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(57)【要約】
【課題】接着剤を用いて射出側偏光板をクロスダイクロ
イックプリズムに貼り付けた場合において、射出側偏光
板の温度上昇に起因して射出側偏光板がクロスダイクロ
イックプリズムから剥がれ易くなるのを従来よりも抑制
することが可能なプロジェクタを提供する。
【解決手段】クロスダイクロイックプリズム５００と、
クロスダイクロイックプリズム５００に接着層Ｃを介し
て接着された射出側偏光板４３０Ｒとを備え、射出側偏
光板４３０Ｒは、偏光層３０と、クロスダイクロイック
プリズム５００側に配置され偏光層３０を支持する支持
層３２とを有し、射出側偏光板４３０Ｒにおけるクロス
ダイクロイックプリズム５００に対向する面には、硬化
被膜層ＨＣが形成されていることを特徴とするプロジェ
クタ。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
光学要素と、前記光学要素に接着層を介して接着された偏光板とを備え、
前記偏光板は、偏光層と、前記偏光層の前記光学要素側に配置され前記偏光層を支持す
る支持層とを有し、
前記偏光板における前記光学要素に対向する面には、硬化被膜層が形成されていること
を特徴とするプロジェクタ。
【請求項２】
請求項１に記載のプロジェクタにおいて、
前記光学要素は、透光性基板、クロスダイクロイックプリズム、偏光分離プリズム又は
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レンズであることを特徴とするプロジェクタ。
【請求項３】
請求項１又は２に記載のプロジェクタにおいて、
前記偏光板における前記光学要素とは反対側の位置に配置され、前記偏光板に接着層を
介して接着された他の光学要素をさらに備えることを特徴とするプロジェクタ。
【請求項４】
請求項３に記載のプロジェクタにおいて、
前記他の光学要素は、透光性基板であることを特徴とするプロジェクタ。
【請求項５】
請求項３又は４に記載のプロジェクタにおいて、
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前記偏光板は、前記偏光層の前記他の光学要素側に配置され前記偏光層を支持する他の
支持層をさらに有し、
前記偏光板における前記他の光学要素に対向する面にも、硬化被膜層が形成されている
ことを特徴とするプロジェクタ。
【請求項６】
光学要素と、前記光学要素に接着層を介して接着された視野角補償板とを備え、
前記視野角補償板における前記光学要素に対向する面には、硬化被膜層が形成されてい
ることを特徴とするプロジェクタ。
【請求項７】
請求項６に記載のプロジェクタにおいて、
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前記光学要素は、透光性基板、クロスダイクロイックプリズム又はレンズであることを
特徴とするプロジェクタ。
【請求項８】
光学要素と、前記光学要素に接着層を介して接着された位相差板とを備え、
前記位相差板における前記光学要素に対向する面には、硬化被膜層が形成されているこ
とを特徴とするプロジェクタ。
【請求項９】
請求項８に記載のプロジェクタにおいて、
前記光学要素は、偏光変換素子における偏光分離プリズム、透光性基板又はレンズであ
ることを特徴とするプロジェクタ。
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【請求項１０】
請求項１〜９のいずれかに記載のプロジェクタにおいて、
前記接着層は、アクリル系接着剤、シリコーン系接着剤又はエポキシ系接着剤からなる
ことを特徴とするプロジェクタ。
【請求項１１】
請求項１〜１０のいずれかに記載のプロジェクタにおいて、
前記硬化被膜層は、アクリル系樹脂、シリコーン系樹脂、メラミン系樹脂、ウレタン系
樹脂又はエポキシ系樹脂からなることを特徴とするプロジェクタ。
【請求項１２】
光学要素と、前記光学要素に接着層を介して接着された偏光板とを備え、
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前記偏光板は、偏光層と、前記偏光層の前記光学要素側に配置され前記偏光層を支持す
る支持層とを有し、
前記偏光板における前記光学要素に対向する面には、硬化被膜層が形成されていること
を特徴とする光学部品。
【請求項１３】
光学要素と、前記光学要素に接着層を介して接着された視野角補償板とを備え、
前記視野角補償板における前記光学要素に対向する面には、硬化被膜層が形成されてい
ることを特徴とする光学部品。
【請求項１４】
光学要素と、前記光学要素に接着層を介して接着された位相差板とを備え、
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前記位相差板における前記光学要素に対向する面には、硬化被膜層が形成されているこ
とを特徴とする光学部品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、プロジェクタ及び光学部品に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、プロジェクタとして、画像情報に応じて３つの色光のそれぞれを変調する３つの
液晶パネルと、３つの液晶パネルで変調されたそれぞれの色光を合成するクロスダイクロ
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イックプリズムと、各液晶パネルの光入射側に配置された偏光子としての３つの入射側偏
光板と、各液晶パネルの光射出側に配置された検光子としての３つの射出側偏光板とを備
え、各射出側偏光板がクロスダイクロイックプリズムの各光入射端面に貼り付けられたプ
ロジェクタが知られている（例えば、特許文献１参照。）。各射出側偏光板は、粘着剤に
よってクロスダイクロイックプリズムの各光入射端面に貼り付けられている。
【０００３】
従来のプロジェクタによれば、各射出側偏光板がクロスダイクロイックプリズムの各光
入射端面に貼り付けられているため、射出側偏光板で発生した熱を熱容量の大きなクロス
ダイクロイックプリズムに放散することが可能となる。このため、射出側偏光板の温度上
昇を抑制することが可能となり、射出側偏光板の熱変形（伸縮や歪みの発生等）に起因し
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て偏光特性が低下してしまうのを抑制することが可能となる。その結果、投写画像の画像
品質が低下してしまうのを抑制することが可能となる。
【０００４】
【特許文献１】特開平１−２６７５８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
ところで、射出側偏光板のような光学フィルム（射出側偏光板以外の光学フィルムとし
ては、例えば、入射側偏光板、視野角補償板、位相差板など。）をクロスダイクロイック
プリズムのような光学要素（クロスダイクロイックプリズム以外の光学要素としては、例
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えば、集光レンズ、透光性部材、偏光分離光学素子など。）に貼り付ける際には、粘着剤
又は接着剤を用いるのが一般的である。しかしながら、粘着剤又は接着剤を用いることに
よって以下のような問題があった。
【０００６】
例えば、従来のプロジェクタのように粘着剤を用いて射出側偏光板をクロスダイクロイ
ックプリズムに貼り付けた場合は、粘着層とクロスダイクロイックプリズムとの界面にお
いて気泡が残り易いという問題があった。また、粘着剤は接着剤と比較して粘着力（接着
力）が低いため、射出側偏光板がクロスダイクロイックプリズムから剥がれ易いという問
題があった。粘着層とクロスダイクロイックプリズムとの界面において気泡が残ってしま
ったり射出側偏光板がクロスダイクロイックプリズムから剥がれてしまったりすると、射
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出側偏光板の偏光特性が低下してしまい、結果として、投写画像の画像品質が低下してし
まうこととなる。
【０００７】
一方、接着剤を用いて射出側偏光板をクロスダイクロイックプリズムに貼り付けた場合
は、接着層とクロスダイクロイックプリズムとの界面において気泡が残りにくく、また、
粘着剤を用いた場合と比較してクロスダイクロイックプリズムから射出側偏光板が剥がれ
にくいため、上記した問題を解消することができる。
しかしながら、近年、プロジェクタの高輝度化がさらに進み、射出側偏光板においては
従来よりも多量の熱が発生し、従来よりも射出側偏光板の温度上昇が起こり易くなってき
ていることから、従来よりも射出側偏光板の熱変形が発生し易く、接着剤を用いた場合で
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あっても、従来よりも射出側偏光板がクロスダイクロイックプリズムから剥がれ易くなる
という問題があった。
【０００８】
また、プロジェクタに用いる射出側偏光板としては、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）
からなる偏光層の両面に、機械的強度等を確保するためのトリアセチルセルロース（ＴＡ
Ｃ）からなる支持層が積層された３層構造の射出側偏光板が一般的に用いられている。こ
のような射出側偏光板を光学要素に貼り付けた場合、射出側偏光板における支持層の表面
に接着層が形成されることとなるが、高温条件化においては支持層に対する接着層の接着
性がよくないため、射出側偏光板の温度上昇に起因して従来よりも射出側偏光板が光学要
素から剥がれ易くなるという問題があった。射出側偏光板が光学要素から剥がれた場合に
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は、射出側偏光板の偏光特性が低下してしまい、結果として、投写画像の画像品質が低下
することとなる。
【０００９】
なお、上記した問題は、射出側偏光板のみに見られる問題ではなく、入射側偏光板の場
合にも同様に見られる問題である。すなわち、偏光板全般に対して同様に見られる問題で
ある。
【００１０】
さらに、上記した問題は、偏光板のみに見られる問題ではなく、視野角補償板及び位相
差板の場合にも同様に見られる問題である。
【００１１】
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すなわち、接着剤を用いて視野角補償板を光学要素（例えば、クロスダイクロイックプ
リズム、集光レンズ又は透光性部材。）に貼り付けた場合においては、従来は視野角補償
板の表面に接着層が形成されることとなるが、高温条件化においては視野角補償板に対す
る接着層の接着性がよくないため、プロジェクタの高輝度化に伴う視野角補償板の温度上
昇に起因して、従来よりも視野角補償板が光学要素から剥がれ易くなるという問題があっ
た。視野角補償板が光学要素から剥がれた場合には、視野角補償板の光学特性が低下して
しまい、結果として、投写画像の画像品質が低下することとなる。
【００１２】
一方、接着剤を用いて位相差板を光学要素（例えば、偏光分離光学素子、集光レンズ又
は透光性部材。）に貼り付けた場合においては、従来は位相差板の表面に接着層が形成さ
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れることとなるが、高温条件化においては位相差板に対する接着層の接着性がよくないた
め、プロジェクタの高輝度化に伴う位相差板の温度上昇に起因して、従来よりも位相差板
が光学要素から剥がれ易くなるという問題があった。位相差板が光学要素から剥がれた場
合には、位相差板の光学特性が低下してしまい、結果として、投写画像の画像品質が低下
することとなる。
【００１３】
そこで、本発明は、上記した問題を解決するためになされたもので、接着剤を用いて偏
光板、視野角補償板又は位相差板を光学要素に貼り付けた場合において、偏光板、視野角
補償板又は位相差板の温度上昇に起因して偏光板、視野角補償板又は位相差板が光学要素
から剥がれ易くなるのを従来よりも抑制することが可能なプロジェクタを提供することを
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目的とする。また、偏光板、視野角補償板又は位相差板の温度上昇に起因して偏光板、視
野角補償板又は位相差板が光学要素から剥がれ易くなるのを従来よりも抑制することが可
能な光学部品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】
【００１４】
本発明の発明者らは、上記目的を達成するため、接着剤を用いて偏光板を光学要素に貼
り付けた場合において、偏光板と光学要素との接着力を高くするための手段について鋭意
研究を重ねた結果、偏光板における光学要素に対向する面に硬化被膜層を形成したところ
、偏光板と光学要素との接着力が高まり、偏光板の温度上昇に起因して偏光板が光学要素
から剥がれ易くなるのを従来よりも抑制することが可能になることを見出し、本発明を完
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成させるに至った。
【００１５】
すなわち、本発明のプロジェクタは、光学要素と、前記光学要素に接着層を介して接着
された偏光板とを備え、前記偏光板は、偏光層と、前記偏光層の前記光学要素側に配置さ
れ前記偏光層を支持する支持層とを有し、前記偏光板における前記光学要素に対向する面
には、硬化被膜層が形成されていることを特徴とする。
【００１６】
このため、本発明のプロジェクタによれば、偏光板の光学要素側に配置された支持層に
おける光学要素に対向する面には硬化被膜層が形成されているため、支持層の表面ではな
く硬化被膜層の表面に接着層が形成されることとなる。偏光板における光学要素に対向す
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る面に硬化被膜層を形成すれば偏光板と光学要素との接着性が高まるため、本発明のプロ
ジェクタは、偏光板の温度上昇に起因して偏光板が光学要素から剥がれ易くなるのを従来
よりも抑制することが可能なプロジェクタとなり、ひいては、投写画像の画像品質が低下
するのを抑制することが可能なプロジェクタとなる。
【００１７】
本発明のプロジェクタにおいては、前記光学要素は、透光性基板、クロスダイクロイッ
クプリズム、偏光分離プリズム又はレンズであることが好ましい。
【００１８】
また、本発明のプロジェクタにおいては、前記光学要素は、サファイア又は水晶からな
ることも好ましいし、石英ガラス、硼珪酸ガラスその他の透明ガラスからなることも好ま
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しいし、結晶化ガラスからなることも好ましい。
【００１９】
光学要素がサファイア又は水晶からなる場合には、これらの材料は熱伝導性に非常に優
れているため、偏光板で発生した熱を効率よく系外に放散させることができ、偏光板の温
度上昇を効果的に抑制することが可能となる。また、これらの材料は熱膨張率が小さいた
め、熱による伸び・変形が大きいという性質を有する偏光板をこのような熱膨張率の小さ
な材料からなる光学要素に接着することにより、偏光板自体の変形を抑えることができる
。
【００２０】
光学要素が石英ガラス、硼珪酸ガラスその他の透明ガラスからなる場合には、これらの
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材料は複屈折が小さいため、光学要素を通過する光束の品質低下を抑制することができ、
偏光板に入射する光束又は偏光板から射出される光束の品質低下を抑制することができる
。また、これらの材料は熱膨張率が比較的小さいため、熱による伸び・変形が大きいとい
う性質を有する偏光板をこのような熱膨張率の小さな材料からなる光学要素に接着するこ
とにより、偏光板自体の変形を抑えることができる。
【００２１】
光学要素が結晶化ガラスからなる場合には、結晶化ガラスにおける熱膨張が大きな軸方
向と偏光板の延伸方向とを揃えることにより、偏光板の熱変形を抑制することができる。
【００２２】
本発明のプロジェクタにおいては、前記偏光板における前記光学要素とは反対側の位置
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に配置され、前記偏光板に接着層を介して接着された他の光学要素をさらに備えることが
好ましい。
【００２３】
このように構成することにより、偏光板で発生した熱を他の光学要素にも伝達すること
ができるため、偏光板の温度上昇をさらに抑制することが可能となる。このため、偏光板
における熱変形の発生をさらに抑制することが可能となり、偏光板の温度上昇に起因して
偏光板が光学要素から剥がれ易くなるのをさらに抑制することが可能となる。
【００２４】
本発明のプロジェクタにおいては、前記他の光学要素は、透光性基板であることが好ま
しい。
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【００２５】
また、本発明のプロジェクタにおいては、前記他の光学要素は、サファイア又は水晶か
らなることも好ましいし、石英ガラス、硼珪酸ガラスその他の透明ガラスからなることも
好ましいし、結晶化ガラスからなることも好ましい。
【００２６】
他の光学要素がサファイア又は水晶からなる場合には、これらの材料は熱伝導性に非常
に優れているため、偏光板で発生した熱を効率よく系外に放散させることができ、偏光板
の温度上昇を効果的に抑制することが可能となる。また、これらの材料は熱膨張率が小さ
いため、熱による伸び・変形が大きいという性質を有する偏光板をこのような熱膨張率の
小さな材料からなる他の光学要素に接着することにより、偏光板自体の変形を抑えること
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ができる。
【００２７】
他の光学要素が石英ガラス、硼珪酸ガラスその他の透明ガラスからなる場合には、これ
らの材料は複屈折が小さいため、他の光学要素を通過する光束の品質低下を抑制すること
ができ、偏光板に入射する光束又は偏光板から射出される光束の品質低下を抑制すること
ができる。また、これらの材料は熱膨張率が比較的小さいため、熱による伸び・変形が大
きいという性質を有する偏光板をこのような熱膨張率の小さな材料からなる他の光学要素
に接着することにより、偏光板自体の変形を抑えることができる。
【００２８】
他の光学要素が結晶化ガラスからなる場合には、結晶化ガラスにおける熱膨張が大きな

30

軸方向と偏光板の延伸方向とを揃えることにより、偏光板の熱変形を抑制することができ
る。
【００２９】
本発明のプロジェクタにおいては、前記偏光板は、前記偏光層の前記他の光学要素側に
配置され前記偏光層を支持する他の支持層をさらに有し、前記偏光板における前記他の光
学要素に対向する面にも、硬化被膜層が形成されていることが好ましい。
【００３０】
このように、偏光板における他の光学要素に対向する面に硬化被膜層を形成すれば偏光
板と他の光学要素との接着性も高まるため、偏光板の温度上昇に起因して偏光板が他の光
学要素から剥がれ易くなるのを抑制することも可能となり、ひいては、投写画像の画像品
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質が低下するのをさらに抑制することが可能となる。
【００３１】
また、本発明の発明者らは、接着剤を用いて視野角補償板を光学要素に貼り付けた場合
において、視野角補償板と光学要素との接着力を高くするための手段について鋭意研究を
重ねた結果、視野角補償板における光学要素に対向する面に硬化被膜層を形成したところ
、視野角補償板と光学要素との接着力が高まり、視野角補償板の温度上昇に起因して視野
角補償板が光学要素から剥がれ易くなるのを従来よりも抑制することが可能になることを
見出し、本発明を完成させるに至った。
【００３２】
すなわち、本発明のプロジェクタは、光学要素と、前記光学要素に接着層を介して接着
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された視野角補償板とを備え、前記視野角補償板における前記光学要素に対向する面には
、硬化被膜層が形成されていることを特徴とする。
【００３３】
このため、本発明のプロジェクタによれば、視野角補償板における光学要素に対向する
面には硬化被膜層が形成されているため、視野角補償板の表面ではなく硬化被膜層の表面
に接着層が形成されることとなる。視野角補償板における光学要素に対向する面に硬化被
膜層を形成すれば視野角補償板と光学要素との接着性が高まるため、本発明のプロジェク
タは、視野角補償板の温度上昇に起因して視野角補償板が光学要素から剥がれ易くなるの
を従来よりも抑制することが可能なプロジェクタとなり、ひいては、投写画像の画像品質
が低下するのを抑制することが可能なプロジェクタとなる。
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【００３４】
本発明のプロジェクタにおいては、前記光学要素は、透光性基板、クロスダイクロイッ
クプリズム又はレンズであることが好ましい。
【００３５】
また、本発明のプロジェクタにおいては、前記光学要素は、サファイア又は水晶からな
ることも好ましいし、石英ガラス、硼珪酸ガラスその他の透明ガラスからなることも好ま
しい。
【００３６】
光学要素がサファイア又は水晶からなる場合には、これらの材料は熱伝導性に非常に優
れているため、視野角補償板で発生した熱を効率よく系外に放散させることができ、視野
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角補償板の温度上昇を効果的に抑制することが可能となる。また、これらの材料は熱膨張
率が小さいため、熱による伸び・変形が大きいという性質を有する視野角補償板をこのよ
うな熱膨張率の小さな材料からなる光学要素に接着することにより、視野角補償板自体の
変形を抑えることができる。
【００３７】
光学要素が石英ガラス、硼珪酸ガラスその他の透明ガラスからなる場合には、これらの
材料は複屈折が小さいため、光学要素を通過する光束の品質低下を抑制することができ、
視野角補償板に入射する光束又は視野角補償板から射出される光束の品質低下を抑制する
ことができる。また、これらの材料は熱膨張率が比較的小さいため、熱による伸び・変形
が大きいという性質を有する視野角補償板をこのような熱膨張率の小さな材料からなる光
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学要素に接着することにより、視野角補償板自体の変形を抑えることができる。
【００３８】
さらに、本発明の発明者らは、接着剤を用いて位相差板を光学要素に貼り付けた場合に
おいて、位相差板と光学要素との接着力を高くするための手段について鋭意研究を重ねた
結果、位相差板における光学要素に対向する面に硬化被膜層を形成したところ、位相差板
と光学要素との接着力が高まり、位相差板の温度上昇に起因して位相差板が光学要素から
剥がれ易くなるのを従来よりも抑制することが可能になることを見出し、本発明を完成さ
せるに至った。
【００３９】
すなわち、本発明のプロジェクタは、光学要素と、前記光学要素に接着層を介して接着
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された位相差板とを備え、前記位相差板における前記光学要素に対向する面には、硬化被
膜層が形成されていることを特徴とする。
【００４０】
このため、本発明のプロジェクタによれば、位相差板における光学要素に対向する面に
は硬化被膜層が形成されているため、位相差板の表面ではなく硬化被膜層の表面に接着層
が形成されることとなる。位相差板における光学要素に対向する面に硬化被膜層を形成す
れば位相差板と光学要素との接着性が高まるため、本発明のプロジェクタは、位相差板の
温度上昇に起因して位相差板が光学要素から剥がれ易くなるのを従来よりも抑制すること
が可能なプロジェクタとなり、ひいては、投写画像の画像品質が低下するのを抑制するこ
とが可能なプロジェクタとなる。
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【００４１】
本発明のプロジェクタにおいては、前記光学要素は、偏光変換素子における偏光分離プ
リズム、透光性基板又はレンズであることが好ましい。
【００４２】
また、本発明のプロジェクタにおいては、前記光学要素は、サファイア又は水晶からな
ることも好ましいし、石英ガラス、硼珪酸ガラスその他の透明ガラスからなることも好ま
しい。
【００４３】
光学要素がサファイア又は水晶からなる場合には、これらの材料は熱伝導性に非常に優
れているため、位相差板で発生した熱を効率よく系外に放散させることができ、位相差板
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の温度上昇を効果的に抑制することが可能となる。また、これらの材料は熱膨張率が小さ
いため、熱による伸び・変形が大きいという性質を有する位相差板をこのような熱膨張率
の小さな材料からなる光学要素に接着することにより、位相差板自体の変形を抑えること
ができる。
【００４４】
光学要素が石英ガラス、硼珪酸ガラスその他の透明ガラスからなる場合には、これらの
材料は複屈折が小さいため、光学要素を通過する光束の品質低下を抑制することができ、
位相差板に入射する光束又は位相差板かた射出される光束の品質低下を抑制することがで
きる。また、これらの材料は熱膨張率が比較的小さいため、熱による伸び・変形が大きい
という性質を有する位相差板をこのような熱膨張率の小さな材料からなる光学要素に接着
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することにより、位相差板自体の変形を抑えることができる。
【００４５】
本発明のプロジェクタにおいては、前記接着層は、アクリル系接着剤、シリコーン系接
着剤又はエポキシ系接着剤からなることが好ましい。
【００４６】
また、本発明のプロジェクタにおいては、前記硬化被膜層は、アクリル系樹脂、シリコ
ーン系樹脂、メラミン系樹脂、ウレタン系樹脂又はエポキシ系樹脂からなることが好まし
い。
【００４７】
この場合、前記接着層及び前記硬化被膜層は、同じ種類の樹脂材料からなることが好ま
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しい。これにより、偏光板、視野角補償板又は位相差板と光学要素との接着力をさらに高
めることができるため、偏光板、視野角補償板又は位相差板の温度上昇に起因して偏光板
、視野角補償板又は位相差板が光学要素から剥がれ易くなるのをさらに抑制することが可
能となる。また、硬化被膜層と接着層との界面における光の反射等を抑制することができ
、そのような望ましくない反射等による光量の損失を低減することが可能となる。
【００４８】
また、本発明のプロジェクタにおいては、前記接着層として、紫外線硬化型の接着剤や
可視光短波長硬化型の接着剤などを好適に用いることができる。
【００４９】
本発明の光学部品は、光学要素と、前記光学要素に接着層を介して接着された偏光板と
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を備え、前記偏光板は、偏光層と、前記偏光層の前記光学要素側に配置され前記偏光層を
支持する支持層とを有し、前記偏光板における前記光学要素に対向する面には、硬化被膜
層が形成されていることを特徴とする。
【００５０】
このため、本発明の光学部品によれば、偏光板の光学要素側に配置された支持層におけ
る光学要素に対向する面には硬化被膜層が形成されているため、支持層の表面ではなく硬
化被膜層の表面に接着層が形成されることとなる。上記したプロジェクタの場合における
理由と同様に、偏光板における光学要素に対向する面に硬化被膜層を形成すれば偏光板と
光学要素との接着性が高まるため、本発明の光学部品は、偏光板の温度上昇に起因して偏
光板が光学要素から剥がれ易くなるのを従来よりも抑制することが可能な光学部品となる
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。
【００５１】
本発明の光学部品は、光学要素と、前記光学要素に接着層を介して接着された視野角補
償板とを備え、前記視野角補償板における前記光学要素に対向する面には、硬化被膜層が
形成されていることを特徴とする。
【００５２】
このため、本発明の光学部品によれば、視野角補償板における光学要素に対向する面に
は硬化被膜層が形成されているため、視野角補償板の表面ではなく硬化被膜層の表面に接
着層が形成されることとなる。上記したプロジェクタの場合における理由と同様に、視野
角補償板における光学要素に対向する面に硬化被膜層を形成すれば視野角補償板と光学要
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素との接着性が高まるため、本発明の光学部品は、視野角補償板の温度上昇に起因して視
野角補償板が光学要素から剥がれ易くなるのを従来よりも抑制することが可能な光学部品
となる。
【００５３】
本発明の光学部品は、光学要素と、前記光学要素に接着層を介して接着された位相差板
とを備え、前記位相差板における前記光学要素に対向する面には、硬化被膜層が形成され
ていることを特徴とする。
【００５４】
このため、本発明の光学部品によれば、位相差板における光学要素に対向する面には硬
化被膜層が形成されているため、位相差板の表面ではなく硬化被膜層の表面に接着層が形
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成されることとなる。上記したプロジェクタの場合における理由と同様に、位相差板にお
ける光学要素に対向する面に硬化被膜層を形成すれば位相差板と光学要素との接着性が高
まるため、本発明の光学部品は、位相差板の温度上昇に起因して位相差板が光学要素から
剥がれ易くなるのを従来よりも抑制することが可能な光学部品となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５５】
以下、本発明のプロジェクタ及び光学部品について、図に示す実施の形態に基づいて説
明する。
【００５６】
［実施形態１］
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図１は、実施形態１に係るプロジェクタ１０００の光学系を示す図である。図２〜図４
は、実施形態１に係るプロジェクタ１０００の要部を説明するために示す図である。図２
（ａ）はクロスダイクロイックプリズム５００の周辺部分を上面から見た図であり、図２
（ｂ）は図２（ａ）のＡ−Ａ断面図である。図３（ａ）は入射側偏光板４２０Ｒの周辺部
分を側面から見た図であり、図３（ｂ）は射出側偏光板４３０Ｒの周辺部分を側面から見
た図である。図４（ａ）は偏光変換素子１４０の機能を説明するために示す図であり、図
４（ｂ）は図４（ａ）の要部拡大図である。
【００５７】
なお、以下の説明においては、互いに直交する３つの方向をそれぞれｚ軸方向（図１に
おける照明光軸１００ａｘ方向）、ｘ軸方向（図１における紙面に平行かつｚ軸に直交す
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る方向）及びｙ軸方向（図１における紙面に垂直かつｚ軸に直交する方向）とする。
【００５８】
実施形態１に係るプロジェクタ１０００は、図１に示すように、照明装置１００と、照
明装置１００からの照明光束を赤色光、緑色光及び青色光の３つの色光に分離して被照明
領域に導光する色分離導光光学系２００と、色分離導光光学系２００で分離された３つの
色光のそれぞれを画像情報に応じて変調する３つの液晶パネル４１０Ｒ，４１０Ｇ，４１
０Ｂと、３つの液晶パネル４１０Ｒ，４１０Ｇ，４１０Ｂによって変調された各色光を合
成するクロスダイクロイックプリズム５００と、クロスダイクロイックプリズム５００に
よって合成された光をスクリーンＳＣＲ等の投写面に投写する投写光学系６００とを備え
たプロジェクタである。これら各光学系は、筐体１０に収納されている。
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【００５９】
照明装置１００は、被照明領域側に略平行な照明光束を射出する光源としての光源装置
１１０と、光源装置１１０から射出される照明光束を複数の部分光束に分割するための複
数の第１小レンズ１２２を有する第１レンズアレイ１２０と、第１レンズアレイ１２０の
複数の第１小レンズ１２２に対応する複数の第２小レンズ１３２を有する第２レンズアレ
イ１３０と、光源装置１１０から射出される偏光方向の揃っていない照明光束を略１種類
の直線偏光に揃える偏光変換素子１４０と、偏光変換素子１４０から射出される各部分光
束を被照明領域で重畳させるための重畳レンズ１５０とを有している。
【００６０】
光源装置１１０は、楕円面リフレクタ１１４と、楕円面リフレクタ１１４の第１焦点近
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傍に発光中心を有する発光管１１２と、楕円面リフレクタ１１４の反射面と対向する反射
面を有する補助ミラー１１６と、楕円面リフレクタ１１４で反射された集束光を略平行光
に変換して第１レンズアレイ１２０に向けて射出する凹レンズ１１８とを有している。光
源装置１１０は、照明光軸１００ａｘを中心軸とする光束を射出する。
【００６１】
発光管１１２は、管球部と、管球部の両側に延びる一対の封止部とを有している。
楕円面リフレクタ１１４は、発光管１１２の一方の封止部に挿通・固着される筒状の首
状部と、発光管１１２から放射された光を第２焦点位置に向けて反射する反射凹面とを有
している。
【００６２】
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補助ミラー１１６は、発光管１１２の管球部を挟んで楕円面リフレクタ１１４と対向し
て設けられ、発光管１１２から放射された光のうち楕円面リフレクタ１１４に向かわない
光を発光管１１２に戻し楕円面リフレクタ１１４に入射させる。
【００６３】
凹レンズ１１８は、楕円面リフレクタ１１４の被照明領域側に配置されている。そして
、楕円面リフレクタ１１４からの光を第１レンズアレイ１２０に向けて射出するように構
成されている。
【００６４】
第１レンズアレイ１２０は、凹レンズ１１８からの光を複数の部分光束に分割する光束
分割光学素子としての機能を有し、照明光軸１００ａｘと直交する面内にマトリクス状に
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配列される複数の第１小レンズ１２２を備えた構成を有している。
【００６５】
第２レンズアレイ１３０は、第１レンズアレイ１２０により分割された複数の部分光束
を集光する光学素子であり、第１レンズアレイ１２０と同様に照明光軸１００ａｘに直交
する面内にマトリクス状に配列される複数の第２小レンズ１３２を備えた構成を有してい
る。
【００６６】
偏光変換素子１４０は、第１レンズアレイ１２０により分割された各部分光束の偏光方
向を、偏光方向の揃った略１種類の直線偏光光として射出する偏光変換素子である。
偏光変換素子１４０は、図４（ａ）に示すように、第１レンズアレイ１２０により分割

40

された各部分光束を一方の直線偏光成分（ｐ偏光成分）に係る照明光束及び他方の直線偏
光成分に係る照明光束に分離する機能を有する偏光分離プリズム１４２と、偏光分離プリ
ズム１４２の光射出面の一部に接着層Ｃを介して接着された位相差板４０とを有している
。
【００６７】
偏光分離プリズム１４２は、第１レンズアレイ１２０からの各部分光束に含まれる偏光
成分のうち一方の直線偏光成分（ｐ偏光成分）に係る照明光束を透過し、他方の直線偏光
成分（ｓ偏光成分）に係る照明光束を反射する偏光分離層１４４と、偏光分離層１４４で
反射された他方の直線偏光成分（ｓ偏光成分）に係る照明光束を照明光軸１００ａｘに略
平行な方向に向けて反射する反射層１４６とを有している。
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【００６８】
位相差板４０は、偏光分離層１４４を透過した一方の直線偏光成分（ｐ偏光成分）に係
る照明光束が通過する部分に配置されている。
【００６９】
重畳レンズ１５０は、第１レンズアレイ１２０、第２レンズアレイ１３０及び偏光変換
素子１４０を経た複数の部分光束を集光して、液晶パネル４１０Ｒ，４１０Ｇ，４１０Ｂ
の画像形成領域近傍に重畳させるための光学素子である。なお、図１に示す重畳レンズ１
５０は１枚のレンズで構成されているが、複数のレンズを組み合わせた複合レンズで構成
されていてもよい。
【００７０】

10

色分離導光光学系２００は、第１のダイクロイックミラー２１０及び第２のダイクロイ
ックミラー２２０と、反射ミラー２３０，２４０，２５０と、入射側レンズ２６０と、リ
レーレンズ２７０とを有している。色分離導光光学系２００は、重畳レンズ１５０から射
出される照明光束を、赤色光、緑色光及び青色光の３つの色光に分離して、それぞれの色
光を照明対象となる３つの液晶パネル４１０Ｒ，４１０Ｇ，４１０Ｂに導く機能を有して
いる。
【００７１】
第１のダイクロイックミラー２１０及び第２のダイクロイックミラー２２０は、基板上
に所定の波長領域の光束を反射し、他の波長領域の光束を透過する波長選択膜が形成され
た光学素子である。第１のダイクロイックミラー２１０は、赤色光成分を反射し、その他
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の色光成分を透過するミラーである。第２のダイクロイックミラー２２０は、緑色光成分
を反射し、青色光成分を透過するミラーである。
【００７２】
第１のダイクロイックミラー２１０で反射された赤色光成分は、反射ミラー２３０によ
り曲折され、集光レンズ３００Ｒを介して赤色光用の液晶パネル４１０Ｒの画像形成領域
に入射する。
【００７３】
集光レンズ３００Ｒは、重畳レンズ１５０からの各部分光束を各主光線に対して略平行
な光束に変換するために設けられている。集光レンズ３００Ｒは、図示しない熱伝導性の
保持部材によって保持されており、この熱伝導性の保持部材を介して筐体１０に配設され
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ている。他の液晶パネル４１０Ｇ，４１０Ｂの光路前段に配置される集光レンズ３００Ｇ
，３００Ｂも、集光レンズ３００Ｒと同様に構成されている。
【００７４】
第１のダイクロイックミラー２１０を透過した緑色光成分及び青色光成分のうち緑色光
成分は、第２のダイクロイックミラー２２０で反射され、集光レンズ３００Ｇを通過して
緑色光用の液晶パネル４１０Ｇの画像形成領域に入射する。一方、青色光成分は、第２の
ダイクロイックミラー２２０を透過し、入射側レンズ２６０、入射側の反射ミラー２４０
、リレーレンズ２７０、射出側の反射ミラー２５０及び集光レンズ３００Ｂを通過して青
色光用の液晶パネル４１０Ｂの画像形成領域に入射する。入射側レンズ２６０、リレーレ
ンズ２７０及び反射ミラー２４０，２５０は、第２のダイクロイックミラー２２０を透過
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した青色光成分を液晶パネル４１０Ｂまで導く機能を有している。
【００７５】
なお、青色光の光路にこのような入射側レンズ２６０、リレーレンズ２７０及び反射ミ
ラー２４０，２５０が設けられているのは、青色光の光路の長さが他の色光の光路の長さ
よりも長いため、光の発散等による光の利用効率の低下を防止するためである。実施形態
１に係るプロジェクタ１０００においては、青色光の光路の長さが長いのでこのような構
成とされているが、赤色光の光路の長さを長くして、入射側レンズ２６０、リレーレンズ
２７０及び反射ミラー２４０，２５０を赤色光の光路に用いる構成も考えられる。
【００７６】
液晶パネル４１０Ｒ，４１０Ｇ，４１０Ｂは、照明光束を画像情報に応じて変調してカ
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ラー画像を形成するものであり、光源装置１１０の照明対象となる。
各液晶パネル４１０Ｒ，４１０Ｇ，４１０Ｂは、一対の透明なガラス基板に電気光学物
質である液晶を封入したものであり、例えば、ポリシリコンＴＦＴをスイッチング素子と
して、与えられた画像信号に従って、入射側偏光板４２０Ｒ，４２０Ｇ，４２０Ｂから射
出された１種類の直線偏光の偏光方向を変調する。液晶パネル４１０Ｒ，４１０Ｇ，４１
０Ｂは、図示を省略したが、例えばアルミニウム製のダイキャストフレームからなる液晶
パネル保持枠に保持されている。
【００７７】
入射側偏光板４２０Ｒ，４２０Ｇ，４２０Ｂは、集光レンズ３００Ｒ，３００Ｇ，３０
０Ｂと液晶パネル４１０Ｒ，４１０Ｇ，４１０Ｂとの間に配置され、集光レンズ３００Ｒ

10

，３００Ｇ，３００Ｂから射出された光のうち、所定の方向に軸を有する直線偏光のみを
透過し、その他の光を吸収する機能を有している。
【００７８】
入射側偏光板４２０Ｒは、図３（ａ）に示すように、偏光層２０と、偏光層２０を支持
する支持層２２とを有している。そして、支持層２２が偏光層２０の集光レンズ３００Ｒ
側になるように、集光レンズ３００Ｒの光射出面に入射側偏光板４２０Ｒが接着層Ｃを介
して接着されている。支持層２２における偏光層２０が配置されていない側の表面（集光
レンズ３００Ｒ側の面）には、硬化被膜層ＨＣが蒸着などにより形成されている。なお、
偏光層２０における支持層２２が配置されていない側の表面（液晶パネル４１０Ｒ側の面
）には、図示しない反射防止層が形成されている。偏光層２０としては、例えばポリビニ

20

ルアルコール（ＰＶＡ）をヨウ素又は二色性染料で染色し一軸延伸して、該染料の分子を
一方向に配列させるように形成された偏光層を好ましく用いることができる。このように
形成された偏光層は、一軸延伸方向に平行な方向の偏光を吸収し、一方、一軸延伸方向に
垂直な方向の偏光を透過させる。偏光層は延伸状態から元の状態に戻ろうとする力が大き
いので、その力を規制するために、偏光層を支持する支持層が設けられている。支持層２
２としては、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）からなる支持層を好ましく用いることが
できる。他の入射側偏光板４２０Ｇ，４２０Ｂも、入射側偏光板４２０Ｒと同様に構成さ
れている。
【００７９】
射出側偏光板４３０Ｒ，４３０Ｇ，４３０Ｂは、液晶パネル４１０Ｒ，４１０Ｇ，４１
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０Ｂとクロスダイクロイックプリズム５００との間に配置され、液晶パネル４１０Ｒ，４
１０Ｇ，４１０Ｂから射出された光のうち、所定の方向に軸を有する直線偏光のみを透過
し、その他の光を吸収する機能を有している。
【００８０】
射出側偏光板４３０Ｒは、図３（ｂ）に示すように、偏光層３０と、偏光層３０を支持
する支持層３２とを有している。そして、支持層３２が偏光層３０のクロスダイクロイッ
クプリズム５００側になるように、クロスダイクロイックプリズム５００の光入射端面に
射出側偏光板４３０Ｒが接着層Ｃを介して接着されている。支持層３２における偏光層３
０が配置されていない側の表面（クロスダイクロイックプリズム５００側の面）には、硬
化被膜層ＨＣが蒸着などにより形成されている。なお、偏光層３０における支持層３２が
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配置されていない側の表面（液晶パネル４１０Ｒ側の面）には、図示しない反射防止層が
形成されている。偏光層３０及び支持層３２としては、入射側偏光板４２０Ｒ，４２０Ｇ
，４２０Ｂのものと同様の材料を用いることができる。他の射出側偏光板４３０Ｇ，４３
０Ｂも、射出側偏光板４３０Ｒと同様に構成されている。
【００８１】
入射側偏光板４２０Ｒ，４２０Ｇ，４２０Ｂ及び射出側偏光板４３０Ｒ，４３０Ｇ，４
３０Ｂは、互いの偏光軸の方向が直交するように設定・配置されている。
【００８２】
クロスダイクロイックプリズム５００は、各液晶パネル４１０Ｒ，４１０Ｇ，４１０Ｂ
から射出された各色光ごとに変調された光学像を合成して、カラー画像を形成する光学素
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子である。クロスダイクロイックプリズム５００は、液晶パネル４１０Ｒ，４１０Ｇ，４
１０Ｂで変調された色光をそれぞれ入射する３つの光入射端面と、合成された色光を射出
する光射出端面とを有している。このクロスダイクロイックプリズム５００は、４つの直
角プリズムを貼り合わせた平面視略正方形状をなし、直角プリズム同士を貼り合わせた略
Ｘ字状の界面には、誘電体多層膜が形成されている。略Ｘ字状の一方の界面に形成された
誘電体多層膜は、赤色光を反射するものであり、他方の界面に形成された誘電体多層膜は
、青色光を反射するものである。これらの誘電体多層膜によって赤色光及び青色光は曲折
され、緑色光の進行方向と揃えられることにより、３つの色光が合成される。
クロスダイクロイックプリズム５００は、熱伝導性のスペーサ１２（図２（ｂ）参照。
）を介して筐体１０に配設されている。

10

【００８３】
クロスダイクロイックプリズム５００から射出されたカラー画像は、投写光学系６００
によって拡大投写され、スクリーンＳＣＲ上で大画面画像を形成する。
【００８４】
以上のように構成された実施形態１に係るプロジェクタ１０００の効果を説明するにあ
たり、以下では説明を簡略化するため、３つの色光の光路のうち赤色光の光路に配置され
た部材の構成をもとにして、実施形態１に係るプロジェクタ１０００の効果を説明する。
【００８５】
実施形態１に係るプロジェクタ１０００においては、図３（ａ）に示すように、入射側
偏光板４２０Ｒにおける集光レンズ３００Ｒに対向する面には、硬化被膜層ＨＣが形成さ
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れている。すなわち、支持層２２における集光レンズ３００Ｒ側の面には硬化被膜層ＨＣ
が形成されている。
【００８６】
このため、実施形態１に係るプロジェクタ１０００によれば、支持層２２における集光
レンズ３００Ｒに対向する面には硬化被膜層ＨＣが形成されているため、支持層２２の表
面ではなく硬化被膜層ＨＣの表面に接着層Ｃが形成されることとなる。入射側偏光板４２
０Ｒにおける集光レンズ３００Ｒに対向する面に硬化被膜層ＨＣを形成すれば入射側偏光
板４２０Ｒと集光レンズ３００Ｒとの接着性が高まるため、実施形態１に係るプロジェク
タ１０００は、入射側偏光板４２０Ｒの温度上昇に起因して入射側偏光板４２０Ｒが集光
レンズ３００Ｒから剥がれ易くなるのを従来よりも抑制することが可能なプロジェクタと
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なり、ひいては、投写画像の画像品質が低下するのを抑制することが可能なプロジェクタ
となる。
【００８７】
実施形態１に係るプロジェクタ１０００においては、集光レンズ３００Ｒは、石英ガラ
ス、硼珪酸ガラスその他の透明ガラスからなる。これらの材料は複屈折が小さいため、集
光レンズ３００Ｒを通過する光束の品質低下を抑制することができ、入射側偏光板４２０
Ｒに入射する光束の品質低下を抑制することができる。また、これらの材料は熱膨張率が
比較的小さいため、熱による伸び・変形が大きいという性質を有する入射側偏光板４２０
Ｒをこのような熱膨張率の小さな材料からなる集光レンズ３００Ｒに接着することにより
、入射側偏光板４２０Ｒ自体の変形を抑えることができる。
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【００８８】
また、実施形態１に係るプロジェクタ１０００においては、図３（ｂ）に示すように、
射出側偏光板４３０Ｒにおけるクロスダイクロイックプリズム５００に対向する面には、
硬化被膜層ＨＣが形成されている。すなわち、支持層３２におけるクロスダイクロイック
プリズム５００側の面には硬化被膜層ＨＣが形成されている。
【００８９】
このため、実施形態１に係るプロジェクタ１０００によれば、支持層３２におけるクロ
スダイクロイックプリズム５００に対向する面には硬化被膜層ＨＣが形成されているため
、支持層３２の表面ではなく硬化被膜層ＨＣの表面に接着層Ｃが形成されることとなる。
射出側偏光板４３０Ｒにおけるクロスダイクロイックプリズム５００に対向する面に硬化
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被膜層ＨＣを形成すれば射出側偏光板４３０Ｒとクロスダイクロイックプリズム５００と
の接着性が高まるため、実施形態１に係るプロジェクタ１０００は、射出側偏光板４３０
Ｒの温度上昇に起因して射出側偏光板４３０Ｒがクロスダイクロイックプリズム５００か
ら剥がれ易くなるのを従来よりも抑制することが可能なプロジェクタとなり、ひいては、
投写画像の画像品質が低下するのを抑制することが可能なプロジェクタとなる。
【００９０】
実施形態１に係るプロジェクタ１０００においては、クロスダイクロイックプリズム５
００は、石英ガラス、硼珪酸ガラスその他の透明ガラスからなる。これらの材料は複屈折
が小さいため、クロスダイクロイックプリズム５００を通過する光束の品質低下を抑制す
ることができ、射出側偏光板４３０Ｒから射出される光束の品質低下を抑制することがで
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きる。また、これらの材料は熱膨張率が比較的小さいため、熱による伸び・変形が大きい
という性質を有する射出側偏光板４３０Ｒをこのような熱膨張率の小さな材料からなるク
ロスダイクロイックプリズム５００に接着することにより、射出側偏光板４３０Ｒ自体の
変形を抑えることができる。
【００９１】
また、実施形態１に係るプロジェクタ１０００においては、図４（ｂ）に示すように、
位相差板４０における偏光分離プリズム１４２に対向する面には、硬化被膜層ＨＣが形成
されている。
【００９２】
このため、実施形態１に係るプロジェクタ１０００によれば、位相差板４０における偏
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光分離プリズム１４２に対向する面には硬化被膜層ＨＣが形成されているため、位相差板
４０の表面ではなく硬化被膜層ＨＣの表面に接着層Ｃが形成されることとなる。位相差板
４０における偏光分離プリズム１４２に対向する面に硬化被膜層ＨＣを形成すれば位相差
板４０と偏光分離プリズム１４２との接着性が高まるため、実施形態１に係るプロジェク
タ１０００は、位相差板４０の温度上昇に起因して位相差板４０が偏光分離プリズム１４
２から剥がれ易くなるのを従来よりも抑制することが可能なプロジェクタとなり、ひいて
は、投写画像の画像品質が低下するのを抑制することが可能なプロジェクタとなる。
【００９３】
実施形態１に係るプロジェクタ１０００においては、偏光分離プリズム１４２は、サフ
ァイアからなる。サファイアは熱伝導性に非常に優れているため、位相差板４０で発生し
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た熱を効率よく系外に放散させることができ、位相差板４０の温度上昇を効果的に抑制す
ることが可能となる。また、サファイアは熱膨張率が小さいため、熱による伸び・変形が
大きいという性質を有する位相差板をこのような熱膨張率の小さな材料からなる偏光分離
プリズム１４２に接着することにより、位相差板４０自体の変形を抑えることができる。
【００９４】
実施形態１に係るプロジェクタ１０００においては、接着層Ｃに用いる接着剤として、
アクリル系接着剤を用いている。また、硬化被膜層ＨＣとして、アクリル系樹脂を用いて
いる。すなわち、接着層Ｃ及び硬化被膜層ＨＣは、同じ種類の樹脂材料からなる。
【００９５】
これにより、入射側偏光板４２０Ｒ，４２０Ｇ，４２０Ｂと集光レンズ３００Ｒ，３０
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０Ｇ，３００Ｂ、射出側偏光板４３０Ｒ，４３０Ｇ，４３０Ｂとクロスダイクロイックプ
リズム５００又は位相差板４０と偏光分離プリズム１４２との接着力をさらに高めること
ができるため、入射側偏光板、射出側偏光板又は位相差板の温度上昇に起因して入射側偏
光板、射出側偏光板又は位相差板が集光レンズ、クロスダイクロイックプリズム又は偏光
分離プリズムから剥がれ易くなるのをさらに抑制することが可能となる。また、硬化被膜
層ＨＣと接着層Ｃとの界面における光の反射等を抑制することができ、そのような望まし
くない反射等による光量の損失を低減することが可能となる。
【００９６】
なお、本発明の発明者らは、本発明における硬化被膜層の効果を確認するために、硬化
被膜層が形成された状態で偏光板を硼珪酸ガラスに接着した試料１と、硬化被膜層が形成
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されていない状態で偏光板を硼珪酸ガラスに接着した試料２について、接着面積５〔ｍｍ
〕×５〔ｍｍ〕の条件でせん断実験を行った。接着剤としては紫外線硬化型のアクリル系
接着剤を用い、偏光板の硼珪酸ガラス側にトリアセチルセルロース（ＴＡＣ）からなる支
持層を配置した。
実験の結果、試料２では接着強度が４０〔ｇｆ／ｍｍ
では接着強度が７０〔ｇｆ／ｍｍ

２

２

〕であったのに対して、試料１

〕であり、本発明における硬化被膜層の効果があるこ

とが確認できた。
【００９７】
実施形態１に係るプロジェクタ１０００においては、接着層Ｃに用いる接着剤として、
紫外線硬化型の接着剤や可視光短波長硬化型の接着剤などを好適に用いることができる。

10

【００９８】
実施形態１に係るプロジェクタ１０００においては、図２（ｂ）に示すように、入射側
偏光板４２０Ｒ，４２０Ｇ，４２０Ｂ及び射出側偏光板４３０Ｒ，４３０Ｇ，４３０Ｂを
冷却する冷却風流路が設けられている。これにより、冷却風流路からの冷却風によって入
射側偏光板４２０Ｒ，４２０Ｇ，４２０Ｂ及び射出側偏光板４３０Ｒ，４３０Ｇ，４３０
Ｂを冷却することができるため、入射側偏光板４２０Ｒ，４２０Ｇ，４２０Ｂ及び射出側
偏光板４３０Ｒ，４３０Ｇ，４３０Ｂの温度上昇を抑制し、入射側偏光板４２０Ｒ，４２
０Ｇ，４２０Ｂ及び射出側偏光板４３０Ｒ，４３０Ｇ，４３０Ｂで発生した熱を効率よく
除去することができる。
【００９９】
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なお、ここでは図示を省略したが、プロジェクタ１０００内には、各光学系などを冷却
するための少なくとも１つのファン及び複数の冷却風流路が設けられている。プロジェク
タ１０００外部から取り込まれた空気は、これらファン及び複数の冷却風流路によってプ
ロジェクタ１０００内を循環し、外部へと排出される。
【０１００】
［実施形態２］
図５及び図６は、実施形態２に係るプロジェクタ１００２の要部を説明するために示す
図である。図５（ａ）はクロスダイクロイックプリズム５００の周辺部分を上面から見た
図であり、図５（ｂ）は図５（ａ）のＡ−Ａ断面図である。図６（ａ）は入射側偏光板４
２０Ｒの周辺部分を側面から見た図であり、図６（ｂ）は射出側偏光板４３０Ｒの周辺部
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分を側面から見た図である。なお、図５及び図６において、図２及び図３と同一の部材に
ついては同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
【０１０１】
実施形態２に係るプロジェクタ１００２（図示せず。）は、基本的には実施形態１に係
るプロジェクタ１０００とよく似た構成を有しているが、図５及び図６に示すように、他
の光学要素としての透光性基板をさらに備える点で、実施形態１に係るプロジェクタ１０
００とは異なっている。
【０１０２】
すなわち、実施形態２に係るプロジェクタ１００２においては、入射側偏光板４２０Ｒ
，４２０Ｇ，４２０Ｂにおける集光レンズ３００Ｒ，３００Ｇ，３００Ｂとは反対側の位
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置に配置され、入射側偏光板４２０Ｒ，４２０Ｇ，４２０Ｂに接着層Ｃを介して接着され
た透光性基板４４０Ｒ，４４０Ｇ，４４０Ｂと、射出側偏光板４３０Ｒ，４３０Ｇ，４３
０Ｂにおけるクロスダイクロイックプリズム５００とは反対側の位置に配置され、射出側
偏光板４３０Ｒ，４３０Ｇ，４３０Ｂに接着層Ｃを介して接着された透光性基板４５０Ｒ
，４５０Ｇ，４５０Ｂとをさらに備えている。
【０１０３】
このように、実施形態２に係るプロジェクタ１００２は、実施形態１に係るプロジェク
タ１０００の場合とは、他の光学要素としての透光性基板をさらに備える点で異なってい
るが、実施形態１に係るプロジェクタ１０００の場合と同様に、図６（ａ）に示すように
、入射側偏光板４２０Ｒにおける集光レンズ３００Ｒに対向する面には硬化被膜層ＨＣが
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形成されているため、入射側偏光板４２０Ｒの温度上昇に起因して入射側偏光板４２０Ｒ
が集光レンズ３００Ｒから剥がれ易くなるのを従来よりも抑制することが可能なプロジェ
クタとなり、ひいては、投写画像の画像品質が低下するのを抑制することが可能なプロジ
ェクタとなる。また、図６（ｂ）に示すように、射出側偏光板４３０Ｒにおけるクロスダ
イクロイックプリズム５００に対向する面には硬化被膜層ＨＣが形成されているため、射
出側偏光板４３０Ｒの温度上昇に起因して射出側偏光板４３０Ｒがクロスダイクロイック
プリズム５００から剥がれ易くなるのを従来よりも抑制することが可能なプロジェクタと
なり、ひいては、投写画像の画像品質が低下するのを抑制することが可能なプロジェクタ
となる。
【０１０４】

10

実施形態２に係るプロジェクタ１００２においては、入射側偏光板４２０Ｒ，４２０Ｇ
，４２０Ｂに接着層Ｃを介して接着された透光性基板４４０Ｒ，４４０Ｇ，４４０Ｂを備
えているため、入射側偏光板４２０Ｒ，４２０Ｇ，４２０Ｂで発生した熱を透光性基板４
４０Ｒ，４４０Ｇ，４００Ｂにも伝達することができ、入射側偏光板４２０Ｒ，４２０Ｇ
，４２０Ｂの温度上昇をさらに抑制することが可能となる。このため、入射側偏光板４２
０Ｒ，４２０Ｇ，４２０Ｂにおける熱変形の発生をさらに抑制することが可能となり、入
射側偏光板４２０Ｒ，４２０Ｇ，４２０Ｂの温度上昇に起因して入射側偏光板４２０Ｒ，
４２０Ｇ，４２０Ｂが集光レンズ３００Ｒ，３００Ｇ，３００Ｂから剥がれ易くなるのを
さらに抑制することが可能となる。
【０１０５】
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実施形態２に係るプロジェクタ１００２においては、射出側偏光板４３０Ｒ，４３０Ｇ
，４３０Ｂに接着層Ｃを介して接着された透光性基板４５０Ｒ，４５０Ｇ，４５０Ｂを備
えているため、射出側偏光板４３０Ｒ，４３０Ｇ，４３０Ｂで発生した熱を透光性基板４
５０Ｒ，４５０Ｇ，４５０Ｂにも伝達することができ、射出側偏光板４３０Ｒ，４３０Ｇ
，４３０Ｂの温度上昇をさらに抑制することが可能となる。このため、射出側偏光板４３
０Ｒ，４３０Ｇ，４３０Ｂにおける熱変形の発生をさらに抑制することが可能となり、射
出側偏光板４３０Ｒ，４３０Ｇ，４３０Ｂの温度上昇に起因して射出側偏光板４３０Ｒ，
４３０Ｇ，４３０Ｂがクロスダイクロイックプリズム５００から剥がれ易くなるのをさら
に抑制することが可能となる。
【０１０６】
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実施形態２に係るプロジェクタ１００２においては、透光性基板４４０Ｒ，４４０Ｇ，
４４０Ｂ，４５０Ｒ，４５０Ｇ，４５０Ｂは、サファイアからなる。サファイアは熱伝導
性に非常に優れているため、入射側偏光板４２０Ｒ，４２０Ｇ，４２０Ｂ及び射出側偏光
板４３０Ｒ，４３０Ｇ，４３０Ｂで発生した熱を効率よく系外に放散させることができ、
入射側偏光板４２０Ｒ，４２０Ｇ，４２０Ｂ及び射出側偏光板４３０Ｒ，４３０Ｇ，４３
０Ｂの温度上昇を効果的に抑制することが可能となる。また、サファイアは熱膨張率が小
さいため、熱による伸び・変形が大きいという性質を有する入射側偏光板４２０Ｒ，４２
０Ｇ，４２０Ｂ及び射出側偏光板４３０Ｒ，４３０Ｇ，４３０Ｂをこのような熱膨張率の
小さな材料からなる透光性基板４４０Ｒ，４４０Ｇ，４４０Ｂ，４５０Ｒ，４５０Ｇ，４
５０Ｂに接着することにより、入射側偏光板４２０Ｒ，４２０Ｇ，４２０Ｂ及び射出側偏
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光板４３０Ｒ，４３０Ｇ，４３０Ｂ自体の変形を抑えることができる。
【０１０７】
なお、透光性基板４４０Ｒ，４４０Ｇ，４４０Ｂ，４５０Ｒ，４５０Ｇ，４５０Ｂの厚
さは、熱伝導性の観点からいえば０．２ｍｍ以上であることが好ましく、装置の小型化の
観点からいえば２．０ｍｍ以下であることが好ましい。
【０１０８】
実施形態２に係るプロジェクタ１００２においては、図５（ｂ）及び図６（ａ）に示す
ように、透光性基板４４０Ｒ，４４０Ｇ，４４０Ｂと筐体１０との間で熱を伝達する熱伝
導部材１４をさらに備えている。このため、入射側偏光板４２０Ｒ，４２０Ｇ，４２０Ｂ
で発生した熱は、透光性基板４４０Ｒ，４４０Ｇ，４４０Ｂ及び熱伝導部材１４を介して
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筐体１０に放散されるようになるため、プロジェクタの放熱性能を高めることができる。
【０１０９】
実施形態２に係るプロジェクタ１００２においては、図５（ｂ）及び図６（ｂ）に示す
ように、透光性基板４５０Ｒ，４５０Ｇ，４５０Ｂと筐体１０との間で熱を伝達する熱伝
導部材１６をさらに備えている。このため、射出側偏光板４３０Ｒ，４３０Ｇ，４３０Ｂ
で発生した熱は、透光性基板４５０Ｒ，４５０Ｇ，４５０Ｂ及び熱伝導部材１６を介して
筐体１０に放散されるようになるため、プロジェクタの放熱性能を高めることができる。
【０１１０】
熱伝導性部材１４，１６の材料としては、例えばアルミニウムやアルミニウム合金など
の金属を好ましく用いることができる。

10

【０１１１】
［実施形態３］
図７は、実施形態３に係るプロジェクタ１００４の要部を説明するために示す図である
。図７（ａ）は入射側偏光板４２２Ｒの周辺部分を側面から見た図であり、図７（ｂ）は
射出側偏光板４３２Ｒの周辺部分を側面から見た図である。なお、図７において、図６と
同一の部材については同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
【０１１２】
実施形態３に係るプロジェクタ１００４（図示せず。）は、基本的には実施形態２に係
るプロジェクタ１００２とよく似た構成を有しているが、図７に示すように、３層構造の
入射側偏光板及び射出側偏光板を用いている点で、実施形態２に係るプロジェクタ１００
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２とは異なっている。
【０１１３】
すなわち、実施形態３に係るプロジェクタ１００４においては、入射側偏光板４２２Ｒ
は、図７（ａ）に示すように、偏光層２０と、偏光層２０を両面から支持する２つの支持
層２２，２４とを有する３層構造の偏光板である。また、射出側偏光板４３２Ｒは、図７
（ｂ）に示すように、偏光層３０と、偏光層３０を両面から支持する２つの支持層３２，
３４とを有する３層構造の偏光板である。他の入射側偏光板４２２Ｇ，４２２Ｂ又は他の
射出側偏光板４３２Ｇ，４３２Ｂも、入射側偏光板４２２Ｒ又は射出側偏光板４３２Ｒと
同様に構成されている。なお、偏光層及び支持層を構成する材料は、実施形態１で説明し
たものと同じである。
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【０１１４】
実施形態３に係るプロジェクタ１００４の効果を説明するにあたり、以下では説明を簡
略化するため、３つの色光の光路のうち赤色光の光路に配置された部材の構成をもとにし
て、実施形態３に係るプロジェクタ１００４の構成及び効果を説明する。
【０１１５】
実施形態３に係るプロジェクタ１００４においては、図７（ａ）に示すように、入射側
偏光板４２２Ｒは、偏光層２０と、偏光層２０を支持する支持層２２，２４とを有してい
る。そして、支持層２２が偏光層２０の集光レンズ３００Ｒ側になるように（支持層２４
が偏光層２０の透光性基板４４０Ｒ側になるように）、集光レンズ３００Ｒの光射出面及
び透光性基板４４０Ｒの光入射面に入射側偏光板４２２Ｒが接着層Ｃを介して接着されて
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いる。支持層２２における偏光層２０が配置されていない側の表面（集光レンズ３００Ｒ
側の面）及び支持層２４における偏光層２０が配置されていない側の表面（透光性基板４
４０Ｒ側の面）には、硬化被膜層ＨＣが蒸着などにより形成されている。
【０１１６】
このため、実施形態３に係るプロジェクタ１００４によれば、支持層２２における集光
レンズ３００Ｒに対向する面及び支持層２４における透光性基板４４０Ｒに対向する面に
は硬化被膜層ＨＣが形成されているため、支持層２２，２４の表面ではなく硬化被膜層Ｈ
Ｃの表面に接着層Ｃが形成されることとなる。入射側偏光板４２２Ｒにおける集光レンズ
３００Ｒに対向する面及び透光性基板４４０Ｒに対向する面に硬化被膜層ＨＣを形成すれ
ば入射側偏光板４２２Ｒと集光レンズ３００Ｒ及び入射側偏光板４２２Ｒと透光性基板４
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４０Ｒの接着性が高まるため、実施形態３に係るプロジェクタ１００４は、入射側偏光板
４２２Ｒの温度上昇に起因して入射側偏光板４２２Ｒが集光レンズ３００Ｒ及び透光性基
板４４０Ｒから剥がれ易くなるのを従来よりも抑制することが可能なプロジェクタとなり
、ひいては、投写画像の画像品質が低下するのを抑制することが可能なプロジェクタとな
る。
【０１１７】
実施形態３に係るプロジェクタ１００４においては、図７（ｂ）に示すように、射出側
偏光板４３２Ｒは、偏光層３０と、偏光層３０を支持する支持層３２，３４とを有してい
る。そして、支持層３２が偏光層３０のクロスダイクロイックプリズム５００側になるよ
うに（支持層３４が偏光層３０の透光性基板４５０Ｒ側になるように）、クロスダイクロ

10

イックプリズム５００の光入射端面及び透光性基板４５０Ｒの光射出面に射出側偏光板４
３２Ｒが接着層Ｃを介して接着されている。支持層３２における偏光層３０が配置されて
いない側の表面（クロスダイクロイックプリズム５００側の面）及び支持層３４における
偏光層３０が配置されていない側の表面（透光性基板４５０Ｒ側の面）には、硬化被膜層
ＨＣが蒸着などにより形成されている。
【０１１８】
このため、実施形態３に係るプロジェクタ１００４によれば、支持層３２におけるクロ
スダイクロイックプリズム５００に対向する面及び支持層３４における透光性基板４５０
Ｒに対向する面には硬化被膜層ＨＣが形成されているため、支持層３２，３４の表面では
なく硬化被膜層ＨＣの表面に接着層Ｃが形成されることとなる。射出側偏光板４３２Ｒに

20

おけるクロスダイクロイックプリズム５００に対向する面及び透光性基板４５０Ｒに対向
する面に硬化被膜層ＨＣを形成すれば射出側偏光板４３２Ｒとクロスダイクロイックプリ
ズム５００及び射出側偏光板４３２Ｒと透光性基板４５０Ｒの接着性が高まるため、実施
形態３に係るプロジェクタ１００４は、射出側偏光板４３２Ｒの温度上昇に起因して射出
側偏光板４３２Ｒがクロスダイクロイックプリズム５００及び透光性基板４５０Ｒから剥
がれ易くなるのを従来よりも抑制することが可能なプロジェクタとなり、ひいては、投写
画像の画像品質が低下するのを抑制することが可能なプロジェクタとなる。
【０１１９】
［実施形態４］
図８は、実施形態４に係るプロジェクタ１００６の要部を説明するために示す図である
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。図８（ａ）はクロスダイクロイックプリズム５００の周辺部分を上面から見た図であり
、図８（ｂ）は図８（ａ）のＡ−Ａ断面図である。図９は、射出側偏光板４３０Ｒの周辺
部分を側面から見た図である。なお、図８及び図９において、図５及び図６と同一の部材
については同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
【０１２０】
実施形態４に係るプロジェクタ１００６（図示せず。）は、基本的には実施形態２に係
るプロジェクタ１００２とよく似た構成を有しているが、図８及び図９に示すように、射
出側偏光板と接着される光学要素がクロスダイクロイックプリズムではなく偏光分離プリ
ズムである点で、実施形態２に係るプロジェクタ１００２とは異なっている。
【０１２１】

40

すなわち、実施形態２に係るプロジェクタ１００２においては、図５に示すように、射
出側偏光板４３０Ｒ，４３０Ｇ，４３０Ｂは、光学要素としてのクロスダイクロイックプ
リズム５００の光入射端面に接着層Ｃを介してそれぞれ接着されている。また、射出側偏
光板４３０Ｒ，４３０Ｇ，４３０Ｂの光入射側には、他の光学要素としての透光性基板４
５０Ｒ，４５０Ｇ，４５０Ｂがそれぞれ配置され、射出側偏光板４３０Ｒ，４３０Ｇ，４
３０Ｂと透光性基板４５０Ｒ，４５０Ｇ，４５０Ｂとは接着層Ｃを介してそれぞれ接着さ
れている。
【０１２２】
これに対し、実施形態４に係るプロジェクタ１００６においては、図８に示すように、
射出側偏光板４３０Ｒ，４３０Ｇ，４３０Ｂは、光学要素としての偏光分離プリズム４６

50

(19)

JP 2007‑163726 A 2007.6.28

０Ｒ，４６０Ｇ，４６０Ｂの光射出面に接着層Ｃを介してそれぞれ接着されている。また
、射出側偏光板４３０Ｒ，４３０Ｇ，４３０Ｂの光射出側には、他の光学要素としての透
光性基板４５０Ｒ，４５０Ｇ，４５０Ｂがそれぞれ配置され、射出側偏光板４３０Ｒ，４
３０Ｇ，４３０Ｂと透光性基板４５０Ｒ，４５０Ｇ，４５０Ｂとは接着層Ｃを介してそれ
ぞれ接着されている。
【０１２３】
このように、実施形態４に係るプロジェクタ１００６は、実施形態２に係るプロジェク
タ１００２の場合とは、射出側偏光板と接着される光学要素がクロスダイクロイックプリ
ズムではなく偏光分離プリズムである点で異なっているが、実施形態２に係るプロジェク
タ１００２の場合と同様に、図８に示すように、入射側偏光板４２０Ｒにおける集光レン

10

ズ３００Ｒに対向する面には硬化被膜層ＨＣが形成されているため、入射側偏光板４２０
Ｒの温度上昇に起因して入射側偏光板４２０Ｒが集光レンズ３００Ｒから剥がれ易くなる
のを従来よりも抑制することが可能なプロジェクタとなり、ひいては、投写画像の画像品
質が低下するのを抑制することが可能なプロジェクタとなる。
【０１２４】
実施形態４に係るプロジェクタ１００６の効果を説明するにあたり、以下では説明を簡
略化するため、３つの色光の光路のうち赤色光の光路に配置された部材の構成をもとにし
て、実施形態４に係るプロジェクタ１００６の構成及び効果を説明する。
【０１２５】
実施形態４に係るプロジェクタ１００６においては、図８及び図９に示すように、射出
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側偏光板４３０Ｒの光射出側に偏光分離プリズム４６０Ｒが配置されている。偏光分離プ
リズム４６０Ｒは、液晶パネル４１０Ｒから射出された光のうち所定の方向に軸を有する
直線偏光のみを透過しその他の光を反射する機能を有する光学素子である。偏光分離プリ
ズム４６０Ｒは、図９に示すように、二軸方向性の有るフィルムを複数枚積層してＸＹ型
の偏光特性を持たせたＸＹ型偏光フィルム４６２Ｒを２個のガラスプリズム４６４Ｒ，４
６６Ｒで挟み込んだ構造を有している。偏光分離プリズム４６０Ｒにおける光入射面とＸ
Ｙ型偏光フィルム４６２Ｒとのなす角度は、例えば３０度に設定されている。
【０１２６】
実施形態４に係るプロジェクタ１００６においては、図８及び図９に示すように、射出
側偏光板４３０Ｒは、偏光層３０と、偏光層３０を支持する支持層３２とを有している。

30

そして、支持層３２が偏光層３０の透光性基板４５０Ｒ側になるように、偏光分離プリズ
ム４６０Ｒの光射出面及び透光性基板４５０Ｒの光入射面に射出側偏光板４３０Ｒが接着
層Ｃを介して接着されている。支持層３２における偏光層３０が配置されていない側の表
面（透光性基板４５０Ｒ側の面）には、硬化被膜層ＨＣが蒸着などにより形成されている
。
【０１２７】
このため、実施形態４に係るプロジェクタ１００６によれば、支持層３２における透光
性基板４５０Ｒに対向する面には硬化被膜層ＨＣが形成されているため、支持層３２の表
面ではなく硬化被膜層ＨＣの表面に接着層Ｃが形成されることとなる。射出側偏光板４３
０Ｒにおける透光性基板４５０Ｒに対向する面に硬化被膜層ＨＣを形成すれば射出側偏光

40

板４３０Ｒと透光性基板４５０Ｒとの接着性が高まるため、実施形態４に係るプロジェク
タ１００６は、射出側偏光板４３０Ｒの温度上昇に起因して射出側偏光板４３０Ｒが透光
性基板４５０Ｒから剥がれ易くなるのを従来よりも抑制することが可能なプロジェクタと
なり、ひいては、投写画像の画像品質が低下するのを抑制することが可能なプロジェクタ
となる。
【０１２８】
実施形態４に係るプロジェクタ１００６においては、液晶パネル４１０Ｒから射出され
た光のうち所定の方向に軸を有する直線偏光は、偏光分離プリズム４６０Ｒを透過して投
写光学系６００（図示せず。）で投写されてスクリーンＳＣＲ（図示せず。）に投写され
ることとなる一方、その他の光、すなわち投写光学系６００への進行を禁止されるべき光
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は、偏光分離プリズム４６０Ｒで反射されて系外に逃がされる。このため、射出側偏光板
４３０Ｒに入射する光のうち投写光学系６００への進行を禁止されるべき光は、前段とし
ての偏光分離プリズム４６０Ｒによってほとんど除去されているため、射出側偏光板４３
０Ｒにおける発熱そのものが効果的に抑制され、射出側偏光板４３０Ｒの温度上昇をさら
に効果的に抑制することが可能になる。
また、偏光分離プリズム４６０ＲのＸＹ型偏光フィルム４６２Ｒは、反射型偏光板であ
り、照明光軸１００ａｘ（図示せず。）に対して傾いて構成されているので、検光子とし
ての特性にやや劣るところがある。しかし、偏光分離プリズム４６０Ｒで画像には不要と
なる光を取り除けなかった分を、射出側偏光板４３０Ｒによって確実に遮断することがで
きるので、良好な画像を得ることが可能となる。

10

つまり、検光子としての作用及び熱の発生を偏光分離プリズム４６０Ｒと射出側偏光板
４３０Ｒとで分担することによって、装置の信頼性を向上させることが可能となる。
【０１２９】
実施形態４に係るプロジェクタ１００６においては、液晶パネル４１０Ｒで変調された
光のうちＸＹ型偏光フィルム４６２Ｒで反射された偏光光は、偏光分離プリズム４６０Ｒ
の側面からそのまま射出されるか、一旦偏光分離プリズム４６０Ｒの光入射面で反射され
てから偏光分離プリズム４６０Ｒの上面から射出されることになる。この場合、偏光分離
プリズム４６０Ｒの光入射面においては全反射されることになるため、迷光レベルを低減
することもできる。
【０１３０】

20

実施形態４に係るプロジェクタ１００６においては、偏光分離プリズム４６０Ｒの上方
には、ＸＹ型偏光フィルム４６２Ｒで反射されて偏光分離プリズム４６０Ｒから射出され
る偏光光を吸収するための光吸収手段４６８Ｒが配設されている。これにより、光吸収手
段４６８Ｒが、ＸＹ型偏光フィルム４６２Ｒで反射されて系外に逃がされた光を効果的に
捕捉するため、プロジェクタにおける迷光の発生を抑制することが可能になり、投写画像
の画像品質をさらに向上することができるようになる。また、光吸収手段４６８Ｒが偏光
分離プリズム４６０Ｒの上方に配設されているため、光吸収手段４６８Ｒで発生した熱は
対流によって光学系の上方に逃がされることになり、光学系に与える熱の影響を最小限の
ものにすることができる。
【０１３１】

30

［実施形態５］
図１０は、実施形態５に係るプロジェクタ１００８の要部を説明するために示す図であ
る。図１０（ａ）はクロスダイクロイックプリズム５００の周辺部分を上面から見た図で
あり、図１０（ｂ）は視野角補償板７０を説明するために示す図である。なお、図１０に
おいて、図２と同一の部材については同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
【０１３２】
実施形態５に係るプロジェクタ１００８（図示せず。）は、基本的には実施形態１に係
るプロジェクタ１０００とよく似た構成を有しているが、図１０に示すように、視野角補
償板をさらに備える点で、実施形態１に係るプロジェクタ１０００とは異なっている。以
下、実施形態５に係るプロジェクタ１００８の特徴及び効果について説明する。

40

【０１３３】
実施形態５に係るプロジェクタ１００８においては、図１０に示すように、液晶パネル
４１０Ｒ，４１０Ｇ，４１０Ｂと射出側偏光板４３０Ｒ，４３０Ｇ，４３０Ｂとの間に、
視野角補償板７０がそれぞれ配置されている。
視野角補償板７０は、光学要素としての透光性基板４７０Ｒ，４７０Ｇ，４７０Ｂに接
着層Ｃを介してそれぞれ接着されている。
【０１３４】
実施形態５に係るプロジェクタ１００８においては、視野角補償板７０における透光性
基板４７０Ｒ，４７０Ｇ，４７０Ｂに対向する面には、硬化被膜層ＨＣが形成されている
。
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【０１３５】
このため、実施形態５に係るプロジェクタ１００８によれば、視野角補償板７０におけ
る透光性基板４７０Ｒ，４７０Ｇ，４７０Ｂに対向する面には硬化被膜層ＨＣが形成され
ているため、視野角補償板７０の表面ではなく硬化被膜層ＨＣの表面に接着層Ｃが形成さ
れることとなる。視野角補償板７０における透光性基板４７０Ｒ，４７０Ｇ，４７０Ｂに
対向する面に硬化被膜層ＨＣを形成すれば視野角補償板７０と透光性基板４７０Ｒ，４７
０Ｇ，４７０Ｂとの接着性が高まるため、実施形態５に係るプロジェクタ１００８は、視
野角補償板７０の温度上昇に起因して視野角補償板７０が透光性基板４７０Ｒ，４７０Ｇ
，４７０Ｂから剥がれ易くなるのを従来よりも抑制することが可能なプロジェクタとなり
、ひいては、投写画像の画像品質が低下するのを抑制することが可能なプロジェクタとな

10

る。
【０１３６】
なお、実施形態５に係るプロジェクタ１００８は、視野角補償板をさらに備える点以外
の点では、実施形態１に係るプロジェクタ１０００と同様の構成を有するため、実施形態
１に係るプロジェクタ１０００の場合と同様の効果を有する。
【０１３７】
［実施形態６］
図１１は、実施形態６に係るプロジェクタ１０１０の要部を説明するために示す図であ
る。図１１（ａ）はクロスダイクロイックプリズム５００の周辺部分を上面から見た図で
あり、図１１（ｂ）は位相差板８０を説明するために示す図である。なお、図１１におい

20

て、図２と同一の部材については同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
【０１３８】
実施形態６に係るプロジェクタ１０１０（図示せず。）は、基本的には実施形態１に係
るプロジェクタ１０００とよく似た構成を有しているが、図１１に示すように、位相差板
をさらに備える点で、実施形態１に係るプロジェクタ１０００とは異なっている。以下、
実施形態６に係るプロジェクタ１０１０の特徴及び効果について説明する。
【０１３９】
実施形態６に係るプロジェクタ１０１０においては、図１１（ａ）に示すように、緑色
光の光路における集光レンズ３００Ｇと入射側偏光板４２４Ｇとの間に、位相差板８０が
配置されている。これにより、各色光の偏光方向を最適化し、ダイクロイックミラー、反
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射ミラー又はクロスダイクロイックプリズムにおける各色光の光通過率を最大化すること
が可能となる。
位相差板８０は、光学要素としての透光性基板４８０Ｇに接着層Ｃを介して接着されて
いる。なお、実施形態６に係るプロジェクタ１０１０においては、入射側偏光板４２４Ｇ
は、集光レンズ３００Ｒではなく透光性基板４９０Ｇに接着層Ｃを介して接着されている
。
【０１４０】
実施形態６に係るプロジェクタ１０１０においては、図１１（ｂ）に示すように、位相
差板８０における透光性基板４８０Ｇに対向する面には、硬化被膜層ＨＣが形成されてい
る。

40

【０１４１】
このため、実施形態６に係るプロジェクタ１０１０によれば、位相差板８０における透
光性基板４８０Ｇに対向する面には硬化被膜層ＨＣが形成されているため、位相差板８０
の表面ではなく硬化被膜層ＨＣの表面に接着層Ｃが形成されることとなる。位相差板８０
における透光性基板４８０Ｇに対向する面に硬化被膜層ＨＣを形成すれば位相差板８０と
透光性基板４８０Ｇとの接着性が高まるため、実施形態６に係るプロジェクタ１０１０は
、位相差板８０の温度上昇に起因して位相差板８０が透光性基板４８０Ｇから剥がれ易く
なるのを従来よりも抑制することが可能なプロジェクタとなり、ひいては、投写画像の画
像品質が低下するのを抑制することが可能なプロジェクタとなる。
【０１４２】

50

(22)

JP 2007‑163726 A 2007.6.28

実施形態６に係るプロジェクタ１０１０においては、透光性基板４８０Ｇは、サファイ
アからなる。サファイアは熱伝導性に非常に優れているため、位相差板８０で発生した熱
を効率よく系外に放散させることができ、位相差板８０の温度上昇を効果的に抑制するこ
とが可能となる。また、サファイアは熱膨張率が小さいため、熱による伸び・変形が大き
いという性質を有する位相差板８０をこのような熱膨張率の小さな材料からなる透光性基
板４８０Ｇに接着することにより、位相差板８０自体の変形を抑えることができる。
【０１４３】
なお、実施形態６に係るプロジェクタ１０１０は、位相差板をさらに備える点以外の点
では、実施形態１に係るプロジェクタ１０００と同様の構成を有するため、実施形態１に
係るプロジェクタ１０００の場合と同様の効果を有する。

10

【０１４４】
以上、本発明のプロジェクタ及び光学部品を上記の各実施形態に基づいて説明したが、
本発明は上記の各実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において
種々の態様において実施することが可能であり、例えば次のような変形も可能である。
【０１４５】
（１）上記各実施形態のプロジェクタ１０００〜１０１０においては、光学要素としての
透光性基板の材料としてサファイアを用いた場合を例示して説明したが、本発明はこれに
限定されるものではなく、水晶を用いてもよいし、石英ガラス、硼珪酸ガラスその他の光
学ガラスを用いてもよいし、結晶化ガラスを用いてもよい。
【０１４６】
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（２）上記各実施形態１〜４のプロジェクタ１０００〜１００６においては、入射側偏光
板を光学要素としての集光レンズに接着した場合を例示して説明したが、本発明はこれに
限定されるものではない。集光レンズ以外のレンズを用いるプロジェクタにおいて、入射
側偏光板、射出側偏光板、視野角補償板又は位相差板をそのようなレンズに接着した場合
にも、本発明を適用可能であることはいうまでもない。
【０１４７】
（３）上記各実施形態のプロジェクタ１０００〜１０１０においては、接着層Ｃに用いる
接着剤としてアクリル接着剤を用いているが、本発明はこれに限定されるものではなく、
例えばシリコーン系接着剤やエポキシ系接着剤などを好ましく用いることができる。
【０１４８】
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（４）上記各実施形態のプロジェクタ１０００〜１０１０においては、硬化被膜層ＨＣと
してアクリル系樹脂を用いているが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えばシ
リコーン系樹脂、メラミン系樹脂、ウレタン系樹脂又はエポキシ系樹脂などを好ましく用
いることができる。
【０１４９】
（５）上記実施形態５に係るプロジェクタ１００８においては、視野角補償板７０が、液
晶パネルと射出側偏光板との間に配置されている場合を例示して説明したが、本発明はこ
れに限定されるものではなく、入射側偏光板と液晶パネルとの間に配置されていてもよい
。
【０１５０】
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（６）上記実施形態６に係るプロジェクタ１０１０においては、位相差板８０が、透光性
基板４８０Ｇに接着されている場合を例示して説明したが、本発明はこれに限定されるも
のではなく、光学要素としての集光レンズ３００Ｇの光射出面に接着されていてもよい。
【０１５１】
（７）上記実施形態４に係るプロジェクタ１００６においては、偏光分離プリズムとして
、二軸方向性の有るフィルムを複数枚積層してＸＹ型の偏光特性を持たせたＸＹ型偏光フ
ィルムを用いた偏光分離プリズム４６０Ｒ，４６０Ｇ，４６０Ｂを例示して説明したが、
本発明はこれに限定されるものではない。偏光分離プリズムとしては、例えば誘電体多層
膜からなる偏光分離プリズム、多数の微細金属細線が配列されたワイヤグリッド型の偏光
分離プリズムなどを好ましく用いることができる。
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【０１５２】
（８）上記各実施形態のプロジェクタ１０００〜１０１０においては、光源装置として、
楕円面リフレクタ１１４と、楕円面リフレクタ１１４の第１焦点近傍に発光中心を有する
発光管１１２と、凹レンズ１１８とを有する光源装置１１０を用いたが、本発明はこれに
限定されるものではなく、放物面リフレクタと、放物面リフレクタの焦点近傍に発光中心
を有する発光管とを有する光源装置をも好ましく用いることができる。
【０１５３】
（９）上記各実施形態において、３つの液晶パネル４１０Ｒ，４１０Ｇ，４１０Ｂを用い
たプロジェクタを例示して説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、１つ、
２つ又は４つ以上の液晶装置を用いたプロジェクタにも適用可能である。

10

【０１５４】
（１０）本発明は、投写画像を観察する側から投写するフロント投写型プロジェクタに適
用する場合にも、投写画像を観察する側とは反対の側から投写するリア投写型プロジェク
タに適用する場合にも可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１５５】
【図１】実施形態１に係るプロジェクタ１０００の光学系を示す図。
【図２】実施形態１に係るプロジェクタ１０００の要部を説明するために示す図。
【図３】実施形態１に係るプロジェクタ１０００の要部を説明するために示す図。
【図４】実施形態１に係るプロジェクタ１０００の要部を説明するために示す図。
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【図５】実施形態２に係るプロジェクタ１００２の要部を説明するために示す図。
【図６】実施形態２に係るプロジェクタ１００２の要部を説明するために示す図。
【図７】実施形態３に係るプロジェクタ１００４の要部を説明するために示す図。
【図８】実施形態４に係るプロジェクタ１００６の要部を説明するために示す図。
【図９】射出側偏光板４３０Ｒの周辺部分を側面から見た図。
【図１０】実施形態５に係るプロジェクタ１００８の要部を説明するために示す図。
【図１１】実施形態６に係るプロジェクタ１０１０の要部を説明するために示す図。
【符号の説明】
【０１５６】
１０…筐体、１２…熱伝導性のスペーサ、１４，１６…熱伝導部材、２０，３０…偏光層
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、２２，２４，３２，３４…支持層、４０，８０…位相差板、７０…視野角補償板、１０
０…照明装置、１００ａｘ…照明光軸、１１０…光源装置、１１２…発光管、１１４…楕
円面リフレクタ、１１６…補助ミラー、１１８…凹レンズ、１２０…第１レンズアレイ、
１２２…第１小レンズ、１３０…第２レンズアレイ、１３２…第２小レンズ、１４０…偏
光変換素子、１４２…偏光分離プリズム、１４４…偏光分離層、１４６…反射層、１５０
…重畳レンズ、２００…色分離導光光学系、２１０，２２０…ダイクロイックミラー、２
３０，２４０，２５０…反射ミラー、２６０…入射側レンズ、２７０…リレーレンズ、３
００Ｒ，３００Ｇ，３００Ｂ…集光レンズ、４１０Ｒ，４１０Ｇ，４１０Ｂ…液晶パネル
、４２０Ｒ，４２０Ｇ，４２０Ｂ，４２２Ｒ…入射側偏光板、４３０Ｒ，４３０Ｇ，４３
０Ｂ，４３２Ｒ…射出側偏光板、４４０Ｒ，４４０Ｇ，４４０Ｂ，４５０Ｒ，４５０Ｇ，
４５０Ｂ，４７０Ｒ，４７０Ｇ，４７０Ｂ，４８０Ｇ，４９０Ｇ…透光性基板、４６０Ｒ
，４６０Ｇ，４６０Ｂ…偏光分離プリズム、４６２Ｒ…ＸＹ型偏光フィルム、４６４Ｒ，
４６６Ｒ…ガラスプリズム、４６８Ｒ…光吸収手段、５００…クロスダイクロイックプリ
ズム、６００…投写光学系、１０００…プロジェクタ、Ｃ…接着剤、ＨＣ…硬化被膜層、
ＳＣＲ…スクリーン
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