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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　前記筐体の内部に移動可能に保持され、画像光を生成する生成部と、
　前記筐体の内部に移動不能に保持され、前記生成部によって生成された前記画像光を通
過させる光学素子を有する光学部と、
　前記生成部を、前記筐体の内部で移動させる移動機構と、
　前記移動機構に接続し、前記画像光の光軸と平行な第１方向に沿って前記生成部を移動
させる操作を行う第１操作部と、
　前記生成部の移動範囲を規制する規制部であって、
　　前記移動範囲を第１範囲に規制するか又は第２範囲に規制するかを切り替え可能であ
り、
　　前記第１範囲の前記光学部側の端部の位置は、前記第２範囲の前記光学部側の端部の
位置よりも、前記光学部に近接し、
　　前記第１範囲は前記第２範囲よりも、前記第１方向の長さが長い前記規制部と
を備えた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】
　前記規制部は、
　前記生成部及び前記筐体の一方に設けられ、前記第１方向と平行に延びる溝部であって
、
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　　前記移動範囲を前記第１範囲に規制するための第１溝部、
　　前記移動範囲を前記第２範囲に規制するための第２溝部、及び、
　　前記第１溝部と前記第２溝部とを連結する連結溝部
を含む溝部と、
　前記生成部及び前記筐体の他方に設けられ、前記生成部側に突出し、一部が前記溝部に
挿通可能な突出部と
を備え、
　前記突出部が前記第１溝部に挿通する場合、前記第１溝部に沿って前記突出部が相対移
動することによって、前記移動範囲が前記第１範囲に規制され、
　前記突出部が前記第２溝部に挿通する場合、前記第２溝部に沿って前記突出部が相対移
動することによって、前記移動範囲が前記第２範囲に規制され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】
　前記第１溝部、前記第２溝部、及び、前記連結溝部は、前記第１方向と直交する方向に
おいて異なる位置に設けられ、
　前記第１溝部の前記光学部側の端部の位置は、前記第２溝部の前記光学部側と反対側の
端部よりも、前記光学部に近接し、
　前記連結溝部は、
　　前記第１溝部の前記光学部側と反対側の端部と、前記第２溝部の前記光学部側の端部
との間に亘って、前記第１方向と平行に延び、
　　前記第１方向と直交する方向において、前記第１溝部と前記第２溝部との間に配置さ
れたことを特徴とする請求項２に記載のヘッドマウントディスプレイ。
【請求項４】
　前記第１溝部及び前記第２溝部は、前記第１方向に並んで設けられ、
　前記連結溝部は、
　前記第１溝部の前記光学部側の端部と、前記第２溝部の前記光学部側と反対側との間を
連結することを特徴とする請求項２に記載のヘッドマウントディスプレイ。
【請求項５】
　前記第１溝部と前記連結溝部との連結部分、及び、前記第２溝部と前記連結溝部との連
結部分に、前記突出部の移動を抑制する抑制部が設けられた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】
　前記突出部を操作する第２操作部を備え、
　前記第１操作部と前記第２操作部は、前記第１方向と直交する方向に並んで配置された
ことを特徴とする請求項２から５の何れかに記載のヘッドマウントディスプレイ。
【請求項７】
　前記第１操作部は、回転式のダイヤルであることを特徴とする請求項１から６の何れか
に記載のヘッドマウントディスプレイ。
【請求項８】
　前記生成部が前記第２範囲内で移動する場合に、前記ダイヤルを第１態様で回転させ、
前記生成部が前記第１範囲内で移動する場合に、前記ダイヤルを前記第１態様と異なる第
２態様で回転させる態様変更手段を備えたことを特徴とする請求項７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】
　本発明はヘッドマウントディスプレイに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ヘッドマウントディスプレイ（以下、「ＨＭＤ」という。）において、ピント調節を行



(3) JP 6528749 B2 2019.6.12

10

20

30

40

50

うための機構が各種提案されている。特許文献１は、オートフォーカス（ＡＦ）機能とマ
ニュアルフォーカス（ＭＦ）機能とを有するデジタルカメラを開示する。デジタルカメラ
は、ＣＣＤに対してレンズユニットを移動させるためのフォーカスリング（ＭＦＲ）を備
える。使用者は、ＭＦＲを操作することによって、Ｎｅａｒ端からＦａｒ端までの間の何
れかの位置にピントを合わせる。更に、デジタルカメラは、ＭＦＲによるピント調節の後
、ＡＦ機能によってピントを補正する。デジタルカメラは、ピントを補正する場合のＡＦ
のサーチ範囲を切り替える切替スイッチを備える。切替スイッチは、全域（Ｎｅａｒ端か
らＦａｒ端まで）、全域の１／３、及び、全域の２／３の何れかにサーチ範囲を切り替え
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１０８２１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のデジタルカメラの機構をＨＭＤに適用し、画像光を生成する生成部に対してレン
ズユニットを移動させる操作部を設けることによって、手動によるピント調節を実現した
場合を例示する。ＨＭＤでは、レンズユニットの移動に応じてアイポイントが変化する。
従って、ＨＭＤから出力される画像光に基づく画像の全体を見ることが可能なＨＭＤの装
着位置が、ピント調節に応じて変化する場合があるという問題点がある。また、例えば、
ＨＭＤが近距離（例えば、約３０ｃｍ）から遠距離（例えば、無限遠）まで広い範囲でピ
ント調節が可能な場合において、ユーザが手動でピント調節を行うと、操作部を必要以上
に動かしてしまうなど、任意の位置でピント調節がしにくい場合があった。
【０００５】
　本発明の目的は、ピント調節によってアイポイントが変化することを防止でき、且つ、
任意の位置にピント調節がしやすいヘッドマウントディスプレイを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係るヘッドマウントディスプレイは、筐体と、前記筐体の内部に移動可能に保
持され、画像光を生成する生成部と、前記筐体の内部に移動不能に保持され、前記生成部
によって生成された前記画像光を通過させる光学素子を有する光学部と、前記生成部を、
前記筐体の内部で移動させる移動機構と、前記移動機構に接続し、前記画像光の光軸と平
行な第１方向に沿って前記生成部を移動させる操作を行う第１操作部と、前記生成部の移
動範囲を規制する規制部であって、前記移動範囲を第１範囲に規制するか又は第２範囲に
規制するかを切り替え可能であり、前記第１範囲の前記光学部側の端部の位置は、前記第
２範囲の前記光学部側の端部の位置よりも、前記光学部に近接し、前記第１範囲は前記第
２範囲よりも、前記第１方向の長さが長い前記規制部とを備えたことを特徴とする。
【０００７】
　ヘッドマウントディスプレイは、光学部に対して生成部を移動させることによって、ピ
ント調節を行うことが可能となる。更に、ヘッドマウントディスプレイは、規制部によっ
て生成部の移動範囲を規制し第１操作部によってピント調節をすることで、ピント距離に
応じた生成部の移動を容易に実行できる。なお、ピント調節が行われた場合でも、筐体に
対する光学部の位置は変化しない。このため、ヘッドマウントディスプレイのアイポイン
トは、ピント調節が行われた場合でも変化しない。このように、ヘッドマウントディスプ
レイは、規制部によってピント調節を容易としつつ、ピント調節によってアイポイントが
移動することを抑制できる。
【０００８】
　又、第１範囲内で移動する生成部の方が、第２範囲内で移動する生成部よりも、光学部
に近接する。この場合、第２範囲で生成部が移動する場合の方が、第１範囲で生成部が移
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動する場合よりも、生成部の僅かな移動により焦点距離は大きく変動する。これに対し、
ヘッドマウントディスプレイにおいて、第２範囲は第１範囲よりも、第１方向の長さが短
い。このため、生成部の移動が第２範囲で規制される場合において、生成部の移動可能な
長さを相対的に短くできるので、生成部の僅かな移動により焦点距離が大きく変動する場
合（即ち、生成部が第２範囲内で移動する場合）でも、使用者は容易にピントを合わせる
操作を行うことができる。
【０００９】
　本発明において、前記規制部は、前記生成部及び前記筐体の一方に設けられ、前記第１
方向と平行に延びる溝部であって、前記移動範囲を前記第１範囲に規制するための第１溝
部、前記移動範囲を前記第２範囲に規制するための第２溝部、及び、前記第１溝部と第２
溝部とを連結する連結溝部を含む溝部と、前記生成部及び前記筐体の他方に設けられ、前
記生成部側に突出し、一部が前記溝部に挿通可能な突出部とを備え、前記突出部が前記第
１溝部に挿通する場合、前記第１溝部に沿って前記突出部が相対移動することによって、
前記移動範囲が前記第１範囲に規制され、前記突出部が前記第２溝部に挿通する場合、前
記第２溝部に沿って前記突出部が相対移動することによって、前記移動範囲が前記第２範
囲に規制されてもよい。この場合、ヘッドマウントディスプレイは、溝部に沿って突出部
を相対移動させることによって、生成部を第１方向に移動させることができる。又、ヘッ
ドマウントディスプレイは、第１溝部と第２溝部との間を連結する連結溝部を更に備える
。これによって、ヘッドマウントディスプレイは、生成部の移動が第１範囲内に規制され
た状態（第１状態）と、生成部の移動が第２範囲内に規制された状態（第２状態）とを、
連結溝部に突出部を通過させることによって容易に切り替えることができる。
【００１０】
　本発明において、前記第１溝部、前記第２溝部、及び、前記連結溝部は、前記第１方向
と直交する方向において異なる位置に設けられ、前記第１溝部の前記光学部側の端部の位
置は、前記第２溝部の前記光学部側と反対側の端部よりも、前記光学部に近接し、前記連
結溝部は、前記第１溝部の前記光学部側と反対側の端部と、前記第２溝部の前記光学部側
の端部との間に亘って、前記第１方向と平行に延び、前記第１方向と直交する方向におい
て、前記第１溝部と前記第２溝部との間に配置されてもよい。この場合、第１状態と第２
状態との一部において、生成部が移動可能な範囲が第一方向（例えば、前後方向）に連続
する。このため、使用者は、第１状態と第２状態とを切り替えるとによって、第１範囲か
ら第２範囲に亘って切れ目なく生成部を移動させてピント調節を行うことができる。又、
ヘッドマウントディスプレイは、連結溝部に沿って突出部を相対移動させることによって
、生成部を、第１範囲と第２範囲とを含む第３範囲で第１方向に移動させることができる
。又、ヘッドマウントディスプレイは、第１状態から第２状態に切り替わるまでの間に、
第３範囲内で生成部が移動可能な状態（第３状態）に切り替えることができる。このため
、例えば使用者が第１状態から第２状態に切り替える操作を行うときに、誤って第３状態
に切り替えた場合でも、生成部は少なくとも第２範囲で移動可能となるので、使用者に違
和感を与えることを抑制できる。
【００１１】
　本発明において、前記第１溝部及び前記第２溝部は、前記第１方向に並んで設けられ、
前記連結溝部は、前記第１溝部の前記光学部側の端部と、前記第２溝部の前記光学部側と
反対側との間を連結してもよい。この場合、使用者は、溝部に対して突出部を第１方向に
相対移動させる操作を行うことによって、第１状態と第２状態とを連続して直感的且つ容
易に切り替えることができる。
【００１２】
　本発明において、前記第１溝部と前記連結溝部との連結部分、及び、前記第２溝部と前
記連結溝部との連結部分に、前記突出部の移動を抑制する抑制部が設けられてもよい。こ
の場合、ヘッドマウントディスプレイは、第１溝部と連結溝部との間の境界部分、及び、
連結溝部と第２溝部との間の境界部分で、突出部が第１方向に移動することを、抑制部に
よって抑制できる。
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【００１３】
　本発明において、前記突出部を操作する第２操作部を備え、前記第１操作部と前記第２
操作部は、前記第１方向と直交する方向に並んで配置されてもよい。ヘッドマウントディ
スプレイは、第１方向が前後方向を向いた状態や、第１方向が左右方向を向いた状態で使
用者の眼前に装着される場合がある。何れの場合も、第１操作部が筐体の前壁部に保持さ
れ、第２操作部が筐体の上壁部に保持された状態とすることができる。この場合、使用者
は、筐体を指で上下方向から把持した状態で、人差し指又は中指で第２操作部を操作する
と同時に、薬指で第１操作部を操作できる。
【００１４】
　本発明において、前記第１操作部は、回転式のダイヤルであってもよい。小型のヘッド
マウントディスプレイの場合、生成部の移動範囲も短くなる。これに対し、第１操作部を
回転式のダイヤルとすることによって、ユーザによる操作部の操作を直接的に伝達するス
ライド式の第１操作部とした場合よりも、操作部の回転動作を、（カム等の伝達機構によ
って）第１方向の移動動作に変換して伝達できるので、微調節が可能となる。従って、使
用者は、細かなピント調節が可能となる。
【００１５】
　本発明において、前記生成部が前記第２範囲内で移動する場合に、前記ダイヤルを第１
態様で回転させ、前記生成部が前記第１範囲内で移動する場合に、前記ダイヤルを前記第
１態様と異なる第２態様で回転させる態様変更手段を備えてもよい。この場合、使用者は
、生成部を第１範囲又は第２範囲で移動させるときのダイヤルの回転態様の違いを確認す
ることによって、生成部を何れの範囲で移動させているかを容易に認識できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】ＨＭＤ１の斜視図である。
【図２】表示装置２Ａの斜視図である。
【図３】表示装置２Ａの分解斜視図である。
【図４】生成機構３の斜視図である。
【図５】表示装置２Ａの断面図である。
【図６】生成機構３、光学部４、第１操作部２６Ａ、第２操作部２７Ａの斜視図である。
【図７】生成部３２及び光学部４の位置関係を示す模式図である。
【図８】表示装置２Ｂの斜視図である。
【図９】表示装置２Ｂの断面図である。
【図１０】生成部３２及び光学部４の位置関係を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
＜第１実施形態＞
　本発明の第１実施形態について説明する。図１に示すように、ヘッドマウントディスプ
レイ（Head Mounted Display、以下、「ＨＭＤ」という。）１は、ビデオ透過型のＨＭＤ
である。ＨＭＤ１は、装着具１１、連結具１２、及び、表示装置２Ａを備える。以下、図
の説明の理解を助けるため、ＨＭＤ１の上側、下側、左側、右側、前側、及び、後側を定
義する。ＨＭＤ１の上側、下側、左側、右側、前側、及び、後側は、例えば、図１の上側
、下側、左斜め上側、右斜め下側、左斜め下側、及び、右斜め上側にそれぞれ対応する。
ＨＭＤ１の上側、下側、左側、右側、前側、及び、後側は、それぞれ、装着具１１が着用
された使用者にとって、上側、下側、右側、左側、前側、及び、後側に対応する。
【００１８】
＜装着具１１、連結具１２＞
　図１に示すように、装着具１１は、樹脂や金属（例えば、ステンレス）などの、可撓性
を有する材質で構成される。装着具１１は、第１部分１１Ａ及び第２部分１１Ｂ、１１Ｃ
を有する。なお、以下では、理解を容易とするために、装着具１１を第１部分１１Ａ及び
第２部分１１Ｂ、１１Ｃに区分して説明するが、装着具１１は、第１部分１１Ａ及び第２
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部分１１Ｂ、１１Ｃのそれぞれの部材に分かれておらず、全体として一体の部材である。
【００１９】
　第１部分１１Ａ及び第２部分１１Ｂ、１１Ｃは、それぞれ、湾曲した細長い板状部材で
ある。第１部分１１Ａは、装着具１１のうち、位置１１２と位置１１３との間で左右方向
に延びる。第１部分１１Ａは、前側に凸状に湾曲する。位置１１２は、装着具１１の左右
方向中心１１１よりも左側に位置する。位置１１３は、装着具１１の左右方向中心１１１
よりも右側に位置する。第２部分１１Ｂは、装着具１１のうち、位置１１２から後側に延
びる。第２部分１１Ｃは、装着具１１のうち、位置１１３から後側に延びる。第２部分１
１Ｂ、１１Ｃは、それぞれ、後端部が互いに近づく方向に延びる。装着具１１は、使用者
の前頭部、右側頭部、及び、左側頭部のそれぞれに、第１部分１１Ａ、第２部分１１Ｂ、
１１Ｃを接触させた状態で、使用者の頭部に着用される。
【００２０】
　連結具１２は略棒状である。連結具１２は、樹脂や金属などで構成される。連結具１２
は、正面から見た状態で上下方向に延びる。連結具１２の上端部は、ボールジョイント１
３及び接続部材１４を介して装着具１１に接続される。連結具１２の下端部は、ボールジ
ョイント１５を介して表示装置２Ａに接続される。連結具１２は、装着具１１が使用者の
頭部に着用された状態で、使用者の左眼の前側に表示装置２Ａを配置させることができる
。
【００２１】
＜表示装置２Ａ＞
　図１、図２に示すように、表示装置２Ａは筐体２１を有する。筐体２１は、前後方向に
長い略直方体を形成する。筐体２１の右壁部２１Ｒに、ボールジョイント１５のうちボー
ルスタッドの球体部（非図示）を受ける受け部１５Ａが接続する。筐体２１の前壁部２１
Ｆに、第１操作機構２６の第１操作部２６Ａが設けられる。第１操作部２６Ａは、前後方
向に延びる軸を中心として回転可能なダイヤルである。詳細は後述するが、第１操作部２
６Ａは、使用者がピント調節を行う場合に使用される。筐体２１の上壁部２１Ｕに、第２
操作機構２７の第２操作部２７Ａが設けられる。第２操作部２７Ａは、左右方向に移動可
能なつまみである。詳細は後述するが、第２操作部２７Ａは、第１操作部２６Ａによるピ
ント調節の調節範囲を切り替える場合に使用される。第２操作部２７Ａは、上下方向にお
いて第１操作部２６Ａよりも上側に配置される。第１操作部２６Ａ及び第２操作部２７Ａ
は、上下方向において並んで配置される。
【００２２】
　図２に示すように、筐体２１の後壁部２１Ｂに、開口２８が形成される。開口２８は、
後述する生成部３２によって生成される画像光を、筐体２１の内側から外側に向けて通過
させる。使用者は、開口２８から出射される画像光に基づいて画像を視認する。開口２８
は、透明板状の透明部材２８Ａによって覆われる。透明部材２８Ａは、開口２８を介して
筐体２１の内部に水や埃等が進入することを防止する。
【００２３】
＜筐体２１＞
　図３に示すように、筐体２１は、第１部分２０Ａ、第２部分２０Ｂ、及び、第３部分２
０Ｃが組み合わせられることによって形成される。第２部分２０Ｂは、筐体２１の上壁部
２１Ｕ、右壁部２１Ｒ（図１参照）、左壁部２１Ｌ、及び、下壁部２１Ｄ（図１参照）を
構成する。第２部分２０Ｂは、前端部及び後端部が開放した角筒状を有する。第１部分２
０Ａは、筐体２１の前壁部２１Ｆを構成する。第１部分２０Ａは、第２部分２０Ｂの前端
部に嵌る。第３部分２０Ｃは、筐体２１の後壁部２１Ｂを構成する。第３部分２０Ｃは、
第２部分２０Ｂの後端部に嵌る。第１部分２０Ａ、第２部分２０Ｂ、及び、第３部分２０
Ｃで覆われた筐体２１の内部に、後述する生成機構３及び光学部４が収容される。
【００２４】
　第１部分２０Ａの前壁部２１Ｆは、外枠部分から中心に向けて前側に傾斜する。前壁部
２１Ｆの中心に、貫通穴２１１が設けられる。貫通穴２１１は円形である。貫通穴２１１
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は、後述する第１操作機構２６を回転可能に支持する。
【００２５】
　第２部分２０Ｂの上壁部２１Ｕに、凸部２１２が設けられる。凸部２１２は、上側から
見た状態で左右方向に長い長方形である。凸部２１２の上面に、貫通穴２９が形成される
。貫通穴２９は、隣接部分で互いに連結する略円形の貫通穴２９Ａ、２９Ｂ、２９Ｃを有
する。貫通穴２９Ａ、２９Ｂ、２９Ｃは、左右方向に一直線状に並ぶ。最も右側に貫通穴
２９Ａが配置され、最も左側に貫通穴２９Ｂが配置される。貫通穴２９Ｃは、貫通穴２９
Ａの左側、且つ、貫通穴２９Ｂの右側に配置される。貫通穴２９Ａの左端部と貫通穴２９
Ｃの右端部は連結する。貫通穴２９Ｂの右端部と貫通穴２９Ｃの左端部は連結する。貫通
穴２９は、後述する第２操作機構２７を左右方向に移動可能に支持する。
【００２６】
　第３部分２０Ｃの後壁部２１Ｂに設けられた開口２８（図２参照）の前側に、透明部材
２８Ａが配置される。後述する生成部３２によって生成された画像光は、透明部材２８Ａ
を透過し、開口２８を介して筐体２１の内側から外側に出射される。
【００２７】
＜生成機構３＞
　生成機構３は、非図示の通信線を介して非図示の外部機器から受信した画像信号に応じ
た画像の画像光を生成する。生成機構３は、第１操作部２６Ａに対する操作に応じて前後
方向に移動し、後述する光学部４を通過した画像光の焦点の位置を移動させる。生成機構
３が前後方向に移動するときの移動可能な範囲は、第２操作部２７Ａに対する操作に応じ
て切り替えられる。生成機構３は、保持部材３１、３３、生成部３２、制御基板３４、及
び、移動機構３５を有する。
【００２８】
　保持部材３１は、後述する生成部３２、保持部材３３、制御基板３４、及び、移動機構
３５を保持する。保持部材３１は、角筒部３１Ａ、側板部３１Ｂ、３１Ｃを有する。角筒
部３１Ａは、前後方向に延びる略角筒状の部材である。側板部３１Ｂは、角筒部３１Ａの
上壁部の前端部から、前側に延びる。側板部３１Ｃは、角筒部３１Ａの下壁部の前端部か
ら、前側に延びる。側板部３１Ｂ、３１Ｃは平面板状の部材である。側板部３１Ｂ、３１
Ｃの各平面は上下方向を向く。側板部３１Ｂ、３１Ｃは、上下方向に離隔して対向する。
側板部３１Ｂに規制部５が形成される。規制部５の詳細は後述する。
【００２９】
　角筒部３１Ａの上壁部の外面に、前後方向に延びる２つの凸部３１１が形成される。２
つの凸部３１１は、左右方向に離隔して平行に延びる。角筒部３１Ａの内面のうち、２つ
の凸部３１１のそれぞれに対応する部分に、前後方向に延びる２つの凹部３１２（図６参
照）が形成される。２つの凸部３１１及び凹部３１２は、角筒部３１Ａの一部が外側に曲
折することによって形成される。図示されていないが、角筒部３１Ａの下壁部の外面に、
２つの凸部３１１と同一形状の２つの凸部が形成される。角筒部３１Ａの下壁部の内面に
、２つの凹部３１２と同一形状の２つの凹部が形成される。
【００３０】
　生成部３２は液晶ユニットである。生成部３２は、保持部材３１のうち角筒部３１Ａの
内部に配置される。生成部３２は、光源３２Ａ、導光部材３２Ｂ、及び、表示素子３２Ｃ
を有する。表示素子３２Ｃは矩形状である。表示素子３２Ｃの表示方式は、反射型である
。表示素子３２Ｃの表示面は、表示素子３２Ｃの後面に対応する。導光部材３２Ｂは、表
示素子３２Ｃの表示面に固定される。導光部材３２Ｂは、上方から入射した光を効率的に
前方に反射させ、且つ、前方から入射した光を効率的に後方に透過させることができる。
導光部材３２Ｂは、例えば、互いに直交する二種類の偏光成分のうち、何れか一方のみを
透過させ、他方を反射する偏光ビームスプリッタである。光源３２Ａは、導光部材３２Ｂ
の上面に接続される。
【００３１】
　生成部３２において、光源３２Ａから放射された光は、非図示の拡散板を通過すること
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によって、面内の均一な光に分散される。更に、拡散板を通過した光は、非図示の偏向板
を通過することによって直線偏向する。偏光板を通過した光は、導光部材３２Ｂによって
表示素子３２Ｃ側に反射され、表示素子３２Ｃに入射する。入射された光は、表示素子３
２Ｃの表示面において反射される。反射された光は、表示素子３２Ｃの表示面に表示され
た画像の画像光に対応する。なお、画像光は、表示面での反射に伴って偏光の向きが回転
する。表示素子３２Ｃから出射された画像光は、導光部材３２Ｂに前側から入射し、後側
に出射する。画像光の光軸は、前後方向に延びる。
【００３２】
　保持部材３３、及び、制御基板３４は、保持部材３１の側板部３１Ｂ、３１Ｃによって
上下方向から挟まれる空間に配置される（図４参照）。保持部材３３は、生成部３２の表
示素子３２Ｃの前側に配置される。図４に示すように、保持部材３３は、保持部材３１の
角筒部３１Ａとの間に生成部３２を挟持することによって、生成部３２を保持部材３１に
保持する。制御基板３４は、保持部材３３の前側に接続する。制御基板３４は、保持部材
３３を介して保持部材３１に保持される。制御基板３４は、非図示のフレキシブルプリン
ト基板（ＦＰＣ）を介して表示素子３２Ｃに接続される。制御基板３４に非図示の通信線
が接続される。制御基板３４は、非図示の外部機器から送信された画像信号を、通信線を
介して受信する。制御基板３４は、ＦＰＣを介して表示素子３２Ｃに制御信号を出力する
ことによって、表示素子３２Ｃの表示面に画像を表示させる。
【００３３】
　移動機構３５は、制御基板３４の前側に設けられる。移動機構３５は、円筒部３５Ａ及
び板状部３５Ｂを有する。板状部３５Ｂは、保持部材３１の側板部３１Ｂ、３１Ｃのそれ
ぞれの前端部の間に亘って設けられる。板状部３５Ｂは矩形板状である。板状部３５Ｂの
各面は前後方向を向く。板状部３５Ｂは、保持部材３１の側板部３１Ｂ、３１Ｃに螺子３
５０によって保持される。円筒部３５Ａは、板状部３５Ｂの前面の略中央から、前側に向
けて延びる。円筒部３５Ａの形状は円筒状である。円筒部３５Ａは、外周面に溝部３５１
を有する。溝部３５１は螺旋状に延びる。溝部３５１は、前側から見た状態で時計回りに
回転しながら後側に延びる。
【００３４】
　以下、回転方向について説明する場合、特段の限定のない限り、ＨＭＤ１を前側から見
た場合を基準として回転方向（時計回り方向又は反時計回り方向）を定義する。
【００３５】
＜規制部５＞
　保持部材３１の側板部３１Ｂに、規制部５が設けられる。規制部５は、側板部３１Ｂを
上下方向に貫通する溝部である。図５に示すように、規制部５は、第１溝部５１、第２溝
部５２、及び、連結溝部５３を有する。第１溝部５１、第２溝部５２、及び、連結溝部５
３は、それぞれ、前後方向に延びる。第１溝部５１、第２溝部５２、及び、連結溝部５３
のそれぞれの左右方向の長さ（幅）は、同一である。連結溝部５３は、側板部３１Ｂの左
右方向略中央に設けられる。第１溝部５１は、連結溝部５３の右側に配置され、第２溝部
５２は、連結溝部５３の左側に配置される。第１溝部５１、第２溝部５２、及び、連結溝
部５３は、左右方向における位置がそれぞれ相違する。連結溝部５３は、左右方向におい
て第１溝部５１及び第２溝部５２の間に配置される。連結溝部５３は、第１溝部５１と第
２溝部５２とを連結する。
【００３６】
　第１溝部５１の後端部の一部と、第２溝部５２の前端部の一部とは、前後方向において
重複する。このため、第１溝部５１の後端部５１Ａは、第２溝部５２の前端部５２Ｂより
も後側に配置される。第２溝部５２の後端部５２Ａと、連結溝部５３の後端部５３Ａとは
、前後方向の位置が一致する。第１溝部５１の前端部５１Ｂと、連結溝部５３の前端部５
３Ｂとは、前後方向の位置が一致する。連結溝部５３は、前後方向において第２溝部５２
の後端部５２Ａの位置と、第１溝部５１の前端部５１Ｂの位置との間に亘って、前後方向
に延びる。第１溝部５１の前後方向の長さＬ１１は、第２溝部５２の前後方向の長さＬ１



(9) JP 6528749 B2 2019.6.12

10

20

30

40

50

２よりも長い。
【００３７】
　規制部５は、筐体２１の上壁部２１Ｕに設けられた凸部２１２（図３参照）の下側近傍
に配置される。第１溝部５１及び貫通穴２９Ａ（図３参照）、第２溝部５２及び貫通穴２
９Ｂ（図３参照）、並びに、連結溝部５３及び貫通穴２９Ｃ（図３参照）のそれぞれの左
右方向の位置は、一致する。
【００３８】
＜光学部４＞
　図３に示すように、光学部４は、生成機構３に対して後側に配置される。光学部４は、
生成部３２によって生成された画像光を前側から後側に通過させる。光学部４は、画像光
を屈折させて集光させる。光学部４は、角筒部４１、及び、複数のレンズ４２を有する。
【００３９】
　角筒部４１は、前後方向に延びる略角筒状の部材である。角筒部４１の後端部は、筐体
２１の第３部分２０Ｃの後壁部２１Ｂに設けられた開口２８（図２参照）に対して前側に
近接する。角筒部４１と第３部分２０Ｃとの間に、透明部材２８Ａが挟持される。図６に
示すように、角筒部４１の前側の一部は、生成機構３の角筒部３１Ａの後側の一部の内側
に嵌る。角筒部３１Ａ、４１は、前後方向に重複する。生成機構３の角筒部３１Ａは、角
筒部４１に対して摺動可能に支持される。
【００４０】
　図３に示すように、角筒部４１の内側に複数のレンズ４２が固定される。複数のレンズ
４２のそれぞれの光軸は、前後方向に延びる。生成機構３から後側に出射された画像光は
、光学部４の角筒部４１の前端部から入射する。更に画像光は、複数のレンズ４２を前側
から後側に向けて通過する。画像光は、複数のレンズ４２によって集光される。画像光は
、角筒部４１の後端部から、第３部分２０Ｃの開口２８に向けて後側に出射される。
【００４１】
　角筒部４１の前端部の四隅に、外側に突出する突出部４１１が設けられる。各突出部４
１１は、筐体２１の第２部分２０Ｂの後端部の四隅に内側から接触する。非図示の螺子は
、各突出部４１１に設けられた貫通穴に挿通し、筐体２１の第２部分２０Ｂに螺合する。
これによって、光学部４は、筐体２１に対して移動不能に保持される。
【００４２】
　角筒部４１の上壁部に、前後方向に延びる２つの凸部４１２が設けられる。角筒部４１
の下壁部に、２つの凸部４１２と同一形状の非図示の２つの凸部が設けられる。光学部４
の２つの凸部４１２は、生成機構３の２つの凹部３１２に嵌る（図６参照）。光学部４の
下壁部の２つの凸部は、生成機構３の下壁部の２つの凹部に嵌る。図６に示すように、生
成機構３は、光学部４の２つの凸部４１２が凹部３１２に沿って相対的に移動し、且つ、
光学部４の下壁部の２つの凸部が生成機構３の下壁部の２つの凹部に沿って相対的に移動
することに応じて、光学部４に対して前後方向に移動可能となる。なお上述のように、光
学部４は筐体２１に対して移動不能に保持される。このため生成機構３は、筐体２１に対
して移動可能となる。
【００４３】
＜第１操作機構２６＞
　第１操作機構２６は、回転式のダイヤルによって生成機構３を移動させるための機構で
ある。図３に示すように、第１操作機構２６は、第１操作部２６Ａ、突出部２６Ｂ、及び
、２つの係合部２６Ｃを有する。第１操作部２６Ａは、外周面に凹凸を有する円筒状であ
る。第１操作部２６Ａの中心は前後方向に延びる。第１操作部２６Ａの前端部は、円形板
状の閉塞部２６１によって閉塞される。突出部２６Ｂは、第１操作部２６Ａよりも径の小
さい円筒状である。突出部２６Ｂは、第１操作部２６Ａの閉塞部２６１の前面の略中央か
ら、後側に向けて延びる。２つの係合部２６Ｃは、それぞれ、第１操作部２６Ａの閉塞部
２６１のうち、突出部２６Ｂの上側及び下側の部分から、後側に向けて延びる。
【００４４】
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　第１操作部２６Ａは、筐体２１の第１部分２０Ａの前壁部２１Ｆの前端部を、外側から
覆う。２つの係合部２６Ｃは、前壁部２１Ｆの貫通穴２１１を後側に通過し、前壁部２１
Ｆの内面に係合する。第１操作機構２６は、前壁部２１Ｆに対し、前後方向に延びる軸を
中心として回転可能に支持される。第１操作機構２６と前壁部２１Ｆとの間に挟持された
Ｏリング２１３は、第１操作機構２６と前壁部２１Ｆとの間の隙間を介して筐体２１の内
部に水や埃等が進入することを防止する。
【００４５】
　突出部２６Ｂは、前壁部２１Ｆの貫通穴２１１を後側に通過する。図６に示すように、
突出部２６Ｂの内周面は、移動機構３５のうち、円筒部３５Ａの外周面に外側から接触す
る。突出部２６Ｂの内周面に、内側に突出する非図示の突出部が設けられる。この突出部
は、円筒部３５Ａの外周面に設けられた溝部３５１に嵌る。第１操作機構２６の回転に応
じて突出部が移動した場合、溝部３５１は突出部から前側又は後側に力を受ける。生成機
構３は前後方向に移動可能であるため、溝部３５１が突出部から受ける力に応じ、移動機
構３５は生成機構３を前側又は後側に移動させる。
【００４６】
　詳細は次の通りである。図６（Ａ）に示すように、第１操作機構２６が反時計回り方向
Ｃ１に回転した場合、突出部２６Ｂの内側の突出部は、溝部３５１に対して後側に向かう
方向に力を作用させる。これによって、移動機構３５は生成機構３を後方向Ｄ１に移動さ
せる。生成機構３の後側に光学部４が移動不能に配置されているため、生成機構３が後方
向Ｄ１に移動することに応じ、生成部３２と光学部４との間の距離は近接する。一方、図
６（Ｂ）に示すように、第１操作機構２６が時計回り方向Ｃ２に回転した場合、突出部２
６Ｂの内側の突出部は、溝部３５１に対して前側に向かう方向に力を作用させる。これに
よって、移動機構３５は生成機構３を前方向Ｄ２に移動させる。生成機構３の後側に光学
部４が移動不能に配置されているため、生成機構３が前方向Ｄ２に移動することに応じ、
生成部３２と光学部４との間の距離は離隔する。
【００４７】
　なお、生成機構３が前後方向に移動したとき、光学部４の複数のレンズ４２によって、
使用者によって視認される虚像となる画像光の広がり角が変化する。従って使用者は、第
１操作部２６Ａを回転させる操作を行うことによってピント調節を行うことができる。
【００４８】
＜第２操作機構２７＞
　第２操作機構２７は、スライド式のつまみによって生成部３２の移動範囲を切り替える
ための機構である。図３に示すように、第２操作機構２７は、第２操作部２７Ａ、及び、
突出部２７Ｂを有する。第２操作部２７Ａは、左右方向に長い略板状である。第２操作部
２７Ａは、上面に凹凸を有する。突出部２７Ｂは、第２操作部２７Ａの下面から下側に向
けて突出する。突出部２７Ｂは円柱状である。突出部２７Ｂの径は、筐体２１の上壁部２
１Ｕに設けられた貫通穴２９Ａ、２９Ｂ、２９Ｃの径よりも僅かに小さい。
【００４９】
　第２操作部２７Ａは、凸部２１２の上側に配置される（図２参照）。突出部２７Ｂは、
貫通穴２９に上側から挿通する。突出部２７Ｂの下端部は、上壁部２１Ｕの内面から下側
に突出し、規制部５の第１溝部５１、第２溝部５２、及び、連結溝部５３の何れかの内側
に挿通される。突出部２７Ｂは、貫通穴２９Ａ、２９Ｂ、２９Ｃによって左右方向に移動
可能に支持される。
【００５０】
　突出部２７Ｂが貫通穴２９Ａに挿通された状態で、突出部２７Ｂの下端部は第１溝部５
１の内側に挿通される。以下、この状態における突出部２７Ｂの位置を、「第１位置」（
図７（Ａ）参照）という。突出部２７Ｂが貫通穴２９Ｂに挿通された状態で、突出部２７
Ｂの下端部は第２溝部５２の内側に挿通される。以下、この状態における突出部２７Ｂの
位置を、「第２位置」（図７（Ｃ）参照）という。突出部２７Ｂが貫通穴２９Ｃに挿通さ
れた状態で、突出部２７Ｂの下端部は連結溝部５３の内側に挿通される。以下、この状態
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における突出部２７Ｂの位置を、「第３状態」（図７（Ｂ）参照）という。
【００５１】
　第２操作部２７Ａを左右方向に移動させる操作が行われた場合、突出部２７Ｂは第１位
置（図７（Ａ）参照）、第２位置（図７（Ｃ）参照）、及び、第３位置（図７（Ｂ）参照
）の何れかの位置に移動する。例えば、第２操作部２７Ａを右端側から左端側に向けて移
動させる操作が行われた場合、突出部２７Ｂは、第１位置、第３位置、及び、第２位置の
順で移動する。
【００５２】
＜生成機構３の移動＞
　図７（Ａ）に示すように、突出部２７Ｂが第１位置に配置された状態で第１操作部２６
Ａの回転操作が行われた場合、生成機構３は、第１溝部５１に沿って突出部２７Ｂが相対
移動可能な範囲で、前後方向に移動する。生成機構３が後側に最も移動した状態で、第１
溝部５１の前端部５１Ｂ（図５参照）に突出部２７Ｂが接触する。以下、この状態におけ
る生成機構３の位置を、「第１近接位置」という。生成機構３が前側に最も移動した状態
で、第１溝部５１の後端部５１Ａ（図５参照）に突出部２７Ｂが接触する。以下、この状
態における生成機構３の位置を、「第１離隔位置」という。突出部２７Ｂが第１位置に配
置された状態で移動可能な生成部３２の移動範囲、即ち、生成機構３が第１近接位置と第
１離隔位置との間を移動するときの生成部３２の移動範囲を、「第１範囲」といい、Ｓ１
１と表記する。第１操作部２６Ａの回転操作が行われた場合、第１溝部５１は、生成部３
２の移動範囲を第１範囲Ｓ１１に規制する。
【００５３】
　図７（Ｃ）に示すように、突出部２７Ｂが第２位置に配置された状態で第１操作部２６
Ａの回転操作が行われた場合、生成機構３は、第２溝部５２に沿って突出部２７Ｂが相対
移動可能な範囲で、前後方向に移動する。生成機構３が後側に最も移動した状態で、第２
溝部５２の前端部５２Ｂ（図５参照）に突出部２７Ｂが接触する。以下、この状態におけ
る生成機構３の位置を、「第２近接位置」という。生成機構３が前側に最も移動した状態
で、第２溝部５２の後端部５２Ａ（図５参照）に突出部２７Ｂが接触する。以下、この状
態における生成機構３の位置を、「第２離隔位置」という。突出部２７Ｂが第２位置に配
置された状態で移動可能な生成部３２の移動範囲、即ち、生成機構３が第２近接位置と第
２離隔位置との間を移動するときの生成部３２の移動範囲を、「第２範囲」といい、Ｓ１
２と表記する。第１操作部２６Ａの回転操作が行われた場合、第２溝部５２は、生成部３
２の移動範囲を第２範囲Ｓ１２に規制する。
【００５４】
　図７（Ｂ）に示すように、突出部２７Ｂが第３位置に配置された状態で第１操作部２６
Ａの回転操作が行われた場合、生成機構３は、連結溝部５３に沿って突出部２７Ｂが相対
移動可能な範囲で、前後方向に移動可能となる。生成機構３が後側に最も移動した状態で
、連結溝部５３の前端部５３Ｂ（図５参照）に突出部２７Ｂが接触する。以下、この状態
における生成機構３の位置を、「第３近接位置」という。生成機構３が前側に最も移動し
た状態で、連結溝部５３の後端部５３Ａ（図５参照）に突出部２７Ｂが接触する。以下、
この状態における生成機構３の位置を、「第３離隔位置」という。突出部２７Ｂが第３位
置に配置された状態で移動可能な生成部３２の移動範囲、即ち、生成機構３が第３近接位
置と第３離隔位置との間を移動するときの生成部３２の移動範囲を、「第３範囲」といい
、Ｓ１３と表記する。第１操作部２６Ａの回転操作が行われた場合、連結溝部５３は、生
成部３２の移動範囲を第３範囲Ｓ１３に規制する。
【００５５】
　第１範囲Ｓ１１、第２範囲Ｓ１２、及び、第３範囲Ｓ１３は、それぞれ、第１溝部５１
の長さＬ１１（図５参照）、第２溝部５２の長さＬ１２（図５参照）、及び、連結溝部５
３の長さＬ１３（図５参照）に対応する。第１溝部５１の長さＬ１１は、第２溝部５２の
長さＬ１２よりも長い（図５参照）。このため、第１範囲Ｓ１１は第２範囲Ｓ１２よりも
、前後方向の長さが長くなる。
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【００５６】
　第１範囲Ｓ１１は、第２範囲Ｓ１２よりも後側に配置される。このため、第１範囲Ｓ１
１は、第２範囲Ｓ１２よりも光学部４に近接する。第１範囲Ｓ１１の後端部、言い換えれ
ば、第１範囲Ｓ１１のうち光学部４に近接する側の端部は、第２範囲Ｓ１２の後端部、言
い換えれば、第２範囲Ｓ１２のうち光学部４に近接する側の端部よりも、光学部４に近接
する。第２範囲Ｓ１２の前端部、言い換えれば、第２範囲Ｓ１２のうち光学部４から離隔
する側の端部は、第１範囲Ｓ１１の前端部、言い換えれば、第１範囲Ｓ１１のうち光学部
４から離隔する側の端部よりも、光学部４から離隔する。第１範囲Ｓ１１のうち光学部４
から離隔する側の端部と、第２範囲Ｓ１２のうち光学部４に近接する側の端部とは、一致
する。第２範囲Ｓ１２のうち光学部４から離隔する側の端部と、第３範囲Ｓ１３の前端部
、言い換えれば、第３範囲Ｓ１３のうち光学部４から離隔する側の端部とは、一致する。
第１範囲Ｓ１１のうち光学部４に近接する側の端部と、第３範囲Ｓ１３の後端部、言い換
えれば、第３範囲Ｓ１３のうち光学部４に近接する側の端部とは、一致する。
【００５７】
＜板ばね４６、凹凸部４７＞
　図３に示すように、筐体２１のうち右壁部２１Ｒ（図１参照）の内面、且つ、光学部４
の角筒部４１の右側に、板ばね４６が設けられる。板ばね４６は、前後方向に長い長方形
である。板ばね４６は、前後方向中央の突出部４６Ａで曲折する。突出部４６Ａは、板ば
ね４６の前後両端部よりも左側に突出する。図７に示すように、凹凸部４７は、光学部４
の角筒部４１（図３参照）の右壁部の外面のうち後端部近傍に設けられる。凹凸部４７は
、上下方向に延びる凹部及び凸部を複数有する。凹凸部４７の複数の凹部及び複数の凸部
は、前後方向に交互に配列される。
【００５８】
　図７（Ａ）に示すように、生成機構３が第１近接位置に配置された状態で、板ばね４６
の突出部４６Ａ（図３参照）は、凹凸部４７の前端部に右側から接触する。生成機構３が
第１離隔位置に配置された状態で、板ばね４６の突出部４６Ａは、凹凸部４７の後端部に
右側から接触する。つまり、凹凸部４７の前後方向の長さは、生成機構３が第１近接位置
と第１離隔位置との間で移動するときに板ばね４６の突出部４６Ａに接触可能となるよう
に調節されている。
【００５９】
　生成機構３が第１近接位置と第１離隔位置との間で前後方向に移動する過程で、凹凸部
４７の複数の凹部のうち１つの凹部に板ばね４６の突出部４６Ａが係合した状態から、凹
凸部４７の複数の凹部のうち隣接する他の凹部に板ばね４６の突出部４６Ａが係合した状
態に変化する。生成機構３の前後方向の移動は、凹凸部４７の複数の凹部に板ばね４６の
突出部４６Ａが係合した状態で抑制され、生成機構３の位置は安定化する。このため、板
ばね４６及び凹凸部４７は、生成部３２を第１範囲Ｓ１１で移動させるための第１操作部
２６Ａの回転操作に対し、クリック感を付与する。
【００６０】
　一方、図７（Ｃ）に示すように、生成機構３が第２近接位置と第２離隔位置との間で前
後方向に移動する場合、板ばね４６の突出部４６Ａは、生成機構３の角筒部４１の右壁部
の外面のうち凹凸部４７の後端部よりも後側に接触する。生成機構３が第２近接位置と第
２離隔位置との間で前後方向に移動する過程で、板ばね４６は凹凸部４７に接触しない。
このため、板ばね４６及び凹凸部４７は、生成部３２を第２範囲Ｓ１２で移動させるため
の第１操作部２６Ａの回転操作に対してクリック感を付与しないので、第１操作部２６Ａ
はスムーズに回転する。
【００６１】
＜第１実施形態の主たる作用、効果＞
　ＨＭＤ１において第１操作部２６Ａを回転させる操作が行われた場合、表示装置２Ａは
、光学部４に対して生成部３２を移動させることによってピント調節を行う。更に、表示
装置２Ａは、第１操作部２６Ａの回転操作に応じた生成部３２の移動範囲を、規制部５に
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よって規制する。このため、使用者はピント調節を容易に実行できる。なお、光学部４は
筐体２１に移動不能に保持されており、ピント調節が行われた場合でも、筐体２１に対す
る光学部４の位置は変化しない。このため、表示装置２Ａのアイポイントは、ピント調節
が行われた場合でも変化しない。このように、表示装置２Ａは、規制部５による生成部３
２の移動範囲の規制によってピント調節を容易とし、且つ、ピント調節によってアイポイ
ントが移動することを抑制できる。
【００６２】
　規制部５は、第２操作機構２７の突出部２７Ｂが第１位置に配置された状態で、生成部
３２の移動範囲を第１範囲Ｓ１１に規制する（図７（Ａ）参照）。規制部５は、突出部２
７Ｂが第２位置に配置された状態で、生成部３２の移動範囲を第２範囲Ｓ１２に規制する
（図７（Ｃ）参照）。ここで、第１範囲Ｓ１１で移動する生成部３２の方が、第２範囲Ｓ
１２で移動する生成部３２よりも、光学部４に近接する（図７参照）。この場合、第２範
囲Ｓ１２で生成部３２が移動する場合の方が、第１範囲Ｓ１１で生成部３２が移動する場
合よりも、生成部３２の僅かな移動により焦点距離が大きく変動する。このため使用者は
、第２範囲Ｓ１２で生成部３２を移動させてピント調節を行う場合、第１操作部２６Ａの
操作を微細に行う必要がある。
【００６３】
　これに対し、表示装置２Ａにおいて、第１範囲Ｓ１１は、第２範囲Ｓ１２よりも長い（
Ｓ１１＞Ｓ１２）。つまり、規制部５は、第２範囲Ｓ１２を短くすることによって、この
範囲における生成部３２の移動可能な長さを相対的に短くしている。つまり、ピント調節
の微細な操作が必要となる範囲が短いことになるので、使用者は、この範囲でのピント調
整を容易に行うことができる。従って使用者は、生成部３２の僅かな移動により焦点距離
が大きく変動する場合でも、ピントを合わせる操作を正確に行うことができる。
【００６４】
　表示装置２Ａは、第１溝部５１、第２溝部５２の何れかに沿って突出部２７Ｂを相対移
動させることによって、第１範囲Ｓ１１又は第２範囲Ｓ１２で生成部３２を移動させるこ
とができる。又、規制部５は連結溝部５３を更に備える。使用者は、生成部３２の移動が
第１範囲Ｓ１１に規制された状態と第２範囲Ｓ１２内に規制された状態とを、連結溝部５
３に突出部２７Ｂを通過させることによって容易に切り替えることができる。例えば使用
者は、突出部２７Ｂが第１位置に配置された状態（図７（Ａ））で、第２操作部２７Ａを
左側に移動させる操作を行うことによって、第３位置を介して第２位置まで突出部２７Ｂ
を移動させることができる。第２位置から第１位置まで突出部２７Ｂを移動させる場合に
ついても同様である。
【００６５】
　第１範囲Ｓ１１と第２範囲Ｓ１２とは、前後方向に連続する。このため、突出部２７Ｂ
が第１位置に配置された状態と第２位置に配置された状態とで、生成部３２が移動可能な
範囲も前後方向に連続する。従って使用者は、第２操作部２７Ａを操作して突出部２７Ｂ
の位置を第１位置又は第２位置に切り替えるとによって、第１範囲Ｓ１１から第２範囲Ｓ
１２に亘って切れ目なく生成部３２を移動させてピント調節を行うことができる。
【００６６】
　又、突出部２７Ｂが第３位置に配置された状態（図７（Ｃ））で生成部３２が移動可能
な第３範囲Ｓ１３は、第１範囲Ｓ１１及び第２範囲Ｓ１２を含む。このため使用者は、第
２操作部２７Ａを操作して突出部２７Ｂを第３位置に配置させることによって、生成部３
２を、第１範囲Ｓ１１と第２範囲Ｓ１２とを含むすべての範囲で移動させてピント調節を
行うことができる。
【００６７】
　更に、連結溝部５３は第１溝部５１と第２溝部５２との間に配置されており、突出部２
７Ｂは、第１位置から第２位置に移動するまでの間に第３位置を経由する。このため例え
ば、使用者が第２操作部２７Ａを左側に移動させて突出部２７Ｂを第１位置から第２位置
に移動させる操作を行うときに、誤って突出部２７Ｂを途中の第３位置で停止させた場合
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でも、生成部３２は、第１範囲Ｓ１１と第２範囲Ｓ１２とを含む範囲で移動可能となる。
この場合、生成部３２が移動可能な範囲に第２範囲Ｓ１２が含まれているので、第２範囲
Ｓ１２での生成部３２の移動を所望する使用者は、違和感なく継続してピント調節を行う
ことができる。
【００６８】
　表示装置２Ａにおいて、第１操作部２６Ａと第２操作部２７Ａとは上下方向に並んで配
置される（図１参照）。このため使用者は、筐体２１を指で上下方向から把持した状態で
、人差し指又は中指で第２操作部２７Ａを操作すると同時に、薬指で第１操作部２６Ａを
操作できる。従って使用者は、第１操作部２６Ａ及び第２操作部２７Ａに対する同時操作
を容易に行うことができる。
【００６９】
　ＨＭＤ１は使用者の頭部に装着して使用されるため、表示装置２Ａの筐体２１は小さい
方が好ましい。筐体２１の小型化に伴い、生成部３２の移動範囲も短くなるので、生成部
３２を移動させて行うピント調節に微細な操作が要求される。例えば、ユーザによる操作
を直接的に生成部３２に伝達するスライド式の操作部が、第１操作部２６Ａの代わりに用
いられた場合を例示する。この場合生成部３２は、操作部の操作量分移動することになる
ので、生成部３２を微細に移動させる操作を行うことが難しい。これに対し、第１操作機
構２６は、第１操作部２６Ａを回転させて生成部３２を移動させる。使用者による第１操
作部２６Ａの回動操作は、カム機構により往復動作に変換されて生成部３２に伝達される
。生成部３２の移動量は、第１操作部２６Ａの回転量よりも小さくなる。従って使用者は
、生成部３２の微細な移動を第１操作部２６Ａによって実行できるので、細かなピント調
節が可能となる。
【００７０】
　生成部３２が第１範囲Ｓ１１で移動する場合、クリック感が第１操作部２６Ａに付与さ
れる。このため使用者は、段階的に好みの位置に第１操作部２６Ａを容易に操作できる。
なお、生成部３２が第１範囲Ｓ１１で移動する場合、生成部３２の移動による焦点距離の
変化は比較的小さい。このため、クリック感が第１操作部２６Ａに付与されても、使用者
はピント調節を適切に行うことができる。一方、生成部３２が第２範囲Ｓ１２で移動する
場合、クリック感は無効となり、第１操作部２６Ａはスムーズに回転する。なお、生成部
３２が第２範囲Ｓ１２で移動する場合、生成部３２の僅かな移動により焦点距離が大きく
変動する。このため、この範囲で第１操作部２６Ａをスムーズに回転させることによって
、使用者は、第１操作部２６Ａの微細な回転操作を行うことが可能となるので、ピントを
合わせる操作を適切に実行できる。
【００７１】
＜第２実施形態＞
　本発明の第２実施形態について説明する。第２実施形態が第１実施例と異なる点は、表
示装置２Ａの代わりに表示装置２Ｂが用いられる点である。以下、第１実施形態と同一の
構成については、同一符号を付し、説明を省略する。
【００７２】
　図８に示すように、筐体２１の上壁部２１Ｕに、凸部６１２が設けられる。凸部６１２
は、上側から見た状態で前後方向に長い長方形である。凸部６１２の上面に、貫通穴６９
が形成される。貫通穴６９は、隣接部分で互いに連結する円形の貫通穴６９Ａ、６９Ｂ、
６９Ｃを有する。貫通穴６９Ａ、６９Ｂ、６９Ｃは前後方向に一直線状に並ぶ。最も前側
に貫通穴６９Ａが配置され、最も後側に貫通穴６９Ｂが配置される。貫通穴６９Ｃは、貫
通穴６９Ａの後側、且つ、貫通穴６９Ｂの前側に配置される。貫通穴６９Ａの後端部と貫
通穴６９Ｃの前端部は連結する。貫通穴６９Ｂの前端部と貫通穴６９Ｃの後端部は連結す
る。貫通穴６９は、後述する第２操作機構６７を前後方向に移動可能に支持する。
【００７３】
＜規制部６＞
　図９に示すように、規制部６は、生成機構３（図３参照）の保持部材３１の側板部３１
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Ｂに設けられる。規制部６は、側板部３１Ｂを上下方向に貫通する溝部である。規制部６
は、第１溝部６１、第２溝部６２、及び、連結溝部６３を有する。第１溝部６１、第２溝
部６２、及び、連結溝部６３は、それぞれ、前後方向に延びる。第１溝部６１、第２溝部
６２、及び、連結溝部６３は、前後方向に一直線状に並ぶ。最も前側に第１溝部６１が配
置され、最も後側に第２溝部６２が配置される。第１溝部６１の前端部６１Ｂは、規制部
６全体の前端部に対応する。第２溝部６２の後端部６２Ａは、規制部６全体の後端部に対
応する。連結溝部６３は、第１溝部６１の後端部６１Ａと第２溝部６２の前端部６２Ｂと
の間を連結する。第１溝部６１の後端部６１Ａ及び連結溝部６３の前端部６３Ｂ、並びに
、第２溝部６２の前端部６２Ｂ及び連結溝部６３の後端部６３Ａは、それぞれ、前後方向
の位置が一致する。第１溝部６１、第２溝部６２、及び、連結溝部６３のそれぞれの左右
方向の長さ（幅）は、同一である。第１溝部６１の前後方向の長さＬ２１は、第２溝部６
２の前後方向の長さＬ２２よりも長い。連結溝部６３の前後方向の長さＬ２３は、第２溝
部６２の前後方向の長さＬ２２よりも長く、第１溝部６１の前後方向の長さＬ２１よりも
短い。
【００７４】
　規制部６は、筐体２１の上壁部２１Ｕに設けられた凸部６１２（図８参照）の下側近傍
に配置される。貫通穴６９Ａ（図８参照）の下側に第１溝部６１が配置される。貫通穴６
９Ｂ（図８参照）の下側に第２溝部６２が配置される。貫通穴６９Ｃ（図８参照）の下側
に連結溝部６３が配置される。
【００７５】
　規制部６の左右方向に対向する一対の内壁のそれぞれのうち、第１溝部６１と連結溝部
６３との連結部分の間に亘って抑制部６４が延びる。抑制部６４は、第１溝部６１の後端
部６１Ａ及び連結溝部６３の前端部６３Ｂの位置に設けられる。規制部６の左右方向に対
向する一対の内壁のそれぞれのうち、第２溝部６２と連結溝部６３との連結部分の間に亘
って抑制部６５が延びる。抑制部６５は、第２溝部６２の前端部６２Ｂ及び連結溝部６３
の後端部６３Ａの位置に設けられる。抑制部６４、６５は、規制部６の内壁のうち上下方
向中央よりも下側の部分を、左右方向に延びる。規制部６は抑制部６４、６５によって完
全に仕切られておらず、第１溝部６１、第２溝部６２、及び、連結溝部６３の間は、抑制
部６４、６５の上側の空間で連結する。
【００７６】
＜第２操作機構６７＞
　図８に示すように、第２操作機構６７は、第２操作部６７Ａ、及び、突出部６７Ｂを有
する。第２操作部６７Ａは、前後方向に長い略板状である。第２操作部６７Ａは、上面に
凹凸を有する。突出部６７Ｂは、第２操作部６７Ａの下面から下側に向けて突出する。突
出部６７Ｂは円柱状である。突出部６７Ｂの径は、筐体２１の上壁部２１Ｕに設けられた
貫通穴６９Ａ、６９Ｂ、６９Ｃの径よりも僅かに小さい。
【００７７】
　第２操作部６７Ａは、凸部６１２の上側に配置される。突出部６７Ｂは、貫通穴６９に
上側から挿通される。突出部６７Ｂの下端部は、上壁部２１Ｕの内面から下側に突出し、
規制部６の第１溝部６１、第２溝部６２、及び、連結溝部６３の何れかの内側に挿通され
る。突出部６７Ｂは、貫通穴６９Ａ、６９Ｂ、６９Ｃに亘って前後方向に移動可能に支持
される。
【００７８】
　突出部６７Ｂが貫通穴６９Ａに挿通された状態で、突出部６７Ｂの下端部は第１溝部６
１の内側に挿通される。以下、この状態における突出部６７Ｂの位置を、「第４位置」と
いう。突出部６７Ｂが貫通穴６９Ｂに挿通された状態で、突出部６７Ｂの下端部は第２溝
部６２の内側に挿通される。以下、この状態における突出部６７Ｂの位置を、「第５位置
」という。突出部６７Ｂが貫通穴６９Ｃに挿通された状態で、突出部６７Ｂの下端部は連
結溝部６３の内側に挿通される。以下、この状態における突出部６７Ｂの位置を、「第６
位置」という。
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【００７９】
　例えばユーザは、第２操作部６７Ａを僅かに上側に持ち上げ、規制部６の抑制部６４、
６５（図９参照）よりも上側に突出部６７Ｂの下端部を移動させる。この状態でユーザは
、第２操作部６７Ｂを前後方向に移動させ、突出部６７Ｂを第４位置～第６位置の間で移
動させる。なお、第１溝部６１、第２溝部６２、及び、連結溝部６３の間は、抑制部６４
、６５の上側の空間で連結する。このため、上記の操作によって、使用者は、突出部６７
Ｂを第４位置、第５位置、第６位置の間で容易に移動させることができる。
【００８０】
＜生成機構３の移動＞
　図１０（Ａ）に示すように、突出部６７Ｂが第４位置に配置された状態で第１操作部２
６Ａの回転操作が行われた場合、生成機構３は、第１溝部６１に沿って突出部６７Ｂが相
対移動可能な範囲で、前後方向に移動する。生成機構３が後側に最も移動した状態で、第
１溝部６１の前端部６１Ｂ（図９参照）に突出部６７Ｂが接触する。以下、この状態にお
ける生成機構３の位置を、「第４近接位置」という。生成機構３が前側に最も移動した状
態で、抑制部６４（図９参照）に突出部６７Ｂが前側から接触する。以下、この状態にお
ける生成機構３の位置を、「第４離隔位置」という。突出部６７Ｂが第４位置に配置され
た状態で移動可能な生成部３２の移動範囲、即ち、生成機構３が第４近接位置と第４離隔
位置との間を移動するときの生成部３２の移動範囲を、「第４範囲」といい、Ｓ１４と表
記する。第１操作部２６Ａの回転操作が行われた場合、第１溝部６１は、生成部３２の移
動範囲を第４範囲Ｓ１４に規制する。
【００８１】
　図１０（Ｂ）に示すように、突出部６７Ｂが第６位置に配置された状態で第１操作部２
６Ａの回転操作が行われた場合、生成機構３は、連結溝部６３に沿って突出部６７Ｂが相
対移動可能な範囲で、前後方向に移動可能となる。生成機構３が後側に最も移動した状態
で、抑制部６４（図９参照）に突出部６７Ｂが後側から接触する。以下、この状態におけ
る生成機構３の位置を、「第６近接位置」という。生成機構３が前側に最も移動した状態
で、抑制部６５（図９参照）に突出部６７Ｂが前側から接触する。以下、この状態におけ
る生成機構３の位置を、「第６離隔位置」という。突出部６７Ｂが第６位置に配置された
状態で移動可能な生成部３２の移動範囲、即ち、生成機構３が第６近接位置と第６離隔位
置との間を移動するときの生成部３２の移動範囲を、「第６範囲」といい、Ｓ１６と表記
する。第１操作部２６Ａの回転操作が行われた場合、連結溝部６３は、生成部３２の移動
範囲を第６範囲Ｓ１６に規制する。
【００８２】
　図１０（Ｃ）に示すように、突出部６７Ｂが第５位置に配置された状態で第１操作部２
６Ａの回転操作が行われた場合、生成機構３は、第２溝部６２に沿って突出部６７Ｂが相
対移動可能な範囲で、前後方向に移動する。生成機構３が後側に最も移動した状態で、抑
制部６５（図９参照）に突出部６７Ｂが後側から接触する。以下、この状態における生成
機構３の位置を、「第５近接位置」という。生成機構３が前側に最も移動した状態で、第
２溝部６２の後端部６２Ａ（図９参照）に突出部６７Ｂが接触する。以下、この状態にお
ける生成機構３の位置を、「第５離隔位置」という。突出部６７Ｂが第５位置に配置され
た状態で移動可能な生成部３２の移動範囲、即ち、生成機構３が第５近接位置と第５離隔
位置との間を移動するときの生成部３２の移動範囲を、「第５範囲」といい、Ｓ１５と表
記する。第１操作部２６Ａの回転操作が行われた場合、第２溝部６２は、生成部３２の移
動範囲を第５範囲Ｓ１５に規制する。
【００８３】
　第４範囲Ｓ１４、第５範囲Ｓ１５、及び、第６範囲Ｓ１６は、それぞれ、第１溝部６１
の長さＬ２１（図９参照）、第２溝部６２の長さＬ２２（図９参照）、及び、連結溝部６
３の長さＬ２３（図９参照）に対応する。第１溝部６１の長さＬ２１は、第２溝部６２の
長さＬ２２よりも長い（図９参照）。このため、第４範囲Ｓ１４は第５範囲Ｓ１５よりも
、前後方向の長さが長くなる。
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【００８４】
　第４範囲Ｓ１４の前端部、言い換えれば、第４範囲Ｓ１４のうち光学部４から離隔する
側の端部の位置と、第６範囲Ｓ１６の後端部、言い換えれば、第６範囲Ｓ１６のうち光学
部４に近接する側の端部の位置とは、一致する。第５範囲Ｓ１５の後端部、言い換えれば
、第５範囲Ｓ１５のうち光学部４に近接する側の端部の位置と、第６範囲Ｓ１６の前端部
、言い換えれば、第６範囲Ｓ１６のうち光学部４から離隔する側の端部の位置とは、一致
する。
【００８５】
＜第２実施形態の主たる作用、効果＞
　第１実施形態の作用、効果に加えて、以下の作用、効果を更に有する。規制部６は、第
２操作機構６７の突出部６７Ｂが第４位置、第５位置、及び、第６位置に配置された場合
、生成部３２の移動範囲を、第４範囲Ｓ１４（図１０（Ａ）参照）、第５範囲Ｓ１５（図
１０（Ｃ）参照）、第６範囲Ｓ１６（図１０（Ｂ）参照）に規制する。使用者は、第２操
作部６７Ａを前後方向に移動させる操作を行うことによって、生成部３２の前後方向の移
動範囲を切り替えることができる。つまり、第２操作部６７Ａの移動方向と、生成部３２
の移動方向とが一致する。このため使用者は、生成部３２の移動範囲が第４範囲Ｓ１４、
第５範囲Ｓ１５、及び第６範囲Ｓ１６のそれぞれに規制された状態を、連続して直感的且
つ容易に切り替えることができる。
【００８６】
　規制部６において、第１溝部６１及び連結溝部６３は、抑制部６４によって仕切られる
。第２溝部６２及び連結溝部６３は、抑制部６５によって仕切られる。抑制部６４、６５
は、突出部６７Ｂが規制部６に沿って前後方向に相対移動することを抑制することによっ
て、生成部３２の移動範囲を、第４範囲Ｓ１４、第５範囲Ｓ１５、及び、第６範囲Ｓ１６
の何れかに規制できる。なお、抑制部６４、６５は、規制部６の内壁のうち上下方向中央
よりも下側の部分を、左右方向に延びる。つまり、規制部６は抑制部６４、６５によって
完全に仕切られておらず、第１溝部６１、第２溝部６２、及び、連結溝部６３の間は、抑
制部６４、６５の上側の空間で連結する。従って使用者は、第２操作部６７Ａを僅かに上
に持ち上げて突出部６７Ｂの下端部を抑制部６４、６５よりも上側に移動させることによ
って、突出部６７Ｂを、第４位置、第５位置、及び、第６位置の間で容易に移動させるこ
とができる。
【００８７】
＜変形例＞
　本発明は上記実施形態に限定されず、種々の変更が可能である。以下では、主に第１実
施形態における場合を例に挙げて変形例を説明するが、これらの内容は、適宜、第２実施
形態にも適用可能である。
【００８８】
　第１溝部５１、第２溝部５２、及び、連結溝部５３の形状は、上記実施形態に限定され
ないこうとは言うまでもない。例えば、第１溝部５１、第２溝部５２、及び、連結溝部５
３は、前後方向に対して傾斜する方向に延びていてもよい。第１溝部５１、第２溝部５２
、及び、連結溝部５３は湾曲してもよい。
【００８９】
　第１溝部５１の長さＬ１１、第２溝部５２の長さＬ１２、及び、連結溝部５３の長さＬ
１３の大小関係、並びに、第１範囲Ｓ１１、第２範囲Ｓ１２、及び、第３範囲Ｓ１３の長
さの大小関係は、上記実施形態に限定されないことは言うまでもない。例えば、第１範囲
Ｓ１１と第２範囲Ｓ１２とは、同一長さであってもよいし、第１範囲Ｓ１１よりも第２範
囲Ｓ１２の方が長くてもよい。第３範囲Ｓ１３は、第１範囲Ｓ１１及び第２範囲Ｓ１２の
何れよりも小さくてもよい。第１範囲Ｓ１１のうち光学部４から離隔する側の端部の位置
は、第３範囲Ｓ１３のうち光学部４に近接する側の端部の位置よりも、光学部４から離隔
してもよい。第２範囲Ｓ１２のうち光学部４に近接する側の端部の位置は、第３範囲Ｓ１
３のうち光学部４にから離隔する側の端部の位置よりも光学部４に近接してもよい。つま
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り、第１範囲Ｓ１１と第３範囲Ｓ１３、及び、第２範囲Ｓ１２と第３範囲Ｓ１３とは、前
後方向において一部が重複してもよい。
【００９０】
　規制部５は、筐体２１の上壁部２１Ｕに設けられてもよい。第２操作機構２７の突出部
２７Ｂは、生成機構３の側板部３１Ｂに固定可能に設けられていてもよい。生成機構３が
前後方向に移動することに応じて突出部２７Ｂが移動した場合、筐体２１に設けられた規
制部５は、突出部２７Ｂの移動を規制することによって、生成機構３の移動を規制しても
よい。 規制部５に連結溝部５３は含まれなくてもよい。第１溝部５１及び第２溝部５２
は、前後方向において重複する部分で直接接続してもよい。規制部６に連結溝部６３は含
まれていなくてもよい。第１溝部６１の後端部６１Ａと第２溝部６２の前端部６２Ｂとが
直接連結してもよい。
【００９１】
　第１溝部５１の後端部５１Ａは、第２溝部５２の前端部５２Ｂよりも前側に配置されて
もよい。つまり、第１溝部５１と第２溝部５２とは、前後方向において重複しなくてもよ
い。この場合、連結溝部５３は、第１溝部５１の後端部５１Ａと第２溝部５２の前端部５
２Ｂとを連結可能なように、前後方向と交差する方向（例えば、左右方向）に延びていて
もよい。
【００９２】
　連結溝部５３の後端部５３Ａは、第２溝部５２の後端部５２Ａよりも、光学部４に近接
する位置に配置されてもよいし、離隔する位置に配置されてもよい。連結溝部５３の前端
部５３Ｂは、第１溝部５１の前端部５１Ｂよりも、光学部４に近接する側に配置されても
よいし、離隔する位置に配置されてもよい。第１溝部５１、第２溝部５２、及び、連結溝
部５３のそれぞれの長さＬ１１、Ｌ１２、Ｌ１３は、互いに相違していてもよい。規制部
５は、生成機構３の前後方向の移動を、互いに移動範囲が異なる３段階に規制してもよい
。
【００９３】
　規制部６は、抑制部６４、６５の代わりに、規制部６の内壁から内側に突出する凸部を
有していてもよい。具体的には次の通りである。凸部は、前後方向に対向する内壁の内、
第１溝部６１と連結溝部６３との境界部分、及び、第２溝部６２と連結溝部６３との境界
部分にそれぞれ設けられてもよい。つまり、規制部６の左右方向の幅は、凸部が設けられ
た部分で小さくなっていてもよい。第２操作機構６７の突出部６７Ｂが規制部６に沿って
相対移動するとき、凸部は、突出部６７Ｂが第１溝部６１と連結溝部６３との間を相対移
動することを規制し、且つ、突出部６７Ｂが第２溝部６２と連結溝部６３との間を相対移
動することを規制してもよい。
【００９４】
　ＨＭＤ１はビデオ透過型に限定されず、光学透過型であってもよい。表示装置２Ａは、
筐体２１の開口２８の外側にハーフミラーを備えていてもよい。装着具１１及び連結具１
２は、表示装置２Ａの開口２８が左側を向き、右壁部２１Ｒが前側を向いた状態で、表示
装置２Ａを保持してもよい。このとき、開口２８の外側に設けられたハーフミラーは、使
用者の眼前に配置されてもよい。生成機構３によって生成された画像光は、開口２８を介
して左側に出射されてもよい。ハーフミラーは、出射された画像光を、使用者側に反射さ
せると同時に、眼前の景色の光を使用者側に透過させてもよい。これによって、ＨＭＤ１
は、使用者に対して、眼前の景色に画像を重ねて認識させてもよい。また、ハーフミラー
の代わりに、全反射のミラーを備えていてもよい。
【００９５】
　なお、上記のようにＨＭＤ１が使用された場合でも、第１操作部２６Ａは筐体２１の側
壁部（前壁部２１Ｆ）に保持され、第２操作部２７Ａはが筐体２１の上壁部２１Ｕに保持
される。この場合、使用者は、筐体２１を指で上下方向から把持した状態で、人差し指又
は中指で第２操作部２７Ａを操作すると同時に、薬指で第１操作部２６Ａを操作できる。
なお、ＨＭＤ１が上記のように光学透過型で使用された場合、第１操作部２６Ａは、前側
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第1操作部２６Ａと第２操作部２７Ａが並ぶことになる。又、ボールジョイント１５は、
右側に配置されることとなる前壁部２１Ｆに設けられてもよい。
【００９６】
　第１操作機構２６は、第１操作部２６Ａを前後方向に移動させることによって、生成機
構３を直接的に前後方向に移動させてもよい。即ち、第１操作部２６Ａはスライド式であ
ってもよい。この場合、第１操作部２６Ａは、生成機構３に直接接続されていてもよい。
【００９７】
　生成機構３を第１範囲Ｓ１１で移動させる場合と、第２範囲Ｓ１２で移動させる場合と
で、第１操作部２６Ａの回転トルクを変更してもよい。又は、第１操作部２６Ａを所定量
分回転させた場合に移動する生成機構３の移動量を、第１範囲Ｓ１１で生成機構３が移動
する場合と、第２範囲Ｓ１２で生成機構３が移動する場合とで相違させてもよい。例えば
、第１操作部２６Ａを所定量分回転させた場合において、第１範囲Ｓ１１を生成機構３が
移動する場合の移動量よりも、第２範囲Ｓ１２を生成機構３が移動する場合の移動量を小
さくしてもよい。
【００９８】
＜その他＞
　複数のレンズは、本発明の「光学素子」の一例である。前後方向は、本発明の「第１方
向」の一例である。板ばね４６、凹凸部４７は、本発明の「態様変更手段」の一例である
。
【符号の説明】
【００９９】
１　　　　：ＨＭＤ
２Ａ、２Ｂ　　　：表示装置
３　　　　：生成機構
４　　　　：光学部
５、６　　　　：規制部
２１　　　：筐体
２６　　　：第１操作機構
２６Ａ　　：第１操作部
２７、６７　　　：第２操作機構
２７Ａ、６７Ａ　　：第２操作部
３２　　　：生成部
３５　　　：移動機構
５１、６１　　　：第１溝部
５２、６２　　　：第２溝部
５３、６３　　　：連結溝部
６４、６５　　　：抑制部
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