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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リフレクタを含んで構成されるランプ、前記ランプの光軸まわりに当該ランプを囲むよ
うに形成され、前記リフレクタの反射面が前記光軸に対してなす角度と略同一の角度を前
記光軸に対して有し、かつ前記ランプの全長と略同一の長さを有し、前記光軸を中心に対
称となる位置に設けられた第１及び第２の傾斜部位を含んで構成されるハウジングを有し
、電源ケーブルに接続されるコネクタを前記第２の傾斜部位の凹部に設けた複数のランプ
カートリッジと、
　一の前記ランプカートリッジにおける前記第２の傾斜部位と他の前記ランプカートリッ
ジにおける前記第１の傾斜部位とが対向し、かつ近接するように、複数の前記ランプカー
トリッジが配置された回動可能なターンテーブルを有する光源部を備え、
　複数の前記ランプカートリッジが個別に前記ターンテーブルから着脱可能であることを
特徴とする投射型表示装置。
【請求項２】
　前記ランプカートリッジの前記ハウジングは、開口部を含んでおり、
　前記ランプカートリッジの前記開口部を介して前記ランプに送風する遠心送風機を備え
ることを特徴とする請求項１に記載の投射型表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　この発明は、ランプおよび当該ランプを格納するハウジングを含んで構成されるランプ
カートリッジ、および当該ランプカートリッジを含んで構成される投射型表示装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来の投射型表示装置においては、光源を装着する光源ユニットの移動方向を回転移動
方式にし、かつ前記光源ユニットの回転角を正転／反転それぞれ略１８０度とし、回転往
復方式によって移動する構成として、さらに、光源の発光位置と略１８０度反対側にのみ
光源交換用の孔を明け、この１個所から光源を交換可能な構成としている（例えば、特許
文献１。）。
【０００３】
　また、従来、当該投射型表示装置等において、光源として使用するランプの冷却は、軸
流ファンによって行っていた。そのため、ランプを格納するハウジングは、当該ハウジン
グ内に前記軸流ファンから送風された空気をより多く取り入れることができるように、前
記ハウジングの全長にわたって、リフレクタの開口部直径よりも大きい矩形断面形状を有
するにする必要があった（例えば特許文献２、および特許文献３。）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２６４８７８号公報（第１－３頁、第１図）
【特許文献２】特開２００２－２４５８４２号公報（第１－６頁、第１図）
【特許文献３】登録実用新案第３０９１８１２号公報（第３図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
したがって、従来のランプカートリッジ（以下の説明では、前記ランプと前記ハウジング
とを含めて構成されるものをランプカートリッジという。）を小型化するのには限界があ
った。
【０００６】
また、従来の投射型表示装置では、使用するランプのハウジングが上述のようなリフレク
タの開口部直径よりも大きい矩形断面形状であることから、当該投射型表示装置の光源部
に前記ランプカートリッジを複数個設けた場合、光源部が大型化する問題があった。たと
えば、前記特許文献１に記載の投射型表示装置の場合には、ランプカートリッジを２個備
えるため、当該投射型表示装置の光源部は、前記リフレクタの開口部直径の２倍以上のス
ペースを要していた。したがって、光源部の小型化が困難なことから、当該投射型表示装
置の小型化には限界があった。
【０００７】
　この発明は、上述のような問題を解消するためになされたもので、小型のランプカート
リッジ、および小型の投射型表示装置を得るものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明にかかる投射型表示装置は、リフレクタを含んで構成されるランプ、前記ラン
プの光軸まわりに当該ランプを囲むように形成され、前記リフレクタの反射面が前記光軸
に対してなす角度と略同一の角度を前記光軸に対して有し、かつ前記ランプの全長と略同
一の長さを有し、前記光軸を中心に対称となる位置に設けられた第１及び第２の傾斜部位
を含んで構成されるハウジングを有し、電源ケーブルに接続されるコネクタを前記第２の
傾斜部位の凹部に設けた複数のランプカートリッジと、一の前記ランプカートリッジにお
ける前記第２の傾斜部位と他の前記ランプカートリッジにおける前記第１の傾斜部位とが
対向し、かつ近接するように、複数の前記ランプカートリッジが配置された回動可能なタ
ーンテーブルを有する光源部を備え、複数の前記ランプカートリッジが個別に前記ターン
テーブルから着脱可能であることを特徴とするものである。
【発明の効果】
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【００１０】
　本発明のランプカートリッジによれば、当該ランプカートリッジを小型化することがで
きる。
【００１１】
　また、本発明の投射型表示装置によれば、当該投射型表示装置を小型化することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
実施の形態１．
　図１は、実施の形態１における投射型表示装置の上面図である。また、図２は前記図１
におけるＡ－Ａ断面から見た要部断面図であり、図２中の１点鎖線は当該投射型表示装置
内を光が通過する光路の中心軸である。
【００１３】
　前記図１および前記図２の当該投射型表示装置において、光は、当該投射型表示装置が
備える２つのランプのうち、一方のランプから照射される。なお、上記２つのランプは後
述するターンテーブル３１上に着脱可能に取付けられたランプカートリッジ３３、３５内
に固定されている。
【００１４】
　なお、以下の説明においては、前記ランプカートリッジ３３を第１のランプカートリッ
ジ３３、当該第１のランプカートリッジ３３内に固定されたランプ３２を第１のランプ３
２といい、同様に、前記ランプカートリッジ３５を第２のランプカートリッジ３５、当該
第２のランプカートリッジ３５に固定されたランプ３４を第２のランプ３４という。
【００１５】
　前記第１のランプ３３から照射された光は、当該光の照射方向に設ける光学系４によっ
て集光される。集光された光は反射ミラー９、１０によって反射され、プリズム６に入射
する。当該プリズム６は入射した光の入射角度に応じて前記光を屈折または透過させ、ラ
イトバルブ７に入射させる。
【００１６】
　前記ライトバルブ７は基台１に固定されており、入力される画像信号に応じて画像表示
画素に対応したマイクロミラーの姿勢角度を変化させるＤＭＤ（Ｄｅｇｉｔａｌ　Ｍｉｃ
ｒｏｍｉｒｒｏｒ　Ｄｅｖｉｃｅ）素子等が用いられる。当該ライトバルブ７に入射した
光は前記マイクロミラー等によって反射され、投射レンズ８に入射する。なお、前記ＤＭ
Ｄはテキサスインスツルメンツ社（ＴＩ社）の商標である。
【００１７】
　前記投射レンズ８に入射した光は、当該投射レンズ８からスクリーン等（図示せず）に
投射されることにより前記画像信号に対応する画像等が得られる。
【００１８】
　前記第１のランプ３２から照射された光は、上述のようにライトバルブ７におけるマイ
クロミラーよって反射されるが、前記画像信号から得られる画像における黒色の部分に対
応する前記マイクロミラーから反射される光は、前記投射レンズ８に入射しないように反
射される。なお、以下の説明においては前記投射レンズ８に入射しないように前記マイク
ロミラーによって反射された光をＯＦＦ光という。
【００１９】
　上述のように、前記ＯＦＦ光は前記投射レンズ８に入射しない。そこで、本実施の形態
１における投射型表示装置では、このＯＦＦ光を利用して前記ランプ３２の光量が低下し
たか否かを判断する。具体的には、前記ＯＦＦ光を受光できる位置に輝度センサ４５を設
け、当該輝度センサ４５に前記ＯＦＦ光を受光させる。なお、実際には、内面の光反射率
および表面粗度が高くなるように材料の選択等をして形成され、前記輝度センサ４５に設
けられた反射筒４３の一端にある入射孔４４から入射した前記ＯＦＦ光が前記輝度センサ
４５によって受光される。なお、前記ＯＦＦ光は、光学系４の光軸５上における光ではな
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いが、実際的には前記光軸５上の光と同じ光量を有する。したがって、前記ＯＦＦ光を利
用することで、前記投射レンズ８から照射される光の光量が低下したか否かの判断をする
ことができる。
【００２０】
　前記輝度センサ４５は受光した光の輝度に応じて起電流が変化するため、当該起電流に
基づいて前記第１のランプ３２からの光量を制御回路４６ａによって演算することができ
る。なお、通常は、複数の前記マイクロミラーからの前記ＯＦＦ光を前記輝度センサ４５
に受光させるため、投射する画像中の白色と黒色との比率を前記画像信号から算出して、
前記光量の演算を行う必要がある。
【００２１】
　前記輝度センサ４５からの出力によって前記光量を演算した結果、当該光量Ｌが予め定
めるしきい値Ｌ＿ＭＩＮよりも小さくなった場合には、光源として使用するランプを第１
のランプ３２または第２のランプ３４に切り替える。
【００２２】
　図３は、前記投射型表示装置の光源部を構成する前記ターンテーブル３１上におけるラ
ンプカートリッジ３３、３５の配置を示す図である。なお、図３のように、当該ランプカ
ートリッジ３３、３５は同一の構造である。
【００２３】
　各ランプカートリッジ３３、３５は、前記ランプ３２、３４とハウジング９０とを含ん
で構成される。
【００２４】
前記ハウジング９０は、前記ランプ３２、３４のリフレクタ５８の反射面と前記ランプ３
２、３４の光軸５５、５６との間の角度（以下、当該角度を開口角θともいう。）に略同
一の角度を前記ランプ３２、３４の光軸５５、５６との間になして形成される、第１の側
壁５３および第２の側壁５４を有する。
【００２５】
　また、前記第１の側壁５３および前記第２の側壁５４は、前記ランプ３２、３４の光軸
５５、５６方向における当該ランプ３２、３４の全長Ｌと略同一の長さにわたって形成さ
れている。
【００２６】
　さらに、前記第１の側壁５３は第１の凹部６７を有し、前記第２の側壁５４は第２の凹
部６８を有する。前記ターンテーブル３１において、前記第１のランプカートリッジ３３
と前記第２のランプカートリッジ３５は、一方のランプカートリッジ３３、３５における
前記第１の側壁５３または前記第２の側壁５４と他方のランプカートリッジ３５、３３に
おける第２の側壁５４または第１の側壁５３とが、互いに対向するように配置される。ま
た、当該ランプカートリッジ３３、３５には、後述する第１の電源コネクタ６９が前記第
１の凹部６７または前記第２の凹部６８に設けられる。
【００２７】
なお、前記第１の電源コネクタ６９は、前記第１の凹部６７を有する第１の側壁または前
記第２の凹部６８を有する第２の側壁５４のうち、いずれか一方にのみ設けてもよいし、
両方に設けてもよい。また、前記ターンテーブル３１上に設けてもよい。すなわち、当該
第１の電源コネクタ６９は、前記凹部６７、６８によって形成される隙間に設ければよい
。以下、本実施の形態１の説明においては、前記第２の凹部６８にのみ前記第１の電源コ
ネクタ６９を設けた場合について説明する。
【００２８】
　上述のように、当該ランプカートリッジ３３、３５は前記第１の側壁５３および前記第
２の側壁５４を有しているため、図３のように前記ターンテーブル３１上において当該ラ
ンプカートリッジ３３、３５を近接して配置することができる。また、前記第１の電源コ
ネクタ６９が前記第２の凹部６８に設けられているため、前記ランプカートリッジ３３、
３５をより近接して配置することが可能となる。
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【００２９】
　そして、当該ランプカートリッジ３３、３５を、第１のランプカートリッジ３３におけ
る前記第２の側壁５４と、第２のランプカートリッジ３５における前記第１の側壁５３と
が対向するように前記ターンテーブル３１上に配置することで、光源としてのランプを前
記第１のランプ３２から前記第２のランプ３４へと切り替える際に前記ターンテーブル３
１を回転させる角度を従来の投射型表示装置に比べて大幅に減少させることができる。よ
って、前記ターンテーブル３１を小型にすることができる。したがって、前記投射型表示
装置を小型化することができる。
【００３０】
　また、当該ランプカートリッジ３３、３５は、前記第１の側壁５３および前記第２の側
壁５４を含んで構成されるため、図４に示すように、前記第１の側壁５３と前記第２の側
壁５４とが対向し、かつ、ランプ３２、３４のリフレクタ５８における開口部の向きを相
反する方向にして梱包箱８３に収納することで、当該梱包箱８３を小さくすることができ
る。したがって、前記梱包箱８３または当該梱包箱に入れるクッション８１、ランプカー
トリッジ３３を収容する個装箱８２等、廃材となる資源の使用量を少なくすることができ
る。
【００３１】
　図５は、前記図３におけるＥ－Ｅ断面から見たときの要部断面図である。また、図６は
、前記図５におけるＹ軸方向から見た当該ランプカートリッジ３３、３５の側面図である
。
【００３２】
　前記第１の電源コネクタ６９からは前記ランプ３２、３４における陽電極６１または陰
電極６３のそれぞれに対応する電極ケーブル６４が設けられる。当該ランプ３２、３４は
、後述する電源回路４６ｂ、４６ｃから前記第１の電源コネクタ６９および前記電極ケー
ブル６４を介して電流が供給され、前記陽電極６１と前記陰電極６３との間で放電をする
ことにより発光する。
【００３３】
　図７は、前記図１におけるＣ－Ｃ断面から見た要部断面図である。当該投射型表示装置
に配置された前記ランプカートリッジ３３、３５における前記ランプ３２、３４は各々に
対応する電源回路４６ｂ、４６ｃから入力される電流によって点灯する。すなわち、図７
において、第２のランプ３４に対応する第２の電源回路４６ｃから出力された電流は、第
２の電源ケーブル６０ｂ、第１の電源コネクタ６９、第２の電源コネクタ５２を介し、第
２のランプ３４の陽電極６１に接続されたの電極ケーブル６４から当該第２のランプ３４
に入力されることになる。
【００３４】
　なお、前記第１のランプ３２に対しては、第１の電源回路４６ｂ、第１の電源ケーブル
６０ａ、前記第１の電源ケーブル６０ａとコネクタ（図示せず）を介して接続される電極
ケーブル（図示せず）が設けられている。
【００３５】
　図８は、前記図１におけるＢ－Ｂ断面における投射型表示装置の要部断面図である。前
記ランプカートリッジ３３、３５のハウジング９０は、前記第１の側壁５３および前記第
２の側壁５４とそれぞれ隣接し、第１の開口部７６が設けられた第３の側壁９１および第
２の開口部７９が設けられた第４の側壁９２を有する。
【００３６】
また、前記投射型表示装置においては、軸流ファンではなく、ブロアーファンやシロッコ
ファン等の遠心送風機７８が使用される。そして、前記遠心送風機７８は、当該遠心送風
機７８からの送風によって外気（以下、当該ランプカートリッジ３３、３５の外部にある
空気を外気ともいう。）が、前記第３の側壁９１に設けられた第１の開口部７６に流入す
るように設けられる。
【００３７】
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　前記第１のランプ３２の発熱によって温められた当該第１のランプカートリッジ３３内
の空気は、前記第１の開口部７６から前記第１のランプカートリッジ３３に流入した前記
外気によって前記第４の側壁９２に設けた第２の開口部７９から排出される。なお、以下
の説明においては前記第２の開口部７９から排出された空気を排気ともいう。
【００３８】
　そして、前記第２の開口部７９から排出された前記排気は、回転板３７に設けられた風
路３７ａを通り、前記光学系４を囲むように設けられる鏡筒４ｂに到達する。なお、前記
回転板３７は、当該投射型表示装置において前記ターンテーブルを回転させる回転機構を
構成するものであり、図９のように前記風路３７ａが設けられている。
【００３９】
当該鏡筒４ｂ内には、不要光反射フィルタ４ａおよび前記光学系４を構成するレンズ４ｃ
が配置されている。なお、不要光反射フィルタ４ａは、前記ランプ３２、３４から照射さ
れた光に含まれる紫外線や赤外線等の不要光５ａが前記ライトバルブ７に到達するのを防
止するものである。そのため、当該不要光反射フィルタ４ａは、前記光軸５５、５６と所
定の角度αをもって配置される。
【００４０】
　通常、前記鏡筒４ｂは前記不要光反射フィルタ４ａによって反射された紫外線や赤外線
等の不要光５ａによって、その温度が上昇するため、一般に当該鏡筒４ｂを冷却するため
の送風機を設ける必要がある。しかし、本実施の形態１における投射型表示装置は、前記
第２の排気口７９からの排気を利用して前記鏡筒４ｂの冷却を行うことができる。したが
って、当該鏡筒４ｂを冷却するための送風機を設ける必要がないため、当該投射型表示装
置の小型化をすることができる。
【００４１】
　なお、当該投射型表示装置においては、軸流ファンと比較して、一般に静圧の高いブロ
アファンやシロッコファンといった遠心送風機を使用するため、従来のランプカートリッ
ジよりも、当該遠心送風機から送風される外気が当該ランプカートリッジ内に流入するた
めの風路を小さくすることができる。したがって、本実施の形態１における前記ランプカ
ートリッジ３３、３５における前記開口部７６、７９を小さくすることができる。なお、
上記のように遠心送風機は静圧が高いため、前記ランプカートリッジ３３、３５における
開口部７６、７９のように、比較的小さい開口部であっても前記ランプ３２、２４を十分
に冷却することができる。また、前記遠心送風機を使用することにより、前記軸流ファン
を使用するよりも騒音を抑えることができる。
【００４２】
　前記ランプカートリッジ３３、３５の下方（以下の説明において、図８中Ｚ軸と反対の
方向を下方ともいう。）には、切り欠き部７０が設けられている。なお、前記切り欠き部
７０は、前記第４の側壁９２において、前記ランプ３２、３４と前記第４の側壁９２との
間を利用して設けられる。
【００４３】
具体的には、前記第４の側壁９２において当該切り欠き部７０を形成する第１の切り欠き
部側壁９３を、前記ランプ３２、３４の光軸５５、５６と略並行に設け、さらに前記ラン
プ３２、３４における電極保持部６２ａに近接させて設ける。そして、当該第１の切り欠
き部側壁９３と隣接する第２の切り欠き部側壁９４の一端を、前記ランプ３２、３４のリ
フレクタ５８と接触しない範囲で前記第１の切り欠き部側壁９３と接合し、他端を前記第
２の開口部を形成する側壁と接合する。
【００４４】
　前記切り欠き部７０には、回路基板７１が設けられており、当該回路基板７１には、た
とえば前記ランプ３２、３４の累積点灯時間を記憶するメモリ等が設けられる。そして、
前記回路基板７１には第１の回路基板用ケーブル７２ａが接続され、さらに当該第１の回
路基板用ケーブル７２ａは第１の回路基板用コネクタ７３に接続される。
【００４５】
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　なお、当該切り欠き部７０における前記回路基板７１は、前記ランプ３２、３４が点灯
する際に発生するノイズの影響を受けないように、シールドケース７４（図６に記載。）
によって覆われる。
【００４６】
以上のように、本実施の形態１におけるランプカートリッジ３３、３５にように、第１の
側壁５３および第２の側壁５４によってハウジング９０を構成することで、従来のランプ
カートリッジに比べて小型のランプカートリッジとすることができる。
【００４７】
　また、前記ランプカートリッジ３３、３５を投射型表示装置に適用することにより、当
該投射型表示装置の光源部を小型化することができるため、前記投射型表示装置の小型化
が可能となる。そして、前記投射型表示装置の小型化により、当該投射型表示装置の軽量
化、投射型表示装置の設置スペースの削減も可能となる。
【００４８】
実施の形態２．
　図１０は、実施の形態２における投射型表示装置の上面図である。なお、前記実施の形
態１における投射型表示装置と同様の構成部分には同一の符号を付し、当該構成部分につ
いての説明は省略する。
【００４９】
　本実施の形態２における投射型表示装置のターンテーブル３１上には、第１のランプカ
ートリッジ３３の前記第２の側壁５４と、第２のランプカートリッジの前記第２の側壁５
４とが対向するとともに、ランプ３２、３４のリフレクタ５８における開口部が相反する
方向を向くように、ランプカートリッジ３３、３５が前記ターンテーブル３１上に配置さ
れる。
【００５０】
　本実施の形態２における投射型表示装置においては、前記実施の形態１で説明したラン
プカートリッジ３３、３５を使用するため、従来の投射型表示装置と同様に前記ランプカ
ートリッジを配置しても当該従来の投射型表示装置におけるターンテーブルに比べて小型
化することができる。したがって、当該投射型表示装置を小型化することができる。
【００５１】
実施の形態３．
　図１１は、実施の形態３における投射型表示装置のターンテーブル３１を示す図である
。本実施の形態２におけるターンテーブル３１には、前記実施の形態１で説明したランプ
カートリッジ３３が、当該ターンテーブル３１の回転軸５０を中心に、放射状に配置され
る。
【００５２】
　前記実施の形態１で説明した投射型表示装置では、一方のランプ３２、３４が使用不可
能になった場合、直ちに当該使用不可能になったランプ３２、３４を交換しなければなら
ないのに対し、本実施の形態２における投射型表示装置においては、前記ランプカートリ
ッジ３３を配置することで、一のランプ３２、３４が使用不可能になった場合でも直ちに
使用不可能となったランプカートリッジを交換する必要はない。
【００５３】
　たとえば、当該投射型表示装置を監視用等のような、ランプ３２、３４の使用不可能状
態を長時間継続させることが望ましくない場合には、可能な限り多くのランプ３２、３４
を前記ターンテーブル３１上に配置させることが望ましい。
【００５４】
　そこで、本実施の形態２の投射型表示装置のように前記実施の形態１で説明したランプ
カートリッジ３３、３５を使用することで、より多くのランプを配置させることが可能と
なるとともに、従来のランプカートリッジを使用する場合よりも前記ターンテーブル３１
を小型化することができる。したがって、当該投射型表示装置を小型化することができる
。そして、前記投射型表示装置の小型化により、当該投射型表示装置の軽量化、投射型表



(8) JP 4552416 B2 2010.9.29

10

20

30

40

50

示装置の設置スペースの削減も可能となる。
【００５５】
実施の形態４．
　投射型表示装置は、その用途によって投射レンズ８の向きを変更する。たとえば、前記
投射型表示装置からスクリーンまでの距離を、当該投射型表示装置を設置する部屋等にお
けるスペースの制限によって十分に取れない場合には、図１２のように投射レンズ８を図
中のＺ軸方向に向け、図示しないミラー等に反射させることにより前記画像等を前記スク
リーンに投射する。
【００５６】
　一方、前記投射型表示装置からスクリーンまでの距離を十分に取れる場合には、前記ス
クリーンに直接画像等を投射するため、図１３のように前記投射レンズ８を図中のＸ軸お
よびＺ軸と垂直な方向に向ける。なお、以下の説明において、前記Ｘ軸および前記Ｚ軸と
垂直な方向をＹ軸方向という。
【００５７】
　従来の投射型表示装置においては、前記用途に応じて当該投射型表示装置全体の向きを
変えることで、前記投射レンズ８を向ける方向を変えていたため、ターンテーブル３１の
回転方向とランプ３２、３４に働く重力の方向とが一致してしまう場合がある。そして、
そのような場合には、前記モータ４１に要するトルクが増大してしまう。
【００５８】
　そこで、本実施の形態３における投射型表示装置では、前記図１２のように前記投射レ
ンズ８をＺ軸方向に向けた場合における前記光学系４の光軸５の延長線上の点と第１の基
台取付け面８７との間の距離Ｌ１と、前記図１３のように前記投射レンズ８をＹ軸方向に
向けた場合における前記光学系４の光軸５の延長線上の点と第２の基台取付け面８８との
間の距離Ｌ２とを等しくする。なお、図１４は前記光軸５の方向から見た前記Ｌ１とＬ２
との関係を示す図である。
【００５９】
上述のように、前記距離Ｌ１と距離Ｌ２とを等しくすることにより、前記投射レンズ８を
向ける方向を変える場合に、従来の投射型表示装置のように当該投射型表示装置全体の向
きを変える必要はなく、投射レンズ８を含む部分のみ向きを変えるだけでよい。
【００６０】
　したがって、前記投射レンズ８の向きを変えても前記ターンテーブル３１の向きは変わ
らないため、前記ターンテーブル３１の回転方向と前記ランプ３２、３４に働く重力の方
向とが一致することはない。したがって、前記モータ４１のトルクを増大させる必要がな
い。
【００６１】
　また、本実施の形態４における投射型表示装置は、前記投射レンズ８の向きを変更して
もランプカートリッジ３３、３５の取っ手８０の向きは変わらないため、ランプカートリ
ッジ３３、３５の交換時に当該ランプカートリッジ３３、３５を容易に着脱することがで
きる。
【００６２】
　なお、従来の投射型表示装置では、ランプから照射された光を反射するミラーが１枚で
あったが、本実施の形態４おける投射型表示装置においては、前記図２に記載のように２
枚の反射ミラー９、１０を設け、さらに互いの相対的な位置関係を調整することにより、
光軸５の位置に関わらず、前記光軸５から前記基台１までの距離を任意に設定することを
可能としている。
【００６３】
　また、本実施意の形態４においては、前記投射レンズ８の向きを９０度変更する場合に
ついて説明したが、当該投射レンズ８の向きの変更はこれに限られることはない。
【００６４】
　また、前記実施の形態１ないし４におけるランプカートリッジ３３、３５は、箱型のも
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のについて示したが、当該ランプカートリッジ３３、３５の形状はこれに限られることは
なく、前記リフレクタ５８の開口角θと略同一の角度をランプ３２、３４の光軸５５、５
６との間に有して形成される部位を有していれば、円錐形状、多角錐形状等の形状であっ
てもよい。
【００６５】
　また、前記実施の形態１ないし４に記載の投射型表示装置は、たとえば、設置空間が狭
い場所でも設置可能な小形ランプチェンジャー機能付きのＤＬＰプロジェクター等に適用
することができ、上記実施の形態１で説明したランプカートリッジ３３、３５はその交換
用ランプカートリッジとして使用することができる。なお、前記ＤＬＰはＤｉｇｉｔａｌ
　Ｌｉｇｈｔ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇの略であり、テキサスインスツルメンツ社（ＴＩ社
）の商標である。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】この発明の実施の形態１における投射型表示装置の上面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ断面における投射型表示装置の要部断面図である。
【図３】この発明の実施の形態１における投射型表示装置の光源部を構成するターンテー
ブル上に置けるランプカートリッジの配置を示す図である。
【図４】この発明の実施の形態１におけるランプカートリッジの梱包状態を説明するため
の図である。
【図５】図３におけるＥ－Ｅ断面における投射型表示装置の要部断面図である。
【図６】図５におけるＹ軸方向から見たランプカートリッジの側面図である。
【図７】図１におけるＣ－Ｃ断面における投射型表示装置の要部断面図である。
【図８】図１におけるＢ－Ｂ断面における投射型表示装置の要部断面図である。
【図９】実施の形態１における投射型表示装置の風路を説明するための説明図である。
【図１０】この発明の実施の形態２における投射型表示装置の上面図である。
【図１１】この発明の実施の形態３における投射型表示装置のターンテーブル３１を説明
するための図である。
【図１２】この発明の実施の形態４における投射レンズの向きの一例を説明するための図
である。
【図１３】この発明の実施の形態４における投射レンズの向きの一例を説明するための図
である。
【図１４】この発明の実施の形態４における距離Ｌ１、Ｌ２の間の関係を説明するための
説明図である。
【符号の説明】
【００６７】
１　基台
２　投射型表示装置本体
４　光学系
４ａ　紫外線反射フィルタ
４ｂ　鏡筒
４ｃ　レンズ
５　光学系の光軸
５ａ　紫外線の光路の中心軸
６　プリズム
７　ライトバルブ
８　投射レンズ
９、１０　反射ミラー
１２　従来のランプカートリッジ
３０　チェンジャベース
３１　ターンテーブル
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３２　第１のランプ
３３　第１のランプカートリッジ
３４　第２のランプ
３５　第２のランプカートリッジ
３６　カム溝
３７　回転板
３７ａ　風路
３８　ピン
３９　ギア部
４０　減速ギア
４１　ステッピングモータ
４２　ピニオンギア
４３　反射筒
４４　入射孔
４５　輝度センサ
４６ａ　制御回路
４６ｂ　第１の電源回路
４６ｃ　第２の電源回路
４７　メモリ
４８ａ　第１の当接部
４８ｂ　第２の当接部
４９、９０　回転軸
５０　中心軸
５０ａ　第１のスイッチ
５０ｂ　第２のスイッチ
５２　第２の電源コネクタ
５３　第１の側壁
５４　第２の側壁
５５　第１のランプの光軸
５６　第２のランプの光軸
５７　バーナー
５８　リフレクタ
５９　石膏
６０　ランプ取付け部
６０ａ　第１の電源ケーブル
６０ｂ　第２の電源ケーブル
６１　陽電極
６２ａ　電極保持部
６２ｂ　電極保持部先端
６３　陰電極
６４　電極ケーブル
６５ａ、６５ｂ、６５ｃ　リフレクタの外形曲線に接し、電極保持部先端を通る直線
６７　第１の凹部
６８　第２の凹部
６９　第１の電源コネクタ
７０　切り欠き部
７１　回路基板
７２ａ　第１の基板用ケーブル
７２ｂ　第２の基板用ケーブル
７３　第１の基板用コネクタ
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７４　シールドケース
７５　第２の基板用コネクタ
７６　第１の開口部
７９　第２の開口部
７８　遠心送風機
７８ｂ　排気の流れ
８０　取手
８１、８４　クッション
８２、８５　個装箱
８３、８６　梱包箱
８７　第１の基台取付け面
８８　第２の基台取付け面
８９　ランプ載置台
９０　ハウジング
９１　第３の側壁
９２　第４の側壁
９３　第１の切り欠き部側壁
９４　第２の切り欠き部側壁

【図１】

【図２】

【図３】
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【図７】

【図８】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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