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(57)【要約】
【課題】観察者が観察する画像に高いコントラストを与
えることができ、しかも、消費電力が少なく、画像表示
装置に入射する外光の光量を十分に多くすることを可能
とする表示装置を提供する。
【解決手段】表示装置は、観察者の頭部に装着される眼
鏡型のフレーム、及び、フレームに取り付けられた画像
表示装置１００を備え、画像表示装置１００は、画像形
成装置１１１及び光学装置１２０を備えており、光が出
射される光学装置１２０の領域には、外部から入射する
外光の光量を調整する調光装置７００が配設されており
、調光装置７００は、対向する２枚の透明な基板７０１
，７０３、各基板に設けられた電極７０２，７０４、及
び、２枚の基板間に封止された電気泳動分散液７０５か
ら成る。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（イ）観察者の頭部に装着される眼鏡型のフレーム、及び、
　（ロ）フレームに取り付けられた画像表示装置、
を備えた表示装置であって、
　画像表示装置は、
　（Ａ）画像形成装置、及び、
　（Ｂ）画像形成装置から出射された光が入射され、導光され、出射される光学装置、
を備えており、
　光が出射される光学装置の領域には、外部から入射する外光の光量を調整する調光装置
が配設されており、
　調光装置は、
　対向する２枚の透明な基板、
　各基板に設けられた電極、及び、
　２枚の基板間に封止された電気泳動分散液、
から成る表示装置。
【請求項２】
　表示装置の置かれた環境の照度を測定する照度センサを更に備えており、
　照度センサの測定結果に基づき、調光装置の透過率を制御する請求項１に記載の表示装
置。
【請求項３】
　表示装置の置かれた環境の照度を測定する照度センサを更に備えており、
　照度センサの測定結果に基づき、画像形成装置によって形成される画像の輝度を制御す
る請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　外部環境から調光装置を透過した光に基づく照度を測定する第２の照度センサを更に備
えており、
　第２の照度センサの測定結果に基づき、調光装置の透過率を制御する請求項１に記載の
表示装置。
【請求項５】
　外部環境から調光装置を透過した光に基づく照度を測定する第２の照度センサを更に備
えており、
　第２の照度センサの測定結果に基づき、画像形成装置によって形成される画像の輝度を
制御する請求項１に記載の表示装置。
【請求項６】
　第２の照度センサは、光学装置よりも観察者側に配置されている請求項４又は請求項５
に記載の表示装置。
【請求項７】
　（イ）観察者の頭部に装着される眼鏡型のフレーム、及び、
　（ロ）フレームに取り付けられた画像表示装置、
を備えた表示装置であって、
　画像表示装置は、
　（Ａ）画像形成装置、及び、
　（Ｂ）画像形成装置から出射された光が入射され、導光され、出射される光学装置、
を備えており、
　光が出射される光学装置の領域には、外部から入射する外光の光量を調整する調光装置
が配設されており、
　表示装置の置かれた環境の照度を測定する照度センサを更に備えており、
　照度センサの測定結果に基づき、調光装置の透過率を制御する表示装置。
【請求項８】
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　（イ）観察者の頭部に装着される眼鏡型のフレーム、及び、
　（ロ）フレームに取り付けられた画像表示装置、
を備えた表示装置であって、
　画像表示装置は、
　（Ａ）画像形成装置、及び、
　（Ｂ）画像形成装置から出射された光が入射され、導光され、出射される光学装置、
を備えており、
　光が出射される光学装置の領域には、外部から入射する外光の光量を調整する調光装置
が配設されており、
　表示装置の置かれた環境の照度を測定する照度センサを更に備えており、
　照度センサの測定結果に基づき、画像形成装置によって形成される画像の輝度を制御す
る表示装置。
【請求項９】
　（イ）観察者の頭部に装着される眼鏡型のフレーム、及び、
　（ロ）フレームに取り付けられた画像表示装置、
を備えた表示装置であって、
　画像表示装置は、
　（Ａ）画像形成装置、及び、
　（Ｂ）画像形成装置から出射された光が入射され、導光され、出射される光学装置、
を備えており、
　光が出射される光学装置の領域には、外部から入射する外光の光量を調整する調光装置
が配設されており、
　外部環境から調光装置を透過した光に基づく照度を測定する照度センサを更に備えてお
り、
　照度センサの測定結果に基づき、調光装置の透過率を制御する表示装置。
【請求項１０】
　（イ）観察者の頭部に装着される眼鏡型のフレーム、及び、
　（ロ）フレームに取り付けられた画像表示装置、
を備えた表示装置であって、
　画像表示装置は、
　（Ａ）画像形成装置、及び、
　（Ｂ）画像形成装置から出射された光が入射され、導光され、出射される光学装置、
を備えており、
　光が出射される光学装置の領域には、外部から入射する外光の光量を調整する調光装置
が配設されており、
　外部環境から調光装置を透過した光に基づく照度を測定する照度センサを更に備えてお
り、
　照度センサの測定結果に基づき、画像形成装置によって形成される画像の輝度を制御す
る表示装置。
【請求項１１】
　調光装置の最高透過率は５０％以上であり、調光装置の最低透過率は３０％以下である
請求項１及び請求項７乃至請求項１０のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１２】
　照度センサの測定結果が所定値以上になったとき、調光装置の透過率を所定の値以下と
する請求項２及び請求項７乃至請求項１０のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１３】
　照度センサの測定結果が所定値以下になったとき、調光装置の透過率を所定の値以上と
する請求項２及び請求項７乃至請求項１０のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１４】
　調光装置を通過する光は、調光装置によって所望の色に着色される請求項１及び請求項
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７乃至請求項１０のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１５】
　調光装置によって着色される色は可変である請求項１４に記載の表示装置。
【請求項１６】
　調光装置によって着色される色は固定である請求項１４に記載の表示装置。
【請求項１７】
　光学装置の光が出射される領域に、調光装置が着脱自在に配設されている請求項１及び
請求項７乃至請求項１０のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１８】
　光学装置は、
　（ａ）入射された光が内部を全反射により伝播した後、出射される導光板、
　（ｂ）導光板に入射された光が導光板の内部で全反射されるように、導光板に入射され
た光を偏向させる第１偏向手段、及び、
　（ｃ）導光板の内部を全反射により伝播した光を導光板から出射させるために、導光板
の内部を全反射により伝播した光を複数回に亙り偏向させる第２偏向手段、
を備えている請求項１及び請求項７乃至請求項１０のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１９】
　調光装置の射影像内に第２偏向手段が位置する請求項１８に記載の表示装置。
【請求項２０】
　調光装置を構成する基板の一方によって、第２偏向手段は被覆されている請求項１９に
記載の表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、表示装置に関し、より具体的には、頭部装着型ディスプレイ（ＨＭＤ，Head
 Mounted Display）を用いた表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、現実の環境（あるいはその一部）に付加情報としてバーチャルな物体や各種情報
を電子情報として合成・提示する拡張現実技術（ＡＲ技術：Augmented Reality）が、注
目を浴びている。この拡張現実技術を実現するために、視覚情報を提示する装置として、
例えば、頭部装着型ディスプレイが検討されている。そして、応用分野として、現実の環
境における作業支援が期待されており、例えば、道路案内情報の提供、メンテナンス等を
行う技術者に対する技術情報提供等がある。特に、頭部装着型ディスプレイは、手がふさ
がられることがないため、非常に便利である。また、屋外を移動しながら映像や画像を楽
しみたい場合にも、視界に映像や画像と外部環境とを同時に捉えることができるため、ス
ムーズな移動が可能となる。
【０００３】
　画像形成装置によって形成された２次元画像を虚像光学系により拡大虚像として観察者
に観察させるための虚像表示装置（画像表示装置）が、例えば、特開２００６－１６２７
６７から周知である。
【０００４】
　概念図を図４５に示すように、この画像表示装置１００’は、２次元マトリクス状に配
列された複数の画素を備えた画像形成装置１１１、画像形成装置１１１の画素から出射さ
れた光を平行光とするコリメート光学系１１２、及び、コリメート光学系１１２にて平行
光とされた光が入射され、導光され、出射される光学装置（導光手段）１２０を備えてい
る。光学装置１２０は、入射された光が内部を全反射により伝播した後、出射される導光
板１２１、導光板１２１に入射された光が導光板１２１の内部で全反射されるように、導
光板１２１に入射された光を反射させる第１偏向手段１３０（例えば、１層の光反射膜か
ら成る）、及び、導光板１２１の内部を全反射により伝播した光を導光板１２１から出射
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させる第２偏向手段１４０（例えば、多層積層構造を有する光反射多層膜から成る）から
構成されている。そして、このような画像表示装置１００’によって、例えば、ＨＭＤを
構成すれば、装置の軽量化、小型化を図ることができる。尚、図４５におけるその他の構
成要素を示す参照番号に関しては、図１を参照して説明する実施例１の画像表示装置を参
照のこと。
【０００５】
　あるいは又、画像形成装置によって形成された２次元画像を虚像光学系により拡大虚像
として観察者に観察させるために、ホログラム回折格子を用いた虚像表示装置（画像表示
装置）が、例えば、特開２００７－９４１７５から周知である。
【０００６】
　概念図を図４６に示すように、この画像表示装置３００’は、基本的には、画像を表示
する画像形成装置１１１と、コリメート光学系１１２と、画像形成装置１１１に表示され
た光が入射され、観察者の瞳２１へと導く光学装置（導光手段）３２０とを備えている。
ここで、光学装置３２０は、導光板３２１と、導光板３２１に設けられた反射型体積ホロ
グラム回折格子から成る第１回折格子部材３３０及び第２回折格子部材３４０を備えてい
る。そして、コリメート光学系１１２には画像形成装置１１１の各画素から出射された光
が入射され、コリメート光学系１１２によって導光板３２１へ入射する角度の異なる複数
の平行光が生成され、導光板３２１に入射される。導光板３２１の第１面３２２から、平
行光が入射され、出射される。一方、導光板３２１の第１面３２２と平行である導光板３
２１の第２面３２３に、第１回折格子部材３３０及び第２回折格子部材３４０が取り付け
られている。尚、図４６におけるその他の構成要素を示す参照番号に関しては、図６を参
照して説明する実施例３の画像表示装置を参照のこと。
【０００７】
　そして、これらの画像表示装置１００’，３００’に画像を表示することで、観察者は
、外界の像と表示された画像とを重畳して見ることができる。
【０００８】
　ところで、画像表示装置１００’，３００’の置かれた周囲の環境が非常に明るい場合
や、表示された画像の内容に依っては、観察者が観察する画像に十分なコントラストが与
えられないといった問題が生じ得る。そして、このような問題を解決する手段が、例えば
、特開２００４－１０１１９７から周知である。この特許公開公報に開示された技術にあ
っては、外光の入射光量を液晶シャッタによって制御している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００６－１６２７６７
【特許文献２】特開２００７－９４１７５
【特許文献３】特開２００４－１０１１９７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、特開２００４－１０１１９７に開示された技術にあっては、外光の入射光量
を液晶シャッタによって制御しているので、消費電力が多いといった問題、そもそも、画
像表示装置１００’，３００’に入射する外光の光量の半分が偏光板を使用する液晶シャ
ッタによって遮られてしまうといった問題を有する。また、画像表示装置１００’，３０
０’の置かれた周囲の環境の照度に依存して外光の入射光量を制御するといった要望に対
する解決策は、何ら、提示されていない。
【００１１】
　従って、本開示の第１の目的は、観察者が観察する画像に高いコントラストを与えるこ
とができ、しかも、消費電力が少なく、画像表示装置に入射する外光の光量を十分に多く
することを可能とする表示装置を提供することにある。また、本開示の第２の目的は、観
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察者が観察する画像に高いコントラストを与えることができ、しかも、表示装置の置かれ
た周囲の環境の照度に依存して画像の観察状態の最適化を図り得る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】
【００１２】
　上記の第１の目的あるいは第２の目的を達成するための本開示の第１の態様～第５の態
様に係る表示装置（より具体的には、頭部装着型ディスプレイ，ＨＭＤ）は、
　（イ）観察者の頭部に装着される眼鏡型のフレーム、及び、
　（ロ）フレームに取り付けられた画像表示装置、
を備えた表示装置であって、
　画像表示装置は、
　（Ａ）画像形成装置、及び、
　（Ｂ）画像形成装置から出射された光が入射され、導光され、出射される光学装置、
を備えており、
　光が出射される光学装置の領域には、外部から入射する外光の光量を調整する調光装置
が配設されている。
【００１３】
　そして、上記の第１の目的を達成するための本開示の第１の態様に係る表示装置におい
て、調光装置は、
　対向する２枚の透明な基板、
　各基板に設けられた電極、及び、
　２枚の基板間に封止された電気泳動分散液、
から成る。
【００１４】
　また、上記の第２の目的を達成するための本開示の第２の態様に係る表示装置は、表示
装置の置かれた環境の照度を測定する照度センサ（便宜上、『環境照度測定センサ』と呼
ぶ場合がある）を更に備えており、照度センサ（環境照度測定センサ）の測定結果に基づ
き、調光装置の透過率を制御する。
【００１５】
　また、上記の第２の目的を達成するための本開示の第３の態様に係る表示装置は、表示
装置の置かれた環境の照度を測定する照度センサ（環境照度測定センサ）を更に備えてお
り、
　照度センサ（環境照度測定センサ）の測定結果に基づき、画像形成装置によって形成さ
れる画像の輝度を制御する。
【００１６】
　また、上記の第２の目的を達成するための本開示の第４の態様に係る表示装置は、外部
環境から調光装置を透過した光に基づく照度を測定する照度センサ（便宜上、『透過光照
度測定センサ』と呼ぶ場合がある）を更に備えており、
　照度センサ（透過光照度測定センサ）の測定結果に基づき、調光装置の透過率を制御す
る。
【００１７】
　また、上記の第２の目的を達成するための本開示の第５の態様に係る表示装置は、外部
環境から調光装置を透過した光に基づく照度を測定する照度センサ（透過光照度測定セン
サ）を更に備えており、
　照度センサ（透過光照度測定センサ）の測定結果に基づき、画像形成装置によって形成
される画像の輝度を制御する。
【発明の効果】
【００１８】
　本開示の第１の態様に係る表示装置において、調光装置は、対向する２枚の透明な基板
、各基板に設けられた電極、及び、２枚の基板間に封止された電気泳動分散液から成るの
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で、観察者が観察する画像に高いコントラストを与えることができるだけでなく、消費電
力が少なく、画像表示装置に入射する外光の光量を十分に多くすることを可能とする表示
装置を提供することができる。また、本開示の第２の態様～第５の態様に係る表示装置に
あっては、照度センサ（環境照度測定センサ）の測定結果に基づき調光装置の透過率を制
御し、また、照度センサ（環境照度測定センサ）の測定結果に基づき画像形成装置によっ
て形成される画像の輝度を制御し、また、照度センサ（透過光照度測定センサ）の測定結
果に基づき調光装置の透過率を制御し、また、照度センサ（透過光照度測定センサ）の測
定結果に基づき画像形成装置によって形成される画像の輝度を制御するので、観察者が観
察する画像に高いコントラストを与えることができるだけでなく、表示装置の置かれた周
囲の環境の照度に依存して画像の観察状態の最適化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、実施例１の表示装置における画像表示装置の概念図である。
【図２】図２は、実施例１の表示装置を上方から眺めた模式図である。
【図３】図３の（Ａ）及び（Ｂ）は、それぞれ、実施例１の表示装置を側方から眺めた模
式図、及び、実施例１の表示装置における光学装置及び調光装置の部分を正面から眺めた
模式図である。
【図４】図４の（Ａ）及び（Ｂ）は、実施例１の表示装置における調光装置の挙動を模式
的に示す調光装置の模式的な断面図である。
【図５】図５は、実施例２の表示装置における画像表示装置の概念図である。
【図６】図６は、実施例３の表示装置における画像表示装置の概念図である。
【図７】図７は、実施例３の表示装置における反射型体積ホログラム回折格子の一部を拡
大して示す模式的な断面図である。
【図８】図８は、実施例４の表示装置における画像表示装置の概念図である。
【図９】図９は、実施例５の表示装置を正面から眺めた模式図である。
【図１０】図１０は、実施例５の表示装置を上方から眺めた模式図である。
【図１１】図１１の（Ａ）及び（Ｂ）は、それぞれ、実施例７の表示装置を上方から眺め
た模式図、及び、照度センサを制御する回路の模式図である。
【図１２】図１２の（Ａ）及び（Ｂ）は、それぞれ、実施例８の表示装置を上方から眺め
た模式図、及び、照度センサを制御する回路の模式図である。
【図１３】図１３は、実施例９の表示装置において、画像表示装置を構成する導光板にお
ける光の伝播を模式的に示す図である。
【図１４】図１４は、実施例９の表示装置を観察者の頭部に装着した状態を上方から眺め
た図（但し、画像表示装置のみを示し、フレームの図示は省略）である。
【図１５】図１５は、実施例９の表示装置を使用している状態の概念図である。
【図１６】図１６は、実施例９の表示装置を使用している状態の概念図である。
【図１７】図１７は、実施例９の表示装置を構成する制御装置の概念図である。
【図１８】図１８の（Ａ）及び（Ｂ）は、実施例９及び実施例１０における画像信号の一
例を示す図である。
【図１９】図１９の（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）は、左眼用及び右眼用の画像表示装置によ
って表示される画像がずれている状態を示す模式図である。
【図２０】図２０の（Ａ）並びに（Ｂ）は、それぞれ、画像形成装置への画像信号、及び
、観察者（表示装置）から観察対象物までの観察位置情報が加えられた信号のフォーマッ
トの概念図、並びに、表示装置から観察対象物までの距離に対応した輻輳角の調整の説明
のための模式図である。
【図２１】図２１の（Ａ）及び（Ｂ）は、実施例１１の表示装置において、画像表示装置
を構成する導光板における光の伝播を模式的に示す図、及び、導光板等の配置状態を示す
概念図である。
【図２２】図２２は、実施例１１における表示装置を横から眺めた模式図である。
【図２３】図２３の（Ａ）及び（Ｂ）は、実施例１２の表示装置において、画像表示装置
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を構成する導光板における光の伝播を模式的に示す図、及び、導光板等の配置状態を示す
概念図である。
【図２４】図２４は、実施例９と対比した従来の頭部装着型ディスプレイを横から眺めた
模式図である。
【図２５】図２５は、実施例１３におけるデータ群を構成するデータのファイル構造を概
念的に示す図である。
【図２６】図２６の（Ａ）及び（Ｂ）は、それぞれ、実施例１３における送信装置のシス
テム構成ブロック図、及び、表示装置のシステム構成ブロック図である。
【図２７】図２７は、実施例１３における送信装置での送信処理の流れを説明する図であ
る。
【図２８】図２８は、実施例１３における表示装置での受信処理の流れを説明する図であ
る。
【図２９】図２９は、実施例１３において、送信装置を構成する表示装置において表示さ
れた内容である指定識別符号、データ群、データ群を構成する複数のデータ、及び、全表
示時間を模式的に示す図である。
【図３０】図３０の（Ａ）及び（Ｂ）は、実施例１７の表示装置の概念図である。
【図３１】図３１は、実施例１７の表示装置において、画像表示装置を構成する導光板に
おける光の伝播を模式的に示す図である。
【図３２】図３２の（Ａ）及び（Ｂ）は、実施例１８の表示装置の概念図である。
【図３３】図３３の（Ａ）は、原理的液体レンズを図３３の（Ｂ）の矢印Ａ－Ａに沿って
切断したときの模式的な断面図であり、図３３の（Ｂ）は、原理的液体レンズを図３３の
（Ａ）の矢印Ｂ－Ｂに沿って切断したときの模式的な断面図であり、図３３の（Ｃ）は、
原理的液体レンズを図３３の（Ａ）の矢印Ｃ－Ｃに沿って切断したときの模式的な断面図
である。
【図３４】図３４の（Ａ）～（Ｃ）は、それぞれ、原理的液体レンズを図３３の（Ａ）の
矢印Ｃ－Ｃに沿って切断したときの模式的な断面図であり、液体レンズの挙動を模式的に
説明する図である。
【図３５】図３５は、実施例１９における液体レンズを図３３の（Ｂ）の矢印Ａ－Ａに沿
って切断したと同様の模式的な断面図である。
【図３６】図３６の（Ａ）～（Ｃ）は、それぞれ、実施例１９における液体レンズを図３
５の矢印Ｃ－Ｃに沿って切断したときの模式的な断面図であり、液体レンズの挙動を模式
的に説明する図である。
【図３７】図３７の（Ａ）及び（Ｂ）は、それぞれ、実施例１９における液体レンズを図
３５の矢印Ｃ－Ｃに沿って切断したときの模式的な断面図であり、液体レンズの挙動を模
式的に説明する図である。
【図３８】図３８は、実施例２０における液体プリズムの概念図である。
【図３９】図３９は、光学系の焦点距離を可変とするためのフレネルレンズ・タイプの液
体レンズの模式的な断面図である。
【図４０】図４０は、光学系の焦点距離を可変とするためのフレネルレンズ・タイプの液
体レンズの模式的な平面図である。
【図４１】図４１は、実施例３の表示装置の変形例における画像表示装置の概念図である
。
【図４２】図４２は、実施例３の表示装置の別の変形例における画像表示装置の概念図で
ある。
【図４３】図４３は、実施例３の表示装置の更に別の変形例における画像表示装置の概念
図である。
【図４４】図４４は、実施例１あるいは実施例３の表示装置の更に別の変形例における光
学装置及び調光装置の部分を正面から眺めた模式図である。
【図４５】図４５は、従来の表示装置における画像表示装置の概念図である。
【図４６】図４６は、従来の表示装置の変形例における画像表示装置の概念図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して、実施例に基づき本開示を説明するが、本開示は実施例に限定さ
れるものではなく、実施例における種々の数値や材料は例示である。尚、説明は、以下の
順序で行う。
１．本開示の第１の態様～第５の態様に係る表示装置、全般に関する説明
２．実施例１（本開示の第１の態様に係る表示装置）
３．実施例２（実施例１の変形）
４．実施例３（実施例１の別の変形）
５．実施例４（実施例１の更に別の変形）
６．実施例５（実施例１の更に別の変形）
７．実施例６（実施例１～実施例５の変形）
８．実施例７（本開示の第１の態様、第２の態様～第３の態様に係る表示装置）
９．実施例８（本開示の第１の態様、第４の態様～第５の態様に係る表示装置）
１０．実施例９（本開示における第１Ａの表示装置～第１Ｂの表示装置）
１１．実施例１０（本開示における第１Ｃの表示装置）
１２．実施例１１（実施例９～実施例１０の変形）
１３．実施例１２（実施例１１の変形）
１４．実施例１３（本開示における第３Ａの表示装置）
１５．実施例１４（本開示における第３Ｂの表示装置）
１６．実施例１５（本開示における第３Ｃの表示装置）
１７．実施例１６（本開示における第３Ｄの表示装置）
１８．実施例１７（本開示における第２Ａの表示装置）
１９．実施例１８（本開示における第２Ｂの表示装置）
２０．実施例１９（本開示における第２Ｃの表示装置）
２１．実施例２０（本開示における第２Ｄの表示装置）
２２．実施例２１（実施例１７～実施例２０の変形）
２３．実施例２２（実施例１７～実施例２１の変形）、その他
【００２１】
［本開示の第１の態様～第５の態様に係る表示装置、全般に関する説明］
　本開示の第２の態様に係る表示装置の構成、本開示の第３の態様に係る表示装置の構成
、本開示の第４の態様に係る表示装置の構成及び本開示の第５の態様に係る表示装置の構
成を任意に組み合わせることができる。即ち、（本開示の第２の態様に係る表示装置の構
成，本開示の第３の態様に係る表示装置の構成）、（本開示の第２の態様に係る表示装置
の構成，本開示の第４の態様に係る表示装置の構成）、（本開示の第２の態様に係る表示
装置の構成，本開示の第５の態様に係る表示装置の構成）、（本開示の第３の態様に係る
表示装置の構成，本開示の第４の態様に係る表示装置の構成）、（本開示の第３の態様に
係る表示装置の構成，本開示の第５の態様に係る表示装置の構成）、（本開示の第４の態
様に係る表示装置の構成，本開示の第５の態様に係る表示装置の構成）、（本開示の第２
の態様に係る表示装置の構成，本開示の第３の態様に係る表示装置の構成，本開示の第４
の態様に係る表示装置の構成）、（本開示の第２の態様に係る表示装置の構成，本開示の
第３の態様に係る表示装置の構成，本開示の第５の態様に係る表示装置の構成）、（本開
示の第２の態様に係る表示装置の構成，本開示の第４の態様に係る表示装置の構成，本開
示の第５の態様に係る表示装置の構成）、（本開示の第３の態様に係る表示装置の構成，
本開示の第４の態様に係る表示装置の構成，本開示の第５の態様に係る表示装置の構成）
、（本開示の第２の態様に係る表示装置の構成，本開示の第３の態様に係る表示装置の構
成，本開示の第４の態様に係る表示装置の構成，本開示の第５の態様に係る表示装置の構
成）を挙げることができる。
【００２２】
　本開示の第１の態様に係る表示装置にあっては、
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　表示装置の置かれた環境の照度を測定する照度センサ（環境照度測定センサ）を更に備
えており、
　照度センサ（環境照度測定センサ）の測定結果に基づき、調光装置の透過率を制御する
形態とすることができる。
【００２３】
　上記の好ましい形態を含む本開示の第１の態様に係る表示装置にあっては、
　表示装置の置かれた環境の照度を測定する照度センサ（環境照度測定センサ）を更に備
えており、
　照度センサ（環境照度測定センサ）の測定結果に基づき、画像形成装置によって形成さ
れる画像の輝度を制御する形態とすることができる。
【００２４】
　また、以上に説明した好ましい形態を含む本開示の第１の態様に係る表示装置にあって
は、
　外部環境から調光装置を透過した光に基づく照度を測定する第２の照度センサ（便宜上
、『透過光照度測定センサ』と呼ぶ場合がある）を更に備えており、
　第２の照度センサ（透過光照度測定センサ）の測定結果に基づき、調光装置の透過率を
制御する形態とすることができる。
【００２５】
　更には、以上に説明した好ましい形態を含む本開示の第１の態様に係る表示装置にあっ
ては、
　外部環境から調光装置を透過した光に基づく照度を測定する第２の照度センサ（透過光
照度測定センサ）を更に備えており、
　第２の照度センサ（透過光照度測定センサ）の測定結果に基づき、画像形成装置によっ
て形成される画像の輝度を制御する形態とすることができる。
【００２６】
　ここで、第２の照度センサ（透過光照度測定センサ）を備えている本開示の第１の態様
に係る表示装置にあっては、あるいは又、照度センサ（透過光照度測定センサ）を備えて
いる本開示の第４の態様あるいは第５の態様に係る表示装置にあっては、第２の照度セン
サあるいは照度センサ（透過光照度測定センサ）は、光学装置よりも観察者側に配置され
ている形態とすることが望ましい。
【００２７】
　以上に説明した種々の好ましい形態を含む本開示の第１の態様に係る表示装置、あるい
は又、本開示の第２の態様～第５の態様に係る表示装置において、調光装置の最高透過率
は５０％以上であり、調光装置の最低透過率は３０％以下である構成とすることができる
。尚、調光装置の最高透過率の上限値として９９％を挙げることができるし、調光装置の
最低透過率の下限値として１％を挙げることができる。
【００２８】
　また、以上に説明した種々の好ましい形態、構成を含む本開示の第１の態様～第５の態
様に係る表示装置において、照度センサ（環境照度測定センサ）の測定結果が所定値（便
宜上、『第１の照度測定値』と呼ぶ場合がある）以上になったとき、調光装置の透過率を
所定の値（便宜上、『第１の透過率』と呼ぶ場合がある）以下とする構成とすることがで
きる。あるいは又、照度センサ（環境照度測定センサ）の測定結果が所定値（便宜上、『
第２の照度測定値』と呼ぶ場合がある）以下になったとき、調光装置の透過率を所定の値
（便宜上、『第２の透過率』と呼ぶ場合がある）以上とする構成とすることができる。更
に、環境照度測定センサの照度から鑑みて、透過光照度測定センサの測定結果が所望の照
度になっていない場合、若しくは、更に一層の微妙な照度調整が望まれる場合には、第２
の照度センサ（透過光照度測定センサ）の値をモニターしながら調光装置の透過率を調整
すればよい。ここで、第１の照度測定値として１０ルクスを挙げることができるし、第１
の透過率として１％乃至３０％のいずれかの値を挙げることができるし、第２の照度測定
値として０．０１ルクスを挙げることができるし、第２の透過率として５１％乃至９９％



(11) JP 2012-252091 A 2012.12.20

10

20

30

40

50

のいずれかの値を挙げることができる。また、環境照度測定センサの照度測定値が１×１
０-3ルクス以下であった場合、例えば、調光装置の駆動電圧を上昇させて、駆動時間を短
縮し、出来る限り迅速に調光装置の透過率を増加させることが好ましい。
【００２９】
　更には、以上に説明した種々の好ましい形態、構成を含む本開示の第１の態様～第５の
態様に係る表示装置において、調光装置を通過する光は調光装置によって所望の色に着色
される構成とすることができる。そして、この場合、調光装置によって着色される色は可
変である形態とすることができるし、あるいは又、調光装置によって着色される色は固定
である形態とすることができる。尚、前者の場合、例えば、赤色に着色される調光装置と
、緑色に着色される調光装置と、青色に着色される調光装置とを積層する形態とすればよ
い。また、後者の場合、調光装置によって着色される色として、限定するものではないが
、茶色を例示することができる。
【００３０】
　更には、以上に説明した種々の好ましい形態、構成を含む本開示の第１の態様～第５の
態様に係る表示装置において、光学装置の光が出射される領域に、調光装置が着脱自在に
配設されている形態とすることができるし、あるいは又、調光装置が固定されている形態
とすることができる。調光装置を着脱自在に配設するためには、例えば、透明なプラスチ
ックから作製されたビスを用いて調光装置を光学装置に取り付け、調光装置の透過率を制
御するための制御回路（例えば、画像形成装置を制御するための制御装置に含まれている
）にコネクタ及び配線を介して接続すればよい。調光装置を着脱自在に配設するためには
、例えば、透明なプラスチックから作製されたビスを用いて調光装置を例えばフレームに
取り付け、あるいは又、フレームに溝を切っておき、この溝に調光装置を係合させ、ある
いは又、フレームに磁石を取り付けることで調光装置をフレームに取り付けることができ
るし、フレームにスライド部を設けれ、このスライド部に調光装置を嵌め込んでもよい。
また、調光装置にコネクタを取り付け、調光装置の透過率を制御するための制御回路（例
えば、画像形成装置を制御するための制御装置に含まれている）にこのコネクタ及び配線
を介して調光装置を電気的に接続すればよい。
【００３１】
　更には、以上に説明した種々の好ましい形態、構成を含む本開示の第１の態様～第５の
態様に係る表示装置において、光学装置は、
　（ａ）入射された光が内部を全反射により伝播した後、出射される導光板、
　（ｂ）導光板に入射された光が導光板の内部で全反射されるように、導光板に入射され
た光を偏向させる第１偏向手段、及び、
　（ｃ）導光板の内部を全反射により伝播した光を導光板から出射させるために、導光板
の内部を全反射により伝播した光を複数回に亙り偏向させる第２偏向手段、
を備えている形態とすることができる。尚、「全反射」という用語は、内部全反射、ある
いは、導光板内部における全反射を意味する。以下においても同様である。そして、この
場合、調光装置の射影像内に第２偏向手段が位置する形態とすることができ、あるいは又
、第２偏向手段の射影像内に調光装置が位置する形態とすることもできる。そして、更に
は、調光装置を構成する基板の一方によって第２偏向手段は被覆されている形態とするこ
とができる。
【００３２】
　以上に説明した種々の好ましい形態、構成を含む本開示の第１の態様に係る表示装置に
おいて、調光装置は、上述したとおり、
　対向する２枚の透明な基板（第１基板及び第２基板）、
　各基板に設けられた電極（第１電極及び第２電極）、並びに、
　２枚の基板間に封止された電気泳動分散液、
から成るが、ここで、電気泳動分散液は、帯電した多数の電気泳動粒子、及び、電気泳動
粒子とは異なる色の分散媒から構成される。例えば、第１電極にパターニングを施し、第
２電極にはパターニングを施さない場合（所謂ベタ電極構成）であって、電気泳動粒子を
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負に帯電させた場合、第１電極に相対的に負の電圧を印加し、第２電極に相対的に正の電
圧を印加すると、負に帯電している電気泳動粒子は第２電極を覆うように泳動する。従っ
て、調光装置における透過率は低い値となる。一方、これとは逆に、第１電極に相対的に
正の電圧を印加し、第２電極に相対的に負の電圧を印加すると、電気泳動粒子は第１電極
を覆うように泳動する。従って、調光装置における透過率は高い値となる。このような電
極への印加を行うことで、調光装置における透過率の制御を行うことができる。電圧は直
流であってもよいし、交流であってもよい。パターニングされた第１電極の形状は、電気
泳動粒子が第１電極を覆うように泳動し、調光装置における透過率が高い値となったとき
、調光装置における透過率の値の均一化を図れるような形状とすればよく、種々の試験を
行い決定すればよい。
【００３３】
　対向する２枚の基板の内、一方の基板を、便宜上、『第１基板』と呼び、第１基板と対
向する他方の基板を、便宜上、『第２基板』と呼ぶ場合がある。また、必要に応じて第１
基板に設けられたパターニングされた、あるいは、パターニングされていない電極を、便
宜上、『第１電極』と呼び、必要に応じて第２基板に設けられたパターニングされていな
い電極を、便宜上、『第２電極』と呼ぶ場合がある。ここで、第１基板及び第２基板とし
て、透明なガラス基板やプラスチック基板等の絶縁部材を挙げることができる。プラスチ
ック基板として、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリカーボ
ネート、ポリエーテルサルフォン、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ
フェニレンサルファイド、ポリフッ化ビニリデン、テトラアセチルセルロース、ブロム化
フェノキシ、アラミド類、ポリイミド類、ポリスチレン類、ポリアリレート類、ポリスル
フォン類、ポリオレフィン類等の透明プラスチック基板を挙げることができる。第１基板
及び第２基板を透明なプラスチック基板から構成する場合、基板内面に無機材料あるいは
有機材料から成るバリア層を形成しておいてもよい。
【００３４】
　第１電極及び第２電極として、所謂透明電極を挙げることができ、具体的には、インジ
ウム－スズ複合酸化物（ＩＴＯ，Indium Tin Oxide，ＳｎドープのＩｎ2Ｏ3、結晶性ＩＴ
Ｏ及びアモルファスＩＴＯを含む）、フッ素ドープＳｎＯ2（ＦＴＯ）、ＩＦＯ（Ｆドー
プのＩｎ2Ｏ3）、アンチモンドープＳｎＯ2（ＡＴＯ）、ＳｎＯ2、ＺｎＯ（Ａｌドープの
ＺｎＯやＢドープのＺｎＯを含む）、インジウム－亜鉛複合酸化物（ＩＺＯ，Indium Zin
c Oxide）、スピネル型酸化物、ＹｂＦｅ2Ｏ4構造を有する酸化物、ポリアニリン、ポリ
ピロール、ポリチオフェン等の導電性高分子等を挙げることができるが、これらに限定さ
れるものではなく、また、これらを２種類以上組み合わせて用いることもできる。尚、第
１電極は、透明電極を構成する材料だけでなく、金、銀、銅、アルミニウム等の金属、あ
るいは、合金から構成することができる。第１電極及び第２電極は、真空蒸着法やスパッ
タリング法等の物理的気相成長法（ＰＶＤ法）、各種化学的気相成長法（ＣＶＤ法）、各
種塗布等に基づき形成することができる。電極のパターニングは、エッチング法、リフト
オフ法、各種マスクを用いる方法等、任意の方法で行うことができる。
【００３５】
　必要に応じて、電極の上に絶縁層を形成してもよい。係る絶縁層を構成する材料として
、例えば、無色透明な絶縁性樹脂を挙げることができ、具体的には、例えば、アクリル樹
脂、エポキシ樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、ポリイミド樹脂、ポリスチレン樹脂等
を挙げることができる。
【００３６】
　電気泳動分散液における分散液（分散媒）に対する電気泳動粒子の割合として、分散液
（分散媒）１００質量部に対して、電気泳動粒子、０．１質量部乃至１５質量部、好まし
くは、１質量部乃至１０質量部を例示することができる。電気泳動粒子を分散させる分散
液（分散媒）として、高絶縁性を有し、無色透明な液体、具体的には非極性分散媒、より
具体的には、脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素、ハロゲン化炭化水素、シリコーンオイル
等を挙げることができる。ここで、脂肪族炭化水素として、ペンタン、ヘキサン、シクロ



(13) JP 2012-252091 A 2012.12.20

10

20

30

40

50

ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカン、ドデカン、リグロイン、ソルベントナ
フサ、ケロシン、ノルマルパラフィン、イソパラフィン等を挙げることができる。また、
芳香族炭化水素として、ベンゼン、トルエン、キシレン、アルキルベンゼン等を挙げるこ
とができる。シリコーンオイルとして、変成シリコーンオイルを含む各種ジメチルポリシ
ロキサンを挙げることができる。より具体的には、エクソンモービル有限会社社製のアイ
ソパーＧ、Ｈ、Ｌ、Ｍ、エクソールＤ３０、Ｄ４０、Ｄ８０、Ｄ１１０、Ｄ１３０、出光
石油化学株式会社製のＩＰソルベント１６２０、２０２８、２８３５、シェルケミカルズ
ジャパン株式会社製のシェルゾール７０、７１、７２、Ａ、ＡＢ、日本石油株式会社製の
ナフテゾルＬ、Ｍ、Ｈ等を挙げることができる。尚、これらを単独、又は、２種以上を混
合して用いることができる。
【００３７】
　電気泳動分散液をマイクロカプセルに閉じ込める構造を採用してもよい。マイクロカプ
セルは、界面重合法、その場重合法（ｉｎ－ｓｉｔｕ重合法）、コアセルベーション法等
の周知の方法で得ることができる。マイクロカプセルを構成する材料には光を十分に透過
させる特性が要求され、具体的には、尿素－ホルムアルデヒド樹脂、メラミン－ホルムア
ルデヒド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエチレン樹
脂、ポリスチレン樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、ゼラチン、あるいは、これらの共重
合体等を例示することができる。マイクロカプセルを基板上に配置する方法は、特に制限
されず、例えば、インクジェット方式を挙げることができる。尚、基板上に配置されたマ
イクロカプセルの位置ずれを防止する目的で、マイクロカプセルを光透過性の樹脂バイン
ダーを用いて基板上に固定してもよい。光透過性の樹脂バインダーとして、水溶性のポリ
マー、具体的には、例えば、ポリビニルアルコール、ポリウレタン、ポリエステル、アク
リル樹脂、シリコーン樹脂等を挙げることができる。
【００３８】
　電気泳動粒子には帯電制御剤を用いる必要は特に無いが、電気泳動粒子を正に帯電させ
るために正帯電制御剤を用いる場合、正帯電制御剤として、例えば、ニグロシンベースＥ
Ｘ（オリエント化学工業社製）等のニグロシン系染料、Ｐ－５１（オリエント化学工業株
式会社製）、コピーチャージＰＸ ＶＰ４３５（ヘキストジャパン株式会社製）等の第４
級アンモニウム塩、アルコキシ化アミン、アルキルアミド、モリブデン酸キレート顔料、
ＰＬＺ１００１（四国化成工業株式会社製）等のイミダゾール化合物、透明又は白色のオ
ニウム化合物等を挙げることができる。尚、オニウム化合物としては、第１級から第４級
まで、自由に選択可能であり、アンモニウム化合物、スルホニウム化合物、ホスホニウム
化合物より選ばれ、例えば、窒素、硫黄あるいはリン原子に結合している置換基は、アル
キル基又はアリール基であり、塩としては、塩素に代表されるハロゲン系元素やヒドロキ
シ基、カルボン酸基等がカウンターイオンとして好適であるが、これらに限定されるもの
でない。中でも第１級から第３級アミン塩や第４級アンモニウム塩が特に好ましい。電気
泳動粒子を負に帯電させるために負帯電制御剤を用いる場合、負帯電制御剤として、例え
ば、ボントロンＳ－２２、ボントロンＳ－３４、ボントロンＥ－８１、ボントロンＥ－８
４（以上、オリエント化学工業株式会社製）、スピロンブラックＴＲＨ（保土谷化学工業
株式会社製）等の金属錯体、チオインジゴ系顔料、コピーチャージＮＸＶＰ４３４（ヘキ
ストジャパン株式会社製）等の第４級アンモニウム塩、ボントロンＥ－８９（オリエント
化学工業株式会社製）等のカリックスアレーン化合物、ＬＲ１４７（日本カーリット株式
会社製）等のホウ素化合物、フッ化マグネシウム、フッ化カーボン等のフッ素化合物、ス
テアリン酸アルミニウム、ステアリン酸カルシウム、ラウリン酸アルミニウム、ラウリン
酸バリウム、オレイン酸ソーダ、オクチル酸ジルコニウム、ナフテン酸コバルト等の公知
の金属石鹸や、アジン化合物のサリチル酸系金属錯体及びフェノール系縮合物を挙げるこ
とができる。帯電制御剤の添加量として、電気泳動粒子１００質量部に対して、１００質
量部乃至３００質量部を挙げることができる。
【００３９】
　電気泳動分散液を構成する分散液（分散媒）として、ソルビタン脂肪酸エステル（例え
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ば、ソルビタンモノオレエート、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンセスキオレエー
ト、ソルビタントリオレエート等）；ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル（例
えば、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタン
モノオレエート等）；ポリエチレングリコール脂肪酸エステル（例えば、ポリオキシエチ
レンモノステアレート、ポリエチレングリコールジイソステアレート等）；ポリオキシエ
チレンアルキルフェニルエーテル（例えば、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル
、ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル等）；脂肪族ジエタノールアミド系等の
ノニオン系界面活性剤を用いることができる。また、高分子系分散剤として、例えば、ス
チレン－マレイン酸樹脂、スチレン－アクリル樹脂、ロジン、ウレタン系高分子化合物Ｂ
ＹＫ－１６０、１６２、１６４、１８２（ビックケミー社製）、ウレタン系分散剤ＥＦＫ
Ａ－４７、ＬＰ－４０５０（ＥＦＫＡ社製）、ポリエステル系高分子化合物ソルスパース
２４０００（ゼネカ社製）、脂肪族ジエタノールアミド系高分子化合物ソルスパース１７
０００（ゼネカ社製）等を挙げることができる。また、その他の高分子系分散剤として、
分散媒に溶媒和する部分を形成することが可能なラウリルメタクリレート、ステアリルメ
タクリレート、２－エチルヘキシルメタクリレート、セチルメタクリレート等のモノマー
、分散媒に溶媒和し難い部分を形成することが可能なメチルメタクリレート、エチルメタ
クリレート、イソプロピルメタクリレート、スチレン、ビニルトルエン等のモノマー及び
極性の官能基を有するモノマーのランダム共重合体、特開平３－１８８４６９号公報に開
示されているグラフト共重合体等を挙げることができる。極性の官能基を有するモノマー
として、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、フマル酸、マレイン酸、スチレンスル
ホン酸等の酸性の官能基を有するモノマー；ジメチルアミノエチルメタクリレート、ジエ
チルアミノエチルメタクリレート、ビニルピリジン、ビニルピロリジン、ビニルピペリジ
ン、ビニルラクタム等の塩基性の官能基を有するモノマー；これらの塩；スチレン－ブタ
ジエン共重合体、特開昭６０－１０２６３号公報に開示されているスチレンと長鎖アルキ
ルメタクリレートのブロック共重合体等を挙げることができる。また、特開平３－１８８
４６９号公報に開示されているグラフト共重合体といった分散剤を添加してもよい。分散
剤の添加量として、電気泳動粒子１００質量部に対して、０．０１質量部から５質量部を
挙げることができる。電気泳動粒子の電気泳動を一層効果的に生じさせるために、イオン
性界面活性剤を添加してもよい。アニオン界面活性剤の具体例として、ドデシルベンゼン
スルホン酸ナトリウム、ドデシル硫酸ナトリウム、アルキルナフタレンスルホン酸ナトリ
ウム、ジアルキルスルホコハク酸ナトリウム等を挙げることができる。また、カチオン界
面活性剤の具体例として、アルキルベンゼンジメチルアンモニウムクロライド、アルキル
トリメチルアンモニウムクロライド、ジステアリルアンモニウムクロライド等を挙げるこ
とができる。また、トリフルオロスルホニルイミド塩、トリフルオロ酢酸塩、トリフルオ
ロ硫酸塩等のような、非極性分散媒に可溶なイオン性添加剤を添加してもよい。イオン性
添加剤の添加量として、電気泳動粒子１００質量部に対して、１質量部乃至１０質量部を
挙げることができる。
【００４０】
　電気泳動粒子として、カーボンブラック（黒色）、各種金属酸化物類、フタロシアニン
染料（シアン色）、ダイレクトブルー１９９（プロジェクトシアン色）、マゼンタ３７７
（マゼンタ色）、リアクティブレッド２９（マゼンタ色）、リアクティブレッド１８０（
マゼンタ色）、アゾ染料（黄色であり、例えば、イエロー１０４、Ilford AG、Rue de l'
Industrie、CH-1700 Fribourg、Switzerland）を例示することができる。
【００４１】
　以上に説明した種々の好ましい形態、構成を含む本開示の第２の態様～第５の態様に係
る表示装置において、調光装置は、上述した本開示の第１の態様に係る表示装置における
調光装置とすることができるが、これに限定されず、場合によっては液晶シャッタや、金
属（例えば、銀粒子）の可逆的な酸化還元反応によって発生する電着・解離現象を応用し
た電着方式（エレクトロデポジション・電界析出）による光シャッタ、エレクトロクロミ
ック材料の酸化還元反応によって発生する物質の色変化を応用した光シャッタ、エレクト
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ロウェッティング現象によって透過率を制御する光シャッタを用いることもできる。また
、以上に説明した種々の好ましい形態、構成を含む本開示の第１の態様～第５の態様に係
る表示装置において、観察者側から、光学装置、調光装置の順に配してもよいし、調光装
置、光学装置の順に配してもよい。更には、以上に説明した種々の好ましい形態、構成を
含む本開示の第１の態様～第５の態様に係る表示装置における照度センサ（環境照度測定
センサ、透過光照度測定センサ）は、周知の照度センサから構成すればよいし、照度セン
サの制御は周知の制御回路に基づき行えばよい。
【００４２】
　以上に説明した種々の好ましい形態、構成を含む本開示の第１の態様～第５の態様に係
る表示装置（以下、これらを総称して、単に『本開示の表示装置』と呼ぶ場合がある）に
おいて、光学装置は半透過型（シースルー型）である。具体的には、少なくとも観察者の
両眼に対向する光学装置の部分を半透過（シースルー）とし、これらの光学装置の部分を
通して外景を眺めることができる。表示装置は、画像表示装置を１つ備えていてもよいし
、２つ備えていてもよい。
【００４３】
　ここで、第１偏向手段は、導光板に入射された光を反射し、第２偏向手段は、導光板の
内部を全反射により伝播した光を、複数回に亙り、透過、反射する構成とすることができ
る。そして、この場合、第１偏向手段は反射鏡として機能し、第２偏向手段は半透過鏡と
して機能する構成とすることができる。
【００４４】
　このような構成において、第１偏向手段は、例えば、合金を含む金属から構成され、導
光板に入射された光を反射させる光反射膜（一種のミラー）や、導光板に入射された光を
回折させる回折格子（例えば、ホログラム回折格子膜）から構成することができる。また
、第２偏向手段は、誘電体積層膜が多数積層された多層積層構造体や、ハーフミラー、偏
光ビームスプリッター、ホログラム回折格子膜から構成することができる。そして、第１
偏向手段や第２偏向手段は、導光板の内部に配設されている（導光板の内部に組み込まれ
ている）が、第１偏向手段においては、導光板に入射された平行光が導光板の内部で全反
射されるように、導光板に入射された平行光が反射又は回折される。一方、第２偏向手段
においては、導光板の内部を全反射により伝播した平行光が複数回に亙り反射又は回折さ
れ、導光板から平行光の状態で出射される。
【００４５】
　あるいは又、第１偏向手段は、導光板に入射された光を回折し、第２偏向手段は、導光
板の内部を全反射により伝播した光を、複数回に亙り、回折する構成とすることができる
。そして、この場合、第１偏向手段及び第２偏向手段は回折格子素子から成る形態とする
ことができ、更には、回折格子素子は、反射型回折格子素子から成り、あるいは又、透過
型回折格子素子から成り、あるいは又、一方の回折格子素子は反射型回折格子素子から成
り、他方の回折格子素子は透過型回折格子素子から成る構成とすることができる。尚、反
射型回折格子素子として、反射型体積ホログラム回折格子を挙げることができる。反射型
体積ホログラム回折格子から成る第１偏向手段を、便宜上、『第１回折格子部材』と呼び
、反射型体積ホログラム回折格子から成る第２偏向手段を、便宜上、『第２回折格子部材
』と呼ぶ場合がある。
【００４６】
　本開示における画像表示装置によって、単色（例えば、緑色）の画像表示を行うことが
できるが、カラーの画像表示を行う場合、第１回折格子部材あるいは第２回折格子部材を
、異なるＰ種類（例えば、Ｐ＝３であり、赤色、緑色、青色の３種類）の波長帯域（ある
いは、波長）を有するＰ種類の光の回折反射に対応させるために、反射型体積ホログラム
回折格子から成るＰ層の回折格子層が積層されて成る構成とすることができる。各回折格
子層には１種類の波長帯域（あるいは、波長）に対応する干渉縞が形成されている。ある
いは又、異なるＰ種類の波長帯域（あるいは、波長）を有するＰ種類の光の回折反射に対
応するために、１層の回折格子層から成る第１回折格子部材あるいは第２回折格子部材に
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Ｐ種類の干渉縞が形成されている構成とすることもできる。あるいは又、画角を例えば三
等分して、第１回折格子部材あるいは第２回折格子部材を、各画角に対応する回折格子層
が積層されて成る構成とすることができる。そして、これらの構成を採用することで、各
波長帯域（あるいは、波長）を有する光が第１回折格子部材あるいは第２回折格子部材に
おいて回折反射されるときの回折効率の増加、回折受容角の増加、回折角の最適化を図る
ことができる。
【００４７】
　第１回折格子部材及び第２回折格子部材を構成する材料として、フォトポリマー材料を
挙げることができる。反射型体積ホログラム回折格子から成る第１回折格子部材及び第２
回折格子部材の構成材料や基本的な構造は、従来の反射型体積ホログラム回折格子の構成
材料や構造と同じとすればよい。反射型体積ホログラム回折格子とは、＋１次の回折光の
みを回折反射するホログラム回折格子を意味する。回折格子部材には、その内部から表面
に亙り干渉縞が形成されているが、係る干渉縞それ自体の形成方法は、従来の形成方法と
同じとすればよい。具体的には、例えば、回折格子部材を構成する部材（例えば、フォト
ポリマー材料）に対して一方の側の第１の所定の方向から物体光を照射し、同時に、回折
格子部材を構成する部材に対して他方の側の第２の所定の方向から参照光を照射し、物体
光と参照光とによって形成される干渉縞を回折格子部材を構成する部材の内部に記録すれ
ばよい。第１の所定の方向、第２の所定の方向、物体光及び参照光の波長を適切に選択す
ることで、回折格子部材の表面における干渉縞の所望のピッチ、干渉縞の所望の傾斜角（
スラント角）を得ることができる。干渉縞の傾斜角とは、回折格子部材（あるいは回折格
子層）の表面と干渉縞の成す角度を意味する。第１回折格子部材及び第２回折格子部材を
、反射型体積ホログラム回折格子から成るＰ層の回折格子層の積層構造から構成する場合
、このような回折格子層の積層は、Ｐ層の回折格子層をそれぞれ別個に作製した後、Ｐ層
の回折格子層を、例えば、紫外線硬化型接着剤を使用して積層（接着）すればよい。また
、粘着性を有するフォトポリマー材料を用いて１層の回折格子層を作製した後、その上に
順次粘着性を有するフォトポリマー材料を貼り付けて回折格子層を作製することで、Ｐ層
の回折格子層を作製してもよい。
【００４８】
　あるいは又、本開示における画像表示装置において、光学装置は、画像形成装置から出
射された光が入射され、観察者の瞳に向かって出射される半透過ミラーから構成されてい
る形態とすることができる。尚、画像形成装置から出射された光は、空気中を伝播して半
透過ミラーに入射する構造としてもよいし、例えば、ガラス板やプラスチック板等の透明
な部材（具体的には、後述する導光板を構成する材料と同様の材料から成る部材）の内部
を伝播して半透過ミラーに入射する構造としてもよい。尚、半透過ミラーを、この透明な
部材を介して画像形成装置に取り付けてもよいし、半透過ミラーを、この透明な部材とは
別の部材を介して画像形成装置に取り付けてもよい。
【００４９】
　以上に説明した各種の好ましい形態、構成を含む本開示における画像表示装置において
、画像形成装置は、２次元マトリクス状に配列された複数の画素を有する形態とすること
ができる。尚、このような画像形成装置の構成を、便宜上、『第１の構成の画像形成装置
』と呼ぶ。
【００５０】
　第１の構成の画像形成装置として、例えば、反射型空間光変調装置及び光源から構成さ
れた画像形成装置；透過型空間光変調装置及び光源から構成された画像形成装置；有機Ｅ
Ｌ（Electro Luminescence）、無機ＥＬ、発光ダイオード（ＬＥＤ）等の発光素子から構
成された画像形成装置を挙げることができるが、中でも、反射型空間光変調装置及び光源
から構成された画像形成装置とすることが好ましい。空間光変調装置として、ライト・バ
ルブ、例えば、ＬＣＯＳ（Liquid Crystal On Silicon）等の透過型あるいは反射型の液
晶表示装置、デジタルマイクロミラーデバイス（ＤＭＤ）を挙げることができ、光源とし
て発光素子を挙げることができる。更には、反射型空間光変調装置は、液晶表示装置、及
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び、光源からの光の一部を反射して液晶表示装置へと導き、且つ、液晶表示装置によって
反射された光の一部を通過させて光学系へと導く偏光ビームスプリッターから成る構成と
することができる。光源を構成する発光素子として、赤色発光素子、緑色発光素子、青色
発光素子、白色発光素子を挙げることができるし、あるいは又、赤色発光素子、緑色発光
素子及び青色発光素子から出射された赤色光、緑色光及び青色光をライトパイプを用いて
混色、輝度均一化を行うことで白色光を得てもよい。発光素子として、例えば、半導体レ
ーザ素子や固体レーザ、ＬＥＤを例示することができる。画素の数は、画像表示装置に要
求される仕様に基づき決定すればよく、画素の数の具体的な値として、３２０×２４０、
４３２×２４０、６４０×４８０、１０２４×７６８、１９２０×１０８０等を例示する
ことができる。
【００５１】
　あるいは又、以上に説明した好ましい形態、構成を含む本開示における画像表示装置に
おいて、画像形成装置は、光源、及び、光源から出射された平行光を走査する走査手段を
備えた形態とすることができる。尚、このような画像形成装置の構成を、便宜上、『第２
の構成の画像形成装置』と呼ぶ。
【００５２】
　第２の構成の画像形成装置における光源として発光素子を挙げることができ、具体的に
は、赤色発光素子、緑色発光素子、青色発光素子、白色発光素子を挙げることができるし
、あるいは又、赤色発光素子、緑色発光素子及び青色発光素子から出射された赤色光、緑
色光及び青色光をライトパイプを用いて混色、輝度均一化を行うことで白色光を得てもよ
い。発光素子として、例えば、半導体レーザ素子や固体レーザ、ＬＥＤを例示することが
できる。第２の構成の画像形成装置における画素（仮想の画素）の数も、画像表示装置に
要求される仕様に基づき決定すればよく、画素（仮想の画素）の数の具体的な値として、
３２０×２４０、４３２×２４０、６４０×４８０、１０２４×７６８、１９２０×１０
８０等を例示することができる。また、カラーの画像表示を行う場合であって、光源を赤
色発光素子、緑色発光素子、青色発光素子から構成する場合、例えば、クロスプリズムを
用いて色合成を行うことが好ましい。走査手段として、光源から出射された光を水平走査
及び垂直走査する、例えば、二次元方向に回転可能なマイクロミラーを有するＭＥＭＳ（
Micro Electro Mechanical Systems）やガルバノ・ミラーを挙げることができる。
【００５３】
　第１の構成の画像形成装置あるいは第２の構成の画像形成装置において、光学系（出射
光を平行光とする光学系であり、『平行光出射光学系』と呼ぶ場合があり、具体的には、
例えば、コリメート光学系やリレー光学系）にて複数の平行光とされた光を導光板に入射
させるが、このような、平行光であることの要請は、これらの光が導光板へ入射したとき
の光波面情報が、第１偏向手段と第２偏向手段を介して導光板から出射された後も保存さ
れる必要があることに基づく。尚、複数の平行光を生成させるためには、具体的には、例
えば、平行光出射光学系における焦点距離の所（位置）に、例えば、画像形成装置の光出
射部を位置させればよい。平行光出射光学系は、画素の位置情報を光学装置の光学系にお
ける角度情報に変換する機能を有する。平行光出射光学系として、凸レンズ、凹レンズ、
自由曲面プリズム、ホログラムレンズを、単独、若しくは、組み合わせた、全体として正
の光学的パワーを持つ光学系を例示することができる。平行光出射光学系と導光板との間
には、平行光出射光学系から不所望の光が出射されて導光板に入射しないように、開口部
を有する遮光部材を配置してもよい。
【００５４】
　導光板は、導光板の軸線（Ｘ軸）と平行に延びる２つの平行面（第１面及び第２面）を
有している。光が入射する導光板の面を導光板入射面、光が出射する導光板の面を導光板
出射面としたとき、第１面によって導光板入射面及び導光板出射面が構成されていてもよ
いし、第１面によって導光板入射面が構成され、第２面によって導光板出射面が構成され
ていてもよい。導光板を構成する材料として、石英ガラスやＢＫ７等の光学ガラスを含む
ガラスや、プラスチック材料（例えば、ＰＭＭＡ、ポリカーボネート樹脂、アクリル系樹
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脂、非晶性のポリプロピレン系樹脂、ＡＳ樹脂を含むスチレン系樹脂）を挙げることがで
きる。導光板の形状は、平板に限定するものではなく、湾曲した形状を有していてもよい
。
【００５５】
　本開示の表示装置において、フレームは、観察者の正面に配置されるフロント部と、フ
ロント部の両端に蝶番を介して回動自在に取り付けられた２つのテンプル部とから成る構
成とすることができる。尚、各テンプル部の先端部にはモダン部が取り付けられている。
画像表示装置はフレームに取り付けられているが、具体的には、例えば、画像形成装置を
テンプル部に取り付ければよい。また、フロント部と２つのテンプル部とが一体となった
構成とすることもできる。即ち、本開示の表示装置の全体を眺めたとき、フレームは、概
ね通常の眼鏡と略同じ構造を有する。パッド部を含むフレームを構成する材料は、金属や
合金、プラスチック、これらの組合せといった、通常の眼鏡を構成する材料と同じ材料か
ら構成することができる。更には、フロント部にノーズパッドが取り付けられている構成
とすることができる。即ち、本開示の表示装置の全体を眺めたとき、フレーム及びノーズ
パッドの組立体は、リムが無い点を除き、通常の眼鏡と略同じ構造を有する。ノーズパッ
ドも周知の構成、構造とすることができる。
【００５６】
　また、本開示の表示装置にあっては、デザイン上、あるいは、装着の容易性といった観
点から、１つあるいは２つの画像形成装置からの配線（信号線や電源線等）が、テンプル
部、及び、モダン部の内部を介して、モダン部の先端部から外部に延び、制御装置（制御
回路あるいは制御手段）に接続されている形態とすることが望ましい。更には、各画像形
成装置はヘッドホン部を備えており、各画像形成装置からのヘッドホン部用配線が、テン
プル部、及び、モダン部の内部を介して、モダン部の先端部からヘッドホン部へと延びて
いる形態とすることもできる。ヘッドホン部として、例えば、インナーイヤー型のヘッド
ホン部、カナル型のヘッドホン部を挙げることができる。ヘッドホン部用配線は、より具
体的には、モダン部の先端部から、耳介（耳殻）の後ろ側を回り込むようにしてヘッドホ
ン部へと延びている形態とすることが好ましい。また、フロント部の中央部分に撮像装置
が取り付けられている形態とすることもできる。撮像装置は、具体的には、例えば、ＣＣ
ＤあるいはＣＭＯＳセンサーから成る固体撮像素子とレンズから構成されている。撮像装
置からの配線は、例えば、フロント部を介して、一方の画像表示装置（あるいは画像形成
装置）に接続すればよく、更には、画像表示装置（あるいは画像形成装置）から延びる配
線に含ませればよい。
【００５７】
　以上に説明した種々の好ましい形態、構成を含む本開示の表示装置の更なる変形例を、
以下、説明する。
【００５８】
　ところで、表示装置が、フレームに取り付けられた右眼用及び左眼用の２つの画像表示
装置を備えている場合、観察者が外界の像と、画像表示装置において表示された字幕等の
画像とを重畳して見るとき、外界の像（実像）に対する輻輳角（水平面における主光線交
差角。以下においても同じ）と画像（画像表示装置において表示された虚像）に対する輻
輳角との間に大きな差異があると、観察者に疲労が生じる。即ち、舞台やスクリーンとい
った観察対象物に対する観察者の観察位置に依存した輻輳角を調整することが必要とされ
る。
【００５９】
　また、人間の目の視細胞には、錐体細胞と桿体細胞の２種類があり、解像度良く情報を
取り入れることが可能な錐体細胞は中心窩に高密度に分布し、この位置で視力は最良とな
り、一方、桿体細胞が分布する網膜周辺の視力は中心視力に比べて低いことが知られてい
る。そのため、注視している部分の視力は高いが、その周辺の視力は低くなる。ここで、
外界の像に字幕等の画像を重畳する際、注視する外界の像と画像の表示位置が大きく離れ
ていると、画像を視認し難くなり、また、逆に、画像に注視すると、外界の像を視認し難
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くなる。例えば、演劇において台詞を発する出演者の位置とその台詞を表示する字幕の表
示位置とが大きく離れて重畳されると、このような問題が発生してしまう。
【００６０】
　外界の像の色と字幕等の画像の表示色とが似ている場合、あるいは又、外界の像が複雑
あるいは細かい場合（云い換えれば、外界の像の空間周波数が高い場合）、画像を視認し
難くなるといった問題が生じる。このような問題を解決する手段が、例えば、特許第３７
４４９８４号から周知である。ところで、演劇における演者は、常時、台詞を述べている
訳ではないし、映画にあっても、出演者は、常時、台詞を述べている訳ではない。然るに
、この特許公報に開示された手段を字幕表示に適用したとすれば、字幕を、常時、情報表
示装置に表示することになり、情報表示装置における電力の浪費といった問題が生じる。
【００６１】
　それ故、観察対象物に対する観察者の観察位置に依存した輻輳角の最適化を図り得ため
には、フレームに取り付けられた右眼用及び左眼用の２つの画像表示装置を備えた表示装
置において、少なくとも一方の画像表示装置を構成する画像形成装置への画像信号を制御
することで、観察者の観察位置に依存して輻輳角を調整すればよい。尚、このような表示
装置を、便宜上、『本開示における第１Ａの表示装置』と呼ぶ。
【００６２】
　本開示における第１Ａの表示装置にあっては、あるいは又、後述する本開示における第
２Ａの表示装置～第２Ｄの表示装置にあっては、観察者の観察位置に依存して輻輳角の調
整を行うが、即ち、表示装置から観察対象物までの距離に対応した輻輳角の調整を行うが
、これによって、観察対象物と観察者（観客）との間の距離と、画像表示装置によって表
示される画像の虚像距離とを等しくすることができ、あるいは又、出来るだけ等しくする
ことができる。それ故、観察対象物を眺める観察者（観客）が、左程、焦点を変更、変化
させること無く、自然に画像表示装置によって表示される画像を眺める（観察する）こと
ができ、観察者に疲労が生じ難い。云い換えれば、このような状態が達成される限り、観
察対象物と観察者（観客）との間の距離と、画像表示装置によって表示される画像の虚像
距離とは等しいと云える。
【００６３】
　また、観察対象物に対する観察者の観察位置に依存した表示装置における表示位置の最
適化を図るためには、フレームに取り付けられた右眼用及び左眼用の２つの画像表示装置
を備えた表示装置において、少なくとも一方の画像表示装置を構成する画像形成装置への
画像信号を制御することで、該少なくとも一方の画像表示装置を構成する光学装置におい
て表示される画像の位置を観察者の観察位置に依存して調整する。尚、このような表示装
置を、便宜上、『本開示における第１Ｂの表示装置』と呼ぶ。
【００６４】
　本開示における第１Ｂの表示装置にあっては、光学装置において表示される画像の位置
を観察者の観察位置に依存して調整するので、観察者が外界の像に画像を重畳して見ると
き、注視する外界の像と画像の表示位置が大きく離れることが無くなり、画像を容易に視
認することが可能となる。
【００６５】
　また、エネルギーの浪費を抑制し得る表示装置のためには、画像形成装置へ画像信号が
入力されてから所定の時間が経過した後、画像形成装置における画像形成を停止する。尚
、このような表示装置を、便宜上、『本開示における第１Ｃの表示装置』と呼ぶ。
【００６６】
　本開示における第１Ｃの表示装置にあっては、画像形成装置へ画像信号が入力されてか
ら所定の時間が経過した後、画像形成装置における画像形成を停止する。即ち、所定の時
間経過後に表示装置における省電力モード、あるいは、スタンバイ及び休止モードへ移行
するので、表示装置における電力の浪費といった問題が生じることがない。
【００６７】
　あるいは又、観察対象物に対する観察者の観察位置に依存した輻輳角の最適化を図り得
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ためには、フレームに取り付けられた右眼用及び左眼用の２つの画像表示装置を備えた表
示装置において、各画像表示装置は、画像形成装置から出射された光を平行光とする光学
系（平行光出射光学系）を更に備え、
　少なくとも一方の画像表示装置（即ち、右眼用の画像表示装置、あるいは、左眼用の画
像表示装置、あるいは、右眼用及び左眼用の２つの画像表示装置。以下においても同様）
は、画像形成装置の光軸と光学系の光軸とを水平方向に相対的に移動させる移動装置を更
に備えており、観察者の観察位置に依存して、移動装置によって画像形成装置の光軸と光
学系の光軸とを水平方向に相対的に移動させることで、輻輳角を調整する。尚、このよう
な表示装置を、便宜上、『本開示における第２Ａの表示装置』と呼ぶ。
【００６８】
　あるいは又、観察対象物に対する観察者の観察位置に依存した輻輳角の最適化を図り得
ためには、フレームに取り付けられた右眼用及び左眼用の２つの画像表示装置を備えた表
示装置において、各画像表示装置は、画像形成装置から出射された光を平行光とする光学
系（平行光出射光学系）を更に備え、少なくとも一方の画像表示装置は、画像形成装置及
び光学系を回動させる回動装置を更に備えており、観察者の観察位置に依存して、回動装
置によって画像形成装置及び光学系を回動させることで、光学系から出射され、光学装置
に入射する平行光の光学装置に対する入射角を変更し、以て、輻輳角を調整する。尚、こ
のような表示装置を、便宜上、『本開示における第２Ｂの表示装置』と呼ぶ。
【００６９】
　あるいは又、観察対象物に対する観察者の観察位置に依存した輻輳角の最適化を図り得
ためには、フレームに取り付けられた右眼用及び左眼用の２つの画像表示装置を備えた表
示装置において、少なくとも一方の画像表示装置を構成する光学系は液体レンズを備えて
おり、観察者の観察位置に依存して、液体レンズの作動によって輻輳角を調整する。尚、
このような表示装置を、便宜上、『本開示における第２Ｃの表示装置』と呼ぶ。
【００７０】
　あるいは又、観察対象物に対する観察者の観察位置に依存した輻輳角の最適化を図り得
ためには、フレームに取り付けられた右眼用及び左眼用の２つの画像表示装置を備えた表
示装置において、少なくとも一方の画像表示装置を構成する光学系は液体プリズムを備え
ており、観察者の観察位置に依存して、液体プリズムの作動によって輻輳角を調整する。
尚、このような表示装置を、便宜上、『本開示における第２Ｄの表示装置』と呼ぶ。
【００７１】
　本開示における第１Ａの表示装置あるいは第１Ｂの表示装置にあっては、少なくとも一
方の画像表示装置を構成する画像形成装置への画像信号を制御することで、該少なくとも
一方の画像表示装置を構成する光学装置において表示される画像の左右への移動、上下へ
の移動、及び、回転移動の任意の組合せを達成する形態とすることができる。画像のこれ
らの移動にあっては、例えば、光学装置に非表示領域を確保し、その部分を画像の移動用
に割り当てればよい。
【００７２】
　また、本開示における第２Ａの表示装置～第２Ｄの表示装置にあっては、少なくとも一
方の画像表示装置を構成する画像形成装置への画像信号を制御することで、更に、輻輳角
を調整する形態とすることができる。ここで、少なくとも一方の画像表示装置を構成する
画像形成装置への画像信号を制御することで、少なくとも一方の画像表示装置を構成する
光学装置において表示される画像の左右への移動、上下への移動、及び、回転移動の任意
の組合せを達成する形態とすることができる。画像のこれらの移動にあっては、例えば、
光学装置に非表示領域を確保し、その部分を画像の移動用に割り当てればよい。このよう
に、少なくとも一方の画像表示装置を構成する光学装置において表示される画像の位置を
制御し、以て、２つの画像表示装置の相互の光学的な位置を調整する場合、具体的には、
左眼用画像表示装置及び右眼用画像表示装置によって表示される画像が、所望の虚像距離
あるいは虚像位置で一致するように、少なくとも一方の画像表示装置を構成する光学装置
において表示される画像の位置を制御すればよい。より具体的には、観察者が表示装置を



(21) JP 2012-252091 A 2012.12.20

10

20

30

40

50

装着し、左眼用画像表示装置及び右眼用画像表示装置によって表示される画像が、所望の
虚像距離あるいは虚像位置で一致するように、元々の画像信号に表示位置補正信号を加え
ればよい。そして、係る表示位置補正信号を表示装置（具体的には、表示装置に備えられ
た制御装置）に記憶させればよい。このような構成を採用することで、光学装置において
表示される画像の位置を観察者の観察位置に依存して調整することが可能となり、観察者
が外界の像に画像を重畳して見るとき、注視する外界の像と画像の表示位置が大きく離れ
ることが無くなり、より一層容易に画像を視認することが可能となる。
【００７３】
　そして、上記の好ましい形態を含む本開示における第１Ａの表示装置あるいは第１Ｂの
表示装置にあっては、画像形成装置への画像信号に加え、観察者の観察位置に関する情報
（以下、『観察者の観察位置情報』と呼ぶ）が、外部から表示装置に送出される形態とす
ることができるし、あるいは又、観察者の観察位置を測定する位置測定手段を更に備えて
いる形態とすることもできる。
【００７４】
　また、以上に説明した好ましい形態を含む本開示における第２Ａの表示装置～第２Ｄの
表示装置にあっては、画像形成装置への画像信号に加え、観察者の観察位置情報が、予め
表示装置に与えられている形態とすることができる。あるいは又、観察者の観察位置情報
が、外部から表示装置に送出される形態とすることができるし、あるいは、観察者の観察
位置を測定する位置測定手段を更に備えている形態とすることもできる。
【００７５】
　ここで、観察者の観察位置情報が外部から表示装置に送出される形態にあっては、無線
によって観察者の観察位置情報を表示装置（具体的には、表示装置に備えられた制御装置
）に送出すればよい。観察者の観察位置を測定する位置測定手段を更に備えている形態に
おいては、位置測定手段として、具体的には、オートフォーカス機能付きカメラや撮像装
置（例えば、観察対象物に赤外線・超音波などを照射し、その反射波が戻るまでの時間や
照射角度により距離を検出するアクティブ方式の距離測定装置や、パッシブ方式の距離測
定装置を有するカメラや撮像装置）、オートフォーカス機能付きカメラ用の距離測定装置
（アクティブ方式の距離測定装置）を挙げることができる。あるいは又、表示装置にボタ
ンやスイッチを設け、手動にて表示装置から観察対象物までの距離を設定してもよい。あ
るいは又、予め、観察者の観察位置情報を表示装置に設定しておく形態を採用することも
できる。あるいは又、パーソナルコンピュータから観察者の観察位置情報を表示装置に与
えてもよいし、例えば、チケットに印刷されたバーコード形式の座席情報や劇場情報（ホ
ール情報やシアター情報等。以下においても同じ）、携帯電話に表示されたチケット情報
に含まれる座席情報や劇場情報を適切な手段・方法で読み取り、係る座席情報や劇場情報
に基づく観察者の観察位置情報を適切な手段によって表示装置に与えてもよい。
【００７６】
　本開示における第１Ｃの表示装置において、画像形成装置における画像形成を停止する
ためには、即ち、表示装置における省電力モード、あるいは、スタンバイ及び休止モード
（以下、これらのモードを総称して、『省電力モード等』と呼ぶ場合がある）への移行の
ためには、例えば、画像信号に、画像表示装置における画像表示時間を表す信号や、画像
形成装置における画像形成の停止を指示する信号を加重すればよい。所定の時間として、
例えば、画像形成装置に表示された字幕を通常の人が読む時間、あるいは、予め台詞の長
さに応じて決められた字幕表示時間を挙げることができる。
【００７７】
　以上に説明した好ましい形態を含む本開示における第２Ａの表示装置～第２Ｄの表示装
置にあっても、更には、画像形成装置へ画像信号が入力されてから所定の時間が経過した
後、画像形成装置における画像形成を停止する形態とすることができる。そして、これに
よって、所定の時間経過後に表示装置における省電力モード、あるいは、スタンバイ及び
休止モードへ移行することができるので、表示装置における電力、エネルギーの浪費とい
った問題が生じることがない。
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【００７８】
　更には、上記の各種の好ましい形態を含む本開示における第１Ａの表示装置～第１Ｃの
表示装置、第２Ａの表示装置～第２Ｄの表示装置にあっては、画像形成装置への画像信号
に加え、光学装置において表示すべき画像の輝度信号が、外部から表示装置に送出される
形態とすることができる。このような形態にあっては、無線によって輝度信号を外部から
表示装置に送出すればよい。
【００７９】
　以上に説明した好ましい各種の形態を含む本開示における第１Ａの表示装置～第１Ｃの
表示装置、本開示における第２Ａの表示装置～第２Ｄの表示装置において、画像信号によ
って光学装置において表示される画像は文字から構成されている。ここで、画像としての
文字を表示するための画像信号（『文字データ』と呼ぶ場合がある）は、デジタル化され
たデータであり、作業者によって、あるいは又、コンピュータ等による処理に基づき、予
め作成しておけばよい。文字データのフォーマットは、使用する表示装置やシステムに依
存して、適宜、選択すればよく、例えば、文字列から成るテキストデータとすることもで
きるし、文字列を画像とした画像データとすることもできる。
【００８０】
　本開示における第１Ａの表示装置～第１Ｃの表示装置、本開示における第２Ａの表示装
置～第２Ｄの表示装置にあっては、一定の位置に表示されている画像（例えば、字幕や虚
像）を見続けることにより発生することによる観察者の瞳疲労の軽減のため、２つの光学
装置によって形成される画像の位置（画像位置）、あるいは、２つの光学装置によって形
成される画像（例えば、字幕や虚像）の２つの光学装置からの距離（画像距離）を、経時
的に変化させる構成とすることができる。ここで、経時的に変化させるとは、例えば、５
分乃至１０分に１回、画像の水平方向の位置を、例えば、画像形成装置における＋２画素
分あるいは－１画素分、例えば、１分間乃至３分間に亙り、変化させた後、元に戻すこと
を意味する。
【００８１】
　本開示における第１Ａの表示装置あるいは第１Ｂの表示装置にあっては、観察者が表示
装置を装着し、左眼用画像表示装置及び右眼用画像表示装置によって表示される画像が、
所望の虚像距離あるいは虚像位置で一致するように、元々の画像信号に表示位置補正信号
を加えればよい。そして、係る表示位置補正信号を表示装置（具体的には、表示装置に備
えられた制御装置）に記憶させてもよいし、元々の画像信号に表示位置補正信号を加重し
た画像信号を表示装置に送出してもよい。そして、上記の各種の好ましい形態を含む本開
示における第１Ａの表示装置～第１Ｃの表示装置、第２Ａの表示装置～第２Ｄの表示装置
において、画像信号は、無線によって表示装置に送られてくる形態とすることができる。
ここで、このような形態において、画像信号は、例えば、制御装置にて受け取られ、画像
表示のための処理が制御装置においてなされる。あるいは又、画像信号は、表示装置（制
御装置）に記憶されている形態とすることもでき、この場合には、表示位置補正信号を表
示装置に送出すればよい。そして、少なくとも一方の画像表示装置を構成する光学装置に
おいて表示される画像の位置を制御し、以て、２つの画像表示装置の相互の光学的な位置
を調整するが、具体的には、左眼用画像表示装置及び右眼用画像表示装置によって表示さ
れる画像が、所望の虚像距離あるいは虚像位置で一致するように、少なくとも一方の画像
表示装置を構成する光学装置において表示される画像の位置を制御すればよい。制御装置
（制御回路、制御手段）は、周知の回路から構成することができる。
【００８２】
　以上に説明した好ましい各種の形態、構成を含む本開示における第１Ａの表示装置～第
１Ｃの表示装置、本開示における第２Ａの表示装置～第２Ｄの表示装置においては、
　表示装置に備えられた制御装置は記憶手段を有し、この記憶手段には、画像を表示する
ための複数の画像信号（例えば、文字データ）から構成されたデータ群が記憶されており
、
　データ群を構成する各画像信号にはデータ識別符号が付されており、
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　外部から指定識別符号及び表示時間情報が所定の時間間隔で制御装置に送られ、
　制御装置において、送られてきた指定識別符号とデータ識別符号が一致する画像信号を
記憶手段から読み出し、送られてきた表示時間情報に相当する時間の間、該画像信号に基
づく画像を表示装置において表示する構成とすることもできる。尚、「表示時間情報に相
当する時間」を、本開示における第１Ｃの表示装置における『所定の時間』とすればよい
。係る構成を、便宜上、『本開示における第３Ａの表示装置』と呼ぶ場合がある。
【００８３】
　このような本開示における第３Ａの表示装置にあっては、外部から指定識別符号及び表
示時間情報が所定の時間間隔で制御装置に送られ、制御装置において、送られてきた指定
識別符号とデータ識別符号が一致する画像信号を記憶手段から読み出し、送られてきた表
示時間情報に相当する時間の間、この画像信号に基づく画像を画像形成装置において表示
する。従って、外部から送られてきた指定識別符号及び／又は表示時間情報の受信が制御
装置において何らかの理由で失敗した場合でも、再度、あるいは、繰り返し、指定識別符
号及び表示時間情報の受信を試行することができるので、指定識別符号及び表示時間情報
を確実に受信することができる。その結果、例えば、複数の表示装置において指定識別符
号及び表示時間情報を受信する場合でも、複数の表示装置において、確実に、同時に同じ
画像の表示が可能となるし、表示装置において画像が表示できないという問題の発生を確
実に回避することができる。
【００８４】
　あるいは又、以上に説明した好ましい各種の形態、構成を含む本開示における第１Ａの
表示装置～第１Ｃの表示装置、本開示における第２Ａの表示装置～第２Ｄの表示装置にお
いては、
　表示装置に備えられた制御装置は記憶手段を有し、この記憶手段には、画像を表示する
ための複数の画像信号（例えば、文字データ）から構成されたデータ群が記憶されており
、
　データ群を構成する各画像信号にはデータ識別符号が付されており、
　各画像信号は、表示サイズが異なる複数の異サイズ・表示データから構成されており、
　外部から指定識別符号が制御装置に送られ、
　制御装置において、送られてきた指定識別符号とデータ識別符号が一致する画像信号の
内、観察対象物と表示装置との間の距離に依存して、複数の異サイズ・表示データから１
つの異サイズ・表示データを記憶手段から読み出し、該１つの異サイズ・表示データに基
づく画像を表示装置において表示する構成とすることもできる。尚、係る構成を、便宜上
、『本開示における第３Ｂの表示装置』と呼ぶ場合がある。
【００８５】
　このような本開示における第３Ｂの表示装置にあっては、制御装置において、送られて
きた指定識別符号とデータ識別符号が一致する画像信号の内、観察対象物と表示装置との
間の距離に依存して、複数の異サイズ・表示データから１つの異サイズ・表示データを記
憶手段から読み出し、この１つの異サイズ・表示データに基づく画像を画像形成装置にお
いて表示するので、観察対象物の目視される大きさと画像の大きさとの間に不釣り合いが
生じ難い。
【００８６】
　あるいは又、以上に説明した好ましい各種の形態、構成を含む本開示における第１Ａの
表示装置～第１Ｃの表示装置、本開示における第２Ａの表示装置～第２Ｄの表示装置にお
いては、
　表示装置に備えられた制御装置は記憶手段を有し、この記憶手段には、画像を表示する
ための複数の画像信号（例えば、文字データ）から構成されたデータ群が記憶されており
、
　データ群を構成する各画像信号にはデータ識別符号が付されており、
　各画像信号は、表示言語が異なる複数の異言語・表示データから構成されており、
　外部から指定識別符号が制御装置に送られ、
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　制御装置において、送られてきた指定識別符号とデータ識別符号が一致する画像信号の
内、複数の異言語・表示データから１つの異言語・表示データを記憶手段から読み出し、
該１つの異言語・表示データに基づく画像を表示装置において表示する構成とすることも
できる。尚、係る構成を、便宜上、『本開示における第３Ｃの表示装置』と呼ぶ場合があ
る。どのような言語を表示言語として選択するかの方法として、例えば、制御装置にボタ
ンやスイッチを設け、手動にて表示言語として選択する方法を挙げることができる。
【００８７】
　このような本開示における第３Ｃの表示装置にあっては、制御装置において、送られて
きた指定識別符号とデータ識別符号が一致する画像信号の内、複数の異言語・表示データ
から１つの異言語・表示データを記憶手段から読み出し、この１つの異言語・表示データ
に基づく画像を画像形成装置において表示するので、観察者（観客）の使用する言語での
画像表示を容易に行うことができる。
【００８８】
　あるいは又、以上に説明した好ましい各種の形態、構成を含む本開示における第１Ａの
表示装置～第１Ｃの表示装置、本開示における第２Ａの表示装置～第２Ｄの表示装置にお
いては、
　表示装置に備えられた制御装置は記憶手段を有し、この記憶手段には、画像を表示する
ための複数の画像信号（例えば、文字データ）から構成されたデータ群が記憶されており
、
　データ群を構成する各画像信号にはデータ識別符号が付されており、
　外部から指定識別符号が制御装置に送られ、
　制御装置において、送られてきた指定識別符号とデータ識別符号が一致する画像信号を
記憶手段から読み出し、観察対象物と表示装置との間の距離に依存してデータ処理を行う
ことで、例えば輻輳角を制御した状態で該画像信号（データ処理が施された画像信号）に
基づく画像を表示装置において表示する構成とすることもできる。尚、係る構成を、便宜
上、『本開示における第３Ｄの表示装置』と呼ぶ場合がある。ここで、表示装置から観察
対象物までの距離に基づき、少なくとも一方の画像表示装置を構成する画像形成装置への
画像信号に対する画像処理を行えばよい。
【００８９】
　このような本開示における第３Ｄの表示装置にあっては、表示装置から観察対象物まで
の距離に対応した輻輳角の調整を行うが、これによって、観察対象物と観察者（観客）と
の間の距離と、画像表示装置によって表示される画像の虚像距離とを等しくすることがで
き、あるいは又、出来るだけ等しくすることができ、観察対象物を眺める観察者（観客）
が、左程、焦点を変更、変化させること無く、自然に画像表示装置によって表示される画
像を眺める（観察する）ことができる。
【００９０】
　以上に説明した好ましい各種の形態、構成を含む本開示における第２Ａの表示装置～第
２Ｄの表示装置においては、観察者の観察位置に依存して、また、観察対象物と表示装置
との間の距離に依存して、光学装置において表示される表示画面（画像表示領域）の大き
さ、表示画面（画像表示領域）の画角、表示画面の解像度を変更してもよい。尚、係る構
成を、便宜上、『本開示における第２Ｅの表示装置』と呼ぶ場合がある。
【００９１】
　尚、これらの本開示における第２Ａの表示装置～第２Ｅの表示装置を、適宜、組み合わ
せることもできる。また、本開示における第３Ａの表示装置～第３Ｄの表示装置を、適宜
、組み合わせることもできる。これらの本開示における第２Ａの表示装置～第２Ｅの表示
装置、本開示における第３Ａの表示装置～第３Ｄの表示装置において、制御装置それ自体
は周知の回路構成とすればよいし、記憶手段それ自体も周知の記憶手段、例えば、メモリ
カードとすればよい。また、送信装置から指定識別符号及び表示時間情報が無線で送られ
てくる構成とすることができ、更には、送信装置は表示装置を備えており、表示装置には
、指定識別符号、データ群、及び、各画像信号又は各表示データの全表示時間が表示され
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る構成とすることができる。但し、これに限定するものではなく、有線とすることもでき
る。指定識別符号を制御装置に送るための送信装置それ自体は周知の送信装置とすればよ
いし、送信装置に備えられた表示装置も周知の表示装置とすればよい。
【００９２】
　観察者の観察位置に依存して、本開示における第２Ａの表示装置においては移動装置を
作動させ、本開示における第２Ｂの表示装置においては回動装置を作動させ、本開示にお
ける第２Ｃの表示装置においては液体レンズを作動させ、本開示における第２Ｄの表示装
置においては液体プリズムを作動させるが、これらの作動は、観察者の観察位置情報に基
づき、制御装置からの制御信号によって制御される。
【００９３】
　本開示における第２Ａの表示装置においては、移動装置によって画像形成装置の光軸と
光学系の光軸とを水平方向（Ｘ軸方向）に相対的に移動させるが、具体的には、一方の画
像表示装置における画像形成装置の光軸と光学系の光軸との位置関係を固定したまま、他
方の画像表示装置における画像形成装置の光軸と光学系の光軸の位置を水平方向（Ｘ軸方
向）に相対的に移動させる形態を挙げることができる。あるいは又、両方の画像表示装置
のそれぞれにおける画像形成装置の光軸と光学系の光軸の位置を水平方向（Ｘ軸方向）に
相対的に移動させる形態を挙げることができる。このような形態にあっては、光学系から
出射され、光学装置に入射する平行光の光学装置に対する入射角（後述する中心入射光線
とＹＺ平面の成す角度であり、以下、『ＹＺ平面・入射角』と呼ぶ）に変化が生じる。そ
して、このような形態にあっては、画像形成装置及び光学系のいずれか一方を、例えばラ
ックギア部から構成された移動用ガイド部に載置し、画像形成装置及び光学系のいずれか
一方を、モータ及びピニオンギアによって移動用ガイド部上を移動させる方式を採用すれ
ばよいし、あるいは、画像形成装置及び光学系のいずれか一方を移動用ガイド部に載置し
、画像形成装置及び光学系のいずれか一方を、圧電素子や超音波モータによって移動用ガ
イド部上を移動させる方式を採用すればよい。
【００９４】
　本開示における第２Ｂの表示装置においては、回動装置によって画像形成装置及び光学
系を回動させるが、具体的には、２つの画像表示装置のそれぞれにおける画像形成装置の
光軸と光学系の光軸との位置関係を固定したまま、少なくとも一方の画像表示装置を、Ｚ
軸を回動軸として、圧電素子やモータ、超音波モータを作動させることで、回動させれば
よい。このような形態にあっても、光学系から出射され、光学装置に入射する平行光の光
学装置に対するＹＺ平面・入射角に変化が生じる。
【００９５】
　本開示における第２Ｃの表示装置においては液体レンズを作動させるが、光学系を構成
する係る液体レンズは、エレクトロウェッティング現象を利用した周知の液体レンズから
構成すればよい。液体レンズの作動によって、光学系の光軸とＹ軸との関係を一定に保持
したまま、光学系の光軸を水平方向（Ｘ軸方向）に移動させることができるし、あるいは
又、ＹＺ平面に対する光学系の光軸の角度を変更することができる。このような形態にあ
っても、光学系から出射され、光学装置に入射する平行光の光学装置に対するＹＺ平面・
入射角に変化が生じる。
【００９６】
　本開示における第２Ｄの表示装置においては液体プリズムを作動させるが、光学系の一
部を構成する係る液体プリズムは、エレクトロウェッティング現象を利用した周知の液体
プリズムから構成すればよい。液体プリズムの作動によって、ＹＺ平面に対する光学系の
光軸の角度を変更することができる。このような形態にあっても、光学系から出射され、
光学装置に入射する平行光の光学装置に対するＹＺ平面・入射角に変化が生じる。
【００９７】
　ここで、データ群の数は本質的に任意であるし、データ群を構成する画像信号（例えば
、文字データ）の数、画像信号（文字データ）を構成する表示データの数も本質的に任意
である。画像信号あるいは表示データのデータ構造として、例えば、文字列から成るテキ
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ストデータとすることもできるし、文字列を画像とした画像データとすることもできる。
表示サイズが異なる表示データとして、フォントサイズの異なる文字列から成るテキスト
データとすることもできるし、フォントサイズの異なる文字列を画像とした画像データと
することもできる。表示データにおける表示言語は、本質的には任意である。画像信号あ
るいは表示データに所定の信号処理を施すことで、画像信号を得ることができる。
【００９８】
　指定識別符号及びデータ識別符号は、画像信号を識別できる符号であれば、如何なる符
号とすることもでき、例えば、数字やアルファベット、数字とアルファベットの組合せを
例示することができる。
【００９９】
　外部から指定識別符号及び表示時間情報が所定の時間間隔で制御装置に送られるが、こ
こで、全表示時間をＴtotal、表示時間情報をＴInf、所定の時間間隔をＴintとすると、
ＴInf（ｍ）＝Ｔtotal－（ｍ－１）×Ｔint

で表すことができる。尚、『ｍ』は正の整数であり、外部から指定識別符号及び表示時間
情報が制御装置に送られてくる回数を表す。例えば、
Ｔtotal＝１０．０秒
Ｔint　＝０．１秒
とすると、第１回目（ｍ＝１）に外部から指定識別符号及び表示時間情報が制御装置に送
られてきたときの表示時間情報ＴInf（ｍ）は、
ＴInf（１）＝１０．０秒
である。また、第２回目（ｍ＝２）、第１１回目（ｍ＝１１）に外部から指定識別符号及
び表示時間情報が制御装置に送られてきたときの表示時間情報ＴInf（ｍ）は、
ＴInf（２）　＝９．９秒
ＴInf（１１）＝９．０秒
である。そして、これらの表示時間情報ＴInf（ｍ）に相当する時間の間、画像信号ある
いは１つの表示データに基づく画像を画像形成装置において表示する。
【０１００】
　ここで、一旦、画像形成装置において画像の表示が開始された場合には、それ以降に外
部から同じ指定識別符号及び異なる表示時間情報が制御装置に送られてきても、制御装置
はこれらの指定識別符号及び表示時間情報を無視して、画像を表示し続ければよい。この
ような動作にあっては、制御装置において、一種のフラグ（受信完了フラグ）を立てれば
よい。一方、第１回目から第（ｍ’－１）回目まで、外部からの指定識別符号及び／又は
表示時間情報の受信に制御装置が何らかの理由で失敗し、第ｍ’回目に、初めて、外部か
らの指定識別符号及び表示時間情報の受信に制御装置が成功した場合、
ＴInf（ｍ’）＝Ｔtotal－（ｍ’－１）×Ｔint

の時間の間、画像信号あるいは１つの表示データに基づく画像を画像形成装置において表
示すればよい。
【０１０１】
　第１回目（ｍ＝１）の指定識別符号及び表示時間情報の送出の指示は、例えば、作業者
が行ってもよいし、コンピュータ等の制御に基づき行ってもよいし、観察対象物の動きや
、観察対象物である演劇者の声の変化、観察対象物の占める環境の変化（例えば、照明や
音響の変化）等に基づき行ってもよい。
【０１０２】
　画像形成装置の中心から出射され、光学系の画像形成装置側節点を通過した光線を『中
心光線』と呼び、中心光線の内、光学装置に垂直に入射するものを『中心入射光線』と呼
ぶ。そして、中心入射光線が光学装置に入射する点を光学装置中心点とし、光学装置中心
点を通過し、光学装置の軸線方向と平行な軸線をＸ軸、光学装置中心点を通過し、光学装
置の法線と一致する軸線をＹ軸とする。本開示の表示装置における水平方向とは、Ｘ軸と
平行な方向であり、以下、『Ｘ軸方向』と呼ぶ場合もある。ここで、光学系は、画像形成
装置と光学装置との間に配置され、画像形成装置から出射された光を平行光とする。そし
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て、光学系にて平行光とされた光束が、光学装置に入射され、導光され、出射される。ま
た、第１偏向手段の中心点を、『光学装置中心点』とする。
【０１０３】
　第１Ａの表示装置～第１Ｃの表示装置、本開示における第２Ａの表示装置～第２Ｄの表
示装置にあっては、画像表示装置において、限定するものではないが、中心入射光線は、
ＸＹ平面と０度以外の角度（θ）で交わる構成とすることができ、これによって、画像表
示装置を眼鏡型のフレームの取付部に取り付けるときの画像表示装置の取付け角度に対す
る制限が少なくなり、高いデザイン自由度を得ることができる。そして、この場合、中心
入射光線はＹＺ平面に含まれる形態とすることが、画像表示装置の取り扱いや設定、取付
けの容易さといった観点から、好ましい。また、光学系の光軸は、ＹＺ平面に含まれ、且
つ、ＸＹ平面と０度以外の角度で交わる構成とすることができ、あるいは又、光学系の光
軸は、ＹＺ平面と平行であり、且つ、ＸＹ平面と平行であり、且つ、画像形成装置の中心
から外れた位置を通過する構成とすることができる。また、ＸＹ平面が水平面と一致する
と仮定したとき、中心入射光線がＸＹ平面と交わる角度θは仰角である構成とすることが
できる。即ち、ＸＹ平面の下側から中心入射光線がＸＹ平面に向い、ＸＹ平面と衝突する
構成とすることができる。そして、この場合、ＸＹ平面は垂直面と０度以外の角度で交わ
ることが好ましく、更には、ＸＹ平面は垂直面と角度θ’で交わることが好ましい。尚、
θ’の最大値として、限定するものではないが、５度を挙げることができる。ここで、水
平面とは、観察者が、水平の方向に位置する対象物（例えば、水平方向、無限遠方の対象
物、地平線や水平線）を眺めたときの視線（『観察者の水平方向視線』）が含まれ、且つ
、水平に位置する観察者の２つの瞳が含まれる平面である。また、垂直面は、この水平面
に対して垂直な平面である。あるいは又、観察者が、水平の方向に位置する対象物（例え
ば、水平方向、無限遠方の対象物、地平線や水平線）を眺めたとき、光学装置から出射さ
れ、観察者の瞳に入射する中心入射光線は俯角をなす形態とすることができる。水平面に
対する係る俯角として、例えば、５度乃至４５度を例示することができる。
【０１０４】
　以上に説明した種々の変形例を含む本開示の表示装置は、例えば、動画や静止画の表示
；映画等の字幕の表示；映像に同期した映像に関する説明文やクローズド・キャプション
の表示；芝居や歌舞伎、能、狂言、オペラ、音楽会、バレー、各種演劇、遊園地（アミュ
ーズメントパーク）、美術館、観光地、行楽地、観光案内等における観察対象物に関する
各種説明、その内容や進行状況、背景等を説明するための説明文等の表示に用いることが
できるし、また、文字表示装置としても機能し、各種装置等の観察対象物の運転、操作、
保守、分解時等における各種説明や、記号、符号、印、標章、図案等の表示；人物や物品
等の観察対象物に関する各種説明や、記号、符号、印、標章、図案等の表示；クローズド
・キャプションの表示に用いることができる。芝居や歌舞伎、能、狂言、オペラ、音楽会
、バレー、各種演劇、遊園地（アミューズメントパーク）、美術館、観光地、行楽地、観
光案内等にあっては、適切なタイミングで観察対象物に関連した画像としての文字を表示
装置において表示すればよい。具体的には、例えば、映画等の進行状況に応じて、あるい
は又、芝居等の進行状況に応じて、所定のスケジュール、時間配分に基づき、作業者の操
作によって、あるいは、コンピュータ等の制御下、画像信号が表示装置に送出され、ある
いは又、指定識別符号が制御装置に送出され、画像が表示装置にて表示される。また、各
種装置、人物や物品等の観察対象物に関する各種説明の表示を行う場合、表示装置に撮像
装置を配設し、撮像装置によって各種装置、人物や物品等の観察対象物を撮影し、表示装
置において撮影内容を解析することで、予め作成しておいた各種装置、人物や物品等の観
察対象物に関する各種説明の表示を表示装置にて行うことができる。あるいは又、本開示
の表示装置は、立体視ディスプレイ装置として用いることもできる。この場合、必要に応
じて、光学装置に偏光板や偏光フィルムを着脱自在に取り付け、あるいは、光学装置に偏
光板や偏光フィルムを貼り合わせればよい。
【０１０５】
　画像形成装置への画像信号には、上述したとおり、画像信号（例えば、文字データ）だ
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けでなく、例えば、表示すべき画像に関する輝度データ（輝度情報）、又は、色度データ
（色度情報）、又は、輝度データ及び色度データを含めることができる。輝度データは、
光学装置を通して眺めた観察対象物を含む所定の領域の輝度に対応した輝度データとする
ことができるし、色度データは、光学装置を通して眺めた観察対象物を含む所定の領域の
色度に対応した色度データとすることができる。このように、画像に関する輝度データを
含めることで、表示される画像の輝度（明るさ）の制御を行うことができるし、画像に関
する色度データを含めることで、表示される画像の色度（色）の制御を行うことができる
し、画像に関する輝度データ及び色度データを含めることで、表示される画像の輝度（明
るさ）及び色度（色）の制御を行うことができる。画像表示装置を通して眺めた観察対象
物を含む所定の領域の輝度に対応した輝度データとする場合、画像表示装置を通して眺め
た観察対象物を含む所定の領域の輝度の値が高くなるほど、画像の輝度の値が高くなるよ
うに（即ち、画像がより明るく表示されるように）、輝度データの値を設定すればよい。
また、画像表示装置を通して眺めた観察対象物を含む所定の領域の色度に対応した色度デ
ータとする場合、画像表示装置を通して眺めた観察対象物を含む所定の領域の色度と、表
示すべき画像の色度とが、おおよそ補色関係となるように色度データの値を設定すればよ
い。補色とは、色相環（color circle）で正反対に位置する関係の色の組み合わせ指す。
赤に対しての緑、黄に対しての紫、青に対しての橙など、相補的な色のことでもある。或
る色に別の色を適宜の割合で混合して、光の場合は白、物体の場合は黒というように、彩
度低下を引き起こす色についても云うが、並列した際の視覚的効果の相補性と混合した際
の相補性は異なる。余色、対照色、反対色ともいう。但し、反対色は補色が相対する色を
直接に指示するのに対し、補色の指示する範囲はやや広い。補色同士の色の組み合わせは
互いの色を引き立て合う相乗効果があり、これは補色調和といわれる。
【実施例１】
【０１０６】
　実施例１は、本開示の第１の態様に係る表示装置に関する。実施例１の画像表示装置の
概念図を図１に示し、実施例１の表示装置（具体的には、頭部装着型ディスプレイ，ＨＭ
Ｄ）を上方から眺めた模式図を図２に示し、側方から眺めた模式図を図３の（Ａ）に示し
、光学装置及び調光装置の部分を正面から眺めた模式図を図３の（Ｂ）に示し、実施例１
の表示装置における調光装置の挙動を模式的に示す調光装置の模式的な断面図を図４の（
Ａ）及び（Ｂ）に示す。
【０１０７】
　実施例１あるいは後述する実施例２～実施例８における画像表示装置１００，２００，
３００，４００，５００は、
　（Ａ）画像形成装置１１１，２１１、及び、
　（Ｂ）画像形成装置１１１，２１１から出射された光が入射され、導光され、出射され
る光学装置１２０，３２０，５２０、
を備えている。更には、
　（Ｃ）画像形成装置１１１，２１１から出射された光を平行光とする光学系（平行光出
射光学系）１１２，２５４、
を備えており、光学系１１２，２５４にて平行光とされた光束が光学装置１２０，３２０
，５２０に入射され、導光され、出射される。
【０１０８】
　また、実施例１あるいは後述する実施例２～実施例８の表示装置は、
　（イ）観察者（例えば、観客）の頭部に装着される眼鏡型のフレーム１０、及び、
　（ロ）フレーム１０に取り付けられた画像表示装置１００，２００，３００，４００，
５００、
を備えている。尚、実施例の表示装置は、具体的には、２つの画像表示装置を備えた両眼
型としたが、１つ備えた片眼型としてもよい。また、画像形成装置１１１，２１１は、単
色の画像を表示する。
【０１０９】
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　そして、実施例１あるいは後述する実施例２～実施例８において、光が出射される光学
装置１２０，３２０，５２０の領域には、外部から入射する外光の光量を調整する調光装
置７００が配設されている。具体的には、一種の光シャッタである調光装置７００は、図
示しない接着剤を用いて、光学装置１２０，３２０，５２０（具体的には、導光板１２１
，３２１あるいは半透過ミラー５２０）に固定されている。また、調光装置７００は、観
察者とは反対側の光学装置１２０，３２０，５２０の領域に配置されている。
【０１１０】
　実施例１あるいは後述する実施例２～実施例４、実施例６～実施例８における光学装置
１２０，３２０は、
　（ａ）入射された光が内部を全反射により伝播した後、出射される導光板１２１，３２
１、
　（ｂ）導光板１２１，３２１に入射された光が導光板１２１，３２１の内部で全反射さ
れるように、導光板１２１，３２１に入射された光を偏向させる第１偏向手段１３０，３
３０、及び、
　（ｃ）導光板１２１，３２１の内部を全反射により伝播した光を導光板１２１，３２１
から出射させるために、導光板１２１，３２１の内部を全反射により伝播した光を複数回
に亙り偏向させる第２偏向手段１４０，３４０、
を備えている。そして、調光装置７００の射影像内に第２偏向手段１４０，３４０が位置
する。更には、調光装置７００を構成する基板の一方によって、第２偏向手段１４０，３
４０は被覆されている。光学装置１２０，３２０は、シースルー型（半透過型）である。
【０１１１】
　ここで、実施例１にあっては、第１偏向手段１３０及び第２偏向手段１４０は導光板１
２１の内部に配設されている。そして、第１偏向手段１３０は、導光板１２１に入射され
た光を反射し、第２偏向手段１４０は、導光板１２１の内部を全反射により伝播した光を
、複数回に亙り、透過、反射する。即ち、第１偏向手段１３０は反射鏡として機能し、第
２偏向手段１４０は半透過鏡として機能する。より具体的には、導光板１２１の内部に設
けられた第１偏向手段１３０は、アルミニウム（Ａｌ）から成り、導光板１２１に入射さ
れた光を反射させる光反射膜（一種のミラー）から構成されている。一方、導光板１２１
の内部に設けられた第２偏向手段１４０は、誘電体積層膜が多数積層された多層積層構造
体から構成されている。誘電体積層膜は、例えば、高誘電率材料としてのＴｉＯ2膜、及
び、低誘電率材料としてのＳｉＯ2膜から構成されている。誘電体積層膜が多数積層され
た多層積層構造体に関しては、特表２００５－５２１０９９に開示されている。図面にお
いては６層の誘電体積層膜を図示しているが、これに限定するものではない。誘電体積層
膜と誘電体積層膜との間には、導光板１２１を構成する材料と同じ材料から成る薄片が挟
まれている。尚、第１偏向手段１３０においては、導光板１２１に入射された平行光が導
光板１２１の内部で全反射されるように、導光板１２１に入射された平行光が反射（又は
回折）される。一方、第２偏向手段１４０においては、導光板１２１の内部を全反射によ
り伝播した平行光が複数回に亙り反射（又は回折）され、導光板１２１から平行光の状態
で、観察者の瞳２１に向かって出射される。
【０１１２】
　第１偏向手段１３０は、導光板１２１の第１偏向手段１３０を設ける部分１２４を切り
出すことで、導光板１２１に第１偏向手段１３０を形成すべき斜面を設け、係る斜面に光
反射膜を真空蒸着した後、導光板１２１の切り出した部分１２４を第１偏向手段１３０に
接着すればよい。また、第２偏向手段１４０は、導光板１２１を構成する材料と同じ材料
（例えば、ガラス）と誘電体積層膜（例えば、真空蒸着法にて成膜することができる）と
が多数積層された多層積層構造体を作製し、導光板１２１の第２偏向手段１４０を設ける
部分１２５を切り出して斜面を形成し、係る斜面に多層積層構造体を接着し、研磨等を行
って、外形を整えればよい。こうして、導光板１２１の内部に第１偏向手段１３０及び第
２偏向手段１４０が設けられた光学装置１２０を得ることができる。
【０１１３】
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　ここで、実施例１あるいは後述する実施例２～実施例４、実施例６～実施例８において
、光学ガラスやプラスチック材料から成る導光板１２１，３２１は、導光板１２１，３２
１の内部全反射による光伝播方向（Ｘ軸）と平行に延びる２つの平行面（第１面１２２，
３２２及び第２面１２３，３２３）を有している。第１面１２２，３２２と第２面１２３
，３２３とは対向している。そして、光入射面に相当する第１面１２２，３２２から平行
光が入射され、内部を全反射により伝播した後、光出射面に相当する第１面１２２，３２
２から出射される。但し、これに限定するものではなく、第２面１２３，３２３によって
光入射面が構成され、第１面１２２，３２２によって光出射面が構成されていてもよい。
【０１１４】
　実施例１あるいは後述する実施例３において、画像形成装置１１１は、第１の構成の画
像形成装置であり、２次元マトリクス状に配列された複数の画素を有する。具体的には、
画像形成装置１１１は、反射型空間光変調装置１５０、及び、白色光を出射する発光ダイ
オードから成る光源１５３から構成されている。各画像形成装置１１１全体は、筐体１１
３（図１では、一点鎖線で示す）内に納められており、係る筐体１１３には開口部（図示
せず）が設けられており、開口部を介して光学系（平行光出射光学系，コリメート光学系
）１１２から光が出射される。反射型空間光変調装置１５０は、ライト・バルブとしての
ＬＣＯＳから成る液晶表示装置（ＬＣＤ）１５１、及び、光源１５３からの光の一部を反
射して液晶表示装置１５１へと導き、且つ、液晶表示装置１５１によって反射された光の
一部を通過させて光学系１１２へと導く偏光ビームスプリッター１５２から構成されてい
る。液晶表示装置１５１は、２次元マトリクス状に配列された複数（例えば、６４０×４
８０個）の画素（液晶セル）を備えている。偏光ビームスプリッター１５２は、周知の構
成、構造を有する。光源１５３から出射された無偏光の光は、偏光ビームスプリッター１
５２に衝突する。偏光ビームスプリッター１５２において、Ｐ偏光成分は通過し、系外に
出射される。一方、Ｓ偏光成分は、偏光ビームスプリッター１５２において反射され、液
晶表示装置１５１に入射し、液晶表示装置１５１の内部で反射され、液晶表示装置１５１
から出射される。ここで、液晶表示装置１５１から出射した光の内、「白」を表示する画
素から出射した光にはＰ偏光成分が多く含まれ、「黒」を表示する画素から出射した光に
はＳ偏光成分が多く含まれる。従って、液晶表示装置１５１から出射され、偏光ビームス
プリッター１５２に衝突する光の内、Ｐ偏光成分は、偏光ビームスプリッター１５２を通
過し、光学系１１２へと導かれる。一方、Ｓ偏光成分は、偏光ビームスプリッター１５２
において反射され、光源１５３に戻される。光学系１１２は、例えば、凸レンズから構成
され、平行光を生成させるために、光学系１１２における焦点距離の所（位置）に画像形
成装置１１１（より具体的には、液晶表示装置１５１）が配置されている。
【０１１５】
　フレーム１０は、観察者の正面に配置されるフロント部１１と、フロント部１１の両端
に蝶番１２を介して回動自在に取り付けられた２つのテンプル部１３と、各テンプル部１
３の先端部に取り付けられたモダン部（先セル、耳あて、イヤーパッドとも呼ばれる）１
４から成る。また、ノーズパッド（図示せず）が取り付けられている。即ち、フレーム１
０及びノーズパッドの組立体は、基本的には、通常の眼鏡と略同じ構造を有する。更には
、各筐体１１３が、取付け部材１９によって、着脱自在に、テンプル部１３に取り付けら
れている。フレーム１０は、金属又はプラスチックから作製されている。尚、各筐体１１
３は、取付け部材１９によってテンプル部１３に着脱できないように取り付けられていて
もよい。また、眼鏡を所有し、装着している観察者に対しては、観察者の所有する眼鏡の
フレームのテンプル部に、各筐体１１３を取付け部材１９によって着脱自在に取り付けて
もよい。また、各筐体１１３を、テンプル部１３の外側に取り付けてもよいし、テンプル
部１３の内側に取り付けてもよい。
【０１１６】
　更には、一方の画像形成装置１１１Ａから延びる配線（信号線や電源線等）１５が、テ
ンプル部１３、及び、モダン部１４の内部を介して、モダン部１４の先端部から外部に延
び、制御装置（制御回路、制御手段）１８に接続されている。更には、各画像形成装置１
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１１Ａ，１１１Ｂはヘッドホン部１６を備えており、各画像形成装置１１１Ａ，１１１Ｂ
から延びるヘッドホン部用配線１７が、テンプル部１３、及び、モダン部１４の内部を介
して、モダン部１４の先端部からヘッドホン部１６へと延びている。ヘッドホン部用配線
１７は、より具体的には、モダン部１４の先端部から、耳介（耳殻）の後ろ側を回り込む
ようにしてヘッドホン部１６へと延びている。このような構成にすることで、ヘッドホン
部１６やヘッドホン部用配線１７が乱雑に配置されているといった印象を与えることがな
く、すっきりとした表示装置とすることができる。
【０１１７】
　調光装置をどのような色に着色することが好ましいかを試験した。具体的には、調光装
置の代わりに、視認透過率１０％，３０％，５０％，７０％を有する３種類のサングラス
用のカラーフィルター（ブラウン、グレー、パープル）とＮＤフィルター、合計１６種類
のフィルターを準備した。そして、予め用意された画像を実際に光学装置１２０，３２０
，５２０に表示して、画像を被験者がどのように感じるかを調査した。
【０１１８】
　具体的には、動画とテキスト画面を表示し、上述した１６種類のフィルターを光学装置
１２０，３２０，５２０の前面にかざして、視認性が改善したと感じたときの視認透過率
を被験者に指摘させた。
【０１１９】
　最初の試験では、被験者を７人とし、白い壁を背景に画像を観察している状況で試験を
行った。その結果、動画を観察している場合には、視認透過率７０％でフィルターによる
コントラスト向上効果を感じた被験者が０人、視認透過率５０％でフィルターによるコン
トラスト向上効果を感じた被験者が２人、視認透過率３０％及び１０％でフィルターによ
るコントラスト向上効果を感じた被験者が、全員、７人であった。一方、テキスト画面を
観察している場合には、視認透過率７０％及び５０％でフィルターによるコントラスト向
上効果を感じた被験者は０人、視認透過率３０％及び１０％でフィルターによるコントラ
スト向上効果を感じた被験者は、全員、７人であった。
【０１２０】
　次に、どのようなフィルターの色が好ましいかを試験した。ここで、３種類のサングラ
ス用のカラーフィルター（ブラウン、グレー、パープル）とＮＤフィルターを使用した。
尚、視認透過率は、上述の試験結果に基づき、３０％とした。画像による影響も考慮して
、ゴルフ場でのゴルフ練習の画像（画像には緑色及び青色が多く含まれる）とアニメーシ
ョンの画像（画像には白色が多く含まれる）を評価用として準備した。
【０１２１】
　好ましさを表す指標として、一対比較法という評価方法を採用した。具体的には、４種
類のフィルターの内の２種類のフィルターを比較して、よりコントラスト向上効果がある
と思われるフィルターを勝ちとして、被験者に勝ち負けを判断させた。そして、各フィル
ター毎の勝率（ｘ）に対して好ましさの尺度Ｚ（ｘ）を、以下の式に基づき規格化して、
比較した。尚、ｘaveは勝率（ｘ）の平均値であり、σは標準偏差である。
Ｚ（ｘ）＝（ｘ－ｘave）／σ
【０１２２】
　その結果、以下の表１及び表２のとおりとなり、ブラウン（茶色）のカラーフィルター
を用いた場合、最もコントラスト向上に効果があるという結果が得られた。また、同時に
、好みのカラーフィルターの色には、個人差があることも判った。尚、表１において、上
段はゴルフ場でのゴルフ練習の画像を用いた場合の結果であり、下段はアニメーションの
画像を用いた場合の結果である。
【０１２３】
［表１］
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【０１２４】
［表２］
ゴルフ場でのゴルフ練習の画像を用いた場合
　　　　　　　　　　　　Ｚ（ｘ）
　　ブラウン　　　　　　１．２９
　　パープル　　　　　－１．１２
　　グレー　　　　　　　０．１０
　　ＮＤフィルター　　－０．２６
アニメーションの画像を用いた場合
　　　　　　　　　　　　Ｚ（ｘ）
　　ブラウン　　　　　　１．１４
　　パープル　　　　　－１．１４
　　グレー　　　　　　　０．４５
　　ＮＤフィルター　　－０．４４
【０１２５】
　従って、調光装置にあっては、視認透過率を３０％以下に抑え、また、調光装置を通過
する光は調光装置によって所望の色に着色されることが好ましく、調光装置によって着色
される色は可変であり、あるいは又、調光装置によって着色される色は固定（例えば、茶
色又は黒色）であることが好ましいことが判った。また、表示装置は、基本的には電池で
の駆動であるが故に、消費電力の低下は非常に重要な課題であるし、ＡＲ技術では、調光
装置の最高透過率は出来るだけ高く、少なくとも５０％以上であることが要求される。
【０１２６】
　以上の結果から、実施例１あるいは後述する実施例２～実施例５にあっては、調光装置
７００を通過する光は、調光装置によって所望の色に着色されるが、調光装置７００によ
って着色される色は固定、具体的には、黒色とした。
【０１２７】
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　実施例１における電気泳動分散液の調製方法を、以下、説明する。
【０１２８】
　先ず、最初に、電気泳動粒子としてのカーボンブラック（三菱化学株式会社製＃４０）
の１０グラムを純水１リットルに加えて攪拌した後、３７質量％の塩酸１ｃｍ3及び４－
ビニルアニリン０．２グラムを加えて溶液－Ａを調製した。一方、亜硝酸ナトリウム０．
３グラムを純水１０ｃｍ3に溶解させた後、４０゜Ｃまで加熱して、溶液－Ｂを調製した
。そして、溶液－Ａに溶液－Ｂをゆっくり加えて、１０時間攪拌した。その後、反応によ
り得られた生成物を遠心分離して固形物を得た。次いで、固形物を純水で洗浄し、更に、
アセトン中に分散させた後、遠心分離するといった方法で洗浄した。その後、固形物を、
温度５０゜Ｃの真空乾燥機で一晩乾燥させた。
【０１２９】
　次いで、窒素パージ装置、電磁攪拌棒及び還流カラムが取り付けられた反応フラスコ中
に、固形物５グラムと、トルエン１００ｃｍ3と、メタクリル酸２－エチルヘキシル１５
ｃｍ3と、アゾビスイソブチルニトリル（ＡＩＢＮ）０．２グラムとを入れて混合した。
そして、攪拌しながら反応フラスコを窒素ガスで３０分間パージした。その後、反応フラ
スコを油浴に投入し、連続攪拌しながら８０゜Ｃまで徐々に加熱し、この状態を１０時間
維持した。その後、室温まで冷却し、固形物を遠心分離し、固形物をテトラヒドロフラン
（ＴＨＦ）及び酢酸エチルと一緒に遠心分離するといった操作を３回行って固形物を洗浄
した後、固形物を取り出して５０゜Ｃの真空乾燥機で一晩乾燥した。これにより、茶色の
電気泳動粒子４．７グラムを得た。
【０１３０】
　一方、絶縁性液体である分散液（分散媒）として、Ｎ，Ｎ－ジメチルプロパン－１，３
－ジアミン、１，２－ヒドロキシオクタデカン酸及びメトキシスルホニルオキシメタン（
日本ルーブリゾール株式会社製ソルスパース１７０００）を０．５％含むと共にソルビタ
ントリオレエート（スパン８５）を１．５％含むアイソパーＧ（エクソンモービル有限会
社社製）溶液を準備した。そして、分散媒９．９グラムに電気泳動粒子０．１グラムを加
えて、ビーズミルで５分間攪拌した。その後、混合液を遠心分離機（回転速度＝２０００
ｒｐｍ）で５分間、遠心分離した後、ビーズを取り除いた。こうして、電気泳動分散液を
得ることができた。尚、電気泳動粒子は正に帯電している。
【０１３１】
　実施例１における調光装置７００は、
　対向する２枚の透明な基板（第１基板７０１及び第２基板７０３）、
　各基板７０１，７０３に設けられた電極（第１電極７０２及び第２電極７０４）、並び
に、
　２枚の基板７０１，７０３の間に封止された電気泳動分散液７０５、
から成る。ここで、第１基板７０１及び第２基板７０３は、厚さ０．５ｍｍのガラスから
成り、第１基板７０１と第２基板７０３の間の間隔は５０μｍである。また、第１電極７
０２及び第２電極７０４は、インジウム－スズ複合酸化物（ＩＴＯ）から構成された透明
電極から成り、スパッタリング法といったＰＶＤ法とリフトオフ法との組合せに基づき形
成されている。第１電極７０２は、櫛形電極状にパターニングされている。一方、第２電
極７０４はパターニングされておらず、所謂ベタ電極である。第１電極７０２及び第２電
極７０４は、図示しないコネクタ、配線を介して制御装置１８に接続されている。２枚の
基板７０１，７０３の外縁部は、封止剤７０６によって封止されている。更には、調光装
置７００の第１基板７０１を導光板１２１に対して封止部材７２２によって固定し、第１
基板７０１と導光板１２１との間に隙間を開ける。尚、調光装置７００の第１基板７０１
を導光板１２１と同程度の長さとし、調光装置７００の第１基板７０１を導光板１２１に
対して封止部材７２２によって固定する。封止部材７２２は、第１基板７０１の外縁部に
配されている。以下に説明する実施例においても同様とする。
【０１３２】
　調光装置７００の透過率は、第１電極７０２及び第２電極７０４に印加する電圧によっ
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て制御することができる。具体的には、第１電極７０２に相対的に正の電圧を印加し、第
２電極７０４に相対的に負の電圧を印加すると、正に帯電している電気泳動粒子は第２電
極を覆うように泳動する。従って、調光装置７００における透過率は低い値となる（図４
の（Ａ）参照）。一方、これとは逆に、第１電極７０２に相対的に負の電圧を印加し、第
２電極７０４に相対的に正の電圧を印加すると、電気泳動粒子は第１電極７０２を覆うよ
うに泳動する。従って、調光装置７００における透過率は高い値となる（図４の（Ｂ）参
照）。第１電極７０２及び第２電極７０４に印加する電圧は制御装置１８に設けられた制
御ノブを観察者が操作することにより行うことができる。即ち、光学装置１２０，３２０
からの画像を観察者が観察し、調光装置７００の透過率を調整することで、画像のコント
ラスト向上を図ればよい。尚、種々の試験の結果、調光装置７００の最高透過率は５０％
以上（好ましくは５０％以上、９９％以下）であり、最低透過率は３０％以下（好ましく
は、１％以上、３０％以下）であることが望ましいことが判った。
【０１３３】
　実施例１の表示装置において、調光装置は、対向する２枚の透明な基板、各基板に設け
られた電極、及び、２枚の基板間に封止された電気泳動分散液から成るので、観察者が観
察する画像に高いコントラストを与えることができるだけでなく、消費電力が少なく、画
像表示装置に入射する外光の光量を十分に多くすることができる。
【実施例２】
【０１３４】
　実施例２は、実施例１の変形である。実施例２の表示装置（頭部装着型ディスプレイ）
における画像表示装置２００の概念図を図５に示すように、実施例２にあっては、画像形
成装置２１１は、第２の構成の画像形成装置から構成されている。即ち、光源２５１、及
び、光源２５１から出射された平行光を走査する走査手段２５３を備えている。より具体
的には、画像形成装置２１１は、
　（イ）光源２５１、
　（ロ）光源２５１から出射された光を平行光とするコリメート光学系２５２、
　（ハ）コリメート光学系２５２から出射された平行光を走査する走査手段２５３、及び
、
　（ニ）走査手段２５３によって走査された平行光をリレーし、出射するリレー光学系２
５４、
から構成されている。尚、画像形成装置２１１全体が筐体２１３（図５では、一点鎖線で
示す）内に納められており、係る筐体２１３には開口部（図示せず）が設けられており、
開口部を介してリレー光学系２５４から光が出射される。そして、各筐体２１３が、取付
け部材１９によって、着脱自在に、テンプル部１３に取り付けられている。
【０１３５】
　光源２５１は、白色を発光する発光素子から構成されている。そして、光源２５１から
出射された光は、全体として正の光学的パワーを持つコリメート光学系２５２に入射し、
平行光として出射される。そして、この平行光は、全反射ミラー２５６で反射され、マイ
クロミラーを二次元方向に回転自在とし、入射した平行光を２次元的に走査することがで
きるＭＥＭＳから成る走査手段２５３によって水平走査及び垂直走査が行われ、一種の２
次元画像化され、仮想の画素（画素数は、例えば、実施例１と同じとすることができる）
が生成される。そして、仮想の画素からの光は、周知のリレー光学系から構成されたリレ
ー光学系（平行光出射光学系）２５４を通過し、平行光とされた光束が光学装置１２０に
入射する。
【０１３６】
　リレー光学系２５４にて平行光とされた光束が入射され、導光され、出射される光学装
置１２０は、実施例１にて説明した光学装置と同じ構成、構造を有するので、詳細な説明
は省略する。また、実施例２の表示装置も、上述したとおり、画像形成装置２１１が異な
る点を除き、実質的に、実施例１の表示装置と同じ構成、構造を有するので、詳細な説明
は省略する。
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【実施例３】
【０１３７】
　実施例３も実施例１の変形である。実施例３の表示装置（頭部装着型ディスプレイ）に
おける画像表示装置３００の概念図を図６に示す。また、反射型体積ホログラム回折格子
の一部を拡大して示す模式的な断面図を図７に示す。実施例３にあっては、画像形成装置
１１１は、実施例１と同様に、第１の構成の画像形成装置から構成されている。また、光
学装置３２０は、第１偏向手段及び第２偏向手段の構成、構造が異なる点を除き、基本的
な構成、構造は、実施例１の光学装置１２０と同じである。
【０１３８】
　実施例３にあっては、第１偏向手段及び第２偏向手段は、導光板３２１の表面（具体的
には、導光板３２１の第２面３２３）に配設されている。そして、第１偏向手段は、導光
板３２１に入射された光を回折し、第２偏向手段は、導光板３２１の内部を全反射により
伝播した光を、複数回に亙り、回折する。ここで、第１偏向手段及び第２偏向手段は、回
折格子素子、具体的には反射型回折格子素子、より具体的には反射型体積ホログラム回折
格子から成る。以下の説明において、反射型体積ホログラム回折格子から成る第１偏向手
段を、便宜上、『第１回折格子部材３３０』と呼び、反射型体積ホログラム回折格子から
成る第２偏向手段を、便宜上、『第２回折格子部材３４０』と呼ぶ。
【０１３９】
　そして、実施例３あるいは後述する実施例４にあっては、第１回折格子部材３３０及び
第２回折格子部材３４０は、１層の回折格子層が積層されて成る構成としている。尚、フ
ォトポリマー材料から成る各回折格子層には、１種類の波長帯域（あるいは、波長）に対
応する干渉縞が形成されており、従来の方法で作製されている。回折格子層（回折光学素
子）に形成された干渉縞のピッチは一定であり、干渉縞は直線状であり、Ｚ軸に平行であ
る。尚、第１回折格子部材３３０及び第２回折格子部材３４０の軸線はＸ軸と平行であり
、法線はＹ軸と平行である。
【０１４０】
　図７に反射型体積ホログラム回折格子の拡大した模式的な一部断面図を示す。反射型体
積ホログラム回折格子には、傾斜角φを有する干渉縞が形成されている。ここで、傾斜角
φとは、反射型体積ホログラム回折格子の表面と干渉縞の成す角度を指す。干渉縞は、反
射型体積ホログラム回折格子の内部から表面に亙り、形成されている。干渉縞は、ブラッ
グ条件を満たしている。ここで、ブラッグ条件とは、以下の式（Ａ）を満足する条件を指
す。式（Ａ）中、ｍは正の整数、λは波長、ｄは格子面のピッチ（干渉縞を含む仮想平面
の法線方向の間隔）、Θは干渉縞へ入射する角度の余角を意味する。また、入射角ψにて
回折格子部材に光が侵入した場合の、Θ、傾斜角φ、入射角ψの関係は、式（Ｂ）のとお
りである。
【０１４１】
ｍ・λ＝２・ｄ・ｓｉｎ（Θ）　　（Ａ）
Θ＝９０°－（φ＋ψ）　　　　　（Ｂ）
【０１４２】
　第１回折格子部材３３０は、上述したとおり、導光板３２１の第２面３２３に配設（接
着）されており、第１面３２２から導光板３２１に入射されたこの平行光が導光板３２１
の内部で全反射されるように、導光板３２１に入射されたこの平行光を回折反射する。更
には、第２回折格子部材３４０は、上述したとおり、導光板３２１の第２面３２３に配設
（接着）されており、導光板３２１の内部を全反射により伝播したこの平行光を、複数回
、回折反射し、導光板３２１から平行光のまま第１面３２２から出射する。
【０１４３】
　そして、導光板３２１にあっても、平行光が内部を全反射により伝播した後、出射され
る。このとき、導光板３２１が薄く導光板３２１の内部を進行する光路が長いため、各画
角によって第２回折格子部材３４０に至るまでの全反射回数は異なっている。より詳細に
述べれば、導光板３２１に入射する平行光のうち、第２回折格子部材３４０に近づく方向
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の角度をもって入射する平行光の反射回数は、第２回折格子部材３４０から離れる方向の
角度をもって導光板３２１に入射する平行光の反射回数よりも少ない。これは、第１回折
格子部材３３０において回折反射される平行光であって、第２回折格子部材３４０に近づ
く方向の角度をもって導光板３２１に入射する平行光の方が、これと逆方向の角度をもっ
て導光板３２１に入射する平行光よりも、導光板３２１の内部を伝播していく光が導光板
３２１の内面と衝突するときの導光板３２１の法線と成す角度が小さくなるからである。
また、第２回折格子部材３４０の内部に形成された干渉縞の形状と、第１回折格子部材３
３０の内部に形成された干渉縞の形状とは、導光板３２１の軸線に垂直な仮想面に対して
対称な関係にある。第１回折格子部材３３０及び第２回折格子部材３４０の導光板３２１
とは対向していない面を、透明樹脂板あるいは透明樹脂フィルムで被覆し、第１回折格子
部材３３０及び第２回折格子部材３４０に損傷が生じることを防止する構造としてもよい
。また、第１面３２２に透明な保護フィルムを貼り合わせ、導光板３２１を保護してもよ
い。
【０１４４】
　後述する実施例４における導光板３２１も、基本的には、以上に説明した導光板３２１
の構成、構造と同じ構成、構造を有する。
【０１４５】
　実施例３の表示装置は、上述したとおり、光学装置３２０が異なる点を除き、実質的に
、実施例１の表示装置と同じ構成、構造を有するので、詳細な説明は省略する。
【実施例４】
【０１４６】
　実施例４は、実施例３の変形である。実施例４の表示装置（頭部装着型ディスプレイ）
における画像表示装置の概念図を図８に示す。実施例４の画像表示装置４００における光
源２５１、コリメート光学系２５２、走査手段２５３、平行光出射光学系（リレー光学系
２５４）等は、実施例２と同じ構成、構造（第２の構成の画像形成装置）を有する。また
、実施例４における光学装置３２０は、実施例３における光学装置３２０と同じ構成、構
造を有する。実施例４の表示装置は、以上の相違点を除き、実質的に、実施例１の表示装
置と同じ構成、構造を有するので、詳細な説明は省略する。
【実施例５】
【０１４７】
　実施例５も、実施例１～実施例４における画像表示装置の変形である。実施例５の表示
装置を正面から眺めた模式図を図９に示し、上方から眺めた模式図を図１０に示す。
【０１４８】
　実施例５にあっては、画像表示装置５００を構成する光学装置５２０は、画像形成装置
１１１Ａ，１１１Ｂから出射された光が入射され、観察者の瞳２１に向かって出射される
半透過ミラーから構成されている。尚、実施例５にあっては、画像形成装置１１１Ａ，１
１１Ｂから出射された光は、ガラス板やプラスチック板等の透明な部材５２１の内部を伝
播して光学装置５２０（半透過ミラー）に入射する構造としているが、空気中を伝播して
光学装置５２０に入射する構造としてもよい。また、画像形成装置は、実施例２において
説明した画像形成装置２１１とすることもできる。
【０１４９】
　各画像形成装置１１１Ａ，１１１Ｂは、フロント部１１に、例えば、ビスを用いて取り
付けられている。また、部材５２１が各画像形成装置１１１Ａ，１１１Ｂに取り付けられ
、光学装置５２０（半透過ミラー）が部材５２１に取り付けられ、調光装置７００が光学
装置５２０（半透過ミラー）に取り付けられている。実施例５の表示装置は、以上の相違
点を除き、実質的に、実施例１～実施例４の表示装置と同じ構成、構造を有するので、詳
細な説明は省略する。
【実施例６】
【０１５０】
　実施例６は、実施例１～実施例５の変形である。実施例１～実施例５にあっては、調光
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装置７００によって着色される色を、黒色の固定色とした。一方、実施例６にあっては、
調光装置を通過する光は、調光装置によって所望の色に着色され、しかも、調光装置によ
って着色される色は可変である。具体的には、調光装置は、赤色に着色される調光装置と
、黄色に着色される調光装置と、青色に着色される調光装置とが積層されて成る。ここで
、赤色に着色される調光装置における電気泳動分散液は、電気泳動粒子として、スチレン
系樹脂とＣ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｒｅｄ １２２とをヘンシェルミキサーにより予備混合
した後、二軸押出機で溶融混練し、冷却後、ハンマーミルを用いて粗粉砕し、次いで、ジ
ェットミルを用いて微粉砕した粒子を、Ｎ，Ｎ－ジメチルプロパン－１，３－ジアミン、
１，２－ヒドロキシオクタデカン酸及びメトキシスルホニルオキシメタン（日本ルーブリ
ゾール株式会社製ソルスパース１７０００）を０．５％含むと共にソルビタントリオレエ
ート（スパン８５）を１．５％含むアイソパーＧ（エクソンモービル有限会社社製）溶液
に分散させて得られた分散液から構成されている。また、黄色に着色される調光装置にお
ける電気泳動分散液は、電気泳動粒子として、スチレン系樹脂とＣ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ
 Ｙｅｌｌｏｗ　１２とをヘンシェルミキサーにより予備混合した後、二軸押出機で溶融
混練し、冷却後、ハンマーミルを用いて粗粉砕し、次いで、ジェットミルを用いて微粉砕
した粒子を、Ｎ，Ｎ－ジメチルプロパン－１，３－ジアミン、１，２－ヒドロキシオクタ
デカン酸及びメトキシスルホニルオキシメタン（日本ルーブリゾール株式会社製ソルスパ
ース１７０００）を０．５％含むと共にソルビタントリオレエート（スパン８５）を１．
５％含むアイソパーＧ（エクソンモービル有限会社社製）溶液に分散させて得られた分散
液から構成されている。更には、青色に着色される調光装置における電気泳動分散液は、
電気泳動粒子として、スチレン系樹脂とＣ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ １とをヘンシ
ェルミキサーにより予備混合した後、二軸押出機で溶融混練し、冷却後、ハンマーミルを
用いて粗粉砕し、次いで、ジェットミルを用いて微粉砕した粒子を、Ｎ，Ｎ－ジメチルプ
ロパン－１，３－ジアミン、１，２－ヒドロキシオクタデカン酸及びメトキシスルホニル
オキシメタン（日本ルーブリゾール株式会社製ソルスパース１７０００）を０．５％含む
と共にソルビタントリオレエート（スパン８５）を１．５％含むアイソパーＧ（エクソン
モービル有限会社社製）溶液に分散させて得られた分散液から構成されている。そして、
各調光装置における電極への電圧の印加を制御することで、３層の調光装置から出射され
る外光に所望の色を着色することができる。
【０１５１】
　以上の点を除き、実施例６の表示装置の構成、構造は、実施例１～実施例５において説
明した表示装置の構成、構造と同様とすることができるので、詳細な説明は省略する。
【実施例７】
【０１５２】
　実施例７は、実施例１の変形であり、しかも、本開示の第２の態様～第３の態様に係る
表示装置に関する。実施例７の表示装置を上方から眺めた模式図を図１１の（Ａ）に示す
。また、照度センサを制御する回路の模式図を図１１の（Ｂ）に示す。
【０１５３】
　実施例７の表示装置は、表示装置の置かれた環境の照度を測定する照度センサ（環境照
度測定センサ）７１１を更に備えており、照度センサ（環境照度測定センサ）７１１の測
定結果に基づき、調光装置７００の透過率を制御する。併せて、あるいは、独立して、照
度センサ（環境照度測定センサ）７１１の測定結果に基づき、画像形成装置１１１，２１
１によって形成される画像の輝度を制御する。周知の構成、構造を有する環境照度測定セ
ンサ７１１は、例えば、光学装置１２０，３２０の外側端部に配置すればよい。環境照度
測定センサ７１１は、図示しないコネクタ及び配線を介して制御装置１８に接続されてい
る。制御装置１８には、環境照度測定センサ７１１を制御する回路が含まれる。この環境
照度測定センサ７１１を制御する回路は、環境照度測定センサ７１１からの測定値を受け
取り、照度を求める照度演算回路、照度演算回路によって求められた照度の値を標準値の
比較する比較演算回路、比較演算回路によって求められた値に基づき、調光装置７００及
び／又は画像形成装置１１１，２１１を制御する環境照度測定センサ制御回路から構成さ
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れているが、これらの回路は周知の回路から構成することができる。調光装置７００の制
御にあっては、調光装置７００の透過率の制御を行い、一方、画像形成装置１１１，２１
１の制御にあっては、画像形成装置１１１，２１１によって形成される画像の輝度の制御
を行う。尚、調光装置７００における透過率の制御と画像形成装置１１１，２１１におけ
る画像の輝度の制御は、それぞれ、独立して行ってもよいし、相関を付けて行ってもよい
。
【０１５４】
　例えば、照度センサ（環境照度測定センサ）７１１の測定結果が所定値（第１の照度測
定値）以上になったとき、調光装置７００の透過率を所定の値（第１の透過率）以下とす
る。一方、照度センサ（環境照度測定センサ）７１１の測定結果が所定値（第２の照度測
定値）以下になったとき、調光装置７００の透過率を所定の値（第２の透過率）以上とす
る。ここで、第１の照度測定値として１０ルクスを挙げることができるし、第１の透過率
として１％乃至３０％のいずれかの値を挙げることができるし、第２の照度測定値として
０．０１ルクスを挙げることができるし、第２の透過率として５１％乃至９９％のいずれ
かの値挙げることができる。
【０１５５】
　尚、実施例７における照度センサ（環境照度測定センサ）７１１を、実施例２～実施例
６において説明した表示装置に適用することができる。また、表示装置が撮像装置を備え
ている場合、撮像装置に備えられた露出測定用の受光素子から照度センサ（環境照度測定
センサ）７１１を構成することもできる。
【０１５６】
　実施例７あるいは次に述べる実施例８の表示装置にあっては、照度センサ（環境照度測
定センサ）の測定結果に基づき、調光装置の透過率を制御し、また、照度センサ（環境照
度測定センサ）の測定結果に基づき、画像形成装置によって形成される画像の輝度を制御
し、また、照度センサ（透過光照度測定センサ）の測定結果に基づき、調光装置の透過率
を制御し、また、照度センサ（透過光照度測定センサ）の測定結果に基づき、画像形成装
置によって形成される画像の輝度を制御するので、観察者が観察する画像に高いコントラ
ストを与えることができるだけでなく、表示装置の置かれた周囲の環境の照度に依存して
画像の観察状態の最適化を図ることができる。
【実施例８】
【０１５７】
　実施例８も、実施例１の変形であり、しかも、本開示の第４の態様～第５の態様に係る
表示装置に関する。実施例８の表示装置を上方から眺めた模式図を図１２の（Ａ）に示す
。また、照度センサを制御する回路の模式図を図１２の（Ｂ）に示す。
【０１５８】
　実施例８の表示装置は、外部環境から調光装置を透過した光に基づく照度を測定する、
即ち、環境光が調光装置を透過して所望の照度まで調整されて入射しているかを測定する
照度センサ（透過光照度測定センサ）７１２を更に備えており、照度センサ（透過光照度
測定センサ）７１２の測定結果に基づき、調光装置７００の透過率を制御する。併せて、
あるいは、独立して、また、照度センサ（透過光照度測定センサ）７１２の測定結果に基
づき、画像形成装置１１１，２１１によって形成される画像の輝度を制御する。周知の構
成、構造を有する透過光照度測定センサ７１２は、光学装置１２０，３２０，５２０より
も観察者側に配置されている。具体的には、透過光照度測定センサ７１２は、例えば、筐
体１１３，２１３の内側面に配置すればよい。透過光照度測定センサ７１２は、図示しな
いコネクタ及び配線を介して制御装置１８に接続されている。制御装置１８には、透過光
照度測定センサ７１２を制御する回路が含まれる。この透過光照度測定センサ７１２を制
御する回路は、透過光照度測定センサ７１２からの測定値を受け取り、照度を求める照度
演算回路、照度演算回路によって求められた照度の値を標準値の比較する比較演算回路、
比較演算回路によって求められた値に基づき、調光装置７００及び／又は画像形成装置１
１１，２１１を制御する透過光照度測定センサ制御回路から構成されているが、これらの
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回路は周知の回路から構成することができる。調光装置７００の制御にあっては、調光装
置７００の透過率の制御を行い、一方、画像形成装置１１１，２１１の制御にあっては、
画像形成装置１１１，２１１によって形成される画像の輝度の制御を行う。尚、調光装置
７００における透過率の制御と画像形成装置１１１，２１１における画像の輝度の制御は
、それぞれ、独立して行ってもよいし、相関を付けて行ってもよい。更に、透過光照度測
定センサ７１２の測定結果が環境照度測定センサ７１１の照度から鑑みて所望の照度まで
制御できていない場合、即ち、透過光照度測定センサ７１２の測定結果が所望の照度にな
っていない場合、若しくは、更に一層の微妙な照度調整が望まれる場合には、透過光照度
測定センサ７１２の値をモニターしながら調光装置の透過率を調整すればよい。
【０１５９】
　尚、実施例８における照度センサ（透過光照度測定センサ）７１２を、実施例２～実施
例６において説明した表示装置に適用することができる。あるいは又、実施例８における
照度センサ（透過光照度測定センサ）７１２と実施例７における環境照度測定センサ７１
１とを組み合わせてもよく、この場合、種々の試験を行い、調光装置７００における透過
率の制御と画像形成装置１１１，２１１における画像の輝度の制御を、それぞれ、独立し
て行ってもよいし、相関を付けて行ってもよい。
【実施例９】
【０１６０】
　以下の実施例９～実施例２２においては、実施例１～実施例８の表示装置の変形例を説
明する。尚、実施例９～実施例２２に関する図面において、調光装置の図示は省略した。
【０１６１】
　実施例９は、実施例１～実施例８の表示装置の変形であり、具体的には、本開示におけ
る第１Ａの表示装置～第１Ｂの表示装置、より具体的には、字幕を表示する表示装置（字
幕表示装置）に関する。実施例９の表示装置において、例えば画像表示装置を構成する導
光板における光の伝播を模式的に図１３に示す。更には、実施例９の表示装置を観察者の
頭部に装着した状態を上方から眺めた図（但し、画像表示装置のみを示し、フレームの図
示は省略）を図１４に示し、実施例９の表示装置を使用している状態の概念図を図１５及
び図１６に示す。また、実施例９の表示装置を構成する制御装置１８の概念図を図１７に
示し、実施例９における画像信号の一例を図１８の（Ａ）に示す。
【０１６２】
　尚、実施例９あるいは後述する実施例１０～実施例１６において、画像形成装置１１１
，２１１の中心から出射され、光学系１１２，２５４の画像形成装置側節点を通過した光
線（中心光線）の内、光学装置１２０，３２０，５２０に垂直に入射する中心入射光線Ｃ
Ｌが光学装置１２０，３２０，５２０に入射する点を光学装置中心点Ｏとし、光学装置中
心点Ｏを通過し、光学装置１２０，３２０，５２０の軸線方向と平行な軸線をＸ軸、光学
装置中心点Ｏを通過し、光学装置１２０，３２０，５２０の法線と一致する軸線をＹ軸と
する。尚、第１偏向手段１３０，３３０の中心点が、光学装置中心点Ｏである。
【０１６３】
　フロント部１１の中央部分には、ＣＣＤあるいはＣＭＯＳセンサーから成る固体撮像素
子とレンズ（これらは図示せず）とから構成された撮像装置（図示せず）が、適切な取付
部材（図示せず）によって取り付けられている。撮像装置からの信号は、撮像装置から延
びる配線（図示せず）を介して、画像形成装置１１１Ａ，２１１に送出される。
【０１６４】
　配線（信号線や電源線等）１５は、上述したとおり、制御装置（制御回路）１８に接続
されている。制御装置１８には、画像信号（例えば、文字データ）が無線によって送られ
てくる。そして、制御装置１８において、画像信号（文字データ）には画像表示（例えば
、字幕表示）のための処理がなされる。制御装置１８は周知の回路から構成することがで
きる。
【０１６５】
　図１７に示すように、制御装置１８は、後述する文字データ無線送信装置３２を介して
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無線によって送られてくる画像信号（コマンドを含む）を受信するコマンド受信回路１８
Ａ、コマンド受信回路１８Ａからの画像信号を受け取り、各種の解析及び処理を行う信号
処理回路１８Ｂ、信号処理回路１８Ｂからの各種データを受け取り、各種の信号を送出す
るタイミング調整回路１８Ｃ、タイミング調整回路１８Ｃからの各種の信号を受け取り、
表示位置から画像を再生するようタイミングを調整し、配線１５を介して画像信号を各画
像形成装置１１１（１１１Ａ，１１１Ｂ），２１１へと送出する送信回路１８Ｄから構成
されている。制御装置１８は、更に、受信した画像信号を表示するためのタイミング信号
を発生するタイミング発生回路１８Ｅを備えており、タイミング発生回路１８Ｅからの各
種タイミングクロック、タイミング信号に基づいて、タイミング調整回路１８Ｃにおいて
タイミングの調整が図られる。
【０１６６】
　図１８の（Ａ）に示すように、画像信号は、例えば、コマンド開始フラグである「ＳＹ
ＮＣ」、コマンド種別特定ＩＤである「ＭＳＧ＿ＩＤ」、コマンド全体の長さを示すデー
タ「ＬＥＮＧ」、画像の水平方向表示開始位置を示すデータ「ＰＯＳ＿Ｘ」、画像の垂直
方向表示開始位置を示すデータ「ＰＯＳ＿Ｙ」、表示すべき画像のデータ「ＤＡＴＡ」、
及び、コマンドエラーチェック「ＦＣＳ」から構成されている。
【０１６７】
　実施例９の表示装置における画像（例えば、字幕）の表示について、以下、説明する。
【０１６８】
　即ち、実施例９の表示装置にあっては、少なくとも一方の画像表示装置（実施例９にお
いては、右眼用及び左眼用の２つの画像表示装置１００，２００，３００，４００，５０
０）を構成する画像形成装置１１１，２１１への画像信号（文字データ、入力画像信号、
入力画像データ）を制御することで、観察者の観察位置に依存して輻輳角を調整し、ある
いは又、この少なくとも一方の画像表示装置を構成する光学装置において表示される画像
の位置を観察者の観察位置に依存して調整する。尚、実施例９においては、輻輳角の調整
と、観察者の観察位置に依存した画像の位置の調整の両方を行うが、いずれか一方のみを
行ってもよい。
【０１６９】
　具体的には、無線で（場合によっては有線で）、画像信号を制御装置１８に送る。そし
て、制御装置１８において、画像信号に対して画像表示のための処理が行われ、データ「
ＤＡＴＡ」に基づき、画像形成装置１１１，２１１において画像（字幕）を生成する。こ
の画像は、光学系１１２，２５４、光学装置１２０，３２０，５２０を介して、最終的に
、表示装置を装着した観察者（観客）の両眼に到達する。
【０１７０】
　そして、左眼用及び右眼用の画像表示装置１００，２００，３００，４００，５００に
よって表示される画像が、所望の位置（例えば、舞台の所望の位置やスクリーン）と一致
するように（重なり合うように）、制御装置１８を介して、具体的には、制御装置１８に
配置されたスイッチ（図示せず）を用いて、光学装置１２０，３２０，５２０に表示され
た画像を左右、上下に移動させ、また、回転移動させる。即ち、例えば、図１４における
点「Ａ」が所望の位置となるように、光学装置１２０，３２０，５２０に表示された画像
を左右、上下に移動させ、また、回転移動させる。このように、制御装置１８に配置され
たスイッチの操作によって、画像信号の制御が行われる。即ち、制御装置１８内で表示位
置補正信号が生成され、画像信号に表示位置補正信号が加えられる。
【０１７１】
　左眼用及び右眼用の画像表示装置１００，２００，３００，４００，５００によって表
示される画像が、所望の位置において、左右にずれている状態を模式的に図１９の（Ａ）
に示し、上下にずれている状態を模式的に図１９の（Ｂ）に示し、回転した状態でずれて
いる状態を模式的に図１９の（Ｃ）に示す。ここで、図１９の（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）
における右手側の図は、右眼用の画像表示装置１００，２００，３００，４００，５００
によって表示される画像を示し、図１９の（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）における左手側の図
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は、左眼用の画像表示装置１００，２００，３００，４００，５００によって表示される
画像を示す。また、図１９の（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）における右手側の図における点線
は、左眼用の画像表示装置１００，２００，３００，４００，５００によって表示される
画像を重ね合わせて示すものである。
【０１７２】
　ここで、画像（文字）の水平方向の移動のためには、表示位置補正信号として、画像信
号に基づく画像の水平方向の位置を＋ｉ画素あるいは－ｉ画素分、変える信号を制御装置
１８において生成すればよい。あるいは又、水平同期信号のタイミングを＋ｉ画素あるい
は－ｉ画素分、変える信号を制御装置１８において生成すればよい。また、画像（文字）
の垂直方向の移動のためには、表示位置補正信号として、画像信号に基づく画像の垂直方
向の位置を＋ｊ画素あるいは－ｊ画素分、変える信号を制御装置１８において生成すれば
よく、あるいは又、垂直同期信号のタイミングを＋ｊ画素あるいは－ｊ画素分、変える信
号を制御装置１８において生成すればよい。即ち、画像のメモリ読み出し位置を、タイミ
ング的に、遅らす、又は、早めることにより実現することができ、あるいは、垂直同期信
号と水平同期信号のタイミングをずらすことによって実現することができる。更には、画
像（文字）の回転移動のためには、周知の方法に基づく画像の回転のための信号を表示位
置補正信号として、制御装置１８において生成すればよい。
【０１７３】
　そして、左眼用及び右眼用の画像表示装置１００，２００，３００，４００，５００に
よって表示される画像が所望の位置で一致したときの（重なり合ったときの）表示位置補
正信号を制御装置１８に記憶させる。このような操作は、例えば、制御装置１８に設けら
れたボタン（図示せず）を用いることで行うことができる。そして、このような操作は、
例えば、観察者が座席に着席した後、一度、行えばよい。また、このような操作には、例
えば、図１９に示したような水平の方向に延びる線、垂直方向に延びる線、斜め方向に延
びる線の組合せといった、一種のテストパターンを用いればよい。こうして、少なくとも
一方の画像表示装置１００，２００，３００，４００，５００を構成する光学装置１２０
，３２０，５２０において表示される画像の位置を制御し、以て、２つの画像表示装置１
００，２００，３００，４００，５００における２つの画像の相互の位置を調整すること
ができる。即ち、輻輳角の調整と、観察者の観察位置に依存した画像の位置の調整の両方
を行うことができる。
【０１７４】
　表示位置補正信号は、上述したとおり、制御装置（制御回路、制御手段）１８に記憶さ
れる。制御装置１８には、例えば、周知の構成を有する文字データ再生装置３１や画像デ
ータ及び文字データ再生装置３１’によって再生された画像信号（文字データ）が、文字
データ無線送信装置３２を介して無線によって送られてくる。画像信号の送出の開始は、
例えば、映画等の進行状況に応じて、あるいは又、芝居等の進行状況に応じて、所定のス
ケジュール、時間配分に基づき、作業者の操作によって、あるいは、コンピュータ等の制
御下、行えばよい。そして、制御装置１８において、画像信号に対して画像表示のための
処理がなされる。即ち、制御装置１８において画像信号（具体的には、データ「ＰＯＳ＿
Ｘ」，「ＰＯＳ＿Ｙ」）に表示位置補正信号が加えられる。こうして、表示装置から観察
対象物までの距離に基づき、少なくとも一方の画像表示装置（実施例９においては、右眼
用及び左眼用の２つの画像表示装置１００，２００，３００，４００，５００）を構成す
る画像形成装置１１１，２１１への画像信号を制御することで、即ち、右眼用及び左眼用
の２つの画像表示装置１００，２００，３００，４００，５００によって得られる２つの
画像の水平方向の距離（間隔）を調整することで、表示装置から観察対象物までの距離に
対応した輻輳角の調整を行うことができる。具体的には、例えば、表示装置から観察対象
物までの距離が遠くなるほど、輻輳角を小さくすればよい。また、右眼用及び左眼用の２
つの画像表示装置１００，２００，３００，４００，５００によって得られる２つの画像
を平行移動させることで、画像表示装置１００，２００，３００，４００，５００を構成
する光学装置１２０，３２０，５２０において表示される画像の位置を観察者の観察位置
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に依存して調整することができる。具体的には、例えば、表示装置に対して観察対象物が
垂直方向に或る角度を持った位置にある場合（例えば、映画館で前の席の方に座るとスク
リーンを見上げる格好になる場合）、表示される画像（字幕）の位置を上方に移動させる
ことで、観察者が外界の像（観察対象物）に画像を重畳して見るとき、注視する外界の像
と画像の表示位置が大きく離れることが無くなり、画像を容易に視認することが可能とな
る。あるいは又、映画や舞台等では予め決められたシナリオに即して公演が進行する。従
って、画像を重畳するときのスクリーンや舞台の像（観察対象物）を予測することが可能
である。また、台詞を述べる登場人物等といった音声発生源に基づき、スクリーンや舞台
における登場人物等の位置を予測することも可能である。それ故、このような予測に基づ
き、画像表示装置１００，２００，３００，４００，５００を構成する光学装置１２０，
３２０，５２０において表示される画像の位置を観察者の観察位置に依存して調整するこ
とで、光学装置１２０，３２０，５２０において、視認性の良い位置に画像（字幕）を表
示することが可能となる。
【０１７５】
　あるいは又、画像形成装置１１１，２１１への画像信号に加え、観察者（表示装置）か
ら観察対象物までの観察位置情報（距離情報）が、外部から表示装置に送出される構成と
してもよい。このような信号のフォーマットの概念図の一例を図２０の（Ａ）に示す。そ
して、このような構成にあっては、この観察位置情報（距離情報）に基づき、画像信号に
基づく画像の水平方向の位置を＋ｋ画素分あるいは－ｋ画素分、変える信号（表示位置補
正信号、輻輳角制御信号）を制御装置１８において生成すればよい。画像の水平方向の位
置を１画素、変化させると、輻輳角がどの程度、変化し、あるいは又、虚像距離がどの程
度、変化するかを、予め、調べておき、制御装置１８にこれらの関係を記憶しておけばよ
い。尚、この信号に、画像の水平方向の位置を＋ｉ画素あるいは－ｉ画素分、変える表示
位置補正信号、画像の垂直方向の位置を＋ｊ画素あるいは－ｊ画素分、変える表示位置補
正信号、更には、画像の回転のための表示位置補正信号が加重されて、画像形成装置１１
１，２１１へ送出される構成とすることもできる。このように、観察位置情報（あるいは
、左右の画像シフト量）によって、右眼用及び左眼用の２つの画像表示装置１００，２０
０，３００，４００，５００によって得られる２つの画像を移動させることで、虚像を所
望の位置に配することができる。即ち、画像表示装置１００，２００，３００，４００，
５００を構成する光学装置１２０，３２０，５２０において表示される２つの画像の水平
方向の距離（間隔）を調整することで、表示装置から観察対象物までの距離に対応した輻
輳角の調整を行うことができる。また、右眼用及び左眼用の２つの画像表示装置１００，
２００，３００，４００，５００によって得られる２つの画像を平行移動させることで、
虚像を所望の位置に配することができる。即ち、画像表示装置１００，２００，３００，
４００，５００を構成する光学装置１２０，３２０，５２０において表示される画像の位
置を観察者の観察位置に依存して調整することができる。
【０１７６】
　図２０の（Ｂ）に基づき、表示装置から観察対象物までの距離に対応した輻輳角の調整
の説明を行う。ここで、画像表示装置によって表示される画像信号に基づく画像（文字）
の虚像距離を『ａ』とし、このときの画像に対する輻輳角（Ｘ軸方向）を『α』とする。
また、『γ』を、虚像距離ａから『ｃ』だけ遠ざかった場合の画像における輻輳角とし、
『β』を、虚像距離ａから『ｂ』だけ近づいた場合の画像における輻輳角とする。更には
、左右の瞳間距離を『Ｄ』とする。ここで、仮に、
Ｄ＝６１．５ｍｍ
ａ＝４０００ｍｍ
とすると、
α＝５３分（５３’）
となる。
【０１７７】
　画像形成装置における１画素を、３分（３’）と定義する。ここで、画像表示位置を、
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所定の位置から水平方向に１画素分、内側にずらしたとすると、
β＝５６分（５６’）
となり、
ｂ＝２２５ｍｍ
となる。一方、画像表示位置を、所定の位置から水平方向に１画素分、外側にずらしたと
すると、
γ＝５０分（５０’）
となり、
ｃ＝２２８ｍｍ
となる。また、
ａ＝８０００ｍｍ
とした場合は、１画素分、画像をシフトさせると、虚像距離を約１ｍ、シフトさせること
ができる。
【０１７８】
　このように、画像表示位置を所定の位置から水平方向に所望の画素分、ずらすことで、
輻輳角の調整を行うことができる。云い換えれば、右眼用及び左眼用の２つの画像表示装
置１００，２００，３００，４００，５００を構成する画像形成装置１１１，２１１への
画像信号を、表示位置補正信号によって制御することで、表示装置から観察対象物までの
距離に対応した輻輳角の正確な調整を行うことができ、その結果、観察対象物と観察者（
観客）との間の距離と、画像表示装置によって表示される画像（字幕）の虚像距離とを等
しくすることができ、あるいは又、出来るだけ等しくすることができ、観察対象物を眺め
る観察者（観客）が、左程、焦点を変更、変化させること無く、自然に画像表示装置によ
って表示される画像を眺めることができる。
【０１７９】
　尚、虚像距離をａ、輻輳角αは、以下の関係が成立することが望ましい。
ａ×ｔａｎ（α／２）＝Ｄ／２
ここで、Ｄ（単位：ｍｍ）は、例えば、
５６≦Ｄ≦７４
を満足する。αの値が０である場合、「ａ」の値は無限大である。但し、観察者の移動速
度に応じて虚像距離ａと輻輳角αとが独立して算出される訳ではなく、どちらか一方の対
応関係のみが規定されることで、他方は自動的に決定される。
【０１８０】
　表示装置から観察対象物までの距離を測定する位置測定手段（距離測定装置）を更に備
えており、位置測定手段（距離測定装置）によって観察位置情報（距離情報）を得る構成
としてもよい。位置測定手段（距離測定装置）として、例えば、撮像装置を、オートフォ
ーカス機能付き撮像装置（パッシブ方式の距離測定装置を有する撮像装置）とすればよい
。あるいは又、制御装置１８にボタンやスイッチを設け、手動にて表示装置から観察対象
物までの距離を設定してもよい。これらの構成によっても、制御装置１８内で適切な表示
位置補正信号が生成され、画像信号に表示位置補正信号が加えられる。あるいは又、映画
館や劇場等において観察者（観客）が着席する座席の位置に応じて輻輳角や、光学装置に
おいて表示される画像（字幕）の位置、虚像位置、虚像距離が予め設定された表示装置を
、観察者（観客）に貸し出してもよい。このような構成にあっては、予め、適切な表示位
置補正信号が決定され、制御装置１８内に記憶されており、画像信号に表示位置補正信号
が加えられる。
【０１８１】
　表示装置を例えば劇場にて使用する場合、芝居等におけるその内容や進行状況、背景等
を説明するための説明文を画像として表示装置に表示すればよいが、虚像距離を所望の距
離とすることが要求される。即ち、観劇者の座る位置によって、観察対象物と観察者（観
客）との間の距離と、画像表示装置によって表示される画像（例えば文字）の虚像距離が
変化する。従って、観劇者の位置に依存して、虚像距離の最適化を図る必要があるが、実
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施例９の表示装置にあっては、上述したとおり、表示装置から観察対象物までの距離に対
応した輻輳角の最適化が図られているので、観劇者の位置に依存して虚像距離が最適化さ
れている。また、場面によって、虚像距離を変化させたい場合があるが、このような場合
、観察者（表示装置）から観察対象物までの観察位置情報（距離情報）を外部から表示装
置に送出することで、容易に対処することができる。
【０１８２】
　あるいは又、観察者（観客、使用者）が、虚像距離を所望の距離に設定したり、虚像位
置を所望の位置に設定することも可能である。具体的には、制御装置１８にスイッチやボ
タンを配し、これを観察者が操作することにより、所望の距離あるいは位置に虚像を配置
させることが可能である。例えば、背景が変化した場合、任意に虚像距離や虚像位置を変
更することが可能である。このような操作は、例えば、画像信号に基づき自動的に行うこ
とができるし、あるいは又、観察対象物の観察時、適宜、観察者が行えばよく、このよう
な操作は、具体的には、制御装置１８において画像信号に表示位置補正信号、輻輳角制御
信号を加える操作である。あるいは又、後述する移動装置４０を作動させる操作である。
そして、これによって、観客が視線を余り動かさずに、例えば、画像（例えば、字幕等の
文字）を確実に読むことが可能となるし、観客のそれぞれに適した画像（例えば、字幕等
、より具体的には、例えば、異なる言語に基づく字幕等）を、容易に、同時に表示するこ
とができる。
【０１８３】
　画像信号はデジタル化されたデータであり、表示の前に、予め、作成されている。画像
の表示位置は、観察対象物を眺めたときに邪魔にならない位置とすればよい。また、画像
の表示は、具体的には、上述したとおり、例えば、所定のスケジュール、時間配分等に基
づき、あるいは又、観察対象物の進行状況に応じて、文字データ再生装置３１や画像デー
タ及び文字データ再生装置３１’に備えられたコンピュータ（図示せず）の制御下、文字
データ無線送信装置３２によって制御装置１８に無線にて送出される。
【０１８４】
　実施例９の表示装置において、画像信号として、文字データだけでなく、表示すべき文
字に関する輝度データや色度データを含めれば、画像（例えば、字幕等）の文字が、文字
の背景に依存して視認し難くなることを確実に防止することができる。尚、輝度データと
して、画像表示装置を通して眺めた観察対象物（登場人物や背景等）を含む所定の領域（
例えば、舞台全体の下方三分の一に相当する領域）の輝度に対応した輝度データを例示す
ることができる。また、色度データとして、画像表示装置を通して眺めた観察対象物を含
む所定の領域の色度に対応した色度データとすることができる。特に、半透過型（シース
ルー型）の光学装置越しに見るスクリーンや舞台等の明るさと、光学装置に表示される文
字の明るさや色のバランスが一定の範囲にないと、字幕やスクリーン、舞台等を良好に観
察することが困難となる場合があるが、表示すべき文字の明るさや色をスクリーンや舞台
等に合わせることができ、文字を良好に視認することができる。即ち、観察者（観客）が
眺めた観察対象物等の説明等のための文字が、文字の背景に依存して視認し難くなること
を確実に防止することが可能である。そして、実施例９の表示装置の使用においては、例
えば、観劇にあっては、適切なタイミングで観察対象物に関連した文字（例えば、劇の状
況や背景に関する説明文、登場人物の説明文、登場人物の会話等）を画像表示装置１００
，２００，３００，４００，５００において表示すればよい。具体的には、例えば、芝居
の進行状況に応じて、作業者の操作によって、あるいは、コンピュータ等の制御下、文字
データを画像表示装置１００，２００，３００，４００，５００に送出し、文字を画像表
示装置１００，２００，３００，４００，５００にて表示すればよい。
【０１８５】
　更には、虚像位置が固定されると、目が疲れると云われている。焦点が固定されると、
眼球の動きが少なくなるためである。それ故、適度に虚像距離を変化させ、あるいは、虚
像位置を動かすことにより、目の疲れを低減させる効果がある。即ち、２つの光学装置に
よって形成される虚像位置、あるいは、２つの光学装置によって形成される虚像の２つの
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光学装置からの距離（虚像距離）を、経時的に変化させてもよい。具体的には、例えば、
５分に１回、画像の水平方向の位置を、例えば、画像形成装置における＋２画素分、例え
ば、１分間に亙り、変化させた後、元に戻せばよい。
【実施例１０】
【０１８６】
　実施例１０は、本開示における第１Ｃの表示装置に関する。実施例１０の表示装置の基
本的な構成、構造は、実施例９の表示装置の基本的な構成、構造と同様とすることができ
るので、詳細な説明は省略する。
【０１８７】
　実施例１０の表示装置にあっては、画像形成装置へ画像信号が入力されてから所定の時
間が経過した後、画像形成装置における画像形成を停止する。画像形成装置における画像
形成を停止するためには、即ち、表示装置における省電力モード等への移行のためには、
画像信号に、画像表示装置における画像表示時間を表す信号や、画像形成装置における画
像形成の停止を指示する信号を加重する。
【０１８８】
　このような実施例１０における画像信号の一例を図１８の（Ｂ）に示すが、図１８の（
Ａ）に示した実施例９における画像信号に、画像表示装置における画像表示時間を表す信
号である画像表示時間を示すデータ「ＴＩＭＥ」が加わっている。制御装置１８において
は、データ「ＴＩＭＥ」の時間長さ（Ｔ秒）だけ、画像表示装置において画像（字幕）を
表示し、その後、画像表示装置において画像（字幕）の表示を中止し、更には、コマンド
受信回路１８Ａのみを動作させ、コマンド受信回路１８Ａからの指令に基づき、信号処理
回路１８Ｂ、タイミング調整回路１８Ｃ、送信回路１８Ｄ及びタイミング発生回路１８Ｅ
の動作を停止させる省電力モード等へ移行する。そして、コマンド受信回路１８Ａが再び
画像信号を受け取ったならば、コマンド受信回路１８Ａからの指令に基づき、信号処理回
路１８Ｂ、タイミング調整回路１８Ｃ、送信回路１８Ｄ及びタイミング発生回路１８Ｅの
動作を再開する。
【０１８９】
　このように、実施例１０の表示装置にあっては、画像形成装置へ画像信号が入力されて
から所定の時間が経過した後、画像形成装置における画像形成を停止する。即ち、所定の
時間経過後に表示装置における省電力モード等へ移行するので、表示装置における電力の
浪費といった問題が生じることがない。
【実施例１１】
【０１９０】
　実施例１１は、実施例９～実施例１０における画像表示装置の変形である。実施例１１
の表示装置において、画像表示装置を構成する導光板等の配置状態を示す概念図を、図２
１（Ａ）及び（Ｂ）に示し、実施例１１における表示装置を横から眺めた模式図を図２２
に示す。
【０１９１】
　実施例９～実施例１０にあっては、図１３に示したように、画像表示装置１００，３０
０において、画像形成装置１１１，２１１の中心から出射され、光学系１１２，２５４の
画像形成装置側節点を通過した中心入射光線ＣＬは、導光板１２１，３２１に垂直に衝突
する設計となっている。即ち、中心入射光線ＣＬは、導光板１２１，３２１へ、入射角０
度で入射する設計となっている。そして、この場合、表示される画像の中心は、導光板１
２１，３２１の第１面１２２，３２２の垂線方向に一致する。
【０１９２】
　即ち、画像表示装置１００で代表させるこのような画像表示装置にあっては、図１３に
示したように、コリメート光学系１１２の光軸上にある画像形成装置１１１，２１１の中
心から出射する中心入射光線ＣＬは、コリメート光学系１１２にて略平行光に変換された
後、導光板１２１の第１面（入射面）１２２に垂直に入射する。そして、第１偏向手段１
３０により第１面１２２と第２面１２３との間で全反射されながら、伝播方向Ａに沿って
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進む。続いて、この中心入射光線ＣＬは、第２偏向手段１４０により反射、回折され、導
光板１２１の第１面１２２から垂直に出射され、観察者（観客）の瞳２１に達する。
【０１９３】
　シースルー型の表示装置において、観察者（観客）が、水平の方向に位置する観察対象
物を眺めたときに、光学装置１２０，３２０，５２０が邪魔にならないようにするために
は、観察者の水平の方向の視線（観察者の水平方向視線）よりも、光学装置１２０，３２
０，５２０を下側にずらして配置することが好ましい。このような場合、画像表示装置１
００，３００、全体を、観察者の水平方向視線の下側に配置する。ところで、このような
構成にあっては、図２４に示すように、画像表示装置１００、全体を、角度θ”だけ傾け
る必要があり、観察者の頭部への装着のための眼鏡型のフレームの取付部（テンプル部）
との関係から、画像表示装置１００を傾けることができる角度θ”が制限されたり、デザ
イン自由度が低くなる場合がある。それ故、観察者の水平方向視線の邪魔にならないよう
に、高い自由度での配置を可能とし、しかも、高いデザイン自由度を有する画像表示装置
とすることが、一層、望ましい。
【０１９４】
　実施例１１にあっては、中心入射光線ＣＬは、ＸＹ平面と０度以外の角度（θ）で交わ
る構成とした。更には、中心入射光線ＣＬはＹＺ平面に含まれる構成とした。更には、実
施例１１あるいは後述する実施例１２において、光学系１１２，２５４の光軸は、ＹＺ平
面に含まれ、且つ、ＸＹ平面と０度以外の角度、具体的には、角度θで交わる（図２１の
（Ａ）及び（Ｂ）参照）。また、実施例１１あるいは後述する実施例１２において、ＸＹ
平面が水平面と一致すると仮定したとき、中心入射光線ＣＬがＸＹ平面と交わる角度θは
仰角である。即ち、ＸＹ平面の下側から中心入射光線ＣＬがＸＹ平面に向い、ＸＹ平面と
衝突する。そして、ＸＹ平面は垂直面と０度以外の角度、具体的には、角度θで交わる。
【０１９５】
　実施例１１にあっては、θ＝５度とした。より具体的には、このような構成にあっては
、中心入射光線ＣＬ（図２２では、点線で示す）は、水平面に含まれる。そして、光学装
置１２０，３２０，５２０は、垂直面に対して角度θだけ傾いている。云い換えれば、光
学装置１２０，３２０，５２０は、水平面に対して角度（９０－θ）度だけ傾いている。
また、光学装置１２０，３２０，５２０から出射される中心入射光線ＣＬ’（図２２では
、一点鎖線で示す）は、水平面に対して角度２θだけ傾いている。即ち、観察者が、水平
の方向、無限遠方の対象物を眺めたとき、光学装置１２０，３２０，５２０から出射され
、観察者の瞳に入射する中心入射光線ＣＬ’は俯角θ’（＝２θ）をなす（図２２参照）
。中心入射光線ＣＬ’が光学装置１２０，３２０，５２０の法線と成す角度はθである。
図２１の（Ａ）あるいは後述する図２３の（Ａ）においては、光学装置１２０，３２０，
５２０から中心入射光線ＣＬ’が出射される点を「Ｏ’」で示し、点Ｏ’を通過するＸ軸
、Ｙ軸、Ｚ軸と平行な軸線をＸ’軸、Ｙ’軸、Ｚ’軸で表している。
【０１９６】
　実施例１１の画像表示装置にあっては、中心入射光線ＣＬは、ＸＹ平面と０度以外の角
度（θ）で交わる。ここで、光学装置から出射され、観察者（観客）の瞳に入射する中心
入射光線ＣＬ’は俯角θ’をなすが、
θ’＝２θ
の関係にある。一方、図２４に示した例にあっては、同じ俯角を得ようとする場合、画像
表示装置の全体を角度θ”だけ傾ける必要があるが、ここで、θ”とθの関係は、
θ”＝２θ
であり、結局、図２４に示した例にあっては、光学装置を垂直面に対して２θだけ、傾け
なければならない。一方、実施例１１にあっては、光学装置を垂直面に対してθだけ、傾
ければよいし、画像形成装置を水平に保持すればよい。従って、画像表示装置を眼鏡型の
フレームの取付部に取り付けるときの画像表示装置の取付け角度に対する制限が少なく、
高いデザイン自由度を得ることができる。また、光学装置の垂直面に対する傾きが、図２
４に示した例よりも小さいので、外光が光学装置にて反射し、観察者（観客）の瞳に入射
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するといった現象が生じ難い。それ故、より高品質の画像の表示を行うことができる。
【０１９７】
　実施例１１の表示装置は、以上の相違点を除き、実施例９～実施例１０の表示装置と同
じ構成、構造を有するので、詳細な説明は省略する。
【実施例１２】
【０１９８】
　実施例１２は、実施例１１における画像表示装置の変形である。実施例１２における画
像表示装置を構成する導光板等の配置状態を示す概念図を図２３の（Ａ）及び（Ｂ）に示
す。ここで、実施例１２にあっては、光学系（平行光出射光学系，コリメート光学系）１
１２の光軸は、ＹＺ平面と平行であり、ＸＹ平面と平行であり、且つ、画像形成装置１１
１，２１１の中心から外れた位置を通過する。このような構成とすることで、中心入射光
線ＣＬは、ＹＺ平面に含まれ、しかも、ＸＹ平面と仰角θをなして交わる。実施例１２の
表示装置は、以上の相違点を除き、実施例９～実施例１１の表示装置と同じ構成、構造を
有するので、詳細な説明は省略する。
【実施例１３】
【０１９９】
　実施例１３～実施例１６は、実施例９～実施例１２にて説明した表示装置の変形であり
、実施例１３は、本開示における第３Ａの表示装置に関する。実施例１３あるいは後述す
る実施例１４～実施例１６の表示装置の基本的な構成、構造は、実施例９～実施例１２に
て説明した表示装置の基本的な構成、構造と同様とすることができるので、詳細な説明は
省略する。
【０２００】
　実施例１３の表示装置にあっても、演劇において演劇者の会話等を字幕として表示装置
において表示する。周知の回路構成から構成された制御装置６１８に備えられたメモリカ
ードから成る記憶手段（図示せず）にはデータ群が記憶されている。ここで、実施例１３
において、データ群は、演劇での演劇者の会話等を、例えば、１場面、１場面、編集した
、文字列を画像とした画像データである文字データの集合体とした。画像データ（画像信
号）のファイル形式は本質的に任意である。図２５に、データ群を構成する画像信号（文
字データ）のデータ構造を概念的に図示する。ここで、データ群を構成する各文字データ
には指定識別符号が付されている。指定識別符号は、例えば数字から成る。
【０２０１】
　実施例１３における送信装置（送信手段）６５１のシステム構成ブロック図、及び、表
示装置における制御装置６１８のシステム構成ブロック図を、それぞれ、図２６の（Ａ）
及び（Ｂ）に示し、実施例１３における送信装置６５１での送信処理の流れを説明する図
を図２７に示し、実施例１３における制御装置６１８での受信処理の流れを説明する図を
図２８に示す。
【０２０２】
　周知の回路構成から成る送信装置６５１には、例えば、パーソナルコンピュータ６５２
、及び、周知の液晶表示装置から成る表示装置６５３が備えられている。そして、この表
示装置６５３には、図２９に示すように、例えば、指定識別符号、データ群を構成する複
数の文字データ、及び、各文字データの全表示時間、更には、輝度情報が表示されている
。尚、この表示装置６５３には、更に、文字データを構成する表示データ（異サイズ・表
示データや異言語・表示データ）を表示する領域が設けられているし、送信装置６５１か
らの各種情報を受信する表示装置の台数を表示する領域も設けられている。更には、全表
示時間Ｔtotalに対する表示時間情報ＴInfの割合を「横棒」によって表示する領域も設け
られている。「指定識別符号等の表示領域」において、斜線を付した部分はカーソルが置
かれ、表示色が反転した行を示している。
【０２０３】
　そして、演劇において演劇者の或る会話が開始する直前、外部から指定識別符号及び表
示時間情報が所定の時間間隔で制御装置６１８に送られる。尚、表示時間情報に相当する



(48) JP 2012-252091 A 2012.12.20

10

20

30

40

50

時間は、本開示における第１Ｃの表示装置あるいは本開示における第３Ａの表示装置にお
ける所定の時間に相当する。具体的には、例えば、パーソナルコンピュータ６５２に備え
られたポインティングデバイスやキーボード（これらは図示せず）を作業者が操作するこ
とで、表示装置６５３に表示された指定識別符号、データ群を構成する複数の文字データ
、及び、各文字データの全表示時間が表示された行を指定することで、パーソナルコンピ
ュータ６５２は、指定された指定識別符号及び全表示時間を読み出し、表示時間情報を求
め、表示パケットを作成し、同期信号と共に、指定識別符号及び表示時間情報を、表示装
置における制御装置６１８に向けて送信する。尚、ポインティングデバイスとして、例え
ば、ジョイスティック、ポインティング・スティック（トラックポイント）、タッチパッ
ド、タッチパネル、スタイラスペン、データグローブ、トラックボール、ペンタブレット
、マウス、ライトペン、ジョイパッドを例示することができる。
【０２０４】
　具体的には、前述したとおり、表示時間情報ＴInfは、全表示時間Ｔtotal及び所定の時
間間隔Ｔintを用いて、
ＴInf（ｍ）＝Ｔtotal－（ｍ－１）×Ｔint

で表すことができる。そして、外部（送信装置６５１）から、指定識別符号及び表示時間
情報ＴInfが所定の時間間隔Ｔintで制御装置６１８に送られる。例えば、
Ｔtotal＝１０．０秒
Ｔint　＝０．１秒
とすると、第１回目（ｍ＝１）に外部（送信装置６５１）から指定識別符号及び表示時間
情報が制御装置６１８に送られてきたときの表示時間情報ＴInf（ｍ）は、
ＴInf（１）＝１０．０秒
である。
【０２０５】
　送信装置６５１内では、ＴInf＝０（秒）となったかを調べ、ＴInfが０秒ではない場合
、タイマー待ちとして、ＴInfをＴint（具体的には、０．１秒）だけ減じ、Ｔint（具体
的には、０．１秒）が経過した後、再び、今度は、
ＴInf（２）＝９．９秒
として、指定識別符号及び表示時間情報ＴInf（２）を送出する。これを、ＴInf＝０（秒
）となるまで、繰り返す。
【０２０６】
　制御装置６１８においては、指定識別符号及びデータ識別符号を受信すると、送られて
きた指定識別符号とデータ識別符号が一致する文字データを記憶手段から読み出す。そし
て、送られてきた表示時間情報ＴInfに相当する時間の間、この文字データに基づく画像
を画像形成装置１１１，２１１において表示する。ここで、画像形成装置１１１，２１１
において画像の表示が開始された場合には、それ以降に外部（送信装置６５１）から同じ
指定識別符号及び異なる表示時間情報ＴInfが制御装置６１８に送られてきても、制御装
置６１８はこれらの指定識別符号及び表示時間情報ＴInfを無視して、画像を表示し続け
る。このような動作にあっては、制御装置６１８において、フラグ（受信完了フラグ）を
立てればよい。一方、第１回目から第（ｍ’－１）回目まで、送信装置６５１からの指定
識別符号及び／又は表示時間情報ＴInfの受信に制御装置６１８が何らかの理由で失敗し
、第ｍ’回目に、初めて、送信装置６５１からの指定識別符号及び表示時間情報ＴInf（
ｍ’）の受信に制御装置６１８が成功した場合、
ＴInf（ｍ’）＝Ｔtotal－（ｍ’－１）×Ｔint

の時間の間、文字データに基づく画像を画像形成装置１１１，２１１において表示する。
【０２０７】
　このように、実施例１３にあっては、外部から送られてきた指定識別符号及び／又は表
示時間情報の受信が制御装置１８において失敗した場合でも、再度、あるいは、繰り返し
、指定識別符号及び表示時間情報の受信を試行することができる。それ故、指定識別符号
及び表示時間情報を確実に受信することができる。その結果、例えば、複数の表示装置に
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おいて指定識別符号及び表示時間情報を受信する場合でも、複数の表示装置において、確
実に、同時に同じ画像の表示が可能となるし、表示装置において画像が表示できないとい
う問題の発生を確実に回避することができる。
【０２０８】
　実施例１３においては、更に、輝度情報によって輝度を制御した状態で、画像を画像形
成装置１１１，２１１において表示することができる。具体的には、指定識別符号及び表
示時間情報に加え、光学装置において表示すべき画像の輝度情報を、外部（送信装置６５
１）から表示装置に送出することで、表示される画像の視認性を高めることができる。
【０２０９】
　尚、実施例１３にあっては（あるいは後述する実施例１４～実施例１６の表示装置にあ
っては、必要に応じて）、
　制御装置１８に備えられた記憶手段には、画像（例えば、字幕）を表示するための複数
の文字データから構成されたデータ群が記憶されており、
　データ群を構成する各文字データにはデータ識別符号が付されており、
　制御装置１８は、外部から所定の時間間隔で送られてきた指定識別符号及び表示時間情
報を受け取り、送られてきた指定識別符号とデータ識別符号が一致する文字データを記憶
手段から読み出し、
　送られてきた表示時間情報に相当する時間の間、この文字データに基づく画像が画像形
成装置において表示される構成とすることができる。
【実施例１４】
【０２１０】
　実施例１４は、本開示における第３Ｂの表示装置に関する。実施例１４にあっては、実
施例１３において説明した表示装置、画像表示装置を適用することができる。但し、実施
例１４においては、観察対象物と表示装置との間の距離を設定するために、制御装置６１
８に切換えボタン（図２６の（Ｂ）参照）やスイッチが設けられている。そして、観察者
（観客）の座る座席に応じて、手動にて、即ち、切換えボタンやスイッチを操作すること
で、表示装置から観察対象物までの距離を設定する。一例として、表示装置から観察対象
物までの距離として、「近距離」、「中距離」、「遠距離」、「遠々距離」といった４種
類の距離の設定を例示することができる。
【０２１１】
　実施例１４の表示装置にあっては、実施例１３と同様に、制御装置６１８に備えられた
記憶手段には、複数の文字データから構成されたデータ群が記憶されており、データ群を
構成する各文字データにはデータ識別符号が付されている。
【０２１２】
　但し、実施例１３と異なり、各文字データは、表示サイズが異なる複数の異サイズ・表
示データから構成されている。具体的には、実施例１４にあっては、表示サイズが異なる
表示データとして、フォントサイズの異なる文字列を画像とした画像データとする。尚、
１つの異サイズ・表示データのデータ構造は、図２５に示したと同様とすることができ、
各文字データには、実施例１３と同様に、データ識別符号が付されている。
【０２１３】
　実施例１４にあっても、実施例１３と同様に、外部（送信装置６５１）から指定識別符
号が制御装置６１８に送られる。そして、制御装置６１８において、送られてきた指定識
別符号とデータ識別符号が一致する文字データの内、観察対象物と表示装置との間の距離
に依存して、具体的には、制御装置６１８に設けられた切換えボタンやスイッチを操作す
ることで設定された表示装置から観察対象物までの距離に依存して、複数の異サイズ・表
示データから１つの異サイズ・表示データを記憶手段から読み出し、この１つの異サイズ
・表示データに基づく画像を画像形成装置において表示する。
【０２１４】
　実施例１４にあっても、実施例１３と同様に、外部（送信装置６５１）から指定識別符
号及び表示時間情報ＴInfが所定の時間間隔Ｔintで制御装置６１８に送られ、送られてき
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た表示時間情報ＴInfに相当する時間の間、画像を画像形成装置において表示する画像表
示方法とすることもできる。
【０２１５】
　表示装置から観察対象物までの距離情報が、外部から表示装置に無線によって送出され
る構成とすることもできる。あるいは又、表示装置から観察対象物までの距離を測定する
距離測定装置を表示装置は更に備えており、距離測定装置によって距離情報を得る構成と
することもできる。距離測定装置として、例えば、撮像装置を、オートフォーカス機能付
き撮像装置（パッシブ方式の距離測定装置を有する撮像装置）とすればよい。
【０２１６】
　このように、実施例１４の表示装置にあっては、制御装置１８において、送られてきた
指定識別符号とデータ識別符号が一致する文字データの内、観察対象物と表示装置との間
の距離に依存して、複数の異サイズ・表示データから１つの異サイズ・表示データを記憶
手段から読み出し、この１つの異サイズ・表示データに基づく画像を画像形成装置におい
て表示するので、観察対象物の目視される大きさと画像の大きさとの間に不釣り合いが生
じ難い。
【０２１７】
　尚、実施例１４の表示装置にあっては、
　制御装置１８に備えられた記憶手段には、複数の文字データから構成されたデータ群が
記憶されており、
　データ群を構成する各文字データにはデータ識別符号が付されており、
　各文字データは、表示サイズが異なる複数の異サイズ・表示データから構成されており
、
　制御装置１８は、外部から送られてきた指定識別符号を受け取り、送られてきた指定識
別符号とデータ識別符号が一致する文字データの内、観察対象物と表示装置との間の距離
に依存して、複数の異サイズ・表示データから１つの異サイズ・表示データを記憶手段か
ら読み出し、
　この１つの異サイズ・表示データに基づく画像が画像形成装置において表示される構成
とすることができる。
【０２１８】
　また、実施例１３にて説明した表示装置と実施例１４にて説明した表示装置とを組み合
わせることができる。即ち、実施例１３にて説明した表示装置において、
　各文字データは、表示サイズが異なる複数の異サイズ・表示データから構成されており
、
　制御装置１８は、送られてきた指定識別符号とデータ識別符号が一致する文字データの
内、観察対象物と表示装置との間の距離に依存して、複数の異サイズ・表示データから１
つの異サイズ・表示データを記憶手段から読み出し、
　この１つの異サイズ・表示データに基づく画像が画像形成装置において表示される構成
とすることができる。
【実施例１５】
【０２１９】
　実施例１５は、本開示における第３Ｃの表示装置に関する。実施例１５にあっても、実
施例１３において説明した表示装置、画像表示装置を適用することができる。そして、実
施例１５の表示装置にあっても、実施例１３と同様に、制御装置６１８に備えられた記憶
手段には、複数の文字データから構成されたデータ群が記憶されており、データ群を構成
する各文字データにはデータ識別符号が付されている。
【０２２０】
　但し、実施例１３と異なり、各文字データは、表示言語が異なる複数の異言語・表示デ
ータから構成されている。例えば、言語として、中国語、韓国語、英語等を挙げることが
できる。具体的には、実施例１５にあっては、表示言語が異なるが異なる表示データとし
て、異なる言語の文字列を画像とした画像データとする。尚、１つの異言語・表示データ
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のデータ構造は、図２５に示したと同様とすることができ、各文字データには、実施例１
３と同様に、データ識別符号が付されている。
【０２２１】
　実施例１５にあっても、実施例１３と同様に、外部（送信装置６５１）から指定識別符
号が制御装置６１８に送られる。そして、制御装置６１８において、送られてきた指定識
別符号とデータ識別符号が一致する文字データの内、複数の異言語・表示データから１つ
の異言語・表示データを記憶手段から読み出し、この１つの異言語・表示データに基づく
画像を画像形成装置において表示する。制御装置６１８に切換えボタン（図２６の（Ｂ）
参照）やスイッチを設け、手動にて表示言語を選択すればよい。
【０２２２】
　このように、実施例１５の表示装置にあっては、制御装置１８において、送られてきた
指定識別符号とデータ識別符号が一致する文字データの内、複数の異言語・表示データか
ら１つの異言語・表示データを記憶手段から読み出し、この１つの異言語・表示データに
基づく画像を画像形成装置において表示するので、観察者（観客）の使用する言語での画
像表示を容易に行うことができる。
【０２２３】
　実施例１５にあっても、実施例１３にて説明した表示装置を適用することができる。具
体的には、実施例１５において、実施例１３と同様に、制御装置６１８において、送られ
てきた指定識別符号とデータ識別符号が一致する文字データの内、複数の異言語・表示デ
ータから１つの異言語・表示データを記憶手段から読み出し、この１つの異言語・表示デ
ータに基づく画像を画像形成装置において表示する。即ち、外部（送信装置６５１）から
指定識別符号及び表示時間情報ＴInfが所定の時間間隔Ｔintで制御装置６１８に送られ、
送られてきた表示時間情報ＴInfに相当する時間の間、画像を画像形成装置において表示
する。
【０２２４】
　また、実施例１５の表示装置と実施例１４の表示装置とを組み合わせることもできる。
即ち、各異サイズ・表示データは、表示言語が異なる複数の異言語・表示データから構成
されており、制御装置６１８において、送られてきた指定識別符号とデータ識別符号が一
致する文字データの内、観察対象物と表示装置との間の距離に依存して、複数の異サイズ
・表示データから１つの異サイズ・表示データを選択し、更に、この１つの異サイズ・表
示データにおいて、複数の異言語・表示データから１つの異言語・表示データを記憶手段
から読み出し、この１つの異言語・表示データに基づく画像を画像形成装置において表示
してもよい。そして、この場合、外部（送信装置６５１）から指定識別符号及び表示時間
情報ＴInfが所定の時間間隔Ｔintで制御装置６１８に送られ、送られてきた表示時間情報
ＴInfに相当する時間の間、画像を画像形成装置において表示する。
【０２２５】
　尚、実施例１５の表示装置にあっては、
　制御装置１８に備えられた記憶手段には、複数の文字データから構成されたデータ群が
記憶されており、
　データ群を構成する各文字データにはデータ識別符号が付されており、
　各文字データは、表示言語が異なる複数の異言語・表示データから構成されており、
　制御装置１８は、外部から送られてきた指定識別符号を受け取り、送られてきた指定識
別符号とデータ識別符号が一致する文字データの内、複数の異言語・表示データから１つ
の異言語・表示データを記憶手段から読み出し、
　この１つの異言語・表示データに基づく画像が画像形成装置において表示される構成と
することができる。
【０２２６】
　また、実施例１３にて説明した表示装置と実施例１５にて説明した表示装置とを組み合
わせることができる。即ち、実施例１３にて説明した表示装置において、
　各文字データは、表示言語が異なる複数の異言語・表示データから構成されており、
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　制御装置１８は、送られてきた指定識別符号とデータ識別符号が一致する文字データの
内、複数の異言語・表示データから１つの異言語・表示データを記憶手段から読み出し、
　この１つの異言語・表示データに基づく画像が画像形成装置において表示される構成と
することができる。
【０２２７】
　また、実施例１４にて説明した表示装置と実施例１５にて説明した表示装置とを組み合
わせることができる。即ち、実施例１４にて説明した表示装置において、
　各異サイズ・表示データは、表示言語が異なる複数の異言語・表示データから構成され
ており、
　制御装置１８は、送られてきた指定識別符号とデータ識別符号が一致する文字データの
内、観察対象物と表示装置との間の距離に依存して、複数の異サイズ・表示データから１
つの異サイズ・表示データを選択し、更に、この１つの異サイズ・表示データにおいて、
複数の異言語・表示データから１つの異言語・表示データを記憶手段から読み出し、
　この１つの異言語・表示データに基づく画像が画像形成装置において表示される構成と
することができる。
【０２２８】
　また、実施例１３にて説明した表示装置と実施例１４、実施例１５にて説明した表示装
置とを組み合わせることができる。即ち、実施例１３にて説明した表示装置において、
　各異サイズ・表示データは、表示言語が異なる複数の異言語・表示データから構成され
ており、
　制御装置１８は、送られてきた指定識別符号とデータ識別符号が一致する文字データの
内、観察対象物と表示装置との間の距離に依存して、複数の異サイズ・表示データから１
つの異サイズ・表示データを選択し、更に、この１つの異サイズ・表示データにおいて、
複数の異言語・表示データから１つの異言語・表示データを記憶手段から読み出し、
　この１つの異言語・表示データに基づく画像が画像形成装置において表示される構成と
することができる。
【実施例１６】
【０２２９】
　実施例１６は、本開示における第３Ｄの表示装置に関する。実施例１６にあっても、実
施例１３において説明した表示装置、画像表示装置を適用することができる。
【０２３０】
　そして、実施例１６の表示装置にあっても、実施例１３と同様に、制御装置６１８に備
えられた記憶手段には、複数の文字データから構成されたデータ群が記憶されており、デ
ータ群を構成する各文字データにはデータ識別符号が付されている。尚、各文字データは
、実施例１３にて説明したと同様のデータ構造を有し、実施例１３と同様に、データ識別
符号が付されている。
【０２３１】
　実施例１６にあっても、実施例１３と同様に、外部（送信装置６５１）から指定識別符
号が制御装置６１８に送られる。そして、制御装置６１８において、送られてきた指定識
別符号とデータ識別符号が一致する文字データを記憶手段から読み出し、観察対象物と表
示装置との間の距離に依存してデータ処理を行うことで、輻輳角を制御した状態でこの文
字データに基づく画像を画像形成装置において表示する。尚、表示装置から観察対象物ま
での距離に基づき、少なくとも一方の画像表示装置を構成する画像形成装置への文字デー
タに対する画像処理を行えばよいが、実施例１６においては、両方の画像表示装置を構成
する画像形成装置への文字データに対する画像処理を行う。
【０２３２】
　即ち、実施例１６の表示装置にあっては、
　制御装置１８に備えられた記憶手段には、複数の文字データから構成されたデータ群が
記憶されており、
　データ群を構成する各文字データにはデータ識別符号が付されており、
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　制御装置１８は、外部から送られてきた指定識別符号を受け取り、送られてきた指定識
別符号とデータ識別符号が一致する文字データを記憶手段から読み出し、観察対象物と表
示装置との間の距離に依存してデータ処理を行い、
　輻輳角を制御した状態で、この文字データに基づく画像が画像形成装置において表示さ
れる構成とすることができる。
【０２３３】
　実施例１６にあっても、実施例１３にて説明した表示装置を適用することができる。具
体的には、実施例１６において、実施例１３と同様に、制御装置６１８において、送られ
てきた指定識別符号とデータ識別符号が一致する文字データを記憶手段から読み出し、こ
の文字データに基づく画像を画像形成装置において表示するが、外部（送信装置６５１）
から指定識別符号及び表示時間情報ＴInfが所定の時間間隔Ｔintで制御装置６１８に送ら
れ、送られてきた表示時間情報ＴInfに相当する時間の間、画像を画像形成装置において
表示する。
【０２３４】
　また、実施例１４にて説明した表示装置と実施例１６にて説明した表示装置とを組み合
わせることができる。即ち、実施例１４にて説明した表示装置において、
　各文字データは、表示サイズが異なる複数の異サイズ・表示データから構成されており
、
　制御装置１８は、送られてきた指定識別符号とデータ識別符号が一致する文字データの
内、観察対象物と表示装置との間の距離に依存して、複数の異サイズ・表示データから１
つの異サイズ・表示データを記憶手段から読み出し、観察対象物と表示装置との間の距離
に依存したデータ処理を行い、
　輻輳角を制御した状態で、この１つの異サイズ・表示データに基づく画像が画像形成装
置において表示される構成とすることができる。
【０２３５】
　また、実施例１４にて説明した表示装置と実施例１５、実施例１６にて説明した表示装
置とを組み合わせることができる。即ち、実施例１４にて説明した表示装置において、
　各異サイズ・表示データは、表示言語が異なる複数の異言語・表示データから構成され
ており、
　制御装置１８は、送られてきた指定識別符号とデータ識別符号が一致する文字データの
内、観察対象物と表示装置との間の距離に依存して、複数の異サイズ・表示データから１
つの異サイズ・表示データを選択し、更に、この１つの異サイズ・表示データにおいて、
複数の異言語・表示データから１つの異言語・表示データを記憶手段から読み出し、観察
対象物と表示装置との間の距離に依存したデータ処理を行い、
　輻輳角を制御した状態で、この１つの異言語・表示データに基づく画像が画像形成装置
において表示される構成とすることができる。
【０２３６】
　また、実施例１５にて説明した表示装置と実施例１６にて説明した表示装置とを組み合
わせることができる。即ち、実施例１５にて説明した表示装置において、
　各文字データは、表示言語が異なる複数の異言語・表示データから構成されており、
　制御装置１８は、送られてきた指定識別符号とデータ識別符号が一致する文字データの
内、観察対象物と表示装置との間の距離に依存して、複数の異言語・表示データから１つ
の異言語・表示データを記憶手段から読み出し、観察対象物と表示装置との間の距離に依
存したデータ処理を行い、
　輻輳角を制御した状態で、この１つの異言語・表示データに基づく画像が画像形成装置
において表示される構成とすることができる。
【実施例１７】
【０２３７】
　実施例１７も、実施例１～実施例８の表示装置の変形であり、具体的には、本開示にお
ける第２Ａの表示装置、より具体的には、字幕を表示する表示装置（字幕表示装置）に関
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する。実施例１７の表示装置における表示装置及び画像表示装置の概念図を図３０の（Ａ
）、（Ｂ）に示す。尚、画像形成装置の光軸と光学系の光軸を水平方向（Ｘ軸方向）に移
動させる前の状態を模式的に図３０の（Ａ）に示し、移動させた後の状態を模式的に図３
０の（Ｂ）に示す。また、実施例１７の表示装置において、画像表示装置を構成する導光
板における光の伝播を模式的に図３１に示す。尚、実施例１７の表示装置を使用している
状態の概念図は図１５及び図１６に示したと同様であるし、実施例１７の表示装置を構成
する制御装置の概念図は図１７に示したと同様である。更には、実施例１７における画像
信号の一例は、図１８の（Ａ）に示したと同様である。
【０２３８】
　実施例１７の表示装置（字幕表示装置）あるいは後述する実施例１８～実施例２２の表
示装置にあっては、観察者の観察位置に依存して、移動装置４０を作動させ、回動装置４
３を作動させ、液体レンズ４４を作動させ、液体プリズム４５を作動させるが、これらの
作動は、観察者の観察位置情報（あるいは、左右の画像シフト量）に基づき、制御装置１
８からの制御信号によって制御される。ここで、観察者の観察位置情報として、例えば、
映画館や劇場等において観察者（観客）が着席する座席の位置や劇場情報を例示すること
ができる。
【０２３９】
　そして、実施例１７あるいは後述する実施例１８の表示装置１００，２００，３００，
４００，５００においては、移動装置４０によって画像形成装置１１１（１１１Ａ，１１
１Ｂ），２１１の光軸と光学系１１２，２５４の光軸とを水平方向（Ｘ軸方向）に相対的
に移動させる。具体的には、図３０の（Ａ）、（Ｂ）及び図３１に概念図を示すように、
２つの画像表示装置１００，２００，３００，４００，５００のそれぞれにおける画像形
成装置１１１，２１１の光軸と光学系１１２，２５４の光軸の位置を水平方向（Ｘ軸方向
）に相対的に移動させればよい。即ち、画像形成装置１１１，２１１及び光学系１１２，
２５４のいずれか一方（例えば、光学系１１２，２５４）を、ラックギア部から構成され
た移動用ガイド部４２に載置し、画像形成装置１１１，２１１及び光学系１１２，２５４
のいずれか一方（例えば、光学系１１２，２５４）を、モータ及びピニオンギア４１によ
って移動用ガイド部４２上を移動させる。あるいは、画像形成装置及び光学系のいずれか
一方を移動用ガイド部に載置し、画像形成装置及び光学系のいずれか一方を圧電素子や超
音波モータによって移動用ガイド部上を移動させればよい。このような構成にあっては、
光学系１１２，２５４から出射され、光学装置１２０，３２０，５２０に入射する平行光
の光学装置１２０，３２０，５２０に対するＹＺ平面・入射角に変化が生じる。即ち、Ｙ
Ｚ平面に対する光学系１１２，２５４の光軸の角度に変化が生じる。尚、図３１において
、画像形成装置１１１，２１１の光軸と光学系１１２，２５４の光軸を水平方向（Ｘ軸方
向）に移動させる前の中心入射光線を実線で示し、移動させた後の中心入射光線を点線で
示す。ここで、図３０の（Ａ）から図３０の（Ｂ）に示す状態に画像形成装置１１１，２
１１、光学系１１２，２５４を移動させることで、輻輳角の値は大きくなり、虚像距離は
短くなる。即ち、虚像が観察者（観客）に近づく。即ち、例えば、図１４における点「Ａ
」が所望の位置となるように、画像形成装置１１１，２１１又は光学系１１２，２５４を
水平方向（Ｘ軸方向）に相対的に移動させる。尚、画像形成装置１１１，２１１の移動に
あっては、画像形成装置１１１，２１１の全体を移動させてもよいし、画像形成装置１１
１，２１１の構成要素の一部（例えば、液晶表示装置１５１や走査手段２５３等）を移動
させてもよい。
【０２４０】
　ここで、観察者の観察位置に関する情報（観察者の観察位置情報）が、例えば、予め、
パーソナルコンピュータから表示装置に与えられている。あるいは又、例えば、チケット
に印刷されたバーコード形式の座席情報や劇場情報、携帯電話に表示されたチケット情報
に含まれる座席情報や劇場情報を適切な手段・方法で読み取り、座席情報や劇場情報に基
づく観察者の観察位置情報を適切な手段によって表示装置に与えてもよい。そして、この
観察者の観察位置情報に基づき、制御装置１８は、モータ及びピニオンギア４１等を作動
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させて、画像形成装置１１１，２１１及び／又は光学系１１２，２５４を水平方向（Ｘ軸
方向）に相対的に移動させることで、輻輳角を調整する。具体的には、例えば、表示装置
から観察対象物までの距離が遠くなるほど、輻輳角を小さくすればよい。表示装置から観
察対象物までの距離が無限大のとき、輻輳角は０度である。
【０２４１】
　このように、観察位置情報（あるいは、左右の画像シフト量）に基づき、右眼用及び左
眼用の２つの画像表示装置１００，２００，３００，４００，５００によって得られる２
つの画像を移動させることで、虚像を所望の位置に配することができる。即ち、画像表示
装置１００，２００，３００，４００，５００を構成する光学装置１２０，３２０，５２
０において表示される２つの画像の水平方向の距離（間隔）、あるいは、ＹＺ平面・入射
角を調整することで、表示装置から観察対象物までの距離に対応した輻輳角の調整を行う
ことができる。
【実施例１８】
【０２４２】
　実施例１８は、本開示における第２Ｂの表示装置に関する。実施例１８の表示装置の概
念図を図３２の（Ａ）及び（Ｂ）に示す。実施例１８の表示装置にあっては、少なくとも
一方の画像表示装置（実施例１８にあっては、右眼用及び左眼用の２つの画像表示装置の
それぞれ）は、画像形成装置１１１，２１１及び光学系１１２，２５４を回動させる回動
装置４３を更に備えており、観察者の観察位置に依存して、回動装置４３によって画像形
成装置１１１，２１１及び光学系１１２，２５４を回動させることで、光学系１１２，２
５４から出射され、光学装置１２０，３２０に入射する平行光の光学装置１２０，３２０
に対する入射角（ＹＺ平面・入射角）を変更し、即ち、ＹＺ平面に対する光学系１１２，
２５４の光軸の角度を変更し、以て、輻輳角（水平面における主光線交差角）を調整する
。ここで、図３２の（Ａ）から図３２の（Ｂ）に示す状態に画像形成装置１１１，２１１
、光学系１１２，２５４を移動させることで、輻輳角の値は大きくなり、虚像距離は短く
なる。即ち、虚像が観察者（観客）に近づく。
【０２４３】
　尚、回動装置４３によって画像形成装置１１１，２１１及び光学系１１２，２５４を回
動させるが、具体的には、２つの画像表示装置のそれぞれにおける画像形成装置１１１，
２１１の光軸と光学系１１２，２５４の光軸との位置関係を固定したまま、少なくとも一
方の画像表示装置を、適切な位置に配置したＺ軸を回動軸として、圧電素子やモータ、超
音波モータを作動させることで、回動させればよい。このような形態にあっては、光学系
１１２，２５４から出射され、光学装置１２０，３２０に入射する平行光の光学装置１２
０，３２０に対するＹＺ平面・入射角に変化が生じる。即ち、ＹＺ平面に対する光学系１
１２，２５４の光軸の角度に変化が生じる。場合によっては、光学装置１２０，３２０も
併せて回動させてもよい。
【実施例１９】
【０２４４】
　実施例１９は、本開示における第２Ｃの表示装置に関する。実施例１９の表示装置にあ
っては、少なくとも一方の画像表示装置（実施例１９にあっては、右眼用及び左眼用の２
つの画像表示装置のそれぞれ）を構成する光学系１１２，２５４は液体レンズ４４を備え
ており、観察者の観察位置に依存して、液体レンズ４４の作動によって輻輳角（水平面に
おける主光線交差角）を調整する。光学系１１２，２５４を構成する係る液体レンズ４４
は、エレクトロウェッティング現象を利用した周知の液体レンズから構成されている。液
体レンズ４４の作動によって、光学系１１２，２５４の光軸とＹ軸との関係を一定に保持
したまま、光学系１１２，２５４の光軸を水平方向（Ｘ軸方向）に移動させることができ
るし、あるいは又、ＹＺ平面に対する光学系の光軸の角度を変更することができる。これ
によって、光学系１１２，２５４から出射され、光学装置１２０，３２０に入射する平行
光の光学装置１２０，３２０に対するＹＺ平面・入射角に変化が生じる。即ち、ＹＺ平面
に対する光学系１１２，２５４の光軸の角度に変化が生じる。
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【０２４５】
　液体レンズ４４の原理を、図３３及び図３４の原理図を参照して説明する。尚、図３３
の（Ａ）は、図３３の（Ｂ）の矢印Ａ－Ａに沿った模式的な断面図であり、図３３の（Ｂ
）は、図３３の（Ａ）の矢印Ｂ－Ｂに沿った模式的な断面図（但し、第１の液体の図示は
省略）であり、図３３の（Ｃ）、図３４の（Ａ）～（Ｃ）は、図３３の（Ａ）の矢印Ｃ－
Ｃに沿った模式的な断面図である。尚、液体レンズのｘｙ平面で切断したときの形状は模
式的な形状であり、実際の形状とは異なっている。
【０２４６】
　図３３及び図３４に示す原理図を示す液体レンズ（便宜上、『原理的液体レンズ』と呼
ぶ）は、ハウジングを備えている。このハウジングは、
　第１側面部材５１、
　第１側面部材５１と対向した第２側面部材５２、
　第１側面部材５１の一端部と第２側面部材５２の一端部とを結ぶ第３側面部材５３、
　第１側面部材５１の他端部と第２側面部材５２の他端部とを結ぶ第４側面部材５４、
　第１側面部材５１、第２側面部材５２、第３側面部材５３及び第４側面部材５４の頂面
に取り付けられた天板５５、及び、
　第１側面部材５１、第２側面部材５２、第３側面部材５３及び第４側面部材５４の底面
に取り付けられた底板５６、
から成り、このハウジングによって１つのレンズ室が構成されている。レンズ室は、軸線
が第１側面部材５１及び第２側面部材５２の延びる方向（ｚ方向）に延びる円柱レンズと
しての液体レンズを構成する第１の液体６５及び第２の液体６６によって占められている
。
【０２４７】
　そして、天板５５の部分の内面には、液体レンズを構成する第１電極（以下、単に、『
第１電極６１』と呼ぶ）が設けられており、第１側面部材５１の内面には、液体レンズを
構成する第２電極（以下、単に、『第２電極６２』と呼ぶ）が設けられており、第２側面
部材５２の内面には、液体レンズを構成する第３電極（以下、単に、『第３電極６３』と
呼ぶ）が設けられている。ここで、図３３に示す状態にあっては、第１電極６１、第２電
極６２、第３電極６３には電圧を印加していない。
【０２４８】
　この状態から、第１電極６１、第２電極６２、第３電極６３に適切な電圧を印加すると
、図３４の（Ａ）、（Ｂ）あるいは（Ｃ）に示す状態に第１の液体６５と第２の液体６６
の界面の状態が変化する。ここで、図３４の（Ａ）に示す状態は、第２電極６２と第３電
極６３に同じ電圧を印加したときの状態を示し、レンズ室内で形成される液体レンズのｘ
ｙ平面で切断したときの形状は、光軸ＯＡに対して対称である。また、図３４の（Ｂ）及
び（Ｃ）に示す状態は、第２電極６２と第３電極６３に異なる電圧を印加したときの状態
を示し、レンズ室内で形成される液体レンズのｘｙ平面で切断したときの形状は、光軸Ｏ
Ａに対して非対称である。尚、第２電極６２と第３電極６３との間の電位差は、図３４の
（Ｃ）に示す状態の方が、図３４の（Ｂ）に示す状態よりも大きい。図３４の（Ｂ）及び
（Ｃ）に示すように、第２電極６２と第３電極６３との間の電位差に応じて、液体レンズ
の光学パワーを変化させることができるし、液体レンズの光軸ＯＡ（点線で表示する）を
ｚ方向と直交するｙ方向に移動させることができる。あるいは又、これらの原理図に示す
液体レンズを複数、並置し、各液体レンズの第２電極６２と第３電極６３に印加する電圧
を適切に制御することで、液体レンズ全体としての光軸を移動させることができるし、液
体レンズ全体としての光軸の傾きを変化させることができるし、液体レンズ全体としてフ
レネルレンズを構成することができる。
【０２４９】
　実施例１９における実用的な液体レンズ４４の模式的な断面図を、図３５及び図３６の
（Ａ）～（Ｃ）、図３７の（Ａ）～（Ｂ）に示す。尚、図３５は、図３３の（Ｂ）の矢印
Ａ－Ａに沿ったと同様の模式的な断面図であり、図３６の（Ａ）～（Ｃ）、図３７の（Ａ
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）～（Ｂ）は、図３５の矢印Ｃ－Ｃに沿った模式的な断面図である。また、図３５の矢印
Ｂ－Ｂに沿った模式的な断面図は、図３３の（Ｂ）に示したと同様である。
【０２５０】
　液体レンズ４４は、
　（Ａ）第１側面部材５１、
　第１側面部材５１と対向した第２側面部材５２、
　第１側面部材５１の一端部と第２側面部材５２の一端部とを結ぶ第３側面部材５３、
　第１側面部材５１の他端部と第２側面部材５２の他端部とを結ぶ第４側面部材５４、
　第１側面部材５１、第２側面部材５２、第３側面部材５３及び第４側面部材５４の頂面
に取り付けられた天板５５、及び、
　第１側面部材５１、第２側面部材５２、第３側面部材５３及び第４側面部材５４の底面
に取り付けられた底板５６、
を備えたハウジング５０、並びに、
　（Ｂ）それぞれが、第１側面部材５１と第２側面部材５２との間に平行に配置された、
（Ｍ－１）個の隔壁部材５７、
を備えている。
【０２５１】
　そして、実施例１９における液体レンズ４４にあっては、Ｍ個（＝５個）のレンズ室５
８（５８1，５８2，５８3，５８4，５８5）が並置されている。ここで、各レンズ室５８
（５８1，５８2，５８3，５８4，５８5）は、軸線が隔壁部材５７の延びる方向と平行な
方向（ｚ方向）である円柱レンズとしての液体レンズを構成する第１の液体６５及び第２
の液体６６によって占められている。
【０２５２】
　第１番目のレンズ室５８1は、第１側面部材５１、第３側面部材５３、第１番目の隔壁
部材５７、第４側面部材５４、天板５５、及び、底板５６から構成されている。そして、
第１番目のレンズ室５８1を構成する天板５５の部分の内面には、第１電極６１が設けら
れており、第１番目のレンズ室５８1を構成する第１側面部材５１の部分の内面には、第
２電極６２が設けられており、第１番目のレンズ室５８1を構成する第１番目の隔壁部材
５７の部分の内面には、第３電極６３が設けられている。
【０２５３】
　また、第（ｍ＋１）番目のレンズ室５８(m+1)は、第ｍ番目（但し、ｍ＝１，２・・・
Ｍ－２）の隔壁部材５７、第３側面部材５３、第（ｍ＋１）番目の隔壁部材５７、第４側
面部材５４、天板５５、及び、底板５６から構成されている。そして、第（ｍ＋１）番目
のレンズ室５８(m+1)を構成する天板５５の部分の内面には、第１電極６１が設けられて
おり、第（ｍ＋１）番目のレンズ室５８(m+1)を構成する第ｍ番目の隔壁部材５７の部分
の内面には、第２電極６２が設けられており、第（ｍ＋１）番目のレンズ室５８(m+1)を
構成する第（ｍ＋１）番目の隔壁部材５７の部分の内面には、第３電極６３が設けられて
いる。
【０２５４】
　更には、第Ｍ番目のレンズ室５８M（＝５８5）は、第（Ｍ－１）番目の隔壁部材５７、
第３側面部材５３、第２側面部材５２、第４側面部材５４、天板５５、及び、底板５６か
ら構成されている。そして、第Ｍ番目のレンズ室５８M（＝５８5）を構成する天板５５の
部分の内面には、第１電極６１が設けられており、第Ｍ番目のレンズ室５８M（＝５８5）
を構成する第（Ｍ－１）番目の隔壁部材５７の部分の内面には、第２電極６２が設けられ
ており、第Ｍ番目のレンズ室５８M（＝５８5）を構成する第２側面部材５２の部分の内面
には、第３電極６３が設けられている。
【０２５５】
　尚、図示した例では、各レンズ室毎に第１電極６１が設けられているが、天板５５の内
面に１枚の第１電極６１を設けてもよい。
【０２５６】
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　実施例１９における液体レンズ４４にあっては、少なくとも第１の液体６５と第２の液
体６６との界面が位置する第１側面部材５１、第２側面部材５２及び隔壁部材５７のそれ
ぞれの表面には、撥水処理が施されている。また、隔壁部材５７の底面は底板５６まで延
びており、隔壁部材５７の頂面は天板５５まで延びている。ハウジング５０の外形形状は
、ｚ方向に長辺、ｙ方向に短辺を有する矩形形状である。そして、底板５６から光が入射
し、天板５５から光が出射する。
【０２５７】
　第１の液体６５と第２の液体６６とは、不溶、不混合であり、第１の液体６５と第２の
液体６６との界面がレンズ面を構成する。ここで、第１の液体６５は導電性を有し、第２
の液体６６は絶縁性を有し、第１電極６１は第１の液体６５と接しており、第２電極６２
は絶縁膜６４を介して第１の液体６５及び第２の液体６６と接しており、第３電極６３は
絶縁膜６４を介して第１の液体６５及び第２の液体６６と接している。また、天板５５、
底板５６、及び、第１電極６１は、液体レンズ４４に入射する光に対して透明な材料から
構成されている。
【０２５８】
　より具体的には、天板５５、底板５６、第１側面部材５１、第２側面部材５２、第３側
面部材５３、第４側面部材５４及び隔壁部材５７は、ガラス、あるいは、アクリル系樹脂
等の樹脂から作製されている。また、導電性を有する第１の液体６５は塩化リチウム水溶
液から成り、密度は１．０６グラム／ｃｍ3であり、屈折率は１．３４である。一方、絶
縁性を有する第２の液体６６はシリコーンオイル（モメンティブ・パフォーマンス・マテ
リアルズ・ジャパン合同会社製ＴＳＦ４３７）から成り、密度は１．０２グラム／ｃｍ3

であり、屈折率は１．４９である。また、第１電極６１はＩＴＯから成り、第２電極６２
及び第３電極６３は、例えば、金、アルミニウム、銅、銀等の金属電極から成る。更には
、絶縁膜６４は、ポリパラキシレンや酸化タンタル、酸化チタン等の金属酸化物から成る
。尚、絶縁膜６４の上に撥水処理層（図示せず）が設けられている。撥水処理層はポリパ
ラキシリレンやフッ素系のポリマーから成る。第１電極６１の表面に親水処理を施し、第
３側面部材５３や第４側面部材５４の内面に撥水処理を施すことが好ましい。
【０２５９】
　そして、実施例１９にあっては、光学系１１２，２５４を構成するために、図３５に示
した液体レンズ４４を２つ、重ね合わせる。具体的には、下側の液体レンズ４４のｙ方向
と、上側の液体レンズ４４のｙ方向とが直交するように、しかも、下側の液体レンズ４４
のｚ方向と、上側の液体レンズ４４のｚ方向とが直交するように、重ね合わせる。そして
、例えば、下側の液体レンズ４４のｙ方向がＸ軸方向と平行となり、ｘ方向がＹ軸の方向
と平行となるように、重ね合わせた２つの液体レンズ４４を、図１に示した光学系１１２
の所に配置させる。
【０２６０】
　第１電極６１、第２電極６２及び第３電極６３は、図示しない接続部を介して、外部の
制御回路に接続され、所望の電圧が印加される構成、構造となっている。そして、第１電
極６１、第２電極６２及び第３電極６３に電圧を印加すると、第１の液体６５と第２の液
体６６との界面によって構成されたレンズ面が、図３６の（Ａ）に示す下に凸の状態から
、図３６の（Ｂ）に示す上に凸の状態に向かって変化する。レンズ面の変化状態は、Lipp
man-Young の式に基づき、電極６１，６２，６３に印加する電圧によって変化する。図３
６の（Ｂ）に示した例においては、第２電極６２と第３電極６３に同じ電圧を印加してい
る。それ故、レンズ室内で形成される液体レンズのｘｙ平面で切断したときの形状は、液
体レンズの光軸に対して対称である。重ね合わせた２つの液体レンズ４４の内、上側の液
体レンズ４４に対して、このような制御を行えばよい。
【０２６１】
　また、図３６の（Ｃ）、図３７の（Ａ）及び（Ｂ）に示す状態は、第２電極６２と第３
電極６３とに異なる電圧を印加したときの状態を示すが、レンズ室内で形成される液体レ
ンズのｘｙ平面で切断したときの形状は、液体レンズの光軸に対して非対称である。ここ
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で、図３６の（Ｃ）に示す状態にあっては、液体レンズ４４としてフレネルレンズが構成
される。重ね合わせた２つの液体レンズ４４の内、上側の液体レンズ４４に対して、この
ような制御を行ってもよい。
【０２６２】
　一方、図３７の（Ａ）及び（Ｂ）に示す状態にあっては、液体レンズの光軸をｚ方向と
直交するｙ方向（Ｘ軸方向）に移動させている。図３７の（Ａ）あるいは（Ｂ）に示す状
態とすることで、液体レンズ４４から出射された光の進行方向を変化させることができる
し、あるいは又、液体レンズ４４全体としての光軸のｘ方向に対する傾きを制御すること
ができる。即ち、重ね合わせた２つの液体レンズ４４の内、下側の液体レンズ４４に対し
て、このような制御を行うことで、液体レンズの光軸をＸ軸方向に移動させることができ
るし、あるいは又、液体レンズの光軸をＹ軸方向に対して傾けることができる。そして、
第２電極６２と第３電極６３との間の電位差に応じて、液体レンズの光学パワーを変化さ
せることができる。ここで、図３７の（Ａ）に示す状態にあっては、各第２電極６２には
同じ電圧を印加し、各第３電極６３には同じ電圧を印加している。一方、図３７の（Ｂ）
に示す状態にあっては、第２電極６２及び第３電極６３毎に異なる電圧を印加しており、
液体レンズ４４全体として一種のフレネルレンズが構成される。
【０２６３】
　尚、第１電極６１、第２電極６２及び第３電極６３に電圧を印加し、円柱レンズが光学
パワーを発揮しているとき、ｘｚ平面（あるいは、ｘｚ平面と平行な平面）における円柱
レンズの光学パワーは実質的に０であり、ｘｙ平面における円柱レンズの光学パワーは有
限の値である。ここで、『液体レンズ全体としての光軸』とは、液体レンズ４４をｘｙ平
面において切断したときに液体レンズ４４全体として得られる仮想レンズ（液体レンズ４
４全体としての１枚のレンズ）の２つの仮想光学表面の曲率中心を結んだ線である。
【０２６４】
　第２電極６２を共通の配線に接続し、第３電極６３を共通の配線に接続し、各第２電極
６２には同じ電圧を印加し、各第３電極６３には同じ電圧を印加する構成とすることがで
きる。あるいは又、第２電極６２を共通の配線に接続し、第３電極６３を個別の配線に接
続して個別に異なる電圧を印加する構成とすることもできるし、第３電極６３を共通の配
線に接続し、第２電極６２を個別の配線に接続して個別に異なる電圧を印加する構成とす
ることもできるし、第２電極６２、第３電極６３共、個別の配線に接続して個別に異なる
電圧を印加する構成とすることもできる。
【実施例２０】
【０２６５】
　実施例２０は、本開示における第２Ｄの表示装置に関する。実施例２０の表示装置にあ
っては、少なくとも一方の画像表示装置（実施例２０にあっては、右眼用及び左眼用の２
つの画像表示装置のそれぞれ）を構成する光学系１１２，２５４は液体プリズム４５を備
えており、観察者の観察位置に依存して、液体プリズム４５の作動によって輻輳角（水平
面における主光線交差角）を調整する。光学系１１２，２５４の一部を構成する係る液体
プリズム４５は、エレクトロウェッティング現象を利用した周知の液体プリズムから構成
されている。液体プリズム４５の作動によって、ＹＺ平面に対する光学系１１２，２５４
の光軸の角度を変更することができる。このような形態にあっては、光学系１１２，２５
４から出射され、光学装置１２０，３２０に入射する平行光の光学装置１２０，３２０に
対するＹＺ平面・入射角に変化が生じる。即ち、ＹＺ平面に対する光学系１１２，２５４
の光軸の角度に変化が生じる。
【０２６６】
　図３８に概念図を示すように、液体プリズム４５の構成、構造は、図３３に示した原理
的液体レンズと同様の構成、構造とすればよいので、詳細な説明は省略するが、原理的液
体レンズと異なる点は、第１の液体６５と第２の液体６６との界面によってレンズ面が構
成されるのではなく、プリズムの平坦な斜面が構成される点にあり、このような構成は、
第１の液体６５と第２の液体６６との適切な選択によって達成することができる。そして
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、液体プリズム４５を、例えば、図１に示した表示装置における光学系１１２と導光板１
２１との間に、ｙ方向がＸ軸方向と平行となり、ｘ方向がＹ軸の方向と平行となるように
、配置すればよい。
【実施例２１】
【０２６７】
　実施例２１は、実施例１７～実施例２０の表示装置の変形である。実施例２１の表示装
置にあっては、少なくとも一方の画像表示装置（実施例２１においても、右眼用及び左眼
用の２つの画像表示装置１００，２００，３００，４００，５００のそれぞれ）を構成す
る画像形成装置１１１（１１１Ａ，１１１Ｂ），２１１への画像信号（文字データ、入力
画像信号、入力画像データ）を制御することで、実施例１７～実施例２０における輻輳角
の調整に加えて、観察者の観察位置に依存した更に精密な輻輳角の調整を行い、あるいは
又、この少なくとも一方の画像表示装置を構成する光学装置において表示される画像の位
置を観察者の観察位置に依存して調整する。尚、実施例２１においては、輻輳角の調整と
、観察者の観察位置に依存した画像の位置の調整の両方を行うが、いずれか一方のみを行
ってもよい。
【０２６８】
　具体的には、無線で（場合によっては有線で）、テスト用の画像信号を制御装置１８に
送る。そして、制御装置１８において、画像信号に対して画像表示のための処理が行われ
、テスト用の画像信号に基づき、画像形成装置１１１，２１１において画像（字幕）を生
成する。この画像は、光学系１１２，２５４、光学装置１２０，３２０，５２０を介して
、最終的に、表示装置を装着した観察者（観客）の両眼に到達する。
【０２６９】
　そして、左眼用及び右眼用の画像表示装置１００，２００，３００，４００，５００に
よって表示される画像が、所望の位置（例えば、舞台の所望の位置やスクリーン）と一致
するように（重なり合うように）、制御装置１８を介して、具体的には、制御装置１８に
配置されたスイッチ（図示せず）を用いて、光学装置１２０，３２０，５２０に表示され
た画像を左右、上下に移動させ、また、回転移動させる。即ち、例えば、図１４における
点「Ａ」が所望の位置となるように、光学装置１２０，３２０，５２０に表示された画像
を左右、上下に移動させ、また、回転移動させる。このように、制御装置１８に配置され
たスイッチの操作によって、画像信号の制御（補正）が行われる。即ち、制御装置１８内
で表示位置補正信号が生成され、画像信号に表示位置補正信号が加えられる。
【０２７０】
　左眼用及び右眼用の画像表示装置１００，２００，３００，４００，５００によって表
示される画像が、所望の位置において、左右にずれている状態、上下にずれている状態、
回転した状態でずれている状態は、図１９の（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）に示したと同様であ
る。そして、画像（文字）の移動のためには、実施例９において説明したと同様の操作、
処理を行えばよい。こうして、少なくとも一方の画像表示装置１００，２００，３００，
４００，５００を構成する光学装置１２０，３２０，５２０において表示される画像の位
置を制御し、以て、２つの画像表示装置１００，２００，３００，４００，５００におけ
る２つの画像の相互の位置を調整することができる。即ち、より精密な輻輳角の調整と、
観察者の観察位置に依存した画像の位置の調整の両方を行うことができる。尚、画像形成
装置１１１，２１１への画像信号に加え、観察者（表示装置）から観察対象物までの観察
位置情報（距離情報）が、外部から表示装置に送出される。このような信号のフォーマッ
トの概念図の一例は、図２０の（Ｂ）に示したと同様である。
【０２７１】
　このように、画像表示位置を所定の位置から所望の画素分、ずらすことで、より精密な
輻輳角の調整を行うことができる。云い換えれば、右眼用及び左眼用の２つの画像表示装
置１００，２００，３００，４００，５００を構成する画像形成装置１１１，２１１への
画像信号を、表示位置補正信号によって制御することで、表示装置から観察対象物までの
距離に対応した、より精密な輻輳角の調整を行うことができ、その結果、観察対象物と観
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察者（観客）との間の距離と、画像表示装置によって表示される画像（字幕）の虚像距離
とを、より精密に等しくすることができる。
【０２７２】
　尚、実施例２１あるいは後述する実施例２２にあっては、観察者の観察位置に依存して
、また、観察対象物と表示装置との間の距離に依存して、制御装置１８の制御下、光学装
置において表示される表示画面（画像表示領域）の大きさ、表示画面（画像表示領域）の
画角、表示画面の解像度を変更してもよい。
【実施例２２】
【０２７３】
　実施例２２は、実施例１７～実施例２１の表示装置の変形である。実施例２２の表示装
置の基本的な構成、構造は、実施例１７～実施例２０の表示装置の基本的な構成、構造と
同様とすることができるので、詳細な説明は省略する。
【０２７４】
　実施例２２の表示装置にあっては、画像形成装置へ画像信号が入力されてから所定の時
間が経過した後、画像形成装置における画像形成を停止する。画像形成装置における画像
形成を停止するためには、即ち、表示装置における省電力モード等への移行のためには、
画像信号に、画像表示装置における画像表示時間を表す信号や、画像形成装置における画
像形成の停止を指示する信号を加重する。
【０２７５】
　このような実施例２２における画像信号の一例は、図１８の（Ｂ）に示したと同様であ
り、図１８の（Ａ）に示した実施例１７における画像信号に、画像表示装置における画像
表示時間を表す信号である画像表示時間を示すデータ「ＴＩＭＥ」が加わっている。そし
て、制御装置１８においては、実施例１０において説明したと同様の処理、操作を行う。
このように、実施例２２の表示装置にあっては、画像形成装置へ画像信号が入力されてか
ら所定の時間が経過した後、画像形成装置における画像形成を停止する。即ち、所定の時
間経過後に表示装置における省電力モード等へ移行するので、表示装置における電力の浪
費といった問題が生じることがない。
【０２７６】
　尚、以上に説明した実施例１７～実施例２２の表示装置に対して、実施例１３～実施例
実施例１６において説明した表示装置を適用することができ、これらの場合における表示
装置は、本開示における第３Ａの表示装置～第３Ｄの表示装置に該当する。
【０２７７】
　以上、本開示を好ましい実施例に基づき説明したが、本開示はこれらの実施例に限定す
るものではない。実施例において説明した表示装置（頭部装着型ディスプレイ）、画像表
示装置の構成、構造は例示であり、適宜変更することができる。例えば、導光板に表面レ
リーフ型ホログラム（米国特許第２００４００６２５０５Ａ１参照）を配置してもよい。
光学装置３２０にあっては、回折格子素子を透過型回折格子素子から構成することもでき
るし、あるいは又、第１偏向手段及び第２偏向手段の内のいずれか一方を反射型回折格子
素子から構成し、他方を透過型回折格子素子から構成する形態とすることもできる。ある
いは又、回折格子素子を、反射型ブレーズド回折格子素子とすることもできる。
【０２７８】
　光学装置の光が出射される領域に、調光装置が着脱自在に配設されていてもよい。この
ように、調光装置を着脱自在に配設するためには、例えば、透明なプラスチックから作製
されたビスを用いて調光装置を光学装置に取り付け、調光装置の透過率を制御するための
制御回路（例えば、画像形成装置を制御するための制御装置１８に含まれている）にコネ
クタ及び配線を介して接続すればよい。
【０２７９】
　また、実施例７～実施例８における調光装置として、場合によっては、液晶シャッタを
用いることができる。実施例１～実施例８における調光装置として、場合によっては、金
属（例えば、銀粒子）の可逆的な酸化還元反応によって発生する電着・解離現象に基づく
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電着方式（エレクトロデポジション・電界析出）を応用した光シャッタを用いることもで
きる。具体的には、有機溶剤中にＡｇ+及びＩ-を溶解しておき、電極に適切な電圧を印加
することで、Ａｇ+を還元してＡｇを析出させることで、調光装置の透過率を低くし、一
方、Ａｇを酸化してＡｇ+として溶解させることで、調光装置の透過率を高くする。ある
いは又、実施例１～実施例８における調光装置として、場合によっては、エレクトロクロ
ミック材料の酸化還元反応によって発生する物質の色変化を応用した光シャッタを用いる
こともできる。具体的には、第１電極及び第２電極を所謂透明ベタ電極とし、第１のエレ
クトロクロミック材料層と第２のエレクトロクロミック材料層とが、第１電極と第２電極
との間に挟まれた構造とする。第１のエレクトロクロミック材料層は、例えば、プルシア
ンブルー錯体から構成され、第２のエレクトロクロミック材料層は、例えば、ニッケル置
換プルシアンブルー錯体から構成されている。あるいは又、実施例１～実施例８における
調光装置として、場合によっては、エレクトロウェッティング現象によって透過率を制御
する光シャッタを用いることもできる。具体的には、第１電極を櫛形電極状にパターニン
グし、一方、第２電極を所謂透明ベタ電極とし、第１電極と第２電極との間は、絶縁性の
第１の液体、及び、導電性の第２の液体で満たされている構造とする。そして、第１電極
と第２電極との間に電圧を印加することで、第１の液体と第２の液体によって形成される
界面の形状が、例えば、平面状から湾曲した状態に変化することで、透過率を制御するこ
とができる。
【０２８０】
　実施例１７～実施例２２において説明した移動装置、回動装置、液体レンズ、液体プリ
ズムの構成、構造も例示であり、適宜、変更することができる。例えば、実施例１７にお
いて説明した表示装置と実施例２２において説明した表示装置とを組み合わせてもよい。
【０２８１】
　輻輳角を調整すると同時に、例えば、図１４における点「Ａ」に光学系１１２，２５４
の焦点が合うように、即ち、光学系１１２，２５４の焦点距離を可変とするために、光学
系１１２，２５４を液体レンズから構成してもよい。このような液体レンズの模式的な模
式的な断面図を図３９に示し、平面図を図４０に示すが、液体レンズはフレネルレンズか
ら構成され、リング状のレンズ室が同心に配置されている。
【０２８２】
　即ち、液体レンズは、
　（Ａ）終端部を有していない、所謂エンドレスの外壁部材７９、
　外壁部材７９の頂面に取り付けられた天板７５、及び、
　外壁部材７９の底面に取り付けられた底板７６、
を備えたハウジング、並びに、
　（Ｂ）終端部を有しておらず、外壁部材７９と同心に配置された（Ｎ－１）個の隔壁部
材７７、
を備えている。尚、ハウジングの外形形状は円形である。そして、（Ｎ－１）個の環状レ
ンズ室、及び、第（Ｎ－１）番目の隔壁部材７７によって囲まれた中央レンズ室を有して
いる。ここで、図示した例にあっては、Ｎ＝３とした。各レンズ室７８（７８1．７８2，
７８3）は、液体レンズを構成する第１の液体６５及び第２の液体６６によって占められ
ている。
【０２８３】
　第１番目のレンズ室（環状レンズ室）７８1は、外壁部材７９、第１番目の隔壁部材７
７、天板７５、及び、底板７６から構成されている。そして、第１番目のレンズ室７８1

を構成する天板７５の部分の内面には、液体レンズを構成する第１電極（以下、単に、『
第１電極８１』と呼ぶ）が設けられており、第１番目のレンズ室７８1を構成する外壁部
材７９の部分の内面には、液体レンズを構成する第２電極（以下、単に、『第２電極８２
』と呼ぶ）が設けられており、第１番目のレンズ室７８1を構成する第１番目の隔壁部材
７７の部分の内面には、液体レンズを構成する第３電極（以下、単に、『第３電極８３』
と呼ぶ）が設けられている。
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【０２８４】
　第（ｎ＋１）番目のレンズ室（環状レンズ室）７８(n+1)は、第ｎ番目（但し、ｎ＝１
，２・・・Ｎ－２）の隔壁部材７７、第（ｎ＋１）番目の隔壁部材７７、天板７５、及び
、底板７６から構成されている。そして、第（ｎ＋１）番目のレンズ室７８(n+1)を構成
する天板７５の部分の内面には、第１電極８１が設けられており、第（ｎ＋１）番目のレ
ンズ室７８(n+1)を構成する第ｎ番目の隔壁部材７７の部分の内面には、第２電極８２が
設けられており、第（ｎ＋１）番目のレンズ室７８(n+1)を構成する第（ｎ＋１）番目の
隔壁部材７７の部分の内面には、第３電極８３が設けられている。
【０２８５】
　第Ｎ番目のレンズ室７８Nに相当する中央レンズ室７８3を構成する天板７５の部分の内
面には、第１電極８１が設けられており、中央レンズ室７８3を構成する第（Ｎ－１）番
目の隔壁部材７７の部分の内面には、第３電極８３が設けられている。
【０２８６】
　尚、図示した例では、各レンズ室毎に第１電極８１が設けられているが、天板７５の内
面に１枚の第１電極８１を設けてもよい。
【０２８７】
　この液体レンズにおいては、少なくとも第１の液体６５と第２の液体６６との界面が位
置する外壁部材７９及び隔壁部材７７のそれぞれの表面には、実施例１９と同様に、撥水
処理が施されている。底板７６から光が入射し、天板７５から光が出射する。そして、各
レンズ室７８1，７８2，７８3において、第２電極８２に印加する電圧と第３電極８３に
印加する電圧とを異ならせることで、液体レンズの光学パワーを変化させる。あるいは又
、各レンズ室７８1，７８2，７８3において、第２電極８２に印加する電圧と第３電極８
３に印加する電圧とを異ならせることで、液体レンズ全体としてフレネルレンズが構成さ
れる。
【０２８８】
　更には、実施例１～実施例２２において説明した画像表示装置を、以下に説明するよう
に、変形することも可能である。
【０２８９】
　即ち、図４１に、例えば、実施例３の表示装置における画像表示装置の変形例の概念図
を示すように、第１基板７０１の第１回折格子部材３３０と対向していない面には、導光
板３２１の外へ光が漏れ出し、光利用効率が低下することを防止するための遮光部材７２
１が形成されている。
【０２９０】
　また、図４２に、例えば、実施例３の表示装置における画像表示装置の変形例の概念図
を示すように、保護基板７２０を導光板３２１と同程度の長さとし、保護基板７２０を導
光板３２１に対して封止部材７２２によって固定する。封止部材７２２は、保護基板７２
０の外縁部に配すればよい。また、保護基板７２０の第１回折格子部材３３０と対向して
いない面には、導光板３２１の外へ光が漏れ出し、光利用効率が低下することを防止する
ための遮光部材７２１が形成されている。調光装置７００は、導光板３２１と観察者の間
に配置されている。
【０２９１】
　また、図４３に、例えば、実施例３の表示装置における画像表示装置の変形例の概念図
を示すように、調光装置７００の第２基板７０３を導光板３２１と同程度の長さとし、調
光装置７００の第２基板７０３を導光板３２１に対して封止部材７２２によって固定する
。封止部材７２２は、第２基板７０３の外縁部に配すればよい。また、第２基板７０２の
第１回折格子部材３３０と対向していない面には、導光板３２１の外へ光が漏れ出し、光
利用効率が低下することを防止するための遮光部材７２１が形成されている。
【０２９２】
　また、図４４に、例えば、実施例１あるいは実施例３の表示装置における光学装置及び
調光装置の部分を正面から眺めた模式図を示すように、第２偏向手段１４０，３４０の射
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影像内に調光装置７００が位置する形態とすることもできる。ここで、調光装置７００に
対向する光学装置１２０，３２０の部分に、例えば、映像に同期した映像に関する説明文
やクローズド・キャプションの表示、芝居や歌舞伎、能、狂言、オペラ、音楽会、バレー
、各種演劇、遊園地（アミューズメントパーク）、美術館、観光地、行楽地、観光案内等
における観察対象物に関する各種説明、その内容や進行状況、背景等を説明するための説
明文等の表示を行えばよい。
【０２９３】
　尚、本開示は、以下のような構成を取ることもできる。
［１］《表示装置：本開示の第１の態様》
　（イ）観察者の頭部に装着される眼鏡型のフレーム、及び、
　（ロ）フレームに取り付けられた画像表示装置、
を備えた表示装置であって、
　画像表示装置は、
　（Ａ）画像形成装置、及び、
　（Ｂ）画像形成装置から出射された光が入射され、導光され、出射される光学装置、
を備えており、
　光が出射される光学装置の領域には、外部から入射する外光の光量を調整する調光装置
が配設されており、
　調光装置は、
　対向する２枚の透明な基板、
　各基板に設けられた電極、及び、
　２枚の基板間に封止された電気泳動分散液、
から成る表示装置。
［２］表示装置の置かれた環境の照度を測定する照度センサ（環境照度測定センサ）を更
に備えており、
　照度センサ（環境照度測定センサ）の測定結果に基づき、調光装置の透過率を制御する
［１］に記載の表示装置。
［３］表示装置の置かれた環境の照度を測定する照度センサ（環境照度測定センサ）を更
に備えており、
　照度センサ（環境照度測定センサ）の測定結果に基づき、画像形成装置によって形成さ
れる画像の輝度を制御する［１］又は［２］に記載の表示装置。
［４］外部環境から調光装置を透過した光に基づく照度を測定する第２の照度センサ（透
過光照度測定センサ）を更に備えており、
　第２の照度センサ（透過光照度測定センサ）の測定結果に基づき、調光装置の透過率を
制御する［１］乃至［３］のいずれか１項に記載の表示装置。
［５］外部環境から調光装置を透過した光に基づく照度を測定する第２の照度センサ（透
過光照度測定センサ）を更に備えており、
　第２の照度センサ（透過光照度測定センサ）の測定結果に基づき、画像形成装置によっ
て形成される画像の輝度を制御する［１］乃至［４］のいずれか１項に記載の表示装置。
［６］第２の照度センサ（透過光照度測定センサ）は、光学装置よりも観察者側に配置さ
れている［４］又は［５］に記載の表示装置。
［７］《表示装置：本開示の第２の態様》
　（イ）観察者の頭部に装着される眼鏡型のフレーム、及び、
　（ロ）フレームに取り付けられた画像表示装置、
を備えた表示装置であって、
　画像表示装置は、
　（Ａ）画像形成装置、及び、
　（Ｂ）画像形成装置から出射された光が入射され、導光され、出射される光学装置、
を備えており、
　光が出射される光学装置の領域には、外部から入射する外光の光量を調整する調光装置
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が配設されており、
　表示装置の置かれた環境の照度を測定する照度センサ（環境照度測定センサ）を更に備
えており、
　照度センサ（環境照度測定センサ）の測定結果に基づき、調光装置の透過率を制御する
表示装置。
［８］《表示装置：本開示の第３の態様》
　（イ）観察者の頭部に装着される眼鏡型のフレーム、及び、
　（ロ）フレームに取り付けられた画像表示装置、
を備えた表示装置であって、
　画像表示装置は、
　（Ａ）画像形成装置、及び、
　（Ｂ）画像形成装置から出射された光が入射され、導光され、出射される光学装置、
を備えており、
　光が出射される光学装置の領域には、外部から入射する外光の光量を調整する調光装置
が配設されており、
　表示装置の置かれた環境の照度を測定する照度センサ（環境照度測定センサ）を更に備
えており、
　照度センサ（環境照度測定センサ）の測定結果に基づき、画像形成装置によって形成さ
れる画像の輝度を制御する表示装置。
［９］《表示装置：本開示の第４の態様》
　（イ）観察者の頭部に装着される眼鏡型のフレーム、及び、
　（ロ）フレームに取り付けられた画像表示装置、
を備えた表示装置であって、
　画像表示装置は、
　（Ａ）画像形成装置、及び、
　（Ｂ）画像形成装置から出射された光が入射され、導光され、出射される光学装置、
を備えており、
　光が出射される光学装置の領域には、外部から入射する外光の光量を調整する調光装置
が配設されており、
　外部環境から調光装置を透過した光に基づく照度を測定する照度センサ（透過光照度測
定センサ）を更に備えており、
　照度センサ（透過光照度測定センサ）の測定結果に基づき、調光装置の透過率を制御す
る表示装置。
［１０］《表示装置：本開示の第５の態様》
　（イ）観察者の頭部に装着される眼鏡型のフレーム、及び、
　（ロ）フレームに取り付けられた画像表示装置、
を備えた表示装置であって、
　画像表示装置は、
　（Ａ）画像形成装置、及び、
　（Ｂ）画像形成装置から出射された光が入射され、導光され、出射される光学装置、
を備えており、
　光が出射される光学装置の領域には、外部から入射する外光の光量を調整する調光装置
が配設されており、
　外部環境から調光装置を透過した光に基づく照度を測定する照度センサ（透過光照度測
定センサ）を更に備えており、
　照度センサ（透過光照度測定センサ）の測定結果に基づき、画像形成装置によって形成
される画像の輝度を制御する表示装置。
［１１］照度センサ（透過光照度測定センサ）は、光学装置よりも観察者側に配置されて
いる［９］又は［１０］に記載の表示装置。
［１２］調光装置の最高透過率は５０％以上であり、調光装置の最低透過率は３０％以下
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である［１］乃至［１１］のいずれか１項に記載の表示装置。
［１３］照度センサ（環境照度測定センサ）の測定結果が所定値以上になったとき、調光
装置の透過率を所定の値以下とする［２］、［３］、［７］及び［８］のいずれか１項に
記載の表示装置。
［１４］照度センサ（透過光照度測定センサ）の測定結果が所定値以上になったとき、調
光装置の透過率を所定の値以下とする［４］、［５］、［６］、［９］、［１０］及び［
１１］のいずれか１項に記載の表示装置。
［１５］照度センサ（透過光照度測定センサ）の測定結果が所定値以下になったとき、調
光装置の透過率を所定の値以上とする［２］、［３］、［７］及び［８］のいずれか１項
に記載の表示装置。
［１６］照度センサ（透過光照度測定センサ）の測定結果が所定値以下になったとき、調
光装置の透過率を所定の値以上とする［４］、［５］、［６］、［９］、［１０］及び［
１１］のいずれか１項に記載の表示装置。
［１７］調光装置を通過する光は、調光装置によって所望の色に着色される［１］乃至［
１４］のいずれか１項に記載の表示装置。
［１８］調光装置によって着色される色は可変である［１７］に記載の表示装置。
［１９］調光装置によって着色される色は固定である［１７］に記載の表示装置。
［２０］光学装置の光が出射される領域に、調光装置が着脱自在に配設されている［１］
乃至［１９］のいずれか１項に記載の表示装置。
［２１］光学装置は、
　（ａ）入射された光が内部を全反射により伝播した後、出射される導光板、
　（ｂ）導光板に入射された光が導光板の内部で全反射されるように、導光板に入射され
た光を偏向させる第１偏向手段、及び、
　（ｃ）導光板の内部を全反射により伝播した光を導光板から出射させるために、導光板
の内部を全反射により伝播した光を複数回に亙り偏向させる第２偏向手段、
を備えている［１］乃至［２０］のいずれか１項に記載の表示装置。
［２２］調光装置の射影像内に第２偏向手段が位置する［２１］に記載の表示装置。
［２３］調光装置を構成する基板の一方によって、第２偏向手段は被覆されている［２２
］に記載の表示装置。
【符号の説明】
【０２９４】
１０・・・フレーム、１１・・・フロント部、１２・・・蝶番、１３・・・テンプル部、
１４・・・モダン部、１５・・・配線（信号線や電源線等）、１６・・・ヘッドホン部、
１７・・・ヘッドホン部用配線、１８・・・制御装置（制御回路）、１８Ａ・・・コマン
ド受信回路、１８Ｂ・・・信号処理回路、１８Ｃ・・・タイミング調整回路、１８Ｄ・・
・送信回路、１８Ｅ・・・タイミング発生回路、１９・・・取付け部材、２１・・・瞳、
３１・・・文字データ再生装置、３１’・・・画像データ及び文字データ再生装置、３２
・・・文字データ無線送信装置、４０・・・移動装置、４１・・・モータ及びピニオンギ
ア、４２・・・移動用ガイド部、４３・・・回動装置、４４・・・液体レンズ、４５・・
・液体プリズム、５１・・・第１側面部材、５２・・・第２側面部材、５３・・・第３側
面部材、５４・・・第４側面部材、５５・・・天板、５６・・・底板、５７・・・隔壁部
材、６１・・・液体レンズを構成する第１電極、６２・・・液体レンズを構成する第２電
極、６３・・・液体レンズを構成する第３電極、６４・・・絶縁膜、６５・・・第１の液
体、６６・・・第２の液体、７５・・・天板、７６・・・底板、７７・・・隔壁部材、７
８，７８1．７８2，７８3・・・レンズ室、７９・・・外壁部材、８１・・・液体レンズ
を構成する第１電極、８２・・・液体レンズを構成する第２電極、８３・・・液体レンズ
を構成する第３電極、１００，２００，３００，４００，５００・・・画像表示装置、１
１１，１１１Ａ，１１１Ｂ，２１１・・・画像形成装置、１１２・・・光学系（コリメー
ト光学系）、１１３，２１３・・・筐体、１２０，３２０・・・光学装置（導光手段）、
１２１，３２１・・・導光板、１２２，３２２・・・導光板の第１面、１２３，３２３・
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・・導光板の第２面、１２４，１２５・・・導光板の一部分、１３０・・・第１偏向手段
、１４０・・・第２偏向手段、３３０・・・第１偏向手段（第１回折格子部材）、３４０
・・・第２偏向手段（第２回折格子部材）、１５０・・・反射型空間光変調装置、１５１
・・・液晶表示装置（ＬＣＤ）、１５２・・・偏光ビームスプリッター、１５３・・・光
源、２５１・・・光源、２５２・・・コリメート光学系、２５３・・・走査手段、２５４
・・・光学系（リレー光学系）、２５５・・・クロスプリズム、２５６・・・全反射ミラ
ー、５２０・・・光学装置（半透過ミラー）、５２１・・・透明な部材、６１８・・・制
御装置、６５１・・・送信装置（送信手段）、６５２・・・パーソナルコンピュータ、６
５３・・・表示装置、７００・・・調光装置、７０１・・・第１基板、７０２・・・第１
電極、７０３・・・第２基板、７０４・・・第２電極、７０５・・・電気泳動分散液、７
０６・・・封止剤、７１１・・・照度センサ（環境照度測定センサ）、７１２・・・照度
センサ（透過光照度測定センサ）、７２０・・・保護基板、７２１・・・遮光部材、７２
２・・・封止部材
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