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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単位光源の群が配列してなる光源と、
　前記単位光源の群に対向して配列した集光レンズの群と前記集光レンズの群に対向して
配列した矩形の単位レンズの群とを有し前記単位レンズの群の各々は対向する前記単位光
源が発生し対向する前記集光レンズを透過した光を集光するレンズアレイと、
　前記単位レンズの群の各々を通過した前記光源の光を、照射面へ重なり合って斜め入射
するように集光する照射光学系とを備え、
　前記単位レンズの群は、当該単位レンズの群を配置し得る領域として前記照射光学系に
より定まる矩形の有効領域内に間隙をもって配列しており、前記単位レンズの群の各々の
一辺は前記有効領域の一辺に対して４５°に傾斜している照明装置。
【請求項２】
　前記単位レンズの群の各々のアスペクト比が２未満であって、前記単位レンズの群は、
当該単位レンズの群の各々の短辺の長さをＶとして前記有効領域の直交する二辺に沿って
√２×Ｖのピッチをもって配列している請求項１記載の照明装置。
【請求項３】
　前記単位レンズの群の各々のアスペクト比が２を超えており、前記単位レンズの群は、
当該単位レンズの群の各々の長辺の長さをＨとして前記有効領域の直交する二辺に沿って
（１／√２）×Ｈのピッチをもって配列している請求項１記載の照明装置。
【請求項４】
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　単位光源の群が配列してなる光源と、
　前記単位光源の群に対向して配列した集光レンズの群と前記集光レンズの群に対向して
配列した矩形の単位レンズの群とを有し前記単位レンズの群の各々は対向する前記単位光
源が発生し対向する前記集光レンズを透過した光を集光するレンズアレイと、
　前記単位レンズの群の各々を通過した前記光源の光を、照射面へ重なり合って斜め入射
するように集光する照射光学系とを備え、
　前記単位レンズの群は、当該単位レンズの群を配置し得る領域として前記照射光学系に
より定まる矩形の有効領域内に配列しており、前記単位レンズの群の各々の一辺は前記有
効領域の一辺に対して４５°に傾斜しており、
　前記単位レンズの群の各々のアスペクト比が２であって、前記単位レンズの群は、当該
単位レンズの群の各々の短辺の長さをＶとして前記有効領域の直交する二辺に沿って√２
×Ｖのピッチをもって配列している照明装置。
【請求項５】
　前記単位光源の群が、前記単位レンズの群と同一ピッチで配列している請求項１乃至４
の何れかに記載の照明装置。
【請求項６】
　前記集光レンズの群が前記単位レンズの群と同一ピッチで配列している請求項１乃至５
の何れかに記載の照明装置。
【請求項７】
　前記単位レンズの群が、一体化した成型品である請求項１乃至６の何れかに記載の照明
装置。
【請求項８】
　前記各集光レンズは、互いに対向する複数のレンズの組を有しており、前記集光レンズ
の群のうち、前記複数のレンズの組のうちの少なくとも１つが配列してなる群が、一体化
した成型品である請求項１乃至７の何れかに記載の照明装置。
【請求項９】
　前記光源が、波長の異なる３色の光を個別に発生する第１乃至第３光源を有しており、
　前記照射光学系は、
　前記第１乃至第３光源から前記照射面へ至る光路に介挿されることにより前記３色の光
を合成する色合成手段を備える請求項１乃至８の何れかに記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記３色が、赤色、緑色及び青色である請求項９記載の照明装置。
【請求項１１】
　前記第１乃至第３光源を時分割により順次に点灯させる光源制御部を更に備える請求項
９又は１０記載の照明装置。
【請求項１２】
　前記単位光源が発光ダイオードである請求項１乃至１１の何れかに記載の照明装置。
【請求項１３】
　前記単位光源がレーザ光源である請求項１乃至１１の何れかに記載の照明装置。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３の何れかに記載の照明装置と、
　前記照明装置の前記照射面に配置されたライトバルブと、
　前記ライトバルブからの出射光を投写する投写光学系とを備える投写型映像表示装置。
【請求項１５】
前記ライトバルブが微小偏向ミラー光学素子である請求項１４記載の投写型映像表示装置
。
【請求項１６】
　前記ライトバルブがＤＭＤである請求項１５記載の投写型映像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は投写用の光を変調して得た光像を投写して表示する投写型映像表示装置及び当
該投写型映像表示装置への利用に好適な照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光源の光を画像信号に基づいて画素毎に変調することにより得た光像を、スクリーン等
へ投写して表示する投写型映像表示装置が従来より知られている（例えば特許文献１）。
特許文献１に開示される投写型映像表示装置は、光源からの入射光を変調する素子（ライ
トバルブと称される）として、光透過型素子であるＬＣＤ（液晶表示素子）を使用してい
る。また、この従来装置は、投写光の光量を高めるために、光源として多数のＬＥＤ（発
光ダイオード）素子を配列したＬＥＤアレイを用いると共に、各ＬＥＤ素子の出射光を実
質的に平行光へ集束させるために各ＬＥＤ素子の前面に配置される集光レンズの群を有し
ている。
【特許文献１】特開平１０－１２３５１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、投写光の光量を更に高める上で、ライトバルブとして、ＤＭＤ（デジタルマ
イクロミラー素子）に代表される光反射型素子を用いるのが望ましい。光反射型素子を用
いた装置は、ＬＣＤを使用したものとは異なり、偏向依存性がない（即ち、入射光として
偏向を用いる必要がない）という利点を有している。このため、光反射型素子を用いた装
置では、同一光量の光源を用いても高光量の投写光像が得られることが期待できるからで
ある。
【０００４】
　しかしながら、ライトバルブとしてＤＭＤを用いる場合には、ＤＭＤの受光面の一辺に
対して略４５°の方位角をもって受光面に光を入射させる必要がある。従って、ＬＥＤア
レイを光源として用いた場合には、各ＬＥＤ素子が発生する光束を集光するためにＬＥＤ
アレイに対向して配置すべきフライアイレンズの各単位レンズの配列として、例えば図６
（ａ）の形態を想定することができる。即ち、ＬＥＤ素子３１に対向するフライアイレン
ズの単位レンズ３３は、ＤＭＤの受光面に対応する矩形をなしており、且つ単位レンズ３
３を配置し得る領域として光学系により定まる正方形の有効領域３０内に、一辺が有効領
域３０の一辺に対して４５°傾斜するように配列することとなる。
【０００５】
　しかしながら、図６（ａ）に示すような配列では、有効領域３０内に単位レンズ３３が
配置されない領域、いわば無駄領域が残ると同時に、単位レンズ３３が互いに隙間なく配
列しているために、対向するＬＥＤ素子３１も密に配列することとなり、損失熱の放熱効
率が悪くなるという問題点がある。ＬＥＤアレイの損失熱の放熱効率が悪くなると、ＬＥ
Ｄアレイにおける温度上昇が著しいものとなる恐れがある。このことは、装置の小型化を
進める場合には、これを阻害する要因ともなり得る。
【０００６】
　本発明は上記の問題点に鑑みてなされたもので、投写光の光量と光源の放熱効果とのバ
ランスを図ることを可能にする投写型映像表示装置及び当該投写型映像表示装置への利用
に好適な照明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】
【０００７】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の発明は照明装置であって、単位光源の群が
配列してなる光源と、前記単位光源の群に対向して配列した集光レンズの群と前記集光レ
ンズの群に対向して配列した矩形の単位レンズの群とを有し前記単位レンズの群の各々は
対向する前記単位光源が発生し対向する前記集光レンズを透過した光を集光するレンズア
レイと、前記単位レンズの群の各々を通過した前記光源の光を、照射面へ重なり合って斜
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め入射するように集光する照射光学系とを備え、前記単位レンズの群は、当該単位レンズ
の群を配置し得る領域として前記照射光学系により定まる矩形の有効領域内に間隙をもっ
て配列しており、前記単位レンズの群の各々の一辺は前記有効領域の一辺に対して４５°
に傾斜しているものである。
【０００８】
　請求項１記載の発明によれば、単位光源の群に対向して配列する集光レンズの群によっ
て、集束された光束が得られる。更に、集光レンズの群に対向し有効領域内に配列する矩
形の単位レンズの群と下流の照射光学系とによって、それぞれが矩形の断面形状を有する
光束が、重なり合って照射面に斜め方向から入射する。それにより、単位光源の光量を集
積した光量の断面矩形の光が照射面に照射される。
【０００９】
　また、各単位レンズの矩形の一辺が有効領域の一辺に対して４５°に傾斜するので、重
なり合った光束が、照射面上の照射光の矩形断面の一辺に対して略４５°の方位角をもっ
て、照射面へ斜め入射する。従って、請求項１記載の照明装置は、照射面にライトバルブ
としてマイクロミラーを有する反射型デバイスを配置した投写型映像表示装置への利用に
好適なものとなる。
【００１０】
　更に、単位レンズ群の間に間隙が設けられているので、対向する単位光源の群が互いに
距離をもって配列することとなる。それによって、単位光源の群が発生する熱の分散化を
図ることができるので、光源の放熱効果が向上する。矩形の単位レンズの群が有効領域内
に４５°に傾斜して配列する場合には、互いの間隙を無くして最高密度で配列したときで
あっても、通常において有効領域のうち単位レンズの群の周囲の部分に、単位レンズの群
の配列に利用されない領域、いわば無駄領域が発生する。単位レンズの群を間隙をもって
配列させることにより、無駄領域へ単位レンズの群を分散配列させることができる。
【００１１】
　このように、単位レンズの群を間隙をもって配列させることにより、配列の形態によっ
ては、照射光の光量を確保しつつ光源の放熱効果を向上させることができる。また一般に
、単位レンズの群を間隙をもって配列させることにより、照射面への照射光の光量と光源
の放熱効果とのバランスを図ることができる。なお、本発明において「単位レンズの群が
間隙をもって配列する」とは、各単位レンズが、これに隣接する他の単位レンズの全てと
間隔を保つ形態だけでなく、図４（ｂ）及び図５（ｂ）に例示するように、他のレンズの
一部と間隔を保つ形態をも包含する趣旨である。
【００１２】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の照明装置において、前記単位レンズの群の各々
のアスペクト比が２未満であって、前記単位レンズの群は、当該単位レンズの群の各々の
短辺の長さをＶとして前記有効領域の直交する二辺に沿って√２×Ｖのピッチをもって配
列しているものである。
【００１３】
　請求項２記載の発明によれば、各々のアスペクト比が２未満である単位レンズの群が、
各短辺の長さＶに対して、有効領域の直交する二辺に沿って√２×Ｖのピッチをもって配
列しているので、単位レンズの群は上記した無駄領域を利用して有効領域内に効率よく分
散配列することとなる。その結果、照射光の光量を確保しつつ光源の放熱効果を向上させ
ることができる。
【００１４】
　請求項３記載の発明は、請求項１記載の照明装置であって、前記単位レンズの群の各々
のアスペクト比が２を超えており、前記単位レンズの群は、当該単位レンズの群の各々の
長辺の長さをＨとして前記有効領域の直交する二辺に沿って（１／√２）×Ｈのピッチを
もって配列しているものである。
【００１５】
　請求項３記載の発明によれば、各々のアスペクト比が２を超える単位レンズの群が、各
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長辺の長さＨに対して、有効領域の直交する二辺に沿って（１／√２）×Ｈのピッチをも
って配列しているので、単位レンズの群は上記した無駄領域を利用して有効領域内に効率
よく分散配列することとなる。その結果、照射光の光量を確保しつつ光源の放熱効果を向
上させることができる。
【００１６】
　請求項４記載の発明は照明装置であって、単位光源の群が配列してなる光源と、前記単
位光源の群に対向して配列した集光レンズの群と前記集光レンズの群に対向して配列した
矩形の単位レンズの群とを有し前記単位レンズの群の各々は対向する前記単位光源が発生
し対向する前記集光レンズを透過した光を集光するレンズアレイと、前記単位レンズの群
の各々を通過した前記光源の光を、照射面へ重なり合って斜め入射するように集光する照
射光学系とを備え、前記単位レンズの群は、当該単位レンズの群を配置し得る領域として
前記照射光学系により定まる矩形の有効領域内に配列しており、前記単位レンズの群の各
々の一辺は前記有効領域の一辺に対して４５°に傾斜しており、前記単位レンズの群の各
々のアスペクト比が２であって、前記単位レンズの群は、当該単位レンズの群の各々の短
辺の長さをＶとして前記有効領域の直交する二辺に沿って√２×Ｖのピッチをもって配列
しているものである。
【００１７】
　請求項４記載の発明によれば、請求項１記載の発明について述べた理由と同一の理由に
より、照射面にライトバルブとしてマイクロミラーを有する反射型デバイスを配置した投
写型映像表示装置への利用に好適な照明装置が得られる。更に、各々のアスペクト比が２
である単位レンズの群が、各短辺の長さＶに対して、有効領域の直交する二辺に沿って√
２×Ｖのピッチをもって配列しているので、単位レンズの群は有効領域内に互いの隙間を
なくして広く配列することとなる。即ち、有効領域を無駄なく用いて照射光の光量を高め
ることができる。このことは、照明装置の寸法を同一にして照射光の光量を高め得ること
を意味する。この配列は、有効領域を無駄なく用いつつ、放熱効果よりも照射光の光量を
優先したものであり、各単位レンズのアスペクト比が２である場合に照射光の光量と放熱
効果とのバランスを考慮した配列の中で、一つの選択肢を提供するものである。
【００１８】
　請求項５記載の発明は、請求項１乃至４の何れかに記載の照明装置において、前記単位
光源の群が、前記単位レンズの群と同一ピッチで配列しているものである。
【００１９】
　請求項５記載の発明によれば、単位光源の群が単位レンズの群と同一ピッチで配列して
いるので、単位光源、集光レンズ及び単位レンズの位置関係が単純となる。このため、光
学設計が容易となる。
【００２０】
　請求項６記載の発明は、請求項１乃至５の何れかに記載の照明装置において、前記集光
レンズの群が前記単位レンズの群と同一ピッチで配列しているものである。
【００２１】
　請求項６記載の発明によれば、集光レンズの群が単位レンズの群と同一ピッチで配列し
ているので、単位光源、集光レンズ及び単位レンズの位置関係が単純となる。このため、
光学設計が容易となる。
【００２２】
　請求項７記載の発明は、請求項１乃至６の何れかに記載の照明装置であって、単位レン
ズの群が一体化した成型品であるものである。
【００２３】
　請求項７記載の発明によれば、単位レンズの群が一体化した成型品であるので、寸法精
度の高い単位レンズの群が容易に得られる。また、組立時の調整が簡略化される。
【００２４】
　請求項８記載の発明は、請求項１乃至７の何れかに記載の照明装置であって、前記各集
光レンズは、互いに対向する複数のレンズの組を有しており、前記集光レンズの群のうち
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、前記複数のレンズの組のうちの少なくとも１つが配列してなる群が、一体化した成型品
であるものである。
【００２５】
　請求項８記載の発明によれば、各集光レンズが互いに対向する複数のレンズの組、いわ
ゆる組合せレンズを有しているので、単位光源の光を幅広く集光し且つ所定の方向、例え
ば実質的に平行な方向へ精度よく導くための光学設計が容易である。更に、集光レンズの
群のうち、複数のレンズの組のうちの少なくとも１つが配列してなる群が、一体化した成
型品である。従って、寸法精度の高い集光レンズの群が容易に得られる。また、組立時の
調整が簡略化される。
【００２６】
　集光レンズの群のうち、複数のレンズの組のうちの少なくとも１つが配列してなる群が
、一体化した成型品である場合について、以下の例を挙げることができる。第１の例は、
複数のレンズの組が、第１及び第２のレンズの組である場合に、そのうちの第１のレンズ
が配列してなる群が一体化した成型品である場合である。第２の例は、複数のレンズの組
が、第１～第３のレンズの組である場合に、そのうちの第１のレンズが配列してなる群が
一体化した成型品であるとともに、第２のレンズが配列してなる群が別の一体化した成型
品である場合である。第３例は、複数のレンズの組が、第１～第３のレンズの組である場
合に、第１のレンズが配列してなる群と第２のレンズが配列してなる群とが一体化した成
型品である場合である。
【００２７】
　請求項９記載の発明は、請求項１乃至８の何れかに記載の照明装置であって、前記光源
が、波長の異なる３色の光を個別に発生する第１乃至第３光源を有しており、前記照射光
学系は、前記第１乃至第３光源から前記照射面へ至る光路に介挿されることにより前記３
色の光を合成する色合成手段を備えるものである。
【００２８】
　請求項９記載の発明によれば、第１乃至第３光源が波長の異なる３色の光を個別に発生
し、照射面へ至る光路に介挿される色合成手段が３色の光を合成する。それにより、照射
面に有色の照射光を得ることができる。
【００２９】
　請求項１０記載の発明は、請求項９記載の照明装置であって、前記３色が、赤色、緑色
及び青色であるものである。
【００３０】
　請求項１０記載の発明によれば、第１乃至第３光源が発生する３色の光が、赤色、緑色
及び青色であるので、この発明は自然色のカラー画像を投写する投写型映像表示装置への
利用に適する。
【００３１】
　請求項１１記載の発明は、請求項９又は１０記載の照明装置において、前記第１乃至第
３光源を時分割により順次に点灯させる光源制御部を更に備えるものである。
【００３２】
　請求項１１記載の発明によれば、光源制御部が３色の光を個別に発生する第１乃至第３
光源を時分割により順次に点灯させるので、第１乃至第３光源の点灯動作に同期して照射
光に変調を加えるライトバルブを照射面に配置することにより、有色の光学画像を投写す
る投写型映像表示装置を構成し得る。即ち、請求項１１記載の照明装置は、有色の光学画
像を投写する投写型映像表示装置への利用に適する。
【００３３】
　請求項１２記載の発明は、請求項１乃至１１の何れかに記載の照明装置であって、前記
単位光源が発光ダイオードであるものである。
【００３４】
　請求項１２記載の発明によれば、単位光源が低廉な発光ダイオードであるので、光源を
安価に製造することができる。
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【００３５】
　請求項１３記載の発明は、請求項１乃至１１の何れかに記載の照明装置であって、前記
単位光源がレーザ光源であるものである。
【００３６】
　請求項１３記載の発明によれば、単位光源がレーザ光源であるので、単位光源から指向
性の高い光が得られる。その結果、集光レンズに強い集光性が要求されないので、集光レ
ンズの群の構成を簡素化することができる。
【００３７】
　請求項１４記載の発明は、投写型映像表示装置であって、請求項１乃至１３の何れかに
記載の照明装置と、前記照明装置の前記照射面に配置されたライトバルブと、前記ライト
バルブからの出射光を投写する投写光学系とを備えるものである。
【００３８】
　請求項１４記載の発明によれば、照明装置からの照射光がライトバルブによって変調さ
れ、それによって得られた出射光が投写光学系によって投写される。更に、照明装置が本
発明の照明装置であるので、投写光の光量と光源の放熱効果とのバランスを図ることがで
きる。
【００３９】
　請求項１５記載の発明は、請求項１４記載の投写型映像表示装置であって、前記ライト
バルブが微小偏向ミラー光学素子であるものである。
【００４０】
　請求項１５記載の発明によれば、ライトバルブが微小偏向ミラー光学素子であるので、
光源の光量を同一にして投写光像の光量を高めることができる。
【００４１】
　請求項１６記載の発明は、請求項１５記載の投写型映像表示装置であって、前記ライト
バルブがＤＭＤであるものである。
【００４２】
　請求項１６記載の発明によれば、ライトバルブが広く市販されているＤＭＤであるので
、製造コストを節減することができる。
【発明の効果】
【００４３】
　以上に述べたように本発明の照明装置によれば、照射面への照射光の光量と光源の放熱
効果とのバランスを図ることができる（請求項１～１３）。また、本発明の投写型映像表
示装置によれば、投写光の光量と光源の放熱効果とのバランスを図ることができる（請求
項１４～１６）。従って、本発明の照明装置及び投写型映像表示装置は、高い投写光量で
小型の投写型映像表示装置の実現に寄与する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　図１は本発明の一実施の形態による投写型映像表示装置の主要部の構成図である。この
投写型映像表示装置１００は、ＬＥＤ（発光ダイオード）アレイ１Ｒ、１Ｇ、１Ｂ、集光
レンズ群２Ｒ、２Ｇ、２Ｂ、第１フライアイレンズ３Ｒ、３Ｇ、３Ｂ、ダイクロイックプ
リズム４、第２フライアイレンズ５、第１コンデンサレンズ６、第２コンデンサレンズ７
、ＴＩＲプリズム８、ＤＭＤ（デジタルマイクロミラー素子）９、投写レンズ１０、光源
制御部２０１、ライトバルブ制御部２０２、及び画像信号記憶部２０３を備えている。
【００４５】
　ＬＥＤアレイ１Ｒ、１Ｇ、１Ｂの全体、又は各々は本発明の光源の具体例に該当する。
また、ＬＥＤアレイ１Ｒ、１Ｇ、１Ｂは、全体を本発明の光源の具体例としたときに、各
々は本発明の第１乃至第３光源、即ち第１、第２及び第３光源の具体例にも該当する。更
に、集光レンズ群２Ｒ、２Ｇ、２Ｂと第１フライアイレンズ３Ｒ、３Ｇ、３Ｂとは本発明
のレンズアレイの具体例に該当する。又、第１フライアイレンズ３Ｒ、３Ｇ、３Ｂを通過
した光がＤＭＤ９へ到達するまでの経路を形成するダイクロイックプリズム４、第２フラ
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イアイレンズ５、第１コンデンサレンズ６、第２コンデンサレンズ７、及びＴＩＲプリズ
ム８は、本発明の照射光学系の具体例に該当する。その中で、ダイクロイックプリズム４
は、本発明の色合成手段の具体例に該当する。更に、ＤＭＤ９は本発明のライトバルブの
具体例に該当する。また、投写レンズ１０は、本発明の投写光学系の具体例に該当する。
更に、光の経路に沿ってＬＥＤアレイ１Ｒ、１Ｇ、１ＢからＴＩＲプリズム８までの装置
部分、即ちＤＭＤ９へ光を照射するための装置部分は、ＤＭＤ９を照射面とする本発明の
照明装置の具体例に該当する。
【００４６】
　ＬＥＤアレイ１Ｒ、１Ｇ、１Ｂは、それぞれ赤色（以下、Ｒと略記）、緑色（以下、Ｇ
と略記）、青色（以下、Ｂと略記）の光を生成するＬＥＤがマトリクス状に配列されたも
のである。集光レンズ群２Ｒ、２Ｇ、２Ｂは、それぞれＬＥＤアレイ１Ｒ、１Ｇ、１Ｂに
対向するように配置され、対向するＬＥＤアレイ１Ｒ、１Ｇ、１Ｂが発生する発散光を幅
広く集光し、実質的に平行な光束を射出するものである。集光レンズ群２Ｒ、２Ｇ、２Ｂ
を構成する個々のレンズは、ＬＥＤアレイ１Ｒ、１Ｒ、１Ｂを構成するＬＥＤに個別に対
向している。なお、ＬＥＤアレイ１Ｒ、１Ｇ、１Ｂを構成する個々のＬＥＤは、本発明の
単位光源の具体例に該当する。
【００４７】
　第１フライアイレンズ３Ｒ、３Ｇ、３Ｂは、同じくそれぞれＬＥＤアレイ１Ｒ、１Ｇ、
１Ｂに対向するように配置され、対向するＬＥＤアレイ１Ｒ、１Ｇ、１Ｂが発生し集光レ
ンズ群２Ｒ、２Ｇ、２Ｂを透過した光を集光するものである。第１フライアイレンズ３Ｒ
、３Ｇ、３Ｂは何れも、マトリクス状に配列された単位レンズを有しており、各単位レン
ズは各ＬＥＤに一対一に対向している。また、各単位レンズは、ＤＭＤ９の形状に対応し
て矩形をなしており、各単位レンズを通過した矩形の光束が、下流の照射光学系によりＤ
ＭＤ９へ導かれる。
【００４８】
　ダイクロイックプリズム４は、立方体又は直方体をなしており、接合された４個の直角
プリズムを有する。接合部には、第１フライアイレンズ３Ｂを透過したＢの光を４５度の
入射角に対して直角に反射し、Ｒ及びＧの光を透過させる第１のダイクロイックミラー部
４１と、Ｒの光を４５度の入射角に対して直角に反射し、Ｇ及びＢの光を透過させる第２
のダイクロイックミラー部４２とが形成されている。従って、第１フライアイレンズ３Ｒ
、３Ｇ、３Ｂを透過した３色の光は、何れも第２フライアイレンズ５へ入射する。
【００４９】
　第２フライアイレンズ５は、第１フライアイレンズ３Ｒ、３Ｇ、３Ｂと同様に、マトリ
クス状に配列された矩形の単位レンズを有しており、各単位レンズは第１フライアイレン
ズ３Ｒ、３Ｇ、３Ｂの各単位レンズを透過した光を個別に集束する。従って、第２フライ
アイレンズ５の単位レンズは、第１フライアイレンズ３Ｒ、３Ｇ、３Ｂの各々の単位レン
ズとは、サイズ及び配列において相似となるように設定されている。好ましくは設計上の
容易さの観点から、図１に示すように、第２フライアイレンズ５の単位レンズの群は、第
１フライアイレンズ３Ｒ、３Ｇ、３Ｂの各々の単位レンズの群とサイズ及び配列において
同一に設定される。なお、第１フライアイレンズ３Ｒ、３Ｇ、３Ｂ及び第２フライアイレ
ンズ５において、各単位レンズは単一の凸レンズとして描かれているが、本発明はこれに
限定されるものではない。
【００５０】
　第２フライアイレンズ５を透過した光は、第１コンデンサレンズ６及び第２コンデンサ
レンズ７で集束させられ、ＴＩＲプリズム８により進路を曲げられ、ＤＭＤ９へ導かれる
。第１コンデンサレンズ６は、第２フライアイレンズ５の単位レンズを透過した光束をＤ
ＭＤ９へ重ねて照射させるものである。一方、第２コンデンサレンズ７は、互いに重なっ
て入射する光束を、ＤＭＤ９に精度良く導くものである。ＴＩＲプリズム８は、第２コン
デンサレンズ７を透過した光をＴＩＲ面８１によって全反射することによりＤＭＤ９へ導
く。
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【００５１】
　図２は、ＤＭＤ９の機能説明図である。半導体プロセスを基盤としたマイクロマシン技
術を用いたマイクロサイズのアクチュエータ、センサ等の可動・可変形機構とそれらの駆
動回路（又は制御回路）とを集積化した微細デバイスは、ＭＥＭＳ（Micro Electro Mech
anical System）と称される。ＤＭＤ９はＭＥＭＳの一種である。ＤＭＤ９では、図２（
ａ）及び図２（ｄ）に示すように、入射光２１を受ける受光面９１として機能する半導体
基板の一主面に、表示すべき画像の画素数に対応する個数のマイクロミラー（即ち、微小
サイズの鏡）９２が配列している。各マイクロミラー９２は、受光面９１の二辺に沿った
軸９４、９５に対して、４５°に傾斜した回動軸９３の周りに回動する。マイクロミラー
９２の回動にともない、その反射面は、受光面９１に平行な位置を基準に、例えば－１０
°～＋１０°の範囲で傾動する。
【００５２】
　図２（ｂ）に示すように、マイクロミラー９２の回動位置が例えば－１０°である場合
には、ＴＩＲプリズム８を透過後に受光面９１にある入射角θをもって斜め入射する入射
光２１を、受光面９１の法線９０の方向へ反射する。この例では、入射角θは２０°に設
定されている。法線９０の方向へ反射された出射光２２は、ＴＩＲプリズム８のＴＩＲ面
８１で全反射されることなく、ＴＩＲ面８１を透過し投写レンズ１０へ入射する（図１）
。
【００５３】
　一方、図２（ｃ）に示すように、マイクロミラー９２の回動位置が例えば＋１０°であ
る場合には、入射光２１を、法線９０から大きく外れた方向へ反射する。このとき、反射
された出射光２２は、ＴＩＲプリズム８のＴＩＲ面８１へ入射しないか、或いは入射して
も投写レンズ１０へは入射しない（図１）。このように、ＤＭＤ９の受光面９１からの出
射光２２のうち、出射角ψがある範囲内にあるものが投写レンズ１０へ選択的に入射する
。
【００５４】
　各マイクロミラー９２の回動位置は、画像信号ＰＳに基づいてライトバルブ制御部２０
２によって個別に制御される。出射光２２を投写レンズ１０へ入射させるマイクロミラー
９２の回動位置（例えば－１０°）をオン状態とし、入射させない回動位置（例えば＋１
０°）をオフ状態として、ライトバルブ制御部２０２は、受信する画像信号ＰＳに基づい
て、各画素に対応するマイクロミラー９２を個別にオン・オフ制御する。その制御形式は
、好ましくはＰＷＭ（パルス幅変調）形式である。ＰＷＭ制御による場合、ライトバルブ
制御部２０２は、ある画素の輝度が高いほど、当該画素に対応するマイクロミラー９２の
オン状態にある時間を長くする。それにより、画像信号に従って各画素の階調が表現され
る。
【００５５】
　光源制御部２０１は、３色の光を発生するＬＥＤアレイ１Ｒ、１Ｇ、１Ｂを時分割によ
り順次点灯させる。ライトバルブ制御部２０２は、光源制御部２０１の点灯制御に同期し
て、画像信号ＰＳに基づくマイクロミラー９２の制御を行う。その結果、投写レンズ１０
の出射光２３として、不図示の外部のスクリーンに映出可能なカラーの光像が出射するこ
ととなる。なお、画像信号ＰＳは、動画像の信号だけでなく、静止画像の信号であっても
よい。
【００５６】
　従って、図２に戻って、矩形をなす受光面９１のアスペクト比、即ち、短辺Ｖ０に対す
る長辺Ｈ０の比（＝Ｈ０／Ｖ０）は、表示する画像のアスペクト比に対応している。例え
ば、テレビジョン放送の標準的な規格であるＮＴＳＣに準拠した画像を表示するには、受
光面９１のアスペクト比は４／３に設定され、高解像度テレビジョン（ＨＤＴＶ；いわゆ
るハイビジョンＴＶ）放送の規格に準拠した画像を表示するには、１６／９に設定され、
パーソナルコンピュータ用ディスプレイのＳＸＧＡに準拠した画像を表示するには、５／
４に設定される。
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【００５７】
　ライトバルブ制御部２０２は、画像信号ＰＳを外部からリアルタイムで受信してもよく
、画像信号記憶部２０３が備わる場合には、画像信号記憶部２０３から読み出してもよい
。画像信号記憶部２０３として、ＲＡＭなどの半導体メモリ、或いは小型のハードディス
ク等の磁気記録媒体の他、様々な形態を採り得る。また、ライトバルブ制御部２０２及び
光源制御部２０１は、ソフトウェアを必要としないハードウェアで構成してもよく、ソフ
トウェアに基づいて動作するマイクロコンピュータで構成してもよい。
【００５８】
　図２（ａ）及び図２（ｄ）に示すように、入射光２１は回動軸９３に直行する面に沿っ
て受光面９１へ入射するのが理想である。言い換えると、入射光２１は軸９４又は軸９５
を基準として４５°の方位角φをもって、受光面９１へ入射するのが理想である。マイク
ロミラー９２がオン状態にあるときに入射光２１が反射され出射光２２として投写レンズ
１０へ入射するためには、方位角φは４５°を含むある範囲内にある必要がある。このい
わば許容範囲内の方位角φをもって入射光２１が受光面９１へ入射するように、ダイクロ
イックプリズム４からＴＩＲプリズム８へ至る照射光学系が構成される。同様に、入射角
θについてもある許容範囲が存在する。従って、当該許容範囲内の入射角θをもって入射
光２１が受光面９１へ入射するように、上記照射光学系が構成される。
【００５９】
　図３は、フライアイレンズ３（以下、３Ｒ、３Ｇ、３Ｂを代表する場合には、単に符号
３を付す）の形状及び位置と、ＤＭＤ９の受光面９１の形状及び位置との関係を簡略化し
て示す説明図である。図３では、ダイクロイックプリズム４及びＴＩＲプリズム８による
進行方向の変更は略して光路を描いている。ある平面Ｑ－Ｑに受光面９１が配置されてお
り、これに平行なある平面Ｐ－Ｐに第１フライアイレンズ３が配置されているものとする
。また、受光面９１の中心を通る法線９０と、同じく受光面９１の中心を通る回動軸９３
とを含む平面Ｘ－Ｘを想定する。図３（ａ）は平面Ｐ－Ｐ、平面Ｑ－Ｑ及び平面Ｘ－Ｘの
何れにも平行な方向、言い換えると平面Ｐ－Ｐと平面Ｘ－Ｘとの交線又は平面Ｑ－Ｑと平
面Ｘ－Ｘとの交線に沿った方向から、照射光学系等の配置を模式的に描いている。また、
図３（ｂ）は平面Ｐ－Ｐ上の第１フライアイレンズ３の正面図であり、図３（ｃ）は平面
Ｑ－Ｑ上のＤＭＤ９の正面図である。
【００６０】
　第１フライアイレンズ３は、例えば９個の矩形の単位レンズを有し、これらの単位レン
ズを透過した光束が、第２フライアイレンズ５から第２コンデンサレンズ７へ至る光学系
によって、受光面９１の上に重ね合わされる。従って、各単位レンズの形状は受光面９１
に相似となるように設定される。即ち、各単位レンズと受光面９１とは、アスペクト比が
同一に設定される。
【００６１】
　上記照射光学系の配置等により、受光面９１への入射光２１の入射角θは、ある範囲θ
ｍｉｎ～θｍａｘの範囲に設定されており、この範囲は上記許容範囲内に収まるように設
定されている。フライアイレンズ３の各単位レンズを透過した光束が、θｍｉｎ～θｍａ
ｘの範囲の入射角θをもって受光面９１へ入射するためには、各単位レンズは平面Ｘ－Ｘ
からの距離が、θｍｉｎ～θｍａｘの入射角の範囲に対応するＤｍｉｎ～Ｄｍａｘの範囲
内になければならない。
【００６２】
　また、投写レンズ１０の口径を有効に活用するためには、平面Ｘ－Ｘに沿ってＤｍａｘ
－Ｄｍｉｎに等しい幅Ｗの中に各単位レンズを配列するのが望ましい。このため、上記照
射光学系は、各単位レンズを配置し得る領域として正方形の有効領域３０を規定するよう
に構成される。なお、説明を簡略化するために、図３では第１フライアイレンズ３が位置
する平面Ｐ－ＰとＤＭＤ９が位置する平面Ｑ－Ｑとが平行である例を示したが、光の経路
によっては一般に平面Ｐ－Ｐと平面Ｑ－Ｑとは平行でない場合があり得る。その場合であ
っても、有効領域が略正方形となることは、図３を用いた説明から容易に理解することが
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できる。従って、図１のように、ダイクロイックプロズム４及びＴＩＲプリズム８が光路
に介挿される場合であっても、同様に照射光学系の構成に基づいて正方形の有効領域３０
が定まる。
【００６３】
　ところで、既に述べたように入射光２１の方位角φは４５°を含むある範囲内になけれ
ばならない。従って、図３（ｂ）に示すように、第１フライアイレンズ３を構成する矩形
の各単位レンズは、その一辺が有効領域３０の一辺に対して４５°に傾斜するように形成
される。この場合、図３（ｂ）に示すように、第１フライアイレンズ３を構成する各単位
レンズを、互いの間に隙間を設けずに密に配列すると、それに対応して、ＬＥＤアレイ１
（以下、１Ｒ、１Ｇ、１Ｂを代表する場合には、単に符号１を付す。但し図面には現れな
い。）を構成するＬＥＤ素子どうしの間隔が狭くなる。その結果、ＬＥＤアレイ１の損失
熱の放散効率が悪くなり、ＬＥＤアレイ１における温度上昇が顕著となる恐れがある。
【００６４】
　本実施の形態による投写型映像表示装置１００では、以下に図４及び図５を参照して説
明するように、第１フライアイレンズ３を構成する単位レンズが、ある規則に従って間隔
をもって配列する。投写型映像表示装置１００は、それによってＬＥＤアレイ１の光量を
維持しつつ（従って、受光面９１への照射光の光量、及び投写レンズ１０からの投写光の
光量を維持しつつ）放熱効果を高めている。
【００６５】
　図４は、受光面９１のアスペクト比（＝Ｈ０／Ｖ０）が２以下であって、それに伴い、
第１フライアイレンズ３を構成する矩形の単位レンズ３３のアスペクト比（＝Ｈ／Ｖ）が
２以下である場合について、単位レンズ３３の望ましい配列を示している。ここで、単位
レンズ３３の長辺の長さをＨとし、短辺の長さをＶとしている。既に述べたように、Ｈ／
Ｖ＝Ｈ０／Ｖ０の関係が成り立っている。なお、以下の図４～図６において、第１フライ
アイレンズ３を構成する個々の単位レンズには符号３３を付し、ＬＥＤアレイ１を構成す
る個々のＬＥＤ素子には符号３１を付す。
【００６６】
　図４（ａ）に示すように、アスペクト比が２以下の単位レンズ３３を互いの間隙をなく
して最高密度で配列した場合であっても、通常においては有効領域３０のうち単位レンズ
３３の群の周囲の部分に、単位レンズ３３の配列に利用されない領域、いわば無駄領域が
発生する。これに対して、投写型映像表示装置１００では、図４（ｂ）に示すように、単
位レンズ３３を、有効領域３０の直交する二辺に沿って√２×ＶのピッチＰをもって配列
させる。それにより、単位レンズ３３の個数を図４（ａ）と同一に保ちつつ、無駄領域を
利用して有効領域３０内に最も低い密度で、単位レンズ３３を分散配列させることができ
る。
【００６７】
　図４（ｂ）において、有効領域３０の辺とこれに接し互いに隣接する２個の単位レンズ
３３との間に形成される二等辺三角形の空隙の斜辺の長さａ及びｂは、短辺Ｖの√２倍と
なる。一方、斜辺ａ及びｂは、何れも配列のピッチＰに一致する。従って、図４（ｂ）に
おいて、ピッチＰは√２×Ｖに一致する。
【００６８】
　なお、受光面９１のアスペクト比（＝Ｈ０／Ｖ０）が２に等しい場合には、図４（ｂ）
において、単位レンズ３３は、互いに隙間なく配列することとなる。この場合は、与えら
れた有効領域３０の中でＬＥＤアレイ１の光量を最大にする配列であって、ＬＥＤアレイ
１の光量と損失熱の放熱効果とのバランスにおいて、放熱効果よりも光量を優先する配列
に該当する。
【００６９】
　図５は、受光面９１のアスペクト比（＝Ｈ０／Ｖ０）が２を超えており、それに伴い、
第１フライアイレンズ３を構成する矩形の単位レンズ３３のアスペクト比（＝Ｈ／Ｖ）が
２を超える場合について、単位レンズ３３の望ましい配列を示している。図５（ａ）に示
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すように、アスペクト比が２を超える単位レンズ３３を互いの間隙をなくして最高密度で
配列した場合であっても、通常においては有効領域３０のうち単位レンズ３３の群の周囲
の部分に、上述の無駄領域が発生する。
【００７０】
　これに対して、投写型映像表示装置１００では、図５（ｂ）に示すように、単位レンズ
３３を、有効領域３０の直交する二辺に沿って（１／√２）×ＨのピッチＰをもって配列
させる。それにより、単位レンズ３３の個数を図５（ａ）と同一に保ちつつ、無駄領域を
利用して有効領域３０内に最も低い密度で、単位レンズ３３を分散配列させることができ
る。図５（ｂ）において、有効領域３０の一角とこれに最近接する単位レンズ３３との間
に形成される二等辺三角形の空隙の等辺の長さｃ及びｄは、長辺Ｈの（１／√２）倍とな
る。一方、等辺ｃ及びｄは、何れも配列のピッチＰに一致する。従って、図５（ｂ）にお
いて、ピッチＰは（１／√２）×Ｈに一致する。
【００７１】
　図４（ｂ）及び図５（ｂ）の配列では、それぞれ図４（ａ）及び図５（ａ）の配列に対
して、単位レンズ３３の個数が同一に保たれるので、ＬＥＤアレイ１を構成するＬＥＤ素
子３１の個数も同一に保たれる。更に、各単位レンズ３３は同じく有効領域３０内に配置
されるので、受光面９１における照射光の光量、ひいては投写レンズ１０からの投写光の
光量も同一に保たれる。一方、単位レンズ３３が最も低い密度で分散配列するので、単位
レンズ３３に対向するＬＥＤ素子３１も、最も低い密度で分散配列することとなる。それ
により、ＬＥＤアレイ１の放熱効果が向上する。このように、図４（ｂ）及び図５（ｂ）
の配列を採ることにより、受光面９１における照射光の光量、及び投写レンズ１０からの
投写光の光量を維持しつつ、光源としてのＬＥＤアレイ１の放熱効率を高めることができ
る。このことは、照明装置及び投写型映像表示装置１００の小型化に貢献する。
【００７２】
　図６は、有効領域３０に配列し得る最大限度の個数には至らない個数の単位レンズ３３
を配列した場合について、図４（ｂ）の形態を採ることによる利点を説明するための図で
ある。図６では、単位レンズ３３のアスペクト比は２以下である。図６（ａ）では、最大
限度未満の個数の単位レンズ３３が密に配列している。一方、図６（ｂ）では、図６（ａ
）と同一個数の単位レンズ３３が図４（ｂ）の形態で配列している。図６（ｂ）では、単
位レンズ３３が分散して配列すると共に、有効領域３０が図６（ａ）に比べて縮小してい
る。このように、図４（ｂ）又は図５（ｂ）の配列を採ることにより、有効領域３０の小
型化、ひいては照明装置及び投写型映像表示装置１００の小型化をもたらすこともできる
。
【００７３】
　その他の実施形態として、本発明は以下の形態を採ることも可能である。
【００７４】
　（１）　上記の実施形態では、第１フライアイレンズ３を構成する単位レンズ３３は、
図４（ｂ）又は図５（ｂ）のように配列した。これに対して、例えば図４（ｂ）において
、単位レンズ３３の間に間隙を残しつつピッチＰを√２×Ｖ未満に設定することも可能で
ある。同様に、図５（ｂ）において、単位レンズ３３の間に間隙を残しつつピッチＰを（
１／√２）×Ｈ未満に設定することも可能である。この形態においても、図４（ａ）又は
図５（ａ）の形態に比べると、同等の光量を維持しつつ、なお放熱効果の向上が相応に得
られる。
【００７５】
　更に一般には、フライアイレンズ３は、有効領域３０内に、配列し得る最大限度未満の
個数の単位レンズ３３が、間隙をもって配列するものであってもよい。各単位レンズ３３
は、これに隣接する他の単位レンズ３３の全てと間隔を保ってもよく、図４（ｂ）及び図
５（ｂ）に例示するように、他のレンズの一部と間隔を保つものであってもよい。このよ
うな形態においても、受光面９１への照射光の光量（ひいては、投写レンズ１０からの投
写光の光量）とＬＥＤアレイ１Ｒ、１Ｇ、１Ｂ等の光源の放熱効果とのバランスを図るこ



(13) JP 4121477 B2 2008.7.23

10

20

30

40

50

とができる。
【００７６】
　（２）　上記の実施形態では、入射光２１を画像信号に基づいて変調することにより光
像を出射する素子であるライトバルブとして、ＤＭＤ９を用いた。これに対して、ライト
バルブとして、矩形の受光面の一辺に対して４５°を中心としたある範囲の方位角をもっ
て入射光２１を斜め入射させることにより使用するのに適したマイクロミラーを備えた反
射型デバイス一般、即ち微小偏向ミラー光学素子一般を用いてもよい。更に、矩形の受光
面の一辺に対して４５°を中心としたある範囲の方位角をもって入射光２１を斜め入射さ
せることにより使用するのに適したものであれば、透過型を含むライトバルブ一般を用い
てもよい。但し、ＤＭＤは微小偏向ミラー光学素子のうち広く市販されている素子であり
、入手が容易であるという利点を有する。従って、ＤＭＤを用いることにより、製造コス
トを節減することができる。
【００７７】
　（３）　上記の実施形態では、光源としてＬＥＤアレイ１Ｒ、１Ｇ、１Ｂを用いた。こ
れに対して、光源を構成する単位光源として、ＬＥＤ素子３１に限らず、例えばレーザ素
子を用いても良く、更には固体発光素子一般を用いてもよい。固体発光素子は、小型のも
のが容易に入手可能であるため照明装置及び投写型映像表示装置の小型化に適しており、
また寿命が長く、取り扱いも容易であるという利点がある。中でも、ＬＥＤ素子３１は、
安価であり、光源の製造コストを節減することができる。又、レーザ素子は、指向性の高
い光を発生するので、集光レンズ群２Ｒ、２Ｇ、２Ｂに強い集光性が要求されない。従っ
て、集光レンズ群２Ｒ、２Ｇ、２Ｂの構成を簡素化することができる。
【００７８】
　（４）　上記の実施形態では、第１フライアイレンズ３Ｒ、３Ｇ、３ＢからＤＭＤ９へ
至る光の経路を形成する照射光学系として、図１の構成を用いた。しかしながら、図３に
照射光学系の原理を簡略化して例示したように、照射光学系は単位レンズ３３の群の各々
を通過した光源の光を、矩形の受光面９１へ斜め入射するように集光するものであればよ
く、図１に例示する形態に限られない。
【００７９】
　（５）　上記の実施形態では、光源として３色の光を発生するＬＥＤアレイ１Ｒ、１Ｇ
、１Ｂを用いた。これに対して、光源として白色ＬＥＤアレイなど白色の光を発生する光
源を使用してもよい。この場合には、投写光２３として、モノクロの光像が得られること
となる。また、この場合には、照射光学系からダイクロイックプリズム４を除去すること
ができる。また、三原色に対応するＲ、Ｇ、Ｂだけでなく、互いに色の異なる（即ち、波
長の異なる）３色を発生するＬＥＤアレイを用いても良い。それにより、自然色のカラー
画像とは異なるものの有色の光学画像が投写可能となる。
【００８０】
　（６）　上記の実施形態では、第１フライアイレンズ３Ｒ、３Ｇ、３Ｂと第２フライア
イレンズ５との間で、単位レンズの形状及び配置が同一である例を示した。既にのべたよ
うに、単位レンズの形状及び配置は、必ずしも同一であることを要しない。それに伴って
、第１フライアイレンズ３Ｒ、３Ｇ、３Ｂの単位レンズの中心と、ＬＥＤアレイ１Ｒ、１
Ｇ、１ＢのＬＥＤ素子との間の位置関係は、正面視において必ずしも一致することを要し
ない。第１フライアイレンズ３Ｒ、３Ｇ、３Ｂと第２フライアイレンズ５との間での、単
位レンズの形状及び配置の関係によっては、ＬＥＤ素子とこれに対向する第１フライアイ
レンズ３Ｒ、３Ｇ、３Ｂの単位レンズの中心とは、互いに位置をずらして配置するのが望
ましい場合もあり得る。
【００８１】
　同様に、集光レンズ群２Ｒ、２Ｇ、２Ｂを構成する個々のレンズの中心位置と、第１フ
ライアイレンズ３Ｒ、３Ｇ、３Ｂを構成する個々の単位レンズの中心位置とは、正面視に
おいて必ずしも一致することを要しない。しかしながら、ＬＥＤアレイ１Ｒ、１Ｇ、１Ｂ
を構成する個々のＬＥＤ素子の位置と、集光レンズ群２Ｒ、２Ｇ、２Ｂを構成する個々の
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レンズの中心位置と、第１フライアイレンズ３Ｒ、３Ｇ、３Ｂを構成する個々の単位レン
ズの中心位置とは、互いに正面視において一致することが望ましい。それにより、互いの
位置関係が単純となり、光学設計が容易となる。
【００８２】
　（７）　第１フライアイレンズ３Ｒ、３Ｇ、３Ｂは、個々の単位レンズを一体化した成
型品であることが望ましい。それにより、寸法精度の高い第１フライアイレンズ３Ｒ、３
Ｇ、３Ｂが容易に得られる。同様のことは、第２フライアイレンズ５についても当てはま
る。
【００８３】
　（８）　集光レンズ群２Ｒ、２Ｇ、２Ｂは、図７に例示するように、いわゆる組み合わ
せレンズとして構成してもよい。即ち、集光レンズ群２Ｒ、２Ｇ、２Ｂの構成要素として
マトリクス状に配列する個々のレンズは、互いに対向する複数のレンズの組を有してもよ
い。それにより、ＬＥＤが発生する光を幅広く集光し且つ実質的に平行な方向へ精度よく
導くための光学設計が容易となる。更に、複数のレンズの組のうち、少なくとも一つがマ
トリクス状に配列してなる群を、一体化した成型品とすることにより、寸法精度の高い集
光レンズの群を容易に得ることが可能となる。
【００８４】
　（９）　既にのべたように有効領域３０は、投写レンズ１０の口径を有効に活用するた
めに、正方形となるように照射光学系が設計されるのが通常である。しかしながら、図４
（ｂ）又は図５（ｂ）の配列は、有効領域３０が正方形でない矩形であっても、単位レン
ズ３３を有効領域３０内に、有効に分散配置することを可能にする。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明の一実施の形態による投写型映像表示装置の主要部の構成図である。
【図２】図１の投写型映像表示装置のＤＭＤの機能説明図である。
【図３】図１の投写型映像表示装置の照射光学系の動作原理を示す説明図である。
【図４】図１の投写型映像表示装置における単位レンズの配列の例を参考例と比較して示
す正面図である。
【図５】図１の投写型映像表示装置における単位レンズの配列の別の例を参考例と比較し
て示す正面図である。
【図６】図４の配列の例を別の参考例と比較して示す正面図である。
【図７】集光レンズ群の別の形態の概略構成図である。
【符号の説明】
【００８６】
　１Ｒ、１Ｇ、１Ｂ　ＬＥＤ（発光ダイオード）アレイ（光源）
　２Ｒ、２Ｇ、２Ｂ　集光レンズ　　　　　３Ｒ、３Ｇ、３Ｂ　第１フライアイレンズ
　４　ダイクロイックプリズム（色合成手段）　　５　第２フライアイレンズ
　６　第１コンデンサレンズ　　　　　　　７　第２コンデンサレンズ
　８　ＴＩＲプリズム　　　　　　　　　　９　ＤＭＤ（デジタルマイクロミラー素子）
　１０　投写レンズ　　　　　　　　　　　３０　有効領域
　３１　ＬＥＤ素子（単位光源）　　　　　３３　単位レンズ
　９１　受光面（照射面）　　　　　　　　１００　投写型映像表示装置
　２０１　光源制御部　　　　　　　　　　２０２　ライトバルブ制御部
　Ｈ　長辺　　　　　　　　　　　　　　　Ｖ　短辺
　Ｐ　ピッチ　　　　　　　　　　　　　　ＰＳ　画像信号
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