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(57)【要約】
【課題】　複数の照明モードからいずれか１つを選択で
きる状況において、各照明モードにおける供給源の駆動
能力を算出し、駆動能力を使用者に告知する内視鏡用光
源装置及び内視鏡用システムを提供すること。
【解決手段】　光源装置１０は、残容量を検出する検出
部５３と、各照明モードが所定期間内に供給源５１の容
量を消費する割合を示す容量消費率予測値を算出する予
測算出部５５とを有している。また光源装置１０は、残
容量と容量消費率予測値とを基に、各照明モードに対応
する供給源の駆動能力を算出する能力算出部５７と、駆
動能力を告知する告知部５９とをさらに有している。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　供給源から供給されるエネルギーで駆動し、複数の照明モードをいずれかに切り替えて
動作可能な内視鏡用光源装置であって、
　前記供給源の残容量を検出する検出部と、
　前記照明モードが今後駆動するために必要な消費エネルギー量を示す必要消費エネルギ
ー情報を基に、各前記照明モードが所定期間内に前記供給源の容量を消費する割合を示す
容量消費率予測値を算出する予測算出部と、
　前記残容量と前記容量消費率予測値とを基に、各前記照明モードに対応する前記供給源
の駆動能力を算出する能力算出部と、
　前記駆動能力を告知する告知部と、
　を具備することを特徴とする内視鏡用光源装置。
【請求項２】
　前記告知部は、前記照明モード毎に前記駆動能力を告知することを特徴とする請求項１
に記載の内視鏡用光源装置。
【請求項３】
　前記予測算出部は、前記照明モードが切り替わった際に、切り替わった前記照明モード
に対応する前記容量消費率予測値を算出することを特徴とする請求項２に記載の内視鏡用
光源装置。
【請求項４】
　前記予測算出部は、
　　駆動している一方の前記照明モードにおいて、一方の前記照明モードの前記必要消費
エネルギー情報を基に、一方の前記照明モードの前記容量消費率予測値を算出し、
　　駆動していない他方の前記照明モードにおいて、駆動している一方の前記照明モード
の前記必要消費エネルギー情報とは異なる他方の前記照明モードの前記必要消費エネルギ
ー情報を基に、他方の前記照明モードの前記容量消費率予測値を算出することを特徴とす
る請求項３に記載の内視鏡用光源装置。
【請求項５】
　前記能力算出部は、駆動していない他方の前記照明モードに対応する前記供給源の前記
駆動能力を算出し、
　前記告知部は、駆動していない他方の前記照明モードに対応する前記供給源の前記駆動
能力を告知することを特徴とする請求項４に記載の内視鏡用光源装置。
【請求項６】
　前記照明モードがスタンバイ状態において、
　前記能力算出部は、各前記照明モードに対応する前記駆動能力を算出し、
　前記告知部は、各前記照明モードに対応する前記駆動能力を同時に告知することを特徴
とする請求項５に記載の内視鏡用光源装置。
【請求項７】
　係数を含む前記必要消費エネルギー情報と、各前記照明モードの前記エネルギーが前記
供給源の容量を消費する割合を示すエネルギー容量消費率情報とを記憶する記憶部とをさ
らに具備し、
　前記予測算出部は、前記必要消費エネルギー情報と前記エネルギー容量消費率情報とを
基に前記容量消費率予測値を算出することを特徴とする請求項４に記載の内視鏡用光源装
置。
【請求項８】
　前記能力算出部は、前記駆動能力に含まれ、各前記照明モードが前記残容量に対して継
続して使用可能な動作可能時間を算出することを特徴とする請求項７に記載の内視鏡用光
源装置。
【請求項９】
　前記能力算出部は、前記残容量と前記容量消費率予測値とを基に、前記残容量が満容量
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に対してどの程度の割合かを算出することを特徴とする請求項７に記載の内視鏡用光源装
置。
【請求項１０】
　前記予測算出部は、一方の前記照明モードが駆動する前に他方の前記照明モードが駆動
した際に他方の前記照明モードが実際に消費されたエネルギー量を示す他方の前記照明モ
ードの累積消費エネルギー情報を基に他方の前記照明モードの前記必要消費エネルギー情
報を算出し、他方の前記照明モードの前記容量消費率予測値を算出することを特徴とする
請求項４に記載の内視鏡用光源装置。
【請求項１１】
　第１の波長領域において所望する発光ピーク強度の光を出射する第１光源と、
　前記第１の波長領域とは異なる領域である第２の波長領域において所望する発光ピーク
強度の光を出射する第２光源と、
　前記第１光源と前記第２光源とが前記照明モードに応じて独立して駆動するように、前
記照明モードに応じて前記エネルギーの供給先を切り替える光源制御部と、
　をさらに具備し、
　各前記照明モードは、前記光源制御部の制御によって、互いに異なる発光スペクトルの
照明光を出射することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡用光源装置。
【請求項１２】
　第１の波長領域において所望する発光ピーク強度の光を出射する第１光源と、
　前記第１の波長領域とは異なる領域である第２の波長領域において所望する発光ピーク
強度の光を出射する第２光源と、
　前記第１光源と前記第２光源とが前記照明モードに応じて前記エネルギーの駆動比率が
異なった状態で同時して駆動するように、前記照明モードに応じて前記エネルギーの供給
比率を制御する光源制御部と、
　をさらに具備し、
　各前記照明モードは、前記光源制御部の制御によって、互いに異なる発光スペクトルの
照明光を出射することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡用光源装置。
【請求項１３】
　前記光源制御部は、供給する前記エネルギーの量を制御することを特徴とする請求項１
１または請求項１２に記載の内視鏡用光源装置。
【請求項１４】
　前記検出部は、前記供給源の容量の初期値と累積消費エネルギー情報との差分を前記残
容量として検出することを特徴とする請求項２に記載の内視鏡用光源装置。
【請求項１５】
　前記検出部は、前記残容量の変化によって変動する前記供給源の電圧値を基に前記残容
量を検出することを特徴とする請求項２に記載の内視鏡用光源装置。
【請求項１６】
　供給源から供給される前記エネルギーで駆動し、複数の観察モードをいずれかに切り替
えて動作可能な請求項１に記載の内視鏡用光源装置を有する内視鏡システムであって、
　前記観察モードが今後駆動するために必要な消費エネルギー量を示す必要消費エネルギ
ー情報を基に、各前記観察モードが所定期間内に前記供給源の容量を消費する割合を示す
前記容量消費率予測値を算出する予測算出部と、
　残容量と容量消費率予測値とを基に、各前記観察モードに対応する前記供給源の駆動能
力を算出する能力算出部と、
　前記駆動能力を告知する告知部と、
　を具備することを特徴とする内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡用光源装置及び内視鏡用システムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、バッテリーなどの供給源から複数の光源のいずれかに例えば電力などのエネルギ
ーの供給先を切り替える照明装置や、内視鏡に応用される照明装置が開発されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１は、供給源と２種類の光源のいずれか一方との接続を切り替え可能
な照明装置を開示している。照明装置では、供給源が一方の光源と接続している状態で供
給源の電圧が所定値以下となると、接続状態が切り替わり、供給源は他方の光源と接続し
他方の光源に電力を供給する。
【０００４】
　また、例えば、特許文献２は、供給源と光源とを有するユニットが複数配設されている
内視鏡装置を開示している。一方のユニットにおいて、給電中に供給源の電圧が所定値以
下となると、供給源と光源との接続が解除される。そして他方のユニットにおいて、供給
源が光源と接続し、供給源は光源と接続し光源に電力を供給する。このように、ユニット
毎に、接続状態が切り替わる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－７８００９号公報
【特許文献２】特開２００７－２５２６８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記したような接続状態の切り替わりにおいて、切り替わった後の光源がどの程度使用
されるかは、不明確である。よって、状況によっては、切り替えた後においても内視鏡が
使用されると、突然バッテリーが切れる、つまり電力の供給が停止し、照明光の出射が停
止してしまい、使用に支障をきたすことも考えられる。　
　このため、複数の照明モードからいずれか１つを選択できる状況において、各照明モー
ドにおける供給源の駆動能力を算出し、駆動能力を使用者に告知させることが求められて
いる。
【０００７】
　本発明は、これらの事情に鑑みてなされたものであり、複数の照明モードからいずれか
１つを選択できる状況において、各照明モードにおける供給源の駆動能力を算出し、駆動
能力を使用者に告知する内視鏡用光源装置及び内視鏡用システムを提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の内視鏡用光源装置の一態様は、供給源から供給されるエネルギーで駆動し、複
数の照明モードをいずれかに切り替えて動作可能な内視鏡用光源装置であって、前記供給
源の残容量を検出する検出部と、前記照明モードが今後駆動するために必要な消費エネル
ギー量を示す必要消費エネルギー情報を基に、各前記照明モードが所定期間内に前記供給
源の容量を消費する割合を示す容量消費率予測値を算出する予測算出部と、前記残容量と
前記容量消費率予測値とを基に、各前記照明モードに対応する前記供給源の駆動能力を算
出する能力算出部と、前記駆動能力を告知する告知部と、を具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、複数の照明モードからいずれか１つを選択できる状況において、各照
明モードにおける供給源の駆動能力を算出し、駆動能力を使用者に告知する内視鏡用光源
装置及び内視鏡用システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１０】
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態に係る内視鏡用光源装置の概略図である。
【図２Ａ】図２Ａは、第１の照明モードにおける発光ピーク強度を示す図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、第２の照明モードにおける発光ピーク強度を示す図である。
【図３Ａ】図３Ａは、第１の照明モードの各状態における供給源の残容量と動作可能時間
との関係を示す図であり、第１の照明モードの各状態におけるエネルギー容量消費率の概
念を示す図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、第２の照明モードの各状態における供給源の残容量と動作可能時間
との関係を示す図であり、第２の照明モードの各状態におけるエネルギー容量消費率の概
念を示す図である。
【図４】図４は、各照明モードが所定のエネルギー（消費電力）で駆動した際、時刻の経
過に伴う各照明モードにおける残容量の変化と、時刻Ｔ４において算出される各照明モー
ドの残容量を示す図である。
【図５】図５は、時刻の経過に伴う各照明モードの動作可能時間の告知の一例を示す図で
ある。
【図６】図６は、第１の照明モードの各状態における係数の違いを示す図である。
【図７】図７は、第２の実施形態において、第３の照明モードにおける発光ピーク強度を
示す図である。
【図８】図８は、第３の実施形態において、内視鏡用光源装置を有する内視鏡システムの
概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。なお、一部の図面で
は図示の明瞭化のために部材の一部の図示を省略している。　
　［第１の実施形態］　
　［構成］　
　図１と図２Ａと図２Ｂと図３Ａと図３Ｂと図４と図５とを参照して第１の実施形態につ
いて説明する。　
　［内視鏡用光源装置１０の構成１］　
　図１を参照して、内視鏡用光源装置１０（以下、光源装置１０と称する）が有する各部
位について説明する。これら部位を含む光源装置１０は、後述する供給源５１から供給さ
れるエネルギー（例えば電力）によって駆動する。光源装置１０の各部位は、図示しない
内視鏡に適宜所望に配設されている。なお各部位は、内視鏡が接続する図示しない周辺機
器に適宜所望に配設されてもよい。
【００１２】
　なお図１に示すように、本実施形態では、光源装置１０は複数の光源２７ａ，２７ｂを
有しており、光源２７ａから出射された光を用いる照明モードを第１の照明モードと称し
、光源２７ｂから出射された光を用いる照明モードを第２の照明モードと称する。光源装
置１０は、複数の照明モードをいずれかに切り替えて動作可能となっている。光源２７ａ
，２７ｂの数は、複数であれば、２つに限定される必要はない。
【００１３】
　図１に示すように、光源装置１０は、照明モードを選択及び設定する選択設定部２１と
、選択設定部２１によって選択及び設定された照明モードに照明モードを切り替える制御
部２３と、制御部２３によって切り換えられた照明モードに対応する光源２７ａ，２７ｂ
を制御する光源制御部２５とを有している。また光源装置１０は、光源制御部２５によっ
て制御され、この制御によって照明モードに対応するように光を出射する複数の光源２７
ａ，２７ｂと、光源２７ａ，２７ｂから出射された光を導光する導光部材２９ａ，２９ｂ
とをさらに有している。また光源装置１０は、導光部材２９ａ，２９ｂによって導光され
た光を照明光に変換する変換部３１と、照明光を外部に出射する出射部３３とをさらに有
している。
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【００１４】
　選択設定部２１は、例えば、照明モードにおける光量等を調整及び設定可能となってい
る。選択設定部２１は、選択と設定と調整とのためのボタンなどを有している。選択設定
部２１は、使用者によって操作される。
【００１５】
　制御部２３は、選択設定部２１が照明モードを選択及び設定した際、後述する第３記憶
部４５に記録され、照明モードに対応する駆動状態や駆動条件等を参照し、この駆動状態
や駆動条件を基に光源制御部２５を制御する。制御部２３は、選択設定部２１によって調
整された照明モードにおける光量を制御する。
【００１６】
　光源制御部２５は、制御部２３から送信された駆動状態や駆動条件を基に光源２７ａ，
２７ｂを制御する。本実施形態では、例えば、光源制御部２５は、例えば各光源２７ａ，
２７ｂが照明モードに応じて独立して駆動するように、照明モードに応じて各光源２７ａ
，２７ｂへ供給されるエネルギー（電力）を制御する、言い換えるとエネルギーの供給先
を切り替える。これにより、照明モード同士は、光源制御部２５の制御によって、互いに
異なる発光スペクトルの照明光を出射することとなる。また光源制御部２５は、少なくと
も２種類以上の互いに異なる駆動電流を制御して、供給するエネルギーの量を制御する。
これにより、照明モードにおいて、例えば後述する最大光量状態と省電力状態と平均光量
状態といったように、光量の違いが発生する。
【００１７】
　光源２７ａ，２７ｂ、互いに異なる波長領域において所望する発光ピーク強度の光を出
射する構成を有している。このような光源２７ａは、例えば、第１の波長領域において所
望する発光ピーク強度の光を出射する。また光源２７ｂは、例えば、第１の波長領域とは
異なる領域である第２の波長領域において所望する発光ピーク強度の光を出射する。
【００１８】
　図２Ａに示すように、光源２７ａは、例えば、波長のピークが４４５ｎｍの青色のレー
ザ光を出射する半導体レーザを有している。　
　図２Ｂに示すように、光源２７ｂは、例えば、波長のピークが４０５ｎｍの青紫色のレ
ーザ光を出射する半導体レーザを有している。
【００１９】
　光源２７ａ，２７ｂは、光を出射する際に生じる熱を放出する図示しない放熱部材を有
している。放熱部材は、例えば、ヒートシンクやペルチェ素子等を有している。放熱部材
が駆動するために必要な電力は光源制御部２５によって供給され、放熱部材は光源制御部
２５に制御される。
【００２０】
　なお光源２７ａ，２７ｂ、互いに異なる波長領域において所望する発光ピーク強度を有
する複数の光を合波して出射する半導体レーザを有していてもよい。
【００２１】
　導光部材２９ａ，２９ｂは、例えば光ファイバを有している。光ファイバのコア径は例
えば５０μｍ、開口数ＦＮＡは０．２となっている。また光ファイバは、マルチモード用
のファイバとなっている。
【００２２】
　変換部３１は、導光部材２９ａ，２９ｂによって導光された光の光学特性を変換し、照
明光を生成する。　
　変換部３１は、青色の波長を吸収して青色の波長を黄色の波長に波長変換し、青色のレ
ーザ光を黄色の蛍光を生成する波長変換部材を有している。このような波長変換部材は、
例えば、ＹＡＧ蛍光体を有している。ＹＡＧ蛍光体は、青紫色の波長を吸収せず、青紫色
のレーザ光がＹＡＧ蛍光体を透過する光学特性を有している。
【００２３】
　また変換部３１は、青紫色の波長を吸収して青紫色の波長を緑色の波長に波長変換し、
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青紫色のレーザ光を緑色の蛍光を生成する波長変換部材を有している。このような波長変
換部材は、サイアロン蛍光体を有している。
【００２４】
　本実施形態では、青色のレーザ光を出射する光源２７ａが駆動した際に、青色のレーザ
光と変換部３１によって生成された黄色の蛍光とが混合した混合光を、第１の照明光と称
する。この第１の照明光を用いる照明モードを、第１の照明モードと称する。この場合、
混合光は、白色となっている。　
　また本実施形態では、青紫色のレーザ光を出射する光源２７ｂが駆動した際に、青紫色
のレーザ光と変換部３１によって生成された緑色の蛍光とが混合した混合光を、第２の照
明光と称する。この第２の照明光を用いる照明モードを、第２の照明モードと称する。
【００２５】
　なお例えば第１の照明モードは、例えば、最大光量状態と、省電力状態と、平均光量状
態とを有している。最大光量状態では、３つのモードのなかで第１の照明光の光量が最大
となる。省電力状態では、観察に支障がきたさない程度に第１の照明光の光量が最小とな
る。平均光量状態では、第１の照明光の光量は最大光量状態と省電力状態との平均となる
。これら状態は、選択設定部２１によって選択される。この点は、第２の照明モードにつ
いても略同様である。
【００２６】
　［光源装置１０の構成２］　
　図１に示すように、光源装置１０は、第１記憶部４１と第２記憶部４３と第３記憶部４
５とを有している。
【００２７】
　第１記憶部４１は、各照明モードが今後駆動するために必要な消費エネルギー量を示す
必要消費エネルギー情報を記憶している。必要消費エネルギー情報とは、具体的に、各照
明モードにおいて消費される電力を示す消費電力量を含む。図３Ａと図３Ｂとに示すよう
に、消費電力量は、各照明モードにおける、最大光量状態の係数Ｃ１ａ，Ｃ２ａと、省電
力状態の係数Ｃ１ｂ，Ｃ２ｂと、平均光量状態の係数Ｃ１ｃ，Ｃ２ｃとを含む。係数Ｃ１
ａ，Ｃ１ｂ，Ｃ１ｃは、第１の照明モードの各状態における係数である。係数Ｃ２ａ，Ｃ
２ｂ，Ｃ２ｃは、第２の照明モードの各状態における係数である。これら係数は、予め所
望に設定されており、図３Ａ，３Ｂに示す傾きである。
【００２８】
　図３Ａと図３Ｂとに示すように、最大光量状態の係数Ｃ１ａ，Ｃ２ａが最も高く、省電
力状態の係数Ｃ１ｂ，Ｃ２ｂが最も低く、平均光量状態の係数Ｃ１ｃ，Ｃ２ｃは最大光量
状態の係数Ｃ１ａ，Ｃ２ａと省電力状態の係数Ｃ１ｂ，Ｃ２ｂとの平均値である。
【００２９】
　なお第１の照明モードにおける最大光量状態の係数Ｃ１ａは、第２の照明モードにおけ
る最大光量状態の係数Ｃ２ａと異なっていてもよいし同じであってもよい。この点は、省
電力状態と平均光量状態とについても同様である。
【００３０】
　また第１記憶部４１は、各照明モードのエネルギー（電力）が供給源５１の容量を消費
する割合を示すエネルギー容量消費率情報を記憶している。　
　具体的には、図３Ａに示すように、例えば、第１の照明モードの最大光量状態は、供給
源５１の残容量Ｂ１が残容量Ｂ０に減るまでの間に、どの程度の時間動作可能かを、エネ
ルギー容量消費率情報は示す。より具体的には、例えば、エネルギー容量消費率情報は、
第１の照明モードの最大光量状態における動作可能時間を示す。
【００３１】
　残容量Ｂ１は、満容量（満充電）状態や所定の残容量を示す。残容量Ｂ０は、残容量が
０になる状態や、最大光量状態が動作可能な許容下限値を示す。この場合、第１の照明モ
ードの最大光量状態における動作可能時間は、残容量Ｂ１，Ｂ０と、前記した係数Ｃ１ａ
とによって予め算出される。
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【００３２】
　前記した内容は、図３Ａに示す第２の照明モードの省電力状態と平均光量状態、図３Ｂ
に示す第２の照明モードの最大光量状態と省電力状態と平均光量状態についても同様であ
る。
【００３３】
　第２記憶部４３は、選択及び設定された照明モード及び照明モードの各状態を記憶する
。
【００３４】
　また第２記憶部４３は、累積消費エネルギー情報を記憶する。累積消費エネルギー情報
とは、各照明モードにおいて消費されたエネルギーを示す消費エネルギー情報と、各照明
モードの動作時間とを関連付けたものであり、各照明モードにおいて累積的に実際に消費
されたエネルギー量（電力量）を示す。
【００３５】
　また第２記憶部４３は、供給源５１の容量の初期値を記憶する。この初期値は、満容量
（満充電）を含む。供給源５１の容量の初期値は、供給源５１が満容量（満充電）となっ
た際の供給源５１の端子間電圧値を基に容量を制御部２３によって換算されることで設定
される。また初期値は、供給源５１の充電時間や充電回数と、これらに対する端子間電圧
値とを基に、容量を制御部２３によって換算されることで設定されてもよい。
【００３６】
　第３記憶部４５は、光源２７ａ，２７ｂが各照明モードにおいてどのように駆動するか
を示す駆動状態を記憶している。駆動状態は、第１の照明モードでは光源２７ａが駆動し
、第２の照明モードでは光源２７ｂが駆動するといったように、光源制御部２５における
独立駆動におけるエネルギーの供給先を示す。また第３記憶部４５は、光源２７ａ，２７
ｂが各照明モードにおいてどのような条件で駆動するかを示す駆動条件を記録している。
この駆動条件は、第１の照明モードと第２の照明モードとにおける状態（最大光量状態、
省電力状態、平均光量状態）を示す。
【００３７】
　［光源装置１０の構成３］　
　図１に示すように、光源装置１０は、例えば電力などのエネルギーを各部位に供給する
供給源５１と、供給源５１の残容量を検出する検出部５３とを有している。　
　また図１に示すように、光源装置１０は、各照明モードが今後駆動するために必要な消
費エネルギー量を示す必要消費エネルギー情報を基に、各照明モードが所定期間内に供給
源５１の容量を消費する割合を示す容量消費率予測値を算出する予測算出部５５をさらに
有している。必要消費エネルギー情報とは、例えば、各照明モードが今後駆動するために
必要な電力を示す。　
　また図１に示すように、光源装置１０は、残容量と容量消費率予測値とを基に、各照明
モードに対応する供給源５１の駆動能力を算出する能力算出部５７と、この駆動能力を告
知する告知部５９とを有している。
【００３８】
　供給源５１は、電力を蓄え、電力を供給するバッテリーを含む。供給源５１は、外部の
充電器によって充電可能となっている。
【００３９】
　検出部５３は、制御部２３の制御指示に基づいて所望するタイミングや期間において残
容量を検出する。例えば、検出部５３は、光源装置１０が駆動している際は、常に残容量
を検出している。また例えば、検出部５３は、設定選択部における使用者の入力操作によ
って制御部２３から制御指示を受けることで残容量を検出するように、所望するタイミン
グで残容量を検出する。また検出部５３は、所望する期間だけ、残容量を検出する。この
ように検出するタイミングや長さは、特に限定されない。
【００４０】
　残容量の検出において、検出部５３は、例えば、残容量の変化によって変動する供給源
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５１の電圧値を基に残容量を検出する。または、検出部５３は、第２記憶部４３に記憶さ
れている累積消費エネルギー情報を基に検出する。詳細には、検出部５３は、例えば、供
給源５１の容量の初期値と累積消費エネルギー情報との差分を残容量として検出する。
【００４１】
　検出部５３は、検出結果である残容量を、制御部２３と能力算出部５７とに送信する。
なお、残容量が所定値以下であると制御部２３が判断した際に、制御部２３は照明モード
を含む光源装置１０の駆動を停止してもよい。
【００４２】
　予測算出部５５は、一方の照明モードが他方の照明モードに切り替わった際に、切り替
わった他方の照明モードに対応する容量消費率予測値を算出する。
【００４３】
　また予測算出部５５は、駆動している一方の照明モードにおいて、一方の照明モードの
必要消費エネルギー情報を基に、一方の照明モードの容量消費率予測値を算出する。
【００４４】
　また予測算出部５５は、駆動していない他方の照明モードにおいて、駆動している一方
の照明モードの必要消費エネルギー情報とは異なる他方の照明モードの必要消費エネルギ
ー情報を基に、他方の照明モードの容量消費率予測値を算出する。この場合、予測算出部
５５は、一方の照明モードが駆動する前に他方の照明モードが駆動した際に他方の照明モ
ードが実際に消費したエネルギー量を示す他方の照明モードの累積消費エネルギー情報を
基に、他方の照明モードの消費エネルギー情報を算出し、他方の照明モードの容量消費率
予測値を算出する。累積消費エネルギー情報は、前記したように、第２記憶部４３に記憶
されている。
【００４５】
　また予測算出部５５は、必要消費エネルギー情報と、第１記憶部４１に記憶されている
エネルギー容量消費率情報とを基に、容量消費率予測値を算出する。
【００４６】
　予測算出部５５は、前記したように算出した容量消費率予測値を能力算出部５７に送信
する。
【００４７】
　能力算出部５７は、累積消費エネルギー情報（容量消費予測値）を基に、駆動していな
い他方の照明モードに対応する供給源５１の駆動能力を算出してもよい。
【００４８】
　また照明モードが制御部２３によってスタンバイ状態である場合、能力算出部５７は、
各照明モードに対応する駆動能力を算出する。そして、告知部５９は、各照明モードに対
応する駆動能力を同時に告知する。 
　なお能力算出部５７において、前記した供給源５１の駆動能力は、例えば、各照明モー
ドが残容量に対して継続して使用可能な動作可能時間を有している。言い換えると、駆動
能力は、残容量でどれくらい照明モードが動作可能かを示し、例えば時間を示す。つまり
、能力算出部５７は、残容量と容量消費率予測値とを基に、残容量において各照明モード
が動作可能な動作時可能時間を算出する。
【００４９】
　また能力算出部５７は、残容量と容量消費率予測値とを基に、残容量が満容量（満充電
）に対してどの程度の割合かを算出してもよい。
【００５０】
　告知部５９は、照明モード毎に駆動能力を告知する。告知部５９は、時間等の駆動能力
を使用者に表示する表示部や、駆動能力を使用者に伝達する伝達部等を有している。表示
部は、例えばモニターなどを有している。伝達部は、例えば、バイブレータ等を有してい
る。このように告知部５９において、告知の方法については特に限定されない。
【００５１】
　また告知部５９は、駆動していない他方の照明モードに対応する供給源５１の駆動能力
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であっても、告知してもよい。
【００５２】
　［動作方法］　
　以下に、図４と図５とを参照して、駆動能力である動作可能時間の告知の一例について
説明する。
【００５３】
　［第１の照明モードの動作可能時間の告知］　
　選択設定部２１は、図４に示す時刻Ｔ０において、使用者の操作によって第１の照明モ
ード及び第１の照明モードの最大光量状態を選択及び設定される。図４に示す時刻Ｔ０は
、動作開始直後であり、第１の照明モードが選択された時刻となる。
【００５４】
　次に、制御部２３は、設定を基に、第１記憶部４１に記憶されている第１の照明モード
の最大光量状態の必要消費エネルギー情報（係数Ｃ１ａを含む消費電力量）と、第３記憶
部４５に記憶されている第１の照明モードの最大光量状態の駆動状態や駆動条件とを、光
源制御部２５に送信する。また第２記憶部４３は、照明モードが第１の照明モードの最大
光量状態であることを記憶する。
【００５５】
　次に、光源制御部２５は、これらを基に光源２７ａ，２７ｂを制御する。
【００５６】
　第１の照明モードでは、光源２７ａのみが駆動し、青色のレーザ光と黄色の蛍光とが混
合した白色光が照明光として生成され、白色光は出射部３３から出射される。
【００５７】
　検出部５３は、第１の照明モードの最大光量状態が選択された際、言い換えると図４に
示す時刻Ｔ０において、供給源５１の電圧値の変動を基に、時刻Ｔ０における残容量Ｂ１
を検出する。
【００５８】
　次に、制御部２３は、第１記憶部４１に記憶されている第１の照明モードの最大光量状
態の必要消費エネルギー情報（係数Ｃ１ａ）を予測算出部５５に送信する。
【００５９】
　次に、予測算出部５５は、制御部２３から送信された第１の照明モードの最大光量状態
の必要消費エネルギー情報（係数Ｃ１ａ）と、第１記憶部４１に記憶されている第１の照
明モードの最大光量状態のエネルギー容量消費率情報（動作可能時間）とを基に、第１の
照明モードの最大光量状態における容量消費率予測値を算出する。
【００６０】
　次に、能力算出部５７は、検出部５３によって検出された残容量Ｂ１と、予測算出部５
５によって算出された第１の照明モードの最大光量状態の容量消費率予測値とを基に、第
１の照明モードの最大光量状態における供給源５１の駆動能力を算出する。
【００６１】
　そして、図５に示すように、告知部５９は、時刻０において、この駆動能力である動作
可能時間を告知する。告知部５９は、例えば、第１の照明モードの動作可能時間は残３時
間、と告知する。
【００６２】
　このように本実施形態では、動作開始直後において、選択された第１の照明モードの最
大光量状態の動作可能時間が告知される。
【００６３】
　なお第１の照明モードが駆動している最中に、図４に示す時刻Ｔ１において、検出部５
３は、供給源５１の電圧値の変動を基に残容量Ｂ２を検出してもよい。また第１の照明モ
ードが駆動している際に、時刻Ｔ１において、予測算出部５５は、第１の照明モードの最
大光量状態の必要消費エネルギー情報（係数Ｃ１ａ）を基に、第１の照明モードの最大光
量状態の容量消費率予測値を算出してもよい。また図４に示す時刻Ｔ１において、能力算
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出部５７は、残容量Ｂ２と容量消費率予測値とを基に、第１の照明モードに対応する供給
源５１の駆動能力を算出してもよい。そして図５に示すように、告知部５９は、時刻Ｔ１
における第１の照明モードの最大光量状態の動作可能時間を告知してもよい。告知部５９
は、例えば、第１の照明モードの動作可能時間は残２時間、と告知する。
【００６４】
　このように、第１の照明モードの最大光量状態が第１の照明モードの最大光量状態の必
要消費エネルギー情報（係数Ｃ１ａ）で時刻Ｔ１まで動作すると、残容量は、この必要消
費エネルギー情報（係数Ｃ１ａ）に従って減少する。時刻Ｔ１において、必要消費エネル
ギー情報（係数Ｃ１ａ）によって減少した残容量Ｂ２と、容量消費率予測値とを基に、時
刻Ｔ１における第１の照明モードの最大光量状態の動作可能時間が告知されてもよい。
【００６５】
　また告知部５９は、所定の時間間隔で、動作可能時間を更新して告知してもよい。
【００６６】
　また第１の照明モードが時刻Ｔ２まで続くと、第２記憶部４３は、第１の照明モードの
最大光量状態において消費されたエネルギーを示す消費エネルギー情報と、第１の照明モ
ードの最大光量状態の動作時間とを互いに関連付けて、第１の照明モードの最大光量状態
の累積消費エネルギー情報として記憶する。
【００６７】
　［第２の照明モードの動作可能時間の告知］　
　時間が図４に示す時刻Ｔ２まで経過後、選択設定部２１は、使用者の操作によって第２
の照明モード及び第２の照明モードの最大光量状態を選択及び設定される。これにより照
明モードは、第２の照明モードの最大光量状態に切り替わる。
【００６８】
　制御部２３は、設定を基に、第１記憶部４１に記憶されている第２の照明モードの最大
光量状態の必要消費エネルギー情報（係数Ｃ２ａを含む消費電力量）と、第３記憶部４５
に記憶されている第２の照明モードの最大光量状態の駆動状態や駆動条件とを、光源制御
部２５に送信する。また第２記憶部４３は、照明モードが第２の照明モードの最大光量状
態であることを記憶する。
【００６９】
　光源制御部２５は、これらを基に光源２７ａ，２７ｂを制御する。
【００７０】
　第２の照明モードでは、光源２７ｂのみが駆動し、青紫色のレーザ光と緑色の蛍光とが
混合した混合光が照明光として生成され、出射部３３から出射される。
【００７１】
　検出部５３は、第２の照明モードの最大光量状態が選択された際、言い換えると図４に
示す時刻Ｔ２において、供給源５１の電圧値の変動を基に、時刻Ｔ２における残容量Ｂ３
を検出する。
【００７２】
　次に、制御部２３は、第１記憶部４１に記憶されている第２の照明モードの最大光量状
態の必要消費エネルギー情報（係数Ｃ２ａ）を予測算出部５５に送信する。
【００７３】
　次に、予測算出部５５は、制御部２３から送信された第２の照明モードの最大光量状態
の必要消費エネルギー情報（係数Ｃ２ａ）と、第１記憶部４１に記憶されている第２の照
明モードの最大光量状態のエネルギー容量消費率情報（動作可能時間）とを基に、第２の
照明モードの最大光量状態における容量消費率予測値を算出する。
【００７４】
　次に、能力算出部５７は、検出部５３によって検出された残容量Ｂ３と、予測算出部５
５によって算出された第２の照明モードの最大光量状態の容量消費率予測値とを基に、第
２の照明モードの最大光量状態における供給源５１の駆動能力を算出する。
【００７５】



(12) JP 2016-7451 A 2016.1.18

10

20

30

40

50

　そして、図５に示すように、告知部５９は、時刻Ｔ２において、この駆動能力である動
作可能時間を告知する。告知部５９は、例えば、第２の照明モードの動作可能時間は残３
時間、と告知する。
【００７６】
　このように本実施形態では、予測算出部５５は、第１の照明モードが第２の照明モード
に切り替わった直後に、切り替わった第２の照明モードに対応する容量消費率予測値を算
出する。さらに第１の照明モードが第２の照明モードに切り替わった直後に、告知部５９
は、第２の照明モードの最大光量状態の動作可能時間を告知する。
【００７７】
　なお第２の照明モードが駆動している最中に、図４に示す時刻Ｔ３において、検出部５
３は、供給源５１の電圧値の変動を基に残容量Ｂ４を検出してもよい。また第２の照明モ
ードが駆動している際に、時刻Ｔ３において、予測算出部５５は、第２の照明モードの最
大光量状態の必要消費エネルギー情報（係数Ｃ２ａ）を基に、第２の照明モードの最大光
量状態の容量消費率予測値を算出してもよい。また図４に示す時刻Ｔ３において、能力算
出部５７は、残容量Ｂ４と容量消費率予測値とを基に、第２の照明モードに対応する供給
源５１の駆動能力を算出してもよい。そして図５に示すように、告知部５９は、時刻Ｔ３
における第２の照明モードの最大光量状態の動作可能時間を告知してもよい。告知部５９
は、例えば、第２の照明モードの動作可能時間は残２時間、と告知する。
【００７８】
　このように、第２の照明モードの最大光量状態が第２の照明モードの最大光量状態の必
要消費エネルギー情報（係数Ｃ２ａ）で時刻Ｔ３まで動作すると、残容量は、この必要消
費エネルギー情報（係数Ｃ２ａ）に従って減少する。時刻Ｔ３において、必要消費エネル
ギー情報（係数Ｃ２ａ）によって減少した残容量Ｂ４と、容量消費率予測値とを基に、時
刻Ｔ３における第１の照明モードの最大光量状態の動作可能時間が告知されてもよい。
【００７９】
　また告知部５９は、所定の時間間隔で、動作可能時間を更新して告知してもよい。
【００８０】
　また第２の照明モードが時刻Ｔ４まで続くと、第２記憶部４３は、第２の照明モードの
最大光量状態において消費されたエネルギーを示す消費エネルギー情報と、第２の照明モ
ードの最大光量状態の動作時間とを互いに関連付けて、第２の照明モードの最大光量状態
の累積消費エネルギー情報として記憶する。
【００８１】
　［第２の照明モードが駆動中に、駆動していない第１の照明モードの動作可能時間の告
知］　
　以下に、第２の照明モードが駆動中に、駆動していない第１の照明モードの動作可能時
間の告知について説明する。これは図４に示す時刻Ｔ２～時刻Ｔ４の間を示す。
【００８２】
　この場合、予測算出部５５は、第２記憶部４３に記憶されている時刻Ｔ０から時刻Ｔ２
までにおける第１の照明モードの最大光量状態の累積消費エネルギー情報を基に、第１の
照明モードの最大光量状態の消費エネルギー情報及び容量消費予測値を算出する。　
　そして、能力算出部５７は、残容量Ｂ３，Ｂ４とこの容量消費予測値とを基に、駆動し
ていない第１の照明モードの最大光量状態に対応する供給源５１の駆動能力を算出する。
　また図５に示すように、告知部５９は、駆動していない第１の照明モードの最大光量状
態に対応し、能力算出部５７によって算出された駆動能力を告知する。告知部５９は、例
えば時刻Ｔ２において第１の照明モードの動作可能時間は残１時間、時刻Ｔ３において第
１の照明モードの動作可能時間は残４０分と告知する。告知部５９は、この告知を第２の
照明モードの動作可能時間と同時に告知する。
【００８３】
　［照明モードがスタンバイ状態において、第１，２の照明モードの動作可能時間の告知
］　
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　時刻Ｔ４において、第１，２の照明モードのどちらも選択されず、スタンバイ状態とな
っている。この場合における第１，２の照明モードの動作可能時間の告知について説明す
る。
【００８４】
　検出部５３は、図４に示す時刻Ｔ４において、供給源５１の電圧値の変動を基に、時刻
Ｔ４における残容量Ｂ５を検出する。
【００８５】
　次に、制御部２３は、第２記憶部４３に記憶されている時刻Ｔ０から時刻Ｔ２までにお
ける第１の照明モードの最大光量状態の累積消費エネルギー情報と、時刻Ｔ２から時刻Ｔ
４までにおける第２の照明モードの最大光量状態の累積消費エネルギー情報とを予測算出
部５５とに送信する。
【００８６】
　この場合、予測算出部５５は、第２記憶部４３に記憶されている時刻Ｔ０から時刻Ｔ２
までにおける第１の照明モードの最大光量状態の累積消費エネルギー情報を基に、第１の
照明モードの最大光量状態の消費エネルギー情報及び容量消費予測値を算出する。　
　そして、能力算出部５７は、スタンバイ中に、残容量とこの容量消費予測値とを基に、
駆動していない第１の照明モードの最大光量状態に対応する供給源５１の駆動能力を算出
する。　
　また図５に示すように、告知部５９は、駆動していない第１の照明モードの最大光量状
態に対応し、能力算出部５７によって算出された駆動能力を告知する。
【００８７】
　またこの場合、予測算出部５５は、第２記憶部４３に記憶されている時刻Ｔ２から時刻
Ｔ４までにおける第２の照明モードの最大光量状態の累積消費エネルギー情報を基に、第
２の照明モードの最大光量状態の消費エネルギー情報及び容量消費予測値を算出する。　
　そして、能力算出部５７は、スタンバイ中に、残容量とこの容量消費予測値とを基に、
駆動していない第２の照明モードの最大光量状態に対応する供給源５１の駆動能力を算出
する。　
　また図５に示すように、告知部５９は、駆動していない第２の照明モードの最大光量状
態に対応し、能力算出部５７によって算出された駆動能力を告知する。告知部５９は、例
えば、第１の照明モードの動作可能時間は残２０分、第２の照明モードの動作可能時間は
残１時間、と同時に告知する。
【００８８】
　［効果］　
　このように本実施形態では、複数の照明モードからいずれか１つが選択できる状況にお
いて、設定した照明モードにおける供給源５１の駆動能力（動作可能時間）を使用者に告
知できる。これにより本実施形態では、使用者は現在の照明モードで使用可能な時間を容
易に把握できる。よって本実施形態では、この把握によって、照明光の出射が停止してし
まい、使用に支障をきたすことを防止できる。
【００８９】
　また本実施形態では、現在駆動している一方の照明モードとは異なる他方の照明モード
が駆動していない状況において、他方の照明モードが以前に駆動していれば、駆動した際
の累積消費エネルギー情報を基に、一方の照明モードを使用していても、他方の照明モー
ドにおける供給源５１の駆動能力（動作可能時間）を使用者に告知できる。
【００９０】
　また本実施形態では、スタンバイ状態において、現在の残容量に対して各照明モードの
動作可能時間を容易に把握できるために、残容量に対して有効な照明モードの選択と選択
時間とを予め考慮して使用者は各照明モードを使用できる。
【００９１】
　また本実施形態では、光源制御部２５は、各状態において、エネルギーの量、言い換え
ると図６に示す係数を有する消費電力量を制御する。これにより例えば、光源２７ａは、
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最大光量状態と省電力状態と平均光量状態といったように、駆動電流の大きさによって可
変する光量の白色光を出射する。よって本実施形態では、各状態において、動作可能時間
を告知できると共に、使用者は同じ発光色の照明モードの各状態において光量値と動作可
能時間とを把握できる。　
　［第２の実施形態］　
　第１の実施形態では、光源制御部２５は照明モードに応じてエネルギーの供給先を切り
替えているが、照明モード同士が互いに異なる発光スペクトルの照明光を出射することが
できればこれに限定されない。　
　例えば、光源制御部２５は、例えば光源２７ａと光源２７ｂとが照明モードに応じてエ
ネルギーの駆動比率が異なった状態で同時して駆動するように、照明モードに応じてエネ
ルギーの供給比率である駆動電流の比率を制御してもよい。
【００９２】
　図７は、本実施形態における光源２７ａ，２７ｂが同時に駆動する第３の照明モードに
おける発光ピーク強度の一例である。
【００９３】
　本実施形態では、予測算出部５５は、駆動電流の比率に応じて、必要消費エネルギー情
報を基に、エネルギー容量消費率情報を算出する。能力算出部５７は、エネルギー容量消
費率情報に基づいて、駆動能力を算出する。
【００９４】
　本実施形態では、複数の光源２７ａ，２７ｂを同時に使用して照明光を複数出射する照
明モードにおいても、動作可能時間を正確に告知できる。
【００９５】
　［第３の実施形態］　
　第１の実施形態では、各照明モードに対応する動作可能時間が告知されているが、これ
に限定される必要はなく、観察モードに対応する動作可能時間が告知されてもよい。この
ため図８に示すように、本実施形態において内視鏡システム７０は、複数の観察モードを
有している。観察モードは、選択設定部２１によって選択及び設定される。
【００９６】
　内視鏡システム７０は、光源装置１０と、各照明モードにおける照明光によって照射さ
れた被検体を各観察モードにて撮像する撮像部７１と、撮像部７１を制御する撮像制御部
７３と、撮像部７１によって撮像された被検体の画像を生成する画像生成部７５とをさら
に有している。
【００９７】
　また第１の実施形態で説明した各部位の照明モードにおける部分は、以下のように、観
察モードに置き換え可能である。なお、以下においては、記載の簡略化のために、各部位
の一部のみ簡単に説明する。
【００９８】
　第１記憶部４１において、必要消費エネルギー情報は、各観察モードが今後駆動するた
めに必要な消費エネルギー量を含んでいる。　
　また第１記憶部４１において、エネルギー容量消費率情報は、各観察モードのエネルギ
ー（電力）が供給源５１の容量を消費する割合を含んでいる。
【００９９】
　また第２記憶部４３において、累積消費エネルギー情報は、各観察モードにおいて消費
されたエネルギーを示す消費エネルギー情報と、各観察モードの動作時間とを関連付けた
ものであり、各観察モードにおいて累積的に実際に消費されたエネルギー量（電力量）を
示す。
【０１００】
　第３記憶部４５は、画像生成部７５が各観察モードにおいてどのように駆動するかを示
す駆動状態を記憶している。
【０１０１】
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　予測算出部５５は、消費エネルギー情報を基に各観察モードが所定期間内に供給源５１
の容量を消費する割合を示す容量消費率予測値を算出する。
【０１０２】
　また能力算出部５７は、残容量と容量消費率予測値とを基に、各観察モードに対応する
供給源５１の駆動能力を算出する。
【０１０３】
　また告知部５９は、この駆動能力を告知する。告知部５９は、各観察モードにける観察
画像を表示する。
【０１０４】
　なお前記において、また第１の実施形態で説明した各部位の照明モードにおける部分を
観察モードに置き換えた形態で説明したが、これに限定される必要はない。第１の実施形
態で説明した各部位の照明モードにおける部分を照明モードと観察モードとを含む形態に
置き換え可能でもある。
【０１０５】
　前記によって、本実施形態では、照明モードと同様に、観察モードにおいても、第１の
実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１０６】
　また本発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。
【符号の説明】
【０１０７】
　１０…内視鏡用光源装置、２１…選択設定部、２３…制御部、２５…光源制御部、２７
ａ…光源、２７ｂ…光源、４１…第１記憶部、４３…第２記憶部、４５…第３記憶部、５
１…供給源、５３…検出部、５５…予測算出部、５７…能力算出部、５９…告知部。
【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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