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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いの面が対向するように並設された複数の部材を有し、これら部材の少なくとも１つ
の部材の面が熱が放出される熱放出面を有する電子機器の冷却装置であって、
　前記熱放出面に沿って流れる第１の空気流を発生する第１の吐出口を備えた第１の空冷
部と、
　前記熱放出面に沿って前記第１の空気流とは異なる方向に流れる第２の空気流を発生す
る第２の吐出口を備えた第２の空冷部と、を有し、
　前記第１の空気流と前記第２の空気流が衝突し、前記第１および第２の吐出口の、前記
熱放出面に平行な切断面における開口幅が異なる、液晶プロジェクタの冷却装置。
【請求項２】
　前記第１および第２の吐出口は、前記複数の部材を挟んで対向して配置されている、請
求項１に記載の液晶プロジェクタの冷却装置。
【請求項３】
　前記熱放出面に垂直な方向から見た場合、前記第１の吐出口の開口面の、前記切断面に
沿った線の中間点を通る、該開口面に垂直な第１の中心軸が、前記第２の吐出口の開口面
の、前記切断面に沿った線の中間点を通る、該開口面に垂直な第２の中心軸と一致する、
請求項２に記載の液晶プロジェクタの冷却装置。
【請求項４】
　前記熱放出面に垂直な方向から見た場合、前記第１の吐出口の開口面の、前記切断面に
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沿った線の中間点を通る、該開口面に垂直な第１の中心軸の位置が、前記第２の吐出口の
開口面の、前記切断面に沿った線の中間点を通る、該開口面に垂直な第２の中心軸の位置
と異なる、請求項２に記載の液晶プロジェクタの冷却装置。
【請求項５】
　前記第１の吐出口の開口幅が前記第２の吐出口の開口幅より大きく、
　前記第１の吐出口の開口面の前記切断面に沿った方向における前記第１の空気流の流速
の分布が、一方の側から他方の側に向かって流速が徐々に大きくなるような分布とされて
いる、請求項４に記載の液晶プロジェクタの冷却装置。
【請求項６】
　前記第１の吐出口は、前記切断面に沿った方向に隣接して設けられた、流速の異なる空
気流を発生するための複数の開口を有する、請求項５に記載の液晶プロジェクタの冷却装
置。
【請求項７】
　前記第１および第２の空気流の合成流が流れる方向を調整するための遮風手段をさらに
有する、請求項５または６に記載の液晶プロジェクタの冷却装置。
【請求項８】
　前記遮風手段は、前記熱放出面と交差する面に平行に配置された遮風板よりなり、前記
熱放出面に垂直な方向から見た場合に、前記遮風板は、前記熱放出面の、前記第２の中心
軸が位置する側の端部に、前記第２の中心軸に沿って設けられている、請求項７に記載の
液晶プロジェクタの冷却装置。
【請求項９】
　前記遮風手段は、前記熱放出面を挟んで前記遮風板と対向するように配置された別の遮
風板をさらに有する、請求項８に記載の液晶プロジェクタの冷却装置。
【請求項１０】
　前記熱放出面に垂直な方向から見た場合に、前記別の遮風板の、前記熱放出面に平行な
断面における長さが、前記遮風板に比べて短い、請求項９に記載の液晶プロジェクタの冷
却装置。
【請求項１１】
　前記遮風手段は、前記複数の部材を固定する保持部と一体に形成されている、請求項７
乃至１０のいずれか１項に記載の液晶プロジェクタの冷却装置。
【請求項１２】
　前記複数の部材は、
　液晶パネルと、
　前記液晶パネルの入射面側に配置された第１の光学素子と、
　前記液晶パネルの出射面側に配置された第２の光学素子と、を含み、
　前記第１および第２の吐出口が前記液晶パネルの対向する端部に向けて設けられている
、請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の液晶プロジェクタの冷却装置。
【請求項１３】
　前記第１および第２の光学素子は、偏光板または光学補償板もしくはこれらの組み合わ
せよりなる、請求項１２に記載の液晶プロジェクタの冷却装置。
【請求項１４】
　前記液晶パネルは、駆動信号を供給するためのフレキシブルケーブルが設けられた第１
の端部を有し、
　前記第１の吐出口は、前記液晶パネルの前記第１の端部と対向する第２の端部に向けて
設けられ、
　前記第２の吐出口は、前記液晶パネルの前記第１の端部に向けて設けられている、請求
項１２または１３に記載の液晶プロジェクタの冷却装置。
【請求項１５】
　液晶パネルと、
　前記液晶パネルの入射面側に配置された第１の光学素子と、
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　前記液晶パネルの出射面側に配置された第２の光学素子と、
　前記液晶パネルと前記第１および第２の光学素子との各間の対向する面に沿って流れる
第１の空気流を発生する第１の吐出口を備えた第１の空冷部と、
　対向する前記面に沿って前記第１の空気流とは異なる方向に流れる第２の空気流を発生
する第２の吐出口を備えた第２の空冷部と、を有し、
　前記第１の空気流と前記第２の空気流が衝突し、前記第１および第２の吐出口の、前記
液晶パネルの面に平行な切断面における開口幅が異なる、液晶プロジェクタ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶プロジェクタ装置などの電子機器に搭載される冷却装置に関し、特に、
発熱する部材の面を冷却するための冷却装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ファンによる強制空冷を行う冷却装置は、安価で簡易な構成あるため、電子機器の冷却
手段として広く利用されている。液晶プロジェクタ装置においても、内部で発熱する光学
部品を冷却するために、複数のファンを用いて強制空冷を行う冷却装置が用いられている
。
【０００３】
　液晶プロジェクタ装置では、光源からの光束が偏光ビームスプリッタに入射する。偏光
ビームスプリッタにて偏光変換された光束は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の各色光に
分離される。Ｒ光は、Ｒ用の液晶パネルに入射し、Ｇ光は、Ｇ用の液晶パネルに入射し、
Ｂ光は、Ｂ用の液晶パネルに入射する。各液晶パネルでは、入射光に対して、ビデオ信号
に応じた光変調を行う。光変調を受けた各色光は、色合成プリズムにより合成され、投写
レンズを介してスクリーン上に投影される。
【０００４】
　液晶パネルは、マトリクス状に配置された複数の液晶セルを備え、各液晶セルを囲むよ
うに、ブラックマトリクスと呼ばれる遮光領域が設けられている。ブラックマトリクスが
光を吸収することで、液晶パネルが発熱する。
【０００５】
　また、液晶パネルとして、ＴＮ（Twisted Nematic）モードで動作する液晶パネルを用
いる場合は、液晶パネルの入射面側および出射面側に偏光板が設けられる。この偏光板は
、所定の偏光成分の光（例えばＳ偏光光）のみを透過し、それ以外の光を遮蔽する。光を
遮蔽する際に、光が熱に変換されて、偏光板も発熱する。
【０００６】
　液晶パネルや偏光板には、有機材料が用いられることが多いため、長時間にわたり高温
に曝されると、液晶パネルの配向膜が損傷したり、偏光選択特性が低下したりする。そこ
で、液晶パネルや偏光板などの発熱部品を冷却するための冷却装置が、液晶プロジェクタ
装置に搭載されている。
【０００７】
　以下、液晶プロジェクタ装置の冷却装置について説明する。なお、以降の説明において
、液晶パネルやその入射側および出射側に設けられる偏光板などで構成されるユニットを
、液晶ユニットと呼ぶ。
【０００８】
　図６は、関連技術としての液晶プロジェクタ装置を説明するための図であり、（ａ）は
外観図、（ｂ）は内部の構成を示す斜視図、（ｃ）は内部配置を示す模式図である。
【０００９】
　図６の（ａ）乃至（ｃ）を参照すると、液晶プロジェクタ１の筐体内には、液晶ユニッ
ト部２、冷却ファン３、空冷ダクト４、光源５、電源ユニット６、ランプ用冷却ファン７
、排気ファン８、および投写レンズ９が設けられている。
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【００１０】
　液晶ユニット部２は、Ｒ、Ｇ、Ｂの各色用の液晶ユニットからなる。液晶ユニットは、
液晶パネルと、この液晶パネルの入射側および出射側に配置された偏光板とを含む。光源
５から光束は、複数のダイクロイックミラーにより赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の各色
の光束に色分離される。色分離した各色の光束がそれぞれ、液晶ユニット部２の各色用の
液晶ユニットに供給される。各液晶パネルで空間変調された各色の画像光は、色合成プリ
ズムにて色合成される。色合成プリズムで色合成された画像光は、投写レンズ９によりス
クリーン上に投射される。
【００１１】
　ランプ用冷却ファン７は、光源５を冷却するための手段である。ランプ用冷却ファン７
で発生した空気流がランプ用空冷ダクトを通じて光源５まで到達する。冷却ファン３およ
び空冷ダクト４は、液晶ユニット部２を冷却するための手段である。冷却ファン３で発生
した空気流が空冷ダクト４を通じて液晶ユニット部２の各液晶ユニットまで到達する。排
気ファン８は、筐体内の空気を筐体外へ排出する。
【００１２】
　図７は、液晶ユニットを冷却する冷却装置の具体的な構造を説明するための図であって
、（ａ）は分解斜視図、（ｂ）は冷却動作を説明するための模式的断面図である。
【００１３】
　図７の（ａ）および（ｂ）を参照すると、液晶ユニット部２は、３つの液晶ユニットか
らなる。各液晶ユニットは、液晶パネル１１と、液晶パネル１１の入射側、出射側にそれ
ぞれ設けられた偏光板１０、１２とを有する。
【００１４】
　冷却装置１３は、冷却ファン３および空冷ダクト４からなる。空冷ダクト４の一部は、
液晶ユニット部２の下方に位置しており、その部分に、各液晶ユニットに向けて空気流を
噴出す３つの吐出口１５が設けられている。冷却ファン３からの送風１４により空気流が
発生し、その空気流は、空冷ダクト４内を通って各吐出口１５から各液晶ユニットに向か
う。吐出口１５からの空気流は、偏光板１０と液晶パネル１１の間と、液晶パネル１１と
偏光板１２の間の各空間（隙間）を、下から上に向かって通過する。このように、吐出口
１５から出た空気流が液晶パネル１１と偏光板１０、１２との各隙間を通ることにより、
液晶パネル１１および偏光板１０、１２が冷却される。
【００１５】
　特許文献１には、液晶ユニットを冷却する冷却装置の別の形態が記載されている。図８
は、その冷却装置の構成を示す模式図である。
【００１６】
　図８を参照すると、冷却ファン３からの空気流は、偏光板１０と液晶パネル１１の間お
よび液晶パネル１１と色合成プリズム１６の間を流れる。色合成プリズム１６を保持する
部材の、冷却ファン３の側の部分には、冷却ファン３からの空気流の向きを変える風向板
１７が設けられている。冷却ファン３からの空気流は、風向板１７によりその向きが変わ
り、液晶パネル１１の面の方向に向かう。このように空気流の向きを変えることで、液晶
パネル１３の冷却効率の改善を図ることができる。
【００１７】
　特許文献２には、液晶ユニットを冷却する冷却装置のさらに別の形態が記載されている
。図９は、その冷却装置の構成を示す模式図である。
【００１８】
　図９を参照すると、液晶パネル１１の保持枠１８の対向する縁に沿って、２つの突片部
１９が設けられている。各突片部１９は、板状の部材であって、ダクトの吐出口２０から
供給される空気流が一方向に流れるように制限する。これにより、液晶パネル１１の表面
を流れる空気流の流量（風量）を確保する。
【００１９】
　特許文献３には、液晶ユニットを冷却する冷却装置のさらに別の形態が記載されている
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。図１０は、その冷却装置の構成を説明するための図であって、（ａ）は上面図、（ｂ）
は側面断面図である。
【００２０】
　図１０の（ａ）および（ｂ）を参照すると、液晶パネル１１を挟んで対向配置された、
色合成プリズム１６と偏光板１０の間に、断面形状がＵ字状の導風板２１が架設されてい
る。冷却ファン３からの空気流は、色合成プリズム１６と液晶パネル１１の間を通過した
後、導風板２１により折り返される。導風板２１により折り返された空気流は、液晶パネ
ル１１と偏光板１０の間を通過する。この構成によれば、液晶パネル１１の面に生じる温
度ムラの発生を抑制することができる。
【００２１】
　特許文献３には、上記の冷却装置の変形例がさらに記載されている。図１１は、その変
形例を説明するための図であって、（ａ）は上面図、（ｂ）は側面断面図である。この変
形例では、液晶パネル１１の下方に下部冷却ファン２２が配置され、液晶パネル１１の上
方に上部冷却ファン２３が配置されている。下部冷却ファン２２からの空気流は、色合成
プリズム１６と液晶パネル１１の間を下から上に向かって通過する。一方、上部冷却ファ
ン２３からの空気流は、液晶パネル１１と偏光板１０の間を上から下に向かって通過する
。この変形例によっても、液晶パネル１１の面に生じる温度ムラの発生を抑制することが
できる。
【特許文献１】特開平１１－２９５８１４号公報
【特許文献２】特開２００１－３１８３６１号公報
【特許文献３】特開２０００－１２４６４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　一般に、発熱平板の強制空冷において、熱伝達率を改善して伝熱促進を行う方法には、
「薄膜化法」と「置換法」の２つのアプローチが考えられる。
【００２３】
　前者の「薄膜化法」は、発熱体表面に形成される温度境界層を薄く（薄膜化）すること
で、発熱体から冷媒（空気）への熱伝達を促進する方法である。この場合、温度境界層の
厚さは、主流方向速度（平板の面に沿った流速）の平方根に逆比例するため、発熱体の温
度をより下げるためには、風速を上げてやれば良いことになる。
【００２４】
　しかしながら、冷却性能の改善を目的に、ファン風速を上げようとすると、ファン動作
騒音の悪化やファン容積の増加を招く。またこの「薄膜化法」の場合、熱伝達率が流速の
平方根に比例する（＝温度境界層厚さが流速の平方根に逆比例する）ため（層流）、ある
程度まで温度を下げると、それ以上はいくら風速を上げても温度があまり下がらなくなる
（空冷限界）といった問題がある。図７に示した冷却装置、および特許文献２乃至３に記
載した冷却装置はいずれも、薄膜化法による発熱平板の冷却方法に分類されるが、液晶プ
ロジェクタの小型・高輝度・長寿命化要求に伴い、上述した課題に直面している。
【００２５】
　一方、後者の「置換法」は、送風を乱流化して非定常的な渦の生成／消失を助長するこ
とで、発熱体表面近傍の流体（高温）と、少し離れた位置にある流体（低温）とを強制的
に交換（温度置換）して、伝熱促進を図る方法である。
【００２６】
　この「置換法」の代表的な例としては、衝突噴流冷却が挙げられる。これは、発熱平板
に対して、ノズルからの噴流（水や空気といった冷媒）を、垂直方向から衝突させて放熱
を行う冷却方法である。
【００２７】
　この衝突噴流冷却では、以下の３つのプロセスを経て、発熱面を効果的に冷却する。
１）噴流の衝突による発熱体表面の温度境界層の破壊（剥離）
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２）衝突面に生じる旋回渦による流体交換（温度置換）
３）コアンダ効果による噴流の壁面滑り
　なお、コアンダ効果とは、流れの中に物体を置くと、流体と固体壁面との間の圧力が低
下し、流れが壁面に吸い寄せられ、その物体に沿って流れの向きが変わる流体の性質のこ
とをいう。
【００２８】
　ところで、このような衝突噴流冷却を、液晶プロジェクタの液晶ユニット部冷却に適用
する場合、そのノズル位置が問題となる。すなわち、液晶パネルや偏光板の発熱は、各色
光が通過する際の吸光作用によって生じるため、発熱面が光透過面と概略一致する。した
がって、液晶パネルと偏光板の間の狭い隙間に、各色光の透過を阻害しないように、発熱
面への垂直な空気流れ（衝突噴流）を生成することが課題になってくる。
【００２９】
　特許文献１に記載した冷却装置は、ダクト出口の風向板により、液晶パネルにあたる送
風の風量と風向を制御して冷却性能の改善を図るものであり、「薄膜化法」と「置換法」
の中間に分類される。しかし、この場合、液晶パネルと対向する偏光板に当たる送風量は
減少するため、偏光板の冷却性能は悪化する。また、ダクト出口の風向板を使って、液晶
パネルと偏光板との間を流れる送風を傾けるためには、板間を十分広く設定しないと効果
が発揮できず、逆に流路が閉塞されて冷却性能が悪化することになる。さらに、液晶パネ
ルに傾斜して送風する場合でも、上述した衝突噴流の冷却性能には遠く及ばない。
【００３０】
　そこで、本発明の目的は、上記問題を解決し、狭い流路においても効果的な置換法を実
現して、十分な冷却性能を発揮することのできる液晶プロジェクタの冷却装置、およびそ
れを用いたプロジェクタ装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００３１】
　本発明の液晶プロジェクタの冷却装置は、互いの面が対向するように並設された複数の
部材を有し、これら部材の少なくとも１つの部材の面が熱が放出される熱放出面を有する
電子機器の冷却装置であって、
　前記熱放出面に沿って流れる第１の空気流を発生する第１の吐出口を備えた第１の空冷
部と、
　前記熱放出面に沿って前記第１の空気流とは異なる方向に流れる第２の空気流を発生す
る第２の吐出口を備えた第２の空冷部と、を有し、
　前記第１の空気流と前記第２の空気流が衝突し、前記第１および第２の吐出口の、前記
熱放出面に平行な切断面における開口幅が異なる、ことを特徴とする。
【００３２】
　本発明の液晶プロジェクタ装置は、
　液晶パネルと、
　前記液晶パネルの入射面側に配置された第１の光学素子と、
　前記液晶パネルの出射面側に配置された第２の光学素子と、
　前記液晶パネルと前記第１および第２の光学素子との各間の対向する面に沿って流れる
第１の空気流を発生する第１の吐出口を備えた第１の空冷部と、
　対向する前記面に沿って前記第１の空気流とは異なる方向に流れる第２の空気流を発生
する第２の吐出口を備えた第２の空冷部と、を有し、
　前記第１の空気流と前記第２の空気流が衝突し、前記第１および第２の吐出口の、前記
液晶パネルの面に平行な切断面における開口幅が異なる、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明によれば、第１の空気流と第２の空気流が熱放出面上で衝突することで、熱放出
面に対して垂直な方向に向かう旋回流（渦）を含む衝突噴流が発生する。この衝突噴流に
より、熱放出面上に形成される境界層が剥離され、流体の温度置換を助長して熱伝達率を
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改善し、十分な冷却性能を得ることができる。
【００３４】
　またこのとき、第1および第２の吐出口の、熱放出面に平行な切断面における開口幅を
異なるように設定することにより、開口幅の広い吐出口からの空気流の一部が、衝突噴流
の生成部位を避けて脇を流れるバイパス流れを形成するようになる。これにより、受熱に
よって高温になった排気を、冷却系に環流させることなく、効果的に液晶ユニット部の外
へ排熱できるようになるため、冷却性能のさらなる改善を図ることができる。
【００３５】
　さらに別の手段においては、液晶ユニット部の側面に用意した遮風板により、上下の送
風の衝突によって生成された合成流の方向を制御して、上述した開口幅の広い吐出口から
の送風のうち最初の衝突に用いられなかった残りの送風と、直交状態で衝突させるように
している。これにより、衝突噴流の生成領域を発熱面全体に広げて放熱効果を高めると同
時に、パネル面内の温度ムラを解消して画像品質を改善するといった効果を得ている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　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。
【００３７】
　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態である冷却装置を説明するための図であって、（ａ）
は冷却装置の全体構成を模式的に示す断面図、（ｂ）は液晶ユニットを入射方向から見た
場合の液晶パネルの表面における送風の様子を示す部分拡大図、（ｃ）は液晶ユニットを
側面から見た場合の送風の様子を示す模式図である。
【００３８】
　図１の（ａ）から（ｃ）に示す冷却装置は、液晶プロジェクタ装置の液晶ユニット部２
を冷却するものであって、２つの空冷部３０ａ、３３ａを有する。図１には、便宜上、液
晶ユニット部２を構成する３つの液晶ユニットのうちの１つのみを示してある。液晶ユニ
ットは、図１（ｃ）に示すように、液晶パネル１１と、液晶パネル１１の入射面側および
出射面側にそれぞれは位置された偏光板１０、１２とからなる。以降の説明において、便
宜上、液晶パネル１１のフレキシブルケーブル１１ａが配置された側を上とし、その反対
側を下として、上下の方向を規定する。
【００３９】
　空冷部３０ａは、冷却ファン２８ａと、冷却ファン２８ａで発生した空気流を液晶ユニ
ットまで導く空冷ダクト２９ａとを有する。空冷ダクト２９ａの一方の端部は、液晶ユニ
ットの下方に位置し、該端部に、吐出口３４ａが設けられている。空冷ダクト２９ａの他
方の端部には、冷却ファン２８ａが収容されている。冷却ファン２８ａで発生した空気流
は、空冷ダクト２９ａ内を通って、吐出口３４ａからダクト外へ吹出す。吐出口３４ａか
ら吹出した空気流３６ａは、液晶パネル１１と偏光板１０、１２との間の各空間を下から
液晶パネル１１の中心部に向かって流れる。
【００４０】
　空冷部３３ａは、冷却ファン３１ａと、冷却ファン３１ａで発生した空気流を液晶ユニ
ットまで導く空冷ダクト３２ａとを有する。空冷ダクト３２ａの一方の端部は、液晶ユニ
ットの上方に位置し、該端部に、吐出口３５ａが設けられている。空冷ダクト３２ａの他
方の端部には、冷却ファン３１ａが収容されている。冷却ファン３１ａで発生した空気流
は、空冷ダクト３２ａ内を通って、吐出口３５ａからダクト外へ吹出す。吐出口３５ａか
ら吹出した空気流３７ａは、液晶パネル１１と偏光板１０、１２との間の各空間を、上か
ら液晶パネル１１の中心部に向かって流れる。
【００４１】
　図１（ｂ）に示すように、吐出口３４ａ、３５ａは、互いの開口面が対向するように配
置されている。吐出口３４ａ、３５ａの開口面は、例えば方形形状とされる。吐出口３４
ａ、３５ａの液晶パネル１１の表面に平行な切断面における開口幅をそれぞれＷ１、Ｗ２



(8) JP 4985286 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

とする。吐出口３５ａの開口幅Ｗ２は、吐出口３４ａの開口幅Ｗ１より小さい。開口幅Ｗ
１、Ｗ２の大きさは、空気流３６ａ、３７ａの流速（風速）や流量（風量）によって適宜
に設定することが望ましい。開口幅Ｗ１と開口幅Ｗ２との比は、例えば３：１である。
【００４２】
　液晶パネル１１の表面に垂直な方向から見た場合、吐出口３４ａ、３５ａの上記切断面
に沿った開口の中心点は、液晶パネル１１の中心を通る中心軸Ａ上に位置する。望ましく
は、液晶パネル１１の面に垂直な方向から見た場合、吐出口３４ａの開口面の、上記切断
面に沿った線の中間点を通る、該開口面に垂直な第１の中心軸が、吐出口３５ａの開口面
の、上記切断面に沿った線の中間点を通る、該開口面に垂直な第２の中心軸と一致する。
要するに、吐出口３４ａの開口面と吐出口３５ａの開口面がその中央で整列して配置され
ている。
【００４３】
　次に、本実施形態の冷却装置による液晶ユニット部２の冷却動作について説明する。
【００４４】
　吐出口３４ａから吹出した空気流３６ａは、偏光板１０と液晶パネル１１の間および液
晶パネル１１と偏光板１２の間の各空間を、下から上に向かって流れる。一方、吐出口３
５ａから吹出した空気流３７ａは、偏光板１０と液晶パネル１１との間および液晶パネル
１１と偏光板１２の間の各空間を、上から下に向かって流れる。
【００４５】
　液晶パネル１１の表面に垂直な方向から見た場合、液晶パネル１１と偏光板１０、１２
との各間の空間の中央部分において、空気流３６ａと空気流３７ａが衝突し、そこで、衝
突噴流が発生する。この衝突噴流は、非定常的な渦の生成／消失を伴う乱流であり、図１
（ｃ）に示すような、液晶パネル１１および偏光板１０、１２の各面に対して略垂直な方
向に向かう旋回流（渦）を含む。この旋回流（渦）は、液晶パネル１１および偏光板１０
、１２の各面に対して略垂直に当たるため、その冷却効果は、空気流が面に沿って流れる
場合（層流）より大きくなる。
【００４６】
　旋回流（渦）を含む衝突噴流による冷却では、
　１）表面に形成される温度境界層の破壊（剥離）
　２）非定常な渦の生成／消失による強制的な流体交換（温度置換）
　３）コアンダ効果による噴流の壁面滑り
といった３つのプロセスを経る。ここで、流体交換（温度置換）とは、発熱体表面近傍の
流体（高温）と、表面から少し離れた位置にある流体（低温）との交換（温度置換）を意
味する。コアンダ効果は、流れの中に物体を置くと、流体と固体壁面との間の圧力が低下
し、流れが壁面に吸い寄せられ、その物体に沿って流れの向きが変わる流体の性質を言う
。
【００４７】
　上記３つのプロセスによる冷却によれば、単に平板に沿って流体が流れる場合（層流）
に比べ、５倍～１０倍の冷却能力を得られる。本実施形態の冷却装置では、上記３つのプ
ロセスを利用することで、偏光板１０、１２や液晶パネル１１の光透過面へ垂直に向かう
旋回流を発生させて、発熱面（光透過面）への垂直噴流を、色光の透過を妨げることなく
形成する。これにより、平行平板に沿って流体が流れる構造に比べて、熱伝達率を大幅に
増加させることが可能となり、その結果、液晶ユニットの冷却において放熱効率を改善す
ることができる。
【００４８】
　また、衝突噴流は、液晶パネル１０および偏光板１１、１２の各面からの放熱を促進さ
せるように作用することから、衝突噴流となった流体の温度は、表面から放出された熱エ
ネルギーによって上昇する。このため、その流体が、例えば、液晶パネル１０と偏光板１
１との間に滞留すると、発熱面と冷却空気との温度差が小さくなるため、熱伝達率が低下
する場合がある。本実施形態の冷却装置では、衝突噴流により熱を保持した流体を効率よ
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く排気することで、熱伝達率の低下を抑制することができる。
【００４９】
　以下に、衝突噴流により熱を保持した流体の移動の原理およびその効果について、具体
的に説明する。
【００５０】
　吐出口３４aの開口幅Ｗ１は、吐出口３５aの開口幅Ｗ２よりも広いため、下から上へ向
かう空気流３６aの幅も、上から下に向かう空気流３７aの幅よりも広い。このため、図１
（ｂ）に示すように、空気流３６aの一部が、空気流３７aとの衝突によって圧力が上昇す
る箇所（すなわち、流路抵抗が高くなる箇所）を避けて、その両脇を流れるようなバイパ
ス流３８を形成する。
【００５１】
　空気流３６aと空気流３７aが発熱面中央において衝突した場合、旋回流による伝熱促進
における受熱作用によって高温になった排気（流体）３９は、その衝突部の両脇を流れる
バイパス流３８に乗って、液晶パネル１１と偏光板１０、１２の各間の空間を、下から上
に向かって輸送される。このバイパス流３８による排気３９の輸送により、排気３９は、
本来の冷却流（衝突箇所へ流入する空気流３６a、３７a）に環流することなく、液晶ユニ
ット外へ排除される。これにより、冷却性能をさらに向上させることができる。
【００５２】
　（第２の実施形態）
　図２は、本発明の第２の実施形態である冷却装置を説明するための図であって、（ａ）
は冷却装置の全体構成を模式的に示す断面図、（ｂ）は液晶ユニットを入射方向から見た
場合の液晶パネルの表面における送風の様子を示す部分拡大図、（ｃ）は液晶ユニットを
側面から見た場合の送風の様子を示す模式図である。
【００５３】
　図２の（ａ）から（ｃ）に示すように、冷却装置は、２つの空冷部３０ｂ、３３ｂと遮
風板４１ａを有する。空冷部３０ｂは、冷却ファン２８ｂと、吐出口３４ｂを備える空冷
ダクト２９ｂとからなる。空冷部３３ｂは、冷却ファン３１ｂと、吐出口３５ｂを備える
空冷ダクト３２ｂとからなる。これら冷却ファン２８ｂ、３１ｂおよび空冷ダクト２９ｂ
、３２ｂは、吐出口３４ｂ、３５ｂの位置関係が異なる以外は、図１に示したものと基本
的に同じものである。
【００５４】
　図２（ｂ）に示すように、吐出口３４ｂ、３５ｂは、互いの開口面が対向するように配
置されている。吐出口３４ｂ、３５ｂの開口面は例えば方形形状とされ、吐出口３５ｂの
開口幅Ｗ２は、吐出口３４ｂの開口幅Ｗ１より小さい。液晶パネル１１の表面に垂直な方
向から見た場合、吐出口３４ｂの開口の中心点は、液晶パネル１１の中心を通る中心軸Ａ
上に位置するが、吐出口３５ｂの開口の中心点は、中心軸Ａに対して右側（冷却ファンが
設けられた側とは反対の側）に位置する。すなわち、液晶パネル１１の表面に垂直な方向
から見た場合、吐出口３５ｂの中心軸の位置は、吐出口３４ｂの中心軸（または液晶パネ
ル１１の中心軸Ａ）よりも右側にシフトした位置とされる。要するに、吐出口３４bの開
口面と吐出口３５bの開口面が、開口幅方向にズレて配置されている。
【００５５】
　遮風板４１ａは、液晶ユニット（偏光板１０、液晶パネル１１、偏光板１２）を固定す
るための保持部４０に一体的に設けられている。液晶パネル１１の表面に垂直な方向から
見た場合、遮風板４１ａは、吐出口３５ｂの中心軸がシフトした側に、偏光板１０、液晶
パネル１１および偏光板１２の各側部の面と対向するように配置される。偏光板１０、液
晶パネル１１および偏光板１２の各端部と遮風板４１ａとの間隔は、液晶パネル１１と偏
光板１０、１２との各間の空間から流体が漏れ出すのを抑制することができる程度の大き
さとされる。
【００５６】
　ところで、空冷ダクト２９ｂ内の流路は、吐出口３４ｂが設けられた端部において直角
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に屈曲しており、その屈曲した先が吐出口３４ｂとされている。このような流路構造によ
れば、冷却ファン２８ｂからの空気流が流路の屈曲部に沿って進む際の流速（風速）は、
内周側に比べて外周側の方が速い。すなわち、吐出口３４ｂの開口面の、液晶パネル１１
の面に平行な切断面に沿った方向における、空気流３６ｂの流速の分布が、一方の側から
他方の側に向かって流速が徐々に大きくなるような分布とされている。すなわち、吐出口
３４ｂから吹出す空気流３６ｂは、内周側よりも外周側の方の速度が速くなるような偏っ
た流速（風速）分布を有する。この流速（風速）分布に従い、本実施形態では空気流３６
ｂを、外周側に位置する空気流４２ａと、内周側に位置する空気流４３ａとに分けて扱う
。空気流４２ａの流速（風速）は、空気流４３ａの流速（風速）より速い。
【００５７】
　次に、本実施形態の冷却装置による液晶ユニット部２の冷却動作について説明する。
【００５８】
　吐出口３４ｂから吹出した空気流４２ａ、４３ａは、偏光板１０と液晶パネル１１の間
および液晶パネル１１と偏光板１２の間の各空間を、下から上に向かって流れる。一方、
吐出口３５ｂから吹出した空気流３７ｂは、偏光板１０と液晶パネル１１の間および液晶
パネル１１と偏光板１２の間の各空間を、上から下に向かって流れる。
【００５９】
　液晶パネル１１の表面に垂直な方向から見た場合、吐出口３４ｂからの外周側の空気流
４２ａと吐出口３５ｂからの空気流３７ｂは、吐出口３４ｂの中心軸よりも外周側の領域
（遮風板４１ａが設けられた側の領域）を進み、液晶パネル１１と偏光板１０、１２との
各間の空間の中央部分において衝突し、そこで、衝突噴流が発生する。この衝突噴流は、
第１の実施形態で説明したような旋回流（渦）を含むので、前述の３つのプロセスによる
冷却効果を得ることができる。ここで、空気流３７ｂ、４２ａの運動量はほぼ等しいこと
が望ましい。
【００６０】
　空気流３７ｂ、４２ａの衝突の後の面内方向の流れにおいて、外周側へ向かう流れは遮
風板４１ａによって抑制されるので、遮風板４１ａが設けられた側とは反対側へ向かう流
れ（液晶パネルの中心に向かう流れ）が主な流れとなる。この流れが、衝突合成流４４a
である。
【００６１】
　液晶ユニット部２の発熱面上の、吐出口３４ｂの中心軸（または液晶パネルの中心軸Ａ
）よりも内周側の領域において、衝突合成流４４aが吐出口３４ｂから吹出した内周側の
空気流４２ａと衝突し、そこで、衝突噴流が発生する。この衝突噴流は、第１の実施形態
で説明したような旋回流（渦）を含むので、前述の３つのプロセスによる冷却効果を得る
ことができる。
【００６２】
　また、衝突合成流４４aと空気流４３ａとの衝突角度は略直角であるので、衝突合成流
４４aと空気流４３ａとの衝突により、図２（ｂ）の紙面からみて左上向かう面内方向の
流れ（衝突合成流４５a）が発生し、受熱を繰り返して高温になった空気が、冷却系に環
流することなく、液晶ユニット部の外部へ排気される。
【００６３】
　本実施形態の冷却装置によれば、液晶ユニット部の構成部材（偏光板１０、液晶パネル
１１および偏光板１２）の光透過面上の、外周側と内周側の２箇所において、異なる流速
（風速）ベクトルを有する空気流（送風）の衝突を引き起こすので、発熱面上の広範囲に
わたって高乱流場を形成することができる。これにより、液晶ユニットをより効果的に冷
却することができる。
【００６４】
　また、液晶パネルは、入力信号に対する光変調効果の温度依存性が高いため、パネル面
の温度分布が不均一であると、輝度ムラや色ムラを引き起こし、その結果、画像品質が低
下する。本実施形態の冷却装置によれば、発熱面上の広範囲にわたって高乱流場を形成す
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ることができるので、液晶パネルの面内温度分布を均一にすることができ、輝度ムラや色
ムラの問題を解消することができる。
【００６５】
　さらに、液晶パネル１１の表面に垂直な方向から見た場合、内周側の２回目の衝突によ
って発生した衝突合成流４５ａは、遮風板４１aが配置された側とは反対の側（内周側）
から液晶ユニット部２の外（図２（ｂ）中、左上方向）へ排出される。この衝突合成流４
５ａの排出において、衝突合成流４５ａは、冷却が必要とされる領域（光透過面）の必要
最小限の領域を通過し、冷却系に環流することはない。このように、高温となった排気を
冷却系に環流することなく、効果的に除去することができる。
【００６６】
　（第３の実施形態）
　図３は、本発明の第３の実施形態である冷却装置を説明するための図であって、（ａ）
は冷却装置の全体構成を模式的に示す断面図、（ｂ）は液晶ユニットを入射方向から見た
場合の液晶パネルの表面における送風の様子を示す部分拡大図、（ｃ）は液晶ユニットを
側面から見た場合の送風の様子を示す模式図である。
【００６７】
　図３の（ａ）から（ｃ）に示すように、冷却装置は、２つの空冷部３０ｃ、３３ｃと２
枚の遮風板４１ｂ、４１ｃとを有する。空冷部３０ｃは、冷却ファン２８ｃと、吐出口３
４ｃを備える空冷ダクト２９ｃとからなる。空冷部３３ｃは、冷却ファン３１ｃと、吐出
口３５ｃを備える空冷ダクト３２ｃとからなる。これら冷却ファン２８ｃ、３１ｃおよび
空冷ダクト２９ｃ、３２ｃは、吐出口３４ｃ、３５ｃの位置関係が異なる以外は、図１に
示したものと基本的に同じものである。
【００６８】
　図３（ｂ）に示すように、吐出口３４ｃ、３５ｃは、互いの開口面が対向するように配
置されている。吐出口３４ｃ、３５ｃの開口面は例えば方形形状とされ、吐出口３５ｃの
開口幅Ｗ２は、吐出口３４ｃの開口幅Ｗ１より小さい。液晶パネル１１の表面に垂直な方
向から見た場合、吐出口３４ｃの開口の中心点は、液晶パネル１１の中心を通る中心軸Ａ
上に位置するが、吐出口３５ｃの開口の中心点は、中心軸Ａに対して左側（冷却ファンが
設けられた側）に位置する。すなわち、液晶パネル１１の表面に垂直な方向から見た場合
、吐出口３５ｃの中心軸の位置は、吐出口３４ｃの中心軸（または液晶パネル１１の中心
軸Ａ）よりも左側にシフトした位置とされる。
【００６９】
　遮風板４１ｂ、４１ｃは、液晶ユニット（偏光板１０、液晶パネル１１、偏光板１２）
を固定するための保持部に一体的に設けられている。液晶パネル１１の表面に垂直な方向
から見た場合、遮風板４１ｂは、吐出口３５ｃの中心軸がシフトした側に配置され、遮風
板４１ｃは、その反対側に配置されている。遮風板４１ｂ、４１ｃは対向して配置されて
おり、遮風板４１ｂ、４１ｃの各面の面内方向は、偏光板１０、液晶パネル１１および偏
光板１２の各面の面内方向と交差（または直交）する。偏光板１０、液晶パネル１１およ
び偏光板１２の各端部と遮風板４１ｂ、４１ｃとの間隔は、液晶パネル１１と偏光板１０
、１２との各間の空間から流体が漏れ出すのを抑制することができる程度の大きさとされ
る。
【００７０】
　空冷ダクト２９ｃは第２の実施形態と同様な屈曲構造を有するので、吐出口３４ｃから
吹出す空気流３６ｃは、液晶パネル１１の面に垂直な方向から見た場合に、内周側よりも
外周側の方の速度が速くなるような偏った流速（風速）分布を有する。この流速（風速）
分布に従い、本実施形態では空気流３６ｃを、最も外周側に位置する空気流４２ｂと、最
も内周側に位置する空気流４３ｂと、これら空気流４２ｂ、４３ｂの中間に位置する空気
流４６ａとに分けて扱う。空気流４２ｂの流速（風速）は、空気流４６ａの流速（風速）
より速い。空気流４６ａの流速（風速）は、空気流４３ｂの流速（風速）より速い。
【００７１】
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　次に、本実施形態の冷却装置による液晶ユニット部２の冷却動作について説明する。
【００７２】
　吐出口３４ｃから吹出した空気流４２ｂ、４３ｂ、４６ａは、偏光板１０と液晶パネル
１１の間および液晶パネル１１と偏光板１２の間の各空間を、下から上に向かって流れる
。一方、吐出口３５ｃから吹出した空気流３７ｃは、偏光板１０と液晶パネル１１の間お
よび液晶パネル１１と偏光板１２の間の各空間を、上から下に向かって流れる。
【００７３】
　液晶パネル１１の表面に垂直な方向から見た場合、吐出口３４ｃからの最も内周側の空
気流４３ｂと吐出口３５ｃからの空気流３７ｃは、吐出口３４ｃの中心軸よりも内周側の
領域（遮風板４１ｂが設けられた側の領域）を通って衝突する。この衝突により、衝突噴
流が発生する。この衝突噴流は、第１の実施形態で説明したような旋回流（渦）を含むの
で、前述の３つのプロセスによる冷却効果を得ることができる。なお、空気流３７ｃの運
動量は、空気流４３ｂに比べて大きいため、空気流３７ｃが空気流４３ｂと衝突する位置
は、液晶ユニット部２の発熱面上の、吐出口３４ｃが設けられ側に近くなる。
【００７４】
　空気流３７ｃ、４３ｂの衝突の後の発熱面上の面内方向の流れにおいて、内周側へ向か
う流れは遮風板４１ｂによって抑制されるので、遮風板４１ｂが設けられた側とは反対側
へ向かう流れ（液晶パネルの中心に向かう流れ）が主な流れとなる。この流れが、衝突合
成流４４ｂである。
【００７５】
　液晶ユニット部２の発熱面上の中央付近において、衝突合成流４４ｂは、吐出口３４ｃ
から吹出した空気流４６ａと衝突する。この衝突により、衝突噴流が発生する。この衝突
噴流は、第１の実施形態で説明したような旋回流（渦）を含むので、前述の３つのプロセ
スによる冷却効果を得ることができる。
【００７６】
　また、衝突合成流４４ｂと空気流４６ａとの衝突角度は略直角であるので、衝突合成流
４４ｂと空気流４６ａとの衝突により、外周側に向かう面内方向の流れ（衝突合成流４５
ｂ）が発生する。この衝突合成流４５ｂに乱流成分を付加して、伝熱促進を行う。
【００７７】
　液晶ユニット部２の発熱面上の、吐出口３４ｃの中心軸（または液晶パネルの中心軸Ａ
）よりも外周側の領域において、衝突合成流４５ｂが吐出口３４ｃから吹出した最も外周
側の空気流４２ｂと鋭角な角度で衝突し、そこで、衝突噴流が発生する。この衝突噴流も
、第１の実施形態で説明したような旋回流（渦）を含むので、前述の３つのプロセスによ
る冷却効果を得ることができる。
【００７８】
　また、衝突合成流４５ｂと空気流４２ｂとの衝突により、外周側に向かう面内方向の流
れが発生する。この外周側に向かう面内方向の流れは、外周側に設けられた遮風板４１ｃ
によって流れの向きが規制されることで、空冷ダクト３２cに隣接した液晶ユニット部２
の上部空間へ向かう空気流４７ａとなって液晶ユニット部２外へ排気される。
【００７９】
　本実施形態の冷却装置によれば、液晶ユニット部の構成部材（偏光板１０、液晶パネル
１１および偏光板１２）の光透過面上の、外周側、内周側およびその中間の３箇所におい
て、異なる流速（風速）ベクトルを有する空気流（送風）の衝突を引き起こすので、発熱
面上の広範囲にわたって高乱流場を形成することができる。これにより、液晶ユニットを
より効果的に冷却することができる。
【００８０】
　また、発熱面上の広範囲にわたって高乱流場を形成することができるので、液晶パネル
の面内温度分布を均一にすることができ、輝度ムラや色ムラの問題を解消することができ
る。
【００８１】
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　さらに、３回目の衝突によって発生した衝突合成流４７ａは、冷却が必要とされる領域
（光透過面）の必要最小限の領域を通過し、冷却系に環流することはない。このように、
高温となった排気を冷却系に環流することなく、効果的に除去することができる。
【００８２】
　なお、本実施形態では、空気流３６ｃを３つの空気流４２ｂ、４３ｂ、４６ａに分けて
取り扱い、冷却動作を１回目、２回目、３回目の空気流衝突として離散的に説明している
が、実際は、発熱面上において、衝突角度が空気流３６ｃの流速（風速）分布に従って徐
々に変化して、連続的に空気流の衝突が発生する（ライン衝突）。このライン衝突により
、光透過面（発熱面）の広い領域において高乱流場を形成することができる。
【００８３】
　（第４の実施形態）
　図４は、本発明の第４の実施形態である冷却装置の部分拡大図である。図４には、液晶
ユニットを入射方向から見た場合の液晶パネルの表面における送風の様子が模式的に示さ
れている。
【００８４】
　図４を参照すると、冷却装置は、空冷ダクト２９ｂの吐出口３４ｂ内に、外周側の空気
流と内周側の空気流について流量（風量）比率や吹出し方向（送風方向）を調整するため
のリブ４８を設けた以外は、図２に示した冷却装置と同様のものである。図４中、同じ構
成部分には同じ符号を付している。また、説明の重複を避けるために、同じ構成部分につ
いての詳細な説明は省略する。
【００８５】
　リブ４８は、板状の部材であって、吐出口３４ｂ内に、吐出口３４ｂの開口面に垂直に
設けられる。ここでは、液晶パネル１１の表面に垂直な方向から見た場合に、リブ４８は
、吐出口３４ｂの中心軸に沿って設けられており、このリブ４８によって、空冷ダクト２
９ｂ内を流れる空気流３６ｂが外周側の空気流４２ｃと内周側の空気流４３ｃに分けられ
る。空気流４２ｃと空気流４３ｃの流量（風量）比率は、空気流４２ｃが吹出す開口部分
の面積と空気流４３ｃが吹出す開口部分の面積の比により決まる。空気流４２ｃと空気流
４３ｃの吹出し方向（送風方向）は、開口面に対するリブ４８の角度により決まる。
【００８６】
　リブ４８により、外周側の空気流４２ｃと内周側の空気流４３ｃの、風量比率や送風方
向を変更することで、外周側の空気流４２ｃと吐出口３５ｂからの空気流３７ｂとの衝突
位置や、その衝突により発生する乱流の強度（風速や風量もしくは風力）を調整すること
ができる。さらには、空気流４２ｃと空気流３７ｂの衝突により発生した衝突合成流４４
ｃと内周側の空気流４３ｃとの衝突位置や衝突角度、その衝突により発生する乱流の強度
についても調整可能である。
【００８７】
　本実施形態の空冷装置によれば、第２の実施形態で説明した効果に加えて、リブ４８を
設けたことによる以下の効果がある。
【００８８】
　リブ４８により、外周側の空気流４２ｃと内周側の空気流４３ｃの風量比率や送風方向
を変更することで、衝突位置や乱流強度を調整することができるので、冷却性能や放熱領
域を、液晶パネルや偏光板の発熱特性に応じて制御することができる。
【００８９】
　（第５の実施形態）
　図５は、本発明の第５の実施形態である冷却装置の部分拡大図である。図５には、液晶
ユニットを入射方向から見た場合の液晶パネルの表面における送風の様子が模式的に示さ
れている。
【００９０】
　図５を参照すると、冷却装置は、遮風板４１ｃに代えて遮風板４１ｄを設けた以外は、
図３に示した冷却装置と同様のものである。図５中、同じ構成部分には同じ符号を付して
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いる。また、説明の重複を避けるために、同じ構成部分についての詳細な説明は省略する
。
【００９１】
　遮風板４１ｄは、遮風板４１ｂと対向するように外周側に設けられているが、遮風板４
１ｄの長さは遮風板４１ｂよりも短い。液晶パネル１１の表面に垂直な方向から見た場合
（図５に示した状態）、液晶パネル１１の外周側の端部の遮風板４１ｄと対向する範囲は
、液晶パネル１１の下端から中央部までの範囲である。すなわち、液晶パネル１１の外周
側の端部の上側（フレキシブルケーブル１１ａが設けられた側）は、遮風板が存在しない
ため、開放空間となっている。
【００９２】
　本実施形態の冷却装置においても、発熱面上において、第３の実施形態の場合と同様の
ライン衝突が発生する。ライン衝突により生じた衝突合成流４７ｂ（図３に示した衝突合
成流４７ａに対応する）は、空冷ダクト３２cに隣接した液晶ユニット部２の上部空間へ
向かって排気される。遮風板４１ｄの長さを短くしたことにより、衝突合成流４７ｂは遮
風板４１ｄによる流れの規制を受けない。したがって、液晶パネル１１の表面に垂直な方
向から見た場合、衝突合成流４７ｂの排気方向は、右斜め上に向かう方向とされる。
【００９３】
　本実施形態の冷却装置によれば、第３の実施形態で説明した効果に加えて、外周側およ
び内周側に設けた１対の遮風板を非対称な構造（長さが異なる構造）にすることによる以
下のような利点を有する。
【００９４】
　ここで、第３の実施形態中の空冷部３３ｃにおいて、十分な流量の空気流を得られない
場合は、吐出口３５ｃの開口幅Ｗ２を大きくする必要がある。図３に示したように、外周
側および内周側に設けた１対の遮風板４１ｂ、４１ｃが対称な構造である場合、吐出口３
５ｃの開口幅Ｗ２を大きくすると、その分、液晶ユニット部２の上部における、吐出口３
５ｃと外周側の遮蔽板４１ｃとの間の空間（開放空間）が狭くなる。このため、発熱面上
におけるライン衝突により生じた衝突合成流の、液晶ユニット部２の上部空間への排気の
効率が低下する。
【００９５】
　遮風板４１ｄは、遮風板４１ｂに比べて、液晶パネル１１の面に平行な断面における長
さが短い。すなわち、遮風板４１ｄによる合成流の流れの方向を規制する範囲は、液晶パ
ネル１１の下部から中央部にかけての範囲である。このように、液晶ユニット部２の上部
における、吐出口３５ｃと外周側の遮蔽板４１ｄとの間の空間（開放空間）は、図３に示
した構造のものより大きくなっているので、吐出口３５ｃの開口幅Ｗ２を大きくした構造
において、旋回流による伝熱促進における受熱作用によって高温になった流体の排気のた
めの空間をより大きくすることができる。
【００９６】
　以上説明した各実施形態の冷却装置は、本発明の一例であり、その構成は本発明の趣旨
を逸脱しない範囲で適宜に変更することができる。
【００９７】
　例えば、図１に示した第１の実施形態の冷却装置において、空気流３６ｃをバイパス流
３８とその中央部を流れる空気流とに分けるように、吐出口３４ａ内にリブを設けてもよ
い。
【００９８】
　また、液晶パネル１１を挟むように、液晶パネル１１の両側に遮風板を設けてもよい。
【００９９】
　さらに、バイパス流を形成することができるのであれば、吐出口３４ａ、３５ａの各中
心軸がずれて配置されていてもよい。
【０１００】
　さらに、吐出口３４ａ、３５ａは、液晶ユニットの下端、上端にそれぞれ位置している



(15) JP 4985286 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

が、これに限定されるものではない。吐出口３４ａ、３５ａは、対向して配置されるので
あれば、液晶ユニットを挟んで対向して配置されればよい。
【０１０１】
　本発明は、液晶ユニットを備える液晶プロジェクタ装置全般に適用できるほか、熱が放
出される面を少なくとも一つ備えた複数の面が対向するように並設された部材を有する電
子機器に適用することができる。適用可能な電子機器として、例えば複数のプリント回路
板を並列に実装したラックユニットや、筐体内にＩＣチップ基板が実装された小型の電子
機器などがある。
【０１０２】
　第１乃至第５の実施形態では、冷却対象を１つの液晶ユニットとしているが、本発明は
、これに限定されるものではない。冷却対象は、複数の液晶ユニットであってもよい。冷
却対象を複数の液晶ユニットとする場合は、液晶ユニット毎に、一方の空冷ダクトの吐出
口と、他方の空冷ダクトの吐出口とが液晶ユニットを挟んで対向するように配置した構造
を設ける。この場合、各液晶ユニット間で、一方の空冷ダクトを共通ダクトとしてもよい
。同様に、各液晶ユニット間で、他方のダクトを共通ダクトとしてもよい。
【０１０３】
　また、液晶ユニットは、液晶パネルと、その入射面側および出射面側に設けられた光学
素子とから構成してもよい。この場合、光学素子は、偏光板または光学補償板もしくはこ
れらの組み合わせであってもよい。さらに、光学素子は、偏光板や光学補償板に加えて他
の光学部材を含んでいてもよい。
【０１０４】
　本発明の適用が可能な、複数の液晶ユニットを有する液晶プロジェクタ装置としては、
例えば、図７に示した液晶プロジェクタ装置がある。この液晶プロジェクタ装置において
、液晶ユニットの上部側に配置されたダクトの各吐出口と、下部側に配置されたダクトの
各吐出口の構造を、第１乃至第５の実施形態のいずれかで説明した構造とする。これによ
り、冷却性能に優れた液晶プロジェクタ装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】本発明の第１の実施形態である冷却装置を説明するための図であって、（ａ）は
冷却装置の全体構成を模式的に示す断面図、（ｂ）は液晶ユニットを入射方向から見た場
合の液晶パネルの表面における送風の様子を示す部分拡大図、（ｃ）は液晶ユニットを側
面から見た場合の送風の様子を示す模式図である。
【図２】本発明の第２の実施形態である冷却装置を説明するための図であって、（ａ）は
冷却装置の全体構成を模式的に示す断面図、（ｂ）は液晶ユニットを入射方向から見た場
合の液晶パネルの表面における送風の様子を示す部分拡大図、（ｃ）は液晶ユニットを側
面から見た場合の送風の様子を示す模式図である。
【図３】本発明の第３の実施形態である冷却装置を説明するための図であって、（ａ）は
冷却装置の全体構成を模式的に示す断面図、（ｂ）は液晶ユニットを入射方向から見た場
合の液晶パネルの表面における送風の様子を示す部分拡大図、（ｃ）は液晶ユニットを側
面から見た場合の送風の様子を示す模式図である。
【図４】本発明の第４の実施形態である冷却装置の部分拡大図である。
【図５】本発明の第５の実施形態である冷却装置の部分拡大図である。
【図６】本発明の関連技術としての液晶プロジェクタ装置を説明するための図であり、（
ａ）は外観図、（ｂ）は内部の構成を示す斜視図、（ｃ）は内部配置を示す模式図である
。
【図７】図６に示す液晶プロジェクタの液晶ユニットを冷却する冷却装置の具体的な構造
を説明するための図であって、（ａ）は分解斜視図、（ｂ）は冷却動作を説明するための
模式的断面図である。
【図８】特許文献１に記載された冷却装置の構成を示す模式図である。
【図９】特許文献２に記載された冷却装置の構成を示す模式図である。
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【図１０】特許文献３に記載された冷却装置の構成を示す図であって、（ａ）は上面から
見た場合の模式図、（ｂ）は側面から見た場合の模式図である。
【図１１】特許文献３に記載された別の冷却装置の構成を示す図であって、（ａ）は上面
から見た場合の模式図、（ｂ）は側面から見た場合の模式図である。
【符号の説明】
【０１０６】
　２　液晶ユニット部
　１０、１２　偏光板
　１１　液晶パネル
　２８ａ、３１ａ　冷却ファン
　２９ａ、３２ａ　空冷ダクト
　３０ａ、３３ａ　空冷部
　３４ａ、３５ａ　吐出口
　３６ａ、３７ａ　空気流
　３８　バイパス流
　３９　排気

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】

【図１０】 【図１１】
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