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(57)【要約】
本発明の蛍光体式ランプは、蛍光体材料と励起源を含み
、励起源はレーザ及び／又はＬＥＤであることができる
。このランプは、高角度光を反射及び再利用して輝度を
向上させるための光再利用カラーを含むことが好ましい
。励起源がレーザである場合、ビームスプリッターは光
再利用カラーの開口を通してレーザビームを蛍光体材料
に再度向けることが好ましい。蛍光体材料が発する光は
開口を通って出て、ビームスプリッターを通過してラン
プの出力となる。また、レンズを用いて、光再利用カラ
ー周囲のレーザビームを蛍光体材料に再度向ける。好ま
しくは、複数の励起レーザを光再利用カラーの回りに配
して、これらの出力を蛍光体材料上に、或は対向する壁
に向けようにすると、出力は蛍光体材料上に反射される
。このようなランプは投射型システムの一部として利用
することができる。一実施形態において、この蛍光体材
料はカラーホイール上に含まれる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蛍光体材料で被覆されたＬＥＤを含む蛍光体式ランプ。
【請求項２】
　蛍光体材料に向かう出力を有する励起レーザ源を更に含む、請求項１に記載の蛍光体式
ランプ。
【請求項３】
　請求項２に記載の蛍光体式ランプにおいて、
　　前記蛍光体材料は中心軸に集光させた光を発し、前記ランプは前記中心軸が通過する
中心開口を有する光再利用カラーを更に含み、
　　前記中心軸に対して所定の角度より小さい角度の発光は前記中心開口を通過し、
　　前記所定の角度より大きい角度の発光は、光再利用のための前記光再利用カラーによ
って前記蛍光体材料に向けて反射され、前記光再利用カラーは前記蛍光体材料に対して位
置する、蛍光体式ランプ。
【請求項４】
　蛍光体材料と蛍光体材料に向かう出力を有する励起レーザ源とを含む蛍光体式ランプ。
【請求項５】
　請求項４に記載の蛍光体式ランプにおいて、
　　前記蛍光体材料は中心軸に集光させた光を発し、前記ランプは前記中心軸が通過する
中心開口を有する光再利用カラーを更に含み、
　　前記中心軸に対して所定の角度より小さい角度の発光は前記中心開口を通過し、
　　前記所定の角度より大きい角度の発光は、光再利用のための前記光再利用カラーによ
って前記蛍光体材料に向けて反射され、前記光再利用カラーは前記蛍光体材料に対して位
置する、蛍光体式ランプ。
【請求項６】
　ビームスプリッターを更に含む請求項５に記載の蛍光体式ランプにおいて、
　　レーザ出力は前記ビームスプリッターに向けられ、
　　前記レーザ出力が前記開口を通って前記蛍光体材料に再度向けられるよう、前記ビー
ムスプリッターは位置及び配向され、
　　前記蛍光体材料が発する、前記開口を通過する光は前記ビームスプリッターを出力光
として通過する、蛍光体式ランプ。
【請求項７】
　前記光再利用カラーは球状である、請求項６に記載の蛍光体式ランプ。
【請求項８】
　前記光再利用カラーは放物線形状である、請求項６に記載の蛍光体式ランプ。
【請求項９】
　前記ビームスプリッターと前記蛍光体材料との間に位置する光パイプを更に含む、請求
項６に記載の蛍光体式ランプ。
【請求項１０】
　前記光パイプは、前記蛍光体材料が発する光を受容するための入力端と、それに対向す
る出力端を有し、前記出力端の一部は光を反射及び再利用するための反射コーティングを
有する、請求項９に記載の蛍光体式ランプ。
【請求項１１】
　前記レーザ出力は前記光再利用カラーの外側を通過するように向けられ、前記ランプは
、前記レーザ出力を前記蛍光体材料に再度向けるための少なくとも１個のレンズを含む、
請求項５に記載の蛍光体式ランプ。
【請求項１２】
　前記光再利用カラーの回りに配される複数の励起レーザを含み、各レーザは前記蛍光体
材料に向けられた出力を有する、請求項５に記載の蛍光体式ランプ。
【請求項１３】
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　各励起レーザの前記出力は、前記光再利用カラーの開口を通過して前記蛍光体材料に達
する、請求項１２に記載の蛍光体式ランプ。
【請求項１４】
　前記光再利用カラーの回りに配される複数の励起レーザを含み、各レーザは前記光再利
用カラーの対向する面に向けられた出力を有し、この対向する面は前記出力を前記蛍光体
材料に再度向ける、請求項５に記載の蛍光体式ランプ。
【請求項１５】
　各励起レーザの前記出力は、前記光再利用カラーの開口を通過して対向する壁に達し、
この壁において前記出力は前記蛍光体材料に向け反射される、請求項１４に記載の蛍光体
式ランプ。
【請求項１６】
　前記出力を前記蛍光体に再度向けるために、前記レーザ出力の経路に少なくとも１個の
レンズを含む、請求項４に記載の蛍光体式ランプ。
【請求項１７】
　液体担体中に蛍光材料を含む蛍光セルと、前記液体担体を循環させるためのポンプと、
前記液体担体を冷却するためのヒートシンクと、前記蛍光材料を発光せしめるための前記
蛍光セルに向けた出力を有する励起レーザとを含む、蛍光体式ランプ。
【請求項１８】
　前記蛍光セルと前記励起レーザとの間に配置したフィルタを更に含み、前記励起レーザ
は前記励起レーザ光の波長を前記蛍光セルに伝達し、前記蛍光体が発する前記蛍光を出力
方向に反射するよう設計される、請求項１７に記載の蛍光体式ランプ。
【請求項１９】
　請求項１７に記載の蛍光体式ランプにおいて、
　　前記蛍光体材料は中心軸に集光させた光を発し、前記ランプは前記中心軸が通過する
中心開口を有する光再利用カラーを更に含み、
　　前記中心軸に対して所定の角度より小さい角度の発光は前記中心開口を通過し、
　　前記所定の角度より大きい角度の発光は、光再利用のための前記光再利用カラーによ
って前記蛍光体材料に向けて反射され、前記光再利用カラーは前記蛍光体材料に対して位
置する、蛍光体式ランプ。
【請求項２０】
　請求項１７に記載の蛍光体式ランプであって、前記蛍光体材料が発する光を受容するた
めの入力端と、それに対向する出力端を有する光パイプを更に含み、前記出力端の一部は
光を反射及び再利用するための反射コーティングを有する、蛍光体式ランプ。
【請求項２１】
　請求項４に記載の蛍光体式ランプ、該ランプからの光出力を受容するためのカラーホイ
ール、前記カラーホイールの出力を受容するためのリレーレンズ、前記リレーレンズの出
力を受容するためのプロジェクションエンジン及び出力プロジェクションレンズを有する
プロジェクタシステム。
【請求項２２】
　光源、前記光源からの光出力を受容するためのカラーホイール、前記カラーホイールの
出力を受容するためのリレーレンズ、前記リレーレンズの出力を受容するためのプロジェ
クションエンジン及び出力プロジェクションレンズを有し、前記カラーホイールは蛍光性
材料で被覆されている、プロジェクタシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０１２年７月１９日出願の米国特許仮出願第６１／６７３，３５７号及び２
０１３年６月１２日出願の米国特許仮出願第６１／８３４，１１９号の優先権を主張する
ものである。
【背景技術】
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【０００２】
　投射型ディスプレイに用いられる光源は多種知られており、公知の光源としてはアーク
ランプ、ＬＥＤ、蛍光体が利用されている。長寿命と省エネルギーの観点からＬＥＤ光源
が望ましい。白色ＬＥＤは赤、緑、青の各ＬＥＤの組合せよりも単純で安価であることか
ら、投射型ディスプレイに特に利用される。しかしながら、プロジェクタの出力はＬＥＤ
の輝度によって制限される。輝度を向上するために、利用されないＬＥＤの出力の一部を
再利用して当該ＬＥＤに戻すことにより、プロジェクタの輝度を高めることが提案されて
いる。
【０００３】
　レーザによって励起され得る蛍光体材料は、蛍光体粉末の取り扱い方法により一般に３
種に分類される。
　蛍光体粉末は、ガラス、金属等の基板の表面に素材をコートして薄層を形成できるよう
、蛍光体粉末を接着剤やエポキシ等の有機材料で結着してなる。この場合、蛍光体の十分
な熱低下と、レーザビームによる接着剤の焼けに注意が必要である。
【０００４】
　セラミック蛍光体は、蛍光体粉末をガラス等の無機材料で結着してなり、通常固体とし
て用いられる。セラミック蛍光体は、薄いセラミック蛍光体シートに形成でき、接着剤を
使用しないため、より高出力レーザのより高温に耐えられる。
【０００５】
　液状蛍光体は、蛍光体粉末を液体に懸濁してセルに入れられる。この蛍光体は流動可能
であり、熱が素早く逃げるため、システムにおける粉末の取り扱い性が向上する。
【０００６】
　図１に投射型ディスプレイで用いるための他の光源としての、蛍光体式光源を示す。図
１においては、蛍光体材料１０がヒートシンク１２上に設置される。レーザ１４の出力は
蛍光体１０の表面に向けられて、蛍光体材料を励起し、光ビーム１６を発光する。蛍光体
輝尽光源においては、光の再利用も行われる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の蛍光体式ランプは蛍光体材料と励起源を含み、該励起源はレーザ及び／又はＬ
ＥＤであることができる。このランプは、高角度の光を反射及び再利用して輝度を向上さ
せるための光再利用カラーを含むことが好ましい。
【０００８】
　励起源がレーザの場合、レーザ出力ビームはビームスプリッターに向けられ、ビームス
プリッターはこのレーザビームを光再利用カラーの開口を通して蛍光体材料に再度向ける
ことが好ましい。蛍光体材料から発せられ開口を通過する光は、ランプの出力として前記
ビームスプリッターを通過する。また、光再利用カラー周囲のレーザビームを蛍光体材料
に再度向けるためにレンズが用いられる。
【０００９】
　好ましくは、複数の励起レーザが光再利用カラーの周囲に配置され、これらの出力を蛍
光体材料又は対抗する壁に向けることにより、各出力を前記蛍光体材料に反射する。
【００１０】
　このようなランプは投射型システムの一部として利用することができる。一実施形態に
おいては、このランプは投射型システムの光源として働く。また、この投射型システムは
従来の光源を利用することができ、前記蛍光体材料はカラーのホイール部にコートされ、
前記光源によって励起される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】従来技術の蛍光体光源の側断面概略図。
【図２】蛍光体被覆ＬＥＤを利用したハイブリッド光源の側断面概略図。
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【図３】光再利用を採用した他のハイブリッド光源の側断面概略図。
【図４】ＬＥＤと蛍光体のレーザ輝尽、及び光再利用を採用した他のハイブリッド光源の
側断面概略図。
【図５】ハイブリッド光源の他の実施形態の側断面概略図。
【図６】ハイブリッド光源の他の実施形態の側断面概略図。
【図７】本発明に係る光源を利用した投射型システムの側断面概略図。
【図８】本発明に係る光源を利用した他の投射型システムの側断面概略図。
【図９】本発明に係る光源の他の実施形態の側断面概略図。
【図１０】本発明に係る光源の更なる実施形態の側断面概略図。
【図１１】本発明に係る光源の更なる実施形態の側断面概略図。
【図１２】光パイプを利用した、本発明に係る光源の他の実施形態の側断面概略図。
【図１３】光パイプを利用した、本発明に係る光源の更なる実施形態の側断面概略図。
【図１４】光パイプを利用した、本発明に係る光源の更なる実施形態の側断面概略図。
【図１５】光パイプを利用した、本発明に係る光源の更なる実施形態の側断面概略図。
【図１６】光パイプを利用した、本発明に係る光源の更なる実施形態の側断面概略図。
【図１７】本発明に係る光源の他の実施形態の側断面概略図。
【図１８】蛍光体源から光再利用カラーの方向を見た図であって、励起レーザの配置を示
す図。
【図１９】本発明に係る光源の他の実施形態の側断面概略図。
【図２０】蛍光体源から光再利用カラーの方向を見た図であって、励起レーザの配置を示
す図。
【図２１】本発明に係る光源の他の実施形態の側断面概略図。
【図２２】蛍光体光源方向から見た光再利用カラーの図であって、励起レーザの他の配置
を示す図。
【図２３Ａ】本発明に係る蛍光体の配置を示す側面概略図。
【図２３Ｂ】本発明に係る蛍光体の配置を示す側面概略図。
【図２３Ｃ】本発明に係る蛍光体の配置を示す側面概略図。
【図２４】本発明に係る光源の他の実施形態の概略図。
【図２５】図２４の光源の他の実施形態の概略図。
【図２６】光パイプを利用した、図２４の光源の他の実施形態の概略図。
【図２７】光パイプを利用した、図２４の光源の他の実施形態の概略図。
【図２８】図２４の光源の他の実施形態の概略図。
【図２９】更に光パイプを利用した、図２４の光源の他の実施形態の概略図。
【図３０】更に光パイプを利用した、図２４の光源の他の実施形態の概略図。
【図３１】図２４の光源を利用した光プロジェクタの概略図。
【図３２】光源の他の実施形態の概略図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図２に白色光を発する光源の構造を示す。蛍光体材料１８の層は青色ＬＥＤ２０の上に
配され、このＬＥＤはヒートシンク２２上に設置される。蛍光体層１８はＬＥＤ２０が発
生する青色光によって励起され、赤色光及び緑色光を発する。この蛍光体は通常、蛍光体
層の層厚又は堆積した蛍光体の密度を変化させることにより調整され、ＬＥＤからの青色
光と蛍光体材料１８からの赤色光と緑色光が総合的に白色光として出力される。
【００１３】
　図３には、図２に示す青色ＬＥＤ２０と蛍光体材料１８を有する光源の実施形態を示す
が、本実施形態には光再利用カラー２４が更に含まれる。光再利用カラー２４は、内側に
光を反射する略半球状の外表面２６と、発光軸３０の中心に位置する開口２８を有する。
図示するように、ＬＥＤ２０と蛍光体材料１８からの光は軸３０に対して低い発光角度を
有し、開口を通過して光源からの出力となる。所定の角度より大きな発光角度を有する発
光３２は、光再利用カラー２４の反射表面２６に衝突し、蛍光体材料１８に向かって反射



(6) JP 2015-528988 A 2015.10.1

10

20

30

40

50

する。図示しない他の実施形態において、光再利用カラー２４は二重放物線形状を取り得
る。
【００１４】
　図４においては、レーザ３４（例えば青色レーザ）が光再利用カラー２４ａに設置され
る。レーザ３４の出力３６は蛍光体材料１８に向けられ、蛍光体層１８を更に励起する。
このレーザ励起により、光源の光出力が増加し、システムの輝度が増加する。２以上のレ
ーザを使用することができ、必要な出力に対応する追加輝度、ＬＥＤの光取り扱い性能、
ヒートシンク２２の性能及びシステムの寿命要求を満たすことができる。また、レーザ３
４は光再利用カラー２４ａの外部に設置することができ、この場合、出力３６は光再利用
カラー２４ａの穴を通して蛍光体材料１８に向けられる。
【００１５】
　ＬＥＤと蛍光体材料１８を使用する代わりに、図４の実施形態では蛍光体層のみが被覆
されたヒートシンクを利用することができる。このような実施形態においては、システム
は完全なレーザ輝尽システムとして作動する。
【００１６】
　図４の他の実施形態においては、システムのコスト低減の観点から光再利用カラー２４
ａを使用しない。
【００１７】
　図５では、蛍光体材料で被覆された青色ＬＥＤを白色光源４０として用いる。この光源
の出力は、光パイプ４４の入力端４２に収容される。光パイプは直線状でもテーパー形状
であってもよい（図示のごとく）。光パイプ４４の出力端４６はビームスプリッター４８
に結合される。励起レーザ１４は、光パイプ４４の中心軸５２に対して約９０°の角度で
出力５０がビームスプリッター４８に向けられ、光源４０へ反射されるように位置する。
光源４０が発する光５４は、ほぼ軸５２の方向に進み、ビームスプリッター４８を通過し
出力光となる。更に、ビームスプリッター４８の出力端５６の一部を反射層５８で被覆し
、光源４０へ戻る出力光の一部を反射及び再利用して、出力の輝度を増大することもでき
る。
【００１８】
　蛍光体で被覆されたＬＥＤを用いる代わりに、光源４０を蛍光体層で被覆されたヒート
シンクとすることができる。有色光を発する蛍光体層を用いることもできる。例えば、緑
色蛍光体を用いて緑色光を作り出すことができる。レーザ励起によって、発生する緑色光
の輝度が向上する。また、赤色蛍光体を用いることもできる。
【００１９】
　図６の実施形態においては、ある特定の色の出力の増大のために異なる波長の蛍光体が
用いられる。例えば、光源がより緑色光を発するように、波長５４０ｎｍの緑色ＬＥＤ６
０が緑色蛍光体層６２と共に用いられる。この緑色蛍光体層は５４０ｎｍ光に対して透過
性があるが、紫外光及び／又は青色光は吸収する。また、赤色出力の輝度を増大させたい
場合、赤色蛍光体を用いることができる。
【００２０】
　一般に、どの色のＬＥＤも用いることができ、上述のように透明蛍光体に向けられた励
起レーザを用いて輝度を増大することができる。図５及び図６の実施形態のいずれにおい
ても、選択的な色の輝度を増大することができる。
【００２１】
　図７は、図２～６に示される実施形態のいずれかであるレーザ／ＬＥＤ光源６４を用い
ることができる、通常のＤＬＰプロジェクタシステムの概略図である。光源６４の出力は
、カラーホイール６６、光トンネル６８及びリレーレンズ７０を通過して、プロジェクタ
７２に至る。このプロジェクタは、通常のプロジェクションエンジン７４、デジタル光プ
ロセッサイメージャ７６及びスクリ－ンにイメージを投影するための出力プロジェクショ
ンレンズ７８（図示せず）を有する。ＤＬＰプロジェクションシステムはよく知られてい
る限りにおいては、更なる説明は必要ない。３ＬＣＤやＬＣＯＳを利用した他の投射型シ
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ステムを用いることもできる。
【００２２】
　図８にＤＬＰプロジェクションシステムの他の実施形態を示す。図５に示すように、レ
ーザ３４の光の出力はビームスプリッター４８に向けられる。このレーザ光は蛍光体材料
１８に向けて反射される。ＬＥＤ２０及び蛍光体材料１８が発する光はレンズ８０により
一直線となる。この平行な出力はビームスプリッター４８を通過し光パイプ８２に入り、
カラーホイール６６を通過する。カラーホイール６６を通過した後、この出力光はレンズ
アレイ７０を通過しプロジェクタ７２に入る。プロジェクタにはエンジン７４、ＤＬＰパ
ネル７６及び出力レンズ７８が含まれる。
【００２３】
　図９にレーザ入力により作動する光源の実施形態を示す。レーザ１４は、半導体材料、
ソリッドステート又はガスレーザを含む他のレーザ材料からなるＵＶ又は青色レーザであ
ることができる。レーザ１４の出力８２はレンズ８４を通過し、蛍光体材料１８が被覆さ
れたヒートシンク１２に向かって出力８２が反射されるような角度で選択フィルタ８６に
達する。蛍光体材料１８はレーザ照射を吸収し、使用された材料の種類に応じて種々の色
の光を発する。例えば、白色、赤色、緑色、青色、他の色等の光が発生する。
【００２４】
　蛍光体材料１８は、蛍光体が低温に維持されて性能が改善するよう、ヒートシンク１２
の表面に取り付けられる。異なる色を発する一種以上の蛍光体材料を得ることができる。
ヒートシンク１２には、レーザ光と蛍光体が発する光の全部が出口開口２８に向けられる
よう、光再利用カラー２４に対向する反射面が付与されている。
【００２５】
　蛍光体からの出力は通常ランベルティアンで、高角度の発光が含まれる。高角度発光は
反射カラー２４によって反射され蛍光体材料１８に戻る。このカラーはイメージング装置
を形成する際に球形とすることができ、高角度蛍光体の発光を蛍光体材料１８に結像する
。低角度発光は開口２８から外に出て、コリメートレンズ８０を通過する。続いて、この
出力は選択フィルタ８６を通過する。選択フィルタは蛍光体が発する光を伝達し、レーザ
光を反射する。出力された平行ビーム８７は光学的集光レンズ８８によって小さなスポッ
トに集光させることもできる。
【００２６】
　図１０に、放物線形状を有する光再利用カラー２４ｂの他の配置を示す。蛍光体材料１
８が発する光であって、軸方向５２に対して所定の角度より大きい光は、カラー２４ｂに
よって軸方向に垂直な方向に反射され、更に対向する表面により蛍光体材料１８に反射さ
れる。
【００２７】
　図１１に、放物線形状を有する光再利用カラー２４ｃの他の配置を示す。この場合、蛍
光体材料１８は、光がヒートシンク１２に向かってヒートシンク１２に垂直に反射される
よう、パラボラリフレクタの焦点に取り付けられる。レフレクタ９０は、平行ビームがパ
ラボラリフレクタ２４ｃに向けて反射され、蛍光体材料１８に再利用されるために集光さ
れるよう、ヒートシンク１２に平行に、或はヒートシンク１２の最表面に取り付けられる
。
【００２８】
　図１２に、テーパー光パイプ又は複合放物面集光器（ＣＰＣ）９２を用いた実施形態を
示す。レーザの出力８２は、レーザビームがテーパー光パイプ又はＣＰＣ９２に向けて反
射され蛍光体材料１８に達するよう、選択ビームスプリッター４８に向けられる。蛍光体
が発する光は光パイプ９２に収容され、選択ビームスプリッター４８を通ってビームスプ
リッター４８の出口端９４に向かう。選択ビームスプリッター４８は研磨された全六側面
を有しており、ビームスプリッターを形成するプリズムの三角面で全内部反射が起こる導
波管として機能する。
【００２９】
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　ビームスプリッター４８の出口端９４は、低角度の光は通過可能であるが、高角度の光
は反射又は再利用する中心開口９８を有する環状光学リフレクタ９６に覆われている。更
に、反射ポーラライザ（図示せず）を出力開口上に設けて、利用されなかった偏光を再利
用することもできる。
【００３０】
　図１３に本発明の他の実施形態を示す。この実施形態においては、選択ビームスプリッ
ター４８が選択フィルタプレート１００に変更されており、レーザ１４から出力されるビ
ーム８２がテーパー光パイプ又はＣＰＣ９２に向けて反射され蛍光体材料１８に向かう。
蛍光体材料１８からの出力光は、光パイプ９２を経由して選択フィルタプレート１００に
伝達される。ＣＰＣ又はテーパー光パイプの出力端１０１は、軸に対して所定の角度より
小さい角度を有する光のみを通過させるための中心開口１０４を備えた反射コーティング
１０２によって被覆される。
【００３１】
　図１４に複数の蛍光体材料１８ａ及び１８ｂを用いた他の実施形態を示す。蛍光体が存
在しない領域Ｍ１は、再利用光が反射してＣＰＣ又はテーパー光パイプ９２の出力端に向
くよう、反射表面で被覆することができる。また、光パイプ９２の入力端は部分的にＭ２
で示す反射表面で被覆することができる。
【００３２】
　図１５に光パイプ１０４が逆向テーパー形状を有する他の実施形態を示す。蛍光体材料
１８からの高角度発光が蛍光体材料１８に反射されて再利用される。逆テーパー光パイプ
１０４の場合、外表面を反射コーティングで被覆して全内部反射を創出する必要がある。
【００３３】
　図１６に図１５の変形例を示す。この変形例では、逆テーパー光パイプ又はＣＰＣ１０
４の出力が、第二のテーパー光パイプ又はＣＰＣ９２への入力となる。このようなシステ
ムにより、出力面の大きさと光の出力角度が調節可能となる。
【００３４】
　図１５及び１６で用いられるテーパー光パイプ又はＣＰＣは中実でも中空でもよい。中
実のＣＰＣを用いれば、外表面を反射コーティングで被覆する必要がある。
【００３５】
　図１７に、蛍光体材料１８の層がヒートシンク１２の最表面に設けられたレーザ励起蛍
光体システムを示す。蛍光体材料１８は、蛍光体粉末を接着剤又は他のバインダーで結着
したもの、セラミック蛍光体又は液状蛍光体とすることができる。
【００３６】
　球状の光再利用カラー２４ａは、蛍光体が発する開口２８を通過しない光が蛍光体自身
に反射されるよう、湾曲の中心が実質的に蛍光体材料１８に位置するように設置される。
蛍光体が発する光の一部は、光再利用カラー２４ａの開口２８から出て、システムの出力
を創出する。開口２８から出ない光の一部は蛍光体材料１８に反射されて再利用されるこ
とになる。蛍光体材料に衝突する光の一部は再度放出され、開口２８から出てシステムの
出力となる。このような光の一部は、光再利用カラー２４ａによって、再度蛍光体材料に
反射される。
【００３７】
　図１７のシステムは複数の励起レーザ１４を含み、レーザの出力は光再利用カラー２４
ａの小さな開口１１１を通過して蛍光体材料１８に向き、レーザビームを無駄なく侵入さ
せることができる。
【００３８】
　図１８に、レーザ源の配置の一例を示す。このような例においては、６個の開口１１１
が光再利用カラー２４ａの周囲に、中心軸「Ｃ」から半径「ｒ」の位置に均等に設けられ
ている。レーザの数は、必要とされる全レーザの出力を提供するために調整することがで
きる。高効率オペレ－ションには、レーザビーム用の開口を光再利用カラーの大きさに対
して小さくし、再利用のために取り除く表面の量を最小限とする。
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【００３９】
　図１９に他の配置を示す。蛍光体材料１８が発する光の高角度ビームが光再利用カラー
の内面に衝突する際、二種の反射が起きるよう、光再利用カラー２４ｃは放物線形状であ
る。第一の反射ではビームが出力軸に垂直な方向に平行化し、第二の反射ではビームが蛍
光体材料１８に向けて集光する。この場合、励起レーザ１４の出力は開口１１１を通り、
開口に入るレーザビーム１１４が中心軸５２に垂直な方向に進行するように配向すること
ができる。レーザビーム１１４は、光再利用カラー２４ｃの対向する内壁から反射し、蛍
光体材料１８に向けられる。図２０に示すように、開口１１１を設計する際、開口が互い
に対向するように設けないことが重要である。蛍光体材料１８を反射性コーティング１２
０で覆って、光再利用性を向上させることが好ましい。
【００４０】
　図２１に蛍光体材料１８を励起するための一以上のレーザ源１４を用いた他の配置を示
す。多重レンズ１２２、１２４を用いて蛍光体材料１８が発する光を平行化及び集光する
。３個のレーザ源１４を、蛍光体材料１８が発する平行化された光の大部分が通過する領
域の外側に設置することにより、レーザ出力８２はミラー１２６で反射されて蛍光体材料
１８に向かう。ミラー１２６はレーザビーム８２のサイズに合うよう、小さいことが好ま
しい。このようにして、光の遮断量が最小となる。
【００４１】
　図２２に３個のレーザ源１４の配置の一例を示す。３個のレーザ１４と３個の小型ミラ
ー１２６が出力ビームの端部に設けられている。正確な波長を考慮すると、ミラーは二色
性コーティングからなることができ、このミラーがレーザビームを反射し、蛍光体材料１
８の出力を伝達することにより、システムのブロック損失を低減する。
【００４２】
　図２３に蛍光体材料の種々の配置を示す。（ａ）では蛍光体粉体／接着剤１８ａ又はセ
ラミック蛍光体１８ｂがヒートシンク１２の表面に設けられ、（ｂ）では液体に懸濁させ
た蛍光体が容器１８ｃに入れられ、（ｃ）ではホイール１３０上の蛍光体１８ｄがモータ
１３２で回転されて、蛍光体材料の表面積を増大させる。これにより、実際の面積は減少
し、全体的な粉体取扱い性能を向上させる。
【００４３】
　図２４に蛍光セル１４０を用いたランプシステムの実施形態を示す。このシステムは液
体と蛍光材料を含み、光源１４２によりエネルギーが供給される。光源１４２は好ましく
はレーザであり、その波長は液体内の蛍光材料に吸収されるよう選択される。セル１４０
はガラス又は他の透明材料からなる。この蛍光材料は種々の色の蛍光体、種々の色の染料
又は他の蛍光材料（例えば、蛍光体粉末）とすることができる。蛍光材料は、液体に溶解
可能、懸濁可能又はコロイド形成可能である。ある種の色についての要求から、数種の蛍
光材料を混合して用いることができる。フィルタ１５６は、励起波長のレーザ光を伝達す
るように設計され、蛍光体が発する蛍光を出力方向に反射する。
【００４４】
　一例において、入力光源１４２は青色レーザである。液体はグリコール又はシリコーン
オイルで、蛍光体がその中に懸濁している。蛍光体セル１４０は２枚の平板ガラスから構
成され、入口１４４と出口１４６がセル１４０の対向する端部に配されるように形成され
る。セル１４０の厚さは、レーザ光の一部が吸収され、それが伝達されることにより、特
定の応用のために必要な光学スペクトルを提供するように調整することができる。
【００４５】
　蛍光体セル１４０内の液体はチュービング１４８とポンプ１５０によって連続的に循環
される。チュービングの第一セクション１４８ａは、リザーバ１５２をポンプ１５０に結
合する。チュービングの第二セクション１４８ｂは、このポンプをセル１４０の入口１４
４に結合させる。チュービングの第三セクション１４８ｃは、セル１４０の出口１４６と
冷却器１５４とを結合する。そして、チュービングの第四セクション１４８ｄは、冷却器
１５２からリザーバ１５０に液体を戻す。尚、「チュービング」とは加圧下で液体を循環
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させるための適切なパイプ又は他の管のいずれをも広く意味すると解釈されたい。
【００４６】
　蛍光体は使用に伴って劣化し、発光効率は時間と共に減少する。このような理由で、リ
ザーバ１５２は、リザーバ１５２が取り外し及び交換可能なように、チュービングの第一
セクション１４８ａとチュービングの第四セクション１８４ｄに継手又はコネクタ（図示
せず）で結合されることが好ましい。リザーバ１５２は液体と蛍光体懸濁物を含むカート
リッジであることが好ましく、このカートリッジは出力を元の値に戻すために必要な場合
に交換することができる。チュービングセクション１４８ａと１４８ｄからカートリッジ
を外した際、カートリッジは入力端部と出力端部が自動的に閉じられて液体の逸出を防ぐ
構造を取ることが好ましい。所望であれば、冷却器１５４をカートリッジの一部とするこ
ともできる。この場合、冷却器１５４の入口とリザーバ１５２の出口の間に継手を設ける
。
【００４７】
　リザーバ１５２の液体収容量及びそれに含まれる蛍光体の量は望ましい有効寿命を提供
するよう設計することができる。種々のサイズの交換可能なカートリッジが入手可能であ
り、ユーザーは、有効寿命に応じて選択することができる。
【００４８】
　図２４のシステムは球状、楕円形状又は他の湾曲した光再利用カラー２４であって、中
心部に出口開口２８を有する光再利用カラーを利用する。この光再利用カラーは、中心軸
に対して所定の角度より小さい発光角度の光を放出するために、且つこのような角度より
大きい発光角度の光を反射・再利用するために利用される。
【００４９】
　光再利用カラーは光の出力発散を制限するので、システムのエタンデュが低減される。
再利用光の一部は開口２８を通って出るため、出力の輝度は向上する。使用する液体と蛍
光材料の種類によっては、再利用光が十分に散乱されて光の一部を出力に再度向けるよう
、光学ディフューザを蛍光セルの前後に付加することができる。これら任意のディフュー
ザは本発明の他の実施形態と共に使用することができる。
【００５０】
　更に他の実施形態においては、蛍光体材料に加えて、ガラス粉、ガラスビーズ等のパッ
シブ拡散性粉末の懸濁液を青色レーザ光の散乱に用いることができ、吸収されなかった青
色レーザ光の一部がレーザビームとしてではなく、青色散乱光として出力させる。この散
乱青色レーザ光は、プロジェクションエンジン用の蛍光体からの他の色の光と合成される
ことになる。これにより、制御された量の青色レーザ光がプロジェクションエンジン用の
非コヒーレントな青色光として使用可能となる。
【００５１】
　図２５に入口１４４ａと出口１４６ａを有する蛍光セル１４０を含む光源の他の実施形
態を示す。図２５において、セル１４０はヒートシンク１２上に存在するか、或はヒート
シンク１２に付加されている。このセルは図２４の冷却器１５４に代えて、或は冷却器１
５４の機能補強のために用いられる。反射性コーティング又はミラー１５６が蛍光セル１
４０の裏面に設けられ、蛍光の出力が光再利用カラー２４（使用されていれば）に向けら
れる。図２５において光源１４２は、レーザ光を蛍光セル１４０に向ける角度で配置され
る選択フィルタ１５８に光を向ける。この選択フィルタ１５０により、蛍光セル１４０が
発する光１６０がフィルタ１５０を通過できる。
【００５２】
　図２６に、真直ぐな光パイプ１７０に出力が収容される蛍光セル１４０を用いた光再利
用システムを示す。光パイプの出口端１７２には開口１７６を有する反射表面１７４が含
まれ、開口の中心は中心軸と一致することにより、低角度に光ビーム１８０が光パイプ１
７０を出て行き、同時に残りの光が反射して入力端１７８向かい再利用される。この反射
光は散乱され再度方向付けられることから、輝度が向上する。
【００５３】
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　図２７は図２６と同様であるが、テーパー状の光パイプ１７０ａ（即ち、出口１７２ａ
から入口１７８ａに向かってテーパーをなす光パイプ）を用いている点が異なる。
【００５４】
　図２８に、光再利用カラー２４と光源１４２、更に図２５と同様の選択フィルタ１５８
を用いた光再利用システムを示す。セル１４０はヒートシンク１２に載置される。リフレ
クタ１８２はセル１４０とヒートシンク１２との間に位置する。ディフューザに代わりに
、このリフレクタには光再利用の機構を向上させるための散乱表面を設けることができる
。入力光源１４２はセル１４０の出力側に設けることができ、選択フィルタ１５８により
セル１４０に向けて反射された光と合流する。セル１４０が発する出力光１８４は開口２
８から出て、選択フィルタ１５０を通過し、システムの出力となる。
【００５５】
　図２９に図２６及び２７と同様の光再利用システムの配置を示す。このシステムは反射
的蛍光セル１４０に代えて透過的蛍光セルを有する。
【００５６】
　図３０に図２９の変形例を示す。この変形例では、選択フィルタ１５８に代えてプリズ
ムからなるビームスプリッター１９０を用いる。この場合、選択ビームスプリッターは、
固体ビームスプリッター六面体（立方体又は異なる大きさの面を有する直線構成の立体で
あることができる）の中に存在する。この六面体の全面は、立方体内の光が一部の面にお
いて全反射されるよう、光学的に仕上げがなされている。図示のように、真直ぐ又は図示
のようにテーパー形状であってもよい光パイプ１７０の端部とセル１４０と、及びビーム
スプリッター１９０とのそれぞれの間にはギャップが設けられていることが好ましい。
【００５７】
　図３１に図７と同様の投射型システムを示すが、光源が蛍光セル１４０である点が異な
る。蛍光セル１４０及び光再利用カラー２４の大きさは、光再利用光源のエタンデュがプ
ロジェクションエンジン７２のエタンデュに一致するよう選択される。蛍光セル１４０固
有のエタンデュと投射型システムのエタンデュとの比は光再利用システムのゲインを決定
する。光源（セル１４０）は白色光を発することが好ましい。
【００５８】
　図３２に、Ｒ（赤色）、Ｇ（緑色）及びＢ（青色）の３種の異なる色をＸキューブプリ
ズム１９２を用いて組合せ、単一出力とした光源を示す。出力１９４はプロジェクション
エンジン又は点光アプリケーションのための光源として利用される。
【００５９】
　以上、本発明の好ましい実施形態を記載してきたが、当業者にとって種々の変形例も明
らかであろう。このような変形例や改変例の全てが、添付の請求の範囲に定義される発明
の範囲に包含されると解釈されたい。
【符号の説明】
【００６０】
１０、１８、１８ａ、１８ｂ、１８ｄ　蛍光体材料
１２、２２　ヒートシンク
１４、３４　レーザ
１６　光ビーム
１８ｃ　容器
２０　青色ＬＥＤ
２４、２４ａ、２４ｂ、２４ｃ　光再利用カラー
２６　外表面
２８、１１１、１７６　開口
３０　発光軸
３２　発光
３６、５０、８２、１９４　出力
４０、１４２　光源
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４２、１７８　入力端
４４、８２、１０４、１７０、１７０ａ　光パイプ
４６、５６、１０１　出力端
４８、１９０　ビームスプリッター
５２　中心軸
５４、１６０　光
５８　反射層
６０　緑色ＬＥＤ
６２　緑色蛍光体層
６４　ＬＥＤ光源
６６　カラーホイール
６８　光トンネル
７０　リレーレンズ
７２　プロジェクタ
７４　プロジェクションエンジン
７６　デジタル光プロセッサイメージャ
７８　出力プロジェクションレンズ
８０、８４　レンズ
８６、１５８　選択フィルタ
８７　平行ビーム
８８　光学的集光レンズ
９０　レフレクタ
９２　複合放物面集光器（ＣＰＣ）
９４、１７２　出口端
９６　環状光学リフレクタ
９８、１０４　中心開口
１００　選択フィルタプレート
１０２　反射コーティング
１１４　レーザビーム
１２０　反射性コーティング
１２２、１２４　多重レンズ
１２６　ミラー
１３０　ホイール
１３２　モータ
１４０　蛍光セル
１４４、１４４ａ、１７８ａ　入口
１４６、１４６ａ、１７２ａ　出口
１４８　チュービング
１４８ａ　チュービングの第一セクション
１４８ｂ　チュービングの第二セクション
１４８ｃ　チュービングの第三セクション
１４８ｄ　チュービングの第四セクション
１５０　ポンプ
１５２　リザーバ
１５４　冷却器
１５６　フィルタ
１７４　反射表面
１８２　リフレクタ
１８４　出力光
１９２　Ｘキューブプリズム
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