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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空間光変調素子と、
　前記空間光変調素子が一方の面に接着され、他方の面に複数の溝が形成されヒートシン
クを兼ねたベース部と、
　前記空間光変調素子から離れた位置であって前記ベース部の一方の面側に固定され、前
記空間光変調素子における有効画素領域の大きさより小さい領域の開口部を有する遮光板
と
　を備え、
　前記ベース部に前記遮光板が固定された際に、前記遮光板の幅が前記ベース部の幅より
広く形成されており、前記ベース部の幅より広い部分に切片部が形成されていることを特
徴とする空間光変調パネル。
【請求項２】
　熱伝導が低い材料からなる絶縁部をさらに備え、前記遮光板は、この遮光板を固定する
ベース部に対して前記絶縁部を介して接触することを特徴とする請求項１記載の空間光変
調パネル。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の空間光変調パネルを用いた液晶画像表示装置であって、
　光源と、
　前記空間光変調パネルと、



(2) JP 4380289 B2 2009.12.9

10

20

30

40

50

　前記光源から発せられる照明光を導き、この照明光により前記空間光変調パネルを照明
する照明光学系と、
　前記空間光変調パネルの像を結像させる結像光学系と
　を備えることを特徴とする液晶画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、反射型の空間光変調パネル及びこの空間光変調パネルを用いて構成される液
晶画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像表示装置として、空間光変調パネルである反射型の液晶パネルを用いて構成
された液晶画像表示装置（液晶プロジェクタ）が提案されている。この液晶画像表示装置
は、光源が発する照明光をミラー等を経由して液晶パネルに集光してこの液晶パネルを照
明し、この液晶パネルにより変調されて反射された変調光を、結像レンズにより、スクリ
ーン上に結像させるように構成されている。すなわち、この液晶画像表示装置においては
、液晶パネルにおいて表示される画像が、結像レンズによって拡大されてスクリーン上に
投射されることにより、画像表示が行われる。
【０００３】
　このような液晶画像表示装置においては、液晶パネルの有効画素領域以外の部分に照明
光が照射されると、このような不要光が迷光になって表示画像の品位が損ねられたり、ま
た、余分な発熱が生ずる虞がある。したがって、液晶画像表示装置においては、液晶パネ
ルの有効画素領域以外へ照射される不要な照明光を遮光する必要がある。
【０００４】
　そして、このような不要な照明光を遮光するための遮光板を設ける場合において、この
遮光板が液晶パネルに接触していると、液晶パネルにおける対向電極基板の温度が上昇し
てしまい、複屈折が誘起され、黒画面の画面むらが発生する原因となる。
【０００５】
　そこで、従来の液晶画像表示装置においては、このような問題を解決するため、特許文
献１及び特許文献２に記載されているように、液晶パネルと遮光板とを、物理的に距離を
離して設置するようにしている。
【０００６】
　さらに、液晶パネルと遮光板とを単に距離を離して設置しただけでは、液晶パネルと遮
光板との間の隙間から塵挨が進入して液晶パネル上に付着してしまい、表示画面の品位を
損ねることとなってしまうため、特許文献３に記載されているように、液晶パネルと遮光
板との間に、防塵性及び伸縮性を有する材料からなる防塵部材を挟むことが行われている
。
【特許文献１】特許第３３２６６１４号公報
【特許文献２】米国特許第５５７６８５４号明細書
【特許文献３】特開平１１－３０５６７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、前述のような液晶画像表示装置においては、表示画面の横方向の長さと縦方
向の長さと比（アスペクト比）は、４対３が主流となっている。したがって、液晶パネル
も、アスペクト比が４対３となっているものが多い。
【０００８】
　一方、近年においては、アスペクト比が１６対９である画像信号が使用されることが多
くなってきている。このような画像信号は、例えば、いわゆる「映画ソフト」などに収納
されている。
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【０００９】
　液晶パネルのアスペクト比が４対３である場合に、アスペクト比が１６対９である画像
信号を表示すると、表示画像の上下部分に、帯状の非表示部分（window）が現れることと
なる。このような非表示部分は、照明光を全く反射しないことが望ましいが、このような
非表示部分からの反射光が完全に零となるわけではない。そのため、結果として、スクリ
ーン上における非表示部分が十分に黒く（暗く）ならない虞れがある。
【００１０】
　このような場合には、前述したような遮光板を黒色に処理しても、スクリーン上におけ
る非表示部分を十分に黒く（暗く）することはできない。
【００１１】
　本発明は、前述の実情に鑑みて提案されるものであって、液晶パネルのアスペクト比と
異なるアスペクト比の画像信号を表示する場合において、非表示部分を十分に黒く（暗く
）することができるようになされた空間光変調パネル及びこのような空間光変調パネルを
用いて構成された液晶画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】
【００１２】
　上述の課題を解決するため、本発明に係る空間光変調パネルは、空間光変調素子と、前
記空間光変調素子が一方の面に接着され、他方の面に複数の溝が形成されヒートシンクを
兼ねたベース部と、前記空間光変調素子から離れた位置であって前記ベース部の一方の面
側に固定され、前記空間光変調素子における有効画素領域の大きさより小さい領域の開口
部を有する遮光板とを備え、前記ベース部に前記遮光板が固定された際に、前記遮光板の
幅が前記ベース部の幅より広く形成されており、前記ベース部の幅より広い部分に切片部
が形成されていることを特徴とするものである。
【００１３】
　この空間光変調パネルは、熱伝導が低い材料からなる絶縁部をさらに備え、前記遮光板
は、この遮光板を固定するベース部に対して前記絶縁部を介して接触することが望ましい
。
【００１４】
　この空間光変調パネルにおいては、遮光板の開口部の外側に照射される不要な照明光は
、この遮光板によって遮られて空間光変調素子に到達することがないため、液晶画像表示
装置における表示画像の品位の劣化を生じさせない。
【００１５】
　また、この空間光変調パネルにおいては、空間光変調素子と遮光板とが熱的に絶縁され
、また、遮光板が側縁部にヒートシンク部を有しているため、空間光変調素子の温度上昇
が抑制され、表示画像の劣化が防止される。
【００１６】
　また、本発明に係る液晶画像表示装置は、前述の空間光変調パネルを用いたものであっ
て、光源と、前記空間光変調パネルと、前記光源から発せられる照明光を導き、この照明
光により前記空間光変調パネルを照明する照明光学系と、前記空間光変調パネルの像を結
像させる結像光学系とを備えることを特徴とするものである。
【００１７】
　この液晶画像表示装置においては、空間光変調パネルにおいて、遮光板の開口部の外側
に照射される不要な照明光は、この遮光板によって遮られて空間光変調素子に到達するこ
とがないため、液晶画像表示装置における表示画像の品位の劣化を生じさせない。
【００１８】
　また、この液晶画像表示装置においては、空間光変調パネルにおいて、空間光変調素子
と遮光板とが熱的に絶縁され、また、遮光板が側縁部にヒートシンク部を有しているため
、空間光変調素子の温度上昇が抑制され、表示画像の劣化が防止される。
【発明の効果】
【００１９】
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　本発明に係る空間光変調パネルにおいては、遮光板の開口部の外側に照射される不要な
照明光が空間光変調素子に到達することがないため、液晶画像表示装置における表示画像
の品位の劣化（空間光変調素子のアスペクト比と異なるアスペクト比の画像を表示する場
合に生ずる非表示部分が十分に黒く（暗く）ならない状態）を生じさせることがない。
【００２０】
　例えば、現在主流となっているアスペクト比が４対３である空間光変調素子を用いて、
アスペクト比が１６対９の画像信号を表示する場合において、画面の上下に現れる帯状の
非表示部分を十分に黒く（暗く）することができ、表示画像のコントラストを向上させる
ことができる。
【００２１】
　また、この空間光変調パネルにおいては、空間光変調素子と遮光板とが熱的に絶縁され
、また、遮光板が側縁部にヒートシンク部を有しているため、空間光変調素子の温度上昇
を抑制することができ、空間光変調素子の温度上昇による表示画像の劣化を防止すること
ができる。
【００２２】
　すなわち、本発明は、液晶パネルを用いて構成される液晶画像表示装置において、液晶
画像表示装置における表示画像の品位の劣化が防止された空間光変調パネル及びこのよう
な空間光変調パネルを用いて構成された液晶画像表示装置を提供することができるもので
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明に係る液晶画像表示装置及び空間光変調パネルの実施の形態について、図
面を参照して詳細に説明する。
【００２４】
〔液晶画像表示装置の実施の形態〕
　図１は、本発明に係る空間光変調パネルを用いて構成される画像表示装置の構成を示す
平面図である。
【００２５】
　この画像表示装置においては、図１に示すように、例えば、キセノンアークランプであ
るランプ１より発せられた白色光は、凹面鏡によって集光され、ミラー２を経て、色分解
ミラー３に入射される。
【００２６】
　色分解ミラー３に入射された白色光のうち、赤色（Ｒ）光は色分解ミラー３を透過し、
シアン光（Ｇ＋Ｂ）は色分解ミラー３により反射されて色分解ミラー４に入射する。色分
解ミラー４に入射したシアン光のうち、青色（Ｂ）光は色分解ミラー４を透過して偏光プ
リズム１１に入射される。色分解ミラー４に入射したシアン光のうち、緑色（Ｇ）光は色
分解ミラー４で反射されて偏光プリズム１０に入射する。
【００２７】
　一方、色分解ミラー３を透過した赤色（Ｒ）光は、ミラー５を経て、偏光プリズム９に
入射される。
【００２８】
　偏光プリズム１１に入射されたＢ光は、その接合面でＳ偏光成分のみが反射され、反射
型の空間光変調パネルであるＢ光用の液晶パネル８に入射する。液晶パネル８に入射した
Ｓ偏光成分は、この液晶パネル８において偏光変調されて反射され、Ｐ偏光成分となる。
この液晶パネル８からの反射光は、偏光プリズム１１の接合面を透過し、色合成プリズム
１２に入射する。
【００２９】
　また、偏光プリズム１０に入射されたＧ光は、その接合面でＳ偏光成分のみが反射され
、反射型の空間光変調パネルであるＧ光用の液晶パネル７に入射する。液晶パネル７に入
射したＳ偏光成分は、この液晶パネル７において偏光変調されて反射され、Ｐ偏光成分と
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なる。この液晶パネル７からの反射光は、偏光プリズム１０の接合面を透過し、色合成プ
リズム１２に入射する。
【００３０】
　さらに、偏光プリズム９に入射されたＲ光は、その接合面でＳ偏光成分のみが反射され
、反射型の空間光変調パネルであるＲ光用の液晶パネル６に入射する。液晶パネル６に入
射したＳ偏光成分は、この液晶パネル６において偏光変調されて反射され、Ｐ偏光成分と
なる。この液晶パネル６からの反射光は、偏光プリズム９の接合面を透過し、色合成プリ
ズム１２に入射する。
【００３１】
　なお、各液晶パネル６，７，８は、表示画像に応じた電圧が印加され、入射されたＲ光
，Ｇ光，Ｂ光をそれぞれ表示画像の各色成分に応じて変調する。
【００３２】
　色合成プリズム１２に入射したＲ光、Ｇ光及びＢ光は、この色合成プリズム１２におい
て合成され、結像レンズとなる投射レンズ１３によって、スクリーン１４に投射され、こ
のスクリーン上で結像される。このようにして、スクリーン１４には、画像が表示される
。
【００３３】
〔空間光変調パネルの実施の形態〕
　次に、本発明に係る空間光変調パネルである液晶パネル６，７，８の構造について説明
する。
【００３４】
　図２は、本発明に係る空間光変調パネルである液晶パネル６，７，８の構成を示す分解
斜視図である。なお、以下の説明においては、図２中における手前側を「上側」として説
明している。
【００３５】
　これら液晶パネル６，７，８は、図２に示すように、防塵構造を備えた液晶パネルブロ
ックとして構成され、液晶画像表示装置に組み込まれている。
【００３６】
　この液晶パネルブロックは、図２に示すように、反射型の液晶表示素子１５を備えてい
る。この液晶表示素子１５は、ヒートシンクを兼ねたベース１６の前面部に接着固定され
ている。また、この液晶表示素子１５には、この液晶表示素子１５に電圧を印加するため
のフレキシブル基板１７が接続されている。
【００３７】
　ベース１６の液晶表示素子１５が接着された前面部には、この液晶表示素子１５の両側
側に位置して、第１の防塵部材１８，１９が、粘着剤、または、接着剤によって固定され
ている。これら第１の防塵部材１８，１９のうち、一方の防塵部材１８は、フレキシブル
基板１７とベース１６との間からの塵挨の侵入を防ぐためのものである。また、第１の防
塵部材１８，１９のうち、他方の防塵部材１９は、ベース１６の前面部上に形成された段
差によって生ずる空隙を閉塞するためのものである。
【００３８】
　そして、これら第１の防塵部材１８、１９の前面側には、第２の防塵部材２０が、粘着
剤、または、接着剤によって固定されている。この第２の防塵部材２０は、液晶表示素子
１５の周囲を囲むように、枠状に形成されている。
【００３９】
　第２の防塵部材２０の前面側には、中央部に開口部２１が形成された遮光板２２が配置
されている。
【００４０】
　図３は、液晶表示素子１５と遮光板２２の開口部２１との位置関係を示す正面図である
。
【００４１】
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　この遮光板２２は、液晶表示素子１５の有効画素領域において開口部２１よりも広い領
域に照明光が照射されないようにするためのものである。すなわち、この遮光板２２の開
口部２１は、図３に示すように、液晶表示素子１５の有効画素領域のアスペクト比（縦横
比）と異なるアスペクト比を有している。例えば、液晶表示素子１５の有効画素領域のア
スペクト比が４対３である場合において、開口部２１のアスペクト比は、１６対９となっ
ている。
【００４２】
　また、この遮光板２２の側縁部分は、図２に示すように、複数の切片部がこの遮光板２
２より延長された状態に設けられたヒートシンク部２２ａとなっている。この遮光板２２
は、照明光の照射によって加熱されるが、ヒートシンク部２２ａに対して送風されること
により、このヒートシンク部２２ａより放熱し、冷却される。
【００４３】
　図４は、この空間光変調パネルにおける遮光板の形状を示す斜視図である。
【００４４】
　この遮光板２２は、ベース１６に対して固定されるが、この遮光板２２と液晶表示素子
１５とを熱的に絶縁するために、ベース１６に対して、なるべく物理的に離間されて配置
される。すなわち、ベース１６は、このベース１６に対する遮光板２２の接触面積を最小
減に抑えるためのスペーサー部１６ａを備えており、このスペーサ部１６ａのみにおいて
遮光板２２に接触する。または、ベース１６は、別部品のスペーサを介して遮光板２２に
接触し、直接接触することがないようになされている。この場合のスペーサは、ガラス、
プラスチックなど、熱伝導率の低い材料により形成されており、遮光板２２と液晶表示素
子１５とを熱的に絶縁するようになされている。
【００４５】
　この空間光変調パネルにおいては、液晶表示素子１５と遮光板２２とが熱的に絶縁され
ているため、液晶表示素子１５の温度上昇を抑制することができ、液晶表示素子１５の温
度上昇による表示画像の劣化を防止することができる。
【００４６】
　そして、遮光板２２の開口部２１の外側の領域に照射された照明光は、この遮光板２２
により吸収され、液晶表示素子１５に到達することがなく、液晶画像表示装置における表
示画像の品位の劣化（スクリーン１４上における画面表示領域の外側が十分に黒く（暗く
）ならない状態）を生じさせることがない。
【００４７】
　そして、この遮光板２２の前面側には、図２に示すように、波長板２３を保持するため
の枠状のホルダ２４が配置され保持されている。このホルダ２４の前面部及び背面部には
、枠状の防塵部材２５，２６がそれぞれ粘着材、または、接着剤により、固定されている
。そして、波長板２３は、接着テープ２７により、ホルダ２４の背面部に固定されている
。
【００４８】
　なお、ホルダ２４は、遮光板２２の前面２ケ所に形成された案内部材の間で照明光の光
軸中心を中心として回転できるようになっており、ホルダ２４の側面に形成されたレバー
を操作することにより、波長板２３の方位角を調整することができる。このようにして、
照明光の偏光を調整できる構造となっている。
【００４９】
　また、各防塵部材１８，１９，２０，２５，２６としては、発泡ゴムやウレタンフォー
ム、エチレンフォーム等の弾性部材を用いることができる。特に、ウレタンフォーム及び
エチレンフォームは、適度の弾性を有しており、また、これらの材料自体から塵挨が発生
しにくいことから、特に好ましい材料である。
【００５０】
　そして、ホルダ２４の前面側には、中央部が開口部となされた枠状の保持部材２８が配
置されている。この保持部材２８は、例えば、ステンレス（ＳＵＳ３０４）などの金属材
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料により形成されている。この保持部材２８の開口部の周囲部には、シリコーンゴム製の
フード３２が、いわゆるアウトサート成型によって形成されている。
【００５１】
　ベース１６、遮光板２２及び保持部材２８のそれぞれの四隅部には、ねじ孔２９，３０
，３１が形成されている。これらベース１６、遮光板２２及び保持部材２８は、これらね
じ孔２９，３０，３１に挿通される図示しないネジにより、互いに締結され固定される。
【００５２】
　保持部材２８の前面側には、枠状のフォーカスプレート３３が配置されている。このフ
ォーカスプレート３３の背面部にフード３２が密着することにより、このフォーカスプレ
ート３３と保持部材２８との間の防塵が達成される。なお、フォーカスプレート３３と保
持部材２８との間の間隔が広くなっていても、フード３２が保持部材２８に対してアウト
サート成型によって形成されていることにより、これらフォーカスプレート３３及び保持
部材２８間の良好な防塵を達成することができる。
【００５３】
　以上のように構成された液晶パネルブロックは、クリーンベンチ、または、クリーンル
ームにおいて組立てられる。そして、この液晶パネルブロックは、前述のような構成を有
することにより、液晶表示素子１５に対する防塵を維持することができる。
【００５４】
　なお、波長板２３は、液晶表示素子１５の素子面より離れているので、この波長板２４
に塵挨が付着したとしても、この塵挨の像がスクリーン１４上に結像されることがなく、
この塵挨がスクリーン１４上に表示される画像に影響を与えることがない。
【００５５】
　前述したように、本発明に係る液晶パネルブロックは、防塵効果に優れ、また、不要光
による表示画像への悪影響を取り除くことができるようになっているので、この液晶パネ
ルブロックを用いた画像表示装置において高品位の画像の表示を可能とする。
【００５６】
　なお、前述の実施の形態において、ヒートシンク部２２ａは、遮光板２２の側縁部分の
うち一つの辺において複数の切片が延長した状態に設けられて構成されていたが、本発明
はこの形態に限定されない。例えば、前記一つの辺に対向する、遮光板２２の側縁部分の
他の辺においても同様な切片を延長する状態に設け、遮光板２２の両側の側縁部分にヒー
トシンク部２２を設けることもできる。また、ヒートシンク部２２ａは、遮光板２２の面
内において切片を設けて構成する必要はない。例えば、遮光板２２を含む面に対して切片
がＬ字状に折れ曲がったような構造を有するヒートシンク部２２ａを構成することもでき
る。
【００５７】
　また、前述の実施の形態は、反射型の液晶表示素子を用いた液晶画像表示装置（液晶プ
ロジェクタ）に用いて好適な構成となっているが、本発明は、透過型の液晶表示素子を用
いた液晶画像表示装置に応用することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明に係る空間光変調パネルを用いて構成される画像表示装置の構成を示す平
面図である。
【図２】本発明に係る空間光変調パネルの構成を示す分解斜視図である。
【図３】前記空間光変調パネルにおける液晶表示素子と遮光板の開口部との位置関係を示
す正面図である。
【図４】前記空間光変調パネルにおける遮光板の形状を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００５９】
　１　光源
　６，７，８　液晶パネル
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　１３　結像レンズ
　１５　液晶表示素子
　２１　開口部
　２２　遮光板

【図１】 【図２】
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