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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　励起光を生成する第１ユニットと、
　映像用の光及び照明用の光を生成して時間的に分割して出射する第２ユニットと、
　前記第２ユニットで生成された前記映像用の光及び前記照明用の光を所定の映像光及び
照明光として外部に導くための第３ユニットとを備え、
　前記照明用の光は、前記励起光によって蛍光体を蛍光発光させることにより生成され、
　前記照明光と前記映像光とは、時間的に分割されて前記第３ユニットから外部に出力さ
れ、
　前記照明光のスペクトルには、前記映像光のスペクトルにおける前記映像用の光のピー
ク波長の半値幅よりも大きい半値幅を持つピーク波長が含まれる
　照明装置。
【請求項２】
　前記第２ユニットは、前記励起光によって蛍光発光して前記照明用の光の一部の光を生
成する照明用光蛍光体を有する蛍光発光部材を備える
　請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記蛍光発光部材は、さらに、前記励起光によって蛍光発光して前記映像用の光を生成
する映像用光蛍光体を有する
　請求項２に記載の照明装置。
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【請求項４】
　前記蛍光発光部材は、回転板を有する蛍光体ホイールであり、
　前記照明用光蛍光体及び前記映像用光蛍光体は、所定の領域に分割されて前記回転板に
設けられており、
　前記励起光は、時間的に分割されて前記照明用光蛍光体と前記映像用光蛍光体とに照射
される
　請求項３に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記照明用光蛍光体及び前記映像用光蛍光体は、前記回転板の回転方向に分割された領
域に設けられている
　請求項４に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記照明用光蛍光体及び前記映像用光蛍光体は、前記回転板の径方向に同心状に分割さ
れた領域に設けられている
　請求項４に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記第２ユニットは、さらに、前記励起光を前記照明用光蛍光体と前記映像用光蛍光体
とに切り替えて照射するための光学部材を有する
　請求項６に記載の照明装置。
【請求項８】
　前記回転板は、前記照明用光蛍光体が設けられた照明用光発光領域と、前記映像用光蛍
光体が設けられた映像光発光領域と、前記励起光を透過する透過領域とを有する
　請求項５～７のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項９】
　前記励起光は、青色光であり、
　前記映像用光蛍光体は、前記青色光によって赤色光を蛍光発光する赤色蛍光体と、前記
青色光によって緑色光を蛍光発光する緑色蛍光体とを含み、
　前記映像光発光領域は、前記赤色蛍光体が設けられた赤色蛍光発光領域と、前記緑色蛍
光体が設けられた緑色蛍光発光領域とを有し、
　前記透過領域は、前記青色光が透過する
　請求項８に記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記第２ユニットは、さらに、色選択部材を有し、
　前記色選択部材は、前記蛍光発光部材によって生成された前記照明用の光の色を選択し
て透過するカラーフィルタ部と、前記照明用の光を透過する透過部とを有する
　請求項２に記載の照明装置。
【請求項１１】
　前記蛍光発光部材は、回転板を有する蛍光体ホイールであり、
　前記色選択部材は、前記蛍光体ホイールと同期して回転する
　請求項１０に記載の照明装置。
【請求項１２】
　前記カラーフィルタ部及び透過部は、前記色選択部材の回転方向に分割された領域に設
けられている
　請求項１１に記載の照明装置。
【請求項１３】
　前記カラーフィルタ部は、前記照明用の光における赤色光を選択的に透過する赤色フィ
ルタと、前記照明用の光における緑色光を選択的に透過する緑色フィルタと、前記照明用
の光における青色光を選択的に透過する青色フィルタとを有し、
　前記赤色フィルタ、前記緑色フィルタ及び前記青色フィルタは、前記色選択部材の回転
方向に分割された領域に設けられている
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　請求項１２に記載の照明装置。
【請求項１４】
　前記第２ユニットは、さらに、前記映像用の光を発する光源部を有する
　請求項２に記載の照明装置。
【請求項１５】
　前記光源部は、赤色光を発する赤色光源と、緑色光を発する緑色光源と、青色光を発す
る青色光源とを有し、
　前記赤色光、前記緑色光及び前記青色光は、前記映像用の光として前記第３ユニットに
導かれる
　請求項１４に記載の照明装置。
【請求項１６】
　前記蛍光発光部材は、複数色の照明用の光を生成する
　請求項１４又は１５に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　照明装置には、励起光源からの励起光によって蛍光体を蛍光発光させることで照明光を
生成するものがある。近年、励起光源として発光ダイオード（ＬＥＤ：Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍ
ｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）等の半導体発光素子が用いられた照明装置の研究開発が進め
られている。
【０００３】
　この種の照明装置は、例えば白色の照明光（白色光）を得るために、青色ＬＥＤ（励起
光源）と、黄色蛍光体とを備える。この場合、青色ＬＥＤの青色光が励起光となって黄色
蛍光体が蛍光発光して黄色光が生成され、青色ＬＥＤの青色光と黄色蛍光体の黄色光との
混色によって白色光が出力される。
【０００４】
　従来より、照明光と映像光とを出力する装置が検討されている。例えば、特許文献１に
は、映像光を照明光に変更することができるプロジェクタが開示されている。具体的には
、映像光がレンズを通過するように当該レンズをシフトさせることによって映像光をスポ
ットライト状に変更している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１９９８５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　照明光と映像光とは、目的とするところが異なるので要求される光のスペクトルが異な
る。
【０００７】
　例えば、照明光は、照射対象物の見え（演色性）を高めることを目的としているので、
一般的にはブロードなスペクトルであることが要求される。一方、映像光は、色再現範囲
（画質）を高めることを目的としているので、一般的にはシャープなピーク波長を有する
スペクトルであることが要求される。
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に開示された従来のプロジェクタは、映像光を照明光に変更
するものであるので、プロジェクタから出力される光は演色性に劣る。
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【０００９】
　一方、従来の照明装置では、照明光に加えて所望の映像光を出力させることが難しい。
例えば、従来の照明装置では、白色光（照明光）を照射することに加えて所望のカラー画
像（映像光）を表示することが難しい。
【００１０】
　本発明は、演色性に優れた照明光と所望の映像光とを時間的に分割して出力できる照明
装置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】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明に係る照明装置の一態様は、励起光を生成する第１
ユニットと、映像用の光及び照明用の光を生成して時間的に分割して出射する第２ユニッ
トと、前記第２ユニットで生成された前記映像用の光及び前記照明用の光を所定の映像光
及び照明光として外部に導くための第３ユニットとを備え、前記照明用の光は、前記励起
光によって蛍光体を蛍光発光させることにより生成され、前記照明光と前記映像光とは、
時間的に分割されて前記第３ユニットから外部に出力されることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明に係る照明装置の一態様において、前記第２ユニットは、前記励起光によ
って蛍光発光して前記照明用の光の一部の光を生成する照明用光蛍光体を有する蛍光発光
部材を備えていてもよい。
【００１３】
　また、本発明に係る照明装置の一態様において、前記蛍光発光部材は、さらに、前記励
起光によって蛍光発光して前記映像用の光を生成する映像用光蛍光体を有していてもよい
。
【００１４】
　また、本発明に係る照明装置の一態様において、前記蛍光発光部材は、回転板を有する
蛍光体ホイールであり、前記照明用光蛍光体及び前記映像用光蛍光体は、所定の領域に分
割されて前記回転板に設けられており、前記励起光は、時間的に分割されて前記照明用光
蛍光体と前記映像用光蛍光体とに照射される、としてもよい。
【００１５】
　また、本発明に係る照明装置の一態様において、前記照明用光蛍光体及び前記映像用光
蛍光体は、前記回転板の回転方向に分割された領域に設けられている、としてもよい。
【００１６】
　あるいは、本発明に係る照明装置の一態様において、前記照明用光蛍光体及び前記映像
用光蛍光体は、前記回転板の径方向に同心状に分割された領域に設けられている、として
もよい。
【００１７】
　この場合、前記第２ユニットは、さらに、前記励起光を前記照明用光蛍光体と前記映像
用光蛍光体とに切り替えて照射するための光学部材を有していてもよい。
【００１８】
　また、本発明に係る照明装置の一態様において、前記回転板は、前記照明用光蛍光体が
設けられた照明用光発光領域と、前記映像用光蛍光体が設けられた映像光発光領域と、前
記励起光を透過する透過領域とを有してもよい。
【００１９】
　この場合、前記励起光は、青色光であり、前記映像用光蛍光体は、前記青色光によって
赤色光を蛍光発光する赤色蛍光体と、前記青色光によって緑色光を蛍光発光する緑色蛍光
体とを含み、前記映像光発光領域は、前記赤色蛍光体が設けられた赤色蛍光発光領域と、
前記緑色蛍光体が設けられた緑色蛍光発光領域とを有し、前記透過領域は、前記青色光が
透過する、としてもよい。
【００２０】
　また、本発明に係る照明装置の一態様において、前記第２ユニットは、さらに、色選択
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部材を有し、前記色選択部材は、前記蛍光発光部材によって生成された前記照明用の光の
色を選択して透過するカラーフィルタ部と、前記照明用の光を透過する透過部とを有して
いてもよい。
【００２１】
　この場合、前記蛍光発光部材は、回転板を有する蛍光体ホイールであり、前記色選択部
材は、前記蛍光体ホイールと同期して回転するように構成してもよい。
【００２２】
　さらに、この場合、前記カラーフィルタ部及び透過部は、前記色選択部材の回転方向に
分割された領域に設けられていてもよい。
【００２３】
　さらに、この場合、前記カラーフィルタ部は、前記照明用の光における赤色光を選択的
に透過する赤色フィルタと、前記照明用の光における緑色光を選択的に透過する緑色フィ
ルタと、前記照明用の光における青色光を選択的に透過する青色フィルタとを有し、前記
赤色フィルタ、前記緑色フィルタ及び前記青色フィルタは、前記色選択部材の回転方向に
分割された領域に設けられていてもよい。
【００２４】
　また、本発明に係る照明装置の一態様において、前記第２ユニットは、さらに、前記映
像用の光を発する光源部を有していてもよい。
【００２５】
　この場合、前記光源部は、赤色光を発する赤色光源と、緑色光を発する緑色光源と、青
色光を発する青色光源とを有し、前記赤色光、前記緑色光及び前記青色光は、前記映像用
の光として前記第３ユニットに導かれるように構成されていてもよい。
【００２６】
　また、本発明に係る照明装置の一態様において、前記蛍光発光部材は、複数色の照明用
の光を生成する、としてもよい。
【００２７】
　また、本発明に係る照明装置の一態様において、前記照明光のスペクトルには、前記映
像光のスペクトルにおける前記映像用の光のピーク波長の半値幅よりも大きい半値幅を持
つピーク波長が含まれる、としてもよい。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、演色性に優れた照明光と所望の映像光とを時間的に分割して出力する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の実施の形態１に係る照明装置の構成を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る照明装置の外観斜視図である。
【図３】ＲＧＢカラー画像における理想的な映像光のスペクトルの一例を示す図である。
【図４】Ｂ－Ｙタイプの理想的な照明光のスペクトルの一例を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態１の変形例に係る照明装置の構成を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態２に係る照明装置の構成を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態３に係る照明装置の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明するが、以下に説明する
実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。したがって、以下
の実施の形態で示される、数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形
態、並びに、ステップ（工程）及びステップの順序などは、一例であって本発明を限定す
る主旨ではない。よって、以下の実施の形態における構成要素のうち、本発明の最上位概
念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明
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される。
【００３１】
　なお、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図に
おいて、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付しており、重複する説明は省略又
は簡略化する。
【００３２】
　（実施の形態１）
　［照明装置の構成］
　まず、本発明の実施の形態１に係る照明装置１の構成について、図１を用いて説明する
。図１は、本発明の実施の形態１に係る照明装置１の構成を示す図である。
【００３３】
　図１に示すように、照明装置１は、第１ユニット１００と、第２ユニット２００と、第
３ユニット（光学ユニット）３００とを備える。さらに、照明装置１は、第１ユニット１
００、第２ユニット２００及び第３ユニット３００を制御するための制御部４００を備え
る。
【００３４】
　第１ユニット１００は、励起光を生成する励起光生成ユニットである。第１ユニット１
００で生成された励起光は、第２ユニット２００に向けて出射される。
【００３５】
　第１ユニット１００は、励起光を出射する発光モジュール１１０と、コリメートレンズ
１２０と、ヒートシンク１３０とを備える。
【００３６】
　発光モジュール１１０の光源には、励起光として単色光を発する半導体発光素子１１１
（励起光源）が用いられる。半導体発光素子１１１は、例えば半導体レーザ又はＬＥＤで
あり、駆動電流によって駆動されて所定の色（波長）の光を発する。本実施の形態では、
半導体発光素子１１１として、青色光を発する半導体レーザを用いている。半導体発光素
子１１１の発光制御は、制御部４００によって行われる。なお、半導体発光素子１１１は
、複数個設けられているが、１個であってもよい。
【００３７】
　コリメートレンズ１２０は、半導体発光素子１１１の前方に配置されている。これによ
り、例えば、複数の半導体発光素子１１１から出射した光は、コリメートレンズ１２０に
よってコリメートされて、１本の直進光となるように集光される。本実施の形態において
、コリメートレンズ１２０は、複数の半導体発光素子１１１の各々に対応するレンズセル
を有するコリメートレンズアレイである。
【００３８】
　ヒートシンク１３０には、複数の半導体発光素子１１１が配置されている。ヒートシン
ク１３０は、例えば金属等の基台である。
【００３９】
　第２ユニット２００は、映像用の光及び照明用の光を生成して時間的に分割して出射す
る映像用光／照明用光生成ユニットであり、蛍光発光部材２１０と、ダイクロイックミラ
ー２２０と、第１反射ミラー２３１と、第２反射ミラー２３２と、第３反射ミラー２３３
とを備える。
【００４０】
　本実施の形態における蛍光発光部材２１０は、回転するように構成されている。具体的
に、蛍光発光部材２１０は、蛍光体ホイール（回転ホイール）であって、ドーナツ円板状
（円環状）の回転板２１１と、回転板２１１に設けられた蛍光発光部２１２と、回転板２
１１を回転させるためのモータ２１３とを有する。
【００４１】
　回転板２１１は、例えば透明基板であり、モータ２１３によって所定の回転数で回転す
る。モータ２１３は、制御部４００からの駆動制御信号に基づいて駆動される。つまり、
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回転板２１１の回転数は、制御部４００によって制御される。
【００４２】
　蛍光発光部材２１０は、回転板２１１の回転方向に沿って所定の領域に分割されている
。本実施の形態では、蛍光発光部材２１０は、回転板２１１の回転方向に沿って４つの領
域に分割されている。
【００４３】
　蛍光発光部２１２は、回転板２１１の一方の面に設けられている。蛍光発光部２１２は
、第１ユニット１００からの励起光によって蛍光発光する蛍光体を有している。本実施の
形態において、蛍光発光部２１２は、第１ユニット１００からの励起光によって蛍光発光
して照明用の光を生成する照明用光蛍光体と、第１ユニット１００からの励起光によって
蛍光発光して映像用の光を生成する映像用光蛍光体とを有する。照明用光蛍光体と映像用
光蛍光体とは、例えば回転板２１１に塗布されている。
【００４４】
　蛍光発光部２１２は、照明用光蛍光体が設けられた照明用光発光領域２１２ａと、映像
用光蛍光体が設けられた映像用光発光領域２１２ｂとに区分されている。照明用光発光領
域２１２ａ及び映像用光発光領域２１２ｂは、回転方向に分割された回転板２１１の所定
の領域に割り当てられている。
【００４５】
　照明用光発光領域２１２ａにおける照明用光蛍光体の材料は、所望の色の照明光が得ら
れるように、第１ユニット１００の励起光に応じて選ぶことができる。本実施の形態では
、第１ユニット１００の励起光が青色光であるので、例えば白色の照明光（白色光）を得
る場合、一例としてＹＡＧ系の黄色蛍光体を用いることができる。具体的には、照明用光
発光領域２１２ａには、透光性材料に照明用光蛍光体が含有された蛍光体含有部材が回転
板２１１に形成されている。
【００４６】
　これにより、第１ユニット１００からの青色光（励起光）の一部は黄色蛍光体によって
波長変換されて黄色光（照明用の光の一部）となり、この黄色光と黄色蛍光体に吸収され
なかった青色光（照明用の光の他の一部）とが混色して、合成光（白色光）が生成される
。この結果、照明用光発光領域２１２ａからは照明用の光として白色光が放射される。こ
のように、照明用の光は、励起光によって蛍光体を蛍光発光させることにより生成される
。
【００４７】
　映像用光発光領域２１２ｂは、複数の領域に分割されており、各領域からは映像用の光
として所定の色（波長）の蛍光光が放射される。本実施の形態では、映像用光発光領域２
１２ｂは、緑色蛍光体が設けられた緑色蛍光発光領域２１２ｂ１と、赤色蛍光体が設けら
れた赤色蛍光発光領域２１２ｂ２とからなる。したがって、第１ユニット１００からの青
色光（励起光）によって緑色蛍光発光領域２１２ｂ１の緑色蛍光体及び赤色蛍光発光領域
２１２ｂ２の赤色蛍光体のそれぞれが励起されて蛍光発光し、映像用の光として緑色光及
び赤色光の単色光が放射される。
【００４８】
　蛍光発光部材２１０は、さらに、励起光が透過する透過領域２１２ｃを有する。透過領
域２１２ｃは、照明用光発光領域２１２ａ及び映像用光発光領域２１２ｂとともに、分割
された回転板２１１の所定の領域に割り当てられている。本実施の形態では、励起光であ
る青色光が透過領域２１２ｃを透過する。透過領域２１２ｃは、光を透過する領域であれ
ば、透明領域であってもよいし、光拡散領域であってもよい。
【００４９】
　このように、本実施の形態では、照明用光発光領域２１２ａ、透過領域２１２ｃ、緑色
蛍光発光領域２１２ｂ１及び赤色蛍光発光領域２１２ｂ２は、回転板２１１の回転方向に
沿って分割された４つの領域に割り当てられて区分されている。
【００５０】
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　なお、分割された領域は、回転板２１１の回転方向に等分（例えば４等分）されていて
もよいし、所望の映像や照明効果を実現するために必要に応じて異なるように調整しても
よい。
【００５１】
　ダイクロイックミラー２２０は、第１ユニット１００からの光（励起光）を透過すると
ともに、第１ユニット１００からの光（励起光）よりも長い波長の光を反射する特性を有
する。
【００５２】
　本実施の形態では、第１ユニット１００からの光（励起光）は青色光であるので、ダイ
クロイックミラー２２０は、青色光（青色帯域光）は透過するが、青色光よりも長い波長
の光は反射する。
【００５３】
　第１反射ミラー２３１は、蛍光発光部材２１０の透過領域２１２ｃを透過した励起光を
反射して第２反射ミラー２３２に導く。第２反射ミラー２３２は、第１反射ミラー２３１
で反射した励起光を反射して第３反射ミラー２３３に導く。第３反射ミラー２３３は、第
２反射ミラー２３２で反射した励起光を反射してダイクロイックミラー２２０を介して第
３ユニット３００に導く。
【００５４】
　本実施の形態では、第１ユニット１００からの励起光は青色光であるので、蛍光発光部
材２１０を透過した青色光は、第１反射ミラー２３１、第２反射ミラー２３２及び第３反
射ミラー２３３で順次反射して、ダイクロイックミラー２２０を透過して第３ユニット３
００に導かれる。
【００５５】
　このように構成される第２ユニット２００では、蛍光発光部材２１０の照明用光発光領
域２１２ａにおいて、第１ユニット１００からの励起光（青色光）によって照明用の光（
白色光）が生成され、当該照明用の光は、ダイクロイックミラー２２０に向かって出射し
、ダイクロイックミラー２２０で反射して第３ユニット３００に導かれる。
【００５６】
　この場合、照明用の光のうち青色波長帯域光以外の光はダイクロイックミラー２２０で
反射して第３ユニット３００に導かれるが、照明用の光のうち青色波長帯域光はダイクロ
イックミラー２２０を透過して第３ユニット３００に導かれなない。つまり、照明用の光
の青色光がカットされる。そこで、第１ユニット１００からの青色光又は蛍光発光部材２
１０の透過領域２１２ｃを透過した第１ユニットの青色光を用いて、照明用の光の青色光
がカットされた分を補うことで、白色光として照明用の光を第３ユニット３００に導くこ
とができる。この点は、実施の形態２、３及び変形例でも同様である。なお、後述するよ
うに、励起光を青色光ではなく紫外線光（ＵＶ光）とすれば、この点は容易に解決できる
。
【００５７】
　一方、蛍光発光部材２１０の映像用光発光領域２１２ｂ（緑色蛍光発光領域２１２ｂ１
、赤色蛍光発光領域２１２ｂ２）では、第１ユニット１００からの励起光によって映像用
光蛍光体（緑色蛍光体、赤色蛍光体）が蛍光発光して映像用の光（緑色光、赤色光）が生
成され、当該映像用の光は、ダイクロイックミラー２２０に向かって出射し、ダイクロイ
ックミラー２２０で反射して第３ユニット３００に導かれる。
【００５８】
　このように、第２ユニット２００では、モータ２１３によって回転板２１１を回転させ
ることによって蛍光発光部２１２が回転する。これにより、蛍光発光部２１２で生成した
映像用の光と照明用の光とは、時間的に分割されて蛍光発光部材２１０から出射して、シ
ーケンシャルに第３ユニット３００に導かれる。
【００５９】
　第３ユニット３００は、第２ユニット２００で生成された照明用の光及び映像用の光を
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所定の映像光及び照明光として外部に導くための光学ユニットである。映像光は、例えば
動画、静止画又は文字等であり、照明装置１の外部の所定の照射領域（表示領域）に表示
される。照明光は、例えば、特定の場所を明るくするための所定の色の明かりであり、照
明装置１の外部の所定の照射領域に照射される。
【００６０】
　本実施の形態における第３ユニット３００は、光学系として、集光レンズ３１０と、ロ
ッドインテグレータ３２０と、レンズ群３３０と、投射レンズ３４０と、表示素子３５０
とを備える。
【００６１】
　集光レンズ３１０は、第３ユニット３００に導かれた第２ユニット２００からの照明用
の光及び映像用の光をロッドインテグレータ３２０の入射端面に集光させる。
【００６２】
　ロッドインテグレータ３２０は、集光レンズ３１０によって集光された照明用の光及び
映像用の光を入射端面で受けて輝度分布を均一にして出射する。ロッドインテグレータ３
２０は、例えば四角柱であり、ロッドインテグレータ３２０に入射した光は、媒体内で全
反射を繰り返して均一な輝度分布となって出射される。
【００６３】
　レンズ群３３０は、ロッドインテグレータ３２０から出射する照明用の光及び映像用の
光を表示素子３５０に入射させる。レンズ群３３０は、複数のレンズからなるレンズユニ
ットであり、例えばコンデンサレンズ及びリレーレンズ等を備える。
【００６４】
　投射レンズ３４０は、表示素子３５０から出力される映像光及び照明光を照明装置１の
外部に投射するレンズである。投射レンズ３４０は、１つ又は複数のレンズからなる投射
レンズ群（投射ユニット）であり、例えば、両凸レンズ、絞り及び平凹レンズ等によって
構成される。
【００６５】
　表示素子３５０は、レンズ群３３０から出射する映像用の光及び照明用の光を制御して
、映像光及び照明光として出力する。例えば、表示素子３５０は、映像用の光（赤色光、
緑色光及び青色光）を映像光（画像）として出力するとともに、照明用の光（白色光）を
所定形状の照明光（白色光）として出力する。
【００６６】
　つまり、映像光と照明光とは同じ表示素子３５０から出力されるので、映像光が照射さ
れる最大の照射領域と照明光が照射される最大の照射領域は基本的に同じであり、同じ照
射領域の中に映像光と照明光とが時間的に分割されて照射される。
【００６７】
　本実施の形態において、表示素子３５０は、映像素子として用いられるＤＭＤ（デジタ
ルミラーデバイス）である。ＤＭＤは、映像光（画像）及び照明光の画素に対応付けられ
た複数の微小ミラーを備えている。複数の微小ミラーの各々は、可動式であり、基本的に
１画素に対応する。
【００６８】
　ＤＭＤは、各微小ミラーの角度を変更することによって、レンズ群３３０からの映像用
の光（赤色光、緑色光、青色光）及び照明用の光を、投射レンズ３４０に反射させるか否
かを切り替える。具体的には、各微小ミラーを選択的に回転させることによって、映像用
の光（赤色光、緑色光、青色光）及び照明用の光が投射レンズ３４０に向けて選択的に反
射される。このとき、例えば全画素を用いて照明光とする場合には微小ミラーをフルオー
プンにすればよい。また、各微小ミラーの傾きは、制御部４００からの制御信号に基づい
て制御される。なお、制御部４００によって、表示素子３５０（ＤＭＤ）の動作と蛍光発
光部材２１０（蛍光体ホイール）の回転とが同期するように制御されている。
【００６９】
　なお、表示素子３５０としては、配光を制御できるものであれば、ＤＭＤ等の反射型表
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示素子に限るものではなく、液晶表示素子等の透過型表示素子等の配光制御素子を用いて
もよい。
【００７０】
　このように構成される照明装置１は、図２に示すように、第１ユニット１００、第２ユ
ニット２００、第３ユニット３００及び制御部４００を、例えば図２に示すように筐体５
００に収納することで構成することができる。図２は、本発明の実施の形態１に係る照明
装置１の外観斜視図である。
【００７１】
　［照明装置の動作］
　次に、本発明の実施の形態１に係る照明装置１の動作について説明する。なお、本実施
の形態では、半導体発光素子１１１が青色光を出射する場合について説明する。
【００７２】
　第１ユニット１００からは励起光として青色光が出射する。具体的には、半導体発光素
子１１１から出射した青色光は、コリメートレンズ１２０によってコリメートされて直進
光となって第１ユニット１００から出射する。第１ユニット１００から出射した青色光は
第２ユニット２００に入射する。
【００７３】
　第２ユニット２００に入射した青色光は、ダイクロイックミラー２２０を透過して蛍光
発光部材２１０に入射する。本実施の形態では、蛍光発光部材２１０が所定の回転数で回
転しているので、第１ユニット１００からの青色光は、蛍光発光部材２１０において、時
間的に分割されて、照明用光発光領域２１２ａ、緑色蛍光発光領域２１２ｂ１、赤色蛍光
発光領域２１２ｂ２及び透過領域２１２ｃに入射することになる。
【００７４】
　このとき、第１ユニット１００の青色光が照明用光発光領域２１２ａに入射した場合は
、青色光が照明用光発光領域２１２ａの黄色蛍光体によって黄色光となり、青色光と黄色
光との混色である白色光（合成光）が照明用光発光領域２１２ａから照明用の光として放
射される。
【００７５】
　また、第１ユニット１００の青色光が緑色蛍光発光領域２１２ｂ１に入射した場合は、
青色光が緑色蛍光発光領域２１２ｂ１の緑色蛍光体によって緑色光が生成され、当該緑色
光（単色光）が緑色蛍光発光領域２１２ｂ１から映像用の光として放射される。
【００７６】
　また、第１ユニット１００の青色光が赤色蛍光発光領域２１２ｂ２に入射した場合は、
青色光が赤色蛍光発光領域２１２ｂ２の赤色蛍光体によって赤色光が生成され、当該赤色
光（単色光）が赤色蛍光発光領域２１２ｂ２から映像用の光として放射される。
【００７７】
　また、第１ユニット１００の青色光が透過領域２１２ｃに入射した場合は、当該青色光
（単色光）が透過領域２１２ｃをそのまま透過して、当該青色光は透過領域２１２ｃから
映像用の光として放射される。
【００７８】
　この結果、蛍光発光部材２１０からは照明用の光と映像用の光（赤色光、緑色光、青色
光）とが時間的に分割されて出射する。本実施の形態では、照明用の光（白色光）、青色
光、赤色光及び緑色光をこの順序で出射することを１サイクルとして、これを複数サイク
ル繰り返すことで照明用の光と映像用の光とが時間的に分割されて出射する。
【００７９】
　このとき、蛍光発光部材２１０から出射した照明用の光と映像用の光の一部（緑色光及
び赤色光）は、ダイクロイックミラー２２０に向かって出射し、ダイクロイックミラー２
２０で反射して第３ユニット３００に導かれる。また、蛍光発光部材２１０から出射した
映像用の他の一部（青色光）は、第１反射ミラー２３１、第２反射ミラー２３２及び第３
反射ミラー２３３で順次反射して、ダイクロイックミラー２２０を透過して第３ユニット
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３００に導かれる。
【００８０】
　このように、本実施の形態では、蛍光発光部材２１０（蛍光体ホイール）を回転させる
ことによって映像用の光と照明用の光とが連続して生成されている。そして、蛍光発光部
材２１０で生成された映像用の光と照明用の光とは、時間的に分割されて（つまり時分割
で）第３ユニット３００に入射する。
【００８１】
　なお、本実施の形態では、映像用の光と照明用の光とが時分割で出射しているが、この
場合、映像用の光（赤色光、緑色光、青色光）と照明用の光とは、人の目で認識できる速
さよりも速いスピードで連続して出射している。例えば、マイクロ秒（μｓｅｃ）の速さ
で連続的に出射している。マイクロ秒オーダーでは、光色は切り替わっているが、人の目
で認識できる速さを超えているため、人の目には、それらの光が合成された色や映像とし
て認識される。
【００８２】
　第３ユニット３００に入射した映像用の光及び照明用の光は、集光レンズ３１０、ロッ
ドインテグレータ３２０及びレンズ群３３０を通って表示素子３５０に入射して、制御部
４００からの映像信号に基づいて所定の映像光（画像）及び照明光に形成されて表示素子
３５０から出力される。
【００８３】
　そして、表示素子３５０から出力した映像光及び照明光は投射レンズ３４０を通って外
部に出力されて、所定の照射領域に照射される。つまり、照明光と映像光とは、時間的に
分割されて第３ユニット３００から外部に出力して、照明装置１の外部の照射領域に照射
される。この場合、例えば、照明光と映像光とを同時に出力することにより、照明領域の
中に映像を表示することができる。また、照明光と映像光とを交互に出力することにより
、照明と映像表示とを交互に切り替えて行うことができる。
【００８４】
　［照明装置の効果］
　上述のとおり、映像光と照明光とは、目的とするところが異なるので要求される光のス
ペクトルが異なる。
【００８５】
　例えば、映像光は色再現範囲（画質）を高めることを目的としているので、例えばカラ
ー画像の映像光では、図３に示すように、ＲＧＢの各色においてシャープなピーク波長を
有するスペクトルであるとよい。図３は、ＲＧＢカラー画像における理想的な映像光のス
ペクトルの一例を示す図である。
【００８６】
　一方、照明光は照射対象物の見え（演色性）を高めることを目的としているので、例え
ば青色光の励起光とこの励起光で蛍光発光する黄色蛍光体とによって白色の照明光を得る
には、図４に示すように、ブロードなスペクトルであるとよい。図４は、Ｂ－Ｙタイプの
理想的な照明光のスペクトルの一例を示す図である。
【００８７】
　つまり、演色性の高い照明光のスペクトルと色再現範囲の高い映像光のスペクトルとを
比べると、演色性の高い照明光のスペクトルには、映像光のスペクトルにおけるどのピー
ク波長の半値幅よりも大きい半値幅を持つピーク波長が含まれることになる。つまり、照
明光のスペクトルには、映像光のスペクトルにおいて、映像用の光（赤色光、緑色光、青
色光）のピーク波長の半値幅よりも大きい半値幅を持つピーク波長が含まれる。例えば、
そのような照明光の幅広のピーク波長の半値幅は、映像用の光のどのピーク波長の半値幅
に対しても２倍以上である。
【００８８】
　本実施の形態では、第２ユニット２００において第１ユニット１００からの励起光を用
いて蛍光発光させて照明用の光を生成し、第３ユニット３００において第２ユニット２０



(12) JP 6233572 B2 2017.11.22

10

20

30

40

50

０で生成した照明用の光を所定の照明光として外部に導いている。これにより、演色性の
高い照明光を出力することができる。
【００８９】
　また、第２ユニット２００において映像用の光を生成し、第３ユニット３００において
第２ユニット２００で生成した映像用の光を所定の映像光として外部に導いている。これ
により、所望の映像光を出力することができる。
【００９０】
　そして、本実施の形態では、照明用の光と映像用の光とが第２ユニット２００において
時分割で生成されているので、第３ユニット３００では照明光と映像光とが時分割で生成
されて外部に出力される。なお、本実施の形態では、照明光と映像光とを時分割で（すな
わち、照明光と映像光とを人の目で認識できる速さよりも速いスピードで）出力している
。これにより、ユーザには照明光と映像光とが同時に出力しているように認識させること
ができる。なお、照明光と映像光とが交互に切り替えて出力しているように認識させるこ
ともできる。
【００９１】
　以上、本実施の形態における照明装置１によれば、演色性に優れた照明光と所望の映像
光とを時間的に分割して出力することができる。つまり、演色性に優れた照明と所望の映
像表示とを行うことができる。
【００９２】
　また、本実施の形態では、１つの蛍光発光部材２１０（蛍光体ホイール）に、その回転
方向に分割された領域に、照明用光蛍光体が設けられた照明用光発光領域２１２ａ及び映
像用光蛍光体が設けられた映像用光発光領域２１２ｂが割り当てられている。
【００９３】
　これにより、演色性に優れた照明光と所望の映像光とが時分割で出力されるので、照明
光と映像光とが合わされた照明画像を容易に出力させることができる。
【００９４】
　（実施の形態１の変形例）
　次に、本発明の実施の形態１の変形例について、図５を用いて説明する。図５は、本発
明の実施の形態１の変形例に係る照明装置１Ａの構成を示す図である。
【００９５】
　本変形例における照明装置１Ａが上記実施の形態１における照明装置１と異なる点は、
第２ユニット２００Ａの構成である。
【００９６】
　すなわち、上記実施の形態１では、蛍光発光部材２１０の蛍光発光部２１２が回転板２
１１の回転方向に沿った領域のみに分割されており、その分割された領域に照明用光発光
領域２１２ａ及び映像用光発光領域２１２ｂが割り当てられていた。
【００９７】
　これに対して、本変形例では、図５に示すように、蛍光発光部材２１０Ａの蛍光発光部
２１２Ａが回転板２１１の径方向に同心状にも分割されており、その分割された領域に照
明用光発光領域２１２ａ及び映像用光発光領域２１２ｂが割り当てられている。
【００９８】
　より具体的には、蛍光発光部材２１０Ａの蛍光発光部２１２Ａは、回転板２１１の径方
向に同心円状に２つの領域に分割されている。そして、この２つの領域のうち内側の領域
には、照明用光蛍光体が設けられた照明用光発光領域２１２ａが割り当てられており、外
側の領域には、映像用光蛍光体が設けられた映像用光発光領域２１２ｂ及び透過領域２１
２ｃが割り当てられている。なお、外側の領域は、回転板２１１の回転方向に沿って３つ
の領域に分割されており、映像用光発光領域２１２ｂである緑色蛍光発光領域２１２ｂ１
及び赤色蛍光発光領域２１２ｂ２と透過領域２１２ｃとが回転方向に沿って割り当てられ
ている。
【００９９】
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　さらに、本変形例における第２ユニット２００Ａには、さらに、第１ユニット１００か
らの励起光を、照明用光蛍光体が設けられた照明用光発光領域２１２ａと映像用光蛍光体
が設けられた映像用光発光領域２１２ｂとを切り替えて照射するための光学部材２４０が
設けられている。
【０１００】
　このような光学部材２４０としては、例えば、ガルバノミラーが用いられる。制御部４
００からの制御信号によって光学部材２４０を制御することによって、第１ユニット１０
０の励起光は、内側の領域（照明用光発光領域２１２ａ）と外側の領域（映像用光発光領
域２１２ｂ、透過領域２１２ｃ）とのいずれか一方に照射するように時間的に切り替えら
れる。具体的には、制御部４００によってガルバノミラーの角度が制御される。
【０１０１】
　なお、本変形例でも、上記実施の形態１と同様に、蛍光発光部材２１０Ａにおいて照明
用の光と映像用の光とが生成されて、第２ユニット２００Ａから第３ユニット３００に出
射する。
【０１０２】
　以上、本変形例における照明装置１Ａによれば、実施の形態１と同様に、演色性に優れ
た照明光と所望の映像光とを時分割で外部に出力することができる。
【０１０３】
　さらに、本変形例では、照明用光蛍光体と映像用光蛍光体とが回転板２１１の径方向に
同心状に分割された領域に設けられている。また、第１ユニット１００の励起光は、光学
部材２４０によって切り替えられて照明用光蛍光体と映像用光蛍光体とに照射される。
【０１０４】
　これにより、回転板２１１の回転方向には照明用の光と映像用の光とが合成されない。
つまり、照明装置１Ａから出力される映像光と照明光とを分離して形成することができる
。これにより、実施の形態１と比べて、映像光（画像）の画質を向上させることができる
とともに、照明光の明るさを大きくすることができる。
【０１０５】
　なお、本変形例では、回転板２１１の径方向に同心状に分割した２つの領域のうち、内
側の領域には照明用光発光領域２１２ａを割り当て、外側の領域には映像用光発光領域２
１２ｂを割り当てたが、逆であってもよい。
【０１０６】
　（実施の形態２）
　次に、本発明の実施の形態２に係る照明装置２について、図６を用いて説明する。図６
は、本発明の実施の形態２に係る照明装置２の構成を示す図である。
【０１０７】
　本実施の形態における照明装置２が上記実施の形態１における照明装置１と異なる点は
、第２ユニット２０２の構成である。
【０１０８】
　本実施の形態における第２ユニット２０２は、実施の形態１と同様に、映像用の光及び
照明用の光を生成して時間的に分割して出射する映像用光／照明用光生成ユニットである
が、本実施の形態では、ダイクロイックミラー２２０と、蛍光発光部材２５０と、色選択
部材２６０とを備える。
【０１０９】
　本実施の形態における蛍光発光部材２５０は、回転するように構成された蛍光体ホイー
ル（回転ホイール）であって、ドーナツ円板状（円環状）の回転板２５１と、回転板２５
１に設けられた蛍光発光部２５２と、回転板２５１を回転させるためのモータ２５３とを
有する。回転板２５１の回転に連動して蛍光発光部２５２が回転することで、蛍光発光部
２５２から照明用の光が出射する。
【０１１０】
　回転板２５１は、例えば透明基板であり、モータ２５３によって所定の回転数で回転す



(14) JP 6233572 B2 2017.11.22

10

20

30

40

50

る。モータ２５３は、制御部４００からの駆動制御信号に基づいて駆動される。
【０１１１】
　蛍光発光部２５２は、回転板２５１の一方の面に設けられている。蛍光発光部２５２は
、第１ユニット１００からの励起光によって蛍光発光する蛍光体を有している。本実施の
形態において、蛍光発光部２５２は、第１ユニット１００からの励起光によって蛍光発光
して照明用の光を生成する照明用光蛍光体を有する。
【０１１２】
　照明用光蛍光体の材料は、実施の形態１と同様であり、例えば、第１ユニット１００の
励起光が青色光の場合、白色の照明光（白色光）を得るために、ＹＡＧ系の黄色蛍光体を
用いることができる。具体的には、透光性材料に照明用光蛍光体が含有された蛍光体含有
部材が回転板２５１の一方の面の全面に形成されている。このように、青色光によって蛍
光発光させた黄色光を用いて白色光を生成しているので、蛍光発光部材２５０からは、照
明用の光に適したブロードなスペクトルの白色光が出射する。
【０１１３】
　色選択部材２６０は、回転ホイールであって、ドーナツ円板状（円環状）の回転板２６
１と、回転板２６１に設けられた色選択部２６２と、回転板２６１を回転させるためのモ
ータ２６３とを有する。回転板２６１は、例えば透明基板であり、モータ２６３によって
所定の回転数で回転する。モータ２６３は、制御部４００からの駆動制御信号に基づいて
駆動される。
【０１１４】
　色選択部２６２は、蛍光発光部２５２によって生成された照明光の色を選択して透過す
るカラーフィルタ部を有する。カラーフィルタ部は、蛍光発光部材２５０からダイクロイ
ックミラー２２０に向かう方向の光については選択的に透過するように構成されている。
本実施の形態において、カラーフィルタ部は、蛍光発光部材２５０（蛍光発光部２５２）
で生成された照明用の光のうち赤色光を選択的に透過する赤色フィルタ２６２Ｒと、当該
照明用の光のうち緑色光を選択的に透過する緑色フィルタ２６２Ｇと、当該照明用の光の
うち青色光を選択的に透過する青色フィルタ２６２Ｂとを有する。
【０１１５】
　なお、本実施の形態において、赤色フィルタ２６２Ｒ、緑色フィルタ２６２Ｂ及び青色
フィルタ２６２Ｂは、ダイクロイックフィルタであり、第１ユニット１００からの蛍光発
光部材２５０に向かう方向の励起光（青色光）については透過するように構成されている
。
【０１１６】
　また、色選択部材２６０は、蛍光発光部２５２によって生成された照明用の光をそのま
ま透過する透過部２６２Ｔを有する。
【０１１７】
　カラーフィルタ部ＣＦ及び透過部２６２Ｔは、色選択部材２６０の回転方向に分割され
た回転板２１１の所定の領域に設けられている。具体的には、赤色フィルタ２６２Ｒ、緑
色フィルタ２６２Ｇ、青色フィルタ２６２Ｂ及び透過部２６２Ｔは、色選択部材２６０の
回転方向に４分割された回転板２１１の領域に設けられている。
【０１１８】
　モータ２６３によって回転板２６１を回転させることによって、蛍光発光部材２５０か
らの照明用の光がカラーフィルタ部（赤色フィルタ２６２Ｒ、緑色フィルタ２６２Ｇ、青
色フィルタ２６２Ｂ）及び透過部２６２Ｔを時分割で透過して、映像用の光（赤色光、緑
色光、青色光）及び照明用の光として色選択部材２６０から出射する。
【０１１９】
　また、本実施の形態において、色選択部材２６０は、表示素子３５０と同期している。
すなわち、制御部４００からの制御信号によって、表示素子３５０（ＤＭＤ）の微小ミラ
ーの可動と色選択部材２６０（回転ホイール）の回転とが同期するように制御されている
。さらに、色選択部材２６０の回転と蛍光発光部材２５０の回転とも同期させている。
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【０１２０】
　次に、本発明の実施の形態２に係る照明装置２の動作について説明する。なお、実施の
形態１と異なる点を中心に説明する。
【０１２１】
　第１ユニット１００から出射した青色光は、第２ユニット２００に入射し、ダイクロイ
ックミラー２２０及び色選択部材２６０を透過して蛍光発光部材２５０に入射する。これ
により、蛍光発光部材２５０からは白色光が出射する。また、蛍光発光部材２５０から出
射した白色光は、色選択部材２６０に入射する。
【０１２２】
　このとき、色選択部材２６０は回転しているので、蛍光発光部材２５０からは白色光は
時分割でカラーフィルタ部（赤色フィルタ２６２Ｒ、緑色フィルタ２６２Ｇ、青色フィル
タ２６２Ｂ）及び透過部２６２Ｔに入射することになる。
【０１２３】
　この場合、蛍光発光部材２５０の白色光が赤色フィルタ２６２Ｒに入射した場合は、白
色光のうち赤色光だけが透過して映像用の光として放射される。
【０１２４】
　同様に、蛍光発光部材２５０の白色光が緑色フィルタ２６２Ｇに入射した場合は、白色
光のうち緑色光だけが透過して映像用の光として放射される。
【０１２５】
　同様に、蛍光発光部材２５０の白色光が青色フィルタ２６２Ｂに入射した場合は、白色
光のうち青色光だけが透過して映像用の光として放射される。
【０１２６】
　また、蛍光発光部材２５０の白色光が透過部２６２Ｔに入射した場合は、白色光はその
まま透過部２６２Ｔを透過して照明用の光として放射される。
【０１２７】
　この結果、色選択部材２６０は回転にともなって、色選択部材２６０からは照明用の光
と映像用の光（赤色光、緑色光、青色光）とが時分割で出射する。つまり、本実施の形態
でも、第２ユニット２００からは、照明用の光（白色光）、青色光、赤色光及び緑色光を
この順序で出射することを１サイクルとして、これを複数サイクル繰り返すことで照明用
の光と映像用の光とが時分割で出射する。
【０１２８】
　このように、本実施の形態では、色選択部材２６０を回転させることによって映像用の
光と照明用の光とが連続して生成されて、時分割で第３ユニット３００に入射する。
【０１２９】
　なお、第３ユニット３００に入射した映像用の光及び照明用の光は、実施の形態１と同
様に、所定の映像光及び照明光として時分割で外部に導かれる。
【０１３０】
　以上、本実施の形態における照明装置２によれば、実施の形態１と同様に、演色性に優
れた照明光と所望の映像光とを時分割で外部に出力することができる。
【０１３１】
　（実施の形態３）
　次に、本発明の実施の形態３に係る照明装置３について、図７を用いて説明する。図７
は、本発明の実施の形態３に係る照明装置３の構成を示す図である。
【０１３２】
　本実施の形態における照明装置３が上記実施の形態１における照明装置１と異なる点は
、第２ユニット２０３の構成である。
【０１３３】
　本実施の形態における第２ユニット２０３は、映像用の光及び照明用の光を生成する映
像用光／照明用光生成ユニットであり、照明用光生成部２０３Ａと映像用光生成部２０３
Ｂとを有する。つまり、本実施の形態では、映像用の光と照明用の光とは別のデバイスに
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よって生成される。
【０１３４】
　照明用光生成部２０３Ａは、蛍光発光部材２７０及びダイクロイックミラー２２０を備
える。本実施の形態における蛍光発光部材２７０は、蛍光体ホイール（回転ホイール）で
あり、ドーナツ円板状（円環状）の回転板２７１と、回転板２７１に設けられた蛍光発光
部２７２と、回転板２７１を回転させるためのモータ２７３とを有する。回転板２７１の
回転に連動して蛍光発光部２７２が回転することで、蛍光発光部２７２から照明用の光が
出射する。
【０１３５】
　回転板２７１は、例えば透明基板であり、モータ２７３によって所定の回転数で回転す
る。モータ２７３は、制御部４００からの駆動制御信号に基づいて駆動される。
【０１３６】
　蛍光発光部２７２は、回転板２７１の一方の面に設けられている。蛍光発光部２７２は
、第１ユニット１００からの励起光によって蛍光発光する蛍光体を有している。蛍光発光
部２７２は、第１ユニット１００からの励起光によって蛍光発光して照明用の光を生成す
る照明用光蛍光体を有する。
【０１３７】
　本実施の形態において、蛍光発光部２７２は、蛍光体を蛍光発光させることによって第
１の照明用の光（照明光Ａ）を発する第１照明用光発光領域２７２Ａと、蛍光体を蛍光発
光させることによって第２の照明用の光（照明光Ｂ）を発する第２照明用光発光領域２７
２Ｂとによって構成されている。第１の照明用の光と第２の照明用の光とは異なる色であ
る。つまり、蛍光発光部材２７０は、複数色の照明用の光を生成する。例えば、このよう
な照明用の光としては、昼白色、昼光色、電球色等の白色光、あるいは赤色等の有色光と
することができる。一例として、第１の照明用の光は昼光色であり、第２の照明用の光は
電球色である。
【０１３８】
　第１照明用光発光領域２７２Ａには、第１ユニット１００からの励起光によって蛍光発
光する第１照明用光蛍光体が設けられている。また、第２照明用光発光領域２７２Ｂは、
第１ユニット１００からの励起光によって蛍光発光する第２照明用光蛍光体が設けられて
いる。
【０１３９】
　第１照明用光発光領域２７２Ａ及び第２照明用光発光領域２７２Ｂは、回転方向に分割
された回転板２１１の所定の領域に割り当てられている。なお、本実施の形態では、第１
照明用光発光領域２７２Ａの面積が第２照明用光発光領域２７２Ｂの面積よりも大きくな
るように設定されている。
【０１４０】
　第１照明用光蛍光体及び第２照明用光蛍光体の材料の各々は、所望の色の照明光が得ら
れるように、第１ユニット１００の励起光に応じて選ぶことができる。本実施の形態では
、第１の照明用の光と第２の照明用の光とが異なる色となるように各々の材料が選ばれて
いる。
【０１４１】
　例えば、第１及び第２照明用光蛍光体の材料は、例えば、第１ユニット１００の励起光
が青色光の場合、色温度の異なる白色の照明光（昼白色、昼光色、電球色等）を得るため
に、ＹＡＧ系の黄色蛍光体と赤色蛍光体又は緑色蛍光体とを組み合わせている。具体的に
は、透光性材料にこれらの蛍光体が含有された蛍光体含有部材が第１照明用光発光領域２
７２Ａ及び第２照明用光発光領域２７２Ｂごとに回転板２７１の一方の面に形成されてい
る。このように、本実施の形態でも、青色光によって蛍光発光させた黄色光を用いて白色
光を生成しているので、蛍光発光部材２７０からは、照明用の光に適したブロードなスペ
クトルの白色光が出射する。
【０１４２】
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　映像用光生成部２０３Ｂは、映像用の光を発する光源部２８０を有する。光源部２８０
は、赤色光を発する赤色光源２８０Ｒと、緑色光を発する緑色光源２８０Ｇと、青色光を
発する青色光源２８０Ｂとを有する。赤色光源２８０Ｒ、緑色光源２８０Ｇ及び青色光源
２８０Ｂとしては、例えば、半導体レーザ又はＬＥＤ等の半導体発光素子を用いることが
できる。本実施の形態では、半導体レーザを用いている。
【０１４３】
　赤色光源２８０Ｒから出射した赤色光、緑色光源２８０Ｇから出射した緑色光及び青色
光源２８０Ｂから出射した青色光の各々は、映像用の光として第３ユニット３００に導か
れる。なお、光源部２８０からの赤色光、緑色光及び青色光は、第２ユニット２００にお
いて、蛍光発光部材２７０からの第１の照明用の光及び第２の照明用の光と同じ光路とな
って第３ユニット３００に導かれる。
【０１４４】
　次に、本発明の実施の形態３に係る照明装置３の動作について説明する。なお、実施の
形態１と異なる点を中心に説明する。
【０１４５】
　第１ユニット１００から出射した青色光は、第２ユニット２００の照明用光生成部２０
３Ａに入射し、ダイクロイックミラー２２０を透過して蛍光発光部材２７０に入射する。
【０１４６】
　このとき、第１ユニット１００の励起光が第１照明用光発光領域２７２Ａに入射した場
合は、第１照明用光発光領域２７２Ａの第１照明用光蛍光体が励起光によって蛍光発光し
て第１の照明用の光として放射される。
【０１４７】
　また、第１ユニット１００の励起光が第２照明用光発光領域２７２Ｂに入射した場合は
、第２照明用光発光領域２７２Ｂの第２照明用光蛍光体が励起光によって蛍光発光して第
２の照明用の光として放射される。
【０１４８】
　照明用光生成部２０３Ａから出射する第１及び第２の照明用の光は、ダイクロイックミ
ラー２２０で反射して第３ユニット３００に導かれる。
【０１４９】
　一方、第２ユニット２００の映像用光生成部２０３Ｂでは、光源部２８０において、赤
色光、緑色光及び青色光が生成されて、映像用光生成部２０３Ｂから出射する。映像用光
生成部２０３Ｂで生成された赤色光、緑色光及び青色光は、映像用の光として第３ユニッ
ト３００に入射する。
【０１５０】
　このとき、照明用光生成部２０３Ａと映像用光生成部２０３Ｂとは別のデバイスである
ので、第１及び第２の照明用の光と映像用の光とは、別々のデバイスから別個独立して出
射するが、照明用光生成部２０３Ａ及び映像用光生成部２０３Ｂは、制御部４００によっ
て同期するように制御されている。
【０１５１】
　これにより、第１及び第２の照明用の光と映像用の光とは第２ユニット２００で上乗せ
されて第３ユニット３００に入射する。具体的には、照明用光生成部２０３Ａ及び映像用
光生成部２０３Ｂのいずれか一方が光を出力しているときはいずれか他方は光を出力して
おらず、第１及び第２の照明用の光と映像用の光とは時分割で出力されて第３ユニット３
００に導かれる。
【０１５２】
　なお、第３ユニット３００に入射した第１及び第２の照明用の光と映像用の光とは、実
施の形態１と同様に、所定の照明光及び映像光として時分割で外部に導かれる。
【０１５３】
　以上、本実施の形態における照明装置３によれば、実施の形態１と同様に、演色性に優
れた照明光と所望の映像光とを時分割で外部に出力することができる。
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【０１５４】
　さらに、本実施の形態では、照明用光生成部２０３Ａと映像用光生成部２０３Ｂとが別
のデバイスであるので、照明用の光と映像用の光とが合成されない。これにより、実施の
形態１と比べて、映像光（画像）の画質を向上させることができるとともに、照明光の明
るさを大きくすることができる。
【０１５５】
　また、本実施の形態において、蛍光発光部材２７０は、複数色の照明用の光を生成して
いる。これにより、目的に応じて照明光を切り替えて出力することができるので、様々な
シーンの照明光を創出することができる。例えば、魚、肉又は野菜等の生鮮食品を主に照
明する場合や人の肌を主に照明する場合とで出力する照明光の種類を切り替えることがで
きる。
【０１５６】
　なお、本実施の形態では、第１及び第２の照明用の光（複数色の照明用の光）を生成し
たが、第１の照明用の光及び第２の照明用の光のいずれか一方、つまり、照明用の光は１
種類であってもよい。
【０１５７】
　（その他変形例等）
　以上、本発明に係る照明装置について、実施の形態１～３及び変形例に基づいて説明し
たが、本発明は、上記の実施の形態及び変形例に限定されるものではない。
【０１５８】
　例えば、上記実施の形態及び変形例において、蛍光発光部材２１０には励起光を透過す
る透過領域２１２ｃを設けたが、透過領域２１２ｃに代えて、励起光によって青色光を蛍
光発光する青色蛍光体が設けられた青色蛍光発光領域としてもよい。
【０１５９】
　また、上記実施の形態及び変形例において、第１ユニット１００で生成する励起光は青
色光としたが、これに限るものではない。例えば、第１ユニット１００で生成する励起光
を紫外線光（ＵＶ光）にしてもよい。この場合、蛍光発光部材２１０の透過領域２１２ｃ
に代えて、紫外線光で蛍光発光して青色光を生成する青色蛍光体が設けられた青色蛍光発
光領域にすればよい。また、この場合、ダイクロイックミラー２２０としては、紫外線光
は透過するが紫外線光よりも長い波長の光（可視光）は反射する特性となるように構成す
ればよい。
【０１６０】
　また、上記実施の形態及び変形例において、蛍光発光部材を回転させることによって照
明用の光と映像用の光とを時分割で出射するように構成したが、蛍光発光部材を回転させ
ることなくすることなく映像用の光及び照明用の光とを時分割で出射するように構成して
もよい。
【０１６１】
　また、上記実施の形態及び変形例において、照明用の光及び照明光は白色光（合成光）
としたが、有色光又は単色光としても構わない。
【０１６２】
　また、上記実施の形態及び変形例において、第１ユニット１００、第２ユニット２００
及び第３ユニット３００にレンズやミラー等の光学部材を適宜追加してもよい。
【０１６３】
　また、上記実施の形態及び変形例において、光源として半導体レーザ又はＬＥＤを用い
たが、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）や無機ＥＬ等のＥＬ素子
等のその他の固体発光素子を用いてもよい。
【０１６４】
　その他、各実施の形態及び変形例に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる
形態、又は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の形態及び変形例における構成要素
及び機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本発明に含まれる。
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【符号の説明】
【０１６５】
　１、１Ａ、２、３　照明装置
　１００　第１ユニット
　１１０　発光モジュール
　１１１　半導体発光素子
　１２０　コリメートレンズ
　１３０　ヒートシンク
　２００、２００Ａ、２０２、２０３　第２ユニット
　２０３Ａ　照明用光生成部
　２０３Ｂ　映像用光生成部
　２１０、２１０Ａ、２５０、２７０　蛍光発光部材
　２１１、２５１、２６１、２７１　回転板
　２１２、２１２Ａ、２５２、２７２　蛍光発光部
　２１２ａ　照明用光発光領域
　２１２ｂ　映像用光発光領域
　２１２ｂ１　緑色蛍光発光領域
　２１２ｂ２　赤色蛍光発光領域
　２１２ｃ　透過領域
　２１３、２５３、２６３、２７３　モータ
　２２０　ダイクロイックミラー
　２３１　第１反射ミラー
　２３２　第２反射ミラー
　２３３　第３反射ミラー
　２４０　光学部材
　２６０　色選択部材
　２６２　色選択部
　２６２Ｒ　赤色フィルタ
　２６２Ｇ　緑色フィルタ
　２６２Ｂ　青色フィルタ
　２６２Ｔ　透過部
　２７２Ａ　第１照明用光発光領域
　２７２Ｂ　第２照明用光発光領域
　２８０　光源部
　２８０Ｒ　赤色光源
　２８０Ｇ　緑色光源
　２８０Ｂ　青色光源
　３００　第３ユニット
　３１０　集光レンズ
　３２０　ロッドインテグレータ
　３３０　レンズ群　
　３４０　投射レンズ
　３５０　表示素子
　４００　制御部
　５００　筐体
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