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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の方向に相対する一対の辺を有する基体と、複数の第１の発光素子と、少なくとも
一つの第２の発光素子と、を備えた光源装置であって、
　前記複数の第１の発光素子の発光特性の温度依存性は、前記少なくとも一つの第２の発
光素子の発光特性の温度依存性よりも大きく、
　前記複数の第１の発光素子は、前記基体の前記第１の方向における両端部である第１の
領域に設けられており、
　前記少なくとも一つの第２の発光素子は、前記第１の領域の間である第２の領域に設け
られており、
　前記第１の領域の放熱性は、前記第２の領域の放熱性よりも高い
　ことを特徴とする光源装置。
【請求項２】
　第１の方向に相対する一対の辺を有する基体と、少なくとも一つの第１の発光素子と、
複数の第２の発光素子と、冷却機構と、を備えた光源装置であって、
　前記少なくとも一つの第１の発光素子の発光特性の温度依存性は、前記複数の第２の発
光素子の発光特性の温度依存性よりも大きく、
　前記複数の第２の発光素子は、前記基体の前記第１の方向における両端部である第２の
領域に設けられており、
　前記少なくとも一つの第１の発光素子は、前記第２の領域の間である第１の領域に設け
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られており、
　前記冷却機構は、前記第１の領域の放熱性が前記第２の領域の放熱性よりも高いように
前記基体を冷却するように構成されている
　ことを特徴とする光源装置。
【請求項３】
　前記基体の前記第１の領域には、放熱部材が設けられている
　ことを特徴とする請求項１に記載の光源装置。
【請求項４】
　放熱部材が前記基体の前記第１の領域に選択的に設けられていることを特徴とする請求
項２に記載の光源装置。
【請求項５】
　前記第１の発光素子及び前記第２の発光素子の少なくとも一方は、応力緩和部材を介し
て前記基体上に設けられている
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の光源装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項の光源装置と、前記光源装置から射出される光を変調する
光変調素子と、前記光変調素子によって変調された光を投写する投写光学系と、を備える
　ことを特徴とするプロジェクター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源装置およびプロジェクターに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　プロジェクターは、光源装置から射出された光を液晶パネル等によって変調して画像を
形成し、形成した画像を投写光学系によって拡大して投写するものである。
　近年、基板上に配置された複数の半導体レーザーを上述のような光源装置として利用す
る技術が知られている（例えば、下記特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１６４９８１号公報
【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、上述したような複数の半導体レーザーを用いた光源装置では、半導体レ
ーザーにおける発光特性の温度依存性が十分考慮されていないため、光源装置全体として
発光効率が低下するといった問題があった。
【０００５】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであって、発光効率の低下が低減された
光源装置およびプロジェクター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】
　本発明の光源装置は、第１の方向に相対する一対の辺を有する基体と、複数の第１の発
光素子と、少なくとも一つの第２の発光素子と、を備えた光源装置であって、前記複数の
第１の発光素子の発光特性の温度依存性は、前記少なくとも一つの第２の発光素子の発光
特性の温度依存性よりも大きく、前記複数の第１の発光素子は、前記基体の前記第１の方
向における両端部である第１の領域に設けられており、前記少なくとも一つの第２の発光
素子は、前記第１の領域の間である第２の領域に設けられており、前記第１の領域の放熱
性は、前記第２の領域の放熱性よりも高いことを特徴とする。
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　また、本発明の別の態様に係る光源装置は、第１の方向に相対する一対の辺を有する基
体と、少なくとも一つの第１の発光素子と、複数の第２の発光素子と、冷却機構と、を備
えた光源装置であって、前記少なくとも一つの第１の発光素子の発光特性の温度依存性は
、前記複数の第２の発光素子の発光特性の温度依存性よりも大きく、前記複数の第２の発
光素子は、前記基体の前記第１の方向における両端部である第２の領域に設けられており
、前記少なくとも一つの第１の発光素子は、前記第２の領域の間である第１の領域に設け
られており、前記冷却機構は、前記第１の領域の放熱性が前記第２の領域の放熱性よりも
高いように前記基体を冷却するように構成されていることを特徴とする。
【０００７】
　本発明の光源装置によれば、発光特性の温度依存性が相対的に高い第１の発光素子が、
放熱性が相対的に高い第１の領域に設けられるので、第１の発光素子の温度上昇を小さく
することができる。その結果、装置全体としての発光特性の低下を低減できる。また、第
１の発光素子の発光特性の低下が低減されるため、発光特性の低下に伴う出力低下を補う
べく、第１の発光素子を余分に設置する必要が無くなる。よって、基体上に設ける第１の
発光素子の数を減らすことができるので、結果的に光源装置のサイズを小型化することが
できる。
【０００８】
　上記光源装置においては、前記第１の領域は、前記基体の端部である構成としてもよい
。
　この構成によれば、熱の籠りの影響が小さい基体の端部に第１の領域が設定されるので
、第１の領域の放熱性を簡便且つ確実に向上させることができる。
【０００９】
　上記光源装置においては、前記基体の前記第１の領域には、放熱部材が設けられる構成
としてもよい。
　この構成によれば、第１の領域の放熱性を簡便且つ確実に向上させることができる。
【００１０】
　上記光源装置においては、前記第１の発光素子及び前記第２の発光素子の少なくとも一
方は、応力緩和部材を介して前記基体上に設けられる構成としてもよい。
　この構成によれば、例えば、第１の発光素子および第２の発光素子と基体との間におけ
る線膨張係数の違いによって生じる両者の実装面に生じる応力を緩和することができる。
よって、第１の発光素子および第２の発光素子を基体上に長期に亘って安定的に実装する
ことができ、光源装置の長寿命化を図ることができる。
【００１１】
　本発明のプロジェクターは、上記光源装置と、前記光源装置から射出される光を変調す
る光変調素子と、前記光変調素子によって変調された光を投写する投写光学系と、を備え
ることを特徴とする。
【００１２】
　本発明のプロジェクターによれば、上記光源装置を備えるので、プロジェクター自体も
発光効率が高く、小型化が図られたものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第一実施形態に係るプロジェクターの概略構成を示す図。
【図２】光源装置の概略構成を示す斜視図。
【図３】第二実施形態に係る光源装置の概略構成を示す図。
【図４】変形例に係る光源装置の概略構成を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。かかる実施の形態は、
本発明の一態様を示すものであり、この発明を限定するものではなく、本発明の技術的思
想の範囲内で任意に変更可能である。また、以下の図面においては、各構成をわかりやす



(4) JP 6186877 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

くするために、実際の構造と各構造における縮尺や数等が異なっている。
【００１５】
　（第一実施形態）
　本発明の第一実施形態に係るプロジェクターについて説明する。図１は、プロジェクタ
ーの概略構成を示す図である。本実施形態においては、プロジェクター１００として光変
調パネルで生成された画像情報を含む色光を投写光学系を介してスクリーン（被投写面）
上に投写する投写型のプロジェクターを例に挙げて説明する。
【００１６】
　プロジェクター１００は、図１に示すように、照明光学系２０、色分離導光光学系２９
、液晶光変調装置３０Ｒ，３０Ｇ，３０Ｂ（光変調装置）、クロスダイクロイックプリズ
ム４０、及び投射光学系６０を備えており、外部から入力される画像信号に応じた画像光
をスクリーンＳＣＲに向けて投射することによりスクリーンＳＣＲ上に画像を表示する。
【００１７】
　本実施形態において、照明光学系２０は、光源装置１０と、集光レンズ９と、インテグ
レーター光学系１４と、を含む。
【００１８】
　図２は、光源装置１０の概略構成を示す斜視図である。
　図２に示すように、光源装置１０は、ベースプレート（基体）１と、サブマウント（応
力緩和部材）２と、赤色光源１１と、緑色光源１２と、青色光源１３と、を備えている。
なお、以下、赤色光源１１、緑色光源１２、および青色光源１３を総称して、光源１１Ａ
と呼ぶこともある。光源１１Ａを効率的に冷却するためには、冷却機構１９を設けること
が好ましい。
【００１９】
　ベースプレート１は、光源装置１０の全体構成のフレームをなす平面視矩形状のプレー
ト部材である。ベースプレート１は、例えば、アルミニウム（Ａｌ）や銅（Ｃｕ）等の熱
伝導性が高い材料から構成される。
【００２０】
　ベースプレート１の表面１ａ側に、サブマウント２を介して光源１１Ａが実装されてい
る。ベースプレート１の裏面１ｂ側の全域に亘って、ヒートシンク構造３が設けられてい
る。ヒートシンク構造３は、複数のフィン３ａから構成される。複数のフィン３ａ（ヒー
トシンク構造３）は、ベースプレート１の裏面１ｂを加工することで形成されている。な
お、ヒートシンク構造３は、ベースプレート１とは別部材から構成されていてもよい。こ
の場合、複数のフィンが形成されたヒートシンク構造をなす部材は、ベースプレート１の
裏面１ｂに接着或いはボルトや螺子等による固定により取り付けられる。
【００２１】
　サブマウント２は、赤色光源１１、緑色光源１２、および青色光源１３と、ベースプレ
ート１との間における線膨張係数の違いによって生じる応力を緩和するために使用される
ものである。サブマウント２は、例えば、窒化アルミ（ＡｌＮ）から構成される。本実施
形態において、サブマウント２は、平面視矩形状からなるベースプレート１よりも小さい
プレート材から構成される。
【００２２】
　なお、サブマウント２の材料は、窒化アルミに限定されることはなく、上述したような
応力緩和部材として機能し得る材料であれば適宜選択可能である。本実施形態において、
サブマウント２は、光源１１Ａを一括して支持する構成を採用するが、複数のサブマウン
ト２により赤色光源１１、緑色光源１２、および青色光源１３をそれぞれ支持する構成を
採用しても良い。
【００２３】
　赤色光源１１は、波長が６２０ｎｍ以上７５０ｎｍ未満の実質的に赤色の赤光Ｌ１を端
面から射出する半導体レーザー素子から構成されるものである。
　緑色光源１２は、波長が４９５ｎｍ以上５７０ｎｍ未満の実質的に緑色の緑光Ｌ２を端
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面から射出する半導体レーザー素子から構成されるものである。
　青色光源１３は、波長が４３０ｎｍ以上４９５ｎｍ未満の実質的に青色の青光Ｌ３を端
面から射出する半導体レーザー素子から構成されるものである。
【００２４】
　サブマウント２を介してベースプレート１上には、複数の赤色光源１１、複数の緑色光
源１２、および複数の青色光源１３が、ベースプレート１の長辺方向に沿って実装されて
いる。本実施形態において、光源装置１０は、ベースプレート１上に、例えば、赤色光源
１１が４つ、緑色光源１２が６つ、青色光源１３が２つずつ実装されている。なお、各光
源１１Ａ間のピッチは、例えば、１ｍｍ程度に設定されている。そのため、本実施形態に
おいては、ベースプレート１上に光源１１Ａが密集した状態に配置されたものとされてい
る。
【００２５】
　このような構成に基づき、本実施形態に係る光源装置１０は、色毎に光源の数を異なら
せることで、全体として、赤光Ｌ１、緑光Ｌ２、および青光Ｌ３を含んだ白色光を射出す
ることが可能となっている。
【００２６】
　上記光源１１Ａは、レーザー光の射出に伴って発熱するため、半導体レーザー素子の温
度が上昇する。温度上昇した光源１１Ａの熱は、サブマウント２を介してベースプレート
１へと伝わる。
【００２７】
　本実施形態においては、上記冷却機構１９によりベースプレート１を冷却する構造を採
用する。冷却機構１９は、ベースプレート１の裏面１ｂ側に設けられた上記ヒートシンク
構造３に対して空気等の冷却ガスを吹き付けるファン１９ａを含む。本実施形態において
は、ヒートシンク構造３がベースプレート１から熱を受け取り、ヒートシンク構造３へ吹
き付けられる冷却ガスがヒートシンク構造３から熱を奪うことによって、ベースプレート
１を冷却することができる。
【００２８】
　ところで、本実施形態においては、上述のようにベースプレート１上に光源１１Ａが密
集した状態に実装されている。このような場合、ベースプレート１の長辺方向における中
央では光源１１Ａの熱が逃げ難くなるため、熱が籠り易くなってしまう。これに対し、ベ
ースプレート１の長辺方向における端部では、光源１１Ａの熱が外部に逃げ易くなるため
、熱が籠り難くなる。
【００２９】
　本実施形態において、ベースプレート１は、長辺方向における中央部Ｃ１に相対的に熱
の放熱性が低い領域を有し、長辺方向における端部Ｅ１に相対的に熱の放熱性が高い領域
を有していると換言することができる。すなわち、ベースプレート１の中央部Ｃ１は、特
許請求の範囲に記載の第２の領域に相当し、ベースプレート１の端部Ｅ１は、特許請求の
範囲に記載の第１の領域に相当する。
【００３０】
　ところで、本実施形態において、上記赤色光源１１を構成する半導体レーザーは、Ｇａ
Ａｓ基板をベース（以下、ＧａＡｓ系と称す場合もある）とする半導体レーザー素子であ
る。また、上記緑色光源１２および青色光源１３を構成する半導体レーザーは、ＧａＮ基
板をベース（以下、ＧａＮ系と称す場合もある）とする半導体レーザー素子である。
【００３１】
　一般に、ＧａＡｓ系の半導体レーザー素子は、ＧａＮ系の半導体レーザー素子に比べて
、発光特性の温度依存性が大きいことが知られている。ここで、発光特性の温度依存性が
大きいとは、素子の温度が上昇した場合に、例えば、発光効率が低下したり、レーザー光
の色味が変化したりすることで所望の光が得られなくなる状態を意味する。
【００３２】
　これに対し、本実施形態では、発光特性の温度依存性が相対的に大きいＧａＡｓ系の半
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導体レーザー素子（赤色光源１１）をベースプレート１のうち相対的に放熱性が高い領域
である端部Ｅ１（第１の領域）に配置する。また、発光特性の温度依存性が相対的に小さ
いＧａＮ系の半導体レーザー素子（緑色光源１２および青色光源１３）をベースプレート
１のうち相対的に放熱性が低い中央部Ｃ１（第２の領域）に配置する。すなわち、赤色光
源１１は、特許請求の範囲に記載の第１の発光素子に相当し、緑色光源１２および青色光
源１３は、特許請求の範囲に記載の第２の発光素子に相当する。
【００３３】
　なお、ＧａＮ系の半導体レーザー素子のうち青色光源１３は、緑色光源１２よりも発光
特性の温度依存性が小さい。そこで、本実施形態においては、図２に示したように、青色
光源１３を中央部Ｃ１の中で最も放熱性が低い中心部Ｃ１ａに配置し、緑色光源１２を端
部Ｅ１に近づくことで中央部Ｃ１のうち中心部Ｃ１ａよりも放熱性が高い中間部Ｃ１ｂに
配置している。
【００３４】
　図１に戻り、インテグレーター光学系１４は、第１レンズアレイ１５、第２レンズアレ
イ１６、偏光変換素子１７、及び重畳レンズ１８を備え、光源装置１０からの白色光を均
一化する機能を有する。
【００３５】
　第１レンズアレイ１５及び第２レンズアレイ１６は、それぞれ、光源装置１０の光軸と
直交する平面に二次元的に配列された複数のレンズを有する。第１レンズアレイ１５のレ
ンズは、第２レンズアレイ１６のレンズと１対１の対応で設けられている。複数のレンズ
は、光源装置１０の光軸に直交する平面での形状が、後述する液晶光変調装置３０Ｒ，３
０Ｇ，３０Ｂの被照明領域と相似形状（ここでは、略矩形）である。被照明領域は、液晶
光変調装置３０Ｒ，３０Ｇ，３０Ｂにおいて複数の画素が配列された領域の全体を含む領
域である。
【００３６】
　偏光変換素子１７は、偏光分離層、反射層、及び位相差板（何れも図示省略）を有して
おり、第１レンズアレイ１５により分割された各部分光束の偏光方向を、偏光方向の揃っ
た略１種類の直線偏光光として射出する。ここで、偏光分離層は、白色光に含まれる偏光
成分のうちの一方の直線偏光成分をそのまま透過させ、他方の直線偏光成分を照明光軸Ａ
Ｘに垂直な方向に反射する。また、反射層は、偏光分離層で反射された他方の直線偏光成
分を照明光軸ＡＸに平行な方向に反射する。更に位相差板は、反射層で反射された他方の
直線偏光成分を一方の直線偏光成分に変換する。
【００３７】
　重畳レンズ１８は、その光軸が光源装置１０の光軸と一致するように配置されており、
偏光変換素子１７からの各部分光束を集光して液晶光変調装置３０Ｒ，３０Ｇ，３０Ｂの
画像形成領域近傍に重畳させる。
【００３８】
　色分離導光光学系２９は、ダイクロイックミラー２１，２２、反射ミラー２３～２５、
リレーレンズ２６，２７、及び集光レンズ２８Ｒ，２８Ｇ，２８Ｂを備えており、光源装
置１０からの光を赤色光、緑色光、及び青色光に分離して液晶光変調装置３０Ｒ，３０Ｇ
，３０Ｂにそれぞれ導光する。ダイクロイックミラー２１，２２は、所定の波長領域の光
を反射して他の波長領域の光を通過させる波長選択透過膜が透明基板上に形成されたミラ
ーである。具体的に、ダイクロイックミラー２１は赤色光成分を通過して緑色光及び青色
光成分を反射させ、ダイクロイックミラー２２は緑色光成分を反射して青色光成分を通過
させる。
【００３９】
　反射ミラー２３は赤色光成分を反射するミラーであり、反射ミラー２４，２５は青色光
成分を反射するミラーである。リレーレンズ２６はダイクロイックミラー２２と反射ミラ
ー２４との間に配設され、リレーレンズ２７は、反射ミラー２４と反射ミラー２５との間
に配設される。これらリレーレンズ２６，２７は、青色光の光路の長さが他の色光の光路
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の長さよりも長いため、光の発散等による光の利用効率の低下を防止するために設けられ
る。集光レンズ２８Ｒ，２８Ｇ，２８Ｂは、反射ミラー２３で反射された赤色光成分、ダ
イクロイックミラー２２で反射された緑色光成分、及び反射ミラー２５で反射された青色
光成分を、液晶光変調装置３０Ｒ，３０Ｇ，３０Ｂの画像形成領域にそれぞれ集光する。
【００４０】
　ダイクロイックミラー２１を通過した赤色光は、反射ミラー２３で反射され、集光レン
ズ２８Ｒを介して赤色光用の液晶光変調装置３０Ｒの画像形成領域に入射する。ダイクロ
イックミラー２１で反射された緑色光は、ダイクロイックミラー２２で反射され、集光レ
ンズ２８Ｇを介して緑色光用の液晶光変調装置３０Ｇの画像形成領域に入射する。ダイク
ロイックミラー２１で反射されダイクロイックミラー２２を通過した青色光は、リレーレ
ンズ２６、反射ミラー２４、リレーレンズ２７、反射ミラー２５、及び集光レンズ２８Ｂ
を順に介して青色光用の液晶光変調装置３０Ｂの画像形成領域に入射する。
【００４１】
　液晶光変調装置３０Ｒ，３０Ｇ，３０Ｂは、一対の透明なガラス基板の間に電気光学物
質である液晶を密閉封入した透過型の液晶光変調装置であり、例えば、ポリシリコンＴＦ
Ｔ（Thin Film Transistor：薄膜トランジスター）をスイッチング素子として備える。上
述した不図示の入射側偏光板の各々を介した色光（直線偏光）の偏光方向が、液晶光変調
装置３０Ｒ，３０Ｇ，３０Ｂの各々に設けられたスイッチング素子のスイッチング動作に
よって変調されることにより、画像信号に応じた赤色の画像光、緑色の画像光、及び青色
の画像光がそれぞれ生成される。
【００４２】
　クロスダイクロイックプリズム４０は、上述した不図示の射出側偏光板の各々から射出
された画像光を合成してカラー画像を形成する。具体的に、クロスダイクロイックプリズ
ム４０は、４つの直角プリズムを貼り合わせてなる略立方体形状の光学部材であり、直角
プリズム同士を貼り合わせた略Ｘ字状の界面には、誘電体多層膜が形成されている。略Ｘ
字状の一方の界面に形成された誘電体多層膜は赤色光を反射するものであり、他方の界面
に形成された誘電体多層膜は青色光を反射するものである。これらの誘電体多層膜によっ
て赤色光及び青色光は曲折され、緑色光の進行方向と揃えられることにより、３つの色光
が合成される。投射光学系６０は、クロスダイクロイックプリズム４０で合成されたカラ
ー画像をスクリーンＳＣＲに向けて拡大投射する。
【００４３】
　以上述べたように、本実施形態に係る光源装置１０によれば、発光特性の温度依存性が
相対的に高い赤色光源１１が、相対的に放熱性の高いベースプレート１の端部Ｅ１に設け
られ、発光特性の温度依存性が相対的に低い緑色光源１２および青色光源１３が、相対的
に放熱性の低いベースプレート１の中央部Ｃ１に設けられるので、光源装置１０全体とし
ての発光特性の低下を低減できる。
【００４４】
　また、温度上昇による赤色光源１１の発光特性の低下が低減されるため、発光特性の低
下に伴う出力低下を補うべく、赤色光源１１を余分に設置する必要が無くなる。よって、
ベースプレート１上に設ける赤色光源１１の数を減らすことができるので、結果的に光源
装置１０のサイズを小型化することができる。
【００４５】
　また、本実施形態に係る光源装置１０は、サブマウント２を介して光源１１Ａがベース
プレート１上に実装されているため、光源１１Ａとベースプレート１との間における線膨
張係数の違いによって生じる応力を緩和することができる。よって、光源１１Ａをベース
プレート１上に長期に亘って安定的に実装することができ、光源装置１０の長寿命化を図
ることができる。
【００４６】
　また、本実施形態に係るプロジェクター１００によれば、上記光源装置１０を備えるの
で、プロジェクター１００自体も発光効率が高く、小型化が図られたものを提供できる。
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【００４７】
　（第二実施形態）
　続いて、本発明の第二実施形態について説明する。
　第一実施形態では、ベースプレート１の構造上、熱が籠り難いことで放熱性が相対的に
高い端部Ｅ１に赤色光源１１を配置し、放熱性が相対的に低い中央部Ｃ１に緑色光源１２
および青色光源１３を配置する場合を例に挙げたが、本実施形態では、中央部Ｃ１を冷却
機構１９により選択的に冷却することで端部Ｅ１よりも放熱性を向上させ、中央部Ｃ１を
第１の領域とし、端部Ｅ１を第２の領域とした点が大きく異なり、それ以外の構成は共通
である。そのため、第一実施形態と同一の構成および部材については、同じ符号を付し、
その詳細な説明については省略する。
【００４８】
　図３は本実施形態に係る光源装置１０Ａの概略構成を示す図である。
　図３に示すように、光源装置１０Ａは、ベースプレート１と、サブマウント２と、光源
１１Ａと、を備えている。本実施形態において、ベースプレート１の裏面１ｂには、ヒー
トシンク構造３が部分的に設けられている。ヒートシンク構造３は、ベースプレート１の
中央部Ｃ１の裏面１ｂに選択的に設けられている。光源１１Ａを効率的に冷却するために
は、冷却機構１９を設けることが好ましい。
【００４９】
　本実施形態において、冷却機構１９は、ファン１９ａにより、ベースプレート１の裏面
１ｂに対して空気等の冷却ガスを吹き付ける。冷却ガスがヒートシンク構造３から熱を奪
うことによって、ベースプレート１の中央部Ｃ１を端部Ｅ１よりも効率的に冷却すること
ができる。
【００５０】
　このように本実施形態において、ベースプレート１は、長辺方向における中央部Ｃ１に
相対的に熱の放熱性が高い領域を有し、長辺方向における端部Ｅ１に相対的に熱の放熱性
が低い領域を有していると換言することができる。すなわち、本実施形態において、ベー
スプレート１の中央部Ｃ１が、特許請求の範囲に記載の第１の領域に相当し、ベースプレ
ート１の端部Ｅ１が、特許請求の範囲に記載の第２の領域に相当する。
【００５１】
　本実施形態では、発光特性の温度依存性が相対的に大きいＧａＡｓ系の半導体レーザー
素子（赤色光源１１）をベースプレート１のうち相対的に放熱性が高い領域である中央部
Ｃ１（第１の領域）に配置し、発光特性の温度依存性が相対的に小さいＧａＮ系の半導体
レーザー素子（緑色光源１２および青色光源１３）をベースプレート１のうち相対的に放
熱性が低い端部Ｅ１（第２の領域）に配置する構成を採用している。
【００５２】
　このように本実施形態では、ベースプレート１の中央部Ｃ１から端部Ｅ１に向かって、
サブマウント２を介して、赤色光源１１、緑色光源１２、および青色光源１３がこの順に
配置されたものとなっている。
【００５３】
　本実施形態に係る光源装置１０Ａにおいても、発光特性の温度依存性が相対的に高い赤
色光源１１が、ヒートシンク構造３が設けられることで相対的に放熱性が高いベースプレ
ート１の中央部Ｃ１に設けられ、発光特性の温度依存性が相対的に低い緑色光源１２およ
び青色光源１３が、相対的に放熱性が低いベースプレート１の端部Ｅ１に設けられるので
、光源装置１０全体としての発光特性の低下を低減できる。
【００５４】
　（変形例）
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されることはなく、本発明の趣旨を逸脱しない範
囲内において適宜変更可能である。例えば、以下に示す変形例が可能である。
　上記実施形態では、光源装置１０をプロジェクター１００に適用した場合を説明したが
、光源装置１０を照明装置として使用しても良い。このように照明装置として使用する場
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Ｂとして、ベースプレート１上にサブマウント２を介して、赤色光源１１および青色光源
１３のみが実装されたものを用いても良い。この場合、照明装置１０Ｂは、赤光Ｌ１およ
び青光Ｌ３を含んだ紫色光を射出することが可能となっている。なお、照明装置１０Ｂは
、赤色光源１１および青色光源１３のいずれか一方のみを駆動させることで、赤光Ｌ１お
よび青光Ｌ３のいずれか一方のみを射出するようにしてもよい。
【００５５】
　本変形例において、照明装置１０Ｂは、ベースプレート１の中央部Ｃ１に青色光源１３
が４個配置され、ベースプレート１の２つの端部Ｅ１にそれぞれ赤色光源１１が６個ずつ
配置されている。
【００５６】
　本変形例においても、発光特性の温度依存性が相対的に高い赤色光源１１が、相対的に
放熱性の高いベースプレート１の端部Ｅ１に設けられ、発光特性の温度依存性が相対的に
低い青色光源１３が、相対的に放熱性の低いベースプレート１の中央部Ｃ１に設けられる
ので、光源装置１０全体としての発光特性の低下を低減できる。
【００５７】
　また、上記実施形態では、サブマウント２を介して光源１１Ａがベースプレート１上に
実装された場合を例に挙げたが、サブマウント２を用いずにベースプレート１上に光源１
１Ａを直接実装するようにしてもよい。
【００５８】
　また、上記実施形態では、光変調装置として液晶光変調装置を用いる例について説明し
たが、本発明はこれに限定されるものではない。光変調装置としては、一般に、画像信号
に応じて入射光を変調するものであればよく、マイクロミラー型光変調装置等を用いても
良い。マイクロミラー型光変調装置としては、例えばＤＭＤ（デジタルマイクロミラーデ
バイス）（ＴＩ社の商標）を用いることができる。
【００５９】
　また、上記実施形態では、プロジェクターとして透過型のプロジェクターを例に挙げて
説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、反射型のプロジェクター
にも本発明を適用することができる。ここで、「透過型」とは、透過型の液晶表示装置等
のように光変調装置が光を透過すものであることを意味し、「反射型」とは、反射型の液
晶表示装置等のように光変調装置が光を反射するものであることを意味する。反射型のプ
ロジェクターに本発明を適用した場合にも、透過型のプロジェクターと同様の効果を得る
ことができる。
【００６０】
　また、上記の実施形態では、３板式のプロジェクターを説明しているが、上記のプロジ
ェクターは、例えばフィールドシーケンシャル方式等の単板式のプロジェクターでもよい
。上記の実施形態のプロジェクターは、ヘッドマウントディスプレイやヘッドアップディ
スプレイなどにも利用できる。
【符号の説明】
【００６１】
１…ベースプレート（基体）、２…サブマウント（応力緩和部材）、３…ヒートシンク構
造（放熱部材）、１０…光源装置、１０Ａ…光源装置、１０Ｂ…照明装置、３０Ｂ…液晶
光変調装置（変調素子）、３０Ｇ…液晶光変調装置（変調素子）、３０Ｒ…液晶光変調装
置（変調素子）、６０…投射光学系、Ｃ１…中央部（第２の領域）、Ｅ１…端部（第１の
領域）、１００…プロジェクター



(10) JP 6186877 B2 2017.8.30

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 6186877 B2 2017.8.30

10

フロントページの続き

    審査官  佐野　浩樹

(56)参考文献  特開２００９－１８１０９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１３９２４５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－０２３１７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－００８９５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－００２８３９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０３Ｂ２１／００　－２１／１０　、２１／１２　－２１／１３　、
              　　　　２１／１３４－２１／３０　、３３／００　－３３／１６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

