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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源からの入射光を変調する画像表示素子と、
　第１の偏光を透過し該第１の偏光とは異なる第２の偏光を反射する特性を有し、前記画
像表示素子からの画像光を合成して投射光学系に導く偏光分離素子と、
　前記偏光分離素子の投射光学系側に配置された位相差板と、を有し、
　前記位相差板は、該位相差板の面法線方向及び面内方向とは異なる方向の光学軸を有し
、
　前記位相差板の前記光学軸は、前記偏光分離素子の偏光分離面の法線と該位相差板の前
記面法線とを含む面に平行であることを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記画像表示素子は、前記光源からの前記入射光を変調して反射する反射型画像表示素
子であることを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　光源と、
　前記画像表示素子から前記偏光分離素子を介して得られた画像光を投射する投射光学系
と、を更に有することを特徴とする請求項１又は２に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記位相差板の主面は、前記偏光分離素子の出射面と平行に配置されていることを特徴
とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の画像表示装置。
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【請求項５】
　前記偏光分離素子と前記投射光学系との間に配置され、前記画像光の偏光状態を異なる
偏光状態へ変調する偏光変調素子を更に有し、
　前記位相差板は、前記偏光分離素子と前記偏光変調素子との間に配置されていることを
特徴とする請求項３に記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記偏光変調素子は、１／４波長板、１／２波長板、又は、液晶を用いた偏光変調素子
であることを特徴とする請求項５に記載の画像表示装置。
【請求項７】
　前記偏光分離素子は、Ｐ偏光又はＳ偏光を透過又は反射する偏光ビームスプリッタであ
ることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項８】
　前記位相差板は、該位相差板を透過する光の波長帯域の中心波長λにおいて、該位相差
板の屈折率異方性の差Δｎと位相差板の異方性媒質の厚みｄとの積を位相差Δｎ・ｄとし
たとき、位相差Δｎ・ｄは０．３５λ以上０．６５λ以下の範囲であることを特徴とする
請求項１乃至７のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項９】
　前記位相差板の前記光学軸と前記面法線とのなす角度は、５５度以上７５度以下の範囲
であることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項１０】
　前記位相差板に隣接して配置され、前記面法線と平行な方向に光学軸を有する第２の位
相差板を更に有することを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の画像表示装
置。
【請求項１１】
　前記第２の位相差板は、前記位相差板とは正負逆の屈折率異方性を有することを特徴と
する請求項１０に記載の投射型画像表示装置。
【請求項１２】
　前記画像表示素子から前記偏光分離素子を介して得られた画像光を投射する投射光学系
を取り付ける取り付け部を更に有し、
　前記位相差板は、前記偏光分離素子と前記取り付け部との間に配置されていることを特
徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置に関し、特に３次元画像を表示する投射型画像表示装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、直交する偏光を利用して３次元画像を表示する液晶プロジェクタ（投射型画像表
示装置）が提案されている。このような液晶プロジェクタは、右目用画像と左目用画像を
互いに異なる偏光状態で同一のスクリーンに同時に投射する。観察者は、偏光板や円偏光
板等の検光手段を用いてそれぞれの画像がそれぞれの目に入るように観察することで、３
次元画像を観察することができる。
【０００３】
　特許文献１には、１台の液晶プロジェクタ内に右目用と左目用の画像表示素子をそれぞ
れ配置し、これらの画像表示素子を異なる偏光で照射して各々の画像光を偏光分離素子で
合成して投射することで、３次元画像を表示する液晶プロジェクタが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２００９－１２２４３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の液晶プロジェクタでは、偏光板の検光軸と画像の偏光軸が
ずれる場合がある。偏光軸とは、直線偏光の振動する方向、又は、楕円偏光の楕円長軸方
向である。偏光板の検光軸と画像の偏光軸がずれると、一定の右目用画像が左目に入って
左目用画像が右目に入る、クロストークと呼ばれる現象が生じる。その結果、３次元画像
の品位が低下し、観察者は立体感を得にくくなる。特に、プリズム型の偏光分離素子を用
いた液晶プロジェクタでは、偏光分離素子に入射する光束の大きさや入射方位に依存して
クロストークが発生し、表示画像の品位が大きく低下する可能性がある。
【０００６】
　そこで本発明は、輝度を損なうことなくクロストークを低減させ、高品位な３次元画像
を表示する投射型画像表示装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一側面としての投射型画像表示装置は、光源からの入射光を変調する画像表示
素子と、第１の偏光を透過し該第１の偏光とは異なる第２の偏光を反射する特性を有し、
前記画像表示素子からの画像光を合成して投射光学系に導く偏光分離素子と、前記偏光分
離素子の投射光学系側に配置された位相差板とを有し、前記位相差板は、該位相差板の面
法線方向及び面内方向とは異なる方向の光学軸を有し、前記位相差板の前記光学軸は、前
記偏光分離素子の偏光分離面の法線と該位相差板の前記面法線とを含む面に平行である。
 
【０００８】
　本発明の他の目的及び特徴は、以下の実施例において説明される。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、輝度を損なうことなくクロストークを低減させ、高品位な３次元画像
を表示する画像表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施例１における投射型画像表示装置の概略構成図である。
【図２】従来例における３次元画像の観察モデルを示す図である。
【図３】光線の偏光分離又は合成時における偏光軸の傾きの説明図である。
【図４】実施例１における３次元画像の観察モデルを示す図である。
【図５】実施例１における他の投射型画像表示装置の概略構成図である。
【図６】実施例２における投射型画像表示装置の概略構成図である。
【図７】実施例２における他の投射型画像表示装置の概略構成図である。
【図８】実施例３における投射型画像表示装置の概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施例について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図において、
同一の部材については同一の参照番号を付し、重複する説明は省略する。
（実施例１）
　まず、本発明の実施例１における投射型画像表示装置（画像表示装置）について説明す
る。図１は、本実施例における投射型画像表示装置１００（反射型液晶画像投射装置）の
概略構成図である。投射型画像表示装置１００は、光源１、照明光学系３、偏光分離素子
４、位相差板５Ｒ、５Ｌ、画像表示素子６Ｒ、６Ｌ（反射型画像表示素子）、位相差板８
、及び、投射光学系１０を備えて構成される。投射型画像表示装置１００は、異なる偏光
成分を用いて左目用画像及び右目用画像を生成して立体画像を表示する。
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【００１２】
　光源１から照射される照明光束２は、照明光学系３を通過して偏光分離素子４に入射す
る。偏光分離素子４は、光源１から入射する入射光束のうち一方の偏光（第１の偏光、例
えばＰ偏光）を透過し、それと直交する他方の偏光（第２の偏光、例えばＳ偏光）を入射
方向（ｘ軸方向）とは異なる方向（ｚ軸方向）へ反射する。本実施例における偏光分離素
子４として、例えばＰ偏光又はＳ偏光を透過又は反射する偏光ビームスプリッタ（ＰＢＳ
）が用いられる。本実施例では、偏光分離素子４を透過した偏光をＬ偏光、偏光分離素子
４で反射した偏光をＲ偏光という。Ｌ偏光は、位相差板５Ｌを通過した後、画像表示素子
６Ｌに入射する。Ｒ偏光は、位相差板５Ｒを通過した後、画像表示素子６Ｒに入射する。
位相差板５Ｒ、５Ｌは、画像表示素子６Ｒ、６Ｌや偏光分離素子４により生じる位相ずれ
を補正する。画像表示素子６Ｌは、偏光分離素子４を透過した第１の偏光を変調して反射
する。画像表示素子６Ｒは、偏光分離素子４で反射した第２の偏光を変調して反射する。
このように、画像表示素子６Ｒ、６Ｌは、入射光のうち表示画像に応じて偏光状態を変え
、画像光として反射する。
【００１３】
　画像表示素子６Ｒ、６Ｌで反射した画像光は、再び偏光分離素子４に入射する。画像表
示素子６Ｒで反射した画像光は偏光分離素子４を透過し、画像表示素子６Ｌで反射した画
像光は偏光分離素子４で反射する。このように、互いに直交する偏光状態を有する２つの
画像光は合成され、１つの方向（ｚ軸方向）に向かう。なお本実施例において、偏光分離
素子４は入射偏光の分離と合成の両方の機能を有するが、その特性は同じであり、いずれ
の機能として用いられる場合にも偏光分離素子というものとする。
【００１４】
　合成された画像光７Ｒ、７Ｌは、位相差板８を介して投射光学系１０に入射し、スクリ
ーンに投射される。このように、投射光学系１０は、画像表示素子６Ｒ、６Ｌから偏光分
離素子４を介して得られた画像光を投射する。このとき、投射光学系１０は、例えば画像
表示素子６Ｒにより表示される画像を右目用画像、画像表示素子６Ｌにより表示される画
像を左目用画像となるようにしてスクリーンに表示する。そして、適切な検光手段を用い
て各々の画像光を観察者の各々の目に導くことにより、観察者は３次元画像を観察するこ
とができる。
【００１５】
　図１に示されるように、投射型画像表示装置１００には、偏光分離素子４の入出射面の
うち投射光学系１０と対向する側の面（出射面）の近傍に、位相差板８が配置されている
。すなわち位相差板８は、偏光分離素子４と投射光学系１０との間に配置されている。位
相差板８は、その主面が偏光分離素子４の出射面と平行に配置されている。また位相差板
８は、面法線（位相差板８の主面の法線）に対して傾斜した光学軸を有する。すなわち、
位相差板８は、位相差板８の面法線方向及び面内方向（位相差板８の主面内の方向）とは
異なる方向の光学軸を有する。このため位相差板８は、光学軸が面内方向又は面法線方向
を向いている通常の波長板とは異なる。位相差板８は、偏光分離素子４に斜入射した光線
を偏光分離又は合成する際に生じる偏光軸のずれを補償して、３次元画像を表示する際に
生じるクロストークを低減する。以下、その原理について詳述する。
【００１６】
　まず、図２を参照して、位相差板８が存在しない従来の構成において、３次元画像表示
時にクロストークが発生する原因を説明する。図２（ａ）は、従来の構成における偏光分
離素子４及び投射光学系１０の周囲を示す概略図である。画像表示素子６Ｒ、６Ｌにより
変調された右目用画像光７Ｒ及び左目用画像光７Ｌが偏光分離素子４により合成され、投
射光学系１０により投射される。ここで、図２（ａ）には光線を一本の直線で示している
が、一般的に投射される光はｚ軸方向を中心としてある立体角を有して出射する光束であ
る。また、偏光の状態は、入射角度や入射方位の違いにより異なる。
【００１７】
　図２（ｂ）は、投射される画像光の出射角度による偏光軸方向の違いを示す図である。
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偏光軸とは、直線偏光の振動する方向又は楕円偏光の楕円長軸方向である。図２（ｂ）に
おいて、９つの矢印の組は、それぞれの画像光７Ｒ、７Ｌの、各出射方位における偏光軸
の方向を示している。また、９つの矢印の組のうち中央に位置する矢印の組は、ｚ軸と平
行に進行する光線の偏光状態を示し、周辺の矢印の組は、各方位からｚ軸に対して斜入射
した場合の偏光状態を示している。中央に位置する矢印の組、すなわちｚ軸と平行に出射
する画像光７Ｒ、７Ｌの偏光軸は、ｘ軸又はｙ軸と略平行な偏光状態となっている。一方
、周辺の矢印の組み、すなわちｚ軸に対し角度を持って出射する画像光の偏光軸は、ｘ軸
又はｙ軸から傾いている。
【００１８】
　続いて、図３を参照して、斜入射時における偏光の振る舞いについて説明する。図３は
、光線の偏光分離又は合成時における偏光軸の傾きの説明図であり、ｚ軸方向に平行入射
する光線と、ｚ軸方向以外のある１つの方位から斜入射する光線を示している。偏光分離
素子４は、偏光分離面４ａに入射する光線をＰ偏光とＳ偏光に分離する素子である。Ｐ偏
光及びＳ偏光の振動方向は、偏光分離面４ａと入射光線の関係により決定される。ｚ軸に
平行入射する光線に対する入射面はｘｚ面であり、Ｐ偏光はｘ軸と平行、Ｓ偏光はｙ軸と
平行となる。一方、斜入射の場合、図３に示されるようにＰ偏光及びＳ偏光の入射面Ｈは
ｘｚ面に対して傾斜する。その結果、特に入射角度の大きな領域では、偏光軸が傾斜した
状態でスクリーンに投射される。
【００１９】
　観察者は、左右の目で異なる検光手段、例えばｘ軸と平行な偏光を透過する偏光板１１
Ｒ、及び、ｙ軸と平行な偏光を透過する偏光板１１Ｌを用いて、図２（ｂ）に示される状
態の画像光を観察する。このとき、偏光板１１Ｒに入射する偏光のうち左目用画像光７Ｌ
は偏光板１１Ｒにより除去され、偏光板１１Ｌを入射する偏光のうち右目用画像光７Ｒは
偏光板１１Ｌにより除去される。その結果、各々の目に対応する画像を各々の目に導くこ
とができ、観察者は３次元画像を観察することが可能となる。しかしながら、ｚ軸と略平
行な光線に対しては精度良く検光できるものの、入射角度の大きな領域の光に対しては偏
光板１１Ｒ、１１Ｌで充分に他方の画像をカットすることができない。このため、図２（
ｃ）に示されるように、画像光７Ｒだけを取り込みたい場合に画像光７Ｌが混入する。ま
た、図２（ｄ）に示されるように、画像光７Ｌを取り込みたい場合に画像光７Ｒが混入し
てしまう。その結果、左右の目に対応した画像の分離が充分に行われず、表示される３次
元画像の品位が低下する。
【００２０】
　しかも上記構成のように、１台の投射型画像表示装置１００において偏光分離素子４を
用いて左右画像を合成する場合、例えば一方の不要な偏光を除去するために一方の偏光を
カットする偏光板を挿入すると、それと同一の偏光を持つ画像光も除去される。このため
、単に偏光板を用いて斜入射部の不要光のみを除去する構成を採用することはできない。
【００２１】
　そこで本実施例では、図４（ａ）に示されるように、偏光分離素子４と投射光学系１０
との間に位相差板８が配置されている。位相差板８は、面法線（位相差板８の主面の法線
）に対して傾斜した光学軸８Ｄを有する。位相差板８の光学軸８Ｄはｘｙ面に対して傾斜
しているため、位相差板８に入射する光線の角度や方位に応じて位相差が変化する。本実
施例では、偏光分離面４ａで偏光分離される際に生じる非対称な偏光軸のずれに合わせて
、位相差板８の光学軸８Ｄの傾斜角度を適切に選択する。このため、前述の偏光分離時に
生じる偏光軸の傾きを入射角度や入射方位に合わせて補正することができる。
【００２２】
　位相差板８は、その光学軸８Ｄと面法線とのなす角度（鋭角側の角度）を５５度以上７
５度以下の範囲に設定することが好ましい。また、その角度を６０度以上７０度以下の範
囲に設定するとより好ましい。また、光学軸８Ｄの方向は、偏光分離面４ａの法線方向と
位相差板８の面法線（ｚ軸方向）とを含む面（図中のｘｚ面）に平行であるように配置さ
れることが好ましい。このような配置により、偏光分離面４ａとの対称性が保たれ、適切
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な補正を行うことが可能となる。
【００２３】
　また、位相差板８は、その主面（基板面）に垂直に入射する偏光に対して、略１／２波
長の位相差を付与するように選択することが好ましい。また、１／２波長の位相差となる
波長λは、入射光線の波長帯域内のある波長となるように選択されることが好ましい。な
お、略１／２波長とは、厳密に１／２波長である場合だけでなく、実質的１／２波長であ
ると評価できる波長を含み、このような波長でも本実施例の効果を得ることができる。位
相差板８は、位相差板８を透過する光の波長帯域の中心波長λにおいて、位相差板８の屈
折率異方性の差Δｎと位相差板の異方性媒質の厚みｄとの積を位相差Δｎ・ｄとする。こ
のとき、位相差Δｎ・ｄを０．３５λ以上０．６５λ以下の範囲に設定することが好まし
い。また、位相差Δｎ・ｄを０．４５以上０．５５以下の範囲に設定するとより好ましい
。
【００２４】
　位相差板８を設けることにより、図２（ｂ）に示されるような入射角度の大きな領域で
の偏光軸の傾きを補正し、画像光７Ｒをｘ軸方向、画像光７Ｌをｙ軸方向とそれぞれ平行
な方向に近づけることができる。その結果、図４（ｃ）、（ｄ）に示されるように、偏光
板１１Ｒ、１１Ｌで検光した後の偏光状態は、それぞれ、画像光７Ｒ、７Ｌのみとなり、
クロストークのない高品位の３次元画像を表示することができる。
【００２５】
　本実施例の位相差板８は、例えばサファイアや水晶等の異方性結晶材料を、その光学軸
が面法線から傾斜するように切り出すか、又は研磨する等の方法で作成することができる
。また、１軸延伸、２軸延伸した高分子フィルムを２つのクサビ基板で挟んだ構造や、基
板を傾斜させて真空蒸着することにより形成された異方性膜を備えた構造、又は、液晶分
子を所望の角度へ配向させて得られた構造でも同様の特性が得られる。なお、本実施例の
位相差板８は、上記方法により製造されたものに限定されるものではない。
【００２６】
　以上、本実施例の投射型画像表示装置１００について説明したが、偏光分離素子４を用
いて画像を合成する投射型画像表示装置であれば、画像表示素子の種類や光学系の構成に
限定されるものではない。例えば、本実施例は、図５に示されるような透過型の画像表示
素子１３Ｒ、１３Ｌを用いた投射型画像表示装置２００にも適用可能である。投射型画像
表示装置２００は、照明光のうち２つの直交する偏光成分を、偏光分離素子９により異な
る方向へ透過又は反射させて分離した後、各偏光成分をそれぞれミラー１２Ｒ、１２Ｌで
反射させて画像表示素子１３Ｒ、１３Ｌへ導く。画像表示素子１３Ｒ、１３Ｌは、表示画
像に応じて入射光の偏光状態を変えて透過する。なお、２つの画像表示素子１３Ｒ、１３
Ｌから、異なる偏光状態の画像光を偏光分離素子４で合成する際に、前述のような課題が
生じる。この場合にも、図１と同様に、面法線方向から傾いた光学軸を持つ位相差板８を
偏光分離素子の出側に配置することにより、本実施例の効果を得ることができる。勿論こ
れは一例であり、他の構成や上記以外の画像表示素子を用いてもよい。
【００２７】
　また、投射光学系１０を有する投射型画像表示装置について説明したが、投射光学系１
０が筐体に対して交換可能な形態（画像表示装置）であっても本発明の効果を得ることが
できる。この場合、位相差板８は偏光分離素子９と投射光学系１０の取り付け部との間に
配置される。
【００２８】
　図１において、偏光分離面４ａはｚ軸方向に対して４５度となるように配置されている
が、本実施例はこれに限定されるものではない。このとき、位相差板８は偏光分離素子４
の投射光学系１０側の出射面と平行となるように配置することが好ましい。
【００２９】
　また、位相差板８以外の位相差板を任意に光学系に追加してもよい。例えば、位相差板
８に隣接して配置され、面法線と平行な方向を向いた光学軸を有する位相差板（第２の位
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相差板）を設けることにより、更に漏れ光を低減することができる。この位相差板は、面
法線方向に対して斜めに入射する光線に対し、入射角度に応じた位相差を与える。位相差
板８とは正負逆の屈折率異方性を有する第２の位相差板を用いることにより、各入射角度
に対する偏光状態を補正して、使用する入射角度範囲において更に高い位相補償効果を得
ることができる。
【００３０】
　また、本実施例では、画像光の偏光状態を異なる偏光状態へ変調する偏光変調素子を任
意に追加してもよい。偏光変調素子としては、出射偏光の状態を直線偏光から円偏光へと
変換する１／４波長板や直線偏光の振動方向を任意に変える１／２波長板等の位相差板、
又は、時間的に偏光状態を変えて出射する液晶を用いた偏光変調部材等が用いられる。こ
のとき、偏光変調素子は位相差板８よりも出射側に配置することが好ましい。すなわち、
偏光変調素子は偏光分離素子４と投射光学系１０との間に配置され、位相差板８は偏光分
離素子４と偏光変調素子との間に配置されることが好ましい。
【００３１】
　ここで本実施例の効果を見積もるため、図２（ａ）に示される従来の構成において、偏
光分離素子４で合成されて図２（ｃ）の偏光板１１Ｒを透過した後の画像光７Ｒと画像光
７Ｌとの比を計算した。この比が大きいほど画像光とノイズ光が分離されてクロストーク
が少ないことを意味する。入射光束は立体角１度を考慮し、ｚ軸に略平行に入射する場合
（中心領域）と、斜入射の場合として入射角度７度での各方位からの平均値（斜入射領域
）の２つの場合について行った。このとき、中心領域において７Ｒ：７Ｌは約１５００：
１となり高い消光比を示す。しかし、斜入射領域では７Ｒ：７Ｌは約１００：１となり、
中心付近に比べて１桁程度消光比が低い。これは、斜入射領域では偏光軸の傾き量が増大
するため、出射偏光の偏光軸と偏光板１１Ｒの検光軸（ｘ軸方向と平行な偏光を吸収又は
反射）との角度ずれが増大したためである。
【００３２】
　これに対し、図４（ａ）に示される構成で、位相差板８としてサファイア基板を配置し
た場合の上記と同様の計算結果を以下に示す。なお、サファイア基板の厚みや光学軸がｚ
軸方向と成す角度（鋭角側の角度）の最適値は、入射角度や偏光分離素子のプリズム屈折
率に依存する。計算では、偏光分離素子４のプリズムの屈折率を１．８とし、サファイア
基板の厚みは４０μｍ、光学軸の角度は６２度として計算した。このとき、中心領域にお
いて７Ｒ：７Ｌは約３０００：１、斜入射領域でも約２０００：１となった。従来例に比
べて消光比が向上しており、本実施例の効果が確認できる。
【００３３】
　以上のように、本実施例の投射型画像表示装置によれば、入射角度が高い領域でも高い
消光比を保つことができる。このため、輝度を落とすことなく表示画像のクロストークを
大きく低減することができ、高品位な３次元画像を表示することができる。
（実施例２）
　次に、本発明の実施例２における投射型画像表示装置（画像表示装置）について説明す
る。図６は、本実施例における投射型画像表示装置３００の概略構成図である。なお、本
実施例において、実施例１と重複する部位については省略して説明する。
【００３４】
　投射型画像表示装置３００は、光源１からの照明光２を照明光学系３で整えた後、ダイ
クロイックミラー１４、１５、１６、及び、ミラー１２を用いて、青、緑、赤色の波長帯
域ごとに光線を分離している。以下、青色をＢ、緑色をＧ、赤色をＲとそれぞれ略す。帯
域ごとに分離された光は、それぞれの帯域に対応した偏光分離素子４ｂ、４ｇ、４ｒによ
り２つの異なる偏光へ分離される。偏光分離素子４で反射した偏光は、位相差板５Ｒｂ、
５Ｒｇ、５Ｒｒを通過して、右目用の画像表示素子６Ｒｂ、６Ｒｇ，６Ｒｒへ入射する。
偏光分離素子４を透過した偏光は、位相差板５Ｌｂ、５Ｒｂ、５Ｒｒを通過して、左目用
の画像表示素子６Ｌｂ、６Ｌｇ、６Ｌｒへ入射する。画像表示素子６Ｒ、６Ｌ（ｒ、ｇ、
ｂは省略）により偏光状態が変化して画像光となった光は、再び各偏光分離素子に入射す
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ることで、偏光状態の異なる２つの画像光７Ｒ、７Ｌが合成され、合成プリズム１７側へ
出射される。その後、合成プリズム１７によりＢ，Ｇ，Ｒの各帯域の画像光が合成され、
投射光学系１０により投射される。
【００３５】
　本実施例の投射型画像表示装置３００では、各色に対応した画像表示素子を用いること
で、色情報を時間的に分割して表示する必要がない。このため、画像が明るく、動画表示
時においても高品位の３次元映像を表示することができる。また偏光分離素子４ｂ、４ｇ
、４ｒは、それぞれ、４００ｎｍ～５００ｎｍ、５００ｎｍ～６００ｎｍ、６００ｎｍ～
７００ｎｍ程度の帯域幅で動作すればよく、実施例１の偏光分離素子に比べて容易に製造
可能である。
【００３６】
　また、投射型画像表示装置３００においては、位相差板８が合成プリズム１７の出射側
に配置されている。このような配置により、各帯域用の偏光分離素子４ｂ、４ｇ、４ｒで
生じる偏光軸のずれを１枚の位相差板で補償できる。また、偏光分離素子４ｂ、４ｇ、４
ｒと合成プリズム１７との間に、各帯域に最適化した位相差板８を配置してもよい。
【００３７】
　また、各色に対応した画像表示素子を用いる構成として、例えば、図７に示されるよう
な投射型画像表示装置４００を採用することもできる。投射型画像表示装置４００は、１
つの偏光分離素子４、２つの合成プリズム１７Ｒ、１７Ｌ（クロスダイクロイックミラー
）、及び、６枚の画像表示素子６Ｒｂ、６Ｒｇ、６Ｒｒ、６Ｌｂ、６Ｌｇ、６Ｌｒ（反射
型画像表示素子）を備えて構成される。また、透過型の画像表示素子を用いた構成や、そ
の他の画像表示素子を用いてもよい。
（実施例３）
　次に、本発明の実施例３における投射型画像表示装置（画像表示装置）について説明す
る。図８は、本実施例における投射型画像表示装置５００の概略構成図である。なお、実
施例１、２と重複する部位については説明を省略する。
【００３８】
　図８に示される投射型画像表示装置５００において、光源１から出射された光は、まず
偏光変換素子１８を通過することにより一様な偏光光１９に揃えられる。その後、Ｇ帯域
のみ反射する特性を有するダイクロイックミラー２０により、Ｇ偏光２ｇは反射され、Ｂ
偏光２ｂ及びＲ偏光２ｒは透過する。Ｂ偏光２ｂ及びＲ偏光２ｒは、偏光板２１を透過し
て偏光度が向上した後、波長選択性位相差板２２に入射する。波長選択性位相差板２２は
、Ｂ偏光のみ偏光方向を９０°変換させる特性を有し、これによりＲ偏光の偏光状態は維
持したまま、Ｂ偏光は９０°偏光方向が回転した状態で、偏光分離素子４ｄに入射する。
【００３９】
　偏光分離素子４ｄにより、Ｂ偏光２ｂは反射しＲ偏光２ｒは透過して色分離され、それ
ぞれ位相差板５ｂ、５ｒ、及び、画像表示素子６ｂ、６ｒに入射する。Ｇ偏光２ｇはその
まま偏光分離素子４ｃに入射し、位相差板５ｇ及び画像表示素子６ｇに入射する。画像表
示素子６ｇ、６ｂ、６ｒにより偏光状態が変化して画像光となった光７ｇ、７ｂ、７ｒは
、再び偏光分離素子４ｃ、４ｄに入射し、Ｇ偏光７ｇは反射、Ｂ偏光７ｂは透過、Ｒ偏光
７ｒは反射して、それぞれ合成プリズム１７側へ導かれる。合成プリズム１７により、Ｇ
の画像光（Ｇ偏光７ｇ）は反射し、Ｂ、Ｒの画像光（Ｂ偏光７ｂ、Ｒ偏光７ｒ）は透過す
ることで、Ｇ、Ｂ、Ｒの画像光が合成されて、投射光学系１０によりスクリーンに投影及
び結像される。
【００４０】
　ここで、偏光分離素子４ｄはＲとＢの画像光を分離、合成するために用いられる。本実
施例の投射型画像表示装置５００は、３つの色帯域に対して各画像表示素子が１枚しか配
置されておらず、偏光分離素子により左右の目に対応する画像を合成する方式ではない点
で、実施例１、２とは異なる。しかし、例えば投射型画像表示装置５００を２台用い、か
つ、一台の画像光の偏光状態を他方と直交するように異ならせて同じエリアに重ね合わせ
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が可能である。一方の装置の偏光状態を異ならせるには、投射光学系１０の手前に光学素
子２３として１／２波長板や１／４波長板等を配置すればよい。このように、光学系の内
部に偏光分離素子４が用いられる場合には、２台で合成する方式であっても、これまでの
説明と同様の課題によりクロストークが発生する。特に反射型の画像表示素子を用いる場
合、入射光と画像光の分離が必要となるためこのような偏光分離素子が必要となる可能性
が高い。その際、偏光分離素子４と投射光学系１０との間に、傾斜した光学軸を有する位
相差板８を配置することにより、クロストークを低減することができる。
【００４１】
　また、投射光学系１０の手前に、光学素子２３として時間的に偏光状態を切り替える液
晶シャッタ等の偏光変調素子を配置した場合、１台でも３次元画像の表示が可能となる。
この場合、観察者は偏光状態の変調のタイミングと時間的に同期した画像検光手段を用い
、左右の目に入る画像を適切に検光することで３次元画像を観察する。この方式を採用し
た場合でも、色分離光学系の内部に偏光分離素子が用いられていると、偏光分離又は合成
時に偏光軸のずれが発生するため、位相差板８による補正が効果的となる。このとき、位
相差板８は光学素子２３としての偏光変調素子と偏光分離素子４との間の光路に配置する
ことが好ましい。偏光変調素子よりも投射光学系側に位相差板８を配置すると、偏光変調
素子の影響を受けて補正効果が低減する可能性がある。
【００４２】
　また、偏光変調素子による位相ずれの影響を低減するため、特性の異なる位相差板（第
２の位相差板）を位相差板８と組み合わせて配置することも有効である。例えば、偏光変
調素子が液晶を用いて構成される場合には、第２の位相差板として、液晶と反対の異方性
を有し、斜入射時の液晶による位相変化をキャンセルする位相差板を用いることにより、
さらに高い位相補償効果を得ることができる。ただしこれは一例であり、第２の位相差板
の特性については偏光変調素子に併せて適宜選択すればよい。またその場合、第２の位相
差板を偏光変調素子と位相差板８との間に配置することがより好ましい。
【００４３】
　上記各実施例の投射型画像表示装置によれば、光学軸が面法線方向から傾いた位相差板
を偏光分離素子と投射光学系との間に配置することにより、輝度を損なうことなくクロス
トークのない高品位の３次元画像を表示することができる。
【００４４】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
【００４５】
　例えば、本願明細書においては、反射型の画像表示素子を用いているが、この限りでは
なく、透過型の画像表示素子を用いても構わない。この場合、公知の照明光学系を用いて
、光源からの光で画像表示素子を照明しても構わないし、またＬＥＤ等の光源を画像表示
素子の背面側に近接して配置し、出射した画像光をＰＢＳで合成すれば良い。
【符号の説明】
【００４６】
４　偏光分離素子
６　画像表示素子
８　位相差板
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