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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源ランプを冷却する光源ランプ冷却装置であって、
　気体を圧縮する気体圧縮機と、
　前記気体圧縮機により圧縮された気体を前記光源ランプの被冷却部位に直接噴射する噴
射部と、
　前記気体圧縮機と前記噴射部との間を接続する気体配管と、
　前記気体配管における気体の圧力を検出する圧力検出部と、
　前記圧力検出部で検出された前記気体配管内の気体の圧力に対応して、前記光源ランプ
の電力制御を行うランプ制御部と、を有し、
　前記気体配管は、内部が中空で柔軟性を有する配管であり、
　前記気体配管における空気圧力が一定になるように、前記気体圧縮機の制御周波数を制
御することを特徴とする光源ランプ冷却装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の光源ランプ冷却装置において、
　前記ランプ制御部による前記光源ランプの電力制御は、前記圧力検出部で検出された気
体の圧力が予め設定された所定の圧力以上となった時に前記光源ランプを消灯する操作で
ある、光源ランプ冷却装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の光源ランプ冷却装置において、
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　前記ランプ制御部による前記光源ランプの電力制御は、前記圧力検出部で検出された気
体の圧力が予め設定された所定の圧力以下となった時に前記光源ランプを消灯する操作で
ある、光源ランプ冷却装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の光源ランプ冷却装置において、
　前記気体圧縮機が往復式の空気圧縮機である、光源ランプ冷却装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の光源ランプ冷却装置において、
　前記往復式の空気圧縮機がダイアフラム型の空気圧縮機である、光源ランプ冷却装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の光源ランプ冷却装置において、
　前記気体圧縮機の制御周波数が２０ｋＨｚ±５ｋＨｚの領域の周波数である、光源ラン
プ冷却装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の光源ランプ冷却装置において、
　前記噴射部は、前記光源ランプを有するランプユニットの投光側の開口に設けられた透
光部材を保持してリフレクタと結合させる保持部材に設けられており、前記噴射部の噴射
口の噴射方向は、前記光源ランプの一箇所以上の所定の箇所を向いている、光源ランプ冷
却装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の光源ランプ冷却装置において、
　前記噴射口の形状と面積と数は、その噴射口から前記気体が吹き出す先の前記所定の箇
所の冷却条件に対応して設定されている、光源ランプ冷却装置。
【請求項９】
　請求項７または請求項８に記載の光源ランプ冷却装置において、
　前記保持部材には前記ランプユニット内から冷却風を排出する開口が設けられている、
光源ランプ冷却装置。
【請求項１０】
　請求項１から請求項９のいずれか１項に記載の光源ランプ冷却装置において、
　前記気体は空気である、光源ランプ冷却装置。
【請求項１１】
　請求項１から請求項１０のいずれか１項に記載の光源ランプ冷却装置を具備したことを
特徴とする投射型表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光源ランプ冷却装置と投射型表示装置に関し、特に冷却用送風機からの空気圧
力を検出して所定の限度を超える場合に光源ランプを消灯する光源ランプ冷却装置と投射
型表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　投射型表示装置は、特に大きな発熱体を有する機器であり、性能や信頼性の確保のため
に冷却を行うことが必須である。その冷却方法は、大きく空冷と水冷を含む液冷との２つ
に分類することができる。電子機器を空冷する場合、その空冷方法はさらに自然空冷と強
制空冷とに分類することができる。強制空冷においては各種の送風機によって空気を強制
的に被冷却物に当てたり、あるいは、機器内部の暖まった空気を排気したりしている。
【０００３】
　この冷却用の送風機からは音が発生し、電子機器の冷却能力を高めようとすると冷却用
の送風機から発生する音が騒音となって問題になることがある。この傾向は大きな発熱体
を具備する電子機器において顕著であり、また装置が小型化するに従って顕著になる傾向
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にある。
【０００４】
　特に光源ランプは所定の最適温度の範囲に保持する必要があり、液冷による冷却は構造
的に難しいので空冷によって冷却されるのが一般的である。高出力のランプに対しては、
冷却効率を高めるために流速が非常に速い冷却風が必要とされる。このため従来の光源ラ
ンプの冷却にはシロッコファンに代表される多翼ファンが多用されている。
【０００５】
　高い流速を得るために、導風ダクトによって流れを絞り込んで使用されているが、高い
圧力損失を伴うために、送風機から発生する音が騒音となって問題になることがある。ま
た、小型の装置の場合には送風機の周りに充分な空間が取れない場合が多いため、送風機
を効率が高い状態で使用することが難しい。
【０００６】
　このため、高い圧力損失に対応できる高静圧で低騒音の冷却デバイスが求められている
。各種の空気圧縮機の中で容積型の往復動型の圧縮機は非常に高い静圧を得ることができ
、中でもダイアフラム型の空気圧縮機は小型ながら一般的なシロッコファンに比べて百倍
以上の空気圧を得ることができるので、光源ランプの冷却手段としての利用方法が検討さ
れている。
【０００７】
　しかし、容積型の往復動型の圧縮機の高静圧空気には脈動があり、対象物を定常状態で
冷却するにはこの脈動を抑える必要がある。また、径の細い配管内を高速で空気を流すた
めに粉塵による穴詰まりや流路の接続部分におけるエア漏れが発生する可能性がある。
【０００８】
　特許文献１（特開２００６－９１１３２号公報）には、ダクトを経由して送られた冷却
風をダクト壁面に設けられた冷却風流入口を経由して光電用ランプに流し込むプロジェク
タ装置が開示されている。しかし、送風機としてシロッコファンを想定していることもあ
り、冷却風の粉塵による穴詰まりや流路の接続部分におけるエア漏れの問題は特に提起さ
れていない。
【０００９】
　特許文献２（特開２００３－３２８９５１号公報）には、容積型の往復動型の圧縮機で
あるダイアフラムポンプが開示されている。
【００１０】
　脈動の問題に関しては、特許文献３（特開平１１－２７０７７３号公報）に、ポンプの
脈動防止構造に関する圧力室の破損防止のアプローチとして、圧力室の圧力を検知してポ
ンプ上流の管路に空気を導入する方法が開示されている。
【００１１】
　また、特許文献４（特開平９－２６８９８２号公報）には、ポンプの吐出口の後の流路
に設けられた圧力計の測定値に電気的なフィルタをかけることにより、ポンプに起因する
圧力変動のみに対し、ポンプのモータの回転を制御して吐出圧の変動を抑える方法が開示
されている。
【特許文献１】特開２００６－９１１３２号公報
【特許文献２】特開２００３－３２８９５１号公報
【特許文献３】特開平１１－２７０７７３号公報
【特許文献４】特開平９－２６８９８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　容積型の往復動型の圧縮機であるダイアフラムポンプは非常に小型ながら、高い静圧を
得ることができ、一般的なシロッコファンに比べて数百倍の圧力を得ることができる。
【００１３】
　しかし、小型の容積型の往復動型の圧縮機では流量が少ないため、高圧の空気を小断面
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積の流路を通して送り出して風速を上げる必要があり、冷却風の噴射口を微小孔にして風
速を速くすることが行われている。冷却風の噴射口を微小孔にすることによって、上述の
ように微小な粉塵ですら噴射口の孔詰まりの原因になるという問題がある。さらに、高静
圧な冷却デバイスは空気の圧力が高いため、冷却風を送る流路の接続部分においてエア漏
れが発生するという問題も考えられる。
【００１４】
　脈動の問題に関しては、小型化の求められる投射型表示装置に対しては、特許文献３や
特許文献４に記載の方法を用いることは困難である。
【００１５】
　本発明の目的は、簡単な構成で圧力変動によるランプ温度への影響を抑え、気体流路に
おける詰まりや漏れによるランプ温度への影響を防止でき、圧力変動に対するランプの発
光動作の信頼性が高い光源ランプ冷却装置と投射型表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の光源ランプ冷却装置は、光源ランプを冷却する光源ランプ冷却装置であって、
　気体を圧縮する気体圧縮機と、
　前記気体圧縮機により圧縮された気体を前記光源ランプの被冷却部位に直接噴射する噴
射部と、
　前記気体圧縮機と前記噴射部との間を接続する気体配管と、
　前記気体配管における気体の圧力を検出する圧力検出部と、
　前記圧力検出部で検出された前記気体配管内の気体の圧力に対応して、前記光源ランプ
の電力制御を行うランプ制御部と、を有し、
　前記気体配管は、内部が中空で柔軟性を有する配管であり、
　前記気体配管における空気圧力が一定になるように、前記気体圧縮機の制御周波数を制
御することを特徴とする。
【００１７】
　ランプ制御部による光源ランプの電力制御は、圧力検出部で検出された気体の圧力が予
め設定された所定の圧力以上となった時に光源ランプを消灯する操作であってもよく、圧
力検出部で検出された気体の圧力が予め設定された所定の圧力以下となった時に光源ラン
プを消灯する操作であってもよい。
【００１８】
　気体圧縮機が往復式の空気圧縮機であってもよく、往復式の空気圧縮機がダイアフラム
型の空気圧縮機であってもよく、気体圧縮機の制御周波数が高領域の周波数であってもよ
く、気体圧縮機の制御周波数が２０ｋＨｚ±５ｋＨｚの領域の周波数であってもよい。
【００１９】
　噴射部は、光源ランプを有するランプユニットの投光側の開口に設けられた透光部材を
保持してリフレクタと結合させる保持部材に設けられており、噴射部の噴射口の噴射方向
は、光源ランプの一箇所以上の所定の箇所を向いていてもよく、噴射口の形状と面積と数
は、その噴射口から気体が吹き出す先の所定の箇所の冷却条件に対応して設定されていて
もよく、保持部材にはランプユニット内から冷却風を排出する開口が設けられていてもよ
い。気体は空気であってもよい。
【００２０】
　本発明の投射型表示装置は、
　上述の光源ランプ冷却装置を備えることを特徴とする。
【００２１】
　本発明では、気体配管内の気体の圧力を検出する圧力検出部と、圧力検出部で検出され
た気体の圧力に対応して光源ランプを電力制御するランプ制御部とを設けている。気体配
管内の気体の圧力が所定の圧力以上や以下となった場合に光源ランプを消灯するので、気
体経路における詰まりや漏れを生じたときに光源ランプを消灯することができ、送風の障
害によって発生する光源ランプの異常昇温とそれに伴う障害を防止できる。それに伴う障
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害とは、ランプ寿命の低下や破裂、ランプ周囲の構造物の熱変形による光源ランプの光軸
ずれによる明るさの低下などである。
【００２２】
　往復式の気体圧縮機を用いたので、高圧の気体を高速の冷却風として噴射部から直接被
冷却部位に噴射することができ、効率のよい冷却ができる。
【００２３】
　空気圧縮機の制御周波数を、例えば２０ｋＨｚ±５ｋＨｚの高い周波数としたので、相
対的に圧力変動によるランプ温度への影響が抑制される。すなわち、従来のダイアフラム
の動作周波数は６０Ｈｚ以下であり、この動作周波数では脈動や不快音が目立つので問題
であったが、空気圧縮機の制御周波数を高くすることによりダイアフラムの動作周波数を
１２５Ｈｚと高くしている。また、空気圧縮機と噴射部との間を接続する気体配管を内部
が中空で柔軟性を有する配管としたので配管の圧力に対応した変形によっても送風の脈動
が抑制される。さらに、内部が中空で柔軟性を有する配管は、筐体内に設置スペースが少
ない場合でも配置の自由度が高く、なめらかな流路を形成するため圧力損失が小さく、気
体圧縮機や噴射部との接続において空気漏れを防止している。この効果は気体圧縮機と噴
射部が離れた場合に特に顕著に現れる。
【００２５】
　従って、本発明により構成が簡単でランプの発光動作の信頼性が高いランプ冷却装置を
実現することができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明は、気体配管内の気体の圧力を検出し、気体の圧力に対応して電源ランプを電力
制御し、所定の圧力以上や以下となった場合に光源ランプを消灯するので、気体経路にお
ける詰まりや漏れを生じたときに光源ランプを消灯することができ、光源ランプの異常昇
温に伴う障害を防止できるという効果がある。すなわち、ランプ寿命の低下や破裂がなく
、ランプ周囲の構造物の熱変形による光源ランプの光軸ずれによる明るさ低下が防止され
る。
【００２７】
　小型で高静圧が得られる往復式の空気圧縮機を用いることによって、光源ランプ冷却装
置を小型化でき、それによって光源ランプの冷却に空冷冷却システムを用いる投射型表示
装置などを小型化できるという効果がある。
【００２８】
　空気圧縮機の制御周波数を、例えば２０ｋＨｚ±５ｋＨｚの高い周波数としたので、吐
出空気の圧力変動幅が少なくなって、圧力変動によるランプ温度への影響が抑制され、さ
らに空気圧縮機と噴射部との間を接続する気体配管を内部が中空で柔軟性を有する配管と
したので配管の変形により送風の脈動もさらに抑制されるという効果がある。脈動を抑制
した結果、冷却システム全体の音質も向上して低騒音となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図１は本発明の第１の実
施の形態の投射型表示装置のランプユニットと光学ユニットと光源ランプ冷却装置の模式
的構成図であり、図２は本発明の第１の実施の形態の投射型表示装置の模式的分解斜視図
であり、図３は本発明の第１の実施の形態の投射型表示装置の筐体上部カバーを外した状
態の斜視図であり、図４は図３における投写レンズを除いた光学ユニットとランプユニッ
トとの斜視図であり、図５は光源ランプ冷却装置とランプユニットの斜視図であり、図６
はランプユニットの斜視図であり、図７はランプユニットのリフレクタ保持部材を除いた
分解斜視図である。
【００３０】
　本実施の形態では、冷却の対象として高い冷却特性とコンパクト化が求められる投射型
表示装置の光源ランプを例として説明するが、これに限定されるものではなく、気体噴射
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により冷却が可能な対象に対して広く適用できる。気体を一般的に用いられる空気として
説明するが、熱伝導率の大きいヘリュームやアルゴンなどを用いることも可能である。ま
た、空気圧縮機は、小型で高圧、低騒音のダイアフラム型空気圧縮機として説明するが、
これに限定されるもではなく、往復式のピストン圧縮機や、必要な圧力や吐出量が得られ
れば回転式などの空気圧縮機も使用可能である。気体噴射冷却システムは本実施の形態で
は光源ランプ冷却装置として説明する。
【００３１】
　本発明の光源ランプ冷却装置３０は、光源ランプ１１とリフレクタ１２とから構成され
るランプユニット１０を、少ない風量で効率的に冷却することを特徴とする。
【００３２】
　本発明における投射型表示装置１は、図１に示すように、ランプユニット１０と、本発
明の実施の形態でもある光源ランプ冷却装置３０と、光学ユニット６０とを有する。
【００３３】
　ランプユニット１０は、光源ランプ１１、光源ランプ１１の出射光を反射して焦点に集
束するリフレクタ１２、防爆ガラス１８を円形開口部に有しリフレクタ１２を保持して隣
接する光学ユニット６０に対して位置決めするリフレクタ保持部材１４、リフレクタ１２
を外部から保護するリフレクタカバー１３、および光源ランプ１１に電源を供給するラン
プコネクタ５２を有する。
【００３４】
　リフレクタ保持部材１４は、図６、７に示すようにリフレクタ１２の内側（反射面側）
に外部と隔離した一定の空間を設けることで冷却風２４の安定した流れを作り出すととも
に、ランプが万一破裂した場合でも破片を周囲に散逸させることがない。
【００３５】
　リフレクタ保持部材１４には、冷却風２４を噴射する微小孔２２を有した光源ランプ冷
却装置３０の噴射部材２１が取り付けられており、微小孔２２から噴出して光源ランプ１
１を冷却した冷却風２４を冷却後に排気する排気開口１９が設けられている。
【００３６】
　この噴射部材２１に設けた微小孔２２は、実施例ではφ０．３ｍｍであるが、噴射部材
２１の壁面厚み１．５ｍｍに比べて小さいので、噴射する冷却風２３に強い指向性を与え
ている。
【００３７】
　光学ユニット６０は、画像形成素子であり反射型光変調素子であるＤＭＤ（デジタルマ
イクロミラーデバイス）６７と、ＤＭＤ６７を照明する照明光学系と、ＤＭＤ６７からの
光束をスクリーン８０に投写する投射レンズ６１とから構成されている。
【００３８】
　照明光学系は、リフレクタ１２で反射された光源ランプ１１からの光束の集光点にカラ
ーセグメントが位置するように配置され、ランプユニット１０からの光を複数の色に時分
割するカラーホイール６３と、カラーホイール６３を透過した光束を受ける位置に入射端
面が位置するように配置されていて、ランプユニット１０からの光束の輝度分布を均一化
して出射面から出射する輝度ムラ低減素子であるロッドインテグレータ６４と、ロッドイ
ンテグレータ６４からの出射光束をＤＭＤ６７に導くアフォーカル光学系とで構成されて
いる。アフォーカル光学系はレンズ６５ａ、６５ｂ、６５ｃ、平面鏡６６ａ、６６ｂとか
ら成る。
【００３９】
　ここでは画像表示器としてＤＭＤで説明しているが液晶表示装置であっても本発明の光
源ランプ冷却装置３０は同様に使用できる。
【００４０】
　本発明の実施の形態である光源ランプ冷却装置３０は、図３～図７に示すように、小型
で高圧の空気を発生できるダイアフラム型空気圧縮機３１と、配管内部の空気圧を検出す
る圧力センサ４２および圧力検出部４３と、ランプユニット１０のリフレクタ保持部材１
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４に接続してリフレクタ保持部材１４の内部に冷却風２４を噴射する微小孔２２を備えた
噴射部材２１と、噴射部材２１に空気配管であるシリコンチューブ３２を接続するための
接続コネクタ２３と、接続コネクタ２３とダイアフラム型空気圧縮機３１とを接続するシ
リコンチューブ３２からなる空気配管とを有する。
【００４１】
　小型で高圧の空気を発生できる空気圧縮機としては往復式圧縮機が適しており、往復式
圧縮機にはピストン型とダイアフラム型とがあり、ここでは小型の点からダイアフラム型
空気圧縮機を使用することで説明するが、ピストン形であっても使用できる。またダイア
フラム型にもダイアフラムが１個のものと複数個のものがあり、数が多い方がより小型で
低騒音である。本実施例ではダイアフラムが３個のものを使用し、ダイアフラムを駆動す
るモータの回転数を高めてダイアフラムの駆動周波数を１２５Ｈｚと高い周波数とした。
【００４２】
　さらに、本実施の形態では、ダイアフラム型空気圧縮機３１が高い制御周波数で駆動さ
れることとしているので、波長と振幅が小さくなり吐出空気の脈動が抑制される。
【００４３】
　圧力センサ４２はシリコンチューブ３２内に挿入されていて圧力検出部４３が圧力セン
サ４２を介してシリコンチューブ３２の内部の空気圧力を監視している。
【００４４】
　圧力検出部４３が予め設定された所定の圧力より高い圧力を検出した場合には、メイン
基板７３（図２）でダイアフラム型空気圧縮機３１の異常、もしくは粉塵などによる流路
の目詰まりと判断し、光源ランプ１１の発光を停止する。
【００４５】
　より具体的には、圧力検出部４３が圧力センサ４２の検知した圧力を電気信号に変換し
てランプ制御部３４を有するメイン基板７３に伝え、メイン基板７３のＣＰＵのランプ制
御部３４が圧力異常を判断し、電源ユニット６９（図３）を制御して、光源ランプ１１へ
の電力供給を停止している。
【００４６】
　また、予め設定された所定の圧力より低い圧力を検出した場合にも、ダイアフラム型空
気圧縮機３１の異常もしくは空気流路からの漏れが発生したとメイン基板７３で判断し、
同様に光源ランプ１１の発光を停止する。
【００４７】
　また、光源ランプ１１への電力供給を停止するほどの高い空気圧ではなくても、それに
近い高圧での長時間の運転が続くとダイアフラム型空気圧縮機３１の騒音が増加するだけ
でなく、寿命に影響がある。そこで長時間の運転に対応できる基準空気圧を設定し、基準
空気圧に対して所定の上下の幅で光源ランプ１１への電力供給を停止する空気圧を設定す
ることが望ましい。
【００４８】
　上述の実施例では、基準制御周波数の２０ｋＨｚの±５ｋＨｚに対応する圧力（ダイア
フラムの基準動作周波数である１２５Ｈｚに対応する圧力）よりやや高い圧力を発光停止
の設定圧力としている。
【００４９】
　圧力検出部４３で計測された空気圧力を利用して、その空気圧力が予め設定された基準
制御周波数に対応する一定の圧力となるようにダイアフラム型空気圧縮機３１の制御周波
数を制御することもできる。それによって噴射部材２１に供給される空気圧も安定する。
また、山間部など標高の高い高地では気圧が低く空気が薄いためシロッコに代表される従
来の多翼ファンでは回転数が上がるため騒音が高くなるので問題である。さらに、風切り
音も変化するので、それに伴い騒音の周波数スペクトル（音質）も変化してより不快に感
じる場合もあり、よりうるさく感じられるので問題であった。一方、本冷却システムでは
配管内の空気圧を一定に保持できるので噴射口からの噴出し音は殆ど変わらないので騒音
も大きくならない。さらに、配管内の圧力が一定であるので、噴射口からの空気の噴出し
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状態も変化しないので、騒音の周波数スペクトル（音質）も変化しないので不快に感じる
こともない。
【００５０】
　冷却空気供給口である噴射部材２１に接続する接続コネクタ２３とダイアフラム型空気
圧縮機３１とを接続している配管としては、柔軟性を有するシリコンチューブ３２が用い
られている。シリコンチューブ３２には中間に嵌合部がないためダイアフラム型空気圧縮
機３１と光源ランプ１１との距離が離れていても冷却風の漏れを生ずるおそれが少ない。
シリコンチューブ３２は柔軟性を有しているのでプロジェクタ内に敷設する自由度は高く
、敷設しても圧力損失は極めて小さい。
【００５１】
　また、配管として使用されているシリコンチューブ３２は柔軟性を有しているので、ダ
イアフラム型空気圧縮機３１の高い制御周波数での駆動と相まって、吐出空気の脈動が抑
制され、平均化された圧力で冷却風２４を対象位置に対して噴出することができる。
【００５２】
　なお、本実施の形態では噴射部材２１に設けた微小孔を１箇所として光源ランプ１１の
上部を局所的に冷却することとしているが、噴射部材２１に複数の微小孔２２を設けて複
数の冷却対象位置を冷却してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の第１の実施の形態の投射型表示装置のランプユニットと光学ユニットと
光源ランプ冷却装置の模式的構成図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態の投射型表示装置の模式的分解斜視図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態の投射型表示装置の筐体上部カバーを外した状態の斜
視図である。
【図４】図３における投写レンズを除いた光学ユニットとランプユニットとの斜視図であ
る。
【図５】光源ランプ冷却装置とランプユニットの斜視図である。
【図６】ランプユニットの斜視図である。
【図７】ランプユニットのリフレクタ保持部材を除いた分解斜視図である。
【符号の説明】
【００５４】
　１　　投射型表示装置
　１０　　ランプユニット
　１１　　光源ランプ
　１２　　リフレクタ
　１３　　リフレクタカバー
　１４　　リフレクタ保持部材
　１７　　円形開口部
　１８　　防爆ガラス
　１９　　排気開口
　２１　　噴射部材
　２２　　微小孔
　２３　　接続コネクタ
　２４　　冷却風
　３０　　光源ランプ冷却装置
　３１　　ダイアフラム型空気圧縮機
　３２　　シリコンチューブ
　３４　　ランプ制御部
　４１　　送風スタッド
　４２　　圧力センサ
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　４３　　圧力検出部
　５２　　ランプコネクタ
　６０　　光学ユニット
　６１　　投射レンズ
　６３　　カラーホイール
　６４　　ロッドインテグレータ
　６５ａ、６５ｂ、６５ｃ　　レンズ
　６６ａ、６６ｂ　　平面鏡
　６７　　ＤＭＤ
　６９　　電源ユニット
　７０　　筐体
　７１　　筐体上部
　７２　　筐体下部
　７３　　メイン基板
　８０　　スクリーン

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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