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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも表示素子を備える頭部装着型の情報表示装置であって、
　前記情報表示装置を使用している使用者の肉眼の視界における電子映像の表示位置が肉
眼の視界内の所定の第１の領域にあるときと、前記第１の領域とは異なる第２の領域にあ
るときとで、表示モードが自動的に切り替わり、
　前記表示モードは、少なくとも要約表示モードと詳細表示モードとを有し、
　前記表示位置が前記第２の領域にあるとき、前記表示モードは前記要約表示モードに自
動的に切り替わることを特徴とする情報表示装置。
【請求項２】
　表示光学系の射出窓の位置と向きを変えることで前記表示位置の調整が可能であること
を特徴とする請求項１に記載の情報表示装置。
【請求項３】
　前記要約表示モードにおける表示文字サイズの下限値は、前記詳細表示モードにおける
前記表示文字サイズの下限値よりも大きいことを特徴とする請求項１に記載の情報表示装
置。
【請求項４】
　前記表示素子が同一情報内容を表示するとき、前記要約表示モードにおける前記表示素
子の画面を構成する文字数に対するアイコンの数の比は、前記詳細表示モードにおける前
記表示素子の画面を構成する文字数に対するアイコンの数の比よりも大きいことを特徴と
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する請求項１に記載の情報表示装置。
【請求項５】
　前記要約表示モードではスクロール表示を禁止し、
　前記詳細表示モードではスクロール表示を許可することを特徴とする請求項１に記載の
情報表示装置。
【請求項６】
　前記表示素子に表示するコンテンツは、複数のフィールドを含むレコードの全部または
一部であって、
　前記表示モード毎にあらかじめどのフィールドを表示するかが決められていることを特
徴とする請求項１に記載の情報表示装置。
【請求項７】
　前記表示素子に表示するコンテンツは、複数のフィールドを含むレコードの全部または
一部であって、それぞれのフィールドにはメタデータが定められており、
　行動状態に応じて前記表示モードが切り替わると共に、前記メタデータを手がかりに、
レコードの中のどのフィールドを表示するか決定することを特徴とする請求項１に記載の
情報表示装置。
【請求項８】
　前記要約表示モードは、前記詳細表示モードに比較して、単一画面内に表示する最大文
字数が少ないことを特徴とする請求項１に記載の情報表示装置。
【請求項９】
　前記要約表示モードでは、前記詳細表示モードにおける表示画面の略中央の一部分のみ
を用いて情報を表示することを特徴とする請求項１に記載の情報表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報表示装置、特に頭部装着型の情報表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、使用者の頭部に装着して表示部に表示した画像情報を観察するための情報表示装
置が種々提案されている（例えば、特許文献１、２、３参照）。頭部装着型の情報表示装
置は、いわゆるヘッドマウントディスプレイとして、眼鏡型、ゴーグル型、ヘルメット型
等の構成が知られている。
【０００３】
【特許文献１】特開平７－２６１１１２号公報
【特許文献２】特開平７－２９４８４４号公報
【特許文献３】特開２００４－２３６２４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　頭部装着型の情報表示装置の小型化が進むと、さらに、その適用範囲が広くなる。例え
ば、使用者は、小型な情報表示装置を常時装着することも考えられる。常時装着型の情報
表示装置では、使用者は外界の視覚情報を常時観察することができる。そして、外界の視
野に重畳的に情報表示装置による電子映像が表示される。
【０００５】
　なお、「常時装着型の情報表示装置」とは、使用者が意図的に情報表示装置を使用する
場合に加えて、使用者が情報表示装置を使用する意図が無い場合においても装着できるよ
うに構成されているものをいう。このため、常時装着型の情報表示装置は、小型、軽量で
あり、外界の視野が確保できるように構成されている。
【０００６】
　また、使用者の行動状態は、日々の生活において屋外、屋内、歩行中、発話中等、様々



(3) JP 5036177 B2 2012.9.26

10

20

30

40

50

に変化する。ここで、同一の情報内容のときでも、行動状態に応じて表示する情報のモー
ドを適宜変えることが望ましい。例えば、情報表示装置により電車の時刻表を肉眼の視界
に重畳して表示する場合を例にとると、使用者が歩行中のときは大きなアイコン表示、使
用者が非歩行中のとき（立ち止まっているとき）は表示される情報の認識に集中すること
ができるので、詳細な文字情報を表示すること等が好ましい。
【０００７】
　特許文献１に開示された頭部搭載型ディスプレイ装置では、使用者の頭部の変動状態に
応じて、提示する視覚情報を周囲の環境視覚情報へ切替ている。このため、表示する視覚
情報自体は、切替わることがない。この結果、従来技術の頭部搭載型ディスプレイ装置で
は、使用者の行動状態に応じた適切な情報表示をすることはできない。
【０００８】
　また、従来の頭部装着型の情報表示装置は、小型で可搬容易となるように構成されてい
る。そこで、電源として、電池または蓄電池が用いられる。このため、電池の容量により
使用時間が制限される。この結果、できる限り節電、即ち省電力することが望まれる。
【０００９】
　特に常時装着型の情報表示装置では、装着時間が従来の情報表示装置に比較して長くな
る。このため、より効率的な省電力が要求される。ここで、特許文献２、特許文献３には
、ヘッドマウントディスプレイにおいて省電力を実現するための構成が提案されている。
しかしながら、上述した常時装着型の情報表示装置のような、使用者の使用意図の有無に
関わらず装着するものに関して効率よく省電力を行なうことはできない。
【００１０】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、使用者の行動状態に適した情報表示を
行なうことができる情報表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　また、本発明の好ましい態様によれば、表示モードは、少なくとも要約表示モードと詳
細表示モードとを有し、使用者の行動状態が、歩行中でないこと、電子映像を注視してな
いこと、発話していないことのうちの少なくともいずれか一つの状態であるとき、詳細表
示モードへ自動的に切り替わることが望ましい。
【００２８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明によれば、少なくとも表示素子
を備える頭部装着型の情報表示装置であって、情報表示装置を使用している使用者の肉眼
の視界における電子映像の表示位置を調整でき、表示位置が肉眼の視界内の所定の略中央
の第１の領域にあるときと、第１の領域とは異なる第２の領域にあるときとで、表示モー
ドが自動的に切り替わる情報表示装置を提供できる。なお、第1の領域は、肉眼の視界内
の略中央に限るわけではなく、注視したときに眼に負担のかからない位置であればよい。
例えば、肉眼視界の中心から下側４５°の範囲であれば、注視しても眼の負担は小さく、
その領域のどこに第１の領域を設けても良い。
【００３２】
　また、本発明の好ましい態様によれば、表示モードは、少なくとも要約表示モードと詳
細表示モードとを有し、表示位置が第２の領域にあるとき、表示モードは要約表示モード
に自動的に切り替わることが望ましい。
【００３３】
　また、本発明の好ましい態様によれば、要約表示モードにおける表示文字サイズの下限
値は、詳細表示モードにおける表示文字サイズの下限値よりも大きいことが望ましい。
【００３４】
　また、本発明の好ましい態様によれば、表示素子が同一情報内容を表示するとき、要約
表示モードにおける表示素子の画面を構成する文字数に対するアイコンの数の比は、詳細
表示モードにおける表示素子の画面を構成する文字数に対するアイコンの数の比よりも大
きいことが望ましい。
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【００３５】
　また、本発明の好ましい態様によれば、要約表示モードではスクロール表示を禁止し、
詳細表示モードではスクロール表示を許可することが望ましい。
【００３６】
　また、本発明の好ましい態様によれば、複数のフィールドを含むレコードの全部または
一部であって、表示モード毎にあらかじめどのフィールドを表示するかが決められている
かが決められていることが望ましい。
【００３７】
　また、本発明の好ましい態様によれば、表示素子に表示するコンテンツは、複数のフィ
ールドを含むレコードの全部または一部であって、それぞれのレコードにはメタデータが
定められており、要約表示モード及び詳細表示モードの各表示モードはメタデータを手が
かりに、レコードの中のどのフィールドを表示するか決定することが望ましい。
【００３８】
　また、本発明の好ましい態様によれば、要約表示モードは、詳細表示モードに比較して
、単一画面内に表示する最大文字数が少ないことが望ましい。
【００３９】
　また、本発明の好ましい態様によれば、要約表示モードでは、詳細表示モードにおける
表示画面の略中央の一部分のみを用いて情報を表示することが望ましい。
【発明の効果】
【００６９】
　本発明によれば、使用者の行動状態に応じて、表示素子に表示される情報の表示モード
が自動的に切替わる。これにより、使用者の行動状態に適した情報表示を行なうことがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７０】
　以下に、本発明に情報表示装置の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この
実施例によりこの発明が限定されるものではない。
【実施例１】
【００７１】
（情報表示装置の構成）
　図１、図２、図３は、本発明の実施例１に係る情報表示装置１００のうちのＭＥＧ１５
０の概略構成を示している。「ＭＥＧ（メグ）」は、「Ｍｏｂｉｌｅｒ　Ｅｙｅ　Ｇｌａ
ｓｓ」の略である。図１は、ＭＥＧ１５０を使用している使用者Ｕを正面から見た構成を
示す。図２は、ＭＥＧ１５０を使用している使用者Ｕを側面から見た構成を示す。また、
図３は、ＭＥＧ１５０を使用している使用者Ｕを上面から見た構成を示す。
【００７２】
　ＭＥＧ１５０の頭部支持部１０１の一端は、使用者Ｕの頭部に保持されるように構成さ
れている。また、頭部支持部１０１の他端には、棒状の接眼窓保持部１０２が形成されて
いる。接眼窓支持部１０２の先端部には接眼窓１０４が形成されている。
【００７３】
　接眼窓保持部１０２は、接眼窓１０４を使用者Ｕの肉眼の視界内に保持する。接眼窓１
０４は、表示パネル１０３（図４、図５参照）に表示された電子映像電子映像の虚像を形
成する光束Ｌが使用者Ｕの肉眼Ｅに向かって射出する窓である。また、接眼保持部１０２
を構成する棒状の部材は、接眼窓１０４から根元に向かって略１０ｍｍ以上の範囲にわた
り、一部の突起を除いて、使用者Ｕの視軸方向への投影断面の幅が４ｍｍ以下である。
【００７４】
　ＭＥＧ１５０は、小型のヘッドホン型の頭部支持部１０１を利用した例である。接眼窓
保持部１０２は、使用者Ｕの顔の端部に位置する表示パネル１０３（図４、図５参照）を
観察可能とするための導光路を内蔵している。接眼窓保持部１０２は、頭部支持部１０１
から眼球Ｅ前面付近まで延びている。使用者Ｕは、接眼窓保持部１０２の先端部の接眼窓
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１０４を覗くことにより、表示された画像を認識することができる。このとき、外形景色
の観察を妨げないよう、眼球正面範囲（図１参照）内に位置する部品は、全て幅４ｍｍ以
下となるように設定されている。
【００７５】
　次に、眼球正面範囲内に位置する部品を全て幅４ｍｍ以下に設定する理由を説明する。
人間の瞳孔径は明るさに応じて２～８ｍｍの間で変化する。眼球正面に配置された遮蔽物
が瞳径より小さいとき、遠方の景色は遮蔽物によって遮られることなく、観察可能である
。ここで、眼球正面範囲内に位置する筐体部品である接眼窓保持部１０２を構成する部材
を、平均的な瞳孔径サイズを基準として４ｍｍ以下というサイズに設定している。これに
より、使用者Ｕの通常使用環境において、外界を遮断せずに観察することができるように
なる。
【００７６】
　また、ヘッドホン型の頭部支持部１０１内には、後述するような表示パネルドライブ回
路、受信データ処理回路、無線受信手段等が内蔵されている。
【００７７】
　図４は、図１の構成における表示光学系部分を透視斜視した構成を示している。また、
図５は、表示光学系部分を上側から見た構成を示している。接眼窓保持部１０２の入射端
近傍に内蔵されている表示パネル１０３から射出された映像光は、接眼窓保持部１０２の
内部を進行する。そして、映像光は、反射部材１０６により、光路を９０°折り曲げられ
る。光路を折り曲げられた映像光は、接眼窓１０４から眼球Ｅ方向に射出される。使用者
Ｕは、接眼窓１０４を覗くことで、表示パネル１０３に表示されている電子映像を観察す
ることができる。
【００７８】
　このように、接眼窓保持部１０２と反射部材１０６と接眼レンズ１０５とで、表示光学
系を構成する。表示光学系は、表示パネル１０３の電子映像を空中に拡大投影するための
光学系である。表示光学系は、レンズ１枚の構成、プリズムとレンズとを組み合わせた構
成、複数のレンズ、ミラーによる構成など、さまざまな構成例をとることができる。そし
て、接眼窓１０４は、表示光学系の最も眼球Ｅ側の光学的開口部分に対応する。
【００７９】
　使用者Ｕの方向から見て接眼窓保持部１０２の左端は、頭部支持部１０１へ接続されて
いる。このとき、接眼窓保持部１０２の幅は使用者Ｕの方向から見て４ｍｍ以下であり、
接眼窓保持部１０２の長さは１０ｍｍ以上である。
【００８０】
　また、反射部材１０６は、光線を反射する部材であれば何でもよく、例えば、プリズム
、ミラー等を利用できる。さらに、表示パネル１０３は、小型の表示パネルならば何でも
よく、例えば、透過型又は反射型の液晶表示素子、自発光型の有機ＥＬ素子、無機ＥＬ素
子等を利用できる。
【００８１】
　図６は、情報表示装置１００の光学系の基本構成を示している。表示パネル１０３は、
眼球Ｅの近点調節限界よりも近い位置に配置されている。接眼レンズ１０５は、表示パネ
ル１０３からの映像光を眼球Ｅに投影する。使用者Ｕは、表示パネル１０３の虚像である
空中像１０３ａを拡大して観察できる。このような構成により、小型な表示パネル１０３
を用いても、大きな観察画角により、電子映像を観察できる。
【００８２】
　接眼レンズ１０５は、正の屈折力を有する光学系であれば何でも良い。例えば、凸レン
ズ、凹面鏡、屈折率不均質レンズ等を利用できる。また、接眼レンズ１０５は、正又は負
の屈折力を有する光学素子を複数個組み合わせて正の屈折力のレンズ群を形成したものを
用いても良い。
【００８３】
　このように、図７の（ａ）、（ｂ）に示すように眼球Ｅの前方に位置する遮蔽物である
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接眼窓保持部１０２を１０ｍｍ以上の長さにし、かつ人間の平均的な瞳孔径４ｍｍよりも
細くしている。これにより、外界からの光束を完全に遮ることなく、接眼窓保持部１０２
の眼球Ｅの反対の向こうにある外界像があたかも接眼窓１０４を透けて見え、視認できる
。接眼窓１０４からは、電子映像の光束Ｌが射出されている。このため、外界（実視野）
の像と電子映像とが重畳（オーバーラップ）して視認できる。これにより、シースルー効
果が得られる。
【００８４】
　図８は、ＭＥＧ１５０から眼球Ｅまでの光路を示している。なお、図８には使用者の電
子映像の注視の有無を検出するための構成を備えた光学系を示す。注視の有無を検出する
ための構成については後述する。表示パネル１０３からの光束は、プリズム１１５で光路
を９０度折り曲げられて、接眼窓保持部１０２内を進行する。そして、反射部材１０６、
接眼レンズ１０５を経由した後、眼球Ｅの網膜上に電子映像を形成する。
【００８５】
　図９は、使用者Ｕが視認する外界の視野と、重畳的に表示されている表示パネル１０３
による電子映像例を示している。使用者Ｕは、ＭＥＧ１５０を使用して富士山を観察して
いる。図９の（ａ）では、外界の視野の富士山に重畳して、電子映像の視野に「富士山」
、「標高３７７６ｍ」という文字情報が表示されている。また、図９の（ｂ）では、富士
山に関するさらに詳細な文字情報が表示されている。このように、ＭＥＧ１５０を使用す
ることで、使用者Ｕは、外界の視野の富士山に重畳して表示パネル１０３による電子情報
を認識できる。換言すると、使用者Ｕは、いわゆるシースルービュアーのような使用感覚
で、ＭＥＧ１５０を使用できる。
【００８６】
（情報表示装置）
　次に、ＭＥＧ１５０を備える情報表示装置１００について説明する。図１０は、情報表
示装置１００の構成を示すブロック図である。
【００８７】
　情報表示装置１００は、ＭＥＧ１５０と、携帯ユニット２５０とを備えている。携帯ユ
ニット２５０は、情報取得手段２０２と、使用者状態センシング手段２０３と、表示モー
ド切替手段２０４と、送信データ変換回路２０５と、無線送信手段２０６と、タイマー２
０７ａとを有している。
【００８８】
　情報取得手段２０２は、広域通信網（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、ＷＡＮ）
２０１等を介して、他のコンピュータ、データベース等から情報を取得する。また、使用
者状態センシング手段２０３は、使用者Ｕの行動状態をセンシングするセンサ等である。
これらセンサについては、後述する。
【００８９】
　表示モード切替手段２０４は、使用者Ｕの行動状態に応じて、表示パネル１０３に表示
される情報の表示モードを切り替える。送信データ変換回路２０５は、表示モード切替手
段２０４が出力する提示情報を、例えば、文字の大きさや配置を記述できるＨＴＭＬ（Ｈ
ｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）等のマークアップ言語をアスキ
ーコードに変換して、無線送信手段２０６へ送信する。また、タイマー２０７ａは、後述
する手順に従って、ＭＥＧ１５０に内蔵されているタイマー２０７ｂと同期をとる。
【００９０】
　ＭＥＧ１５０は、上述した表示パネル１０３と、表示パネルドライブ回路２１０と、受
信データ処理回路２０９と、無線受信手段２０８と、タイマー２０７ｂとを有している。
無線送信手段２０６と無線受信手段２０８とは、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈの送信部ま
たは受信部であるＢｌｕｅｔｏｏｔｈチップを備えている。
【００９１】
　無線受信手段２０８は、受信したデータを、受信データ処理回路２０９へ送る。受信デ
ータ処理回路２０９は、受信したデータを表示パネルドライブ回路２１０が処理できる画
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像信号へ変換する。表示パネルドライブ回路２１０は、表示パネル１０３を駆動する。そ
して、使用者Ｕは、ＭＥＧ１５０を介して表示パネル１０３による電子映像を認識する。
【００９２】
　図１１は、使用者Ｕが情報表示装置１００を装着し、歩行している状態を示している。
使用者Ｕは、頭部にＭＥＧ１５０を装着している。また、使用者Ｕは、携帯ユニット２５
０を上着のポケットに収納して携帯している。そして、使用者Ｕは、ＭＥＧ１５０を常時
装着、即ち、使用を意図しているときだけ適宜装着するのではなく、使用を意図しないと
きでも装着している。上述したように、使用者Ｕは、ＭＥＧ１５０を装着していても、外
界の視野による観察を阻害されることがない。さらに、ＭＥＧ１５０は、小型、軽量に構
成されている。このため、使用者Ｕは、ＭＥＧ１５０を頭部に装着していても、装着して
いる状態を意識すること無く行動できる。
【００９３】
（行動状態の説明）
　次に、ＭＥＧ１５０による電子情報の表示例について説明する。ＭＥＧ１５０は、使用
者Ｕの行動状態に応じて、表示パネル１０３に表示される情報の表示モードが自動的に切
り替わるように構成されている。使用者Ｕの行動状態とは、例えば、使用者Ｕが歩行中か
否かの状態をいう。使用者Ｕが歩行中か否かは、使用者Ｕが持っている、または装着して
いる加速度センサと、傾斜センサと、角速度センサと、振動センサと、脈拍センサと、Ｇ
ＰＳのうち少なくともいずれか一つにより検出する。
【００９４】
　加速度センサは、使用者Ｕの歩行の加速度を検出する。傾斜センサは、使用者Ｕの体の
部位の傾斜を検出する。使用者Ｕが歩行しているとき、体の部位、例えば腕や足の傾斜が
規則的に変化する。例えば、腕時計型の傾斜センサは、腕首の傾斜を検出する。また、靴
底に傾斜センサを設けて、足裏の傾斜を検出することもできる。角速度センサは、使用者
Ｕの歩行に起因する体の部位の角速度を検出する。振動センサは、歩行者Ｕの歩行により
生ずる振動を検出する。脈拍センサは、歩行者Ｕの心拍数を検出する。そして、ＧＰＳは
、使用者Ｕの所在位置と方向を検出できる。また、ＧＰＳの代わりに、携帯電話の位置情
報サービスを用いることができる。
【００９５】
　使用者Ｕの行動状態の他の例としては、使用者Ｕが表示パネル１０３の電子映像を注視
中か否かの状態を挙げることができる。電子映像の注視の有無は、例えば、赤外線投光手
段と赤外線センサとを組み合わせて検出できる。
【００９６】
　図１２は、注視の有無の検出のための光学系を備えたＭＥＧ１５０の概略構成を示して
いる。赤外線投光手段、例えば赤外ＬＥＤ１１１は、赤外線を照射する。赤外ＬＥＤ１１
１からの赤外線は、プリズム１１３で光路を９０折り曲げられる。そして、レンズ１１４
、プリズム１１５、接眼窓保持部１０２、反射部材１０６、接眼レンズ１０５を経由して
眼球Ｅの角膜表面に投射される。眼球Ｅが接眼レンズ１０５、すなわち接眼窓部を向いて
いるときは、接眼レンズ１０５の光軸と眼球Ｅの角膜表面が直交しているため、接眼レン
ズ１０５から投射される赤外線は、眼球Ｅの角膜表面で反射し、往路と同様の光路を逆行
して、今度はプリズム１１３を透過する。プリズム１１３を透過した赤外線は、赤外線セ
ンサ１１２に入射する。しかし、眼球Ｅが接眼レンズ１０５を向いていない場合、接眼レ
ンズ１０５の光軸と眼球Ｅの角膜表面とは直交せず、眼球Ｅの角膜表面で反射した赤外線
は、往路を逆進しない。このため赤外センサ１１２に入射する赤外線の強度は弱くなるか
、赤外線が赤外線センサに到達しなくなる。よって、赤外線センサにて、眼球Ｅから反射
された赤外線の強度を検出することにより使用者Ｕが、表示パネル１０３による電子映像
を注視しているか、否かを検出できる。
【００９７】
　また、電子映像の注視の有無は、筋電位センサにより検出することもできる。筋電位セ
ンサとしては、ＥＯＧ（眼球電図）法を用いることができる。ＥＯＧ法は、角膜側にプラ
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ス、網膜側にマイナスの静止電位が存在していることを利用し、眼球運動により生ずる電
位の変化を検出する方法である。
【００９８】
　図１３は、筋電位センサ１２０を備えたＭＥＧ１５０の斜視構成を示している。筋電位
センサ１２０は、２つの筋電位センサ電極１２１、１２２を有している。これらの電極に
より眼球Ｅの動きに起因する電位を検出する。この検出した電位は、あらかじめ電子映像
を注視したときの電位を筋電位センサ１２０で計測してメモリし、そのメモリした電位と
比較することで、略一致するなら電子映像を注視している、そうでなければ注視していな
いと判断する。このようなＥＯＧ法により、眼球Ｅが電子映像を注視しているか否かを検
出できる。
【００９９】
　使用者Ｕの行動状態のさらに他の例としては、使用者Ｕが発話中か否かの状態を挙げる
ことができる。使用者Ｕの発話の状態は、使用者Ｕが装着している体内音を効率的に拾う
マイクロフォンにより検出することができる。
【０１００】
　使用者Ｕが発話すると、その音声は口腔から体外へ伝搬するが、一部は体内へ伝搬する
。使用者Ｕの発生による体内音を効率的に拾うマイクロフォンにより、使用者Ｕの音声を
検出できる。一方、外界音は空気を伝搬し使用者Ｕに伝わってくるが、空気と体のインピ
ーダンスが大きく異なるために、体内にはほとんど伝搬しない。
【０１０１】
　従って、体内音を効率的に拾うマイクロフォンには、外界音はほとんど検出されない。
すなわち、体内音を効率的に拾うマイクロフォンが検出する音声が所定のレベル以上のパ
ワーを検出しているか否かで、使用者Ｕが発話しているかどうかの判断ができる。
【０１０２】
　さらに、その判断精度を高めるには、使用者Ｕが外界音を効率的に拾うマイクロフォン
も装着し、このマイクロフォンが検出するパワー（パワーＢ）と、前記体内音を効率的に
拾うマイクロフォンの検出するパワー（パワーＡ）を比較する。使用者Ｕが発話をしたと
きには、比較的パワーＡがパワーＢより大きく、外界音が入った場合には、比較的パワー
ＡがパワーＢより小さくなる。従って、例えばパワーＡをパワーＢで除算し、その大きさ
が所定の値より大きければ発話、小さければ非発話状態であると高精度で判断できる。
【０１０３】
　なお、ここ前記所定の値とは、どのようなマイクロフォンを利用するか、またその信号
をどのような増幅器で増幅するかにより、最適値は変化する。実際に、使用者Ｕにマイク
を装着して貰い、発話をして貰いながらパワーを調べ、最適値を実験して求めるのが良い
。
【０１０４】
　なお、ここで言う体内音を効率的に拾うマイクロフォンの例は、マイクロフォンの振動
板が直接または間接的に体表に接触したマイクロフォン、あるいは、中耳孔に吸音部を差
し込んで使うイヤフォン形状のマイクロフォン、あるいは、その他の骨伝導マイクロフォ
ンである。
【０１０５】
（表示モードの説明）
　表示パネル１０３における表示モードは、少なくとも要約表示モードと詳細表示モード
とがある。図１４の(ａ)は、要約表示モードにおいて、表示パネル１０３に表示される電
子映像を示している。また、図１４の（ｂ）は、詳細表示モードにおいて、表示パネル１
０３に表示される電子映像を示している。ＭＥＧ１５０を使用している使用者Ｕは、肉眼
の視界の一部に重畳して、図１４の(ａ)または（ｂ）に示す電子映像を認識できる。
【０１０６】
　図１４の（ａ）の要約表示モードでは、「電車が４番線で１２時１５分に発車する」と
いう情報内容をアイコン表示と数字（文字）表示とで表している。これに対して、図１４
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の（ｂ）の詳細表示モードでは、さらに詳細な情報、例えば「Ｓ駅の４番線から山手線が
１２時１５分に発車する」、「Ｔ駅の１２番線から中央線が１２時３５分に発車する」、
「Ｏ駅には１２時４０分に到着する」という内容の文字情報が表示されている。なお、表
示モードの切り替え、例えば要約表示モードと詳細表示モードとの切り替えは、使用者Ｕ
の行動状態に応じて自動的に行なわれる。表示モードの切り替えの手順の詳細については
、後述する。
【０１０７】
　そして、要約表示モードにおける表示文字サイズの下限値は、詳細表示モードにおける
表示文字サイズの下限値よりも大きいことが望ましい。これにより、使用者Ｕは、要約表
示モードにおいて詳細表示モードに比較して容易に情報内容を認識できる。
【０１０８】
　また、表示パネル１０３が同一情報内容を表示するとき、要約表示モードにおける表示
パネル１０３の電子映像を構成する文字数に対するアイコンの数の比は、詳細表示モード
における表示パネル１０３の電子映像を構成する文字数に対するアイコンの数の比よりも
大きいことが望ましい。例えば、図１４の(ａ)では電車を示すアイコンの数は一つである
。これに対して、図１４の（ｂ）では、アイコンの数はゼロである。これにより、使用者
Ｕは、同一表示内容のとき、要約表示モードにおいて、より容易に表示内容を認識できる
。
【０１０９】
　また、要約表示モードは、詳細表示モードに比較して、単一画面内に表示する最大文字
数が少ないことが望ましい。これにより、使用者Ｕは短時間に内容を確認し易い。要約表
示モードでは、詳細表示モードにおける表示画面の略中央の一部分のみを用いて情報を表
示することが望ましい。
【０１１０】
　使用者Ｕの眼に対する接眼窓（光学窓）の相対的位置関係が所定の状態からずれた場合
、使用者Ｕが観察出来る表示画面は周辺部ほど陰りが生じやすい。前記の通り、要約表示
モードでは、詳細表示モードにおける表示画面の略中央の一部分のみを用いて情報を表示
することで、使用者Ｕの眼に対する接眼窓（光学窓）の相対的位置関係が多少ずれても、
使用者Ｕは、表示された情報を欠落無く認識できるようになる。
【０１１１】
　歩行中や会話中はその振動や顔筋の動きにより、使用者Ｕの眼に対する接眼窓（光学窓
）の相対的位置関係が所定の状態からずれやすくなるが、要約表示モードであれば陰りが
生じない。
【０１１２】
　図１５の（ａ）、（ｂ）は、それぞれ要約表示モードと詳細表示モードとにおける表示
の第２の例を示している。要約表示モードでは、「現在時刻から１２分後に特定の人と待
ち合わせを予定している」という情報内容が、文字情報とアイコンとで示されている。こ
れに対して、詳細表示モードでは、「１３：４８」（現在時刻）、「１４時００分にＯ駅
でＡさんと待ち合わせ」、「１６時００分にＣプロジェクトについてＢ会議が開催」、「
１７時００分にはＤについて確認すること」という詳細な文字情報が表示される。
【０１１３】
　図１６の（ａ）、（ｂ）は、それぞれ要約表示モードと詳細表示モードとにおける表示
の第３の例を示している。要約表示モードでは、表示画面の略中央の一部（図１６の波線
の囲み内）のみを用いて「加藤さんから電子メールがきている」という情報内容が文字情
報とアイコンとで示されている。
【０１１４】
　これに対して、詳細表示モードでは、「電子メールの発信時刻」、「現在時刻」、「発
信者名」、「本文」の内容が詳細な文字情報で表示画面全体を使って表示されている。た
だし、本実施例では、主に装飾的意味を持つ背景画像（図１６のハッチング部分）は要約
表示モードも詳細表示モードも画面全体を使って表示している。
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【０１１５】
（フィールドとアイテムの説明）
　上記第３の例を用いて、フィールドとアイテムについて説明をする。「電子メールの発
信時刻」、「現在時刻」、「発信者名」、「本文」のそれぞれを記憶する枠がフィールド
であり、その枠の中に記憶されているデータがアイテムである。なお、複数のフィールド
を束ねたものをレコードと呼ぶ。例えば一通の電子メールの情報は一つのレコードに収め
られる。そのレコードの中には、複数のフィルールドが存在し、「発信者名」を入れるフ
ィールドには、「加藤恒夫」であるとか「佐々木和子」といったデータ、すなわちアイテ
ムが記憶されている。
【０１１６】
　図１７は、使用者Ｕの行動状態に応じて、「加藤さんから電子メールがきている」とい
う情報内容をどのように表示するか、を示している。図１７において、○印は表示するフ
ィールドを、×印は表示しないフィールドをそれぞれ示している。また、使用者Ｕの行動
状態としては、「非歩行時」、「歩行時」、「非発話時」、「発話時」の４つの状態を考
える。
【０１１７】
　表示パネル１０３に表示される電子映像のコンテンツは、それぞれ複数のフィールドか
ら構成されている。本例では、電子メールに関する情報は、「アイコン」、「発信者」、
「タイトル」、「発信時刻」、「Ｃｃ」、「本文」の6種類のフィールドから構成されて
いる。
【０１１８】
　使用者Ｕの行動状態が、上述したような加速度センサ等からの検出結果により、「非歩
行時」であると判断されたとき、自動的に詳細モードに切り替わる。さらに図１７に示し
たテーブルに従って、「発信者」、「タイトル」、「発信時刻」、「Ｃｃ」、「本文」の
表示フィールドから、そのアイテムが選択される。この結果、図１６の（ｂ）に示すよう
に、詳細な文字情報が画面全体を使って表示される。
【０１１９】
　これに対して、使用者Ｕの行動状態が、加速度センサ等からの検出結果により、「歩行
時」であると判断されたとき、自動的に要約モードに切り替わる。さらに図１７に示した
テーブルに従って、「アイコン」と「発信者」の表示フィールドから、そのアイテムが選
択される。この結果、使用者Ｕに、図１６の(ａ)に示すように、アイコンと発信者名のみ
が画面中央領域の一部を使って、しかも文字は詳細モードの時よりも大きな文字で表示さ
れる。
【０１２０】
　使用者Ｕの行動状態が、体内音を効率的に拾うマイクロフォンの検出結果により、「非
発話時」または「発話時」と検出されたときも、自動的に詳細モード、要約モードに切り
替わり、「非歩行時」または「歩行時」と同様に図１７に示すテーブルに従ってそのアイ
テムが選択され表示される。
【０１２１】
　また、本実施例において、使用者Ｕの行動状態が、歩行中でないこと（即ち、非歩行時
）、電子映像を注視してないこと、発話中でないこと（即ち、非発話時）のうちの少なく
ともいずれか一つの状態であるとき、詳細表示モードへ自動的に切り替わることが望まし
い。使用者Ｕが、非歩行時、電子映像を注視していないとき、非発話中のときは、それぞ
れ肉眼の視界内に表示されている情報の認識に集中できる。これにより、詳細な情報を認
識することができる。
【０１２２】
　また、要約表示モードではスクロール表示を禁止し、詳細表示モードではスクロール表
示を許可することが望ましい。これにより、詳細表示モードにおいては、スクロールによ
り全ての情報を認識できる。
【０１２３】
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　また、表示モードは、少なくとも非表示モードを有し、使用者Ｕの行動状態が、歩行中
のとき、電子映像を注視していないとき、または発話中のときに非表示モードへ自動的に
切り替わることが望ましい。これにより、使用者Ｕは、歩行中のとき、電子映像を注視し
ていないとき、または発話中のときにおいて、表示がＯＦＦとなる。このため、使用者Ｕ
が電子映像の表示の認識に集中してしまい、他の行為が疎かになることを防止できる。
【０１２４】
　図１８－１，図１８－２，図１８－３を用いて、他の実施例を示す。本実施例は店舗案
内のレコードと電子メールのレコードを表示する場合を想定している。図１８－１は、そ
れぞれのレコードを構成するフィールドと、各フィールドにあらかじめ付けたメタデータ
、そして各フィールドに記録されたアイテムを示している。なお、メタデータとはレコー
ドやフィールドの特性を示すデータのことである。図１８－２は、歩行状態と発話状態の
組み合わせに対して、自動的にどの表示モードに切り替えを行うかをあらかじめ定めた表
示モードを示している。図１８－３は、行動状態に対して、どのメタデータがついたフィ
ールドを表示するかを示している。
【０１２５】
　例えば、歩行時でかつ非発話時の場合、図１８－２において歩行時に○がついていて、
非発話時に○がついているのはＣ列であり、表示モードは自動的に要約モードに切り替わ
る。さらに図１８－３において重要度は歩行時が１～３で、非発話時が１～５となってい
る。そして、両方の条件を満足する重要度１、２、３のメタデータを持つフィールドが表
示対象となる。
【０１２６】
　同じく、一瞥度は歩行時が１～２で、非発話時が１～５となっている。そして、両方の
条件を満足する一瞥度１または２のメタデータが表示対象となる。さらに、歩行適応度は
「有り」、発話適応度は「有り」または「無し」のメタデータがついているフィールドが
このときの表示対象となる。
【０１２７】
　もう一度整理すると重要度は１または２または３、一瞥度は１または２、歩行適応は「
有り」、発話適応は「有り」または「無し」のメタデータがついたフィールドを表示する
。
【０１２８】
　図１８－１において、これらメタデータがついているフィールドを確認すると、店舗案
内レコードでは、店舗名とアイコンのフィールドが、電子メールのレコードでは、アイコ
ンと発信者のフィールドが該当することが分かる。
【０１２９】
　そこで、歩行時で非発話時の店舗案内は、画面中央の一部に店舗名フィールドに記録さ
れているアイテムの「中華龍」と、アイコンフィールドに記録されている「ラーメンのア
イコン」が表示される。同様に、電子メールは、「メールアイコン」と「加藤　雄二」が
表示される。
【０１３０】
（情報表示装置の変形例）
　図１９は、変形例に係る情報表示装置２００の機能を示すブロック図である。情報表示
装置１００と同一の部分には、同一の符号を付し、重複する説明は省略する。上述の情報
表示装置１００は、ＭＥＧ１５０と携帯ユニット２５０との２つの大きな構成要素から構
成されている。これに対して、本変形例では、携帯ユニットの情報処理モジュールとして
の機能がＭＥＧに組み込まれている。このため、使用者Ｕは、ＭＥＧのみを装着するだけ
で良い。
【０１３１】
（表示モードの自動切り替え）
　次に、使用者Ｕの行動状態に応じて、表示モードを自動的に切り替える手順を説明する
。図２０は、表示モードを切り替える手順を示すフローチャートである。ステップＳ１５
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０１において、加速度センサ等の検出結果に基づいて、使用者Ｕが歩行中であるか、につ
いて判断される。判断結果が真（Ｙｅｓ）のとき、ステップＳ１５０５において、要約表
示モードとする。ステップＳ１５０１の判断結果が偽（Ｎｏ）のとき、ステップＳ１５０
２へ進む。
【０１３２】
　ステップＳ１５０２において、赤外線センサ等の検出結果に基づいて、使用者Ｕが表示
パネル１０３による電子映像を注視しているか、について判断される。判断結果が偽のと
き、ステップＳ１５０５において、要約表示モードとする。ステップＳ１５０２の判断結
果が真のとき、ステップＳ１５０３へ進む。
【０１３３】
　ステップＳ１５０３において、体内音を効率的に拾うマイクロフォンの検出結果に基づ
いて、使用者Ｕが発話中であるか、について判断される。ステップＳ１５０３の判断結果
が真のとき、ステップＳ１５０５において、要約表示モードとする。ステップＳ１５０４
の判断結果が偽のとき、ステップＳ１５０４において、詳細表示モードとする。なお、要
約表示モードの代わりに「非表示モード」、詳細表示モードの代わりに「表示モード」と
しても良い。
【０１３４】
　図２１は、表示モードを切り替える他の手順を示すフローチャートである。ステップＳ
１６０１において、赤外線センサ等の検出結果に基づいて、使用者Ｕが電子映像を注視し
ているか、について判断される。判断結果が偽のとき、ステップＳ１６０２において、表
示モード１とする。表示モード１では、例えば、表示ＯＦＦとすること、または気づき警
告を行なう。また、ステップＳ１６０１の判断結果が真のとき、ステップＳ１６０３へ進
む。
【０１３５】
　ステップＳ１６０３において、加速度センサ等の検出結果に基づいて、使用者Ｕが歩行
しているか、について判断される。判断結果が真のとき、ステップＳ１６０４において、
表示モード２とする。表示モード２は、例えば、アイコンによる表示を行なう。ステップ
Ｓ１６０３の判断結果が偽のとき、ステップＳ１６０５へ進む。
【０１３６】
　ステップＳ１６０５において、体内音を効率的に拾うマイクロフォンの検出結果に基づ
いて、使用者Ｕが発話中であるか、について判断される。ステップＳ１６０５の判断結果
が真のとき、ステップＳ１６０６において、表示モード３とする。表示モード３では、例
えば、簡易なテキスト表示を行なう。ステップＳ１６０５の判断結果が偽のとき、ステッ
プＳ１６０７において、表示モード４とする。表示モード４では、例えば、詳細なテキス
ト表示や動画映像表示等を行なう。
【実施例２】
【０１３７】
　次に、本発明の実施例２に係る情報表示装置について説明する。上記実施例１と同一の
部分には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。
【０１３８】
　本実施例に係る情報表示装置は、図１０で示したものと同一の構成を有している。図１
０に示すように、ＭＥＧ１５０は、バッテリー２１１で駆動され、少なくとも受信を行な
うことができる無線受信手段２０８を備える。ＭＥＧ１５０は、頭部搭載ユニットに対応
する。また、タイマー２０７ｂと無線受信手段２０８と受信データ処理回路２０９は、第
１の無線通信モジュールＣ１に対応する。
【０１３９】
　さらに、無線送信手段２０６は、ＭＥＧ１５０とは、別体に構成され、無線受信手段２
０８に対して少なくとも送信を行うことができる。送信データ変換回路２０５と無線送信
手段２０６とタイマー２０７ａとで第２の無線通信モジュールＣ２に対応する。
【０１４０】
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　無線受信手段２０８は、内蔵しているタイマー２０７ｂにより所定時間経過後、または
所定時刻に待機状態から起動する。さらに、無線受信手段２０８は、無線送信手段２０６
から送信された信号の受信終了後に待機状態に戻る。これにより、無線受信手段２０８は
、無線送信手段２０６から送信された信号を受信終了した以降に、起動状態となることを
防止できる。このため、省電力を実現できる。
【０１４１】
　図２２は、このときの手順を示すフローチャートである。ステップＳ１７０１において
、第１の無線通信モジュールＣ１で時間Ｔ＝０が設定される。ステップＳ１７０２におい
て、Ｔ＝Ｔ＋１とする。ステップＳ１７０３において、Ｔ＝Ｔｅであるか、について判断
される。判断結果が偽のとき、ステップＳ１７０２へ戻る。ステップＳ１７０３の判断結
果が真のとき、ステップＳ１７０４において第１の無線通信モジュールＣ１を起動する。
ステップＳ１７０５において、第１の無線通信モジュールＣ１は、第２の無線通信モジュ
ールＣ２から受信する。そして、ステップＳ１７０６において、受信終了後に第１の無線
通信モジュールＣ１は待機状態となる。
【０１４２】
　また、ステップＳ１７０７において、第２の無線通信モジュールＣ２で時間Ｔ＝０が設
定される。ステップＳ１７０８において、Ｔ＝Ｔ＋１とする。ステップＳ１７０９におい
て、Ｔ＝Ｔｅであるか、について判断される。判断結果が偽のとき、ステップＳ１７０８
へ戻る。ステップＳ１７０９の判断結果が真のとき、ステップＳ１７１０において第２の
無線通信モジュールＣ２を起動する。ステップＳ１７１１において、第２の無線通信モジ
ュールＣ２は、第１の無線通信モジュールＣ１へ送信する。そして、ステップＳ１７１２
において、送信終了後に第２の無線通信モジュールＣ２は待機状態となる。
【０１４３】
　図２３は、通信のタイミングを示している。図２３の上段部の数字０、１、２、３、４
、５は、時間の経過を示す。単位は、例えば「ミリ秒（ｍｓｅｃ）」である。また、図２
３において、送信または受信を行っている状態を黒色の部分で、送信または受信を行って
いない状態を白色の部分で、それぞれ示している。
【０１４４】
　図２３から明らかなように、通信の所要時間がばらついて、第１の無線通信モジュール
Ｃ１の起動時間がばらついても、起動タイミングだけを見れば、常に一定のタイミング、
例えば５ｍｓｅｃごとに設定できる。
【０１４５】
　また、無線送信手段２０６は、内蔵しているタイマー２０７ｂにより、所定時間経過後
、または所定時刻に待機状態から起動する。そして、無線受信手段２０８と無線送信手段
２０６とは略同時に待機状態から起動して通信を行なうことが望ましい。
【０１４６】
　図２４は、このときの通信のタイミングを示している。２つのタイマー２０７ａ、２０
７ｂは、例えば、電波時計の原理により、相互に同期させることができる。
【０１４７】
　また、無線受信手段２０８から無線送信手段２０６へ送信すること、または無線送信手
段２０６から無線受信手段２０８へ送信することにより、無線受信手段２０８または無線
送信手段２０６にそれぞれ内蔵されているタイマー２０７ａ、２０７ｂに、所定時間また
は所定時刻が設定されることが望ましい。このように、本実施例では、無線受信手段２０
８と無線送信手段２０６との間で相互に送受信が可能なように構成されている。
【０１４８】
　図２５は、このときの通信のタイミングを示している。例えば、５ｍｓｅｃから３ｍｓ
ｅｃ間隔で通信を行うように、第１の無線通信モジュールＣ１が第２の無線通信モジュー
ルＣ２に信号を送信して、タイマー２０７ａとタイマー２０７ｂとが同期する。
【０１４９】
　また、無線受信手段２０８に内蔵されているタイマー２０７ｂと無線送信手段２０６に
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内蔵されているタイマー２０７ａとのうちの少なくとも一方のタイマーは、他方のタイマ
ーへ時刻データを送信する。そして、時刻データを受信した他方のタイマーは、受信した
時刻データに基づいて、他方のタイマーのタイマー時刻を受信した時刻データに合わせる
ことが望ましい。これにより、タイマー２０７ａ、２０７ｂどうしの時刻を容易に一致さ
せることができる。
【０１５０】
　図２６は、このときの通信のタイミングを示している。例えば、最初の起動から２ｍｓ
ｅｃ経過したときにタイマー２０７ａがタイマー２０７ｂに同期している。
【０１５１】
　また、無線受信手段２０８と無線送信手段２０６とのうちの少なくとも一方は、最初に
送信相手側との通信が行なわれるまでは所定時間を越える他の所定時間だけ起動状態を継
続する。そして、相手側との通信が成立したときの通信により、それぞれのタイマー２０
７ａ、２０７ｂを同期することが望ましい。
【０１５２】
　図２７は、このときの通信のタイミングを示している。例えば、ＭＥＧ１５０側の第１
の無線通信モジュールＣ１が起動と待機を所定時間で繰り返す側と仮定する。まず、使用
者Ｕには、ＭＥＧ１５０側の第１の通信モジュールから電源を入れ、次に、携帯ユニット
２５０側の第２の通信モジュールの電源を入れてもらう。このとき、第２の無線通信モジ
ュールＣ２は、少なくとも第１の無線通信モジュールＣ１が待機と起動に要する一周期分
の時間、即ち所定の周期の時間だけ起動状態を維持すれば、必ずこの間に、第１の無線通
信モジュールＣ１は起動を行う。これにより、第１の無線通信モジュールＣ１と第２の無
線通信モジュールＣ２との間において通信を開始できる。
【０１５３】
　図２７に示すように、第１の無線通信モジュールＣ１と第２の無線通信モジュールＣ２
との間で通信が成立した以降、タイマー２０７ａ、２０７ｂ間で同期をとることができる
。なお、第１の無線通信モジュールＣ１と第２の無線通信モジュールＣ２の関係は相互に
入れ替えても（つまり逆でも）良い。
【０１５４】
　また、無線受信手段２０８と無線送信手段２０６との両方の無線通信モジュールは、最
初に送信相手側との通信が行なわれるまでは所定時間Ｔ１を越える他の所定時間Ｔ２だけ
起動状態を継続する。次に、相手側との通信が成立したときの通信により、それぞれのタ
イマー２０７ａ、２０７ｂを同期する。そして、それぞれのタイマーが同期したとき、ま
たは所定時間Ｔ１を越える他の所定時間Ｔ２の間に通信が成立しなかったとき、無線受信
手段２０８と無線送信手段２０６との両方の無線通信モジュールは、所定時間Ｔ１の周期
で待機状態と起動状態とを繰り返すことが望ましい。
【０１５５】
　例えば、第１の無線通信モジュールＣ１と第２の無線通信モジュールＣ２とのうち、最
初に電源をＯＮした一方のモジュールは、素早く残りのモジュールの電源を入れない限り
、所定の周期Ｔ１で待機と起動とを繰り返すモードに入る。その後で、遅れて電源をＯＮ
するモジュールは、他の所定時間Ｔ２の間、電源が投入され続ける状態となる。そして、
第１の無線通信モジュールＣ１と第２の無線通信モジュールＣ２との間で通信が成立した
以降、タイマー２０７ａ、２０７ｂ間で同期をとることができる。
【０１５６】
　また、本実施例では、さらに、非省電力モードと省電力モードとを有することが望まし
い。そして、使用者Ｕの行動状態に応じて、非省電力モードと省電力モードとが自動的に
切り替わる。これにより、効率良く、省電力を行うことができる。
【０１５７】
　ここで、省電力モードでは、無線受信手段２０８は、内蔵しているタイマー２０７ｂに
より所定時間経過後、または所定時刻に待機状態から起動する。また、無線受信手段２０
８は、無線送信手段２０６から送信された信号の受信終了後に待機状態待機状態に戻る。



(15) JP 5036177 B2 2012.9.26

10

20

30

40

50

そして、非省電力モードでは、無線受信手段２０８は常に起動状態である。
【０１５８】
　また、省電力モードと非省電力モードとにおいて、無線受信手段２０８に内蔵している
タイマー２０７ｂにより無線受信手段２０８は所定時間経過後、または所定時刻に待機状
態から起動する。さらに、無線受信手段２０８は、無線送信手段２０６から送信された信
号の受信終了後に待機状態に戻る。そして、非省電力モードにおける所定時間または所定
時刻に比較して、無線受信手段２０８の待機時間が長くなるように自動的に設定されてい
ることが望ましい。
【０１５９】
　これにより、第１の無線通信モジュールＣ１の待機時間が、非省電力モードのときは、
省電力モードに比較して短く、頻繁に起動して第２の無線通信モジュールＣ２と通信を行
う。例えば、非省電力モードでは、１分間に１回の通信を行い、省電力モードでは、１時
間に１回の通信を行う。
【０１６０】
　そして、非消費電力モードと省電力モードとのいずれのモードに移行するかの判断基準
となる使用者Ｕの行動状態は、使用者が歩行中か否かの状態である。使用者Ｕが歩行中か
否かは、使用者Ｕが持っている、または装着している加速度センサと、傾斜センサと、角
速度センサと、振動センサと、脈拍センサと、ＧＰＳのうち少なくともいずれか一つによ
り検出する。これらセンサからの検出結果に基づいて、効率的に非省電力モードと省電力
モードとを切り替えることができる。
【０１６１】
　また、使用者Ｕの行動状態の他の例としては、使用者Ｕが表示パネル１０３の電子映像
を注視中か否かの状態であることが挙げられる。電子映像の注視の有無は、例えば、上述
のように赤外線投光手段と赤外線センサとを組み合わせて検出できる。赤外線投光手段は
、使用者Ｕの眼球Ｅへ赤外線を照射する。赤外線センサは、眼球Ｅから反射された赤外線
を検出する。これにより、使用者Ｕが、表示パネル１０３を注視しているか、否かを検出
できる。そして、使用者Ｕが電子映像を注視していると判断されたとき、非省電力モード
に移行する。また、上述したように、電子映像の注視の有無は、筋電位センサにより検出
することもできる。
【０１６２】
　さらに、非消費電力モードと省電力モードとのいずれのモードに移行するかの判断基準
となる使用者Ｕの行動状態の他の例は、使用者が発話中か否かの状態である。使用者Ｕの
発話の状態は、使用者Ｕが装着している体内音を効率的に拾うマイクロフォンにより検出
することができる。そして、使用者Ｕが非発話時であると判断されたとき、非省電力モー
ドに移行する。
【実施例３】
【０１６３】
　次に、本発明の実施例３に係る情報表示装置について説明する。本実施例は、使用者が
電子映像を注視しているか否かを検出することにより、電子映像の表示を様々な態様で表
示するものである。
【０１６４】
　本実施例の情報表示装置の構成は、上記実施例１で説明した構成と同一であるため、重
複する説明は省略する。上述したような赤外線センサや筋電位センサにより使用者が電子
映像を注視しているか否かを検出する。そして、表示モード切替手段２０４は、この検出
結果に応じて、以下に述べるような表示を行う信号を出力する。
【０１６５】
　本実施例では、使用者Ｕが表示パネル１０３による電子映像を注視していないと判断さ
れたとき、表示パネル１０３は、所定の情報を所定の周期で繰り返し表示する。これに対
して、使用者Ｕが表示パネル１０３を注視していると判断されたとき、表示パネル１０３
に繰り返し表示することを停止する。
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【０１６６】
　例えば、使用者Ｕが電子映像を注視していないとき、使用者Ｕの注意を電子映像に対し
て喚起することが望ましい。このため、例えば、表示パネル１０３は、所定の情報を所定
の周期でＯＮとＯＦＦとを繰り返して表示する。そして、使用者Ｕが電子映像を注視した
とき、繰り返し表示を停止する。
【０１６７】
　また、使用者Ｕが電子映像を注視していないと判断されたとき、表示パネル１０３は、
情報を所定の周期で繰り返し表示する。これに対して、使用者Ｕが電子映像を注視してい
ると判断されたとき、情報が繰り返し表示される周期が、注視していないときの所定の周
期に比較して大きくなることが望ましい。
【０１６８】
　図２８は、このときの表示手順を示すフローチャートである。ステップＳ１８０１にお
いて、表示パネル１０３は、時間Ｔ１だけ待機状態を続ける。ステップＳ１８０２におい
て、表示パネル１０３は、電子映像の表示を開始する。ステップＳ１８０３において、赤
外線センサ等の検出結果により使用者Ｕが電子映像を注視しているか、が判断される。ス
テップＳ１８０３の判断結果が偽のとき、ステップＳ１８０５において、Ｔ１＝２０に設
定する。そして、ステップＳ１８０１へ戻る。
【０１６９】
　ステップＳ１８０３の検出結果が真のとき、ステップＳ１８０４へ進む。ステップＳ１
８０４において、処理選別が行なわれる。処理選別とは、メタデータをレコードに付けて
、例えば、メールのときは保存する（ステップＳ１８０７）、店舗案内のときは廃棄する
（ステップＳ１８０６）、その他のときは電子映像の表示周期を低減する（ステップＳ１
８０８）等を行なうことをいう。ステップＳ１８０８の次に、ステップＳ１８０９におい
て、時間Ｔ１＝６０に設定し、ステップＳ１８０１へ戻る。
【０１７０】
　このような手順により、例えば、使用者Ｕが電子映像を注視していないとき、表示パネ
ル１０３は２０秒に１回の表示を行なう。そして、使用者Ｕが電子映像を注視していると
き、表示パネル１０３は、６０秒に１回の表示へと変化する。これにより、使用者Ｕが電
子映像を注視していないときは、電子映像の表示のＯＮ、ＯＦＦが頻繁に行なわれるので
、使用者Ｕの注意を喚起できる。
【０１７１】
　また、使用者Ｕが電子映像を注視しているか否かを検出することにより、表示パネル１
０３は、使用者Ｕが表示パネル１０３を所定回数だけ注視するまで、情報を所定の周期で
繰り返し表示することが望ましい。例えば、使用者Ｕが表示パネル１０３をＮｅ回（ｎは
整数）注視するまで表示パネル１０３は所定の周期で繰り返し表示する。
【０１７２】
　図２９は、このときの表示手順を示すフローチャートである。ステップＳ１９０１にお
いて、Ｎ＝０に設定する。ステップＳ１９０２において、表示パネル１０３は、所定時間
待機する。ステップＳ１９０３において、表示パネル１９０３は、電子映像の表示を開始
する。ステップＳ１９０４において、使用者Ｕが電子映像を注視しているか、が検出され
る。ステップＳ１９０４の判断結果が偽のとき、ステップＳ１９０２へ戻る。
【０１７３】
　また、ステップＳ１９０４の判断結果が真のとき、ステップＳ１９０５において、Ｎ＝
Ｎｅであるか、が判断される。ステップＳ１９０５の判断結果が偽のとき、ステップＳ１
９０６において、Ｎ＝Ｎ＋１に設定される。そして、ステップＳ１９０２へ戻る。また、
ステップＳ１９０５の判断結果が真のとき、ステップＳ１９０７において処理選別を行な
う。処理選別の結果、上述したように、例えば、ステップ１９０９においてメールを保存
することや、ステップＳ１９０８において店案内を廃棄することを行なう。
【０１７４】
　また、使用者Ｕが電子映像を注視しているか否かを検出することにより、使用者Ｕが表
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示パネル１０３による電子映像を注視していないと判断されたとき、表示パネル１０３に
表示される電子映像は静止状態とする。これに対して、使用者Ｕが電子映像を注視してい
ると判断されたとき、表示パネル１０３に表示される電子映像は、表示画面上で上下左右
に移動することでスクロールすることが望ましい。例えば、使用者Ｕが電子映像を注視し
たとき、表示パネル１０３は、アイコンを表示画面上で上下左右に移動する。
【０１７５】
　また、使用者Ｕが電子映像を注視しているか否かを検出することにより、使用者Ｕが電
子映像を注視していないと判断されたとき、表示パネル１０３の表示はＯＦＦとなる。こ
れに対して、使用者Ｕが電子映像を注視していると判断されたとき、表示パネル１０３は
メモリに格納されていた情報を表示する。これにより、ＭＥＧ１５０は、効率よく電力を
用いることができる。
【０１７６】
　また、使用者Ｕが電子映像を注視しているか否かを検出することにより、使用者Ｕが電
子映像を注視していないと判断されたとき、情報表示の開始の通知を、表示パネル１０３
とは異なる手段で行なうことが望ましい。例えば、情報表示の開始の使用者Ｕへの通知は
、音と、振動と、表示パネル１０３とは異なる部材から導入された光と、電気パルスと、
の少なくともいずれか一つにより行われる。これにより、使用者Ｕの注意を喚起できる。
【０１７７】
　また、使用者Ｕが電子映像を注視しているか否かを検出することにより、使用者Ｕが電
子映像を注視していないと判断されたとき、情報表示の開始の通知を、表示パネル１０３
の画像の点滅表示と、画像の色のスイッチングと、ポジティブ画像とネガティブ画像との
交互表示との少なくともいずれか一つにより行なっても良い。これにより、使用者Ｕの注
意を喚起できる。
【０１７８】
　また、本実施例の情報表示装置は、他の情報送信手段との間において、所定の時間間隔
で間欠的に情報の送受信を行う。そして、情報の送受信を行なっていないとき、タイマー
が所定の時間間隔のための計時動作を行なうことが望ましい。これにより、間欠的な通信
により省電力できる。
【０１７９】
　さらに、ＭＥＧ１５０は、表示パネル１０３の位置を回転調整する回転機構を有してい
ても良い。なお、回転機構の詳細な構成に関しては、以下の実施例４において詳述する。
回転機構は、表示パネル１０３を第１の位置と第２の位置とのいずれかの位置に選択的に
位置調整できる。
【０１８０】
　ここで、第１の位置は、使用者Ｕが正面を見ているときの視野の略中心に表示パネル１
０３による電子映像が配置される位置である。また、第２の位置は、第１の位置とは異な
る他の位置である。そして、表示パネル１０３が第２の位置にあるとき、情報表示装置１
００は、他の情報送信手段との間において、所定の時間間隔で間欠的に情報の送受信を行
う。これに対して、情報の送受信を行なっていないとき、タイマーが所定の時間間隔のた
めの計時動作を行なうこと、または、表示パネル１０３の情報表示をＯＦＦとすることが
望ましい。これにより、電子映像の位置に応じて省電力できる。
【０１８１】
　図３０は、このときの手順を示すフローチャートである。ステップＳ２１０１において
、接眼窓保持部１０２の位置を検出する。接眼窓保持部１０２が第１の位置にあるとき、
ステップＳ２１０２において表示パネル１０３を通常表示モードとする。また、接眼窓保
持部１０２が第２の位置にあるとき、ステップＳ２１０３において省電力モードとして間
欠的な送受信を行なう。これにより、使用者Ｕが接眼窓保持部１０２を回動するだけで、
省電力を行うことができる。
【０１８２】
　また、本実施例において、使用者Ｕが目を閉じていると判断されたとき、表示パネル１
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０３の情報表示をＯＦＦとすることが望ましい。
【０１８３】
　さらに、使用者Ｕの周囲の明るさに応じて、表示パネル１０３の表示画面の大きさを変
更することもできる。
【０１８４】
　図３１は、このときの手順を示すフローチャートである。ステップＳ２２０１において
、例えば照度センサを用いて、ＭＥＧ１５０の周囲の明るさを測定する。明るさの測定値
をＣとする。ステップＳ２２０２において、Ｃ＞Ｃ１であるか、が判断される。値Ｃ１は
予め定められている閾値である。判断結果が真のとき、表示パネル１０３の表示画面サイ
ズを小さくする。これに対して、ステップＳ２２０２の判断結果が偽のとき、ステップＳ
２２０４において、表示パネル１０３の表示画面サイズを大きくする。
【０１８５】
　人間の瞳孔径は暗い周辺環境では大きくなり、明るい周辺環境では小さくなる。このた
め、上述の手順により、周辺環境の明るさに関わらずケラレのない明るい電子映像を認識
できる。
【実施例４】
【０１８６】
　次に、本発明の実施例４に係る情報表示装置３００について説明する。本実施例を説明
する前に、従来のヘッドマウントディスプレイの構成について説明する。ヘッドマウント
ディスプレイは、比較的大きな画角をもつ電子映像を映し出すものが一般的である。そし
て、使用者の眼に対する接眼窓（光学窓）の相対的位置関係を、使用者が操作することで
変更できる機構を備えているヘッドマウントディスプレイも提案されている（例えば、特
開２００４－３０４２９６号公報参照）。
【０１８７】
　従来技術の機構は、使用者の眼と接眼窓の相対的位置関係を変えることで、接眼窓から
射出し電子映像を形成する光束が使用者Ｕの眼の瞳に入射するように調整するための機構
である。
【０１８８】
　そして、ヘッドマウントディスプレイの接眼窓から射出する電子映像を形成する光束が
、正しく眼の瞳孔を通過したときに電子映像が肉眼視野に入ってくる。この状態を説明の
便宜上、「光軸の一致状態」と呼ぶことにする。ここで、その光束は比較的細く、また人
間の頭や顔の形状に個体差があるために、ヘッドマウントディスプレイを装着しただけで
は、光軸の一致状態は得られない。そこで、上述のような調整の機構が必要となる。便宜
上、このような調整機構を「光軸調整機構」と呼ぶことにする。
【０１８９】
　しかしながら、従来技術の光軸調整機構を用いて、接眼窓の位置を変更すると、光軸の
一致状態が崩れてしまう。このため、使用者Ｕは、電子映像を認識できなくなる。
【０１９０】
　本実施例における調整機構は、上述の光軸の一致状態を得る目的で設ける機構ではない
。使用者Ｕの肉眼の視界内の何処に、電子映像を映し出すかの調整に利用するものである
。便宜上、この調整機構を、「表示位置調整機構」と呼ぶことにする。この「表示位置調
整機構」は、使用者Ｕが操作をし、接眼窓を眼の回旋中心を貫く軸まわりに回動させるこ
とのできる機構である。
【０１９１】
　次に、本実施例の具体的な構成を説明する。図３２は、情報表示装置３００を装着した
使用者Ｕを側面から見た構成を示している。図３３は、情報表示装置３００の斜視構成を
示している。
【０１９２】
　情報表示装置３００は、眼鏡部３０１を使用者Ｕが装着するタイプのＭＥＧである。眼
鏡部３０１のフレームに調節部３０７を介してＭＥＧが取り付けられている。次に、ＭＥ
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Ｇの構成について説明する。
【０１９３】
　支持部３０６の一方の端部は、回動部３０５に回動自在に取り付けられている。支持部
３０６の他方の端部には、表示パネル３０３が形成されている。接眼窓保持部３０２の一
方の端部には、接眼窓３０４が保持されている。接眼窓３０４は、射出窓に対応する。そ
して、接眼窓保持部３０２の他方の端部には表示パネル３０３が形成されている。なお、
実施例１と同様に、接眼窓３０４の近傍には反射部材が設けられている。
【０１９４】
　図３５に示すように、回動部３０５の回動軸ＣＢは、使用者Ｕの肉眼Ｅの回旋中心ＣＡ
近傍を貫くように配置されている。これにより、支持部３０６を回動するとき、接眼窓３
０４はその位置を上下に変えることができるが、同時に接眼窓３０４の向きは回動軸ＣＢ
周りに変化する。
【０１９５】
　まず、予め、何らかの手段で、接眼窓３０４の光軸と目の光軸との一致状態を作る。即
ち、電子映像が明瞭にかつケラレなく観察できるようにしておく。これは、表示位置調整
機構とは別に、光軸調整機構を用意しておき、それで行っても良いし、使用者の頭や顔の
形状にあわせた、装置の各寸法をあらかじめ最適化した表示装置を制作しても良い。図３
２、図３３の支持部が光軸調整機構に相当する。支持部３０６は、可撓性を有しフレキシ
ブルジョイントとしての機能を有しており、接眼窓の位置や向きを自由に変更できるので
、これを使って接眼窓３０４の光軸と目の光軸との一致状態を作ることができる。
【０１９６】
　次に、表示位置調整機構を利用し接眼窓３０４の位置を調整することで、電子映像の表
示位置を所望の上下の位置に調整する。しかし上述の通り、この調整に伴って接眼窓３０
４の向きは回動軸ＣＢ周りに変化するので、その変更された接眼窓３０４を注視すれば、
接眼窓３０４の光軸と目の光軸とが一致する。よって接眼窓３０４を射出し電子映像を形
成する光束は、使用者Ｕの眼の瞳に入射する。即ち、表示位置調整機構により、電子映像
を映し出す位置の調整を行なっても、電子映像が見えなくなることはない。従って、調整
が大変容易に行える。
【０１９７】
　なお、このような表示位置調整機構を利用せず、光軸調整機構であるフレキシブルジョ
イントのみを利用して、表示位置の調整を行うことも可能である。ただし、この場合、接
眼窓３０４を上下に移動し表示位置を変更する調整に応じて、光軸の一致状態が崩れる。
このために、光軸の一致状態の調整も必要になる。ところが、このフレキシブルジョイン
トを動かして、光軸の一致状態を調整すると、その調整に伴い、表示位置も変動してしま
うため、表示位置の調整と光軸の一致状態の調整を何度も繰り返す必要が生じてしまう。
【０１９８】
　また、本実施例では、電子映像の表示位置が肉眼の視界内の所定の第１の領域にあると
きと、第１の領域とは異なる第２の領域にあるときとで、表示モードが自動的に切り替わ
ることが望ましい。このように、光学系の射出窓の位置と向きを変えることで電子映像の
表示位置の調整が可能である。
【０１９９】
　また、支持部３０６が回動する回動軸ＣＢ周りには、不図示のロータリーエンコーダま
たはスイッチが設けられている。そして、ロータリーエンコーダまたはスイッチからの信
号を検出することにより表示モードが自動的に切り替わる。
【０２００】
　図３４は、このときの手順を示すフローチャートである。ステップＳ２００１において
、電子映像の位置を検知する。そして、電子映像の位置が、第１の領域にあるときは、ス
テップＳ２００２において、詳細表示モード（または表示モード）とする。また、電子映
像の位置が、第２の領域にあるときは、ステップＳ２００３において、要約表示モード（
または非表示モード）とする。
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【０２０１】
　また、本実施例において、要約表示モードにおける表示文字サイズの下限値は、詳細表
示モードにおける表示文字サイズの下限値よりも大きいことが望ましい。これにより、使
用者Ｕは、要約表示モードでより容易に電子映像を認識できる。
【０２０２】
　また、表示パネル３０３が同一情報内容を表示するとき、要約表示モードにおける表示
パネル３０４の画面を構成する文字数に対するアイコンの数の比は、詳細表示モードにお
ける表示パネル３０４の画面を構成する文字数に対するアイコンの数の比よりも大きいこ
とが望ましい。これにより、使用者Ｕは、要約表示モードでより容易に電子映像を認識で
きる。
【０２０３】
　また、要約表示モードではスクロール表示を禁止し、詳細表示モードではスクロール表
示を許可するように構成しても良い。
【０２０４】
　表示パネル３０３に表示されるコンテンツは、それぞれメタデータが付された複数のレ
コードから構成されている。また、要約表示モード及び詳細表示モードの各表示モードに
応じてメタデータが定められている。そして、各表示モードにおいて、定められたメタデ
ータが付されているレコードが選択される。これにより、表示パネル３０３は、選択され
たレコードの内容を表示することが望ましい。この結果、本実施例においても、電子映像
の表示位置に応じて、上記実施例１～３と同様に表示内容を自動的に切替えることができ
る。
【０２０５】
　また、要約表示モードは、詳細表示モードに比較して、単一画面内に表示する最大文字
数が少ないことが望ましい。さらに、要約表示モードでは、詳細表示モードにおける表示
画面の略中央の一部分のみを用いて情報を表示して良い。
【０２０６】
　このように、使用者Ｕは、接眼窓３０４の位置を変更するだけで、簡便に電子映像の表
示を変えることができる。
【０２０７】
　次に、本実施例の情報表示装置３００のさらに具体的な構成例を説明する。図３６に示
すように、回動の回動軸（中心軸）ＣＢは眼球Ｅの回旋中心ＣＡを貫くように、即ち略一
致するように構成されている。光学系の接眼窓３０４と回動の回動軸ＣＢとの距離は、少
なくとも２３ｍｍ以上離れていることが好ましい。ここで、角膜ＣＮから回旋中心ＣＡま
では、略１３ｍｍである。
【０２０８】
　また、角膜ＣＮから１０ｍｍ程度まで接眼窓３０４が近接すると接眼窓３０４に使用者
Ｕのまつ毛が触れやすく接眼窓３０４が汚れやすくなってしまう。または、使用者Ｕの瞬
き時に涙が飛散して、涙により接眼窓３０４を汚しやすくなってしまう。これらの理由で
、接眼窓３０４と角膜ＣＮとは少なくとも１０ｍｍ以上離すことが望ましい。
【０２０９】
　また、図３７に示すように、光学系の接眼窓３０４と回動の回動軸ＣＢとの距離は、５
３ｍｍ以下とすることでもできる。一般の眼鏡レンズは、角膜ＣＮから１５ｍｍから３０
ｍｍの間に来るように眼鏡フレームが調整される。ここで、接眼窓３０４は、回動時にも
眼鏡レンズ３０８と干渉しないよう、１０ｍｍ程度の間隔を設ける必要がある。以上の理
由で、５３ｍｍまで距離を確保する必要が生じるケースがある。
【０２１０】
　また、図３８に示すように、光学系の接眼窓３０４と回動の回動軸ＣＢとの距離は、略
４０ｍｍが好ましい。接眼窓３０４は、眼から遠ざかるほど、投影できる電子映像の限界
の大きさが小さくなる。また、眼鏡レンズは角膜ＣＮから２０ｍｍ前後に調整されている
ことが多い。接眼窓３０４の回動角度をあまり大きく取る必要が無い場合は、接眼窓３０
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４と眼鏡レンズとの干渉を避けるための距離は７ｍｍ程度で良い。
【０２１１】
　以上の理由で４０ｍｍ確保されていれば、眼鏡を使用している場合でもほとんどのケー
スで問題なく利用できる。なお、眼鏡レンズ３０８の代わりに、保護板３０９を用いる場
合も、同様である。保護板３０９は、接眼窓３０４と角膜ＣＮとの直接干渉を防御するた
めの透明板である。
【０２１２】
　また、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲で様々な変形例をとることができる。
【産業上の利用可能性】
【０２１３】
　以上のように、本発明に係る情報表示装置は、特に、常時装着型の情報表示装置に適し
ている。
【図面の簡単な説明】
【０２１４】
【図１】本発明の実施例１に係る情報表示装置を正面から見た構成を示す図である。
【図２】実施例１に係る情報表示装置を側面から見た構成を示す図である。
【図３】実施例１に係る情報表示装置を上面から見た構成を示す図である。
【図４】実施例１における表示光学系を示す図である。
【図５】実施例１における表示光学系を示す他の図である。
【図６】実施例１における表示光学系の結像関係を示す図である。
【図７】（ａ）、（ｂ）は、実施例１の情報表示装置の眼球近傍を拡大して示す図である
。
【図８】実施例１における表示光学系の光路を示す図である。
【図９】実施例１におけるシースルーのイメージを示す図である。
【図１０】実施例１に係る情報表示装置の機能ブロックを示す図である。
【図１１】実施例１に係る情報表示装置を装着している使用者Ｕを示す図である。
【図１２】実施例１における注視の有無の検出のための光路を示す図である。
【図１３】実施例１における注視の有無の検出のための他の構成を示す図である。
【図１４】実施例１における電子映像の例を示す図である。
【図１５】実施例１における電子映像の他の例を示す図である。
【図１６】実施例１における電子映像のさらに他の例を示す図である。
【図１７】実施例１における電子映像の選択例を示す図である。
【図１８－１】実施例１におけるフィールドとメタデータとアイテムとを示す図である。
【図１８－２】実施例１における表示モードの切り替えを示す図である。
【図１８－３】実施例１において行動状態に対して、どのメタデータがついたフィールド
を表示するかを示す図である。
【図１９】実施例１の変形例の情報表示装置の機能ブロックを示す図である。
【図２０】実施例１の情報表示の手順を示すフローチャートである。
【図２１】実施例１の情報表示の手順を示す他のフローチャートである。
【図２２】実施例２の情報表示の手順を示すフローチャートである。
【図２３】実施例２の通信タイミングを示すタイミングチャートである。
【図２４】実施例２の通信タイミングを示す他のタイミングチャートである。
【図２５】実施例２の通信タイミングを示すさらに他のタイミングチャートである。
【図２６】実施例２の通信タイミングを示す別のタイミングチャートである。
【図２７】実施例２の通信タイミングを示すさらに別のタイミングチャートである。
【図２８】実施例３の情報表示の手順を示すフローチャートである。
【図２９】実施例３の情報表示の手順を示す他のフローチャートである。
【図３０】実施例３の情報表示の手順を示すさらに他のフローチャートである。
【図３１】実施例３の情報表示の手順を示す別のフローチャートである。
【図３２】実施例４に係る情報表示装置を側面から見た構成を示す図である。
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【図３３】実施例４に係る情報表示装置の斜視構成を示す図である。
【図３４】実施例４における情報表示の手順を示すフローチャートである。
【図３５】実施例４における接眼窓の回動状態を示す図である。
【図３６】実施例４における接眼窓の眼球近傍の構成の数値例を示す図である。
【図３７】実施例４における接眼窓の眼球近傍の構成の他の数値例を示す図である。
【図３８】実施例４における接眼窓の眼球近傍の構成のさらに他の数値例を示す図である
。
【符号の説明】
【０２１５】
　１００　情報表示装置
　１０１　頭部支持部
　１０２　接眼窓保持部
　１０３　表示パネル
　１０３ａ　空中像
　１０４　接眼窓
　１０５　接眼レンズ
　１０６　反射部材
　１１１　赤外ＬＥＤ
　１１２　赤外センサ
　１１３　プリズム
　１１４　レンズ
　１１５　プリズム
　１２０　筋電位センサ
　１２１、１２２　筋電位センサ電極
　１５０　ＭＥＧ
　２０１　ＷＡＮ
　２０２　情報取得手段
　２０３　装着者状態センシング手段
　２０４　表示モード切替手段
　２０５　送信データ変換回路
　２０６　無線送信手段
　２０７ａ、２０７ｂ　タイマー
　２０８　無線受信手段
　２０９　受信データ処理回路
　２１０　表示パネルドライブ回路
　２１１　バッテリー
　２５０　携帯ユニット
　３００　情報表示装置
　３０１　眼鏡部
　３０２　接眼窓保持部
　３０３　表示パネル
　３０４　接眼窓
　３０５　回動部
　３０６　支持部
　３０７　調整部
　３０８　眼鏡レンズ
　３０９　保護板
　Ｅ　眼球
　ＣＡ　回旋中心
　ＣＢ　回動軸（中心軸）
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８－１】
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【図１９】 【図２０】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】
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【図３１】 【図３２】
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【図３５】 【図３６】
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【図３７】 【図３８】
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