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(57)【要約】
【課題】　機械的な複雑な回転機構や眼鏡等を用いなく
ても、周囲の全方位から立体観察することが可能な観察
装置や、見る角度や個々別人よって異なる観察像を表示
可能な表示装置に適した視覚表示装置を提供する。
【解決手段】　主光学系２が、中心軸１の周りで回転対
称な屈折率が１より大きい透明媒体２を有し、透明媒体
２は、第１透過面２１と、第１透過面２１より像面側に
配置された第１反射面２２と、第１反射面２２より像面
側に配置された第２透過面２３を持ち、結像光学系の場
合は光線の進む順に、主光学系２に入射した光束は、第
１透過面２１を経て透明媒体２内に入り、中心軸１を挟
んで第１透過面２１と反対側に配置されている第１反射
面２２で像面側に反射され、中心軸１に対して第１反射
面２２と同じ側に配置されている第２透過面２３を経て
透明媒体２から外に出ることを特徴とする。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中心軸に同心に回転対称な主光学系が配置され、前記中心軸に同心な円周上に複数の同
一構成の副光学系が並列して配置され、前記主光学系と各副光学系とにより構成される合
成光学系の射出瞳が前記主光学系の前記副光学系側とは反対側であって中心軸に対して前
記副光学系とは光路上反対側に位置し、前記各副光学系の前記主光学系とは反対側にそれ
ぞれ表示素子の表示面が配置され、前記各合成光学系による前記表示面の像が前記中心軸
近傍に結像され、かつ、前記各合成光学系の前記射出瞳が前記中心軸に同心に略連続的に
形成され、前記主光学系は、中心軸の周りで回転対称な屈折率が１より大きい透明媒体を
有し、前記透明媒体は、第１透過面と、前記第１透過面より光路上像面側に配置された第
１反射面と、前記第１反射面より光路上像面側に配置された第２透過面を持ち、逆光線追
跡の順に、前記主光学系に入射した光束は、前記第１透過面を経て前記透明媒体内に入り
、中心軸を挟んで前記第１透過面と反対側に配置されている前記第１反射面で像面側に反
射され、前記中心軸に対して前記第１反射面と同じ側に配置されている前記第２透過面を
経て前記透明媒体から外に出ることを特徴とする視覚表示装置。
【請求項２】
　前記表示面には、同一物体について複数の視点から撮影された映像を表示して立体観察
可能にしたことを特徴とする請求項１に記載の視覚表示装置。
【請求項３】
　複数の平面表示素子を回転対称に配置することで前記表示面が構成されていることを特
徴とする請求項１又は２記載の視覚表示装置。
【請求項４】
　２次元的に構成された表示素子を丸めて３次元的に構成することで前記表示面が構成さ
れていることを特徴とする請求項１又は２記載の視覚表示装置。
【請求項５】
　前記主光学系の少なくとも１つの面は、回転対称軸を含む縦断面と回転対称軸と直交す
る横断面での曲率が異なることを特徴とする請求項１から４の何れか１項記載の視覚表示
装置。
【請求項６】
　前記主光学系の少なくとも１つの面は、対称面を持たない任意形状の曲線を回転対称軸
の周りで回転させて形成される回転対称な形状を有することを特徴とする請求項１から５
の何れか１項記載の視覚表示装置。
【請求項７】
　前記主光学系の少なくとも１つの面は、奇数次項を含む任意形状の曲線を回転対称軸の
周りで回転させて形成される回転対称な形状を有することを特徴とする請求項１から６の
何れか１項記載の視覚表示装置。
【請求項８】
　前記主光学系の外径の半分をＲｓとするとき、
　　　１０ｍｍ＜Ｒｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１）
なる条件を満足することを特徴とする請求項１から７の何れか１項記載の視覚表示装置。
【請求項９】
　光線が通過しない領域に遮光部材が配置されていることを特徴とする請求項１から８の
何れか１項記載の視覚表示装置。
【請求項１０】
　前記表示面全体を前記副光学系側とは反対側全方位から照明する照明装置を備えている
ことを特徴とする請求項１から９の何れか１項記載の視覚表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、視覚表示装置に関し、特に、周囲の全方位から眼鏡等を用いることなく立体
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観察することが可能な観察装置や、見る角度や個々別人よって異なる観察像を表示可能な
表示装置に適した視覚表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、視野角制限フィルターを備えたスクリーンを中心軸の周りで回転させながら、例
えば１つの物体を３６０°周辺方向から見た映像をそのスクリーン上に投影することによ
り、任意の方向から観察する場合に見る方向により観察画像が変化し、立体表示が可能な
表示装置が特許文献１～３において知られている。
【特許文献１】特開２００５－２２１６９０号公報
【特許文献２】特開２００６－１０８５２号公報
【特許文献３】特開２００６－１１３６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、特許文献１～３において知られている従来例の場合、視野角制限フィル
ターを備えたスクリーンを機械的に回転させる機構が必要であり、また、特定の方向から
見る場合にその方向において観察可能な画像を断続的にしか見ることができない。さらに
、表示素子やスクリーン面を回転させることなく、また、眼鏡等を用いることなく裸眼で
立体視が可能で、さらに、周辺の３６０°どの方向からでも観察することが可能な表示装
置は存在しなかった。
【０００４】
　本発明は従来技術のこのような状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、機械的
な複雑な回転機構や眼鏡等を用いなくても、周囲の全方位から立体観察することが可能な
観察装置や、見る角度や個々別人よって異なる観察像を表示可能な表示装置に適した視覚
表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成する本発明の視覚表示装置は、中心軸に同心に回転対称な主光学系が配
置され、中心軸に同心な円周上に複数の同一構成の副光学系が並列して配置され、主光学
系と各副光学系とにより構成される合成光学系の射出瞳が主光学系の副光学系側とは反対
側であって中心軸に対して副光学系とは光路上反対側に位置し、各副光学系の主光学系と
は反対側にそれぞれ表示素子の表示面が配置され、各合成光学系による表示面の像が中心
軸近傍に結像され、かつ、各合成光学系の射出瞳が中心軸に同心に略連続的に形成され、
前記主光学系は、中心軸の周りで回転対称な屈折率が１より大きい透明媒体を有し、前記
透明媒体は、第１透過面と、前記第１透過面より光路上像面側に配置された第１反射面と
、前記第１反射面より光路上像面側に配置された第２透過面を持ち、逆光線追跡の順に、
前記主光学系に入射した光束は、前記第１透過面を経て前記透明媒体内に入り、中心軸を
挟んで前記第１透過面と反対側に配置されている前記第１反射面で像面側に反射され、前
記中心軸に対して前記第１反射面と同じ側に配置されている前記第２透過面を経て前記透
明媒体から外に出ることを特徴とするものである。
【０００６】
　この場合に、前記表示面には、同一物体について複数の視点から撮影された映像を表示
して立体観察可能にすることができる。
【０００７】
　また、複数の平面表示素子を回転対称に配置することで前記表示面を構成することがで
きる。
【０００８】
　また、２次元的に構成された表示素子を丸めて３次元的に構成することで前記表示面を
構成することができる。
【０００９】
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　また、前記主光学系の少なくとも１つの面は、回転対称軸を含む縦断面と回転対称軸と
直交する横断面での曲率が異なることが望ましい。
【００１０】
　また、前記主光学系の少なくとも１つの面は、対称面を持たない任意形状の曲線を回転
対称軸の周りで回転させて形成される回転対称な形状を有するようにすることができ、そ
の場合に、奇数次項を含む任意形状の曲線を回転対称軸の周りで回転させて形成される回
転対称な形状を有するものとすることができる。
【００１１】
　また、前記主光学系の外径の半分をＲｓとするとき、
　　１０ｍｍ＜Ｒｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１）
なる条件を満足することが望ましい。
【００１２】
　また、光線が通過しない領域に遮光部材が配置されていることが望ましい。
【００１３】
　また、前記表示面全体を前記副光学系側とは反対側全方位から照明する照明装置を備え
ているものとすることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　以上の本発明の視覚表示装置においては、機械的な複雑な回転機構や眼鏡等を用いなく
ても、周辺から観察したときに視差のある画像を観察することにより立体像を観察するこ
とが可能な視覚表示装置を提供することができる。また、見る角度や見る方向によって異
なる観察像を表示可能な視覚表示装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、実施例に基づいて本発明の視覚表示装置について説明する。
【００１６】
　本発明の視覚表示装置の基本原理は、中心軸１に同心に回転対称な主光学系２が配置さ
れ、中心軸１に同心な円周上に複数の同一構成の副光学系３が並列して配置され、主光学
系２と各副光学系３とにより構成される合成光学系の射出瞳４が主光学系２の副光学系３
側とは反対側であって中心軸１に対して副光学系３とは光路上反対側に位置し、各副光学
系３の主光学系２とは反対側にそれぞれ表示素子の表示面５が配置され、各合成光学系に
よる表示面５の像が中心軸近傍に結像され、かつ、各合成光学系の射出瞳４が中心軸に同
心に略連続的に形成され、主光学系２は、中心軸１の周りで回転対称な屈折率が１より大
きい透明媒体を有し、透明媒体は、第１透過面２１と、第１透過面２１より光路上像面側
に配置された第１反射面２２と、第１反射面２１より光路上像面側に配置された第２透過
面２３を持ち、観察光学系の場合に逆光線追跡の順で、主光学系２に入射した光束は、第
１透過面２１を経て透明媒体内に入り、中心軸１を挟んで第１透過面２１と反対側に配置
されている第１反射面２２で像面側に反射され、中心軸１に対して第１反射面２２と同じ
側に配置されている第２透過面２３を経て透明媒体から外に出るものである。
【００１７】
　中心軸に対してその周囲から中心軸方向を観察する光学系の場合、従来の回転対称で像
面が中心軸に直交する光学系では、光線を大きく屈曲させる必要があり、周辺からの観察
像の歪みが大きく発生してしまい、比較的大きな観察領域をとることはできなかった。
【００１８】
　一方、特許文献１～３に開示されているスクリーンに投影する方法では、スクリーンを
回転させる必要があった。
【００１９】
　そこで、本発明では、中心軸周辺のどの方向からも拡大結像光学系として機能する回転
対称な光学系を回転対称軸（中心軸）を上下方向として配置し、観察方向は回転対称軸と
略垂直な水平方向の全方位から観察可能なようにすることが最大の特徴である。



(5) JP 2008-176180 A 2008.7.31

10

20

30

40

50

【００２０】
　このような構成により、回転対称軸を上下方向として、水平方向のどの方向からでも拡
大観察光学系（視覚表示装置）として機能させることに成功したものである。
【００２１】
　また、第１面を透過面とすることにより、主光学系内に結像する表示映像を第１透過面
の正パワーにより拡大させることが可能となり、第１面を反射面で構成するより観察像を
大きくすることが可能となる。
【００２２】
　さらに、第２面を反射面で構成することにより、透過面で構成するより収差発生が小さ
くなり、特に像の歪みを小さくすることが可能となる。
【００２３】
　さらに好ましくは、像の歪みを事前に考慮して、表示素子に歪みを予めキャンセルする
ような表示をすることも可能である。
【００２４】
　さらに好ましくは、観察光学系の場合に逆光線追跡の順で、透過面は回転対称軸の外側
から来る光線を回転対称軸方向に透過させ、反射面は回転対称軸方向から来る光線を回転
対称軸方向に反射するように配置され、さらに好ましくは、回転対称軸に沿う方向では、
透過面、反射面、透過面、表示素子又はこの逆に配置されていることを特徴とする。
【００２５】
　この配置により、反射面での光線の反射角度が最小になり、偏心収差の発生を最小にす
ることが可能となる。
【００２６】
　以下、図面を参照にして説明する。図１１は、後記する本発明の実施例１の視覚表示装
置の光学系の中心軸に沿ってとった断面図であり、図１２は図１１の主要部の拡大図であ
り、図１３は光学系内の光路を示す中心軸に沿う方向に見た主要部の拡大平面図であり、
図１４は、光学系全体を示す中心軸に沿う方向に見た平面図である。なお、図１１～図１
３においては、一部の副光学系３、表示面５しか図示していない。
【００２７】
　以下、これら図１１～図１４を参照にして、本発明の視覚表示装置を説明する。
【００２８】
　本発明の視覚表示装置の光学系は、中心軸１に同心に回転対称な主光学系２が配置され
る。この主光学系２は、中心軸１の周りで回転対称な屈折率が１より大きい透明媒体２を
有し、透明媒体２は、第１透過面２１と、第１透過面２１より光路上像面側に配置された
第１反射面２２と、第１反射面２２より光路上像面側に配置された第２透過面２３を持ち
、観察光学系の場合に逆光線追跡の順で、主光学系２に入射した光束は、第１透過面２１
を経て透明媒体２内に入り、中心軸１を挟んで第１透過面２１と反対側に配置されている
第１反射面２２で像面側に反射され、中心軸１に対して第１反射面２２と同じ側に配置さ
れている第２透過面２３を経て透明媒体２から外に出る。
【００２９】
　そして、特に図１４から明らかなように、中心軸１に同心な円周上に複数の同一構成の
副光学系３が並列して配置される。この副光学系３は、正パワーを持った複数の屈折体に
限定されず、単体の屈折体、反射光学系あるいは反射屈折光学系、複合光学系何れでもよ
く、要件としては、正又は負のパワーを有し、主光学系２と合成したときに、副光学系３
に配置された絞り、この実施例では、副光学系３の像面５に面した第４面近傍に絞りが配
置され、その絞りの主光学系２の像である射出瞳４が、中心軸１を挟んで副光学系３とは
反対側に形成されることである。複数の同一構成の副光学系３が中心軸１に同心な円周上
に並列配置されているので、各合成光学系の射出瞳４は中心軸１に同心に並列配置される
。各射出瞳４の大きさとしては、並列配置されたときにその円周上に略連続的に繋がるよ
うにする。
【００３０】
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　そして、各副光学系３の主光学系２とは反対側であって、主光学系２と副光学系３から
なる合成光学系の中心軸１位置と共役な位置に、表示素子の表示面５が配置されている。
そのため、表示面５の実像が中間像６として中心軸１近傍に結像される。
【００３１】
　このような構成であるので、観察者はその眼を何れかの射出瞳４位置近傍に持って行く
と、その射出瞳４を形成する合成光学系（主光学系２と副光学系３）の像面に配置された
表示面５のその合成光学系によって中心軸１近傍に結像された中間像６の主光学系２の中
間像６より観察側の光学的部分によって形成された虚像を観察像７として観察することが
できる。そして、主光学系２と副光学系３からなる合成光学系は、中心軸１を中心として
その周りに一定角度毎に配置されているのに等しいため、中心軸１を上下方向として設定
すると、中心軸１の周囲の３６０°のどの方向から観察しても、観察者の眼が位置する射
出瞳４に対応した位置の表示面５（中心軸１を挟んでその射出瞳４と反対側の表示面５）
の虚像を観察像７として中心軸１上に観察できる。
【００３２】
　ところで、中心軸１を上下方向として設定した場合、水平方向からの観察に対して副光
学系３が邪魔にならないように、その観察方向より下側に副光学系３を配置することが重
要である。例えば、観察方向と表示面５の高さを同一平面内に配置することが、最もシン
プルな配置となるが、中心軸１を挟んで反対側（観察側）の表示面５が邪魔になり、観察
像を観察することが不可能になってしまう。そこで、副光学系３を観察方向より下側に配
置すると同時に、副光学系３により小さい表示面５の映像を拡大して主光学系２方向へ投
影し、その主光学系２で観察像７として結像する構成をとることにより、表示面５を持つ
表示素子に邪魔されずに大きな観察像７を小さい表示面５で表示することが可能となる。
【００３３】
　さらに、複数の同一の副光学系３を同心に配置して、副光学系３の開口（絞り）を中心
軸１と同心に並列して配置する。並列して同心に配置された開口（絞り）は、主光学系２
により観察者が観察する領域に拡大投影され、中心軸１に同心に略連続的に射出瞳４が並
列されることにより、広い観察領域を形成することができる。並列の連続して投影された
射出瞳４により、拡散板等を用いることなく、広い観察領域を確保することが可能となる
。さらに、表示面５の像は副光学系３により拡大され、さらに主光学系２により中心軸１
近傍に中間像６として結像される。観察者はこの拡大投影された中間像６の拡大された虚
像を観察像７として観察することになり、大きい観察像を観察することが可能となる。
【００３４】
　さらに、観察像７を中心軸１上に配置するようにすると、少なくとも２つの合成光学系
により投影された観察像７の輻輳と両眼の輻輳点とを一致させることが可能となり、融像
しやすい立体表示が可能となる。
【００３５】
　さらに好ましくは、表示面５各々には同一物体について複数の視点から撮影された映像
を表示するようにすることが望ましい。すなわち、図１に示すように、物体１００につい
ての視差画像は、全周３６０°を例えば１６分割する場合には、２２．５°毎に物体１０
０を回転させてカメラ１０１で撮影された静止画でもよいし、ＣＧ等で作成した３次元物
体を同様に２２．５°毎に視点を回転させた生成した動画でもよい。さらに、１６台のカ
メラを中心点に向けて設置した撮像装置からの動画でもよい。
【００３６】
　このようにして作成した１６視点の静止画や動画は、図２に物体１００についての１６
個の画像を並べて示すように、１６視点の映像となる。このような映像を全体の表示面（
表示素子）１５が円錐状の場合には、図３に示すように、撮影された角度順に円錐状に同
心となるように表示する。実際には、合成光学系の結像により上下左右が反転するので、
予め上下左右を反転させた映像として表示する。さらに、全体の表示面（表示素子）１５
が円筒状の場合は、図４に示すように、撮影された角度順に円筒状になるように表示する
。
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【００３７】
　このような視差画像を中心軸の周りで撮影された角度順に各表示面５に配置すると、図
５に示すように、隣接した射出瞳４に観察者の左右の眼球ＥＬ、ＥＲが位置するとき、左
右の眼球ＥＬ、ＥＲに両眼視差像の観察像７が見えることになり、撮影した物体１００の
立体像が見えることになる。
【００３８】
　ここで、観察位置での副光学系３の絞りが投影された射出瞳４と観察者の左右の眼球Ｅ
Ｌ、ＥＲの位置については、図６に示すように、少なくとも、眼幅の標準が６５ｍｍなの
で、本発明の視覚表示装置の光学系５０の投影された射出瞳４も６５ｍｍ間隔となること
が望ましい。また、射出瞳４の形状は、図５に示すような正方形に限らず、楕円や長方形
でも可能である。
【００３９】
　また、図６に示すように、観察位置を明視の距離３０ｃｍとすると、標準眼幅６５ｍｍ
であるから、本発明の視覚表示装置の光学系５０の１つの合成光学系による観察領域は、
１２．３７°以上あることが好ましい。さらに、観察者Ｅが頭を動かした場合は、図７に
示すように、順次隣の合成光学系による観察領域へ移っていって、やがて３６０°の全方
位からの立体映像を観察することが可能となる。また、機械的に光学系５０を回転させて
全方位の立体映像を観察をすることも可能であるし、各表示面５の表示映像を電子的に切
り替えて全方位からの立体映像を観察するようにすることも可能である。
【００４０】
　なお、各表示面５に配置する画像として上記のような視差画像を角度順に配置したもの
に限定されず、例えば、ある角度を境にして全く別の画像とすることで、見る角度や個々
別人よって異なる像が観察可能になる。
【００４１】
　以上の本発明の視覚表示装置の主光学系２、副光学系３、表示面（表示素子）１５、観
察像７のイメージを図８の模式図に示す。
【００４２】
　さらに好ましくは、複数の平面表示素子を回転対称に配置することで各表示面５を構成
することができる。これにより、特殊な表示素子を新たに製作することなく、汎用の表示
素子で各々の表示面５を構成することが可能となり、安価に装置を構成することが可能と
なる。
【００４３】
　さらに好ましくは、２次元的に構成された表示素子を丸めて３次元的に構成することで
表示面５を構成することが可能である。近年フレキシブルな基板上に形成されたＬＣＤ又
は有機ＥＬ等の表示素子があり、これらのフレキシブルな２次元表示素子を円筒状や円錐
状に丸めて表示面５として使うことにより、安価に同心で３次元的に配置された表示素子
を提供することが可能となる。
【００４４】
　また、主光学系２の少なくとも１つの面は、回転対称軸（中心軸）１を含む縦断面と回
転対称軸１と直交する横断面での曲率が異なるように構成されていることが望ましい。本
発明の視覚表示装置は、回転対称軸を挟んで映像表示領域と観察領域が存在する全方位光
学系であるため、一平面内に映像表示領域と観察領域を配置すると、映像表示領域で観察
像が遮られてしまう。これを避けるために、映像表示領域から観察領域に到達する光束を
主光学系２の回転対称軸１に対して斜めになるようにする必要がある。そのため、主光学
系２に対して副光学系３を偏心して配置することになり、偏心収差が発生する。これを少
なくするためには、主光学系２の少なくとも１つの面は、回転対称軸（中心軸）１を含む
縦断面と回転対称軸１と直交する横断面での曲率が異なるように構成することにより、こ
の偏心収差を補正することが可能となる。
【００４５】
　さらに好ましくは、主光学系２の少なくとも１面は、対称面を持たない任意形状の曲線
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を回転対称軸１の周りで回転させて形成される回転対称な形状を有することにより、さら
に偏心収差、例えば偏心により発生するコマ収差を補正することが可能となる。
【００４６】
　さらに好ましくは、主光学系２の少なくとも１面は、奇数次項を含む任意形状の曲線を
回転対称軸１の周りで回転させて形成される回転対称な形状を有することにより、さらに
自由度の高い収差補正を行うことが可能となり、収差補正上好ましい。
【００４７】
　さらに好ましくは、主光学系２の外径（回転対称軸１に直交する方向の外径）の半分を
Ｒｓとするとき、
　　１０ｍｍ＜Ｒｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１）
なる条件を満足することが望ましい。下限の１０ｍｍを越えると、観察像が小さくなって
しまい、臨場感のある観察をすることが困難になってしまう。
【００４８】
　さらに好ましくは、
　　２０ｍｍ＜Ｒｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１－１）
なる条件を満足することが臨場感を得るためには好ましい。
【００４９】
　なお、以下に説明する実施例１～３のＲｓは次の通りである。
【００５０】
　　実施例　　　１　       ２　  　　３
　Ｒｓ(mm)     100.00     101.00    102.00
　ところで、本発明の視覚表示装置においては、副光学系３各々に対応して表示面５が配
置されるが、各表示面５を並列させた全体の表示面１５は、上記のように、円筒状や円錐
状になる。これを１個の表示素子で構成してもよいし、複数の平面表示素子を回転対称に
配置して構成してもよい。そして、何れの場合も、その円筒面又は円錐面の内面に表示面
５を配置するようにしてもよいし、外面に表示面５を配置するようにしてもよい。図９に
、全体の表示面（表示素子）１５を円筒状にする場合を例にとり、表示面５をその内面に
配置した場合（ａ）と外面に配置した場合（ｂ）とを図示する。
【００５１】
　図１０は、照明装置として、中心軸１に発光体１６を配置し、その発光体１６から放射
された照明光を、発光体１６の外側に中心軸１を中心に配置した正パワーのフレネルレン
ズ形状で中心軸１の周りに回転対称なリング状集光光学系１３及び１３'で集光し、円筒
状の表示素子１５を内側から集光照明する例を示す図である。そして、この構成では、観
察像のコントラストを上げるために、表示面１５から射出する光線を、中心軸１を含む断
面内に制限するように、視野角制限フィルターあるいはルーバーのような手段を発光体１
６と表示面１５の間に配置してもよい。
【００５２】
　以下に、本発明の視覚表示装置の光学系の実施例１～３を説明する。これら光学系の構
成パラメータは後記する。これら実施例の構成パラメータは、例えば図１２、図１３に示
すように、物体面を観察像７の面とし、観察像７と共役な像面を表示面５とし、物体面７
から射出瞳４を通り（反対に延長して光線が射出瞳４を通り）、像面５に向かう光線が主
光学系２の光学面２１、２２と絞り面と副光学系３の光学面３１、３２、３３、３４とを
経て像面５に至る逆光線追跡の結果に基づくものである。
【００５３】
　座標系は、逆光線追跡において、例えば図１２に示すように、物体面７の中心（中心軸
１上に位置する。）を偏心光学系の偏心光学面の原点とし、中心軸１の像面５と反対側の
方向をＹ軸正方向とし、図１２の紙面内をＹ－Ｚ平面とする。そして、図１２の像面５側
の方向をＺ軸正方向とし、Ｙ軸、Ｚ軸と右手直交座標系を構成する軸をＸ軸正方向とする
。
【００５４】
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　偏心面については、その面が定義される座標系の上記光学系の原点の中心からの偏心量
（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向、Ｚ軸方向をそれぞれＸ，Ｙ，Ｚ）と、光学系の原点に定義される
座標系のＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸それぞれを中心とする各面を定義する座標系の傾き角（それぞ
れα，β，γ（°））とが与えられている。その場合、αとβの正はそれぞれの軸の正方
向に対して反時計回りを、γの正はＺ軸の正方向に対して時計回りを意味する。なお、面
の中心軸のα，β，γの回転のさせ方は、各面を定義する座標系を光学系の原点に定義さ
れる座標系のまずＸ軸の回りで反時計回りにα回転させ、次に、その回転した新たな座標
系のＹ軸の回りで反時計回りにβ回転させ、次いで、その回転した別の新たな座標系のＺ
軸の回りで時計回りにγ回転させるものである。
【００５５】
　また、各実施例の光学系を構成する光学作用面の中、特定の面とそれに続く面が共軸光
学系を構成する場合には面間隔が与えられており、その他、面の曲率半径、媒質の屈折率
、アッベ数が慣用法に従って与えられている。
【００５６】
　なお、拡張回転自由曲面は、以下の定義で与えられる回転対称面である。
【００５７】
　まず、Ｙ－Ｚ座標面上で原点を通る下記の曲線（ａ）が定められる。
【００５８】
　　Ｚ＝（Ｙ2 ／ＲＹ）／［１＋｛１－（Ｃ1 ＋１）Ｙ2 ／ＲＹ2 ｝1 /2］
　　　　　　　　　＋Ｃ2 Ｙ＋Ｃ3 Ｙ

2 ＋Ｃ4 Ｙ
3 ＋Ｃ5 Ｙ

4 ＋Ｃ6 Ｙ
5 ＋Ｃ7 Ｙ

6 

　                　 ＋・・・・＋Ｃ21Ｙ
20＋・・・・＋Ｃn+1 Ｙ

n ＋・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（ａ）
　次いで、この曲線（ａ）をＸ軸正方向を向いて左回りを正として角度θ（°）回転した
曲線Ｆ（Ｙ）が定められる。この曲線Ｆ（Ｙ）もＹ－Ｚ座標面上で原点を通る。
【００５９】
　その曲線Ｆ（Ｙ）をＹ正方向に距離Ｒ（負のときはＹ負方向）だけ平行移動し、その後
にＺ軸の周りでその平行移動した曲線を回転させてできる回転対称面を拡張回転自由曲面
とする。
【００６０】
　その結果、拡張回転自由曲面はＹ－Ｚ面内で自由曲面（自由曲線）になり、Ｘ－Ｙ面内
で半径｜Ｒ｜の円になる。
【００６１】
　この定義からＹ軸が拡張回転自由曲面の軸（回転対称軸）となる。
【００６２】
　ここで、ＲＹはＹ－Ｚ断面での球面項の曲率半径、Ｃ1 は円錐定数、Ｃ2 、Ｃ3 、Ｃ4 

、Ｃ5 …はそれぞれ１次、２次、３次、４次…の非球面係数である。
【００６３】
　なお、Ｙ軸に平行な軸を中心軸に持つ円錐面は拡張回転自由曲面の１つとして与えられ
、ＲＹ＝∞，Ｃ1 ，Ｃ2 ，Ｃ3 ，Ｃ4 ，Ｃ5 ，…＝０とし、θ＝（円錐面の傾き角）、Ｒ
＝（Ｘ－Ｚ面内での底面の半径）として与えられる。
【００６４】
　また、後記の構成パラメータ中にデータの記載されていない非球面に関する項は０であ
る。屈折率、アッベ数については、ｄ線（波長５８７．５６ｎｍ）に対するものを表記し
てある。長さの単位はｍｍである。各面の偏心は、上記のように、基準面からの偏心量で
表わす。
【００６５】
　実施例１の視覚表示装置の光学系の中心軸１に沿ってとった断面図を図１１に、図１１
の主要部の拡大図を図１２に、図１１の光学系内の光路を示す中心軸１に沿う方向に見た
主要部の拡大平面図を図１３に示す。そして、光学系全体を示す中心軸に沿う方向に見た
平面図を図１４に示す。なお、図１１～図１３においては、一部の副光学系３、表示面５
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しか図示していない。また、この実施例の光学系全体の横収差図を図１５に示す。この横
収差図において、中央に示された角度は、（水平方向画角、垂直方向の画角）を示し、そ
の画角におけるＹ方向（メリジオナル方向）とＸ方向（サジタル方向）の横収差を示す。
なお、マイナスの画角は、水平方向画角については、Ｙ軸正方向を向いて右回りの角度、
垂直方向画角については、Ｘ軸正方向を向いて右回りの角度を意味する。以下、同じ。
【００６６】
　本実施例は、主光学系２を、中心軸１を含む断面内で１回内面反射する中心軸１に同心
に回転対称な屈折率が１より大きい透明媒体から構成した例である。主光学系２は、中心
軸１の周りで回転対称な屈折率が１より大きい透明媒体からなり、透明媒体２は、奇数次
項を含む曲線を中心軸１の周りで回転させて得られる拡張回転自由曲面からなり正パワー
を持つ第１透過面２１と、第１透過面２１より光路上像面側に配置され、拡張回転自由曲
面からなり正パワーを持つ第１反射面２２と、第１反射面２２より光路上像面側に配置さ
れ、拡張回転自由曲面からなり正パワーを持つ第２透過面２３を持ち、観察光学系の場合
に逆光線追跡の順で、主光学系２に入射した光束は、第１透過面２１を経て透明媒体２内
に入り、中心軸１を挟んで第１透過面２１と反対側に配置されている第１反射面２２で像
面側に反射され、中心軸１に対して第１反射面２２と同じ側に配置されている第２透過面
２３を経て透明媒体２から外に出る。
【００６７】
　そして、主光学系２の第２透過面２３に面して、中心軸１に同心な円周上に３０個の同
一構成の副光学系３が並列配置されている。副光学系３は、主光学系２側に配置した主光
学系２側に凸面を向けた正メニスカスレンズ３Ｌ1、その表示面５側に配置した表示面５
側に凸面を向けた正メニスカスレンズ３Ｌ2からなる。そして、その副光学系３の表示面
５に面した第４面３４の近傍に絞りを配置し、その絞りの主光学系２による像が、中心軸
１を挟んで各副光学系３とは反対側に射出瞳４（図示されていない。）を形成している。
３０個の同一構成の副光学系３が中心軸１に同心な円周上に並列配置されているので、主
光学系２と各副光学系３とからなる合成光学系の射出瞳４は、中心軸１に同心に並列配置
されている。そして各射出瞳４の大きさとしては、並列配置されたときにその円周上に略
連続的に繋がるようになっている。
【００６８】
　各副光学系３の第４面３４に面して平面の表示面５が配置されており、その表示面５と
中心軸１が共役となっていて、副光学系３と主光学系２との合成パワーにより表示面５の
実像が中間像６として中心軸１近傍に結像される。
【００６９】
　このような構成であるので、観察者が眼を何れかの射出瞳４位置近傍に持って行くと、
その射出瞳４を形成する合成光学系（主光学系２と副光学系３）によってその像面に配置
された表示面５の中心軸１近傍に結像された中間像６の拡大された虚像を観察像７として
中心軸１上に観察することができる。そして、主光学系２と副光学系３からなる合成光学
系は、中心軸１を中心としてその周りに１２°毎に配置されていることになるため、中心
軸１を上下方向として設定すると、中心軸１の周囲の３６０°のどの方向から観察しても
、観察者の眼が位置する射出瞳４に対応した位置の表示面５（中心軸１を挟んでその射出
瞳４と反対側の表示面５）の観察像７を中心軸１上に観察することができる。
【００７０】
　なお、この実施例において、表示面５は平面としているが、全体の表示面は裁頭円錐面
の形状をしており、これを１個の表示素子で構成してもよいが、３０個の平面表示素子を
裁頭角錐（三十角錐）の各側面に回転対称に配置して構成してもよい。
【００７１】
　この実施例１の仕様は、
　射出瞳径  　　　　　φ６５ｍｍ
　表示面の大きさ　　　Ｘ２．４６ｍｍ×Ｙ３．２８ｍｍ
　像の大きさ  　　　　Ｘ１１．２５ｍｍ×Ｙ１５．００ｍｍ
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　実施例２の視覚表示装置の光学系の中心軸１に沿ってとった断面図を図１６に、図１６
の主要部の拡大図を図１７に、図１６の光学系内の光路を示す中心軸１に沿う方向に見た
主要部の拡大平面図を図１８に示す。そして、光学系全体を示す中心軸に沿う方向に見た
平面図を図１９に示す。なお、図１６～図１８においては、一部の副光学系３、表示面５
しか図示していない。また、この実施例の光学系全体の横収差図を図２０に示す。この横
収差図において、中央に示された角度は、（水平方向画角、垂直方向の画角）を示し、そ
の画角におけるＹ方向（メリジオナル方向）とＸ方向（サジタル方向）の横収差を示す。
なお、マイナスの画角は、水平方向画角については、Ｙ軸正方向を向いて右回りの角度、
垂直方向画角については、Ｘ軸正方向を向いて右回りの角度を意味する。以下、同じ。
【００７２】
　本実施例は、主光学系２を、中心軸１を含む断面内で１回内面反射する中心軸１に同心
に回転対称な屈折率が１より大きい透明媒体から構成した例である。主光学系２は、中心
軸１の周りで回転対称な屈折率が１より大きい透明媒体からなり、透明媒体２は、奇数次
項を含む曲線を中心軸１の周りで回転させて得られる拡張回転自由曲面からなり正パワー
を持つ第１透過面２１と、第１透過面２１より像面側に配置され、拡張回転自由曲面から
なり正パワーを持つ第１反射面２２と、第１反射面２２より像面側に配置され、拡張回転
自由曲面からなり正パワーを持つ第２透過面２３を持ち、観察光学系の場合に逆光線追跡
の順で、主光学系２に入射した光束は、第１透過面２１を経て透明媒体２内に入り、中心
軸１を挟んで第１透過面２１と反対側に配置されている第１反射面２２で像面側に反射さ
れ、中心軸１に対して第１反射面２２と同じ側に配置されている第２透過面２３を経て透
明媒体２から外に出る。
【００７３】
　そして、主光学系２の第２透過面２３に面して、中心軸１に同心な円周上に３０個の同
一構成の副光学系３が並列配置されている。副光学系３は、主光学系２側に凸面を向けた
正メニスカスレンズ３Ｌからなる。
【００７４】
　そして、その副光学系３の表示面５に面した第２面３２の近傍に絞りを配置し、その絞
りの主光学系２による像が、中心軸１を挟んで各副光学系３とは反対側に射出瞳４（図示
されていない。）を形成している。３０個の同一構成の副光学系３が中心軸１に同心な円
周上に並列配置されているので、主光学系２と各副光学系３とからなる合成光学系の射出
瞳４は、中心軸１に同心に並列配置されている。そして各射出瞳４の大きさとしては、並
列配置されたときにその円周上に略連続的に繋がるようになっている。
【００７５】
　各副光学系３の第２面３２に面して平面の表示面５が配置されており、その表示面５と
中心軸１が共役となっていて、副光学系３と主光学系２との合成パワーにより表示面５の
実像が中間像６として中心軸１近傍に結像される。
【００７６】
　このような構成であるので、観察者が眼を何れかの射出瞳４位置近傍に持って行くと、
その射出瞳４を形成する合成光学系（主光学系２と副光学系３）によってその像面に配置
された表示面５の中心軸１近傍に結像された中間像６の拡大された虚像を観察像７として
中心軸１上に観察することができる。そして、主光学系２と副光学系３からなる合成光学
系は、中心軸１を中心としてその周りに１２°毎に配置されていることになるため、中心
軸１を上下方向として設定すると、中心軸１の周囲の３６０°のどの方向から観察しても
、観察者の眼が位置する射出瞳４に対応した位置の表示面５（中心軸１を挟んでその射出
瞳４と反対側の表示面５）の観察像７を中心軸１上に観察することができる。
【００７７】
　なお、この実施例において、表示面５は平面としているが、全体の表示面は裁頭円錐面
の形状をしており、これを１個の表示素子で構成してもよいが、３０個の平面表示素子を
裁頭角錐（三十角錐）の各側面に回転対称に配置して構成してもよい。
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【００７８】
　この実施例２の仕様は、
　射出瞳径  　　　　　φ６５ｍｍ
　表示面の大きさ　　　Ｘ２．４６ｍｍ×Ｙ３．２８ｍｍ
　像の大きさ  　　　　Ｘ１１．２５ｍｍ×Ｙ１５．００ｍｍ

　実施例３の視覚表示装置の光学系の中心軸１に沿ってとった断面図を図２１に、図２１
の主要部の拡大図を図２２に、図２１の光学系内の光路を示す中心軸１に沿う方向に見た
主要部の拡大平面図を図２３に示す。そして、光学系全体を示す中心軸に沿う方向に見た
平面図を図２４に示す。なお、図２１～図２３においては、一部の副光学系３、表示面５
しか図示していない。また、この実施例の光学系全体の横収差図を図２５に示す。この横
収差図において、中央に示された角度は、（水平方向画角、垂直方向の画角）を示し、そ
の画角におけるＹ方向（メリジオナル方向）とＸ方向（サジタル方向）の横収差を示す。
なお、マイナスの画角は、水平方向画角については、Ｙ軸正方向を向いて右回りの角度、
垂直方向画角については、Ｘ軸正方向を向いて右回りの角度を意味する。以下、同じ。
【００７９】
　本実施例は、主光学系２を、中心軸１を含む断面内で１回内面反射する中心軸１に同心
に回転対称な屈折率が１より大きい透明媒体から構成した例である。主光学系２は、中心
軸１の周りで回転対称な屈折率が１より大きい透明媒体からなり、透明媒体２は、奇数次
項を含む曲線を中心軸１の周りで回転させて得られる拡張回転自由曲面からなり正パワー
を持つ第１透過面２１と、第１透過面２１より像面側に配置され、拡張回転自由曲面から
なり正パワーを持つ第１反射面２２と、第１反射面２２より像面側に配置され、拡張回転
自由曲面からなり正パワーを持つ第２透過面２３を持ち、観察光学系の場合に逆光線追跡
の順で、主光学系２に入射した光束は、第１透過面２１を経て透明媒体２内に入り、中心
軸１を挟んで第１透過面２１と反対側に配置されている第１反射面２２で像面側に反射さ
れ、中心軸１に対して第１反射面２２と同じ側に配置されている第２透過面２３を経て透
明媒体２から外に出る。
【００８０】
　そして、主光学系２の第２透過面２３に面して、中心軸１に同心な円周上に３０個の同
一構成の副光学系３が並列配置されている。副光学系３は主光学系２側に凸面を向けた正
メニスカスレンズ３Ｌからなる。そして、その副光学系３の表示面５に面した第２面３２
の近傍に絞りを配置し、その絞りの主光学系２による像が、中心軸１を挟んで各副光学系
３とは反対側に射出瞳４（図示されていない。）を形成している。３０個の同一構成の副
光学系３が中心軸１に同心な円周上に並列配置されているので、主光学系２と各副光学系
３とからなる合成光学系の射出瞳４は、中心軸１に同心に並列配置されている。そして各
射出瞳４の大きさとしては、並列配置されたときにその円周上に略連続的に繋がるように
なっている。
【００８１】
　各副光学系３の第２面３２に面して平面の表示面５が配置されており、その表示面５と
中心軸１が共役となっていて、副光学系３と主光学系２との合成パワーにより表示面５の
実像が中間像６として中心軸１近傍に結像される。
【００８２】
　このような構成であるので、観察者が眼を何れかの射出瞳４の位置近傍に持って行くと
、その射出瞳４を形成する合成光学系（主光学系２と副光学系３）によってその像面に配
置された表示面５の中心軸１近傍に結像された中間像６の拡大された虚像を観察像７とし
て中心軸１上に観察することができる。そして、主光学系２と副光学系３からなる合成光
学系は、中心軸１を中心としてその周りに１２°毎に配置されていることになるため、中
心軸１を上下方向として設定すると、中心軸１の周囲の３６０°のどの方向から観察して
も、観察者の眼が位置する射出瞳４に対応した位置の表示面５（中心軸１を挟んでその射
出瞳４と反対側の表示面５）の観察像７を中心軸１上に観察することができる。
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【００８３】
　なお、この実施例において、表示面５は平面としているが、全体の表示面は裁頭円錐面
の形状をしており、これを１個の表示素子で構成してもよいが、３０個の平面表示素子を
裁頭角錐（三十角錐）の各側面に回転対称に配置して構成してもよい。
【００８４】
　この実施例３の仕様は、
　射出瞳径  　　　　　φ６５ｍｍ
　表示面の大きさ　　　Ｘ２．４６ｍｍ×Ｙ３．２８ｍｍ
　像の大きさ  　　　　Ｘ１５．００ｍｍ×Ｙ２０．００ｍｍ
　以下に、上記実施例１～３の構成パラメータを示す。なお、以下の表中の“ＥＲＦＳ”
は拡張回転自由曲面を、“ＲＳ”は反射面を示す。
【００８５】
　実施例１
面番号　　曲率半径　　　　　　面間隔　偏心　　　屈折率　アッベ数
物体面　　　∞
   1　　　　∞（瞳面）　　　　  　　　偏心(1) 
   2　　  ＥＲＦＳ[1]           　　　偏心(2) 　1.5163　　64.1
   3　　  ＥＲＦＳ[2] 　　　    　　　偏心(3)   1.5163　　64.1
   4      ＥＲＦＳ[3]   　　    　　　偏心(4) 
   5       -5.549    　　　   -2.000  偏心(5)   1.7440　　44.8
   6      -27.338             -1.000 
   7        5.843             -1.000            1.6338    35.0
   8　　　　5.770 　　　　　  -3.986
像　面　　　∞
  　　　　　ＥＲＦＳ[1] 
ＲＹ     58.924 
θ      -12.803 
Ｒ      -48.280
Ｃ1      -3.3016 ×10
Ｃ4 　    7.1894 ×10-6

Ｃ5       3.1993 ×10-6

  　　　　　ＥＲＦＳ[2] 
ＲＹ    -56.165 
θ       -3.515 
Ｒ       50.000
Ｃ1 　   -1.8238 ×10
Ｃ4 　    3.0640 ×10-5

Ｃ5      -7.0816 ×10-6

  　　　　　ＥＲＦＳ[3] 
ＲＹ    215.794 
θ       10.485 
Ｒ       29.328
　　　　　　偏心(1) 
Ｘ　  0.000  Ｙ  109.000  Ｚ -300.000 
α　  0.000  β　  0.000  γ　  0.000 
  　　　　　偏心(2) 
Ｘ　  0.000  Ｙ　 17.542  Ｚ　  0.000 
α　  0.000  β　  0.0.0  γ　  0.000 
  　　　　　偏心(3) 
Ｘ　  0.000  Ｙ　-13.474  Ｚ　  0.000 
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α　  0.000  β　  0.000  γ　  0.000 
　　　　　　偏心[4] 
Ｘ　  0.000  Ｙ　-17.300  Ｚ　  0.000 
α　  0.000  β　  0.000  γ　  0.000 
　　　　　　偏心[5] 
Ｘ　  0.000  Ｙ　-17.318  Ｚ　 29.230 
α　 10.485  β　  0.000  γ　  0.000                              
【００８６】
　実施例２
面番号　　曲率半径　　　　　　面間隔　偏心　　　屈折率　アッベ数
物体面　　　∞
   1　　　　∞（瞳面）　　　    　　　偏心(1) 
   2　　  ＥＲＦＳ[1]           　　　偏心(2) 　1.5163　　64.1
   3　　  ＥＲＦＳ[2] 　　　    　　　偏心(3)   1.5163　　64.1
   4      ＥＲＦＳ[3]   　　    　　　偏心(4) 
   5       -4.712    　　     -2.000  偏心(5)   1.7440　　44.8
   6      -11.096             -5.000 
像　面　　　∞
  　　　　　ＥＲＦＳ[1] 
ＲＹ    -52.381 
θ      -23.429 
Ｒ      -46.910 
Ｃ1 　   -2.5908 ×10
Ｃ4 　    2.5486 ×10-5

Ｃ5       1.4043 ×10-6

  　　　　　ＥＲＦＳ[2] 
ＲＹ    -53.688
θ       -7.150
Ｒ       50.000
Ｃ1 　   -4.3658 ×10-1

Ｃ4 　    3.2297 ×10-5

Ｃ5       4.2044 ×10-6

  　  　　　ＥＲＦＳ[3] 
ＲＹ    -72.072
θ        6.850
Ｒ       28.692
　　　　　　偏心[1] 
Ｘ　  0.000  Ｙ　109.000  Ｚ -300.000 
α　  0.000  β    0.000  γ    0.000 
　　　　　　偏心[2] 
Ｘ　  0.000  Ｙ　 17.044  Ｚ　  0.000 
α　  0.000  β　  0.000  γ　  0.000 
　　　　　　偏心[3] 
Ｘ　  0.000  Ｙ　-20.448  Ｚ　  0.000 
α　  0.000  β　  0.000  γ　  0.000 
　　　　　　偏心[4] 
Ｘ　  0.000  Ｙ　-23.007  Ｚ　  0.000 
α　  0.000  β　  0.000  γ　  0.000 
　　　　　　偏心[5] 
Ｘ　  0.000  Ｙ　-23.026  Ｚ　 28.592 
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α　  6.850  β　  0.000  γ　  0.000                              
【００８７】
　実施例３
面番号　　曲率半径　　　　　　面間隔　偏心　　　屈折率　アッベ数
物体面　　　∞
   1　　　　∞（瞳面）　　　    　　　偏心(1) 
   2　　  ＥＲＦＳ[1]           　　　偏心(2) 　1.5163　　64.1
   3　　  ＥＲＦＳ[2] 　　　    　　　偏心(3)   1.5163　　64.1
   4      ＹＴＯ[1]   　　     0.100  偏心(4) 
   5       -4.712    　　      3.000            1.7423    45.0
   6      -20.138              2.881 
像　面　　　∞　　　　　　　  　      偏心(5)
  　　　　　ＥＲＦＳ[1] 
ＲＹ     30.651 
θ      -30.200 
Ｒ      -46.126 
Ｃ1 　   -3.7825 ×10-1

Ｃ4 　    3.4419 ×10-5

Ｃ5       1.8075 ×10-5

  　　　　　ＥＲＦＳ[2] 
ＲＹ    -46.427
θ       -9.481
Ｒ       50.000
Ｃ1 　    5.6265 ×10
Ｃ4 　    2.3973 ×10-5

Ｃ5       1.3112 ×10-5

  　  　　　ＥＲＦＳ[3] 
ＲＹ    -12.623
ＲＸ    -90.629
  　　　　　偏心(1) 
Ｘ　  0.000  Ｙ  109.000  Ｚ -300.00
α　  0.000  β　  0.000  γ　  0.000 
  　　　　　偏心(2) 
Ｘ　  0.000  Ｙ　 16.759  Ｚ　  0.000 
α　  0.000  β　  0.000  γ　  0.000 
  　　　　　偏心(3) 
Ｘ　  0.000  Ｙ　-25.000  Ｚ　  0.000 
α　  0.000  β　  0.000  γ　  0.000 
  　　　　　偏心(4) 
Ｘ　  0.000  Ｙ　-26.716  Ｚ　 28.288 
α　  4.519  β　  0.000  γ　  0.000 
  　　　　　偏心(5) 
Ｘ　  0.000  Ｙ　  0.000  Ｚ　  0.000 
α    4.306  β　  0.000  γ　  0.000                              
【００８８】
　ところで、以上の実施例１～３においては、中心軸１を上下方向とした場合に、観察方
向は、水平方向でなく、若干上から下を見下ろす角度であったが（俯角が実施例１～３で
それぞれ２６°、２０°、２０°）、これを略水平方向にする実施例の図１２に対応する
図を図２６に示す。この実施例は、上記実施例２の構成において、中心軸１を含む断面内
で観察方向を略水平にするための偏角プリズムとして作用する中心軸１を中心に回転対称
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な回転対称プリズム体３５を主光学系２の副光学系３側とは反対側に配置したものである
。図２６に示すように、断面楔形を中心軸１の周りに回転して得られる回転対称プリズム
体３５を付加することにより、観察角度を略水平方向にすることが可能である。さらに、
この回転対称プリズム体３５を構成する面を拡張回転自由曲面で構成し、メリジオナル断
面（中心軸１を含む断面）でのみパワーを与えるようにすることも可能である。
【００８９】
　図２７は、図２６の実施例の回転対称プリズム体３５の代わりに、そのプリズム面を中
心軸１の周りで回転対称なフレネルプリズム面とした回転対称フレネルプリズム体３６を
使用して、同様に観察方向を略水平方向にした実施例の図１２に対応する図である。その
回転対称フレネルプリズム体３６の中心軸１を含む断面の形状は、図２８（ａ）に示すよ
うになっている。ただし、図２８（ａ）は図２７のＡ部の拡大断面図である。また、観察
方向を略水平方向にするのではなく、見上げるような角度（仰角）にするために、図２８
（ｂ）に部分断面図を示すように、この回転対称フレネルプリズム体３６として、回転対
称フレネル反射プリズム体３６’を使用することもできる。この回転対称フレネル反射プ
リズム体３６’は、観察光を屈折するだけでなく、微細な輪帯面で反射させて偏角作用を
行わせるものである。
【００９０】
　以上のような回転対称フレネルプリズム体３６を本発明の視覚表示装置の光学系に使用
することにより、付加する光学素子を薄くすることが可能となり、軽量化のために好まし
いものである。
【００９１】
　また、図２７、図２８のような観察方向を変えるための透過素子のみに限ることなく、
主光学系２を構成する他の反射面を回転対称なリニアフレネル反射面で構成することも可
能である。この場合に、奇数次項を含む曲線を回転対称軸の周りで回転させて形成される
リニアフレネル反射面で構成することがさらに好ましいことは言うまでもない。回転対称
なリニアフレネル反射面を構成する方法の一例を図２９に示す。シート状の反射コーティ
ング３８をフレネル面に施したリニアフレネルレンズ（１次元方向にのみパワーを持つフ
レネルレンズ）３７を、図２９（ａ）に断面図、図２９（ｃ）に斜視図を示すように、パ
イプ状の円管３９の内面に１次元フレネル面が円周方向に向くように接着するようにして
もよいし、図２９（ｂ）に断面図、図２９（ｃ）に斜視図を示すように、内面に反射コー
ティング３８を施したパイプ状の円管３９の内面にリニアフレネルレンズ３７を１次元フ
レネル面が円周方向に向くように接着するようにしてもよい。
【００９２】
　なお、本発明の視覚表示装置の以上のような光学系において、中心軸１の周りで回転対
称な光学系（主光学系２＋副光学系３）はそのまま用いることにより、光学系の周辺の３
６０°の全ての方向から表示面（表示素子）１５の表示面（像面）５の観察像７を観察で
きるが、その光学系を中心軸１を含む断面で切断して２分の１、３分の１、３分の２等に
することにより、中心軸１の周りの１８０°、１２０°、２４０°等の角度範囲で観察像
７を観察できるようにしてももちろんよい。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】本発明の視覚表示装置の光学系の表示面に配置する視差画像の撮影方法を説明す
るための図である。
【図２】図１の撮影方法で撮影された視差画像の例を示す図である。
【図３】円錐状の全体の表示面への視差画像の表示のさせ方を示す図である。
【図４】円筒状の全体の表示面への視差画像の表示のさせ方を示す図である。
【図５】本発明の視覚表示装置の光学系の隣接した射出瞳に観察者の左右の眼球を位置さ
せる様子を示す図である。
【図６】観察者の左右の眼球の眼幅と本発明の視覚表示装置の光学系の隣接した射出瞳の
間隔とを示す図である。
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【図７】観察者が頭を動かした場合に順次隣の合成光学系による観察領域へ移っていく様
子を示す図である。
【図８】本発明の視覚表示装置の主光学系、副光学系、表示面（表示素子）、観察像のイ
メージを示す模式図である。
【図９】全体の表示面（表示素子）を円筒状にする場合に各表示面をその内面に配置する
場合（ａ）と外面に配置する場合（ｂ）とを示す図である。
【図１０】本発明の視覚表示装置の照明装置の一例を示す断面図である。
【図１１】本発明の実施例１の視覚表示装置の光学系の中心軸に沿ってとった断面図であ
る。
【図１２】図１１の主要部の拡大図である。
【図１３】図１１の主要部の中心軸に沿う方向に見た平面拡大図である。
【図１４】実施例１の光学系全体を示す中心軸に沿う方向に見た平面図である。
【図１５】実施例１の光学系全体の横収差図である。
【図１６】本発明の実施例２の視覚表示装置の光学系の中心軸に沿ってとった断面図であ
る。
【図１７】図１６の主要部の拡大図である。
【図１８】図１６の主要部の中心軸に沿う方向に見た平面拡大図である。
【図１９】実施例２の光学系全体を示す中心軸に沿う方向に見た平面図である。
【図２０】実施例２の光学系全体の横収差図である。
【図２１】本発明の実施例３の視覚表示装置の光学系の中心軸に沿ってとった断面図であ
る。
【図２２】図２１の主要部の拡大図である。
【図２３】図２１の主要部の中心軸に沿う方向に見た平面拡大図である。
【図２４】実施例３の光学系全体を示す中心軸に沿う方向に見た平面図である。
【図２５】実施例３の光学系全体の横収差図である。
【図２６】観察方向を略水平方向にする１実施例の図１２に対応する図である。
【図２７】観察方向を略水平方向にするのに回転対称フレネルプリズム体を使用する実施
例の図１２に対応する図である。
【図２８】回転対称フレネルプリズム体の詳細を説明するための断面図である。
【図２９】回転対称なリニアフレネル反射面を構成する方法の一例を説明するための図で
ある。
【符号の説明】
【００９４】
１…中心軸
２…主光学系
３…副光学系
３Ｌ1…凸面を主光学系側に向けた正メニスカスレンズ
３Ｌ2…凸面を表示面側に向けた正メニスカスレンズ
４…射出瞳
５…表示面（像面）
６…中間像
７…観察像（物体面）
１３…リング状集光光学系
１３’…リング状集光光学系
１５…全体の表示面（表示素子）
１６…発光体
２１、２２、２３…主光学系の光学面
３１、３２、３３，３４…副光学系の光学面
３５…回転対称プリズム体
３６…回転対称フレネルプリズム体
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３６’…回転対称フレネル反射プリズム体
３７…リニアフレネルレンズ
３８…反射コーティング
３９…パイプ状の円管
５０…視覚表示装置の光学系（本発明）
１００…物体
１０１…カメラ
ＥＬ、ＥＲ…眼球
Ｅ…観察者

【図１】 【図２】
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