
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【請求項２】
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　視野角に依りコントラストが異なる、赤色用、緑色用、及び青色用液晶パネルと、
　光源手段から発せられた光を前記赤色用、緑色用、及び青色用液晶パネルそれぞれに対
応する赤色光、緑色光、及び青色光に分解する色分解光学系を含み、前記赤色用、緑色用
、及び青色用液晶パネルそれぞれを照明する照明光学系と、
　前記３つの液晶パネルを用いて形成した画像を投射する投射光学系と、
　前記３つの液晶パネルと前記投射光学系との間に、前記複数の液晶パネルを用いて形成
した各色光の画像を合成する色合成光学系を有する投写型画像表示装置であって、
　前記色合成光学系は、１つの液晶パネルから該投射光学系に至る光束が奇数回反射され
る奇数回反射光路と、他の１つの液晶パネルから該投射光学系に至る光束が反射なし若し
くは偶数回反射される偶数回反射光路とを形成しており、
　前記液晶パネルのコントラスト視野角特性に応じて、前記照明光学系のＦナンバーを方
位によって異ならせた開口絞りを、前記光源手段と前記色分解光学系との間に有しており
、前記開口絞りが左右対称及び上下対称であることを特徴とする投写型画像表示装置。

　前記照明光学系が、前記光源手段から前記色分解光学系に向かって順に、偏光変換素子
、第１正レンズ、反射ミラーを有しており、
　前記絞りが、前記第１正レンズと前記反射ミラーとの間に配置されていることを特徴と
する請求項１記載の投写型画像表示装置。



【請求項３】

【請求項４】

【請求項５】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶パネル上に生成された画像を投射光学系（例えば投影レンズ）により被投
射面上に投射して拡大表示する投射型画像表示装置（液晶プロジェクター）に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、液晶パネル（液晶、液晶表示素子）を光源からの光束により照明し、液晶パネ
ルで変調され、そこから射出する透過光または反射光に基づく画像を投影レンズによりス
クリーン上に拡大投影する液晶プロジェクターについての技術が種々と提案されている。
【０００３】
液晶プロジェクターに良く用いられる液晶パネルは、通常、液晶層の前後に偏光子や、検
光子等の偏光フィルターが設けられている。
【０００４】
偏光フィルターは入射する光のうち特定の偏光成分のみを透過し、それと偏光方向が直交
する偏光成分を遮断する特性を有している。
【０００５】
一般的に液晶（液晶パネル）を用いた画像表示装置は、液晶の特性により、コントラスト
（光の透過と不透過の比）の視野角特性（視野角依存性）がある為、液晶表示面の中心に
対して見る角度（方向）が異なるとコントラストが変化してしまう特性を有していた。
【０００６】
コントラスト視野角特性のある液晶パネルに基づく画像をスクリーン面上に投射すると方
位によって明るさにムラが生じ、カラー液晶プロジェクターのときは色ムラが発生するこ
とがあった。
【０００７】
従来より、このようなムラを目立たなくするための一方法として、コントラスト視野角特
性の悪い部分の光を拾わないようにするために、液晶パネルから見込む照明光学系のＦナ
ンバーを大きくしたり、コントラスト視野角特性を改善する視野角改善フィルムを偏光板
と液晶パネルの間に配置したりして、黒表示時の色ムラの発生が目立たないようにしてい
た。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
液晶パネルから見込む照明光学系のＦナンバー（明るさ）を大きく（暗く）する為に光源
から発せられた照明光を照明光学系で圧縮する必要があったので、照明系にフライアイレ
ンズを用いているときは、液晶パネル側のフライアイレンズ板の大きさを光源側のフライ
アイレンズ板より小さくする方法があるが、この方法は偏光変換素子の開口絞りによる光
源像のケラレが大きくなり、照明効率が低下して、スクリーン投影される画像の明るさが
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　前記開口絞りは、前記液晶パネルのコントラスト視野角特性におけるコントラストが最
も悪い方位の照明光学系のＦナンバーが、コントラスト視野角特性におけるコントラスト
の良い方位の照明光学系のＦナンバーより、大きくなるようにしていることを特徴とする
請求項１の投写型画像表示装置。

　前記液晶パネルの表示部は長方形状をしており、前記開口絞りは、該液晶パネルの長辺
方向に対して斜めの方向の照明光学系のＦナンバーが、該液晶パネルの長辺方向および短
辺方向に対応する各Ｆナンバーより大きくなるように形状に形成されていることを特徴と
する請求項１乃至３いずれかに記載の投写型画像表示装置。

　前記開口絞りは、開口部の大きさが、可変であることを特徴とする請求項１乃至４いず
れかに記載の投写型画像表示装置。



低下してくるといった問題があった。
【０００９】
また、偏光板と液晶パネルの間に視野角改善フィルムを配置する方法があるが、この方法
は液晶パネルと視野角改善フィルムの間隔および視野角改善フィルムと偏光板の間隔が狭
くなり、冷却風の通りが悪くなるため、液晶パネルや、偏光板の冷却が困難になってくる
という問題があった。また、視野角改善フィルムの部品が増えるため、装置が複雑になる
という問題もあった。
【００１０】
本発明は、液晶パネルのコントラストの視野角依存性の問題を軽減又はなくす新規な構成
を有する投射型画像表示装置の提供を目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明の投写型画像表示装置は、

【００１２】
　請求項２の発明は請求項１の発明において、

【００１３】
　請求項３の発明は請求項１の発明において、

【００１４】
　請求項４の発明は請求項

【００１５】
　請求項５の発

【００２６】
図５は、液晶プロジェクターに使用される液晶（液晶パネル）のコントラスト視野角特性
の測定値の一例の説明図である。図６は液晶の正面説明図である。
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　視野角に依りコントラストが異なる、赤色用、緑色用、及び青色用液晶パネルと、
　光源手段から発せられた光を前記赤色用、緑色用、及び青色用液晶パネルそれぞれに対
応する赤色光、緑色光、及び青色光に分解する色分解光学系を含み、前記赤色用、緑色用
、及び青色用液晶パネルそれぞれを照明する照明光学系と、
　前記３つの液晶パネルを用いて形成した画像を投射する投射光学系と、
　前記３つの液晶パネルと前記投射光学系との間に、前記複数の液晶パネルを用いて形成
した各色光の画像を合成する色合成光学系を有する投写型画像表示装置であって、
　前記色合成光学系は、１つの液晶パネルから該投射光学系に至る光束が奇数回反射され
る奇数回反射光路と、他の１つの液晶パネルから該投射光学系に至る光束が反射なし若し
くは偶数回反射される偶数回反射光路とを形成しており、
　前記液晶パネルのコントラスト視野角特性に応じて、前記照明光学系のＦナンバーを方
位によって異ならせた開口絞りを、前記光源手段と前記色分解光学系との間に有しており
、前記開口絞りが左右対称及び上下対称であることを特徴としている。

　前記照明光学系が、前記光源手段から前記色分解光学系に向かって順に、偏光変換素子
、第１正レンズ、反射ミラーを有しており、
　前記絞りが、前記第１正レンズと前記反射ミラーとの間に配置されていることを特徴と
している。

　前記開口絞りは、前記液晶パネルのコントラスト視野角特性におけるコントラストが最
も悪い方位の照明光学系のＦナンバーが、コントラスト視野角特性におけるコントラスト
の良い方位の照明光学系のＦナンバーより、大きくなるようにしていることを特徴として
いる。

１乃至３のいずれか１つを、
　前記液晶パネルの表示部は長方形状をしており、前記開口絞りは、該液晶パネルの長辺
方向に対して斜めの方向の照明光学系のＦナンバーが、該液晶パネルの長辺方向および短
辺方向に対応する各Ｆナンバーより大きくなるように形状に形成されていることを特徴と
している。

明は請求項１乃至４のいずれか１つを、
　前記開口絞りは、開口部の大きさが、可変であることを特徴としている。



【００２７】
　図５に示すコントラスト視野角特性は図６に示す液晶パネル１８を出射側から測定した
もので、液晶パネル１８の入射側および出射側に、偏光板を配置して液晶に印加する電圧
をＯＮ－ＯＦＦしたときの透過光量と不透過光量の比より、コントラストの測定を行った
結果である。入射側に設けた偏光板は図６の紙面上下方向（Ｙ方向）に偏光軸が配置され
、出射側の偏光板は、図６の紙面左右方向（Ｘ方向）に偏光軸が配置されるようにして、
コントラスト視野角特性の測定を行った結果である。
【００２８】
　図５に示すコントラスト視野角特性は、Ｘ方向を０度方向とし、反時計周りに角度をと
っている。視野角は例として１０度（１０ＤＥＧ）、２０度（２０ＤＥＧ）、３０度（３
０ＤＥＧ）を示し、コントラストが２０、５０、１００、２００となる視野角を各々示し
ている。
【００２９】
細い実線はコントラストが２００となる液晶パネル１８からの各方位における射出角度を
結んで描いたもので、同様に細い点線がコントラスト１００、一点鎖線がコントラスト５
０、２点鎖線がコントラスト２０となる射出角度を示す。
【００３０】
図５に示すようにコントラスト視野角特性は、液晶パネル１８の表示部（有効範囲）の中
心Ｆからみた、方位の違いにより大きく変化している。この測定した液晶パネル１８の場
合には、紙面右下方向の方位角３１５度方向のコントラストが最も悪く、紙面右下方向か
ら液晶パネル１８をみたときの黒表示時のもれ光が多い結果となっている。
【００３１】
後述する実施形態に示すように、液晶プロジェクターの照明系に使用されるフライアイレ
ンズ板は、各々のレンズ駒が、液晶パネルの表示面とほぼ相似形なものを２次元的に配列
したもので、一般的に全体の形状は、ほぼ正方形に近い。このため、図５に示したような
コントラスト視野角特性を有した液晶パネルの照明光学系にほぼ正方形の形のフライアイ
レンズ板を用いた場合、斜め方向の照明光学系のＦナンバーが最も明るくなり、コントラ
スト視野角特性が最も悪い方向の照明光の入射角度が最も大きいため、コントラストむら
が生じやすくなる。
【００３２】
また、通常、液晶プロジェクターにおいては、投射レンズの光軸より上側のスクリーンに
像を投影させるために、例えば図６の液晶パネル１８の短辺方向の上端Ｅの位置付近に投
射レンズの光軸が位置するように投射レンズと液晶パネルの位置関係を設定させている。
【００３３】
液晶プロジェクター用の投射レンズは、一般的に周辺光量が５０％程度で、周辺にいくほ
ど口径食が大きくなり、周辺では、投射レンズの瞳は楕円状の瞳となる。
【００３４】
このため、投射レンズの口径食が液晶パネル１８の有効範囲内の４隅の位置Ａ，Ｂ，Ｃ，
Ｄにより異なってくる。
【００３５】
図７は、図５のコントラスト視野角特性と、図６の液晶パネル１８の位置Ａにおける口径
食に対応した角度を重ね合わせた説明図である。口径食に対応した角度は、点Ａが投射レ
ンズの光軸と液晶パネル１８との交点Ｅに対して紙面左方向に位置するので、紙面上下方
向の角度が紙面左右方向に対して大きい楕円となっている。
【００３６】
　図８は、図５のコントラスト視野角特性と、図６の液晶パネル１８の位置Ｂにおけるロ
径食に対応した角度を重ね合わせた説明図である。口径食に対応した角度は、 が投
射レンズの光軸と液晶パネル１８との交点Ｅに対して紙面右方向に位置するので、紙面上
下方向の角度が紙面左右方向に対して大きい楕円となっている。
【００３７】
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位置Ｂ



液晶パネル位置のＡおよび位置Ｂにおける口径食は、同一形状なので、コントラストむら
は原理的に生じない。
【００３８】
図９は、図５のコントラスト視野角特性と、図６の液晶パネル１８の位置Ｃにおける口径
食に対応した角度を重ね合わせた説明図である。口径食に対応した角度は、点Ｃが投射レ
ンズの光軸と液晶パネル１８との交点Ｅに対して紙面左下方向に位置するので、紙面左上
方向に長軸が向く楕円となる。
【００３９】
図１０は、図５のコントラスト視野角特性と、図６の液晶パネル１８の位置Ｄにおける口
径食に対応した角度を重ね合わせた説明図である。口径食に対応した角度は、点Ｄが投射
レンズの光軸と液晶パネル１８との交点Ｅに対して紙面右下方向に位置するので、紙面右
上方向に長軸が向く楕円となる。
【００４０】
図９と図１０を比較すると、図９のほうが、口径食に対応する角度範囲内におけるコント
ラスト視野角特性の悪い部分の面積が、図１０と比較すると多く、図６の位置Ｃに対応す
るスクリーン位置の黒表示時の光もれが、図６の位置Ｄに対応するスクリーン位置の黒表
示時の光もれに対して多くなり、コントラストむらが生じてくる。
【００４１】
このため、カラー液晶プロジェクター等において、３枚の液晶パネルを用いて、三色合成
を行い、スクリーン上にカラー画像を投影する場合、黒表示のときに色ムラが発生してく
る。
【００４２】
これは、コントラストの視野角特性が同じ液晶パネルを３枚用いても、色合成光学系にお
いて、反射回数が異なると、液晶パネルの黒表示時の光もれが最も多い画面内の場所が反
転してしまうために生ずる。
【００４３】
即ち、三板式の液晶プロジェクターの黒表示時の色むらは、以下の３つの条件がそろった
ときに発生する。
【００４４】
（ア－１）液晶パネルの方位によりコントラスト視野角特性が異なる。
【００４５】
（ア－２）色合成系の各色チャンネルの反射回数が異なる（奇数または０および偶数）。
【００４６】
（ア－３）投射レンズの入射瞳の口径食が、液晶パネルの表示画面内の場所により異なる
。（投射レンズ光軸が液晶パネル表示中心とずれている）。
【００４７】
以上のように液晶パネルにコントラスト視野角特性があり、このような液晶パネルを用い
ると、投射像に方位によって明るさのむらや色むらが発生してくる。
【００４８】
そこで本実施形態では、液晶パネルを照明する照明光学系と、液晶パネルで変調された画
像を投影するための投射光学系の少なくとも一方に、開口絞りを設けて、該液晶パネルの
コントラスト視野角特性の方位に対応して、該照明光学系又は／及び該投影光学系のＦナ
ンバーが異なるようにしている。
【００４９】
特にカラー液晶プロジェクターのときは、複数の液晶パネルで変調された各色光の画像を
合成する色合成光学系を１つの液晶パネルから該投射光学系に至る光路が奇数回反射光路
と、他の１つの液晶パネルから該投射光学系に至る光路が反射なし若しくは偶数回反射光
路を有するように形成し、該液晶パネルのコントラスト視野角特性の方位に対応して、該
照明光学系又は／及び該投射光学系のＦナンバーが異なるようにしている。例えば照明光
学系又は投射レンズを構成するレンズのレンズ外径を変えたり又は適切な形状の開口形を
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有する絞りを設けている。
【００５０】
次に本実施形態の投射型画像表示装置について説明する。
【００５１】
図１は本発明の投写型画像表示装置の実施形態１の要部断面図である。
【００５２】
図１において、光源手段１から発せられた白色光は、放物面鏡２よりほぼ平行な光束に変
換され、複数の矩形のレンズアレイより構成される第１フライアイレンズ３により複数の
矩形のレンズアレイより構成される第２フライアイ４の各コマのほぼ中心部に光源像を形
成する。偏光変換素子５により、片方の偏光成分のみに揃えられた光束は、第１正レンズ
６によりダイクロイックミラー、レンズを介して、液晶パネルより成る画像変調手段上１
６、１８、２０に重ね合わされる。
【００５３】
即ち第１正レンズ６からの光はミラー７で反射し、青反射ダイクロイックミラー８に入射
する青反射ダイクロミラー８により反射された青色光は高反射ミラー９、第２正レンズ１
５を介して、青色用の液晶パネル１６の表示部に集光される（青色チャンネル）。
【００５４】
青反射ダイクロミラー８を透過した緑および赤色の光成分のなかの緑色成分は、緑色を反
射するダイクロミラー１０により反射され、第３正レンズ１７を介して、緑色用の液晶パ
ネル１８の表示部に集光される。
【００５５】
ダイクロミラー１０を透過した赤色成分の光は、第４正レンズ１１、高反射ミラー１２、
第５正レンズ１３、高反射ミラー１４、第６正レンズ１９を介して、赤色用の液晶パネル
２０の表示部に集光される（赤色チャンネル）。第４正レンズ１１と第５正レンズ１３は
、赤色チャンネルが他の色チャンネルより光路が長いため、ほぼ等倍結像するリレーレン
ズの役目を果たしている。
【００５６】
　ここで各部材８～１５、１７、１９は色分解光学系の一要素を構成している。尚、本実
施形態において、各色光角に光源手段を設けて、各々対応する液晶パネルを照明するよう
にしても良い。光源 １から各液晶パネルに至る光路に位置する部材は照明光学系の一
要素を構成している。
【００５７】
各色の画像変調手段１６、１８、２０で変調された光は、第１プリズム２３、第２プリズ
ム２４、第３プリズム２１、第４プリズム２２より構成される色合成プリズム４ＰＰによ
り色合成され、投射レンズ２５により、不図示のスクリーンにカラー画像として投影され
る。
【００５８】
色合成プリズム４ＰＰは、プリズム２３とプリズム２４の接合面に赤色成分を反射させ青
および緑色成分を透過させるダイクロ膜が形成され、プリズム２１とプリズム２２の接合
面には、青色成分を反射させ緑色成分を透過させるダイクロ膜が形成されている。尚、色
合成プリズムを公知の３つのプリズムより構成しても良い。
【００５９】
第１正レンズ６と高反射ミラー７の間には、絞り（開口絞り）２６が配置されており、図
１の紙面右側には、紙面右側方向から見た場合の絞り２６の形状を示している。
【００６０】
絞り２６は、液晶パネル１６、１８、２０の長辺方向に対して開口２６ａの形状が光軸を
中心に４５度傾いた正方形となっている。液晶パネル１８の中心１８ａから下方向の方位
角を０度とし、時計まわり方向へ回転すると角度が増加するとした場合に、４５度、１３
５度、２２５度および３１５度方向の方位角の照明光学系のＦナンバー（明るさ）が液晶
パネル１８の０度および９０度の方位角のＦナンバーと比較して、大きく（暗く）なるよ
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うに配置されている。
【００６１】
　即ち、液晶パネルのコントラスト -視野角特性におけるコントラストが最も悪い方位３
１５度 の照明光学系のＦナンバーが、コントラスト
-視野角特性におけるコントラストの 良い方位

の照明光学系のＦナンバーより大きくなるようにしている。
【００６２】
　これは、図５に示すように、液晶パネル１８のコントラスト視野角特性が液晶パネルの
方位角の３１５度方向で特に悪い部分があり、照明光学系において、絞り２６から液晶パ
ネル１８まで達する間の光路における反射回数が青色用液晶パネル１６は３回と奇数回反
射であり、緑色用液晶パネル１８は２回と偶数回反射であり異なるため、青色用液晶パネ
ル１６から見た絞り２６は、緑色用液晶パネル１８から見た場合と比較して、絞り２６の
液晶パネルの長辺方向の左右方向が反転してしまう。
【００６３】
　このため、緑色用液晶パネル１８と青色用液晶パネル１６に同じコントラスト視野角特
性の液晶パネルを用いる場合、仮に緑色用液晶パネル１８のコントラスト視野角特性にお
けるコントラストの悪い部分のみを遮光する左右非対称な絞りを設けると、青色用液晶パ
ネル１６にとっては、コントラスト視野角特性におけるコントラストの悪い部分を遮光す
ることができなくなるので、左右対称な開口を有する絞り形状としている。
【００６４】
また、絞り２６から赤色用液晶パネル２０に達するまでに、反射回数は３回と奇数回反射
であり（左右反転）、第４正レンズ１１、第５正レンズ１３、第６正レンズ１９により、
ほぼ等倍結像される（左右上下反転）ため、赤色用の液晶パネル２０に対する絞り２６は
、赤色用の液晶パネル２０から見たときに上下反転されて見える。このため絞り２６は、
液晶パネルの長辺方向を左右方向とした場合、上下方向にも対称な絞り形状としている。
【００６５】
このように、照明光学系の光軸を中心として、左右上下方向に対称な絞り形状とすること
により、各色用の液晶パネルのコントラスト視野角特性の悪い部分からの照明光の入射を
遮断し、どの液晶パネルに対しても、同一の角度で、照明光を入射させることが可能とし
ている。
【００６６】
　これにより、液晶パネルのコントラスト視野角特性が液晶パネルの方位角によって異な
る特性を有していてもコントラストむらや色むらのない黒表示のスクリーン像を得ている
。
【００６７】
また、色合成プリズム４ＰＰは、青色用液晶パネル１６から、不図示のスクリーンまで１
回反射（左右反転）し、かつ投射レンズ２５により投影される（左右上下反転）ので結局
上下方向のみ反転される。緑色用液晶パネル１８から、不図示のスクリーンまで０回反射
（左右反転しない）し、投射レンズ２５により投影される（左右上下反転）ので結局左右
上下反転される。赤色用液晶パネル２０から、不図示のスクリーンまで２回反射（左右反
転しない）し、投射レンズ２５により投影される（左右上下反転）ので結局左右上下反転
される。
【００６８】
よって、本実施形態の絞り２６を使用しないと、青色用液晶パネル１６のみが、他の液晶
パネルと比較して左右反転してしまうので、液晶パネルに方位角によってコントラスト特
性が異なる、コントラスト特性がほぼ同じ特性の液晶パネルを３枚使用する場合に、黒表
示時の光もれが多いスクリーン上の部分が左右反転してしまうため、色むらが生じてしま
う。
【００６９】
より具体的には、図６に示す液晶パネル１８の黒表示時の光漏れが多い点Ｃに対応する不

10

20

30

40

50

(7) JP 3880436 B2 2007.2.14

及びそれが反射された時に重なる方位
相対的に 及びそれが反射された時に重なる

方位



図示のスクリーン上の点は、緑色用の液晶パネル１８が色合成プリズム４ＰＰで０回反射
、赤色用液晶パネル２０が色合成プリズム４ＰＰで２回反射するので、プロジェクター側
から見たとき左上となり、スクリーン上の左上が緑と赤の加色混合により、黄色くなる。
一方青色用の液晶パネル１６は色合成プリズム４ＰＰで、１回反射されるので左右反転さ
れ、黒表示時の光漏れが多い点Ｃに対応するスクリーン上の位置は右上となる。
【００７０】
よって、絞り２６を配置しない場合に、図５に示すようなコントラスト -視野角特性の液
晶パネルを使用した場合には、スクリーンの左上が黄色くなり、右上が青くなる色むらが
発生する。
【００７１】
　図１１は、図１に示した本実施形態の絞り２６の開口部に対応した角度と、液晶パネル
１８のコントラスト視野角特性を重ねた説明図である。さらに、図６に示した液晶パネル
の点Ｃにおける投射レンズの口径食に対応した角度を点線に示す。
【００７２】
　図１２は、図１に示した本実施形態の絞り２６の開口部に対応した角度と、液晶パネル
１８のコントラスト視野角特性を重ねた説明図である。さらに、図６に示した液晶パネル
１８の点Ｄにおける投射レンズの口径食に対応した角度を点線に示す。
【００７３】
　絞り２６により、図１１の投射レンズの口径食に対応する角度を示す点線の内部にある
コントラスト視野角特性の悪い部分からの照明光が遮断されるので、液晶パネルの点Ｃに
おける黒表示時のもれ光が減少し、コントラストむらが減少する。
【００７４】
　図１２では、投射レンズの口径食に対応する角度を示す点線の内部にあるコントラスト
視野角特性の悪い部分の面積が少ないので、絞り２６を入れても、液晶パネル１８の点Ｄ
における黒表示時のもれ光の変化は少ない。
【００７５】
絞り２６を入れることにより、図１１、図１２に示すように、液晶パネル１８の点Ｃと点
Ｄにおける黒表示時のもれ光の量がほぼ同じとなるので、スクリーン画面全域でほぼ同一
のコントラストが得られ、液晶表示範囲内のコントラストむらを減少させることができる
。これにより、各色の液晶パネルにおける、黒表示時の明るさがスクリーン画面内でほぼ
均一になるため、スクリーン像の色むらを減少させている。
【００７６】
　尚、本実施形態において、上記の如き絞りを照明光学系の光路中に設ける代わりに投射
レンズ２５の光路中に（瞳位置に開口絞りとして）設けて投射光学系のＦナンバーが液晶
パネルのコントラスト視野角特性に応じて方位によって異なるようにしても良い。
【００７７】
又、上記の如き絞りを照明光学系と投影光学系の双方の光学系に設けて良い。又、絞りの
開口の形状又は大きさを規制しても良い。又、絞りの代わりにＮＤフィルター等の光学フ
ィルターを用いて、又は、照明光学系又は投射光学系を構成する一部のレンズのレンズ外
径を変えて液晶パネルのコントラスト視野角特性の方位に対応して、照明光学系又は／及
び投射光学系のＦナンバーが異なるようにしても良い。
【００７８】
図２は、本発明の投写型画像表示装置の実施形態２の要部断面図である。
【００７９】
図１の構成とほぼ同様の構成であるが、図１に比べて、本実施形態２は絞り２７の形状が
異なっている。
【００８０】
本実施形態２は図５における、液晶パネルのコントラスト視野角特性の形状にさらに最適
化した、星型の開口２７ａを有する絞り２７を用いている。
【００８１】
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絞り２７の開口２７ａをこのような星型の形状にすることにより、コントラスト視野角特
性の悪い部分の照明光学系のＦナンバーをさらに大きくすることができるので、図１に示
した実施形態１より、さらに、コントラストむらおよび色むらを減少させることができる
。
【００８２】
図３は、本発明の投写型画像表示装置の実施形態３の要部断面図である。
【００８３】
図３の実施形態３は、絞り２８を投射レンズ２５の内部に配置することにより、液晶パネ
ルのコントラスト視野角特性に対応して、投射レンズのＦナンバーの値をかえてコントラ
ストむら、色むらを改善している。絞り２８は、液晶パネル１８の長辺方向に対して斜め
４５度方向のＦナンバーが最も大きくなるように形成されている。
【００８４】
投射レンズ２５および絞り２８は、液晶パネル１８の中心に対して、スクリーン投影像を
投射レンズの光軸より上側に投影するために、ずれて配置されている。
【００８５】
図４は本発明に用いる絞りの概略図である。絞り２９はその開口２９ａが変化するように
絞り板３０ａ、３０ｂを移動させている。
【００８６】
本実施形態の絞り２９は、２枚の絞り板３０ａ、３０ｂにより構成され、紙面上下方向に
移動することにより、開口部２９ａの大きさを変えることができるよう構成している。
【００８７】
　図４は絞り の開口部２９ａの大きさを変える場合を示しているが、大きさ又は／及
び開口形状を変えるようにしても良い。
【００８８】
この２枚の絞り板３０ａ、３０ｂを、照明光学系あるいは、投射レンズのいずれか又は双
方に配置することにより、明るさを重視したいときには、開口部を大きくし、コントラス
トを重視したいときには、開口部を小さくすればよく、明るさとコントラストのバランス
が調整可能となる。
以上説明した実施形態は 3板式のカラー画像を投射する投射型表示装置するものであった
が、本発明は、単板式のモノクロ画像又はカラー画像を投射する投射型表示装置にも適用
できる。
【００８９】
【発明の効果】
例えば液晶パネルを用いて形成した画像を投射するときの同画像の黒表示時のコントラス
トむらおよび色むらを少なくし、良好なる投射像が得られる投射型画像表示装置を達成す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施形態１の要部断面図
【図２】　本発明の実施形態２の要部断面図
【図３】　本発明の実施形態３の要部断面図
【図４】　本発明に用いる絞りの正面図
【図５】　一般的な液晶パネルのコントラスト視野角特性の説明図
【図６】　図５のコントラスト視野角特性に対応した液晶パネルの方向を示す説明図
【図７】　図５のコントラスト視野角特性に、液晶パネルＡ位置における投射レンズの口
径食に対応する角度を重ね合わせた説明図
【図８】　図５のコントラスト視野角特性に、液晶パネルＢ位置における投射レンズの口
径食に対応する角度を重ね合わせた説明図
【図９】　図５のコントラスト視野角特性に、液晶パネルＣ位置における投射レンズの口
径食に対応する角度を重ね合わせた説明図
【図１０】　図５のコントラスト視野角特性に、液晶パネルＤ位置における投射レンズの
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口径食に対応する角度を重ね合わせた説明図
【図１１】　図５のコントラスト視野角特性に、液晶パネルＣ位置における投射レンズの
口径食に対応する角度および絞り２６の開口部に対応する角度を重ね合わせた説明図
【図１２】　図５のコントラスト視野角特性に、液晶パネルＤ位置における投射レンズの
口径食に対応する角度および絞り２６の開口部に対応する角度を重ね合わせた説明図
【符号の説明】
２６、２７、２８　開口絞り
２９、３０　絞り羽根

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 ４ 】
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