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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源体と、
　この光源体を位置決めして取り付ける光源体取付部を有し、この光源体取付部には、こ
の光源体取付部の一面に前記光源体を光軸方向に対し交差する着脱方向から着脱可能とす
る開放部が設けられ、この開放部に対向して前記着脱方向における前記光源体の取付位置
を位置決めする第１の位置決め部が設けられ、前記光軸方向および前記着脱方向に対して
交差する幅方向の一側にその幅方向における前記光源体の取付位置を位置決めする第２の
位置決め部が設けられ、前記光軸方向における前記光源体の取付位置を位置決めする第３
の位置決め部が設けられた保持体と、
　この保持体の光源体取付部の前記幅方向の他側に配置され、前記第２の位置決め部に対
して前記光源体を付勢する第１の付勢手段と、
　前記保持体の開放部に配置され、前記第１の位置決め部および前記第３の位置決め部に
対して前記光源体を付勢する第２の付勢手段と
　を具備し、
　前記第２の付勢手段は、前記保持体の第１の位置決め部に対して前記光源体を付勢する
第１の付勢部、および前記第３の位置決め部に対して前記光源体を付勢する第２の付勢部
を備え、
　前記第１の付勢部は、前記光源体の光軸方向に対し交差する幅方向に亘ってその光源体
に付勢力を作用させる第１の作用部を有し、
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　前記第２の付勢部は、前記光源体の幅方向両側でその光源体に付勢力を作用させる第２
の作用部を有するとともに、前記光源体の幅方向両側で前記保持体に係合して前記第１の
作用部および第２の作用部の付勢力の反力を受ける第２の係合部を有する
　ことを特徴とする光源装置。
【請求項２】
　第２の付勢手段は、第１の付勢部が設けられた第１の板ばね部、第２の付勢部が設けら
れた第２の板ばね部、これら第１の板ばね部と第２の板ばね部とを光源体の幅方向に対応
した幅方向中央域で連結する連結部、この連結部の幅方向両側域で第１の付勢部と第２の
付勢部とを分離する不連続部を有する１枚の板ばね材にて形成され、
　第２の作用部が前記不連続部に臨む前記第２の板ばね部の縁部に形成されているととも
に、第２の係合部が第２の板ばね部の幅方向両側に形成された
　ことを特徴とする請求項１記載の光源装置。
【請求項３】
　第１の付勢部は、第２の付勢部に対し反対側で保持体に係合して第１の作用部および第
２の作用部の付勢力の反力を受ける第１の係合部を有する
　ことを特徴とする請求項１または２記載の光源装置。
【請求項４】
　光源体の外側に配置される防爆手段を備え、
　第２の付勢手段は、前記光源体との間に前記防爆手段を挟持する挟持部を有する
　ことを特徴とする請求項１ないし３いずれか一記載の光源装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４いずれか一記載の光源装置と、
　この光源装置から照射された光線を変調する光変調手段と、
　前記光源装置から照射された光線を前記光変調手段に導く照明光学系と、
　前記光変調手段で変調された光線を投射する投射光学系と
　を具備したことを特徴とするプロジェクタ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源体が光軸方向を位置決めされて取り付けられた光源装置、およびこの光
源装置を備えたプロジェクタ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、プロジェクタ装置では、光を照射する光源装置を備え、この光源装置から照射さ
れた光が、照明光学系により投射レンズに導かれ、この投射レンズによりスクリーンなど
に投射像として投射される。
【０００３】
　光源装置は、光源、この光源を収容するリフレクタ、およびこのリフレクタの前面開口
に配置されるガラス板などで構成される光源体を有し、この光源体が保持体の光源体取付
部に取り付けられ、この保持体によってプロジェクタ装置の筐体に取り付けられている。
【０００４】
　このような光源装置では、投影像の画質を劣化させないために、光源体の光軸を、この
光源体から投射レンズに至るまでの光軸に一致させることが要求されている。そのため、
光源体は、光源体取付部に対して、正確な位置に位置決めして取り付けられるとともに、
振動などが加わっても位置がずれないように確実に取り付けられている必要がある。
【０００５】
　そこで、３つの板ばねを用い、これら３つの板ばねで光源体を保持体の光源体取付部に
対して３方向に付勢し、光源体を光源体取付部に位置決めして取り付けている。すなわち
、第１の板ばねで光源体を光軸方向に対して交差する光軸交差方向に付勢して光源体取付
部に位置決めし、第２の板ばねで光源体を光軸交差方向であって第１の板ばねで付勢する



(3) JP 4584606 B2 2010.11.24

10

20

30

40

50

方向に対し交差する方向に付勢して光源体取付部に位置決めし、第３の板ばねで光源体を
光軸方向に付勢して光源体取付部に位置決めしている。（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００３－２８７８１２号公報（第７－９頁、図１６）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の光源装置では、光源体を保持体に位置決めして取り付けるのに３
つの板ばねを用いているので、これら３つの板ばねを組み立てるための組立工数が多くか
かり、組立性を向上させることが容易でないという問題がある。
【０００７】
　本発明は、このような点に鑑みなされたもので、部品点数の削減によって組立工数を削
減し、組立性も向上できる光源装置およびプロジェクタ装置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】
【０００８】
　請求項１記載の光源装置は、光源体と、この光源体を位置決めして取り付ける光源体取
付部を有し、この光源体取付部には、この光源体取付部の一面に前記光源体を光軸方向に
対し交差する着脱方向から着脱可能とする開放部が設けられ、この開放部に対向して前記
着脱方向における前記光源体の取付位置を位置決めする第１の位置決め部が設けられ、前
記光軸方向および前記着脱方向に対して交差する幅方向の一側にその幅方向における前記
光源体の取付位置を位置決めする第２の位置決め部が設けられ、前記光軸方向における前
記光源体の取付位置を位置決めする第３の位置決め部が設けられた保持体と、この保持体
の光源体取付部の前記幅方向の他側に配置され、前記第２の位置決め部に対して前記光源
体を付勢する第１の付勢手段と、前記保持体の開放部に配置され、前記第１の位置決め部
および前記第３の位置決め部に対して前記光源体を付勢する第２の付勢手段とを具備し、
前記第２の付勢手段は、前記保持体の第１の位置決め部に対して前記光源体を付勢する第
１の付勢部、および前記第３の位置決め部に対して前記光源体を付勢する第２の付勢部を
備え、前記第１の付勢部は、前記光源体の光軸方向に対し交差する幅方向に亘ってその光
源体に付勢力を作用させる第１の作用部を有し、前記第２の付勢部は、前記光源体の幅方
向両側でその光源体に付勢力を作用させる第２の作用部を有するとともに、前記光源体の
幅方向両側で前記保持体に係合して前記第１の作用部および第２の作用部の付勢力の反力
を受ける第２の係合部を有するものである。
【０００９】
　そして、第１の付勢手段により光源体を保持体の第２の位置決め部に対して付勢し、第
２の付勢手段により光源体を保持体の第１の位置決め部および第３の位置決め部に対して
付勢し、これら２つの付勢手段でも確実に光源体を位置決めして取り付けられるので、部
品点数が削減され、組立工数が削減される。しかも、第１の位置決め部および第３の位置
決め部への付勢用として兼用する第２の付勢手段を保持体に対して組み立てやすい開放部
に配置することで、組立性も向上する。さらに、第２の付勢手段が、保持体の第１の位置
決め部および第３の位置決め部に対して光源体を付勢する第１の付勢部および第２の付勢
部をそれぞれ備えているので、各位置決め部に対する光源体の付勢が安定する。さらに、
第１の付勢部の第１の作用部により光源体の幅方向に亘ってその光源体に付勢力を作用さ
せ、第２の付勢部の第２の作用部により光源体の幅方向両側でその光源体に付勢力を作用
させるので、各位置決め部に対する光源体の付勢が安定する。さらに、第２の付勢部の幅
方向両側の第２の係合部が光源体の幅方向両側で保持体に係合して第１の作用部および第
２の作用部の付勢力の反力を受けるので、第１の作用部および第２の作用部に対して幅方
向にバランスよく安定した付勢力が作用する。
【００１０】
　請求項２記載の光源装置は、請求項１記載の光源装置において、第２の付勢手段は、第
１の付勢部が設けられた第１の板ばね部、第２の付勢部が設けられた第２の板ばね部、こ
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れら第１の板ばね部と第２の板ばね部とを光源体の幅方向に対応した幅方向中央域で連結
する連結部、この連結部の幅方向両側域で第１の付勢部と第２の付勢部とを分離する不連
続部を有する１枚の板ばね材にて形成され、第２の作用部が前記不連続部に臨む前記第２
の板ばね部の縁部に形成されているとともに、第２の係合部が第２の板ばね部の幅方向両
側に形成されたものである。
【００１１】
　そして、第１の付勢部と第２の付勢部とが幅方向中央域で連結部により連結されている
ので、第２の付勢部の第２の係合部による付勢力の付与が第１の付勢部にも確実に付与さ
れ、また、連結部の幅方向両側域で第１の付勢部と第２の付勢部とが不連続部で分離され
ているので、第１の付勢部と第２の付勢部との独立した動きが許容され、これら第１の付
勢部および第２の付勢部によって光源体が各位置決め部に対して確実に付勢される。
【００１２】
　請求項３記載の光源装置は、請求項１または２記載の光源装置において、第１の付勢部
は、第２の付勢部に対し反対側で保持体に係合して第１の作用部および第２の作用部の付
勢力の反力を受ける第１の係合部を有するものである。
【００１３】
　そして、第２の付勢部の第２の係合部とともに、第１の付勢部の第１の係合部が第２の
付勢部に対し反対側で保持体に係合して第１の作用部および第２の作用部の付勢力の反力
を受けるので、第１の作用部および第２の作用部に付勢力が作用する。
【００１４】
　請求項４記載の光源装置は、請求項１ないし３いずれか一記載の光源装置において、光
源体の外側に配置される防爆手段を備え、第２の付勢手段は、前記光源体との間に前記防
爆手段を挟持する挟持部を有するものである。
【００１５】
　そして、第２の付勢手段の挟持部で防爆手段を光源体の外側に密着させることができる
ので、防爆手段が確実に機能する。
【００１６】
　請求項５記載のプロジェクタ装置は、請求項１ないし４いずれか一記載の光源装置と、
この光源装置から照射された光線を変調する光変調手段と、前記光源装置から照射された
光線を前記光変調手段に導く照明光学系と、前記光変調手段で変調された光線を投射する
投射光学系とを具備したものである。
【００１７】
　そして、請求項１ないし４いずれか一記載の光源装置を備えるので、光源体の光軸と照
明光学系および投射光学系の光軸とが一致して画質が向上するとともに、製造コストの低
減が可能になる。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１記載の光源装置によれば、第１の付勢手段により光源体を保持体の第２の位置
決め部に対して付勢し、第２の付勢手段により光源体を保持体の第１の位置決め部および
第３の位置決め部に対して付勢し、これら２つの付勢手段でも確実に光源体を位置決めし
て取り付けることができるので、部品点数を削減して組立工数を削減でき、しかも、第１
の位置決め部および第３の位置決め部への付勢用として兼用する第２の付勢手段を保持体
に対して組み立てやすい開放部に配置することで、組立性も向上できる。さらに、第２の
付勢手段が、保持体の第１の位置決め部および第３の位置決め部に対して光源体を付勢す
る第１の付勢部および第２の付勢部をそれぞれ備えているので、光源体を各位置決め部に
安定して付勢できる。さらに、第１の付勢部の第１の作用部により光源体の幅方向に亘っ
てその光源体に付勢力を作用させ、第２の付勢部の第２の作用部により光源体の幅方向両
側でその光源体に付勢力を作用させるので、光源体を各位置決め部に安定して付勢できる
。さらに、第２の付勢部の幅方向両側の第２の係合部が光源体の幅方向両側で保持体に係
合して第１の作用部および第２の作用部の付勢力の反力を受けるので、第１の作用部およ
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び第２の作用部に対して幅方向にバランスよく安定した付勢力を作用させることができる
。
【００１９】
　請求項２記載の光源装置によれば、請求項１記載の光源装置の効果に加えて、第１の付
勢部と第２の付勢部とが幅方向中央域で連結部により連結されているので、第２の付勢部
の第２の係合部による付勢力の付与が第１の付勢部にも確実に付与でき、また、連結部の
幅方向両側域で第１の付勢部と第２の付勢部とが不連続部で分離されているので、第１の
付勢部と第２の付勢部との独立した動きを許容でき、これら第１の付勢部および第２の付
勢部によって光源体を各位置決め部に対して確実に付勢できる。
【００２０】
　請求項３記載の光源装置によれば、請求項１または２記載の光源装置の効果に加えて、
第１の付勢部の第１の係合部が第２の付勢部に対し反対側で保持体に係合して第１の作用
部および第２の作用部の付勢力の反力を受けるので、第２の付勢部の第２の係合部ととも
に、第１の作用部および第２の作用部に付勢力を作用させることができる。
【００２１】
　請求項４記載の光源装置によれば、請求項１ないし３いずれか一記載の光源装置の効果
に加えて、第２の付勢手段の挟持部で防爆手段を光源体の外側に密着させることができる
ので、防爆手段を確実に機能させることができる。
【００２２】
　請求項５記載のプロジェクタ装置によれば、請求項１ないし４いずれか一記載の光源装
置を備えるので、光源体の光軸と照明光学系および投射光学系の光軸とが一致して画質を
向上できるとともに、製造コストを低減できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の一実施の形態を図面を参照して説明する。
【００２４】
　図１において、11は光源装置で、この光源装置11は、例えばプロジェクタ装置に用いら
れるもので、光を照射する光源体12、この光源体12が取り付けられる保持体13、光源体12
を保持体13に取り付ける際に光源体12の外側に配置される防爆手段としての防爆プレート
14、光源体12を保持体13に対して位置決めして取り付けるための第１の付勢手段としての
第１の板ばね体15および第２の付勢手段としての第２の板ばね体16を備え、保持体13によ
ってプロジェクタ装置の筐体に取り付けられる。なお、光源体12から光を照射する方向を
前側として説明する。
【００２５】
　光源体12は、例えばハロゲンランプなどの白熱電球やメタルハラルドランプなどの放電
ランプである光源21、この光源21を内包しこの光源21からの光を前面側へ反射させるリフ
レクタ22、およびこのリフレクタ22の前面に形成された前面開口23に取り付けられ光源21
からの光が透過する例えばガラス板などの透光板24を有している。リフレクタ22は、光源
21に対向する図示しない放物面形状の反射面を有し、前面開口23の周縁部には略四角形の
位置決め縁部25が形成され、この位置決め縁部25の４辺には略平坦な位置決め面26が形成
されているとともに四隅にはフランジ部27が突出形成されている。リフレクタ22の両側面
にはリフレクタ22の内外に連通開口する開口部28が形成されている。なお、図には、光源
体12から照射する光の光軸をＯにて示す。
【００２６】
　また、図１および図２に示すように、保持体13は、例えば合成樹脂製で、プロジェクタ
装置の筐体に取り付けられる基部31、およびこの基部31から立ち上げられ光源体12が着脱
可能に取り付けられる光源体取付部32を有している。
【００２７】
　光源体取付部32には、光軸方向に位置する前枠部33、光軸方向に対し交差する光軸交差
方向の両側に位置する両側の側枠部34，35、光軸交差方向の基部31に対して反対側に開放
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部36を有し、開放部36を通じて光源体12を光軸交差方向に着脱可能としている。なお、光
軸交差方向のうち、光源体12を着脱する方向を着脱方向、この着脱方向に対して交差する
方向を幅方向として説明する。
【００２８】
　光源体取付部32の開放部36に対向する基部31側には、光源体取付部32に配置される光源
体12の位置決め縁部25の幅方向両側近傍位置が当接して着脱方向の取付位置を位置決めす
る一対の第１の位置決め部37が形成されている。これら第１の位置決め部37は、基部31上
の幅方向の両側近傍に突設された一対のリブ38によって形成されている。
【００２９】
　開放部36の一側に対応する一側の側枠部34の内面には、光源体取付部32に配置される光
源体12の位置決め縁部25が当接して幅方向の取付位置を位置決めする第２の位置決め部39
が形成されている。
【００３０】
　前枠部33の光源体取付部32内に臨む内面には、光源体取付部32に配置される光源体12の
透明板24または位置決め縁部25の前面が当接して光軸方向の取付位置を位置決めする第３
の位置決め部40が形成されている。この前枠部33の内側には光源体12から照射する光が通
過する略四角形状の照射開口41が形成され、この照射開口41の周縁部に第３の位置決め部
40が枠状に形成されている。
【００３１】
　基部31と両側の側枠部34，35とのなす各角部には、光源体取付部32に配置される光源体
12の両側のフランジ部27の背面側に係合しこの光源体12を第３の位置決め部40に押し付け
て光軸方向の取付位置を位置決めする押え部42が形成されている。
【００３２】
　他側の側枠部35側には、第１の板ばね体15を配置する第１の板ばね体配置部43が形成さ
れている。この第１の板ばね体配置部43には、基部31上で前枠部33と他側の側枠部35とリ
ブ38と押え部42との間に嵌合部44が形成され、他側の側枠部35の内面に光源体12の着脱方
向に沿って複数の溝部45が形成されている。
【００３３】
　前枠部33の開放部36に臨む縁部の中央には第２の板ばね体16が係合する係合溝46が形成
され、両側の側枠部34，35の開放部36に臨む内縁部には第２の板ばね体16が係合する係合
孔47，48が形成されている。一側の側枠部34には、光源体取付部32に配置される光源体12
の開口部28が対向する通気口49が形成されている。
【００３４】
　また、図１に示すように、防爆プレート14は、金属製で網目状に形成され、基部31側に
対応した光源体12の面、および両側の側枠部34，35側に対応した光源体12の両側の面に沿
って配置されるように断面略コ字形に折曲形成され、その両側部14aによって光源体12の
両側の開口部28を覆うように構成されている。防爆プレート14には、第１の位置決め部37
、第２の位置決め部39、第１の板ばね体配置部43、および係合孔47，48の各位置に対応し
て切欠部14bが形成されている。
【００３５】
　また、第１の板ばね体15は、１枚の金属製の板ばね材にて形成されており、光源体取付
部32の第１の板ばね体配置部43に配置され、光源体12を第２の位置決め部39に付勢する。
【００３６】
　第１の板ばね体15には、第１の板ばね体配置部43の嵌合部44に嵌合配置される基板部52
、およびこの基板部52から立ち上げられて第１の板ばね体配置部43の各溝部45に配置され
る複数の付勢部53が形成されている。各付勢部53は、中間部が一側の側枠部34側すなわち
第２の位置決め部39へ向けて突出する断面略く字形に形成され、光源体取付部32に配置さ
れる光源体12の位置決め縁部25に当接してこの光源体12を第２の位置決め部39に付勢する
。
【００３７】
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　また、図１および図６に示すように、第２の板ばね体16は、１枚の金属製の板ばね材に
て形成されており、光源体12が配置された光源体取付部32の開放部36にその開放部36を覆
うように配置され、光源体12を第１の位置決め部37および第３の位置決め部39に付勢する
。
【００３８】
　第２の板ばね体16には、光源体12を第１の位置決め部37に付勢する第１の付勢部56が形
成された第１の板ばね部57、光源体12を第３の位置決め部40に付勢する第２の付勢部58が
形成された第２の板ばね部59、これら第１の板ばね部57と第２の板ばね部59とを幅方向中
央域で連結する連結部60、この連結部60の幅方向両側域で第１の付勢部56と第２の付勢部
58とを分離する不連続部61が形成されている。
【００３９】
　第１の板ばね部57は、光源体12の幅方向に亘って幅広に形成され、その光源体12の幅方
向に亘って第１の位置決め部37へ向けた付勢力を作用させる第１の付勢部56の第１の作用
部62として形成されている。
【００４０】
　第１の板ばね部57の前縁の幅方向中央には、前枠部33の係合溝46部分の周囲に着脱可能
に係合して第１の付勢部56および第２の付勢部58の付勢力の反力を受ける第１の係合部63
が形成されている。この第１の係合部63は、図７に示すように、前枠部33の係合溝46部分
の背面、外周面、前面および内周面の四面にそれぞれ係合可能に略四角形枠状に順次折曲
して形成されており、前枠部33の係合溝46部分の内周面に係合する先端の係合面部64で第
１の付勢部56の付勢力の反力を受けるとともに、前枠部33の前面に係合する係合面部65で
第２の付勢部58の反力を受ける。
【００４１】
　第１の板ばね部57の幅方向の両側には、光源体12の両側面との間に防爆プレート14の両
側部14aの先端を挟み込む挟持部66が折曲形成されている。
【００４２】
　第２の板ばね部59の両側の不連続部61に臨む縁部には、光源体12の幅方向両側のフラン
ジ部27の背面側に当接して第３の位置決め部40へ向けた付勢力を作用させる第２の付勢部
58の第２の作用部67が形成されている。なお、これら第２の作用部67を形成するために、
第１の板ばね部57にはこれら第２の作用部67を切り起こした切起し溝68が形成されている
。
【００４３】
　第２の板ばね部59の幅方向の両側には、光源体12側に斜めに折曲された側面部69が折曲
形成され、これら両側の側面部69の先端間の間隔は側枠部34，35の間隔より広く形成され
ている。各側面部69の先端には、側枠部34，35の係合孔47，48に係合して第１の作用部62
および第２の作用部67の付勢力の反力を受ける第２の係合部70，71が形成されている。一
方の第２の係合部70は、断面略コ字形に形成され、係合孔47に対して挿脱可能とされると
ともに、先端に係合孔47を通じて側枠部34の外面側に引っ掛かる引掛部72が形成され、ま
た、他方の第２の係合部71は、断面略Ｌ字形に形成され、係合孔48に対して挿脱可能とし
ている。
【００４４】
　第２の板ばね部59の後縁の幅方向中央には、光源体12の背面側に当接して光源体12を第
３の位置決め部40に付勢する当接部73が形成されている。
【００４５】
　そして、プロジェクタ装置は、光源装置11、この光源装置11から照射された光線を変調
する光変調手段、光源装置11から照射された光線を光変調手段に導く照明光学系、光変調
手段で変調された光線をスクリーンなどに投射する投射光学系、およびこれらを収納する
筐体を備えた液晶プロジェクタである。
【００４６】
　次に、本実施の形態の作用を説明する。



(8) JP 4584606 B2 2010.11.24

10

20

30

40

50

【００４７】
　光源装置11を組み立てるには、保持体13の光源体取付部32の開放部36側から、第１の板
ばね体配置部43に第１の板ばね体15を挿入配置するとともに、光源体取付部32の内側に防
爆プレート14を挿入配置した後、光源体12を挿入配置する。
【００４８】
　この光源体12を挿入配置する際には、光源体12の前面を前枠部33の第３の位置決め部40
に沿わせながら、光源体12の位置決め縁部25を第２の位置決め部39と第１の板ばね体15の
付勢部53との間に押し込むとともに、位置決め縁部25の挿入方向の両側のフランジ部27を
前枠部33と押え部42との間に押し込み、位置決め縁部25の挿入方向の位置決め面26の両側
近傍を一対の第１の位置決め部37に当接させる。
【００４９】
　続いて、第２の板ばね体16を取り付ける。まず、第１の板ばね部57の両側の挟持部66を
、両側の側枠部34，35間に挿入するとともに、防爆プレート14の両側部14aの外側に係合
させてその両側部14aを光源体12との間に挟み込みながら、第２の板ばね体16を光源体12
上の開放部36に配置し、第１の板ばね部57の前縁の第１の係合部63を前枠部33の係合溝46
部分に係合する。
【００５０】
　第２の板ばね部59の両側の側面部69の間隔を弾性に抗して狭めながら、両側の第２の係
合部70，71を両側の側枠部34，35の内面側から係合孔47，48にそれぞれ係合する。
【００５１】
　そして、図３ないし図５に、光源装置11の組立状態を示す。
【００５２】
　光源装置11の組立状態では、第１の板ばね体15の付勢により光源体12の位置決め縁部25
が第２の位置決め部39に押し付けられ、光軸交差方向のうちの幅方向の取付位置が位置決
めされる。
【００５３】
　第２の板ばね体16の第１の付勢部56の付勢により光源体12の位置決め縁部25が第１の位
置決め部37に押し付けられ、光軸交差方向のうちの着脱方向の取付位置が位置決めされる
。
【００５４】
　第２の板ばね体16の第２の付勢部58の付勢により光源体12の位置決め縁部25が第３の位
置決め部40に押し付けられ、さらに、当接部73が光源体12の背面側に当接して光源体12を
第３の位置決め部40に付勢し、光軸方向の取付位置が位置決めされる。
【００５５】
　図８に示すように、組立状態の第２の板ばね部59には、幅方向両側の側面部69が広がる
方向に弾性がかかっているため、両側の第２の係合部70，71が両側の側枠部34，35から外
れるのを防止できる。
【００５６】
　このように、第１の板ばね体15により光源体12を第２の位置決め部39に付勢し、第２の
板ばね体16により光源体12を第１の位置決め部37および第３の位置決め部40に付勢するた
め、これら２つの板ばね体15，16でも確実に光源体12を位置決めして取り付けることがで
き、そのため、部品点数を削減し、組立工数を削減できる。
【００５７】
　しかも、第１の位置決め部37および第３の位置決め部40への付勢用として兼用する第２
の板ばね体16を光源体取付部32に対して組み立てやすい開放部36に配置することで、組立
性も向上できる。
【００５８】
　また、第２の板ばね体16が、第１の位置決め部37および第３の位置決め部40に光源体12
を付勢する第１の付勢部56および第２の付勢部58をそれぞれ備えているので、光源体12を
各位置決め部37，40に安定して付勢できる。
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【００５９】
　さらに、第１の付勢部56の第１の作用部62により光源体12の幅方向に亘ってその光源体
12に付勢力を作用させ、第２の付勢部58の第２の作用部67により光源体12の幅方向両側で
その光源体12に付勢力を作用させるので、光源体12に対して幅方向に均等の付勢力を作用
させ、光源体12を各位置決め部37，40に対して幅方向にバランスよく安定して付勢できる
。
【００６０】
　また、第２の付勢部58の幅方向両側の第２の係合部70，71が光源体12の幅方向両側で保
持体13に係合して第１の作用部62および第２の作用部67の付勢力の反力を受けるので、第
１の作用部62および第２の作用部67に対して幅方向にバランスよく安定した付勢力を作用
させることができる。
【００６１】
　さらに、第１の付勢部56の第１の係合部63が第２の付勢部58に対し反対側で保持体13に
係合して第１の作用部62および第２の作用部67の付勢力の反力を受けるので、第２の付勢
部58の第２の係合部70，71とともに、第１の作用部62および第２の作用部67に付勢力を作
用させることができる。
【００６２】
　また、第１の付勢部56と第２の付勢部58とが幅方向中央域で連結部60により連結されて
いるので、第２の付勢部58の第２の係合部70，71による付勢力の付与が第１の付勢部56に
も確実に付与でき、また、連結部60の幅方向両側域で第１の付勢部56と第２の付勢部58と
が不連続部61で分離されているので、第１の付勢部56と第２の付勢部58との独立した動き
を許容でき、これら第１の付勢部56および第２の付勢部58によって光源体12を各位置決め
部37，40に対して確実に付勢できる。
【００６３】
　また、第１の作用部62が第１の板ばね部57に形成されているため、第１の作用部62を光
源体12に面接触させることができ、光源体12に対して幅方向に均等の付勢力を作用させる
ことができる。
【００６４】
　また、第２の板ばね体16の挟持部66で防爆プレート14を光源体12の外側に密着させて挟
持することができるので、防爆プレート14を確実に機能させ、光源21が破裂した場合にリ
フレクタ22と透明板24との間の開口部28から飛び散るのを確実に防止できる。
【００６５】
　また、光源体12を保持体13から外す場合には、まず、第２の板ばね体16の第２の係合部
70，71を係合孔47，48から外す。このとき、引掛部72を有する第２の係合部70を係合孔47
から先に外すことにより、引掛部72を有さない第２の係合部71を係合孔48から容易に外す
ことができる。続いて、第１の係合部63を前枠部33から外し、第２の板ばね体16を保持体
13から取り外す。その後、光源体12を開放部36から引き抜いて外すことができる。
【００６６】
　そして、この光源装置11を使用するプロジェクタ装置は、光源体12の光軸と照明光学系
および投射光学系の光軸とが一致して画質を向上できるとともに、製造コストを低減でき
る。
【００６７】
　なお、第１の付勢手段および第２の付勢手段としては、金属製の板ばね材で構成する場
合に限らず、例えば合成樹脂材で構成し、この合成樹脂材の弾性力を利用して光源体12に
付勢力を作用させる構造を採用することもできる。
【００６８】
　また、光源装置11は、プロジェクタ装置に限らず、光の照射を利用する各種の光学機器
の光源装置にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
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【図１】本発明の一実施の形態を示す光源装置の分解状態の斜視図である。
【図２】同上光源装置の保持体の斜視図である。
【図３】同上光源装置の組立状態の斜視図である。
【図４】同上光源装置の組立状態の平面図である。
【図５】同上光源装置の組立状態の背面図である。
【図６】同上光源装置の第２の付勢手段の斜視図である。
【図７】同上第２の付勢手段の第１の係合部の係合状態を示す断面図である。
【図８】同上第２の付勢手段の第２の付勢部の取付状態を説明する説明図である。
【符号の説明】
【００７０】
　11　　光源装置
　12　　光源体
　13　　保持体
　14　　防爆手段としての防爆プレート
　15　　第１の付勢手段としての第１の板ばね体
　16　　第２の付勢手段としての第２の板ばね体
　32　　光源体取付部
　36　　開放部
　37　　第１の位置決め部
　39　　第２の位置決め部
　40　　第３の位置決め部
　56　　第１の付勢部
　57　　第１の板ばね部
　58　　第２の付勢部
　59　　第２の板ばね部
　60　　連結部
　61　　不連続部
　62　　第１の作用部
　63　　第１の係合部
　66　　挟持部
　67　　第２の作用部
　70，71　　第２の係合部
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