
JP 5491888 B2 2014.5.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　白色光を射出する光源ユニットと、当該光源ユニットからの白色光をＲ（赤色），Ｇ（
緑色），Ｂ（青色）の３原色光に分離する光分離光学系と、分離されたＲ，Ｇ，Ｂの各偏
光光を、それぞれ、映像信号に応じて光変調してＲ，Ｇ，Ｂの各光学像を形成するＲ，Ｇ
，Ｂの光変調手段と、当該Ｒ，Ｇ，Ｂの光変調手段により形成された各光学像を光合成す
る光合成手段と、当該合成された光学像を拡大して投射する投射手段とを備えた投写型表
示装置において、
　前記光源ユニットは、半導体レーザ素子からの略平行な励起光を含み、略点光源から出
射した白色光を、前記Ｒ，Ｇ，Ｂの光変調手段に射出し、
　前記光源ユニットから射出される白色光は略平行光であり、前記励起光と、当該励起光
により励起された蛍光体からの発光光を含んでおり、
　前記蛍光体は、白色に対して前記励起光とは補色の関係となる波長領域の光束を発光し
、
　前記励起光はＢ色光であり、前記蛍光体からの発光光はＹ色光であり、
　前記半導体レーザ素子からの略平行な励起光は、反射鏡により略点状に前記蛍光体上に
照射され、その後、当該反射鏡により略平行な光とされ、
　更に、前記光源ユニットから射出される白色光は、前記半導体レーザ素子からのＢ色の
レーザ光と、前記蛍光体からの発光光であるＹ色光とを、時分割で、順次、切り替えるこ
とにより混色して生成されると共に、前記半導体レーザ素子と前記反射鏡との間の光路上
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に、前記略平行な白色光を取り出す分離ミラーを配置したことを特徴とする投写型表示装
置。
【請求項２】
　前記請求項１に記載した投写型表示装置において、前記蛍光体は、凹部を形成した面に
形成されていることを特徴とする投写型表示装置。
【請求項３】
　前記請求項２に記載した投写型表示装置において、前記蛍光体は、円盤状の基材の表面
に形成された前記凹部の面に形成されていることを特徴とする投写型表示装置。
【請求項４】
　前記請求項１に記載した投写型表示装置において、前記光源ユニットから射出される白
色光から前記の３原色光に分離されたＲ，Ｇ，Ｂの各偏光光を、映像信号に応じて光変調
してＲ，Ｇ，Ｂの各光学像を形成するＲ，Ｇ，Ｂの光変調手段は、透過型の液晶パネルで
あることを特徴とする投写型表示装置。
【請求項５】
　前記請求項１に記載した投写型表示装置において、前記光源ユニットから射出される白
色光から前記の３原色光に分離されたＲ，Ｇ，Ｂの各偏光光を、映像信号に応じて光変調
してＲ，Ｇ，Ｂの各光学像を形成するＲ，Ｇ，Ｂの光変調手段は、反射型の液晶パネルで
あることを特徴とする投写型表示装置。
【請求項６】
　前記請求項１に記載した投写型表示装置において、前記光源ユニットから射出される白
色光から前記の３原色光に分離されたＲ，Ｇ，Ｂの各偏光光を、映像信号に応じて光変調
してＲ，Ｇ，Ｂの各光学像を形成するＲ，Ｇ，Ｂの光変調手段は、複数のマイクロミラー
を配列したディジタルミラーディバイス（ＤＭＤ）であることを特徴とする投写型表示装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源からの光を透過型又は反射型の液晶パネル、或いは、複数のマイクロミ
ラーを配列したディジタルミラーディバイス（ＤＭＤ）などで映像信号に応じて光強度変
調し、形成された光学像を拡大して投射する投写型表示装置に係わり、特に、固体光源を
その光源として採用するに適した投写型表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光源からの光をライトバルブで映像信号に応じて光強度変調し、形成された光学像を拡
大して投射する光学ユニットを、駆動回路，電源回路や冷却用ファンなどと共に筐体内に
収納した投写型表示装置は、例えば、以下の特許文献１により、既に知られている。
【０００３】
　かかる従来の投写型表示装置では、特に、投射面における十分な明るさを確保するため
、照明光学系として、通常、入力電力当たりの発光効率の高い（例えば、７０ｌｍ／Ｗ）
超高圧水銀ランプを光源として利用することが主流となっていた。
【０００４】
　しかしながら、白色光を発生する放電ランプを用いると、高電圧電源が必要であり、そ
の取り扱いが難しく、また、寿命が短く耐衝撃性が低いことから、これに代えて、発光ダ
イオードやレーザダイオードなどの固体光源を投写型表示装置の光源として利用すること
が種々提案されている。
【０００５】
　例えば、以下の特許文献２では、３原色である、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）
の光を発光する発光ダイオードをアレイ状に配列した面状光源を、Ｒ、Ｇ、Ｂに対応する
光変調器（ライトバルブ）の背面に配置された投写型表示装置が提案されている。
【０００６】
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　また、以下の特許文献３では、投写型表示装置の光源として、固体光源である、紫外線
を発光する発光ダイオードを使用し、当該紫外線を、Ｒ、Ｇ、Ｂの蛍光体層からなるカラ
ーホイールに順次照射してＲ光、Ｇ光、Ｂ光に変換し、これら各色光を、順次、空間変調
器を介して、投写レンズにより拡大して投射することによって光学像を表示する投写型表
示装置が既に知られている。
【０００７】
　そして、以下の特許文献４によれば、紫外線による損傷を防止し、光学部品の長寿命を
確保するため、上述した紫外線を励起光として発光する発光ダイオードに代えて、青色の
光を発生する発光ダイオード又はレーザ発光器を使用するものも、既に提案されている。
更に、以下の特許文献５には、複数の発光ダイオードを用い、射出される光線束を集光し
て利用する場合、特に、緑色の発光ダイオードからの光量の不足を解消するための構造が
開示されている。即ち、Ｇ色の発光ダイオードからの光に対してＢ色の発光ダイオードか
ら光（励起光）をダイクロイックミラーにより合成し、Ｇ光を透過すると共に、Ｂ光を吸
収することにより励起され、Ｇ光を発光する第三光源を備えた光源装置が提案されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平１０－１７１０４５号公報
【特許文献２】特開２００２－２６８１４０号公報
【特許文献３】特開２００４－３４１１０５号公報
【特許文献４】特開２００９－２７７５１６号公報
【特許文献５】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】
【０００９】
　上述したように、超高圧水銀ランプは、紫外線を大量に発生させることから、照明光学
系を構成する液晶バルブや偏光板など、特に、有機物によって構成される部品に対して大
きなストレスを与えることとなり、そのため、かかる部品の寿命を損なってしまう。また
、当該ランプ自体も、電極の磨耗や発光管の白濁による明るさの低下が比較的に短い時間
で発生する。更には、水銀を含むことからその廃棄処分が難しいなどの課題があった。そ
して、かかる超高圧水銀ランプに代え、上述したように、上記の特許文献には、発光ダイ
オードやレーザダイオードなどの固体光源を利用した投写型表示装置の光源が種々提案さ
れているが、しかしながら、特に、投写型表示装置の光源としては、以下のような課題を
有している。
【００１０】
　即ち、投写型表示装置は、超高圧水銀ランプに代表されるように、発光効率の高い点状
の光源からの白色光を、透過型又は反射型の液晶パネル、或いは、複数のマイクロミラー
を配列したディジタルミラーディバイス（ＤＭＤ）などで映像信号に応じて光強度変調し
、形成された光学像を拡大して投射するものである（光学素子部分）。これに対して、上
述した特許文献を含む従来技術により提案されている光源装置（固体光源）は、必ずしも
、投写型表示装置に適した光源を提供するものではない。即ち、上述した従来の光源装置
により得られる光は、比較的大きな面積に集積して配置された多数の固体光源からの光を
集めたものであり、そのため、必要な光量の白色光の点光源を形成するものではなく、従
来の水銀ランプに代えて上述した固体光源を採用した場合には、光強度変調部を含む光学
系部分において十分な性能が得られず、投射面でのホワイトバランスの劣化や色むらが発
生してしまう原因ともなってしまう。
【００１１】
　そこで、本発明では、上述した従来技術における問題点に鑑みてなされたものであり、
更に詳細には、固体光源をその光源として採用するに適した投写型表示装置を提供するこ
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とをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明によれば、上述した目的を達成するため、まず、白色光を射出する光源ユニット
と、当該光源ユニットからの白色光をＲ（赤色），Ｇ（緑色），Ｂ（青色）の３原色光に
分離する光分離光学系と、分離されたＲ，Ｇ，Ｂの各偏光光を、それぞれ、映像信号に応
じて光変調してＲ，Ｇ，Ｂの各光学像を形成するＲ，Ｇ，Ｂの光変調手段と、当該Ｒ，Ｇ
，Ｂの光変調手段により形成された各光学像を光合成する光合成手段と、当該合成された
光学像を拡大して投射する投射手段とを備えた投写型表示装置において、前記光源ユニッ
トは、固体発光素子からの励起光を含んだ点光源から出射した白色光を、前記Ｒ，Ｇ，Ｂ
の光変調手段に射出する投写型表示装置が提供される。
【００１３】
　また、本発明によれば、前記に記載した投写型表示装置において、前記光源ユニットか
ら射出される白色光は、励起光と、当該励起光により励起された蛍光体からの発光光を含
んでいることが好ましく、前記蛍光体は、白色に対して前記励起光とは補色の関係となる
波長領域の光束を発光することが好ましい。更には、前記励起光はＢ色光であり、前記蛍
光体からの発光光はＹ色光であることが好ましい。そして、更に、前記光源ユニットから
射出される白色光は、前記半導体レーザ素子からのＢ色のレーザ光と、前記蛍光体からの
発光光はＹ色光とを、時分割で、順次、切り替えることにより混色して生成することが好
ましい。
【００１４】
　そして、本発明によれば、前記に記載した投写型表示装置において、更に、前記光源ユ
ニットから射出される白色光は、平行光であることが好ましく、更には、前記光源ユニッ
トから射出される白色光は、更に、その偏光面を所定の方向に揃えられていることが好ま
しい。そして、前記光源ユニットの出力側に、更に、当該光源ユニットから射出される白
色光の偏光面を、所定の方向に揃えるための手段を備えていることが好ましい。
【００１５】
　加えて、本発明によれば、前記に記載した投写型表示装置において、前記光源ユニット
から射出される白色光から色分離されてＲ，Ｇ，Ｂの各偏光光を、映像信号に応じて光変
調してＲ，Ｇ，Ｂの各光学像を形成するＲ，Ｇ，Ｂの光変調手段は、透過型の液晶パネル
、又は、反射型の液晶パネルであることが好ましく、又は、複数のマイクロミラーを配列
したディジタルミラーディバイス（ＤＭＤ）であることが好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
　上述した本発明によれば、投写型表示装置において、その照明光学系を、固体光源を光
源とする固体発光光源に代替することにより、容易に、投写型表示装置に適用することが
可能で、固体発光素子を光源としても、その光学系部分において十分な性能を得ることが
でき、即ち、投射面でのホワイトバランスの劣化や色むらの発生に対して、従来よりも改
善された投写型表示装置を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施例になる投写型表示装置の全体構成を示す図である。
【図２】上記投写型表示装置における光源ユニット（固体発光光源）の構成及び原理の詳
細について説明する図である。
【図３】上記光源ユニット（固体発光光源）の縦断面図である。
【図４】上記光源ユニット（固体発光光源）を構成する分離ミラーの特性の一例を示す図
である。
【図５】上記光源ユニット（固体発光光源）を構成する円盤（ホイール）部材の詳細構造
を示す図である。
【図６】上記円盤（ホイール）部材により反射される励起光と、当該励起により発光する
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蛍光光との関係の一例を示す図である。
【図７】上記円盤（ホイール）部材の表面に凹部を形成した他の例を示す図である。
【図８】上記円盤（ホイール）部材の他の例における蛍光光の散乱状態を、凹部を形成し
ない例との比較で示す図である。
【図９】上記円盤（ホイール）部材の更に他の変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、各図に
おいて、共通な機能を有する構成要素には、同一の符号を付与する。
【００１９】
　まず、添付の図１を参照しながら、本発明の一実施例になる投写型表示装置について述
べる。なお、この図１は、本実施例に係わる投写型表示装置の全体構成を示しており、特
に、映像信号に応じた光強度変調を、所謂、透過型液晶パネルにより行う装置を示す。ま
た、この図において、各色光の光路に配置されている要素を区別する際には符号の後に色
光を表すＲ，Ｇ，Ｂを添えて示し、区別する必要がない場合には、色光の添え字を省略す
る。加えて、この図では、偏光方向を明確にするため、ローカル右手直角座標系が導入さ
れている。即ち、光軸１０１をＺ軸として、Ｚ軸に直交する面内で、図１の紙面に平行な
軸をＹ軸とし、図１の紙面裏から表に向かう軸をＸ軸とする。Ｘ軸に平行な方向を「Ｘ方
向」、Ｙ軸に平行な方向を「Ｙ方向」と呼ぶ。偏光方向がＸ方向の偏光光を「Ｘ偏光光」
といい、偏光方向がＹ方向の偏光光を「Ｙ偏光光」という。
【００２０】
　図１において、投写型液晶表示装置の光学系は、照明光学系１００と、光分離光学系３
０と、リレー光学系４０と、３つのフィールドレンズ２９（２９Ｒ、２９Ｇ、２９Ｂ）と
、３つの透過型の液晶パネル６０（６０Ｒ、６０Ｇ、６０Ｂ）と、光合成手段である光合
成プリズム２００と、投射手段である投写レンズ３００とを備えている。液晶パネル６０
は、光入射側に入射側偏光板５０（５０Ｒ、５０Ｇ、５０Ｂ）を備え、光出射側に出射側
偏光板８０（８０Ｒ、８０Ｇ、８０Ｂ）を備えている。これらの光学素子は、基体５５０
に装着されて光学ユニット５００を構成する。また、光学ユニット５００は、液晶パネル
６０を駆動する駆動回路５７０、液晶パネル６０などを冷却する冷却用ファン５８０、各
回路に電力を供給する電源回路５６０と共に、図示しない筐体に搭載され、もって、投写
型表示装置を構成する。
【００２１】
　以下、上述した投写型表示装置を構成する各部の詳細を説明する。まず、映像表示素子
である液晶パネル６０を均一に照射する照明光学系１００は、以下にその詳細を説明する
が、略白色光を射出する固体発光素子からなる光源ユニット１０と、オプチカルインテグ
レータを構成する第１、第２のアレイレンズ２１，２２と、偏光変換素子２５と、集光レ
ンズ（重畳レンズ）２７とを含んで構成されている。
【００２２】
　上記照明光学系１００からの略白色光を光の３原色光に光分離する光分離光学系３０は
、２つのダイクロイックミラー３１、３２と、光路方向を変える反射ミラー３３とを含ん
でいる。また、リレー光学系４０は、フィールドレンズである第１リレーレンズ４１と、
リレーレンズである第２リレーレンズ４２と、光路方向を変える２つの反射ミラー４５、
４６とを含んでいる。
【００２３】
　上記の構成において、固体発光素子からなる光源ユニット１０からは、図に破線で示す
光軸１０１に略平行な光束が射出される。そして、この光源ユニット１０から射出された
光は、偏光変換インテグレータに入射する。なお、この偏光変換インテグレータは、図に
も示すように、第１のアレイレンズ２１と第２のアレイレンズ２２からなる均一照明行う
オプチカルインテグレータと、光の偏光方向を所定偏光方向に揃えて直線偏光光に変換す
るための、偏光ビームスプリッタアレイからなる偏光変換素子２５とを含んでいる。即ち
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、上述した偏光変換インテグレータでは、上記第２のアレイレンズ２２からの光は、偏光
変換素子２５により、所定の偏光方向、例えば、直線偏光光のＸ偏光光（光軸１０１に直
交する面内で偏光方向が図１の紙面に垂直なＸ方向の光）に揃えられる。
【００２４】
　そして、第１のアレイレンズ２１の各レンズセルの投影像は、それぞれ集光レンズ２７
、フィールドレンズ２９Ｇ、２９Ｂ、リレー光学系４０、フィールドレンズ２９Ｒにより
、各液晶パネル６０上に重ね合わせられる。このようにして、ランプ（光源）からの偏光
方向がランダムな光を所定偏光方向（ここではＸ偏光光）に揃えながら、液晶パネルを均
一照明することができる。
【００２５】
　一方、光分離光学系３０は、照明光学系１００から射出された略白色光を光の３原色で
あるＢ光(青色帯域の光)と、Ｇ光(緑色帯域の光)と、Ｒ光(赤色帯域の光)とに光分離し、
対応する液晶パネル６０（６０Ｂ、６０Ｇ、６０Ｒ）に向かうそれぞれの光路（Ｂ光路、
Ｇ光路、Ｒ光路）に導光する。即ち、ダイクロイックミラー３１により反射したＢ光は、
反射ミラー３３を反射して、フィールドレンズ２９Ｂ、入射側偏光板５０Ｂを通過して、
Ｂ光用の液晶パネル６０Ｂに入射する（Ｂ光路）。また、Ｇ光およびＲ光は、ダイクロイ
ックミラー３１を透過し、ダイクロイックミラー３２によりＧ光とＲ光に分離される。Ｇ
光はダイクロイックミラー３２を反射して、フィールドレンズ２９Ｇ、入射側偏光板５０
Ｇを通して、Ｇ光用液晶パネル６０Ｇに入射する（Ｇ光路）。Ｒ光はダイクロイックミラ
ー３２を透過し、リレー光学系４０に入射する。
【００２６】
　リレー光学系４０に入射したＲ光は、フィールドレンズの第１リレーレンズ４１によっ
て、反射ミラー４５を経て、第２リレーレンズ４２の近傍に集光（収束）し、フィールド
レンズ２９Ｒに向けて発散する。そして、フィールドレンズ２９Ｒで光軸にほぼ平行とさ
れ、入射側偏光板５０Ｒを通過して、Ｒ光用の液晶パネル６０Ｒに入射する（Ｒ光路）。
【００２７】
　続いて、光強度変調部を構成する各液晶パネル６０（６０Ｒ、６０Ｇ、６０Ｂ）は、駆
動回路５７０で駆動され、Ｘ方向を透過軸とする入射側偏光板５０（５０Ｒ、５０Ｇ、５
０Ｂ）により偏光度が高められ、光分離光学系３０から入射するＸ偏光の色光を、図示す
るカラー映像信号に応じて変調（光強度変調）し、各色光のＹ偏光の光学像を形成する。
【００２８】
上述のようにして形成された各色光のＹ偏光の光学像は、出射偏光板８０（８０Ｒ、８０
Ｇ、８０Ｂ）に入射する。上記の出射側偏光板８０Ｒ、Ｇ、Ｂは、Ｙ方向を透過軸とする
偏光板である。これにより、不要な偏光光成分（ここでは、Ｘ偏光光）が除去され、コン
トラストが高められる。
【００２９】
上述のようにして形成された各色光のＹ偏光の光学像は、光合成手段である光合成プリズ
ム２００に入射する。この時、Ｇ光の光学像は、Ｙ偏光（光合成プリズム２００のダイク
ロイック膜面に対してＰ偏光）のままで入射する。一方、Ｂ光路及びＲ光路では、出射側
偏光板８０Ｂ、８０Ｒと光合成プリズム２００との間に１／２λ波長板９０Ｂ、９０Ｒを
設けていることから、Ｙ偏光のＢ光及びＲ光の光学像は、Ｘ偏光（光合成プリズム２００
の色合成を行うダイクロイック膜面に対してＳ偏光）の光学像に変換され、その後、光合
成プリズム２００に入射する。これは、ダイクロイック膜２１０の分光特性を考慮したも
ので、Ｇ光をＰ偏光光、Ｒ光とＢ光をＳ偏光光とする所謂ＳＰＳ合成とすることで、効率
良く光合成するためである。
【００３０】
　続いて、光合成プリズム２００は、Ｂ光を反射するダイクロイック膜（誘電体多層膜）
２１０ｂと、Ｒ光を反射するダイクロイック膜（誘電体多層膜）２１０ｒとが、４つの直
角プリズムの界面に略Ｘ字状（クロス状）に形成されたものである。光合成プリズム２０
０の３つの入射面の内、対向する入射面に入射したＢ光とＲ光（ダイクロイック膜面に対
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してＳ偏光光）は、クロスしたＢ光用のダイクロイック膜２１０ｂおよびＲ光用のダイク
ロイック膜２１０ｒでそれぞれ反射される。また、中央の入射面に入射したＧ光（ダイク
ロイック膜面に対してＰ偏光光）は直進する。これらの各色光の光学像は光合成され、カ
ラー映像光（合成光）が出射面から出射する。
【００３１】
　そして、上述した光合成プリズム２００から出射した合成光は、例えば、ズームレンズ
であるような投写レンズ３００によって、透過型又は投写型のスクリーン（図示せず）上
に投影され、もって、拡大投射した映像を表示することとなる。なお、上述した冷却用フ
ァン５８０は、上記投写型表示装置を構成する各種の部品のうち、特に、光源ユニット１
０からの高強度の光により加熱され、又は、冷却を必要とする部品、例えば、入射側偏光
板５０、液晶パネル６０、出射側偏光板８０等は、これらの部品へ向けて形成された流路
５８５により送風が行われる。即ち、光源ユニット１０からの照射光の一部を吸収して生
じる熱を冷却する。
【００３２】
　なお、上記の実施例では、光強度変調部を、３つの透過型の液晶パネル６０（６０Ｒ，
６０Ｇ，６０Ｂ）により構成した例を示したが、しかしながら、本発明はこれに限定され
ることなく、当該光強度変調部を、例えば、反射型の液晶パネル、或いは、複数のマイク
ロミラーを配列したディジタルミラーディバイス（ＤＭＤ）などで構成してもよい。
【００３３】
　続いて、上記に構成を説明した投写型表示装置、特に、その照明光学系１００において
、光軸１０１に略平行な白色光の光束を射出するための、固体発光素子からなる光源ユニ
ット（固体発光光源）１０の詳細について、以下に説明する。
【００３４】
　添付の図２は、本発明の一実施例（実施例１）になる光源ユニット１０の原理を説明す
るための図である。図からも明らかなように、当該ユニット１０は、固体素子の発光源で
ある青色帯域（Ｂ色）の光を発光する半導体レーザ素子、又は、発光ダイオードを略円板
状の基板上に複数配列した半導体レーザ素子群１１０と、上記半導体レーザ素子群１１０
のレーザ光出射面に対向して、略４５度の角度で傾斜して配置された分離ミラー１２０と
、当該分離ミラー１２０のレーザ光反射面に対向する位置に配置された、例えば放物面を
備えた、反射鏡（リフレクタ）１３０と、当該反射鏡の焦点（Ｆ）の近傍において回転す
る円盤（ホイール）部材１４０と、そして、当該円盤（ホイール）部材を所望の回転速度
で回転駆動するための駆動手段、例えば、電動モータ１５０を備えている。なお、この光
源ユニット１０（但し、電動モータ１５０を除く）の縦断面を、添付の図３に示す。
【００３５】
　上述した光源ユニット１０の構成において、まず、励起光を発生する半導体レーザ素子
群１１０について説明する。以下の説明からも明らかとなるように、励起光を発生するた
めの光源としては、固体発光素子である、例えば、発光ダイオードやレーザ光源が優れて
いるが、しかしながら、一般に、高出力レーザは高価であることから、上述したように、
複数の青色レーザの半導体レーザ素子を併用し、励起光源とすることが好ましい。特に、
可視光領域の青色光帯域に属し、エネルギー効率が高いこと、狭帯域であること、更には
、単一偏波であることなどを理由として、青色レーザ光が望ましく、本実施例では、青色
帯域（Ｂ色）の光を発光する半導体レーザ素子を、例えば、上述した円板状、矩形、又は
、多角形の基板上に多数配列し、もって、半導体レーザ素子群１１０としている。また、
これら多数の半導体レーザ素子は、その発光面から出射する光の偏光面が所定の方向に揃
うように配置されている。
【００３６】
　次に、上記半導体レーザ素子群のレーザ光出射面に対向して傾斜配置された分離ミラー
１２０は、以下の説明からも明らかとなるように、半導体レーザ素子群から射出され、そ
の偏光面を所定の方向に揃えた青色レーザ光を、反射鏡（リフレクタ）１３０に向けて透
過すると共に、反射鏡（リフレクタ）から入射する、当該偏光面に対して直交する方向に
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偏光面を有する光については、これを反射する働きをする。なお、この分離ミラー１２０
の特性の一例を、添付の図４に示す。
【００３７】
　更に、反射鏡（リフレクタ）１３０には、その内面側に、放物線を回転して得られる放
物面、又は、当該放物面を基調とした曲面、或いは、楕円を回転して得られる楕円面、又
は、当該楕円面を基調とした曲面を有する反射鏡（面）１３１が形成されている。なお、
後にも詳細に説明するが、上記半導体レーザ素子群１１０から出射されて上記分離ミラー
１２０を通過した青色レーザ光は、この反射鏡（リフレクタ）１３０の内面側の反射面で
反射されて、その焦点近傍（上記図２において、「Ｆ」で示す）に集光される。また、当
該焦点近傍から出射された光を、平行光として、上記分離ミラー１２０に向けて反射する
。
【００３８】
　そして、添付の図５（Ａ）及び（Ｂ）には、上述した円盤（ホイール）部材１４０の詳
細を示す。なお、図５（Ａ）は円盤（ホイール）部材１４０の側面断面を、そして、図５
（Ｂ）はその上面図を示している。
【００３９】
　これらの図からも明らかなように、この円盤（ホイール）部材１４０は、その中心部に
回転駆動のための回転軸１４１を備えると共に、円盤状に形成された基材１４２を備えて
いる。そして、回転制御が可能な円盤状の基材１４２の表面には、複数（本例では１２個
）のセグメント領域が設けられている。これら複数のセグメント領域は、二つの領域に分
けられる。一方のセグメント領域（図５（Ｂ）では、「Ｙ」で示す）には、可視光領域の
励起光（青色（Ｂ）レーザ光）を受光して所定の波長帯領域の光を発光する蛍光体層から
なる蛍光面１４３が設けられ、他方のセグメント領域には、励起光を反射・拡散する反射
面１４４を設けると共に、その表面を覆って、更に、励起光の位相を１／４波長（１／４
λ）だけ移動する位相変換手段である透過膜１４５（図５（Ｂ）では、「Ｂ」で示す）が
形成されている。そして、この基材１４２を所定の速度で回転させることにより、上記の
反射鏡（リフレクタ）１３０により反射されて焦点近傍Ｆに集光された励起光は、図５（
Ｂ）の太線の円で示すように、交互に、蛍光面１４３（Ｙ）と、そして、その表面が透過
膜１４５Ｙで覆われた反射面１４４へ入射することとなる。その結果、上述した円盤（ホ
イール）部材１４０からは、蛍光体からの発光光束と、基材１４２の反射面１４４で拡散
反射した励起光とが、時分割で、取り出されることとなる。
【００４０】
　なお、上述した基材１４２の一方のセグメント領域Ｙに塗布して形成される蛍光体、即
ち、青色領域の励起光により励起されて発光する蛍光体としては、青色光の補色の関係に
ある黄色光を高効率に発光するＹＡＧ蛍光体（（Ｙ，Ｇｄ）３（Ａｌ，Ｇａ）Ｏ１２：Ｃ
ｅ３＋）が一般的である。しかしながら、本発明ではこれに限定することなく、その他、
青色領域の励起光により励起されて黄色光を発光するものであればよい。なお、この青色
領域の励起光と、当該励起光により励起されて発光するＹ色の蛍光光について、それらの
波長と強度の関係の一例について、添付の図６に示す。
【００４１】
　また、蛍光体は、励起光により励起された発熱するため、当該蛍光体をその表面に形成
する円盤状の基材１４２としては、熱伝導率が高い部材を用いることが好ましい。例えば
、熱伝導率が５／Ｗ・ｍ－１・Ｋ－１以上の、水晶やサファイア、又は、金属等を用いる
ことで、効率良く冷却することができ、その結果として、蛍光体の発光光率を高めると共
に、その長寿命化にとっても有効である。
【００４２】
　続いて、上記にその詳細な構成を説明した光源ユニット１０の動作、即ち、投写型表示
装置の照明光学系１００において、光軸１０１に略平行な白色光の光束を射出する動作に
ついて、以下に説明する。
【００４３】
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　再び、上記図２を参照しながら説明すると、半導体レーザ素子群１１０からの偏光面が
所定の方向に揃った青色帯域（Ｂ色）の光は、分離ミラー１２０を透過して反射鏡（リフ
レクタ）１３０に向かい、その内面側の反射鏡（面）１３１により反射されて、その焦点
近傍Ｆに集光される。この焦点近傍Ｆに集光された青色帯域（Ｂ色）の光は、円盤（ホイ
ール）部材１４０の回転に伴い、当該部材を構成する円盤状の基材１４２の表面に形成さ
れた蛍光面１４３（Ｙ）と反射面１４４（Ｂ）に、順次、入射する。その結果、青色帯域
（Ｂ色）の光は、上記蛍光面１４３では、励起光として蛍光体層に受光され、その蛍光光
である黄色光に変換されて発光する。他方、上記反射面１４４（Ｂ）では、その表面で反
射・散乱され、これが連続して繰り返されることとなる。なお、この時、反射面１４４（
Ｂ）に入射し、その反射面で反射・散乱される光は、その表面を覆う、位相を１／４波長
（１／４λ）だけ移動する位相変換手段である透過膜１４５を２度通過するため、その偏
光面を９０度だけ変更される（即ち、位相が１／２波長（１／２λ）だけ移動される）。
【００４４】
　そして、上述したように、円盤（ホイール）部材１４０の蛍光面１４３から発光する光
（黄色光）と、その反射面１４４（Ｂ）からの反射光であるＢ色光とは、再度、上記反射
鏡（リフレクタ）１３０に向かい、その内面側の反射鏡（面）１３１により反射されて、
平行光束として、再び、分離ミラー１２０に向かうこととなる。なお、この分離ミラー１
２０は、上述したように、透過膜１４５により偏光面を９０度だけ変更されたＢ色光を反
射する。また、蛍光面１４３から発光する光（黄色光）も、同様に、分離ミラー１２０を
反射する。その結果、励起光であるＢ色光は蛍光面からの黄色光は、上記円盤（ホイール
）部材１４０の回転に伴って混色され、略白色の光となる。即ち、上述した光源ユニット
１０によれば、分離ミラー１２０の裏面（半導体レーザ素子群１１０からの偏光面の入射
面と反対の面）から、図２の下側の方向に向かって、投写型表示装置の照明光学系１００
に入射する白色の照明光が得られることとなる。
【００４５】
更に他の方式としては上述した反射鏡（面）１３１の一部に透過性の窓もしくは開口部を
設け光ファイバー等で励起光を反射面の焦点に集めることで同様の効果を得ることできる
。この結果、前述の第一の方式と同様、励起光と蛍光体からの発光光束とが混色して略白
色となる。
【００４６】
　上述したように、本発明の一実施例による光源ユニット１０によれば、蛍光体から発光
した所定の波長帯域光束（黄色光）と、反射面で反射・拡散した励起（青色）光束とを、
順次、切り替えて出射することにより、残光により混色し、白色の光源を得ることが可能
となる。より具体的には、光源ユニット１０を構成する部材であって、励起光を黄色光に
変換する蛍光面と共に、励起光を反射する反射面とを備えた円盤（ホイール）部材１４０
を、高速に回転させることにより、即ち、励起光が入射するセグメントを順次切り替える
ことにより、白色光を得るものであり、これにより、当該ユニット１０は、照明光学系と
して適用することが可能となる。
【００４７】
　そして、特に、投写型表示装置の照明光学系１００で使用される白色の光源は、点状の
光源から得られた光束であることが重要である。即ち、上述した従来の一般的な投写型表
示装置では、その光源として、主に、入力電力当たりの発光効率の高い超高圧水銀ランプ
が広く採用されており、その場合、当該ランプのフィラメントが点状の発光光源を構成し
ており、かかる点状の発光光源からの光を平行光にすることにより光源となる白色光を得
ていた。そのため、投写型表示装置では、本明細書の従来技術においても述べたように、
照明光学系１００からの白色光によって所望の映像を生成する光学系は、例えば、光強度
変調部を含め、光分離光学系３０やリレー光学系４０等を含め、当該点状の発光光源から
得られる平行光を前提として、その設計が行われていた。そのため、固体発光素子による
光源として、Ｒ，Ｇ，Ｂを含む多数の発光ダイオードや半導体レーザ素子を平面上に配列
してなる光源を採用した場合、光学系部分において十分な性能が得られず、投射面でのホ
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ワイトバランスの劣化や色むらが発生してしまうという問題点がある。
【００４８】
　かかる問題点に対し、上述した本発明の一実施例による光源ユニット１０によれば、そ
の構成からも明らかなように、半導体レーザ素子群１１０からの励起（青色）光は、上記
反射鏡（リフレクタ）１３０によりその焦点Ｆに集光され、円盤（ホイール）部材１４０
の蛍光面と反射面とにおいて、点状の光として黄色光に変換され、又は、反射される。こ
のことから、本発明の一実施例による光源ユニット１０により得られる白色光は、上述し
た水銀ランプと同様に、点状の光源から得られた光束となる。そのため、本発明の一実施
例による光源ユニット１０は、従来の投写型表示装置においても、照明光学系１００だけ
を除いて、そのまま採用することも可能であり、有利である。なお、その場合、発光ダイ
オードやレーザダイオードなどの固体光源の採用による長寿命化や耐衝撃性の向上に加え
、更に、放電ランプを用いることにより必要となる高電圧電源が不要となることから、製
品の製造価格を低減すると言う観点からも有利である。
【００４９】
　更に、添付の図７（Ａ）と（Ｂ）、及び、図８（Ａ）と（Ｂ）には、上述した円盤（ホ
イール）部材１４０の他の例を示す。
【００５０】
　この他の例では、円盤（ホイール）部材１４０を構成する円盤状の基材１４２の表面、
特に、励起光が入射する焦点Ｆの近傍（図５（Ｂ）の太線円の部分）の表面に、多数の微
小な凹部１４６を形成したものであり、図７（Ａ）には、円盤状の基材から切り出して微
小凹部形成部分の拡大斜視図を、図７（Ｂ）には、当該凹部の一つを含む基材の拡大断面
図を示している。そして、これらの図からも明らかなように、表面に形成した多数のすり
鉢状の窪みである凹部１４６を覆うように、蛍光体層からなる蛍光面１４３が形成されて
いる。
【００５１】
　この他の例になる円盤（ホイール）部材１４０によれば、励起光の入射表面に当該凹部
を形成しない場合（図８（Ａ）を参照）に比較して、励起光の入射により当該凹部１４６
を形成した面から発光する蛍光光は、図８（Ｂ）にも示すように、その散乱方向が狭めら
れる（方向性を有する）ことから、その上方に配置された反射鏡（リフレクタ）１３０に
捕捉され易く、そのため、光の利用効率の点からも有利であろう。
【００５２】
　更に、その他の変形例を、添付の図９に示す。この変形例では、図からも明らかなよう
に、上記円盤（ホイール）部材１４０の外周部に、励起光が入射する上記焦点Ｆの近傍か
ら発光する蛍光光が反射鏡（リフレクタ）１３０の反射面１３１に到達しない光を反射す
るための、球面のリフレクタ（球面リフレクタ）１４７を設ける。かかる球面リフレクタ
１４７によれば、上記焦点Ｆの近傍から発光する蛍光光のほぼ全部を反射鏡（リフレクタ
）１３０を介して出力することが可能となることから、光の利用効率の点からも有利であ
ろう。
【００５３】
　また、上述した実施例では、反射鏡（リフレクタ）１３０からその焦点近傍Ｆに集光さ
れる励起光に対して、蛍光面１４３と反射面１４４とを、経時的に順次、切り替えるため
の手段として、円盤状の基材１４２の表面を複数のセグメントに分割して、蛍光面１４３
と反射面１４４とを形成する円盤（ホイール）部材１４０を利用するものとしたが、しか
しながら、本発明では、これに限定されることなく、例えば、一枚の矩形状の基材の表面
に蛍光面１４３と反射面１４４とを形成し、これを前後に移動することによっても、同様
の効果を得ることが可能であろう。
【符号の説明】
【００５４】
　１０…光源ユニット、１１０…半導体レーザ素子群、１２０…分離ミラー、１３０…反
射鏡（リフレクタ）、１４０…円盤（ホイール）部材、１４２…基材、１４３…蛍光面、
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１４４…反射面、１４５…透過膜、１５０…電動モータ、２１…第１のアレイレンズ、２
２…第２のアレイレンズ、２５…偏光変換素子、２７…集光レンズ、２９…フィールドレ
ンズ、３１，３２…ダイクロイックミラー、３３…反射ミラー、４１…第１リレーレンズ
、４２…第２リレーレンズ、４５，４６…反射ミラー、５０…入射側偏光板、６０…液晶
パネル、８０…出射側偏光板、９０…１／２λ波長板、２００…光合成プリズム、２１０
…ダイクロイック膜、３００…投写レンズ、５６０…電源回路、５７０…駆動回路、５８
０…冷却用ＦＡＮ、５８５…流路。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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