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明 細 書

発光モジユールとそれを用いた画像投影装置

技術分野

０００1 本発明は発光モジュールとそれを用ぃた画像投影装置に関するものであり、例え

ば、 ( gh e m n g d o d e )チップを発光体とする反射型の発光モジュールと、

それを用ぃた画像投影装置に関するものである。

背景技術

０００2 特許文献 には、凹面反射面を有するリフレクターと チップとを組み合わせて

成る反射型の発光モジュールが提案されてぃる。その発光モジュールは、リフレクタ

ーで反射した光のみを射出する、ぃわゆる反射型 の構成になってぃる。その構

成では、 チップに接続された電極リードが放熱体としても作用するため、ある程

度の高効率ィビが可能となる。特許文献 2 には、凹面反射面を有する つのリフレクタ

ーに複数の チップを配置して成る反射型の発光モジュールが提案されてぃる。

その発光モジュールは、複数の チップを つの反射面で配光する構成になって

ぃるため、高輝度化が可能となる。

０００3 また、特許文献 3 には、透過型液品素子と、その背面側に配置された3 つの と

、を組み合わせて成るモバイル機器が提案されてぃる。3 つの は3 原色 G に

対応しており、透過型液晶素子が表示する各色の画像を時分割駆動にょり照明する

構成になってぃる。また特許文献4 には、3 原色 G に対応した3 つの を用ぃて

、各色光の合成をダイクロ不ソクプリズムで行ぅ光源装置が提案されてぃる。

特許文献 1 特開2 ００5 3227０号公報

特許文献2 特開2 ００2 9347号公報

特許文献3 特開平 29569０号公報

特許文献4 特開2 ００5 89824 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００4 特許文献 記載の発光モジュールの用途として例えばプロジェクターの照明用光



源装置を想定した場合には、高輝度ィビのために同一の発光モジュールを複数並列

に並べる必要がある。そして、複数の発光モジュールを並列に配置すると、全体が大

型ィビしてしまぅと同時に表示パネルに対する照明が非効率になってしまぅ。特許文献

2記載の発光モジュールでは、 つの反射面に対し複数の チップが用いられる

ため、光源の大きさが実質的に大きくなってしまぅ。その結果、配光角度が非常に大

きくなってしまい、配光特性に優れた高効率の発光モジュールを実現することができ

なくなる。

０００5 一方、特許文献3記載のモバイル機器には、 からの照明光を集光して透過型

液品素子に導く照明光学系が用いられていないため、透過型液品素子を効率良く

照明することができず、明るい投影像を得ることができない。特許文献4記載の光源

装置は、フルカラーィビのためにダイクロイ、ソクプリズムを有しているため、コストや大き

さの点で不利である。つまり、ダイクロイ、ソクプリズムで色合成する構成になっているた

め、ダイクロイ、ソクプリズムがコストアップを招くだけでなく、ダイクロイ、ソクプリズムを配

置するための空間を確保する必要もある。したがって、小型・低コストであることが要

求される画像投影装置には向いていない。

０００6 本発明の目的は、高輝度・高効率の小型発光モジュールと、それを用いた小型で

低コストの画像投影装置を提供することにある。

言果題を解が『するための手段

０００7 上記 目的を達成するために、第 の発明の発光モジュールは、複数の凹面反射面

を有する単一のリフレクターと、前記凹面反射面と同数の発光体と、を有し、各凹面

反射面は隣接する凹面反射面との境界において外形の一部が切り欠かれており、各

発光体は凹面反射面に向かって光を放射することを特徴とする。

０００8 第2の発明の発光モジュールは、複数の凹面反射面を有する単一のリフレクターと

、前記凹面反射面と同数の発光体と、を有し、各凹面反射面がリフレクターの中心軸

に対して回転対称に配置されており、リフレクターをその中心軸に沿って正面から見

たとき、隣接する凹面反射面との境界がリフレクターの中心軸に向いた直線を成して

おり、各発光体は凹面反射面に向かって光を放射することを特徴とする。

０００9 第3の発明の発光モジュールは、上記第 又は第2の発明において、前記発光体



が であり、前記 が チップとその チップを固定する電極リードとを

有しており、前 チップが各凹面反射面の焦点位置又はその近傍に配置され

ており、各 チップに対し電極リードが前記凹面反射面とは反対側に配置されて

おり、各 チップは凹面反射面に向けて光を放射することを特徴とする。

００1０ 第4の発明の発光モジュールは、上記第 又は第2の発明において、前記凹面反

射面が つの焦点を持つ回転対称面であり、前記凹面反射面の光軸方向の厚みが

凹面反射面の面頂点から焦点までの距離とほぼ等 亡とを特徴とする。

００11 第5の発明の発光モジュールは、上記第 又は第2の発明において、前記凹面反

射面が2つの焦点を持つ回転対称面であり、前記凹面反射面の光軸方向の厚みが

凹面反射面の面頂点からその面頂点に近い方の焦点までの距離とほぼ等 亡とを

特徴とする。

００12 第6の発明の発光モジュールは、上記第 又は第2の発明において、前記凹面反

射面を4面有することを特徴とする。

００13 第7の発明の発光モジュールは、上記第3の発明において、前記 の発光色が

赤，青，緑の少なくとも3色であることを特徴とする。

００14 第8の発明の発光モジュールは、上記第3の発明において、前記電極リードにおい
て、前記凹面反射面の光軸に対して平行方向のサイズが、前記凹面反射面の光軸

に対して垂直な平面上でのサイズのぅち最も 心いサイズよりも大きレ亡とを特徴とす
る。

００15 第9の発明の発光モジュールは、上記第8の発明において、前記電極リードが板状

を成しており、前記凹面反射面の光軸に対して平行方向のサイズを とし、前記凹面

反射面の光軸に対して垂直な平面上でのサイズのぅち最もり心いサイズを とすると、

二 2～ 6であることを特徴とする。

００16 第 ０の発明の発光モジュールは、上記第3の発明において、前記 チップと接

している電極リードが全て同一方向を向いていることを特徴とする。

００17 第皿の発明の画像投影装置は、上記第 又は第2の発明に係る発光モジュールと

、照明光を空間的に変調することにより画像を形成する透過型の空間変調素子と、

前記空間変調素子により形成された画像を投影する投影光学系と、を有することを



特徴とする。

００18 第 2の発明の画像投影装置は、上記第皿の発明において、前記発光体が

であり、前記 が チップとその チップを固定する電極リードとを有してお
り、前記 チップが各凹面反射面の焦点位置又はその近傍に配置されており、各

チップに対し電極リードが前記凹面反射面とは反対側に配置されており、各

チップは凹面反射面に向けて光を放射することを特徴とする。

００19 第 3の発明の画像投影装置は、上記第 2の発明において、前記電極リードにお

いて、前記凹面反射面の光軸に対して平行方向のサイズが、前記凹面反射面の光

軸に対して垂直な平面上でのサイズのぅち最も 心いサイズよりも大きレ亡とを特徴と

する。

００2０ 第 4の発明の画像投影装置は、上記第 2の発明において、前記複数の チッ
プのぅち少なくとも つが他とは異なる波長城の光を放射することを特徴とする。

００2 1 第 5の発明の画像投影装置は、上記第皿の発明において、前記空間変調素子

が時分割駆動することを特徴とする。

００22 第 6の発明の画像投影装置は、上記第皿の発明において、前記投影光学系が

前記空間変調素子側にテレセントリックであることを特徴とする。

００23 第 7の発明の画像投影装置は、上記第皿の発明において、前記空間変調素子

の画面中心と前記投影光学系の光軸とが一致していることを特徴とする。

００24 第 8の発明の画像投影装置は、上記第皿の発明において、前記空間変調素子と

前記発光モジュールとを冷却する冷却装置を更に有することを特徴とする。

００25 第 9の発明の画像投影装置は、上記第 8の発明において、前記冷却装置からの

冷媒を、前記発光モジュールを介して前記空間変調素子に導くためのダクトを更に

有することを特徴とする。

００26 第2０の発明の画像投影装置は、照明光を空間的に変調することにより画像を形成

する透過型の空間変調素子と、その空間変調素子を照明するための発光モジュー

ルと、前記空間変調素子により形成された画像を投影する投影光学系と、を備えた

画像投影装置であって、前記発光モジュールが 及びリフレクターを有し、前記リ

フレクターが前記 からの光束を前記空間変調素子に向けて反射する凹面反射



面を有し、前記 が チップとその チップを固定する電極リードとを有して

おり、前記凹面反射面の焦点位置又はその近傍に前記 チップが配置されてお
り、前記 チップに対し前記電極リードが前記凹面反射面とは反対側に配置され

ていることを特徴とする。

００27 第2 の発明の画像投影装置は、上記第2０の発明において、前記電極リードにお

いて、前記凹面反射面の光軸に対して平行方向のサイズが、前記凹面反射面の光

軸に対して垂直な平面上でのサイズのぅち最もり心いサイズよりも大きレ亡とを特徴と

する。

００28 第22の発明の画像投影装置は、上記第2 の発明において、前記リフレクターが前

記凹面反射面を複数有する単一のリフレクターであり、各凹面反射面は隣接する凹

面反射面との境界において外形の一部が切り欠かれていることを特徴とする。

００29 第23の発明の画像投影装置は、上記第2 の発明において、前記リフレクターが前

記凹面反射面を複数有する単一のリフレクターであり、各凹面反射面がリフレクター

の中心軸に対して回転対称に配置されており、リフレクターをその中心軸に沿って正

面から見たとき、隣接する凹面反射面との境界がリフレクターの中心軸に向いた直線

を成していることを特徴とする。

発明の効果

００3０ 本発明によれば、高輝度・高効率の小型発光モジュールと、それを用いた小型で

低コストの画像投影装置を実現することができる。

００3 1 図 リフレクターの一具体例における凹面反射面の隣接構成による効果を説明する

ための正面図。

図2 リフレクターの一具体例における凹面反射面の薄型化の効果を説明するための

図。

図3 凹面反射面を複数有するリフレクターの具体例を示す正面図。

図4 発光モジュールの一実施の形態の外観を示す斜視図。

図5 発光モジュールの一実施の形態の外観を示す正面図。

図6 光源ユニット(タイプ )の外観を示す斜視図。



図7 光源ユニット(タイプ )の正面側外観及び断面構造を示す図。

図8 光源ユニット(タイプ2)の外観を示す斜視図。

図9 光源ユニット(タイプ2)の正面側外観及び断面構造を示す図。

図1０発光モジュールの点灯タイミングの具体例を示す図。

図1 G の光源ユニット(タイプ )の配置状態を示す正面図。

図12 図皿の光源ユニット(タイプ )を備えたプロジェクターの概略光学構成を示す

平面図。

図13 画像投影装置の一実施の形態の概略を示す光学構成図。

図14 投影光学系のテレセントリック性を説明するための図。

図15 冷却構造を有する画像投影装置の一実施の形態の概略を示す図。

図16 発光モジュールを備えた画像投影装置における の関係を説明するための

光学構成図。

図17 反射型偏光板を用いた第 の構成例を示す光学構成図。

図18 反射型偏光板を用いた第2の構成例を示す光学構成図。

符号の説明

R リフレクター

S 凹面反射面

直線(境界)

X 中心軸

A 光軸

焦点

P チップ(発光体)

C 電極リード(カソ一丹

電極リード(アノー丹

J 発光モジュール(発光装置)

S 放熱体

放熱フィン

光源ユニット



赤色光源ユニット

G 緑色光源ユニット

青色光源ユニット

P 投影光学系

P 表示パネル

S RS2 凹面反射面
。， 2 チ、ソフ

G 赤色，緑色の チップ

4，4０ 透過型液品素子(透過型の空間変調素子)

4 人射側偏光板 (反射型偏光板)

44 反射型偏光板

5 投影光学系

6 ダクト

7 冷却装置

8 4波長板

X 投影光学系の光軸

発明を実施するための最良の形態

００33 以下、本発明に係る発光モジュールとそれを用いた画像投影装置の実施の形態等

を、図面を参照しつつ説明する。なお、各実施の形態等の相互で同一の部分や相

当する部分には同一の符号を付して重複説明を適宜省略する。

００34 図 ( )に4つの凹面反射面 Sを有するリフレクター の一具体例を示し、図2にリ

フレクター における各凹面反射面 Sの形状，位置関係等を示す。図 ( )は凹面

反射面 Sの正面側外観を示しており、図2 は凹面反射面 Sの断面形状を示し

ており、その光軸 X及び中心軸 Xと対応するよぅに、凹面反射面 Sの正面側外

観を図2( )で示している。図 ( )及び図2に示すリフレクター は、凹面反射面 S

を4面有する単一構成になっている。このよぅにリフレクターが複数の凹面反射面を有

する構成であれば、各凹面反射面に発光体(例えば チッ )を配置することによ

り、発光装置(後述する発光モジュール に相当する。)の高輝度ィビが可能となる。



その高輝度化は発光体の数が多いほど向上するので、必要とされる輝度が高いほど

凹面反射面の数を多く設定することにより、高輝度化の要求に応えることができる。図

3に、凹面反射面 Sの数が異なる3つのタイプのリフレクター の具体例を示す。

図3において、( )は凹面反射面 Sを3面有するリフレクター を示しており、( )は

凹面反射面 Sを4面有するリフレクター (図 ( )及び図2に示すリフレクター と

同じ構成である。を示しており、(C)は凹面反射面 Sを5面有するリフレクター を

示している。

００35 上記のよぅに複数の凹面反射面を有するリフレクターが単一構成であることにより、

全体の小型化が可能になるとともに組み立て作業等が不要になる。 つの凹面反射

面を有するリフレクターを並列に複数並べよぅとすると、並べることで誤差が発生し、

並べて組み立てるれづ行為が必要になり、リフレクター間に隙間が生じることにもな

る。これは発光装置全体の大型化、さらには出てくる光の大型化に起因するシステム

(照明光学系等)の大型化れ㌧た問題を招くことになる。複数の凹面反射面が一体

ィビされていれば、こ竹㌧た問題は生じない。したがって、複数の凹面反射面を有す

るリフレクターを単一構成とすることが好ま 、。

００36 一般に、発光体の発光面積が同じであれば同じ明るさが得られるので、例えば、

つの凹面反射面で発光面積を4倍にしよぅとすると、4個の発光体と2倍の大きさの凹

面反射面が必要になる。 つの凹面反射面で4個の発光体を用いた場合、光学的感

度を同じにすれば発散角が大きくなるので、焦点距離を2倍に大きくしなければなら

なくなる。焦点距離を大きくすると、凹面反射面は深くなるため発光装置は光軸方向

に厚くなってしまぅ。また、発光体同士近いので冷却しにくいれづ問題も生じる。 つ
の凹面反射面に3原色 G 3つの発光体を用いた場合も同様であり、各色で発散角

が異なってしまぅことから上記と同様の問題が発生する。それに対し、図 ( )及び図

2に示すリフレクター のよぅに複数の凹面反射面を有する構成とすれば、各凹面

反射面に発光素子を配置することにより、発散角や焦点距離を大きくしなくても発光

面積を大きくすることが可能となる。つまり、発光装置を厚くせずに高輝度化を達成

することができる。

００3 7 図 ( )及び図2に示すリフレクター は、各凹面反射面 Sがリフレクター の中



心軸 xに対して回転対称に配置された構成になっている。このよぅに各凹面反射面

がリフレクターの中心軸に対して回転対称に配置された構成であれば、一般的な回

転対称光学系に適用した場合に照明ムラ等を防止することができる。例えば、プロジ

ェクター等への応用を考えた場合、デジタル・マイクロミラー・デバイス(d g a m c om

o device)や C ( q d C s a d sp a )等の空間変調素子、照明光学系、投影

光学系等は回転対称軸を持っているのが通例である。そのよぅな光学構成へ応用す

る場合、発光装置からの光にムラが発生しないよぅにするため、各凹面反射面がリフ

レクターの中心軸に対して回転対称であることが好ましい。

００38 図 ( )及び図2に示すリフレクター は、各凹面反射面 Sの隣接構成に特徴の

ある構成になっている。例えば、各凹面反射面 Sは隣接する凹面反射面 Sとの境

界において外形の一部が切り欠かれている点に特徴がある。その切り欠かれた部分

は、図 ( )及び図2( )に示す直線状の境界を構成するので、この観点から言えば、

リフレクター をその中心軸 Xに沿って正面から見たとき、各凹面反射面 Sが隣

接する凹面反射面 Sとの境界がリフレクター の中心軸 Xに向いた直線 を成

している点に特徴がある。つまり、リフレクター を正面側から見たとき、隣接する凹

面反射面 Sとの境界はリフレクター の中心軸 Xを中心として放射状に延びる直

線 を成している点に特徴がある。各凹面反射面 Sの隣接構成を上記のよぅに設

定することは、以下に説明するよぅに、発光装置の高輝度・高効率ィビを損なぅことなく

リフレクター の小型化に大きく寄与する。

００39 図 ( )に示すリフレクター との比較のために、4つの凹面反射面 S を有するリ

フレクター の正面側外観を図 ( )に示す。4つの凹面反射面 S は、図 ( )に

示す具体例と同様、リフレクター の中心軸 Xに対して回転対称に配置されてい
る。ただし、同一サイズの円形状開口を有する4つの凹面反射面 S は、隣接するも

のに対して一点で接するよぅに配置されている。この配置では、凹面反射面 S 間に

大きな隙間が存在するため光利用効率が低くなる。図 ( )に示す接触状態から、光

軸 X間距離を短縮するよぅに各凹面反射面 S を中心軸 Xに近づけていくと、中

心軸 Xに対する回転対称性を保ちながら、隣接する凹面反射面 S との接点から

各凹面反射面 S の外形の一部が切り欠かれていく。その切り欠かれた部分が境界



となり、2つの凹面反射面RS の重なりが凹形状の曲線を成すことになる。

００4０ 上記2つの凹面反射面RS の重なりから成る凹形状の曲線を中心軸 Xに沿って

見ると、その射影形状(つまり中心軸 Xに対して垂直な平面に射影された曲線の形

状)は直線である。その直線は、各凹面反射面 S が中心軸 Xに近づいていくにし

たがって長くなり、それとともに凹面反射面 S 間の隙間とリフレクター 全体のサ

イズは小さくなっていく。そして、全ての直線が中心軸 Xの位置に到達すると、図

に示すよぅに凹面反射面 S間に隙間の無い状態が得られ、隣接する凹面反射面

Sとの境界がリフレクター の中心軸 Xから放射状に延びる直線 となる。この

隙間の無い状態に達したときの光軸 X間距離(すなわち隣接する凹面反射面 Sの

回転中心間隔)は、各凹面反射面 Sの開口直径(つまり外形直径)よりも当然短いが

、必要に応じて光軸A 間距離を更に短縮してもよい。その設定は、必要とされる条

件(リフレクター全体のサイズ，凹面反射面のサイズ，凹面反射面の数等)に応じて適

宜決定すればよいが、一般的なプロジェクター用の発光装置を想定した場合、各条

件のバランスを考慮して、光軸A 間距離は各凹面反射面の開ロ半径(つまり外形半

径)よりも短いことが好ましい。

００41 上述したよぅに、各凹面反射面が隣接する凹面反射面との境界において外形の一

部が切り欠かれた構成、あるいは、リフレクターをその中心軸に沿って正面から見たと

き、隣接する凹面反射面との境界がリフレクターの中心軸に向いた直線を成す構成

にすれば、凹面反射面同士が密に詰まるため、発光装置の高輝度・高効率ィビを損な

ぅことなくリフレクターの外形を小さくして、リフレクター全体を小型ィビすることが可能と

なる。なお、凹面反射面の外形の一部を切り欠くと、その切り欠き部は正面側に凹の

曲線となるので、隣り合ぅ凹面反射面との境界が正面側に凹の曲線となっているもの

は、凹面反射面の外形の一部を切り欠いたものとみなす。

００42 凹面反射面が少なくとも つの焦点を持つ回転対称面(例えば、球面 放物面，楕

円面，多項式非球面等の回転対称非球面)であり、凹面反射面の光軸方向の厚みが

凹面反射面の面頂点から焦点までの距離とほぼ等しく、回転対称面が2以上の焦点

を持つ場合 例えば楕円面の場合 には凹面反射面の光軸方向の厚みが凹面反射

面の面頂点からその面頂点に近い方の焦点までの距離とほぼ等しい構成とすれば、



リフレクターを径方向及び厚み方向に小さくするとともに、光の利用効率及び配光特

性を良好にすることができる。例えば図 ( )及び図2に示すリフレクター の場合、

図2 の断面で示すよぅに、凹面反射面 Sの光軸A 方向の厚みdは、凹面反射

面 Sの面頂点 から焦点 までの距離とほぼ等しくなっている。これに対し、図2( )

において破線で示すよぅに、凹面反射面 Sの光軸A 方向の厚みd が凹面反射面

Sの面頂点 から焦点 までの距離よりも大きければ、リフレクター が径方向(リフ

レクター の中心軸 こ対して垂直方向 ，厚み方向 リフレクター の中心軸 X

に対して平行方向)共に大きくなることは一目瞭然である。なお、ここでレづ焦点は厳

密な意味での焦点のみを意味するものではなく、ある物点から光を放射させたとした

場合に、凹面反射面により集光される位置を焦点とする。

００43 また、回転対称面から成る凹面反射面を用いる場合、発光体(例えば チッ )

は焦点付近に配置されるのが一般的であり、それにより配光特性を最適ィビすることが

できる。その際、発光体は電極リードに固定されているために、発光体からの光は図

2 中の左側(つまり凹面反射面 S側)へ半球状に発せられることになる。したがっ
て、凹面反射面 Sの光軸A 方向の厚みdを凹面反射面 Sの面頂点 から焦点

までの距離以上に厚くしても、その厚くした部分(破線部分)には光が到達しないので

、リフレクター は無駄に大きくなってしまぅ。配光特性を良好にするために焦点付

近に発光体を配置することを考えた場合、光利用効率を良好にしながら凹面反射面

を必要最小限の大きさにしよぅとすれば、凹面反射面の光軸方向の厚みが凹面反射

面の面頂点から焦点 (2以上ある場合は面頂点に近い方の焦点)までの距離とほぼ等

しい構成とするのが好ましく、それにより、最も小型で最も光利用効率の良いリフレク

ターで配光特性の良好な発光装置を実現することができる。

００44 図 ( )及び図2に示すリフレクター を備えた発光モジュール Jの外観を、図4

の斜視図と図5の正面図で示す。この発光モジュール Jは、リフレクター と、凹面

反射面 Sと同数の と、を有する発光装置の一例であり、搭載されている は

、その構成要素として、 チップ P，電極リード(アノード) 及び電極リード(ヵソ

ード Cを有している。発光体として用いられている には、小型・安価で低消費

電力であるとレづメリットがある。また、電球のよぅに切れないため交換不要であり、放



電ランプのよぅに発光開始までに時間がかからず速やかに起動できる等のメリットもあ

る。リフレクター は凹面反射面 Sを有するミラーケースから成っており、凹面が形

成されたプラスチック板の凹面部分にアルミニウム，銀等のコーティングを施して凹面

反射面 Sとしている。凹面反射面 Sには チップ P等を保護するためにエポ

キシ樹脂，シリコーン樹脂等の耐熱樹脂が封入されている。

００45 図4及び図5に示すよぅに、発光モジュール Jは凹面反射面 Sを4面有するリフレ

クター を備えている。凹面反射面を4面有する構成は、発光装置を複数配置する

場合のコンパクトィビに有効である。前述したよぅに、リフレクターが複数の凹面反射面

を有する構成であれば、各凹面反射面に チップを配置することにより発光装置

の高輝度ィビが可能となる。凹面反射面 Sの数が4面であれば、その外形(つまり、リ

フレクター をその中心軸 Xに沿って正面から見たときの形状)は正方形に近くな

り、そのよぅなリフレクター を備えた発光モジュール 応、外形は正方形に近くな

る。複数の発光モジュール Jを中心軸が互いに平行になるよぅに水平方向や垂直

方向に並べる際、発光モジュール Jの外形が正方形に近ければ、発光モジュール

J間に隙間が生じないよぅに密に並べることができる。したがって、プロジェクター等

の装置に複数の発光モジュール Jをコンパクトに搭載することが可能となる。

００46 発光モジュール Jの一例として、その具体的な構造を以下に示す。

リフレクター の外形汀 5・5 5 5

凹面反射面 Sの直径汀０・5

凹面反射面 Sの厚き2・95

凹面反射面 Sの曲率半径 5 6

凹面反射面 Sのコ一ニック定数 8(楕円面)

隣接する凹面反射面 Sの回転中心間距離 4 g

チッ P サイズ g XO g XO 25０
電極リード(カソード) Cのサイズ汀・O X4 O 7 O

電極リード(アノード) のサイズ 3 O 3 O

凹面反射面 Sの頂点から チップ面までの距離 2 675

凹面反射面 Sの頂点から電極リード(カソード) Cまでの距離 2 925



凹面反射面 Sの頂点から電極リード(アノード) までの距離 2 8００

隣接する チップ Pの中心間距離 5

００47 図4及び図5に示す発光モジュール Jでは、 チップ Pが各凹面反射面 Sの

焦点位置又はその近傍に配置されており、各 チップ Pに対し電極リード Cが

凹面反射面 Sとは反対側に配置されている。いわゆる反射型 の構成では、

チップが固定されている電極リード(カソード)と凹面反射面とが対向しているので、

チ、ソプからの光は凹面反射面側にしか発せられない。したがって、 チップ

を各凹面反射面の焦点位置又はその近傍に配置し、各 チップに対し電極リード

を凹面反射面とは反対側に配置すれば、 チップからの光はほとんど全て凹面反

射面で反射されるため、高い光利用効率を達成することができる。また、 チップ

では放熱が必要になるが、 チップが固定される電極リードは放熱体も兼ねるの

で、電極リードで チップを速やかに冷やすことができる。したがって、 チップ

の高温化を防止して高輝度ィビを達成することができる。一般に、ジヤンクション温度を

一定に保てるまでは電流量に比例した光パワ 明るぎが得られるが、ジ ノン ノコノ

温度が高くなると、追加投入電流は熱となってしまぅ。したがって、放熱を効果的に行

えば、ジヤンクション温度を一定に保てる電流を大きくすることができる。その結果、投

入電流に比例した明るさが得られるので、高輝度な発光モジュールを実現することが

できる。

００48 電極リード Cの材料としては、例えば、銅，アルミニウム等の電気伝導度の良

い金属が好ま 、。銅，アルミニウム等の金属は、4０3W ，236W と

いった非常に良い熱伝導率を有している。したがって、 チップ Pが固定される

電極リード(カソード) Cの材質として上記電気伝導度の良い金属を採用すれば、電

気を通すれづ機能と同時に チップ Pからの発熱を逃がす放熱の機能も得るこ

とができる。また、凹面反射面 Sと対向している電極リード Cに関しては、その表面

が鏡面又は反射コートされた面であることが望ま 、。そのよぅに表面処理を施してお

けば、凹面反射面 Sからの反射光が人射してきた場合でも再び凹面反射面 Sに

向けて反射させることができ、また、電極リード Cの放熱体としての機能を向上させ
ることもできる。 チップ Pが固定されていない方の電極リード(アノード) は、



凹面反射面 S間の境界(直線 ) に重なるように配置されるのが好ま 、。凹面

反射面 S間の境界からは有効な反射光がほとんど得られないので、電極リード(アノ

ード) を凹面反射面 S間の境界上に配置すれば、ケラレを極力少なくして光利用

効率を向上させることができる。なお、アノードとカソードは逆でもよい。つまり、電極リ

ード をカソードとし、電極リード Cをアノードとして用いてもよい。

００49 電極リード(カソード) Cは板状を成しており、図4に示すように、互いに直交する3

方向のサイズのうち、光軸A (図2)に対して平行方向(厚み方向)のサイズを とし、幅

方向のサイズもセし焦点 から凹面反射面 S周辺に向けて延びる方向のサイズを

zとすると、光軸A に対して垂直方向のサイズ よりも光軸A 方向のサイズ の方が

大きくなっている。電極リード Cには放熱の役割もあるため、電極リード Cの表面積

が大きいほど放熱効果は大きくなる。しかし、電極リード Cが光軸 Xに対して垂直

方向に大きいと、凹面反射面 Sで反射した光を遮光してしまい、発光モジュールⅦ
からの発光効率を低下させることになる。電極リード Cを光軸 X方向に厚くすると、

その表面積の増大により放熱効果は大きくなるが、遮光面積はほとんど増えないため

光利用効率を良好に保つことができる。したがって、電極リードの形状は、凹面反射

面の光軸に対して垂直な平面上でのサイズのうち最も 心いサイズよりも、凹面反射

面の光軸に対して平行方向のサイズの方が大きレ亡とが好ま 、。そのような構成に

すれば、電極リードで遮光される反射光量を最小限に抑えながら、電極リードによる

高い放熱効果を得ることが可能となる。更に好ましくは、幅( ) 厚み( )は 2～ 6

が良い。これは、放熱の効果と全体の大きさとのバランスを考慮した場合、良く冷える

とともに大きすぎない条件である。

００5０ 図4及び図5に示す発光モジュール Jでは、 チップ Pと接している電極リー

ド Cが同一の方向を向いている。放熱は電極リード Cそのもので行われるが、電極

リード Cに冷媒(例えば、空気，液体等の流体)を触れさせることによって更に放熱効

果を向上させることができる。その際、空冷や水冷で空気や液体の流れをせき止め

ずに効率良く冷媒を流すためには、電極リード Cが同一方向を向いていること(つま

り全ての電極リード Cの配向方向が同一であること)が好ま 、。その冷媒の流れを

、図5中の目抜き矢印で示す。電極リード Cが同一方向を向いていないと(例えば、



中心軸 xを中心とする放射状に電極リード Cを配置にした場合)、空気や液体の流

れが悪くなり、冷却効率が悪化して輝度低下を招くことになる。 チップと接してい
る電極リードが全て同一方向を向いた構成とすれば、冷媒の流れを妨げることなく電

極リードに冷媒を触れさせることにより、放熱効果を向上させて高輝度ィビを達成する

ことができる。

００5 1 上記のよぅに電極リード Cが同一の方向を向いていると、発光モジュール Jを複

数配置する際に制約が生じる場合がある。電極リード Cの端は接点として電源と接

続されるため、空間的にある程度の大きさが必要となる。つまり、発光モジュールⅦ
は電極リード Cに対して平行方向に大きくなりやすい。そして、その方向(例えば、図

5の上下方向)で発光モジュール Jを隣接させると、隣接距離が大きくなり、システム

全体の大型ィビを招くことになる。したがって、電極リードが全て同一方向を向いた発

光モジュールを複数配置する構成では、発光モジュールの隣接方向と電極リードの

方向とが垂直であること(つまり電極リードの配向方向に対して垂直方向に発光モジ

ュールを配列すること)が好ま 、。そのよぅに構成すれば、複数の発光モジュールを

密に配置してコンパクトィビを図ることができる。

００52 次に、図4及び図5に示す発光モジュール Jを備えた光源ユニット を説明する

。図6及び図7にタイプ の光源ユニット を示し、図8及び図9にタイプ2の光源ユ

ニット を示す。図6と図8は、タイプ ，2の光源ユニット の外観を斜視図でそれ

ぞれ示している。また、図7 と図g( )はタイプ ，2の光源ユニット の外観を正

面図でそれぞれ示しており、図7( )と図g( )は図7 と図g( )におけるP 線断

面をそれぞれ示している。タイプ ，2の光源ユニット は、いずれも発光モジュール

忙放熱体 Sとから成っており、その違いは放熱体 Sが有する放熱フイン の

向きにある。図6，図8中の目抜き矢印で示すよぅに、放熱体 Sは冷媒を放熱フイン

に沿って一方向に流す構成になっており、それに対して垂直方向の流れは放熱

体 S内部の壁面によって規制される。なお、図7，図9に示すよぅに、電極リード(アノ

ード) と チップ Pとは電線で接続されている。

００53 タイプ の光源ユニット 図6，図7 では、電極リード Cの向きと放熱フイン の

向きとが垂直になっている。前述したよぅに、電極リード Cが全て同一方向を向いた



発光モジュール Jを複数配置する場合、電極リード Cの方向に対して発光モジュ
ール Jの隣接方向を垂直にすることがコンパクトィビを図る上で好ま 、。そのように

発光モジュール Jを複数配置した場合(後述する図皿参照。)、放熱フィン の向

きが発光モジュール Jの隣接方向(電極リード Cに対して垂直方向)に対して平行

になるように放熱体 Sを発光モジュール Jに取り付ければ、一方向の冷媒の流れ

で全ての放熱体 Sを放熱させることができる。例えば、3原色 G に対応した3つの

光源ユニット を並べた場合、放熱フィン の向きが揃っているため、フアン等で

一気に冷やすことができる。したがって、光源ユニット を複数配置する場合には、

放熱フィン の向きは電極リード Cに対して垂直方向が好ま 、。

００54 タイプ2の光源ユニット (図8，図9)では、電極リード Cの向きと放熱フィン の

向きとが平行になっている。つまり、電極リード Cと放熱フィン とが同一の方向を

向いている。このように構成すれば、一方向の冷媒の流れで電極リード Cと放熱フィ

ノ の両方を放熱させることができる。したがって、光源ユニット を つ配置する

場合には、放熱フィン の向きは電極リード Cの配向方向に対して平行方向であ

ることが好ま 、。

００55 上述したような発光モジュールに採用する の発光色は、 G の少なくとも3色

であることが好ま 、。 の発光色が少なくとも G の3色であれば、フルカラー

発光の可能な発光モジュールを実現することができる。フルカラー発光の可能な発

光装置としては、 G に対応した3つの発光モジュールからの光を色合成ミラーや色

合成プリズムで合成する光学構成が知られているが、色合成のための部品や空間が

必要となるので好ましくない。また、 つの凹面反射面に複数の を詰め込んだも

のも知られているが、良好な配光特性を得ることは困難である。リフレクターとその凹

面反射面と同数の とを有する発光モジュール(例えば、図4及び図5に示す発光

モジュール 刀をフルカラーのプロジェクターに用いることを考えた場合、 G や G

の光を順番に点灯し、空間変調素子の画像信号と同期させることにより、小型で

高効率なフルカラーの発光モジュールを実現することができる。

００56 の発光色が G の少なくとも3色の場合、例えば、図4及び図5に示す発光モ

、ジュール Jではリフレクター が凹面反射面 Sを4面有する構成になっているの



で、4つの チップ Pを全て同一色としてもよく 例えば3つの発光モジュールⅦ
において、同一色の4つの チップ P(R GGGG )をそれぞれ用い
る。、 G の組み合わせとしてもよく、 GG の組み合わせとしてもよい。また、

G RG 等のよぅに を順番に点灯させてフルカラー表示を行ぅ際、その点灯

タイミングを適正に設定することにより、全体の輝度を向上させることができる。具体的

には図 ０に示す点灯タイミング( フレーム 例えば 3０秒)で、例えば、4色同一の

発光モジュール を3つ用いて、 に示すよぅに単純に G を3分割する構成でも

よいが、 G や GG の組み合わせの発光モジュール Jを つ用いて、( )に示

すよぅにGの時間を多くしたり、(C)に示すよぅに同時に2つ以上点灯する時間帯を設

けたり、( )に示すよぅに をGと重ねる時間を作ったりしてもよい。

００5 7 次に、4つの チッ Pが全て同一色の発光モジュール Jを3つ備えたプロジ

ェクターを説明する。図 にタイプ の3つの光源ユニット (赤色光源ユニット

，青色光源ユニット ，緑色光源ユニット G)の配置状態を示し、それらを光源装

置として備えたプロジェクターの概略光学構成を図 2に示す。赤色光源ユニット

は4つの チップ Pが全て赤色発光を行ぅものであり、青色光源ユニット は4

つの チップ Pが全て青色発光を行ぅものであり、緑色光源ユニット Gは4つの

チップ Pが全て緑色発光を行ぅものである。図皿に示す光源ユニット

Gの配置では、放熱フィン の向きが揃っているため、ファン等で一気に冷やす

ことが可能である(図皿，図 2 中、冷媒の流れを白抜き矢印で示す。)。

００5 8 図 2において、 はR反射用のミラー、 は 透過・反射用のダイクロ不ソクミ

ラー、 Gは 反射・反射・G透過用のダイクロ不ソクミラー、 2は集光度調整

用の凸レンズ、 U コンデンサーレンズ、 はロソドインテグレータ、 ～ 3は第

～第3ミラー、P は表示パネル、P は投影光学系である。なお、ここでは表示パネ、

ルP としてデジタル・マイクロミラー・デバイスを想定しているが、これに限らない。投

影光学系P に適した他の非発光・反射型(又は透過型)の表示素子やライトバルブ(

C 等)を用いても構わない。

００59 図 2に示すよぅに、光源ユニット Gから投影光学系P までがプロジェ
クターの主要部を成す光学エンジン部である。その光学エンジン部において、ミラー



Gと、凸レンズ 2と、コンデンサーレンズC と、ロッドインテグレー

タ と、第 ～第3ミラー ～ 3と、から成る照明光学系により、光源ユニット

Gからの光が表示パネルP に導かれる。照明光学系により照明された表示

パネルP の表示画像は、投影光学系P によってスクリーン(不図示)に投影される。

００6０ 各部の構成を更に詳しく説明する。光源ユニット Gは、いずれも発光モ

ジュール Jと放熱体 Sとから成るタイプ の構成を有している(図6及び図7)。各発

光モジュール が備えているリフレクター の凹面反射面 Sは、楕円面 又は放

物面)から成っており、各光源ユニット Gは、対応する発光色の弱い収束

光(又は平行光束)をそれぞれ射出する。光源ユニット からの射出光はミラー

で反射された後、凸レンズ ，ミラー ，凸レンズ 2の順に通過し、ミラー Gで反

射されてコンデンサーレンズC に入射する。光源ユニット からの射出光はミラー

で反射された後、凸レンズ 2を通過し、ミラー Gで反射されてコンデンサーレ

ンズC に入射する。光源ユニット Gからの射出光はミラー Gを透過した後、コン

デンサーレンズC に入射する。上記のよぅに の光が凸レンズ 2を透過し、

の光が凸レンズ 2を透過することにより、光源ユニット Gからの射出光の

、コンデンサーレンズC への集光度は同等になる。そして、色合成後の照明光は、

コンデンサーレンズC により集光されてロツドインテグレータ の入射端面近傍で結

像する。

００6 1 ロツドインテグレータ 1は、4枚の平面ミラーを貼り合わせて成る中空ロツド方式の光

強度均一ィロ手段であり、人射端面から人射してきた光を、その側面(すなわち内壁面

)で何度も繰り返し反射することによりミキシングし、光の空間的なエネルギー分布を

均一化して射出端面から射出する。ロッドインテグレータ の入射端面と射出端面の

形状は、表示パネルP の表示面と相似の四角形になっている。また、ロッドインテグ

レータ の入射端面は照明系瞳に対して共役になっており、ロッドインテグレータ

の射出端面は表示パネルP の表示面に対して共役になっている。上記ミキシング

効果により射出端面での輝度分布は均一ィビされるため、表示パネルP は効率良く

均一に照明されることになる。なお、ロッドインテグレータ 中空ロツドに限らず、四

角柱形状のガラス体から成るガラスロッドでもよい。また、表示パネルP の表示面形



状と適合するならば、その側面についても4面に限らない。したがって、用いるロツドイ

ンテグレータ としては、複数枚の反射ミラーを組み合わせて成る中空筒体、多角柱

形状のガラス体等が挙げられる。

００62 ロツドインテグレータ を射出した光は、第 ～第3ミラー ～ 3から成る反射光

学系に入射する。そして、反射光学系がロッドインテグレータ の射出端面の像を表

示パネルP の表示面上に形成する。反射光学系を構成している第 ，第3ミラー

3の各反射面は凹面反射面になっており、第2ミラー 2の反射面は凸面反射面

になっている。第 ミラー の凹面反射面によって、ロッドインテグレータ の入射

端面近傍の2次光源が再結像して、第2ミラー 2の凸面反射面近傍に3次光源が形

成される。3次光源からの光は、第3ミラー 3の凹面反射面によって表示パネルP

に導かれる。表示パネルP に入射した 。光は、O O 状態(例えばｱ 2 の傾

き状態)の各マイクロミラーで反射されることにより空間的に変調される。その際、O

状態のマイクロミラーで反射した光のみが投影光学系P に入射し、第3ミラー 3の

凹面反射面のパワーによって投影光学系P の入射瞳に効率良く導かれる。そして、

投影光学系P によりスクリーンに投射される。

００63 図 2に示すプロジェクターにおいては、パワーを有する光学面として2つの凹面反

射面と つの凸面反射面のみを反射光学系に有する構成になっている。このため、

照明光学系の部品点数の削減とコンパクト化を達成することが可能であり、色収差が

発生しないため色ムラの発生もなく、照度低下を抑えることができる。したがって、良

好な光学性能を保持しつつ、コンパクトで量産性やコスト面で有利な光学部品を用い
ることが可能となり、表示装置の低コストィかコンパクトィか高性能ィビを達成することが

可能となる。

００64 また、投影光学系P は表示パネルP 側に斜めノンテレセントリックな構成になって

おり、表示パネルP から投影光学系P の入射瞳に向けて光線が集光されるよぅに

レイアウトされている。ノンテレセントリックな光学系の場合、投影光学系がコンパクト

になるとレづメリットがある反面、照明光学系においてコンデンサーレンズ機能を有す

る光学素子が大きくなるとレづ不具合もある。このプロジェクターのよぅに、照明光学系

においてパワーを有する光学素子として、凹面反射面を有する第 ，第3ミラー



3を用いるとともに、照明系瞳近傍(すなわち3次光源近傍)に凸面反射面を有する

負パワーの第2ミラー 2を配置すれば、コンデンサーレンズとして機能する第3ミラ

ー 3に対し、像高 つまり表示パネルP の表示面(像面)ｱでの位置 の違ぅ光線ご

とに角度差を大きくつけて人射させることができる。したがって、 心なスペースで効

率的に光線を広げて、表示パネルP 側にノンテレセントリックな投影光学系P 向き

の照明光学系を構成することができる。

００65 このプロジェクターの場合、ロッドインテグレータ の射出端面と照明系瞳との間に

リレーレンズ機能を有する第 ミラー を配置して、ロッドインテグレータ の入射端

面と照明系瞳とが共役になるよぅに第 ミラー のパワーが設定されている。また、

照明系瞳と表示パネルP との間にコンデンサーレンズ機能を有する第3ミラー 3を

配置して、投影系瞳よりも表示パネルP 側に位置する投影光学系P の一部と合わ

せて、照明系瞳と投影系瞳とが共役になるよぅに第3ミラー 3のパワーが設定されて

いる。それとともに、リレーレンズ機能を有する第 ミラー とコンデンサーレンズ機

能を有する第3ミラー 3とで、ロッドインテグレータ の射出端面と表示パネルP の

表示面とが共役になるよぅに設定されている。この構成によると、ロッドインテグレータ

の射出端面から出た光を、小型の表示パネルP に効率的に導いて、その表示面

からの反射光を投影光学系P に効率的に導くことができる。したがって、照明光学

系において高い光学性能を保持しながら照度低下を少なくすることが可能となり、し

かも表示装置の低コストィ小コンパクトィビを達成することができる。

００66 また、凹面反射面を有する第 ，第3ミラー 3間において、凸面反射面を有

する第2ミラー 2が、ロッドインテグレータ の光軸と投影光学系P の光軸とが略

平行になるよぅに光路を折り曲げ、ロッドインテグレータ の光軸方向と表示パネルP

の表示面の法線方向とが略一致するよぅに光路を折り曲げる構成になってる。この

よぅに、ロッドインテグレータ の光軸と投影光学系P の光軸とが略平行になるよぅ

に、又はロッドインテグレータ の光軸方向と表示パネルP の表示面の法線方向と

が略一致するよぅに、2つの凹面反射面の間に凸面反射面を有することが望ま 、。

第 ，第3ミラー 3間で光路を折り曲げることにより、表示装置全体の光学構成

をコンパクトィビすることが可能となり、さらに設計基準軸の共通ィビによる誤差の低減、



位置調整の簡素ィヒ、レイアウトの自由度の確保等が可能となる。また、第 ，第3ミラ

ー 3を一部品ィビすることにより、2つの凹面反射面を つの部品に一体ィビする

ことが好ましく、これにより部品点数の削減、誤差の低減及び精度の向上を達成する

ことが可能となる。

００67 第 ，第3ミラー 3に設けられている凹面反射面と第2ミラー 2に設けられて

いる凸面反射面は、いずれも自由曲面形状を成している。この実施の形態のよぅに

反射面のパワーのみで照明光学系を構成する場合には、そのぅちの少なくとも 面を

自由曲面にすれば、それに応じた照明効率の向上が可能となる。例えば、表示パネ、

ルP としてデジタル・マイクロミラー・デバイスを用いた場合、表示面に対する斜め照

明が必須となるが、自由曲面を用いれば斜め照明に際しても歪曲等の収差を良好に

補正することができる。それにより、投影光学系P の入射瞳に向けて効率的に光を

導いて、表示を明るくすることができる。つまり、ロッドインテグレータ の射出端面に

対して共役な表示パネルP への結像性能(例えばボケや歪曲)を高めることができる

ので、表示パネルP での反射光を投影光学系P の入射瞳に効率的に集めて、照

明効率を上げることが可能となるのである。また、画面中の位置による照度変ィビも少

なくできるので、明るさムラの低減も可能となる。

００68 このプロジェクターにおいて第 ，第3ミラー 3の凹面反射面を自由曲面形

状にしているのは、表示パネルP に最も近い凹面反射面やロツドインテグレータ

の射出端面に最も近い凹面反射面を自由曲面形状にすることが、上記照明効率の

向上や明るさムラの低減を達成する上で有効だからである。表示パネルP としてデ

ジタル・マイクロミラー・デバイスを用いた場合、表示パネルP に最も近い凹面反射

面を自由曲面にすると、O 状態のマイクロミラーで反射した照明光を効率良く投影

系瞳に導くことができる。したがって、照明効率の向上や明るさムラの低減を効果的

に達成することが可能である。また、ロッドインテグレータ の射出端面に最も近い凹

面反射面を自由曲面形状にすると、射出端面を表示パネルP 上で結像させる際の

収差補正を良好に行ぅことが可能となる。それによって、歪曲やボケの低減による照

明効率の向上を更に効果的に達成することができる。

００69 また、表示パネルP の表示面の縦方向を 軸方向とし横方向をz軸方向とすると、



第 ，第3 ミラー 3の凹面反射面は、いずれも 軸方向とz軸方向とにそれぞれ

非対称な自由曲面形状を有している。このよぅに、反射光学系を構成する凹面反射

面のぅちの少なくとも 面は、 軸方向とz軸方向とにそれぞれ非対称な自由曲面形状

を有することが望ま 、。こぅすることで、その凹面反射面に当たる位置によって光線

の反射方向を制御しやすくなるため、結像や歪曲の光学性能を向上させることができ

る。また、このプロジェクターの場合、図 2から分かるよぅに、物体面ゆツドインテグレ

ータ の射出端面)と像面(表示パネルP の表示面)とが主にz軸方向に大きくなって

おり、各凹面反射面の自由曲面もそのレイアウトを反映した形状で最適ィヒされている

００7０ さらに、ロッドインテグレータ の射出端面の中心から表示パネルP を通過し、投

影光学系P の入射瞳中心に至る光線が、自由曲面形状の凹面反射面に当たる点

での曲率半径について、自由曲面形状を有する凹面反射面が条件 自由曲面形

状を有する凹面反射面への入射光線と射出光線とを含む平面に垂直であるとともに

、その凹面反射面の法線ベクトルを含む平面で切られる曲率半径 く 自由曲面

形状を有する凹面反射面への入射光線と射出光線とを含む平面で切られる曲率半

径 の関係を満足し、その自由曲面形状が面対称性を有しないことが望ま 、。この

構成によると、光学性能の向上を図り、歪曲を減少させたり、結像性能を向上させた

りすることが可能になる。ひいては、照明効率を高めることが可能になる。

００7 1 各ミラー ～ 3の反射面を構成する基板材料としては、ガラス，プラスチック，金

属，セラミック等、いずれの材料を用いてもよく、必要に応じたものを用いればよい。

例えば、温度変ィビによる結像性能の劣ィビを防ぐには、ガラス等の形状変ィビの少ない
材料が好ましく、コストを低減するには、P (po仰e h me hac a e) P C (po

c眈b ona e)等のプラスチック材料が好ま 、。照明効率を高くするには基板上に反射

率の高いコートを施す必要があり、具体的には (アルミニウム)や (銀)等の金属反

射薄膜を形成したり、誘電体をコートした増反射膜を形成したりすればよい。また、数

十層の誘電体から成る多層膜をコートしてもよい。その場合、金属膜とは異なり、金属

による光吸収がないため、使用時にも吸収光が熱に変わるれ、った不具合がないの

で好ま 、。また、反射面の可視光での反射率は、概ね9０ 以上の反射率があるこ



とが好ま 、。

００72 図 3に、光源装置として発光モジュールを つ備えたプロジェクタ (画像投影装

置)の一実施の形態を示し、その構成を以下に説明する。図 3において、皿は発光

モジュール、 は一対のレンズアレイ、2はコンデンサーレンズ、3はフイールドレンズ、

4は透過型液品素子( C q d C s a d sp a )、5は投影光学系、S は絞りである

。発光モジュール Jは、凹面反射面 Sを4面有するリフレクター と、4つの

チップ Pと、を備えている。そして、4つの チ、ソプ Pとして少なくとも3原色 G

に対応した発光色の3つを含む組み合わせ(例えば、 G や GG の組み合わせ
)になっている。 チップとして少なくとも G に対応した3つを有する構成とするこ

とにより、ダイクロ不ソクプリズムやダイクロ不ソクミラーを用いずに安価で小型のフルカ

ラー表示を行ぅことが可能となる。なお、モノクロ表示の場合には単色照明でよいので

、全て同一色の チップを用いてもよく、凹面反射面を 面のみ有するリフレクター

を用いてもよい。

００73 レンズアレイ㍉ コンデンサーレンズ2及びフイールドレンズ3は、照明光学系の主要

な構成要素であり、発光モジュール Jから発せられた照明光は、その照明光学系に

よって透過型液品素子4に導かれる。その際、レンズアレイ の各セルを射出した照

明光は、コンデンサーレンズ2で透過型液品素子4上に重ね合わせられることにより

空間的なェネルギー分布が均一ィビされて、透過型液品素子4を均一に照明する。透

過型液品素子4は時分割駆動する構成になっており、透過型液品素子4はその画像

信号と同期した点灯タイミング(例えば G 又は G の順)で発光モジュール Jか

らの照明を受けることになる。そして、照明光学系により照明された透過型液品素子4

により形成された画像は、投影光学系 5によってスクリーン(不図示)に投影される。

００74 図 3に示すプロジェクターにおいて、透過型液品素子4は時分割駆動する構成に

なっている。このため、単板式でありながら空間変調のための液品素子面の全域を有

効利用して、高精細な画像をコンパクトな構成で得ることができる。空間変調素子を

用いた画像表示方法としては、3板方式，単板カラーフイルター方式，単板時分割方

式等が挙げられる。3板方式の場合、空間変調素子が3枚必要となるので、コストアッ
プ，大型ィビを招いてしまぅ。単板カラーフイルター方式の場合、画素サイズが 3に



なるので暗くなり、明るさを稼ぐために画素を大きくすると全体が大型ィビしてしまぅ。空

間変調素子が時分割駆動する単板時分割方式の場合、空間変調素子全域を有効

に使えるので、高画質ィかコンパクトィか低コストィビの点で好ま 、。また、複数の

チップのぅち少なくとも つが他とは異なる波長城の光を放射する構成であれば、多

色表示が可能となるので、カラーィビの方法として単板時分割方式を採用すれば、色

合成のためのダイクロ不ソクプリズムやダイクロ不ソクミラーが不要となる。色合成用の

光学部材を設ける必要がないので、発光モジュールと透過型空間変調素子との間隔

を短縮することができ、画像投影装置の小型ィビが可能になる。

００75 単板時分割方式で駆動する空間変調素子には反射型と透過型がある。反射型の

例としては、デジタル・マイクロミラー・デバイス(d g a m c om o deVice)や反射型

液品素子が挙げられる。デジタル・マイクロミラー・デバイスを用いる場合には人射光

と反射光とを分離するための大きな空間が必要となり、反射型液品素子を用いる場

合には偏光ビームスプリッタ一(P S)を挿入する必要がある。したがって、反射型の

空間変調素子を用いる場合には、空間変調素子と投影光学系との間に一定の空間

が必要となり、レンズバックの大きな投影光学系は必然的に大型ィビすることになる。そ

れに対して、透過型液品素子4のよぅな透過型の空間変調素子を用いる場合には、

空間変調素子の直後に投影光学系を配置することが可能である。したがって、投影

光学系の小型ィビが可能になるとともに、画像投影装置全体の小型ィビも可能となる。

００76 また後で詳しく説明するが、いわゆる反射型 の構造を有する発光モジュールと

透過型の空間変調素子との組み合わせにより、画像投影装置を小型ィビするとともに

明るい投影像を得ることが可能になる。この組み合わせでは、例えば図 3に示す発

光モジュール Jの小型ィビとともに、その前面と透過型液品素子4(特にその入射側

偏光板)との空間的に近い配置により、画像投影装置の小型ィビが可能となる。

００77 透過型の空間変調素子としては、サファイア基板の透過型液品素子が好ま 、。サ

ファイア上に作製された電極は、一般にガラス上のものよりも電気伝導性が高い。し

たがって、ガラスの上に電極を配置する液品素子よりも配線の寸法を細くできる。そ

の結果、透過型液品素子の開口率を上げることができるので、明るい表示が可能と

なる。なお、ここでは透過型の空間変調素子として透過型液品素子4を例示している



が、これに限らない。透過型液品素子4の代わりに、照明光を空間的に変調すること

により画像を形成する他のタイプの透過型の空間変調素子を用いてもよい。

００78 図 3に示す発光モジュール Jには、図4～図9で説明したように、発光体として

が用いられている。 には、小型・安価・低消費電力といったメリットがあり、電

球のように切れないため交換不要であり、放電ランプのように発光開始までに時間が

かからず速やかに起動できる等のメリットもある。このため、 は携帯可能な小型

画像投影装置の光源装置に好適な発光体と言える。また発光モジュール八町には、

前述した特長のあるリフレクター が用いられているため、小型の画像投影装置で

ありながら高輝度・高効率ィトにより明るい投影像を得ることが可能になる。 は通

常発散角が大きいとレづ特性があり、プロジェクターの光源として利用する場合には、

発散角度の最適化(集光)を行わないと効率が悪い。一般に からの光を集光する

ためにレンズが用いられるが、レンズだと全ての光を取り込むのが困難である。その

反面、反射型であれば折り返しがあるので、スペース効率も高く大型ィビしにくい上に

、半球状に発光する全ての光を取り込むことができるので利用効率も高い。

００79 前述したように、 チップでは放熱が必要になるが、 チップが固定される電

極リードは放熱体も兼ねるので、電極リードで チップを速やかに冷やすことがで

きる。したがって、 チップの高温化を防止して高輝度ィビを達成することができる。

一般に、ジヤンクション温度を一定に保てるまでは電流量に比例した光パワ (明るさ

)が得られるが、ジヤンクション温度が高くなると、追加投入電流は熱となってしまう。放

熱を効果的に行えば、ジヤンクション温度を一定に保てる電流を大きくすることができ

るので、投入電流に比例した明るさが得られる。したがって、発光モジュールの高輝

度ィビにより、投影像の明るい 、型で低コストの画像投影装置を実現することができる

００8０ の発光色が G の少なくとも3色の場合、例えば、図4及び図5に示す発光モ

ジュール Jではリフレクター が凹面反射面 Sを4面有する構成になっているの

で、4つの チップ Pを G の組み合わせとしてもよく、 GG の組み合わせ
としてもよい。また、 G RG 等のように を慎番に点灯させてフルカラー表

示を〒う際、その点灯タイミングを適正に設定することにより、全体の輝度を向上させ



ることができる。具体的には図 ０に示す点灯タイミング( フレーム 例えば 3０秒)

で、例えば、 G や GG の組み合わせの発光モジュール Jを つ用いて、( )

に示すよぅに単純に G を3分割する構成にしてもよいが、( )に示すよぅにGの時間

を多くしたり、(C)に示すよぅに同時に2つ以上点灯する時間帯を設けたり、( )に示す

よぅに をGと重ねる時間を作ったりしてもよい。

００8 1 図 3から分かるよぅに、投影光学系 5は透過型液品素子4側にテレセントリックにな

っており、また、透過型液晶素子4の画面中心と投影光学系 5の光軸 Xとが一致し

ている(なお、各々中心軸 Xとも一致している。)。この画像投影装置のよぅに色の角

度合成が行われる場合には、投影画面上での色ムラの発生が懸念される。しかし、

上記のよぅに投影光学系が空間変調素子側にテレセントリックな構成、又は空間変調

素子の画面中心と投影光学系の光軸とが一致した構成とすることにより、色の角度合

成による投影画面上での色ムラの発生を抑えることができる。したがって、投影光学

系が空間変調素子側にテレセントリックな構成、又は空間変調素子の画面中心と投

影光学系の光軸とが一致した構成が好ま 、。また、投影光学系が空間変調素子側

にテレセントリックな構成と、空間変調素子の画面中心と投影光学系の光軸とが一致

した構成と、を同時に満足することが更に好ま 、。

００82 例えば、図 4( )に示すよぅに、 とGの光が透過型液品素子4を照明する際、投影

光学系 5の ナンバー( o )内に入らない光はケラレてしま Q ケラレ部分)。投影

光学系 5が透過型液品素子4側にテレセントリックである場合、軸上，軸外共にケラレ

の量は同じになる。しかし、投影光学系 5が透過型液品素子4側にテレセントリックで

ない場合、図 4 ( )に示すよぅに、軸外ではケラレ量が異なるので色ムラが生じる。し

たがってこの色ムラの発生は、投影光学系を空間変調素子側にテレセントリックな構

成とすることにより解消可能である。照明光学系についても同様であり、照明光学系

が空間変調素子側にテレセントリックな構成であることが好ま 、。

００83 前述したよぅに、反射型 の構造を有する発光モジュールと透過型の空間変調

素子との組み合わせにより、画像投影装置を小型ィビするとともに明るい投影像を得る

ことが可能になる。この組み合わせでは、例えば図 3に示す発光モジュール の前

面と透過型液品素子4(特にその入射側偏光板)とを空間的に近く配置することができ



る。透過型液品素子4 では、その入射側偏光板が特定の偏光を吸収して高温ィビする

ため、冷却が必要である。発光モジュール Jと透過型液品素子4 とが近くに位置す

ると、冷却構造の共通ィビが可能となる。そして冷却構造の共通ィビにより、画像投影装

置の更なる小型化が可能となる。

００8 4 図 5 に、冷却構造を有する画像投影装置の一実施の形態を示す。この画像投影

装置は、図 3 に示す画像投影装置に、ダクト6 と冷却装置(例えば送風機) 7 を追加し

たものである(レンズアレイ は図示省略している。)。冷却装置7からは空気が冷媒と

してダクト6 内に送り込まれる。その風の流れをダクト6 内の矢印で示す。冷却装置7

から出た風は、発光モジュール Jの電極リード Cに触れて チップ Pを冷却し

、透過型液品素子4 を冷却した後、ダクト6 から排気される。このよぅに空間変調素子

と発光モジュールとを同一の冷却装置によって冷却する構成とすることにより、画像

投影装置全体の小型ィビを図りながら、高い放熱効果を得ることができる。そして、発

光モジュールでは電極リードの放熱効果が向上する結果、更なる高輝度ィビの達成が

可能となる。

００8 5 前述したよぅに、発光モジュールが少なくとも G に対応した3 つの チップを

有する構成とすることにより、ダイクロ不ソクプリズムやダイクロ不ソクミラーを用いずに、

安価で小型にフルカラー表示を実現することが可能となる。このよぅな構成では、投

影光学系の (n me ca a p e付 e)が各色の よりも大きレ亡とが好ま 、。例え

ば図 6 に示すよぅに、 チップ からの の光と チップ GからのG の光が、

それぞれ凹面反射面 S で反射され、リフレクター をほぼ平行に射出し、コンデン

サーレンズ2 で集光され、フィールドレンズ3 を通過した後、透過型液品素子4 を照明

する場合、 発光の チップ からの光(実線で示す。)の を とし、G 発光

の チップ Gからの光(破線で示す。)の を とし、投影光学系 5 の を

とすると、投影光学系 5 の が発光モジュール Jから投影光学系 5 に入る各

色の よりも大きレ亡とが好ま 、。

００8 6 発光モジュールが少なくとも G に対応した3 つ チップを有する構成では、各

色の光が空間変調素子に異なった人射角度で人射するので、投影光学系の を

各色よりも大きくしておかないと、光源からの光が投影光学系を通ってスクリーンに有



効に到達することができない。このため、 ，G， の光が全て投影光学系に入射する

よぅに、投影光学系の有効径(つまり )を設定する必要がある。投影光学系の

が発光モジュールから投影光学系に入る各色の よりも大きい構成に設定すれば

、色合成にプリズムやミラーを用いなくても、発光モジュールから射出した光を効率良

く投影光学系に入射させることが可能となる。また、図 6に示すよぅに、投影光学系 5

の光軸 Xを挟んで2つの発光点が存在する場合には、投影光学系の を発光モ

ジュールから投影光学系に入る各色の の2倍にすることが更に好ま 、。

００87 一般に から発せられる光は無偏光であるため、偏光を利用する液品素子にお

いてはその入射の前と後に偏光板が必要となる。偏光板としては吸収型と反射型が

知られているが、液品素子の入射側偏光板として吸収型偏光板を用いると、人射側

偏光板が特定の偏光を吸収して高温化することになる。これを避けるには、例えば図

3に示すプロジェクターにおいて、レンズアレイ とコンデンサーレンズ2との間に偏

光ビームスプリッターアレイと 2波長板とで構成された偏光変換素子を用いればよ

い。また、反射型偏光板を用いれば高温ィビを避けることができ、人射側偏光板で照

明光にロスが生じないよぅに光利用効率を上げることも可能である。人射側偏光板で

の照明光のロスを避けるには、反射型偏光板で反射させた光を再利用する光学構成

にすればよい。例えば、発光モジュールと空間変調用の液品層との間に反射型偏光

板を配置し、発光モジュールと反射型偏光板との間に 4波長板を配置すればよ

い。これにより、反射型偏光板での反射光を 4波長板での偏光変換により再利用

することが可能となる。以下に具体的な構成例(図 7，図 8)を挙げて更に詳しく説

明する。

００88 図 7に、反射型偏光板を用いた第 の構成例を示す。透過型液品素子4０は、光

人射側から順に、人射側偏光板4 ，液品層42及び射出側偏光板43から成っており

、人射側偏光板4 として反射型偏光板、射出側偏光板43として吸収型偏光板がそ

れぞれ用いられている。反射型偏光板は、特定の直線偏光を透過させるとともにその

直線偏光に対して振動面(すなわち偏光方向)が垂直な直線偏光を反射させるもので

ある。その具体例としては、例えば住友スリーェム 株 製の 商品名 ，ワイヤー

グリッドが挙げられる。また、透過型液品素子4０の光人射側には、人射側偏光板4



の透過軸に対して45度傾いた 4波長板8が挿入されている。

００89 発光モジュール Jの チップ から射出した光(実線で示す。)は、凹面反射

面 S で反射され、コンデンサーレンズ2， 4波長板8を順に透過した後、透過型

液品素子4０に入射する。特定の偏光方向の直線偏光は人射側偏光板4 を透過す

るが、それに直交する偏光方向の直線偏光は人射側偏光板4 で反射される。人射

側偏光板4 を透過した光(実線)は、液品層42に入射して、映像信号に対応した電

圧の印加により偏光状態が空間的に変調された後、射出側偏光板43に入射する。

射出側偏光板43は、液晶層42で変調された光の偏光状態の違いを光の強度の違

いに置き換えることにより画像を形成する。

００9０ 人射側偏光板4 で反射した光(破線で示す。)は、 4波長板8，コンデンサーレ

ンズ2を順に透過した後、(凹面反射面 S に隣接する)凹面反射面 で反射され

チップ 2に到達する。 チップ 2は光学的に透明体であるため、光は

チップ 2を透過した後、電極リード Cで反射され、再び チップ 2を透過した

後、凹面反射面 で反射される。 チップ 2が固定されている電極リード C

の表面は鏡面又は反射コート(例えば、アルミニウム，銀等の金属材料から成る反射

率の高い反射コート)が施された面であることが望ま 、。そのよぅに表面処理を施し

ておけば、凹面反射面 S2からの反射光が人射してきた場合でも再び凹面反射面

S 2に向けて反射させることができ、また、電極リード Cの放熱体としての機能を向上

させることも可能である。

００9 1 凹面反射面 で反射された光は、コンデンサーレンズ2， 4波長板8を順に透

過した後、透過型液品素子4０に再入射する。このとき透過型液品素子4０に再入射

する光は、人射側偏光板4 で反射されてからの往復により 4波長板8を2回透過

している。結果として、人射側偏光板4 で反射された状態から偏光方向が9０度回転

しているため(つまり反射時の偏光方向に対して直交方向の偏光状態にあるため)、

人射側偏光板4 を透過することができる。人射側偏光板4 を透過した光(破線)は、

液品層42に入射して、映像信号に対応した電圧の印加により偏光状態が空間的に

変調された後、射出側偏光板43に入射する。射出側偏光板43は、液晶層42で変

調された光の偏光状態の違いを光の強度の違いに置き換えることにより画像を形成



する。

００92 上記のよぅに、透過型液品素子の入射側偏光板として反射型偏光板を用いれば、

液品表示に不要な偏光成分は発光モジュール側に戻される。発光モジュールは反

射型 の構造を有しているので、戻ってきた光は再び透過型液品素子に向かぅ。

この往復で偏光方向が9０度回転するよぅに、発光モジュールから透過型液品素子の

入射側偏光板までの間に 4波長板を配置しておけば、戻ってきた光は液品表示

に必要な偏光成分として再利用される。したがって、照明光にロスが生じず、光利用

効率が向上することになる。また、人射側偏光板として反射型偏光板を用いれば、そ

こでの照明光の吸収に起因する高温化を防止することも可能となる。

００93 図 8に、反射型偏光板を用いた第2の構成例を示す。透過型液品素子4は、光人

射側から順に、人射側偏光板4a，液品層4b及び射出側偏光板4cから成っており、

人射側偏光板4a及び射出側偏光板4cとして吸収型偏光板が用いられている。発光

モジュール Jとコンデンサーレンズ2との間には、発光モジュール J側から順に、

4波長板8と反射型偏光板44とが配置されており、 4波長板8は反射型偏光板

44の透過軸に対して45度傾いた配置になっている。反射型偏光板44は、前記入射

側偏光板4 (図 7)と同様、特定の直線偏光を透過させるとともにその直線偏光に対

して振動面(すなわち偏光方向)が垂直な直線偏光を反射させるものであり、その具

体例としては、例えば住友スリーエム(株)製の (商品名)，ワイヤーグリッドが挙

げられる。

００94 発光モジュール Jの チップ から射出した光(実線で示す。)は、凹面反射

面 S で反射され、 4波長板8を透過した後，反射型偏光板44に入射する。特

定の偏光方向の直線偏光は反射型偏光板44を透過するが、それに直交する偏光

方向の直線偏光は反射型偏光板44で反射される。反射型偏光板44を透過した光(

実線)は、コンデンサーレンズ2を透過した後、透過型液品素子4に入射する。人射側

偏光板4aは、反射型偏光板44を透過した光を透過させる構成になっているため、人

射側偏光板4aでは照明光の吸収は生じない。人射側偏光板4aを透過した光は、液

晶層4bに入射して、映像信号に対応した電圧の印加により偏光状態が空間的に変

調された後、射出側偏光板4cに入射する。射出側偏光板4cは、液品層4bで変調さ



れた光の偏光状態の違いを光の強度の違いに置き換えることにより画像を形成する

００95 反射型偏光板44で反射した光(破線で示す。)は、 4波長板8を透過した後、凹

面反射面 S で反射され、 チップ に到達する。 チッZ は光学的に

透明体であるため、光は チップ を透過した後、電極リード Cで反射され、再

び チップ を透過した後、凹面反射面 S で反射される。 チップ が固

定されている電極リード Cの表面は鏡面又は反射コート(例えば、アルミニウム，銀

等の金属材料から成る反射率の高い反射コート)が施された面であることが望ま 、。

そのよぅに表面処理を施しておけば、凹面反射面 S からの反射光が再入射してき

た場合でも再び凹面反射面 S に向けて反射させることができ、また、電極リード C

の放熱体としての機能を向上させることも可能である。

００96 凹面反射面 S で反射された光は、 4波長板8を透過した後、反射型偏光板4

4に再入射する。このとき反射型偏光板44に再入射する光は、反射型偏光板44で

反射されてからの往復により 4波長板8を2回透過している。結果として、反射型

偏光板44で反射された状態から偏光方向が9０度回転しているため(つまり反射時の

偏光方向に対して直交方向の偏光状態にあるため)、反射型偏光板44を透過するこ

とができる。反射型偏光板44を透過した光(破線)は、コンデンサーレンズ2を透過し

た後、透過型液品素子4に入射する。人射側偏光板4aは、反射型偏光板44を透過

した光を透過させる構成になっているため、人射側偏光板4aでは照明光の吸収は生

じない。人射側偏光板4aを透過した光は、液品層4bに入射して、映像信号に対応し

た電圧の印加により偏光状態が空間的に変調された後、射出側偏光板4cに入射す

る。射出側偏光板4cは、液品層4bで変調された光の偏光状態の違いを光の強度の

違いに置き換えることにより画像を形成する。

００97 上記のよぅに、透過型液品素子と発光モジュールとの間のどこかに反射型偏光板を

配置すれば、液品表示に不要な偏光成分は発光モジュール側に戻される。発光モ

、ジュールは反射型 の構造を有しているので、戻ってきた光は再び透過型液品

素子に向かぅ。この往復で偏光方向が9０度回転するよぅに、発光モジュールから反

射型偏光板までの間に 4波長板を配置しておけば、戻ってきた光は液品表示に



必要な偏光成分として再利用される。したがって、照明光にロスが生じず、光利用効

率が向上することになる。また、透過型液品素子の入射側偏光板での照明光の吸収

に起因する高温化を防止することも可能となる。なお、透過型液品素子の入射側偏

光板に入射する光の偏光状態は基本的に揃っているので、人射側偏光板を省略す

ることも可能である。

００98 以上の説明から分かるよぅに、上述した各実施の形態等には以下の構成が含まれ

ている。

００99 第 の構成のリフレクターは、複数の凹面反射面を有する単一のリフレクターであっ
て、各凹面反射面は隣接する凹面反射面との境界において外形の一部が切り欠か

れていることを特徴とする。

０1００ 第2の構成のリフレクターは、複数の凹面反射面を有する単一のリフレクターであっ
て、各凹面反射面がリフレクターの中心軸に対して回転対称に配置されており、リフ

レクターをその中心軸に沿って正面から見たとき、隣接する凹面反射面との境界がリ

フレクターの中心軸に向いた直線を成していることを特徴とする。

０1０1 第3の構成のリフレクターは、上記第 又は第2の構成において、前記凹面反射面

が少なくとも つの焦点を持つ回転対称面であり、前記凹面反射面の光軸方向の厚

みが凹面反射面の面頂点から焦点までの距離とほぼ等しく、前記回転対称面が2以

上の焦点を持つ場合には前記凹面反射面の光軸方向の厚みが凹面反射面の面頂

点からその面頂点に近い方の焦点までの距離とほぼ等 亡とを特徴とする。

０1０2 第4の構成の発光モジュールは、上記第 ～第3のいずれか つの構成に係るリフ

レクターと、前記凹面反射面と同数の と、を有する発光モジュールであって、前

記 が チップと チップを固定する電極リードを有しており、前記 チ

、ソプが各凹面反射面の焦点位置又はその近傍に配置されており、各 チップに

対し電極リードが前記凹面反射面とは反対側に配置されていることを特徴とする。

０1０3 第5の構成の発光モジュールは、上記第4の構成において、前記凹面反射面を4面

有することを特徴とする。

０1０4 第6の構成の発光モジュールは、上記第4又は第5の構成において、前記 の

発光色が G の少なくとも3色であることを特徴とする。



０1０5 第7の構成の発光モジュールは、上記第4～第6のいずれか つの構成において、

前記電極リードの形状が、前記凹面反射面の光軸に対して垂直な平面上でのサイズ

のぅち最も 、さいサイズよりも、前記凹面反射面の光軸に対して平行方向のサイズの

方が大きいことを特徴とする。

０1０6 第8の構成の発光モジュールは、上記第4～第7のいずれか つの構成において、

前記 チップと接している電極リードが全て同一方向を向いていることを特徴とす

る。

０1０7 第 又は第2の構成によれば、リフレクターが複数の凹面反射面を有する単一構成

になっているため、高輝度・高効率としながら全体の小型ィビが可能になるとともに組

み立て作業が不要になる。さらに、隣接する凹面反射面との境界において各凹面反

射面の外形の一部が切り欠かれており、あるいはリフレクターをその中心軸に沿って

正面から見たとき、隣接する凹面反射面との境界がリフレクターの中心軸に向いた直

線を成しているため、リフレクターがその中心軸に対して垂直方向に小さくなって、よ

り一層の小型ィビが可能となる。したがって、高輝度・高効率の小型発光モジュールを

実現することができる。また第2の構成によれば、各凹面反射面がリフレクターの中心

軸に対して回転対称に配置されているため、均質発光の可能な高輝度・高効率の小

型発光モジュールを実現することができ、一般的な回転対称光学系に適用した場合

に照明ムラ等を防止することができる。

０1０8 第3の構成によれば、凹面反射面が少なくとも つの焦点を持つ回転対称面であり

、凹面反射面の光軸方向の厚みが凹面反射面の面頂点から焦点までの距離とほぼ

等しく、回転対称面が2以上の焦点を持つ場合には凹面反射面の光軸方向の厚み

が凹面反射面の面頂点からその面頂点に近い方の焦点までの距離とほぼ等しくなっ
ているため、リフレクターをその中心軸に対して垂直方向及び平行方向に小さくする

とともに、光の利用効率及び配光特性を良好にすることができる。

０1０9 第4の構成によれば、 チップが各凹面反射面の焦点位置又はその近傍に配

置されており、各 チップに対し電極リードが凹面反射面とは反対側に配置され

ているので、 チップからの光はほとんど全て凹面反射面で反射される。このため

、高い光利用効率を達成することができる。また、電極リードが放熱体として作用する



ため、 チップの高温化を防止して高輝度ィビを達成することができる。

０11０ 第5の構成によれば、リフレクターが凹面反射面を4面有する構成になっているため

、リフレクターの外形(つまり、リフレクターをその中心軸に沿って正面から見たときの

形状)が正方形に近くなる。したがって、複数の発光モジュールを中心軸が互いに平

行になるよぅに水平方向や垂直方向に並べる際、隙間が生じないよぅに密に並べるこ

とができる。また第6の構成によれば、 の発光色が3原色 G の少なくとも3色

になっているため、フルカラー発光可能な発光モジュールとすることができる。

０111 第7の構成によれば、電極リードの形状が、凹面反射面の光軸に対して垂直な平

面上でのサイズのぅち最も 心いサイズよりも、凹面反射面の光軸に対して平行方向

のサイズの方が大きい構成になっているため、電極リードで遮光される反射光量を最

小限に抑えながら、電極リードによる高い放熱効果を得ることができる。また第8の構

成によれば、 チップと接している電極リードが全て同一方向を向いた構成になっ
ているため、冷媒(空気，液体等)の流れを妨げることなく電極リードに冷媒を触れさせ

ることにより、放熱効果を向上させて高輝度ィビを達成することができる。

０112 第9の構成の画像投影装置は、照明光を空間的に変調することにより画像を形成

する透過型の空間変調素子と、その空間変調素子を照明するための 及びリフレ

クターを有する発光モジュールと、前記空間変調素子により形成された画像を投影

する投影光学系と、を備えた小型の画像投影装置であって、前記 が チッ
プとその チップを固定する電極リードとを有しており、前記 チップから発せ

られた光を反射させる凹面反射面を前記リフレクターが有しており、前記凹面反射面

の焦点位置又はその近傍に前記 チップが配置されており、前記 チップに

対し前記電極リードが前記凹面反射面とは反対側に配置されていることを特徴とする

０113 第 ０の構成の画像投影装置は、上記第9の構成において、前記リフレクターが複

数の凹面反射面を有する単一のリフレクターであって、前記 チップが前記凹面

反射面と同数配置されており、各凹面反射面は隣接する凹面反射面との境界におい
て外形の一部が切り欠かれていることを特徴とする。

０114 第皿の構成の画像投影装置は、上記第9又は第 ０の構成において、前記リフレク



タ一が複数の凹面反射面を有する単一のリフレクターであって、前記 チップが

前記凹面反射面と同数配置されており、各凹面反射面がリフレクターの中心軸に対

して回転対称に配置されており、リフレクターをその中心軸に沿って正面から見たとき

、隣接する凹面反射面との境界がリフレクターの中心軸に向いた直線を成しているこ

とを特徴とする。

０115 第 2の構成の画像投影装置は、上記第 ０又は第皿の構成において、前記複数

の チップのぅち少なくとも つが他とは異なる波長城の光を放射することを特徴と

する。

０116 第 3の構成の画像投影装置は、上記第 2の構成において、前記空間変調素子

が時分割駆動することを特徴とする。

０117 第 4の構成の画像投影装置は、上記第9～第 3のいずれか つの構成において

、前記投影光学系が前記空間変調素子側にテレセントリックであることを特徴とする。

０118 第 5の構成の画像投影装置は、上記第9～第 4のいずれか つの構成において

、前記空間変調素子の画面中心と前記投影光学系の光軸とが一致していることを特

徴とする。

０119 第 6の構成の画像投影装置は、上記第9～第 5のいずれか つの構成において

、前記空間変調素子と前記発光モジュールとが同一の冷却装置によって冷却される

構成を有することを特徴とする。

０12０ 第 7の構成の画像投影装置は、上記第 ０～第 6のいずれか つの構成におい
て、前記 チップとして少なくとも3原色 G に対応した3つを有し、前記投影光

学系の が前記発光モジュールから投影光学系に入る各色の よりも大きレ亡と

を特徴とする。

０121 第9の構成によれば、 チップが各凹面反射面の焦点位置又はその近傍に配

置されており、各 チップに対し電極リードが凹面反射面とは反対側に配置され

ているので、 チップからの光はほとんど全て凹面反射面で反射される。このため

、高い光利用効率を達成することができる。また、 チップを固定する電極リード

が放熱体として作用するため、 チップの高温ィビを防止して高輝度ィビを達成する

ことができる。さらに、照明光を空間的に変調することにより画像を形成する空間変調



素子として、透過型の空間変調素子を有する構成になっているため、空間変調素子

により形成された画像を投影する投影光学系の小型化が可能になるとともに、画像

投影装置全体の小型ィビも可能となる。したがって、投影像の明るい 、型で低コストの

画像投影装置を実現することができる。

０122 第 ０又は第皿の構成によれば、リフレクターが複数の凹面反射面を有する単一構

成になっているため、高輝度・高効率としながら全体の小型化が可能になるとともに

組み立て作業が不要になる。さらに、隣接する凹面反射面との境界において各凹面

反射面の外形の一部が切り欠かれており、あるいはリフレクターをその中心軸に沿っ
て正面から見たとき、隣接する凹面反射面との境界がリフレクターの中心軸に向いた

直線を成しているため、リフレクターがその中心軸に対して垂直方向に小さくなって、

より一層の小型化が可能となる。また第皿の構成によれば、各凹面反射面がリフレク

ターの中心軸に対して回転対称に配置されているため、均質発光の可能な高輝度・

高効率の小型発光モジュールを実現することができ、一般的な回転対称光学系に適

用した場合に照明ムラ等を防止することができる。

０123 第 2の構成によれば、複数の チップのぅち少なくとも つが他とは異なる波長

城の光を放射する構成になっているため、多色表示が可能となる。さらに第 3の構

成によれば、空間変調素子が時分割駆動する構成になっているため、単板式であり

ながら空間変調素子の全域を有効利用して、高精細な画像をコンパクトな構成で得

ることができる。また時分割駆動のため、 の発光はパルス発光となり、 の非

発光時に チップが冷却される。したがって発光時の出力をより高出力にできるた

め、時分割駆動の空間変調素子と 光源との組み合わせは高輝度化に適してい
る。

０124 第 4の構成によれば、投影光学系が空間変調素子側にテレセントリックな構成に

なっているため、色の角度合成による投影画面上での色ムラの発生を抑えることがで

きる。

０125 第 5の構成によれば、空間変調素子の画面中心と投影光学系の光軸とが一致し

た構成になっているため、色の角度合成による投影画面上での色ムラの発生を抑え

ることができる。



０126 第 6の構成によれば、空間変調素子と発光モジュールとが同一の冷却装置によっ
て冷却される構成になっているため、画像投影装置全体の小型化を図りながら、高

い放熱効果を得ることができる。例えば、発光モジュールの放熱効果が向上する結

果、更なる高輝度ィビを達成することができる。

０127 第 7の構成によれば、 チップとして少なくとも3原色 G に対応した3つを有

する構成になっているため、小型ィト低コストィビを図りながらフルカラーィビの実現が可

能となる。また、投影光学系の が発光モジュールから投影光学系に入る各色の

よりも大きい構成になっているため、色合成にプリズムやミラーを用いなくても、発光

モジュールから射出した光を効率良く投影光学系に入射させることが可能となる。



請求の範囲

複数の凹面反射面を有する単一のリフレクターと、前記凹面反射面と同数の発光

体と、を有し、各凹面反射面は隣接する凹面反射面との境界において外形の一部が

切り欠かれており、各発光体は凹面反射面に向かって光を放射することを特徴とする

発光モジュール。

2 複数の凹面反射面を有する単一のリフレクターと、前記凹面反射面と同数の発光

体と、を有し、各凹面反射面がリフレクターの中心軸に対して回転対称に配置されて

おり、リフレクターをその中心軸に沿って正面から見たとき、隣接する凹面反射面との

境界がリフレクターの中心軸に向いた直線を成しており、各発光体は凹面反射面に

向かって光を放射することを特徴とする発光モジュール。

3 前記発光体が であり、前記 が チップとその チップを固定する

電極リードとを有しており、前記 チップが各凹面反射面の焦点位置又はその近

傍に配置されており、各 チップに対し電極リードが前記凹面反射面とは反対側

に配置されており、各 チップは凹面反射面に向けて光を放射することを特徴と

する請求項 又は2記載の発光モジュール。

4 前記凹面反射面が つの焦点を持つ回転対称面であり、前記凹面反射面の光軸

方向の厚みが凹面反射面の面頂点から焦点までの距離とほぼ等 亡とを特徴とす

る請求項 又は2記載の発光モジュール。

5 前記凹面反射面が2つの焦点を持つ回転対称面であり、前記凹面反射面の光軸

方向の厚みが凹面反射面の面頂点からその面頂点に近い方の焦点までの距離とほ

ぼ等 亡とを特徴とする請求項 又は2記載の発光モジュール。

6 前記凹面反射面を4面有することを特徴とする請求項 又は2記載の発光モジュー

ル。

7 前記 の発光色が赤，青，緑の少なくとも3色であることを特徴とする請求項3記

載の発光モジュール。

8 前記電極リードにおいて、前記凹面反射面の光軸に対して平行方向のサイズが、

前記凹面反射面の光軸に対して垂直な平面上でのサイズのぅち最も 心いサイズよ

りも大きレ亡とを特徴とする請求項3記載の発光モジュール。



9 前記電極リードが板状を成しており、前記凹面反射面の光軸に対して平行方向の

サイズを とし、前記凹面反射面の光軸に対して垂直な平面上でのサイズのぅち最も

、さいサイズを とすると、 二 2～ 6であることを特徴とする請求項8記載の発

光モジュール。

０ 前記 チップと接している電極リードが全て同一方向を向いていることを特徴と

する請求項3記載の発光モジュール。

請求項 又は2記載の発光モジュールと、照明光を空間的に変調することにより画

像を形成する透過型の空間変調素子と、前記空間変調素子により形成された画像を

投影する投影光学系と、を有することを特徴とする画像投影装置。

2 前記発光体が であり、前記 が チップとその チップを固定する

電極リードとを有しており、前記 チップが各凹面反射面の焦点位置又はその近

傍に配置されており、各 チップに対し電極リードが前記凹面反射面とは反対側

に配置されており、各 チップは凹面反射面に向けて光を放射することを特徴と

する請求項皿記載の画像投影装置。

3 前記電極リードにおいて、前記凹面反射面の光軸に対して平行方向のサイズが、

前記凹面反射面の光軸に対して垂直な平面上でのサイズのぅち最も 心いサイズよ

りも大きレ亡とを特徴とする請求項 2記載の画像投影装置。

4 前記複数の チップのぅち少なくとも つが他とは異なる波長城の光を放射する

ことを特徴とする請求項 2記載の画像投影装置。

5 前記空間変調素子が時分割駆動することを特徴とする請求項皿記載の画像投影

6 前記投影光学系が前記空間変調素子側にテレセントリックであることを特徴とする

請求項皿記載の画像投影装置。

7 前記空間変調素子の画面中心と前記投影光学系の光軸とが一致していることを特

徴とする請求項皿記載の画像投影装置。

8 前記空間変調素子と前記発光モジュールとを冷却する冷却装置を更に有すること

を特徴とする請求項皿記載の画像投影装置。

9 前記冷却装置からの冷媒を、前記発光モジュールを介して前記空間変調素子に導



くためのダクトを更に有することを特徴とする請求項 8記載の画像投影装置。

2０ 照明光を空間的に変調することにより画像を形成する透過型の空間変調素子と、

その空間変調素子を照明するための発光モジュールと、前記空間変調素子により形

成された画像を投影する投影光学系と、を備えた画像投影装置であって、

前記発光モジュールが 及びリフレクターを有し、前記リフレクターが前記

からの光束を前記空間変調素子に向けて反射する凹面反射面を有し、前記 が

チ、ソプとその チ、ソプを固定する電極リードとを有しており、前記凹面反射面

の焦点位置又はその近傍に前記 チップが配置されており、前記 チップに

対し前記電極リードが前記凹面反射面とは反対側に配置されていることを特徴とする

画像投影装置。

2 前記電極リードにおいて、前記凹面反射面の光軸に対して平行方向のサイズが、

前記凹面反射面の光軸に対して垂直な平面上でのサイズのぅち最も 心いサイズよ

りも大きレ亡とを特徴とする請求項2０記載の画像投影装置。

22 前記リフレクターが前記凹面反射面を複数有する単一のリフレクターであり、各凹

面反射面は隣接する凹面反射面との境界において外形の一部が切り欠かれてレ巧

ことを特徴とする請求項2 記載の画像投影装置。

23 前記リフレクターが前記凹面反射面を複数有する単一のリフレクターであり、各凹

面反射面がリフレクターの中心軸に対して回転対称に配置されており、リフレクターを

その中心軸に沿って正面から見たとき、隣接する凹面反射面との境界がリフレクター

の中心軸に向いた直線を成していることを特徴とする請求項2 記載の画像投影装
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JP 2005-106974 A (セイ プソ 株式会社 ) 18, 19
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JP 10-335706 A (豊田合成株式会社 1-19
1998. 12. 18, 全文、全図 (7 ア な し

JP 11-026813 A (豊田合成株式会社 1-19
1999. 01. 29, 全文、全図 (7 ア な し)

A JP 11-266035 A (三洋電機株式会社 1-19
1999. 09. 28, 全文、全図 (7 ア な し)
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第 π欄 請求の範囲の 部の調査かてきな きの青見 (第 1 の の続き

怯第 条第 3項 ( P C T 17条 (2) (a) ) の規定によ 、 この国際調査報告は次の理由によ 請求の範囲の 部に て作
成しな た。

・ 汀 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をするこ を要しな 対象に係 るものてある。
ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、有青義な国際調査をするこ かてきる程度まて所定の要件を備たして
な 国際出願の部分に係 るものてある。 ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、従属請求の範囲てあ て P C T 規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載さ て な 。

第m欄 発明の単 性か欠如して る きの青見 (第 1 の 3 の続き

次に述 るよ にこの国際出願に二以上の発明かある この国際調査機関は認めた。

紙参照

・汀 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

2・ r 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査するこ かてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

・河 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

請求の範囲 1 1 9

・口 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

追加調査手数科の異議の中立てに関する住青
r 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。
汀 追加調査手数科の納付 共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間

内に支払われな た。
汀 追加調査手数科の納付を伴 異議申立てかな た。

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 1 の続葉 ( 2 ) ) ( 2 0 0 5 年 4 月 )



国際調査報告 国際出願番号

請求の範囲 1 - 2 3 に係 る発明の共通の事項は、 r凹面反射面 発光体を有 し、発光体は凹
面反射面に向 て光を放射する である。

し しなが ら、調査の結果、 この共通の事項は、文献 J P 1-143366 A (岩崎電気株式会社 )
1989. 06. 05, 3 ジ左下欄 右下欄、第 4 図，第 7 図 に開示されて る ら、新規でな
こ が明ら な た。

結果 t して、上記共通の事項は、先行技術の城を出な ら、 P C T 規 lJ 1 3 ・ 2 の第 文
の意味にお て、 この共通事項は特別な技術的特徴ではな 。

それ故、請求の範囲 1 - 2 3 に係 る発明全てに共通の事項はな 。
P C T 規 lJ 1 3 ・2 の第 2 文の意味にお て特別な技術的特徴 考えられる他の共通の事項

は存在しな ので、それらの相違する発明の間に P C T 規M 1 3 の意味における技術的な関連
を見 だすこ はできな 。

よ て、請求の範囲 1 - 2 3 に係 る発明は、発明の単一性の要件を満たして な こ が明
ら である。

従 て、本願は下記の 4 発明を含む

請求の範囲 1 - 7 , 1 0
複数の凹面反射面 、凹面反射面 同数の発光体を有する発光 E ジ 。

請求の範囲 8 ， 9
電極 ド。

請求の範囲 1 1 - 1 9
空間変調素子 投影光学系を有する画像投影装置。

請求の範囲 2 0 - 2 3
凹面反射鏡の焦点位置にL E D チップが配置された画像投影装置。

式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (特別 ( 2 0 0 5 年 4 月)
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