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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
スクリーンに複数の赤色画素、緑色画素及び青色画素を投射して、カラー画像を表示する
投射システムにおいて、
　赤色画素を変調する一つの赤色光変調手段と、青色画素を変調する一つの青色光変調手
段と、第１の緑色画素を変調する第１の緑色光変調手段と、第２の緑色画素を変調する第
２の緑色光変調手段との計４つで光変調手段全体を構成し、
　前記第２の緑色光変調手段を前記第２の緑色画素がスクリーンに投射された際に前記第
１の緑色画素と水平及び垂直方向に半画素ずれるように設け、
　前記緑色光変調手段は具備せず、前記赤色光変調手段及び青色光変調手段を備える第１
のプロジェクタ装置と、前記赤色光変調手段及び青色光変調手段は具備せず、前記第１及
び第２の緑色光変調手段を備える第２のプロジェクタ装置とを有して構成し、
　スクリーンに前記赤色画素、青色画素、第１及び第２の緑色画素を投射することを特徴
とする投射システム。
【請求項２】
　前記第１のプロジェクタ装置において、前記緑色光変調手段を具備するも、非作動状態
で用いることを特徴とする請求項１記載の投射システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、プロジェクタ装置を用いてスクリーンにカラー画像を投射する投射システムに
関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、大画面で高精細表示を実現するため、複数のプロジェクタ装置を用いてスクリーン
にカラー画像を投射する投射システムが提供されている。
【０００３】
図８は、同一のプロジェクタ装置を複数台並べた投射システムを説明する図である。
【０００４】
図中のＡに示すように、第１のプロジェクタ装置１０１及び第２のプロジェクタ装置１０
２を含む第１～第４の２×２の４台のプロジェクタ装置が並べて配置される。図のスクリ
ーン１０３においては、隣接した第１及び第２の領域１０３1，１０３2に第１及び第２の
プロジェクタ装置１０１，１０２が投射した画像が表示されている。
【０００５】
図中のＢに示すスクリーン１０３においては、第１～第４のプロジェクタ装置による画像
が表示される第１～第４の各領域１０３1～１０３4が示されている。第１～第４の各プロ
ジェクタ装置は、スクリーン１０３の各１／４の領域１０３1～１０３4を分担している。
【０００６】
図９は、複数の同一のプロジェクタ装置で同一の領域に画像を投射する投射システムを説
明する図である。
【０００７】
図中のＡに示すように、第１のプロジェクタ装置１１１及び第２のプロジェクタ装置１１
２を含む第１～第４の２×２の４台のプロジェクタ装置がスクリーン１１３の同一の領域
に画像を表示する。スクリーン１１３上においては、各プロジェクタ装置が投射した画素
が互いに最小画素単位について０．５画素ずれて配置されている。したがって、結果的に
画素の大きさが半分になったのと等価となり、高精細画像が得られる。
【０００８】
図中のＢに示すスクリーン１１３の一部の領域１１３ａを拡大すると、図中のＣに示すよ
うに、第１～第４のプロジェクタ装置から投射された第１～第４の画素が、互いに０．５
画素ずれて配置されている。すなわち、符号「○」で示される第１のプロジェクタ装置１
１１から投射された第１の画素、符号「★」で示される第２のプロジェクタ装置１１２か
ら投射された第２の画素、符号「△」で示される図示しない第３のプロジェクタ装置から
投射された第３の画素、符号「＊」で示される図示しない第４のプロジェクタ装置から投
射された第４の画素は、水平及び／又は垂直方向に、互いに０．５画素ずれた位置に配置
されている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、図８に示したプロジェクタ装置を並べる投射システムでは、異なるプロジェク
タが分担する画像間のつなぎ目（図８中の破線ａ）で精密な位置合わせが必要になる。ま
た、水平方向及び垂直方向にそれぞれ画素数を倍にしようとすると、プロジェクタ装置の
数は必ず４倍となり、装置は大規模になる。
【００１０】
図９に示した複数のプロジェクタ装置で同一の領域に画像を投射する投射システムでは、
プロジェクタ装置間でのレンズ歪などの影響で、画面全体にわたって完全に０．５画素ず
らすことは困難である。
【００１１】
本発明は、上述の課題に鑑みて提案されるものであって、少ない構成要素を用いて高精細
の画像を実現するような投射システムを提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
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前述の課題を解決するために、本発明に係る投射システムは、スクリーンに複数の赤色画
素、緑色画素及び青色画素を投射して、カラー画像を表示するものであって、スクリーン
に投射された赤色画素及び青色画素に対して、位置が異なる第１及び第２の緑色画素が対
応している。
【００１３】
好ましくは、前記第１及び第２の緑色画素は、互いに最小画素単位の０．５画素だけ水平
及び／又は垂直方向に位置がずれている。例えば、水平方向及び垂直方向にそれぞれ０．
５画素ずれていると、水平方向及び垂直方向にそれぞれ解像度が２倍になったように認識
される。
【００１４】
人間の視感度は緑色領域において最高であるので、緑色画素の０．５画素ずらして２倍の
画素配置することにより、実質的に高解像度が認識される。これによって、従来のプロジ
ェクタ装置と略同等の構成により、高解像度の高精細の画像を実現することができる。ま
た、この画像を拡大することで、大画面で高精細の画像を実現することもできる。
【００１５】
　本発明に係る投射システムは、スクリーンに複数の赤色画素、緑色画素及び青色画素を
投射して、カラー画像を表示する投射システムにおいて、赤色画素を変調する一つの赤色
光変調手段と、青色画素を変調する一つの青色光変調手段と、第１の緑色画素を変調する
第１の緑色光変調手段と、第２の緑色画素を変調する第２の緑色光変調手段との計４つで
光変調手段全体を構成し、前記第２の緑色光変調手段を前記第２の緑色画素がスクリーン
に投射された際に前記第１の緑色画素と水平及び垂直方向に半画素ずれるように設け、前
記緑色光変調手段は具備せず、前記赤色光変調手段及び青色光変調手段を備える第１のプ
ロジェクタ装置と、前記赤色光変調手段及び青色光変調手段は具備せず、前記第１及び第
２の緑色光変調手段を備える第２のプロジェクタ装置とを有して構成し、スクリーンに前
記赤色画素、青色画素、第１及び第２の緑色画素を投射する。
【００１６】
　好ましくは、前記第１のプロジェクタ装置において、前記緑色光変調手段を具備するも
、非作動状態で用いる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る投射システムの実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する
。
【００１９】
図１は、第１の実施の形態のプロジェクタ装置１０を示す図である。
【００２０】
プロジェクタ装置１０は、４枚の液晶板を備える。すなわち、プロジェクタ装置１０は、
赤色光を変調する赤色光用液晶板１７（赤色光変調手段）と青色光を変調する青色光用液
晶板１６（青色光変調手段）を各１枚備える。また、第１の緑色光を変調する第１の緑色
光用液晶板１８（第１の緑色光変調手段）と第２の緑色光を変調する第２の緑色光用液晶
板１９（第２の緑色光変調手段）を備える。
【００２１】
赤色光用液晶板１７、青色光用液晶板１６、第１及び第２の緑色光用液晶板１８，１９は
、いずれも同じ解像度を有する。第１及び第２の緑色光によりスクリーンに投射される第
１及び第２の緑色画素は、それぞれ０．５画素ずれている。各液晶板１６，１７，１８，
１９には、透過型液晶素子を用いる。以下の実施の形態でも、液晶板には透過型液晶素子
を用いるものとする。
【００２２】
プロジェクタ装置１０は、白色光を発するランプ１１と、ランプ１１から発せられた白色
光が入射される第１のダイクロイックミラー１２と、第１のダイクロイックミラー１２を
透過した光が入射される第２のダイクロイックミラー１３と、第２のダイクロイックミラ
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ー１３を透過した緑色（Ｇ）光が入射されるハーフミラー１４と、第１のダイクロイック
ミラー１２で反射された青色（Ｂ）光が入射される第１のミラー１５とを有している。
【００２３】
また、プロジェクタ装置１０は、第１のミラー１５で反射された青色光が入射される青色
光用液晶板１６（青色光変調手段）と、第２のダイクロイックミラー１３で反射された赤
色（Ｒ）光が入射される赤色光用液晶板１７（赤色光変調手段）と、第１のハーフミラー
１４を透過した第１の緑色光（Ｇ１）が入射される第１の緑色光用液晶板１８（第１の緑
色光変調手段）と、第１のハーフミラー１４で反射された第２の緑色光（Ｇ２）が入射さ
れる第２の緑色光用液晶板１９（第２の緑色光変調手段）とを有している。
【００２４】
さらに、プロジェクタ装置１０は、第１の緑色光用液晶板１８から光が入射される第２の
ミラー２０と、青色光用液晶板１６及び赤色光用液晶板１７から光が入射される第３のダ
イクロイックミラー２１と、第２の緑色光用液晶板１９及び第３のダイクロイックミラー
２１からの光が入射される第４のダイクロイックミラー２２と、第２のミラー２０及び第
４のダイクロイックミラー２２から光が入射される第２のハーフミラー２３と、第２のハ
ーフミラー２３からの光が入射される投射レンズ２４とを有している。
【００２５】
ランプ１１から発せられた白色光は、第１のダイクロイックミラー１２に入射し、赤色光
及び緑色光が透過し、青色光が反射する。第１のダイクロイックミラー１３を透過した赤
色光及び緑色光は、第２のダイクロイックミラー１３に入射し、緑色光が透過し、赤色光
が反射する。第２のダイクロイックミラー１３を透過した緑色光は、第１のハーフミラー
１４に入射し、半分の光量が透過し、残りの半分の光量が反射する。第１のダイクロイッ
クミラー１２で反射された青色光は、第１のミラー１５に入射し、反射する。
【００２６】
第１のミラー１５で反射された青色光は、青色光用液晶板１６に入射し、変調される。第
２のダイクロイックミラー１３で反射された赤色光は、赤色光用液晶板１７に入射し、変
調される。第１のハーフミラー１４を透過した半分の光量の第１の緑色光は、第１の緑色
光用液晶板１８に入射し、変調される。第１のハーフミラー１４で反射された残りの半分
の光量の第２の緑色光は、第２の緑色光用液晶板１９に入射し、変調される。
【００２７】
第１の緑色光用液晶板１８で変調された第１の緑色光は、第２のミラー２０に入射し、反
射される。青色光用液晶板１６で変調された青色光は、第３のダイクロイックミラー２１
に入射し、透過する。赤色光用液晶板１７で変調された赤色光は、第３のダイクロイック
ミラー２１に入射し、反射される。第３のダイクロイックミラー２１からの青色光及び赤
色光は、第４のダイクロイックミラー２２に入射し、透過する。第２の緑色光用液晶板１
９で変調された第２の緑色光は、第４のダイクロイックミラー２２に入射し、反射される
。第２のミラー２０で反射された第１の緑色光は、第２のハーフミラー２３に入射し、一
部が反射される。第４のダイクロイックミラーからの青色光、赤色光及び緑色光は、第２
のハーフミラー２３に入射し、一部が透過する。ハーフミラー２３からの光は、投射レン
ズ２４に入射し、図示しないスクリーンに投射される。
【００２８】
青色光、赤色光及び緑色光は、投射レンズ２４によって図示しないスクリーン上において
同じ領域に投射され、画像を構成する。スクリーン上において、前記第１及び第２の緑色
光用液晶板１８，１９で変調された第１及び第２の緑色光に対応する第１及び第２の緑色
画素は、それぞれ最小画素単位の水平及び／又は垂直方向に０．５画素ずれた位置に配置
される。人間の視感度は緑色領域において最高であるので、緑色画素の０．５画素ずらし
て２倍の画素配置することにより、実質的に高解像度が認識される。これによって、従来
のプロジェクタ装置と略同等の構成により、高解像度の高精細の画像を実現することがで
きる。また、この画像を拡大することで、大画面で高精細の画像を実現することもできる
。
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【００２９】
以下の実施例においても、第１及び第２の緑色画素は、同様に０．５画素ずらして配置さ
れる。第１の及び第２の緑色画素の具体的な配置は、後に図６を参照して説明する。
【００３０】
図２は、第２の実施の形態のプロジェクタ装置３０を示す図である。
【００３１】
第２の実施の形態のプロジェクタ装置３０において、第１の実施の形態のプロジェクタ装
置１０に対応する部材には、同一の符号を付けることにする。
【００３２】
プロジェクタ装置３０は、３枚の液晶板を備える。すなわち、プロジェクタ装置３０は、
赤色光及び青色光を同時に変調する赤色及び青色光用液晶板３２（赤色及び青色光用変調
主段）と、第１の緑色光を変調する第１の緑色光用液晶板１８（第１の緑色光変調手段）
と第２の緑色光を変調する第２の緑色光用液晶板１９（第２の緑色光変調手段）を備える
。
【００３３】
赤色及び青色光用液晶板３２と第１及び第２の緑色光用液晶板１８，１９は、いずれも同
じ解像度を有する。第１及び第２の緑色光によりスクリーンに投射される画像の緑色画素
は、それぞれ０．５画素ずれている。なお、赤色及び青色光変調手段には、赤色及び青色
光用フィルタ３３を含むようにすることもできる。
【００３４】
プロジェクタ装置３０は、白色光を発するランプ１１と、ランプ１１から発せられた白色
光が入射される第１のダイクロイックミラー３１と、第１のダイクロイックミラー３１を
透過した緑色（Ｇ）光が入射される第１のハーフミラー１４とを有している。
【００３５】
また、プロジェクタ装置３０は、第１のダイクロイックミラー３１で反射した赤色（Ｒ）
光及び青色（Ｂ）光が入射される赤色光及び青色光用液晶板３２（赤色光及び青色光変調
手段）と、赤色光及び青色光用液晶板３２で変調された赤色光及び青色光が入射される赤
色光及び青色光用フィルタ３３（赤色光及び青色光変調手段）と、第１のハーフミラー１
４を透過した第１の緑色光（Ｇ１）が入射される第１の緑色光用液晶板１８（第１の緑色
光変調手段）と、第１のハーフミラー１４で反射された第２の緑色光（Ｇ２）が入射され
る第２の緑色光用液晶板１９（第２の緑色光変調手段）とを有している。
【００３６】
さらに、プロジェクタ装置３０は、赤色光及び青色光用フィルタ３３からの光が入射され
る第１のミラー１５と、第１の緑色光用液晶板１８からの第１の緑色光が入射される第２
のミラー２０と、第１のミラー１５及び第２の緑色光用液晶板１９からの光が入射される
第２のダイクロイックミラー３４と、第１のミラー２０及び第２のダイクロイックミラー
３４からの光が入射される第２のハーフミラー２３と、第２のハーフミラー２３からの光
が入射される投射レンズ２４とを有している。
【００３７】
ランプ１１から発せられた白色光は、第１のダイクロイックミラー３１に入射し、緑色光
が透過し、赤色光及び青色光が反射される。第１のダイクロイックミラー３１を透過した
緑色光は第１のハーフミラー１４に入射し、半分の光量が透過し、残りの半分の光量が反
射される。
【００３８】
第１のダイクロイックミラー３１で反射された赤色光及び青色光は、赤色光及び青色光用
液晶板３２で変調され、赤色光及び青色光用フィルタ３３でフィルタされる。第１のハー
フミラー１４を透過した半分の光量の第１の緑色光は、第１の緑色光用液晶板１８で変調
される。第１のハーフミラーで反射された残りの半分の光量の第２の緑色光は、第２の緑
色光用液晶板１９で変調される。
【００３９】



(6) JP 4095824 B2 2008.6.4

10

20

30

40

50

赤色光用及び青色光用フィルタ３３でフィルタされた赤色光及び青色光は、第１のミラー
１５に入射し、反射される。第１の緑色光用液晶板１８で変調された第１の緑色光は、第
２のミラー２０に入射し、反射される。
【００４０】
第１のミラー１５で反射された赤色光及び青色光は、第２のダイクロイックミラー３４に
入射し、透過する。第２の緑色光用液晶板１９で変調された第２の緑色光は、第２のダイ
クロイックミラー３４に入射し、反射される。第２のミラー２０で反射された第１の緑色
光は、第２のハーフミラー２３に入射し、一部が反射される。第２のダイクロイックミラ
ー３４からの光は、第２のハーフミラー２３に入射し、一部が透過する。第２のハーフミ
ラー２３からの光は、投射レンズ２４に入射し、図示しないスクリーンに投射される。
【００４１】
前述の第１の実施の形態と同様に、前記第１及び第２の緑色光用液晶板１８，１９で変調
された第１及び第２の緑色光に対応する第１及び第２の緑色画素は、スクリーン上におい
てそれぞれ最小画素単位の水平及び／又は垂直方向に０．５画素ずれた位置に配置される
。これによって、大画面の高精細の画像を実現することができる。この第２の実施の形態
は、第１の実施の形態よりもさらに小規模な構成となっている。
【００４２】
図３は、第１のプロジェクタ装置５０と第２のプロジェクタ装置７０によって、スクリー
ン８０に投射する第３の実施の形態を示す図である。
【００４３】
第１のプロジェクタ装置５０は、赤色（Ｒ）光及び青色（Ｂ）光をスクリーンに投射する
。第２のプロジェクタ７０は、緑色（Ｇ）光をスクリーン８０に投射する。これら第１及
び第２のプロジェクタ装置５０，７０が投射する画像は、スクリーン８０における同じ位
置に投射される。
【００４４】
図４は、第１のプロジェクタ装置５０を示す図である。
【００４５】
第１のプロジェクタ装置５０は、赤色光用液晶板５６（赤色光変調手段）及び青色光用液
晶板５５（青色光変調手段）の２枚の液晶板を有している。
【００４６】
第１のプロジェクタ装置５０は、緑色（Ｇ）光変調部６２を作動させていないか、この緑
色光変調部６２を備えないものであるが、ここでは、この緑色光変調部６２も含む全体の
構成を先に説明する。
【００４７】
第１のプロジェクタ装置５０は、白色光５１を発するランプ５１と、ランプ５１から発せ
られた白色光が入射される第１のダイクロイックミラー５３と、第１のダイクロイックミ
ラー５２からの光が入射される第２のダイクロイックミラー５３と、第１のダイクロイッ
クミラー５２で反射された青色（Ｂ）光が入射される第１のミラー５４とを有している。
【００４８】
また、第１のプロジェクタ装置５０は、第１のミラー５４で反射された青色光が入射され
る青色光用液晶板５５（青色光変調手段）と、第２のダイクロイックミラー５３で反射さ
れた赤色（Ｒ）光が入射される赤色光用液晶板５６（赤色光変調手段）と、第２のダイク
ロイックミラー５３を透過した緑色光が入射される緑色光用液晶板５７とを有している。
【００４９】
さらに、第１のプロジェクタ装置５０は、青色光用液晶板５５及び赤色光用液晶板５６か
らの光が入射される第３のダイクロイックミラー５９と、第１のミラー５８及び第３のダ
イクロイックミラー５９からの光が入射されるハーフミラー６０とを有している。
【００５０】
ランプ５１から発せられた白色光は、第１のダイクロイックミラー５２に入射し、赤色光
及び緑色光が透過し、青色光が反射する。第１のダイクロイックミラー５２を透過した赤
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色光及び緑色光は、第２のダイクロイックミラー５３に入射し、緑色光は透過し、赤色光
は反射される。第１のダイクロイックミラー５２で反射された青色光は、第１のミラー５
４に入射され、反射される。
【００５１】
第１のミラー５４で反射された青色光は、青色光用液晶板５５に入射され、変調される。
第２のダイクロイックミラー５３で反射された赤色光は、赤色光用液晶板５６に入射され
、変調される。第２のダイクロイックミラー５３を透過した緑色光は、緑色光用液晶板５
７に入射し、変調される。
【００５２】
緑色光用液晶板５５で変調された光は、第２のダイクロイックミラー５９に入射し、透過
する。赤色光用液晶板５６で変調された光は、第２のダイクロイックミラー５９に入射し
、反射される。第２のダイクロイックミラー５９からの青色光及び赤色光は、ハーフミラ
ー６０に入射し、一部が透過する。第２のミラーで反射された緑色光は、ハーフミラー６
０に入射し、一部が反射される。ハーフミラー６０からの光は、投射レンズ６１に入射し
、スクリーン８０に投射される。
【００５３】
第１のプロジェクタ装置５０は、赤色光及び青色光のみを投射するため、緑色光変調部６
２は作動していないか設けられていない。例えば、緑色光用液晶板５７は、第２のダイク
ロイックミラー５３から入射される緑色光を常に透過させない。あるいは、緑色変調部６
２は、取り外されている。
【００５４】
図５は、第２のプロジェクタ装置７０を示す図である。
【００５５】
第２のプロジェクタ装置７０は、２系統の緑色変調手段を有し、第１の緑色光（Ｇ１）を
変調する第１の緑色光用液晶板７４（第１の緑色光変調手段）及び第２の緑色光（Ｇ２）
を変調する第２の緑色光用液晶板７５（第２の緑色光変調手段）の２枚の液晶板を備える
。第１及び第２の緑色光用液晶板７４，７５は、前述の赤色光用液晶板５６及び青色光用
液晶板５５と同じ解像度を有している。
【００５６】
第２のプロジェクタ装置７０は、白色光を発するランプ７１と、ランプ７１から発せられ
た白色光が入射される緑色光用フィルタ７２と、緑色光（Ｇ）用フィルタ７２を透過した
緑色光が入射されるハーフミラー７３と、ハーフミラー７３を透過した第１の緑色光が入
射される第１の緑色光用液晶板７４と、ハーフミラー７３で反射された第２の緑色光が入
射される第２の緑色光用液晶板７５とを有している。
【００５７】
また、第２のプロジェクタ装置７０は、第１の緑色光用液晶板７４からの第１の緑色光が
入射される第１のミラー７６と、第２の緑色光用液晶板７５からの第２の緑色光が入射さ
れる第２のミラー７７と、第１のミラー７６及び第２のミラー７７からの緑色光が入射さ
れる第２のハーフミラー７８と、第２のハーフミラー７８からの緑色光が入射される投射
レンズ７９とを有している。
【００５８】
ランプ７１から発せられた白色光は、緑色光用フィルタ７２に入射し、緑色光のみが透過
する。緑色光用フィルタ７２を透過した緑色光は、第１のハーフミラー７３に入射し、半
分の光量が透過し、残りの半分の光量が反射される。第１のハーフミラー７３を透過した
第１の緑色光は、第１の緑色光用液晶板７４に入射し、変調される。第１のハーフミラー
７３で反射された第２の緑色光は、第２の緑色光用液晶板７５に入射し、変調される。
【００５９】
第１の緑色光用液晶板７４で変調された第１の緑色光は、第１のミラー７６に入射し、反
射される。第２の緑色光用液晶板７５で変調された第２の緑色光は、第２のミラー７７に
入射し、反射される。第１のミラー７６で反射された第１の緑色光は、第２のハーフミラ
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ー７８に入射し、一部が反射される。第２のミラー７７で反射された第２の緑色光は、第
２のハーフミラー７８に入射し、一部が透過する。ハーフミラー７８からの光は、投射レ
ンズ７９に入射し、スクリーン８０に投射される。
【００６０】
図６は、第２のプロジェクタ装置７０がスクリーン８０に投射する画素の配置を示す図で
ある。図中の符号「○」は、第１の緑色液晶板７４によって変調された第１の緑色光（Ｇ
１）による第１の画素中心を示し、符号「＊」は、第２の緑色光用液晶板７５によって変
調された第２の緑色光（Ｇ２）による第２の画素中心を示す。第１及び第２の画素中心は
、水平方向及び垂直方向に０．５画素、すなわち最小画素単位ピッチの１／２ずれた位置
に重ね合わされている。
【００６１】
前述したように、人間の視感度は緑色光に対して最大になるので、緑色画素を０．５画素
ずらして２倍の画素配置することにより、人間の目には解像度が水平及び垂直方向にそれ
ぞれ２倍になったように感じられる。したがって、実質的に高解像度が認識され、また、
大画面を実現することができる。
【００６２】
第１及び第２の緑色光による画素の位置関係は、第２のプロジェクタ装置７０を組み立て
る時に調整してしまえば、そのまま維持される。赤色光及び青色光を投射する第１のプロ
ジェクタ装置５０と第１及び第２の緑色光を投射する第２のプロジェクタ装置７０は、別
の構成であるので位置合わせが必要であるが、従来のＣＲＴで行われていたコンバーゼン
ス補正の技術がそのまま使用可能であり、容易に調整することができる。
【００６３】
　この第３の実施の形態は、赤色光及び青色光を投射する第１のプロジェクタ装置７０に
従来のプロジェクタ装置を流用し、緑色光を投射する第２のプロジェクタ装置を別に設け
ている。したがって、従来のプロジェクタ装置に新たに緑色投射用の第２のプロジェクタ
装置のみ加えることで投射システムを構成することができ、少ない構成で高解像度を実現
することができる。
【００６４】
図７は、第３の実施の形態のプロジェクタ装置における画像信号の処理を示す図である。
【００６５】
各液晶板の画素数を縦横それぞれＭ，Ｎ個（Ｍ×Ｎ）とすると、緑色光について縦横それ
ぞれ２Ｍ，２Ｎ個（２Ｍ×２Ｎ）の画素からなる画像を半画素ピッチずらして投射するこ
とによって高精細表示を可能にしている。
【００６６】
画素数２Ｍ×２Ｎの緑色（Ｇ）画像（８１）は、図６の第１の緑色光（Ｇ１）の画素及び
第２の緑色光（Ｇ２）の画素の位置に相当する画素を抽出するサブサンプリング処理７０
を施され、第２のプロジェクタ装置の第１の緑色光の画素８３及び第２の緑色光の画素８
４の信号になる。
【００６７】
画素数２Ｍ×２Ｎの赤色（Ｒ）画像は、低域フィルタ（ＬＰＦ）８６によりＭ×Ｎの画像
が取り出され、第１のプロジェクタ装置５０の赤色光（８７）の画素の信号になる。
【００６８】
画素数２Ｍ×２Ｎの青色（Ｂ）画像は、低域フィルタ（ＬＰＦ）８９によりＭ×Ｎの画像
が取り出され、第１のプロジェクタ装置５０の青色光（９０）の画素の信号になる。
【００６９】
このような構成の画像信号の処理により、液晶投射システムに固有のフリッカーを軽減す
ることができる。すなわち、フリッカーは、液晶板に印加する正極性及び負極性の信号の
特性差により生じるので、それぞれの極性の液晶板からの光量を等しくすることで、打ち
消すことができる。本実施の形態では、前記画像信号の処理において、サブサンプル及び
低域フィルタにおいて、適当な極性の信号を選択することにより実現できる。



(9) JP 4095824 B2 2008.6.4

10

20

30

40

【００７０】
以上説明したように、本発明によると、高精細映像を容易に構築することができる。すな
わち、複数のプロジェクタを並べる従来の投射システムと比較すると、つなぎ目がないの
で、つなぎ目に関する補正は必要ない。また、このような従来の投射システムでは、解像
度を倍にするには２×２の４台のプロジェクタ装置が必要であったが、本発明の投射シス
テムにおいては２台のプロジェクタ装置により水平垂直の解像度を倍にすることができる
。
【００７１】
また、複数のプロジェクタでスクリーンの同一の領域に投射する従来の投射システムと比
較すると、緑色光については同一の投射レンズを用いるので、レンズの歪により位置関係
がずれることはなく、画面全体にわたって高精細が保たれる。
【００７２】
なお、前述の実施の形態は、本発明の一具体例を示したものに過ぎず、本発明はこれに限
定されない。例えば、本実施の形態においては変調手段として透過型液晶素子を示したが
、本発明はこれに限定されない。本発明では、変調素子としてＤＭＤや反射型液晶素子を
利用することもできる。
【００７３】
【発明の効果】
上述のように、本発明によると、少ない構成要素を用いて高精細の画像を実現するような
投射システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施の形態のプロジェクタ装置を示す図である。
【図２】第２の実施の形態のプロジェクタ装置を示す図である。
【図３】第３の実施の形態のプロジェクタ装置を示す図である。
【図４】第３の実施の形態の第１のプロジェクタ装置を示す図である。
【図５】第３の実施の形態の第２のプロジェクタ装置を示す図である。
【図６】第２のプロジェクタ装置によってスクリーンに投射された第１の緑色画素及び第
２の緑色画素の配置を示す図である。
【図７】第３の実施の形態のプロジェクタ装置における画像信号の処理を示す図である。
【図８】同一のプロジェクタ装置を複数台並べた投射システムを説明する図である。
【図９】複数の同一のプロジェクタ装置で同一の領域に画像を投射する投射システムを説
明する図である。
【符号の説明】
１１　ランプ
１２　第１のダイクロイックミラー
１３　第２のダイクロイックミラー
１４　第１のハーフミラー
１５　第１のミラー
１６　青色光用液晶板
１７　赤色光用液晶板
１８　第１の緑色光用液晶板
１９　第２の緑色光用液晶板
２０　第２のミラー
２１　第３のダイクロイックミラー
２２　第４のダイクロイックミラー
２３　第２のハーフミラー
２４　投射レンズ
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