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(57)【要約】
【課題】光学系にカラーホイールを含む光源装置の、信
頼性の低下を防ぎ、高輝度化を実現する。
【解決手段】青色光源とカラーホイール２０との間に配
置された投影形状調整手段２４により、青色光源１から
発光されカラーホイール２０の蛍光体層２２に照射され
る青色光（Ｂ）の投影形状を、カラーホイール２０にお
ける円周方向に比して径方向の投影範囲が広くなるよう
に調整する。カラーホイール２０が回転駆動された状態
で、青色光（Ｂ）が投影される円環状の範囲も径方向に
分散し、発熱範囲も径方向へと分散されて熱引きが良好
となる。その結果、蛍光体層２２における、青色光源か
らの青色光（Ｂ）の波長変換効率の低下が、回避される
。又、蛍光体層２２を構成するバインダーの熱的負荷が
軽減され、バインダーの変質（黒化）を回避することで
カラーホイール２０の劣化を防ぐ。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
プロジェクタ用の光源装置であって、
　単色光を発光する励起光源と、
　円周方向に沿った所定の中心角度の範囲に、前記励起光源から発光された励起光を受け
る蛍光体層が形成されたカラーホイールと、
　前記励起光源と前記カラーホイールとの間に配置され、前記励起光源から前記カラーホ
イールの蛍光体層に照射される励起光の投影形状を、前記カラーホイールにおける円周方
向に比して径方向の投影範囲が広くなるように調整する、投影形状調整手段とを備えるこ
とを特徴とする光源装置。
【請求項２】
前記投影形状調整手段により調整されて前記カラーホイールの蛍光体層に照射される励起
光の投影形状は、前記カラーホイールの径方向に多ビーム化された態様をなすことを特徴
とする請求項１記載の光源装置。
【請求項３】
前記投影形状調整手段は回折格子により構成されていることを特徴とする請求項１又は２
記載の光源装置。
【請求項４】
前記蛍光体層は、少なくとも、照射される前記励起光の投影形状に対応する、前記カラー
ホイールの径方向の位置に形成されていることを特徴とする請求項１から３のいずれか１
項記載の光源装置。
【請求項５】
請求項１から４のいずれか１項記載の光源装置を備えるプロジェクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示画像を投写光学系により拡大投影し、大画面の表示画像を得るプロジェ
クタ用の光源装置と、それを用いたプロジェクタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ホームシアター、プレゼンテーション等で使用される、表示画像を投写光学系により拡
大投影し、大画面の表示画像を得るプロジェクタ（照射型画像表示装置）が商品化されて
いる。このようなプロジェクタには、光源から出射された光を照明光として、デジタルマ
イクロミラーデバイス、液晶表示素子等の空間光変調器を使用する電気光学装置を介して
スクリーンに画像を表示するものがある。上記プロジェクタには、光源として、高圧水銀
ランプやキセノンランプを用いたものもあるが、それらは水銀の含有や、発熱量の問題か
ら好ましくない。そのため近年では、発光ダイオード（ＬＥＤ）やレーザーを使用したプ
ロジェクタが考案されている。
【０００３】
　本発明者らも、光源にＬＥＤとレーザーを使用するいわゆる「ハイブリッド型」のプロ
ジェクタを開発している。かかるハイブリッド型のプロジェクタは、例えば、赤色光源と
してＬＥＤ、青色光源として青色レーザー、緑色光源として青色レーザーの位相と波長を
変換したものを用いている。そして、このようなプロジェクタでは、一般的に、時分割型
のフィルタ素子として、高速で回転するカラーホイールが用いられる（例えば、特願２０
１０－０３８７４８号）。
【０００４】
　上記ハイブリッド型プロジェクタの色合成の方式について、その一例を図３に模式図で
示す。図３において、プロジェクタ１００は、照射光学系の構成要素として、青色光源１
、赤色光源２、カラーホイール５、ダイクロイックミラー３，８、レンズ４，９、ミラー
６，７、空間光変調器としてのデジタルマイクロミラーデバイス１０、投影光学系１１、
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スクリーン１２を備えている。青色レーザー発光器が用いられた青色光源１から出射され
る青色光（Ｂ）は、青色光を透過するダイクロイックミラー３、レンズ４を通過し、カラ
ーホイール５に照射される。カラーホイール５は本体が金属製あるいはガラス製の円盤で
あって、その基板表面には、樹脂等のバインダーに緑色光（Ｇ）を発する蛍光体が混入さ
れてなる蛍光体層が、円周方向の一部に、より具体的には、円周方向に沿った所定の中心
角度の範囲（図２の符号θ参照）に、カラーホイール５の径方向に対して一定の幅を有し
て、設けられている。従って、カラーホイール５の蛍光体層が設けられていない部分を通
過した青色光は、ダイクロイックミラー８を透過し、レンズ９により集光されてデジタル
マイクロミラーデバイス１０に達し、カラーホイール５から反射された一部の青色光は、
青色光源１側に戻る。
【０００５】
　一方、青色光源１から青色光が上記蛍光体層に照射されると緑色光が発光され、この緑
色光は、レンズ４を通って緑色光を反射するダイクロイックミラー３により反射され、更
にミラー６，７と、ダイクロイックミラー８で反射され、レンズ９により集光されてデジ
タルマイクロミラーデバイス１０に達する。
また、赤色ＬＥＤが用いられた赤色光源２からの赤色光（Ｒ）は、ダイクロイックミラー
３を通過し、ミラー６，７に反射されてダイクロイックミラー８に反射され、レンズ９に
より集光されてデジタルマイクロミラーデバイス１０に達する。
デジタルマイクロミラーデバイス１０に入射する青色光（Ｂ）、緑色光（Ｇ）、赤色光（
Ｒ）の３原色は、入射光の切り替えを同期させて、それぞれの色の画像として時系列的に
処理され、投影光学系１１を介して、スクリーン１２に画像が投写される。なお、カラー
ホイール５の回転制御や、デジタルマイクロミラーデバイス１０、投影光学系１１におけ
る光の制御については、周知の技術であることから、説明を省略する。
【０００６】
　以上の如く、図３に例示されたプロジェクタ１００においては、青色光（Ｂ）の発光は
青色光源１により得られ、赤色光（Ｒ）の発光は赤色光源２により得られるものであるの
に対し、緑色光については、青色光源１からの青色光を、カラーホイール５の蛍光体層に
より波長変換することにより得られるものである（例えば、特許文献１、２参照）。この
ため、以下の説明では、青色光源１のごとく単色光を発光する光源を「励起光源」と、青
色光（Ｂ）を「励起光」ともいう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－２７７５１６号公報
【特許文献２】特開２００８－５２０７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、図３に例示されたプロジェクタ１００の光学系については、青色光源１から
出射される青色光（Ｂ）は、カラーホイール５の円環状の表面の一点に収束して照射され
るように構成されていることから、カラーホイール５が高速で回転駆動されるものである
にもかかわらず、青色光（Ｂ）が投影される特定半径の円環状の範囲が集中的に発熱し、
蛍光体の変換効率が低下することとなる。その結果、表示画像が暗くなってしまうという
問題がある。更に、青色光（Ｂ）が投影される特定半径の円環状の範囲の、蛍光体層を構
成するバインダーが変質（黒化）し、カラーホイール５の信頼性（品質）、ひいては光源
装置及びそれを用いたプロジェクタ１００の信頼性の低下を来たすこととなる。
　一方、表示画像の明るさを向上させるために、青色光源１のレーザー出力を高めると、
上述の問題を助長させてしまうという欠点がある。
【０００９】
　本発明は、上記のような問題に鑑みなされたものであって、その目的とするところは、
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光学系にカラーホイールを含む光源装置の、信頼性の低下を防ぎ、高輝度化を実現するこ
とにある。又、当該光源装置を用いたプロジェクタの、信頼性の低下を防ぎ、高輝度化を
実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
（発明の態様）
　以下の発明の態様は、本発明の構成を例示するものであり、本発明の多様な構成の理解
を容易にするために、項別けして説明するものである。各項は、本発明の技術的範囲を限
定するものではなく、発明を実施するための最良の形態を参酌しつつ、各項の構成要素の
一部を置換し、削除し、又は、更に他の構成要素を付加したものについても、本願発明の
技術的範囲に含まれ得るものである。
【００１１】
　（１）プロジェクタ用の光源装置であって、単色光を発光する励起光源と、円周方向に
沿った所定の中心角度の範囲に、前記励起光源から発光された励起光を受ける蛍光体層が
形成されたカラーホイールと、前記励起光源と前記カラーホイールとの間に配置され、前
記励起光源から前記カラーホイールの蛍光体層に照射される励起光の投影形状を、前記カ
ラーホイールにおける円周方向に比して径方向の投影範囲が広くなるように調整する、投
影形状調整手段とを備える光源装置（請求項１）。
　本項に記載の光源装置は、前記励起光源と前記カラーホイールとの間に配置された投影
形状調整手段により、励起光源から発光されカラーホイールの蛍光体層に照射される励起
光の投影形状を、カラーホイールにおける円周方向に比して径方向の投影範囲が広くなる
ように調整することで、カラーホイールの蛍光体層に励起光が投影される範囲が、径方向
に分散する。その結果、カラーホイールが回転駆動された状態で、励起光が投影される円
環状の範囲も径方向に分散し、発熱範囲も径方向へと分散されて熱引きが良好となり、蛍
光体における、励起光源からの励起光の波長変換効率の低下が回避されるものである。又
、蛍光体層を構成するバインダーの熱的負荷が軽減され、カラーホイールの劣化を防ぐも
のである。
【００１２】
　（２）上記（１）項において、前記投影形状調整手段により調整されて前記カラーホイ
ールの蛍光体層に照射される励起光の投影形状は、前記カラーホイールの径方向に多ビー
ム化された態様をなす光源装置（請求項２）。
　本項に記載の光源装置は、投影形状調整手段により調整されてカラーホイールの蛍光体
層に照射される励起光の投影形状が、カラーホイールの径方向に多ビーム化された態様を
なすことにより、カラーホイールの蛍光体層に励起光が投影される範囲が、径方向に多点
状に分散するものである。その結果、カラーホイールが回転駆動された状態で、励起光が
投影される円環状の範囲も、同心円の複数の帯状に分散し、発熱範囲も径方向へ分散され
て熱引きが良好となり、蛍光体における、励起光源からの励起光の波長変換効率の低下が
回避されるものである。又、蛍光体層を構成するバインダーの熱的負荷が軽減され、カラ
ーホイールの劣化を防ぐものである。
【００１３】
　（３）上記（１）、（２）項において、前記投影形状調整手段は回折格子により構成さ
れている光源装置（請求項３）。
　本項に記載の光源装置は、回折格子による単色光の回折作用により、励起光源から発光
されカラーホイールの蛍光体層に照射される励起光の投影形状を、カラーホイールにおけ
る円周方向に比して径方向の投影範囲が広くなるように調整するものである。なお、回折
格子による回折作用（回折角）が十分得られる場合には、投影形状調整手段により調整さ
れてカラーホイールの蛍光体層に照射される励起光の投影形状は、カラーホイールの径方
向に多ビーム化された態様となる。一方、回折格子による回折作用が小さい場合には、同
投影形状は、明確に多ビーム化されることなく、カラーホイールの径方向に連なって広が
る態様となる。しかしながら、いずれの場合であっても、カラーホイールの蛍光体層に励
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起光が投影される範囲が、径方向に分散することとなり、カラーホイールが回転駆動され
た状態で、励起光が投影される円環状の範囲も径方向に分散し、発熱範囲も径方向へと分
散されて熱引きが良好となり、蛍光体における、励起光源からの励起光の波長変換効率の
低下が回避されるものである。又、蛍光体層を構成するバインダーの熱的負荷が軽減され
、カラーホイールの劣化を防ぐものである。
【００１４】
　（４）上記（１）、（２）項において、前記投影形状調整手段はシリンドリカルレンズ
により構成されている光源装置。
　本項に記載の光源装置は、シリンドリカルレンズによる一方向の回折作用により、励起
光源から発光されカラーホイールの蛍光体層に照射される励起光の投影形状を、カラーホ
イールにおける円周方向に比して径方向の投影範囲が広くなるように調整するものである
。従って、投影形状調整手段により調整されてカラーホイールの蛍光体層に照射される励
起光の投影形状は、カラーホイールの径方向に、楕円状ないし長円状に広がる態様となり
、カラーホイールの蛍光体層に励起光が投影される範囲が、径方向に分散する。その結果
、カラーホイールが回転駆動された状態で、励起光が投影される円環状の範囲も径方向に
分散し、発熱範囲も径方向へと分散されて熱引きが良好となり、蛍光体における、励起光
源からの励起光の波長変換効率の低下が回避されるものである。又、蛍光体層を構成する
バインダーの熱的負荷が軽減され、カラーホイールの劣化を防ぐものである。
【００１５】
　（５）上記（１）から（３）項において、前記投影形状調整手段と前記カラーホイール
との間に集光レンズが配置されている光源装置。
　本項に記載の光源装置は、投影形状調整手段と前記カラーホイールとの間に配置された
集光レンズにより、励起光の焦点距離が適切に調整されるものである。
（６）上記（５）項において、前記集光レンズがシリンドリカルレンズである光源装置。
　本項に記載の光源装置は、投影形状調整手段と前記カラーホイールとの間に配置された
集光レンズにより、励起光の焦点距離が適切に調整されるものである。しかも、集光レン
ズがシリンドリカルレンズであることにより、投影形状調整手段によって、カラーホイー
ルの蛍光体層に照射される励起光の投影形状が、更に強調して調整されるものとなる。
【００１６】
　（７）上記（１）から（６）項において、前記蛍光体層は、少なくとも、照射される前
記励起光の投影形状に対応する、前記カラーホイールの径方向の位置に形成されている光
源装置（請求項４）。
　本項に記載の光源装置は、蛍光体層を、カラーホイールの径方向の全範囲のうち、励起
光源からの励起光の波長変換に供する範囲である、照射される前記励起光の投影形状に対
応する径方向の位置に設けることで、上記（１）から（５）記載の作用を得るものである
。又、カラーホイールの径方向の全範囲のうち、励起光源からの励起光の波長変換に供す
る範囲以外の範囲については、蛍光体層を設置しないことで、その使用量を削減するもの
である。
【００１７】
　（８）なお、上記（１）から（７）項記載の光源装置を備えるプロジェクタを構成する
ことが可能である（請求項５）。
　本項に記載のプロジェクタは、その構成要素である光源装置において、上記（１）から
（６）項記載の作用を奏するものとなる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明はこのように構成したので、光学系にカラーホイールを含む光源装置の、信頼性
の低下を防ぎ、高輝度化を実現することが可能となる。又、当該光源装置を用いたプロジ
ェクタの、信頼性の低下を防ぎ、高輝度化を実現することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
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【図１】本発明の実施の形態に係る、光源装置の要部を示す模式図である。
【図２】図１に示される光源装置の、光学系の構成態様を例示するものであり、（ａ）は
透過型、（ｂ）は反射型を示す模式図である。
【図３】従来のハイブリッド型のプロジェクタの模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。ここで、従来技術と同一部分、若
しくは相当する部分については同一符号で示し、詳しい説明を省略する。なお、本発明の
実施の形態に係る光源装置は、図３に例示されるような、ハイブリッド型のプロジェクタ
に適用可能なものである。よって、光源装置の全体構成については、図３のプロジェクタ
図３を適宜参照することとし、又、本光源装置を用いたプロジェクタについても同様とす
る。
【００２１】
　図１には、本発明の実施の形態に係る光源装置の要部が示されている。本光源装置は、
励起光源である青色光源１と、カラーホイール２０との間に、投影形状調整手段２４が配
置されているものである。この投影形状調整手段２４は、青色光源１からカラーホイール
２０の蛍光体層２２に照射される励起光としての青色光（Ｂ）の投影形状を、カラーホイ
ール２０における円周方向に比して径方向の投影範囲が広くなるように調整するものであ
る。図示の例では、投影形状調整手段２４には回折格子が用いられていることから、投影
形状調整手段２４により調整されてカラーホイール２０の蛍光体層２２に照射される青色
光（ｂ）の投影形状は、カラーホイール２０の径方向に多ビーム化され、異なる半径位置
に対して３点（ＢＡ、ＢＢ、ＢＣ）に照射される態様をなしている。
【００２２】
　なお、投影形状調整手段２４を構成する回折格子による多ビーム化は、図示の例では異
なる半径位置に対して３点照射される態様であるが、更なる多ビーム化も可能である。
又、回折格子による回折作用（回折角）が十分得られる場合には、投影形状調整手段２４
により調整されてカラーホイール２０の蛍光体層２２に照射される青色光（Ｂ）の投影形
状は、図１の如く、カラーホイール２０の径方向に多ビーム化された態様となる。一方、
回折格子による回折作用が小さい場合には、同投影形状は、明確に多ビーム化されること
なく、カラーホイール２０の径方向に連なって広がる態様となる。
【００２３】
　一方、カラーホイール２０は、基板（カラーホイール基板）２０２の表面に蛍光体層２
２が形成されたものであるが、この蛍光体層２２は、照射される青色光（Ｂ）の投影形状
に対応する、カラーホイール２０の径方向の位置に形成されている。図１の例では、カラ
ーホイール２０の径方向に多ビーム化され、異なる半径位置に対して３点照射される青色
光（ｂ）の投影形状に対応するように、同心円状に蛍光体層２２Ａ、２２Ｂ、２２Ｃが形
成されている。
なお、蛍光体層２２は、バインダー内に蛍光体を分散したものである。具体例としては、
バインダーにはシリコーン樹脂が用いられ、蛍光体にはガーネットが用いられる。又、カ
ラーホイール基板２０２上に蛍光体層２２を形成する具体的手法については、適宜選択可
能であるが、例えば、スクリーン印刷により形成することが可能である。
【００２４】
　参考までに、カラーホイール５を構成するカラーホイール基板２０２は、従来技術でも
説明したように、金属製又はガラス製である。
　又、蛍光体層２２の蛍光体材料としては、ガーネットの他にも、以下のようなものが用
いられる。例えば緑色発光用蛍光体としては、Ｚｎ2ＳｉＯ4：Ｍｎ，ＢａＡｌ12Ｏ19：Ｍ
ｎ，ＢａＭｇＡｌ14Ｏ23：Ｍｎ，ＳｒＡｌ12Ｏ19：Ｍｎ，ＺｎＡｌ12Ｏ19：Ｍｎ，ＣａＡ
ｌ12Ｏ19：Ｍｎ，ＹＢＯ3：Ｔｂ，ＬｕＢＯ3：Ｔｂ，ＧｄＢＯ3：Ｔｂ，ＳｃＢＯ3：Ｔｂ
，Ｓｒ4Ｓｉ3Ｏ8Ｃｌ4：Ｅｕ，等が挙げられる。又、例えば赤色発光用蛍光体としては、
Ｙ2Ｏ3：Ｅｕ，Ｙ2ＳｉＯ5：Ｅｕ，Ｙ3Ａｌ5Ｏ12：Ｅｕ，Ｚｎ3（Ｐ０4）2：Ｍｎ，ＹＢ
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Ｏ3：Ｅｕ，（Ｙ，Ｇｄ）ＢＯ3：Ｅｕ，ＧｄＢＯ3：Ｅｕ，ＳｃＢＯ3：Ｅｕ，ＬｕＢＯ3

：Ｅｕ，等が挙げられる。
【００２５】
　図２は、本発明の実施の形態に係る光源装置の、光学系の構成態様を例示するものであ
る。図２（ａ）は透過型の光源装置であり、投影形状調整手段２４により３分割された青
色光（Ｂ）は、集光レンズ（図３の、符号４参照）によって焦点距離が調整されて、カラ
ーホイール２０に照射される。そして、カラーホイール２０を透過した青色光（Ｂ）、及
び、蛍光体層２２により波長変換されて得られた緑色光（Ｇ）は、カラーホイール２０に
対して投影形状調整手段２４と反対側に配置されたライトパイプ２６に各々入射され、ラ
イトパイプ２６内で均一な光となって、ライトパイプ２６の先端面から出射される。この
ライトパイプ２６から出射された青色光（Ｂ）については、図３に例示されるように、ダ
イクロイックミラー８を通過し、レンズ９により集光されてデジタルマイクロミラーデバ
イス１０に達するものである。又、この場合には、緑色光（Ｇ）も青色光（Ｂ）と同様の
光路をたどることとなる。
【００２６】
　一方、図２（ｂ）は反射型を示す模式図である。この場合には、投影形状調整手段２４
により３分割された青色光（Ｂ）は、ダイクロイックミラー３を透過した後、集光レンズ
（図３の、符号４参照）によって焦点距離が調整され、カラーホイール２０に照射される
。そして、カラーホイール２０を透過した青色光（Ｂ）は、カラーホイール２０に対して
投影形状調整手段２４と反対側に配置されたライトパイプ２６に入射され、ライトパイプ
２６内で均一な光となって、ライトパイプ２６の先端面から出射される。又、蛍光体層２
２により波長変換されて、カラーホイール２０に反射された緑色光（Ｇ）は、図３にも示
されるように、ダイクロイックミラー３により直角方向へと屈折され、ライトパイプ２８
に入射され、ライトパイプ２８内で均一な光となって、ライトパイプ２８の先端面から出
射される。このライトパイプ２８から出射された緑色光（Ｇ）については、図３に例示さ
れるように、ミラー６，７に反射されてダイクロイックミラー８に反射され、レンズ９に
より集光されてデジタルマイクロミラーデバイス１０に達する。
【００２７】
　なお、ここで用いられるライトパイプ２６、２８については、その内部で光の反射を繰
り返す公知のもので良い。
　又、図示は省略するが、投影形状調整手段２４を構成する回折格子に換えて、シリンド
リカルレンズを用いることとしても良い。この場合には、回折格子による回折作用が小さ
い場合と同様に、投影形状調整手段２４により調整されてカラーホイール２０の蛍光体層
２２に照射される青色光（Ｂ）の投影形状は、多ビーム化されることなく、カラーホイー
ル２０の径方向に、楕円状ないし長円状に広がる態様となる。
【００２８】
　さて、上記構成をなす本発明の実施の形態によれば、次のような作用効果を得ることが
可能である。まず、青色光源１（図３）とカラーホイール２０との間に配置された投影形
状調整手段２４により、青色光源１から発光されカラーホイール２０の蛍光体層２２に照
射される青色光（Ｂ）の投影形状を、カラーホイール２０における円周方向に比して径方
向の投影範囲が広くなるように調整することで、カラーホイール２０の蛍光体層２２に青
色光（Ｂ）が投影される範囲が、カラーホイール２０の径方向に分散することとなる。そ
の結果、カラーホイール２０が回転駆動された状態で、青色光（Ｂ）が投影される円環状
の範囲も径方向に分散し、発熱範囲も径方向へと分散されて熱引きが良好となり、蛍光体
層２２における、青色光源１からの青色光（Ｂ）の波長変換効率の低下が、回避されるこ
ととなる。又、蛍光体層２２を構成するバインダーの熱的負荷が軽減され、バインダーの
変質（黒化）を回避することでカラーホイール２０の劣化を防ぐことができる。そして、
青色光源１の出力を高めることが可能となり、高輝度の光源装置を構成することが可能と
なる。
　しかも、投影形状調整手段２４による投影形状の調整は、回折格子や、シリンドリカル
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【００２９】
　又、投影形状調整手段２４により調整されてカラーホイール２０の蛍光体層２２に照射
される青色光（Ｂ）の投影形状が、カラーホイール２０の径方向に多ビーム化された態様
をなすことにより、カラーホイール２０の蛍光体層２２に青色光（Ｂ）が投影される範囲
が、径方向に多点状（ＢＡ、ＢＢ、ＢＣ）に分散するものである。その結果、カラーホイ
ール２０が回転駆動された状態で、青色光（Ｂ）が投影される円環状の範囲も、同心円の
複数の帯状に分散し、発熱範囲も径方向へ分散されて、蛍光体層２２における、青色光源
１からの青色光（Ｂ）の波長変換効率の低下が、回避されるものである。
【００３０】
　更に、本発明の実施の形態によれば、カラーホイール２０の蛍光体層２２を、カラーホ
イール２０の径方向の全範囲のうち、青色光源１からの青色光（Ｂ）の波長変換に供する
範囲である、照射される青色光（Ｂ）の投影形状に対応する径方向の位置に設けることで
、上記作用効果を得ることができる。しかも、この場合には、カラーホイール２０の径方
向の全範囲のうち、青色光源１からの青色光（Ｂ）の波長変換に供する範囲以外の範囲に
ついては、蛍光体層２２を設置しないことでその使用量を削減し、比較的高価格の蛍光体
の使用量削減による、カラーホイール２０の製造コストの低減を図ることが可能となる。
　又、本発明の実施の形態に係る光源装置を備えるプロジェクタは、その構成要素である
光源装置において、上記作用効果を奏するものとなる。
【符号の説明】
【００３１】
　１：励起光源、２０：カラーホイール、　２２、２２Ａ、２２Ｂ、２２Ｃ：蛍光体層、
２４：投影形状調整手段、Ｂ：励起光

【図１】

【図２】

【図３】
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