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(57)【要約】
【課題】長寿命かつ水銀を要しない固体光源を用いて、
効率良く、高輝度かつ高画質を実現する照明装置を提供
する。
【解決手段】照明装置１は、第１の光源部１００と、第
２の光源部１２２と、第１の光源部１００から出射され
た光と、第２の光源部１２２から出射された光とを合成
する第２のロッドインテグレータ１１９と、第１の光源
部１００からの光を第２のロッドインテグレータ１１９
に導く第１のロッドインテグレータ１１４とを備える。
第２のロッドインテグレータ１１９の入射面１２０上に
おいて、第１の光源部１００から出射された光が入射す
る第１の領域Ｒ１と、第２の光源部１２２から出射され
た光が入射する第２の領域Ｒ２とは互いに重ならず、か
つ、第１の領域Ｒ１の面積と、第２の領域Ｒ２の面積と
は異なる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の光源部と、
　第２の光源部と、
　前記第１の光源部から出射された光と、前記第２の光源部から出射された光とを合成す
る光合成部とを備え、
　前記光合成部の入射面上において、前記第１の光源部から出射された光が入射する第１
の領域と、前記第２の光源部から出射された光が入射する第２の領域とは互いに重ならず
、かつ、前記第１の領域の面積と、前記第２の領域の面積とは異なる、照明装置。
【請求項２】
　前記第１の光源部から出射された光を前記光合成部に導く第１のロッドインテグレータ
を更に備え、
　前記光合成部は、第２のロッドインテグレータであり、
　前記第２のロッドインテグレータの入射面の面積は、前記第１のロッドインテグレータ
の出射面の面積より大きく、
　前記第１の光源部から出射された光は、前記第１のロッドインテグレータの入射面に集
光され、
　前記第２の光源部から出射された光は、前記第２の領域に集光される、請求項１に記載
の照明装置。
【請求項３】
　前記第１のロッドインテグレータは、その中心軸に対して出射面が傾斜する四角柱の光
学素子であり
　前記第１のロッドインテグレータの出射面の出射面が前記第２のロッドインテグレータ
の入射面と接触しており、
　前記第１のロッドインテグレータは、中心軸が前記第２のロッドインテグレータの入射
面に対して傾斜するように配置されて、前記第１の領域及び前記第２の領域より前記第２
の光源部側に空間が形成され、
　前記形成された空間内において、前記第２の光源部からの出射光が収束する、請求項２
記載の照明装置。
【請求項４】
　複数組の前記第１の光源部及び前記第１のロッドインテグレータを備え、
　前記第１のロッドインテグレータは、中心軸に対して出射面が傾斜する四角柱の光学素
子であり
　前記第１のロッドインテグレータの各々の出射面が前記第２のロッドインテグレータの
入射面に接触しており、
　複数の前記第１のロッドインテグレータは、中心軸が第２のロッドインテグレータの入
射面に対して傾斜し、かつ、前記第２のロッドインテグレータの入射面から離れるにつれ
て拡がるように配置されて、前記第１の領域及び前記第２の領域より前記第２の光源部側
に空間が形成され、
　前記形成された空間内において、前記第２の光源部からの出射光が収束する、請求項２
に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記第１の光源部から出射された光の集光角と、前記第２の光源部から出射された光の
集光角とが略等しい、請求項２に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記光合成部は、前記第１の光源部及び前記第２の光源部から出射された光が入射する
第１のマルチレンズアレイインテグレータと、前記第１のマルチレンズアレイインテグレ
ータを構成する各レンズに対応する複数のレンズを有する第２のマルチレンズアレイイン
テグレータとを含み、
　前記照明装置は、前記第１の光源から出射した光を少なくとも１回反射する反射面を有
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し、前記第１のマルチレンズアレイインテグレータに導く反射部材を更に備える、請求項
１に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記第２のマルチレンズアレイインテグレータにおいて、前記第１の領域に対応する部
分の各レンズのサイズと、前記第２の領域に対応する部分の各レンズのサイズとが略等し
い、請求項６に記載の照明装置。
【請求項８】
　前記反射部材は、反射面が前記第１のマルチレンズアレイインテグレータの入射面に対
して傾斜するように配置されて、前記第１の領域及び前記第２の領域より第２の光源部側
に空間が形成され、
　前記形成された空間内で、前記第２の光源部からの光が通過する、請求項６に記載の照
明装置。
【請求項９】
　複数組の前記第１の光源部及び前記反射部材を備え、
　複数の前記反射部材は、反射面が前記第１のマルチレンズアレイインテグレータの入射
面に対して傾斜し、かつ、前記第１のマルチレンズアレイインテグレータの入射面から離
れるにつれて外方に拡がるように配置されて、前記第１の領域及び前記第２の領域より前
記第２の光源部側に空間が形成され、
　前記形成された空間内で、前記第２の光源部からの光が通過する、請求項６に記載の照
明装置。
【請求項１０】
　前記第１の光源部のエタンデュと、前記第２の光源部のエタンデュとは異なり、
　前記第１の領域の面積と、前記第２の領域の面積とは、それぞれ、前記第１の光源部の
エタンデュと、前記第２の光源部のエタンデュとに比例する、請求項１に記載の照明装置
。
【請求項１１】
　前記第１の光源部の像と、前記第１の領域とは相似形であり、
　前記第２の光源部の像と、前記第２の領域とは相似形である、請求項１に記載の照明装
置。
【請求項１２】
　前記第１の光源部と、前記第２の光源部とは、３原色のうち共通の１色であって、互い
に分光特性の異なる光を出射する発光部をそれぞれ含む、請求項１に記載の照明装置。
【請求項１３】
　前記第１の光源部及び前記第２の光源部の各々は、
　レーザー素子と、
　前記レーザー素子から出射されるレーザー光により励起されて光を発する蛍光体とを含
む、請求項１に記載の照明装置。
【請求項１４】
　前記第１の光源部及び前記第２の光源部のうち、少なくともエタンデュが大きい方は、
ＬＥＤを含む、請求項１に記載の照明装置。
【請求項１５】
　前記第１の光源部のエタンデュは、前記第２の光源部のエタンデュより小さく、
　前記第１の光源部は、レーザー素子と、前記レーザー素子から出射されるレーザー光に
より励起されて光を発する蛍光体レーザー素子から出射されるレーザー光により励起され
て光を発する蛍光体とを含み、
　前記第２の光源部は、ＬＥＤを含む、請求項１に記載の照明装置。
【請求項１６】
　前記第１の光源部のエタンデュは、前記第２の光源部のエタンデュより小さく、
　前記第１の光源部は、レーザー素子と、前記レーザー素子から出射された光を拡散する
拡散部とを含み、
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　前記第２の光源部は、ＬＥＤを含む、請求項１に記載の照明装置。
【請求項１７】
　前記拡散部は、屈折率の異なる材料を混合して形成される、請求項１６に記載の照明装
置。
【請求項１８】
　前記第１の光源部及び前記第２の光源部の少なくとも一方は、
　レーザー素子と、
　前記レーザー素子から出射されるレーザー光により励起されて光を発する蛍光体と、
　ＬＥＤとを含む、請求項１に記載の照明装置。
【請求項１９】
　前記第１の光源部及び前記第２の光源部の一方は、レーザー素子と、前記レーザー素子
から出射されるレーザー光により励起されて緑色光を発する蛍光体とを含み、
　前記第１の光源部及び前記第２の光源部の他方は、緑色光を出射するＬＥＤを含む、請
求項１に記載の照明装置。
【請求項２０】
　前記第１の光源部及び前記第２の光源部の少なくとも一方は、
　レーザー素子と、
　前記レーザー素子から出射されるレーザー光により励起されて緑色光を発する蛍光体と
、
　ＬＥＤとを含む、請求項１に記載の照明装置。
【請求項２１】
　請求項１に記載の照明装置と、
　前記照明装置から出射した光が入射され、当該入射された光を映像信号に応じて変調す
る画像表示素子と、
　前記画像表示素子で変調された光をスクリーン上に投写する投写レンズとを備える、投
写型表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は複数の光源を効率よく合成するとともに、異なる種類の光源からの光を合成す
ることで画質改善を行う照明装置に関するものである。さらにはその照明装置を用いた投
写型画像表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、長寿命と発光効率の高さからＬＥＤが光源として一般照明に用いられるようにな
った。ＬＥＤは長寿命であり、水銀を含まず、破裂しないなどの理由から、ＬＥＤを投写
型画像表示装置の光源として用いる検討が進められている。しかしながら、小型の画像表
示素子部に集光する必要のある投写型画像表示装置の光源としては、ＬＥＤは発光面積が
大きく集光効率が良くない為、光の出力が低くても問題のない超小型機以外にはＬＥＤの
採用が進んでいないのが現状である。
【０００３】
　そのためＬＥＤ光源を複数用いて合成する、または、ＬＥＤ光源と他の光源とを合成す
るなどして、光の出力を高くする方法が提案がされている。例えば、図１３に示すように
、特許文献１では、多数のＬＥＤ１３１１を配列し、光学的に合成することで光出力の向
上を図っている。
【０００４】
　また、図１４に示すように、特許文献２では、緑色ＬＥＤの光路上に、緑光を透過し、
かつ、青光を波長変換して緑色光に変換する蛍光体１４１１が配置されている。ここで、
蛍光体に対する励起源には、レーザー光を用いている。レーザー素子は出力を上げても小
さい面積に集光可能であることから、出力の高い点光源を形成できる。この結果、緑色光
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の輝度を高め、出力画像の光出力の向上を実現している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－３９３３８号公報
【特許文献２】特開２００９－２５９５８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ここで、光学的に扱える光の定義としてエタンデュ（Ｅｔｅｎｄｕｅ）が用いられてい
る。投写型画像表示装置においては光学部品に制限がないと仮定した場合、光源から出射
される光のうち、画像表示素子として用いられる液晶パネルやＤＭＤのエタンデュと同じ
エタンデュの分の光が扱える。尚、エタンデュは以下のように定義されている。
　エタンデュ＝π×Ａ×（ｓｉｎθ）2・・・（１）
ここで、
Ａ：光を扱う部分の面積、
θ：Ａの部分への集光角、あるいは発光角である。
【０００７】
　特許文献１に記載の発明では、光源のエタンデュとしては、ＬＥＤ発光部（エミッター
）の合計が光源面積Ａとして考えられる。従って、数多くのＬＥＤを配列することで光量
は増えても、それに比例してエタンデュも増加する。従って、このような光源から出射さ
れた光を取り込むには、エタンデュの大きな画像表示装置、即ち大面積または大きな角度
で入射する光まで扱える画像表示装置が必要となる。この結果、画像表示装置の大型化、
高コスト化を招き、当該画像表示装置が非常に高価となる。
【０００８】
　特許文献２に記載の発明では、図１４に示すように、赤色光、青色光、緑色光の全てが
、図１４の右上の集光レンズを通って、画像表示装置に入射することから、少なくとも赤
色光、青色光、緑色光に用いるＬＥＤによってエタンデュが決まる。一方、緑色光の光路
上には蛍光体１４１１があり、当該蛍光体１４１１は、青色のレーザー光で励起されて、
緑色光を発する。また、ＬＥＤから出射された緑色光では、蛍光体１４１１の発光効率が
低いため、緑色光のほとんどが青色のレーザー光の励起による蛍光光である。しかしなが
ら、緑色の蛍光光は、緑色のＬＥＤ光に比べて、スペクトル分布が広い波長領域に跨る分
光特性を有している。具体的には、スペクトル分布のピーク波長は、理想的な緑色光より
も長波長側に寄っており、かつ、当該スペクトル分布は、青側の波長も含んでいる。この
結果、緑色の色純度が低下し、高画質な映像を得ることが困難になるという問題がある。
【０００９】
　それ故に、本発明では、長寿命かつ水銀を要しない固体光源を用いて、効率良く、高輝
度かつ高画質を実現する照明装置、及びこれを用いた投写型画像表示装置を提供する。
【００１０】
　本発明に係る照明装置は、第１の光源部と、第２の光源部と、第１の光源部から出射さ
れた光と、第２の光源部から出射された光とを合成する光合成部とを備える。光合成部の
入射面上において、第１の光源部から出射された光が入射する第１の領域と、第２の光源
部から出射された光が入射する第２の領域とは互いに重ならず、かつ、第１の領域の面積
と、第２の領域の面積とは異なる。
【００１１】
　また、本発明に係る投写型画像表示装置は、上記の照明装置と、照明装置から出射した
光が入射され、当該入射された光を映像信号に応じて変調する画像表示素子と、画像表示
素子で変調された光をスクリーン上に投写する投写レンズとを備える。
【発明の効果】
【００１２】



(6) JP 2011-221504 A 2011.11.4

10

20

30

40

50

　本発明によれば、長寿命かつ水銀を要しない固体光源を用いて、最も効率よく、高輝度
かつ高画質を得ることができる照明装置を実現できる。またこれを利用した投写型画像表
示装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１の実施形態に係る照明装置の構成図
【図２】図１に示す照明装置の平行平面円形ガラス部を説明するための模式図
【図３Ａ】蛍光光の分光特性を示すグラフ図
【図３Ｂ】ＬＥＤの分光特性を示すグラフ図
【図４】第２の実施形態に係る照明装置の構成図
【図５】第３の実施形態に係る照明装置の構成図
【図６】図５に示す照明装置の拡散板を説明するための模式図
【図７】第４の実施形態に係る照明装置の構成図
【図８】第５の実施形態に係る照明装置の構成図
【図９】第６の実施形態に係る照明装置の構成図
【図１０】第７の実施形態に係る照明装置の構成図
【図１１】第８の実施形態に係る照明装置の構成図
【図１２】第９の実施形態に係る投写型画像表示装置の構成図
【図１３】従来例に係る照明装置の構成図
【図１４】従来例に係る照明装置の構成図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態における照明装置の構成図である。
【００１５】
　照明装置１は、複数の光源から出射される光を合成して高輝度かつ均一な照明を行うも
のであり、第１の光源部１００と、第２の光源部１２２と、第１のロッドインテグレータ
１１４と、第２のロッドインテグレータ１１９とを備える。
【００１６】
　第１の光源部１００は、青色光を発するレーザー素子１０１と、緑色光を発するＬＥＤ
１０２と、青色光を発するＬＥＤ１０３と、コリメータレンズ１０４、１０６及び１１６
と、赤反射ダイクロイックミラー１０５及び１１１と、青反射ダイクロイックミラー１１
２と、回転板１４１と、回転板１４１を回転させるモーター１１０と、集光レンズ１１３
とを有する。回転板１４１は、ガラスよりなる円盤状の基板１０８と、基板１０８の一方
面（第２のロッドインテグレータ１１９と反対側の面）に施される青透過ダイクロイック
ミラーコート１０７と、青透過ダイクロイックミラーコート１０７上に設けられ、青色の
励起光を受けて赤色光を発する蛍光性を有する蛍光体１０９とから構成される。
【００１７】
　レーザー素子１０１から出射した青色光は、コリメータレンズ１０４によって極めて細
い平行光束となって赤反射ダイクロイックミラー１０５、コリメータレンズ１０６を透過
する。透過した青色レーザー光は、回転板１４１における蛍光体１０９に照射される。こ
れによって、蛍光体１０９が励起されて、赤色蛍光光を発する。尚、回転板１４１は、中
心に設置されたモーター１１０によって回転される。蛍光体１０９より発せられた赤色蛍
光光（背面の青透過ダイクロイックミラーコート１０７での反射光も含む）は、広い発散
角で放射される。コリメータレンズ１０６は、蛍光体１０９面上に焦点が位置するように
設計されているので、このコリメータレンズ１０６を透過することで赤色蛍光光は略平行
光に変換される。平行光に変換された赤色蛍光光は、赤反射ダイクロイックミラー１０５
及び１１１で反射された後、青反射ダイクロイックミラー１１２を透過する。透過した赤
色蛍光光は、集光レンズ１１３によって、第１のロッドインテグレータ１１４の入射面１
１５に集光される。また、ＬＥＤ１０２から出射された緑色光は、ＬＥＤ１０２の発光面
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上に焦点が位置するコリメータレンズ１１６により略平行光に変換される。平行光に変換
された緑色光は、赤反射ダイクロイックミラー１１１を透過した後、赤色光と同様に、青
反射ダイクロイックミラー１１２を透過する。透過した緑色光は、集光レンズ１１３によ
って、第１のロッドインテグレータ１１４の入射面１１５に集光される。更に、ＬＥＤ１
０３から出射された青色光は、ＬＥＤ１０３発光面上に焦点が位置するコリメータレンズ
１１７により略平行光に変換される。平行光に変換された青色光は、青反射ダイクロイッ
クミラー１１２で反射された後、集光レンズ１１３によって、第１のロッドインテグレー
タ１１４の入射面１１５に集光される。
【００１８】
　第２の光源部１２２は、青色光を発するレーザー素子１２３と、コリメータレンズ１２
４、１２６及び１３６と、青透過ダイクロイックミラー１２５と、青反射ダイクロイック
ミラー１３４と、全反射ミラー１３３及び１３７と、回転板１４２と、回転板１４２を回
転させるモーター１３２と、集光レンズ１３５とを有する。回転板１４２は、基板１２８
と、基板１２８の一方面（第２のロッドインテグレータ１１９と反対側の面）に施される
青透過ダイクロイックミラーコート１２７と、青色の励起光を受けて赤色光を発する蛍光
性を有する蛍光体１２９と、青色のレーザー光を照射すると励起されて緑色光を発する蛍
光体１３０と、光拡散機能を有する光透過部１３１とから構成される。
【００１９】
　図２は、図１に示す照明装置の回転板を説明するための模式図である。
【００２０】
　回転板１４２の青透過ダイクロイックミラーコート１２７上には、蛍光体１２９と、蛍
光体１３０と、光透過部１３１とは、青透過ダイクロイックミラーコート１２７上に、周
方向に等分割して設けられている。
【００２１】
　図１に戻って、レーザー素子１２３から出射した青色のレーザー光は、コリメータレン
ズ１２４によって極めて細い平行光となって青透過ダイクロイックミラー１２５及びコリ
メータレンズ１２６を透過した後、回転板１４２に入射する。回転板１４２は、中心に設
置されたモーター１３２によって回転される。これによって、蛍光体１２９、蛍光体１３
０及び光透過部１３１に、順に青色のレーザー光が繰り返し照射される。ここで、蛍光体
１２９に青色のレーザー光が照射されている際には赤色蛍光光が発光する。当該赤色蛍光
光（青透過ダイクロイックミラーコート１２７により反射される光も含む）は、広い発散
角を持って放射される。コリメータレンズ１２６は、蛍光体１２９及び１３０面上に焦点
が位置するように設計されているので、赤色蛍光光は、コリメータレンズ１２６を透過す
ることで略平行光に変換される。平行光に変換された赤色蛍光光は、青透過ダイクロイッ
クミラー１２５、全反射ミラー１３３で順に反射された後、青反射ダイクロイックミラー
１３４を透過する。透過した赤色蛍光光は、集光レンズ１３５によって、第２のロッドイ
ンテグレータの入射面１２０に集光される。また、蛍光体１３０に青色のレーザー光が照
射されている際には緑色蛍光光が発光する。当該緑色蛍光光（青透過ダイクロイックミラ
ーコート１２７により反射される光も含む）は、広い発散角を持って放射される。緑色蛍
光光は、コリメータレンズ１２６により平行光に変換される。平行光に変換された緑色蛍
光光は、青透過ダイクロイックミラー１２５、全反射ミラー１３３の順に反射された後、
青反射ダイクロイックミラー１３４を透過する。透過した緑色蛍光光は、集光レンズ１３
５によって、第２のロッドインテグレータの入射面１２０に集光される。更に、青色のレ
ーザー光が光透過部１３１を透過する際には、当該青色のレーザー光が拡散される。コリ
メータレンズ１３６は光透過部１３１面上に焦点が位置するように設計されているので、
拡散された青色光は、このコリメータレンズ１３６を透過することで、略平行光に変換さ
れる。平行光に変換された青色光は、全反射ミラー１３７、青反射ダイクロイックミラー
１３４で順に反射された後、集光レンズ１３５によって、第２のロッドインテグレータの
入射面１２０に集光される。尚、赤、緑及び青色の各色を発光するタイミングを第１の光
源部及び第２の光源部で合わせることで、第２のロッドインテグレータから各色の光を順
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に出射することも可能となる。
【００２２】
　第１のロッドインテグレータ１１４は、第１の光源部１００から出射された光を第２の
ロッドインテグレータ１１９に導く。第１の光源１００から出射された光は、第１のロッ
ドインテグレータ１１４の入射面１１５に入射した後、第１のロッドインテグレータ１１
４の内部で全反射を繰り返しながら伝搬される。第１のロッドインテグレータ１１４は、
ガラスからなる四角柱の光学素子であり、中心軸に対して入射面１１５及び出射面１１８
が傾斜している。
【００２３】
　第２のロッドインテグレータ１１９は、ガラスよりなる四角柱の光学素子であり、第１
の光源部１００から出射された光と、第２の光源部１２２から出射された光とを合成する
。より詳細には、第２のロッドインテグレータ１１９の入射面１２０の一部には、第１の
ロッドインテグレータ１１４の出射面１１８が接触しているか、または、極めて短い間隔
を有して対面していてもよい。第２のロッドインテグレータ１１９の入射面１２０のうち
、第１のロッドインテグレータ１１４の出射面と接触している第１の領域Ｒ１に第１の光
源部１００からの光が入射する。一方、第２のロッドインテグレータ１１９の入射面１２
０のうち、第１の領域Ｒ１を除いた第２の領域Ｒ２には、第２の光源部１２２からの光が
直接入射する。第１の領域Ｒ１及び第２の領域Ｒ２は互いに重ならず、かつ、面積が異な
っている。入射面１２０に対して斜め方向から入射した光は、第２のロッドインテグレー
タ１１９の内部で全反射を繰り返す。様々な入射角を有する光が全反射を繰り返しながら
伝搬することによって合成され、出射面１２２からは強度分布が均一な光が出射される。
【００２４】
　上述したように、第１のロッドインテグレータ１１４の中心軸に対して出射面１１８が
傾斜しているため、出射面１１８と入射面１２０とを接触させると、第１のロッドインテ
グレータ１１４の中心軸は、第２のロッドインテグレータ１１９の入射面１２０に対して
傾斜する。これによって、入射面１１５及び出射面１１８は、図１の上下方向でずれた位
置に配置される。これにより、第１の領域Ｒ１及び第２の領域Ｒ２より第２の光源１２２
側に空間が形成される。ここで、第１ロッドインテグレータの１１４の入射面１１５の略
中心を通過し、入射面１１５に対して垂直に入射する光は、同出射面１１８から垂直に出
射される。そして、上記した空間内において第２の光源部１２２からの出射光を収束させ
、当該収束させた光を第２の領域に入射させることによって、第１の光源部１００と、第
２の光源部１２２とが干渉せず、かつ、第１の光源部１００から出射される光の光路と、
第２の光源部１２２から出射される光の光路とが干渉しないように光学系を配置できる。
【００２５】
　ＬＥＤで高出力を得るには発光面積を大きくする必要がある。一方、レーザー光で蛍光
体を励起する場合は、当該レーザー光を小さく収束することで、発光部を小さくしつつ高
出力を得ることができる。従って、第２の光源部１２２では、上記の式（１）から理解さ
れるように、レーザー光を収束させて発光面積を小さくすることにより、エタンデュを小
さくすることができる。すなわち、第１の光源部のエタンデュをＥ１、第２の光源部のエ
タンデュをＥ２とした場合、Ｅ１＞Ｅ２の関係が成り立つ。
【００２６】
　第２のロッドインテグレータ１１９に入射する光線の入射角が大きくなるにつれて、出
射面１２１から出射される際の出射角が大きくなる。したがって、第２のロッドインテグ
レータ１１９の入射面１２０に入射する光の集光角が大きくなると、第２のロッドインテ
グレータ１１９により照明される領域が広くなる。このため、複数の光源部を用いる場合
、各光源部の集光角が異なっていると、各光源部から出射された光により照明される領域
が一致せず、照明領域の中央と周辺とで照度が不均一になる。そこで、本実施形態のよう
に、第１の光源部１００の集光角θ１と第２の光源部１２２の集光角θ２とを略等しくす
ることで、照明領域の光強度や分光特性の均一性を得ることが出来る。
【００２７】
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　第１の光源部１００から出射された光が第２のロッドインテグレータ１１９の入射面１
２０上に形成する光源像の大きさをＡ１とし、第２の光源部１２２から出射された光が第
２のロッドインテグレータ１１９の入射面１２０上に形成する光源像の大きさをＡ２とす
ると、Ｅ１＞Ｅ２である場合、上記の式（１）の関係より、Ａ１＞Ａ２である。従って、
本実施形態では、これら両方の光源像を第２のロッドインテグレータに無駄なく取り込ん
で、第１の光源部１００及び第２の光源部１２２からの光を有効に用いる為に、第１の領
域の面積Ｓ１を、第２の領域の面積（Ｓ２－Ｓ１）より大きく設定している。ここで、Ｓ
１は前記第１の領域Ｒ１に相当し、Ｓ２は第２のロッドインテグレータ入射面１２０の面
積、Ｓ２－Ｓ１が前記第２領域Ｒ２に相当する。この結果、第２のロッドインテグレータ
１１９の入射面１２０から無駄なスペースを排除して、第２のロッドインテグレータ１１
９をコンパクトにしつつ、高輝度な光の出力を可能としている。
【００２８】
　更に、下記の式（２）に示すように、第１の領域の面積Ｓ１及び第２の領域の面積（Ｓ
２－Ｓ１）は、それぞれ、第１及び第２の光源部のエタンデュにほぼ比例することがより
好ましい。これによって、第１の光源部及び第２の光源部からの光をより有効に使えるよ
うになる。
　Ｓ１／Ｅ１≒（Ｓ２－Ｓ１）／Ｅ２・・・（２）
【００２９】
　更に、第１の光源部１００の像と、第１の領域とは相似形であり、かつ、第２の光源部
１２２の像と、第２の領域とは相似形であることが好ましい。これによって、第１の光源
部及び第２の光源部から出射される光を、更に効率よく取り込むことができる。
【００３０】
　図３Ａは、蛍光光の分光特性を示すグラフ図であり、図３Ｂは、ＬＥＤ光の分光特性を
示すグラフ図である。
【００３１】
　図３Ａと図３Ｂとを比較すると、蛍光光は、ＬＥＤ光と比べて、赤、緑及び青の各色の
波長幅が広く、色純度が低いという問題がある。一方、ＬＥＤを照明装置の光源として用
いる場合には、特に緑色ＬＥＤの光出力が不足するという問題や、赤色ＬＥＤが、ジャン
クション温度によって、光出力や分光特性が大きく変化するという問題がある。これに対
して、本実施形態では、第１の光源部１００及び第２の光源部１２２ともに、赤色蛍光光
を用いることで光の出力を安定させている。また、第１の光源部１００において、緑色光
にＬＥＤを用いることで、第２の光源部１２２における色純度の低い緑色蛍光光を補正す
ることができる。
【００３２】
　また、青色のレーザー光には波長の長いものが存在せず、当該青色光が深い色になり視
認性に難がある。これに対して、本実施形態では、第１の光源部１００に青色ＬＥＤを用
いることで、視認性が良好な青色を再現することが出来る。
【００３３】
　尚、照明装置１において、高出力を必要とする場合は、第１の光源部及び第２の光源部
の両方を用いるが、省エネルギーモードとして使用する場合は、色の再現性の良い第１の
光源部のみを使用することが望ましい。
【００３４】
　尚、第１の実施形態では、Ｅ１＞Ｅ２となるように設定したが、第１の光源部に、小さ
い発光部で高出力なＬＥＤを用いることができる場合は、Ｅ１＜Ｅ２となるため、第１の
領域の面積を第２の領域の面積より小さく設定すれば良い。
【００３５】
　（第２の実施形態）
　図４は、第２の実施形態に係る照明装置の構成図である。
【００３６】
　第２の実施形態に係る照明装置２は、第１の実施形態と比べて、光源部の構成が異なる
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。
【００３７】
　第１の光源部２００は、第１の実施形態の第２の光源部１２２と同じである。但し、集
光レンズ１３５によって集光された光は、第１のロッドインテグレータ２０１の入射面２
０２に集光される。
【００３８】
　第２の光源部２０７は、緑色光を発するＬＥＤ２０８と、青色光を発するＬＥＤ２１３
と、赤色光を発するＬＥＤ２１５と、コリメータレンズ２０９、２１４及び２１６と、青
反射ダイクロイックミラー２１０と、赤反射ダイクロイックミラー２１１と、集光レンズ
２１２とを有する。
【００３９】
　ＬＥＤ２０８から出射された緑色光は、ＬＥＤ２０８の発光面上に焦点が位置するコリ
メータレンズ２０９によって、略平行光に変換される。平行光に変換された緑色光は、青
反射ダイクロイックミラー２１０、赤反射ダイクロイックミラー２１１を順に透過した後
、集光レンズ２１２によって、第２のロッドインテグレータ２０４の入射面２０５に集光
される。ＬＥＤ２１３から出射された青色光は、ＬＥＤ２１３の発光面上に焦点が位置す
るコリメータレンズ２１４によって、略平行光に変換される。平行光に変換された青色光
は、青反射ダイクロイックミラー２１０で反射された後、赤反射ダイクロイックミラー２
１１を透過する。透過した青色光は、集光レンズ２１２によって、第２のロッドインテグ
レータ２０４の入射面２０５に集光される。ＬＥＤ２１５から出射された赤色光は、ＬＥ
Ｄ２１５の発光面上に焦点が位置するコリメータレンズ２１６によって、略平行光に変換
される。平行光に変換された赤色光は、赤反射ダイクロイックミラー２１１で反射された
後、集光レンズ２１２によって、第２のロッドインテグレータ２０４の入射面２０５に集
光される。
【００４０】
　第１の光源２００部がレーザー素子を利用しているため、第１の光源部２００のエタン
デュＥ１は、第２の光源部２０７のエタンデュＥ２より小さくなる。また、第１の光源部
２００から出射された光の集光角θ１と、第２の光源部２０７から出射された光の集光角
θ２とは略等しくなるように設定されている。そのため、第２の実施形態では、第１の領
域Ｒ１の面積Ｓ１が第２の領域Ｒ２の面積（Ｓ２―Ｓ１）より小さい。
【００４１】
　（第３の実施形態）
　図５は、第３の実施形態に係る照明装置の構成図である。
【００４２】
　第３の実施形態に係る照明装置３は、一対の第１のロッドインテグレータ３０１及び３
１７と、第２のロッドインテグレータ３０４と、一対の第１の光源部３００及び３１６と
、第２の光源部３０７とを備える。
【００４３】
　第１のロッドインテグレータ３０１及び３１７は、第１の実施形態の第１のロッドイン
テグレータ１１４と同じものである。第１のロッドインテグレータ３０１及び３１７は、
それぞれの中心軸が第２のロッドインテグレータ３１９の入射面３１９に対して傾斜し、
かつ、入射面３１９から離れるにしたがって広がるように配置されている。これにより、
第１の領域Ｒ１、Ｒ１’及び第２の領域Ｒ２より第２の光源部３０７側に空間が形成され
る。この空間内で、第２の光源部３０７からの出射光を収束させることによって、第１の
光源部３００と、第２の光源部３０７と、第１の光源部３１６とが干渉せず、かつ、第１
の光源部３００から出射される光の光路と、第２の光源部３０７から出射される光の光路
と、第１の光源部３１６から出射される光の光路とが干渉しないように光学系を配置でき
る。
【００４４】
　第１の光源部３００は、第２の実施形態の第２の光源２０７と同様に、緑色光を出射す
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るＬＥＤ３２５と、青色光を出射するＬＥＤ３２６と、赤色光を出射するＬＥＤ３２７と
を含む。ＬＥＤ３２５、３２６、３２７から出射された各色の光は、集光レンズ３６４に
よって、第１のロッドインテグレータ３０１の入射面３０２に集光する。また、第２の光
源部３１６も、第２の実施形態の第２の光源部２０７と同様に、緑色光を出射するＬＥＤ
３６５と、青色光を出射するＬＥＤ３６６と、赤色光と出射するＬＥＤ３６７とを含む。
ＬＥＤ３６５、３６６、３６７から出射された各色の光は、集光レンズ３６８によって、
第１のロッドインテグレータ３１７の入射面３１８に集光する。
【００４５】
　光源部３０７は、緑色光を発するレーザー素子３０８と、コリメータレンズ３０９、３
１４と、拡散板３１０と、アパーチャ３１３と、集光レンズ３１５とを有する。
【００４６】
　図６は、図５に示す照明装置の拡散板を説明するための模式図である。
【００４７】
　拡散板３１０は、基材３１１と、基材３１１に混入した屈折率の異なるビーズ３１２と
から構成されている。
【００４８】
　拡散版３１０に入射した光線（図の左側に向かって入射する）は、ビーズ３１２に入射
する微妙な位置の違いで、その光路が折り曲げられる。この結果、拡散板３１０に入射し
た光は散乱光となって当該拡散板３１０から出射される。尚、拡散板３１０に入射した光
は、入射側に戻ることが抑制される。
【００４９】
　図５に戻り、レーザー素子３０８から発せられた緑色光は、コリメータレンズ３０９に
よって極めて細い平行光となって拡散板３１０に入射する。拡散板３１０に入射した緑色
光は、拡散光となって、アパーチャ３１３の開口を抜けた後、コリメータレンズ３１４で
平行光に変換される。平行光に変換された緑色光は、集光レンズ３１５によって、第２の
ロッドインテグレータ３０４の入射面３０５に集光される。
【００５０】
　第３の実施形態では、第２の光源部３０７では、レーザー素子からの緑色光のみが出射
される。第１の光源部３００のエタンデュをＥ１、第２の光源部３０７のエタンデュをＥ
２、第１の光源部３１６のエタンデュをＥ１’とした場合、Ｅ１＝Ｅ１’＞Ｅ２となる。
また、光源部３００から出射された光の集光角θ１と、光源部３０７から出射された光の
集光角θ２と、光源部３１６から出射された光の集光角θ１’とは略等しい。従って、第
３の実施形態では、光源部３００からの光が入射する第１の領域Ｒ１の面積Ｓ１、及び、
光源部３１６からの光が入射する第１の領域Ｒ１’の面積Ｓ１’よりも、第２の領域Ｒ２
の面積（Ｓ２－Ｓ１－Ｓ１’）（ただし、入射面３０５の面積をＳ２とする）を小さく設
定することで、各光源部からの光を有効に利用している。
【００５１】
　尚、下記の式（３）に示すように、第１の領域Ｒ１、Ｒ１’の面積、第２の領域Ｒ２の
面積は、それぞれ、第１の光源部３００、３１６、第２の光源部３０７のエタンデュにほ
ぼ比例することが好ましい。
　Ｓ１／Ｅ１＝Ｓ１’／Ｅ１’＝（Ｓ２－Ｓ１－Ｓ１’）／Ｅ２・・・（３）
【００５２】
　尚、第３の実施形態では、第２の光源部３０７において、緑色光を拡散するために、屈
折率の異なる材料から成る拡散板を用いているが、必ずしもこれに限定されず、例えば、
拡散板には磨りガラスを用いても良い。
【００５３】
　第３の実施形態では、不足する光量を補うことを目的として、光源部３０７のレーザー
素子３０８は緑色光を発光している。従って、赤色が不足する場合には、赤色を発光する
レーザー素子を用いても良いし、青色が不足する場合は、青色を発光するレーザー素子を
用いても良い。あるいは、複数色が不足している場合は、不足する色に対応する複数のレ
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ーザー素子を設置して、当該複数のレーザー素子から出射された光をダイクロイックミラ
ーで合成しても良い。
【００５４】
　尚、第３の実施形態では、第１の光源部３００と、第１の光源部３１６とは同じ構成を
有するが、特にこれに限定されず、第１の光源部３００と、第１の光源部３１６とを異な
る構成として、Ｅ１≠Ｅ１’（Ｒ１≠Ｒ１’）としても良い。
【００５５】
　（第４の実施形態）
　図７は、第４の実施形態に係る照明装置の構成図である。
【００５６】
　第４の実施形態に係る照明装置４は、第１の実施形態に係る照明装置１と比べて光源部
の構成が異なる。
【００５７】
　第１の光源部３２０は、第２の実施形態の第２の光源部２０７と同様に、緑色光を発す
るＬＥＤ３２５と、青色光を発するＬＥＤ３２６と、赤色光を発するＬＥＤ３２９とを含
む。ＬＥＤ３２５、３２６、３２７から出射された各々の光は、集光レンズ３４６で第１
のロッドインテグレータ３４７の入射面３４８に集光する。
【００５８】
　第２の光源部３２１は、緑色光を発するレーザー素子３２８と、青色光を発するレーザ
ー素子３３４と、赤色光を発するレーザー素子３３９と、コリメータレンズ３２９、３３
２、３３５、３３８、３４０、３４３と、拡散板３３０、３３６、３４１と、アパーチャ
３３１、３３７、３４２と、集光レンズ３４５を有する。
【００５９】
　（第５の実施形態）
　図８は、第５の実施形態に係る照明装置の構成図である。
【００６０】
　第５の実施形態に係る照明装置５は、第４の実施形態に係る照明装置４と比べて、第２
の光源部の構成が異なる。
【００６１】
　第２の光源部３２３は、緑色光を発するレーザー素子３５１と、青色光を発するレーザ
ー素子３５２と、赤色光を発するＬＥＤ３５３とを含む。レーザー素子３５１、３５２、
ＬＥＤ３５３から出射された各々の光は、集光レンズ３６１で第２のロッドインテグレー
タ３６２の入射面３６３に集光する。尚、第２の光源部３２３のエタンデュは、レーザー
素子からの光を拡散した後のエタンデュに合わせて設定にすることが、均一性及び光利用
効率の面から望ましい。
【００６２】
　尚、第５の実施形態の第２の光源部は、赤色のみをＬＥＤで発光し、緑及び青色をレー
ザー素子で発光するものであるが、特にこれに限定されず、緑色をＬＥＤで発光し、青及
び赤色をレーザー素子で発光するものであっても良いし、青色をＬＥＤで発光し、緑及び
赤色をレーザー素子で発光するものであっても良い。
【００６３】
　（第６の実施形態）
　図９は、第６の実施形態に係る照明装置の構成図である。
【００６４】
　照明装置６には、第１の光源部３５４から第２のロッドインテグレータ３５６へと導光
する光学素子として、第１のロッドインテグレータに代えて、直角プリズム３２４を用い
ても良い。また、第３の実施形態のように３つの光源部を備える場合は、図５で示した一
対の第１のロッドインテグレータに代えて一対の直角プリズムを用いても良いし、第１の
ロッドインテグレータと直角プリズムとを併用しても良い。
【００６５】
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　第１～６の実施形態において重要なことは、第１のロッドインテグレータや直角プリズ
ムによって導かれた複数の光源部からの光が、第２のロッドインテグレータの入射面に入
射する際には、入射する各々の光において、中心軸が互いに平行であり、集光角がほぼ等
しく、かつ入射面積が各光源部に合わせて最適な大きさに設定されていることである。こ
の結果、互いにエタンデュが異なる複数の光源部を用いても、高輝度かつ高画質な画像を
得ることが可能な光学系を実現できる。
【００６６】
　尚、上記の第１～６の実施形態において、第２のロッドインテグレータには、反射面を
内側に向けた状態で４枚のミラーを張り合わせたミラーロッドタイプを用いても良い。
【００６７】
　また、上記の第１～６の実施形態において、第１の光源部及び第２の光源部の構成には
、図１、４、５、７、８及び９に示すものを採用しているが、特にこれらに限定されない
。本発明では、ＬＥＤで３原色を発光する光源部と、レーザー素子から出射される光によ
り励起されて光を発する蛍光体で３原色を発光する光源部と、レーザー素子から出射され
た光を拡散する拡散部で３原色を発光する光源部と、３原色のそれぞれを発光する光源が
、ＬＥＤとレーザー素子から出射される光により励起されて光を発する蛍光体との組み合
わせで構成される光源部と、３原色のそれぞれを発光する光源が、ＬＥＤとレーザー素子
から出射された光を拡散する拡散部との組み合わせで構成される光源部と、３原色のそれ
ぞれを発光する光源が、レーザー素子から出射される光により励起されて光を発する蛍光
体とレーザー素子から出射された光を拡散する拡散部との組み合わせで構成される光源部
とを任意に組み合わせたものを、第１及び第２の光源部に採用することができる。そして
、各光源部のエタンデュに応じて、第１の領域の面積及び第２の領域の面積を最適なもの
に設定することができる。
【００６８】
　（第７の実施形態）
　図１０は、第７の実施形態に係る照明装置の構成図である。
【００６９】
　照明装置７は、第１の光源部４００と、第２の光源部４０５と、直角プリズム４０１と
、第１のマルチレンズアレイインテグレータ４０２と、第２のマルチレンズアレイインテ
グレータ４０３と、集光レンズ４０４とを備える。
【００７０】
　第１のマルチレンズアレイインテグレータ４０２は、多数のレンズを２次元的に配列し
たものである。第１のマルチレンズアレイインテグレータ４０２の入射面４０７は、第１
の光源部４００からの光が入射する第１の領域Ｒ１と、第２の光源部４０５からの光が入
射する第２の領域Ｒ２とに区分される。
【００７１】
　第２のマルチレンズアレイインテグレータ４０３は、多数のレンズを２次元的に配列し
たものである。第２のマルチレンズアレイインテグレータ４０３を構成する各レンズは、
第１のマルチレンズアレイインテグレータ４０２を構成する各レンズと１対１で対応して
いる。第１のマルチレンズアレイインテグレータ４０２を構成するレンズは、それぞれ、
第２のマルチレンズアレイインテグレータ４０３を構成するレンズに焦点位置を有する。
これによって、第１の光源部から出射された光は、第１のマルチレンズアレイインテグレ
ータ４０２の各レンズ形状の像となって、集光レンズ４０４に入射する。
【００７２】
　集光レンズ４０４は、第１のマルチレンズアレイインテグレータ４０２の各レンズで形
成される像を同軸上に重畳する。これによって、均一な照明を実現している。
【００７３】
　直角プリズム４０１は、第１の光源部４００から出射された光を第１のマルチレンズア
レイインテグレータ４０２に導く。具体的には、第１の光源部４００から出射された光は
、直角プリズム４０１によって折り曲げられ、第１のマルチレンズアレイインテグレータ
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４０２の入射面４０７上の第１の領域Ｒ１に垂直に入射する。一方、第２の領域Ｒ２には
、第２の光源部４０５からの光がダイレクトに入射する。
【００７４】
　直角プリズム４０１は、その出射面４２１を第１の領域Ｒ１に対向させた状態で、第１
のマルチレンズアレイインテグレータ４０２に対して、第２のマルチレンズアレイインテ
グレータ４０３の反対側（図の右側）に配置される。直角プリズム４０１の反射面４１１
は、第１の領域Ｒ１と第２の領域Ｒ２との境界を含み、第１のマルチレンズアレイインテ
グレータ４０２の入射面４０７に直交する平面に対して傾斜する。これにより、第１の領
域Ｒ１及び第２の領域Ｒ２より第２の光源部４０５側に空間が形成される。この空間内で
、第２の光源部４０５からの出射光を通過させることによって、第１の光源部４００と、
第２の光源部４０５とが干渉せず、かつ、第１の光源部４００からの光の光路と、第２の
光源部４０５からの光の光路とが干渉しないように光学系を配置できる。
【００７５】
　第１の光源部４００は、第３の実施形態の第１の光源部３００から集光レンズを省略し
たものであり、第２の光源部４０５は、第３の実施形態の第２の光源部３２１から集光レ
ンズを省略したものである。したがって、ここでの繰り返しの説明を省略する。
【００７６】
　第１の光源部４００のエタンデュＥ１は、第２の光源４０５でのエタンデュＥ２より大
きい。また、第１の光源部から出射されて第１のマルチレンズアレイインテグレータに入
射する光と、第２の光源部から出射されて第１のマルチレンズアレイインテグレータに入
射する光とがほぼ平行である。従って、先述の式（１）から、第１の領域Ｒ１の面積（Ｓ
１とする）を、第２の領域の面積（Ｓ２－Ｓ１とする（ここで、Ｓ２は、直角プリズム４
０１の出射面４２１の面積に等しい）より大きく設定している。
【００７７】
　（第８の実施形態）
　図１１は、第８の実施形態に係る照明装置の構成図である。
【００７８】
　第８の実施形態に係る照明装置８は、第７の実施形態に係る照明装置７と比べて、直角
プリズムの数と、光源部の構成とが異なる。
【００７９】
　照明装置８は、直角プリズム４１２及び４１４と、第１の光源部４０８及び４１０と、
第２の光源部４０９と、第１のマルチレンズアレイインテグレータ４１６と、第２のマル
チレンズアレイインテグレータ４２０と、集光レンズ４２１とを備える。
【００８０】
　直角プリズム４１２は、第１の光源部４０８から出射された光を第１のマルチレンズア
レイインテグレータ４１６の入射面４１７上の第１の領域Ｒ１に導く。直角プリズム４１
４は、第２の光源部４１０から出射された光を第１のマルチレンズアレイインテグレータ
４１６の入射面４１７上の第１の領域Ｒ１’に導く。
【００８１】
　直角プリズム４１２及び４１４は、出射面４１８、４１９を、それぞれ第１の領域Ｒ１
、Ｒ１’に対向させた状態で、第１のマルチレンズアレイインテグレータ４０２に対して
、第２のマルチレンズアレイインテグレータ４０３の反対側（図の右側）に配置される。
そして、直角プリズム４１２の反射面４１３は、第１の領域Ｒ１と第２の領域Ｒ２との境
界を含み、第１のマルチレンズアレイインテグレータ４１６の入射面４１７に直交する平
面に対して傾斜を有する。同様に、直角プリズム４１４の反射面４１５は、第１の領域Ｒ
１’と第２の領域Ｒ２との境界を含み、第１のマルチレンズアレイインテグレータ４１６
の入射面４１７に直交する平面に対して傾斜を有する。また、入射面４１７から離れるに
したがって反射面４１３及び４１５の間隔が広くなる。これらによって、第１の領域Ｒ１
、Ｒ１’及び第２の領域Ｒ２より第２の光源部４０９側に空間が形成される。この空間内
で、第２の光源部４０９からの出射光を通過させることによって、第１の光源部４０８と
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、第２の光源部４０９と、第１の光源部４１０とが干渉せず、かつ、第１の光源部４０８
からの光の光路と、第２の光源部４０９からの光の光路と、第１の光源部４１０からの光
の光路とが干渉しないように光学系を配置できる。
【００８２】
　第１のマルチレンズアレイインテグレータ４１６、第２のマルチレンズアレイインテグ
レータ４２０及び集光レンズ４２１は、第７の実施形態の第１のマルチレンズアレイイン
テグレータ４０２、第２のマルチレンズアレイインテグレータ４０３及び集光レンズ４０
４と同じであるため、ここでの繰り返しの説明を省略する。
【００８３】
　第１の光源部４０８及び４１０は、第４の実施形態の第１の光源部４００と同様の構成
を備える。また、第２の光源部４０９は、第１の実施形態の第２の光源部１２２から集光
レンズを省いた構成である。したがって、ここでの繰り返しの説明を省略する。
【００８４】
　尚、第７及び８の実施形態では、直角プリズムを用いて光源部からの光を第１のマルチ
レンズアレイインテグレータに導いているが、直角プリズムの代わりに全反射ミラー板を
用いても良い。
【００８５】
　また、第７及び８の実施形態では、直角プリズムの代わりに、ロッドインテグレータを
用いることも可能である。但し、第１のマルチレンズアレイインテグレータには、平行光
または、入射面に対して集光角が鋭角な光が入射する。従って、直角プリズムを用いた方
が光の光路長を短くできるため、照明装置の小型化及び低コスト化に寄与するという利点
がある。
【００８６】
　（第９の実施形態）
　図１２は、第９の実施形態に係る投射型表示装置の構成図である。
【００８７】
　投射型表示装置１０は、図１に示す照明装置１と、リレーレンズ５０１及び５０２と、
折り返しミラー５０３と、曲面ミラー５０４と、画像表示素子であるデジタルミラーデバ
イス（ＤＭＤ）と、投写レンズ５０６とを備える。
【００８８】
　第２のロッドインテグレータからの出射光はリレーレンズ５０１及び５０２、折り返し
ミラー５０３、曲面ミラー５０４を経て、ＤＭＤ５０５に入射する。ここで、ＤＭＤ５０
５には、微小なミラーが２次元的に配置されており、外部入力信号に応じて、各ミラーの
傾きが調整される。例えば、白表示する画素に配置されたミラーは、光の入射角が小さく
なる方向にミラーが傾けられる。一方、黒表示する画素に配置されたミラーは、光の入射
角が大きくなる方向にミラーが傾けられる。各ミラーで反射された光は、投写レンズ５０
６を透過して、図示しないスクリーン上に画像として映し出される。このとき、第２のロ
ッドインテグレータの出射面形状がＤＭＤ５０５上に転写されるため、第２のロッドイン
テグレータから出射された光を効率よく均一に集光できる。
【００８９】
　また、ＤＭＤ５０５は、図示しない駆動回路によって、例えば、赤、緑、青の映像信号
にあわせてミラーを高速駆動してカラー表示を行っている。従って、ＤＭＤ５０５が赤の
映像信号によって駆動されているときには、照明装置１は、第１の光源部１００及び第２
の光源部１２２の両方から赤色光が出射されるように制御され、ＤＭＤ５０５が緑の映像
信号によって駆動されているときには、照明装置１は、第１の光源部１００及び第２の光
源部１２２の両方から緑色光が出射されるように制御され、ＤＭＤ５０５が青の映像信号
によって駆動されているときには、照明装置１は、第１の光源部１００及び第２の光源部
１２２の両方から青色光が出射されるように制御される。
【００９０】
　尚、第９の実施形態では、画像表示素子としてＤＭＤを用いているが、例えば、駆動信
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号を高速に切り替えるＬＣＯＳ（ＬＩＱＵＩＤ　ＣＲＹＳＴＡＬ　ＯＮ　ＳＩＬＩＣＯＮ
）を用いても良い。
【００９１】
　また、第９の実施形態では、第２のロッドインテグレータを採用した照明装置を用いて
いるが、図１０に示す第１及び第２のマルチレンズアレイインテグレータを採用した照明
位置を用いても良い。
【産業上の利用可能性】
【００９２】
　本発明は、例えば、高い出力の光が必要となる照明装置及びそれを用いた投写型画像表
示装置に利用することができる。
【符号の説明】
【００９３】
１～８　照明装置
１０　投射型画像表示装置
１００、２００、３００、３１６、３２０、３２２、３５４、４０８、４００、４１０　
第１の光源部
１０１、１２３　青色レーザー光源
１０２、２０８　緑色ＬＥＤ
１０３、２１３　青色ＬＥＤ
１０４、１０６、１１６、１１７、１２４、１３６、２０９、２１４、２１６、３０９
、３１４　コリメータレンズ
１０５、１１１、２１１　赤反射ダイクロイックミラー
１０７、１２７　青透過ダイクロイックミラーコート
１０８、１２８　基板
１０９　赤色蛍光体
１１０、１３２　モーター
１１２、１３４、２１０　青反射ダイクロイックミラー
１１３、１３５、２１２、３１５、３４５、３４６、３６１、３６４、３６８、４０４　
集光レンズ
１１４、２０１、３０１、３１７、３４７　第１のロッドインテグレータ
１１５、２０２、３０２、３１８、３４８　第１のロッドインテグレータの入射面
１１８、２０３、３０３　第１のロッドインテグレータの出射面
１１９、２０４、３０４、３４９、３５６、３６２　第２のロッドインテグレータ
１２０、２０５、３０５、３５０、３６３　第２のロッドインテグレータの入射面
１２１、２０６、３０６　第２のロッドインテグレータの出射面
１２２、２０７、３０７、３２１、３２３、４０５、４０９　第２の光源部
１２９　赤色蛍光体
１３０　緑色蛍光体
１３１　光透過部
１３３、１３７、５０３　全反射ミラー
１４１、１４２　回転板
２１５　赤色ＬＥＤ
３０８　緑色レーザー光源
３１０　拡散板
３１１　基材
３１２　ビーズ
３１３　アパーチャ
３２４　直角プリズム
４０１　直角プリズム
４０２　第１のマルチレンズアレイインテグレータ
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４０３　第２のマルチレンズアレイインテグレータ
４０６　直角プリズムの出射面
４０７　第１のマルチレンズアレイインテグレータの入射面
５０１、５０２　リレーレンズ
５０４　曲面ミラー
５０５　ＤＭＤ
５０６　投写レンズ

【図１】 【図２】

【図３Ａ】
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【図３Ｂ】
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【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２】
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