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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
放電ランプを光源として、映像を投射表示するプロジェクタ装置であって、
　上記プロジェクタ装置を冷却するための冷却媒体を吸気する吸気口と、
　上記プロジェクタ装置を冷却するための冷却媒体を排気する排気口と、
　上記吸気口から吸気された冷却媒体の一部を上記放電ランプのランプバルブ内に配流す
るための第１の冷却風とする第１のファンと、
　上記吸気口から吸気された冷却媒体の一部を所定の方向に配流し上記放電ランプのラン
プリフレクタを冷却するための第２の冷却風とする第２のファンと、
　上記プロジェクタ装置の設置姿勢を検知する姿勢センサと、
　上記姿勢センサが検知した姿勢に応じて、上記ファンを制御する制御部を備え、
　上記放電ランプを交換するためのランプドア部と近接する側面にランプダクトを設け、
上記ランプバルブを冷却した上記第１の冷却風が、ランプダクト内を通過した後、上記第
２の冷却風に合流しランプリフレクタを冷却することを特徴とするプロジェクタ装置。
【請求項２】
請求項１記載のプロジェクタ装置において、上記姿勢センサが検知する設置姿勢は、上投
射設置及び下投射設置のうち、少なくともいずれか１つを含むことを特徴とするプロジェ
クタ装置。
【請求項３】
請求項２記載のプロジェクタ装置において、
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　上記上投射設置では、上記プロジェクタ装置は、天井から支柱によって上記プロジェク
タ装置が吊り下げられ、投射ミラーから投影画像が垂直の被照射面に照射される設置状態
であり、
　上記下投射設置では、上記プロジェクタ装置は、被照射面を兼ねたテーブル上若しくは
机上に載置され、上記投射ミラー投影画像が垂直の被照射面上に照射される設置状態であ
ることを特徴とするプロジェクタ装置。
【請求項４】
請求項２または請求項３のいずれかに記載のプロジェクタ装置において、
　上記放電ランプ内を通過する上記第１の冷却風の流入口と該流入口と反対側に設けられ
た排気のための開口部をそれぞれ２組設け、
　上記制御部は、上記上投射設置及び下投射設置の場合に流れる上記第１の冷却風と、据
え置き設置または天吊り設置の場合に流れる上記第１の冷却風とが直交するように上記第
１のファンを制御することを特徴とするプロジェクタ装置。
【請求項５】
請求項１乃至請求項４のいずれか１つに記載のプロジェクタ装置において、上記制御部は
、上記姿勢センサが検知した姿勢に応じて、上記ファンの一部の回転力を負圧にしない程
度に制御することを特徴とするプロジェクタ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放電ランプを光源として映像を投射表示するプロジェクタ装置に係り、特に
、光源ユニットを含む熱源を冷却するのに好適なプロジェクタ装置の冷却構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プロジェクタ装置は、光源からの光を液晶パネルなどの表示素子で映像信号に応じて変
調して光学像を形成し、形成された光学像を投射レンズ若しくは投射ミラーで外部のスク
リーンや壁面などの被照射面に投影するものである。
　このようなプロジェクタ装置では、一般に、光源として、高圧（１５ＭＰａ程度以上）
の発光ガスを封じた点光源と見なせる例えばショートアーク型（例えばアーク長が１．５
ｍｍ程度以下）の超高圧水銀ランプ、メタルハライドランプなどの放電ランプ（ランプバ
ルブ）が用いられる。
【０００３】
　放電ランプは、背後をリフレクタで覆われ、前方を放電ランプが破裂した際の破片の飛
散を防止する透光性の防爆ガラスで覆われて、光源ユニット（ランプユニットともいう）
を成し、ほぼ密閉された形態となっている。このため、放電ランプの点灯中は放電ランプ
の温度が高くなり、信頼性や、寿命が劣化する。そこで、放電ランプの温度を下げる手段
として、主に、ファンによる強制空冷が有効とされている。特にプロジェクタ装置の稼動
時には、放電ランプの上方部が最も高温になり易い。このため、上方部を集中的に冷却し
放電ランプを適正温度に保つ冷却方式が提案されている。
【０００４】
　適正温度に関しては、使用する放電ランプの方式、メーカー、仕様等により異なる。し
かし、一般的に、放電ランプの上方部と下方部の温度差が少ないほうが良いとされ、１５
０［°Ｃ］以下が許容範囲とされている。
　適正温度を保持できないまま、放電ランプを長時間使用を続けると、放電ランプの寿命
に到達する前に放電ランプの破裂及び不点灯等の故障に至り、放電ランプが短命化するこ
とになる。
【０００５】
　また、従来のプロジェクタ装置は、机上に水平に設置する、いわゆる据置設置タイプと
、天井に吊り下げて使用する、いわゆる天吊設置タイプが一般的である。従って、最近の
プロジェクタ装置は、据置設置と天吊設置とを切換えて使用できるような構造となってい
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るものが多い。
　プロジェクタ装置を机上に対して水平に設置する据置設置では、外部のスクリーンや壁
面などの、机上より上向きの被照射面に投影画像が投影されるように、斜め上方に投影画
像が投影されるように、斜め上方に角度を持った状態に向けて表示光が出射されるように
設定されている場合が多い。このような上方傾斜角を有した状態のプロジェクタ装置を天
吊設置とする場合には、そのまま天井に設置すると投影画像が天井に照射されることにな
る。このため、プロジェクタ装置の上下を逆にして設置する必要がある。その場合、光源
ユニットもプロジェクタ装置と一緒に上下が逆になる。このため、プロジェクタ装置は、
据置設置でも、天吊設置でも、常に放電ランプを適正温度に保つ冷却構造が要求される。
この時、どのような設置状態にしたとしても、放電ランプは、その特性上、常に放電ラン
プの光軸が地面に対して水平に保持されなければならない。
【０００６】
　従来、プロジェクタ装置の放電ランプを強制空冷する技術として、例えば、特許文献１
には、プロジェクタ装置を、上下を逆にして設置した場合でも、放電ランプの発光部を適
正温度に保持できるようにするため、ランプユニットを構成する反射鏡の上下面に冷却風
導入用開口部を設け、各冷却風導入用開口部にケース側に固定設置した一対の冷却風通路
の冷却風排出口を連通し、冷却風導入口には自重により上下動するシャッターを設けた構
成とし、このシャッターが据置設置と天吊設置で上下動してランプユニット内への送風を
上部側からの送風と、下部側からの送風とを自動的に切換えることで据置設置、天吊設置
においても放電ランプの上部と下部の冷却条件が変らないようにし、据置設置、天吊設置
によらず放電ランプを適正温度に保つ光源装置が開示されている。
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－２４７３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述の従来技術では、プロジェクタ装置の設置状態が据置設置若しくは天吊設置であっ
ても、信頼性及び安全性を損なわずに光源の長寿命化が可能なプロジェクタ装置を実現さ
せるためには、放電ランプ（ランプバルブ）を適正温度に保つことが重要となる。
【０００９】
　近年、プロジェクタ装置の設置状態は、用途に合わせて、これまで以上に制限の無いも
のになりつつある。例えば、上述の据置設置や天吊設置の他に、映像投射方向を上に向け
た上投射設置、映像投射方向を下に向けた下投射設置を可能とするプロジェクタ装置が必
要とされてきている。
【００１０】
　ここで、据置設置及び天吊設置の設置状態に関しては特許文献１で提案される冷却方式
でも実現可能と思われるが、上投射設置若しくは下投射設置の設置状態では放電ランプを
適正温度に保つことができない。そのため放電ランプの寿命が短命化してしまい、プロジ
ェクタ装置の信頼性及び安全性を損なう恐れがある。
　また、特許文献１で提案する方式では、リフレクタ首部に開口が必要となるが、ランプ
仕様によっては本箇所に開口を設けることができないため、このリフレクタ形状は必ずし
も採用できるものでは無い。
【００１１】
　そこで、本発明の目的は、上記の問題を解決し、首部に開口が無いリフレクタ形状を使
用し、簡単な構造でプロジェクタ装置を、据置設置及び天吊設置の設置状態の他、上投射
設置や下投射設置で行った場合であっても、放電ランプ（ランプバルブ）を適正な温度に
保つことができ、光源の長寿命化を実現することのできる光源ユニットの冷却構造を備え
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】
【００１２】
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　上記の目的を達成するため。本発明のプロジェクタ装置は、放電ランプを光源として映
像を投射表示するプロジェクタ装置であって、プロジェクタ装置を冷却するための冷却媒
体を吸気する吸気口と、プロジェクタ装置を冷却するための冷却媒体を排気する排気口と
、冷却媒体を所定の方向に配流するファンと、プロジェクタ装置の設置姿勢を検知する姿
勢センサと、姿勢センサが検知した姿勢に応じて、ファンを制御する制御部を備えたもの
である。
　また好ましくは、上記発明のプロジェクタ装置は、放電ランプを交換するためのランプ
ドア部と近接する側面にランプダクトを設け、放電ランプの上記冷却媒体がランプバルブ
を冷却した後、冷却媒体をランプバルブの後方のランプリフレクタを冷却するものである
。
　また好ましくは、上記発明のプロジェクタ装置の制御部は、姿勢センサが検知した姿勢
に応じて、ファンの一部の回転力を負圧にしない程度に制御するものである。
載のプロジェクタ装置。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、プロジェクタ装置を据置設置、天吊設置、上投射設置、下投射設置の
異なる設置状態においても常に放電ランプを適正な温度に保つことができる。このため、
放電ランプの信頼性及び安全性を高め、長寿命化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態を詳細に説明する。なお、各図におい
て、共通な機能を有する部分には同一符号を付して、その重複する説明を省略する。
【００１５】
　図１～図３に、本発明の一実施例に係るプロジェクタ装置の光源ユニットを示す。
　図１（ａ）は、プロジェクタ装置に実装する光源ユニット１００の正面図であり、図１
（ｂ）は、斜め上から見た斜視図である。
　また図２（ａ）は、図１（ａ）のＡ－Ａ側断面の模式図であり、図２（ｂ）は、光源ユ
ニット１００のランプレンズ１０１を透過させて、ランプ管内を流れる冷却風２を模式的
に示した図である。
　また図３（ａ）は、図１（ａ）のＢ－Ｂ側断面の模式図であり、図３（ｂ）は、光源ユ
ニット１００のランプレンズ１０１を透過させて、ランプケース１０２内外を流れる冷却
風２を模式的に示した図である。
【００１６】
　図１において、１０１はランプレンズ、１０２はランプケース、１０３はランプダクト
、１０４はランプリフレクタである。　光源ユニット１００は、光源となるランプバルブ
（放電ランプ）２０１（図２若しくは図３参照）と、ランプバルブ２０１を背後から覆う
ように配置されたランプリフレクタ１０４と、ランプリフレクタ１０４の前方開口側に配
置された透光のランプレンズ１０１とを含んだランプケース１０２とで構成される。
【００１７】
　図２は、プロジェクタ装置の設置状態（設置姿勢）が、縦置き型（机上型）の設置（下
投射設置または机上設置）方式（後述する図６（ｃ）参照）での、冷却風の流れかたを示
す図である。
　図２において、２０１はランプバルブ、２０２はランプバルブ２０１を冷却するために
ランプケース１０２内を流れる冷却風（黒い破線の矢印）、２０３はランプリフレクタ１
０４を冷却する冷却風である。冷却風２０３は、図２（ａ）では、図２（ｂ）の冷却風２
０３（白枠の矢印）と比べると分かるように、紙面の上下方向に流れる。
　ランプバルブ２０１を冷却した冷却風２０２は、ランプダクト１０３内を通過して、ラ
ンプリフレクタ１０４を冷却する冷却風２０３に合流して流れていく。
　このため、ランプドア（後述する図５のプロジェクタ装置１０のランプドア２３参照）
に直接熱が逃げないため、ランプドア部の温度が上昇し難い。
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【００１８】
　図３は、プロジェクタ装置の設置状態（設置姿勢）が、据置き型若しくは天吊り型の設
置方式（後述する図６（ａ）若しくは（ｂ）参照）での、冷却風の流れかたを示す図であ
る。
　図３において、２０１はランプバルブ、３０２はランプバルブ２０１を冷却するために
ランプケース１０２内を流れる冷却風（黒い破線の矢印）、３０３はランプリフレクタ１
０４を冷却する冷却風（白枠の矢印）である。
　図３（ａ）では、ランプバルブ２０１を冷却した冷却風３０２は、ランプダクト１０３
内を通過して、ランプリフレクタ１０４を冷却する冷却風３０３に合流して流れていく。
このため、ランプドア（後述する図５のプロジェクタ装置１０のランプドア２３参照）に
直接熱が逃げないため、ランプドア部の温度が上昇し難い。
【００１９】
　このランプリフレクタ１０４は、ランプバルブ２０１を冷却しながら点灯中の状態でも
約２５０［°Ｃ］の高温になる。プロジェクタ装置用のランプバルブ２０１としては、シ
ョートアーク型（例えばアーク長０．５ｍｍ～１．５ｍｍ）の超高圧水銀ランプ，メタル
ハライドランプ、キセノンランプなどが用いられる。ここでは、例えばランプ入力２８５
Ｗの超高圧水銀ランプ（アーク長約１．２ｍｍ）を用いるが、これに限定するものではな
い。
【００２０】
　ランプバルブ２０１は、ランプリフレクタ１０４、ランプケース１０２、及びランプレ
ンズ１０１で囲まれた空間内に配置されており、また、使用電力も大きい。従って、ラン
プバルブ２０１は非常な高温、例えば１０５０［°Ｃ］程度となる。そこで、本実施例で
は、冷却ファンによりランプリフレクタ１０４の外郭表面に冷却風（図２の冷却風２０３
若しくは図３の冷却風３０３）を当てて冷却するとともに、ランプバルブ２０１が配置さ
れている空間内にも冷却風（図２の冷却風２０２若しくは図３の冷却風３０２）を導風し
て冷却を行う。
【００２１】
　ランプケース１０２には、空間内に冷却風を導風する流入口となる開口部２０２ａ、が
設けられ、反対側には流出口となる開口部２０２ｂが設けられ、開口部２０２ａから流入
した冷却風は、ランプバルブ２０１を冷却した後に反対側に設けられた開口部２０２ｂか
ら排気される。
　なお、開口部２０２ａ、２０２ｂのそれぞれには、メッシュ状の開口もしくは開口部に
メッシュ状の金網が設けられており、ランプバルブ２０１が破損した際の破片の飛散を防
止している。また、開口部２０２ａ、２０２ｂは複数あっても良い。
【００２２】
　図４は、本発明の一実施例におけるプロジェクタ装置の外観を示す。１０はプロジェク
タ装置、１１は筐体、１２は投射ミラー、１３は投射ミラー１２の自由曲面を形成した反
射面、１４は投射ミラー１２の開閉の回転軸を示す一点鎖線、１５は投射ミラー１２が筐
体１１に収納される場合の閉じる方向を示す矢印、１６は筐体１１の側面で、電源、映像
信号、制御信号等のケーブルを接続するためのコネクタを有するパネル部、１７はパネル
部と反対側の側面部で冷却媒体の排気口を有する排気部、１８は冷却媒体の吸気口を有す
る吸気部、１９は吸気部１８の反対側の裏面の排気部、２０は操作ボタン群、２１はイン
ジケータ群、２２は開口部、２３はランプドアである。なお、パネル部１６、吸気部１８
、開口部２２等、プロジェクタ装置１０の各表面部の詳細は図示せず省略している。例え
ば、パネル部１６には複数のコネクタを具備する。また例えば、吸気部１８には、空気等
冷媒用の気体を吸い込むための開孔を複数具備し、かつ、この面が下側になっても吸気可
能なように突起部を備える。また、裏面部１９には、更に、筐体１１に収納自在の持運び
用の取っ手を備える。インジケータ群２１は、例えば、ＬＥＤ（ Light Emitting Diode 
）である。
【００２３】



(6) JP 5189804 B2 2013.4.24

10

20

30

40

50

　図４において、筐体１１の内部には、図示しないミラー回転モータがある。ミラー回転
モータは、後述する制御部の制御に応じて回転し、回転伝達機構を介して投射ミラー１２
を回転させ、筐体１１の開口部２２の開閉動作を行う。
　図４は、投射ミラー１２が開いて稼働定位置に固定され、プロジェクタ装置１０が稼働
中の状態である。画像表示部で生成され、筐体１１内の出射開口部から出力された表示光
は、稼働定角度（稼働定位置）に固定された投射ミラー１１の自由曲面の反射面１３で反
射し、外部スクリーン等の被照射面に投影される。
【００２４】
　またランプドア２３は、図１（ａ）に示す本発明の光源ユニット１００がプロジェクタ
装置１０に挿入されるためのドアである。図４では、プロジェクタ装置は机上に水平に設
置する据置設置の状態を表している。光源ユニット１００は、図１（ａ）の状態での上方
向と図に示した向きでプロジェクタ装置１０に取り付けられる。
　図５は、光源ユニット１００を取り付ける方向を模式的に示した図である。従って、ラ
ンプドア２３と光源ユニット１００の上部が近接する構造となっている。しかし、光源ユ
ニット１００の上部（ランプドア２３側）には、ランプダクト１０３が設けられ（図２（
ａ）参照）、光源ランプ１００又はランプバルブ２０１の発生する熱は、冷却風に運ばれ
、ランプリフレクタ１０４側に流れるため、ランプドア２３には、直接熱が伝わらない。
このため、ユーザがプロジェクタ装置の上面を触っても、若しくは光源ランプの交換のた
めランプドア２３に触ってもやけどしない。
【００２５】
　　次に、図６は、本発明のプロジェクタ装置の設置形態の一実施例を説明するための図
である。
　図６（ａ）は据置き型の設置（据置き設置）方式で、テーブル６０４上にプロジェクタ
装置６０１とその投射ミラー６０２が設置され、投射ミラー６０２から破線で示す如く投
影画像が垂直の被照射面６０３面上に照射される。
　図６（ｂ）は天吊り型の設置（天吊り設置）方式で、天井から支柱６０５によってプロ
ジェクタ装置６０１が吊り下げられ、投射ミラー６０２から破線で示す如く投影画像が垂
直の被照射面６０３面上に照射される。
　図６（ｃ）は縦置き型（机上型）の設置（下投射設置または机上設置）方式で、被照射
面６０３を兼ねたテーブル６０６上若しくは机上にプロジェクタ装置６０１が載置され、
投射ミラー６０２から破線で示す如く投影画像が垂直の被照射面６０３面上に照射される
。なお、プロジェクタ装置と被照射面は同じ台上にある必要はない。
　図６（ｄ）は下面型の設置（上投射設置）方式で、天井から支柱６０６によってプロジ
ェクタ装置６０１が吊り下げられ、投射ミラー６０２から破線で示す如く投影画像が垂直
の被照射面６０３面上に照射される。
【００２６】
　図７は、本発明に係るプロジェクタ装置の一実施例の概略構成を示すブロック図である
。
　図７において、プロジェクタ装置は、筐体部４０１と投射ミラー４０２とから構成され
る。光源部４１からの光Ｌは、光学ユニット４２に入射する。光学ユニット４２は、照明
光学系４２１と、例えば液晶パネルで構成された表示パネル４２２と、出射レンズ４２３
とから構成される。照明光学系４２１は、ランプユニット４２からの光Ｌの光量分布を均
一化して表示パネル４２２に照射する。表示パネル４２２は、表示駆動回路４３で駆動さ
れ、光Ｌを映像信号に応じた光学像（図示せず）で変調した表示光を形成する。形成され
た表示光は、出射レンズ４２３の出射開口部から、投射ミラー４０２を介して外部のスク
リーン若しくは壁面等の被照射面４０３に投影される。
　なお、図７では、出射レンズ４２３の出射開口部から出力される投射光、投射ミラー４
０２、出力された投射光が投射ミラー４０２で反射する反射光、及び、被照射面４０３は
、説明上模式的に描いているだけであり、配置に角度、大きさ、光の方向等は正確なもの
ではない。
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【００２７】
　プロジェクタ装置は、ＲＯＭ（ Read Only Memory ）などに格納されたプログラムに従
って動作するＣＰＵ（ Central Processing Unit ）などで構成された制御部４４（以下
、「マイコン」と称する）で制御される。マイコン４４は、操作部４５からのユーザのボ
タン操作により操作されたボタンに対応して、所定の処理を行う。例えば、光源電源回路
４６を介して光源部４１の放電ランプ（ランプバルブ）４１１の点灯や消灯を行い、放電
ランプ４１１の点灯（オン）や消灯（オフ）に合わせて、ファン電源回路４７を介して光
源部４１の内部冷却用のファン４１２、光源部４１の外郭表面冷却用のファン４１３、ダ
クト４１４、風量調整用のシャッター４１５などの運転又は停止を行う。また、表示駆動
回路４３を制御して画像表示を行う。また、マイコン４４は、姿勢センサ４８からの姿勢
モード情報を受け、プロジェクタ装置の姿勢モード情報に基づいて、現在のプロジェクタ
装置の設置状態が、図６（ａ）の据置き設置方式、図６（ｂ）の天吊り設置方式、図６（
ｃ）の机上設置方式、図６（ｄ）の上投射設置方式のいずれであるかを識別する。
【００２８】
　次に、図８によって、本発明のプロジェクタ装置における設置状態の検出の一実施例に
ついて説明する。図８は、本発明の一実施形態で、プロジェクタ装置の制御回路の一部を
示す図である。図８は、主に投射ミラーの回転制御とオートフォーカス制御を行う回路部
分である。３０１は制御部、３０２は姿勢センサ、３０３はミラー状態検出部、３０４は
過電流検出部、３０５はミラーモータドライバ、３０６はモータ停止ラッチ部、３０７は
フォーカスモータドライバ、３０８はモータ電源部、３１－１～３１－１０はそれぞれ制
御部３０１内の構成要素で、３１－１は姿勢モード（ｉ）検出部（ Angle1 ）、３１－２
は姿勢モード（ii）検出部（ Angle2 ）、３１－３はミラー状態制御部（ M－ST ）、３
１－４はミラー反転制御指示部（ M－Rev ）、３１－５はミラー正転制御指示部（ M－Fo
r ）、３１－６はモータ状態検出部（ C_Limit ）、３１－７は検出過電流値可変指示部
（ PWM_G ）、３１－８はフォーカス反転制御指示部（ Focus－ ）、３１－９はフォーカ
ス正転指示部（ Focus＋ ）、３１－１０はフォーカス状態検出部（ F_Limit ）、３３－
１は投射ミラー１２が収納された状態を検出する（検出時オンする）リミッタスイッチ（
リミッタＳＷ）、３３－２は投射ミラー１２が開いた状態を検出する（検出時オンする）
リミッタＳＷ、３５は投射ミラー１２を図示しない伝達機構を介して回転させるミラー回
転モータ、３７は図示しない伝達機構を介してフォーカス機構を回転するフォーカスモー
タである。
　この制御部３０１に、後述する冷却ファンの動作状態の検出部と冷却ファン制御部を設
けることにより、本発明の設置姿勢の検出によって、冷却ファンの動作、結果的に、光源
ユニット、ランプバルブ（放電ランプ）、及び光学ユニット等の各ユニットを効率的に冷
却することができる。
【００２９】
　制御部３０１は、例えばマイクロコンピュータ（マイコン）であり、プロジェクタ装置
内の構成要素とデータバスを介して相互にアクセスしている。
　姿勢センサ３０２は、例えば、光学式検出センサで、上、下、左、右の４方向を高精度
に検出するセンサである。このような４方向検出センサとして、例えば、ローム株式会社
製の品名ＲＰＩ－１０３０がある。
　以下、図８、図５、及び図６を参照しながら、本発明の説明を行う。
　なお、ユーザの操作は、例えば、プロジェクタ装置１０のボタン群２０でも良いが、図
示しないリモコンで、プロジェクタ装置１０の図示しない赤外線受光部に操作信号を送る
ことで実行する。
【００３０】
　ユーザの操作により、プロジェクタ装置を停止状態から稼動（運転）状態に移行する場
合には、ファンの起動及び光源部のランプを点灯を行うと共に、ミラー回転モータ３５を
回転させることによって、投射ミラー１２を収納状態（閉状態）から引起して、開状態に
する動作を実行する。
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　即ち、プロジェクタ装置１０の稼動状態では、出射開口部から出力される表示光が投射
ミラー１１の反射面１３に照射するように、開口部２２を露出させる。即ち、反射面１３
に照射された表示光が自由曲面で反射し、外部スクリーン等の被照射面に投影されるよう
に、投射ミラー１２を稼動定位置（所定の角度）まで開き（引き起され）、その角度に固
定する。
【００３１】
　ミラー回転モータ３５の回転させる動作の制御は、ミラーモータドライバ３０５に、制
御部３０１のミラー反転制御指示部３１－４とミラー正転制御指示部３１－５が制御信号
を出力することによって実行される。即ち、ミラー反転制御指示部（ M－Rev ）３１－４
から出力される制御信号をＭｒｅｖ、ミラー正転制御指示部（ M－For ）３１－５から出
力される制御信号をＭｆｏｒとして、制御信号と回転、反転、停止の組合せにより制御す
る。
　なお、上記投射ミラー１２の引き起し（開にする）動作は、プロジェクタ装置１０の光
源ランプのオン動作（点灯動作）及びファン起動動作と連動して実行する。
【００３２】
　図８において、制御部３０１は、姿勢モード（ｉ）検出部３１－１及び姿勢モード（ii
）検出部３１－２に入力される、姿勢センサ３０２が検出したデータをもとにプロジェク
タ装置１０が、図２のどの形態で設置されているかを判定する。そして、判定結果に応じ
て、冷却ファンを制御する。
【００３３】
　次に、筐体１１内を冷却風が通過する様子を図９～図１１によって説明する。
　図９は、本発明のプロジェクタ装置１０の筐体１１を上から見た図である。説明のため
、上面は可視状態とし、説明に必要な構成要素だけを図示している。
　なお、図９は、筐体１１の上面から、冷却ファンと冷却対象部位の配置を説明している
。図１０は、筐体１１の斜め後方（例えば、図４の斜視図と同方向）から、冷却ファンと
冷却対象部位の配置を説明するための図（筐体内全部を図示していない）である。また図
１１は、筐体１１の前方（例えば、図４の吸気部１８とパネル部１８の間を真横から見た
方向）から、冷却ファンと冷却対象部位の配置を説明するための図である。
　なお、特に断らない限り、筐体若しくはプロジェクタの設置方式を据置き型とした場合
の上下、左右方向で、方向の説明をする。
　また、図中の投射ミラー１２、及び出射レンズ４２３は、大体の配置を示す程度で、正
確な配置を示しているわけではない。
【００３４】
　図９～図１１において、軸流ランプファン９０２の吸引力に吸引され、バラスト電源・
ランプ吸気口９０５から入る冷却風９２１は、ランプ電源部９０１を通り、軸流ランプフ
ァン９０２を通過する。通過後、光源ユニット９０３に入った冷却風は、設置の姿勢によ
って、図２若しくは図３のように光源ユニット９０３内を通過する。例えば、下投射設置
または机上設置）方式では、実線の流れ９２１のようにして、排気口９０６を通って、プ
ロジェクタ装置の外部に熱を逃がす。また、据置き型若しくは天吊り型の設置方式では、
点線９２２のように流れ、排気口９０６を通って、プロジェクタ装置の外部に熱を逃がす
。
【００３５】
　一方、パネル・回路電源吸気口９０７から入る冷却風は、シロッコファン９０８とシロ
ッコファン９１２の吸引力にそれぞれ吸引され、主に２つの冷却風９２３、９２４となっ
てプロジェクタ装置内に流れ込む。シロッコファン９０８に吸引された冷却風９２３は、
下方にあるファン出口から冷却風９２３′のように流れ（図１０）、液晶パネル周辺部９
０９を冷却する。冷却風は上方に出て、ファン９１０に吸引される冷却風９２４とシロッ
コファン９１１に吸引される冷却風９２５とに分流する。冷却風９２４はファン９１０を
通過して冷却風９２４′（図１０）となり、更に冷却風９２６として、回路電源部９０４
を通過して冷却風９２７となり、冷却を果たしてから排気口９２８を通って、プロジェク



(9) JP 5189804 B2 2013.4.24

10

20

30

40

50

タ装置の外部に熱を逃がす。冷却風９２５は、シロッコファン９１１を通過して、筐体１
１の下方向に流れる。そして据置型または天吊型の設置の場合は、その後筐体１１内から
、排気口９２８若しくは９０６を通ってプロジェクタ装置の外部に熱を逃がす。また、机
上投射設置の場合には、図１０の如く、シロッコファン９１２から冷却風（点線）９３０
のように流れ、光電ユニット９０３を冷却し、冷却風９２１と合流する。また、シロッコ
ファン９１２に吸引された冷却風９２４は、シロッコファン９１２を通った後、筐体１１
内を水平方向に流れ、その後筐体内から、排気口９２８若しくは９０６を通ってプロジェ
クタ装置の外部に熱を逃がす。また、据置型または天吊型の設置の場合には、シロッコフ
ァン９２９に吸引され、冷却風９２２として光電ユニット９０３を冷却する。
【００３６】
　上述の図９～図１１の実施例では、シロッコファン等のファンの制御については、特に
説明していない。しかし、制御部３０１の制御によって、プロジェクタ装置の姿勢を姿勢
センサによって検出し、プロジェクタ装置の設置姿勢に応じて、それぞれのファンの回転
速度、トルク等を可変しすることによって、本発明のプロジェクタ装置は、光源ユニット
及びランプバルブ、並びに、回路電源等、プロジェクタ装置の内部を適正な温度に保つこ
とを可能とした。
　例えば、プロジェクタ装置の設置方式、即ち、設置の姿勢によって、熱風（冷却風）の
流れが変わるわけであるから、必要のない流路に吸引しようとするファンは、負圧になら
ない程度にファンを回し、流路となる主要なファンを十分強力に回すことにより、効率的
に、光電ユニット及び放電ランプ（ランプユニット）並びにプロジェクタ装置内部の構成
物の温度を適正な温度に保つことができる。
　即ち、例えば、据置設置、天吊設置、上投射設置、下投射設置それぞれの設置状態にお
いて常にランプバルブを適正な温度に保つことができ、光源の長寿命化を実現することが
できる。また、必要のないファンは負圧にならない程度で回すので、電力をそれほど必要
とせず、消費電力の低減や騒音の発生を抑制することができる。
【００３７】
　なお、上述の実施例では、反射面を有する投射ミラーに出射光を反射させて外部の照射
面に投影するプロジェクタ装置であった。しかし、これに限定することはなく、全てのプ
ロジェクタ装置に適用できることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の一実施例の光源ユニットを説明するための図。
【図２】本発明の一実施例の光源ユニットを説明するための図。
【図３】本発明の一実施例の光源ユニットを説明するための図。
【図４】本発明の一実施例のプロジェクタ装置を示した図。
【図５】本発明の一実施例のプロジェクタ装置を示した図。
【図６】本発明のプロジェクタ装置の設置形態の一実施例を説明するための図。
【図７】本発明のプロジェクタ装置の一実施例の概略構成を示すブロック図。
【図８】本発明の制御部の一実施例を示す図。
【図９】本発明のプロジェクタ装置内を冷却風が通過する様子の一実施例を説明するため
の図。
【図１０】本発明のプロジェクタ装置内を冷却風が通過する様子の一実施例を説明するた
めの図。
【図１１】本発明のプロジェクタ装置内を冷却風が通過する様子の一実施例を説明するた
めの図。
【符号の説明】
【００３９】
　１０：プロジェクタ装置、　１１：筐体、　１２：投射ミラー、　１３：反射面、　１
４：投射ミラーの開閉の回転軸を示す一点鎖線、　１５：投射ミラーが筐体に収納される
場合の閉じる方向を示す矢印、　１６：パネル部、　１７，１９：排気部、　１８：吸気
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部、　２０：操作ボタン、　２１：インジケータ、　２２：開口部、　２３：ランプドア
、　１００：光源ユニット、　１０１：ランプレンズ、　１０２：ランプケース、　１０
３：ランプダクト、　１０４：ランプリフレクタ、　２０１：ランプバルブ、　２０２：
ランプバルブを冷却する冷却風（黒い破線の矢印）、　２０２ａ：開口部、　２０２ｂ：
開口部、　２０３：ランプリフレクタ１０４を冷却する冷却風、　３０２：ランプバルブ
を冷却するための冷却風（黒い破線の矢印）、　３０３：ランプリフレクタを冷却する冷
却風（白枠の矢印）。

【図１】 【図２】



(11) JP 5189804 B2 2013.4.24

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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