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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　全体として７枚のレンズで構成され、最も拡大側に配された２枚のレンズである第１レ
ンズおよび第２レンズは負の合成屈折力を有し、拡大側から３番目に配されたレンズであ
る第３レンズは正の屈折力を有し、拡大側から５番目に配されたレンズである第５レンズ
は負の屈折力を有し、拡大側から６番目に配されたレンズである第６レンズは正の屈折力
を有し、拡大側から７番目に配されたレンズである第７レンズは正の屈折力を有し、さら
にレンズ系の縮小側がテレセントリックに構成されており、
　前記７枚のレンズが３つ以上のレンズ群に設定されるとともに、このうち３つ以下のレ
ンズ群を独立に移動させて、隣接する各レンズ群の間隔を変化させることにより焦点距離
を可変するようにし、
　広角端から望遠端へ焦点距離を可変する時には、前記第３レンズが光軸に沿って縮小側
から拡大側に移動し、
　前記第１レンズまたは前記第２レンズがプラスチック材により形成され、
　以下の条件式（３）を満足することを特徴とする投写型可変焦点レンズ。
　　　｜ｆ１／ｆ２｜≧３．０・・・・（３）
　ここで、
　　ｆ１：前記第１レンズおよび前記第２レンズのうち、プラスチック材よりなるレンズ
の焦点距離
　　ｆ２：前記第１レンズおよび前記第２レンズのうち、非プラスチック材よりなるレン
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ズの焦点距離
【請求項２】
　広角端から望遠端へ焦点距離を可変する時に、前記第１レンズと前記第２レンズとの間
隔が不変であり、
　以下の条件式（１）を満足することを特徴とする請求項１記載の投写型可変焦点レンズ
。
　　　－２.２　＜　ｆ１２／ｆｗ　＜－０.５・・・・（１）
　ここで、
　　ｆｗ:広角端の全系焦点距離
　　ｆ１２:前記第１レンズと前記第２レンズの合成焦点距離
【請求項３】
　以下の条件式（２）を満足することを特徴とする請求項１または２記載の投写型可変焦
点レンズ。
　　　１.０　＜　ｆ３／ｆｗ　＜３．５・・・・（２）
　ここで、
　　ｆｗ:広角端の全系焦点距離
　　ｆ３:前記第３レンズの焦点距離
【請求項４】
　前記第１レンズおよび前記第２レンズの各面のうち少なくとも１面が非球面とされてい
ることを特徴とする請求項１から３のうちいずれか１項記載の投写型可変焦点レンズ。
【請求項５】
　拡大側から４番目に配されたレンズである第４レンズは、縮小側に凸面を向けた正の屈
折力を有するレンズであることを特徴とする請求項１から４のうちいずれか１項記載の投
写型可変焦点レンズ。
【請求項６】
　前記第１レンズは、ガラスレンズの一面に樹脂層を付設し、該樹脂層の面のうち該ガラ
スレンズ側とは反対側の面を非球面としてなる複合型非球面レンズであることを特徴とす
る請求項１から５のうちいずれか１項記載の投写型可変焦点レンズ。
【請求項７】
　光源と、ライトバルブと、該光源からの光束を該ライトバルブへ導く照明光学部と、請
求項１から６のうちいずれか１項記載の投写型可変焦点レンズとを備え、前記光源からの
光束を前記ライトバルブで光変調し、前記投写型可変焦点レンズによりスクリーンに投写
することを特徴とする投写型表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、投写型表示装置等に搭載される７枚構成の可変焦点レンズおよびその可変焦
点レンズを搭載した投写型表示装置に関し、特に、透過型あるいは反射型の液晶表示装置
やＤＭＤ（デジタル・マイクロミラー・デバイス）表示装置等のライトバルブからの映像
情報を担持した光束をスクリーン上に拡大投写する小型の投写型可変焦点レンズおよび投
写型表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶表示装置やＤＭＤ表示装置等のライトバルブを用いた投写型表示装置が広く
普及しており、特に、このライトバルブを３枚用い、ＲＧＢ３原色の照明光に各々対応さ
せるようにすることでこれら各照明光を変調し、個々のライトバルブで変調された光を色
合成用プリズム等で合成し、投写レンズを介してスクリーンに画像を表示する構成をとる
ものが広く利用されている。
【０００３】
　このような投写型表示装置に用いられる投写レンズとしては、スクリーン上での投写画
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像のサイズを変えることができる可変焦点レンズ（ズームレンズ）を用いることが多い。
このような投写用の可変焦点レンズには、従来より４群レンズ形式あるいは５群レンズ形
式のテレセントリックな可変焦点レンズが多く用いられており、さらに高性能化や高ズー
ム化などが求められる場合には、６群構成の可変焦点レンズも用いられている。
【０００４】
　このような可変焦点レンズは、高い収差特性を実現するため、またテレセントリック性
を確保するため、さらにはコントラストの低下や色ムラの発生を防ぐために、一般に、多
くの枚数のレンズが用いられることになるが、レンズ枚数の増大はコストアップに直結す
るため、上記目的を達成しうる最小限のレンズ枚数により上記可変焦点レンズを構築する
ことが求められている。
【０００５】
　このような観点から、下記特許文献に記載されているような、構成レンズ枚数を７枚と
した投写型可変焦点レンズが従来より知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４１１４５１５号公報
【特許文献２】特許第３５１３５１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記特許文献１に開示された７枚構成の投写用ズームレンズは、変倍時
の移動レンズ群が４つであることから、カム等を含めた移動機構が複雑化し、重量の増大
や製作難度の上昇を招き、コスト的にも不利となる。
【０００８】
　また、上記特許文献２に開示された７枚構成の投写用ズームレンズは、Ｆ値が６であり
、明るいレンズ系を得る、との要請に応えることができない。
【０００９】
　本発明は、変倍時の移動レンズ群が３群以下で、構成レンズの枚数が７枚とコンパクト
なものとしつつも、テレセントリック性を確保し、明るく諸収差を良好に低減し得る、低
コストな投写型可変焦点レンズおよび投写型表示装置を提供することを目的とするもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の投写型可変焦点レンズは、
　全体として７枚のレンズで構成され、最も拡大側に配された２枚のレンズである第１レ
ンズおよび第２レンズは負の合成屈折力を有し、拡大側から３番目に配されたレンズであ
る第３レンズは正の屈折力を有し、拡大側から５番目に配されたレンズである第５レンズ
は負の屈折力を有し、拡大側から６番目に配されたレンズである第６レンズは正の屈折力
を有し、拡大側から７番目に配されたレンズである第７レンズは正の屈折力を有し、さら
にレンズ系の縮小側がテレセントリックに構成されており、
　前記７枚のレンズが３つ以上のレンズ群に設定されるとともに、このうち３つ以下のレ
ンズ群を独立に移動させて、隣接する各レンズ群の間隔を変化させることにより焦点距離
を可変するようにし、
　広角端から望遠端へ焦点距離を可変する時には、前記第３レンズが光軸に沿って縮小側
から拡大側に移動し、
　前記第１レンズまたは前記第２レンズがプラスチック材により形成され、
　以下の条件式（３）を満足することを特徴とするものである。
　　　｜ｆ１／ｆ２｜≧３．０・・・・（３）
　ここで、
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　　ｆ１：前記第１レンズおよび前記第２レンズのうち、プラスチック材よりなるレンズ
の焦点距離
　　ｆ２：前記第１レンズおよび前記第２レンズのうち、非プラスチック材よりなるレン
ズの焦点距離
【００１１】
　また、広角端から望遠端へ焦点距離を可変する時に、前記第１レンズと前記第２レンズ
との間隔が不変であり、
　以下の条件式（１）を満足することが好ましい。
　　　－２.２　＜　ｆ１２／ｆｗ　＜－０.５・・・・（１）
　ここで、
　　ｆｗ:広角端の全系焦点距離
　　ｆ１２:前記第１レンズと前記第２レンズの合成焦点距離
【００１２】
　また、以下の条件式（２）を満足することが好ましい。
　　　１.０　＜　ｆ３／ｆｗ　＜３．５・・・・（２）
　ここで、
　　ｆｗ:広角端の全系焦点距離
　　ｆ３:前記第３レンズの焦点距離
【００１３】
　また、前記第１レンズおよび前記第２レンズの各面のうち少なくとも１面が非球面とさ
れていることが好ましい。
【００１４】
　また、拡大側から４番目に配されたレンズである第４レンズは、縮小側に凸面を向けた
正の屈折力を有するレンズであることが好ましい。
【００１７】
　また、前記第１レンズは、ガラスレンズの一面に樹脂層を付設し、該樹脂層の面のうち
該ガラスレンズ側とは反対側の面を非球面としてなる複合型非球面レンズとすることが可
能である。
【００１８】
　また、本発明の投写型表示装置は、光源と、ライトバルブと、該光源からの光束を該ラ
イトバルブへ導く照明光学部と、上記いずれかの投写型可変焦点レンズとを備え、前記光
源からの光束を前記ライトバルブで光変調し、前記投写型可変焦点レンズによりスクリー
ンに投写することを特徴とするものである。
【００１９】
　ここで、「可変焦点レンズ」とは、バリフォーカルレンズとズームレンズとを含めたも
のである。ここで、バリフォーカルレンズとは、ズームレンズと異なり、変倍により共役
長が変化した際に、これに伴うピントのずれをフォーカシングにより調整するものである
。
【００２０】
　また、上記「拡大側」とは、被投写側（スクリーン側）を意味し、縮小投影する場合も
、便宜的にスクリーン側を拡大側と称するものとする。一方、上記「縮小側」とは、原画
像表示領域側（ライトバルブ側）を意味し、縮小投影する場合も、便宜的にライトバルブ
側を縮小側と称するものとする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の投写型可変焦点レンズによれば、最も拡大側に配された２枚のレンズである第
１レンズおよび第２レンズが負の合成屈折力を有することで、負の屈折力のレンズ群が先
行するように構成しており、比較的簡単に広画角と長いバックフォーカスを確保すること
ができる。
【００２２】
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　一方、変倍時において、正の第３レンズを光軸に沿って縮小側から拡大側に移動させる
ようにしており、これにより、第３レンズに補正群としての機能のみならず変倍群として
の機能を持たせるとことができ、変倍全域における収差の変動（特に非点収差や像面湾曲
）を抑制することができ、少ないレンズ枚数で高性能な投写用可変焦点レンズを構成する
ことが可能となる。
【００２３】
　すなわち、上記第１レンズおよび上記第２レンズが負の合成屈折力を有することから、
軸上および軸外の光線は、ともに高い位置で第３レンズに入射することになる。この第３
レンズを正レンズとすることで、軸外光線に対して非点収差等の収差を大きく補正する作
用をもたせることができるが、可変焦点レンズの場合には、この大きな収差補正作用が逆
に欠点ともなり、変倍時におけるレンズ移動に伴う収差の変動（特に非点収差）が大きく
なってしまう。そこで、本願発明の投写型可変焦点レンズにおいては、この変倍時におけ
る収差の変動を抑制するために、広角端から望遠端に向かうにしたがい、第３レンズが縮
小側から拡大側に移動するようにし、変倍時において、第３レンズに入射する軸外光線の
光線高が余り変化しない高さで保つことができるようにしているので、非点収差などの軸
外収差への収差補正効果を常に発揮することが可能となる。同時に、明るさを確保とした
状態で、非点収差の大きさ自体も低減させることができる。
【００２４】
　また、本発明の投写型表示装置は、本発明の投写型可変焦点レンズを用いていることに
より、明るさを確保とした状態で、非点収差を始めとする諸収差を良好に維持しつつ、低
コスト化および軽量化を促進することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施例１に係る投写型可変焦点レンズの構成を表す図である。
【図２】本発明の実施例２に係る投写型可変焦点レンズの構成を表す図である。
【図３】本発明の実施例３に係る投写型可変焦点レンズの構成を表す図である。
【図４】本発明の実施例４に係る投写型可変焦点レンズの構成を表す図である。
【図５】本発明の実施例５に係る投写型可変焦点レンズの構成を表す図である。
【図６】本発明の実施例６に係る投写型可変焦点レンズの構成を表す図である。
【図７】本発明の実施例７に係る投写型可変焦点レンズの構成を表す図である。
【図８】本発明の実施例８に係る投写型可変焦点レンズの構成を表す図である。
【図９】本発明の実施例９に係る投写型可変焦点レンズの構成を表す図である。
【図１０】本発明の実施例１０に係る投写型可変焦点レンズの構成を表す図である。
【図１１】本発明の実施例１１に係る投写型可変焦点レンズの構成を表す図である。
【図１２】本発明の実施例１２に係る投写型可変焦点レンズの構成を表す図である。
【図１３】本発明の実施例１３に係る投写型可変焦点レンズの構成を表す図である。
【図１４】本発明の実施例１４に係る投写型可変焦点レンズの構成を表す図である。
【図１５】本発明の実施例１５に係る投写型可変焦点レンズの構成を表す図である。
【図１６】本発明の実施例１６に係る投写型可変焦点レンズの構成を表す図である。
【図１７】実施例１に係る投写型可変焦点レンズの諸収差図である。
【図１８】実施例２に係る投写型可変焦点レンズの諸収差図である。
【図１９】実施例３に係る投写型可変焦点レンズの諸収差図である。
【図２０】実施例４に係る投写型可変焦点レンズの諸収差図である。
【図２１】実施例５に係る投写型可変焦点レンズの諸収差図である。
【図２２】実施例６に係る投写型可変焦点レンズの諸収差図である。
【図２３】実施例７に係る投写型可変焦点レンズの諸収差図である。
【図２４】実施例８に係る投写型可変焦点レンズの諸収差図である。
【図２５】実施例９に係る投写型可変焦点レンズの諸収差図である。
【図２６】実施例１０に係る投写型可変焦点レンズの諸収差図である。
【図２７】実施例１１に係る投写型可変焦点レンズの諸収差図である。
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【図２８】実施例１２に係る投写型可変焦点レンズの諸収差図である。
【図２９】実施例１３に係る投写型可変焦点レンズの諸収差図である。
【図３０】実施例１４に係る投写型可変焦点レンズの諸収差図である。
【図３１】実施例１５に係る投写型可変焦点レンズの諸収差図である。
【図３２】実施例１６に係る投写型可変焦点レンズの諸収差図である。
【図３３】本発明の投写型表示装置の主要部の概略構成を表す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の具体的な実施形態について図面を参照しつつ説明する。図１に示す実施
形態（実施例１のものを代表させて示している）の投写型可変焦点レンズは、レンズ７枚
で構成され、最も拡大側に配された２枚のレンズである第１レンズＬ１および第２レンズ
Ｌ２は負の合成屈折力を有し、拡大側から３番目に配されたレンズである第３レンズＬ３
は正の屈折力を有し、拡大側から５番目に配されたレンズである第５レンズＬ５は負の屈
折力を有し、拡大側から６番目に配されたレンズである第６レンズＬ６は正の屈折力を有
し、拡大側から７番目に配されたレンズである第７レンズＬ７は、正の屈折力を有し、さ
らにレンズ系の縮小側がテレセントリックに構成されている。
【００２７】
　また、上述した７枚のレンズは３つ以上のレンズ群（実施例１～１０は３つのレンズ群
、実施例１１～１４は４つのレンズ群、実施例１５、１６は５つのレンズ群）で構成され
、焦点距離の可変時（変倍時を含む。以下、単に変倍時と称することがある。）には、こ
のうち３つ以下のレンズ群（実施例１～８、１１～１４は２つのレンズ群、実施例９、１
０、１５、１６は３つのレンズ群）を移動させて焦点距離を可変するようにし、広角端か
ら望遠端へ焦点距離を可変する時には、少なくとも第３レンズＬ３が光軸Ｚに沿って縮小
側から拡大側に移動するように構成されている。
【００２８】
　また、レンズ系の後段には、図１等に示すように、色合成プリズムを主とするガラスブ
ロック２および３つ以上の液晶表示パネル等のライトバルブの画像表示面１が配設される
。ただし、１枚のライトバルブを用いた、いわゆる単板タイプのものにおいては、色合成
プリズムは不要とされる。
【００２９】
　また、図１には示されていないが、例えば、第２レンズ群Ｇ２中、あるいはその他の位
置にマスク３を配置することが可能である。
【００３０】
　また、本願明細書における「マスク」とは、軸外光線の上側光線または下側光線の一部
を遮光する機能を有するものである。このような遮光の作用により、軸外光線の上側光線
と下側光線のバランスを保つことができ、色むらの発生を防ぐことができる。
【００３１】
　なお、マスクは、軸外光線の上側光線と下側光線を制限し、明るさを規定する開口絞り
とすることも可能である。
【００３２】
　なお、フォーカシング時には、例えば、１つのレンズ群（実施例１～６、９、１０、１
５、１６については第１レンズ群、実施例７、８、１１～１４については第３レンズ群）
を光軸Ｚに沿って移動させるように構成される。
【００３３】
　このように、本実施形態の投写型可変焦点レンズによれば、最も拡大側の第１レンズＬ
１および拡大側から２番目の第２レンズＬ２の合成屈折力を負とすることで、広画角と長
いバックフォーカスを容易に確保することができるようにしている。
【００３４】
　ここで、本実施形態においては、第１レンズＬ１および第２レンズＬ２のいずれか一方
を屈折力の小さい非球面プラスチックレンズ（実施例１～３、実施例５、および実施例７
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～１６では第１レンズＬ１、実施例４では第２レンズＬ２）とし、他方を負の屈折力のガ
ラスレンズ（実施例１～３、実施例５、および実施例７～１６では第２レンズＬ２、実施
例４では第１レンズＬ１）とすることが好ましく、これにより、収差補正機能は非球面プ
ラスチックレンズに、パワーはガラスレンズに、各々分担させることができ、これにより
収差補正機能を十分発揮させつつ、熱的な変化に影響され難いレンズ系を構築することが
できる。また、一方のレンズをプラスチック材により構成することで、製造性およびコス
ト面で有利となる。
【００３５】
　一方、本実施形態においては、他の態様（下記実施例６参照）として、第１レンズＬ１
が、ガラスレンズの一面に樹脂層を付設し、該樹脂層の面のうち該ガラスレンズ側とは反
対側の面を非球面としてなる複合型非球面レンズとすることが可能である。このような構
成とすることによっても、収差補正機能を十分発揮させつつ、熱的な変化に影響され難い
レンズ系を構築することができる。
【００３６】
　一方、変倍時において、正の第３レンズＬ３を光軸に沿って縮小側から拡大側に移動さ
せるようにしており、これにより、第３レンズＬ３に補正群としての機能のみならず変倍
群としての機能を持たせることができ、変倍全域において、特に非点収差や像面湾曲など
の収差の変動を抑制することができ、少ないレンズ枚数で高性能な投写用可変焦点レンズ
を構成することが可能となるようにしている。
【００３７】
　すなわち、広角端から望遠端に向かうにしたがって、第３レンズＬ３を縮小側から拡大
側に移動させ、変倍時において、第３レンズＬ３に入射する軸外光線の光線高が余り変化
しない高さを保つようにしているので、非点収差などの軸外収差への収差補正効果を常に
発揮することができる。同時に、明るさを確保しつつ、非点収差自体も低減させることが
できる。
【００３８】
　また、第５レンズＬ５が負レンズであり、第６レンズＬ６が正レンズであり、第７レン
ズＬ７が正レンズであるように構成することで、レンズ系縮小側のテレセントリック性を
向上させることができる。
【００３９】
　上述したように構成されたレンズ枚数を合計すると７枚であり、このように比較的少な
いレンズ枚数は、ズームレンズとして構成することも可能であるが、いわゆるバリフォー
カルレンズとすることで、より容易に構成しうる。また、その場合には、変倍時における
レンズ群の連携移動における制約を排除することが可能であるから、変倍時における収差
変動を大幅に改善することができる。
【００４０】
　ここで、「可変焦点レンズ」とは、いわゆるバリフォーカルレンズとズームレンズの両
者を含む概念であり、そのうち、「バリフォーカルレンズ」とは、変倍時において共役長
が変化した際に生じるピントのずれに応じたフォーカシング操作が必要となるものである
。そして、変倍時の移動群が２群である場合でも、これら２つの移動群が互いに独立に移
動することで、各移動レンズ群を連携させるためのカム機構等の複雑なレンズ駆動機構が
不要である。
【００４１】
　なお、「バリフォーカルレンズ」に比して、「ズームレンズ」は、変倍時において共役
長が一定となるように調整し、その共役長の若干のズレ量をフォーカシングレンズにより
調整することになるが、変倍時には２つ以上の移動群がズーム用カム機構などを用いて、
相互に所定の規則にしたがって移動するものであり、一般に、小型化、軽量化および低廉
化の点で不利となる。
【００４２】
　また、本実施形態に係る投写型可変焦点レンズにおいては、下記条件式（１）、（２）
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の少なくとも一方を満足することが好ましい。
　　　－２.２　＜　ｆ１２／ｆｗ　＜－０.５・・・・（１）
　　　１.０　＜　ｆ３／ｆｗ　＜３．５・・・・（２）
　ここで、
　　ｆｗ:広角端の全系焦点距離
　　ｆ１２:前記第１レンズと前記第２レンズの合成焦点距離
　　ｆ３:前記第３レンズの焦点距離
【００４３】
　ここで、上述した条件式（１）、（２）の技術的意義について説明する。
【００４４】
　まず、条件式（１）は、第１レンズＬ１と第２レンズＬ２の合成焦点距離ｆ１２と、広
角端の全系焦点距離ｆｗとの比の値の範囲を規定したものであり、収差補正を良好なもの
とし、レンズバックとして適切な長さを得るための範囲を規定するための条件式である。
【００４５】
　すなわち、この下限を下回ると、第１レンズＬ１と第２レンズＬ２の負の合成屈折力が
弱くなりすぎて、レンズバックが短くなり、色合成プリズム等の色合成光学系の挿入が困
難となる。一方、この上限を上回ると、第１レンズＬ１と第２レンズＬ２の負の合成屈折
力が強くなりすぎて、コマ収差、像面湾曲等の軸外収差を良好に保つのが困難になるばか
りか、レンズバックが長くなり、系の大型化につながる。
【００４６】
　なお、条件式（１）の作用をさらに効果的に得るためには、下記条件式（１´）を満足
することがより好ましい。
　　　－２.０　＜　ｆ１２／ｆｗ　＜－０.８・・・・（１´）
【００４７】
　また、条件式（２）は、第３レンズＬ３の焦点距離ｆ３と、広角端の全系焦点距離ｆｗ
との比の値の範囲を規定したものであって、第３レンズＬ３のパワーの範囲を規定したも
のである。
【００４８】
　すなわち、この下限を下回ると、第３レンズＬ３のパワーが強くなりすぎて収差補正が
困難となる。一方、この上限を上回ると、変倍時の第３レンズＬ３の移動量が大きくなり
過ぎ、レンズ系の全長が長くなってしまう。
【００４９】
　なお、条件式（２）の作用をさらに効果的に得るためには、下記条件式（２´）を満足
することがより好ましい。
　　　１.４　＜　ｆ２／ｆｗ　＜３．０・・・・（２´）
【００５０】
　また、上述したように、第１レンズＬ１および第２レンズＬ２のいずれか一方を屈折力
の小さい非球面プラスチックレンズとし、他方を負の屈折力のガラスレンズとした場合に
、下記条件式（３）を満足することが好ましい。
　　　｜ｆＰ／ｆＮＰ｜≧３．０・・・・（３）
　ここで、
　　ｆＰ：第１レンズＬ１および第２レンズＬ２のうち、プラスチック材よりなるレンズ
の焦点距離
　　ｆＮＰ：第１レンズＬ１および第２レンズＬ２のうち、非プラスチック材よりなるレ
ンズの焦点距離
【００５１】
　上記条件式（３）は、温度変化による影響を最小限とするためのパワー範囲を規定する
ための式であり、その下限を下回った場合は、温度変化による影響が大きくなり過ぎる。
【００５２】
　また、第４レンズＬ４は、縮小側に凸面を向けた正レンズであることが好ましい。第４
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レンズＬ４を、このような形状の正レンズとすることで、球面収差などの軸上収差を向上
させることができる。
【００５３】
　ここで、下記各実施例の投写型可変焦点レンズは、いずれも、第１レンズＬ１および第
２レンズＬ２の各面のうち少なくとも１面が非球面とされているものであり、これによっ
て、ディストーションの補正を有利なものとすることができる。なお、その非球面形状は
下記非球面式により表わされる。
【００５４】
【数１】

【００５５】
　次に、上述した投写型可変焦点レンズを搭載した投写型表示装置の一例を図３３により
説明する。図３３に示す投写型表示装置は、ライトバルブとして透過型液晶パネル１１ａ
～ｃを備え、投写型可変焦点レンズとして上述した実施形態に係る投写型可変焦点レンズ
１０を用いている。また、光源とダイクロイックミラー１２の間には、フライアイ等のイ
ンテグレータ（図示を省略）が配されており、光源からの白色光は照明光学部を介して、
３つの色光光束（Ｇ光、Ｂ光、Ｒ光）にそれぞれ対応する液晶パネル１１ａ～ｃに入射さ
れて光変調され、クロスダイクロイックプリズム１４により色合成され、投写型可変焦点
レンズ１０により図示されないスクリーン上に投写される。この装置は、色分解のための
ダイクロイックミラー１２、１３、色合成のためのクロスダイクロイックプリズム１４、
コンデンサレンズ１６ａ～ｃ、全反射ミラー１８ａ～ｃを備えている。本実施形態の投写
型表示装置は、本実施形態に係る投写型可変焦点レンズを用いているので、高変倍可能な
構成でありながら、小型化、軽量化および低廉化を図ることができ、また、高い光学性能
を維持することができる。
【００５６】
　なお、本発明の投写型可変焦点レンズは透過型の液晶表示パネルを用いた投写型表示装
置の投写型可変焦点レンズとしての使用態様に限られるものではなく、反射型の液晶表示
パネルあるいはＤＭＤ等の他の光変調手段を用いた装置の投写型可変焦点レンズ等として
用いることも可能である。
【実施例】
【００５７】
　以下、具体的な実施例を用いて、本発明の投写型可変焦点レンズをさらに説明する。
＜第１の実施例群＞
　この第１の実施例群は、下記実施例１～６に係る投写型可変焦点レンズを含むものであ
り、第１レンズＬ１および第２レンズＬ２からなる第１レンズ群Ｇ１と、第３レンズＬ３
および第４レンズＬ４からなる第２レンズ群Ｇ２と、第５レンズＬ５～第７レンズＬ７か
らなる第３レンズ群Ｇ３とからなり、変倍時において、第１レンズ群Ｇ１と第２レンズ群
Ｇ２とが互いに独立して移動するように構成されている。
【実施例１】
【００５８】
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　この実施例１にかかる投写型可変焦点レンズは、図１に示す如き構成とされている。
【００５９】
　すなわちこの投写型可変焦点レンズは、拡大側から順に説明すると、まず第１レンズ群
Ｇ１が、パワーの弱い負の両面非球面レンズよりなる第１レンズＬ１、および両凹レンズ
よりなる第２レンズＬ２からなる。また、第２レンズ群Ｇ２は、両凸レンズよりなる第３
レンズＬ３、および両面非球面の両凸レンズ（軸上）よりなる第４レンズＬ４からなる。
また、第３レンズ群Ｇ３は、両凹レンズよりなる第５レンズＬ５、縮小側に凸面を向けた
正のメニスカスレンズよりなる第６レンズＬ６、および両凸レンズよりなる第７レンズＬ
７からなる。
【００６０】
　また、変倍時には、広角端から望遠端への移行に伴い、第１レンズ群Ｇ１が光軸Ｚに沿
って縮小側に移動するとともに、第２レンズ群Ｇ２が光軸Ｚに沿って拡大側に移動する。
【００６１】
　また、フォーカシングは、第１レンズ群Ｇ１を光軸Ｚ方向に移動させることにより行わ
れる（バリフォーカルレンズタイプとされている）。
【００６２】
　この実施例１における各レンズ面の曲率半径Ｒ（レンズ全系の広角端での焦点距離を1.
00として規格化されている；以下の各表において同じ）、各レンズの中心厚および各レン
ズ間の空気間隔Ｄ（上記曲率半径Ｒと同様に規格化されている；以下の各表において同じ
）、各レンズのｄ線における屈折率Ｎｄおよびアッベ数νｄを表１の上段に示す。なお、
この表１および後述する表２～１６において、各記号Ｒ、Ｄ、Ｎｄ、νｄに対応させた数
字は拡大側から順次増加するようになっている。
【００６３】
　また、表１の中段には広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）および望遠端（テレ）の
各々における、可変間隔１（第１レンズ群Ｇ１と第２レンズ群Ｇ２との間隔：移動１（以
下の各表において同じ））、および可変間隔２（第２レンズ群Ｇ２と第３レンズ群Ｇ３と
の間隔：移動２（以下の各表において同じ））が示されており、表１の下段には各非球面
に対応する各定数Ｋ、Ａ３～Ａ１６の値が示されている。
【００６４】
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【表１】

【００６５】
　また、表１７に実施例１における上記各条件式に対応する数値を示す。
【００６６】
　図１７は実施例１の投写型可変焦点レンズの広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）お
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よび望遠端（テレ）における諸収差（球面収差、非点収差、ディストーションおよび倍率
色収差）を示す収差図である。なお、図１７および以下の図１８～３２において、各球面
収差図にはｄ線、Ｆ線、Ｃ線の光に対する収差が示されており、各非点収差図にはサジタ
ル像面およびタンジェンシャル像面についての収差が示されており、各倍率色収差図には
ｄ線の光に対するＦ線およびＣ線の光についての収差が示されている。
【００６７】
　この図１７から明らかなように、実施例１の投写型可変焦点レンズによれば、広角端で
の画角２ωが５６．８度と広角で、Ｆ値が２．２０と明るく、各収差が良好に補正されて
いる。
【００６８】
　また、表１７に示すように実施例１の投写型可変焦点レンズによれば、条件式（１）～
（３）、（１´）、（２´）が全て満足されている。
【実施例２】
【００６９】
　この実施例２にかかる投写型可変焦点レンズは、図２に示す如き構成とされている。
【００７０】
　すなわちこの投写型可変焦点レンズは、上記実施例１と略同様の構成とされているが、
第１レンズＬ１がパワーの弱い正の両面非球面レンズよりなる点、２つのマスク３ａ、３
ｂ（マスクに替えて開口絞りとすることが可能：以下の実施例において同じ）が第２レン
ズ群Ｇ２内に配されている点、および第７レンズＬ７が拡大側に凸面を向けた平凸レンズ
よりなる点、において相違している。
【００７１】
　また、実施例１のものと同様に、変倍時には、広角端から望遠端への移行に伴い、第１
レンズ群Ｇ１が光軸Ｚに沿って縮小側に移動するとともに、第２レンズ群Ｇ２が光軸Ｚに
沿って拡大側に移動する。
【００７２】
　また、フォーカシングは、第１レンズ群Ｇ１を光軸Ｚ方向に移動させることにより行わ
れる（バリフォーカルレンズタイプとされている）。
【００７３】
　この実施例２における各レンズ面の曲率半径Ｒ、各レンズの中心厚および各レンズ間の
空気間隔Ｄ、各レンズのｄ線における屈折率Ｎｄおよびアッベ数νｄを表２の上段に示す
。
【００７４】
　また、表２の中段には広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）および望遠端（テレ）の
各々における、可変間隔１および可変間隔２が示されており、表２の下段には各非球面に
対応する各定数Ｋ、Ａ３～Ａ１６の値が示されている。
【００７５】
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【表２】

【００７６】
　また、表１７に実施例２における上記各条件式に対応する数値を示す。
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【００７７】
　図１８は実施例２の投写型可変焦点レンズの広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）お
よび望遠端（テレ）における諸収差（球面収差、非点収差、ディストーションおよび倍率
色収差）を示す収差図である。
【００７８】
　この図１８から明らかなように、実施例２の投写型可変焦点レンズによれば、広角端で
の画角２ωが５７．４度と広角で、Ｆ値が２．２０と明るく、各収差が良好に補正されて
いる。
【００７９】
　また、表１７に示すように実施例２の投写型可変焦点レンズによれば、条件式（１）～
（３）、（１´）、（２´）が全て満足されている。
【実施例３】
【００８０】
　この実施例３にかかる投写型可変焦点レンズは、図３に示す如き構成とされている。
【００８１】
　すなわちこの投写型可変焦点レンズは、上記実施例２と略同様の構成とされているが、
第６レンズＬ６が両凸レンズからなり、第５レンズＬ５と互いに接合されて接合レンズを
構成している点、および第７レンズＬ７が拡大側に凸面を向けた正のメニスカスレンズか
らなる点、において相違している。
【００８２】
　また、実施例２のものと同様に、変倍時には、広角端から望遠端への移行に伴い、第１
レンズ群Ｇ１が光軸Ｚに沿って縮小側に移動するとともに、第２レンズ群Ｇ２が光軸Ｚに
沿って拡大側に移動する。
【００８３】
　また、フォーカシングは、第１レンズ群Ｇ１を光軸Ｚ方向に移動させることにより行わ
れる（バリフォーカルレンズタイプとされている）。
【００８４】
　この実施例３における各レンズ面の曲率半径Ｒ、各レンズの中心厚および各レンズ間の
空気間隔Ｄ、各レンズのｄ線における屈折率Ｎｄおよびアッベ数νｄを表３の上段に示す
。
【００８５】
　また、表３の中段には広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）および望遠端（テレ）の
各々における、可変間隔１および可変間隔２が示されており、表３の下段には各非球面に
対応する各定数Ｋ、Ａ３～Ａ１６の値が示されている。
【００８６】
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【表３】

【００８７】
　また、表１７に実施例３における上記各条件式に対応する数値を示す。
【００８８】



(16) JP 5345008 B2 2013.11.20

10

20

30

　図１９は実施例３の投写型可変焦点レンズの広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）お
よび望遠端（テレ）における諸収差（球面収差、非点収差、ディストーションおよび倍率
色収差）を示す収差図である。
【００８９】
　この図１９から明らかなように、実施例３の投写型可変焦点レンズによれば、広角端で
の画角２ωが５７．４度と広角で、Ｆ値が２．００と明るく、各収差が良好に補正されて
いる。
【００９０】
　また、表１７に示すように実施例３の投写型可変焦点レンズによれば、条件式（１）～
（３）、（１´）、（２´）が全て満足されている。
【実施例４】
【００９１】
　この実施例４にかかる投写型可変焦点レンズは、図４に示す如き構成とされている。
【００９２】
　すなわちこの投写型可変焦点レンズは、上記実施例１と類似した構成とされているが、
第１レンズＬ１が両凹レンズよりなり、第２レンズＬ２がパワーの弱い両面非球面レンズ
よりなる点、および１つのマスク３が第２レンズ群Ｇ２内に配されている点、において相
違している。
【００９３】
　また、実施例１のものと同様に、変倍時には、広角端から望遠端への移行に伴い、第１
レンズ群Ｇ１が光軸Ｚに沿って縮小側に移動するとともに、第２レンズ群Ｇ２が光軸Ｚに
沿って拡大側に移動する。
【００９４】
　また、フォーカシングは、第１レンズ群Ｇ１を光軸Ｚ方向に移動させることにより行わ
れる（バリフォーカルレンズタイプとされている）。
【００９５】
　この実施例４における各レンズ面の曲率半径Ｒ、各レンズの中心厚および各レンズ間の
空気間隔Ｄ、各レンズのｄ線における屈折率Ｎｄおよびアッベ数νｄを表４の上段に示す
。
【００９６】
　また、表４の中段には広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）および望遠端（テレ）の
各々における、可変間隔１および可変間隔２が示されており、表４の下段には各非球面に
対応する各定数Ｋ、Ａ３～Ａ１６の値が示されている。
【００９７】
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【表４】

【００９８】
　また、表１７に実施例４における上記各条件式に対応する数値を示す。
【００９９】



(18) JP 5345008 B2 2013.11.20

10

20

30

　図２０は実施例４の投写型可変焦点レンズの広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）お
よび望遠端（テレ）における諸収差（球面収差、非点収差、ディストーションおよび倍率
色収差）を示す収差図である。
【０１００】
　この図２０から明らかなように、実施例４の投写型可変焦点レンズによれば、広角端で
の画角２ωが５７．２度と広角で、Ｆ値が２．２０と明るく、各収差が良好に補正されて
いる。
【０１０１】
　また、表１７に示すように実施例４の投写型可変焦点レンズによれば、条件式（１）～
（３）、（１´）、（２´）が全て満足されている。
【実施例５】
【０１０２】
　この実施例５にかかる投写型可変焦点レンズは、図５に示す如き構成とされている。
【０１０３】
　すなわちこの投写型可変焦点レンズは、上記実施例１と略同様の構成とされているが、
第４レンズＬ４が球面レンズにより構成される両凸レンズよりなる点、および１つのマス
ク３が第２レンズ群Ｇ２内に配されている点において相違している。
【０１０４】
　また、実施例１のものと同様に、変倍時には、広角端から望遠端への移行に伴い、第１
レンズ群Ｇ１が光軸Ｚに沿って縮小側に移動するとともに、第２レンズ群Ｇ２が光軸Ｚに
沿って拡大側に移動する。
【０１０５】
　また、フォーカシングは、第１レンズ群Ｇ１を光軸Ｚ方向に移動させることにより行わ
れる（バリフォーカルレンズタイプとされている）。
【０１０６】
　この実施例５における各レンズ面の曲率半径Ｒ、各レンズの中心厚および各レンズ間の
空気間隔Ｄ、各レンズのｄ線における屈折率Ｎｄおよびアッベ数νｄを表５の上段に示す
。
【０１０７】
　また、表５の中段には広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）および望遠端（テレ）の
各々における、可変間隔１および可変間隔２が示されており、表５の下段には各非球面に
対応する各定数Ｋ、Ａ３～Ａ１６の値が示されている。
【０１０８】



(19) JP 5345008 B2 2013.11.20

10

20

30

40

50

【表５】

【０１０９】
　また、表１７に実施例５における上記各条件式に対応する数値を示す。
【０１１０】
　図２１は実施例５の投写型可変焦点レンズの広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）お
よび望遠端（テレ）における諸収差（球面収差、非点収差、ディストーションおよび倍率
色収差）を示す収差図である。
【０１１１】
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　この図２１から明らかなように、実施例５の投写型可変焦点レンズによれば、広角端で
の画角２ωが５６．４度と広角で、Ｆ値が２．２０と明るく、各収差が良好に補正されて
いる。
【０１１２】
　また、表１７に示すように実施例５の投写型可変焦点レンズによれば、条件式（１）～
（３）、（１´）、（２´）が全て満足されている。
【実施例６】
【０１１３】
　この実施例６にかかる投写型可変焦点レンズは、図６に示す如き構成とされている。な
お、実施例６は本発明の参考例である。
【０１１４】
　すなわちこの投写型可変焦点レンズは、上記実施例５と略同様の構成とされているが、
第１レンズＬ１が、縮小側に凹面を向けた負のメニスカス形状の複合非球面レンズ（ガラ
スレンズの縮小側の面に樹脂膜を付設したものであり、最も縮小側の面が非球面とされて
いる）よりなる点、第２レンズＬ２が拡大側に凸面を向けた負のメニスカスレンズからな
る点、および第６レンズＬ６が両凸レンズからなる点、において相違している。
【０１１５】
　また、実施例１のものと同様に、変倍時には、広角端から望遠端への移行に伴い、第１
レンズ群Ｇ１が光軸Ｚに沿って縮小側に移動するとともに、第２レンズ群Ｇ２が光軸Ｚに
沿って拡大側に移動する。
【０１１６】
　また、フォーカシングは、第１レンズ群Ｇ１を光軸Ｚ方向に移動させることにより行わ
れる（バリフォーカルレンズタイプとされている）。
【０１１７】
　この実施例６における各レンズ面の曲率半径Ｒ、各レンズの中心厚および各レンズ間の
空気間隔Ｄ、各レンズのｄ線における屈折率Ｎｄおよびアッベ数νｄを表６の上段に示す
。
【０１１８】
　また、表６の中段には広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）および望遠端（テレ）の
各々における、可変間隔１および可変間隔２が示されており、表６の下段には各非球面に
対応する各定数Ｋ、Ａ３～Ａ１６の値が示されている。
【０１１９】
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【表６】

【０１２０】
　また、表１７に実施例６における上記各条件式に対応する数値を示す。
【０１２１】
　図２２は実施例６の投写型可変焦点レンズの広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）お
よび望遠端（テレ）における諸収差（球面収差、非点収差、ディストーションおよび倍率
色収差）を示す収差図である。
【０１２２】
　この図２２から明らかなように、実施例６の投写型可変焦点レンズによれば、広角端で
の画角２ωが５６．６度と広角で、Ｆ値が２．２０と明るく、各収差が良好に補正されて
いる。
【０１２３】
　また、表１７に示すように実施例６の投写型可変焦点レンズによれば、条件式（１）、
（２）、（１´）、（２´）が全て満足されている。
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【０１２４】
　＜第２の実施例群＞
　この第２の実施例群は、下記実施例７、８に係る投写型可変焦点レンズを含むものであ
り、第１レンズＬ１および第２レンズＬ２からなる第１レンズ群Ｇ１と、第３レンズＬ３
および第４レンズＬ４からなる第２レンズ群Ｇ２と、第５レンズＬ５～第７レンズＬ７か
らなる第３レンズ群Ｇ３とからなり、変倍時において、第２レンズ群Ｇ２と第３レンズ群
Ｇ３とが互いに独立して移動するように構成されている。
【実施例７】
【０１２５】
　この実施例７にかかる投写型可変焦点レンズは、図７に示す如き構成とされている。
【０１２６】
　すなわちこの投写型可変焦点レンズは、拡大側から順に説明すると、まず第１レンズ群
Ｇ１が、パワーの弱い両面非球面レンズよりなる第１レンズＬ１、および両凹レンズより
なる第２レンズＬ２からなる。また、第２レンズ群Ｇ２は、両凸レンズよりなる第３レン
ズＬ３、マスク３、および両凸レンズよりなる第４レンズＬ４からなる。また、第３レン
ズ群Ｇ３は、両凹レンズよりなる第５レンズＬ５、両凸レンズよりなる第６レンズＬ６、
および両凸レンズよりなる第７レンズＬ７からなる。
【０１２７】
　また、変倍時には、広角端から望遠端への移行に伴い、第２レンズ群Ｇ２が光軸Ｚに沿
って拡大側に移動するとともに、第３レンズ群Ｇ３が光軸Ｚに沿って拡大側に移動する。
【０１２８】
　また、フォーカシングは、第３レンズ群Ｇ３を光軸Ｚ方向に移動させることにより行わ
れる（バリフォーカルレンズタイプとされている）。
【０１２９】
　この実施例７における各レンズ面の曲率半径Ｒ、各レンズの中心厚および各レンズ間の
空気間隔Ｄ、各レンズのｄ線における屈折率Ｎｄおよびアッベ数νｄを表７の上段に示す
。
【０１３０】
　また、表７の中段には広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）および望遠端（テレ）の
各々における、可変間隔１、可変間隔２および可変間隔３（第３レンズ群Ｇ３とガラスブ
ロック２との間隔：移動３（下記表８～１０において同じ））が示されており、表７の下
段には各非球面に対応する各定数Ｋ、Ａ３～Ａ１６の値が示されている。
【０１３１】
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【表７】

【０１３２】
　また、表１７に実施例７における上記各条件式に対応する数値を示す。
【０１３３】
　図２３は実施例７の投写型可変焦点レンズの広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）お
よび望遠端（テレ）における諸収差（球面収差、非点収差、ディストーションおよび倍率
色収差）を示す収差図である。
【０１３４】
　この図２３から明らかなように、実施例７の投写型可変焦点レンズによれば、広角端で
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いる。
【０１３５】
　また、表１７に示すように実施例７の投写型可変焦点レンズによれば、条件式（１）～
（３）、（１´）、（２´）が全て満足されている。
【実施例８】
【０１３６】
　この実施例８にかかる投写型可変焦点レンズは、図８に示す如き構成とされている。
【０１３７】
　すなわちこの投写型可変焦点レンズは、上記実施例７と略同様の構成とされているが、
第４レンズＬ４が縮小側に凸面を向けた両面非球面の正のメニスカスレンズ（軸上）から
なる点、および第６レンズＬ６が縮小側に凸面を向けた正のメニスカスレンズからなる点
、において相違している。
【０１３８】
　また、変倍時には、広角端から望遠端への移行に伴い、第２レンズ群Ｇ２が光軸Ｚに沿
って拡大側に移動するとともに、第３レンズ群Ｇ３が光軸Ｚに沿って拡大側に移動する。
【０１３９】
　また、フォーカシングは、第３レンズ群Ｇ３を光軸Ｚ方向に移動させることにより行わ
れる（バリフォーカルレンズタイプとされている）。
【０１４０】
　この実施例８における各レンズ面の曲率半径Ｒ、各レンズの中心厚および各レンズ間の
空気間隔Ｄ、各レンズのｄ線における屈折率Ｎｄおよびアッベ数νｄを表８の上段に示す
。
【０１４１】
　また、表８の中段には広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）および望遠端（テレ）の
各々における、可変間隔１、可変間隔２および可変間隔３が示されており、表８の下段に
は各非球面に対応する各定数Ｋ、Ａ３～Ａ１６の値が示されている。
【０１４２】
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【表８】

【０１４３】
　また、表１７に実施例８における上記各条件式に対応する数値を示す。



(26) JP 5345008 B2 2013.11.20

10

20

30

40

【０１４４】
　図２４は実施例８の投写型可変焦点レンズの広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）お
よび望遠端（テレ）における諸収差（球面収差、非点収差、ディストーションおよび倍率
色収差）を示す収差図である。
【０１４５】
　この図２４から明らかなように、実施例８の投写型可変焦点レンズによれば、広角端で
の画角２ωが５６．６度と広角で、Ｆ値が２．２０と明るく、各収差が良好に補正されて
いる。
【０１４６】
　また、表１７に示すように実施例８の投写型可変焦点レンズによれば、条件式（１）～
（３）、（１´）、（２´）が全て満足されている。
【０１４７】
　＜第３の実施例群＞
　この第３の実施例群は、下記実施例９、１０に係る投写型可変焦点レンズを含むもので
あり、第１レンズＬ１および第２レンズＬ２からなる第１レンズ群Ｇ１と、第３レンズＬ
３および第４レンズＬ４からなる第２レンズ群Ｇ２と、第５レンズＬ５～第７レンズＬ７
からなる第３レンズ群Ｇ３とからなり、変倍時において、第１レンズ群Ｇ１、第２レンズ
群Ｇ２および第３レンズ群Ｇ３の３つのレンズ群が互いに独立して移動するように構成さ
れている。
【実施例９】
【０１４８】
　この実施例９にかかる投写型可変焦点レンズは、図９に示す如き構成とされている。
【０１４９】
　すなわちこの投写型可変焦点レンズは、拡大側から順に説明すると、まず第１レンズ群
Ｇ１が、パワーの弱い両面非球面レンズよりなる第１レンズＬ１、および両凹レンズより
なる第２レンズＬ２からなる。また、第２レンズ群Ｇ２は、両凸レンズよりなる第３レン
ズＬ３、マスク３、および両面非球面の両凸レンズ（軸上）よりなる第４レンズＬ４から
なる。また、第３レンズ群Ｇ３は、両凹レンズよりなる第５レンズＬ５、縮小側に凸面を
向けた正のメニスカスレンズよりなる第６レンズＬ６、および両凸レンズよりなる第７レ
ンズＬ７からなる。
【０１５０】
　また、変倍時には、広角端から望遠端への移行に伴い、第１レンズ群Ｇ１が光軸Ｚに沿
って縮小側に移動し、第２レンズ群Ｇ２が光軸Ｚに沿って拡大側に移動するとともに、第
３レンズ群Ｇ３が光軸Ｚに沿って拡大側に移動する。
【０１５１】
　また、フォーカシングは、第１レンズ群Ｇ１を光軸Ｚ方向に移動させることにより行わ
れる（バリフォーカルレンズタイプとされている）。
【０１５２】
　この実施例９における各レンズ面の曲率半径Ｒ、各レンズの中心厚および各レンズ間の
空気間隔Ｄ、各レンズのｄ線における屈折率Ｎｄおよびアッベ数νｄを表９の上段に示す
。
【０１５３】
　また、表９の中段には広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）および望遠端（テレ）の
各々における、可変間隔１、可変間隔２および可変間隔３が示されており、表９の下段に
は各非球面に対応する各定数Ｋ、Ａ３～Ａ１６の値が示されている。
【０１５４】
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【表９】

【０１５５】
　また、表１７に実施例９における上記各条件式に対応する数値を示す。
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【０１５６】
　図２５は実施例９の投写型可変焦点レンズの広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）お
よび望遠端（テレ）における諸収差（球面収差、非点収差、ディストーションおよび倍率
色収差）を示す収差図である。
【０１５７】
　この図２５から明らかなように、実施例９の投写型可変焦点レンズによれば、広角端で
の画角２ωが５６．６度と広角で、Ｆ値が２．００と明るく、各収差が良好に補正されて
いる。
【０１５８】
　また、表１７に示すように実施例９の投写型可変焦点レンズによれば、条件式（１）～
（３）、（１´）、（２´）が全て満足されている。
【実施例１０】
【０１５９】
　この実施例１０にかかる投写型可変焦点レンズは、図１０に示す如き構成とされている
。
【０１６０】
　すなわちこの投写型可変焦点レンズは、上記実施例９と略同様の構成とされているが、
第４レンズＬ４が球面レンズにより構成される両凸レンズよりなる点において相違してい
る。
【０１６１】
　また、実施例９のものと同様に、変倍時には、広角端から望遠端への移行に伴い、第１
レンズ群Ｇ１が光軸Ｚに沿って縮小側に移動し、第２レンズ群Ｇ２が光軸Ｚに沿って拡大
側に移動するとともに、第３レンズ群Ｇ３が光軸Ｚに沿って拡大側に移動する。
【０１６２】
　また、フォーカシングは、第１レンズ群Ｇ１を光軸Ｚ方向に移動させることにより行わ
れる（バリフォーカルレンズタイプとされている）。
【０１６３】
　この実施例１０における各レンズ面の曲率半径Ｒ、各レンズの中心厚および各レンズ間
の空気間隔Ｄ、各レンズのｄ線における屈折率Ｎｄおよびアッベ数νｄを表１０の上段に
示す。
【０１６４】
　また、表１０の中段には広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）および望遠端（テレ）
の各々における、可変間隔１、可変間隔２および可変間隔３が示されており、表１０の下
段には各非球面に対応する各定数Ｋ、Ａ３～Ａ１６の値が示されている。
【０１６５】
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【表１０】

【０１６６】
　また、表１７に実施例１０における上記各条件式に対応する数値を示す。
【０１６７】
　図２６は実施例１０の投写型可変焦点レンズの広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）
および望遠端（テレ）における諸収差（球面収差、非点収差、ディストーションおよび倍
率色収差）を示す収差図である。
【０１６８】
　この図２６から明らかなように、実施例１０の投写型可変焦点レンズによれば、広角端
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ている。
【０１６９】
　また、表１７に示すように実施例１０の投写型可変焦点レンズによれば、条件式（１）
～（３）、（１´）、（２´）が全て満足されている。
【０１７０】
　＜第４の実施例群＞
　この第４の実施例群は、下記実施例１１、１２に係る投写型可変焦点レンズを含むもの
であり、第１レンズＬ１および第２レンズＬ２よりなる第１レンズ群Ｇ１と、第３レンズ
Ｌ３よりなる第２レンズ群Ｇ２と、第４レンズＬ４よりなる第３レンズ群Ｇ３と、第５レ
ンズＬ５～第７レンズＬ７よりなる第４レンズ群Ｇ４とからなり、変倍時において、第２
レンズ群Ｇ２および第３レンズ群Ｇ３が互いに独立して移動するように構成されている。
【実施例１１】
【０１７１】
　この実施例１１にかかる投写型可変焦点レンズは、図１１に示す如き構成とされている
。
【０１７２】
　すなわちこの投写型可変焦点レンズは、拡大側から順に説明すると、まず第１レンズ群
Ｇ１が、パワーの弱い両面非球面レンズよりなる第１レンズＬ１、および両凹レンズより
なる第２レンズＬ２からなる。また、第２レンズ群Ｇ２は、両凸レンズよりなる第３レン
ズＬ３、およびマスク３からなる。また、第３レンズ群Ｇ３は縮小側に凸面を向けた、両
面非球面の正のメニスカスレンズ（軸上）よりなる第４レンズＬ４からなる。また、第４
レンズ群Ｇ４は、両凹レンズよりなる第５レンズＬ５、両凸レンズよりなる第６レンズＬ
６、および両凸レンズよりなる第７レンズＬ７からなる。
【０１７３】
　また、変倍時には、広角端から望遠端への移行に伴い、第２レンズ群Ｇ２および第３レ
ンズ群Ｇ３がともに光軸Ｚに沿って拡大側に移動する。
【０１７４】
　また、フォーカシングは、第３レンズ群Ｇ３を光軸Ｚ方向に移動させることにより行わ
れる（バリフォーカルレンズタイプとされている）。
【０１７５】
　この実施例１１における各レンズ面の曲率半径Ｒ、各レンズの中心厚および各レンズ間
の空気間隔Ｄ、各レンズのｄ線における屈折率Ｎｄおよびアッベ数νｄを表１１の上段に
示す。
【０１７６】
　また、表１１の中段には広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）および望遠端（テレ）
の各々における、可変間隔１、可変間隔２および可変間隔３（第３レンズ群Ｇ３と第４レ
ンズ群Ｇ４との間隔：移動３（下記表１２～１６において同じ））が示されており、表１
１の下段には各非球面に対応する各定数Ｋ、Ａ３～Ａ１６の値が示されている。
【０１７７】
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【表１１】

【０１７８】
　また、表１７に実施例１１における上記各条件式に対応する数値を示す。
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【０１７９】
　図２７は実施例１１の投写型可変焦点レンズの広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）
および望遠端（テレ）における諸収差（球面収差、非点収差、ディストーションおよび倍
率色収差）を示す収差図である。
【０１８０】
　この図２７から明らかなように、実施例１１の投写型可変焦点レンズによれば、広角端
での画角２ωが５６．４度と広角で、Ｆ値が２．２０と明るく、各収差が良好に補正され
ている。
【０１８１】
　また、表１７に示すように実施例１１の投写型可変焦点レンズによれば、条件式（１）
～（３）、（１´）、（２´）が全て満足されている。
【実施例１２】
【０１８２】
　この実施例１２にかかる投写型可変焦点レンズは、図１２に示す如き構成とされている
。
【０１８３】
　すなわちこの投写型可変焦点レンズは、上記実施例１１と略同様の構成とされているが
、
第５レンズＬ５と第６レンズＬ６が互いに接合されて接合レンズを構成している点におい
て相違している。
【０１８４】
　また、実施例１１のものと同様に、変倍時には、広角端から望遠端への移行に伴い、第
２レンズ群Ｇ２、第３レンズ群Ｇ３がともに、光軸Ｚに沿って拡大側に移動する。
【０１８５】
　また、フォーカシングは、第３レンズ群Ｇ３を光軸Ｚ方向に移動させることにより行わ
れる（バリフォーカルレンズタイプとされている）。
【０１８６】
　この実施例１２における各レンズ面の曲率半径Ｒ、各レンズの中心厚および各レンズ間
の空気間隔Ｄ、各レンズのｄ線における屈折率Ｎｄおよびアッベ数νｄを表１２の上段に
示す。
【０１８７】
　また、表１２の中段には広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）および望遠端（テレ）
の各々における、可変間隔１、可変間隔２および可変間隔３が示されており、表１２の下
段には各非球面に対応する各定数Ｋ、Ａ３～Ａ１６の値が示されている。
【０１８８】
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【表１２】

【０１８９】
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　また、表１７に実施例１２における上記各条件式に対応する数値を示す。
【０１９０】
　図２８は実施例１２の投写型可変焦点レンズの広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）
および望遠端（テレ）における諸収差（球面収差、非点収差、ディストーションおよび倍
率色収差）を示す収差図である。
【０１９１】
　この図２８から明らかなように、実施例１２の投写型可変焦点レンズによれば、広角端
での画角２ωが５６．４度と広角で、Ｆ値が２．２０と明るく、各収差が良好に補正され
ている。
【０１９２】
　また、表１７に示すように実施例１２の投写型可変焦点レンズによれば、条件式（１）
～（３）、（１´）、（２´）が全て満足されている。
【０１９３】
　＜第５の実施例群＞
　この第５の実施例群は、下記実施例１３、１４に係る投写型可変焦点レンズを含むもの
であり、第１レンズＬ１および第２レンズＬ２よりなる第１レンズ群Ｇ１と、第３レンズ
Ｌ３および第４レンズＬ４よりなる第２レンズ群Ｇ２と、第５レンズＬ５および第６レン
ズＬ６よりなる第３レンズ群Ｇ３と、第７レンズＬ７よりなる第４レンズ群Ｇ４とからな
り、変倍時において、第２レンズ群Ｇ２および第３レンズ群Ｇ３が互いに独立して移動す
るように構成されている。
【実施例１３】
【０１９４】
　この実施例１３にかかる投写型可変焦点レンズは、図１３に示す如き構成とされている
。
【０１９５】
　すなわちこの投写型可変焦点レンズは、拡大側から順に説明すると、まず第１レンズ群
Ｇ１が、パワーの弱い両面非球面レンズよりなる第１レンズＬ１、および両凹レンズより
なる第２レンズＬ２からなる。また、第２レンズ群Ｇ２は、両凸レンズよりなる第３レン
ズＬ３、マスク３、および両凸レンズよりなる第４レンズＬ４からなる。また、第３レン
ズ群Ｇ３は、両凹レンズよりなる第５レンズＬ５および縮小側に凸面を向けた正のメニス
カスレンズよりなる第６レンズＬ６からなる。また、第４レンズ群Ｇ４は両凸レンズより
なる第７レンズＬ７からなる。
【０１９６】
　また、変倍時には、広角端から望遠端への移行に伴い、第２レンズ群Ｇ２、第３レンズ
群Ｇ３がともに、光軸Ｚに沿って拡大側に移動する。
【０１９７】
　また、フォーカシングは、第３レンズ群Ｇ３を光軸Ｚ方向に移動させることにより行わ
れる（バリフォーカルレンズタイプとされている）。
【０１９８】
　この実施例１３における各レンズ面の曲率半径Ｒ、各レンズの中心厚および各レンズ間
の空気間隔Ｄ、各レンズのｄ線における屈折率Ｎｄおよびアッベ数νｄを表１３の上段に
示す。
【０１９９】
　また、表１３の中段には広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）および望遠端（テレ）
の各々における、可変間隔１、可変間隔２および可変間隔３が示されており、表１３の下
段には各非球面に対応する各定数Ｋ、Ａ３～Ａ１６の値が示されている。
【０２００】
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【表１３】

【０２０１】
　また、表１７に実施例１３における上記各条件式に対応する数値を示す。
【０２０２】
　図２９は実施例１３の投写型可変焦点レンズの広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）
および望遠端（テレ）における諸収差（球面収差、非点収差、ディストーションおよび倍
率色収差）を示す収差図である。
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【０２０３】
　この図２９から明らかなように、実施例１３の投写型可変焦点レンズによれば、広角端
での画角２ωが５６．８度と広角で、Ｆ値が２．２０と明るく、各収差が良好に補正され
ている。
【０２０４】
　また、表１７に示すように実施例１３の投写型可変焦点レンズによれば、条件式（１）
～（３）、（１´）、（２´）が全て満足されている。
【実施例１４】
【０２０５】
　この実施例１４にかかる投写型可変焦点レンズは、図１４に示す如き構成とされている
。
【０２０６】
　すなわちこの投写型可変焦点レンズは、上記実施例１３と略同様の構成とされているが
、第４レンズＬ４が縮小側に凸面を向けた両面非球面の正のメニスカスレンズ（軸上）か
らなる点において相違している。
【０２０７】
　また、変倍時には、広角端から望遠端への移行に伴い、第２レンズ群Ｇ２および第３レ
ンズ群Ｇ３がともに光軸Ｚに沿って拡大側に移動する。
【０２０８】
　また、フォーカシングは、第３レンズ群Ｇ３を光軸Ｚ方向に移動させることにより行わ
れる（バリフォーカルレンズタイプとされている）。
【０２０９】
　この実施例１４における各レンズ面の曲率半径Ｒ、各レンズの中心厚および各レンズ間
の空気間隔Ｄ、各レンズのｄ線における屈折率Ｎｄおよびアッベ数νｄを表１４の上段に
示す。
【０２１０】
　また、表１４の中段には広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）および望遠端（テレ）
の各々における、可変間隔１、可変間隔２および可変間隔３が示されており、表１４の下
段には各非球面に対応する各定数Ｋ、Ａ３～Ａ１６の値が示されている。
【０２１１】
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【表１４】

【０２１２】
　また、表１７に実施例１４における上記各条件式に対応する数値を示す。
【０２１３】
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　図３０は実施例１４の投写型可変焦点レンズの広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）
および望遠端（テレ）における諸収差（球面収差、非点収差、ディストーションおよび倍
率色収差）を示す収差図である。
【０２１４】
　この図３０から明らかなように、実施例１４の投写型可変焦点レンズによれば、広角端
での画角２ωが５６．６度と広角で、Ｆ値が２．２０と明るく、各収差が良好に補正され
ている。
【０２１５】
　また、表１７に示すように実施例１４の投写型可変焦点レンズによれば、条件式（１）
～（３）、（１´）、（２´）が全て満足されている。
【０２１６】
　＜第６の実施例群＞
　この第６の実施例群は、下記実施例１５、１６に係る投写型可変焦点レンズを含むもの
であり、第１レンズＬ１および第２レンズＬ２からなる第１レンズ群Ｇ１と、第３レンズ
Ｌ３からなる第２レンズ群Ｇ２と、第４レンズＬ４からなる第３レンズ群Ｇ３と、第５レ
ンズＬ５および第６レンズＬ６からなる第４レンズ群Ｇ４と、第７レンズＬ７よりなる第
５レンズ群Ｇ５とからなり、変倍時において、第２レンズ群Ｇ２、第３レンズ群Ｇ３およ
び第４レンズ群Ｇ４が互いに独立して移動するように構成されている。
【実施例１５】
【０２１７】
　この実施例１５にかかる投写型可変焦点レンズは、図１５に示す如き構成とされている
。
【０２１８】
　すなわちこの投写型可変焦点レンズは、拡大側から順に説明すると、まず第１レンズ群
Ｇ１が、パワーの弱い両面非球面レンズよりなる第１レンズＬ１、および両凹レンズより
なる第２レンズＬ２からなる。また、第２レンズ群Ｇ２は、両凸レンズよりなる第３レン
ズＬ３、およびマスク３からなる。また、第３レンズ群Ｇ３は縮小側に凸面を向けた、両
面非球面の正のメニスカスレンズ（軸上）よりなる第４レンズＬ４からなる。また、第４
レンズ群Ｇ４は、両凹レンズよりなる第５レンズＬ５、および両凸レンズよりなる第６レ
ンズＬ６からなる。また、第５レンズ群Ｇ５は両凸レンズよりなる第７レンズＬ７からな
る。
【０２１９】
　また、変倍時には、広角端から望遠端への移行に伴い、第２レンズ群Ｇ２、第３レンズ
群Ｇ３および第４レンズ群Ｇ４がともに光軸Ｚに沿って拡大側に移動する。
【０２２０】
　また、フォーカシングは、第１レンズ群Ｇ１を光軸Ｚ方向に移動させることにより行わ
れる（ズームレンズタイプとされている）。
【０２２１】
　この実施例１５における各レンズ面の曲率半径Ｒ、各レンズの中心厚および各レンズ間
の空気間隔Ｄ、各レンズのｄ線における屈折率Ｎｄおよびアッベ数νｄを表１５の上段に
示す。
【０２２２】
　また、表１５の中段には広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）および望遠端（テレ）
の各々における、可変間隔１、可変間隔２、可変間隔３および可変間隔４（第４レンズ群
Ｇ４と第５レンズ群Ｇ５との間隔：移動４（下記表１６において同じ））が示されており
、表１５の下段には各非球面に対応する各定数Ｋ、Ａ３～Ａ１６の値が示されている。
【０２２３】
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【表１５】

【０２２４】
　また、表１７に実施例１５における上記各条件式に対応する数値を示す。
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【０２２５】
　図３１は実施例１５の投写型可変焦点レンズの広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）
および望遠端（テレ）における諸収差（球面収差、非点収差、ディストーションおよび倍
率色収差）を示す収差図である。
【０２２６】
　この図３１から明らかなように、実施例１５の投写型可変焦点レンズによれば、広角端
での画角２ωが５６．４度と広角で、Ｆ値が２．００と明るく、各収差が良好に補正され
ている。
【０２２７】
　また、表１７に示すように実施例１５の投写型可変焦点レンズによれば、条件式（１）
～（３）、（１´）、（２´）が全て満足されている。
【実施例１６】
【０２２８】
　この実施例１６にかかる投写型可変焦点レンズは、図１６に示す如き構成とされている
。
【０２２９】
　すなわちこの投写型可変焦点レンズは、上記実施例１５と略同様の構成とされているが
、第４レンズＬ４が球面レンズにより構成される両凸レンズよりなる点において相違して
いる。
【０２３０】
　また、変倍時には、広角端から望遠端への移行に伴い、第２レンズ群Ｇ２、第３レンズ
群Ｇ３および第４レンズ群Ｇ４がともに光軸Ｚに沿って拡大側に移動する。
【０２３１】
　また、フォーカシングは、第１レンズ群Ｇ１を光軸Ｚ方向に移動させることにより行わ
れる（ズームレンズタイプとされている）。
【０２３２】
　この実施例１６における各レンズ面の曲率半径Ｒ、各レンズの中心厚および各レンズ間
の空気間隔Ｄ、各レンズのｄ線における屈折率Ｎｄおよびアッベ数νｄを表１６の上段に
示す。
【０２３３】
　また、表１６の中段には広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）および望遠端（テレ）
の各々における、可変間隔１、可変間隔２、可変間隔３および可変間隔４が示されており
、表１６の下段には各非球面に対応する各定数Ｋ、Ａ３～Ａ１６の値が示されている。
【０２３４】
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【表１６】

【０２３５】
　また、表１７に実施例１６における上記各条件式に対応する数値を示す。
【０２３６】
　図３２は実施例１６の投写型可変焦点レンズの広角端（ワイド）、中間位置（ミドル）
および望遠端（テレ）における諸収差（球面収差、非点収差、ディストーションおよび倍
率色収差）を示す収差図である。
【０２３７】
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　この図３２から明らかなように、実施例１６の投写型可変焦点レンズによれば、広角端
での画角２ωが５６．２度と広角で、Ｆ値が２．１０と明るく、各収差が良好に補正され
ている。
【０２３８】
　また、表１７に示すように実施例１６の投写型可変焦点レンズによれば、条件式（１）
～（３）、（１´）、（２´）が全て満足されている。
【０２３９】
【表１７】

【符号の説明】
【０２４０】
　Ｇ１～Ｇ５　　レンズ群
　Ｌ１～Ｌ７　　レンズ
　Ｒ１～Ｒ１７　　　レンズ面等の曲率半径
　Ｄ１～Ｄ１６　　　レンズ面間隔（レンズ厚）
　Ｚ　　光軸
　１　　画像表示面
　２　　ガラスブロック（フィルタ部を含む）
　３、３ａ、３ｂ　　マスク（開口絞り）
　１０　　投写型可変焦点レンズ
　１１ａ～ｃ　　透過型液晶パネル
　１２、１３　　ダイクロイックミラー
　１４　　クロスダイクロイックプリズム
　１６ａ～ｃ　　コンデンサレンズ
　１８ａ～ｃ　　全反射ミラー
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