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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）光源用の電源であって、
　ＬＥＤ電流及びＬＥＤ電圧を含む調整された電力を提供するために作用する電力変換器
と、
　該ＬＥＤ光源を通したＬＥＤ電流の流れを制御するために作用するＬＥＤ制御スイッチ
と、
を有し、
　該ＬＥＤ制御スイッチは、該ＬＥＤ光源に該ＬＥＤ電圧を印加したときにＬＥＤ電流の
ピークをクランプするために更に作用し、
　該ＬＥＤ制御スイッチは、該ＬＥＤ電流がピーク閾値よりも低いときに該ＬＥＤ光源か
ら該電力変換器への電流経路を確立するために作用するスイッチを含み、該スイッチは、
該ＬＥＤ電流が該ピーク閾値を超えるときに該電流経路をなくすために更に作用し、
　当該電源は、外部からの調光コマンドに応答して該スイッチにパルス幅変調（ＰＷＭ）
信号を提供するために作用するＬＥＤＰＷＭ調光機を更に有し、
　該ＰＷＭ信号は、前記調光コマンドとランプ信号との関係に応答して、最小のパルス幅
より広い、目標となるパルス幅を有する、
電源。　
【請求項２】
　該ＬＥＤＰＷＭ調光機は、該調光コマンド及び該ランプ信号の受信に応答して、該目標
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となるパルス幅を確立するために作用するコンパレータを含む、
請求項１記載の電源。
【請求項３】
　該ＬＥＤＰＷＭ調光機は、該最小のパルス幅を示す該ランプ信号を該コンパレータに提
供するために作用するランプジェネレータを更に含む、
請求項２記載の電源。
【請求項４】
　該ＬＥＤ電圧に関連する該ＬＥＤ光源の動作状態を示す検出信号を提供するために作用
する検出回路を更に備え、
　該検出信号は、該ＬＥＤ光源の負荷状態を表す第一のレベルを有し、
　該検出信号は、該ＬＥＤ光源の短絡状態又は開状態のいずれかを表す第二のレベルを有
する、
　請求項１記載の電源。
【請求項５】
　該負荷状態は、該ＬＥＤ光源間のＬＥＤの電圧降下の振幅がゼロボルトと該ＬＥＤの電
圧の間にあることを示す、
請求項４記載の電源。
【請求項６】
　該短絡状態は、該ＬＥＤ光源間のＬＥＤの電圧降下の振幅がゼロボルトに近似すること
を示す、
請求項４記載の電源。
【請求項７】
　該開状態は、該ＬＥＤ光源間のＬＥＤ電圧降下の振幅が該ＬＥＤ電圧に近似することを
示す、
請求項４記載の電源。
【請求項８】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）光源用の電源であって、
　ＬＥＤ電流及びＬＥＤ電圧を含む調整された電力を提供するために作用する電力変換器
と、
　該ＬＥＤ光源を通したＬＥＤ電流の流れを制御するために作用するＬＥＤ制御スイッチ
と、
を有し、
　該ＬＥＤ制御スイッチは、該ＬＥＤ光源に該ＬＥＤ電圧を印加したときにＬＥＤ電流の
ピークをクランプするために更に作用し、
　該ＬＥＤ制御スイッチは、該ＬＥＤ電流がピーク閾値よりも低いときに該ＬＥＤ光源か
ら該電力変換器への電流経路を確立するために作用するスイッチを含み、該スイッチは、
該ＬＥＤ電流が該ピーク閾値を超えるときに該電流経路をなくすために更に作用し、
　当該電源は、外部からの調光コマンドに応答して該スイッチにパルス幅変調（ＰＷＭ）
信号を提供するために作用するＬＥＤＰＷＭ調光機を更に有する、
電源。　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の開示は、電源の技術分野に関し、より詳細には、発光ダイオード用の電源に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　白色発光ダイオード（LED:　Light　Emission　Diode）の技術では、大きな進展が行わ
れてきている。白色ＬＥＤは、商業的に入手可能であり、１０－１５ルーメン／ワットを
発生する。これは、白熱光を発するバルブの性能に匹敵する。さらに、ＬＥＤは、それら
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の小さなサイズのため、より長い動作寿命、衝撃／振動の抵抗性、及び設計のフレキシビ
リティの様な他の利点を提供する。結果として、発光ＬＥＤは、サイネージ、アクセント
、及びパスウェイ照明のようなイルミネーションアプリケーションについて、慣習的な白
色光の発生源を置き換える。白色ＬＥＤは、単独で使用されるか、又は特定の作用のため
にカラーＬＥＤと共に使用することができる。
【０００３】
　ＬＥＤの電気特性は、ＬＥＤランプに印加される電圧における僅かな変化が相当な電流
の変化を生じさせることである。さらに、周囲の温度変化は、ＬＥＤ間の順方向のドロッ
プを変えることでＬＥＤ電流の変化となる。さらに、ＬＥＤのルーメン出力は、ＬＥＤ電
流に依存する。ＬＥＤ光源にための既存の電源は、入力する交流電圧の変動及び周囲の温
度による発光強度の変動を防止するため、ＬＥＤ電流を正確に調整するために設計されて
いない。長時間の間に過剰な順方向電流でのＬＥＤランプの動作は、許容できない発光強
度の変動及び致命的な故障でさえ生じる可能性がある。さらに、電流の電源は、エネルギ
ー節約を最大にするために電力消費量を最小にしない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　先の問題点を克服するＬＥＤ用の電源を有することが望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の１つの構成は、パワーコンバータ及びＬＥＤコントロールスイッチを有するＬ
ＥＤ光源用の電源である。パワーコンバータは、ＬＥＤ電流及びＬＥＤ電圧を含む調整さ
れた電力を提供するために動作する。ＬＥＤ制御スイッチは、ＬＥＤ光源を流れるＬＥＤ
電流の流れを制御するために更に動作する。ＬＥＤ制御スイッチは、ＬＥＤ光源の初期の
ロードステージの間にＬＥＤ電流のピークをクランプするために更に動作する。これによ
り、電場の誤った印加によるＬＥＤ光源に対するダメージが防止される。
【０００６】
　本発明の第二の構成は、ＬＥＤ電圧に関連するＬＥＤ光源の動作状態を示す検出信号を
提供するために動作する検出回路を更に有するＬＥＤ光源用の電源である。検出信号は、
ＬＥＤ光源の負荷状態を表す第一のレベルを有する。検出信号は、ＬＥＤ光源の短絡状態
又は開状態を表す第二のレベルを有している。
【０００７】
　本発明の第三の構成は、ＬＥＤ電流センサ又はＬＥＤ電圧センサを更に有するＬＥＤ光
源用の電源である。それぞれのセンサは、差動増幅器、及び該差動増幅器の利得を調節す
るための手段を含んでいる。
【０００８】
　本発明の上述された構成、機能及び利点、並びに他の構成、機能及び利点は、添付図面
と共に読まれる好適な実施の形態に関する以下の詳細な説明から更に明らかとなるであろ
う。詳細な説明及び図面は、限定するよりはむしろ本発明の単なる例示であって、本発明
の範囲は、特許請求の範囲及びその等価な概念により定義される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１は、直列及び／又は並列に配線される可変の数のＬＥＤを含むＬＥＤ光源１０にエ
ネルギーを供給する電源２０のブロック図である。電源２０の単相の交流（ＡＣ）入力２
１は、電源２０のＡＣ／ＤＣコンバータ２２に電圧ＶACを提供し、ＡＣ／ＤＣコンバータ
２２は、電圧ＶACを電圧ＶDCに変換する。ＡＣ／ＤＣコンバータ２３は、電圧ＶDCを電源
２０の電力変換器２３に供給し、電力変換器２３は、ＬＥＤ電流及びＬＥＤ電圧ＶLEDを
含む調整された電力ＰREGを発生する。
【００１０】
　電力変換器２３は、調整された電力ＰREGをＬＥＤ光源１０に提供する。動作において
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、ＬＥＤ制御スイッチ２４は、ＬＥＤ光源１０を流れるＬＥＤ電流の流れを制御する。電
源２０のＬＥＤ電流センサは、ＬＥＤ光源１０を流れるＬＥＤ電流の振幅を表す感知され
た電流ＩSEを提供する。電源２０のＬＥＤ電圧センサ２６は、ＬＥＤ光源１０に印加され
るＬＥＤ電圧ＶLEDの振幅を示す感知された電圧ＶSEを提供する。感知された電流ＩSE及
び感知された電圧ＶSEは、電源２０のフィードバックコントローラ２７に供給される。電
源２０の信号基準２８は、基準信号ＲＥＦをフィードバックコントローラ２７に供給し、
フィードバックコントローラ２７は、感知された電流ＩSE、感知された電圧ＶSE及び基準
信号ＲＥＦに基づいて電力変換器２３にフィードバック信号ＦＢを提供する。
【００１１】
　ＬＥＤ制御スイッチ２４は、ＬＥＤ光源１０を流れるＬＥＤ電流のピークをクランプす
るために更に動作し、電気的なダメージからＬＥＤ光源１０を保護する。たとえば、電源
２０の電圧の印加に続いて電源２０へのＬＥＤ光源１０の接続のような、ＬＥＤ光源１０
が開動作状態から負荷動作状態（すなわち初期負荷）に遷移するとき、ＬＥＤ制御スイッ
チ２４は特に有効である。電源２０のＬＥＤ調光機２９は、制御信号ＣＳをＬＥＤ制御ス
イッチ２４に提供することで、ＬＥＤ光源１０の所望な調光を制御するために動作する。
制御信号ＣＳは、たとえば、パルス幅変調信号（"ＰＷＭ"）のような、多くの従来の構成
のうちの１つとすることができる。
【００１２】
　ショート／オープン検出回路３０は、ＬＥＤ光源１０に印加されるＬＥＤ電圧ＶLEDに
基づいて、短絡状態又は開状態の示唆として検出信号ＤＳを提供する。
　電源２０のそれぞれのコンポーネント２１－３０のコンフィギュレーションには制限が
ない。さらに、電源２０のコンポーネント２１－３０間の結合は、（たとえば、電気的、
光学的、音響的、及び／又は磁気的に）様々なやり方で達成することができる。したがっ
て、多数の実施の形態の電源２０に制約がない。
【００１３】
　図２は、本発明に従ってなされたＬＥＤ光源１０（図１）の１実施の形態１１０のため
の、電源２０（図１）の１実施の形態１２０に関する概念図を例示している。電源１２０
は、ＬＥＤ光源１１０に電力を供給するため、力率補正器（PFC:　Power　Factor　Corre
ctor）を通して電流フィードバックをもつフライバック変換器を利用する。このため、電
源１２０は、図２に例示されるように、ＥＭＩフィルタ１２１、ＡＣ／ＤＣコンバータ（
ＡＣ／ＤＣ）１２２、変圧器１２３、力率補正器１２４、フィードバックコントローラ１
２５、光カプラ１２６、ＬＥＤ制御スイッチ１２７、ＬＥＤ　ＰＷＭ調光機１２９、抵抗
Ｒ１－Ｒ７、キャパシタＣ１－Ｃ５、ダイオードＤ１－Ｄ３、ツェナーダイオードＺ１－
Ｚ３及びＭＯＳＦＥＴＱ１を含んでいる。
【００１４】
　電源１２０には、電圧がＶINでＥＭＩエミッタ１２１に供給される。電圧は、ＡＣ入力
であり、典型的に、１２０／２３０ＶRMSで５０／６０ヘルツである。ＥＭＩエミッタ１
２１は入力での電磁干渉を阻止する。ＡＣ／ＤＣ１２２は、ブリッジ整流器であり、ＥＭ
Ｉフィルタ１２０のＡＣ出力をＤＣに出力する。変圧器１２３は、一次巻線Ｗ１，Ｗ４及
びＷ５、並びに複数の二次巻線Ｗ２及びＷ３を含んでいる。巻線Ｗ１／Ｗ２は、ＬＥＤ光
源１１０にエネルギーを供給するためにフライバック変圧器を構成する。フライバック変
圧器は、ＰＦＣ１２４により制御され、このＰＦＣは、ST　Microelectronics社により製
造されるモデルＬ６５１のような力率補正器の集積回路である。
【００１５】
　フライバック変圧器は、電力をＬＥＤ光源１１０に伝送し、このＬＥＤ光源では、フィ
ードバック制御により、ＬＥＤ電流及びＬＥＤ電圧が制御される。巻線Ｗ１／Ｗ３のフォ
ワードコンバータ動作により、キャパシタＣ３が充電され、基準電流信号は、直列の抵抗
Ｒ４とツェナーＺ２との間で生成される。キャパシタＣ３間のピーク電圧は、Ｗ１／Ｗ３
の巻き数比に依存する。ＬＥＤ光源１１０間の出力ＤＣ電圧は、１つのＬＥＤランプにつ
いて２．６ボルトＤＣから８つの直列のＬＥＤについて約３２ボルトＤＣまでのワイドレ
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ンジを有することができるので、巻線Ｗ１／Ｗ２のフライバック動作からの出力ＤＣ電圧
は、基準電流信号を発生するために使用することができない。巻線Ｗ１／Ｗ３の順方向の
コンバータの動作を代わりに使用することができる。巻線Ｗ１／Ｗ５の順方向のコンバー
タの動作は、ＰＦＣ１２４のような集積回路に電力を供給するために使用することもでき
る。
【００１６】
　感知されたＬＥＤ電流ＩSEは抵抗Ｒ１を流れ、この抵抗は、ＬＥＤ制御スイッチ１２７
を介してＬＥＤ光源１１０と直列にある。感知されたＬＥＤ電流ＩSEを表す電圧は、コン
パレータＵ１の非反転入力に印加される。感知されたＬＥＤ電圧ＶSEは、ツェナーダイオ
ードＺ１により生成される。感知されたＬＥＤ電流ＩSEは、感知されたＬＥＤ電圧ＶSE、
並びに電圧基準ＶREFは、フィードバックコントローラ１２５に供給され、フィードバッ
クコントローラ１２５からの電圧フィードバックＶFBは、抵抗Ｒ７を介して光カプラ１２
６を駆動する。電圧フィードバックＶFBの生成では、フィードバックコントローラ１２５
は、図２に例示されるように、コンパレータＵ１及びＵ２のペア、抵抗Ｒ８～Ｒ１２、及
びキャパシタＣ６を利用する。
【００１７】
　光カプラが電流伝送比（ＣＴＲ）のワイドレンジを有するので、フィードバックコント
ローラ１２５は必要である。フィードバックコントローラ１２５は、正確な電圧フィード
バックＶFBを維持し、これによりＬＥＤ光源１１０を流れるＬＥＤ電流における大きな誤
差を回避する。光カプラ１２６は、ＬＥＤ光源１１０を供給するＤＣ回路をＡＣ回路の電
源からＥＭＩフィルタ１２０で分離し、２つの回路は、変圧器１２３の反対側にある。
【００１８】
　光カプラ１２６の出力は、ＰＦＣ１２４に接続されており、このＰＦＣは、ゲート駆動
信号をＭＯＳＦＥＴＱ１に供給する。ＭＯＳＦＥＴＱ１の制御により、ＬＥＤ光源１１０
を電力需要に整合させるために変圧器１２３の巻線Ｗ１を流れる電流を調節する。内部の
２．５Ｖ基準信号及び内部のＰＦＣ１２４の補償回路は、２．５Ｖで抵抗Ｒ６間の電圧降
下を維持する。この例は変圧器の電流を調整するためのＭＯＳＦＥＴＱ１を使用している
が、代替的な実施の形態は、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ（ＩＧＢＴ）又はバイポ
ーラトランジスタのような、電流を調整するために他のタイプのトランジスタを使用する
ことができる。ＺＣＤでのＰＦＣ１２４への入力は、巻線Ｗ２／Ｗ４から電圧が印加され
るリセット信号を提供する。
【００１９】
　ツェナーダイオードＺ１は、ＬＥＤ光源１１０のために過電圧の保護を提供する。特に
、ツェナーダイオードＺ１は、出力コネクション間をＬＥＤ光源１１０に接続し、出力電
圧を指定された最大値にクランプする。公称のツェナー動作電圧は、最大の指定された出
力電圧を超えるように選択される。出力開回路のケースでは、変圧器１２３の巻線Ｗ１／
Ｗ２のフライバック動作は、出力電圧を構築し続ける。出力電圧を増加することで、ツェ
ナーダイオードＺ１はオンし、抵抗Ｒ７及び光カプラ１２６を介してフィードバックコン
トローラ１２５から抵抗Ｒ６へのフィードバックの量を増加することができる。これによ
り、ＭＯＳＦＥＴＱ１へのゲート駆動信号を制限し、フライバックコンバータが指定され
た最大電圧を超えてＬＥＤ光源１１０への出力電圧を構築するのを防止する。同様に、リ
セット巻線Ｗ４から抵抗Ｒ６に接続されるツェナーダイオードＺ３は、フィードバックコ
ントローラ１２５の誤動作による出力過電圧を防止する。代替的な実施の形態では、ツェ
ナーダイオードＺ１又はツェナーダイオードＺ３、又は両方のツェナーダイオードＺ１及
びツェナーダイオードＺ３は、特定のアプリケーションのために必要とされる制御プロテ
クションの程度に依存して省略することができる。
【００２０】
　ＬＥＤ制御スイッチ１２７は、ＭＯＳＦＥＴの構成でのスイッチＳＷ１、及びバイポー
ラトランジスタの構成でスイッチＳＷ２を含んでいる。スイッチＳＷ１及びＳＷ２は、た
とえば、ＩＧＢＴのような他の従来の構成とすることができる。例示されるように、ＭＯ
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ＳＦＥＴスイッチＳＷ１のドレインは、ＬＥＤ光源１１０に接続されている。ＭＯＳＦＥ
ＴスイッチＳＷ１のゲートは、バイポーラスイッチＳＷ２のコレクタに接続されている。
ＭＯＳＦＥＴスイッチＳＷ１のソース、及びバイポーラスイッチＳＷ２のベースは、ツェ
ナーダイオードＺ１、抵抗Ｒ１、及びフィードバックコントローラ１２５に接続されてい
る。バイポーラスイッチＳＷ２のエミッタは、グランドに接続されている。動作において
、ＬＥＤ電流が所望のピーク以下であるとき、スイッチＳＷ１はオンにされ、スイッチＳ
Ｗ２はオフにされる。このモードにより、電源１２０のフロントエンドコンポーネントの
通常の動作が許容される。逆に、ＬＥＤ電流が所望のピークを超えるとき、スイッチＳＷ
１はオフにされ、スイッチＳＷ２はオンにされる。これにより、ＬＥＤ電流のピークを安
全なレベルに制限し、ＬＥＤ光源１１０へのダメージが防止される。当業者により理解さ
れるように、ＬＥＤ制御スイッチ１２７は、ＬＥＤ光源１１０の電圧が印加された電源１
２０への接続に応じて特に有効であり、キャパシタＣ２は、蓄積されたエネルギーをＬＥ
Ｄ光源１１０にクランプされたピークを有する電流で放電し、これにより、ＬＥＤ光源１
１０へのダメージを防止する。
【００２１】
　ＭＯＳＦＥＴスイッチＳＷ１は、従来のゲートドライバ（図示せず）又は例示されるＬ
ＥＤ ＰＷＭ調光機１２８により動作することができる。
ＬＥＤ ＰＷＭ調光機１２８は、外部からの調光コマンドＶDCに応答してＰＷＭ信号（図
示せず）をＭＯＳＦＥＴスイッチＳＷ１に提供する。ＬＥＤ ＰＷＭ調光機１２８は、Ｐ
ＷＭ信号のデューティサイクルを調整し、ＬＥＤ光源１１０からの所望の光出力を生成す
る。ＬＥＤ ＰＷＭ調光機１２８は、ＬＥＤ光源１１０について精密かつ温度の感度が高
い最小の調光レベルを生成することに特に有効である。
【００２２】
　ＬＥＤ ＰＷＭ調光機１２８は、ＭＯＳＦＥＴスイッチＳＷ１のゲートに接続されるダ
イオードＤ４及びダイオードＤ５を含んでいる。ＬＥＤ ＰＷＭ調光機１２８のコンパレ
ータＵ３は、ダイオードＤ４に接続される出力と調光コマンドＶDCを受信するための非反
転入力とを有する演算増幅器の構成である。従来のＬＥＤ ＰＷＭ調光機１２８の非安定
マルチバイブレータ回路１２９は、ダイオードＤ５に接続される。ＬＥＤ ＰＷＭ調光機
１２８のランプジェネレータは、ダイオードＤ５に接続される抵抗Ｒ１６、ＭＯＳＦＥＴ
の構成でのトランジスタＱ２のゲートを含んでいる。トランジスタＱ２は、たとえばＩＧ
ＢＴのような他の構成とすることができる。ランプジェネレータは、演算増幅器Ｕ４を更
に含んでいる。抵抗Ｒ１５、抵抗Ｒ１７、バイポーラトランジスタＱ２のドレイン、キャ
パシタＣ７、及びコンパレータＵ３の反転入力は、演算増幅器Ｕ４の非反転入力に接続さ
れる。抵抗Ｒ１５は、演算増幅器Ｕ４の出力に更に接続されている。抵抗Ｒ１３は、演算
増幅器Ｕ４の出力及び反転入力に接続される。抵抗Ｒ１４は、演算増幅器Ｕ４の反転入力
とグランドに接続される。ＭＯＳＦＥＴトランジスタＱ２のソース及びキャパシタＣ７は
、グランドに接続されている。抵抗Ｒ１７は、ＤＣ電圧源に更に接続されている。
【００２３】
　動作において、ＬＥＤ ＰＷＭ調光機１２８は、ＬＥＤ光源１１０について精密かつ温
度感度の低い最小の調光レベルを達成する。特に、非安定マルチバイブレータ回路１２９
は、最小のパルス幅（図３に例示されるＴON，ＴMIN）を生成する。最小のパルス幅の期
間は、非安定マルチバイブレータ回路１２９の抵抗及びキャパシタンスの関数である。し
たがって、最小のパルス幅は、精密かつ温度の感度が低い。ランプジェネレータは、ラン
プ信号（傾斜信号（ramp　signal））（たとえば、図３に例示されるＲＳ）を生成し、こ
のランプ信号は、最小のパルス幅により周期的にリセットされる。ランプ信号は、コンパ
レータＵ３の反転入力に供給され、ランプ信号と調光コマンドＶDCの比較は、コンパレー
タＵ３の出力で目標となるパルス幅（たとえば、図３に例示されるＴON）を生じる。最小
のパルス幅及び目標となるパルス幅は、ＭＯＳＦＥＴスイッチＳＷ１のゲートでＰＷＭ信
号を提供するために結合される。かかるように、調光コマンドＶDCがランプ信号を超える
か又はランプ信号に等しいとき、ＰＷＭ信号は、最小のパルス幅とオーバラップするター



(7) JP 5426807 B2 2014.2.26

10

20

30

40

50

ゲットパルス幅から構成される。逆に、ランプ信号が電圧の調光コマンドＶDCを超えると
き、ＰＷＭ信号は、最小のパルス幅からのみで構成される。
実際に、電圧の調光コマンドＶDCの適切なレンジは、０～１０ボルトである。
【００２４】
　［ショート／オープン回路検出］
　図４は、ショート／オープン検出回路１３０の１実施の形態を例示している。ＬＥＤ光
源１１０間のＬＥＤ電圧降下ＶLDは、ノードＮ１とノードＮ２との間に印加され、入力電
圧ＶINは、ノードＮ２と共通の基準との間に印加される。ＬＥＤ電圧降下ＶLDは、ＬＥＤ
光源１１０（図２）が短絡されたときにゼロボルトを近似し、ＬＥＤ光源１１０が開回路
であるときに調整された電力ＰREGのＬＥＤ電圧ＶLEDを近似する。入力電圧ＶINは、典型
的に、６ボルトから１６ボルトのレンジにある。演算増幅器の構成でのコンパレータＵ３
は、ＬＥＤ光源１１０の「ＬＥＤ出力」状態を示すためのハイレベルで、及びＬＥＤ光源
１１０の通常動作を示すためにロウレベルで検出信号ＶDSを提供する。「ＬＥＤ出力」状
態は、ＬＥＤ光源１１０のショート又はオープンのいずれかを示す。
【００２５】
　例示される実施の形態における入力電圧ＶINは、ＤＣ電圧である。したがって、ＤＣ－
ＤＣタイプの電力変換器は、ＬＥＤ光源１１０（図２）に電力を供給するために使用する
ことができる。代替的な実施の形態では、検出回路１３０は、ＡＣ－ＤＣタイプの電力変
換器における使用のために適合することができる。
【００２６】
　バイポーラトランジスタ及びツェナーダイオードＺ４の構成でのトランジスタＱ３のエ
ミッタは、ノードＮ１に接続されている。トランジスタＱ３は、たとえばＩＧＢＴのよう
な他の従来の構成とすることができる。抵抗Ｒ１８、抵抗Ｒ２１及び抵抗Ｒ２２は、ノー
ドＮ２にも接続されている。バイポーラトランジスタＱ３のベースは、抵抗Ｒ１８に接続
されている。ツェナーダイオードＺ４、抵抗Ｒ２０及び抵抗Ｒ２１は、コンパレータＵ５
の反転入力に接続される。バイポーラトランジスタＱ３のコレクタ、ダイオードＤ６及び
抵抗Ｒ１９は、ノードＮ３に接続される。抵抗Ｒ１９及び抵抗Ｒ２０は、共通の基準に更
に接続されている。ダイオードＤ６及び抵抗Ｒ２２は、コンパレータＵ５の非反転入力に
接続されている。
【００２７】
　ＬＥＤ光源１１０の通常動作について、ＬＥＤの電圧降下ＶLDは、トランジスタＱ３の
ベース－エミッタ接合電圧よりも大きく、トランジスタＱ３はオンであり、ダイオードＤ
６は、非導通状態にあり、トランジスタＱ３のコレクタでの電圧は、入力電圧ＶINを超え
る。結果として、入力電圧ＶINは、コンパレータＵ３の反転入力に印加される。ツェナー
ダイオードＺ４の導通電圧は、ＬＥＤ電圧降下ＶLDを超えて選択され、したがって、ツェ
ナーダイオードＺ４は、非導通状態にある。結果として、コンパレータＵ２の非反転入力
に印加される電圧は、抵抗Ｒ２０及び抵抗Ｒ２１により確立される分圧器により低減され
る入力電圧ＶINを等しくする。反転入力に印加される電圧が非反転入力に印加される電圧
を超えるので、コンパレータＵ５の出力は低い（たとえば、グランドに近い）。
【００２８】
　ＬＥＤ光源１１０のオープンアレイ状態について、ＬＥＤの電圧降下ＶLDは、調整され
た電力ＰREGのＬＥＤ電圧ＶLEDを近似し、これは、ツェナーダイオードＺ４の電圧よりも
高く選択される。ＬＥＤ電圧降下ＶLDは、トランジスタＱ３のベース－エミッタ接合電圧
よりも高く、トランジスタＱ３はオンであり、トランジスタＱ３のコレクタでの電圧は、
入力電圧ＶINを超える。結果として、入力電圧ＶINは、コンパレータＵ３の反転入力に印
加される。ツェナーダイオードＺ４の導通電圧は、ＬＥＤ電圧降下ＶLDよりも低く、した
がって、ツェナーダイオードは、導通状態である。結果として、コンパレータＵ５の非反
転入力に印加される電圧は、入力電圧ＶINとＬＥＤ電圧降下ＶLDの合計からダイオードＤ
６の導通電圧を引いたものに等しい。非反転入力に印加される電圧は反転入力に印加され
る電圧を超えるので、コンパレータＵ５の出力は高い（たとえば、入力ＶINに近い）。
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【００２９】
　ＬＥＤ光源１１０のショートアレイ状態について、ＬＥＤの電圧降下ＶLDは、ゼロボル
トを近似する。したがって、ＬＥＤ電圧降下ＶLDは、トランジスタＱ３のベース－エミッ
タ接合電圧よりも低く、トランジスタＱ３がオフになり、トランジスタのコレクタでの電
圧は抵抗Ｒ１９により引き落とされ、ダイオードＤ６が導通する。結果として、コンパレ
ータＵ５の反転入力に印加された電圧は、抵抗Ｒ１９及び抵抗Ｒ２２により確立された分
圧器により低減される入力電圧ＶINを等しいものとする。ツェナーダイオードＺ４の導通
電圧がＬＥＤ電圧降下ＶLDを超え、したがって、ツェナーダイオードＺ４は、非導通状態
になる。非反転入力に印加される電圧は反転入力に印加される電圧を超えるので、コンパ
レータＵ５の出力は高い（たとえば、入力電圧ＶINに近い）。
【００３０】
　代替的な実施の形態では、トランジスタＱ３のベース－エミッタ接合よりも低い電圧以
外の電圧レベルを検出するため、更なるツェナーダイオード又は電圧基準をトランジスタ
Ｑ３のエミッタパスに挿入することができる。
【００３１】
　図５は、ＬＥＤ電流センサ２５（図１）又はＬＥＤ電流センサ２６（図１）で利用する
ことができる電圧出力ＶOを有する差動増幅回路を例示している。抵抗Ｒ２３及び抵抗Ｒ
２５は、オフセット電圧源ＶOFFに接続されている。抵抗Ｒ２５、抵抗Ｒ２６、及び抵抗
Ｒ２８は、演算増幅器Ｕ６の反転入力に接続される。抵抗Ｒ２４及び抵抗Ｒ２７は、演算
増幅器Ｕ６の非反転入力に接続される。抵抗Ｒ２３と抵抗Ｒ２４とが接続される。抵抗Ｒ
２８は、演算増幅器Ｕ６の出力に更に接続される。
【００３２】
　動作において、演算増幅機Ｕ６の入力に印加される電圧は、抵抗Ｒ２３のサイズに関わ
らず供給電圧Ｖddよりも低い。１実施の形態では、抵抗Ｒ２５及びＲ２６は、オフセット
電圧ＶOFFの半分を演算増幅器Ｕ６の反転入力に印加するために選択され、抵抗Ｒ２４及
びＲ２７は、（たとえば、抵抗Ｒ２８は、抵抗Ｒ２６とＲ２８の並列接続を等しくしてい
る）適切なコモンモードリジェクションを得るために選択される。結果として、演算増幅
器Ｕ６の利得は、所望のように調整することができる。
【００３３】
　なお、図２～図５は、本発明の特定のアプリケーション及び実施の形態を例示するもの
であって、そこに提供された開示又は特許請求の範囲を制限することが意図されることを
述べておくことは重要である。本明細書を読むこと及び図面を検討することに応じて、本
発明の無数の他の実施の形態が可能であり、かかる実施の形態が考案され、特許請求され
た発明の範囲に含まれることは、当業者にとって即座に明らかである。
【００３４】
　本明細書で開示される発明の実施の形態は、好適であるとして考えられるが、様々な変
形及び変更が本発明の精神及び範囲から逸脱することなしになされる。本発明の範囲は、
特許請求の範囲に示され、等価な意味及び範囲にある全ての変形がそこに含まれることが
意図される。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明に係るＬＥＤ光源用の電源のブロック図である。
【図２】本発明に係る図１の電源の１実施の形態に関する概念図である。
【図３】本発明に係る制御回路の１実施の形態に関するタイミング図である。
【図４】本発明に係る短絡／開検出回路の１実施の形態に関する概念図である。
【図５】本発明に係る差動増幅器の１実施の形態に係る概念図である。
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