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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源装置と、
　前記光源装置から出射された光束を変調する光変調装置と、
　前記光変調装置で変調された光束を透過する透光性基板と、
　前記透光性基板を透過した光束を投射する投射光学装置とを備え、
　前記光変調装置は、
　色の異なる複数の画素が配列された第１の光変調装置を備え、
　前記複数の画素は、
　第１の方向に沿って同一の色の画素が隣り合って配設され、前記第１の方向に直交する
第２の方向に沿って異なる色の画素が隣り合って配設され、
　前記透光性基板は、
　前記第１の方向に沿って延びる仮想の直線を中心として前記仮想の平面を回転させた面
に平行し、
　前記第２の方向における非点収差は、前記第1の方向における非点収差より大きい
　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、
　前記光変調装置は、
　単体の前記第１の光変調装置で構成されている
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　ことを特徴とするプロジェクター。
【請求項３】
　請求項１から請求項２のいずれかに記載のプロジェクターにおいて、
　前記光変調装置は、
　同一の色の複数の画素が配列された第２の光変調装置を備え、
　前記投射光学装置は、
　前記透光性基板を透過した光束と、前記第２の光変調装置で変調された光束とが合成さ
れた光束を投射する
　ことを特徴とするプロジェクター。
【請求項４】
　請求項３に記載のプロジェクターにおいて、
　前記透光性基板は、
　反射型偏光板で構成されており、
　前記第１の光変調装置で変調された光束を透過し、前記第２の光変調装置で変調された
光束を反射させることで、前記第１の光変調装置で変調された光束と、前記第２の光変調
装置で変調された光束とを合成する
　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、プロジェクターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光源装置と、光源装置から出射された光束を変調して画像光を形成する光変調装
置と、光変調装置で形成された画像光を投射する投射光学装置とを備えたプロジェクター
が知られている。また、この光変調装置としてカラーＬＣＤ（Liquid Crystal Display）
を用いたプロジェクターが知られている（例えば、特許文献１参照）。
　特許文献１には、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）及びＢ（青）の３色の画素を有する単板式のカラ
ーＬＣＤを使用するプロジェクターが開示されている。
　例えば、このようなカラーＬＣＤは、行方向及び列方向に配列した複数の画素を備え、
Ｒ（赤）、Ｇ（緑）及びＢ（青）の３色を規則的に配列したカラーフィルターによって各
色を各画素に対応させた構成を備える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０７－２７０６８２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、カラーフィルターが設けられたプロジェクターでは、画像を拡大して表
示をした際に、色と色の境が目立ってしまい、表示した画像が不自然なものとなる、とい
う問題がある。
【０００５】
　本発明の目的は、色の境を目立たなくして良好な画像を表示できる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】
　本発明のプロジェクターは、光源装置と、前記光源装置から出射された光束を変調する
光変調装置と、前記光変調装置で変調された光束を透過する透光性基板と、前記透光性基
板を透過した光束を投射する投射光学装置とを備え、前記光変調装置は、色の異なる複数
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の画素が配列された第１の光変調装置を備え、前記透光性基板は、前記第１の光変調装置
で変調された光束の光軸に直交する仮想の平面に対して傾斜して配設されていることを特
徴とする。
【０００７】
　ところで、第１の光変調装置で変調された光束が、当該光束の光軸に直交する仮想の平
面に対して傾斜して配設された透光性基板を透過した場合、投射光学装置の非点収差が大
きくなる。
　本発明では、この非点収差に着目し、第１の光変調装置で変調された光束の光軸に直交
する仮想の平面に対して傾斜して透光性基板を設けている。これにより、第１の光変調装
置で変調された光束が透光性基板を透過することで、透光性基板の傾斜に応じて投射光学
装置の非点収差を偏った方向に大きくできる。この非点収差が大きくなったことで、表示
画像における隣り合う色と色とを当該方向において重ならせて、色と色の境をぼかすこと
ができ、色の境界を目立たなくして良好な画像を表示できる。
【０００８】
　本発明のプロジェクターでは、前記複数の画素は、第１の方向に沿って同一の色の画素
が隣り合って配設され、前記第１の方向に直交する第２の方向に沿って異なる色の画素が
隣り合って配設され、前記透光性基板は、前記第１の方向に沿って延びる仮想の直線を中
心として前記仮想の平面を回転させた面に平行することが好ましい。
　本発明では、透光性基板が、第１の方向に沿って延びる仮想の直線を中心として仮想の
平面を回転させた面に平行に設けられていることで、透光性基板による非点収差を第２の
方向に沿って大きくできる。これにより、第１の方向に沿って同一の色の画素が隣り合っ
て配設され、第２の方向に沿って異なる色の画素が隣り合って配列している光変調装置で
あっても、効果的に色と色の境をぼかすことができる。
【０００９】
　本発明のプロジェクターでは、前記複数の画素は、第１の方向、及び前記第１の方向に
直交する第２の方向に異なる色の画素が隣り合って配設されていることが好ましい。
　本発明では、第１の方向、及び第１の方向に直交する第２の方向に異なる色の画素が隣
り合う配列とすることで、第１の方向、及び第２の方向のいずれの方向に非点収差を偏ら
せて大きくしても、色の境界を目立たなくして良好な画像を表示できる。したがって、透
光性基板を傾斜する方向の自由度を向上できる。
【００１０】
　本発明のプロジェクターでは、前記光変調装置は、単体の前記第１の光変調装置で構成
されていることが好ましい。
　本発明では、光変調装置を単体の第１の光変調装置で構成することで、複数で構成する
場合と比較して、プロジェクターの構成を簡略化できる。例えば、各画素による色の種類
に、Ｒ（赤），Ｇ（緑），Ｂ（青）の３色を含ませることで、単体の第１の光変調装置で
カラー画像を表示できる。
【００１１】
　本発明のプロジェクターでは、前記光変調装置は、同一の色の複数の画素が配列された
第２の光変調装置を備え、前記投射光学装置は、前記透光性基板を透過した光束と、前記
第２の光変調装置で変調された光束とが合成された光束を投射することが好ましい。
　本発明では、光変調装置が、色の異なる複数の画素を配列していることで複数色を表示
する第１の光変調装置と、同一の色の複数の画素を配列していることで単色を表示する第
２の光変調装置とを備える。これにより、第１の光変調装置及び第２の光変調装置で表示
する色を、各色の特性に応じて最適に設定できる。例えば、解像感に影響の大きい色（具
体的には、Ｇ（緑））を第２の光変調装置で表示する設定や、光変調装置の寿命に影響の
大きい色（具体的には、Ｂ（青））を第２の光変調装置で表示する設定とすることができ
る。
【００１２】
　本発明のプロジェクターでは、前記透光性基板は、反射型偏光板で構成されており、前
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記第１の光変調装置で変調された光束を透過し、前記第２の光変調装置で変調された光束
を反射させることで、前記第１の光変調装置で変調された光束と、前記第２の光変調装置
で変調された光束とを合成することが好ましい。
　本発明では、透光性基板を反射型偏光板で構成している。そして、偏光方向に応じて第
１の光変調装置で変調された光束を透光性基板で透過し、第２の光変調装置で変調された
光束を透光性基板で反射させることで、第１の光変調装置で変調された光束と、第２の光
変調装置で変調された光束とを合成している。このため、第１の光変調装置で変調された
光束と、第２の光変調装置で変調された光束を合成する部材を省略できるので、プロジェ
クターの構成を簡略化できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１実施形態におけるプロジェクターの概略構成を示す図。
【図２】前記実施形態におけるＬＣＤの正面図。
【図３】前記実施形態における投射レンズの非点収差図。
【図４】本発明の第２実施形態におけるプロジェクターの概略構成を示す図。
【図５】前記実施形態におけるＬＣＤの正面図。
【図６】前記各実施形態の変形例におけるＬＣＤの正面図。
【図７】前記第２実施形態の変形例におけるプロジェクターの概略構成を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
[第１実施形態]
　以下、本発明の第１実施形態について、図面を参照して説明する。
【００１５】
　〔プロジェクターの概略構成〕
　図１は、本実施形態におけるプロジェクターの概略構成を示す図である。具体的に、図
１は、プロジェクター１を上方から見た平面図である。
　プロジェクター１は、画像を投射してスクリーンＳＣ上に投影画像を表示する。
　このプロジェクター１は、図１に示すように、光源装置としての照明装置２と、透光性
基板としての偏光板３と、第１の光変調装置としてのＬＣＤ（Liquid Crystal Display）
４と、投射光学装置としての投射レンズ５とを備える。
【００１６】
　〔照明装置の構成〕
　照明装置２は、ここでは、詳しい説明及び図示を省略するが、光源ランプ、リフレクタ
ー、平行化レンズ及び偏光変換素子等を備え、光源ランプが出射した光束を第１の偏光方
向Ｓを有する直線偏光の光束に変換して偏光板３に出射する。ここで、第１の偏光方向Ｓ
とは、図１中、紙面に直交する偏光方向のことを指す。
【００１７】
　〔偏光板の構成〕
　偏光板３は、反射型偏光板で構成されており、後述するＬＣＤ４及び投射レンズ５間の
光路に設けられている。具体的に、偏光板３は、透過軸が第２の偏光方向Ｐと一致するよ
うに構成され、第２の偏光方向Ｐの直線偏光の光束を透過し、第１の偏光方向Ｓの直線偏
光の光束を反射させる。なお、第２の偏光方向Ｐとは、前述した第１の偏光方向Ｓに直交
し、図１中、紙面に平行する偏光方向のことを指す。
【００１８】
　〔ＬＣＤの構成〕
　図２は、ＬＣＤ４の正面図である。
　ＬＣＤ４は、図２に示すように、第１の方向Ｄ１及び当該第１の方向Ｄ１に直交する第
２の方向Ｄ２に沿って配列された複数の画素（図示略）を備える。なお、第１の方向Ｄ１
は、図１中の紙面に直交する方向に対応し、第２の方向Ｄ２は、図１中の左右方向に対応
している。
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　詳述すると、ＬＣＤ４は、カラーフィルター４１によってＧ（緑）、Ｂ（青）及びＲ（
赤）の３色をそれぞれ表示する複数の画素を備える。なお、カラーフィルター４１は、反
射型カラーフィルター及び吸収型カラーフィルターのいずれであってもよい。
【００１９】
　このＬＣＤ４では、当該複数の画素は、第１の方向Ｄ１に沿って同一の色の画素が隣り
合って配列され、第２の方向Ｄ２に沿って異なる色の画素が隣り合って配列されている。
つまり、当該複数の画素は、カラーフィルター４１によって色がストライプ状に規則的に
配列されている。より詳しくは、この複数の画素は、図２に示すように、第１の方向Ｄ１
に延びるＧ（緑）のライン４１１、Ｂ（青）のライン４１２及びＲ（赤）のライン４１３
の３種類を、第２の方向Ｄ２において隣り合うように繰り返すようになっている。
【００２０】
　そして、このＬＣＤ４は、図１に示すように、偏光板３からの入射光を変調するととも
に、投射レンズ５に向けて反射させる。
　ここで、前述した偏光板３は、図１に示すように、ＬＣＤ４で変調された光束の光軸Ａ
に直交する仮想の平面ＰＬに対して傾斜している。より詳細には、偏光板３は、第１の方
向Ｄ１（図２）に沿って延びる仮想の直線ＳＬを中心として仮想の平面ＰＬを回転させた
面（例えば、図１に示す平面ＰＬ１）に平行して設けられている。具体的に、偏光板３は
、図１に示すように、仮想の平面ＰＬに対して傾斜角θが４５度の設定で設けられている
。
【００２１】
　〔投射レンズの構成〕
　投射レンズ５は、バックフォーカスがＬＣＤ４に合うように位置付けられる。
　この投射レンズ５は、偏光板３を透過した光束を拡大投射する。
【００２２】
　〔プロジェクターの動作〕
　以下、プロジェクター１の動作について説明する。
　前述したように、照明装置２は、偏光板３に向けて第１の偏光方向Ｓの光束を出射する
。偏光板３は、この光束をＬＣＤ４に向けて反射させる。
　ＬＣＤ４は、制御装置（図示略）の制御の下、液晶の配向状態が制御され、偏光板３で
反射された光束の偏光方向を変調し、投射レンズ５に向けて反射させる。このＬＣＤ４に
よって反射された光束のうち、第２の偏光方向Ｐを有する直線偏光の光束が偏光板３を透
過し、投射レンズ５に入射する。投射レンズ５は、この偏光板３を透過した光束をスクリ
ーンＳＣに拡大投射する。
　以上によって、スクリーンＳＣに投影画像が表示される。
【００２３】
　ここで、前述したように、偏光板３は、図１に示す傾斜角θが４５度の設定で設置され
ている。
　このように傾斜した偏光板３をＬＣＤ４と投射レンズ５との間に配置すると、以下に説
明するように、投射レンズ５の非点収差が大きくなる。
【００２４】
　図３は、投射レンズ５の非点収差図である。具体的に、図３（Ａ）は、図２における第
１の方向Ｄ１における非点収差を示し、図３（Ｂ）は、第２の方向Ｄ２における非点収差
を示す。なお、図３（Ａ）及び図３（Ｂ）における縦軸は、像高（IMG HT）［ｍｍ］を示
し、横軸は、理想像面からの光軸Ａの距離［ｍｍ］を示している。また、「Ｔ」と付した
破線がタンジェンシャル像面に対応し、「Ｓ」と付した実線がサジタル像面に対応する。
【００２５】
　図３に示すように、偏光板３を光束が透過した場合、非点収差の大きさに異方性が生じ
る。つまり、図３（Ａ）に示す第１の方向Ｄ１の非点収差よりも、図３（Ｂ）に示す第２
の方向Ｄ２の非点収差が大きくなる。具体的に、図３（Ａ）に示す非点収差（｜Ｔ－Ｓ｜
）が、約０．０３ｍｍ以下であるのに対して、図３（Ｂ）に示す非点収差（｜Ｔ－Ｓ｜は
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、約０．１５ｍｍ以下であり、第２の方向Ｄ２における非点収差が第１の方向Ｄ１におけ
る非点収差よりも５倍程度偏って大きくなっていることがわかる。
【００２６】
　このように非点収差が大きいということは、フォーカスがずれるために、ＬＣＤ４の一
点から出射した光がスクリーンＳＣ上で広がる。つまり第２の方向Ｄ２に広がり、前述し
たライン４１１～４１３の画素によって表示される画像のうち、隣り合うラインの画素に
よって表示される画像同士において境界部分に重なりが生じる。これにより、色の境界が
あいまいになり、色の境が目立たなくなる。
【００２７】
　上述した第１実施形態によれば、以下の効果がある。
　ＬＣＤ４で変調された光束の光軸Ａに直交する仮想の平面ＰＬに対して傾斜して偏光板
３を設けている。これにより、ＬＣＤ４で変調された光束が偏光板３を透過することで、
偏光板３の傾斜に応じて投射レンズ５の非点収差を偏った方向に大きくできる。この非点
収差が大きくなったことで、表示画像における隣り合う色と色とを当該方向において重な
らせて、色と色の境をぼかすことができ、色の境界を目立たなくして良好な画像を表示で
きる。
【００２８】
　具体的に、偏光板３が、第１の方向Ｄ１に沿って延びる仮想の直線ＳＬを中心として仮
想の平面ＰＬを回転させた面に平行に設けられていることで、偏光板３による非点収差を
第２の方向Ｄ２に沿って大きくできる。これにより、第１の方向Ｄ１に沿って同一の色の
画素が隣り合って配設され、第２の方向Ｄ２に沿って異なる色の画素が隣り合って配列し
ているＬＣＤ４であっても、効果的に色と色の境をぼかすことができる。
【００２９】
　さらに、光変調装置を単体のＬＣＤ４で構成することで、複数で構成する場合と比較し
て、プロジェクター１の構成を簡略化できる。そして、各画素による色の種類に、Ｒ（赤
），Ｇ（緑），Ｂ（青）の３色を含ませていることで、単体のＬＣＤ４でカラー画像を表
示できる。
　また、偏光板３を傾斜角θが４５度となるように設けていることで、偏光板３を傾斜さ
せたことによる非点収差の大きさを最も大きくできる。また、４５度とすることで、照明
装置２、ＬＣＤ４及び投射レンズ５等の他の部材を効率よく配置できる。
【００３０】
[第２実施形態]
　次に、本発明の第２実施形態を図面に基づいて説明する。
　本実施形態は、複数のＬＣＤを用いてカラー画像の表示を行う構成を備える点が、単体
のＬＣＤ４でカラー画像を表示する第１実施形態とは相違する。なお、以下の説明では、
既に説明した部分と同一または略同一である部分については、同一の符号を付して説明を
省略する。
【００３１】
　〔プロジェクターの概略構成〕
　図４は、本実施形態におけるプロジェクターの概略構成を示す図である。
　プロジェクター１Ａは、照明装置２Ａと、透光性基板としての偏光板３Ａと、投射レン
ズ５と、第１の光変調装置としての第１のＬＣＤ４Ａと、第２の光変調装置としての第２
のＬＣＤ６とを備える。
【００３２】
　照明装置２Ａは、Ｂ（青）及びＲ（赤）の色光の光束を第１の偏光方向Ｓを有する直線
偏光の光束として出射し、Ｇ（緑）の色光の光束を第２の偏光方向Ｐを有する直線偏光の
光束として出射する。
　偏光板３Ａは、構造型の反射型偏光板で構成されている。具体的に、構造型の反射型偏
光板としては、ワイヤーグリッドを採用できる。ワイヤーグリッドは、格子構造に基づく
回折により入射した光束を偏光分離する。具体的に、この偏光板３Ａは、透過軸が第２の
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偏光方向Ｐと一致するように構成され、第２の偏光方向Ｐの直線偏光の光束を透過し、第
１の偏光方向Ｓの直線偏光の光束を反射させる。
【００３３】
　図５は、第１のＬＣＤ４Ａの正面図である。
　この第１のＬＣＤ４Ａは、カラーフィルター４１ＡによってＢ（青）及びＲ（赤）２色
をそれぞれ表示する複数の画素（図示略）を備える。この複数の画素は、図５に示すよう
に、第１の方向Ｄ１に延びるＢ（青）のライン４１２及びＲ（赤）のライン４１３の２種
類を、第２の方向Ｄ２において隣り合うように繰り返すようになっている。他の構成は、
第１実施形態のＬＣＤ４と同様である。
【００３４】
　第２のＬＣＤ６は、Ｇ（緑）の１色を表示する複数の画素（図示略）を備える。
　この第２のＬＣＤ６は、偏光板３Ａからの入射光を変調し、偏光板３Ａに向けて反射さ
せる。
【００３５】
　〔プロジェクターの動作〕
　以下、プロジェクター１Ａの動作について説明する。
　前述したように、照明装置２Ａは、偏光板３Ａに向けて第１の偏光方向Ｓの光束及び第
２の偏光方向Ｐの光束を出射する。偏光板３Ａは、第１の偏光方向Ｓの光束を第１のＬＣ
Ｄ４Ａに向けて反射させ、第２の偏光方向Ｐの光束を透過する。この偏光板３Ａを透過し
た光束は、第２のＬＣＤ６に入射する。
【００３６】
　第１のＬＣＤ４Ａは、偏光板３Ａからの入射光を変調し、投射レンズ５に向けて反射さ
せる。この第１のＬＣＤ４Ａで変調された光束のうち、第２の偏光方向Ｐを有する直線偏
光の光束が偏光板３Ａを透過し、投射レンズ５に入射する。
　一方、第２のＬＣＤ６は、偏光板３Ａを透過した照明装置２Ａからの入射光を変調し、
偏光板３Ａに向けて反射させる。この第２のＬＣＤ６で変調された光束のうち、第１の偏
光方向Ｓを有する直線偏光の光束が偏光板３Ａで反射され、投射レンズ５に入射する。
【００３７】
　したがって、本実施形態では、偏光板３Ａによって、Ｂ（青）及びＲ（赤）とＧ（緑）
とが色合成されて、投射レンズ５に色合成された光束が入射する。
　投射レンズ５は、入射した光束（色合成後の光束）をスクリーンＳＣに拡大投射する。
　以上によって、スクリーンＳＣに投影画像が表示される。
【００３８】
　上述した第２実施形態によれば、前記第１実施形態と同様の効果の他、以下の効果があ
る。
　光変調装置が、Ｂ（青）及びＲ（赤）の色の異なる複数の画素を配列していることでＢ
（青）及びＲ（赤）の２色を表示する第１のＬＣＤ４Ａと、同一の色（Ｇ（緑））の複数
の画素を配列していることで単色（Ｇ（緑））を表示する第２のＬＣＤ６とを備える。こ
れにより、第１のＬＣＤ４Ａ及び第２のＬＣＤ６で表示する色を、各色の特性に応じて最
適に設定できる。具体的には、人間の目にとって解像感が良好に感じるＧ（緑）を第２の
ＬＣＤ６で表示する設定とすることで、解像感の良い画像を表示できる。
　また、偏光板３Ａを反射型偏光板で構成している。そして、第１のＬＣＤ４Ａで変調さ
れた光束を偏光方向に応じて偏光板３で透過させ、第２のＬＣＤ６で変調された光束を反
射させ、第１のＬＣＤ４Ａで変調された光束と、第２のＬＣＤ６で変調された光束とを合
成している。このため、第１のＬＣＤ４Ａで変調された光束と、第２のＬＣＤ６で変調さ
れた光束を合成する部材を省略できるので、プロジェクター１Ａの構成を簡略化できる。
【００３９】
　ここで、本実施形態では、偏光板３Ａにワイヤーグリッド等の構造型の偏光板を用いて
いる。このように、偏光板３Ａにワイヤーグリッド等の構造型の偏光板を用いた場合には
、偏光板３Ａに入射する光束の角度の大きさによる画像劣化を低減できる。これによって
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、Ｆ値（F-number）を小さく（明るく）できるので、投射レンズ５等の光学素子の小型化
を図れる。また、偏光板３Ａとして、角度特性の変化の小さい構造型偏光板を用いること
で、非テレセントリック光学系の構造を採用できる。これにより、光学部品を小さく構成
してプロジェクター１の小型化を図れる。
【００４０】
　なお、本発明は、前述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成でき
る範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
　前記各実施形態では、偏光板３，３Ａの傾斜角θを４５度として説明したが、傾斜角θ
は、４５度に限定されるものではなく、例えば、３０度や６０度等であってもよい。
【００４１】
　前記各実施形態では、非点収差を生じさせることを目的として傾斜させる透光性基板と
して、偏光板３，３Ａを例示したが、この透光性基板は、これに限定されない。例えば、
透光性基板は、透明基板、位相差板等の光学素子であってもよい。この場合、偏光板は、
傾斜角θを０度とし、ＬＣＤ４，４Ａ（光束の出射面）に対して平行に設置することがで
きる。
　前記各実施形態では、ＬＣＤ４，４Ａと投射レンズ５とを結ぶ光軸Ａが一直線状である
構成について例示したが、これに限らない。例えば、ＬＣＤ４，４Ａと投射レンズ５との
間にミラー等を配置して、光軸Ａが途中で屈曲した構成であってもよい。
【００４２】
　前記各実施形態では、偏光板３，３Ａを新規な部材として設けたが、これに限らない。
例えば、透光性基板は、新たな部材として偏光板３，３Ａを設けるのではなく、他の目的
で使用している偏光板、位相差板等を傾斜させることで構成してもよい。これにより、非
点収差のための新規な部材をわざわざ設ける必要がないため、プロジェクター１の構成を
簡略化できる。
【００４３】
　前記各実施形態では、光変調装置として、画素の色の配列がストライプ状のＬＣＤ４，
４Ａを例示したが、各実施形態における光変調装置の構成は、これに限らない。
　図６は、前記各実施形態の変形例におけるＬＣＤの正面図である。具体的に、図６（Ａ
）は、第１実施形態におけるＬＣＤ４の変形例であり、図６（Ｂ）は、第２実施形態にお
ける第１のＬＣＤ４Ａの変形例を示す。
【００４４】
　図６（Ａ）に示すＬＣＤ４Ｂは、第１実施形態のＬＣＤ４と同様、カラーフィルター４
１ＢによってＧ（緑）、Ｂ（青）及びＲ（赤）の３色を表示する複数の画素（図示略）を
備える。このＬＣＤ４Ｂは、Ｇ（緑）及びＢ（青）の画素が第２の方向Ｄ２に交互に配置
されたライン４１１Ｂと、Ｒ（赤）及びＧ（緑）の画素が第２の方向Ｄ２に交互に配置さ
れたライン４１２Ｂとが、第１の方向Ｄ１に交互に配列されている。なお、Ｇ（緑）の画
素が隣り合わないように、ライン４１１Ｂとライン４１２ＢとでＧ（緑）の画素をずらし
て配列している。
　この画素の配列は、所謂ベイヤー型の配列といわれ、人間の目に影響の大きいＧ（緑）
の解像度を上げることができる。
【００４５】
　図６（Ｂ）に示すＬＣＤ４Ｃは、第２実施形態の第１のＬＣＤ４Ａと同様、カラーフィ
ルター４１ＣによってＢ（青）及びＲ（赤）の２色を表示する画素を備える。このＬＣＤ
４Ｃは、Ｂ（青）及びＲ（赤）の画素を市松模様型に配列している。すなわち、ＬＣＤ４
Ｃは、Ｂ（青）及びＲ（赤）の画素が第１の方向Ｄ１及び第２の方向Ｄ２に交互に配列さ
れている。
【００４６】
　このように、図６に示すＬＣＤ４Ｂ，４Ｃでは、複数の画素による色の配列が、第１の
方向Ｄ１、及び第２の方向Ｄ２に異なる色が隣り合う配列となっている。これにより、第
１の方向Ｄ１、及び第２の方向Ｄ２のいずれの方向に非点収差を偏らせて大きくしても、
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色の境界を目立たなくして良好な画像を表示できる。したがって、偏光板３，３Ａを傾斜
する方向の自由度を向上できる。また、第１実施形態及び第２実施形態におけるストライ
プ状の配列と比較して、色の配列が細かくなるため、色と色の境が目立ちにくく、より良
好な画像を表示できる。
【００４７】
　前記第２実施形態では、偏光板３Ａが色合成光学装置を兼ねる構成としたが、これに限
らない。
　図７は、第２実施形態の変形例におけるプロジェクターの概略構成を示す図である。
　この図７に示すプロジェクター１Ｂは、第２実施形態のプロジェクター１Ａの構成に加
えて、偏光板３Ａと同様の構成の偏光板３Ｂ，３Ｃと、色合成光学装置としてのＰＢＳ８
とを備える。
　偏光板３Ｂは、Ｂ（青）及びＲ（赤）の色光の光束と、Ｇ（緑）の色光の光束とを分け
るためのものである。また、偏光板３Ｃは、Ｇ（緑）の色光の光束専用の偏光板である。
なお、本変形例における偏光板３Ａは、Ｂ（青）及びＲ（赤）の色光の光束用の偏光板で
ある。
　このように、本変形例におけるプロジェクター１Ｂは、第２実施形態のプロジェクター
１Ａとは異なり、Ｇ（緑）の色光とＢ（青）及びＲ（赤）の色光とで偏光板を共通とはせ
ず、Ｇ（緑）の色光の光束専用の偏光板３Ｃを用いるため、コントラスト感などの画質を
改善できる。
【００４８】
　前記第２実施形態では、第１のＬＣＤ４Ａで、Ｂ（青）及びＲ（赤）の表示を行い、第
２のＬＣＤ６でＧ（緑）の表示を行う構成としたが、これに限らない。例えば、２色を表
示する第１のＬＣＤ４Ａの方が、単色を表示する第２のＬＣＤ６よりも温度が高くなる傾
向にあるため、他の色と比べて短波長側でありＬＣＤが劣化し易いＢ（青）を第２のＬＣ
Ｄ６で表示し、他の色を第１のＬＣＤ４Ａで表示する設定とすることで、第１のＬＣＤ４
Ａの寿命を長くできる。
【００４９】
　前記各実施形態では、光変調装置として、反射型のＬＣＤ４，４Ａ，６を用いた構成に
ついて説明したが、光変調装置は、反射型に限らず、光透過型であってもよい。また、本
発明のプロジェクターは、反射型及び光透過型の光変調装置の両方を備える構成であって
もよい。
　前記第１実施形態では、ＬＣＤ４単体でＲ（緑）、Ｇ（赤）及びＢ（青）の３色を表示
するプロジェクター１について例示した。また、前記第２実施形態では、第１のＬＣＤ４
ＡでＲ（赤）及びＢ（青）の２色を表示し、第２のＬＣＤ６でＧ（緑）の単色を表示する
プロジェクター１Ａについて例示した。しかしながら、本発明のプロジェクターの構成は
、これに限らない。例えば、各光変調装置で表示する色の種類及び組み合わせは、前記各
実施形態のものに限定されるものではなく、２つの光変調装置で４色表示など様々な組み
合わせが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本発明は、プレゼンテーションやホームシアターに用いられるプロジェクターとして利
用できる。
【符号の説明】
【００５１】
　１，１Ａ，１Ｂ・・・プロジェクター、２，２Ａ・・・照明装置（光源装置）、３，３
Ａ・・・偏光板（透光性基板）、４・・・ＬＣＤ（第１の光変調装置），４Ａ・・・第１
のＬＣＤ（第１の光変調装置）、５・・・投射レンズ（投射光学装置）、６・・・第２の
ＬＣＤ（第２の光変調装置）、４１，４１Ａ，４１Ｂ，４１Ｃ・・・カラーフィルター、
Ａ・・・光軸、Ｄ１・・・第１の方向、Ｄ２・・・第２の方向、ＰＬ・・・仮想の平面、
ＳＬ・・・仮想の直線。
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