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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気光学パネルと、
　該電気光学パネルを一方側から支持するフレーム側パネル支持部と、該フレーム側パネ
ル支持部から平板状に延在するフレーム側放熱部とを備えた金属製のフレームと、
　前記電気光学パネルを他方側から支持するプレート側パネル支持部と、該プレート側パ
ネル支持部から平板状に延在するプレート側放熱部とを備えた金属製のプレートと、
　前記電気光学パネルの第１端子に接続された第１フレキシブル配線基板と、
　前記第１フレキシブル配線基板の基板面において前記プレート側放熱部と平面視で重な
る位置に実装され、前記プレート側放熱部に直接または接着部材を介して接する第１集積
回路と、
　前記電気光学パネルの第２端子に接続された第２フレキシブル配線基板と、
　前記第２フレキシブル配線基板の基板面において前記フレーム側放熱部および前記プレ
ート側放熱部と平面視で重なる位置に実装され、前記フレームに前記第２フレキシブル配
線基板を介して接する第２集積回路と、
　を有し、
　前記プレート側放熱部には部分的に、前記第１集積回路と平面視で重なる位置に当該第
１集積回路に向けて突出して厚く形成されたプレート側凸部が形成され、
　前記フレーム側放熱部には部分的に、前記第２集積回路と平面視で重なる位置に当該第
２集積回路に向けて突出して厚く形成されたフレーム側凸部が形成され、
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　前記第１集積回路と前記第２集積回路とが平面視で重なっていることを特徴とする電気
光学モジュール。
【請求項２】
　前記フレーム側凸部は、前記第１集積回路の幅よりも大きく、前記フレーム側放熱部の
幅方向の全体にわたって形成されていることを特徴とする請求項１に記載の電気光学モジ
ュール。
【請求項３】
　前記プレート側凸部は、前記第２集積回路の幅よりも大きく、前記プレート側放熱部の
幅方向の全体にわたって形成されていることを特徴とする請求項１または２に記載の電気
光学モジュール。
【請求項４】
　前記第１フレキシブル配線基板の前記プレート側の基板面には、回路部品が実装され、
　前記プレートにおいて前記回路部品と平面視で重なる領域には、前記回路部品から離間
する方向に凹んだ凹部が形成されていることを特徴とする請求項１乃至３の何れか一項に
記載の電気光学モジュール。
【請求項５】
　前記接着部材は接着剤であって、
　前記第１集積回路は、前記接着剤を介して前記プレートに接着され、
　前記プレートにおいて前記第１集積回路が接着されている領域には凹部が形成されてい
ることを特徴とする請求項１乃至４の何れか一項に記載の電気光学モジュール。
【請求項６】
　電気光学パネルと、
　該電気光学パネルを一方側から支持するフレーム側パネル支持部と、該フレーム側パネ
ル支持部から平板状に延在するフレーム側放熱部とを備えた金属製のフレームと、
　前記電気光学パネルを他方側から支持するプレート側パネル支持部と、該プレート側パ
ネル支持部から平板状に延在するプレート側放熱部とを備えた金属製のプレートと、
　前記電気光学パネルの第１端子に接続された第１フレキシブル配線基板と、
　前記第１フレキシブル配線基板の基板面において前記プレート側放熱部と平面視で重な
る位置に実装され、前記プレート側放熱部に直接または接着部材を介して接する第１集積
回路と、
　を有し、
　前記プレート側放熱部には部分的に、前記第１集積回路と平面視で重なる位置に当該第
１集積回路に向けて突出して厚く形成されたプレート側凸部が形成され、
　前記フレーム側放熱部には部分的に、前記第１集積回路と平面視で重なる位置に当該第
１集積回路に向けて突出して厚く形成されたフレーム側凸部が形成されていることを特徴
とする電気光学モジュール。
【請求項７】
　前記電気光学パネルの第２端子に接続された第２フレキシブル配線基板と、
　前記第２フレキシブル配線基板の基板面において前記プレート側放熱部と平面視で重な
る位置に実装され、前記プレート側放熱部に直接または接着部材を介して接する第２集積
回路と、
　を有し、
　前記第２端子は、平面視で前記第１端子と重なる位置に形成され、
　前記プレート側凸部は、前記第２集積回路と平面視で重なる位置に当該第２集積回路に
向けて突出して厚く形成され、
　前記フレーム側凸部は、前記第２集積回路と平面視で重なる位置に当該第２集積回路に
向けて突出して厚く形成され、
　前記第１集積回路と前記第２集積回路とが平面視でずれており、重なっていないことを
特徴とする請求項６に記載の電気光学モジュール。
【請求項８】
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　前記フレーム側凸部は、前記第１集積回路の幅よりも大きく、前記フレーム側放熱部の
幅方向の全体にわたって形成され、前記プレート側凸部は、前記第１集積回路の幅よりも
大きく、前記プレート側放熱部の幅方向の全体にわたって形成されていることを特徴とす
る請求項６または７に記載の電気光学モジュール。
か一項に記載の電気光学モジュール。
【請求項９】
　前記プレートには、前記プレート側パネル支持部と前記プレート側放熱部との間に２つ
の貫通穴が形成されていることを特徴とする請求項１乃至８の何れか一項に記載の電気光
学モジュール。
【請求項１０】
　前記フレームには、前記フレーム側パネル支持部と前記フレーム側放熱部との間に２つ
の貫通穴が形成されていることを特徴とする請求項１乃至９の何れか一項に記載の電気光
学モジュール。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０の何れか一項に記載の電気光学モジュールを備えていることを特徴と
する電子機器。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、集積回路が実装されたフレキシブル配線基板が電気光学パネルに接続された
電気光学モジュール、および当該電気光学モジュールを備えた電子機器に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　投射型表示装置等の電子機器では、集積回路が実装されたフレキシブル配線基板が電気
光学パネルに接続された電気光学モジュールが用いられている。かかる電気光学モジュー
ルでは、集積回路の処理能力の向上に伴い、集積回路の消費電力が増加し、発熱量が増加
する傾向にある。そこで、電気光学パネルを収容するケースに、フレキシブル配線基板に
対して集積回路が実装されている側とは反対側で重なる放熱部を設けるとともに、フレキ
シブル配線基板と放熱部とを接着することにより、集積回路で発生した熱を、フレキシブ
ル配線基板および放熱部を介して放熱部に逃がす構成が提案されている（特許文献１参照
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－７５４５７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、特許文献１に記載の構成では、集積回路からみてフレキシブル配線基板
が位置する一方側にのみ熱を逃がす構成であるため、集積回路で発生した熱を十分に逃が
すことができないという問題点がある。
【０００５】
　以上の問題点に鑑みて、本発明の課題は、集積回路で発生した熱を効率よく逃がすこと
のできる電気光学モジュール、および当該電気光学モジュールを備えた電子機器を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明に係る電気光学モジュールは、電気光学パネルと、



(4) JP 6402512 B2 2018.10.10

10

20

30

40

50

該電気光学パネルを一方側から支持するフレームと、前記電気光学パネルを他方側から支
持するプレートと、前記電気光学パネルの第１端子に接続された第１フレキシブル配線基
板と、前記第１フレキシブル配線基板の前記プレート側の基板面において前記フレームお
よび前記プレートと平面視で重なる位置に実装され、前記プレートに直接または接着部材
を介して接する第１集積回路と、を有することを特徴とする。
【０００７】
　本発明に係る電気光学モジュールにおいて、フレキシブル配線基板（第１フレキシブル
配線基板）に実装された集積回路（第１集積回路）は、電気光学パネルを支持するフレー
ムとプレートとの間に配置されている。このため、集積回路で発生した熱をフレームおよ
びプレートに効率よく逃がすことができる。また、第１集積回路は、プレートに直接また
は接着部材を介して接しているため、第１集積回路で発生した熱をプレートに効率よく逃
がすことができる。それ故、第１集積回路の温度上昇を抑制することができる。
【０００８】
　本発明において、前記電気光学パネルの第２端子に接続された第２フレキシブル配線基
板と、前記第２フレキシブル配線基板の前記フレーム側の基板面において前記フレームお
よび前記プレートと平面視で重なる位置に実装され、前記フレームに前記第２フレキシブ
ル配線基板を介して接する第２集積回路と、を有する構成を採用することができる。かか
る構成によれば、２つの集積回路（第１集積回路および第２集積回路）は、フレームとプ
レートとの間に配置されている。このため、集積回路（第１集積回路および第２集積回路
）で発生した熱をフレームおよびプレートに効率よく逃がすことができる。また、第２集
積回路は、第２フレキシブル配線基板を介してフレームに接しているため、第２集積回路
で発生した熱をフレームに効率よく逃がすことができる。それ故、第２集積回路の温度上
昇を抑制することができる。
【０００９】
　本発明において、前記第１集積回路と前記第２集積回路とが平面視で重なっており、前
記第１集積回路は、前記第１フレキシブル配線基板を介して前記第２集積回路に接してい
る構成を採用することができる。かかる構成によれば、第１集積回路と第２集積回路とが
平面視で重なっている場合でも、第１集積回路で発生した熱をプレートに効率よく逃がす
ことができ、第２集積回路で発生した熱をフレームに効率よく逃がすことができる。それ
故、第１集積回路および第２集積回路の温度上昇を抑制することができる。
【００１０】
　本発明において、前記第１フレキシブル配線基板において前記第１集積回路が実装され
ている部分と前記第２フレキシブル配線基板において前記第２集積回路が実装されている
部分とが平面視でずれており、前記第１集積回路は、前記フレームに前記第１フレキシブ
ル配線基板を介して接し、前記第２集積回路は、前記プレートに直接または接着部材を介
して接している構成を採用してもよい。かかる構成によれば、第１集積回路で発生した熱
をフレームおよびプレートに効率よく逃がすことができ、第２集積回路で発生した熱をフ
レームおよびプレートに効率よく逃がすことができる。それ故、第１集積回路および第２
集積回路の温度上昇を抑制することができる。
【００１１】
　本発明において、前記フレームには、前記第２集積回路と平面視で重なる位置に当該第
２集積回路に向けて突出したフレーム側凸部が形成されていることが好ましい。かかる構
成によれば、第２集積回路とフレーム側凸部とが第２フレキシブル配線基板を介して確実
に接するので、第２集積回路で発生した熱をフレームに効率よく逃がすことができる。そ
れ故、第２集積回路の温度上昇を抑制することができる。
【００１２】
　本発明において、前記プレートには、前記第１集積回路と平面視で重なる位置に当該第
１集積回路に向けて突出したプレート側凸部が形成されていることが好ましい。かかる構
成によれば、第１集積回路とプレート側凸部とが確実に接するので、第１集積回路で発生
した熱をプレートに効率よく逃がすことができる。それ故、第１集積回路の温度上昇を抑
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制することができる。
【００１３】
　本発明において、前記第１フレキシブル配線基板の前記プレート側の基板面には、回路
部品が実装され、前記プレートにおいて前記回路部品と平面視で重なる領域には、前記回
路部品から離間する方向に凹んだ凹部が形成されていることが好ましい。かかる構成によ
れば、回路部品の高さ寸法（厚さ寸法）が大である場合でも、第１集積回路とプレートと
が確実に接するので、第１集積回路で発生した熱をプレートに効率よく逃がすことができ
る。それ故、第１集積回路の温度上昇を抑制することができる。
【００１４】
　本発明において、前記接着部材は接着剤であって、前記第１集積回路は、前記接着剤を
介して前記プレートに接着され、前記プレートにおいて前記第１集積回路が接着されてい
る領域には凹部が形成されていることが好ましい。かかる構成によれば、凹部を接着剤溜
まり部として利用できるので、第１集積回路とプレートとを容易かつ確実に接着すること
ができる。
【００１５】
　本発明において、前記プレートは、前記電気光学パネルに対して平面視で重なるプレー
ト側パネル支持部と、該プレート側パネル支持部から前記第１集積回路と平面視で重なる
位置まで延在したプレート側放熱部と、を備え、前記プレートには、前記プレート側パネ
ル支持部と前記プレート側放熱部との間に貫通穴が形成されていることが好ましい。かか
る構成によれば、プレート側パネル支持部からプレート側放熱部への熱伝導や、プレート
側放熱部からプレート側パネル支持部への熱伝導を抑制することができる。
【００１６】
　本発明において、前記フレームは、前記電気光学パネルに対して平面視で重なるフレー
ム側パネル支持部と、該フレーム側パネル支持部から前記第１集積回路と平面視で重なる
位置まで延在したフレーム側放熱部と、を備え、前記フレームには、前記フレーム側パネ
ル支持部と前記フレーム側放熱部との間に貫通穴が形成されていることが好ましい。かか
る構成によれば、フレーム側パネル支持部からフレーム側放熱部への熱伝導や、フレーム
側放熱部からフレーム側パネル支持部への熱伝導を抑制することができる。
【００１７】
　本発明に係る電気光学モジュールは各種電子機器に用いられる。また、電子機器が投射
型表示装置の場合、投射型表示装置は、電気光学パネルに光を供給するための光源部と、
電気光学パネルによって光変調された光を投射する投射光学系とを備えている。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施の形態１に係る電気光学モジュールを光出射側からみたときの様子
を模式的に示す斜視図である。
【図２】図１に示す電気光学モジュールを光出射側からみたときの様子を模式的に示す分
解斜視図である。
【図３】図１に示す電気光学モジュールを光入射側からみたときの様子を模式的に示す分
解斜視図である。
【図４】図１に示す電気光学モジュールの断面図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係る電気光学モジュールを光出射側からみたときの様子
を模式的に示す斜視図である。
【図６】図５に示す電気光学モジュールを光出射側からみたときの様子を模式的に示す分
解斜視図である。
【図７】図５に示す電気光学モジュールを光入射側からみたときの様子を模式的に示す分
解斜視図である。
【図８】図５に示す電気光学モジュールの断面図である。
【図９】本発明を適用した電気光学モジュールを用いた投射型表示装置（電子機器）の概
略構成図である。



(6) JP 6402512 B2 2018.10.10

10

20

30

40

50

【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。なお、以下の説明では、電気光学モ
ジュールとして、透過型の電気光学パネル（透過型の液晶パネル）を備えた電気光学モジ
ュールを中心に説明する。また、以下の説明で参照する図においては、各層や各部材を図
面上で認識可能な程度の大きさとするため、各層や各部材毎に縮尺を異ならしめてある。
【００２０】
　［実施の形態１］
　（電気光学モジュール１０の全体構成）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る電気光学モジュールを光出射側からみたときの様
子を模式的に示す斜視図である。図２は、図１に示す電気光学モジュールを光出射側から
みたときの様子を模式的に示す分解斜視図である。図３は、図１に示す電気光学モジュー
ルを光入射側からみたときの様子を模式的に示す分解斜視図である。図４は、図１に示す
電気光学モジュールの断面図であり、図４（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、電気光学モジュー
ル全体の断面図、集積回路周辺の断面図、および第１集積回路をプレートに接着剤を介し
て接触させた場合の説明図である。
【００２１】
　図１～図４に示すように、本形態の電気光学モジュール１０は、電気光学パネル２０と
、電気光学パネル２０を一方側Ｌ１（光入射側）から支持するフレーム３０と、電気光学
パネル２０を他方側Ｌ２（光出射側）から支持するプレート４０とを有している。また、
電気光学モジュール１０は、電気光学パネル２０に接続された第１フレキシブル配線基板
６０と、第１フレキシブル配線基板６０に実装された第１集積回路８０と、電気光学パネ
ル２０に実装された第２集積回路９０とを有している。すなわち、本形態では、第１集積
回路８０および第２集積回路９０が第１フレキシブル配線基板６０および第２フレキシブ
ル配線基板７０に実装されたＣＯＦ（Chip On Film）構造が採用されている。本形態にお
いて、第１集積回路８０および第２集積回路９０はいずれも、電気光学パネル２０に対す
る駆動用ＩＣである。
【００２２】
　かかる構成の電気光学モジュール１０では、電気光学パネル２０として透過型の液晶パ
ネルが用いられている。このため、矢印Ｌで示すように、一方側Ｌ１から電気光学パネル
２０に光源光が入射した際、光源光を電気光学パネル２０で変調して他方側Ｌ２に出射し
、画像を表示する。その際、電気光学モジュール１０から出射された光が反射してきて、
プレート４０で反射すると、迷光の原因となる。そこで、プレート４０において、少なく
とも他方側Ｌ２の面（電気光学パネル２０）には、黒色の光吸収層が形成されている。
【００２３】
　（電気光学パネル２０の構成）
　電気光学パネル２０は、第１基板２１（素子基板）との第２基板２２（対向基板）とが
所定の隙間を介してシール材（図示せず）によって貼り合わされている。本形態において
、第２基板２２は、第１基板２１に対してフレーム３０の側（一方側Ｌ１）に位置する。
【００２４】
　第１基板２１および第２基板２２には、石英ガラスや耐熱ガラス等の透光性基板が用い
られている。電気光学パネル２０において、第１基板２１と第２基板２２との間において
シール材によって囲まれた領域内に電気光学物質層としての液晶層（図示せず）が保持さ
れている。また、第１基板２１において第２基板２２側の面には、ＩＴＯ（Indium Tin O
xide）膜やＩＺＯ（Indium Zinc Oxide）膜等の透光性導電膜からなる画素電極（図示せ
ず）が形成され、第２基板２２において第１基板２１側の面には、ＩＴＯ膜やＩＺＯ膜等
の透光性導電膜からなる共通電極（図示せず）が形成されており、画素電極と共有電極と
によって液晶層を画素毎に駆動する。
【００２５】
　本形態において、第１基板２１は四角形であり、第２基板２２も、第１基板２１と同様
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、四角形である。電気光学パネル２０の略中央には、変調光を出射する表示領域２０ａが
四角形の領域として設けられている。第１基板２１は第２基板２２よりサイズが大きく、
第１基板２１は、第２基板２２の端部から張り出した張り出し部２５を有している。
【００２６】
　第１基板２１の一方側Ｌ１側の面（第２基板２２側の面）には、張り出し部２５の表示
領域２０ａとは反対側の端部２５ａに沿って複数の端子２９が配置されており、端子２９
と表示領域２０ａとの間にはデータ線駆動回路２７が形成されている。また、第１基板２
１において、端子２９が並ぶ端部に隣接する端部に沿って走査線駆動回路２８が形成され
ている。
【００２７】
　本形態において、端子２９は、張り出し部２５の端部２５ａに沿って２列に配置されて
おり、第１基板２１には、張り出し部２５の端部２５ａと表示領域２０ａとの間において
端部２５ａに沿って配列された複数の第１端子２９ａと、第１端子２９ａと表示領域２０
ａとの間において端部２５ａに沿って配列された複数の第２端子２９ｂとが形成されてい
る。
【００２８】
　電気光学パネル２０において、第１基板２１の第２基板２２と反対側（他方側Ｌ２）の
面には第１透光板２３が貼付されており、第２基板２２の第１基板２１と反対側（一方Ｌ
１）の面には第２透光板２４が貼付されている。第１透光板２３および第２透光板２４は
防塵ガラスである。かかる防塵ガラス（第１透光板２３および第２透光板２４）は、第１
基板２１および第２基板２２に塵等の異物が直接付着することを防止することによって画
像に塵等の異物が写り込むことを防止する。第１透光板２３は、表示領域２０ａよりサイ
ズが大きく、第１基板２１よりサイズが小さい。また、第２透光板２４は、表示領域２０
ａよりサイズが大きく、第２基板２２よりサイズが小さい。
【００２９】
　（フレキシブル配線基板および集積回路の構成）
　電気光学パネル２０に対しては、集積回路が実装された複数枚のフレキシブル配線基板
が接続されている。本形態において、電気光学パネル２０に対しては、集積回路が実装さ
れた２枚のフレキシブル配線基板（第１フレキシブル配線基板６０および第２フレキシブ
ル配線基板７０）が接続されている。
【００３０】
　より具体的には、電気光学パネル２０の第１基板２１に形成された端子２９のうち、第
１端子２９ａに第１フレキシブル配線基板６０の端部６８の第１基板面６０ａが接続し、
第１フレキシブル配線基板６０は、電気光学パネル２０から離間する方向に延在する延在
部６１を有している。また、第２端子２９ｂには、第２フレキシブル配線基板７０の端部
７８の第１基板面７０ａが接続しており、第２フレキシブル配線基板７０は、第１フレキ
シブル配線基板６０と同様、電気光学パネル２０から離間する方向に延在する延在部７１
を有している。
【００３１】
　第１フレキシブル配線基板６０の延在部６１と、第２フレキシブル配線基板７０の延在
部７１とは平面視で重なっており、第１フレキシブル配線基板６０の延在部６１は、第２
フレキシブル配線基板７０の延在部７１に対してプレート４０の側（他方側Ｌ２）に位置
する。
【００３２】
　第１フレキシブル配線基板６０の延在部６１では、第１フレキシブル配線基板６０の第
１基板面６０ａおよび第２基板面６０ｂのうち、プレート４０側に向く第１基板面６０ａ
に第１集積回路８０が実装されている。また、第２フレキシブル配線基板７０の延在部７
１では、第１基板面７０ａおよび第２基板面７０ｂのうち、プレート４０側に向く第１基
板面７０ａに第２集積回路９０が実装されている。
【００３３】
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　この状態で、第１集積回路８０と第２集積回路９０とは平面視で重なっている。また、
第１フレキシブル配線基板６０の延在部６１では、第１基板面６０ａにおいて第１集積回
路８０の側方に、抵抗やキャパシタ０等の第１回路部品８９が実装されている。また、第
２フレキシブル配線基板７０の延在部７１では、第１基板面７０ａにおいて第２集積回路
９０の側方に、抵抗やキャパシタ０等の第２回路部品９９が実装されている。本形態では
、第１回路部品８９と第２回路部品９９とは平面視で重なっている。
【００３４】
　（フレーム３０の構成）
　フレーム３０は、電気光学パネル２０よりサイズの大きな板状部材であり、金属製ある
いは放熱性の高い樹脂製である。本形態において、フレーム３０は、アルミニウム等の金
属製である。フレーム３０は、電気光学パネル２０を一方側Ｌ１から支持するフレーム側
パネル支持部３１を有している。また、フレーム３０は、フレーム側パネル支持部３１か
ら第１フレキシブル配線基板６０の延在部６１および第２フレキシブル配線基板７０の延
在部７１と重なる方向に延在する平板状のフレーム側放熱部３６を有している。
【００３５】
　フレーム側パネル支持部３１は、表示領域２０ａと重なる開口部３１０を有する矩形枠
状に形成されており、電気光学パネル２０の側面を覆う壁部３２を有している。また、フ
レーム側パネル支持部３１において、４つの角に対応する位置には、電気光学モジュール
１０を電子機器に固定する際のネジ止め用の穴が形成された座部３３が形成されている。
【００３６】
　壁部３２の内面には、電気光学パネル２０を一方側Ｌ１から支持する際、第１基板２１
の端部を一方側Ｌ１で受ける第１段部３２１と、第２基板２２の端部を一方側Ｌ１で受け
る第２段部３２２とが形成されている。また、フレーム３０が電気光学パネル２０を一方
側Ｌ１から支持した際、第２透光板２４は、開口部３１０の内側に位置する。このように
構成したフレーム側パネル支持部３１において、壁部３２の内面と電気光学パネル２０の
側面とは接着剤により固定される。
【００３７】
　ここで、フレーム３０には、フレーム側パネル支持部３１とフレーム側放熱部３６との
間に貫通穴３４が形成されている。本形態において、貫通穴３４は、フレーム側パネル支
持部３１とフレーム側放熱部３６との境界に沿って延在するスリット状に形成されている
。
【００３８】
　また、フレーム３０において、フレーム側放熱部３６の一方側Ｌ１の面には、複数の溝
３６１が形成されており、溝３６１によって、フレーム側放熱部３６の放熱性が高められ
ている。
【００３９】
　また、フレーム３０において、フレーム側放熱部３６の他方側Ｌ２の面には、他方側Ｌ
２に向けて突出したフレーム側凸部３６５が形成されている。本形態において、フレーム
側凸部３６５は、フレーム側放熱部３６の幅方向の全体にわたって形成されている。
【００４０】
　（プレート４０の構成）
　プレート４０は、電気光学パネル２０よりサイズの大きな板状部材であり、金属製ある
いは放熱性の高い樹脂製である。本形態において、プレート４０は、アルミニウム等の金
属製である。プレート４０は、電気光学パネル２０を他方側Ｌ２から支持するプレート側
パネル支持部４１を有している。また、プレート４０は、プレート側パネル支持部４１か
ら第１フレキシブル配線基板６０の延在部６１および第２フレキシブル配線基板７０の延
在部７１と重なる方向に延在する平板状のプレート側放熱部４６を有している。
【００４１】
　プレート側パネル支持部４１は、表示領域２０ａと重なる開口部４１０を有する矩形枠
状に形成されており、プレート４０が電気光学パネル２０を他方側Ｌ２から支持した際、
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プレート側パネル支持部４１は、第１基板２１の端部に当接する。また、プレート４０が
電気光学パネル２０を他方側Ｌ２から支持した際、第１透光板２３は、開口部４１０の内
側に位置する。
【００４２】
　この状態で、プレート４０は、電気光学パネル２０に接着剤により固定される。なお、
プレート４０には、プレート側パネル支持部４１の相対向する位置から一方側Ｌ１に突出
した位置決め突起４５が形成されており、かかる位置決め突起４５は、フレーム３０の側
面に当接することにより、プレート４０とフレーム３０との位置決めが行われる。
【００４３】
　プレート４０には、プレート側パネル支持部４１とプレート側放熱部４６との間に貫通
穴４４が形成されている。本形態において、貫通穴４４は、プレート側パネル支持部４１
とプレート側放熱部４６との境界に沿って延在するスリット状に形成されている。
【００４４】
　また、プレート４０において、プレート側放熱部４６の他方側Ｌ２の面には、複数の溝
４６１が形成されており、溝４６１によって、プレート側放熱部４６の放熱性が高められ
ている。
【００４５】
　また、プレート４０において、プレート側放熱部４６の一方側Ｌ１の面には、一方側Ｌ
１に向けて突出したプレート側凸部４６５が形成されている。本形態において、プレート
側凸部４６５は、プレート側放熱部４６の幅方向の全体にわたって形成されている。
【００４６】
　（集積回路からの放熱構造）
　本形態の電気光学モジュール１０において、電気光学パネル２０を支持するフレーム３
０およびプレート４０には、第１フレキシブル配線基板６０の延在部６１と重なるフレー
ム側放熱部３６およびプレート側放熱部４６が形成されている。また、電気光学パネル２
０の第１端子２９ａに接続された第１フレキシブル配線基板６０のプレート４０側の第１
基板面６０ａには、フレーム３０のフレーム側放熱部３６およびプレート４０のプレート
側放熱部４６と平面視で重なる位置に第１集積回路８０が実装されており、第１集積回路
８０は、プレート４０のプレート側凸部４６５に直接接している。従って、第１集積回路
８０の熱は、プレート４０に逃げることになる。
【００４７】
　ここで、図４（ｃ）に示すように、第１集積回路８０がプレート４０のプレート側凸部
４６５に接着剤８５や接着テープ等の接着部材を介して接する構造を採用してもよく、こ
の場合も、第１集積回路８０の熱は、プレート４０に逃げることになる。また、プレート
４０において第１集積回路８０が接着剤８５によって接着される部分（プレート側凸部４
６５）に溝状の凹部４６６を形成しておくことが好ましく、かかる構成によれば、凹部４
６６を接着剤溜まり部として利用することができる。従って、第１集積回路８０とプレー
ト４０のプレート側凸部４６５とを容易かつ確実に接着することができる。凹部４６６は
、プレート側凸部４６５から外部に繋がっていない凹部であってもよいが、プレート側凸
部４６５から外部に繋がっている凹部４６６であれば、より多くの余剰の接着剤を逃がす
こともできる。
【００４８】
　また、図４（ｃ）に一点鎖線で示すように、プレート４０において第１回路部品８９と
平面視で重なる領域には、第１回路部品８９から離間する方向に凹んだ凹部４６８を形成
しておくことが好ましい。かかる構成によれば、第１回路部品８９の高さ寸法（厚さ寸法
）が大である場合でも、第１集積回路８０とプレート４０のプレート側凸部４６５に確実
に接することになる。
【００４９】
　また、本形態では、図１～図４に示すように、電気光学パネル２０の第２端子２９ｂに
接続された第２フレキシブル配線基板７０のプレート４０側の第１基板面７０ａには、フ
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レーム３０のフレーム側放熱部３６およびプレート４０のプレート側放熱部４６と平面視
で重なる位置に第２集積回路９０が実装されており、第２集積回路９０は、フレーム３０
のフレーム側凸部３６５に第２フレキシブル配線基板７０を介して接している。従って、
第２集積回路９０の熱は、フレーム３０に逃げることになる。なお、フレーム側凸部３６
５と第２フレキシブル配線基板７０とは直接接している構造の他、接着剤８５や接着テー
プ等の接着部材を介して接する構造を採用してもよい。
【００５０】
　ここで、第１集積回路８０と第２集積回路９０とは平面視で重なっており、第１集積回
路８０は、第１フレキシブル配線基板６０を介して第２集積回路９０に接している。なお
、第２集積回路９０と第１フレキシブル配線基板６０とは直接接している構造の他、接着
剤８５や接着テープ等の接着部材を介して接する構造を採用してもよい。
【００５１】
　（本形態の主な効果）
　以上説明したように、本形態の電気光学モジュール１０では、第１フレキシブル配線基
板６０に実装された第１集積回路８０は、フレーム３０のフレーム側放熱部３６とプレー
ト４０のプレート側放熱部４６との間に配置されている。また、第２フレキシブル配線基
板７０に実装された第２集積回路９０も、第１集積回路８０と同様、フレーム３０のフレ
ーム側放熱部３６とプレート４０のプレート側放熱部４６との間に配置されている。この
ため、集積回路（第１集積回路８０および第２集積回路９０）で発生した熱をフレーム３
０およびプレート４０に逃がすことができる。
【００５２】
　また、第１集積回路８０は、プレート４０に直接または接着部材を介して接しているた
め、第１集積回路８０で発生した熱をプレート４０に効率よく逃がすことができる。また
、プレート４０には、第１集積回路８０と平面視で重なる位置に第１集積回路８０に向け
て突出したプレート側凸部４６５が形成されている。このため、第１集積回路８０とプレ
ート４０とが確実に接するので、第１集積回路８０で発生した熱をプレート４０に効率よ
く逃がすことができる。それ故、第１集積回路の温度上昇を抑制することができる。
【００５３】
　ここで、第１集積回路８０と第２集積回路９０とは平面視で重なっており、第１集積回
路８０は、第１フレキシブル配線基板６０を介して第２集積回路９０に接している。この
ため、第２集積回路９０をプレート４０に接する構造とすることができないが、第２集積
回路９０は、第２フレキシブル配線基板７０を介してフレーム３０に接している。このた
め、第２集積回路９０で発生した熱をフレーム３０に効率よく逃がすことができる。それ
故、第２集積回路９０の温度上昇を抑制することができる。また、フレーム３０には、第
２集積回路９０と平面視で重なる位置に第２集積回路９０に向けて突出したフレーム側凸
部３６５が形成されているため、第２集積回路９０とフレーム３０とが第２フレキシブル
配線基板７０を介して確実に接する。従って、第２集積回路９０で発生した熱をフレーム
３０に効率よく逃がすことができる。それ故、第２集積回路９０の温度上昇を抑制するこ
とができる。
【００５４】
　また、プレート４０には、プレート側パネル支持部４１とプレート側放熱部４６との間
に貫通穴４４が形成されているため、プレート側パネル支持部４１からプレート側放熱部
４６への熱伝導や、プレート側放熱部４６からプレート側パネル支持部４１への熱伝導を
抑制することができる。また、フレーム３０には、フレーム側パネル支持部３１とフレー
ム側放熱部３６との間に貫通穴３４が形成されているため、フレーム側パネル支持部３１
からフレーム側放熱部３６への熱伝導や、フレーム側放熱部３６からフレーム側パネル支
持部３１への熱伝導を抑制することができる。従って、貫通穴３４、４４の構成によって
、電気光学パネル２０の温度を制御することができるので、電気光学パネル２０を適正な
温度で動作させることができる。
【００５５】
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　［実施の形態２］
　図５は、本発明の実施の形態２に係る電気光学モジュールを光出射側からみたときの様
子を模式的に示す斜視図である。図６は、図５に示す電気光学モジュールを光出射側から
みたときの様子を模式的に示す分解斜視図である。図７は、図５に示す電気光学モジュー
ルを光入射側からみたときの様子を模式的に示す分解斜視図である。図８は、図１に示す
電気光学モジュール１０の断面図であり、図８（ａ）、（ｂ）は、第１集積回路８０周辺
の断面図、および第２集積回路９０周辺の断面図である。なお、本形態の基本的な構成は
、実施の形態１と同様であるため、共通する部分には同一の符号を付して、それらの説明
を省略する。
【００５６】
　図５～図８に示すように、本形態の電気光学モジュール１０も、実施の形態１と同様、
電気光学パネル２０と、電気光学パネル２０を一方側Ｌ１（光入射側）から支持するフレ
ーム３０と、電気光学パネル２０を他方側Ｌ２（光出射側）から支持するプレート４０と
を有している。また、電気光学モジュール１０は、電気光学パネル２０に接続された第１
フレキシブル配線基板６０と、第１フレキシブル配線基板６０に実装された第１集積回路
８０と、電気光学パネル２０に実装された第２集積回路９０とを有している。
【００５７】
　本形態の電気光学モジュール１０では、第１フレキシブル配線基板６０において電気光
学パネル２０から延在している延在部６１と、第２フレキシブル配線基板７０において電
気光学パネル２０から延在している延在部７１とは平面視でずれており、重なっていない
。このため、第１フレキシブル配線基板６０の延在部６１の第１基板面６０ａに実装され
た第１集積回路８０と、第２フレキシブル配線基板７０の延在部７１の第１基板面７０ａ
に実装された第２集積回路９０とは平面視でずれており、重なっていない。
【００５８】
　従って、図８（ａ）に示すように、第１集積回路８０は、プレート４０のプレート側凸
部４６５に直接または接着部材を介して接しているとともに、第１フレキシブル配線基板
６０を介してフレーム３０のフレーム側凸部３６５に接している。このため、第１集積回
路８０で発生した熱をプレート４０およびフレーム３０に逃がすことができる。なお、フ
レーム側凸部３６５と第１フレキシブル配線基板６０とは直接接している構造の他、接着
剤や接着テープ等の接着部材を介して接する構造を採用してもよい。
【００５９】
　また、図８（ｂ）に示すように、第２集積回路９０は、プレート４０のプレート側凸部
４６５に直接または接着部材を介して接しているとともに、第２フレキシブル配線基板７
０を介してフレーム３０のフレーム側凸部３６５に接している。このため、第２集積回路
９０で発生した熱をプレート４０およびフレーム３０に逃がすことができる。なお、フレ
ーム側凸部３６５と第２フレキシブル配線基板７０とは直接接している構造の他、接着剤
や接着テープ等の接着部材を介して接する構造を採用してもよい。
【００６０】
　なお、本形態でも、図４（ｃ）を参照して説明したように、第１集積回路８０がプレー
ト４０のプレート側凸部４６５に接着剤８５（接着部材）を介して接する構造を採用する
場合、プレート４０において第１集積回路８０が接着剤８５によって接着される部分（プ
レート側凸部４６５）に凹部４６６を形成しておくことが好ましい。同様に、第２集積回
路９０がプレート４０のプレート側凸部４６５に接着剤８５（接着部材）を介して接する
構造を採用する場合、プレート４０において第２集積回路９０が接着剤８５によって接着
される部分（プレート側凸部４６５）に凹部４６６を形成しておくことが好ましい。
【００６１】
　その他の構成は、実施の形態１と同様であるため、説明を省略する。
【００６２】
　［他の実施の形態］
　上記実施の形態では、透過型の電気光学パネル２０を備えた電気光学モジュール１０を
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例示したが、反射型の電気光学パネル２０を備えた電気光学モジュール１０に本発明を適
用してもよい。
【００６３】
　上記実施の形態では、電気光学パネル２０として液晶パネルを例に挙げて説明したが、
本発明はこれに限定されず、有機エレクトロルミネッセンス表示用パネル、プラズマディ
スプレイパネル、ＦＥＤ（Field Emission Display）パネル、ＳＥＤ（Surface-Conducti
on Electron-Emitter Display）パネル、ＬＥＤ（発光ダイオード）表示パネル、電気泳
動表示パネル等を用いた電気光学モジュールに本発明を適用してもよい。
【００６４】
　［電子機器への搭載例］
　図９は、本発明を適用した電気光学モジュール１０を用いた投射型表示装置（電子機器
）の概略構成図である。なお、以下の説明では、互いに異なる波長域の光が供給される複
数の電気光学モジュール１０が用いられているが、いずれの電気光学モジュール１０にも
、本発明を適用した電気光学モジュール１０が用いられている。
【００６５】
　図９に示す投射型表示装置１１０は、透過型の電気光学モジュール１０を用いた液晶プ
ロジェクターであり、スクリーン等からなる被投射部材１１１に光を照射し、画像を表示
する。投射型表示装置１１０は、装置光軸Ｌに沿って、照明装置１６０と、照明装置１６
０から出射された光が供給される複数の電気光学モジュール１０（液晶ライトバルブ１１
５～１１７）と、複数の電気光学モジュール１０から出射された光を合成して出射するク
ロスダイクロイックプリズム１１９（光合成光学系）と、クロスダイクロイックプリズム
１１９により合成された光を投射する投射光学系１１８とを有している。また、投射型表
示装置１１０は、ダイクロイックミラー１１３、１１４、およびリレー系１２０を備えて
いる。投射型表示装置１１０において、電気光学モジュール１０およびクロスダイクロイ
ックプリズム１１９は、光学ユニット２００を構成している。
【００６６】
　照明装置１６０では、装置光軸Ｌに沿って、光源部１６１、フライアイレンズ等のレン
ズアレイからなる第１インテグレーターレンズ１６２、フライアイレンズ等のレンズアレ
イからなる第２インテグレーターレンズ１６３、偏光変換素子１６４、およびコンデンサ
ーレンズ１６５が順に配置されている。光源部１６１は、赤色光Ｒ、緑色光Ｇおよび青色
光Ｂを含む白色光を出射する光源１６８と、リフレクター１６９とを備えている。光源１
６８は超高圧水銀ランプ等により構成されており、リフレクター１６９は、放物線状の断
面を有している。第１インテグレーターレンズ１６２および第２インテグレーターレンズ
１６３は、光源部１６１から出射された光の照度分布を均一化する。偏光変換素子１６４
は、光源部１６１から出射された光を、例えばｓ偏光のような特定の振動方向を有する偏
光にする。
【００６７】
　ダイクロイックミラー１１３は、照明装置１６０から出射された光に含まれる赤色光Ｒ
を透過させるとともに、緑色光Ｇおよび青色光Ｂを反射する。ダイクロイックミラー１１
４は、ダイクロイックミラー１１３で反射された緑色光Ｇおよび青色光Ｂのうち、青色光
Ｂを透過させるとともに緑色光Ｇを反射する。このように、ダイクロイックミラー１１３
、１１４は、照明装置１６０から出射された光を赤色光Ｒ、緑色光Ｇおよび青色光Ｂに分
離する色分離光学系を構成している。
【００６８】
　液晶ライトバルブ１１５は、ダイクロイックミラー１１３を透過して反射ミラー１２３
で反射した赤色光Ｒを画像信号に応じて変調する透過型の液晶装置である。液晶ライトバ
ルブ１１５は、λ／２位相差板１１５ａ、第１偏光板１１５ｂ、電気光学モジュール１０
（赤色用電気光学モジュール１０Ｒ）、および第２偏光板１１５ｄを備えている。ここで
、液晶ライトバルブ１１５に入射する赤色光Ｒは、ダイクロイックミラー１１３を透過し
ても光の偏光は変化しないことから、ｓ偏光のままである。
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【００６９】
　λ／２位相差板１１５ａは、液晶ライトバルブ１１５に入射したｓ偏光をｐ偏光に変換
する光学素子である。第１偏光板１１５ｂは、ｓ偏光を遮断してｐ偏光を透過させる偏光
板である。電気光学モジュール１０（赤色用電気光学モジュール１０Ｒ）は、ｐ偏光を画
像信号に応じた変調によってｓ偏光（中間調であれば円偏光又は楕円偏光）に変換する構
成となっている。第２偏光板１１５ｄは、ｐ偏光を遮断してｓ偏光を透過させる偏光板で
ある。従って、液晶ライトバルブ１１５は、画像信号に応じて赤色光Ｒを変調し、変調し
た赤色光Ｒをクロスダイクロイックプリズム１１９に向けて出射する。λ／２位相差板１
１５ａおよび第１偏光板１１５ｂは、偏光を変換させない透光性のガラス板１１５ｅに接
した状態で配置されており、λ／２位相差板１１５ａおよび第１偏光板１１５ｂが発熱に
よって歪むのを回避することができる。
【００７０】
　液晶ライトバルブ１１６は、ダイクロイックミラー１１３で反射した後にダイクロイッ
クミラー１１４で反射した緑色光Ｇを画像信号に応じて変調する透過型の液晶装置である
。液晶ライトバルブ１１６は、液晶ライトバルブ１１５と同様に、第１偏光板１１６ｂ、
電気光学モジュール１０（緑色用電気光学モジュール１０Ｇ）、および第２偏光板１１６
ｄを備えている。液晶ライトバルブ１１６に入射する緑色光Ｇは、ダイクロイックミラー
１１３、１１４で反射されて入射するｓ偏光である。第１偏光板１１６ｂは、ｐ偏光を遮
断してｓ偏光を透過させる偏光板である。電気光学モジュール１０（緑色用電気光学モジ
ュール１０Ｇ）は、ｓ偏光を画像信号に応じた変調によってｐ偏光（中間調であれば円偏
光又は楕円偏光）に変換する構成となっている。第２偏光板１１６ｄは、ｓ偏光を遮断し
てｐ偏光を透過させる偏光板である。従って、液晶ライトバルブ１１６は、画像信号に応
じて緑色光Ｇを変調し、変調した緑色光Ｇをクロスダイクロイックプリズム１１９に向け
て出射する。
【００７１】
　液晶ライトバルブ１１７は、ダイクロイックミラー１１３で反射し、ダイクロイックミ
ラー１１４を透過した後でリレー系１２０を経た青色光Ｂを画像信号に応じて変調する透
過型の液晶装置である。液晶ライトバルブ１１７は、液晶ライトバルブ１１５、１１６と
同様に、λ／２位相差板１１７ａ、第１偏光板１１７ｂ、電気光学モジュール１０（青色
用電気光学モジュール１０Ｂ）、および第２偏光板１１７ｄを備えている。液晶ライトバ
ルブ１１７に入射する青色光Ｂは、ダイクロイックミラー１１３で反射してダイクロイッ
クミラー１１４を透過した後にリレー系１２０の２つの反射ミラー１２５ａ、１２５ｂで
反射することから、ｓ偏光となっている。
【００７２】
　λ／２位相差板１１７ａは、液晶ライトバルブ１１７に入射したｓ偏光をｐ偏光に変換
する光学素子である。第１偏光板１１７ｂは、ｓ偏光を遮断してｐ偏光を透過させる偏光
板である。電気光学モジュール１０（青色用電気光学モジュール１０Ｂ）は、ｐ偏光を画
像信号に応じた変調によってｓ偏光（中間調であれば円偏光又は楕円偏光）に変換する構
成となっている。第２偏光板１１７ｄは、ｐ偏光を遮断してｓ偏光を透過させる偏光板で
ある。従って、液晶ライトバルブ１１７は、画像信号に応じて青色光Ｂを変調し、変調し
た青色光Ｂをクロスダイクロイックプリズム１１９に向けて出射する。なお、λ／２位相
差板１１７ａ、および第１偏光板１１７ｂは、ガラス板１１７ｅに接した状態で配置され
ている。
【００７３】
　リレー系１２０は、リレーレンズ１２４ａ、１２４ｂと反射ミラー１２５ａ、１２５ｂ
とを備えている。リレーレンズ１２４ａ、１２４ｂは、青色光Ｂの光路が長いことによる
光損失を防止するために設けられている。リレーレンズ１２４ａは、ダイクロイックミラ
ー１１４と反射ミラー１２５ａとの間に配置されている。リレーレンズ１２４ｂは、反射
ミラー１２５ａ、１２５ｂの間に配置されている。反射ミラー１２５ａは、ダイクロイッ
クミラー１１４を透過してリレーレンズ１２４ａから出射した青色光Ｂをリレーレンズ１
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色光Ｂを液晶ライトバルブ１１７に向けて反射する。
【００７４】
　クロスダイクロイックプリズム１１９は、２つのダイクロイック膜１１９ａ、１１９ｂ
をＸ字型に直交配置した色合成光学系である。ダイクロイック膜１１９ａは青色光Ｂを反
射して緑色光Ｇを透過する膜であり、ダイクロイック膜１１９ｂは赤色光Ｒを反射して緑
色光Ｇを透過する膜である。従って、クロスダイクロイックプリズム１１９は、液晶ライ
トバルブ１１５～１１７のそれぞれで変調された赤色光Ｒと緑色光Ｇと青色光Ｂとを合成
し、投射光学系１１８に向けて出射する。
【００７５】
　なお、液晶ライトバルブ１１５、１１７からクロスダイクロイックプリズム１１９に入
射する光はｓ偏光であり、液晶ライトバルブ１１６からクロスダイクロイックプリズム１
１９に入射する光はｐ偏光である。このようにクロスダイクロイックプリズム１１９に入
射する光を異なる種類の偏光としていることにより、クロスダイクロイックプリズム１１
９において各液晶ライトバルブ１１５～１１７から入射する光を合成できる。ここで、一
般に、ダイクロイック膜１１９ａ、１１９ｂはｓ偏光の反射特性に優れている。このため
、ダイクロイック膜１１９ａ、１１９ｂで反射される赤色光Ｒ、および青色光Ｂをｓ偏光
とし、ダイクロイック膜１１９ａ、１１９ｂを透過する緑色光Ｇをｐ偏光としている。投
射光学系１１８は、投影レンズ（図示略）を有しており、クロスダイクロイックプリズム
１１９で合成された光をスクリーン等の被投射部材１１１に投射する。
【００７６】
　（他の投射型表示装置）
　上記投射型表示装置においては、透過型の電気光学モジュール１０を用いたが、反射型
の電気光学モジュール１０を用いて投射型表示装置を構成してもよい。また、投射型表示
装置においては、光源部として、各色の光を出射するＬＥＤ光源等を用い、かかるＬＥＤ
光源から出射された色光を各々、別の液晶装置に供給するように構成してもよい。
【００７７】
　（他の電子機器）
　本発明を適用した電気光学モジュール１０については、上記の電子機器の他にも、携帯
電話機、情報携帯端末（ＰＤＡ：Personal Digital Assistants）、デジタルカメラ、液
晶テレビ、カーナビゲーション装置、テレビ電話、ＰＯＳ端末、タッチパネルを備えた機
器等の電子機器において直視型表示装置として用いてもよい。
【符号の説明】
【００７８】
１０・・電気光学モジュール、２０・・電気光学パネル、２０ａ・・表示領域、２１・・
第１基板、２２・・第２基板、２３・・第１透光板、２４・・第２透光板、２９ａ・・第
１端子、２９ｂ・・第２端子、３０・・フレーム、３１・・フレーム側パネル支持部、３
４・・貫通穴、３６・・フレーム側放熱部、４０・・プレート、４１・・プレート側パネ
ル支持部、４４・・貫通穴、４６・・プレート側放熱部、６０・・第１フレキシブル配線
基板、７０・・第２フレキシブル配線基板、８０・・第１集積回路、８５・・接着剤、８
９・・第１回路部品、９０・・第２集積回路、９９・・第２回路部品、１１０・・投射型
表示装置（電子機器）、３６５・・フレーム側凸部、４６５・・プレート側凸部、４６６
・・凹部、４６８・・凹部
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