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(57)【要約】
　
本発明は、光源システムおよびこれを用いた投影システ
ムに関するものである。この光源システムは、励起光を
放出する光源（１０）と、光波長変換材料を備えた運動
装置（２０）と、および調整装置（３０）とを含む。こ
の励起光は、前記光波長変換材料に照射される。運動装
置（２０）が周期運動状態にあるときに、この励起光の
前記運動装置（２０）への照射によって形成された光ス
ポットの位置は、第１の作業軌跡に沿って周期的に運動
する。調整装置（３０）は、前記光スポットの位置を調
整することにより、調整された励起光の前記運動装置（
２０）への照射によって形成された光スポットの位置が
第２の作業軌跡に沿って周期的に運動するようにするも
のである。第１の作業軌跡と第２の作業軌跡は、離隔さ
れている。本発明によれば、第１の作業軌跡上の光波長
変換材料の作業負荷を減らすことができ、これにより、
光波長変換材料の老化を遅らせ、光源システムの使用寿
命を延長することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　励起光を放出する光源と、光波長変換材料を備えた運動装置とを含み、前記励起光が前
記光波長変換材料に照射され、前記運動装置が周期運動状態にあるときに、前記励起光の
前記運動装置への照射によって形成された光スポットの位置が第１の作業軌跡に沿って周
期的に運動するようにする光源システムであって、
　調整装置をさらに含み、
　前記調整装置は、前記光スポットの位置を調整することにより、調整された励起光の前
記運動装置への照射によって形成された光スポットの位置が第２の作業軌跡に沿って周期
的に運動するようにするものであり、
　前記第１の作業軌跡と前記第２の作業軌跡は、離隔されていることを特徴とする光源シ
ステム。
【請求項２】
　前記調整装置は、前記運動装置が周期運動を停止するときに、前記光スポットの位置を
調整し、その調整後に、前記運動装置を、周期運動を再開するようにトリガするものであ
ることを特徴とする請求項１に記載の光源システム。
【請求項３】
　制御装置をさらに含み、
　前記制御装置は、前記光スポットの位置を調整するように所定の時間間隔で前記調整装
置をトリガするものであることを特徴とする請求項１に記載の光源システム。
【請求項４】
　検出装置をさらに含み、
　前記検出装置は、前記光波長変換材料の光度を検出し、当該光度が所定の値よりも小さ
い場合、材料老化の信号を送ることにより、前記調整装置を前記光スポットの位置を調整
するようにトリガするものであることを特徴とする請求項１に記載の光源システム。
【請求項５】
　前記調整装置は、前記光源に接続されており、前記光源を水平移動または回転させるこ
とにより、前記光スポットの位置が前記第１の作業軌跡に交差する方向に変位されるよう
にするものであることを特徴とする請求項１または２に記載の光源システム。
【請求項６】
　前記調整装置は、前記運動装置に接続されており、前記運動装置を水平移動または回転
させることにより、前記光スポットの位置が前記第１の作業軌跡に交差する方向に変位さ
れるようにするものであることを特徴とする請求項１または２に記載の光源システム。
【請求項７】
　前記励起光の前記光源から前記運動装置までの光路に設置された光学デバイスをさらに
含み、 
　前記調整装置は、前記光学デバイスに接続されており、前記光学デバイスを水平移動ま
たは回転させることにより、前記光スポットの位置が前記第１の作業軌跡に交差する方向
に変位するようにするものであることを特徴とする請求項１または２に記載の光源システ
ム。
【請求項８】
　前記光学デバイスは、プリズムや反射鏡を含むことを特徴とする請求項７に記載の光源
システム。
【請求項９】
　前記調整装置は、前記光スポットの位置を調整することにより、前記光スポットの位置
が前記第１の作業軌跡に垂直な方向に移動するようにするものであることを請求項１また
は２に記載の光源システム。
【請求項１０】
　前記運動装置は、ディスクの形状であり、前記光スポットの位置の作業軌跡は、前記運
動装置と同心のリング状をなし、前記調整装置は、前記光スポットの位置を前記運動装置
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の径方向に移動するように調整することを特徴とする請求項９に記載の光源システム。
【請求項１１】
　励起光を放出する光源と、光波長変換材料を備えた運動装置とを含み、前記励起光が前
記運動装置の前記光波長変換材料に照射され、前記運動装置が励起光に対して第１の運動
状態にあるときに、前記励起光の前記運動装置への照射によって形成された光スポットの
位置が第１の方向に沿って運動する光源システムであって、
　調整装置をさらに含み、
　前記調整装置は、前記運動装置が第１の運動状態にあるときに、前記第１の方向に交差
する第２の方向に前記光スポットの位置に対する持続的な往復調整を実行するものであり
、調整された光スポットの位置は、前記第１の方向と前記第２の方向との合成方向である
第３の方向に形成された作業軌跡に沿って周期的に運動するものであり、前記第１の方向
に沿って周期的に運動する光スポットの位置よりも、同じ時間帯内で前記作業軌跡上の任
意の単位面積の前記光スポットの位置の方は、前記励起光によって照射される時間がより
短いことを特徴とする光源システム。
【請求項１２】
　前記調整装置は、前記光源に接続されており、前記運動装置が第１の運動状態にあると
きに、前記光源を持続的に往復水平移動または回転させるこれにより、前記光スポットの
位置が第２の方向に持続的に往復水平移動するようにするものであることを請求項１１に
記載の光源システム。
【請求項１３】
　前記調整装置は、前記運動装置に接続されており、前記運動装置が前記第1の運動状態
にあるときに、前記運動装置を持続的に往復水平移動または回転させることにより、前記
光スポットの位置が前記第２の方向に持続的に往復水平移動するようにするものであるこ
とを特徴とする請求項１１に記載の光源システム。
【請求項１４】
　前記励起光の前記光源から前記運動装置までの光路に設置された光学デバイスをさらに
含み、
　前記調整装置は、前記光学デバイスに接続されており、前記運動装置が前記第１の運動
状態にあるときに、前記光学デバイスを持続的に往復水平移動または回転させることによ
り、前記光スポットの位置が前記第２の方向に持続的に往復水平移動するようにするもの
であることを特徴とする請求項１１に記載の光源システム。
【請求項１５】
　前記光学デバイスは、プリズムや反射鏡を含むことを特徴とする請求項１４に記載の光
源システム。
【請求項１６】
　前記光スポットの位置が持続的に往復水平移動する周期は、前記光スポットの位置が前
記第１の方向に運動する周期の２倍以上であることを特徴とする請求項１２～請求項１５
のいずれか一項に記載の光源システム。
【請求項１７】
　前記第１の方向は、前記第２の方向に垂直であることを特徴とする請求項１１～請求項
１５のいずれか一項に記載の光源システム。
【請求項１８】
　前記運動装置は、ディスクの形状であり、前記第１の方向は、前記運動装置の軸方向で
あり、前記第２の方向は、前記運動装置の径方向であることを特徴とする請求項１７に記
載の光源システム。
【請求項１９】
　請求項１～請求項１８のいずれか一項に記載の光源システムを含むことを特徴とする投
影システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、投影技術分野に関するものであり、特に、光源システムおよびこれを用いた
投影システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の投影技術分野では、励起光によって、多色段の光波長変換材料が塗布された運動
装置を照射して多色光を生成することで、投影が行われる方式が普遍化している。この方
式は、高出力の励起光が照射される光波長変換材料の放熱問題を解決することができる。
具体的には、光波長変換材料への励起光の照射部位が固定点ではなく、円形リングになる
ので、照射面積を拡大し、励起光の出力密度を下げて、温度の上昇に起因する光波長変換
材料の効率低下の問題を解決するようになる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところが、この方法によれば、光波長変換材料の放熱性能をある程度改善することがで
きるが、励起光が光波長変換材料に長時間照射されている場合、前述の円形のリング内で
光波長変換材料が容易に老化することにより、システム全体の使用寿命が制限されている
。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、光源の使用寿命を延長することができる光源システムとそれを用いた投影シ
ステムを提供することを主要な目的とする。
【０００５】
　本発明は、励起光を放出する光源と、光波長変換材料を備えた運動装置とを含み、前記
励起光が前記光波長変換材料に照射され、前記運動装置が周期運動状態にあるときに、前
記励起光の前記運動装置への照射によって形成された光スポットの位置が第１の作業軌跡
に沿って周期的に運動するようにする光源システムであって、調整装置をさらに含み、前
記調整装置は、前記光スポットの位置を調整することにより、調整された励起光の前記運
動装置への照射によって形成された光スポットの位置が第２の作業軌跡に沿って周期的に
運動するようにするものであり、前記第１の作業軌跡と前記第２の作業軌跡は、離隔され
ている光源システムを提供する。
【０００６】
　本発明は、励起光を放出する光源と、光波長変換材料を備えた運動装置とを含み、前記
励起光が前記運動装置の前記光波長変換材料に照射され、前記運動装置が励起光に対して
第１の運動状態にあるときに、前記励起光の前記運動装置への照射によって形成された光
スポットの位置が第１の方向に沿って運動する光源システムであって、調整装置をさらに
含み、前記調整装置は、前記運動装置が第１の運動状態にあるときに、前記第１の方向に
交差する第２の方向に前記光スポットの位置に対する持続的な往復調整を実行するもので
あり、調整された光スポットの位置は、前記第１の方向と前記第２の方向との合成方向で
ある第３の方向に形成された作業軌跡に沿って周期的に運動するものであり、前記第１の
方向に沿って周期的に運動する光スポットの位置よりも、同じ時間帯内で前記作業軌跡上
の任意の単位面積の前記光スポットの位置の方は、前記励起光によって照射される時間が
より短い光源システムをさらに提供する。
【０００７】
　本発明は、前記光源システムを含む投影システムをさらに提供する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る光源システムでは、調整装置によって、光スポットの位置が調整されるこ
とにより、調整後の励起光の運動装置への照射によって生成された光スポットの位置が第
２の作業軌跡に沿って周期的に運動する。第２の作業軌跡が調整前の作業軌跡である第１
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の作業軌跡と離隔されているので、第１の作業軌跡上の光波長変換材料の作業負荷を減ら
すことができる。これにより、光波長変換材料の老化を遅らせ、光源システムの使用寿命
を延長することができる。本発明に係る他の光源システムでは、従来技術において第１の
方向に沿って周期的に運動する光スポットの位置よりも、同じ時間帯（例えば、光スポッ
トの位置が第３の方向に運動する１つの周期）内で第３の方向に形成された作業軌跡上の
任意の単位面積の光スポットの位置の方は、励起光によって照射される時間がより短い。
したがって、当該作業軌跡上の任意の単位面積の光波長変換材料の作業負荷が軽減される
ことにより、光波長変換材料の老化を遅らせ、光源システムの使用寿命を延長させること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明に係る光源システムの第１の実施例の構成の模式図である。
【図２】本発明に係る光源システムの第１の実施例における光源の光スポットの運動装置
上での相対的な動きの模式図である。
【図３】本発明に係る光源システムの第２の実施例の構成の模式図である。
【図４】本発明に係る光源システムの第３の実施例の構成の模式図である。
【図５】本発明に係る光源システムの第４の実施例の構成の模式図である。
【図６】本発明に係る光源システムの第５の実施例の構成のブロック図である。
【図７】本発明に係る光源システムの第６の実施例の構成のブロック図である。
【図８】本発明に係る光源システムの第７の実施例における光スポットの軌跡の模式図で
ある。
【図９】本発明に係る光源システムの第７の実施例における別の光スポットの軌跡の模式
図である。
【図１０】本発明に係る光源システムの第７の実施例におけるまた一つの光スポットの軌
跡の模式図である。
【図１１】本発明に係る光源システムの第７の実施例におけるまた一つの光スポットの軌
跡の模式図である。
【図１２】本発明に係る光源システムの第７の実施例におけるもう一つの光スポットの軌
跡の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の目的の具現、機能的特徴および利点は、添付図面を参照して実施例を挙げ、具
体的に説明する。
【００１１】
　以下、添付図面を参照して具体的な実施例を挙げて本発明の技術的方案について詳細に
説明する。ここで、具体的実施例は、本発明を解釈するための例示のみであり、本発明は
、これらの実施例に限定されないことを理解すべきである。
【００１２】
　本発明に係る光源システムの第１の実施例の構成の模式図である図１を参照する。
【００１３】
　本実施例では、光源システムは、励起光を放出する光源１０と、光波長変換材料層を備
えた運動装置２０とを含む。当該光源１０の励起光は、光波長変換材料に照射される。前
記運動装置２０が周期運動状態にあるときに、当該励起光の前記運動装置２０への照射に
よって形成された光スポットの位置は、第１の作業軌跡に沿って周期的に運動する。当該
光源システムは、調整装置３０をさらに含んでおり、当該調整装置３０は、運動装置が周
期的運動を止めるときに、前記光スポットの位置を調整するものである。調整装置３０が
光スポットの位置を調整した後に、運動装置２０が周期運動を再開するようにトリガされ
る。これにより、調整後の励起光の運動装置２０への照射によって形成された光スポット
の位置は、第２の作業軌跡に沿って周期的に運動する。第１の作業軌跡と第２の作業軌跡
は、離隔されている。
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【００１４】
　作業者は、定期的に手動方式で運動装置２０の周期運動を停止させることができ、運動
装置２０は、調整装置３０に接続されている（図示せず）。運動装置が周期運動を止めた
後、制御装置３０が光スポットの位置調整を実行するようにトリガされる。好ましくは、
光源システムは、制御装置４０をさらに含むことができる。この制御装置４０は、それぞ
れ調整装置３０および運動装置２０に接続されており、所定の時間間隔で運動装置２０の
周期運動を停止させ、運動装置２０が周期運動を停止した後、光スポットの位置調整を実
行するように調整装置３０をトリガことにより、調整装置３０が所定の時間間隔で一回ず
つ光スポットの位置調整を実行するように制御するものである。所定の時間間隔は、作業
者が波長変換材料の老化の特徴に基づいて設定することができる。
【００１５】
　本実施例では、調整装置３０は、光源１０に接続されており、運動装置２０が周期運動
を停止するときに、運動装置２０を水平移動させることにより、第１の作業軌跡に交差す
る方向に光スポットの位置を変位させて第1の作業軌跡と第２の作業軌跡を離間させるた
めに使用することができる。例を挙げて説明すると、調整装置３０は、運動装置２０が円
盤状であり、かつ、第１の作業軌跡が運動装置と同心のリング状であるときに、光源１０
を水平移動させるように駆動することにより、光スポットの位置が運動装置２０の径方向
に変化するとともに、第２の作業軌跡が第1の作業軌跡と離隔されるが第１の作業軌跡と
同心のリングとなるようにする。好ましくは、調整装置３０は、運動装置２０が円盤状で
あり、光スポットの位置の作業軌跡が運動装置と同心のリング状であるときに、光スポッ
トの位置をこの運動装置２０の径方向に沿って運動させるように調整する。ここでは、必
ずしも径方向のみに沿って運動させるのに限定されるものではないが、光スポットの位置
がその作業軌跡に交差する方向に一定程度変位することにより、第１の作業軌跡と第２の
作業軌跡を離間させるように水平移動すれば、本発明の有益な効果を達成することができ
ることを理解すべきである。
【００１６】
　本実施例では、光源システムは、スライドレール（図示せず）をさらに含むことができ
る。前記光源１０がこのスライドレールに設置されることにより、光源１０の運動をスラ
イドレールにて制限することができる。これは、光源１０の水平移動の安定性を高め、高
速水平移動中に発生する光源１０の揺れなどの欠陥を抑制することができる。前記スライ
ドレールには、光源の位置固定のための位置固定部材（図示せず）が装着されることもで
きる。
【００１７】
　調整装置３０が光源１０を調整することにより、励起光の運動装置２０への照射によっ
て形成された光スポットの位置を調整するという方法では、光源１０の水平移動のほか、
光源１０の回転が可能である。この回転は、光スポットの位置が第１の作業軌跡に交差す
る方向に一定程度変位することにより、第１の作業軌跡と第２の作業軌跡が離間されてい
るようにするものであればよい。例えば、この回転は、光源１０の横方向（すなわち、図
面の水平方向）の軸線を回転軸とする時計回りまたは反時計回りの回転であってもよく、
光源１０の底面上の側縁を回転軸とする時計回りまたは反時計回りの回転であってもよく
、または、少なくとも運動装置２０の径方向に光スポットの位置を変化させることが可能
である他の回転であってもよい。これについては、ここで列挙されていない。
【００１８】
　本実施例では、ディスクの形状の運動装置を例に挙げて、前記光源の回転と水平移動を
説明するが、以下、他の形態の運動装置について説明する。運動装置２０が直線移動プレ
ートである場合、運動装置２０が周期運動状態にあるときに、この直線移動プレートが光
源１０に対して往復水平移動を行うことにより、光源１０が運動装置２０を照らして生じ
た光スポットの位置の第１の作業軌跡は、直線である。調整装置３０は、光源１０に接続
されることができ、調整装置３０は、運動装置２０が周期運動を停止するときに、光源１
０を水平移動または回転させることにより、光スポットの位置が第１の作業軌跡に交差す
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る方向に変位されるようにする。例えば、第１の作業軌跡（前記直線）に垂直な方向に沿
って光源１０を水平移動させることにより、第２の作業軌跡が第１の作業軌跡に平行な直
線となることが可能である。
【００１９】
　同様に、運動装置２０が円柱状の回転板である場合、運動装置２０が光源１０に対して
その円柱の回転軸回りに回転することにより、光源１０が運動装置２０を照らして生じた
光スポットの位置は、その第１の作業軌跡が円柱の側面上での円形リングとなる。このと
き、同様に、調整装置は、光源１０に接続されることができ、運動装置２０が周期運動を
停止するときに、光源を水平移動または回転させて、第１の作業軌跡に交差する方向に光
スポットの位置を変位させることにより、第１の作業軌跡と第２の作業軌跡を離間させる
。例えば、第１の作業軌跡に垂直な方向、すなわち、円柱の回転軸に平行な方向に沿って
光源１０を水平移動させることにより、第１の作業軌跡が第１の作業軌跡と離隔されてい
る円柱の側面上での円形リングとなることが可能である。
【００２０】
　上記実施例によれば、光源１０からの励起光の運動装置２０への照射によって形成され
た光スポットの位置を変位させて第１の作業軌跡と第２の作業軌跡を離間させることがで
きる。これにより、光スポットの位置の作業軌跡が固定されているのに起因する当該運動
装置における当該作業軌跡内での光波長変換材料の老化が容易に発生し、その結果、運動
装置２０の使用寿命に制約があってしまったという技術的な問題を解決することができる
。
【００２１】
　本発明に係る光源システムの第１の実施例における光源１０の光スポットの位置の運動
装置２０上での相対的な動きの模式図である図２を参照する。
【００２２】
　本実施例では、図２ａに示すように、運動装置２０は、円盤状であり、光源が運動装置
２０を照らして生じた光スポットの位置は、ａである。運動装置２０が軸方向に沿って回
転する周期運動を行う場合、励起光の運動装置２０への照射によって形成された光スポッ
トの位置は、周期的に図２ｂに示す円形リングＡの第１の作業軌跡に沿って運動する。上
記実施例の技術案によれば、調整装置は、運動装置が周期運動を停止するときに、光スポ
ットの位置を調整する。例えば、光源を水平移動または回転させることで、図２ｃに示す
ように、光源が運動装置２０を照らして生じた光スポットの位置がｂに変わる。ｂの半径
は、ａの半径よりも小さい。このように、運動装置２０が周期的に軸方向に沿って回転し
続けるときに、励起光の運動装置２０への照射によって形成された光スポットの位置は、
周期的に図２ｄに示す円形リングＢの第２の作業軌跡に沿って運動する。したがって、光
源を水平移動または回転させることにより、光源からの励起光の運動装置２０への照射に
よって形成された光スポットの位置を変位させることができる。すなわち、図２に示すよ
うに、光スポットの位置が調整された後、励起光の運動装置２０への照射によって形成さ
れた光スポットの位置は、その作業軌跡が半径のより大きな円形リングＡから半径のより
小さな円形リングＢに変わる。ことにより、第１の作業軌跡と第２の作業軌跡が離隔され
ているという技術的な効果を達成するようになる。
【００２３】
　前記光スポットの作業軌跡を変える過程において、まず、前記運動装置２０の周期運動
を停止し、光スポットの位置の調整が終わった後に運動装置２０の周期運動を再開するこ
とができる。運動装置２０の周期運動過程において光スポットの位置を調整することもで
きるが、光スポットの位置調整の過程において、前記円形リングＡは，すぐに円形リング
Ｂに変わることはなく、必ず円形リングＡから円形リングＢへの転移軌跡を経なければな
らない。しかし、この転移軌跡によって発生された励起光は、投影システムにとっては、
不要な光である。このとき、投影システムにおける関連処理ユニットを利用して、光スポ
ットの位置調整の期間において前記転移軌跡によって発生された励起光がディスプレイス
クリーン上に投影されないように制御を実行する。要するに、調整装置３０は、運動装置
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２０が周期運動を停止するときに、光スポットの位置を調整することが望ましいが、運動
装置が周期運動を行っている間、光スポットの位置を調整することも可能である。後者の
場合、制御装置４０によって、所定の時間間隔で調整装置３０を直接トリガして、光スポ
ットの位置調整を実行することができ、運動装置２０の周期運動を停止する必要はない。
【００２４】
　前述実施例によれば、光源１０からの励起光の運動装置２０への照射によって形成され
た光スポットの位置を変位させることにより、前記運動装置２０の上に設置された光波長
変換材料を効果的に利用することができ、その結果、光波長変換材料の利用率を高め、光
源システムの寿命を倍に増やすことができる。
【００２５】
　本発明に係る光源システムの第２の実施例の構成の模式図である図３を参照する。
【００２６】
　本実施例では、第１の実施例と類似しており、前述調整装置３０が運動装置２０に接続
され、調整装置が運動装置２０を水平移動または回転させるように駆動することにより、
光スポットの位置が第１の作業軌跡に交差する方向に変位するという点で異なる。
【００２７】
　運動装置２０がディスクの形状である場合を例に挙げて説明すると、本実施例では、調
整装置３０は、運動装置２０が周期運動を停止するときに、運動装置２０を水平移動させ
るように駆動することにより、前述の光スポットの位置を運動装置２０の径方向に変位さ
せるとともに、周期運動を続けるように運動装置をトリガする。これにより、第１の作業
軌跡と第２の作業軌跡を離隔させる。第１の実施例と同様に、好ましくは、調整装置３０
は、運動装置２０を水平移動させることにより、光スポットの位置がこの運動装置２０の
径方向に運動するように調整する。光スポットの位置が完全に径方向に沿って運動しなく
ても、光スポットの位置が第１の作業軌跡に交差する方向に一定程度変位することにより
、光源１０によって運動装置の上に走査された円の半径を変化させるように水平移動すれ
ば、本発明の有益な効果を達成することができる。
【００２８】
　第１の実施例と同様に、調整装置３０が運動装置を調整することにより、励起光の運動
装置２０への照射によって形成された光スポットの位置を調整するという方法では、運動
装置２０を回転させることをさらに含む。この回転は、光スポットの位置が第１の作業軌
跡に交差する方向に一定程度変位するようにする。この回転は、運動装置２０の横方向（
つまり、図面の水平方向）の軸線を回転軸とする時計回りまたは反時計回りの回転であっ
てもよく、少なくとも運動装置２０の径方向に光スポットの位置を変化させることが可能
である他の回転であってもよい。これにより、第１の作業軌跡と第２の作業軌跡を離隔さ
せることができる。第１の実施例と同様に、本実施例では、調整装置は、運動装置２０が
周期運動中で前述水平移動または回転を行うように制御することもでき、運動装置が周期
運動を停止するように制御する必要はない。本実施例の原理及び技術案は、基本的に第１
の実施例と同様であるので、ここで詳細に説明しない。
【００２９】
　本発明に係る光源システムの第３の実施例の構成の模式図である図４を参照する。
【００３０】
　本実施例では、第１の実施例と類似しており、光源システムがプリズム６０をさらに含
むという点で異なる。このプリズム６０は、光源１０から運動装置２０までの光路に設置
されており、前記光源１０から出射される励起光を運動装置２０上に屈折させることがで
きる。調整装置３０は、プリズム６０に接続されており、運動装置２０が周期運動を停止
するときにプリズム６０を水平移動または回転させるように駆動することができる。この
ように、前記励起光の光路が変更されることにより、光スポットの位置が第１の作業軌跡
に交差する方向に変位する。そこで、第１の作業軌跡と第２の作業軌跡は、離隔されてい
る。同様に、運動装置がディスクの形状であり、第１の操作軌跡がこのディスクと同心の
円形リンである場合、調整装置がプリズムを水平移動または回転させるように駆動するこ
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とにより、光スポットの位置をこのディスクの径方向に運動させることが好ましい。
【００３１】
　第１の実施例と同様に、調整装置３０がプリズム６０を調整することにより、励起光の
運動装置２０への照射によって形成された光スポットの位置を調整するという方法では、
プリズム６０を回転させることをさらに含むことができる。この回転は、第１の作業軌跡
と第２の作業軌跡の離隔の目的を達成するために、光スポットの位置が第１の作業軌跡に
交差する方向に一定程度変位するようにする。本実施例では、調整装置は、運動装置の周
期運動中でプリズムが前述水平移動または回転を行うように制御することもでき、運動装
置が周期運動を停止するように制御する必要はない。本実施例の原理及び技術案は、基本
的に第１の実施例と同様であるので、ここで詳細に説明しない。
【００３２】
　本発明に係る光源システムの第４の実施例の構成の模式図である図５を参照する。
【００３３】
　本実施例では、第３の実施例と類似しており、第３の実施例におけるプリズムが反射装
置７０により置換されるという点で異なる。この反射装置７０は、前記光源１０からの励
起光を前記運動装置２０上に反射させることができる。前記調整装置３０は、反射装置７
０に接続されており、この反射装置７０を水平移動または回転させるように駆動すること
ができ、すなわち、反射光の光スポットの位置を変化させたり、反射装置７０の反射面と
前記励起光との間の角度を変化させることができる。このように、前記励起光の光路が変
更されることにより、光スポットの位置が第１の作業軌跡に交差する方向に変位する。こ
のように、第１の作業軌跡と第２の作業軌跡は、離隔されている。本実施例の原理及び技
術案は、基本的に第３の実施例と同様であるので、ここで詳細に説明しない。
【００３４】
　本発明に係る光源システムの第５の実施例の構成の模式図である図６を参照する。
【００３５】
　本実施例では、第１の実施例と類似しており、前記光源システムが検出装置５０をさら
に含むという点で異なる。この検出装置５０は、周期運動中の運動装置２０上に設置され
た光波長変換材料が老化したかどうかを検出する。この検出装置５０は、前記運動装置２
０上に設置された光波長変換材料の光度を検出し、それを所定の値と比較する。この検出
装置５０は、光度が所定の値よりも小さい場合、調整装置３０へ材料老化の信号を送るこ
とにより、調整装置３０を光スポットの位置を調整するようにトリガする。例えば、光源
１０を所定の距離だけ水平移動させたり、所定の角度だけ回転させることにより、第１の
作業軌跡と第２の作業軌跡を離隔させる。また、検出装置は、励起光の輝度が所定の値よ
りも小さいことを検出した場合、まず、運動装置の周期運動を停止した後、調整装置３０
を光スポットの位置を調整するようにトリガすることができる。
【００３６】
　本実施例では、前記調整装置３０は、前記第３の実施例におけるプリズム６０に接続さ
れたり、前記第４の実施例における反射装置７０に接続することができる。同様に、検出
装置５０は、検出装置５０によって検出された光度が所定の値よりも小さい場合、調整装
置３０へ材料老化の信号を送信することにより、調整装置３０をプリズム６０または反射
装置７０を水平移動または回転させるようにトリガする。このように、前記励起光の光路
が変更されることにより、調整後の光スポットの位置の作業軌跡と調整前の光スポットの
位置の作業軌跡が離隔されている。
【００３７】
　本発明に係る光源システムの第６の実施例の構成のブロック図である図７を参照する。
【００３８】
　本実施例では、第５の実施例と類似しており、前記調整装置３０が運動装置２０に接続
されているという点で異なる。検出装置５０は、光波長変換材料の光度が所定の値よりも
小さいことを検出した場合、運動装置の周期運動を停止させて調整装置へ材料老化の信号
を送るように制御する。その後、調整装置３０は、運動装置３０を所定の距離だけ水平移
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動させたり、所定の角度だけ回転させることにより、第１の作業軌跡と第２の作業軌跡を
離隔させる。
【００３９】
　前記第１～第６の実施例では、調整装置３０は、好ましくは、光スポットの位置を第1
の作業軌跡に垂直な方向に変位させるように調整する。前記運動装置２０は、好ましくは
、ディスクの形状であり、前記光スポットの作業軌跡は、前記運動装置２０と同心の円で
あり、前記調整装置３０は、好ましくは、前記光スポットの位置を前記運動装置２０の径
方向に沿って変位させるように調整する。
【００４０】
　本発明は、他の光源システムも含まれる。図１を参照すると、本案で提示した第７の実
施例は、前記第１の実施例と類似しており、前記運動装置２０が励起光に対して第１の運
動状態にあるときに、励起光の前記運動装置２０への照射によって形成された光スポット
の位置は、第1の方向に沿って運動し、前記調整装置３０は、運動装置２０が第1の運動状
態にあるときに、第１の方向に交差する第２の方向に光スポットの位置に対する持続的な
往復調整を実行するという点で異なる。調整された光スポットの位置は、第１の方向と第
２の方向との合成方向である第３の方向に形成された作業軌跡に沿って周期的に運動する
。さらに、第１の方向に沿って周期的に運動する光スポットの位置よりも、同じ時間帯内
でこの作業軌跡上の任意の単位面積の光スポットの位置の方は、励起光によって照射され
る時間がより短い。本実施例では、前記制御装置４０は、調整装置３０を制御し、調整装
置３０は、光源１０に接続されている。調整装置３０は、運動装置２０が第１の運動状態
にあるときに、光源を持続的に往復水平移動または回転させて前記光スポットの位置を調
整するこれにより、光スポットの位置が第２の方向に持続的に往復水平移動または回転さ
れるようにする。このような水平移動や回転は、少なくとも光スポットの位置を第１の方
向に交差する方向に一定程度変位させることにより、光スポットの位置が第１の方向と第
２の方向の合成方向である第３の方向に形成された作業軌跡に沿って周期的に運動するよ
うにする。
【００４１】
　第７の実施例と第１の実施例の主な相違点は、以下の通りである。第７の実施例では、
運動装置が励起光に対して第１の運動状態にあるときに、調整装置は、周期的に第２の方
向に沿って光スポットの位置に対する持続的な往復調整を実行することにより、調整され
た光スポットの位置が第１の方向と第２の方向の合成方向である第３の方向に形成された
作業軌跡に沿って周期的に運動するようにする。この調整プロセスは、運動装置全体の運
動過程中に、すなわち、効果的に励起された光全体の出力過程中に発生している。しかし
、第１の実施例では、運動装置が周期運動を停止した後、光スポットの位置調整が行われ
、光スポットの位置が目標位置（例えば、図２ｃでの点ｂ）に調整されると、調整が停止
され、運動装置が周期運動を再開する。または、運動装置の周期運動中で、光スポットの
位置が目標位置（例えば、図２ｃでの点ｂ）に調整され、その後、調整が停止される。要
するに、第７の実施例では、調整プロセスは、持続的であり、常に運動装置全体の運動過
程に伴うが、第１の実施例では、調整プロセスは、瞬間的な動作であり、光スポットの位
置が目標位置に調整されると停止される。
【００４２】
　従来技術において第１の方向に沿って周期的に運動する光スポットの位置よりも、第７
の実施例では、同じ時間帯（例えば、光スポットの位置が第３の方向に運動する１つの周
期）内で第３の方向に形成された作業軌跡上の任意の単位面積の光スポットの位置の方は
、励起光によって照射される時間がより短い。したがって、当該作業軌跡上の任意の単位
面積の光波長変換材料の作業負荷が軽減されることにより、光波長変換材料の老化を遅ら
せ、光源システムの使用寿命を延長させることができる。
【００４３】
　理解を助けるために、以下、より具体的な実施例を挙げ、第７の実施例の発明思想を説
明しようとする。図８は、本発明に係る光源システムの第８の実施例における作業軌跡の
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模式図である。図８に示すように、第８の実施例では、運動装置は、ディスクの形状であ
り、このディスクは、点Ｏを円心とする。運動装置が励起光に対して第１の運動状態にあ
るときに、励起光のこの運動装置への照射によって形成された光スポットの位置は、第１
の方向に沿って周期的に運動しており、第１の方向は、図面の破線で表示されるディスク
の軸方向である。例えば、ディスクを励起光に対して第１の運動状態にする具体的な実現
方式は、光源を静止状態にしてディスクを第１の方向、すなわち、図面の破線で表示され
るディスクの軸方向に回転させることにより、または、ディスクを静止状態にして光源か
らの出射光の光スポットを前記第１の方向に回転させることにより達成することができる
。
【００４４】
　調整装置は、ディスクが励起光に対して第１の運動状態にあるときに、周期的にこのデ
ィスクの径方向である第２の方向に光スポットの位置に対する持続的な往復調整を実行す
ることができる。調整された光スポットの位置は、この径方向と破線で示される軸方向と
の合成方向である第３の方向に形成された作業軌跡に沿って周期的に運動する。この作業
軌跡は、図８に実線で表示されており、具体的には、螺旋形である。破線の最下端にある
点Ｂ（つまり、実線と破線の交点）を始点として、ディスクが励起光に対して第１の運動
状態にあり、調整装置が第２の方向に光スポットの位置に対する持続的な往復調整を実行
するときに、光スポットの位置が前記始点から反時計回りに順番に点Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｄ、Ｃ
、ＢおよびＡを経て再度前記始点に戻ると、一つの運動サイクルが完成される。
【００４５】
　本実施例では、調整装置は、光源をディスクに対して持続的に往復水平移動や回転させ
ることにより、光スポットの位置がこのディスクの径方向に持続的に往復水平移動するよ
うにする。光スポットの位置がディスクの径方向に持続的な往復水平移動する周期と光ス
ポットの位置が第１の方向に回転する周期の比は、任意の値であってもよく、好ましくは
、２以上の値である。具体的には、本実施例では、光スポットの位置が調整されることで
光スポットの位置がディスクの径方向に持続的に往復水平移動する周期は、光スポットの
位置が第１の方向に回転する周期の４倍である。
【００４６】
　本実施例では、実線で表示された作業軌跡は、左右対称の図形である。そのうち、実線
上の点Ｂと点Ａ間の線分から点Ｏまでの最短距離は、破線で表示された円の１/４の半径
よりも大きい。光スポットの位置が破線に沿って移動する周期は、１秒（ｓ）であり、１
秒ごとにこの破線上の単位面積の光スポットの位置が励起光によって照射される時間は、
０．１秒であると仮定すると、光スポットの位置が実線に沿って移動する周期は、４秒で
ある。実線で点Ｏに最も近い距離は、破線で表示された円の１/４の半径よりも大きいた
め、１秒ごとに実線上の任意の単位面積の光スポットの位置が励起光によって照射される
時間は、０．１秒より大きく、つまり、破線上の単位面積の光スポットの位置が励起光に
よって照射される時間よりも長い。したがって、本実施例における作業軌跡上の任意の単
位面積の光波長変換材料の作業負荷が軽減されることにより、光波長変換材料の老化を遅
らせ、光源システムの使用寿命を延長させることができる。
【００４７】
　本発明に係る光源システムの第９の実施例における作業軌跡の模式図である図９を参照
する。図９に示すように、この実施例と図８に示す実施例の主な相違点は、光スポットの
位置が径方向に持続的に往復水平移動する周期は、光スポットの位置が第１の方向に回転
する周期の２倍であるということである。第１の方向は、破線で表示され、光スポットの
位置が周期的に第３の方向に運動して形成された作業軌跡は、実線で表示される。点Ｂを
始点として、光スポットの位置が反時計回りに順番に点Ｃ、ＢおよびＡを経て再び前述始
点に戻って、１つの運動のサイクルが完成される。本実施例では、実線でＯ点までの最短
距離は、破線で示される円の１/２の半径よりも大きいことで、同じ時間帯内で実線上の
任意の単位面積の光スポットの位置が励起光によって照射される時間は、破線上の単位面
積の光スポットの位置が励起光によって照射される時間よりも長いことを確保することが
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できる。したがって、本実施例における作業軌跡上の任意の単位面積の光波長変換材料の
作業負荷が軽減されることにより、光波長変換材料の老化を遅らせ、光源システムの使用
寿命を延長させることができる。
【００４８】
　図８及び図９に示す実施例では、第２の方向は、ディスクの径方向である。なお、第２
の方向は、ディスク上のディスクの軸方向に交差する他の方向とすることもできることを
理解すべきである。
【００４９】
　なお、第２の実施例と同様に、第８及び第９の実施例では、調整装置は、運動装置に接
続されてもよく、調整装置は、運動装置が第１の運動状態にあるときに、運動装置を持続
的に往復水平移動または回転させることにより、光スポットの位置が第２の方向に持続的
に往復水平移動するようにするものである、または、第３及び第４の実施例と同様に、第
８及び第９の実施例では、光源システムは、励起光の光源から運動装置までの光路に設置
された光学デバイスをさらに含んでもよく、調整装置は、この光学デバイスに接続されて
おり、運動装置が第１の運動状態にあるときに、光学デバイスを持続的に往復水平移動ま
たは回転させることにより、光スポットの位置が第２の方向に持続的に往復水平移動する
ようにするものである、ことを理解すべきである。この光学デバイスは、プリズムや反射
鏡を含む。好ましくは、調整装置が光源、運動装置または光学デバイスを持続的に往復水
平移動または回転させる周期、すなわち、光スポットの位置が運動装置の第２の方向に持
続的に往復水平移動する周期は、光スポットの位置が第１の方向に運動する周期の２倍以
上である。
【００５０】
　図８及び図９に示す実施例は、運動装置がディスクである場合を例にして、第７の実施
例の発明思想を説明したものであり、以下、運動装置が長方形プレートである場合を例に
挙げて説明する。本発明に係る光源システムの第１０の実施例における作業軌跡の模式図
である図１０を参照する。図１０に示すように、運動装置（長方形プレート）が励起光に
対して第１の運動状態にあるときに、励起光の前記運動装置への照射によって形成された
光スポットの位置は、破線で示される長手方向、すなわち、第１の方向に周期的に往復運
動する。例を挙げて説明すると、長方形プレートを励起光に対して第１の運動状態にする
具体的な実現方式は、光源を静止状態にして長方形プレートを第１の方向、すなわち、図
面の破線で表示されるディスクの長手方向に往復水平移動させることにより、または、長
方形プレートを静止状態にして光源からの出射光の光スポットを前記第１の方向に往復水
平移動させることにより達成することができる。
【００５１】
　長方形プレートが励起光に対して第１の運動状態にあるときに、調整装置は、光スポッ
トの位置を長方形プレート上の破線で示される長手方向に垂直する方向である第２の方向
に沿って周期的に往復調整することにより、調整された光スポットの位置が第２の方向と
破線で示される長手方向との合成方向である第３の方向に形成された作業軌跡に沿って周
期的に運動するようにする。この作業軌跡は、図１０に実線で表示されており、具体的に
は、２つの接続された菱形である。点Ａを始点として、長方形プレートが励起光に対して
第１の運動状態にあり、調整装置が第２の方向に光スポットの位置に対する持続的な往復
調整を実行するときに、光スポットの位置が前記始点から順番に点Ｂ、Ｃ、Ｂを経て再度
前記始点に戻ると、一つの運動サイクルが完成される。
【００５２】
　本実施例では、調整装置は、光源を長方形プレートに対して持続的に往復水平移動また
は回転させるこれにより、光スポットの位置が第２の方向、つまり、長方形プレート上の
破線で示される長手方向に垂直な方向に持続的に往復水平移動するようにする。光スポッ
トの位置が第２の方向に持続的に往復水平移動する周期と光スポットの位置が第１の方向
に持続的に往復水平移動する周期の比は、任意の値であってもよい。具体的には、本実施
例では、光スポットの位置が調整されることで光スポットの位置が第２の方向に持続的に
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往復水平移動する周期は、光スポットの位置が第１の方向に持続的に往復水平移動する周
期の１/２倍である。
【００５３】
　従来技術では、光スポットの位置は、破線で示される長手方向に往復水平移動する。こ
の往復水平移動の周期を１秒とすると、この破線上の任意の単位面積の光スポットの位置
は、１秒ごとに励起光によって二回照射される。しかし、本実施例では、作業軌跡上の任
意の単位面積の光スポットの位置は、１秒ごとに励起光によって一回照射される。そして
、曲線Ａ-Ｂ-Ｃが直線Ａ-Ｂ-Ｃよりも長いので、この作業軌跡上の任意の単位面積の光ス
ポットの位置が励起光によって一回照射される時間は、より短い。そこで、従来技術と比
較して、本実施例では、作業軌跡上の任意の単位面積の光スポットの位置が１秒ごとに励
起光によって照射される時間は、より短い。したがって、この作業軌跡上の任意の単位面
積の光波長変換材料の作業負荷が軽減されることにより、光波長変換材料の老化を遅らせ
、光源システムの使用寿命を延長させることができる。
【００５４】
　本発明に係る光源システムの第１１の実施例における作業軌跡の模式図である図１１を
参照する。図１１に示すように、この実施例と図１０に示す実施例の主な相違点は、光ス
ポットの位置が第２の方向に持続的に往復水平移動する周期は、光スポットの位置が第１
の方向に回転する周期の１倍であるということである。第１の方向は、破線で表示され、
光スポットの位置が周期的に第３の方向に運動して形成された作業軌跡は、実線で表示さ
れる。点Ｂを始点として、光スポットの位置が反時計回りに点Ａを経て再び始点Ｂに戻っ
て、１つの運動のサイクルが完成される。
【００５５】
　本発明に係る光源システムの第１２の実施例における作業軌跡の模式図である図１２を
参照する。図１２に示すように、この実施例と図１１に示す実施例の主な相違点は、光ス
ポットの位置が第２の方向に持続的に往復水平移動する周期は、光スポットの位置が第１
の方向に回転する周期の２倍であるということである。第１の方向は、破線（Ａ-Ｂ）で
表示され、光スポットの位置が周期的に第３の方向に運動して形成された作業軌跡は、実
線で表示される。点Ａを始点として、光スポットの位置が順番に点Ｃ、ＤおよびＣを経て
再び始点Ａに戻って、１つの運動のサイクルが完成される。
【００５６】
　図１０、１１および１２に示す実施例では、第２の方向は、長方形プレート上の破線で
示される長手方向に垂直な方向である。なお、第２の方向は、長方形プレート上の破線で
示される長手方向と交差する他の方向とすることもできることを理解すべきである。
【００５７】
　なお、第２の実施例と同様に、第１０、１１及び１２の実施例では、調整装置は、運動
装置に接続されてもよく、調整装置は、運動装置が第１の運動状態にあるときに、運動装
置を持続的に往復水平移動または回転させることにより、光スポットの位置が第２の方向
に持続的に往復水平移動するようにする、または、第３及び第４の実施例と同様に、第１
０、１１及び１２の実施例では、光源システムは、励起光の光源から運動装置までの光路
に設置された光学デバイスをさらに含んでもよく、調整装置は、この光学デバイスに接続
されており、運動装置が第１の運動状態にあるときに、光学デバイスを持続的に往復水平
移動または回転させることにより、光スポットの位置が第２の方向に持続的に往復水平移
動するようにする、ことを理解すべきである。この光学デバイスは、プリズムや反射鏡を
含む。
【００５８】
　また、本発明の実施例によれば、前述各実施例における光源システムを含み、前述各実
施例における光源システムの機能を実現することができる投影システムをさらに提供する
。
【００５９】
　以上は、本発明の好ましい実施例だけものであり、本発明の特許範囲を限定するもので
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はない。本発明の明細書及び図面の内容を利用することで得られる、直接的にまたは間接
的に他の関連技術分野において運用される、任意の等価な構造変換は、同様に、本発明の
特許保護の範囲内に含まれる。
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