光ダイオードを備える第１層と前記直
列インダクタを備える第２層とを含んでいる層状の装置である前記有機発光ダイオード装
置によって規定される。前記直列インダクタは、例えば、屈曲性の箔上の螺旋インダクタ
であっても良い。より高いインピーダンス値は、前記屈曲性の箔をフェライト及び／又は
ミューメタルの層の間に挟むことによって達成されることができる。
【００１２】
　前記有機発光ダイオード装置の実施例は、能動回路を含んでいる前記回路によって規定
される。通常、能動回路は、スイッチング機能を実行する。受動回路と比較して、能動回
路は、より精密であり得る。
【００１３】
　前記有機発光ダイオード装置の実施例は、前記第１の時間間隔においてはブリッジされ
ず、前記第２の時間間隔においてブリッジされるスイッチ切り換え可能な抵抗を有する前
記回路によって規定される。このブリッジングは、例えば、タイミング回路及び閾値検出
器によって制御される、トランジスタ、サイリスタ、トライアック又はリレー等によって
実現されることができる。
【００１４】
　前記有機発光ダイオード装置の実施例は、閾値を超える前記電流の値の検出に応答して
ブリッジされるスイッチ切り換え可能な抵抗を含んでいる回路によって規定される。この
ブリッジングは例えば、電流検出器及び閾値検出器によって制御されるトランジスタ、サ
イリスタ、トライアック又はリレー等によって実現されることができる。
【００１５】
　前記有機発光ダイオード装置の実施例は、前記電流の値の検出に応答して制御される変
換器の一部を形成している前記回路によって規定される。前記変換器は、例えば、電流検
出器によって制御される交流／直流変換器又は直流／直流変換器まであっても良い。
【００１６】
　洞察として、有機発光ダイオード装置は、オンにされた場合、小さいインピーダンス接
続を示す高度に容量性のある装置であり得る。基本的な着想は、前記有機発光ダイオード
装置を通る電流は、オンにされた後、電流の値が十分に減少されるまで制限されなければ
ならないというものであり得る。
【００１７】
　スイッチオンの効果に対する保護を有する有機発光ダイオード装置を提供するための、
問題は、解決される。保護されている前記有機発光ダイオード装置が許容可能な効率を持
っているという点で、前記有機発光ダイオード装置は、更に有利であり得る。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】電源に結合されている有機発光ダイオードを示している。
【図２】等価な有機発光ダイオードを示している。
【図３】本発明による第１の有機発光ダイオード装置を有する本発明によるデバイスを示
している。
【図４－１】直流電源に結合されている本発明による第２の有機発光ダイオード装置を含
んでいる本発明によるデバイスを示している。



(4) JP 5826460 B2 2015.12.2

10

20

30

40

50

【図４－２】交流電源に結合されている本発明による第２の有機発光ダイオード装置を含
んでいる本発明によるデバイスを示している。
【図５】亜臨界的な、臨界的な及び超臨界的な状況における直列共振ＲＬＣ回路の電流を
示している。
【図６】直列インダクタに対するピーク突入電流を示している。
【図７】有機発光ダイオード及びインダクタの集積化を示している。
【図８】本発明による第３の有機発光ダイオード装置を含んでいる本発明によるデバイス
を示している。
【図９】本発明による第４の有機発光ダイオード装置を含んでいる本発明によるデバイス
を示している。
【図１０】本発明による第５の有機発光ダイオード装置を含んでいる本発明によるデバイ
スを示している。
【図１１Ａ】短いタイムスケールにおける直流駆動有機発光ダイオードの場合の突入電流
を示している。
【図１１Ｂ】短いタイムスケールにおける直流駆動有機発光ダイオードの場合の突入電流
を示している。
【図１１Ｃ】短いタイムスケールにおける直流駆動有機発光ダイオードの場合の突入電流
を示している。
【図１１Ｄ】短いタイムスケールにおける直流駆動有機発光ダイオードの場合の突入電流
を示している。
【図１２Ａ】長いタイムスケールにおける直流駆動有機発光ダイオードの場合の突入電流
を示している。
【図１２Ｂ】長いタイムスケールにおける直流駆動有機発光ダイオードの場合の突入電流
を示している。
【図１２Ｃ】長いタイムスケールにおける直流駆動有機発光ダイオードの場合の突入電流
を示している。
【図１２Ｄ】長いタイムスケールにおける直流駆動有機発光ダイオードの場合の突入電流
を示している。
【図１３Ａ】交流駆動有機発光ダイオードの場合の突入電流を示している。
【図１３Ｂ】交流駆動有機発光ダイオードの場合の突入電流を示している。
【図１３Ｃ】交流駆動有機発光ダイオードの場合の突入電流を示している。
【図１４Ａ】異なる有機発光ダイオード装置の場合の電圧及び電流を示している。
【図１４Ｂ】異なる有機発光ダイオード装置の場合の電圧及び電流を示している。
【図１４Ｃ】異なる有機発光ダイオード装置の場合の電圧及び電流を示している。
【図１４Ｄ】異なる有機発光ダイオード装置の場合の電圧及び電流を示している。
【図１４Ｅ】異なる有機発光ダイオード装置の場合の電圧及び電流を示している。
【図１４Ｆ】異なる有機発光ダイオード装置の場合の電圧及び電流を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　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され、
説明されるであろう。
【００２０】
　図１に示されている有機発光ダイオード１０は、時間ｔ＝０において閉じるスイッチＳ
を経て電圧ｕ及び電流ｉを生成するための源ｕ，ｉに結合されている。
【００２１】
　図２に示されている有機発光ダイオード１０の等価なもの２０は、コンデンサ２３と並
列に結合されているダイオード２１を有している。並列のダイオード２１及びコンデンサ
２３は、抵抗２２に直列に結合されている。
【００２２】
　図３に示されている本発明による前記デバイス１００は、本発明による第１の有機発光
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ダイオード装置１を有している。第１の有機発光ダイオード装置１は、負温度係数抵抗器
３１を介して、図１内に示されている電源ｕ、ｉ及びスイッチＳに結合されている等価な
もの２０を有している。
【００２３】
　図４に示されている本発明によるデバイス１００は、本発明による第２の有機発光ダイ
オード装置１を有している。この第２の有機発光ダイオード装置１は、直列インダクタ３
２を介して、図１に示されている電源ｕ、ｉ及びスイッチＳに結合されている等価なもの
２０を有している。図４‐１において、前記電源はスイッチ切り換え可能な直流電源であ
り、これにより、フリーホイールダイオード４０は、前記直流電源をオフにする際の大き
い電圧スパイクを回避するように、整流目的のために前記スイッチ切り換え可能な直流電
源と並列に結合されることを必要とし得る。図４－２において、前記電源は整流器ブリッ
ジ４１を備えるスイッチ切り換え可能な交流電源であり、この場合、整流器ブリッジ４１
は、整流を処理することができる。整流器ブリッジは、例えば、少なくとも１つのダイオ
ードを有しており、通常、例えば、４つのダイオードのように、２つ以上のダイオードを
有している。
【００２４】
　電源ｕ，ｉ又はスイッチＳは、デバイス１００の一部を形成していてもいなくても良く
、有機発光ダイオード装置１の一部を形成していてもいなくても良い。実際に、例えば、
整流器ブリッジと組み合わされた交流電源である電源の場合、少なくとも前記交流電源は
、一般に、前記デバイス及び前記装置の一部を形成しない。スイッチオンに後続する第１
の時間間隔において、負温度係数抵抗器３１及び直列インダクタ３２は、有機発光ダイオ
ード装置１を通る電流を、前記第１の時間間隔に後続する第２の時間間隔における場合よ
りも制限するための回路３１－３２の例である。実際に、有機発光ダイオード装置１にお
いて、２つ以上の有機発光ダイオードが、直列に及び／又は並列に結合されることができ
、そして、１つのタイル及び複数タイルが使用されることができる。
【００２５】
　亜臨界的な（より極度ではない）、臨界的な、及び超臨界的な（最も極度な）の場合の
直列共振ＲＬＣ回路の電流が、μｓにおける時間の関数として、図５に示されている。
【００２６】
　Ｕ０／Ｒを単位とするピーク突入電流は、直列インダクタ（１／Ｒ＊ｓｑｒｔ（Ｌ／Ｃ
））の値の関数として図６に示されている。
【００２７】
　有機発光ダイオード１０の等価なもの２０とインダクタ３２との集積化が、図７に示さ
れている。この場合、有機発光ダイオード装置１は、有機発光ダイオード１０（の等価な
もの２０）を備える第１層と直列インダクタ３２を備える第２層とを含んでいる層状の装
置である。直列インダクタ３２は、例えば、屈曲性の箔上の螺旋インダクタであっても良
い。より高いインピーダンス値は、前記屈曲性の箔を層５１とフェライト及び／又はミュ
ーメタル５２との間に挟むことによって達成されることができる。
【００２８】
　図８に示されている本発明によるデバイス１００は、本発明による第３の有機発光ダイ
オード装置１を含んでいる。この第３の有機発光ダイオード装置１には、スイッチ切り換
え可能な抵抗３３を介して、図１に示されている電源ｕ、ｉ及びスイッチＳに結合されて
いる等価なもの２０を有しており、切り換え可能な抵抗３３は、前記第１の時間間隔にお
いてブリッジされず、前記第２の時間間隔においてブリッジされる。
【００２９】
　図９に示されている本発明によるデバイス１００は、本発明による第４の有機発光ダイ
オード装置１を含んでいる。この第４の有機発光ダイオード装置１は、閾値を超えている
電流の値の検出に応答してブリッジされるスイッチ切り換え可能な抵抗３４を介して図１
に示されている電源ｕ，ｉ及びスイッチＳに結合されている等価なもの２０を有している
。このことに加えて、等価なもの２０又は装置１における電圧を検出する電圧検出器６１
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が使用されることもでき、及び／又は等価なもの２０又は装置１を流れる電流を検出する
電流検出器６２が使用されることもできる。電流検出器６２は、前記電流の値の直接的な
指示を与え、電圧検出器６１は、この値の間接的な指示を与える。
【００３０】
　図１０に示されている本発明によるデバイス１００は、本発明による第５の有機発光ダ
イオード装置１を含んでいる。この第５の有機発光ダイオード装置１は、前記電流の値の
検出に応答して制御される変換器６３を介して、図１に示されている前記電源ｕ，ｉ及び
スイッチＳに結合されている等価なもの２０を有する。これに加えて、等価なもの２０又
は装置１を流れる電流を検出する電流検出器６４が、使用されることができる。変換器６
３は、例えば、１つ以上のスイッチを制御する従来技術のパルス幅調整器を有しており、
例えば、前記電流を基準電流と比較する比較器３６と、比較の結果に応答して前記モジュ
レータを無効にする（overruling）ゲート３５とを更に有している。
【００３１】
　図１１には、短いタイムスケール（ミリ秒領域）における直流駆動有機発光ダイオード
の場合の突入電流が示されている（Ａは、オンにされている電圧を示しており、Ｂは、制
限のない突入電流を示しており、Ｃは、負温度係数抵抗器によって制限されている突入電
流を示しており、Ｄは直列インダクタによって制限されている突入電流を示している）。
【００３２】
　図１２には、長いタイムスケール（秒領域）における直流駆動有機発光ダイオードの場
合の突入電流が示されている（Ａは、オンにされている電圧を示しており、Ｂは、制限の
ない突入電流を示しており、Ｃは、負温度係数抵抗器によって制限されている突入電流を
示しており、Ｄは、直列インダクタによって制限されている突入電流を示している）。
【００３３】
　図１３には、交流駆動有機発光ダイオードの場合の突入電流が、時間（ミリ秒領域）の
関数として示されている（Ａは、制限のない突入電流を示しており、Ｂは、負温度係数抵
抗器によって制限されている突入電流を示しており、Ｃは、直列インダクタによって制限
されている突入電流を示している）。
【００３４】
　図１４において、本発明による異なる有機発光ダイオード装置の場合の電圧及び電流が
、Ｉによって示されているオフ状態の場合と、ＩＩによって示されているオン状態の場合
とについて、時間Ｔの関数として示されている（Ａは、従来技術の装置における電圧を示
しており、Ｂは、負温度係数抵抗器を有する装置における電圧を示しており、Ｃは、直列
インダクタを有する装置における電圧を示しており、Ｄは、従来技術のデバイスにおける
電流を示しており、Ｅは、負温度係数抵抗器を有する装置における電流を示しており、Ｆ
は、直列インダクタを有している装置における電流を示している）。
【００３５】
　即ち、有機発光ダイオード装置１は、スイッチオンに後続する第１の時間間隔において
、前記第１の時間間隔に後続する第２の時間間隔における場合よりも、有機発光ダイオー
ド装置１を通る電流を更に制限する回路３１‐３６を有している。回路３１‐３６は、受
動回路３１‐３２又は能動回路３３‐３６であっても良い。
【００３６】
　受動的な突入電流の制限は、有機発光ダイオード装置１が電力線によって直接的に駆動
されるオフラインのアプリケーションに適するものであり得る。単一の有機発光ダイオー
ド（ＯＬＥＤ）は、小さい順方向電圧を有しており、従って、電力線の電圧のピーク値と
整合するように、ｎ個のダイオードを直列に接続することが必要であり得る。この場合、
付加的な電力変換器の使用が、コストを減らすために回避されることができる。従って、
突入電流の制限のために、コストが低い解決策をとることが、望ましい。
【００３７】
　オンの間（during turn on）の最大電流は、以下の通りに決定されることができ、これ
によって、ｎ個のＯＬＥＤが直列に接続され、そして、ＯＬＥＤの十分な精度を有する等
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価なものがＩＴＯ抵抗Ｒ、内部自己容量Ｃ及びＯＬＥＤ電流－電圧特性ｉ＝ｉ（ｕ）から
構成されていると仮定される（図１及び２参照）。この場合、オンの間の前記最大電流Ｉ
ｐｋは、Ｉｐｋ＝Ｕｏ／Ｒである。
【００３８】
　ここで、簡単な例が、ＯＬＥＤの場合の前記突入電流の大きさを定量化するために示さ
れる。前記ＯＬＥＤは、一般的な照明のために典型的であり、このことによって、所望の
光出力ＬＯ＝２０００ｌｍ、照面積に関する全面積Ｆｔｏｔａｌ＝１ｍ２、及び直流入力
電圧Ｕｏ＝３１１Ｖが仮定される。
【００３９】
　単一のＯＬＥＤは、例えば、電流効率Ｉｅｆｆ＝４０ｃｄ／Ａ、順方向電圧Ｕｆ＝３Ｖ
によるダイオード特性ｉ＝ｉ（ｕ）＝ａ＊（ｕ―Ｕｆ）２、ＩＴＯ抵抗Ｒ＝０．５Ω、Ｃ
＝２００ｐＦ／ｍｍ２の内部自己キャパシタンス及び利得ａ＝０．５ｍＡ／（Ｖ＊ｍｍ）
２によって規定される。
【００４０】
　ランバート特性を仮定しての光度は、Ｌｏｌａｍｂ＝ＬＯ／ｐｉ＝６３６．６２Ｃｄで
あり得る。直列接続されたＯＬＥＤの数ｎは、ｎ＝１０３であるｎ＝Ｕｏ／Ｕｆによって
推定されることができる。単一のＯＬＥＤタイルの全電流は、Ｉ＝Ｌｏｌａｍｂ／Ｉｅｆ
ｆ＝１５．９Ａであり得る。ｎ個のＯＬＥＤタイルの直列接続の場合の電流は、Ｉｎｏｍ
＝Ｉ／ｎ＝０．１５４Ａであり得る。この場合、オンの間の前記突入電流は、Ｉｉｎｒｕ
ｓｈ＝Ｕｏ／（ｎ＊Ｒ）＝６．２Ａによって与えられる。この値は、公称電流の６．２／
０．１６＝３９倍も高い。正確な過渡的挙動は、図１１及び１２に示されている。これら
は、オンにするときｔ＝０における巨大な過渡的ピークを明確に証明している。
【００４１】
　この高い電流は、ヒューズ、スイッチ及び前記ＯＬＥＤ自体のような、能動電流経路内
の全ての構成要素に、深刻に影響を与え得る。この状況は、計算がずっと複雑であること
を除いて、交流駆動ＯＬＥＤと類似している。図１３は、前記ＯＬＥＤが実効電圧Ｕｅｆ
ｆ＝２２０Ｖによる正弦波入力電圧によって駆動されている場合の電流波形を示している
。質的には、何も変化しておらず、再びオンの間に大きい入力電流が存在している。この
最大値は、ｔ＝０における最大入力電圧がある場合に、現れている。
【００４２】
　熱又は負温度係数（ＮＴＣ）抵抗は、電流制限器として使用されることができる（図３
も参照されたい）。簡単なオーム抵抗器と比較して、前記ＮＴＣは、通常作動の間、減少
した損失の有利な点を有している。ＮＴＣの抵抗がより高い温度のために減少されるとい
う事実を利用している。前記ＯＬＥＤが使用中でない場合、前記ＮＴＣは、環境温度Ｔ１
において公称値Ｒ１である。前記ＯＬＥＤがオンにされる場合、電流は、前記ＮＴＣ抵抗
Ｒ１と全てのＯＬＥＤタイルの直列抵抗とよって制限され、即ちｎ＊Ｒ＋Ｒ１によって制
限される。オンにされた後、前記ＮＴＣは自身を加熱し、前記抵抗は温度Ｔ２においてＲ
２に落下する。オンの間、前記突入電流は、通常作動のために付加的な損失が小さくなけ
ればならない十分な期間にわたって、低くあるように、前記ＮＴＣの正しい特性を選択す
ることが、設計者の目的でもあり得る。
【００４３】
　ＮＴＣの使用が、非常に簡単で安価である一方、ＮＴＣは、付加的な損失がまだ著しい
ものであり得て、回避されることができないという不利な点を有し得る。この材料特性の
ため、大きい抵抗の変化は、極端に高いＮＴＣ温度を生じる。しかしながら、主な不利な
点は、前記ＮＴＣがリセット可能なものでなく、即ちひとたび加熱されると、電流制限の
機能が失われるということであり得る。前記ＮＴＣが、他のオンにする（turn-on）サイ
クルのために前記電流を制限するのに十分であるように冷却されるまで、通常、数秒ある
いは数分かかる。
【００４４】
　直列インダクタは、電流制限器として使用されることができる（図４も参照されたい）
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。前記ＮＴＣの取り組みの不利な点は、インダクタを前記ＯＬＥＤタイルに直列に使用す
ることにより、強く減少されることができる。直列インダクタを備える前記ＯＬＥＤは、
オンの間の前記非導電性ＯＬＥＤを無視した簡単な直列共振ネットワークによって記述さ
れることができる。結果として得られる電流は、文献からよく知られている。前記電流の
応答が、図５に示されており、質的な挙動は、記述ネットワーク方程式の固有値λ１、λ
２に依存している。前記固有値は、構成要素の値によって、以下のように完全に規定され
る：
【数１】

【００４５】
　オンにした後の電流のピーク値は、
【数２】

である。
【００４６】
　臨界的な場合λ１＝λ２、ｉｐｋに関する方程式は、以下のように簡略化される：

【数３】

【００４７】
　前記直列インダクタの設計は、主に、前記電流に対して望まれる抑制因子によって決定
される。前述のピーク電流がＵｏ／Ｒ（即ち制限器のない前記電流）に規格化される場合
、前記直列インダクタンスは、図６の図から読み取られることができる。ここで、Ｚｏは
、Ｚｏ＝ｓｑｒｔ（Ｌ／Ｃ）のように規定される特性インピーダンスを示しており、Ｌは
、付加された直列インダクタンスを示しており、Ｃは、Ｃ＝Ｃｔｉｌｅ／ｎによって近似
されることができるｎ個のＯＬＥＤタイルの自己キャパシタンスを表している。大きいイ
ンダクタンス値の場合の、前記抑制因数の関係は、
【数４】

のように線形になり、即ち、特性インピーダンスがより高い場合であるほど、抑制は、よ
り高い。
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【００４８】
　第１の設計目標は、Ｉｎｏｍ＝Ｉｐｋであり得て、即ちオンにした後のピーク振動電流
が、定常状態の動作中における公称電流に対応している。Ｉｎｏｍ＝Ｉ／ｎ及び、Ｉｐｋ
＝Ｕ．ｏ／Ｚｏの場合、Ｉ／ｎ＝Ｕｏ／Ｚｏ又はＺｏ＝ｎ＊Ｕｏ／Ｉが導かれる。Ｚｏ＝
ｓｑｒｔ（Ｌ／Ｃ）を観察して、比率Ｌ／Ｃが、Ｌ／Ｃ＝（ｎ＊Ｕｏ／Ｉ）２のように決
定される。ここで、Ｌは直列における全てＯＬＥＤの全インダクタンスを示している。こ
の場合、タイル当たりの前記インダクタンスは、Ｌｔｉｌｅ＝Ｌ／ｎである。上述からの
直流の例を使用して、Ｉ＝１５．９Ａ、Ｆｔｉｌｅ＝Ｆｔｏｔａｌ／ｎ＝９７ｃｍ２、Ｃ
＝２００ｐＦ／ｍｍ２＊Ｆｔｉｌｅ／ｎ＝２０ｎＦの場合、全直列インダクタンスは、タ
イル当たりのＬ＝８２ｍＨ又は８２ｍＨ／ｎ＝０．８ｍＨである。この面積は、前記ＯＬ
ＥＤの基板上にインダクタを集積するのに十分であるほどに十分な大きさである。
【００４９】
　前記直列インダクタンスが屈曲性の箔上の螺旋インダクタとして実現されている例が、
図７に示されている。前記屈曲性の箔は、前記ＯＬＥＤの前記基板上に直接的に接着され
ることができる。より高いインダクタンス値の場合、屈曲性の箔のインダクタを、可塑性
のフェライト及び／又はミューメタル箔の付加的な層と組み合わせる必要があるかもしれ
ない。最大インダクタンス値は、フェライト及び／又はミューメタルの層間に、屈曲性の
箔を挟むことによって達成されることができる。必要に応じて、多層構造さえも、使用さ
れることができる。このような仕方における前記インダクタの集積は、ＯＬＥＤデバイス
のこの形状因子を保持し、即ち、ＯＬＥＤデバイスは、非常に平坦なままである。巻き線
インダクタを利用することも、もちろん可能であるが、通常、前記ＯＬＥＤデバイスの厚
さを増加させる。
【００５０】
　オフにするために、前記ＯＬＥＤ電流のための整流経路が必要とされるかもしれない点
に留意するべきである。スイッチがオフにされる場合においてさえも、前記インダクタは
、特定の電流を強める。整流経路が存在していない場合、結果は、前記スイッチにおける
巨大な電圧スパイクであるかもしれない。前記整流経路を実現するために付加的な構成要
素が必要であるか否かは、配列（topology）に依存する。前記ＯＬＥＤが単一の（例えば
機械的な）オン／オフのスイッチにより、スイッチ切り換え可能な直流電源に直接的に接
続されている、直流電源の場合、整流経路は設けられていない。この状況の場合、付加的
な構成要素が、必要とされ得る。１つの選択肢は、図４―１に示されているように、前記
ＯＬＥＤの装置の入力と並列に（フリーホイール）ダイオードを使用することであるかも
しれない。図４―２に示されている、ブリッジ整流器が前記ＯＬＥＤを駆動するのに使用
されているスイッチ切り換え可能な交流電源の場合、オフ状態において、前記ブリッジ整
流器自体が整流経路として機能することができるため、付加的な構成要素は必要とされな
い。
【００５１】
　能動的な突入電流の制限は、スイッチング要素の利用によって規定される。このスイッ
チング要素は、通常作動のために電流制限要素を迂回する回路を設ける（bypass）か又は
前記電流を制限するかの何れかをするように起動される又は停止されることができる。様
々な例が、図８～１０に示されている。特別な場合が図１０に示されており、前記直流／
直流変換器の内部スイッチが制限器として使用されており、即ち、前記スイッチは、ＯＬ
ＥＤを通る電流が所定の値を超える場合に使用不能にされ、そうでない場合には、前記ス
イッチは、通常作動のために使用可能にされる。
【００５２】
　要約すると、有機発光ダイオード装置１は、自身を電スイッチオンの効果から守るため
に、スイッチオンに後続する第１の時間間隔において、有機発光ダイオード装置１を流れ
る電流をより制限し、前記第１の時間間隔に後続する第２の時間間隔においては、前記電
流をあまり制限しない回路３１‐３６を備えている。回路３１‐３６は、負温度係数抵抗
器３１又は直列インダクタ３２のような、受動的なものであっても良く、前記第１の時間
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換え可能な抵抗３３若しくは閾値を超えている電流の値の検出に応答してブリッジされる
スイッチ切り換え可能な抵抗、又は前記電流の値の検出に応答して制御される変換器６３
の一部のような、能動的なものであっても良い。
【００５３】
　本発明は、添付図面及び前述において詳細に説明され記載されたが、このような説明及
び記載は、説明のためのもの又は例示的なものとみなされるべきであり、限定的にみなさ
れてはならない。即ち、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、開示及び添付請求項を詳細に調べる
ことによって、前記請求項に記載の本発明を実施する当業者によって理解されることがで
き、もたらされることができる。前記請求項において、「有する」という語は、前記請求
項に記載されていない構成要素又はステップの存在を排除するものではなく、単数形の構
成要素は、複数のこのような構成要素を排除するものではない。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果たすこともできる。
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、他のハードウェアの一部として又は他のハードウェアと
一緒に供給される光記憶媒体又は固体状態媒体のような適切な媒体上において記憶されて
いる／配布されることができるが、インターネット、有線又は無線の通信システムを介す
るような、他の形態において配布されても良い。前記請求項における如何なる符号も、特
許請求の範囲を制限するものとして解釈されてはならない。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１４Ａ－１４Ｆ】
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