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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　投写型表示装置において、
　当該投写型表示装置の本体を、当該本体が設置される設置面に対して支える脚部と、
　前記本体の底に配置され、第１の吸気面が外部に露出するフィルタ部と、を備え、
　前記第１の吸気面は、前記設置面から離れる方向に前記本体の底面に対して傾き、当該
第１の吸気面と前記設置面との間の隙間から前記フィルタ部に空気が流入し、
　前記フィルタ部が収容されるフィルタ収容部が、前記本体の底に設けられ、
　前記フィルタ収容部は、前記本体の底面よりも前記設置面から離れた第１の面と、前記
本体の底面と前記第１の面とを繋ぐ第２の面とを備え、
　前記第１の面と前記第２の面には、それぞれ、前記フィルタ部を通過した空気を前記本
体内部に取り込むための吸気口が形成されており、
　前記フィルタ部は、前記第１の面から離れる方向に傾斜した第１の排気面を備え、
　前記第１の排気面と前記第２の面との間に隙間が設けられている、
ことを特徴とする投写型表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の投写型表示装置において、
　前記フィルタ部は、前記第１の吸気面の前記設置面に近づく方の端部に連続的に形成さ
れ、前記第１の吸気面より傾きの小さな第２の吸気面を含む、
ことを特徴とする投写型表示装置。
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【請求項３】
　請求項１または２に記載の投写型表示装置において、
　前記フィルタ部は、前記第１の排気面の前記第１の面に近づく方の端部に連続的に形成
され、前記第１の排気面より傾きの小さな第２の排気面を含む、
ことを特徴とする投写型表示装置。
【請求項４】
　投写型表示装置において、
　当該投写型表示装置の本体を、当該本体が設置される設置面に対して支える脚部と、
　前記本体の底に配置され、第１の吸気面が外部に露出するフィルタ部と、を備え、
　前記第１の吸気面は、前記設置面から離れる方向に前記本体の底面に対して傾き、当該
第１の吸気面と前記設置面との間の隙間から前記フィルタ部に空気が流入し、
　前記フィルタ部が収容されるフィルタ収容部が、前記本体の底に設けられ、
　前記フィルタ収容部は、前記本体の底面よりも前記設置面から離れた第１の面と、前記
本体の底面と前記第１の面とを繋ぐ第２の面とを備え、
　前記第１の面と前記第２の面には、それぞれ、前記フィルタ部を通過した空気を前記本
体内部に取り込むための吸気口が形成されており、
　前記フィルタ部には、前記第１の面を挟んで前記第２の面と反対側の端面に、前記フィ
ルタ部に空気を流入させるための通気口が設けられる、
ことを特徴とする投写型表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光変調素子によって変調された光を被投写面に拡大投写する投写型表示装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　投写型表示装置（以下、「プロジェクタ」という）では、液晶パネルなどの光変調素子
よって変調された光が、投写レンズによって被投写面に投写される。かかるプロジェクタ
では、光変調素子など発熱部品を冷却する冷却装置が備えられている。冷却装置は、外部
から取り込んだ空気を発熱部品に供給し、発熱部品を冷却する。
【０００３】
　外部の空気は、本体キャビネットに設けられた吸気口から本体キャビネット内部に取り
込まれる。吸気口にはフィルタが配され、フィルタによって、取り込まれる空気から埃や
塵が除去される。
【０００４】
　吸気口およびフィルタは、本体キャビネットの前後左右の側面に限らず、本体キャビッ
ト内部における冷却装置の配置や冷却装置の構造によっては、本体キャビネットの底面に
設けられ得る（たとえば、特許文献１参照）。
【０００５】
　本体キャビネットの底面には、本体キャビネットを支える複数の脚部が設けられる。プ
ロジェクタがテーブルなどの設置面に置かれた状態において、外部の空気は、本体キャビ
ネットの底面と設置面との間の隙間を通って吸気口に流れ込む。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－６２５８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　フィルタによる埃等の捕集効果を高めるためには、フィルタを多層構造とすることが望
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ましい。しかしながら、この場合、フィルタの厚みが増加するので、その分、脚部を含め
たプロジェクタの高さ方向の寸法が大きくなり易い。
【０００８】
　本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、フィルタを多層構造としつつ、高
さ方向の寸法の増加を抑えることができる投写型表示装置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】
【０００９】
　本発明の投写型表示装置は、当該投写型表示装置の本体を、当該本体が設置される設置
面に対して支える脚部と、前記本体の底に配置され、第１の吸気面が外部に露出するフィ
ルタ部とを備える。ここで、前記第１の吸気面は、前記設置面から離れる方向に前記本体
の底面に対して傾き、当該第１の吸気面と前記設置面との間の隙間から前記フィルタ部に
空気が流入する。さらに、前記フィルタ部が収容されるフィルタ収容部が、前記本体の底
に設けられる。前記フィルタ収容部は、前記本体の底面よりも前記設置面から離れた第１
の面と、前記本体の底面と前記第１の面とを繋ぐ第２の面とを備える。そして、前記第１
の面と前記第２の面には、それぞれ、前記フィルタ部を通過した空気を前記本体内部に取
り込むための吸気口が形成される。さらに、前記フィルタ部は、前記第１の面から離れる
方向に傾斜した第１の排気面を備え、前記第１の排気面と前記第２の面との間に隙間が設
けられる。
【００１０】
　本発明の投写型表示装置によれば、第１の吸気面と設置面との間の隙間を通じて、フィ
ルタユニット内へ空気を良好に取り込むことができる。したがって、フィルタユニットを
多層構造としても、本体の底面と設置面との間の隙間の増加を抑えることができる。また
、フィルタ部から出た空気を、第１の面に形成された吸気口と第２の面に形成された吸気
口の双方から吸気することができるので、本体内へ効率的に吸気することができる。さら
に、フィルタ部から出された空気を円滑に第２の面の吸気口へ導くことができる。
【００１１】
　本発明の投写型表示装置において、前記フィルタ部は、前記第１の吸気面の前記設置面
に近づく方の端部に連続的に形成され、前記第１の吸気面より傾きの小さな第２の吸気面
を含むような構成とされ得る。
【００１２】
　このような構成とすれば、フィルタ部の厚みを大きくすることができるので、フィルタ
部に複数のフィルタを配する場合に、各フィルタ部を円滑に配することができる。
【００１７】
　また、前記フィルタ部は、前記第１の排気面の前記第１の面に近づく方の端部に連続的
に形成され、前記第１の排気面より傾きの小さな第２の排気面を含むような構成とされ得
る。
【００１８】
　このような構成とすれば、フィルタ部の厚みを大きくすることができるので、フィルタ
部に複数のフィルタを配する場合に、各フィルタ部を円滑に配することができる。
【００１９】
　本発明の投写型表示装置は、当該投写型表示装置の本体を、当該本体が設置される設置
面に対して支える脚部と、前記本体の底に配置され、第１の吸気面が外部に露出するフィ
ルタ部とを備える。ここで、前記第１の吸気面は、前記設置面から離れる方向に前記本体
の底面に対して傾き、当該第１の吸気面と前記設置面との間の隙間から前記フィルタ部に
空気が流入する。さらに、前記フィルタ部が収容されるフィルタ収容部が、前記本体の底
に設けられる。前記フィルタ収容部は、前記本体の底面よりも前記設置面から離れた第１
の面と、前記本体の底面と前記第１の面とを繋ぐ第２の面とを備える。そして、前記第１
の面と前記第２の面には、それぞれ、前記フィルタ部を通過した空気を前記本体内部に取
り込むための吸気口が形成される。さらに前記フィルタ部には、前記第１の面を挟んで前
記第２の面と反対側の端面に、前記フィルタ部に空気を流入させるための通気口が設けら
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れる。
【００２０】
　このような構成とすれば、外部の空気を通気口からもフィルタ部に取り込むことができ
るので、より効率的に本体内へ空気を取り込むことができる。
【発明の効果】
【００２１】
　以上のとおり、本発明によれば、フィルタを多層構造としつつ、高さ方向の寸法の増加
を抑えることができる投写型表示装置を提供することができる。
【００２２】
　本発明の効果ないし意義は、以下に示す実施の形態の説明により更に明らかとなろう。
ただし、以下の実施の形態は、あくまでも、本発明を実施化する際の一つの例示であって
、本発明は、以下の実施の形態に記載されたものに何ら制限されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】実施の形態に係るプロジェクタの外観構成を示す斜視図である。
【図２】実施の形態に係るプロジェクタの内部構成を示す斜視図である。
【図３】実施の形態に係る光学エンジンの構成を示す図である。
【図４】実施の形態に係る冷却ユニットの構成について説明するための図である。
【図５】実施の形態に係る冷却ユニットの構成について説明するための図である。
【図６】実施の形態に係る本体キャビネットの底面の構成を示す図である。
【図７】実施の形態に係る本体キャビネットの底面の構成を示す図である。
【図８】実施の形態に係るフィルタユニットの構成について説明するための図である。
【図９】実施の形態に係るフィルタユニットの構成について説明するための図である。
【図１０】実施の形態に係るフィルタユニットの構成について説明するための図である。
【図１１】実施の形態に係るフィルタユニットの構成について説明するための図である。
【図１２】実施の形態に係るフィルタユニットが装着された本体キャビネットを前後方向
に切断した縦断面図である。
【図１３】第１フィルタ部の吸気面および第２フィルタ部の排気面を全て傾けた構成につ
いて説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００２５】
　図１は、前方から見た、プロジェクタの外観構成を示す斜視図である。
【００２６】
　図１を参照して、プロジェクタは、本体キャビネット１０を備えている。本体キャビネ
ット１０は、下キャビネット１１と、下キャビネット１１に上方から被せられる上キャビ
ネット１２により構成されている。
【００２７】
　本体キャビネット１０の前面には、中央より左側に投写窓１３が形成されている。投写
窓１３からは、投写レンズ３０が外部に臨んでいる。また、本体キャビネット１０の前面
には、中央より右側に上部吸気口１４および下部吸気口１５が形成されている。本体キャ
ビネット１０の左側面には、出音口１６が形成されている。本体キャビネット１０の上面
には、操作部１７が設けられている。操作部１７には、複数の操作キーやＬＥＤが設けら
れている。ＬＥＤは、運転状態やエラー状態を表示する。
【００２８】
　図２は、プロジェクタ内部構成を示す斜視図である。
【００２９】
　図２に示すように、下キャビネット１１には、光学エンジン２０、投写レンズ３０、電
源ユニット４０、冷却ファン５０、スピーカー６０が配されている。なお、下キャビネッ
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ト１１には、この他、制御回路ユニットが配されているが、同図では、図示省略されてい
る。
【００３０】
　光学エンジン２０は、光源ランプを有する光源部２１と、光源部２１からの光を変調し
て映像光を生成する光学系２２とを備えており、下キャビネット１１の中央よりやや後ろ
側に配されている。投写レンズ３０は、光学エンジン２０の光学系２２の前方であって、
下キャビネット１１の中央よりやや左側面寄りに配されている。光学系２２は、プリズム
ユニット２３含む。
【００３１】
　図３は、光学エンジン２０の構成を示す図である。
【００３２】
　光源部２１は、光源ランプ２０１を含む。光学系２２は、導光光学系２０２と、３つの
透過型の液晶パネル２０３、２０４、２０５と、ダイクロイックプリズム２０６とを含む
。なお、液晶パネル２０３、２０４、２０５の入射側と出射側には図示しない偏光板が配
されている。液晶パネル２０３、２０４、２０５と、出射側の偏光板と、ダイクロイック
プリズム２０６が、プリズムユニット２３としてユニット化される。
【００３３】
　光源ランプ２０１から出射された白色光は、導光光学系２０２によって青色波長帯の光
（以下、「Ｂ光」という）と、緑色波長帯の光（以下、「Ｇ光」という）と、赤色波長帯
の光（以下、「Ｒ光」という）に分離され、液晶パネル２０３、２０４、２０５に照射さ
れる。これら液晶パネル２０３、２０４、２０５によって変調されたＢ光、Ｇ光、Ｒ光は
、ダイクロイックプリズム２０６によって色合成され、映像光として出射される。
【００３４】
　なお、光学エンジン２０を構成する光変調素子としては、上記透過型の液晶パネル２０
３、２０４、２０５の他、反射型の液晶パネルや、ＭＥＭＳデバイスを用いることもでき
る。また、光学エンジン２０は、上記のように３つの光変調素子を備えた３板式の光学系
ではなく、たとえば、１つの光変調素子とカラーホイールを用いた単板式の光学系により
構成することもできる。
【００３５】
　図２に戻り、投写レンズ３０の右方には、電源ユニット４０が配されている。電源ユニ
ット４０は、プロジェクタの各電装部品に電力の供給を行う。電源ユニット４０と光源部
２１との間には、冷却ファン５０が配されている。冷却ファン５０は、たとえば、軸流フ
ァンである。冷却ファン５０が動作すると、上部吸気口１４および下部吸気口１５を通じ
て、本体キャビネット１０内に外部の空気が取り込まれる。取り込まれた空気は、電源ユ
ニット４０を冷却した後に、冷却ファン５０に吸い込まれる。冷却ファン５０から吐き出
された空気は、光源部２１を冷却した後に、本体キャビネット１０の後面に形成された排
気口（図示せず）を通じて外部へ排出される。
【００３６】
　投写レンズ３０の左方には、スピーカー６０が配されている。スピーカー６０からは、
投写される映像に対応する音声が出力される。出力された音声は、出音口１６より外部に
放出される。
【００３７】
　図４および図５は、冷却ユニット７０の構成について説明するための図である。図４は
、図２の状態から光学エンジン２０、投写レンズ３０、電源ユニット４０、冷却ファン５
０、スピーカー６０等が取り外された下キャビネット１１の斜視図であり、図５は、図４
の状態から、さらに、ケーシング７１が取り外された下キャビネット１１の斜視図である
。
【００３８】
　冷却ユニット７０は、ケーシング７１と、ケーシング７１内に配された３つの吸気ファ
ン７２、７３、７４を備えている。
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【００３９】
　吸気ファン７２、７３、７４は、遠心ファンである。吸気ファン７２、７３には、両端
面に吸込口７２１、７３１が設けられており、周面に吐出口７２２、７３２が設けられて
いる。吸気ファン７４には、下側の端面に吸込口（図示せず）が設けられており、周面に
吐出口７４２が設けられている。
【００４０】
　ケーシング７１は、吸気ファン７２、７３、７４、および、本体キャビネット１０の底
面に形成された吸気口８３を覆う。ケーシング７１には、プリズムユニット２３の下の位
置に吹出口７１１が形成されている。ケーシング７１が下キャビネット１１に取り付けら
れると、各吸気ファン７２、７３、７４の吐出口７２２、７３２、７４２が吹出口７１１
に繋がる。なお、図４では、吹出口７１１がわかりやすいように、吹出口７１１の領域が
破線にて示されている。
【００４１】
　吸気ファン７２、７３、７３が動作すると、図５の矢印のように、吸気口８３から外部
の空気が取り込まれ、吸気ファン７２、７３、７３に吸い込まれる。吸気ファン７２、７
３、７４から吐き出された空気は、図４の矢印のように、吹出口７１１から上方のプリズ
ムユニット２３に向かって吹き出す。これにより、液晶パネル２０３、２０４、２０５等
、プリズムユニット２３の光学部品が冷却される。
【００４２】
　図６および図７は、本体キャビネット１０の底面の構成を示す図である。図６は、フィ
ルタユニット９０が装着された状態の斜視図であり、図７は、フィルタユニット９０が取
り外された状態の斜視図である。
【００４３】
　本体キャビネット１０（下キャビネット１１）の底面には、前部の左右角部と後部の右
角部に固定脚１８が設けられている。後部の固定脚１８には、先端に先端部材１８１が取
り付けられている。先端部材１８１はゴム材料で形成されており、プロジェクタを設置面
に設置したときに滑り止めとなる。これら固定脚１８は、設置面と本体キャビネット１０
の底面とに隙間が設けられるように、本体キャビネット１０を支える。
【００４４】
　また、本体キャビネット１０の前部の中央には、調整脚１９が設けられている。調整脚
１９は、ダイヤル式の可動部１９１を有する。可動部１９１を上下に移動させることによ
り、本体キャビネット１０の前後方向の傾きが調整できる。
【００４５】
　本体キャビネット１０の底面には、吸気口部８０が設けられている。吸気口部８０には
、フィルタユニット９０が着脱可能に配されている。フィルタユニット９０は、長方形状
を有し、本体キャビネット１０の底面の左右両端まで延びている。
【００４６】
　吸気口部８０は、フィルタ装着部８１と張出部８２とを含む。フィルタ装着部８１は、
前壁８１１、側壁８１２、後壁８１３、張出部８２の前面壁８２２およびこれら壁に囲ま
れた本体キャビネット１０の底面８１４（以下、「第１の底面」という）により構成され
ている。前壁８１１は、後壁８１３や張出部８２の前面壁８２２より低くされている。側
壁８１２は、後壁８１３から中間部までは後壁８１３と同じ高さとされ、中間部から前壁
８１１までは、上縁が傾斜ており、高さが徐々に低くされている。
【００４７】
　張出部８２は、フィルタ装着部８１の後方の略右半分の底面８２１（以下、「第２の底
面」という）が第１の底面８１４よりも下方に張り出すように形成されている。第２の底
面８２１の上方に、３つの吸気ファン７２、７３、７４が配されている。第２の底面８２
１は、プロジェクタ本体の底面となる。張出部８２の前面壁８２２は、第２の底面８２１
と、第２の底面８２１よりも設置面から離れた第１の底面８１４とを繋ぐ。
【００４８】
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　張出部８２には、本体キャビネット１０の後部の左角部の位置に、右角部の固定脚１８
と同じ先端部材１８１が取り付けられており、先端部材１８１が設けられた張出部８２の
部位は、固定脚として機能する。
【００４９】
　吸気口部８０には、吸気口８３が形成されている。吸気口８３は、底面吸気口８３１と
、側面吸気口８３２とを含む。底面吸気口８３１は、第１の底面８１４において、５か所
に形成されている。底面吸気口８３１には、縦横に延びる格子部８３１ａが形成されてい
る。側面吸気口８３２は、張出部８２の前面壁８２２に形成されている。側面吸気口８３
２には、縦方向に延びる格子部８３２ａが形成されている。
【００５０】
　後壁８１３には、前方に突出するガイドリブ８１５が左右方向に所定の間隔で複数形成
されている。また、張出部８２の前面壁８２２にも同様に、ガイドリブ８２３が複数形成
されている。なお、図７には図示されていないが、前壁８１１にも、後壁８１３と同様の
ガイドリブ８１６（図１２参照）が、左右方向に所定の間隔で複数形成されている。
【００５１】
　図８～図１０は、フィルタユニット９０の構成について説明するための図である。図８
は、下キャビネット１１とフィルタユニット９０の分解斜視図である。図９は、第１フィ
ルタ部９１の構成を示す図である。図９（ａ）は、第１フィルタ部９１を正面側から見た
斜視図であり、図９（ｂ）は、第１フィルタ部９１を背面側から見た斜視図である。図１
０は、第３フィルタ部９３の構成を示す図である。図１０（ａ）は、第３フィルタ部９３
を正面側から見た斜視図であり、図１０（ｂ）は、第３フィルタ部９３を背面側から見た
斜視図である。図１１（ａ）は、図９（ｂ）のＡ－Ａ´断面図であり、図１１（ｂ）は、
図１０（ａ）のＢ－Ｂ´断面図である。
【００５２】
　図８を参照して、フィルタユニット９０は、多層フィルタであり、第１フィルタ部９１
と、第２フィルタ部９２と、第３フィルタ部９３により構成されている。
【００５３】
　第１フィルタ部９１は、フィルタユニット９０が、フィルタ装着部８１に装着されたと
きに、最も設置面側に位置する。第１フィルタ部９１は目が最も粗くされている。
【００５４】
　図９および図１１（ａ）を参照して、第１フィルタ部９１は、長方形のフレーム９１１
を備えている。フレーム９１１の正面には、長方形の開口９１２が形成されている。開口
９１２には、フレーム９１１の短辺方向に延びる複数のリブ９１３ａが所定の間隔で形成
されており、フレーム９１１の長辺方向に延びる一つのリブ９１３ｂが中央部に形成され
ている。
【００５５】
　開口９１２内には、フィルタ９１４が配されている。フィルタ９１４は、長方形の金属
板であり、開口９１２よりやや大きなサイズに形成されている。フィルタ９１４には、略
全面に亘って細かなパンチ孔９１４ａが多数形成されている。フレーム９１１は樹脂材料
により形成されており、フィルタ９１４は、たとえば、インサート成形によってフレーム
９１１と一体化されている。
【００５６】
　フィルタユニット９０がフィルタ装着部８１に装着されたとき、第１フィルタ部９１の
正面は、設置面に臨み、外部の空気に対する吸気面となる。第１フィルタ部９１の正面は
、短辺方向において、第１の吸気面９１ａと第２の吸気面９１ｂとに分かれている。第１
の吸気面９１ａは、第２の吸気面９１ｂに対して傾斜している。
【００５７】
　フレーム９１１には、第１の吸気面９１ａに複数の密着防止リブ９１３ｃが形成されて
いる。外部の空気を吸気している間に、紙など、シート状のものが第１の吸気面９１ａに
吸着されても、これら密着防止リブ９１３ｃに当たることにより、第１の吸気面９１ａに
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密着しにくくなる。
【００５８】
　また、フレーム９１１には、第２の吸気面９１ｂにおける長辺方向の一端部にロックレ
バー９１５が設けられている。ロックレバー９１５は、フィルタユニット９０がフィルタ
装着部８１から外れないよう、フィルタユニット９０をロックするためのものである。
【００５９】
　フレーム９１１の短辺方向における第１の吸気面９１ａ側の端面には、長辺方向に走る
ガイド溝９１６が形成されている。また、この端面には、ガイド溝９１６と第１の吸気面
９１ａとの間に、長辺方向に沿って、多数の通気口９１７が形成されている。フレーム９
１１の短辺方向における第２の吸気面９１ｂ側の端面にも、ガイド溝９１６と同様のガイ
ド溝９１８（図１１（ａ）参照）が形成されている。さらに、これら両端面におけるフレ
ーム９１１の背面側には、複数の係合凹部９１９が形成されている。なお、図９（ｂ）で
は、一方の端面の係合凹部９１９のみが図示されている。
【００６０】
　フレーム９１１の背面には、複数の突起９１３ｄが設けられている。これら突起９１３
ｄは、第２フィルタ部９２が、第１フィルタ部９１と第３フィルタ部９３との間に収容さ
れた際に、第２フィルタ部９２が動かないよう、第２フィルタ部９２を押さえる。
【００６１】
　なお、図９（ａ）では、フィルタ９１４が図示省略されている、また、図９（ｂ）では
、フィルタ９１４において、一部のパンチ孔９１４ａのみが図示されている。さらに、パ
ンチ孔９１４ａは、便宜上、実際より大きく描かれている。
【００６２】
　図８に戻り、第２フィルタ部９２は、長方形状を有するウレタン製のフィルタである。
第２フィルタ部９２は、第１フィルタ部９１よりも目が細かくされている。
【００６３】
　第３フィルタ部９３は、フィルタユニット９０が、フィルタ装着部８１に装着されたと
きに、最も吸気口８３側に位置する。第３フィルタ部９３は目が最も細かくされている。
【００６４】
　図１０および図１１（ｂ）を参照して、第３フィルタ部９３は、長方形のフレーム９３
１を備えている。フレーム９３１の正面には、長方形の開口９３２が形成されている。開
口９３２には、フレーム９３１の短辺方向に延びる複数のリブ９３３ａが所定の間隔で形
成されており、フレーム９３１の長辺方向に延びる一つのリブ９３３ｂが中央部に形成さ
れている。
【００６５】
　開口９３２内には、フィルタ９３４が配されている。フィルタ９３４は、金属メッシュ
フィルタであり、開口９３２よりやや大きなサイズに形成されている。フレーム９３１は
樹脂材料により形成されており、フィルタ９３４は、たとえば、インサート成形によって
フレーム９３１と一体化されている。
【００６６】
　フィルタユニット９０がフィルタ装着部８１に装着されたとき、第３フィルタ部９３の
正面は、吸気口８３に臨み、フィルタユニット９０からの空気の排気面となる。第３フィ
ルタ部９３の正面は、短辺方向において、第１の排気面９３ａと第２の排気面９３ｂとに
分かれている。第１の排気面９３ａは、第２の排気面９３ｂに対して傾斜している。
【００６７】
　フレーム９３１には、長辺方向の一端部にロックレバー９１５に対応する開口部９３５
が形成されている。
【００６８】
　フレーム９３１の短辺方向における両端面には、第１フィルタ部９１の各係合凹部９１
９にそれぞれ対応する爪部９３６が形成されている。なお、図１０には、一方の端面の爪
部９３６のみが図示されている。
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【００６９】
　フレーム９３１の背面には、複数の突起９３３ｃが設けられている。これら突起９３３
ｃは、第１フィルタ部９１の突起９１３ｄと同様、第２フィルタ部９２が動かないよう、
第２フィルタ部９２を押さえる。
【００７０】
　なお、図１０（ｂ）では、フィルタ９３４が図示省略されている、また、図１０（ａ）
では、フィルタ９３４において、メッシュの一部のみが図示されている。さらに、メッシ
ュが、便宜上、実際より粗く描かれている。
【００７１】
　第２フィルタ部９２を間に挟んで、第１フィルタ部９１の背面側と第３フィルタ部９３
の背面側とが結合されることにより、フィルタユニット９０が組み立てられる。このとき
、第３フィルタ部９３が、第１フィルタ部９１の内側に嵌め込まれ、第３フィルタ部９３
の爪部９３６が第１フィルタ部９１の係合凹部９１９に係合する。これにより第１フィル
タ部９１と第３フィルタ部９３とが離れにくくなる。
【００７２】
　図７に示すように、フィルタ装着部８１は、本体キャビネット１０の左側面側が開放さ
れている。フィルタユニット９０は、第１フィルタ部９１のガイド溝９１６、９１８をフ
ィルタ装着部８１のガイドリブ８１５、８１６に沿わせるようにして、フィルタ装着部８
１の開放端側から側壁８１２側に向けてスライドされる。これにより、図６に示すように
、フィルタユニット９０がフィルタ装着部８１に装着される。
【００７３】
　図１２は、フィルタユニット９０が装着された本体キャビネット１０を前後方向に切断
した縦断面図である。図１２は、プロジェクタが設置面に設置されたときの状態を示す。
なお、図１２では、吸気ファン７２、７３が一点鎖線にて示されており、下キャビネット
１１に配されたその他の構成部品および上キャビネット１２については、図示省略されて
いる。
【００７４】
　フィルタユニット９０がフィルタ装着部８１に装着されると、第１フィルタ部９１のガ
イド溝９１６、９１８が、フィルタ装着部８１のガイドリブ８１５、８１６に係合する。
これにより、フィルタユニット９０が下方に外れない。
【００７５】
　第１フィルタ部９１は、前後方向において、前方側にある第１の吸気面９１ａが、設置
面から離れる方向に第２の底面８２１に対して傾斜する状態となっている。また、後方側
にある第２の吸気面９１ｂが、第２の底面８２１に対して略平行な状態となっている。第
１の吸気面９１ａが傾いているため、第１の吸気面９１ａと設置面との間には、第２の吸
気面９１ｂと設置面との間に比べて、大きな隙間が生じている。
【００７６】
　一方、第３フィルタ部９３は、前後方向において、後方側の第１の排気面９３ａが、第
１の底面８１４から離れる方向に傾斜する状態となっている。また、前方側の第２の排気
面９３ｂが、第１の底面８１４に対して略平行な状態となっている。第１の排気面９３ａ
が傾いているため、第１の排気面９３ａと張出部８２の前面壁８２２との間には、フィル
タユニット９０から出た空気が側面吸気口８３２に流れるための隙間が生じている。
【００７７】
　３つの吸気ファン７２、７３、７４が動作すると、フィルタユニット９０を通じて本体
キャビネット１０内へ外部の空気が取り込まれる。このとき、外部の空気の多くは、図１
２の実線矢印に示すように、第１の吸気面９１ａと設置面との隙間を通じて第１の吸気面
９１ａから吸気される。外部の空気は、フィルタ９１４を通り、ここで、空気に含まれる
比較的大きな埃等が除去される。
【００７８】
　また、外部の空気は、破線矢印に示すように、通気口９１７からも取り込まれる。通気
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口９１７から取り込まれた空気はフィルタ９１４を通らないが、通気口９１７自身が適度
に小さいため、比較的大きな埃等は通気口９１７から入らない。
【００７９】
　フィルタ９１４を通過した空気および通気口９１７から取り込まれた空気は、第２フィ
ルタ部９２を通り、ここで、さらに埃等が除去される。第２フィルタ部９２を通過した空
気は、フィルタ９３４を通り、さらに細かな埃等が除去されて、第１の排気面９３ａや第
２の排気面９３ｂから排気される。
【００８０】
　こうして、フィルタユニット９０によって埃等が除去された空気は、実線矢印に示すよ
うに、底面吸気口８３１や側面吸気口８３２を通って本体キャビネット１０内に取り込ま
れる。
【００８１】
　ここで、吸気ファン７２、７３、７４は、第１の底面８１４とほぼ同じ高さに設置され
ている。このため、吸気ファン７２、７３、７４の下端面と第２の底面８２１の間には大
きな隙間が生じている。即ち、張出部８２の内部には広い空間が形成されている。このた
め、側面吸気口８３２から取り込まれた空気は、張出部８２の内部をスムーズに流れ、吸
気ファン７２、７３、７４に良好に吸い込まれる。
【００８２】
　以上、本実施の形態によれば、第１フィルタ部９１の吸気面が、設置面から離れる方向
に傾く第１の吸気面９１ａを含むため、第１の吸気面９１ａと設置面と間の隙間を通じて
フィルタユニット９０内へ空気を良好に取り込むことができる。したがって、フィルタユ
ニット９０を多層構造としても、十分な吸気を確保するために必要となる本体キャビネッ
ト１０の底面と設置面との間の隙間の増加を抑えることができ、プロジェクタの高さ方向
の寸法の増加を抑えることができる。
【００８３】
　また、本実施の形態によれば、フィルタ装着部８１の後方に張出部８２が形成され、張
出部８２の前面壁８２２に側面吸気口８２３が設けられている。さらに、第３フィルタ部
９３の排気面が、第１の底面８１４から離れる方向に傾く第１の排気面９３ａを含んでい
る。これにより、フィルタユニット９０から出た空気を、底面吸気口８３１だけでなく、
側面吸気口８３２からも良好に吸気することができる。よって、本体キャビネット１０内
へ効率的に吸気することができる。
【００８４】
　さらに、本実施の形態によれば、第１フィルタ部９１には、第１の吸気面９１ａの後方
に、設置面に対して略平行となるような第２の吸気面９１ｂが設けられており、第３フィ
ルタ部９３には、第１の排気面９３ａの前方に、第１の底面８１４に対して略平行となる
ような第２の排気面９３ｂが設けられている。これにより、フィルタユニット９０の厚み
を大きくすることができるので、フィルタユニット９０において、各フィルタ部９１、９
２、９３を円滑に配置することができる。
【００８５】
　さらに、本実施の形態では、外部の空気を通気口９１７からもフィルタユニット９０内
に取り込むことができるので、より効率的に本体キャビネット１０内へ空気を取り込むこ
とができる。
【００８６】
　以上、本実施の形態について説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら制限されるも
のではなく、また、本発明の実施形態も、上記実施の形態に以外に、種々の変更が可能で
ある。
【００８７】
　たとえば、上記実施の形態では、フィルタユニット９０が、３つのフィルタ部９１、９
２、９３より構成されている。しかしこれに限らず、フィルタユニット９０が、２つ、あ
るいは４つ以上のフィルタ部により構成されてもよい。



(11) JP 5643030 B2 2014.12.17

10

20

30

40

50

【００８８】
　また、上記実施の形態では、第２の吸気面９１ｂおよび第２の排気面９３ｂが、第１の
底面８１４に対して略平行な状態となっている。しかしながら、これに限らず、第２の吸
気面９１ｂおよび第２の排気面９３ｂが、第１の底面８１４に対し、第１の吸気面９１ａ
および第１の排気面９３ａよりも小さく傾いていても良い。
【００８９】
　また、第２の吸気面９１ｂおよび第２の排気面９３ｂは、必ずしも設けられなくても良
い。即ち、図１３において破線で示すように、第１フィルタ部９１の吸気面が全面に亘っ
て第１の吸気面９１ａとされても良いし、第３フィルタ部９３の排気面が全面に亘って第
１の排気面９３ａとされても良い。しかしながら、この場合には、上記実施の形態と比べ
て、フィルタユニット９０の厚みが小さくなる。このため、第２フィルタ部９２が薄くな
ったり、フィルタ９１４、第２フィルタ部９２およびフィルタ９３４のそれぞれの間隔が
狭くなったりしやすい。
【００９０】
　さらに、上記実施の形態では、第１フィルタ部９１のフィルタ９１４が、多数のパンチ
孔９１４ａを有する構成とされている。しかしながら、フィルタ９１４を、フィルタ９３
４と同様、金属メッシュフィルタとしても良い。この場合、フィルタ９１４のメッシュの
粗さは、フィルタ９３４のメッシュの粗さよりも粗くされる。また、第２フィルタ部９２
は、ウレタン製のフィルタに限られるもではなく、たとえば、不織布からなるフィルタで
あってもよい。さらには、金属メッシュフィルタとされても良い。
【００９１】
　さらに、上記実施の形態では、第１フィルタ部９１の通気口９１７が前方を向くように
、フィルタユニット９０および吸気口部８０が構成されている。しかしながら、これに限
らず、通気口９１７が後方、左方、あるいは右方を向くように、フィルタユニット９０お
よび吸気口部８０が構成されても良い。
【００９２】
　この他、本発明の実施の形態は、特許請求の範囲に示された技術的思想の範囲内におい
て、適宜、種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【００９３】
　　　１０　本体キャビネット
　　　１８　固定脚（脚部）
　　　７０　冷却ユニット
　　　７２　吸気ファン
　　　７３　吸気ファン
　　　７４　吸気ファン
　　　８０　吸気口部
　　　８１　フィルタ装着部（フィルタ収容部）
　　８１４　第１の底面（第１の面）
　　　８２　張出部
　　８２１　第２の底面（本体の底面）
　　８２２　前面壁（第２の面）
　　　８３　吸気口
　　８３１　底面吸気口（第１の吸気口）
　　８３２　側面吸気口（第２の吸気口）
　　　９０　フィルタユニット（フィルタ部）
　　　９１　第１フィルタ部
　　９１ａ　第１の吸気面
　　９１ｂ　第２の吸気面
　　　９２　第２フィルタ部
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　　　９３　第３フィルタ部
　　９３ａ　第１の排気面
　　９３ｂ　第２の排気面
　　９１７　通気口

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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