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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの頭部に装着可能に構成され、ユーザに実空間の視野を提供可能な表示部と、
　鉛直軸周りの方位を検出する検出部と、
　前記表示部を包囲する３次元座標における表示領域であって、前記視野の鉛直軸方向に
沿った表示領域を制限することが可能な領域制限部と、
　前記視野に表示すべき画像を前記３次元座標に対応付けて記憶する記憶部と、
　前記検出部の出力に基づいて前記方位に対応する前記３次元座標上の前記画像の少なく
とも一部が前記視野に表示されるように、前記表示領域に前記画像を配置して表示するこ
とが可能な表示制御部と
　を具備するヘッドマウントディスプレイ。
【請求項２】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記領域制限部は、前記記憶部に記憶された画像の少なくとも一部が前記視野に表示さ
れる高さに、前記円筒座標の高さ方向の領域を制限する
　ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項３】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記表示制御部は、
　前記方位が第１の所定角度以上変化したときは、前記方位の変化に応じて前記画像を前
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記視野内で移動させ、
　前記方位の変化が前記第１の所定角度未満のときは、前記視野における前記画像の表示
位置を固定する
　ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項４】
　請求項３に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記検出部は、前記表示部の水平軸周りの姿勢変化をさらに検出し、
　前記表示制御部は、
　前記姿勢変化が第２の所定角度以上のときは、前記姿勢変化に応じて前記画像を前記視
野内で移動させ、
　前記姿勢変化が前記第２の所定角度未満のときは、前記視野における前記画像の表示位
置を固定する
　ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項５】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記表示制御部は、前記検出部の出力変化が所定時間にわたって所定以下のときは、前
記画像を前記視野の所定位置に移動させる
　ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項６】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記表示制御部は、ユーザの操作により生成される所定信号の入力を検出したときは、
前記画像を前記視野の所定位置に移動させる
　ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項７】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記表示制御部は、前記視野の所定位置に前記画像が表示されている状態において、前
記検出部の出力変化が所定周波数以上のときは、前記検出部の出力のうち前記所定周波数
以上の周波数成分を無効とする
　ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項８】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記領域制限部、前記記憶部および前記表示制御部は第１の制御ユニットを構成し、
　前記第１の制御ユニットは、ユーザの操作により生成される所定信号の入力を検出した
ときは、前記３次元座標における高さ方向の領域を前記視野の前記一軸方向の領域に合わ
せて制限し、前記視野に表示される画像をすべて前記視野において同一の高さに揃える
　ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項９】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記画像は、前記視野に存在する所定の対象物に関連する情報を含む
　ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項１０】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記画像は、アニメーション画像を含む
　ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項１１】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記検出部は、地磁気センサを含む
　ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項１２】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
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　前記検出部は、前記表示部の動きを検出するモーションセンサを含む
　ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項１３】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記記憶部に記憶される複数の画像を取得する画像取得部を有する第２の制御ユニット
をさらに具備する
　ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記領域制限部、前記記憶部および前記表示制御部は第１の制御ユニットを構成し、
　前記第１の制御ユニットは、前記第２の制御ユニットに対して、前記複数の画像の中か
ら選択された１つ以上の画像の送信を要求する
　ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項１５】
　請求項１３に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記領域制限部、前記記憶部および前記表示制御部は第１の制御ユニットを構成し、
　前記第１の制御ユニットは、前記３次元座標上の、前記視野の表示領域により近い座標
位置に対応付けられた画像の優先的な送信を前記第２の制御ユニットに対して要求する
　ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記画像はアニメーション画像であり、
　前記第１の制御ユニットは、前記アニメーション画像を構成する全画像の少なくとも一
部の一括的な送信を前記第２の制御ユニットに対して要求する
　ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項１７】
　請求項１５に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記第１の制御ユニットは、前記記憶部に記憶された画像のすべてについて、その座標
位置と前記視野の表示領域との距離を定期的に評価し、前記視野の表示領域から最も遠い
座標位置の画像を前記記憶部から削除する
　ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項１８】
　請求項１３に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記領域制限部、前記記憶部および前記表示制御部は第１の制御ユニットを構成し、
　前記第２の制御ユニットは、前記表示部の位置情報を取得可能な位置情報取得部をさら
に有し、
　前記画像取得部は、前記第１の制御ユニットへ送信可能な前記位置情報に対応する画像
を取得する
　ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項１９】
　実空間の視野を提供可能な表示面を有する表示部と、
　鉛直軸周りの方位を検出する検出部と、
　前記表示部を包囲する３次元座標における表示領域であって、前記視野の鉛直軸方向に
沿った表示領域を制限することが可能な領域制限部と、
　前記視野に表示すべき画像を前記３次元座標に対応付けて記憶する記憶部と、
　前記検出部の出力に基づいて前記方位に対応する前記３次元座標上の前記画像の少なく
とも一部が前記視野に表示されるように、前記表示領域に前記画像を配置して表示するこ
とが可能な表示制御部と
　を具備する画像表示装置。
【請求項２０】
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　実空間の視野を提供可能な表示部の鉛直軸周りの方位を検出部で検出し、
　前記視野に表示すべき画像を、前記表示部を包囲する３次元座標に対応付けて記憶し、
　前記３次元座標における表示領域であって、前記視野の鉛直軸方向に沿った表示領域を
制限し、
　前記検出部の出力に基づいて前記方位に対応する前記３次元座標上の前記画像の少なく
とも一部が前記視野に表示されるように、前記表示領域に前記画像を配置して表示する
　画像表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、表示視野に特定の情報を含む画像を表示することが可能なヘッドマウントデ
ィスプレイ及び画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現実空間の画像に、現実空間に対応する画像を付加する、拡張現実（ＡＲ：Augmented 
Reality）と呼ばれる技術が知られている。例えば特許文献１には、観察者の属する実空
間に任意の物体の三次元形状情報を表示することが可能な立体合成装置が記載されている
。また特許文献２には、ユーザが視認している外界に存在する対象物に関するオブジェク
トを表示することが可能なヘッドマウントディスプレイが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１８４３９８号公報
【特許文献２】特開２０１２－５３６４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、シースルー型ヘッドマウントディスプレイにおいては、例えば、シースルー領域
を確保しつつ、情報表示領域を制限したい場合がある。この場合、オブジェクトがディス
プレイの視界に入りにくくなる、あるいは、オブジェクトが視界に入った状態を保つこと
が困難となるおそれがある。
【０００５】
　以上のような事情に鑑み、本技術の目的は、オブジェクトの検索性あるいは視認性を向
上させることができるヘッドマウントディスプレイ及び画像表示装置を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本技術の一形態に係るヘッドマウントディスプレイは、表示
部と、検出部と、第１の制御ユニットとを具備する。
　上記表示部は、ユーザの頭部に装着可能であり、ユーザに実空間の視野を提供可能に構
成される。
　上記検出部は、上記表示部の少なくとも一軸周りの方位を検出する。
　上記第１の制御ユニットは、領域制限部と、記憶部と、表示制御部とを有する。上記領
域制限部は、上記表示部を包囲する３次元座標における上記視野の上記一軸方向に沿った
表示領域を制限することが可能に構成される。上記記憶部は、上記視野に表示すべき画像
を上記３次元座標に対応付けて記憶する。上記表示制御部は、上記検出部の出力に基づい
て上記方位に対応する上記３次元座標上の画像を上記視野に表示する。
【０００７】
　上記ヘッドマウントディスプレイによれば、上記一軸周りの姿勢変化に応じて表示され
る画像がユーザの視野に入る確率が高まるため、画像の検索性を向上させることができる
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。また当該画像が視野に入った状態を容易に保つことができるため、画像の視認性をも向
上させることができる。
【０００８】
　ここで「表示部の方位」とは、典型的には、表示部の正面方向を意味する。ヘッドマウ
ントディスプレイに関しては、表示部の正面方向は、ユーザの正面方向と定義することが
できる。したがって「表示部の方位」は、ユーザの顔の向きと同義に解釈され得る。
【０００９】
　「表示部の一軸周りの方位」とは、当該一軸を中心とする表示部の方位を意味し、例え
ば当該一軸が鉛直軸の場合には、東西南北の水平方向が対応する。この場合、例えば北を
基準方位としたとき、当該方位からの角度で表示部の方位を表すことができる。一方、上
記一軸が水平軸の場合、当該一軸周りの表示部の方位は、水平面を基準とした仰角あるい
は俯角で表すことができる。上記の例に限られず、上記一軸は、鉛直軸および水平軸と交
差する他の軸であってもよい。
【００１０】
　上記検出部は、上記表示部の鉛直軸周りの方位を検出し、上記領域制限部は、鉛直軸周
りの円筒座標における高さ方向の領域を上記視野の縦方向の領域に応じて制限してもよい
。これによりユーザの水平視野内における画像の検索性及び視認性を向上させることがで
きる。
【００１１】
　この場合、上記領域制限部は、上記記憶部に記憶された画像の少なくとも一部が上記視
野に表示される高さに、上記円筒座標の高さ方向の領域を制限してもよい。これにより一
定の方位に存在する当該画像を容易に認識することができる。
【００１２】
　上記表示制御部は、上記方位が第１の所定角度以上変化したときは、上記方位の変化に
応じて上記画像を上記視野内で移動させ、上記方位の変化が上記第１の所定角度未満のと
きは、上記視野における上記画像の表示位置を固定してもよい。これによりユーザの鉛直
軸周りの不用意な姿勢変化に起因する画像の移動を規制して、画像の視認性を高めること
ができる。
【００１３】
　上記検出部は、上記表示部の水平軸周りの姿勢変化をさらに検出するように構成されて
もよい。この場合、上記表示制御部は、上記姿勢変化が第２の所定角度以上のときは、上
記姿勢変化に応じて上記画像を上記視野内で移動させ、上記姿勢変化が上記第２の所定角
度未満のときは、上記視野における上記画像の表示位置を固定する。これによりユーザの
水平軸周りの不用意な姿勢変化に起因する画像の移動を規制して、画像の更なる視認性の
向上を図ることができる。
【００１４】
　上記表示制御部は、上記検出部の出力変化が所定時間にわたって所定以下のときは、上
記画像を上記視野の所定位置に移動させてもよい。すなわち所定時間にわたって検出部の
出力が変化しないときは視野に表示された画像をユーザが参照している蓋然性が高いため
、その画像を視野の所定位置に移動させることで画像の視認性を高めるようにしている。
上記所定位置は、例えば視野の中央部であってもよく、更に移動後の画像は拡大表示され
てもよい。
【００１５】
　上記に代えて、上記表示制御部は、ユーザの操作により生成される所定信号の入力を検
出したときは、上記画像を上記視野の所定位置に移動させてもよい。この構成においても
上述と同様に画像の視認性を高めることができるとともに、ユーザの意図に即して画像の
表示を制御することが可能となる。
【００１６】
　上記表示制御部は、上記視野の所定位置に上記画像が表示されている状態において、上
記検出部の出力変化が所定周波数以上のときは、上記検出部の出力のうち上記所定周波数
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以上の周波数成分を無効としてもよい。上記所定周波数として、例えば、ユーザの顔ぶれ
に相当する周波数に設定することにより、ユーザの細かい顔ぶれの影響を受けることなく
、画像の視認性を確保することができる。
【００１７】
　一方、上記第１の制御ユニットは、ユーザの操作により生成される所定信号の入力を検
出したときは、上記３次元座標における高さ方向の領域を上記視野の上記一軸方向の領域
に合わせて制限し、上記視野に表示される画像をすべて上記視野において同一の高さに揃
えるように構成されてもよい。これにより視野に表示された画像の視認性の更なる向上を
図ることができる。
【００１８】
　上記画像は、上記視野に存在する所定の対象物に関連する情報を含むものとすることが
できる。これにより上記対象物に関連する情報をユーザへ提供することができる。また、
上記画像は静止画であってもよいし、アニメーション画像等の動画であってもよい。
【００１９】
　上記検出部は、表示部の方位や姿勢変化を検出できるものであれば特に限定されず、例
えば地磁気センサ、モーションセンサ、あるいはこれらの組み合わせ等が採用可能である
。
【００２０】
　上記ヘッドマウントディスプレイは、上記記憶部に記憶される複数の画像を取得する画
像取得部を有する第２の制御ユニットをさらに具備してもよい。
【００２１】
　上記第１の制御ユニットは、上記第２の制御ユニットに対して、上記複数の画像の中か
ら選択された１つ以上の画像の送信を要求するように構成されてもよい。このように第１
の制御ユニットが主体となって必要な画像を必要な順序で取得できるようにすることで、
第１及び第２の制御ユニット間の通信速度や、送信要求から実際に画像が送信されるまで
の時間（レイテンシ）等の問題を感じさせないシステムを構築することができる。
【００２２】
　この場合、上記第１の制御ユニットは、上記３次元座標上の、上記視野の表示領域によ
り近い座標位置に対応付けられた画像の優先的な送信を上記第２の制御ユニットに対して
要求するように構成されてもよい。
【００２３】
　なお、画像がアニメーション画像である場合は、現在時刻とアニメーションフレーム時
刻とを考慮して優先付けすればよい。例えば、上記第１の制御ユニットは、上記アニメー
ション画像を構成する全画像の少なくとも一部の一括的な送信を上記第２の制御ユニット
に対して要求するように構成されてもよい。
【００２４】
　上記第１の制御ユニットは、上記記憶部に記憶された画像のすべてについて、その座標
位置と上記視野の表示領域との距離を定期的に評価し、上記視野の表示領域から最も遠い
座標位置の画像を上記記憶部から削除するように構成されてもよい。これにより記憶部の
容量の低減を図ることが可能となる。
【００２５】
　上記第２の制御ユニットは、上記表示部の位置情報を取得可能な位置情報取得部をさら
に有してもよい。上記画像取得部は、上記第１の制御ユニットへ送信可能な上記位置情報
に対応する画像を取得する。これにより第２の制御ユニットは、ユーザの現在位置に応じ
て最適な画像を取得することができる。
【００２６】
　一方、本技術の一形態に係る画像表示装置は、表示部と、検出部と、領域制限部と、記
憶部と、表示制御部とを具備する。
　上記表示部は、実空間を表示可能な表示面を有する。
　上記検出部は、上記表示部の少なくとも一軸周りの方位を検出する。
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　上記領域制限部は、上記表示部を包囲する３次元座標における上記視野の上記一軸方向
に沿った表示領域を制限することが可能に構成される。
　上記記憶部は、上記視野に表示すべき画像を上記３次元座標に対応付けて記憶する。
　上記表示制御部は、上記検出部の出力に基づいて上記方位に対応する上記３次元座標上
の画像を上記視野に表示する。
【発明の効果】
【００２７】
　以上のように、本技術によれば、オブジェクト画像の検索性あるいは視認性を向上させ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本技術の一実施形態に係るヘッドマウントディスプレイの機能を説明する概略図
である。
【図２】上記ヘッドマウントディスプレイを示す全体図である。
【図３】上記ヘッドマウントディスプレイを含むシステムの構成を示すブロック図である
。
【図４】上記ヘッドマウントディスプレイにおける制御ユニットの機能ブロック図である
。
【図５Ａ】上記ヘッドマウントディスプレイにおけるワールド座標系の一例としての円筒
座標を示す概略図である。
【図５Ｂ】上記ヘッドマウントディスプレイにおけるワールド座標系の一例としての円筒
座標を示す概略図である。
【図６Ａ】図５Ａに示す円筒座標の展開図である。
【図６Ｂ】図５Ｂに示す円筒座標の展開図である。
【図７】上記円筒座標系における座標位置の説明図である。
【図８】視野とオブジェクトとの関係を概念的に示す上記円筒座標の展開図である。
【図９Ａ】円筒座標（ワールド座標）から視野（ローカル座標）への変換方法を説明する
図である。
【図９Ｂ】円筒座標（ワールド座標）から視野（ローカル座標）への変換方法を説明する
図である。
【図１０Ａ】上記ヘッドマウントディスプレイにおける顔ぶれ補正機能を説明する概念図
である。
【図１０Ｂ】上記ヘッドマウントディスプレイにおける顔ぶれ補正機能を説明する概念図
である。
【図１１Ａ】領域制限された円筒座標に対応付けられたオブジェクトと視野との相対位置
関係を示す概略図である。
【図１１Ｂ】領域制限された円筒座標に対応付けられたオブジェクトと視野との相対位置
関係を示す概略図である。
【図１２Ａ】領域制限された円筒座標にオブジェクトを配置する手順を説明する概念図で
ある。
【図１２Ｂ】領域制限された円筒座標にオブジェクトを配置する手順を説明する概念図で
ある。
【図１３】領域制限された円筒座標にオブジェクトを配置する手順を説明するシーケンス
図である。
【図１４】上記システムの動作の概要を説明するフローチャートである。
【図１５】上記制御ユニットによるオブジェクトデータの受信手順の一例を示すフローチ
ャートである。
【図１６】上記制御ユニットによる視野へのオブジェクトの描画手順の一例を示すフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
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【００２９】
　以下、本技術に係る実施形態を、図面を参照しながら説明する。本実施形態では、画像
表示装置としてヘッドマウントディスプレイに本技術を適用した例について説明する。
【００３０】
＜第１の実施形態＞
　図１は、本技術の一実施形態に係るヘッドマウントディスプレイ（以下「ＨＭＤ」と称
する。）の機能を説明する概略図である。まず図１を参照して、本実施形態に係るＨＭＤ
の基本的な機能の概要について説明する。
【００３１】
　ここで図１において、Ｘ軸方向及びＹ軸方向は相互に直交する水平方向を示し、Ｚ軸方
向は鉛直軸方向を示している。これらＸＹＺ直交座標系は、ユーザの属する実空間の座標
系を表し、Ｘ軸の矢印は北方向を示し、Ｙ軸の矢印は東方向を示している。またＺ軸の矢
印は重力方向を示している。
【００３２】
［ＨＭＤの機能の概要］
　本実施形態のＨＭＤ１００は、ユーザＵの頭部に装着され、ユーザＵの実空間の視野Ｖ
（表示視野）に仮想的な画像を表示することが可能に構成される。視野Ｖに表示される画
像には、当該視野Ｖに存在する所定の対象物Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４に関連する情報が含
まれる。所定の対象物としては、例えば、ユーザＵの周囲に存在する風景、店舗、商品等
が該当する。
【００３３】
　ＨＭＤ１００は、ＨＭＤを装着したユーザＵを包囲する仮想上のワールド座標系に対応
付けられた画像（以下、オブジェクトともいう。）Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４を予め記憶す
る。ワールド座標系は、ユーザの属する実空間と等価な座標系であって、ユーザＵの位置
及び所定の軸方向を基準とした対象物Ａ１～Ａ４の位置を定める。本実施形態においてワ
ールド座標は、鉛直軸を軸心とする円筒座標Ｃ０が採用されるが、これ以外にユーザＵを
中心とする天球座標等の他の３次元座標が採用されてもよい。
【００３４】
　円筒座標Ｃ０の半径Ｒ、高さＨは任意に設定可能である。ここでは、半径Ｒは、ユーザ
Ｕから対象物Ａ１～Ａ４までの距離よりも短く設定されるが、上記距離よりも長くてもよ
い。また高さＨは、ＨＭＤ１００を介して提供されるユーザＵの視野Ｖの高さ（縦方向の
長さ）Ｈｖ以上の大きさに設定される。
【００３５】
　オブジェクトＢ１～Ｂ４は、そのワールド座標系に存在する対象物Ａ１～Ａ４に関連す
る情報を表示する画像であって、文字や絵柄等を含む画像であってもよいし、アニメーシ
ョン画像であってもよい。またオブジェクトは、２次元画像であってもよいし、３次元画
像であってもよい。さらにオブジェクトの形状は、矩形、円形その他の幾何学的形状であ
ってもよく、オブジェクトの種類によって適宜設定可能である。
【００３６】
　円筒座標Ｃ０上におけるオブジェクトＢ１～Ｂ４の座標位置は、例えば、対象物Ａ１～
Ａ４を注視するユーザの目線Ｌと円筒座標Ｃ０との交差位置にそれぞれ対応付けられる。
図示の例では、オブジェクトＢ１～Ｂ４各々の中心位置を上記交差位置に一致させたが、
これに限られず、オブジェクトの周縁の一部（例えば四隅の一部）を上記交差位置に一致
させてもよい。あるいは、オブジェクトＢ１～Ｂ４の座標位置が上記交差位置から離れた
任意の位置に対応付けられてもよい。
【００３７】
　円筒座標Ｃ０は、北方向を０°とした鉛直軸周りの角度を表す周方向の座標軸（θ）と
、ユーザＵの水平方向の目線Ｌｈを基準とした上下方向の角度を表す高さ方向の座標軸（
ｈ）とを有する。座標軸（θ）は、東周りを正方向とし、座標軸（ｈ）は、俯角を正方向
、仰角を負方向としている。
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【００３８】
　後述するように、ＨＭＤ１００は、ユーザＵの視点方向を検出するための検出部を有し
ており、当該検出部の出力に基づいて、ユーザＵの視野Ｖが円筒座標Ｃ０上のどの領域に
対応するかを判定する。そしてＨＭＤ１００は、視野Ｖを形成するｘｙ座標系の対応領域
に何れかのオブジェクト（例えばオブジェクトＢ１）が存在するときは、上記対応領域に
オブジェクトＢ１を表示（描画）する。
【００３９】
　以上のように本実施形態のＨＭＤ１００は、実空間の対象物Ａ１に重畳してオブジェク
トＢ１を視野Ｖに表示することで、ユーザＵに対して対象物Ａ１に関連する情報を提供す
る。またＨＭＤ１００は、ユーザＵの視点の方位あるいは方向に応じて、所定の対象物Ａ
１～Ａ４に関するオブジェクト（Ｂ１～Ｂ４）をユーザＵに提供することができる。
【００４０】
　続いて、ＨＭＤ１００の詳細について説明する。図２は、ＨＭＤ１００を示す全体図で
あり、図３は、その構成を示すブロック図である。
【００４１】
［ＨＭＤの構成］
　ＨＭＤ１００は、表示部１０と、表示部１０の姿勢を検出する検出部２０と、表示部１
０の駆動を制御する制御ユニット３０とを有する。本実施形態においてＨＭＤ１００は、
ユーザに実空間の視野Ｖを提供可能なシースルー型のＨＭＤで構成されている。
【００４２】
　（表示部）
　表示部１０は、ユーザＵの頭部に装着可能に構成される。表示部１０は、第１及び第２
の表示面１１Ｒ，１１Ｌと、第１及び第２の画像生成部１２Ｒ，１２Ｌと、支持体１３と
を有する。
【００４３】
　第１及び第２の表示面１１Ｒ，１１Ｌは、それぞれユーザＵの右眼及び左眼に実空間（
外界視野）を提供可能な透明性を有する光学素子で構成される。第１及び第２の画像生成
部１２Ｒ，１２Ｌは、それぞれ第１及び第２の表示面１１Ｒ，１１Ｌを介してユーザＵへ
提示される画像を生成可能に構成される。支持体１３は、表示面１１Ｒ，１１Ｌ及び画像
生成部１２Ｒ，１２Ｌを支持し、第１及び第２の表示面１１Ｌ，１１ＲがユーザＵの右眼
及び左眼にそれぞれ対向するようにユーザの頭部に装着されることが可能な適宜の形状を
有する。
【００４４】
　以上のように構成される表示部１０は、ユーザＵに対して、表示面１１Ｒ，１１Ｌを介
して実空間に所定の画像（あるいは虚像）が重畳された視野Ｖを提供することが可能に構
成される。
【００４５】
　（検出部）
　検出部２０は、表示部１０の少なくとも一軸周りの方位あるいは姿勢変化を検出するこ
とが可能に構成される。本実施形態において検出部２０は、Ｘ，Ｙ及びＺ軸周りの表示部
１０の方位あるいは姿勢変化をそれぞれ検出するように構成されている。
【００４６】
　ここで、表示部１０の方位とは、典型的には、表示部の正面方向を意味する。本実施形
態では、表示部１０の方位は、ユーザＵの顔の向きと定義される。
【００４７】
　検出部２０は、角速度センサ、加速度センサ等のモーションセンサ、あるいはこれらの
組み合わせによって構成することができる。この場合、検出部２０は、角速度センサ及び
加速度センサの各々を３軸方向に配置したセンサユニットで構成されてもよいし、各軸に
応じて使用するセンサを異ならせてもよい。表示部１０の姿勢変化、変化の方向及びその
変化の量等は、例えば角速度センサの出力の積分値を用いることができる。
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【００４８】
　また、鉛直軸（Ｚ軸）周りの表示部１０の方位の検出には、地磁気センサが採用されて
もよい。あるいは、地磁気センサと上記モーションセンサとが組み合わされてもよい。こ
れにより精度の高い方位あるいは姿勢変化の検出が可能となる。
【００４９】
　検出部２０は、表示部１０の適宜の位置に配置されている。検出部２０の位置は特に限
定されず、例えば画像生成部１２Ｒ，１２Ｌのいずれか一方、あるいは支持体１３の一部
に配置される。
【００５０】
　（制御ユニット）
　制御ユニット３０（第１の制御ユニット）は、検出部２０の出力に基づいて、表示部１
０（画像生成部１２Ｒ，１２Ｌ）の駆動を制御する制御信号を生成する。本実施形態にお
いて制御ユニット３０は、接続ケーブル３０ａを介して表示部１０と電気的に接続されて
いる。勿論これに限られず、制御ユニット３０は表示部１０と無線通信回線を通じて接続
されてもよい。
【００５１】
　図３に示すように制御ユニット３０は、ＣＰＵ３０１と、メモリ３０２（記憶部）と、
送受信部３０３と、内部電源３０４と、入力操作部３０５とを有する。
【００５２】
　ＣＰＵ３０１は、ＨＭＤ１００全体の動作を制御する。メモリ３０２は、ＲＯＭ（Read
 Only Memory）及びＲＡＭ（Random Access Memory）等を有し、ＣＰＵ３０１によるＨＭ
Ｄ１００の制御を実行するためのプログラムや各種パラメータ、表示部１０で表示するべ
き画像（オブジェクト）、その他必要なデータを記憶する。送受信部３０３は、後述する
携帯情報端末２００との通信のためのインターフェースを構成する。内部電源３０４は、
ＨＭＤ１００の駆動に必要な電力を供給する。
【００５３】
　入力操作部３０５は、ユーザ操作によって表示部１０で表示される画像を制御するため
のものである。入力操作部３０５は、メカニカルスイッチで構成されてもよいし、タッチ
センサで構成されてもよい。入力操作部３０５は、表示部１０に設けられてもよい。
【００５４】
　ＨＭＤ１００はさらに、スピーカ等の音響出力部、カメラ等を備えていてもよい。この
場合、上記音声出力部及びカメラは、典型的には表示部１０に設けられる。さらに制御ユ
ニット３０には、表示部１０の入力操作画面等を表示する表示デバイスが設けられてもよ
い。この場合、入力操作部３０５は、当該表示デバイスに設けられたタッチパネルで構成
されてもよい。
【００５５】
　（携帯情報端末）
　携帯情報端末２００（第２の制御ユニット）は、制御ユニット３０と無線通信回線を介
して相互に通信可能に構成されている。携帯情報端末２００は、表示部１０で表示するべ
き画像を取得する機能と、取得した画像を制御ユニット３０へ送信する機能とを有する。
携帯情報端末２００は、ＨＭＤ１００と有機的に組み合わされることで、ＨＭＤシステム
を構築する。
【００５６】
　携帯情報端末２００は、表示部１０を装着するユーザＵによって携帯され、パーソナル
コンピュータ（ＰＣ：Personal Computer）、スマートフォン、携帯電話機、タブレット
ＰＣ、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）等の情報処理装置で構成されるが、ＨＭＤ
１００専用の端末装置であってもよい。
【００５７】
　図３に示すように携帯情報端末２００は、ＣＰＵ２０１と、メモリ２０２と、送受信部
２０３と、内部電源２０４と、表示部２０５と、カメラ２０６と、位置情報取得部２０７
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とを有する。
【００５８】
　ＣＰＵ２０１は、携帯情報端末２００全体の動作を制御する。メモリ２０２は、ＲＯＭ
及びＲＡＭ等を有し、ＣＰＵ２０１による携帯情報端末２００の制御を実行するためのプ
ログラムや各種パラメータ、制御ユニット３０へ送信される画像（オブジェクト）、その
他必要なデータを記憶する。内部電源２０４は、携帯情報端末２００の駆動に必要な電力
を供給する。
【００５９】
　送受信部２０３は、ＷｉＦｉ（Wireless Fidelity）等の無線ＬＡＮ（IEEE802.11等）
や移動通信用の３Ｇや４Ｇのネットワークを用いて、サーバＮや制御ユニット３０、近隣
の他の携帯情報端末等と通信する。携帯情報端末２００は、送受信部２０３を介してサー
バＮから、制御ユニット３０へ送信するべき画像（オブジェクト）やそれを表示するため
のアプリケーションをダウンロードし、メモリ２０２へ格納する。
【００６０】
　サーバＮは、典型的にはＣＰＵ、メモリ等を含むコンピュータで構成され、ユーザＵの
要求に応じて、あるいはユーザＵの意図に依らず自動的に、所定の情報を携帯情報端末２
００へ送信する。
【００６１】
　表示部２０５は、例えばＬＣＤやＯＬＥＤで構成され、各種メニューやアプリケーショ
ンのＧＵＩ等を表示する。典型的には、表示部２０５は、タッチパネルと一体とされてお
り、ユーザのタッチ操作を受け付け可能である。携帯情報端末２００は、表示部２０５の
タッチ操作によって制御ユニット３０へ所定の操作信号を入力することが可能に構成され
ている。
【００６２】
　位置情報取得部２０７は、典型的にはＧＰＳ（Global Positioning System）受信機を
含む。携帯情報端末２００は、位置情報取得部２０７を用いてユーザＵ（表示部１０）の
現在位置を測位し、サーバＮから必要な画像（オブジェクト）を取得することが可能に構
成される。すなわちサーバＮは、ユーザの現在位置に関する情報を取得し、その位置情報
に応じた画像データやアプリケーションソフトウェア等を携帯情報端末２００へ送信する
。
【００６３】
　（制御ユニットの詳細）
　次に、制御ユニット３０の詳細について説明する。
【００６４】
　図４は、ＣＰＵ３０１の機能ブロック図である。ＣＰＵ３０１は、座標設定部３１１と
、画像管理部３１２と、座標判定部３１３と、表示制御部３１４とを有する。ＣＰＵ３０
１は、メモリ３０２に格納されたプログラムに従って、これら座標設定部３１１、画像管
理部３１２、座標判定部３１３及び表示制御部３１４における処理を実行する。
【００６５】
　座標設定部３１１は、ユーザＵ（表示部１０）を包囲する３次元座標を設定する処理を
実行するように構成される。本例では、上記３次元座標は、鉛直軸Ａｚを中心とする円筒
座標Ｃ０（図１参照）が用いられる。座標設定部３１１は、円筒座標Ｃ０の半径Ｒと高さ
Ｈをそれぞれ設定する。座標設定部３１１は、典型的には、ユーザＵに提示するべきオブ
ジェクトの数や種類等に応じて円筒座標Ｃ０の半径Ｒ及び高さＨを設定する。
【００６６】
　円筒座標Ｃ０の半径Ｒは固定値でもよいが、表示するべき画像の大きさ（ピクセルサイ
ズ）等に応じて任意に設定可能な可変値であってもよい。円筒座標Ｃ０の高さＨは、表示
部１０によってユーザＵへ提供される視野Ｖの縦方向（垂直方向）の高さＨｖ（図１参照
）の例えば１倍以上３倍以下の大きさに設定される。高さＨの上限は、Ｈｖの３倍に限ら
れず、Ｈｖの３倍を超える大きさであってもよい。
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【００６７】
　図５Ａは、視野Ｖの高さＨｖと同一の高さＨ１を有する円筒座標Ｃ０を示している。図
５Ｂは、視野Ｖの高さＨｖの３倍の高さＨ２を有する円筒座標Ｃ０を示している。
【００６８】
　図６Ａ及び図６Ｂは、円筒座標Ｃ０を展開して示す模式図である。上述のように円筒座
標Ｃ０は、北方向を０°とした鉛直軸周りの角度を表す周方向の座標軸（θ）と、ユーザ
Ｕの水平方向の目線Ｌｈを基準とした上下方向の角度を表す高さ方向の座標軸（ｈ）とを
有する。座標軸（θ）は、東周りを正方向とし、座標軸（ｈ）は、俯角を正方向、仰角を
負方向としている。高さｈは、視野Ｖの高さＨｖの大きさを１００％としたときの大きさ
を表し、円筒座標Ｃ０の原点ＯＰ１は、北方向の方位（０°）とユーザＵの水平方向の目
線Ｌｈ（ｈ＝０％）との交点に設定される。
【００６９】
　座標設定部３１１は、表示部１０を包囲する３次元座標における視野Ｖの一軸方向に沿
った表示領域を制限することが可能な領域制限部としての機能を有する。本実施形態にお
いて座標設定部３１１は、表示部１０を包囲する円筒座標Ｃ０における視野Ｖの高さ方向
の視野領域（Ｈｖ）を制限する。具体的には、座標設定部３１１は、高さ（Ｈ）の規定値
が、視野Ｖの高さＨｖよりも大きいとき、当該円筒座標の高さ（Ｈ）を視野Ｖの高さ方向
の領域に応じて制限する。さらに座標設定部３１１は、ユーザＵによる操作に応じて、例
えば、円筒座標の高さをＨ２（図５Ｂ）からＨ１（図５Ａ）に制限する。
【００７０】
　画像管理部３１２は、メモリ３０２に格納された画像を管理する機能を有し、例えば、
表示部１０を介して表示される単数又は複数の画像をメモリ３０２へ格納し、及び、メモ
リ３０２に格納された画像を選択的に削除する処理を実行するように構成される。メモリ
３０２へ格納される画像は、携帯情報端末２００から送信される。画像管理部３１２はま
た、送受信部３０３を介して携帯情報端末２００に対して画像の送信を要求する。
【００７１】
　メモリ３０２は、視野Ｖに表示すべき単数又は複数の画像（オブジェクト）を円筒座標
Ｃ０に対応付けて記憶することができるように構成される。すなわちメモリ３０２は、図
１に示した円筒座標Ｃ０上の個々のオブジェクトＢ１～Ｂ４を円筒座標Ｃ０上の座標位置
とともに記憶する。
【００７２】
　図７に示すように、円筒座標系（θ，ｈ）と直交座標系（Ｘ，Ｙ，Ｚ）とは、Ｘ＝ｒco
sθ、Ｙ＝ｒsinθ、Ｚ＝ｈ、の関係を有する。図１に示したように視野Ｖの方位あるいは
姿勢に対応して表示すべき個々のオブジェクトＢ１～Ｂ４は、それぞれ固有の円筒座標Ｃ
０上の座標領域を占めており、その領域内の特定の座標位置Ｐ（θ，ｈ）とともにメモリ
３０２に格納される。
【００７３】
　オブジェクトＢ１～Ｂ４の座標位置は、各オブジェクトＢ１～Ｂ４の表示領域内であれ
ばどの位置に設定されてもよく、１つのオブジェクトにつき特定の１点（例えば中心位置
）に設定されてもよいし、２点以上（例えば対角の２点、あるいは四隅の点）に設定され
てもよい。
【００７４】
　また図１に示したように、オブジェクトＢ１～Ｂ４の座標位置が対象物Ａ１～Ａ４を注
視するユーザの目線Ｌと円筒座標Ｃ０との交差位置に対応付けられたとき、ユーザＵは、
オブジェクトＢ１～Ｂ４を対象物Ａ１～Ａ４と重なる位置で視認する。これに代えて、オ
ブジェクトＢ１～Ｂ４の座標位置が上記交差位置から離れた任意の位置に対応付けられて
もよい。これにより対象物Ａ１～Ａ４に対してオブジェクトＢ１～Ｂ４を所望の位置に表
示あるいは描画することができる。
【００７５】
　座標判定部３１３は、検出部２０の出力に基づいてユーザＵの視野Ｖが円筒座標Ｃ０上
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のどの領域に対応するかを判定する処理を実行するように構成される。すなわち、視野Ｖ
は、ユーザＵ（表示部１０）の姿勢変化によって円筒座標Ｃ０上を移動し、その移動方向
や移動量は、検出部２０の出力に基づいて算出される。座標判定部３１３は、検出部２０
の出力に基づいて表示部１０の移動方向及び移動量を算出し、円筒座標Ｃ０上のどの領域
に視野Ｖが属するかを判定する。
【００７６】
　図８は、円筒座標Ｃ０上における視野ＶとオブジェクトＢ１～Ｂ４との関係を概念的に
示す円筒座標Ｃ０の展開図である。視野Ｖは略矩形状であり、その左上の隅部を原点ＯＰ
２とするｘｙ座標（ローカル座標）を有する。ｘ軸は、原点ＯＰ２から水平方向に延びる
軸であり、ｙ軸は、原点ＯＰ２から垂直方向に延びる軸である。そして座標判定部３１３
は、視野Ｖの対応領域にオブジェクトＢ１～Ｂ４の何れかが存在するかどうかを判定する
処理を実行するように構成される。
【００７７】
　表示制御部３１４は、検出部２０の出力（すなわち座標判定部３１３の判定結果）に基
づいて表示部１０の方位に対応する円筒座標Ｃ０上のオブジェクトを視野Ｖに表示（描画
）する処理を実行するように構成される。例えば図８に示すように、視野Ｖの現在の方位
が、円筒座標Ｃ０上のオブジェクトＢ１，Ｂ２の表示領域にそれぞれ重なる場合、それら
の重なる領域Ｂ１０，Ｂ２０に相当する画像を視野Ｖに表示する（ローカルレンダリング
：Local Rendering）。
【００７８】
　図９Ａ及び図９Ｂは、円筒座標Ｃ０（ワールド座標）から視野Ｖ（ローカル座標）への
変換方法を説明する図である。
【００７９】
　図９Ａに示すように円筒座標Ｃ０上における視野Ｖの基準点の座標を（θv，ｈv）とし
、視野Ｖの領域内に位置するオブジェクトＢの基準点の座標を（θ0、ｈ0）とする。視野
Ｖ及びオブジェクトＢの基準点はどの点に設定されてもよく、本例では矩形状である視野
Ｖ及びオブジェクトＢの左上のコーナ部に設定される。αv［°］は、ワールド座標上に
おける視野Ｖの幅角度であり、その値は表示部１０の設計あるいは仕様によって確定する
。
【００８０】
　表示制御部３１４は、円筒座標系（θ，ｈ）をローカル座標系（ｘ，ｙ）に変換するこ
とで、視野ＶにおけるオブジェクトＢの表示位置を決定する。図９Ｂに示すようにローカ
ル座標系における視野Ｖの高さ及び幅をそれぞれＨv及びＷvとし、ローカル座標系（ｘ，
ｙ）におけるオブジェクトＢの基準点の座標を（ｘ0，ｙ0）とすると、変換式は、以下の
とおりである。
　　ｘ0＝（θ0－θv）・Ｗv／αv　…（１）
　　ｙ0＝（ｈ0－ｈv）・Ｈv／100　…（２）
【００８１】
　表示制御部３１４は、典型的には、表示部１０の方位あるいは姿勢の変化に追従して、
視野Ｖ内でオブジェクトＢの表示位置を変化させる。この制御は、視野Ｖにオブジェクト
Ｂの少なくとも一部が存在する限り継続される。
【００８２】
　一方、近年においてはＨＭＤの小型化に伴ってその表示領域が狭くなる傾向にある。ま
たシースルー型ヘッドマウントディスプレイにおいては、例えば、シースルー領域を確保
しつつ、情報表示領域を制限したい場合がある。このような場合、上述のように表示部１
０の方位あるいは姿勢の変化に追従して視野Ｖ内でオブジェクトＢの表示位置が変化する
と、オブジェクトＢが視野Ｖに入った状態を保つことが困難になるおそれがある。このよ
うな問題を解決するため、本実施形態のＨＭＤ１００は以下に説明するようなオブジェク
ト表示固定機能を有する。
【００８３】
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　　＜オブジェクト表示固定機能＞
　　（１）ノンストリクト（Non Strict）属性の導入
　表示制御部３１４は、表示部１０の方位あるいは姿勢が所定角度以上変化したときは、
上記方位あるいは姿勢の変化に応じてオブジェクトを視野Ｖ内で移動させ、上記方位ある
いは姿勢の変化が上記所定角度未満のときは、視野Ｖにおけるオブジェクトの表示位置を
固定する処理を実行可能に構成される。
【００８４】
　本実施形態では、オブジェクトにノンストリクト属性が導入されてもよい。すなわち、
オブジェクトＢがワールド座標系（円筒座標Ｃ０）の１ヶ所に固定されるのではなく、ユ
ーザＵが見ている方向がある角度範囲内の場合、表示部１０のローカル座標系（ｘ，ｙ）
にオブジェクトが固定表示されてもよい。このような処理を実行することにより、視野Ｖ
にオブジェクトが入った状態を容易に維持することができる。したがって、ユーザＵの鉛
直軸周り又は水平軸周りの不用意な姿勢変化に起因するオブジェクトの移動を規制して、
オブジェクトの視認性を高めることができる。
【００８５】
　上記所定角度としては、鉛直軸（Ｚ軸）周りの角度でもよいし、水平軸（Ｘ軸及び／又
はＹ軸）まわりの角度であってもよいし、それらの双方であってもよい。上記所定角度の
値は適宜設定可能であり、例えば±１５°である。上記所定角度は、鉛直軸周りの角度（
第１の所定角度）及び水平軸周り（第２の所定角度）で同一であってもよいし、相互に異
なっていてもよい。
【００８６】
　　（２）第１のグラブ機能
　表示制御部３１４は、検出部２０の出力変化が所定時間にわたって所定以下のときは、
オブジェクトＢを視野Ｖの所定位置に移動させる処理を実行可能に構成される。
【００８７】
　本実施形態では、所定時間にわたって検出部２０の出力が変化しないときは視野Ｖに表
示されたオブジェクトをユーザが参照している蓋然性が高いため、そのオブジェクトを視
野Ｖの所定位置に移動させることでオブジェクトの視認性を高めるようにしてもよい。
【００８８】
　上記所定時間は特に限定されず、例えば５秒程度に設定される。上記所定位置も特に限
定されず、例えば視野Ｖの中央部や隅部、あるいは上下左右の何れか偏った位置とされる
。更に、移動後のオブジェクトは拡大等の誇張表示がされてもよい。
【００８９】
　当該機能は、例えば、オブジェクトが視野Ｖの中心に位置する状態で、所定時間検出部
２０の出力変化が認められない場合に、当該オブジェクトＢを視野Ｖのローカル座標系（
ｘ，ｙ）の所定位置に固定表示するようにしてもよい。この場合、検出部２０の出力が所
定の値を超えたとき、当該オブジェクトの固定表示機能が解除される。このときの検出部
２０の出力値は、上述した表示部１０の所定の軸周りへの所定角度以上の姿勢変化に相当
する出力変化量であってもよいし、それ以外の出力変化量であってもよい。
【００９０】
　　（３）第２のグラブ機能
　表示制御部３１４は、ユーザＵの操作により生成される所定信号の入力を検出したとき
は、オブジェクトを視野Ｖの所定位置に移動させる処理を実行可能に構成される。このよ
うな構成においても上述と同様にオブジェクトの視認性を高めることができるとともに、
ユーザの意図に即して画像の表示を制御することが可能となる。
【００９１】
　この処理は、例えば、オブジェクトを視野Ｖの中心に合わせて、入力操作部３０５ある
いは携帯情報端末２００へ所定の入力操作を行うことで、オブジェクトが視野Ｖのローカ
ル座標系（ｘ，ｙ）に固定される。そして入力操作部３０５等を再度操作することで、オ
ブジェクトがワールド座標系に復帰し、オブジェクトの固定表示機能が解除される。
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【００９２】
　　（４）顔ぶれ補正機能
　表示制御部３１４は、視野Ｖの所定位置にオブジェクトが表示されている状態において
、検出部２０の出力変化が所定周波数以上のときは、検出部２０の出力のうち上記所定周
波数以上の周波数成分を無効とする処理を実行可能に構成される。
【００９３】
　視野Ｖ内のオブジェクトが表示部１０の方位あるいは姿勢変化に追従して移動すると、
ユーザＵの細かい顔のぶれにも追従してしまい、オブジェクトの視認性が悪化するおそれ
がある。この問題を防止するために、所定以上の高周波成分に対してはオブジェクトを表
示部１０の姿勢変化に追従させず、所定未満の低周波成分に対してはオブジェクトの表示
位置を視野Ｖ（ローカル座標系）に固定するようにしてもよい。上記所定周波数として、
例えば、ユーザの顔ぶれに相当する周波数に設定される。これにより、ユーザの細かい顔
ぶれの影響を受けることなく、画像の視認性を確保することができる。
【００９４】
　図１０Ａ及び図１０Ｂは、顔ぶれ補正機能を説明する概念図である。同図において、Ｖ
１はある時点におけるローカル座標系を示し、Ｖ２は、Ｖ１に対応する顔ぶれ補正座標系
を示す。ＯＰ及びＯＰ’は、Ｖ１及びＶ２の原点を示す。
【００９５】
　顔ぶれ補正機能が有効とされた場合、顔ぶれ補正座標系にオブジェクトが置かれる。顔
ぶれ補正座標系は、視野Ｖのローカル座標系（ｘ，ｙ）に対してＰＤ制御で追従制御され
る。ＰＤ制御とは、フィードバック制御の一種であり、一般に、比例制御（Proportional
 Control）及び微分制御（Differential Control）を組み合わせて設定値に収束させる制
御をいう。図１０Ａ，１０Ｂにおいて、視野Ｖと視野Ｖ’の間に各々接続されたバネ（ｐ
）及びダンパ（ｄ）のうち、バネ（ｐ）がＰＤ制御のＰ成分に相当し、ダンパ（ｄ）がＰ
Ｄ制御のＤ成分に相当する。
【００９６】
　追従制御の計算方法の一例を挙げると、ある時点ｔでのローカル座標系Ｖ１にある点を
（ｘ(t)，ｙ(t)）とし、それと対応する顔ぶれ補正座標系Ｖ２の点を（ｘ’(t)，ｙ’(t)
）とする。さらにサンプル周期（Δｔ）前のローカル座標系Ｖ１の点を（ｘ(t－Δt)，ｙ
(t－Δt)）とし、それと対応する顔ぶれ補正座標系Ｖ２の点を（ｘ’(t－Δt)，ｙ’(t－
Δt)）とする。対応点の差分を（Δｘ(t)，Δｙ(t)）とすると、
　　Δｘ(t)＝ｘ’(t)－ｘ(t)　…（３）
　　Δｙ(t)＝ｙ’(t)－ｙ(t)　…（４）
と表され、対応点の速度差分を（Δｖx(t)，Δｖy(t)）とすると、
　　Δｖx(t)＝｛Δｘ’(t)－Δｘ’（t－Δt）｝－｛Δｘ(t)－Δｘ（t－Δt）｝　…（
５）
　　Δｖy(t)＝｛Δｙ’(t)－Δｙ’（t－Δt）｝－｛Δｙ(t)－Δｙ（t－Δt）｝　…（
６）
と表される。そのときに顔ぶれ補正座標系Ｖ１’がローカル座標系Ｖ１に追従移動すべき
量（Δｐ(t)、Δｑ(t)）は、
　　Δｐ(t)＝Ｐx×Δｘ(t)＋Ｄx×Δｖx(t)　…（７）
　　Δｑ(t)＝Ｐy×Δｙ(t)＋Ｄy×Δｖy(t)　…（８）
と表される。
　ここで、Ｐx、Ｐyはｘ、ｙに対する差分ゲイン定数、Ｄx、Ｄyはｘ、ｙに対する速度ゲ
イン定数である。
【００９７】
　ローカル座標系Ｖ１が回転した場合でも、顔ぶれ補正座標系Ｖ１’は回転成分には追従
しない（図１０Ｂ）。すなわち、ユーザの前後方向の軸周りに顔を傾けた場合でもオブジ
ェクトの傾きは規制されることになる。
【００９８】
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　上述の各オブジェクト表示固定機能（１）～（４）は、それぞれ個別に適用されてもよ
いし、各機能を適宜組み合わせて適用されてもよい。例えば、上記（１）～（３）の何れ
か１つと上記（４）との組み合わせが適用可能である。
【００９９】
　　＜領域制限機能＞
　続いて、ＨＭＤ１００の領域制限機能について説明する。
【０１００】
　近年、シースルー型ヘッドマウントディスプレイにおいては、例えば、シースルー領域
を確保しつつ、情報表示領域を制限したい場合がある。この場合、オブジェクト画像が視
界に入りにくくなるおそれがある。そこで本実施形態では、オブジェクトの検索性を高め
る目的で、ワールド座標系の領域制限機能を有する。
【０１０１】
　上述のように座標設定部３１１は、表示部１０を包囲する円筒座標Ｃ０におけるＺ軸方
向に沿った領域（Ｈ）を視野Ｖの高さ方向の領域（Ｈｖ）に応じて制限することが可能な
領域制限部としての機能を有する（図５Ａ参照）。円筒座標Ｃ０の高さＨを制限すること
により、ユーザの水平視野内における画像の検索性及び視認性を向上させることができる
。
【０１０２】
　円筒座標Ｃ０の高さ方向の制限量は特に限定されず、本実施形態では、円筒座標Ｃ０の
高さは、視野Ｖの高さＨｖと同一の高さ（Ｈ１）に制限される。表示制御部３１４は、当
該領域制限機能が有効とされた場合には、領域制限された円筒座標Ｃ０内に各オブジェク
トＢ１～Ｂ４が位置するように、円筒座標系（θ，ｈ）のうち少なくともｈ座標を変更し
てオブジェクトＢ１～Ｂ４を視野Ｖに表示することが可能に構成される。
【０１０３】
　図１１Ａ及び図１１Ｂは、高さＨ１に領域制限された円筒座標Ｃ１に対応付けられたオ
ブジェクトＢ１～Ｂ４と視野Ｖとの相対位置関係を示す概略図である。ユーザＵは、Ｚ軸
（鉛直軸）周りの姿勢変更だけで全ての方位に対応付けられたオブジェクトＢ１～Ｂ４を
視認することが可能となるため、オブジェクトＢ１～Ｂ４の検索性が飛躍的に向上するこ
とになる。
【０１０４】
　図１１Ａの例では、全てのオブジェクトＢ１～Ｂ４を円筒座標Ｃ１内に配置されたが、
これに限られず、必要に応じて、少なくとも１つのオブジェクトが円筒座標Ｃ１内に配置
されてもよい。また円筒座標Ｃ１に配置されるオブジェクトＢ１～Ｂ４の高さは特に限定
されず、各々任意に設定可能である。
【０１０５】
　さらに図１１の例では、オブジェクトＢ１～Ｂ４の全体が円筒座標Ｃ１内に配置された
が、オブジェクトＢ１～Ｂ４の少なくとも一部が視野Ｖに表示されるように構成されても
よい。これにより一定の方位に存在する当該画像を容易に認識することができる。この場
合、入力操作部３０５等へのユーザＵによる入力操作によって、円筒座標Ｃ１の高さＨ１
をこれよりも大きい高さに変更可能に構成されてもよい。これにより当該オブジェクトの
全体を視認することができる。
【０１０６】
　上述の領域制限機能を有効にするか無効にするかは、ユーザＵによる設定によって選択
可能に構成されてもよい。本実施形態のＨＭＤ１００は、通常モードとして、ワールド座
標系を円筒座標Ｃ１とする領域制限機能が有効な状態に設定されており、ユーザによる自
発的な設定変更によって当該領域制限機能の変更（例えば高さＨの変更）あるいは無効状
態への切り替えが可能に構成される。
【０１０７】
　一方、制御ユニット３０は、ユーザＵの操作により生成される所定信号の入力を検出し
たときは、円筒座標における高さ方向の領域を視野Ｖの高さ方向の領域（Ｈｖ）に合わせ
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て制限し、視野Ｖに表示されるオブジェクトをすべて視野Ｖにおいて同一の高さに揃える
処理を実行可能に構成されてもよい。
【０１０８】
　すなわち、領域制限機能が無効状態である場合、あるいはワールド座標系が円筒座標Ｃ
１以外の円筒座標に設定されている場合において、ユーザＵによる入力操作部３０５等へ
の入力操作によって、ワールド座標系を円筒座標Ｃ１に強制的に切り替えられる。そして
更に、全てのオブジェクトＢ１～Ｂ４が図１１Ｂに示すように視野Ｖにおいて同一の高さ
で表示される位置に各オブジェクトＢ１～Ｂ４が円筒座標Ｃ１内に配置される。これによ
り視野に表示された画像の視認性の更なる向上を図ることができる。
【０１０９】
　　＜画像管理機能＞
　続いて、ＨＭＤ１００の画像管理機能について説明する。
【０１１０】
　上述のように本実施形態では、制御ユニット３０へのオブジェクトデータの送信に携帯
情報端末２００が用いられる。携帯情報端末２００は、ユーザＵ（表示部１０）の位置を
測位する位置情報取得部２０７と、制御ユニット３０のメモリ３０２へ格納すべき複数の
オブジェクト（Ｂ１～Ｂ４）をサーバＮ等から取得可能な送受信部２０３等を含む画像取
得部を備える。
【０１１１】
　本実施形態において制御ユニット３０は、携帯情報端末２００に対して、複数のオブジ
ェクトデータの中から選択された１つ以上のオブジェクトデータの送信を要求し、携帯情
報端末２００は、制御ユニット３０へ要求されたオブジェクトデータを送信する。
【０１１２】
　ここで、表示部１０の視野Ｖへオブジェクトを円滑に描画する上で、携帯情報端末２０
０と制御ユニット３０との間の通信速度とレイテンシ（送信要求から実際に画像が送信さ
れるまでの時間）が問題になる。本実施形態では、上記通信速度やレイテンシの問題を回
避する目的で、制御ユニット３０（本例では画像管理部３１２）は以下のように構成され
ている。
【０１１３】
　まず、制御ユニット３０は、あらかじめ必要な複数のオブジェクトデータを携帯情報端
末２００から取得するように構成される。これにより、視野Ｖへのオブジェクトの描画タ
イミングを制御ユニット３０側で制御できるようになり、通信環境等によらずにユーザＵ
へ必要なオブジェクトを適切なタイミングで提供できるようになる。
【０１１４】
　また制御ユニット３０は、円筒座標Ｃ０上の、視野Ｖの表示領域により近い座標位置に
対応付けられたオブジェクトの優先的な送信を携帯情報端末２００に対して要求するよう
に構成される。このように視野Ｖへ提示される可能性の高いオブジェクトデータを優先的
に取得しておくことで、視野Ｖへのオブジェクト表示の遅延を阻止することができる。
【０１１５】
　この際、画像管理部３１２は、まずワールド座標上にオブジェクトの配置位置に相当す
る単数又は複数のフレームを設定し、次いで、当該フレームに、優先度の高いオブジェク
トを配置する処理を実行可能に構成される。なお、「ワールド座標上にフレームあるいは
オブジェクトを配置する」とは、ワールド座標上にフレームあるいはオブジェクトを対応
付けることを意味する。
【０１１６】
　一例として、高さＨ１に領域制限された円筒座標Ｃ１にオブジェクトＢ３及びＢ４を配
置する手順を図１２Ａ、図１２Ｂ及び図１３に示す。なお以下の手順は、領域制限されて
いない円筒座標Ｃ０あるいは他の３次元座標で構成されたワールド座標系にも同様に適用
可能である。
　本実施形態では、オブジェクトの画像データ（オブジェクトデータ）と当該オブジェク
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トの座標位置を定めるフレームデータの各々が、携帯情報端末２００から制御ユニット３
０へ送信される。フレームデータは、オブジェクトデータよりもデータ量が少ないため、
オブジェクトデータと比較して取得に時間を要さない。このため、先にフレームデータ取
得の通信を行い、後から優先度順にオブジェクトデータ取得の通信を行う。
【０１１７】
　　（フレーム登録フェーズ）
　まず、携帯情報端末２００は、制御ユニット３０へオブジェクトＢ３を配置するための
フレームＦ３の送信要否を確認し（ステップ１０１）、これに対して制御ユニット３０は
、携帯情報端末２００へフレームＦ３の送信を要求する（ステップ１０２）。制御ユニッ
ト３０は、受信したフレームＦ３をメモリ３０２へ格納することで、フレームＦ３を円筒
座標Ｃ１上の対応位置へ配置する。
【０１１８】
　続いて、携帯情報端末２００は、制御ユニット３０へオブジェクトＢ４を配置するため
のフレームＦ４の送信要否を確認し（ステップ１０３）、これに対して制御ユニット３０
は、携帯情報端末２００へフレームＦ４の送信を要求する（ステップ１０４）。制御ユニ
ット３０は、受信したフレームＦ４をメモリ３０２へ格納することで、フレームＦ４を円
筒座標Ｃ１上の対応位置へ配置する。全フレームデータの送信後、携帯情報端末２００は
制御ユニット３０へオブジェクトデータの送信許可を通知する（ステップ１０５）。
【０１１９】
　　（データ取得フェーズ）
　制御ユニット３０は、上記オブジェクトデータの送信許可通知をトリガにデータ取得フ
ェーズに移行する。具体的には例えば、制御ユニット３０は、検出部２０の出力に基づき
、現在の視野Ｖ（表示部１０）の方位に最も近いフレーム（本例ではフレームＦ４）を判
定し、そのフレームに属するオブジェクト（本例ではオブジェクトＢ４）の画像データの
送信を要求する（ステップ１０６）。この要求を受けて、携帯情報端末２００は、制御ユ
ニット３０へオブジェクトＢ４の画像データを送信する（ステップ１０７）。制御ユニッ
ト３０は、受信したオブジェクトＢ４の画像データをメモリ３０２へ格納することで、オ
ブジェクトＢ４を円筒座標Ｃ１上のフレームＦ４内に配置する。
【０１２０】
　続いて、制御ユニット３０は、フレームＦ４の次に視野Ｖの方位に近いフレーム（本例
ではフレームＦ３）を判定し、そのフレームに属するオブジェクト（本例ではオブジェク
トＢ３）の画像データの送信を要求する（ステップ１０８）。この要求を受けて、携帯情
報端末２００は、制御ユニット３０へオブジェクトＢ３の画像データを送信する（ステッ
プ１０９）。制御ユニット３０は、受信したオブジェクトＢ３の画像データをメモリ３０
２へ格納することで、オブジェクトＢ３を円筒座標Ｃ１上のフレームＦ３内に配置する。
【０１２１】
　以上のように、制御ユニット３０は、円筒座標Ｃ１上にあらかじめオブジェクトのフレ
ームデータを登録しておくことで、現在の視野Ｖを基準とするオブジェクトの取得優先度
を判定可能とし、その判定結果に基づいて、優先度の高い（視野Ｖに最も近い）オブジェ
クトから順次その画像データを取得するように構成される。
【０１２２】
　ここで、オブジェクトがアニメーション画像の場合には、現在時刻とアニメーションフ
レーム時刻とを考慮して優先付けを行えばよい。例えば、制御ユニット３０は、当該アニ
メーション画像を構成する全画像の少なくとも一部の一括的な送信を携帯情報端末２００
に対して要求するように構成される。このようにオブジェクトがアニメーション画像の場
合であっても、そのフレームレートを考慮して必要な数の画像（例えば１秒後までの画像
）をキャッシュしておくことで、動的に対応することができる。
【０１２３】
　上述のようなシステムを構築するには、オブジェクトデータを保持するメモリ３０２の
容量を大きくする必要が生じる。しかし、必要性が高いオブジェクトデータを優先的に保
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持し、必要性が低いデータを破棄する処理を動的に実施することで、全ては保持しきれな
いオブジェクトデータ量でも適切なオブジェクト表示が実現可能となる。なお破棄したデ
ータは、必要性が出たら再取得すればよい。
【０１２４】
　すなわち制御ユニット３０は、メモリ３０２に記憶されたオブジェクトのすべてについ
て、その座標位置と視野Ｖの表示領域との距離を定期的に評価し、視野Ｖの表示領域から
最も遠い座標位置のオブジェクトをメモリ３０２から削除するように構成されてもよい。
具体的には、円筒座標Ｃ１上の全オブジェクトと視野Ｖの現在方位との相対位置関係に基
づいて、全オブジェクトの優先度を各々評価し、優先度の低いオブジェクトデータを消去
する。これにより視野Ｖに近いオブジェクトデータの保存領域を確保することができる。
【０１２５】
　優先度の評価方法は特に限定されず、例えば、円筒座標Ｃ１における視野Ｖの中心位置
とオブジェクトの中心位置との間のピクセル数に基づいて評価することができる。またア
ニメーション画像の場合は、再生時刻に基づいた係数を評価値に乗じてもよい。
【０１２６】
［ＨＭＤの動作］
　次に、以上のように構成される本実施形態に係るＨＭＤ１００を備えたＨＭＤシステム
の動作の一例について説明する。
【０１２７】
　図１４は、本実施形態に係るＨＭＤシステムの動作の概要を説明するフローチャートで
ある。
【０１２８】
　まず、携帯情報端末２００の位置情報取得部２０７を用いて、ユーザＵ（表示部１０）
の現在位置が測定される（ステップ２０１）。表示部１０の位置情報は、サーバＮに送信
される。そして携帯情報端末２００は、サーバＮから、ユーザＵの周囲の実空間に存在す
る所定の対象物に関連するオブジェクトデータを取得する（ステップ２０２）。
【０１２９】
　次に、携帯情報端末２００は、制御ユニット３０へオブジェクトデータの送信準備がで
きたことを通知する。制御ユニット３０（本例では座標設定部３１１）は、オブジェクデ
ータの種類等に応じてワールド座標系としての円筒座標Ｃ０の高さ（Ｈ）及び半径（Ｒ）
を設定する（ステップ２０３）。
【０１３０】
　この場合、座標設定部３１１は、表示部１０によって提供される視野Ｖの高さ（Ｈｖ）
に応じた領域制限機能が有効な場合には、ワールド座標系を例えば図１２Ａに示す円筒座
標Ｃ１に設定する。
【０１３１】
　続いて、制御ユニット３０は、検出部２０の出力に基づいて視野Ｖの方位を検出し（ス
テップ２０４）、携帯情報端末２００からオブジェクトデータを取得してメモリ３０２へ
格納する（ステップ２０５）。
【０１３２】
　図１５は、制御ユニット３０によるオブジェクトデータの受信手順の一例を示すフロー
チャートである。
【０１３３】
　制御ユニット３０は、携帯情報端末２００からのオブジェクトデータの送信許可確認を
受信した後（ステップ３０１）、全オブジェクトのフレーム登録が完了したかどうかを判
定する（ステップ３０２）。全オブジェクトのフレーム登録が完了しないとオブジェクト
の座標位置が定まらず、また、オブジェクトの優先度の評価が不可能となるからである。
フレーム登録が未完の場合は処理を終了し、上述した未完フレームの登録処理を実行する
。
【０１３４】
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　一方、全オブジェクトのフレーム登録が完了しているときは、受信していないオブジェ
クトの有無とメモリ３０２の容量を確認する（ステップ３０３）。未登録オブジェクトが
あり、かつメモリ容量が十分である場合は、当該未登録オブジェクトを受信しメモリ３０
２へ格納する（ステップ３０４）。
【０１３５】
　なお制御ユニット３０は、定期的にメモリ３０２内のオブジェクトの優先度を評価し、
評価値の低いものは必要に応じて削除する。
【０１３６】
　制御ユニット３０は、円筒座標Ｃ０における視野Ｖの対応領域に何れかのオブジェクト
データが存在する場合には、当該オブジェクトを視野Ｖの対応位置に表示部１０を介して
表示（描画）する（ステップ２０６）。視野Ｖへのオブジェクトの表示に際しては、上述
したオブジェクト表示固定機能の何れかが適用されてもよい。
【０１３７】
　図１６は、制御ユニット３０による視野Ｖへのオブジェクトの描画手順の一例を示すフ
ローチャートである。
【０１３８】
　制御ユニット３０は、検出部２０の出力に基づいて現在の視野Ｖの方位を算出する（ス
テップ４０１）。視野Ｖの方位は、ワールド座標系（θ，ｈ）に換算されて、円筒座標Ｃ
０上のどの位置に対応するかモニタリングされる。
【０１３９】
　次に制御ユニット３０は、メモリ３０２に格納された全オブジェクトのうち、スキャン
が未完了のオブジェクトがあるかどうか判定する（ステップ４０２）。上記スキャンは、
画面更新毎にメモリ３０２に格納された全オブジェクトに対して行われる。
【０１４０】
　スキャン未完了のオブジェクトがある場合、当該オブジェクトがワールド座標系のオブ
ジェクトがどうか判定し（ステップ４０３）、「Ｎｏ」の場合は視野Ｖに当該オブジェク
トを描画する（ステップ４０４）。
【０１４１】
　一方、ステップ４０３において判定が「Ｙｅｓ」の場合には、続いて当該オブジェクト
について上記オブジェクト表示固定機能の何れか（例えば第１のグラブ機能）が適用され
ているかどうかを判定する（ステップ４０５）。当該機能が適用されている場合、所期の
条件を満たした時点で当該オブジェクトを視野Ｖに固定表示する（ステップ４０６）。一
方、何れの表示固定機能の適用がない場合には、視野Ｖがオブジェクト位置に入った時点
で視野Ｖに当該オブジェクトを描画する（ステップ４０７）。
【０１４２】
　以後、上述の処理が繰り返される。これにより表示部１０を介してユーザＵの現在位置
に則した最新のオブジェクトをユーザＵへ提供することが可能となる。
【０１４３】
＜第２の実施形態＞
　続いて、本技術の第２の実施形態について説明する。以下、第１の実施形態と異なる構
成について主に説明し、上述の実施形態と同様の構成についてはその説明を省略または簡
略化する。
【０１４４】
　本実施形態に係るヘッドマウントディスプレイは、ユーザの頭部に装着可能に構成され
ユーザに実空間の視野を提供可能な表示部と、上記表示部の方位を検出する検出部と、上
記検出部の出力に基づいて画像を上記視野に表示する表示制御部とを備える。
　上記表示制御部は、上記方位が第１の所定角度以上変化したときは、上記方位の変化に
応じて上記画像を前記視野内で移動させる。
　上記表示制御部は、上記方位の変化が上記第１の所定角度未満のときは、上記視野にお
ける上記画像の表示位置を固定する。
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【０１４５】
　上記表示部および検出部は、第１の実施形態で説明した表示部１０および検出部２０に
それぞれ相当する。上記表示制御部は、第１の実施形態で説明したオブジェクト表示固定
機能（（１）ノンストリクト属性の導入）を有する表示制御部３１４に相当する。
【０１４６】
　すなわち本実施形態のヘッドマウントディスプレイは、ワールド座標が円筒座標に限定
されない他の任意の座標系に適用可能である。本実施形態においても第１の実施形態と同
様な作用効果を得ることができる。すなわち、視野にオブジェクトが入った状態を容易に
維持することができるため、ユーザの不用意な姿勢変化に起因するオブジェクトの移動を
規制し、オブジェクトの視認性を高めることができる。
【０１４７】
　なお本実施形態においても、第１の実施形態と同様に、領域制限機能および画像管理機
能の少なくとも１つを備えていてもよい。
【０１４８】
＜第３の実施形態＞
　続いて、本技術の第３の実施形態について説明する。以下、第１の実施形態と異なる構
成について主に説明し、上述の実施形態と同様の構成についてはその説明を省略または簡
略化する。
【０１４９】
　本実施形態に係るヘッドマウントディスプレイは、ユーザの頭部に装着可能に構成され
ユーザに実空間の視野を提供可能な表示部と、上記表示部の方位を検出する検出部と、上
記検出部の出力に基づいて画像を上記視野に表示する表示制御部とを備える。
　上記表示制御部は、上記検出部の出力変化が所定時間にわたって所定以下のときは、上
記画像を前記視野の所定位置に移動させる。
　または、上記表示制御部は、ユーザの操作により生成される所定信号の入力を検出した
ときは、上記画像を上記視野の所定位置に移動させる。
【０１５０】
　上記表示部および検出部は、第１の実施形態で説明した表示部１０および検出部２０に
それぞれ相当する。上記表示制御部は、第１の実施形態で説明したオブジェクト表示固定
機能（（２）第１のグラブ機能、または、（３）第２のグラブ機能）を有する表示制御部
３１４に相当する。
【０１５１】
　すなわち本実施形態のヘッドマウントディスプレイは、ワールド座標が円筒座標に限定
されない他の任意の座標系に適用可能である。本実施形態においても第１の実施形態と同
様な作用効果を得ることができる。すなわち、視野にオブジェクトが入った状態を容易に
維持することができるため、ユーザの不用意な姿勢変化に起因するオブジェクトの移動を
規制し、オブジェクトの視認性を高めることができる。
【０１５２】
　なお本実施形態においても、第１の実施形態と同様に、領域制限機能および画像管理機
能の少なくとも１つを備えていてもよい。
【０１５３】
＜第４の実施形態＞
　続いて、本技術の第４の実施形態について説明する。以下、第１の実施形態と異なる構
成について主に説明し、上述の実施形態と同様の構成についてはその説明を省略または簡
略化する。
【０１５４】
　本実施形態に係るヘッドマウントディスプレイは、ユーザの頭部に装着可能に構成され
ユーザに実空間の視野を提供可能な表示部と、上記表示部の方位を検出する検出部と、上
記検出部の出力に基づいて画像を上記視野に表示する表示制御部を備える。
　上記表示制御部は上記視野の所定位置にうえ記画像が表示されている状態において、上
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記検出部の出力変化が所定周波数以上のときは、上記検出部の出力のうち上記所定周波数
以上の周波数成分を無効とする。
【０１５５】
　上記表示部および検出部は、第１の実施形態で説明した表示部１０および検出部２０に
それぞれ相当する。上記表示制御部は、第１の実施形態で説明したオブジェクト表示固定
機能（（４）顔ぶれ補正機能）を有する表示制御部３１４に相当する。
【０１５６】
　すなわち本実施形態のヘッドマウントディスプレイは、ワールド座標が円筒座標に限定
されない他の任意の座標系に適用可能である。本実施形態においても、上述の第１の実施
形態と同様の作用効果を得ることができる。すなわち、ユーザの細かい顔ぶれの影響を受
けることなく、画像の視認性を確保することができる。
【０１５７】
　なお本実施形態においても、第１の実施形態と同様に、領域制限機能および画像管理機
能の少なくとも１つを備えていてもよい。
【０１５８】
　以上、本技術の実施形態について説明したが、本技術は上述の実施形態にのみ限定され
るものではなく、本技術の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿
論である。
【０１５９】
　例えば以上の実施形態では、ＨＭＤに本技術を適用した例を説明したが、ＨＭＤ以外の
画像表示装置として、例えば、車両の運転席や航空機等のコックピットに搭載されるヘッ
ドアップディスプレイ（ＨＵＤ）にも本技術は適用可能である。
【０１６０】
　また以上の実施形態では、シースルー型（透過型）のＨＭＤへの適用例を説明したが、
非透過型のＨＭＤにも本技術は適用可能である。この場合、表示部に装着したカメラで撮
像された外界視野に、本技術に係る所定のオブジェクトを表示すればよい。
【０１６１】
　さらに以上の実施形態では、ＨＭＤ１００は、実空間に存在する所定の対象物に関連す
る情報を含むオブジェクトを視野Ｖに表示するように構成されたが、これに限られず、ユ
ーザＵの現在位置や進行方向に基づいて行先案内表示等が視野Ｖに表示されてもよい。
【０１６２】
　なお、本技術は以下のような構成も採ることができる。
（１）　ユーザの頭部に装着可能に構成され、ユーザに実空間の視野を提供可能な表示部
と、
　前記表示部の少なくとも一軸周りの方位を検出する検出部と、
　前記表示部を包囲する３次元座標における前記視野の前記一軸方向に沿った表示領域を
制限することが可能な領域制限部と、前記視野に表示すべき画像を前記３次元座標に対応
付けて記憶する記憶部と、前記検出部の出力に基づいて前記方位に対応する前記３次元座
標上の画像を前記視野に表示する表示制御部と、を有する第１の制御ユニットと
　を具備するヘッドマウントディスプレイ。
（２）上記（１）に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記検出部は、前記表示部の鉛直軸周りの方位を検出し、
　前記領域制限部は、鉛直軸周りの円筒座標における高さ方向の領域を前記視野の縦方向
の領域に応じて制限する
　ヘッドマウントディスプレイ。
（３）上記（２）に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記領域制限部は、前記記憶部に記憶された画像の少なくとも一部が前記視野に表示さ
れる高さに、前記円筒座標の高さ方向の領域を制限する
　ヘッドマウントディスプレイ。
（４）上記（１）～（３）のいずれか１つに記載のヘッドマウントディスプレイであって



(23) JP 6287849 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

、
　前記表示制御部は、
　前記方位が第１の所定角度以上変化したときは、前記方位の変化に応じて前記画像を前
記視野内で移動させ、
　前記方位の変化が前記第１の所定角度未満のときは、前記視野における前記画像の表示
位置を固定する
　ヘッドマウントディスプレイ。
（５）上記（４）に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記検出部は、前記表示部の水平軸周りの姿勢変化をさらに検出し、
　前記表示制御部は、
　前記姿勢変化が第２の所定角度以上のときは、前記姿勢変化に応じて前記画像を前記視
野内で移動させ、
　前記姿勢変化が前記第２の所定角度未満のときは、前記視野における前記画像の表示位
置を固定する
　ヘッドマウントディスプレイ。
（６）上記（１）から（３）のいずれか１つに記載のヘッドマウントディスプレイであっ
て、
　前記表示制御部は、前記検出部の出力変化が所定時間にわたって所定以下のときは、前
記画像を前記視野の所定位置に移動させる
　ヘッドマウントディスプレイ。
（７）上記（１）から（６）のいずれか１つに記載のヘッドマウントディスプレイであっ
て、
　前記表示制御部は、ユーザの操作により生成される所定信号の入力を検出したときは、
前記画像を前記視野の所定位置に移動させる
　ヘッドマウントディスプレイ。
（８）上記（１）～（７）のいずれか１つに記載のヘッドマウントディスプレイであって
、
　前記表示制御部は、前記視野の所定位置に前記画像が表示されている状態において、前
記検出部の出力変化が所定周波数以上のときは、前記検出部の出力のうち前記所定周波数
以上の周波数成分を無効とする
　ヘッドマウントディスプレイ。
（９）上記（１）～（８）のいずれか１つに記載のヘッドマウントディスプレイであって
、
　前記第１の制御ユニットは、ユーザの操作により生成される所定信号の入力を検出した
ときは、前記３次元座標における高さ方向の領域を前記視野の前記一軸方向の領域に合わ
せて制限し、前記視野に表示される画像をすべて前記視野において同一の高さに揃える
　ヘッドマウントディスプレイ。
（１０）上記（１）～（９）のいずれか１つに記載のヘッドマウントディスプレイであっ
て、
　前記画像は、前記視野に存在する所定の対象物に関連する情報を含む
　ヘッドマウントディスプレイ。
（１１）上記（１）～（１０）のいずれか１つに記載のヘッドマウントディスプレイであ
って、
　前記画像は、アニメーション画像を含む
　ヘッドマウントディスプレイ。
（１２）上記（１）～（１１）のいずれか１つに記載のヘッドマウントディスプレイであ
って、
　前記検出部は、地磁気センサを含む
　ヘッドマウントディスプレイ。
（１３）上記（１）～（１２）のいずれか１つに記載のヘッドマウントディスプレイであ
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って、
　前記検出部は、前記表示部の動きを検出するモーションセンサを含む
　ヘッドマウントディスプレイ。
（１４）上記（１）～（１３）のいずれか１つに記載のヘッドマウントディスプレイであ
って、
　前記記憶部に記憶される複数の画像を取得する画像取得部を有する第２の制御ユニット
をさらに具備する
　ヘッドマウントディスプレイ。
（１５）上記（１４）に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記第１の制御ユニットは、前記第２の制御ユニットに対して、前記複数の画像の中か
ら選択された１つ以上の画像の送信を要求する
　ヘッドマウントディスプレイ。
（１６）上記（１３）又は（１４）に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記第１の制御ユニットは、前記３次元座標上の、前記視野の表示領域により近い座標
位置に対応付けられた画像の優先的な送信を前記第２の制御ユニットに対して要求する
　ヘッドマウントディスプレイ。
（１７）上記（１６）に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記画像はアニメーション画像であり、
　前記第１の制御ユニットは、前記アニメーション画像を構成する全画像の少なくとも一
部の一括的な送信を前記第２の制御ユニットに対して要求する
　ヘッドマウントディスプレイ。
（１８）上記（１６）又は（１７）に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記第１の制御ユニットは、前記記憶部に記憶された画像のすべてについて、その座標
位置と前記視野の表示領域との距離を定期的に評価し、前記視野の表示領域から最も遠い
座標位置の画像を前記記憶部から削除する
　ヘッドマウントディスプレイ。
（１９）上記（１４）～（１８）のいずれか１つに記載のヘッドマウントディスプレイで
あって、
　前記第２の制御ユニットは、前記表示部の位置情報を取得可能な位置情報取得部をさら
に有し、
　前記画像取得部は、前記第１の制御ユニットへ送信可能な前記位置情報に対応する画像
を取得する
　ヘッドマウントディスプレイ。
【符号の説明】
【０１６３】
　１０…表示部
　１１Ｒ，１１Ｌ…表示面
　１２Ｒ，１２Ｌ…画像生成部
　２０…検出部
　３０…制御ユニット
　１００…ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）
　２００…携帯情報端末
　３１１…座標設定部
　３１２…画像管理部
　３１３…座標判定部
　３１４…表示制御部
　Ａ１～Ａ４…対象物
　Ｂ、Ｂ１～Ｂ４…オブジェクト
　Ｃ０，Ｃ１…円筒座標（ワールド座標）
　Ｖ…視野
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　Ｕ…ユーザ
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