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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の耳に近接させて使用する音声出力部と、
　前記使用者が前記音声出力部から出力される音声を聞くために前記音声出力部を前記使
用者の頭部へ近接した際に前記使用者に視認できない位置にある表示素子と、
　前記音声出力部が前記使用者の頭部へ近接したことを検出するセンサとを有し、
　前記音声出力部からの音声の出力と前記表示素子の表示画面での表示とが行われている
状態で、前記センサが前記使用者の頭部へ近接したことを検出すると、前記表示素子の表
示画面を非表示とすることを特徴とする出力装置。
【請求項２】
　頭部近傍において使用者に映像または音声の少なくとも一方を提供する出力装置であっ
て、
　使用者の頭部近傍にあることを検出する検出手段と、
　音声出力部と、
　発光素子または表示素子とを有し、
　前記発光素子または前記表示素子は前記音声出力部の近傍に設けられ、
　前記検出手段の出力に基づいて、前記発光素子または前記表示素子を消灯する機能を有
することを特徴とする出力装置。
【請求項３】
　頭部近傍において使用者に映像および音声を提供する出力装置であって、
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　使用者の頭部近傍にあることを検出する検出手段と、
　音声出力部と、
　表示素子とを有し、
　前記表示素子は前記音声出力部の近傍に設けられ、
　前記検出手段の出力に基づいて、前記表示素子を消灯する機能を有することを特徴とす
る映像表示装置。
【請求項４】
　頭部に装着された状態で使用者に映像または音声の少なくとも一方を提供する出力装置
であって、映像または音声が提供されているときには、装着時に使用者が視認できない位
置にある発光素子または表示素子を消灯する機能を有することを特徴とする出力装置。
【請求項５】
　頭部に装着された状態で使用者の眼に映像を表示する映像表示装置であって、映像が表
示されているときには、装着時に使用者が視認できない位置にある表示素子を消灯する機
能を有することを特徴とする映像表示装置。
【請求項６】
　頭部に装着された状態で使用者の眼に映像を表示する映像表示装置であって、映像を表
示する表示部が、当該映像表示装置の装着時における使用者の眼前に対応する位置にある
ときには、装着時に使用者が視認できない位置にある表示素子を消灯する機能を有するこ
とを特徴とする映像表示装置。
【請求項７】
　頭部近傍において使用者に映像または音声の少なくとも一方を提供する出力装置であっ
て、映像または音声が提供されているときには、装着時に使用者が視認できない位置にあ
る発光素子または表示素子を消灯する機能を有することを特徴とする出力装置。
【請求項８】
　頭部近傍において使用者の眼に映像を表示する映像表示装置であって、映像が表示され
ているときには、装着時に使用者が視認できない位置にある表示素子を消灯する機能を有
することを特徴とする映像表示装置。
【請求項９】
　頭部近傍において使用者の眼に映像を表示する映像表示装置であって、映像を表示する
表示部が、当該映像表示装置の装着時における使用者の眼前に対応する位置にあるときに
は、装着時に使用者が視認できない位置にある表示素子を消灯する機能を有することを特
徴とする映像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、出力装置及び映像出力装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶パネル（ＬＣＤ）等のディスプレイ上に表示された映像を、接眼レンズやハ
ーフミラー等を有する光学系を介して拡大した虚像として観察する眼鏡タイプの映像表示
装置が種々提案され、ヘッドマウントディスプレイと呼ばれている。このようなヘッドマ
ウントディスプレイの例は、例えばＷＯ２００４／０６１５１９Ａ１公報（特許文献１）
に記載されている。
【０００３】
　この映像表示装置は、多くの場合、頭に巻いた形で顔面に装着する構成とされ、両眼に
対応する位置に映像表示系を形成した両眼タイプと左右眼の一方の眼に対応する位置に映
像表示系を形成した片眼タイプとがある。このようなヘッドマウントディスプレイは、通
常は、映像を表示する表示部と音声を出力するヘッドホーンとを有している。
【０００４】
　このようなヘッドマウントディスプレイを操作する操作部品（スイッチ等）や動作表部
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品は、頭部に装着される本体部と別のコントロールボックス等に設けてもよいが、これら
の操作部品や動作表示部品を、頭部に装着されるヘッドマウントディスプレイ本体部のヘ
ッドホーン部に取り付ける試みがなされている。
【特許文献１】ＷＯ２００４／０６１５１９Ａ１公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ヘッドマウントディスプレイにおいては、頭部に装着される関係上、その寸法や重量に
制約があり、あまり大容量の電池を搭載できない。よって、電池の交換や充電なく使用で
きる時間が限られてしまうと言う問題点がある。
【０００６】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、長時間に亘って電池の交換や充電を
しないで使用可能な出力装置、及び映像表示装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決する第１の手段は、使用者の耳に近接させて使用する音声出力部と、前
記使用者が前記音声出力部から出力される音声を聞くために前記音声出力部を前記使用者
の頭部へ近接した際に前記使用者に視認できない位置にある表示素子と、前記音声出力部
が前記使用者の頭部へ近接したことを検出するセンサとを有し、前記音声出力部からの音
声の出力と前記表示素子の表示画面での表示とが行われている状態で、前記センサが前記
使用者の頭部へ近接したことを検出すると、前記表示素子の表示画面を非表示とすること
を特徴とする出力装置である。
　前記課題を解決する第２の手段は、頭部近傍において使用者に映像または音声の少なく
とも一方を提供する出力装置であって、使用者の頭部近傍にあることを検出する検出手段
と、音声出力部と、発光素子または表示素子とを有し、前記発光素子または前記表示素子
は前記音声出力部の近傍に設けられ、前記検出手段の出力に基づいて、前記発光素子また
は前記表示素子を消灯する機能を有することを特徴とする出力装置である。
【０００８】
　前記課題を解決する第３の手段は、頭部近傍において使用者に映像および音声を提供す
る出力装置であって、使用者の頭部近傍にあることを検出する検出手段と、音声出力部と
、表示素子とを有し、前記表示素子は前記音声出力部の近傍に設けられ、前記検出手段の
出力に基づいて、前記表示素子を消灯する機能を有することを特徴とする映像表示装置で
ある。
【０００９】
　前記課題を解決するための第４の手段は、頭部に装着された状態で使用者に映像または
音声の少なくとも一方を提供する出力装置であって、映像または音声が提供されていると
きには、装着時に使用者が視認できない位置にある発光素子または表示素子を消灯する機
能を有することを特徴とする出力装置である。
　
【００１０】
　前記課題を解決するための第５の手段は、頭部に装着された状態で使用者の眼に映像を
表示する映像表示装置であって、映像が表示されているときには、装着時に使用者が視認
できない位置にある表示素子を消灯する機能を有することを特徴とする映像表示装置であ
る。
【００１１】
　前記課題を解決するための第６の手段は、頭部に装着された状態で使用者の眼に映像を
表示する映像表示装置であって、映像を表示する表示部が、当該映像表示装置の装着時に
おける使用者の眼前に対応する位置にあるときには、装着時に使用者が視認できない位置
にある表示素子を消灯する機能を有することを特徴とする映像表示装置である。
　前記課題を解決するための第７の手段は、頭部近傍において使用者に映像または音声の
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少なくとも一方を提供する出力装置であって、映像または音声が提供されているときには
、装着時に使用者が視認できない位置にある発光素子または表示素子を消灯する機能を有
することを特徴とする出力装置である。
　前記課題を解決するための第８の手段は、頭部近傍において使用者の眼に映像を表示す
る映像表示装置であって、映像が表示されているときには、装着時に使用者が視認できな
い位置にある表示素子を消灯する機能を有することを特徴とする映像表示装置である。
　前記課題を解決するための第９の手段は、頭部近傍において使用者の眼に映像を表示す
る映像表示装置であって、映像を表示する表示部が、当該映像表示装置の装着時における
使用者の眼前に対応する位置にあるときには、装着時に使用者が視認できない位置にある
表示素子を消灯する機能を有することを特徴とする映像表示装置である。
　
【発明の効果】
【００１２】
　本手段によれば、長時間に亘って電池の交換や充電をしないで使用可能な出力装置、及
び映像表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態の第１の例であるヘッドマウントディスプレイの概要を示す
図である。
【図２】本発明の実施の形態の第２の例であるヘッドマウントディスプレイの概要を示す
図である。
【図３】本発明の実施の形態の第３の例であるヘッドマウントディスプレイの概要を示す
図である。
【図４】本発明の実施の形態の第４の例であるヘッドマウントディスプレイの概要を示す
図である。
【符号の説明】
【００１４】
１…ヘッドマウントディスプレイ、２…ヘッドホーン、３…ヘッドホーン、４…連結部、
５…支持アーム、６…表示部、７…表示素子、８…支持アーム位置検出センサ、９…人体
近接スイッチ、１１…電源状態表示、１２…ＨＭＤコンテンツ内容表示画面、１３…再生
音声レベル表示、１４…ＨＭＤ表示同等画面
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態の例を、図を用いて説明する。図１は、本発明の実施の形態
の第１の例であるヘッドマウントディスプレイの概要を示す図である。図１において、（
ａ）は平面図、（ｂ）は側面図である。
【００１６】
　ヘッドマウントディスプレイ１においては、ヘッドホーン２、３が、連結部４により連
結されており、連結部４は弾性を有している。装着時には、ヘッドホーン２、３により両
耳を挟んで連結部４の弾性により押さえつける形で頭部Ｈに装着する。ヘッドホーン３に
は、支持アーム５が装着時の左右方向を回動軸として回動可能なように取り付けられてお
り、その先端部には、使用者の眼Ｅに映像を表示する表示部６が取り付けられている。
【００１７】
　ヘッドホーン２には、ヘッドマウントディスプレイ１の動作を表示する表示素子７が設
けられている。表示素子７は、例えば、ヘッドマウントディスプレイ１が左眼用として使
用可能とされているときには点灯し、右眼用として使用可能とされているときには消灯す
るＬＥＤのようなものである。
【００１８】
　本実施の形態においては、表示部６に映像表示がなされているときには、表示素子７に
対する電源の供給を停止して消灯する。表示部６に映像表示がなされているときには、ヘ
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ッドマウントディスプレイ１が装着されて、使用者が映像を観察しているときがほとんど
である。このようなときには、表示素子７は視認できないので、消灯させても問題は発生
しない。そして、表示素子７に電源を供給しなくて済むので、その分、電池の寿命が長く
なる。
【００１９】
　図２は、本発明の実施の形態の第２の例であるヘッドマウントディスプレイの概要を示
す図である。図２において、（ａ）は平面図、（ｂ）は側面図である。以下の図において
、前出の図に示された構成要素と同じ構成要素には、同じ符号を付してその説明を省略す
る。
【００２０】
　図２において、支持アーム５は、ヘッドホーン３に対して、紙面上下方向の回転軸を軸
して回動可能となっており、ヘッドマウントディスプレイ１を装着した状態における表示
部６の位置を、眼Ｅの前にある状態と、眼Ｅの前から待避させた状態とに切り替えられる
ようになっている。支持アーム位置検出センサ８は、これらの状態を検出し、ヘッドマウ
ントディスプレイ１を装着した状態における表示部６の位置が、眼Ｅの前にある状態とな
っているときは、表示素子７に対する電源の供給を停止して消灯する。ヘッドマウントデ
ィスプレイ１を装着した状態における表示部６の位置が、眼Ｅの前にある状態となってい
るときには、ヘッドマウントディスプレイ１が装着されて、使用者が映像を観察している
ときがほとんどである。このようなときには、表示素子７は視認できないので、消灯させ
ても問題は発生しない。そして、表示素子７に電源を供給しなくて済むので、その分、電
池の寿命が長くなる。
【００２１】
　又、図２においては、人体近接スイッチ９が設けられ、ヘッドマウントディスプレイ１
が頭部Ｈに装着されたときに、人体近接スイッチ９が作動して、頭部への装着を検知する
ようになっている。そして、頭部への装着が検知されたときは、表示素子７に対する電源
の供給を停止して消灯する。ヘッドマウントディスプレイ１を装着したときには、表示素
子７は視認できないので、消灯させても問題は発生しない。そして、表示素子７に電源を
供給しなくて済むので、その分、電池の寿命が長くなる。
【００２２】
　図３は、本発明の実施の形態の第３の例であるヘッドマウントディスプレイの概要を示
す図であり、側面図である。この実施の形態は、第２の実施の形態とほとんど同じである
が、ヘッドホーン２に、電源状態表示１１、ＨＭＤ（ヘッドマウントディスプレイ）コン
テンツ内容表示画面１２、再生音声レベル表示１３が設けられているところが異なってい
る。電源状態表示１１は、ヘッドマウントディスプレイのメイン電源がＯＮの時に点灯す
るＬＥＤ等の発光素子である。ＨＭＤコンテンツ内容表示画面１２は、ヘッドマウントデ
ィスプレイの表示部６やヘッドホーン２、３で再生しているコンテンツの内容（再生して
いる音楽のタイトル、再生している映画のタイトルなど）や、再生／停止状態、再生時間
などを表示する液晶ディスプレイ等の表示素子である。再生音声レベル表示１２は、ヘッ
ドホーン２、３で再生しているコンテンツ（音楽など）の音声信号のレベル（大きさ）を
示すＬＥＤインジケータ等の発光素子である。
【００２３】
　図４は、本発明の実施の形態の第４の例であるヘッドマウントディスプレイの概要を示
す図であり、側面図である。この実施の形態は、第２の実施の形態とほとんど同じである
が、ヘッドホーン２に、ＨＭＤ表示同等画面１４を表示する素子が設けられている。ＨＭ
Ｄ表示同等画面１４は、表示部６に表示されている映像と同じ映像を表示する液晶ディス
プレイ等の表示素子である。
【００２４】
　以上の第３の実施の形態、第４の実施の形態においては、不要な表示素子に電力を供給
し、表示を行うことは省電力上無駄であることに加えて、ヘッドマウントディスプレイの
非装着時に見やすい表示を行うために表示エリアを大きくとると、ヘッドマウントディス
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プレイの装着時には外部へ視聴情報が露出してしまう。表示内容は個人プライバシーでも
あり、外部に公開しないことが望ましい。よって、ヘッドマウントディスプレイが装着さ
れ、使用中であるときは、電源状態表示１１、ＨＭＤコンテンツ内容表示画面１２、再生
音声レベル表示１３、ＨＭＤ表示同等画面１４を消灯したり、非表示とすることが好まし
い。
【００２５】
　なお、上述した実施の形態では、表示部６を有するヘッドマウントディスプレイ１につ
いて説明したが、表示部６がなく音声のみを出力をする音声専用のヘッドホーンなどの出
力装置にこれらの実施の形態で説明した事項を適用してもよい。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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