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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直列接続された複数の発光ダイオードをパルス幅変調定電流駆動回路により定電流駆動
するＬＥＤ駆動装置であって、
　上記直列接続された複数の発光ダイオードの各々に並列に接続されたスイッチング素子
と、
　任意の被測定発光ダイオード以外の発光ダイオードに流れる駆動電流をそれぞれスイッ
チング素子を介してバイパスし、被測定発光ダイオードのみに測定用の駆動電流を流す制
御を行う制御回路と、
　上記被測定発光ダイオードに流れた測定用の駆動電流を検出して、不良箇所の発光ダイ
オードを特定する検出回路と
　を備え、
　上記直列接続された複数の発光ダイオードをパルス幅変調定電流駆動回路により定電流
駆動するための主定電流回路と測定用基準定電流回路を上記直列接続された複数の発光ダ
イオードに切換手段を介して選択的に接続可能としたＬＥＤ駆動装置。
【請求項２】
　上記スイッチング素子はトランジスタからなり、上記直列接続された複数の発光ダイオ
ードに流れる駆動電流を個別に上記トランジスタからなるスイッチング素子を介してバイ
パスする制御を行う制御回路を備える請求項１記載のＬＥＤ駆動装置。
【請求項３】
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　上記トランジスタのベース・エミッタ間に接続されたダイオードと、上記トランジスタ
のベースに接続されたコンデンサとを備え、
　上記制御回路は、上記トランジスタのベースに上記コンデンサを介してスイッチング制
御信号を供給することにより、上記直列接続された複数の発光ダイオードに流れる駆動電
流を個別に上記トランジスタからなるスイッチング素子を介してバイパスする制御を行う
請求項２記載のＬＥＤ駆動装置。
【請求項４】
　上記制御回路は、上記検出回路により特定された不良箇所の発光ダイオードに並列に接
続されている上記トランジスタからなるスイッチング素子を上記パルス幅変調定電流駆動
回路によるＰＷＭ駆動と同期して動作させることにより、不良箇所の発光ダイオードに流
れる駆動電流を常時バイパスさせる制御を行う請求項２記載のＬＥＤ駆動装置。
【請求項５】
　直列接続された複数の発光ダイオードをパルス幅変調定電流駆動回路により定電流駆動
して、表示パネルを背面側から照明するバックライト光源装置であって、
　上記直列接続された複数の発光ダイオードの各々に並列に接続されたスイッチング素子
と、
　任意の被測定発光ダイオード以外の発光ダイオードに流れる駆動電流をそれぞれスイッ
チング素子を介してバイパスし、被測定発光ダイオードのみに測定用の駆動電流を流す制
御を行う制御回路と、
　上記被測定発光ダイオードに流れた測定用の駆動電流を検出して、不良箇所の発光ダイ
オードを特定する検出回路と
　を備え、
　上記直列接続された複数の発光ダイオードをパルス幅変調定電流駆動回路により定電流
駆動するための主定電流回路と測定用基準定電流回路を上記直列接続された複数の発光ダ
イオードに切換手段を介して選択的に接続可能としたバックライト光源装置。
【請求項６】
　上記スイッチング素子はトランジスタからなり、上記直列接続された複数の発光ダイオ
ードに流れる駆動電流を個別に上記トランジスタからなるスイッチング素子を介してバイ
パスする制御を行う制御回路を備える請求項５記載のバックライト光源装置。
【請求項７】
　上記トランジスタのベース・エミッタ間に接続されたダイオードと、上記トランジスタ
のベースに接続されたコンデンサとを備え、
　上記制御回路は、上記トランジスタのベースに上記コンデンサを介してスイッチング制
御信号を供給することにより、上記直列接続された複数の発光ダイオードに流れる駆動電
流を個別に上記トランジスタからなるスイッチング素子を介してバイパスする制御を行う
請求項６記載のバックライト光源装置。
【請求項８】
　上記制御回路は、上記検出回路により特定された不良箇所の発光ダイオードに並列に接
続されている上記トランジスタからなるスイッチング素子を上記パルス幅変調定電流駆動
回路によるＰＷＭ駆動と同期して動作させることにより、不良箇所の発光ダイオードに流
れる駆動電流を常時バイパスさせる制御を行う請求項６記載のバックライト光源装置。
【請求項９】
　カラーフィルタを備えた透過型のカラー液晶表示パネルと、直列接続された複数の発光
ダイオードをパルス幅変調定電流駆動回路により定電流駆動して、上記カラー液晶表示パ
ネルを背面側から照明するバックライト光源装置とからなるカラー液晶表示装置であって
、
　上記バックライト光源装置は、上記直列接続された複数の発光ダイオードの各々に並列
に接続されたスイッチング素子と、任意の被測定発光ダイオード以外の発光ダイオードに
流れる駆動電流をそれぞれスイッチング素子を介してバイパスし、被測定発光ダイオード
のみに測定用の駆動電流を流す制御を行う制御回路と、上記被測定発光ダイオードに流れ
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た測定用の駆動電流を検出して、不良箇所の発光ダイオードを特定する検出回路とを備え
、上記直列接続された複数の発光ダイオードをパルス幅変調定電流駆動回路により定電流
駆動するための主定電流回路と測定用基準定電流回路を上記直列接続された複数の発光ダ
イオードに切換手段を介して選択的に接続可能としたカラー液晶表示装置。
【請求項１０】
　上記スイッチング素子はトランジスタからなり、上記直列接続された複数の発光ダイオ
ードに流れる駆動電流を個別に上記トランジスタからなるスイッチング素子を介してバイ
パスする制御を行う制御回路を備える請求項９記載のカラー液晶表示装置。
【請求項１１】
　上記トランジスタのベース・エミッタ間に接続されたダイオードと、上記トランジスタ
のベースに接続されたコンデンサとを備え、
　上記制御回路は、上記トランジスタのベースに上記コンデンサを介してスイッチング制
御信号を供給することにより、上記直列接続された複数の発光ダイオードに流れる駆動電
流を個別に上記トランジスタからなるスイッチング素子を介してバイパスする制御を行う
請求項１０記載のカラー液晶表示装置。
【請求項１２】
　上記制御回路は、上記検出回路により特定された不良箇所の発光ダイオードに並列に接
続されている上記トランジスタからなるスイッチング素子を上記パルス幅変調定電流駆動
回路によるＰＷＭ駆動と同期して動作させることにより、不良箇所の発光ダイオードに流
れる駆動電流を常時バイパスさせる制御を行う請求項１０記載のカラー液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、直列接続された発光ダイオード（LED:light emitting diode）をパルス幅変
調定電流駆動回路により定電流駆動するようにしたＬＥＤ駆動装置、このＬＥＤ駆動装置
により駆動されるバックライト光源装置及びカラー液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶ＴＶやプラズマディスプレイ（PDP:Plasma Display Panel）に代表されるよ
うにディスプレイの薄型化が流れとしてあり、中でもモバイル用ディスプレイの多くは液
晶系であり、忠実な色の再現性が望まれている。また、液晶パネルのバックライトは蛍光
管を使ったＣＣＦＬ（Cold Cathode Fluorescent Lamp）タイプが主流であるが、環境的
に水銀レスが要求されてきており、ＣＣＦＬに変わる光源として発光ダイオード等が有望
視されている。
【０００３】
　一般的に、発光ダイオードを表示画素に用いたディスプレイでは、発光ダイオードをマ
トリクスの駆動をするために、各画素に対してＸ－Ｙのアドレッシング駆動回路を必要と
し、これにより、光らせたい画素の位置にある発光ダイオードを選択（アドレッシング）
し、点灯させる時間を変調することにより輝度調整を実施し（パルス幅変調（PWM：Pulse
 Width Modulation）駆動）、所定の階調性のある表示画面を得ている。このため、駆動
用の回路が複雑になりコストが高くなっている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２７２９３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、発光ダイオードは、寿命があり、不点灯になるが、個々の素子の壊れ方には
、(1)断線してしまうOPENモードによる不良と、(2)短絡してしまうShortモードによる不
良と、そのいずれでもなく、(3)光量の低下が発生するモードの３種類に大きくは分類さ
れる。
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【０００６】
　これらの故障を検出するためには、1つ1つのLED素子を独立した駆動回路で駆動する方
法を採用するとともに、個々の素子の動作状態を常にフィードバックするシステムを構築
しなければならないので、コストがかさみ、実際の機器では実現が困難であった。
【０００７】
　また、発光ダイオードを個別の発光画素に使用した画像表示ディスプレイが存在してい
るが、その場合のマトリクス型の駆動においても、前述のように、発光ダイオード個々の
素子の不良を個別に判断しさらに除去する機能を備えたシステムは、従来、存在していな
かった。
【０００８】
　発光ダイオードを液晶ディスプレイのバックライトとして使用する場合、個々の発光ダ
イオードの電力が大きく、個数が比較的少ないため、不良により不点灯箇所が生じると、
ムラなどを生じ、見苦しい。また、照明用途のＬＥＤ駆動装置においては、大電力駆動用
のマトリクス駆動ＬＳＩ等は作成されておらず、現実的にはコスト点で不利であるため、
直列接続形式が用いられると考えられるが、直列接続形式では、個々の発光ダイオードの
不良が発生し、それが、断線の場合では、一列全てが不点灯となり、著しい色ムラを生じ
てしまう。
【０００９】
　そこで、本発明の目的は、上述の如き従来の実情に鑑み、直列接続された発光ダイオー
ドを定電流駆動するにあたり、発光ダイオードの不良時にその箇所の特定し、不良箇所の
素子電流を迂回することのできるＬＥＤ駆動装置、このＬＥＤ駆動装置により駆動される
バックライト光源装置及びカラー液晶表示装置を提供することにある。
【００１０】
　本発明の更に他の目的、本発明によって得られる具体的な利点は、以下に説明される実
施の形態の説明から一層明らかにされる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、直列接続された複数の発光ダイオードをパルス幅変調定電流駆動回路により
定電流駆動するＬＥＤ駆動装置であって、上記直列接続された複数の発光ダイオードの各
々に並列に接続されたスイッチング素子と、任意の被測定発光ダイオード以外の発光ダイ
オードに流れる駆動電流をそれぞれスイッチング素子を介してバイパスし、被測定発光ダ
イオードのみに測定用の駆動電流を流す制御を行う制御回路と、上記被測定発光ダイオー
ドに流れた測定用の駆動電流を検出して、不良箇所の発光ダイオードを特定する検出回路
とを備え、上記直列接続された複数の発光ダイオードをパルス幅変調定電流駆動回路によ
り定電流駆動するための主定電流回路と測定用基準定電流回路を上記直列接続された複数
の発光ダイオードに切換手段を介して選択的に接続可能としたことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明は、直列接続された複数の発光ダイオードをパルス幅変調定電流駆動回路
により定電流駆動して、表示パネルを背面側から照明するバックライト光源装置であって
、上記直列接続された複数の発光ダイオードの各々に並列に接続されたスイッチング素子
と、任意の被測定発光ダイオード以外の発光ダイオードに流れる駆動電流をそれぞれスイ
ッチング素子を介してバイパスし、被測定発光ダイオードのみに測定用の駆動電流を流す
制御を行う制御回路と、上記被測定発光ダイオードに流れた測定用の駆動電流を検出して
、不良箇所の発光ダイオードを特定する検出回路とを備え、上記直列接続された複数の発
光ダイオードをパルス幅変調定電流駆動回路により定電流駆動するための主定電流回路と
測定用基準定電流回路を上記直列接続された複数の発光ダイオードに切換手段を介して選
択的に接続可能としたことを特徴とする。
【００１３】
　さらに、本発明は、カラーフィルタを備えた透過型のカラー液晶表示パネルと、直列接
続された複数の発光ダイオードをパルス幅変調定電流駆動回路により定電流駆動して、上
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記カラー液晶表示パネルを背面側から照明するバックライト光源装置とからなるカラー液
晶表示装置であって、上記バックライト光源装置は、上記直列接続された複数の発光ダイ
オードの各々に並列に接続されたスイッチング素子と、任意の被測定発光ダイオード以外
の発光ダイオードに流れる駆動電流をそれぞれスイッチング素子を介してバイパスし、被
測定発光ダイオードのみに測定用の駆動電流を流す制御を行う制御回路と、上記被測定発
光ダイオードに流れた測定用の駆動電流を検出して、不良箇所の発光ダイオードを特定す
る検出回路とを備え、上記直列接続された複数の発光ダイオードをパルス幅変調定電流駆
動回路により定電流駆動するための主定電流回路と測定用基準定電流回路を上記直列接続
された複数の発光ダイオードに切換手段を介して選択的に接続可能としたことを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明では、直列接続された複数の素子の各々に並列に接続されたスイッチング素子を
介して、任意の被測定発光ダイオード子以外の発光ダイオードに流れる駆動電流をそれぞ
れバイパスし、被測定発光ダイオードのみに測定用の駆動電流を流す制御を制御回路によ
り行うことによって、上記被測定発光ダイオードに流れた測定用の駆動電流を検出回路に
より検出して、不良箇所の発光ダイオードを特定することができる。
【００１５】
　また、本発明では、上記直列接続された複数の発光ダイオードをパルス幅変調定電流駆
動回路により定電流駆動するための主定電流回路と測定用基準定電流回路を上記直列接続
された複数の発光ダイオードに切換手段を介して選択的に接続可能としたことにより、測
定用基準定電流回路から測定用基準定電流を流して、上記発光ダイオードの不良を検出す
ることができる。
【００１６】
　さらに、上記制御回路により、上記検出回路により特定された不良箇所の素子に並列に
接続されている上記トランジスタからなるスイッチング素子を上記パルス幅変調定電流駆
動回路によるＰＷＭ駆動と同期して動作させて、不良箇所の素子に流れる駆動電流を常時
バイパスさせる制御を行うことによって、不良箇所の素子電流をスイッチング素子を介し
てバイパスすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、本発明は
以下の例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、任意に変更可能
であることは言うまでもない。
【００１８】
　本発明は、例えば図１に示すような構成のバックライト方式のカラー液晶表示装置１０
０に適用される。
【００１９】
　このカラー液晶表示装置１００は、透過型のカラー液晶表示パネル１０と、このカラー
液晶表示パネル１０の背面側に設けられたバックライト光源装置２０からなる。
【００２０】
　透過型のカラー液晶表示パネル１０は、ガラス等の構成された２枚の透明な基板（ＴＦ
Ｔ基板１１、対向電極基板１２）を互いに対向配置させ、その間隙に例えばツイステッド
ネマチック（ＴＮ）液晶を封入した液晶層１３を設けた構成となっている。ＴＦＴ基板１
１にはマトリクス状に配置された信号線１４と走査線１５及びこれらの交点に配置された
スイッチング素子としての薄膜トランジスタ１６と画素電極１７が形成されている。薄膜
トランジスタ１６は走査線１５により順次選択されると共に、信号線１４から供給される
映像信号を対応する画素電極１７に書き込む。一方、対向電極基板１２の内表面には対向
電極１８及びカラーフィルタ１９が形成されている。
【００２１】
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　このカラー液晶表示装置１００では、この様な構成の透過型のカラー液晶表示パネル１
０を２枚の偏光板３１，３２で挟み、バックライト光源装置２０により背面側から白色光
を照射した状態で、アクティブマトリクス方式で駆動することによって、所望のフルカラ
ー 映像表示が得られる。
【００２２】
　上記バックライト光源装置２０は、光源２１と波長選択フィルタ２２からなり、上記光
源２１が出射する光で上記波長選択フィルタ２２を介して上記カラー液晶表示パネル１０
を背面側から照明する。
【００２３】
　このカラー液晶表示装置１００は、例えば図２に電気的なブロック構成を示す駆動回路
２００により駆動される。
【００２４】
　この駆動回路２００は、カラー液晶表示パネル１０やバックライト光源装置２０の駆動
電源を供給する電源部１１０、カラー液晶表示パネル１０を駆動するＸドライバ回路１２
０及びＹドライバ回路１３０、外部から映像信号が入力端子１４０を介して供給されるＲ
ＧＢプロセス処理部１５０、このＲＧＢプロセス処理部１５０に接続された映像メモリ１
６０及び制御部１７０、バックライト光源装置２０の駆動制御するバックライト駆動制御
部１８０等を備えてなる。
【００２５】
　この駆動回路２００において、入力端子１４０を介して入力された映像信号は、ＲＧＢ
プロセス処理部１５０によりクロマ処理等の信号処理がなされ、さらに、コンポジット信
号からカラー液晶表示パネル１０の駆動に適したＲＧＢセパレート信号に変換されて、制
御部１７０に供給されるとともに、画像メモリ１６０を介してＸドライバ１２０に供給さ
れる。また、制御部１７０は、上記ＲＧＢセパレート信号に応じた所定のタイミングでＸ
ドライバ１２０及びＹドライバ回路１３０を制御して、上記画像メモリ１６０を介してＸ
ドライバ１２０に供給されるＲＧＢセパレート信号でカラー液晶表示パネル１０を駆動す
ることにより、上記ＲＧＢセパレート信号に応じた映像を表示する。
【００２６】
　ここで、カラーフィルタ１９は各画素電極１７に対応した複数のセグメントに分割され
ている。例えば、図３の（Ａ）に示すように３原色である赤色フィルタＣＦＲ、緑色フィ
ルタＣＦＧ、青色フィルタＣＦＢの３つのセグメント、図３の（Ｂ）に示すように３原色
（ＲＧＢ）にシアン（Ｃ）を加えた赤色フィルタＣＦＲ、シアン色フィルタＣＦＣ、緑色
フィルタＣＦＧ、青色フィルタＣＦＢの４つのセグメント、あるいは、図３の（Ｃ）に示
すように３原色（ＲＧＢ）にシアン（Ｃ）とイエロー（Ｙ）を加えた赤色フィルタＣＦＲ
、シアン色フィルタＣＦＣ、青色フィルタＣＦＧ、イエロー色フィルタＣＦＹ、青色フィ
ルタＣＦＢの５つのセグメントに分割されている。
【００２７】
　ここで、上記バックライト光源装置２０には、透過型のカラー液晶表示パネル１０を背
面に配設された複数の発光ダイオード（LED:light emitting diode）により照射するエリ
アライト方式の光源２１が採用されている。
【００２８】
　このバックライト光源装置２０の光源２１における発光ダイオードの配置について説明
する。
【００２９】
　図４は、発光ダイオードの配置例として、単位セル４－１，４－２毎に、赤の発光ダイ
オード１、緑の発光ダイオード２及び青の発光ダイオード３をそれぞれ２個使用し、合計
６個の発光ダイオードを一列に配列した様子を示している。
【００３０】
　この配置例では６個であるが、使用する発光ダイオードの定格、発光効率などにより、
混合色をバランスの良い白色光とするために、光出力バランスを整える必要から、各色の
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個数配分は本例以外のバリエーションがありうる。
【００３１】
　図４に示した配置例において、上記単位セル４－１と単位セル４－２は、全く同一の物
であり、中央の両端矢印部分で接続されている。また、図５は、上記単位セル４－１及び
単位セル４－２が接続された形を電気回路図記号のダイオードマークによって図示したも
のである。この例の場合、各発光ダイオード、すなわち、赤の発光ダイオード１、緑の発
光ダイオード２、青の発光ダイオード３は左から右に電流が流れる方向に極性を合わせて
直列接続されている。
【００３２】
　ここで、赤の発光ダイオード１、緑の発光ダイオード２及び青の発光ダイオード３をそ
れぞれ２個使用し、合計６個の発光ダイオードを一列に配列した単位セル４を各色の発光
ダイオードの個数でパターン表記すると図６に示すように（２Ｇ　２Ｒ　２Ｂ）となる。
すなわち、（２Ｇ　２Ｒ　２Ｂ）は、緑と赤と青２個ずつ合計６個のパターンを基本単位
としていることを示す。そして、図７に示すように、上記基本単位の単位セル４を３つ連
続に繋げた場合、記号が３＊（２Ｇ　２Ｒ　２Ｂ）で、発光ダイオードの個数でパターン
表記すると（６Ｇ　６Ｒ　６Ｂ）で示される。
【００３３】
　次に、上記バックライト光源装置２０の光源２１における実際の発光ダイオードの配置
例を図７の表記に基づき説明する。
【００３４】
　光源２１には、図８に示すように、前述した発光ダイオードの基本単位（２Ｇ　２Ｒ　
２Ｂ）の３倍を１つの中単位（６Ｇ　６Ｒ　６Ｂ）として、垂直に４行、水平に５列、合
計で３６０個の発光ダイオードが配置されている。
【００３５】
　そして、上記３６０個の発光ダイオード全てに対して、個々のアドレッシングを施すこ
とは容易でないので、このバックライト光源装置２０では、図９に示すような駆動構成と
している。
【００３６】
　すなわち、ｎ列のそれぞれに対応するＲＧＢのペアｇ１～ｇｎは、各列にＲＧＢの各発
光ダイオードそれぞれが独立して直列接続されており、ＤＣ－ＤＣコンバータ７により定
電流が流される構成となっている。
【００３７】
　図１０を参照して、定電流をＬＥＤ直列接続基板ｍ１，ｍ２に流すための具体的な構成
例の説明をする。
【００３８】
　すなわち、複数の発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎが直列接続されたＬＥＤ列４０は
、一端が検出抵抗（Ｒｃ）５を介してＤＣ－ＤＣコンバーター７に接続され、また、他端
がＦＥＴ６を介して接地されている。
【００３９】
　上記ＤＣ－ＤＣコンバーター７は、出力電圧Ｖｃｃの設定に対して、検出抵抗５による
電圧降下を検出して、直列接続されたＬＥＤ列に所定の定電流ＩＬＥＤが流れるようにフ
ィードバックループを構成している。この例では、上記検出抵抗５による降下電圧が上記
ＤＣ－ＤＣコンバーター７内に設けられたサンプルホールド回路を介して帰還される。
【００４０】
　なお、この例では、定電流を波高値で制御するために、電流検出のフィードバックルー
プにサンプルホールドを備えているが、これはひとつの例であって、他の方法を用いても
よい。
【００４１】
　また、上記バックライト駆動制御部１８０に備えられたドライバーＩＣ１８１からＦＥ
Ｔ６のゲートに加えられるｍａｉｎ　ＰＷＭ（Pulse Width Modulation）信号により、Ｌ
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ＥＤ列４０に流れる電流が所定の期間ＯＮ－ＯＦＦされることにより、発光ダイオードの
発光量を増減せしめる構成となっている。
【００４２】
　すなわち、このバックライト光源装置２０では、上記バックライト駆動制御部１８０に
備えられたドライバーＩＣ１８１から供給されるｍａｉｎ　ＰＷＭ信号によりＦＥＴ６を
スイッチング動作させて、複数の発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎを直列接続してなる
ＬＥＤ列４０にＤＣ－ＤＣコンバーター７により供給された駆動電流をＯｎ－ＯＦＦする
ことによって、上記発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎをパルス幅変調定電流駆動するよ
うになっている。
【００４３】
　また、この構成例では、上記ＬＥＤ列４０に測定用基準定電流を流すため測定用基準定
電流回路であるＤＣ－ＤＣコンバータと、上記ＤＣ－ＤＣコンバータ７０に接続された検
出抵抗（Ｒｒｅｆ）５０と、切換スイッチ６０を備え、上記ＬＥＤ列４０の一端が上記切
換スイッチ６０を介して、上記ＬＥＤ列４０に駆動電流を流すため主定電流回路である上
記ＤＣ－ＤＣコンバータ７と、上記ＬＥＤ列４０に測定用基準定電流を流すため測定用基
準定電流回路であるＤＣ－ＤＣコンバータ７０に選択的に接続されるようになっている。
【００４４】
　さらに、上記発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎには、各々にスイッチング素子ＳＷ１
～ＳＷｎが並列に接続されており、、上記直列接続された複数の発光ダイオードＬＥＤ１
～ＬＥＤｎに流れる駆動電流を個別に上記スイッチング素子ＳＷ１～ＳＷｎを介してバイ
パスすることができるようになっている。
【００４５】
　このように、直列接続された複数の発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎをパルス幅変調
定電流駆動回路により定電流駆動するにあたり、上記直列接続された複数の発光ダイオー
ドＬＥＤ１～ＬＥＤｎに流れる駆動電流を個別にスイッチング素子ＳＷ１～ＳＷｎを介し
てバイパス可能としたことにより、発光ダイオードの個々の不良を検出することができる
。
【００４６】
　ここで、通常の点灯時における駆動電流供給する主定電流回路である上記ＤＣ－ＤＣコ
ンバータ７は、比較的電圧が高い多数個の発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎが直列接続
されたＬＥＤ列４０を駆動する関係で、耐圧を必要とし、構成部品形状が大きい。これに
対して、上記スイッチング素子ＳＷ１～ＳＷｎを使用して、個々の発光ダイオードＬＥＤ
１～ＬＥＤｎに基準電流ＩrefLEDを流す際には、図１１に示すように、発光ダイオードを
１つだけ点灯させればよいので、電圧は非常に低くてよい。上記ＤＣ－ＤＣコンバータ７
を非常に低電圧まで動作可能な構成とするのは非効率なので、切換スイッチ６０を介して
上記ＬＥＤ列４０に測定用基準定電流を流すため測定用基準定電流回路であるＤＣ－ＤＣ
コンバータ７０を接続するようにしている。
【００４７】
　このＤＣ－ＤＣコンバーター７０は、出力電圧Ｖｔｅｓｔの設定に対して、検出抵抗（
Ｒｒｅｆ）５０による電圧降下を検出し、所定の定電流（ＩｒｅｆＬＥＤ）が流れるよう
にフィードバックループを構成している。
【００４８】
　また、ＤＣ－ＤＣコンバータ７０から基準電流ＩrefLEDを供給する際には、ＦＥＴ６は
常時ＯＮとされている。
【００４９】
　なお、この図１０及び図１１に示した一群のＬＥＤ列４０は、図９に示したｎ列のそれ
ぞれに対応するＲＧＢのペアｇ１～ｇｎの１列に対している。したがって、同様の回路が
、本例では、ｇｎ列×３倍（ＲＧＢ分）必要となる。
【００５０】
　図１０及び図１１に示した一群のＬＥＤ列４０におけるＬＥＤ４１の個数は、光量バラ
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ンスの観点で個数は変動するので種々のケースが考えられる。特に、近年、総個数を削減
する為に各素子の投入電力を大きくしているため、各素子の輝度特性のばらつきを検出し
て調整により克服する必要がある。
【００５１】
　ここで、上記スイッチング素子ＳＷ１～ＳＷｎにはトランジスタを用いることができ、
上記トランジスタのベースに供給するスイッチング制御信号により、上記直列接続された
複数の発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎに流れる駆動電流を個別に上記トランジスタか
らなるスイッチング素子ＳＷ１～ＳＷｎを介してバイパスする制御を行うことができる。
【００５２】
　例えば図１２に示す構成では、直列接続された５個の発光ダイオード４１Ａ～４１Ｅに
個々に並列にスイッチング素子としてトランジスタ８２Ａ～８２Ｅが接続されており、各
トランジスタ８２Ａ～８２Ｅのベース・エミッタ間にはクランプ用のダイオード８３Ａ～
８３Ｅが接続され、さらに、各トランジスタ８２Ａ～８２Ｅのベースに結合用コンデンサ
８４Ａ～８４Ｅが接続されている。
【００５３】
　直列接続された５個の発光ダイオード４１Ａ～４１Ｅには、上から下に向けて、各々Ｖ
ｆａ～Ｖｆｅまでの、個別の電圧降下を有しており、製造ロットに応じてばらつきを持つ
。また、直列接続された５個の発光ダイオード４１Ａ～４１ＥはＦＥＴ６によってＰＷＭ
駆動されている。
【００５４】
　このような構成の駆動回路において、各トランジスタ８２Ａ～８２Ｅの各ベースには、
上記バックライト駆動制御部１８０に備えられた駆動制御回路１８２からスイッチング制
御信号として結合用コンデンサ８４Ａ～８４Ｅを介してｓｕｂ＿ＰＷＭ信号ａ～ｅが供給
される。上記結合用コンデンサ８４Ａ～８４Ｅに入力されるｓｕｂ＿ＰＷＭ信号ａ～ｅは
、ダイオード８３Ａ～８３Ｅによってトランジスタ８２Ａ～８２Ｅのエミッタ電位がクラ
ンプされるため、交流信号として扱うことができる。したがって、直列接続であっても電
位を考えずに、トランジスタ８２Ａ～８２ＥのＯＮ－ＯＦＦ駆動ができる。
【００５５】
　例えば発光ダイオード４１Ａに並列接続されたトランジスタ８２ＡがＯＮすると、ダイ
オード４１Ａのアノード－カソード間はトランジスタ８２Ａのオン抵抗にて短絡バイパス
され、発光ダイオード４１Ａの駆動電流の全てがトランジスタ８２Ａに流れ、発光ダイオ
ード４１Ａは不点灯となる。
【００５６】
　ここで、図１２に示した構成例における動作の一例を図１３を参照して説明する。
【００５７】
　図１３において、（ａ）～（ｂ）は縦列接続された５つのトランジスタ８２Ａ～８２Ｅ
のベースに加えられるｓｕｂ＿ＰＷＭ信号ａ～ｅの波形を示している。又、ｔ１，ｔ２，
ｔ３，ｔ４，ｔ５はその時間軸上のタイミングを示している。
【００５８】
　今、ｔ１の時点では、ｓｕｂ＿ＰＷＭ信号ａのみが低レベルであり、トランジスタ８２
Ａはｏｆｆしている。ｔ１時にはトランジスタ８２Ｂ～８２Ｅは全てＯＮしており、これ
により、発光ダイオード４１Ａのみが点灯する。
【００５９】
　同様にして、ｔ２の時点には発光ダイオード４１Ｂ，ｔ３の時点には発光ダイオード４
１Ｃ，ｔ４の時点には発光ダイオード４１Ｄ，ｔ５の時点には発光ダイオード４１Ｅと順
次個別に点灯させることができる。ここでは、５個の縦列接続を例としているが、これは
、任意の個数ｎ個の場合も同様である。バイパスする時間をＯｎ－ＯＦＦの期間比率の操
作により加減すれば、分流する電流の精度があがり、測定時間も確保可能である。
【００６０】
　トランジスタ駆動用に使用するｓｕｂ＿ＰＷＭ信号ａ～ｅは、ｍａｉｎ＿ＰＷＭ信号と
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独立して選択することが可能な構成となっているため、自由度が高い。また、ｓｕｂ＿Ｐ
ＷＭ信号ａ～ｅの周波数を上げることにより、点灯時間を非常に短くすることができ、素
早い点灯が可能である。
【００６１】
　次に、上述の(3)光量の低下が発生するモードのＬＥＤ不良の検出について説明する。
【００６２】
　上述の(3)光量の低下が発生するモードのＬＥＤ不良は、発光ダイオードの発光量を測
定する検出することができる。
【００６３】
　そこで、参照して、バックライト光源装置２０における発光ダイオードの発光量を測定
するための構成例を図１４に示す。
【００６４】
　このバックライト光源装置２０では、上述した一連の説明による動作により、任意個別
の発光ダイオードを選択点灯可能である。そこで、上記複数の発光ダイオードが発光した
光を受光して光量を検出する光センサを設け、測定用の駆動電流を流す被測定発光ダイオ
ードを順次選択し、上記光センサによる検出出力に基づいて、上記複数の発光ダイオード
の発光量のばらつきを測定することができる。
【００６５】
　例えば、図１４に示す構成例は、直接接続された複数の発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥ
Ｄｎから発光された光を受光する光センサであるフォトダイオード１８５を備える。
【００６６】
　フォトダイオード１８５の検出出力は演算増幅器１８６Ａにより構成された電流電圧変
換回路１８６を介してＡ／Ｄ変換器１８７に供給されデジタルデータとしてマイクロプロ
セッサ１８８に供給されるようになっている。
【００６７】
　上記マイクロプロセッサ１８８は、上記直列接続された複数の発光ダイオードＬＥＤ１
～ＬＥＤｎに接続されたＦＥＴ６をスイッチグ制御することによってＰＷＭ駆動するため
のドライバーＩＣ１８１及び上記直列接続された複数の発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤ
ｎにそれぞれ並列接続されたスイッチング素子ＳＷ１～ＳＷｎにスイッチグ制御信号を供
給する駆動制御回路１８２に対し、バス１８９を介して駆動設定制御信号を与え、上記Ｆ
ＥＴ６を常時オンにした状態で、任意の被測定発光ダイオード以外の発光ダイオードに流
れる駆動電流をそれぞれスイッチング素子を介してバイパスし、被測定発光ダイオードの
みに測定用の駆動電流を流す制御を行い、測定用の駆動電流を流す被測定発光ダイオード
を順次選択し、上記光センサによる検出出力に基づいて、上記複数の発光ダイオードの発
光量のばらつきを測定する。
【００６８】
　すなわち、上記マイクロプロセッサ１８８は、任意の発光ダイオードを選択し、その発
光ダイオードを非常に短い時間（例えば１μ秒）点灯させ、その値をフォトダイオード１
８５により検出してメモリに記憶する。発光ダイオードが選択されるのは非常にわずかな
時間であるので、例えば本例のように、３６０個の発光ダイオードが有り、個別に１μ秒
の時間を要したとしても、合計は３６０μ秒ということになる。
【００６９】
　なお、発光ダイオードを液晶用バックライト光源として使用する場合には、必ずしも、
光センサは発光ダイオードの近傍に配置できず、配置上の制約と形状の制約を受ける。こ
の際、形状により、離れたい位置に存在する発光ダイオードは弱く検出され、センサーに
近い位置にある発光ダイオードの光は強く検出されるという場合がある。これらは、光学
シュミレーションや基準発光ダイオードによる実測等により、補正値データーをメモリテ
ーブルとして用意し、光学センスした光量データーを補正すること等で対応することがで
きる。
【００７０】
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　ここで、発光ダイオードは長時間使用により輝度特性が劣化し発光量が少なくなる特性
を有するので、発光量を維持するために駆動電流を徐々に増やすのでは寿命が短くなって
しまうが、発光ダイオードの輝度特性についての経時変化を考慮した補正値データをメモ
リテーブルにようしておき、上記マイクロプロセッサ１８８により駆動電流を時間ととも
に減らす制御を行うようにすれば、発光ダイオードの寿命を延ばすことができる。
【００７１】
　この構成例では、任意の発光ダイオードを駆動させ、発光出力データーを測定・記憶・
補正することが可能であるので、光量が異常に低下した個別の発光ダイオードの識別が可
能である。
【００７２】
　次に、不良モードとして前述した (1)断線してしまうOPENモードによる不良の回避方法
について図１５乃至図１７を参照して説明する。
【００７３】
　図１５に示す構成例では、上記直列接続された複数の発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤ
ｎに流れた駆動電流を検出して、不良箇所の発光ダイオードを特定する検出回路９０が次
のように設けられている。
【００７４】
　すなわち、検出回路９０は、上記直列接続された複数の発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥ
ＤｎとＰＷＭ駆動用のＦＥＴ６との接続点が分圧抵抗９１，９２を介して接地され、また
、上記ＦＥＴ６のゲートが分圧抵抗９３，９４を介して接地されており、上記分圧抵抗９
１，９２の接続中点Ｐに得られる電圧と、上記分圧抵抗９１，９２の接続中点Ｑに得られ
る電圧をエクスクルーシブＯＲゲート９５で比較することにより不良箇所の発光ダイオー
ドを特定する構成となっている。
【００７５】
　この検出回路９０において、上記ＦＥＴ６はゲートに与えられるｍａｉｎ＿ＰＷＭ信号
に応じてスイッチング動作を行っているので、上記直列接続された複数の発光ダイオード
ＬＥＤ１～ＬＥＤｎが正常な場合は、上記分圧抵抗９１，９２の接続中点Ｐに得られる電
圧と、上記分圧抵抗９１，９２の接続中点Ｑに得られる電圧の変化が逆相になっており、
エクスクルーシブＯＲゲート９５の出力は、常に論理”1”(Hiレベル)となっている。
【００７６】
　そして、上記直列接続された複数の発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎのどれか１つが
OPENした場合、Ｐ点の電位は常にLoレベルになるため、エクスクルーシブＯＲゲート９５
の出力はｍａｉｎ＿ＰＷＭ信号と同様の矩形波になる。
【００７７】
　上記マイクロプロセッサ１８８は、この矩形波になることを検出した場合、上記駆動制
御回路１８２を制御して、図１６のフローチャートに示す手順に従って、上記直列接続さ
れた複数の発光ダイオードＬＥＤ１～ＬＥＤｎにそれぞれ並列接続されたスイッチング素
子ＳＷ１～ＳＷｎを順次オンさせていくことによって、上記エクスクルーシブＯＲゲート
９５の出力が論理”1”(Hiレベル)となった時のnが、故障箇所であると特定することがで
きる。
【００７８】
　すなわち、上記マイクロプロセッサ１８８は、オンにするスイッチング素子ＳＷ１～Ｓ
Ｗｎを示すスイッチ番号ｎをｎ＝０すなわち全てのスイッチング素子ＳＷ１～ＳＷｎをオ
フ状態とするように初期設定し（ステップＳ１）、エクスクルーシブＯＲゲート９５の出
力が常に論理”1”(Hiレベル)となっている正常状態であるか、ｍａｉｎ＿ＰＷＭ信号と
同様の矩形波になっている異常状態であるか判定する（ステップＳ２）。
【００７９】
　上記エクスクルーシブＯＲゲート９５の出力が正常状態である場合には、スイッチ番号
ｎがｎ＝０すなわち全てのスイッチング素子ＳＷ１～ＳＷｎがオフ状態とされているか否
かを判定する（ステップＳ３）。
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【００８０】
　このステップＳ３における判定結果がＹＥＳすなわち全てのスイッチング素子ＳＷ１～
ＳＷｎがオフ状態とされている場合には、上記ステップＳ２に戻ってエクスクルーシブＯ
Ｒゲート９５の出力を繰り返し判定する。
【００８１】
　また、上記ステップＳ２における判定の結果、上記エクスクルーシブＯＲゲート９５の
出力が異常状態である場合には、番号ｎをインクリメント（ｎ＝ｎ＋１）して（ステップ
Ｓ４）、スイッチング素子ＳＷｎをオンして（ステップＳ４）、上記ステップＳ２に戻っ
てエクスクルーシブＯＲゲート９５の出力を判定する処理を繰り返し行う。
【００８２】
　そして、上記ステップＳ２における判定の結果、上記エクスクルーシブＯＲゲート９５
の出力が正常状態になると、上記ステップＳ３に移ってスイッチ番号ｎがｎ＝０であるか
否かの判定を行い、上記エクスクルーシブＯＲゲート９５の出力が正常状態になった時点
でのスイッチ番号ｎで示されるスイッチング素子ＳＷｎが並列接続されている発光ダイオ
ードＬＥＤｎがOPENモードの不良であると特定する（ステップＳ６）。
【００８３】
　そして、上記マイクロプロセッサ１８８は、今、仮にｎ＝３すなわち３番目の発光ダイ
オードが故障(OPEN)と特定された場合、図１７に示すように、故障個所とされた３番目の
発光ダイオード４１Ｃは不良の認識がなされ、この発光ダイオード４１Ｃに並列に接続さ
れているスイッチング素子であるトランジスタ８２Ｃには、上記ＦＥＴ６と同様のメイン
PWM信号をスイッチング制御信号として与え、並列に同期してON-OFFさせることにより、
不良の認識がなされた発光ダイオード４１Ｃに流れる駆動電流を上記トランジスタ８２Ｃ
を介してバイパスすることができる。
【００８４】
　次に、不良モードとして前述した、 (2)短絡してしまうShortモードによる不良の回避
方法について説明する。ショートしてしまった場合、この構成例では、定電流制御の関係
で、自動的にＤＣ－ＤＣコンバーター７の出力電圧Ｖｓｅｔがダイオード１個分の電圧低
下をして、電気回路としては、正常に働く。また、前述した光学的検出機構を設けた場合
は、故障した発光ダイオードを特定することができる。又、ショート不良は、あくまで異
常時の状態であるため、経過的に(1)断線してしまうOPENモードに状態が変質・移行する
ことがある。その場合、前述の手法で対処することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明を適用したバックライト方式のカラー液晶表示装置の構成を示す模式的な
斜視図である。
【図２】上記カラー液晶表示装置の駆動回路の構成を示すブロック図である。
【図３】上記カラー液晶表示装置おけるカラー液晶パネルに設けられるカラーフィルタの
構成を示す模式的な平面図である。
【図４】上記カラー液晶表示装置を構成するバックライト光源装置における発光ダイオー
ドの配置例を模式的に示す図である。
【図５】上記発光ダイオードの配置例における各発光ダイオードが接続された形を電気回
路図記号のダイオードマークによって模式的に示した図である。
【図６】赤の発光ダイオード、緑の発光ダイオード及び青の発光ダイオードをそれぞれ２
個使用し、合計６個の発光ダイオードを一列に配列した単位セルを各色の発光ダイオード
の個数でパターン表記して模式的に示した図である。
【図７】基本単位の単位セル４を３つ連続に繋げた場合を発光ダイオードの個数でパター
ン表記して模式的に示した図である。
【図８】上記バックライト光源装置の光源２１における実際の発光ダイオードの配置例を
ＬＥＤの個数でパターン表記して模式的に示した図である。
【図９】上記バックライト光源装置における発光ダイオードの駆動構成を模式的に示す図
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【図１０】上記バックライト光源装置における直列接続された複数の発光ダイオードに定
電流を流すための具体的な構成例を模式的に示す図である。
【図１１】上記バックライト光源装置における直列接続された複数の発光ダイオード個々
の素子の不良を検出するための具体的な構成例を模式的に示す図である。
【図１２】上記バックライト光源装置における直列接続された複数の発光ダイオードにス
イッチング素子としてトランジスタを接続してなる構成例を模式的に示す図である。
【図１３】上記バックライト光源装置における直列接続された複数の発光ダイオードにス
イッチング素子としてトランジスタを接続してなる構成例の動作を説明するための波形図
である。
【図１４】上記バックライト光源装置における発光ダイオードに発光量の低下が発生する
モードのＬＥＤ不良の検出するため構成例を模式的に示す図である。
【図１５】上記バックライト光源装置における発光ダイオードが断線してしまうOPENモー
ドのＬＥＤ不良の検出するため構成例を模式的に示す図である。
【図１６】上記OPENモードのＬＥＤ不良が発生した場合に不良箇所の発光ダイオードを特
定する手順を示すフローチャートである。
【図１７】不良箇所の発光ダイオードに駆動電流をバイパスする動作を模式的に示す図で
ある。
【符号の説明】
【００８６】
　１，２，３，４１，４１Ａ～４１Ｅ、ＬＥＤ１～ＬＥＤｎ　発光ダイオード、４－１，
４－２　単位セル、５，５０　検出抵抗、７，７０　ＤＣ－ＤＣコンバーター、６　ＦＥ
Ｔ、１０　カラー液晶表示パネル、１１　ＴＦＴ基板、１２　対向電極基板、１３　液晶
層、１４　信号線、１５　走査線、１６　薄膜トランジスタ、１７　画素電極、１８　対
向電極、１９　カラーフィルタ、２０　バックライト光源装置、２１　光源２１、２２　
波長選択フィルタ、３１，３２　偏光板、４０　ＬＥＤ列、５０　切換スイッチ、８２Ａ
～８２Ｅ　トランジスタ、８３Ａ～８３Ｅ　ダイオード、８４Ａ～８４Ｅ　コンデンサ、
１００　カラー液晶表示装置、１１０　電源部、１２０　Ｘドライバ回路、１３０　Ｙド
ライバ回路、１４０　入力端子１４０、１５０　ＲＧＢプロセス処理部、１６０　映像メ
モリ、１７０　制御部、１８０　バックライト駆動制御部、１８１　ドライバーＩＣ、１
８２　駆動制御回路、１８５　フォトダイオード、１８６　電流電圧変換回路、１８６Ａ
　演算増幅器、１８７　Ａ／Ｄ変換器、１８８　マイクロプロセッサ、２００　駆動回路
、ＳＷ１～ＳＷｎ　スイッチング素子
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