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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】投影システムのための光エンジンを提供する。
【解決手段】光エンジンは、複数のカラー蛍光部Ｒ，Ｇ
，Ｂを有するカラーホイール３０と、赤、緑及び青色光
の少なくとも２つの時系列化されたビームを生成するホ
イール３０を異なる位置で照明し、出力ビームＲ１、Ｇ
１、Ｂ１、Ｒ２、Ｇ２，Ｂ２が、高度に同期され、赤、
緑及び青色光のスペクトラム及びバランスを含む、実質
的に同様の測色を示す、少なくとも２つの光源Ｂ１、Ｂ
２と、画像を生成するために、赤、緑及び青色光の時系
列化されたビームを変調するデジタルマイクロミラーデ
バイスと、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　投影システムのためのマルチカラー照明装置であって、
　複数のカラー蛍光部を有する蛍光カラーホイールと、
　赤、緑及び青色光の少なくとも２つの時系列化されたビームを生成するための異なる位
置での前記蛍光カラーホイールを照明し、前記ビームが、高度に同期され、赤、緑及び青
色光のスペクトラム及びバランスを含む、実質的に同様の測色を示す、少なくとも２つの
光源と、
　画像を生成するために、前記赤、緑及び青色光の時系列化されたビームを変調する空間
光変調器と、
を備えるマルチカラー照明装置。
【請求項２】
　前記異なる位置は、１つの輪に沿って互いに隔てられる請求項１に記載のマルチカラー
照明装置。
【請求項３】
　前記カラー蛍光部は、前記少なくとも２つの光源の一方による照明のための前記蛍光カ
ラーホイールの第１の輪と、前記少なくとも２つの光源の他方による照明のための第２の
輪と、を備える請求項１に記載のマルチカラー照明装置。
【請求項４】
　前記輪は、透過性である請求項２に記載のマルチカラー照明装置。
【請求項５】
　前記輪は、反射性である請求項２に記載のマルチカラー照明装置。
【請求項６】
　前記第１の輪及び前記第２の輪は、透過性である請求項３に記載のマルチカラー照明装
置。
【請求項７】
　前記第１の輪及び前記第２の輪は、反射性である請求項３に記載のマルチカラー照明装
置。
【請求項８】
　前記第１の輪及び前記第２の輪は、前記蛍光カラーホイールの反対側にある請求項７に
記載のマルチカラー照明装置。
【請求項９】
　前記第１の輪及び前記第２の輪は、前記蛍光カラーホイールの同一側にある請求項７に
記載のマルチカラー照明装置。
【請求項１０】
　前記第２の輪は、前記第１の輪内に同心円状に位置付けられる請求項７に記載のマルチ
カラー照明装置。
【請求項１１】
　前記少なくとも２つの光源は、青色レーザを含む請求項１に記載のマルチカラー照明装
置。
【請求項１２】
　少なくとも２つのプロジェクタを有するタイル状投影システムのためのマルチカラー照
明装置であって、
　複数のカラー蛍光部を有する蛍光カラーホイールと、
　光のビームを生成する光源と、
　同一の赤、緑及び青色光の少なくとも２つの時系列化されたビームを生成する前記蛍光
カラーホイールを異なる位置で照明するために、前記光のビームを少なくとも２つの高度
に相関するビームに分割するビームスプリッタと、
　タイル状の画像を生成するために、前記プロジェクタのそれぞれにおいて前記高度に相
関するビームを変調する空間光変調器と、
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を備えるマルチカラー照明装置。
【請求項１３】
　前記ビームスプリッタは、半透過ミラー又は偏光ビームスプリッタのいずれか１つであ
る請求項１２に記載のマルチカラー照明装置。
【請求項１４】
　前記異なる位置は、１つの環に沿って互いに隔てられる請求項１２に記載のマルチカラ
ー照明装置。
【請求項１５】
　前記カラー蛍光部は、前記高度に相関するビームの一方により照明するための前記蛍光
カラーホイールの第１の環と、前記高度に相関するビームの他方により照明するための第
２の環と、を備える請求項１２に記載のマルチカラー照明装置。
【請求項１６】
　前記環は、透過性である請求項１４に記載のマルチカラー照明装置。
【請求項１７】
　前記環は、反射性である請求項１４に記載のマルチカラー照明装置。
【請求項１８】
　前記第１の環及び前記第２の環は、透過性である請求項１５に記載のマルチカラー照明
装置。
【請求項１９】
　前記第１の環及び前記第２の環は、反射性である請求項１５に記載のマルチカラー照明
装置。
【請求項２０】
　前記第２の環は、前記第１の環内に同心円状に位置付けられる請求項１５に記載のマル
チカラー照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的な投影システムに関するものであり、特に、投影システムにおける蛍
光カラーホイールを照明するマルチイルミネーションソースの使用に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　単一光源からマルチカラー光を生成する技術が知られている。例えば、蛍光カラーホイ
ールは、ホイールの複数の異なる領域で第の１波長の明るい光によるカラー化された光を
生成するために用いられ、これらの領域の少なくとも１つは、第１の波長の光で照明され
るとき、第２の波長で蛍光を発する蛍光体を含む。ホイールの異なる領域を順次照明する
ように、固定された光源に対してホイールを回転することにより、異なる色がホイールに
より生成される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来の蛍光カラーホイールは、透過性（つまり、色フィルタ）又は反射性である赤、緑
及び青セグメントを含む。一例として、青励起光が使用されると、ホイールの１つは、透
明（又は反射性）になる一方で、２つの他の領域は、青色励起波長を吸収する蛍光体を含
み、それぞれ、赤及び緑波長で光を再放出する。よって、光源によって生成された光のわ
ずかな部分のみがカラーホイールを通じて送信される。したがって、蛍光カラーホイール
により生成されうる光の量は、ホイールでの励起光入射の光束限界、及び光を他の波長に
変換するホイールの効率によって制限される。ホイールの寿命は、ホイールの入射光の強
度を制限する所定の温度範囲内に維持されない場合、蛍光体が、直ぐに減衰するというこ
とによって低下される。
【０００４】
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　カラーホイールは、１９４７年２月２５日発行のＣｏｌｕｍｂｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓ
ｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍによる米国特許第２４１６３０１号、２０１０年１月２６日発行
のＯｐｔｉｃａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓによる米国特許第７６５１
２４３号、及び２０１２年２月６日に提出されたＩｎｔｅｍａｔｉｘ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎによる係属中の米国特許公開ＵＳ２０１２／０２０１０３０号に記載されるような
多数の用途を有する。
【０００５】
　このような用途の１つは、カラーデジタルプロジェクタにおけるマルチカラー光の生成
である。デジタルライトプロセッシング（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｌｉｇｈｔ　Ｐｒｏｃｅｓｓ
ｉｎｇ　（ＤＬＰ））は、画像をスクリーンに投影するために、デジタルマイクロミラー
デバイス（ｄｉｇｉｔａｌ　ｍｉｃｒｏｍｉｒｒｏｒ　ｄｅｖｉｃｅ　（ＤＭＤ））を使
用するプロジェクタ技術をいう。典型的なＤＬＰプロジェクタは、ランプ、照明系、及び
スピニング蛍光カラーホイールと組み合わせたＤＭＤを有する光エンジンを含む。単一チ
ップＤＭＤ光エンジンについて、カラーホイールは、光がスピニングカラーホイールを照
明するとき、光（色）の異なる波長は、ホイールを通過し、ホイールの１回転のコースに
亘る異なる時間でＤＭＤを通過するような、異なる色のフィルタセグメント（例えば、吸
収フィルタ又は干渉フィルタ）を有する。
【０００６】
　ＤＭＤは、所定の角度で各ミラーを独立して素早く動かすことにより光を変調するマイ
クロスコピックミラーの大きなアレイからなるマイクロ－エレクトロ－メカニカルシステ
ム（ｍｉｃｒｏ－ｅｌｅｃｔｒｏ－ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ｓｙｓｔｅｍ　（ＭＥＭＳ）
）デバイスである。ＤＭＤは、ビデオフレームの間にいくつかの時間でミラーをオン・オ
フすることにより光を変調する。フレームは、ビットシーケンス及びフレームレートに基
づいて、異なる期間の約２０から６０ビットプレーンに分割される。与えられたビットプ
レーンの間に、スクリーン上の各ピクセルは、単一ビットにより制御され、プレーンの全
体の期間に対して‘ＯＮ’又は‘ＯＦＦ’で駆動される。“ＯＮ”時間の回数、期間及び
位置は、光レベルを制御するフレームのタイミングに対して調整される。与えられたピク
セルについての“ＯＮ”時間を組み合わせることは、ピクセルにその適切な強度を与える
。
【０００７】
　従来のフィルタホイールの例（蛍光カラーホイールとは反対の）は、米国特許第７，８
６２，１８２号、“ＯＰＴＩＣＡＬ　ＳＹＳＴＥＭ　ＦＯＲ　Ａ　ＰＲＯＪＥＣＴＯＲ，
　ＡＮＤ　ＣＯＲＲＥＳＰＯＮＤＩＮＧ　ＰＲＯＪＥＣＴＯＲ”　（Ｔｈｏｌｌｏｔ　ｅ
ｔ　ａｌ．）、米国特許第７，８７１，１６８号、“ＩＬＬＵＭＩＮＡＴＩＯＮ　ＳＹＳ
ＴＥＭ　ＦＯＲ　ＤＵＡＬ－ＬＡＭＰ　ＰＲＯＪＥＣＴＯＲ”　（Ｌｉｕ　ｅｔ　ａｌ．
）、及び米国特許第６，１４７，７２０号、“ＴＷＯ　ＬＡＭＰ，　ＳＩＮＧＬＥ　ＬＩ
ＧＨＴ　ＶＡＬＶＥ　ＰＲＯＪＥＣＴＩＯＮ　ＳＹＳＴＥＭ”　（Ｇｕｅｒｉｎｏｔ　ｅ
ｔ　ａｌ．）で説明される。
【０００８】
　上述した米国特許第７，８６２，１８２号は、ＤＬＰプロジェクタとは反対の分極－ベ
ース液晶イメージャを用いるカラーホイールを説明している。米国特許第７，８６２，１
８２号の図３は、反射性の実施形態（つまり、ＬＣＯＳデバイスを用いる）を示している
一方で、米国特許第７，８６２，１８２号の図４は、透過性実施形態（つまり、ＬＣＤを
用いる）を示している。液晶イメージャは、上述したような、偏光された（ｐｏｌａｒｉ
ｚｅｄ）光の使用を必要としており、ＤＬＰ技術では良好に機能しない。
【０００９】
　イメージ－タイリング（ｉｍａｇｅ－ｔｉｌｉｎｇ）のような用途では、２又はそれ以
上のプロジェクタからの画像は、隣接して又はわずかに重複するように投影され、それに
より大きな‘タイル状（ｔｉｌｅｄ）’画像を生成する。このようなマルチプロジェクタ
システムでは、原色（ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｏｌｏｒｓ）間の異なるカラーバランス、及び
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予測できず、変化する量により互いに遅れる独立な光源の結果として、個々の非同調（ｕ
ｎ－ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚｅｄ）の光源及びカラーホイールにより、色及び／又は輝度の
非常に好ましくないバリエーションが隣接するプロジェクタ間で生じうる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　ホイールの異なる部分を照明することにより上記に示される光束限界の問題を解決する
ＤＬＰ投影システムのための光エンジンを提供することが本発明の一態様である。一つの
実施では、蛍光カラーホイールの同心円状に反対の領域は、蛍光体が、他の位置で再度照
明される前に、冷却することができるように照明される。別の実施では、蛍光体の同心リ
ングは、各リングが、ホイールの回転ごとに１つの照明イベントのみに露出されるように
、用いられる。このように、蛍光体は、照明イベント間で緩和及び冷却されることができ
る。その結果、蛍光体ホイールは、より多くの光を出力することが可能になる。
【００１１】
　別の態様によれば、タイル状のプロジェクタにおける色及び／又は輝度の望まれないバ
リエーションの問題は、色が時間及び強度に同期されるように、単一のカラーホイール及
び複数のビームに分割される単一の光源を用いることにより解決される。
【００１２】
　上記様態及び利点は、後で明らかになる他の様態及び利点と共に、本明細書の一部を形
成する添付図面を参照しながら、以下でさらに十分に記載され且つクレームされるような
構成及び動作の細部に存在し、全体を通じて類似した符号は類似した部品を指す。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、従来のカラーＤＬＰデジタルプロジェクタの概要図である。
【図２】図２は、第１の実施形態に係る、複数の光源により照明されるカラーホイールの
概要図である。
【図３ａ】図３ａは、第２の実施形態に係る蛍光カラーホイールの概要図である。
【図３ｂ】図３ｂは、複数の光源により照明される図３ａの蛍光カラーホイールの概要図
である。
【図４】図４は、第３の実施形態に係る、分光源による蛍光カラーホイールの概要図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１は、従来のカラーＤＬＰデジタルプロジェクタを示す。キセノンランプ及び放射状
リフレクタのような、スピニング蛍光カラーホイール３０上の集光レンズ２０により焦点
合わせされる光のビームを生成する光源を備える。ホイール３０からの色付けされた（ｃ
ｏｌｏｒｅｄ　ｌｉｇｈｔ）は、符号４０で指定される、形状を均質にするために一又は
それ以上の光学系のセットにより矩形状となり、そして、ＤＭＤ、ＬＣＤ又はグレーティ
ング光バルブ（ｇｒａｔｉｎｇ　ｌｉｇｈｔ　ｖａｌｖｅ　（ＧＬＶ））のような空間光
変調器（ｓｐａｔｉａｌ　ｌｉｇｈｔ　ｍｏｄｕｌａｔｏｒ　（ＳＬＭ））５０にリレー
され、画像を生成するために、スクリーン７０に投影するための投影レンズ６０に反射さ
れる。当業者は、光源１０が、レーザ又は他の適切な照明のソースであってもよいことを
理解する。例えば、光源が青色レーザである場合、青セグメント（Ｂ）は、クリアとなる
ことができ、緑蛍光コーティングは、緑セグメント（Ｇ）に適用され、かつ赤蛍光コーテ
ィングは、赤セグメント（Ｒ）に適用される。また、上述したように、ホイール３０のセ
グメントは、透過性ではなく反射性となる。
【００１５】
　このような従来技術の蛍光カラーホイールの１つの問題は、上述したように、ホイール
３０での励起光入射（ｅｘｃｉｔａｔｉｏｎ　ｌｉｇｈｔ　ｉｎｃｉｄｅｎｔ）の光束限
界である。
【００１６】
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　図２を参照すると、一対の光ビーム（Ｂ１及びＢ２）は、蛍光カラーホイール３０を照
明するために用いられる。図示された実施形態では、２つのビームにより照明されるホイ
ール３０の部分３２は、輪状であり、中央領域３４は、使用されない。しかし、カラーホ
ールの照明された部分は、輪状ではなく図１の従来のカラーホールのように‘パイ形状’
となるが、このような従来の設計は、より多くの蛍光体を使用し、したがって、よりコス
トがかかることを当業者は理解する。入射ビームＢ１及びＢ２は、実質的に同一に提供さ
れ、出力ビームＲ１，Ｇ１，Ｂ１及びＲ２，Ｇ２，Ｂ２は、高度に同期され、ＲＧＢのス
ペクトラム及びバランスを含む、実質的に同様の測色を示す。ビームＲ１，Ｇ１，Ｂ１及
びＲ２，Ｇ２，Ｂ２は、その後、独立空間光変調（ｓｐａｔｉａｌ　ｌｉｇｈｔ　ｍｏｄ
ｕｌａｔｏｒｓ　（ＳＬＭｓ））に集中されうる、もしくは、ホイール３０は、１８０度
離れた２つの点が同一色であるように、６つのセグメントで構成されることができ、ビー
ムは、同一のＳＬＭに集中されうる。
【００１７】
　別の実施形態によれば、図３ａに示されるように、蛍光カラーホイール３０には、追加
輪状部３６が設けられ、これは、図３ｂに示されるように、各部分３２及び３６が、それ
ぞれビームＢ１及びＢ２により独立に照明されるように、輪状部３２内に同心円状に位置
付けられる。全ての別の態様では、図３ａ及び図３ｂの実施形態は、図２の実施形態と同
様に動作する。特に、部分３２及び３６のＲＧＢ区分における蛍光体は、照明イベント間
で緩和及び冷却し、それにより、ホイール３０が、単一光により照明される図１のカラー
ホイールよりも多くの光を出力するように、蛍光体の劣化を低減する。追加の環状部分３
６の包含は、カラーホイール３０からの光出力を効果的に二倍にする。上述したように、
当業者は、環状部分３２及び３６が、透過性ではなく反射性であることを理解する。反射
性蛍光ホイール３０の場合には、２つの環状部分３２及び３６は、ホイールの反対側及び
同一側にあってもよい。
【００１８】
　上述したように、第２の問題は、複数のＤＬＰプロジェクタが、合成タイル状画像を生
成するために配置されたときに生じ、ここで２つのプロジェクタは、独立な光源（つまり
、相関性がない）及び一致するのが困難な光学経路を有する。図４の実施形態に示される
ように、光ビームＢは、半透過（５０／５０）リフレクタ／トランスミッター、偏光ビー
ムスプリッタ、又は他の同様のデバイスのようなビームスプリッタ８０を用いて、別々で
あるが高度に相関するビームＢ１及びＢ２に分割され、環状蛍光部３２の正反対側の位置
に通過する。ビームＢ１及びＢ２が、同一の蛍光体を用いてフィルタされるため、放出さ
れる主要な色（ビームＲ１，Ｇ１，Ｂ１及びＲ２，Ｇ２，Ｂ２）は同一であり、色の相対
的な重みは同一であり、したがって、原色間のカラーバランス（及び白色点）が同一であ
る。例えば、単一青照明光源Ｂの場合、得られる時系列化されたＲＧＢビームは、同一で
ある。一実施形態では、図４のスプリット光源を有するカラーホイールは、Ｒ１，Ｇ１，
Ｂ１及びＲ２，Ｇ２，Ｂ２が独立な光経路に沿って投影されるように、単一のプロジェク
タハウジングに組み込まれてもよい。それに替えて、Ｒ１，Ｇ１，Ｂ１及びＲ２，Ｇ２，
Ｂ２ビームは、例えば、光ファイバ又は他の適切な光学結合機構を介して、複数のプロジ
ェクタに結合されうる。
【００１９】
　図２の実施形態のように、２つの異なる青色光源が、ホイールを照明する場合、ＲＧビ
ームは、同一になる。しかし、経路間の青の原色及び経路間の相対的な輝度のわずかな差
が存在しうる。例えば、異なる青励起光源は、波長の差及び２つの光源間の強度を含む。
波長の差は、最終的に投影される画像に現れる色の差をもたらす。したがって、最も良好
な結果については、非常に類似する波長の青色レーザが使用される。赤（Ｒ）及び緑（Ｇ
）光ビームについては、蛍光体の放出スペクトラムは、通常、照明波長における小さな差
により影響されない。しかし、放出強度は、一般的に、励起強度に関連する。したがって
、Ｒ１／Ｒ２及びＧ１／Ｇ２は、励起強度の差と同一の量により、強度のみが異なる。し
かし、両方の経路が同一の蛍光セグメントを用いるので、蛍光セグメントのサイズのため
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に、強度のバリエーションは存在し得ない。白色光の強度のバリエーションは、青励起源
と同一であり、これは、ＲＧ放出に続く。しかし、強度は、フィードバックの単一補正が
、任意のバリエーションを特定するために用いられるように、青光源に直接的にトラック
する。いずれにしても、青原色への変化は、白の色に影響を与え、これは、図４の実施形
態により克服され、単一の励起光源は、分割される。
【００２０】
　当業者は、他の実施形態及び変形例を想定してもよい。２つの励起ビームよりもビーム
が多い実施形態では、ビームは、環に沿って互いに隔てられる蛍光カラーホイールの異な
る位置を照明してもよい。さらに、本明細書に記載された実施形態では、青色レーザは、
励起光源として用いられる。しかし、当業者は、他の波長が、蛍光体を励起するために許
容できることを理解する。また、青色レーザは、励起光源として用いられ、異なる青励起
波長は、青原色のために用いられてもよい（例えば、４４５ｎｍ又は４６５ｎｍ）これら
及び他の変更及び変形例は、添付の特許請求の範囲の範囲内であるとみなされる。

【図１】 【図２】

【図３ａ】
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