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(57)【要約】
【課題】作動時にＬＥＤが接続される端子がオープンに
なった場合でも、ＬＥＤ及びＬＥＤに電圧を供給する回
路の不具合を生じさせないバックライト用ＬＥＤ駆動回
路を提供する。
【解決手段】バックライト用ＬＥＤ駆動回路２０におい
て、ＰＷＭ信号に基づいて直流電源電圧を昇圧し、昇圧
後の昇圧電圧をＬＥＤ１２ｃのアノード側に供給する昇
圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２と、ＬＥＤのカソード側
に接続される端子２２ｂにおける電圧に基づくフィード
バック電圧ＦＢＶを検出する電圧検出回路２４と、フィ
ードバック電圧ＦＢＶが所定電圧となるように昇圧式Ｄ
Ｃ／ＤＣコンバータ２２へＰＷＭ信号を出力するＰＷＭ
制御回路２６と、フィードバック電圧ＦＢＶが所定電圧
よりも小さく設定された第２所定電圧以下であるときに
は、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２へのＰＷＭ信号の
出力を停止させるＰＷＭ停止回路２８とを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶パネルのバックライトに用いられるＬＥＤを駆動するバックライト用ＬＥＤ駆動回
路において、
　ＰＷＭ信号に基づいて直流電源電圧を昇圧し、昇圧後の昇圧電圧を上記ＬＥＤのアノー
ド側に供給する昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータと、
　上記ＬＥＤのカソード側に接続される端子における電圧に基づくフィードバック電圧を
検出する電圧検出回路と、
　上記フィードバック電圧が所定電圧となるように上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータへ上
記ＰＷＭ信号を出力するＰＷＭ制御回路と、
　上記フィードバック電圧が上記所定電圧よりも小さく設定された第２所定電圧以下であ
るときには、上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータへの上記ＰＷＭ信号の出力を停止させるＰ
ＷＭ停止回路と
　を、備えることを特徴とするバックライト用ＬＥＤ駆動回路。
【請求項２】
　上記第２所定電圧は、上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータの作動時に上記端子に電圧がか
かっていないことを判断するためのオープン接続判断電圧であることを特徴とする請求項
１に記載のバックライト用ＬＥＤ駆動回路。
【請求項３】
　上記ＰＷＭ停止回路は、上記フィードバック電圧が上記所定電圧よりも大きく設定され
た第３所定電圧以上であるときにも、上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータへの上記ＰＷＭ信
号の出力を停止させることを特徴とする請求項１または２に記載のバックライト用ＬＥＤ
駆動回路。
【請求項４】
　上記第３所定電圧は、上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータの作動時に昇圧する元となる上
記直流電源電圧が規定の電圧よりも高いことを判断するための高電圧判断電圧であること
を特徴とする請求項３に記載のバックライト用ＬＥＤ駆動回路。
【請求項５】
　上記ＰＷＭ制御回路および上記ＰＷＭ停止回路は、上記液晶パネルを駆動するためのパ
ネル駆動回路に組み込まれていることを特徴とする請求項１乃至４の何れかに記載のバッ
クライト用ＬＥＤ駆動回路。
【請求項６】
　上記パネル駆動回路は、上記液晶パネルを構成するガラス基板上に実装される液晶ドラ
イバＩＣであることを特徴とする請求項５に記載のバックライト用ＬＥＤ駆動回路。
【請求項７】
　上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータは、３．３Ｖの上記直流電源電圧に接続されるチョー
クコイルと、該チョークコイルに接続されて上記ＰＷＭ信号によりスイッチングされるス
イッチ素子と、出力側に接続される平滑用コンデンサとを有するチョッパ式ＤＣ／ＤＣコ
ンバータであり、
　上記ＰＷＭ制御回路および上記ＰＷＭ停止回路は、上記液晶パネルを構成するガラス基
板上に実装された液晶ドライバＩＣに組み込まれ、上記フィードバック電圧が０．６Ｖに
設定された上記所定電圧となるように上記チョッパ式ＤＣ／ＤＣコンバータへ上記ＰＷＭ
信号を出力する一方で、上記フィードバック電圧が上記チョッパ式ＤＣ／ＤＣコンバータ
の作動時に上記端子に電圧がかかっていないことを判断するための０．２Ｖに設定された
上記第２所定電圧以下であるときには、或いは上記フィードバック電圧が上記チョッパ式
ＤＣ／ＤＣコンバータの作動時に昇圧する元となる上記直流電源電圧が規定の３．３Ｖよ
りも高いことを判断するための１．１Ｖに設定された第３所定電圧以上であるときには、
上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータへの上記ＰＷＭ信号の出力を停止させることを特徴とす
る請求項１に記載のバックライト用ＬＥＤ駆動回路。 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶パネルのバックライトに用いられるＬＥＤ（Light Emitting Diode、発
光ダイオード）を駆動するバックライト用ＬＥＤ駆動回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶パネルのバックライトに用いられるＬＥＤを駆動するバックライト用ＬＥＤ駆動回
路がよく知られている。図５は、従来のバックライト用ＬＥＤ駆動回路のブロック図であ
る。図５において、バックライト用ＬＥＤ駆動回路１は、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２
と電圧検出回路３とＰＷＭ制御回路４とを備え、ＰＷＭ制御回路４から出力するＰＷＭ信
号に基づいて直流電源電圧を昇圧して、複数のＬＥＤが直列に連結されたＬＥＤ５に昇圧
後の昇圧電圧を供給する。この際、ＬＥＤ５のカソード側の電圧に基づくフィードバック
電圧（ＦＢ電圧）を検出し、そのフィードバック電圧が所定電圧となるようにＰＷＭ信号
を制御している。例えば、フィードバック電圧が所定電圧より高くなればＰＷＭ信号のデ
ューティ比が小さくされて昇圧電圧が低下させられ、フィードバック電圧が所定電圧より
低くなればＰＷＭ信号のデューティ比が大きくされて昇圧電圧が上昇させられる。
【０００３】
　また、ＬＥＤを適切に駆動する駆動回路が種々提案されている。例えば、特許文献１に
は、光源がオフされる場合、待機電源の持続的な上昇を防止してディスプレイ特性を向上
するディスプレイ装置が開示されている。また、特許文献２には、予め設定された内部基
準電圧と電圧検出用抵抗によって検出された検出電圧に応じて決定されるデューティ比を
有するスイッチングパルスでスイッチのオン／オフを制御するＰＷＭ制御部を有するバッ
クライト用ＬＥＤ駆動回路が開示されている。また、特許文献３には、発振回路に発振及
び発振停止を制御する制御手段スイッチを設けることにより、発光素子の劣化や破壊を防
止し、発光素子に流れる電流を高速でスイッチングする発光素子の駆動回路が開示されて
いる。
【特許文献１】特開２００７－９６２９６号公報
【特許文献２】特開２００７－１３１８３号公報
【特許文献３】特開平０３－２５５６８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、図５のバックライト用ＬＥＤ駆動回路１では、例えばＬＥＤ５が接続端子２
ａ、２ｂに接続されなかったりＬＥＤ５が断線したりして接続端子２ａ、２ｂがオープン
にされる場合には、接続端子２ｂに電圧がかからずフィードバック電圧は所定電圧より低
くなり、ＰＷＭ信号のデューティ比が大きくされて接続端子２ａから出力される昇圧電圧
が上昇させられる。このとき昇圧電圧が上昇させらてもフィードバック電圧は所定電圧よ
り低いままなので、例えばＰＷＭ信号の最大デューティ比が維持され、接続端子２ａにお
ける昇圧電圧は上がり続け昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２で出力できる最大の電圧まで上
昇させられる可能性がある。
　一般に、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２を構成する回路素子は、通常使用に対してある
程度余裕を持って設計されているが、コストや配置スペース等とのバランスも考慮する必
要があり、上記最大の電圧まで耐えうるような回路素子を使用しないことが望ましいと考
えられる。そうすると、バックライト用ＬＥＤ駆動回路１の作動時に接続端子２ａ、２ｂ
がオープンである場合には、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２を構成する回路素子に不具合
が生じる可能性があった。
　また、接続端子２ａにおける昇圧電圧が上昇させられた状態でＬＥＤ５が接続端子２ａ
、２ｂに接続された場合には、ＬＥＤ５に不具合が生じる可能性があった。
　上述した特許文献１～３に記載された技術は、これらの不具合を生じさせないようにす
るものでなく、接続端子２ａ、２ｂがオープンとされた場合に生じる不具合を防止する技
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術は未だ提案されていない。
【０００５】
　本発明は上記課題に鑑みて為されたもので、その目的とするところは、作動時にＬＥＤ
が接続される端子がオープンになった場合でも、ＬＥＤ及びＬＥＤに電圧を供給する回路
の不具合を生じさせないバックライト用ＬＥＤ駆動回路を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するための請求項１に記載の発明は、液晶パネルのバックライトに用い
られるＬＥＤを駆動するバックライト用ＬＥＤ駆動回路において、ＰＷＭ信号に基づいて
直流電源電圧を昇圧し、昇圧後の昇圧電圧を上記ＬＥＤのアノード側に供給する昇圧式Ｄ
Ｃ／ＤＣコンバータと、上記ＬＥＤのカソード側に接続される端子における電圧に基づく
フィードバック電圧を検出する電圧検出回路と、上記フィードバック電圧が所定電圧とな
るように上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータへ上記ＰＷＭ信号を出力するＰＷＭ制御回路と
、上記フィードバック電圧が上記所定電圧よりも小さく設定された第２所定電圧以下であ
るときには、上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータへの上記ＰＷＭ信号の出力を停止させるＰ
ＷＭ停止回路とを、備える構成としてある。
【０００７】
　上記のように構成された本発明のバックライト用ＬＥＤ駆動回路において、上記フィー
ドバック電圧が上記所定電圧よりも小さく設定された第２所定電圧以下であるときには、
上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータへの上記ＰＷＭ信号の出力が停止させられることから、
上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータの作動時に昇圧する元となる上記直流電源電圧が昇圧さ
せられない。
【０００８】
　また、好適には、上記第２所定電圧は、上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータの作動時に上
記端子に電圧がかかっていないことを判断するためのオープン接続判断電圧である構成と
しても良い。このように構成されることで、上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータの作動時に
上記端子に電圧がかかっていない場合に、上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータへの上記ＰＷ
Ｍ信号の出力が適切に停止させられる。
【０００９】
　また、好適には、上記ＰＷＭ停止回路は、上記フィードバック電圧が上記所定電圧より
も大きく設定された第３所定電圧以上であるときにも、上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ
への上記ＰＷＭ信号の出力を停止させる構成としても良い。このように構成されることで
、ＰＷＭ制御では昇圧電圧を低下させられない場合に、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ内の
各部や上記ＬＥＤのアノード側が接続される端子に過電圧がかかることが防止される。
【００１０】
　また、好適には、上記第３所定電圧は、上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータの作動時に昇
圧する元となる上記直流電源電圧が規定の電圧よりも高いことを判断するための高電圧判
断電圧である構成としても良い。このように構成されることで、上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコ
ンバータの作動時に昇圧する元となる上記直流電源電圧が規定の電圧よりも高い場合に、
上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータへの上記ＰＷＭ信号の出力が適切に停止させられる。
【００１１】
　また、好適には、上記ＰＷＭ制御回路および上記ＰＷＭ停止回路は、上記液晶パネルを
駆動するためのパネル駆動回路に組み込まれている構成としても良い。
　また、好適には、上記パネル駆動回路は、上記液晶パネルを構成するガラス基板上に実
装される液晶ドライバＩＣである構成としても良い。
【００１２】
　また、好適には、上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータは、３．３Ｖの上記直流電源電圧に
接続されるチョークコイルと、該チョークコイルに接続されて上記ＰＷＭ信号によりスイ
ッチングされるスイッチ素子と、出力側に接続される平滑用コンデンサとを有するチョッ
パ式ＤＣ／ＤＣコンバータであり、上記ＰＷＭ制御回路および上記ＰＷＭ停止回路は、上
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記液晶パネルを構成するガラス基板上に実装された液晶ドライバＩＣに組み込まれ、上記
フィードバック電圧が０．６Ｖに設定された上記所定電圧となるように上記チョッパ式Ｄ
Ｃ／ＤＣコンバータへ上記ＰＷＭ信号を出力する一方で、上記フィードバック電圧が上記
チョッパ式ＤＣ／ＤＣコンバータの作動時に上記端子に電圧がかかっていないことを判断
するための０．２Ｖに設定された上記第２所定電圧以下であるときには、或いは上記フィ
ードバック電圧が上記チョッパ式ＤＣ／ＤＣコンバータの作動時に昇圧する元となる上記
直流電源電圧が規定の３．３Ｖよりも高いことを判断するための１．１Ｖに設定された第
３所定電圧以上であるときには、上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータへの上記ＰＷＭ信号の
出力を停止させる構成としても良い。このように構成されることで、上記昇圧式ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの作動時に上記端子に電圧がかかっていない場合に、上記昇圧式ＤＣ／ＤＣ
コンバータへの上記ＰＷＭ信号の出力が適切に停止させられる。また、上記昇圧式ＤＣ／
ＤＣコンバータの作動時に昇圧する元となる上記直流電源電圧が規定の電圧よりも高いこ
とでＰＷＭ制御では昇圧電圧を低下させられない場合にも、上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバ
ータへの上記ＰＷＭ信号の出力が適切に停止させられ、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ内の
各部や上記ＬＥＤのアノード側が接続される端子に過電圧がかかることが防止される。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明したように、請求項１に記載の発明によれば、上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバー
タの作動時に昇圧する元となる上記直流電源電圧が昇圧させられないので、昇圧式ＤＣ／
ＤＣコンバータ内の各部や上記ＬＥＤのアノード側が接続される端子に過電圧がかからな
い。これにより、作動時にＬＥＤが接続される端子がオープンになった場合でも、ＬＥＤ
及びＬＥＤに電圧を供給する昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータの不具合を生じさせないバック
ライト用ＬＥＤ駆動回路が提供される。
【００１４】
　また、本発明によれば、上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータの作動時に上記端子に電圧が
かかっていない場合に、上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータへの上記ＰＷＭ信号の出力が適
切に停止させられるので、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ内の各部や上記ＬＥＤのアノード
側が接続される端子に過電圧がかかることが適切に防止される。
【００１５】
　また、本発明によれば、ＰＷＭ制御では昇圧電圧を低下させられない場合に、昇圧式Ｄ
Ｃ／ＤＣコンバータ内の各部や上記ＬＥＤのアノード側が接続される端子に過電圧がかか
ることが防止されるので、ＬＥＤ及びＬＥＤに電圧を供給する昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバー
タの不具合を生じさせない。
【００１６】
　また、本発明によれば、上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータの作動時に昇圧する元となる
上記直流電源電圧が規定の電圧よりも高い場合に、上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータへの
上記ＰＷＭ信号の出力が適切に停止させられるので、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ内の各
部や上記ＬＥＤのアノード側が接続される端子に過電圧がかかることが適切に防止される
。
【００１７】
　また、本発明によれば、上記液晶パネルを駆動するためのパネル駆動回路に上記ＰＷＭ
制御回路および上記ＰＷＭ停止回路が組み込まれるので、コストダウンやスペース効率が
向上される。また、上記液晶パネルを構成するガラス基板上に実装される液晶ドライバＩ
Ｃで上記パネル駆動回路が構成されるので、コストダウンやスペース効率が一層向上され
る。
【００１８】
　また、本発明によれば、上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータの作動時に上記端子に電圧が
かかっていない場合に、上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータへの上記ＰＷＭ信号の出力が適
切に停止させられるので、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ内の各部や上記ＬＥＤのアノード
側が接続される端子に過電圧がかかることが適切に防止される。また、上記昇圧式ＤＣ／
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ＤＣコンバータの作動時に昇圧する元となる上記直流電源電圧が規定の電圧よりも高いこ
とでＰＷＭ制御では昇圧電圧を低下させられない場合にも、上記昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバ
ータへの上記ＰＷＭ信号の出力が適切に停止させられ、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ内の
各部や上記ＬＥＤのアノード側が接続される端子に過電圧がかかることが防止されるので
、ＬＥＤ及びＬＥＤに電圧を供給する昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータの不具合を生じさせな
い。また、上記液晶パネルを構成するガラス基板上に実装される液晶ドライバＩＣに上記
ＰＷＭ制御回路および上記ＰＷＭ停止回路が組み込まれるので、コストダウンやスペース
効率が向上される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、下記の項目に従って本発明の実施形態を図面を参照しつつ説明する。
（１）液晶モニタ装置の概略構成
（２）バックライト用ＬＥＤ駆動回路の構成
（３）変形例
（４）まとめ
【００２０】
（１）液晶モニタ装置の概略構成
　以下、図１を参照して本発明が適用されるバックライト用ＬＥＤ駆動回路２０（以下Ｌ
ＥＤ駆動回路２０、図２参照）を備えた液晶モニタ装置１０の概略構成を説明する。図１
は、液晶モニタ装置１０のブロック構成図である。図１において、液晶モニタ装置１０は
、映像回路１１と、液晶モジュール１２と、電源回路１３と、マイコン１４と、ＬＥＤ駆
動回路２０とを備えている。
【００２１】
　電源回路１３は、外部の商用電源等から電源電圧（交流）の供給を受けるとともに、同
供給された電源電圧を、マイコン１４を始めＬＥＤ駆動回路２０等の各回路へ供給する。
電源回路１３は、必要に応じて各回路へ供給する電圧を交流から直流へと変換する。
【００２２】
　マイコン１４は、液晶モニタ装置１０を構成する各部と電気的に接続されており、マイ
コン１４内部の構成部品としてのＣＰＵ１４ａが、同じくマイコン１４内の構成部品であ
るＲＯＭ１４ｂやＲＡＭ１４ｃなどに書き込まれた各プログラムに従って、液晶モニタ装
置１０全体を制御する。
【００２３】
　映像回路１１は、入力されたＲＧＢ（レッド、グリーン、ブルー）信号からなるデジタ
ル画像データに対して液晶パネル１２ａのマトリクス状に配列された画素数（横縦比、ｍ
：ｎ）に合わせたスケーリング処理を行い、液晶パネル１２ａに表示する１画面分の画像
データを生成する。さらに、この画像データに対して、輝度補正、コントラスト調整、彩
度補正等の各種処理を行った上で、処理後の画像データを液晶モジュール１２へ出力する
。尚、上記ＲＧＢ信号からなるデジタル画像データは、任意の画像を表現する基となる映
像信号から抽出された輝度信号と色差信号とに基づいてマトリクス変換処理が行われて生
成された画像データであったり、マイコン等により生成された画像データ等である。また
、上記映像信号は、例えば公知のアンテナによって受信されたテレビジョン放送信号から
公知のチューナ回路によって抽出された映像信号や映像再生機器から出力された映像信号
等である。
【００２４】
　液晶モジュール１２は、液晶パネル１２ａと、パネル駆動回路１２ｂと、ＬＥＤ１２ｃ
とから構成される。液晶パネル１２ａは、例えばアクティブマトリクス駆動方式のパネル
である。パネル駆動回路１２ｂは、映像回路１１から出力された画像データに基づいて制
御されて液晶パネル１２ａを駆動することにより、液晶パネル１２ａに画像データに応じ
た画像を表示させる。ＬＥＤ１２ｃは、液晶パネル１２ａを背面側から照射する光源すな
わち液晶パネル１２ａのバックライトであり、例えば複数個のＬＥＤを有する。
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【００２５】
　ＬＥＤ駆動回路２０は、液晶パネル１２ａのバックライトに用いられるＬＥＤ１２ｃを
駆動する。
【００２６】
（２）バックライト用ＬＥＤ駆動回路の構成
　図２は、ＬＥＤ駆動回路２０のブロック構成図である。図２において、ＬＥＤ駆動回路
２０は、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２と、電圧検出回路２４と、ＰＷＭ制御回路２６
と、ＰＷＭ停止回路２８とを備えている。
【００２７】
　昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２は、ＰＷＭ信号に基づいて電源回路１３から供給され
た直流電源電圧を昇圧し、昇圧後の昇圧電圧をＬＥＤ１２ｃのアノード側に接続される端
子２２ａから供給してＬＥＤ１２ｃを点灯させる。
　電圧検出回路２４は、ＬＥＤ１２ｃのカソード側に接続される端子２２ｂにおけるカソ
ード側電圧に基づくフィードバック電圧ＦＢＶを検出する。
　ＰＷＭ制御回路２６は、フィードバック電圧ＦＢＶが所定電圧となるように昇圧式ＤＣ
／ＤＣコンバータ２２へＰＷＭ信号を出力する。
　ＰＷＭ停止回路２８は、フィードバック電圧ＦＢＶが所定電圧よりも小さく設定された
第２所定電圧以下であるときには、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２へのＰＷＭ信号の出
力を停止させる。また、ＰＷＭ停止回路２８は、フィードバック電圧ＦＢＶが所定電圧よ
りも大きく設定された第３所定電圧以上であるときにも、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２
２へのＰＷＭ信号の出力を停止させる。
【００２８】
　上記所定電圧は、例えばＬＥＤ１２ｃを適切に点灯させる昇圧電圧とするための予め求
められたフィードバック電圧ＦＢＶの適正電圧である。
　上記第２所定電圧は、例えば昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２の作動時に端子２２ｂに
カソード側電圧がかかっていないことを判断するための予め求められたオープン接続判断
電圧である。
　上記第３所定電圧は、例えば昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２の作動時に昇圧する元と
なる電源回路１３から供給された直流電源電圧が規定の電圧よりも高いことを判断するた
めの予め求められた高電圧判断電圧である。
【００２９】
　このようにＬＥＤ駆動回路２０が構成されることで、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２
の作動時にＬＥＤ１２ｃのカソード側に接続される端子２２ｂに電圧がかかっておらずフ
ィードバック電圧ＦＢＶが第２所定電圧以下であるときには、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバー
タ２２へのＰＷＭ信号の出力が適切に停止させられることから、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバ
ータ２２の作動時に昇圧する元となる直流電源電圧が昇圧させられない。
　また、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２の作動時に昇圧する元となる直流電源電圧が規
定の電圧よりも高いことでＰＷＭ制御では昇圧電圧を低下させられない場合にも、昇圧式
ＤＣ／ＤＣコンバータ２２へのＰＷＭ信号の出力が適切に停止させられることから、昇圧
式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２内の各部やＬＥＤ１２ｃのアノード側が接続される端子２２
ａに過電圧がかかることが防止される。
【００３０】
　図３は、ＬＥＤ駆動回路２０の具体的な回路構成の一例を示す図である。
　図３において、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２は、例えば３．３Ｖの直流電源電圧に
接続されるチョークコイルＬ１と、チョークコイルＬ１に接続されると共に端子２２ｄか
ら入力したＰＷＭ信号によりスイッチングされるスイッチ素子としてのトランジスタＴＲ
１と、ツェナーダイオードＺＤ１を介してチョークコイルＬ１に接続されてトランジスタ
ＴＲ１のスイッチングによりチョークコイルＬ１の出力側に生じる所定の電圧パルスを平
滑すると共に出力側である端子２２ａに接続される平滑用コンデンサＣ１とを、有するチ
ョッパ式ＤＣ／ＤＣコンバータである。このように構成された昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバー
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タ２２において、ＰＷＭ信号のデューティ比が小さくされれば低下させるように、或いは
ＰＷＭ信号のデューティ比が大きくされれば上昇させるように、３．３Ｖを昇圧した昇圧
電圧が端子２２ａから出力されてＬＥＤ１２ｃに供給される。
【００３１】
　電圧検出回路２４は、例えば一端がカソード側電圧が入力される端子２２ｂに接続され
た端子２２ｃに接続され且つ他端がグランドＧＮＤに接続される分割抵抗Ｒ２４を備えて
いる。この分割抵抗Ｒ２４は、例えばＬＥＤ１２ｃに適正な昇圧電圧が供給されたときに
分割点Ｐ２４におけるフィードバック電圧ＦＢＶが０．６Ｖとなるように各抵抗値が設定
されている。従って、上記所定電圧は０．６Ｖに設定されている。
【００３２】
　ＰＷＭ制御回路２６は、例えば昇圧ＤＣ／ＤＣコントローラＩＣ２７で構成されている
。この昇圧ＤＣ／ＤＣコントローラＩＣ２７は、例えば１番ピン（ＦＢ）に入力されたフ
ィードバック電圧ＦＢＶが所定電圧の０．６Ｖとなるように５番ピンから端子２２ｄへＰ
ＷＭ信号を出力する。例えばフィードバック電圧ＦＢＶが所定電圧の０．６Ｖより高くな
ればＰＷＭ信号のデューティ比を小さくし、反対にフィードバック電圧ＦＢＶが所定電圧
の０．６Ｖより低くなればＰＷＭ信号のデューティ比を大きくする。また、昇圧ＤＣ／Ｄ
ＣコントローラＩＣ２７は、３番ピン（ＣＥ）にハイ信号が入力されているときには５番
ピンからＰＷＭ信号を出力する一方で、３番ピン（ＣＥ）にロー信号が入力されていると
きには５番ピンからのＰＷＭ信号の出力を停止する。
【００３３】
　ＰＷＭ停止回路２８は、コンパレータやＡＮＤ回路により構成されており、フィードバ
ック電圧ＦＢＶが０．２Ｖ～１．１Ｖの範囲にあるときにはハイ信号を昇圧ＤＣ／ＤＣコ
ントローラＩＣ２７の３番ピン（ＣＥ）に出力する一方で、フィードバック電圧ＦＢＶが
第２所定電圧としての０．２Ｖ以下であるとき、或いはフィードバック電圧ＦＢＶが第３
所定電圧としての１．１Ｖ以上であるときにはロー信号を昇圧ＤＣ／ＤＣコントローラＩ
Ｃ２７の３番ピン（ＣＥ）に出力する。これにより、フィードバック電圧ＦＢＶがＰＷＭ
制御をする際の適正範囲である０．２Ｖ～１．１Ｖの範囲にあるときには、昇圧ＤＣ／Ｄ
ＣコントローラＩＣ２７の３番ピン（ＣＥ）にハイ信号が入力されて昇圧式ＤＣ／ＤＣコ
ンバータ２２へＰＷＭ信号が出力され、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２によりＬＥＤ１
２ｃに適正な昇圧電圧が供給される。また、フィードバック電圧ＦＢＶが０．２Ｖ以下で
あるとき或いは１．１Ｖ以上であるときには、昇圧ＤＣ／ＤＣコントローラＩＣ２７の３
番ピン（ＣＥ）にロー信号が入力されて昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２へのＰＷＭ信号
の出力が停止させられ、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２内の各部やＬＥＤ１２ｃのアノ
ード側が接続される端子２２ａに過電圧がかかることが防止される。
【００３４】
（３）変形例
　前述の実施例では、ＬＥＤ駆動回路２０はパネル駆動回路１２ｂを含む液晶モジュール
１２とは別に設けられたが、例えばＬＥＤ駆動回路２０のうちで電圧検出回路２４、ＰＷ
Ｍ制御回路２６、及びＰＷＭ停止回路２８をパネル駆動回路１２ｂに組み込む構成として
も良い。昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２については、例えばマイコン１４等と同じ回路
基板に搭載されて液晶モジュール１２に外付けされる。
【００３５】
　図４は、液晶モニタ装置１０内の各回路が実装された様子を表す概略図である。
　図４において、映像回路１１と、電源回路１３と、マイコン１４と、昇圧式ＤＣ／ＤＣ
コンバータ２２とが実装される１枚乃至複数の基板は、フラットケーブルやコネクタを介
して液晶モジュール１２と接続されている。また、液晶モジュール１２側では、パネル駆
動回路１２ｂを構成するよく知られたソース回路（ソースドライバ）３２やゲート回路（
ゲートドライバ）３４等が液晶パネル１２ａを構成するガラス基板３０上に実装されてい
る。
【００３６】
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　ここで、ソース回路３２やゲート回路３４は、例えばそれぞれ配線用端子を有するワン
チップＩＣで構成された液晶ドライバＩＣ３３、３５であり、各配線用端子がガラス基板
３０上にボンディングされることによりガラス基板３０に電気的に接続されつつ一体的に
固定される。
　そして、液晶ドライバＩＣ３３には、電圧検出回路２４、ＰＷＭ制御回路２６、及びＰ
ＷＭ停止回路２８が組み込まれている。
【００３７】
（４）まとめ
　上述のように、本実施例によれば、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２の作動時に端子２
２ｂに電圧がかかっていない場合に、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２へのＰＷＭ信号の
出力が適切に停止させられ、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２の作動時に昇圧する元とな
る直流電源電圧が昇圧させられないので、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２内の各部（例
えばトランジスタＴＲ１や平滑用コンデンサＣ１）やＬＥＤ１２ｃのアノード側が接続さ
れる端子２２ａに過電圧がかかることが適切に防止される。これにより、作動時にＬＥＤ
１２ｃが接続される端子２２ａ、２２ｂがオープンになった場合でも、ＬＥＤ１２ｃ及び
ＬＥＤ１２ｃに電圧を供給する昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２の不具合を生じさせない
ＬＥＤ駆動回路２０が提供される。
　また、本実施例によれば、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２の作動時に昇圧する元とな
る直流電源電圧が規定の電圧よりも高いことでＰＷＭ制御では昇圧電圧を低下させられな
い場合にも、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２へのＰＷＭ信号の出力が適切に停止させら
れ、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２内の各部やＬＥＤ１２ｃのアノード側が接続される
端子２２ａに過電圧がかかることが防止されるので、ＬＥＤ１２ｃ及びＬＥＤ１２ｃに電
圧を供給する昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２の不具合を生じさせない。
　また、本実施例によれば、液晶パネル１２ａを駆動するためのパネル駆動回路１２ｂに
ＰＷＭ制御回路２６やＰＷＭ停止回路２８等が組み込まれるので、コストダウンやスペー
ス効率が向上される。また、液晶パネル１２ａを構成するガラス基板３０上に実装される
液晶ドライバＩＣ３３でパネル駆動回路１２ｂが構成されるので、コストダウンやスペー
ス効率が一層向上される。
【００３８】
　以上、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明したが、本発明はその他の態様にお
いても適用される。
【００３９】
　例えば、前述の実施例では、電圧検出回路２４、ＰＷＭ制御回路２６、及びＰＷＭ停止
回路２８は、ソース回路（ソースドライバ）３２と共に液晶ドライバＩＣ３３に組み込ま
れたが、ゲート回路（ゲートドライバ）３４と共に液晶ドライバＩＣ３５に組み込まれて
も良い。
　また、ソース回路３２やゲート回路３４は、電圧検出回路２４、ＰＷＭ制御回路２６、
及びＰＷＭ停止回路２８と共に１つのワンチップＩＣに組み込まれても良い。
【００４０】
　また、前述の実施例では、ＰＷＭ停止回路２８は、フィードバック電圧ＦＢＶが第２所
定電圧以下であるときに加え、フィードバック電圧ＦＢＶが第３所定電圧以上であるとき
にも、昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ２２へのＰＷＭ信号の出力を停止させたが、少なくと
もフィードバック電圧ＦＢＶが第２所定電圧以下であるときに昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバー
タ２２へのＰＷＭ信号の出力を停止させる構成であれば良い。
【００４１】
　なお、上述したのはあくまでも一実施形態であり、本発明は当業者の知識に基づいて種
々の変更、改良を加えた態様で実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明が適用されるバックライト用ＬＥＤ駆動回路を備えた液晶モニタ装置の概
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略構成を例示するブロック図である。
【図２】ＬＥＤ駆動回路の構成を例示するブロック図である。
【図３】ＬＥＤ駆動回路の具体的な回路構成を例示する図である。
【図４】液晶モニタ装置内の各回路が実装された概略構成を例示する図である。
【図５】従来のバックライト用ＬＥＤ駆動回路を例示するブロック図である。
【符号の説明】
【００４３】
１２ａ：液晶パネル
１２ｂ：パネル駆動回路
１２ｃ：ＬＥＤ（バックライト）
２０：バックライト用ＬＥＤ駆動回路
２２：昇圧式ＤＣ／ＤＣコンバータ（チョッパ式ＤＣ／ＤＣコンバータ）
２２ｂ：ＬＥＤのカソード側に接続される端子
２４：電圧検出回路
２６：ＰＷＭ制御回路
２８：ＰＷＭ停止回路
３０：ガラス基板
３３、３５：液晶ドライバＩＣ
Ｃ１：平滑用コンデンサ
Ｌ１：チョークコイル
ＴＲ１：トランジスタ（スイッチ素子） 

【図１】 【図２】
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【図５】
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