
JP 5360683 B2 2013.12.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、前記光源から射出された光束を画像情報に応じて変調して光学像を形成する光
変調装置と、前記光変調装置で形成された光学像を投射する投射光学装置とを備えたプロ
ジェクターであって、
　前記光変調装置及び前記投射光学装置の間に設けられ、前記光変調装置で形成された光
学像を、該投射光学装置より前記光変調装置側で結像させる結像光学系と、
　前記結像光学系の結像位置に設けられ、入射する光の一部の偏光方向を選択的に変換す
る偏光光束射出手段と、
　前記光変調装置及び前記偏光光束射出手段の相対位置を調整する位置調整手段とを備え
、
　前記位置調整手段は、前記光変調装置からの光が入射する位置に、光路中心軸に対して
傾斜配置される透明平行板であることを特徴とするプロジェクター。
【請求項２】
　請求項１に記載のプロジェクターにおいて、
　前記光源から射出された光束を、複数の色光に分離する色分離光学素子と、
　前記色分離光学素子により分離された色光のそれぞれについて光変調を行う複数の光変
調装置と、
　各光変調装置で形成された光学像を合成する色合成光学装置と、
　前記色合成光学装置からの光が入射する位置に設けられ、前記色分離光学素子で分離さ
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れたいずれかの色光の偏光方向を選択的に回転させる波長選択性偏光回転素子とを備えて
いることを特徴とするプロジェクター。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載のプロジェクターにおいて、
　前記偏光光束射出手段は、基板上に位相差板が形成された領域及び位相差板の形成され
ていない領域を、前記光変調装置の画素の配列に応じて交互に配置して構成されることを
特徴とするプロジェクター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、立体画像を表示可能なプロジェクターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、立体画像を表示可能なプロジェクターが種々提案されている。
　例えば、特許文献１に記載の技術では、時分割で右目用、左目用の投射画像を交互に生
成し、偏光シャッター眼鏡等で時分割で右目、左目を切り替えて立体視聴を可能とする技
術が提案されている。
　また、特許文献２及び特許文献３に記載の技術では、右目用、左目用の画像を異なる偏
光で投射し、右目と左目で異なる偏光を透過する偏光眼鏡等で立体視聴を可能とする技術
が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１１５２７６号公報
【特許文献２】特開２００４－２０５９１９号公報
【特許文献３】特開２００３－２０２５２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記特許文献１に記載の技術では、時分割で右目、左目を遮光すること
となるため、プロジェクターの出力に対して、視聴する明るさが半減してしまうという問
題がある。
　また、前記特許文献２及び特許文献３に記載の技術では、右目用、左目用それぞれに光
変調装置を設けなければならず、プロジェクターが大型化する上、製品価格が高騰してし
まうという問題がある。
【０００５】
　本発明の目的は、プロジェクターの大型化を招くことがなく、かつ投射画像の明るさを
確保することのできる立体画像を表示可能なプロジェクターを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係るプロジェクターは、
　光源と、前記光源から射出された光束を画像情報に応じて変調して光学像を形成する光
変調装置と、前記光変調装置で形成された光学像を投射する投射光学装置とを備えたプロ
ジェクターであって、
　前記光変調装置及び前記投射光学装置の間に設けられ、前記光変調装置で形成された光
学像を、該投射光学装置より前記光変調装置側で結像させる結像光学系と、
　前記結像光学系の結像位置に設けられ、入射する光の一部の偏光方向を選択的に変換す
る偏光光束射出手段とを備えていることを特徴とする。
【０００７】
　ここで、２種類の偏光光束は、例えば、入射面に対して平行なＰ偏光光束と、入射面に
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対して垂直なＳ偏光光束という２種類の直線偏光光束としてもよく、回転方向の異なる２
種類の円偏光光束であってもよい。
　この発明によれば、結像光学系及び偏光光束射出手段を備えていることにより、光変調
装置で形成された光学像を結像光学系で偏光光束射出手段上に結像させることができ、偏
光光束射出手段では、光変調装置の画素配列に応じて、２種類の偏光光束を交互に射出す
ることが可能となるため、視聴者が左目に一方の偏光光束を視認でき、右目に他方の偏光
光束を視認できる偏光眼鏡を用いることにより、光変調装置に左目用の画像信号と、右目
用の画像信号を交互に配置して光変調装置に入力することで立体画像を観察することが可
能となる。
　従って、右目用、左目用のそれぞれの光変調装置を準備する必要がなく、プロジェクタ
ーの大型化を招くことはない。また、光源の光をすべて利用して投射画像を形成している
ため、時分割表示の場合のように投射画像の輝度が半減することもない。
【０００８】
　本発明では、
　前記光源から射出された光束を、複数の色光に分離する色分離光学素子と、
　前記色分離光学素子により分離された色光のそれぞれについて光変調を行う複数の光変
調装置と、
　各光変調装置で形成された光学像を合成する色合成光学装置と、
　前記色合成光学装置からの光が入射する位置に設けられ、前記色分離光学素子で分離さ
れたいずれかの色光の偏光方向を選択的に回転させる波長選択性偏光回転素子とを備えて
いるのが好ましい。
【０００９】
　ここで、前述した構造のプロジェクターとしては、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の三
色光のそれぞれの色光について光変調装置による光変調を行う、いわゆる三板式のプロジ
ェクターを採用することができる。
　そして、波長選択性偏光回転素子としては、緑（Ｇ）色光の波長領域の偏光光束を、選
択的に回転させるものを採用することができる。
　この発明によれば、色合成光学装置を透過する特定の色光、例えば、緑色光については
、色合成光学装置の入射面に平行なＰ偏光光束として、透過率を向上させ、色合成光学装
置で反射する他の色光、例えば、赤色光、青色光を、入射面に対してＳ偏光光束として反
射率を向上させ、光の利用率を向上させることができる。そして、色合成光学装置の光路
後段で緑色光のみを波長選択性偏光回転素子により偏光方向を、赤色光及び青色光と同じ
偏光方向に回転させることで、偏光光束射出手段における２種類の偏光光束を交互に射出
させ易くできる。
【００１０】
　本発明では、
　前記偏光光束射出手段は、基板上に位相差板が形成された領域及び位相差板の形成され
ていない領域を、前記光変調装置の画素の配列に応じて交互に配置して構成されるのが好
ましい。
　ここで、このような偏光光束射出手段は、基板上に光変調装置の画素の配列に応じて左
右方向に位相差板をストライプ状に配置したり、位相差板を上下方向にストライプ状に配
置したり、位相差板を市松状に散点配置することにより形成することができる。尚、立体
視という観点からは、左右方向に位相差板をストライプ状に配置するのが好ましい。
　この発明によれば、基板上に位相差板をストライプ状に配置するだけで偏光光束射出手
段を形成できるため、偏光光束射出手段の構造の簡素化を図ることができる。
【００１１】
　本発明では、前記光変調装置及び前記偏光光束射出手段の相対位置を調整する位置調整
手段を備えているのが好ましい。
　ここで、位置調整手段としては、前記光変調装置からの光が入射する位置に、光路中心
軸に対して傾斜配置される透明平行板と、この透明平行板の傾斜角度を変更する傾斜角度
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変更機構とを備えたものを採用することができ、又は、前記偏光光束射出手段の光入射面
を含む平面内で当該偏光光束射出手段の位置を調整することが可能な機械式位置調整機構
を採用することができる。
【００１２】
　この発明によれば、光変調装置及び偏光光束射出手段の相対位置を調整する位置調整手
段を備えていることにより、光変調装置の画素に併せて偏光光束射出手段を高精度に位置
調整できるため、左目用画像、右目用画像を確実に分離して、投射画像における立体画像
を観察者に視認させ易くなる。
　また、位置調整手段を、光変調装置の光路後段に、光路中心軸に対して傾斜配置される
透明平行板と、この透明平行板の傾斜角度を変更する傾斜角度変更機構とを備えたものと
することにより、傾斜角度の変更でわずかな相対位置の調整を実現することができるため
、立体画像を一層観察者に視認させ易くすることができる。
　一方、位置調整手段を、前記偏光光束射出手段の光入射面を含む平面内で当該偏光光束
射出手段の位置を調整することが可能な機械式位置調整機構とすることにより、簡素な構
造で相対位置の調整を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１実施形態に係るプロジェクターの光学系を表す模式図。
【図２】前記実施形態における偏光光束射出手段の構造を表す模式図。
【図３】前記実施形態の変形となる偏光光束射出手段の構造を表す模式図。
【図４】前記実施形態の変形となる偏光光束射出手段の構造を表す模式図。
【図５】本発明の第２実施形態に係るプロジェクターの光学系を表す模式図。
【図６】前記実施形態における透明平行板の構造を表す平面図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
　[第１実施形態]
　図１には、本発明の実施形態に係るプロジェクター１の光学系が示されている。このプ
ロジェクター１は、照明装置２から射出された光束を、画像形成光学装置５によって入力
される画像情報に応じて変調して光学像を形成し、形成された光学像を投射光学装置７か
らスクリーンＳ上に投射する光学機器である。このプロジェクター１は、照明装置２、色
分離光学装置３、リレー光学装置４、画像形成光学装置５、色合成光学装置６、投射光学
装置７、波長選択性偏光回転素子８、結像光学系９、及び偏光光束射出手段１０を備える
。尚、図１において、照明装置２から射出された光束の光路中心軸に沿った方向をＺ軸、
このＺ軸と直交し、光束によって規定される面に沿った方向（左右方向）をＸ軸、Ｚ軸及
びＸ軸に直交する方向（上下方向）をＹ軸とする。
【００１５】
　照明装置２は、光源装置２１、第１レンズアレイ２２、第２レンズアレイ２３、偏光変
換素子２４、及び重畳レンズ２５を備える。
　光源装置２１は、放電型発光管２１１及びリフレクタ２１２を備える。
　放電型発光管２１１は、超高圧水銀ランプであり、内部に一対の電極が配置され、水銀
が封入される放電空間が形成された発光部と、この発光部を挟んで互いに離間する方向に
延出し、内部に各電極に接続される電極引出線が設けられた一対の封止部とを備えている
。
　リフレクタ２１２は、放電型発光管２１１から射出された放射光束を反射して所定位置
に収束させる光学素子であり、本実施形態では、回転楕円面を有する楕円面リフレクタが
採用されている。
【００１６】
　第１レンズアレイ２２及び第２レンズアレイ２３は、それぞれ対応する小レンズがマト
リクス状に配列された構成を有し、第１レンズアレイ２２は、光源装置２１から入射した
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光束を複数の部分光束に分割して、第２レンズアレイ２３近傍に結像させる。
　第２レンズアレイ２３は、光路後段に位置する重畳レンズ２５とともに、後述する画像
形成光学装置５の各液晶パネル５１Ｒ、５１Ｇ、５１Ｂの画像形成領域上に、第１レンズ
アレイ２２で分割された複数の部分光束を重畳させる。
【００１７】
　偏光変換素子２４は、第２レンズアレイ２３から射出された光束を、略１種類の直線偏
光光束に変換する光学素子である。
　この偏光変換素子２４は、一方の対角が４５deg、他方の対角が略１３５degとされた断
面平行四辺形状の複数のプリズムを、斜面同士を接合して形成された板状体であり、接合
される界面には、偏光分離膜と全反射ミラーが交互に蒸着形成されている。
　また、偏光変換素子２４の光束射出面には、所定のピッチで複数の１／２波長位相差板
が設けられている。
【００１８】
　このような偏光変換素子２４は、偏光分離膜を形成した面に光束を入射させると、２種
類の直線偏光光束のうち、一方の直線偏光光束は、そのまま透過して射出され、他方の偏
光光束は、偏光分離膜で略直角に折り曲げられ、全反射ミラーで再度直角に折り曲げられ
て射出される。
　２種類の直線偏光光束のいずれかは、後段に設けられる１／２波長位相差板によって、
偏光方向が９０deg変換され、これにより入射した光束を１種類の直線偏光光束に変換す
ることが可能となる。本実施形態では、この偏光変換素子２４により、光の入射面に対し
て垂直なＳ偏光光束に変換する。
　そして、このような照明装置２から射出された光束は、複数の部分光束に分割されると
ともに偏光方向を揃えられ、色分離光学装置３に射出される。
【００１９】
　色分離光学装置３は、照明装置２から射出された光束を、赤色光（Ｒ）、緑色光（Ｇ）
、青色光（Ｂ）の三色光に分離する機能を有し、ダイクロイックミラー３１、３２、及び
反射ミラー３３、３４、３５を備える。
　ダイクロイックミラー３１、３２は、光束の光路中心軸に対して略４５deg傾斜して配
置され、ＢＫ７、石英ガラス等の透明基板上に誘電体多層膜を形成した光学素子である。
ダイクロイックミラー３１、３２の誘電体多層膜は、特定の波長域の光束を反射し、それ
以外の光束を透過して、光束を複数の色光に分離する機能を有する。光路前段に配置され
るダイクロイックミラー３１は、赤色光（Ｒ）を反射し、それ以外の緑色光（Ｇ）、青色
光（Ｂ）を透過する。一方、光路後段に配置されるダイクロイックミラー３２は、緑色光
（Ｇ）を反射し、青色光（Ｂ）を透過する。
【００２０】
　反射ミラー３３、３４、３５は、ダイクロイックミラー３１、３２で分離された赤色光
（Ｒ）及び青色光（Ｂ）を、画像形成光学装置５を構成する液晶パネル５１Ｒ、５１Ｂに
導く光学素子であり、全反射ミラーで構成される。
　この色分離光学装置３で分離された青色光（Ｂ）の光路中には、リレー光学装置４が設
けられ、リレー光学装置４は、光路中に配置される２つの集光レンズ４１、４２により構
成され、青色光（Ｂ）を青色光側の液晶パネル５１Ｂまで導く機能を有する。
　一方、色分離光学装置３で分離された赤色光（Ｒ）、緑色光（Ｇ）の各色光は、図示を
略したが、フィールドレンズを介して、画像形成光学装置５を構成する入射側偏光板５２
Ｒ、５２Ｇ、５２Ｂに入射する。
【００２１】
　画像形成光学装置５は、３つの液晶パネル５１Ｒ、５１Ｇ、５１Ｂと、各液晶パネル５
１Ｒ、５１Ｇ、５１Ｂの光路前段に配置される入射側偏光板５２Ｒ、５２Ｇ、５２Ｂと、
光路後段に配置される射出側偏光板５３Ｒ、５３Ｇ、５３Ｂとを備える。
　液晶パネル５１Ｒ、５１Ｇ、５１Ｂは、一対の透明なガラス基板に電気光学物質である
液晶が密閉封入された画像形成領域を有し、この画像形成領域では、入力される画像情報
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に応じて液晶の配向状態が制御されることで、入射側偏光板５２Ｒ、５２Ｇ、５２Ｂを透
過した偏光光束の偏光方向を変調する。液晶パネル５１Ｒ、５１Ｇ、５１Ｂで変調された
光束のうち、所定の直線偏光光束は射出側偏光板５３Ｒ、５３Ｇ、５３Ｂを透過し、それ
以外の偏光光束は射出側偏光板により吸収され、光学像が形成される。このような画像形
成光学装置５で変調された光束は、色合成光学装置６に射出される。
【００２２】
　尚、本実施形態では、入射側偏光板５２Ｒ、５２Ｂには、位相差板が積層形成され、前
述した偏光変換素子２４からのＳ偏光光束は、入射面に平行なＰ偏光光束に変換され、液
晶パネル５１Ｒ、５１Ｂに入射する。そして、射出側偏光板５３Ｒ、５３Ｂでは、液晶パ
ネル５１Ｒ、５１Ｂで変調された光束のうちＳ偏光光束を透過し、色合成光学装置６にＳ
偏光光束を射出する。
　入射側偏光板５２Ｇではこのような位相変換は行われず、入射するＳ偏光光束は、入射
側偏光板５２Ｇをそのまま透過し、液晶パネル５１Ｇに入射する。射出側偏光板５３Ｇで
は、液晶パネル５１Ｇで変調された光束のうちＰ偏光光束を透過し、色合成光学装置６に
Ｐ偏光光束を射出する。従って色合成光学装置６には、Ｓ偏光光束である赤色光及び青色
光と、Ｐ偏光光束である緑色光が入射する。
【００２３】
　色合成光学装置６は、各射出側偏光板から射出された変調光束を合成してカラー画像を
形成する機能を有し、４つの直角プリズムを貼り合わせた平面視略正方形状を有し、直角
プリズム同士を貼り合わせた界面には、２つの誘電体多層膜が形成されたクロスダイクロ
イックプリズムとして構成される。
　２つの誘電体多層膜は、一方が赤色光（Ｒ）を反射し、緑色光（Ｇ）を透過する性質を
有し、他方が青色光（Ｂ）を反射し、緑色光（Ｇ）を透過する性質を有し、これら誘電体
多層膜によって赤色光（Ｒ）、緑色光（Ｇ）、青色光（Ｂ）が合成されてカラー画像が形
成される。色合成光学装置６から射出される光は、Ｓ偏光光束である赤色光（Ｒ）及び青
色光（Ｂ）、及びＰ偏光光束である緑色光（Ｇ）を含む。
　投射光学装置７は、図１では図示を略したが、鏡筒内に複数のレンズが光軸を合わせて
配列された組レンズから構成され、色合成光学装置６で合成された光学像をスクリーンＳ
上に投射する。
【００２４】
　このようなプロジェクター１において、色合成光学装置６及び投射光学装置７の間には
、波長選択性偏光回転素子８、結像光学系９、及び偏光光束射出手段１０が設けられてい
る。
　波長選択性偏光回転素子８は、色合成光学装置６からの光が入射する位置に設けられ、
ダイクロイックミラー３１及び３２で分離されたいずれかの色光の偏光方向を選択的に回
転させる光学素子である。本実施形態では、波長選択性偏光回転素子８は、入射光のうち
、緑色光（Ｇ）の偏光方向を９０deg回転させる。従って、波長選択性偏光回転素子８は
、入射する光のうち、Ｐ偏光光束である緑色光（Ｇ）の偏光方向を選択的に回転させてＳ
偏光光束とする。従って、波長選択性偏光回転素子８から射出される赤色光（Ｒ）、緑色
光（Ｇ）及び青色光（Ｂ）はいずれもＳ偏光光束となっている。この波長選択性偏光回転
素子８としては、例えば、ポリビニルアルコール、ポリカーボネート、ポリプロピレン、
ポリスチレン、トリアセテート、ポリメチルメタクリレートなどの高分子材料により形成
される延伸高分子フィルムにより形成される光学素子であり、複数の延伸高分子フィルム
を積層することで形成される。
【００２５】
　結像光学系９は、凸レンズ及び凹レンズを組み合わせた組レンズとして構成され、色合
成光学装置６から射出された光学像を、投射光学装置７より画像形成光学装置５側で結像
させる光学素子である。この結像光学系９の結像位置には、偏光光束射出手段１０が配置
される。この偏光光束射出手段１０の配置位置は、投射光学装置７のバックフォーカス位
置でもある。
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【００２６】
　偏光光束射出手段１０は、結像光学系９の結像位置に設けられ、入射する光の一部の偏
光方向を選択的に変換する光学素子である。より具体的には、偏光光束射出手段１０は、
波長選択性偏光回転素子８からのＳ偏光光束のうちの一部を選択的にＰ偏光光束に変換す
る。偏光光束射出手段１０は、液晶パネル５１Ｒ、５１Ｇ、５１Ｂの画像形成領域の画素
配列に応じて、２種類の直線偏光光束、すなわち、入射面に対して平行なＰ偏光光束及び
垂直なＳ偏光光束を交互に射出する。
　この偏光光束射出手段１０は、図２に示されるように、基板１０１上に位相差板１０２
をストライプ状に貼付して構成される。位相差板１０２の貼付ピッチＤ１は、結像位置で
結像した光学像の画素ピッチの２倍に設定され、その配列方向は、図１におけるＸ軸方向
、すなわち、投射画像の左右方向に沿っている。そして、図２では図示を略したが、この
偏光光束射出手段１０には、偏光光束射出手段１０の位置調整を行う位置調整手段が設け
られている。位置調整手段は、偏光光束射出手段１０のＸ軸方向の位置調整を行うＸ軸移
動機構、及び偏光光束射出手段１０の面内回転方向θの位置調整を行うθ回転移動機構を
備え、ステッピングモータ等の駆動手段によって駆動する。
【００２７】
　尚、偏光光束射出手段は、投射画像の左右方向に位相差板を配列したもののみならず、
例えば、図３に示されるように、投射画像の上下方向、すなわちＹ軸方向に位相差板１０
２がストライプ状に配列された偏光光束射出手段１０Ａや、図４に示されるように位相差
板１０２が市松状に散点配置された偏光光束射出手段１０Ｂを採用することができる。
　偏光光束射出手段１０Ａの場合、偏光光束射出手段１０Ａと液晶パネル５１Ｒ、５１Ｇ
、５１Ｂとの相対位置を調整する位置調整手段は、Ｙ軸移動機構及びθ回転移動機構を備
えたものを採用する。偏光光束射出手段１０Ｂの場合、位置調整手段は、Ｘ軸移動機構、
Ｙ軸移動機構、及びθ回転移動機構を備えたものを採用する。尚、これらの偏光光束射出
手段１０Ａ、１０Ｂの配列ピッチも、偏光光束射出手段１０と同様に、液晶パネル５１Ｒ
、５１Ｇ、５１Ｂの画素ピッチの２倍とされる。
【００２８】
　このような構造のプロジェクター１により、立体画像を表示する場合、左目用と右目用
の視差画像データを生成し、画像処理回路のフレームバッファ上で左目用視差画像データ
と右目用視差画像データを１つおきに組み合わせて合成する。例えば、フレームバッファ
の奇数画素列には左目用視差画像データ、偶数画素列には右目用視差画像データを表示す
るようにして、表示用の画像データを生成し、生成した画像データに基づいて、液晶パネ
ル５１Ｒ、５１Ｇ、５１Ｂを駆動する。
【００２９】
　光源から射出された光束は、偏光変換素子２４によって略すべてがＳ偏光光束に変換さ
れ、色分離光学装置３で分離されたＲ、Ｇ、Ｂの色光の内、色光Ｒ、Ｂは、入射側偏光板
５２Ｒ、５２ＢによってＰ偏光光束に変換されて液晶パネル５１Ｒ、５１ＢによってＳ偏
光光束に変調され、色合成光学装置６の誘電体多層膜で反射して結像光学系９に入射する
。
　一方、色光Ｇは、Ｓ偏光光束のまま液晶パネル５１Ｇに入射し、液晶パネル５１Ｇによ
ってＰ偏光光束に変調されて光学像を形成し、色合成光学装置６を透過し、波長選択性偏
光回転素子８によりＳ偏光光束に変換されて結像光学系９に入射する。
【００３０】
　偏光方向が揃えられた色光Ｒ、Ｇ、Ｂから構成される光学像は、結像光学系９によって
偏光光束射出手段１０上で結像する。偏光光束射出手段１０で結像した光学像を構成する
光束の内、液晶パネル５１Ｒ、Ｇ、Ｂの画像形成領域の偶数列の光束は、偏光光束射出手
段１０の位相差板１０２により偏向方向が９０deg変換されてＰ偏光光束として射出され
、投射光学装置７からスクリーンＳ上に投射される。一方、液晶パネル５１Ｒ、５１Ｇ、
５１Ｂの奇数列の光束は、Ｓ偏光光束のまま、スクリーンＳ上に投射される。
【００３１】
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　観察者は、左目と右目で偏光方向の異なる偏光メガネＰＧを用いて、スクリーンＳ上に
表示された立体画像を観察する。
　尚、投射画像において、左目用視差画像及び右目用視差画像にズレが生じていた場合、
前述した位置調整手段により、偏光光束射出手段１０の位置を調整して、適切な立体表示
画像を表示させる。
　一方、プロジェクター１を通常表示する場合には、通常の画像データを入力して投射画
像をスクリーンＳ上に投射し、観察者は偏光メガネＰＧを用いずに投射画像を観察すれば
よい。
【００３２】
　[第２実施形態]
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。尚、以下の説明では、既に説明した部
分等については、同一符号を付してその説明を省略する。
　前記第１実施形態では、Ｘ軸移動機構及びθ回転移動機構を備えた位置調整手段（図示
略）によって偏光光束射出手段１０の位置を調整することにより、液晶パネル５１Ｒ、５
１Ｇ、５１Ｂと偏光光束射出手段１０の相対位置を調整していた。
　これに対して、本実施形態のプロジェクター１Ａでは、色合成光学装置６からの光が入
射する位置に透明平行板１１を配置し、この透明平行板１１の光路中心軸に対する角度を
調整することにより、液晶パネル５１Ｒ、５１Ｇ、５１Ｂと、偏光光束射出手段１０との
相対位置調整を行っている点が相違する。
【００３３】
　透明平行板１１は、図６に示されるように、光路中心軸Ａｘに対して傾斜配置され、光
束入射面と射出面とが平行な透明基板であり、ＢＫ７等の透明なガラス材料から構成され
ている。プロジェクター１Ａの光路上にこのような透明平行板１１を配置すると、光束は
、透明平行板１１に対して斜め方向から入射し、透明平行板１１内で屈折して光路シフト
した後、射出される。
　本実施形態の位置調整手段は、この透明平行板１１と、この透明平行板１１の傾斜角度
を変更する角度調整手段（図示略）とを備えて構成される。角度調整手段は、透明平行板
１１の端部を把持し、Ｘ軸となす角度φ１を調整できる機構であれば、公知の構造を採用
することができる。
【００３４】
　このような本実施形態によれば、位置調整手段が透明平行板１１の角度φ１を調整する
ことにより、液晶パネル５１Ｒ、５１Ｇ、５１Ｂと偏光光束射出手段１０との相対位置調
整を行うことができるため、傾斜角度の変更でわずかな相対位置の調整を実現することが
可能となり、立体画像を一層観察者に視認させ易くすることができる。
【００３５】
　[実施形態の変形]
　尚、本発明は、前述した実施形態に限定されるものではなく、以下に示すような変形を
も含むものである。
　前述の実施形態では、３枚の液晶パネル５１Ｒ、５１Ｇ、５１Ｂを備えたプロジェクタ
ー１において、偏光光束射出手段１０、１０Ａ、１０Ｂを採用していたが、本発明はこれ
に限られない。すなわち、単板式の液晶プロジェクターに本発明を採用することができ、
さらには、光変調装置としては、透過型の光変調装置だけでなく、反射型液晶パネルや、
マイクロミラーを用いた光変調装置に本発明を適用してもよい。
【００３６】
　また、前記実施形態では、２種類の直線偏光光束により左目用視差画像、右目用視差画
像を形成していたが、これに限らず、左目用視差画像を左回りの円偏光光束で形成し、右
目用視差画像を右回りの円偏光光束で形成するようにしてもよい。
　さらに、前記実施形態では、偏光光束射出手段１０を基板１０１上に位相差板１０２を
貼り付けることで構成していたが、本発明はこれに限らず、例えば、図２、図３のような
偏光光束射出手段１０、１０Ａであれば、所定厚みの透明ガラス基板と位相差板を積層し
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、これを積層方向からスライスして構成することもできる。
　その他、本発明の具体的な構造及び形状等は、本発明の目的を達成できる範囲で他の構
造等としてもよい。
【符号の説明】
【００３７】
　１、１Ａ…プロジェクター、２…照明装置、３…色分離光学装置、４…リレー光学装置
、５…画像形成光学装置、６…色合成光学装置、７…投射光学装置、８…波長選択性偏光
回転素子、９…結像光学系、１０、１０Ａ、１０Ｂ…偏光光束射出手段、１１…透明平行
板、２１…光源装置、２２…第１レンズアレイ、２３…第２レンズアレイ、２４…偏光変
換素子、２５…重畳レンズ、３１、３２…ダイクロイックミラー、３３、３４、３５…反
射ミラー、４１、４２…集光レンズ、５１Ｒ、５１Ｇ、５１Ｂ…液晶パネル、５２Ｒ、５
２Ｇ、５２Ｂ…入射側偏光板、５３Ｒ、５３Ｇ、５３Ｂ…射出側偏光板、１０１…基板、
１０２…位相差板、２１１…放電型発光管、２１２…リフレクタ、ＰＧ…偏光メガネ、Ｓ
…スクリーン

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】
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