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(57)【要約】
【課題】小型の構成で眼幅調整を行うとともに、左右方
向に広い外界視野を確保する。
【解決手段】映像表示ユニット１Ｒ・１Ｌの各光学瞳Ｅ

R・ＥLは、各光学瞳ＥR・ＥLの中心を含む顔に正対する
鉛直断面内で、長軸方向が眼幅方向に対して９０度より
も小さい角度で傾斜した斜め偏平形状となっている。こ
れにより、駆動機構９によって映像表示装置１を上下方
向に移動させることにより、上記鉛直断面内で眼幅方向
の異なる位置に観察者の瞳を位置させて映像を観察する
ことが可能となり、眼幅調整を容易に行うことができる
。また、駆動機構９は、左右の光学ユニットをともに同
じ方向（上方向または下方向）に駆動するので、左右方
向でかつ互いに逆方向に駆動する従来の構成に比べて眼
幅調整機構を小型化することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像表示装置と、
　上記映像表示装置を観察者の眼前で支持する支持手段とを備え、
　上記映像表示装置が、
　映像を表示する表示素子と、
　上記表示素子からの映像光を反射させて光学瞳に導く反射光学素子とを備えたヘッドマ
ウントディスプレイであって、
　上記光学瞳は、その光学瞳の中心を含む顔に正対する鉛直断面内で、長軸方向が眼幅方
向に対して９０度よりも小さい角度で傾斜した斜め偏平形状であり、
　上記支持手段は、上記映像表示装置を上記面内で眼幅方向とは垂直な方向に移動させる
駆動手段を備えていることを特徴とするヘッドマウントディスプレイ。
【請求項２】
　上記光学瞳の長軸方向と眼幅方向との相対角度をθとすると、
　　　０°＜θ＜４５°
であることを特徴とする請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイ。
【請求項３】
　上記駆動手段は、観察者の鼻と当接する鼻当てと、上記鼻当てを上下方向に移動させる
鼻当て駆動部とを有していることを特徴とする請求項１または２に記載のヘッドマウント
ディスプレイ。
【請求項４】
　上記反射光学素子は、体積位相型で反射型のホログラム光学素子であることを特徴とす
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５】
　上記表示素子の表示面の中心と上記光学瞳の中心とを光学的に結ぶ軸を光軸とし、上記
ホログラム光学素子に対して、上記表示素子側より入射する光軸と、上記光学瞳側に射出
する光軸とを含む面を、光軸入射面とすると、
　眼幅方向に垂直な鉛直面と上記光軸入射面との相対角度をαとしたとき、
　　　０°＜α＜９０°
であることを特徴とする請求項４に記載のヘッドマウントディスプレイ。
【請求項６】
　　　０°＜α＜４５°
であることを特徴とする請求項５に記載のヘッドマウントディスプレイ。
【請求項７】
　上記表示素子からの映像光は、赤、緑、青の少なくともいずれかの波長域を含む光であ
ることを特徴とする請求項４から６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８】
　上記映像表示装置は、上記表示素子からの映像光を内部で全反射させて導光する光学部
材をさらに有しており、
　上記ホログラム光学素子は、上記光学部材内部を導光される上記表示素子からの映像光
を回折反射させて光学瞳に導くことを特徴とする請求項４から７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９】
　上記ホログラム光学素子は、軸非対称な正の光学パワーを有しており、上記表示素子か
らの映像光を光学瞳に導く接眼光学系の少なくとも一部を構成していることを特徴とする
請求項４から８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１０】
　上記映像表示装置は、観察者の左右の眼に対応する左眼用表示ユニットと右眼用表示ユ
ニットとを有しており、
　上記両方の表示ユニットは、それぞれ、上記表示素子と上記反射光学素子とを備えてお
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り、
　上記両方の表示ユニットの各光学瞳は、眼幅方向に垂直な面に対して対称となる形状で
あることを特徴とする請求項１から９のいずれかに記載のヘッドマウントディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像表示装置を観察者の眼前に位置させて映像を観察するヘッドマウントデ
ィスプレイ（以下、ＨＭＤとも称する）に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　両眼で映像を観察するＨＭＤにおいては、各表示ユニットによって形成される各光学瞳
の位置に観察者の両眼を位置させることにより、各表示ユニットにて表示される映像の虚
像を観察することができる。このとき、観察者の眼幅は観察者ごとに異なり、各光学瞳の
大きさには限りがあるため、眼幅の異なる複数の観察者が良好に映像を観察するためには
、各光学瞳の眼幅方向の位置を調整する必要がある。この点、例えば特許文献１の装置で
は、左右の接眼レンズの位置を眼幅方向に移動させる眼幅調整機構を設けて眼幅調整を行
っている。また、例えば特許文献２の装置では、眼幅調整機構によって左右の表示ユニッ
ト自体を眼幅方向に移動させて眼幅調整を行っている。
【０００３】
【特許文献１】特開平５－２７６４６７号公報
【特許文献２】特開２００３－３０７７０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、従来の眼幅調整機構では、左右の光学系またはユニットの移動方向が眼幅方
向であり、しかも、左右で互いに逆方向であるため、眼幅方向の移動量が大きくなりやす
く、そのような大きな移動量を確保するために、眼幅調整機構が大型化せざるを得ず、装
置全体が大型化する。また、特許文献２のように両眼の間に配置される眼幅調整機構が大
型であれば、左右方向の外界視野を広く確保することができなくなる。
【０００５】
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたものであって、その目的は、小型の
構成で眼幅調整を行うことができるとともに、左右方向に広い外界視野を確保することが
できる小型のＨＭＤを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のＨＭＤは、映像表示装置と、上記映像表示装置を観察者の眼前で支持する支持
手段とを備え、上記映像表示装置が、映像を表示する表示素子と、上記表示素子からの映
像光を反射させて光学瞳に導く反射光学素子とを備えたヘッドマウントディスプレイであ
って、上記光学瞳は、その光学瞳の中心を含む顔に正対する鉛直断面内で、長軸方向が眼
幅方向に対して９０度よりも小さい角度で傾斜した斜め偏平形状であり、上記支持手段は
、上記映像表示装置を上記面内で眼幅方向とは垂直な方向に移動させる駆動手段を備えて
いることを特徴としている。
【０００７】
　本発明のＨＭＤにおいて、上記光学瞳の長軸方向と眼幅方向との相対角度をθとすると
、
　　　０°＜θ＜４５°
であることが望ましい。
【０００８】
　本発明のＨＭＤにおいて、上記駆動手段は、観察者の鼻と当接する鼻当てと、上記鼻当
てを（眼幅方向とは垂直な）上下方向に移動させる鼻当て駆動部とを有していてもよい。
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【０００９】
　本発明のＨＭＤにおいて、上記反射光学素子は、体積位相型で反射型のホログラム光学
素子であってもよい。
【００１０】
　本発明のＨＭＤにおいて、上記表示素子の表示面の中心と上記光学瞳の中心とを光学的
に結ぶ軸を光軸とし、上記ホログラム光学素子に対して、上記表示素子側より入射する光
軸と、上記光学瞳側に射出する光軸とを含む面を、光軸入射面とすると、眼幅方向に垂直
な鉛直面と上記光軸入射面との相対角度をαとしたとき、
　　　０°＜α＜９０°
であってもよい。
【００１１】
　本発明のＨＭＤにおいて、
　　　０°＜α＜４５°
であることが望ましい。
【００１２】
　本発明のＨＭＤにおいて、上記表示素子からの映像光は、赤、緑、青の少なくともいず
れかの波長域を含む光であってもよい。
【００１３】
　本発明のＨＭＤにおいて、上記映像表示装置は、上記表示素子からの映像光を内部で全
反射させて導光する光学部材をさらに有しており、上記ホログラム光学素子は、上記光学
部材内部を導光される上記表示素子からの映像光を回折反射させて光学瞳に導く構成であ
ってもよい。
【００１４】
　本発明のＨＭＤにおいて、上記ホログラム光学素子は、軸非対称な正の光学パワーを有
しており、上記表示素子からの映像光を光学瞳に導く接眼光学系の少なくとも一部を構成
していてもよい。
【００１５】
　本発明のＨＭＤにおいて、上記映像表示装置は、観察者の左右の眼に対応する左眼用表
示ユニットと右眼用表示ユニットとを有しており、上記両方の表示ユニットは、それぞれ
、上記表示素子と上記反射光学素子とを備えており、上記両方の表示ユニットの各光学瞳
は、眼幅方向に垂直な面に対して対称となる形状であることが望ましい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、光学瞳が斜め偏平形状であるので、駆動手段によって映像表示装置を
上下方向（光学瞳の中心を含む顔に正対する鉛直断面内で眼幅方向（左右方向）に垂直な
方向）に移動させることにより、眼幅方向の異なる位置に観察者の瞳を位置させて映像を
観察することが可能となる。つまり、装置の上下移動によって左右方向の眼幅の調整がで
き、眼幅調整が容易になる。また、例えば両眼に対応して表示ユニットを設けた場合でも
、左右ともに同じ方向（上方向または下方向）に駆動する構成にできるので、左右駆動に
比べて駆動手段を小型化できる。したがって、小型の構成で眼幅調整を行うことができ、
装置を小型化することができる。
【００１７】
　また、従来の左右駆動の眼幅調整機構に比べて、本発明の駆動手段は上記のように小型
化できるので、両眼の間に駆動手段を配置しても左右方向の視野が駆動手段で遮られるこ
とがなく、左右方向に広い外界視野を確保することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の実施の一形態について、図面に基づいて説明すれば、以下の通りである。
【００１９】
　（映像表示装置について）
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　まず、本実施形態のＨＭＤが備える映像表示装置について説明する。図２は、上記映像
表示装置１の概略の構成を示す断面図である。映像表示装置１は、観察者の左右の眼に対
応する左眼用の映像表示ユニット１Ｌ（左眼用表示ユニット）と、右眼用の映像表示ユニ
ット１Ｒ（右眼用表示ユニット）とで構成されている。映像表示ユニット１Ｒ・１Ｌは、
それぞれ、映像表示部１１と、接眼光学系２１とを有して構成されている。映像表示部１
１は、光源１２と、一方向拡散板１３と、集光レンズ１４と、ＬＣＤ１５とを有している
。
【００２０】
　ここで、以下での説明の便宜上、方向を以下のように定義しておく。まず、ＬＣＤ１５
の表示面の中心と、接眼光学系２１によって形成される光学瞳Ｅ（射出瞳、観察瞳）の中
心とを光学的に結ぶ軸を光軸とする。そして、接眼光学系２１の後述する光学素子２４を
構成するホログラム光学素子（ＨＯＥ）に対して、ＬＣＤ１５側より入射する光軸と、光
学瞳Ｅ側に射出する光軸とを含む面を、光軸入射面とする。このとき、上記ＨＯＥより光
学瞳Ｅ側に射出する光軸の方向をＺ方向とし、光軸入射面内でＺ方向に垂直な方向をＹ方
向とする。Ｙ方向とＺ方向に直交する方向（すなわち光軸入射面に垂直な方向）をＸ方向
とする。
【００２１】
　なお、本実施形態では、後述するように、映像表示ユニット１Ｒ・１Ｌは、観察者の眼
幅方向に垂直な鉛直面に対して傾いて配置されており、このため、ＨＯＥの光軸入射面は
鉛直面と所定角度をなしている。したがって、観察者がＨＭＤを装着したときの眼幅方向
はＸ方向と所定角度をなしており、眼幅方向に垂直な上下方向はＹ方向と所定角度をなし
ている。
【００２２】
　光源１２は、中心波長が例えば６３５ｎｍ、５２０ｎｍ、４６５ｎｍとなる３つの波長
帯域の光を発する赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の一体型のＬＥＤで構成されている。光
源１２のＲＧＢの各発光部は、Ｘ方向に並んで配置されている。
【００２３】
　一方向拡散板１３は、光源１２からの照明光を拡散させるものであるが、その拡散度は
方向によって異なっている。より詳細には、一方向拡散板１３は、光源１２のＲＧＢの各
発光部が並ぶ方向（Ｘ方向）には、入射光を約４０゜拡散させ、それに垂直な方向には、
入射光を約０．２゜拡散させる。集光レンズ１４は、一方向拡散板１３にて拡散された光
を集光する照明光学系である。集光レンズ１４は、上記拡散光が効率よく光学瞳Ｅを形成
するように配置されている。
【００２４】
　ＬＣＤ１５は、映像信号に基づいて光源１２からの光を各画素ごとに変調することによ
り、映像を表示する表示素子であり、例えば透過型の液晶表示素子で構成されている。本
実施形態では、映像表示ユニット１Ｒ・１Ｌを鉛直面に対して傾けて配置しているため、
各光学瞳Ｅの位置で観察される映像（虚像）の上下左右を映像表示ユニット１Ｒ・１Ｌ間
で同じにすべく、各ＬＣＤ１５は表示面の中心を回転中心として回転して配置されている
。
【００２５】
　一方、接眼光学系２１は、ＬＣＤ１５からの映像光を光学瞳Ｅに導く一方、外界光を透
過させて光学瞳Ｅに導くことで、光学瞳の位置にて、表示映像の虚像とともに外界像をシ
ースルーで観察させる。この接眼光学系２１は、接合プリズム（接合光学部材）で構成さ
れ、テレセントリックな光学系を構成している。具体的には、接眼光学系２１は、光学部
材である接眼プリズム２２と偏向プリズム２３とを、光学素子２４を挟んで接合してなっ
ている。
【００２６】
　接眼プリズム２２と偏向プリズム２３とは、接着剤で接合されている。接眼プリズム２
２は、平行平板の下端部を楔状にし、その上端部を厚くした形状で構成されており、ＬＣ
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Ｄ１５からの映像光を内部で全反射させて導光する。この接眼プリズム２２は、面２２ａ
・２２ｂ・２２ｃを有している。面２２ａは、映像表示部１１からの映像光が入射する入
射面であり、面２２ｂ・２２ｃは互いに対向する面である。このうち、面２２ｂは、全反
射面兼射出面となっている。
【００２７】
　偏向プリズム２３は、平行平板の上端部を接眼プリズム２２の下端部に沿った形状とす
ることによって、接眼プリズム２２と一体となって略平行平板となるように構成されてい
る。接眼プリズム２２に偏向プリズム２３を接合させない場合、外界光が接眼プリズム２
２の楔状の下端部を透過するときに屈折するので、接眼プリズム２２を介して観察される
外界像に歪みが生じる。しかし、接眼プリズム２２に偏向プリズム２３を接合させて一体
的な略平行平板を形成することで、外界光が接眼プリズム２２の楔状の下端部を透過する
ときの屈折を偏向プリズム２３でキャンセルすることができる。その結果、シースルーで
観察される外界像に歪みが生じるのを防止することができる。
【００２８】
　光学素子２４は、接眼プリズム２２内部で導光されたＬＣＤ１５からの映像光を反射さ
せて光学瞳Ｅに導く反射光学素子であり、例えば体積位相型で反射型のＨＯＥで構成され
ている。このＨＯＥは、特定の入射角で入射する例えば４６５±１０ｎｍ、５２０±１０
ｎｍ、６３５±１０ｎｍの３つの波長帯域の光を回折させる。光学素子２４は、接眼プリ
ズム２２の下端部の傾斜面に貼り付けられており、この結果、接眼プリズム２２と偏向プ
リズム２３とで挟まれている。２つの透明部材（接眼プリズム２２、偏向プリズム２３）
の間にＨＯＥを形成することにより、ＨＯＥが外気に触れることがないので、光学性能を
安定に保つことが可能となる。
【００２９】
　このような映像表示ユニット１Ｒ・１Ｌの構成により、映像表示部１１の光源１２から
出射された光は、一方向拡散板１３にて拡散され、集光レンズ１４にて集光されてＬＣＤ
１５に入射する。ＬＣＤ１５に入射した光は、映像信号に基づいて各画素ごとに変調され
、映像光として出射される。このとき、ＬＣＤ１５には、その映像自体が表示される。
【００３０】
　ＬＣＤ１５からの映像光は、接眼光学系２１の接眼プリズム２２の内部にその上端面（
面２２ａ）から入射し、対向する２つの面２２ｂ・２２ｃで複数回全反射されて、光学素
子２４に入射する。光学素子２４に入射した光はそこで反射され、面２２ｂを介して射出
され、光学瞳Ｅに達する。光学瞳Ｅの位置では、観察者は、ＬＣＤ１５に表示された映像
の拡大虚像を観察することができる。
【００３１】
　一方、接眼プリズム２２、偏向プリズム２３および光学素子２４は、外界光をほとんど
全て透過させるので、観察者は外界像を観察することができる。したがって、ＬＣＤ１５
に表示された映像の虚像は、外界像の一部に重なって観察されることになる。以上のこと
から、光学素子２４は、映像表示部１１から提供される映像（映像光）と外界像（外界光
）とを同時に観察者の眼に導くコンバイナとして機能していると言える。
【００３２】
　以上のように、接眼光学系２１は、体積位相型で反射型のＨＯＥからなる光学素子２４
を含んで構成されている。体積位相型で反射型のＨＯＥは、回折効率が高く、しかも、回
折効率ピークの半値波長幅が狭い。したがって、このようなＨＯＥを用い、ＬＣＤ１５か
らの映像光をＨＯＥにて回折反射させて光学瞳Ｅに導く構成とすることにより、明るい映
像を観察させることができる。また、外界光の透過率も高くなるので、明るい外界像を観
察させることができる。
【００３３】
　また、接眼プリズム２２内での全反射を用いて映像光を導光する構成なので、通常の眼
鏡レンズと同程度に厚さを薄く（例えば３ｍｍ程度に）することができ、接眼プリズム２
２を小型軽量にできるとともに、外界光の透過率が高くなり、外界を良好に観察すること
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ができる。また、ＬＣＤ１５を接眼光学系２１の一端部側に配置する、つまり、視野の周
辺に配置することが可能となり、広い外界視野角を確保することができる。
【００３４】
　また、ＨＯＥはＬＣＤ１５にて表示された映像を拡大する、軸非対称な正の光学パワー
を有しており、接眼光学系２１の少なくとも一部を構成しているので、接眼光学系２１を
小型に構成しながら、装置を構成する各光学部材の配置の自由度を高めて、装置を小型軽
量にできるとともに、良好に収差補正された映像を観察することが可能となる。
【００３５】
　また、光学素子２４は、上述したように特定入射角の特定波長の光のみを回折させる体
積位相型で反射型のＨＯＥで構成されているので、ＬＣＤ１５からの映像光が、接眼プリ
ズム２２、偏向プリズム２３および光学素子２４を透過する外界光に影響を与えることが
ない。それゆえ、観察者は、光学素子２４を介してＬＣＤ１５の表示映像の虚像を観察し
ながら、接眼プリズム２２、偏向プリズム２３および光学素子２４を介して外界像を通常
通りかつ明瞭に観察することができる。
【００３６】
　なお、接眼光学系２１の反射面に埋設する光学素子２４には、ハーフミラーや多層膜等
を用いることもできるが、中でも上述した体積位相型で反射型のＨＯＥを用いることがよ
り望ましい。体積位相型で反射型のＨＯＥは、波長選択性・角度選択性がともに高いこと
から、ある限られた波長域の光に対してのみ回折反射作用を及ぼすので、特定波長域の反
射光とそれ以外の波長の透過光とを合成するコンバイナ素子としてＨＯＥを有効に用いる
ことができる。
【００３７】
　なお、ＨＯＥを作製するためのホログラム感光材料としては、フォトポリマー、銀塩材
料、重クロム酸ゼラチンなどを用いることができるが、中でもドライプロセスで容易に製
造可能なフォトポリマーを用いることが望ましい。
【００３８】
　（光学瞳の形状について）
　本実施形態では、映像表示ユニット１Ｒ・１Ｌの各光学瞳Ｅは、それぞれ、各光学瞳Ｅ
の中心を含む、観察者の顔に正対する鉛直断面内で、斜めに偏平した形状となっている。
以下、このような形状となる理由について説明するが、まず、光学瞳Ｅが偏平形状となる
理由について説明する。
【００３９】
　図３（ａ）は、光軸入射面内での再生光線（映像光線）の光路を模式的に示す説明図で
あり、図３（ｂ）は、再生時（映像観察時）の光学瞳Ｅの形状を模式的に示す説明図であ
る。なお、図３（ａ）（ｂ）では、光軸入射面と眼幅方向に垂直な鉛直面とは一致してい
るとする。したがって、上記の鉛直面には、光学素子２４（ＨＯＥ）の中心と光学瞳Ｅの
中心とを結ぶ光軸が含まれる。
【００４０】
　ＨＯＥからなる光学素子２４を光軸入射面内で鉛直方向から角度φ（°）だけ傾けて配
置し、映像光を光学素子２４に対して上方向から入射させ、光学素子２４にて瞳方向に反
射させると、光学瞳Ｅは光軸入射面に垂直な方向（左右方向）に長い横長の楕円形状とな
る。これは、ＨＯＥの特性（波長選択性および角度選択性）と、映像光の波長範囲が制限
されていることによる。より詳しくは、以下の通りである。
【００４１】
　図４（ａ）は、コンバイナとしてのＨＯＥを作製するためのホログラム感光材料２４ａ
を露光するときの露光光線の光路を模式的に示す説明図であり、図４（ｂ）は、上記露光
によって作製されたＨＯＥ（光学素子２４）を用いて再生するときの再生光線（映像光線
）の光路を模式的に示す説明図である。図４（ａ）に示すように、光学素子２４は、光学
素子２４から表示素子（ＬＣＤ１５）に向かう方向と同じ方向の露光光線１（波長λａ）
と、光学瞳Ｅから光学素子２４に向かう方向と同じ方向の露光光線２（波長λａ）とを用
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いてホログラム感光材料２４ａを露光することにより作製される。
【００４２】
　一方、再生時は、図４（ｂ）に示すように、露光光線１と逆向きの表示素子からの再生
光線（映像光線）が光学素子２４に入射し、光学瞳Ｅの方向に回折反射される。ここで、
表示素子の画面中央の光を考えた場合、露光光線２の点光源位置と等しい光学瞳Ｅの中心
には、露光光線２と同じ波長の光が光学素子２４で回折反射されて入射するが、光学瞳Ｅ
の中心から上下方向にずれた位置には、露光光線２との角度差が大きくなり、光学素子２
４で回折反射されて入射する光の波長が露光光線２とは異なる。
【００４３】
　つまり、光学瞳Ｅの中心を含む顔に正対する鉛直断面内で、瞳中心から上下方向にずれ
た位置に入射する映像光については、光学素子２４からの映像光の射出方向が露光光線２
の入射方向とずれる光軸入射面内での角度差が大きく、波長シフトが大きくなる。これに
対して、上記鉛直断面内で、瞳中心から左右方向にずれた位置に入射する映像光について
は、光学素子２４からの映像光の射出方向が露光光線２の入射方向とずれる光軸入射面内
での角度差が小さく、波長シフトが小さくなる。
【００４４】
　そして、映像光は、一般に、ある限定された波長範囲の光で構成されているので、その
波長範囲の影響により、映像光の射出方向が露光光線の入射方向とずれる角度差が大きく
なる上下方向が、左右方向よりも光学瞳Ｅが小さくなり、結果として横長の瞳形状となる
。なお、限定された波長範囲の映像光としては、以下の（１）または（２）等によって得
ることができ、このようにして得られる映像光と光学素子２４とを組み合わせることによ
り、細長い光学瞳Ｅを得ることができる。
　（１）光源１２としてＲＧＢのＬＥＤのような、比較的狭い波長範囲の光源を用いる。
　（２）白色ＬＥＤのような広い波長範囲の光源１２を用いる場合でも、ＬＣＤ１５とし
　　　　てカラーフィルタを有する液晶表示素子を用い、ＲＧＢのカラーフィルタの透過
　　　　波長範囲を制限する。
　なお、映像光は、ある限られた波長範囲の光で構成されていればよく、ＲＧＢのいずれ
かの波長域の光だけで構成されていてもよい。つまり、ＬＣＤ１５からの映像光としては
、ＲＧＢの少なくともいずれかの波長域を含む光であればよいと言うことができる。
【００４５】
　光学瞳Ｅが横長形状になることは、以下の具体的な計算モデルを参照することにより、
さらに容易に理解することができる。
【００４６】
　＜計算モデル条件＞
　・光学素子２４を構成するＨＯＥは、平面である。
　・光軸入射面内で鉛直方向に対して３０度傾くようにＨＯＥが配置されている。
　・ＨＯＥは、ＨＯＥの垂線に対して３０度の入射角で入射する平行光と、上記垂線に対
して－３０度の反射角で反射する平行光とを用いて作製されている。
　・ＨＯＥの中心と光学瞳Ｅとの距離は、１５ｍｍである。
　・ＨＯＥを作製したときの露光レーザ波長は、Ｋｒ+　６４７．１ｎｍである。
　・ホログラム感光材料の収縮は、厚み方向に２％とする。
　・ＨＯＥの回折半値幅は考慮しない。
　・光学瞳Ｅの中心から上下方向にそれぞれ±１．５ｍｍずれた位置への入射波長を計算
する。
　・再生光源は、ＲＧＢ３色１チップのＬＥＤであり、例えばＲの発光ピーク波長は６３
５ｎｍ、強度半値幅は２０ｎｍとする。
【００４７】
　図５（ａ）は、光学瞳Ｅの中心およびそこから±１．５ｍｍの上下端に入射する光線の
回折ピーク波長を示す説明図であり、図５（ｂ）は、再生光源の強度分布を示す説明図で
ある。上記の計算モデル条件では、図５（ａ）に示すように、光学瞳Ｅの中心に入射する
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映像光線の波長は、６３５ｎｍとなり、光学瞳Ｅの中心から上下±１．５ｍｍの位置に入
射する映像光線の波長は、それぞれ、６６５ｎｍ、５９３ｎｍとなっている。また、上記
のモデル条件では、図５（ｂ）で示すＲの照明光について、発光強度の半値波長幅は６２
５～６４５ｎｍとなる。つまり、上下±１．５ｍｍの光学瞳Ｅの形成に必要な波長域５９
３～６６５ｎｍよりも、Ｒの照明光の半値波長幅は狭い。したがって、光学瞳Ｅの上下方
向のサイズは、３ｍｍ以下に制限される。一方、光学瞳Ｅの左右方向については映像光の
入射角度差が小さいので、３ｍｍよりも十分に大きい瞳サイズ（例えば８ｍｍ）を確保す
ることができ、結果として、光学瞳Ｅが横長の偏平形状となる。
【００４８】
　映像表示ユニット１Ｒ・１Ｌの各光学瞳Ｅを斜め偏平形状とするためには、各映像表示
ユニット１Ｒ・１Ｌを回転させればよい。図６は、本実施形態の映像表示ユニット１Ｌの
回転前後における正面図と瞳形状の模式的な説明図とを示している。映像表示ユニット１
Ｌの光軸入射面Ｑを、眼幅方向に垂直な鉛直面Ｐに対して９０度よりも小さい角度αだけ
傾斜させることにより、観察者の左眼に対応する横長の光学瞳Ｅは、長軸方向が眼幅方向
に対して角度θ（＝α）だけ傾斜した斜め偏平形状となる。同様に、映像表示ユニット１
Ｒの光軸入射面を鉛直面に対して９０度よりも小さい角度αだけ傾斜させることにより、
観察者の右眼に対応する横長の光学瞳は、長軸方向が眼幅方向に対して角度θ（＝α）だ
け傾斜した斜め偏平形状となる。
【００４９】
　このとき、一方の映像表示ユニット（例えば映像表示ユニット１Ｒ）の光軸入射面の鉛
直面からの回転方向と、他方の映像表示ユニット（例えば映像表示ユニット１Ｌ）の光軸
入射面の鉛直面からの回転方向とを逆にすることにより、映像表示ユニット１Ｒ・１Ｌの
各光学瞳Ｅは、眼幅方向に垂直な鉛直面Ｐ0（図１（ｃ）参照）に対して対称な形状とな
る。本実施形態では、映像表示ユニット１Ｒ・１Ｌの各光学瞳をそれぞれＥR・ＥLとする
と、図７に示すように、各光学瞳ＥR・ＥLの上端同士の間隔が下端同士の間隔よりも狭く
なるように、映像表示ユニット１Ｒ・１Ｌを互いに逆方向に回転して配置している。これ
により、映像表示ユニット１Ｒ・１Ｌの各映像表示部１１が近づきすぎて互いに干渉する
のを容易に避けることができる。
【００５０】
　なお、各映像表示部１１が互いに干渉しないのであれば、各光学瞳ＥR・ＥLの上端同士
の間隔が下端同士の間隔よりも広くなるように、映像表示ユニット１Ｒ・１Ｌを互いに逆
方向に回転して配置してもよい。
【００５１】
　以上のように、眼幅方向に垂直な鉛直面とＨＯＥの光軸入射面との相対角度をα（°）
として、
　　　０°＜α＜９０°
を満足することにより、ＨＯＥの波長選択性および映像光の波長制限によって、斜めに偏
平形状の光学瞳Ｅを容易に形成することが可能となる。特に、
　　　０°＜α＜４５°
とすれば、眼幅方向に長い斜めの光学瞳Ｅを形成することが可能となるので、後述する映
像表示装置１の上下方向の移動時に、上下方向の少ない移動量で眼幅方向に大きな眼幅調
整量をとることができる。
【００５２】
　また、ＬＣＤ１５からの映像光は、ＲＧＢの少なくともいずれかの波長域を含む光であ
り、映像光の波長域が制限されているので、このような映像光を、波長選択性を有するＨ
ＯＥを介して光学瞳Ｅに導くことにより、光学瞳Ｅの形状を確実に偏平にすることができ
る。
【００５３】
　なお、本実施形態では、光学瞳Ｅを偏平した楕円形状としているが、このような形状の
ほうが、例えば長方形状とした場合に比べて、必要な領域に光線を集中させることができ
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るので、照明光の利用効率が高くなり、光学瞳Ｅの位置にて明るい映像を観察することが
できる。
【００５４】
　（ＨＭＤおよび眼幅調整について）
　次に、上記した映像表示ユニット１Ｒ・１Ｌを備えたＨＭＤと、このＨＭＤにおける眼
幅調整について説明する。図１（ａ）は、本実施形態に係るＨＭＤの概略の構成を示す平
面図であり、図１（ｂ）は、ＨＭＤの正面図であり、図１（ｃ）は、ＨＭＤの側面図であ
る。ＨＭＤは、映像表示装置１と、それを支持する支持手段２とを有しており、全体とし
て、一般の眼鏡のような外観となっている。また、ＨＭＤは、左右の眼幅方向に対称な形
状となっている。
【００５５】
　映像表示装置１は、観察者に外界像をシースルーで観察させるとともに、映像を表示し
て観察者にそれを虚像として提供するものであり、上記した映像表示ユニット１Ｒ・１Ｌ
で構成されている。図１（ｂ）で示す映像表示ユニット１Ｒ・１Ｌにおいて、眼鏡の右眼
用レンズおよび左眼用レンズに相当する部分は、接眼プリズム２２および偏向プリズム２
３（ともに図２参照）の貼り合わせによって構成されている。
【００５６】
　支持手段２は、映像表示ユニット１Ｒ・１Ｌを観察者の右眼および左眼の前でそれぞれ
支持するものであり、ブリッジ３と、フレーム４と、テンプル５と、鼻当て６と、ケーブ
ル７と、鼻当て駆動部８とを有している。なお、フレーム４、テンプル５、鼻当て６およ
びケーブル７は、左右一対設けられているが、これらを左右で区別する場合は、右フレー
ム４Ｒ、左フレーム４Ｌ、右テンプル５Ｒ、左テンプル５Ｌ、右鼻当て６Ｒ、左鼻当て６
Ｌ、右ケーブル７Ｒ、左ケーブル７Ｌのように表現するものとする。
【００５７】
　ブリッジ３は、映像表示ユニット１Ｒ・１Ｌを連結するとともに、鼻当て駆動部８を支
持している。右テンプル５Ｒは、右フレーム４Ｒに回動可能に支持されており、この右フ
レーム４Ｒを介して映像表示ユニット１Ｒと（ブリッジ３との連結側とは反対側で）連結
されている。同様に、左テンプル５Ｌは、左フレーム４Ｌに回動可能に支持されており、
この左フレーム４Ｌを介して映像表示ユニット１Ｌと（ブリッジ３との連結側とは反対側
で）連結されている。鼻当て６は、観察者の鼻と当接する部分であり、鼻当て駆動部８に
支持されている。
【００５８】
　ケーブル７は、外部信号（例えば映像信号、制御信号）や電力を映像表示ユニット１Ｒ
・１Ｌに供給するための配線である。右ケーブル７Ｒは、右テンプル５Ｒおよび右フレー
ム４Ｒに沿って設けられて映像表示ユニット１Ｒと接続されており、左ケーブル７Ｌは、
左テンプル５Ｌおよび左フレーム４Ｌに沿って設けられて、映像表示ユニット１Ｌと接続
されている。
【００５９】
　鼻当て駆動部８は、鼻当て６を眼幅方向とは垂直な上下方向に移動させるものである。
ここで、図８（ａ）（ｂ）は、鼻当て駆動部８の概略の構成を示す断面図であり、それぞ
れ、鼻当て６が下方および上方に位置する状態を示している。鼻当て駆動部８は、上下方
向に延びるレール８ａ（案内部材）と、ツマミ８ｂ（固定部）とを有して構成されている
。鼻当て６をレール８ａに沿って上下方向にスライドさせてツマミ８ｂを回して固定する
ことにより、鼻当て６を上下方向の所定位置で固定することができる。これにより、支持
手段２にて支持された映像表示装置１（映像表示ユニット１Ｒ・１Ｌ）を鼻当て６に対し
て相対的に上下方向に移動させることができる。したがって、上記した鼻当て６と鼻当て
駆動部８とで、光学瞳Ｅの中心を含む顔に正対する鉛直断面内で眼幅方向とは垂直な上下
方向に映像表示装置１を移動させる駆動機構９（駆動手段）が構成されていると言える。
なお、鼻当て６におけるレール８ａとの摺動部は、レール８ａからの鼻当て６の抜けが防
止される形状で形成されている。
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【００６０】
　観察者がＨＭＤを使用するときは、右テンプル５Ｒおよび左テンプル５Ｌを観察者の右
側頭部および左側頭部に接触させるとともに、鼻当て６を観察者の鼻に当て、一般の眼鏡
をかけるようにＨＭＤを観察者の頭部に装着する。この状態で、映像表示ユニット１Ｒ・
１Ｌにて映像を表示し、各光学瞳ＥR・ＥLの位置に観察者の右眼および左眼を位置させる
と、観察者は、映像表示ユニット１Ｒ・１Ｌの各表示映像を虚像として右眼および左眼で
それぞれ観察できるとともに、この映像表示ユニット１Ｒ・１Ｌを介して外界像をシース
ルーで観察することができる。
【００６１】
　このように、映像表示装置１は、支持手段２によって観察者の眼前で支持されるので、
観察者は映像表示装置１から提供される映像をハンズフリーで観察することができる。ま
た、観察者の観察方向が一方向に定まるので、観察者は暗環境でも表示映像を探しやすい
という利点もある。
【００６２】
　また、上述したように、映像表示ユニット１Ｒ・１Ｌの各光学瞳ＥR・ＥLは、それぞれ
、各光学瞳ＥR・ＥLの中心を含む顔に正対する鉛直断面内で、長軸方向が眼幅方向に対し
て９０度よりも小さい角度θ（図６参照）で傾斜した斜め偏平形状となっている。したが
って、駆動機構９によって映像表示装置１を上下方向に移動させることにより、上記鉛直
断面内で眼幅方向の異なる位置に観察者の瞳を位置させて映像を観察することが可能とな
る。つまり、映像表示装置１の上下移動により眼幅を調整することが可能となる。
【００６３】
　例えば、図７において、眼幅距離をＤ1、Ｄ2、Ｄ3（単位はｍｍ）とし、Ｄ1＞Ｄ2＞Ｄ3

としたとき、眼幅距離Ｄ1の観察者は、右側用の光学瞳ＥRの下端の位置Ｒ1に右眼を位置
させ、左眼用の光学瞳ＥLの下端の位置Ｌ1に左眼を位置させることにより、映像を観察す
ることができる。また、眼幅距離Ｄ2の観察者は、右側用の光学瞳ＥRの中央の位置Ｒ2に
右眼を位置させ、左眼用の光学瞳ＥLの中央の位置Ｌ2に左眼を位置させることにより、映
像を観察することができ、眼幅距離Ｄ3の観察者は、右側用の光学瞳ＥRの上端の位置Ｒ3

に右眼を位置させ、左眼用の光学瞳ＥLの上端の位置Ｌ3に左眼を位置させることにより、
映像を観察することができる。
【００６４】
　以上のように、本実施形態では、光学瞳Ｅ（ＥR・ＥL）が上記鉛直断面内で斜め偏平形
状であるので、駆動機構９によって映像表示装置１を上下方向に移動させることにより、
眼幅方向の異なる位置に観察者の瞳を位置させて映像を観察することが可能となり、眼幅
調整を容易に行うことができる。また、駆動機構９は、左右の光学ユニットをともに同じ
方向（上方向または下方向）に駆動するので、左右方向でかつ互いに逆方向に駆動する従
来の構成に比べて眼幅調整機構（駆動機構９）を小型化することができる。したがって、
小型の構成で眼幅調整を行うことができ、装置全体を小型化することができる。
【００６５】
　また、駆動機構９を小型化できるので、両眼の間に駆動機構９を配置しても、左右方向
に広い外界視野を確保することができる。さらに、駆動機構９は左右の光学ユニットを同
時に上下方向に移動させるので、各光学ユニットを別々に移動させる構成の場合よりも駆
動機構９の小型化が容易である。
【００６６】
　また、図６に示した、上記鉛直断面内における光学瞳Ｅの長軸方向と眼幅方向との相対
角度θは、０°＜θ＜４５°であることが望ましい。この場合は、眼幅方向に細長い光学
瞳Ｅを４５°以下の角度で回転させた斜め瞳となるので、上下方向の少ない移動量で左右
方向の眼幅の調整量を大きくとることができる。したがって、４５°＜θ＜９０°とした
ときのような縦長の斜め瞳を形成する場合に比べて、眼幅調整機構である駆動機構９をさ
らに小型化することが可能となる。
【００６７】
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　また、図７に示したように、両方の映像表示ユニット１Ｒ・１Ｌの各光学瞳ＥR・ＥLは
、左右方向に対称に形成されている、つまり、眼幅方向に垂直な面（図１（ｂ）の鉛直面
Ｐ0）に対して対称となる形状で形成されている。この場合、２つの光学瞳ＥR・ＥLの間
隔が、上方に向かうほど狭くなる（または広くなる）ので、両眼表示が可能な映像表示装
置を上下方向に移動させることで、眼幅調整を確実に行うことができる。
【００６８】
　また、駆動機構９を構成する鼻当て６は、観察者の鼻と単に当接するだけなので小型化
することが容易であり、鼻当て駆動部８も鼻当て６の上下駆動の採用で小型化できる。つ
まり、鼻当て駆動部８は、鼻当て６を単に上下方向にスライドさせることによって、映像
表示ユニット１Ｒ・１Ｌを左右ともに同じ方向（上方向または下方向）に駆動することが
できるので、左右方向でかつ互いに逆方向に駆動する従来の眼幅調整機構に比べて、鼻当
て駆動部８を小型化することができる。したがって、このような小型の鼻当て６および鼻
当て駆動部８により、小型の駆動機構９を確実に実現することができる。さらに、鼻当て
６の上下移動により眼幅を調整する構成とすることにより、観察者の両眼の瞳位置を同時
に調整可能で、眼幅調整が容易となる。
【００６９】
　なお、以上では、両眼で映像を観察可能なＨＭＤにおける眼幅調整について説明したが
、片眼で映像を観察するＨＭＤにも、上述した本発明の構成を適用することが可能である
。つまり、片眼で映像を観察するＨＭＤにおいて、斜めに偏平形状の光学瞳Ｅを形成し、
映像表示装置１の上下移動によって眼幅の異なる観察者ごとに瞳位置を調整することが可
能である。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明は、頭部搭載型の映像表示装置に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】（ａ）（ｂ）（ｃ）は、それぞれ、本発明の実施の一形態に係るＨＭＤの概略の
構成を示す平面図、正面図および側面図である。
【図２】上記ＨＭＤが備える映像表示装置の概略の構成を示す断面図である。
【図３】（ａ）は、光軸入射面内での再生光線（映像光線）の光路を模式的に示す説明図
であり、（ｂ）は、再生時の光学瞳の形状を模式的に示す説明図である。
【図４】（ａ）は、ホログラム感光材料を露光するときの露光光線の光路を模式的に示す
説明図であり、（ｂ）は、上記露光によって作製されたＨＯＥを用いて再生するときの再
生光線（映像光線）の光路を模式的に示す説明図である。
【図５】（ａ）は、光学瞳の中心および上下端に入射する光線の回折ピーク波長を示す説
明図であり、（ｂ）は、再生光源の強度分布を示す説明図である。
【図６】上記映像表示装置の一方の映像表示ユニットの回転前後における正面図と瞳形状
の模式的な説明図である。
【図７】上記映像表示装置の左右の映像表示ユニットの各光学瞳の形状を示す説明図であ
る。
【図８】（ａ）および（ｂ）は、上記ＨＭＤが備える鼻当て駆動部の概略の構成を示すも
のであって、それぞれ、鼻当てが下方および上方に位置する状態を示す断面図である。
【符号の説明】
【００７２】
　　　１　　　映像表示装置
　　　１Ｒ　　映像表示ユニット（右眼用表示ユニット）
　　　１Ｌ　　映像表示ユニット（左眼用表示ユニット）
　　　２　　　支持手段
　　　６　　　鼻当て（駆動手段）
　　　８　　　鼻当て駆動部（駆動手段）
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　　　８ａ　　レール（鼻当て駆動部）
　　　８ｂ　　ツマミ（鼻当て駆動部）
　　　９　　　駆動機構（駆動手段）
　　１５　　　ＬＣＤ（表示素子）
　　２１　　　接眼光学系
　　２２　　　接眼プリズム（光学部材）
　　２４　　　光学素子（反射光学素子、ホログラム光学素子）
　　　Ｅ　　　光学瞳

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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