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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左眼ディスプレイ（11）と、右眼ディスプレイ（70）と、該左眼ディスプレイを該右眼
ディスプレイに接続するブリッジ（12）を含むヘッドマウントディスプレイ（10）用の連
節式ノーズブリッジ（13、31、41、52、80）であって；
着用者の鼻（７）上で支持されるように構成されている鼻あて部品（14）と；
前記左眼ディスプレイと前記右眼ディスプレイとの間に位置するブリッジ部品（15）と；
連節器（16）と、この連節器が
前記鼻あて部品に結合している鼻あて側端部（17）と、
前記左眼ディスプレイ及び前記右眼ディスプレイの視角を着用者が調整することができる
ように、前記ブリッジ部品に枢軸動可能に結合されているブリッジ側端部（18）と、
第一の端部（35、45、82）と第二の端部（36、46、87）を含むブリッジ側分節（33、44、
54）と、この第一の端部が前記連節器のブリッジ側端部を含むことと、
第三の端部（37、47、86）と第四の端部（38、48、87）を含む鼻あて側分節（34、42、53
）と、この第三の端部が前記連節器の鼻あて側端部を含み、着用者が前記左眼ディスプレ
イ及び前記右眼ディスプレイの視距離を調節できるように、前記第四の端部が前記ブリッ
ジ側分節の前記第二の端部と結合されていることと、からなることと；
ロック位置と自由位置を有するロック機構（22）と、このロック機構が、ロック位置で前
記ブリッジ部品の枢軸動を妨げ、自由位置で前記ブリッジ部品の枢軸動を可能とすること
と；
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からなる連節式ノーズブリッジ。
【請求項２】
　前記鼻あて側分節（34、42、53）の前記第四の端部（38、48、87）が、前記ブリッジ側
分節（33、44、54）の前記第二の端部（36、46、83）と枢軸動可能に結合している、請求
項１記載の連節式ノーズブリッジ。
【請求項３】
　ロック位置にある前記ロック機構（22）が、前記ブリッジ側分節（33、44、54）の前記
第二の端部（36、46、83）の周囲で前記鼻あて側分節（34、42、53）が枢軸動することを
妨げる、請求項２記載の連節式ノーズブリッジ。
【請求項４】
　前記鼻あて側分節（34）の前記第四の端部（38）がギア部（40）を含み、
前記ロック機構（22）が、ロック位置にある場合、前記ギア部に噛み合うように構成され
ているつめ（32）を含む、請求項２記載の連節式ノーズブリッジ。
【請求項５】
　前記ブリッジ部品（15）がギア部（23）を含み、
前記ロック機構が、ロック位置にある場合、前記ギア部に噛み合うように構成されている
つめ（32、43）を含む、請求項２記載の連節式ノーズブリッジ。
【請求項６】
　前記ギア部（23）が第一のギア部であり、
前記鼻あて側分節（34）の前記第四の端部（38）が第二のギア部（40）を含み、
前記つめ（32）が第一の係合部（76）及び第二の係合部（77）を含み、この第一の係合部
が、前記ロック機構がロック位置にある場合に、前記第一のギア部と噛み合うように構成
されており、前記第二の係合部が、前記ロック機構がロック位置にある場合に、前記第二
のギア部と噛み合うように構成されている、請求項５記載の連節式ノーズブリッジ。
【請求項７】
　前記ロック機構がロック位置に移動すると、前記ロック機構（22）が前記第二のギア部
（40）を前記第一のギア部（23）の方に移動する、請求項６記載の連節式ノーズブリッジ
。
【請求項８】
　前記鼻あて側分節（42）の前記第四の端部（48）が、前記ブリッジ側分節（44）の一部
分上を前記第二の端部（46）から滑動するように構成され、これにより前記連節器（16）
の長手方向の調節が可能となる、請求項１記載の連節式ノーズブリッジ。
【請求項９】
　前記ロック機構がロック位置にある場合、前記ロック機構（22）が前記ブリッジ側分節
（44）の前記鼻あて側分節（42）内における長手方向の動きを妨げる、請求項８記載の連
節式ノーズブリッジ。
【請求項１０】
　前記ブリッジ側分節の前記第二の端部に内圧が適用された場合、前記ブリッジ側分節（
44）の前記第二の端部（46）が前記鼻あて側分節（42）の内部面（49）に対して拡張する
ように構成され、
前記ロック機構がくさび部分を含み、ロック位置にある場合、このくさび部分が前記第二
の端部に内圧を適用する、請求項８記載の連節式ノーズブリッジ。
【請求項１１】
　前記ブリッジ部品（15）がギア部（23）を含み、
前記ロック機構（22）が、ロック位置にある場合、前記ギア部に噛み合うように構成され
ているつめ（43）を含む、請求項８記載の連節式ノーズブリッジ。
【請求項１２】
　前記ブリッジ側分節の前記第二の端部に内圧が適用された場合、前記ブリッジ側分節（
44）の前記第二の端部（46）が前記鼻あて側分節(42)の内部（49）面に対して拡張するよ
うに構成され
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前記つめ（43）が第一の係合部（78）及び第二の係合部（79）を含み、前記ロック機構が
ロック位置にある場合、この第一の係合部が、前記ギア部（23）と噛み合うように構成さ
れ、この第二の係合部が、前記第二の端部に内圧を適用するように構成されているくさび
部分（51）を含む、請求項１１記載の連節式ノーズブリッジ。
【請求項１３】
　前記ロック機構がロック位置にある場合、前記つめ（43）が前記ギア部（23）に噛み合
い、前記くさび部分（51）が前記第二の端部（46）に内圧を適用する、請求項１２記載の
連節式ノーズブリッジ。
【請求項１４】
　前記ブリッジ部品（15）が第一のスルーホール（58）を画定し、
前記ブリッジ側分節（54）が第二のスルーホール（56）を画定し、
前記ロック機構（22）が、前記鼻あて側分節（53）に取り付けられたケーブル端（62）を
有し、前記第一のスルーホール及び前記第二のスルーホールを貫通するケーブル（59）と
、前記ケーブルに結合し、前記ケーブル端を前記ブリッジ部品の方に引き寄せることで前
記ブリッジ側分節を前記ブリッジ部品に対して押し付けるテンショナ（60）とを含む、請
求項１記載の連節式ノーズブリッジ。
【請求項１５】
　前記連節器（16）が更に、前記鼻あて側分節（53）と前記ブリッジ側分節（54）の間に
挟まれた中間分節（55）を含み、この中間分節が第三のスルーホール（57）を画定し、
前記ケーブル（59）が前記第三のスルーホールを貫通している、請求項１４記載の連節式
ノーズブリッジ。
【請求項１６】
　前記ロック機構（22）がばね（26、60）を含み、該ばねが前記ロック機構を自由位置か
らロック位置へと移動するように構成されている、請求項１記載の連節式ノーズブリッジ
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は一般に、ヘッドマウントディスプレイに関する。より詳細には、本発明は、ヘッ
ドマウントディスプレイを着用者の目と整列するように調整する為の調節機構に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ここ数年来、ヘッドマウントディスプレイは、従来の陰極線管（ＣＲＴ）や液晶フラット
パネルディスプレイ装置に代わるものとして数多くの用途に利用されている。例えば、ヘ
ッドマウントディスプレイは、３－Ｄ用途、ビデオゲーム用途、仮想現実体験、軍事用途
等、移動性やプライバシーの確保が望まれる用途に利用されている。
【０００３】
従来、ヘッドマウントディスプレイといえば、使用者がかぶるヘルメットに取り付けられ
たもの、或いはディスプレイ位置を固定する為に頭に押し付けて取り付ける機構を採用し
たものであった。このような機構の一例は、米国特許第5,739,893号“Head-Mounted Imag
e Display Apparatus”に記載されている。この機構においては、後頭部に押し付けられ
たパッドと額側にあてたパッドとの間の圧力を調整することにより、ヘッドマウントディ
スプレイの位置が調整される。同様の機構は、米国特許第5,812,224号“Head-Mount Imag
e Display Apparatus”にも記載されており、ここでは後頭部のパッドにばねが取り付け
られており、これによって圧力が制御される。他の同様な機構が、“Head-Mounted Displ
ay Device”と題する欧州特許出願 EP-A-0717329号に示され、そこには、ヘッドマウント
ディスプレイの位置が、前部パッドと共働する頭の後側に対して押し付けられるパッドと
、初めにノーズガイドを介して頭に載せられる頭頂部を横切るストラップによって調節さ
れることが記載されている。
【０００４】
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他の押し付け式取り付け機構が、米国特許第5,757,339号“Head Mounted Display”に記
載されている。この機構によれば、着用者はパッド付ヘッドバンドの円周を調整すること
によって、ディスプレイ位置を調節することができる。同様のヘッドバンド機構が、米国
特許第5,774,096号“Head Mounted Display”にも記載されている。これらの機構を使え
ば、着用者は自分の目に対するディスプレイの高さをある程度調節することができる。
【０００５】
最近では、眼鏡のように着用することができるヘッドマウントディスプレイ（眼鏡型ディ
スプレイ）が開発されている。これらの眼鏡型ディスプレイでは、ヘッドマウントディス
プレイの全重量が着用者の耳と鼻で支持される。従って眼鏡型ディスプレイの位置を顔に
対して調整する場合、耳に接触する部分と眼鏡型ディスプレイの「リム」の間、或いは鼻
にあたる部分と眼鏡型ディスプレイの両リムの間に位置する「ブリッジ」の間において調
節が行われなければならない。
【０００６】
図１は、着用者の目と眼鏡型ディスプレイのビデオ表示部２との間の距離を調整する為に
出し入れして調節することができるノーズブリッジ１を備える眼鏡型ディスプレイを示す
。これは米国特許第5,815,126号“Monocular Portable Communication and Display Syst
em”に記載されているものである。この調節可能ノーズブリッジによれば、着用者はその
顔の造作や視力に関係なく、自分の目と眼鏡型ディスプレイの表示部との間の最適な視距
離を選択することができる。しかしながら、図１に示した眼鏡型ディスプレイでは、着用
者が望む高さや傾きに設定できるような調節機能をノーズブリッジがもたらさない。
【０００７】
一方で、眼鏡の高さ調節は過去にも考えられてきた。例えば、調節可能なノーズブリッジ
を利用した二焦点眼鏡の高さ調節機構を図２Ａ及び図２Ｂに示す。これは米国特許第4,28
0,758号に記載されているものである。二焦点眼鏡の高さ調節ができることで、着用者は
二焦点眼鏡４の下部（読み物用）レンズ３をその時々の用法に最も都合の良い位置にいつ
でも配置することができる。従ってテーブル上に置いた本を読んでいる場合、着用者は読
み物用レンズが目と本との間に入るように無理な姿勢で頭を傾けることなく、この読み物
用レンズを通して楽に本を見下ろせるように、着用者は読み物用レンズを低い位置にして
おくことを望む。同時に、読み物用レンズを下げておくことによって、前方を見たときに
周囲の様子を上部（遠景用）レンズ５を通して見ることができる。またコンピュータを使
用する着用者が、読み物用レンズを通してコンピュータ画面を見るために、頭を後ろに傾
けて目とコンピュータ画面との間に読み物用レンズが位置するようにしなくてもすむよう
に、読み物用レンズ３の位置を上げておくことが望まれる。
さらに“Vertically adjustable Bifocal Spectacles”と題する米国特許第2,578,318号
は、二焦点レンズの焦点を垂直方向の２つの位置の間で調節することができる調節可能鼻
あて部品を提供する。この機構は、鼻パッドと眼鏡のフレームの間に取り付けられた枢軸
動アームによる。
同様に“Ophthalmic Device Includes a Detachable Nosepiece”と題する米国特許第5,2
91,230号は、眼鏡の垂直位置及び角度を調節することができる取り外し可能な鼻あて部品
を記載する。この装置は、眼鏡の種々の角度及び高さを選択可能であることを教示するが
、眼鏡を着用している最中、角度又は高さはどちらも利用者により容易に調節され得ない
。つまり眼鏡の高さは、眼鏡が着用されていないときにのみ、フレームから鼻あて部品を
取り外すことにより、あるいは工具で鼻あて部品固定具にアクセスすることによって調節
することができる。
【０００８】
眼鏡型ディスプレイに高さ調節機能があれば特定の利点が提供される。例えば、眼鏡型デ
ィスプレイを顔に対して低めに着用した場合、着用者は他者と会話しながら相手とアイコ
ンタクトをとることができる。これと同時に、着用者は下方をちらりと見て、眼鏡型ディ
スプレイ上に表示された会話内容に関連したデータを見ることができる。代替的には、眼
鏡型ディスプレイを低めに着用していれば、着用者は眼鏡型ディスプレイの上方から見る
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ことによって周囲の状況を把握することができ、ディスプレイ上でデータの閲覧を長時間
にわたって行う使用者にとって好ましい。
【０００９】
同様に、着用者は眼鏡型ディスプレイを顔に対して高めに着用することを選択することも
できる。この形態は、複雑な手順に従って手作業を行う医者や機械工等にとって便利であ
る。高めに着用した眼鏡型ディスプレイには、例えば指示事項や図、或いは同じ対象物を
着用者の視点以外から見た画像等を表示することができる。このとき、着用者の手や機器
、工具及び指示対象の物体等は、眼鏡型ディスプレイの下方に完全に見えている状態にあ
る。
【００１０】
最後に、顔に対して眼鏡型ディスプレイの位置を上げ下げして着用することについては上
述した利点があるものの、眼鏡型ディスプレイを目の高さに装着することを望む利用者も
間違いなく存在する。この位置は最も気が散ることが無く、従って映画を鑑賞したり、仮
想現実世界を体験したり、或いは単に重要な仕事に集中する場合には望ましい。
【００１１】
しかしながら、図２Ａ及び図２Ｂに示したものと同様の機構を利用して、顔に対する眼鏡
型ディスプレイの位置を単に上げ下げするだけでは、眼鏡型ディスプレイの最も高い鑑賞
効率を着用者に提供することはできない。何故なら、眼鏡型ディスプレイ中に表示される
画像は、一般的に着用者の視線が画像面に対して垂直である場合に最適に見ることができ
るように構成されているからである。眼鏡型ディスプレイは通常、それが目の高さに着用
された場合に直角の視角が得られるように構成されている。しかしながら単に上げ下げの
調整しかできないノーズブリッジを利用して、顔に対する眼鏡型ディスプレイの高さを調
節する場合、眼鏡型ディスプレイの高さ調節に伴って、眼鏡型ディスプレイが着用者の耳
を中心に枢軸動することになる。着用者の目の動きではなく、耳が枢軸として作用する為
、ディスプレイが目の高さよりも上方へ、或いは下方へ移動した場合、着用者の視角は表
示画像面に対して垂直に保たれなくなる。顔に対する眼鏡型ディスプレイの高さが変化し
たことによって生じる視角の変化を補償する為に、眼鏡型ディスプレイにチルト調節機構
を設けなければならない。チルト調節機構があれば、着用者が眼鏡型ディスプレイのどの
高さを選択しても、最適な垂直視角を得ることができる。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
上述から明らかなように、顔に対する眼鏡型ディスプレイの高さと、ディスプレイのチル
トと、そして目とディスプレイ間との距離とを調節することができる眼鏡型ディスプレイ
用ノーズブリッジが必要とされている。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
本発明は、左眼ディスプレイ、右眼ディスプレイ及び左眼ディスプレイと右眼ディスプレ
イを接続するブリッジを有するヘッドマウントディスプレイ用の連節式ノーズブリッジを
提供する。本発明に基づく連節式ノーズブリッジは、着用者の顔に対するディスプレイの
高さ、ディスプレイのチルト、着用者の目とディスプレイとの間の視距離を容易に調節す
ることができる。本発明に基づく連節式ノーズブリッジは、着用者の鼻に掛けられるよう
に構成されている鼻あて部品と、左眼ディスプレイと右眼ディスプレイとの間に位置する
ブリッジ部品と、連節器とを含む。連節器は、鼻あて部品に結合する鼻あて側端部とブリ
ッジ部品に枢軸動可能に結合するブリッジ側端部とを有し、これにより着用者は左眼ディ
スプレイ及び右眼ディスプレイの視角を調節することができる。
【００１４】
調節可能なノーズブリッジは、更にブリッジ部品の枢軸動を妨げるロック位置と、ブリッ
ジ部品の枢軸動を可能とする自由位置とを持つロック機構を含む。このロック機構は、ロ
ック機構が自由位置からロック位置へと自動的に戻るように構成されたばねを含む。加え
て連節器の鼻あて側端部は、鼻あて部品に枢軸動可能に結合される。
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【００１５】
また更に、ブリッジ部品はギア部を含み、ロック機構は、ロック位置にある場合に、ギア
部に噛み合うように構成されたつめを含む。ロック機構がロック位置にある場合、つめが
ギア部に噛み合って、ブリッジ部品が連節器に対して枢軸動することを防ぐ。つめは連節
器に固定したものでも、連節器内で一次元的に自由に移動することができるものでも良い
。
【００１６】
連節器は、ブリッジ側分節と鼻あて側分節とを含む。ブリッジ側分節は、連節器のブリッ
ジ側端部に加え、更に第一の端部と第二の端部とを含む。鼻あて側分節は、連節器の鼻あ
て側端部に加え、更に第三の端部とブリッジ側分節の第二の端部に枢軸動可能に結合され
ている第四の端部とを含む。ロック機構は、ロック位置にある場合、鼻あて側分節がブリ
ッジ側分節の第二の端部を中心に枢軸動することを防ぐ。鼻あて側分節の第四の端部は第
二のギア部を含み、ロック位置にある場合に、つめがこの第二のギア部に噛み合うように
構成される。
【００１７】
代替的には、鼻あて側分節の第四の端部が、ブリッジ側分節の上方を第二の端部からスラ
イドするように構成され、この場合は鼻あて側分節へと挿入されるブリッジ側分節の部分
を長手方向に調節することにより、連節器の長さを調節することができる。ロック機構が
ロック位置にある場合、ロック機構は、鼻あて側分節内においてブリッジ側分節が長手方
向に移動することを妨げる。ブリッジ側分節の第二の端部は、ブリッジ側分節の第二の端
部に内部圧力がかかった場合に、鼻あて側分節の少なくとも１つの内面に向かって拡張す
るように構成される。このような場合、ロック機構は、ロック位置にある場合に、第二の
端部へと内部圧力を印加するようにくさび型部分を含むことができる。
【００１８】
ブリッジ部品に第一のスルーホールが画定され、連節器は、第二のスルーホールを画定す
る鼻あて側分節及びブリッジ側分節を含む。このような場合、ロック機構は、テンショナ
と、鼻あて側分節に一端を固定されたケーブル端を含むケーブルを含む。このケーブルが
第一及び第二のスルーホールを貫通する。ロック機構がロック位置にある場合、テンショ
ナはケーブル端をブリッジ部品方向へと引っ張る。従ってこの引張力が、ブリッジ側分節
をブリッジ部品に対して押し付ける。第三のスルーホールを画定する中間分節が、鼻あて
側分節とブリッジ側分節の間に挟まれ、この場合、ケーブルが第三のスルーホールを通過
する。
【００１９】
本発明の他の特徴及び利点は、本発明の原理を説明する為の事例を描いた添付図と共に以
下の詳細な説明を読むことによって明らかとなる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下の詳細な説明において、幾つかの図にわたって同様の要素には同様の参照番号を付し
た。これらの説明を目的とした図面に示されているように、本発明はヘッドマウントディ
スプレイの位置を着用者の目に対して調節するのに利用される連節式ノーズブリッジを提
供する。本発明に基づく連節式ノーズブリッジは、着用者の顔の形が様々に異なる場合で
も、その着用者の視線に対して表示画面を垂直に保って、顔に対する複数の位置にヘッド
マウントディスプレイを調節することができる。また本発明の連節式ノーズブリッジの幾
つかの実施形態では、着用者が選択した顔のいかなる位置においても、ヘッドマウントデ
ィスプレイと着用者の目との距離を着用者が調節することができる。
【００２１】
図３Ａ～図３Ｈは様々な位置を示したものであり、本発明に基づく連節式ノーズブリッジ
を利用してヘッドマウントディスプレイがこれらの位置に調節される。これらの図に描か
れた連節式ノーズブリッジは後に詳細を説明する本発明の第二実施例３１に基づくもので
ある。具体的には、図３Ａ及び図３Ｂは、本発明の第二実施例に基づく連節式ノーズブリ
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ッジを備えるヘッドマウントディスプレイを顔に対してそれぞれ高い位置、及び低い位置
に着用した場合を描いた正面図である。各図において、着用者の頭部６は鼻７と目８によ
り表されている。ヘッドマウントディスプレイ１０は、ブリッジ１２を介して接続されて
いる左眼ディスプレイ１１及び右眼ディスプレイ７０を含む。本発明に基づく連節式ノー
ズブリッジ１３は、鼻あて部品１４と、ブリッジ部品１５と、連節器１６とを含む。鼻あ
て部品は、着用者の鼻７の上に支持されるように構成され、ブリッジ部品はヘッドマウン
トディスプレイ１０の左眼ディスプレイ１１及び右眼ディスプレイ７０の間に位置するブ
リッジ１２に取り付けられた、或いは一体に成形されている。連節器は、鼻あて部品１４
に結合した鼻あて側端部１７と、ブリッジ部品１５に枢軸動可能に結合したブリッジ側端
部１８とを備える。
【００２２】
図３Ｃ～図３Ｈは、本発明の第二実施例３１に基づく連節式ノーズブリッジを利用してヘ
ッドマウントディスプレイ１０を調節する場合を説明する図である。様々な形の顔の様々
な位置に配置したところを描いている。図の各々において、着用者の頭部６の左側面を、
鼻７と、線９に示す視線を有する目８とにより輪郭を表した。図中のヘッドマウントディ
スプレイ１０は、左眼ディスプレイ１１が透明の箱として描かれているが、これは連節式
ノーズブリッジ１３が見えるようにする為である。鼻あて部品１４、ブリッジ部品１５、
連節器１６に加え、これらの図には第一のピボットピン１９と第二のピボットピン２０が
描かれている。第一のピボットピン１９は連節器１６の鼻あて側端部１７を鼻あて部品１
４へ連結し、第二のピボットピン２０は連節器１６のブリッジ側端部１８をブリッジ部品
１５へ連結している。
【００２３】
より詳細には、図３Ｃ、図３Ｄ、図３Ｅにおいて描かれている着用者６は、大きな鼻７と
鼻から奥へと深く窪んだ目８を有する。図３Ｃにおいては、連節式ノーズブリッジ１３は
、ヘッドマウントディスプレイ１０の着用者の顔に対する位置が目の高さに調節されるよ
うに、また左眼ディスプレイ１１の前面が着用者の視線９と直角となる角度にヘッドマウ
ントディスプレイ１０が傾けられるように調節されている。図３Ｄにおいては、連節式ノ
ーズブリッジ１３は、ヘッドマウントディスプレイ１０の着用者の顔に対する位置が低く
なるように、そして左眼ディスプレイ１１の前面が着用者の視線９と直角となる角度にヘ
ッドマウントディスプレイが傾けられるように調節されている。図３Ｅにおいては、連節
式ノーズブリッジ１３は、ヘッドマウントディスプレイ１０の着用者の顔に対する位置が
高くなるように、そして左眼ディスプレイ１１の前面が着用者の視線９と直角となる角度
にヘッドマウントディスプレイが傾けられるように調節されている。
【００２４】
図３Ｆ～図３Ｈにおいて描かれている着用者６は、小さな鼻７と鼻７により近い位置にあ
る目８を持ち、平坦な顔をしている。図３Ｆにおいては、連節式ノーズブリッジ１３は、
ヘッドマウントディスプレイ１０の着用者の顔に対する位置が目の高さに合うように、ま
た左眼ディスプレイ１１の前面が着用者の視線９と直角となる角度にヘッドマウントディ
スプレイ１０が傾けられるように調節されている。図３Ｇにおいては、連節式ノーズブリ
ッジ１３は、ヘッドマウントディスプレイ１０の着用者の顔に対する位置が低くなるよう
に、そして左眼ディスプレイ１１の前面が着用者の視線９と直角となる角度にヘッドマウ
ントディスプレイが傾けられるように調節されている。図３Ｃ～図３Ｇに描かれた事例の
各々において、様々な形の顔に対し、左眼ディスプレイ１１の面を視線９と直角に維持し
つつ、顔を基準とした複数の位置に調節することができるという、本発明に基づく連節式
ノーズブリッジ１３の機能を示した。これらの例は更に、連節式ノーズブリッジ１３が着
用者の目８と左眼ディスプレイ１１との間の視距離を一定の距離Ｄに保つように調節可能
であることも示している。
【００２５】
図３Ｈは、連節式ノーズブリッジ１３はヘッドマウントディスプレイ１０の着用者の顔に
対する位置を目の高さに合うように、そして左眼ディスプレイ１１の前面が着用者の視線
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９と直角となる角度にヘッドマウントディスプレイを傾けるように調節されているという
点において、図３Ｆと同様である。しかしながら図３Ｈにおいては、連節式ノーズブリッ
ジ１３はディスプレイ１１と目８との間の視距離をより小さく取る（Ｄ１）ように調節さ
れている。この図は、本発明の連節式ノーズブリッジがヘッドマウントディスプレイの高
さ及びチルト調節に加えて視距離調節をも提供し得ることを示す。
【００２６】
連節式ノーズブリッジ１３は、以下にも説明するが、摩擦力又はロック機構により、図３
Ａ～図３Ｈに示した各位置、或いはそのあらゆる中間位置に保持することができる。以下
に説明する連節式ノーズブリッジ１３の各実施例においては、ロック機構２２を含んだも
のとして記載しているが、各実施例が、摩擦力によって連節式ノーズブリッジ１３をその
調節位置に保持するように改めることができることは言うまでもない。
【００２７】
図４Ａ～図４Ｇは、本発明に基づく連節式ノーズブリッジの第一実施例２１を示す図であ
る。より詳細には、図４Ａは連節式ノーズブリッジの第一実施例の斜視図である。図４Ｂ
及び図４Ｃは連節式ノーズブリッジの第一実施例の側面図であるが、そのロック機構２２
がロック位置にある場合と自由位置にある場合とをそれぞれに描いたものである。図４Ｄ
及び図４Ｅはそれぞれ、図４Ｂ及び図４Ｃに示した連節式ノーズブリッジの第一実施例２
１の平面図である。図４Ｆは連節式ノーズブリッジの第一実施例２１の分解図であり、図
４Ｇはロック機構２２の部分の分解図である。
【００２８】
連節式ノーズブリッジの第一実施例２１は、図３Ａ～図３Ｈに描かれ、以下で詳細に説明
する第二実施例の２分節構造とは違い、単純化された単一ビーム連節器構造を持つ。この
単純化された構造は、ヘッドマウントディスプレイ１０の着用者の顔に対する高さ及び傾
きを調節する機能を維持しつつ、この第一実施例２１の製造及び組立コストを低減する。
しかしながら、連節式ノーズブリッジの第一実施例２１は、他の実施例で可能であるディ
スプレイ１１、７０と着用者の目８との間の視距離を調節する機能（図３Ａ参照）を欠い
ている。
【００２９】
更に図３Ａも参照して説明すると、連節式ノーズブリッジの第一実施例２１は、着用者の
鼻７で支持されるように構成されている鼻あて部品１４と、左眼及び右眼ディスプレイ１
１、７０の間に位置するブリッジ１２に取り付けられた、又は一体に作られたブリッジ部
品１５と、連節器１６とを含む。ブリッジ部品１５は、本体７１、この本体から突出して
いるロック機構ハウジング７２、本体から突出している枢軸動体７３を含む。枢軸動体７
３は、それを貫通するスロット２４を画定する。更に枢軸動体は、本体７１から離れた側
にギア部２３を含む。ギア部は外側円周部分７４（図４Ｇに図示）を有する。
【００３０】
好ましくは「Ｕ字」型の断面形状を有し、折り曲げられた金属シートから作られた連節器
１６は、鼻あて部品１４に第一のピボットピン１９により結合されている鼻あて側端部１
７と、第二のピボットピン２０によりブリッジ部品１５へ枢軸動可能に結合されているブ
リッジ側端部１８を有する。第一のピボットピン１９及び第二のピボットピン２０は、判
別し易くする為に、図４Ｂ及び図４Ｃにおいては黒く塗りつぶして示し、図４Ｄ及び図４
Ｅにおいては網がけで示す。第一のピボットピンは、着用者が鼻あて部品１４を第一のピ
ボットピン１９の周囲で枢軸動させることができるように構成されることが好ましく、こ
の時鼻あて部品は摩擦力によって調節後の位置に維持されるようになっていることが望ま
しい。
【００３１】
連節式ノーズブリッジの第一実施例２１は、更にロック機構２２を含む。ロック機構は押
しボタン２５（図４Ｂ、図４Ｃ、図４Ｆにおいて網がけで図示）、ばね２６、つめ２７（
図４Ｄ、図４Ｅにおいて網がけで図示）を含む。ばね２６は圧縮コイルばねが望ましい。
押しボタン２５中には第二のピボットピン２０を受容するような寸法の穴２８が画定され
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ている（図４Ｄ及び図４Ｅ参照）。押しボタン２５及びばね２６は、ロック機構ハウジン
グ７２に形成されている溝２９にはめ込まれる。溝２９は枢軸動体７３に画定されている
スロット２４に平行である。溝２９は、押しボタンが溝２９の中にあるとき、第二のピボ
ットピン２０がスロット２４を介して穴２８へと挿入可能であるように構成されている。
【００３２】
つめ２７は、連節器１６に取り付けられており、ロック機構２２がロック位置にあるとき
、ギア部２３と噛み合うように構成されている。本明細書の記載において、つめがギア部
と「噛み合っている」とは、つめの一部がギア部の外側円周部分内に配置されていること
である。例えば、つめ２７がギア部２３の外側円周部分７４内に配置されることにより、
つめ２７がギア部２３と噛み合うのである。つめ２７がギア部２３と噛み合うと、つめに
よってブリッジ部品１５が第二のピボットピン２０の周囲で枢軸動することができなくな
る。つめとギア部との間のバックラッシによって、ブリッジ部品が第二のピボットピン２
０の周囲でわずかに枢軸動することも考えられるが、説明の便宜上、このようなわずかな
枢軸動は「枢軸動」したとはみなさないものとする。
【００３３】
着用者が押しボタン２５を押していなければ、ばね２６は押しボタンを、図４Ｃ及び図４
Ｅに示す矢印３０とは反対の第一の方向に、溝２９の軸に沿って押し出す。押しボタン２
５は、第二のピボットピン２０をスロット２４の長手方向に沿って第一の方向に移動させ
、つめ２７がギア部に噛み合うまで連節器１６をギア部２３へと引き寄せる。この状態が
ロック機構２２のロック位置と呼ばれ、図４Ａ、図４Ｂ、図４Ｄに描かれている。上述し
たように、ロック機構がロック位置にあるときには、ブリッジ部品１５は第二のピボット
ピン２０の周囲での実質的な枢軸動ができない。
【００３４】
着用者が、図４Ｃ及び図４Ｅに示した矢印３０の方向に押しボタンを押し込むと、ばね２
６が圧縮され、押しボタンはばねに向かって移動する。これによって、第二のピボットピ
ン２０がスロット２４に沿って移動し、連節器１６は押されて枢軸動体７３から離れるこ
とになる。第二のピボットピンがスロット２４の本体７１から離れた側の端部に達するま
でスロット２４に沿って移動すると、つめ２７がギア部２３から開放される。この状態が
ロック機構２２の自由位置と呼ばれる。ロック機構が自由位置にあると、ブリッジ部品１
５は第二のピボットピン２０の周囲で自由に枢軸動される。
【００３５】
ばね２６、ギアの歯２３、つめ２７は、ロック機構２２を自由位置に移動するために、着
用者が押しボタン２５を押すことが必要であるように構成されていることが好ましい。し
かしながら、特定のばね・ギア歯・つめ構成においては、ロック機構２２を戻り止め装置
のように作動させることもできる。着用者がブリッジ部品１５を第二のピボットピン２０
の周囲で枢軸動させる場合、ブリッジ部品を枢軸動させるのに要する力はばね２６によっ
て及ぼされる力に勝り、つめは隣接するギア歯面を、つめがギア部２３から開放されるま
ですべり上がる。着用者がブリッジ部品の枢軸動を止めると、ばね２６の力でつめがギア
部２３と噛み合い、これによってロック機構はロック位置に戻ることになる。
【００３６】
加えて、本発明の実施例の各々においては、着用者が鼻あて部品１４を最も楽な角度に調
整することができるように、第一のピボットピン１９によって鼻あて部品１４を連節器１
６に枢軸動可能に連結することが好ましいが、他の方法により鼻あて部品を連節器に剛直
に、或いは弾性的に結合しても良い。
【００３７】
図５Ａ～図５Ｄは、本発明に基づく連節式ノーズブリッジの第二実施例３１を示す図であ
る。より詳細には、図５Ａは本発明に基づく連節式ノーズブリッジの第二実施例３１の斜
視図である。図５Ｂ及び図５Ｃは連節式ノーズブリッジの第二実施例３１の側面図であり
、ロック機構２２がそれぞれロック位置及び自由位置にある状態が示されている。最後に
図５Ｄは連節式ノーズブリッジの第二実施例３１の分解図である。
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【００３８】
連節式ノーズブリッジの第二実施例３１は、上述した第一実施例２１と構造的に類似して
いる。第二実施例における要素のうち、先に図４Ａ～図４Ｇを参照しつつ説明した第一実
施例の要素と同一のものに関しては、図５Ａ～図５Ｄにおいても同一の参照番号を付し、
以下において再度の説明は行わない。
【００３９】
本発明の第一実施例２１と第二実施例３１との大きな違いは連節器１６に見られる。第二
実施例においては、連節器１６はブリッジ側分節３３と鼻あて側分節３４とを含む。ブリ
ッジ側分節３３は、連節器のブリッジ側端部１８を含む第一の端部と第二の端部３６を有
する。ブリッジ側分節は金属シートから形成され、第一の端部２５及び第二の端部３６に
おいては「Ｕ字」型断面を有し、第一の端部と第二の端部との間は箱型断面を有すること
が好ましい。鼻あて側分節３４は、連節器の鼻あて側端部１７を含む第三の端部３７と第
四の端部３８とを有する。鼻あて側分節３４の第四の端部３８は、第三のピボットピン３
９によりブリッジ側分節３３の第二の端部３６と枢軸動可能に結合されている。
【００４０】
第二実施例３１と第一実施例２１との第二の大きな相違点は、つめ３２にある。ロック機
構がロック位置にある場合、第一実施例のつめ２７と同様に、つめ３２も枢軸動体７３に
形成されたギア部２３（以下「第一のギア部」とも称する）に噛み合うように構成されて
いる。つめ３２が第一のギア部２３と噛み合うと、ブリッジ部品１５は第二のピボットピ
ン２０の周囲での実質的な枢軸動が妨げられる。しかしながら、第二実施例３１のつめ３
２は、第一実施例２１のつめ２７とは異なり、連節器１６に固定されておらず、連節器の
ブリッジ側分節３４の箱形断面形状内に収容された状態にあり、ブリッジ側分節内におい
て軸方向に自由に移動することができるようになっている。つめ３２は、ブリッジ側分節
３４の箱型断面内で適合するように方形の断面であり、第一の係合部７６及び第二の係合
部７７（図５Ｄに図示）を備えることが好ましい。第一の係合部７６は、ロック機構が上
述したようにロック位置にある場合、第一のギア部２３と噛み合うように構成されたつめ
の部分である。つめ３２の第二の係合部７７は、ロック機構がロック位置にある場合に、
第二のギア部４０と噛み合うように構成されている。この第二のギア部については以下で
説明する。
【００４１】
第二実施例３１のロック機構２２は、ロック位置においてブリッジ部品１５の枢軸動を防
止することに加え、ロック位置において、鼻あて側分節３４がブリッジ側分節３３の第二
の端部３６にある第三のピボットピン３９の周囲で枢軸動しないようにする。鼻あて側分
節を枢軸動しないようにする為に、第二のギア部４０が鼻あて側分節３４の第四の端部３
８に形成されている。ロック機構がロック位置にある場合、つめ３２の第一の係合部７６
は第一のギア部２３と噛み合い、つめの第二の係合部７７は第二のギア部４０と噛み合う
。従ってつめ３２は、第三のピボットピン３９の周囲での鼻あて側分節の枢軸動と、第二
のピボットピン２０の周囲でのブリッジ部品１５の枢軸動との両方を抑止する。
【００４２】
着用者が押しボタン２５を押していない場合、ばね２６は、矢印３０の方向とは反対の第
一の方向に溝２９に沿って押しボタンを移動する。この押しボタンは、スロット２４に沿
って第一の方向に第二のピボットピン２０を移動する。第二のピボットピンは、連節器１
６のブリッジ側分節３３を引き寄せて枢軸動体７３に近づけ、第二のギア部４０を移動し
て第一のギア部２３方向に近づける。ブリッジ側分節は、つめ３２が第一のギア部２３及
び第二のギア部４０の両方に噛み合うまで枢軸動体へと近づく。この状態がロック機構２
２のロック位置と称され、図５Ａ、及び図５Ｂに描かれている状態である。
【００４３】
着用者が、図５Ｃの矢印３０によって示されるように押しボタン２５を押すと、押しボタ
ンがばね２６を圧縮し、ばねに向かって移動する。これが、第二のピボットピン２０をス
ロット２４に沿って移動させ、連節器１６のブリッジ側分節３３を押して枢軸動体７３か
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ら離す。枢軸動体から離れるブリッジ側分節の動きによって、第二のギア部４０が第一の
ギア部２３から離れる。第二のピボットピン２０がブリッジ部品１５の本体７１から離れ
た側のスロット２４の端部まで達し、つめ３２が第二のギア部４０及び第一のギア部２３
から開放されるまで、第二のピボットピン２０はスロット２４内で移動し続ける。この状
態はロック機構２２の自由位置と称される。ロック機構２２が自由位置にあると、ブリッ
ジ部品１５が第二のピボットピン２０の周囲で自由に枢軸動し、鼻あて側分節３４も第三
のピボットピンの周囲で自由に枢軸動するようになる。
【００４４】
ばね２６、第一のギア部２３、第二のギア部４０、つめ２７は、ロック機構２２を自由位
置にするのに、着用者が押しボタン２５押すことが必要であるように構成されていること
が好ましい。しかしながら、特定のばね・第一のギア部・第二のギア部・つめの構成は、
ロック機構２２を戻り止め装置のように機能させることもできる。着用者がブリッジ部品
１５を第二のピボットピン２０の周囲で枢軸動させる、或いは鼻あて側分節３４を第三の
ピボットピン３９の周囲で枢軸動させる場合、ブリッジ部品又は鼻あて側分節を枢軸動さ
せるのに要する力はばね２６の力に勝り、つめは、第一のギア部２３もしくは第二のギア
部４０の隣接するギア歯面を、ギア部から開放されるまで、すべり上がる。着用者がブリ
ッジ部品又は鼻あて部品の枢軸動を止めると、ばね２６はつめを第一のギア部２３及び第
二のギア部４０の両方と噛み合うように戻し、これによってロック機構はロック位置に戻
る。
【００４５】
図６Ａ～図６Ｃは、本発明に基づく連節式ノーズブリッジの第三実施例４１を示す図であ
る。より詳細には、図６Ａは連節式ノーズブリッジの第三実施例４１の側面図であり、ロ
ック機構がロック位置にある状態を描いたものである。図６Ｂ及び図６Ｃは、本発明に基
づく連節式ノーズブリッジの第三実施例４１を示し、ロック機構２２が自由位置にあり、
鼻あて側分節４２が伸びた状態、及び縮んだ状態をそれぞれ示している。
【００４６】
連節式ノーズブリッジの第三実施例４１は、連節器１６とつめ４３を除けば、上述した第
一及び第二実施例２１、３１と構造的に類似している。第三実施例の要素のうち、図４Ａ
～図５Ｄを参照し、先に説明された二つの実施例２１、３１の要素と同一のものに関して
は、図６Ａ～図６Ｃにおいても同一の参照番号を付し、以下において再度説明することは
しない。
【００４７】
しかしながら、第三実施例のつめ４３は第一実施例２１のつめ２７や第二実施例３１のつ
め３２とは異なる。第二実施例のつめと同様に、つめ４３もまた、ロック機構がロック位
置にあると、第一のギア部２３と噛み合い、連節器１６のブリッジ側分節４４内部を一次
元的に自由に移動するように構成された第一の係合部７８を有する。つめ４３がギア部２
３と噛み合うと、つめ４３は、ブリッジ部品１５が第二のピボットピン２０の周囲で枢軸
動するのを妨げる。またつめ４３は、ロック機構がロック位置にあるとき、連節器１６内
の長手方向の動きを抑止するように構成されている延長部分７９を有しているが、これに
ついて以下に詳細を説明する。
【００４８】
第三実施例４１においては、連節器１６は、ブリッジ側分節４４と鼻あて側分節４２とを
含む。ブリッジ側分節４４は、連節器１６のブリッジ側端部１８を含む第一の端部４５と
第二の端部４６を有する。ブリッジ側分節４４は、折り曲げた金属シートから形成され、
第一の端部４５では「Ｕ字」型断面であり、つめ４３を収容する第二の端部４６では箱型
断面であることが好ましい。鼻あて側分節４２は、連節器の鼻あて部品側端部１７を含む
第三の端部４７と、ブリッジ側分節４４の一部分の上を第二の端部４６から滑動するよう
に構成されている第四の端部４８を有する。ブリッジ側分節４４は、鼻あて側分節４２へ
と様々な度合いで滑り込ませることができ、これにより連節器１６の全体長が調節される
。
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【００４９】
ロック機構２２がロック位置にある場合、第三実施例４１のロック機構２２は、ブリッジ
部品１５を枢軸動させないようにすることに加え、ブリッジ側分節４４の、鼻あて側分節
内における長手方向の動きを妨げる。従ってロック機構が、ロック位置にある間は、連節
器の長さを変化させることはできない。ブリッジ側分節４４の第二の端部４６に内圧がか
かった場合、ブリッジ側分節４４の第二の端部４６は、鼻あて側分節４２の少なくとも１
つの内部面４９に対して拡張するように構成されている。第二の端部４６は、内圧がかか
った場合に、第二の端部を鼻あて側分節４２の少なくとも内部面４９に向かって広げる為
の傾斜部分５０を含むものが好ましい。
【００５０】
鼻あて側分節４２内のブリッジ側分節４４の長手方向移動を妨げるのに必要な内圧を得る
為に、つめ４３の延長部分７９はくさび状５１に形成されている。このくさび５１は、ロ
ック機構がロック位置にある場合に、傾斜部分５０を鼻あて側分節４２の少なくとも１つ
の内部面４９の方に押し付けることで、第二の端部４６に内圧を印加するように構成され
ている。従ってロック機構がロック位置にある場合、つめ４３の第一の係合部７８がギア
部２３と噛み合い、くさび５１は傾斜部を鼻あて側分節４２の少なくとも１つの内部面４
９の方に移動する。このようにして、ロック機構は、鼻あて側分節４２内のブリッジ側分
節４４の長手方向の動きを妨げ、第二のピボットピン２０の周囲でのブリッジ部品１５の
枢軸動を妨げる。
【００５１】
着用者が押しボタン２５を押していない場合、ばね２６は、図６Ｂ及び図６Ｃの矢印３０
とは反対方向に、溝２９に沿って押し出す。押しボタン２５は、第二のピボットピン２０
をスロット２４に沿って動かす。第二のピボットピン２０は、連節器１６のブリッジ側分
節４４を枢軸動体７３に引き寄せ、傾斜部５０を動かしギア部２３に近づける。ブリッジ
側分節は、つめ４３がギア部２３と噛み合い、くさび５２が鼻あて側分節４３の内部面４
９の方に傾斜部５０を押し付けるまで、枢軸動体へと近づく。この状態がロック機構２２
のロック位置と称され、図６Ａに描かれている状態である。
【００５２】
着用者が押しボタン２５を押すと、図６Ｂ及び図６Ｃの矢印３０によって示されるように
、ばね２６が圧縮され、押しボタンはばねに向かって移動する。この時押しボタン２５は
第二のピボットピン２０をスロット２４に沿って動かす。第二のピボットピンは、連節器
１６のブリッジ側分節４４を枢軸動体７３から離れるように押し、これにより傾斜部５０
はギア部２３から離れる方向に移動する。この移動は、第二のピボットピン２０が本体７
１から離れた側のスロット２４の端部に達し、つめ３２がギアの歯２３から開放され、く
さび５１の印加していた内圧がブリッジ側分節４４の第二の端部４６にかからなくなるま
で続く。この状態がロック機構２２の自由位置と称される。ロック機構２２が自由位置に
ある場合、ブリッジ部品１５は、第二のピボットピンの周囲で自由に枢軸動させることが
でき、また鼻あて側分節４３も図６Ｂに示す拡張位置と図６Ｃに示す収縮位置との間で、
長手方向に自由に移動することができる。
【００５３】
図７Ａ及び図７Ｂは、本発明に基づく連節式ノーズブリッジの第四実施例５２を示す図で
ある。より詳細には、図７Ａは連節式ノーズブリッジの第四実施例５２の側面図であり、
ロック機構２２がロック位置にある状態を描いたものである。図７Ｂも同様に、連節式ノ
ーズブリッジの第四実施例の側面図であるが、ロック機構が自由位置にある状態を描いた
ものである。
【００５４】
連節式ノーズブリッジの第四実施例５２は、先に説明した第二実施例３１と構造的に類似
している。第四実施例の要素のうち、図５Ａ～図５Ｄを参照して先に説明した第二実施例
３１の要素と同一のものには、図７Ａ及び図７Ｂにおいても同一の参照番号を付し、以下
で再度説明しない。
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【００５５】
第四実施例５２においては、ブリッジ部品１５は本体７１と枢軸動体７３を含む。枢軸動
体は、本体７１から離れた側に第一の曲面８１画定し、その第一の曲面８１から枢軸動体
７３を貫通する第一のスルーホールが画定されていることが好ましい。
【００５６】
第四実施例５２の連節器１６は、ブリッジ側分節５４と鼻あて側分節５３を有する。ブリ
ッジ側分節５４は、ブリッジ側端部１８を含む第一の端部８２と第二の端部８３を有する
。第一の端部８２は、枢軸動体７３の第一の曲面８１に対してしっかりと係合する形状の
第二の曲面８４を画定することが好ましい。第二の端部８３は第三の曲面８５を画定する
ことが好ましい。ブリッジ側分節５４は、更に第二の曲面８４から第三の曲面８５まで貫
通する第二のスルーホール５６が画定される。
【００５７】
第四実施例の鼻あて側分節５３は、鼻あて側端部１７を含む第三の端部８６と第四の端部
８７を有する。第四の端部は、ブリッジ側分節５４の第三の曲面８５に対してしっかりと
係合する形状の第四の曲面８８を画定することが好ましい。
【００５８】
枢軸動体７３及びブリッジ側分節５４は、第一の曲面８１が第二の曲面８４にしっかりと
押し付けられている場合、枢軸動体の第一の曲面８１がブリッジ側分節の第二の曲面８４
に対して滑動することを妨げられるように構成されていることが望ましい。同様に、ブリ
ッジ側分節５４及び鼻あて側分節５３は、第三の曲面が第四の曲面にしっかりと押し付け
られている場合、ブリッジ側分節５４の第三の曲面８５が鼻あて側分節５３の第四の曲面
８８に対して滑動することが妨げられるように構成されていることが好ましい。
【００５９】
第四実施例５２のロック機構２２は、押しボタン２５、ケーブル５９、望ましくは圧縮コ
イルばねからなるテンショナ６０を含む。ケーブルは、押しボタンに取り付けられている
第一のケーブル端６１と鼻あて側分節５３に取り付けられている第二のケーブル端６２を
有する。ケーブル５９は、第一のケーブル端６１からテンショナ６０、枢軸動体７３の第
一のスルーホール５８、ブリッジ側分節５４の第二のスルーホール５６を通過する。
【００６０】
着用者が押しボタン２５を押していない場合、テンショナ６０は押しボタン２５及び第一
のケーブル端６１を、図７Ｂの矢印３０と反対の方向に、ブリッジ部品１５から離れるよ
うに動かす。これにより、鼻あて側分節５３及び第二のケーブル端６２が枢軸動体７３の
第一の曲面８１に向かって移動する。鼻あて側分節５３は、ブリッジ側分節５４が鼻あて
側分節５３と枢軸動体７３の間で押し付けられて、第一の曲面が第二の曲面８４に対して
しっかりと押し当てられ、第三の曲面８５が第四の曲面に対してしっかりと押し当てられ
るまで、第一の曲面８１に向かって移動し続ける。この状態がロック機構２２のロック位
置と称され、図７Ａに描かれている状態である。ロック位置にある場合、ロック機構が第
二の曲面８４に対する第一の曲面８１の滑動を妨げている為、ブリッジ部品１５のブリッ
ジ側分節５４に対する枢軸動が防止される。
【００６１】
着用者が押しボタン２５を図７Ｂの矢印３０により示されるように押す場合、押しボタン
２５はブリッジ部品１５の方に動き、押しボタンとブリッジ部品１５との間にあるテンシ
ョナ６０を圧縮する。これが第一のケーブル端６１をブリッジ部品１５の方に動かし、ケ
ーブル５９の張力を開放する。これにより第二のケーブル端６２及び鼻あて側分節５３が
、枢軸動体７３から離れるように動くことができるようになる為、鼻あて側分節５３がブ
リッジ側分節５４から離れることになる。鼻あて側分節５３がブリッジ側分節５４から移
動すると、ブリッジ側分節はケーブル５９に沿って枢軸動体７３から離れるように移動す
ることができるようになる為、ブリッジ側分節と枢軸動体７３が離れることになる。この
状態がロック機構２２の自由位置と称され、図７Ｂに描かれている状態である。自由位置
において、ケーブル５９は、鼻あて側分節５３、ブリッジ側分節５４、ブリッジ部品１５
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を結合し位置合わせするが、ケーブルに柔軟性がある為、鼻あて側分節はブリッジ側分節
の第二の端部８３の周囲で枢軸動可能であり、またブリッジ部品１５はブリッジ側分節の
第一の端部８２の周囲で枢軸動可能である。
【００６２】
次に図８Ａ及び図８Ｂを参照しつつ、本発明に基づく連節式ノーズブリッジの第五実施例
８０を説明する。より詳細には、図８Ａは連節式ノーズブリッジの第五実施例８０の側面
図であり、ロック機構２２がロック位置にある状態を描いたものである。図８Ｂは同じく
連節式ノーズブリッジの第五実施例の側面図であるが、ここではロック機構２２は自由位
置にある状態で描かれている。連節式ノーズブリッジの第五実施例８０は、先に説明した
第四実施例５２と構造的に類似している。第五実施例の要素のうち、図７Ａ及び図７Ｂを
参照しつつ説明した第四実施例５３の要素と同様のものには、図８Ａ及び図８Ｂにおいて
も同一の参照番号を付し、以下において再度説明はしない。
【００６３】
連節式ノーズブリッジの第四実施例と第五実施例との根本的な相違点は、連節器１６の鼻
あて側分節５３とブリッジ側分節５４との間に中間分節５５が追加されている点である。
中間分節５５の追加によって、連節器に更なる柔軟性が生じ、着用者により多くの調整機
能が提供される。
【００６４】
第五実施例８０の連節器１６は、鼻あて側分節５３、ブリッジ側分節５４、中間分節５５
を含む。中間分節５５は、鼻あて側曲面８９、ブリッジ側曲面９０、鼻あて側曲面からブ
リッジ側曲面まで貫通する第三のスルーホール５７を画定する。ブリッジ側曲面９０は、
ブリッジ側分節５４の第三の曲面８５に対してしっかりと係合する形状であることが好ま
しい。第五実施例８０の鼻あて側分節５３が、第四実施例５２の鼻あて側分節５３と異な
っている点は、第五実施例においては第四の曲面８８が、第三の曲面８５に対してではな
く、鼻あて側曲面８９に対してしっかりと係合する形状となっている点である。
【００６５】
ブリッジ側分節５４及び中間分節５５は、第三の曲面とブリッジ側曲面とがしっかりと押
し付けられている場合に、ブリッジ側分節５４の第三の曲面８５と中間分節５５のブリッ
ジ側曲面９０に対して滑動することを防ぐように構成されていることが好ましい。同様に
鼻あて側分節５３と中間分節５５は、第四の曲面が鼻あて側曲面に対してしっかりと押し
付けられている場合に、鼻あて側分節５３の第四の曲面８８が中間分節５５の鼻あて側曲
面８９に対して滑動することを防ぐように構成されていることが好ましい。
【００６６】
中間分節５５は単一部品である必要はない。中間分節５５は、複数（図８Ａ及び図８Ｂで
は３個）の中間分節部品９１、９２、９３を含み、これらの中間分節部品の各々に、隣接
する中間分節部品の係合曲面に対してしっかりと係合するように構成されている係合曲面
９４を備えることが好ましい。第一の中間分節部品９１は、鼻あて側分節５３に隣接する
もので、鼻あて側曲面８９を有する。第三の中間分節部品９３はブリッジ側分節５４に隣
接するもので、ブリッジ側曲面９０を有する。第二の中間分節部品９２は２つの係合曲面
９４を有する。１つおいた中間分節部品（第一及び第三の中間分節部品９１、９３）に円
筒形又は球形の形状を持たせ、その間に２つの凹状係合曲面９４を持つ中間分節部品９２
を挟むことでこれらを分離したものが好ましい。
【００６７】
第五実施例８０のロック機構２２は、押しボタン２５、ケーブル５９、テンショナ６０を
含む。ケーブルは、押しボタンに取り付けられている第一のケーブル端６１と、鼻あて側
分節５３に取り付けられている第二のケーブル端６２とを有する。ケーブル５９は、第一
のケーブル端６１からテンショナ６０、枢軸動体７３の第一のスルーホール５８、ブリッ
ジ側分節５４の第二のスルーホール５６、中間分節５５の第三のスルーホール５７を通過
する。
【００６８】
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着用者が押しボタン２５を押さない場合、テンショナ６０は、押しボタン２５及び第一の
ケーブル端６１を、図８Ｂの矢印３０とは反対の方向に、ブリッジ部品１５から離れる方
向に動かす。これが、鼻あて側分節５３及び第二のケーブル端６２を枢軸動体７３の第一
の曲面８１の方に動かす。鼻あて側分節５３は、第四の曲面８８が中間分節５５の鼻あて
側曲面８９にぶつかるまで、第一の曲面８１の方に移動する。すると鼻あて側分節５３及
び中間分節５５は、中間分節のブリッジ側曲面９０がブリッジ側分節５４の第三の曲面８
５に当たるまで、枢軸動体７３の方に移動する。これによりブリッジ側分節５４、中間分
節５５、鼻あて側分節５３は、ブリッジ側分節５４の第二の曲面８４が枢軸動体７３の第
一の曲面８１にぶつかるまで、枢軸動体の方に移動する。
【００６９】
さらに鼻あて側分節５３は、第四の曲面８８が鼻あて側曲面８９に対してしっかりと係合
し、係合曲面９４が互いにしっかりと係合しあい、ブリッジ側曲面９０が第三の曲面８５
に対してしっかりと係合し、そして第二の曲面８４が第一の曲面８１に対してしっかりと
係合するまで、枢軸動体の方に移動し続ける。この状態がロック機構２２のロック位置と
称され、図８Ａに描かれた状態である。ロック位置にある場合、ロック機構により第二の
曲面に対する第一の曲面８１の滑動が妨げられる為、ブリッジ部品１５のブリッジ側分節
５４に対する枢軸動が防がれる。ロック位置にあっては更に、ロック機構によりブリッジ
側曲面９０に対する第三の曲面８５の滑動し、及び鼻あて側曲面８９に対する第四の曲面
８８の滑動が妨げられる為、連節器１６の連節運動が防止される。
【００７０】
着用者が押しボタン２５を、図８Ｂの矢印３０によって示されるように、押した場合、押
しボタン２５はブリッジ部品１５の方に移動し、押しボタンとブリッジ部品１５との間に
あるテンショナ６０を圧縮する。これが第一のケーブル端６１をブリッジ部品１５の方に
動かすことになり、ケーブル５９の張力が緩められる。これにより第二のケーブル端６２
及び鼻あて側分節５３が枢軸動体７３から離れる方向に移動する為、鼻あて側分節は中間
分節５５から離れる。鼻あて側分節５３が中間分節から離れると、中間分節はケーブル５
９に沿ってブリッジ側分節５４から離れる方向に移動可能となり、それによって中間分節
およびブリッジ側分節が離れる。中間分節がブリッジ側分節から離れると、ブリッジ側分
節はケーブル５９に沿って枢軸動体７３から離れるように移動できるようになり、したが
ってブリッジ側分節と枢軸動体は離れる。この状態がロック機構２２の自由位置と称され
、図８Ｂに描かれた状態である。自由位置においては、ケーブル５９は、鼻あて側分節５
３、中間分節５５、ブリッジ側分節５４、ブリッジ部品１５を結合し位置決めするが、ケ
ーブルの柔軟性により鼻あて側分節は中間分節５５の周囲で枢軸動可能であり、中間分節
はブリッジ側分節５４の第二の端部８３の周囲で枢軸動可能であり、ブリッジ部品１５は
ブリッジ側分節５４の第一の端部８２の周囲で枢軸動可能である。
【００７１】
本発明の特定の実施例を幾つか記述し説明して来たが、本発明は記述し説明した特定の形
態や部品構成に限定されるものではない。本発明は特許請求の範囲の記載によってのみ限
定される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　調節可能ノーズブリッジを採用した従来のヘッドマウントディスプレイを示す
斜視図である。
【図２Ａ】　調節可能ノーズブリッジを採用した、従来の二焦点眼鏡の正面図であり、眼
鏡位置を低い位置に設定した状態を描いたものである。
【図２Ｂ】　調節可能ノーズブリッジを採用した、従来の二焦点眼鏡の正面図であり、眼
鏡位置を高い位置に設定した状態を描いたものである。
【図３Ａ】　本発明に基づく連節式ノーズブリッジを採用したヘッドマウントディスプレ
イを顔に対して高い位置に着用した場合の正面図である。
【図３Ｂ】　本発明に基づく連節式ノーズブリッジを採用したヘッドマウントディスプレ
イを顔に対して低い位置に着用した場合の正面図である。
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【図３Ｃ】　本発明に基づく連節式ノーズブリッジを採用したヘッドマウントディスプレ
イを、大きな鼻と深く窪んだ目を持つ着用者が目の位置に着用した場合の側面図である。
【図３Ｄ】　本発明に基づく連節式ノーズブリッジを採用したヘッドマウントディスプレ
イを、大きな鼻と深く窪んだ目を持つ着用者が下方に傾けて着用した場合の側面図である
。
【図３Ｅ】　本発明に基づく連節式ノーズブリッジを採用したヘッドマウントディスプレ
イを、大きな鼻と深く窪んだ目を持つ着用者が上方に傾けて着用した場合の側面図である
。
【図３Ｆ】　本発明に基づく連節式ノーズブリッジを採用したヘッドマウントディスプレ
イを、小さな鼻と平坦な顔を持つ着用者が目の位置に着用した場合の側面図である。
【図３Ｇ】　本発明に基づく連節式ノーズブリッジを採用したヘッドマウントディスプレ
イを、小さな鼻と平坦な顔を持つ着用者が下方に傾けて着用した場合の側面図である。
【図３Ｈ】　図３Ｆに描いた連節式ノーズブリッジを採用したヘッドマウントディスプレ
イを、着用者の目により近い位置に着用した場合の側面図である。
【図４Ａ】　本発明に基づく連節式ノーズブリッジの第一実施例の斜視図である。
【図４Ｂ】　本発明に基づく連節式ノーズブリッジの第一実施例の側面図であり、ロック
機構がロック位置にある状態を描いたものである。
【図４Ｃ】　図４Ｂに示した連節式ノーズブリッジの第一実施例の側面図であり、ロック
機構が自由位置にある状態を描いたものである。
【図４Ｄ】　図４Ｂに示した第一実施例の平面図である。
【図４Ｅ】　図４Ｃに示した第一実施例の平面図である。
【図４Ｆ】　図４Ｂ及び図４Ｃに示した第一実施例の分解図である。
【図４Ｇ】　図４Ｆに示したロック機構の分解図である。
【図５Ａ】　本発明に基づく連節式ノーズブリッジの第二実施例の斜視図である。
【図５Ｂ】　本発明に基づく連節式ノーズブリッジの第二実施例の側面図であり、ロック
機構がロック位置にある状態を描いたものである。
【図５Ｃ】　本発明に基づく連節式ノーズブリッジの第二実施例の側面図であり、ロック
機構が自由位置にある状態を描いたものである。
【図５Ｄ】　図５Ａ、図５Ｂ、図５Ｃに示した本発明の第二実施例の分解図である。
【図６Ａ】　本発明に基づく連節式ノーズブリッジの第三実施例の側面図であり、ロック
機構がロック位置にある状態を描いたものである。
【図６Ｂ】　本発明に基づく連節式ノーズブリッジの第三実施例の側面図であり、ロック
機構が自由位置にあり、鼻あて側分節が伸びた状態を描いたものである。
【図６Ｃ】　本発明に基づく連節式ノーズブリッジの第三実施例の側面図であり、ロック
機構が自由位置にあり、鼻あて側分節が縮んだ状態を描いたものである。
【図７Ａ】　本発明に基づく連節式ノーズブリッジの第四実施例の側面図であり、ロック
機構がロック位置にある状態を描いたものである。
【図７Ｂ】　本発明に基づく連節式ノーズブリッジの第四実施例の側面図であり、ロック
機構が自由位置にある状態を描いたものである。
【図８Ａ】　本発明に基づく連節式ノーズブリッジの第五実施例の側面図であり、ロック
機構がロック位置にある状態を描いたものである。
【図８Ｂ】　本発明に基づく連節式ノーズブリッジの第五実施例の側面図であり、ロック
機構が自由位置にある状態を描いたものである。
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