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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転装置と、
　前記回転装置により回転中心軸を中心に回転する基材と、
　前記基材の第１の面に設けられ、入射した光の波長を変換する波長変換素子と、
　前記基材の前記第１の面に設けられた複数のフィンと、
　を備え、
　前記第１の面は、前記波長変換素子を冷却する空気を導入する空気導入流路の開口部と
対向して設けられ、
　前記波長変換素子の一部は、前記基材を前記回転中心軸の軸方向から見て、前記開口部
と重なっていることを特徴とする波長変換装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の波長変換装置であって、
　前記開口部の少なくとも一部は、前記基材を前記軸方向から見て、前記波長変換素子よ
りも前記回転中心軸側に設けられている波長変換装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の波長変換装置であって、
　前記波長変換素子は、前記基材を前記軸方向から見て、前記複数のフィンよりも前記回
転中心軸側に設けられている波長変換装置。
【請求項４】
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　請求項１または２に記載の波長変換装置であって、
　前記複数のフィンは、前記基材を前記軸方向から見て、前記波長変換素子よりも前記回
転中心軸側に設けられている波長変換装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項の波長変換装置であって、
　前記開口部は、前記基材を前記軸方向から見て、前記回転中心軸に対して、前記波長変
換素子に光が入射する部分とは反対側に設けられている波長変換装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項の波長変換装置であって、
　回転する前記基材の径方向における前記波長変換素子の幅は、前記開口部の幅と略等し
い波長変換装置。
【請求項７】
　第１の波長帯の光を射出する光源と、
　前記第１の波長帯の前記光を受けて第２の波長帯の光を射出する、請求項１から６のい
ずれか一項に記載の波長変換装置と、
　を備えることを特徴する照明装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の照明装置であって、
　前記第１の波長帯の光及び前記第２の波長帯の光のうち少なくとも一方を導く光学部品
と、
　前記光学部品を収容する光学部品用筐体と、
　をさらに備え、
　前記光学部品用筐体は、前記第１の面に対し所定の距離をあけて対向する壁部を有する
照明装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の照明装置であって、
　前記壁部の少なくとも一部は、前記光学部品用筐体と一体で形成されている照明装置。
【請求項１０】
　請求項８または９に記載の照明装置であって、
　前記空気導入流路は、前記壁部を貫通して設けられている照明装置。
【請求項１１】
　請求項７から１０のいずれか一項に記載の照明装置と、
　前記照明装置からの照明光を画像情報に応じて変調することにより画像光を形成する光
変調装置と、
　前記画像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、波長変換装置、照明装置およびプロジェクターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、プロジェクター用の照明装置として、蛍光体が用いられている。
【０００３】
　下記特許文献１の照明装置では、蛍光体を支持する基材の裏面に冷却フィンが設けられ
ている。基材と冷却フィンは、一体に形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－０１３８９７号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、基材の蛍光体を支持する面は、蛍光体への励起光を受けて温度が高くなり易
い。上記従来技術では、蛍光体を支持する基材の裏面に設けられた冷却フィンに熱を伝熱
させ、間接的に蛍光体を冷却していたため、蛍光体の冷却が不十分になる場合がある。
【０００６】
　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、蛍光体を十分に冷却すること
ができる、波長変換装置、照明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】
【０００７】
　本発明の第１態様に従えば、回転装置と、前記回転装置により回転する基材と、前記基
材の第１の面に設けられた波長変換素子及び複数のフィンと、を備え、前記第１の面は、
前記波長変換素子を冷却する空気を導入する空気導入流路の開口部と対向して設けられて
いる、波長変換装置が提供される。
【０００８】
　第１態様に係る波長変換装置によれば、回転装置により基材が回転すると、基材の第１
の面に設けられた複数のフィンが回転し、第１の面に対向する空気導入流路の開口部から
導入された空気が第１の面に沿って流れ、第１の面に設けられた波長変換素子を直接的に
冷却する。このように、波長変換素子と複数のフィンを同じ第１の面に設け、第１の面に
空気導入流路の開口部を対向させることで、波長変換素子の表面に積極的に空気を流すこ
とができ、波長変換素子を十分に冷却することができる。
【０００９】
　また、上記第１態様において、前記開口部の少なくとも一部は、前記波長変換素子より
も前記回転装置の回転中心側に設けられている、という構成を採用する。
　この構成によれば、波長変換素子よりも回転装置の回転中心側に空気が導入される。複
数のフィンが回転すると、遠心力によって、基材の回転中心側から外周側に空気の流れが
誘起されるため、この空気の流れに乗って、波長変換素子の表面を通過して外周に流れる
空気の流量を増やすことができ、波長変換素子を十分に冷却することができる。
【００１０】
　また、上記第１態様において、前記波長変換素子は、前記複数のフィンよりも前記回転
中心側に設けられている、という構成を採用する。
　この構成によれば、波長変換素子が複数のフィンよりも回転中心側に設けられているた
め、複数のフィンの設置スペースを広く確保でき、空気の流れの流量を増やすことができ
る。
【００１１】
　また、上記第１態様において、前記複数のフィンは、前記波長変換素子よりも前記回転
中心側に設けられている、という構成を採用する。
　この構成によれば、複数のフィンが波長変換素子よりも回転中心側に設けられているた
め、複数のフィンを小型にし、部品コストを下げることができる。
【００１２】
　本発明の第２態様に従えば、第１の波長帯の光を射出する光源と、前記第１の波長帯の
前記光を受けて第２の波長帯の光を射出する、上記第１態様に係る波長変換装置と、を備
える照明装置が提供される。
【００１３】
　第２態様に係る照明装置は、上記第１態様に係る波長変換装置を備えるので、波長変換
素子を十分に冷却することができ、明るい照明光を生成することができる。
【００１４】
　また、上記第２態様において、前記第１の波長帯の光及び前記第２の波長帯の光の少な
くともいずれか一方を導く光学部品と、前記光学部品を収容する光学部品用筐体と、前記
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光学部品用筐体に設けられ、前記第１の面に対し所定の距離をあけて対向する壁部と、を
有する、という構成を採用する。
　この構成によれば、光学部品を収容する光学部品用筐体に設けられた壁部が、第１の面
に対し所定の距離をあけて対向するため、第１の面との間に流路が形成され、空気導入流
路の開口部から導入された空気が第１の面に沿って流れ易くなる。これにより、第１の面
における熱交換によって温まった空気の滞留や循環流れが減り、空気導入流路から導入さ
れる温度の低い空気の流量が増加するため、波長変換素子を十分に冷却することができる
。
【００１５】
　また、上記第２態様において、前記壁部の少なくとも一部は、前記光学部品用筐体と一
体で形成されている、という構成を採用する。
　この構成によれば、壁部の少なくとも一部が光学部品用筐体と一体で形成されているた
め、部品点数を減らすことができる。
【００１６】
　また、上記第２態様において、前記空気導入流路は、前記壁部を貫通して設けられてい
る、という構成を採用する。
　この構成によれば、第１の面と壁部との間に形成される流路に、温度の低い空気を直接
導入することができ、波長変換素子を十分に冷却することができる。
【００１７】
　本発明の第３態様に従えば、上記第２態様に係る照明装置と、前記照明装置からの照明
光を画像情報に応じて変調することにより画像光を形成する光変調装置と、前記画像光を
投写する投写光学系と、を備えるプロジェクターが提供される。
【００１８】
　第３態様に係るプロジェクターは、上記第２態様に係る照明装置を備えるので、波長変
換素子を十分に冷却することができ、明るく画像品質に優れた表示を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本実施形態に係るプロジェクターの光学系を示す上面図である。
【図２】本実施形態に係る回転蛍光板の円板の第１の面側の構成図である。
【図３】本実施形態に係る回転蛍光板の円板の第２の面側の構成図である。
【図４】本実施形態に係る第１照明装置の断面図である。
【図５】本実施形態に係る第１照明装置の分解斜視図である。
【図６】本実施形態に係る回転蛍光板に対する空気導入流路の開口部の配置を示す図であ
る。
【図７】別実施形態に係る回転蛍光板の円板の第１の面側の構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
　なお、以下の説明で用いる図面は、特徴をわかりやすくするために、便宜上特徴となる
部分を拡大して示している場合があり、各構成要素の寸法比率などが実際と同じであると
は限らない。
【００２１】
　本実施形態に係るプロジェクターの一例について説明する。本実施形態のプロジェクタ
ー１は、スクリーンＳＣＲ（被投写面）上にカラー映像を表示する投写型画像表示装置で
ある。
【００２２】
　図１は、本実施形態に係るプロジェクター１の光学系を示す上面図である。
　プロジェクター１は、図１に示すように、第１照明装置１００（照明装置）、第２照明
装置１０２、色分離導光光学系２００、赤色光、緑色光、青色光の各色光に対応した液晶
光変調装置４００Ｒ，４００Ｇ，４００Ｂ（光変調装置）、クロスダイクロイックプリズ
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ム５００及び投写光学系６００を備える。
【００２３】
　第１照明装置１００は、第１光源１０（光源）、コリメート光学系７０、ダイクロイッ
クミラー８０（光学部品）、コリメート集光光学系９０（光学部品）、回転蛍光板３０（
波長変換装置）、第１レンズアレイ１２０、第２レンズアレイ１３０、偏光変換素子１４
０及び重畳レンズ１５０を備える。
【００２４】
　第１光源１０は、励起光としてレーザー光からなる第１の波長帯の青色光（発光強度の
ピーク：約４４５ｎｍ）Ｅを射出する半導体レーザー（発光素子）からなる。第１光源１
０は、１つの半導体レーザーからなるものであってもよいし、多数の半導体レーザーから
なるものであってもよい。
　なお、第１光源１０は、４４５ｎｍ以外の波長（例えば、４６０ｎｍ）の青色光を射出
する半導体レーザーを用いることもできる。
【００２５】
　本実施形態において、第１光源１０は、光軸が照明光軸１００ａｘと直交するように配
置されている。
　コリメート光学系７０は、第１レンズ７２と、第２レンズ７４とを備え、第１光源１０
からの光を略平行化する。第１レンズ７２、第２レンズ７４は、凸レンズからなる。
【００２６】
　ダイクロイックミラー８０は、コリメート光学系７０からコリメート集光光学系９０ま
での光路中に、第１光源１０の光軸及び照明光軸１００ａｘのそれぞれに対して４５°の
角度で交わるように配置されている。ダイクロイックミラー８０は、青色光を反射し、赤
色光及び緑色光を含む黄色の蛍光を通過させる。
【００２７】
　コリメート集光光学系９０は、ダイクロイックミラー８０からの青色光Ｅを略集光した
状態で回転蛍光板３０の蛍光体層４２に入射させる機能と、回転蛍光板３０から射出され
る蛍光を略平行化する機能とを有する。コリメート集光光学系９０は、第１レンズ９２、
第２レンズ９３、及び第３レンズ９４を備える。第１レンズ９２、第２レンズ９３、及び
第３レンズ９４は、凸レンズからなる。
【００２８】
　回転蛍光板３０は、モーター５０（回転装置）と、円板４０（基材）と、反射膜４１（
反射部材）と、蛍光体層（波長変換素子）４２と、ヒートシンク５１と、を備える。蛍光
体層４２は、第１光源１０からの第１の波長の青色光Ｅによって励起されて第２の波長帯
の蛍光Ｙを射出する。蛍光体層４２の青色光Ｅが入射する面は、蛍光Ｙが射出される射出
面でもある。蛍光Ｙは、赤色光及び緑色光を含む黄色の光である。
【００２９】
　第２照明装置１０２は、第２光源７１０、集光光学系７６０、散乱板７３２及びコリメ
ート光学系７７０と、を備える。
【００３０】
　第２光源７１０は、第１照明装置１００の第１光源１０と同一の半導体レーザーから構
成される。
　集光光学系７６０は、第１レンズ７６２及び第２レンズ７６４を備える。集光光学系７
６０は、第２光源７１０からの青色光を散乱板７３２付近に集光する。第１レンズ７６２
及び第２レンズ７６４は、凸レンズからなる。
【００３１】
　散乱板７３２は、第２光源７１０からの青色光Ｂを散乱し、回転蛍光板３０から射出さ
れる蛍光Ｙの配光分布に似た配光分布を有する青色光Ｂとする。散乱板７３２としては、
例えば、光学ガラスからなる磨りガラスを用いることができる。
【００３２】
　コリメート光学系７７０は、第１レンズ７７２と、第２レンズ７７４とを備え、散乱板
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７３２からの光を略平行化する。第１レンズ７７２及び第２レンズ７７４は、凸レンズか
らなる。
【００３３】
　本実施形態において、第２照明装置１０２からの青色光Ｂはダイクロイックミラー８０
で反射され、回転蛍光板３０から射出されダイクロイックミラー８０を透過した蛍光Ｙと
合成されて白色光Ｗとなる。当該白色光Ｗは第１レンズアレイ１２０に入射する。
【００３４】
　第１レンズアレイ１２０は、ダイクロイックミラー８０からの光を複数の部分光束に分
割するための複数の第１小レンズ１２２を有する。複数の第１小レンズ１２２は、照明光
軸１００ａｘと直交する面内にマトリクス状に配列されている。
【００３５】
　第２レンズアレイ１３０は、第１レンズアレイ１２０の複数の第１小レンズ１２２に対
応する複数の第２小レンズ１３２を有する。第２レンズアレイ１３０は、重畳レンズ１５
０とともに、第１レンズアレイ１２０の各第１小レンズ１２２の像を液晶光変調装置４０
０Ｒ，４００Ｇ，４００Ｂの画像形成領域近傍に結像させる。複数の第２小レンズ１３２
は照明光軸１００ａｘに直交する面内にマトリクス状に配列されている。
【００３６】
　偏光変換素子１４０は、第１レンズアレイ１２０により分割された各部分光束を、直線
偏光光に変換する。偏光変換素子１４０は、偏光分離層と、反射層と、位相差板とを有し
ている。偏光分離層は、回転蛍光板３０からの光に含まれる偏光成分のうち一方の直線偏
光成分をそのまま透過させるとともに他方の直線偏光成分を反射層に向けて反射させる。
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１００ａｘに平行な方
向に反射する。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１５０は、偏光変換素子１４０からの各部分光束を集光して液晶光変調装置
４００Ｒ，４００Ｇ，４００Ｂの画像形成領域近傍で互いに重畳させる。第１レンズアレ
イ１２０、第２レンズアレイ１３０及び重畳レンズ１５０は、回転蛍光板３０からの光の
面内光強度分布を均一にするインテグレーター光学系を構成する。
【００３８】
　色分離導光光学系２００は、ダイクロイックミラー２１０，２２０、反射ミラー２３０
，２４０，２５０及びリレーレンズ２６０，２７０を備える。色分離導光光学系２００は
、第１照明装置１００および第２照明装置１０２からの白色光Ｗを赤色光Ｒ、緑色光Ｇ及
び青色光Ｂに分離し、赤色光Ｒ、緑色光Ｇ及び青色光Ｂをそれぞれが対応する液晶光変調
装置４００Ｒ，４００Ｇ，４００Ｂに導光する。
　色分離導光光学系２００と、液晶光変調装置４００Ｒ，４００Ｇ，４００Ｂとの間には
、フィールドレンズ３００Ｒ，３００Ｇ，３００Ｂが配置されている。
【００３９】
　ダイクロイックミラー２１０は、赤色光成分を通過させ、緑色光成分及び青色光成分を
反射するダイクロイックミラーである。
　ダイクロイックミラー２２０は、緑色光成分を反射して、青色光成分を通過させるダイ
クロイックミラーである。
　反射ミラー２３０は、赤色光成分を反射する反射ミラーである。
　反射ミラー２４０，２５０は青色光成分を反射する反射ミラーである。
【００４０】
　ダイクロイックミラー２１０を通過した赤色光は、反射ミラー２３０で反射され、フィ
ールドレンズ３００Ｒを通過して赤色光用の液晶光変調装置４００Ｒの画像形成領域に入
射する。
　ダイクロイックミラー２１０で反射された緑色光は、ダイクロイックミラー２２０でさ
らに反射され、フィールドレンズ３００Ｇを通過して緑色光用の液晶光変調装置４００Ｇ
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の画像形成領域に入射する。
　ダイクロイックミラー２２０を通過した青色光は、リレーレンズ２６０、入射側の反射
ミラー２４０、リレーレンズ２７０、射出側の反射ミラー２５０、フィールドレンズ３０
０Ｂを経て青色光用の液晶光変調装置４００Ｂの画像形成領域に入射する。
【００４１】
　液晶光変調装置４００Ｒ，４００Ｇ，４００Ｂ各々は、入射された色光を画像情報に応
じて変調して各色光に対応する画像を形成するものである。なお、図示を省略したが、各
フィールドレンズ３００Ｒ，３００Ｇ，３００Ｂと各液晶光変調装置４００Ｒ，４００Ｇ
，４００Ｂとの間には、それぞれ入射側偏光板が配置され、各液晶光変調装置４００Ｒ，
４００Ｇ，４００Ｂとクロスダイクロイックプリズム５００との間には、それぞれ射出側
偏光板が配置される。
【００４２】
　クロスダイクロイックプリズム５００は、各液晶光変調装置４００Ｒ，４００Ｇ，４０
０Ｂから射出された各画像光を合成してカラー画像を形成する光学素子である。
【００４３】
　このクロスダイクロイックプリズム５００は、４つの直角プリズムを貼り合わせた平面
視略正方形状をなし、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。
【００４４】
　クロスダイクロイックプリズム５００から射出されたカラー画像は、投写光学系６００
によって拡大投写され、スクリーンＳＣＲ上で画像を形成する。
【００４５】
　次に、図２～図６を参照して、回転蛍光板３０及び第１照明装置１００の構成について
説明する。
　図２は、本実施形態に係る回転蛍光板３０の円板４０の第１の面４０ａ側の構成図であ
る。図３は、本実施形態に係る回転蛍光板３０の円板４０の第２の面４０ｂ側の構成図で
ある。図４は、本実施形態に係る第１照明装置１００の断面図である。図５は、本実施形
態に係る第１照明装置１００の分解斜視図である。図６は、本実施形態に係る回転蛍光板
３０に対する空気導入流路６０の開口部６０ａの配置を示す図である。
【００４６】
　回転蛍光板３０は、蛍光体層４２を有する円板４０をモーター５０によって回転させる
。モーター５０は、例えば、アウターロータ型のモーターである。図２に示すように、蛍
光体層４２とヒートシンク５１は、共に、円板４０の第１の面４０ａに設けられている。
一方、図３に示すように、モーター５０の本体５０ａ（ステータ）は、円板４０の第１の
面４０ａと反対側の第２の面４０ｂに設けられている。
【００４７】
　モーター５０は、図２に示すように、円柱状のハブ５５を有する。ハブ５５は、ロータ
ーを構成し、本体５０ａに対して回転する。ハブ５５の中心軸は、モーター５０の回転中
心となる。
　円板４０は、例えば、アルミや銅といった放熱性に優れた金属製の円板から構成されて
いる。円板４０は、第１の開口部４３を有する。第１の開口部４３は、円板４０の中心に
形成され、ハブ５５と略同一の径を有し、ハブ５５が嵌合可能な構成となっている。
【００４８】
　蛍光体層４２は、例えば、ＹＡＧ系蛍光体である（Ｙ，Ｇｄ）３（Ａｌ，Ｇａ）５Ｏ１

２：Ｃｅを含有する層からなる。
　反射膜４１は、蛍光体層４２と円板４０との間に設けられており、蛍光体層４２によっ
て励起された蛍光Ｙ（図１参照）を高い効率で反射するように設計されている。反射膜４
１は、例えば、銀等であり、少なくとも円板４０よりも反射率が高い膜からなる。
　反射膜４１および蛍光体層４２は、リング形状を持つ。
【００４９】
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　ヒートシンク５１は、例えば、アルミ、銅、銀、鉄などといった放熱性に優れた金属材
料から構成されている。ヒートシンク５１は、円板４０の第１の面４０ａに接着剤を介し
て固着される。接着剤としては、熱伝導性が高いシリコン系接着剤等を用いることができ
る。ヒートシンク５１は、図２に示すように、複数のフィン５２と、平板５３とを含んで
いる。
【００５０】
　複数のフィン５２は、平板５３と一体で形成されている。複数のフィン５２は、ハブ５
５の周囲を囲むように配置されている。複数のフィン５２は、図２に示す平面視で、円板
４０の径方向外側から内側に向かって渦状となるように湾曲した突状部材から構成されて
いる。この構成によれば、円板４０の回転時に、モーター５０の回転中心側から外側に空
気の流れを形成することができる。
【００５１】
　平板５３は、円環形状を有し、第２の開口部５４を有する。第２の開口部５４は、平板
５３の中心に形成され、第１の開口部４３よりも大きな径を有する。第２の開口部５４の
中には、ハブ５５及び蛍光体層４２が配置されている。すなわち、蛍光体層４２は、複数
のフィン５２よりもモーター５０の回転中心側に設けられている。
【００５２】
　上記構成の回転蛍光板３０は、図４に示すように、第１の面４０ａが、蛍光体層４２を
冷却する空気（図４において符号Ｆで示す）を導入する空気導入流路６０の開口部６０ａ
と対向する。空気導入流路６０は、光学部品用筐体６１に設けられている。光学部品用筐
体６１は、コリメート集光光学系９０やダイクロイックミラー８０等の光学部品を収容す
る筐体であり、第１照明装置１００を構成する。
【００５３】
　光学部品用筐体６１は、コリメート集光光学系９０を取り付ける第１の取付部６２と、
ダイクロイックミラー８０を取り付ける第２の取付部６３と、を有する。コリメート集光
光学系９０は、図４に示すように、第１レンズ９２、第２レンズ９３、及び第３レンズ９
４がフレーム９０ａを介して一体化されたユニット部品となっている。
【００５４】
　ユニット部品としてのコリメート集光光学系９０は、図５に示すように、第１の取付部
６２に対しネジ６４を介して取り付けられる。第１の取付部６２には、ネジ６４が螺合す
るネジ穴６５が形成されている。一方、第２の取付部６３は、図４に示すように、開口部
６６が形成された板形状を有する。ダイクロイックミラー８０は、例えば、開口部６６の
周縁部に接着剤等を介して固定される。
【００５５】
　光学部品用筐体６１には、第１の面４０ａに対し所定の距離をあけて対向する壁部６７
が設けられている。壁部６７は、図５に示すように、円板形状を有する。壁部６７の少な
くとも一部は、光学部品用筐体６１と一体で形成されている。本実施形態では、壁部６７
の一部が、コリメート集光光学系９０のフレーム９０ａと一体で形成されており、壁部６
７の残部が、光学部品用筐体６１と一体で形成されている。すなわち、光学部品用筐体６
１とフレーム９０ａとが協働して円板形状の壁部６７を形成するようになっている。
【００５６】
　壁部６７は、図６に示すように、複数のフィン５２よりも回転中心側に設けられている
。壁部６７は、平板５３の内径（第２の開口部５４）よりも僅かに小さい外径を有し、第
２の開口部５４より内側の領域のほぼすべてを覆うようになっている。この壁部６７は、
図４に示すように、第１の面４０ａからフィン５２の先端までの長さよりも僅かに短い距
離をあけて、第１の面４０ａに対して略平行に設けられている。
【００５７】
　空気導入流路６０は、壁部６７を貫通して設けられている。すなわち、空気導入流路６
０の出口である開口部６０ａは、壁部６７に設けられている。なお、空気導入流路６０の
入口の開口部は、壁部６７以外の場所（例えば、光学部品用筐体６１の底面）に設けられ
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ており、プロジェクター１の機内または機外の空気を自然に取り込むようになっている。
なお、空気導入流路６０に対しては、ファン等で強制的に空気を送り込んでもよい。
【００５８】
　図６に示すように、開口部６０ａの少なくとも一部は、蛍光体層４２よりもモーター５
０の回転中心側に設けられている。開口部６０ａは、長方形状を有し、その短辺６０ａ１
は蛍光体層４２の幅と略同一の幅を有する。開口部６０ａは、短辺６０ａ１と直交する長
辺６０ａ２を有し、その一方が蛍光体層４２よりも回転中心側に位置するように設けられ
ている。逆に、開口部６０ａの短辺６０ａ１及び外側の他方の長辺６０ａ２は、蛍光体層
４２と対向するように設けられている。
【００５９】
　上記構成の回転蛍光板３０において、コリメート集光光学系９０を介して蛍光体層４２
にレーザー光からなる青色光Ｅが入射すると、蛍光体層４２において熱が発生する。モー
ター５０は、円板４０を回転させることで、蛍光体層４２における青色光Ｅの入射位置を
順次変化させる。これにより、蛍光体層４２の同じ部分に青色光Ｂが集中的に照射されて
劣化するといった不具合の発生を防止できる。蛍光体層４２において発生した熱の一部は
、ヒートシンク５１を介して放熱される。
【００６０】
　また、モーター５０により円板４０が回転すると、円板４０の第１の面４０ａに設けら
れた複数のフィン５２が回転し、円板４０の回転中心側から外周側に空気の流れが誘起さ
れる（図４参照）。この空気の流れによって、空気導入流路６０の入口から自然に空気が
吸い込まれ、空気導入流路６０の開口部６０ａから空気が導入される。開口部６０ａは第
１の面４０ａに対向しており、開口部６０ａから導入された空気は、第１の面４０ａに沿
って流れ、第１の面４０ａに設けられた蛍光体層４２を直接的に冷却する。
【００６１】
　このように、本実施形態によれば、蛍光体層４２と複数のフィン５２を同じ第１の面４
０ａに設け、第１の面４０ａに空気導入流路６０の開口部６０ａを対向させることで、蛍
光体層４２の表面に積極的に空気を流すことができ、蛍光体層４２を十分に冷却すること
ができる。
【００６２】
　また、本実施形態では、図６に示すように、開口部６０ａの少なくとも一部は、蛍光体
層４２よりもモーター５０の回転中心側に設けられている。この構成によれば、蛍光体層
４２よりもモーター５０の回転中心側に空気を導入することができる。複数のフィン５２
が回転すると、遠心力によって、円板４０の回転中心側から外周側に空気の流れが誘起さ
れるため、この空気の流れに乗って、蛍光体層４２の表面を通過して外周に流れる空気の
流量を増やすことができる。
【００６３】
　さらに、上記構成の回転蛍光板３０においては、蛍光体層４２が、複数のフィン５２よ
りも回転中心側に設けられているため、複数のフィン５２の設置スペースを広く確保でき
、空気の流れの流量を増やすことができる。
　このように、本実施形態の回転蛍光板３０によれば、蛍光体層４２の表面を通過して外
周に流れる空気の流量を増やし、蛍光体層４２を十分に冷却することができる。
【００６４】
　加えて、上記構成の第１照明装置１００は、図４に示すように、第１の波長帯の青色光
Ｅ及び第２の波長帯の蛍光Ｙを導くコリメート集光光学系９０及びダイクロイックミラー
８０を収容する光学部品用筐体６１と、光学部品用筐体６１に設けられ、第１の面４０ａ
に対し所定の距離をあけて対向する壁部６７と、を有する。この構成によれば、光学部品
を収容する光学部品用筐体６１に設けられた壁部６７が、第１の面４０ａに対し所定の距
離をあけて対向するため、第１の面４０ａとの間に流路が形成され、空気導入流路６０の
開口部６０ａから導入された空気が第１の面４０ａに沿って流れ易くなる。
【００６５】
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　これにより、第１の面４０ａにおける熱交換によって温まった空気の滞留や循環流れが
抑制され、空気導入流路６０から導入される温度の低い空気の流量が増加するため、蛍光
体層４２を効率的に冷却することができる。
　また、空気導入流路６０は、壁部６７を貫通して設けられている。この構成によれば、
第１の面４０ａと壁部６７との間に形成される流路に、温度の低い空気を直接導入するこ
とができ、蛍光体層４２を効率的に冷却することができる。
【００６６】
　また、壁部６７は、図５に示すように、その少なくとも一部が、光学部品用筐体６１と
一体で形成されている。このように、壁部６７を光学部品用筐体６１と一体で形成するこ
とで、部品点数を減らすことができる。このため、組み立て作業の容易化、及び、低コス
ト化に寄与できる。
【００６７】
　以上述べたように、本実施形態によれば、モーター５０と、モーター５０により回転す
る円板４０と、円板４０の第１の面４０ａに設けられた蛍光体層４２及び複数のフィン５
２と、を備え、第１の面４０ａは、蛍光体層４２を冷却する空気を導入する空気導入流路
６０の開口部６０ａと対向して設けられている回転蛍光板３０を採用することによって、
蛍光体層４２を効率的に冷却することができる。また、回転蛍光板３０を備えた第１照明
装置１００は、信頼性が高く、明るい照明光（白色光Ｗ）を生成できる。また、この第１
照明装置１００を備えたプロジェクター１は、品質に優れた画像を表示することができる
。
【００６８】
　なお、本発明は、上記実施形態のものに必ずしも限定されるものではなく、本発明の趣
旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
【００６９】
　図７は、別実施形態に係る回転蛍光板３０の円板４０の第１の面４０ａ側の構成図であ
る。
　図７に示す回転蛍光板３０は、複数のフィン５２が、蛍光体層４２よりも回転中心側に
設けられている点で、上記実施形態と異なる。
　この構成によれば、複数のフィン５２が蛍光体層４２よりも回転中心側に設けられてい
るため、複数のフィン５２を小型にし、部品コストを下げることができる。
【００７０】
　また、上記実施形態では、基材は金属製の円板４０から構成され、蛍光体層４２の青色
光Ｅが入射する面は、蛍光Ｙが射出される射出面でもある場合を例示したが、これに限定
されるものではない。例えば、円板４０がサファイア等の光を透過する材質で、円板４０
の蛍光体層４２が配置されていない第２の面４０ｂ側から青色光Ｅを入射させ、蛍光体層
４２が配置される第１の面４０ａ側から蛍光Ｙを射出させる、いわゆる光透過型の構成に
してもよい。
【００７１】
　また、上記実施形態では、開口部６０ａの一部が、蛍光体層４２よりもモーター５０の
回転中心側に設けられている構成について例示したが、開口部６０ａの全部が、蛍光体層
４２よりもモーター５０の回転中心側に設けられている構成を採用してもよい。
【００７２】
　また、上記実施形態では、壁部６７の一部が、光学部品用筐体６１と一体で形成されて
いる構成について例示したが、壁部６７の全部が、光学部品用筐体６１と一体で形成され
ている構成を採用してもよい。また、例えば、壁部６７の全部が、フレーム９０ａと一体
で形成され、光学部品用筐体６１とは完全に別体で形成されている構成を採用してもよい
。
【００７３】
　また、上記実施形態では、壁部６７は、平板５３の内径（第２の開口部５４）よりも僅
かに小さい外径を有する構成について例示したが、これに限定されるものではない。例え
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ば、壁部６７を平板５３の内径よりも大きくし、モーター５０の回転中心軸の軸方向から
見て、壁部６７とフィン５２の一部とが重なる構成にしてもよい。
【００７４】
　また、上記実施形態では、３つの液晶光変調装置４００Ｒ，４００Ｇ，４００Ｂを備え
るプロジェクター１を例示したが、１つの液晶光変調装置でカラー映像を表示するプロジ
ェクターに適用することも可能である。また、光変調装置として、デジタルミラーデバイ
ス（ＤＭＤ）を用いてもよい。また、波長変換素子として、量子ロッドを用いてもよい。
【符号の説明】
【００７５】
　１…プロジェクター、１０…第１光源（光源）、３０…回転蛍光板（波長変換装置）、
４０…円板（基材）、４０ａ…第１の面、４０ｂ…第２の面、４１…反射膜、４２…蛍光
体層（波長変換素子）、４３…第１の開口部、５０…モーター（回転装置）、５１…ヒー
トシンク、５２…フィン、５３…平板、６０…空気導入流路、６０ａ…開口部、６１…光
学部品用筐体、６２…第１の取付部、６３…第２の取付部、６６…開口部、６７…壁部、
８０…ダイクロイックミラー（光学部品）、９０…コリメート集光光学系（光学部品）、
９０ａ…フレーム、９２…第１レンズ、９３…第２レンズ、９４…第３レンズ、１００…
第１照明装置（照明装置）、４００Ｒ，４００Ｇ，４００Ｂ…液晶光変調装置（光変調装
置）、６００…投写光学系、Ｅ…青色光（第１の波長帯の光）、Ｆ…空気、Ｙ…蛍光（第
２の波長帯の光）。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】
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