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(57)【要約】
【課題】機械的な駆動手段を用いずに、スペックルノイ
ズを効果的に低減させることが可能な照明装置、及びそ
の照明装置を用いるプロジェクタを提供すること。
【解決手段】コヒーレント光を射出する光源部であるレ
ーザ光源１１と、光源部から射出したコヒーレント光を
偏向させる光偏向素子である電気光学素子１２と、光偏
向素子から射出したコヒーレント光を拡散させ、被照射
面へ進行させる複数の拡散照明素子である回折光学素子
を備える光回折部１４と、を有し、光偏向素子は、コヒ
ーレント光を偏向させる偏向角を、光偏向素子へ印加す
る電界に応じて連続的又は段階的に変化させる偏向部を
有し、複数の拡散照明素子は、偏向部により偏向させた
コヒーレント光が入射する位置に設けられる。
【選択図】図１



(2) JP 2009-186647 A 2009.8.20

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コヒーレント光を射出する光源部と、
　前記光源部から射出した前記コヒーレント光を偏向させる光偏向素子と、
　前記光偏向素子から射出した前記コヒーレント光を拡散させ、被照射面へ進行させる複
数の拡散照明素子と、を有し、
　前記光偏向素子は、前記コヒーレント光を偏向させる偏向角を、前記光偏向素子へ印加
する電界に応じて連続的又は段階的に変化させる偏向部を有し、
　複数の前記拡散照明素子は、前記偏向部により偏向させた前記コヒーレント光が入射す
る位置に設けられることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記光偏向素子は、電気光学素子を有することを特徴とする請求項１に記載の照明装置
。
【請求項３】
　前記偏向部は、ＫＴａ１－ｘＮｂｘＯ３（０＜ｘ＜１）を有することを特徴とする請求
項２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記光偏向素子は、音響光学素子を有することを特徴とする請求項１に記載の照明装置
。
【請求項５】
　前記拡散照明素子は、前記コヒーレント光を回折させる回折光学素子であることを特徴
とする請求項１～４のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項６】
　複数の前記回折光学素子は、前記光偏光素子により前記コヒーレント光を偏向させる方
向と略同じ方向へ並列されることを特徴とする請求項５に記載の照明装置。
【請求項７】
　複数の前記回折光学素子は、第１の方向、及び前記第１の方向に略直交する第２の方向
へ並列され、
　前記光偏向素子は、前記第１の方向及び前記第２の方向へ前記コヒーレント光を偏向さ
せることを特徴とする請求項６に記載の照明装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の照明装置と、
　前記照明装置により供給された光を画像信号に応じて変調する空間光変調装置と、を有
することを特徴とするプロジェクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置及びプロジェクタ、特に、レーザ光を用いる照明装置の技術に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、プロジェクタの光源として、レーザ光源を用いる技術が提案されている。プロジ
ェクタの光源として従来用いられているＵＨＰランプと比較すると、レーザ光源は、高い
色再現性、瞬時点灯が可能、長寿命である等の利点がある。レーザ光源は、レーザ光を回
折させる回折光学素子と組み合わせることができる。回折光学素子は、照射領域の整形、
拡大、及び照射領域における光量分布の均一化を同時に行うことが可能である。回折光学
素子により複数の機能を果たす構成とすることで、プロジェクタの光学系は、小型化、省
スペース化が容易となる上、安価にできる。コヒーレント光であるレーザ光を拡散面に照
射させると、明点及び暗点がランダムに分布するスペックルパターンと呼ばれる干渉模様
が現れることがある。スペックルパターンは、拡散面の各点で拡散した光同士がランダム
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に干渉し合うことにより発生する。画像を表示する際にスペックルパターンが認識される
と、ぎらぎらとするちらつき感を観察者へ与えるため、画像観賞へ悪影響を及ぼすことと
なる。このため、レーザ光源を用いる場合、スペックルノイズへの対策を講じる必要があ
る。スペックルノイズの低減について、例えば、特許文献１には、拡散素子を回転又は振
動させることによって複数のスペックルパターンを重畳させる技術が提案されている。ま
た、特許文献２には、複数の回折光学素子へ順次レーザ光を入射させることによって複数
のスペックルパターンを重畳させる技術が提案されている。いずれの技術も、複数のスペ
ックルパターンを重畳させ、特定のスペックルパターンを認識させにくくすることで、ス
ペックルノイズを低減させる。
【０００３】
【特許文献１】特開平６－２０８０８９号公報
【特許文献２】特開２００７－１１４３５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の技術は、拡散素子を回転又は振動させるための機械的な駆動手段が必要で
ある。駆動手段が必要であると、装置の信頼性の低下や装置の大型化、静粛性の悪化が引
き起こされる場合がある。拡散素子を回転又は振動させると、拡散素子に高い耐久性が要
求されることにより、コストが増大することにもなる。特許文献２の技術は、複数の回折
光学素子へ順次レーザ光を入射させるために、レーザ光の光路を切り換えるスイッチング
素子を用いる。スイッチング素子としては、光学機能層を有するホログラム構造体が用い
られている。光学機能層は、複屈折性を有するポリマー部と、液晶分子を分散させた液晶
部とを交互に積層させて構成されている。かかるスイッチング素子を用いる場合、レーザ
光を偏向させる偏向角を大きくすることが困難である。レーザ光の偏向角が小さいほど、
レーザ光を入射させる回折光学素子の数が少なくなる。レーザ光を入射させる回折光学素
子の数が少ないほど、重畳させるスペックルパターンの数も少なくなることから、スペッ
クルノイズを低減させることが困難となる。このように、従来の技術によると、機械的な
駆動手段を用いずにスペックルノイズを低減させることが困難であるという問題を生じる
。本発明は、上述の問題に鑑みてなされたものであり、機械的な駆動手段を用いずに、ス
ペックルノイズを効果的に低減させることが可能な照明装置、及びその照明装置を用いる
プロジェクタ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】
【０００５】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る照明装置は、コヒーレン
ト光を射出する光源部と、光源部から射出したコヒーレント光を偏向させる光偏向素子と
、光偏向素子から射出したコヒーレント光を拡散させ、被照射面へ進行させる複数の拡散
照明素子と、を有し、光偏向素子は、コヒーレント光を偏向させる偏向角を、光偏向素子
へ印加する電界に応じて連続的又は段階的に変化させる偏向部を有し、複数の拡散照明素
子は、偏向部により偏向させたコヒーレント光が入射する位置に設けられることを特徴と
する。
【０００６】
　偏向角を連続的に変化させるとは、コヒーレント光を走査させるように偏向角を連続し
て変化させることをいうものとする。偏向角を段階的に変化させるとは、目標位置ごとに
コヒーレント光が入射するように偏向角を離散的に変化させることをいうものとする。照
明装置は、電界に応じて偏向角を変化させる光偏向素子を用いることにより、スペックル
ノイズを低減させるための機械的な駆動手段を不要とすることができる。大きな偏向角で
コヒーレント光を偏向可能な光偏向素子を用いることにより、光偏向素子は、電界の調節
により多くの拡散照明素子へコヒーレント光を入射させることが可能となる。多くのスペ
ックルパターンを重畳可能とすることで、照明装置は、効果的にスペックルノイズを低減
できる。これにより、機械的な駆動手段を用いずにスペックルノイズを低減させることが
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可能な照明装置を得られる。
【０００７】
　また、本発明の好ましい態様としては、光偏向素子は、電気光学素子を有することが望
ましい。電気光学素子は、印加される電界に応じて屈折率が変化する性質を有する。これ
により、光偏向素子へ印加する電界に応じてコヒーレント光の偏向角を変化させることが
できる。
【０００８】
　また、本発明の好ましい態様としては、偏向部は、ＫＴａ１－ｘＮｂｘＯ３（０＜ｘ＜
１）を有することが望ましい。ＫＴａ１－ｘＮｂｘＯ３（以下、適宜ＫＴＮという）は、
電気光学効果が極めて大きい性質を持つ。これにより、大きな偏向角でコヒーレント光を
偏向させることができる。
【０００９】
　また、本発明の好ましい態様としては、光偏向素子は、音響光学素子を備えることが望
ましい。音響光学素子は、偏向部である音響光学媒体と、超音波や音波を発生させる圧電
素子とを組み合わせた構成とする。音響光学素子は、圧電素子へ電界を印加することによ
り発生させた超音波や音波を用いて音響光学媒体に疎密波を生じさせ、音響光学媒体を通
過する光を回折させる。これにより、光偏向素子へ印加する電界に応じてコヒーレント光
の偏向角を変化させることができる。
【００１０】
　また、本発明の好ましい態様としては、拡散照明素子は、コヒーレント光を回折させる
回折光学素子であることが望ましい。これにより、コヒーレント光を拡散させ、被照射面
へ進行させることができる。
【００１１】
　また、本発明の好ましい態様としては、複数の回折光学素子は、光偏光素子によりコヒ
ーレント光を偏向させる方向と略同じ方向へ並列されることが望ましい。これにより、光
偏向素子により偏向させたコヒーレント光を各回折光学素子へ入射させることができる。
【００１２】
　また、本発明の好ましい態様としては、複数の回折光学素子は、第１の方向、及び第１
の方向に略直交する第２の方向へ並列され、光偏向素子は、第１の方向及び第２の方向へ
コヒーレント光を偏向させることが望ましい。これにより、多くの回折光学素子へコヒー
レント光を入射させ、効果的にスペックルノイズを低減させることができる。
【００１３】
　さらに、本発明に係るプロジェクタは、上記の照明装置と、照明装置により供給された
光を画像信号に応じて変調する空間光変調装置と、を有することを特徴とする。上記の照
明装置を用いることにより、機械的な駆動手段を用いずにスペックルノイズを低減させる
ことができる。これにより、高い静粛性及び高い信頼性を備え、スペックルノイズが低減
された高品質な画像を表示可能なプロジェクタを得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に図面を参照して、本発明の実施例を詳細に説明する。
【実施例１】
【００１５】
　図１は、本発明の実施例１に係る照明装置１０の概略構成を示す。レーザ光源１１は、
コヒーレント光であるレーザ光を射出する光源部であって、例えば、半導体レーザを備え
る。電気光学素子１２は、レーザ光源１１から射出したレーザ光を偏向させる光偏向素子
として機能する。平行化レンズ１３は、電気光学素子１２から射出したレーザ光の光束を
平行化する。光回折部１４は、平行化レンズ１３から射出したレーザ光を回折させ、照明
対象物Ｉの被照射面へ回折光を進行させる。光回折部１４は、照射領域の整形及び拡大、
照射領域における光量分布の均一化を行う。照明対象物Ｉは、例えば、空間光変調装置で
ある。
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【００１６】
　図２は、光回折部１４の平面構成を示す。光回折部１４は、複数、例えば６個の回折光
学素子１５を有する。回折光学素子１５は、光回折部１４の表面、例えば、レーザ光を射
出する射出面に形成されている。回折光学素子１５は、電気光学素子１２から射出したレ
ーザ光を回折により拡散させ、被照射面へ進行させる拡散照明素子として機能する。複数
の回折光学素子１５は、第１の方向へ並列させて設けられている。第１の方向は、後述す
る光軸に略直交する特定方向である。図２では、紙面に平行な上下方向を第１の方向とす
る。回折光学素子１５としては、例えば、計算機合成ホログラム（Computer　Generated
　Hologram；ＣＧＨ）を用いることができる。
【００１７】
　図３は、回折光学素子１５の平面構成を模式的に表したものである。図４は、図３のＡ
Ａ断面構成を示す。回折光学素子１５は、矩形領域１６を単位として形成された複数の凹
凸を備える。かかる凹凸は、図４に示す断面において矩形形状をなしている。図３におい
て、各矩形領域１６に塗潰しやハッチング等を付すことで、紙面に垂直な方向への高低差
が設けられていることを表している。
【００１８】
　回折光学素子１５は、矩形領域１６ごとにレーザ光の位相を変化させる。回折光学素子
１５は、レーザ光の位相を空間的に変化させることにより、回折光を生じさせる。矩形領
域１６のピッチ及び凹凸の高さを含む表面条件を最適化することにより、回折光学素子１
５に所定の機能を持たせることができる。回折光学素子１５の表面条件を最適化する設計
手法としては、例えば反復フーリエ変換等、所定の演算手法（シミュレーション手法）を
用いることができる。回折光学素子１５は、断面において矩形形状をなす凹凸を備える構
成である他、断面において三角形状をなす凹凸を備える構成としても良い。
【００１９】
　光回折部１４は、例えば、所望の形状を備えるモールド（型）を形成した後、モールド
の形状を基板に熱転写する、いわゆるナノインプリントの手法を用いて製造することがで
きる。この他、光回折部１４は、所望の形状を形成可能であれば、従来用いられる他の手
法により製造することとしても良い。
【００２０】
　図５は、電気光学素子１２の斜視概略構成を示す。電気光学素子１２は、ＫＴＮ結晶２
０、第１電極２１、及び第２電極２２を有する。ＫＴＮ結晶２０は、カリウム（Ｋ）、タ
ンタル（Ｔａ）、ニオブ（Ｎｂ）、酸素（Ｏ）からなる透明な結晶である。ＫＴＮ結晶２
０は、レーザ光を偏向させる偏向角を、電気光学素子１２へ印加する電界に応じて連続的
に変化させる偏向部として機能する。ＫＴＮ結晶２０は、立方体形状をなしている。第１
電極２１は、ＫＴＮ結晶２０のうち一つの面に設けられている。第２電極２２は、ＫＴＮ
結晶２０のうち第１電極２１が設けられた面とは反対側の面に設けられている。第１電極
２１及び第２電極２２は、不図示の電源に接続されている。
【００２１】
　図６は、電気光学素子１２によるレーザ光の偏向について説明するものである。電気光
学素子１２は、印加される電界に応じて結晶の屈折率を変化させる性質を備える。このよ
うな電気光学効果には、加えた電界に屈折率変化が比例する一次の電気光学効果（ポッケ
ルス効果）と、加えた電界の二乗に屈折率変化が比例する二次の電気光学効果（カー効果
）とがある。ＫＴＮ結晶２０は、二次の電気光学効果が極めて大きい光学結晶として知ら
れている。第１電極２１及び第２電極２２の間に印加する電圧を変化させると、ＫＴＮ結
晶２０に印加される電界に応じて、レーザ光を偏向させる偏向角が変化する。偏向角とは
、電気光学素子１２へ入射するレーザ光の主光線の延長線（図中破線）と、電気光学素子
１２から射出するレーザ光の主光線とがなす角度であるとする。
【００２２】
　照明装置１０の光軸ＡＸは、照明対象物Ｉの照射領域の中心を通る、被照射面に垂直な
軸であるとする。例えば、電気光学素子１２は、光軸ＡＸを中心としてレーザ光の偏向角



(6) JP 2009-186647 A 2009.8.20

10

20

30

40

50

を変化させる。レーザ光の偏向角は、図中反時計回りを正として表すと、光軸ＡＸを中心
として例えば±６度の範囲において変化する。電気光学素子１２は、第１の方向へレーザ
光を偏向させる。
【００２３】
　図７は、光回折部１４におけるレーザ光の走査について説明するものである。光回折部
１４は、ＫＴＮ結晶２０により偏向させたレーザ光が各回折光学素子１５へ入射するよう
に位置決めされている。電気光学素子１２は、レーザ光の偏向角を連続的に変化させるこ
とにより、各回折光学素子１５に対してレーザ光のスポットｓｐを繰り返し走査させる。
各回折光学素子１５は、電気光学素子１２から入射するレーザ光を拡散させることにより
、被照射面にて一定の照射領域を形成するように設計されている。ここで、電気光学素子
１２から各回折光学素子１５へ入射するレーザ光は、入射する回折光学素子１５に応じて
異なるスペックルパターンを有する照射領域を被照射面に形成する。従って、照明装置１
０は、各回折光学素子１５へレーザ光を入射させることにより、被照射面にて複数のスペ
ックルパターンを重畳させることができる。
【００２４】
　照明装置１０は、電界に応じて偏向角を変化させるＫＴＮ結晶２０を用いることにより
、機械的な駆動手段を不要とすることができる。大きな偏向角でレーザ光を変更可能なＫ
ＴＮ結晶２０を用いることにより、電気光学素子１２は、電界の調節により多くの回折光
学素子１５へレーザ光を入射させることが可能となる。多くのスペックルパターンを重畳
可能とすることで、照明装置１０は、効果的にスペックルノイズを低減できる。これによ
り、機械的な駆動手段を用いずに、スペックルノイズを効果的に低減させることができる
という効果を奏する。
【００２５】
　照明装置１０は、電気光学素子１２からのレーザ光を入射させる回折光学素子１５を、
例えば、１秒間に６０回以上切り換えることが望ましい。これにより、人間が特定のスペ
ックルパターンを認識するよりも早くスペックルパターンを変化させることを可能とし、
スペックルノイズを効果的に低減させることができる。光回折部１４は、特定方向へ並列
された複数の回折光学素子１５を有するものであれば良く、６個の回折光学素子１５を有
するものに限られない。
【００２６】
　図８は、本実施例の変形例に係る照明装置に用いられる光回折部２５の平面構成を示す
。光回折部２５は、９個の回折光学素子１５を有する。９個の回折光学素子１５は、第１
の方向に３個、及び第２の方向に３個のマトリクス状に配置されている。第２の方向は、
光軸及び第１の方向に略直交する方向である。図８では、紙面に平行な上下方向を第１の
方向、紙面に平行な左右方向を第２方向とする。不図示の電気光学素子は、互いに重ね合
わせられた２つのＫＴＮ結晶２０（図６参照）を有する。電気光学素子は、２つのＫＴＮ
結晶２０を用いることにより、第１の方向及び第２の方向へレーザ光を偏向させる。二次
元方向へレーザ光を偏向させることで、一方向へレーザ光を偏向させる場合に比較して、
多くの回折光学素子１５へレーザ光を入射させ、効果的にスペックルノイズを低減させる
ことができる。
【００２７】
　本変形例において電気光学素子は、回折光学素子１５ごとにレーザ光が入射するように
、レーザ光の偏向角を離散的に変化させる。電気光学素子は、レーザ光を偏向させる偏向
角を、電気光学素子へ印加する電界に応じて段階的に変化させる。本変形例の場合も、機
械的な駆動手段を用いずに、スペックルノイズを効果的に低減させることができる。光回
折部２５は、第１の方向及び第２の方向へ並列された複数の回折光学素子１５を有するも
のであれば良く、９個の回折光学素子１５を有するものに限られない。第１の方向へ並列
された複数の回折光学素子１５へレーザ光を入射させる上記の電気光学素子１２も、偏向
角を段階的に変化させるものであっても良い。また、本変形例の電気光学素子は、偏向角
を連続的に変化させるものであっても良い。
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【００２８】
　電気光学素子は、ＫＴＮ結晶２０を有する場合に限られない。電気光学素子は、電気光
学効果が得られる電気光学結晶であれば良い。電気光学素子は、例えば、ＬＮ（ＬｉＮｂ
Ｏ３）結晶を用いることとしても良い。レーザ光源１１は、半導体レーザを備えるもので
ある場合に限られず、固体レーザ、液体レーザ、ガスレーザ等を備えるものであっても良
い。照明装置１０は、光源部にレーザ光源１１を用いる場合に限られない。照明装置１０
は、光源部として、例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ）、スーパールミネッセンスダイオ
ード（ＳＬＤ）等の固体光源を用いる構成としても良い。
【実施例２】
【００２９】
　図９は、本発明の実施例２に係る照明装置のうち、音響光学素子（Acoust　Optical　M
odulators；ＡＯＭ）３０を示す。上記実施例１と重複する説明は省略する。ＡＯＭ３０
は、レーザ光源１１（図１参照）から射出したレーザ光を偏向させる光偏向素子として機
能する。ＡＯＭ３０は、音響光学媒体３１及び圧電素子３２を有する。音響光学媒体３１
は、例えば、音響光学結晶であるＴｅＯ２やＰｂＭｏＯ４等の単結晶を用いることができ
る。音響光学媒体３１は、レーザ光を偏向させる偏向角を、ＡＯＭ３０へ印加する電界に
応じて連続的又は段階的に変化させる偏向部として機能する。音響光学媒体３１は、立方
体形状をなしている。
【００３０】
　圧電素子３２は、音響光学媒体３１の一つの面に接着させて設けられている。圧電素子
３２は、電圧を印加することにより伸縮し、超音波や音波を発生させる。圧電素子３２か
らの超音波や音波は、音響光学媒体３１の内部に疎密波を生じさせる。音響光学媒体３１
は、内部に生じた疎密波によって、屈折率分布の周期的な変化が生じる。ＡＯＭ３０は、
音響光学媒体３１に生じた屈折率分布により、音響光学媒体３１へ入射したレーザ光を回
折させる。レーザ光は、音響光学媒体３１での回折により偏向する。
【００３１】
　ＡＯＭ３０は、圧電素子３２からの超音波や音波の周波数を変化させることにより、レ
ーザ光を偏向させる偏向角を変化させる。ＡＯＭ３０へ入射するレーザ光の主光線の延長
線（図中破線）は、ＡＯＭ３０から射出するゼロ次光の主光線に一致する。ゼロ次光は、
音響光学媒体３１で回折されず、音響光学媒体３１をそのまま透過した光である。本実施
例の照明装置は、ＡＯＭ３０から射出したゼロ次光を吸収する光吸収部を設けることとし
ても良い。光吸収部を用いることにより、迷光の発生を低減させることができる。
【００３２】
　本実施例に係る照明装置は、ＡＯＭ３０を用いることにより、機械的な駆動手段を不要
とすることができる。本実施例の場合も、機械的な駆動手段を用いずに、スペックルノイ
ズを効果的に低減させることができる。
【実施例３】
【００３３】
　図１０は、本発明の実施例３に係るプロジェクタ４０の概略構成を示す。プロジェクタ
４０は、スクリーン４７に光を投写し、スクリーン４７で反射する光を観察することで画
像を鑑賞するフロント投写型のプロジェクタである。プロジェクタ４０は、赤色（Ｒ）光
用照明装置４１Ｒ、緑色（Ｇ）光用照明装置４１Ｇ、青色（Ｂ）光用照明装置４１Ｂを有
する。プロジェクタ４０は、各色光用照明装置４１Ｒ、４１Ｇ、４１Ｂからの光を用いて
画像を表示する画像表示装置である。
【００３４】
　各色光用照明装置４１Ｒ、４１Ｇ、４１Ｂは、上記実施例１の照明装置１０と同様の構
成を有する照明装置である。Ｒ光用照明装置４１Ｒは、Ｒ光用光源部１１Ｒを有する。Ｒ
光用光源部１１Ｒは、Ｒ光であるレーザ光を射出する光源部である。Ｒ光用照明装置４１
ＲからのＲ光は、Ｒ光用空間光変調装置４２Ｒの被照射面へ入射する。Ｒ光用空間光変調
装置４２Ｒは、Ｒ光用照明装置４１ＲからのＲ光を画像信号に応じて変調する空間光変調
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装置である。Ｒ光用空間光変調装置４２Ｒで変調された光は、クロスダイクロイックプリ
ズム４３へ入射する。
【００３５】
　Ｇ光用照明装置４１Ｇは、Ｇ光用光源部１１Ｇを有する。Ｇ光用光源部１１Ｇは、Ｇ光
であるレーザ光を射出する光源部である。Ｇ光用照明装置４１ＧからのＧ光は、Ｇ光用空
間光変調装置４２Ｇの被照射面へ入射する。Ｇ光用空間光変調装置４２Ｇは、Ｇ光用照明
装置４１ＧからのＧ光を画像信号に応じて変調する空間光変調装置である。Ｇ光用空間光
変調装置４２Ｇで変調された光は、クロスダイクロイックプリズム４３のうちＲ光が入射
する面とは異なる面へ入射する。
【００３６】
　Ｂ光用照明装置４１Ｂは、Ｂ光用光源部１１Ｂを有する。Ｂ光用光源部１１Ｂは、Ｂ光
であるレーザ光を射出する光源部である。Ｂ光用照明装置４１ＢからのＢ光は、Ｂ光用空
間光変調装置４２Ｂへ入射する。Ｂ光用空間光変調装置４２Ｂは、Ｂ光用照明装置４１Ｂ
からのＢ光を画像信号に応じて変調する空間光変調装置である。Ｂ光用空間光変調装置４
２Ｂで変調された光は、クロスダイクロイックプリズム４３のうちＲ光が入射する面、Ｇ
光が入射する面とは異なる面へ入射する。各色光用空間光変調装置４２Ｒ、４２Ｇ、４２
Ｂは、透過型液晶表示装置である。透過型液晶表示装置としては、例えば、高温ポリシリ
コンＴＦＴ液晶パネル（High　Temperature　Polysilicon；ＨＴＰＳ）を用いることがで
きる。
【００３７】
　クロスダイクロイックプリズム４３は、互いに略直交させて配置された２つのダイクロ
イック膜４４、４５を有する。第１ダイクロイック膜４４は、Ｒ光を反射し、Ｇ光及びＢ
光を透過させる。第２ダイクロイック膜４５は、Ｂ光を反射し、Ｒ光及びＧ光を透過させ
る。クロスダイクロイックプリズム４３は、それぞれ異なる方向から入射したＲ光、Ｇ光
及びＢ光を合成し、投写レンズ４６の方向へ射出する。投写レンズ４６は、クロスダイク
ロイックプリズム４３で合成された光をスクリーン４７に向けて投写する。
【００３８】
　上記の照明装置１０と同様の構成を有する各色光用照明装置４１Ｒ、４１Ｇ、４１Ｂを
用いることにより、機械的な駆動手段を用いずにスペックルノイズを低減させることがで
きる。これにより、高い静粛性及び高い信頼性を備え、スペックルノイズが低減された高
品質な画像を表示できるという効果を奏する。
【００３９】
　プロジェクタ４０は、空間光変調装置として透過型液晶表示装置を用いる場合に限られ
ない。空間光変調装置としては、反射型液晶表示装置（Liquid　Crystal　On　Silicon；
ＬＣＯＳ）、ＤＭＤ（Digital　Micromirror　Device）、ＧＬＶ（Grating　Light　Valv
e）等を用いても良い。プロジェクタ４０は、色光ごとに空間光変調装置を備える構成に
限られない。プロジェクタ４０は、一の空間光変調装置により２つ又は３つ以上の色光を
変調する構成としても良い。プロジェクタ４０は、空間光変調装置を用いる場合に限られ
ない。プロジェクタ４０は、画像情報を持たせたスライドを用いるスライドプロジェクタ
であっても良い。プロジェクタ４０は、スクリーンの一方の面に光を供給し、スクリーン
の他方の面から射出する光を観察することで画像を鑑賞する、いわゆるリアプロジェクタ
であっても良い。本発明に係る照明装置は、画像表示装置に適用される場合に限られない
。本発明に係る照明装置は、例えば、照明光が供給された被写体を撮像するモニタ装置等
に適用することとしても良い。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　以上のように、本発明に係る照明装置は、プロジェクタに用いる場合に適している。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の実施例１に係る照明装置の概略構成を示す図。
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【図２】光回折部の平面構成を示す図。
【図３】回折光学素子の平面構成を模式的に表した図。
【図４】図３のＡＡ断面構成を示す図。
【図５】電気光学素子の斜視概略構成を示す図。
【図６】電気光学素子によるレーザ光の偏向について説明する図。
【図７】光回折部におけるレーザ光の走査について説明する図。
【図８】変形例に係る照明装置に用いられる光回折部の平面構成を示す図。
【図９】本発明の実施例２に係る照明装置のうちＡＯＭを示す図。
【図１０】本発明の実施例３に係るプロジェクタの概略構成を示す図。
【符号の説明】
【００４２】
　１０　照明装置、１１　レーザ光源、１２　電気光学素子、１３　平行化レンズ、１４
　光回折部、Ｉ　照明対象物、１５　回折光学素子、１６　矩形領域、２０　ＫＴＮ結晶
、２１　第１電極、２２　第２電極、ＡＸ　光軸、２５　光回折部、３０　ＡＯＭ、３１
　音響光学媒体、３２　圧電素子、４０　プロジェクタ、４１Ｒ　Ｒ光用照明装置、４１
Ｇ　Ｇ光用照明装置、４１Ｂ　Ｂ光用照明装置、１１Ｒ　Ｒ光用光源部、１１Ｇ　Ｇ光用
光源部、１１Ｂ　Ｂ光用光源部、４２Ｒ　Ｒ光用空間光変調装置、４２Ｇ　Ｇ光用空間光
変調装置、４２Ｂ　Ｂ光用空間光変調装置、４３　クロスダイクロイックプリズム、４４
　第１ダイクロイック膜、４５　第２ダイクロイック膜、４６　投写レンズ、４７　スク
リーン

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】
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