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Full HDに対応した縦型超短焦点プロジェクタの開発 
Vertical-shaped Ultra-short Throw Projector Supporting Full HD 

髙野 洋平* 辰野 響* 
Yohei TAKANO Hibiki TATSUNO 

要  旨  _________________________________________________  
我々は，2011年に縦型の超短焦点プロジェクタである“IPSIO PJ WX 4130”を開発した．

このプロジェクタは小型で超短距離からの投射が可能なことから好評を得ている．一方で，

近年Full HD (1920 × 1080 pixels) クラスの，より高解像度のディスプレイのニーズがますま

す高まっている．前述したIPSIO PJ WX4130はWXGA (1280 × 800 pixels) までの解像度であ

り，十分ではなかった． 

そこで我々は，Full HDに対応した超短焦点プロジェクタの小型の投射光学系を開発した．

一般的に光学系を高解像度化するには光学系の大型化が避けられないが，以下3つの方法に

より，この課題を解決した．1) 屈折光学系に負の歪曲を持たせることで，収差補正に必要

なレンズを配置する空間を確保する．2) 各画角の光束を十分に分離する．3) 屈折光学系で

像面湾曲を補正し，自由曲面ミラーで歪曲収差を補正するように機能を分担させる．これら

により，小型でありながら，高解像度に対応した投射光学系を実現した． 

ABSTRACT  _________________________________________________  
We developed a vertical-shaped ultra-short throw projector, “IPSIO PJ WX4130,” in 2011. The 

projector earned a favorable reputation because it is small and can project large-sized images from a 

very short distance. However, while the need for higher-resolution displays such as Full HD (1920 × 

1080 pixels) is increasing more and more in recent years, the projector developed in 2011 has only 

supported WXGA (1280 × 800 pixels). 

Therefore, we developed a small, vertical-shaped ultra-short throw projector that supports Full HD. 

In general, when designing a lens system, a higher resolution requires a larger lens system size. We 

simultaneously achieved small-scale optics and high resolution by adding negative distortion to a 

refractive optical system to make a space to increase the number of lenses, by ensuring sufficient 

separation of rays, and by correcting field curvature with the refractive optical system and correcting 

distortion with a free form surface mirror. 
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1. はじめに 

1-1 背景と目的 

近年，フロントプロジェクタは学校や，ビジネス，

ホームシアター，デジタルサイネージなど様々な

シーンで利用されている．従来のプロジェクタは，

大きな画面を映し出すのに必要な距離が長く，スク

リーンとプロジェクタとの間に物を置くと画面上に

影ができる，プレゼンテーションを行う話者がプロ

ジェクタの光を眩しく感じる等の問題があった．そ

こで，ミラーを用いた投射距離が非常に短い横型超

短焦点プロジェクタが開発された1-4)．この横型超

短焦点プロジェクタは前述した問題を解決すること

ができるが，サイズが大きく，可搬性が低いという

課題があった．この課題に対し，我々は2011年に，

Fig. 1に示す縦型超短焦点プロジェクタ (IPSIO PJ 

WX4130) を開発した 5)．この縦型超短焦点プロ

ジェクタは，平面ミラーを用いて光路を折り曲げ，

自由曲面ミラーを用いることにより，横型超短焦点

プロジェクタに比べ大幅にサイズを小型化すること

ができた．この縦型超短焦点プロジェクタは，小型

かつ軽量であるため，「モバイル超短焦点プロジェ

クタ」という新たな市場を開拓し，好評を得ている． 

 

 
Fig. 1 IPSIO PJ WX4130. 

一方でディスプレイ市場においては，Full HD 

(1920 × 1080 pixels) クラスの，より高解像度のディ

スプレイの開発が進められている．プロジェクタに

おいても同様であるが，前述したIPSIO PJ WX4130

は，WXGA (1280 × 800 pixels) の解像度までしか対

応しておらず，高解像度のための投射光学系の開発

が必要であった．しかし，投射光学系を高解像度に

対応させようとすると，収差補正に必要なレンズを

増やす必要があり，光学系の大型化を招くという問

題点があった． 

我々は，IPSIO PJ WX4130で培った光学系を更に

発展させ，Full HDに対応した小型の縦型超短焦点

プロジェクタを開発した．本稿では，縦型超短焦点

プロジェクタの光学系について述べ，Full HD化に

伴う課題とそれを解決する光学技術について述べる． 

 

2. 高解像度への対応 

2-1 投射光学系の構成 

Fig. 2に縦型超短焦点プロジェクタの基本的な構

成図を示す． 

 
Fig. 2 Schematic of vertical-shaped ultra-short throw 

projector. 

Fig. 2に示すように，縦型超短焦点プロジェクタ

は， DMD (Digital Micro Mirror) や LCOS (Liquid 

Crystal on Silicon) のような画像形成素子と複数のレ

ンズからなる屈折光学系，平面ミラー，自由曲面か

らなる凹面ミラーにて構成されている． 

屈折光学系により，画像形成素子の共役像である

中間像を屈折光学系と凹面ミラーの間に形成し，こ
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の中間像を凹面ミラーでスクリーンに拡大投射する

ことで超短距離での投射を可能としている． 

Fig. 2において，スクリーン上端および下端に向

かう光線をグレーの実線で示している．ミラーを用

いた投射光学系においては，屈折光学系より射出さ

れた光線が，平面ミラーや凹面ミラーで反射され屈

折光学系近傍を通過するため，投射光学系を構成す

る部品と光線が干渉しないようにする必要がある．

そのため，屈折光学系と凹面ミラーとの間に大きな

空間を必要とする．横型超短焦点プロジェクタにお

いては，この空間が大きいため，光学系全体が大き

くなってしまう．それに対し，縦型超短焦点プロ

ジェクタにおいては，Fig. 2に示すように，平面ミ

ラーを用いることで，光路を折り曲げ，また，凹面

ミラーとして設計自由度の高い自由曲面ミラー6)を

用いることで，前述した空間を小さくし，大幅な小

型化を実現した． 

2-2 投射光学系の高解像度化 

自由曲面ミラーを用いた縦型超短焦点プロジェク

タの光学系においては，屈折光学系は主に解像感に

影響のある収差を補正し，自由曲面ミラーは主に歪

を補正するように役割分担をしている．一般的に，

光学系の高解像度化は，屈折光学系のレンズ枚数を

増やすことで，収差補正能力を上げ，解像性能を上

げることで対応する．そのため，屈折光学系が大型

化する．従来の光学系においては，追加するレンズ

を配置する空間がないため，高解像度化を行うと，

光学系全体が大きくなってしまう．そこで，本開発

では，前述した凹面ミラーと屈折光学系の間の空間

を更に小型化することで，高解像度化に伴い追加さ

れるレンズを配置する空間を確保することを考えた．

Fig. 3に上記空間の小型化の方法の概略図を示す． 

ここで，Fig. 3において黒い点線で示すスクリー

ン上端へ向かう光線に注目する．投射光学系は，画

像形成素子を照明する照明光を遮断しないように

バックフォーカスを長くする必要があるため，一般

的に画像形成素子側に正のパワーのレンズ群，ミ

ラー側に負のパワーのレンズ群を配置するレトロ

フォーカスの構成を取る．ここで，パワーとは光線

を屈折させる力のことを言い，正のパワーは集光さ

せる力，負のパワーは光線を発散させる力のことを

言う．ミラー側に負のパワーが配置されるため，

Fig. 3 (a)下段に示すように中間像は正の歪曲（糸巻

き型の歪曲）となりやすく7,8)，前述した光線の屈

折光学系からの射出角αaが大きくなる．この射出角

αaをFig. 3 (b)のように小さくすると（射出角αb），平

面ミラーで反射された上記光線が屈折光学系から離

れた位置を通るため，Fig. 3灰色のハッチング部で

示す凹面ミラーと屈折光学系の間の空間を小さくで

きる．これにより生じた空間を用いて，屈折光学系

を大型化し，高解像度化を図る．本開発ではFig. 3 

(b)下段に示すように，中間像を負の歪曲（樽型の

歪曲）とすることで射出角αbを小さくした． 

 

 

Fig. 3 Schematic of lens designs with (a) positive 
distortion and (b) negative distortion. 

 
Fig. 4 Refractive power of the aspherical lens. 
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具体的には，Fig. 4に示すような軸上付近は負，

周辺部は正のパワーを有する非球面レンズを拡大側

に配置することで，中間像に負の歪曲を発生させて

いる． 

前述したように，一般的には中間像は正の歪曲と

なりやすく，中間像を負の歪曲とするには歪曲収差

を過補正する必要があるため，スクリーンの位置に

よってピント位置が異なる，いわゆる像面湾曲が発

生してしまう．負の歪曲収差と像面湾曲の補正を両

立させるために本開発においては，屈折光学系の構

成を工夫した．Fig. 5に本開発の光学系の概略図を

示す．具体的には，屈折光学系の拡大側（スクリー

ン側）で各画角の光束を十分に分離し，各画角のピ

ント位置を独立にコントロール可能な構成とした．

また，分離された光束を，拡大側に配置した像面湾

曲補正群を用いて補正し，前記補正群内に非球面レ

ンズを配置することで，像面湾曲の補正能力を更に

高めた．これにより，負の歪曲と像面湾曲の補正を

両立した．また，自由曲面ミラーには像面湾曲の補

正機能は持たせず，中間像で発生する歪曲収差の補

正を主に行うように，機能を分担させた．機能を分

離することで，それぞれの光学素子の機能を十分に

発揮させることができ，小型でありながら高解像度

に対応した投射光学系を実現した． 

 

 
Fig. 5 Schematics of the new optics. 

3. 結果 

Table 1に従来の光学系と新規の光学系の設計結果

を示す．また，Fig. 6に従来の光学系と新規光学系

の構成図を示す． 

Table 1 Specifications of conventional and new optics. 

 従来の光学系 新規光学系 

解像度 WXGA 
1280 × 800 

Full HD 
1920 × 1080 

画素サイズ 10.8 μm 7.56 μm 

中間像の歪曲 正 負 

 

新規光学系においては，従来の光学系と比較し，

解像度がWXGAからFullHDと1.5倍になっている．

投射光学系全体のサイズを，例えばFig. 6の断面の

面積で比較する．従来の設計手法を用いてFull HD

に対応した投射光学系を設計した場合は，前述した

断面の面積は，従来比1.3倍以上になることが予想

されるが，新規光学系においては，1.1倍程度に抑

えられている．これは，Fig. 6からもわかる通り，

負の歪曲の付加により，従来の光学系と比較して，

凹面ミラーと屈折光学系の間の空間を小型化するこ

とができ，屈折光学系のサイズを大きくすることが

できたためである． 

 

 

Fig. 6 Schematics of (a) the conventional optics and (b) 
the new optics9). 
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次に光学系の解像性能を見るために，Fig. 7上段

に示すような画像（元画像）を用意し，スクリーン

に投影される画像のシミュレーションを行った． 

Fig. 7の元画像において，白線の四角で囲んだ部

分，つまりスクリーンの右上部分の1文字を拡大し

たものが，Fig. 7下段の図である． 

 

Fig. 7 Simulation image of (a) the conventional optics 
and (b) the new optics. 

(a)従来の光学系に比べ，(b)新規光学系において

は，解像性能が大幅に向上していることがわかる． 

Fig. 8にスクリーンに投影される画像の歪の様子

を示す．ここではわかりやすいように歪を10倍に拡

大して示している． 

 
Fig. 8 Distortion image of (a) the conventional optics 

and (b) the new optics. 

(a)従来の光学系に対して(b)新規光学系において

は，理想格子に近い形状が得られていることがわか

る． 

以上より，十分小型でありながら，高解像度に対

応した投射光学系を実現した． 

 

4. 結論 

2011年に開発した縦型超短焦点プロジェクタの投

射光学系で培った光学技術を更に発展させ，Full 

HDに対応した小型の縦型超短焦点プロジェクタの

投射光学系を開発した． 

屈折光学系に負の歪曲収差を付加するという新た

な設計手法を用いたこと，像面湾曲の補正を屈折光

学系で行い，歪曲収差の補正を自由曲面ミラーで行

うように機能を分担させることで，それぞれの光学

素子の機能を十分に発揮させ，小型で高い光学性能

を有する投射光学系を実現した． 
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