
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　白色光を射出する光源部と、
　該光源部から射出された白色光に対して、光軸と垂直な断面内での光量均一化を図るイ
ンテグレータ部と、
　該インテグレータ部からの出力光を集光させる少なくとも１枚のコンデンサレンズから
なる集光部と、
　該集光部を透過した白色光を、青、緑、赤の３色の色成分光に分離する色光分離部と、
　該色光分離部により分離された各色成分光を所定の映像情報に応じてそれぞれ変調する
液晶パネルと、
　該液晶パネルにより変調された各色成分光を合成する色光合成部と、
　該色光合成部により合成された合成光を投影する投影部とを備えてなる液晶プロジェク
タにおいて、
　前記光源部と前記色光分離部との間の光路上に、少なくとも１枚以上のミラーを配設し
、
　該ミラーで反射された反射光の投射範囲を、前記液晶パネルに対して移動可能となるよ
うに、該ミラーを光軸に垂直な面に対して傾動可能に調整し得る傾き調整機構を設けてな
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前記色光分離部は、
前記光源部から射出された白色光から、第１の色成分光を反射もしくは透過させる第１



　

　

　
てなることを特徴と

する液晶プロジェクタ。
【請求項２】
　 記第１および第２の各ミラーで反射された反射光の投射範囲を、それぞれ前記第１お
よび第３の各液晶パネルに対して移動可能となるように、前記各ミラーを光軸に垂直な面
に対して傾動可能に調整し得る傾き調整機構を設けてなることを特徴とする請求項１記載
の液晶プロジェクタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶プロジェクタに関し、詳しくは、光源からの光束をミラーを用いて色分離
光学系に導く液晶プロジェクタに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、液晶プロジェクタの照明系において、照明むらを解消するためにインテグレー
タを利用した光学系を用いる技術が知られている。このインテグレータを利用した光学系
では、インテグレータ自体や光路上に配設されるミラー、レンズなどの製造誤差を考慮し
て、あらかじめ液晶パネルに対して大きめの照明領域を確保し、製造誤差を吸収できるよ
うな設計が行われている。
【０００３】
また、近年高精細度の強い要請から、使用される液晶パネルは、画素数の増加が顕著であ
り、これに伴い投影レンズに対してもより高い解像力が求められるため、使用されるレン
ズ枚数が増える傾向にある。これにより、液晶パネルの開口効率や投影レンズの透過率が
低下するため、スクリーン上での照明効率が低下する傾向にある。
そこで、液晶パネルに対する照明領域のサイズおよび位置を液晶パネルのサイズおよび位
置と略合わせるようにして、照明効率をできるだけ上げる必要がある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このように照明領域のサイズおよび位置を液晶パネルのサイズおよび位置
に一致させようとすると製造誤差による照明領域のずれを調整する必要が生じる。
【０００５】
例えば、液晶パネルと照明領域とのずれを調整する手法として、光源からの白色光が３色
の色成分光に分離される前に白色光が透過するレンズを、光軸と垂直方向に移動させる手
法が考えられる。しかし、この手法では、照明領域位置の調整量に対するレンズの移動量
は略１対１となり、照明領域の位置を調整するためのレンズの移動量が大きくなってしま
い、レンズや照明系全体の大型化を招く。また、大きな駆動力が必要とされるレンズを移
動させるための機構も必要であり、コストアップにつながるという問題もある。
【０００６】
また、スクリーン上での明るさを確保するための手法として、光源の発光量を増加させる
手法が考えられるが、発光量を増加させると消費電力が増大し、またそれに伴って発熱量
も増加するため、熱対策が必要であり実用的ではない。
なお、内視鏡の照明光学系では、照明領域のずれに伴う照明効率の低下を防止するために
、光源とリフレクタとを一緒に移動させたり、集光レンズ全体を移動させたりしている。
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のダイクロイックミラーと、
該第１のダイクロイックミラーで反射もしくは透過された第１の色成分光を反射して第

１の液晶パネルに到達させる第１のミラーと、
該第１のダイクロイックミラーで透過もしくは反射された、前記第１の色成分光の残余

の色成分光のうち第２の色成分光を反射して、第２の液晶パネルに到達させるとともに、
前記残余の色成分光のうち第３の色成分光を透過させる第２のダイクロイックミラーと、

該第２のダイクロイックミラーを透過した前記第３の色成分光を反射して、第３の液晶
パネルに到達させる、少なくとも１つの第２のミラーとから構成され

前



【０００７】
しかし、液晶プロジェクタの照明系や集光レンズは系全体が大きいために、上述したよう
な内視鏡に用いた技術を適用することは困難である。
ところで、インテグレータを経て各液晶パネルに投射される一色光成分の光線の光路を考
えたとき、光路上に存在するレンズの合成焦点距離をｆとし、インテグレータから射出さ
れる当該一色光成分の光線の射出角度をθとすると、当該一色光成分の光線の液晶パネル
上での光線高Ｙは、下記式（１）で表される。
Ｙ≒ｆ・ tan（θ）・・・（１）
【０００８】
ここで、インテグレータから各液晶パネルに投射される光線の光路上であって、集光部よ
りも光源部側に位置するようにミラーを配設し、当該ミラーを角度αだけ傾けたとすると
、液晶パネル上での光線高Ｙは、式（２）で表される。
Ｙ≒ｆ・ tan（θ＋２・α）・・・（２）
【０００９】
各色成分光を合成する合成部（例えばダイクロイックプリズム）の大きさや、液晶パネル
を照明する照明光を明るくしようとすることを考えると、前記式（２）においてｆは、Ｙ
や tan（θ＋２・α）に比較して大きな値となる。したがって、ミラーの傾きの調整量に
対して、液晶パネル上での照明範囲の移動量が大きなものとなり、コンパクトな装置を用
いて効果的に液晶パネルの照明範囲を調整することができる。
【００１０】
また、ミラーを光源部から見てインテグレータおよびレンズの後方に位置させた場合にも
、ｆがＹや tan（θ＋２・α）に比較して大きな値となるので、液晶パネル上での光線高
Ｙは、上記式（２）からｆ・ tan（θ＋２・α）に近似する。したがって、上述した如く
ミラーがレンズよりも光源側にある場合と同様に、ミラーの傾きの調整量に対して、液晶
パネル上での照明範囲の移動量が大きなものとなり、コンパクトな装置を用いて効果的に
液晶パネルの照明範囲を調整することができる。
【００１１】
本発明はこのような事情に鑑みなされたもので、液晶パネルに対する照明領域の位置を簡
易に、かつ効率よく調整して、スクリーン上での明るさを確保し得る液晶プロジェクタを
提供することを目的とするものである。
さらに、本発明は、各色成分光毎の照明領域の位置調整を簡易に、かつ効率よく調整し得
る液晶プロジェクタを提供することも目的とするものである。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明の液晶プロジェクタは、白色光を射出する光源部と、
　該光源部から射出された白色光に対して、光軸と垂直な断面内での光量均一化を図るイ
ンテグレータ部と、
　該インテグレータ部からの出力光を集光させる少なくとも１枚のコンデンサレンズから
なる集光部と、
　該集光部を透過した白色光を、青、緑、赤の３色の色成分光に分離する色光分離部と、
　該色光分離部により分離された各色成分光を所定の映像情報に応じてそれぞれ変調する
液晶パネルと、
　該液晶パネルにより変調された各色成分光を合成する色光合成部と、
　該色光合成部により合成された合成光を投影する投影部とを備えてなる液晶プロジェク
タにおいて、
　前記光源部と前記色光分離部との間の光路上に、少なくとも１枚以上のミラーを配設し
、
　該ミラーで反射された反射光の投射範囲を、前記液晶パネルに対して移動可能となるよ
うに、該ミラーを光軸に垂直な面に対して傾動可能に調整し得る傾き調整機構を設けてな
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てなることを特徴と

するものである。
【００１３】
　また 記第１および第２の各ミラーで反射された反射光の投射範囲を、それぞれ前記
第１および第３の各液晶パネルに対して移動可能となるように、前記各ミラーを光軸に垂
直な面に対して傾動可能に調整し得る傾き調整機構を設けるようにしてもよい。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態について図面を参照しつつ説明する。
図１は、第１の実施形態に係る液晶プロジェクタの構成を示す図である。
【００１５】
図１に示すように、第１の実施形態に係る液晶プロジェクタは、白色光を射出する発光体
１および発光体１からの白色光を反射する放物面鏡からなるリフレクタ２と、発光体１か
ら射出された白色光に対して、光軸と垂直な断面内での光量均一化を図るためのインテグ
レータ３と、インテグレータ３からの出力光を集光させるためのコンデンサレンズ４と、
コンデンサレンズ４で集光された白色光を、青、緑、赤の３色の色成分光に分離するため
の第１ダイクロイックミラー５および第２ダイクロイックミラー６と、第１ダイクロイッ
クミラー５および第２ダイクロイックミラー６により分離された各色成分光を所定の映像
情報に応じてそれぞれ変調する第１液晶パネル７，第２液晶パネル８，第３液晶パネル９
と、各液晶パネル７，８，９により変調された各色成分光を合成するための３色合成プリ
ズム１０と、３色合成プリズム１０により合成された合成光をスクリーン上に結像させる
ための投影レンズ１１とを備えている。
【００１６】
また、図１に示すように、インテグレータ３とコンデンサレンズ４との間の光路上には、
インテグレータ３からの出力光を反射してコンデンサレンズ４へ導くための全反射ミラー
１２が配設されている。
上記放物面鏡よりなるリフレクタ２は、発光体１の発光源を焦点位置とするものであり、
発光体１から発せられた白色光の光軸Ｌｏの後方および外方へ向かう光束の一部を該光軸
Ｌｏに略平行な光束として反射させるものである。
【００１７】
上記インテグレータ３は、発光体１からの光束に対して作用する第２フライアイ３Ａと、
第２フライアイ３Ａからの各光束を各液晶パネル７，８，９上に重畳せしめる第１フライ
アイ３Ｂとを備えてなる。また、第１フライアイ３Ｂの光軸の後方側には、インテグレー
タ３により均一化された光束をＰ偏光とＳ偏光とに分離した後、両偏光を一方の偏光にそ
ろえるとともに、両者を平行光として出力する、光量低下防止を目的として配されたＰＢ
Ｓ１３が設けられている。
【００１８】
なお、上記第１ダイクロイックミラー５および第２ダイクロイックミラー６で色成分光を
分離する態様は、光束の入射方向およびミラーの配設位置を変更することによって種々採
り得るが、本実施形態では、例えば以下の態様によって色成分光を分離する構成となって
いる。
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前記色光分離部は、
前記光源部から射出された白色光から、第１の色成分光を反射もしくは透過させる第１

のダイクロイックミラーと、
該第１のダイクロイックミラーで反射もしくは透過された第１の色成分光を反射して第

１の液晶パネルに到達させる第１のミラーと、
該第１のダイクロイックミラーで透過もしくは反射された、前記第１の色成分光の残余

の色成分光のうち第２の色成分光を反射して、第２の液晶パネルに到達させるとともに、
前記残余の色成分光のうち第３の色成分光を透過させる第２のダイクロイックミラーと、

該第２のダイクロイックミラーを透過した前記第３の色成分光を反射して、第３の液晶
パネルに到達させる、少なくとも１つの第２のミラーとから構成され

、前



すなわち、上記第１ダイクロイックミラー５では、インテグレータ３により均一化され、
ＰＢＳ１３により偏光された光束を、Ｂ成分ＬＢとＧＲ成分ＬＧ、ＬＲとに分離する。ま
た、上記第２ダイクロイックミラー６では、第１ダイクロイックミラー５により分離され
たＧＲ成分ＬＧ、ＬＲを、Ｇ成分ＬＧと、Ｒ成分ＬＲとに分離する。
【００１９】
このようにして分離された各色成分光は、それぞれ対応した色成分光用の液晶パネル７，
８，９へ投射される。
すなわち、図１に示すように、上記第１ダイクロイックミラー５で反射されて分離された
Ｂ成分ＬＢの光路上には、Ｂ成分ＬＢをＢ成分用の画像が表示される第１液晶パネル７に
向けて全反射するための第１ミラー１４と、第１ミラー１４により反射されたＢ成分ＬＢ
を平行光とするためのフィールドレンズ１５とが配設されていて、Ｂ成分ＬＢが第１液晶
パネル７に投射される。
【００２０】
また、図１に示すように、上記第２ダイクロイックミラー６で反射されて分離されたＧ成
分ＬＧの光路上には、Ｇ成分ＬＧを平行光とするためのフィールドレンズ１６が配設され
ており、Ｇ成分ＬＧは、Ｇ成分用の画像が表示される第２液晶パネル８に投射される。
【００２１】
さらに、図１に示すように、上記第２ダイクロイックミラー６を透過して分離されたＲ成
分ＬＲの光路上には、Ｒ成分ＬＲをＲ成分用の画像が表示される第３液晶パネル９に向け
て全反射するための第２ミラー１７および第３ミラー１８と、第２ダイクロイックミラー
６により分離されたＲ成分ＬＲを平行光とするためのフィールドレンズ１９，２０とが配
設されていて、Ｒ成分ＬＲが第３液晶パネル９に投射される。
【００２２】
なお、上記投影光学系においては、３色合成プリズム１０に至るまでの光路長はＲ成分Ｌ
Ｒのみが異なるが、第２ミラー１７と第３ミラー１８との間にはリレーレンズ２１が配設
されており、このリレーレンズ２１により、Ｒ成分ＬＲの光路長をがＢ成分ＬＢおよびＧ
成分ＬＧの光路長と見かけ上同等となるように補正するものである。
【００２３】
また、上記３色合成プリズム１０はクロスプリズムであり、Ｂ成分ＬＢに対して反射する
ダイクロイック面１０Ｂと、Ｒ成分ＬＲに対して反射するダイクロイック面１０Ｒとを有
するものである。
上記全反射ミラー１２と、第１ミラー１４、第２ミラー１７、第３ミラー１８には、各ミ
ラー１２，１４，１７，１８で反射された光束の投影範囲を、各液晶パネル７，８，９に
対して移動可能となるように、各ミラー１２，１４，１７，１８を光軸に垂直な面に対し
て傾斜させるための傾き調整機構がそれぞれ設けられている。
【００２４】
この傾き調整機構の第１の例を図面を参照しつつ説明する。
図２は、第１の例に係る傾き調整機構２２の構成を示す図であり、図２（Ａ）はその正面
図、図２（Ｂ）はその縦断面図である。
なお、図２（Ａ）、（Ｂ）においては、ミラーの例として全反射ミラー１２を用いて説明
するが、第１～第３ミラー１４，１７，１８においても同様の構成により傾きを調整する
ことができる。
【００２５】
図２（Ａ）、（Ｂ）に示すように、第１の例に係る傾き調整機構２２は、全反射ミラー１
２を保持するミラー保持枠２３に設けられており、全反射ミラー１２の下部のほぼ中央を
支持する下側支持部材２４と、全反射ミラー１２の上部の左右端部をそれぞれ支持する左
右一対の上側支持部材２５と、各支持部材２４，２５に向かって全反射ミラー１２をそれ
ぞれ押し付けるバネ２６，２７とを備えている。
【００２６】
上記下側支持部材２４は、ミラー保持枠２３の下面から上方に向かって突設した円柱状の
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部材からなり、外周面が全反射ミラー１２の一側面に線で当接することにより、全反射ミ
ラー１２の下部のほぼ中央を支持している。また、下側支持部材２４が当接する全反射ミ
ラー１２の他側面には、保持枠２３に一端側が固定されたバネ２６の他端側が当接してお
り、このバネ２６により全反射ミラー１２が下側支持部材２４に押し付けられている。
【００２７】
上記各上側支持部材２５は、全反射ミラー１２の一側面に当設して全反射ミラー１２を支
持する調整板２８と、調整板２８をミラー保持枠２３に固定する固定部材２９とを備えて
いる。
上記調整板２８は、断面略Ｌ字状の板材からなり、保持枠２３の上面に沿って光軸方向に
移動可能なスライド片２８Ａと、スライド片２８Ａから下方に向かって延設されて、全反
射ミラー１２の一側面に当接する当接片２８Ｂとからなる。また、スライド片２８Ａには
固定部材２９が遊嵌する調整孔２８Ｃが設けられており、当接片２８Ｂには全反射ミラー
１２の一側面に向かって突出する半球状の凸部２８Ｄが設けられている。
【００２８】
一方、上記固定部材２９は、保持枠２３の上面に向かって突出するビス固定部２９Ａと、
ビス固定部２９Ａのビス穴に螺着するビス２９Ｂとを備えている。なお、このビス固定部
２９Ａが調整板２８の調整孔２８Ｃ内に遊嵌されることにより、調整孔２８Ｃの範囲内で
調整板２８が全反射ミラー１２に対して光軸方向に移動可能となっている。また、各上側
支持部材２５に当接する全反射ミラー１２の他側面には、保持枠２３に一端側が固定され
たバネ２７の他端側が当接しており、このバネ２７により全反射ミラー１２が各上側支持
部材２５に押し付けられている。
【００２９】
上側支持部材２５は、調整板２８の調整孔２８Ｃ内に、固定部材２９のビス固定部２９Ａ
を嵌まり込ませるとともに、全反射ミラー１２の一側面に凸部２８Ｄを当接させ、スライ
ド片２８Ａとビス２９Ｂの頭部との間にワッシャ２９Ｃを介在させて、ビス２９Ｂをビス
固定部２９Ａに螺着することにより、ミラー保持枠２３に組み付けることができる。
また、上記傾き調整機構２２により全反射ミラー１２の傾きを調整するには、左右の上側
支持部材２５のビスを緩め、各調整板２８を独立して、整孔２８Ｃの範囲内で全反射ミラ
ー１２に対して前後させ、全反射ミラー１２が所望の傾きとなったところでビス２９Ｂを
ビス固定部２９Ａに螺着して、調整板２８を保持枠２３に固定すればよい。
【００３０】
このようにして全反射ミラー１２の傾きを調整することにより、第１ダイクロイックミラ
ー５および第２ダイクロイックミラー６により分離されて各液晶パネル７，８，９に投射
される光束スポットの位置を移動させることができ、各液晶パネル７，８，９を効率よく
照明することができる。また、第１～第３ミラー１４，１７，１８の傾きを独立して調整
することにより、各液晶パネル７，８，９に投射される各色成分光の光スポットの位置を
個別に移動させることができ、各色成分光の光学系毎にズレが生じている場合でも各液晶
パネル７，８，９を効率よく照明することができる。
【００３１】
本実施形態の液晶プロジェクタにおいては、上記第１の例に係る傾き調整機構２２に代え
て、これと同等の機能を有する、例えば図３、図４に示す第２、第３の例のものを採用す
ることが可能である。
図３は、第２の例に係る傾き調整機構３０の構成を示す図であり、図３（Ａ）はその平面
図、図３（Ｂ）はその縦断面図である。また、図４は、第３の例に係る傾き調整機構３５
の構成を示す図であり、図４（Ａ）は平面図、図４（Ｂ）は縦断面図である。
【００３２】
図３（Ａ）、（Ｂ）に示す第２の例に係る傾き調整機構３０では、第１の例に係る傾き調
整機構２２の下側支持部材２４および左右の上側支持部材２５に相当する部材が、スパイ
ラルワッシャ３１と、このスパイラルワッシャ３１を保持枠２３に固定するワッシャ固定
部３２とから構成される。
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上記スパイラルワッシャ３１は、外周面が径方向に沿って徐々に拡径するようになってい
て、回転中心にビス３２Ａを挿通するためのビス挿通孔３１Ａが設けられている。また、
スパイラルワッシャ３１の上面には、ビス挿通孔３１Ａに挿通したビス３２Ａの頭部を埋
没させる円筒部３１Ｂが設けられており、この円筒部３１Ｂの上側壁部には、直径方向に
一対の凹部３１Ｃが設けられている。
【００３３】
一方、上記ワッシャ固定部３２は、全反射ミラー１２を保持する保持枠２３に設けられて
いて、それぞれスパイラルワッシャ３１を固定するビス３２Ａを螺着することができるよ
うになっている。なお、ワッシャ固定部３２を設ける位置は、全反射ミラー１２の下部の
ほぼ中央にスパイラルワッシャ３１の外周面が当接可能な位置と、全反射ミラー１２の上
部の左右両端部にスパイラルワッシャ３１の外周面が当接可能な位置との合計３カ所の位
置である。また、図示されてはいないが、上記した第１の例に係る傾き調整機構２２と同
様に、各スパイラルワッシャ３１に向かって全反射ミラー１２をそれぞれ押し付けるバネ
が設けられている。
【００３４】
上記第２の例に係る傾き調整機構３０により全反射ミラー１２の傾きを調整するには、各
スパイラルワッシャ３１をワッシャ固定部３２に固定しているビス３２Ａを緩め、各スパ
イラルワッシャ３１を回転させて、全反射ミラー１２が所望の傾きとなったところでビス
３２Ａを各ワッシャ固定部３２に螺着して、各スパイラルワッシャ３１を保持枠２３に固
定すればよい。
【００３５】
この図３に示す第２の例の傾き調整機構３０においても、図２に示す第１の例の傾き調整
機構２２と同様の作用効果を得ることができ、各ミラー１２，１４，１７，１８で反射さ
れた反射光の光スポットの投射位置を、それぞれ対応する各液晶パネル７，８，９に対し
て移動可能となるよう、各ミラー１２，１４，１７，１８を光軸に垂直な面に対して傾斜
させることにより、各液晶パネル７，８，９を効率よく照明することができる。また、ス
パイラルワッシャ３１により各ミラー１２，１４，１７，１８の傾きを調整しているので
、各ミラー１２，１４，１７，１８の傾きを微調整することが可能となる。
【００３６】
この第２の例に係る傾き調整機構３０において、スパイラルワッシャ３１を回転させる治
具３３を、図５を参照しつつ説明する。
図５は、治具３３を示す図であり、図５（Ａ）はその一部斜視図、図５（Ｂ）はその縦断
面図である。
図５（Ａ）、（Ｂ）に示すように、スパイラルワッシャ３１を回転させる治具３３は、内
部にドライバ３４の軸部を挿通可能な円筒状をなしており、下端側壁部には、径方向に対
向して、スパイラルワッシャ３１の一対の凹部３１Ｃに嵌合する一対の凸片３３Ａが設け
られている。
【００３７】
上記治具３３によりスパイラルワッシャ３１を回転させるには、まず治具３３の凸片３３
Ａをスパイラルワッシャ３１の凹部３１Ｃに係合させるとともに、内部にドライバ３４の
軸部を挿通して、ドライバ３４の先端部をビス３２Ａの頭部に係合させる。この状態で治
具３３を固定して、ドライバ３４を回転させることによりビス３２Ａを緩めた後、治具３
３を回転させて、全反射ミラー１２が所望の傾きとなるようにスパイラルワッシャ３１を
回転させる。全反射ミラー１２が所望の傾きとなったならば、治具３３を固定し、ドライ
バ３４を回転させることによりビス３２Ａを締め付けて、スパイラルワッシャ３１を固定
する。
【００３８】
この治具３３を用いることにより、スパイラルワッシャ３１を所望の回転位置に回転させ
ることができ、全反射ミラー１２の傾き調整を容易に行うことができる。
【００３９】
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図４（Ａ）（Ｂ）に示す第３の例に係る傾き調整機構３５は、上記第２の例に係る傾き調
整機構３０と比較して、全反射ミラー１２の下部を支持する部材として、上記第１の例に
係る傾き調整機構２２の下側支持部材２４と同様の円柱状の部材を用いた点が異なってお
り、その他の機構は上記第２の例に係る傾き調整機構３０と同様である。
したがって、上記第１、第２の例に係る傾き調整機構２２，３０と同様の機能を有する部
材には同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
【００４０】
この第３の例に係る傾き調整機構３５では、スパイラルワッシャ３１を回転させることに
より、全反射ミラー１２の傾きを調整することができる。
また、スパイラルワッシャ３１を回転させる治具３３は、上記第２の例に係る傾き調整機
構２２と同様のものを使用することができる。
【００４１】
この図４に示す第２の例の傾き調整機構３５においても、図３に示す第１の例の傾き調整
機構２２と同様の作用効果を得ることができ、各ミラー１２，１４，１７，１８で反射さ
れた反射光の光スポットの投射位置を、それぞれ対応する各液晶パネル７，８，９に対し
て移動可能となるよう、各ミラー１２，１４，１７，１８を光軸に垂直な面に対して傾斜
させることにより、各液晶パネル７，８，９を効率よく照明することができる。
【００４２】
液晶プロジェクタの構成は、上記第１の実施形態のものに限られず、光源部から色光分離
部までの構成を変更することにより、例えば図６～図９に示す態様のものに変更が可能で
ある。各態様の液晶プロジェクタにおいても、全反射ミラー１２および第１～第３ミラー
１４，１７，１８に対して、上記傾き調整機構２２（３０，３５）が設けられている。
【００４３】
なお、以下の各実施形態に係る液晶プロジェクタの説明においては、上記第１の実施形態
に係る液晶プロジェクタと同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明
を省略する。
【００４４】
図６は上記第２の実施形態に係る液晶プロジェクタの構成を示す図、図７は第３の実施形
態に係る液晶プロジェクタの構成を示す図、図８は第４の実施形態に係る液晶プロジェク
タの構成を示す図、図９は第５の実施形態に係る液晶プロジェクタの構成を示す図である
。
【００４５】
図６に示すように、第２の実施形態に係る液晶プロジェクタは、上記第１の実施形態に係
る液晶プロジェクタと比較して、全反射ミラー１２を、第２フライアイ３Ａと第１フライ
アイ３Ｂとの間の光路上に配設した点が異なっており、その他の構成は上記第１の実施形
態に係る液晶プロジェクタと略同様である。
この第３の実施形態に係る液晶プロジェクタでは、全反射ミラー１２と、第１～第３ミラ
ー１４，１７，１８に傾き調整機構２２（３０，３５）が設けられている。
【００４６】
図７に示すように、第３の実施形態に係る液晶プロジェクタは、上記第１の実施形態に係
る液晶プロジェクタと比較して、コンデンサレンズ４を全反射ミラー１２の前段に配設し
、第２フライアイ３Ａと第１フライアイ３Ｂとの間の光路上にさらに全反射ミラー１２Ａ
を配設し、ＰＢＳ１３を省略した点が異なっており、その他の構成は上記第１の実施形態
に係る液晶プロジェクタと略同様である。この第３の実施形態に係る液晶プロジェクタで
は、全反射ミラー１２と、第１～第３ミラー１４，１７，１８に傾き調整機構２２（３０
，３５）が設けられている。
【００４７】
図８に示すように、第４の実施形態に係る液晶プロジェクタは、上記第１の実施形態に係
る液晶プロジェクタと比較して、コンデンサレンズ４を全反射ミラー１２の前段に位置さ
せるとともに、このコンデンサレンズ４を第１フライアイ３Ｂと一体に設け、ＰＢＳ１３
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を省略した点が異なっており、その他の構成は上記第１の実施形態に係る液晶プロジェク
タとほぼ同様である。
この第４の実施形態に係る液晶プロジェクタでは、全反射ミラー１２と、第１～第３ミラ
ー１４，１７，１８に傾き調整機構２２（３０，３５）が設けられている。
【００４８】
図９に示すように、第５の実施形態に係る液晶プロジェクタは、上記第１の実施形態に係
る液晶プロジェクタと比較して、第１フライアイ３Ｂの後段にＰＢＳ１３とコンデンサレ
ンズ４Ａとをこの順番で一体に設け、第２ミラー１７と第３ミラー１８との間の光路上に
２枚のリレーレンズ２１，２１を配設した点が異なっており、その他の構成は上記第１の
実施形態に係る液晶プロジェクタとほぼ同様である。
この第５の実施形態に係る液晶プロジェクタでは、全反射ミラー１２と、第１～第３ミラ
ー１４，１７，１８に傾き調整機構２２（３０，３５）が設けられている。
【００４９】
上記第２～第５の実施形態に係る液晶プロジェクタにおいても、傾き調整機構２２（３０
，３５）により各ミラー１２，１４，１７，１８の傾きを調整することにより、各液晶パ
ネル７，８，９に対する照明領域のずれを解消して、コンパクトで明るい液晶プロジェク
タとすることができる。
【００５０】
なお、上記各傾き調整機構２２（３０，３５）による各ミラー１２，１４，１７，１８の
傾き調整において、オペレータがスクリーン上の映像を視覚的に判断して、各色成分のず
れに基づいて手動で各ミラー１２，１４，１７，１８の傾きを調整してもよいし、あるい
は、色光の検出機構を設けておき、この検出機構からの検出結果をフィードバック制御す
ることにより、各ミラー１２，１４，１７，１８の傾きを自動的に調整する機構を設ける
ようにしてもよい。
なお、上記実施形態では４つのミラー１２，１４，１７，１８に傾き調整機構２２，３０
，３５を設けているが、２つのミラー１７，１８のうち一つを省略してもよいし、各液晶
パネル７，８，９毎の照明領域のズレが無視できるのであれば、ミラー１２にのみ傾き調
整機構を設けるようにしてもよい。
【００５１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の液晶プロジェクタによれば、傾き調整機構によりミラーの
傾きを調整し、液晶パネル位置に対する照明領域のずれを解消することにより、最小の光
スポットで効率よく液晶パネルを照明することができる。これにより、コンパクトで明る
い省電力の液晶プロジェクタとすることができる。さらに、本発明の液晶プロジェクタに
よれば、各色成分光を反射するミラーに傾き調整機構を設けることにより、各色成分光に
対応する各液晶パネルの照明領域毎のずれを解消することで、さらに効率よく液晶パネル
を照明することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施形態に係る液晶プロジェクタの構成を示す図
【図２】（Ａ）は第１の実施形態に係る傾き調整機構の構成を示す正面図、（Ｂ）はその
縦断面図
【図３】　（Ａ）は他の例による傾き調整機構の構成を示す平面図、（Ｂ）はその縦断面
図
【図４】（Ａ）はさらに他の例による傾き調整機構の構成を示す平面図、（Ｂ）はその縦
断面図
【図５】（Ａ）はスパイラルワッシャを回転させる治具を示す斜視図、（Ｂ）はその縦断
面図
【図６】第２の実施形態に係る液晶プロジェクタの構成を示す図
【図７】第３の実施形態に係る液晶プロジェクタの構成を示す図
【図８】第４の実施形態に係る液晶プロジェクタの構成を示す図
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【図９】第５の実施形態に係る液晶プロジェクタの構成を示す図
【符号の説明】
１　発光体
２　リフレクタ
３　インテグレータ
３Ａ　第２フライアイ
３Ｂ　第１フライアイ
４　コンデンサレンズ
５　第１ダイクロイックミラー
６　第２ダイクロイックミラー
７　第１液晶パネル
８　第２液晶パネル
９　第３液晶パネル
１０　３色合成プリズム
１１　投影レンズ
１２　全反射ミラー
１４　第１ミラー
１７　第２ミラー
１８　第３ミラー
１５，１６，１９，２０　フィールドレンズ
２１　リレーレンズ
２２，３０，３５　傾き調整機構
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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