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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、偏光方向を変換する機能を有したライトバルブと、該ライトバルブに前記光源
からの光を効率よく照明する手段と、前記ライトバルブによって変調された映像光を投影
する手段とで構成される投影装置において、
　光源からの照明光を、積層リターデーションフィルムに入射させ、該積層リターデーシ
ョンフィルムを通過後の光のうち、偏光方向が変化しない成分光と、偏光方向が変化した
成分光を、偏光ビームスプリッタにより光路を２分割し、２分割された一方の光を第一の
ライトバルブへの照明光とし、他方の光を色分離素子に導き、該色分離素子により２色に
分離し、その２色に分割されたそれぞれの光を、第二および第三のライトバルブへの照明
光とし、第一から第三のライトバルブによりカラー画像を形成し、それぞれの変調された
映像光を合成する手段と、投影手段によってスクリーン上に画像形成することを特徴とし
、且つ、第一のライトバルブと偏光ビームスプリッタとの間に、第一のライトバルブへと
入射する色光以外の色光を除去するカラーフィルターを配置し、かつ、第二のライトバル
ブと色分離素子、及び／又は、第三のライトバルブと色分離素子との間に、第二及び／又
は第三のライトバルブへと入射する色光以外の色光を除去するカラーフィルターを配置し
たことを特徴とする投影装置。
【請求項２】
　請求項１記載の投影装置において、
　前記カラーフィルターとして、ダイクロイックフィルターを用いたことを特徴とする投
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影装置。
【請求項３】
　請求項２記載の投影装置において、
　前記ダイクロイックフィルターとして、色分離素子の照明光出射面の少なくとも一箇所
以上にダイクロイック膜を形成したことを特徴とする投影装置。
【請求項４】
　請求項２記載の投影装置において、
　前記ダイクロイックフィルターとして、偏光ビームスプリッタにより２分割された光束
のうち、第一のライトバルブへ向かう光束が出射する偏光ビームスプリッタの出射面にダ
イクロイック膜を形成したことを特徴とする投影装置。
【請求項５】
　請求項１～４のうちの何れか一つに記載の投影装置において、
　第一のライトバルブと偏光ビームスプリッタの間に全反射プリズムを配置したことを特
徴とする投影装置。
【請求項６】
　請求項５記載の投影装置において、
　全反射プリズムの全反射面に、ダイクロイック膜を形成したことを特徴とする投影装置
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、スクリーン上にカラー画像を投影する投影装置に係り、特に、偏光していない
自然光やランプの光を３色に分離し、それぞれ分離された光の偏光方向を制御する手段、
例えば液晶素子からなるライトバルブを駆動することで、液晶を通過する際、あるいは反
射する際に偏光方向を変換して、光のスイッチング制御を行うことで、３色の画像をそれ
ぞれ形成し、その単色で形成された３色の画像を再び色合成し、カラー画像として投影す
る投影装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、投影装置として、明るく、照度が均一で、色再現性の優れた像を投影できる液晶プ
ロジェクターが知られており、この液晶プロジェクターを、より小さく、低コストで実現
するために様々な光学系の工夫がなされている。これまでは、透過型液晶素子を用いて改
良が重ねられていたが、より高解像で高効率な反射型液晶素子を用いた液晶プロジェクタ
ーが実用化されている。
従来の投影装置の概略は、光源からでた光が液晶素子（ＬＣＤ）からなるライトバルブの
直前のコンデンサーレンズで投射レンズの絞りに集光されるように配置された照明系を用
いたものが一般的であり、この照明系からの照明光は、カラー表示のためにダイクロイッ
クミラーで赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の３原色の光に分離され、ライトバルブの３枚
の液晶素子で変調を受けた後、再びダイクロイックミラーで合成されて投射レンズ（投影
レンズ）で投影される光学系となっている。
【０００３】
従来、液晶素子をライトバルブとして使う場合、偏光を利用している。照明光は自然偏光
で様々な方向の偏光成分を含んでいるが、一方向の偏光方向に揃えて偏光度を向上させた
後、照明光を３色分離させ、各色それぞれを色と対応したパネル状の液晶素子（液晶パネ
ル）へ照射している。
ここで、従来の反射型液晶投影装置（反射型液晶プロジェクター）における液晶素子を用
いたライトバルブ（液晶ライトバルブ）の動作原理を図８に示す。図８に示すように、偏
光ビームスプリッタ（ＰＢＳ）７０で選択されたＳ偏光は全反射の場合、反射型液晶素子
７１でＰ偏光となって偏光ビームスプリッタ７０を透過し、図示しない投射レンズに導か
れ、反射させない全黒の場合は偏光ビームスプリッタ７０により光源に戻ることになる。
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従って、Ｒ、Ｇ、Ｂの３色に対応した３つの液晶ライトバルブを用い、それぞれの反射光
を再びダイクロイックミラーなどを用いて色合成を行い、投射レンズでスクリーン上に像
形成するのが従来の反射型液晶プロジェクターの一般的な構成である。
【０００４】
また、従来の透過型液晶素子を用いた色合成方法の一例を図９に示す。図９においては、
３組の液晶パネル８１，８２，８３とコンデンサレンズ８４，８５，８６を、クロスのダ
イクロイック膜８０ａ，８０ｂが形成されたプリズム８０の３面に対向して配置し、残る
１面に対向して投射レンズ８７を配置する。そして、一方向の偏光成分の照明光を３色分
離して、それぞれを透過型の液晶パネル８１，８２，８３を透過させ、その際に光のスイ
ッチングを行い、クロスのダイクロイック膜８０ａ，８０ｂが形成されたプリズム８０を
通して３色の光を合成し、投射レンズ８７で投影する方式である。
【０００５】
以上のような、従来からある液晶素子を用いた投影装置（液晶プロジェクター）は、偏光
を扱うため、照明光の偏光度の向上が必須となる。光源は自然偏光の光源であるため、あ
る一方向の偏光成分を向上する素子が必要となる。光源は自然偏光の光源であるため、一
方向の偏光成分を抽出したとして、理想的な偏光板と検光子を組み合わせても原理的に５
０％の光量しか利用できない。実際には透過率を考慮すると光量の利用率はさらに低下す
る。そこで光源から供給された光を単一偏光に変換することが行われている。この光源か
ら供給された光を単一偏光に変換する方法としては、複数の方法が提案されているが、現
在は偏光ビームスプリッタ（ＰＢＳ）と１／２波長板を組み合わせた方法が採用されてい
る（特開平１１－１４２７９２号公報等）。
その従来の偏光変換器の原理図を図１０に示す。図１０において、偏光ビームスプリッタ
アレイ（ＰＢＳアレイ）８８の中には複数の偏光分離膜８９が設けられており、偏光分離
膜８９ではＰ波（Ｐ偏光）は透過され、Ｓ波（Ｓ偏光）のみが反射され、反射したＳ波（
Ｓ偏光）は１／２波長板９０に入射し、振動方向を９０°回すことでＰ波（Ｐ偏光）とな
り、従来は捨てていたＳ波（Ｓ偏光）をＰ波（Ｐ偏光）に変換して有効に利用することが
できるようになる。
【０００６】
また、カラー分離方法についても、クロスプリズムやダイクロイックミラーを用いた方法
等、様々な方法が提案されているが、特表平１１－５０４４４１号公報に記載されている
積層リターデーションフィルムを用いた色分解、合成方法が提案され、これを用いた新し
いプロジェクターがＵＳＰ６１３０９１や、日経マイクロデバイス　２０００年８月号　
ｐ１８４に開示されている。
【０００７】
この従来技術の一実施例の概略を図１１に示す。図１１に示すように、この液晶プロジェ
クターは、図示しない照明装置と、４つの偏光ビームスプリッタ（ＰＢＳ）９１，９２，
９３，９４と、緑、赤、青用の３枚の反射型液晶パネル９５，９６，９７と、２種の積層
リタデーションフィルム（色偏光子）９８，９９と、偏光板１００と、投射レンズ１０１
を備えた構成である。図示しない照明装置からの照明光はまず、第一の積層リタデーショ
ンフィルム９８に入射し、緑の帯域だけが９０度偏光方向を変換され、第一のＰＢＳ９１
により、緑と、緑の補色（マゼンタ）が分離され、緑は第二のＰＢＳ９２で反射され緑用
の液晶パネル９５で変調される。マゼンタは第二の積層リタデーションフィルム９９によ
り赤の波長帯域のみ９０度偏光方向を変えられて、第三のＰＢＳ９３で反射され、赤用の
液晶パネル９６へ入射されて変調される。青は第三のＰＢＳ９３では透過し、青用の液晶
パネル９７に照射され変調される。そして、各色用の液晶パネル９５，９６，９７で変調
された各色の光は第四のＰＢＳ９４を介して合成され、偏光板１００を通過して投射レン
ズ１０１で投影される。
ここで、図８を参照して説明したように、白あるいは黒表示は、投射レンズ側へ向かうか
、照明光源側に戻すかを、各液晶パネル９５，９６，９７により偏光方向を制御すること
により制御する構成である。
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【０００８】
以上のような積層リターデーションフィルムを使った従来例は、これまでにない新規な色
分離方法を用いた液晶プロジェクターであるが、偏光ビームスプリッタ（ＰＢＳ）を数多
く使用しているため、重量的にも重くなってしまわざるを得ない。
尚、上記の構成の他、ＰＢＳとダイクロイックプリズムと、スペーサを使ったシステムも
提案されている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
上述したような構成の投影装置は、積層リターデーションフィルムとＰＢＳを用いて色分
離を行っているため、次のような課題がある。
入射光の偏光度が低いと、所望の偏光成分以外の偏光成分光線によって、色分離が高精度
に行われなくなる。つまり、色の純度が低下することとなる。従来例では、直線偏光子を
入射光に挿入して、所望の偏光成分の比率を向上させる手段を用いて色純度を保つように
しているが、偏光子の特性がよくない場合は、その性能がカラーバランスなどに影響して
くる。
【００１０】
ここで、図１２は、積層リターデーションフィルムとＰＢＳを用いて色分離を行う光学系
において、偏光度が低くなった場合に発生する課題を説明した図である。
図１２において、例えば、積層リターデーションフィルム１０２にＰ偏光とＳ偏光の比が
０．９５：０．０５の照明光Ｗが入射したとする。このとき積層リターデーションフィル
ム１０２が緑帯域（Ｇ帯域）のみの偏光方向を９０度回転させ、その他の帯域（以下、Ｍ
帯域という）は変換されずに透過するＧ／Ｍタイプで構成されていたとすると、積層リタ
ーデーションフィルム１０２を透過後は、Ｇ帯域は、
Ｐ偏光：Ｓ偏光＝ ０．０５：０．９５
の偏光成分を持ち、Ｍ帯域は、
Ｐ偏光：Ｓ偏光＝ ０．９５：０．０５
の偏光成分を持つことになる。偏光ビームスプリッタ（ＰＢＳ）１０３により、透過する
方向に分離される光は、Ｐ偏光成分を持つ大部分のＭ帯域の光に若干のＧ帯域の色が混じ
ることとなる。また、ＰＢＳ１０３により反射する方向に分離される光は、Ｓ偏光成分を
持つ大部分のＧ帯域の色にＭ帯域の色が混じることとなる。
以上のように、積層リターデーションフィルムとＰＢＳを用いて色分離を行う光学系にお
いては、偏光度が低くなると色純度が低下するという不具合が発生することとなる。
【００１１】
本発明は上記事情に鑑みなされたものであり、積層リターデーションフィルムとＰＢＳを
用いて色分離を行う光学系を用いた投影装置における上述の課題を解決し、入射光の偏光
度に影響されない、高い色純度を有し、カラーバランスのよい、高画質な画像をスクリー
ンに投影することができる投影装置を実現することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するための手段として、請求項１に係る発明は、光源と、偏光方向を変
換する機能を有したライトバルブと、該ライトバルブに前記光源からの光を効率よく照明
する手段と、前記ライトバルブによって変調された映像光を投影する手段とで構成される
投影装置において、光源からの照明光を、積層リターデーションフィルムに入射させ、該
積層リターデーションフィルムを通過後の光のうち、偏光方向が変化しない成分光と、偏
光方向が変化した成分光を、偏光ビームスプリッタにより光路を２分割し、２分割された
一方の光を第一のライトバルブへの照明光とし、他方の光を色分離素子に導き、該色分離
素子により２色に分離し、その２色に分割されたそれぞれの光を、第二および第三のライ
トバルブへの照明光とし、第一から第三のライトバルブによりカラー画像を形成し、それ
ぞれの変調された映像光を合成する手段と、投影手段によってスクリーン上に画像形成す
ることを特徴とし、且つ、第一のライトバルブと偏光ビームスプリッタとの間に、第一の



(5) JP 4658368 B2 2011.3.23

10

20

30

40

50

ライトバルブへと入射する色光以外の色光を除去するカラーフィルターを配置し、かつ、
第二のライトバルブと色分離素子、及び／又は、第三のライトバルブと色分離素子との間
に、第二及び／又は第三のライトバルブへと入射する色光以外の色光を除去するカラーフ
ィルターを配置したことを特徴とするものである。
【００１３】
請求項２に係る発明は、請求項１記載の投影装置において、前記カラーフィルターとして
、ダイクロイックフィルターを用いたことを特徴とするものである。
また、請求項３に係る発明は、請求項２記載の投影装置において、前記ダイクロイックフ
ィルターとして、色分離素子の照明光出射面の少なくとも一箇所以上にダイクロイック膜
を形成したことを特徴とするものである。
さらに、請求項４に係る発明は、請求項２記載の投影装置において、前記ダイクロイック
フィルターとして、偏光ビームスプリッタにより２分割された光束のうち、第一のライト
バルブへ向かう光束が出射する偏光ビームスプリッタの出射面にダイクロイック膜を形成
したことを特徴とするものである。
【００１４】
請求項５に係る発明は、請求項１～４のうちの何れか一つに記載の投影装置において、第
一のライトバルブと偏光ビームスプリッタの間に全反射プリズムを配置したことを特徴と
するものである。
また、請求項６に係る発明は、請求項５記載の投影装置において、全反射プリズムの全反
射面に、ダイクロイック膜を形成したことを特徴とするものである。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の構成、動作および作用について、図示の実施例に基づいて詳細に説明する
。
【００１６】
（実施例１）
図１は本発明の一実施例を示す投影装置の概略構成図である。図１において、符号１は積
層リターデーションフィルム、２は内部に偏光分離膜（ＰＢＳ膜）２ａを有する偏光ビー
ムスプリッタ（ＰＢＳ）、３は内部に色分離膜（ダイクロイック膜）３ａを有するダイク
ロイックプリズム、４は緑色（Ｇ）用のカラーフィルター、５は赤色（Ｒ）用のカラーフ
ィルター、６は緑色（Ｇ）用のライトバルブ（第一のライトバルブ）、７は赤色（Ｒ）用
のライトバルブ（第二のライトバルブ）、８は青色（Ｂ）用のライトバルブ（第三のライ
トバルブ）、９は投射レンズ（投影レンズ）である。
尚、光源と、光源からの光を照明光とする手段（例えば、インテグレータ光学系や、コン
デンサーレンズ等）などの照明系の図示は省略している。
【００１７】
図１に示す投影装置においては、積層リターデーションフィルム１と、ＰＢＳ２を備え、
このＰＢＳ２のＰＢＳ膜２ａは、積層リターデーションフィルム１を通過後の光のうち、
Ｐ偏光を透過させ、Ｓ偏光を反射させて、２色に分離する。そして２分割された一方を第
一のライトバルブ６への照明光とし、他方を色分離素子、例えばダイクロイックプリズム
３のダイクロイック膜３ａによりさらに２色に分離し、第二及び第三のライトバルブ７，
８への照明光としている。
第一から第三のライトバルブ６，７，８には、反射型の液晶パネルなどが用いられている
。第一から第三のライトバルブ６，７，８により、映像信号に応じて偏光方向を切り替え
てＧ，Ｒ，Ｂの各色の画像を形成し、それぞれの変調された映像光は、再びダイクロイッ
クプリズム３、ＰＢＳ２を通過して合成される。第一から第三のライトバルブ６，７，８
を構成する液晶パネルにより偏光方向を変化させると、各ライトバルブ６，７，８により
それぞれ変調された映像光は、ＰＢＳ２を通過して投射レンズ９へと導かれ、図示しない
スクリーン上へ投影される。
【００１８】
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ここで、図１に示す構成の投影装置では、第一のライトバルブ６とＰＢＳ２の間、第二の
ライトバルブ７とダイクロイックプリズム３の間等に、カラーフィルター４，５を配置し
たことを特徴としている（請求項１）。
カラーフィルター４，５は、各ライトバルブ（液晶パネル）へ照明光として３色に対応し
た各色の主波長成分が、それ以外の波長に比べて透過率を高くしたカラーフィルターであ
る。あるいは、各色の液晶パネルに対応した色の補色の透過率が低くなるような特性を持
っていればよい。補色の透過率は０近傍であれば最も効果的であるが、本発明に係るカラ
ーフィルターの特性としては、液晶パネルに対応した色の透過率と補色の透過率に少しで
も差があるようなフィルターであれば効果がある。カラーフィルターとしては、従来から
ある色ガラスや、ゼラチンフィルターなど様々なカラーフィルターを用いることができる
。
【００１９】
以上のような構成であって、例えば、入射光はＳ偏光で入射させ、緑帯域光のみ偏光方向
を変換する積層リターデーションフィルム１で構成した場合、積層リターデーションフィ
ルム１を透過後、緑帯域はＰ偏光となり、第一のライトバルブ（液晶パネル）６へと向か
う。ここで、従来技術の課題で説明したように、照明光の偏光度が低くなった場合（この
実施例の場合では、照明光にＰ偏光成分を若干含んでいた場合）、Ｐ偏光成分のマゼンタ
帯域が緑色（Ｇ）用のライトバルブ６方向へ向かうこととなるが、緑色用のライトバルブ
６の前面に配置した緑色用のフィルター４により、緑色以外の透過光を除去することが可
能である。
【００２０】
また、積層リターデーションフィルム１によって変換されないマゼンタ領域の波長を有す
るＳ偏光成分に混じって、Ｐ偏光照明光成分の緑帯域がＳ偏光へ変換されてＰＢＳ２で反
射された光を、色分離素子、例えばダイクロイックプリズム３により、赤色（Ｒ）と赤色
以外の帯域とに分離する場合、赤色以外の帯域には、青色（Ｂ）に若干の緑色が混じって
しまっているが、青色用のライトバルブ８とダイクロイックプリズム３の間にも青色用の
カラーフィルター（図示せず）を配置することによって、この緑色成分の透過光を低減す
ることが可能となる。
さらに、ダイクロイックプリズム３により、青色（Ｂ）と、青色以外の帯域に分離する場
合は、赤色用のライトバルブ７とダイクロイックプリズム３の間に赤色用のカラーフィル
ター５を配置すればよい。また、青色用と赤色用の両方のカラーフィルターを配置しても
よい。
【００２１】
積層リターデーションフィルム１は緑色（Ｇ）の帯域の偏光方向を変換する機能で構成し
たが、青色（Ｂ）の帯域を変換する素子で構成すれば、実施例のダイクロイックプリズム
３のダイクロイック膜３ａは、赤色（Ｒ）と緑色（Ｇ）を分離する膜とすればよい。
また、積層リターデーションフィルム１を、赤色（Ｒ）の帯域の偏光方向を変換する素子
で構成したとすれば、ダイクロイックプリズム３のダイクロイック膜３ａは、青色帯域と
緑色帯域を分離する膜とすればよい。
以上のような構成を採用することにより、偏光度が低くなった照明光であっても、カラー
バランスを落とすことなく、コントラストを低下させない投影装置を実現させることが可
能となる。
【００２２】
（実施例２）
次に図２は本発明の別の実施例を示す投影装置の概略構成図である。図２において、符号
１１は積層リターデーションフィルム、１２は内部に偏光分離膜（ＰＢＳ膜）１２ａを有
する偏光ビームスプリッタ（ＰＢＳ）、１３はエアギャップ、１４は内部に色分離膜（ダ
イクロイック膜）１４ａを有するダイクロイックプリズム、１５は緑色（Ｇ）用のカラー
フィルター、１６は青色（Ｂ）用のカラーフィルター、１７は緑色（Ｇ）用のライトバル
ブ（第一のライトバルブ）、１８は赤色（Ｒ）用のライトバルブ（第二のライトバルブ）
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、１９は青色（Ｂ）用のライトバルブ（第三のライトバルブ）、２０は投射レンズ（投影
レンズ）である。この実施例では、Ｐ偏光成分を照明光として使い、積層リターデーショ
ンフィルム１１に入射させ、例えば、緑色（Ｇ）の帯域のみ９０度直交するＳ偏光成分に
変換してＰＢＳ１２に入射し、ＰＢＳ膜１２ａで緑色の帯域のＳ偏光を反射して第一のラ
イトバルブ１７の照明光とし、それ以外の帯域のＰ偏光はＰＢＳ膜１２ａを透過して、ダ
イクロイックプリズム１４に入射させ、ダイクロイックプリズム１４のダイクロイック膜
１４ａにより、さらに赤色（Ｒ）と青色（Ｂ）の２色に分離し、第二及び第三のライトバ
ルブ１８，１９への照明光としている。また、この実施例では、第一のライトバルブ１７
とＰＢＳ１２の間、第三のライトバルブ１９とダイクロイックプリズム１４の間に、カラ
ーフィルター１５，１６を配置している。
尚、光源と、光源からの光を照明光とする手段（例えば、インテグレータ光学系や、コン
デンサーレンズ等）などの照明系の図示は省略している。
【００２３】
ここで、図１に示した構成では、４５度の傾斜のダイクロイック膜３ａを有するダイクロ
イックプリズム３で構成した実施例を示したが、ダイクロイックプリズムのダイクロイッ
ク膜は、色分離が可能なあらゆる角度で構成することができる。すなわち、角度依存性の
ない構成を採用したい場合は、より浅い角度が効果的であり、例えば図２に示すような３
０度の角度のダイクロイック膜１４ａで分離するダイクロイックプリズム１４や、あるい
は１５度の角度のダイクロイック膜で分離するダイクロイックプリズムで構成してもよい
。
また、ダイクロイックプリズムの替わりに平板タイプのダイクロイックミラーや、フィル
ターなどで構成してもよい。
尚、積層リターデーションフィルム１１、ＰＢＳ１２、ダイクロイックプリズム１４、カ
ラーフィルター１５，１６、第一から第三ライトバルブ１７，１８，１９の構成、動作は
実施例１と略同様のものである。
【００２４】
（実施例３）
次に図３は本発明の別の実施例を示す投影装置の概略構成図である。図３において、符号
２１は積層リターデーションフィルム、２２は内部に偏光分離膜（ＰＢＳ膜）２２ａを有
する偏光ビームスプリッタ（ＰＢＳ）、２３は内部に色分離膜（ダイクロイック膜）２３
ａを有するダイクロイックプリズム、２４は光学ガラス等からなる平行平板、２５は青色
（Ｂ）用のダイクロイックフィルター、２６は緑色（Ｇ）用のダイクロイックフィルター
、２７は緑色（Ｇ）用のライトバルブ（第一のライトバルブ）、２８は赤色（Ｒ）用のラ
イトバルブ（第二のライトバルブ）、２９は青色（Ｂ）用のライトバルブ（第三のライト
バルブ）、３０は投射レンズ（投影レンズ）である。
尚、光源と、光源からの光を照明光とする手段（例えば、インテグレータ光学系や、コン
デンサーレンズ等）などの照明系の図示は省略している。
【００２５】
本実施例では、カラーフィルターとして、実施例１，２で説明した通常のカラーフィルタ
ーの替わりに、ダイクロイックフィルター２５，２６を用いた構成としたものである（請
求項２）。また、図３の構成では、ＰＢＳ２２により分離されたあと、第一のライトバル
ブ２７へ照明する光束の光路長を補正するため、ダイクロイックプリズムの光路長分だけ
補正する平行平板２４をＰＢＳ２２と第一のライトバルブ２７の間に挿入した実施例であ
り、第一のライトバルブ２７と平行平板２４の間に、ダイクロイックフィルター２６が配
設されている。
ダイクロイックフィルターとしては、近年の薄膜成膜技術を用いて光学ガラス等の表面に
形成することができる。具体的には、誘電体材料や金属材料を、真空プロセスを用いて多
層に形成する薄膜形成技術により、光学ガラス等の表面にダイクロイック膜を形成できる
。カラーフィルターとしてダイクロイックフィルター２５，２６を用いることで、あらゆ
る波長の透過率、反射率を任意に設定して形成可能となる。
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【００２６】
本実施例の投影装置の構成、動作及び作用は、カラーフィルターとしてダイクロイックフ
ィルター２５，２６を用いた以外は、実施例１の投影装置の構成、動作及び作用とほぼ同
じであるが、カラーバランスを低下させる本来照明してはいけない帯域の光束を本発明に
係るダイクロイックフィルター２５，２６により反射させることができるので、ライトバ
ルブ（液晶パネル）へ到達される不要な帯域の光束の光量を低減することが可能となる。
すなわち、これらの色純度を低下させる光は、ライトバルブ（液晶パネル）へ到達される
前にダイクロイックフィルターで反射されて、照明光路を折り返して照明光源の方へ戻っ
ていく。
このように、カラーフィルターをダイクロイックフィルターで構成したことにより、任意
の分光分布特性を持ったダイクロイックフィルターをライトバルブの前面に配置できる。
また、ダイクロイックフィルターは、従来のカラーフィルターのような吸収型タイプでは
実現できなかった本来ライトバルブへと照明されるべき波長の透過光の透過率が高いもの
で構成することが可能となる。
【００２７】
図３に示す構成では、緑色用の第一のライトバルブ２７と青色用の第三のライトバルブ２
９の前方にダイクロイックフィルター２６，２５を配置しているが、第一から第三のライ
トバルブ２７，２８，２９の前方の３箇所のうちの何れか一箇所以上に挿入すればよい。
また、ダイクロイックプリズム２３のダイクロイック膜２３ａでは、赤色（Ｒ）と赤色以
外の帯域とに分離するような構成とした場合は、赤色以外の帯域には、青に若干の緑が混
じってしまっているが、青色用のライトバルブ２９とダイクロイックプリズム２３の間に
、青領域に透過率の高いダイクロイックフィルター２５を配置することによって、この緑
成分の透過光を低くすることが可能となる。
また、ダイクロイックプリズム２３により、青色（Ｂ）と青以外の帯域に分離する場合は
、赤色用のライトバルブ２８とダイクロイックプリズム２３の間に赤の透過率が高いダイ
クロイックフィルターを配置すればよい。
【００２８】
（実施例４）
次に図４は本発明のさらに別の実施例を示す投影装置の概略構成図である。図４において
、符号３１は積層リターデーションフィルム、３２は内部に偏光分離膜（ＰＢＳ膜）３２
ａを有する偏光ビームスプリッタ（ＰＢＳ）、３３は照明光出射面にフィルターとして機
能するダイクロイック膜３３ａを有する光学ガラス等からなる平行平板、３４は内部に色
分離膜（ダイクロイック膜）３４ａを有し且つ照明光出射面の少なくとも一箇所以上にフ
ィルターとして機能するダイクロイック膜３４ｂを有するダイクロイックプリズム、３５
は緑色（Ｇ）用のライトバルブ（第一のライトバルブ）、３６は赤色（Ｒ）用のライトバ
ルブ（第二のライトバルブ）、３７は青色（Ｂ）用のライトバルブ（第三のライトバルブ
）、３８は投射レンズ（投影レンズ）である。
尚、光源と、光源からの光を照明光とする手段（例えば、インテグレータ光学系や、コン
デンサーレンズ等）などの照明系の図示は省略している。
【００２９】
本実施例では、実施例３（図３）に示したダイクロイックフィルターとして、ダイクロイ
ックプリズム３４の照明光出射面の少なくとも一箇所以上にダイクロイック膜３４ｂを形
成したものである（請求項３）。
実施例３で述べたダイクロイックフィルターは、従来からある薄膜形成技術で作成できる
ので、ダイクロイックプリズム３４の出射面に一体的に形成することが可能であり、ダイ
クロイックプリズム３４のダイクロイック膜３４ａを形成する際に、同一の真空プロセス
により本発明に係るダイクロイック膜（ダイクロイックフィルター膜）３４ｂを形成する
ことが可能となるので、よりコストの低減が可能となるし、光学系の小型化も実現するこ
とができる。
【００３０】
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また、図４の構成は、ＰＢＳ３２により分離された後、第一のライトバルブ３５へ照明す
る光束の光路長を補正するため、ダイクロイックプリズムの光路長分だけ補正する平行平
板３３をＰＢＳ３２と第一のライトバルブ３５の間に挿入した実施例であり、第一のライ
トバルブ３５と対向する平行平板３３の照明光出射面にダイクロイック膜３３ａが一体に
形成されている。
尚、この平行平板３３は光路長を合わせて、より色合成の精度や、高画質を保つために有
効である。
【００３１】
（実施例５）
次に図５は本発明のさらに別の実施例を示す投影装置の概略構成図である。図５において
、符号４１は積層リターデーションフィルム、４２は内部に偏光分離膜（ＰＢＳ膜）４２
ａを有する偏光ビームスプリッタ（ＰＢＳ）、４３は内部に色分離膜（ダイクロイック膜
）４３ａを有し且つ照明光出射面の少なくとも一箇所以上にフィルターとして機能するダ
イクロイック膜４３ｂを有するダイクロイックプリズム、４４はＰＢＳ４２により２分割
された光束のうち第一のライトバルブへ向かう光束が出射するＰＢＳ４２の出射面に形成
されたフィルターとして機能するダイクロイック膜、４５は緑色（Ｇ）用のライトバルブ
（第一のライトバルブ）、４６は赤色（Ｒ）用のライトバルブ（第二のライトバルブ）、
４７は青色（Ｂ）用のライトバルブ（第三のライトバルブ）、４８は投射レンズ（投影レ
ンズ）である。
尚、光源と、光源からの光を照明光とする手段（例えば、インテグレータ光学系や、コン
デンサーレンズ等）などの照明系の図示は省略している。
【００３２】
本実施例では、実施例４（図４）の平行平板３３を用いずに、ダイクロイックフィルター
として、ＰＢＳ４２により２分割された光束のうち、第一のライトバルブ４５へ向かう光
束が出射するＰＢＳ４２の出射面に一体的にダイクロイック膜４４を形成したものである
（請求項４）。
実施例３で述べたダイクロイックフィルターは、従来からある薄膜形成技術で作成できる
ので、ＰＢＳ４２の出射面に一体的に形成することが可能であり、ＰＢＳを作成する際に
、本発明に係るダイクロイック膜（ダイクロイックフィルター膜）４４を直接形成するこ
とが可能となるので、よりコストの低減が可能となるし、光学系の小型化も実現すること
ができる。
【００３３】
（実施例６）
次に図６は本発明のさらに別の実施例を示す投影装置の概略構成図である。図６において
、符号５１は積層リターデーションフィルム、５２は内部に偏光分離膜（ＰＢＳ膜）５２
ａを有する偏光ビームスプリッタ（ＰＢＳ）、５３は内部に色分離膜（ダイクロイック膜
）５３ａを有し且つ照明光出射面の少なくとも一箇所以上にフィルターとして機能するダ
イクロイック膜５３ｂを有するダイクロイックプリズム、５４は全反射プリズム、５５は
全反射プリズム５４の照明光出射面に形成されフィルターとして機能するダイクロイック
膜、５６は緑色（Ｇ）用のライトバルブ（第一のライトバルブ）、５７は赤色（Ｒ）用の
ライトバルブ（第二のライトバルブ）、５８は青色（Ｂ）用のライトバルブ（第三のライ
トバルブ）、５９は投射レンズ（投影レンズ）である。
尚、光源と、光源からの光を照明光とする手段（例えば、インテグレータ光学系や、コン
デンサーレンズ等）などの照明系の図示は省略している。
【００３４】
本実施例では、実施例４（図４）の平行平板３３に替えて第一のライトバルブ５６とＰＢ
Ｓ５２の間に全反射プリズム５４を配置し、その全反射プリズム５４の照明光出射面にフ
ィルターとして機能するダイクロイック膜５５を形成したものである（請求項５）。
実施例４（図４）の平行平板３３は光路長を合わせて、より色合成の精度や、高画質を保
つために有効であるが、より小型化を達成するためには、図６に示すように、プリズム形
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状にして全反射を利用した構成とするほうがよい。プリズム５４の全反射面は、図６では
、紙面内での反射で９０度の反射方向であるが、全反射条件であれば、どのような角度で
もよく、また、反射の方向も様々な方向に設定可能である。
このような構成を採用することで、任意の方向に光路を折り曲げることが効率よくでき、
より小型化を実現できる。また、全反射プリズム５４を用いることにより、図４の平行平
板３３に比べて体積を半分にすることができ、重量および体積の縮小が可能となり、より
小型で軽量な投影装置が実現できる。
【００３５】
（実施例７）
次に図７は本発明のさらに別の実施例を示す投影装置の概略構成図である。図７において
、符号６１は積層リターデーションフィルム、６２は内部に偏光分離膜（ＰＢＳ膜）６２
ａを有する偏光ビームスプリッタ（ＰＢＳ）、６３は内部に色分離膜（ダイクロイック膜
）６３ａを有し且つ照明光出射面の少なくとも一箇所以上にフィルターとして機能するダ
イクロイック膜６３ｂを有するダイクロイックプリズム、６４は全反射プリズム、６４ａ
は全反射プリズム６４の全反射面に形成されたダイクロイック膜、６５は緑色（Ｇ）用の
ライトバルブ（第一のライトバルブ）、６６は赤色（Ｒ）用のライトバルブ（第二のライ
トバルブ）、６７は青色（Ｂ）用のライトバルブ（第三のライトバルブ）、６８は投射レ
ンズ（投影レンズ）である。
尚、光源と、光源からの光を照明光とする手段（例えば、インテグレータ光学系や、コン
デンサーレンズ等）などの照明系の図示は省略している。
【００３６】
本実施例では、実施例６（図６）と同様に、第一のライトバルブ６５とＰＢＳ６２の間に
全反射プリズム６４を配置したものであるが、この全反射プリズム６４の全反射面にダイ
クロイック膜６４ａを形成している。
このような構成を採用することで、全反射条件を満たさない場合も、膜設計によっては、
ダイクロイックミラーとして形成可能となり、より光学系レイアウトの自由度が向上する
。また、第一のライトバルブ６５へ入射する不要な波長領域の光は、全反射面から透過す
る構成が可能であるため、照明側に戻らず、不要なフレア光を発生させない効果があり、
より高品質な投影装置を実現することができる。
【００３７】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明では、光源と、偏光方向を変換する機能を有したライトバ
ルブと、該ライトバルブに前記光源からの光を効率よく照明する手段と、前記ライトバル
ブによって変調された映像光を投影する手段とで構成される投影装置において、光源から
の照明光を、積層リターデーションフィルムに入射させ、該積層リターデーションフィル
ムを通過後の光のうち、偏光方向が変化しない成分光と、偏光方向が変化した成分光を、
偏光ビームスプリッタにより光路を２分割し、２分割された一方の光を第一のライトバル
ブへの照明光とし、他方の光を色分離素子に導き、該色分離素子により２色に分離し、そ
の２色に分割されたそれぞれの光を、第二および第三のライトバルブへの照明光とし、第
一から第三のライトバルブによりカラー画像を形成し、それぞれの変調された映像光を合
成する手段と、投影手段によってスクリーン上に画像形成することを特徴とし、且つ、第
一のライトバルブと偏光ビームスプリッタとの間に、第一のライトバルブへと入射する色
光以外の色光を除去するカラーフィルターを配置し、かつ、第二のライトバルブと色分離
素子、及び／又は、第三のライトバルブと色分離素子との間に、第二及び／又は第三のラ
イトバルブへと入射する色光以外の色光を除去するカラーフィルターを配置したことを特
徴とするので（請求項１）、カラーフィルターにより所望の色の帯域以外の光を除いて各
ライトバルブへの照明光の色純度を向上でき、入射光の偏光度に影響されない、高い色純
度を有し、カラーバランスのよい、高画質な画像をスクリーンに投影することができる投
影装置を実現することができる。
【００３８】
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また、上記投影装置において、カラーフィルターとして、ダイクロイックフィルターを用
いることにより（請求項２）、あらゆる波長の透過率、反射率を任意に設定して形成可能
となる。
さらに、上記ダイクロイックフィルターとして、色分離素子の照明光出射面の少なくとも
一箇所以上にダイクロイック膜を形成する（請求項３）、あるいは、上記ダイクロイック
フィルターとして、偏光ビームスプリッタにより２分割された光束のうち、第一のライト
バルブへ向かう光束が出射する偏光ビームスプリッタの出射面にダイクロイック膜を形成
することにより（請求項４）、部品数を削減でき、製造コストの低減や、光学系の小型化
を実現することができる。
【００３９】
また、上記投影装置において、第一のライトバルブと偏光ビームスプリッタの間に全反射
プリズムを配置することにより（請求項５）、任意の方向に光路を折り曲げることが効率
良くでき、より光学系の小型化を実現することができる。
さらに、上記全反射プリズムの反射面にダイクロイック膜を形成することにより（請求項
６）、全反射条件を満たさない場合も、膜設計によってはダイクロイックミラーとして形
成可能となり、より光学系レイアウトの自由度が向上する。
また、第一のライトバルブへ入射する不要な波長領域の光は、全反射面から透過する構成
が可能であるため、照明側に戻らず、不要なフレア光を発生させない効果があり、より高
品質な投影装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例を示す投影装置の概略構成図である。
【図２】本発明の別の実施例を示す投影装置の概略構成図である。
【図３】本発明のさらに別の実施例を示す投影装置の概略構成図である。
【図４】本発明のさらに別の実施例を示す投影装置の概略構成図である。
【図５】本発明のさらに別の実施例を示す投影装置の概略構成図である。
【図６】本発明のさらに別の実施例を示す投影装置の概略構成図である。
【図７】本発明のさらに別の実施例を示す投影装置の概略構成図である。
【図８】従来技術の一例を示す図であって、反射型液晶投影装置における反射型液晶素子
の機能の説明図である。
【図９】従来技術の別の例を示す図であって、透過型液晶素子を用いた色合成方法の説明
図である。
【図１０】従来技術のさらに別の例を示す図であって、偏光変換器の構成説明図である。
【図１１】従来技術のさらに別の例を示す図であって、カラー偏光子を用いた投影装置の
概略要部構成図である。
【図１２】積層リターデーションフィルムと偏光ビームスプリッタを用いて色分離を行う
光学系において、偏光度が低下した場合に発生する課題の説明図である。
【符号の説明】
１，１１，２１，３１，４１，５１，６１：積層リターデーションフィルム
２，１２，２２，３２，４２，５２，６２：偏光ビームスプリッタ（ＰＢＳ）
２ａ，１２ａ，２２ａ，３２ａ，４２ａ，５２ａ，６２ａ：ＰＢＳ膜
３，１４，２３，３４，４３，５３，６３：ダイクロイックプリズム（色分離素子）
３ａ，１４ａ，２３ａ，３４ａ，４３ａ，５３ａ，６３ａ：ダイクロイック膜（色分離膜
）
４，５，１５，１６：カラーフィルター
６，１７，２７，３５，４５，５６，６５：第一のライトバルブ
７，１８，２８，３６，４６，５７，６６：第二のライトバルブ
８，１９，２９，３７，４７，５８，６７：第三のライトバルブ
２５，２６：ダイクロイックフィルター
３３ａ，３４ｂ，４３ｂ，４４，５５，６４ａ：ダイクロイック膜（ダイクロイックフィ
ルター膜）
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５４，６４：全反射プリズム
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