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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＰＷＭ方式により生成した駆動電源を供給する電源部と、
　前記電源部に連結されたアノード端とカソード端の間に直列に連結された複数の発光素
子を含む発光素子アレイと、
　前記発光素子アレイに流れる電流を第１チューニング電圧に従い、一定に維持させる定
電流回路部と、
　前記発光素子アレイのカソード端と前記定電流回路部の間に連結され、第２チューニン
グ電圧に従い、前記発光素子アレイのカソード端から接地の間にかかる全体電圧のうち、
一部の電圧を分担し、前記定電流回路部にかかる電圧を制限する電圧制限回路部と、
　前記定電流回路部にかかる第１電圧を検出し、前記第１電圧の大きさに従い、前記第２
チューニング電圧を前記電圧制限回路部に供給し、前記電圧制限回路部により分割される
電圧の大きさを制御する電圧分割制御部と、
　前記ＰＷＭ方式により生成された前記駆動電源に同期し、前記定電流回路部の内部ゲー
ト信号経路と、前記電圧分割制御部の入力端をオン／オフにスイッチングするＰＷＭスイ
ッチング制御部と、
　を含むことを特徴とする発光素子の駆動装置。
【請求項２】
　前記定電流回路部は、
　前記電圧制限回路部の電流出力端に連結されたドレインと、ゲート及びソースを有する
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第１ＭＯＳトランジスタと、
　前記第１ＭＯＳトランジスタのソースと接地の間に連結され、前記第１ＭＯＳトランジ
スタを通じ流れる電流をセンシングし第１検出電圧を出力するセンシング抵抗と、
　前記第１検出電圧と既設定された第１基準電圧を比較して両電圧の差電圧に従い、第１
チューニング電圧を前記第１ＭＯＳトランジスタのゲートに供給し前記発光素子アレイに
流れる電流を一定にする比較部と、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の発光素子の駆動装置。
【請求項３】
　前記ＰＷＭスイッチング制御部は、
　前記定電流回路部の比較部と第１ＭＯＳトランジスタの間に連結された第１スイッチと
、
　前記電圧分割制御部の入力端をオン／オフにスイッチングするための第２スイッチと、
　ＰＷＭ方式により生成された前記駆動電源に同期し、前記第１スイッチ及び第２スイッ
チをオンまたはオフにスイッチングさせるＰＷＭ制御部と、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の発光素子の駆動装置。
【請求項４】
　前記電圧制限回路部は、
　前記発光素子アレイのカソード端に連結されたドレインと、前記第１ＭＯＳトランジス
タのドレインに連結されたソースと、前記第２チューニング電圧端に連結されたゲートを
含む第２ＭＯＳトランジスタを含むことを特徴とする請求項３に記載の発光素子の駆動装
置。
【請求項５】
　前記電圧制限回路部は、
　前記発光素子アレイのカソード端に連結されたドレインと、前記第１ＭＯＳトランジス
タのドレインに連結されたソースと、前記第２チューニング電圧端に連結されたゲートを
含む第２ＭＯＳトランジスタと、
　前記第２ＭＯＳトランジスタのドレインとソースの間に連結された電圧分割抵抗と、
　を含むことを特徴とする請求項３に記載の発光素子の駆動装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源やバックライトに適用されることができる発光素子の駆動装置に関する
もので、特に、発光素子に定電流を供給するために必要な定電流回路にかかる電圧を一定
の電圧以下に制限するようにすることにより、ＭＯＳトランジスタを含む定電流回路にお
ける発熱を制限することができる発光素子の駆動装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、発光素子（ＬＩＧＨＴ　ＥＭＩＴＴＩＮＧ　ＥＬＥＭＥＮＴ）は、光を発散
する素子で、例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ：Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏ
ｄｅ）、レーザダイオード（ＬＤ：Ｌａｓｅｒ　Ｄｉｏｄｅ）または有機発光ダイオード
（ＯＬＥＤ：Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅｓ）等がある
。
【０００３】
　このような発光素子のうち、一つの素子を例に挙げて説明すると、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ
　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）は、照明やバックライトユニット（Ｂａｃｋｌｉｇｈ
ｔ　Ｕｎｉｔ）等多様な分野において適用されており、これからも多くの分野に適用され
ると思われる。
【０００４】
　このようにＬＥＤ駆動をするＬＥＤ駆動において、二つの方法が用いられているが、ス
イッチングモードのＤＣ／ＤＣを用いる方法と、電流源（Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｓｏｕｒｃｅ
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）を用いる方法がある。電流源（Ｃｕｒｒｅｎｔ　ｓｏｕｒｃｅ）を用いる方法は、スイ
ッチングノイズも少なく、回路が簡単であるという長所を有しており、多く用いられてい
るが、電流源に含まれるＭＯＳトランジスタで発生する発熱問題は改善されるべきである
。
【０００５】
　以下、電流源を用いる従来のＬＥＤ駆動装置について説明する。
【０００６】
　図６は、従来のＬＥＤ駆動装置の構成図で、図６に図示された従来のＬＥＤ駆動装置は
、発光素子であるＬＥＤの駆動に必要な駆動電源（Ｖ）を供給する電源部１０と、上記電
源部１０に連結され上記電源部１０からの駆動電源により点灯される直列に連結された複
数のＬＥＤを含むＬＥＤ部２０と、上記ＬＥＤ部２０と接地の間に連結され、上記ＬＥＤ
部２０に流れる電流を一定に維持させる定電流回路部３０を含む。
【０００７】
　上記定電流回路部３０は、上記ＬＥＤ部２０の複数の直列ＬＥＤのカソードに連結され
たドレインと、ゲート及びソースを有するＭＯＳトランジスタＭＯＳと、上記ＭＯＳトラ
ンジスタＭＯＳのソースと接地の間に連結され、電圧をセンシングするセンシング抵抗Ｒ
Ｓと、上記センシング抵抗ＲＳにより検出された検出電圧ＶＤと既設定された基準電圧Ｖ
ｒｅｆを比較して両電圧の差電圧（電圧差）に従い決まるチューニング電圧ＶＴを上記Ｍ
ＯＳトランジスタＭＯＳのゲートに供給する比較部３１を含む。
【０００８】
　このように構成された図６の従来ＬＥＤの駆動装置では、上記ＬＥＤ部２０に定電流を
供給する定電流回路部３０を用いて、上記ＬＥＤ部２０に流れる電流を一定に維持させる
ことができるようになる。
【０００９】
　この時、上記ＬＥＤ部２０に流れる電流ＩＬＥＤは、下記の数１のように、上記比較部
３１の基準電圧Ｖｒｅｆと上記ＭＯＳトランジスタＭＯＳと接地の間のセンシング抵抗Ｒ
Ｓにより決まる。
【数１】

【００１０】
　しかし、このように図６に図示された従来のＬＥＤの駆動装置では、駆動電源Ｖｃｃが
増加するにつれ、上記ＭＯＳトランジスタＭＯＳのドレイン―ソース電圧Ｖｄｓが増加す
るようになり、このドレイン―ソース電圧Ｖｄｓが増加するにつれ、上記ＭＯＳトランジ
スタＭＯＳで熱が発生するという問題点がある。　
　また、上記ＬＥＤ部２０に含まれるＬＥＤが高電力（Ｈｉｇｈ　Ｐｏｗｅｒ）ＬＥＤで
ある場合には、上記ＬＥＤ部２０に流れる電流が高くなるため、さらに発熱問題が深刻に
なるという問題点がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、上記の従来技術の問題点を解決するために提案されたもので、その目的は、
発光素子に定電流を供給するために必要な定電流回路にかかる電圧を一定電圧以下に制限
するようにすることで、ＭＯＳトランジスタを含む定電流回路における発熱を制限するこ
とができる発光素子の駆動装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の本発明の目的を達成するために、本発明の発光素子の駆動装置に対する第１実施
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形態は、駆動電源を供給する電源部と、上記電源部に連結されたアノード端とカソード端
の間に直列に連結された複数の発光素子を含む発光素子アレイと、上記発光素子アレイに
流れる電流を第１チューニング電圧に従い一定に維持させる定電流回路部と、上記発光素
子アレイのカソード端と上記定電流回路部の間に連結され、第２チューニング電圧に従い
上記発光素子アレイのカソード端から接地の間にかかる全体電圧のうち、一部の電圧を分
担し、上記定電流回路部にかかる電圧を既設定された電圧以下に制限する電圧制限回路部
を含むことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の発光素子の駆動装置に対する第２実施形態は、駆動電源を供給する電源
部と、上記電源部に連結されたアノード端とカソード端の間に直列に連結された複数の発
光素子を含む発光素子アレイと、上記発光素子アレイに流れる電流を第１チューニング電
圧に従い一定に維持させる定電流回路部と、上記発光素子アレイのカソード端と上記定電
流回路部の間に連結され、第２チューニング電圧に従い上記発光素子アレイのカソード端
から接地の間にかかる全体電圧のうち、一部の電圧を分担し、上記定電流回路部にかかる
電圧を制限する電圧制限回路部と、上記定電流回路部にかかる第１電圧を検出し、上記第
１電圧の大きさに従い上記第２チューニング電圧を上記電圧制限回路部に供給し上記電圧
制限回路部により分割される電圧の大きさを制御する電圧分割制御部を含むことを特徴と
する。
【００１４】
　また、本発明の発光素子の駆動装置に対する第３実施形態は、ＰＷＭ方式により生成し
た駆動電源を供給する電源部と、上記電源部に連結されたアノード端とカソード端の間に
直列に連結された複数の発光素子を含む発光素子アレイと、上記発光素子アレイに流れる
電流を第１チューニング電圧に従い一定に維持させる定電流回路部と、上記発光素子アレ
イのカソード端と上記定電流回路部の間に連結され、第２チューニング電圧に従い上記発
光素子アレイのカソード端から接地の間にかかる全体電圧のうち、一部の電圧を分担し、
上記定電流回路部にかかる電圧を制限する電圧制限回路部と、上記定電流回路部にかかる
第１電圧を検出し、上記第１電圧の大きさに従い上記第２チューニング電圧を上記電圧制
限回路部に供給し上記電圧制限回路部により分割される電圧の大きさを制御する電圧分割
制御部と、上記ＰＷＭ方式により生成した上記駆動電源に同期し、上記定電流回路部の出
力端と、上記電圧分割制御部の入力端をオン／オフにスイッチングするＰＷＭスイッチン
グ制御部を含むことを特徴とする。
【００１５】
　上記定電流回路部は、上記電圧制限回路部の電流出力端に連結されたドレインと、ゲー
ト及びソースを有する第１ＭＯＳトランジスタと、上記第１ＭＯＳトランジスタのソース
と接地の間に連結され、上記第１ＭＯＳトランジスタを通じ流れる電流をセンシングし第
１検出電圧を出力するセンシング抵抗と、上記第１検出電圧と既設定された第１基準電圧
を比較して両電圧の差電圧（電圧差）に従い第１チューニング電圧を上記第１ＭＯＳトラ
ンジスタのゲートに供給し上記発光素子アレイに流れる電流を一定にする比較部を含むこ
とを特徴とする。
【００１６】
　上記ＰＷＭスイッチング制御部は、上記定電流回路部の比較部と第１ＭＯＳトランジス
タの間に連結された第１スイッチと、上記電圧分割制御部の第１電圧検出ラインに連結さ
れた第２スイッチと、ＰＷＭ方式により生成した上記駆動電源に同期し上記第１スイッチ
及び第２スイッチをオンまたはオフにスイッチングさせるＰＷＭ制御部を含むことを特徴
とする。
【００１７】
　上記電圧制限回路部は、上記発光素子アレイのカソード端に連結されたドレインと、上
記第１ＭＯＳトランジスタのドレインに連結されたソースと、上記第２チューニング電圧
端に連結されたゲートを含む第２ＭＯＳトランジスタを含むことを特徴とする。
【００１８】



(5) JP 4972068 B2 2012.7.11

10

20

30

40

50

　上記電圧制限回路部は、上記発光素子アレイのカソード端に連結されたドレインと、上
記第１ＭＯＳトランジスタのドレインに連結されたソースと上記第２チューニング電圧端
に連結されたゲートを含む第２ＭＯＳトランジスタと、上記第２ＭＯＳトランジスタのド
レインとソースの間に連結された電圧分割抵抗を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　このような本発明によると、発光素子に定電流を供給するために必要な定電流回路にか
かる電圧を一定電圧以下に制限するようにすることにより、ＭＯＳトランジスタを含む定
電流回路における発熱を制限することができ、これにより、発光素子による製品の発熱問
題を解決し、製品の寿命及び製品の信頼性を向上させることができる効果がある。　
　また、フィードバック制御方式及びフィードバック経路をＰＷＭ方式によりスイッチン
グする方式を用いると、ＭＯＳトランジスタのゲート電圧をフィードバックループ（Ｆｅ
ｅｄｂａｃｋ　Ｌｏｏｐ）を用いて精密に調節することができる効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
【００２１】
　本発明は、説明する実施形態に限定されず、本発明の実施形態は本発明の技術的思想に
対する理解を助けるために用いられる。本発明の参照の図面で実質的に同じ構成と機能を
有する構成要素は同じ符号を用いる。
【００２２】
　図１は、本発明による発光素子の駆動装置の第１実施形態を表す構成図である。
【００２３】
　図１を参照すると、本発明による発光素子の駆動装置の第１実施形態は、駆動電源Ｖｃ
ｃを供給する電源部１００と、上記電源部１００に連結されたアノード端ＡＴとカソード
端ＣＴの間に直列に連結された複数の発光素子を含む発光素子アレイ２００と、上記発光
素子アレイ２００に流れる電流を第１チューニング電圧ＶＴ１に従い一定に維持させる定
電流回路部３００と、上記発光素子アレイ２００のカソード端ＣＴと上記定電流回路部３
００の間に連結され、第２チューニング電圧ＶＴ２に従い上記発光素子アレイ２００のカ
ソード端ＣＴから接地の間にかかる全体電圧のうち、一部の電圧を分担し、上記定電流回
路部３００にかかる電圧を既設定された電圧以下に制限する電圧制限回路部４００を含む
。
【００２４】
　図２は、本発明による発光素子の駆動装置の第２実施形態を表す構成図である。
【００２５】
　図２を参照すると、本発明による発光素子の駆動装置の第２実施形態は、駆動電源Ｖｃ
ｃを供給する電源部１００と、上記電源部１００に連結されたアノード端ＡＴとカソード
端ＣＴの間に直列に連結された複数の発光素子を含む発光素子アレイ２００と、上記発光
素子アレイ２００に流れる電流を第１チューニング電圧ＶＴ１に従い一定に維持させる定
電流回路部３００と、上記発光素子アレイ２００のカソード端ＣＴと上記定電流回路部３
００の間に連結され、第２チューニング電圧ＶＴ２に従い上記発光素子アレイ２００のカ
ソード端ＣＴから接地の間にかかる全体電圧のうち、一部の電圧を分担し、上記定電流回
路部３００にかかる電圧を制限する電圧制限回路部４００と、上記定電流回路部３００に
かかる第１電圧Ｖ１を検出し、上記第１電圧Ｖ１の大きさに従い上記第２チューニング電
圧ＶＴ２を上記電圧制限回路部４００に供給し上記電圧制限回路部４００により分割され
る電圧の大きさを制御する電圧分割制御部５００を含む。
【００２６】
　図３は、本発明による発光素子の駆動装置の第３実施形態を表す構成図である。
【００２７】
　図３を参照すると、本発明による発光素子の駆動装置の第３実施形態は、ＰＷＭ方式に
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より生成した駆動電源Ｖｃｃを供給する電源部１００と、上記電源部１００に連結された
アノード端ＡＴとカソード端ＣＴの間に直列に連結された複数の発光素子を含む発光素子
アレイ２００と、上記発光素子アレイ２００に流れる電流を第１チューニング電圧ＶＴ１
に従い一定に維持させる定電流回路部３００と、上記発光素子アレイ２００のカソード端
ＣＴと上記定電流回路部３００の間に連結され、第２チューニング電圧ＶＴ２に従い上記
発光素子アレイ２００のカソード端ＣＴから接地の間にかかる全体電圧のうち、一部の電
圧を分担し、上記定電流回路部３００にかかる電圧を制限する電圧制限回路部４００と、
上記定電流回路部３００にかかる第１電圧Ｖ１を検出し、上記第１電圧Ｖ１の大きさに従
い上記第２チューニング電圧を上記電圧制限回路部４００に供給し上記電圧制限回路部４
００により分割される電圧の大きさを制御する電圧分割制御部５００と、上記ＰＷＭ方式
により生成した上記駆動電源Ｖｃｃに同期し、上記定電流回路部３００の出力端と、上記
電圧分割制御部５００の入力端をオン／オフにスイッチングするＰＷＭスイッチング制御
部６００を含む。
【００２８】
　本発明の第１、第２及び第３実施形態の夫々において、上記定電流回路部３００は、上
記電圧制限回路部４００の電流出力端に連結されたドレインと、ゲート及びソースを有す
る第１ＭＯＳトランジスタＭＯＳ１と、上記第１ＭＯＳトランジスタＭＯＳ１のソースと
接地の間に連結され、上記第１ＭＯＳトランジスタＭＯＳ１を通じ流れる電流をセンシン
グし第１検出電圧ＶＤ１を出力するセンシング抵抗ＲＳと、上記第１検出電圧ＶＤ１と既
設定された第１基準電圧Ｖｒｅｆ１を比較して両電圧の差電圧（電圧差）に従い第１チュ
ーニング電圧ＶＴ１を上記第１ＭＯＳトランジスタＭＯＳ１のゲートに供給し上記発光素
子アレイ２００に流れる電流を一定にする比較部３１１を含む。
【００２９】
　一方、本発明の第３実施形態において、上記ＰＷＭスイッチング制御部６００は、上記
定電流回路部３００の比較部３１１と第１ＭＯＳトランジスタＭＯＳ１の間に連結された
第１スイッチＳＷ１と、上記電圧分割制御部５００の第１電圧Ｖ１検出ラインに連結され
た第２スイッチＳＷ２と、ＰＷＭ方式により生成された上記駆動電源Ｖｃｃに同期し上記
第１スイッチＳＷ１及び第２スイッチＳＷ２をオンまたはオフにスイッチングさせるＰＷ
Ｍ制御部６１０を含む。
【００３０】
　本発明の発光素子の駆動装置は、相互並列に連結された複数の発光素子アレイにも適用
されることができる。例えば、複数の発光素子アレイの夫々に連結される電圧制限回路部
及び定電流回路部を含む場合、上記複数の定電流回路部の夫々にかかる電圧に従い、該当
電圧制限回路部を制御することができる。
【００３１】
　以下、上記本発明の第１、第２及び第３実施形態の夫々に全て適用される上記電圧制限
回路部４００について説明する。
【００３２】
　図４は、本発明の電圧制限回路部による電圧補償の説明図である。　
　図１乃至図４を参照すると、上記電圧制限回路部４００は、上記発光素子アレイ２００
のカソード端ＣＴに連結されたドレインと、上記第１ＭＯＳトランジスタＭＯＳ１のドレ
インに連結されたソースと、上記第２チューニング電圧ＶＴ２端に連結されたゲートを含
む第２ＭＯＳトランジスタＭＯＳ２を含むことができる。
【００３３】
　図５は、本発明の電圧制限回路部の電圧分割抵抗の説明図である。　
　図２乃至図５を参照すると、上記電圧制限回路部４００は、上記発光素子アレイ２００
のカソード端ＣＴに連結されたドレインと、上記第１ＭＯＳトランジスタＭＯＳ１のドレ
インに連結されたソースと、上記第２チューニング電圧ＶＴ２端に連結されたゲートを含
む第２ＭＯＳトランジスタＭＯＳ２と、上記第２ＭＯＳトランジスタＭＯＳ２のドレイン
とソースの間に連結された電圧分割抵抗Ｒ２を含む。
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【００３４】
　以下、図１乃至図５を参照して本発明による発光素子の駆動装置の実施形態に対する作
用及び効果について説明する。
【００３５】
　先ず、図１に図示した本発明の第１実施形態を説明すると、本発明による発光素子の駆
動装置は、電源部１００、発光素子アレイ２００、定電流回路部３００及び電圧制限回路
部４００を含む。
【００３６】
　上記電源部１００は、上記発光素子アレイ２００で必要とする駆動電源Ｖｃｃを供給す
る。　
　上記発光素子アレイ２００は、上記電源部１００に連結されたアノード端ＡＴとカソー
ド端ＣＴの間に直列に連結された複数の発光素子を含む。
【００３７】
　ここで、上記複数の発光素子は、発光ダイオード（ＬＥＤ）、またはレーザダイオード
（ＬＤ）、または有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）等がある。
【００３８】
　上記定電流回路部３００は、上記発光素子アレイ２００に流れる電流を第１チューニン
グ電圧ＶＴ１に従い一定に維持させる。
【００３９】
　このとき、上記電圧制限回路部４００は、上記発光素子アレイ２００のカソード端ＣＴ
と上記定電流回路部３００の間に連結され、第２チューニング電圧ＶＴ２に従い上記発光
素子アレイ２００のカソード端ＣＴから接地の間にかかる全体電圧のうち、一部の電圧を
分担し、上記定電流回路部３００にかかる電圧を既設定された電圧以下に制限する。
【００４０】
　より具体的に、図４を参照して上記電圧制限回路部４００について説明すると、上記電
圧制限回路部４００が上記発光素子アレイ２００のカソード端ＣＴに連結されたドレイン
と、上記第１ＭＯＳトランジスタＭＯＳ１のドレインに連結されたソースと、上記第２チ
ューニング電圧ＶＴ２端に連結されたゲートを含む第２ＭＯＳトランジスタＭＯＳ２から
構成される場合、上記第２ＭＯＳトランジスタＭＯＳ２のゲートに供給される第２チュー
ニング電圧ＶＴ２の大きさで上記定電流回路部３００にかかる電圧を調節することができ
る。
【００４１】
　このとき、上記第１ＭＯＳトランジスタＭＯＳ１と第２ＭＯＳトランジスタＭＯＳ２と
の接続ノードＮ１における第１電圧Ｖ１と、第１及び第２ＭＯＳトランジスタＭＯＳ１、
ＭＯＳ２の夫々のドレイン―ソース間の電圧Ｖｄｓ１、Ｖｄｓ２は下記の数２の通りであ
る。
【数２】

【００４２】
　上記数２を参照すると、第２チューニング電圧ＶＴ２を低く供給すると、第１電圧Ｖ１
を低くすることができ、上記第１電圧Ｖ１が低いと第１ＭＯＳトランジスタＭＯＳ１のド
レイン―ソース間の電圧Ｖｄｓ１も低くなるので、上記第２チューニング電圧ＶＴ２を調
節し上記第１ＭＯＳトランジスタＭＯＳ１における発熱が改善されることができることが
分かる。
【００４３】
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　上述のように、上記第２ＭＯＳトランジスタＭＯＳ２を追加して、上記第１ＭＯＳトラ
ンジスタＭＯＳ１の発熱問題を改善することはできるが、追加される第２ＭＯＳトランジ
スタＭＯＳ２の自体発熱問題が発生する可能性があるため、上記第２ＭＯＳトランジスタ
ＭＯＳ２の発熱問題は、図５に図示したように、上記第２ＭＯＳトランジスタＭＯＳ２の
ドレイン―ソース間の抵抗を追加して解決した。
【００４４】
　図５を参照すると、上記電圧制限回路部４００が、上記第２ＭＯＳトランジスタＭＯＳ
２のドレインとソースの間に連結された電圧分割抵抗Ｒ２をさらに含む場合には、上記第
２ＭＯＳトランジスタＭＯＳ２に流れる電流を分散させ上記第２ＭＯＳトランジスタＭＯ
Ｓ２において発生する熱を分散させることができる。
【００４５】
　このとき、上記発光素子アレイ２００に流れる電流ＩＬＥＤから上記電圧分散抵抗Ｒ２
に流れる電流ＩＲ２が分散されるため、上記第２ＭＯＳトランジスタＭＯＳ２に流れる電
流ＩＭ２は下記の数３のように減る。

【数３】

【００４６】
　即ち、上記数３に表したように、上記第２ＭＯＳトランジスタＭＯＳ２に流れる電流が
上記電圧分散抵抗Ｒ２により分散されるため、上記第２ＭＯＳトランジスタＭＯＳ２に流
れる電流が減少し、これに従い上記第２ＭＯＳトランジスタＭＯＳ２の発熱が改善される
ことができる。
【００４７】
　上記のように、本発明の第１実施形態における説明は、本発明の第２実施形態及び第３
実施形態の夫々にもそのまま適用されるため、本発明の第１実施形態と重なる技術内容に
対しては本発明の第２実施形態及び第３実施形態ではその説明を省略する。
【００４８】
　次いで、図２に図示された本発明の第２実施形態を説明すると、本発明による発光素子
の駆動装置は、図１に図示された本発明の第１実施形態の構成に、電圧分割制御部５００
をさらに追加する。
【００４９】
　このとき、上記電圧分割制御部５００は、上記定電流回路部３００にかかる第１電圧Ｖ
１を検出し、上記第１電圧Ｖ１の大きさに従い上記第２チューニング電圧ＶＴ２を上記電
圧制限回路部４００に供給し上記電圧制限回路部４００により分割される電圧の大きさを
制御する。
【００５０】
　即ち、上記電圧分割制御部５００は、上記定電流回路部３００にかかる第１電圧Ｖ１の
大きさに従い上記第２チューニング電圧ＶＴ２の大きさを調節し、上記電圧制限回路部４
００により分割される電圧の大きさを調節することができ、これにより、フィードバック
制御の原理を用いて、上記定電流回路部３００にかかる第１電圧Ｖ１を既設定された電圧
以下に自動的に制限することができる。
【００５１】
　このとき、既設定された電圧は、上記電圧分割制御部５００から接地までの全体電圧で
上記電圧分割制御部５００で分担する電圧を除いた電圧に該当する。
【００５２】
　次いで、図３に図示された本発明の第３実施形態を説明すると、本発明による発光素子
の駆動装置は、図２に図示された本発明の第２実施形態の構成に、ＰＷＭスイッチング制
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御部６００をさらに追加する。
【００５３】
　このとき、上記ＰＷＭスイッチング制御部６００は、上記ＰＷＭ方式により生成した上
記駆動電源Ｖｃｃに同期し、上記定電流回路部３００の出力端と、上記電圧分割制御部５
００の入力端をオン／オフにスイッチングする。
【００５４】
　即ち、上記ＰＷＭスイッチング制御部６００のＰＷＭ制御部６１０は、上記ＰＷＭ方式
により生成した上記駆動電源Ｖｃｃに同期し、上記定電流回路部３００の出力に連結され
た第１スイッチＳＷ１と、上記電圧分割制御部５００の入力端に連結された第２スイッチ
ＳＷ２をオンまたはオフにし、ＰＷＭ制御区間中のオン区間では上記第１及び第２スイッ
チＳＷ１、ＳＷ２をオンにし、上記ＰＷＭ制御区間中のオフ区間では上記第１及び第２ス
イッチＳＷ１、ＳＷ２をオフにする。
【００５５】
　上述の本発明の第１、第２及び第３実施形態の夫々に適用される上記定電流回路部３０
０について具体的に説明する。
【００５６】
　上記定電流回路部３００は、上記電圧制限回路部４００の電流出力端に連結されたドレ
インと、第１チューニング電圧ＶＴ１端に連結されたゲート及びセンシング抵抗ＲＳに連
結されたソースを有する第１ＭＯＳトランジスタＭＯＳ１を含むが、このとき、上記セン
シング抵抗ＲＳは上記第１ＭＯＳトランジスタＭＯＳ１を通じ接地に流れる電流をセンシ
ングし第１検出電圧ＶＤ１を比較部３１１に出力する。
【００５７】
　上記比較部３１１は、上記第１検出電圧ＶＤ１と既設定された第１基準電圧Ｖｒｅｆ１
を比較して両電圧の差電圧（電圧差）に従い上記第１チューニング電圧ＶＴ１を上記第１
ＭＯＳトランジスタＭＯＳ１のゲートに供給し上記発光素子アレイ２００に流れる電流を
一定に維持するようにする。
【００５８】
　また、本発明の第３実施形態において、上記ＰＷＭスイッチング制御部６００について
説明すると、上記ＰＷＭスイッチング制御部６００のＰＷＭ制御部６１０は、ＰＷＭ方式
により生成した上記駆動電源Ｖｃｃに同期し上記第１スイッチＳＷ１及び第２スイッチＳ
Ｗ２をオンまたはオフにスイッチングさせる。
【００５９】
　これにより、上記第１スイッチＳＷ１は、上記定電流回路部３００の比較部３１１の出
力端と上記第１ＭＯＳトランジスタＭＯＳ１のゲートの間でオンまたはオフの動作をし、
上記比較部３１１の出力端に上記第１ＭＯＳトランジスタＭＯＳ１のゲートを連結させる
か、分離させる。
【００６０】
　そして、上記第２スイッチＳＷ２がオンまたはオフになり、上記電圧分割制御部５００
の第１電圧Ｖ１検出ラインを連結、または分離させる。
【００６１】
　上述のように、ＬＥＤ等のような発光素子の明るさを調整するためにＰＷＭ動作で発光
素子をオンまたはオフに繰り返し動作させるが、このとき、オフの状態で第２ＭＯＳトラ
ンジスタのドレイン―ソース電圧Ｖｄｓ２が急激に増加することができるが、これをフィ
ードバック（Ｆｅｅｄｂａｃｋ）させるとオフ区間でもチューニング電圧を生成させる誤
作動の問題が発生する。従って、本願発明のようにＰＷＭ動作時、フィードバック経路を
オフにすると、より動作の安定性及び正確性が向上する効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明による発光素子の駆動装置の第１実施形態を表す構成図である。
【図２】本発明による発光素子の駆動装置の第２実施形態を表す構成図である。
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【図３】本発明による発光素子の駆動装置の第３実施形態を表す構成図である。
【図４】本発明の電圧制限回路部による電圧補償の説明図である。
【図５】本発明の電圧制限回路部の電圧分割抵抗の説明図である。
【図６】従来ＬＥＤの駆動装置の構成図である。
【符号の説明】
【００６３】
　１００　電源部
　２００　発光素子アレイ
　３００　定電流回路部
　３１１　比較部
　４００　電圧制限回路部
　５００　電圧分割制御部
　６００　ＰＷＭスイッチング制御部
　６１０　ＰＷＭ制御部
　ＭＯＳ１　第１ＭＯＳトランジスタ
　ＭＯＳ２　第２ＭＯＳトランジスタ
　ＲＳ　センシング抵抗
　Ｒ２　電圧分割抵抗
　ＳＷ１　第１スイッチ
　ＳＷ２　第２スイッチ

【図１】 【図２】
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