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(57)【要約】
【課題】各出射部から出射された光が進行する位置を個
別に調整することのできる照明光源装置を提供する。
【解決手段】照明光源装置１０は、第１出射部Ｅ１と、
第２出射部Ｅ２と、第３出射部Ｅ３と、第１出射部Ｅ１
から出射された光と第２出射部Ｅ２から出射された光と
第３出射部Ｅ３から出射された光とを単一の照明光軸Ｏ
ｉ上で出射させ、第３出射部Ｅ３から出射された光を照
明光軸Ｏｉ上における光の進行方向で見て最も後側で合
流させる照明光路Ｐｉと、照明光路Ｐｉにおいて第３出
射部Ｅ３からの光の進行方向に光学的な作用を及ぼすと
ともに第１出射部Ｅ１からの光および第２出射部Ｅ２か
らの光の進行方向に光学的な作用を及ぼさない調整光学
部材（２２）と、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定の波長帯域の光を出射する第１出射部と、
　前記第１出射部とは異なる波長帯域の光を出射する第２出射部と、
　前記第１出射部および前記第２出射部とは異なる波長帯域の光を出射する第３出射部と
、
　前記第１出射部から出射された光と前記第２出射部から出射された光と前記第３出射部
から出射された光とを単一の照明光軸上で出射させ、前記第３出射部から出射された光を
前記照明光軸上における光の進行方向で見て最も後側で合流させる照明光路と、
　前記照明光路において、前記第３出射部から出射された光の進行方向に光学的な作用を
及ぼすとともに、前記第１出射部から出射された光および前記第２出射部から出射された
光の進行方向に光学的な作用を及ぼさない調整光学部材と、を備えることを特徴とする照
明光源装置。
【請求項２】
　前記調整光学部材は、前記第１出射部から出射された光および前記第２出射部から出射
された光を透過し、前記第３出射部から出射された光を反射させることを特徴とする請求
項１に記載の照明光源装置。
【請求項３】
　前記照明光路は、前記第１出射部から出射された光を前記照明光軸上に導く第１出射光
路と、前記第２出射部から出射された光を前記照明光軸上に導く第２出射光路と、前記第
３出射部から出射された光を前記照明光軸上に導く第３出射光路と、を有し、
　前記調整光学部材は、前記第３出射光路に設けられていることを特徴とする請求項１ま
たは請求項２に記載の照明光源装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の照明光源装置であって、
　前記調整光学部材を第３調整光学部材として、
　さらに、前記照明光路において、前記第１出射部から出射された光の進行方向に光学的
な作用を及ぼすとともに、前記第２出射部から出射された光および前記第３出射部から出
射された光の進行方向に光学的な作用を及ぼさない第１調整光学部材と、
　前記照明光路において、前記第２出射部から出射された光の進行方向に光学的な作用を
及ぼすとともに、前記第１出射部から出射された光および前記第３出射部から出射された
光の進行方向に光学的な作用を及ぼさない第２調整光学部材と、を備えることを特徴とす
る照明光源装置。
【請求項５】
　前記照明光路は、前記第１出射部から出射された光を前記照明光軸上に導く第１出射光
路と、前記第２出射部から出射された光を前記照明光軸上に導く第２出射光路と、前記第
３出射部から出射された光を前記照明光軸上に導く第３出射光路と、を有し、
　前記第１調整光学部材は、前記第１出射光路に設けられ、
　前記第２調整光学部材は、前記第２出射光路に設けられていることを特徴とする請求項
４に記載の照明光源装置。
【請求項６】
　前記第１出射部は、特定の波長帯域の光を出射する第１光源を有し、
　前記第２出射部は、前記第１光源から出射された光を励起光として蛍光を発する第２光
源としての蛍光体を有し、
　前記第３出射部は、前記第１光源から出射される光および前記蛍光体からの蛍光とは異
なる波長帯域の光を出射する第３光源を有し、
　前記第１出射光路には、前記第１光源から出射された光を前記照明光軸上に導く光路と
、前記第１光源から出射された光を前記蛍光体へと導く光路と、に切り替える光路切替部
が設けられていることを特徴とする請求項５に記載の照明光源装置。
【請求項７】
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　前記第３出射光路は、前記照明光軸上における光の進行方向で見て、前記第１出射光路
および前記第２出射光路よりも後側で、前記第３出射部の前記第３光源から出射された光
を前記照明光軸上に導き、
　前記第３光源は、発光ダイオードであることを特徴とする請求項６に記載の照明光源装
置。
【請求項８】
　前記第３出射光路は、前記照明光軸上における光の進行方向で見て、前記第１出射光路
および前記第２出射光路よりも後側で、前記第３出射部の前記第３光源から出射された光
を前記照明光軸上に導き、
　前記第１光源は、レーザダイオードであることを特徴とする請求項６または請求項７に
記載の照明光源装置。
【請求項９】
　前記第２出射光路は、前記照明光軸上における光の進行方向で見て、前記第１出射光路
よりも後側で、前記第２出射部の前記第２光源から出射された光を前記照明光軸上に導き
、
　前記第３調整光学部材は、前記第３出射部の前記第３光源から出射された光を前記照明
光軸上に合流させるダイクロイックミラーであることを特徴とする請求項６から請求項８
のいずれか１項に記載の照明光源装置。
【請求項１０】
　前記照明光路では、前記照明光軸上における光の進行方向で見て、前記第１出射光路、
前記第２出射光路および前記第３出射部よりも後側に、正のパワーを持つ集光レンズが設
けられていることを特徴とする請求項６から請求項９のいずれか１項に記載の照明光源装
置。
【請求項１１】
　前記第１出射部は、前記第１光源から出射された光を集める第１カップリングレンズを
有し、
　前記第２出射部は、前記蛍光体から出射された蛍光を集める第２カップリングレンズを
有し、
　前記第３出射部は、前記第３光源から出射された光を集める第３カップリングレンズを
有することを特徴とする請求項６から請求項１０のいずれか１項に記載の照明光源装置。
【請求項１２】
　前記第３カップリングレンズは、前記第３光源から出射された光をコリメートするコリ
メート光学系であることを特徴とする請求項１１に記載の照明光源装置。
【請求項１３】
　請求項１から請求項１２のいずれか１項に記載の照明光源装置を備えることを特徴とす
る投射装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明光源装置、およびその照明光源装置を備える投射装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば、会議等においてパーソナルコンピュータ等の画面情報を投射する投射装
置（プロジェクタ）の照明光源装置では、出射部の光源として高輝度の放電ランプ（例え
ば、超高圧水銀ランプ）を用いるものが知られている。その放電ランプは、コストの増加
を抑制しつつ高輝度を得ることができるが、点灯を開始してから安定して発光するまでに
所定の時間を要する。また、照明光源装置では、放電ランプの代替光源として、赤色（Ｒ
）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）の発光ダイオード（ＬＥＤ）や有機ＥＬ素子等の固体発光素
子を用いることが提案されて実用化されている。投射装置（プロジェクタ）では、この固
体発光素子を出射部の光源に用いた照明光源装置を備えることにより、高速起動が可能と
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なるとともに環境に対する配慮も実現可能となる。
【０００３】
　そのような照明光源装置としては、第１出射部の第１光源として緑の波長帯域光を発す
る蛍光体と、第２出射部の第２光源として赤の波長帯域光を発するＬＥＤと、第３出射部
の第３光源として青の波長帯域光を発するＬＥＤと、を用いるものがある（特許文献１参
照）。その第１出射部では、励起光照射装置（励起光源）として青色レーザダイオードを
用い、そこから射出された励起光としてのレーザ光を蛍光体に照射し、蛍光体を励起させ
ることで蛍光体からの蛍光（励起光）で緑の波長帯域光を生成する。この照明光源装置の
３つの出射部では、それぞれ光源としての蛍光体もしくはＬＥＤから発せられた光を、光
学部材としての集光レンズ群で集光（カップリング）して出射する。照明光源装置では、
３つの出射部（光源）から出射された各色の光を単一の照明光軸上に合成し、当該照明光
軸上で赤、緑、青の各色の光を出射させる。この照明光源装置を用いた投射装置では、照
明光源装置（その照明光軸上）から出射された赤、緑、青の各色の光をＤＭＤ等の光変調
素子へと向かわせて、その光変調素子により各色の光を画素毎に諧調制御することでカラ
ー投影画像を形成することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記した照明光源装置では、照明光軸上に設けられた光学部材が複数の
色の光の進行方向に光学的な作用を及ぼす（影響を与える）ものとされており、３つの出
射部から出射された各色の光が進行する位置を個別に調整することができない。
【０００５】
　本発明は、上記の事情に鑑みて為されたもので、各出射部から出射された光が進行する
位置を個別に調整することのできる照明光源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】
【０００６】
　請求項１に記載の照明光源装置は、特定の波長帯域の光を出射する第１出射部と、前記
第１出射部とは異なる波長帯域の光を出射する第２出射部と、前記第１出射部および前記
第２出射部とは異なる波長帯域の光を出射する第３出射部と、前記第１出射部から出射さ
れた光と前記第２出射部から出射された光と前記第３出射部から出射された光とを単一の
照明光軸上で出射させ、前記第３出射部から出射された光を前記照明光軸上における光の
進行方向で見て最も後側で合流させる照明光路と、前記照明光路において、前記第３出射
部から出射された光の進行方向に光学的な作用を及ぼすとともに、前記第１出射部から出
射された光および前記第２出射部から出射された光の進行方向に光学的な作用を及ぼさな
い調整光学部材と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明に係る照明光源装置では、各出射部から出射された光が進行する位置の調整を個
別に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】照明光源装置の一実施例としての照明光源装置１０を備える投射装置の一実施例
としての投射装置１の全体構成を機能ブロックで示す説明図である。
【図２】照明光源装置の一実施例としての照明光源装置１０を示す光学図である。
【図３】反射・透過ホイール１４を波長λＡの光（光束）が入射される側から正面視した
説明図である。
【図４】角度調整機構１５Ａにおいて、ミラー受け部材５０に取り付けられた全反射ミラ
ー１５を、その反射面側（ｚ軸方向正側）から見た様子を示す説明図である。
【図５】角度調整機構１５Ａにおいて、全反射ミラー１５が取り付けられたミラー受け部
材５０を、その裏面５０ｂ側（ｚ軸方向負側）から見た様子を示す説明図である。
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【図６】角度調整機構１５Ａにおいて、全反射ミラー１５がミラー受け部材５０を介して
設置部材６０に取り付けられた状態を、図５のＩ－Ｉ線に沿って得られた断面で示す説明
図である。
【図７】角度調整機構１５Ａの各構成を分解して示す斜視図である。
【図８】蛍光ホイール１７の円板状基板１７ａを蛍光体１７ｂが形成されている側から正
面視した説明図である。
【図９】角度調整機構１９Ａにおいて、ミラー受け部材５０Ａに取り付けられた第２ダイ
クロイックミラー１９を、その反射面側（ｚ軸方向正側）から見た様子を示す説明図であ
る。
【図１０】角度調整機構１９Ａにおいて、第２ダイクロイックミラー１９が取り付けられ
たミラー受け部材５０Ａを、その裏面５０ｂ側（ｚ軸方向負側）から見た様子を示す説明
図である。
【図１１】角度調整機構１９Ａにおいて、第２ダイクロイックミラー１９がミラー受け部
材５０Ａを介して設置部材６０Ａに取り付けられた状態を、図１０のII－II線に沿って得
られた断面で示す説明図である。
【図１２】角度調整機構１９Ａの各構成を分解して示す斜視図である。
【図１３】照明光源装置１０における第２照明系１０Ｂの具体的な構成例を示す説明図で
ある。
【図１４】実施例２の照明光源装置１０２における第２照明系１０２Ｂの具体的な構成例
を示す図１３と同様の説明図である。
【図１５】実施例３の照明光源装置１０３における第２照明系１０３Ｂの具体的な構成例
を示す図１３および図１４と同様の説明図である。
【図１６】波長λＢの光（光束）と波長λＣの光（光束）とのそれぞれにおける波長に対
する強度の比を示すグラフであり、縦軸を強度比で示し、横軸を波長（ｎｍ）で示してい
る。
【図１７】第３ダイクロイックミラー２２の光学特性（分光特性）の一例を示すグラフで
あり、縦軸を透過率（％）で示し、横軸を波長（ｎｍ）で示している。
【図１８】第３ダイクロイックミラー２２に定義したＸＹＺ軸を説明するための説明図で
ある。
【図１９】実施例１の第２照明系１０Ｂ（照明光源装置１０）において、第３ダイクロイ
ックミラー２２における第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束）の入射角に対する放
射強度の分布を示すグラフであり、縦軸を放射強度（Ｗ/ｓｒ）で示し、横軸を角度（°
）で示している。
【図２０】実施例２の第２照明系１０２Ｂ（照明光源装置１０２）において、第３ダイク
ロイックミラー２２における第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束）の入射角に対す
る放射強度の分布を示すグラフであり、縦軸を放射強度（Ｗ/ｓｒ）で示し、横軸を角度
（°）で示している。
【図２１】実施例３の第２照明系１０３Ｂ（照明光源装置１０３）において、第３ダイク
ロイックミラー２２における第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束）の入射角に対す
る放射強度の分布を示すグラフであり、縦軸を放射強度（Ｗ/ｓｒ）で示し、横軸を角度
（°）で示している。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本発明に係る照明光源装置および投射装置の各実施例について図面を参照しつ
つ説明する。なお、各図中、同一または相当する部分には同一の符号を付しており、その
重複説明は適宜に簡略化ないし省略する。
【実施例１】
【００１０】
　本発明に係る照明光源装置の一実施例としての照明光源装置１０と、それを備える投射
装置（プロジェクタ）１と、の構成を説明する。投射装置１は、図１に示すように、例え
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ば、会議等において、パーソナルコンピュータ等の画面情報をスクリーンＳｃに投射する
ものである。その投射装置１は、実施例１では、照明光源装置１０と、導光光学系２と、
画像形成部３と、投影光学系４と、制御部５と、を備える。
【００１１】
　照明光源装置１０は、同一の照明光軸Ｏｉ上で、青（Ｂ）の波長帯域（後述する波長λ
Ａ）の光と、緑（Ｇ）の波長帯域（後述する波長λＢ）の光と、赤（Ｒ）の波長帯域（後
述する波長λＣ）の光と、を順次もしくはそれらを組み合わせて出射することが可能とさ
れている。この照明光源装置１０の構成については、後に詳細に説明する。照明光源装置
１０は、導光光学系２（その後述するライトトンネル６）へ向けて光（光束）を出射する
。
【００１２】
　その導光光学系２は、照明光源装置１０から出射された光（光束）を、画像形成部３（
その後述する反射ミラー７）へと導くものである。導光光学系２は、照明光源装置１０か
ら出射された光（光束）が入射されるライトトンネル６を有する。そのライトトンネル６
は、内部を中空とする筒状を呈し、その内側面にミラーが設けられて構成されている。ラ
イトトンネル６は、内部で反射を繰り返すことにより、入射された光（光束）の輝度分布
を均一化する、すなわち入射された光（光束）の光量むらをなくす。この導光光学系２は
、図示は略すが、ライトトンネル６に加えてレンズ等の光学素子を有し、ライトトンネル
６を経て輝度分布を均一化した光（光束）を適宜集光して、画像形成部３（その後述する
反射ミラー７）へと導く。
【００１３】
　その画像形成部３は、導光光学系２により導かれた光（光束）を用いて、画像生成デー
タに基づくフルカラーの画像を形成する。画像形成部３は、反射ミラー７と光変調素子８
とを有し、その光変調素子８に制御部５が接続されている。その反射ミラー７は、導光光
学系２により導かれた光（光束）を光変調素子８へと進行させるべく、その光（光束）を
当該光変調素子８へ向けて反射する。
【００１４】
　その光変調素子８は、照明光源装置１０から出射されて導光光学系２により導かれた各
色の光（光束）を、画素毎に諧調制御することでカラー投影画像を形成する。光変調素子
８（画像形成部３）は、上述したように制御部５に接続されており、当該制御部５により
駆動制御される。この光変調素子８は、実施例１では、ＤＭＤ（デジタルマイクロミラー
デバイス；Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｉｃｒｏｍｉｒｒｏｒ　Ｄｅｖｉｃｅ）で構成されている
。このＤＭＤからなる光変調素子８は、画素単位のマイクロミラーを有し、制御部５の制
御下で、各マイクロミラーが異なる２つの角度のいずれかとされた状態を維持することが
可能とされている（所謂２値制御）。すなわち、光変調素子８の各マイクロミラーは、導
光光学系２により導かれた各色の光（光束）を投影光学系４へ向けて反射する角度（ＯＮ
状態）と、当該各色の光（光束）を内部の吸収体へ向けて反射して外部に出射させない角
度（ＯＦＦ状態）と、のいずれかとされる。このため、光変調素子８では、各マイクロミ
ラーが個別に駆動（２値制御）されることにより、表示する画素毎に投影する光を制御す
ることができる。また、光変調素子８では、例えば、パルス幅変調方式（ＰＷＭ方式）に
より各マイクロミラーのＯＮ状態の時間比率を調整することで、表示する画素毎における
階調表現を行うことができる。なお、実施例１では、光変調素子８としてＤＭＤを用いて
いるが、照明光源装置１０から出射されて導光光学系２により導かれた各色の光（光束）
を利用してカラー投影画像を形成するものであれば、例えば液晶を用いてもよく、実施例
１の構成に限定されるものではない。
【００１５】
　投影光学系４は、画像形成部３（光変調素子８）により生成された投影画像をスクリー
ンＳｃに投影する。この投影光学系４は、図示は略すが、固定鏡筒に設けられた固定レン
ズ群や可動鏡筒に設けられた可動レンズ群を備え、その可動レンズ群を移動させることに
よりフォーカス調整やズーム調整を行うことが可能とされている。
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【００１６】
　制御部５は、記憶部５ａやマイクロコンピュータを有して構成されて、投射装置１の全
体の動作を統括制御すべく当該投射装置１に設けられている。この制御部５は、照明光源
装置１０（その後述する光源１１、光源１２、反射・透過ホイール１４（その駆動部１４
ａ）および蛍光ホイール１７（その駆動部１７ｃ））、画像形成部３（その光変調素子８
）および投影光学系４（その可動レンズ群の駆動機構）に接続されている。制御部５は、
照明光源装置１０における各色の光の出射制御処理、画像形成部３（光変調素子８）にお
ける投影画像の生成制御処理、投影光学系４におけるフォーカス調整やズーム調整の調整
制御処理を、記憶部５ａに格納したプログラムにより統括的に行う。
【００１７】
　また、制御部５は、外部情報機器に対するインターフェィス（図示を略す）を有し、例
えば、パーソナルコンピュータ等の外部情報機器から画像データを取り込むことが可能と
されている。その制御部５は、取り込んだ画像データに対して画像処理を施し、画像形成
部３で投影画像を生成するのに適合する画像生成データを生成する。そして、制御部５は
、生成した画像生成データに基づいて画像形成部３を駆動する駆動信号を生成し、当該駆
動信号を画像形成部３に向けて出力する。このとき、制御部５は、生成した画像形成部３
の駆動信号に同期させた照明光源装置１０の出射制御信号を生成し、当該出射制御信号を
照明光源装置１０に向けて出力する。
【００１８】
　制御部５は、以下のように、出射制御信号により照明光源装置１０を駆動制御するとと
もに、駆動信号により画像形成部３を駆動制御する。すなわち、制御部５は、画像の一フ
レーム期間内に、照明光源装置１０から、青（Ｂ）の波長帯域（後述する波長λＡ）の光
と緑（Ｇ）の波長帯域（後述する波長λＢ）の光と赤（Ｒ）の波長帯域（後述する波長λ
Ｃ）の光とを順次切り替えて出射（照明）させる。また、制御部５は、照明光源装置１０
から出射される各色の光の出射のタイミングに同期して、画像形成部３の各マイクロミラ
ーを個別に駆動する。すると、投射装置１では、投影光学系４により画像生成データに基
づく各色の投影画像を順次スクリーンＳｃに投影させ、目の残像現象を利用することによ
り画像生成データに基づくフルカラーの画像をスクリーンＳｃに生成する。
【００１９】
　次に、本発明に係る照明光源装置の一実施例としての照明光源装置１０について、図２
から図１３を用いて説明する。なお、図２では、理解容易のために、照明光路Ｐｉの照明
光軸Ｏｉ上に、出射位置となる導光光学系２のライトトンネル６を合わせて示している。
また、図２では、理解容易のために、照明光路Ｐｉにおける全反射ミラー１５から第２ダ
イクロイックミラー１９および第３ダイクロイックミラー２２を経てライトトンネル６に
至る間において、互いに異なる波長帯域（λＡ、λＢ、λＣ）の３つの光が通る位置を互
いにずらして示している。このことは、図２における、蛍光ホイール１７（その蛍光体１
７ｂ）から集光素子１６を経て第１ダイクロイックミラー１８に至る間でも同様である。
【００２０】
　照明光源装置１０は、青（Ｂ）の波長帯域（後述する波長λＡ）の光と、緑（Ｇ）の波
長帯域（後述する波長λＢ）の光と、赤（Ｒ）の波長帯域（後述する波長λＣ）の光と、
を照明光として照明光路Ｐｉから単一の照明光軸Ｏｉ上で出射する。この照明光源装置１
０は、実施例１では、図２に示すように、２つの照明光源（以下、単に光源ともいう）１
１、１２を備える。このため、照明光源装置１０は、各色の光を照明光として出射する照
明光路Ｐｉにおいて、光源１１を利用して照明光を出射する第１照明系１０Ａと、光源１
２を利用して照明光を出射する第２照明系１０Ｂと、を有する。
【００２１】
　その光源１１は、照明光（励起光）を射出する固体発光素子である。光源１１は、実施
例１では、可視光としての青色レーザ光を発生する青色レーザダイオードが用いられてお
り、波長λＡ（４００ｎｍ＜λＡ＜４５０ｎｍ）の光（光束）を射出する。この光源１１
は、図２では説明の便宜のために唯一個のみを模式的に示しているが、実施例１では、複
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数個の青色レーザダイオードからなる発光アレイにより構成されている。光源１１は、後
述するように、蛍光体１７ｂで蛍光（波長λＢの光（光束））を発生させる励起光源とし
ても機能する。なお、光源１１として、青色レーザダイオードの代わりに、青色光を発生
する発光ダイオード（ＬＥＤ）を用いることもできる。また、光源１１は、単一の青色レ
ーザダイオードにより構成されていてもよく、複数の青色レーザダイオードにより構成さ
れていてもよい。
【００２２】
　光源１２は、波長λＡおよび波長λＢよりも長波長の波長λＣの照明光を射出する固体
発光素子である。その光源１２には、実施例１では、可視光としての赤色の光を放出する
赤色の発光ダイオード（ＬＥＤ）が用いられており、波長λＣ（６００ｎｍ＜λＣ＜７０
０ｎｍ）の光（光束）を射出する。なお、光源１２は、単一の赤色レーザダイオードによ
り構成されていてもよく、複数の赤色レーザダイオード（発光アレイ）により構成されて
いてもよい。
【００２３】
　光源１１を利用する第１照明系１０Ａは、第１カップリングレンズ１３、反射・透過ホ
イール１４、全反射ミラー１５、集光素子１６、蛍光ホイール１７、第１ダイクロイック
ミラー１８、および第２ダイクロイックミラー１９を有する。
【００２４】
　第１カップリングレンズ１３は、少なくとも１つ以上のレンズからなり、光源１１から
出射された波長λＡの光（光束）を第１照明系１０Ａの各光学素子に適切に入射させるべ
く当該光（光束）を集める。その適切に入射させるとは、他の光学素子でも同様であるが
、対象とする光（光束）を有効に利用する観点から各光学素子に入射させることをいう。
この第１カップリングレンズ１３は、光源１１と協働して、波長λＡの光（光束）を射出
する第１出射部Ｅ１を構成する。すなわち、第１カップリングレンズ１３は、光源１１か
らの波長λＡの光（光束）を成形（カップリング）して第１出射部Ｅ１として利用可能と
する。このため、光源１１は、第１出射部Ｅ１における第１光源として機能する。この第
１出射部Ｅ１は、第１照明系１０Ａの第１出射光軸Ｏ１上に波長λＡの光（光束）を出射
する。すなわち、光源１１から出射されて第１カップリングレンズ１３により集められた
波長λＡの光（光束）は、第１出射光軸Ｏ１上を進行する。その第１出射光軸Ｏ１上に反
射・透過ホイール１４が設けられている。
【００２５】
　その反射・透過ホイール１４は、第１出射部Ｅ１から出射された波長λＡの光（光束）
の進行方向の切り替えのために設けられている。反射・透過ホイール１４は、図３に示す
ように、全体に円板形状を呈し、少なくとも第１出射部Ｅ１すなわち光源１１から出射さ
れた波長λＡの光（光束）を全反射する光学特性の反射部材で構成されている。この反射
・透過ホイール１４は、半径方向の２本の境界領域線ｒ１、ｒ２と円弧線分ｒ３とによっ
て囲まれた扇形状の透過領域１４ｑを有する。その透過領域１４ｑは、少なくとも第１出
射部Ｅ１（光源１１）から出射された波長λＡの光（光束）の透過を許すものとされてい
る。透過領域１４ｑは、実施例１では、中心軸線（後述する回転軸１４ｂ）を中心とする
回転方向で見た角度範囲が９０度とされている。この反射・透過ホイール１４では、上述
したような反射部材で構成されていることから、透過領域１４ｑ以外の領域が、第１出射
部Ｅ１（光源１１）から出射された波長λＡの光（光束）を全反射する反射領域１４ｐと
なる。その反射領域１４ｐは、実施例１では、透過領域１４ｑ以外の領域であることから
、透過領域１４ｑの中心軸線（後述する回転軸１４ｂ）を中心とする回転方向で見た角度
範囲が２７０度とされている。
【００２６】
　なお、反射・透過ホイール１４では、当該反射・透過ホイール１４を切り欠くことによ
り透過領域１４ｑを形成すれば、材料の節約を図ることができる。また、反射・透過ホイ
ール１４では、透過領域１４ｑに拡散板を用いる構成とすれば、そこを透過させることで
光源１１（第１出射部Ｅ１）としての青色レーザダイオードから出射されるレーザ光（波
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長λＡの光）のスペックルパターンを抑制する効果を得ることができる。
【００２７】
　反射・透過ホイール１４は、図２に示すように、駆動部１４ａの回転軸１４ｂに取り付
けられて設けられている。その駆動部１４ａは、駆動されると回転軸１４ｂを介して回転
駆動力を出力するものであり、制御部５（図１参照）に接続されてその制御部５の制御下
で駆動される。その回転軸１４ｂは、反射・透過ホイール１４の中心軸線に沿いつつ当該
反射・透過ホイール１４に固定されている。このため、反射・透過ホイール１４は、制御
部５の制御下で駆動部１４ａが駆動されることにより、その回転軸１４ｂを回転中心とし
て回転駆動される。この反射・透過ホイール１４は、回転軸１４ｂを回転中心とする回転
により、第１出射光軸Ｏ１上に透過領域１４ｑもしくは反射領域１４ｐ（図３参照）を存
在させるように、当該進行方向に対して傾斜を為して設けられている。反射・透過ホイー
ル１４は、実施例１では、当該進行方向に対する傾斜角度が４５度とされている。
【００２８】
　これにより、反射・透過ホイール１４は、第１出射光軸Ｏ１上に透過領域１４ｑを存在
させることにより、第１出射部Ｅ１（光源１１）から出射された波長λＡの光（光束）を
そのまま進行させる。以下では、これを第１照明系１０Ａにおける透過光路ともいう。ま
た、反射・透過ホイール１４は、第１出射光軸Ｏ１上に反射領域１４ｐを存在させること
により、第１出射部Ｅ１（光源１１）から出射された光（光束）を反射領域１４ｐで反射
して、自らが傾斜された角度（実施例１では４５度）に応じた方向へと進行させる。以下
では、これを第１照明系１０Ａにおける反射光路ともいう。このため、反射・透過ホイー
ル１４は、制御部５の制御下で回転軸１４ｂを回転中心として回転駆動されることにより
、第１出射部Ｅ１（光源１１）から出射された光（光束）の進行方向を切り替えることが
できる。このことから、反射・透過ホイール１４は、第１出射部Ｅ１（光源１１）から出
射された光（光束）の進行方向を切り替える光路切替部として機能する。
【００２９】
　なお、反射・透過ホイール１４は、実施例１では、中心軸線（後述する回転軸１４ｂ）
を中心とする反射領域１４ｐの角度範囲を２７０度としていたが、その反射領域１４ｐの
角度範囲は適宜設定すればよく、実施例１の例に限定されるものではない。また、実施例
１では、光路切替部として反射・透過ホイール１４を用いているが、第１出射部Ｅ１（光
源１１）から出射された光（光束）の進行方向を切り替えるものであれば、他の構成であ
ってもよく、実施例１の例に限定されるものではない。その構成としては、例えば、反射
・透過ホイール１４を板形状として反射領域１４ｐと透過領域１４ｑとに区画するととも
に、その区画した方向に板状部材を往復移動させて第１出射光軸Ｏ１上で反射領域１４ｐ
と透過領域１４ｑとを切り替えるものとすることができる。
【００３０】
　第１照明系１０Ａでは、反射・透過ホイール１４（その透過領域１４ｑ）を透過した波
長λＡの光（光束）が進行する透過光路に、全反射ミラー１５が設けられている。すなわ
ち、全反射ミラー１５は、第１出射光軸Ｏ１上であって、反射・透過ホイール１４から見
て第１出射部Ｅ１とは反対側に配置されている。その全反射ミラー１５は、少なくとも第
１出射部Ｅ１（光源１１）から出射された波長λＡの光（光束）を全反射する光学特性の
反射部材で構成されており、第１出射光軸Ｏ１上を進行してきた波長λＡの光（光束）を
照明光軸Ｏｉ上へと反射すべく設けられている。すなわち、全反射ミラー１５は、第１出
射光軸Ｏ１と照明光軸Ｏｉとが交わる位置に設けられている。このことから、全反射ミラ
ー１５は、第１出射部Ｅ１から出射された光を反射する第１反射部材として機能する。こ
のため、第１出射部Ｅ１（光源１１）から出射されて反射・透過ホイール１４の透過領域
１４ｑを透過した光（光束）は、全反射ミラー１５へと進行し、当該全反射ミラー１５に
より反射されて、照明光軸Ｏｉ上を進行する。すなわち、第１照明系１０Ａにおける透過
光路では、第１出射部Ｅ１（光源１１）から出射されて反射・透過ホイール１４を経た波
長λＡの光（光束）を、全反射ミラー１５により照明光軸Ｏｉ上に導く。このため、全反
射ミラー１５は、第１出射部Ｅ１（光源１１）から出射されて反射・透過ホイール１４を
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経た波長λＡの光（光束）を、後述するように各色の光を出射させる照明光軸Ｏｉ上に合
流させる合流光学素子として機能する。換言すると、全反射ミラー１５は、後述する第１
出射光路Ｐ１を、照明光路Ｐｉにおいて各色の光が通る共通光路に合流させる合流光学素
子として機能する。
【００３１】
　この全反射ミラー１５は、実施例１では、図４から図７に示すように、反射面となる表
面が矩形を呈する板状とされており、角度調整機構１５Ａにより角度の調整が可能とされ
る（図６および図７参照）。その角度調整機構１５Ａは、ミラー受け部材５０と設置部材
６０とを備える。角度調整機構１５Ａでは、全反射ミラー１５がミラー受け部材５０を介
して設置部材６０に取り付けられる。
【００３２】
　そのミラー受け部材５０は、矩形の板状を呈する全反射ミラー１５と等しい大きさ寸法
の矩形の板状とされている。ここで、ミラー受け部材５０において、ｘｙｚ軸を次のよう
に定義する（図４および図５参照）。実施例１では、図４および図５を正面視して、ミラ
ー受け部材５０すなわち取り付けられる全反射ミラー１５（その反射面）の左右方向に伸
びる一対の辺縁部に平行な方向をｘ軸とし、上下方向に伸びる一対の辺縁部に平行な方向
をｙ軸とする。そのｘ軸とｙ軸とは、ミラー受け部材５０の中心位置で交わるものとされ
ている。そして、実施例１では、ｘ軸およびｙ軸に直交する方向をｚ軸とする。このｚ軸
は、ミラー受け部材５０すなわち取り付けられる全反射ミラー１５（その反射面）に直交
する方向となり、全反射ミラー１５の反射面が位置する側をｚ軸方向の正側とする。
【００３３】
　ミラー受け部材５０では、図４から図７に示すように、ｘ軸方向で対を為す辺縁部に一
対の位置決め突起５１が設けられるとともに、ｙ軸方向で対を為す辺縁部にそれぞれ位置
決め突起５２が設けられている。各位置決め突起（５１、５２）は、矩形を規定する各辺
縁部の外方において対応する辺縁部に沿って設けられており、全反射ミラー１５（その裏
面）が宛がわれる表面５０ａからｚ軸方向正側へと突出されている。その位置決め突起５
１は、ｙ軸方向で見た中心位置で、ｘ軸方向で対を為して設けられている。また、２つの
位置決め突起５２は、ｘ軸方向で見て互いに異なる側の端部に、すなわち略対角方向で対
を為して設けられている。このため、ミラー受け部材５０では、全反射ミラー１５（その
裏面）が表面５０ａに宛がわれると、その全反射ミラー１５の４つの辺縁部のそれぞれに
、一対の位置決め突起５１と２つの位置決め突起５２とのいずれか１つを当てることとな
る。これにより、その全反射ミラー１５は、ミラー受け部材５０に対するｘ－ｙ平面に沿
う方向で見た位置が規定（位置決め）されて、当該ミラー受け部材５０に重ねられる。こ
のため、一対の位置決め突起５１と２つの位置決め突起５２とは、ミラー受け部材５０に
おいて、全反射ミラー１５のｘ－ｙ平面に沿う方向で見た位置を決める位置決め枠として
機能する。
【００３４】
　そのミラー受け部材５０では、上記したように位置決めされた全反射ミラー１５が、一
対の押さえバネ７１を用いて固定される。この両押さえバネ７１は、一方の片部７１ａと
他方の片部７１ｂとを対向させるＵ字形状を呈し、片部７１ａと片部７１ｂとの間隔を広
げる動作に抗する弾性力を発揮する弾性部材とされている。両押さえバネ７１は、片部７
１ａをミラー受け部材５０の裏面５０ｂに宛がい、かつ片部７１ｂを全反射ミラー１５の
反射面に宛がうことで、重ねられた全反射ミラー１５とミラー受け部材５０とを挟み込ん
でその状態で固定する。この両押さえバネ７１は、片部７１ｂの先端が、片部７１ａから
離れる方向へと湾曲されており、重ねられた状態の全反射ミラー１５とミラー受け部材５
０と挟み込むことを容易としつつ、全反射ミラー１５の反射面に傷付けることが防止され
ている。
【００３５】
　このミラー受け部材５０では、全反射ミラー１５（その裏面）が宛がわれる表面５０ａ
とは反対側の裏面５０ｂに、調整支点部５３と２つのネジ受けボス部５４とが設けられて
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いる。その調整支点部５３は、半球状を呈し、ミラー受け部材５０の裏面５０ｂからｚ軸
方向負側へと突出されている。調整支点部５３では、半球状を呈するその球面の中心位置
が、ｘｙｚ軸の座標中心とされたミラー受け部材５０の中心位置に一致するものとされて
いる。その調整支点部５３には、ｚ軸と一致する軸線を有するネジ穴５３ａが設けられて
いる。このネジ穴５３ａは、内周面にネジ溝が設けられており、後述する調整支点ネジ７
２のネジ山を噛み合わせることで当該調整支点ネジ７２を固定することが可能とされてい
る。
【００３６】
　ネジ受けボス部５４は、一方がｘ軸上においてミラー受け部材５０（その裏面５０ｂ）
の縁辺部の近傍（図５では左端部）に設けられ、他方がｙ軸上においてミラー受け部材５
０（その裏面５０ｂ）の縁辺部の近傍（図５では上端部）に設けられている。その各ネジ
受けボス部５４は、円柱状を呈し、ミラー受け部材５０の裏面５０ｂからｚ軸方向負側へ
と突出されている。各ネジ受けボス部５４には、ｚ軸方向と平行な方向に伸びる軸線を有
するネジ穴５４ａが設けられている。このネジ穴５４ａは、内周面にネジ溝が設けられて
おり、後述する調整ネジ７３のネジ山を噛み合わせることで当該調整ネジ７３を固定する
ことが可能とされている。このミラー受け部材５０は、ｘ軸を中心として回転可能としか
つｙ軸を中心として回転可能とすべく、設置部材６０に支持される。
【００３７】
　その設置部材６０は、図６および図７に示すように、設置片部６１と、そこと直交しつ
つ連続する取付片部６２と、を有する。設置片部６１は、設置部材６０すなわちそこにミ
ラー受け部材５０を介して取り付けられた全反射ミラー１５を、照明光源装置１０内に設
置するための箇所である。この設置片部６１は、全反射ミラー１５を上述した位置関係と
するように、照明光源装置１０内の所定の位置に固定される。なお、この設置片部６１は
、実施例１では、取付片部６２と直交しつつ連続するものとされているが、照明光源装置
１０内での設置箇所に応じて適宜設定すればよく、実施例１の構成に限定されるものでは
ない。
【００３８】
　取付片部６２は、ミラー受け部材５０よりも大きな板状を呈し、支点突起６３（図６参
照）が設けられている。その支点突起６３は、ミラー受け部材５０の中央箇所を部分的に
ｚ軸方向正側へと突出させて形成されている。このため、取付片部６２では、支点突起６
３の裏側（ｚ軸方向負側）に、受入凹所６４が形成されている。支点突起６３は、実施例
１では、ｚ軸方向で見て矩形状を呈するものとされており、その中心に調整支点ネジ挿通
孔６５が設けられている。
【００３９】
　この調整支点ネジ挿通孔６５は、受入凹所６４（支点突起６３）をｚ軸方向に貫通して
形成されており、後述する調整支点ネジ７２の軸部７２ｂを通すことを可能とし、かつ同
じく調整支点ネジ７２の頭部７２ａを通すことを阻む内径寸法とされている。調整支点ネ
ジ挿通孔６５は、その調整支点ネジ７２の軸部７２ｂを通した状態において、当該軸部７
２ｂとの間に隙間を置く（遊びを持って受け入れる）ものとされている。これは、後述す
るように全反射ミラー１５の角度調整を行う際に、調整支点ネジ挿通孔６５に通された調
整支点ネジ７２が傾くことを許容する必要があることによる。
【００４０】
　この調整支点ネジ挿通孔６５では、ｚ軸方向正側の端部に調整座面６６（図６参照）が
設けられている。その調整座面６６は、調整支点ネジ挿通孔６５の端部を切り欠いて形成
されており、ミラー受け部材５０の半球状を呈する調整支点部５３の外形形状に沿う球面
状とされている。このため、調整座面６６は、その球面の中心すなわち調整支点部５３の
中心位置を回転中心として調整支点部５３を回転可能に受けることができる。
【００４１】
　また、取付片部６２には、図７に示すように、２つの調整ネジ挿通孔６７が設けられて
いる。この両調整ネジ挿通孔６７は、取付片部６２をｚ軸方向に貫通して形成されており
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、後述する調整ネジ７３の軸部７３ｂを通すことを可能とし、かつ同じく調整ネジ７３の
頭部７３ａを通すことを阻む内径寸法とされている（図６参照）。両調整ネジ挿通孔６７
は、その調整ネジ７３の軸部７３ｂを通した状態において、当該軸部７３ｂとの間に隙間
を置く（遊びを持って受け入れる）ものとされている。これは、後述するように全反射ミ
ラー１５の角度調整を行う際に、各調整ネジ挿通孔６７に通された調整ネジ７３が傾くこ
とを許容する必要があることによる。この両調整ネジ挿通孔６７は、調整支点ネジ挿通孔
６５（その中心軸線）をｚ軸に一致させた状態において、一方がｘ軸上における取付片部
６２の縁辺部の近傍（図７では左端部）に設けられている。また、調整ネジ挿通孔６７は
、同じ状態において、他方がｙ軸上における取付片部６２の縁辺部の近傍（図７では上端
部）に設けられている。この両調整ネジ挿通孔６７（その中心軸線）は、調整支点ネジ挿
通孔６５（その中心軸線）を調整支点部５３のネジ穴５３ａ（その中心軸線）と一致させ
た状態において、対応するネジ受けボス部５４のネジ穴５４ａ（その中心軸線）と一致す
る位置関係とされている。
【００４２】
　この角度調整機構１５Ａでは、１つの調整支点ネジ７２と２つの調整ネジ７３と１つの
支点用コイルバネ７４と２つの調整用コイルバネ７５とを用いて、ミラー受け部材５０を
取付片部６２に取り付ける。その調整支点ネジ７２は、図６および図７に示すように、頭
部７２ａと軸部７２ｂとを有する。その頭部７２ａは、全体に円柱形状を呈し、取付片部
６２の受入凹所６４（支点突起６３）に設けられた調整支点ネジ挿通孔６５の内径寸法、
および支点用コイルバネ７４の内径寸法よりも大きな外径寸法とされている。軸部７２ｂ
は、頭部７２ａの外径寸法および調整支点ネジ挿通孔６５の内径寸法よりも小さな外径寸
法であって、ミラー受け部材５０の調整支点部５３のネジ穴５３ａの内径寸法に略等しい
外径寸法の長尺な円柱形状を呈する。この軸部７２ｂには、外周面にネジ山が形成されて
おり、ネジ穴５３ａのネジ溝に噛み合わせることで当該ネジ穴５３ａに固定することが可
能とされている。
【００４３】
　２つの調整ネジ７３は、頭部７３ａと軸部７３ｂとを有する。その頭部７３ａは、全体
に円柱形状を呈し、取付片部６２に設けられた両調整ネジ挿通孔６７の内径寸法よりも大
きな外径寸法とされている。軸部７３ｂは、頭部７３ａの外径寸法および両調整ネジ挿通
孔６７の内径寸法よりも小さな外径寸法であって、ミラー受け部材５０の各ネジ受けボス
部５４のネジ穴５４ａの内径寸法に略等しい外径寸法の長尺な円柱形状を呈する。この軸
部７３ｂには、外周面にネジ山が形成されており、ネジ穴５４ａのネジ溝に噛み合わせる
ことで当該ネジ穴５４ａに固定することが可能とされている。このため、軸部７３ｂは、
ネジ穴５４ａ（そのネジ溝）への噛み合わせの量を調節することにより、ｚ軸方向（ネジ
穴５４ａの軸線方向）で見た固定位置の調整が可能とされている。
【００４４】
　支点用コイルバネ７４は、螺旋状とされた線材により構成されており、無負荷状態にお
いて最も伸びて、一端と他端とを接近させる動作に抗する弾性力を発揮する。この支点用
コイルバネ７４は、調整支点ネジ７２の頭部７２ａの外径寸法よりも小さな内径寸法であ
って、取付片部６２の受入凹所６４（支点突起６３）に設けられた調整支点ネジ挿通孔６
５の内径寸法よりも大きな内径寸法とされている。また、支点用コイルバネ７４は、取付
片部６２の受入凹所６４に収容可能な外径寸法とされている。
【００４５】
　２つの調整用コイルバネ７５は、螺旋状とされた線材により構成されており、無負荷状
態において最も伸びて、一端と他端とを接近させる動作に抗する弾性力を発揮する。この
両調整用コイルバネ７５は、取付片部６２に設けられた両調整ネジ挿通孔６７の内径寸法
、およびミラー受け部材５０の各ネジ受けボス部５４の外径寸法よりも大きな内径寸法と
されている。
【００４６】
　この角度調整機構１５Ａは、次のように組み付けられる。先ず、図７に示すように、全
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反射ミラー１５（その裏面）をミラー受け部材５０の表面５０ａ（図６参照）に宛がい、
その全反射ミラー１５の各辺縁部に、対応する一対の位置決め突起５１または２つの位置
決め突起５２を当てる（矢印Ａ１参照）。その状態において、ｙ軸方向で対を為す辺縁部
における位置決め突起５２が設けられていない位置に、２つの両押さえバネ７１を装着す
る（矢印Ａ２参照）。これにより、全反射ミラー１５とミラー受け部材５０とは、ｘ－ｙ
平面に沿う方向で見て位置決めされて重ねられた状態で固定される（図６等参照）。
【００４７】
　その後、全反射ミラー１５が固定されたミラー受け部材５０の裏面５０ｂを、設置部材
６０の取付片部６２に対向させる。その対向状態において、調整支点ネジ７２の軸部７２
ｂを、支点用コイルバネ７４に通し、設置部材６０の受入凹所６４の調整支点ネジ挿通孔
６５に通して、ミラー受け部材５０の調整支点部５３のネジ穴５３ａに固定する（矢印Ａ
３参照）。このとき、支点用コイルバネ７４は、一端が受入凹所６４内に収容されて、そ
の受入凹所６４と調整支点ネジ７２の頭部７２ａとの間で圧縮される（図６参照）。この
ため、支点用コイルバネ７４の弾性力により、調整支点ネジ７２が固定されたミラー受け
部材５０の調整支点部５３が、調整支点ネジ挿通孔６５の端部に設けられた調整座面６６
に嵌り込みつつ押し当てられる（図６参照）。
【００４８】
　また、上記した対向状態において、各調整ネジ７３の軸部７３ｂを、対応する取付片部
６２の調整ネジ挿通孔６７に通し、対応する調整用コイルバネ７５に通して、ミラー受け
部材５０の対応するネジ受けボス部５４のネジ穴５４ａに固定する（矢印Ａ４参照）。こ
のとき、各調整用コイルバネ７５は、図６に示すように、一端がネジ受けボス部５４を取
り囲むように位置されて、そのネジ受けボス部５４が設けられたミラー受け部材５０と取
付片部６２（設置部材６０）との間で圧縮される。このため、調整用コイルバネ７５の弾
性力により、軸部７３ｂがネジ受けボス部５４に固定された各調整ネジ７３の頭部７３ａ
が、取付片部６２（その調整ネジ挿通孔６７の周辺）に押し当てられる。
【００４９】
　これにより、全反射ミラー１５がミラー受け部材５０を介して設置部材６０に取り付け
られて、角度調整機構１５Ａが組み付けられる。この角度調整機構１５Ａは、第１出射部
Ｅ１（光源１１）から出射された波長λＡの光（光束）を反射して照明光軸Ｏｉ上に導く
べく第１出射光軸Ｏ１と照明光軸Ｏｉとが交わる位置に全反射ミラー１５を位置させるよ
うに設置される。その角度調整機構１５Ａは、設置部材６０の設置片部６１が照明光源装
置１０内の所定の位置に固定されることにより設置される。
【００５０】
　この角度調整機構１５Ａでは、各調整ネジ７３を回転させてネジ穴５４ａへの噛み合わ
せの量を調節することにより、ミラー受け部材５０に対する各調整ネジ７３のｚ軸方向（
ネジ穴５４ａの軸線方向）で見た固定位置の調整が可能とされている。このため、角度調
整機構１５Ａでは、回転により各調整ネジ７３をｚ軸方向正側へと変位させると、その頭
部７３ａが取付片部６２の調整ネジ挿通孔６７の周辺をｚ軸方向正側へと押すことで、当
該調整ネジ挿通孔６７の周辺をミラー受け部材５０に近付ける。また、角度調整機構１５
Ａでは、回転により各調整ネジ７３をｚ軸方向負側へと変位させると、その頭部７３ａが
ｚ軸方向負側へと変位する。すると、調整用コイルバネ７５の弾性力により頭部７３ａに
押し当てられた取付片部６２の調整ネジ挿通孔６７の周辺がｚ軸方向負側へと移動し、当
該調整ネジ挿通孔６７の周辺がミラー受け部材５０から離れる。
【００５１】
　また、角度調整機構１５Ａでは、調整支点ネジ挿通孔６５の調整座面６６に押し当てら
れたミラー受け部材５０の調整支点部５３が、その押し当てられた状態を維持しつつ調整
支点部５３（調整座面６６）の球面に沿って回転することが可能とされている。この調整
支点部５３すなわちミラー受け部材５０の、調整座面６６すなわち取付片部６２（設置部
材６０）に対する回転は、調整支点部５３（調整座面６６）の球面の中心位置を回転中心
とするものとなる。そして、角度調整機構１５Ａでは、その中心位置を、ミラー受け部材
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５０の中心位置であってｘｙｚ軸の座標中心に一致させている。加えて、角度調整機構１
５Ａでは、一方のネジ受けボス部５４がｘ軸上に位置され、他方のネジ受けボス部５４が
ｙ軸上に位置されている。
【００５２】
　このため、角度調整機構１５Ａでは、一方のネジ受けボス部５４に固定された調整ネジ
７３を回転させることで、ミラー受け部材５０すなわちそこに固定された全反射ミラー１
５を、ｙ軸を回転中心として回転させることができる。そして、角度調整機構１５Ａでは
、調整ネジ７３のネジ受けボス部５４（そのネジ穴５４ａ）への噛み合わせの量を調節す
ることにより、そのｙ軸を回転中心とする全反射ミラー１５（ミラー受け部材５０）の回
転量を調節することができる。同様に、角度調整機構１５Ａでは、他方のネジ受けボス部
５４に固定された調整ネジ７３を回転させることで、ミラー受け部材５０すなわち全反射
ミラー１５を、ｘ軸を回転中心として回転させることができ、その回転量を調節すること
ができる。よって、角度調整機構１５Ａでは、支持した全反射ミラー１５の角度の調整を
可能とする。
【００５３】
　この角度調整機構１５Ａでは、調整支点ネジ７２と各調整ネジ７３とによりミラー受け
部材５０を設置部材６０（その取付片部６２）に取り付ける際、各ネジにコイルバネ（支
点用コイルバネ７４および２つの調整用コイルバネ７５）を設けている。このため、角度
調整機構１５Ａでは、各ネジでの取り付けに起因してガタつきが生じることが防止されて
いる。また、角度調整機構１５Ａでは、ミラー受け部材５０の調整支点部５３を半球状と
するとともに、設置部材６０の取付片部６２の調整座面６６を半球状としている。このた
め、角度調整機構１５Ａでは、調整支点部５３すなわちミラー受け部材５０の、調整座面
６６すなわち取付片部６２（設置部材６０）に対する回転を円滑なものとすることができ
、ミラー受け部材５０と設置部材６０とが干渉することを防止することができる。さらに
、角度調整機構１５Ａでは、調整支点ネジ挿通孔６５が遊びを持って調整支点ネジ７２の
軸部７２ｂを受け入れるものとしているとともに、両調整ネジ挿通孔６７が遊びを持って
調整ネジ７３の軸部７３ｂを受け入れるものとしている。このため、角度調整機構１５Ａ
では、調整支点ネジ挿通孔６５内で調整支点ネジ７２が傾くことと各調整ネジ挿通孔６７
内で調整ネジ７３が傾くこととを許容することができる。これにより、角度調整機構１５
Ａでは、調整支点部５３（ミラー受け部材５０）が取付片部６２（設置部材６０）に対し
て回転することが、取り付けのための調整支点ネジ７２および各調整ネジ７３により阻害
されることを防止することができる。
【００５４】
　なお、実施例１の角度調整機構１５Ａでは、半球状とされた調整支点部５３の中心位置
を、ｘｙｚ軸の座標中心とされたミラー受け部材５０の中心位置としていたが、全反射ミ
ラー１５の反射面の中心位置としてもよい。このようにすると、角度調整機構１５Ａにお
ける２つの回転軸（ｘ軸およびｙ軸）を全反射ミラー１５の反射面上に位置させることが
できる。このため、ｘ軸を後述する実施例３のＸ軸およびＹ軸（図１８参照）のいずれか
一方に一致するものとすることができ、ｙ軸をそのいずれか他方に一致するものとするこ
とができる。このような構成とすると、当該中心位置を第１出射光軸Ｏ１と照明光軸Ｏｉ
とが交わる位置とすることで、後述するように、全反射ミラー１５の角度の調整による第
１出射部Ｅ１からの波長λＡの光（光束）の出射位置の調整をより容易なものとすること
ができる。
【００５５】
　また、第１照明系１０Ａでは、反射・透過ホイール１４（その反射領域１４ｐ）により
反射された波長λＡの光（光束）が進行する反射光路に、集光素子１６、蛍光ホイール１
７、第１ダイクロイックミラー１８、および第２ダイクロイックミラー１９が設けられて
いる。その集光素子１６は、少なくとも１つ以上のレンズからなり、蛍光ホイール１７（
その後述する蛍光体１７ｂ）の前面に設けられている。集光素子１６は、第１照明系１０
Ａの反射光路を進行する波長λＡの光（光束）を蛍光体１７ｂの微小領域１７ｅ（図８参
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照）に集光する。また、集光素子１６は、後述するように蛍光ホイール１７の蛍光体１７
ｂ（その微小領域１７ｅ）から発生する波長λＢの光（光束）を、第１照明系１０Ａの反
射光路の各光学素子に適切に入射させるべく当該光（光束）を集める機能も有する。
【００５６】
　その蛍光ホイール１７は、図８に示すように、円板状基板１７ａに蛍光体１７ｂが設け
られて構成されている。その円板状基板１７ａは、全体に円板形状を呈し、少なくとも後
述するように蛍光体１７ｂ（その微小領域１７ｅ）から発生する波長λＢの光（光束）を
全反射する光学特性の反射部材で構成されている。蛍光体１７ｂは、円板状基板１７ａの
中心軸線（後述する回転軸１７ｄ）を中心とする環状（リング状）とされて当該円板状基
板１７ａに設けられている。その蛍光体１７ｂは、第１出射部Ｅ１（光源１１）から出射
された波長λＡの光（光束）を受けると、当該光を励起光として用いて励起されて波長λ
Ｂの光を発生する材料で構成されている。その発生する蛍光は、実施例１では、波長λＢ
（４５０ｎｍ＜λＢ＜７００ｎｍ）の光である。このため、蛍光体１７ｂは、第１出射部
Ｅ１（光源１１）から出射された波長λＡの光（光束）を励起光として、照明光として緑
色の光（蛍光）を発生する。
【００５７】
　蛍光ホイール１７では、図２に示すように、円板状基板１７ａが、駆動部１７ｃの回転
軸１７ｄに取り付けられて設けられている。その駆動部１７ｃは、駆動されると回転軸１
７ｄを介して回転駆動力を出力するものであり、制御部５（図１参照）に接続されてその
制御部５の制御下で駆動される。その回転軸１７ｄは、円板状基板１７ａの中心軸線に沿
いつつ当該円板状基板１７ａに固定されている。このため、円板状基板１７ａは、制御部
５の制御下で駆動部１７ｃが駆動されることにより、その回転軸１７ｄを回転中心として
回転駆動される。この円板状基板１７ａは、第１照明系１０Ａの反射光路において、回転
軸１７ｄを回転中心とする回転駆動に関わらず、進行する波長λＡの光（光束）が集光素
子１６で集光される位置（微小領域１７ｅ（図８参照））に蛍光体１７ｂを存在させるよ
うに設けられている。
【００５８】
　この第１照明系１０Ａの反射光路において、集光素子１６と反射・透過ホイール１４と
の間に第１ダイクロイックミラー１８が設けられている。その第１ダイクロイックミラー
１８は、波長λＡの光（光束）の透過を許すとともに、波長λＢの光（光束）を反射する
光学特性とされている。第１ダイクロイックミラー１８は、蛍光体１７ｂで発生されて集
光素子１６により集められた波長λＢの光（光束）を、第２ダイクロイックミラー１９へ
向けて反射する位置関係とされている。
【００５９】
　その第２ダイクロイックミラー１９は、照明光軸Ｏｉ上において全反射ミラー１５と後
述する第２照明系１０Ｂの第３ダイクロイックミラー２２との間に設けられている。第２
ダイクロイックミラー１９は、波長λＡの光（光束）の透過を許すとともに、波長λＢの
光（光束）を反射する光学特性とされている。この第２ダイクロイックミラー１９は、第
１ダイクロイックミラー１８で反射された波長λＢの光（光束）を、照明光軸Ｏｉ上へと
反射すべく設けられている。このことから、第２ダイクロイックミラー１９は、第２出射
部Ｅ２から出射された光を反射する第２反射部材として機能する。
【００６０】
　この第１照明系１０Ａの反射光路では、第１出射部Ｅ１（光源１１）から出射されて反
射・透過ホイール１４の反射領域１４ｐで反射された波長λＡの光（光束）を、第１ダイ
クロイックミラー１８を透過させて集光素子１６へと進行させる。その波長λＡの光（光
束）は、集光素子１６により集光されて、蛍光ホイール１７の蛍光体１７ｂの微小領域１
７ｅ（図８参照）を照射する。すると、蛍光体１７ｂ（その微小領域１７ｅ）では、波長
λＡの光（光束）が励起光として作用することから、その照射された微小領域１７ｅが励
起されて、当該微小領域１７ｅから波長λＢの光（蛍光（光束））を発生させる。その波
長λＢの光（光束）は、直接もしくは円板状基板１７ａにより反射されて、集光素子１６
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へと向かう。このとき、波長λＡの光（光束）では、一部が蛍光体１７ｂ（その微小領域
１７ｅ）に吸収されずに、集光素子１６へと向かう。それらの光（波長λＢの光、波長λ
Ａの光）は、集光素子１６により集められて、第１ダイクロイックミラー１８へと向かう
。
【００６１】
　その第１ダイクロイックミラー１８は、上述した光学特性により、集光素子１６を経た
波長λＢの光（光束）を第２ダイクロイックミラー１９へ向けて反射し、集光素子１６を
経た波長λＡの光（光束）を透過させる。その第２ダイクロイックミラー１９は、上述し
た光学特性により、第１ダイクロイックミラー１８で反射された波長λＢの光（光束）を
、照明光軸Ｏｉ上へと反射する。このため、第１照明系１０Ａの反射光路では、波長λＢ
の光（光束）を照明光軸Ｏｉ上へと導くとともに、励起光としての波長λＡの光（光束）
を照明光軸Ｏｉ上へと導くことが防止されている。
【００６２】
　このことから、蛍光体１７ｂは、発生する波長λＢの光（光束）を第１照明系１０Ａの
反射光路の各光学素子に適切に入射させるべく当該光（光束）を集める機能を有する集光
素子１６と協働して、波長λＢの光（光束）を射出する第２出射部Ｅ２を構成する。すな
わち、集光素子１６は、蛍光体１７ｂからの波長λＢの光（光束）を成形（カップリング
）して第２出射部Ｅ２として利用可能とする。このため、蛍光体１７ｂは、第２出射部Ｅ
２における第２光源としての蛍光体として機能し、集光素子１６は、第２出射部Ｅ２にお
ける第２カップリングレンズとして機能する。この第２出射部Ｅ２は、第２出射光軸Ｏ２
上に光（光束）を出射する。すなわち、第２光源としての蛍光体１７ｂから発生されて、
第２カップリングレンズとしての集光素子１６により集められた光（光束）は、第２出射
光軸Ｏ２上を進行する。その第２出射光軸Ｏ２は、第１ダイクロイックミラー１８により
折り返されて第２ダイクロイックミラー１９に至る。このため、第２ダイクロイックミラ
ー１９は、第２出射部Ｅ２（蛍光体１７ｂ）から発生されて第１ダイクロイックミラー１
８を経た波長λＢの光（光束）を、後述するように各色の光を出射させる照明光軸Ｏｉ上
に合流させる合流光学素子として機能する。換言すると、第２ダイクロイックミラー１９
は、後述する第２出射光路Ｐ２を、照明光路Ｐｉにおいて各色の光が通る共通光路に合流
させる合流光学素子として機能する。
【００６３】
　この第２ダイクロイックミラー１９は、実施例１では、図９から図１２に示すように、
反射面となる表面が矩形を呈する板状とされており、角度調整機構１９Ａにより角度の調
整が可能とされる（図１１および図１２参照）。その角度調整機構１９Ａは、基本的な構
成は上記した全反射ミラー１５の角度調整を可能とする角度調整機構１５Ａと同様である
ことから、等しい構成の個所には同じ符号を付し、その詳細な説明および全体構成の図示
は省略する。角度調整機構１９Ａでは、第２ダイクロイックミラー１９がミラー受け部材
５０Ａを介して設置部材６０Ａに取り付けられる。
【００６４】
　そのミラー受け部材５０Ａは、基本的に角度調整機構１５Ａのミラー受け部材５０と同
様である。ミラー受け部材５０Ａでは、ミラー受け部材５０とは異なり、光線透過窓５５
が設けられている。その光線透過窓５５は、第１照明系１０Ａの透過光路により照明光軸
Ｏｉ上に導かれた第１出射部Ｅ１（光源１１）から出射された波長λＡの光（光束）を、
第２ダイクロイックミラー１９が透過させることを可能とする。すなわち、光線透過窓５
５は、第２ダイクロイックミラー１９における１つの機能である波長λＡの光（光束）の
透過を許すことを可能とする。この光線透過窓５５は、ミラー受け部材５０Ａを部分的に
切り欠いて形成されている。この光線透過窓５５は、ミラー受け部材５０Ａにおいてｘ軸
方向で偏って（図１０では左側）設けられている。なお、光線透過窓５５は、波長λＡの
光（光束）を透過させる材料からなるガラス等の部材で形成されていてもよい。また、ミ
ラー受け部材５０Ａを、波長λＡの光（光束）を透過させる材料で形成するものとすれば
、光線透過窓５５を設けなくても良い。但し、このような構成とする場合には、入射角度
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に応じた屈折により波長λＡの光（光束）の進行方向が変化する可能性を考慮して、適宜
部材を選択したり設置位置を調整したりすることが望ましい。
【００６５】
　ミラー受け部材５０Ａでは、光線透過窓５５が設けられることに伴って、調整支点部５
３Ａと他方のネジ受けボス部５４Ａとの位置が、上記したミラー受け部材５０とは異なる
ものとされている。その調整支点部５３Ａは、ｘ軸方向で光線透過窓５５とは反対側に偏
って（図１０では右側）設けられている。すなわち、調整支点部５３Ａは、ｘ軸上におい
て、光線透過窓５５を避ける位置に設けられている。他方のネジ受けボス部５４Ａは、ｘ
軸方向で見て調整支点部５３Ａと等しい位置とされて、ミラー受け部材５０Ａ（その裏面
５０ｂ）の縁辺部の近傍（図１０では上端部）に設けられている。すなわち、他方のネジ
受けボス部５４Ａは、上記したミラー受け部材５０と比較して、調整支点部５３Ａがｘ軸
方向で変位された量（大きさ）と等しい量（大きさ）だけｘ軸方向で変位されて設けられ
ている。
【００６６】
　このため、ミラー受け部材５０Ａすなわち角度調整機構１９Ａでは、ｘ軸方向で見て調
整支点部５３Ａ（そのネジ穴５３ａの中心軸線）と他方のネジ受けボス部５４Ａ（そのネ
ジ穴５４ａの中心軸線）とが設けられた位置をｙ軸とする。これにより、ミラー受け部材
５０Ａ（角度調整機構１９Ａ）では、ｘ軸とｙ軸とが交わる位置が、調整支点部５３Ａの
ネジ穴５３ａの中心軸線上に位置することとなる。このことから、ミラー受け部材５０Ａ
（角度調整機構１９Ａ）では、上記したミラー受け部材５０と比較して、ｙ軸がｘ軸方向
に変位されている。
【００６７】
　設置部材６０Ａは、基本的に角度調整機構１５Ａの設置部材６０と同様である。設置部
材６０Ａでは、設置部材６０とは異なり、取付片部６２Ａに光線透過窓６８（図１２参照
）が設けられている。その光線透過窓６８は、光線透過窓５５と同様の作用を為すもので
あり、第１照明系１０Ａの透過光路により照明光軸Ｏｉ上に導かれた第１出射部Ｅ１（光
源１１）から出射された波長λＡの光（光束）を、第２ダイクロイックミラー１９が透過
させることを可能とする。すなわち、光線透過窓６８は、第２ダイクロイックミラー１９
における１つの機能である波長λＡの光（光束）の透過を許すことを可能とする。この光
線透過窓６８は、取付片部６２Ａにおいてｘ軸方向で偏って（図１２では左側）設けられ
てており、ミラー受け部材５０Ａが設置部材６０Ａに取り付けられる状態において光線透
過窓５５とｚ軸方向で対向するものとされている（図１２参照）。光線透過窓６８は、ミ
ラー受け部材５０Ａを部分的に切り欠いて形成されている。なお、光線透過窓６８は、波
長λＡの光（光束）を透過させる材料からなるガラス等の部材で形成されていてもよい。
また、取付片部６２Ａ（設置部材６０Ａ）を、波長λＡの光（光束）を透過させる材料で
形成するものとすれば、光線透過窓６８を設けなくても良い。但し、このような構成とす
る場合には、入射角度に起因する屈折により波長λＡの光（光束）の進行方向が変化する
可能性を考慮して、適宜部材を選択したり設置位置を調整したりすることが望ましい。
【００６８】
　取付片部６２Ａ（設置部材６０Ａ）では、光線透過窓６８が設けられることに伴って、
支点突起６３Ａ（受入凹所６４Ａ）と他方の調整ネジ挿通孔６７Ａとの位置が、上記した
取付片部６２（設置部材６０）とは異なるものとされている。その支点突起６３Ａ（受入
凹所６４Ａ）は、ｘ軸方向で光線透過窓６８とは反対側に偏って（図１２では右側）設け
られている。すなわち、支点突起６３Ａ（受入凹所６４Ａ）は、ｘ軸上において、光線透
過窓６８を避ける位置に設けられている。他方の調整ネジ挿通孔６７Ａは、ｘ軸方向で見
て支点突起６３Ａ（受入凹所６４Ａ）と等しい位置とされて、取付片部６２の縁辺部の近
傍（図１２では上端部）に設けられている。すなわち、他方の調整ネジ挿通孔６７Ａは、
上記した設置部材６０と比較して、支点突起６３Ａ（受入凹所６４Ａ）がｘ軸方向で変位
された量（大きさ）と等しい量（大きさ）だけｘ軸方向で変位されて設けられている。
【００６９】
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　この角度調整機構１９Ａは、次のように組み付けられる。先ず、図１２に示すように、
第２ダイクロイックミラー１９（その裏面）をミラー受け部材５０Ａの表面５０ａ（図１
１参照）に宛がう。そして、その第２ダイクロイックミラー１９の各辺縁部に、対応する
一対の位置決め突起５１または２つの位置決め突起５２を当てる（矢印Ａ１１参照）。そ
の状態において、ｙ軸方向で対を為す辺縁部における位置決め突起５２が設けられていな
い位置に、２つの両押さえバネ７１を装着する（矢印Ａ１２参照）。これにより、第２ダ
イクロイックミラー１９とミラー受け部材５０Ａとは、ｘ－ｙ平面に沿う方向で見て位置
決めされて重ねられた状態で固定される（図１１等参照）。このとき、第２ダイクロイッ
クミラー１９では、裏面がミラー受け部材５０Ａの表面５０ａ（図１１参照）に宛がわれ
ているが、そのミラー受け部材５０Ａには光線透過窓５５が設けられている。このため、
第２ダイクロイックミラー１９では、光線透過窓５５を経ることで、ミラー受け部材５０
Ａの裏面側から進行して来た波長λＡの光（光束）を受けることができ、当該波長λＡの
光（光束）を透過させることができる。
【００７０】
　その後、第２ダイクロイックミラー１９が固定されたミラー受け部材５０Ａの裏面５０
ｂを、設置部材６０Ａの取付片部６２Ａに対向させる。その対向状態において、調整支点
ネジ７２の軸部７２ｂを、支点用コイルバネ７４に通し、設置部材６０Ａの受入凹所６４
Ａの調整支点ネジ挿通孔６５に通して、ミラー受け部材５０Ａの調整支点部５３Ａのネジ
穴５３ａに固定する（矢印Ａ１３参照）。このとき、支点用コイルバネ７４は、一端が受
入凹所６４Ａ内に収容されて、その受入凹所６４Ａと調整支点ネジ７２の頭部７２ａとの
間で圧縮される（図１１参照）。このため、支点用コイルバネ７４の弾性力により、調整
支点ネジ７２が固定されたミラー受け部材５０Ａの調整支点部５３Ａが、調整支点ネジ挿
通孔６５の端部に設けられた調整座面６６に嵌り込みつつ押し当てられる（図１１参照）
。
【００７１】
　また、上記した対向状態において、各調整ネジ７３の軸部７３ｂを、対応する取付片部
６２Ａの調整ネジ挿通孔６７に通し、対応する調整用コイルバネ７５に通して、ミラー受
け部材５０Ａの対応するネジ受けボス部５４のネジ穴５４ａに固定する（矢印Ａ１４参照
）。このとき、調整用コイルバネ７５は、図１１に示すように、一端がネジ受けボス部５
４を取り囲むように位置されて、そのネジ受けボス部５４が設けられたミラー受け部材５
０Ａと取付片部６２Ａ（設置部材６０Ａ）との間で圧縮される。このため、調整用コイル
バネ７５の弾性力により、軸部７３ｂがネジ受けボス部５４に固定された各調整ネジ７３
の頭部７３ａが、取付片部６２Ａ（その調整ネジ挿通孔６７の周辺）に押し当てられる。
【００７２】
　これにより、第２ダイクロイックミラー１９がミラー受け部材５０Ａを介して設置部材
６０Ａに取り付けられて、角度調整機構１９Ａが組み付けられる。この角度調整機構１９
Ａは、第２出射部Ｅ２（蛍光体１７ｂ）から出射された波長λＢの光（光束）を反射して
照明光軸Ｏｉ上に導くべく、第２出射光軸Ｏ２と照明光軸Ｏｉとが交わる位置に第２ダイ
クロイックミラー１９を位置させるように設置される。このとき、角度調整機構１９Ａは
、ｚ軸方向で対向する、ミラー受け部材５０Ａに設けられた光線透過窓５５と、取付片部
６２Ａ（設置部材６０Ａ）に設けられた光線透過窓６８と、の内方に照明光軸Ｏｉを位置
させるものとする。その角度調整機構１９Ａは、設置部材６０Ａの設置片部６１が照明光
源装置１０内の所定の位置に固定されることにより設置される。このため、角度調整機構
１９Ａでは、第１照明系１０Ａの透過光路により照明光軸Ｏｉ上に導かれた第１出射部Ｅ
１（光源１１）からの波長λＡの光（光束）を、光線透過窓６８および光線透過窓５５を
経て第２ダイクロイックミラー１９に到達させることができる。
【００７３】
　この角度調整機構１９Ａでは、角度調整機構１５Ａと同様に、一方のネジ受けボス部５
４に固定された調整ネジ７３を回転させることで、ミラー受け部材５０Ａすなわち第２ダ
イクロイックミラー１９をｙ軸を回転中心として回転させることができる。そして、角度
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調整機構１９Ａでは、調整ネジ７３のネジ受けボス部５４（そのネジ穴５４ａ）への噛み
合わせの量を調節することにより、そのｙ軸を回転中心とする第２ダイクロイックミラー
１９（ミラー受け部材５０Ａ）の回転量を調節することができる。同様に、角度調整機構
１９Ａでは、他方のネジ受けボス部５４Ａに固定された調整ネジ７３を回転させることで
、ミラー受け部材５０Ａすなわち第２ダイクロイックミラー１９を、ｙ軸を回転中心とし
て回転させることができ、その回転量を調節することができる。よって、角度調整機構１
９Ａでは、支持した第２ダイクロイックミラー１９の角度の調整を可能とする。
【００７４】
　この角度調整機構１９Ａでは、基本的に上記した角度調整機構１５Ａと等しい構成であ
ることから、同様の効果を得ることができる。それに加えて、角度調整機構１９Ａでは、
ミラー受け部材５０Ａに設けられた光線透過窓５５と、取付片部６２Ａ（設置部材６０Ａ
）に設けられた光線透過窓６８と、がｚ軸方向で対向されている。このため、角度調整機
構１９Ａでは、取付片部６２Ａ（設置部材６０Ａ）の裏面側から進行して来た波長λＡの
光（光束）を、光線透過窓６８および光線透過窓５５を経て第２ダイクロイックミラー１
９に到達させることができる。角度調整機構１９Ａでは、その光線透過窓６８および光線
透過窓５５を、照明光軸Ｏｉを内方に位置させる位置関係とされている。これにより、角
度調整機構１９Ａでは、第２ダイクロイックミラー１９が、第２出射部Ｅ２（蛍光体１７
ｂ）から発生されて第１ダイクロイックミラー１８を経た第２出射光軸Ｏ２上の波長λＢ
の光（光束）を、照明光軸Ｏｉ上へと反射することを可能とする。また、角度調整機構１
９Ａでは、第２ダイクロイックミラー１９が、第１照明系１０Ａの透過光路により照明光
軸Ｏｉ上に導かれた第１出射部Ｅ１（光源１１）からの波長λＡの光（光束）を、透過さ
せて照明光軸Ｏｉ上を進行させることを可能とする。
【００７５】
　なお、この角度調整機構１９Ａは、第２ダイクロイックミラー１９に用いていたが、第
１ダイクロイックミラー１８に用いるものであってもよく、双方のダイクロイックミラー
（１９、１８）に用いるものであってもよく、実施例１の構成に限定されるものではない
。
【００７６】
　ここで、第１照明系１０Ａでは、光の進行方向で見て、第１出射光軸Ｏ１上で第１出射
部Ｅ１（その出射箇所となる第１カップリングレンズ１３）の後から反射・透過ホイール
１４に至る間に、波長λＡの光（光束）を照明光とする場合と励起光とする場合とが混在
する。また、第１照明系１０Ａでは、反射・透過ホイール１４から全反射ミラー１５を経
て第２ダイクロイックミラー１９に至る間に、波長λＡの光（光束）のみが通り波長λＢ
の光（光束）は通らない。さらに、第１照明系１０Ａでは、蛍光体１７ｂから集光素子１
６を経て第１ダイクロイックミラー１８へと至る間が、蛍光体１７ｂからの波長λＢの光
（光束）を通すとともに、第１出射部Ｅ１からの励起光（波長λＡの光（光束））を通す
。ついで、第１照明系１０Ａでは、第１ダイクロイックミラー１８から第２ダイクロイッ
クミラー１９に至る間に、波長λＢの光（光束）のみが通り波長λＡの光（光束）は通ら
ない。
【００７７】
　このため、第１照明系１０Ａでは、反射・透過ホイール１４から全反射ミラー１５を経
て第２ダイクロイックミラー１９に至る間が、第１出射部Ｅ１からの波長λＡの光（光束
）を照明光軸Ｏｉ上に導く第１出射光路Ｐ１として機能する。その第１出射光路Ｐ１には
、第１出射部Ｅ１から出射された波長λＡの光（光束）を、照明光軸Ｏｉ上において導光
光学系２のライトトンネル６へと適切に入射させるために、当該波長λＡの光（光束）を
集める光学素子３１が設けられている。この光学素子３１は、レンズ等で構成されている
。また、第１照明系１０Ａでは、第１ダイクロイックミラー１８から第２ダイクロイック
ミラー１９に至る間が、第２出射部Ｅ２からの波長λＢの光（光束）を照明光軸Ｏｉ上に
導く第２出射光路Ｐ２として機能する。その第２出射光路Ｐ２には、第２出射部Ｅ２から
出射された波長λＢの光（光束）を、照明光軸Ｏｉ上において導光光学系２のライトトン
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ネル６へと適切に入射させるために、当該波長λＢの光（光束）を集める光学素子３２が
設けられている。この光学素子３２は、レンズ等で構成されている。そして、第１照明系
１０Ａでは、反射・透過ホイール１４（光路切替部）が、第１出射部Ｅ１からの波長λＡ
の光（光束）を、蛍光体１７ｂの励起に使用する光路（反射光路）と、スクリーンＳｃへ
の照射に使用する光路（透過光路）と、に分岐する。
【００７８】
　ここで、蛍光ホイール１７の蛍光体１７ｂでは、図８に示すように、集光素子１６を経
た波長λＡの光（光束）が微小領域１７ｅに小さな点状（スポット状）に照射される。こ
のため、蛍光体１７ｂでは、照射される位置である微小領域１７ｅが同一の箇所に形成さ
れ続けると、すなわち波長λＡの光（光束）による小さな点状の照射位置が同一箇所であ
ると、蛍光の生成効率が低下したり、発光特性が劣化したりする虞がある。これに対し、
実施例１の蛍光ホイール１７では、円板状基板１７ａが回転軸１７ｄを中心とする回転駆
動が可能とされていることから、その円板状基板１７ａを常時回転駆動させることにより
、微小領域１７ｅが形成される箇所を時間的に変化させることができる。すなわち、蛍光
体１７ｂでは、波長λＡの光（光束）による小さな点状の照射位置を時間的に変化させる
ことができ、波長λＡの光（光束）のエネルギーが同一箇所（微小領域１７ｅ）に集中さ
れ続けることを防止することができる。このため、蛍光ホイール１７（照明光源装置１０
）では、蛍光体１７ｂにおける蛍光の生成効率の低下や、蛍光体１７ｂの発光特性の劣化
を防止することができる。加えて、照明光源装置１０では、反射・透過ホイール１４を設
けることにより、第１出射部Ｅ１（光源１１）から出射された波長λＡの光（光束）が進
行する方向を、第１照明系１０Ａにおける透過光路と反射光路との間で単位時間（１秒）
内に交互に切り替えている。このため、照明光源装置１０では、単位時間あたりに蛍光体
１７ｂに励起光としての波長λＡの光（光束）が照射される時間を短くすることができる
ので、蛍光体１７ｂにおける蛍光の生成効率が低下や、蛍光体１７ｂの発光特性の劣化を
より効果的に防止することができる。
【００７９】
　なお、実施例１では、蛍光ホイール１７を用いているが、微小領域１７ｅが形成される
箇所すなわち波長λＡの光（光束）による小さな点状の照射位置を、時間的に変化させる
ことができるものであれば、他の構成であってもよく、実施例１の例に限定されるもので
はない。そのような構成としては、例えば、円板状基板１７ａに替えて長尺な板形状とし
て、その長尺方向に伸びて蛍光体１７ｂを設けるとともに、その長尺方向に板状部材を往
復移動させることにより、実現することができる。
【００８０】
　光源１２を利用する第２照明系１０Ｂは、図２に示すように、第３カップリングレンズ
２１と、第３ダイクロイックミラー２２と、を有する。第３カップリングレンズ２１は、
少なくとも１つ以上のレンズからなり、光源１２から出射された波長λＣの光（光束）を
第２照明系１０Ｂの各光学素子に適切に入射させるべく当該光（光束）を集める。この第
３カップリングレンズ２１は、光源１２と協働して、波長λＣの光（光束）を射出する第
３出射部Ｅ３を構成する。すなわち、第３カップリングレンズ２１は、光源１２からの波
長λＣの光（光束）を成形（カップリング）して第３出射部Ｅ３として利用可能とする。
このため、光源１２は、第３出射部Ｅ３における第３光源として機能する。この第３出射
部Ｅ３は、第２照明系１０Ｂの第３出射光軸Ｏ３上に波長λＣの光（光束）を出射する。
すなわち、光源１２から出射されて第３カップリングレンズ２１により集められた波長λ
Ｃの光（光束）は、第３出射光軸Ｏ３上を進行する。その第３出射光軸Ｏ３上に第３ダイ
クロイックミラー２２が設けられている。
【００８１】
　その第３ダイクロイックミラー２２は、波長λＡの光（光束）および波長λＢの光（光
束）の透過を許すとともに、波長λＣの光（光束）を反射する光学特性とされている。第
３ダイクロイックミラー２２は、照明光軸Ｏｉ上であって、第２ダイクロイックミラー１
９から見て全反射ミラー１５とは反対側に設けられている。すなわち、第３ダイクロイッ
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クミラー２２は、照明光軸Ｏｉ上における光の進行方向で見て、全反射ミラー１５（第１
出射光路Ｐ１）および第２ダイクロイックミラー１９（第２出射光路Ｐ２）よりも後側に
設けられている。この第３ダイクロイックミラー２２は、第３出射部Ｅ３から出射された
波長λＣの光（光束）、すなわち光源１２から出射されて第３カップリングレンズ２１に
より集められた波長λＣの光（光束）を、照明光軸Ｏｉ上へと反射する位置関係とされて
いる。換言すると、第３ダイクロイックミラー２２は、第３出射光軸Ｏ３と照明光軸Ｏｉ
とが交わる位置に設けられている。このことから、第３ダイクロイックミラー２２は、第
３出射部Ｅ３から出射された光を反射する第３反射部材として機能する。このため、第３
出射部Ｅ３（光源１２）から出射された波長λＣの光（光束）は、第３ダイクロイックミ
ラー２２へと進行し、当該第３ダイクロイックミラー２２により反射されて、照明光軸Ｏ
ｉ上を進行する。すなわち、第２照明系１０Ｂでは、第３出射部Ｅ３（光源１２）から出
射された波長λＣの光（光束）を、第３ダイクロイックミラー２２により照明光軸Ｏｉ上
に導く。
【００８２】
　このため、第２照明系１０Ｂは、第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束）を照明光
軸Ｏｉ上に導く第３出射光路Ｐ３として機能する。そして、第３ダイクロイックミラー２
２は、第３出射部Ｅ３（光源１２）から出射された波長λＣの光（光束）を、後述するよ
うに各色の光を出射させる照明光軸Ｏｉ上に合流させる合流光学素子として機能する。換
言すると、第３ダイクロイックミラー２２は、第３出射光路Ｐ３を、照明光路Ｐｉにおい
て各色の光が通る共通光路に合流させる合流光学素子として機能する。
【００８３】
　この第３ダイクロイックミラー２２は、実施例１では、反射面となる表面が矩形を呈す
る板状とされており、第２ダイクロイックミラー１９に用いたものと同様の角度調整機構
（１９Ａ（図９から図１２参照））により角度の調整が可能とされる。すなわち、当該角
度調整機構（１９Ａ）では、第２ダイクロイックミラー１９に変えて第３ダイクロイック
ミラー２２を設けることにより、支持した第３ダイクロイックミラー２２の角度の調整を
可能とすることができる。その角度調整機構（１９Ａ）では、支持する第３ダイクロイッ
クミラー２２を上記した位置関係とするように、設置部材６０Ａの設置片部６１を照明光
源装置１０内の所定の位置に固定されることにより設置される。
【００８４】
　この照明光源装置１０は、上述したように、第１照明系１０Ａの透過光路により、第１
出射部Ｅ１（光源１１）から出射された波長λＡの光（光束）を照明光軸Ｏｉ上に導くこ
とができる。その照明光源装置１０では、照明光軸Ｏｉ上に第２ダイクロイックミラー１
９および第３ダイクロイックミラー２２が設けられているが、各ダイクロイックミラー（
１９、２２）は上述した光学特性とされていることから波長λＡの光（光束）を透過させ
る。換言すると、第２ダイクロイックミラー１９および第３ダイクロイックミラー２２は
、照明光軸Ｏｉ上において、第１照明系１０Ａの透過光路からの波長λＡの光（光束）の
進行方向に対しては光学的な作用を及ぼさない（何らの影響を与えない）ものとされてい
る。このため、照明光軸Ｏｉ上に導かれた波長λＡの光（光束）は、各ダイクロイックミ
ラー（１９、２２）を透過する。
【００８５】
　また、照明光源装置１０は、上述したように、第１照明系１０Ａの反射光路により、第
２出射部Ｅ２（蛍光体１７ｂ）から出射された波長λＢの光（光束）を照明光軸Ｏｉ上に
導くことができる。その照明光源装置１０では、照明光軸Ｏｉ上に第３ダイクロイックミ
ラー２２が設けられているが、第３ダイクロイックミラー２２は上述した光学特性とされ
ていることから波長λＢの光（光束）を透過させる。換言すると、第３ダイクロイックミ
ラー２２は、照明光軸Ｏｉ上において、第１照明系１０Ａの反射光路からの波長λＢの光
（光束）の進行方向に対しては光学的な作用を及ぼさない（何らの影響を与えない）もの
とされている。このため、照明光軸Ｏｉ上に導かれた波長λＢの光（光束）は、第３ダイ
クロイックミラー２２を透過する。
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【００８６】
　さらに、照明光源装置１０は、上述したように、第２照明系１０Ｂにより、第３出射部
Ｅ３（光源１２）から出射された波長λＣの光（光束）を照明光軸Ｏｉ上に導くことがで
きる。
【００８７】
　これにより、照明光源装置１０は、波長λＡの光（光束）と、波長λＢの光（光束）と
、波長λＣの光（光束）と、を単一の照明光軸Ｏｉ上に導くことができる。この照明光軸
Ｏｉは、照明光源装置１０における波長λＡの光（光束）と波長λＢの光（光束）と波長
λＣの光（光束）とを照明光路Ｐｉ（その共通光路）から出射する光軸とされている。こ
のため、照明光源装置１０は、波長λＡの光（光束）と波長λＢの光（光束）と波長λＣ
の光（光束）とを、照明光軸Ｏｉ上で出射することができる。そして、照明光源装置１０
は、実施例１では、照明光路Ｐｉの照明光軸Ｏｉを導光光学系２（図１参照）のライトト
ンネル６の中心軸線に一致させて配置されている。このため、照明光源装置１０は、波長
λＡの光（光束）と波長λＢの光（光束）と波長λＣの光（光束）とをライトトンネル６
へと入射させることができる。
【００８８】
　この照明光源装置１０では、制御部５により、反射・透過ホイール１４が回転駆動され
つつ、その反射・透過ホイール１４の回転姿勢（第１出射光軸Ｏ１上に反射領域１４ｐも
しくは透過領域１４ｑが存在するタイミング）に応じて光源１１が点灯制御される。する
と、照明光源装置１０では、画像データにより構築されるべき色に応じて適宜第１照明系
１０Ａの透過光路と反射光路とに波長λＡの光（光束）を進行させる。その反射・透過ホ
イール１４は、実施例１では、１秒間に１２０回転するものとし、１フレーム（例えば、
１／１２０秒）の間に例えば１回転されるものとされている。そして、照明光源装置１０
では、制御部５により、上述した第１照明系１０Ａでの制御とともに画像データにより構
築されるべき色に応じて光源１２の点灯制御が為される。これにより、照明光源装置１０
は、制御部５の制御下で、画像データすなわち画像形成部３の駆動に同期させて、波長λ
Ａ、波長λＢ、波長λＣの光（光束）を照明光として順次照明光軸Ｏｉ上で出射する。
【００８９】
　なお、照明光源装置１０では、第１照明系１０Ａ（その透過光路）からの波長λＡの光
（光束）と、第２照明系１０Ｂからの波長λＣの光（光束）と、を一緒に照明光軸Ｏｉ上
で出射すると、加色法の原理によりマゼンタ（Ｍ）の照明光を出射することができる。ま
た、照明光源装置１０では、第１照明系１０Ａ（その反射光路）からの波長λＢの光（光
束）と、第２照明系１０Ｂからの波長λＣの光（光束）と、を一緒に照明光軸Ｏｉ上で出
射すると、加色法の原理によりイエロー（Ｙ）の照明光を出射することができる。このた
め、波長λＡ、波長λＢ、波長λＣの光（光束）に合わせて、それらを適宜使用する構成
としてもよい。
【００９０】
　そして、投射装置１では、図１に示すように、照明光源装置１０から出射された波長λ
Ａ、波長λＢ、波長λＣの照明光が、導光光学系２のライトトンネル６に導かれてそれぞ
れ均一照度となる。投射装置１では、上述したように、順次切り替えて照射されて均一照
度とされた波長λＡ、波長λＢ、波長λＣの光が、導光光学系２を経て画像形成部３を照
射する。そして、投射装置１では、上述したように、画像形成部３で生成された各色の投
影画像を投影光学系４により順次スクリーンＳｃに投影させて、画像生成データに基づく
フルカラーの画像をスクリーンＳｃに生成する。
【００９１】
　次に、実施例１の照明光源装置１０における第２照明系１０Ｂの具体的な構成例につい
て、図１３を用いて説明する。なお、図１３では、理解容易のために、第２照明系１０Ｂ
およびその光線図のみを示しており、第１照明系１０Ａおよびその光線図は省略している
。また、図１３では、理解容易のために、図２と同様に、照明光路Ｐｉの照明光軸Ｏｉ上
に、出射位置となる導光光学系２のライトトンネル６を合わせて示している。
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【００９２】
　第２照明系１０Ｂは、上述したように、光源１２と、第３カップリングレンズ２１と、
第３ダイクロイックミラー２２と、を有する。その光源１２は、上述したように赤色のＬ
ＥＤ（発光ダイオード）であることから、波長λＣの光を略ランバート分布で発光（出射
）する。第２照明系１０Ｂでは、その光源１２から出射される波長λＣの光（光束）の分
布を考慮して、第３カップリングレンズ２１を設計している。
【００９３】
　その第３カップリングレンズ２１は、実施例１では、第２照明系１０Ｂにおいて、第３
出射光軸Ｏ３上で、光源１２側から４枚の平凸レンズである４枚のレンズ２１ａ、２１ｂ
、２１ｃ、２１ｄが並べられて構成されている。このレンズ２１ａ、２１ｂ、２１ｃは、
凸面が第３ダイクロイックミラー２２側（光源１２とは反対側）とされており、レンズ２
１ｄは、凸面が光源１２側（レンズ２１ｃと対向する側）とされている。その第３カップ
リングレンズ２１は、光源１２から出射された波長λＣの光（光束）を、第３ダイクロイ
ックミラー２２に適切に入射させるとともに、そこを経て導光光学系２のライトトンネル
６に適切に入射させるべく集光する。この４つのレンズ２１ａ、２１ｂ、２１ｃ、２１ｄ
は、第３カップリングレンズ２１を構成することから、光源１２と協働して、波長λＣの
光を射出する第３出射部Ｅ３を構成する。
【００９４】
　その第３ダイクロイックミラー２２は、上述したように第３出射光軸Ｏ３と照明光軸Ｏ
ｉとが交わる位置に設けられて、第３出射部Ｅ３（光源１２）から出射された波長λＣの
光（光束）を反射して、照明光軸Ｏｉ上に導く。この照明光源装置１０（第２照明系１０
Ｂ）は、上述したように、その照明光軸Ｏｉ上にライトトンネル６の中心軸線が一致され
て配置されている。このため、第２照明系１０Ｂは、第３出射部Ｅ３（光源１２）から出
射した波長λＣの光（光束）を、ライトトンネル６すなわち導光光学系２へ向けて出射す
ることができる。
【００９５】
　次に、各色の光を照明光として出射させる照明光源装置の従来の技術の課題について説
明する。従来の照明光源装置では、第１出射部の第１光源として緑の波長帯域光を発する
蛍光体と、第２出射部の第２光源として赤の波長帯域光を発するＬＥＤと、第３出射部の
第３光源として青の波長帯域光を発するＬＥＤと、を用いるものがある（特許文献１参照
）。その第１出射部では、励起光照射装置（励起光源）として青色レーザダイオードを用
い、そこから射出された励起光としてのレーザ光を蛍光体に照射し、その蛍光体を励起さ
せることで当該蛍光体からの蛍光（励起光）で緑の波長帯域光を生成する。この照明光源
装置の各出射部は、それぞれ光源としての蛍光体もしくはＬＥＤから発せられた光を、光
学部材としての集光レンズ群で集光（カップリング）して出射する。そして、照明光源装
置では、３つの出射部（光源）から出射された各色の光を単一の照明光軸上に合成して、
当該照明光軸上で赤、緑、青の各色の光を出射させる。
【００９６】
　しかしながら、上記した照明光源装置では、照明光軸上に設けられた光学部材が複数の
色の光の進行方向に光学的な作用を及ぼす（影響を与える）ものとされており、３つの出
射部（光源）から出射された各色の光が進行する位置を個別に調整することができない。
これは、例えば、第２出射部から出射された赤の波長帯域の光を、導光光学系の集光レン
ズに適切に入射させようとして、第２ダイクロイックミラーの角度もしくは位置を変更す
ると、第１出射部から出射された緑の波長帯域の光の入射位置も変化させてしまう。この
ように、光源（蛍光体もしくはＬＥＤ）と集光レンズ群とにより構成された各出射部から
出射される光が進行する位置を、個別に調整することができない。このことは、照明光源
装置の各部材（光源としての蛍光体もしくはＬＥＤや、各光学素子等）に公差が存在する
ことから、適切な位置を照明することができなくなり、照明効率の設計値からの低下を招
いてしまう虞がある。
【００９７】
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　ここで、上記した照明光源装置では、各出射部が、光源（蛍光体もしくはＬＥＤ）と集
光レンズ群とを有するものとされている。このため、上記した照明光源装置では、各出射
部において光源（蛍光体もしくはＬＥＤ）に対する集光レンズ群の位置を調整することに
より、各光源から出射された各色の光が進行する位置を個別に調整することができる。し
かしながら、そのような構成を可能とするためには、各集光レンズ群を対応する光源に対
して該当する出射部の光軸に直交する方向へと移動させる必要がある。すると、上記した
照明光源装置では、各出射部において、各集光レンズ群を対応する光源に対して光軸に直
交する方向へと移動させた状態であっても、当該光源から発せられた光を集光（カップリ
ング）して出射することのできる大きさ寸法とする必要がある。このため、上記した照明
光源装置では、上記したような構成を可能とするためには、各集光レンズ群の光軸に直交
する方向での大きさ寸法の増大を招いてしまい、延いては照明光源装置（それを用いる投
射装置）の大きさ寸法の増大を招いてしまう。
【００９８】
　また、上記した照明光源装置では、第２光源および第３光源にＬＥＤ（発光ダイオード
）を用いていることから、第２光源から出射される赤（Ｒ）の波長帯域光が、複数の光学
素子（光学部材）を通ることとなり、十分な光量を得るのが困難となってしまう。これは
、光源としてレーザダイオードを用いる場合、当該レーザダイオードをアレイ状に並べる
ことで、大きさ寸法の増大を抑制しつつ容易に光量を上げることができる。ところが、Ｌ
ＥＤでは、発光面積が大きいことから、複数並べると効率の悪化を招いてしまうとともに
、それぞれから出射された光を合成するための光学系の大きさ寸法の増大を招いてしまう
ことによる。
【００９９】
　これに対し、本発明に係る照明光源装置の一実施例としての照明光源装置１０では、全
反射ミラー１５の角度もしくは位置を変化させることにより、第１出射部Ｅ１から出射さ
れた波長λＡの光（光束）の出射位置を変化させることができる。その全反射ミラー１５
は、第１出射部Ｅ１からの波長λＡの光（光束）を反射するものであって、第２出射部Ｅ
２からの波長λＢの光（光束）および第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束）は入射
しない。このため、全反射ミラー１５は、角度もしくは位置が変化されても、第２出射部
Ｅ２からの波長λＢの光（光束）および第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束）の出
射位置を変化させることはない。よって、照明光源装置１０では、全反射ミラー１５の角
度もしくは位置を変化させることにより、第１出射部Ｅ１から出射された波長λＡの光（
光束）の出射位置を個別に調整することができる。このため、全反射ミラー１５は、第１
調整光学部材として機能する。
【０１００】
　また、照明光源装置１０では、光学素子３１の位置を変化させることにより、第１出射
部Ｅ１から出射された波長λＡの光（光束）の出射位置を変化させることができる。その
光学素子３１は、第１出射部Ｅ１からの波長λＡの光（光束）を通すものであって、第２
出射部Ｅ２からの波長λＢの光（光束）および第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束
）は入射しない。このため、光学素子３１は、位置が変化されても、第２出射部Ｅ２から
の波長λＢの光（光束）および第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束）の出射位置を
変化させることはない。よって、照明光源装置１０では、光学素子３１の位置を変化させ
ることにより、第１出射部Ｅ１から出射された波長λＡの光（光束）の出射位置を個別に
調整することができる。このため、光学素子３１は、第１調整光学部材として機能する。
【０１０１】
　さらに、照明光源装置１０では、第１ダイクロイックミラー１８または第２ダイクロイ
ックミラー１９の角度もしくは位置を変化させることにより、第２出射部Ｅ２からの波長
λＢの光（光束）の出射位置を変化させることができる。その第１ダイクロイックミラー
１８および第２ダイクロイックミラー１９は、第２出射部Ｅ２からの波長λＢの光（光束
）を反射するものであって、第１出射部Ｅ１から出射された波長λＡの光（光束）を透過
させて、その進行方向に光学的な作用を及ぼさない。また、第１ダイクロイックミラー１
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８および第２ダイクロイックミラー１９には、第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束
）は入射しない。このため、第１ダイクロイックミラー１８または第２ダイクロイックミ
ラー１９は、角度もしくは位置が変化されても、第１出射部Ｅ１から出射された波長λＡ
の光（光束）および第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束）の出射位置を変化させる
ことはない。よって、照明光源装置１０では、第１ダイクロイックミラー１８または第２
ダイクロイックミラー１９の角度もしくは位置を変化させることにより、第２出射部Ｅ２
から出射された波長λＢの光（光束）の出射位置を個別に調整することができる。このた
め、第１ダイクロイックミラー１８および第２ダイクロイックミラー１９は、第２調整光
学部材として機能する。
【０１０２】
　照明光源装置１０では、光学素子３２の位置を変化させることにより、第２出射部Ｅ２
からの波長λＢの光（光束）の出射位置を変化させることができる。その光学素子３２は
、第２出射部Ｅ２からの波長λＢの光（光束）を通すものであって、第１出射部Ｅ１から
の波長λＡの光（光束）および第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束）は入射しない
。このため、光学素子３２は、位置が変化されても、第１出射部Ｅ１からの波長λＡの光
（光束）および第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束）の出射位置を変化させること
はない。よって、照明光源装置１０では、光学素子３２の位置を変化させることにより、
第２出射部Ｅ２から出射された波長λＢの光（光束）の出射位置を個別に調整することが
できる。このため、光学素子３２は、第２調整光学部材として機能する。
【０１０３】
　照明光源装置１０では、第３ダイクロイックミラー２２の角度もしくは位置を変化させ
ることにより、第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束）の出射位置を変化させること
ができる。その第３ダイクロイックミラー２２は、第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（
光束）を反射するものであって、第１出射部Ｅ１からの波長λＡの光（光束）および第２
出射部Ｅ２からの波長λＢの光（光束）を透過させて、その進行方向に光学的な作用を及
ぼさない。このため、第３ダイクロイックミラー２２は、角度もしくは位置が変化されて
も、第１出射部Ｅ１からの波長λＡの光（光束）および第２出射部Ｅ２からの波長λＢの
光（光束）の出射位置を変化させることはない。よって、照明光源装置１０では、第３ダ
イクロイックミラー２２の角度もしくは位置を変化させることにより、第３出射部Ｅ３か
ら出射された波長λＣの光（光束）の出射位置を個別に調整することができる。このため
、第３ダイクロイックミラー２２は、第３調整光学部材（調整光学部材）として機能する
。
【０１０４】
　照明光源装置１０では、第１調整光学部材（全反射ミラー１５もしくは光学素子３１）
を、第１出射部Ｅ１からの波長λＡの光（光束）を照明光軸Ｏｉ上に導く第１出射光路Ｐ
１に設けている。その第１出射光路Ｐ１は、基本的に、第１出射部Ｅ１からの波長λＡの
光（光束）を照明光路Ｐｉにおいて各色の光が通る共通光路に合流させるために、第１出
射部Ｅ１からの波長λＡの光（光束）のみを通す箇所である。このため、照明光源装置１
０では、第２出射部Ｅ２からの波長λＢの光（光束）および第３出射部Ｅ３からの波長λ
Ｃの光（光束）の進行方向に光学的な作用を及ぼさないように、第１調整光学部材を設け
ることを容易なものとすることができる。
【０１０５】
　照明光源装置１０では、第２調整光学部材（第１ダイクロイックミラー１８、第２ダイ
クロイックミラー１９もしくは光学素子３２）を、第２出射部Ｅ２からの波長λＢの光（
光束）を照明光軸Ｏｉ上に導く第２出射光路Ｐ２に設けている。その第２出射光路Ｐ２は
、基本的に、第２出射部Ｅ２からの波長λＢの光（光束）を照明光路Ｐｉにおいて各色の
光が通る共通光路に合流させるために、第２出射部Ｅ２からの波長λＢの光（光束）のみ
を通す箇所である。このため、照明光源装置１０では、第１出射部Ｅ１からの波長λＡの
光（光束）および第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束）の進行方向に光学的な作用
を及ぼさないように、第２調整光学部材を設けることを容易なものとすることができる。
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【０１０６】
　照明光源装置１０では、第３調整光学部材（第３ダイクロイックミラー２２）を、第３
出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束）を照明光軸Ｏｉ上に導く第３出射光路Ｐ３に設け
ている。その第３出射光路Ｐ３は、基本的に、第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束
）を照明光路Ｐｉにおいて各色の光が通る共通光路に合流させるために、第３出射部Ｅ３
からの波長λＣの光（光束）のみを通す箇所である。このため、照明光源装置１０では、
第１出射部Ｅ１からの波長λＡの光（光束）および第２出射部Ｅ２からの波長λＢの光（
光束）の進行方向に光学的な作用を及ぼさないように、第２調整光学部材を設けることを
容易なものとすることができる。
【０１０７】
　照明光源装置１０では、第１調整光学部材として、第１出射光路Ｐ１を照明光路Ｐｉに
おいて各色の光が通る共通光路に合流させるべく照明光軸Ｏｉ上に設けられた全反射ミラ
ー１５を用いている。このため、照明光源装置１０では、全反射ミラー１５の照明光軸Ｏ
ｉに対する角度もしくは位置を変化させることにより、第１出射部Ｅ１から出射された波
長λＡの光（光束）の照明光軸Ｏｉに対する位置を個別に調整することができる。よって
、照明光源装置１０では、第１出射部Ｅ１から出射された波長λＡの光（光束）の出射位
置の調整を容易なものとすることができる。
【０１０８】
　照明光源装置１０では、第１調整光学部材としての全反射ミラー１５を、角度調整機構
１５Ａにより、自らが存在する平面（反射する表面に沿うｘ－ｙ平面）に沿うｘ軸および
ｙ軸を中心とする回転方向での回転量の調整（角度調整）を可能としている。このため、
照明光源装置１０では、全反射ミラー１５の角度調整を行うことにより、当該全反射ミラ
ー１５の位置を変化させることなく、第１出射部Ｅ１からの波長λＡの光（光束）の出射
位置を変化させることができる。そして、照明光源装置１０では、全反射ミラー１５が、
波長λＡの光（光束）を反射することで照明光軸Ｏｉ上に導くもの（合流光学素子）とさ
れている。このため、照明光源装置１０では、進行する波長λＡの光（光束）が照明光軸
Ｏｉ上に位置するように全反射ミラー１５の角度を変化させればよいので、第１出射部Ｅ
１から出射された波長λＡの光（光束）の出射位置の調整を容易なものとすることができ
る。これらのことから、照明光源装置１０では、第２出射部Ｅ２からの波長λＢの光（光
束）および第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束）の出射位置を変化させることなく
、容易にかつ適切に波長λＡの光（光束）の出射位置を調整することができる。
【０１０９】
　照明光源装置１０では、角度調整機構１５Ａにより、第１調整光学部材としての全反射
ミラー１５の角度調整を可能としている。このため、照明光源装置１０では、各出射部の
集光レンズ群（第１出射部Ｅ１であれば第１カップリングレンズ１３）を光軸（第１出射
部Ｅ１であれば第１出射光軸Ｏ１）に直交する方向へと移動可能な構成とすることと比較
して、大きさ寸法が増大することを抑制することができる。
【０１１０】
　照明光源装置１０では、第２調整光学部材として、第２出射光路Ｐ２を照明光路Ｐｉに
おいて各色の光が通る共通光路に合流させるべく照明光軸Ｏｉ上に設けられた第２ダイク
ロイックミラー１９を用いている。このため、照明光源装置１０では、第２ダイクロイッ
クミラー１９の照明光軸Ｏｉに対する角度もしくは位置を変化させることにより、第２出
射部Ｅ２から出射された波長λＢの光（光束）の照明光軸Ｏｉに対する位置を個別に調整
することができる。よって、照明光源装置１０では、第２出射部Ｅ２から出射された波長
λＢの光（光束）の出射位置の調整を容易なものとすることができる。
【０１１１】
　照明光源装置１０では、第２調整光学部材としての第２ダイクロイックミラー１９を、
角度調整機構１９Ａにより、自らが存在する平面（反射する表面に沿うｘ－ｙ平面）に沿
うｘ軸およびｙ軸を中心とする回転方向での回転量の調整（角度調整）を可能としている
。このため、照明光源装置１０では、第２ダイクロイックミラー１９の角度調整を行うこ
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とにより、当該第２ダイクロイックミラー１９の位置を変化させることなく、第２出射部
Ｅ２からの波長λＢの光（光束）の出射位置を変化させることができる。そして、照明光
源装置１０では、第２ダイクロイックミラー１９が、波長λＢの光（光束）を反射するこ
とで照明光軸Ｏｉ上に導くもの（合流光学素子）とされている。このため、照明光源装置
１０では、進行する波長λＢの光（光束）が照明光軸Ｏｉ上に位置するように第２ダイク
ロイックミラー１９の角度を変化させればよいので、第２出射部Ｅ２から出射された波長
λＢの光（光束）の出射位置の調整を容易なものとすることができる。これらのことから
、照明光源装置１０では、第１出射部Ｅ１からの波長λＡの光（光束）および第３出射部
Ｅ３からの波長λＣの光（光束）の出射位置を変化させることなく、容易にかつ適切に波
長λＢの光（光束）の出射位置を調整することができる。なお、このことは、上述したよ
うに角度調整機構１９Ａに第１ダイクロイックミラー１８に用いて、その第１ダイクロイ
ックミラー１８の角度調整を容易なものとする場合であっても同様である。
【０１１２】
　照明光源装置１０では、角度調整機構１９Ａにより、第２調整光学部材としての第２ダ
イクロイックミラー１９の角度調整を可能としている。このため、照明光源装置１０では
、各出射部の集光レンズ群（第２出射部Ｅ２であれば集光素子１６）を光軸（第２出射部
Ｅ２であれば第２出射光軸Ｏ２）に直交する方向へと移動可能な構成とすることと比較し
て、大きさ寸法が増大することを抑制することができる。なお、このことは、上述したよ
うに角度調整機構１９Ａに第１ダイクロイックミラー１８に用いて、その第１ダイクロイ
ックミラー１８の角度調整を容易なものとする場合であっても同様である。
【０１１３】
　照明光源装置１０では、第３調整光学部材として、第３出射光路Ｐ３を照明光路Ｐｉに
おいて各色の光が通る共通光路に合流させるべく照明光軸Ｏｉ上に設けられた第３ダイク
ロイックミラー２２を用いている。このため、照明光源装置１０では、第３ダイクロイッ
クミラー２２の照明光軸Ｏｉに対する角度もしくは位置を変化させることにより、第３出
射部Ｅ３から出射された波長λＣの光（光束）の照明光軸Ｏｉに対する位置を個別に調整
することができる。よって、照明光源装置１０では、第３出射部Ｅ３から出射された波長
λＣの光（光束）の出射位置の調整を容易なものとすることができる。
【０１１４】
　照明光源装置１０では、第３調整光学部材としての第３ダイクロイックミラー２２を、
角度調整機構（１９Ａ）により、自らが存在する平面（反射する表面に沿うｘ－ｙ平面）
に沿うｘ軸およびｙ軸を中心とする回転方向での回転量の調整（角度調整）を可能として
いる。このため、照明光源装置１０では、第３ダイクロイックミラー２２の角度調整を行
うことにより、当該第３ダイクロイックミラー２２の位置を変化させることなく、第３出
射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束）の出射位置を変化させることができる。そして、照
明光源装置１０では、第３ダイクロイックミラー２２が、波長λＣの光（光束）を反射す
ることで照明光軸Ｏｉ上に導くもの（合流光学素子）とされている。このため、照明光源
装置１０では、進行する波長λＣの光（光束）が照明光軸Ｏｉ上に位置するように第３ダ
イクロイックミラー２２の角度を変化させればよいので、第３出射部Ｅ３から出射された
波長λＣの光（光束）の出射位置の調整を容易なものとすることができる。これらのこと
から、照明光源装置１０では、第１出射部Ｅ１からの波長λＡの光（光束）および第２出
射部Ｅ２からの波長λＢの光（光束）の出射位置を変化させることなく、容易にかつ適切
に波長λＣの光（光束）の出射位置を調整することができる。
【０１１５】
　照明光源装置１０では、角度調整機構（１９Ａ）により、第３調整光学部材としての第
３ダイクロイックミラー２２の角度調整を可能としている。このため、照明光源装置１０
では、各出射部の集光レンズ群（第３出射部Ｅ３であれば第３カップリングレンズ２１）
を光軸（第３出射部Ｅ３であれば第３出射光軸Ｏ３）に直交する方向へと移動可能な構成
とすることと比較して、大きさ寸法が増大することを抑制することができる。
【０１１６】
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　照明光源装置１０では、第１調整光学部材として、第１出射部Ｅ１からの波長λＡの光
（光束）を照明光軸Ｏｉ上に導く第１出射光路Ｐ１に設けた光学素子３１を用いている。
このため、照明光源装置１０では、簡易な構成で第１出射部Ｅ１から出射された波長λＡ
の光（光束）の出射位置を個別に調整することができる。
【０１１７】
　照明光源装置１０では、第２調整光学部材として、第２出射部Ｅ２からの波長λＢの光
（光束）を照明光軸Ｏｉ上に導く第２出射光路Ｐ２に設けた光学素子３２を用いている。
このため、照明光源装置１０では、簡易な構成で第２出射部Ｅ２から出射された波長λＢ
の光（光束）の出射位置を個別に調整することができる。
【０１１８】
　照明光源装置１０では、第１光源として青色レーザダイオードの光源１１を用い、かつ
第３光源として赤色の発光ダイオードの光源１２を用いるとともに、第２光源として光源
１１からの波長λＡの光（光束）を励起光として波長λＢの蛍光（光（光束））を発生す
る蛍光体１７ｂを用いている。このため、照明光源装置１０では、２つの光源１１、１２
で互いに異なる波長帯域（λＡ、λＢ、λＣ）の３つの光を出射することができる。
【０１１９】
　照明光源装置１０では、照明光として出射する波長λＡの光（光束）の第１出射部Ｅ１
の第１光源であるとともに、第２出射部Ｅ２の第２光源としての蛍光体１７ｂの励起光源
である光源１１として青色レーザダイオードを用いている。ここで、レーザダイオードは
、アレイ状に並べることで、大きさ寸法の増大を抑制しつつ容易に光量を上げることがで
きる。このため、照明光源装置１０では、大きさ寸法の増大を抑制しつつ、照明光として
出射する波長λＡの光（光束）および照明光として出射する波長λＢの光（蛍光（光束）
）を十分な光量とすることができる。
【０１２０】
　照明光源装置１０では、第１出射部Ｅ１から出射された波長λＡの光（光束）が進行す
る方向を、反射・透過ホイール１４（光路切替部）を用いて、蛍光体１７ｂの励起に使用
する反射光路とスクリーンＳｃへの照射に使用する透過光路との間で単位時間（１秒）内
に交互に切り替えている。このため、照明光源装置１０では、反射・透過ホイール１４に
よる切り替えの比率に応じて、波長λＡの光（光束）を照明光として利用する場面と励起
光として利用する場面との比率を変化させることができる。これにより、照明光源装置１
０では、光量を上げることが容易な光源１１における光量と、反射・透過ホイール１４に
よる切り替えの比率と、を適宜調整することで、照明光として出射する波長λＡの光（光
束）と波長λＢの光（蛍光（光束））との光量のバランスを調整しつつそれぞれを十分な
光量とすることができる。
【０１２１】
　照明光源装置１０では、第３出射部Ｅ３を構成する第３ダイクロイックミラー２２が、
照明光軸Ｏｉ上における光の進行方向で見て、全反射ミラー１５（第１出射光路Ｐ１）お
よび第２ダイクロイックミラー１９（第２出射光路Ｐ２）よりも後側に設けられている。
換言すると、第３出射光路Ｐ３は、照明光路Ｐｉ（照明光軸Ｏｉ上）において、最も出射
側に設けられている。このため、照明光源装置１０では、第３出射部Ｅ３から出射された
波長λＣの光（光束）の光路長を短くすることができるとともに当該波長λＣの光（光束
）が経る光学部材の数を減らすことができる。よって、照明光源装置１０では、発光ダイ
オードの光源１２を用いる第３出射部Ｅ３から出射された照明光としての波長λＣの光（
光束）を十分な光量とすることができる。換言すると、照明光源装置１０では、第３出射
光路Ｐ３を照明光路Ｐｉ（照明光軸Ｏｉ上）で最も出射側に設けていることから、その第
３出射光路Ｐ３により導かれる第３出射部Ｅ３の第３光源として発光ダイオードを用いて
も、当該第３出射部Ｅ３からの照明光を十分な光量とすることができる。
【０１２２】
　照明光源装置１０では、照明光軸Ｏｉ上に設けられた第３ダイクロイックミラー２２に
より、第３出射光路Ｐ３を、照明光路Ｐｉにおいて各色の光（光束）が通る共通光路に合



(29) JP 2014-199412 A 2014.10.23

10

20

30

40

50

流させている。また、照明光源装置１０では、その第３ダイクロイックミラー２２が、照
明光軸Ｏｉ上における光（光束）の進行方向で見て、全反射ミラー１５（第１出射光路Ｐ
１）および第２ダイクロイックミラー１９（第２出射光路Ｐ２）よりも後側に設けられて
いる。換言すると、照明光源装置１０では、照明光路Ｐｉが、第３出射部Ｅ３から出射さ
れた光（光束）を照明光軸Ｏｉ上における光（光束）の進行方向で見て最も後側で合流さ
せる構成とされている。さらに、照明光源装置１０では、その第３ダイクロイックミラー
２２を第３調整光学部材として用いている。そして、照明光源装置１０では、第３ダイク
ロイックミラー２２を、第３出射部Ｅ３から出射された光の進行方向に光学的な作用を及
ぼし、かつそれ以外の光（第１出射部Ｅ１、第２出射部Ｅ２から出射された光）の進行方
向に光学的な作用を及ぼさないものとしている。このため、照明光源装置１０では、最も
後側で合流される第３出射部Ｅ３から出射された光（光束）の進行方向を、その他の光の
進行方向に光学的な作用を及ぼすことなく変化させることができ、その出射位置を調整す
ることができる。これにより、照明光源装置１０では、それ以外の光よりも後側で合流さ
れる第３出射部Ｅ３から出射された光（光束）の出射位置を個別に調整することができる
。加えて、照明光源装置１０では、第３出射部Ｅ３からの光（光束）が合流するよりも前
側で、それ以外の光（光束）の出射位置の調整を可能とするものとすれば、この第３出射
部Ｅ３からの光（光束）の進行方向に光学的な作用を及ぶことを防止することができる。
このため、照明光源装置１０では、それ以外の光（光束）の出射位置の個別の調整を可能
とすることを容易なものとすることができる。よって、照明光源装置１０では、各出射部
（Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３）から出射された光が進行する位置を個別に調整することを可能とす
ることができる。
【０１２３】
　照明光源装置１０では、最も後側で合流される第３出射部Ｅ３からの光（光束）に対す
る第３調整光学部材としての第３ダイクロイックミラー２２を、波長λＣの光（光束）を
反射しかつ波長λＡの光（光束）および波長λＢの光（光束）を透過させるものとしてい
る。このため、照明光源装置１０では、簡易な構成で第３出射部Ｅ３からの光（光束）の
出射位置を個別に調整することができ、それよりも前側で合流されるそれ以外の光（光束
）の出射位置の個別の調整を可能とすることを容易なものとすることができる。これによ
り、照明光源装置１０では、各出射部（Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３）から出射された光が進行する
位置を個別に調整することを可能とすることができる。
【０１２４】
　照明光源装置１０では、互いに異なる波長帯域（λＡ、λＢ、λＣ）の３つの光の出射
位置をそれぞれ個別に調整することができるので、各色の照明光を高い効率で出射させる
ことができる。このため、照明光源装置１０では、互いに異なる波長帯域（λＡ、λＢ、
λＣ）の３つの光を、それぞれ導光光学系２のライトトンネル６に適切に入射させること
ができ、各光の照明効率を高めることができる。
【０１２５】
　本発明に係る投射装置の一実施例としての投射装置１では、上記した効果を得られる照
明光源装置１０を備えていることから、より綺麗で鮮明なフルカラーの画像をスクリーン
Ｓｃに生成することができる。
【０１２６】
　したがって、本発明に係る実施例１の照明光源装置としての照明光源装置１０では、各
出射部（Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３）から出射された光が進行する位置を個別に調整することがで
きる。
【０１２７】
　なお、上記した実施例１では、第１出射部Ｅ１からの波長λＡの光（光束）を、スクリ
ーンＳｃへの照射に使用する場合に第１照明系１０Ａの透過光路とし、蛍光体１７ｂの励
起に使用する場合に第１照明系１０Ａの反射光路としていた。照明光源装置１０は、この
実施例１の構成に限定されるものではなく、スクリーンＳｃへの照射に使用する場合に第
１照明系１０Ａの反射光路とし、蛍光体１７ｂの励起に使用する場合に第１照明系１０Ａ
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の透過光路としてもよい。この場合、第１ダイクロイックミラー１８および第２ダイクロ
イックミラー１９の光学特性と、蛍光ホイール１７の光学配置とを変えればよい。
【０１２８】
　また、上記した実施例１では、図２において、第１出射光路Ｐ１に設けた光学素子３１
を照明光軸Ｏｉ上における全反射ミラー１５と第２ダイクロイックミラー１９との間に示
していたが、全反射ミラー１５と反射・透過ホイール１４との間に設けるものであっても
よい。
【実施例２】
【０１２９】
　次に、本発明の実施例２に係る照明光源装置１０２およびそれを備える投射装置１（図
１参照）について、図１４を用いて説明する。図１４は、照明光源装置１０２における第
２照明系１０２Ｂの具体的な構成例を示す図１３と同様の説明図である。
【０１３０】
　この実施例２は、照明光源装置１０２における第２照明系１０２Ｂの構成が、実施例１
の照明光源装置１０の第２照明系１０Ｂの構成と異なる例である。この実施例２の照明光
源装置１０２は、基本的な構成は上記した実施例１の照明光源装置１０と同様であること
から、等しい構成の個所には同じ符号を付し、その詳細な説明および全体構成の図示は省
略する。また、照明光源装置１０２を備える投射装置１の構成は、照明光源装置１０の第
２照明系１０Ｂが照明光源装置１０２の第２照明系１０２Ｂに変わったことを除くと、上
記した実施例１の投射装置１（図１参照）と同様であることから、その詳細な説明および
図示は省略する。
【０１３１】
　実施例２の照明光源装置１０２の第２照明系１０２Ｂは、光源１２と、第３カップリン
グレンズ２１２と、第３ダイクロイックミラー２２と、集光レンズ４１と、を有する。そ
の光源１２は、実施例１と同様であり、赤色のＬＥＤ（発光ダイオード）であって、波長
λＣの光を略ランバート分布で発光（出射）する。第２照明系１０２Ｂでは、その光源１
２から出射される波長λＣの光（光束）の分布を考慮して、第３カップリングレンズ２１
２を設計している。
【０１３２】
　その第３カップリングレンズ２１２は、実施例２では、第２照明系１０２Ｂにおいて、
第３出射光軸Ｏ３上で、光源１２側から平凸レンズである４枚のレンズ２１２ａ、２１２
ｂ、２１２ｃ、２１２ｄが並べられて構成されている。このレンズ２１２ａ、２１２ｂ、
２１２ｃは、凸面が第３ダイクロイックミラー２２側（光源１２とは反対側）とされてお
り、レンズ２１２ｄは、凸面が光源１２側（レンズ２１２ｃと対向する側）とされている
。その第３カップリングレンズ２１２は、光源１２から出射された波長λＣの光（光束）
を、第３ダイクロイックミラー２２に適切に入射させるとともに、そこを経て集光レンズ
４１に適切に入射させるべく集光する。この４つのレンズ２１２ａ、２１２ｂ、２１２ｃ
、２１２ｄは、第３カップリングレンズ２１２を構成することから、光源１２と協働して
、波長λＣの光を射出する第３出射部Ｅ３を構成する。
【０１３３】
　その第３ダイクロイックミラー２２は、実施例１と同様であり、第３出射光軸Ｏ３と照
明光軸Ｏｉとが交わる位置に設けられて、第３出射部Ｅ３（光源１２）から出射された波
長λＣの光（光束）を反射して、照明光軸Ｏｉ上に導く。その照明光軸Ｏｉ上に集光レン
ズ４１が設けられている。
【０１３４】
　その集光レンズ４１は、照明光軸Ｏｉ上における光の進行方向で見て、第３ダイクロイ
ックミラー２２よりも出射側（ライトトンネル６側）に設けられている。換言すると、集
光レンズ４１は、照明光路Ｐｉにおいて各色の光が通る共通光路に設けられている。この
集光レンズ４１は、正のパワーを有し、第３ダイクロイックミラー２２で反射された第３
出射部Ｅ３（光源１２）からの波長λＣの光（光束）を、導光光学系２のライトトンネル
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６に適切に入射させるべく集光する。集光レンズ４１は、実施例２では、平凸レンズで構
成されており、凸面が第３ダイクロイックミラー２２側とされている。この集光レンズ４
１は、共通光路に設けられていることから、第１出射部Ｅ１から出射された波長λＡの光
（光束）および第２出射部Ｅ２から出射された波長λＢの光（光束）も入射する。そして
、集光レンズ４１は、第１出射部Ｅ１からの波長λＡの光（光束）および第２出射部Ｅ２
からの波長λＢの光（光束）も、導光光学系２のライトトンネル６に適切に入射させるべ
く集光する。これにより、第１出射光路Ｐ１では、第１出射部Ｅ１から出射された波長λ
Ａの光（光束）を、照明光軸Ｏｉ上のライトトンネル６へと適切に入射させるべく当該波
長λＡの光（光束）を集めるために設けられた光学素子３１（図２参照）をなくす、もし
くはそれを構成する光学部材の個数を減らすことができる。同様に、第２出射光路Ｐ２で
は、第２出射部Ｅ２から出射された波長λＢの光（光束）を、照明光軸Ｏｉ上のライトト
ンネル６へと適切に入射させるべく当該波長λＢの光（光束）を集めるために設けられた
光学素子３２（図２参照）をなくす、もしくはそれを構成する光学部材の個数を減らすこ
とができる。
【０１３５】
　この照明光源装置１０２（第２照明系１０２Ｂ）は、実施例１と同様に、照明光軸Ｏｉ
をライトトンネル６の中心軸線に一致させて配置されている。このため、第２照明系１０
２Ｂは、第３出射部Ｅ３（光源１２）から出射した波長λＣの光（光束）を、ライトトン
ネル６すなわち導光光学系２へ向けて出射することができる。
【０１３６】
　この本発明に係る実施例２の照明光源装置１０２（投射装置１）は、基本的に照明光源
装置１０（投射装置１）と等しい構成であることから、同様の効果を得ることができる。
【０１３７】
　それに加えて、実施例２の照明光源装置１０２では、照明光路Ｐｉにおいて各色の光が
通る共通光路に、正のパワーを有する集光レンズ４１を設けている。このため、照明光源
装置１０２では、互いに異なる波長帯域（λＡ、λＢ、λＣ）の３つの光に対して個別に
集光レンズ（集光のための光学素子）を用いる必要がないので、簡易な構成としつつ各色
の光をライトトンネル６すなわち導光光学系２へと適切に入射させることができる。
【０１３８】
　したがって、本発明に係る実施例２の照明光源装置１０２では、各出射部（Ｅ１、Ｅ２
、Ｅ３）から出射された光が進行する位置を個別に調整することができる。
【実施例３】
【０１３９】
　次に、本発明の実施例３に係る照明光源装置１０３およびそれを備える投射装置１（図
１参照）について、図１５から図１７を用いて説明する。図１５は、照明光源装置１０３
における第２照明系１０３Ｂの具体的な構成例を示す図１３および図１４と同様の説明図
である。図１６は、波長λＢの光（光束）と波長λＣの光（光束）とのそれぞれにおける
波長に対する強度の比を示すグラフであり、縦軸を強度比で示し、横軸を波長（ｎｍ）で
示している。図１７は、第３ダイクロイックミラー２２の光学特性（分光特性）の一例を
示すグラフであり、縦軸を透過率（％）で示し、横軸を波長（ｎｍ）で示している。
【０１４０】
　この実施例３は、照明光源装置１０３における第２照明系１０３Ｂの構成が、実施例１
の照明光源装置１０の第２照明系１０Ｂおよび実施例２の照明光源装置１０２の第２照明
系１０２Ｂの構成と異なる例である。この実施例３の照明光源装置１０３は、基本的な構
成は上記した実施例１の照明光源装置１０と同様であることから、等しい構成の個所には
同じ符号を付し、その詳細な説明および全体構成の図示は省略する。また、照明光源装置
１０３を備える投射装置１の構成は、照明光源装置１０の第２照明系１０Ｂが照明光源装
置１０３の第２照明系１０３Ｂに変わったことを除くと、上記した実施例１の投射装置１
（図１参照）と同様であることから、その詳細な説明および図示は省略する。
【０１４１】
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　実施例３の照明光源装置１０３の第２照明系１０３Ｂは、光源１２と、第３カップリン
グレンズ２１３と、第３ダイクロイックミラー２２と、集光レンズ４２と、を有する。そ
の光源１２は、実施例１と同様であり、赤色のＬＥＤ（発光ダイオード）であって、波長
λＣの光を略ランバート分布で発光（出射）する。第２照明系１０３Ｂでは、その光源１
２から出射される波長λＣの光（光束）の分布を考慮して、第３カップリングレンズ２１
３を設計している。
【０１４２】
　その第３カップリングレンズ２１３は、実施例３では、第２照明系１０３Ｂにおいて、
第３出射光軸Ｏ３上で、光源１２側から平凸レンズである４枚のレンズ２１３ａ、２１３
ｂ、２１３ｃ、２１３ｄが並べられて構成されている。このレンズ２１３ａ、２１３ｂ、
２１３ｃは、凸面が第３ダイクロイックミラー２２側（光源１２とは反対側）とされてお
り、レンズ２１３ｄは、凸面が光源１２側（レンズ２１３ｃと対向する側）とされている
。その第３カップリングレンズ２１３は、光源１２から出射された波長λＣの光（光束）
を、コリメートすなわち平行な光束として、第３ダイクロイックミラー２２に適切に入射
させるとともに、そこを経て集光レンズ４２に適切に入射させる。換言すると、第３カッ
プリングレンズ２１３（レンズ２１３ａ、２１３ｂ、２１３ｃ、２１３ｄ）は、コリメー
ト光学系とされている。この４つのレンズ２１３ａ、２１３ｂ、２１３ｃ、２１３ｄは、
第３カップリングレンズ２１３を構成することから、光源１２と協働して、波長λＣの光
を射出する第３出射部Ｅ３を構成する。
【０１４３】
　その第３ダイクロイックミラー２２は、実施例１と同様であり、第３出射光軸Ｏ３と照
明光軸Ｏｉとが交わる位置に設けられて、第３出射部Ｅ３（光源１２）から出射された波
長λＣの光（光束）を反射して、照明光軸Ｏｉ上に導く。その照明光軸Ｏｉ上に集光レン
ズ４２が設けられている。
【０１４４】
　その集光レンズ４２は、照明光軸Ｏｉ上における光の進行方向で見て、第３ダイクロイ
ックミラー２２よりも出射側（ライトトンネル６側）に設けられている。換言すると、集
光レンズ４２は、照明光路Ｐｉにおいて各色の光が通る共通光路に設けられている。この
集光レンズ４２は、正のパワーを有し、平行光束とされて第３ダイクロイックミラー２２
で反射された波長λＣの光（光束）を、導光光学系２のライトトンネル６に適切に入射さ
せるべく集光する。集光レンズ４２は、実施例３では、平凸レンズで構成されており、凸
面が第３ダイクロイックミラー２２側とされている。この集光レンズ４２は、共通光路に
設けられていることから、第１出射部Ｅ１から出射された波長λＡの光（光束）および第
２出射部Ｅ２から出射された波長λＢの光（光束）も入射する。そして、集光レンズ４２
は、第１出射部Ｅ１からの波長λＡの光（光束）および第２出射部Ｅ２からの波長λＢの
光（光束）も、導光光学系２のライトトンネル６に適切に入射させるべく集光する。これ
により、第１出射光路Ｐ１では、第１出射部Ｅ１から出射された波長λＡの光（光束）を
、照明光軸Ｏｉ上のライトトンネル６へと適切に入射させるべく当該波長λＡの光（光束
）を集めるために設けられた光学素子３１（図２参照）をなくす、もしくはそれを構成す
る光学部材の個数を減らすことができる。同様に、第２出射光路Ｐ２では、第２出射部Ｅ
２から出射された波長λＢの光（光束）を、照明光軸Ｏｉ上のライトトンネル６へと適切
に入射させるべく当該波長λＢの光（光束）を集めるために設けられた光学素子３２（図
２参照）をなくす、もしくはそれを構成する光学部材の個数を減らすことができる。
【０１４５】
　この照明光源装置１０３（第２照明系１０３Ｂ）は、実施例１と同様に、照明光軸Ｏｉ
をライトトンネル６の中心軸線に一致させて配置されている。このため、第２照明系１０
３Ｂは、第３出射部Ｅ３（光源１２）から出射した波長λＣの光（光束）を、ライトトン
ネル６すなわち導光光学系２へ向けて出射することができる。
【０１４６】
　ここで、実施例３の照明光源装置１０３では、上述したように、第３カップリングレン
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ズ２１３（レンズ２１３ａ、２１３ｂ、２１３ｃ、２１３ｄ）が光源１２から出射された
波長λＣの光（光束）をコリメート（平行光束とする）している。以下では、これについ
て説明する。
【０１４７】
　実施例１で述べたように、第２光源としての蛍光体１７ｂは、波長λＢ（４５０ｎｍ＜
λＢ＜７００ｎｍ）の蛍光を発生し、第３光源としての光源１２（発光ダイオード）は、
波長λＣ（６００ｎｍ＜λＣ＜７００ｎｍ）の光（光束）を射出する。この波長λＢの光
（光束）と波長λＣの光（光束）とは、この例では図１６に示すような分布とされており
、互いに重複する箇所が存在する。ここで、照明光源装置１０３（照明光源装置１０およ
び照明光源装置１０２も同様である）では、第３ダイクロイックミラー２２により、第３
出射部Ｅ３（光源１２）からの波長λＣの光（光束）を照明光路Ｐｉにおいて各色の光が
通る共通光路に合流（合成）させている。この共通光路は、第２出射部Ｅ２から出射され
た波長λＢの光（光束）も通ることから、その波長λＢの光（光束）が第３ダイクロイッ
クミラー２２を透過することとなる。その第３ダイクロイックミラー２２では、例えば、
設定された波長（カットオフ波長）を境として、一方を反射するとともに他方を透過させ
る。このため、照明光源装置１０３では、波長λＢの光（光束）をより多く透過させるよ
うに第３ダイクロイックミラー２２の光学特性（分光特性）を設定すると、上述したよう
に一部が重複する波長λＣの光（光束）を反射させる量が減ってしまう。同様に、照明光
源装置１０３では、波長λＣの光（光束）をより多く反射させるように第３ダイクロイッ
クミラー２２の光学特性（分光特性）を設定すると、波長λＢの光（光束）を透過させる
量が減ってしまう。
【０１４８】
　このことを鑑みて、照明光源装置１０３では、第３ダイクロイックミラー２２の光学特
性（分光特性）を、一例として図１７に示すように設定（設計）している。ここで、照明
光源装置１０３では、第３出射光軸Ｏ３を照明光軸Ｏｉに直交させるように、第３出射部
Ｅ３の位置関係を設定している。このため、第３ダイクロイックミラー２２（その平面）
は、第３出射光軸Ｏ３すなわち第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束）の進行方向に
対して、４５度の傾斜を為すものとされている。これにより、集光レンズ４２の径寸法の
増大を防止しつつ、当該集光レンズ４２へと波長λＣの光（光束）を適切に（効率よく）
入射させることができる。これは、第３カップリングレンズ２１３が、光源１２から出射
された波長λＣの光（光束）をコリメート（平行光束とする）することによる。このため
、この図１７に示す例では、第３ダイクロイックミラー２２の光学特性（分光特性）を、
入射角が４５度の光（光束）に対して６２０ｎｍで透過率５０％となるように設定（設計
）している。なお、この第３ダイクロイックミラー２２の光学特性（分光特性）は、あく
まで一例であって、この図１７に示す例に限定されるものではない。そして、照明光源装
置１０３では、第３ダイクロイックミラー２２の光学特性（分光特性）を、短波長側にシ
フトすることで波長λＣの光（光束）の効率を高めることができ、長波長側にシフトする
ことで波長λＢの光（光束）の効率を高めることができる。
【０１４９】
　ここで、第３ダイクロイックミラー２２では、図１７に示すように、光（光束）の入射
角度に応じて、光学特性（分光特性）がシフト（移動）してしまう（入射角度依存性があ
る）。詳細には、第３ダイクロイックミラー２２では、光（光束）の入射角度が小さくな
るほど、光学特性（分光特性）が長波長側に移動する（入射角度４５度に対する入射角度
３０度参照）。また、第３ダイクロイックミラー２２では、光（光束）の入射角度が大き
くなるほど、光学特性（分光特性）が短波長側に移動する（入射角度４５度に対する入射
角度６０度参照）。このことは、第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束）で考えると
、４５度で入射した場合と比較して、３０度で入射した場合の第３ダイクロイックミラー
２２での反射率が低くなることを意味する。このため、第３カップリングレンズ２１３で
光源１２からの波長λＣの光（光束）をコリメート（平行光束とする）することにより、
第３ダイクロイックミラー２２における波長λＣの光（光束）での反射率を設定した値と
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することができる。
【０１５０】
　ここで、図１８に示すように、第３ダイクロイックミラー２２にＸＹＺ軸を定義する。
そのＺ軸は、第３ダイクロイックミラー２２（その平面）に直交する方向としている。ま
た、Ｘ軸は、第３ダイクロイックミラー２２（その平面）に平行な方向であって、第３出
射光軸Ｏ３と照明光軸ＯｉとをＸ－Ｚ平面に存在させる方向としている。Ｙ軸は、Ｘ軸お
よびＺ軸に直交する方向である。そして、Ｙ－Ｚ平面において、Ｚ軸に対する角度をα方
向とする。また、Ｘ－Ｚ平面において、Ｚ軸に対する角度をβ方向とする。
【０１５１】
　このような設定において、第３ダイクロイックミラー２２における第３出射部Ｅ３から
の波長λＣの光（光束）の入射角に対する放射強度の分布を図１９から図２１に示す。図
１９は、実施例１の第２照明系１０Ｂ（照明光源装置１０）（図１３参照）の例を示して
いる。図２０は、実施例２の第２照明系１０２Ｂ（照明光源装置１０２）（図１４参照）
の例を示している。図２１は、実施例３の第２照明系１０３Ｂ（照明光源装置１０３）（
図１５参照）の例を示している。第２照明系１０３Ｂでは、図２１に示すように、α方向
で０度±１０度の範囲で、かつβ方向で４５度±１０度の範囲で、第３出射部Ｅ３からの
波長λＣの光（光束）が第３ダイクロイックミラー２２に入射していることがわかる。す
なわち、第２照明系１０３Ｂでは、第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束）を略４５
度の入射角度で第３ダイクロイックミラー２２へと入射させている。これは、第２照明系
１０３Ｂでは、第３カップリングレンズ２１３（レンズ２１３ａ、２１３ｂ、２１３ｃ、
２１３ｄ）が光源１２から出射された波長λＣの光（光束）をコリメート（平行光束とす
る）していることによる。そして、第２照明系１０３Ｂでは、図１９および図２０と図２
１との比較により、他の例と比較して、入射角度の幅を極めて狭い範囲に抑えていること
がわかる。
【０１５２】
　この本発明に係る実施例３の照明光源装置１０３（投射装置１）は、基本的に照明光源
装置１０（投射装置１）と等しい構成であることから、同様の効果を得ることができる。
【０１５３】
　それに加えて、実施例３の照明光源装置１０３では、第２照明系１０３Ｂの第３カップ
リングレンズ２１３（レンズ２１３ａ、２１３ｂ、２１３ｃ、２１３ｄ）が、光源１２か
ら出射された波長λＣの光（光束）をコリメート（平行光束とする）する。このため、照
明光源装置１０３では、第２照明系１０３Ｂにおいて、第３ダイクロイックミラー２２に
入射する波長λＣの光（光束）の入射角の広がりを小さくすることができる。これにより
、照明光源装置１０３では、第２照明系１０３Ｂにおいて、第３ダイクロイックミラー２
２に設定した反射率で、当該第３ダイクロイックミラー２２が波長λＣの光（光束）を反
射することができる。よって、照明光源装置１０３では、第３出射部Ｅ３からの波長λＣ
の光（光束）を、設定した光量で出射させることができる。
【０１５４】
　また、照明光源装置１０３では、第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束）を設定し
た光量で出射させることができることから、第１出射部Ｅ１からの波長λＡの光（光束）
および第２出射部Ｅ２からの波長λＢの光（光束）に対する光量のバランスをより適切に
設定したものとすることができる。
【０１５５】
　さらに、照明光源装置１０３では、第３ダイクロイックミラー２２（その平面）を、第
３出射光軸Ｏ３すなわち第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束）の進行方向に対して
４５度の傾斜を為すものとしている。このため、照明光源装置１０３では、第３カップリ
ングレンズ２１３でコリメート（平行光束とする）した光源１２からの波長λＣの光（光
束）を、集光レンズ４２の径寸法の増大を防止しつつ当該集光レンズ４２へと適切に（効
率よく）入射させることができる。これにより、照明光源装置１０３では、大きさ寸法の
増大を招くことなく、光源１２から出射した波長λＣの光（光束）をライトトンネル６へ
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と適切に入射させることができる。
【０１５６】
　照明光源装置１０３では、照明光路Ｐｉにおいて各色の光が通る共通光路に、正のパワ
ーを有する集光レンズ４２を設けている。このため、照明光源装置１０３では、互いに異
なる波長帯域（λＡ、λＢ、λＣ）の３つの光に対して個別に集光レンズ（集光のための
光学素子）を用いる必要がないので、簡易な構成としつつ各色の光をライトトンネル６す
なわち導光光学系２へと適切に入射させることができる。
【０１５７】
　照明光源装置１０３を備える投射装置１では、照明光源装置１０が各色の光量のバラン
スをより適切に設定したものとして出射させることができることから、より綺麗で鮮明な
フルカラーの画像をスクリーンＳｃに生成することができる。
【０１５８】
　したがって、本発明に係る実施例３の照明光源装置１０３では、各出射部（Ｅ１、Ｅ２
、Ｅ３）から出射された光が進行する位置を個別に調整することができる。
【０１５９】
　なお、上記した各実施例では、本発明に係る照明光源装置としての照明光源装置１０、
照明光源装置１０２、照明光源装置１０３について説明したが、特定の波長帯域の光を出
射する第１出射部と、前記第１出射部とは異なる波長帯域の光を出射する第２出射部と、
前記第１出射部および前記第２出射部とは異なる波長帯域の光を出射する第３出射部と、
前記第１出射部から出射された光と前記第２出射部から出射された光と前記第３出射部か
ら出射された光とを単一の照明光軸上で出射させ、前記第３出射部から出射された光を前
記照明光軸上における光の進行方向で見て最も後側で合流させる照明光路と、前記照明光
路において、前記第３出射部から出射された光の進行方向に光学的な作用を及ぼすととも
に、前記第１出射部から出射された光および前記第２出射部から出射された光の進行方向
に光学的な作用を及ぼさない調整光学部材と、を備える照明光源装置であればよく、上記
した各実施例に限定されるものではない。特に、特定の波長帯域の光を出射する第１出射
部と、前記第１出射部とは異なる波長帯域の光を出射する第２出射部と、前記第１出射部
および前記第２出射部とは異なる波長帯域の光を出射する第３出射部と、前記第１出射部
から出射された光と、前記第２出射部から出射された光と、前記第３出射部から出射され
た光と、を単一の照明光軸上で出射させる照明光路と、前記照明光路において、前記第１
出射部から出射された光の進行方向に光学的な作用を及ぼすとともに、前記第２出射部か
ら出射された光および前記第３出射部から出射された光の進行方向に光学的な作用を及ぼ
さない第１調整光学部材と、前記照明光路において、前記第２出射部から出射された光の
進行方向に光学的な作用を及ぼすとともに、前記第１出射部から出射された光および前記
第３出射部から出射された光の進行方向に光学的な作用を及ぼさない第２調整光学部材と
、前記照明光路において、前記第３出射部から出射された光の進行方向に光学的な作用を
及ぼすとともに、前記第１出射部から出射された光および前記第２出射部から出射された
光の進行方向に光学的な作用を及ぼさない第３調整光学部材と、を備える照明光源装置で
あればよく、上記した各実施例に限定されるものではない。
【０１６０】
　また、上記した各実施例では、第１出射部Ｅ１の第１光源（光源１１）として青色レー
ザダイオードを用い、第２出射部Ｅ２の第２光源として第１光源により励起される蛍光体
１７ｂを用い、第３出射部Ｅ３の第３光源（光源１２）として発光ダイオード（ＬＥＤ）
を用いている。しかしながら、上記したように各出射部から出射された光が進行する位置
の調整を個別に行うことを可能とするものであれば、各出射部の各光源にレーザダイオー
ドや発光ダイオード（ＬＥＤ）等の固体発光素子を適宜用いるものとしてもよく、上記し
た各実施例に限定されるものではない。
【０１６１】
　さらに、上記した各実施例では、第１出射部Ｅ１からの波長λＡの光（光束）が青とさ
れ、波長λＡによる励起により発生する第２出射部Ｅ２からの波長λＢの光（光束）が緑
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とされ、第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束）が赤とされていた。しかしながら、
各出射部から出射する光の色を他の設定としてもよく、上記した各実施例に限定されるも
のではない。その他の設定としては、第１出射部Ｅ１からの波長λＡの光（光束）を緑と
し、波長λＡによる励起により発生する第２出射部Ｅ２からの波長λＢの光（光束）を赤
とし、第３出射部Ｅ３からの波長λＣの光（光束）を青とすることがあげられる。このよ
うな組み合わせは、光源１１、蛍光体１７ｂ、光源１２および各ダイクロイックミラー（
１８、１９、２２）として当該色の設定に合致する光学特性の部材を用いることで、上記
した各実施例の構成をそのまま用いて実現することができる。
【０１６２】
　上記した各実施例では、第２出射部Ｅ２の第２光源としての蛍光体１７ｂ（蛍光ホイー
ル１７）が、励起光としての波長λＡの光（光束）が導かれた方向へと反射させる方向に
蛍光（波長λＢの光（光束））を発するものとされていた。しかしながら、蛍光体１７ｂ
を透過させる方向に蛍光（波長λＢの光（光束））を発するものであってもよく、上記し
た各実施例の構成に限定されるものではない。
【０１６３】
　以上、本発明の照明光源装置を各実施例に基づき説明してきたが、具体的な構成につい
ては各実施例に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない限り、設計の変更や追
加等は許容される。また、前記構成部材の数、位置、形状等は各実施例に限定されず、本
発明を実施する上で好適な数、位置、形状等にすることができる。
【符号の説明】
【０１６４】
　１　投射装置
　１０、１０２、１０３　照明光源装置
　１１　（第１光源の一例としての）光源
　１２　（第３光源の一例としての）光源
　１３　第１カップリングレンズ
　１４　（光路切替部の一例としての）反射・透過ホイール
　１５　（第１調整光学部材の一例としての）全反射ミラー
　１６　（第２カップリングレンズの一例としての）集光素子
　１７ｂ　（第２光源の一例としての）蛍光体
　１８　（第２調整光学部材の一例としての）第１ダイクロイックミラー
　１９　（第２調整光学部材の一例としての）第２ダイクロイックミラー
　２１、２１２、２１３　第３カップリングレンズ
　２２　（第３調整光学部材（調整光学部材）の一例としての）第３ダイクロイックミラ
ー
　３１　（第１調整光学部材の一例としての）光学素子
　３２　（第２調整光学部材の一例としての）光学素子
　４１　集光レンズ
　４２　集光レンズ
　Ｅ１　第１出射部
　Ｅ２　第２出射部
　Ｅ３　第３出射部
　Ｏｉ　照明光軸
　Ｐ１　第１出射光路
　Ｐ２　第２出射光路
　Ｐ３　第３出射光路
　Ｐｉ　照明光路
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１６５】
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