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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を投射するための光を発する光源と、
　前記光源に向けられた空気放出部を有する、空気を収容するための収容部と、
　前記収容部に空気を収容して該収容部内の空気を圧縮するエアーポンプと、
　前記収容部内の圧力を検出する圧力センサーと、
　前記圧力センサーにて検出された圧力に基づいて、前記エアーポンプが出力する空気の
流量を制御して、前記空気放出部が出力する空気の流量を制御する制御部と、を含み、
　前記制御部は、前記エアーポンプが出力する空気の流量を設定するための設定情報を、
前記圧力センサーにて検出された圧力に基づいて生成し、該設定情報に応じた駆動信号を
該エアーポンプに提供して、該エアーポンプから出力される空気の流量を制御するととも
に、前記設定情報の正常領域を格納し、前記設定情報が前記正常領域から外れた場合に異
常と判定し、前記設定情報は、前記駆動信号のＤｕｔｙ比、または、駆動電圧である、プ
ロジェクタ。
【請求項２】
　請求項１に記載のプロジェクタにおいて、
　前記制御部は、目標圧力を格納し、前記圧力センサーにて検出された圧力が前記目標圧
力より低い場合には、前記エアーポンプによる空気の収容量を増加させて前記空気放出部
より出力される空気の流量を増やし、前記圧力センサーにて検出された圧力が前記目標圧
力より高い場合には、前記エアーポンプによる空気の収容量を減少させて前記空気放出部
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より出力される空気の流量を減らす、プロジェクタ。
【請求項３】
　画像を投射するための光を発する光源と、前記光源に向けられた空気放出部を有する空
気を収容するための収容部と、前記収容部に空気を収容して該収容部内の空気を圧縮する
エアーポンプと、前記収容部に連通し該収容部に収容された空気を前記光源へ放出する空
気放出部と、を含むプロジェクタが行うプロジェクタの光源冷却方法であって、
　前記収容部内の圧力を検出する検出ステップと、
　前記検出された圧力に基づいて、前記エアーポンプが出力する空気の流量を制御して、
前記空気放出部が出力する空気の流量を制御する制御ステップと、を含み、
　前記プロジェクタは、前記エアーポンプが出力する空気の流量を設定するための設定情
報の正常領域を格納し、
　前記制御ステップでは、前記エアーポンプが出力する空気の流量を設定するための設定
情報を、前記検出された圧力に基づいて生成し、該設定情報に応じた駆動信号を該エアー
ポンプに提供して、該エアーポンプから出力される空気の流量を制御し、
　前記設定情報が前記正常領域から外れた場合に異常と判定する判定ステップを、さらに
含み、
　前記設定情報は、前記駆動信号のＤｕｔｙ比、または、駆動電圧であるプロジェクタの
光源冷却方法。
【請求項４】
　請求項３に記載のプロジェクタの光源冷却方法において、
　前記プロジェクタは、目標圧力を格納し、
　前記制御ステップでは、前記検出された圧力が前記目標圧力より低い場合には、前記エ
アーポンプによる空気の収容量を増加させて前記空気放出部より出力される空気の流量を
増やし、前記検出された圧力が前記目標圧力より高い場合には、前記エアーポンプによる
空気の収容量を減少させて前記空気放出部より出力される空気の流量を減らす、プロジェ
クタの光源冷却方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プロジェクタおよびプロジェクタの光源冷却方法に関し、特には、光源を冷
却する機構を備えたプロジェクタおよびプロジェクタの光源冷却方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　昨今のプロジェクタには、装置の小型化および投射画像の高輝度化という市場要求があ
る。この市場要求に応えるために、プロジェクタには、高輝度の光を発する小型の光源と
、その光源を冷却する空冷装置とが搭載され始めている。
【０００３】
　特許文献１（特開２００３－５２８９号公報）には、ファンにて光源を冷却するプロジ
ェクタが記載されている。また、特許文献２（特開平４－６０５３４号公報）には、冷却
ファンの動作を、風速センサーの出力と温度センサーの出力とに基づいて制御するプロジ
ェクタが記載されている。
【０００４】
　一方、エアーポンプを用いた空冷装置で光源を冷却するプロジェクタも知られている。
このプロジェクタでは、エアーポンプから出力された空気がチューブ内で圧縮され、その
圧縮された空気が、チューブに設けられている吹き出し口から光源に出力される。
【０００５】
　このエアーポンプは、一定の回転数または一定の駆動電圧で駆動されていた。
【特許文献１】特開２００３－５２８９号公報
【特許文献２】特開平４－６０５３４号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　エアーポンプの回転数または駆動電圧を一定に保つような制御では、以下のような問題
が発生する。
【０００７】
　エアーポンプの個体差、冷却用の空気が通る冷却経路（チューブ）の構造の個体差、ま
たは、吹き出し口の面積の個体差により、個々のプロジェクタで、光源に出力される空気
の流量が一定値にならず、光源の温度管理が困難となる。なお、プロジェクタの光源の冷
却管理には、高い精度が必要とされる。
【０００８】
　また、冷却経路内の空気の圧力は、環境温度に応じて変化する。冷却経路内の空気の圧
力が上昇すると、エアー吹き出し口から出力される空気の流量が増大する。よって、吹き
出し口から出力される空気の流量は、環境温度にしたがって変化してしまい、光源の温度
管理が困難となる。
【０００９】
　また、経年変化でエアーポンプの能力が劣化した際、冷却能力も劣化してしまう。
【００１０】
　本発明の目的は、光源の温度を高い精度で管理することが可能なプロジェクタおよびプ
ロジェクタの光源冷却方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明のプロジェクタは、画像を投射するための光を発す
る光源と、前記光源に向けられた空気放出部を有する空気を収容するための収容部と、前
記収容部に空気を収容して該収容部内の空気を圧縮するエアーポンプと、前記収容部に連
通し、該収容部に収容された空気を前記光源へ放出する空気放出部と、前記収容部内の圧
力を検出する圧力センサーと、前記圧力センサーにて検出された圧力に基づいて、前記エ
アーポンプの動作を制御する制御部と、を含む。
【００１２】
　また、本発明のプロジェクタの光源冷却方法は、画像を投射するための光を発する光源
と、前記光源に向けられた空気放出部を有する空気を収容するための収容部と、前記収容
部に空気を収容して該収容部内の空気を圧縮するエアーポンプと、前記収容部に連通し該
収容部に収容された空気を前記光源へ放出する空気放出部と、を含むプロジェクタが行う
プロジェクタの光源冷却方法であって、前記収容部内の圧力を検出する検出ステップと、
前記検出された圧力に基づいて、前記エアーポンプの動作を制御する制御ステップと、を
含む。
【００１３】
　上記発明によれば、エアーポンプの動作が、収容部内の圧力に基づいて制御される。収
容部内の圧力は、吹き出し口から出力される空気の流量と相関がある。このため、吹き出
し口から出力される空気の流量にしたがって、エアーポンプの動作を制御することが可能
になる。
【００１４】
　このため、エアーポンプの個体差、冷却用の空気が通る冷却経路である収容部の構造の
個体差、空気放出部の開口面積の個体差、環境温度の変化、エアーポンプの経年変化に依
存しない、精度のよい冷却が可能となる。
【００１５】
　前記制御部は、目標圧力を格納し、前記圧力センサーにて検出された圧力が前記目標圧
力より低い場合には、前記エアーポンプによる空気の収容量を増加させて前記空気放出部
より出力される空気の流量を増やし、前記圧力センサーにて検出された圧力が前記目標圧
力より高い場合には、前記エアーポンプによる空気の収容量を減少させて前記空気放出部
より出力される空気の流量を減らすことが望ましい。



(4) JP 5324036 B2 2013.10.23

10

20

30

40

50

【００１６】
　上記発明によれば、吹き出し口から出力される空気の流量を一定にすることが可能にな
る。よって、光源の温度を安定させることが可能となる。
【００１７】
　前記制御部は、前記エアーポンプが出力する空気の流量を設定するための設定情報を、
前記圧力センサーにて検出された圧力に基づいて生成し、該設定情報に応じた駆動信号を
該エアーポンプに提供して、該エアーポンプから出力される空気の流量を制御するととも
に、該設定情報に基づいて異常を判定することが望ましい。
【００１８】
　上記発明によれば、エアーポンプ、収容部および空気放出部の異常を検出することが可
能になるため、プロジェクタの安全性を高くすることが可能になる。
【００１９】
　前記制御部は、前記設定情報の正常領域を格納し、前記設定情報が前記正常領域から外
れた場合に異常と判定することが望ましい。
【００２０】
　上記発明によれば、異常判定を容易に行うことが可能になる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、光源の温度を高い精度で管理することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施例を図面を参照して説明する。
【００２３】
　図１は、本発明の一実施例のプロジェクタを示したブロック図である。以下、図１を参
照して、本発明の一実施例のプロジェクタを説明する。
【００２４】
　図１において、プロジェクタは、液晶パネル１と、ランプ２と、エアーポンプ３と、配
管チューブ４と、圧力センサー５と、ＡＤＣ（Analog/Digital Converter）６と、制御部
７と、映像信号処理部１０とを含む。制御部７は、ＣＰＵ８と、ポンプ駆動回路９と、を
含む。
【００２５】
　液晶パネル１は、画像形成部の一例であり、映像信号処理部１０から提供される画像信
号に応じた画像を形成する。なお、画像形成部は、液晶パネルに限らず適宜変更可能であ
り、例えば、ＤＭＤ（デジタルマイクロミラーデバイス）でもよい。
【００２６】
　ランプ２は、光源の一例であり、液晶パネル１に光を照射して、液晶パネル１に形成さ
れた画像を投射する。
【００２７】
　エアーポンプ３は、制御部７によって動作が制御され、空気を出力する。エアーポンプ
３は、制御部７によるＰＷＭ制御にしたがって、動作が制御される。本実施例では　エア
ーポンプ３は、制御部７から供給される駆動パルスのＤｕｔｙ（デューティ）比が上がる
につれて、回転数、すなわち、出力される空気の流量を増やす。
【００２８】
　配管チューブ４は、収容部の一例である。配管チューブ４には、取込口４ａと、吹き出
し口４ｂが設けられている。吹き出し口４ｂは、空気放出部の一例である。取込口４ａは
、エアーポンプ３と接続される。吹き出し口４ｂは、ランプ２と対向するように設けられ
ている。
【００２９】
　エアーポンプ３から出力された空気は、取込口４ａを通って配管チューブ４内に流入し
て圧縮され、その後、吹き出し口４ｂからランプ２に向けて放出される。なお、配管チュ
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ーブ４内の圧力が高くなるほど、吹き出し口４ｂから放出される空気の流量は増える。ラ
ンプ２は、吹き出し口４ｂから吹き出された空気を受けて冷却される。
【００３０】
　なお、吹き出し口４ｂの穴径は、配管チューブ４の内径よりも十分に小さい。例えば、
吹き出し口４ｂの穴径は、配管チューブ４の内径の１０分の１程度である。このため、配
管チューブ４内には、大気圧以上の圧力がかかる。ただし、吹き出し口４ｂの穴径と配管
チューブ４の内径との比は、１：１０に限るものではなく適宜変更可能である。
【００３１】
　圧力センサー５は、配管チューブ４内の圧力を検出する。圧力センサー５は、検出され
た圧力をアナログ信号でＡＤＣ６に出力する。
【００３２】
　ＡＤＣ６は、圧力センサー５から受け付けたアナログ信号をデジタル信号に変換し、そ
のデジタル信号をＣＰＵ８に出力する。
【００３３】
　なお、圧力センサー５が、検出された圧力をデジタル信号で出力する場合、圧力センサ
ー５は、そのデジタル信号をＣＰＵ８に出力する。この場合、ＡＤＣ６は、不要になる。
【００３４】
　制御部７は、プロジェクタの動作を制御する。例えば、制御部７は、圧力センサー５に
て検出された圧力に基づいて、エアーポンプ３の動作を制御する。
【００３５】
　ＣＰＵ８は、映像信号処理部１０を制御して、映像信号処理部１０から液晶パネル１に
画像信号を供給する。
【００３６】
　また、ＣＰＵ８は、圧力センサー５にて検出された圧力に基づいて、エアーポンプ３の
駆動を制御するための制御情報（具体的には、駆動パルスのＤｕｔｙ比の変更指示）を生
成し、その制御情報をポンプ駆動回路９に出力する。
【００３７】
　ＣＰＵ８は、目標とする圧力（以下「目標圧力（Ｙ）」）を格納する。ＣＰＵ８は、圧
力センサー５にて検出された圧力が目標圧力（Ｙ）より低い場合には、駆動パルスのＤｕ
ｔｙ比を上げる旨の制御信号をポンプ駆動回路９に出力する。また、ＣＰＵ８は、圧力セ
ンサー５にて検出された圧力が目標圧力（Ｙ）より高い場合には、駆動パルスのＤｕｔｙ
比を下げる旨の制御信号をポンプ駆動回路９に出力する。
【００３８】
　ポンプ駆動回路９は、ＣＰＵ８から受け付けた制御情報にしたがって、エアーポンプ３
が出力する空気の流量を設定するための設定情報を生成し、その設定情報に応じた駆動信
号をエアーポンプ３に出力する。
【００３９】
　具体的には、ポンプ駆動回路９は、ＣＰＵ８から受け付けた制御情報にしたがって、駆
動パルスのＤｕｔｙ比の設定値（設定情報）を生成し、そのＤｕｔｙ比の駆動パルス（駆
動信号）をエアーポンプ３に出力する。
【００４０】
　また、ＣＰＵ８は、ポンプ駆動回路９を監視して、駆動パルスのＤｕｔｙ比の設定値を
読み取り、その設定値に基づいて、異常を判定する。
【００４１】
　具体的には、ＣＰＵ８は、設定値の正常領域を規定する上限値（上限のＤｕｔｙ比：Ｂ
）および下限値（下限のＤｕｔｙ比：Ｃ）を格納する。ＣＰＵ８は、ポンプ駆動回路９か
ら読み取った設定値が、その正常領域から外れた場合に異常と判定する。
【００４２】
　次に、動作を説明する。
【００４３】
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　図２は、配管チューブ４内の圧力を一定にする制御を説明するためのフローチャートで
ある。
【００４４】
　なお、配管チューブ４内の圧力は、吹き出し口４ｂから出力される空気の流量と相関が
ある。このため、配管チューブ４内の圧力を一定にすることで、吹き出し口４ｂから出力
される空気の流量、すなわち、ランプ２の冷却量をコントロールすることが可能になる。
【００４５】
　以下、図２を参照して、配管チューブ４内の圧力を一定にする制御を説明する。
【００４６】
　まず、制御部７は、エアーポンプ３を任意のＤｕｔｙ比の駆動パルスで駆動する（ステ
ップＳ１）。
【００４７】
　具体的には、ＣＰＵ８は、あらかじめ初期冷却用として設定されたＤｕｔｙ比を表した
制御情報を、ポンプ駆動回路９に出力する。ポンプ駆動回路９は、その制御情報にて表さ
れたＤｕｔｙ比を設定値として保持し、その設定値の駆動パルスをエアーポンプ３に出力
して、エアーポンプ３を駆動する。
【００４８】
　なお、あらかじめ初期冷却用として設定されたＤｕｔｙ比が、実際に必要となるＤｕｔ
ｙ比に近ければ、その後、配管チューブ４内の圧力を、目標圧力に設定するまでの時間を
短縮することが可能になる。
【００４９】
　続いて、ＣＰＵ８は、圧力センサー５が検出した現在の配管チューブ４内の圧力を、Ａ
ＤＣ６を介して、定期的に取得する。以下、圧力センサー５が検出した圧力を「Ｘ」と称
する（ステップＳ２）。
【００５０】
　続いて、ＣＰＵ８は、目標圧力（Ｙ）と現在の圧力（Ｘ）を比較する（ステップＳ３）
。
【００５１】
　現在の圧力（Ｘ）が、目標圧力（Ｙ）に達していなければ（Ｙ＞Ｘ）、ＣＰＵ８は、Ｄ
ｕｔｙ比の設定を１％上げる旨の制御情報をポンプ駆動回路９に出力する。
【００５２】
　ポンプ駆動回路９は、その制御情報を受け付けると、駆動パルスのＤｕｔｙ比の設定値
を１％上げ、その変更された設定値（Ｄｕｔｙ比）の駆動パルスをエアーポンプ３に出力
して、エアーポンプ３が出力する空気の流量を増やす（ステップＳ４）。
【００５３】
　エアーポンプ３が出力する空気の流量が増えると、配管チューブ４内の空気の収容量が
増えて配管チューブ４内の圧力は上昇し、それによって、吹き出し口４ｂから吹き出され
る空気の流量が増える。
【００５４】
　一方、現在の圧力（Ｘ）が、目標の圧力（Ｙ）を越えている場合（Ｙ＜Ｘ）は、ＣＰＵ
８は、Ｄｕｔｙ比の設定を１％下げる旨の制御情報をポンプ駆動回路９に出力する。
【００５５】
　ポンプ駆動回路９は、その制御情報を受け付けると、駆動パルスのＤｕｔｙ比の設定値
を１％下げ、その変更された設定値（Ｄｕｔｙ比）の駆動パルスをエアーポンプ３に出力
して、エアーポンプ３が出力する空気の流量を減らす（ステップＳ５）。
【００５６】
　エアーポンプ３が出力する空気の流量が減ると、配管チューブ４内の空気の収容量が減
って配管チューブ４内の圧力は下降し、それによって、吹き出し口４ｂから吹き出される
空気の流量が減る。
【００５７】
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　また、目標圧力（Ｙ）と現在の圧力（Ｘ）が同じ場合、ＣＰＵ８は、ポンプ駆動回路９
に制御情報を出力せずに、エアーポンプ３が出力する空気の流量を維持する。
【００５８】
　ＣＰＵ８は、配管チューブ４内の圧力（Ｘ）が目標圧力（Ｙ）に達した後も、圧力セン
サー５の出力を定期的に監視することにより、エアーポンプ３の経年変化や環境変化によ
って配管チューブ４内の圧力（Ｘ）が目標圧力（Ｙ）から外れた場合でも、図２に示した
制御ループを使用して、配管チューブ４内の圧力を常に一定の圧力を維持することが可能
となる。
【００５９】
　なお、上記実施例では、ＣＰＵ８はＤｕｔｙ比を１％ずつ変更したが、Ｄｕｔｙ比の変
更量は１％に限らず適宜変更可能である。
【００６０】
　図３は、エアーポンプ３が出力する空気の流量を制御しながら、冷却機構の異常を検出
する動作を説明するためのフローチャートである。以下、図３を参照して、冷却機構の異
常を検出する動作を説明する。
【００６１】
　ＣＰＵ８は、ポンプ駆動回路９を監視して、駆動パルスのＤｕｔｙ比の設定値（以下、
「Ｄｕｔｙ比：Ａ」と称する。）を、定期的に読み取る（ステップＳ６）。
【００６２】
　続いて、ＣＰＵ８は、あらかじめ設定されている、上限のＤｕｔｙ比（Ｂ）および下限
のＤｕｔｙ比（Ｃ）と、現在設定されているＤｕｔｙ比（Ａ）を比較する。
【００６３】
　ＣＰＵ８は、Ｄｕｔｙ比（Ａ）が上限のＤｕｔｙ比（Ｂ）を越えた場合（Ａ＞Ｂ）、お
よび、Ｄｕｔｙ比（Ａ）が下限のＤｕｔｙ比（Ｃ）を下回った場合（Ａ＜Ｃ）、エラー（
異常）と判定し、エラー処理（例えば、液晶パネル１に「冷却異常発生」と表示する処理
）を実行する（ステップＳ６～Ｓ１１）。
【００６４】
　一方、Ｄｕｔｙ比（Ａ）が、上限のＤｕｔｙ比（Ｂ）以下で、かつ、下限のＤｕｔｙ比
（Ｃ）以上の場合（Ｂ≧Ａ≧Ｃ）、ＣＰＵ８は、エラーと判定せず、通常駆動を行う（ス
テップＳ６～Ｓ１０およびＳ１２）。
【００６５】
　本実施例では、配管チューブ４内の圧力が常に一定になるように制御がかかるため、異
常状態の発生、経年変化および環境変化によって変化が発生するのは、エアーポンプ３に
出力される駆動パルスのＤｕｔｙ比である。
【００６６】
　以下、冷却機構に異常が発生した場合の具体例を説明する。
【００６７】
　例１：配管チューブ４が破損し、空気が配管チューブ４から漏れている場合
　正常時に設定しているＤｕｔｙ比を「７０％」とした場合、空気が漏れた状態でも配管
チューブ４内の圧力を目標圧力とするためには、ＣＰＵ８は、駆動パルスのＤｕｔｙ比を
７０％より上げなければならない。このため、Ｄｕｔｙ比の設定値が徐々に上昇していく
。
【００６８】
　上限のＤｕｔｙ比を「９０％」に設定した場合、Ｄｕｔｙ比の設定値が９０％になって
も、配管チューブ４内の圧力が目標圧力に達しない際は、ＣＰＵ８は、さらにＤｕｔｙ比
をあげようとする制御を行うため、Ｄｕｔｙ比の設定値は上限を越え、ＣＰＵ８は、エラ
ーと判定する。
【００６９】
　なお、冷却経路に異常が発生しても、配管チューブ４内の圧力が目標圧力に維持できて
いれば、冷却においては問題ない。このため、上限はエアーポンプ３が駆動できるギリギ
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リのＤｕｔｙ比に設定した方が、エアーポンプ３の能力を有効に利用できることになる。
【００７０】
　例２：吹き出し口４ｂが異物で詰まっている場合
　正常時に設定しているＤｕｔｙ比を「７０％」とした場合、異物が吹き出し口４ｂに詰
まると、配管チューブ内の圧力は上昇するため、ＣＰＵ８は、駆動パルスのＤｕｔｙ比を
７０％より下げる。下限のＤｕｔｙ比を「５０％」に設定した場合、Ｄｕｔｙ比の設定値
が５０％になっても、配管チューブ４内の圧力が目標圧力に達しない際は、ＣＰＵ８は、
さらにＤｕｔｙ比を下げようとする制御を行うため、Ｄｕｔｙ比の設定値は下限を越え、
ＣＰＵ８は、エラーと判定する。
【００７１】
　例３：エアーポンプ３が故障し回転しなくなった場合
　エアーポンプ３が停止しているため、配管チューブ４内の圧力は大気圧となってしまう
。このため、ＣＰＵ８は、配管チューブ４内の圧力を目標圧力まで上げるために、駆動パ
ルスのＤｕｔｙ比を上げ続ける。しかし、駆動パルスのＤｕｔｙ比が上限に設定されても
、配管チューブ４内の圧力は大気圧のままとなる。ＣＰＵ８は、さらにＤｕｔｙ比を上げ
ようとするため、Ｄｕｔｙ比の設定値は上限を越え、ＣＰＵ８は、エラーと判定する。
【００７２】
　本実施例によれば、制御部７は、エアーポンプ３の動作を、配管チューブ４内の圧力に
基づいて制御する。配管チューブ４内の圧力は、吹き出し口４ｂから出力される空気の流
量と相関がある。このため、吹き出し口４ｂから出力される空気の流量にしたがって、エ
アーポンプ３の動作を制御することが可能になる。
【００７３】
　このため、エアーポンプ３の個体差、冷却用の空気が通る配管チューブ４の構造の個体
差、吹き出し口４ｂの面積の個体差、環境温度の変化、エアーポンプ３の経年変化に依存
しない、精度のよい冷却が可能となる。
【００７４】
　特に、プロジェクタのランプ２の冷却では、温度管理が非常にシビアであり、精度の高
い冷却が必要とされているため、本実施例の冷却制御は、プロジェクタのランプ２の冷却
において有効となる。
【００７５】
　また、本実施例では、制御部７は、圧力センサー５にて検出された圧力が目標圧力より
低い場合には、エアーポンプ３から出力される空気の流量を増やし、圧力センサー５にて
検出された圧力が目標圧力より高い場合には、エアーポンプ３から出力される空気の流量
を減らす。
【００７６】
　この場合、吹き出し口４ｂから出力される空気の流量を一定にすることが可能になり、
常に必要な冷却性能を維持できる。
【００７７】
　また、本実施例では、制御部７は、駆動パルスのＤｕｔｙ比を、圧力センサー５にて検
出された圧力に基づいて生成し、その生成されたＤｕｔｙ比の駆動パルスをエアーポンプ
３に提供して、エアーポンプ３から出力される空気の流量を制御するとともに、その駆動
パルスのＤｕｔｙ比に基づいて異常を判定する。
【００７８】
　この場合、エアーポンプ３の故障および配管チューブ４の異常（エア漏れ、詰まり）を
検出することが可能になるため、プロジェクタの安全性を高くすることが可能になる。
【００７９】
　また、本実施例では、制御部７は、駆動パルスのＤｕｔｙ比が、上限のＤｕｔｙ比およ
び下限のＤｕｔｙ比にて規定される正常領域から外れた場合に、異常と判定する。
【００８０】
　この場合、異常判定を容易に行うことが可能になる。
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【００８１】
　なお、上限のＤｕｔｙ比および下限のＤｕｔｙ比をエアーポンプ３の能力ギリギリに設
定（通常、下限は最低駆動Ｄｕｔｙ、上限は１００％）することで、エアーポンプ３の能
力が補える限り、ランプ２の冷却に影響を及ぼさなくすることが可能になる。
【００８２】
　例えば、異常状態（例：微妙なエア漏れ）が発生していても、目標圧力を維持できてい
れば、冷却においては問題なく、そのため、エアーポンプ３の仕様Ｄｕｔｙ比範囲を、上
限のＤｕｔｙ比および下限のＤｕｔｙ比にすることによって、許容能力の高い装置を構築
できる。
【００８３】
　なお、上記実施例では、エアーポンプ３として、制御部７によるＰＷＭ制御により動作
が制御されるものを用いたが、例えば、制御部７によるＤＣ制御にしたがって、動作が制
御されるエアーポンプ３が用いられてもよい。
【００８４】
　この場合、エアーポンプ３および制御部７は、以下のように動作する。
【００８５】
　エアーポンプ３は、制御部７から供給される駆動電圧が高くなるにつれて、回転数、す
なわち、出力される空気の流量を増やす。
【００８６】
　制御部７は、圧力センサー５にて検出された圧力が目標圧力より低い場合には、エアー
ポンプ３に供給する駆動電圧を高くし、圧力センサー５にて検出された圧力が目標圧力よ
り高い場合には、エアーポンプ３に供給する駆動電圧を低くする。
【００８７】
　また、制御部７は、駆動電圧の正常領域を規定する上限値および下限を格納し、エアー
ポンプ３に供給する駆動電圧が上限値を超えた場合、および、エアーポンプ３に供給する
駆動電圧が下限値を下回った場合、エラーと判定する。
【００８８】
　以上説明した実施例において、図示した構成は単なる一例であって、本発明はその構成
に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本発明の一実施例のプロジェクタを示したブロック図である。
【図２】配管チューブ４内の圧力を一定にする制御を説明するためのフローチャートであ
る。
【図３】冷却機構の異常を検出する動作を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
【００９０】
　　　１　　　液晶パネル
　　　２　　　ランプ
　　　３　　　エアーポンプ
　　　４　　　配管チューブ
　　　４ａ　　取込口
　　　４ｂ　　吹き出し口
　　　５　　　圧力センサー
　　　６　　　ＡＤＣ
　　　７　　　制御部
　　　８　　　ＣＰＵ
　　　９　　　ポンプ駆動回路
　　１０　　　映像信号処理部
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