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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　並列接続された複数の光源を制御する光源制御装置であって、
　前記複数の光源に予め定められた電流を供給する定電流供給手段と、
　前記定電流供給手段から前記複数の光源への前記電流の供給を、個別に遮断可能なスイ
ッチ手段と、
　前記定電流供給手段から前記複数の光源に前記電流が供給されている場合に、前記複数
の光源に流れた電流に基づいて、前記複数の光源のいずれかに短絡故障が発生しているか
を検出する故障検出手段と、
　前記定電流供給手段から前記複数の光源に前記電流が供給されている場合に、前記複数
の光源のそれぞれに流れた電流量を検出する電流検出手段と、
　前記故障検出手段の検出結果と、前記電流検出手段で検出された電流量とに基づいて、
短絡故障した前記光源を特定する短絡特定手段と、
　前記短絡特定手段で特定された前記光源への電流の供給を、前記スイッチ手段によって
遮断する制御を行うとともに、前記短絡特定手段で特定されなかった前記光源に、当該特
定されなかった光源の数に応じた電流を超えない電流を、前記定電流供給手段によって供
給する制御を行う制御手段と
を備え、
　前記定電流供給手段は、
　前記故障検出手段から短絡故障の発生を検出したことを示す検出信号を受けた場合に、
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前記複数の光源への前記電流である第１電流の供給を停止し、
　前記制御手段は、
　前記故障検出手段から前記検出信号を受けた場合に、前記複数の光源への前記電流であ
る第２電流を、前記定電流供給手段によって供給する制御を行う、光源制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の光源制御装置であって、
　前記第２電流は、
　１つの前記光源に係る配線の最大許容電流以下である、光源制御装置。
【請求項３】
　並列接続された複数の光源を制御する光源制御装置であって、
　前記複数の光源に予め定められた電流を供給する定電流供給手段と、
　前記定電流供給手段から前記複数の光源への前記電流の供給を、個別に遮断可能なスイ
ッチ手段と、
　前記定電流供給手段から前記複数の光源に前記電流が供給されている場合に、前記複数
の光源に流れた電流に基づいて、前記複数の光源のいずれかに短絡故障が発生しているか
を検出する故障検出手段と、
　前記定電流供給手段から前記複数の光源に前記電流が供給されている場合に、前記複数
の光源のそれぞれに流れた電流量を検出する電流検出手段と、
　前記故障検出手段の検出結果と、前記電流検出手段で検出された電流量とに基づいて、
短絡故障した前記光源を特定する短絡特定手段と、
　前記短絡特定手段で特定された前記光源への電流の供給を、前記スイッチ手段によって
遮断する制御を行うとともに、前記短絡特定手段で特定されなかった前記光源に、当該特
定されなかった光源の数に応じた電流を超えない電流を、前記定電流供給手段によって供
給する制御を行う制御手段と
を備え、
　前記定電流供給手段は、
　前記故障検出手段から短絡故障の発生を検出したことを示す検出信号を受けた場合に、
前記複数の光源への前記電流である第１電流の供給から、前記複数の光源への前記電流で
ある第２電流の供給に切り替え、
　前記第２電流は、
　１つの前記光源に係る配線の最大許容電流以下である、光源制御装置。
【請求項４】
　並列接続された複数の光源を制御する光源制御装置であって、
　前記複数の光源に予め定められた電流を供給する定電流供給手段と、
　前記定電流供給手段から前記複数の光源への前記電流の供給を、個別に遮断可能なスイ
ッチ手段と、
　前記定電流供給手段から前記複数の光源に前記電流が供給されている場合に、前記複数
の光源に流れた電流に基づいて、前記複数の光源のいずれかに短絡故障が発生しているか
を検出する故障検出手段と、
　前記定電流供給手段から前記複数の光源に前記電流が供給されている場合に、前記複数
の光源のそれぞれに流れた電流量を検出する電流検出手段と、
　前記故障検出手段の検出結果と、前記電流検出手段で検出された電流量とに基づいて、
短絡故障した前記光源を特定する短絡特定手段と、
　前記短絡特定手段で特定された前記光源への電流の供給を、前記スイッチ手段によって
遮断する制御を行うとともに、前記短絡特定手段で特定されなかった前記光源に、当該特
定されなかった光源の数に応じた電流を超えない電流を、前記定電流供給手段によって供
給する制御を行う制御手段と
を備え、
　前記故障検出手段は、
　前記複数の光源に流れた電流に応じた電圧波形から、パルスを検出するパルス検出手段
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を備え、前記パルス検出手段で検出されたパルスに基づいて、前記複数の光源のいずれか
に短絡故障が発生しているかを検出する、光源制御装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の光源制御装置であって、
　前記電流検出手段は
　前記複数の光源に流れた電流の電流量を順次に検出する、光源制御装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の光源制御装置であって、
　前記故障検出手段の検出結果と、前記電流検出手段で検出された電流量とに基づいて、
開放故障した前記光源を特定する開放特定手段
をさらに備え、
　前記制御手段は、
　前記短絡特定手段及び前記開放特定手段で特定されなかった前記光源に、当該特定され
なかった光源の数に応じた電流を超えない電流を、前記定電流供給手段によって供給する
制御を行う、光源制御装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の光源制御装置であって、
　前記光源制御装置の起動時に、前記短絡故障した前記光源及び前記開放故障した前記光
源を特定し、前記短絡特定手段で特定された前記光源への電流の供給を前記スイッチ手段
によって遮断する制御を行うとともに、前記短絡特定手段及び前記開放特定手段で特定さ
れなかった前記光源に、当該特定されなかった光源の数に応じた電流を超えない電流を、
前記定電流供給手段によって供給可能にする、光源制御装置。
【請求項８】
　並列接続された複数の光源を制御する光源制御方法であって、
　（ａ）定電流供給手段が前記複数の光源に電流を供給する工程と、
　（ｂ）前記複数の光源に前記電流が供給されている場合に、前記複数の光源に流れた電
流に基づいて、前記複数の光源のいずれかに短絡故障が発生しているかを検出する工程と
、
　（ｃ）前記複数の光源に前記電流が供給されている場合に、前記複数の光源のそれぞれ
に流れた電流量を検出する工程と、
　（ｄ）前記工程（ｂ）の検出結果と、前記工程（ｃ）で検出された電流量とに基づいて
、短絡故障した前記光源を特定する工程と、
　（ｅ）前記工程（ｄ）で特定された前記光源への電流の供給を、スイッチ手段によって
遮断するとともに、前記工程（ｄ）で特定されなかった前記光源に、当該特定されなかっ
た光源の数に応じた電流を超えない電流を、前記定電流供給手段によって供給する工程と
を備え、
　前記工程（ｂ）と前記工程（ｃ）との間において、前記定電流供給手段は、前記工程（
ｂ）の結果として短絡故障の発生を検出したことを示す検出信号を受けた場合に、前記複
数の光源への前記電流である第１電流の供給を停止し、前記定電流供給手段を制御する制
御手段は、前記工程（ｂ）の結果として前記検出信号を受けた場合に、前記複数の光源へ
の前記電流である第２電流を、前記定電流供給手段によって供給する制御を行う、光源制
御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、並列接続された複数の光源を制御する光源制御装置及びその制御方法に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、投写型映像表示装置の光源として、並列接続された複数の発光ダイオード（以下
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「ＬＥＤ」と記す）及びレーザー等の光源からなる集合体が提案されている。ＬＥＤを並
列接続する利点としては、低い電圧で数多くのＬＥＤの駆動が可能となる利点、及び、複
数のＬＥＤを点灯させることにより、高輝度の光を得ることができるとともに従来のラン
プ光源機種に比べて装置全体の消費電力を抑えることができる利点がある。
【０００３】
　このような複数のＬＥＤの点灯を制御する装置としては、定電流回路から並列接続され
たＬＥＤに供給される駆動電流を、マイコン等の制御装置によって設定する装置が考えら
れる。ＬＥＤの点灯輝度は、供給される駆動電流に応じて変化することから、使用者はマ
イコンを介して駆動電流を制御することにより、所望の輝度の光を得ることができる。特
許文献１及び特許文献２には、ＬＥＤの輝度を調整するために、駆動電流をマイコン等の
制御装置から設定する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－０９５３９１号公報
【特許文献２】特開２００７－０９６１１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、複数のＬＥＤを並列接続した構成においては、たとえ１個のＬＥＤでも
短絡故障してしまうと、短絡故障したＬＥＤよりも抵抗が高い他のＬＥＤには電流が流れ
なくなる。この結果、短絡故障していないＬＥＤが点灯しなくなってしまうという問題が
ある。
【０００６】
　また、例えば、複数のＬＥＤの中の１個が短絡故障により消灯している状態下で使用し
続けると、短絡故障したＬＥＤに定電流回路からの駆動電流が集中して供給されることに
なる。このため、上述したように多くのＬＥＤが不点灯になるだけでなく、短絡故障した
ＬＥＤの発熱による温度上昇によって、装置の他の部分に故障を引き起こす場合があると
考えられる。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記のような問題点を鑑みてなされたものであり、複数の光源のい
ずれかに短絡故障が生じても、適切な輝度を提供することが可能な技術を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る光源制御装置は、並列接続された複数の光源を制御する光源制御装置であ
って、前記複数の光源に予め定められた電流を供給する定電流供給手段と、前記定電流供
給手段から前記複数の光源への前記電流の供給を、個別に遮断可能なスイッチ手段と、前
記定電流供給手段から前記複数の光源に前記電流が供給されている場合に、前記複数の光
源に流れた電流に基づいて、前記複数の光源のいずれかに短絡故障が発生しているかを検
出する故障検出手段とを備える。そして、前記光源制御装置は、前記定電流供給手段から
前記複数の光源に前記電流が供給されている場合に、前記複数の光源のそれぞれに流れた
電流量を検出する電流検出手段と、前記故障検出手段の検出結果と、前記電流検出手段で
検出された電流量とに基づいて、短絡故障した前記光源を特定する短絡特定手段と、前記
短絡特定手段で特定された前記光源への電流の供給を、前記スイッチ手段によって遮断す
る制御を行うとともに、前記短絡特定手段で特定されなかった前記光源に、当該特定され
なかった光源の数に応じた電流を超えない電流を、前記定電流供給手段によって供給する
制御を行う制御手段とを備える。前記定電流供給手段は、前記故障検出手段から短絡故障
の発生を検出したことを示す検出信号を受けた場合に、前記複数の光源への前記電流であ
る第１電流の供給を停止し、前記制御手段は、前記故障検出手段から前記検出信号を受け
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た場合に、前記複数の光源への前記電流である第２電流を、前記定電流供給手段によって
供給する制御を行う。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、複数の光源のいずれかに短絡故障が発生した場合には、それらの中か
ら短絡故障した光源を特定して、当該特定された光源への電流供給を遮断し、かつ、当該
特定されなかった光源に、当該特定されなかった光源の数に応じた電流を超えない電流を
供給する。これにより、複数の光源のいずれかに短絡故障が生じても、適切な輝度を提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施の形態１に係る光源制御装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図２】短絡故障検出回路に入力される電圧波形を示す図である。
【図３】短絡故障検出回路の構成の一例を示すブロック図である。
【図４】電流と電流検出信号との関係の一例を示す図である。
【図５】変換テーブルの一例を示す図である。
【図６】実施の形態１に係る光源制御装置の動作を示すフローチャートである。
【図７】短絡故障が発生している場合の一例を示す図である。
【図８】短絡故障が発生している場合の一例を示す図である。
【図９】変形例１に係る光源制御装置の動作を示すフローチャートである。
【図１０】変形例２に係る光源制御装置の動作を示すフローチャートである。
【図１１】変形例３に係る光源制御装置の動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　＜実施の形態１＞
　本発明に係る光源制御装置は、並列接続された複数の光源を制御する装置であり、図１
は、本発明の本実施の形態１に係る光源制御装置の構成の一例を示すブロック図である。
本発明の実施の形態１では、制御対象となる複数の光源は、複数（ここでは６個）のＬＥ
Ｄ１１１～１１６であるものとして説明する。
【００１２】
　なお、複数のＬＥＤ１１１～１１６は、供給される電流に応じて発光する素子であり、
ここでは同じ色（例えば赤色、緑色、青色などの１色）を発光するものとする。また、複
数のＬＥＤ１１１～１１６について、同じ電流値で発光する輝度、順方向降下電圧Ｖｆ、
定格電流などの仕様及び特性は全て同じであり、複数のＬＥＤ１１１～１１６を１つのＬ
ＥＤ光源集合体１１０として取り扱うことが可能であるものとする。
【００１３】
　図１に示す光源制御装置は、定電流回路１００と、スイッチ素子１２１～１２６と、検
出抵抗１３１～１３６と、電流検出回路１４１～１４６と、スイッチ制御回路１５１～１
５６と、短絡故障検出回路２００と、ＡＤコンバータ３００と、バス７００と、マイコン
（マイクロコンピュータ）９００とを備えて構成されている。
【００１４】
　まず、光源制御装置の各構成要素について簡単に説明する。
【００１５】
　マイコン９００は、光源制御装置の構成要素を統括的に制御する。具体的には、マイコ
ン９００は、定電流回路１００による電流の供給を制御するとともに、バス７００を介し
てスイッチ制御回路１５１～１５６及びＡＤコンバータ３００を制御することが可能とな
っている。なお、バス７００には、例えばＩＩＣバスなどの双方向にデータを送信可能な
バスが用いられる。
【００１６】
　定電流回路（定電流供給手段）１００は、並列接続された複数のＬＥＤ１１１～１１６
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の一端と接続されており、複数のＬＥＤ１１１～１１６に予め定められた電流を供給する
。短絡故障検出回路２００にて故障が検出されるまでは、定電流回路１００は、複数のＬ
ＥＤ１１１～１１６を点灯させるための上記電流である駆動電流（第１電流）Ｉｆを、複
数のＬＥＤ１１１～１１６に供給する。一方、短絡故障検出回路２００にて短絡故障が検
出された場合には、定電流回路１００は、短絡故障した複数のＬＥＤ１１１～１１６を検
出（特定）するための上記電流である故障検出用電流（第２電流）を、複数のＬＥＤ１１
１～１１６に供給する。
【００１７】
　短絡故障検出回路（故障検出手段）２００は、定電流回路１００から複数のＬＥＤ１１
１～１１６に電流が供給されている場合に、複数のＬＥＤ１１１～１１６に流れた電流に
基づいて、複数のＬＥＤ１１１～１１６のいずれかに短絡故障が発生しているかを検出す
る。すなわち、短絡故障検出回路２００は、複数のＬＥＤ１１１～１１６の少なくともい
ずれか１つに短絡故障が発生しているかを一律に検出する。短絡故障検出回路２００は、
複数のＬＥＤ１１１～１１６のいずれかに短絡故障が発生していることを検出した場合に
は、短絡故障の発生を検出したことを示す検出信号を、定電流回路１００及びマイコン９
００に出力する。
【００１８】
　各スイッチ素子（スイッチ手段）１２１～１２６の一端は各ＬＥＤ１１１～１１６の他
端と接続されている。スイッチ素子１２１～１２６のＯＮ及びＯＦＦは、スイッチ制御回
路１５１～１５６によって制御される。
【００１９】
　例えば、スイッチ素子１２１～１２６のうちスイッチ素子１２１がＯＦＦである場合に
は、定電流回路１００からＬＥＤ１１１への電流の供給が遮断される。このように、スイ
ッチ素子１２１～１２６は、定電流回路１００から複数のＬＥＤ１１１～１１６への電流
の供給を、個別に遮断することが可能となっている。なお、スイッチ素子１２１～１２６
の仕様及び特性は同じであるものとする。また、スイッチ素子１２１～１２６は、スイッ
チ制御回路１５１～１５６からの制御信号ＳＬ１～ＳＬ６が、「Ｈ（High）」信号である
ときにＯＮ、「Ｌ（Low）」信号であるときにＯＦＦとなるＮ型のパワーＭＯＳＦＥＴ（m
etal-oxide-semiconductor field-effect transistor）から構成されているものとして以
下説明する。ただし、スイッチ素子１２１～１２６は、Ｎ型のパワーＭＯＳＦＥＴに限っ
たものではなく、他のスイッチ素子が適用されてもよい。
【００２０】
　各検出抵抗１３１～１３６の一端は各スイッチ素子１２１～１２６の他端と接続されて
いる。この検出抵抗１３１～１３６は、複数のＬＥＤ１１１～１１６のそれぞれに流れた
電流量を電流検出回路１４１～１４６によって検出するための抵抗であり、検出抵抗１３
１～１３６の仕様及び特性は同じである。
【００２１】
　各電流検出回路（電流検出手段）１４１～１４６は、各検出抵抗１３１～１３６と並列
接続されている。この電流検出回路１４１～１４６は、定電流回路１００から複数のＬＥ
Ｄ１１１～１１６に電流が供給されている場合に、複数のＬＥＤ１１１～１１６のそれぞ
れに流れた電流量を検出し、当該電流量に応じた電圧レベルを示す電流検出信号ＶＤ１～
ＶＤ６を、ＡＤコンバータ３００に出力する。なお、電流検出回路１４１～１４６の仕様
及び特性は同じである。
【００２２】
　スイッチ制御回路１５１～１５６は、マイコン９００からの命令によって、スイッチ素
子１２１～１２６をＯＮするための「Ｈ」信号、または、スイッチ素子１２１～１２６を
ＯＦＦするための「Ｌ」信号を、制御信号ＳＬ１～ＳＬ６としてスイッチ素子１２１～１
２６に出力する。すなわち、マイコン９００は、スイッチ制御回路１５１～１５６を介し
てスイッチ素子１２１～１２６のＯＮ及びＯＦＦを制御する。
【００２３】
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　ＡＤコンバータ３００（電流検出手段）は、予め定められた法則に基づいて、電流検出
回路１４１～１４６から出力された電流検出信号ＶＤ１～ＶＤ６の電圧レベルを、予め定
められた範囲のデジタル値に変換する。そして、ＡＤコンバータ３００は、マイコン９０
０からの要求に応じて、変換したデジタル値をマイコン９００に伝送する。
【００２４】
　次に、いくつかの構成要素について詳細に説明する。
【００２５】
　＜定電流回路１００＞
　上述した構成において駆動電流Ｉｆが供給されている場合には、駆動電流Ｉｆと、複数
のＬＥＤ１１１～１１６のそれぞれに流れる電流Ｉｆ１～Ｉｆ６との間に次式（１）及び
（２）の関係が成り立つ。
【００２６】
【数１】

【００２７】
【数２】

【００２８】
　すなわち、電流Ｉｆ１～Ｉｆ６は、駆動電流Ｉｆの１／６倍となる。例えば、各ＬＥＤ
１１１～１１６の定格電流が１～６［Ａ］である場合に、駆動電流Ｉｆが６～３６［Ａ］
であれば、電流Ｉｆ１～Ｉｆ６は各ＬＥＤ１１１～１１６の定格電流の範囲内に収まるこ
とになる。このため、各ＬＥＤ１１１～１１６の定格電流が１～６［Ａ］である場合には
、定電流回路１００が、６～３６［Ａ］の範囲の電流を供給可能に構成されるとともに、
マイコン９００が、定電流回路１００が供給する電流（駆動電流Ｉｆなど）を変更可能に
プログラミングされる。複数のＬＥＤ１１１～１１６の輝度は、供給される駆動電流Ｉｆ
（電流Ｉｆ１～Ｉｆ６）に応じて変化するので、使用者は、マイコン９００に命令を伝え
て駆動電流Ｉｆの設定値を調整することにより、複数のＬＥＤ１１１～１１６から所望の
輝度の光を得ることができる。
【００２９】
　短絡故障検出回路２００にて故障が検出された場合には、定電流回路１００は、故障検
出用電流を複数のＬＥＤ１１１～１１６に供給する。本実施の形態１では、その一例とし
て、定電流回路１００は、短絡故障検出回路２００から短絡故障の発生を検出したことを
示す検出信号を受けた場合には、マイコン９００の設定値に関わらず、複数のＬＥＤ１１
１～１１６への駆動電流Ｉｆの供給を停止する。すなわち、複数のＬＥＤ１１１～１１６
に供給する電流が０［Ａ］となる。その後、定電流回路１００は、マイコン９００からの
制御によって、複数のＬＥＤ１１１～１１６への故障検出用電流を供給する。
【００３０】
　＜短絡故障検出回路２００＞
　図２（ａ）及び図２（ｂ）に、短絡故障検出回路２００に入力される電流（複数のＬＥ
Ｄ１１１～１１６に流れた電流）に応じた電圧波形を示す。ここで、一般的な映像表示装
置は、複数色（例えば赤色、緑色、青色など）の光源を備えており、複数色の光源は順次
に点灯される。このため、複数のＬＥＤ１１１～１１６が、映像表示装置の光源として用
いられた構成において正常である場合には、ＬＥＤ電圧波形は、図２（ａ）に示すように
、ＬＥＤの順方向降下電圧Ｖｆを電圧振幅として有するパルス波形となる。一方、複数の
ＬＥＤ１１１～１１６のいずれかに短絡故障が発生した場合には、順方向降下電圧Ｖｆが
発生しないため、ＬＥＤ電圧波形は、図２（ｂ）に示すように直流となる。
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【００３１】
　図３は、本実施の形態１に係る短絡故障検出回路２００の構成の一例を示すブロック図
である。図３に示す短絡故障検出回路２００は、波形整形回路２１０と、パルス検出回路
２２０と、エラー信号生成回路２３０とを備えて構成されており、入力された電圧波形の
パルスの数に基づいて短絡故障の発生を検出することが可能となっている。
【００３２】
　具体的には、波形整形回路２１０は、入力された電圧波形の振幅が一定振幅となるよう
に、電圧波形を整形する。ＬＥＤの順方向降下電圧Ｖｆは、駆動電流Ｉｆに応じて様々な
値をとるが、波形整形回路２１０に入力されることにより、短絡故障検出回路２００に入
力された電圧波形の振幅を予め定められた振幅に変更することができる。
【００３３】
　パルス検出回路２２０（パルス検出手段）は、波形整形回路２１０にて整形された電圧
波形からパルスを検出する。ここでは、その一例として、パルス検出回路２２０は、電圧
波形から、予め定められた期間（例えば映像の１フレーム周期）ごとにパルス数をカウン
トする。
【００３４】
　エラー信号生成回路２３０は、パルス検出回路２２０にてカウントされたパルス数が、
予め設定された閾値以上であるかを判定する。エラー信号生成回路２３０は、当該パルス
数が閾値以上であると判定した場合には正常と判断して、その旨を示す検出信号Ｅ１（こ
こでは「Ｌ」信号）を出力する。一方、エラー信号生成回路２３０は、当該パルス数が閾
値よりも小さいと判定した場合には、複数のＬＥＤ１１１～１１６のいずれかに短絡故障
が発生したと判断して、その旨を示す検出信号Ｅ１（ここでは「Ｈ」信号）を出力する。
【００３５】
　＜電流検出回路１４１～１４６＞
　検出抵抗１３１～１３６には、複数のＬＥＤ１１１～１１６に流れる電流Ｉｆ１～Ｉｆ
６と同じ電流が流れている。電流検出回路１４１～１４６は、電流Ｉｆ１～Ｉｆ６を検出
して電圧に変換した後、パルス波形を積分して電流検出信号ＶＤ１～ＶＤ６に変換する機
能を有している。ここでは、電流検出回路１４１～１４６は、特性に基づく次式（３）に
従って、電流Ｉｆ１～Ｉｆ６を電流検出信号ＶＤ１～ＶＤ６に変換する。
【００３６】
【数３】

【００３７】
　図４は、電流Ｉｆｎ（ｎは１～６の整数）と、上述の変換によって得られる電流検出信
号ＶＤｎ（ＶＤｎのｎはＩｆｎのｎに対応）との関係を示す図である。図４に示される特
性に基づく変換によれば、電流Ｉｆｎとして想定される０～１０［Ａ］の電流量に対して
、０～５［Ｖ］の電流検出信号ＶＤｎが得ることが可能となっている。また、電流Ｉｆｎ
が０［Ａ］の場合には電流検出信号ＶＤｎは０［Ｖ］となり、電流Ｉｆｎが１［Ａ］の場
合には電流検出信号ＶＤｎは０．５［Ｖ］となり、電流Ｉｆｎが６［Ａ］の場合には電流
検出信号ＶＤｎは３．０［Ｖ］となる。電流検出回路１４１～１４６は、電流検出信号Ｖ
ＤｎをＡＤコンバータ３００に出力する。
【００３８】
　＜ＡＤコンバータ３００＞
　ＡＤコンバータ３００は、入力信号を、デジタルデータを示すデジタル信号に変換する
６個のチャンネルを備えており、各チャンネルとも次式（４）に示される変換式に基づい
て、電流検出信号ＶＤｎの電圧レベルを、０から２５０までのいずれか１つのデジタル値
を示すデジタルデータＤＤｎ（ＤＤｎのｎはＶＤｎのｎに対応）に変換する。
【００３９】
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【数４】

【００４０】
　マイコン９００からバス７００を介して伝送要求があった場合には、ＡＤコンバータ３
００は、デジタルデータＤＤｎを、バス７００を介してマイコン９００に伝送する。
【００４１】
　＜マイコン９００＞
　上式（３）及び上式（４）より次式（５）が成り立つ。
【００４２】
【数５】

【００４３】
　マイコン９００には、式（５）の計算結果に基づく変換テーブルが用意されている。図
５に、当該変換テーブルの一例を示す。マイコン９００は、ＡＤコンバータ３００からの
デジタルデータＤＤｎの値と、変換テーブルとに基づいて、各ＬＥＤ１１１～１１６に流
れている電流の電流量を取得（リード）可能に構成されている。
【００４４】
　また、後で詳細に説明するように、マイコン９００（短絡特定手段）は、短絡故障検出
回路２００の検出結果と、電流検出回路１４１～１４６で検出された電流量とに基づいて
、複数のＬＥＤ１１１～１１６の中から短絡故障したＬＥＤ（以下「短絡故障ＬＥＤ」と
記すこともある）を特定する。
【００４５】
　また、後で詳細に説明するように、マイコン９００（制御手段）は、短絡故障ＬＥＤと
して特定されたＬＥＤへの定電流回路１００からの電流の供給を、スイッチ素子１２１～
１２６によって遮断する制御を行う。そして、マイコン９００（制御手段）は、短絡故障
ＬＥＤとして特定されなかったＬＥＤに、当該特定されなかったＬＥＤの数に応じた電流
を超えない電流を、定電流回路１００によって供給する制御を行う。
【００４６】
　＜光源制御装置の動作＞
　図６は、本実施の形態１に係る光源制御装置の動作を示すフローチャートである。
【００４７】
　まず、ステップＳ１にて、設定された駆動電流Ｉｆが、複数のＬＥＤ１１１～１１６に
供給されるように、マイコン９００は定電流回路１００を制御する。そして、マイコン９
００は、スイッチ制御回路１５１～１５６に「Ｈ」の制御信号ＳＬ１～ＳＬ６を出力させ
ることにより、全てのスイッチ素子１２１～１２６をＯＮにする。これにより、複数のＬ
ＥＤ１１１～１１６の全体には駆動電流Ｉｆが供給される。すなわちＬＥＤ１１１～１１
６に電流Ｉｆ１～Ｉｆ６がそれぞれ供給されることになり、使用者は、所望の輝度でＬＥ
Ｄ１１１～１１６を点灯させることが可能となっている。以下、駆動電流Ｉｆは３０［Ａ
］であるとし、電流Ｉｆ１～Ｉｆ６は５（＝３０÷６）［Ａ］であるとして説明する。
【００４８】
　ステップＳ２にて、短絡故障検出回路２００は、複数のＬＥＤ１１１～１１６のいずれ
かに短絡故障が発生しているかを検出する。ステップＳ２にて短絡故障の発生を検出した
場合にはステップＳ３に進み、ステップＳ２にて短絡故障の発生を検出しなかった場合に
はステップＳ２を再度行う。短絡故障検出回路２００による短絡故障の検出は、例えば定
期的に行われる。
【００４９】
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　複数のＬＥＤ１１１～１１６のいずれかに短絡故障が発生した場合（ステップＳ３に進
んだ場合）には、複数のＬＥＤ１１１～１１６の電極間において、順方向降下電圧Ｖｆ（
図２（ａ））が発生しなくなる。このため、短絡故障検出回路２００にパルス波形を有す
る電圧が入力されない状態となる。
【００５０】
　これに伴い、ステップＳ３にて短絡故障検出回路２００は、一定期間（例えば映像の１
フレーム周期）後に、短絡故障の発生を検出したことを示す「Ｈ」の検出信号Ｅ１を、定
電流回路１００及びマイコン９００に出力する。
【００５１】
　ステップＳ４にて、定電流回路１００は、短絡故障の発生を検出したことを示す「Ｈ」
の検出信号Ｅ１を短絡故障検出回路２００から受けると、複数のＬＥＤ１１１～１１６へ
の駆動電流Ｉｆの供給を停止する。
【００５２】
　ここで、複数のＬＥＤ１１１～１１６のいずれかに短絡故障が発生している状態下で、
比較的大きな駆動電流Ｉｆを供給し続けると、短絡故障したＬＥＤと、当該短絡故障した
ＬＥＤと配線によって接続されているスイッチ素子及び検出抵抗とに、比較的大きな電流
（ここでは３０［Ａ］）が集中することになる。この結果、発熱等による温度上昇によっ
て故障が拡大すると考えられる。これに対し、本実施の形態１に係る定電流回路１００は
、マイコン９００の判定を待たずに複数のＬＥＤ１１１～１１６への駆動電流Ｉｆの供給
を停止することから、当該故障の拡大を抑制することが可能となっている。
【００５３】
　ステップＳ５にて、マイコン９００は、短絡故障検出回路２００から短絡故障の発生を
検出したことを示す「Ｈ」の検出信号Ｅ１を受けると、複数のＬＥＤ１１１～１１６への
故障検出用電流を、定電流回路１００によって供給する制御を行う。これにより、定電流
回路１００は、複数のＬＥＤ１１１～１１６に故障検出用電流を供給することになる。
【００５４】
　ここで、故障検出用電流は、複数のＬＥＤ１１１～１１６のいずれか１つのＬＥＤに係
る配線の最大許容電流以下となるように、マイコン９００にて設定されている。１つのＬ
ＥＤに係る配線の最大許容電流には、例えば、ＬＥＤ１１１、スイッチ素子１２１及び検
出抵抗１３１が接続された区間の配線の最大許容電流、または、ＬＥＤ１１２、スイッチ
素子１２２及び検出抵抗１３２が接続された区間の配線の最大許容電流などが適用される
。
【００５５】
　なお、本実施の形態１では、ＬＥＤ１１１～ＬＥＤ１１６などの仕様及び特性は同じで
あるとしていることから、前者の最大許容電流と後者の最大許容電流とは同一となる。た
だし、ＬＥＤ１１１～ＬＥＤ１１６などの仕様及び特性が異なる場合には、ＬＥＤ１１１
～１１６のそれぞれの配線の最大許容電流のうち最小のものを、故障検出用電流とするこ
とが好ましい。以下、１つのＬＥＤに係る配線の最大許容電流は、ＬＥＤの定格電流の最
大値と同じ６［Ａ］であるものとして説明する。
【００５６】
　上述したステップＳ５にて故障検出用電流を供給した後、次に説明するステップＳ６以
降にて、マイコン９００は、複数のＬＥＤ１１１～１１６の中から短絡故障ＬＥＤを特定
する。本実施の形態１では、上述した故障検出用電流を用いて、短絡故障ＬＥＤを特定す
るように構成されていることから、短絡故障していない１つのＬＥＤに係る配線（当該配
線に接続されたＬＥＤ、スイッチ素子及び検出抵抗）をなるべく故障させずに、短絡故障
したＬＥＤを特定することが可能となっている。
【００５７】
　ステップＳ６にて、マイコン９００は、例えば一定の間隔で、バス７００を介してＡＤ
コンバータ３００にデジタルデータＤＤｎを伝送させる。そして、マイコン９００は、デ
ジタルデータＤＤｎと、図５に示した変換テーブルとに基づいて、各ＬＥＤ１１１～１１
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６に流れている電流Ｉｆ１～Ｉｆ６の電流量を取得する。
【００５８】
　例えば、ＬＥＤ１１１に短絡故障が発生していた場合、図７に示されるように、デジタ
ルデータＤＤ１は１５０となり、デジタルデータＤＤ２～ＤＤ６は０となる。この結果、
マイコン９００は、図５に示した変換テーブルを参照して、ＬＥＤ１１１の電流Ｉｆ１の
計測値として６［Ａ］を取得し、ＬＥＤ１１２～１１６の電流Ｉｆ２～Ｉｆ６の計測値と
して０［Ａ］を取得する。
【００５９】
　短絡故障が発生している場合には、短絡故障したＬＥＤには電流が集中するので、計測
値が０［Ａ］であるＬＥＤ１１２～１１６は正常であり、計測値が０［Ａ］でないＬＥＤ
１１１は短絡故障していることになる。そこで、マイコン９００は、電流検出回路１４１
で検出された電流が０［Ａ］でないＬＥＤ１１１を、短絡故障ＬＥＤとして特定する。す
なわち、本実施の形態１に係るマイコン９００は、短絡故障検出回路２００で短絡故障の
発生が検出された場合（ステップＳ２からステップＳ３に進んだ場合）において、電流検
出回路１４１で検出された電流が０［Ａ］でないＬＥＤ１１１を、短絡故障ＬＥＤとして
特定する。
【００６０】
　ステップＳ７にて、マイコン９００は、短絡故障ＬＥＤとして特定されたＬＥＤへの定
電流回路１００からの電流の供給を、スイッチ素子１２１～１２６によって遮断する制御
を行う。
【００６１】
　ＬＥＤ１１１が短絡故障ＬＥＤとして特定された上述の例の場合には、マイコン９００
は、バス７００を介してスイッチ制御回路１５１に、「Ｈ」の制御信号ＳＬ１の代わりに
「Ｌ」の制御信号ＳＬ１を出力させることにより、スイッチ素子１２１をＯＦＦにする。
これにより、定電流回路１００から、短絡故障ＬＥＤとして特定されたＬＥＤ１１１への
電流の供給が遮断される。この結果、定電流回路１００から供給されている故障検出用電
流（ここでは６［Ａ］）が、残りの５つのＬＥＤ１１２～１１６に供給される。つまり、
各ＬＥＤ１１２～１１６には、１．２（＝６÷５）［Ａ］の電流が供給され、各ＬＥＤ１
１２～１１６は、点灯状態となる。
【００６２】
　ステップＳ８にて、マイコン９００は、短絡故障していないＬＥＤの数に応じた電流を
算出する。ここでは、短絡故障していないＬＥＤの数に、１つのＬＥＤに係る配線の最大
許容電流（６［Ａ］）を乗じて得られる値を、短絡故障していないＬＥＤの数に応じた電
流として算出する。
【００６３】
　ＬＥＤ１１２～１１６が短絡故障ＬＥＤとして特定されなかった上述の例の場合には、
マイコン９００は、当該特定されなかったＬＥＤ１１２～１１６の数（５つ）に、１つの
ＬＥＤに係る配線の最大許容電流（６［Ａ］）を乗じて得られる３０（＝５×６）［Ａ］
を、短絡故障していないＬＥＤの数に応じた電流として算出する。
【００６４】
　ステップＳ９にて、マイコン９００は、直近のステップＳ２にて定電流回路１００から
供給されていた駆動電流Ｉｆ（以下「元の駆動電流Ｉｆ」と記す）が、ステップＳ８で算
出した電流を超えるか否かを判定する。超えていないと判定した場合にはステップＳ１０
に進み、超えていると判定した場合にはステップＳ１１に進む。
【００６５】
　ステップＳ９からステップＳ１０に進んだ場合、マイコン９００は、定電流回路１００
が供給する電流として、元の駆動電流Ｉｆを設定する。すなわち、マイコン９００は、短
絡故障ＬＥＤとして特定されなかったＬＥＤに、元の駆動電流Ｉｆ（ステップＳ８で算出
した電流を超えない電流）を定電流回路１００によって供給する。その後、ステップＳ２
に戻る。
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【００６６】
　ステップＳ９からステップＳ１１に進んだ場合、マイコン９００は、定電流回路１００
が供給する電流として、ステップＳ８で算出した電流を設定する。すなわち、マイコン９
００は、短絡故障ＬＥＤとして特定されなかったＬＥＤに、ステップＳ８で算出した電流
（ステップＳ８で算出した電流を超えない電流）を定電流回路１００によって供給する。
その後、ステップＳ２に戻る。
【００６７】
　ＬＥＤ１１２～１１６が短絡故障ＬＥＤとして特定されず、ステップＳ８で算出した電
流が３０［Ａ］であり、元の駆動電流Ｉｆが３０［Ａ］である上述の例の場合には、ステ
ップＳ９からステップＳ１０に進んで、定電流回路１００からＬＥＤ１１２～１１６に、
元の駆動電流Ｉｆ（３０［Ａ］）が供給される。したがって、ＬＥＤ１１２～１１６は、
元の輝度（元の明るさ）で点灯することになる。
【００６８】
　次に、図７とは別の例として、図８に示される例を想定してステップＳ６以降の動作を
説明する。図８に示される例では、ＬＥＤ１１１及びＬＥＤ１１２に短絡故障が発生して
いる場合を想定している。この場合、デジタルデータＤＤ１，ＤＤ２はいずれも７５とな
り、デジタルデータＤＤ３～ＤＤ６は０となる。この結果、マイコン９００は、図５に示
した変換テーブルを参照して、ＬＥＤ１１１，１１２の電流Ｉｆ１，Ｉｆ２の計測値とし
て３［Ａ］を取得し、ＬＥＤ１１３～１１６の電流Ｉｆ３～Ｉｆ６の計測値として０［Ａ
］を取得する。そして、本実施の形態１に係るマイコン９００は、短絡故障検出回路２０
０で短絡故障の発生が検出された場合（ステップＳ２からステップＳ３に進んだ場合）に
おいて、電流検出回路１４１で検出された電流が０［Ａ］でないＬＥＤ１１１，１１２を
、短絡故障ＬＥＤとして特定する。
【００６９】
　ステップＳ７にて、マイコン９００は、バス７００を介してスイッチ制御回路１５１，
１５２に、「Ｈ」の制御信号ＳＬ１，ＳＬ２の代わりに「Ｌ」の制御信号ＳＬ１，ＳＬ２
を出力させることにより、スイッチ素子１２１，１２２をＯＦＦにする。これにより、定
電流回路１００から、短絡故障ＬＥＤとして特定されたＬＥＤ１１１，１１２への電流の
供給が遮断される。この結果、定電流回路１００から供給されている故障検出用電流（こ
こでは６［Ａ］）が、残りの４つのＬＥＤ１１３～１１６に供給される。つまり、各ＬＥ
Ｄ１１３～１１６には、１．５（＝６÷４）［Ａ］の電流が供給され、各ＬＥＤ１１３～
１１６は、点灯状態となる。
【００７０】
　ステップＳ８にて、マイコン９００は、短絡故障ＬＥＤとして特定されなかったＬＥＤ
１１３～１１６の数（４つ）に、１つのＬＥＤに係る配線の最大許容電流（６［Ａ］）を
乗じて得られる２４（＝４×６）［Ａ］を、短絡故障していないＬＥＤの数に応じた電流
として算出する。
【００７１】
　ＬＥＤ１１３～１１６が短絡故障ＬＥＤとして特定されず、ステップＳ８で算出した電
流が２４［Ａ］であり、元の駆動電流Ｉｆが３０［Ａ］である図８に示す例の場合には、
ステップＳ９からステップＳ１１に進んで、定電流回路１００からＬＥＤ１１３～１１６
に、ステップＳ８で算出された電流（２４［Ａ］）が供給される。つまり、ステップＳ８
で算出された電流の値は、定電流回路１００によって供給される駆動電流Ｉｆのリミット
値となる。
【００７２】
　＜効果＞
　以上のような本実施の形態１に係る光源制御装置及びその制御方法によれば、複数のＬ
ＥＤ１１１～１１６のいずれかに短絡故障が発生した場合には、それらの中から短絡故障
ＬＥＤを特定して、短絡故障ＬＥＤとして特定されたＬＥＤへの電流供給を遮断し、かつ
、短絡故障ＬＥＤとして特定されなかったＬＥＤに、当該特定されなかったＬＥＤの数に
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応じた電流を超えない電流を供給する。したがって、複数のＬＥＤ１１１～１１６のいず
れかに短絡故障が発生した場合であっても、短絡故障していないＬＥＤに適切な電流を供
給することができる。よって、光源の品質を確保しながら、適切な輝度を使用者に提供す
ることができる。
【００７３】
　＜変形例１＞
　図９は、本変形例１に係る光源制御装置の動作を示すフローチャートである。なお、図
９に示すフローチャートは、図６に示したフローチャートのステップＳ４，Ｓ５を、ステ
ップＳ４ａに置き換えたものである。そこで、以下においては、ステップＳ４ａについて
主に説明する。
【００７４】
　ステップＳ４ａにて、定電流回路１００は、短絡故障の発生を検出したことを示す「Ｈ
」の検出信号Ｅ１を短絡故障検出回路２００から受けると、複数のＬＥＤ１１１～１１６
への駆動電流Ｉｆの供給から、複数のＬＥＤ１１１～１１６への故障検出用電流の供給に
切り替える。すなわち、定電流回路１００は、短絡故障の発生を検出したことを示す「Ｈ
」の検出信号Ｅ１を受けた場合には、電流供給を一度停止するのではなく、即座に故障検
出用電流を複数のＬＥＤ１１１～１１６に供給する。
【００７５】
　以上のような本変形例１に係る光源制御装置によれば、マイコンの制御によらずに故障
検出電流を供給するので、マイコン９００の処理負担を軽減することができる。また、故
障検出にかかる時間を短縮することができる。
【００７６】
　＜変形例２＞
　以上で説明した光源制御装置は、複数のＬＥＤ１１１～１１６のいずれかが短絡故障し
ても適切な輝度を提供することが可能であった。しかしながら、実際に発生し得る故障形
態としては、短絡故障だけでなく開放故障も想定される。そして、複数のＬＥＤ１１１～
１１６のいずれかが開放故障によって消灯すると、開放故障していないＬＥＤに定格以上
の電流が流れる。この結果として、開放故障していないＬＥＤも故障してしまうことがあ
る。そこで、本変形例２では、以下に説明するように、複数のＬＥＤ１１１～１１６のい
ずれかに開放故障が発生した場合であっても、開放故障していないＬＥＤに適切な電流を
供給することが可能となっている。
【００７７】
　図１０は、本変形例２に係る光源制御装置の動作を示すフローチャートである。なお、
図１０に示すフローチャートは、図６に示したフローチャートにステップＳ２１～Ｓ２７
を追加したものである。そこで、以下においては、ステップＳ２１～２７について主に説
明する。
【００７８】
　まず、ステップＳ１後のステップＳ２にて、短絡故障検出回路２００は、複数のＬＥＤ
１１１～１１６のいずれかに短絡故障が発生しているかを検出する。ステップＳ２にて短
絡故障の発生を検出した場合にはステップＳ３に進み、実施の形態１と同様にステップＳ
３～Ｓ１１が行われた後、ステップＳ２に戻る。一方、ステップＳ２にて短絡故障の発生
を検出しなかった場合にはステップＳ２１に進む。
【００７９】
　ステップＳ２１にて、マイコン９００は、例えば一定の間隔で、バス７００を介してＡ
Ｄコンバータ３００にデジタルデータＤＤｎを伝送させる。そして、マイコン９００は、
デジタルデータＤＤｎと、図５に示した変換テーブルとに基づいて、各ＬＥＤ１１１～１
１６に流れている電流Ｉｆ１～Ｉｆ６の電流量を取得する。
【００８０】
　短絡故障が発生していない場合には、複数のＬＥＤ１１１～１１６のいずれかに電流が
集中しない。このため、全てのＬＥＤ１１１～１１６が短絡故障していない場合、または
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、短絡故障したＬＥＤへの電流の供給がスイッチ手段によって遮断された場合には、電流
Ｉｆ１～Ｉｆ６の電流量は０［Ａ］でないことが想定される。しかし、開放故障が発生し
ている場合には、開放故障したＬＥＤの抵抗が非常に大きくなる（例えば無限大）となる
ので、開放故障したＬＥＤの電流量は０［Ａ］となる。
【００８１】
　そこで、ステップＳ２２にて、マイコン９００は、複数のＬＥＤ１１１～１１６の中で
、電流検出回路１４１～１４６で検出された電流Ｉｆ１～Ｉｆ６の計測値に０［Ａ］が存
在するかを判定する。ステップＳ２２にて０［Ａ］が存在すると判定した場合にはステッ
プＳ２３に進み、ステップＳ２２にて０［Ａ］が存在しないと判定した場合にはステップ
Ｓ２に戻る。
【００８２】
　ステップＳ２３にて、マイコン９００は、電流検出回路１４１～１４６で検出された電
流Ｉｆ１～Ｉｆ６が０［Ａ］であるＬＥＤを、開放故障したＬＥＤ（以下「開放故障ＬＥ
Ｄ」と記すこともある）として特定する。すなわち、本変形例２に係るマイコン９００は
、短絡故障検出回路２００で短絡故障の発生が検出されていない場合（ステップＳ２から
ステップＳ２１に進んだ場合）において、電流検出回路１４１～１４６で検出された電流
が０［Ａ］であるＬＥＤを、開放故障ＬＥＤとして特定する。
【００８３】
　なお、ステップＳ２３を終了した時点で、すでにステップＳ７にて電流の供給を遮断す
る動作が行われていた場合には、短絡故障ＬＥＤとして特定されたＬＥＤへの定電流回路
１００からの電流の供給は、スイッチ素子１２１～１２６によって遮断されていることに
なる。また、開放故障ＬＥＤとして特定されたＬＥＤへの定電流回路１００からの電流の
供給は、開放故障によって遮断されていることになる。
【００８４】
　ステップＳ２４にて、マイコン９００は、短絡故障も開放故障もしていないＬＥＤの数
に応じた電流を算出する。ここでは、短絡故障も開放故障もしていないＬＥＤの数に、１
つのＬＥＤに係る配線の最大許容電流を乗じて得られる値を、短絡故障も開放故障もして
いないＬＥＤの数に応じた電流として算出する。
【００８５】
　ステップＳ２５にて、マイコン９００は、元の駆動電流Ｉｆが、ステップＳ２４で算出
した電流を超えるか否かを判定する。超えていないと判定した場合にはステップＳ２６に
進み、超えていると判定した場合にはステップＳ２７に進む。
【００８６】
　ステップＳ２５からステップＳ２６に進んだ場合、マイコン９００は、定電流回路１０
０が供給する電流として、元の駆動電流Ｉｆを設定する。すなわち、マイコン９００は、
短絡故障ＬＥＤとしても開放故障ＬＥＤとしても特定されなかったＬＥＤに、元の駆動電
流Ｉｆ（ステップＳ２４で算出した電流を超えない電流）を定電流回路１００によって供
給する。その後、ステップＳ２に戻る。
【００８７】
　ステップＳ２５からステップＳ２７に進んだ場合、マイコン９００は、定電流回路１０
０が供給する電流として、ステップＳ２４で算出した電流を設定する。すなわち、マイコ
ン９００は、短絡故障ＬＥＤとしても開放故障ＬＥＤとしても特定されなかったＬＥＤに
、ステップＳ２４で算出した電流（ステップＳ２４で算出した電流を超えない電流）を定
電流回路１００によって供給する。その後、ステップＳ２に戻る。
【００８８】
　以上のような本変形例２に係る光源制御装置によれば、複数のＬＥＤ１１１～１１６の
いずれかに短絡故障または開放故障が発生した場合には、それらの中から短絡故障ＬＥＤ
及び開放故障ＬＥＤを特定して、短絡故障ＬＥＤまたは開放故障ＬＥＤとして特定された
ＬＥＤへの電流供給を遮断する。そして、短絡故障ＬＥＤとしても開放故障としても特定
されなかったＬＥＤに、当該特定されなかったＬＥＤの数に応じた電流を超えない電流を
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供給する。したがって、複数のＬＥＤ１１１～１１６のいずれかに短絡故障または開放故
障が発生した場合であっても、短絡故障も開放故障もしていないＬＥＤに適切な電流を供
給することができる。よって、光源の品質を確保しながら、適切な輝度を使用者に提供す
ることができる。
【００８９】
　なお、複数のＬＥＤ１１１～１１６のうち１個でも正常に動作していれば、上述の効果
を得ることができる。さらに、２個以上のＬＥＤの故障形態について、短絡故障が１個、
開放故障が２個というように、２種類の故障形態が同時に発生しても、本変形例２の効果
を得ることができる。
【００９０】
　＜変形例３＞
　図１１は、本変形例３に係る光源制御装置の動作を示すフローチャートである。なお、
図１１に示すフローチャートは、図１０に示したフローチャートの一部を変更したもので
あることから、以下においては、当該変更した部分について主に説明する。
【００９１】
　まず、ステップＳ３１にて光源制御装置が起動する。
【００９２】
　それからステップＳ３２にて、定電流回路１００は、複数のＬＥＤ１１１～１１６に故
障検出用電流を供給する。
【００９３】
　次にステップＳ２にて、短絡故障検出回路２００は、複数のＬＥＤ１１１～１１６のい
ずれかに短絡故障が発生しているかを検出する。ステップＳ２にて短絡故障の発生を検出
した場合にはステップＳ６に進み、ステップＳ２にて短絡故障の発生を検出しなかった場
合にはステップＳ２１に進む。
【００９４】
　ステップＳ２からステップＳ６に進んだ場合、実施の形態１と同様にステップＳ６～Ｓ
８が行われる。その後、ステップＳ３３に進む。
【００９５】
　ステップＳ３３にて、マイコン９００は、現在の駆動電流Ｉｆのリミット値が、ステッ
プＳ８で算出した電流を超えるか否かを判定する。ステップＳ３３にて超えていないと判
定した場合にはステップＳ２に戻り、ステップＳ３３にて超えていると判定した場合には
ステップＳ３４に進む。
【００９６】
　ステップＳ３４にて、マイコン９００は、駆動電流Ｉｆのリミット値を、ステップＳ８
で算出した電流（値）に変更する。その後、ステップＳ２に戻る。
【００９７】
　ステップＳ２からステップＳ２１に進んだ場合、マイコン９００は、デジタルデータＤ
Ｄｎと、図５に示した変換テーブルとに基づいて、各ＬＥＤ１１１～１１６に流れている
電流量を取得する。
【００９８】
　ステップＳ２２にて、マイコン９００は、複数のＬＥＤ１１１～１１６の中で、電流検
出回路１４１～１４６で検出された電流Ｉｆ１～Ｉｆ６の計測値に０［Ａ］が存在するか
を判定する。ステップＳ２２にて０［Ａ］が存在すると判定した場合にはステップＳ２３
に進む。一方、ステップＳ２２にて０［Ａ］が存在しないと判定した場合には、マイコン
９００は、現在の駆動電流Ｉｆのリミット値を変更せずに駆動電流Ｉｆを供給する通常動
作を行う。
【００９９】
　ステップＳ２２からステップＳ２３に進んだ場合、変形例２と同様にステップＳ２３，
Ｓ２４が行われる。その後、ステップＳ３５に進む。
【０１００】
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　ステップＳ３５にて、マイコン９００は、現在の駆動電流Ｉｆのリミット値が、ステッ
プＳ２４で算出した電流を超えるか否かを判定する。ステップＳ３５にて超えていないと
判定した場合には、マイコン９００は、現在の駆動電流Ｉｆのリミット値を変更せずに、
駆動電流Ｉｆを供給する通常動作を行う。一方、ステップＳ３５にて超えていると判定し
た場合には、マイコン９００は、駆動電流Ｉｆのリミット値を、ステップＳ２４で算出し
た電流（値）に変更した後、駆動電流Ｉｆを供給する通常動作を行う。
【０１０１】
　以上のような本変形例３に係る光源制御装置によれば、光源制御装置の起動時に、短絡
故障ＬＥＤ及び開放故障ＬＥＤを特定して、短絡故障ＬＥＤとして特定されたＬＥＤへの
電流の供給を遮断する制御を行う。また、光源制御装置の起動時に、短絡故障ＬＥＤとし
ても開放故障ＬＥＤとしても特定されなかったＬＥＤに、当該特定されなかったＬＥＤの
数に応じた電流を超えない電流を供給可能にする。
【０１０２】
　これにより、ＬＥＤ及び周辺回路に定格を超える負荷を与えることを抑制することがで
きる。また、前回の動作時にＬＥＤの故障が発生したことによってリミット値が変更され
てから、次に起動するまでの間、当該リミット値やマイコン９００が取得した故障情報を
記憶しなくても、起動時に短絡故障ＬＥＤ及び開放故障ＬＥＤの確認（特定）などを自動
的に行うことができ、ＬＥＤに適切な電流を供給することができる。また、前回の動作時
にＬＥＤの故障が発生したことによってリミット値が変更された後に、当該故障したＬＥ
Ｄを交換する修理を行った場合に、修理者がＬＥＤの電流等を再設定しなくても、起動時
に短絡故障ＬＥＤ及び開放故障ＬＥＤの確認（特定）などを自動的に行うことができ、Ｌ
ＥＤに適切な電流を供給することができる。
【０１０３】
　＜変形例４＞
　以上の説明では、電流検出手段は、電流検出回路１４１～１４６とＡＤコンバータ３０
０とによって構成されており、複数のＬＥＤ１１１～１１６に流れた電流Ｉｆ１～Ｉｆ６
の電流量を並列的に検出していた。しかしこれに限ったものではなく、電流検出手段は、
複数のＬＥＤ１１１～１１６に電流Ｉｆ１～Ｉｆ６の電流量を順次に検出してもよい。具
体的には、検出抵抗１３１～１３６に順次に接続可能に構成され、当該接続した検出抵抗
に流れている電流を検出可能な１つの電流検出回路と、当該電流検出回路からの出力（検
出した電流）をデジタル値に順次に変換可能なＡＤコンバータとによって、電流検出手段
が構成されてもよい。このような構成によれば、回路サイズの抑制化が期待できる。
【０１０４】
　＜その他の変形例＞
　以上で説明した光源制御装置を、それを制御する制御用パソコンまたは液晶表示装置な
どに通信可能に接続することによって、マイコン９００で取得した故障情報を、当該制御
用パソコンまたは当該液晶表示装置などにおいて表示してもよい。これにより、ＬＥＤの
故障状態が使用者に表示されることになり、故障したＬＥＤが使用者によって迅速に交換
されることが期待できる。
【０１０５】
　また、以上では、光源制御装置により制御されるＬＥＤの数は６個である構成について
説明したが、これに限ったものではない。１つの定電流回路で２個以上のＬＥＤを１つの
光源集合体として制御する構成であれば、上述と同様の効果を得ることができる。
【０１０６】
　また、以上の説明では、光源制御装置により制御される光源には、ＬＥＤが適用されて
いたが、これに限ったものではない。例えば、当該光源に、レーザーその他の半導体光源
などが用いられた構成であっても、上述と同様の効果を得ることができる。
【０１０７】
　また、以上で説明した短絡故障検出回路２００の構成は一例に過ぎず、上述と同様の効
果を得ることができるのであれば、他の構成を適用してもよい。例えば、短絡故障検出回
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路２００は、パルス検出回路２２０で検出されたパルスの数の代わりに、当該パルスの有
無に基づいて短絡故障の発生を検出してもよい。
【０１０８】
　また、以上で説明した電流検出回路１４１～１４６及びＡＤコンバータ３００の仕様及
び特性は一例に過ぎず、上述と同様の効果を得ることができるのであれば、他の構成を適
用してもよい。また、例えば、電流の計測値と予め定められた閾値（例えば０．５［Ａ］
）とを比較する電圧比較器などを設け、それによって、電流の計測値が予め定められた閾
値以下であると判定された場合に、マイコン９００が、電流の計測値を０［Ａ］と判定す
るように構成されてもよい。また、以上で説明した電流検出回路１４１～１４６及びＡＤ
コンバータ３００の仕様及び特性に基づく変換テーブル（図５）についても一例に過ぎず
、上述と同様の効果を得ることができるのであれば、他の変換テーブルを適用してもよい
。
【０１０９】
　また、以上の説明では、電流Ｉｆ１～Ｉｆ６の電流量を取得して短絡故障ＬＥＤを特定
し（図６のステップＳ６）、短絡故障ＬＥＤへの電流の供給を遮断し（図６ステップＳ７
）、短絡故障していないＬＥＤの数に応じた電流を算出した（図６のステップＳ８）。し
かしこれに限ったものではなく、ステップＳ７の後に、再度、ステップＳ６を行ってもよ
い。つまり、ステップＳ７の後に、再度、電流Ｉｆ１～Ｉｆ６の電流量を取得して短絡故
障ＬＥＤを特定してもよい。このような構成によれば、２個以上の短絡故障ＬＥＤが存在
しているが、そのうちの１個の短絡故障ＬＥＤにおいて電流がたまたま集中して流れてい
る場合であっても、それ以外の短絡故障ＬＥＤを確実に特定（検出）することができる。
【０１１０】
　なお、本発明は、その発明の範囲内において、実施の形態及び各変形例を適宜、変形、
省略することが可能である。
【符号の説明】
【０１１１】
　１００　定電流回路、１１１～１１６　ＬＥＤ、１２１～１２６　スイッチ素子、１４
１～１４６　電流検出回路、２２０　パルス検出回路、２００　短絡故障検出回路、３０
０　ＡＤコンバータ、９００　マイコン。
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