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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光回路を安定器回路に結合するための適合回路であって、前記光回路は、少なくとも１
つの発光ダイオードを有し、前記安定器回路は、第１の電力量を使用する放電ランプへ接
続でき、前記光回路は、第２の電力量を使用でき、前記適合回路は、前記安定器回路から
の入力電圧信号及び入力電流信号を前記光回路に向かう出力電圧信号及び出力電流信号に
変換するための変換回路を有し、前記変換回路は、
‐　前記安定器回路からのエネルギーを流出させ、
‐　前記安定器回路からの前記エネルギーが前記変換回路に送られた後の所定の時間間隔
の間、前記入力電圧信号の振幅を所定の値よりも低い値に低減し、前記所定の時間間隔は
、前記入力電圧信号の少なくとも１つの期間と同期する、
適合回路。
【請求項２】
　前記変換回路は、更に、
‐　前記入力電圧信号の前記振幅の低減の間、前記エネルギーを前記値に、又は前記所定
の値よりも低い別の値に保持し、
　前記エネルギーを放出する、
請求項１に記載の適合回路。
【請求項３】
　前記変換回路は、少なくとも前記エネルギーを蓄積するためのリアクタンス素子と、前
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記所定の時間間隔の間、前記入力電圧信号の前記振幅を前記所定の値より低い前記値に低
減するための、前記リアクタンス素子と組み合わされるスイッチと、前記スイッチを制御
するためのタイマー回路と、を有する、請求項１に記載の適合回路。
【請求項４】
　前記タイマー回路は、前記第２の電力量に依存して前記スイッチの制御を調整するため
の調整可能なタイマー回路である、請求項３に記載の適合回路。
【請求項５】
　前記変換回路は、コンデンサを更に有し、前記リアクタンス素子はインダクタを有し、
前記インダクタの片側は、前記変換回路の第１入力端子に結合され、前記インダクタの別
の側は、ダイオードの片側に結合され、前記ダイオードの別の側は、前記コンデンサの片
側に結合され、前記コンデンサの別の側は、前記変換回路の第２入力端子に結合され、前
記コンデンサの両側は、前記変換回路の出力端子に結合され、前記スイッチの主接点は、
前記ダイオードの前記片側と、前記コンデンサの前記別の側とに結合される、請求項３に
記載の適合回路。
【請求項６】
　前記変換回路は、前記タイマー回路をトリガするためのトリガ回路を更に有する、請求
項３に記載の適合回路。
【請求項７】
　前記トリガ回路は、スタートアップ時か、一定の時間間隔が過ぎるまでか、及び／又は
特定の状態に達するまで、前記スイッチの動作を停止させる、請求項６に記載の適合回路
。
【請求項８】
　前記トリガ回路は、
‐　時間パラメータ及び／又は電圧レベルを規定するための規定回路と、
‐　トリガ信号を前記タイマー回路に提供するための前記規定回路に結合される決定回路
と、
を有する、請求項６に記載の適合回路。
【請求項９】
　前記規定回路は、１つ以上の抵抗の直列回路と、１つ以上の電圧規定回路と、コンデン
サとを有し、前記コンデンサは、追加の抵抗に並行に結合されることができ、前記規定回
路は、前記変換回路に並行に結合され、前記決定回路は、前記規定回路の相互接続部に結
合される制御電極と、前記トリガ信号を提供するための主電極とを備えるトランジスタを
有する、請求項８に記載の適合回路。
【請求項１０】
　前記トリガ回路は、
‐　スタートアップ時か、一定の時間間隔が過ぎるまでか、及び／又は特定の状態に達す
るまで、前記入力電圧信号の前記振幅が前記所定の値よりも低い前記値に低減することを
停止するために、前記規定回路の少なくとも一部をブリッジするスイッチを更に有する、
請求項９に記載の適合回路。
【請求項１１】
　前記変換回路は、前記安定器回路との接続のための整流回路を有する、請求項１に記載
の適合回路。
【請求項１２】
　請求項１に記載の前記適合回路を有し、更に前記安定器回路を有する、デバイス。
【請求項１３】
　請求項１に記載の前記適合回路を有し、更に前記光回路を有する、デバイス。
【請求項１４】
　光回路を安定器回路に結合するための方法であって、前記光回路は、少なくとも１つの
発光ダイオードを有し、前記安定器回路は、第１の電力量を使用する放電ランプと接続し
、前記光回路は、第２の電力量を使用し、前記方法は、前記安定器回路からの入力電圧信
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号及び入力電流信号を前記光回路に向かう出力電圧信号及び出力電流信号に変換するステ
ップを含み、前記変換は、
‐　前記安定器回路からのエネルギーを流出させるステップと、
‐　前記安定器回路からの前記エネルギーが前記変換を行う変換回路に送られた後の所定
の時間間隔の間、前記入力電圧信号の振幅を所定の値よりも低い値に低減するステップで
あって、前記所定の時間間隔は、前記入力電圧信号の少なくとも１つの期間と同期する当
該ステップと、
を有する、方法。
【請求項１５】
　第１の電力量を使用する放電ランプを、第２の電力量を使用する光回路に置き換えるた
めの方法であって、前記光回路は、少なくとも１つの発光ダイオードを有し、前記方法は
、前記光回路を安定器回路に結合するための請求項１に記載された適合回路を設けるステ
ップを有し、前記安定器回路は、前記放電ランプに結合されるようにできている、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光回路を安定器回路に結合するための適合回路に関する。本発明は更に、そ
のデバイス及び方法に関する。
【０００２】
　このような光回路の例は、あらゆる種類及びあらゆる組み合わせの１つ以上の発光ダイ
オードを有する回路である。このようなデバイスの例は、ランプ及びその部品である。
【背景技術】
【０００３】
　ＵＳ２００２／００６０５２６Ａ１は、ライト管及び電源回路を開示する。この電源回
路は、従来の蛍光灯安定器と、整流器／フィルタと、パルス幅変調スイッチと、発光ダイ
オードアレイに結合される電流制限器との直列接続を有する。
【０００４】
　通常、負荷が一定の負荷インピーダンスを示す間、電力は、一定の電圧信号又は電流信
号を提供することにより安定器回路から負荷へ送られる。負荷に供給される電圧信号の波
形は、大体において、安定器回路により能動的に出力された電圧信号の波形により決定さ
れる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、光回路を安定器回路に結合するための改良された適合回路を提供する
ことである。本発明の更なる目的は、そのデバイス及び方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１態様によれば、光回路を安定器回路に結合するための適合回路であって、前記光回
路は、少なくとも１つの発光ダイオードを有し、前記安定器回路は、第１の電力量を使用
する放電ランプへの接続のためにデザインされ、前記光回路は、第１の電力量と等しい又
は異なる第２の電力量を使用するようにデザインされ、前記適合回路は、安定器回路から
の入力電圧信号及び入力電流信号を光回路に向かう出力電圧信号及び出力電流信号に変換
するための変換回路を有し、前記変換回路は、
‐　安定器回路からのエネルギーを流出させ、
‐　安定器回路からのエネルギーが変換回路に送られた後の所定の時間間隔の間、入力電
圧信号の振幅を所定の値よりも低い値に低減するように適合され、前記時間間隔は、入力
電圧信号の少なくとも１つの期間と同期する当該適合回路が提供される。
【０００７】
　変換回路を適合回路に導入することによって、第１流出状態と第２放出状態との間に第



(4) JP 5841292 B2 2016.1.13

10

20

30

40

50

３状態が可能となる。第３状態は、安定器回路により経験される関連値を、依然として放
電ランプに電力が供給された状況に相当するようにできる。結果として、安定器回路の保
護及び監視方法は、良好に実行され続け、安定器回路内及び付近の部品は、通常よりもス
トレスを受けない。この第３状態は、光回路により使用される第２の電力量が放電ランプ
により使用される第１の電力量とは異なる（例えばずっと少ないなど）場合であっても、
従来の蛍光灯安定器をそのままに保持することができる。結果として、従来の蛍光灯安定
器は置き換えられる必要がなく、且つ、通常よりもストレスを受けず、これらは、大きな
利点である。
【０００８】
　適合回路の実施形態は、
‐　入力電圧信号の振幅の低減の間、エネルギーを前記値に、又は所定の値よりも低い別
の値に保持し、
　エネルギーを放出する、
ように更に適合された変換回路により規定される。
【０００９】
　第１流出状態と第２放出状態との間に位置される第３状態は、好ましくはエネルギーを
保持するための保持状態である。この状態は、光回路に供給される出力電圧信号の波形を
適合させ、この波形への安定器回路の影響を低減する。
【００１０】
　適合回路の実施形態は、エネルギーを貯蔵するためリアクタンス素子と、所定の時間間
隔の間、入力電圧信号の振幅を所定の値より低い値に低減するため、リアクタンス素子と
組み合わされるスイッチと、スイッチを制御するためのタイマー回路とを少なくとも有す
る変換回路により規定される。リアクタンス素子は、例えばインダクタを含む。
【００１１】
　適合回路の実施形態は、第２の電力量に依存してスイッチの制御を調整するための調整
可能なタイマー回路であるタイマー回路により規定される。種々異なる第２の電力量は、
スイッチの種々異なる制御を必要としてもよい。
【００１２】
　適合回路の実施形態は、コンデンサと、インダクタを有する前記リアクタンス素子とを
更に有する変換回路であって、前記インダクタの片側は、変換回路の第１入力端子に結合
され、インダクタの別の側は、ダイオードの片側に結合され、前記ダイオードの別の側は
、コンデンサの片側に結合され、前記コンデンサの別の側は、変換回路の第２入力端子に
結合され、コンデンサの両側は、変換回路の出力端子に結合され、スイッチの主接点は、
ダイオードの前記片側と、コンデンサの前記別の側とに結合される当該変換回路により規
定される。コンデンサは、例えばフィルタリング機能を有する。
【００１３】
　適合回路の実施形態は、タイマー回路をトリガするためのトリガ回路を更に有する変換
回路により規定される。好ましくは、タイマー回路は、変換回路の一部を形成するトリガ
回路を介してトリガされる。
【００１４】
　適合回路の実施形態は、スタートアップ時か、一定の時間間隔が過ぎるまでか、及び／
又は特定の状態に達するまで、スイッチの動作を停止するように適合されるトリガ回路に
より規定される。一定の時間間隔の終了及び特定の状態の到達は、スタートアップ問題を
無くすために使用される。
【００１５】
　適合回路の実施形態は、
‐　時間パラメータ及び／又は電圧レベルを規定するための規定回路と、
‐　トリガ信号をタイマー回路に提供するため、規定回路に結合される決定回路と、
を有するトリガ回路により規定される。
【００１６】
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　タイマーパラメータ及び電圧レベルのこれらの規定は、第３状態のスタートを規定する
。
【００１７】
　適合回路の実施形態は、１つ以上の抵抗の直列回路と、１つ以上の電圧規定回路と、他
の抵抗に並行に結合され得るコンデンサとを有する規定回路であって、変換回路に並行に
結合される当該規定回路と、規定回路の相互接続部に結合される制御電極、及びトリガ信
号を提供するための主電極を備えるトランジスタを有する決定回路とにより規定される。
【００１８】
　適合回路の実施形態は、
‐　スタートアップ時か、一定の時間間隔が過ぎるまでか、及び／又は特定の状態に達す
るまで、入力電圧信号の振幅が所定の値よりも低い値に低減することを停止するために、
規定回路の少なくとも一部をブリッジするスイッチ
を更に有するトリガ回路により規定される。
【００１９】
　この場合もやはり、一定の時間間隔の終了及び特定の状態の到達は、スタートアップ問
題を無くすために使用される。
【００２０】
　適合回路の実施形態は、安定器回路への接続のための整流回路を有する変換回路により
規定される。
【００２１】
　第２態様によれば、前に規定された適合回路を有し、更に安定器回路を有するデバイス
が提供される。
【００２２】
　第３態様によれば、前に規定された適合回路を有し、更に光回路を有するデバイスが提
供される。
【００２３】
　第４態様によれば、光回路を安定器回路に結合するための方法が提供され、前記光回路
は、少なくとも１つの発光ダイオードを有し、前記安定器回路は、第１の電力量を使用す
る放電ランプへの接続のためにデザインされ、前記光回路は、第１の電力量と等しい又は
異なる第２の電力量を使用するようにデザインされ、前記方法は、安定器回路からの入力
電圧信号及び入力電流信号を光回路に向かう出力電圧信号及び出力電流信号に変換するス
テップを含み、前記変換は、
‐　安定器回路からエネルギーを流出するステップと、
‐　安定器回路からのエネルギーが変換回路に送られた後の所定の時間間隔の間、入力電
圧信号の振幅を所定の値よりも低い値に低減するステップであって、前記所定の時間間隔
は、入力電圧信号の少なくとも１つの期間と同期する当該ステップとを有する。
【００２４】
　第５態様によれば、第１の電力量を使用する放電ランプを、第１の電力量と等しい又は
異なる第２の電力量を使用する光回路に置き換えるための方法が提供され、前記光回路は
、少なくとも１つの発光ダイオードを有し、前記方法は、光回路を安定器回路に結合する
ための、上に規定された適合回路を設けるステップを有し、前記安定器回路は、放電ラン
プに結合されるようにデザインされる。
【００２５】
　入力波形は、安定器回路内のエネルギー蓄積を流出させることにより変えることができ
、電力は、安定器回路内のエネルギー蓄積を流出させることによりその安定器回路から受
けることができ、及び／又は、第１流出状態及び第２放出状態は、必ずしも直接互いに続
く必要はないという洞察である。
【００２６】
　基本的なアイデアは、適合回路の入力段は、比較的短い時間の間に安定器回路からエネ
ルギーを流出するようにデザインされること、適合回路の入力段は、エネルギーが流出し
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た後に特定の期間にわたって入力電圧信号を保持するようにデザインされること、及び／
又は第１流出状態と第２放出状態との間に、保持状態などの第３状態が導入されることで
ある。
【００２７】
　改良された適合回路と、デバイスと、方法とを提供するための課題は、解決された。
【００２８】
　利点は、従来の蛍光灯安定器は置き換えられる必要がなく、光回路により使用される第
２の電力量が放電ランプにより使用される第１の電力量とは異なる場合であっても、通常
よりもストレスを受けないことである。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
　本発明のこれら及び他の態様は、以下説明される実施形態から明らかになり、これらを
参照して解明されるだろう。
【００３０】
【図１】図１は、適合回路の実施形態を示す。
【図２】図２は、安定器回路の共振タンクの実施形態を示す。
【図３】図３は、整流回路の実施形態を示す。
【図４】図４は、スイッチング回路の実施形態を示す。
【図５】図５は、トリガ回路の実施形態を示す。
【図６】図６は、タイマー回路の実施形態を示す。
【図７】図７は、波形を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　蛍光管などの放電ランプをレトロフィットするために、発光ダイオードを有する光回路
は、蛍光管を置き換えるようにデザインされた管状筐体に一体化されるべきである。しば
しば、これら蛍光管と組み合わせて使用されるようにデザインされた安定器回路は、容易
に置き換えることができず、そのままに保持されるべきである。特に、このような光回路
を放電ランプの電力レベルと比較して種々異なる電力レベルで（好ましくは放電ランプの
最初の電力レベルよりも低い低減された電力レベルで）動作させるとき、安定器回路の共
振インダクタの飽和レベル、並びに、いくつかの安定器制御チップのさまざまな保護及び
監視方法などの安定器回路の特徴は、無視されるべきではない。
【００３２】
　前記低減された電力レベルは、例えば発光ダイオード列を有する光回路のための適正動
作電圧を選択することにより実現することができる。このように、電力レベルは低減され
るが、安定器回路のパフォーマンスも影響を受ける。これは、安定器回路の磁性部品の過
熱又は飽和を引き起こす可能性がある。更に、いくつかの安定器回路は、安定器回路の共
振タンクに入る電流を監視する制御チップを備える。電力レベルの前記低減は、エラー検
出及び安定器回路のシャットダウンを引き起こすべきではない。
【００３３】
　後述される適合回路は、安定器回路をそのままに、良好に動作及び実行するのを保持し
ながら、光回路の電力レベルを放電ランプの最初の電力レベルよりも低くすることができ
る。
【００３４】
　図１では、変換回路２を有する適合回路１が示される。適合回路１は、例えばハーフブ
リッジコンバータなどの電源９と、共振タンク１０とを有する安定器回路８に結合される
。変換回路２は、例えば整流回路３と、スイッチング回路４と、トリガ回路５と、タイマ
ー回路６とを有する。
【００３５】
　図２では、インダクタ１０１と、コンデンサ１０２とを有する安定器回路８の共振タン
ク１０がより詳細に示される。インダクタ１０１は、安定器回路８の入力端子（左）と出
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力端子（右）との間に結合される。コンデンサ１０２は、安定器回路８の出力端子（右）
に並行に結合される。他の種類の安定器回路、すなわち、いわゆるフィラメントに給電す
るための付加出力端子を有するタイプは、排除されるべきではない。
【００３６】
　図３では、いわゆるダイオードブリッジの４つのダイオード３１乃至３４を有する整流
回路３がより詳細に示される。他の種類の整流回路、すなわち、いわゆる放電ランプのフ
ィラメントの機能をエミュレートする付加入力端子を有するタイプは、排除されるべきで
はない。
【００３７】
　図４では、スイッチング回路４の入力端子（左）に結合され、且つ、スイッチング回路
４の出力端子（右）にも結合される、インダクタ４１及びスイッチ４２の第１直列回路を
有し、更に、スイッチ４２に並行に結合されるコンデンサ４４及びダイオード４３の第２
直列回路を有するスイッチング回路４がより詳細に示される。少なくとも１つの発光ダイ
オードを有する光回路４５は、コンデンサ４４に並列に結合される。スイッチ４２は、任
意の種類のスイッチがあり得、スイッチング回路４と安定器回路８とが同期した態様で動
作するように、電極９１を介して制御信号を受信する。このスイッチング回路４は、いわ
ゆるステップアップコンバータ又はブーストコンバータであるが、他の種類のスイッチン
グ回路は、排除されるべきではない。光回路４５は、代替的にスイッチング回路４の外部
又は適合回路１の外部に置かれてもよい。
【００３８】
　ここには１つの発光ダイオードのみにより表されているが、光回路４５は、概して複数
の発光ダイオードを、概して直列接続で有する。加えて、光回路４５は、特定構造の発光
ダイオードの１つ以上の部品に入力エネルギーを供給するためのスイッチなどの電力供給
素子と、電圧及び／又は電流レベルを適合するためのスイッチモード電源などの電力変換
素子と、低入力電力の期間中、低減されたフリッカレベル又は一様に安定した光を提供す
るためにエネルギーをバッファするコンデンサなどのエネルギー蓄積素子とを更に有して
もよい。
【００３９】
　図５では、トリガ回路５の入力端子（左）に結合される、抵抗５１及びスイッチ５２の
第１直列回路と、スイッチ５２に並行に結合される２つの抵抗５３及び５４の第２直列回
路と、ダイオード５５、ツェナーダイオード５６、並びに、コンデンサ５７及び抵抗５８
の並行回路の第３直列回路であって、抵抗５４に並行に結合される当該第３直列回路と、
並行回路の側に結合される制御電極及び第１主電極を有し、並びに、抵抗５９の片側に結
合される第２主電極を有するトランジスタ６０とを有するトリガ回路５がより詳細に示さ
れる。抵抗５９の別の側及び第１主電極は、トリガ回路５の出力端子を形成し、第２主電
極は、トリガ信号をタイミング回路６に提供するための電極９３を形成する。スイッチ５
２は、任意の種類のスイッチがあり得、電極９２を介して制御信号を受信する。他の種類
のトリガ回路、すなわちトリガが電力レベルに依存する回路は、排除されるべきではない
。例として、実電力、すなわち光回路４５に送られる電力は、測定され、それぞれの所望
の値と比較され得る。比較の結果に依存して、トリガレベルは適合される。
【００４０】
　図６では、タイマー回路６の正端子（上）及び負端子又は接地端子（下）に結合される
直流電源６５を有するタイマー回路６がより詳細に示される。この直流電源６５は、例え
ば光回路４５を介して（例えば、発光ダイオードの列内の電位をタッピングすることによ
り）又は別のやり方で実現されてもよい。タイマー回路６は、５５５タイマーチップなど
８つの端子７１乃至７８を有する集積回路７を更に有する。端子７１は、タイマー回路６
の負端子又は接地端子（下）に結合される。端子７２は、電極９３を介してトリガ信号を
受信する。端子７３は、電極９１を介して制御信号を提供し、抵抗６１を介してタイマー
回路６の負端子又は接地端子（下）に結合される。端子７４及び７５は、タイマー回路６
の正端子（上）に結合される。端子７６及び７７は、抵抗６３を介してタイマー回路６の
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正端子（上）に結合され、コンデンサ６４を介してタイマー回路６の負端子又は接地端子
（下）に結合される。端子７８は、コンデンサ６２を介してタイマー回路６の負端子又は
接地端子（下）に結合される。他の種類のタイマー回路、すなわちタイミングが電力レベ
ルに依存する回路は、排除されるべきではない。例として、実電力、すなわち光回路４５
に送られる電力は、測定され、それぞれの所望の値と比較され得る。比較の結果に依存し
て、継続期間は適合される。
【００４１】
　図７では、波形が示され、波形Ａは、安定器回路の集積回路により検出される電圧信号
（放電ランプ：薄い色のグラフ、適合回路１、及び発光ダイオードを有する光回路４５：
濃い色のグラフ）であり、波形Ｂは、ランプ（発光ダイオードを有する光回路４５）を通
る電流信号であり、波形Ｃは、インダクタ４１を通る電流信号であり、波形Ｄは、整流回
路３に入る電流信号であり、波形Ｅは、整流回路３の入力部の電圧信号（放電ランプ：グ
ラフＦ、発光ダイオードを有する光回路４５：グラフＧ）である。
【００４２】
　この適合回路１を使用すると、電力レベルを例えば通常の３２Ｗから約１０Ｗに低減す
ることができる。これは、大幅な省電力化及び（遠隔制御で）調光可能な光回路を可能と
する。スイッチング回路４のための特別なタイミングは、通常の蛍光管に電力が供給され
た状況に依然として相当する、安定器回路８により経験される関連値をもたらす。結果と
して、安定器回路８の保護及び監視方法は、光回路４５の動作を停止させず、安定器回路
８の部品は、通常よりもストレスを受けない。
【００４３】
　安定器回路８とスイッチング回路４との間の同期及び制御信号のパルスの（時間に対す
る）正確な位置決めは、ここでは電圧測定を介して行われる。タイマー回路６は、スイッ
チング回路４のスイッチ４２を介して実現される短絡継続時間を設定する。
【００４４】
　トリガ回路５では、受信された電圧信号が測定され、トリガ信号がこの測定された電圧
信号から得られる。整流電圧信号が例えば約１３０Ｖよりも高い場合、トランジスタ６０
は、タイマー回路６をトリガする。タイマー回路６は、低コストで、世界中で入手可能な
部品である５５５タイマーチップに基づく。抵抗６３及びコンデンサ６４は、スイッチ４
２が閉じている間の継続期間を設定する。
【００４５】
　スイッチ５２は、始めの２０マイクロ秒に、ある種の制御されたスタートアップ挙動を
表す任意の（疑似）トリガ信号をブロックするのに使用される。スタートアップの間、安
定器回路８及び光回路４５は共に、安定動作点に達するまでこれらの動作を安定させなけ
ればならない。光回路４５及びコンデンサ４４に対して、より多くの量のエネルギーが充
電されなければならない。この充電は、光をできる限り早く提供するために可能な限り速
く生じるべきである。それ故、（電力レベルを低減することを意図する）スイッチング回
路４の分路動作は、始めの一定期間は停止されるべきである。これは、固定の時間遅延を
介して生成される所定の期間でもよい。スタートアップの間、スイッチ５２は、導電状態
になり、測定電圧をゼロに分路し、従って、任意のトリガ信号がタイマー回路６に供給さ
れるのを回避する。当然ながら種々異なる実施形態が可能である。トリガ信号は、光回路
４５又はコンデンサ４４が一定の電圧に達するまでブロックされてもよい。あるいは、ト
リガ信号は影響を受けなくてもよく、スイッチ４２への制御信号がブロックされてもよい
。更に代替的に、スイッチング回路４の短絡間隔の継続時間は、速く安定したスタートア
ップ手順を得るために減らすか、又は長くしてもよい。通常、定常動作では、スイッチ５
２は、トリガ信号が供給され得るように非導通状態になる。
【００４６】
　図７に示される波形について、波形Ｃは、所望のパルス電流への近似を表すインダクタ
４１を通る電流信号である。安定器回路８からの入力電圧信号がトリガレベルに達すると
、スイッチ４２は導通状態になり、インダクタ４１を流れる電流信号が、この入力電圧信
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圧信号ではないが、コンデンサ１０２の放電から生じる。そのため、電流信号の増大の間
、安定器８におけるエネルギー蓄積（図２のコンデンサ１０２）が流出する。コンデンサ
１０２は、インダクタ１０１を介してエネルギーを受け取り、これは電流信号の変化率を
制限するため、インダクタ１０１は、安定器８の他の部分から流出イベントを分離する。
従って、コンデンサ１０２は、インダクタ１０１に過大な電流をもたらすことなく、素早
く流出できる。入力電圧信号がゼロに減少されるときも、インダクタ４１を通る電流は流
れ続け、これによってダイオードブリッジを短絡する。このとき、電流信号は、インダク
タ１０１により送られる電流信号のみである。約３マイクロ秒後、スイッチ４２は非導電
状態になり、電流信号は（フィルタ）コンデンサ４４を充電し、光回路４５に電力を供給
することができる。保持間隔の継続時間（ここでは、３マイクロ秒）は、タイマー回路６
により決定され、送られた電力を制御するために変更されてもよい。波形Ｅは、光回路４
５間の電圧信号が、蛍光灯間の電圧信号とはかなり異なることを示す。しかしながら、通
常、安定器回路８の制御チップは、このような電圧信号の形状を監視しない。つまり、ピ
ークレベルのみが測定され、約３００Ｖの「ランプ点火不良」閾値と比較される。そのた
め、光回路４５は、制御チップで行われる保護ステップをトリガしない。最後に、波形Ａ
は、従来の蛍光灯及び光回路４５に対する安定器回路８の集積回路により検出される信号
の形状及び振幅とが、かなり似ていることを示す。ここでの重要な特徴は、正ピーク値は
、従来の蛍光灯よりも高くないことであり、これは、安定器制御チップの（容量モード）
保護をトリガするからである。このピーク値が低いので、インダクタ１０１の電流信号（
二乗平均平方根及びピーク値の両方）も従来の蛍光灯の場合よりも低く、これによってこ
の部品における任意の不要な飽和を回避する。
【００４７】
　要約すると、適合回路１は、放電ランプに接続するためにデザインされた安定器回路８
を保持しながら、放電ランプを、発光ダイオードを有する光回路４５に置き換えることを
可能とする。適合回路１は、安定器回路８からの入力電圧及び電流信号を、光回路４５に
向かう出力電圧及び電流信号に変換するための変換回路２を有する。変換回路２は、安定
器回路８からのエネルギーが変換回路２に送られた後の所定の時間間隔の間、入力電圧信
号の振幅を所定の値よりも低い値に低減する。時間間隔は、入力電圧信号の期間と同期す
る。エネルギーを流出する第１流出状態とエネルギーを放出する第２放出状態との間に、
エネルギーを保持する保持状態などの第３状態が導入される。第３状態は、安定器回路８
により経験される関連値を、放電ランプに電力が供給された状況に依然として相当するよ
うにできる。
【００４８】
　本発明は、図面及び前述の記載において詳細に図示及び説明されたが、このような図示
及び説明は解説的又は例示的であって限定するものではないと見なされるべきである。即
ち、本発明は開示された実施形態に限定されるものではない。開示された実施形態に対す
る他のバリエーションは、当業者により、請求項に係る発明を実施する際に、図面、開示
内容、及び添付の請求項の精査から理解され、達成され得る。請求項において「有する(c
omprising)」なる単語は、他の構成要素又はステップを排除するものではなく、不定冠詞
「a」又は「an」は、複数を排除するものではない。特定の手段が相互に異なる従属請求
項に引用されているという単なる事実は、これら手段の組み合わせを有利に使用すること
ができないということを示すものではない。請求項における任意の参照符号は、当該範囲
を限定するものと解釈されるべきではない。
 



(10) JP 5841292 B2 2016.1.13

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】

【図６】

【図７Ａ】



(11) JP 5841292 B2 2016.1.13

【図７Ｂ】

【図７Ｃ】

【図７Ｄ】

【図７Ｅ】



(12) JP 5841292 B2 2016.1.13

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  レイダーマヘー　ハラルド　ジョセフ　ギュンター
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　ビルディング
            　５

    審査官  森口　忠紀

(56)参考文献  特開平０１－２１７４９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３５１４０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２５９９９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－２３８６６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－１１４９９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－２１２２６７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－０４０２７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－１８１６５６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　３３／００－３３／６４
              Ｈ０５Ｂ　３７／００－３９／１０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

