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(57)【要約】
【課題】　光学効率の低下を防止するとともに、照明領
域の輝度を高めることができる光源装置およびプロジェ
クタを提供する。
【解決手段】　照明光を出射する第１および第２の光源
手段１１，１２と、第１および第２の光源手段１１，１
２のいずれかから出射された照明光を選択するとともに
、選択された照明光を導光する少なくとも第１の光路Ｌ
１または第２の光路Ｌ２を形成する光選択手段２１と、
第１および第２の光源手段１１，１２のそれぞれの発光
を制御する制御手段３１と、を有し、制御手段３１は、
少なくとも、第１の光路Ｌ１と第２の光路Ｌ２とが切り
替わる遷移期間に、第１および第２の光源手段１１，１
２を消灯し、第１の光路Ｌ１が形成されている期間内に
、第１の光源手段１１を発光させ、第２の光路Ｌ２が形
成されている期間内に、第２の光源手段１２を発光させ
ることを特徴とする。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明光を出射する第１の光源手段および第２の光源手段と、
　該第１および第２の光源手段のいずれかから出射された照明光を選択するとともに、選
択された照明光を導光する第１の光路または第２の光路を形成し、該第１および第２の光
路のいずれかによって導光された照明光を照明領域に出射する光選択手段と、
　該光選択手段による前記第１または第２の光路の形成に応じて、前記第１および第２の
光源手段のそれぞれの発光および消灯を制御する制御手段と、を有し、
　該制御手段は、
少なくとも、前記第１の光路と前記第２の光路とが切り替わる遷移期間に、前記第１およ
び第２の光源手段を消灯し、
前記第１の光路が形成されている期間内に、前記第１の光源手段を発光させ、
前記第２の光路が形成されている期間内に、前記第２の光源手段を発光させる光源装置。
【請求項２】
　照明光を出射する第３の光源手段と、
　前記光選択手段から出射された照明光の光路と前記第３の光源手段から出射された照明
光の光路とを合成する光路合成手段と、をさらに有し、
　前記制御手段が、少なくとも前記遷移期間に前記第３の光源手段を発光させるよう制御
する請求項１記載の光源装置。
【請求項３】
　前記光選択手段が、前記第１および第２の光源手段から出射された照明光のうち一方を
透過するとともに、他方を反射する回転ホイールもしくは回動ミラーである請求項１また
は２に記載の光源装置。
【請求項４】
　照明光を出射する第１の光源手段および第２の光源手段と、
　少なくとも前記第１の光源手段から入射された照明光から、第１の選択光または第２の
選択光を選択し、照明領域に出射する光選択手段と、
　前記第２の光源手段から出射された照明光の光路と前記第１または第２の選択光の光路
とを合成する光路合成手段と、
　前記光選択手段の状態に応じて、前記第１および第２の光源手段それぞれの発光および
消灯を制御する制御手段と、を有し、
　前記制御手段は、前記第１の変換光と前記第２の変換光とが切り替わる遷移期間内に、
前記第１の光源手段を消灯し、かつ前記第２の光源手段を発光する光源装置。
【請求項５】
　前記光路合成手段は、照明光の波長もしくは偏光を利用して光路の合成を行う請求項２
から４のいずれかに記載の光源装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれかに記載の光源装置を備えたプロジェクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の光源から出射された照明光を選択的に用いて照明する光源装置および
プロジェクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、２つ以上の光路を切り替えることによって所定の光源から出射された光を照明領
域に導く種々の技術が提案されている（例えば、特許文献１から５参照。）。
【０００３】
　上述の技術においては、例えば、カラーホイールの回転や、カラーフィルタのメカニカ
ルな切り替えによって１つの白色光源から所望の波長域の光のみを順次透過させて、照明
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領域に２状態以上の光を照明させること等が行われている。
【０００４】
　一方、上述の所定の光源として発光ダイオードのような光半導体を用いる技術も知られ
ている。
　一般的な特性として光半導体は、定常的に電流を投入する場合に比べ、パルス状の電流
（投入される期間が区切られた電流）であれば大電流（定常的に投入される電流より大き
な電流）を投入して駆動できる。このように、パルス状の大電流で駆動（パルス駆動）す
ることにより、光半導体から瞬間的には大光量を得ることができる。
【０００５】
　光半導体をパルス駆動する場合には、デューティ（光半導体に電流を投入する期間と、
投入しない期間との比）の調整が重要となる。
　光半導体においては、電流投入期間が短くなるほど光半導体にかかる負荷が小さくなる
ため、より大きな電流を投入することができる。そのため、デューティを調整することに
より、光半導体から得られる瞬間的な光量を調節することができる。
【０００６】
　一般的には、定常的に電流が投入された場合の光半導体の消費電力と、パルス駆動され
た光半導体の消費電力と、が一致するように、デューティおよび投入される電流が調整さ
れている。
【特許文献１】特開２０００－８９１３９号公報
【特許文献２】特開２００４－２２３２７号公報
【特許文献３】特開２００３－２０８９９１号公報
【特許文献４】特開２００６－２３４３６号公報
【特許文献５】特開２００６－１７８０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述の特許文献１から５に記載の技術には、いくつかの問題点が含まれ
ている。以下にその問題点について説明する。
【０００８】
　まず、特許文献１および４に記載の透過領域と反射領域を備えた回転体を用いた光路の
切り替え技術に含まれる問題点を図３６から図４４を参照しながら説明する。
【０００９】
　図３６は、光路切り替え装置の全体の概略構成を説明する図であり、図３７から図４０
は、図３６の回転体の各遷移状態を説明する図である。
　光路切り替え装置７０には、図３６に示すように、中心軸線周りに回転する円板状の回
転体７１と、光を出射する第１の光源７５および第２の光源７６と、が設けられている。
回転体７１の円板面には、図３７から図４０に示すように、照射された光を透過する透過
領域７２と、照射された光を反射する反射領域７３とが設けられている。
【００１０】
　回転体７１は、図３７から図４０に示すように、中心軸線周りに回転されることにより
、第１および第２の光源７５，７６から出射された光の光路を切りかえている。ここで、
破線で示された円は、第１および第２の光源７５，７６から出射された光が照射される光
路のスポット７４である。
【００１１】
　図３８および図３９に示されるように、透過領域７２と反射領域７３の境界にスポット
７４が差し掛かった期間では、透過側の第１の光源７５から出射された光が反射領域７３
の影に隠れてしまい、または、反射側の第２の光源７６から出射された光が透過領域７２
で漏れてしまい、輝度低下の要因となっていた。
【００１２】
　上述の輝度低下を抑制するため、透過領域７２と反射領域７３の境界にスポット７４が
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差し掛かった期間では、第１および第２の光源７５，７６を同時に発光させる工夫がなさ
れている。しかしながら、光が反射領域７３に遮られたり、透過領域７２で漏れたりする
という大きな光学損失があるため、受光部７７には実質的には１つ分の光源の光しか到達
せず、電力効率が非常に悪いという問題があった。
【００１３】
　さらに、第１および第２の光源７５，７６を同時に発光させることで、それぞれの点灯
デューティが増加することから、大電流を第１および第２の光源７５，７６に投入するこ
とが出来なくなってしまい、平均輝度が実質ほとんど変わらないという問題があった。
【００１４】
　図４１は、図３６の回転体の変位を示すグラフであり、図４２および図４３は、図３６
の各光源に供給される電流を示すグラフであり、図４４は、図３６の照明領域における明
るさを示すグラフである。
　図４２および図４３における縦軸は、直流駆動時の定格電流を１として正規化したもの
である。図４４における縦軸は、定格電流での明るさを１として正規化している。
　なお、図４２から図４４における破線は、第１および第２の光源７５，７６を直流駆動
して発光させた第１の場合を示し、２点鎖線は第１の光源７５と第２の光源７６とをデュ
ーティ１／２（５０％）ずつで交互に発光させた第２の場合を示し、実線は二つの光源の
発光期間が時間的に一部重なるように発光させた第３の場合を示している。
【００１５】
　具体的には、図４４における破線、２点差線および実線の時間積分が、それぞれ第１か
ら第３の場合における平均明るさに相当するので、１周期Ｔでのデューティ５０％の第２
の場合に比べて、二つの光源の発光期間が時間的に一部重なるように発光させた第３の場
合の明るさは、明るさが向上せず実質的に効果がないことがわかる。
【００１６】
　更に、第１および第２の光源７５，７６から出射される光の色が異なる場合、両光源７
５，７６を同時に発光させることで色が混色する。カラーシーケンシャルな照明が必要な
アプリケーションでは、このような混色が発生すると色純度が低下してしまうという問題
があった。
【００１７】
　その上、この技術では回転体７１を小型化していくと、スポット７４に透過領域７２と
反射領域７３の境界が掛かる時間割合が相対的に増えてしまうため、回転体７１の大きさ
を小型化することが難しいという問題があった。
【００１８】
　特許文献２や特許文献３に記載されたミラーの角度を変えることで光路を選択する構成
では、ミラーが所定の角度に移行するまでの期間は反射角度が光軸から外れてしまい、移
行期間は光学効率が低下してしまうという問題があった。
【００１９】
　特許文献３における図４に記載された構成でも同様に、光源を次々切り替えていく場合
に、光源の光軸が所定の出射方向に完全に合致していない期間の割合が原理的に多くなり
、光学効率が低下してしまう問題があった。
　カラーホイールやカラーフィルタ等のメカニカルな切り替えによって１つの光源から複
数の状態を発生させる場合も、遷移期間中に発光させることで２つの色が混ざり合い、カ
ラーシーケンシャルな照明が必要なアプリケーションでは色純度が低下する等、上述の場
合と同様な問題があった。
【００２０】
　特許文献５に記載された構成では、ランプが常に発光していることから、色純度を高め
るためにはカラーフィルタで遮光する期間を設ける等の措置が必要となり、明るさが低下
するという問題があった。
　これらの方式を用いてスイッチング周波数を高めていくと、遷移期間が一定であるのに
対して真に光路が切り替わった期間が短くなるため、遷移期間の割合が相対的に増加し、
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上述した課題は更に顕著になるという問題があった。
【００２１】
　以上のように、光路を時間的に切り替える光学系を有する様々な照明技術に関する提案
の中に、上述の光路の遷移期間に関する問題に対して有効な解決方法を見出したものはな
い。
【００２２】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであって、光学効率の低下を防止
するとともに、照明領域の輝度を高めることができる光源装置およびプロジェクタを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　上記目的を達成するために、本発明は、以下の手段を提供する。
　本発明は、照明光を出射する第１の光源手段および第２の光源手段と、該第１および第
２の光源手段のいずれかから出射された照明光を選択するとともに、選択された照明光を
導光する第１の光路または第２の光路を形成し、該第１および第２の光路のいずれかによ
って導光された照明光を照明領域に出射する光選択手段と、該光選択手段による前記第１
または第２の光路の形成に応じて、前記第１および第２の光源手段のそれぞれの発光およ
び消灯を制御する制御手段と、を有し、該制御手段は、少なくとも、前記第１の光路と前
記第２の光路とが切り替わる遷移期間に、前記第１および第２の光源手段を消灯し、前記
第１の光路が形成されている期間内に、前記第１の光源手段を発光させ、前記第２の光路
が形成されている期間内に、前記第２の光源手段を発光させる光源装置を提供する。
【００２４】
　本発明によれば、第１の光路に対応した第１の光源、および、第２の光路に対応した第
２の光源の両者を光学効率が低下する遷移期間、つまり、第１の光路から第２の光路に切
り替わる期間および第２の光路から第１の光路に切り替わる期間に、積極的に消灯する。
　これにより、第１および第２の光源手段に対する点灯デューティが短くなるため、真に
光路が切り替わった期間、つまり、照明光が照明領域に出射される期間に、電流をさらに
多く投入して両光源手段から大光量を得ることができる。そのため、光学効率を最大にし
ながら（光学効率の低下を防止しながら）、本発明の光源装置により照明される照明領域
の輝度を高めることができる。
　なお、このような特性を示す光源手段としては、発光ダイオード（以下、ＬＥＤと表記
する。）を例示することができる。
【００２５】
　なお、第１および第２の光源の発光期間は、第１および第２の光路の切り替わり（遷移
期間）と完全に同タイミングである必要はなく、少なくとも遷移期間を含んで消灯してい
れば良い。この場合、遷移期間中に第１および第２の光源の両者を消灯しているタイミン
グがある。
【００２６】
　あるいは、第１の光路と第２の光路の切り替わりが緩やかである場合には、遷移期間の
境界が曖昧となるので、この遷移期間の境界部において、第１または第２の光源の発光期
間が差し掛かっていても良い。
【００２７】
　上記発明においては、照明光を出射する第３の光源手段と、前記光選択手段から出射さ
れた照明光の光路と前記第３の光源手段から出射された照明光の光路とを合成する光路合
成手段と、をさらに有し、前記制御手段が、少なくとも前記遷移期間に前記第３の光源手
段を発光させるよう制御することが望ましい。
【００２８】
　本発明によれば、少なくとも遷移期間に第３の光源手段が発光するため、つまり、第１
および第２の光源手段が発光していない期間が、第３の光源が発光する期間の全部又は一
部に含まれるため、光源装置は、実質的に遷移期間が全くないように照明領域を照明でき
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る。このようにすることで、さらに、照明領域の輝度を明るくするとともに、光源装置に
おける光学効率の低下が防止される。
【００２９】
　一方、各光源手段の発光を時間的に分離できるため、本発明の光源装置をカラーシーケ
ンシャルな照明が必要なアプリケーションに適用しても、色純度を低下させることなく照
明領域を照明することができる。具体的には、それぞれ異なる色の照明光を出射する第１
の光源手段、第２の光源手段、および、第３の光源手段の発光を時間的に分離できるため
、色純度を低下させることなく照明領域を照明することができる。
【００３０】
　上記発明においては、前記光選択手段が、前記第１および第２の光源手段から出射され
た照明光のうち一方を透過するとともに、他方を反射する回転ホイールもしくは回動ミラ
ーであることが望ましい。
【００３１】
　本発明によれば、波長や偏光に依存する光選択手段と比較して、回転ホイールや回動ミ
ラーは波長や偏光に依存しないため、違う性質を有する光だけでなく、同じ性質を有する
光を選択することができ、その光路を切り替えることができる。これにより、各光源手段
における点灯デューティが短くなり、各光源手段に大電流を投入することができる。その
結果として、本発明の光源装置は、１つの光源手段を用いた照明よりも輝度が高い照明が
可能となる。
【００３２】
　本発明は、照明光を出射する第１の光源手段および第２の光源手段と、少なくとも前記
第１の光源手段から入射された照明光から、第１の選択光または第２の選択光を選択し、
照明領域に出射する光選択手段と、前記第２の光源手段から出射された照明光の光路と前
記第１または第２の選択光の光路とを合成する光路合成手段と、前記光選択手段の状態に
応じて、前記第１および第２の光源手段それぞれの発光および消灯を制御する制御手段と
、を有し、前記制御手段は、前記第１の変換光と前記第２の変換光とが切り替わる遷移期
間内に、前記第１の光源手段を消灯し、かつ前記第２の光源手段を発光する光源装置を提
供する。
【００３３】
　本発明によれば、１つの光源手段（第１の光源手段）から、複数の変換光を出射させる
場合における変換光が切り替わる遷移期間に、第１の光源手段を消灯する。これにより、
第１の光源手段に対する点灯デューティが短くなり、変換光が照明領域に出射される期間
に、電流をさらに多く投入して第１の光源手段から大光量を得ることができる。そのため
、光学効率の低下を防止しながら、本発明の光源装置により照明される照明領域の輝度を
高めることができる。
　なお、照明光の変換としては、波長の変換や、偏光状態の変換などを挙げることができ
る。
【００３４】
　一方、遷移期間に第２の光源手段が発光するため、つまり、第１の光源手段が消灯して
いる期間に第２の光源が発光するため、光源装置は、実質的に遷移期間が全くないように
照明領域を照明できる。このようにすることで、さらに、照明領域の輝度を明るくすると
ともに、光源装置における光学効率の低下が防止される。
　さらに、各光源手段の発光を時間的に分離できるため、本発明の光源装置をカラーシー
ケンシャルな照明が必要なアプリケーションに適用しても、色純度を低下させることなく
照明領域を照明することができる。
【００３５】
　上記発明においては、前記光路合成手段は、光の波長もしくは偏光を利用して光路の合
成を行うことが望ましい。
【００３６】
　本発明によれば、可動部分を有する光路合成手段と比較して、光路を合成する遷移期間
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が存在しないため、本発明の光源装置における光学効率の低下をより確実に防止するとと
もに、照明領域に輝度をより高めることができる。
　光の波長を利用して光路の合成を行う光路合成手段としては、ダイクロイックミラーや
ダイクロイックプリズムなどを挙げることでき、光の偏光を利用して光路の合成を行う光
路合成手段としては、ＰＢＳプリズム（偏向ビームスプリッタープリズム）などを挙げる
ことができる。
【００３７】
　本発明は、上記本発明の光源装置を備えたプロジェクタを提供する。
　本発明によれば、上記発明の光源装置を備えているため、明るい投影像を高効率で投射
するプロジェクタを実現できる。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明の光源装置およびプロジェクタによれば、第１の光路と第２の光路とが切り替わ
る遷移期間に、第１および第２の光源手段を積極的に消灯することにより、光学効率の低
下を防止するとともに、照明領域の輝度を高めるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
〔第１の実施形態〕
　以下、本発明の第１の実施形態に係る光源装置について図１から図８を参照して説明す
る。
【００４０】
　図１に、本実施形態に係る光源装置の模式図を示す。
　光源装置１は、図１に示すように照明領域４１を照明するものである。光源装置１には
、第１のＬＥＤ（第１の光源手段）１１および第２のＬＥＤ（第２の光源手段）１２と、
クイックリターンミラー（光選択手段、回動ミラー）２１と、制御部（制御手段）３１と
、が設けられている。
【００４１】
　第１のＬＥＤ１１および第２のＬＥＤ１２は、照明領域４１を照明する照明光を出射す
るものである。第１のＬＥＤ１１から出射された照明光は、第１の光路Ｌ１により照明領
域４１に導かれ、第２のＬＥＤ１２から出射された照明光は、第２の光路Ｌ２により照明
領域４１に導かれている（図３参照。）。
【００４２】
　第１および第２のＬＥＤ１１，１２は、クイックリターンミラー２１の回動領域に向か
って照明光が出射されるように配置されている。本実施形態では、第１のＬＥＤ１１の照
明光の出射方向が照明領域４１に向かって延び、これに略直交して第２のＬＥＤ１２の照
明光の出射方向が延びるように第１および第２のＬＥＤ１１，１２が配置されている。
　第１および第２のＬＥＤ１１，１２は制御部３１と電気的に接続され、制御部３１から
発光用の電流および電圧が供給されている。
【００４３】
　図２から図４は、図１のクイックリターンミラーの各位相状態を示した模式図である。
　クイックリターンミラー２１は、図１に示すように、第１および第２のＬＥＤ１１，１
２から出射された照明光の一方を選択し、照明領域４１に導くものである。
　クイックリターンミラー２１には、図１の紙面に対して垂直に延びる回動軸２２と、回
動軸２２周りに回動する反射板２３と、制御部３１の制御信号に基づいて反射板２３を回
動駆動する駆動部（図示せず）と、が設けられている。
　なお、駆動部としてはステッピングモータを用いることができる。
【００４４】
　回動軸２２は、反射板２３における照明領域側端部（図１の右側端部）の近傍に配置さ
れ、反射板２３の第１および第２のＬＥＤ１１，１２側端部を、図１から図４に示すよう
に、回動可能に支持するものである。
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　このように支持することより、反射板２３は、第１のＬＥＤ１１の照明光の出射方向に
対して略平行、または、第２のＬＥＤ１２の照明光の出射方向に対して略直交する位相（
０°と表記する。）（図１参照。）と、第１および第２のＬＥＤ１１，１２の照明光の出
射方向に対して約４５°の位相（図３参照。）との間を回動可能に支持されている。
【００４５】
　反射板２３は回動することにより、第１の光路Ｌ１および第２の光路Ｌ２の一方を形成
するものである。言い換えると、第１および第２の光路Ｌ２の切り替えを行うものである
。
　反射板２３における第２のＬＥＤ１２と対向する面は、照明光を反射する鏡面となって
いる。本実施形態では、反射板２３の位相が０°の場合に第１の光路Ｌ１が形成され（図
１参照。）、反射板２３の位相が４５°の場合に第２の光路Ｌ２が形成されている（図３
。）。
【００４６】
　制御部３１は、図１に示すように、第１および第２のＬＥＤ１１，１２における発光お
よび消灯を制御するとともに、クイックリターンミラー２１の回動制御を行うものである
。
　具体的な制御方法については、以下に説明する。
【００４７】
　次に、上述の光源装置１による照明領域４１への照明光の照射について説明する。
　図５は、図１のクイックリターンミラーの時間による変位を示すグラフであり、図６お
よび図７は、それぞれ第１および第２のＬＥＤに供給される電流を示すグラフである。図
８は、照明領域における明るさを示すグラフである。
【００４８】
　図６および図７における縦軸は、それぞれ第１および第２のＬＥＤ１１，１２を直流駆
動した時の定格電流を１として正規化し、図８における縦軸は、直流駆動時の明るさを１
として正規化している。
　図６から図８では、本実施形態における電流値および明るさを実線で表示している。さ
らに、比較対象として、第１および第２のＬＥＤ１１，１２を直流駆動した場合を破線で
、デューティ１／２（５０％）ずつで交互に発光させた場合を２点鎖線で示している。
【００４９】
　クイックリターンミラー２１における回動は、以下の４つの状態を繰り返すことにより
行われる。
　１つ目の状態が、図１に示すように、第１の光路Ｌ１を形成し、第１のＬＥＤ１１の出
射光を照明領域４１に導く状態ｓ１であって、このときの反射板２３の位相を０°として
いる。
　２つ目の状態が、図２に示すように、状態ｓ１から後述する状態ｓ３へ遷移する状態ｓ
２であって、このときの反射板２３の位相は０°から４５°の間の位相である。
　３つ目の状態が、図３に示すように、第２の光路Ｌ２を形成し、第２のＬＥＤ１２の出
射光を照明領域４１に導く状態ｓ３であって、このときの反射板２３の位相を４５°とし
ている。
　４つ目の状態が、図４に示すように、状態ｓ３から上述の状態ｓ１へ遷移する状態ｓ４
であって、このときの反射板２３の位相は０°から４５°の間の位相である。
【００５０】
　本実施形態では、状態ｓ１から状態ｓ４までの１周期Ｔに対して、状態ｓ１および状態
ｓ３が継続される期間を１／３Ｔとし、状態ｓ２および状態ｓ４が継続される期間を１／
６Ｔとした場合に適用して説明する。
【００５１】
　まず、図１に示すように、制御部３１は、クイックリターンミラー２１が状態ｓ１のと
きに、第１のＬＥＤ１１を発光させる（図５および６参照。）。具体的には、第１のＬＥ
Ｄ１１には、上述の定格電流の約３倍の電流が供給される。
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　クイックリターンミラー２１が状態ｓ１のときには、第１の光路Ｌ１が形成されており
、第１のＬＥＤ１１から出射された照明光は、第１の光路Ｌ１により照明領域４１に導か
れる。
　このとき、第２のＬＥＤ１２は消灯されている（図７参照。）
【００５２】
　状態ｓ１の継続期間１／３Ｔが経過すると、制御部３１は、クイックリターンミラー２
１を回動する制御信号を出力し、図２に示すような、状態ｓ２に移行する。同時に制御部
３１は、第１のＬＥＤ１１を消灯させ（図５および６参照。）、第１および第２のＬＥＤ
１１，１２が消灯された状態となる（図６および７参照。）。
【００５３】
　クイックリターンミラー２１の回動が終了し、図３の示すような、状態ｓ３になると、
制御装置３１は、第２のＬＥＤ１２を発光させる（図５および７参照。）。具体的には、
第２のＬＥＤ１２には、上述の定格電流の約３倍の電流が供給される。
　第２のＬＥＤ１２から出射された照明光は、クイックリターンミラー２１に反射され照
明領域４１に導かれる。言い換えると、クイックリターンミラー２１により形成された第
２の光路Ｌ２により照明領域４１に導かれる。
　このとき、第１のＬＥＤ１１は消灯されている（図６参照。）。
【００５４】
　状態ｓ３の継続期間１／３Ｔが経過すると、制御部３１は、クイックリターンミラー２
１を回動する制御信号を出力し、図４に示すような、状態ｓ４に移行する。同時に制御部
３１は、第２のＬＥＤ１２を消灯させ（図５および７参照。）、第１および第２のＬＥＤ
１１，１２が消灯された状態となる（図６および７参照。）。
　以後、状態ｓ１に戻り、上述の制御が繰り返される。
【００５５】
　上記の構成によれば、第１のＬＥＤ１１は状態ｓ３の期間だけでなく、状態ｓ２および
状態ｓ４の期間も消灯しているため、デューティ１／３となり、定電流駆動時に比べ投入
電流を３倍に高くすることができる。
　第２のＬＥＤ１２も同様に状態ｓ１の期間だけでなく、状態ｓ２および状態ｓ４の期間
も消灯しているため、定電流駆動時に比べ投入電流を３倍に高くすることができる。
【００５６】
　また状態ｓ１、状態ｓ３の期間では、光学的な損失による輝度低下がほぼ発生せず、デ
ューティ１／２ずつ交互で発光させたものに比べて積算明るさを明るくすることができる
。
　具体的には、図８に示すように、照明領域４１での積算明るさ（実線の面積）は、１つ
のＬＥＤを定電流駆動するもの（破線の面積）に比べて２倍の明るさになり、２つのＬＥ
Ｄをデューティ１／２ずつ交互で発光させたもの（２点鎖線の面積）に比べて１．５倍の
明るさとなる。
　さらに消費電力は、２つのＬＥＤをデューティ１／２ずつ交互で発光させたものに比べ
て２／３となり、非常に効率が良い光源装置となっている。
【００５７】
　第１の光路Ｌ１に対応した第１のＬＥＤ１１、および、第２の光路Ｌ２に対応した第２
のＬＥＤ１２の両者を光学効率が低下する遷移期間（状態ｓ２，ｓ４）に積極的に消灯す
るため、第１および第２のＬＥＤ１１，１２に対する点灯デューティが短くなる。そのた
め、真に光路が切り替わった期間（状態ｓ１，ｓ３）、つまり、照明光が照明領域４１に
出射される期間に、電流をさらに多く投入して第１および第２のＬＥＤ１１，１２から大
光量を得ることができる。その結果、光学効率を最大にしながら（光学効率の低下を防止
しながら）、本実施形態の光源装置１により照明される照明領域４１の輝度を高めること
ができる。
【００５８】
　なお、第１および第２のＬＥＤ１１，１２の発光期間は、第１および第２の光路Ｌ１，
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Ｌ２の切り替わり（遷移期間）と完全に同タイミングである必要はなく、少なくとも遷移
期間を含んで消灯していれば良い。この場合、遷移期間中に第１および第２のＬＥＤ１１
，１２の両者を消灯しているタイミングがある。
【００５９】
　あるいは、第１の光路Ｌ１と第２の光路Ｌ２の切り替わりが緩やかである場合には、遷
移期間（状態ｓ２，ｓ４）の境界が曖昧となるので、この遷移期間の境界部において、第
１のＬＥＤ１１または第２のＬＥＤ１２の発光期間が差し掛かっていても良い。
【００６０】
　クイックリターンミラー２１は、波長や偏光に依存する光選択手段と比較して、波長や
偏光に依存しないため、違う性質を有する光だけでなく、同じ性質を有する光を選択する
ことができ、その光路を切り替えることができる。これにより、第１および第２のＬＥＤ
１１，１２における点灯デューティが短くなり、第１および第２のＬＥＤ１１，１２に大
電流を投入することができる。その結果として、本実施形態の光源装置１は、１つのＬＥ
Ｄを用いた照明よりも輝度が高い照明が可能となる。
【００６１】
　なお、本実施形態では、光選択手段としてクイックリターンミラー２１を備えているが
、クイックリターンミラー２１に限られることなく、その他の光選択手段を用いてもよく
、特に限定するものではない。
　例えば、回転ミラーや、全反射と透過をプリズム界面で制御するプリズム群や、液晶セ
ルによるシーケンシャルな偏光変換など、光を選択するにあたり遷移期間が生じるもので
あれば本発明の主旨を逸脱することがない。
【００６２】
〔第２の実施形態〕
　次に、本発明の第２の実施形態について図９から図１７を参照して説明する。
　本実施形態の光源装置の基本構成は、第１の実施形態と同様であるが、第１の実施形態
とは、第３のＬＥＤおよびダイクロイックフィルタが設けられている点が異なっている。
よって、本実施形態においては、図９から図１７を用いて第３のＬＥＤおよびダイクロイ
ックフィルタ周辺を説明し、その他の構成要素等の説明を省略する。
　図９は、本実施形態に係る光源装置の模式図である。
　なお、第１の実施形態と同一の構成要素には、同一の符号を付してその説明を省略する
。
【００６３】
　光源装置２は、図９に示すように照明領域４１を照明するものである。光源装置２には
、第１のＬＥＤ１１、第２のＬＥＤ１２および第３のＬＥＤ（第３の光源手段）１３と、
クイックリターンミラー２１と、ダイクロイックフィルタ（光合成手段）５１と、制御部
（制御手段）２３１と、が設けられている。
【００６４】
　第３のＬＥＤ１３は、照明領域４１を照明する照明光を出射するものであって、第１お
よび第２のＬＥＤ１１，１２から出射される照明光とは異なる波長の照明光を出射するも
のである。第３のＬＥＤ１３から出射された照明光は、第３の光路Ｌ３により照明領域４
１に導かれている（図１０参照。）。
【００６５】
　第３のＬＥＤ１３は、第２のＬＥＤ１２に対して照明領域４１側の位置に、第１のＬＥ
Ｄ１１の照明光の出射方向に略直交して第３のＬＥＤ１３の照明光の出射方向が延びる向
きに配置されている。さらに、第３のＬＥＤ１３は制御部２３１と電気的に接続され、制
御部２３１から発光用の電流および電圧が供給されている。
【００６６】
　ダイクロイックフィルタ５１は、図９に示すように、照明領域４１に向かって延びる第
１および第２の光路Ｌ１，Ｌ２に導かれた照明光を透過するとともに、第３のＬＥＤ１３
から出射された照明光を照明領域４１に向けて反射する特性を有するものである。
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　ダイクロイックフィルタ５１は、第１のＬＥＤ１１の照明光の出射方向と、第３のＬＥ
Ｄ１３の照明光の出射方向とが交差する領域に、第３のＬＥＤ１３の照明光の出射方向に
対して約４５°傾いて配置されている。具体的には、ダイクロイックフィルタ５１は、第
３のＬＥＤ１３における照明光の出射方向に向かって、照明領域４１に近づく傾きを有し
ている。
【００６７】
　制御部２３１は、図９に示すように、第１から第３のＬＥＤ１１，１２，１３における
発光および消灯を制御するとともに、クイックリターンミラー２１の回動制御を行うもの
である。
　具体的な制御方法については、以下に説明する。
【００６８】
　次に、上述の光源装置２による照明領域４１への照明光の照射について説明する。
　図１０から図１２は、図９のクイックリターンミラーの各位相状態を示した模式図であ
る。
　クイックリターンミラー２１における回動は、第１の実施形態と同様に、第１の光路Ｌ
１を形成し、第１のＬＥＤ１１の出射光を照明領域４１に導く状態ｓ１（図９参照。）と
、状態ｓ１から後述する状態３へ遷移する状態であって、第３の光路Ｌ３により第３のＬ
ＥＤ１３の出射光が照明領域４１に導かれる状態ｓ２（図１０参照。）と、第２の光路Ｌ
２を形成し、第２のＬＥＤ１２の出射光を照明領域４１に導く状態ｓ３（図１１参照。）
と、状態ｓ３から上述の状態１へ遷移する状態であって、第３の光路Ｌ３により第３のＬ
ＥＤ１３の出射光が照明領域４１に導かれる状態ｓ４（図１２参照。）と、を繰り返すこ
とにより行われる。
【００６９】
　図１３は、図１のクイックリターンミラーの時間による変位を示すグラフであり、図１
４から図１６は、それぞれ第１，第２および第３のＬＥＤに供給される電流を示すグラフ
である。図１７は、照明領域における明るさを示すグラフである。
【００７０】
　図１４から図１６における縦軸は、それぞれ第１，第２および第３のＬＥＤ１１，１２
，１３を直流駆動した時の定格電流を１として正規化し、図１７における縦軸は、直流駆
動時の明るさを１として正規化している。
　図１４から図１７では、本実施形態における電流値および明るさを実線で表示している
。さらに、比較対象として、第１，第２および第３のＬＥＤ１１，１２，１３を直流駆動
した場合を破線で示している。
【００７１】
　まず、図９に示すように、制御部２３１は、クイックリターンミラー２１が状態ｓ１の
ときに、第１のＬＥＤ１１を発光させる（図１３および１４参照。）。具体的には、第１
のＬＥＤ１１には、上述の定格電流の約３倍の電流が供給される。
【００７２】
　クイックリターンミラー２１が状態ｓ１のときには、第１の光路Ｌ１が形成されている
。第１のＬＥＤ１１から出射された照明光は、第１の光路Ｌ１により照明領域４１に導か
れる。言い換えると、ダイクロイックフィルタ５１を透過して照明領域４１に導かれる。
　このとき、第２および第３のＬＥＤ１２は消灯されている（図１５および１６参照。）
。
【００７３】
　状態ｓ１の継続期間１／３Ｔが経過すると、制御部２３１は、クイックリターンミラー
２１を回動する制御信号を出力し、図１０に示すような、状態ｓ２に移行する。同時に制
御部２３１は、第１のＬＥＤ１１を消灯させ（図１３および１４参照。）、第３のＬＥＤ
１３を発光させる（図１６参照。）。
【００７４】
　第３のＬＥＤ１３から出射された照明光は、ダイクロイックフィルタ５１により反射さ
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れ照明領域４１に導かれる。言い換えると、第３の光路Ｌ３により照明領域４１に導かれ
る。
　このとき、第１および第２のＬＥＤ１１，１２が消灯された状態となる（図１４および
１５参照。）。
【００７５】
　クイックリターンミラー２１の回動が終了し、図１１の示すような、状態ｓ３になると
、制御装置２３１は、第２のＬＥＤ１２を発光させる（図１３および１５参照。）。具体
的には、第２のＬＥＤ１２には、上述の定格電流の約３倍の電流が供給される。
【００７６】
　第２のＬＥＤ１２から出射された照明光は、クイックリターンミラー２１に反射された
後、ダイクロイックフィルタ５１を透過して照明領域４１に導かれる。言い換えると、ク
イックリターンミラー２１により形成された第２の光路Ｌ２により照明領域４１に導かれ
る。
　このとき、第１および第３のＬＥＤ１１，１３は消灯されている（図１４および１６参
照。）。
【００７７】
　状態ｓ３の継続期間１／３Ｔが経過すると、制御部２３１は、クイックリターンミラー
２１を回動する制御信号を出力し、図１２に示すような、状態ｓ４に移行する。同時に制
御部２３１は、第２のＬＥＤ１２を消灯させ（図１３および１５参照。）、第３のＬＥＤ
１３を発光させる（図１６参照。）。
【００７８】
　第３のＬＥＤ１３から出射された照明光は、ダイクロイックフィルタ５１により反射さ
れ照明領域４１に導かれる。言い換えると、第３の光路Ｌ３により照明領域４１に導かれ
る。
　上述のように、第３のＬＥＤ１３は１周期（期間Ｔ）中に、デューティ１／６で２回、
照明光を出射している。そのため、実質デューティ１／３となり、第３のＬＥＤ１３には
直流駆動に比べて３倍の電流が投入されている。
【００７９】
　このとき、第１および第２のＬＥＤ１１，１２が消灯された状態となる（図１４および
１５参照。）。
　以後、状態ｓ１に戻り、上述の制御が繰り返される。
【００８０】
　上述のように、第１の実施形態では、照明領域４１が照明されていなかった遷移期間（
状態ｓ２，ｓ４）において、第３のＬＥＤ１３を発光することで、照明領域４１が照明さ
れていない消灯期間が補完されている。そのため、本実施形態の光源装置２では、第１の
実施形態から更に照明領域４１明るさを増大させることができる。
【００８１】
　上記の構成によれば、遷移期間（状態ｓ２，ｓ４）に第３のＬＥＤ１３が発光するため
、つまり、第１および第２のＬＥＤ１１，１２が発光していない期間が、第３のＬＥＤ１
３が発光する期間に含まれるため、光源装置２は、実質的に遷移期間が全くないように照
明領域４１を照明できる。このようにすることで、さらに、照明領域４１の輝度を明るく
するとともに、光源装置２における光学効率の低下が防止される。
【００８２】
　なお、第３のＬＥＤ１３が発光する期間が、遷移期間（状態ｓ２，ｓ４）を含めばよい
ため、遷移期間（状態ｓ２，ｓ４）よりも長くてもよく、特に限定するものではない。
【００８３】
　一方、第１，第２および第３のＬＥＤ１１，１２，１３の発光を時間的に分離できるた
め、本実施形態の光源装置２をカラーシーケンシャルな照明が必要なアプリケーションに
適用しても、色純度を低下させることなく照明領域４１を照明することができる。具体的
には、それぞれ異なる色の照明光を出射する第１のＬＥＤ１１、第２のＬＥＤ１２、およ
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び、第３のＬＥＤ１３の発光を時間的に分離できるため、色純度を低下させることなく照
明領域４１を照明することができる。
【００８４】
〔第３の実施形態〕
　次に、本発明の第３の実施形態について図１８から図２８を参照して説明する。
　本実施形態の光源装置の基本構成は、第１の実施形態と同様であるが、第１の実施形態
とは、異なる色の照明光を出射可能な構成とされている点が異なっている。よって、本実
施形態においては、図１８から図２８を用いて異なる色の照明光を出射する構成周辺のみ
を説明し、その他の構成要素等の説明を省略する。
　図１８は、本実施形態に係る光源装置の模式図である。
　なお、第１の実施形態と同一の構成要素には、同一の符号を付してその説明を省略する
。
【００８５】
　光源装置３は、図１８に示すように照明領域４１を照明するものである。光源装置３に
は、緑色の照明光を発光する第１のＬＥＤ（第１の光源手段）１１Ｇおよび第２のＬＥＤ
（第２の光源手段）１２Ｇと、赤色の照明光を発光する第３のＬＥＤ（第１の光源手段）
１３Ｒおよび第４のＬＥＤ（第２の光源手段）１４Ｒと、青色の照明光を発光する第５の
ＬＥＤ（第１の光源手段）１５Ｂおよび第６のＬＥＤ（第２の光源手段）１６Ｂと、それ
ぞれ緑色、赤色および青色の照明光を反射する第１のクイックリターンミラー（光選択手
段、回動ミラー）２１Ｇ、第２のクイックリターンミラー（光選択手段、回動ミラー）２
１Ｒ、および、第３のクイックリターンミラー（光選択手段、回動ミラー）２１Ｂと、制
御部（制御手段）３３１と、ダイクロイックプリズム（光合成手段）３５１が設けられて
いる。
【００８６】
　第１のＬＥＤ１１Ｇおよび第２のＬＥＤ１２Ｇは、照明領域４１を照明する緑色の照明
光を出射するものである。第１のＬＥＤ１１Ｇから出射された照明光は、ダイクロイック
プリズム３５１を透過して照明領域４１に導かれ、第２のＬＥＤ１２Ｇから出射された照
明光は、第１のクイックリターンミラー２１Ｇに反射された後にダイクロイックプリズム
３５１を透過して照明領域４１に導かれている（図１８参照。）。
【００８７】
　第１および第２のＬＥＤ１１Ｇ，１２Ｇは、第１のクイックリターンミラー２１Ｇの回
動領域に向かって照明光が出射されるように配置されている。本実施形態では、第１のＬ
ＥＤ１１Ｇの照明光の出射方向が照明領域４１に向かって延び、これに略直交して第２の
ＬＥＤ１２Ｇの照明光の出射方向が延びるように第１および第２のＬＥＤ１１Ｇ，１２Ｇ
が配置されている。
【００８８】
　第３のＬＥＤ１３Ｒおよび第４のＬＥＤ１４Ｒは、照明領域４１を照明する赤色の照明
光を出射するものである。第３のＬＥＤ１３Ｒから出射された照明光は、ダイクロイック
プリズム３５１に反射されることにより照明領域４１に導かれ、第４のＬＥＤ１４Ｒから
出射された照明光は、第２のクイックリターンミラー２１Ｒに反射された後にダイクロイ
ックプリズム３５１に反射されることにより照明領域４１に導かれている（図１８参照。
）。
【００８９】
　第３および第４のＬＥＤ１３Ｒ，１４Ｒは、第２のクイックリターンミラー２１Ｒの回
動領域に向かって照明光が出射されるように配置されている。本実施形態では、第３のＬ
ＥＤ１３Ｒの照明光の出射方向がダイクロイックプリズム３５１に向かって延び、これに
略直交して第４のＬＥＤ１４Ｒの照明光の出射方向が延びるように第３および第４のＬＥ
Ｄ１３Ｒ，１４Ｒが配置されている。
【００９０】
　第５のＬＥＤ１５Ｂおよび第６のＬＥＤ１６Ｂは、照明領域４１を照明する青色の照明
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光を出射するものである。第５のＬＥＤ１５Ｂから出射された照明光は、ダイクロイック
プリズム３５１に反射されることにより照明領域４１に導かれ、第６のＬＥＤ１６Ｂから
出射された照明光は、第３のクイックリターンミラー２１Ｂに反射された後にダイクロイ
ックプリズム３５１に反射されることにより照明領域４１に導かれている（図１８参照。
）。
【００９１】
　第５および第６のＬＥＤ１５Ｂ，１６Ｂは、第３のクイックリターンミラー２１Ｂの回
動領域に向かって照明光が出射されるように配置されている。本実施形態では、第５のＬ
ＥＤ１５Ｂの照明光の出射方向がダイクロイックプリズム３５１に向かって延び、これに
略直交して第６のＬＥＤ１６Ｂの照明光の出射方向が延びるように第５および第６のＬＥ
Ｄ１５Ｂ，１６Ｂが配置されている。
【００９２】
　第１から第６のＬＥＤ１１Ｇ，１２Ｇ，１３Ｒ，１４Ｒ，１５Ｂ，１６Ｂは制御部３３
１と電気的に接続され、制御部３３１から発光用の電流および電圧が供給されている。
【００９３】
　第１のクイックリターンミラー２１Ｇは、図１８に示すように、第１および第２のＬＥ
Ｄ１１Ｇ，１２Ｇから出射された照明光の一方を選択し、照明領域４１に導くものである
。
　第１のクイックリターンミラー２１Ｇは、第１のＬＥＤ１１Ｇの照明光の出射方向に対
して略平行、または、第２のＬＥＤ１２Ｇの照明光の出射方向に対して略直交する位相（
０°と表記する。）（図１８参照。）と、第１および第２のＬＥＤ１１Ｇ，１２Ｇの照明
光の出射方向に対して約４５°の位相（図１８参照。）との間を回動可能に支持されてい
る。
【００９４】
　第１のクイックリターンミラー２１Ｇは、図１８に示すように、第１および第２のＬＥ
Ｄ１１Ｇ，１２Ｇから出射された照明光の一方を選択し、照明領域４１に導くものである
。
　第２のクイックリターンミラー２１Ｒは、第３のＬＥＤ１３Ｒの照明光の出射方向に対
して略平行、または、第４のＬＥＤ１４Ｒの照明光の出射方向に対して略直交する位相（
０°と表記する。）（図１８参照。）と、第３および第４のＬＥＤ１３Ｒ，１４Ｒの照明
光の出射方向に対して約４５°の位相（図１８参照。）との間を回動可能に支持されてい
る。
【００９５】
　第３のクイックリターンミラー２１Ｂは、図１８に示すように、第５および第６のＬＥ
Ｄ１５Ｂ，１６Ｂから出射された照明光の一方を選択し、照明領域４１に導くものである
。
　第３のクイックリターンミラー２１Ｂは、第５のＬＥＤ１５Ｂの照明光の出射方向に対
して略平行、または、第６のＬＥＤ１６Ｂの照明光の出射方向に対して略直交する位相（
０°と表記する。）（図１８参照。）と、第５および第６のＬＥＤ１５Ｂ，１６Ｂの照明
光の出射方向に対して約４５°の位相（図１８参照。）との間を回動可能に支持されてい
る。
【００９６】
　ダイクロイックプリズム３５１は、緑色の照明光を透過するとともに、赤色および青色
の照明光を照明領域４１に向けて反射するものである。
　ダイクロイックプリズム３５１は、第１のＬＥＤ１１Ｇから出射された照明光と、第３
のＬＥＤ１３Ｒから出射された照明光と、第５のＬＥＤ１５Ｂから出射された照明光とが
交差する領域に配置されている。さらに、ダイクロイックプリズム３５１には、第３およ
び第４のＬＥＤ１３Ｒ，１４Ｒから出射された赤色の照明光を反射するとともに、他の波
長の照明光を透過する一の反射面と、第５および第６のＬＥＤ１５Ｂ，１６Ｂから出射さ
れた青色の照明光を反射するとともに、他の波長の照明光を透過する他の反射面とが設け



(15) JP 2008-261998 A 2008.10.30

10

20

30

40

50

られている。
【００９７】
　制御部３３１は、図１８に示すように、第１から第６のＬＥＤ１１Ｇ，１２Ｇ，１３Ｒ
，１４Ｒ，１５Ｂ，１６Ｂにおける発光および消灯を制御するとともに、第１から第３の
クイックリターンミラー２１Ｇ，２１Ｒ，２１Ｂの回動制御を行うものである。
　具体的な制御方法については、以下に説明する。
【００９８】
　次に、上述の光源装置３による照明領域４１への照明光の照射について説明する。
　図１９から図２１は、それぞれ第１から第３のクイックリターンミラーの時間による変
位を示すグラフである。図２２および図２３は、それぞれ第１および第２のＬＥＤに供給
される電流を示すグラフである。図２４および図２５は、それぞれ第３および第４のＬＥ
Ｄに供給される電流を示すグラフである。図２６および図２７は、それぞれ第５および第
６のＬＥＤに供給される電流を示すグラフである。図２８は、照明領域における明るさを
示すグラフである。
【００９９】
　図２２から図２７における縦軸は、それぞれ第１から第６のＬＥＤ１１Ｇ，１２Ｇ，１
３Ｒ，１４Ｒ，１５Ｂ，１６Ｂを直流駆動した時の定格電流を１として正規化し、図２８
における縦軸は、直流駆動時の明るさを１として正規化している。
　図２２から図２８では、本実施形態における電流値および明るさを実線で表示している
。さらに、比較対象として、第１から第６のＬＥＤ１１Ｇ，１２Ｇ，１３Ｒ，１４Ｒ，１
５Ｂ，１６Ｂを直流駆動した場合を破線で示している。
【０１００】
　第１のクイックリターンミラー２１Ｇにおける回動は、以下の４つの状態を繰り返すこ
とにより行われる。
　１つ目の状態が、図１８および図１９に示すように、第１のＬＥＤ１１Ｇの出射光を照
明領域４１に導く状態ｓ１Ｇであり、２つ目の状態が、状態ｓ１Ｇから後述する状態ｓ３
Ｇへ遷移する状態ｓ２Ｇである。
　３つ目の状態が、図１８に示すように、第２のＬＥＤ１２Ｇの出射光を照明領域４１に
導く状態ｓ３Ｇであり、４つ目の状態が、状態ｓ３Ｇから上述の状態ｓ１Ｇへ遷移する状
態ｓ４Ｇである。
【０１０１】
　第２のクイックリターンミラー２１Ｒにおける回動は、以下の４つの状態を繰り返すこ
とにより行われる。
　１つ目の状態が、図１８および図２０に示すように、第３のＬＥＤ１３Ｒの出射光を照
明領域４１に導く状態ｓ１Ｒであり、２つ目の状態が、状態ｓ１Ｒから後述する状態ｓ３
Ｒへ遷移する状態ｓ２Ｒである。
　３つ目の状態が、図１８に示すように、第４のＬＥＤ１４Ｒの出射光を照明領域４１に
導く状態ｓ３Ｒであり、４つ目の状態が、状態ｓ３Ｒから上述の状態ｓ１Ｒへ遷移する状
態ｓ４Ｒである。
【０１０２】
　第３のクイックリターンミラー２１Ｂにおける回動は、以下の４つの状態を繰り返すこ
とにより行われる。
　１つ目の状態が、図１８および図２１に示すように、第５のＬＥＤ１５Ｂの出射光を照
明領域４１に導く状態ｓ１Ｂであり、２つ目の状態が、状態ｓ１Ｂから後述する状態ｓ３
Ｂへ遷移する状態ｓ２Ｂである。
　３つ目の状態が、図１８および図２１に示すように、第６のＬＥＤ１６Ｂの出射光を照
明領域４１に導く状態ｓ３Ｂであり、４つ目の状態が、状態ｓ３Ｂから上述の状態ｓ１Ｂ
へ遷移する状態ｓ４Ｂである。
【０１０３】
　本実施形態では、第１のクイックリターンミラー２１Ｇにおける状態ｓ１Ｇから状態ｓ
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４Ｇまでの１周期Ｔに対して、状態ｓ１Ｇおよび状態ｓ３Ｇが継続される期間を１／３Ｔ
とし、状態ｓ２Ｇおよび状態ｓ４Ｇが継続される期間を１／６Ｔとした場合に適用して説
明する。
　なお、第２および第３のクイックリターンミラー２１Ｒ，２１Ｂについても同様である
。
【０１０４】
　さらに、第１，第２および第３のクイックリターンミラー２１Ｇ，２１Ｒ，２１Ｂにお
ける回動のタイミングは、図１９から図２１に示すように、第１のクイックリターンミラ
ー２１Ｇから第３のクイックリターンミラー２１Ｂの順に、期間１／６Ｔずつ遅れている
。
【０１０５】
　まず、図１８に示すように、制御部３３１は、第１のクイックリターンミラー２１Ｇが
状態ｓ１Ｇの後半のときに、第１のＬＥＤ１１Ｇを発光させる（図１９および図２２参照
。）。具体的には、第１のＬＥＤ１１Ｇには、上述の定格電流の約６倍の電流が供給され
る。
　第１のＬＥＤ１１Ｇから出射された緑色の照明光は、ダイクロイックプリズム３５１を
透過して照明領域４１に導かれる。
　このとき、第２から第６のＬＥＤ１２Ｇ，１３Ｒ，１４Ｒ，１５Ｂ，１６Ｂは消灯され
ている（図２３から図２７参照。）
【０１０６】
　状態ｓ１Ｇの継続期間が経過すると、制御部３３１は、第１のＬＥＤ１１Ｇを消灯させ
るとともに（図２２参照。）、第１のクイックリターンミラー２１Ｇを回動する制御信号
を出力し、第１のクイックリターンミラー２１Ｇは状態ｓ２Ｇに移行する（図１９参照。
）。
【０１０７】
　同時に、制御部３３１は、第２のクイックリターンミラー２１Ｒが状態ｓ１Ｒの後半の
ときに、第３のＬＥＤ１３Ｒを発光させる（図２０および図２４参照。）。第３のＬＥＤ
１３Ｒから出射された赤色の照明光は、ダイクロイックプリズム３５１により反射され照
明領域４１に導かれる。
　このとき、第１および第２，第４から第６のＬＥＤ１１Ｇ，１２Ｇ，１４Ｒ，１５Ｂ，
１６Ｂは消灯されている（図２２および図２３、図２５から図２７参照。）。
【０１０８】
　状態ｓ１Ｒの継続期間が経過すると、制御部３３１は、第３のＬＥＤ１３Ｒを消灯させ
るとともに（図２４参照。）、第２のクイックリターンミラー２１Ｒを回動する制御信号
を出力し、第２のクイックリターンミラー２１Ｒは状態ｓ２Ｒに移行する（図２０参照。
）。
【０１０９】
　同時に、制御部３３１は、第３のクイックリターンミラー２１Ｂが状態ｓ１Ｂの後半の
ときに、第５のＬＥＤ１５Ｂを発光させる（図２１および図２６参照。）。第５のＬＥＤ
１５Ｂから出射された青色の照明光は、ダイクロイックプリズム３５１により反射され照
明領域４１に導かれる。
　このとき、第１から第４，第６のＬＥＤ１１Ｇ，１２Ｇ，１３Ｒ，１４Ｒ，１６Ｂは消
灯されている（図２２から図２６、図２７参照。）。
【０１１０】
　状態ｓ１Ｂの継続期間が経過すると、制御部３３１は、第５のＬＥＤ１５Ｂを消灯させ
るとともに（図２６参照。）、第３のクイックリターンミラー２１Ｂを回動する制御信号
を出力し、第３のクイックリターンミラー２１Ｂは状態ｓ２Ｂに移行する（図２１参照。
）。
【０１１１】
　同時に、制御部３３１は、第１のクイックリターンミラー２１Ｇが状態ｓ３Ｇの後半の
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ときに、第２のＬＥＤ１２Ｇを発光させる（図１９および図２３参照。）。第２のＬＥＤ
１２Ｇから出射された緑色の照明光は、第１のクイックリターンミラー２１Ｇに反射され
た後、ダイクロイックプリズム３５１を透過して照明領域４１に導かれる。
　このとき、第１，第３から第６のＬＥＤ１１Ｇ，１３Ｒ，１４Ｒ，１５Ｂ，１６Ｂは消
灯されている（図２２、図２４から図２７参照。）。
【０１１２】
　状態ｓ３Ｇの継続期間が経過すると、制御部３３１は、第２のＬＥＤ１２Ｇを消灯させ
るとともに（図２３参照。）、第１のクイックリターンミラー２１Ｇを回動する制御信号
を出力し、第１のクイックリターンミラー２１Ｇは状態ｓ４Ｇに移行する（図１９参照。
）。
【０１１３】
　同時に、制御部３３１は、第２のクイックリターンミラー２１Ｒが状態ｓ３Ｒの後半の
ときに、第４のＬＥＤ１４Ｒを発光させる（図２０および図２５参照。）。
　第４のＬＥＤ１４Ｒから出射された赤色の照明光は、第２のクイックリターンミラー２
１Ｒおよびダイクロイックプリズム３５１に反射され照明領域４１に導かれる。
　このとき、第１から第３，第５および第６のＬＥＤ１１Ｇ，１２Ｇ，１３Ｒ，１５Ｂ，
１６Ｂは消灯されている（図２２から図２４、図２６および図２７参照。）。
【０１１４】
　状態ｓ３Ｒの継続期間が経過すると、制御部３３１は、第４のＬＥＤ１４Ｒを消灯させ
るとともに（図２５参照。）、第２のクイックリターンミラー２１Ｒを回動する制御信号
を出力し、第２のクイックリターンミラー２１Ｒは状態ｓ４Ｒに移行する（図２０参照。
）。
【０１１５】
　同時に、制御部３３１は、第３のクイックリターンミラー２１Ｂが状態ｓ３Ｂの後半の
ときに、第６のＬＥＤ１６Ｂを発光させる（図２１および図２７参照。）。
　第６のＬＥＤ１６Ｂから出射された青色の照明光は、第３のクイックリターンミラー２
１Ｂおよびダイクロイックプリズム３５１に反射され照明領域４１に導かれる。
　このとき、第１から第５のＬＥＤ１１Ｇ，１２Ｇ，１３Ｒ，１４Ｒ，１５Ｂは消灯され
ている（図２２から図２６参照。）。
【０１１６】
　上記の構成によれば、各色の照明光をそれぞれ１つのＬＥＤから出射する場合と比較し
て、各色の照明光をそれぞれ２つのＬＥＤから出射することで、各ＬＥＤが照明光を出射
する期間を短くできる。そのため、各ＬＥＤ１１Ｇ，１２Ｇ，１３Ｒ，１４Ｒ，１５Ｂ，
１６Ｂを大電流で駆動し、大光量の照明光を出射させることができる。
【０１１７】
　各クイックリターンミラー２１Ｇ，２１Ｒ，２１Ｂの遷移期間は互いにずれているため
、各ＬＥＤ１１Ｇ，１２Ｇ，１３Ｒ，１４Ｒ，１５Ｂ，１６Ｂから出射された大光量の照
明光を連続して照明領域４１に出射させることができる。そのため、照明領域４１には常
に効率よく大光量の照明光が照射される。
　さらに、時間順次に異なる色の照明光による照明がなされるカラーシーケンシャルな照
明を行う場合でも、色純度を低下させることなく照明領域４１を照明することができる。
【０１１８】
　第２および第３の実施形態においては、光合成手段として、それぞれダイクロイックフ
ィルタ５１やダイクロイックプリズム３５１を備えた光源装置２，３に適用して説明した
が、ダイクロイックフィルタ５１等を用いた波長による合成に限定されるものではない。
【０１１９】
　例えば、光の偏光による合成を行うＰＢＳプリズム等、その他の動的に変質しない合成
手段を用いてもよいし、可動機構により光（光路）の合成を行う光合成手段であっても、
クイックリターンミラーなどの光選択手段と比較して、遷移期間の短いものであれば用い
ることができ、本発明の主旨を逸脱することがない。
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　上述のＰＢＳプリズムを光合成手段として用いる場合には、偏光状態をそろえるために
、偏光板や１／２位相差板などを適宜用いてもよい。
【０１２０】
　本実施形態では、緑色、赤色、青色の各照明光に対応して第１から第３のクイックリタ
ーンミラー２１Ｇ，２１Ｒ，２１Ｂをそれぞれ設けた光源装置３に適用して説明したが、
緑色の照明光のみ第１および第２のＬＥＤ１１Ｇ，１２Ｇと、第１のクイックリターンミ
ラー２１Ｇを備えた構成とし、赤色および青色の照明光については、それぞれ一つのＬＥ
Ｄから各照明光を出射させる構成としてもよい。
　この構成の場合には、第１のクイックリターンミラー２１Ｇの遷移期間内に、赤色およ
び青色の照明光を出射し、緑色、赤色および青色の照明光を連続して出射する制御を行っ
てもよい。
【０１２１】
〔第４の実施形態〕
　次に、本発明の第４の実施形態について図２９から図３４を参照して説明する。
　本実施形態の光源装置の基本構成は、第１の実施形態と同様であるが、第１の実施形態
とは、異なる色の照明光を出射可能な構成とされている点が異なっている。よって、本実
施形態においては図２９から図３４を用いて異なる色の照明光を出射する構成周辺のみを
説明し、その他の構成要素等の説明を省略する。
　図２９は、本実施形態に係る光源装置の模式図である。
　なお、第１の実施形態と同一の構成要素には、同一の符号を付してその説明を省略する
。
【０１２２】
　光源装置４は、図２９に示すように照明領域４１を照明するものである。光源装置４に
は、白色ＬＥＤ（第１の光源手段）１７Ｗおよび赤色ＬＥＤ（第２の光源手段）１８Ｒと
、カラーホイール（光選択手段）４２４と、カラーフィルタ（光合成手段）４５１と、制
御部（制御手段）４３１と、が設けられている。
【０１２３】
　白色ＬＥＤ１７Ｗは、図２９に示すように、照明領域４１を照明する照明光を出射する
ものであって、青色から黄色までの発光スペクトルと比較して赤色の発光スペクトルが乏
しい光を出射するものである。白色ＬＥＤ１７Ｗから出射された照明光はカラーホイール
４２４に導かれ、カラーホイール４２４を透過した照明光は、カラーフィルタ４５１を透
過して照明領域４１に導かれている。
【０１２４】
　白色ＬＥＤ１７Ｗは、照明領域４１に向かって照明光の出射方向が延びるように配置さ
れている。さらに、白色ＬＥＤ１７Ｗは制御部４３１と電気的に接続され、制御部４３１
から発光用の電流および電圧が供給されている。
【０１２５】
　赤色ＬＥＤ１８Ｒは、図２９に示すように、照明領域４１を照明する赤色の照明光を出
射するものである。赤色ＬＥＤ１８Ｒから出射された照明光は、カラーフィルタ４５１に
反射されることにより照明領域４１に導かれている。
【０１２６】
　赤色ＬＥＤ１８Ｒは、白色ＬＥＤ１７Ｗに対して照明領域４１側の位置に、白色ＬＥＤ
１７Ｗの照明光の出射方向に略直交して赤色ＬＥＤ１８Ｒの照明光の出射方向が延びる向
きに配置されている。さらに、赤色ＬＥＤ１８Ｒは制御部４３１と電気的に接続され、制
御部４３１から発光用の電流および電圧が供給されている。
【０１２７】
　図３０は、図２９のカラーホイールの構成を説明する模式図である。
　カラーホイール４２４は、図２９および図３０に示すように、円板状の部材であって、
中心に設けられた回転軸４２４Ｃ周りに回転可能に支持され、制御部４３１により回転制
御されたものである。制御部４３１の制御信号に基づき、カラーホイール４２４を回転駆
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動するものとしては、ステッピングモータなどの公知の駆動装置を用いることができ、特
に限定するものではない。
　カラーホイール４２４には、図３０に示すように、緑色の照明光（第１の選択光）を透
過する緑光透過領域４２４Ｇと、青色の照明光（第２の選択光）を透過する青光透過領域
４２４Ｂと、が半円状に設けられている。
【０１２８】
　カラーホイール４２４は、白色ＬＥＤ１７Ｗとカラーフィルタ４５１との間であって、
白色ＬＥＤ１７Ｗから出射された照明光がカラーホイール４２４の円板面に照射される位
置に配置されている。本実施形態では、回転軸４２４Ｃの軸線が白色ＬＥＤ１７Ｗの出射
方向と略平行に配置された構成に適用して説明するが、この配置構成に限定されるもので
はない。
　なお、図３０における破線の円で示される照射領域Ａは、白色ＬＥＤ１７Ｗから出射さ
れた白色の照明光が照射される領域を示すものである。
【０１２９】
　カラーフィルタ４５１は、カラーホイール４２４を透過した緑色および青色の照明光を
透過するとともに、赤色ＬＥＤ１８Ｒから出射された赤色の照明光を反射する板状の部材
である。
【０１３０】
　カラーフィルタ４５１は、カラーホイール４２４と照明領域４１との間であって、白色
ＬＥＤ１７Ｗの照明光の出射方向と、赤色ＬＥＤ１８Ｒの照明光の出射方向とが交差する
領域に配置されている。さらに、カラーフィルタ４５１における赤色の照明光が入射する
面が、赤色ＬＥＤ１８Ｒの出射方向に向かって、照明領域４１に近づく傾きを有するよう
に配置されている。本実施形態では、この傾きが赤色ＬＥＤ１８Ｒの出射方向に対して約
４５°の構成に適用して説明する。
【０１３１】
　制御部４３１は、図２９に示すように、白色および赤色ＬＥＤ１７Ｗ，１８Ｒにおける
発光および消灯を制御するとともに、カラーホイール４２４の回転を制御するものである
。
　具体的な制御方法については、以下に説明する。
【０１３２】
　次に、上述の光源装置４による照明領域４１への照明光の照射について説明する。
　図３１は、図３０のカラーホイールの照明領域における緑光および青光透過領域の占め
る割合を示すグラフであり、図３２および図３３は、それぞれ白色および赤色ＬＥＤに供
給される電流を示すグラフである。図３４は、照明領域における明るさを示すグラフであ
る。
【０１３３】
　図３１において、カラーホイール４２４における白色の照明光が照射される照明領域に
対する緑光透過領域４２４Ｇが占める割合を実線で示し、青光透過領域４２４Ｂが占める
割合を破線で示している。
　図３２および図３３における縦軸は、それぞれ白色および赤色ＬＥＤ１７Ｗ，１８Ｒを
直流駆動した時の定格電流を１として正規化し、図３４における縦軸は、直流駆動時の明
るさを１として正規化している。
【０１３４】
　カラーホイール４２４における回転は、以下の４つの状態を繰り返すことにより行われ
る。
　１つ目の状態が、図３１に示すように、照射領域Ａが緑光透過領域４２４Ｇに含まれる
状態ｑ１であって、照射領域Ａにおける緑光透過領域４２４Ｇの割合が１の状態である。
このとき、白色ＬＥＤ１７Ｗから出射された白色の照明光が緑光透過領域４２４Ｇを透過
して緑色の照明光に変換される。
【０１３５】
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　２つ目の状態が、図２に示すように、状態ｑ１から後述する状態ｑ３へ遷移する状態ｑ
２である。このとき、照明領域Ａには緑光透過領域４２４Ｇおよび青光透過領域４２４Ｂ
の両者が含まれている。
【０１３６】
　３つ目の状態が、照射領域Ａが青光透過領域４２４Ｂに含まれる状態ｑ３であって、照
射領域Ａにおける青光透過領域４２４Ｂの割合が１の状態である。このとき、白色ＬＥＤ
１７Ｗから出射された白色の照明光が青光透過領域４２４Ｂを透過して青光の照明光に変
換される。
【０１３７】
　４つ目の状態が、状態ｑ３から上述の状態ｑ１へ遷移する状態ｑ４である。このとき、
照明領域Ａには緑光透過領域４２４Ｇおよび青光透過領域４２４Ｂの両者が含まれている
。
【０１３８】
　まず、図２９に示すように、制御部４３１は、カラーホイール４２４が状態ｑ１のとき
に、白色ＬＥＤ１７Ｗを発光させる（図３１および３２参照。）。具体的には、白色ＬＥ
Ｄ１７Ｗには、上述の定格電流が供給される。
　カラーホイール４２４が状態ｑ１のときには、白色ＬＥＤ１７Ｗから出射された照明光
は、第１の光路Ｌ４１を介して、緑光透過領域４２４Ｇに入射し、緑色の照明光のみが透
過する。透過した緑色の照明光は、カラーフィルタ４５１を透過して照明領域４１に導か
れる。
　このとき、赤色ＬＥＤ１８Ｒは消灯されている（図３３参照。）
【０１３９】
　カラーホイール４２４が回転して、照明領域Ａに青光透過領域４２４Ｂが含まれ始める
状態ｑ２になると、制御部４３１は、白色ＬＥＤ１７Ｗを消灯させ（図３２参照。）、赤
色ＬＥＤ１８Ｒを発光させる（図３３参照。）。具体的には、赤色ＬＥＤ１８Ｒには、上
述の定格電流の約３倍の電流が供給される。
　赤色ＬＥＤ１８Ｒから出射された照明光は、第２の光路Ｌ４２を介して、カラーフィル
タ４５１に反射され、照明領域４１に導かれる。
【０１４０】
　照明領域Ａが全て青光透過領域４２４Ｂになる状態ｑ３になると、制御部４３１は、赤
色ＬＥＤ１８Ｒを消灯させ（図３３参照。）、白色ＬＥＤ１７Ｗを発光させる（図３２参
照。）。
　カラーホイール４２４が状態ｑ３のときには、白色ＬＥＤ１７Ｗから出射された照明光
は青光透過領域４２４Ｂに入射し、青色の照明光のみが透過する。透過した青色の照明光
は、カラーフィルタ４５１を透過して照明領域４１に導かれる。
【０１４１】
　照明領域Ａに緑光透過領域４２４Ｇが含まれ始める状態ｑ４になると、制御部４３１は
、白色ＬＥＤ１７Ｗを消灯させ（図３２参照。）、赤色ＬＥＤ１８Ｒを発光させる（図３
３参照。）。
　赤色ＬＥＤ１８Ｒから出射された照明光はカラーフィルタ４５１に反射され、照明領域
４１に導かれる。
　以後、状態ｓ１に戻り、上述の制御が繰り返される。
【０１４２】
　上記の構成によれば、白色ＬＥＤ１７Ｗおよびカラーホイール４２４から、緑色および
青色の照明光を出射させる場合における各照明光が切り替わる遷移期間（状態ｑ２および
状態ｑ４）に、白色ＬＥＤ１７Ｗを消灯する。これにより、白色ＬＥＤ１７Ｗに対する点
灯デューティが短くなり、緑色および青色の照明光が照明領域４１に出射される期間（状
態ｑ１および状態ｑ３）に、電流をさらに多く投入して白色ＬＥＤ１７Ｗから大光量を得
ることができる。そのため、光学効率の低下を防止しながら、本実施形態の光源装置４に
より照明される照明領域４１の輝度を高めることができる。
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【０１４３】
　一方、遷移期間（状態ｑ２および状態ｑ４）に赤色ＬＥＤ１８Ｒが発光するため、つま
り、白色ＬＥＤ１７Ｗが消灯している期間に赤色ＬＥＤ１８Ｒが発光するため、光源装置
４は、実質的に遷移期間が全くないように照明領域４１を照明できる。このようにするこ
とで、さらに、照明領域４１の輝度を明るくするとともに、光源装置４における光学効率
の低下を防止することができる。
　さらに、白色および赤色ＬＥＤ１７Ｗ，１８Ｒの発光を時間的に分離できるため、本実
施形態の光源装置４をカラーシーケンシャルな照明が必要なアプリケーションに適用して
も、色純度を低下させることなく照明領域４１を照明することができる。
【０１４４】
　カラーフィルタ４５１は、可動部分を有する光路合成手段と比較して、光路を合成する
遷移期間が存在しないため、本実施形態の光源装置４における光学効率の低下をより確実
に防止するとともに、照明領域４１に輝度をより高めることができる。
【０１４５】
　なお、白色ＬＥＤ１７Ｗから出射された白色の照明光により照明領域４１を照明する場
合、上述の白色の照明光では赤色の波長域が乏しく、これを補うために赤色の照明光を出
射する赤色ＬＥＤ１８Ｒが用いられる場合がある。
　かかる場合に、状態ｑ２および状態ｑ４の間に赤色ＬＥＤ１８Ｒから赤色の照明光を出
射させることにより、第１の実施形態同様に、消灯期間（状態ｑ２および状態ｑ４）のな
い照明が可能となる。
【０１４６】
　なお、上述の実施形態では、光選択手段を緑色および青色の２波長の光を透過するカラ
ーホイール４２４を用いた構成に適用して説明したが、光選択手段は、一つの光源から出
射された出射光に基づいて複数の特性の出射光を得るとともに、各特性を切り替える期間
である遷移期間を生じるものであれば、本発明を逸脱するものではない。
　例えば、多原色の光を透過するカラーホイールや、カラーフィルタをメカニカルに切り
替え部や、液晶セルを用いたシーケンシャルな偏光変換部などを用いた構成であっても構
わない。
【０１４７】
〔第５の実施形態〕
　次に、本発明の第５の実施形態に係るプロジェクタについて図３５を参照して説明する
。
　本実施形態のプロジェクタは、上述の第３の実施形態に係る光源装置３が設けられたも
のである。よって、本実施形態では、光源装置３の説明を省略し、光源装置３以外の構成
要素について説明する。
　図３５は、本実施形態に係るプロジェクタの構成を説明する模式図である。
【０１４８】
　プロジェクタ５は、図３５に示すように、光源装置３から出射された照明光を用いて、
画像をスクリーン６５に投影するものである。
　プロジェクタ５には、図３５に示すように、光源装置３と、変調デバイス６２と、リレ
ーレンズ６３と、投影レンズ６４と、が設けられている。
【０１４９】
　光源装置３は、上述のように緑色、赤色および青色の照明光を順次出射するカラーシー
ケンシャル方式の光源である。光源装置３は、変調デバイス６２に向けて各照明光を出射
する向きに配置されている。
【０１５０】
　変調デバイス６２は、表示させる画像に基づいて、光源装置３から入射した各照明光を
変調し、画像を表示する変調光として出射するものである。本実施形態では、変調デバイ
ス６２をＤＭＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｉｃｒｏｍｉｒｒｏｒ　Ｄｅｖｉｃｅ（登録商標）
）に適用して説明する。
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【０１５１】
　リレーレンズ６３は、光源装置３から出射された各照明光を変調デバイス６２に導くと
ともに集光させるものである。リレーレンズ６３は、光源装置３と変調デバイス６２との
間に配置されている。
【０１５２】
　投影レンズ６４は、変調デバイス６２から出射された各色の変調光をスクリーン６５に
向けて出射するものである。投影レンズ６４は、変調デバイス６２とスクリーン６５との
間に配置されている。
【０１５３】
　上記の構成によれば、光源装置３から出射された各色の照明光を用いるため、本実施形
態のプロジェクタ５は、表示領域の明るさを向上させながら、色純度が高い投影像をスク
リーン６５に投影することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１５４】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る光源装置の模式図を示す。
【図２】図１のクイックリターンミラーの各位相状態を示した模式図である。
【図３】図１のクイックリターンミラーの各位相状態を示した模式図である。
【図４】図１のクイックリターンミラーの各位相状態を示した模式図である。
【図５】図１のクイックリターンミラーの時間による変位を示すグラフである。
【図６】図１の第１のＬＥＤに供給される電流を示すグラフである。
【図７】図１の第２のＬＥＤに供給される電流を示すグラフである。
【図８】図１の照明領域における明るさを示すグラフである。
【図９】本発明の第２の実施形態に係る光源装置の模式図である。
【図１０】図９のクイックリターンミラーの各位相状態を示した模式図である。
【図１１】図９のクイックリターンミラーの各位相状態を示した模式図である。
【図１２】図９のクイックリターンミラーの各位相状態を示した模式図である。
【図１３】図９のクイックリターンミラーの時間による変位を示すグラフである。
【図１４】図９の第１のＬＥＤに供給される電流を示すグラフである。
【図１５】図９の第２のＬＥＤに供給される電流を示すグラフである。
【図１６】図９の第３のＬＥＤに供給される電流を示すグラフである。
【図１７】図９の照明領域における明るさを示すグラフである。
【図１８】本発明の第３の実施形態に係る光源装置の模式図である。
【図１９】図１８の第１のクイックリターンミラーの時間による変位を示すグラフである
。
【図２０】図１８の第２のクイックリターンミラーの時間による変位を示すグラフである
。
【図２１】図１８の第３のクイックリターンミラーの時間による変位を示すグラフである
。
【図２２】図１８の第１のＬＥＤに供給される電流を示すグラフである。
【図２３】図１８の第２のＬＥＤに供給される電流を示すグラフである。
【図２４】図１８の第３のＬＥＤに供給される電流を示すグラフである。
【図２５】図１８の第４のＬＥＤに供給される電流を示すグラフである。
【図２６】図１８の第５のＬＥＤに供給される電流を示すグラフである。
【図２７】図１８の第６のＬＥＤに供給される電流を示すグラフである。
【図２８】図１８の照明領域における明るさを示すグラフである。
【図２９】本発明の第４の実施形態に係る光源装置の模式図である。
【図３０】図２９のカラーホイールの構成を説明する模式図である。
【図３１】図３０のカラーホイールの照明領域における緑光および青光透過領域の占める
割合を示すグラフである。
【図３２】図３０の白色ＬＥＤに供給される電流を示すグラフである。
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【図３３】図３０の赤色ＬＥＤに供給される電流を示すグラフである。
【図３４】照明領域における明るさを示すグラフである。
【図３５】本発明の第５の実施形態に係るプロジェクタの構成を説明する模式図である。
【図３６】従来の光路切り替え装置の全体の概略構成を説明する図である。
【図３７】図３６の回転体の各遷移状態を説明する図である。
【図３８】図３６の回転体の各遷移状態を説明する図である。
【図３９】図３６の回転体の各遷移状態を説明する図である。
【図４０】図３６の回転体の各遷移状態を説明する図である。
【図４１】図３６の回転体の変位を示すグラフである。
【図４２】図３６の各光源に供給される電流を示すグラフである。
【図４３】図３６の各光源に供給される電流を示すグラフである。
【図４４】図３６の照明領域における明るさを示すグラフである。
【符号の説明】
【０１５５】
　１，２，３，４　光源装置
　５　プロジェクタ
　１１，１１Ｇ　第１のＬＥＤ（第１の光源手段）
　１２，１２Ｇ　第２のＬＥＤ（第２の光源手段）
　１３　第３のＬＥＤ（第３の光源手段）
　２１，２１Ｒ，２１Ｇ，２１Ｂ　クイックリターンミラー（光選択手段、回動ミラー）
　３１，２３１，３３１　制御部（制御手段）
　５１　ダイクロイックフィルタ（光合成手段）
　１３Ｒ　第３のＬＥＤ（第１の光源手段）
　１４Ｒ　第４のＬＥＤ（第２の光源手段）
　１５Ｂ　第５のＬＥＤ（第１の光源手段）
　１６Ｂ　第６のＬＥＤ（第２の光源手段）
　１７Ｗ　白色ＬＥＤ（第１の光源手段）
　１８Ｒ　赤色ＬＥＤ（第２の光源手段）
　３５１，４５１　ダイクロイックプリズム（光合成手段）
　４２４　カラーホイール（光選択手段）
　４５１　カラーフィルタ（光合成手段）
　Ｌ１，Ｌ４１　第１の光路
　Ｌ２，Ｌ４２　第２の光路
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