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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の画像と共役な第二の画像を形成する第一の光学系、及び、
　該第二の画像からの光を反射する反射光学素子を含むと共に該第二の画像と共役な第三
の画像を被投射面に投射する第二の光学系
を含む、投射光学系において、
　前記第一の光学系は、絞り、前記絞りに対して前記第一の画像側における第１群、前記
絞りと前記絞りに対して前記第三の画像側における最大の間隔との間における第２群、及
び、前記間隔に対して前記第三の画像側における第３群で構成され、
　前記第３群は、負レンズ及び前記負レンズのうち最も強い負の屈折力を備えた負レンズ
に対して前記第三の画像側における非球面レンズを含み、
　前記第一の光学系は、前記第二の光学系のペッツバール和の符号と反対の符号を備えた
ペッツバール和を有すると共に、
　前記第三の画像のサイズは、４８インチ以上であると共に、
　前記反射光学素子のサイズは、２００００ｍｍ２以下であると共に、
　前記第一の光学系のペッツバール和は、－０．０１１５未満である
ことを特徴とする投射光学系。
【請求項２】
　共役面Ａ上にある画像情報を表示する画像形成素子から射出した複数の光束を、共役面
Ｂに斜めから入射させて共役面Ｂ上に前記画像形成素子によって形成された画像の拡大画
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像を形成可能な投射光学系において、
　少なくとも第１光学系と第２光学系とを有し、
　第１光学系と第２光学系の間に前記複数の光束が略収束化された画像形成素子の中間像
を有し、
　第１光学系の屈折力を持った光学系は前記光束を透過するレンズ系のみで構成され、第
１光学系の屈折力のみで前記中間像を形成し、
　前記第１光学系は、絞りを含み、
　前記第１光学系の前記レンズ系は、前記絞りに対して共役面Ａ側における第１群、前記
絞りと前記絞りに対して共役面Ｂ側における最大の間隔との間における第２群、及び、前
記間隔に対して共役面Ｂ側における第３群で構成され、
　前記第３群は、負レンズ及び前記負レンズのうち最も強い負の屈折力を備えた負レンズ
に対して共役面Ｂ側における非球面レンズを含み、
　第２光学系は前記中間像の直後に前記光束を反射させる正の屈折力を持った反射ミラー
を含んだ反射光学系で、
　前記第１光学系は、前記第２光学系で発生するペッツバール和成分を補償するように構
成させていると共に、
　前記拡大画像のサイズは、４８インチ以上であると共に、
　前記反射ミラーのサイズは、２００００ｍｍ２以下であると共に、
　前記第１光学系のペッツバール和は、－０．０１１５未満である
ことを特徴とする投射光学系。
【請求項３】
　共役面Ａ上にある画像情報を表示する画像形成素子から射出した複数の光束を、共役面
Ｂに斜めから入射させて共役面Ｂ上に前記画像形成素子によって形成された画像の拡大画
像を形成可能な投射光学系において、
　少なくとも第１光学系と第２光学系とを有し、
　第１光学系と第２光学系の間に前記複数の光束が略収束化された画像形成素子の中間像
を有し、
　第１光学系の屈折力を持った光学系は前記光束を透過するレンズ系と第１光学系の光軸
に回転対称の負の屈折力を持った反射ミラーで構成され、第１光学系の屈折力のみで前記
中間像を形成し、
　前記第１光学系は、絞りを含み、
　前記第１光学系の前記レンズ系は、前記絞りに対して共役面Ａ側における第１群、前記
絞りと前記絞りに対して共役面Ｂ側における最大の間隔との間における第２群、及び、前
記間隔に対して共役面Ｂ側における第３群で構成され、
　前記第３群は、負レンズ及び前記負レンズのうち最も強い負の屈折力を備えた負レンズ
に対して共役面Ｂ側における非球面レンズを含み、
　第２光学系は前記中間像の直後に前記光束を反射させる正の屈折力を持った反射ミラー
を含んだ反射光学系で、
　前記第１光学系は、前記第２光学系で発生するペッツバール和成分を補償するように構
成させていると共に、
　前記拡大画像のサイズは、４８インチ以上であると共に、
　前記正の屈折力を持った反射ミラーのサイズは、２００００ｍｍ２以下であると共に、
　前記第１光学系のペッツバール和は、－０．０１１５未満である
ことを特徴とする投射光学系。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の少なくとも一つの態様は、投射光学系に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、透過型、反射型ドットマトリクス液晶、ＤＭＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｉｃｒｏ－
ｍｉｒｒｏｒ　Ｄｅｖｉｃｅ）等を用いた表示装置（以下ライトバルブと称する）を用い
、このライトバルブに表示される画像をスクリーンに拡大投射して大画面として見せる拡
大投射方式が着目されている。
【０００３】
　しかし大画面を投射するに当たり、ライトバルブ自体を大面積化するには、製作のうえ
で欠陥のない大型液晶表示装置を得ることは容易でなく、仮に得られたとしてもきわめて
高価になる。
【０００４】
　このようなことから、透過型（または反射型）液晶、ＤＭＤのライトバルブを用いてこ
れに表示される画像を拡大投射すれば、画面の大きさに制約を受けず、迫力のある大画面
を得ることが可能なので、オフィスや、学校、家庭においても、より広く画像拡大投射装
置（プロジェクター）が利用されている。
【０００５】
　しかし、実際にプロジェクターを利用する場面を想定すると、プロジェクターの設置場
所が問題になる。
【０００６】
　たとえば、オフィスにて前方に画像を投影するフロント型プロジェクターを例に挙げる
と、少人数で比較的小さな会議室で利用する場合、投影画面サイズ、投射距離、ＰＣとの
接続、議論しやすい机のレイアウトなどから、プロジェクターの設置場所の制約が少なか
らず発生し、使い勝手が悪い問題点が発生していた。また、特にプロジェクターにプレゼ
ンテーション資料を投影し説明をする場合に、説明者はプロジェクターとスクリーンの間
に立たざるを得ない場合もでてくるが、そのときに説明者の影がスクリーンに映り込んで
しまって聴講者には投影画面が一部分見えなくなる問題が生じてしまう。
【０００７】
　最近は、ますます、大画面で、投射距離を縮める工夫が種々なされているが、たとえば
、対角５０～６０インチの画面サイズを得るためには、従来の技術ではフロント型で最低
１ｍ程度の投射距離が必要であり、この距離では、説明者の陰がスクリーン上に写り込み
問題になる場合が多々生じていた。
【０００８】
　また、プロジェクターをキャビネット内に納め、キャビネットの前面に設けたスクリー
ンに背面投射して、キャビネットの前面から拡大画像を見ることができるようにしたリア
型の表示装置、リアプロジェクターが提供されるに至っているが、奥行き方向の省スペー
ス化を実現するため薄型が求められている中、筐体のなかにおいて平面ミラー等で何度か
折り曲げても、装置自体の小型化に限界があるため、光学系の投射距離を縮めることがま
すます求められている。
【０００９】
　特開２００２－４０３２６号公報（特許文献１）においては、反射型結像光学系に関す
る従来技術が開示されており、結像光学系の大型化を抑え且つ広画角化を図ることのでき
る反射型の結像光学系を提供することを目的として、その実施例としては、第一から第四
の四つの反射鏡を備えた反射型結像光学系であって、第一反射鏡：凹状曲面、　第二～四
反射鏡：凸状からなる、反射光学系を採用している。また、前記各反射鏡の内の少なくと
も一つの反射鏡の反射面を、自由曲面形状に形成し、所望の投射性能を確保している。
【００１０】
　特開２００２－１７４８５３号公報（特許文献２）においては、背面投射型ディスプレ
イに関する従来技術が開示されており、スクリーンまでの投射距離を短くして、背面投射
型ディスプレイに限定しているが、装置の奥行を薄くする方法として、一対の凹面鏡と発
散作用を有する凸面鏡を、表示光学ユニットから背面反射ミラーへの光路上に、表示光学
ユニット側から凹面鏡、凸面鏡の順で配置するなどして、投射距離をより短くする従来技
術がある。
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【００１１】
　特公平６－９１６４１号公報（特許文献３）においては、ビデオプロジエクタに関する
従来技術が開示されており、テレビジョン受像機において、第１番目の鏡を凸面状に構成
し、薄型化を図ったリアプロジェクション方式のビデオプロジェクタが記載されている。
【００１２】
　以上従来技術の共通の問題点としては、自由曲面等、非球面を多用し、結像性能を保ち
ながら、広角化を実現しているが、面形状精度はもちろん、各面の間隔の精度を厳しくす
る必要があった。特許文献１の反射鏡で構成したタイプでは、反射面の精度誤差による影
響度が大きくなる。これらの従来の投射光学系での公差設定より一段厳しくなる問題点が
あった。
【００１３】
　また、反射鏡だけで構成した場合、色収差が原理的に発生しない特徴があるが、逆に、
複数の色を合成しカラー画像を形成した作像系では、クロスプリズムや、フィリップスプ
リズムといった色合成ブリズム等を介在させる必要があり、色収差が発生するが、反射ミ
ラーだけで投射光学系を構成すると、色収差補正ができなくなるといったデメリットが生
じる。
【００１４】
　よって、特開２００４－６１９５９号公報（特許文献４）に開示される投射光学系、投
射型画像表示装置および画像表示システムでは、レンズ系と複数のパワーを持った反射面
を用いた投射光学系なので、色合成プリズム等で発生する色収差をレンズ系で補正するこ
とが可能であるが、実施例によると、３～５枚の非球面ミラーを使用しているためコスト
も高く、また前出の公知例と同じく反射面の面精度や位置精度を極めて高く設定する必要
があり、光学系の組付け精度が厳しくなるという問題点がある。また、画像形成素子から
射出する光束がテレセントリックではないため、像面での明るさが不均一になってしまっ
たり、色合成プリズムの膜の角度特性をライトバルブからの射出光の発散角よりも広く取
らなくてはいけないため分離特性が悪くなってしまう。
【００１５】
　また、特開２００４－２５８６２０号公報（特許文献５）に開示される投射光学系、拡
大投射光学系、拡大投射装置及び画像投射装置では、レンズ系と複数のパワーを持った反
射面を用いた投射光学系だが、回転非対称反射面１面を用いて拡大しているため特許文献
４に比べコストが抑えられ組付け精度も全体としてゆるくなる。しかしながら実施例１～
５では、レンズ系が光軸に対し平行偏心、チルト偏心しているため、その調芯を行うのが
非常に困難である。また、実施例６では偏心のないレンズ系を採用しているが、そのレン
ズ構成のため、スクリーン側に最も近いレンズの径が大きいものになってしまっており、
またそのレンズに自由曲面を用いているためコストが高くなってしまっている。より具体
的には、実施例６では、レンズ系は共軸系であるが、レンズ系と凹面ミラーの関係に関す
る記述が無く最終レンズが自由曲面レンズであったり、径が大きくなってしまったりして
コストアップの要因となっている。
【００１６】
　また、特許第３７２７５４３号公報（特許文献６）に開示される画像表示装置では、レ
ンズ部に反射部の像面湾曲を補償するレンズを備えることで全体系の像面湾曲を打ち消し
ているが、画像形成素子からスクリーンまで中間像を結ぶことなくひとつの系となってい
るため通常のレンズシステムと大差なくスクリーン上の像面湾曲をなくす手段としては当
然のことであった。また、前絞りに言及しているため、画像形成素子にたとえばＤＭＤし
か対応できず、透過型、反射型液晶を用いた画像形成素子への対応は出来なかった。
【特許文献１】特開２００２－４０３２６号公報
【特許文献２】特開２００２－１７４８５３号公報
【特許文献３】特公平６－９１６４１号公報
【特許文献４】特開２００４－６１９５９号公報
【特許文献５】特開２００４－２５８６２０号公報
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【特許文献６】特許第３７２７５４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明の第一の目的は、より良好な解像性能を備えた画像を投射することが可能な投射
光学系を提供することである。
【００１８】
　本発明の第二の目的は、より良好な解像性能を備えた拡大画像を形成することが可能な
投射光学系を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明の第一の態様は、第一の画像と共役な第二の画像を形成する第一の光学系、及び
、該第二の画像からの光を反射する反射光学素子を含むと共に該第二の画像と共役な第三
の画像を被投射面に投射する第二の光学系を含む、投射光学系において、前記第一の光学
系は、絞り、前記絞りに対して前記第一の画像側における第１群、前記絞りと前記絞りに
対して前記第三の画像側における最大の間隔との間における第２群、及び、前記間隔に対
して前記第三の画像側における第３群で構成され、前記第３群は、負レンズ及び前記負レ
ンズのうち最も強い負の屈折力を備えた負レンズに対して前記第三の画像側における非球
面レンズを含み、前記第一の光学系は、前記第二の光学系のペッツバール和の符号と反対
の符号を備えたペッツバール和を有すると共に、前記第三の画像のサイズは、４８インチ
以上であると共に、前記反射光学素子のサイズは、２００００ｍｍ２以下であると共に、
前記第一の光学系のペッツバール和は、－０．０１１５未満であることを特徴とする投射
光学系である。
【００２２】
　本発明の第二の態様は、共役面Ａ上にある画像情報を表示する画像形成素子から射出し
た複数の光束を、共役面Ｂに斜めから入射させて共役面Ｂ上に前記画像形成素子によって
形成された画像の拡大画像を形成可能な投射光学系において、少なくとも第１光学系と第
２光学系とを有し、第１光学系と第２光学系の間に前記複数の光束が略収束化された画像
形成素子の中間像を有し、第１光学系の屈折力を持った光学系は前記光束を透過するレン
ズ系のみで構成され、第１光学系の屈折力のみで前記中間像を形成し、前記第１光学系は
、絞りを含み、前記第１光学系の前記レンズ系は、前記絞りに対して共役面Ａ側における
第１群、前記絞りと前記絞りに対して共役面Ｂ側における最大の間隔との間における第２
群、及び、前記間隔に対して共役面Ｂ側における第３群で構成され、前記第３群は、負レ
ンズ及び前記負レンズのうち最も強い負の屈折力を備えた負レンズに対して共役面Ｂ側に
おける非球面レンズを含み、第２光学系は前記中間像の直後に前記光束を反射させる正の
屈折力を持った反射ミラーを含んだ反射光学系で、前記第１光学系は、前記第２光学系で
発生するペッツバール和成分を補償するように構成させていると共に、前記拡大画像のサ
イズは、４８インチ以上であると共に、前記反射ミラーのサイズは、２００００ｍｍ２以
下であると共に、前記第１光学系のペッツバール和は、－０．０１１５未満であることを
特徴とする投射光学系である。
【００２３】
　本発明の第三の態様は、共役面Ａ上にある画像情報を表示する画像形成素子から射出し
た複数の光束を、共役面Ｂに斜めから入射させて共役面Ｂ上に前記画像形成素子によって
形成された画像の拡大画像を形成可能な投射光学系において、少なくとも第１光学系と第
２光学系とを有し、第１光学系と第２光学系の間に前記複数の光束が略収束化された画像
形成素子の中間像を有し、第１光学系の屈折力を持った光学系は前記光束を透過するレン
ズ系と第１光学系の光軸に回転対称の負の屈折力を持った反射ミラーで構成され、第１光
学系の屈折力のみで前記中間像を形成し、前記第１光学系は、絞りを含み、前記第１光学
系の前記レンズ系は、前記絞りに対して共役面Ａ側における第１群、前記絞りと前記絞り
に対して共役面Ｂ側における最大の間隔との間における第２群、及び、前記間隔に対して
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共役面Ｂ側における第３群で構成され、前記第３群は、負レンズ及び前記負レンズのうち
最も強い負の屈折力を備えた負レンズに対して共役面Ｂ側における非球面レンズを含み、
第２光学系は前記中間像の直後に前記光束を反射させる正の屈折力を持った反射ミラーを
含んだ反射光学系で、前記第１光学系は、前記第２光学系で発生するペッツバール和成分
を補償するように構成させていると共に、前記拡大画像のサイズは、４８インチ以上であ
ると共に、前記正の屈折力を持った反射ミラーのサイズは、２００００ｍｍ２以下である
と共に、前記第１光学系のペッツバール和は、－０．０１１５未満であることを特徴とす
る投射光学系である。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明の第一の態様によれば、より良好な解像性能を備えた画像を投射することが可能
な投射光学系を提供することが可能になる。
【００２８】
　本発明の第二の又は第三の態様によれば、より良好な解像性能を備えた拡大画像を形成
することが可能な投射光学系を提供することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　（投射光学系及び画像投射装置）
　本発明の実施形態は、投射光学系及び画像投射装置に関する。
【００３２】
　本発明の実施形態の第一の目的は、像面湾曲が低減された投射光学系を提供することで
ある。
【００３３】
　本発明の実施形態の第二の目的は、像面湾曲が低減された投射光学系を含む画像投射装
置を提供することである。
【００３４】
　本発明の実施形態の第一の態様は、第一の画像と共役な第二の画像を形成する第一の光
学系、及び、該第二の画像からの光を反射する反射光学素子を含むと共に該第二の画像と
共役な第三の画像を被投射面に投射する第二の光学系を含む、投射光学系において、前記
第一の光学系は、前記第二の光学系のペッツバール和の符号と反対の符号を備えたペッツ
バール和を有することを特徴とする投射光学系である。
【００３５】
　本発明の実施形態の第二の態様は、共役面Ａ上にある画像情報を表示する画像形成素子
から射出した複数の光束を、共役面Ｂに斜めから入射させて共役面Ｂ上に前記画像形成素
子によって形成された画像の拡大画像を形成可能な投射光学系において、少なくとも第１
光学系と第２光学系とを有し、第１光学系と第２光学系の間に前記複数の光束が略収束化
された画像形成素子の中間像を有し、第１光学系の屈折力を持った光学系は前記光束を透
過するレンズ系のみで構成され、第１光学系の屈折力のみで前記中間像を形成し、第２光
学系は前記中間像の直後に前記光束を反射させる正の屈折力を持った反射ミラーを含んだ
反射光学系で、前記第１光学系は、前記第２光学系で発生するペッツバール和成分を補償
するように構成させていることを特徴とする投射光学系である。
【００３６】
　本発明の実施形態の第三の態様は、共役面Ａ上にある画像情報を表示する画像形成素子
から射出した複数の光束を、共役面Ｂに斜めから入射させて共役面Ｂ上に前記画像形成素
子によって形成された画像の拡大画像を形成可能な投射光学系において、少なくとも第１
光学系と第２光学系とを有し、第１光学系と第２光学系の間に前記複数の光束が略収束化
された画像形成素子の中間像を有し、第１光学系の屈折力を持った光学系は前記光束を透
過するレンズ系と第１光学系の光軸に回転対称の負の屈折力を持った反射ミラーで構成さ
れ、第１光学系の屈折力のみで前記中間像を形成し、第２光学系は前記中間像の直後に前
記光束を反射させる正の屈折力を持った反射ミラーを含んだ反射光学系で、前記第１光学
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系は、前記第２光学系で発生するペッツバール和成分を補償するように構成させているこ
とを特徴とする投射光学系である。
【００３７】
　本発明の実施形態の第四の態様は、本発明の実施形態の第一、第二、及び第三の態様の
いずれかである投射光学系を搭載したことを特徴とする画像投射装置である。
【００３８】
　本発明の実施形態の第一、第二、又は第三の態様によれば、像面湾曲が低減された投射
光学系を提供することができる。
【００３９】
　本発明の実施形態の第四の態様によれば、像面湾曲が低減された投射光学系を含む画像
投射装置を提供することができる。
【００４０】
　次に、本発明の実施の形態（実施形態）を図面と共に説明する。
【００４１】
　本発明の第一の実施形態は、共役面Ａ上にある画像情報を表示する画像形成素子から射
出した複数の光束を、共役面Ｂに斜めから入射させて共役面Ｂ上に前記画像形成素子によ
って形成された画像の拡大画像を形成可能な投射光学系において、少なくとも第１光学系
と第２光学系とを有し、第１光学系と第２光学系の間に前記複数の光束が略収束化された
画像形成素子の中間像を有し、第１光学系の屈折力を持った光学系は前記光束を透過する
レンズ系のみで構成され、第１光学系の屈折力のみで前記中間像を形成し、第２光学系は
前記中間像の直後に前記光束を反射させる正の屈折力を持った反射ミラーを含んだ反射光
学系で、前記第１光学系は、前記第２光学系で発生するペッツバール和成分を補償するよ
うに構成させていることを特徴とする投射光学系である。
【００４２】
　本発明の第一の実施形態によれば、第２光学系の正の屈折力を持った反射ミラーでのペ
ッツバール和成分を第１光学系で補償することにより、像面であるスクリーン面での像面
湾曲を小さく出来、解像性能を向上させることが出来る。
【００４３】
　本発明の第二の実施形態は、共役面Ａ上にある画像情報を表示する画像形成素子から射
出した複数の光束を、共役面Ｂに斜めから入射させて共役面Ｂ上に前記画像形成素子によ
って形成された画像の拡大画像を形成可能な投射光学系において、少なくとも第１光学系
と第２光学系とを有し、第１光学系と第２光学系の間に前記複数の光束が略収束化された
画像形成素子の中間像を有し、第１光学系の屈折力を持った光学系は前記光束を透過する
レンズ系と第１光学系の光軸に回転対称の負の屈折力を持った反射ミラーで構成され、第
１光学系の屈折力のみで前記中間像を形成し、第２光学系は前記中間像の直後に前記光束
を反射させる正の屈折力を持った反射ミラーを含んだ反射光学系で、前記第１光学系は、
前記第２光学系で発生するペッツバール和成分を補償するように構成させていることを特
徴とする投射光学系である。
【００４４】
　本発明の第二の実施形態によれば、第２光学系の正の屈折力を持った反射ミラーでのペ
ッツバール和成分を第１光学系で補償することにより、像面であるスクリーン面での像面
湾曲を小さく出来、解像性能を向上させることが出来る。
【００４５】
　本発明の第三の実施形態は、本発明の第一の又は第二の実施形態である投射光学系にお
いて、第２光学系の正の屈折力を持ったミラーは、第１光学系の光軸と交わる点から周辺
に向かうにしたがって曲率がゆるくなるような曲面形状を持つことを特徴とする投射光学
系である。
【００４６】
　本発明の第三の実施形態によれば、スクリーン上の拡大像の歪曲収差、像面湾曲を補正
することが出来、解像性能を向上させることが出来る。
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【００４７】
　本発明の第四の実施形態は、本発明の第一の又は第二の実施形態である投射光学系にお
いて、第２光学系の正の屈折力を持ったミラーは、画像形成素子の短軸方向と長軸方向と
でパワーが異なるアナモフィックな多項式自由曲面形状であることを特徴とする投射光学
系である。
【００４８】
　本発明の第四の実施形態によれば、設計自由度が多くなるため、収差補正能力がさらに
高くなり、解像性能を向上させることが出来る。
【００４９】
　本発明の第五の実施形態は、本発明の第一の又は第二の実施形態である投射光学系にお
いて、第２光学系の正の屈折力を持ったミラーは、回転対称な非球面形状であることを特
徴とする投射光学系である。
【００５０】
　本発明の第五の実施形態によれば、ある軸に対し回転対称の形状であるため正の屈折力
を持ったミラーの加工がしやすく形状誤差が小さくできるし、加工時間も短くできるため
コストダウンとなる。
【００５１】
　本発明の第六の実施形態は、本発明の第一の又は第二の実施形態である投射光学系にお
いて、第１光学系のレンズは、少なくとも１面は非球面形状を有していることを特徴とす
る投射光学系である。
【００５２】
　本発明の第六の実施形態によれば、第１光学系に非球面を採用することにより、拡大像
の解像性能が良くなる。
【００５３】
　本発明の第七の実施形態は、本発明の第六の実施形態である投射光学系において、第１
光学系の非球面は、少なくとも１箇所は第３群中に位置していることを特徴とする投射光
学系である。
【００５４】
　本発明の第七の実施形態によれば、第１光学系第３群は全群の中で最も光束の画角が離
れている群なので、そこに非球面を採用することにより、各画角の光束を独立に補正でき
るため、拡大像の解像性能がさらに良くなる。
【００５５】
　本発明の第八の実施形態は、本発明の第七の実施形態である投射光学系において、第１
光学系の第３群の非球面は、少なくとも１箇所は正の屈折力を持ったレンズ上に位置して
いることを特徴とする投射光学系である。
【００５６】
　本発明の第八の実施形態によれば、第３群の正のパワーを持ったレンズは、第３群中で
良く光束の画角が離れているレンズのため、各画角の光束を独立に補正できるため、拡大
像の解像性能がさらに良くなる。
【００５７】
　本発明の第九の実施形態は、本発明の第六の実施形態である投射光学系において、第１
光学系の非球面は、少なくとも１箇所は最も共役面Ｂに近いレンズ系の面であることを特
徴とする投射光学系である。
【００５８】
　本発明の第九の実施形態によれば、第３群の最も共役面Ｂに近い面は、第３群中で最も
光束の画角が離れているレンズのため、各画角の光束を独立に補正できるため、拡大像の
解像性能がさらに良くなる。
【００５９】
　本発明の第十の実施形態は、本発明の第一の又は第二の実施形態である投射光学系にお
いて、前記中間像は第１光学系の光軸に垂直な面に対して傾斜湾曲していることを特徴と
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する投射光学系である。
【００６０】
　本発明の第十の実施形態によれば、スクリーン上の拡大像の像面湾曲を、物体側（中間
像）で逆補正することが出来、解像性能を向上させることが出来る。
【００６１】
　本発明の第十一の実施形態は、本発明の第一の又は第二の実施形態である投射光学系に
おいて、前記画像形成素子から前記透過屈折光学系の第一面までが略テレセントリックで
あることを特徴とする投射光学系である。
【００６２】
　本発明の第十一の実施形態によれば、画像形成素子から射出する光束を全画角ほぼ同じ
角度で第１光学系に取り込むため、スクリーン上の拡大像の明るさをほぼ均一化できる。
また、画像形成素子と第１光学系の間に入射角特性を持った膜が配置されている場合、そ
の取り込み角分のみを考慮すればよいので入射角を狭くすることが出来、コストダウンで
きる。
【００６３】
　本発明の第十二の実施形態は、本発明の第一の又は第二の実施形態である投射光学系に
おいて、第１光学系のレンズの間に、反射ミラーを配置したことを特徴とする投射光学系
である。
【００６４】
　本発明の第十二の実施形態によれば、第１光学系のレンズ内に折り返しミラーを配置す
ることにより、画像形成素子からその折り返しミラーまでの光路を、スペースが空いてい
る空間に折り返すことが出来るため、光学系の空間占有率が小さくなる。
【００６５】
　本発明の第十三の実施形態は、本発明の第一の又は第二の実施形態である投射光学系に
おいて、第１光学系のペッツバール和成分は負であることを特徴とする投射光学系である
。
【００６６】
　本発明の第十三の実施形態によれば、第１光学系のペッツバール和を負にすることで、
第２光学系の正の屈折力を持った反射ミラーで発生する像面湾曲を打ち消すことが出来る
ため、解像性能が向上する。
【００６７】
　本発明の第十四の実施形態は、本発明の第十三の実施形態である投射光学系において、
第１光学系のペッツバール和成分をＰＴＺとした時に下記条件
　ＰＴＺ　＜　－０．０１１５
を満たすことを特徴とする投射光学系である。
【００６８】
　本発明の第十四の実施形態によれば、第１光学系のペッツバール和を－０．０１１５以
下とすることで、中間像にあらかじめ正の屈折力を持った反射ミラーでの拡大の際に発生
する像面湾曲を大きく補正する形で発生させることが出来るため、その拡大倍率を大きく
することが出来、物体である中間像を小さくすることが出来る。しいてはその正の屈折力
を持った反射ミラーをも小さくすることが出来る。また、解像性能も向上できる。
【００６９】
　本発明の第十五の実施形態は、本発明の第一～第十四の実施形態のいずれかである投射
光学系を搭載したことを特徴とする画像投射装置である。
【００７０】
　本発明の第十五の実施形態によれば、拡大倍率が高く解像性能が高くてもレンズサイズ
やミラーサイズが大きくならない投射光学系を採用した投影装置を実現したため、所望の
拡大倍率が得られ、かつ至近距離投射が可能でコストを抑えた投影装置を実現できる。ま
た、リアプロジェクションへ本発明の実施形態の投射光学系を採用することによって従来
よりもコストを下げ、かつ薄型化も可能な装置を実現できる。
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【００７１】
　本発明の第十六の実施形態は、第一の画像と共役な第二の画像を形成する第一の光学系
、及び、該第二の画像からの光を反射する反射光学素子を含むと共に該第二の画像と共役
な第三の画像を被投射面に投射する第二の光学系を含む、投射光学系において、前記第一
の光学系は、前記第二の光学系のペッツバール和の符号と反対の符号を備えたペッツバー
ル和を有することを特徴とする投射光学系である。
【００７２】
　本発明の第十六の実施形態によれば、像面湾曲が低減された投射光学系を提供すること
ができる。
【００７３】
　本発明の第十七の実施形態は、本発明の第十六の実施形態である投射光学系を搭載した
ことを特徴とする画像投射装置である。
【００７４】
　本発明の第十七の実施形態によれば、像面湾曲が低減された投射光学系を含む画像投射
装置を提供することができる。
【実施例１】
【００７５】
　図１に本発明の実施形態の実施例１を示す。
【００７６】
　なお、本発明の実施形態の説明図における座標系は、共役面Ｂ上のスクリーンの長軸方
向をＸ、短軸方向をＹ、スクリーンの法線方向をＺとする。
【００７７】
　共役面Ａ上の画像形成素子で形成された画像を共役面Ｂ上のスクリーンに投射するため
の投射光学系であって、屈折力を持った光学系は光束を透過するレンズ系のみで構成され
た共軸系の第１光学系、正のパワーを有する反射面を少なくとも一つ含んだ第２光学系で
構成され、画像形成素子から第１光学系、第２光学系を配置し、第１光学系と第２光学系
の間に、画像形成素子で形成された画像の中間像を一旦形成させて、全体で拡大投射させ
る。なお、折返しミラーは光路を折り返し、光学系をコンパクトにまとめるために配置さ
れており、画像形成素子にて作られた画像をスクリーンに投射することに関しては寄与し
ていない。
【００７８】
　図４は図１の上方から、つまりＸＺ平面で系を見た図であり、折り返しミラーの光路折
り曲げ方向を変更したものである。図１では折り返しミラーの光路折り曲げ方向は第１光
学系以下をＹ方向に折り曲げているが、第１光学系を図４のようなＸ方向に折り曲げるよ
うな向きにするなど、光学系の空間占有率を小さく出来ることは当然である。さらに、第
２光学系は正のパワーを持った反射ミラーの後にスクリーンと平行な折り返しミラーを配
置してもよく、図４のように一つの筐体内に本光学系を設置した場合、筐体の奥行き方向
を薄くすることが出来る。このことは以下実施例すべてにおいて同様である。
【００７９】
　なお、図では簡単のため画像形成素子を１枚のみ示したが、図１２のように赤、緑、青
等の複数枚の画像形成素子を用い、各素子により変調された光束を公知のダイクロイック
プリズム等の色合成手段により色合成した後に投射光学系へ入射させることによりスクリ
ーン上にカラー画像を投射することが出来ることは言うまでもない。
【００８０】
　また、画像形成素子から第１光学系第１面までの光束が略テレセントリックであれば（
本発明の第十一の実施形態）、スクリーンでの画像形成素子の拡大像の明るさを均一化で
きると共に、前述のような複数枚の素子を用いたカラー画像投射の場合に用いる色合成手
段のダイクロイック膜の角度特性も画像形成素子からの射出光の発散角のみ考慮すればい
いので狭く、膜自体が作りやすくなる。さらに偏光分離手段を用いる画像形成装置の場合
、その偏光分離膜も角度特性が狭く出来るためよい（図１２参照）。もちろんテレセント
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リックではない光学系でも本発明の実施形態は適用可能である。
【００８１】
　図２は実施例１の第１光学系の拡大図である。
【００８２】
　図２のように、第１光学系に非球面レンズを用いることにより設計の自由度が多くなり
、スクリーン上での結像性能が上がる（本発明の第六の実施形態）。さらに第１光学系は
、絞りの前後と、絞りよりも共役面Ｂ側にあるレンズ群の中で最もレンズ間隔の空いた箇
所の前後で分けたときに、もっとも共役面Ｂ側にある第３群は各画角の光束が最も分離し
ている群なので、その位置に非球面形状を用いることにより各画角を独立に収差補正する
ことが出来（本発明の第七の実施形態）、その中でも図２のように負のレンズ後の正のレ
ンズは良く各画角の光束が分離しているため非球面形状の収差補正能力が効果的である（
本発明の第八の実施形態）。このことは以下の各実施例でも同様である。
【００８３】
　次に、ペッツバール和の補償について説明する。
【００８４】
　図３は実施例１の第１光学系、第２光学系の拡大図である。
【００８５】
　第１光学系を射出した光束は折り返しミラーにより光路を曲げられ第２光学系に入射し
、第２光学系の正のパワーを持った反射ミラーにより拡大投射される。第１光学系と第２
光学系の間には、光束が略収束化され画像形成素子の中間像を形成する。
【００８６】
　第２光学系の正のパワーにより共役面Ｂ上に拡大投影される画像形成素子の像の歪曲収
差は一般に、入射する画角の３乗に比例して大きくなってしまう。同様に像面湾曲は、入
射する画角の２乗に比例してしまう。つまり、画像形成素子上に等間隔に並んだ物点から
射出する光線が投射光学系によって共役面Ｂ上に像を作るとき、出来た像は等間隔ではな
く、光軸から離れた像点ほどズレ量は大きくなる。本光学系では第２光学系の曲面が球面
であった場合、投射される像は画角が大きい光束、つまり光軸から離れれば離れるほど像
点の間隔が広がり、かつ、物点側に湾曲してしまう。以上のような拡大投射系における歪
曲収差、像面湾曲を補正するため、第２光学系の正のパワーを持つ反射ミラーは、光軸か
ら離れれば離れるほど正のパワーがゆるくなるような曲面形状をしている（本発明の第三
の実施形態）。また第２光学系の正のパワーを持つ反射ミラーがアナモフィックな多項式
自由曲面形状であれば、設計自由度が高くなるので、上記歪曲収差を含めた収差補正性能
がよくなる（本発明の第四の実施形態）。なお本説明では凹面状の反射面を採用している
が、フレネル反射鏡であったり、ホログラム反射鏡であったり、集光パワーを有する反射
光学素子であればこの限りでない。
【００８７】
　なお、上の説明における「アナモフィックな多項式自由曲面」は投射画像を基準として
短軸方向をＹ方向、長軸方向をＸ方向、曲面のデプスをＺ方向、「Ｘ２、Ｙ２、Ｘ２Ｙ、
Ｙ３、Ｘ２Ｙ２など」を係数として
　Ｚ＝Ｘ２・ｘ２＋Ｙ２・ｙ２＋Ｘ２Ｙ・ｘ２ｙ＋Ｙ３・ｙ３＋Ｘ４・ｘ４＋Ｘ２Ｙ２・
ｘ２ｙ２＋Ｙ４・ｙ４＋Ｘ４Ｙ・ｘ４ｙ＋Ｘ２Ｙ３・ｘ２ｙ３＋Ｙ５・ｙ５＋Ｘ６・ｘ６

＋Ｘ４Ｙ２・ｘ４ｙ２＋Ｘ２Ｙ４・ｘ２ｙ４＋Ｙ６・ｙ６＋・・（１）
で表される形状である。
【００８８】
　さらに光軸から離れるほど正のパワーがゆるくなるということは光軸から離れるほど焦
点距離が伸びるわけで、第２光学系の正のパワーを持った反射ミラーにより形成される拡
大像に共役な前記中間像は、光軸から離れるにつれて焦点距離が伸びるため、第２光学系
の正のパワーを持った反射ミラーとの光路長が光軸から離れた光線ほど伸びる方向に傾斜
湾曲する（本発明の第十の実施形態）。
【００８９】
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　ここで、ペッツバール和について説明する。ペッツバール和ＰＴＺは、図３３のように
、あるＳ面での像側の屈折率をｎｓ、物体側の屈折率をｎｓ－１、曲率半径をｒｓとし、
光学系がｋ面までの屈折面で構成されているとすると
【００９０】
【数１】

と表される。
【００９１】
　一般に、ペッツバール和は像面湾曲と関係があり、平面の物体に対して平面の像を得る
、つまり像面湾曲の小さい像面を得るためにはペッツバール和を０に近づけることが求め
られる。
【００９２】
　ここで本実施例にこのことを当てはめると、上記説明のように、スクリーン上で像面湾
曲が小さくなるように、第２光学系の正のパワーを持つ反射ミラー（ＰＴＺは正の値とな
る）は光軸から離れるほど正のパワーがゆるくなるような曲面形状をし、中間像も光軸か
ら離れた光線ほど第１光学系側に傾斜湾曲する。そのような傾斜湾曲する中間像を形成す
るためには、中間像の状態を作り出している第１光学系を、通常の平面物体を平面像に投
射する光学系全体のＰＴＺ値よりもマイナス側に大きなＰＴＺ値にし、わざと像面を物体
側に倒す必要がある（本発明の第十四の実施形態）。
【００９３】
　以上のように、第１光学系のペッツバール和は、第２光学系で発生するペッツバール和
成分を補償するように構成されている（本発明の第一の実施形態、本発明の第二の実施形
態）。
【００９４】
　また、このことは以下他の実施例においても同様である。
【００９５】
　また、実施例１では図２のように第１光学系に第１群が６枚、第２群が２枚、第３群が
３枚の計１１枚のレンズを用いているが本発明の実施形態はそのレンズ枚数によらないし
、レンズの間に反射ミラーを配置し光路を折り曲げることによって光学系の空間占有率を
小さく出来ることは当然である。（本発明の第十三の実施形態）
　実施例１の諸元を表１に示す。
【００９６】
　表１においてシフトとあるのはシフト偏心量、チルトとあるのはチルト偏心量である。
ここで分散はアッベ数として表し、屈折率と共にｄ線での値である。曲率半径、面間隔及
びシフト偏心量の単位は「ｍｍ」、チルト偏心量の単位は「度」である。以下の各実施例
においても同様である。
【００９７】
　［表１］
【００９８】
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【表１】

　１４、２２、２３面に用いられている非球面は回転対称非球面であるが、非対称の非球
面でも良い。
【００９９】
　回転対称非球面は周知のとおり、Ｚを光軸方向のデプス、ｃを近軸曲率半径、ｒを光軸
からの光軸直交方向の距離、ｋを円錐係数、Ａ、Ｂ、Ｃ、・・・等を高次の非球面係数と
すると、
　Ｚ＝ｃ・ｒ２／［１＋√｛１－（１＋ｋ）ｃ２ｒ２｝］＋Ａｒ４＋Ｂｒ６＋Ｃｒ８・・
・
という非球面式となり、ｋ、Ａ、Ｂ、Ｃ・・・の値を与えて形状を特定する。以下他の実
施例においても同様である。
【０１００】
　表２に実施例１の非球面の係数を与える。
【０１０１】
　［表２］
【０１０２】
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【表２】

　表３に実施例１の多項式自由曲面の係数を与える。多項式自由曲面の係数は前述の式（
１）に対応している。
【０１０３】
　［表３］
【０１０４】

【表３】

　実施例１の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の歪の状況を図５に、解像性能を図６に示す
。どちらも画像形成素子として対角０．７インチ、縦横比が３：４のパネルを想定した結
果となっている。拡大率は約８５．７倍である。図５のようにグリッドの像を略等間隔に
形成でき、歪が良好に補正されていることが分かる。また、図６のように評価周波数０．
５ｃ／ｍｍに対するＭＴＦ値も７９％以上と解像性能が非常に高いことが分かる。なお、
画像形成素子からの射出光のＦナンバーはＦ２．８で、奥行き方向の厚みは３００ｍｍと
なっている。また第１光学系の最大の径を持ったレンズは最もスクリーンに近いレンズで
、その直径は８０ｍｍとなっている。
【実施例２】
【０１０５】
　次に本発明の別の実施形態の実施例２について説明する。
【０１０６】
　図７に本発明の実施形態の実施例２、図８に実施例２の第１光学系拡大図を示す。
【０１０７】
　本発明の第一の実施形態同様、共役面Ａ上の画像形成素子で形成された画像を共役面Ｂ
上のスクリーンに投射するための投射光学系であって、屈折光学系を少なくとも一つ含ん
だ共軸系の第１光学系、正のパワーを有する反射面を少なくとも一つ含んだ第２光学系で
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構成され、画像形成素子から第１光学系、第２光学系を配置し、第１光学系と第２光学系
の間に、画像形成素子で形成された画像を一旦中間像形成させて、全体で拡大投射させる
光学系であるが、第１光学系と第２光学系の間に回転対象の負の屈折力を持った反射ミラ
ーを配置することにより、第１光学系第３群の負の屈折力を軽減できかつ、折り返しミラ
ーと兼ねることが出来るため空間占有率を小さくすることが出来る。またその方向は、図
７では第１光学系を共役面Ｂの高さ方向、つまりＹ方向に折り曲げているが、第１光学系
を図の奥行き方向、つまりＸ方向に折り曲げるような向きにするなど、光学系の空間占有
率をより小さく出来ることは当然である。
【０１０８】
　実施例２の諸元を表４に示す。
【０１０９】
　［表４］
【０１１０】
【表４】

　表５に実施例２の非球面の係数を与える。
【０１１１】
　［表５］
【０１１２】



(16) JP 5374848 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

【表５】

　表６に実施例２の多項式自由曲面の係数を与える。多項式自由曲面の係数は前述の式（
１）に対応している。
【０１１３】
　［表６］　
【０１１４】

【表６】

　実施例２の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の歪の状況を図９に、解像性能を図１０に示
す。
【０１１５】
　どちらも画像形成素子として対角０．７インチ、縦横比が３：４のパネルを想定した結
果となっている。拡大率は約８５．７倍である。図８のようにグリッドの像を略等間隔に
形成でき、歪が良好に補正されていることが分かる。また、図９のように評価周波数０．
５ｃ／ｍｍに対するＭＴＦ値も７５％以上と解像性能が良いが、実施例１と比べて落ちて
いる。これは、前述のとおり実施例２は実施例１に対しレンズ（非球面レンズ）を１枚抜
いた構成になっているため、設計自由度が少なくなったからだと考えられる。なお、画像
形成素子からの射出光のＦナンバーはＦ２．８で、奥行き方向の厚みは３００ｍｍとなっ
ている。また第１光学系の最大の径を持ったレンズは最もスクリーンに近いレンズで、そ
の直径は８０ｍｍとなっている。
【実施例３】
【０１１６】
　次に本発明の別の実施形態の実施例３について説明する。
【０１１７】
　図１３に本発明の実施形態の実施例３、図１４に実施例３の第１光学系拡大図を示す。
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【０１１８】
　実施例２と同様に本発明の実施形態に即した光学系となっているが、第１光学系に第１
群が６枚、第２群が２枚、第３群が３枚の計１１枚のレンズを用いている。実施例１同様
、本発明の実施形態はそのレンズ枚数によらないし、反射ミラーを配置し光路を折り曲げ
ることによって光学系の空間占有率を小さく出来ることは当然である。
【０１１９】
　また実施例１と同様に、図１３では第２光学系の光路折り曲げ方向は第１光学系を共役
面Ｂの高さ方向、つまりＹ方向に折り曲げているが、第１光学系を図の奥行き方向、つま
りＸ方向に折り曲げるような向きにするなど、光学系の空間占有率を小さく出来ることは
当然である。このことはその他実施例でも同様である。
【０１２０】
　また本実施例では、第１光学系１３２のペッツバール和ＰＴＺを
　ＰＴＺ　＜　－０．０１１５　......．（２）
とすることにより、第２光学系の正の屈折力を持った反射ミラー１３４の大きさ（面積）
を小さくすることが出来る。（本発明の第十四の実施形態）
　これは、正の屈折力を持った反射ミラーは、その拡大倍率が大きくなるにつれて画角に
起因する像面湾曲が大きくなるので、それを小さくするために、像の大きさを一定とする
と、中間像（正の屈折力を持った反射ミラーにとっては物体）を大きくし正の屈折力を持
った反射ミラーの持つ拡大倍率を小さくしなければならなかった。しかし、条件式（２）
のように第１光学系のペッツバール和を大きなマイナスの値にすることにより、第１光学
系が作る像、中間像の像面湾曲を大きく物体側に湾曲することができ、正の屈折力を持っ
た反射ミラーで発生する像面湾曲を大きく打ち消すことが出来るため、正の屈折力を持っ
た反射ミラーの拡大倍率を大きくすることが出来る。このことにより中間像を小さくする
ことが出来、それに伴い正の屈折力を持った反射ミラー自体も小さくすることができる。
また表２２に各実施例の第１光学系のペッツバール和と正の第２光学系の屈折力を持った
反射ミラーサイズの表を示す。
【０１２１】
　［表２２］
【０１２２】
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【表７】

　表２２をみるとペッツバール和と反射ミラーサイズには図３４のような相関関係がある
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ことが分かる。
【０１２３】
　ここで、正の屈折力を持った反射ミラーは、特にアナモフィックな多項式自由曲面を用
いる場合、一般にミラーサイズが２００００ｍｍ２を超えると、温度変化によるミラーの
たわみが大きく発生し投射画像性能に大きく影響してしまう。また、製作も困難でコスト
アップとなってしまう。よってペッツバール和は図３４から導き出される条件式（２）の
ように－０．０１１５以下が望ましい。また条件式（２）を満たすためには第１光学系の
正のパワーを持ったレンズのｄ線における屈折率の平均値を凸ＡＶＥ、負のパワーを持っ
たレンズのｄ線における屈折率の平均値を凹ＡＶＥとすると、光学系全体における各収差
の発生と打ち消しのバランスの関係から凸ＡＶＥ　＜　１．５５７、凹ＡＶＥ　＞　１．
７４９であることが望ましい（表２２参照）。また、一般にレンズに使われる光学ガラス
のｄ線における屈折率の最小値は１．４５７（ＨＯＹＡ社製ＦＣＤ１０）、最大値は１．
９２３（ＨＯＹＡ社製Ｅ－ＦＤＳ１）のため、先述の屈折率の条件は、１．４５７　＜　
凸ＡＶＥ　＜　１．５５７、１．７４９　＜　凹ＡＶＥ　＜　１．９２３となるのは当然
である。
【０１２４】
　実施例３の諸元を表７に示す。
【０１２５】
　［表７］　
【０１２６】
【表８】

　表８に実施例３の非球面の係数を与える。
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【０１２７】
　［表８］　
【０１２８】
【表９】

　表９に実施例３の多項式自由曲面の係数を与える。多項式自由曲面の係数は前述の式（
１）に対応している。
【０１２９】
　［表９］
【０１３０】

【表１０】

　実施例３の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の歪の状況を図１５に、解像性能を図１６に
示す。
【０１３１】
　どちらも画像形成素子として対角０．７インチ、縦横比が３：４のパネルを想定した結
果となっている。拡大率は約８５．７倍である。図１５のようにグリッドの像を略等間隔
に形成でき、歪が良好に補正されていることが分かる。また、図１６のように評価周波数
０．５ｃ／ｍｍに対するＭＴＦ値も７７％以上と解像性能も良い。なお、画像形成素子か
らの射出光のＦナンバーはＦ２．８で、奥行き方向の厚みは３００ｍｍとなっている。ま
た第１光学系の最大の径を持ったレンズは最もスクリーンに近いレンズで、その直径は８
０ｍｍとなっており、第２光学系の正の屈折力を持った反射ミラーのサイズも短軸方向の
もっとも長い長さと長軸方向の最も長い長さで１３０．８ｍｍ×１２０．８ｍｍとなって
いる。
【実施例４】
【０１３２】
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　次に本発明の別の実施形態の実施例４について説明する。
【０１３３】
　図１７に本発明の実施形態の実施例４、図１８に実施例４の第１光学系拡大図を示す。
【０１３４】
　実施例３と同様に本発明の実施形態に即した光学系となっているが、第１光学系１７２
に第１群が５枚、第２群が２枚、第３群が３枚の計１０枚のレンズを用いており、実施例
３に比べてレンズが１枚少なくコストダウンした系となっている。ただ、実施例１同様、
本発明の実施形態はそのレンズ枚数によらないし、反射ミラーを配置し光路を折り曲げる
ことによって光学系の空間占有率を小さく出来ることは当然である。
【０１３５】
　また本実施例も前述の条件式（２）を満たしているため正の屈折力を持った反射ミラー
を小さくすることが出来ている。
【０１３６】
　実施例４の諸元を表１０に示す。
【０１３７】
　［表１０］
【０１３８】
【表１１】

　表１１に実施例４の非球面の係数を与える。
【０１３９】
　［表１１］
【０１４０】
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【表１２】

　表１２に実施例４の多項式自由曲面の係数を与える。多項式自由曲面の係数は前述の式
（１）に対応している
　［表１２］
【０１４１】

【表１３】

　実施例４の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の歪の状況を図１９に、解像性能を図２０に
示す。
【０１４２】
　どちらも画像形成素子として対角０．７インチ、縦横比が３：４のパネルを想定した結
果となっている。拡大率は約８５．７倍である。図１９のようにグリッドの像を略等間隔
に形成でき、歪が良好に補正されていることが分かる。また、図２０のように評価周波数
０．５ｃ／ｍｍに対するＭＴＦ値も８０％以上と解像性能も良い。なお、画像形成素子か
らの射出光のＦナンバーはＦ２．８で、奥行き方向の厚みは３００ｍｍとなっている。ま
た第１光学系の最大の径を持ったレンズは最もスクリーンに近いレンズで、その直径は８
０ｍｍとなっており、第２光学系の正の屈折力を持った反射ミラーのサイズも短軸方向の
もっとも長い長さと長軸方向の最も長い長さで１２９．１ｍｍ×１１９．６ｍｍとなって
いる。
【実施例５】
【０１４３】
　次に本発明の別の実施形態の実施例５について説明する。
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【０１４４】
　図２１に本発明の実施形態の実施例５、図２２に実施例５の第１光学系拡大図を示す。
【０１４５】
　実施例４と同様に本発明の実施形態に即した光学系となっているが、第１光学系に第１
群が５枚、第２群が２枚、第３群が２枚の計９枚のレンズを用いており、実施例４に比べ
てレンズが１枚少なくコストダウンした系となっている。ただ、実施例１同様、本発明の
実施形態はそのレンズ枚数によらないし、反射ミラーを配置し光路を折り曲げることによ
って光学系の空間占有率を小さく出来ることは当然である。
【０１４６】
　また本実施例も前述の条件式（２）を満たしているため正の屈折力を持った反射ミラー
を小さくすることが出来ている。
【０１４７】
　また、本実施例では第１光学系の最終レンズ、つまり最も共役面Ｂに近い面に非球面を
採用しているが、その位置は第１光学系の中で最も各画角の光線が分離しているので非球
面により最も良く各画角の光線をコントロールできる（本発明の第九の実施形態）。その
ため解像性能を上げることが出来る。本実施例では、第１光学系のレンズ枚数９枚ながら
、実施例４（レンズ枚数１０枚）に対しＭＴＦ解像性能が同等であることで示されている
（図２４参照）。このことは以下実施例６，７でも同様である。
【０１４８】
　実施例５の諸元を表１３に示す。
【０１４９】
　［表１３］
【０１５０】
【表１４】

　表１４に実施例５の非球面の係数を与える。
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【０１５１】
　［表１４］
【０１５２】
【表１５】

　表１５に実施例５の多項式自由曲面の係数を与える。多項式自由曲面の係数は前述の式
（１）に対応している。
【０１５３】
　［表１５］
【０１５４】

【表１６】

　実施例５の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の歪の状況を図２３に、解像性能を図２４に
示す。
【０１５５】
　どちらも画像形成素子として対角０．７インチ、縦横比が３：４のパネルを想定した結
果となっている。拡大率は約８５．７倍である。図２３のようにグリッドの像を略等間隔
に形成でき、歪が良好に補正されていることが分かる。また、図２４のように評価周波数
０．５ｃ／ｍｍに対するＭＴＦ値も８０％以上と解像性能も良い。なお、画像形成素子か
らの射出光のＦナンバーはＦ２．８で、奥行き方向の厚みは３００ｍｍとなっている。ま
た第１光学系の最大の径を持ったレンズは第２群中のレンズで、その直径は８０ｍｍとな
っており、第２光学系の正の屈折力を持った反射ミラーのサイズも短軸方向のもっとも長
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い長さと長軸方向の最も長い長さで１３０．１ｍｍ×１２０．２ｍｍとなっている。
【実施例６】
【０１５６】
　次に本発明の別の実施形態の実施例６について説明する。
【０１５７】
　図２５に本発明の実施形態の実施例６、図２６に実施例６の第１光学系拡大図を示す。
【０１５８】
　実施例４と同様に本発明の実施形態に即した光学系となっているが、第１光学系に第１
群が５枚、第２群が２枚、第３群が２枚の計９枚のレンズを用いており、実施例４に比べ
てレンズが１枚少なくコストダウンした系となっている。ただ、実施例１同様、本発明の
実施形態はそのレンズ枚数によらないし、反射ミラーを配置し光路を折り曲げることによ
って光学系の空間占有率を小さく出来ることは当然である。
【０１５９】
　また本実施例も前述の条件式（２）を満たしているため正の屈折力を持った反射ミラー
を小さくすることが出来ている。
【０１６０】
　また本実施例では、拡大倍率を約７７．１倍とし実施例１～５に比べ小さくしているた
めＭＴＦ解像性能が評価周波数０．５ｃ／ｍｍに対し８４％以上と良くなっている（図２
８参照）。
【０１６１】
　実施例６の諸元を表１６に示す。
【０１６２】
　［表１６］
【０１６３】
【表１７】
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　表１７に実施例６の非球面の係数を与える。
【０１６４】
　［表１７］
【０１６５】
【表１８】

　表１８に実施例６の多項式自由曲面の係数を与える。多項式自由曲面の係数は前述の式
（１）に対応している。
【０１６６】
　［表１８］
【０１６７】

【表１９】

　実施例６の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の歪の状況を図２７に、解像性能を図２８に
示す。
【０１６８】
　どちらも画像形成素子として対角０．７インチ、縦横比が３：４のパネルを想定した結
果となっている。拡大率は約７７．１倍である。図２７のようにグリッドの像を略等間隔
に形成でき、歪が良好に補正されていることが分かる。また、図２８のように評価周波数
０．５ｃ／ｍｍに対するＭＴＦ値も８４％以上と解像性能も良い。なお、画像形成素子か
らの射出光のＦナンバーはＦ２．８で、奥行き方向の厚みは３００ｍｍとなっている。ま
た第１光学系の最大の径を持ったレンズは第２群中のレンズで、その直径は８０ｍｍとな
っており、第２光学系の正の屈折力を持った反射ミラーのサイズも短軸方向のもっとも長
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い長さと長軸方向の最も長い長さで１３０．４ｍｍ×１１９．２ｍｍとなっている。
【実施例７】
【０１６９】
　次に本発明の別の実施形態の実施例７について説明する。
【０１７０】
　図２９に本発明の実施形態の実施例７、図３０に実施例７の第１光学系拡大図を示す。
【０１７１】
　実施例４と同様に本発明の実施形態に即した光学系となっているが、第１光学系に第１
群が５枚、第２群が２枚、第３群が２枚の計９枚のレンズを用いており、実施例４に比べ
てレンズが１枚少なくコストダウンした系となっている。ただ、実施例１同様、本発明の
実施形態はそのレンズ枚数によらないし、反射ミラーを配置し光路を折り曲げることによ
って光学系の空間占有率を小さく出来ることは当然である。
【０１７２】
　また本実施例も前述の条件式（２）を満たしているため正の屈折力を持った反射ミラー
を小さくすることが出来ている。
【０１７３】
　また本実施例では、拡大倍率を約６８．６倍とし実施例１～５に比べ小さくしているた
めＭＴＦ解像性能が評価周波数０．５ｃ／ｍｍに対し８８％以上と良くなっている（図３
２参照）。
【０１７４】
　実施例７の諸元を表１９に示す。
【０１７５】
　［表１９］
【０１７６】
【表２０】
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　表２０に実施例７の非球面の係数を与える。
【０１７７】
　［表２０］
【０１７８】
【表２１】

　表２１に実施例７の多項式自由曲面の係数を与える。多項式自由曲面の係数は前述の式
（１）に対応している。
【０１７９】
　［表２１］
【０１８０】

【表２２】

　実施例７の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の歪の状況を図３１に、解像性能を図３２に
示す。
【０１８１】
　どちらも画像形成素子として対角０．７インチ、縦横比が３：４のパネルを想定した結
果となっている。拡大率は約６８．６倍である。図３１のようにグリッドの像を略等間隔
に形成でき、歪が良好に補正されていることが分かる。また、図３２のように評価周波数
０．５ｃ／ｍｍに対するＭＴＦ値も８８％以上と解像性能も良い。なお、画像形成素子か
らの射出光のＦナンバーはＦ２．８で、奥行き方向の厚みは３００ｍｍとなっている。ま
た第１光学系の最大の径を持ったレンズは第２群中のレンズで、その直径は８０ｍｍとな
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い長さと長軸方向の最も長い長さで１３１．２ｍｍ×１１８．４ｍｍとなっている。
【実施例８】
【０１８２】
　次に本発明の別の実施形態の実施例８について説明する。
【０１８３】
　図３５に本発明の実施形態の実施例８、図３６に実施例８の第１光学系拡大図を示す。
【０１８４】
　実施例４と同様に本発明の実施形態に即した光学系となっているが、第２光学系の正の
屈折力を持ったミラーは回転対称の非球面である。多項式自由曲面形状のミラーに比べて
加工がしやすいため加工誤差が少なく、加工時間も少ないため、コストダウンできるモデ
ルとなっている。（本発明の第五の実施形態）ただ、実施例１同様、本発明の実施形態は
そのレンズ枚数によらないし、反射ミラーを配置し光路を折り曲げることによって光学系
の空間占有率を小さく出来ることは当然である。
【０１８５】
　また本実施例も前述の条件式（２）を満たしているため正の屈折力を持った反射ミラー
を小さくすることが出来ている。
【０１８６】
　実施例８の諸元を表２３に示す。
【０１８７】
　［表２３］
【０１８８】
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【表２３】

　表２４に実施例８の非球面の係数を与える。
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【０１８９】
　［表２４］
【０１９０】
【表２４】
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　実施例８の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の歪の状況を図３７に、解像性能を図３８に
示す。
【０１９１】
　どちらも画像形成素子として対角０．６インチ、縦横比が９：１６のパネルを想定した
結果となっている。拡大率は約１００倍である。図３７のようにグリッドの像を略等間隔
に形成でき、歪が良好に補正されていることが分かる。また、図３８のように評価周波数
０．７３ｃ／ｍｍに対するＭＴＦ値も６０％以上と解像性能も良い。なお、画像形成素子
からの射出光のＦナンバーはＦ２．４５で、奥行き方向の厚みは３８７ｍｍとなっている
。また第２光学系の正の屈折力を持った反射ミラーのサイズも短軸方向のもっとも長い長
さと長軸方向の最も長い長さで１７８．４ｍｍ×１０１．２ｍｍとなっている。
【０１９２】
　本発明の実施形態の投射光学系を投射装置に採用して画像投射装置とすることも出来る
（本発明の第十五の実施形態）。
【０１９３】
　図１１のように、この投射光学系を投射装置に適用する場合は、画像形成素子への照明
光源が用いられる。照明光源としては、ハロゲンランプ、キセノンランプ、メタルハライ
ドランプ、超高圧水銀ランプ、ＬＥＤなどが用いられる。高効率な照明効率を得られるよ
うに通常は照明光学系を搭載する。照明光学系の具体例としては、光源近傍に配置された
リフレクター（光源と一体となっている）や、このリフレクターにより反射されて指向性
を持った光束をインテグレータ光学系といわれる照度均一化手段で画像形成素子面上へと
均一に照明分布を得られるようにした光学系を搭載してもよいし、カラーホイールを用い
て照明光をカラー化してそれと同期して画像形成素子の画像をコントロールすることによ
りカラー画像を投射できるようにしてもよい。反射型タイプの液晶画像形成素子を用いる
場合は、ＰＢＳと組み合わせた照明光路と投射光路の偏光分離手段を用いるなどでより効
率よい照明が可能となる。また、ＤＭＤパネルを搭載する場合は、全反射プリズムを使っ
た光路分離などが採用される。このように、ライトバルブの種類に応じて適切な光学系を
採用すればよい。
【０１９４】
　なお、図１２のように画像形成素子を、赤、緑、青等の複数枚用いて、照明光を色分離
手段により分離された各色の照明光を当てて、色合成手段により合成された光を投射光学
系に入射させることによりスクリーン上にカラー画像を投射することが出来ることは言う
までもない。
【０１９５】
　その際、画像形成素子から投射光学系の第１光学系第一面までの距離は、照明光路と投
射光路の偏光分離手段とカラー化するための色合成手段により、長い距離をとらなければ
ならないが、実施例では空気換算長で６８．７ｍｍ以上あるため、前述のカラー手段によ
りカラー画像を投射することが出来る。
【０１９６】
　以上、本発明の実施の形態及び実施例を具体的に説明してきたが、本発明は、これらの
実施の形態及び実施例に限定されるものではなく、これら本発明の実施の形態及び実施例
を、本発明の主旨及び範囲を逸脱することなく、変更又は変形することができる。
【０１９７】
　［付記］
　付記（１）：第一の画像と共役な第二の画像を形成する第一の光学系、及び、該第二の
画像からの光を反射する反射光学素子を含むと共に該第二の画像と共役な第三の画像を被
投射面に投射する第二の光学系を含む、投射光学系において、前記第一の光学系は、前記
第二の光学系のペッツバール和の符号と反対の符号を備えたペッツバール和を有すること
を特徴とする投射光学系。
【０１９８】
　なお、"前記第一の光学系は、前記第二の光学系のペッツバール和の符号と反対の符号
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を備えたペッツバール和を有すること"は、例えば、本発明の第一の実施形態における"前
記第１光学系は、前記第２光学系で発生するペッツバール和成分を補償するように構成さ
せていること"、及び、本発明の第二の実施形態における"前記第１光学系は、前記第２光
学系で発生するペッツバール和成分を補償するように構成させていること"、を含む。
【０１９９】
　付記（２）：前記反射光学素子は、正の屈折力を備えたミラーを含み、且つ、前記第一
の光学系は、光軸を有する共軸光学系であることを特徴とする付記（１）に記載の投射光
学系。
【０２００】
　付記（３）：前記第一の光学系は、レンズのみで構成される、屈折力を備えた少なくと
も一つの光学素子を含むことを特徴とする付記（２）に記載の投射光学系。
【０２０１】
　付記（４）：前記第一の光学系は、前記光軸まわりに回転対称な且つ負の屈折力を備え
たミラーを含むことを特徴とする付記（２）に記載の投射光学系。
【０２０２】
　付記（５）：前記正の屈折力を備えたミラーのミラー面は、該ミラー面と該光軸との交
点から該ミラー面の周辺に向かって減少する曲率を備えた面であることを特徴とする付記
（２）、（３）又は（４）に記載の投射光学系。
【０２０３】
　付記（６）：前記正の屈折力を備えたミラーのミラー面は、第一の方向における第一の
屈折力と該第一の方向と直交する第二の方向における該第一の屈折力と異なる第二の屈折
力を備えたアナモフィックな多項式自由曲面であることを特徴とする付記（２）乃至（５
）のいずれかに記載の投射光学系。
【０２０４】
　付記（７）：前記正の屈折力を備えたミラーのミラー面は、回転対称な非球面であるこ
とを特徴とする付記（２）乃至（５）のいずれかに記載の投射光学系。
【０２０５】
　付記（８）：前記第一の光学系は、非球面を有する光学素子を含むことを特徴とする付
記（１）乃至（７）のいずれかに記載の投射光学系。
【０２０６】
　付記（９）：前記第一の光学系は、絞り、並びに、該絞りと前記第二の画像との間に設
けられる、正の屈折力を備えた少なくとも一つの光学素子及び負の屈折力を備えた少なく
とも一つの光学素子を含み、該正の屈折力を備えた少なくとも一つの光学素子における最
も強い正の屈折力を備えた光学素子は、該絞りと該負の屈折力を備えた少なくとも一つの
光学素子における最も強い負の屈折力を備えた光学素子との間に設けられ、前記非球面を
有する光学素子は、前記正の屈折力を備えた少なくとも一つの光学素子における最も強い
正の屈折力を備えた光学素子と前記第二の画像との間に設けられることを特徴とする付記
（８）に記載の投射光学系。
【０２０７】
　付記（１０）：前記非球面を有する光学素子は、正の屈折力を備えたレンズを含むこと
を特徴とする付記（８）又は（９）に記載の投射光学系。
【０２０８】
　付記（１１）：前記非球面を有する光学素子は、前記第二の画像に最も近い前記第一の
光学系における光学素子を含むことを特徴とする付記（８）乃至（１０）のいずれかに記
載の投射光学系。
【０２０９】
　付記（１２）：前記第二の画像は、前記光軸に対して傾斜した且つ湾曲した画像である
ことを特徴とする付記（２）乃至（１１）のいずれかに記載の投射光学系。
【０２１０】
　付記（１３）：前記第一の光学系は、前記第一の画像に対して略テレセントリックな光
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学系であることを特徴とする付記（１）乃至（１２）のいずれかに記載の投射光学系。
【０２１１】
　付記（１４）：前記第一の光学系は、第一のレンズ及び第二のレンズ並びに該第一のレ
ンズと該第二のレンズとの間に設けられたミラーを含む付記（１）乃至（１３）のいずれ
かに記載の投射光学系。
【０２１２】
　付記（１５）：前記第一の光学系のペッツバール和は、負であることを特徴とする付記
（１）乃至（１４）のいずれかに記載の投射光学系。
【０２１３】
　付記（１６）：前記第一の光学系のペッツバール和は、－０．０１１５よりも小さいこ
とを特徴とする付記（１５）に記載の投射光学系。
【０２１４】
　付記（１７）：画像を被投射面に投射する画像投射装置において、付記（１）乃至（１
６）のいずれかに記載の投射光学系を含むことを特徴とする画像投射装置。
【０２１５】
　本発明の実施形態は、投影装置などの画像投射装置の投射光学系に適用することができ
る。本発明の実施形態は、とくに、フロントプロジェクタにおける投射光学系、リアプロ
ジェクションにおける薄型化を達成させる投射光学系に適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０２１６】
　本発明の少なくとも一つの態様を投射光学系に利用することができる可能性がある。
【０２１７】
　構成（１）：
　第一の画像と共役な第二の画像を形成する第一の光学系、及び、
　該第二の画像からの光を反射する反射光学素子を含むと共に該第二の画像と共役な第三
の画像を被投射面に投射する第二の光学系
を含む、投射光学系において、
　前記第一の光学系は、前記第二の光学系のペッツバール和の符号と反対の符号を備えた
ペッツバール和を有することを特徴とする投射光学系。
【０２１８】
　構成（２）：
　共役面Ａ上にある画像情報を表示する画像形成素子から射出した複数の光束を、共役面
Ｂに斜めから入射させて共役面Ｂ上に前記画像形成素子によって形成された画像の拡大画
像を形成可能な投射光学系において、
　少なくとも第１光学系と第２光学系とを有し、
　第１光学系と第２光学系の間に前記複数の光束が略収束化された画像形成素子の中間像
を有し、
　第１光学系の屈折力を持った光学系は前記光束を透過するレンズ系のみで構成され、第
１光学系の屈折力のみで前記中間像を形成し、
　第２光学系は前記中間像の直後に前記光束を反射させる正の屈折力を持った反射ミラー
を含んだ反射光学系で、
　前記第１光学系は、前記第２光学系で発生するペッツバール和成分を補償するように構
成させていることを特徴とする投射光学系。
【０２１９】
　構成（３）：
　共役面Ａ上にある画像情報を表示する画像形成素子から射出した複数の光束を、共役面
Ｂに斜めから入射させて共役面Ｂ上に前記画像形成素子によって形成された画像の拡大画
像を形成可能な投射光学系において、
　少なくとも第１光学系と第２光学系とを有し、
　第１光学系と第２光学系の間に前記複数の光束が略収束化された画像形成素子の中間像
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を有し、
　第１光学系の屈折力を持った光学系は前記光束を透過するレンズ系と第１光学系の光軸
に回転対称の負の屈折力を持った反射ミラーで構成され、第１光学系の屈折力のみで前記
中間像を形成し、
　第２光学系は前記中間像の直後に前記光束を反射させる正の屈折力を持った反射ミラー
を含んだ反射光学系で、
　前記第１光学系は、前記第２光学系で発生するペッツバール和成分を補償するように構
成させていることを特徴とする投射光学系。
【０２２０】
　構成（４）：
　構成（２）又は（３）に記載の投射光学系において、
　第２光学系の正の屈折力を持ったミラーは、第１光学系の光軸と交わる点から周辺に向
かうにしたがって曲率がゆるくなるような曲面形状を持つことを特徴とする投射光学系。
【０２２１】
　構成（５）：
　構成（２）又は（３）に記載の投射光学系において、
　第２光学系の正の屈折力を持ったミラーは、画像形成素子の短軸方向と長軸方向とでパ
ワーが異なるアナモフィックな多項式自由曲面形状であることを特徴とする投射光学系。
【０２２２】
　構成（６）：
　構成（２）又は（３）に記載の投射光学系において、
　第２光学系の正の屈折力を持ったミラーは、回転対称の非球面形状であることを特徴と
する投射光学系。
【０２２３】
　構成（７）：
　構成（２）又は（３）に記載の投射光学系において、
　第１光学系のレンズは、少なくとも１面は非球面形状を有していることを特徴とする投
射光学系。
【０２２４】
　構成（８）：
　構成（７）に記載の投射光学系において、
　第１光学系の非球面は、少なくとも１箇所は第３群中に位置していることを特徴とする
投射光学系。
【０２２５】
　構成（９）：
　構成（８）に記載の投射光学系において、
　第１光学系の第３群の非球面は、少なくとも１箇所は正の屈折力を持ったレンズ上に位
置していることを特徴とする投射光学系。
【０２２６】
　構成（１０）：
　構成（７）に記載の投射光学系において、
　第１光学系の非球面は、少なくとも１箇所は最も共役面Ｂに近いレンズ系の面であるこ
とを特徴とする投射光学系。
【０２２７】
　構成（１１）：
　構成（２）又は（３）に記載の投射光学系において、
　前記中間像は第１光学系の光軸に垂直な面に対して傾斜湾曲していることを特徴とする
投射光学系。
【０２２８】
　構成（１２）：
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　構成（２）又は（３）に記載の投射光学系において、
　前記画像形成素子から前記透過屈折光学系の第一面までが略テレセントリックであるこ
とを特徴とする投射光学系。
【０２２９】
　構成（１３）：
　構成（２）又は（３）に記載の投射光学系において、
　第１光学系のレンズの間に、反射ミラーを配置したことを特徴とする投射光学系。
【０２３０】
　構成（１４）：
　構成（２）又は（３）に記載の投射光学系において、
　第１光学系のペッツバール和成分は負であることを特徴とする投射光学系。
【０２３１】
　構成（１５）：
　構成（１４）に記載の投射光学系において、
　第１光学系のペッツバール和成分をＰＴＺとした時に下記条件
　ＰＴＺ　＜　－０．０１１５
を満たすことを特徴とする投射光学系。
【０２３２】
　構成（１６）：
　構成（１）乃至（１５）のいずれかに記載の投射光学系を搭載したことを特徴とする画
像投射装置。
【図面の簡単な説明】
【０２３３】
【図１】図１は、本発明の実施形態の実施例１を示す図である。
【図２】図２は、実施例１の第１光学系の拡大図である。
【図３】図３は、実施例１の第１光学系、第２光学系の拡大図である。
【図４】図４は、図１の上方から、つまりＸＺ平面で系を見た図である。
【図５】図５は、実施例１の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の歪の状況を示す図である。
【図６】図６は、実施例１の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の解像性能を示す図である。
【図７】図７は、本発明の実施形態の実施例２を示す図である。
【図８】図８は、本発明の実施形態の実施例２の第１光学系拡大図である。
【図９】図９は、実施例２の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の歪の状況を示す図である。
【図１０】図１０は、実施例２の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の解像性能を示す図であ
る。
【図１１】図１１は、投射光学系を投射装置に適用する図である。
【図１２】図１２は、投射光学系を投射装置に適用する図である。
【図１３】図１３は、本発明の実施形態の実施例３を示す図である。
【図１４】図１４は、本発明の実施形態の実施例３の第１光学系拡大図である。
【図１５】図１５は、実施例３の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の歪の状況を示す図であ
る。
【図１６】図１６は、実施例３の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の解像性能を示す図であ
る。
【図１７】図１７は、本発明の実施形態の実施例４を示す図である。
【図１８】図１８は、本発明の実施形態の実施例４の第１光学系拡大図である。
【図１９】図１９は、実施例４の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の歪の状況を示す図であ
る。
【図２０】図２０は、実施例４の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の解像性能を示す図であ
る。
【図２１】図２１は、本発明の実施形態の実施例５を示す図である。
【図２２】図２２は、本発明の実施形態の実施例５の第１光学系拡大図である。
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【図２３】図２３は、実施例５の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の歪の状況を示す図であ
る。
【図２４】図２４は、実施例５の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の解像性能を示す図であ
る。
【図２５】図２５は、本発明の実施形態の実施例６を示す図である。
【図２６】図２６は、本発明の実施形態の実施例６の第１光学系拡大図である。
【図２７】図２７は、実施例６の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の歪の状況を示す図であ
る。
【図２８】図２８は、実施例６の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の解像性能を示す図であ
る。
【図２９】図２９は、本発明の実施形態の実施例７を示す図である。
【図３０】図３０は、本発明の実施形態の実施例７の第１光学系拡大図である。
【図３１】図３１は、実施例７の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の歪の状況を示す図であ
る。
【図３２】図３２は、実施例７の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の解像性能を示す図であ
る。
【図３３】図３３は、ペッツバール和について説明する図である。
【図３４】図３４は、ペッツバール和と反射ミラーサイズのような相関関係を示す図であ
る。
【図３５】図３５は、本発明の実施形態の実施例８を示す図である。
【図３６】図３６は、本発明の実施形態の実施例８の第１光学系拡大図である。
【図３７】図３７は、実施例８の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の歪の状況を示す図であ
る。
【図３８】図３８は、実施例８の最終的な共役面Ｂ上での拡大像の解像性能を示す図であ
る。
【符号の説明】
【０２３４】
　０１１，０２１，０３１，０４１，０７１，０８１，１３１，１４１，１７１，１８１
，２１１，２２１，２５１，２６１，２９１，３０１，３５１，３６１，１１０７，１２
０７　　画像形成素子
　０１２，０２２，０３２，０８２，１４２，１８２，２２２，２６２，３０２，３６２
　　絞り
　０１３，０３３，０４２，０７２，１３２，１７２，２１２，２５２，２９２，３５３
　　第１光学系
　０１４，０３４，０４３，１３３，１７３，２５３　　折り返しミラー
　０１５，０３５，３５５　　第２光学系
　０１６，０４６，０７６，１３６，１７６，２１６，２５６，２９６，３５６，１１１
０，１２１１　　スクリーン
　０２３，０８３，１４３，１８３，２２３，２６３，３０３，３６３　　第１群
　０２４，０８４，１４４，１８４，２２４，２６４，３０４，３６４　　第２群
　０２５，０８５，１４５，１８５，２２５，２６５，３０５，３６５　　第３群
　０３６　　中間像
　０３７　　光軸
　０４４，０７４，１３４，１７４，２１４，２５４，２９４　　第２光学系－１
　０４５，０７５，１３５，１７５，２１５，２５５，２９５　　第２光学系－２（折り
返しミラー）
　０４７　　筐体
　０７３，２１３，２９３　　回転対称反射ミラー
　１１０１，１２０１　　光源
　１１０２，１２０２　　リフレクター
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　１１０３，１２０３　　リレーレンズ
　１１０４，１２０４　　偏光変換素子
　１１０５，１２０５　　照明均一化手段
　１１０６　　カラーホイール
　１１０８，１２０８　　偏光分離手段
　１１０９，１２１０　　投射光学系
　１２０６　　色分離手段
　１２０９　　色合成手段

【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】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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【図３５】 【図３６】

【図３７】

【図３８】
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