
JP 2011-107210 A 2011.6.2

10

(57)【要約】
【課題】光学部品のホルダへの取付けにおいて光学部品
の汚れを防止するとともに、光学部品の取付けを確実化
した投写型映像表示装置を提供すること。
【解決手段】本発明に係る投写型映像表示装置は、光学
部品（例えば、出射側プリ偏光板３４）をホルダ７０に
取り付けたものである。ホルダ７０は、光学部品をスラ
イド式に取り付けるものであり、スライド方向の両側を
成す枠部にスライド溝部７３と、光学部品を厚み方向に
押える厚み方向押え部７４とが形成されている。また、
スライド方向の入口に対向する枠部７２ｃには、光学部
品の端部を受け止める受け部７５が形成され、さらに、
スライド方向の入口側には、光学部品がスライド式に取
り付けられてその一端が受け部７５に達したときに、光
学部品を介しての押圧力が解除されて自然状態の位置に
復し、光学部品の入口側への移動を規制するように作用
する弾性押え部７８を有する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を通過させる略四辺形の光路用開口部における各辺の枠部が一体的に形成された光学
部品取付け用のホルダと、ホルダに取り付けられた光学部品とを備えた投写型映像表示装
置であって
　ホルダは、光学部品を一端の枠部から対向する他端の枠部に向かってスライド式に取り
付けるものであり、スライド方向の両側を成す枠部には、光学部品の両側部をスライドさ
せるスライド溝部と、光学部品を厚み方向に押える厚み方向押え部とが形成されるととも
に、前記他端の枠部には、光学部品の端部を受け止める受け部が形成され、さらに、スラ
イド方向の入口側には、光学部品がスライド式に取り付けられるときに、光学部品を介し
ての押圧力により光学部品の非取付け面側へ変形され、光学部品の一端面が前記受け部に
受け止められる所定位置に達したときに、光学部品を介しての押圧力が解除され、自然状
態の位置に復することにより光学部品の入口側への移動を規制する弾性押え部を有する
　ことを特徴とする投写型映像表示装置。
【請求項２】
　前記スライド溝部は、コの字状に形成されていることにより、光学部品のスライド方向
と直交する方向への移動を規制する横方向の規制部材を兼用することを特徴とする請求項
１記載の投写型映像表示装置。
【請求項３】
　前記厚み方向押え部は、枠部の表面に対向してスライド方向に延びるように配置される
押え壁部を有し、この押え壁部と枠部の表面との対向距離がスライド方向に向かって小さ
くなるように形成され、光学部品を厚み方向に弾性的に押圧するように構成されているこ
とを特徴とする請求項１又は２記載の投写型映像表示装置。
【請求項４】
　前記厚み方向押え部は、前記押え壁部の先端に反枠部表面側に反るカール部を備えてい
ることを特徴とする請求項３記載の投写型映像表示装置。
【請求項５】
　前記厚み方向押え部は、前記押え壁部と、前記スライド溝部を構成する枠部表面と対向
する壁部とが一体的に形成され、このスライド溝部の壁部から延出されるように形成され
ていることを特徴とする請求項３又は４記載の投写型映像表示装置。
【請求項６】
　前記ホルダは、スライド入口側の枠部の外側に取っ手部を備え、
　前記弾性押え部は、スライド入口側の枠部に対し隙間をあけて、前記取っ手部の両側か
ら光学部品の取付け面側に位置する枠部の外側端まで傾斜して延出され、光学部品をスラ
イドさせて取り付けるときは光学部品により端部が光学部品の非取付け面側に押圧され、
光学部品が前記所定位置までスライドされたときには光学部品による押圧が解除されて自
然状態に復元され、枠部側の端面の一部が光学部品の端面に当接して光学部品の反スライ
ド方向への移動を規制するように形成されている
　ことを特徴とする請求項１～５の何れか１項に記載の投写型映像表示装置。
【請求項７】
　前記取っ手部は、その外側端部が光学部品の非取付け面側へ折曲された引っ掛け部に形
成されていることを特徴とする請求項６記載の投写型映像表示装置。
【請求項８】
　前記光学部品は、光変調素子である液晶パネルの出射側に配置された偏光板であること
を特徴とする請求項１～６の何れか１項に記載の投写型映像表示装置。
【請求項９】
　前記偏光板は、ガラス基板の表面にアルミニウムを蒸着させたアルミ蒸着式偏光板であ
ることを特徴とする請求項８記載の投写型映像表示装置。
【請求項１０】
　前記ホルダは、ステンレス板を折り曲げ加工して一体に形成されていることを特徴とす
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る請求項９載の投写型映像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、投写型映像表示装置に係り、特に、光学部品取付け用のホルダに関する。
【背景技術】
【０００２】
　大画面に映像を表示する装置としては、ＣＲＴ方式に比べ小型かつ軽量に構成できるこ
とからスクリーン等に映像を投影して表示する投写型映像表示装置、すなわち、プロジェ
クタが主流となっている。
【０００３】
　このようなプロジェクタとしては液晶プロジェクタが普及している。液晶プロジェクタ
は、一般的に光源から出射された照明光を直線偏光光に変換して赤青緑の３色の光に分離
する。そして、この分光された照明光を赤色光用、青色光用及び緑色光用の三つの液晶ラ
イトバルブに投写し、これら液晶ライトバルブにより画像信号に応じて変調し、変調した
光をダイクロイックプリズムで合成してスクリーンに投写するように構成された光学系を
備えている。
【０００４】
　ところで、このような光学系には種々の光学部品が用いられている。例えば、液晶ライ
トバルブには、液晶パネルのほか、液晶パネルの前後に偏光板や光学補償板が用いられて
いる。また、この光学系には、リレーレンズやコンデンサレンズなども用いられている。
この種の光学部品は、光学系機器を収納する筺体への組み込み、交換作業、及び、取付け
方向の調整ために光学部品取付け用のホルダに取り付けて組み込まれることが多くなって
きている。
【０００５】
　また、このようなホルダとしては、一体物として形成されたものであって、その枠部に
形成されている爪部などを弾性的に変形させ弾性力のみで光学部品を取り付けるようにし
たものが開発されている。このようなものとして、例えば特許文献１や、特許文献２を挙
げることができる。ここで、特許文献１について図９及び図１０に基づきより具体的に説
明する。
【０００６】
　図９は、コンデンサレンズを光学部品取付け用のホルダ（特許文献１では調整部品と称
されている）に取り付ける場合の取付け構造例である。
　光学部品取付け用のホルダ１００は、光源からの光を通過させる光路用開口部１０１の
周囲に枠部が樹脂一体成形されたものであって、下側の枠部の左右両角部には、コンデン
サレンズ１１０の下方外周縁の両端が嵌合して位置決めされる位置決め用嵌合部１０２が
形成されている。また、位置決め用嵌合部１０２は、背面側の壁部１０２ａと前面側の爪
部１０２ｂとで構成されている。さらに、両位置決め用嵌合部１０２の中間部の前面側に
は、爪部１０４が形成されている。
【０００７】
　一方、ホルダ１００の上方左右両角部には、下部が位置決め用嵌合部１０２に嵌合され
たコンデンサレンズ１１０の上部外周縁の両角部と弾性的に嵌合する弾性嵌合部１０５が
形成されている。弾性嵌合部１０５は、枠部から立設されて内側に略Ｕ字状に折曲形成さ
れるとともに、弾性変形する内側片に爪部１０６が形成されている。
【０００８】
　上記の構成において、コンデンサレンズ１１０がホルダ１００に取り付けられるときは
、先ず図９（ａ）に示されるように、コンデンサレンズ１１０の下部がホルダ１００の下
方の位置決め用嵌合部１０２における壁部１０２ａと爪部１０２ｂとの間に挟まれる。次
いで、図９（ｂ），（ｃ）に示すように、コンデンサレンズ１１０の上側が人手の指先で
矢印方向Ａに押されて、ホルダ１００の上側の弾性嵌合部１０５に対し滑らせるように押
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し込められている。
【０００９】
　この結果、コンデンサレンズ１１０は、上側両端部が図９（ｃ）に示すように弾性嵌合
部１０５の爪部１０６に嵌合され、爪部１０６の矢印Ｂ方向の弾性力を受けて位置決めさ
れ、固定されている。
【００１０】
　なお、ホルダ１００からコンデンサレンズ１１０を取り外すときは、左右両側の弾性嵌
合部１０５を外側に（Ｂ方向と逆の方向に）弾性変形させ、爪部１０６とコンデンサレン
ズ１１０との嵌合状態を解いて取り外すように構成されている。このような取付け構造は
、コンデンサレンズ以外の各種レンズにも適用されている。
【００１１】
　図１０は、特許文献１に記載された入射側偏光板２１０及び光学補償板２２０をホルダ
２３０，２４０に取り付ける場合の取付け構造例を図示している。これらの取付け構造は
、この図に示されるように、前述のコンデンサレンズ１１０の取付け構造と類似の取付け
構造が採用されている。すなわち、入射側偏光板２１０及び光学補償板２２０は、下端が
ホルダ２３０，２４０の下方の左右２箇所に設けられた爪部２３１，２４１に引掛けられ
、上端部がホルダ２３０，２４０の上方の中央部に設けられた弾性嵌合部２３２，２４２
に対し指先等で押されて、滑らせるように押し込められて固定されている。なお、入射側
偏光板２１０、光学補償板２２０には、偏光角度調整を行うための取っ手部２３３，２４
３が設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００８－５８６７４号公報
【特許文献２】特開２００９－３１６９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、上記従来の光学部品取付け用のホルダにおける取付け構造によれば、コ
ンデンサレンズ１１０、入射側偏光板２１０、光学補償板２２０等の光学部品を取り付け
るときは、取付け方向が光学部品表面の法線方向と同じであるため、これら光学部品の表
面を指先等で押圧する必要があった。このため、これら光学部品の表面に指紋等の汚れが
付着し、映像の質を劣化させてしまうという問題があった。また、弾性嵌合部１０５は、
弾性力を発生させるためにＵ字型を成す爪部に形成されているので、このＵ字型を成す爪
部の寸法精度が低く、光学部品の取り付けが不確実になり易いという問題があった。また
、機械で光学部品を取り付けた場合には、光学部品の表面に傷が付くという虞があった。
【００１４】
　なお、上記において説明を省略した特許文献２も、上記特許文献１と同様に、偏光板の
下端部がホルダ下方の爪部に引掛けられ、上端部がホルダ上方の弾性嵌合部に対し指先等
で押されて、滑らせるように押し込められて固定されているものである。したがって、特
許文献１と同様に、偏光板の表面に指紋等の汚れが付着し、映像の質を劣化させてしまう
という問題があった。
【００１５】
　本発明は、このような問題に鑑み、光学部品のホルダへの取り付けにおいて光学部品の
汚れを防止するとともに、光学部品の取付けを確実化した投写型映像表示装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明に係る投写型映像表示装置は、光を通過させる略四辺形の光路用開口部の各辺の
枠部が一体的に形成された光学部品取付け用のホルダと、ホルダに取り付けられた光学部
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品とを備えた投写型映像表示装置であって、ホルダは、光学部品を一端の枠部から対向す
る他端の枠部に向かってスライド式に取り付けるものであり、スライド方向の両側を成す
枠部には、光学部品の両側部をスライドさせるスライド溝部と、光学部品を厚み方向に押
える厚み方向押え部とが形成されるとともに、前記他端の枠部には、光学部品の端部を受
け止める受け部が形成され、さらに、スライド方向の入口側には、光学部品がスライド式
に取り付けられるときに、光学部品を介しての押圧力により光学部品の非取付け面側へ変
形され、光学部品の一端面が前記受け部に受け止められる所定位置に達したときに、光学
部品を介しての押圧力が解除され、自然状態の位置に復することにより光学部品の入口側
への移動を規制する弾性押え部を有することを特徴とする。
【００１７】
　この構成によると、光学部品をホルダに取り付ける際は、光学部品の両側端面に指をか
けて把持し、光学部品の両側部をスライド溝部にスライドさせる。このとき、光学部品を
介して、スライド方向の入口側に設けられている弾性押え部を光学部品の非取付け面側へ
変形させながらスライドさせる。また、このスライド時以降においてに、光学部品は厚み
方向押え部により厚み方向に押えられている。したがって、一枚物の光学部品も、複数枚
の部品からなる光学部品もこの厚み押え部により支持される。また、光学部品がスライド
してその一端が受け部に受け止められる所定位置に達したときに、弾性押え部により光学
部品の入口側への移動が規制されて光学部品が取り付けられる。なお、光学部品を取り外
すときは、弾性押え部を指先で非取付け面側に変形させることにより、光学部品を取付け
時と逆の方向にスライドさせればよい。したがって、光学部品の取付け又は取外しの作業
においては、他の備品や部品を使用することなく、かつ、光学部品の表面を指紋等で汚す
ことなく容易に光学部品をホルダに取り付けたり、ホルダから光学部品を取り外したりす
ることができる。また、従来のように断面Ｕ字型の爪部を形成する必要がないので、取付
け部の寸法精度を向上し、光学部品の取付けを確実化することができる。
【００１８】
　また、前記スライド溝部は、コの字状に形成されていることにより、光学部品のスライ
ド方向と直交する方向への移動を規制する横方向の規制部材を兼用することが好ましい。
このように構成することにより、ホルダの構成を簡略化することができる。
【００１９】
　また、前記厚み方向押え部は、枠部の表面に対向してスライド方向に延びるように配置
される押え壁部を有し、この押え壁部と枠部の表面との対向距離がスライド方向に向かっ
て小さくなるように形成され、光学部品を厚み方向に弾性的に押圧するように構成されて
いることが好ましい。このように構成すると、厚み方向押え部が光学部品の取付けをガイ
ドするように作用するので、光学部品のスライド式取付けが容易になる。
【００２０】
　また、前記厚み方向押え部は、前記押え壁部の先端に反枠部表面側に反るカール部を備
えていることが好ましい。このように構成すると、光学部品を取り外すときに、光学部品
の表面部が押え壁部の先端により傷つけられることがなくなり、安心して部品の取付けを
行うことができる。
【００２１】
　また、前記厚み方向押え部は、前記押え壁部と、前記スライド溝部を構成する枠部表面
と対向する壁部とが一体的に形成され、このスライド溝部の壁部から延出されるように形
成されていることが好ましい。このように構成すると、弾性的に変位する厚み方向押え部
を容易に形成することができる。
【００２２】
　また、前記ホルダは、スライド入口側の枠部の外側に取っ手部を備え、前記弾性押え部
は、スライド入口側の枠部に対し隙間をあけて、前記取っ手部の両側から光学部品の取付
け面側に位置する枠部の外側端まで傾斜して延出され、光学部品をスライドさせて取り付
けるときは光学部品により端部が光学部品の非取付け面側に押圧され、光学部品が前記所
定位置までスライドされたときには光学部品による押圧が解除されて自然状態に復元され
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、枠部側の端面の一部が光学部品の端面に当接して光学部品の反スライド方向への移動を
規制するように形成されていることが好ましい。このように構成すると、光学部品の取付
け又は取外しするときの弾性押え部の弾性変形を容易に行わせることができる。また、光
学部品の取付けは、光学部品をスライド方向へ押し付ける単純な動作で取り付けることが
できる。
【００２３】
　前記取っ手部は、その外側端部が光学部品の非取付け面側へ折曲された引っ掛け部に形
成されていることが好ましい。このような引っ掛け部は、光学部品のスライド式取付け作
業において邪魔にならない。また、引っ掛け部を掴むことによりホルダの取付け姿勢を調
整する調整作業や、ホルダの取付け作業及び取外し作業を容易に行うことができる。
【００２４】
　前記光学部品は、光変調素子である液晶パネルの出射側に配置された偏光板であるよう
にしてもよい。出射側偏光板は、取付け姿勢の調整を必要とするとともに、光学部品中最
も高温に晒される部品であることから他の光学部品に比し交換を必要とする機会が生じ易
い。したがって、このようなホルダを用いることによりこれらの作業が容易になる。
【００２５】
　また、前記偏光板は、ガラス基板の表面にアルミニウムを蒸着させたアルミ蒸着式偏光
板とすることができる。なお、偏光板はプリズムブロックなどの取付け部に装着溝を形成
し、この装着溝に直接取り付けられることもできる。しかしながら、この場合に比し、上
記のように偏光板を上記のようなホルダに装着し、この偏光板を装着したホルダを同様の
装着溝に対し取り付けると、偏光板の大きさを小さくすることができる。したがって、高
価なアルミ蒸着式偏光板を使用する場合には偏光板のコストを軽減することができる。
【００２６】
　この場合において、前記ホルダは、ステンレス板を折り曲げ加工して一体に形成されて
いることが好ましい。ステンレスは耐熱性があるとともに、バネ性が高いので出射側偏光
板のホルダとして最適である。また、折り曲げ加工して一体に形成したものでは、構造が
簡略化される。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明に係る投写型映像表示装置によれば、光学部品の取付け又は取外し作業において
、他の備品や部品を使用することなく、かつ、光学部品の表面を指紋等で汚すことなく容
易に光学部品をホルダに取り付けたり、ホルダから光学部品を取り外したりすることがで
きる。また、従来のように断面Ｕ字型の爪部を形成する必要がないので、取付け部の寸法
精度を向上し、光学部品の取付けを確実化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施の形態に係る投写型映像表示装置の光学系の模式図である。
【図２】同投写型映像表示装置におけるプリズムブロック部に係り、液晶パネル、出射側
プリ偏光板及び出射側偏光板が取り付けられた状態の斜視図である。
【図３】同プリズムブロック部に係り、図２の状態から緑色光用の液晶パネルを取り外し
た状態の分解斜視図である。
【図４】同プリズムブロック部に係り、図３の状態から緑色光用の出射側プリ偏光板を取
り外した状態の分解斜視図である。
【図５】同プリズムブロック部に係り、図４の状態から緑色光用の出射側偏光板を取り外
した状態の分解斜視図である。
【図６】同投写型映像表示装置における、出射側プリ偏光板を取り付けた状態のホルダに
係り、出射側プリ偏光板を取り外した状態の斜視図である。
【図７】同ホルダに係り、（ａ）は同ホルダの斜視図であり、（ｂ）は（ａ）におけるＡ
－Ａ断面図である。
【図８】同投写型映像表示装置における、出射側プリ偏光板を取り外した状態のホルダに
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係り、（ａ）は同ホルダの斜視図であり、（ｂ）は（ａ）におけるＢ－Ｂ断面図であり、
（ｃ）は（ａ）におけるＣ－Ｃ断面図である。
【図９】従来例に係り、光学部品としてコンデンサレンズを取り付ける場合の取付け構造
を示す図面であって、（ａ）は関連部品の斜視図であり、（ｂ）は取付け工程途中の状態
を示す斜視図であり、（ｃ）は光学部品の取付けが完了した状態における弾性嵌合部の拡
大側面図である。
【図１０】同従来例に係り、偏光板及び光学補償板取付け用ホルダの図面である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施の形態１に係る電子機器としての投写型映像表示装置について図面
を参照しながら説明する。以下の説明において前後、左右、上下の各方向をいうときは、
図２における左手前側を前方向とし、この図２における前面側から見て上下左右の方向を
いうものとする。
【００３０】
　先ず、本実施の形態に係る投写型映像表示装置の光学系について図１に基づき説明する
。本実施の形態に係る投写型映像表示装置は、所謂３板式液晶プロジェクタであって、光
源１としては、メタルハライドランプ、超高圧水銀ランプなどの放電型ランプが発光体と
して使用されている。光源１からの照射光は、リフレクタによって平行光となって出射さ
れ、インテグレータレンズ２、偏光変換素子３、コンデンサレンズ４、反射ミラー５、リ
レーレンズ６を経て第１のダイクロイックミラー１０へ入射される。インテグレータレン
ズ２は、一対のレンズ群（フライアイレンズ）から構成され、個々のレンズ部分が光源１
から出射された光を後述する液晶ライトバルブ２０，３０，４０の全面に導くように構成
されている。これにより光源１から出射された光に存在する部分的な輝度ムラが平均化さ
れ、画面中央と周辺部とでの光量差が低減される。
【００３１】
　第１のダイクロイックミラー１０は、赤色光成分を透過させるとともに、緑色光成分及
び青色光成分を反射させて分離する。赤色光成分は反射ミラー１１を経て赤色光用の液晶
ライトバルブ２０に導かれ、分離された緑色光成分及び青色光成分は第２のダイクロイッ
クミラー１２で緑色光成分を反射させるとともに、青色光成分を透過させて分離する。緑
色光成分は緑色光用の液晶ライトバルブ３０に導かれ、分離された青色光成分はリレーレ
ンズ１３、反射ミラー１４、リレーレンズ１５、反射ミラー１６を経て青色光用の液晶ラ
イトバルブ４０に導かれる。また、赤色光用、緑色光用及び青色光用の液晶ライトバルブ
２０，３０，４０は、それぞれ入射側偏光板２１，３１，４１、入射側光学補償板２２，
３２，４２、光変調素子である液晶パネル２３，３３，４３、出射側プリ偏光板２４，３
４，４４、出射側偏光板２５，３５，４５などから構成されている。また、これら液晶ラ
イトバルブ２０，３０，４０で変調された赤色光、緑色光、青色光はクロスダイクロイッ
クプリズム５０で合成されて投写光学系６０へ出射される。
【００３２】
　次に、このような光学系に用いられている入射側偏光板２１，３１，４１、入射側光学
補償板２２，３２，４２、出射側プリ偏光板２４，３４，４４、出射側偏光板２５，３５
，４５、コンデンサレンズ４、リレーレンズ６，１３，１５などの光学部品を光学部品取
付け用のホルダ（以下単にホルダと称する）に固定する構造について説明する。
【００３３】
　ここでは、その代表例として出射側プリ偏光板２４をホルダに取り付ける例について、
図２～図８に基づき説明する。
　図２のプリズムブロックの斜視図に示すように、プリズムブロック５１の３方向の入射
面には、光変調素子である液晶パネル２３，３３，４３、出射側プリ偏光板２４，３４，
４４、及び出射側偏光板２５，３５，４５が取り付けられているものである。
【００３４】
　液晶パネル２３，３３，４３は、図２及び図３に示すように、それぞれ平板状の取付け
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板５２を介してプリズムブロック５１に対しハンダにより固定されている。また、液晶パ
ネル３３の出射側には、図４に示すように、出射側プリ偏光板３４を取り付けたホルダ７
０がプリズムブロック５１の左右の縦溝５３に挿入されている。また、出射側プリ偏光板
３４の出射側には、図５に示すように、出射側偏光板３５が、プリズムブロック５１に形
成された左右の縦溝５４に直接挿入されている。そして、このようにプリズムブロック５
１の縦溝５３，５４に挿入されたホルダ７０及び出射側偏光板３５は、上方向への移動を
規制する下方向押え部材８０により上方への抜けが防止されるように固定されている。な
お、ホルダ７０及び出射側偏光板３５の上端面の下方向押え部材８０との間にはスポンジ
状の当てもの８１が装着されている。
【００３５】
　また、入射側偏光板２１，３１，４１、入射側光学補償板２２，３２，４２は、これら
液晶パネル２３，３３，４３の入射側（光源１側）に取り付けられるが、ここではその図
示を省略する。
【００３６】
　出射側プリ偏光板３４は、アルミ蒸着式偏光板であって、四辺形のガラス基板における
一方の表面に、アルミニウムを所定の間隔で複数の帯状に蒸着して偏光板を形成したもの
である。なお、図６において３４ａは、アルミニウム蒸着範囲を示している。一方、出射
側偏光板３５は、樹脂フィルムを貼着した偏光板である。図５において３５ａは、このフ
ィルムを示す。
【００３７】
　ホルダ７０は、図６～図８に示すように、ステンレス板に四辺形の光路用開口部７１を
開け、この光路用開口部７１の周辺に枠部７２ａ，７２ｂ，７２ｃ，７２ｄが形成されて
いる。また、ホルダ７０は、入射側表面に沿って出射側プリ偏光板３４を一端（上方）の
枠部７２ａから対向する他端（下方）の枠部７２ｃに向かってスライド式に取り付けるも
のである。このために、ホルダ７０のスライド方向の両側を成す枠部（左右の枠部）７２
ｂ，７２ｄには、出射側プリ偏光板３４の両側部をスライドさせるスライド溝部７３と、
出射側プリ偏光板３４を厚み方向に押える厚み方向押え部７４とが形成されている。なお
、左右の枠部７２ｂ，７２ｄの左右方向の外端には、入射側、すなわち、出射側プリ偏光
板３４の取付け面側に折り曲げられた折曲辺７２ｂｂ、７２ｄｄが形成されている。
【００３８】
　スライド溝部７３は、枠部７２ｂ、７２ｄと、枠部７２ｂ、７２ｄの表面に対して垂直
に立ち上がる側壁７３ａと、側壁７３ａから直角に折り曲げられて、枠部７２ｂ、７２ｄ
の表面と平行な面上に形成された壁部７３ｂとによりコの字状に形成されている。したが
って、このスライド溝部７３は、出射側プリ偏光板３４の左右端部を挿入して滑らせるこ
とにより、ホルダ７０の入射側面上において出射側プリ偏光板３４をスライド式に下方へ
移動させることができる。また、このスライド溝部７３は、その側壁７３ａが出射側プリ
偏光板３４の左右方向への移動を規制する機能を成している。したがって、このように出
射側プリ偏光板３４を下方へスライドさせた後出射側プリ偏光板３４の上下端面を支持す
ることにより、出射側プリ偏光板３４を簡単に取り付けることができる。
【００３９】
　厚み方向押え部７４は、スライド溝部７３を構成する枠部７２ｂ，７２ｄの表面と対向
する壁部７３ｂと一体的に形成されており、このスライド溝部７３の壁部７３ｂから枠部
７２ｂ、７２ｄの表面に対向してスライド方向に延びるように配置される押え壁部７４ａ
を有している。また、この押え壁部７４ａは、枠部７２ｂ、７２ｄの表面との対向距離が
スライド方向に向かって小さくなるように形成され、出射側プリ偏光板３４を厚み方向に
弾性的に押圧するように構成されている。さらに、この押え壁部７４ａの先端部に反枠部
表面側に反るカール部７４ｂを備えている。また、このカール部７４ｂと枠部７２ｂ，７
２ｄの表面との距離は取付け対象物である出射側プリ偏光板３４の厚みより若干小さく形
成され、出射側プリ偏光板３４が厚み方向押え部７４の弾性力により保持されるように構
成されている。厚み方向押え部７４により出射側プリ偏光板３４が押えられる部分は、ア
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ルミニウム蒸着範囲３４ａより外周側であるため、厚み方向押え部７４によって出射側プ
リ偏光板３４の特性を劣化させる虞はない。
【００４０】
　また、ホルダ７０の下方の枠部７２ｃには、スライド式に挿入される出射側プリ偏光板
３４の下端を受け止める受け部７５が形成されている。そして、下方の枠部７２ｃの下端
には出射側プリ偏光板３４の取付け面側に折り曲げた折曲辺７２ｃｃが形成されている。
【００４１】
　また、上方の枠部７２ａの上部には、正面視四辺形の取っ手部７６が形成されている。
そして、この取っ手部７６の上端は、出射側、すなわち、出射側プリ偏光板３４を取り付
けない非取付け面側に折り曲げられた引っ掛け部７６ａが形成されている。
【００４２】
　また、取っ手部７６の左右には、上方の枠部７２ａの端面との間に小さな一定寸法の隙
間７７を開けて、この上方の枠部７２ａと同様に左右方向に延びる弾性押え部７８が形成
されている。ただし、この弾性押え部７８は、取っ手部７６から左右の方向に向かって出
射側プリ偏光板３４の取付け面側に傾斜するように折り曲げ加工されている。また、弾性
押え部７８の左右両端部には、出射側プリ偏光板３４の非取付け面側へ折り曲げられた折
曲部７８ａが形成されている。弾性押え部７８は、このように構成されているので、左右
の折曲部７８ａが出射側プリ偏光板３４の非取付け面側へ（図８（ｃ）におけるＤ方向へ
）押圧されると、取っ手部７６との境界部７６ｂを基点として非取付け面側へ容易に弾性
変形され、この押圧を取り除くと元の状態（図８（ｃ）に図示の自然状態）に戻るように
構成されている。また、この弾性押え部７８の下端面から前記受け部７５までの寸法が出
射側プリ偏光板３４の高さ寸法と一致するように形成されている。この結果、出射側プリ
偏光板３４を取り付けた際には、弾性押え部７８の下端面が出射側プリ偏光板３４の上端
面に接し、出射側プリ偏光板３４の上方への移動を規制するように構成されている。また
、ホルダ７０に出射側プリ偏光板３４を取り付ける際に、弾性押え部７８の出射側プリ偏
光板３４と接触する接触部７８ｂは、出射側プリ偏光板３４のアルミニウム蒸着範囲３４
ａより外周側に形成されているため、弾性押え部７８によって出射側プリ偏光板３４の特
性を劣化させる虞はない。
【００４３】
　以上のように構成されたホルダ７０への出射側プリ偏光板３４の取付けは次のように行
われる。図６に示すように、ホルダ７０の入射側表面部の上方に（取っ手部７６の上方）
に位置させる。このとき出射側プリ偏光板３４の平面部には指を触れないように注意しな
がら、その端面に指をかけて支持する。次いで、出射側プリ偏光板３４の枠部で弾性押え
部７８の折曲部７８ａを非取付け面側へ（図８（ｃ）のＤ方向側へ）押圧しながら出射側
プリ偏光板３４の両側下端部をスライド溝部７３に挿入する。そして、出射側プリ偏光板
３４の下端面が受け部７５に当接するまで下方へスライドさせると、出射側プリ偏光板３
４を介した折曲部７８ａへの押圧力が解除され、出射側プリ偏光板３４が所定の位置に取
り付けられる。このとき出射側プリ偏光板３４の上端面が弾性押え部７８の下端面に接触
した状態となり、出射側プリ偏光板３４の上方への移動が規制される。
【００４４】
　また、出射側プリ偏光板３４を取り外したいときは次のように行われる。先ず、出射側
プリ偏光板３４の上端部で弾性押え部７８の折曲部７８ａを非取付け面側へ押圧しながら
出射側プリ偏光板３４を上げる。そして、折曲部７８ａを非取付け面側へ押圧しながら出
射側プリ偏光板３４をさらに上方に上げる。これにより出射側プリ偏光板３４をホルダか
ら取り外すことができる。
【００４５】
　この実施の形態に係る投写型映像表示装置は、以上のように構成されているので、次の
ような作用効果を奏することができる。
（１）出射側プリ偏光板３４は、弾性押え部７８、受け部７５及びスライド溝部７３によ
り上下左右が規制されるとともに、厚み押え部により厚み方向に弾性的に押圧された状態
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でホルダに取り付けられる。そして、弾性押え部７８を出射側プリ偏光板３４の非取付け
面側へ押圧しながら、スライドさせることにより取り付けられる。したがって、出射側プ
リ偏光板３４の表面を指紋等で汚すことなく容易に出射側プリ偏光板３４をホルダ７０に
取り付けたり、ホルダ７０から出射側プリ偏光板３４を取り外したりすることができる。
【００４６】
　（２）また、従来のように断面Ｕ字型の爪部を形成する必要がないので、取付け部の寸
法精度を向上し、出射側プリ偏光板３４の取付けを確実化することができる。
　（３）スライド溝部は、コの字状に形成されているので、出射側プリ偏光板３４の左右
方向への移動を規制する規制部材を兼用しているので、ホルダ７０の構成が簡略化される
。
【００４７】
　（４）厚み方向押え部７４は、枠部７２ｂ，７２ｄの表面に対向してスライド方向に延
びるように配置される押え壁部７４ａを有し、この押え壁部７４ａと枠部７２ｂ、７２ｄ
の表面との対向距離がスライド方向に向かって小さくなるように形成され、出射側プリ偏
光板３４を厚み方向に弾性的に押圧するように構成されている。したがって、厚み方向押
え部７４が出射側プリ偏光板７２の取付けをガイドするように作用するので、出射側プリ
偏光板３４のスライド式取付けが容易になる。
【００４８】
　（５）厚み方向押え部７４の押え壁部７４ａの先端部に反枠部表面側に反るカール部７
４ｂを備えているので、光学部品を取り外すときに、光学部品の表面部が厚み方向押え部
７４の先端により傷つけられることがない。
【００４９】
　（６）厚み方向押え部７４は、押え壁部７４ａがスライド溝部７３を構成する枠部表面
と対向する壁部７３ｂと一体的に形成されるとともにスライド溝部７３の壁部７３ｂから
延出されるように形成されているので、弾性的に変位するように容易に形成される。
【００５０】
　（７）ホルダ７０は、スライド入口側の（上方の）枠部７２ａの外側に取っ手部７６を
備え、弾性押え部７８は、スライド入口側の枠部７２ａに対し隙間７７を空けて、取っ手
部７６の両側から左右の枠部７２ｂ，７２ｃの外側端まで延びるとともに、その両端部が
出射側プリ偏光板３４の取り付面側に位置するように傾斜して形成されている。また、弾
性押え部７８は、出射側プリ偏光板３４をスライド式に取り付けるときには出射側プリ偏
光板３４を介する押圧力により出射側プリ偏光板３４の非取付け面側に押圧され、出射側
プリ偏光板３４が所定位置に達したときには出射側プリ偏光板３４を介する押圧力が解除
されて自然状態に復元される。この結果、出射側プリ偏光板３４は、上端面が弾性押え部
７８の端面に当接して取り付けられるので、出射側プリ偏光板３４の反スライド方向（上
方向）への移動が規制される。このように、出射側プリ偏光板３４を取付け又は取外しす
るときの弾性押え部７８の弾性変形を容易に行わせることができる。また、出射側プリ偏
光板３４の取付けは、出射側プリ偏光板３４をスライド方向へ押し付ける単純な動作によ
り行われる。
【００５１】
　（８）取っ手部７６は、その外側端部が出射側プリ偏光板３４の非取付け面側へ折曲さ
れた引っ掛け部７６ａを備えている。このような引っ掛け部７６ａは、出射側プリ偏光板
３４のスライド式取付け作業において邪魔にならない。また、引っ掛け部７６ａを掴むこ
とによりホルダ７０の取付け姿勢を調整する要請作業や、ホルダ７０の取付け作業及び取
外し作業を容易に行うことができる。
【００５２】
　（９）出射側プリ偏光板３４は、ガラス基板の表面にアルミニウムを蒸着させたアルミ
蒸着式偏光板とされている。また、出射側プリ偏光板は出射側偏光板３５と同様に、プリ
ズムブロックに形成された装着溝に直接取り付けるようにすることもできる。しかしなが
ら、このような取付けの場合に比し、上記のようにホルダに装着されて装着溝に取り付け
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られることにより偏光板の大きさが小さくなる。したがって、高価なアルミ蒸着式偏光板
のコストを軽減することができる。
【００５３】
　（９）本発明のホルダ７０は、出射側の出射側プリ偏光板３４の取付けに採用されてい
るが、出射側偏光板は、取付け姿勢の調整を必要とするとともに、光学部品中最も高温に
晒される部品であることから他の光学部品に比し交換を必要とする機会が生じ易い。した
がってこのような用途に便利である。
【００５４】
　（１０）また、ホルダ７０は、ステンレス板を折り曲げ加工して一体に形成されている
。ステンレスは耐熱性があるとともに、バネ性が高いので出射側の偏光板のホルダ７０と
して最適である。
【００５５】
　（変形例）
　本発明は、上記実施の形態において以下のように変更することもできる。
　・上記実施の形態においては、光学部品の代表として緑色光の光路に配置されている出
射側の出射側プリ偏光板３４を代表例として説明したが、出射側偏光板３５や液晶パネル
３３にこのホルダを採用してもよい。また、他の色光の光路に配置されている出射側プリ
偏光板２４、４４、液晶パネル２３、４３及び出射側偏光板２５，４５にこのようなホル
ダ７０を単独又は併用で採用してもよい。この場合、ホルダ７０を使用すれば上記実施の
形態と同様の効果を奏することができる。
【００５６】
　・また、光学部品としては、上記のような液晶パネル近傍の部品に限らす、コンデンサ
レンズ４、リレーレンズ６，１３，１５などの取付けにも同様のホルダ７０を使用して同
様に取り付けることができる。また、この場合においても先の実施の形態の場合と同様の
効果を奏することができる。なお、上記のようなレンズ系の取付けにおいては、ホルダ７
０として取っ手部７６のないものを使用してもよい。
【００５７】
　・また、先の実施の形態においては、ホルダ７０に１個の光学部品を取り付けていたが
、これを複数にすることもできる。例えば、ガラス基板の一方側の面に複数枚のフィルム
からなる偏光フィルムを取り付けてもよい。この場合、硬質のフィルムである程度の厚み
があるものについてはガラス基板に対し複数枚のフィルムを接着せずに重ね合わせて取り
付けることもできる。また、ガラス基板の表裏に偏光フィルム等を貼り付けてもよい。
【００５８】
　・先の実施の形態においては、ホルダ７０の材料としてステンレスを用いているが、耐
熱性のある樹脂材料としてもよい。
　・スライド溝部７３は、左右の枠部７２ｂ、７２ｄの上端に設けられているが、側壁７
３ａをコの字部分とはなれたところに形成して、横方向へのずれをさらに厳しく規制する
ようにしてもよい。
【００５９】
　・厚み方向押え部７４として、枠部７２ｂ，７２ｄの下方にも設け４箇所としてもよい
。このようにすれば、複数枚の偏光板を取り付けるようにする場合などにおいては、偏光
板を均等に押え込むことができるので好ましい。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明は、種々の投写型映像表示装置に適用できることは勿論のこと、他の種々の電子
機器にも幅広く適用することができる。例えば、先に実施の形態においては、３板式液晶
プロジェクタを示したが、他の画像光生成系を備えた投写型プロジェクタや、ＤＬＰ（Di
gital Light Processingの略であって、テキサス・インスツルメンツ（ＴＩ社）の登録商
標）方式のプロジェクタなどに本発明を適用することができる。
【符号の説明】
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【００６１】
　２１，３１，４１…入射側偏光板、２３，３３，４３…液晶パネル、２４，３４，４４
…出射側プリ偏光板、２５，３５，４５…出射側偏光板、７０…ホルダ、７１…開口部、
７２ａ，７２ｂ，７２ｃ，７２ｄ…枠部、７３…スライド溝部、７３ｂ…壁部、７４…厚
み方向押え部、７４ａ…押え壁部、７４ｂ…カール部、７５…受け部、７６…取っ手部、
７６ａ…引っ掛け部、７７…隙間、７８…弾性押え部。

【図１】 【図２】
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