
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鏡枠に備え付けられた表示素子等の光源からの光が入射する入射面と、
　前記入射面からの入射光を自己の内部で２回以上反射させ、反射された光を出射光とし
て外部に出射させる出射面と、
　入射光が前記光学プリズム内で反射する際の反射に係る反射面と、
　前記入射面、前記出射面、及び前記反射面の各方向と交叉する方向に形成される側面と
、
　前記側面から外部側方に突出するように形成され、前記鏡枠に取り付けるための凸部と
、
　前記入射面と前記側面とが交叉する位置に形成され、前記凸部の上面と同水準位置の面
を底面とするＬ字状の段部と
を備えることを特徴とする光学プリズム。
【請求項２】
　鏡枠に備え付けられた表示素子等の光源からの光が入射する入射面と、
　前記入射面からの入射光を自己の内部で２回以上反射させ、反射された光を出射光とし
て外部に出射させる出射面と、
　入射光が前記光学プリズム内で反射する際の反射に係る反射面と、
　前記入射面、前記出射面、及び前記反射面の各方向と交叉する方向に形成された側面と
、
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　前記側面から外部側方に突出するように形成され、前記鏡枠に取り付けるための凸部と
を備え
　前記入射面が、前記凸部の上面から所定深さステップ状に凹陥して構成されることを特
徴とする光学プリズム。
【請求項３】
　前記入射面及び前記出射面並びに前記反射面の光学面における有効領域は、前記反射面
から見たときに、前記段部から０．５乃至５．０ミリメートル離間して設定されることを
特徴とする請求項１に記載の光学プリズム。
【請求項４】
　前記凸部の上面が、水平に対して傾斜角度を異にする複数の取り付け面からなることを
特徴とする請求項１又は２に記載の光学プリズム。
【請求項５】
　前記光学プリズムは、その外形を規定する面同士が接して形成される稜線のうち前記出
射面の下端を規定する稜線が、この出射面内の所定位置と出射光による像を観察する観察
者の瞳の回旋中心に相当する設計上の仮想点の位置とを通る光軸方向に対し、該仮想点か
ら、出射面における光学特性を利用する有効領域外であって該有効領域と非有効領域との
略境界部分に向けて下向きの角度をもって引いた直線を含む仮想平面と前記出射面とが交
わる位置に沿うように形成されることを特徴とする請求項１から４の何れか１項に記載の
光学プリズム。
【請求項６】
　前記反射面は、光学特性を利用する有効領域の略々全域に亘ってマルチ・コートが施さ
れた被コーティング領域と、前記被コーティング領域上方の前記有効領域外に梨地処理が
施された被梨地処理領域と、前記被コーティング領域と前記被梨地処理領域との境界部位
に、マルチ・コート処理を適切に行うための幅１ミリメートル以下のコート代とを備える
ことを特徴とする請求項１から５の何れか１項に記載の光学プリズム。
【請求項７】
　表示素子等の光源からの光が入射する入射面と、前記入射面からの入射光を自己の内部
で２回以上反射させ、反射された光を出射光として外部に出射させる出射面と、入射光が
前記光学プリズム内で反射する際の反射に係る反射面と、前記入射面、前記出射面、及び
前記反射面の各方向と交叉する方向に形成された側面と、前記側面から外部側方に突出す
るように形成され、前記鏡枠に取り付けるための凸部と、前記入射面と前記側面とが交叉
する位置に形成され、前記凸部の上面と同水準位置の面を底面とするＬ字状の段部とを備
える光学プリズムの前記入射面の周囲を囲むように取り付けられる鏡枠であって、
　前記鏡枠は、前記表示素子と、前記鏡枠の内面側に設けられ、前記表示素子の縁部を前
記入射面側から支持するための張出部とを有し、
　前記張出部は、前記入射面に対向する面であって、前記入射面の基準軸に対して直交し
ない所定の角度をなすように設定される入射面対向部を備えることで、表示素子等から前
記入射面に向かった光乃至その一部が該入射面で入射せずに自己に向かって反射されたと
き、前記入射対向部により、該反射によって自己に投射された光が再び前記入射面に向か
う方向に反射することを防止することを特徴とする鏡枠。
【請求項８】
　表示素子等の光源からの光が入射する入射面と、前記入射面からの入射光を自己の内部
で２回以上反射させ、反射された光を出射光として外部に出射させる出射面と、入射光が
前記光学プリズム内で反射する際の反射に係る反射面と、前記入射面、前記出射面、及び
前記反射面の各方向と交叉する方向に形成された側面と、前記側面から外部側方に突出す
るように形成され、前記鏡枠に取り付けるための凸部と、前記入射面と前記側面とが交叉
する位置に形成され、前記凸部の上面と同水準位置の面を底面とするＬ字状の段部とを備
える光学プリズムの前記入射面の周囲を囲むように取り付けられる鏡枠であって、
　前記鏡枠は、前記表示素子と、前記鏡枠の内面側に設けられ、前記表示素子の縁部を前
記入射面側から支持するための張出部とを備え、
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　前記張出部の前記入射面に対向する面に、反射防止加工を施すことで、前記表示素子か
ら前記入射面に向かった光乃至その一部が前記入射面で入射せずに自己に向かって反射さ
れたとき、前記入射対向部により、該反射によって自己に投射された光が再び前記入射面
に向かう方向に反射することを防止することを特徴とする鏡枠。
【請求項９】
　表示素子等の光源からの光が入射する入射面と、前記入射面からの入射光を自己の内部
で２回以上反射させ、反射された光を出射光として外部に出射させる出射面と、入射光が
前記光学プリズム内で反射する際の反射に係る反射面と、前記入射面、前記出射面、及び
前記反射面の各方向と交叉する方向に形成された側面と、前記側面から外部側方に突出す
るように形成され、前記鏡枠に取り付けるための凸部と、前記入射面と前記側面とが交叉
する位置に形成され、前記凸部の上面と同水準位置の面を底面とするＬ字状の段部とを備
える光学プリズムと、
　前記表示素子等を備え、前記光学プリズムの入射面の周囲を囲むように形成された自己
の遮蔽部材の内面所定部が前記光学プリズムに対し、その入射面側から嵌め合わされ得る
ように構成された鏡枠と
を含んでなる光学アッセンブリであって、
　前記鏡枠と前記光学プリズムとが嵌め合わされるときに、前記内面所定部に対応する前
記光学プリズムの外面所定部との間に、光の反射が抑制される属性を有するシール及び／
又は接着のための物質を介在させてなることを特徴とする光学アッセンブリ。
【請求項１０】
　表示素子等の光源からの光が入射する入射面と、前記入射面からの入射光を自己の内部
で２回以上反射させ、反射された光を出射光として外部に出射させる出射面と、入射光が
前記光学プリズム内で反射する際の反射に係る反射面と、前記入射面、前記出射面、及び
前記反射面の各方向と交叉する方向に形成された側面と、前記側面から外部側方に突出す
るように形成され、前記鏡枠に取り付けるための凸部とを備える光学プリズムと、
　前記表示素子等を備え、前記光学プリズムの入射面の周囲を囲むように形成され、自己
の内面所定部が前記光学プリズムに対し、その入射面側から嵌め合わされ得るように構成
された鏡枠と
を含んでなる光学アッセンブリであって、
　前記光学アッセンブリは、前記光学プリズムと前記鏡枠が互いに嵌め合わされたときに
、前記入射面と、前記表示素子と、前記入射面と前記表示素子間の空間を周囲で塞ぐ側壁
の内面とによって囲まれる密閉された空間部を備えることを特徴とする光学アッセンブリ
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶表示素子のような映像表示素子によって映出される映像を観察者の眼球内
網膜上に投影するための光学系の要素を構成する光学プリズムに関する。この光学プリズ
ムは、例えば、映像表示ユニットを観察者の頭部に装着されるフレームメンバーによって
所定位置に支持して、単眼式で、又は、両眼式で映像を観察するように構成される頭部装
着型映像表示装置（ Head Mounted Display：ＨＭＤと略称）の当該映像表示ユニットにお
ける、主要な光学要素を構成するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、上述のようなＨＭＤの開発が進んでいる。この種の装置は、医療分野、建築分野、
教育分野、或いは、ゲーム等のアミューズメント分野等、種々の分野での応用が進展しつ
つある。
また一方、ＶＧＡ対応の高画質の表示を行なうことができるものや、ＯＡ（オフィス・オ
ートメーション）機器の一つとして、情報機器のディスプレイ装置を構成するものなども
開発されようとする趨勢にある。
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【０００３】
現時点で既に開発乃至は提案されている多くのＨＭＤは、左右両眼に対応した左眼用映像
表示部と右眼用映像表示部とを備え、これら映像表示部を夫々対応する眼で観察するよう
な両眼式のものであるが、上述したＯＡ用途のものなどでは、片方の眼で映像の表示を観
察する一方、他方の眼では前方乃至手元の視野が確保されるようにして、キーボードその
他の操作部に対する操作を同時に行えるような単眼式のものも提案されるようになってい
る。
【０００４】
またＯＡ用途のＨＭＤなどでは、コンパクトで軽便な構成のもの、言わば眼鏡のような感
覚で装着して用いることができるようなものが望まれる。
しかしながら、民生用の一般的な用途におけるＨＭＤについては未だ開発の途上にあり、
完成した製品として軽便であるばかりでなく、製造上の種々の具体的技術課題についても
十分な解答を与えるような提案は未だなされていない。
【０００５】
例えば特開平８－２３４１４７号公報には、ＬＣＤ表示素子等の表示面からの光が入射す
るに適合した入射面からの反射光を自己の内部で２回以上反射させて所定の出射面から出
射光として外部に出射させ、観察者の眼の瞳孔に導くように構成された光学プリズムが開
示されている。
この特開平８－２３４１４７号公報に開示された光学プリズムは、非球面でなる複数の反
射面を有して一体的に構成され、観察系として構成されたときにも光学的な諸条件を充足
するものであるとされている。
【０００６】
また一方、特開平９－７３００５号公報には、この種のプリズムの側部に他の部材との固
定のための位置決め用凸部が形成されてなる光学プリズムが開示されている。
しかしながら、上記何れの光学プリズムを適用してＨＭＤ等を構成する場合においても、
液晶表示素子によって映出される映像を正確に観察者の網膜上に投影するために、光学プ
リズムと液晶表示素子は高精度で正規の位置関係が保持されることが必要となるが、これ
らの位置決め精度を確保しつつ、製造の容易さをも両立させることは残された技術課題と
なっている。
【０００７】
一方、近年に至り、光学プリズムを射出成形法によって製造することも一般化しつつある
。この射出成形法ではスライド機構を用いることによって極めて多様な形状の成形品にも
対応できる。
【０００８】
図１５は、このスライド機構を持つ金型について説明するための模式図である。同図（ａ
）部はスライド型部Ｓが金型のキャビティーＣ内に突出して、これによりキャビティーＣ
内の形が被成形品の形をなす状態を示している。また、同図（ｂ）部はスライド型部Ｓが
金型のキャビティーＣ内から後退して、これによりキャビティーＣ内で成形されたプラス
チック等でなる被成形品を金型から取り出し得る状態を示している。更に同図（ｃ）部は
同図（ａ）部スライド型部Ｓと金型のキャビティーＣの位置関係を別の角度から見た状態
を示している。
【０００９】
このようなスライド機構を持つ金型を用いることにより種々の形状のプリズムを成形する
ことができる。このような金型はそれ自体は公知のものであり、本発明のプリズムを成形
するためにも適用され得る。
【００１０】
図１６は、スライド機構を持つ金型のスライド部を移動させるための機構について説明す
るための模式図である。この機構は、スライド部ＳＬに設けられた貫通孔にアンギラピン
ＡＰが嵌入した状態から離脱した状態に相対変位するに伴って、アンギラピンＡＰの傾斜
に応じてスライド部ＳＬが金型のキャビティーＣ内から後退するように変位するようにな
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されている。
【００１１】
図１６の（ａ）部は固定側の金型ＦＤと可動側の金型ＭＤとが近接してアンギラピンＡＰ
がスライド部ＳＬに設けられた貫通孔に深く嵌入し、スライド部ＳＬが金型のキャビティ
ーＣ内に突出し複雑な形状の成形品に対応したキャビティー内法形状が構成されている状
態を示している。
同図（ｂ）部は固定側の金型ＦＤと可動側の金型ＭＤとが離隔する方向に相対変位して、
これに伴って、アンギラピンＡＰがスライド部ＳＬに設けられた貫通孔から抜き出るよう
に移動する結果、アンギラピンＡＰの傾斜に応じてスライド部ＳＬが金型のキャビティー
Ｃ内から後退し、遂には金型のキャビティーＣ内から外に出た状態を示している。
同図（ｃ）部は上記同図（ｂ）部のような状態に至ってから、エジェクターピンＥＰを突
出変位させて、スライド部ＳＬによってアンダーカット部ＵＣが形成された成形品ＭＭを
取り出す様子を示している。
上述したようなスライド機構を適用した射出成形法を用いれば、種々多様な形状の光学プ
リズムを比較的容易に能率良く製造することができる。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
本願発明は叙上のような事情に鑑みてなされたものであり、ＯＡ機器分野やその他の種々
の用途における装置の光学要素として適用された場合に、当該装置での映像表示素子との
位置決め精度を確保しつつ、製造の容易さをも両立させることのできるこの種の光学プリ
ズム、およびこの光学プリズムに適用する鏡枠、並びに、この光学プリズムと鏡枠とを含
んでなるアセンブリを提供しようとするものである。
【００１３】
【課題を解決するための手段および作用】
上記課題を解決するための、一つの本願発明は：
所定の表示素子等の光源からの光が入射するに適合した入射面からの反射光を自己の内部
で２回以上反射させて所定の出射面から出射光として外部に出射させるように構成された
光学プリズムであって、
上記光学プリズムは、自己に適合するように構成された鏡枠と結合されて用いられるよう
になされ、上記入射面及び出射面の各方向と交叉する方向に形成されてなる側面にこのプ
リズムを該鏡枠に取り付けるための凸部が形成されてなることを特徴とする光学プリズム
というものである……………………………［１］
【００１４】
上記［１］の発明によれば、上記凸部を利用してこの光学プリズムに適合する鏡枠への取
付作業の簡素化が可能となる。
【００１５】
また、他の一つの本願発明は：
上記凸部はその所定部に上記鏡枠との相対位置を所定の関係に維持するための位置決め用
ボスが設けられてなるものであることを特徴とする上記［１］の光学プリズムというもの
である……………………………………………………［２］
【００１６】
上記［２］の発明によれば、上記［１］の発明による光学プリズムと当該鏡枠との位置合
わせ精度を向上させること可能となる。
【００１７】
また、更に、他の一つの本願発明は：
上記光学プリズムは、射出成形法にて製造されるものであって、上記凸部は当該射出成形
法に適用されるスライド機構を利用して成形されるようにしたことを特徴とする上記［１
］の光学プリズムというものである…………………［３］
【００１８】
上記［３］の発明によれば、上記［１］の光学プリズムの凸部を種々の機能に適合した所
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望の形状のものとして成形することができる。
【００１９】
また、更に、他の一つの本願発明は：
上記入射面及び出射面並びに上記反射に係る反射面等の光学面における有効領域は上記ス
ライド機構を利用して成形される部位から０．５乃至５．０ミリメートル離隔して設定さ
れるようになされたことを特徴とする上記［３］の光学プリズムというものである………
…………………………………………………［４］
【００２０】
上記［４］の発明によれば、当該射出成形法に係るスライド機構の移動による光学プリズ
ムの有効領域の歪みが極小となり、光学特性を利用する部分の性能を劣化させる虞れがな
い。
【００２１】
また、更に、他の一つの本願発明は：
上記スライド機構を利用して成形される凸部に所定部材の取り付けに用いる複数の取り付
け面が形成されてなることを特徴とする上記［３］の光学プリズムというものである……
…［５］
【００２２】
上記［５］の発明によれば、複数の取り付け面を種々の関連部材の取付に利用することで
取り付けの位置精度を確保することができると共に、所要に応じてこの光学プリズムに複
合的な機能を持たせることができる。
【００２３】
また、更に、他の一つの本願発明は：
上記スライド機構を利用して成形される凸部の所定領域に当該射出成形に適用されたキャ
ビティ番号が刻印されてなることを特徴とする上記［３］の光学プリズムというものであ
る…………………………………………………………［６］
【００２４】
上記［６］の発明によれば、製造・品質管理において当該光学プリズムの来歴管理が容易
となる。
【００２５】
また、更に、他の一つの本願発明は：
上記複数の取り付け面は相互に平行に形成されてなることを特徴とする上記　［５］の光
学プリズムというものである……………………………………［７］
【００２６】
上記［７］の発明によれば、上記光学プリズムに適合する表示素子（ＬＣＤ）やフィルタ
ー等の付属部品の実装が容易になる。
【００２７】
また、更に、他の一つの本願発明は：
上記光学プリズムは、射出成形法にて製造されるものであって、上記入射面或いは出射面
として機能する面等この光学プリズムの外形を規定する面同士が接して形成される稜線の
うちの隣接せず対向する位置にある２本の稜線を概略含む仮想平面に沿うようにして射出
成形に係る金型分割線が設定されてなるものであることを特徴とする上記［１］の光学プ
リズムというものである…………［８］
【００２８】
上記［８］の発明によれば、上記光学プリズムを射出成形法にて製造する場合の金型分割
線の設定が容易である。
【００２９】
また、更に、他の一つの本願発明は：
上記金型分割線は、上記射出成形に係って設定される基準金型分割線に対して自然数で表
わされる角度をなすように設定されることを特徴とする上記［８］の光学プリズムという
ものである………………………………………………［９］
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【００３０】
上記［９］の発明によれば、上記射出成形に係る金型の精度を確認するための計測が容易
であり、ひいては、精度を確保し易く、製造が容易である。
【００３１】
また、更に、他の一つの本願発明は：
上記光学プリズムは、その外形を規定する面同士が接して形成される稜線のうち上記出射
面の下端を規定する稜線が、この出射面内の所定位置と当該出射光による像を観察する観
察者の瞳の旋回中心に相当する設計上の仮想点の位置とを通る光軸方向に対し、該仮想点
から出射面に向けて所定の下向きの角度をもって引いた直線を含む仮想平面と該出射面と
が交わる位置に沿うようにして形成されてなることを特徴とする上記［１］の光学プリズ
ムというものである。………………………………………………………………………………
………………［１０］
【００３２】
上記［１０］の発明によれば、光学特性を有効に用いる領域外の部分を最小にすることが
でき、上記光学プリズムを極限まで小型化できる。
【００３３】
また、更に、他の一つの本願発明は：
上記光学プリズムは、射出成形法にて製造されるものであって、射出成形に係る金型分割
線が所定部位に対応して設定され、この金型分割線に対応する所定部位に、樹脂を注入す
るためのゲートが形成され、及び／又は、突き出し用の凸部が突き出し力に係る重心から
等距離の位置に複数形成されてなるものであることを特徴とする上記［１］の光学プリズ
ムというものである……………［１１］
【００３４】
上記［１１］の発明によれば、上記［１］の光学プリズムを射出成形法にて製造するに際
して、加工能率が向上する。
【００３５】
また、更に、他の一つの本願発明は：
上記突き出し用の凸部はそれらの厚みが実質的に等しく形成されたものであることを特徴
とする上記［１１］記載の光学プリズムというものである……………………………………
…………………………………………………………［１２］
【００３６】
上記［１２］の発明によれば、上記突き出し用の凸部を最終的に切除するときの剪断スト
ロークが均一になるため加工性が向上する。
【００３７】
また、更に、他の一つの本願発明は：
所定の表示素子等の光源からの光が入射するに適合した入射面からの入射光を自己の内部
で２回以上反射させて所定の出射面から出射光として外部に出射させるように構成された
光学プリズムであって、
上記入射面及び出射面並びに上記反射に係る反射面等の光学面のうちの一の面に隣接して
当該光学面とは異なる定義になるゴースト防止面が該一の面に対し所定の角度をもって設
けられてなることを特徴とする光学プリズムというものである………………………………
………………………………………………［１３］
【００３８】
上記［１３］の発明によれば、当該光学プリズムを通して観察される画像に関するゴース
トが抑制される。
【００３９】
また、更に、他の一つの本願発明は：
所定の表示素子等の光源からの光が入射するに適合した入射面からの入射光を自己の内部
で２回以上反射させて所定の出射面から出射光として外部に出射させるように構成された
光学プリズムであって、
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上記入射面及び出射面並びに上記反射に係る反射面等の光学面のうちの一の面と同一平面
上に当該光学面とは異なる定義になる梨地処理されたゴースト防止面が設けられてなるこ
とを特徴とする光学プリズムというものである………………………………［１４］
【００４０】
上記［１４］の発明によれば、当該光学プリズムを通して観察される画像に関するゴース
トが抑制される。
【００４１】
また、更に、他の一つの本願発明は：
所定の表示素子等の光源からの光が入射するに適合した入射面からの入射光を自己の内部
で２回以上反射させて所定の出射面から出射光として外部に出射させるように構成された
光学プリズムであって、
上記入射面及び出射面並びに上記反射に係る反射面等の光学面はアルミコート及びマルチ
コートが施され、これら光学面のうちの一の面と同一平面上に当該光学面とは異なる定義
になる特定の面が設けられ、且つ、この特定の面には当該光学面との境界部位に幅１ｍｍ
以下のコート代が設定されてなることを特徴とする光学プリズムというものである………
……………………………………［１５］
【００４２】
上記［１５］の発明によれば、特定の面と当該光学面との境界部位に成膜するといった加
工上困難な工程を実施することなく容易にマルチコートを施すことができる。
【００４３】
また、更に、他の一つの本願発明は：
上記入射面及び出射面並びに上記反射に係る反射面等の光学面のうち少なくとも相対する
２面は光軸に交差する幅方向の寸法が実質的に等しくなるように形成されてなることを特
徴とする上記［１］の光学プリズムというものである…………………………………………
………………………………………………［１６］
【００４４】
上記［１６］の発明によれば、外形寸法を基準にしての光学プリズムとしての品質評価が
し易い。
【００４５】
また、更に、他の一つの本願発明は：
上記入射面及び出射面並びに上記反射に係る反射面等の光学面は、それらのうち相隣る２
面で形成される稜線が曲線を成すような曲面として成形されてなることを特徴とする上記
［１］の光学プリズムというものである…………［１７］
【００４６】
上記［１７］の発明によれば、当該光学プリズムを射出成形法にて光学プリズムを製造す
る為の金型の構成が容易である。
【００４７】
また、更に、他の一つの本願発明は：
所定の表示素子等の光源からの光が入射するに適合した入射面からの反射光を自己の内部
で２回以上反射させて所定の出射面から出射光として外部に出射させるように構成され、
上記入射面及び出射面の各方向と交叉する方向に形成されてなる側面に当該射出成形法に
適用されるスライド機構を利用して成形される部材取り付け用の凸部が形成されてなる光
学プリズムに適合するように構成された鏡枠であって、
上記光学プリズムの凸部と上記入射面及び出射面並びに上記反射に係る反射面等の光学面
のうちの所定の面に形成される段状部とに対応した形状になされた装着部が形成されたこ
とを特徴とする鏡枠というものである……………［１８］
【００４８】
上記［１８］の発明によれば、光学プリズムの鏡枠に対する実装の精度を確保し易い。
【００４９】
また、更に、他の一つの本願発明は：
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上記光学プリズムの入射面に対向する部位である入射面対向部を有してなり、この入射面
対向部は、所定の光源から上記入射面に向かった光乃至その一部が該入射面で入射せず自
己に向かって反射されたとき該反射によって自己に投射された光が再び上記光学プリズム
の入射面に向かう方向に反射することが回避されるべく、当該反射に係る面が上記入射面
の基準軸に対して直交しない所定の角度をなすように設定されたものであることを特徴と
する上記［１８］の鏡枠というものである………………………………………………………
……［１９］
【００５０】
上記［１９］の発明によれば、当該光学プリズムの入射面からの反射が大幅に抑制される
。
【００５１】
また、更に、他の一つの本願発明は：
上記鏡枠は、上記光学プリズムの入射面に対向する部位である入斜面対向部を有してなり
、この入射面対向部は、所定の光源から上記入射面に向かった光乃至その一部が該入射面
で入射せず自己に向かって反射されたとき該反射によって自己に投射された光が再び上記
光学プリズムの入射面に向かう方向に反射することが回避されるべく、当該面に反射防止
加工が施されてなることを特徴とする上記［１９］の鏡枠というものである………………
…………………………［２０］
【００５２】
上記［２０］の発明によれば、当該光学プリズムの入射面からの反射が一層抑制される。
【００５３】
また、更に、他の一つの本願発明は：
所定の表示素子等の光源からの光が入射するに適合した入射面からの反射光を自己の内部
で２回以上反射させて所定の出射面から出射光として外部に出射させるように構成され、
上記入射面及び出射面の各方向と交叉する方向に形成されてなる側面に当該射出成形法に
適用されるスライド機構を利用して成形される部材取り付け用の凸部が形成されてなる光
学プリズムと、上記光学プリズムの入射面の周囲を囲むように形成された自己の遮蔽部材
の所定部が該光学プリズムに対しその入射面側から嵌め合わされ得るように構成された鏡
枠と、を含んでなる光学アッセンブリであって、
上記鏡枠の遮蔽部材の内面所定部と該内面所定部に対応する上記光学プリズムの外面所定
部との間にシール及び／又は接着のための物質を介在させてなることを特徴とする光学ア
ッセンブリというものである………………………［２１］
【００５４】
上記［２１］の発明によれば、当該光学プリズムの入射面側に閉空間を構成し易く入射面
側に塵埃等が付着して光学特性が阻害される虞れが低減される。
【００５５】
また、更に、他の一つの本願発明は：
上記シール及び／又は接着のための物質は光の反射が抑制される属性を有するものである
ことを特徴とする上記［２１］記載の光学アッセンブリというものである…………………
…………………………………………………………［２２］
【００５６】
上記［２２］の発明によれば、当該光学プリズムの入射面側の反射が抑制される。
【００５７】
また、更に、他の一つの本願発明は：
所定の表示素子等の光源からの光が入射するに適合した入射面からの反射光を自己の内部
で２回以上反射させて所定の出射面から出射光として外部に出射させるように構成され、
上記入射面及び出射面の各方向と交叉する方向に形成されてなる側面に当該射出成形法に
適用されるスライド機構を利用して成形される部材取り付け用の凸部が形成されてなる光
学プリズムと、上記光学プリズムの入射面に入射せしめるための表示パターン乃至画像を
形成する表示素子を保持し該光学プリズムに適合するように構成された鏡枠と、を含んで
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なる光学アッセンブリであって、
上記鏡枠側又は上記光学プリズム側の少なくとも何れか一方の側に上記鏡枠に保持された
表示素子及び上記光学プリズムの入射面と共働して実質的に密閉された空間部を構成する
遮蔽部材が設けられてなることを特徴とする光学アッセンブリというものである…………
………………………………………………［２３］
【００５８】
上記［２３］の発明によれば、当該光学プリズムの入射面側に閉空間が構成されるため入
射面に塵埃等が付着して光学特性が阻害される虞れが低減される。
【００５９】
また、更に、他の一つの本願発明は：
上記遮蔽部材は上記光学プリズム側に設けられてなることを特徴とする上記　［２３］の
光学アッセンブリというものである…………………………［２４］
【００６０】
上記［２４］の発明によれば、当該光学プリズムの入射面側に閉空間が構成されるため入
射面に塵埃等が付着して光学特性が阻害される虞れが低減される。
【００６１】
また、更に、他の一つの本願発明は：
上記遮蔽部材は上記光学プリズム側及び上記鏡枠側の双方に設けられ、該双方から延出し
てなる各遮蔽部材がそれらの延出端縁に各設けられたフランジ部で接合されてなることを
特徴とする上記［２３］の光学アッセンブリというものである………………………………
………………………………………………［２５］
【００６２】
上記［２５］の発明によれば、当該光学プリズムの入射面側に閉空間が構成されるため入
射面に塵埃等が付着して光学特性が阻害される虞れが低減される。
【００６３】
また、更に、他の一つの本願発明は：
上記遮蔽部材は上記光学プリズム側及び上記鏡枠側の双方に設けられ、該双方から延出し
てなる各遮蔽部材がそれらの延出端縁に各設けられたフランジ部で接合されてなることを
特徴とする上記［２３］の光学アッセンブリというものである………………………………
………………………………………………［２６］
【００６４】
上記［２６］の発明によれば、当該光学プリズムの入射面側に閉空間が構成されるため入
射面に塵埃等が付着して光学特性が阻害される虞れが低減される。
【００６５】
【発明の実施の形態】
以下、図面を用いて本願発明の実施の形態につき詳述することにより本発明を明らかにす
る。
【００６６】
図１は本願発明の一つの実施の形態としての光学プリズムの外形を示す図である。尚、図
１のものは、入射面からの光線が内部で２回反射して出射する２回反射型の光学プリズム
であるが、本願発明はこれに限定される技術思想ではなく、例えば３回反射して出射する
３回反射型の光学プリズムにも及ぶものである。
図１において、その（ａ）部は本実施の形態としての光学プリズム及び同光学プリズムに
対応する鏡枠をそれらの斜め前方上部からの視点で望む斜視図、同図（ｂ）部は上記鏡枠
と上記光学プリズムとを組み合わせてなる光学アセンブリの側面部分断面図、同図（ｃ）
部は上記光学アセンブリを、その前面側からの視線で見た部分破断図である。
特に同図（ｂ）部には、この光学プリズム内の光線の進行経路が破線図示してある。
【００６７】
図中、この光学プリズム１００の上方の傾斜した面が、鏡枠３０に備えられた表示素子（
例えばＬＣＤ２０、その表示面２１）からの光が入射するに適合するように形成された入
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射面（表示素子対向面）１２である。また、この光学プリズム１００の背面側のカーブし
た面が、上記表示素子対向面１２から入射した光線が光学プリズム１００内で最初に反射
する反射面としても機能すると共に最終的にこの光学プリズム１００から光線が外部に出
射する反射面兼出射面１４である。更に、上記表示素子対向面１２の下方に稜線を境に連
なる符号１３で示す前面側の面が、その内部側の面が上記反射面兼出射面１４の内部側の
面で１回目の反射をした光線が光学プリズム１００内で２回目の反射をする反射面である
。上述の表示素子対向面１２，反射面１３及び反射面兼出射面１４はそれぞれ所要の光学
特性を満たすように成形された曲面である。
【００６８】
上記入射面（表示素子対向面）１２及び反射兼出射面１４並びに反射面１３の各方向と交
叉する方向に形成されてなる左側面６０Ｌ，右側面６０Ｒに上記入射光が該入射面１２か
ら反射兼出射面１４に到るまでの有効径内における光路を妨げないようにしてそれぞれ凹
部７０Ｌ，７０Ｒが形成されている。ここに、有効径内とは、同図（ｃ）部に図示の２点
鎖線により囲まれた領域ＥＤ内である。
【００６９】
図１の例では、上記凹部７０Ｌ，７０Ｒは反射兼出射面１４と表示素子対向面１２とで前
後の面が構成された光学プリズム１００の上方側のブロック部が反射兼出射面１４と反射
面１３とで前後の面が構成された光学プリズム１００の下方側のブロック部より左右の各
段部８０Ｌ，８０Ｒによって狭められるような形状に成形されているが、この部位は射出
成形の金型のスライド機構によって成形され、且つ、上記２点鎖線により囲まれた有効径
内領域ＥＤはこの部位より０．５～５．０ミリメートル内方に後退して設定されている。
このため、本実施の形態によれば、当該射出成形法に係るスライド機構の移動による光学
プリズムの有効領域の歪みが極小となり、光学特性を利用する部分の性能を劣化させる虞
れがない。
【００７０】
上記左側面６０Ｌ，右側面６０Ｒの上記各段部８０Ｌ，８０Ｒの水準位置から夫々外部側
方に突出するようにしてこの光学プリズム１００を鏡枠３０に取り付けるための左右の各
凸部９０Ｌ，９０Ｒが設けられている。本実施の形態では、これら左右の各凸部９０Ｌ，
９０Ｒは、この光学プリズム１００の成形における射出成形法に適用されるスライド機構
を利用して成形される。これら光学プリズム１００側の各凸部９０Ｌ，９０Ｒに対応して
、鏡枠３０にも左右の各凸部３１Ｌ，３１Ｒ（図では見えない）が設けられ、これら光学
プリズム１００側の各凸部９０Ｌ，９０Ｒと鏡枠３０側の各凸部３１Ｌ，３１Ｒを合わせ
ることにより、光学プリズム１００と鏡枠３０との結合がなされる。更に、上記左右の各
段部８０Ｌ，８０Ｒ上の外各凸部９０Ｌ，９０Ｒに臨む部位には、鏡枠３０との位置決め
用の左右の各ボス９１Ｌ，９１Ｒが設けられている
この各ボス９１Ｌ，９１Ｒとこれに対応して鏡枠３０側に設けられた凹部とを嵌合させる
ことにより、光学プリズム１００と鏡枠３０との位置合わせ精度を向上させること可能と
なる。
図１の（ｃ）部等から理解される通り、鏡枠３０の下端の光学プリズム１００への装着部
は上記上記凹部７０Ｌ，７０Ｒ乃至左右の各段部８０Ｌ，８０Ｒによって形成される段状
部に対応した形状になされている。このため、光学プリズム１００の鏡枠３０に対する実
装の精度を確保し易い。
【００７１】
図１（ｂ）に基づき、本実施の形態の一つの特徴について次に説明する。
即ち、上記光学プリズム１００は、その外形を規定する面同士が接して形成される稜線の
うち上記反射兼出射面１４（この場合注目する機能としては出射面）の下端を規定する稜
線部１４ BLが、この出射面内の所定位置と当該出射光による像を観察する観察者の瞳の旋
回中心Ｏに相当する設計上の仮想点の位置とを通る光軸方向（一点鎖線図示）に対し、該
仮想点Ｏから出射面１４に向けて所定の下向きの角度θをもって引いた直線を含む仮想平
面と該出射面とが交わる位置に沿うようにして形成されている。尚、ＰＬでシンボリック
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に示される線がこの光学プリズム１００を射出成形法で成形する際の金型分割線（パーデ
ィングライン）である。
上記実施の形態によれば、光学特性を有効に用いる領域外の部分を最小にすることができ
、上記光学プリズムを極限まで小型化できる。
【００７２】
図２は図１に基づき説明したような光学プリズムと鏡枠とを用いて構成された表示用光学
系（光学アセンブリ）を内蔵してなる映像表示ユニット４１を有する単眼式の頭部装着型
映像表示装置ＨＭＤを装着者Ｍが装着した状態を示す図である。
【００７３】
図２において、頭部装着型映像表示装置ＨＭＤの構造部であるフレーム１０は、装着状態
において装着者Ｍの前頭部２Ｆに当接する位置を占め本装置の主たる構造部材をなすメイ
ンフレーム１０Ｍと、このメインフレーム１０Ｍに対し左側ヒンジ部１０Ｌｈで回動自在
に結合された左リヤフレーム１０Ｌおよび同メインフレーム１０Ｍ対し右側ヒンジ部１０
Ｒｈで回動自在に結合された右リヤフレーム１０Ｒを含んで構成されている。
【００７４】
メインフレーム１０Ｍの上方部位には、映像信号の伝送路であるコード１１ｃを通して供
給される映像を自己の表示部に映出する映像表示ユニット４１を所定位置に懸架するため
の連結機構１０Ｃが設けられている。尚、本例の映像表示ユニット４１にはこの映像表示
ユニットによる映像を観察しない方の眼に対してその前方視野に係る可視光透過率を７０
パーセント以下に規制して映像の観察が妨げられないようにするためのバイザー１１Ｖが
設けられている。即ち、このバイザー１１Ｖによって両眼での観察時における視野闘争が
効果的に抑制される。
【００７５】
更に、装着者Ｍの前頭部位２Ｆ乃至同部位近傍部位に対して該部位の概略法線方向に所定
の押圧力を以て接触することによって自己と装着者２の頭部の該当接触位置との相対変位
を規制するようになされた前頭押圧支持部１０Ｆが、上述したメインフレーム１０Ｍに設
けられている。
【００７６】
本例の頭部装着型映像表示装置は上述のようにフレーム１０自体がそれら全体として有す
る弾性力によって装着者Ｍの頭部に対して位置規制されるように構成されているため、別
途のばね等の弾性体を用いない簡素な構成をとることができ、小型化および軽量化が容易
である。
【００７７】
また、この装置では、上述した弾性力を得るために、左リヤフレーム１０Ｌおよび右リヤ
フレーム１０Ｒは、ポリアミド，ポリカーボネイト，ポリプロピレン，ＡＢＳ，ポリエチ
レン，ポリエチレンテレフタレートまたはポリアセタールうちのいずれかのプラスチック
材料により構成されている。
【００７８】
一方、上述したメインフレーム１０Ｍはカーボンを含有したエンジニアリングプラスチッ
クにより構成されている。
フレーム１０をこのような材料で構成することにより、適度な位置規制状態を得るために
十分な弾性力が生起され得る。また、カーボンを含有したエンジニアリングプラスチック
を用いることで剛性の点でも優れたものとなり、映像観察時にフレームが歪んで観察に支
障を来すような虞れが少なくなる。
【００７９】
左リヤフレーム１０Ｌおよび右リヤフレーム１０Ｒは上記メインフレーム１０Ｍに対して
屈曲可能な連結機構によって連結されている。既述のとおり、この実施の形態ではメイン
フレーム１０Ｍに対し左リヤフレーム１０Ｌはこの連結機構である左側ヒンジ部１０Ｌｈ
により回動自在に結合され、右リヤフレーム１０Ｒはこの連結機構である右側ヒンジ部１
０Ｒｈにより回動自在に結合されている。
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【００８０】
図３は図１に基づいて説明した実施の形態の一つの変形例を示す図であり、同図（ａ）部
は光学プリズム１００ -1と鏡枠３０ -1とを組付けてなる光学アセンブリの側面部分断面図
であり、同図（ｂ）部は同図（ａ）部の光学アセンブリを斜め前方上部より望む斜視図で
ある。図３において、既述の図１との対応部は同一の符号を附して詳細な説明は省略する
。
この図３の例では、上述のようにスライド機構を利用して成形される凸部９０Ｌ -1（９０
Ｒ -1…図３では見えない）に所定部材の取り付けに用い得る、水平に対する傾斜角度を異
にして隣接する、複数の取り付け面９０Ｌ -1a ，９０Ｌ -1b （９０Ｒ -1a ，９０Ｒ -1b …
図３では見えない）が形成されている。また、図１の形態における左右の各段部８０Ｌ，
８０Ｒに対応する左右の各段部８０Ｌ -1，（８０Ｒ -1…図３では見えない）も、水平に対
する傾斜角度を異にして隣接する、複数の取り付け面８０Ｌ -1a ，８０Ｌ -1b （８０Ｒ -1
a ，８０Ｒ -1b …図３では見えない）が形成されている。
【００８１】
上記形態によれば、複数の取り付け面を種々の関連部材の取付に利用することで取り付け
の位置精度を確保することができると共に、所要に応じてこの光学プリズムに複合的な機
能を持たせることができる。
例えば、図３の例では、電子部品を実装したプリント配線基板２００を第２の取り付け面
９０Ｌ -1b （９０Ｒ -1b ）を利用してその取り付けの位置精度（傾斜角度等）を確保しな
がら基板取付ビス２００ a を用いる等して適切に取り付けることができる。またこれと共
に、第１の取り付け面９０Ｌ -1a （９０Ｒ -1a ）を利用して鏡枠３０ -1をその取り付けの
位置精度を確保しながら、安定して取り付けることができる。
【００８２】
図４は図１に基づいて説明した光学プリズムの他の一つの変形例を示す図であり、同図（
ａ）部は光学プリズム１００ -2の側面図であり、同図（ｂ）部は同図（ａ）部の光学プリ
ズムを斜め前方上部より望む斜視図である。図４において、既述の図１、図３との対応部
は同一の符号を附してある。
この図４の例では、射出成形法により製造されるときにスライド機構を利用して成形され
る上述の左右の凸部９０Ｌ -1，９０Ｒ -1に所定部材の取り付けに用い得る、水平に対する
傾斜角度を異にして隣接する、複数の取り付け面９０Ｌ -1a ，９０Ｌ -1b 及び９０Ｒ -1a 
，９０Ｒ -1b が形成されている。また、図１の形態における左右の各段部８０Ｌ，８０Ｒ
に対応する左右の各段部８０Ｌ -1，（８０Ｒ -1…図３では見えない）も、水平に対する傾
斜角度を異にして隣接する、複数の取り付け面８０Ｌ -1a ，８０Ｌ -1b （８０Ｒ -1a ，８
０Ｒ -1b …図３では見えない）が形成されている。
特に、この図４の実施の形態では、これら複数の面のうちの所定の面（例えば９０Ｌ -1b 
）に、この光学プリズムの製造に用いた金型のキャビディ番号９０ｃａを刻印してある。
【００８３】
上記形態によれば、上記複数の面のうちの所定のものを利用して当該光学プリズムの製造
に用いた金型のキャビディ番号を刻印してあるため、製造・品質管理等において当該光学
プリズムの来歴管理が容易となる。
【００８４】
図５は図１に基づいて説明した光学プリズムの他の一つの変形例としての光学プリズム１
００ -3を斜め前方上部より望む斜視図である。図５において、既述の図１、図３及び図４
との対応部は同一の符号を附してある。
この図５の例では、射出成形法により製造されるときにスライド機構を利用して成形され
る上述の左右の凸部９０Ｌ -3，９０Ｒ -3の上面と同水準位置で前後方向に平行に延長され
るようにして左右の各面９０Ｌ -3a ，９０Ｒ -3a が設けられ、これら各面９０Ｌ -3a ，９
０Ｒ -3a から所定深さ（ＬＣＤ表示素子２０の厚み相当の深さ）ステップ状に凹陥した位
置にも前後方向に平行に延長されるようにして左右の各面９０Ｌ -3b ，９０Ｒ -3b が形成
されている。
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この左右の各面９０Ｌ -3b ，９０Ｒ -3b がＬＣＤ表示素子２０の取付面として用いられる
。
【００８５】
図６は図５に基づいて説明した光学プリズムの更に他の一つの変形例としての光学プリズ
ム１００ -4を斜め前方上部より望む斜視図である。図６のものは、既述の図５ものと多く
の点で相似しているが、図５のものが上述の左右の各面９０Ｌ -3b ，９０Ｒ -3b の部分に
ついて一段ステップ状に凹陥した形状をなしているのに対し、この図６のものでは、二段
のステップ状の凹陥形状部が設けられていに点に特徴がある。
【００８６】
即ち、この図６の例では、射出成形法により製造されるときにスライド機構を利用して成
形される上述の左右の凸部９０Ｌ -4，９０Ｒ -4の上面と同水準位置で前後方向に平行に延
長されるようにして左右の各面９０Ｌ -4a ，９０Ｒ -4a が設けられ、これら各面９０Ｌ -4
a ，９０Ｒ -4a から所定深さ（バックライト２２の厚み相当の深さ）ステップ状に凹陥し
た位置にも前後方向に平行に延長されるようにして左右の各面９０Ｌ -4b ，９０Ｒ -4b が
形成されている。そして更に、これら一段ステップ状に凹陥した位置の上記左右の各面９
０Ｌ -4b ，９０Ｒ -4b から所定深さ（ＬＣＤ表示素子２０の厚み相当の深さ）ステップ状
に凹陥した位置にも前後方向に平行に延長されるようにして左右の各面９０Ｌ -4c ，９０
Ｒ -4c が形成されている。
この一段目の左右の各面９０Ｌ -4b ，９０Ｒ -4b がバックライト２２の取付面として用い
られ、更に、二段目の左右の各面９０Ｌ -4c ，９０Ｒ -4c がＬＣＤ表示素子２０の取付面
として用いられる。
上記図５，図６の形態によれば、上記光学プリズムに適合する表示素子（ＬＣＤ）や、バ
ックライト、或いは所要に応じてフィルター等の付属部品の取り付けがし易くなる。
【００８７】
図７は図１に基づいて説明した光学プリズム１００のパ－ティングラインの設定について
説明するための図であり、同図（ａ）部は光学プリズム１００の側面図であり、同図（ｂ
）部は同図（ａ）部の光学プリズム１００を斜め前方上部より望む斜視図である。図７に
おいて、既述の図１との対応部は同一の符号を附してある。
【００８８】
図１について既述のように、このプリズム１００は射出成形法にて製造されるものである
が、上述した表示素子対向面１２と反射面１３とが接して一つの稜線Ｅ１が形成され、ま
た、反射面兼出射面１４と反射面１３とが接して他の一つの稜線Ｅ２が形成されている。
尚、言うまでもないが、上記において、稜線とは数学的な厳密な定義におけるそれではな
く、略々図示の程度で２つの平面部によって構成される縁の部分を指す。以下、上記同様
の概略的表現で説明する。
上記の隣接せず対向する位置にある２本の稜線Ｅ１，Ｅ２を概略含む仮想平面に沿うよう
にして射出成形に係る金型分割線ＰＬ３が設定されている。この金型分割線ＰＬ３は、図
示の通り、反射面１３と左右の側面６０Ｌ，６０Ｒとが接して形成される反射面１３の両
側の縁部１３ＥＬ，１３ＥＲから弧状に前方に張り出すように若干離隔して形成される。
図７のように金型分割線ＰＬ３を設定するのであれば、光学プリズム１００を射出成形法
にて製造する場合の金型分割線の設定が容易である。
【００８９】
また、図７により説明した金型分割線ＰＬ３は基準金型分割線Ｐ．Ｌ．に対してθの角度
をなすように設定されているが、この例では特にこの角度θが自然数で表される度数に選
ばれている。このため、上記射出成形に係る金型の精度を確認するための計測が容易であ
り、ひいては、精度を確保し易く、製造が容易である。
【００９０】
図８は図１，図７に基づいて説明した光学プリズム１００を射出成形法で製造する場合の
ゲートの設定について説明するための図であり、同図（ａ）部は光学プリズム１００を斜
め前方上部より望む斜視図であり、同図（ｂ）部は同図（ａ）部の光学プリズム１００の
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側面図である。図８において、既述の図７との対応部は同一の符号を附してある。
【００９１】
図８の（ａ）部に図示のように、左側面６０Ｌ側の金型分割線ＰＬ３に沿って上下に適宜
に離隔して射出成形法で製造する場合の樹脂を注入するためのゲ－トＧＴ -L1 及び突き出
し用オーバーフローＧＴ -L2 が設けられ、右側面６０Ｒ側についても同様に金型分割線に
沿って上下に適宜に離隔して突き出し用オーバーフローＧＴ -R1 及びＧＴ -R2 が設けられ
ている。左側面６０Ｌ側のゲ－トＧＴ -L1 及び突き出し用オーバーフローＧＴ -L2 は同図
（ｂ）部に図示のように、金型から取り出されるときには、各対応するエジェクターピン
ＥＰ -L1 及びＥＰ -L2 によって突き出されるようになされるが、これは、右側面６０Ｒ側
の突き出し用オーバーフローＧＴ -R1 及びＧＴ -R2 についても同様である。即ち、これら
のゲ－トＧＴ -L1 及び突き出し用オーバーフローＧＴ -L2 ，ＧＴ -R1 及びＧＴ -R2 は、射
出成形法で製造する場合の樹脂を注入するための機能部及び金型から突き出すためにエジ
ェクターピンからの押圧力を受けるための凸部（受圧部）をなしている。
【００９２】
特に、上記各ゲートＧＴ -L1 及び突き出し用オーバーフローＧＴ -L2 ，ＧＴ -R1 及びＧＴ
-R2 は、各対応するエジェクターピンＥＰ -L1 ，ＥＰ -L2 及び（不図示のＥＰ -R1 ，ＥＰ
R-2 ）から受ける突き出し力に係る重心から等距離の位置に形成され、且つ、それらの厚
み寸法が均等となるように形成されている。
【００９３】
図８について説明した構成によれば、金型から突き出すことが容易且つ確実に行われるた
め、光学プリズムを射出成形法にて製造するに際して、加工能率が向上する。
また更に、突き出し用の凸部（上記各ゲートＧＴ -L1 及び突き出し用オーバーフローＧＴ
-L2 ，ＧＴ -R1 及びＧＴ -R2 ）の厚み寸法が揃っているため、それらを最終的に切除する
ときの剪断ストロークが均一になるため加工性が向上する。
【００９４】
図９は図１に基づいて説明した光学プリズムの更に他の変形例を示す図であり、同図（ａ
）部は光学プリズム１００ -5を斜め前方上部より望む斜視図であり、同図（ｂ）部は同図
（ａ）部の光学プリズム１００ -5の側面図であり、更に同図（ｃ）部は同図（ａ）部の光
学プリズム１００ -5の光学的特性を説明するための概念図である。図９において、既述の
図１等との対応部は同一の符号を附してある。
【００９５】
図９の光学プリズム１００ -5はその反射面１３の所定範囲、即ち、光学的特性を利用する
有効領域の略々全域に亘ってマルチ・コートが施されて被コーティング領域１３ CDが形成
されている。そしてこの被コーティング領域１３ CDの上方の限定的領域には梨地処理が施
されてこの光学プリズム１００ -5をＬＣＤ表示画像を観察する等の際にゴーストを防止す
るようになされた被梨地処理領域１３ AVが形成されている。これら被コーティング領域１
３ CDと被梨地処理領域１３ AVとの境界にはマルチ・コート処理を適切に行なうための所定
幅（例えば１ mm以下）のコート代１３ CDM が設けられている。コート代１３ CDM があるた
め、特定の面と当該光学面との境界部位に成膜するといった加工上困難な工程を実施する
ことなく容易にマルチコートを施すことができる。
【００９６】
上記被梨地処理領域１３ AVは、上記被コーティング領域１３ CDに対して所定の角度をもっ
て設定され、該被コーティング領域１３ CDとは異なる定義になる領域を構成して、上述の
ゴースト防止効果を生じるようになされている。
【００９７】
上記構成の光学プリズム１００ -5ではその光学的特性を説明するための概念図である同図
（ｃ）部を参照して説明するように、ＬＣＤ２０から発した光線は、上記被コーティング
領域１３ CDの被梨地処理領域１３ AVとの境界である上側最外光線ライン１３ UBL と領域１
３ CDの有効範囲の下側の限界である下側最外光線ライン１３ LBL との間で反射して瞳旋回
中心Ｏに向かう。このとき被梨地処理領域１３ AVの作用により、ＬＣＤ２０の表示画像を
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観察する等の際にゴースト防止効果が奏せられる。
【００９８】
図１０は図１に基づいて説明した光学プリズムの外形に係る特徴を説明するための模式図
であり、同図（ａ）部は光学プリズム１００の側面図、同図（ｂ）部は同図（ａ）部の光
学プリズム１００を上方から見た図、同図（ｃ）部は同様に背面側から見た図、更に同図
（ｄ）部は同様に下面側から見た図である。図１０において、既述の図１等との対応部は
同一の符号を附してある。
【００９９】
図１０より理解される通り、上記入射面１２及び反射面１３並びに上記反射面兼出射面１
４等の光学面は、それらのうち相隣る２面で形成される稜線が曲線を成す（曲率Ｒ）よう
な曲面として成形されてなる。この為、射出成形法にて光学プリズムを製造する為の金型
の構成が容易である。更にまた、この光学プリズムは、上記各光学面のうち少なくとも相
対する２面は光軸に交差する幅方向の寸法が実質的に等しくなるように形成されているた
め、外形寸法を基準にしての光学プリズムとしての品質評価がし易い。
【０１００】
図１１は図１に基づいて説明した光学アセンブリの他の形態を示す図であり、同図（ａ）
部は鏡枠と光学プリズムとを組み合わせてなる光学アセンブリの側面部分断面図、同図（
ｂ）部は上記光学アセンブリの鏡枠の特徴部を拡大して示す要部拡大図、同図（ｃ）部は
、同図（ｂ）部に示す鏡枠の変形例の要部拡大図である。図１１において既述の図１との
対応部には同一の符号を附してある。
【０１０１】
図１１の（ａ）部に示すように、この鏡枠３０ -1は前述のものと同様、表示素子としての
ＬＣＤ２０とこれに対応するバックライト２２を支持してなり、その下部のスカート部３
０ -12 が光学プリズム１００ -6の入射面１２側の頭頂部に嵌挿されるようにして光学プリ
ズム１００ -6と組み合わせられている。同図（ｂ）部も併せ参照して理解される通り、鏡
枠３０ -1の内面側にはＬＣＤ２０を支持するための張出部３０ -11 が形成され、その下方
側の面は光学プリズム１００ -6の入射面１２に対向した入射面対向部３０ -111となってい
る。
【０１０２】
そして、この入射面対向部３０ -111に対して、バックライト２２により照射されて表示画
像に対応した光を発するＬＣＤ２０（光源）から上記入射面１２に向かった光乃至その一
部が該入射面１２で入射せず自己に向かって反射されたとき該反射によって自己に投射さ
れた光が再び上記光学プリズムの入射面１２に向かう方向に反射することが回避されるべ
く、当該反射に係る面、即ちこの入射面対向部３０ -111が、上記入射面１２の基準軸Ｌ DA
に対して直交しない所定の角度θをなすように設定されている。
このため、光学プリズム１００ -6の入射面１２からの反射の影響が大幅に抑制される。
【０１０３】
また、図１１の（ｂ）部に示す鏡枠の変形例の要部拡大図である同図（ｃ）部のように、
入射面対向部を（ｂ）部に示す入射面対向部３０ -111のように特定方向に傾斜させるに替
えて、入射面対向部３０ -112のように表面を荒らす等の反射防止加工を施したものとして
、自己に投射された光が再び上記光学プリズムの入射面１２に向かう方向に反射すること
が回避されるようにしてもよい。
【０１０４】
図１２は図１に基づいて説明した光学アセンブリの更に他の形態を示す図である。図１２
において既述の図１及び図７との対応部には夫々同一の符号を附してある。
図１２の鏡枠３０ -2は前述のものと同様、表示素子としてのＬＣＤ２０とこれに対応する
バックライト２２を支持してなり、その下部のスカート部３０ -21 が光学プリズム１００
-6の入射面１２側の頭頂部に嵌挿されるようにして光学プリズム１００ -6と組み合わせら
れている。
この図１２の光学アセンブリでは、鏡枠３０ -2の下部のスカート部３０ -21 がその内面側
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で光学プリズム１００ -6の頭頂部に接する部位にシール剤３０ SLが充填されている。また
、この例の場合は、シール剤３０ SLは鏡枠３０ -2と光学プリズム１００ -6とを接合するた
めの接着剤がこのシール剤３０ SLとして機能するような種類のものとして選択され、更に
また、この接着剤はその属性として光の反射が抑制されるような特性を呈するものである
。
【０１０５】
上記部図１２の光学アセンブリでは、光学プリズム１００ -6の入射面１２側に閉空間を構
成し易く入射面１２側に塵埃等が付着して光学特性が阻害される虞れが低減される。
また、接着剤即ちシール剤３０ SLはその属性として光の反射が抑制されるような特性を呈
するものであるため、光学プリズム１００ -6の入射面１２側の反射が抑制される。
【０１０６】
図１３は図１、図１１及び図１２に基づいて説明した光学アセンブリの更に他の形態を示
す図であり、同図（ａ）はこの光学アセンブリの側面図、同図（ｂ）は同図（ａ）の光学
アセンブリの部分断面図である。図１３において既述の図１、図１１及び図１２との対応
部には夫々同一の符号を附してある。
図１３の鏡枠３０ -3は前述のものと同様、表示素子としてのＬＣＤ２０とこれに対応する
バックライト２２を支持してなり、その下部のスカート部３０ -31 が光学プリズム１００
-6の入射面１２側の頭頂部に嵌挿されるようにして光学プリズム１００ -6と組み合わせら
れている。
【０１０７】
図１３の光学アセンブリでは、鏡枠３０ -3はその下部のスカート部３０ -31 とそれより上
部に位置してＬＣＤ２０とバックライト２２を支持しつつ、外光を遮光する側壁部３０ -3
2 とを有してなり、これらスカート部３０ -31 と側壁部３０ -32 は表示素子としてのＬＣ
Ｄ２０及び上記光学プリズム１００ -6の入射面１２と共働して実質的に密閉された空間部
を構成する遮蔽部材をなしている。換言すれば、この形態では、遮蔽部材は光学プリズム
１００ -6側からスカート部３０ -31 が上方に延出し、これと鏡枠３０ -3から延出した側壁
部３０ -32 とがフランジ部で接合されている。
この図１３の形態によれば、当該光学プリズムの入射面側に閉空間が構成されるため入射
面に塵埃等が付着して光学特性が阻害される虞れが低減される。
【０１０８】
図１４は図１３に基づいて説明した光学アセンブリの更に他の形態を示す図であり、同図
（ａ）はこの光学アセンブリの側面図、同図（ｂ）は同図（ａ）の光学アセンブリの部分
断面図である。図１４において既述の図１、図１１、図１２及び図１３との対応部には夫
々同一の符号を附してある。
図１４の鏡枠３０ -4は前述のものと同様、表示素子としてのＬＣＤ２０とこれに対応する
バックライト２２を支持してなり、その下部のスカート部３０ -41 が光学プリズム１００
-6の入射面１２側の頭頂部に嵌挿されるようにして光学プリズム１００ -6と組み合わせら
れている。
【０１０９】
図１４の光学アセンブリでは、鏡枠３０ -4は、その下部のスカート部３０ -41 と、それよ
り上部に位置してＬＣＤ２０とバックライト２２を支持しつつ外光を遮光する側壁部３０
-42 とが継ぎ目なく連接して、ＬＣＤ２０及び光学プリズム１００ -6の入射面１２と共働
して実質的に密閉された空間部を構成する遮蔽部材をなしている。換言すれば、この形態
では、遮蔽部材は鏡枠３０ -3から下方に延出して光学プリズム１００ -6の凸部であるフラ
ンジ部で接合されている。
この図１４の形態でも、当該光学プリズムの入射面側に閉空間が構成されるため入射面に
塵埃等が付着して光学特性が阻害される虞れが低減される。
【０１１０】
以下に、本願に含まれる発明とその特徴について要約する。
［１］所定の表示素子（２０）等の光源からの光が入射するに適合した入射面（１２）か
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らの反射光を自己の内部で２回以上反射させて所定の出射面（１４）から出射光として外
部に出射させるように構成された光学プリズム（１００）であって、
上記光学プリズムは、自己に適合するように構成された鏡枠（３０）と結合されて用いら
れるようになされ、上記入射面（１２）及び出射面（１４）の各方向と交叉する方向に形
成されてなる側面にこのプリズムを該鏡枠に取り付けるための凸部（９０Ｌ，９０Ｒ）が
形成されてなることを特徴とする光学プリズム。
【０１１１】
上記［１］の発明以前は、光学プリズムと鏡枠とを簡単に作業能率良く結合・組み立てす
ることができなかった。
【０１１２】
上記［１］の発明によれば、上記凸部を利用して、当該光学プリズムと表示素子を支持し
てなる鏡枠とを簡単に作業能率良く結合・組み立てすることが可能となる。
上記［１］の発明は、図１で説明した実施形態が対応する。
【０１１３】
［２］上記凸部はその所定部に上記鏡枠との相対位置を所定の関係に維持するための位置
決め用ボスが設けられてなるものであることを特徴とする上記［１］の光学プリズム。
【０１１４】
上記［２］の発明以前は、光学プリズムと鏡枠とを結合・組み立てするに際し両者の位置
決めを簡単且つ確実に行なうことが困難であった。
【０１１５】
上記［２］の発明によれば、上記［１］の発明による効果に加えて光学プリズムと当該鏡
枠との位置合わせ精度を向上させること可能となる。
上記［２］の発明は、図１で説明した実施形態が対応する。
【０１１６】
［３］上記光学プリズムは、射出成形法にて製造されるものであって、上記凸部は当該射
出成形法に適用されるスライド機構を利用して成形されるようにしたことを特徴とする上
記［１］の光学プリズム。
【０１１７】
上記［３］の発明以前は、上記［１］の光学プリズムの凸部を種々の機能に適合した所望
の形状のものとして成形することが困難であった。
【０１１８】
上記［３］の発明によれば、上記［１］の発明による効果に加えて上記［１］の光学プリ
ズムの凸部を種々の機能に適合した所望の形状のものとして成形することができる。
上記［３］の発明は、図１で説明した実施形態が対応する。
【０１１９】
［４］上記入射面及び出射面並びに上記反射に係る反射面等の光学面における有効領域は
上記スライド機構を利用して成形される部位から０．５乃至５．０ミリメートル離隔して
設定されるようになされたことを特徴とする上記［３］の光学プリズム。
【０１２０】
上記［４］の発明以前は、当該射出成形法に係るスライド機構の移動による光学プリズム
の有効領域の歪みが極小としたり、光学特性を利用する部分の性能を劣化させる虞れを一
掃することが困難であった。
【０１２１】
上記［４］の発明によれば、上記［３］の発明による効果に加えて、当該射出成形法に係
るスライド機構の移動による光学プリズムの有効領域の歪みが極小となり、光学特性を利
用する部分の性能を劣化させる虞れがない。
上記［４］の発明は、図１（ｃ）で説明した実施形態が対応する。
【０１２２】
［５］上記スライド機構を利用して成形される凸部に所定部材の取り付けに用いる複数の
取り付け面が形成されてなることを特徴とする上記［３］の光学プリズム。
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【０１２３】
上記［５］の発明以前は、複数の取り付け面を種々の関連部材の取付に利用することで取
り付けの位置精度を確保したり、所要に応じてこの光学プリズムに複合的な機能を持たせ
ることは困難であった。
【０１２４】
上記［５］の発明によれば、上記［３］の発明による効果に加えて、複数の取り付け面を
種々の関連部材の取付に利用することで取り付けの位置精度を確保することができると共
に、所要に応じてこの光学プリズムに複合的な機能を持たせることができる。
上記［５］の発明は、図３で説明した実施形態が対応する。
【０１２５】
［６］上記スライド機構を利用して成形される凸部の所定領域に当該射出成形に適用され
たキャビティ番号が刻印されてなることを特徴とする上記［３］の光学プリズム。
【０１２６】
上記［６］の発明以前は、製造・品質管理において当該光学プリズムの来歴管理が容易で
なかった。
【０１２７】
上記［６］の発明によれば、上記［３］の発明による効果に加えて、製造・品質管理にお
いて当該光学プリズムの来歴管理が容易となる。
上記［６］の発明は、図４で説明した実施形態が対応する。
【０１２８】
［７］上記複数の取り付け面は相互に平行に形成されてなることを特徴とする上記［５］
の光学プリズム。
【０１２９】
上記［７］の発明以前は、上記光学プリズムに適合する表示素子（ＬＣＤ）やフィルター
等の付属部品の取り付けは必ずしも容易でなかった。
【０１３０】
上記［７］の発明によれば、上記［５］の発明による効果に加えて、上記光学プリズムに
適合する表示素子（ＬＣＤ）やフィルター等の付属部品の実装が容易となる。
上記［７］の発明は、図５と図６で説明した実施形態が対応する。
【０１３１】
［８］上記光学プリズムは、射出成形法にて製造されるものであって、上記入射面或いは
出射面として機能する面等この光学プリズムの外形を規定する面同士が接して形成される
稜線のうちの隣接せず対向する位置にある２本の稜線を概略含む仮想平面に沿うようにし
て射出成形に係る金型分割線が設定されてなるものであることを特徴とする上記［１］の
光学プリズム。
【０１３２】
上記［８］の発明以前は、上記光学プリズムを射出成形法にて製造する場合の金型分割線
の設定が容易でなかった。
【０１３３】
上記［８］の発明によれば、上記［１］の発明による効果に加えて、上記光学プリズムを
射出成形法にて製造する場合の金型分割線の設定が容易である。
上記［８］の発明は、図７で説明した実施形態が対応する。
【０１３４】
［９］上記金型分割線は、上記射出成形に係って設定される基準金型分割線に対して自然
数で表わされる角度をなすように設定されることを特徴とする上記　［８］の光学プリズ
ム。
【０１３５】
上記［９］の発明以前は、上記射出成形に係る金型の精度を確認するための計測が容易で
なかった。
【０１３６】
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上記［９］の発明によれば、上記［８］の発明による効果に加えて、上記射出成形に係る
金型の精度を確認するための計測が容易であり、ひいては、精度を確保し易く、製造が容
易である。
上記［９］の発明は、図７で説明した実施形態が対応する。
【０１３７】
［１０］上記光学プリズムは、その外形を規定する面同士が接して形成される稜線のうち
上記出射面の下端を規定する稜線が、この出射面内の所定位置と当該出射光による像を観
察する観察者の瞳の回旋中心に相当する設計上の仮想点の位置とを通る光軸方向に対し、
該仮想点から出射面に向けて所定の下向きの角度をもって引いた直線を含む仮想平面と該
出射面とが交わる位置に沿うようにして形成されてなることを特徴とする上記［１］の光
学プリズム。
【０１３８】
上記［１０］の発明以前は、光学特性を有効に用いる領域外の部分を最小にすることが困
難であり、上記光学プリズムを極限まで小型化できなかった。
【０１３９】
上記［１０］の発明によれば、上記［１］の発明による効果に加えて、光学特性を有効に
用いる領域外の部分を最小にすることができ、上記光学プリズムを極限まで小型化できる
。
上記［１０］の発明は、図１（ｂ）で説明した実施形態が対応する。
【０１４０】
［１１］上記光学プリズムは、射出成形法にて製造されるものであって、射出成形に係る
金型分割線が所定部位に対応して設定され、この金型分割線に対応する所定部位に、樹脂
を注入するためのゲートが形成され、及び／又は、突き出し用の凸部が突き出し力に係る
重心から等距離の位置に複数形成されてなるものであることを特徴とする上記［１］の光
学プリズム。
【０１４１】
上記［１１］の発明以前は、上記［１］の光学プリズムを射出成形法にて製造するに際し
て、加工能率の点では十分でなかった。
【０１４２】
上記［１１］の発明によれば、上記［１］の発明による効果に加えて、上記　［１］の光
学プリズムを射出成形法にて製造するに際して、加工能率が一段と向上する。
上記［１１］の発明は、図８で説明した実施形態が対応する。
【０１４３】
［１２］上記突き出し用の凸部はそれらの厚みが実質的に等しく形成されたものであるこ
とを特徴とする上記［１１］記載の光学プリズム。
【０１４４】
上記［１２］の発明以前は、上記突き出し用の凸部を最終的に切除するときの剪断ストロ
ークが必ずしも均一にならないため加工性が悪かった。
【０１４５】
上記［１２］の発明によれば、上記突き出し用の凸部を最終的に切除するときの剪断スト
ロークが均一になるため加工性が向上する。
上記［１２］の発明は、図８で説明した実施形態が対応する。
【０１４６】
［１３］所定の表示素子等の光源からの光が入射するに適合した入射面からの入射光を自
己の内部で２回以上反射させて所定の出射面から出射光として外部に出射させるように構
成された光学プリズムであって、
上記入射面及び出射面並びに上記反射に係る反射面等の光学面のうちの一の面に隣接して
当該光学面とは異なる定義になるゴースト防止面が該一の面に対し所定の角度をもって設
けられてなることを特徴とする光学プリズム。
【０１４７】
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上記［１３］の発明以前は、当該光学プリズムを通して観察される画像に関するゴースト
が発生していた。
【０１４８】
上記［１３］の発明によれば、当該光学プリズムを通して観察される画像に関するゴース
トが抑制される。
上記［１３］の発明は、図９で説明した実施形態が対応する。
【０１４９】
［１４］所定の表示素子等の光源からの光が入射するに適合した入射面からの入射光を自
己の内部で２回以上反射させて所定の出射面から出射光として外部に出射させるように構
成された光学プリズムであって、
上記入射面及び出射面並びに上記反射に係る反射面等の光学面のうちの一の面と同一平面
上に当該光学面とは異なる定義になる梨地処理されたゴースト防止面が設けられてなるこ
とを特徴とする光学プリズム。
【０１５０】
上記［１４］の発明以前は、当該光学プリズムを通して観察される画像に関するゴースト
が発生していた。
【０１５１】
上記［１４］の発明によれば、当該光学プリズムを通して観察される画像に関するゴース
トが抑制される。
上記［１４］の発明は、図９で説明した実施形態が対応する。
【０１５２】
［１５］所定の表示素子等の光源からの光が入射するに適合した入射面からの入射光を自
己の内部で２回以上反射させて所定の出射面から出射光として外部に出射させるように構
成された光学プリズムであって、
上記入射面及び出射面並びに上記反射に係る反射面等の光学面はアルミコート及びマルチ
コートが施され、これら光学面のうちの一の面と同一平面上に当該光学面とは異なる定義
になる特定の面が設けられ、且つ、この特定の面には当該光学面との境界部位に幅１ｍｍ
以下のコート代が設定されてなることを特徴とする光学プリズム。
【０１５３】
上記［１５］の発明以前は、特定の面と当該光学面との境界部位に成膜するといった加工
上困難な工程を実施しなくてはマルチコートを施すことができなかった。
【０１５４】
上記［１５］の発明によれば、特定の面と当該光学面との境界部位に成膜するといった加
工上困難な工程を実施することなく容易にマルチコートを施すことができる。
上記［１５］の発明は、図９で説明した実施形態が対応する。
【０１５５】
［１６］上記入射面及び出射面並びに上記反射に係る反射面等の光学面のうち少なくとも
相対する２面は光軸に交差する幅方向の寸法が実質的に等しくなるように形成されてなる
ことを特徴とする上記［１］の光学プリズム。
【０１５６】
上記［１６］の発明以前は、外形寸法を基準にしての光学プリズムとしての品質評価がし
難かった。
【０１５７】
上記［１６］の発明によれば、上記［１］の発明による効果に加えて、外形寸法を基準に
しての光学プリズムとしての品質評価がし易い。
上記［１６］の発明は、図１０で説明した実施形態が対応する。
【０１５８】
［１７］上記入射面及び出射面並びに上記反射に係る反射面等の光学面は、それらのうち
相隣る２面で形成される稜線が曲線を成すような曲面として成形されてなることを特徴と
する上記［１］の光学プリズム。
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【０１５９】
上記［１７］の発明以前は、当該光学プリズムを射出成形法で得る為の金型の構成が難し
かった。
【０１６０】
上記［１７］の発明によれば、上記［１］の発明による効果に加えて、当該光学プリズム
を射出成形法で得る為の金型の構成が容易である。
上記［１７］の発明は、図１０で説明した実施形態が対応する。
【０１６１】
［１８］所定の表示素子等の光源からの光が入射するに適合した入射面からの反射光を自
己の内部で２回以上反射させて所定の出射面から出射光として外部に出射させるように構
成され、上記入射面及び出射面の各方向と交叉する方向に形成されてなる側面に当該射出
成形法に適用されるスライド機構を利用して成形される部材取り付け用の凸部が形成され
てなる光学プリズムに適合するように構成された鏡枠であって、
上記光学プリズムの凸部と上記入射面及び出射面並びに上記反射に係る反射面等の光学面
のうちの所定の面に形成される段状部とに対応した形状になされた装着部が形成されたこ
とを特徴とする鏡枠。
【０１６２】
上記［１８］の発明以前は、光学プリズムの鏡枠に対する実装の精度を確保し難かった。
【０１６３】
上記［１８］の発明によれば、光学プリズムの鏡枠に対する実装の精度を確保し易い。
上記［１８］の発明は、図１で説明した実施形態が対応する。
【０１６４】
［１９］上記光学プリズムの入射面に対向する部位である入斜面対向部を有してなり、こ
の入射面対向部は、所定の光源から上記入射面に向かった光乃至その一部が、該入射面で
入射せず自己に向かって反射されたとき該反射によって自己に投射された光が再び上記光
学プリズムの入射面に向かう方向に反射することが回避されるべく、当該反射に係る面が
上記入射面の基準軸に対して直交しない所定の角度をなすように設定されたものであるこ
とを特徴とする上記［１８］の鏡枠。
【０１６５】
上記［１９］の発明以前は、当該光学プリズムの入射面からの反射が表示画像観察の障害
になることがあった。
【０１６６】
上記［１９］の発明によれば、当該光学プリズムの入射面からの反射が大幅に抑制される
。
上記［１９］の発明は、図１１で説明した実施形態が対応する。
【０１６７】
［２０］上記鏡枠は、上記光学プリズムの入射面に対向する部位である入斜面対向部を有
してなり、この入射面対向部は、所定の光源から上記入射面に向かった光乃至その一部が
該入射面で入射せず自己に向かって反射されたとき該反射によって自己に投射された光が
再び上記光学プリズムの入射面に向かう方向に反射することが回避されるべく、当該面に
反射防止加工が施されてなることを特徴とする上記［１９］の鏡枠。
【０１６８】
上記［２０］の発明以前は、当該光学プリズムの入射面からの反射が表示画像観察の障害
になることがあった。
【０１６９】
上記［２０］の発明によれば、上記［１９］の発明による効果に加えて、当該光学プリズ
ムの入射面からの反射が一層抑制される。
上記［２０］の発明は、図１１で説明した実施形態が対応する。
【０１７０】
［２１］所定の表示素子等の光源からの光が入射するに適合した入射面からの反射光を自
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己の内部で２回以上反射させて所定の出射面から出射光として外部に出射させるように構
成され、上記入射面及び出射面の各方向と交叉する方向に形成されてなる側面に当該射出
成形法に適用されるスライド機構を利用して成形される部材取り付け用の凸部が形成され
てなる光学プリズムと、上記光学プリズムの入射面の周囲を囲むように形成された自己の
遮蔽部材の所定部が該光学プリズムに対しその入射面側から嵌め合わされ得るように構成
された鏡枠と、を含んでなる光学アッセンブリであって、
上記鏡枠の遮蔽部材の内面所定部と該内面所定部に対応する上記光学プリズムの外面所定
部との間にシール及び／又は接着のための物質を介在させてなることを特徴とする光学ア
ッセンブリ。
【０１７１】
上記［２１］の発明以前は、当該光学プリズムの入射面側に塵埃等が付着して光学特性が
阻害される虞れがあった。
【０１７２】
上記［２１］の発明によれば、当該光学プリズムの入射面側に閉空間を構成し易く入射面
側に塵埃等が付着して光学特性が阻害される虞れが低減される。
上記［２１］の発明は、図１２で説明した実施形態が対応する。
【０１７３】
［２２］上記シール及び／又は接着のための物質は光の反射が抑制される属性を有するも
のであることを特徴とする上記［２１］記載の光学アッセンブリ。
【０１７４】
上記［２２］の発明以前は、当該光学プリズムの入射面側の反射が表示画像観察の障害に
なることがあった。
【０１７５】
上記［２２］の発明によれば、当該光学プリズムの入射面側の反射が抑制される。
上記［２２］の発明は、図１２で説明した実施形態が対応する。
【０１７６】
［２３］所定の表示素子等の光源からの光が入射するに適合した入射面からの反射光を自
己の内部で２回以上反射させて所定の出射面から出射光として外部に出射させるように構
成され、上記入射面及び出射面の各方向と交叉する方向に形成されてなる側面に当該射出
成形法に適用されるスライド機構を利用して成形される部材取り付け用の凸部が形成され
てなる光学プリズムと、上記光学プリズムの入射面に入射せしめるための表示パターン乃
至画像を形成する表示素子を保持し該光学プリズムに適合するように構成された鏡枠と、
を含んでなる光学アッセンブリであって、
上記鏡枠側又は上記光学プリズム側の少なくとも何れか一方の側に上記鏡枠に保持された
表示素子及び上記光学プリズムの入射面と共働して実質的に密閉された空間部を構成する
遮蔽部材が設けられてなることを特徴とする光学アッセンブリ。
【０１７７】
上記［２３］の発明以前は、当該光学プリズムの入射面側に塵埃等が付着して光学特性が
阻害される虞れがあった。
【０１７８】
上記［２３］の発明によれば、当該光学プリズムの入射面側に閉空間が構成されるため入
射面に塵埃等が付着して光学特性が阻害される虞れが低減される。
上記［２３］の発明は、図１３，図１４で説明した実施形態が対応する。
【０１７９】
［２４］上記遮蔽部材は上記光学プリズム側に設けられてなることを特徴とする上記［２
３］の光学アッセンブリ。
【０１８０】
上記［２４］の発明以前は、当該光学プリズムの入射面側に塵埃等が付着して光学特性が
阻害される虞れがあった。
【０１８１】
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上記［２４］の発明によれば、上記［２３］の発明による効果に加えて、当該光学プリズ
ムの入射面側に閉空間が構成されるため入射面に塵埃等が付着して光学特性が阻害される
虞れが低減される。
上記［２４］の発明は、図１３で説明した実施形態が対応する。
【０１８２】
［２５］上記遮蔽部材は上記光学プリズム側及び上記鏡枠側の双方に設けられ、該双方か
ら延出してなる各遮蔽部材がそれらの延出端縁に各設けられたフランジ部で接合されてな
ることを特徴とする上記［２３］の光学アッセンブリ。
【０１８３】
上記［２５］の発明以前は、当該光学プリズムの入射面側に塵埃等が付着して光学特性が
阻害される虞れがあった。
【０１８４】
上記［２５］の発明によれば、上記［２３］の発明による効果に加えて、当該光学プリズ
ムの入射面側に閉空間が構成されるため入射面に塵埃等が付着して光学特性が阻害される
虞れが低減される。
上記［２５］の発明は、図１４で説明した実施形態が対応する。
【０１８５】
［２６］上記遮蔽部材は上記光学プリズム側及び上記鏡枠側の双方に設けられ、該双方か
ら延出してなる各遮蔽部材がそれらの延出端縁に各設けられたフランジ部で接合されてな
ることを特徴とする上記［２３］の光学アッセンブリ。
【０１８６】
上記［２６］の発明以前は、当該光学プリズムの入射面側に塵埃等が付着して光学特性が
阻害される虞れがあった。
【０１８７】
上記［２６］の発明によれば、上記［２３］の発明による効果に加えて、当該光学プリズ
ムの入射面側に閉空間が構成されるため入射面に塵埃等が付着して光学特性が阻害される
虞れが低減される。
上記［２６］の発明は、図１３，図１４で説明した実施形態が対応する。
【０１８８】
【発明の効果】
本願発明によれば、ＯＡ機器分野やその他の種々の用途における装置の光学要素として適
用された場合に、当該装置での映像表示素子との位置決め精度を確保しつつ、製造の容易
さをも両立させることのできるこの種の光学プリズム、およびこの光学プリズムに適用す
る鏡枠、並びに、この光学プリズムと鏡枠とを含んでなるアセンブリを提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本願発明の一つの実施の形態としての光学プリズムの外形を示す図である。
【図２】図１に基づき説明したような光学プリズムと鏡枠とを用いて構成された表示用光
学系（光学アセンブリ）を内蔵してなる映像表示ユニットを有する単眼式の頭部装着型映
像表示装置ＨＭＤを装着者Ｍが装着した状態を示す図である。
【図３】図１に基づいて説明した実施の形態の一つの変形例を示す図である。
【図４】図１に基づいて説明した光学プリズムの他の一つの変形例を示す図である。
【図５】図１に基づいて説明した光学プリズムの他の一つの変形例としての光学プリズム
を斜め前方上部より望む斜視図である。
【図６】図５に基づいて説明した光学プリズムの更に他の一つの変形例としての光学プリ
ズムを斜め前方上部より望む斜視図である。
【図７】図１に基づいて説明した光学プリズムパ－ティングラインの設定について説明す
るための図である。
【図８】図１，図７に基づいて説明した光学プリズムを射出成形法で製造する場合のゲー
トの設定について説明するための図である。
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【図９】図１に基づいて説明した光学プリズムの更に他の変形例を示す図である。
【図１０】図１に基づいて説明した光学プリズムの外形に係る特徴を説明するための模式
図である。
【図１１】図１に基づいて説明した光学アセンブリの他の形態を示す図である。
【図１２】図１に基づいて説明した光学アセンブリの更に他の形態を示す図である。
【図１３】図１、図１１及び図１２に基づいて説明した光学アセンブリの更に他の形態を
示す図である。
【図１４】図１３に基づいて説明した光学アセンブリの更に他の形態を示す図である。
【図１５】スライド機構を持つ金型について説明するための模式図である。
【図１６】スライド機構を持つ金型のスライド部を移動させるための機構について説明す
るための模式図である。
【符号の説明】
１２　　　　　　　　　表示素子対向面
１３　　　　　　　　　反射面
１４　　　　　　　　　反射面兼出射面
２０　　　　　　　　　ＬＣＤ
２１　　　　　　　　　表示面
２２　　　　　　　　　バックライト
３０　　　　　　　　　鏡枠
３１Ｌ，３１Ｒ　　　　凸部
６０Ｌ，６０Ｒ　　　　側面
７０Ｌ，７０Ｒ　　　　凹部
８０Ｌ，８０Ｒ　　　　段部
９０Ｌ，９０Ｒ　　　　凸部
９１Ｌ，９１Ｒ　　　　ボス
１００　　　　　　　　プリズム
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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