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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　励起光を受けて所定の波長域の光を発光する発光光源と、該発光光源に励起光を照射す
る励起光源と、前記発光光源を内部に有する反射空間と、該反射空間から射出される発光
光源光を前記発光光源の面積よりも小さな面積とされた射出口から射出する射出空間と、
前記反射空間と前記射出空間との間を仕切り、前記励起光源からの励起光は反射し前記発
光光源からの射出光は透過させる射出用ダイクロイックミラーと、を備えることを特徴と
する光源装置。
 
【請求項２】
　前記励起光源は、発光ダイオード又は固体発光素子の複数個を平面上に配置して面光源
の励起光源としていることを特徴とする請求項１に記載の光源装置。
【請求項３】
　前記励起光源は、板状の発光ダイオード又は板状の固体発光素子を用いて面光源の励起
光源としていることを特徴とする請求項１に記載の光源装置。
【請求項４】
　前記励起光源を二つ備え、該励起光源は平行に対向して配置されていることを特徴とす
る請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の光源装置。
【請求項５】
　前記発光光源は、対向して配置された前記励起光源の中間に該励起光源と平行に配置さ
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れていることを特徴とする請求項４に記載の光源装置。
【請求項６】
　前記反射空間は、二つの励起光源と、複数の反射ミラーと、前記射出用ダイクロイック
ミラーとによる平面で囲まれた中空直方体形状に形成されていることを特徴とする請求項
４又は請求項５に記載の光源装置。
 
【請求項７】
　前記射出空間は、前記射出用ダイクロイックミラーと、反射ミラーと、前記射出口とさ
れる所定の開口とによる平面で囲まれた中空直方体形状に形成されていることを特徴とす
る請求項６に記載の光源装置。
【請求項８】
　前記射出空間の射出口は、前記発光光源と平行になるよう形成されていることを特徴と
する請求項１乃至請求項７のいずれかに記載の光源装置。
【請求項９】
　前記励起光源と前記発光光源の間には、励起光源から射出された励起光は透過し前記発
光光源から射出された所定の波長域の発光光源光は反射させる反射用ダイクロイックミラ
ーが配置されていることを特徴とする請求項５乃至請求項８のいずれかに記載の光源装置
。
【請求項１０】
　赤色光を射出する赤色光源装置と、緑色光を射出する緑色光源装置と、青色光を射出す
る青色光源装置とを備え、
　前記赤色光源装置及び緑色光源装置並びに青色光源装置の内の少なくとも一つは前記励
起光源及び発光光源を備えた光源装置とされていることを特徴とする請求項１乃至請求項
９のいずれかに記載の光源装置。
【請求項１１】
　前記赤色光源装置及び緑色光源装置並びに青色光源装置の内、緑色光源装置が前記励起
光源及び発光光源を備えていることを特徴とする請求項１０に記載の光源装置。
【請求項１２】
　光源装置と、導光装置と、表示素子と、投影側光学系と、プロジェクタ制御手段とを備
え、
　前記光源装置は、請求項１０又は請求項１１に記載の光源装置であることを特徴とする
プロジェクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光ダイオード又は固体発光素子を用いた光源装置と、該光源装置を備えた
プロジェクタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　今日、パーソナルコンピュータの画面やビデオ画像、更にメモリカード等に記憶されて
いる画像データによる画像等をスクリーンに投影する画像投影装置としてのデータプロジ
ェクタが多用されている。このプロジェクタは、光源から射出された光をＤＭＤと呼ばれ
るマイクロミラー表示素子、又は、液晶板に集光させ、スクリーン上にカラー画像を表示
させるものである。
【０００３】
　このようなプロジェクタにおいて、従来は高輝度の放電ランプを光源とするものが主流
であったが、近年、光源として赤色、緑色、青色の発光ダイオードや有機ＥＬ等の固体発
光素子を用いるための開発がなされており多くの提案がなされている。
【０００４】
　発光ダイオードは放電ランプと比較して電力消費が少なく、信頼性も高いが、プロジェ



(3) JP 4662184 B2 2011.3.30

10

20

30

40

50

クタにおいて用いるためには単体ではまだ発光量が少なく、所望の輝度を得られないとい
う問題点があった。そこで、発光ダイオードをプロジェクタの光源とするために、複数の
発光ダイオードを配置し、複数の発光ダイオードからの射出光を合成して用いる場合があ
る。
【０００５】
　例えば、特開２００５－２７４８３６号公報（引用文献１）では、白色ダイオードを略
回転楕円面形状或いは回転放物面形状のベース部材に複数並設し、導光装置の入射面近傍
に焦点が位置するように配置した光源装置についての提案がなされている。
【０００６】
　又、特開２００６－２０８８９４号公報（引用文献２）では、アレイ状に複数の発光ダ
イオードを配置した３つの光源をクロスダイクロイックミラーの三方に配置し、このクロ
スダイクロイックミラーから射出される光線束の光軸上に縦長で四角錐台形状のロッドイ
ンテグレータを配置することで、複数の輝点から射出された光を合成させている。
【特許文献１】特開２００５－２７４８３６号公報
【特許文献２】特開２００６－２０８８９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　画像表示装置等の光学系では、有効に扱える光束が存在する空間的な広がりを面積と立
体角との積として表すことができ、この積をエテンデュー（Ｅｔｅｎｄｕｅ）という。こ
のエテンデューは光学系において保存される値である。
【０００８】
　上述したようなＤＭＤ等の表示素子を用いたプロジェクタにおいては、表示素子の被照
明領域の面積をＳ'、該被照明領域の面積Ｓ'が取り込める入射光の立体角をΩ'とした場
合、表示素子のエテンデューはＳ'×Ω'で表される。又、光源装置の発光領域の面積をＳ
、射出光の立体角をΩとすると、光源装置のエテンデューはＳ×Ωで表される。
【０００９】
　エテンデューは光学系において保存される値であるため、光源装置のエテンデューＳ×
Ωの値が表示素子のエテンデューＳ'×Ω'の値よりも小さい場合、光源装置から射出され
た光は全て利用することが可能となり、全ての射出光を有効光とすることができるが、光
源装置のエテンデューＳ×Ωの値が表示素子のエテンデューＳ'×Ω'の値よりも大きい場
合、光源装置から射出された光の中で利用できない光が発生することになる。
【００１０】
　従来の発光ダイオードを用いたプロジェクタでは、発光ダイオードの発光量が少ないた
め、複数の発光ダイオードを配置し、複数の発光ダイオードから射出される光線束を集光
して利用する必要があるが、複数の発光ダイオードを用いた場合、表示素子のエテンデュ
ーの値と比較して光源装置のエテンデューの値が大きくなり、利用できない光が増大する
ため発光ダイオードの利用効率が低下するという問題点があった。
【００１１】
　又、発光ダイオードの中で緑色発光ダイオードは、赤色発光ダイオードや青色発光ダイ
オードと比較して発光効率が低いため、赤色発光ダイオードや青色発光ダイオードよりも
多数配置する必要がある。この場合、発光ダイオードを密に集めても数の増加により発光
領域の面積も増加し、緑色発光ダイオード光源のエテンデューの値が大きくなるために有
効光の割合が小さくなり、結局緑色発光ダイオードの光量不足が解消できないといった問
題点があった。
【００１２】
　本発明は、このような従来技術の問題点に鑑みて成されたものであり、光源として発光
ダイオードや固体発光素子を用いる場合において、発光ダイオード等の利用効率が高く光
量を容易に増やすことが可能な光源装置と、該光源装置を用いることにより輝度の高い投
影画像を投影可能なプロジェクタを提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の光源装置は、励起光を受けて所定の波長域の光を発光する発光光源と、該発光
光源に励起光を照射する励起光源と、前記発光光源を内部に有する反射空間と、該反射空
間から射出される発光光源光を前記発光光源の面積よりも小さな面積とされた射出口から
射出する射出空間と、前記反射空間と前記射出空間との間を仕切り、前記励起光源からの
励起光は反射し前記発光光源からの射出光は透過させる射出用ダイクロイックミラーと、
を備えるものである。
 
【００１４】
　又、前記励起光源は、発光ダイオード又は固体発光素子の複数個を平面上に配置して面
光源の励起光源としているものである。
【００１５】
　尚、前記励起光源は、板状の発光ダイオード又は板状の固体発光素子を用いて面光源の
励起光源としていることもある。
【００１６】
　又、前記励起光源を二つ備え、該励起光源は平行に対向して配置されていることを特徴
とするものである。
【００１７】
　更に、前記発光光源は、対向して配置された前記励起光源の中間に該励起光源と平行に
配置されているものである。
【００１８】
　そして、前記反射空間は、二つの励起光源と、複数の反射ミラーと、前記射出用ダイク
ロイックミラーとによる平面で囲まれた中空直方体形状に形成されているものである。
 
【００１９】
　又、前記射出空間は、前記射出用ダイクロイックミラーと、反射ミラーと、前記射出口
とされる所定の開口とによる平面で囲まれた中空直方体形状に形成されているものである
。
【００２０】
　更に、前記射出空間の射出口は、前記発光光源と平行になるよう形成されていることを
特徴とするものである。
【００２１】
　又、前記励起光源と前記発光光源の間には、励起光源から射出された励起光は透過し前
記発光光源から射出された所定の波長域の発光光源光は反射させる反射用ダイクロイック
ミラーが配置されていることを特徴とするものである。
【００２２】
　そして、赤色光を射出する赤色光源装置と、緑色光を射出する緑色光源装置と、青色光
を射出する青色光源装置とを備え、前記赤色光源装置及び緑色光源装置並びに青色光源装
置の内の少なくとも一つは前記励起光源及び発光光源を備えるものである。
【００２３】
　更に、前記赤色光源装置及び緑色光源装置並びに青色光源装置の内、緑色光源装置が前
記励起光源及び発光光源を備えていることを特徴とするものである。
【００２４】
　そして、本発明のプロジェクタは、光源装置と、導光装置と、表示素子と、投影側光学
系と、プロジェクタ制御手段とを備え、前記光源装置としては、上述した光源装置を用い
ているものである。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、光源として発光ダイオードや固体発光素子を用いる場合において、発
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光ダイオード等の利用効率が高く光量を容易に増やすことが可能な光源装置と、該光源装
置を用いることにより輝度の高い投影画像を投影可能なプロジェクタを提供することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　本発明を実施するための最良の形態のプロジェクタ10は、光源装置63と、導光装置75と
、表示素子51と、投影側光学系90と、プロジェクタ制御手段とを備えるものである。
【００２７】
　そして、光源装置63は、赤色発光ダイオード161Rを用いた赤色光源装置151Rと、緑色光
を射出する緑色光源装置151Gと、青色発光ダイオード161Bを用いた青色光源装置151Bとを
備え、緑色光源装置151Gは、励起光を受けて緑色光を発光する平板方形状の発光光源152
と、発光光源152の表裏両面に励起光を照射する面光源とされる励起光源153と、励起光源
153の少なくとも二面を備えて発光光源152を内部に有する反射空間170と、反射空間170か
ら射出される所定波長域の発光光源光を発光光源152の面積よりも小さな面積とされた射
出口173から射出する射出空間171とを備えるものである。
【００２８】
　又、この励起光源153は、紫外線発光ダイオード161UVの複数個を平面上に配置して面光
源の励起光源153とされるものである。
【００２９】
　そして、緑色光源装置151Gは、平行に対向して配置される二つの励起光源153を備え、
二つの励起光源153の中間に励起光源153と平行に発光光源152が配置され、反射空間170は
、二つの励起光源153と、複数の反射ミラー155と、励起光源153からの射出光は反射し発
光光源152からの射出光は透過する射出用ダイクロイックミラー156とによる平面で囲まれ
た中空直方体形状に形成されているものである。
【００３０】
　更に、射出空間171は、射出用ダイクロイックミラー156と、複数の反射ミラー157と、
射出口173とされる所定の開口とによる平面で囲まれた中空直方体形状に形成され、この
射出口173は、発光光源152と平行になるよう形成されているものである。
【００３１】
　又、励起光源153と発光光源152の間には、励起光源153から射出された励起光は透過し
発光光源152から射出された緑色光は透過させる反射用ダイクロイックミラー154が配置さ
れているものである。
【実施例】
【００３２】
　以下、本発明の実施例を図に基づいて詳説する。本発明の実施例に係るプロジェクタ10
は、図１に示すように、略直方体形状であって、本体ケースの前方の側板とされる前面パ
ネル12の側方に投影口を覆うレンズカバー19を有すると共に、この前面パネル12には複数
の排気孔17を設けている。更に、図示しないがリモートコントローラからの制御信号を受
信するＩｒ受信部を備えている。
【００３３】
　又、本体ケースである上面パネル11にはキー／インジケータ部37を設けるものであり、
このキー／インジケータ部37には、電源スイッチキーや電源のオン又はオフを報知するパ
ワーインジケータ、投影のオン、オフを切りかえる投影スイッチキー、光源装置や表示素
子又は制御回路等が過熱したときに報知をする過熱インジケータ等のキーやインジケータ
を設けるものである。
【００３４】
　更に、本体ケースの背面には、背面パネルにＵＳＢ端子や画像信号入力用のＤ－ＳＵＢ
端子、Ｓ端子、ＲＣＡ端子等を設ける入出力コネクタ部及び電源アダプタプラグ等の各種
端子20を設けているものである。
【００３５】
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　尚、図示しない本体ケースの側板である右側パネル14、及び、図１に示した側板である
左側パネル15の下部近傍には、各々複数の吸気孔18を設けているものである。
【００３６】
　そして、このプロジェクタ10のプロジェクタ制御手段は、図２に示すように、制御部38
、入出力インターフェース22、画像変換部23、表示エンコーダ24、表示駆動部26等を有す
るものであって、入出力コネクタ部21から入力された各種規格の画像信号は、入出力イン
ターフェース22、システムバス（ＳＢ）を介して画像変換部23で表示に適した所定のフォ
ーマットの画像信号に統一するように変換された後、表示エンコーダ24に送られるもので
ある。
【００３７】
　又、表示エンコーダ24は、送られてきた画像信号をビデオＲＡＭ25に展開記憶させた上
でこのビデオＲＡＭ25の記憶内容からビデオ信号を生成して表示駆動部26に出力するもの
である。
【００３８】
　そして、表示エンコーダ24からビデオ信号が入力される表示駆動部26は、送られてきた
画像信号に対応して適宜フレームレートで空間的光変調素子（ＳＯＭ）である表示素子51
を駆動するものであり、光源装置63から射出された光線束を光源側光学系を介して表示素
子51に入射することにより、表示素子51の反射光で光像を形成し、投影側光学系とする投
影系レンズ群を介して図示しないスクリーンに画像を投影表示するものであり、この投影
側光学系の可動レンズ群97は、レンズモータ45によりズーム調整やフォーカス調整のため
の駆動が行われるものである。
【００３９】
　又、画像圧縮伸長部31は、画像信号の輝度信号及び色差信号をＡＤＴＣ及びハフマン符
号化等の処理によりデータ圧縮して着脱自在な記録媒体とされるメモリカード32に順次書
き込む記録処理や、再生モード時はメモリカード32に記録された画像データを読み出し、
一連の動画を構成する個々の画像データを１フレーム単位で伸長して画像変換部23を介し
て表示エンコーダ24に送り、メモリカード32に記憶された画像データに基づいて動画等の
表示を可能とするものである。
【００４０】
　そして、制御部38は、プロジェクタ10内の各回路の動作制御を司るものであって、ＣＰ
Ｕや各種セッティング等の動作プログラムを固定的に記憶したＲＯＭ及びワークメモリと
して使用されるＲＡＭ等により構成されている。
【００４１】
　又、本体ケースの上面パネル11に設けられるメインキー及びインジケータ等により構成
されるキー／インジケータ部37の操作信号は、直接に制御部38に送出され、リモートコン
トローラからのキー操作信号は、Ｉｒ受信部35で受信され、Ｉｒ処理部36で復調されたコ
ード信号が制御部38に送られるものである。
【００４２】
　尚、制御部38にはシステムバス（ＳＢ）を介して音声処理部47が接続されており、音声
処理部47はＰＣＭ音源等の音源回路を備え、投影モード及び再生モード時には音声データ
をアナログ化し、スピーカ48を駆動して拡声放音させることができるものである。
【００４３】
　又、この制御部38は、光源制御回路41を制御するものであり、画像信号に応じて赤色光
源、緑色光源、青色光源を時分割制御している。更に、冷却ファン駆動制御回路43には、
光源装置63等に設けた複数の温度センサによる温度検出を行わせて、冷却ファンの回転速
度を制御させ、又、タイマー等によりプロジェクタ本体の電源ＯＦＦ後も冷却ファンの回
転を持続させるものであり、更に、温度センサによる温度検出の結果によってはプロジェ
クタ本体の電源をＯＦＦにする等の制御も行うものである。
【００４４】
　そして、これらのＲＯＭ、ＲＡＭ、ＩＣや回路素子は、図３に示す主制御基板としての
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制御回路基板103や電源回路ブロック101に組み込まれ、制御系の主制御基板とした制御回
路基板103と電力系の電源回路ブロック101等が取付けられる光源制御回路基板102とを分
けて形成しているものである。
【００４５】
　このプロジェクタ10の内部構造は、図３に示したように、電源回路ブロック101等を取
付けた光源制御回路基板102を右側パネル14の近傍に配置し、筐体内を区画用隔壁120によ
り背面パネル13側の吸気側空間室121と前面パネル12側の排気側空間室122とに気密に区画
している。そして、冷却ファンとするシロッコファンタイプのブロア110を、吸込み口111
が吸気側空間室121に位置し排気側空間室122と吸気側空間室121の境界に吐出口113が位置
するように配置しているものである。
【００４６】
　又、排気側空間室122内には、光源装置63と、光源装置63からの射出光を表示素子51に
導光する光学系ユニット70の照明側ブロック78が備える導光装置75と、排気温低減装置11
4とが配置されているものである。
【００４７】
　この光源装置63は、図４に示すように、赤色光である特定の波長域光を生成する特定波
長域光生成装置としての赤色光源装置151Rと、緑色光である特定の波長域光を生成する特
定波長域光生成装置としての緑色光源装置151Gと、青色光である特定の波長域光を生成す
る特定波長域光生成装置としての青色光源装置151Bとを備え、赤色光源装置151Rは、図３
に示した前面パネル12の近傍に光軸が前面パネル12と略平行となるように配置され、緑色
光源装置151Gは、赤色光源装置151Rと光軸が平行となるように赤色光源装置151Rよりも背
面パネル13側に配置され、青色光源装置151Bは、赤色光源装置151R及び前面パネル12の近
傍であって赤色光源装置151Rの光軸と青色光源装置151Bの光軸が垂直に交差するように配
置されているものである。
【００４８】
　又、光源装置63は、赤色光源装置151R及び青色光源装置151Bの光軸が交差する位置に配
置された第一ダイクロイックミラー142と、第一ダイクロイックミラー142で反射又は第一
ダイクロイックミラー142を透過した赤色光及び青色光の光軸と緑色光源装置151Gの光軸
とが交差する位置に配置された第二ダイクロイックミラー144と、第二ダイクロイックミ
ラー144で反射又は第二ダイクロイックミラー144を透過した赤色光及び緑色光並びに青色
光の光線束の光軸上に配置された集光レンズ148とを備えるものである。
【００４９】
　この第一ダイクロイックミラー142は、青色光源装置151Bから射出された青色光は透過
させ、赤色光源装置151Rから射出された赤色光は青色光源装置151Bから射出された青色光
の光軸方向と同一の光軸方向となるように反射するものであり、第二ダイクロイックミラ
ー144は、第一ダイクロイックミラー142で反射した赤色光及び第一ダイクロイックミラー
142を透過した青色光は透過させ、緑色光源装置151Gから射出された緑色光は赤色光及び
青色光の光軸方向と同一の光軸方向となるように反射するものであり、集光レンズ148は
、赤色光及び緑色光並びに青色光を図３に示した導光装置75の入射面に集光するものであ
る。
【００５０】
　そして、特定波長域光生成装置とする赤色光源装置151Rは、プロジェクタ制御手段によ
って時分割制御される光源としての所要個数の赤色発光ダイオード161Rと、この赤色発光
ダイオード161Rが保持される光源保持具と、赤色発光ダイオード161Rの前方近傍に配置さ
れた透明なカバー部材と、赤色発光ダイオード161Rからの射出光を集光する集光レンズ16
4とを備えたものである。
【００５１】
　この光源保持具は、背面と背面の外周縁から立ち上がる縁部とから形成されたものであ
り、背面の中心近傍に赤色発光ダイオード161Rが配置されているものである。又、カバー
部材は、透明なガラス又は樹脂によって形成された方形状の板であり、光源保持具の縁部
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の前端近傍に配置され、赤色発光ダイオード161Rの前方を封止しているものである。
【００５２】
　そして、赤色発光ダイオード161Rからの射出光は、カバー部材を透過し集光レンズ164
により集光されて第一ダイクロイックミラー142に照射され、第一ダイクロイックミラー1
42で反射した後、第二ダイクロイックミラー144を透過し、集光レンズ148によって図３に
示した導光装置75の入射面に集光されるものである。
【００５３】
　又、特定波長域光生成装置とする青色光源装置151Bは、赤色光源装置151Rと同様の構成
であって、赤色発光ダイオード161Rの代りに光源として時分割制御される所要個数の青色
発光ダイオード161Bを使用したものであり、青色発光ダイオード161Bからの射出光は、カ
バー部材を透過し集光レンズ164により集光されて第一ダイクロイックミラー142に照射さ
れ、第一ダイクロイックミラー142を透過した後、第二ダイクロイックミラー144を透過し
、集光レンズ148によって図３に示した導光装置75の入射面に集光されるものである。
【００５４】
　そして、本実施例に係る緑色光を生成する特定波長域光生成としての緑色光源装置151G
は、図５に示すように、励起光を受けて緑色光を発光する平板方形状の発光光源152と、
発光光源152の表裏両面に励起光を照射する面光源としての励起光源153と、励起光源153
からの射出光を発光光源152に導光すると共に、発光光源152から射出された緑色光を所定
の一面から後述する射出空間171に射出する直方体形状の反射空間170と、反射空間170か
らの射出された緑色光を発光光源152の面積よりも小さな面積とされた射出口173から外部
に射出する直方体形状の射出空間171とを備えるものである。
【００５５】
　この励起光源153は、紫外線発光ダイオード161UVを備えた平板方形状の面光源を形成す
るものであって、二枚の励起光源153が対向するように配置され、直方体形状の反射空間1
70を形成する後述の反射室の所定の対向する二面を形成しているものである。この平板形
状の励起光源153としては、複数の紫外線発光ダイオード161UVを並設することによって平
板状に形成する場合や、平板型の紫外線発光ダイオード161UVを用いる場合がある。
【００５６】
　又、発光光源152は、励起光源153から射出された紫外線とする励起光を吸収して緑色に
発光する平板方形状の蛍光体であって、二枚の励起光源153の中間に励起光源153と平行に
配置され、その外縁が透明な支持部材を介して後述する反射ミラー155に固定されている
ものである。
【００５７】
　そして、反射空間170は、二つの励起光源153による二面と、紫外線とされる励起光及び
緑色光とされる発光光源光を反射する反射ミラー155による面と、励起光源153からの射出
光である紫外線は反射し発光光源152からの射出光である緑色光は透過させる射出用ダイ
クロイックミラー156による一面とによる平面で囲まれた中空直方体形状の反射室によっ
て形成されているものである。
【００５８】
　この反射空間170を形成する反射室は、二枚の励起光源153が所定の距離離れた状態で平
行として対向するように配置され、この二枚の励起光源153の各々三辺と接するように三
枚の反射ミラー155が連結され、残りの一辺に接する面に射出用ダイクロイックミラー156
が配置されることによって形成されているものである。尚、対向する二枚の反射ミラー15
5の中央近傍に発光光源152が固定されている。更に、励起光源153と発光光源152の間には
励起光源153からの射出光は透過し発光光源152からの射出光は反射する反射用ダイクロイ
ックミラー154が配置されているものである。
【００５９】
　又、射出空間171は、射出用ダイクロイックミラー156による一面と、緑色光とされる発
光光源光を反射する反射ミラー157による面と、射出口173とされる開口とによる平面で囲
まれた中空直方体形状の射出室によって形成されているものである。そして、射出口173
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とされる開口は、発光光源152の面積よりも小さく形成されると共に、発光光源152の発光
面と平行とされ、又、射出口173の近傍には、図４に示したように、集光レンズ164が配置
されているものである。
【００６０】
　そして、本実施例における緑色光源装置151Gにおいて、励起光源153から反射空間170に
射出される紫外線は、図６に示すように、反射用ダイクロイックミラー154を透過し、直
接又は反射ミラー155や射出用ダイクロイックミラー156で反射を繰り返した後に発光光源
152に照射される。尚、励起光源153つまり発光ダイオードは、光を反射する性質も有して
いるため、発光光源152に入射されずに再び励起光源153に照射された光は、励起光源153
で反射されて反射空間170内に再び射出されるものである。
【００６１】
　又、発光光源152は、紫外線とされる励起光が照射されると、紫外線を励起エネルギー
として吸収し緑色に発光する。そして、発光光源152が発光することにより射出された緑
色の発光光源光は、図７に示すように、直接又は反射ミラー155や反射用ダイクロイック
ミラー154で反射を繰り返した後に射出用ダイクロイックミラー156を透過して射出空間17
1に入射され、射出空間171に入射された緑色の発光光源光は、直接又は反射ミラー157で
反射して射出口173から外部に射出されるものである。又、反射ミラー157で反射して射出
用ダイクロイックミラー156に照射される光線束は、再び反射空間170内に入射され、反射
空間170内で反射を繰り返した後に再度射出空間171に入射されて射出口173から外部に射
出されるものである。
【００６２】
　更に、射出空間171の射出口173から外部に射出された光線束は、図４に示した射出空間
171の射出口173の近傍に配置された集光レンズ164によって集光されて第二ダイクロイッ
クミラー144に照射され、第二ダイクロイックミラー144で反射して光軸方向を赤色及び青
色光線と同一に変更され、集光レンズ148によって図３に示した導光装置75の入射面に集
光されるものである。
【００６３】
　そして、光学系ユニット70は、図３に示したように、光源装置63の近傍に位置する照明
側ブロック78と、画像生成ブロック79と、投影側ブロック80との３つのブロックから構成
され、左側パネル15に沿って配置されているものである。
【００６４】
　照明側ブロック78は、光源装置63から射出された光を画像生成ブロック79が備える表示
素子51に導光する光源側光学系62の一部を備え、照明側ブロック78が有する光源側光学系
62としては、光源装置63から射出された光線束を均一な強度分布の光束とする導光装置75
や、導光装置75を透過した光を集光する集光レンズ等がある。
【００６５】
　又、画像生成ブロック79は、導光装置75から射出された光の向きを変更する光軸変更ミ
ラー74と、この光軸変更ミラー74により反射した光を表示素子51に集光させる複数枚のレ
ンズで形成した光源側レンズ群83及び光源側レンズ群83を透過した光を表示素子51に所定
の角度で照射する照射ミラー84等を光源側光学系62として有し、更に、表示素子51とする
ＤＭＤ（デジタル・マイクロミラー・デバイス）を備えている。尚、この表示素子51の背
面パネル13側には表示素子51を冷却するための表示素子冷却装置53が配置され、表示素子
51が高温となることを防止している。
【００６６】
　更に、投影側ブロック80は、表示素子51で反射されて画像を形成する光をスクリーンに
放出する投影側光学系90のレンズ群を有し、投影側光学系90としては、固定鏡筒に内蔵す
る固定レンズ群93と可動鏡筒に内蔵する可動レンズ群97とを備えてズーム機能を備えた可
変焦点型レンズとしているものであり、レンズモータにより可動レンズ群97を移動させて
ズーム調整やフォーカス調整を可能としているものである。
【００６７】
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　次に本実施例における効果について述べる。プロジェクタ10等における光学系では、有
効に扱える光束が存在する空間的な広がりを面積と立体角との積として表すことができ、
この積をエテンデュー（Ｅｔｅｎｄｕｅ）という。このエテンデューは光学系において保
存される値である。
【００６８】
　上述したようなＤＭＤ等の表示素子51を用いたプロジェクタ10においては、表示素子51
の被照明領域の面積をＳ'、該被照明領域の面積Ｓ'が取り込める入射光の立体角をΩ'と
した場合、表示素子51のエテンデューはＳ'×Ω'で表される。又、光源装置63の発光領域
の面積をＳ、射出光の立体角をΩとすると、光源装置63のエテンデューはＳ×Ωで表され
る。
【００６９】
　エテンデューは光学系において保存される値であるため、光源装置63のエテンデューＳ
×Ωの値が表示素子51のエテンデューＳ'×Ω'の値よりも小さい場合、光源装置63から射
出された光は全て利用されることとなり全ての射出光が有効光となるが、光源装置63のエ
テンデューＳ×Ωの値が表示素子51のエテンデューＳ'×Ω'の値よりも大きい場合、光源
装置63から射出された光の中で利用できない光が発生することになる。
【００７０】
　よって、発光ダイオードの光量不足を補うために複数の発光ダイオードを用いる場合、
発光領域が広がるため光源装置63のエテンデューの値が大きくなり、発光ダイオードから
射出された光線束の中で利用できない光が増え、発光ダイオードの利用効率が下がるとい
った問題点があった。
【００７１】
　又、発光ダイオードを光源としてプロジェクタ10に用いた場合、緑色発光ダイオードの
発光量が赤色や青色発光ダイオードの発光量と比較して少ないため、緑色の光量を増やす
ためには赤色や青色発光ダイオードよりも発光ダイオードの量を増やす必要があった。し
かしながら、発光ダイオードの量を単純に増やした場合には、上述したようにエテンデュ
ーの値も大きくなるため、発光ダイオードの利用効率が下がり、結局光量不足を解消する
ことができないといった問題点もあった。
【００７２】
　しかし、本実施例においては、緑色光源装置151Gを平板方形状の発光光源152及び面光
源とされた励起光源153を備えた緑色光源装置151Gとし、発光光源152の表裏両面から励起
光源153からの射出光を照射できるように反射空間170を形成することによって、励起光源
153からの射出光の利用効率を高めることができ、緑色光の光量不足を補うことができる
ものである。
【００７３】
　又、射出空間171から外部に発光光源光を射出する射出口173の面積を発光光源152の面
積よりも小さく形成することにより、実際は発光光源152の面積が発光面の面積であるが
、見かけ上は射出口173の面積が発光面の面積となり射出される光線束の密度を高くする
ことができるものである。
【００７４】
　更に、反射空間170や射出空間171を直方体形状とし、発光光源152の発光面と射出口173
を平行に形成し、又、射出空間171の射出口152を発光光源152と平行に形成することによ
って、発光光源152から射出された発光光源光の角度分布を保ったまま射出口173から射出
することができるため、発光光源152からの射出光のエテンデューを小さくして利用効率
を高くすることができるものである。
【００７５】
　又、面光源の励起光源153を二つを平行に対向して配置させ、対向して配置された励起
光源153の中間に励起光源153と平行に発光光源152を配置することにより、平板形状の発
光光源152の表裏両面から面に対して面で光を照射することになり、発光光源152の平面全
体に効率よく励起光を照射できるため、発光光源152の平面全体から均一な光を発光する
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ことができるものである。
【００７６】
　又、励起光源153と発光光源152の間に励起光源153からの射出光は透過し発光光源152か
らの射出光は反射する反射用ダイクロイックミラー144を配置することにより、発光光源1
52からの射出光が励起光源153に照射されることによる光の減衰を防止することができ、
発光光源152から射出された光線束の利用効率を高めることができるものである。
【００７７】
　尚、励起光源143とする面光源を複数個の発光ダイオードを平面上に配置して形成する
場合には、発光ダイオードの数を増やすことによって容易に光量を増やすことができ、又
、安価に製造することができる。又、励起光源143とする面光源として平板型の発光ダイ
オードを用いる場合には、加工を施すことなくそのまま反射室の面として配置できるため
、本実施例の特定波長域光生成装置とする光源装置を容易に製造できるものである。
【００７８】
　そして、このように平板状の発光光源152と面光源の励起光源153を備え、発光光源152
の表裏両面から励起光源153の射出光を光量の多い所定の波長域の光を生成できる特定波
長域光生成装置とする光源装置を用いることにより、輝度が高く明瞭な画像を投影可能な
プロジェクタ10を提供することができるものである。
【００７９】
　尚、上述した実施例においては、面光源の励起光源153を反射室の二面に用いているが
、他の面にも励起光源153を配置することによって更に光量の増加を図ることもできる。
又、励起光源153として紫外線発光ダイオード161UVを用いているが、他の色の発光ダイオ
ードや有機ＥＬ等の固体発光素子を励起光源153として用いることもできる。
【００８０】
　又、第三光源として発光色の異なる蛍光物質を用いることにより、光の三原色のみなら
ず色の三原色である黄色（イエロー）、紫色（マジェンタ）、水色（シアン）を光源装置
63に組み込むことも可能であり、板状とする発光光源152は方形状に限ることなく、円形
又は楕円形のものを使用することもできる。
【００８１】
　更に、各色における発光素子の輝度を相対比較した場合において、輝度が低い色の特定
波長域光生成装置とする光源装置に第一光源及び第二光源並びに第三光源を有した特定波
長域光生成装置とする光源装置を用いることにより発光輝度の低い素子による色の輝度を
上げることができるものである。
【００８２】
　尚、本発明は、以上の実施例に限定されるものでなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で
自由に変更、改良が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の実施例に係るプロジェクタの外観を示す斜視図。
【図２】本発明の実施例に係るプロジェクタの機能回路ブロックを示す図。
【図３】本発明の実施例に係るプロジェクタの上面パネルを取り除いた上面図。
【図４】本発明の実施例に係る光源装置の断面図。
【図５】本発明の実施例に係る緑色光源装置の立体断面図。
【図６】本発明の実施例に係る緑色光源装置における励起光源からの射出光の流れを示す
図。
【図７】本発明の実施例に係る緑色光源装置における発光光源からの射出光の流れを示す
図。
【符号の説明】
【００８４】
　10　プロジェクタ　　　　　　　　　　　　　11　上面パネル
　12　前面パネル　　　　　　　　　　　　　　13　背面パネル
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　14　右側パネル　　　　　　　　　　　　　　15　左側パネル
　17　排気孔　　　　　　　　　　　　　　　　18　吸気孔
　19　レンズカバー　　　　　　　　　　　　　20　各種端子
　21　入出力コネクタ部　　　　　　　　　　　22　入出力インターフェース
　23　画像変換部　　　　　　　　　　　　　　24　表示エンコーダ
　25　ビデオＲＡＭ　　　　　　　　　　　　　26　表示駆動部
　31　画像圧縮伸長部　　　　　　　　　　　　32　メモリカード
　35　Ｉｒ受信部　　　　　　　　　　　　　　36　Ｉｒ処理部
　37　キー／インジケータ部　　　　　　　　　38　制御部
　41　光源制御回路　　　　　　　　　　　　　43　冷却ファン駆動制御回路
　45　レンズモータ　　　　　　　　　　　　　47　音声処理部
　48　スピーカ　　　　　　　　　　　　　　　51　表示素子
　53　表示素子冷却装置　　　　　　　　　　　62　光源側光学系
　63　光源装置　　　　　　　　　　　　　　　70　光学系ユニット
　74　光軸変更ミラー　　　　　　　　　　　　75　導光装置
　78　照明側ブロック　　　　　　　　　　　　79　画像生成ブロック
　80　投影側ブロック　　　　　　　　　　　　83　光源側レンズ群
　84　照射ミラー　　　　　　　　　　　　　　90　投影側光学系
　93　固定レンズ群　　　　　　　　　　　　　97　可動レンズ群
　101　電源回路ブロック　　　　　　　　 　　102　光源制御回路基板
　103　制御回路基板　　　　　　　　　　 　　110　ブロア
　111　吸込み口　　　　　　　　　　 　　　　113　吐出口
　114　排気温低減装置　　　　　　　　　　 　120　区画用隔壁
　121　吸気側空間室　　　　　　　　　　 　　122　排気側空間室
　142　第一ダイクロイックミラー　　　　 　　144　第二ダイクロイックミラー
　148　集光レンズ　　　　　　　　　　 　　　151R　赤色光源装置
　151G　緑色光源装置　　　　　　　　　　　　151B　青色光源装置
　151　緑色光源装置　　　　　　　　　　 　　152　発光光源
　153　励起光源　　　　　　　　　　 　　　　154　反射用ダイクロイックミラー
　155　反射ミラー　　　　　　　　　　 　　　156　射出用ダイクロイックミラー
　157　反射ミラー　　　　　　　　　　 　　　161R　赤色発光ダイオード
　161B　青色発光ダイオード　　　　　　　　　161UV　紫外線発光ダイオード
　164　集光レンズ　　　　　　　　　　 　　　170　反射空間
　171　射出空間　　　　　　　　　　 　　　　173　射出口



(13) JP 4662184 B2 2011.3.30

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(14) JP 4662184 B2 2011.3.30

【図５】 【図６】

【図７】



(15) JP 4662184 B2 2011.3.30

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００６－３３２０４２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３２７３６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－３００１３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００７－５３１３０２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ２１Ｓ２／００－１９／００
              Ｇ０３Ｂ２１／１４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

