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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外装筐体に収納され画像光を拡大投射する投射光学装置を備えたプロジェクタであって
、
　前記外装筐体には、鉛直方向に沿う側壁部における前記投射光学装置に対向する位置に
、外部の空気を導入するための吸気孔が形成され、
　前記投射光学装置および前記吸気孔の間に配設され、前記吸気孔から外部の空気を導入
する第１シロッコファン、および前記投射光学装置を挟んで前記第１シロッコファンに対
向して配設される第２シロッコファンと、
　前記投射光学装置および前記吸気孔の間において前記第１シロッコファンに対して前記
投射光学装置の投射方向と反対側に配設される空気導入部を有し、前記吸気孔から前記空
気導入部を介して導入された空気を前記第２シロッコファンに導く連結ダクトとを備え、
　前記第１シロッコファンは、
　前記第２シロッコファン以上の大きさで構成されている
　ことを特徴とするプロジェクタ。
【請求項２】
　請求項１に記載のプロジェクタにおいて、
　前記第１シロッコファンは、
　前記吸気孔に対向する第１吸入口、および前記第１吸入口に対向する第２吸入口を有し
、前記各吸入口の双方から空気を吸入するように構成され、
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　前記連結ダクトは、
　一部が前記第２吸入口に向けて延び、前記空気導入部を介して導入された空気を前記第
２シロッコファン側および前記第２吸入口側に分岐して流通させる
　ことを特徴とするプロジェクタ。
【請求項３】
　請求項２に記載のプロジェクタにおいて、
　前記連結ダクトには、
　内部の空間を２つに区画する区画板が設けられ、
　前記区画板は、
　前記空気導入部を介して導入された空気を前記第２吸入口に向けて流通させる第１空間
と、前記第２シロッコファンに向けて流通させる第２空間とに区画する
　ことを特徴とするプロジェクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プロジェクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光源装置と、光源装置から射出された光束を画像情報に応じて変調して画像光を
形成する光変調装置と、画像光を拡大投射する投射光学装置と、外装を構成する外装筐体
とを備えたプロジェクタが知られている。
　このようなプロジェクタでは、光変調装置等の各種光学部品（冷却対象）の冷却構造と
して、外装筐体に吸気孔を形成し、該吸気孔を介して外装筐体外部の空気を導入し、導入
した空気を冷却対象に送風する冷却構造が多用される（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載のプロジェクタでは、プロジェクタの大型化を回避しつつ、
冷却対象を冷却する冷却構造が採用されている。
　具体的に、特許文献１に記載の冷却構造では、外装筐体における投射光学装置に近接し
た側面に吸気孔を形成している。そして、投射光学装置および吸気孔の間に配設した第１
シロッコファンと、投射光学装置を挟んで第１シロッコファンに対向して配設した第２シ
ロッコファンとにより、吸気孔を介して外装筐体外部の空気を導入している。
　また、吸気孔から第２シロッコファンに空気を吸入しやすくするため、すなわち、吸気
孔から導入された空気が第１シロッコファンにより遮られることを防止するために、第１
シロッコファンとして、第２シロッコファンよりも小さいファンを採用している。
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２４２１０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の冷却構造では、上述したように小さいサイズの第１
シロッコファンを採用しているため、第１シロッコファンから冷却対象に送風される風量
を十分に確保することが難しい、という問題がある。
　したがって、プロジェクタの大型化を回避しつつ、冷却性能を向上できる技術が要望さ
れている。
【０００６】
　本発明の目的は、大型化を回避しつつ、冷却性能を向上できるプロジェクタを提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のプロジェクタは、外装筐体に収納され画像光を拡大投射する投射光学装置を備
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えたプロジェクタであって、前記外装筐体には、鉛直方向に沿う側壁部における前記投射
光学装置に対向する位置に、外部の空気を導入するための吸気孔が形成され、前記投射光
学装置および前記吸気孔の間に配設され、前記吸気孔から外部の空気を導入する第１シロ
ッコファン、および前記投射光学装置を挟んで前記第１シロッコファンに対向して配設さ
れる第２シロッコファンと、前記投射光学装置および前記吸気孔の間において前記第１シ
ロッコファンに対して前記投射光学装置の投射方向と反対側に配設される空気導入部を有
し、前記吸気孔から前記空気導入部を介して導入された空気を前記第２シロッコファンに
導く連結ダクトとを備え、前記第１シロッコファンは、前記第２シロッコファン以上の大
きさで構成されていることを特徴とする。
【０００８】
　本発明では、第１シロッコファンが第２シロッコファン以上の大きさで構成されている
ので、従来の構成と比較して大きいサイズの第１シロッコファンを採用できる。このため
、従来の構成と比較して、第１シロッコファンから冷却対象に送風される風量を十分に確
保でき、冷却性能を向上できる。
　また、第１シロッコファンを第２シロッコファン以上の大きさで構成した場合であって
も、吸気孔から導入された空気を第２シロッコファンに導く連結ダクトにおいて、空気導
入部を第１シロッコファンに対して投射方向と反対側に設けたので、吸気孔から導入され
た空気が第１シロッコファンにより遮られることもない。このため、吸気孔から連結ダク
トを介して第２シロッコファンに空気を効果的に吸入させることができ、すなわち、第２
シロッコファンから冷却対象に送風される風量も十分に確保でき、冷却性能を向上できる
。
【０００９】
　ところで、投射光学装置の基端側（画像光が取り込まれる側）は、光源装置から光変調
装置までの光学系のレイアウト上、何れの部材も配置されないデッドスペースとなりやす
いものである。
　本発明では、空気導入部は、第１シロッコファンに対して投射方向と反対側、すなわち
、投射光学装置の基端側であるデッドスペースに配設される。このため、空気導入部を上
記の位置に配設した場合であっても、プロジェクタの大型化を回避できる。
　以上のことから、プロジェクタの大型化を回避しつつ、冷却性能を向上できるため、本
発明の目的を達成できる。
【００１０】
　本発明のプロジェクタでは、前記第１シロッコファンは、前記吸気孔に対向する第１吸
入口、および前記第１吸入口に対向する第２吸入口を有し、前記各吸入口の双方から空気
を吸入するように構成され、前記連結ダクトは、一部が前記第２吸入口に向けて延び、前
記空気導入部を介して導入された空気を前記第２シロッコファン側および前記第２吸入口
側に分岐して流通させることが好ましい。
　ところで、シロッコファンとしては、１つのみの吸入口を有する片側吸込み型のシロッ
コファンよりも２つの吸入口を有する両側吸込み型のシロッコファンの方が空気の吸入量
を確保しやすいものである。
　本発明では、第１シロッコファンは、両側吸込み型のシロッコファンで構成されている
。また、連結ダクトは、空気導入部を介して導入された空気を第２シロッコファンの他、
第１シロッコファンの第２吸入口にも導く。このことにより、例えば第１シロッコファン
を片側吸込み型のシロッコファンで構成した場合と比較して、ファンの回転数を増加させ
なくても空気の吸入量を十分に確保できるため、ファンの回転数を減少でき、冷却性能を
向上させつつプロジェクタの低騒音化が図れる。
【００１１】
　本発明のプロジェクタでは、前記連結ダクトには、内部の空間を２つに区画する区画板
が設けられ、前記区画板は、前記空気導入部を介して導入された空気を前記第２吸入口に
向けて流通させる第１空間と、前記第２シロッコファンに向けて流通させる第２空間とに
区画することが好ましい。
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　本発明では、連結ダクト内部に区画板が設けられているので、連結ダクト内部において
、各シロッコファンによる空気の吸入が相互に干渉することがない。例えば、第１シロッ
コファンの空気の吸入による影響で、第２シロッコファンの空気の吸入量が減少すること
がない。すなわち、各シロッコファンの双方の空気の吸入量を十分に確保できるため、冷
却性能をさらに向上できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
[第１実施形態]
　以下、本発明の第１実施形態を図面に基づいて説明する。
　〔プロジェクタの概観構成〕
　図１は、第１実施形態におけるプロジェクタ１を前面上方側から見た斜視図である。
　図２は、プロジェクタ１の内部構造を模式的に示す図である。
　なお、以下で記載する「上」、「下」、「左」、「右」は、図１における図面視におい
て、上下左右に相当するものである。また、以下で記載する「前面」、「背面」も、図１
における図面視において、前面および背面に相当するものである。
　プロジェクタ１は、光源から射出された光束を画像情報に応じて変調して画像光を形成
し、形成した画像光をスクリーン（図示略）上に拡大投射するものである。このプロジェ
クタ１は、図１または図２に示すように、外装を構成する外装筐体２と、光学ユニット３
（図２）と、冷却装置４（図２）とで大略構成されている。
【００１３】
　外装筐体２は、図１または図２に示すように、略直方体形状を有し、光学ユニット３お
よび冷却装置４を内部に収納する。
　この外装筐体２において、前面部２１には、図２に示すように、光学ユニット３から拡
大投射される画像光を通過させるための光束通過用開口部２１１が形成されている。
　また、この外装筐体２において、鉛直方向に沿う側壁部としての右側面部２２には、図
１に示すように、前面側で光学ユニット３の後述する投射レンズ３７に対向する位置に、
外部の空気を導入するための吸気孔２２１が形成されている。
　ここで、吸気孔２２１は、図１に示すように、冷却装置４を構成する後述する第１シロ
ッコファン４１に空気を流通させる矩形状の第１領域Ａｒ１と、冷却装置４を構成する後
述する連結ダクト４４に空気を流通させる矩形状の第２領域Ａｒ２とを有する。
　また、第１領域Ａｒ１は、第１シロッコファン４１の外形形状と略同一の大きさで構成
されている。第２領域Ａｒ２は、連結ダクト４４を構成する後述する空気導入部４５の外
形形状と略同一の大きさで構成されている。
【００１４】
　〔光学ユニットの構成〕
　光学ユニット３は、制御装置（図示略）による制御の下、画像情報に応じて画像光を形
成するものであり、外装筐体２の背面に沿って左側から右側に延出し、さらに前面側に屈
曲して延出する平面視略Ｌ字形状を有している。
　この光学ユニット３は、図２に示すように、光源ランプ３１１およびリフレクタ３１２
を有する光源装置３１と、レンズアレイ３２１，３２２、偏光変換素子３２３、および重
畳レンズ３２４を有する照明光学装置３２と、ダイクロイックミラー３３１，３３２、お
よび反射ミラー３３３を有する色分離光学装置３３と、入射側レンズ３４１、リレーレン
ズ３４３、および反射ミラー３４２，３４４を有するリレー光学装置３４と、光変調装置
としての３つの液晶パネル３５１（赤色光側の液晶パネルを３５１Ｒ、緑色光側の液晶パ
ネルを３５１Ｇ、青色光側の液晶パネルを３５１Ｂとする）、３つの入射側偏光板３５２
、３つの射出側偏光板３５３、および色合成光学装置としてのクロスダイクロイックプリ
ズム３５４を有する光学装置３５と、光学部品用筐体３６と、投射光学装置としての投射
レンズ３７とを有する。
　そして、光学ユニット３では、上述した構成により、光源装置３１から射出され照明光
学装置３２を介した光束は、色分離光学装置３３にてＲ，Ｇ，Ｂの３つの色光に分離され
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る。また、分離された各色光は、各液晶パネル３５１にて画像情報に応じてそれぞれ変調
され、色光毎の画像光が形成される。色光毎の画像光は、クロスダイクロイックプリズム
３５４にて合成され、投射レンズ３７にてスクリーン（図示略）に拡大投射される。
　なお、上述した各部材３１～３７については、種々の一般的なプロジェクタの光学系と
して利用されているため、具体的な説明を省略する。
【００１５】
　〔冷却装置の構成〕
　図３は、冷却装置４を前面上方側から見た斜視図である。
　冷却装置４は、図２に示すように、投射レンズ３７に近接して配設され、吸気孔２２１
から導入した空気を冷却対象（光学装置３５、偏光変換素子３２３）に送風して冷却する
。この冷却装置４は、図３に示すように、第１シロッコファン４１と、第２シロッコファ
ン４２と、吸気側ダクト４３と、連結ダクト４４とを備える。
　なお、図２では、説明の便宜上、冷却装置４の構成として、吸気側ダクト４３および連
結ダクト４４を省略している。
【００１６】
　第１シロッコファン４１は、ファン回転軸Ａｘ１（図２）に沿って取り込んだ空気をフ
ァン回転接線方向に沿って吐出する、いわゆる、遠心力ファンで構成されている。
　本実施形態では、第１シロッコファン４１は、互いに対向する各位置に空気を吸入する
第１吸入口４１１（図２）および第２吸入口４１２（図２）が設けられた、両側吸込み型
のシロッコファンで構成されている。
　また、第１シロッコファン４１は、図２に示すように、投射レンズ３７および吸気孔２
２１の間において、ファン回転軸Ａｘ１が投射レンズ３７の投射方向に交差し、第１吸入
口４１１が吸気孔２２１に対向するとともに、吐出口４１３が背面側に向くように配設さ
れている。
　そして、冷却装置４が組み立てられ、外装筐体２内部に取り付けられた状態では、第１
シロッコファン４１は、第１吸入口４１１が吸気側ダクト４３を介して吸気孔２２１の第
１領域Ａｒ１に対向する。
【００１７】
　第２シロッコファン４２は、第１シロッコファン４１と同様の遠心力ファンで構成され
、図２または図３に示すように、第１シロッコファン４１よりも小さいサイズを有してい
る。
　なお、本実施形態では、第２シロッコファン４２は、第１シロッコファン４１とは異な
り、片側のみに吸入口４２１（図２）が設けられた、片側吸込み型のシロッコファンで構
成されている。
　また、この第２シロッコファン４２は、図２に示すように、投射レンズ３７を挟んで第
１シロッコファン４１に対向し、ファン回転軸Ａｘ２が投射レンズ３７の投射方向に交差
し、吸入口４２１が第１シロッコファン４１に対向するとともに、吐出口４２３が背面側
に向くように配設されている。
　そして、冷却装置４が組み立てられ、外装筐体２内部に取り付けられた状態では、第２
シロッコファン４２は、吸入口４２１が連結ダクト４４および吸気側ダクト４３を介して
吸気孔２２１の第２領域Ａｒ２に略対向する。
【００１８】
　また、各シロッコファン４１，４２は、図２または図３に示すように、冷却装置４を組
み立てた状態では、各ファン回転軸Ａｘ１，Ａｘ２が互いにずれた位置となるように偏心
した状態で配設される。より具体的に、各シロッコファン４１，４２は、ファン回転軸Ａ
ｘ１がファン回転軸Ａｘ２に対して、前面側に位置するように配設されている。
【００１９】
　吸気側ダクト４３は、吸気孔２２１と略同一の大きさを有する平面視矩形形状を有し、
左右方向に延びる筒体で構成されている。そして、吸気側ダクト４３は、吸気孔２２１と
、第１シロッコファン４１の第１吸入口４１１、および連結ダクト４４の後述する空気導
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入部４５との間に介装され、吸気孔２２１から導入された空気を第１シロッコファン４１
および空気導入部４５に流通させる。
　また、吸気側ダクト４３は、導入される空気に混入した塵埃を捕捉するエアフィルタ（
図示略）を保持する機能も有する。このため、吸気側ダクト４３には、図３に示すように
、右側に突出し、エアフィルタを保持する一対の保持部４３１が設けられている。
【００２０】
　図４および図５は、連結ダクト４４の構造を示す図である。具体的に、図４は、連結ダ
クト４４を背面上方側から見た斜視図である。図５は、連結ダクト４４を前面下方側から
見た斜視図である。
　連結ダクト４４は、吸気孔２２１の第２領域Ａｒ２から吸気側ダクト４３を介して導入
された空気を、第２シロッコファン４２の吸入口４２１、および第１シロッコファン４１
の第２吸入口４１２に導く。また、連結ダクト４４は、各シロッコファン４１，４２の吐
出口４１３，４２３から吐出された空気を冷却対象の配設位置まで導く。この連結ダクト
４４は、図３ないし図５に示すように、空気導入部４５と、連結ダクト本体４６と、吐出
側ダクト４７とが一体的に構成されたものである。
【００２１】
　空気導入部４５は、吸気孔２２１の第２領域Ａｒ２と略同一の平面視矩形形状を有し、
左右方向に延びる筒体で構成され、連結ダクト４４に空気を導入する部分である。
　また、空気導入部４５は、図３ないし図５に示すように、吐出側ダクト４７の上方側に
一体的に設けられるとともに、連結ダクト本体４６に連通するように設けられている。
　そして、空気導入部４５は、冷却装置４が組み立てられ、外装筐体２内部に取り付けら
れた状態では、第１シロッコファン４１の背面側（投射方向と反対側）に位置し、吸気孔
２２１の第２領域Ａｒ２に対向するように配設される。
【００２２】
　連結ダクト本体４６は、投射レンズ３７の下方側に配設され、下方側が開口した容器状
部材であり（図５）、投射レンズ３７の右側方から左側方にかけて投射レンズ３７の外面
に倣うように延出し、前面側から見た場合に略Ｕ字形状を有する。
　そして、連結ダクト本体４６は、外装筐体２に取り付けられることで、下方側の開口部
分が閉塞されてダクトとして機能する。
　この連結ダクト本体４６において、右側方の前面部分は、図３ないし図５に示すように
、第１シロッコファン４１が設置される第１設置部４６１として機能する。
　そして、第１設置部４６１には、図４または図５に示すように、第１シロッコファン４
１の第２吸入口４１２に対向する位置に、内部の空気を外部に排出するための略円形状の
第１流出孔４６１Ａが形成されている。
　また、上述した空気導入部４５は、図３ないし図５に示すように、連結ダクト本体４６
における右側方の背面部分に設けられ、連結ダクト本体４６内部に連通する。
【００２３】
　また、連結ダクト本体４６において、左側方部分は、図３ないし図５に示すように、第
２シロッコファン４２が設置される第２設置部４６２として機能する。
　そして、第２設置部４６２には、図５に示すように、第２シロッコファン４２の吸入口
４２１に対向する位置に、内部の空気を外部に排出するための略円形状の第２流出孔４６
２Ａが形成されている。
【００２４】
　さらに、連結ダクト本体４６において、その内部には、図５に示すように、空気導入部
４５から導入された空気を、第１流出孔４６１Ａ（第１シロッコファン４１の第２吸入口
４１２）および第２流出孔４６２Ａ（第２シロッコファン４２の吸入口４２１）に分岐し
て流通させる分岐板４６３が設けられている。
　具体的に、分岐板４６３は、連結ダクト本体４６における前面側の側壁から第１設置部
４６１に平行して空気導入部４５の配設位置まで延出した第１分岐板４６３１と、第１分
岐板４６３の背面側の先端部分から連結ダクト本体４６における左側の側壁まで延出した



(7) JP 5136367 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

第２分岐板４６３２とで構成され、略Ｌ字形状を有する。
【００２５】
　吐出側ダクト４７は、下方側が開口した容器状部材であり、外装筐体２に取り付けられ
ることで、下方側の開口部分が閉塞されてダクトとして機能する。この吐出側ダクト４７
は、図３ないし図５に示すように、第１吐出側ダクト部４７１と、第２吐出側ダクト部４
７２とを備える。
　第１吐出側ダクト部４７１は、図４または図５に示すように、第１設置部４６１の下方
側から背面側に延出し、さらに、左側に屈曲して延出する平面視略Ｌ字形状を有する。
【００２６】
　この第１吐出側ダクト部４７１において、一端側（前面側）には、図４または図５に示
すように、空気を導入するための矩形状の第１吐出側導入口４７１１が形成されている。
そして、冷却装置４を組み立てた状態では、第１吐出側導入口４７１１が第１シロッコフ
ァン４１の吐出口４１３に接続する。
　また、第１吐出側ダクト部４７１において、他端側（背面側）の上面には、図３または
図４に示すように、赤色光側の液晶パネル３５１Ｒ、および緑色光側の液晶パネル３５１
Ｇの各配設位置に対応した位置に、内部の空気を外部に排出するための吐出側排出口４７
１２Ｒ，４７１２Ｇがそれぞれ形成されている。
【００２７】
　第２吐出側ダクト部４７２は、図４または図５に示すように、第２設置部４６２の下方
側から光学装置３５の配設位置、および偏光変換素子３２３の配設位置に向けて２つに分
岐して延出する。
　この第２吐出側ダクト部４７２において、第２設置部４６２に接続する一端側（前面側
）には、図４または図５に示すように、内部に空気を導入するための矩形状の第２吐出側
導入口４７２１が形成されている。そして、冷却装置４を組み立てた状態では、第２吐出
側導入口４７２１が第２シロッコファン４２の吐出口４２３に接続する。
　また、第２吐出側ダクト部４７２において、２つの分岐された各他端側（背面側）の上
面には、図３または図４に示すように、緑色光側の液晶パネル３５１Ｇ、青色光側の液晶
パネル３５１、および偏光変換素子３２３の配設位置に対応した位置に、内部の空気を外
部に排出するための吐出側排出口４７２２Ｇ（図３），４７２２Ｂ（図３），４７２２Ｐ
がそれぞれ形成されている。
【００２８】
　以上の構成により、冷却装置４は、以下に示すように、外装筐体２外部の空気を導入し
て冷却対象を冷却する。
　すなわち、第１シロッコファン４１が駆動することで、外装筐体２外部の空気は、図１
または図３の矢印Ｒ１に示すように、吸気孔２２１の第１領域Ａｒ１および吸気側ダクト
４３を介して、第１シロッコファン４１の第１吸入口４１１に吸入される。
　また、外装筐体２外部の空気は、図１、図３ないし図５の矢印Ｒ２に示すように、吸気
孔２２１の第２領域Ａｒ２および吸気側ダクト４３を介して空気導入部４５に導入される
。空気導入部４５に導入された空気は、図５の矢印Ｒ２１に示すように、連結ダクト本体
４６内部に流通し、一部が分岐板４６３にて分岐され、第１流出孔４６１Ａを介して、第
１シロッコファン４１の第２吸入口４１２に吸入される。
【００２９】
　第１シロッコファン４１において各吸入口４１１，４１２から吸入され吐出口４１３か
ら吐出された空気は、図４または図５の矢印Ｒ３に示すように、第１吐出側導入口４７１
１を介して第１吐出側ダクト部４７１に導入され、吐出側排出口４７１２Ｒ，４７１２Ｇ
を介して、上方側に向けて第１吐出側ダクト部４７１外部に排出される。
　そして、第１吐出側ダクト部４７１外部に排出された空気は、光学部品用筐体３６の底
面に形成された図示しない開口部を介して光学部品用筐体３６に導入され、光学装置３５
における赤色光側および緑色光側の各部材３５１～３５３が冷却される。
【００３０】
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　一方、第２シロッコファン４２が駆動することで、上記矢印Ｒ２で示したように連結ダ
クト本体４６内部に流通し、分岐板４６３にて分岐された他方の空気は、図５の矢印Ｒ２
２に示すように、第２流出孔４６２Ａを介して、第２シロッコファン４２の吸入口４２１
に吸入される。
　第２シロッコファン４２において吸入口４２１から吸入され吐出口４２３から吐出され
た空気は、図４または図５の矢印Ｒ４に示すように、第２吐出側導入口４７２１を介して
第２吐出側ダクト部４７２に導入され、吐出側排出口４７２２Ｇ，４７２２Ｂ，４７２２
Ｐを介して、上方側に向けて第２吐出側ダクト部４７２外部に排出される。
　そして、第２吐出側ダクト部４７２外部に排出された空気は、光学部品用筐体３６の底
面に形成された図示しない開口部を介して光学部品用筐体３６に導入され、光学装置３５
における緑色光側および青色光側の各部材３５１～３５３、偏光変換素子３２３が冷却さ
れる。
【００３１】
　上述した第１実施形態によれば、以下の効果がある。
　本実施形態では、第１シロッコファン４１が第２シロッコファン４２よりも大きいサイ
ズのシロッコファンが採用されているので、従来の構成と比較して大きいサイズの第１シ
ロッコファン４１を採用できる。このため、従来の構成と比較して、第１シロッコファン
４１から冷却対象（光学装置３５）に送風される風量を十分に確保でき、冷却性能を向上
できる。
【００３２】
　また、第１シロッコファン４１を第２シロッコファン４２よりも大きいサイズのシロッ
コファンを採用した場合であっても、連結ダクト４４において、空気導入部４５を第１シ
ロッコファン４１の背面側に設けたので、吸気孔２２１から導入された空気が第１シロッ
コファン４１により遮られることもない。このため、吸気孔２２１から連結ダクト４４を
介して第２シロッコファン４２に空気を効果的に吸入させることができ、すなわち、第２
シロッコファン４２から冷却対象（光学装置３５、偏光変換素子３２３）に送風される風
量も十分に確保でき、冷却性能を向上できる。
【００３３】
　さらに、空気導入部４５は、第１シロッコファン４１の背面側、すなわち、投射レンズ
３７の基端側（反射ミラー３４４の裏面側）であるデッドスペースＤｓ（図２）に配設さ
れている。このため、空気導入部４５を上記の位置に配設した場合であっても、プロジェ
クタ１の大型化を回避できる。
【００３４】
　さらにまた、第１シロッコファン４１は、両側吸込み型のシロッコファンで構成されて
いる。また、連結ダクト４４は、空気導入部４５を介して導入された空気を第２シロッコ
ファン４２の他、第１シロッコファン４１の第２吸入口４１２にも導く。このことにより
、例えば第１シロッコファンを片側吸込み型のシロッコファンで構成した場合と比較して
、ファンの回転数を増加させなくても空気の吸入量を十分に確保できるため、ファンの回
転数を減少でき、冷却性能を向上させつつプロジェクタ１の低騒音化が図れる。
【００３５】
　ここで、連結ダクト本体４６内部には、空気導入部４５の配設位置から第２流出孔４６
２Ａ近傍に延出した第２分岐板４６３２が設けられているので、連結ダクト本体４６内部
において、第２シロッコファン４２に向けて空気を流通させる空間を小さくすることがで
き、連結ダクト本体４６内部で空気が滞留することを抑制できる。このため、空気導入部
４５を介して導入された空気を第２シロッコファン４２にて効果的に吸入させることがで
きる。
【００３６】
[第２実施形態]
　次に、本発明の第２実施形態を図面に基づいて説明する。
　以下の説明では、前記第１実施形態と同様の構造および同一部材には同一符号を付して
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、その詳細な説明は省略または簡略化する。
　図６および図７は、第２実施形態における連結ダクト４４の構造を示す図である。具体
的に、図６は、連結ダクト４４を背面上方側から見た斜視図である。図７は、連結ダクト
４４を前面下方側から見た斜視図である。
　本実施形態は、前記第１実施形態に対して、図６または図７に示すように、連結ダクト
４４において、区画板４８を設けた点が異なるのみである。
　その他の構成は、前記第１実施形態と同様である。
【００３７】
　具体的に、区画板４８は、図６または図７に示すように、空気導入部４５における空気
の導入側から連結ダクト本体４６内部に向けて延出するとともに、分岐板４６３における
第１分岐板４６３１および第２分岐板４６３２の接続位置に接続するように構成されてい
る。すなわち、区画板４８は、連結ダクト４４において、第２シロッコファン４２の吸入
口４２１に流通させる流路と、第１シロッコファン４１の第２吸入口４１２に流通させる
流路とを区画する機能を有する。
　以上の構成により、連結ダクト４４内部では、以下に示すように、空気が流通すること
となる。
　すなわち、連結ダクト４４（空気導入部４５）に導入される空気の一部は、図６または
図７の矢印Ｒ２Ａに示すように、連結ダクト４４内部において、区画板４８および第１分
岐板４６３１により区画された第１空間Ｓｐ１を流通し、第１流出孔４６１Ａを介して第
１シロッコファン４１の第２吸入口４１２に吸入される。
　また、連結ダクト４４（空気導入部４５）に導入される空気の一部は、図６または図７
の矢印Ｒ２Ｂに示すように、連結ダクト４４内部において、区画板４８および第２分岐板
４６３２により区画された第２空間Ｓｐ２を流通し、第２流出孔４６２Ａを介して第２シ
ロッコファン４２の吸入口４２１に吸入される。
【００３８】
　上述した第２実施形態においては、前記第１実施形態と同様の効果の他、以下の効果が
ある。
　本実施形態では、連結ダクト４４内部に区画板４８が設けられているので、連結ダクト
４４内部において、各シロッコファン４１，４２による空気の吸入が相互に干渉すること
がない。例えば、第１シロッコファン４１の空気の吸入による影響で、第２シロッコファ
ン４２の空気の吸入量が減少することがない。すなわち、各シロッコファン４１，４２の
双方の空気の吸入量を十分に確保できるため、冷却性能をさらに向上できる。
【００３９】
　なお、本発明が前述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる
範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
　前記実施形態では、第１シロッコファン４１は、第２シロッコファンよりも大きいサイ
ズのシロッコファンが採用されていたが、これに限らず、第２シロッコファンと同一サイ
ズのシロッコファンを採用しても構わない。
　前記実施形態では、冷却装置４の冷却対象として、偏光変換素子３２３、各液晶パネル
３５１、各入射側偏光板３５２、および各射出側偏光板３５３を採用していたが、これに
限らず、電源装置、制御装置、あるいは、光源装置３１等の他の構成部材を採用しても構
わない。
【００４０】
　前記実施形態では、スクリーンを観察する方向から投射を行うフロントタイプのプロジ
ェクタの例のみを挙げたが、本発明は、スクリーンを観察する方向とは反対側から投射を
行うリアタイプのプロジェクタにも適用可能である。
　前記実施形態では、光入射面と光射出面とが異なる透過型の液晶パネルを用いていたが
、光入射面と光射出面とが同一となる反射型の液晶パネルを用いてもよい。
　前記実施形態では、光変調装置として液晶パネルを用いていたが、マイクロミラーを用
いたデバイスなど、液晶以外の光変調装置を用いてもよい。
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【産業上の利用可能性】
【００４１】
　本発明のプロジェクタは、大型化を回避しつつ、冷却性能を向上できるため、プレゼン
テーションやホームシアタに用いられるプロジェクタとして利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】第１実施形態におけるプロジェクタを前面上方側から見た斜視図。
【図２】前記実施形態におけるプロジェクタの内部構造を模式的に示す図。
【図３】前記実施形態における冷却装置を前面上方側から見た斜視図。
【図４】前記実施形態における連結ダクトの構造を示す図。
【図５】前記実施形態における連結ダクトの構造を示す図。
【図６】第２実施形態における連結ダクトの構造を示す図。
【図７】前記実施形態における連結ダクトの構造を示す図。
【符号の説明】
【００４３】
　１・・・プロジェクタ、２・・・外装筐体、２２・・・右側面部（側壁部）、３７・・
・投射レンズ（投射光学装置）、４１・・・第１シロッコファン、４２・・・第２シロッ
コファン、４４・・・連結ダクト、４５・・・空気導入部、４８・・・区画板、２２１・
・・吸気孔、４１１・・・第１吸入口、４１２・・・第２吸入口、Ｓｐ１・・・第１空間
、Ｓｐ２・・・第２空間。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】
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