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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示素子からの映像光を観察者の眼球に導光し、観察者の視野内に前記表示素子の虚像
を表示する導光プリズムであって、
　一端部から入射した映像光の光路を取り囲むように配置された少なくとも４つの側面と
、
　前記少なくとも４つの側面により導光された前記映像光を反射させる反射面と、
　前記反射面で反射された前記映像光を、観察者の眼球に向けて射出する射出面と
を備え、
　少なくとも１つの側面には、前記反射面の近傍において前記反射面の傾斜に沿う方向に
V字形の溝が形成されている導光プリズム。
【請求項２】
　前記V字形の溝は、前記少なくとも４つの側面のうちの対向する一組の側面であって、
前記反射面に略直交する一組の側面にそれぞれ形成されていることを特徴とする請求項１
に記載の導光プリズム。
【請求項３】
　表示素子からの映像光を観察者の眼球に導光し、観察者の視野内に前記表示素子の虚像
を表示する導光プリズムであって、
　一端部から入射した映像光の光路を取り囲むように配置された少なくとも４つの側面と
、
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　前記少なくとも４つの側面により導光された前記映像光を反射させる反射面と、
　前記反射面で反射された前記映像光を、観察者の眼球に向けて射出する射出面と
を備え、
　少なくとも１つの側面には、該側面の面内において前記映像光の進行方向に対して直交
を除く傾斜した角度で設けられる、V字形の溝が形成されている導光プリズム。
【請求項４】
　映像光を射出する表示素子と、
　前記表示素子からの映像光を観察者の眼球に導光し、観察者の視野内に表示素子の虚像
を表示する導光プリズムであって、一端部から入射した映像光の光路を取り囲むように配
置された少なくとも４つの側面、前記少なくとも４つの側面により導光された前記映像光
を反射させる反射面、および、前記反射面で反射された前記映像光を、観察者の眼球に向
けて射出する射出面を有し、少なくとも１つの側面には、前記反射面の近傍において前記
反射面の傾斜に沿う方向にV字形の溝が形成されている導光プリズムと、
　前記表示素子と前記導光プリズムとを観察者の頭部に固定支持するための支持部と
を備える画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示素子からの映像光を導光し、観察者の視野内に表示画像の虚像を表示す
る導光プリズムと、該導光プリズムを用いた画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、頭部や眼鏡に装着する、小型且つウェアラブルな画像表示装置が提案されている
。そのような画像表示装置としては、例えば側頭部に固定された小型の画像表示素子に表
示される画像の映像光を、透明な導光部材により眼前まで導光し、拡大された虚像として
観察者の視野内に表示するものが知られている（例えば、特許文献１参照）。小型軽量な
導光部材は、視界を大きく遮らず、画像表示装置全体を小型・軽量に構成することができ
、常に身に着けて使用可能なウェアラブル機器としての使用が可能になる。
【０００３】
　しかし、導光部材を小型化すると、導光部材内部の側面などで反射する迷光やゴースト
光が目立ち易くなる。特に、導光部材の側面で反射するゴースト光は、導光部材の断面サ
イズを小型化するほど視界中の表示画像の近くに見えるので問題となる。このため、特許
文献１では、映像光が反射される透明基板の対向する２面の互いに異なる位置に溝を形成
し、導光用の透明基板内の不要な反射光を反射させて除去している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２８６３１７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１による透明基板では、溝が形成できる面が観察者側の面およ
びその反対側の面の２つの側面に限られており、かつ、溝の形成できる導光方向（映像光
の進行方向）の位置も限定されているため、十分な迷光やゴースト光の低減効果が得られ
ないことが懸念される。
【０００６】
　したがって、これらの点に着目してなされた本発明の目的は、導光部材として使用でき
る、内側面での反射により生じる迷光やゴースト光を低減した導光プリズム、および、こ
れを用いた画像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】
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【０００７】
　上記目的を達成する導光プリズムの発明は、
　表示素子からの映像光を観察者の眼球に導光し、観察者の視野内に前記表示素子の虚像
を表示する導光プリズムであって、
　一端部から入射した映像光の光路を取り囲むように配置された少なくとも４つの側面と
、
　前記少なくとも４つの側面により導光された前記映像光を反射させる反射面と、
　前記反射面で反射された前記映像光を、観察者の眼球に向けて射出する射出面と
を備え、
　少なくとも１つの側面には、前記反射面の近傍において前記反射面の傾斜に沿う方向に
V字形の溝が形成されていることを特徴とするものである。
【０００８】
　前記V字形の溝は、前記少なくとも４つの側面のうちの対向する一組の側面であって、
前記反射面に略直交する一組の側面にそれぞれ形成することができる。
【０００９】
　上記目的を達成する他の導光プリズムの発明は、
　表示素子からの映像光を観察者の眼球に導光し、観察者の視野内に前記表示素子の虚像
を表示する導光プリズムであって、
　一端部から入射した映像光の光路を取り囲むように配置された少なくとも４つの側面と
、
　前記少なくとも４つの側面により導光された前記映像光を反射させる反射面と、
　前記反射面で反射された前記映像光を、観察者の眼球に向けて射出する射出面と
を備え、
　少なくとも１つの側面には、該側面の面内において前記映像光の進行方向に対して直交
を除く傾斜した角度で設けられる、V字形の溝が形成されていることを特徴とするもので
ある。
【００１０】
　上記目的を達成する画像表示装置の発明は、
　映像光を射出する表示素子と、
　前記表示素子からの映像光を観察者の眼球に導光し、観察者の視野内に表示素子の虚像
を表示する導光プリズムであって、一端部から入射した映像光の光路を取り囲むように配
置された少なくとも４つの側面、前記少なくとも４つの側面により導光された前記映像光
を反射させる反射面、および、前記反射面で反射された前記映像光を、観察者の眼球に向
けて射出する射出面を有し、少なくとも１つの側面には、前記反射面の近傍において前記
反射面の傾斜に沿う方向にV字形の溝が形成されている導光プリズムと、
　前記表示素子と前記導光プリズムとを観察者の頭部に固定支持するための支持部と
を備えることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、映像光の外周部が反射面の前後でＶ字形の溝の近傍を２回通過するこ
ととなり、高い迷光やゴースト光の除去効果が得られる導光プリズム、および、これを用
いた画像表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、第１参考例に係る画像表示装置の外観を示す斜視図である。
【図２】図２（ａ）は、図１の画像表示装置の光学系を眼球側から見た正面図である。図
２（ｂ）は、図１の画像表示装置の光学系の平面図である。図２（ｃ）は、図１の画像表
示装置の光学系を表示素子側から見た側面図である。
【図３】図３は、図１の第１の側面に設けられたプリズム溝を拡大して示す断面図である
。
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【図４】図４は、図２の表示素子、プリズム溝のエッジが形成する枠、および、導光プリ
ズムの入射窓の視野角の関係を説明する図である。
【図５】図５（ａ）は、第２参考例の画像表示装置の光学系を眼球側から見た正面図であ
る。図５（ｂ）は、第２参考例の画像表示装置の光学系の平面図である。図５（ｃ）は、
第２参考例の画像表示装置の光学系を表示素子側から見た側面図である。
【図６】図６（ａ）は、第３参考例の画像表示装置の光学系を眼球側から見た正面図であ
る。図６（ｂ）は、第３参考例の画像表示装置の光学系の平面図である。図６（ｃ）は、
第３参考例の画像表示装置の光学系を表示素子側から見た側面図である。
【図７】図７（ａ）は、第４参考例の画像表示装置の光学系を眼球側から見た正面図であ
る。図７（ｂ）は、第４参考例の画像表示装置の光学系の平面図である。
【図８】図８（ａ）は、実施の形態の画像表示装置の光学系を眼球側から見た正面図であ
る。図８（ｂ）は、実施の形態の画像表示装置の光学系の平面図である。
【図９】図９は、第５参考例の画像表示装置の光学系を示す正面図である。
【図１０】図１０は、第６参考例の画像表示装置の光学系を説明する図である。
【図１１】図１１（ａ）は、導光プリズムの入射側端部の変形例を眼球側から見た正面図
である。図１１（ｂ）は、導光プリズムの入射側端部の変形例の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００１４】
（第１参考例）
　図１は、本発明の第１参考例に係る画像表示装置の外観を示す斜視図である。この画像
表示装置１は、眼鏡の形状を有し画像表示装置全体を観察者の頭部に固定支持するための
支持部２と、支持部２のテンプル（側頭部のフレーム）に固定され表示素子３１（図２参
照）が内蔵された本体部３と、本体部３により一端部で支持され、他方の端部が観察者に
装着した状態において観察者の眼前まで延びる導光プリズム５を備える。
【００１５】
　本体部３には、表示素子３１に加え、表示素子３１に画像を表示するための電子回路や
、本体部３の外部から有線または無線により映像データを受信するための通信機能等を備
える。
【００１６】
　図２は、図１の画像表示装置の光学系を示す図であり、図２（ａ）は眼球側から見た正
面図、図２（ｂ）は平面図、図２（ｃ）は表示素子側から見た側面図である。表示素子３
１は、観察すべき画像を表示する液晶表示素子や有機ＥＬ素子等であり、本体部３内に内
蔵されている。この表示素子３１に表示された画像の映像光は、導光プリズム５の入射面
５１に入射するように構成されている。表示素子３１と導光プリズム５の入射面５１との
間には、表示素子３１を保護するための保護窓（図示せず）を設けることが望ましい。
【００１７】
　導光プリズム５は、透明な樹脂からなる一方向に長いプリズムである。導光プリズム５
は、映像光の進行方向である長手方向の両端に入射面５１と反射面５２とを備え、入射面
５１と反射面５２との間には、映像光の光路を取り囲むように、第１の側面５３ａ、第２
の側面５３ｂ、第３の側面５３ｃ、および、第４の側面５３ｄを有するとともに、第２の
側面上に射出面５４が形成されている。観察者が画像表示装置１を装着した状態で、第１
の側面５３ａは観察者の正面に向いた面の反対側に位置し、第２の側面５３ｂは観察者の
正面に向いた面である。また、第３の側面５３ｃは導光プリズムの上側の面であり、第４
の側面５３ｄは導光プリズムの下側の面である。すなわち、第１の側面５３ａと第２の側
面５３ｂとは互いに対向する面であり、第３の側面５３ｃと第４の側面５３ｄとは互いに
対向する面である。
【００１８】
　図２では、第１～第４の側面５３ａ～５３ｄは平面として構成され、それぞれ入射面５
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１と略直交している。しかし、第１～第４の側面５３ａ～５３ｄは多少の湾曲を有してい
ても良く、また、反射面５２側より入射面５１側の方が幅広に構成されていてもよい。例
えば、第３の側面５３ｃと第４の側面５３ｄとの間の距離は、入射面５１側よりも反射面
５２側の方が狭くなるようにすることもできる。また、第１および第２の側面の観察者の
眼球から見た幅は、好適には人間の平均的な瞳孔径である４ｍｍより狭く、導光プリズム
５よりも前方の外界の観察を妨げないように設定される。あるいは、画像を視野内により
大きく表示するために、４～９ｍｍ程度の幅としても良い。
【００１９】
　反射面５２は、導光プリズム５の長手方向に対して、内側面を観察者側に向けて約４５
°傾斜した斜面として形成される。この反射面５２は、導光プリズム５内を長手方向に進
行する映像光が全反射されるように、アルミスパッタリングなどによってミラー面として
形成される。なお、導光プリズム５の材料の屈折率および反射面の角度などの条件によっ
ては、表面を反射膜でコーティングしなくとも、全反射面を形成することができる。
【００２０】
　また、第２の側面５３ｂの反射面５２に隣接する部分には、射出面５４が設けられてい
る。射出面５４は、反射面５２で反射された映像光の眼球への光路上に位置する凸面とし
て形成される。この射出面５４は、導光プリズム５と一体として形成される。樹脂を用い
て一体成型することによって、導光プリズム５を大量且つ安価に製造することが可能にな
る。しかし、射出面５４は、平面として形成された第２の側面５３ｂ上に、平凸レンズを
接合して形成することも可能である。なお、図２以降の図面において、射出面５４の光軸
を一点鎖線で示している。光軸は、反射面５２で屈曲し表示素子３１の中心を通る。反射
面５２と入射面５１との間で、光軸の方向は、導光プリズム５３の長手方向と一致してい
る。
【００２１】
　導光プリズム５の第１～第４の側面５３ａ～５３ｄには、それぞれ、断面がＶ字形のプ
リズム溝６１ａ～６１ｄが長手方向と垂直な方向に延びている。それぞれのプリズム溝６
１ａ～６１ｄは、隣接する側面のプリズム溝と繋がっており、全体として、導光プリズム
５の４つの側面５３ａ～５３ｄを通り映像光の光路の周りを一周するように形成されてい
る。
【００２２】
　プリズム溝６１ａ～６１ｄは、導光プリズム５の各側面に切り込むエッジを挟む２つの
溝面により形成されている。図３は、図２の第１の側面５３ａに設けられたプリズム溝６
１ａを拡大して示す断面図である。プリズム溝６１ａは、２つの溝面Ｓ1，Ｓ2により構成
されている。これらの溝面Ｓ1，Ｓ2の傾斜角度θ1，θ2は、導光プリズム内で発生する迷
光やゴースト光を、導光プリズム５の外部へ透過させ、あるいは、導光プリズム内に向け
て反射させて他の側面から透過させることにより除去するように設計される。このため、
各プリズム溝６１ａ～６１ｄの断面のＶ字形は、入射面側と反射面側とで必ずしも左右対
称な形状とはなっていない。なお、導光プリズム内の不所望な位置での反射により生じる
望ましくない光を迷光と呼び、特に、観察しようとする正規の像以外の望ましくない像を
生じさせる光をゴースト光と呼ぶ。
【００２３】
　図４は、図２の表示素子、プリズム溝のエッジが形成する枠、および、導光プリズムの
入射窓の視野角の関係を説明する図であり、図２（ｂ）の光学系を反射面５２による屈曲
を直線状に延ばして模式的に示している。図４において、Ｄθ、ＶθおよびＰθは、それ
ぞれ、表示素子の表示領域の視野角、プリズム溝のＶ字形のエッジを結んで形成される領
域の視野角、および、導光プリズムの入射窓枠の視野角を示している。これらの視野角は
、射出面５４の中央とそれぞれの領域の外周端部を結ぶ線を引くことによって確認するこ
とができる。ここで、Ｄθ、ＶθおよびＰθは、
Ｄθ＜Ｖθ＜Ｐθ
の関係を満たすように形成される。なお、図４の例で角視野角は、水平方向（第１の側面
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５３ａおよび第２の側面５３ｂに対して垂直方向）の視野角であるが、導光プリズムは、
垂直方向の視野角についても同様の関係を満たすようにすることが好ましい。
【００２４】
　以上のように構成されているので、本体部３の表示素子３１から射出された映像光は、
導光プリズム５の入射面５１を透過して、導光プリズム５内に入射する。導光プリズム５
に入射した映像光は、導光プリズム５内を長手方向に導光され反射面５２で反射され、射
出面５４から観察者の眼球方向へ射出される。射出面５４は正の屈折力を有しているので
、観察者側から見ると、表示素子３１に表示された画像が拡大された虚像として視野内に
表示される。
【００２５】
　また、表示素子３１から射出された映像光の一部は、プリズム溝６１ａ～６１ｄが無い
場合、第１～第４の側面５３ａ～５３ｄの不所望な位置で反射され、迷光やゴースト光を
発生させる虞がある。しかし、本発明の導光プリズム５は、プリズム溝６１ａ～６１ｄを
第１～第４の側面５３ａ～５３ｄのそれぞれに形成したので、迷光やゴースト光を導光プ
リズム５の外部へ除去し、コントラストの低下や、表示画面の上下左右にゴースト画像が
現れることを防ぐことができる。また、プリズム溝６１ａ～６１ｄは、第１～第４の側面
５３ａ～５３ｄ上に、映像光の光路を周回するように配置されているので、この長手方向
の位置において迷光およびゴースト光をより確実に除去することができる。
【００２６】
　さらに、図４で示したように、Ｄθ、ＶθおよびＰθを、それぞれ、表示素子の表示領
域の視野角、プリズム溝のＶ字形のエッジを結んで形成される領域の視野角、および、導
光プリズムの入射窓枠の視野角とするとき、Ｄθ、ＶθおよびＰθは、
Ｄθ＜Ｖθ＜Ｐθ
の関係を満たすので、表示素子３１の表示領域からの映像光が、プリズム溝６１ａ～６１
ｄによってケラレることがなく、且つ、プリズム溝６１ａ～６１ｄと入射面５１との間の
側面で発生するゴースト光をカットすることができる。
【００２７】
　以上説明したように、本参考例によれば、映像光の光路を取り囲む導光プリズム５の４
つの側面５３ａ～５３ｄに、それぞれV字形のプリズム溝６１ａ～６１ｄを形成したので
、導光プリズム５の各内側面での反射による迷光やゴースト光を低減することができる。
さらに、４つの側面５３ａ～５３ｄを周回するようにプリズム溝６１ａ～６１ｄが形成さ
れていることから、より確実に迷光やゴースト光をカットできる。また、Ｄθ＜Ｖθ＜Ｐ
θの関係を満たすことで、有効な映像光がプリズム溝でケラレることを防ぐことができる
。
【００２８】
（第２参考例）
　図５は、第２参考例の画像表示装置の光学系を示す図であり、図５（ａ）は眼球側から
見た正面図、図５（ｂ）は平面図、図５（ｃ）は表示素子側から見た側面図である。第２
参考例の導光プリズム５は、図１の第１参考例の導光プリズム５において、プリズム溝６
１ａ～６１ｄに代えて、第１の側面５３ａおよび第２の側面５３ｂに設けられる一対のプ
リズム溝６２ａおよび６２ｂ（第１の対の溝）が互いに対向する位置に形成され、第３の
側面５３ｃおよび第４の側面５３ｄに設けられる他の一対のプリズム溝６２ｃおよび６２
ｄ（第２の対の溝）が互いに対向する位置に形成される。ここで、プリズム溝６２ａおよ
び６２ｂは、プリズム溝６２ｃおよび６２ｄに対して、導光プリズム５の長手方向の反射
面５２側に離間して配置されている。その他の構成は、第１参考例と同様であるので、同
一または対応する構成要素には同一参照符号を付して説明を省略する。
【００２９】
　本参考例によれば、映像光の光路を取り囲む導光プリズム５の４つの側面５３ａ～５３
ｄに、それぞれV字形のプリズム溝６２ａ～６２ｄを形成したので、第１参考例と同様に
、導光プリズム５の各側面での反射による迷光やゴースト光を低減することができる。さ
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らに、プリズム溝６２ａおよび６２ｂとプリズム溝６２ｃおよび６２ｄとの長手方向の位
置をずらしているため、導光プリズム５を樹脂成型するとき樹脂の流動性が良く、第１～
第４の側面５３ａ～５３ｄの各光学面の精度を向上することができる。
【００３０】
（第３参考例）
　図６は、第３参考例の画像表示装置の光学系を示す図であり、図６（ａ）は眼球側から
見た正面図、図６（ｂ）は平面図、図６（ｃ）は表示素子側から見た側面図である。第３
参考例の導光プリズム５は、第１～第４の側面５３ａ～５３ｄに、それぞれ、図５の第２
参考例の導光プリズム５の各側面を横切るように延びるプリズム溝６２ａ～６２ｄに代え
て、第１～第４の側面５３ａ～５３ｄの長手方向と直交する方向の幅よりも短いプリズム
溝６３ａ～６３ｄを形成したものである。各プリズム溝６３ａ～６３ｄは、それぞれ、第
１～第４の側面５３ａ～５３ｄの面内に形成され、第１～第４の側面５３ａ～５３ｄの互
いに隣接する側面との間の角部までは延びていない。
【００３１】
　また、導光プリズム５の何れかの側面（例えば、第２の側面５３ｂ）の幅をＰｗ、当該
側面に形成されたプリズム溝（プリズム溝６３ｂ）の長さをＶｗ、表示素子の有効領域の
当該側面に対応する方向の幅を長さをＤｗとするとき、
Ｄｗ＜Ｖｗ＜Ｐｗ
を満たすように構成する。
その他の構成は、第２参考例と同様であるので、同一または対応する構成要素、には同一
参照符号を付して説明を省略する。
【００３２】
　以上のような構成により、プリズム溝６３ａ～６３ｄの長さを、表示素子３１の対応す
る方向の有効径よりも長くしたので、漏れなくゴースト光をカットすることができる。ま
た、プリズム溝６３ａ～６３ｄの長さを、導光プリズム５の対応する各側面５３ａ～５３
ｄの幅より短くし、導光プリズム５の隣接する側面の間の角部分に溝を設けないようにし
たので、導光プリズム５を本体部３に取り付けて使用する際の保持力を確保することがで
きる。また、視度の調整を行うために、導光プリズム５を本体部３に対して長手方向にス
ライドさせるような場合も、導光プリズム５をスムーズに動作させることが可能になる。
【００３３】
（第４参考例）
　図７は、第４参考例の画像表示装置の光学系を示す図であり、図７（ａ）は眼球側から
見た正面図、図７（ｂ）は平面図である。第４参考例の導光プリズム５は、図６の第３参
考例の導光プリズム５において、第３の側面５３ｃおよび第４の側面５３ｄ上の、プリズ
ム溝６３ａ，６３ｂよりも反射面５２側の互いに対向する位置に、更にプリズム溝６４ｃ
および６４ｄ（第３の対の溝）を形成したものである。ここで、入射面５１側のプリズム
溝６３ｃ、６３ｄと、反射面５２側のプリズム溝６４ｃ，６４ｄとは、Ｖ字形を形成する
溝面の角度を変えて形成する。具体的には、プリズム溝６３ｃ，６３ｄは、表示素子３１
からの映像光による迷光やゴースト光をカットするように設計するのに対して、プリズム
溝６４ｃ，６４ｄは、射出面５４や反射面５３の縁部からの逆入射光が、表示素子３１に
到達して表示素子の動作に影響を与えたり、コントラストを低下させたりすることを防止
するように設計される。この場合、反射面５４側のプリズム溝６４ｃ，６４ｄの溝面を入
射面側のプリズム溝６３ｃ，６３ｄの溝面と逆向きに傾かせる。言い換えれば、プリズム
溝６３ｃ，６３ｄ，６４ｃ，６４ｄについて、図３に示したのと同様に、入射面側の溝面
Ｓ1、反射面側の溝面Ｓ2のそれぞれの対応する側面に対する角度θ1，θ2を定義するとき
、プリズム溝６３ｃ，６３ｄとプリズム溝６４ｃ，６４ｄとの間で、θ1とθ2との大小関
係が異なるようにする。このようにすることによって、逆入射光をカットすることができ
る。その他の構成は、第３参考例と同様であるので、同一または対応する構成要素、には
同一参照符号を付して説明を省略する。
【００３４】
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　以上説明したように、本参考例によれば、第３および第４の側面５３ｃ，５３ｄに２対
のプリズム溝６３ｃ，６３ｄおよび６４ｃ，６４ｄを形成し、プリズム溝６４ｃ，６４ｄ
は、逆入射光をカットするように構成したので、第３参考例の効果に加え、逆入射光によ
る表示素子の動作への悪影響やコントラストの低下を防止することができる。
【００３５】
　なお、プリズム溝６４ｃ，６４ｄを逆入射光の除去ではなく、迷光およびゴースト光の
更なる除去のために用いることができる。その場合、各プリズム溝６３ｃ，６３ｄ，６４
ｃ，６４ｄの深さを第３参考例よりも浅くして、一対のプリズム溝６３ｃ，６３ｄのみが
形成されている場合と同様の効果を生じさせることもできる。この他にも、複数の対のプ
リズム溝を設けるとともに、入射面５１からの距離に応じて溝面の角度を変えることによ
り、種々の効果を得ることができる。
【００３６】
（実施の形態）
　図８は、実施の形態の画像表示装置の光学系を示す図であり、図８（ａ）は眼球側から
見た正面図、図８（ｂ）は平面図である。図８の導光プリズム５では、第３の側面５３ｃ
に入射面５１側から順に３つのプリズム溝６５ａ，６５ｃ，６５ｅが形成されている。こ
れらのプリズム溝６５ａ，６５ｃ，６５ｅは、導光プリズムの長手方向に対して垂直方向
ではなく、角度をつけて形成されている。特にプリズム溝６５ｅは、反射面５２の近傍に
反射面の傾斜に沿って設けられている。また、第４の側面５３ｄのプリズム溝６５ａ，６
５ｃ，６５ｅに対向する位置にも、それぞれ同様のプリズム溝６５ｂ，６５ｄ，６５ｆが
形成される。
【００３７】
　上記のような構成により、表示素子３１から射出された映像光のうち、光路から外れた
光は、図８（ａ）および図８（ｂ）のように、プリズム溝６５ａ～６５ｆにより、観察者
から見て鉛直方向や前後方向などの種々の方向成分を有して偏向される。これによって、
より確実にゴースト光をカットすることが可能になる。また、反射面５２に近い位置に反
射面５２の傾斜に沿うようにプリズム溝６５ｅ，６５ｆを形成したので、映像光の外周部
が反射面５１の前後でプリズム溝６５ｅ，６５ｆの近傍を２回通過することとなり、２倍
の迷光およびゴースト光除去効果が得られる。
【００３８】
　第３の側面５３ｃおよび第４の側面５３ｄに設けたプリズム溝６５ａ～６５ｆに加え、
第１の側面５３ａおよび第２の側面５３ｂにも、長手方向に垂直なプリズム溝や長手方向
に対して角度をつけたプリズム溝を形成しても良い。
【００３９】
（第５参考例）
　図９は、第５参考例の画像表示装置の光学系を示す正面図である。導光プリズム５には
、第２の側面５３ｂに長手方向に対して角度をつけたプリズム溝６６ａ～６６ｄを形成し
ている。この場合、第１の側面５３ａの対向する位置にもプリズム溝を形成しているが、
簡単のために図を省略する。第２の側面５３ｂに形成されたプリズム溝のうち、プリズム
溝６６ａおよび６６ｂは、導光プリズム５の長手方向に対して反対方向に角度をつけた２
つのプリズム溝が互いに交差している。このように、互いに反対方向に角度を付けたプリ
ズム溝を交差させることによって、プリズム溝６６ａと６６ｂとが、導光プリズムの長手
方向に対して対称な形状となる。これにより、迷光やゴースト光を均等にカットすること
が可能になる。
【００４０】
（第６参考例）
　図１０は、第６参考例の画像表示装置の光学系を説明する図である。反射面５２による
反射を省略して、導光プリズム５３を直線状に延ばして模式的に示している。第１の側面
５３ａおよび第２の側面５３ｂには、それぞれ、導光プリズム５の長手方向に直角で、各
側面５３ａ，５３ｂを横断する４対のプリズム溝が形成されている。具体的には、図１０
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に示すように、入射面５１側から順に、プリズム溝６７ａ，６７ｂ、プリズム溝６７ｃ，
６７ｄ、プリズム溝６７ｅ，６７ｆ、および、プリズム溝６７ｇ，６７ｈがそれぞれ対を
形成している。
【００４１】
　また、図１０では、表示素子３１の表示領域から射出され、射出面５４を通過する映像
光の有効光束が通過する範囲を、２本の直線ｌ1およびｌ2で挟まれた領域として示してい
る。各プリズム溝６７ａ～６７ｈは、上記有効光束が通過する範囲の外側に形成する。し
たがって、プリズム溝６７ａ～６７ｈの深さは、入射面５１に近いほど深く、反射面５２
に近いほど浅く形成する。また、入射面５１側ではプリズム溝が深いのでプリズム溝間の
間隔を広くし、反射面５２側ではプリズム溝が浅いので、プリズム溝の間隔を狭く配置し
ている。すなわち、図１０においては、プリズム溝６７ａ，６７ｂの深さをｄ1とし、プ
リズム溝６７ｇ，６７ｈの深さをｄ2とすると、ｄ1＞ｄ2となる。また、プリズム溝６７
ａ，６７ｂとプリズム溝６７ｃ，６７ｄとの間の間隔をＰ1、プリズム溝６７ｅ，６７ｆ
とプリズム溝６７ｇ，６７ｈとの間隔をＰ2とするとき、Ｐ1＞Ｐ2となる。
【００４２】
　以上のような構成により、本参考例によれば、表示素子３１から射出される映像光の有
効光束の、プリズム溝６７ａ～６７ｈによるケラレが発生することがない。また、プリズ
ム溝の深さが浅いほど、プリズム溝間のピッチを狭くするので、迷光およびゴースト光を
効率的に除去することができる。
【００４３】
　さらに、図１０において、入射面５１に近い側に配置された一対の溝（プリズム溝６７
ａ，６７ｂ）をＶａ、この溝の射出面５４側に隣接する他の一対の溝（プリズム溝６７ｃ
，６７ｄ）をＶｂとするとき、他の一対の溝Ｖｂの溝間の幅Ｖｂｗによる画角をＶｂθ、
一対の溝Ｖａの形成される側面５３ａ、５３ｂに対して１対の溝Ｖａのエッジと対称な位
置をＶａ’としたときの、Ｖａ’間の幅をＶａ’ｗとし、その幅Ｖａ’ｗによる視野角を
Ｖａ’θとしたとき、
Ｖｂθ＜Ｖａ’θ
を満たすように溝Ｖａ、Ｖｂの間の距離（Ｐ１）が設定される。このようにすることによ
って、一対の溝Ｖａと他の一対の溝Ｖｂとの間で発生するゴースト光を除去することがで
きる。
【００４４】
　なお、本参考例において、さらに第３の側面および第４の側面にも、第１の側面および
第２の側面と同様の複数のプリズム溝を形成しても良い。その場合も、上述のような溝の
深さ、溝の間隔の条件を満たすことにより、同様の効果が得られる。また、各側面のプリ
ズム溝の数は４つに限られず、これより多数のプリズム溝を形成しても良い。
【００４５】
　なお、本発明は、上記実施の形態にのみ限定されるものではなく、幾多の変形または変
更が可能である。例えば、上記実施の形態では、導光プリズムの入射側端部には、導光プ
リズムの長手方向と直交する入射面が設けられていたが、導光プリズムの入射側の形状は
これに限られない。図１１は、図２に示した第１参考例の導光プリズムの入射側端部を変
更した導光プリズム５の変形例である。この導光プリズム５では、入射側端部にも、長手
方向に対して傾斜した反射面７１を形成するとともに、観察者の手前側の第２の側面５３
ｂの端部に入射面７６を形成し、表示素子３１を入射面７６に対向して配置する。これに
より、表示素子３２から射出された映像光は、入射面７６から導光プリズム５に入射し、
反射面７１で反射され、導光プリズム５内を長手方向に導光される。このように入射側端
部を構成しても、上記各実施の形態と同様の作用、効果が得られる。この他にも、入射側
端部は種々の構成が可能である。
【００４６】
　また、上記各実施の形態では、導光プリズムの第１の側面と第２の側面とに形成したプ
リズム溝は、互いに対向して配置されており、同様に、第３の側面と第４の側面とに形成



(10) JP 6184370 B2 2017.8.23

10

20

30

40

されたと溝は、互いに対向して配置されている。しかし、本発明はこれに限られず、例え
ば、４つの側面の長手方向にそれぞれ異なる位置に溝を配置しても良い。さらに、導光プ
リズムの光軸は、長手方向に沿う方向である必要は無く、例えば、導光プリズム内の第1
および第２の側面で複数回反射した映像光が、反射面で反射され射出面から射出されるよ
うに構成しても良い。その場合、第１および第２の側面におけるプリズム溝の位置は、有
効な映像光の光路を遮らない位置に設定される。
【００４７】
　また、導光プリズムの側面は、４面により構成されるものとしたが、これに限られない
。例えば、隣接する各側面の間の稜線部分の角を取ったり、丸みをつけたりした形状も含
まれる。また、導光プリズムは、透明な樹脂より形成されるとしたが、これに限られず、
ガラスなどの他の透明な光学部材により形成しても良い。さらに、上記実施の形態におい
て、導光プリズムの射出面は凸面として形成されるものとしたが、これに限られない。例
えば、反射面を正の屈折力を有する反射面として形成し、射出面は平面とすることも可能
である。この場合も、観察者は表示素子に表示された画像の拡大された虚像を観察するこ
とが可能である。
【００４８】
　また、図１において図示した画像表示装置は、観察者の右眼に向けて画像を表示するも
のであるが、左眼用や両眼用などの画像表示装置として構成することも可能である。さら
に、画像表示装置は眼鏡型のものに限られず、本体部および導光プリズムをゴーグルやヘ
ルメットのようなものに固定するなど、頭部に固定するための種々の形態が可能である。
【符号の説明】
【００４９】
　１　　画像表示装置
　２　　支持部
　３　　本体部
　５　　導光プリズム
　３１，３２　　表示素子
　５１　　入射面
　５２　　反射面
　５３ａ，７３ａ　　第１の側面
　５３ｂ，７３ｂ　　第２の側面
　５３ｃ，７３ｃ　　第３の側面
　５３ｄ，７３ｄ　　第４の側面
　５４，７４　　射出面
　６１ａ～６１ｄ　　プリズム溝
　６２ａ～６２ｄ　　プリズム溝
　６３ａ～６３ｄ　　プリズム溝
　６４ｃ，６４ｄ　　プリズム溝
　６５ａ～６５ｆ　　プリズム溝
　６６ａ～６６ｄ　　プリズム溝
　６７ａ～６７ｈ　　プリズム溝
　７０　　導光プリズム
　７１　　反射面
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