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(57)【要約】
　本技術の一形態に係る光源装置は、第１の光源モジュ
ールと、第２の光源モジュールとを具備する。前記第１
の光源モジュールは、第１の出射光を出射する。前記第
２の光源モジュールは、第２の出射光を生成する光源部
と、前記光源部により生成された前記第２の出射光の出
射光軸の位置を、前記第１及び前記第２の出射光の合成
光を出射するための第１の光軸位置、及び前記第１及び
前記第２の出射光を分離して出射するための第２の光軸
位置のいずれかに切替える切替部とを有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の出射光を出射する第１の光源モジュールと、
　第２の出射光を生成する光源部と、前記光源部により生成された前記第２の出射光の出
射光軸の位置を、前記第１及び前記第２の出射光の合成光を出射するための第１の光軸位
置、及び前記第１及び前記第２の出射光を分離して出射するための第２の光軸位置のいず
れかに切替える切替部とを有する第２の光源モジュールと
　を具備する光源装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の光源装置であって、
　前記第１の出射光は、第１の波長域を有し、
　前記第２の出射光は、前記第１の波長域とは異なる第２の波長域を有し、前記第１の出
射光と合成されると白色光が生成される光である
　光源装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の光源装置であって、
　前記切替部は、前記光源部により生成された前記第２の出射光を反射する第１のミラー
と、前記第１のミラーの反射方向を切替える切替機構とを有し、前記第１のミラーの反射
方向の切替えにより前記出射光軸の位置を切替える
　光源装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の光源装置であって、
　前記第１のミラーは、前記第１の光軸位置に配置され、
　前記切替部は、前記第２の光軸位置に配置され、入射する光を前記第２の出射光の出射
方向に反射する第２のミラーを有し、
　前記切替機構は、前記第１のミラーの反射方向を、前記第２の出射光の出射方向、及び
前記第２のミラーに向かう方向のいずれかに切替える
　光源装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の光源装置であって、
　前記切替部を第１の切替部とし、
　前記第１の光源モジュールは、前記第１の出射光の出射光軸の位置を、前記第１の光軸
位置、及び前記第１及び前記第２の出射光を分離して出射するための第３の光軸位置のい
ずれかに切替える第２の切替部を有する
　光源装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の光源装置であって、
　前記第１の光源モジュールは、前記第３の光軸位置に配置され前記第１の出射光を出射
する出射口を有し、
　前記第２の切替部は、前記出射口の前方に着脱可能に配置され、前記出射口から出射さ
れる前記第１の出射光を、前記第１の光軸位置から前記第１の出射光の出射方向に出射す
る光軸変更部材を有し、前記光軸変更部材の取り付け及び取り外しの切替えにより前記出
射光軸の位置を切替える
　光源装置。
【請求項７】
　請求項５に記載の光源装置であって、
　前記第２の切替部は、前記第１の出射光の出射光軸の位置を、前記第１の光軸位置と、
前記第３の光軸位置との間で移動させる光軸移動機構を有する
　光源装置。
【請求項８】
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　請求項７に記載の光源装置であって、
　前記光源部は、前記第２の出射光を出射する出射レンズを有し、
　前記第２の切替部は、前記第１の出射光軸の位置を前記第１の光軸位置に移動させる場
合に、前記第１の出射光を前記出射レンズに入射させる
　光源装置。
【請求項９】
　　第１の出射光を出射する第１の光源モジュールと、
　　第２の出射光を生成する光源部と、前記光源部により生成された前記第２の出射光の
出射光軸の位置を、前記第１及び前記第２の出射光の合成光を出射するための第１の光軸
位置、及び前記第１及び前記第２の出射光を分離して出射するための第２の光軸位置のい
ずれかに切替える切替部とを有する第２の光源モジュールと
　を有する光源装置と、
　前記光源装置から出射された前記合成光をもとに画像を生成する画像生成システムと、
　前記画像生成システムにより生成された画像を投射する投射システムと
　を具備する画像表示装置。
【請求項１０】
　　第１の出射光を出射する第１の光源モジュールと、
　　第２の出射光を生成する光源部と、前記光源部により生成された前記第２の出射光の
出射光軸の位置を、前記第１及び前記第２の出射光の合成光を出射するための第１の光軸
位置、及び前記第１及び前記第２の出射光を分離して出射するための第２の光軸位置のい
ずれかに切替える切替部とを有する第２の光源モジュールと
　を有する光源装置と、
　前記光源装置から分離して出射された前記第１及び前記第２の出射光をもとに画像を生
成する画像生成システムと、
　前記画像生成システムにより生成された画像を投射する投射システムと
　を具備する画像表示装置。
【請求項１１】
　光を生成する光源部と、
　前記光源部により生成された前記光を反射するミラーと、
　前記光源部により生成された光の出射光軸の位置を、前記ミラーの反射方向を切替える
ことで、他の光源モジュールから出射される他の光との合成光を出射するための合成光軸
位置、及び前記他の光と分離して出射するための分離光軸位置のいずれかに切替える切替
部と
　を具備する光源モジュール。
【請求項１２】
　他の光源モジュールから出射された他の光と分離して出射するための分離光軸位置に配
置され出射方向に光を出射する出射口と、
　前記出射口の前方に着脱可能に配置され、前記出射口から出射される光を、前記他の光
との合成光を出射するための合成光軸位置から出射方向に出射する光軸変更部材を有し、
前記光軸変更部材の取り付け及び取り外しの切替えにより、前記出射口から出射される光
の出射光軸の位置を切替える切替部と
　を具備する光源モジュール。
【請求項１３】
　光を出射する出射口と、
　前記光の出射光軸の位置を、他の光源モジュールから出射された他の光と分離して出射
するための分離光軸位置と、前記他の光との合成光を出射するための合成光軸位置との間
で移動させる光軸移動機構と
　を具備する光源モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本技術は、プロジェクタ等の画像表示装置、これに適用可能な光源装置、及び光源モジ
ュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来からプロジェクタ等の画像表示装置が広く用いられている。例えば光源からの光が
液晶素子等の光変調素子により変調され、その変調光がスクリーン等に投影されることで
画像が表示される。光源としては、水銀ランプ、キセノンランプ、ＬＥＤ（Light Emitti
ng Diode）やＬＤ（Laser Diode）等が用いられる。このうちＬＥＤやＬＤ等の固体光源
は寿命が長く従来のようなランプ交換が不要であり、また電源を入れて即時に点灯すると
いった利点を有する。
【０００３】
　例えば特許文献１には、白色光を出射する光源装置と、その白色光をもとにカラー画像
を生成する画像生成システムとを備える画像表示装置について記載されている。当該光源
装置では、青色レーザ光が蛍光体に照射されて、励起により黄色の蛍光が発生する。この
黄色光と蛍光体を透過する青色レーザ光とが合成されて白色光が生成される。画像生成シ
ステムでは、白色光がＲＧＢの３色の光に分離され、各色の光ごとに変調が行われる。変
調されたＲＧＢの各色光が、ダイクロイックプリズムにより合成されることでカラー画像
が生成される（特許文献１の段落［００４６］－［００５０］［０１２３］－［０１２７
］図５、図１７等）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－２３８４８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のようなレーザ光源を用いたプロジェクタは今後さらに普及していくと考えられ、
プロジェクタ内に配置される画像生成システムの開発も進むと考えられる。例えば画像生
成システムとして、上記したような白色光をもとに画像を生成する構成とは異なる構成を
有するものが開発され得る。このような開発に柔軟に対応可能な技術が求められる。
【０００６】
　以上のような事情に鑑み、本技術の目的は、画像生成システムの構成に柔軟に対応可能
な光源装置、これを用いた画像表示装置、及び光源モジュールを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本技術の一形態に係る光源装置は、第１の光源モジュールと
、第２の光源モジュールとを具備する。
　前記第１の光源モジュールは、第１の出射光を出射する。
　前記第２の光源モジュールは、第２の出射光を生成する光源部と、前記光源部により生
成された前記第２の出射光の出射光軸の位置を、前記第１及び前記第２の出射光の合成光
を出射するための第１の光軸位置、及び前記第１及び前記第２の出射光を分離して出射す
るための第２の光軸位置のいずれかに切替える切替部とを有する。
【０００８】
　この光源装置では、２つの光源モジュールが設けられる。そのうち第２の光源モジュー
ルは、第２の出射光の光軸位置を合成光の出射のための第１の光軸位置、及び分離出射の
ための第２の光軸位置のいずれかに切替え可能である。従って画像生成システムの構成に
柔軟に対応することが可能となる。
【０００９】
　前記第１の出射光は、第１の波長域を有してもよい。この場合、前記第２の出射光は、
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前記第１の波長域とは異なる第２の波長域を有し、前記第１の出射光と合成されると白色
光が生成される光であってもよい。
　これにより白色光の出射するモードと、分離出射モードとを適宜切替えることができる
。
【００１０】
　前記切替部は、前記光源部により生成された前記第２の出射光を反射する第１のミラー
と、前記第１のミラーの反射方向を切替える切替機構とを有し、前記第１のミラーの反射
方向の切替えにより前記出射光軸の位置を切替えてもよい。
　これにより簡単な構成で出射光軸の位置を切替えることができる。
【００１１】
　前記第１のミラーは、前記第１の光軸位置に配置されてもよい。この場合、前記切替部
は、前記第２の光軸位置に配置され、入射する光を前記第２の出射光の出射方向に反射す
る第２のミラーを有してもよい。また前記切替機構は、前記第１のミラーの反射方向を、
前記第２の出射光の出射方向、及び前記第２のミラーに向かう方向のいずれかに切替えて
もよい。
　これにより簡単な構成で出射光軸の位置を切替えることができる。
【００１２】
　前記切替部を第１の切替部とした場合、前記第１の光源モジュールは、前記第１の出射
光の出射光軸の位置を、前記第１の光軸位置、及び前記第１及び前記第２の出射光を分離
して出射するための第３の光軸位置のいずれかに切替える第２の切替部を有してもよい。
　これにより画像生成システムの構成に柔軟に対応することが可能となる。
【００１３】
　前記第１の光源モジュールは、前記第３の光軸位置に配置され前記第１の出射光を出射
する出射口を有してもよい。この場合、前記第２の切替部は、前記出射口の前方に着脱可
能に配置され、前記出射口から出射される前記第１の出射光を、前記第１の光軸位置から
前記第１の出射光の出射方向に出射する光軸変更部材を有し、前記光軸変更部材の取り付
け及び取り外しの切替えにより前記出射光軸の位置を切替えてもよい。
　これにより簡単な構成で出射光軸の位置を切替えることができる。
【００１４】
　前記第２の切替部は、前記第１の出射光の出射光軸の位置を、前記第１の光軸位置と、
前記第３の光軸位置との間で移動させる光軸移動機構を有してもよい。
　これにより簡単な構成で出射光軸の位置を切替えることができる。
【００１５】
　前記光源部は、前記第２の出射光を出射する出射レンズを有してもよい。この場合、前
記第２の切替部は、前記第１の出射光軸の位置を前記第１の光軸位置に移動させる場合に
、前記第１の出射光を前記出射レンズに入射させてもよい。
　これにより第２の光源モジュールの出射レンズを、合成光を出射する出射レンズとして
用いることが可能となり、部品コストを抑えることができる。
【００１６】
　本技術の一形態に係る画像表示装置は、前記光源装置と、前記光源装置から出射された
前記合成光をもとに画像を生成する画像生成システムと、前記画像生成システムにより生
成された画像を投射する投射システムとを具備する。
【００１７】
　本技術の他の形態に係る画像表示装置は、前記光源装置と、前記光源装置から分離して
出射された前記第１及び前記第２の出射光をもとに画像を生成する画像生成システムと、
前記投射システムとを具備する。
【００１８】
　本技術の一形態に係る光源モジュールは、光源部と、ミラーと、切替部とを具備する。
　前記光源部は、光を生成する。
　前記ミラーは、前記光源部により生成された前記光を反射する。
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　前記切替部は、前記光源部により生成された光の出射光軸の位置を、前記ミラーの反射
方向を切替えることで、他の光源モジュールから出射される他の光との合成光を出射する
ための合成光軸位置、及び前記他の光と分離して出射するための分離光軸位置のいずれか
に切替える。
【００１９】
　本技術の他の形態に係る光源モジュールは、出射口と、切替部とを具備する。
　前記出射口は、他の光源モジュールから出射された他の光と分離して出射するための分
離光軸位置に配置され出射方向に光を出射する。
　前記切替部は、前記出射口の前方に着脱可能に配置され、前記出射口から出射される光
を、前記他の光との合成光を出射するための合成光軸位置から出射方向に出射する光軸変
更部材を有し、前記光軸変更部材の取り付け及び取り外しの切替えにより、前記出射口か
ら出射される光の出射光軸の位置を切替える。
【００２０】
　本技術の他の形態に係る光源モジュールは、出射口と、光軸移動機構とを具備する。
　前記出射口は、光を出射する。
　前記光軸移動機構は、前記光の出射光軸の位置を、他の光源モジュールから出射された
他の光と分離して出射するための分離光軸位置と、前記他の光との合成光を出射するため
の合成光軸位置との間で移動させる。
【発明の効果】
【００２１】
　以上のように、本技術によれば、画像生成システムの構成に柔軟に対応することが可能
となる。なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記
載されたいずれかの効果であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本技術の一実施形態に係る画像表示装置の構成例を示す概略図である。
【図２】本技術の一実施形態に係る画像表示装置の他の構成例を示す概略図である。
【図３】分離出射モードにおけるＧＲ光源モジュール及びＢ光源モジュールの構成例を示
す概略図である。
【図４】図３に示す光源装置を、Ｂ光源モジュールを離して示す図である。
【図５】画像生成システム及び各光源モジュールの光学系の構成例を示す概略図である。
【図６】ＧＲ光源モジュールの光学系の構成例を示す図である。
【図７】Ｂ光源モジュールの光学系の構成例を示す図である。
【図８】ミラー保持部及びレンズ保持部の具体的な構成例を示す概略図である。
【図９】合成光出射モードにおけるＧＲ光源モジュールの構成例を示す概略図である。
【図１０】ＧＲ光源モジュールのみが合成光出射モードである状態を示す概略図である。
【図１１】合成光出射モードのＢ光源モジュールの構成例を説明するための図である。
【図１２】合成光出射モードのＢ光源モジュールの他の構成例を示す概略図である。
【図１３】ＧＲ光源モジュールの他の構成例を示す概略図である。
【図１４】図１３に示すＧＲ光源モジュールのレンズ保持部の構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本技術に係る実施形態を、図面を参照しながら説明する。
【００２４】
　［画像表示装置］
　図１及び図２は、本技術の一実施形態に係る画像表示装置の異なる構成例をそれぞれ示
す概略図である。これらの画像表示装置は、例えばプレゼンテーション用、もしくはデジ
タルシネマ用のプロジェクタとして用いられる。その他の用途に用いられる画像表示装置
にも、以下に説明する本技術は適用可能である。
【００２５】
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　図１及び図２に示す画像表示装置５００及び５００'は、それぞれ本技術に係る光源装
置１００を備える。光源装置１００は、青色波長域の青色光を出射するＢ光源モジュール
１０と、赤色波長域から緑色波長域までを含む波長域の光（すなわち黄色光）を出射する
ＧＲ光源モジュール５０とを有する。
【００２６】
　図１に示す例では、光源装置１００から光軸Ｌ１に沿って白色光Ｗが出射される。白色
光Wは、Ｂ光源モジュール１０からの青色光と、ＧＲ光源モジュール５０からの黄色光と
の合成光である。一方、図２に示す例では、光源装置１００から光軸Ｌ２に沿ってＧＲ光
源モジュール５０からの黄色光ＧＲが出射される。また光軸Ｌ３に沿ってＢ光源モジュー
ル１０からの青色光Ｂが出射される。
【００２７】
　すなわち光源装置１００は、光軸Ｌ１に沿って白色光Ｗを出射する合成光出射モードと
、光軸Ｌ２及びＬ３に沿って黄色光ＧＲ及び青色光Ｂをそれぞれ出射する分離出射モード
とを互いに切替え可能である。
【００２８】
　なおＢ光源モジュール１０は、本実施形態において、第１の光源モジュールに相当する
。そして青色光Ｂは、第１の波長域を有する第１の出射光に相当する。またＧＲ光源モジ
ュール５０は、本実施形態において、第２の光源モジュールに相当する。そして黄色光Ｇ
Ｒは、第１の波長域とは異なる第２の波長域を有し、第１の出射光と合成されると白色光
Ｗが生成される第２の出射光に相当する。なお第１及び第２の波長域の光として、他の色
の光が出射されてもよい。
【００２９】
　また光軸Ｌ１、Ｌ２、及びＬ３の各々の位置は、青色光Ｂ及び黄色光ＧＲの合成光を出
射するための第１の光軸位置、青色光Ｂ及び黄色光ＧＲを分離して出射するための第２の
光軸位置、及び青色光Ｂ及び黄色光ＧＲを分離して出射するための第３の光軸位置にそれ
ぞれ相当する。さらに光軸Ｌ１の位置は、他の光源モジュールから出射された他の光との
合成光を出射するための合成光軸位置に相当し、光軸Ｌ２及びＬ３の各々の位置は、他の
光源モジュールから出射された他の光と分離して出射するための分離光軸位置に相当する
。
【００３０】
　光源装置１００、これに設けられるＢ光源モジュール１０及びＧＲ光源モジュール５０
については、後に詳しく説明する。
【００３１】
　図１に示す画像表示装置５００は、合成光出射モードに設定された光源装置１００と、
光源装置１００から出射された白色光Ｗをもとに画像を生成する画像生成システム２００
と、画像生成システム２００により生成された画像を図示しないスクリーン等に投射する
投射システム３００とを有する。
【００３２】
　画像生成システム２００は、複数の反射型の液晶ライトバルブ（画像生成素子）２０１
と、液晶ライトバルブ２０１の各々に光を導く照明光学系２０２と、ダイクロイックプリ
ズム２１４とを有する。
【００３３】
　図１に示すように照明光学系２０２は、インテグレータ光学系２０３と、第１のダイク
ロイックミラー２０７と、２つの反射ミラー２０８及び２０９と、２つの集光レンズ２１
０及び２１１と、第２のダイクロイックミラー２１２と、反射型の偏光素子２１３Ｒ、２
１３Ｇ及び２１３Ｂとを有する。
【００３４】
　インテグレータ光学系２０３は、第１のフライアイレンズ２０５ａと、第２のフライア
イレンズ２０５ｂと、コンデンサレンズ２０６とを有する。第１及び第２のフライアイレ
ンズ２０５ａ及び２０５ｂは、二次元に配列された複数のマイクロレンズをそれぞれ有し
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、各々のマイクロレンズは１つずつ対応するように配列される。第１及び第２のフライア
イレンズ２０５ａ及び２０５ｂにより、コンデンサレンズ２０６に照射される白色光Ｗの
輝度分布が均一に整えられる。
【００３５】
　第１のダイクロイックミラー２０７は、コンデンサレンズ２０６から出射された白色光
Ｗを、短波長側の青色光Ｂと長波長側の黄色光ＧＲとに分光する。第１のダイクロイック
ミラー２０７により分光された青色光Ｂは、第１の反射ミラー２０８により反射されて第
１の集光レンズ２１０に入射する。そして第１の集光レンズ２１０により集光された青色
光Ｂは、反射型偏光素子２１３Ｂを介して液晶ライトバルブ２０１Ｂに入射する。
【００３６】
　第１のダイクロイックミラー２０７により分光された黄色光ＧＲは、第２の反射ミラー
２０９により反射されて第２の集光レンズ２１１に入射する。そして第２の集光レンズ２
１１により集光された黄色光ＧＲは、第２のダイクロイックミラー２１２に出射される。
【００３７】
　第２のダイクロイックミラー２１２は、黄色光ＧＲを、短波長側の緑色光Ｇと長波長側
の赤色光Ｒとに分光する。分光された赤色光Ｒは、反射型偏光素子２１３Ｒを介して液晶
ライトバルブ２０１Ｒに入射する。緑色光Ｇは、反射型偏光素子２１３Ｇを介して液晶ラ
イトバルブ２０１Ｇに入射する。
【００３８】
　液晶ライトバルブ２０１Ｒ、２０１Ｇ及び２０１Ｂは、画像情報を含んだ画像信号を供
給する図示しない信号源（例えばＰＣ等）と電気的に接続されている。液晶ライトバルブ
２０１Ｒ、２０１Ｇ及び２０１Ｂは、供給される各色の画像信号に基づき、入射光を画素
毎に変調して反射する。変調された３つの像光は、反射型偏光素子２１３Ｒ、２１３Ｇ、
２１３Ｂにより反射されて、ダイクロイックプリズム２１４に入射する。この際、ダイク
ロイックプリズム２１４に設けられた偏光板２１５により、各色の変調光の偏光方向が揃
えられる。これによりコントラストが向上される。
【００３９】
　ダイクロイックプリズム２１４は、液晶ライトバルブ２０１Ｒ、２０１Ｇ及び２０１Ｂ
により変調した３つの光を同一光路上に合成し、投射システム３００に向けて出射する。
投射システム３００は、図示しないレンズ等を有し、合成された光を所定の倍率に拡大し
てスクリーン等に照射する。これによりフルカラーの画像が表示される。
【００４０】
　図２に示す画像表示装置５００'は、分離出射モードに設定された光源装置１００と、
光源装置１００から出射された青色光Ｂ及び黄色光ＧＲをもとに画像を生成する画像生成
システム２００'と、投射システム３００'とを有する。このうち画像生成システム２００
の照明光学系２０２'の構成が、図１に示す照明光学系２０２の構成と異なっており、そ
の点を説明する。
【００４１】
　照明光学系２０２'は、光軸Ｌ３上に配置されたインテグレータ光学系２５０Ｂと、光
軸Ｌ２上に配置されたインテグレータ光学系２５０ＧＲとを有する。インテグレータ光学
系２５０Ｂにより、光軸Ｌ３上に出射される青色光Ｂの輝度分布が整えられ、第１の集光
レンズ２１０'に出射される。またインテグレータ光学系２５０ＧＲにより、光軸Ｌ２上
に出射される黄色光ＧＲの輝度分布が整えられ、第２の集光レンズ２１１'に出射される
。
【００４２】
　第１及び第２の集光レンズ２１０'及び２１１'よりも後段の構成は、図１に示す照明光
学系２００の構成と等しい。すなわち図１を参照して説明した構成及び動作によりフルカ
ラーの画像が生成され、投射システム３００'によりスクリーン等に表示される。
【００４３】
　［光源装置］
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　分離出射モードにおける光源装置１００の構成について説明する。図３は、ＧＲ光源モ
ジュール５０及びＢ光源モジュール１０の構成例を示す概略図である。図４は、Ｂ光源モ
ジュール１０を離して示す図である。
【００４４】
　以下の説明では、便宜的に図中の座標軸に対して、Ｚ軸方向を高さ方向（矢印の向きが
上方側、逆向きが下方側）、Ｘ軸方向を左右方向（矢印の向きが右側、逆向きが左側）、
及びＹ軸方向を奥行方向（矢印の向きが奥側、逆向きが手前側）と記載する場合がある。
【００４５】
　なお各光源モジュールが配置される向きや、各光の出射方向（光軸方向）等は限定され
ず、適宜設計されてよい。また本技術は、チルトフリーに対応可能であり、画像表示装置
５００及び５００'が使用される向きに応じて、各光源モジュールの向き等も変更される
。
【００４６】
　図３及び図４に示すように、ＧＲ光源モジュール５０及びＢ光源モジュール１０は、ベ
ース部材１にそれぞれ固定される。ベース部材１は板状の部材であり、ＸＹ平面方向に平
行に配置される。当該ベース部材１上に、ＧＲ光源モジュール５０及びＢ光源モジュール
１０が載置されて固定される。これにより簡単に光源装置１００を組み立て可能である。
【００４７】
　ＧＲ光源モジュール５０は、基体部５１と、光源保持部５２と、ヒートシンク５３と、
光学系保持部５４とを有する。基体部５１は、ベース部材１に固定される部材であり、中
央に開口（図示なし）が形成された枠部材である。
【００４８】
　基体部５１の背面側（図中の左側）には、光源保持部５２が接続される。光源保持部５
２は、保持している光源ブロック６３（図５等参照）が基体部５１の開口部分に位置する
ように、基体部５１に接続される。光源保持部５２の背面側には、ヒートシンク５３が接
続され、これにより光源から発生する熱が効率的に冷却される。
【００４９】
　基体部５１の前面側（図中の右側）には、光学系保持部５４が接続される。光学系保持
部５４は、２枚の非球面ミラー５５を保持するミラー保持部５６と、出射レンズ５７を保
持するレンズ保持部５８と、出射ミラー５９及び蛍光体ホイール６０を保持する蛍光体保
持部６１とを有する。ミラー保持部５６は基体部５１に接続され、レンズ保持部５８はミ
ラー保持部５６に接続される。蛍光体保持部６１は、ベース部材１上に固定される。
【００５０】
　Ｂ光源モジュール１０は、基体部１１と、光源ブロック１２と、ヒートシンク１３と、
光学系保持部１４とを有する。基体部１１は、枠部材であり、ベース部材１に固定される
。基体部１１の背面側（図中の右側）には、光源ブロック１２（図５等参照）が配置され
、その背面にヒートシンク１３が接続される。
【００５１】
　光学系保持部１４は、基体部１１の前面側（図中の左側）に接続される。光学系保持部
１４は、内部に光学系を収容する筐体部１５と、出射レンズ１６を保持するレンズ保持部
１７とを有する。レンズ保持部１７は、筐体部１５に対して着脱可能に構成されている。
【００５２】
　図３に示すように、ＧＲ光源モジュール５０及びＢ光源モジュール１０は、Ｘ軸方向に
沿って互いに対向するように配置される。ＧＲ光源モジュール５０のレンズ保持部５８及
び蛍光体保持部６１の後方側（図中の奥側）に、Ｂ光源モジュール１０の筐体部１５が配
置される。またＧＲ光源モジュール５０のレンズ保持部５８の上方側に、Ｂ光源モジュー
ル１０のレンズ保持部１７が配置される。
【００５３】
　黄色光ＧＲは、出射レンズ５７から、下方に配置された出射ミラー５９に向けて出射さ
れる。そして出射ミラー５９により反射されることで、黄色光ＧＲが光軸Ｌ２に沿って手
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前側に向けて出射される。青色光Ｂは、出射レンズ１６から光軸Ｌ３に沿って手前側に向
けて出射される。光軸Ｌ２及びＬ３は、Ｚ軸方向に沿って並ぶ位置に、互いに平行となる
ようにそれぞれ設けられる。
【００５４】
　ＧＲ光源モジュール５０及びＢ光源モジュール１０を、互いに対向させて光軸Ｌ２及び
Ｌ３をその略中央に配置することで、光源装置１００をコンパクトに構成することができ
る。もちろんここで説明する構成に限定されるわけではない。
【００５５】
　ＧＲ光源モジュール５０及びＢ光源モジュール１０の光学系について説明する。図５は
、画像生成システム２００'も含めた各光源モジュールの光学系の構成例を示す概略図で
ある。図６は、ＧＲ光源モジュール５０の光学系の構成例を示す図である。図７は、Ｂ光
源モジュール１０の光学系の構成例を示す図である。
【００５６】
　図５に示すように、青色光Ｂ用のインテグレータ光学系２５０Ｂに向けて、光軸Ｌ３に
沿って青色光Ｂが出射される。また図５中には蛍光体ホイール６０により隠れて見えない
が、黄色光ＧＲ用のインテグレータ光学系２５０ＧＲに向けて、光軸Ｌ２に沿って黄色光
ＧＲが出射される。
【００５７】
　図６Ａは、ＧＲ光源モジュール５０の光学系を斜めから見た斜視図であり、図６Ｂは光
学系をＹ軸方向の奥側から見た図である。図６Ａ及びＢに示すように、ＧＲ光源モジュー
ル５０は、２つの光源ブロック６３と、２枚の非球面ミラー５５と、２枚の平面ミラー６
４と、集光レンズ系６５と、蛍光体ホイール６０と、ダイクロイックミラー６６と、出射
レンズ５７と、出射ミラー５９とを有する。
【００５８】
　２つの光源ブロック６３は、図４等に示す光源保持部５２に保持され、各々が複数のレ
ーザ光源６７を備える。本実施形態では、複数のレーザ光源６７は、例えば４００ｎｍ－
５００ｎｍの波長範囲内に発光強度のピーク波長を有する青色レーザ光Ｂ１を発振可能な
青色レーザ光源である。レーザ光源に代えて、ＬＥＤ等の他の固体光源が用いられてもよ
い。その他の水銀ランプやキセノンランプ等が用いられる場合でも、本技術は適用可能で
ある。
【００５９】
　非球面ミラー５５は、光源ブロック６３の前方に配置され、青色レーザ光Ｂ１を反射し
て集光する。非球面ミラー５５により反射された青色レーザ光Ｂ１は、２つの光源ブロッ
ク６３の間に向かって反射される。２つの平面ミラー６４は、非球面ミラー５５により反
射された青色レーザ光Ｂ１を、Ｘ軸方向に折り返す。折り返された青色レーザ光Ｂ１は、
Ｘ軸方向に沿って配置された集光レンズ系６５に入射する。
【００６０】
　集光レンズ系６５は、集光された青色レーザ光Ｂ１を拡散して平行化する入射側レンズ
群６５ａと、平行化された青色レーザ光を蛍光体ホイール６０に形成された蛍光体層上に
集光する出射側レンズ群６５ｂとを有する。入射側レンズ群６５ａ及び出射側レンズ群６
５ｂは、Ｘ軸方向に沿って並べられ、蛍光体ホイール６０も同じ方向に沿って並べられる
。
【００６１】
　蛍光体ホイール６０は、反射型の蛍光体ホイールであり、青色レーザ光Ｂ１によって励
起されて蛍光を発する蛍光物質を含む蛍光体層が形成されている。この蛍光体層の励起に
より、青色レーザ光Ｂ１が変換されて黄色光ＧＲが生成される。生成された黄色光ＧＲは
蛍光体ホイール６０により反射されて、出射側レンズ群６５ｂに戻りＸ軸方向に沿って進
む。なお蛍光体層に含まれる蛍光物質としては、例えばＹＡＧ（イットリウム・アルミニ
ウム・ガーネット）系蛍光体が用いられる。
【００６２】
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　蛍光体ホイール６０は、図示しないモータ等により回転駆動される。これにより励起光
が集光するポイントの位置が相対的に移動し、蛍光体の飽和や燃焼等が抑制される。
【００６３】
　ダイクロイックミラー６６は、入射側レンズ群６５ａと出射側レンズ群６５ｂとの間に
配置される。ダイクロイックミラー６６は、青色レーザ光Ｂ１を透過させ、黄色光ＧＲを
出射レンズ５７に向けて下方に反射する。出射レンズ５７は、黄色光ＧＲを出射ミラー５
９に向けて出射し、出射ミラー５９は黄色光ＧＲを光軸Ｌ２に沿って反射する。
【００６４】
　図８は、図４を参照して説明したミラー保持部５６及びレンズ保持部５８の具体的な構
成例を示す概略図である。ミラー保持部５６は、２枚の非球面ミラー５５、及び２枚の平
面ミラー６４を保持する。ミラー保持部５６の略中央の部分には、取付孔６８が形成され
る。青色レーザ光Ｂ１は、２枚の平面ミラー６４により折り返され、取付孔６８から出射
される。
【００６５】
　レンズ保持部５８は、略直方体形状を有し、入射側レンズ群６５ａ、出射側レンズ群６
５ｂ、ダイクロイックミラー６６、及び出射レンズ５７を保持する。レンズ保持部５８の
長軸方向における両端部に、入射側レンズ群６５ａ、及び出射側レンズ群６５ｂがそれぞ
れ配置される。レンズ保持部５８の中央の部分には、ダイクロイックミラー６６及び出射
レンズ５７が配置される。なおレンズ保持部５８の中央の部分であって、出射レンズ５７
の反対側の位置には、開口６９が形成される。出射レンズ５７及び開口６９は、ダイクロ
イックミラー６６を挟んで互いに対向する位置に配置される。
【００６６】
　レンズ保持部５８は、ミラー保持部５６の取付孔６８に取り付けられる。図８に示すよ
うに取付孔６８は、略矩形状を有する。一方レンズ保持部５８の端部には、その形状と略
等しい形状を有し、取付孔６８に係合される取付部７０が形成されている。分離出射モー
ドの際には、出射レンズ５７が下方を向くように、レンズ保持部５８が取付孔６８に取り
付けられる。
【００６７】
　なお後にも説明するが、レンズ保持部５８を略９０度単位で回転させて、取付部６８に
取り付けることも可能である。すなわち出射レンズ５７の向きを、手前側、上方側、奥側
、下方側の４つの向きのいずれかに設定し、その状態でレンズ保持部５８を取付孔６８に
取り付けることができる。これにより黄色光ＧＲの光軸Ｌ２の位置及び方向を簡単に変更
することができる。なおレンズ保持部５８の向きの変更は、略９０度単位で行われる場合
に限定されない。取付孔６８及び取付部７０の形状等を適宜設定することで、さらに細か
い角度で向きの変更が可能となる。
【００６８】
　また図８に示す例では、出射側レンズ群６５ｂが設けられる反対側の端部にも、取付孔
６８と係合可能な取付部７０'が設けられている。従って本実施形態では、出射側レンズ
群６５ｂ側の端部を取付孔６８に取り付けることも可能である。例えば入射側レンズ群６
５ａ及び出射側レンズ群６５ｂの構成を互いに等しくして、入射側及び出射側のいずれに
も適用可能とすることにより、光軸Ｌ２の位置の変更等に柔軟に対応することができる。
またレンズ保持部５８にかかる部品コストを抑えることも可能である。なおダイクロイッ
クミラー６６の向き等を変更することも容易に可能である。
【００６９】
　光源ブロック６３、非球面ミラー５５、平面ミラー６４、集光レンズ系６５、及び蛍光
体ホイール６０は、本実施形態において、黄色光ＧＲを生成する光源部として機能する。
またダイクロイックミラー６６は、その光源部により生成された黄色光ＧＲを反射する第
１のミラーとして機能する。また出射ミラー５９は、第２の光軸位置に配置され、入射す
る光を黄色光ＧＲの出射方向（光軸Ｌ２の光軸方向）に反射する第２のミラーとして機能
する。
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【００７０】
　図７Ａは、Ｂ光源モジュール１０の光学系を斜めから見た斜視図であり、図７は光学系
をＹ軸方向の奥側から見た図である。図７Ａ及びＢに示すように、Ｂ光源モジュール１０
は、光源ブロック１２と、集光レンズ１９と、２枚の反射ミラー２０及び２１と、拡散板
２２と、回転拡散板２３と、出射レンズ１６とを有する。
【００７１】
　光源ブロック１２は、青色光Ｂ（青色レーザ光）を出射する複数のレーザ光源を有する
。レーザ光源として、ＧＲ光源モジュール５０に設けられたレーザ光源６７と同じものが
用いられてもよいし、異なるレーザ光源が用いられてもよい。
【００７２】
　集光レンズ１９は、光源ブロック１２の前方に配置され、青色光Ｂを反射ミラー２０上
に集光する。反射ミラー２０は、青色光Ｂを上方側に反射して拡散板２２に入射させる。
拡散板２２により光束の径が広げられた青色光Ｂは、反射ミラー２１により手前側に向け
て反射される。
【００７３】
　回転拡散板２３は、図示しないモータ等により回転駆動される。青色光Ｂは、この回転
拡散板２３を介して出射レンズ１６に入射する。そして出射レンズ１６により光軸Ｌ３に
沿って青色光Ｂが出射される。
【００７４】
　出射レンズ１６は、本実施形態において、第３の光軸位置に配置され青色光Ｂを出射す
る出射口となる。なお本実施形態では、ＧＲ光源モジュール５０の出射レンズ５７、及び
Ｂ光源モジュール１０の出射レンズ１６は、互いに略等しい構成を有する。従って青色光
Ｂ及び黄色光ＧＲは、互いに略等しい径の光束で出射される。これにより図２に示すイン
テグレータ光学系２５０Ｂ及び２５０ＧＲの構成（例えばフライアイレンズの有効範囲等
）を互いに略等しくすることができ、部品コスト及び製造コストを抑えることが可能とな
る。
【００７５】
　合成光出射モードにおけるＧＲ光源モジュール５０及びＢ光源モジュール１０の構成に
ついて説明する。図１に模式的に示したように、合成光出射モードでは、ＧＲ光源モジュ
ール５０から出射される黄色光ＧＲの出射光軸の位置が、光軸Ｌ２の位置から光軸Ｌ１の
位置に切替えられる。またＢ光源モジュール１０においても、出射される青色光Ｂの出射
光軸の位置が、光軸Ｌ３の位置から光軸Ｌ１の位置に切替えられる。これにより光軸Ｌ１
上において黄色光ＧＲと青色光Ｂとが合成され、光軸Ｌ１に沿って白色光Ｗが出射される
。
【００７６】
　図９は、合成光出射モードにおけるＧＲ光源モジュール３０の構成例を示す概略図であ
る。図９に示すように合成光出射モードでは、ミラー保持部５６の取付孔６８に対して、
レンズ保持部５８が略９０度回転されて取り付けられる（矢印Ｖ参照）。すなわちレンズ
保持部５８は、出射レンズ５７が手前側に向くように、取付孔６８に取り付けられる。こ
れにより黄色光ＧＲは、ダイクロイックミラー６６により手前側に向けて反射され、出射
レンズ７７により白色光Ｗを出射するための光軸Ｌ１に沿って出射される。なお光軸Ｌ１
は光軸Ｌ２の上方に位置する。
【００７７】
　このように本実施形態では、レンズ保持部５８の取り付け角度を変更することで、蛍光
体層により生成された黄色光ＧＲを反射するダイクロイックミラー６６の反射方向が切替
えられる。そしてこの反射方向の切替えにより、黄色光ＧＲの出射光軸の位置が切替えら
れる。このような構成により簡単に出射光軸の位置を切替えることができる。
【００７８】
　本実施形態では、ミラー保持部５６、レンズ保持部５８、及びこれらに保持される光学
系により、黄色光ＧＲの出射光軸の位置を、光軸Ｌ１の位置及び光軸Ｌ２の位置のいずれ
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かに切替える第１の切替部が実現される。またミラー保持部５６、及び取り付け角度が変
更可能なレンズ保持部５８により、ダイクロイックミラー６６の反射方向を黄色光ＧＲの
出射方向、及び出射ミラー５９に向かう方向のいずれかに切替える切替機構が実現される
。
【００７９】
　図１０は、ＧＲ光源モジュール５０のみが合成光出射モードに切替えられた状態を示す
概略図である。図１０に示すように、光軸Ｌ１は、分離出射モードにおける青色光Ｂの光
軸Ｌ３の下方に位置する。合成光出射モードでは、青色光Ｂの出射光軸の位置が、光軸Ｌ
３の位置から光軸Ｌ１の位置に切替えられる。
【００８０】
　図１１は、合成光出射モードにおけるＢ光源モジュール１０の構成例を説明するための
図であり、青色光Ｂが出射される部分を拡大して示す図である。図１１Ａ及びＢに示すよ
うに、合成光出射モードでは、出射レンズ１６の前方に着脱可能に光軸変更部材２５が配
置される。光軸変更部材２５は、出射レンズ１６から出射される青色光Ｂを、光軸Ｌ１の
位置から青色光Ｂの出射方向に出射する。
【００８１】
　図１１Ｂは、光軸変更部材２５の内部の構成例を示す概略図である。光軸変更部材２５
は、出射孔２６を有する筐体部２７と、光軸Ｌ３上に配置される反射ミラー２８と、光軸
Ｌ１上に配置されるダイクロイックミラー２９とを有する。反射ミラー２８及びダイクロ
イックミラー２９は、筐体部２７の天面と底面とにそれぞれ斜めに配置される。
【００８２】
　反射ミラー２８は、出射レンズ１６から光軸Ｌ３に沿って出射される青色光ＢをＺ軸方
向に沿って下方に反射する。ダイクロイックミラー２９は、黄色光ＧＲを光軸Ｌ１の光軸
方向に沿って透過させる。またダイクロイックミラー２９は、反射ミラー２８により反射
された青色光Ｂを光軸Ｌ１の光軸方向に沿って反射する。これにより光軸Ｌ１上において
黄色光ＧＲと青色光Ｂとが合成され、光軸Ｌ１に沿って白色光Ｗが出射される。
【００８３】
　従って本実施形態では、光軸変更部材２５の取り付け及び取り外しの切替えにより、青
色光Ｂの出射光軸の位置が切替えられる。本実施形態では、光学系保持部１４、これに保
持される光学系、及び着脱可能に配置される光軸変更部材２５により、青色光Ｂの出射光
軸の位置を、光軸Ｌ１の位置及び光軸Ｌ３の位置のいずれかに切替える第２の切替部が実
現される。このような構成により簡単に出射光軸の位置を切替えることができる。
【００８４】
　図１２は、合成光出射モードにおけるＢ光源モジュール１０の他の構成例を説明するた
めの図である。図１２Ａは、合成光出射モードにおけるＢ光源モジュール１０の構成例を
示す図である。図１２Ｂは、そのＢ光源モジュール１０を組み込んだ場合の、白色光Ｗの
出射部分を拡大して示す図である。
【００８５】
　図１２に示す例では、光学系を内部に収容する筐体部１５をＺ軸方向に沿って移動可能
とする光軸移動機構３０が構成されている。光軸移動機構３０は、例えば基体部等に形成
されるレール溝や位置決めのためのストッパ部材等により構成される。その他、筐体部１
５を移動可能にするための任意の構成が光軸移動機構３０の実現のために採用されてよい
。
【００８６】
　図１２Ａに示すように、合成光出射モードに切替えられる場合には、出射レンズ１６を
保持するレンズ保持部１７が筐体部１５から取り外される。そして光軸移動機構３０によ
り、筐体部１５が下方に移動される。これにより青色光Ｂの出射光軸の位置が、光軸Ｌ３
の位置から光軸Ｌ１の位置へ移動される。
【００８７】
　図１２Ｂに示すように、Ｂ光源モジュール１０が組み込まれると、ＧＲ光源モジュール
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５０のレンズ保持部５８の開口６９のすぐ後ろに、Ｂ光源モジュール１０の回転拡散板２
３が配置される。そして回転拡散板２３から出射された青色光Ｂは、開口６９を通って光
軸Ｌ１上を進む。これにより光軸Ｌ１上において黄色光ＧＲと青色光Ｂとが合成され、光
軸Ｌ１に沿って白色光Ｗが出射される。
【００８８】
　このように青色光Ｂの出射光軸の位置を光軸Ｌ１の位置と光軸Ｌ３との位置との間で移
動させる光軸移動機構３０を構成することで、簡単に出射光軸の位置を切替えることがで
きる。なお光軸移動機構３０は、第２の切替部として機能する。
【００８９】
　また図１２Ｂに示すように、青色光Ｂの光軸が光軸Ｌ１に切替えられる場合には、青色
光Ｂは、ＧＲ光源モジュール５０の出射レンズ５７に入射される。これによりＧＲ光源モ
ジュール５０の出射レンズ５７を、白色光Ｗを出射する出射レンズとして用いることが可
能となり、部品コストを抑えることができる。また白色光Ｗの光束の径を、分離出射モー
ドにおける黄色光ＧＲ及び青色光Ｂの光束の径と略等しくすることが可能である。この結
果、図１及び図２に示す画像生成システム２００及び２００'内の各部材の構成を略等し
くすることが可能となり、部品コスト及び製造コストを抑えることが可能となる。
【００９０】
　以上、本実施形態に係る光源装置１００では、ＧＲ光源モジュール５０及びＢ光源モジ
ュール１０の、２つの光源モジュールが設けられる。そのうちＧＲ光源モジュール５０は
、黄色光ＧＲの光軸位置を白色光Ｗの出射のための光軸Ｌ１の位置、及び分離出射のため
の光軸Ｌ２の位置のいずれかに切替え可能である。従って画像生成システムとして、図１
及び図２に例示するような構成が適宜選択されたとしても、柔軟に対応することが可能と
なる。また画像表示装置のレイアウト構成、セットのサイズの制約、輝度スペックの変更
等に応じても、柔軟に対応することができる。
【００９１】
　またＧＲ光源モジュール５０及びＢ光源モジュール１０のように、黄色光ＧＲ及び青色
光Ｂをそれぞれ出射するブロックが、ともにモジュール化されている点も、画像生成シス
テムや画像表示装置の構成に対して柔軟に対応可能であるということについて非常に有利
である。例えば各光源モジュールの形状や配置の向き、さらには配置する数等を適宜設定
することで、所望の構成を簡単に実現することが可能となる。
【００９２】
　なお合成光出射モード及び分離出射モードは、典型的には、製造される画像表示装置の
構成や、所望の目的に応じて、予め選択され手動により切り替えられる。これに限定され
ず、製造された画像表示装置内において、合成光出射モード及び分離出射モードが自動的
に切替え可能であってもよい。例えば画像生成システムが、白色光Ｗをもとに画像を生成
する構成と、分離された黄色光ＧＲ及び青色光Ｂをもとに画像を生成する構成をともに備
えており、光源装置１００の出射モードが適宜切替えられてもよい。
【００９３】
　また合成光出射モードにおけるＢ光源モジュール１０の構成として、典型的には、図１
１及び図１２に示す構成のうちの一方が適宜選択される。すなわち光軸変更部材２５の取
り外し、及び光軸移動機構３０による光軸の移動のいずれもが実現可能であり、画像生成
システムの構成等に合わせてより適切な方法が選択される。しかしながら図１１及び図１
２に示す構成のいずれかのみが実現可能な構成でもよく、この場合でも十分に効果を発揮
することができる。
【００９４】
　＜その他の実施形態＞
　本技術は、以上説明した実施形態に限定されず、他の種々の実施形態を実現することが
できる。
【００９５】
　図１３は、ＧＲ光源モジュールの他の構成例を示す概略図である。図１４は、図１３に
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示すＧＲ光源モジュールが有するレンズ保持部の構成例を示す概略図である。図１３に示
すように、このＧＲ光源モジュール６５０では、反射型の蛍光体ホイール６６０がＹ軸方
向に沿って手前側を向くように配置される。
【００９６】
　これに対応して、図１４Ａ及びＢに示すように、レンズ保持部６５８は、略Ｌ字形状を
有し、入射側レンズ群が配置される第１の端部６８０ａと、出射側レンズが配置される第
２の端部６８０ｂとを有する。またレンズ保持部６５８の折り曲げられた中央部分には、
ダイクロイックミラー６６６が配置される。
【００９７】
　第１の端部６８０ａは、図８に示すミラー保持部５６の取付孔６８に取り付けられる。
その際には、第２の端部６８０ｂが、蛍光体ホイール６６０に対向するように、取り付け
が行われる。取付孔６８から出射される青色レーザ光（図中のＢ励起光）は、入射側レン
ズ群を通ってダイクロイックミラー６６６に入射する。
【００９８】
　ダイクロイックミラー６６６は、入射するＢ励起光を、Ｙ軸方向に沿って出射側レンズ
群に向けて反射する。反射されたＢ励起光は、出射側レンズ群を通って蛍光体層に入射す
る。励起により黄色光ＧＲ（励起光）が生成され、ダイクロイックミラー６６６に向けて
反射される。ダイクロイックミラー６６６は、黄色光ＧＲを出射レンズ６５７に向けて透
過させる。出射レンズ６５７は、前方に配置された反射ミラー６８１に向けて、黄色光Ｇ
Ｒを出射する
【００９９】
　図１３に示すように、反射ミラー６８１は、黄色光ＧＲを、下方に配置された出射ミラ
ー６５９に向けて反射する。出射ミラー６５９は、黄色光ＧＲを、光軸Ｌ２に沿って手前
側に反射する。これにより分離出射モードにおける黄色光ＧＲの出射が実現する。
【０１００】
　このようにレンズ保持部６５８を構成し、図８に示すレンズ保持部５８と適宜取り替え
ることで、例えば蛍光体ホイールの位置変更や光路の変更等に簡単に対応することができ
る。またレンズ保持部６５８及び５８を構成する入射側レンズや出射側レンズとして、共
通した部材を使用することが可能であるので、部品コストを抑えることができる。また製
品の量産性に向上させることができる。
【０１０１】
　分離出射モード及び合成出射モードの切替えについては、例えば反射ミラー６８１が配
置された部分の構成の変更、及び青色光Ｂの光軸位置の変更により簡単に実現可能である
。上記した通り分離出射モードでは、出射ミラー６５９から光軸Ｌ２に沿って黄色光ＧＲ
が出射される。青色光Ｂは、ＧＲ光源モジュール６５０の反射ミラー６８１の上方に配置
された反射ミラー６９０に向けて、Ｘ軸方向に沿って出射される。青色光Ｂは、この反射
ミラー６９０により、光軸Ｌ３に沿って反射される。
【０１０２】
　合成光出射モードでは、ＧＲ光源モジュール６５０の出射レンズ６５７の前方に、黄色
光ＧＲを光軸Ｌ１上に沿って透過させるダイクロイックミラー（図示なし）が配置される
。当該ダイクロイックミラーは、Ｘ軸方向に向けて斜めに配置される。
【０１０３】
　青色光Ｂは、光軸の位置が下方に移動され、上記したダイクロイックミラーに向けて出
射される。ダイクロイックミラーは、青色光Ｂを光軸Ｌ１に沿って反射する。これにより
光軸Ｌ１上において黄色光ＧＲと青色光Ｂとが合成され、光軸Ｌ１に沿って白色光Ｗが出
射される。この実施形態のようにＧＲ光源モジュール及びＢ光源モジュールの各構成は任
意に設定されてよい。
【０１０４】
　図１及び図２に示す画像表示装置５００及び５００'では、画像生成素子として、反射
型液晶パネルが用いられた。これに代えて、透過型液晶パネルや、デジタルマイクロミラ
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ーデバイス（ＤＭＤ）等が用いられてもよい。その他、画像表示装置の構成は適宜設定さ
れてよい。
【０１０５】
　本技術は、プロジェクタ以外の、例えばディスプレイ装置等の他の画像表示装置にも適
用可能である。また画像表示装置ではない装置に本技術に係る光源装置が用いられてもよ
い。
【０１０６】
　以上説明した本技術に係る特徴部分のうち、少なくとも２つの特徴部分を組み合わせる
ことも可能である。すなわち各実施形態で説明した種々の特徴部分は、各実施形態の区別
なく、任意に組み合わされてもよい。また上記で記載した種々の効果は、あくまで例示で
あって限定されるものではなく、また他の効果が発揮されてもよい。
【０１０７】
　なお、本技術は以下のような構成も採ることができる。
（１）第１の出射光を出射する第１の光源モジュールと、
　第２の出射光を生成する光源部と、前記光源部により生成された前記第２の出射光の出
射光軸の位置を、前記第１及び前記第２の出射光の合成光を出射するための第１の光軸位
置、及び前記第１及び前記第２の出射光を分離して出射するための第２の光軸位置のいず
れかに切替える切替部とを有する第２の光源モジュールと
　を具備する光源装置。
（２）（１）に記載の光源装置であって、
　前記第１の出射光は、第１の波長域を有し、
　前記第２の出射光は、前記第１の波長域とは異なる第２の波長域を有し、前記第１の出
射光と合成されると白色光が生成される光である
　光源装置。
（３）（１）又は（２）に記載の光源装置であって、
　前記切替部は、前記光源部により生成された前記第２の出射光を反射する第１のミラー
と、前記第１のミラーの反射方向を切替える切替機構とを有し、前記第１のミラーの反射
方向の切替えにより前記出射光軸の位置を切替える
　光源装置。
（４）（３）に記載の光源装置であって、
　前記第１のミラーは、前記第１の光軸位置に配置され、
　前記切替部は、前記第２の光軸位置に配置され、入射する光を前記第２の出射光の出射
方向に反射する第２のミラーを有し、
　前記切替機構は、前記第１のミラーの反射方向を、前記第２の出射光の出射方向、及び
前記第２のミラーに向かう方向のいずれかに切替える
　光源装置。
（５）（１）から（４）のうちいずれか１つに記載の光源装置であって、
　前記切替部を第１の切替部とし、
　前記第１の光源モジュールは、前記第１の出射光の出射光軸の位置を、前記第１の光軸
位置、及び前記第１及び前記第２の出射光を分離して出射するための第３の光軸位置のい
ずれかに切替える第２の切替部を有する
　光源装置。
（６）（５）に記載の光源装置であって、
　前記第１の光源モジュールは、前記第３の光軸位置に配置され前記第１の出射光を出射
する出射口を有し、
　前記第２の切替部は、前記出射口の前方に着脱可能に配置され、前記出射口から出射さ
れる前記第１の出射光を、前記第１の光軸位置から前記第１の出射光の出射方向に出射す
る光軸変更部材を有し、前記光軸変更部材の取り付け及び取り外しの切替えにより前記出
射光軸の位置を切替える
　光源装置。
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（７）（５）又は（６）に記載の光源装置であって、
　前記第２の切替部は、前記第１の出射光の出射光軸の位置を、前記第１の光軸位置と、
前記第３の光軸位置との間で移動させる光軸移動機構を有する
　光源装置。
（８）（７）に記載の光源装置であって、
　前記光源部は、前記第２の出射光を出射する出射レンズを有し、
　前記第２の切替部は、前記第１の出射光軸の位置を前記第１の光軸位置に移動させる場
合に、前記第１の出射光を前記出射レンズに入射させる
　光源装置。
【符号の説明】
【０１０８】
　Ｂ…青色光
　ＧＲ…黄色光
　Ｗ…白色光
　Ｌ１…白色光の光軸
　Ｌ２…黄色光の光軸
　Ｌ３…青色光の光軸
　１０…Ｂ光源モジュール
　１２…光源ブロック
　１６…出射レンズ
　１７…レンズ保持部
　２５…光軸変更部材
　３０…光軸移動機構
　５０…ＧＲ光源モジュール
　５７、６５７…出射レンズ
　５８、６５８…レンズ保持部
　５９、６５９…出射ミラー
　６３…光源ブロック
　６６、６６６…ダイクロイックミラー
　１００…光源装置
　２００、２００'…画像生成システム
　３００、３００'…投射システム
　５００、５００'…画像表示装置
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