
JP 5023755 B2 2012.9.12

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
画像を生成して投影する画像投影部と前記画像投影部に装着されるクリップとを備え、前
記クリップにより、眼鏡のレンズ部位をその表面側及び裏面側から挟んで前記画像投影部
を保持し、
前記画像投影部は、前記眼鏡の左眼側に設置して使用する場合と右眼側に設置して使用す
る場合とを切り替えるための切替機構を備え、
前記切替機構は、前記画像投影部に回転可能に装着された前記クリップであり、
左眼側に設置して使用する場合と右眼側に設置して使用する場合とを、前記クリップを回
転させることにより切り替え可能であることを特徴とする単眼用の画像表示装置。
【請求項２】
前記切替機構は、前記画像投影部により投影される画像を回転させるための切替スイッチ
であることを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
前記クリップの回転に伴って前記スイッチが作動することを特徴とする請求項２に記載の
画像表示装置。
【請求項４】
画像を生成して投影する画像投影部と前記画像投影部に装着されるクリップとを備え、前
記クリップにより、眼鏡のレンズ部位をその表面側及び裏面側から挟んで前記画像投影部
を保持し、
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前記画像投影部は、前記眼鏡の左眼側に設置して使用する場合と右眼側に設置して使用す
る場合とを切り替えるための切替機構を備え、しかも、前記クリップを装着する装着部を
複数箇所備えており、
前記切替機構は、前記複数個所の装着部と前記複数個所の装着部に着脱可能な前記クリッ
プであり、
左眼側に設置して使用する場合と右眼側に設置して使用する場合とを、前記クリップの装
着箇所を変更することにより切り替え可能であることを特徴とする単眼用の画像表示装置
。
【請求項５】
前記画像投影部は、前記画像を生成する画像生成部と前記画像を投影するプリズムとを備
え、
前記切替機構は、前記画像生成部に回転自在に又は着脱自在に装着された前記プリズムで
あり、
左眼側に設置して使用する場合と右眼側に設置して使用する場合とを、前記プリズムを１
８０°回転させることにより切り替え可能であることを特徴とする請求項４に記載の画像
表示装置。
【請求項６】
前記クリップは、前記画像投影部に３自由度の可動性を有する連結部を介して装着されて
いることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【請求項７】
前記クリップは、前記レンズ部位を挟むことによりレンズ部に当接する当接部に弾性体を
有することを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は眼鏡に取り付けて映像等を見ることができる画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　利用者の眼鏡等に小型ディスプレイを簡便に取り付けることができ、場所を選ばず画像
を楽しむことができれば便利である。このような要求のもとに、利用者の眼球に近接した
位置から利用者の網膜上に直接画像を投影する小型画像表示装置が知られている。例えば
、図１１に示すように（特許文献１を参照）、眼鏡装着型の画像形成装置が知られている
。画像形成装置１０２は、画像情報生成部１０３と液晶表示装置からなる小型のディスプ
レイ１０４とに分離している。小型のディスプレイ１０４は取付具１００により眼鏡１０
７の一方のレンズ１０５側に取り付けられている。取付具１００は、軸棒にクリップとデ
ィスプレイ保持部が連結されている。ディスプレイ保持部にはディスプレイ１０４が保持
されている。取付具１００はクリップにより眼鏡のフレーム１０６を挟むことにより固定
される。従って、ディスプレイ１０４はディスプレイ保持部を介してクリップによりフレ
ーム１０６に固定される。ディスプレイ１０４は、更に、眼鏡のレンズ１０５に吸着する
吸着部を備えている。従って、ディスプレイ１０４は眼鏡のレンズに吸着して固定されて
いる。
【０００３】
　また、表示装置ではないが、眼鏡に簡便に取り付けることができる拡大器（拡大鏡）が
知られている。図１２に示すように（例えば特許文献２を参照）、両眼用の２つの拡大鏡
１１０が棒状のアーム１１１の両端に固定されている。棒状のアーム１１１の中心部には
クリップ１１２が固定され、このクリップ１１２のクリップ片１１５により眼鏡のレンズ
１１４を挟んで固定する。これにより、拡大鏡１１０全体が眼鏡に保持される。また、２
つの拡大鏡１１０はアーム１１１にねじ１１３により固定されており、このねじ１１３を
緩めることにより棒状のアーム１１１に沿ってスライドさせることができる。
【特許文献１】特開２００６－２５３９０２号公報
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【特許文献２】特開２００３－２９５１２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　眼鏡装着型画像表示装置の場合は、眼鏡に簡便に装着可能であることが大きな利点であ
るが、その反面、最初から最適な位置に画像表示装置を装着し難いことや、装着した画像
表示装置の姿勢が不安定になりやすい。そこで、画像表示装置を眼鏡に装着した後に、画
像の見やすい位置や角度を探したり調整したりすることが簡便に行うことができれば便利
である。
【０００５】
　しかし、上記特許文献１に記載される従来公知の眼鏡装着型の画像形成装置では、ディ
スプレイを眼鏡のレンズ部に吸着部を介して吸着させると共に、ディスプレイを保持する
取付具をクリップにより眼鏡のフレームに固定させている。そのため、眼鏡に設置したデ
ィスプレイの位置を調整する場合に、クリップを開放しただけではディスプレイを移動さ
せることができない。利用者は眼鏡を頭部から外し、その外した眼鏡からさらに吸着部を
レンズから開放し、クリップをフレームから外した後に、ディスプレイの適切な設置位置
を探さなければならない。そして、適切な位置と思われるレンズの位置にディスプレイに
固定される吸着部を吸着させ、クリップによりフレームに取付具を装着しなければならな
い。即ち、利用者が投影画像を見ながら眼鏡の適切な位置にディスプレイを簡便に固定す
ることができない、という課題があった。
【０００６】
　また、両眼用の拡大鏡の場合は、両眼鏡の接続部近傍のレンズをクリップで挟む。従っ
て、クリップの位置はほぼ固定され、拡大鏡をレンズの適切な位置に調整するために、ね
じを回して拡大鏡をアームから開放し、アームに沿って移動させる。しかし、ねじを開放
するとアーム１１１から開放されるので拡大鏡はそのままでは重力により下方に傾く。従
って、両方の手を使用して、一方の手では拡大鏡を支え、他方の手でねじ１１３を回して
固定する、という作業が必要となる。即ち、ワンタッチで拡大鏡を見ながら適切な位置に
拡大鏡をセットすることが難しい。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記の課題を解決するために以下の手段を講じた。
【０００８】
請求項１に係る発明においては、画像を生成して投影する画像投影部と前記画像投影部に
装着されるクリップとを備え、前記クリップにより、眼鏡のレンズ部位をその表面側及び
裏面側から挟んで前記画像投影部を保持し、前記画像投影部は、前記眼鏡の左眼側に設置
して使用する場合と右眼側に設置して使用する場合とを切り替えるための切替機構を備え
、前記切替機構は、前記画像投影部に回転可能に装着された前記クリップであり、左眼側
に設置して使用する場合と右眼側に設置して使用する場合とを、前記クリップを回転させ
ることにより切り替え可能であることを特徴とする単眼用の画像表示装置とした。
【００１０】
請求項２に係る発明においては、前記切替機構は、前記画像投影部により投影される画像
を回転させるための切替スイッチであることを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置
とした。
【００１２】
請求項３に係る発明においては、前記クリップの回転に伴って前記スイッチが作動するこ
とを特徴とする請求項２に記載の画像表示装置とした。
【００１３】
請求項４に係る発明においては、画像を生成して投影する画像投影部と前記画像投影部に
装着されるクリップとを備え、前記クリップにより、眼鏡のレンズ部位をその表面側及び
裏面側から挟んで前記画像投影部を保持し、前記画像投影部は、前記眼鏡の左眼側に設置
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して使用する場合と右眼側に設置して使用する場合とを切り替えるための切替機構を備え
、しかも、前記クリップを装着する装着部を複数箇所備えており、前記切替機構は、前記
複数個所の装着部と前記複数個所の装着部に着脱可能な前記クリップであり、左眼側に設
置して使用する場合と右眼側に設置して使用する場合とを、前記クリップの装着箇所を変
更することにより切り替え可能であることを特徴とする単眼用の画像表示装置とした。
【００１４】
請求項５に係る発明においては、前記画像投影部は、前記画像を生成する画像生成部と前
記画像を投影するプリズムとを備え、前記切替機構は、前記画像生成部に回転自在に又は
着脱自在に装着された前記プリズムであり、左眼側に設置して使用する場合と右眼側に設
置して使用する場合とを、前記プリズムを１８０°回転させることにより切り替え可能で
あることを特徴とする請求項４に記載の画像表示装置とした。
【００１５】
請求項６に係る発明においては、前記クリップは、前記画像投影部に３自由度の可動性を
有する連結部を介して装着されていることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記
載の画像表示装置とした。
【００１６】
請求項７に係る発明においては、前記クリップは、前記レンズ部位を挟むことによりレン
ズ部に当接する当接部に弾性体を有することを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に
記載の画像表示装置とした。
【００１８】
請求項１の画像表示装置によれば、画像を生成及び投影する画像投影部とこの画像投影部
に装着されるクリップとを備え、このクリップにより眼鏡のレンズ部位を表面側及び裏面
側から挟むことにより、画像投影部が眼鏡に保持される。これにより、小型画像形成装置
を眼鏡やサングラスに簡単に設置することができると共に、画像を見ながら片方の手を使
用してワンタッチで装着位置の微調整を行うことができる、という利点を有する。さらに
、左眼側に設置して使用する場合と右眼側に設置して使用する場合とを切り替えるための
切替機構を有している。これにより、眼鏡の左眼側にも右眼側に容易に移動・設置するこ
とができる、という利点を有する。また、切替機構は、画像投影部に回転可能に連結され
たクリップであり、左眼側に設置する場合と右眼側に設置する場合とを、クリップを回転
させることにより切り替えることができる。従って、左右の一方の眼鏡から他方の眼鏡へ
極めて簡便に移動させることができる、という利点を有する。
【００２０】
請求項２の画像表示装置によれば、切替機構は、画像投影部により投影される画像を所定
角度回転させるための切替スイッチである。これにより、左右の一方側から他方側のレン
ズ部位に移動しても、正常な方向を向いた画像を簡単な操作により見ることができる、と
いう利点を有する。
【００２２】
請求項３の画像表示装置によれば、クリップの回転にともなって投影画像を回転させるス
イッチが作動するようにした。これにより、画像表示装置を眼鏡の一方の側から他方の側
へ移動させるときにクリップを回転させることにより、そのクリップの回転に連動して投
影画像が回転し、自動的に正常な方向を向いた画像を見ることができる、という利点を有
する。
【００２３】
請求項４の画像表示装置によれば、画像を生成及び投影する画像投影部とこの画像投影部
に装着されるクリップとを備え、このクリップにより眼鏡のレンズ部位を表面側及び裏面
側から挟むことにより、画像投影部が眼鏡に保持される。これにより、小型画像形成装置
を眼鏡やサングラスに簡単に設置することができると共に、画像を見ながら片方の手を使
用してワンタッチで装着位置の微調整を行うことができる、という利点を有する。さらに
、左眼側に設置して使用する場合と右眼側に設置して使用する場合とを切り替えるための
切替機構を有している。これにより、眼鏡の左眼側にも右眼側に容易に移動・設置するこ
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とができる、という利点を有する。また、画像投影部は、クリップを装着する装着部を複
数箇所備えており、切替機構は、この複数個所の装着部とこの装着部に着脱可能なクリッ
プであり、画像表示装置を眼鏡の一方の側から他方の側へ移動する際に、クリップの装着
箇所を変更することにより切り替えることができるようにした。これにより、切り替えを
簡便に行うことができる、という利点を有する。
【００２４】
請求項５の画像表示装置によれば、画像投影部は画像を生成するための画像生成部と生成
された画像を投影するプリズムから構成され、切替機構は、画像生成部に回転自在に又は
着脱自在に装着されたプリズムであり、左眼側に設置する場合と右眼側に設置する場合と
で、プリズムを１８０度回転させて切り替えることができる。これにより、画像表示装置
を眼鏡の一方の側から他方の側へ移動しても、簡単な操作で正常な方向を向いた画像を見
ることができる、という利点を有する。
【００２５】
請求項６の画像表示装置によれば、クリップは画像投影部に連結部を介して連結されてお
り、この連結部は３自由度を有するようにした。これにより、画像表示装置を眼鏡に取り
付けた後に、３軸方向に簡単に調整することができる、という利点を有する。
【００２６】
請求項７の画像表示装置によれば、クリップは、レンズを挟んでレンズと当接する部分に
弾性体を有している。これにより、レンズを挟んだときにレンズに傷がつき難い、という
利点を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明について図面を用いて詳細に説明する。
【００２９】
　図１は、本発明の実施の形態に係る画像表示装置１を眼鏡１０に装着した状態を上部か
ら見た模式図である。画像表示装置１は、画像を生成して利用者の網膜上に投影する画像
投影部５と、この画像投影部５に装着されたクリップ４から構成されている。画像投影部
５は、クリップ４により眼鏡１０のレンズ部位をその表面側及び裏面側から挟むことによ
り保持され、固定される。画像投影部５は、画像を生成する画像生成部２と、生成された
画像を導光し、図示しない利用者の網膜上に投影するためのプリズム３とから構成されて
いる。画像生成部２は、リード７を介して受信した映像信号を走査ビーム６に変換する画
像走査部８、生成した走査ビーム６を反射する反射面Ｍ１、投影される画像の角度を切り
替えるための切替スイッチＳ等を備えている。画像走査部８により走査ビーム６が生成さ
れ、反射面Ｍ１、Ｍ２において反射して利用者の網膜へ投射される。なお、リード７は眼
鏡１０のテンプル１２にとめ具２０により固定することにより、眼鏡１０に装着した画像
表示装置１の安定性はより向上する。
【００３０】
　図２は、上記眼鏡１０に装着された本発明に係る画像表示装置１を右目側の横方向から
見た模式図である。同一の部分又は同一の機能を有する部分には同一の符号を付している
。図２に示すように、クリップ４は２つのクリップ片１５と、クリップ片１５の先端部で
あり、眼鏡１０のレンズ部１３に当接する当接部にはゴム等からなる弾性体１９が形成さ
れている。２つのクリップ片１５は互いにバネ１６により結合され、２つの当接部により
レンズ部を両面側から挟み込む方向に応力を付与している。画像投影部５の画像生成部２
とクリップ４とは連結部１７により連結されている。連結部１７は画像生成部２とボール
ジョイント１８により接続されている。ボールジョイント１８は３軸の自由度（即ち、３
自由度の可動性）を有している。即ち、ボールジョイント１８の中心を通る垂線Ｏを中心
にして回転可能であり、かつ、ｙ方向及びｚ方向に倒すことができる。これにより、プリ
ズム３から投影される投影像の方向や傾きを簡単に調整することができる。なお、バネ１
６は、板状のバネに限定されず、コイル状のバネを使用することができる。また、連結部
１７の、画像生成部２との接続は、ボールジョイント１８に限定されず、ユニバーサルジ
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ョイント等により３自由度の可動性を得るようにしてもよい。
【００３１】
　また、眼鏡１０のレンズ部１３を挟んでそのレンズ部１３に弾性体１９が当接する当接
部と連結部１７とは近接している。そして、図２に示す画像表示装置１では、ボールジョ
イント１８の中心、連結部１７の中心軸、及び当該当接部が概ねＸ軸上に配置されている
。これにより、Ｘ軸を中心とする回転モーメントを低減させることができ、眼鏡１０に装
着した画像表示装置１の姿勢を安定させることができる。更に、画像表示装置１の重心を
上記Ｘ軸上に位置するように構成する、あるいは、少なくとも画像投影部５の重心を概ね
当該Ｘ軸上に位置するように構成すれば、Ｘ軸周り回転モーメントをほとんどなくすこと
ができる。これにより、画像表示装置１の装着やその位置の微調整が容易になる他に、眼
鏡１０に装着した後の姿勢がより安定する。
【００３２】
　図３は、図１に示した画像表示装置１を利用者側から見たときの模式図である。同一の
部分又は同一の機能を有する部分には同一の符号を付している。図３において、画像生成
部２には画像信号を入力するためのリード７が接続されている。クリップ４は、画像生成
部２に回転自在に装着されている。従って、図３に示すように、クリップ４を容易に回転
させることができる。
【００３３】
　図４は、図１に示した状態を正面から見たときの模式図であり、左眼側に装着した画像
表示装置１を右眼側に付け替える動作を説明するための説明図である。同一の部分又は同
一の機能を有する部分には同一の符号を付した。図４（ａ）において、実線で示す画像表
示装置１は眼鏡１０の左眼側に設置されている。画像表示装置１のプリズム３は左眼側の
レンズ部１３Ｌのほぼ中央に位置し、紙面裏側の利用者の網膜に向けて画像を投影する。
プリズム３の位置調整は、クリップ片１５を指でつまんで移動させることにより、あるい
は、画像投影部５の傾き角を調整することにより容易に行うことができる。
【００３４】
　次に、図４（ａ）の破線で示す画像表示装置１’は、紙面の垂直な垂線を回転軸にして
画像表示装置１を左眼側から右眼側のレンズ部１３Ｒに移動したときの状態を表している
。この状態ではクリップ４が利用者の右斜め下側に配置される。また、投影される画像は
倒立画像となる。クリップ４が利用者の右斜め下側の視野を遮蔽することにより、利用者
の動作はより制限を受ける。例えば画像表示装置１の映像を見ながら歩行している場合に
、利用者は右斜め下側の路面状況を把握し難い。そのために、利用者は右斜め前方へ歩き
難い。従って、利用者の視野を制限する場合は、その制限はできるだけ上方に位置される
ようにすることが望ましい。そこで、図４（ｂ）の実線で示すように、クリップ４を１８
０°回転して、右眼側のレンズ部１３Ｒを上部から下方に向かって挟むようにする。従っ
て、本実施の形態に係る画像表示装置１においては、眼鏡１０の左眼側に設置して使用す
る場合と右眼側に設置して使用する場合とを切り替えるための切替機構は、画像投影部５
に回転可能に装着されたクリップ４である。これにより、一方の側から他方の側への移動
・装着を極めて簡便に行うことができる。
【００３５】
　また、切替スイッチＳを押下して画像生成部２によって生成される画像を１８０°回転
させて正立画像に切り替える。従って、眼鏡１０の左眼側に設置して使用する場合と右眼
側に設置して使用する場合とを切り替えるための切替機構は、切替スイッチＳである。こ
れにより、左眼側と右眼側のいずれの側にも装着が容易であり、同じ正立画像を見ること
ができる。
【００３６】
　図５は、本発明に係る画像表示装置１から投影する画像の反転を説明するための説明図
である。本発明の画像表示装置１は、画像信号により変調されたビームをガルバノミラー
や振動ミラー等により走査して、投影画像を利用者の網膜上に直接投射する方式である。
図５に示すように、画像投影部５内の画像走査部８から投影された走査ビーム６は、画像
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投影部５内の反射面Ｍ１及び反射面Ｍ２において反射して、利用者の網膜２１上に照射さ
れる。網膜２１上では、走査の開始点Ｐａから走査ビームＢａにより水平走査及び垂直走
査が行われる。一方、切替スイッチＳをオンすることにより、走査ビーム６の走査方向が
逆転する。その結果、走査の開始点Ｐｂから走査ビームＢｂにより水平走査及び垂直走査
が行われる。このような走査方向の逆転は、例えば画像信号に対して振動ミラー又はガル
バノミラーの振動の位相を１８０°ずらせばよい。これにより、投影画像を１８０°回転
させることができる。なお、網膜２１上に投影する画像の回転は、上記の方法に限定され
ず、画像信号を変換する変換処理により、任意の角度に回転させることができる。
【００３７】
　また、クリップ４の回転と切替スイッチＳの作動とを連動するように構成することがで
きる。例えば、図３の実線で示すクリップ４の位置に対して、図３の破線で示すクリップ
４の位置に回転させたときに、この回転に連動して切替スイッチＳがオンするように構成
することができる。これによれば、クリップ４を回転させることにより自動的に投影画像
も反転する。このように構成すれば、画像反転を意識することなく、いずれの側にも簡便
に装着することができる。
【００３８】
　なお、上記実施の形態において、画像表示装置１の画像投影部５として網膜走査型画像
表示装置を使用する例を説明したが、これに限定されない。画像投影部５として液晶表示
素子等の透過型又は反射型の表示装置を使用することができる。また上記実施の形態にお
いては、眼鏡１０のレンズ部位をクリップにより挟むようにしているが、必ずしもレンズ
である必要がなく、透明な板であってもよいし、サングラスのカラー透光板であってもよ
いし、裸眼で使用する場合にはフレームにダミー板を設置し、このダミー板をクリップで
挟むようすればよい。本発明においては、これらを総称して、レンズ部位と称している。
【００３９】
　図６は、本発明の実施の形態に係る画像表示装置１の他の使用例を示す模式図である。
画像表示装置１は左眼側のレンズ部１３Ｌに角度θを持って斜めにして設置されている。
この場合、斜めに設置した状態で正立画像が投影されているものとする。これを破線で示
す画像表示装置１’’のように移動して右眼側のレンズ部１３Ｒに設置することができる
。この場合は、画像表示装置を紙面に対する垂線を回転軸として回転させている。従って
、クリップ４は１８０°回転させることにより、画像表示装置１’’のように設置するこ
とができる。また、切替スイッチＳを押下して画像投影部５により投影する投影画像を２
θ回転させる。これにより、画像表示装置１を移動後も、正立画像を投影することができ
る。なお、角度θは任意の値にすることができるが、θ＝４５°は、画像の傾きの変換が
容易で、特に好ましい。また、切替スイッチＳは、一つの角度を設定するほかに、多数の
角度が設定できるようにすることもできる。
【００４０】
　また、上記図６において、画像投影部５の傾き角をθ＝０°とすれば、左眼側と右眼側
との間の交換に、クリップ４の回転や投影画像の回転を必要としない。従って、左眼側に
設置して使用する場合と右眼側に設置して使用する場合との間を切り替える切替機構を必
要としない。
【００４１】
　図７は、本発明の他の実施の形態に係る画像表示装置３０を眼鏡１０に取り付けた状態
を正面から見た模式図である。図８は、上記図７に示す状態を上部から見た模式図である
。同一の部分又は同一の機能を有する部分には同一の符号を付している。
【００４２】
　図７及び図８において、画像表示装置３０は利用者の側から見て略Ｚの形状を有してい
る。画像表示装置３０は、入力した画像信号に基づいて画像を投影する画像投影部５と、
画像投影部５に装着されたクリップ４から構成されている。画像表示装置３０は、クリッ
プ４により眼鏡１０のレンズ部１３Ｌを表面側及び裏面側から挟むことにより、眼鏡１０
に保持されて装着される。画像投影部５は画像を生成して走査ビームを出射する画像生成
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部２と、この走査ビーム６を導光して使用者の網膜に出射するプリズム３から構成されて
いる。本実施の形態の場合も、投影画像は利用者の目の横方向から目の中央部に導入され
、反射面Ｍ１、Ｍ２を介して図示しない利用者の網膜に出射される。画像生成部２は利用
者の目の斜め上の方向に位置する。また、画像投影部５に画像信号を入力するためのリー
ド７は、画像生成部２に回転自在に設置されている。
【００４３】
　図９は、画像表示装置３０の切替機構を説明するための斜視図である。図９（ａ）が利
用者の左眼側に設置するときの状態を表し、図９（ｃ）が利用者の右眼側に設置するとき
の状態を表し、図９（ｂ）が、プリズムを取り外して回転させている状態を表している。
【００４４】
　図９（ａ）において、クリップ４は画像生成部２に連結部１７を介して装着されている
。画像生成部２には、クリップ４を装着するための裏側の装着部２２ａと表側の装着部２
２ｂとを備えている。プリズム３には反射面Ｍ２が形成されている。また、クリップ４は
２枚のクリップ片１５がバネ１６により連結され、レンズ部位を挟むための応力が付与さ
れる。図７及び図８の画像表示装置３０はこの状態で眼鏡１０の左眼側に設置されている
。
【００４５】
　次に、図９（ｂ）に示すように、プリズム３を画像生成部２から取り外して、回転させ
る。プリズム３と画像生成部２とは、４つのピン２３により連結可能に構成されている。
そして、図９（ｃ）に示すように、プリズム３を１８０°回転して、画像生成部２に装着
することができる。従って、この場合の切替機構は画像生成部２に着脱可能に設置される
プリズムである。なお、本実施の形態においてはプリズム３を画像生成部２から取り外し
、回転して付け替えることができるようにしているが、これに代えて、プリズム３を画像
生成部２に回転自在に設置することができる。この場合の切替機構は、プリズム３と画像
生成部２とを回転自在に連結する連結機構となる。また、クリップ４を画像生成部２の裏
側の装着部２２ａから取り外し、表側の装着部２２ａに付け替える。これにより、画像表
示装置３０を、眼鏡１０の右眼側に設置することが可能となる。この場合の切替機構は、
画像投影部５の画像生成部２に設けた複数の装着部２２ａ、２２ｂと、これに着脱可能な
クリップ４である。
【００４６】
　図１０は、画像表示装置３０を左眼側から右眼側への付け替えを説明するための説明図
である。図１０（ａ）が、画像表示装置３０を左眼側に設置した状態を正面から見た模式
図であり、図１０（ｂ）が、画像表示装置３０を右眼側に移動して設置した状態を表す模
式図である。同一の部分又は同一の機能を有する部分には同一の符号を付している。
【００４７】
　図１０（ａ）において、画像表示装置３０は眼鏡１０の左眼側に設置されている。そし
て、画像表示装置３０を表裏が反転するように回転して左眼側に移動すると、破線で示す
ような画像表示装置３０’の状態となる。この場合、クリップ４は表側に配置される。ま
た、プリズム３は表裏が反転しているので、投影画像は利用者の目とは反対側に出射され
る。従って、図９で説明したように、クリップ４を表側から裏側へ付け替えるとともに、
プリズム３を画像生成部２から取り外し、１８０°回転して画像生成部２に装着する。こ
のようにすれば、画像生成部２の画像走査部８において投影画像を正立画像へ反転させる
処理を行うことなく、眼鏡１０の左眼側から右眼側へ付け替えて正立画像を投影すること
ができる。その逆の付け替えも上記の手順と同様の手順で簡便に行うことができることは
言うまでもない。
【００４８】
　また、本実施の形態においても、クリップ４を、３自由度を有する連結部１７により連
結すれば、画像表示装置３０を眼鏡１０に設置した後に、その角度を簡便に調節すること
ができる。また、クリップ４のクリップ片１５を指でつまんでレンズ部位の最適位置に容
易に移動し、調整することができる。また、クリップ４が眼鏡１０のレンズに当接する当
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０を安定して設置することができる。また、クリップ４のレンズに対する当接部とクリッ
プ４と画像生成部２とを連結する連結部１７とを近接して構成することにより、画像表示
装置３０を眼鏡１０に安定して設置することができるとともに、画像表示装置３０の移動
や、位置調整が容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の実施形態に係る画像表示装置を眼鏡に設置した状態を表す模式図である
。
【図２】本発明の実施形態に係る画像表示装置を表す模式図である。
【図３】本発明の実施形態に係る画像表示装置を表す模式図である。
【図４】本発明の実施形態に係る画像表示装置を眼鏡に設置した状態を表す模式図である
。
【図５】本発明の実施形態に係る画像表示装置の画像反転を説明するための説明図である
。
【図６】本発明の実施形態に係る画像表示装置を表す模式図である。
【図７】本発明の実施形態に係る画像表示装置を眼鏡に設置した状態を表す模式図である
。
【図８】本発明の実施形態に係る画像表示装置を眼鏡に設置した状態を表す模式図である
。
【図９】本発明の実施形態に係る画像表示装置の切替機構を説明するための斜視図である
。
【図１０】本発明の実施形態に係る画像表示装置を眼鏡に設置した状態を表す模式図であ
る。
【図１１】従来から公知の画像形成装置を眼鏡に設置した状態を表す斜視図である。
【図１２】従来から公知の拡大鏡を眼鏡に設置した状態を表す概観図である。
【符号の説明】
【００５０】
１、３０　画像表示装置
２　画像生成部
３　プリズム
４　クリップ
５　画像投影部
６　走査ビーム
７　リード
８　画像走査部
１０　眼鏡
１１　フレーム
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