
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源、画像情報表示素子、および前記光源からの光を偏向して前記画像情報表示素子の
一部の領域に照射

する光偏向手段を有する投射型表示装置であって、
　前記光偏向手段は、

スクリーン上に投影 ることを特徴とする
投射型表示装置。
【請求項２】
　前記光偏向手段は、 光走査速度を変化させるとともに、

画像情報信号を与えるような画像処理機能を有することを特徴とす
る請求項１記載の投射型表示装置。
【請求項３】
　前記光偏向手段は 表示素子の有効表示エリア外にも光照射できるように設
定されていることを特徴とする請求項１に記載の投射型表示装置。
【請求項４】
　前記光偏向手段は前記光走査速度を画像情報によって変化させる機能を有し、かつ画像
情報の輝度レベルに応じて有効表示エリア外に光照射する期間を制御できる機能を有する
ことを特徴とする請求項 記載の投射型表示装置。
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し、１フレーム期間内で、前記光が照射される領域を前記画像情報表示
素子の全領域にわたって走査

前記光が照射される領域の前記画像情報表示素子の全領域にわたる
光走査速度を表示画像情報によって変化させ、平均輝度が小さい画像を表示するときは前
記光走査速度を速くして光が されない期間を設け

照射領域の 該光走査速度に応じ
て階調情報を変換した

前記画像情報

３



【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、投射型表示装置に関し、特に液晶表示素子（液晶パネル）の画像を、投影レ
ンズでスクリーン又は壁に拡大投影する液晶プロジェクターに好適なものである。中でも
特にホームシアター用フロントプロジェクターやリアプロジェクションテレビなどの動画
像表示を主たる用途とする液晶プロジェクターに好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、液晶パネルを光源からの光束により照明し、液晶パネルからの透過光又は反
射光に基づく画像を、投影レンズにより、スクリーン又は壁に拡大投影する液晶プロジェ
クターが種々と提案されており、今後動画表示を主たる用途とするプロジェクターが市場
規模拡大のために今後広く求められている。
【０００３】
　現在発表されているプロジェクターは主に液晶表示素子を用いた液晶プロジェクターと
デジタル・ミラー・デバイス（ＤＭＤ）を用いたデジタル・ライト・プロセッシング（Ｄ
ＬＰ）による投射型表示素子（以下単にＤＬＰと称する）の２種類が代表的なものとして
挙げられる。
【０００４】
　ＤＬＰは半導体基板上に作りこまれたミラーデバイスの角度を高速で切り替えることに
よって光のオンオフを制御し、１フレーム内でそのオン状態となっている時間の割合を制
御することによって階調表示させている。一方、液晶表示素子においては強誘電性液晶を
用いた装置以外ではこのような時分割階調は利用しておらず、液晶表示素子に印加する電
圧の値を表示画像情報に応じて変化させることにより階調情報を表示させるアナログ階調
による階調表示法が利用されている。
【０００５】
　しかし、上記２種類のデバイスを従来どおりの駆動をしていた場合には、いずれにおい
ても人間の感じる動画高速応答特性が得られないことが最近の研究などから明らかになっ
てきている（非特許文献１参照。）。
【０００６】
　ここで液晶表示素子の場合には、上記報告では例えば液晶の応答時間が限りなくゼロに
なるまで高速化した場合でも人間の目は高速で表示しているとは感じないということが指
摘されている。その原因は従来までの液晶表示素子がいわゆる「ホールド型表示」という
原理に基づいているためである。これは観察者の目に、常時表示情報が入るために、目の
残像効果により画像の切れが悪くなる現象である。この「ホールド型表示」は液晶表示素
子だけでなく、ＤＬＰなどの時分割で階調を表示させる方法にも共通する表示法である。
【０００７】
　この表示法を取りつづける限りにおいては動画表示性能が大きくは改善されることは無
く、前記研究結果では、人間が高速な動画表示であると感じる手法として、シャッターを
用いて時間開口率を５０％以下にする方式、または２倍速以上の表示方式を用いることに
より動画質改善に効果的であるとの結論が得られている。
【０００８】
　前記２つの改善手法のうち、２倍速以上の表示方式では画像補完等の複雑な画像処理が
必要となる点や、ＣＲＴと同等の動画質を得るためには４倍速・５倍速といったように倍
速密度をより高める必要があるなど、駆動回路側の負担が大きく、真の高速表示性能を得
るのにはあまり現実的な手法とはいえない。
【０００９】
　それに対して、シャッターを用いるなどによって時間開口率を減少させる手法（いわゆ
る「非ホールド型表示法」）は、元の画像情報がそのまま使えることから比較的容易に実
現できると言える。
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【００１０】
　ここで直視型の液晶表示素子において開発されている非ホールド型表示法は大きく分け
て二つの手法がある。ひとつは高速な液晶を用いて液晶のスイッチングによりオンオフさ
せる手法があり、強誘電性液晶を用いる方法や、Ｏｐｔｉｃａｌｌｙ　Ｃｏｍｐｅｎｓａ
ｔｅｄ　Ｂｅｎｄ（ＯＣＢ）モードを用いる方法がある。
【００１１】
　もうひとつはバックライトを点滅させる方法である。これは液晶の応答速度は特に高速
でなくてもよいことから、ほとんど全ての液晶モードが適用できるといってよい。
【００１２】
　プロジェクターでは表示される画面サイズが直視型液晶表示素子よりもはるかに大きく
なることから、今後は前記直視型液晶表示素子よりも高い動画質が求められている。その
理由は画面が大きくなればなるほど同じ視距離で観測した場合には、人間の目とスクリー
ン両端とのなす角が大きくなることから、同じ動画像を表示した場合には大画面になれば
なるほど画像が移動する角速度が大きくなるからである。
【００１３】
【非特許文献１】石黒秀一・栗田泰市郎、８倍速ＣＲＴによるホールド発光型ディスプレ
イの動画質に関する検討、信学技報ＥＩＤ９６－４ｐ．１９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、液晶プロジェクターやＤＬＰに対して前記非ホールド表示手法を用いよ
うとすると次のような課題が発生する。
【００１５】
　まず高速な液晶を用いて液晶のスイッチングによりオンオフさせる手法を用いた場合に
は、オンしている時間の割合によって光利用効率が決まり、オフ時間の割合によって、光
利用効率が大幅に下がってしまうという問題がある。直視型の場合にはバックライト輝度
を上げるなどの方法で、比較的容易に対策がとれるが、プロジェクターの場合には、光源
ランプの輝度を上げることは難しい。
【００１６】
　したがってプロジェクターでは少しでも光利用効率を高めるべく、光学系や表示素子な
ど様々なアプローチの積み重ねにより、少しでも明るい表示を実現しようという努力が続
けられている。こうした背景があるため、液晶のスイッチングによりオフ期間を作るとい
うのは、光利用効率を大幅に減少させてしまうことからプロジェクターに対しては好まし
い方法とはいえない。
【００１７】
　一方、バックライトを点滅させる方法については、蛍光管を用いた直視型液晶素子でこ
そ実現できる手法であって、プロジェクターにて一般に用いられているようなハロゲンラ
ンプではこうした光源の点滅は不可能である。
【００１８】
　また光源の前にシャッターホイールを配置し、それを回転させて明暗の光源を作り出す
方法も考えられるが、それは上述した液晶のスイッチングによりオンオフさせる手法と等
価であり、光利用効率が大幅に下がってしまう。
【００１９】
　従来は上述のようにプロジェクターでは動画の切れのよい表示を行うことが困難であっ
たのと同時に、表示素子のコントラスト不足により十分なダイナミックレンジが得られて
いないという指摘もある。つまり、動画質やダイナミックレンジといった迫力ある映像表
現に不可欠な要因が従来までのプロジェクターには不足しているということが出来る。
【００２０】
　そこで本発明は、光利用効率を大きく損なうことなく、非ホールド表示に基づく切れの
よい動画像表示を実現する投射型表示装置を提供することを目的とするものである。
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【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明は、光源、画像情報表示素子、および前記光源からの光を偏向して前記画像情報
表示素子の一部の領域に照射

する光偏向手段を有する投射型表示装置であって
、
　前記光偏向手段は、

スクリーン上に投影 ることを特徴とする
ものである。
【００２２】
　このとき、表示素子が線順次駆動され線順次のスキャン方向を素子の縦方向とするとき
、上記光源からの光を横方向には素子全面に光照射されるようにし、縦方向には素子の一
部分のみが光照射されるように集光させるとともに、１フレーム期間内の適切なタイミン
グにて光照射する領域を縦方向にスキャンさせることによって素子全体に光を照射できる
ようにしておくことが第一の好ましい形態である。
【００２３】
　また、上記光源からの光を横方向および縦方向ともに素子の一部分のみが光照射される
ように集光させるとともに、１フレーム期間内の適切なタイミングにて光照射する領域を
縦方向および横方向にスキャンさせることによって素子全体に光を照射できるようにして
おくことが第二の好ましい形態である。
【００２８】
　前記光偏向手段は、 光走査速度を変化させる 光走査速度に応じて

画像情報信号を与えるような画像処理機能を ことも好適である
。
【００２９】
　さらに表示画像情報にしたがって、光源から発せられる光強度を変化させる機能をもつ
ことも好適である。
【発明の効果】
【００３０】
　以上説明したように本発明によると、投射型表示装置において、光源から発せられた光
を表示パネルの一部に集光する集光手段と、その光を偏向させる光偏向手段とからなるよ
うな投射型表示装置の構成にすることによって、明るい表示と非ホールド表示に基づく切
れのよい動画質を同時に満たすことが可能となる。またそれに加えて光源偏向によるスキ
ャン速度 (光走査速度 )の制御を行うことにより、広いダイナミックレンジと暗い画像の忠
実な再現を実現することが出来る。さらに従来プロジェクター用途には光源の有効利用の
点で必ずしも好適ではないと考えられていたＨａｌｆ－Ｖ型ＦＬＣ素子も、本構成を適用
することで光利用効率を損なわない明るい表示素子を実現することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、図１乃至図９を参照して、本発明を説明する。
【００３２】
　まず、本実施の投射型表示素子の表示原理について上記第一の好ましい形態に関して図
１を参照して説明する。
【００３３】
　本発明に係る投射型表示装置は、図１に示すように連続点灯している光源１と、該光源
１から発せられた光を画像情報表示素子４の一部分に集光するための集光手段２と、該集
光された光を画像情報表示素子４の一部の領域に照射する際の照射位置を変化させるため
の光偏向手段３と、画像情報表示素子４とからなっている。
【００３４】
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し、１フレーム期間内で、前記光が照射される領域を前記画
像情報表示素子の全領域にわたって走査

前記光が照射される領域の前記画像情報表示素子の全領域にわたる
光走査速度を表示画像情報によって変化させ、平均輝度が小さい画像を表示するときは前
記光走査速度を速くして光が されない期間を設け

照射領域の とともに、
階調情報を変換した 有する



　これらによって構成された投射型表示装置から映し出された映像は、スクリーン５に投
射されることによって観測することが可能となる。このとき該表示装置がリアプロジェク
ションタイプの場合には、表示装置中にスクリーン５が含まれており、フロントプロジェ
クションタイプの場合にはスクリーン５は該表示装置と別体になっている。
【００３５】
　また図１では光偏向手段３としてポリゴンミラーを用いた例を表しているが、そのとき
のポリゴンミラーの回転方向をａとして示している。
【００３６】
　次いで、本発明の表示装置の光路について説明する。図１においてＡ～Ｄで示した矢印
は光路を表している。まず光源１から発せられた光はＡの光路を通って、この図において
凹面鏡状として記載している集光手段２に達する。次いで集光された光はＢの光路を通っ
て、図１において光偏向手段３へと達する。この光偏向手段３から反射した光はＣの光路
を通って画像情報表示素子４へと達する。図１では反射型表示素子として示している画像
情報表示素子４から反射した光はＤの光路を通ってスクリーン５に達することによって表
示することが可能となる。
【００３７】
　なおここで集光のさせ方に関しては、図１に示したポリゴンミラーを一つだけ用いる場
合のように縦方向にしかスキャンさせることが出来ない構成の場合には、光偏向手段３に
よって画像情報表示素子全面に光照射させるために、図１において、６の斜線部で示した
領域に照射されるよう、すなわち表示素子の縦方向（方向２）には集光して一部分にのみ
光照射させるようにして横方向（方向１）に広がった光が照射されるように集光させるよ
うにするとよい。これにより反射光は図１のスクリーン５上の７で示した領域を表示する
こととなり、光偏向手段３（ポリゴンミラー）による１次元スキャンにより画像情報表示
素子全面に光照射することが可能となる。
【００３８】
　なお図１では集光手段２として凹面鏡状のものを用いているが、レンズを用いてもよい
し、ミラーとレンズとの組み合わせにしてもよい。また光偏向手段３をポリゴンミラーと
しているが、ＭＥＭＳ（小型電気機械システム：Ｍｉｃｒｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｍｅｃｈ
ａｎｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）を用いてもよいし、プリズム状の光学素子を回転させる
方法などの方法によって光路を変える手段としてもよい。
【００３９】
　また、反射型の画像情報表示素子４として記載しているが、透過型の表示素子を用いて
もよい。またスクリーンは後方投射型（リアプロジェクションタイプ）として記載してい
るが、前方投射型（フロントプロジェクションタイプ）として用いることも出来る。
【００４０】
　次に前記投射型表示装置の表示および照射光のスキャンのタイミングについて、図２を
用いて説明する。ここでは簡単のため、アナログ階調表示能を有するネマティック液晶系
の液晶表示素子（例えばＴＮモード）を使用した投射型液晶表示装置について説明する。
【００４１】
　図２（ａ）は横軸が時間で縦軸は行電極を表しており、ゲート線が１ライン目からＮラ
イン目まである表示素子を想定している。１で示した実線はゲートが選択されるタイミン
グを示しており、１ライン目から線順次で走査されている。１ライン目からＮライン目ま
でを１フレーム期間でスキャンし、Ｎライン目のゲート選択が完了したら１ライン目に戻
るという繰り返しである。
【００４２】
　次いで図２（ｂ）は図２（ａ）のゲート選択のタイミングによって得られる液晶応答の
様子と、光照射のタイミングを示している。液晶は電圧印加されてから数ミリ秒かけて応
答が完了する。例えばこの図では１フレーム時間の半分強の時間、すなわち約８～１０ミ
リ秒程度かけて応答している図を示している。そしてその応答が完了した後に、斜線２で
示すタイミングで光照射されるように集光および走査を行っている。
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【００４３】
　上記構成および駆動方法によって光利用効率を大きく損なうことなく、非ホールド表示
が実現できる理由について述べる。
【００４４】
　まず、光源は連続的に点灯しており、光源から発せられた光は集光手段および光偏向手
段を通じて、ほぼ全フレーム期間において画像情報表示素子に対して照射されている。こ
れにより、液晶によるスイッチングによりオフ期間を作る方法や、シャッターホイールの
回転により明暗の光源を作り出す方法と比較すると格段に光利用効率は高くなる。
【００４５】
　次に、集光された光は偏向されて、１フレーム期間内で表示素子全面が照射されるよう
にしている。したがって光源から照射される光について、表示素子中の一部分の領域に着
目してみると、光が照射される期間と照射されない期間の繰り返しということになる。こ
れにより画素単位で見ると、非ホールド表示が実現されている。
【００４６】
　さらにこの１フレーム期間における光照射時間の割合（表示デューティー比）は、前記
集光手段によって集光された光が表示素子中のどの程度の面積比まで絞り込めるかによっ
て決まる、すなわちＣＲＴに匹敵するようなインパルス的な表示方法を行う場合には表示
素子に照射する光を十分絞り込むだけでよいことから、アナログ階調素子を使用する場合
には表示素子側に特別な工夫をしなくても切れのよい優れた動画質を容易に得ることが出
来る。
【００４７】
　一方ＤＬＰなどのようなデジタル階調表示素子を使用する場合には、例えば図２（ｂ）
の斜線２で示している期間（光が照射されている期間）内で時分割階調を完了させなけれ
ばならないので、通常用いられているデバイスよりも高速なスイッチングが必要となる。
【００４８】
　また、このスキャンを行う際のスキャン速度 (光走査速度 )を映像信号に応じて変化させ
ることによって表示素子のダイナミックレンジを大幅に拡大させることが出来る。これに
ついて以下に説明する。
【００４９】
　図３に示すような映像情報があったとする。この映像は山陰から太陽が昇っていくとい
う図であり、漆黒の闇と太陽の明るさを同時に表現すべき映像ソースである。ところが従
来の表示素子ではコントラストや輝度特性の不足によってダイナミックレンジが制限され
ており、リアルな映像を表現するのが困難だった。
【００５０】
　そこで図４（ｂ）に示すようなタイミングでスキャン速度を変化させて光照射を行うこ
とによって、明るい場所はより明るく、暗い場所はより暗い表示が可能となりダイナミッ
クレンジが広がることになる。つまり、図４（ｂ）の斜線２は光偏向手段のスキャンのタ
イミングを示しているが、明るく表示すべきスクリーンの中央領域ではゆっくりとスキャ
ンすることにより、より多くの光束を表示素子に与え、暗く表示すべきスクリーン上下の
領域では素早くスキャンすることにより表示素子に与えられる光束を減らすことによって
、広大なダイナミックレンジが実現でき、迫力のある映像を提供することが可能となる。
【００５１】
　このとき図３において、太陽が存在する部分をゆっくりと光源スキャンさせることで明
るい太陽を表現しているわけであるが、その一方で山の陰は同じ中間調で表現すべきであ
る。しかしながら同じ山であっても太陽と同じ選択ライン近傍に表示される山に対しては
強い光が照射され、太陽と異なる選択ラインに表示される山に対しては弱い光が照射され
ることになる。したがって、光源のスキャン速度を変化させる場合にはそれに応じて階調
情報を変換するように、画像処理を行った後、最適化された映像情報信号を表示素子に与
えることで均一な中間調を表示することが可能となる。
【００５２】
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　次に図５は全体的に暗い映像ソースを示している。漆黒の闇の中に薄ぼんやりした月影
が浮かび上がるような映像である。このような映像情報をダイナミックレンジが狭い表示
素子で表現しようとすると、光りぬけが原因で暗闇がやや明るめに表現されてしまったり
、ごく低階調側での階調つぶれが発生したりして暗闇の中での微妙なコントラスト変化を
表現することが出来ない。例えばこの図の場合には暗い雲の詳細な形状などが表現できず
、単一カラーとして表現されてしまうなど、低輝度表示時の階調再現能が悪くなるという
ことになる。
【００５３】
　そこで本発明の表示素子では光偏向手段によって表示素子の有効エリア外にも光照射で
きるように設定することによって前記問題点を解決することが出来る。またこのときの画
像情報が暗い映像が多い場合には、有効表示エリア外に照射する期間を長く設定すること
が好ましい。
【００５４】
　すなわちこのようなスクリーンに照射される平均輝度が小さい場合には、図６（ｂ）に
示すように素早くスキャンしている。その結果、図６（ｂ）の横線３で示した期間は光が
スクリーンには照射されない期間となる。つまりこの期間には表示素子の有効表示エリア
外に光源からの光を照射しうるような構成にしておくことによってこうした表示法が可能
となる。
【００５５】
　すなわち、光源は連続的に点灯されているために光源から発せられる光照射エネルギー
は常に一定であるが、そこで表示素子の有効表示エリア外に光源からの光を照射しうるよ
うな構成にしておくことによって、表示に寄与する光エネルギーを減少させることが可能
となる。
【００５６】
　したがって、上述したような低輝度の表示再現性が悪くなるという問題点は発生せず、
暗闇は真の黒にて表現され、また低階調側での階調つぶれも生じずに暗闇中での微妙なコ
ントラスト変化を表現することが可能となる。なおこのときも必要に応じて画像処理を行
い、有効表示エリア外に照射させる光の量に応じた映像情報信号を与えるようにするとよ
り好ましい。
【００５７】
　なお上述したように光源からの光をより効率よく集光させるために、光源自体をなるべ
く点光源に近づけることが望ましい。
【００５８】
　またこの方式は例えば特開２０００－３３８４６４などで記載されている強誘電性液晶
に対しても好適に用いることができる。このタイプの強誘電性液晶は一般にはＨａｌｆ－
Ｖ型ＦＬＣと称されており、高速かつアナログ階調表示可能であることから、高速表示可
能な液晶テレビや時分割による混色を利用したフルカラー表示方式への応用が期待されて
いる。
【００５９】
　なお、このような強誘電性液晶を利用した液晶表示素子の液晶表示モードとしては、電
圧無印加時では、液晶の平均分子軸が単安定化された第一の状態を示し、第一の極性の電
圧印加時には、液晶の平均分子軸は印加電圧の大きさに応じた角度で単安定化された位置
から一方の側にチルトし、第一の極性とは逆極性の第二の極性の電圧印加時には、液晶の
平均分子軸は該単安定化された位置から第一の極性の電圧を印加したときとは逆側にチル
トし、第一の極性の電圧印加時と第二の極性の電圧印加時の液晶の平均分子軸の第一の状
態における単安定化された位置を基準とした最大チルト状態のチルトの角度をそれぞれβ
１、β２としたとき、β１＞β２の関係を満たすような特性を有する液晶表示モードを用
いることができる。
【００６０】
　このＨａｌｆ－Ｖ型ＦＬＣ素子の電圧透過率特性の代表例を図７に示す。一方の極性の
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電圧に対しては大きく透過率変化し、他方の極性の電圧に対しては小さく透過率変化する
ことから、単純な交流駆動を行うだけで液晶のスイッチングによりオンオフさせる手法を
用いる非ホールド表示が実現できるため、直視型の液晶テレビ用途などでは有効な表示モ
ードと考えられる。
【００６１】
　そこで本発明の画像情報表示素子では、光偏向手段によって照射する光をスキャンする
ことと、Ｈａｌｆ－Ｖ型ＦＬＣ素子への電圧印加のタイミングを適宜調整することによっ
て上述したような光利用効率の大幅な低下を抑制することが可能となり、明るい表示と切
れのよい動画質とを両立することが可能となる。
【００６２】
　これより本液晶表示装置のＨａｌｆ－Ｖ型ＦＬＣ素子への適用例について説明する。図
８（ａ）は液晶素子の走査線の走査の様子を示している。この図に示す通り、Ｈａｌｆ－
Ｖ型ＦＬＣ素子は線順次駆動を行うことで、１フレームを２つのサブフィールド、すなわ
ち書き込みフィールドと消去フィールドに分割して書き込みと消去を繰り返している。
【００６３】
　一方、図８（ｂ）は光源のスキャンのタイミングチャートであり、図８（ｂ）の太線２
で光源を偏向して照射位置を変化させることを示している。この図のように光源偏向によ
るスキャンについては、先頭ラインのゲートに書き込みのための選択信号が印加されたタ
イミングとほぼ同時もしくは若干遅れて、先頭ライン近傍に照射するようにする。また最
終ラインのゲートに消去のための選択信号が印加されたタイミングより若干早いタイミン
グで、最終ライン近傍に集光された光を照射するようにする。
【００６４】
　こうすることで光源より発せられた光のエネルギーはほとんど無駄にすることなくスク
リーンへの表示のために用いることが可能となる。また無論このＨａｌｆ－Ｖ型ＦＬＣ素
子についても上述の議論と同様に、スキャン速度を変化させることでダイナミックレンジ
を拡大したり、有効表示領域外に光照射する期間を設けたりすることで暗い画像を忠実に
再現することも可能となる。
【００６５】
　次いで、上記と同様の議論によって本実施の投射型表示素子の第二の好ましい形態につ
いて図９を用いて説明する。
【００６６】
　本形態に係る投射型表示装置は、図９に示すように連続点灯している光源１と、該光源
１から発せられた光を画像情報表示素子４の一部分に集光するための集光手段２と、該集
光された光を画像情報表示素子４の一部の領域に照射する際の照射位置を変化させるため
の光偏向手段３および３Ａと、画像情報表示素子４とからなっている。これらによって構
成された投射型表示装置から映し出された映像は、スクリーン５に投射されることによっ
て観測することが可能となる。このとき該表示装置がリアプロジェクションタイプの場合
には、表示装置中にスクリーン５が含まれており、フロントプロジェクションタイプの場
合にはスクリーン５は該表示装置と別体になっている。
【００６７】
　また図９では光偏向手段３、３Ａとしてポリゴンミラーおよび単振動鏡面体を用いた例
を表しているが、そのときのそれぞれの回転方向をａ、ｂとして示している。
【００６８】
　次いで、本発明の表示装置の光路について説明する。図９においてＡ～Ｅで示した矢印
は光路を表している。まず光源１から発せられた光はＡの光路を通って、この図において
凹面鏡状として記載している集光手段２に達する。次いで集光された光はＢの光路を通っ
て、図９にて単振動鏡面体として記載した光偏向手段３Ａに達した後、Ｃの光路を通って
ポリゴンミラーとして記載した光偏向手段３へと達する。この光偏向手段３から反射した
光はＤの光路を通って画像情報表示素子４へと達する。図９では反射型表示素子として示
している画像情報表示素子４から反射した光はＥの光路を通ってスクリーン５に達するこ
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とによって表示することが可能となる。
【００６９】
　なおここで集光のさせ方に関しては、図１のポリゴンミラーを一つだけ用いる場合とは
異なり、図９の場合には縦横の２次元方向にスキャンさせることが出来るため、光偏向手
段３，３Ａによって画像情報表示素子全面に光照射させるときには、図９において６の斜
線部で示した領域に照射されるよう、すなわち画像情報表示素子４の縦横方向ともに集光
して一部分にのみ光照射させるよう集光させるとよい。これにより反射光は図９のスクリ
ーン５上の７で示した領域を表示することとなり、光偏向手段３、３Ａによる２次元スキ
ャンにより画像情報表示素子全面に光照射することが可能となる。
【００７０】
　なお図９では集光手段２として凹面鏡状のものを用いているが、図１の場合と同様にレ
ンズを用いてもよいし、ミラーとレンズとの組み合わせにしてもよい。また同様に光偏向
手段３、３Ａとして図９に記載のもの以外にも、ＭＥＭＳ（小型電気機械システム：Ｍｉ
ｃｒｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）を用いてもよいしプ
リズム状の光学素子を回転させる方法などの方法によって光路を変える手段としてもよい
。また反射型の画像情報表示素子４として記載しているが、透過型の表示素子を用いても
よい。またスクリーンは後方投射型（リアプロジェクションタイプ）として記載している
が、前方投射型（フロントプロジェクションタイプ）として用いることも出来る。
【００７１】
　次に前記投射型表示装置の表示および照射光のスキャンのタイミングについて、図１０
を用いて説明する。ここでは簡単のため、アナログ階調表示能を有するネマティック液晶
系の液晶表示素子（例えばＴＮモード）を使用した投射型液晶表示装置について説明する
。
【００７２】
　図１０は横軸が時間で縦軸は行電極を表しており、ゲート線が１ライン目からＮライン
目まである表示素子を想定している。ここでは図２（ａ）と同様のゲートが選択されるタ
イミングを想定しており、１ライン目からＮライン目まで線順次で走査されることによっ
て１フレームを形成している。このように１ライン目からＮライン目までを１フレーム期
間でスキャンし、Ｎライン目のゲート選択が完了したら１ライン目に戻るという繰り返し
である。
【００７３】
　また図１０においてＡで示した斜線部は光照射の場所とタイミングを示している。この
光照射は図２の場合と同様に、ゲートが選択され液晶層に信号電圧が印加された後、液晶
の応答が完了するのを待ってから表示素子への光照射が行われる。このときまず最初に１
行・１列目の画素、もしくはその周辺を含む領域を照射する。その後、図１０中の矢印Ｂ
の向きにしたがって、図９中の光偏向手段３、３Ａを適宜制御することによって画像情報
表示素子４の全面を照射することができる。
【００７４】
　この方法により、図２の場合と同様の議論により、高い光利用効率と非ホールド表示が
実現できる。
【００７５】
　また同様にスキャンを行う際のスキャン速度を映像信号に応じて変化させることによっ
て表示素子のダイナミックレンジを大幅に拡大させることが出来る。また、Ｈａｌｆ－Ｖ
型ＦＬＣへの応用についても、上述と同様の議論によって適用することが可能となる。
【００７６】
　また上述した液晶表示素子は反射型であってもよいし透過型であってもよい。
【００７７】
　反射型は装置を小型化できる利点があり、反面透過型は光学系の設計が簡単であるとい
う利点を有する。またカラー表示方式はカラーフィルタを用いてもよいし、光源からの光
をダイクロイックミラーなどによってＲＧＢの三原色に分離し、３板の液晶表示素子を用
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いてもよい。また時分割による混色を利用したフィールドシーケンシャルカラー方式を利
用してもよい。
【００７８】
またこれまで述べてきた集光された光のスキャンには、ポリゴンミラーを回転させる方法
・ＭＥＭＳ・プリズム状の光学素子を回転させる方法など様々なものが考えられるが、低
コスト化の観点からはポリゴンミラーが好適に用いることが出来る。　
【００７９】
また高輝度ハロゲンランプなどの光源の場合には、光源から発せられる光束を高速で変調
することは難しいために常に一定として説明したが、高輝度ＬＥＤやレーザーなど応答速
度の速い光源を使用すれば１フレーム期間内において光量を変化させることができるため
、スキャンのタイミングや画像情報信号に応じて光束発散量を変化させても良い。
【００８０】
　以上述べたように、このような投射型表示装置の構成にすることによって明るい表示と
非ホールド表示に基づく切れのよい動画質を同時に満たすことが可能となる。またそれに
加えてスキャン速度の制御を行うことにより広いダイナミックレンジと暗い画像の忠実な
再現を実現することが出来る。さらに従来プロジェクター用途には必ずしも好適ではない
と考えられていたＨａｌｆ－Ｖ型ＦＬＣ素子も本構成を適用することで光利用効率を損な
わない明るい表示素子を実現することが可能となる。
【００８１】
　以下、実施例に沿って本発明を更に詳細に説明する。
【００８２】
　（実施例１）
　本実施例では、前記第一の好ましい形態にて記載した光学系を用いて投射型液晶装置を
作製した。用いたセルは対角１インチ（縦０．６インチ×横０．８インチ）のアクティブ
マトリクス型ＶＧＡ（６４０×４８０）液晶素子を用いた。このときアクティブマトリク
ス基板側を反射電極とし、対向電極が透明電極となる反射型液晶素子とした。この反射型
液晶素子に用いた液晶はいわゆるＴＮモードと呼ばれるものであり、ネマティック液晶の
特性として電圧印加の極性によらず電圧印加の絶対値レベルによって中間調表示状態が決
まるモードである。
【００８３】
　また光源スキャンのための素子としてポリゴンミラーを用いた。また光源としてはハロ
ゲンランプを用い、光源から発せられた光はポリゴンミラーを介して、液晶パネルの縦５
ｍｍの領域（横方向は全領域）にレンズによって集光されるように設定した。
【００８４】
　こうして得られた投射型液晶表示装置を既述した図２で述べたタイミングに従って表示
を行い、動画質の評価を行った。
【００８５】
　この動画質評価は１０名程度の非専門家による主観評価とし、下記５段階の尺度（カテ
ゴリー）で評価した。評価に使用した画像は、ＢＴＡのハイビジョン標準画像（静止画）
から３種類（肌色チャート、観光案内板、ヨットハーバー）を選び、その中の中心部分の
４３２×１６８画素を切り出して使用した。
【００８６】
　さらにこれらの画像をテレビ番組の一般的な動き速度程度である６．８（ｄｅｇ／ｓｅ
ｃ）の一定速度で移動させて動画像を作成し、画像のボケを評価した。
・尺度５…画面の周辺ボケが全く観察されずキレのよい良好な動画質。
・尺度４…画面の周辺ボケがほとんど気にならない。
・尺度３…画面の周辺ボケが観察され、細かい文字は判別し難い。
・尺度２…画面の周辺ボケが顕著となり、大きな文字も判別し難い。
・尺度１…画面全体にボケが顕著となり、原画像がほとんど判別不能。
【００８７】
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　このときの画像ソースのコンピューター側からの出力は、１秒間に６０画面分を順次走
査（プログレッシブ）するようなピクチャーレートとした。
【００８８】
　その結果、動画像には全く周辺ぼけが観測されなかった。この周辺ぼけ度合いを主観評
価すると、上記５段階評価で５であった。また十分に明るい表示が得られることも確認し
た。
【００８９】
　なお、この評価を一般的なＣＲＴを用いて行うと、５段階評価で全員が良好の判定であ
る５であって、本実施例に用いた液晶素子と同じものを用いた通常の光学系を使用した液
晶プロジェクターを用いる場合は、５段階評価で２～３程度の評価結果であった。
【００９０】
　（実施例２）
　本実施例では、実施例１で述べた液晶表示装置を用いて表示を行った。このとき、表示
に用いた画像は明細書中で述べた図３のような、暗い山の中から太陽が昇っていく様子を
示す映像である。このとき既述した図４に示すように、画像情報に応じてスキャン速度を
変化させたもの（評価画像１）と、実施例１でのスキャンと同様に図２に示すスキャン速
度を一定にしたもの（評価画像２）との比較を行った。
【００９１】
　その結果、評価画像１では、暗い場所と明るい場所とのコントラストが際立っており、
迫力のある映像を実現することが出来ていた。一方、評価画像２は若干コントラストが不
足している印象を受けた。なお評価画像１では山肌に若干輝度ムラがあったが、照射され
る光の量を考慮して画像処理を行った情報信号を与えたら、表示輝度ムラも無く自然で迫
力のある映像が実現できていた。
【００９２】
　（実施例３）
　本実施例では、実施例１で述べた液晶表示装置を用いて表示を行った。なおこのとき用
いるポリゴンミラーを実施例１のものから変更して、有効表示エリア外にも光が照射でき
るように設定した。またこのとき、表示に用いた画像は既述した図５で述べたような、漆
黒の闇の中に薄ぼんやりした月影が浮かび上がるような暗い映像である。このとき既述し
た図６に示すように、１フレーム内で有効表示エリア外に対して照射する期間を設けて、
それ以外の期間を表示に用いるよう光源スキャンさせたもの（評価画像３）と、実施例１
でのスキャンと同様に光源スキャン速度を一定にしたもの（評価画像４）との比較を行っ
た。
【００９３】
　その結果、評価画像３では非常に暗い中での微妙なコントラストの違いを忠実に再現し
ていたのに対し、評価画像４は黒表示の沈み込みが若干不足している印象を受けるととも
に、低階調側での階調分解能が不十分な印象を受けた。
【００９４】
　（実施例４）
　本実施例では、液晶素子に用いる液晶材料と配向処理法を変更して実施例１と同様の液
晶装置を作製した。以下にその手順を示す。
【００９５】
　（液晶組成物の調製）
　まず、下記液晶性化合物を、それぞれの右側に併記した重量比率で混合し液晶組成物Ｌ
Ｃ－１を調製した。
【００９６】
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【化１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００９７】
　上記液晶組成物ＬＣの物性パラメータを以下に示す。
【００９８】
　　　　　　　　　８６．３　　　６１．２　　　　　－７．２
相転移温度（℃）　：ＩＳＯ．→Ｃｈ→ＳｍＣ＊ →Ｃｒｙ
自発分極（３０℃）：Ｐｓ＝２．９ｎＣ／ｃｍ２

コーン角（３０℃）：θ＝２３．３°（１００Ｈｚ，±１２．５Ｖ、基板間隙は１．４μ
ｍ）
ＳｍＣ＊ 相でのらせんピッチ（３０℃）：２０μｍ以上
【００９９】
　（液晶セルの作製）
　実施例１と同様の基板を用いた。また、配向制御膜として市販のＴＦＴ液晶用配向膜（
日産化学社製のＳＥ７９９２）をスピンコート法によりその膜厚を１５０Åとなるように
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塗布した。なお、これらの配向制御膜６ａ、６ｂには、コットン布によるラビング処理（
一軸配向処理）を施した。このラビング処理には、外周面にコットン布を貼り合わせた径
１０ｃｍのラビングロールを用い、押し込み量を０．７ｍｍ、送り速度を１０ｃｍ／ｓｅ
ｃとし、回転数を１０００ｒｐｍ、送り回数を４回とした。なお、このときのラビング方
向は上下基板ともソース線に平行になるよう設定した。
【０１００】
　続いて、一方の基板上には、平均粒径１．５μｍのシリカビーズ（スペーサー）を散布
し、各基板のラビング処理方向が互いにアンチパラレルとなるように貼り合わせ、均一な
基板間隙のセルを得た。
【０１０１】
　このようなプロセスで作製したセルに液晶組成物ＬＣ－１をＣｈ相の温度で注入し、液
晶がカイラルスメクチック液晶相を示す温度まで冷却し（但し、冷却速度は１℃／ｍｉｎ
とした）、液晶がＣｈ相からＳｍＣ＊ 相に相転移する際に（Ｔｃ－２℃～Ｔｃ＋２℃の温
度範囲内で）印加する電圧条件として、＋５Ｖのオフセット電圧（直流電圧）を印加した
。
【０１０２】
　次に、液晶パネルＰ１を実際に駆動して動画質の評価を行った。このとき明細書中の図
８で示したタイミングチャートにて画像表示を行った。その結果、実施例１と同様に周辺
ぼけ度合いを主観評価すると、上記５段階評価で５であった。また十分に明るい表示が得
られることも確認した。
【０１０３】
　なおこの液晶素子について、光源スキャンを用いない従来型の液晶プロジェクターに適
用した場合、周辺ぼけ度合いを主観評価すると５段階評価で４もしくは５という評価であ
り、スキャンする場合よりも若干動画質が劣る結果であったとともに、明るさが半減して
いる結果明るい表示を得ることが出来なかった。
【０１０４】
　（実施例５）
　本実施例においては、実施例４で用いたセル構成においても、実施例２および実施例３
と同様にして光源スキャン速度を画像情報に応じて変化させたり、有効表示エリア外に照
射する期間を設けたりする実験を行った。その結果、実施例２および実施例３と同様の効
果が得られることが確認できた。
【０１０５】
　（実施例６）
　本実施例においては、既述した第二の好ましい形態にて記載した光学系を用いて投射型
液晶装置を作製した。用いたセルは実施例１で述べた表示装置と同様とした。
【０１０６】
　また光源スキャンのための素子として、ポリゴンミラーを二つ用い、縦横の２つの軸方
向に光源をスキャンできるような光学系とした。また光源としてはハロゲンランプを用い
、光源から発せられた光はポリゴンミラーを介して、液晶パネルの縦横５ｍｍの領域（横
方向は全領域）にレンズによって集光されるように設定した。
【０１０７】
　こうして得られた投射型液晶表示装置を図１１に示すタイミングに従って表示を行い、
実施例１と同様の動画質の評価を行った。
【０１０８】
　その結果、動画像には全く周辺ぼけが観測されなかった。この周辺ぼけ度合いを主観評
価すると、上記５段階評価で５であった。また十分に明るい表示が得られることも確認し
た。
【０１０９】
　（実施例７）
　本実施例においては、実施例６の表示装置を用いて、実施例２、３と同様に、画像信号
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に応じてスキャン速度を変化させる実験を行った。その結果、実施例２、３と同様に広い
ダイナミックレンジが得られることが確認できた。
【０１１０】
　（実施例８）
　本実施例においては、液晶素子に用いる液晶材料と配向処理法を実施例４と同様のもの
に変更して、実施例６と同様の液晶装置を作製した。その結果、実施例４と同様に動画質
、明るさともに良好な結果が得られることが確認できた。また、この装置にて実施例５と
同様に画像信号に応じてスキャン速度を変化させたところ、実施例７と同様に良好な結果
を得ることができた。
【図面の簡単な説明】
【０１１１】
【図１】本発明の第一の好ましい形態に係る投射型表示装置の構造を示す図。
【図２】上記投射型表示装置の駆動方法を示す第１のタイミングチャート。
【図３】評価に用いた第１の画像を示す図。
【図４】上記投射型表示装置の駆動方法を示す第２のタイミングチャート。
【図５】評価に用いた第２の画像を示す図。
【図６】上記投射型表示装置の駆動方法を示す第３のタイミングチャート。
【図７】Ｈａｌｆ－Ｖ型ＦＬＣ素子の電圧透過率特性を示す図。
【図８】上記投射型表示装置の駆動方法を示す第４のタイミングチャート。
【図９】本発明の第二の好ましい形態に係る投射型表示装置の構造を示す図。
【図１０】上記投射型表示装置の駆動方法を示す第１のタイミングチャート。
【図１１】上記投射型表示装置の駆動方法を示す第２のタイミングチャート。
【符号の説明】
【０１１２】
１　　　　光源
２　　　　集光手段
３，３Ａ　光偏向手段
４　　　　画像情報表示素子
５　　　　スクリーン
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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