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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電磁波を発生する無電極の放電ランプと、光入射側フライアイレンズ及び光出射側フライ
アイレンズから成り前記放電ランプから出射されて略平行光化された光を照明対象物にイ
ンテグレートして導く光インテグレータと、偏光ビームスプリッタアレイから成り前記放
電ランプから出射された光の偏光方向を揃える偏光変換装置と、を備えており、
　前記光出射側フライアイレンズのレンズ配置ピッチは、前記光入射側フライアイレンズ
のレンズ配置ピッチの１／２のピッチであり、
　前記光入射側フライアイレンズの各レンズを通過した各光は、各偏光ビームスプリッタ
を経ることで二つに分かれて前記光出射側フライアイレンズの二つのレンズを通り、
　前記各偏光ビームスプリッタの非光入射領域には、光反射型導電性体が配置されており
、
　前記光反射型導電性体は接地されていることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
請求項１に記載の照明装置において、前記光入射側フライアイレンズはそのレンズ凸側を
光入射側に位置させており、光出射側となる平坦面側の非光通過領域に第３の導電性体が
配置され、この第３の導電性体は接地されていることを特徴とする照明装置。
【請求項３】
電磁波を発生する無電極の放電ランプと、中空又は非中空の棒状体から成り前記放電ラン
プから出射された光を照明対象物にインテグレートして導く光インテグレータと、前記光
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インテグレータの光出射面の側に設けられ特定の偏光方向の偏光光は透過し他の偏光方向
の偏光光は反射するワイヤーグリッド偏光板と、を備えており、前記ワイヤーグリッド偏
光板における前記ワイヤーは接地されていることを特徴とする照明装置。
【請求項４】
請求項３に記載の照明装置において、前記ワイヤーグリッド偏光板はそのワイヤー方向に
直交又は略直交する方向にも複数のワイヤーを有し、これらワイヤーも接地されているこ
とを特徴とする照明装置。
【請求項５】
電磁波を発生する無電極の放電ランプと、中空又は非中空の棒状体から成り前記放電ラン
プから出射された光を照明対象物にインテグレートして導く光インテグレータと、前記光
インテグレータの光出射面の側に設けられ特定の偏光方向の偏光光は透過し他の偏光方向
の偏光光は反射する第１のワイヤーグリッド偏光板と、当該第１のワイヤーグリッド偏光
板に対面して設けられた第２のワイヤーグリッド偏光板と、光の偏光方向を９０°又は略
９０°回転させる位相差板と、を備えており、
　前記位相差板は前記二つのワイヤーグリッド偏光板の間に配置されており、前記二つの
ワイヤーグリッド偏光板はそのワイヤー方向を互いに直交又は略直交させており、両ワイ
ヤーグリッド偏光板における前記ワイヤーは接地されていることを特徴とする照明装置。
【請求項６】
請求項３乃至請求項５のいずれかに記載の照明装置において、前記光インテグレータの側
面が導電性体にて覆われ、前記導電性体は接地されていることを特徴とする照明装置。
【請求項７】
請求項３乃至請求項６のいずれかに記載の照明装置において、前記光インテグレータの光
入射面側であって前記放電ランプからの光の入射を妨げない箇所に導電性ミラーが配置さ
れると共に前記導電性ミラーと前記光インテグレータの光入射面との間には光の偏光方向
を４５°又は略４５°回転させる位相差板が配置されており、前記導電性ミラーは接地さ
れていることを特徴とする照明装置。
【請求項８】
電磁波を発生する無電極の放電ランプと、前記放電ランプから出射された光を照明対象物
にインテグレートして導く光インテグレータと、前記放電ランプから出射された光の偏光
方向を揃える偏光変換装置と、が電磁波シールドケース内に配置されており、
　前記電磁波シールドケースに形成されている光通過用の開口には、特定の偏光方向の偏
光光は透過し他の偏光方向の偏光光は反射するワイヤーグリッド偏光板が配置されており
、前記ワイヤーグリッド偏光板の前記ワイヤー及び前記電磁波シールドケースは接地され
ていることを特徴とする照明装置。
【請求項９】
電磁波を発生する無電極の放電ランプと、前記放電ランプから出射された光を照明対象物
にインテグレートして導く光インテグレータと、前記放電ランプから出射された光の偏光
方向を揃える偏光変換装置と、が電磁波シールドケース内に配置されており、
　前記電磁波シールドケースに形成されている光通過用の開口には、特定の偏光方向の偏
光光は透過し他の偏光方向の偏光光は反射する第１のワイヤーグリッド偏光板と、当該第
１のワイヤーグリッド偏光板に対面して設けられた第２のワイヤーグリッド偏光板と、光
の偏光方向を９０°又は略９０°回転させる位相差板と、が配置されており、
　前記位相差板は前記二つのワイヤーグリッド偏光板の間に配置されており、前記二つの
ワイヤーグリッド偏光板はそのワイヤー方向を互いに直交又は略直交させており、両ワイ
ヤーグリッド偏光板における前記ワイヤー及び前記電磁波シールドケースは接地されてい
ることを特徴とする照明装置。
【請求項１０】
照明装置から出射された光を変調する一つ又は複数のライトバルブを備えた投写型映像表
示装置において、前記照明装置として請求項１乃至請求項９のいずれかに記載の照明装置
を備えたことを特徴とする投写型映像表示装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、照明装置及び投写型映像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶プロジェクタなどに用いられる照明装置において、無電極の放電ランプを用いると
ともに、この放電ランプから出る電磁波をシールドする構造が提案されている（特許文献
１参照）。電磁波シールドは、電磁波の電子回路や液晶表示パネルなどへの影響を防止す
るために必要とされる。また、無電極の放電ランプとしては、特許文献２に開示された構
造が知られている。また、液晶プロジェクタなどに用いられる照明装置においては、輝度
ムラを低減するための光インテグレート機能や光の偏光方向を揃える機能を備えることが
望まれる。
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－３４３１０３号
【特許文献１】特表２００３－５２３５２７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記無電極の放電ランプを用いる照明装置及び当該照明装置を用いる投写型映像表示装
置においては、輝度ムラを低減するための光インテグレート機能や光の偏光方向を揃える
機能を備えつつ電磁波遮蔽を実現することが求められる。
【０００５】
　この発明は、上記事情に鑑み、輝度ムラを低減するための光インテグレート機能や光の
偏光方向を揃える機能を備えつつ電磁波遮蔽を実現しうる照明装置及び当該照明装置を用
いる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】
【０００６】
　この発明の照明装置は、上記の課題を解決するために、電磁波を発生する無電極の放電
ランプと、光入射側フライアイレンズ及び光出射側フライアイレンズから成り前記放電ラ
ンプから出射されて略平行光化された光を照明対象物にインテグレートして導く光インテ
グレータと、偏光ビームスプリッタアレイから成り前記放電ランプから出射された光の偏
光方向を揃える偏光変換装置と、を備えており、前記光出射側フライアイレンズのレンズ
配置ピッチは、前記光入射側フライアイレンズのレンズ配置ピッチの１／２のピッチであ
り、前記光入射側フライアイレンズの各レンズを通過した各光は、各偏光ビームスプリッ
タを経ることで二つに分かれて前記光出射側フライアイレンズの二つのレンズを通り、前
記各偏光ビームスプリッタの非光入射領域には、光反射型導電性体が配置されており、前
記光反射型導電性体は接地されていることを特徴とする（以下、この項において第１構成
という）。
【０００７】
　上記の構成であれば、輝度ムラを低減するための光インテグレート機能や光の偏光方向
を揃える機能を備えつつ電磁波遮蔽を実現することができる。また、前記光反射型導電性
体を備えることで、余計な光が偏光変換装置内に入るのを防止することができ、これによ
って偏光変換装置の温度上昇を抑制することができる。すなわち、前記光反射型導電性体
を備えることで電磁波遮蔽と偏光変換装置の温度上昇抑制の機能が得られることになる。
【０００８】
　また、この発明の照明装置は、電磁波を発生する無電極の放電ランプと、光入射側フラ
イアイレンズ及び光出射側フライアイレンズから成り前記放電ランプから出射されて略平
行光化された光を照明対象物にインテグレートして導く光インテグレータと、偏光ビーム
スプリッタアレイから成り前記放電ランプから出射された光の偏光方向を揃える偏光変換
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装置と、多数の開口を有した平板状の導電性体と、を備えており、前記光出射側フライア
イレンズのレンズ配置ピッチは、前記光入射側フライアイレンズのレンズ配置ピッチの１
／２のピッチであり、前記光入射側フライアイレンズの各レンズを通過した各光は、各偏
光ビームスプリッタを経ることで二つに分かれて前記光出射側フライアイレンズの二つの
レンズ及び前記導電性体の開口を通り、前記導電性体は接地されていることを特徴とする
（以下、この項において第２構成という）。
【０００９】
　上記の構成であれば、輝度ムラを低減するための光インテグレート機能や光の偏光方向
を揃える機能を備えつつ電磁波遮蔽を実現することができる。
【００１０】
　前記第２構成において、前記各偏光ビームスプリッタの非光入射領域には第２の導電性
体が配置され、この第２の導電性体が接地されていてもよい。これによれば、電磁波遮蔽
性能が向上する。
【００１１】
　前記第２構成及びこれに従属する構成において、前記光入射側フライアイレンズの各レ
ンズから出射された光は各偏光ビームスプリッタを経た後、先ず前記光出射側フライアイ
レンズの二つのレンズを通って前記導電性体の開口を通るか又は、先ず前記導電性体の開
口を通って前記光出射側フライアイレンズの二つのレンズを通ることとしてもよい。
【００１２】
　前記第１構成又は第２構成又はこの第２構成に従属する構成において、前記光入射側フ
ライアイレンズはそのレンズ凸側を光入射側に位置させており、光出射側となる平坦面側
の非光通過領域に第３の導電性体が配置され、この第３の導電性体が接地されていてもよ
い。これによれば、電磁波遮蔽性能が向上する。
【００１３】
　また、この発明の照明装置は、電磁波を発生する無電極の放電ランプと、中空又は非中
空の棒状体から成り前記放電ランプから出射された光を照明対象物にインテグレートして
導く光インテグレータと、前記光インテグレータの光出射面の側に設けられ特定の偏光方
向の偏光光は透過し他の偏光方向の偏光光は反射するワイヤーグリッド偏光板と、を備え
ており、前記ワイヤーグリッド偏光板はそのワイヤー方向に直交する方向にも複数のワイ
ヤーを有しており、当該ワイヤーグリッド偏光板における前記ワイヤーは接地されている
ことを特徴とする（以下、この項において第３構成という）。
【００１４】
　また、この発明の照明装置は、電磁波を発生する無電極の放電ランプと、中空又は非中
空の棒状体から成り前記放電ランプから出射された光を照明対象物にインテグレートして
導く光インテグレータと、前記光インテグレータの光出射面の側に設けられ特定の偏光方
向の偏光光は透過し他の偏光方向の偏光光は反射する第１のワイヤーグリッド偏光板と、
当該第１のワイヤーグリッド偏光板よりも前記放電ランプに近い側に設けられた第２のワ
イヤーグリッド偏光板と、光の偏光方向を９０°又は略９０°回転させる位相差板と、を
備えており、前記位相差板は前記二つのワイヤーグリッド偏光板の間に配置されており、
前記二つのワイヤーグリッド偏光板はそのワイヤー方向を互いに直交又は略直交させてお
り、両ワイヤーグリッド偏光板における前記ワイヤーは接地されていることを特徴とする
（以下、この項において第４構成という）。
【００１５】
　これら第３構成や第４構成によれば、輝度ムラを低減するための光インテグレート機能
や光の偏光方向を揃える機能を備えつつ電磁波遮蔽を実現することができる。
【００１６】
　前記第３構成又は第４構成において、前記光インテグレータの側面が導電性体にて覆わ
れ、前記導電性体が接地されていてもよい。これによれば、電磁波遮蔽性能が向上する。
【００１７】
　前記第３構成又は第４構成又はこれらに従属する構成において、前記光インテグレータ
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の光入射面側であって前記放電ランプからの光の入射を妨げない箇所に導電性ミラーが配
置されると共にこの導電性ミラーと前記光インテグレータの光入射面との間には光の偏光
方向を４５°又は略４５°回転させる位相差板が配置されており、前記導電性ミラーが接
地されていてもよい。これによれば、電磁波遮蔽性能が向上する。
【００１８】
　また、この発明の照明装置は、電磁波を発生する無電極の放電ランプと、中空又は非中
空の棒状体から成り前記放電ランプから出射された光を照明対象物にインテグレートして
導く光インテグレータと、前記光インテグレータの光出射面の側に設けられ特定の偏光方
向の偏光光は透過し他の偏光方向の偏光光は反射するワイヤーグリッド偏光板と、を備え
ており、前記ワイヤーグリッド偏光板における前記ワイヤーは接地されていることを特徴
とする（以下、この項において第５構成という）。
【００１９】
　前記第５構成において、前記ワイヤーグリッド偏光板はそのワイヤー方向に直交又は略
直交する方向にも複数のワイヤーを有しており、当該ワイヤーグリッド偏光板における前
記ワイヤーも接地されていてもよい。或いは、前記第５構成において、前記ワイヤーグリ
ッド偏光板のワイヤー方向に直交又は略直交する方向に複数のワイヤーを有する部材を、
前記ワイヤーグリッド偏光板に対面させて設けており、前記部材の前記ワイヤーは接地さ
れていてもよい。
【００２０】
　ここで、前記偏光変換装置によって光の偏光方向は揃えられるが、この偏光方向が十分
に揃っていない場合には、照明対象物の熱ダメージなどを招く。上記第５構成及びこれに
従属する構成であれば、前記ワイヤーグリッド偏光板を備えたことにより、不要な偏光光
を十分に除去できるので前記熱ダメージなどを防止できると同時に、電磁波遮蔽も実現で
きることになる。
【００２１】
　また、この発明の照明装置は、電磁波を発生する無電極の放電ランプと、前記放電ラン
プから出射された光を照明対象物にインテグレートして導く光インテグレータと、前記放
電ランプから出射された光の偏光方向を揃える偏光変換装置と、が電磁波シールドケース
内に配置されており、前記電磁波シールドケースに形成されている光通過用の開口には、
特定の偏光方向の偏光光は透過し他の偏光方向の偏光光は反射する第１のワイヤーグリッ
ド偏光板と、当該第１のワイヤーグリッド偏光板に対面して設けられた第２のワイヤーグ
リッド偏光板と、光の偏光方向を９０°又は略９０°回転させる位相差板と、が配置され
ており、前記位相差板は前記二つのワイヤーグリッド偏光板の間に配置されており、前記
二つのワイヤーグリッド偏光板はそのワイヤー方向を互いに直交又は略直交させており、
両ワイヤーグリッド偏光板における前記ワイヤー及び前記電磁波シールドケースは接地さ
れていることを特徴とする（以下、この項において第６構成という）。
【００２２】
　前記第５構成又は第６構成において、前記光インテグレータは、フライアイレンズ対か
ら成るか又は中空又は非中空の棒状体から成っていてもよい。
【００２３】
　また、この発明の投写型映像表示装置は、照明装置から出射された光を変調する一つ又
は複数のライトバルブを備えた投写型映像表示装置において、前記照明装置として上述し
たいずれかの照明装置を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２４】
　以上説明したように、この発明によれば、電磁波を放出する放電ランプを用いる構成に
おいて、輝度ムラを低減するための光インテグレート機能や光の偏光方向を揃える機能を
備えつつ電磁波遮蔽性能を実現することができる等の諸効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
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　以下、この発明の実施例の照明装置及び投写型映像表示装置を図１乃至図１４に基づい
て説明していく。
【００２６】
　図１はこの発明にかかる照明装置１を備えた三板式の投写型映像表示装置を示した説明
図である。照明装置１から出射された白色光は第１ダイクロイックミラー６８へと導かれ
る。第１ダイクロイックミラー６８は、赤色波長帯域の光を透過し、シアン（緑＋青）の
波長帯域の光を反射する。第１ダイクロイックミラー６８を透過した赤色波長帯域の光は
、反射ミラー６９にて反射されて光路を変更される。反射ミラー６９にて反射された赤色
光はコンデンサレンズ７０を経て赤色光用の透過型の液晶表示パネル８１を透過すること
によって光変調される。一方、第１ダイクロイックミラー６８にて反射したシアンの波長
帯域の光は、第２ダイクロイックミラー７１に導かれる。
【００２７】
　第２ダイクロイックミラー７１は、青色波長帯域の光を透過し、緑色波長帯域の光を反
射する。第２ダイクロイックミラー７１にて反射した緑色波長帯域の光はコンデンサレン
ズ７２を経て緑色光用の透過型の液晶表示パネル８２に導かれ、これを透過することによ
って光変調される。また、第２ダイクロイックミラー７１を透過した青色波長帯域の光は
、反射ミラー７４，７６、リレーレンズ７３，７５、及びコンデンサレンズ７７を経て青
色光用の透過型の液晶表示パネル８３に導かれ、これを透過することによって光変調され
る。
【００２８】
　各液晶表示パネル８１，８２，８３は、入射側偏光板８１ａ，８２ａ，８３ａと、一対
のガラス基板（画素電極や配向膜を形成してある）間に液晶を封入して成るパネル部８１
ｂ，８２ｂ，８３ｂと、出射側偏光板８１ｃ，８２ｃ，８３ｃとを備えて成る。液晶表示
パネル８１，８２，８３を経ることで変調された変調光（各色映像光）は、クロスダイク
ロイックプリズム７８によって合成されてカラー映像光となる。このカラー映像光は、投
写レンズ７９によって投写され、スクリーン上に表示される。
【００２９】
　照明装置１は、図２にも示しているように、放電ランプ１１と、コンデンサレンズ１２
と、インテグレータレンズ１３と、偏光変換装置１４と、電磁波シールド板１５と、電磁
波シールド壁１６と、から成る。
【００３０】
　前記放電ランプ１１は無電極の構造を有し、マイクロ波などの電磁波が印加されること
によってランプ内物質が励起されて放電現象を生じ、ランプ開口から光を放出する。かか
る放電ランプ１１としては、例えば特表２００３－５２３５２７号に開示された構造等を
利用することができる。なお、前記ランプ開口を方形状とし、そのアスペクト比を照明対
象物のアスペクト比とするのが望ましいが、これに限定されるものではない。また、この
実施形態では、放電ランプ１１自体も金属メッシュ１１ａで覆われており、当該金属メッ
シュ１１ａが接地（アース）されている。
【００３１】
　前記コンデンサレンズ１２は、放電ランプ１１のランプ開口から出射された光を受けて
、当該光を略平行光化する。
【００３２】
　前記インテグレータレンズ１３は、光入射側フライアイレンズ１３ａと光出射側フライ
アイレンズ１３ｂにて構成されており、個々のレンズ対が放電ランプ１１のランプ開口か
ら出射された光を液晶表示パネル８１，８２，８３の全面へ導くようになっている。これ
により、放電ランプ１１のランプ開口から出射された光に輝度ムラが存在したとしても、
液晶表示パネル８１，８２，８３上に導かれる光束においては輝度の均一性が得られるこ
とになる。なお、前記光出射側フライアイレンズ１３ｂのレンズ配置ピッチ（光を偏光分
離する方向のピッチ）は、前記光入射側フライアイレンズ１３ａのレンズ配置ピッチの１
／２である。
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【００３３】
　偏光変換装置１４は、前記光出射側フライアイレンズ１３ｂの光入射側に配置されてい
る。偏光変換装置１４の基本ユニットは、図３に示すように、二つの偏光ビームスプリッ
タ（ＰＢＳ）１４ａ・１４ａと、そのうちの一つの偏光ビームスプリッタ１４ａの光出射
側に配置された位相差板（１／２λ板）１４ｂとから成る。各偏光ビームスプリッタ１４
ａの偏光分離膜は、Ｐ偏光光を通過させ、Ｓ偏光光を９０°光路変更する。光路変更され
たＳ偏光光は隣接の偏光分離膜にて反射されてそのまま出射される。一方、偏光分離膜を
透過したＰ偏光光はその前側（光出射側）に設けてある前記位相差板１４ｂによってＳ偏
光光に変換されて出射される。すなわち、この例では、ほぼ全ての光はＳ偏光光に変換さ
れる。
【００３４】
　前記光入射側フライアイレンズ１３ａの各レンズから出射された光は各偏光ビームスプ
リッタ１４ａを経ることで二つの光束となり、前記光出射側フライアイレンズ１３ｂの二
つのレンズを通ることになる。各レンズを通った光はリレーレンズ２に至る。
【００３５】
　前記電磁波シールド板１５は、前記光出射側フライアイレンズ１３ｂの光出射側に配置
されている。電磁波シールド板１５は、光出射側フライアイレンズ１３ｂの各レンズの光
軸上に方形状或いは円形状等の開口を有する。前記開口は、光の通過を妨げない大きさで
且つ極力小さくされている。電磁波シールド板１５は、例えば、金属板に前記開口をプレ
ス加工等によって形成して成るものである。電磁波シールド板１５は電磁波シールド壁１
６と電気的に接触するように設けられる。上記電磁波シールド壁１６は例えば金属メッシ
ュをケース状に形成したものであり、この電磁波シールド壁１６が接地（アース）される
ことで前記電磁波シールド板１５も接地されたものとなる。なお、電磁波シールド板１５
は前記光出射側フライアイレンズ１３ｂの光出射側の面に貼り付けられていてもよいし、
前記光出射側フライアイレンズ１３ｂの光出射側の面上で膜状或いは箔状に形成されてい
てもよい。また、上述した接地（アース）は、交流或いは高周波に対して好適な接地構造
とするのがよい。後で説明する他の構成例における接地（アース）においても同様である
。
【００３６】
　以上示した構成は、光インテグレート機能を実現するインテグレータレンズ１３及び光
の偏光方向を揃える偏光変換装置１４を備える光学系において電磁波シールド板１５を具
備する構成を実現している。すなわち、放電ランプ１１を用いる照明装置において光イン
テグレートと偏光方向統一と電磁波シールドのいずれも実現される。
【００３７】
　図４に他の構成例を有する照明装置１０Ａを示す。この照明装置１０Ａは、図３に示し
た照明装置１において、前記偏光変換装置１４の光入射側に第２の電磁波シールド板１５
Ａを備えた構成を有する。この第２の電磁波シールド板１５Ａは、偏光変換装置１４の非
光入射領域に形成された導電性膜（例えば、金属膜を採用できるが、光反射機能のない透
明導電性膜や不透明導電性膜を採用することもできる）から成り、個々の導電性膜（或い
は、各導電性膜に電気的に接続された共通導電性膜）が接地されている。この実施例では
、前記導電性膜を前記電磁波シールド壁１６に電気的に接続している。なお、第２の電磁
波シールド板１５Ａを偏光変換装置１４上に直に形成するのではなく、板状の部材として
構成してもよい。そして、この板状の部材である第２の電磁波シールド板１５Ａを偏光変
換装置１４の光入射側に配置してもよい。
【００３８】
　上記照明装置１０Ａであれば、前記電磁波シールド板１５の開口（一つおき）の中心軸
上に前記第２の電磁波シールド板１５Ａの導電性膜が位置することになる。すなわち、第
２の電磁波シールド板１５Ａが付加されたことで、前記電磁波シールド板１５の開口の数
が実質的に減らされたことに相当し、その分、電磁波シールド能力が高められることにな
る。なお、第２の電磁波シールド板１５Ａはストライプ形状だけではなく、格子状（網目
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状）に形成することもできる。格子状（網目状）に形成する方が電磁波遮蔽能力をより向
上できる。
【００３９】
　上記照明装置１０Ａにおいて、前記電磁波シールド板１５を省略した構造を採用しても
よい。この場合、第２の電磁波シールド板１５Ａの導電性膜としては、光反射機能を有す
る導電性膜（例えば、金属膜）を用いる。電磁波シールド壁１６の光通過用開口は偏光変
換装置１４の縁側面に近接させて位置させるのがよい。かかる構成であれば、前記光反射
機能を有する導電性膜によって余計な光が偏光変換装置１４内に入るのを防止することが
でき、これによって偏光変換装置１４の温度上昇を抑制することができる。すなわち、前
記光反射機能を有する導電性膜を備えることで電磁波遮蔽と偏光変換装置の温度上昇抑制
の機能が得られることになる。勿論、上記照明装置１０Ａにおいて、第２の電磁波シール
ド板１５Ａが光反射機能を有する導電性膜を備える場合にも同様の利点が得られる。
【００４０】
　図５に他の構成例を有する照明装置１０Ｂを示す。図２に示した照明装置１が前記電磁
波シールド板１５を前記光出射側フライアイレンズ１３ｂの光出射側に配置しているのに
対し、照明装置１０Ｂは、前記電磁波シールド板１５を前記光出射側フライアイレンズ１
３ｂの光入射側に配置している。なお、照明装置１０Ｂにおいて、照明装置１０Ａと同様
に、第２の電磁波シールド板１５Ａを付加することができる。
【００４１】
　図６に他の構成例を有する照明装置１０Ｃを示す。図２に示した照明装置１が前記光入
射側フライアイレンズ１３ａをその凸レンズが光出射側に向くように配置しているのに対
し、照明装置１０Ｃは、前記光入射側フライアイレンズ１３ａをその凸レンズが光入射側
に向くように配置している。そして、前記光入射側フライアイレンズ１３ａの光出射側と
なる平坦面側の非光通過領域に第３の電磁波シールド板１５Ｂを付加している。この第３
の電磁波シールド板１５Ｂは、前記非光通過領域に形成された導電性膜（例えば、金属膜
）から成り、各レンズの縁に沿った格子状（網目状）を成すことになる。そして、この第
３の電磁波シールド板１５Ｂは、この実施例では、前記電磁波シールド壁１６に電気的に
接続されることで接地されている。
【００４２】
　なお、第３の電磁波シールド板１５Ｂを前記平坦面上に直に形成するのではなく、板状
の部材として構成し、この板状の部材である第３の電磁波シールド板１５Ｂを前記平坦面
側に配置してもよい。また、この照明装置１０Ｃにおいて、照明装置１０Ａと同様に、第
２の電磁波シールド板１５Ａを付加することができる。或いは、前記第２の電磁波シール
ド板１５Ａを付加する一方で電磁波シールド板１５を省略した構成も採用できる。更に、
この照明装置１０Ｃにおいて、照明装置１０Ｂと同様に、前記電磁波シールド板１５を前
記光出射側フライアイレンズ１３ｂの光入射側に配置することもできる。
【００４３】
　図７に他の構成例を有する照明装置５０Ａを示す。この照明装置５０Ａは、光インテグ
レータであるロッドインテグレータ５１を備える。この例では、ロッドインテグレータ５
１はテーパ形状（四角錐の先端を切除した形状）を有しており、光入射面よりも大きな光
出射面を有する。勿論、このような形状に限らず、例えば、非テーパ形状（４角柱形状等
）を有するものでもよい。また、前記光入射面及び光出射面の形状は方形状に限るもので
はないが、照明対象物が方形状であるなら、少なくとも前記光出射面は方形状であるのが
よいし、また、この光出射面のアスペクト比は照明対象物のアスペクト比に一致又は略一
致するのがよい。また、ロッドインテグレータ５１は中空形状（内面がミラー）でもよい
し非中空形状（透明ガラス等）でもよい。
【００４４】
　放電ランプ１１のランプ開口は、ロッドインテグレータ５１の前記光入射面に向けられ
ており、前記ランプ開口から出射された光は、ロッドインテグレータ５１内を通ることで
輝度ムラが軽減されて前記光出射面から出射される。また、上記テーパ形状を有すること
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で、光の分散角を小さくできる。
【００４５】
　ロッドインテグレータ５１の光出射面の側には、反射型のワイヤーグリッド偏光板５２
が配置されている。ワイヤーグリッド偏光板５２は、透明基板上にワイヤー（金属線）を
微細ピッチ（ナノオーダー）でアレイ配置して成るものであり、特定の偏光方向の偏光光
（例えば、Ｐ偏光光）は透過し他の偏光方向の偏光光（例えば、Ｓ偏光光）は反射する。
また、このワイヤーグリッド偏光板５２は、図８に示すように、本来のワイヤーに加えて
、当該ワイヤーに直交する方向にも複数本のワイヤー５２ａが、電磁波を吸収（遮蔽）す
るのに適した間隔（例えばミリオーダー）で配置されている。そして、当該ワイヤーグリ
ッド偏光板５２における前記ワイヤー５２ａは接地されている。
【００４６】
　上記照明装置５０Ａであれば、ロッドインテグレータ５１の光出射面から電磁波が放出
されようとしても、この光出射面の側にはワイヤーグリッド偏光板５２が配置されており
、このワイヤーグリッド偏光板５２は本来のワイヤーに加えてそれに直交するワイヤー５
２ａを有するので、前記電磁波の放出を十分に防止できることになる。すなわち、放電ラ
ンプ１１を用いる照明装置において出射光のインテグレート機能と偏光方向統一と電磁波
シールドのいずれも実現されたものとなる。
【００４７】
　なお、電磁波シールド性能が多少劣る可能性はあるが、前記ワイヤー５２ａを有しない
通常のワイヤーグリッド偏光板を用いてもよい。また、通常のワイヤーグリッド偏光板と
、透明基板上に前記ワイヤー５２ａを有した部材とを対面させて配置してもよい。前記部
材における前記ワイヤー５２ａは接地される。
【００４８】
　図９に他の構成例を有する照明装置５０Ｂを示す。この照明装置５０Ｂは、図８に示し
た照明装置５０Ａにおいて、ロッドインテグレータ５１の側面を導電性体（例えば、金属
膜、金属メッシュ等）５３にて覆い、前記導電性体５３を接地した構造を有する。なお、
導電性体５３として光反射機能に優れた金属膜等を用いるのが望ましい。
【００４９】
　更に、ロッドインテグレータ５１の光入射面側であって前記放電ランプ１１からの光の
入射を妨げない箇所には導電性ミラー５４が配置されると共にこの導電性ミラー５４と前
記ロッドインテグレータ５１の光入射面側との間には光の偏光方向を４５°又は略４５°
回転させる位相差板（１／４λ板）５５が配置されている。そして、前記導電性ミラー５
４は接地されている。
【００５０】
　上記照明装置５０Ｂであれば、ロッドインテグレータ５１の側面及び光入射面の一部か
ら漏れ出る電磁波についてもシールドできる。更に、単に導電性ミラー５４を設けたので
はなく、この導電性ミラー５４とロッドインテグレータ５１の光入射面との間に位相差板
５５を配置したので、前記ワイヤーグリッド偏光板５２で反射された偏光光は、前記位相
差板５５内を往復することで前記特定の偏光方向の偏光光となり、前記ワイヤーグリッド
偏光板５２を透過することができ、出射される光の量を増大できることになる。
【００５１】
　図１０に他の構成例を有する照明装置５０Ｃを示す。この照明装置５０Ｃは、図７に示
した照明装置５０Ａのワイヤーグリッド偏光板５２に代えて、２枚のワイヤーグリッド偏
光板５６，５７及び光の偏光方向を９０°又は略９０°回転させる位相差板（１／２λ板
）５８を備える。ワイヤーグリッド偏光板５６，５７は、前述したワイヤー５２ａ…を有
しない一般的なワイヤーグリッド偏光板であるが、互いのワイヤー方向が直交又は略直交
するように配置されている。そして、前記位相差板５８は、ワイヤーグリッド偏光板５６
，５７の間に設けられているので、ワイヤーグリッド偏光板５６を通過した偏光光を９０
°回転させてワイヤーグリッド偏光板５７に与えることになる。これにより、当該偏光光
はワイヤーグリッド偏光板５７を通過することができる。なお、図１０ではワイヤーグリ
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ッド偏光板５６，５７が離間して配置されているが、前記位相差板５８を挟んで近接配置
されていてもよい。
【００５２】
　上記照明装置５０Ｃであれば、ロッドインテグレータ５１の光出射面から電磁波が放出
されようとしても、この光出射面の側には、ワイヤー方向が互いに直交又は略直交するワ
イヤーグリッド偏光板５６，５７が配置されているので、前記電磁波の放出を十分に防止
できることになる。
【００５３】
　なお、上記照明装置５０Ｃにおいても、前記照明装置５０Ｂにおける導電性体５３を付
加した構造、導電性ミラー５４と位相差板５５とを付加した構造、或いは両方を付加した
構造を採用することができる。また、上述した二つのワイヤーグリッド偏光板５６，５７
を設ける構成において、ワイヤーグリッド偏光板５６をロッドインテグレータ５１の光入
射面の側に設けることも可能である。
【００５４】
　図１１に他の構成例を有する照明装置６０Ａを示す。この照明装置６０Ａは図２に示し
た照明装置１に近似した構成を有する。照明装置６０Ａにおける構成要素のうち、照明装
置１における構成要素と共通する構成要素には同一の符号を付記し、その説明を省略する
。この照明装置６０Ａにおいては、電磁波シールド壁１６の光通過用開口にワイヤーグリ
ッド偏光板５２を配置している。このワイヤーグリッド偏光板５２は接地されている。
【００５５】
　前記偏光変換装置１４によって光の偏光方向は揃えられるが、この偏光方向が十分に揃
っていない場合には、照明対象物（液晶表示パネル８１，８２，８３）の熱ダメージを招
く。上記照明装置６０Ａであれば、前記ワイヤーグリッド偏光板５２を備えたことにより
、前記熱ダメージを防止できると同時に、電磁波遮蔽も実現できることになる。
【００５６】
　前記電磁波シールド壁１６の光通過用開口をリレーレンズ２の手前側（フライアイレン
ズ１３ｂの光出射側）に位置させ、この光通過用開口にワイヤーグリッド偏光板５２を配
置してもよい。かかる構成は、図２の照明装置１の構成において、電磁波シールド板１５
に替えてワイヤーグリッド偏光板５２を配置した構成に相当する。
【００５７】
　また、前記電磁波シールド壁１６の光通過用開口をフライアイレンズ１３ｂの手前側（
偏光変換装置１４の光出射側）に位置させ、この光通過用開口にワイヤーグリッド偏光板
５２を配置してもよい。かかる構成であれば、図１の照明装置１に比べて、電磁波シール
ド壁１６の容積を小さくできる。
【００５８】
　なお、図１１に示した照明装置において、前記ワイヤー５２ａを有しない通常のワイヤ
ーグリッド偏光板を用いてもよい。また、通常のワイヤーグリッド偏光板と、透明基板上
に前記ワイヤー５２ａを有した部材とを対面させて配置してもよい。前記部材における前
記ワイヤー５２ａは接地される。
【００５９】
　図１２に他の構成例を有する照明装置６０Ｂを示す。この照明装置６０Ｂは、電磁波シ
ールド壁１６内に、偏光変換装置として偏光変換装置１４Ａを有し、光インテグレータと
してロッドインテグレータ５１を有する。偏光変換装置１４Ａは偏光ビームスプリッタを
二つ並べた構造を有する。偏光変換装置１４Ａにおけるアスペクト比は、ロッドインテグ
レータ５１の光入口面のアスペクト比に一致又は略一致している。また、電磁波シールド
壁１６の光通過用開口のアスペクト比は、ロッドインテグレータ５１の光出口面のアスペ
クト比に一致又は略一致している。電磁波シールド壁１６の光通過用開口には、ワイヤー
グリッド偏光板５２が配置されている。このワイヤーグリッド偏光板５２は接地されてい
る。
【００６０】
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　前記偏光変換装置１４Ａによって光の偏光方向は揃えられるが、この偏光方向が十分に
揃っていない場合には、照明対象物（液晶表示パネル８１，８２，８３）の熱ダメージを
招く。上記照明装置６０Ｂであれば、前記ワイヤーグリッド偏光板５２を備えたことによ
り、前記熱ダメージを防止できると同時に、電磁波遮蔽も実現できる。前記ワイヤーグリ
ッド偏光板５２を複数枚設けてもよい。また、図１０に示した構成と同様に、ワイヤーグ
リッド偏光板５６，５７及び位相差板５８を前記光通過用開口に配置する構成を採用する
こともできる。
【００６１】
　なお、図１２に示した照明装置において、前記ワイヤー５２ａを有しない通常のワイヤ
ーグリッド偏光板を用いてもよい。また、通常のワイヤーグリッド偏光板と、透明基板上
に前記ワイヤー５２ａを有した部材とを対面させて配置してもよい。前記部材における前
記ワイヤー５２ａは接地される。
【００６２】
　また、これら照明装置を、図１の投写型映像表示装置の照明装置１に代えて用いること
ができる。また、投写型映像表示装置は図１に示した構成に限るものではなく、これら照
明装置が出射する白色光を単一の映像表示パネルに導くことで映像光を生成し、この映像
光を投写光学系にて投写する構成としてもよい。また、液晶表示パネルに限らず、微小ミ
ラーを個々に駆動するタイプの映像表示パネルなどを用いることもできる。
【００６３】
　図１３に反射型の液晶表示パネルを用いた投写型映像表示装置を示す。この投写型映像
表示装置は４つの偏光ビームスプリッタを縦横２×２で配置している。照明装置１からは
、振動方向が紙面に垂直な偏光光（以下、Ｓ偏光光といい）が出射される。波長選択性を
有する位相差板２５は、緑色光に対してだけその振動方向を９０°変更する。すなわち、
緑色光は位相差板２５によって、振動方向が紙面に平行な偏光光（以下、Ｐ偏光光という
）に変換される。緑色光Ｇ（Ｐ）は、偏光ビームスプリッタ２１及び偏光ビームスプリッ
タ２２を透過して緑色用の反射型液晶表示パネル８Ｇに至る。緑色光Ｇ（Ｐ）は、反射型
液晶表示パネル８Ｇに反射することでＳ偏光光の緑色映像光Ｇ（Ｓ）となる。緑色映像光
Ｇ（Ｓ）は偏光ビームスプリッタ２２に反射され、更に偏光ビームスプリッタ２４に反射
され、波長選択性を有する位相差板２８に至る。前記位相差板２８は、緑色光に対してだ
けその振動方向を９０°変更する。すなわち、緑色映像光Ｇ（Ｓ）は位相差板２８によっ
て、緑色映像光Ｇ（Ｐ）に変換され、この緑色映像光Ｇ（Ｐ）が投写レンズ７９に至る。
【００６４】
　偏光ビームスプリッタ２１に反射された赤色光Ｒ（Ｓ）と青色光Ｂ（Ｓ）は、波長選択
性を有する位相差板２６に至る。前記位相差板２６は、赤色光に対してだけその振動方向
を９０°変更する。すなわち、前記位相差板２６から出射される光は、赤色光Ｒ（Ｐ）及
び青色光Ｂ（Ｓ）となって偏光ビームスプリッタ２３に至る。赤色光Ｒ（Ｐ）は偏光ビー
ムスプリッタ２３を透過して赤色用の反射型液晶表示パネル８Ｒに至る。赤色光Ｒ（Ｐ）
は、反射型液晶表示パネル８Ｒに反射することでＳ偏光光の赤色映像光Ｒ（Ｓ）となる。
赤色映像光Ｒ（Ｓ）は偏光ビームスプリッタ２３に反射され、波長選択性を有する位相差
板２７に至る。
【００６５】
　青色光Ｂ（Ｓ）は偏光ビームスプリッタ２３に反射されて青色用の反射型液晶表示パネ
ル８Ｂに至る。青色光Ｂ（Ｓ）は、反射型液晶表示パネル８Ｂに反射することでＰ偏光光
の青色映像光Ｂ（Ｐ）となる。青色映像光Ｂ（Ｐ）は偏光ビームスプリッタ２３を透過し
、前記位相差板２７に至る。
【００６６】
　前記位相差板２７は、赤色光に対してだけその振動方向を９０°変更する。すなわち、
前記位相差板２７から出射される映像光は、赤色映像光Ｒ（Ｐ）及び青色映像光Ｂ（Ｐ）
となって偏光ビームスプリッタ２４に至る。従って、赤色映像光Ｒ（Ｐ）及び青色映像光
Ｂ（Ｐ）はともに偏光ビームスプリッタ２４を透過して前記位相差板２８に至る。前記位
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相差板２８は、緑色光に対してだけその振動方向を９０°変更するので、赤色映像光Ｒ（
Ｐ）及び青色映像光Ｂ（Ｐ）はＰ偏光のまま投写レンズ７９に至る。
【００６７】
　図１４に反射型の液晶表示パネルを用いた投写型映像表示装置の他の構成例を示す。照
明装置１からは、Ｓ偏光光が出射される。ミラー３１にて反射された白色光は、ダイクロ
イックミラー３２に導かれる。ダイクロイックミラー３２は、赤色光Ｒ（Ｓ）を透過し緑
色光Ｇ（Ｓ）と青色光Ｂ（Ｓ）を反射する。緑色光Ｇ（Ｓ）と青色光Ｂ（Ｓ）は、ミラー
３３に反射され、ダイクロイックミラー３４に導かれる。ダイクロイックミラー３４は、
青色光Ｂ（Ｓ）を透過し緑色光Ｇ（Ｓ）を反射する。青色光Ｂ（Ｓ）は、偏光ビームスプ
リッタ３５に反射されて青色用の反射型液晶表示パネル８Ｂに至る。青色光Ｂ（Ｓ）は、
反射型液晶表示パネル８Ｂに反射することでＰ偏光光の青色映像光Ｂ（Ｐ）となる。青色
映像光Ｂ（Ｐ）は、偏光ビームスプリッタ３５を透過し、クロスダイクロイックプリズム
７８に至る。
【００６８】
　緑色光Ｇ（Ｓ）は、偏光ビームスプリッタ３６に反射されて緑色用の反射型液晶表示パ
ネル８Ｇに至る。緑色光Ｇ（Ｓ）は、反射型液晶表示パネル８Ｇに反射することでＰ偏光
光の緑色映像光Ｇ（Ｐ）となる。緑色映像光Ｇ（Ｐ）は、偏光ビームスプリッタ３６を透
過し、クロスダイクロイックプリズム７８に至る。
【００６９】
　赤色光Ｒ（Ｓ）は、偏光ビームスプリッタ３７に反射されて赤色用の反射型液晶表示パ
ネル８Ｒに至る。赤色光Ｒ（Ｓ）は、反射型液晶表示パネル８Ｒに反射することでＰ偏光
光の赤色映像光Ｒ（Ｐ）となる。赤色映像光Ｒ（Ｐ）は、偏光ビームスプリッタ３７を透
過し、クロスダイクロイックプリズム７８に至る。
【００７０】
　赤色映像光Ｒ（Ｐ）と緑色映像光Ｇ（Ｐ）と青色映像光Ｂ（Ｐ）はクロスダイクロイッ
クプリズム７８によって合成されて投写レンズ７９に導かれる。
【００７１】
　図１３及び図１４に示した投写型映像表示装置において、照明装置１に替えて前述した
他の照明装置を用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】この発明の実施形態の照明装置及び投写型映像表示装置の光学系を示した説明図
である。
【図２】図１の照明装置を拡大して示した図である。
【図３】偏光変換装置を示した斜視図である。
【図４】この発明の照明装置の他の構成例を示した説明図である。
【図５】この発明の照明装置の他の構成例を示した説明図である。
【図６】この発明の照明装置の他の構成例を示した説明図である。
【図７】この発明の照明装置の他の構成例を示した説明図である。
【図８】この発明の照明装置の他の構成例を示した説明図である。
【図９】この発明の照明装置の他の構成例を示した説明図である。
【図１０】この発明の照明装置の他の構成例を示した説明図である。
【図１１】この発明の照明装置の他の構成例を示した説明図である。
【図１２】この発明の照明装置の他の構成例を示した説明図である。
【図１３】この発明の他の投写型映像表示装置の光学系を示した説明図である。
【図１４】この発明の他の投写型映像表示装置の光学系を示した説明図である。
【符号の説明】
【００７３】
　１　　照明装置
　３　　液晶表示パネル
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　１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ　照明装置
　１１　放電ランプ
　１３　インテグレータレンズ
　１４　偏光変換装置
　１５　電磁波シールド板
　１６　電磁波シールド壁
　５０Ａ，５０Ｂ，５０Ｃ　照明装置
　５１　ロッドインテグレータ
　５２　ワイヤーグリッド偏光板
　５３　導電性体
　５４　導電性ミラー
　５５　位相差板
　５６　ワイヤーグリッド偏光板
　５７　ワイヤーグリッド偏光板
　５８　位相差板

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１０】
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