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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザーの眼を直接覆うように構成され、左眼用並びに右眼用の再生映像を表示する表
示部と、
　前記表示部の前面で前記ユーザーの額部分に配設された、座標入力機能を有するタッチ
・センサーを含み、ユーザーが指示操作するユーザー操作部と、
　前記ユーザー操作部に対して座標入力された位置情報に基づいて、前記左眼用並びに右
眼用の再生映像に重畳表示するＯＳＤ画面を制御する表示制御部と、
を具備し、
　前記表示制御部は、ユーザーが前記タッチ・センサーに触れたことに応答して、複数の
メニュー・ボタンを水平方向に配列したＯＳＤ画面を表示させるとともに、ユーザーが触
れた位置に近いメニュー・ボタンを強調表示させる、
ヘッド・マウント・ディスプレイ。
【請求項２】
　前記表示制御部は、ユーザーが前記タッチ・センサー上で触れる位置を水平方向に移動
させたことに対応して、強調表示するメニュー・ボタンを変更する、
請求項１に記載のヘッド・マウント・ディスプレイ。
【請求項３】
　前記表示制御部は、ユーザーが前記タッチ・センサー上で触れる位置を垂直方向に移動
させたことに応答して、前記強調表示されたメニュー・ボタンの選択を確定させる、
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請求項１又は２のいずれかに記載のヘッド・マウント・ディスプレイ。
【請求項４】
　前記表示制御部は、ユーザーが前記タッチ・センサー上で触れる位置を垂直方向に移動
させたことに応答して、前記強調表示されたメニュー・ボタンを垂直方向へ移動させる、
請求項１乃至３のいずれかに記載のヘッド・マウント・ディスプレイ。
【請求項５】
　ユーザーの眼を直接覆うように構成された表示部で表示する左眼用並びに右眼用の再生
映像を処理する映像信号処理ステップと、
　前記表示部の前面で前記ユーザーの額部分に配設され、座標入力機能を有するタッチ・
センサーに対するユーザーの操作を入力するユーザー入力ステップと、
　前記ユーザー入力ステップにおいて座標入力された位置情報に基づいて、前記左眼用並
びに右眼用の再生映像に重畳表示するＯＳＤ画面を制御する表示制御ステップと、
を有し、
　前記表示制御ステップでは、ユーザーが前記タッチ・センサーに触れたことに応答して
、複数のメニュー・ボタンを水平方向に配列したＯＳＤ画面を表示させるとともに、ユー
ザーが触れた位置に近いメニュー・ボタンを強調表示させる、
ヘッド・マウント・ディスプレイの表示制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で開示する技術は、ユーザーの頭部に装着して映像の視聴に供されるヘッド・
マウント・ディスプレイ及び表示制御方法に係り、特に、装着したユーザーの操作に応じ
てヘッドフォンの音量の増大／低下や、コンテンツの再生開始、停止、早送り、早戻しな
どの機器動作を行なうヘッド・マウント・ディスプレイ及び表示制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　頭部に装着して映像を視聴する表示装置、すなわちヘッド・マウント・ディスプレイ（
ＨＭＤ）が広く知られている。ヘッド・マウント・ディスプレイは、左右の眼毎に光学ユ
ニットを持ち、また、ヘッドフォンと併用し、視覚及び聴覚を制御できるように構成され
ている。頭部に装着した際に外界を完全に遮るように構成すれば、ブルーレイ・ディスク
（ＢＤ）などの再生映像を視聴するときの仮想現実感が増す。また、ヘッド・マウント・
ディスプレイは、左右の眼に違う映像を映し出すことも可能であり、左右の眼に視差のあ
る画像を表示すれば３Ｄ画像を提示することができる。
【０００３】
　ヘッド・マウント・ディスプレイの左右の眼の表示部には、例えば液晶や有機ＥＬ（Ｅ
ｌｅｃｔｒｏ－ Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）素子などからなる高解像度の表示パネルを
用いることができる。また、光学系で適当な画角を設定するとともに、ヘッドフォンで多
チャンネルを再現すれば、映画館で視聴するような臨場感を再現することができるであろ
う。
【０００４】
　多くのヘッド・マウント・ディスプレイは、遮光性を伴うとともに、ユーザーの眼を直
接覆うように構成されている。したがって、ヘッド・マウント・ディスプレイを装着する
と、ユーザーは、暗い場所にいるのと同じ環境になり、表示される映像に没入することが
できる。
【０００５】
　一般に、ヘッド・マウント・ディスプレイは、ＤＶＤプレイヤーやブルーレイ・ディス
ク（ＢＤ）プレイヤーなどのＡＶ再生装置に接続して、映画などのコンテンツを鑑賞する
のに利用される（例えば、特許文献１を参照のこと）。
【０００６】
　ここで、ＡＶコンテンツを視聴する際、ユーザーは、ヘッドフォンの音量の増大／低下
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や、コンテンツの再生開始、停止、早送り、早戻しなどの指示を機器に対して行なう必要
がある。例えば、メニューの表示や選択した項目の確定を行うためのメニュー・ボタンや
、着目する項目を移動させるためのアップボタン及びダウンボタン、音量を調節するため
のボリュームダイアルなどを有するコントローラを接続した頭部装着型映像表示装置につ
いて提案がなされている（例えば、特許文献２を参照のこと）。
【０００７】
　ところが、ヘッド・マウント・ディスプレイは、遮光性を伴うとともに、ユーザーの眼
を直接覆う「没入型」であることから、ユーザーが一旦ヘッド・マウント・ディスプレイ
を装着すると、目隠し状態でコントローラを介した機器操作を行なわなければならない。
このため、ボタンの押し間違いなどにより機器を誤操作してしまう可能性がある。
【０００８】
 また、映像や音声などの調整、その他の入力操作を行なうメニューなどの文字信号を、
ＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）機能により、本来の映像に重畳して表示
する頭部装着型映像表示装置もあるが（例えば、特許文献３～５を参照のこと）、没入型
の表示装置の場合、ユーザーは目隠し状態で調整用のボタンやスイッチを操作しなければ
ならず、操作が難しいと思料される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００５－８６３２８号公報
【特許文献２】特開２００１－１３３７２４号公報
【特許文献３】特開２００３－９８４７１号公報
【特許文献４】特開２００３－３６０６９号公報
【特許文献５】特開２００２－１８９４４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本明細書で開示する技術の目的は、装着したユーザーの操作に応じてヘッドフォンの音
量の増大／低下や、コンテンツの再生開始、停止、早送り、早戻しなどの機器動作を行な
う、優れたヘッド・マウント・ディスプレイ及び表示制御方法を提供することにある。
【００１１】
　本明細書で開示する技術のさらなる目的は、ヘッド・マウント・ディスプレイを装着し
目隠し状態になったユーザーが好適に機器操作を行なうことができる、優れたヘッド・マ
ウント・ディスプレイ及び表示制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本願は、上記課題を参酌してなされたものであり、請求項１に記載の技術は、
　左眼用映像並びに右眼用映像を表示する表示部と、
　座標入力機能を含み、ユーザーが指示操作するユーザー操作部と、
　前記ユーザー操作部に対して座標入力された位置情報に基づいて、前記表示部に表示す
る映像を制御する表示制御部と、
を具備するヘッド・マウント・ディスプレイである。
【００１３】
　本願の請求項２に記載の技術によれば、請求項１に記載のヘッド・マウント・ディスプ
レイは、表示制御部が、前記ユーザー操作部に対して座標入力された位置情報に基づいて
、前記表示部に表示する映像に重畳するＯＳＤ画面を制御するように構成されている。
【００１４】
　本願の請求項３に記載の技術によれば、請求項１に記載のヘッド・マウント・ディスプ
レイのユーザー操作部は、タッチ・センサー付きの複数のスイッチを含んでいる。そして
、表示制御部は、ユーザーが前記複数のスイッチのいずれかに触れたことに応答して、前
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記複数のスイッチの配列を模したＯＳＤ画面を表示させるように構成されている。
【００１５】
　本願の請求項４に記載の技術によれば、請求項３に記載のヘッド・マウント・ディスプ
レイは、表示制御部が、ユーザーが触れたスイッチに対応するメニュー・ボタンを強調表
示させるように構成されている。
【００１６】
　本願の請求項５に記載の技術によれば、請求項１に記載のヘッド・マウント・ディスプ
レイのユーザー操作部は、タッチ・センサーを含んでいる。そして、表示制御部は、ユー
ザーが前記タッチ・センサーに触れたことに応答して、複数のメニュー・ボタンからなる
ＯＳＤ画面を表示させるように構成されている。
【００１７】
　本願の請求項６に記載の技術によれば、請求項５に記載のヘッド・マウント・ディスプ
レイは、表示制御部が、ユーザーが前記タッチ・センサー上で触れた位置に対応するメニ
ュー・ボタンを強調表示させるように構成されている。
【００１８】
　本願の請求項７に記載の技術によれば、請求項６に記載のヘッド・マウント・ディスプ
レイは、表示制御部が、ユーザーが前記タッチ・センサー上で触れる位置を移動させたこ
とに対応して、強調表示するメニュー・ボタンを変更するように構成されている。
【００１９】
　本願の請求項８に記載の技術によれば、請求項１に記載のヘッド・マウント・ディスプ
レイのユーザー操作部は、タッチ・センサーを含んでいる。そして、表示制御部は、
　ユーザーが前記タッチ・センサーに触れたことに応答して、複数のメニュー・ボタンを
第１の方向に配列するとともに、ユーザーが前記タッチ・センサー上で触れた位置に対応
するメニュー・ボタンを強調表示したＯＳＤ画面を前記表示部に表示させ、ユーザーが前
記タッチ・センサー上で触れる位置を前記第１の方向とは異なる第２の方向に移動させた
ことに応答して、前記強調表示されたメニュー・ボタンの選択を確定するように構成され
ている。また、ヘッド・マウント・ディスプレイは、選択が確定されたメニュー・ボタン
に対応した当該機器の制御を実行する制御部をさらに備えている。
【００２０】
　また、本願の請求項９に記載の技術は、
　左眼用映像並びに右眼用映像を処理する映像信号処理ステップと、
　座標入力機能を含んだユーザー操作部に対するユーザーの操作を入力するユーザー入力
ステップと、
　前記ユーザー入力ステップにおいて座標入力された位置情報に基づいて、左眼用映像並
びに右眼用映像の表示を制御する表示制御ステップと、
を有するヘッド・マウント・ディスプレイの表示制御方法である。
【発明の効果】
【００２１】
　本明細書で開示する技術によれば、装着したユーザーの操作に応じてヘッドフォンの音
量の増大／低下や、コンテンツの再生開始、停止、早送り、早戻しなどの機器動作を好適
に行なうことができる、優れたヘッド・マウント・ディスプレイ及び表示制御方法を提供
することができる。
【００２２】
　また、本明細書で開示する技術によれば、ヘッド・マウント・ディスプレイを装着し目
隠し状態になったユーザーが好適に機器操作を行なうことができる、優れたヘッド・マウ
ント・ディスプレイ及び表示制御方法を提供することができる。
【００２３】
　本明細書で開示する技術によれば、ヘッド・マウント・ディスプレイは、タッチ・セン
サーなどの座標入力機能を有するユーザー操作部を備えており、タッチ・センサーに対し
て座標入力された位置情報に基づいて、左眼用映像並びに右眼用映像に重畳するＯＳＤ画
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面を制御するようになっており、ユーザーは、ヘッド・マウント・ディスプレイを装着し
て目隠し状態になったとしても、現在自分はユーザー操作部でどこに触れているのかをＯ
ＳＤ画面を介して確認することができ、メニュー選択操作を正しく行ない、好適に機器操
作を行なうことが可能となる。
【００２４】
　例えば、ユーザー操作部がタッチ・センサー付きの複数のスイッチからなる場合には、
複数のスイッチの配列を模したＯＳＤ画面を映像に重畳して表示し、ユーザーが触れたス
イッチに対応するメニュー・ボタンを強調表示するので、ユーザーは目隠し状態でも、現
在自分はユーザー操作部でどこに触れているのかをＯＳＤ画面を介して確認することがで
き、正しくメニュー選択操作を行なうことができる。
【００２５】
　また、ユーザー操作部がタッチ・センサーからなる場合には、例えば複数のメニュー・
ボタンを水平方向に配列するとともに、ユーザーがタッチ・センサー上で触れた位置に対
応するメニュー・ボタンを強調表示し、さらにユーザーがタッチ・センサー上を垂直方向
になぞることによって強調表示したメニューの選択を確定させる。したがって、ユーザー
は目隠し状態でも、現在自分はユーザー操作部でどこに触れているのかをＯＳＤ画面を介
して確認することができ、正しくメニュー選択操作を行なうことができる。
【００２６】
　本明細書で開示する技術のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する実施形態や添付す
る図面に基づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は、ヘッド・マウント・ディスプレイを含む画像表示システムの構成を模式
的に示した図である。
【図２】図２は、ヘッド・マウント・ディスプレイ１０の内部構成を模式的に示した図で
ある。
【図３Ａ】図３Ａは、ヘッド・マウント・ディスプレイ１０を左斜め前方から俯瞰した斜
視図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、ヘッド・マウント・ディスプレイ１０を分解した様子を示した図で
ある。
【図４】図４は、ヘッド・マウント・ディスプレイ１０がＵＩ操作部２０１として備える
５Ｗａｙキーの構成を示した図である。
【図５】図５は、ユーザーが５Ｗａｙキーのうちいずれかのスイッチに触れたことに応じ
て表示されるＯＳＤ画面の構成例を示した図である。
【図６】図６は、ヘッド・マウント・ディスプレイ１０がＵＩ操作部２０１として備える
タッチ・センサー上を指先で触れたことに応じて表示されるＯＳＤ画面の構成例を示した
図である。
【図７】図７は、ユーザーが指先でタッチ・センサー上を水平方向右側に向かってなぞっ
たことによりＯＳＤ画面の表示が変化した様子を示した図である。
【図８】図８は、ユーザーが指先でタッチ・センサー上を垂直方向になぞったことにより
メニュー選択が確定したことを示すＯＳＤ画面の構成例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、図面を参照しながら本明細書で開示する技術の実施形態について詳細に説明する
。
【００２９】
　図１には、ヘッド・マウント・ディスプレイを含む画像表示システムの構成を模式的に
示している。図示のシステムは、ヘッド・マウント・ディスプレイ１０本体と、視聴コン
テンツのソースとなるブルーレイ・ディスク再生装置２０と、ブルーレイ・ディスク再生
装置２０の再生コンテンツの他の出力先となるハイビジョン・ディスプレイ（例えば、Ｈ
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ＤＭＩ対応テレビ）３０と、ブルーレイ・ディスク再生装置２０から出力されるＡＶ信号
の処理を行なうフロント・エンド・ボックス４０で構成される。
【００３０】
　フロント・エンド・ボックス４０は、ブルーレイ・ディスク再生装置２０から出力され
るＡＶ信号をＨＤＭＩ入力すると、例えば信号処理して、ＨＤＭＩ出力するＨＤＭＩリピ
ーターに相当する。また、フロント・エンド・ボックス４０は、ブルーレイ・ディスク再
生装置２０の出力先をヘッド・マウント・ディスプレイ１０又はハイビジョン・ディスプ
レイ３０のいずれかに切り替える２出力スイッチャーでもある。図示の例では、フロント
・エンド・ボックス４０は２出力であるが、３以上の出力を有していてもよい。但し、フ
ロント・エンド・ボックス４０は、ＡＶ信号の出力先を排他的とし、且つ、ヘッド・マウ
ント・ディスプレイ１０への出力を最優先とする。
【００３１】
　なお、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｔｌｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅ
ｒｆａｃｅ）は、ＤＶＩ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を基に
し、物理層にＴＭＤＳ（Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　Ｍｉｎｉｍｉｚｅｄ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎ
ｔｉａｌ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）を用いた、主に音声と映像の伝送を用途としたディジタ
ル家電向けのインターフェース規格である。本システムは、例えばＨＤＭＩ１．４に準拠
する。
【００３２】
　ブルーレイ・ディスク再生装置２０とフロント・エンド・ボックス４０間、並びに、フ
ロント・エンド・ボックス４０とハイビジョン・ディスプレイ３０間は、それぞれＨＤＭ
Ｉケーブルで接続されている。フロント・エンド・ボックス４０とヘッド・マウント・デ
ィスプレイ１０間も、ＨＤＭＩケーブルで接続するように構成することも可能であるが、
その他の仕様のケーブルを用いてＡＶ信号をシリアル転送するようにしてもよい。但し、
フロント・エンド・ボックス４０とヘッド・マウント・ディスプレイ１０間を接続するケ
ーブル１本で、ＡＶ信号と電力を供給し、且つ、双方向で通信可能であるものとし、ヘッ
ド・マウント・ディスプレイ１０はこのケーブルを介して駆動電力も得ることができる。
【００３３】
　ヘッド・マウント・ディスプレイ１０は、左眼用及び右眼用の独立した表示部を備えて
いる。各表示部は、例えば有機ＥＬ素子を用いている。また、左右の各表示部は、低歪み
で且つ高解像度の広視野角光学系を装備している。
【００３４】
　図２には、ヘッド・マウント・ディスプレイ１０の内部構成を模式的に示している。
【００３５】
　ＵＩ（Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）操作部２０１は、ボタンやスイッチなど、ユー
ザーが操作する１以上の操作子を有し、ユーザーの操作を受け容れる。本実施形態では、
ＵＩ操作部２０１は、タッチ・センサーのような座標位置を入力可能なデバイスを含んで
いるが、詳細は後述に譲る。
【００３６】
　制御部２０３は、ＵＩ操作部２０１を介したユーザーの操作に応じて、ヘッド・マウン
ト・ディスプレイ１０内の動作を制御する。具体的には、制御部２０３は、映像制御部２
０４に対し映像信号の処理を指示し、ＯＳＤ制御部２０５にＯＳＤ画面の描画を指示し、
その他のさまざまな機器内動作をＭＩＳＣ制御部２０６に指示する。
【００３７】
　映像信号入力部２０２は、ブルーレイ・ディスク再生装置２０から再生出力される映像
信号を、フロント・エンド・ボックス４０経由で入力する。映像制御部２０４は、制御部
２０３からの指示に応じて、入力された映像信号に対する画質調整やその他の信号処理を
行ない、ビデオ・バッファー２０７内に書き込む。
【００３８】
　ＯＳＤ制御部２０５は、ＵＩ操作に応じて、本来の映像に重畳するＯＳＤ画面を描画し
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て、ＯＳＤバッファー２０８に書き込む。ＯＳＤ画面は、ユーザーが選択する１以上のメ
ニュー・ボタンやそのため文言情報を含むが、詳細については後述に譲る。
【００３９】
　画像合成部２０９は、ビデオ・バッファー２０７に書き込まれた映像データ上に、ＯＳ
Ｄバッファー２０８に書き込まれたＯＳＤ画面を重畳して、表示制御部２１０に出力する
。
【００４０】
　表示制御部２１０内では、入力した映像信号を左眼用映像信号と右眼用映像信号に分離
して、左眼用表示パネル２１１Ｌ及び右眼用表示パネル２１１Ｒへの描画を制御する。
【００４１】
　左眼用表示パネル２１１Ｌ及び右眼用表示パネル２１１Ｒは、例えば有機ＥＬ素子や液
晶などの表示デバイスからなる。また、左眼用表示パネル２１１Ｌ及び右眼用表示パネル
２１１Ｒには、それぞれ映像を拡大するレンズ・ブロック（図示しない）が装備されてい
る。左右のレンズ・ブロックは、それぞれ複数の光学レンズの組み合わせからなり、左眼
用表示パネル２１１Ｌ及び右眼用表示パネル２１１Ｒ５が表示する映像を光学処理する。
左眼用表示パネル２１１Ｌ及び右眼用表示パネル２１１Ｒの発光面に表示された映像は、
レンズ・ブロックを通過する際に拡大され、ユーザーの網膜に大きな虚像を結像する。そ
して、観察するユーザーの脳内では左眼用映像と右眼用映像が融像される。
【００４２】
　図３には、ヘッド・マウント・ディスプレイ１０の外観の構成例を示している。但し、
図３Ａは左斜め前方から俯瞰した斜視図であり、図３Ｂは、大まかに分解した様子を示し
た図である。図３Ｂに示すように、ヘッド・マウント・ディスプレイ１０は、図２に示し
た主要部品のうち、表示系統を含む大部分の部品を含んだディスプレイ・ユニット部３０
２と、ディスプレイ・ユニット部３０２を覆う外筐３０１と、外筐３０１の上面から突設
した額当て部３０４と、上バンド３０５Ａ及び３０５Ｂからなるヘッド・バンド３０５と
、左右のヘッドフォンを収容するヘッドフォン部３０３Ｌ、３０３Ｒからなる。ディスプ
レイ・ユニット部３０２内には、左右の表示パネル２１１Ｌ、２１１Ｒや、回路基板が収
容される。
【００４３】
　ユーザーがヘッド・マウント・ディスプレイ１０を頭部に装着したとき、額当て部３０
４がユーザーの額に当接するとともに、ヘッド・バンド３０５が頭部の後方に当接する。
図３Ａ、図３Ｂでは詳細な図解は省略するが、ヘッド・バンド３０５は、長さの調整が可
能であるとともに、伸縮可能な素材からなり、ヘッド・バンド３０５が頭部に巻き付く格
好となって、ヘッド・マウント・ディスプレイ１０を頭部に固定する。
【００４４】
　図３Ａからも分かるように、ヘッド・マウント・ディスプレイ１０は、遮光性を伴うと
ともに、ユーザーの眼を直接覆うように構成されている。したがって、ヘッド・マウント
・ディスプレイ１０を装着すると、ユーザーは、暗い場所にいるのと同じ環境になり、表
示される映像に没入することができる。また、ヘッド・マウント・ディスプレイ１０を装
着すると、ユーザーは、左右の映像しか視認することができず、目隠しされたのと同じ状
態となる。
【００４５】
　本実施形態に係るヘッド・マウント・ディスプレイ１０によれば、ＵＩ操作部２０１が
、タッチ・センサーなどの座標入力機能を有している。そして、ＯＳＤ制御部２０５は、
タッチ・センサーに対して座標入力された位置情報に基づいて、左眼用映像並びに右眼用
映像に重畳するＯＳＤ画面を制御する。これによって、ヘッド・マウント・ディスプレイ
１０を装着して目隠し状態になったユーザーであっても、ＯＳＤ画面を介して正しくメニ
ュー選択操作を行なうことができる。
【実施例１】
【００４６】
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　ＵＩ操作部２０１は、座標入力機能として、タッチ・センサー付きの複数のスイッチを
備えている。この場合、ＯＳＤ制御部２０５は、複数のスイッチのいずれかに触れたこと
に応答して、複数のスイッチの配列を模したＯＳＤ画面を映像に重畳して表示する。
【００４７】
　例えば、ＵＩ操作部２０１が、タッチ・センサー付きのスイッチとして、図４に示すよ
うな、上下及び左右の入力キーと中央の決定ボタンからなる５Ｗａｙキーを備えていると
する。
【００４８】
　ユーザーが５Ｗａｙキーのうちいずれかのスイッチに触れると、表示パネル２１１Ｌ又
は２１１Ｒの少なくとも一方の画面には、図５に示すように、５Ｗａｙキーを模したボタ
ンがＯＳＤ画面として表示される。このとき、５Ｗａｙキーのうちユーザーが触れている
スイッチに対応するボタンが、ＯＳＤ画面上ではハイライト表示される。
【００４９】
　ここで、ボタンをハイライト表示する形態はさまざまである。他のボタンより拡大して
表示する、他のボタンよりも高輝度で表示する、他のボタンに対し反転表示する、ボタン
の枠を太線で描く、ボタンを点滅表示するなど、ユーザーの注意を喚起する、あるいはフ
ォーカスされているとユーザーに想起させるような表示形態であればよい（以下、同様）
。
【００５０】
　図５に示す例では、ユーザーは右方向キーに触れており、ＯＳＤ画面上では対応するボ
タンがハイライト表示されている。したがって、ユーザーは、ヘッド・マウント・ディス
プレイ１０を装着したままの目隠し状態でも、５Ｗａｙキーのうちどの入力キーに触れて
いるかを、すなわち、現在どの入力キーを選択した状態であるか画面で視認することがで
きる。また、選択が確定していない状態で、５Ｗａｙキー上を指先で操作して他の入力キ
ーに触れ直すと、これに応じて、ＯＳＤ画面上では、ハイライト表示するボタンが切り替
わる。そして、ユーザーは、自分が所望する入力に触れていることを画面で確認できたら
、中央の決定ボタンを押して、入力キーの選択を確定させればよい。
【００５１】
　このように、ユーザーは、ヘッド・マウント・ディスプレイを装着して目隠し状態にな
ったとしても、現在自分はユーザー操作部でどこに触れているのかをＯＳＤ画面を介して
確認することができ、メニュー選択操作を正しく行ない、好適に機器操作を行なうことが
可能となる。
【実施例２】
【００５２】
　ＵＩ操作部２０１は、座標入力機能として、タッチ・センサーを備えている。例えば、
図３Ａに示したヘッド・マウント・ディスプレイ１０の前面（額部分）にタッチ・センサ
ーを配設すれば、ユーザーは指先でタッチ・センサーを操作し易い。
【００５３】
　この場合、ＯＳＤ制御部２０５は、タッチ・センサーのいずれかの場所が指先で触れら
れたことに応答して、図６に示すように、複数のメニュー・ボタンを水平方向に配列した
ＯＳＤ画面を映像に重畳して表示する。このとき、タッチ・センサー上でユーザーが触れ
ている水平位置に対応するメニュー・ボタンが、ＯＳＤ画面上ではハイライト表示される
。
【００５４】
　図６に示す例では、ユーザーはタッチ・センサー上のほぼ中央付近を指先で触れており
、ＯＳＤ画面上では水平方向に配列した複数のメニュー・ボタンのうち中央のボタンがハ
イライト表示されている。したがって、ユーザーは、ヘッド・マウント・ディスプレイ１
０を装着したままの目隠し状態でも、タッチ・センサー上でどのメニュー・ボタンに触れ
ているかを、すなわち、現在どのメニュー・ボタンを選択した状態であるかＯＳＤ画面で
視認することができる。図示のように、指先が触れている位置に近いメニュー・ボタンほ



(9) JP 5978592 B2 2016.8.24

10

20

30

40

50

ど大きく表示するようにしてもよい。
【００５５】
　また、メニュー選択が確定していない状態で、ユーザーがタッチ・センサー上を指先で
水平方向になぞると、触れている位置に応じて、ハイライト表示するメニュー・ボタンが
切り替わる。図７に示す例では、ユーザーが指先でタッチ・センサー上を右側に向かって
なぞっており、これに応じて、ＯＳＤ画面上ではハイライト表示するメニュー・ボタンが
右側に移動している。
【００５６】
　そして、ユーザーは、自分が所望する入力に触れていることを画面で確認できたら、今
度はタッチ・センサー上を指先で垂直方向になぞって、メニューの選択を確定させる。こ
のとき、ＯＳＤ画面上では、図８に示すように、現在選択しているメニュー・ボタンを垂
直方向に突出させて、当該メニューの選択が確定したことを、ユーザーに視覚的に通知す
る。
【００５７】
　このように、ユーザーは、ヘッド・マウント・ディスプレイを装着して目隠し状態にな
ったとしても、現在自分はユーザー操作部でどこに触れているのかをＯＳＤ画面を介して
確認することができ、メニュー選択操作を正しく行ない、好適に機器操作を行なうことが
可能となる。
【００５８】
　なお、本明細書の開示の技術は、以下のような構成をとることも可能である。
（１）左眼用映像並びに右眼用映像を表示する表示部と、座標入力機能を含み、ユーザー
が指示操作するユーザー操作部と、前記ユーザー操作部に対して座標入力された位置情報
に基づいて、前記表示部に表示する映像を制御する表示制御部と、を具備するヘッド・マ
ウント・ディスプレイ。
（２）前記表示制御部は、前記ユーザー操作部に対して座標入力された位置情報に基づい
て、前記表示部に表示する映像に重畳するＯＳＤ画面を制御する、上記（１）に記載のヘ
ッド・マウント・ディスプレイ。
（３）前記ユーザー操作部は、タッチ・センサー付きの複数のスイッチを含み、前記表示
制御部は、ユーザーが前記複数のスイッチのいずれかに触れたことに応答して、前記複数
のスイッチの配列を模したＯＳＤ画面を表示させる、上記（１）に記載のヘッド・マウン
ト・ディスプレイ。
（４）前記表示制御部は、ユーザーが触れたスイッチに対応するメニュー・ボタンを強調
表示させる、上記（３）に記載のヘッド・マウント・ディスプレイ。
（５）前記ユーザー操作部は、タッチ・センサーを含み、前記表示制御部は、ユーザーが
前記タッチ・センサーに触れたことに応答して、複数のメニュー・ボタンからなるＯＳＤ
画面を表示させる、上記（１）に記載のヘッド・マウント・ディスプレイ。
（６）前記表示制御部は、ユーザーが前記タッチ・センサー上で触れた位置に対応するメ
ニュー・ボタンを強調表示させる、上記（５）に記載のヘッド・マウント・ディスプレイ
。
（７）前記表示制御部は、ユーザーが前記タッチ・センサー上で触れる位置を移動させた
ことに対応して、強調表示するメニュー・ボタンを変更する、上記（６）に記載のヘッド
・マウント・ディスプレイ。
（８）前記ユーザー操作部は、タッチ・センサーを含み、前記表示制御部は、ユーザーが
前記タッチ・センサーに触れたことに応答して、複数のメニュー・ボタンを第１の方向に
配列するとともに、ユーザーが前記タッチ・センサー上で触れた位置に対応するメニュー
・ボタンを強調表示したＯＳＤ画面を前記表示部に表示させ、ユーザーが前記タッチ・セ
ンサー上で触れる位置を前記第１の方向とは異なる第２の方向に移動させたことに応答し
て、前記強調表示されたメニュー・ボタンの選択を確定し、選択が確定されたメニュー・
ボタンに対応した当該機器の制御を実行する制御部をさらに備える、上記（１）に記載の
ヘッド・マウント・ディスプレイ。
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含んだユーザー操作部に対するユーザーの操作を入力するユーザー入力ステップと、前記
ユーザー入力ステップにおいて座標入力された位置情報に基づいて、左眼用映像並びに右
眼用映像の表示を制御する表示制御ステップと、を有するヘッド・マウント・ディスプレ
イの表示制御方法。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　以上、特定の実施形態を参照しながら、本明細書で開示する技術について詳細に説明し
てきた。しかしながら、本明細書で開示する技術の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実
施形態の修正や代用を成し得ることは自明である。
【００６０】
　本明細書では、本明細書で開示する技術をヘッド・マウント・ディスプレイに適用した
実施形態を中心に説明してきたが、本明細書で開示する技術の要旨はこれに限定されるも
のではない。ユーザーが頭部に装着する、あるいはその他の使用形態により、ユーザーが
目隠しの状態で操作を行なわなければならない、さまざまなタイプの表示装置に同様に本
明細書で開示する技術を適用することができる。
【００６１】
　要するに、例示という形態で本明細書で開示する技術について説明してきたのであり、
本明細書の記載内容を限定的に解釈するべきではない。本明細書で開示する技術の要旨を
判断するためには、特許請求の範囲を参酌すべきである。
【符号の説明】
【００６２】
　１０…ヘッド・マウント・ディスプレイ
　２０…ブルーレイ・ディスク再生装置
　３０…ハイビジョン・ディスプレイ
　４０…フロント・エンド・ボックス
　２０１…ＵＩ操作部
　２０２…映像信号入力部
　２０３…制御部
　２０４…映像制御部
　２０５…ＯＳＤ制御部
　２０６…ＭＩＳＣ制御部
　２０７…ビデオ・バッファー
　２０８…ＯＳＤバッファー
　２０９…画像合成部
　２１０…表示制御部
　２１１Ｌ…左眼用表示パネル、２１１Ｒ…右眼用表示パネル
　３０１…外筐
　３０２…ディスプレイ・ユニット部
　３０３Ｌ、３０３Ｒ…ヘッドフォン部
　３０４…額当て部
　３０５…ヘッド・バンド、３０５Ａ…上バンド、３０５Ｂ…下バンド
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