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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　定電圧源の電圧を昇圧し、異なる色に対応した複数の発光素子を駆動する昇圧回路と、
　前記複数の発光素子と前記昇圧回路を遮断または導通するスイッチ素子と、
　前記複数の発光素子を駆動する可変電流回路と、
　前記可変電流回路が前記複数の発光素子をそれぞれ駆動するための能力を制御する第１
制御部と、
　前記スイッチ素子をパルス幅変調によってそれぞれオンオフ制御する第２制御部と、
　前記複数の発光素子にフラッシュ用スイッチ、トランジスタ、差動増幅器を介して可変
電源を接続し、前記トランジスタのソース端子と前記差動増幅器の非反転入力端子とに抵
抗を接続し、前記可変電源によりフラッシュ用駆動電流を設定する付加駆動回路とを備え
、
　前記第１制御部は、前記複数の発光素子をイルミネーションとして動作させる場合に、
前記可変電流回路に対して、前記複数の発光素子での駆動電流比を一定に保つように各駆
動電流を制御することによって、複数の発光素子全体によって実現される、処理ブロック
からの命令に応じた輝度を調整し、
　前記第２制御部は、前記複数の発光素子をイルミネーションとして動作させる場合に、
前記スイッチ素子に対して、各パルス信号のデューティ比を独立に制御することによって
、前記複数の発光素子全体によって実現される、前記処理ブロックからの命令に応じた色
調を調整し、前記複数の発光素子をフラッシュとして動作させる場合に、前記複数の発光
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素子をすべて同一の発光量で発光させ、
　前記付加駆動回路は、前記複数の発光素子をフラッシュとして動作させる場合に、前記
可変電流回路からの駆動電流に加えて、フラッシュ用駆動電流を前記複数の発光素子に流
すことを特徴とする発光制御回路。
【請求項２】
　定電圧源の電圧を昇圧し、異なる色に対応した複数の発光素子を駆動する昇圧回路と、
　前記複数の発光素子と前記昇圧回路を遮断または導通するスイッチ素子と、
　前記複数の発光素子を駆動する可変電流回路と、
　前記可変電流回路が前記複数の発光素子をそれぞれ駆動するための能力を制御する第１
制御部と、
　前記スイッチ素子をパルス幅変調によってそれぞれオンオフ制御する第２制御部と、
　前記複数の発光素子にフラッシュ用スイッチ、トランジスタ、差動増幅器を介して可変
電源を接続し、前記トランジスタのソース端子と前記差動増幅器の非反転入力端子とに抵
抗を接続し、前記可変電源によりフラッシュ用駆動電流を設定する付加駆動回路とを備え
、
　前記第１制御部は、前記複数の発光素子をイルミネーションとして動作させる場合に、
前記可変電流回路に対して、前記複数の発光素子での各駆動電流比を独立に制御すること
によって、複数の発光素子全体によって実現される、処理ブロックからの命令に応じた色
調を調整し、
　前記第２制御部は、前記複数の発光素子をイルミネーションとして動作させる場合に、
前記スイッチ素子に対して、各パルス信号のデューティ比の比率を一定に保つように各パ
ルス信号のデューティ比を制御することによって、前記複数の発光素子全体によって実現
される、前記処理ブロックからの命令に応じた輝度を調整し、前記複数の発光素子をフラ
ッシュとして動作させる場合に、前記複数の発光素子をすべて同一の発光量で発光させ、
　前記付加駆動回路は、前記複数の発光素子をフラッシュとして動作させる場合に、前記
可変電流回路からの駆動電流に加えて、フラッシュ用駆動電流を前記複数の発光素子に流
すことを特徴とする発光制御回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光制御技術に関し、特に複数の発光素子による発光を制御する発光制御回
路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機やＰＤＡ（Personal Data Assistant）などの電池駆動型の携帯機器は、Ｌ
ＥＤ（Light-Emitting Diode）素子をＬＣＤ（Liquid Crystal Display）のバックライト
や付属のＣＣＤ（Charge-Coupled Device）カメラのフラッシュとして用いたり、発光色
の異なるＬＥＤ素子を点滅させてイルミネーションとして用いたりして、ＬＥＤ素子を各
種の目的に利用している。特許文献１では、発光色の異なるＬＥＤ素子として、青色、緑
色、赤色でそれぞれ発光する複数のＬＥＤ素子を使用し、さらにこれらを発光させた状態
で混色させて、他の色のイルミネーションを生成している。ＬＥＤ素子の発光はパルス幅
変調方式（ＰＷＭ：Pulse Wide Modulation）にもとづいてなされるために、３個のＬＥ
Ｄ素子は、３個の出力段トランジスタを介して、３個のＰＷＭ回路にそれぞれ接続されて
いる。
【０００３】
　さらに、出力段トランジスタのドレインはＬＥＤ素子のカソードに接続され、出力段ト
ランジスタのソースは基準電圧に接続され、出力段トランジスタのゲートはＰＷＭ回路に
接続されており、ＰＷＭ回路から出力されたパルス信号がＨ（ハイ）レベルになって、出
力段トランジスタがＯＮになれば、ＬＥＤ素子が発光するように動作する。すなわち、パ
ルス信号のＨレベルの期間が長くなって、パルス信号のデューティ比が高くなれば、それ
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に伴って出力段トランジスタがＯＮになる期間が長くなる。その結果、ＬＥＤ素子の発光
量が増加する。一方、３個のＬＥＤ素子の発光によって青色、緑色、赤色以外の色のイル
ミネーションを実現させるためには、３個のＬＥＤ素子の発光量をそれぞれ異ならせて、
３個のＰＷＭ回路から出力されるパルス信号のデューティ比を制御する。
【特許文献１】特開２００２－１１１７８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来は、複数のＬＥＤ素子の発光量をそれぞれ制御して、それらで生成されるイルミネ
ーションの色調を調整していた。さらに、イルミネーションで実行可能な表示をより多く
し、イルミネーションの効果を大きくするためには、複数のＬＥＤ素子の発光にもとづく
イルミネーション全体の輝度も調整できるほうが望ましい。しかしながら、複数のＬＥＤ
素子の発光量を単に多くするだけでは、イルミネーションの色調自体も変化してしまうた
めに、発光色の色調と輝度を同時に制御することは困難であった。
【０００５】
　本発明はこうした状況に鑑みてなされたもので、その目的は、複数のＬＥＤ素子の色調
と輝度を容易に制御可能な発光制御回路の提供にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のある態様は、発光制御回路である。この装置は、異なる色に対応した複数の発
光素子と共に複数の発光系を形成し、かつ前記複数の発光素子をそれぞれ駆動する電源と
、前記電源が前記複数の発光素子をそれぞれ駆動するための能力を制御する第１制御部と
、前記複数の発光系のそれぞれについて、発光素子と電源を遮断または導通するスイッチ
素子と、前記スイッチ素子をパルス幅変調によってそれぞれオンオフ制御する第２制御部
とを備える。この装置において、前記第１制御部は複数の発光系に均一に作用してそれら
の発光系全体によって実現される輝度を調整し、前記第２制御部は各発光系に不均一に作
用してそれらの発光系全体によって実現される色調を調整してもよい。
【０００７】
　以上の装置により、第１制御部は発光系による発光色の色調のみを制御すればよく、第
２制御部は、発光系による発光色の輝度のみを制御すればよいため、第１制御部と第２制
御部の制御が容易になりつつも、発光系の制御が正確になる。
【０００８】
　本発明の別の態様も、発光制御回路である。この装置は、異なる色に対応した複数の発
光素子と共に複数の発光系を形成し、かつ前記複数の発光素子をそれぞれ駆動する電源と
、前記電源が前記複数の発光素子をそれぞれ駆動するための能力を制御する第１制御部と
、前記複数の発光系のそれぞれについて、発光素子と電源を遮断または導通するスイッチ
素子と、前記スイッチ素子をパルス幅変調によってそれぞれオンオフ制御する第２制御部
とを備える。この装置において、前記第２制御部は複数の発光系に均一に作用してそれら
の発光系全体によって実現される輝度を調整し、前記第１制御部は各発光系に不均一に作
用してそれらの発光系全体によって実現される色調を調整できる。
【０００９】
　以上の装置により、第１制御部は発光系による発光色の輝度のみを制御すればよく、第
２制御部は、発光系による発光色の色調のみを制御すればよいため、第１制御部と第２制
御部の制御が容易になりつつも、発光系の制御が正確になる。
【００１０】
　本発明のさらに別の態様も、発光制御回路である。この装置は、異なる色に対応した複
数の発光素子と共に複数の発光系を形成し、かつ前記複数の発光素子をそれぞれ駆動する
電源と、前記電源が前記複数の発光素子をそれぞれ駆動するための能力を制御する第１制
御部と、前記複数の発光系のそれぞれについて、発光素子と電源を遮断または導通するス
イッチ素子と、前記スイッチ素子をパルス幅変調によってそれぞれオンオフ制御する第２
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制御部と、前記複数の発光系にそれぞれ印加する駆動電圧を所定の定電圧源の電圧から昇
圧して生成する昇圧回路とを備える。この装置において、前記第１制御部および第２制御
部は、協働して所定期間にわたって前記複数の発光系に比較的大きな電流を流すことによ
り、前記複数の発光系を照明として機能せしめてもよい。
【００１１】
　以上の装置により、第１制御部と第２制御部は、複数の発光系による発光を調整するが
、それに加えて、大きな電流を流すように制御可能なため、複数の発光系を照明としても
使用できる。
【００１２】
　なお、以上の構成要素の任意の組み合わせ、本発明の表現を方法、装置、システムなど
の間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、複数のＬＥＤ素子の色調と輝度を容易に制御できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明を具体的に説明する前に、概要を述べる。本発明の実施例は、携帯電話等の通信
装置に設けられた複数のＬＥＤの発光を制御するための制御装置に関する。複数のＬＥＤ
は、緑色ＬＥＤ、青色ＬＥＤ、赤色ＬＥＤを含み、例えば、通信装置の着信音にあわせて
、イルミネーションとして、それぞれのＬＥＤが所定のパターンで点滅する。ＬＥＤの点
灯は、ひとつのＬＥＤが単独で点灯する場合のほかに、複数のＬＥＤが同時に点灯して、
点灯したＬＥＤのそれぞれの発光色とは別の色に全体で発光する場合もある。複数のＬＥ
Ｄで実現される発光色の色調は、それぞれ発光したＬＥＤの発光量の割合に応じて決定さ
れ、例えば、緑色ＬＥＤと赤色ＬＥＤが同一の強度で発光し、青色ＬＥＤが発光しなけれ
ば、黄色で発光する。本実施例に係る制御装置は、トランジスタを介して、ＬＥＤとＰＷ
Ｍ回路をそれぞれ接続し、ＰＷＭ回路で生成されるパルス信号のデューティ比を変化させ
て、トランジスタがＯＮする期間を変化させる。その結果、トランジスタがＯＮする期間
に応じてＬＥＤの発光期間が変化されて、発光色の色調が決定される。
【００１５】
　さらに、本実施例の制御装置は、複数のＬＥＤで実現される発光色の色調に加えて、発
光色の輝度も制御する。例えば、赤色ＬＥＤ単独の点灯であっても、明るい赤色の発光や
暗い赤色の発光を実現する。そのために、前述のトランジスタがＯＮになった場合のＬＥ
Ｄの駆動電流の大きさを制御する。すなわち、ＬＥＤを明るく発光させるためには、駆動
電流を大きくし、暗く発光させるためには、駆動電流を小さくするように制御する。
【００１６】
　また、本発明の実施例の通信装置は、カメラ等の撮像装置をさらにさらに備え、前述の
複数のＬＥＤに当該撮像装置のフラッシュの機能も付加させる。本実施例の制御回路は、
複数のＬＥＤをフラッシュとして機能させるために、緑色ＬＥＤ、青色ＬＥＤ、赤色ＬＥ
Ｄを同一の発光量で白色に発光させる。さらに、前述のイルミネーションのためのＬＥＤ
の点灯よりも大きな発光量を得るために、制御回路は、ＬＥＤに流す駆動電流の大きくす
る。
【００１７】
　図１は、実施例に係る撮像機能付通信装置１０の構成を示す。撮像機能付通信装置１０
は、操作部１２、発光部１４、撮像処理部１６、処理ブロック１８、ＬＣＤモニタ２０、
通信処理部２２、メロディ部２４を含む。また、発光部１４は、ＬＥＤ２６、処理部２８
を含み、処理ブロック１８は、ＣＰＵ３０、メモリ３２を含み、メロディ部２４は、スピ
ーカ３４、処理部３６を含む。
【００１８】
　通信処理部２２は、通信に必要な処理を実行する。ここでは、携帯電話システムとして
、ＰＤＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ　ｓｙｓｔｅｍ）を対
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象とするが、それ以外であっても、例えば、簡易型携帯電話システム、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄ
ｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式の移動通信システムでも
よい。
【００１９】
　撮像処理部１６は、処理ブロック１８からの指示をうけて撮像処理を行う。また、撮像
処理部１６は、図示しないレンズ、絞り、光学ＬＰＦ（ローパスフィルタ）、ＣＣＤ、信
号処理部等を含む。ＣＣＤの受光面上に結像した被写体像の光量に応じてＣＣＤに電荷が
蓄積され、電圧信号として読み出される。電圧信号は信号処理部でＲ、Ｇ、Ｂ成分に分解
され、ホワイトバランス調整、ガンマ補正が行われる。その後、Ｒ、Ｇ、Ｂ信号はＡ／Ｄ
変換され、デジタル画像データとなって処理ブロック１８へ出力される。
【００２０】
　操作部１２は、通信機能に関して、ユーザが電話番号等を入力するためのボタンを含む
。また、撮影機能に関して、ユーザが撮像を行い、または各種動作モードを設定するため
のパワースイッチ、レリーススイッチ等を含む。ＬＣＤモニタ２０は、通信機能に関して
、通信を行っている相手の電話番号等を表示する。また、撮影機能に関して、被写体画像
のほか、撮像／再生モード、ズーム倍率等を表示する。
【００２１】
　メロディ部２４は、通信処理部２２で着信した場合に、ユーザに着信を通知する目的で
所定の着信音を再生する。メロディ部２４のうち、処理部３６は、予め記憶された着信音
のデータを再生するように、プログラムを実行する。スピーカ３４は、処理部３６で再生
された着信音を外部に出力する。ここで、メロディ部２４は、着信音のほかに所定のメロ
ディを再生してもよい。
【００２２】
　発光部１４は、通信処理部２２で着信した場合に、前述の着信音に合わせて、ＬＥＤ２
６をイルミネーションとして点滅させる。処理部２８は、ＬＥＤ２６を点滅させるための
処理を実行する。また、撮像機能付通信装置１０を撮像装置として使用する場合に、ＬＥ
Ｄ２６がフラッシュとして機能するように、処理部２８はＬＥＤ２６を発光させる。
【００２３】
　処理ブロック１８は、撮像機能付通信装置１０のプロセス全体を制御し、ＣＰＵ（Cent
ral Processing Unit）３０とメモリ３２を含む。また、メモリ３２として、外部メモリ
を使用する構成であってもよい。
【００２４】
　図２は、発光部１４の構成を示す。発光部１４は、リチウムイオン電池１００、処理ブ
ロック１８と接続し、昇圧コンバータ１０２、ＬＥＤ２６と総称される第１ＬＥＤ２６ａ
、第２ＬＥＤ２６ｂ、第３ＬＥＤ２６ｃ、付加駆動回路１０４、第１発光制御部１０６、
第２発光制御部１０８、スイッチ部１１０、主駆動回路１１２、メモリ１３６を含む。ま
た、昇圧コンバータ１０２は、昇圧チョッパ回路１５０、コンデンサ１２２、第１抵抗１
５２、第２抵抗１２４、誤差増幅器１２６、ＰＷＭ回路１２８、ドライバ１３０を含み、
昇圧チョッパ回路１５０は、インダクタンス１１４、抵抗１１８、ショットキーバリアダ
イオード１２０、トランジスタＴｒ１を含み、第１発光制御部１０６は、ＰＷＭ制御部１
３２、ＰＷＭ回路１３４と総称される第１ＰＷＭ回路１３４ａ、第２ＰＷＭ回路１３４ｂ
、第３ＰＷＭ回路１３４ｃを含み、第２発光制御部１０８は、設定制御部１３８、設定回
路１４０と総称される第１設定回路１４０ａ、第２設定回路１４０ｂ、第３設定回路１４
０ｃを含み、スイッチ部１１０は、トランジスタＴｒ１、トランジスタＴｒ２、トランジ
スタＴｒ３を含み、主駆動回路１１２は、可変電流回路１４４と総称される第可変電流回
路１４４ａ、第２可変電流回路１４４ｂ、第３可変電流回路１４４ｃを含む。発光部１４
のうちＬＥＤ２６以外の部分が、図１の処理部２８に相当する。
【００２５】
　昇圧コンバータ１０２は、リチウムイオン電池１００の電池電圧Ｖｂａｔを入力電圧と
して、入力電圧をスイッチング方式により昇圧して、昇圧電圧ＶＤＤを出力する。ここで
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、電池電圧Ｖｂａｔを３Ｖとする。昇圧チョッパ回路１５０は、トランジスタＴｒ１のＯ
Ｎ／ＯＦＦ動作により、インダクタンス１１４へのエネルギーの蓄積、インダクタンス１
１４からのエネルギーの放出を行い、電池電圧Ｖｂａｔを昇圧して昇圧電圧ＶＤＤに変換
する。昇圧チョッパ回路１５０において、トランジスタＴｒ１がＯＮの期間、インダクタ
ンス１１４を経由してドレイン電流が抵抗１１８に流れ、電池電圧Ｖｂａｔによってイン
ダクタンス１１４に磁気エネルギーが蓄えられる。次に、トランジスタＴｒ１がＯＦＦに
なると、トランジスタＴｒ１がＯＮの期間にインダクタンス１１４に蓄えられた磁気エネ
ルギーが電気エネルギーとして放出され、ショットキーバリアダイオード１２０を流れる
電流となる。インダクタンス１１４で発生する電圧は電池電圧Ｖｂａｔに直列に加算され
、主駆動回路１１２により安定化され、昇圧電圧ＶＤＤとして出力される。
【００２６】
　昇圧チョッパ回路１５０が出力する昇圧電圧ＶＤＤの昇圧率は、スイッチとして動作す
るトランジスタＴｒ１のＯＮ／ＯＦＦの時間比により決まる。ＰＷＭ回路１２８は、この
スイッチのＯＮ／ＯＦＦの時間比を作り出す回路であり、スイッチのＯＮ／ＯＦＦの切り
替え周期をＴ、スイッチのＯＮの時間をＴｏｎとすると、デューティ比Ｔｏｎ／Ｔのパル
ス信号を発生する。ドライバ１３０は、ＰＷＭ回路１２８が発生するパルス信号に応じて
、トランジスタＴｒ１をＯＮ／ＯＦＦさせる。すなわち、パルス信号がＨレベルであれば
、トランジスタＴｒ１はＯＮし、パルス信号がＬレベルであれば、トランジスタＴｒ１は
ＯＦＦする。
【００２７】
　ＰＷＭ回路１２８が発生するパルス信号のパルス幅は誤差増幅器１２６の出力に応じて
変化する。誤差増幅器１２６は、基準電圧源からの基準電圧Ｖｒｅｆと、昇圧電圧ＶＤＤ

を２つの分圧抵抗第１抵抗１５２、第２抵抗１２４で分圧することにより得られる検出電
圧Ｖｓとを比較し、基準電圧Ｖｒｅｆと検出電圧Ｖｓの誤差を増幅してＰＷＭ回路１２８
にフィードバックする。ＰＷＭ回路１２８は、誤差増幅器１２６の出力に応じてスイッチ
のＯＮ時間幅Ｔｏｎを制御することにより、パルス信号のパルス幅を変調し、フィードバ
ック制御により検出電圧Ｖｓを基準電圧Ｖｒｅｆに一致させる。
【００２８】
　第１ＬＥＤ２６ａは緑色に発光し、第２ＬＥＤ２６ｂは青色に発光し、第３ＬＥＤ２６
ｃは赤色に発光する。ここで、第１ＬＥＤ２６ａと第２ＬＥＤ２６ｂは、一般的に４．５
Ｖ程度の駆動電圧で動作するため、前述の昇圧電圧ＶＤＤは４．５Ｖに設定される。一方
、第３ＬＥＤ２６ｃは、一般的に２．５Ｖ程度の駆動電圧で動作するため、Ｖｒは２．５
Ｖに設定される。なお、ＬＥＤ２６をイルミネーションとして使用する場合、ＬＥＤ２６
を駆動するために、後述の主駆動回路１１２は最大２５ｍＡ程度の電流を流す。
【００２９】
　トランジスタＴｒ２からトランジスタＴｒ４は、ＬＥＤ２６と後述の主駆動回路１１２
の間に設けられ、ＬＥＤ２６と主駆動回路１１２の間を遮断または導通する。すなわち、
トランジスタＴｒ２のゲートに印加される電圧がＨレベルになって、トランジスタＴｒ２
がＯＮすれば、第１ＬＥＤ２６ａと後述の第１可変電流回路１４４ａは導通される。なお
、トランジスタＴｒ３とトランジスタＴｒ４も同様に動作し、トランジスタＴｒ２からト
ランジスタＴｒ４がそれぞれＯＮしている期間にわたって、ＬＥＤ２６はそれぞれ点灯す
る。ここでトランジスタＴｒ２からトランジスタＴｒ４は、後述の第１発光制御部１０６
によってそれぞれ独立にＯＮされるものとする。
【００３０】
　可変電流回路１４４は、ＬＥＤ２６を駆動するための電流を流す。可変電流回路１４４
が流す電流の大きさは、前述の約２５ｍＡを最大値として、後述の第２発光制御部１０８
に制御されて、複数段階の値を有する。複数段階の電流の大きさによって、ＬＥＤ２６の
輝度が変化する。なお、第１可変電流回路１４４ａから第３可変電流回路１４４ｃは、互
いに異なった値の電流を流すことも可能であるが、ここではそれらは同一の電流の値を流
すものとする。
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【００３１】
　ＰＷＭ制御部１３２は、メモリ１３６に記憶されたＬＥＤ２６の発光データと処理ブロ
ック１８からの指示にもとづいて、イルミネーションとしてＬＥＤ２６を所定の色調でそ
れぞれ発光させるための制御を実行する。ここで、処理ブロック１８からの指示とは、着
信を通知する指示などを含む。一方、メモリ１３６に記憶されたＬＥＤ２６の発光データ
とは、例えば、着信時に、２個以上のＬＥＤ２６を同時に点灯させて、緑色、青色、赤色
を混合した色を発光させたり、ＬＥＤ２６のそれぞれを順番に点灯させたりするように、
トランジスタＴｒ２からトランジスタＴｒ４を所定の規則でＯＮ／ＯＦＦさせるためのデ
ータである。
【００３２】
　また、発光データには、ＬＥＤ２６の点滅にあたって、トランジスタＴｒ２からトラン
ジスタＴｒ４をそれぞれ単純にＯＮ／ＯＦＦさせるようなデータだけではなく、所定の色
調を実現するために、ＬＥＤ２６のそれぞれの発光量が異なるようにトランジスタＴｒ２
からトランジスタＴｒ４を異なった期間にわたってＯＮさせるようなトランジスタ単位の
データも含む。なお、発光データは、ＬＥＤ２６をフラッシュとして使用する場合にＬＥ
Ｄ２６をすべて同一の発光量で発光させるようなデータを含む。
【００３３】
　ＰＷＭ回路１３４は、ＰＷＭ制御部１３２からの指示に従って、ＰＷＭ変調を実行する
。すなわち、第１ＰＷＭ回路１３４ａが、ＰＷＭ制御部１３２から第１ＬＥＤ２６ａの発
光量を多くするように指示された場合、Ｈレベルの期間が長くなるようなパルス信号を発
生して、トランジスタＴｒ２に出力する。なお、第２ＰＷＭ回路１３４ｂと第３ＰＷＭ回
路１３４ｃも同様である。
【００３４】
　設定制御部１３８は、第２発光制御部１０８からの指示に従って、可変電流回路１４４
で流す駆動電流の大きさを制御する。ＬＥＤ２６の輝度を高くするためには、可変電流回
路１４４で流す駆動電流を大きくするように、設定回路１４０の動作を制御する。前述の
ごとく、第１可変電流回路１４４ａから第３可変電流回路１４４ｃで流す駆動電流は、す
べて同一のため、設定制御部１３８は、第１設定回路１４０ａから第３設定回路１４０ｃ
に対して同一の制御をする。
【００３５】
　付加駆動回路１０４は、撮像機能付通信装置１０を撮像装置として動作させる場合に、
ＬＥＤ２６がフラッシュとして機能するように、ＬＥＤ２６に駆動電流を流す。前述のＬ
ＥＤ２６をイルミネーションとして動作させる場合には、駆動電流を最大２５ｍＡとして
いたが、フラッシュとして動作させる場合には、駆動電流を最大１５０ｍＡに設定する。
また、複数のＬＥＤ２６の発光量が同一になるように駆動電流を流して、複数のＬＥＤ２
６の色調を白色にする。なお、付加駆動回路１０４の詳細は、後述する。
【００３６】
　図３（ａ）は、第１発光制御部１０６の動作を示し、特に第１発光制御部１０６によっ
て生成されるＰＷＭのパルス信号を示す。図示のごとく、第１発光制御部１０６では、Ｈ
レベルとＬレベルが交互に繰り返されたパルス信号が生成され、前述のトランジスタＴｒ
２からトランジスタＴｒ４は、Ｈレベルの電圧が印加された場合にＯＮし、その結果とし
て、ＬＥＤ２６が点灯する。第１発光制御部１０６は、ＬＥＤ２６の発光量を増加させる
場合に、図示のごとく点線から実線のようなパルス信号になるように、Ｈレベルの期間を
長くする。すなわち、デューティ比を大きくする。ひとつのＬＥＤ２６に対しては、デュ
ーティ比の増加はＬＥＤ２６の輝度が高くなることに相当するが、複数のＬＥＤ２６に対
しては、ＬＥＤ２６のそれぞれのディーティ比が異なって、色調が変化することに相当す
る。
【００３７】
　図３（ｂ）は、第２発光制御部１０８の動作を示し、特に可変電流回路１４４によって
流される駆動電流の大きさを示す。図示のごとく点線から実線の値になるように駆動電流
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の大きさを制御すれば、ＬＥＤ２６の輝度が高くなる。ひとつのＬＥＤ２６に対しては、
デューティ比の増加はＬＥＤ２６の輝度が高くなることに相当するが、複数のＬＥＤ２６
に対しては、ＬＥＤ２６のそれぞれのディーティ比が異なって、色調が変化することに相
当する。
【００３８】
　図４は、付加駆動回路１０４の構成を示す。付加駆動回路１０４は、フラッシュ用スイ
ッチ１６０と総称される第１フラッシュ用スイッチ１６０ａ、第２フラッシュ用スイッチ
１６０ｂ、第３フラッシュ用スイッチ１６０ｃ、差動増幅器１６４と総称される第１差動
増幅器１６４ａ、第２差動増幅器１６４ｂ、第３差動増幅器１６４ｃ、可変電源１６６と
総称される第１可変電源１６６ａ、第２可変電源１６６ｂ、第３可変電源１６６ｃ、抵抗
１６８と総称される第１抵抗１６８ａ、第２抵抗１６８ｂ、第３抵抗１６８ｃ、トランジ
スタＴｒ５からトランジスタＴｒ７を含む。
【００３９】
　第１フラッシュ用スイッチ１６０ａは第１ＬＥＤ２６ａに接続しており、第２フラッシ
ュ用スイッチ１６０ｂは第２ＬＥＤ２６ｂに接続しており、第３フラッシュ用スイッチ１
６０ｃは第３ＬＥＤ２６ｃに接続しており、それぞれ図示しない処理ブロック１８からの
指示にもとづいて、ＯＮになる。これらの動作は同一であるため、以後、第１フラッシュ
用スイッチ１６０ａと接続した系のみを説明する。
【００４０】
　第１差動増幅器１６４ａは、非反転入力端子を第１可変電源１６６ａに接続し、反転入
力端子をトランジスタＴｒ５のソース端子に接続し、出力端子をトランジスタＴｒ５のゲ
ート端子に接続して、反転入力端子と非反転入力端子間の電圧に応じた電圧を出力端子か
ら出力する。ここで、反転入力端子と非反転入力端子が仮想的短絡していれば、反転入力
端子の電圧は、非反転入力端子の電圧Ｖｘとほぼ等しくなる。さらに、抵抗値Ｒｘの第１
抵抗１６８ａが存在するために、Ｖｘ／Ｒｘの値の電流が流れ、この電流がＬＥＤ２６を
駆動させる。ここでは、ＬＥＤ２６をフラッシュとして使用するために、最大１５０ｍＡ
の電流を流せるように、可変電源１６６と抵抗１６８の値を設定している。
【００４１】
　以上の構成による発光部１４の動作を説明する。処理ブロック１８によってイルミネー
ションの動作が指示された場合、リチウムイオン電池１００から出力されたＶｂａｔが昇
圧コンバータ１０２でＶＤＤに昇圧され、第１ＬＥＤ２６ａと第２ＬＥＤ２６ｂに印加さ
れる。また、Ｖｂａｔより低い電圧のＶｒが第３ＬＥＤ２６ｃに印加される。ＰＷＭ制御
部１３２は、処理ブロック１８の指示に応じて、複数のＬＥＤ２６での発光色の色調に応
じた発光量をそれぞれ定め、それに応じたパルス信号のデューティ比をＰＷＭ回路１３４
にそれぞれ指定する。ＰＷＭ回路１３４は、ＰＷＭによってパルス信号を生成し、パルス
信号のＨレベルの期間にわたってトランジスタＴｒ２からトランジスタＴｒ４をそれぞれ
ＯＮする。一方、第２発光制御部１０８は、処理ブロック１８の指示に応じて、複数のＬ
ＥＤ２６での発光色の輝度に応じた発光量を定め、その値に応じて、設定回路１４０が可
変電流回路１４４で流す電流の大きさを調節し、当該電流によって、ＬＥＤ２６を駆動さ
せる。
【００４２】
　処理ブロック１８によってフラッシュの動作が指示された場合、ＰＷＭ制御部１３２は
、複数のＬＥＤ２６での発光色が白色になるように、ＰＷＭ回路１３４に対してパルス信
号のデューティ比を指示する。さらに、フラッシュ用スイッチ１６０がオンになって、Ｌ
ＥＤ２６により大きな電流が流れることによって、イルミネーションの場合よりも大きい
強度の発光が得られる。
【００４３】
　図５は、図２とは異なったタイプの発光部１４の構成を示す。図２の発光部１４と異な
って、図５の発光部１４は、第３発光制御部１５４を含み、主駆動回路１１２は、抵抗１
４６と総称される第１抵抗１４６ａ、第２抵抗１４６ｂ、第３抵抗１４６ｃを含む。
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【００４４】
　第３発光制御部１５４は、処理ブロック１８からの指示に応じて、ＬＥＤ２６を駆動す
るための電圧を生成するように昇圧コンバータ１０２に指示する。前述のごとく、複数の
ＬＥＤ２６で発光される発光色の色調を第１発光制御部１０６で制御するため、第３発光
制御部１５４は、複数のＬＥＤ２６で発光される発光色の輝度を制御する。また、複数の
ＬＥＤ２６で発光される発光色の輝度も同一であるとする。
【００４５】
　昇圧コンバータ１０２は、前述のごとく、電池電圧Ｖｂａｔから昇圧電圧ＶＤＤを生成
する。さらに、前述のショットキーバリアダイオード１２０の構成を並列に有しており、
他のＬＥＤ２６としきい値電圧の異なった第３ＬＥＤ２６ｄを駆動するために、昇圧電圧
ＶＤＤと値の異なった昇圧電圧ＶＤＤ’も生成する。このように異なった昇圧電圧を生成
するために、複数のＶｒｅｆが予め用意されるものとする。
　抵抗１４６は、電圧を電流に変換し、変換した電流によって、ＬＥＤ２６を駆動する。
【００４６】
　図６は、実施例に係る発光制御ＩＣ２００の構成を示す図である。なお、図中において
、これまで説明した構成要素は、同一の符号で示し、説明は省略する。発光制御ＩＣ２０
０は、インターフェース回路２１０、Ｉｒｅｆ回路２１２、Ｖｒｅｆ回路２１４、発光制
御部２１６、イルミネーション用スイッチ２１８と総称される第１イルミネーション用ス
イッチ２１８ａ、第２イルミネーション用スイッチ２１８ｂ、第３イルミネーション用ス
イッチ２１８ｃを含む。
【００４７】
　発光制御ＩＣ２００は、図２の発光部１４と比較して、昇圧コンバータ１０２のインダ
クタンス１１４、抵抗１１８、ショットキーバリアダイオード１２０、トランジスタＴｒ
１を含まず、ＬＥＤ２６、抵抗１６８も含まない。
【００４８】
　インターフェース回路２１０は、ＣＰＵ３０からの信号を入力し、ＣＰＵ３０へ信号を
出力する。
　Ｉｒｅｆ回路２１２とＶｒｅｆ回路２１４は、それぞれ基準となる電流と基準となる電
圧を生成する。Ｖｒｅｆ回路２１４で生成されたＶｒｅｆは、誤差増幅器１２６に入力さ
れる。
　発光制御部２１６は、図２の第１発光制御部１０６と第２発光制御部１０８をまとめた
形で示す。発光制御部２１６は、図示しない制御信号線によって可変電流回路１４４を制
御する。
【００４９】
　イルミネーション用スイッチ２１８は、ＬＥＤ２６をイルミネーションとして使用する
場合にＯＮとなり、ＬＥＤ２６をフラッシュとして使用する場合にＯＦＦとなる。図２や
図５の発光部１４では、フラッシュとして使用する場合は、可変電源１６６と抵抗１６８
によって生成された電流と可変電流回路１４４による電流がＬＥＤ２６を流れていたが、
ここでは、前者のみが流れる。
【００５０】
　本発明の実施例によれば、パルス信号のデューティ比の調節によって、複数のＬＥＤ素
子による発光色の色調を制御し、ＬＥＤ素子を駆動するための電流の大きさの調節によっ
て、複数のＬＥＤ素子による発光色の輝度を制御できるため、色調と輝度を独立に調節で
きる。また、複数のＬＥＤ素子による発光色の色調と輝度を独立に調節できるため、色調
と輝度を容易に調節できる。そのため、既に発光しているＬＥＤ素子による色調を維持し
たまま、輝度を容易に変化させられ、あるいは輝度を維持したまま、色調を容易に変化さ
せられる。
【００５１】
　なお、本発明と実施例に係る構成の対応を例示する。「電源」は昇圧コンバータ１０２
に対応し、「第１制御部」は、第２発光制御部１０８、主駆動回路１１２に対応し、「ス
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イッチ素子」は、スイッチ部１１０に対応し、「第２制御部」は、第１発光制御部１０６
に対応する。また、「第１制御部」は、第３発光制御部１５４にも対応する。さらに、「
昇圧回路」は、付加駆動装置１０４に対応する。前述の通りこれらは例示であり、図６の
ごとく、例えば、昇圧コンバータ１０２の一部が含まれない場合であっても、本発明は有
効である。
【００５２】
　以上、本発明を実施例をもとに説明した。実施の形態は例示であり、それらの各構成要
素や各処理プロセスの組み合わせにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例
も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【００５３】
　本実施例では、複数のＰＷＭ回路１３４で生成されるパルス信号のデューティ比をそれ
ぞれ異ならせることによって、複数のＬＥＤ２６の発光色の色調を制御し、複数の設定回
路１４０で生成される制御信号を同一にして、複数の可変電流回路１４４が流す電流の大
きさを同一にすることによって、複数のＬＥＤ２６の発光色の輝度を制御している。しか
しこれに限らず例えば、複数のＰＷＭ回路１３４で生成されるパルス信号のデューティ比
を同一にすることによって、複数のＬＥＤ２６の発光色の輝度を制御し、複数の設定回路
１４０で生成される制御信号をそれぞれ異ならせて、複数の可変電流回路１４４が流す電
流の大きさを異ならせることによって、複数のＬＥＤ２６の発光色の色調を制御している
。また、複数のＰＷＭ回路１３４で生成されるパルス信号のデューティ比は同一でなくて
も、それぞれのデューティ比が一定の関係を有しつつ、発光させたい発光色の輝度に応じ
て、すべてのデューティ比の大きさを変化させてもよい。本変形例によれば、ＰＷＭ回路
の構成が簡単になる。つまり、複数のＰＷＭ回路１３４と複数の可変電流回路１４４が生
成する信号を調節することによって、複数のＬＥＤ２６の発光色の色調が制御されればよ
い。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】実施例に係る撮像機能付通信装置の構成を示す図である。
【図２】図１の発光部の構成を示す図である。
【図３（ａ）】図２の第１発光制御部の動作を示す図である。
【図３（ｂ）】図２の第２発光制御部の動作を示す図である。
【図４】図２の付加駆動回路の構成を示す図である。
【図５】図１の発光部の構成を示す図である。
【図６】実施例に係る発光制御ＩＣの構成を示す図である。
【符号の説明】
【００５５】
　１０　撮像機能付通信装置、　１２　操作部、　１４　発光部、　１６　撮像処理部、
　１８　処理ブロック、　２０　ＬＣＤモニタ、　２２　通信処理部、　２４　メロディ
部、　２６　ＬＥＤ、　２８　処理部、　３０　ＣＰＵ、　３２　メモリ、　３４　スピ
ーカ、　３６　処理部、　１００　リチウムイオン電池、　１０２　昇圧コンバータ、　
１０４　付加駆動回路、　１０６　第１発光制御部、　１０８　第２発光制御部、　１１
０　スイッチ部、　１１２　主駆動回路、　１１４　インダクタンス、　１１８　抵抗、
　１２０　ショットキーバリアダイオード、　１２２　コンデンサ、　１２４　第２抵抗
、　１２６　誤差増幅器、　１２８　ＰＷＭ回路、　１３０　ドライバ、　１３２　ＰＷ
Ｍ制御部、　１３４　ＰＷＭ回路、　１３６　メモリ、　１３８　設定制御部、　１４０
　設定回路、　１４４　可変電流回路、　１４６　抵抗、　１５０　昇圧チョッパ回路、
　１５２　第１抵抗、　１５４　第３発光制御部、　１６０　フラッシュ用スイッチ、　
１６４　差動増幅器、　１６６　可変電源、　１６８　抵抗、　２００　発光制御ＩＣ、
　２１０　インターフェース回路、　２１２　Ｉｒｅｆ回路、　２１４　Ｖｒｅｆ回路、
　２１６　発光制御部、　２１８　イルミネーション用スイッチ、　Ｔｒ１～Ｔｒ７　ト
ランジスタ。
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