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(57)【要約】
【課題】起動してから光が射出されるまでの時間を低減
できる光源装置を提供する。
【解決手段】本発明の光源装置の一つの態様は、光を射
出する光源部と、光源部からの光が入射する第１光学素
子と、第１光学素子を回転させる第１駆動部と、光源部
および第１駆動部を制御する制御部と、を備え、制御部
は、光源部が消灯されてから第１所定時間が経過するま
での第１期間において、第１光学素子を回転させること
を特徴とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を射出する光源部と、
　前記光源部からの光が入射する第１光学素子と、
　前記第１光学素子を回転させる第１駆動部と、
　前記光源部および前記第１駆動部を制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記光源部が消灯されてから第１所定時間が経過するまでの第１期間に
おいて、前記第１光学素子を回転させ続けることを特徴とする光源装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記第１期間において、前記第１光学素子の回転数を所定回転数とし、
　前記所定回転数は、前記光源部が消灯される前の前記第１光学素子の回転数よりも小さ
く、かつ、前記光源部の消灯前において前記光源部の点灯を開始させる際における前記第
１光学素子の点灯回転数以上である、請求項１に記載の光源装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記第１期間内に前記光源部を点灯させる場合、前記光源部を点灯させ
、前記第１光学素子の回転数を前記所定回転数から前記光源部が消灯される前の前記第１
光学素子の回転数まで上昇させる、請求項２に記載の光源装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記第１期間において、前記第１光学素子の回転数を前記光源部が消灯
する前の前記第１光学素子の回転数に維持する、請求項１に記載の光源装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記第１期間内に前記光源部を点灯させる場合、前記光源部の消灯前の
光量で前記光源部を点灯させる、請求項２から４のいずれか一項に記載の光源装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記第１期間において、前記第１光学素子の回転数を所定回転数とし、
　前記所定回転数は、前記光源部の消灯前において前記光源部の点灯を開始させる際にお
ける前記第１光学素子の点灯回転数よりも小さい、請求項１に記載の光源装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記第１期間内に前記光源部を点灯させる場合、前記第１光学素子の回
転数を前記所定回転数から上昇させ、前記第１光学素子の回転数が前記点灯回転数に達す
ることに応じて開始される前記光源部の点灯における光量よりも小さい光量で第２所定時
間前記光源部を点灯させるとともに、前記光源部の光量を増加させる、請求項６に記載の
光源装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記第１期間内に前記光源部を点灯させる場合、前記光源部が消灯され
た状態で前記第１光学素子の回転数を前記所定回転数から上昇させ、前記第１光学素子の
回転数が前記点灯回転数以上になった場合に、前記光源部を点灯させる、請求項６に記載
の光源装置。
【請求項９】
　前記第１光学素子は、前記光源部から入射する光の波長を変換する波長変換素子、また
は、前記光源部から入射する光を拡散させる拡散素子である、請求項１から８のいずれか
一項に記載の光源装置。
【請求項１０】
　前記光源部からの光が入射する第２光学素子と、
　前記第２光学素子を回転させる第２駆動部と、
　をさらに備え、
　前記制御部は、前記第１期間において、前記第２光学素子を回転させ、
　前記第１光学素子は、前記波長変換素子であり、
　前記第２光学素子は、前記拡散素子である、請求項９に記載の光源装置。
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【請求項１１】
　前記制御部は、前記第１期間において、前記第２光学素子の回転数を、前記第１光学素
子の回転数よりも小さくする、請求項１０に記載の光源装置。
【請求項１２】
　請求項１から１１のいずれか一項に記載の光源装置と、
　前記光源装置から射出される光を画像信号に応じて変調する光変調装置と、
　前記光変調装置により変調された光を投射する投射光学系と、
　を備えることを特徴とするプロジェクター。
【請求項１３】
　光を射出する光源部と、前記光源部からの光が入射する第１光学素子と、前記第１光学
素子を回転させる第１駆動部と、を備える光源装置の制御方法であって、
　前記光源部を消灯させ、
　前記光源部が消灯されてから第１所定時間が経過するまでの第１期間において、前記第
１光学素子を回転させ続けることを特徴とする光源装置の制御方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源装置、プロジェクター、および光源装置の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　蛍光ホイールと、蛍光ホイールを回転駆動するホイールモーターと、を備える蛍光発光
装置が知られている。例えば、特許文献１には、プロジェクターに搭載された蛍光発光装
置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－０５３２７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような蛍光発光装置（光源装置）では、蛍光ホイール（第１光学素子）に照射さ
れる励起光による熱を拡散・放熱させるために、ホイールモーター（第１駆動部）によっ
て蛍光ホイールを回転させて、蛍光ホイールにおける励起光が照射される位置を変化させ
ている。そのため、例えば、蛍光ホイールを回転させずに、蛍光ホイールに励起光を照射
すると、励起光の熱によって蛍光ホイールが損傷する場合がある。したがって、蛍光ホイ
ールを回転させてから、蛍光ホイールに励起光を照射する必要がある。
【０００５】
　ここで、例えば、コスト低減等の理由からホイールモーターに回転センサーを搭載しな
い場合がある。この場合、ホイールモーターを制御する制御部は、ホイールモーターの電
源がＯＦＦからＯＮになった直後には、ホイールモーターの回転位置を把握できない。そ
のため、ホイールモーターを再度駆動させる際には、ホイールモーターの回転位置を調整
するための期間を設ける必要があり、蛍光ホイールを再度回転させるまでに時間が掛かる
。したがって、上述したように蛍光ホイールへの励起光の照射は蛍光ホイールを回転させ
た後に行う必要があるため、蛍光発光装置を起動した際、光が射出されるまでに時間が掛
かる問題があった。
【０００６】
　本発明は、上記問題点に鑑みて成されたものであって、起動してから光が射出されるま
での時間を低減できる光源装置、およびそのような光源装置を備えるプロジェクターを提
供することを目的の一つとする。また、本発明は、起動してから光が射出されるまでの時
間を低減できる光源装置の制御方法を提供することを目的の一つとする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の光源装置の一つの態様は、光を射出する光源部と、前記光源部からの光が入射
する第１光学素子と、前記第１光学素子を回転させる第１駆動部と、前記光源部および前
記第１駆動部を制御する制御部と、を備え、前記制御部は、前記光源部が消灯されてから
第１所定時間が経過するまでの第１期間において、前記第１光学素子を回転させ続けるこ
とを特徴とする。
【０００８】
　本発明の光源装置の一つの態様によれば、制御部は、光源部が消灯されてから第１所定
時間が経過するまでの第１期間において、第１光学素子を回転させ続ける。そのため、第
１期間内において光源装置の電源がＯＮにされて、光源部を点灯させるような場合であっ
ても、すでに第１駆動部に電源が供給されているため、第１駆動部に電源供給を開始する
までの時間が不要である。また、すでに第１駆動部が回転している状態であるため、第１
駆動部の回転位置調整を行う必要もない。これにより、光源装置の電源を再度ＯＮにした
後に、光源部から光が射出されるまでの時間を短くできる。したがって、本発明の光源装
置の一つの態様によれば、起動してから光が射出されるまでの時間を低減できる光源装置
が得られる。
【０００９】
　前記制御部は、前記第１期間において、前記第１光学素子の回転数を所定回転数とし、
前記所定回転数は、前記光源部が消灯される前の前記第１光学素子の回転数よりも小さく
、かつ、前記光源部の消灯前において前記光源部の点灯を開始させる際における前記第１
光学素子の点灯回転数以上である構成としてもよい。
　この構成によれば、光源装置の電源が第１期間内に再度ＯＮにされた際に、第１光学素
子の回転数が、光源部の消灯前において光源部の点灯を開始させる際における第１光学素
子の点灯回転数以上になるまでに要する時間がなく、すぐに光源部を点灯させることがで
きる。これにより、光源装置を起動してから、光が射出されるまでの時間をより低減でき
る。また、すぐに光源部を点灯させても、光源部から射出される光の熱で第１光学素子が
損傷することを抑制できる。
【００１０】
　また、第１期間において、第１光学素子の回転数を比較的小さくできるため、第１光学
素子を回転させるのに要する第１駆動部の消費電力を低減することができる。これにより
、光源装置の消費電力を低減することができる。また、回転数を比較的小さくできるため
、第１期間における第１駆動部が回転することによって生じる騒音を小さくすることがで
きる。
【００１１】
　前記制御部は、前記第１期間内に前記光源部を点灯させる場合、前記光源部を点灯させ
、前記第１光学素子の回転数を前記所定回転数から前記光源部が消灯される前の前記第１
光学素子の回転数まで上昇させる構成としてもよい。
　この構成によれば、光源部から射出される光の熱で第１光学素子が損傷することをより
抑制できる。
【００１２】
　前記制御部は、前記第１期間において、前記第１光学素子の回転数を前記光源部が消灯
する前の前記第１光学素子の回転数に維持する構成としてもよい。
　この構成によれば、第１期間において第１光学素子の回転数を低下させる必要がない。
また、第１期間において光源装置の電源がＯＮされる場合に、第１光学素子の回転数を上
昇させる必要がない。そのため、制御部の制御を簡単にできる。
【００１３】
　前記制御部は、前記第１期間内に前記光源部を点灯させる場合、前記光源部の消灯前の
光量で前記光源部を点灯させる構成としてもよい。
　この構成によれば、光源装置の電源を再度ＯＮにして、光源部が点灯された瞬間から、
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光源装置から射出される光の光量を通常の点灯時と同様にできる。
【００１４】
　前記制御部は、前記第１期間において、前記第１光学素子の回転数を所定回転数とし、
前記所定回転数は、前記光源部の消灯前において前記光源部の点灯を開始させる際におけ
る前記第１光学素子の点灯回転数よりも小さい構成としてもよい。
　この構成によれば、第１期間において、第１駆動部の消費電力および騒音をより低減で
きる。
【００１５】
　前記制御部は、前記第１期間内に前記光源部を点灯させる場合、前記第１光学素子の回
転数を前記所定回転数から上昇させ、前記第１光学素子の回転数が前記点灯回転数に達す
ることに応じて開始される前記光源部の点灯における光量よりも小さい光量で第２所定時
間前記光源部を点灯させるとともに、前記光源部の光量を増加させる構成としてもよい。
　この構成によれば、初めに、第１光学素子の回転数が点灯回転数に達することに応じて
開始される光源部の点灯における光量よりも小さい光量で光源部を点灯させるため、第１
期間において第１光学素子の回転数を上記点灯回転数より小さくする場合に、光源装置の
電源がＯＮになった瞬間に光源部を点灯させても、第１光学素子が光源部からの光で損傷
することを抑制できる。したがって、第１期間において第１光学素子の回転数を比較的小
さくして光源装置の消費電力を低減させつつ、光源装置を起動してから、光が射出される
までの時間をより低減できる。そして、第１光学素子の回転数の上昇とともに、光源部の
光量が増加されるため、光源装置から射出される光の光量を通常の点灯時と同様にできる
。
【００１６】
　前記制御部は、前記第１期間内に前記光源部を点灯させる場合、前記光源部が消灯され
た状態で前記第１光学素子の回転数を前記所定回転数から上昇させ、前記第１光学素子の
回転数が前記点灯回転数以上になった場合に、前記光源部を点灯させる構成としてもよい
。
　この構成によれば、第１光学素子の回転数が上記点灯回転数より小さい状態で光源部が
点灯されることがない。これにより、第１光学素子が光源部から射出される光の熱によっ
て損傷することを抑制できる。
【００１７】
　前記第１光学素子は、前記光源部から入射する光の波長を変換する波長変換素子、また
は、前記光源部から入射する光を拡散させる拡散素子である構成としてもよい。
　この構成によれば、本実施形態の一つの態様は、これらの素子のいずれかを備える光源
装置に対して適用できる。
【００１８】
　前記光源部からの光が入射する第２光学素子と、前記第２光学素子を回転させる第２駆
動部と、をさらに備え、前記制御部は、前記第１期間において、前記第２光学素子を回転
させ、前記第１光学素子は、前記波長変換素子であり、前記第２光学素子は、前記拡散素
子である構成としてもよい。
　この構成によれば、本実施形態の一つの態様は、波長変換素子および拡散素子の両方を
備える光源装置に対して適用できる。
【００１９】
　前記制御部は、前記第１期間において、前記第２光学素子の回転数を、前記第１光学素
子の回転数よりも小さくする構成としてもよい。
　例えば、拡散素子は、波長変換素子よりも耐熱性が高い場合があり、拡散素子の上記点
灯回転数は、波長変換素子の上記点灯回転数よりも小さい場合がある。この場合、第１期
間において、拡散素子の所定回転数を、波長変換素子の所定回転数より小さくしても、上
記点灯回転数以上にできる。そのため、第１期間における拡散素子の回転数をより小さく
しつつ、光源装置の電源が再度ＯＮされた際、すぐに光源部が点灯されても、拡散素子の
損傷を抑制できる。これにより、拡散素子を回転させる第２駆動部の消費電力を低減でき
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る。
【００２０】
　本発明のプロジェクターの一つの態様は、上記の光源装置と、前記光源装置から射出さ
れる光を画像信号に応じて変調する光変調装置と、前記光変調装置により変調された光を
投射する投射光学系と、を備えることを特徴とする。
【００２１】
　本発明のプロジェクターの一つの態様によれば、上記の光源装置を備えるため、プロジ
ェクターの電源がＯＦＦにされた後に、再度プロジェクターの電源ＰＰをＯＮにした際に
、光源装置から光が射出されて、画像が投射されるまでの時間を短くすることができる。
これにより、使用者の利便性を向上することができる。
【００２２】
　本発明の光源装置の制御方法の一つの態様は、光を射出する光源部と、前記光源部から
の光が入射する第１光学素子と、前記第１光学素子を回転させる第１駆動部と、を備える
光源装置の制御方法であって、前記光源部を消灯させ、前記光源部が消灯されてから第１
所定時間が経過するまでの第１期間において、前記第１光学素子を回転させ続けることを
特徴とする。
【００２３】
　本発明の光源装置の制御方法の一つの態様によれば、上述したのと同様にして、起動し
てから光が射出されるまでの時間を低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】第１実施形態のプロジェクターを示す概略構成図である。
【図２】第１実施形態の光源装置の概略構成図である。
【図３】第１実施形態における制御部の制御手順の一例を示すフローチャートである。
【図４】第１実施形態における、プロジェクターの電源と、光源部の光量と、第１モータ
ーの電源および第２モーターの電源と、波長変換素子の回転数と、拡散素子の回転数との
関係の一例を示すタイミングチャートである。
【図５】第１実施形態における、プロジェクターの電源と、光源部の光量と、第１モータ
ーの電源および第２モーターの電源と、波長変換素子の回転数と、拡散素子の回転数との
関係の一例を示すタイミングチャートである。
【図６】第２実施形態における制御部の制御手順の一例を示すフローチャートである。
【図７】第２実施形態における、プロジェクターの電源と、光源部の光量と、第１モータ
ーの電源および第２モーターの電源と、波長変換素子の回転数と、拡散素子の回転数との
関係の一例を示すタイミングチャートである。
【図８】第３実施形態における、プロジェクターの電源と、光源部の光量と、第１モータ
ーの電源および第２モーターの電源と、波長変換素子の回転数と、拡散素子の回転数との
関係の一例を示すタイミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態に係るプロジェクターについて説明する
。なお、本発明の範囲は、以下の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の技術的
思想の範囲内で任意に変更可能である。また、以下の図面においては、各構成をわかりや
すくするために、実際の構造と各構造における縮尺や数等を異ならせる場合がある。
【００２６】
＜第１実施形態＞
　図１は、本実施形態のプロジェクター１を示す概略構成図である。図１に示すように、
本実施形態のプロジェクター１は、スクリーンＳＣＲ上にカラー画像を表示する投射型画
像表示装置である。プロジェクター１は、光源装置７０と、均一照明光学系４０と、色分
離光学系３と、赤色光用の光変調装置４Ｒと、緑色光用の光変調装置４Ｇと、青色光用の
光変調装置４Ｂと、合成光学系５と、投射光学系６０と、を備えている。
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【００２７】
　光源装置７０は、白色の照明光ＷＬを均一照明光学系４０に向けて射出する。
　均一照明光学系４０は、ホモジナイザー光学系３１と、偏光変換素子３２と、重畳光学
系３３と、を備えている。ホモジナイザー光学系３１は、第１のマルチレンズアレイ３１
ａと、第２のマルチレンズアレイ３１ｂと、から構成されている。均一照明光学系４０は
、光源装置７０から射出された照明光ＷＬの強度分布を被照明領域である光変調装置４Ｒ
、光変調装置４Ｇ、および光変調装置４Ｂにおいて均一化する。均一照明光学系４０から
射出された照明光ＷＬは、色分離光学系３に入射する。
【００２８】
　色分離光学系３は、光源装置７０から射出された照明光ＷＬを赤色光ＬＲと緑色光ＬＧ
と青色光ＬＢとに分離する。色分離光学系３は、第１のダイクロイックミラー７ａと、第
２のダイクロイックミラー７ｂと、第１の反射ミラー８ａと、第２の反射ミラー８ｂと、
第３の反射ミラー８ｃと、第１のリレーレンズ９ａと、第２のリレーレンズ９ｂと、を備
えている。
【００２９】
　第１のダイクロイックミラー７ａは、光源装置７０から射出された照明光ＷＬを赤色光
ＬＲと、緑色光ＬＧおよび青色光ＬＢを含む光と、に分離する。第１のダイクロイックミ
ラー７ａは、赤色光ＬＲを透過させ、緑色光ＬＧおよび青色光ＬＢを反射する。第２のダ
イクロイックミラー７ｂは、第１のダイクロイックミラー７ａで反射した光を緑色光ＬＧ
と青色光ＬＢとに分離する。第２のダイクロイックミラー７ｂは、緑色光ＬＧを反射し、
青色光ＬＢを透過させる。
【００３０】
　第１の反射ミラー８ａは、赤色光ＬＲの光路中に配置されている。第１の反射ミラー８
ａは、第１のダイクロイックミラー７ａを透過した赤色光ＬＲを光変調装置４Ｒに向けて
反射する。第２の反射ミラー８ｂと第３の反射ミラー８ｃとは、青色光ＬＢの光路中に配
置されている。第２の反射ミラー８ｂと第３の反射ミラー８ｃとは、第２のダイクロイッ
クミラー７ｂを透過した青色光ＬＢを光変調装置４Ｂに導く。緑色光ＬＧは、第２のダイ
クロイックミラー７ｂで反射され、光変調装置４Ｇに向けて進む。
【００３１】
　第１のリレーレンズ９ａと第２のリレーレンズ９ｂとは、青色光ＬＢの光路中における
第２のダイクロイックミラー７ｂの光射出側に配置されている。第１のリレーレンズ９ａ
および第２のリレーレンズ９ｂは、青色光ＬＢの光路長が赤色光ＬＲの光路長および緑色
光ＬＧの光路長よりも長いことに起因した青色光ＬＢの光損失を補償する。
【００３２】
　各光変調装置４Ｒ，４Ｇ，４Ｂは、光源装置７０から射出される光を画像信号に応じて
変調する。光変調装置４Ｒは、赤色光ＬＲを画像信号に応じて変調し、赤色光ＬＲに対応
した画像光を形成する。光変調装置４Ｇは、緑色光ＬＧを画像信号に応じて変調し、緑色
光ＬＧに対応した画像光を形成する。光変調装置４Ｂは、青色光ＬＢを画像信号に応じて
変調し、青色光ＬＢに対応した画像光を形成する。光変調装置４Ｒ、光変調装置４Ｇ、お
よび光変調装置４Ｂには、例えば透過型の液晶パネルが用いられる。また、液晶パネルの
光入射側および光射出側には、図示しない偏光板がそれぞれ配置されている。偏光板は、
特定の偏光方向を有する直線偏光光を透過させる。
【００３３】
　光変調装置４Ｒの光入射側には、フィールドレンズ１０Ｒが配置されている。光変調装
置４Ｇの光入射側には、フィールドレンズ１０Ｇが配置されている。光変調装置４Ｂの光
入射側には、フィールドレンズ１０Ｂが配置されている。フィールドレンズ１０Ｒは、光
変調装置４Ｒに入射する赤色光ＬＲを平行化する。フィールドレンズ１０Ｇは、光変調装
置４Ｇに入射する緑色光ＬＧを平行化する。フィールドレンズ１０Ｂは、光変調装置４Ｂ
に入射する青色光ＬＢを平行化する。
【００３４】
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　合成光学系５は、赤色光ＬＲ、緑色光ＬＧ、および青色光ＬＢのそれぞれに対応した画
像光を合成し、合成された画像光を投射光学系６０に向けて射出する。合成光学系５には
、例えばクロスダイクロイックプリズムが用いられる。
【００３５】
　投射光学系６０は、複数の投射レンズを含む投射レンズ群から構成されている。投射光
学系６０は、合成光学系５により合成された画像光をスクリーンＳＣＲに向けて拡大投射
する。すなわち、投射光学系６０は、各光変調装置４Ｒ，４Ｇ，４Ｂにより変調された光
を投射する。これにより、スクリーンＳＣＲ上には、拡大されたカラー画像が表示される
。
【００３６】
　以下、光源装置７０について説明する。
　図２は、本実施形態の光源装置７０の概略構成図である。
　図１および図２に示すように、光源装置７０は、光源部２と、ホモジナイザー光学系２
５と、第１の位相差板２６ａと、偏光ビームスプリッター２７と、第１のピックアップ光
学系２８と、蛍光体層４７を備えた回転波長変換装置２９と、第２の位相差板２６ｂと、
第２のピックアップ光学系４１と、回転拡散装置４２と、制御部８０と、を備えている。
【００３７】
　図２に示すように、光源部２と、ホモジナイザー光学系２５と、第１の位相差板２６ａ
と、偏光ビームスプリッター２７と、第２の位相差板２６ｂと、第２のピックアップ光学
系４１とは、光軸ＡＸ０上に配置されている。第１のピックアップ光学系２８は、光軸Ａ
Ｘ０と直交する光軸ＡＸ１上に配置されている。
【００３８】
　光源部２は、光を射出する。光源部２は、例えば、青色のレーザー光を射出するレーザ
ー光源を備える。
　ホモジナイザー光学系２５は、光源部２から射出された光線束の強度分布を、被照明領
域において均一にする。ホモジナイザー光学系２５は、例えば第１のマルチレンズアレイ
２５ａと、第２のマルチレンズアレイ２５ｂと、から構成されている。第１のマルチレン
ズアレイ２５ａは、複数のレンズ２５ａｍを備えている。第２のマルチレンズアレイ２５
ｂは、複数のレンズ２５ａｍに対応して配列された複数のレンズ２５ｂｍを備えている。
【００３９】
　第１の位相差板２６ａは、例えば回転可能とされた１／２波長板で構成されている。光
源部２から射出された光は直線偏光であるため、第１の位相差板２６ａの回転角度を適切
に設定することにより、第１の位相差板２６ａに入射した光を、偏光ビームスプリッター
２７に対するＳ偏光成分とＰ偏光成分とを所定の比率で含む光に変換することができる。
第１の位相差板２６ａの回転角度を変えることにより、Ｓ偏光成分とＰ偏光成分との比率
を変化させることができる。
【００４０】
　偏光ビームスプリッター２７は、光軸ＡＸ０および光軸ＡＸ１に対して４５°の角度を
なすように配置されている。偏光ビームスプリッター２７は、入射光のうちのＳ偏光成分
を反射させ、入射光のうちのＰ偏光成分を透過させる。Ｓ偏光成分は、偏光ビームスプリ
ッター２７で反射して回転波長変換装置２９に向かって進む。Ｐ偏光成分は、偏光ビーム
スプリッター２７を透過して回転拡散装置４２に向かって進む。
【００４１】
　偏光ビームスプリッター２７から射出されたＳ偏光の光線ＢＬｓは、第１のピックアッ
プ光学系２８に入射する。第１のピックアップ光学系２８は、光線ＢＬｓを回転波長変換
装置２９の蛍光体層４７に向けて集光させる。第１のピックアップ光学系２８は、第１の
ピックアップレンズ２８ａと、第２のピックアップレンズ２８ｂと、から構成されている
。第１のピックアップ光学系２８から射出された光は、回転波長変換装置２９の蛍光体層
４７に入射する。
【００４２】
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　回転波長変換装置２９は、波長変換素子（第１光学素子）４６と、第１モーター（第１
駆動部）５０と、を備える。
　波長変換素子４６には、光源部２からの光、すなわち本実施形態では第１のピックアッ
プ光学系２８から射出された光が入射する。波長変換素子４６は、反射型の回転蛍光板で
ある。波長変換素子４６は、蛍光光を射出する蛍光体層４７と、蛍光体層４７を支持する
回転板４９と、蛍光体層４７と回転板４９との間に設けられた蛍光光を反射する反射膜（
図示略）と、を備える。
【００４３】
　蛍光体層４７は、回転板４９上に、円環状に配置される。本実施形態において蛍光体層
４７は、青色のレーザー光である光線ＢＬｓを吸収して黄色の蛍光光に変換して射出する
複数の蛍光体粒子を含む。これにより、波長変換素子４６は、光源部２から入射する光で
ある光線ＢＬｓの波長を変換する。蛍光体粒子としては、例えばＹＡＧ（イットリウム・
アルミニウム・ガーネット）系蛍光体を用いることができる。なお、複数の蛍光体粒子は
、１種の粒子からなっていてもよいし、それぞれの形成材料が互いに異なる複数種類の粒
子からなっていてもよい。
【００４４】
　回転波長変換装置２９は、反射膜を備えるため、蛍光体層４７から射出された蛍光光を
偏光ビームスプリッター２７に向けて射出する。回転板４９としては、例えば円板が用い
られるが、回転板４９の形状は円板に限定されない。
【００４５】
　第１モーター５０は、回転板４９を回転させて、波長変換素子４６を回転させる。第１
モーター５０の回転軸は、光軸ＡＸ１と略平行に配置されている。これにより、波長変換
素子４６は、波長変換素子４６に入射する光の光軸に交差する面内で回転可能となってい
る。第１モーター５０には、回転センサーは設けられていない。
【００４６】
　一方、偏光ビームスプリッター２７から射出されたＰ偏光の光線ＢＬｐは、第２の位相
差板２６ｂに入射する。第２の位相差板２６ｂは、１／４波長板で構成されている。光線
ＢＬｐは、第２の位相差板２６ｂを透過することによって円偏光に変換される。第２の位
相差板２６ｂを透過した光線ＢＬｐは、第２のピックアップ光学系４１に入射する。第２
のピックアップ光学系４１は、光線ＢＬｐを回転拡散装置４２に向けて集光させる。第２
のピックアップ光学系４１は、第１のピックアップレンズ４１ａと、第２のピックアップ
レンズ４１ｂと、から構成されている。
【００４７】
　回転拡散装置４２は、拡散素子（第２光学素子）５２と、拡散素子５２を回転させる第
２モーター（第２駆動部）５３と、を備える。
　拡散素子５２には、光源部２からの光、すなわち本実施形態では第２のピックアップ光
学系４１から射出された円偏光の光線ＢＬｐが入射する。拡散素子５２は、入射する光線
ＢＬｐを拡散させ、偏光ビームスプリッター２７に向けて反射する。
【００４８】
　拡散素子５２は、拡散素子５２に入射した光線ＢＬｐをランバート反射させることが好
ましい。第２モーター５３の回転軸は、光軸ＡＸ０と略平行に配置されている。これによ
り、拡散素子５２は、拡散素子５２に入射する光の光軸に交差する面内で回転可能となっ
ている。拡散素子５２は、回転軸の方向に沿って視て、例えば円形に形成されているが、
拡散素子５２の形状は円板に限定されない。第２モーター５３には、回転センサーは設け
られていない。
【００４９】
　拡散素子５２によって反射された光線ＢＬｐは、第２のピックアップ光学系４１および
第２の位相差板２６ｂを再び透過し、偏光ビームスプリッター２７に入射する。第２の位
相差板２６ｂを再び透過した光線ＢＬｐは、Ｓ偏光の光線となる。
【００５０】
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　回転波長変換装置２９から射出された黄色の蛍光光と、回転拡散装置４２から射出され
た青色のＳ偏光の光線ＢＬｐとは、偏光ビームスプリッター２７によって合成され、白色
の照明光ＷＬとなる。照明光ＷＬは、図１に示す均一照明光学系４０に入射する。
【００５１】
　図１に示す制御部８０は、光源部２、第１モーター５０および第２モーター５３を制御
する。
　図３は、本実施形態における制御部８０の制御手順の一例を示すフローチャートである
。図４および図５は、本実施形態における、プロジェクター１の電源ＰＰと、光源部２の
光量ＬＰと、第１モーター５０の電源ＭＰ１および第２モーター５３の電源ＭＰ２と、波
長変換素子４６の回転数ＲＣと、拡散素子５２の回転数ＲＤとの関係の一例を示すタイミ
ングチャートである。波長変換素子４６の回転数ＲＣは、第１モーター５０の回転数に相
当し、拡散素子５２の回転数ＲＤは、第２モーター５３の回転数に相当する。
【００５２】
　図４および図５では、上から順に、プロジェクター１の電源ＰＰの時間変化を示すグラ
フと、光源部２の光量ＬＰの時間変化を示すグラフと、第１モーター５０の電源ＭＰ１お
よび第２モーター５３の電源ＭＰ２の時間変化を示すグラフと、波長変換素子４６の回転
数ＲＣの時間変化を示すグラフと、拡散素子５２の回転数ＲＤの時間変化を示すグラフと
が示されている。
【００５３】
　各グラフにおいて、縦軸は各パラメーターを示しており、横軸は、時間Ｔを示している
。プロジェクター１の電源ＰＰの時間変化を示すグラフにおいては、電源ＰＰがＯＮ状態
にあるかＯＦＦ状態にあるかを示している。各モーターの電源ＭＰ１，ＭＰ２の時間変化
を示すグラフにおいては、電源ＭＰ１，ＭＰ２がＯＮ状態にあるかＯＦＦ状態にあるかを
示している。本実施形態において電源ＭＰ１の時間変化と電源ＭＰ２の時間変化とは、例
えば、同じである。なお、図４および図５の上記事項は、後述する図７および図８につい
ても同様である。
【００５４】
　図４は、プロジェクター１の電源ＰＰがＯＮからＯＦＦにされた後、第１期間ＰＨ１内
にプロジェクター１の電源ＰＰが再度ＯＮにされなかった場合を示している。図５は、プ
ロジェクター１の電源ＰＰがＯＮからＯＦＦにされた後、第１期間ＰＨ１内にプロジェク
ター１の電源ＰＰが再度ＯＮにされた場合を示している。
【００５５】
　第１期間ＰＨ１とは、プロジェクター１の電源ＰＰがＯＮからＯＦＦにされてから第１
所定時間ｔ１が経過するまでの間、すなわち光源部２が消灯されてから第１所定時間ｔ１
が経過するまでの間の期間である。図４および図５において第１期間ＰＨ１は、時刻Ｔａ
から時刻Ｔｃまでの期間である。第１期間ＰＨ１の長さは、第１所定時間ｔ１であり、例
えば、１０ｓ（秒）以上、３０ｍｉｎ（分）以下程度である。
【００５６】
　なお、本実施形態においてプロジェクター１の電源ＰＰとは、光源装置７０の電源に相
当する。すなわち、プロジェクター１の電源ＰＰがＯＮになると、光源装置７０の電源が
ＯＮになり、プロジェクター１の電源ＰＰがＯＦＦになると、光源装置７０の電源がＯＦ
Ｆになる。
【００５７】
　制御部８０は、図３に示すように、プロジェクター１の電源ＰＰがＯＦＦになると（ス
テップＳ１１）、光源部２を消灯させ（ステップＳ１２）、各モーターの回転数を低下さ
せて、所定回転数（後述の第１所定回転数ＲＣ１および第２所定回転数ＲＤ１）で各モー
ターを回転させる（ステップＳ１３）。これにより、図４に示すように、プロジェクター
１の電源ＰＰがＯＦＦされた時刻Ｔａにおいて光源部２は消灯され、光源部２の光量ＬＰ
は０となる。光源部２の消灯前において光源部２の光量ＬＰは、定格光量ＬＰｓである。
定格光量ＬＰｓは、光源部２に供給される駆動電力が定格電力である場合に光源部２から
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射出される光の光量ＬＰである。なお、時刻Ｔａは、第１期間ＰＨ１の開始時刻である。
本実施形態において、ステップＳ１２の光源部２の消灯制御と、ステップＳ１３の第１モ
ーター５０の回転数および第２モーター５３の回転数の低下制御との順番は、特に限定さ
れない。制御部８０は、消灯制御と各回転数の低下制御とを同時に実行してもよいし、い
ずれか一方の制御を先に実行し、他方の制御を後に実行してもよい。
【００５８】
　第１モーター５０の電源ＭＰ１および第２モーター５３の電源ＭＰ２は、プロジェクタ
ー１の電源ＰＰがＯＦＦされても、第１期間ＰＨ１においてＯＮ状態に維持される。その
ため、波長変換素子４６および拡散素子５２は、プロジェクター１の電源ＰＰがＯＦＦさ
れても第１期間ＰＨ１において回転し続ける。
【００５９】
　波長変換素子４６の回転数ＲＣは、光源部２が消灯する前における定格回転数ＲＣｓで
ある。制御部８０は、第１期間ＰＨ１において、波長変換素子４６の回転数ＲＣを定格回
転数ＲＣｓよりも小さい第１所定回転数ＲＣ１に低下させる。光源部２が消灯した時刻Ｔ
ａから、波長変換素子４６の回転数ＲＣが第１所定回転数ＲＣ１となる時刻Ｔｂまでの間
において、波長変換素子４６の回転数ＲＣは、例えば、線形に変化する。
【００６０】
　本実施形態において第１所定回転数ＲＣ１は、光源部２が消灯される前の波長変換素子
４６の回転数ＲＣ（定格回転数ＲＣｓ）よりも小さく、かつ、点灯回転数ＲＣｍ（第１点
灯回転数）以上である。点灯回転数ＲＣｍは、光源部２の消灯前において光源部２の点灯
を開始させる際における波長変換素子４６の回転数ＲＣである。
【００６１】
　ここで、本明細書において「光源部の消灯前」とは、第１期間以外の期間において光源
部が消灯されている期間を含む。すなわち、本実施形態において光源部２の消灯前におい
て光源部２の点灯を開始させるとは、第１期間ＰＨ１以外の期間で、かつ、光源部２が消
灯されていた期間（例えば、図４および図５に示す時刻Ｔａよりも前において、光源部２
が消灯していた期間）において、光源部２を点灯させることを含む。
【００６２】
　また、本明細書において「光源部の点灯を開始させる際における点灯回転数」とは、光
源部の点灯を開始させることが可能な回転数であればよく、実際に光源部の点灯を開始さ
せる際の回転数に限定されない。すなわち、本明細書において「光源部の点灯を開始させ
る際における点灯回転数」とは、光源部の点灯を開始させることが可能な最小の回転数を
含む。したがって、例えば実際には光源部の点灯を開始させる際の回転数を、光源部の点
灯を開始させることが可能な最小の回転数より大きくしている場合であっても、点灯回転
数は、実際に光源部の点灯を開始させる際の回転数に限定されない。
【００６３】
　本実施形態において点灯回転数ＲＣｍは、光源部２の消灯前において光源部２を点灯さ
せる際の最小の回転数である。すなわち、本実施形態において制御部８０は、光源部２の
消灯前において光源部２を点灯させる場合、波長変換素子４６の回転数ＲＣが点灯回転数
ＲＣｍ以上になるまで、光源部２を点灯させない。
【００６４】
　なお、例えば、点灯回転数ＲＣｍは、波長変換素子４６に照射される光の光量によって
変化する。すなわち、波長変換素子４６に照射される光の光量が大きくなるほど、点灯回
転数ＲＣｍは大きくなり、波長変換素子４６に照射される光の光量が小さくなるほど、点
灯回転数ＲＣｍは小さくなる。以下の説明においては、点灯回転数ＲＣｍは、光源部２か
ら射出される光の光量が定格光量ＬＰｓである場合に、波長変換素子４６に照射される光
の光量に応じた回転数であるものとする。
【００６５】
　拡散素子５２の回転数ＲＤは、光源部２が消灯する前における定格回転数ＲＤｓである
。拡散素子５２の定格回転数ＲＤｓは、波長変換素子４６の定格回転数ＲＣｓと同じであ
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ってもよいし、異なっていてもよい。制御部８０は、第１期間ＰＨ１において、拡散素子
５２の回転数ＲＤを定格回転数ＲＤｓよりも小さい第２所定回転数ＲＤ１に低下させる。
光源部２が消灯した時刻Ｔａから、拡散素子５２の回転数ＲＤが第２所定回転数ＲＤ１と
なる時刻Ｔｂまでの間において、拡散素子５２の回転数ＲＤは、例えば、線形に変化する
。拡散素子５２の回転数ＲＤの変化の傾きは、波長変換素子４６の回転数ＲＣの変化の傾
きと同じであってもよいし、異なっていてもよい。図４および図５においては、拡散素子
５２の回転数ＲＤの変化の傾きは、例えば、波長変換素子４６の回転数ＲＣの変化の傾き
よりも大きい。
【００６６】
　本実施形態において第２所定回転数ＲＤ１は、光源部２が消灯される前の拡散素子５２
の回転数ＲＤ（定格回転数ＲＤｓ）よりも小さく、かつ、点灯回転数ＲＤｍ（第２点灯回
転数）以上である。第２所定回転数ＲＤ１は、例えば、第１所定回転数ＲＣ１よりも小さ
い。なお、これに限られず、第２所定回転数ＲＤ１は、第１所定回転数ＲＣ１よりも大き
くてもよいし、第１所定回転数ＲＣ１と等しくてもよい。点灯回転数ＲＤｍは、光源部２
の消灯前において光源部２の点灯を開始させる際における拡散素子５２の回転数ＲＤであ
る。すなわち、本実施形態において制御部８０は、光源部２の消灯前において光源部２を
点灯させる場合、拡散素子５２の回転数ＲＤが点灯回転数ＲＤｍ以上になるまで、光源部
２を点灯させない。
【００６７】
　なお、例えば、点灯回転数ＲＤｍは、拡散素子５２に照射される光の光量によって変化
する。すなわち、拡散素子５２に照射される光の光量が大きくなるほど、点灯回転数ＲＤ
ｍは大きくなり、拡散素子５２に照射される光の光量が小さくなるほど、点灯回転数ＲＤ
ｍは小さくなる。以下の説明においては、点灯回転数ＲＤｍは、光源部２から射出される
光の光量が定格光量ＬＰｓである場合に、拡散素子５２に照射される光の光量に応じた回
転数であるものとする。
【００６８】
　本実施形態では、１つの光源部２から射出される光が波長変換素子４６および拡散素子
５２に入射する。そのため、本実施形態では、波長変換素子４６の回転数ＲＣが点灯回転
数ＲＣｍ以上となり、かつ、拡散素子５２の回転数ＲＤが点灯回転数ＲＤｍ以上となる場
合に、制御部８０は、光源部２を定格光量ＬＰｓで点灯させる。
【００６９】
　図４および図５では、第１期間ＰＨ１において、波長変換素子４６の回転数ＲＣが第１
所定回転数ＲＣ１になる時刻と拡散素子５２の回転数ＲＤが第２所定回転数ＲＤ１になる
時刻とは、共に時刻Ｔｂであるが、これに限られず、互いに異なっていてもよい。
【００７０】
　次に、制御部８０は、図３に示すように、プロジェクター１の電源ＰＰがＯＮにされた
か否かを判断する（ステップＳ１４）。プロジェクター１の電源ＰＰがＯＮにされていな
い場合（ステップＳ１４：ＮＯ）、制御部８０は、プロジェクター１の電源ＰＰがＯＦＦ
にされてから第１所定時間ｔ１が経過したか否かを判断する（ステップＳ１５）。言い換
えると、制御部８０は、光源部２が消灯されてから第１所定時間ｔ１が経過して、第１期
間ＰＨ１が終了したか否かを判断する。
【００７１】
　プロジェクター１の電源ＰＰがＯＦＦにされてから第１所定時間ｔ１が経過していない
場合（ステップＳ１５：ＮＯ）、制御部８０は、再びプロジェクター１の電源ＰＰがＯＮ
にされたか否かを判断する（ステップＳ１４）。このように、制御部８０は、第１所定時
間ｔ１が経過するまでの第１期間ＰＨ１において、波長変換素子４６および拡散素子５２
を回転させ続けつつ、プロジェクター１の電源ＰＰがＯＮにされたか否かを判断する。
【００７２】
　プロジェクター１の電源ＰＰがＯＮにされずに第１所定時間ｔ１が経過した場合（ステ
ップＳ１５：ＹＥＳ）、すなわち第１期間ＰＨ１が終了した場合、制御部８０は、各モー
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ターへの電源供給を停止し、各モーターを停止させる（ステップＳ１６）。これにより、
図４に示すように、第１期間ＰＨ１が終了する時刻Ｔｃで、第１モーター５０の電源ＭＰ
１および第２モーター５３の電源ＭＰ２がＯＦＦにされる。第１モーター５０の電源ＭＰ
１および第２モーター５３の電源ＭＰ２がＯＦＦにされた後、波長変換素子４６および拡
散素子５２（第１モーター５０および第２モーター５３）は、初めのうちは慣性によって
回転し続けるが、徐々に回転数が低下し、やがて停止する。第１モーター５０の電源ＭＰ
１および第２モーター５３の電源ＭＰ２がＯＦＦにされた後における波長変換素子４６の
回転数ＲＣの変化、および拡散素子５２の回転数ＲＤの変化は、例えば、線形である。
【００７３】
　第１モーター５０の電源ＭＰ１および第２モーター５３の電源ＭＰ２がＯＦＦにされた
後における波長変換素子４６の回転数ＲＣの変化の傾き、および拡散素子５２の回転数Ｒ
Ｄの変化の傾きは、例えば、各素子の慣性モーメントによって決まる。例えば、拡散素子
５２の慣性モーメントは、波長変換素子４６の慣性モーメントよりも小さく、拡散素子５
２が回転している際の回転エネルギーは、波長変換素子４６の回転している際の回転エネ
ルギーよりも小さい。そのため、例えば、図４では、拡散素子５２の回転数ＲＤの変化の
傾きは、波長変換素子４６の回転数ＲＣの変化の傾きよりも大きく、拡散素子５２の方が
波長変換素子４６よりも早く減速する。
【００７４】
　一方、図３に示すように、光源部２が消灯してから第１所定時間ｔ１が経過する前、す
なわち第１期間ＰＨ１内にプロジェクター１の電源ＰＰがＯＮにされた場合（ステップＳ
１４：ＹＥＳ）、制御部８０は、定格光量ＬＰｓで光源部２を点灯させ（ステップＳ１７
）、各モーターの回転数を上昇させて、それぞれの定格回転数で各モーターを回転させる
（ステップＳ１８）。すなわち、制御部８０は、波長変換素子４６および拡散素子５２の
各回転数を、第１所定回転数ＲＣ１および第２所定回転数ＲＤ１から、光源部２が消灯さ
れる前の回転数（定格回転数ＲＣｓおよび定格回転数ＲＤｓ）まで、それぞれ上昇させる
。本実施形態において、ステップＳ１７の光源部２の点灯制御と、ステップＳ１８の第１
モーター５０の回転数および第２モーター５３の回転数の増加制御との順番は、特に限定
されない。制御部８０は、点灯制御と各回転数の増加制御とを同時に実行してもよいし、
いずれか一方の制御を先に実行し、他方の制御を後に実行してもよい。
【００７５】
　図５では、第１期間ＰＨ１内の時刻Ｔｄにおいてプロジェクター１の電源ＰＰがＯＮに
された場合を示している。時刻Ｔｄにおいてプロジェクター１の電源ＰＰがＯＮにされる
と、光源装置７０の電源がＯＮにされ、制御部８０は、光源部２が定格光量ＬＰｓで発光
するように光源部２を点灯させる。そして、制御部８０は、第１モーター５０の回転数を
上昇させることで、波長変換素子４６の回転数ＲＣを、第１所定回転数ＲＣ１から定格回
転数ＲＣｓに線形に上昇させる。また、制御部８０は、第２モーター５３の回転数を上昇
させることで、拡散素子５２の回転数ＲＤを、第２所定回転数ＲＤ１から定格回転数ＲＤ
ｓに線形に上昇させる。
【００７６】
　ここで、例えば、拡散素子５２の慣性モーメントは、波長変換素子４６の慣性モーメン
トよりも小さい。そのため、波長変換素子４６よりも拡散素子５２の方が回転させやすく
、回転数が早く上昇しやすい。これにより、例えば、拡散素子５２の回転数ＲＤが第２所
定回転数ＲＤ１から定格回転数ＲＤｓまで上昇する際の変化の傾きは、波長変換素子４６
の回転数ＲＣが第１所定回転数ＲＣ１から定格回転数ＲＣｓまで上昇する際の変化の傾き
よりも大きい。各素子の回転数が定格回転数に到達する時刻は、互いに同じであってもよ
いし、互いに異なっていてもよい。
【００７７】
　なお、図５の場合、第１期間ＰＨ１が経過しても、プロジェクター１の電源ＰＰが再度
ＯＦＦにされなければ、第１モーター５０の電源ＭＰ１および第２モーター５３の電源Ｍ
Ｐ２は、ＯＮのままである。
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【００７８】
　以上のようにして、プロジェクター１の電源ＰＰが再度ＯＮにされて、光源装置７０か
ら射出された光が画像として投射される。
【００７９】
　上述した制御部８０による制御は、光源装置７０の制御方法としても表現できる。すな
わち、本実施形態における光源装置７０の制御方法の一つの態様は、光を射出する光源部
２と、光源部２からの光が入射する波長変換素子４６と、波長変換素子４６を回転させる
第１モーター５０と、を備える光源装置７０の制御方法であって、光源部２を消灯させ、
光源部２が消灯されてから所定時間が経過するまでの第１期間ＰＨ１において、波長変換
素子４６を回転させ続けることを特徴とする。
【００８０】
　例えば、通常、プロジェクターの電源ＰＰをＯＦＦからＯＮする場合、制御部は、第１
モーター５０の電源ＭＰ１および第２モーター５３の電源ＭＰ２をＯＮにして、波長変換
素子４６の回転数ＲＣが点灯回転数ＲＣｍ以上となり、かつ、拡散素子５２の回転数ＲＤ
が点灯回転数ＲＤｍ以上となった後に、光源部２を定格光量ＬＰｓで点灯させる。
【００８１】
　このとき、第１モーター５０および第２モーター５３に対して電源供給を開始するまで
に、例えば１ｓ（秒）程度かかる。また、第１モーター５０および第２モーター５３には
、回転センサーが設けられていないため、第１モーター５０の電源ＭＰ１および第２モー
ター５３の電源ＭＰ２をＯＦＦからＯＮにした直後においては、制御部は、各モーターの
各ローターの回転位置を把握できない。したがって、各モーターを回転させるためには、
第１モーター５０の電源ＭＰ１および第２モーター５３の電源ＭＰ２がＯＮにされた後、
各ローターの位置調整を行う必要がある。各ローターの回転位置調整をする際には、所定
の直流電流を各モーターに流し、各ローターを所定の回転位置に移動させる。これにより
、制御部が、各ローターの回転位置を調整することができ、各モーターによって、波長変
換素子４６および拡散素子５２を回転させることができる。各ローターの回転位置調整に
は、例えば２ｓ（秒）程度かかる。
【００８２】
　さらに、波長変換素子４６の回転数ＲＣおよび拡散素子５２の回転数ＲＤが比較的小さ
い場合、各素子に光源部２からの光が入射すると、各素子が光の熱によって損傷する場合
がある。そのため、光源部２を点灯するには、波長変換素子４６の回転数ＲＣおよび拡散
素子５２の回転数ＲＤがある程度大きくなるまで待つ必要がある。具体的に、例えば、光
源部２を定格光量ＬＰｓで点灯する場合、波長変換素子４６の回転数ＲＣを点灯回転数Ｒ
Ｃｍ以上にし、かつ、拡散素子５２の回転数ＲＤを点灯回転数ＲＤｍ以上にする必要があ
る。各素子を各点灯回転数以上にするまでには、例えば２ｓ（秒）程度かかる。
【００８３】
　以上のように、通常、プロジェクターの電源ＰＰをＯＦＦからＯＮする場合、光源部２
から光が射出されて、プロジェクターから画像が投射されるまでに、５ｓ（秒）程度の時
間が掛かっていた。
【００８４】
　特に、プロジェクターの電源ＰＰをＯＦＦにして第１モーター５０の電源ＭＰ１および
第２モーター５３の電源ＭＰ２がＯＦＦになった直後においては、上述したように、波長
変換素子４６および拡散素子５２は、初めのうちは慣性によって回転し続ける。この状態
においては、各モーターにおける各ローターの回転位置調整が上手くできない場合がある
ため、各モーターを再駆動するためには、各素子の慣性による回転が収まるまで待つ必要
がある。したがって、プロジェクターの電源ＰＰを誤ってＯＦＦした場合等に、プロジェ
クターの電源ＰＰをＯＦＦにした直後に再度ＯＮにしても、画像が投射されるまでに、よ
り時間が掛かる問題があった。
【００８５】
　なお、各素子が慣性で回転し続けている間に回転位置調整を行って失敗すると、各モー
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ターを回転させるために、より時間を要するため、結果として、よりプロジェクターから
画像が投射されるまでの時間が掛かる。
【００８６】
　以上の問題に対して、本実施形態によれば、制御部８０は、光源部２が消灯されてから
所定時間が経過するまでの第１期間ＰＨ１において、波長変換素子４６および拡散素子５
２を回転させ続けるように第１モーター５０および第２モーター５３を制御する。そのた
め、第１期間ＰＨ１内においてプロジェクター１の電源ＰＰがＯＮにされて、光源部２を
点灯させるような場合であっても、すでに各モーターに電源が供給されているため、各モ
ーターに電源供給を開始するまでの時間が不要である。また、すでに各モーターが回転し
ている状態であるため、各モーターの回転位置調整を行う必要もない。これにより、プロ
ジェクター１の電源ＰＰを再度ＯＮにした後に、光源部２から光が射出されるまでの時間
を短くできる。したがって、本実施形態によれば、起動してから光が射出されるまでの時
間を低減できる光源装置７０が得られる。
【００８７】
　その結果、プロジェクター１の電源ＰＰがＯＦＦにされた後に、再度プロジェクター１
の電源ＰＰをＯＮにした際に、光源装置７０から光が射出されて、画像が投射されるまで
の時間を短くすることができる。これにより、使用者の利便性を向上することができる。
【００８８】
　また、本実施形態によれば、制御部８０は、第１期間ＰＨ１において、波長変換素子４
６の回転数ＲＣを第１所定回転数ＲＣ１とし、拡散素子５２の回転数ＲＤを第２所定回転
数ＲＤ１とする。第１所定回転数ＲＣ１は、光源部２が消灯される前の波長変換素子４６
の回転数ＲＣよりも小さく、かつ、点灯回転数ＲＣｍ以上である。第２所定回転数ＲＤ１
は、光源部２が消灯される前の拡散素子５２の回転数ＲＤよりも小さく、かつ、点灯回転
数ＲＤｍ以上である。
【００８９】
　そのため、プロジェクター１の電源ＰＰが第１期間ＰＨ１内に再度ＯＮにされた際に、
各素子の回転数が点灯回転数以上になるまでに要する時間がなく、すぐに光源部２を定格
光量ＬＰｓで点灯させることができる。これにより、プロジェクター１の電源ＰＰをＯＮ
にして光源装置７０を起動してから、光が射出されるまでの時間をより低減できる。また
、すぐに光源部２が定格光量ＬＰｓで点灯しても、各素子の回転数が点灯回転数以上であ
るため、光源部２から射出される光の熱で波長変換素子４６および拡散素子５２が損傷す
ることを抑制できる。
【００９０】
　また、第１期間ＰＨ１において、各素子の回転数を定格回転数よりも小さくすることで
、各素子を回転させるのに要する各モーターの消費電力を低減することができる。これに
より、光源装置７０の消費電力を低減することができる。また、回転数を比較的小さくで
きるため、第１期間ＰＨ１におけるモーターが回転することによって生じる騒音を小さく
することができる。
【００９１】
　また、本実施形態によれば、制御部８０は、第１期間ＰＨ１内に光源部２を点灯させる
場合、光源部２を点灯させ、波長変換素子４６の回転数ＲＣを第１所定回転数ＲＣ１から
定格回転数ＲＣｓまで上昇させる。また、拡散素子５２の回転数ＲＤを第２所定回転数Ｒ
Ｄ１から定格回転数ＲＤｓまで上昇させる。
【００９２】
　なお、本明細書において、各素子の回転数を所定回転数まで上昇させるとは、各素子の
回転数が厳密に所定回転数と同じになる場合に加えて、各素子の回転数が所定回転数と略
同じになる場合を含む。各素子の回転数が所定回転数と略同じになるとは、所定回転数に
対する各素子の回転数の比が、０．９以上、１．１以下であることを含む。上述した説明
においては、制御部８０は、各素子の回転数を定格回転数と同じになるまで上昇させる。
そのため、光源部２から射出される光の熱で波長変換素子４６および拡散素子５２が損傷
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することをより抑制できる。
【００９３】
　また、本実施形態によれば、制御部８０は、第１期間ＰＨ１内に光源部２を点灯させる
場合、光源部２の消灯前の光量、すなわち定格光量ＬＰｓで光源部２を点灯させる。その
ため、プロジェクター１の電源ＰＰを再度ＯＮにして、光源部２が点灯されたときから、
光源装置７０から射出される光の光量ＬＰを通常の点灯時と同様にできる。したがって、
プロジェクター１から投射される画像の明るさを、再起動した直後から通常の点灯時と同
様の明るさにできる。
【００９４】
　また、本実施形態によれば、第１光学素子は、光源部２から入射する光の波長を変換す
る波長変換素子、または、光源部２から入射する光を拡散させる拡散素子である。そのた
め、本実施形態は、これらの素子のいずれかを備える光源装置に対して適用できる。本実
施形態では、回転する光学素子として、第１光学素子と第２光学素子とが設けられ、第１
光学素子は、波長変換素子４６であり、第２光学素子は、拡散素子５２である。そのため
、本実施形態は、波長変換素子４６および拡散素子５２の両方を備える光源装置に対して
適用できる。
【００９５】
　また、本実施形態によれば、制御部８０は、第１期間ＰＨ１において、拡散素子５２の
回転数ＲＤを、波長変換素子４６の回転数ＲＣよりも小さくする。例えば、拡散素子５２
は、波長変換素子４６よりも耐熱性が高い場合があり、拡散素子５２の点灯回転数ＲＤｍ
（第２点灯回転数）は、波長変換素子４６の点灯回転数ＲＣｍ（第１点灯回転数）よりも
小さい場合がある。この場合、第１期間ＰＨ１において、拡散素子５２の第２所定回転数
ＲＤ１を、波長変換素子４６の第１所定回転数ＲＣ１より小さくしても、点灯回転数ＲＤ
ｍ以上にできる。そのため、第１期間ＰＨ１における拡散素子５２の回転数ＲＤをより小
さくしつつ、プロジェクター１の電源ＰＰが再度ＯＮされた際、すぐに光源部２が点灯さ
れても、拡散素子５２の損傷を抑制できる。これにより、拡散素子５２を回転させる第２
モーター５３の消費電力および騒音をより低減できる。
【００９６】
　また、本実施形態の光源装置７０は、プロジェクター１に搭載された光源装置である。
プロジェクターにおいては、近年高速起動の需要が特に高まっている。そのため、上述し
た再点灯時間を短縮できる効果は、光源装置７０をプロジェクターに搭載した場合に、特
に大きく得られる。
【００９７】
　なお、制御部８０は、図４および図５において二点鎖線で示すように、第１期間ＰＨ１
において、波長変換素子４６の回転数ＲＣを、光源部２が消灯する前の波長変換素子４６
の回転数、すなわち定格回転数ＲＣｓに維持し、拡散素子５２の回転数ＲＤを、光源部２
が消灯する前の拡散素子５２の回転数、すなわち定格回転数ＲＤｓに維持してもよい。図
４および図５の二点鎖線においては、制御部８０は、波長変換素子４６の回転数ＲＣを定
格回転数ＲＣｓに維持し、拡散素子５２の回転数ＲＤを定格回転数ＲＤｓに維持している
。この構成によれば、第１期間ＰＨ１において各素子の回転数を低下させる必要がない。
また、図５に示すように、第１期間ＰＨ１においてプロジェクター１の電源ＰＰがＯＮさ
れる場合に、各素子の回転数を上昇させる必要がない。そのため、制御部８０の制御を簡
単にできる。
【００９８】
＜第２実施形態＞
　第２実施形態は、第１実施形態に対して、制御部８０が、第１期間ＰＨ１において、各
素子の回転数を各点灯回転数よりも小さくする点において異なる。なお、上記実施形態と
同様の構成については、適宜同一の符号を付す等により説明を省略する場合がある。
【００９９】
　図６は、本実施形態における制御部８０の制御手順の一例を示すフローチャートである
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。図７は、本実施形態における、プロジェクター１の電源ＰＰと、光源部２の光量ＬＰと
、第１モーター５０の電源ＭＰ１および第２モーター５３の電源ＭＰ２と、波長変換素子
４６の回転数ＲＣと、拡散素子５２の回転数ＲＤとの関係の一例を示すタイミングチャー
トである。図７においては、プロジェクター１の電源ＰＰがＯＦＦにされた後、第１期間
ＰＨ１内にプロジェクター１の電源ＰＰが再度ＯＮにされた場合を示している。
【０１００】
　制御部８０は、図６に示すように、プロジェクター１の電源ＰＰがＯＦＦになると（ス
テップＳ２１）、光源部２を消灯させ（ステップＳ２２）、各モーターの回転数を低下さ
せて、所定回転数（後述の第１所定回転数ＲＣ２および第２所定回転数ＲＤ２）で各モー
ターを回転させる（ステップＳ２３）。図７に示すように、制御部８０は、第１期間ＰＨ
１において、波長変換素子４６の回転数ＲＣを、定格回転数ＲＣｓよりも小さい第１所定
回転数ＲＣ２に低下させる。本実施形態において波長変換素子４６の第１所定回転数ＲＣ
２は、点灯回転数ＲＣｍ（第１点灯回転数）よりも小さい。また、制御部８０は、第１期
間ＰＨ１において、拡散素子５２の回転数ＲＤを、定格回転数ＲＤｓよりも小さい第２所
定回転数ＲＤ２に低下させる。本実施形態において拡散素子５２の第２所定回転数ＲＤ２
は、点灯回転数ＲＤｍ（第２点灯回転数）よりも小さい。また、例えば、第２所定回転数
ＲＤ２は、第１所定回転数ＲＣ２よりも小さい。
【０１０１】
　なお、上記実施形態と同様に、ステップＳ２２の光源部２の消灯制御と、ステップＳ２
３の第１モーター５０の回転数および第２モーター５３の回転数の低下制御との順番は、
特に限定されない。制御部８０は、消灯制御と各回転数の低下制御とを同時に実行しても
よいし、いずれか一方の制御を先に実行し、他方の制御を後に実行してもよい。
【０１０２】
　本実施形態においては、波長変換素子４６の回転数ＲＣが第１所定回転数ＲＣ２になる
時刻Ｔｂｃは、拡散素子５２の回転数ＲＤが第２所定回転数ＲＤ２になる時刻Ｔｂｄより
も後である。なお、時刻Ｔｂｃと時刻Ｔｂｄとは、互いに同じであってもよいし、時刻Ｔ
ｂｃが時刻Ｔｂｄより前であってもよい。
【０１０３】
　次に、制御部８０は、図６に示すように、プロジェクター１の電源ＰＰがＯＮにされた
か否かを判断する（ステップＳ２４）。プロジェクター１の電源ＰＰがＯＮにされていな
い場合（ステップＳ２４：ＮＯ）、制御部８０は、プロジェクター１の電源ＰＰがＯＦＦ
にされてから第１所定時間ｔ１が経過したか否かを判断する（ステップＳ２５）、すなわ
ち第１期間ＰＨ１が終了したか否かを判断する。プロジェクター１の電源ＰＰがＯＮにさ
れずに第１所定時間ｔ１が経過した場合（ステップＳ２５：ＹＥＳ）、すなわち第１期間
ＰＨ１が終了した場合、制御部８０は、第１実施形態と同様に、各モーターへの電源供給
を停止し、各モーターを停止させる（ステップＳ２６）。
【０１０４】
　一方、光源部２が消灯してから第１所定時間ｔ１が経過する前、すなわち第１期間ＰＨ
１内にプロジェクター１の電源ＰＰがＯＮにされた場合（ステップＳ２４：ＹＥＳ）、制
御部８０は、各モーターの回転数を上昇させる（ステップＳ２７）。本実施形態において
制御部８０は、各モーターの回転数を上昇させることで、図７に示すように、プロジェク
ター１の電源ＰＰがＯＮにされた時刻Ｔｄから各素子の回転数を、各定格回転数に向けて
、例えば線形に上昇させる。このとき、光源部２は消灯したままの状態である。すなわち
、本実施形態において制御部８０は、第１期間ＰＨ１内に光源部２を点灯させる場合、光
源部２が消灯された状態で波長変換素子４６の回転数および拡散素子５２の回転数を、第
１所定回転数ＲＣ２および第２所定回転数ＲＤ２からそれぞれ上昇させる。
【０１０５】
　次に、制御部８０は、図６に示すように、各モーターの回転数、すなわち各素子の回転
数が点灯回転数以上か否かを判断する（ステップＳ２８）。各モーターの回転数が点灯回
転数より小さい場合（ステップＳ２８：ＮＯ）、制御部８０は、光源部２が消灯された状
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態のまま、各モーター（各素子）の回転数を上昇させ続ける。
【０１０６】
　一方、各モーターの回転数が点灯回転数以上である場合（ステップＳ２７：ＹＥＳ）、
制御部８０は、定格光量ＬＰｓで光源部２を点灯させる（ステップＳ２９）。図７に示す
ように、本実施形態において第１モーター５０の回転数、すなわち波長変換素子４６の回
転数ＲＣが点灯回転数ＲＣｍになる時刻Ｔｆと、第２モーター５３の回転数、すなわち拡
散素子５２の回転数ＲＤが点灯回転数ＲＤｍになる時刻Ｔｅと、は互いに異なる。図７で
は、時刻Ｔｆは、時刻Ｔｅよりも後である。そのため、波長変換素子４６の回転数ＲＣが
点灯回転数ＲＣｍになる時刻Ｔｆにおいて、各素子の回転数は、共に点灯回転数以上とな
る。したがって、制御部８０は、波長変換素子４６の回転数ＲＣが点灯回転数ＲＣｍにな
る時刻Ｔｆにおいて、光源部２を定格光量ＬＰｓで点灯させる。
【０１０７】
　そして、制御部８０は、光源部２が点灯した状態で、引き続き各モーターの回転数（各
素子の回転数）を上昇させて、それぞれの定格回転数で各モーター（各素子）を回転させ
る（ステップＳ３０）。本実施形態において、ステップＳ２９の光源部２の点灯制御と、
ステップＳ３０の第１モーター５０の回転数および第２モーター５３の回転数の増加制御
との順番は、特に限定されない。制御部８０は、点灯制御と各回転数の増加制御とを同時
に実行してもよいし、いずれか一方の制御を先に実行し、他方の制御を後に実行してもよ
い。
【０１０８】
　以上のようにして、プロジェクター１の電源ＰＰが再度ＯＮにされて、光源装置７０か
ら射出された光が画像として投射される。本実施形態のその他の構成および方法は、第１
実施形態の構成および方法と同様である。
【０１０９】
　本実施形態によれば、第１所定回転数ＲＣ２は、点灯回転数ＲＣｍよりも小さく、第２
所定回転数ＲＤ２は、点灯回転数ＲＤｍよりも小さい。そのため、第１期間ＰＨ１におい
て、各モーターの消費電力および騒音をより低減できる。
【０１１０】
　また、本実施形態によれば、制御部８０は、第１期間ＰＨ１内に光源部２を点灯させる
場合、光源部２が消灯された状態で各素子の回転数を上昇させ、各素子の回転数が、点灯
回転数以上になった場合に、光源部２を点灯させる。そのため、各素子の回転数が点灯回
転数より小さい状態で光源部２が点灯されることがない。これにより、各素子が光源部２
から射出される光の熱によって損傷することを抑制できる。
【０１１１】
　なお、制御部８０は、波長変換素子４６の回転数ＲＣが点灯回転数ＲＣｍになる時刻Ｔ
ｆよりも後に、光源部２を点灯させてもよい。
【０１１２】
＜第３実施形態＞
　第３実施形態は、第２実施形態に対して、制御部８０が、第１期間ＰＨ１内でプロジェ
クター１の電源ＰＰが再度ＯＮになった際に光源部２を点灯させる点において異なる。な
お、上記実施形態と同様の構成については、適宜同一の符号を付す等により説明を省略す
る場合がある。
【０１１３】
　図８は、本実施形態における、プロジェクター１の電源ＰＰと、光源部２の光量ＬＰと
、第１モーター５０の電源ＭＰ１および第２モーター５３の電源ＭＰ２と、波長変換素子
４６の回転数ＲＣと、拡散素子５２の回転数ＲＤとの関係の一例を示すタイミングチャー
トである。
【０１１４】
　本実施形態において制御部８０は、図８に示すように、第１期間ＰＨ１内に光源部２を
点灯させる場合、各素子の回転数を各所定回転数から上昇させ、各素子の回転数が各点灯
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回転数に達することに応じて開始される光源部２の点灯における光量（定格光量ＬＰｓ）
よりも小さい光量で第２所定時間光源部２を点灯させるとともに、光源部２の光量ＬＰを
定格光量ＬＰｓに向けて増加させる。図８では、制御部８０は、プロジェクター１の電源
ＰＰがＯＮにされた時刻Ｔｄから、波長変換素子４６の回転数ＲＣが点灯回転数ＲＣｍに
なる時刻Ｔｆまでの間（第２所定時間）において、光源部２の光量ＬＰを０から定格光量
ＬＰｓに線形に増加させる。すなわち、制御部８０は、第１期間内にプロジェクター１の
電源ＰＰがＯＦＦからＯＮにされてから第２所定時間が経過するまでの間、光源部２の光
量を増加させる。本実施形態のその他の構成および方法は、第２実施形態の構成および方
法と同様である。
【０１１５】
　上述したように各点灯回転数は各素子に照射される光の光量に応じて変化するため、例
えば、各素子の回転数が点灯回転数より小さい場合であっても、光源部２の光量ＬＰが、
その点灯回転数に応じた光源部２の光量ＬＰよりも小さければ、各素子に光源部２からの
光を照射しても、各素子が損傷することを抑制できる。これにより、本実施形態によれば
、初めに定格光量ＬＰｓよりも小さい光量ＬＰで光源部２を点灯させるため、第１期間Ｐ
Ｈ１において各素子の回転数を点灯回転数より小さくする場合に、プロジェクター１の電
源ＰＰがＯＮになった瞬間に光源部２を点灯させても、各素子が光源部２からの光で損傷
することを抑制できる。したがって、第１期間ＰＨ１において各素子の回転数を比較的小
さくして光源装置７０の消費電力および騒音を低減させつつ、プロジェクター１の電源Ｐ
ＰをＯＮにして光源装置７０を起動してから、光が射出されるまでの時間をより低減でき
る。そして、各素子の回転数の上昇とともに、光源部２の光量ＬＰが定格光量ＬＰｓに向
けて増加されるため、プロジェクター１から投射される画像の輝度を通常の輝度にするこ
とができる。
【０１１６】
　また、本実施形態によれば、光源部２の光量ＬＰが定格光量ＬＰｓになる時刻は、波長
変換素子４６の回転数ＲＣが点灯回転数ＲＣｍになる時刻Ｔｆである。そのため、光源部
２の光量ＬＰが定格光量ＬＰｓになった時点において、波長変換素子４６の回転数ＲＣお
よび拡散素子５２の回転数ＲＤは、共に点灯回転数以上となる。したがって、各素子が光
源部２から射出される光によって損傷することをより抑制できる。
【０１１７】
　なお、制御部８０は、第１期間ＰＨ１においてプロジェクター１の電源ＰＰがＯＮにさ
れた後に、光源部２の光量ＬＰを段階的に増加させてもよいし、非線形的に増加させても
よい。また、制御部８０は、プロジェクター１の電源ＰＰがＯＮにされた時刻Ｔｄにおい
て光源部２の光量ＬＰを０より大きく、定格光量ＬＰｓより小さい値にしてもよい。また
、光源部２の光量ＬＰが定格光量ＬＰｓになる時刻は、時刻Ｔｆより後であってもよい。
【０１１８】
　なお、上記の各実施形態において制御部８０は、第１期間ＰＨ１において各素子の回転
数を所定回転数に低下させた後には、プロジェクター１の電源ＰＰがＯＮにされる、ある
いは第１期間ＰＨ１が終了するまで、各素子の回転数を一定の所定回転数に維持する構成
としたが、これに限られない。制御部８０は、第１期間ＰＨ１内において、各素子の回転
数を変化させてもよい。すなわち、上述した第１所定回転数および第２所定回転数は、一
定の値ではなく、変化してもよい。また、上記の各実施形態において制御部８０は、第１
期間ＰＨ１における各素子の回転数をそれぞれ定格回転数以下としたが、これに限られな
い。例えば、制御部８０は、第１期間ＰＨ１において、各素子の回転数を定格回転数より
大きくしてもよい。
【０１１９】
　また、上記の各実施形態において制御部８０は、第１期間ＰＨ１において、波長変換素
子４６と拡散素子５２との両方を回転させ続ける構成としたが、これに限られない。制御
部８０は、第１期間ＰＨ１において、波長変換素子４６と拡散素子５２とのいずれか一方
を回転させ続ける構成としてもよい。
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【０１２０】
　例えば、拡散素子５２は、波長変換素子４６に比べて、耐熱性が高く、かつ、慣性モー
メントが小さい。そのため、波長変換素子４６に比べて、点灯回転数を小さくでき、かつ
、回転数ＲＤを上昇させやすい。これにより、例えば、第１期間ＰＨ１において拡散素子
５２の回転を停止させても、プロジェクター１の電源ＰＰをＯＮにした後に、比較的早く
拡散素子５２の回転数ＲＤを点灯回転数ＲＤｍまで上昇させることができる。したがって
、例えば、第１期間ＰＨ１において波長変換素子４６のみを回転させ続ける場合であって
も、プロジェクター１（光源装置７０）を起動してから光が射出されるまでの時間を低減
できる。
【０１２１】
　また、上記の各実施形態においては、１つの光源部２から波長変換素子４６と拡散素子
５２との両方に光が入射する構成としたが、これに限られない。各素子に光を入射させる
光源部がそれぞれ設けられてもよい。この場合において、第２実施形態では、各光源部が
点灯されるタイミングがそれぞれ異なっていてもよい。また、上記の各実施形態において
は、波長変換素子４６と拡散素子５２とのいずれか一方が、回転しない素子であってもよ
い。例えば、波長変換素子４６が回転しない素子で、拡散素子５２が回転する素子の場合
、拡散素子５２が第１光学素子に相当し、第２光学素子が設けられなくてもよい。また、
上記の各実施形態において、モーターにより回転させる第１光学素子および第２光学素子
を波長変換素子４６および拡散素子５２としたが、第１光学素子および第２光学素子は、
光源部２からの光が入射し回転させる光学素子であれば、特に限定されない。
【０１２２】
　また、上記の各実施形態においては、第１モーター５０の電源ＭＰ１の状態変化と、第
２モーター５３の電源ＭＰ２の状態変化とは、同じとしたが、これに限られず、互いに異
なっていてもよい。例えば、プロジェクター１の電源ＰＰがＯＦＦにされてから第１モー
ター５０の電源ＭＰ１がＯＮに維持される所定時間と、プロジェクター１の電源ＰＰがＯ
ＦＦにされてから第２モーター５３の電源ＭＰ２がＯＮに維持される所定時間と、は互い
に異なっていてもよい。すなわち、波長変換素子４６と拡散素子５２とで第１期間の長さ
が異なっていてもよい。この場合、プロジェクター１の電源ＰＰがＯＦＦにされた後に、
プロジェクター１の電源ＰＰがＯＮにされない場合、各モーターの電源はそれぞれ異なる
タイミングでＯＦＦになる。
【０１２３】
　一例として、波長変換素子４６の回転が維持される第１期間の長さが、拡散素子５２の
回転が維持される第１期間の長さよりも大きい場合、まず拡散素子５２の回転が維持され
る第１期間が終了した際に、第２モーター５３が停止されて拡散素子５２の回転が停止す
る。その後、波長変換素子４６の回転が維持される第１期間が終了するまで、拡散素子５
２が停止し、かつ、波長変換素子４６が回転する状態となる。そして、波長変換素子４６
の回転が維持される第１期間が終了した際に、第１モーター５０が停止されて波長変換素
子４６が停止する。これにより、各モーターが停止して各素子の回転が停止する。
【０１２４】
　また、上記の各実施形態において、透過型のプロジェクターに本発明を適用した場合の
例について説明したが、本発明は、反射型のプロジェクターにも適用することも可能であ
る。ここで、「透過型」とは、液晶パネル等を含む光変調装置（液晶ライトバルブ）が光
を透過するタイプであることを意味する。「反射型」とは、光変調装置（液晶ライトバル
ブ）が光を反射するタイプであることを意味する。なお、光変調装置は、液晶パネル等に
限られず、例えばマイクロミラーを用いた光変調装置であってもよい。
【０１２５】
　また、上記の各実施形態において、３つの光変調装置４Ｒ，４Ｇ，４Ｂを用いたプロジ
ェクター１の例を挙げたが、本発明は、１つの光変調装置のみを用いたプロジェクター、
４つ以上の光変調装置を用いたプロジェクターにも適用可能である。
【０１２６】



(21) JP 2018-124319 A 2018.8.9

10

　また、上記の各実施形態の光源装置の用途は、特に限定されず、上記の各実施形態の光
源装置は、プロジェクター以外の機器に適用されもよい。
【０１２７】
　また、上記説明した各構成は、相互に矛盾しない範囲内において、適宜組み合わせるこ
とができる。
【符号の説明】
【０１２８】
　１…プロジェクター、２…光源部、４Ｂ，４Ｇ，４Ｒ…光変調装置、４６…波長変換素
子（第１光学素子）、５０…第１モーター（第１駆動部）、５２…拡散素子（第２光学素
子）、５３…第２モーター（第２駆動部）、６０…投射光学系、７０…光源装置、８０…
制御部、ＰＨ１…第１期間、ＲＣ，ＲＤ…回転数、ＲＣ１，ＲＣ２…第１所定回転数（所
定回転数）、ＲＣｍ，ＲＤｍ…点灯回転数、ＲＤ１，ＲＤ２…第２所定回転数（所定回転
数）、ｔ１…第１所定時間

【図１】 【図２】
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