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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
蛍光体を備えた蛍光体部と、
前記蛍光体を励起する励起光を出力する励起光源と、
前記励起光源より出力された前記励起光の光束径を縮小する縮小光学系と、
前記縮小光学系によって光束径が縮小された励起光を前記蛍光体部上に集光する集光光
学系と、を有し、
前記縮小光学系は、
正のパワーを持つ２枚以上のレンズを含む複数のレンズと、
前記複数のレンズを保持する保持部と、を有し、
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前記２枚以上のレンズのうちの正のパワーが最も小さなレンズが前記励起光源側に配置
され、
前記保持部は、前記正のパワーが最も小さなレンズを前記縮小光学系の光軸方向に往復
移動するレンズ移動部を有し、
前記正のパワーが最も小さなレンズの屈折率は、前記縮小光学系の他のレンズの屈折率
以下である、光源装置。
【請求項２】
前記励起光源は、
アレイ状に配置された複数の固体光源と、
前記複数の固体光源それぞれの出力光を平行光束化する複数のコリメータレンズと、を
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有し、
前記縮小光学系及び集光光学系は、前記複数の固体光源の光源像を前記蛍光体部上に結
像する、請求項１に記載の光源装置。
【請求項３】
前記縮小光学系と前記集光光学系の間の光路上に設けられ、入射光を拡散する拡散板を
、さらに有する、請求項１又は２に記載の光源装置。
【請求項４】
請求項１から３のいずれか１項に記載の光源装置と、
前記光源装置から出力された光を空間的に変調して画像を形成する表示素子と、
前記表示素子により形成された画像を拡大投射する投射光学系と、を有するプロジェク
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タ。
【請求項５】
前記光源装置の出力光が一方の開口端から入射し、入射した光が内部を伝搬して他方の
開口端より出射されるライトトンネルを備え、該ライトトンネルの他方の開口端より出射
された光を前記表示素子に照射する照明光学系を、さらに有する、請求項４に記載のプロ
ジェクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、蛍光体を備えた光源装置及びそれを用いたプロジェクタに関する。
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【背景技術】
【０００２】
水銀ランプを光源とする高輝度のプロジェクタが提供されているが、水銀ランプは有害
物質である水銀を含むため、環境への影響を配慮し、水銀フリーの製品開発が急務となっ
ていた。このような背景の中、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）やＬＤ（Laser Diode）
を光源とするプロジェクタの開発が進められ、これらを光源とする低輝度のＬＥＤプロジ
ェクタやレーザープロジェクタがすでに市場に投入されている。
しかし、高輝度の緑色のＬＥＤや小型で高出力な緑色のＬＤは、未だ量産化されていな
いため、高輝度のＬＥＤプロジェクタやレーザープロジェクタは、未だ市場に投入されて
いない。
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そこで、光源に蛍光体を用いた高輝度のプロジェクタが提案されている。特許文献１、
２には、蛍光体を用いたプロジェクタの光源装置が記載されている。
【０００３】
特許文献１に記載の光源装置は、固体光源ユニット、集光部、拡散板、ダイクロイック
ミラー、コンデンサレンズ、位相差板、反射板及び蛍光発光板を有する。
固体光源ユニットは、アレイ状に配置された複数の青色半導体レーザーを備える。青色
半導体レーザー毎にコリメートレンズが設けられており、各青色半導体レーザーから出力
された青色光はそれぞれコリメートレンズにより平行光束化される。固体光源ユニットは
、Ｓ偏光及びＰ偏光の青色光をそれぞれ出射するように構成されている。
固体光源ユニットから出射した青色光は、集光部及び拡散板を介してダイクロイックミ
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ラーに入射する。集光部は、正のパワー（正の屈折力ともいう。）を有する第１のレンズ
と、負のパワー（負の屈折力ともいう。）を有する第２のレンズとからなり、第１のレン
ズが固体光源ユニット側に配置されている。第１及び第２のレンズは、固体光源ユニット
からの青色光の光束径を縮小する。拡散板は、集光部からの青色光を拡散する。
【０００４】
ダイクロイックミラーは、青色の波長帯域において、Ｐ偏光で入射する光を透過し、Ｓ
偏光で入射する光を反射し、かつ、緑色及び赤色の波長帯域の光を透過する特性を有する
。拡散板からの青色拡散光のうち、Ｓ偏光はダイクロイックミラーによって反射されてコ
ンデンサレンズに入射する。一方、Ｐ偏光はそのままダイクロイックミラーを透過して位
相差板に入射する。
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ダイクロイックミラーからの青色反射光（Ｓ偏光）は、コンデンサレンズによって蛍光
発光板上に集光される。蛍光発光板は回転可能な円盤状のものであって、蛍光体層を含む
。蛍光体層は、赤色蛍光を発する赤色蛍光体領域と緑色蛍光を発する緑色蛍光体領域を含
み、蛍光発光板が回転することで、青色光が赤色蛍光体領域及び緑色蛍光体領域に順次照
射される。赤色蛍光体領域からの赤色蛍光及び緑色蛍光体領域からの緑色蛍光はそれぞれ
、コンデンサレンズを介してダイクロイックミラーに入射する。赤色蛍光及び緑色蛍光は
、ダイクロイックミラーを透過する。
ダイクロイックミラーからの青色透過光（Ｐ偏光）は、位相差板を通過し、反射板に入
射する。反射板は、入射した青色光を位相差板の方向に反射する。反射板からの青色反射
光は、再び、位相差板を通過してダイクロイックミラーに入射する。青色透過光（Ｐ偏光
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）は、位相差板を二回通過することで、Ｓ偏光に変換される。位相差板からの青色光（Ｓ
偏光）は、ダイクロイックミラーによって反射される。ダイクロイックミラーからの青色
反射光（Ｓ偏光）は、ダイクロイックミラーを透過した赤色蛍光及び緑色蛍光と同一の光
路で光源装置より出射される。
【０００５】
特許文献２に記載の光源装置は、複数の青色ＬＤ（レーザーダイオード）、複数のコリ
メートレンズ、集光レンズ、凹レンズ、ダイクロイックミラー、集光レンズ群及び蛍光ホ
イールを有する。
青色ＬＤ毎にコリメートレンズが設けられており、各青色ＬＤから出力された青色光は
それぞれコリメートレンズにより平行光束化される。各青色ＬＤから各コリメートレンズ
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を介して出射した青色光は、集光レンズ、凹レンズ、ダイクロイックミラー及び集光レン
ズ群を介して蛍光ホイールの緑色蛍光体が形成された蛍光体層に照射される。
各青色ＬＤと各コリメートレンズは、各青色ＬＤからの青色光の蛍光体層上の照射領域
が互いに重なるように配置されている。
特許文献１や特許文献２に記載された光源装置を備えたプロジェクタにおいて、蛍光体
より発した蛍光は、照明光学系を介してディジタルマイクロミラーデバイス（ＤＭＤ）や
液晶表示素子などの表示素子に照射される。表示素子により形成した画像は、投射光学系
により外部のスクリーンン上に投射される。
【０００６】
励起光の照射サイズを小さくすると、単位面積当たりの光密度が高くなるため、励起光
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のピーク光強度が高くなる。反対に、励起光の照射サイズを大きくすると、単位面積当た
りの光密度が低くなるため、励起光のピーク光強度が低くなる。このように、励起光のピ
ーク光強度は励起光の照射サイズによって決まる。
一般に、蛍光体の発光強度は励起光の光強度に依存するが、励起光の光強度がある値に
達すると、それ以上高くしても、蛍光体の発光強度は増大せず、飽和または低下する現象
が起こり、励起光から蛍光への波長変換効率が低下する。このため、励起光の照射サイズ
は、そのような現象が生じないように設定する必要がある（第１の制約）。
また、蛍光体領域（蛍光体層）の発光サイズは、励起光の照射サイズ（スポットサイズ
）に依存する。励起光の照射サイズを大きくすると、発光サイズが大きくなって、蛍光を
照明光学系や投射光学系に効率よく取り込むことが困難になる。このため、励起光の照射
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サイズは、蛍光を照明光学系や投射光学系に確実に取り込むことができるように設定する
必要がある（第２の制約）。
通常、励起光の照射サイズは、上記の第１及び第２の制約を満たす適切なサイズに設定
される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１２−１３３３３７号公報
【特許文献２】特開２０１２−２１５６３３号公報
【発明の概要】
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【０００８】
特許文献１、２に記載された光源装置には、以下のような問題がある。
光源装置を構成するレンズ等の光学部品には、個体差による性能のばらつきがある。ま
た、光学部品を組み立てる際の組み付け位置にもばらつきがある。このような光学部品の
ばらつきにより、励起光の照射サイズが適切なサイズから外れてしまう場合がある。励起
光の照射サイズが適切なサイズから外れると、前述した第１の制約又は第２の制約を満た
すことが困難となり、波長変換効率の低下や、照明光学系や投射光学系への蛍光の取り込
み効率の低下といった問題を生じる。
また、特許文献１、２に記載された光源装置では、励起光源（青色ＬＤアレイ）に近い
側のレンズで光束を大きく曲げている、すなわち、光源側のレンズのパワーが大きく、か
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つ、屈折率が高いため、収差（主に歪曲収差や球面収差）が発生する。このような光源側
のレンズで生じる収差は、後段の光学系で補正することは困難である。このため、歪曲収
差により、蛍光体領域（蛍光体層）上に形成される光源像（青色ＬＤアレイの像）に歪み
が生じ、球面収差により一部の光源像がボケることで、励起光の強度分布が不均一となる
。励起光の強度分布が不均一になると、光強度が高い部分で、蛍光体の飽和現象等が発生
し、波長変換効率が低下する場合がある。
本発明の目的は、上記問題を解決し、励起光を適切なサイズで確実に照射することがで
き、波長変換効率や照明光学系や投射光学系への蛍光の取り込み効率の低下を抑制するこ
とができる、光源装置及びプロジェクタを提供することにある。
【０００９】
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上記目的を達成するため、本発明の一態様によれば、
蛍光体を備えた蛍光体部と、
前記蛍光体を励起する励起光を出力する励起光源と、
前記励起光源より出力された前記励起光の光束径を縮小する縮小光学系と、
前記縮小光学系によって光束径が縮小された励起光を前記蛍光体部上に集光する集光光
学系と、を有し、
前記縮小光学系は、
正のパワーを持つ２枚以上のレンズを含む複数のレンズと、
前記複数のレンズを保持する保持部と、を有し、
前記２枚以上のレンズのうちの正のパワーが最も小さなレンズが前記励起光源側に配置
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され、
前記保持部は、前記正のパワーが最も小さなレンズを前記縮小光学系の光軸方向に往復
移動するレンズ移動部を有し、
前記正のパワーが最も小さなレンズの屈折率は、前記縮小光学系の他のレンズの屈折率
以下である、光源装置が提供される。
本発明の別の態様によれば、
上記光源装置と、
前記光源装置から出力された光を空間的に変調して画像を形成する表示素子と、
前記表示素子により形成された画像を拡大投射する投射光学系と、を有するプロジェク
タが提供される。
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【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態による光源装置の構成を示す模式図である。
【図２】図１に示す光源装置に用いられる蛍光体ホイールの一例を示す模式図である。
【図３】図１に示す光源装置の固体光源ユニットの固体光源の配列を示す模式図である。
【図４Ａ】レンズ移動量を０ｍｍとした場合の蛍光体ホイール上に照射される励起光の強
度分布を示す模式図である。
【図４Ｂ】レンズ移動量を０．５ｍｍとした場合の蛍光体ホイール上に照射される励起光
の強度分布を示す模式図である。
【図４Ｃ】レンズ移動量を１．０ｍｍとした場合の蛍光体ホイール上に照射される励起光
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の強度分布を示す模式図である。
【図５Ａ】レンズ移動量を０ｍｍとした場合の蛍光体ホイール上に照射される光源像を示
す模式図である。
【図５Ｂ】レンズ移動量を０．５ｍｍとした場合の蛍光体ホイール上に照射される光源像
を示す模式図である。
【図５Ｃ】レンズ移動量を１．０ｍｍとした場合の蛍光体ホイール上に照射される光源像
を示す模式図である。
【図６】図１に示す光源装置を備えたプロジェクタの一例を示す模式図である。
【図７】図６に示すプロジェクタのダイクロイックミラーの分光透過特性を示す特性図で
ある。
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【発明を実施するための形態】
【００１１】
次に、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
図１は、本発明の一実施形態による光源装置の構成を示す模式図である。
図１を参照すると、光源装置は、励起光源である固体光源ユニット６、縮小光学系７、
集光光学系８、拡散板１ｆ及び蛍光体ユニット９を有する。
固体光源ユニット６は、複数の固体光源１ａ及び複数のコリメータレンズ１ｂを有する
。固体光源１ａは、例えば、青色の波長域にピーク波長を有する青色光を出力する青色レ
ーザーダイオード（ＬＤ）である。ここでは、２４個の青色ＬＤが６×４の行列状に配置
されている。ただし、青色ＬＤの数は２４個に限定されない。青色ＬＤの数は、必要に応
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じて増減してもよい。
コリメータレンズ１ｂは、固体光源１ａ毎に設けられており、各固体光源１ａより出力
された励起光はそれぞれ対応するコリメータレンズ１ｂによって平行光束化される。
縮小光学系７は、固体光源ユニット６からの励起光（疑似平行光）の光束径を縮小する
。出射光束径を入射光束径よりも小さくすることで、縮小光学系７以降に配置される部材
のサイズを小さくすることができる。
【００１２】
縮小光学系７は、レンズ１ｃ〜１ｅと、これらレンズ１ｃ〜１ｅを保持する保持部とを
有する。固体光源ユニット６側から、レンズ１ｃ、レンズ１ｄ、レンズ１ｅの順序で配置
されている。レンズ１ｃ及び１ｄはいずれも正のパワー（正の屈折力）を持ち、レンズ１
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ｅは負のパワー（負の屈折力）を持つ。レンズ１ｃのパワーは、レンズ１ｄのパワーより
小さい。レンズ１ｃの屈折率は、縮小光学系７の他のレンズの屈折率よりも小さい。
保持部は、レンズ１ｃを縮小光学系７の光軸方向に往復移動するレンズ移動部７ａを有
する。レンズ移動部７ａは、レンズ枠と、レンズ枠を光軸方向に往復移動させるための送
りねじを備えた移動軸と、移動軸に連結された回転部とを有する。回転部を回転させると
、その回転動作に連動して移動軸が回転し、レンズ枠が光軸方向に移動する。回転部の回
転には、正回転と逆回転がある。回転部を正回転させた場合は、レンズ枠は固体光源ユニ
ット６側の方向に移動し、回転部を逆回転させた場合には、レンズ枠は固体光源ユニット
６側とは反対側の方向に移動する。これにより、レンズ１ｃを縮小光学系７の光軸方向に
自由に往復移動させることができ、縮小光学系７の倍率を変更することができる。なお、
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レンズ移動部７ａの構成は一例であり、レンズ１ｃを縮小光学系７の光軸に沿って移動す
ることができるのであれば、レンズ移動部７ａはどのような構成であってもよい。
【００１３】
縮小光学系７のレンズ構成は、レンズ１ｃ〜１ｅに限定されない。縮小光学系７は、正
のパワーを持つ２枚以上のレンズと、負のパワーを持つ少なくとも１枚のレンズを有する
ものであればよい。ただし、正のパワーを持つ２枚以上のレンズのうちのパワーが最も小
さなレンズが、固体光源ユニット６側に配置され、かつ、レンズ移動部７ａにより保持さ
れる。レンズ移動部７ａにより保持されたパワーが最も小さなレンズの屈折率は、縮小光
学系７の他のレンズの屈折率以下である。
縮小光学系７からの励起光は、拡散板１ｆを介して集光光学系８に入射する。拡散板１
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ｆは、縮小光学系７からの励起光を拡散する。拡散角は、例えば３°程度である。ここで
、拡散角は、光束の中心を通る光線（中心光線）と光束の最も外側を通る光線とのなす角
度である。
集光光学系８は、レンズ１ｇ、１ｈを備え、縮小光学系７から拡散板１ｆを介して入射
した励起光を蛍光体ユニット９の蛍光体ホイール１ｉ上に集光する。集光光学系８のレン
ズ構成は、レンズ１ｇ、１ｈに限定されない。集光光学系８は、３枚以上のレンズを含ん
でいてもよい。
蛍光体ユニット９は、蛍光体ホイール１ｉと、蛍光体ホイール１ｉを回転する駆動部（
モーター）９ａとを有する。図２に、蛍光体ホイール１ｉの一例を示す。
【００１４】
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図２を参照すると、蛍光体ホイール１ｉは、円盤状の反射鏡１０を備える。反射鏡１０
の中心部はハブ９ｂを介して駆動部９ａの回転軸に連結されている。反射鏡１０上には、
外周部に沿って所定の幅の蛍光体領域が形成されており、該蛍光体領域は、２つの切り欠
き１０ａによって第１及び第２の蛍光体領域に分断されている。第１及び第２の蛍光体領
域はそれぞれ、黄色蛍光体領域１０Ｙ、赤色蛍光体領域１０Ｒ及び緑色蛍光体領域１０Ｇ
を含む。黄色蛍光体領域１０Ｙ、赤色蛍光体領域１０Ｒ及び緑色蛍光体領域１０Ｇは、円
周方向に順に並べられている。
蛍光体ホイール１ｉの回転バランスをとるために、切り欠き１０ａは、反射鏡１０の外
周部の対向する２か所の部分に設けられている。切り欠き１０ａは、透過領域としての役
割を果たす。蛍光体ホイール１ｉを所定の速度で回転させることで、固体光源ユニット６
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からの青色光（励起光）が、黄色蛍光体領域１０Ｙ、赤色蛍光体領域１０Ｒ、緑色蛍光体
領域１０Ｇ及び切り欠き１０ａの透過領域に順に照射される。
黄色蛍光体領域１０Ｙは、黄色の蛍光を発光する蛍光体を含む。赤色蛍光体領域１０Ｒ
は、赤色の蛍光を発光する蛍光体を含む。緑色蛍光体領域１０Ｇは、緑色の蛍光を発光す
る蛍光体を含む。黄色蛍光体、赤色蛍光体及び緑色蛍光体はいずれも、固体光源ユニット
６からの青色光で励起することができる。なお、黄色蛍光は、緑色から赤色の波長範囲の
光を含む。
黄色蛍光体領域１０Ｙからの黄色蛍光、赤色蛍光体領域１０Ｒからの赤色蛍光、緑色蛍
光体領域１０Ｇからの緑色蛍光及び切り欠き１０ａの透過領域からの青色光が、光源装置
の出力光として用いられる。黄色蛍光体領域１０Ｙ、赤色蛍光体領域１０Ｒ、緑色蛍光体
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領域１０Ｇ及び切り欠き１０ａの透過領域それぞれの円周方向における面積の割合（円周
方向の分割比）は、光源装置の出力光に含まれる黄色光、赤色光、緑色光及び青色光それ
ぞれの光強度のバランスに応じて適宜に設定される。
【００１５】
次に、本実施形態の光源装置の動作について具体的に説明する。
固体光源ユニット６からの青色光（励起光）は、縮小光学系７によって光束径が縮小さ
れ、拡散板１ｆによって拡散された後、集光光学系８によって蛍光体ホイール１ｉ上に集
光される。レンズ移動部７ａの回転部を正回転または逆回転すると、レンズ１ｃとレンズ
１ｄの合焦点距離が変化し、その結果、蛍光体ホイール１ｉ上における励起光の照射サイ
ズ（スポットサイズ）が変化する。ここで、励起光の照射スポットの形状は、固体光源１
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ａの配列形状に対応する。
図３に、固体光源ユニット６の固体光源１ａの配列形状の一例を模式的に示す。この例
では、青色ＬＤよりなる固体光源１ａが、６×４の行列状に配置されている。縮小光学系
７及び集光光学系８は、６×４の行列状に配置された２４個の青色ＬＤの光源像を蛍光体
ホイール１ｉ上に結像する。
【００１６】
図４Ａ〜図４Ｃに、蛍光体ホイール１ｉ上に照射された励起光の強度分布を示す。図４
Ａは、レンズ１ｃが予め設定された基準位置に配置された状態における励起光の強度分布
を示す。図４Ｂは、レンズ１ｃが基準位置より固体光源ユニット６側に０．５ｍｍだけ移
動した状態における励起光の強度分布を示す。図４Ｃは、レンズ１ｃが基準位置より固体
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光源ユニット６側に１．０ｍｍだけ移動した状態における励起光の強度分布を示す。
図５Ａ〜図５Ｃに、拡散板１ｆを取り除いた状態で蛍光体ホイール１ｉ上に結像される
光源像を模式的に示す。図５Ａは、レンズ１ｃが図１に示した位置Ｐに配置された状態に
おける光源像を示す。図５Ｂは、レンズ１ｃが位置Ｐより固体光源ユニット６側に０．５
ｍｍだけ移動した状態における光源像を示す。図５Ｃは、レンズ１ｃが位置Ｐより固体光
源ユニット６側に１．０ｍｍだけ移動した状態における光源像を示す。
図４Ａ及び図５Ａから分かるように、レンズ１ｃが位置Ｐに配置された状態において、
固体光源ユニット６からの励起光は、青色ＬＤの配列形状（矩形）の状態を維持したまま
縮小されて蛍光体ホイール１ｉに照射される。図４Ｂ及び図５Ｂから分かるように、レン
ズ１ｃが位置Ｐより固体光源ユニット６側に０．５ｍｍだけ移動した状態においても、固
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体光源ユニット６からの励起光は、青色ＬＤの光源配列（矩形）の状態を維持したまま縮
小されて蛍光体ホイール１ｉに照射される。同様に、図４Ｃ及び図５Ｃから分かるように
、レンズ１ｃが位置Ｐより固体光源ユニット６側に１．０ｍｍだけ移動した状態において
も、固体光源ユニット６からの励起光は、青色ＬＤの光源配列（矩形）の状態を維持した
まま縮小されて蛍光体ホイール１ｉに照射される。
【００１７】
また、図４Ａ〜図４Ｃから分かるように、レンズ１ｃが位置Ｐに配置された状態の励起
光の照射サイズが最も大きく、レンズ１ｃが固体光源ユニット６側へ移動すると、励起光
の照射サイズは徐々に小さくなる。このように、レンズ１ｃを縮小光学系７の光軸に沿っ
て移動させることで、レンズ１ｃとレンズ１ｄの合焦点距離が変化し、その結果、励起光
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の照射サイズが変化する。
ただし、励起光の照射サイズが変化しても、励起光のスポット形状は、青色ＬＤの光源
配列の形状（矩形）を維持する。固体光源ユニット６の青色ＬＤの配置間隔や拡散板１ｆ
の拡散角は、拡散板１ｆを通過した励起光の強度分布が「トップハット」と呼ばれる均一
な強度分布となるように設計されており、励起光のスポット形状を維持することで、均一
な強度分布を維持することが可能となる。
【００１８】
以上説明した本実施形態の光源装置によれば、レンズ等の光学部品の個体差によるばら
つきや組み付け位置のばらつきにより、励起光の照射サイズが適切なサイズから外れた場
合に、レンズ１ｃを移動することで照射サイズを適切なサイズに調整することができる。
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これにより、光学部品のばらつき等による光源装置の光出力レベルの低下を抑制すること
ができ、安定した高い光出力レベルを有する。
加えて、蛍光の発光サイズは励起光の照射サイズに依存することから、励起光の照射サ
イズの調整により、蛍光の発光サイズも適切なサイズとすることができる。よって、本実
施形態の光源装置をプロジェクタに適用した場合に、光源装置より出力した蛍光を照明光
学系や投射光学系に確実に取り込むことができる。
【００１９】
また、光源に近い側のレンズで大きく光束を曲げると収差（主に歪曲収差や球面収差）
が発生し、その収差を後段の光学系で補正することが困難になる場合がある。この場合、
収差（主に歪曲収差や球面収差）の発生により、励起光の強度分布が不均一になる。例え
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ば、図５Ａに示した６×４の行列状に配置された固体光源１ａの光源像において、歪曲収
差により光源像が歪曲し、また、球面収差により部分的に光源像がボケて、隣接する光源
像が重なることで、励起光の強度分布が不均一になる。励起光の強度分布が不均一になる
と、光強度が高い部分で、蛍光体の飽和現象等により波長変換効率が低下する場合がある
。したがって、励起光の強度分布を均一にする上で、前段での収差発生を抑えることが効
果的である。本実施形態の光源装置では、固体光源ユニット６に近い側のレンズ１ｃの正
のパワーを他のレンズよりも小さくし、かつ、レンズ１ｃの屈折率も他のレンズよりも小
さくすることで、収差（主に歪曲収差や球面収差）の発生を抑制する。これにより、励起
光の強度分布を均一にしている。
さらに、励起光の強度分布がガウス分布である場合、励起光のスポットの中心部分では
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、光強度が高くなって、蛍光体の飽和現象等により波長変換効率が低下する場合がある。
本実施形態の光源装置によれば、固体光源１ａをアレイ状に配列し、拡散板１ｆで励起光
を拡散させることで、励起光の強度分布はより均一なものになっている。
さらに、蛍光体ホイール１ｉを回転させることで、単位時間当たりの蛍光体に供給され
る光エネルギー量を低減でき、励起光による蛍光体の温度上昇を抑制することができる。
これにより、蛍光体の発光強度飽和や温度上昇による波長変換効率の低下を抑制すること
ができる。
【００２０】
（プロジェクタ）
図６は、本発明の光源装置を備えたプロジェクタの一例を示す模式図である。
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図６を参照すると、プロジェクタは、光源装置、リレー光学系、色合成系、照明光学系
、投射光学系及び表示素子１１を有する。
光源装置は、図１に示した固体光源ユニット６、縮小光学系７、集光光学系８、拡散板
１ｆ及び蛍光体ユニット９を有する。リレー光学系は、蛍光体ユニット９の蛍光体ホイー
ル１ｉを透過した青色光を色合成系に導くものであって、レンズ２ａ、２ｂ、２ｄ、２ｆ
、２ｈ、ミラー２ｃ、２ｅ、２ｇを含む。色合成系は、蛍光体ホイール１ｉからの黄色蛍
光、赤色蛍光及び緑色蛍光と、リレー光学系からの青色光とを合成するものであって、ダ
イクロイックミラー３ａ、レンズ３ｂ及びライトトンネル３ｃを含む。ダイクロイックミ
ラー３ａは、光源装置の拡散板１ｆとレンズ１ｇの間の光路上に配置されている。レンズ
２ａ、２ｂ、２ｄ、２ｆ、２ｈ、３ｂはいずれも集光レンズである。
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【００２１】
光源装置において、蛍光体ホイール１ｉを回転させて、励起光（青色光）を黄色蛍光体
領域１０Ｙ、赤色蛍光体領域１０Ｒ、緑色蛍光体領域１０Ｇ及び切り欠き１０ａの透過領
域に順次照射する。黄色蛍光体領域１０Ｙからの黄色蛍光、赤色蛍光体領域１０Ｒからの
赤色蛍光及び緑色蛍光体領域１０Ｇからの緑色蛍光は、レンズ１ｈ及びレンズ１ｇを順次
通過して、色合成系のダイクロイックミラー３ａの一方の面に入射する。切り欠き１０ａ
の透過領域を透過した励起光（青色光）は、リレー光学系に入射する。
リレー光学系において、蛍光体ホイール１ｉからの青色光は、レンズ２ａ、２ｂを通過
後、ミラー２ｃにて略９０°の角度で反射される。ミラー２ｃからの青色反射光は、レン
ズ２ｄを通過後、ミラー２ｅにて略９０°の角度で反射される。ミラー２ｅからの青色反
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射光は、レンズ２ｆを通過後、ミラー２ｇにて略９０°の角度で反射される。ミラー２ｇ
からの青色反射光は、レンズ２ｈを通過後、色合成系のダイクロイックミラー３ａの他方
の面に入射する。
【００２２】
図７に、ダイクロイックミラー３ａの分光透過特性を示す。ダイクロイックミラー３ａ
は、可視光のうち、青色の波長帯域の光を透過し、それ以外の波長帯域の光を反射する特
性を有する。このような特性を有するダイクロイックミラー３ａは、誘電体多層膜より実
現できる。
色合成系において、ダイクロイックミラー３ａは、固体光源ユニット６からの励起光（
青色光）を透過させる。また、ダイクロイックミラー３ａは、蛍光体ホイール１ｉからの

40

黄色蛍光、緑色蛍光及び赤色蛍光を反射し、リレー光学系からの青色光を透過させる。
ダイクロイックミラー３ａを透過した青色光及びダイクロイックミラー３ａで反射され
た黄色蛍光、緑色蛍光及び赤色蛍光は、同一光路でレンズ３ｂに入射する。レンズ３ｂは
、ダイクロイックミラー３ａからの青色光、黄色蛍光、緑色蛍光及び赤色蛍光をライトト
ンネル３ｃの一方の開口端上に集光する。すなわち、ライトトンネル３ｃには、黄色蛍光
、赤色蛍光、緑色蛍光、青色光が順次入射する。
【００２３】
レンズ１ｇ、１ｈは、励起光を蛍光体ホイール１ｉ上に集光する役割を持つだけでなく
、蛍光体ホイール１ｉからの黄色蛍光、緑色蛍光及び赤色蛍光をそれぞれ平行光束化する
役割を持つ。縮小光学系７からの励起光の光束径とレンズ１ｇ、１ｈによって平行光束化
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された蛍光の光束径はほぼ一致する。また、リレー光学系を通ってダイクロイックミラー
３ｃに入射する青色光の光束径も、これら励起光及び蛍光の光束径とほぼ一致する。これ
により、ライトトンネル３ｃ以降の照明光学系での、蛍光と青色光の取り込み角度を一致
させることができ、均一な照明光を得ることができる。また、縮小光学系７により光束径
を縮小した励起光をダイクロイックミラー３ａに供給するように構成したことで、集光光
学系８、拡散板１ｆ、リレー光学系及び色合成系の小型化が可能となっている。
ライトトンネル３ｃは、直方体形状の中空構造のものであって、一方の開口端より入射
した光が内部を伝搬して他方の開口端より出射される。ライトトンネル３ｃの一方の開口
端面（入射面）は、レンズ３ｂの焦点位置に配置されている。蛍光体ホイール１ｉの照射
面とライトトンネル３の入射面とは結像関係にある。ライトトンネル３ｃの他方の開口端
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より出射した光は、矩形の均一な強度分布を持つ光となって、照明光学系に供給される。
【００２４】
照明光学系は、レンズ４ａ、４ｂ、４ｄ及びミラー４ｃを含む。レンズ４ａ、４ｂ、４
ｄは集光レンズである。ライトトンネル３の他方の開口端より出射した光は、レンズ４ａ
、４ｂを順次通過した後、ミラー４ｃにて反射される。ミラー４ｃからの反射光は、レン
ズ４ｄを介して表示素子１１に照射される。この照明光学系では、ライトトンネル３ｃの
出射端の矩形の均一な強度分布を維持したまま照明光が表示素子１１に拡大照明される。
表示素子１１は、映像信号に応じて照明光学系からの光束を空間的に変調して画像を形
成する。表示素子１１は、例えば、ディジタルマイクロミラーデバイス（ＤＭＤ）である
。ＤＭＤは、複数の微小ミラーを有し、各微小ミラーは、駆動電圧に応じて角度が変化す
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るように構成されており、オン状態を示す駆動電圧が供給された場合とオフ状態を示す駆
動電圧が供給された場合とで反射角度が異なる。映像信号に応じて各微小ミラーをオンオ
フ制御することで、入射光束を空間的に変調して画像を形成する。なお、表示素子１１と
して、ＤＭＤの他、液晶パネルなどを用いることもできる。
表示素子１１に形成された画像は、投射光学系の投射レンズ５ａによって投射面上に拡
大投射される。投射面は、スクリーンや壁など、画像を投射できるものであればよい。
本プロジェクタによれば、蛍光の発光サイズを調整することで、光源装置の発光効率と
後段の光学系での取り込み効率のバランスをとることができ、プロジェクタ全体としての
総合的な光学系の光利用効率を高めることができる。
以上説明した光源装置及びプロジェクタは、本発明の一例であり、その構成は適宜に変
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更することができる。
【００２５】
また、本発明は、以下の付記１〜５のような形態をとり得るが、これら形態に限定され
ない。
［付記１］
蛍光体を備えた蛍光体部と、
前記蛍光体を励起する励起光を出力する励起光源と、
前記励起光源より出力された前記励起光の光束径を縮小する縮小光学系と、
前記縮小光学系によって光束径が縮小された励起光を前記蛍光体部上に集光する集光光
学系と、を有し、
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前記縮小光学系は、
正のパワーを持つ２枚以上のレンズを含む複数のレンズと、
前記複数のレンズを保持する保持部と、を有し、
前記２枚以上のレンズのうちの正のパワーが最も小さなレンズが前記励起光源側に配置
され、
前記保持部は、前記正のパワーが最も小さなレンズを前記縮小光学系の光軸方向に往復
移動するレンズ移動部を有し、
前記正のパワーが最も小さなレンズの屈折率は、前記縮小光学系の他のレンズの屈折率
以下である、光源装置。
［付記２］
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前記励起光源は、
アレイ状に配置された複数の固体光源と、
前記複数の固体光源それぞれの出力光を平行光束化する複数のコリメータレンズと、を
有し、
前記縮小光学系及び集光光学系は、前記複数の固体光源の光源像を前記蛍光体部上に結
像する、付記１に記載の光源装置。
［付記３］
前記縮小光学系と前記集光光学系の間の光路上に設けられ、入射光を拡散する拡散板を
、さらに有する、付記１又は２に記載の光源装置。
10

［付記４］
付記１から３のいずれか１つに記載の光源装置と、
前記光源装置から出力された光を空間的に変調して画像を形成する表示素子と、
前記表示素子により形成された画像を拡大投射する投射光学系と、を有するプロジェク
タ。
［付記５］
前記光源装置の出力光が一方の開口端から入射し、入射した光が内部を伝搬して他方の
開口端より出射されるライトトンネルを備え、該ライトトンネルの他方の開口端より出射
された光を前記表示素子に照射する照明光学系を、さらに有する、付記４に記載のプロジ
ェクタ。
上記付記１〜３の光源装置において、励起光源、縮小光学系、集光光学系及び蛍光体部
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はそれぞれ、図１に示した固体光源ユニット６、縮小光学系７、集光光学系８および蛍光
体ユニット９に対応する。拡散板は、図１に示した拡散板１ｆに対応する。
上記付記４〜５のプロジェクタにおいて、表示素子及び投射光学系はそれぞれ図６に示
した表示素子１１及び投射レンズ５ａに対応する。また、ライトトンネルは、図６に示し
たライトトンネル３ｃに対応する。
【符号の説明】
【００２６】
１ａ

固体光源

１ｂ

コリメータレンズ

１ｃ〜１ｅ、１ｇ、１ｈ
１ｆ

拡散板

１ｉ

蛍光体ホイール

６

固体光源ユニット

７

縮小光学系

７ａ

レンズ移動部

８

集光光学系

９

蛍光体ユニット

９ａ

駆動部

レンズ

30

(11)
【図１】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】
【図２】

【図４Ｃ】

【図３】

【図５Ａ】

【図６】

【図５Ｂ】

【図７】
【図５Ｃ】

JP 6238387 B2 2017.11.29

(12)

JP 6238387 B2 2017.11.29

フロントページの続き
(51)Int.Cl.

Ｆ２１Ｖ

ＦＩ

9/16

(2006.01)

Ｆ２１Ｖ

Ｆ２１Ｙ 115/30

(2016.01)

Ｆ２１Ｙ 115:30

9/16

１００

(56)参考文献 特開２０１３−０２５２１５（ＪＰ，Ａ）
特開２０１２−１３３３３７（ＪＰ，Ａ）
国際公開第２０１４／０３８４３４（ＷＯ，Ａ１）
国際公開第２０１２／０６６６５４（ＷＯ，Ａ１）
特開２０１２−２２０８１１（ＪＰ，Ａ）
特開２０１１−０７５８９９（ＪＰ，Ａ）
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ｇ０３Ｂ

２１／００−２１／３０

Ｆ２１Ｓ

２／００

Ｈ０４Ｎ

５／７４

Ｈ０４Ｎ

９／３１

10

