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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　励起用の光源と、
　上記励起用の光源からの光が回転体に配置した蛍光体に照射されて蛍光を励起させる蛍
光ホイールと、
　上記蛍光ホイールからの蛍光を用いて画像信号に対応する光像を形成し、形成した光像
を投影する投影手段と、
　上記蛍光ホイールの回転速度に応じたパルス信号を発生する発生手段と、
　上記発生手段で発生されたパルス信号を直流電圧に変換する変換手段と、
　上記変換手段で変換された上記直流電圧が予め設定した条件を外れる場合に上記励起用
の光源への電源供給を遮断する光源制御手段と
を具備したことを特徴とする投影装置。
【請求項２】
　上記変換手段により変換された上記直流電圧は、上記励起用の光源が駆動されない期間
の一部で、０になることを特徴とする請求項１記載の投影装置。
【請求項３】
　上記変換手段により変換された上記直流電圧は、上記０になる期間後に、上記励起用の
光源が発光を開始するタイミングに先立って上記直流電圧が上昇することを特徴とする請
求項２記載の投影装置。
【請求項４】
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　上記変換手段で変換された上記直流電圧は、上記予め設定した条件を満たす場合、安定
化された上で、上記励起用の光源の発光タイミングで上記励起用の光源に印加されること
を特徴とする請求項１～３のいずれか記載の投影装置。
【請求項５】
　上記発生手段は、上記蛍光ホイールに設けられるマーカと、上記マーカが通過する度に
パルス信号を出力するマーカセンサと、を含むことを特徴とする請求項１～４のいずれか
記載の投影装置。
【請求項６】
　上記マーカは、上記蛍光ホイールに複数設けられることを特徴とする請求項５記載の投
影装置。
【請求項７】
　上記マーカは、上記蛍光ホイールに均等間隔に設けられることを特徴とする請求項５記
載の投影装置。
【請求項８】
　上記励起用の光源とは異なる他の光源をさらに備え、
　上記投影手段は、上記蛍光ホイールからの蛍光とともに、前記他の光源からの光を用い
て画像信号に対応する光像を形成し、形成した光像を投影することを特徴とする請求項１
～７のいずれか記載の投影装置。
【請求項９】
　上記他の光源は、上記励起用の光源と同じ波長帯域の光を発する光源を含むことを特徴
とする請求項８記載の投影装置。
【請求項１０】
　上記励起用の光源は、レーザ光を発する光源素子であることを特徴とする請求項１～９
のいずれか記載の投影装置。
【請求項１１】
　励起用の光源と、上記励起用の光源からの光が回転体に配置した蛍光体に照射されて蛍
光を励起させる蛍光ホイールと、上記蛍光ホイールからの蛍光を用いて画像信号に対応す
る光像を形成し、形成した光像を投影する投影部を備えた投影装置での投影方法であって
、
　上記蛍光ホイールの回転速度に応じたパルス信号を発生する発生工程と、
　上記発生工程で発生される上記パルス信号を直流電圧に変換する変換工程と、
　上記変換工程で変換された上記直流電圧が予め設定した条件を外れる場合に上記励起用
の光源への電源供給を遮断する光源制御工程と
を有したことを特徴とする投影方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プロジェクタ装置等に好適な投影装置及び投影方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光エネルギーのレーザ光を光源としてスクリーンに映像を映し出す映像表示装置のレー
ザ光における実行を防止するべく、光学系や光源等によって発生した異常をセンサで検出
し、これをマイコンに伝えて、マイコンの命令によりレーザ光の発生を停止あるいは減衰
させて視聴者への危害が及ぶことを未然に防ぐようにした技術が考えられている。（例え
ば、特許文献１）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－２６７６２１号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記した特許文献には、マイコン（マイクロコンピュータ）を用いたソフトウェア処理
を伴う制御技術が記載されている。
【０００５】
　ところで、光源としてのレーザダイオード（半導体レーザ）は、上記特許文献にも述べ
られているように高エネルギ出力の点光源である。そのため、例えば光源であるレーザダ
イオードに対してカラーホイールを併設して蛍光を発生させるような構成を有するプロジ
ェクタ装置の場合、該カラーホイールの回転が一時的にでも遅延すると、１０［ミリ秒］
オーダーの瞬停止で破壊に到る。具体的には、カラーホイールの蛍光体部分が燃えるか、
熱により変色して、レーザ光を照射しても所望の蛍光を得ることができなくなる。したが
って、上記特許文献に記載されたようなソフトウェア処理を伴う技術では、実用上、カラ
ーホイールの破壊を免れ得ない。
【０００６】
　本発明は上記のような実情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、高熱の
影響を受け易い蛍光体の損傷等を確実に防止することが可能な投影装置及び投影方法を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１記載の発明は、投影装置であって、励起用の光源と、上記励起用の光源からの
光が回転体に配置した蛍光体に照射されて蛍光を励起させる蛍光ホイールと、上記蛍光ホ
イールからの蛍光を用いて画像信号に対応する光像を形成し、形成した光像を投影する投
影手段と、上記蛍光ホイールの回転速度に応じたパルス信号を発生する発生手段と、上記
発生手段で発生されたパルス信号を直流電圧に変換する変換手段と、上記変換手段で変換
された上記直流電圧が予め設定した条件を外れる場合に上記励起用の光源への電源供給を
遮断する光源制御手段とを具備したことを特徴とする。
【０００８】
　請求項２記載の発明は、上記請求項１記載の発明において、上記変換手段により変換さ
れた上記直流電圧は、上記励起用の光源が駆動されない期間の一部で、０になることを特
徴とする。
　請求項３記載の発明は、上記請求項２記載の発明において、上記変換手段により変換さ
れた上記直流電圧は、上記０になる期間後に、上記励起用の光源が発光を開始するタイミ
ングに先立って上記直流電圧が上昇することを特徴とする。
　請求項４記載の発明は、上記請求項１～３のいずれか記載の発明において、上記変換手
段で変換された上記直流電圧は、上記予め設定した条件を満たす場合、安定化された上で
、上記励起用の光源の発光タイミングで上記励起用の光源に印加されることを特徴とする
。
　請求項５記載の発明は、上記請求項１～４のいずれか記載の発明において、上記発生手
段は、上記蛍光ホイールに設けられるマーカと、上記マーカが通過する度にパルス信号を
出力するマーカセンサと、を含むことを特徴とする。
　請求項６記載の発明は、上記請求項５記載の発明において、上記マーカは、上記蛍光ホ
イールに複数設けられることを特徴とする。
　請求項７記載の発明は、上記請求項５記載の発明において、上記マーカは、上記蛍光ホ
イールに均等間隔に設けられることを特徴とする。
　請求項８記載の発明は、上記請求項１～７のいずれか記載の発明において、上記励起用
の光源とは異なる他の光源をさらに備え、上記投影手段は、上記蛍光ホイールからの蛍光
とともに、前記他の光源からの光を用いて画像信号に対応する光像を形成し、形成した光
像を投影することを特徴とする。
　請求項９記載の発明は、上記請求項８記載の発明において、上記他の光源は、上記励起
用の光源と同じ波長帯域の光を発する光源を含むことを特徴とする。
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【０００９】
　請求項１０記載の発明は、上記請求項１～９のいずれか記載の発明において、上記励起
用の光源は、レーザ光を発する光源素子であることを特徴とする。
【００１０】
　請求項１１記載の発明は、励起用の光源と、上記励起用の光源からの光が回転体に配置
した蛍光体に照射されて蛍光を励起させる蛍光ホイールと、上記蛍光ホイールからの蛍光
を用いて画像信号に対応する光像を形成し、形成した光像を投影する投影部を備えた投影
装置での投影方法であって、上記蛍光ホイールの回転速度に応じたパルス信号を発生する
発生工程と、上記発生工程で発生される上記パルス信号を直流電圧に変換する変換工程と
、上記変換工程で変換された上記直流電圧が予め設定した条件を外れる場合に上記励起用
の光源への電源供給を遮断する光源制御工程とを有したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、高熱の影響を受け易い蛍光体の損傷等を確実に防止することが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態に係るデータプロジェクタ装置の電子回路の機能構成を示す
ブロック図。
【図２】同実施形態に係る正常動作時の各種信号波形を示すタイミングチャート。
【図３】同実施形態に係る異常動作時の各種信号波形を示すタイミングチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明をＤＬＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｌｉｇｈｔ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）（登録
商標）方式のデータプロジェクタ装置に適用した場合の一実施形態について図面を参照し
て説明する。
【００１４】
　図１は、同実施形態に係るデータプロジェクタ装置１０が備える電子回路の機能構成を
示すブロック図である。図中、１１は入力部である。この入力部１１は、例えばピンジャ
ック（ＲＣＡ）タイプのビデオ入力端子、Ｄ－ｓｕｂ１５タイプのＲＧＢ入力端子、ＨＤ
ＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）
規格の画像／音声入力端子、及びＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）
コネクタを有し、有線接続された外部機器からの画像信号及び音声信号を入力する。
【００１５】
　入力部１１から入力された各種規格の画像信号は、システムバスＳＢを介し、一般にス
ケーラとも称される投影画像処理部１２に入力される。
【００１６】
　投影画像処理部１２は、入力される画像信号を投影に適した所定のフォーマットの画像
信号に統一し、内蔵する表示用のバッファメモリに適宜書込んだ後に、書込んだ画像信号
を読出して投影画像駆動部１３へ送る。
【００１７】
　この際、ＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）用の各種動作状態を示すシン
ボル等のデータも必要に応じて投影画像処理部１２内のバッファメモリで画像信号に重畳
加工し、加工後の画像信号を読出して投影画像駆動部１３へ送る。
【００１８】
　投影画像駆動部１３は、送られてきた画像信号に応じて、所定のフォーマットに従った
フレームレート、例えば６０［フレーム／秒］と色成分の分割数、及び表示階調数を乗算
した、より高速な時分割駆動により、空間的光変調素子であるマイクロミラー素子１４を
表示駆動する。
【００１９】
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　このマイクロミラー素子１４は、アレイ状に配列された複数、例えばＸＧＡ（横１０２
４画素×縦７６８画素）個の微小ミラーの各傾斜角度を個々に高速でオン／オフ動作して
表示動作することで、その反射光により光像を形成する。
【００２０】
　一方で、光源部１５から時分割でＲ，Ｇ，Ｂの原色光が循環的に出射される。この光源
部１５からの原色光が、ミラー１６で全反射して上記マイクロミラー素子１４に照射され
る。
【００２１】
　そして、マイクロミラー素子１４での反射光で光像が形成され、形成された光像が投影
レンズユニット１７を介して、投影対象となる図示しないスクリーンに投影表示される。
【００２２】
　上記光源部１５は、赤色（Ｒ）光を発する発光ダイオード（以下「Ｒ－ＬＥＤ」と称す
る）１８、青色（Ｇ）光を発する発光ダイオード（以下「Ｂ－ＬＥＤ」と称する）１９、
及び青色（Ｂ）光を発するレーザダイオード（以下「Ｂ－ＬＤ」と称する）２０を有する
。
【００２３】
　Ｒ－ＬＥＤ１８の発する赤色光は、ダイクロイックミラー２１を透過した後、インテグ
レータ２２で輝度分布が略均一な光束とされた後に上記ミラー１６へ送られる。
【００２４】
　Ｂ－ＬＥＤ１９の発する青色光は、ダイクロイックミラー２３で反射された後、上記ダ
イクロイックミラー２１でも反射され、上記インテグレータ２２を介して上記ミラー１６
へ送られる。
【００２５】
　Ｂ－ＬＤ２０の発する高エネルギ出力の青色光は、ダイクロイックミラー２４を透過し
て、回転体である蛍光ホイール２５の周面上の一点に照射される。蛍光ホイール２５のレ
ーザ光照射位置にはリング状に蛍光体２５Ｇが塗布されており、青色のレーザ光の照射に
より緑色の蛍光が反射光のように励起する。この蛍光体２５Ｇから励起した緑色光が、上
記ダイクロイックミラー２４で反射され、さらにミラー２６でも反射された後に、上記ダ
イクロイックミラー２３を透過して上記ダイクロイックミラー２１で反射され、上記イン
テグレータ２２を介して上記ミラー１６へ送られる。　
　上記ダイクロイックミラー２１は、赤色光を透過する一方で、緑色光及び青色光を反射
する。上記ダイクロイックミラー２３は、緑色光を透過する一方で、青色光を反射する。
反対に上記ダイクロイックミラー２４は、青色光を透過する一方で、緑色光を反射する。
【００２６】
　上記蛍光ホイール２５は、モータ（Ｍ）２７により駆動されて回転する。また、蛍光ホ
イール２５の周側端部の複数箇所には、図示しないマーカが均等間隔に埋設される。これ
らのマーカに対向するようにしてマーカセンサ２８が近接して配設される。
【００２７】
　マーカセンサ２８は、蛍光ホイール２５の回転により対向する近接位置を上記複数マー
カが通過する度にそれを検出してパルス信号を出力する。マーカセンサ２８の出力するパ
ルス信号は、ＰＷＭ（パルス幅変調）回路２９により、蛍光ホイール２５の回転速度を表
す、単位時間当たりのパルス幅（周期）に応じた直流電圧信号として投影光駆動部３０に
与えられる。
【００２８】
　投影光駆動部３０は、光源部１５のＬＥＤ１８，１９の発光タイミングや駆動信号の波
形等を統括して制御する。また、投影光駆動部３０内にはＤＣ／ＤＣコンバータ３０ａを
備える。このＤＣ／ＤＣコンバータ３０ａは、上記ＰＷＭ回路２９の出力する直流電圧信
号を上記Ｂ－ＬＤ２０での発光に適した電圧に変換、安定化してＢ－ＬＤ２０に印加し、
Ｂ－ＬＤ２０を駆動する。
【００２９】
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　このように投影光駆動部３０は、上記投影画像駆動部１３から与えられる画像信号に同
期したタイミング信号と、後述するＣＰＵ３１の制御に応じて上記ＬＥＤ１８，１９及び
ＬＤ２０の発光動作と蛍光ホイール２５の回転動作とを制御する。
【００３０】
　上記各回路の動作すべてをＣＰＵ３１が制御する。このＣＰＵ３１は、メインメモリ３
２及びプログラムメモリ３３と直接接続される。メインメモリ３２は、ＤＲＡＭで構成さ
れ、ＣＰＵ３１のワークメモリとして機能する。プログラムメモリ３３は、電気的書換可
能な不揮発性メモリで構成され、ＣＰＵ３１が実行する動作プログラムや各種定型データ
等を記憶する。　
　上記プログラムメモリ３３が記憶する定型データ中には、上記Ｂ－ＬＤ２０の駆動電圧
範囲を示す２つのしきい値Ｖｒｅ１，Ｖｒｅｆ２（Ｖｒｅ１＜Ｖｒｅｆ２）を含む。
【００３１】
　ＣＰＵ３１は、上記プログラムメモリ３３に記憶されている動作プログラムやデータ等
を読出し、メインメモリ３２に展開して記憶させた上で、当該プログラムを実行すること
により、このデータプロジェクタ装置１０を統括して制御する。
【００３２】
　上記ＣＰＵ３１は、操作／表示部３４からのキー操作信号に応じて各種投影動作を実行
する。　
　この操作／表示部３４は、データプロジェクタ装置１０の筐体前後面に設けられるリモ
コン受光部と、データプロジェクタ装置１０の筐体上面に設けられるキー入力／インジケ
ータ部を含む。操作／表示部３４は、ユーザがデータプロジェクタ装置１０本体のキー入
力／インジケータ部またはデータプロジェクタ装置１０専用のリモートコントローラで操
作したキーに基づくキー操作信号をＣＰＵ３１へ出力する。
【００３３】
　また、ＣＰＵ３１は動作状態に応じた点灯／点滅信号を操作／表示部３４のキー入力／
インジケータ部へ送出することで、インジケータの色、点灯／点滅状態を制御する。
【００３４】
　上記ＣＰＵ３１はさらに、上記システムバスＳＢを介して音声処理部３５とも接続され
る。音声処理部３５は、ＰＣＭ音源等の音源回路を備え、投影動作時に与えられる音声信
号をアナログ化し、スピーカ部３６を駆動して放音させ、あるいは必要によりビープ音等
を発生させる。
【００３５】
　次に上記実施形態の動作について説明する。　
　なお、上述した如く、電源オン時の投影動作では、投影画像処理部１２が作成した画像
に基づいて投影画像駆動部１３がマイクロミラー素子１４を表示駆動する。このマイクロ
ミラー素子１４での表示に同期してＲ－ＬＥＤ１８、Ｂ－ＬＥＤ１９、及びＢ－ＬＤ２０
を投影光駆動部３０が発光駆動し、併せてモータ２７により蛍光ホイール２５を回転させ
て、Ｒ，Ｂ，Ｇの原色光を時分割で循環的に発生させてマイクロミラー素子１４に照射さ
せることで、カラーの光像が順次投影レンズユニット１７より投影される。
【００３６】
　図２は、正常な投影動作時の各種信号波形を示すタイミングチャートである。　
　図２（Ａ）は、マイクロミラー素子１４で光像を形成するタイミングを示す。同図（Ａ
）に示す如く、画像１フレームをＲ，Ｂ，Ｇのフィールドの順序で投影するものとし、マ
イクロミラー素子１４で各フィールド期間中に当該色成分の光像を形成させる。
【００３７】
　具体的には、投影画像駆動部１３によりマイクロミラー素子１４で画素を構成する各微
小ミラーをそれぞれ階調に合わせた時間長でオン／オフ動作させる。
【００３８】
　図２（Ｂ）に示すように、投影光駆動部３０はＲフィールドに同期させてＲ－ＬＥＤ１
８を駆動し、赤色光を発生させてマイクロミラー素子１４に当該赤色光を照射させる。
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【００３９】
　そのため、マイクロミラー素子１４での反射光により赤色の光像が形成され、形成され
た光像が投影レンズユニット１７により投影対象に向けて投射される。
【００４０】
　このとき、緑色光を発生するための光源であるＢ－ＬＤ２０は駆動されていないが、蛍
光ホイール２５はモータ２７により連続して回転されている。したがって、マーカセンサ
２８は蛍光ホイール２５の回転速度に同期したパルス信号を出力し続けている。
【００４１】
　その後、ＲフィールドからＢフィールドとなると、投影光駆動部３０はＲ－ＬＥＤ１８
に代えて図２（Ｃ）に示すようにＢ－ＬＥＤ１９を駆動し、青色光を発生させてマイクロ
ミラー素子１４に当該青色光を照射させる。
【００４２】
　そのため、マイクロミラー素子１４での反射光により青色の光像が形成され、形成され
た光像が投影レンズユニット１７により投影対象に向けて投射される。
【００４３】
　同時に投影光駆動部３０はこのＢフィールド期間で、図２（Ｅ）に示すようにＰＷＭ回
路２９から出力される、マーカセンサ２８の出力パルス幅に応じた直流電圧信号の受付を
開始する。
【００４４】
　さらに、ＢフィールドからＧフィールドとなると、投影光駆動部３０はＢ－ＬＥＤ１９
に代えて図２（Ｆ）に示すようにＤＣ／ＤＣコンバータ３０ａの出力によりＢ－ＬＤ２０
を駆動し、高エネルギの青色光を発生させて、回転する蛍光ホイール２５の蛍光体２５Ｇ
に照射させ、蛍光体２５Ｇで励起した緑色光をマイクロミラー素子１４に照射させる。
【００４５】
　このときＰＷＭ回路２９が出力する直流電圧信号Ｖｓａｍｐは、図２（Ｅ）に示す如く
２つのしきい値Ｖｒｅ１，Ｖｒｅｆ２（Ｖｒｅ１＜Ｖｒｅｆ２）で示される上記Ｂ－ＬＤ
２０の駆動電圧範囲内に収まっている。
【００４６】
　したがってＤＣ／ＤＣコンバータ３０ａでは、入力される直流電圧信号ＶｓａｍｐをＢ
－ＬＤ２０での発光に適した電圧に変換、安定化してＢ－ＬＤ２０に印加し、Ｂ－ＬＤ２
０を駆動する。
【００４７】
　そして、Ｇフィールドが終了した時点で、画像１フレーム分の投影を終了し、次のフレ
ームに移行して同様の動作を繰返す。
【００４８】
　このように投影光駆動部３０では、Ｇフィールドに先立つＢフィールドでＰＷＭ回路２
９の出力するマーカセンサ２８の出力パルス幅に応じた直流電圧信号Ｖｓａｍｐの受付け
を開始し、Ｇフィールドで該直流電圧信号Ｖｓａｍｐが許容範囲内である場合にＢ－ＬＤ
２０での発光を実行するものとした。
【００４９】
　次に、図３により投影動作途中で蛍光ホイール２５に異常が生じた場合、例えばホコリ
や脱落した部品等がモータ２７の回転軸に入って回転の抵抗となり、蛍光ホイール２５の
回転速度が低下した場合の動作について説明する。　
　図３（Ａ）は、マイクロミラー素子１４で光像を形成するタイミングを示す。同図（Ａ
）に示す如く、画像１フレームをＲ，Ｂ，Ｇのフィールドの順序で投影するものとし、マ
イクロミラー素子１４で各フィールド期間中に当該色成分の光像を形成させる。
【００５０】
　Ｒフィールド及びＢフィールドにおいては、上記図２でも説明したように各回路が正常
に動作し、それぞれＲ－ＬＥＤ１８とＢ－ＬＥＤ１９を時分割でフィールド期間に同期し
て発光させるものとする。
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【００５１】
　ＢフィールドからＧフィールドとなった時点で、投影光駆動部３０はＢ－ＬＥＤ１９に
代えて図３（Ｆ）に示すようにＤＣ／ＤＣコンバータ３０ａの出力によりＢ－ＬＤ２０を
駆動し、高エネルギの青色光を発生させて、回転する蛍光ホイール２５の蛍光体２５Ｇに
照射させ、蛍光体２５Ｇで励起した緑色光をマイクロミラー素子１４に照射させる。
【００５２】
　このときＰＷＭ回路２９が出力する当初の直流電圧信号Ｖｓａｍｐは、図３（Ｅ）に示
す如く２つのしきい値Ｖｒｅ１，Ｖｒｅｆ２（Ｖｒｅ１＜Ｖｒｅｆ２）で示される上記Ｂ
－ＬＤ２０の駆動電圧範囲内に収まっている。
【００５３】
　したがってＤＣ／ＤＣコンバータ３０ａでは、入力される直流電圧信号ＶｓａｍｐをＢ
－ＬＤ２０での発光に適した電圧に変換、安定化してＢ－ＬＤ２０に印加し、Ｂ－ＬＤ２
０を駆動する。
【００５４】
　Ｇフィールドに入った直後、図３（Ｄ）のタイミングｔ１から、上述したような要因に
よって蛍光ホイール２５の回転速度が低下したものとする。これにより、以後マーカセン
サ２８で得られるパルス信号は図示する如く、より長い周期となる。
【００５５】
　このパルス信号の長周期下によりＰＷＭ回路２９から出力される直流電圧信号Ｖｓａｍ
ｐが低下し、図３（Ｅ）に示す如くタイミングｔ２で下限側のしきい値Ｖｒｅ１を下回る
と、ＤＣ／ＤＣコンバータ３０ａを備える投影光駆動部３０がそれを即時判断して、図３
（ｆ）に示すようにＢ－ＬＤ２０への電力供給を停止する。
【００５６】
　したがって、回転速度が低下した蛍光ホイール２５の蛍光体２５Ｇが、Ｂ－ＬＤ２０か
らの高エネルギ出力のレーザ光による悪影響を受ける前にＢ－ＬＤ２０の駆動を即時確実
に停止することができる。
【００５７】
　上記図３は、蛍光ホイール２５の回転速度が低下し、ＰＷＭ回路２９が出力する直流電
圧信号Ｖｓａｍｐが下限側のしきい値Ｖｒｅ１を下回った場合について説明したものであ
るが、反対に、蛍光ホイール２５の回転速度が上昇し、ＰＷＭ回路２９が出力する直流電
圧信号Ｖｓａｍｐが上限側のしきい値Ｖｒｅ２を上回った場合についても、同様にＤＣ／
ＤＣコンバータ３０ａを備える投影光駆動部３０がそれを判断してＢ－ＬＤ２０の駆動を
即時確実に停止させる。
【００５８】
　蛍光ホイール２５の回転速度が異常に上昇する要因としては、例えば蛍光ホイール２５
の蛍光体２５Ｇが破損、脱落し、回転体である蛍光ホイール２５の質量が小さくことが考
えられる。
【００５９】
　このように投影光駆動部３０では、蛍光ホイール２５の回転速度が許容範囲を超えて速
くなった場合、及び遅くなった場合のいずれであっても、異常が生じたものとして即時Ｂ
－ＬＤ２０の駆動を確実に停止させ、蛍光ホイール２５の蛍光体２５Ｇが燃えたり、熱に
より変色して色斑を生じるなどの事態を回避することができる。
【００６０】
　なお、Ｂ－ＬＤ２０の駆動停止に際しては、データプロジェクタ装置１０全体の制御を
実行するＣＰＵ３１が、なんらかのエラー報知、例えばＲ－ＬＥＤ１８、Ｂ－ＬＥＤ１９
の発光による赤色光及び青色光のみを用いての文字画像によるエラー画像の投影や、操作
／表示部３４のインジケータ部による点灯／点滅表示を行なうものとしても良い。
【００６１】
　以上詳記した如く本実施形態によれば、高エネルギ出力のレーザ光源による可動部であ
る蛍光ホイール２５と、そのうち特に高熱の影響を受け易い蛍光体２５Ｇの損傷等を確実
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【００６２】
　また、上記実施形態では、回転体である蛍光ホイール２５の動作を蛍光ホイール２５に
設けたマーカ（図示せず）とマーカセンサ２８とによりパルス信号の形で抽出し、そのパ
ルス信号を電圧信号に変換した上でＢ－ＬＤ２０の駆動制御を行なうものとしたので、回
路構成を非常に簡略化することができ、異常時に確実、且つ迅速に対処できる。
【００６３】
　さらに上記実施形態では、Ｒ－ＬＥＤ１８、Ｂ－ＬＥＤ１９及びＢ－ＬＤ２０を光源素
子として用いながら、光エネルギ出力であるが故に、機器の破損等を回避する必要がある
Ｂ－ＬＤ２０を監視しながら、Ｂ－ＬＤ２０ほどには取扱いに注意を行なう必要がないＲ
－ＬＥＤ１８及びＢ－ＬＥＤ１９を用いて、Ｂ－ＬＤ２０の異常時にエラー画像を投影す
るなど、正常な色バランスでの投影は不可能であるものの、画像の投影機能は損なわれて
いないため、ユーザに対する報知などを容易に実現できる。
【００６４】
　また、上記実施形態では、蛍光ホイール２５にマーカを複数設ける構成としたが、この
場合に限定されず、蛍光ホイール２５は１つ以上のマーカを持っていればよい。しかし、
図３にあるように、マーカセンサ出力回数が多いほど蛍光ホイールの回転異常が発生した
際にその異常を検知するタイミングが早くなるため、より望ましい実施形態として、蛍光
ホイール２５に複数のマーカを設けることとした。
【００６５】
　さらに、蛍光ホイール２５に１つのマーカしか設けない場合、通常１フレームに１つの
ピーク信号しかマーカセンサは出力しないが、例えばＰＬＬ回路を用いて複数の出力信号
に変換して出力する構成としてもよい。
【００６６】
　なお、上記実施形態は、ＬＤ（レーザダイオード）を光源素子の一部に用いるＤＬＰ（
登録商標）方式のデータプロジェクタ装置に適用した場合について説明したものであるが
、本発明はレーザ光源となる素子やプロジェクタとしての投影方式などを限定するもので
はなく、各種投影装置等に適用可能である。
【００６７】
　その他、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、上述した実施形態で実行さ
れる機能は可能な限り適宜組み合わせて実施しても良い。上述した実施形態には種々の段
階が含まれており、開示される複数の構成要件による適宜の組み合せにより種々の発明が
抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が削除さ
れても、効果が得られるのであれば、この構成要件が削除された構成が発明として抽出さ
れ得る。
【符号の説明】
【００６８】
　１０…データプロジェクタ装置、１１…入力部、１２…投影画像処理部、１３…投影画
像駆動部、１４…マイクロミラー素子、１５…光源部、１６…ミラー、１７…投影レンズ
ユニット、１８…赤色（Ｒ）－ＬＥＤ（発光ダイオード）、１９…青色（Ｂ）－ＬＥＤ、
２０…青色（Ｂ）－ＬＤ（レーザダイオード）、２１…ダイクロイックミラー、２２…イ
ンテグレータ、２３，２４…ダイクロイックミラー、２５…蛍光ホイール、２５Ｇ…蛍光
体、２６…ミラー、２７…モータ（Ｍ）、２８…マーカセンサ、２９…ＰＷＭ回路、３０
…投影光駆動部、３０ａ…ＤＣ／ＤＣコンバータ、３１…ＣＰＵ、３２…メインメモリ、
３３…プログラムメモリ、３４…操作／表示部、３５…音声処理部、３６…スピーカ部、
ＳＢ…システムバス。
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              特開２００９－１５０９３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２６６６１９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０３Ｂ　　２１／００－２１／１０、２１／１３４－２１／３０
              Ｈ０４Ｎ　　　５／６６－５／７４、９／１２－９／３１
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