
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両耳に対向するように配置した二つの発音体から音声信号を再生する音声再生手段と、
両眼の前方近傍に映像を表示する映像再生手段と、頭部の回転運動を検出する回転角検出
手段とを頭部装着部に配設してなる映像音声再生装置であって、
　

　上記音声再生手段は音声信号処理部を有し、該音声信号処理部に再生音像を頭外に定位
させ 音像方向を視聴環境の一定方向に固定させるような信号処理を行わせ、

　 特徴とする映像音声再生装置。
【請求項２】
　上記映像再生手段は、左右異なった映像を両眼の前方近傍に表示することを特徴とする
請求項１記載の映像音声再生装置。
【請求項３】
　上記映像信号処理部は、上記回転角度検出部により検出された頭部回転運動に応じて表
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上記映像再生手段は映像信号処理部を有し、該映像信号処理部に上記回転角検出手段に
より検出された頭部回転運動に応じて映像入力信号の一部を選択的に表示させて、映像知
覚位置を視聴環境の一定方向に固定させるような信号処理を行わせ、かつ頭部回転運動が
所定範囲を超えて表示エリアが映像信号内容の限界を超えたときは、映像方向を頭部の動
きと同期させて移動させ、

、該 かつ頭部
回転運動が上記所定範囲を超えたときは、音像方向を頭部の動きと同期させて移動させる
こと

を



示内容が視聴環境の一定方向に固定するように映像信号を合成して出力することを特徴と
する請求項１記載の映像音声再生装置。
【請求項４】
　上記回転角検出手段の代わり、或いは同時に位置検出手段を上記頭部装着部に設け、頭
部の位置による音像の定位位置の補正を行えるようにしたことを特徴とする請求項１記載
の映像音声再生装置。
【請求項５】
　上記回転角検出手段には角速度センサである圧電振動ジャイロを用いることを特徴とす
る請求項１記載の映像音声再生装置。
【請求項６】
　上記回転角検出手段には地磁気方位センサを用いることを特徴とする請求項１記載の映
像音声再生装置。
【請求項７】
　上記回転角検出手段は、前方或いは周囲に置かれた発光手段と上記頭部装着部に設けら
れた少なくとも２個の光強度センサの出力比により頭部回転運動を算出することを特徴と
する請求項１記載の映像音声再生装置。
【請求項８】
　上記位置検出手段は、前方或いは周囲に置かれた発光手段と上記頭部装着部に設けられ
た少なくとも２個の光強度センサの出力比により頭部位置を算出することを特徴とする請
求項４記載の映像音声再生装置。
【請求項９】
　上記回転角検出手段及び上記位置検出手段は、前方或いは周囲に置かれた発光手段と上
記頭部装着部に設けられた少なくとも２個の光強度センサの出力比により頭部回転運動及
び頭部位置を算出することを特徴とする請求項４記載の映像音声再生装置。
【請求項１０】
　上記音声入力信号は、ワイヤレスで頭部装着部上の上記音声再生手段に供給される事を
特徴とする請求項１記載の映像音声再生装置。
【請求項１１】
　上記映像入力信号は、ワイヤレスで頭部装着部上の上記映像再生手段に供給される事を
特徴とする請求項１記載の映像音声再生装置。
【請求項１２】
　両耳に対向するように配置した二つの発音体から音声信号を再生する音声再生手段と、
両眼の前方近傍に映像を表示する映像再生手段と、頭部の回転運動を検出する回転角検出
手段とを頭部装着部に配設してなる映像音声再生装置であって、
　

　上記音声再生手段は、複数の音声入力信号に２系統のインパルス応答を畳み込む二つの
ディジタルフィルタの各出力に上記頭部回転運動に応じた頭部回転角度に基づいて時間差
又は位相差、或いはレベル差又は周波数特性を付加する音声信号処理部を有し、上記頭部
回転運動が一定範囲内にあるときには該音声信号処理部による音像方向を試聴環境の一定
方向に固定させる信号処理を施し、

　を特徴とする映像音声再生装置。
【請求項１３】
　上記映像再生手段は、左右異なった映像を両眼の前方近傍に表示することを特徴とする
請求項１２記載の映像音声再生装置。
【請求項１４】
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上記映像再生手段は映像信号処理部を有し、該映像信号処理部に上記回転角検出手段に
より検出された頭部回転運動に応じて映像入力信号の一部を選択的に表示させて、映像知
覚位置を視聴環境の一定方向に固定させるような信号処理を行わせ、かつ頭部回転運動が
所定範囲を超えて表示エリアが映像信号内容の限界を超えたときは、映像方向を頭部の動
きと同期させて移動させ、

かつ頭部回転運動が上記所定範囲範囲を超えたときは
、音像方向を頭部の動きと同期させて移動させること



　上記映像信号処理部は、上記回転角度検出部により検出された頭部回転運動に応じて表
示内容が視聴環境の一定方向に固定するように映像信号を合成して出力することを特徴と
する請求項１２記載の映像音声再生装置。
【請求項１５】
　上記回転角検出手段の代わり、或いは同時に位置検出手段を頭部装着部に設け、頭部の
位置による音像の定位位置の補正を行えるようにしたことを特徴とする請求項１２記載の
映像音声再生装置。
【請求項１６】
　上記回転角検出手段には角速度センサである圧電振動ジャイロを用いることを特徴とす
る請求項１２記載の映像音声再生装置。
【請求項１７】
　上記回転角検出手段には地磁気方位センサを用いることを特徴とする請求項１２記載の
映像音声再生装置。
【請求項１８】
　上記回転角検出手段は、前方或いは周囲に置かれた発光手段と上記頭部装着部に設けら
れた少なくとも２個の光強度センサの出力比により頭部回転運動を算出するようにしたこ
とを特徴とする請求項１２記載の映像音声再生装置。
【請求項１９】
　上記位置検出手段は、前方或いは周囲に置かれた発光手段と上記頭部装着部に設けられ
た少なくとも２個の光強度センサの出力比により頭部位置を算出するようにしたことを特
徴とする請求項１５記載の映像音声再生装置。
【請求項２０】
　上記回転角検出手段及び上記位置検出手段は、前方或いは周囲に置かれた発光手段と上
記頭部装着部に設けられた少なくとも２個の光強度センサの出力比により頭部回転運動及
び頭部位置を算出することを特徴とする請求項１５記載の映像音声再生装置。
【請求項２１】
　上記音声入力信号は、ワイヤレスで頭部装着部上の上記音声再生手段に供給される事を
特徴とする請求項１２記載の映像音声再生装置。
【請求項２２】
　上記映像入力信号は、ワイヤレスで頭部装着部上の上記映像再生手段に供給される事を
特徴とする請求項１２記載の映像音声再生装置。
【請求項２３】
　両耳に対向するように配置した二つの発音体と、両眼の前方近傍で映像を表示する映像
表示部と、頭部の回転運動を検出する回転角検出手段を頭部装着部に配設してなる映像音
声再生装置であって、
　上記回転角検出手段で検出された頭部の回転運動に応じた頭部位置情報を基に、

　

映像音声信号生成手段を上記頭部装着部上を除いた場所に
配設してなることを特徴とする映像音声再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、頭部に装着することにより映像及び音声を視聴できる映像音声再生装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
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映像入
力信号の一部を選択的に表示させて、映像知覚位置を視聴環境の一定方向に固定させるよ
うな信号処理を行わせ、かつ頭部回転運動が所定範囲を超えて表示エリアが映像信号内容
の限界を超えたときは、映像方向を頭部の動きと同期させて移動させ、

さらに、再生音像を頭外に定位させ、該音像方向を視聴環境の一方向に固定させるよう
な信号処理を行わせ、かつ頭部回転運動が上記所定範囲を超えたときは、音像方向を頭部
の動きに同期させて移動させる



従来、映像音声再生システムにおける現実感の再現は、大画面映像、マルチスピーカ再生
による系の大型化が主であったが、近時、図２２に示すように、小型化された頭部装着型
の映像表示部１０１とそれに付加する音声再生部１０２によるパーソナル化、小型化が図
られた映像音声再生装置１００が用いられるようになった。
【０００３】
映像表示部１０１は、図２３に示すように、映像入力端子１０３から映像入力信号が供給
された駆動回路１０４により駆動されて映像を表示する。
【０００４】
音声再生部１０２は、同じく図に示すように、音声入力端子１０５から入力された音声入
力信号を増幅器１０６Ｌ及び１０６Ｒで増幅して、左耳用発音体１０７Ｌ及び右耳用発音
体１０７Ｒに供給し、装着者に音声を与えている。
【０００５】
ここで、音声再生部１０２は、音像を装着者の頭内に定位させているので、上記映像表示
部１０１が映し出す映像と一致することなく現実感の再現という意味では大変不自然であ
った。
【０００６】
そこで、体の動きに応じて上記映像及び音声をリアルタイムで更新し、更に音声において
は現実に近い音場感を例えばディジタル信号処理ユニットにより畳み込んで現実に近い視
聴環境を再現する試みが行われている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述したような試みでは、特に音声処理において莫大な数の信号処理を必要と
し、それ自体で頭部に装着できる大きさにはなり得ず、かつ動き検出手段も高価なものを
使用しなければならず実用的ではなかった。
【０００８】
また、仮に、音像の頭外定位を実現して音声において現実に近い音場感を得ることができ
たとしても、映像系が従来通り頭部の動きに追従して視聴環境内で移動した場合、音像位
置と映像位置の間には、大きなずれが発生し、不自然な映像音声再生となってしまう。
【０００９】
また、特殊なソースを用いて映像内容を頭部の動きに応じて更新する場合でも映像系、音
声系ともに莫大な装置を必要とし、また高価なシステムになってしまう。
【００１０】
本発明に係る映像音声再生装置は、上記実情に鑑みてなされたものであり、特殊なソース
を不要としながらも安価に音像位置と映像位置を一致させることのできる映像音声再生装
置の提供を目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る映像音声再生装置は、上記課題を解決するために、

【００１２】
　また、本発明に係る映像音声再生装置では、上記課題を解決するために、
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映像再生手段の映像信
号処理部が回転角検出手段により検出された頭部回転運動に応じて映像入力信号の一部を
選択的に表示させて映像知覚位置を視聴環境の一定方向に固定させるような信号処理を行
い、かつ頭部回転運動が所定範囲を超えて表示エリアが映像信号内容の限界を超えたとき
は、映像方向を頭部の動きと同期させて移動させる。また上記音声再生手段の音声信号処
理部が再生音像を頭外に定位させ、該音像方向を視聴環境の一定方向に固定させるような
信号処理を行い、かつ頭部回転運動が上記所定範囲を超えたときは、音像方向を頭部の動
きと同期させて移動させる。

映像再生手段
の映像信号処理部が回転角検出手段により検出された頭部回転運動に応じて映像入力信号
の一部を選択的に表示し、映像知覚位置を視聴環境の一定方向に固定させるような信号処
理を行い、かつ頭部回転運動が所定範囲を超えて表示エリアが映像信号内容の限界を超え



【００１３】
　また、本発明に係る映像音声再生装置は、上記課題を解決するために、頭部装着部上を
除いた場所に配設された映像音声信号生成手段が回転角検出手段で検出された頭部の回転
運動に応じた頭部位置情報を基に、

【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る映像音声再生装置のいくつかの実施の形態について図面を参照しなが
ら説明する。
【００１５】
先ず、第１の実施の形態は、音像の頭外定位を実現して入力音声を再生する音声再生部２
と、映像の一定方向への固定を実現して入力映像を再生する映像再生部１０と、頭部の回
転運動を検出する回転角速度センサ１６とを例えばヘッドバンド又はヘルメット状の頭部
装着部１５に一体的に備えて成る頭部装着型映像音声再生装置１である。
【００１６】
音声再生部２は、回転角速度センサ１６での検出結果に応じて上記入力音声を頭部装着部
１５装着者の頭外に音像定位させ、かつ音像方向の頭部回転運動への追随を防いで該音像
方向を視聴環境の一定方向に固定させる演算を行う音声信号処理部５を備える。音声信号
入力端子３から入力された音声信号は、Ａ／Ｄ変換器４でディジタル信号に変換されてか
らこの音声信号処理部５に供給される。音声信号処理部５からの出力結果は、左右それぞ
れの耳用に対応したＤ／Ａ変換器６ L及び６ Rに出力される。このＤ／Ａ変換器６ L及び６ R
でアナログ信号に変換された音声信号は、ヘッドホン駆動用の左右それぞれの耳用に対応
した増幅器７ L及び７ Rを介して左右の耳の位置に配設される左耳用発音体８ Lと右耳用発
音体８Ｒに供給される。
【００１７】
映像再生部１０は、回転角速度センサ１６での検出結果に応じて上記入力映像を頭部装着
部１５装着者の視聴環境の一定方向に固定させる映像信号処理部１２を備える。映像信号
入力端子１１から入力された映像信号は、この映像信号処理部１２に供給される。この映
像信号処理部１２で処理された映像信号は、映像表示駆動部１３ L及び映像表示駆動部１
３ Rを介して左右両眼の前方近傍に配置される左眼用映像表示部１４ Lと右眼用映像表示部
１４ Rに供給される。
【００１８】
回転角速度センサ１６は、頭部装着部１５装着者の頭部の回転角速度を検出し、該検出結
果をマイクロプロセッサ１７に供給する。マイクロプロセッサ１７は、頭部装着部１５装
着者の正面方向からの回転運動角度を計算し、該計算結果を音声信号処理部５及び映像信
号処理部１２に供給する。
【００１９】
ここで、音声信号処理部５は、図２に示すように、入力端子２０ 1、２０ 2を介して受け取
った２チャンネルの入力音声信号に、実際の２個の音源から頭部装着部１５装着者の両耳
に至る頭部伝達関数を使ったインパルス応答を畳み込み演算する４個のディジタルフィル
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たときは、映像方向を頭部の動きと同期させて移動させる。また、音声再生手段の音声信
号処理部は複数の音声入力信号に２系統のインパルス応答を畳み込む二つのディジタルフ
ィルタの各出力に上記頭部回転運動に応じた頭部回転角度に基づいて時間差又は位相差、
或いはレベル差又は周波数特性を付加し、かつ頭部回転運動が一定範囲内にあるときには
音像方向を試聴環境の一定方向に固定させ、さらに頭部回転運動が所定範囲範囲を超えた
ときは、音像方向を頭部の動きと同期させて移動させる。

映像入力信号の一部を選択的に表示させて、映像知覚
位置を視聴環境の一定方向に固定させるような信号処理を行わせ、かつ頭部回転運動が所
定範囲を超えて表示エリアが映像信号内容の限界を超えたときは、映像方向を頭部の動き
と同期させて移動させ、さらに、再生音像を頭外に定位させ、該音像方向を視聴環境の一
方向に固定させるような信号処理を行わせ、かつ頭部回転運動が上記所定範囲を超えたと
きは、音像方向を頭部の動きに同期させて移動させる。



タ２１ L、２１ R、２２ L及び２２ Rと、この２チャンネルのうちＬ、Ｒ極性の同じ出力同士
を加算する一対の加算器２３ L及び２３ Rと、この一対の加算器２３ L及び２３ Rに接続され
る一対の時間差付加回路２４ L及び２４ Rと、この一対の時間差付加回路２４ L及び２４ Rに
接続される一対のレベル差付加回路２５ L及び２５ Rとを備え、上記回転角速度センサ１６
及びマイクロプロセッサ１７を介して得られた回転運動角度に応じて上記一対の時間差付
加回路２４ L及び２４ Rと上記一対のレベル差付加回路２５ L及び２５ Rとで付加する時間差
及びレベル差の増減方向を逆にする。
【００２０】
具体的に、この音声信号処理部５では、図３に示すような状態を想定して、発音体８ L、
８ Rに音声信号を供給している。すなわち、入力音声信号は、正面範囲１８０゜に定位さ
せるべきものとして音源３０ 1、音源３０ 2からの２チャンネルを考慮した。
【００２１】
先ず、入力端子２０ 1及び２０ 2より入力されたディジタル音声信号には、それぞれ初期状
態において前方のある方向に定位するのに相当する音源３０ 1、音源３０ 2から両耳への頭
部伝達関数に相当するインパルスレスポンスがディジタルフィルタ２１ L、２１ R、２２ L

及び２２ Rによって畳み込まれ、Ｌ側出力が加算器２３ Lで加算されて時間差付加回路２４

L及びレベル差付加回路２５ Lを介して出力端子２６ Lから出力され、Ｒ側出力が加算器２
３ Rで加算されて時間差付加回路２４ R及びレベル差付加回路２５ Rを介して出力端子２６ R

から出力される。
【００２２】
ここで、音源３０ 1、音源３０ 2から聴取者Ｍの両耳ｌ，ｒへの頭部伝達関数は、図３に示
すようなＨ L l、Ｈ L r、Ｈ R l、Ｈ R rが考慮される。そして、Ｌチャンネル、Ｒチャンネルの
各々のスピーカから出力される信号をＳ L、Ｓ Rとすると、左耳ｌにはＳ LＨ L l＋Ｓ RＨ R lが
、右耳ｒにはＳ RＨ R r＋Ｓ LＨ L rが供給されるように、インパルスレスポンスがディジタル
フィルタ２１ L、２１ R、２２ L及び２２ Rによって畳み込まれた音声が発音体８ L及び８ Rに
よって頭部装着部１５装着者の両耳に与えられる。
【００２３】
なお、聴取者Ｍが頭部を例えば左側に動かすと、左耳ｌは音源３０ 1及び３０ 2から遠ざか
ることになり、右耳ｒは音源３０ 1及び３０ 2に近づくことになる。このため、左耳ｌと右
耳ｒに達する音声入力信号には時間差及びレベル差が生ずることになる。この時間差及び
レベル差を生じさせるのが上記一対の時間差付加回路２４ L及び２４ Rと、上記一対のレベ
ル差付加回路２５ L及び２５ Rである。
【００２４】
Ｌ側用の時間差付加回路２４ Lで付加される遅延時間は、図４の遅延時間特性の一点鎖線
の特性カーブＴ bで示され、Ｒ側用の時間差付加回路２４ Rで付加される遅延時間は、図４
の遅延時間特性の破線の特性カーブＴ aで示される。特性カーブＴ a及びＴ bは聴取者Ｍの
頭部の回転方向に対して全く逆の増減方向を持つ曲線となっている。これにより聴取者Ｍ
が前方１８０゜の範囲内に置かれた音源からの音を頭を左右に回転させながら聞いた場合
と同様の音源から両耳までの時間変化が入力端子２０ 1及び２０ 2から入力された信号に付
加されることになる。
【００２５】
また、Ｌ側用のレベル差付加回路２５ Lで付加されるレベル差は、図５の相対レベル特性
の破線の特性カーブＬ aで示され、Ｒ側用のレベル差付加回路２５ Rで付加されるレベル差
は、図５の相対レベル特性の一点鎖線の特性カーブＬ bで示される。この図５は、頭の回
転位置が０゜の状態からの相対レベルを示している。特性カーブＬ a及びＬ bは聴取者Ｍの
頭部の回転方向に対して全く逆の増減方向を持つ曲線となっている。すなわち、レベル差
付加回路２５ Lでは特性カーブＬ aのレベル変化、レベル差付加回路２５ Rでは特性カーブ
Ｌ bのレベル変化が付加されるので前方の音源を実際に聞くのと同様の音量変化が入力端
子２０ 1及び２０ 2からの入力信号に付加される。
【００２６】
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　以上より、音声再生部２により再生される音声信号は実際の音を頭を動かしながら聞く
場合と同様の変化をし、このため 聴環境に対して頭外の一定方向に前方を含めて定位す
ることになる。また、上記２チャンネル以上の複数の音声信号を用いれば、任意の位置に
音像が定位する立体的な音場再生が可能となる。
【００２７】
次に、映像信号処理部１２は、図６に示すように、入力端子３１を介して受け取った映像
入力信号をＡ／Ｄ変換器３２でディジタル信号に符号化して画像メモリ３３上に格納し、
映像の表示位置を頭部の回転角度に応じて変化するように処理する。
【００２８】
画像メモリ３３に符号化映像信号である映像データを格納する格納アドレスは、マイクロ
プロセッサ１７で計算された回転運動角度に応じてメモリコントローラ３７により決定さ
れる。このため、画像メモリ３３は、上記映像データを表示エリアの一部として取り込む
。映像データが取り込まれない画像メモリ３３には黒色或いは他の一定色を表示するデー
タが保存される。Ｄ／Ａ変換器３４は画像メモリ３３全体が表示されるような映像信号と
して上記映像データをアナログ信号に変換する。この映像信号は映像出力増幅器３５を介
して出力端子３６から図１に示す映像表示駆動部１３ L及び１３ Rに供給される。そして、
映像表示部１４ L及び１４ Rに表示される。このため、画像メモリ３３上での映像データ配
置位置が頭部の回転角度に応じて変化し、両眼の前方近傍に配置された映像表示部１４ L

及び１４ R上には視聴環境の一定方向に固定されたような映像が表示される。
【００２９】
ここで、映像表示部１４ L及び１４ R上の表示エリアは、図７に示すような構成となってい
る。すなわち、表示エリアは６４０×４８０ドットであり、各ドットに画像メモリ３３の
独立した記憶エリアが対応している。ここで、各ドットに対して確保する記憶容量は、デ
ィジタル信号として扱う場合のビット長、カラー表示有り無し等で決まってくる。
【００３０】
上記表示エリアの中で、映像データをさらに３２０×２００ドットの解像度で限定表示す
る場合を考慮する。先ず、上記表示エリアの左上隅の座標を（０、０）とし、上記限定表
示エリアの初期状態での左上隅の座標を（ｘ 1，ｙ 1）とする。頭部が左に回転した場合、
映像が視聴環境の一定位置にとどまるためには映像位置は上記限定表示エリア上で右方向
つまり（ｘ 2、ｙ 1）「ただし、ｘ 2＞ｘ 1」に移動しなければならない。ここで、移動量ｘ

2－ｘ 1は頭部の回転角度θ（ rad）と頭部回転中心から表示装置までの距離ｒで決定し、
θが小さいときはおよそｘ 2－ｘ 1＝ｒθで計算される。これを実現するためメモリコント
ローラ３７は映像データを表示エリア上の座標が（ｘ 2、ｙ 1）、（ｘ 2、ｙ 1＋２００）、
（ｘ 2＋３２０、ｙ 1＋３２０）、（ｘ 2＋３２０、ｙ 1）で囲まれる領域に対応する画像メ
モリ３３上に格納位置を移動させる。
【００３１】
以上、本発明の第１の実施の形態である頭部装着型映像音声再生装置１は、マイクロプロ
セッサ１７で計算された頭部の回転運動角度に応じて音声信号処理部５と映像信号処理部
１２とで音像定位位置及び映像位置を頭外及び視聴環境の一定方向にとどまるよう信号処
理するので、従来のように音像定位位置と映像位置が重なり両者の不一致による違和感を
解消でき、表示装置上に映し出される映像上の発音源と実際の音像の位置を常に一致させ
ることができる。さらに映像と音像の相乗効果により音声だけの場合に比べてより明確な
音像定位が得られリアルな映像音声再生が可能となる。
【００３２】
なお、この頭部装着型映像音声再生装置１では、音声再生部２の音声信号処理部５を図８
、図１０及び図１２のように構成してもよい。
【００３３】
図８に示す音声信号処理部５は、図２に示した一対のレベル差付加回路２５ L及び２５ Rの
代わりに一対の周波数特性制御回路２７ L及び２７ Rを一対の時間差付加回路２４ L及び２
４ Rの出力側に接続してなる。
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【００３４】
ここで、一対の周波数特性制御回路２７ L及び２７ Rは、図９に示すような周波数特性を頭
部装着部装着者の頭部の回転角度に応じて上記入力信号に与えて、周波数特性を制御する
ものである。頭部を正面前方に固定したまま（０゜と図示する。）であれば実線で示すよ
うに周波数ｆが高くなってもレスポンスは一定であるが、例えば右側に９０゜回転した場
合と左側に９０゜回転した場合では、周波数ｆが高くなるに従い両耳に達する音声信号の
レポンス差が生じる。頭部を右側に９０゜回転した場合（＋９０゜と図示する。）一点鎖
線で示すように、左耳に達する音声信号は右耳に達する音声信号に比べて周波数ｆが高く
なるほどレスポンスは上昇する。これに対して、頭部を左側に９０゜回転した場合（－９
０゜と図示する。）、破線で示すように、周波数ｆが高くなるほどレスポンスは減少する
。両者は頭部を正面方向に固定した際の実線で示すレスポンス特性を軸にして上下対称と
なっている。
【００３５】
したがって、図８に示した音声信号処理部５は、前方２チャンネルの２個の音源からの入
力信号に、一対の時間差付加回路２４ L及び２４ Rで頭部回転角度に応じて付加する時間差
の増減方向を逆にして与え、一対の周波数特性制御回路２７ L及び２７ Rで頭部回転角度に
応じて制御する周波数特性の変化方向を逆にするで、前方音声信号に対して実際の音源を
音を頭を動かしながら聞くのと同等の両耳間の時間差、及び周波数特性を実現でき、あら
ゆる方向に良好な頭外音像定位を実現できる。
【００３６】
次に、図１０に示す音声信号処理部５は、図２に示した一対の時間差付加回路２４ L及び
２４ Rの代わりに一対の位相差付加回路２８ L及び２８ Rを一対のレベル差付加回路２５ L及
び２５ Rの入力側に接続してなる。
【００３７】
ここで、一対の位相差付加回路２８ L及び２８ Rは、図１１に示すような位相変化特性に応
じた位相差を装着者の頭部の回転角度に応じて上記入力信号に与える。頭部を正面前方に
固定したままで（０゜と図示する。）であれば実線で示すような位相差θとなるが、例え
ば頭部が右側に９０゜回転した場合と左側に９０゜回転した場合では、位相差が左右にシ
フトする。頭部を右側に９０゜回転した場合（＋９０゜と図示する。）、一点鎖線で示す
ように位相は進む。これに対して、頭部を左側に９０゜回転した場合（－９０゜と図示す
る。）、破線で示すように位相は遅れる。
【００３８】
したがって、図１０に示した音声信号処理部５を用いた頭部装着型映像音声再生装置１に
よれば、前方２チャンネルの音源からの入力信号に、一対の位相差付加回路２８ L及び２
８ Rで頭部回転角度に応じて付加する位相差の増減方向を逆にして与え、一対のレベル差
付加回路２５ L及び２５ Rで頭部回転角度に応じて付加するレベル差の増減方向を逆にして
与えるので、前方音声信号に対して実際の音源を音を頭を動かしながら聞くのと同等の両
耳間の位相差特性、及びレベル差特性を再現できるので、あらゆる方向に良好な頭外音像
定位を実現できる。
【００３９】
さらに次に、図１２に示す音声信号処理部５は、図８に示した一対の時間差付加回路２４

L及び２４ Rの代わりに一対の位相差付加回路２８ L及び２８ Rを一対の周波数特性制御回路
２７ L及び２７ Rの入力側に接続してなる。
【００４０】
ここで、一対の位相差付加回路２８ L及び２８ Rは、図１１に示すような位相変化特性に応
じた位相差を頭部装着型映像音声再生装置１装着者の回転角度に応じて上記入力信号に与
える。
【００４１】
また、一対の周波数特性制御回路２７ L及び２７ Rは、図９に示すような周波数特性を上記
装置１装着者の頭部の回転角度に応じて上記入力信号に与えて、周波数特性を制御するも
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のである。
【００４２】
　したがって、図１２に示した音声信号処理部５を用い 頭部装着型映像音声再生装置１
によれば、前方２チャンネルの２個の音源からの入力信号に、一対の位相差付加回路２８

L及び 頭部回転角度に応じて付加する位相差の増減方向を逆にして与え、一対の周
波数特性制御回路２７ L及び 頭部回転角度に応じて制御する周波数特性の変化方向
を逆にするので、前方音声信号に対しても、後方音声信号に対しても実際の音源を音を頭
を動かしながら聞くのと同等の両耳間の位相差、及び周波数特性を実現できるので、あら
ゆる方向に良好な頭外音像定位を実現できる。
【００４３】
ここで、図１に示した回転角速度センサ１６について説明しておく。回転角速度センサ１
６は、頭部装着部１５を装着している装着者の頭部の回転角速度を検出する。特に、第１
の実施の形態となる頭部装着型映像音声再生装置では、回転角速度センサ１６として図１
３に示すような圧電振動ジャイロ装置８０を用いている。この圧電振動ジャイロ装置８０
は、運動体の揺動運動を圧電素子により検出する装置である。図１３において、正方形断
面の振動用四角柱からなる振動用圧電素子８１は種々の振動体から構成される。この振動
用圧電素子８１の対向する２面には、検出用圧電素子８２及び８３、駆動用圧電素子８４
及び８５が取り付けられている。
【００４４】
駆動用圧電素子８４及び８５には駆動用信号源８６が接続され、交番信号を供給するよう
に構成されている。検出用圧電素子８２及び８３の出力は、差動増幅器８７に供給される
。この差動増幅器８７の差動出力と駆動用信号源８６の出力とが乗算器又は位相検波器８
８に供給され、乗算又は位相検波される。乗算器又は位相検波器８８の出力は、図１に示
すマイクロプロセッサ１７に供給される。
【００４５】
このように構成された圧電ジャイロ装置８０は、以下のように動作する。先ず、駆動用圧
電素子８４及び８５に振動用圧電素子８１の固有振動周波数の交番信号を印加すると、振
動用圧電素子８１は図示の振動波形に基づいて強制振動される。この振動は一定のモード
で共振を発生させるものである。
【００４６】
この場合、外力が加わらない状態では、検出用圧電素子８２及び８３の出力はないが、振
動用圧電素子８１に対して軸方向に角速度ωの回転力が加わると、コリオリの力により、
搬送波としての強制振動用の交番信号が振幅変調され、検出信号となって検出される。こ
の場合の振幅の大きさは、軸に及ぼされる回転の角速度ωに比例し、回転方向は駆動用信
号に対する検出信号の位相ずれ方向に対応する。
【００４７】
従って、振幅変調された検出信号と、駆動用信号との積をとり、その信号を低域フィルタ
としての帯域制限フィルタで搬送波成分を除去し、検出信号とすることが行われている。
【００４８】
また、回転角速度センサ１６は、図１４に示すようなアナログ角度検出器９０でもよい。
このアナログ角度検出器９０は、頭部装着部１５に設けられ、頭部の動きを検出する。ア
ナログ角度検出器９０では、頭部装着部１５の中央部にＣＤＳやフォトダイオード等の光
の強さにより抵抗値が変化する受光素子からなる受光器９１を取り付けている。この受光
器９１と対向して電球や発光ダイオード等の発光器９３が設けられていて、この発光器９
３により一定の強さの光を受光器９１に向けて照射するようになっている。
【００４９】
その際、この発光器９３の投射光の通路間に回転角度のより投射光の透過度が変化するよ
うな可動シャッター９２が設けられており、この可動シャッター９２は磁針９４と共に回
転するようになっている。従って、受光器９１に一定の電流を流すとき、受光器９１の受
光素子両端の電圧は磁針９４の示す南北方向を基準として、頭部装着部１５装着者の方向
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を含む頭の動きを示すアナログ出力が取り出される。
【００５０】
また、回転角速度センサ１６は、図１５に示すようなディジタル角度検出器９５でもよい
。このディジタル角度検出器９５は、頭部装着部１５に設けられ、頭部の動きを検出する
。このディジタル角度検出器９５では、頭部装着部１５の中央部にロータリーエンコーダ
９６が、その入力軸が垂直となるように設けられていると共に、その入力軸に、磁針９７
が設けられている。従って、ロータリーエンコーダ９６からは、磁針９７の示す南北方向
を基準として、頭部装着部１５装着者の方向を含む頭の動きを示す出力が取り出される。
【００５１】
また、回転角速度センサ１６は、前方或いは周囲に置かれた発光器と頭部装着部１５に設
けられた少なくとも２個の光強度センサの出力比により回転角を算出するようにしてもよ
い。
【００５２】
また、この回転角速度センサ１６は、頭部装着部１５上の離れた２カ所に取り付けられた
マイクロホンで、前方或いは周囲に置かれた超音波発振器とから断続的に発生されるバー
スト信号を、読み取りそれぞれの受信信号の時間差から回転角度を算出するようにしても
よい。
【００５３】
次に、第２の実施の形態について説明する。この第２の実施の形態は、図１６に示すよう
に、音像の頭外定位を実現して入力音声を再生する音声再生部４２と、映像の一定方向へ
の固定を実現して入力映像を再生する映像再生部４８と、頭部の回転運動を検出する回転
角速度センサ４５とを頭部装着部４７に一体的に備えて成り、映像再生部４８に表示する
映像を両眼視差を利用した立体映像とした頭部装着型映像音声再生装置４０である。
【００５４】
音声再生部４２の構成は、第１の実施の形態の音声再生部１０と同様である。すなわち、
音声信号処理部５を図２、図８、図１０又は図１２のように構成し、入力端子４３を介し
て入力された入力音声信号に上述した音声信号処理を施し、Ｄ／Ａ変換及び増幅器を介し
て発音体４４ L及び４４ Rに供給する。
【００５５】
映像再生部４８には、図１７に示すように同一被写体５５を両眼カメラ（左用）５６ L及
び両眼カメラ（右用）５６ Rにより撮影して得られた両眼視差の生じた左目用の映像信号
及び右目用の映像信号が入力端子４９ L及び４９ Rを介して入力される。左目用の映像信号
は、左目用の映像信号処理部５０ Lに供給され、ここで回転角速度センサ４５での検出結
果に応じて視聴環境の一定方向に固定されるように処理される。また、右目用の映像信号
は、右目用の映像信号処理部５０ Rに供給され、ここで上記検出結果に応じて視聴環境の
一定方向に固定されるように処理される。すなわち、映像信号処理部５０ L及び映像信号
処理部５０ Rは、頭部の回転角度に応じて上記左目用の映像信号及び上記右目用の映像信
号の表示位置が映像表示部５２ L及び映像表示部５２ Rで変化するように処理する。頭部が
右側に回転しているときは上記左目用の映像信号及び上記右目用の映像信号のフレーム合
成位置は映像表示部５２ L及び映像表示部５２ R内で左側に移動し、逆に頭部が左側に回転
しているときは上記フレーム合成位置は映像表示部５２ L及び映像表示部５２ R内で右側に
移動する。このため映像は、視聴環境内で一定方向にとどまっているように見える。又、
映像信号は上述したように両眼視差を写すので遠近感のある立体的な映像として知覚され
る。
【００５６】
なお、映像信号処理部５０ L及び５０ Rは、上記図６に示したと同様の構成である。また、
映像表示部５２ L及び５２ Rの表示エリアは、上記図７に示したと同様の構成である。ここ
では説明を省略する。
【００５７】
以上、本発明の第２の実施の形態である頭部装着型映像音声再生装置４０は、マイクロプ
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ロセッサ４６で計算された頭部の回転運動角度に応じて音声信号処理部と映像信号処理部
５０ L及び５０ Rとで音像定位位置及び両眼視差の生じている映像位置を頭外及び視聴環境
の一定方向にとどまるように信号処理するので、従来のように音像定位位置と映像位置が
重なり両者の不一致による違和感を解消でき、ディスプレイ上に立体的に映し出される映
像上の発音源と実際の音像の位置を常に一致させることができる。さらに立体映像と音像
の相乗効果により音声だけの場合に比べてより明確な音像定位が得られリアルな立体映像
音声再生が可能となる。
【００５８】
次に、第３の実施の形態について説明する。この第３の実施の形態は、上記図１に示した
頭部装着型映像音声再生装置１と同様の構成となるが、映像信号処理部１２が映像信号の
一部を選択的に出力するような映像信号処理を行う。
【００５９】
つまり、回転角速度センサ１６が検出した回転角速度からマイクロプロセッサ１７が計算
した頭部回転角度に応じて、映像表示部１４ L及び１４ Rに表示される内容があたかも視聴
環境の一定方向に固定しているかのように変化する。
【００６０】
このような映像エリアの選択の様子を図１８を参照しながら説明する。初期状態で映像信
号処理部１２が映像表示部１４ L及び１４ Rに映像信号内容全エリア５７の内、表示エリア
５８を出力していた後、視聴者の頭部が右に回転すると映像信号処理部１２は連続的にそ
の回転角度に見合った映像である表示エリア５９を映像表示部１４ L及び１５ Rに出力する
。逆に頭部がこの状態から左側に回転した場合は表示エリア５８の方向に向かう。
【００６１】
映像信号処理部１２は、上記図６に示したと同様の構成となるが、上記第１の実施の形態
が映像データを画像メモリ３３上に展開する方法をそのメモリ３３の一部としたのに対し
て、映像データを画像メモリ３３の全領域に格納し、実際の表示エリアをその中の一部を
切り出して表示している。
【００６２】
音声再生部２の構成及び動作は、図１に示した音声再生部２と同様であるのでここでは説
明を省略する。
【００６３】
このように、映像信号処理部１２は、表示内容を視聴環境内で一定方向にとどめておくの
で、この第３の実施の形態は映像と音像方向を一致した映像音声再生を可能とする。
【００６４】
次に、第４の実施の形態について説明する。この第４の実施の形態は、図１９に示すよう
に、頭部装着部６５とは別に設けた映像音声信号生成部６１に頭部装着部６５装着者の位
置情報を入力し、該位置情報に応じて映像信号及び音声信号を映像音声環境が固定するよ
うに出力する頭部装着型映像音声再生装置６０である。
【００６５】
頭部装着部６５に設けられた回転角速度センサ６６により検出された頭部回転角度はマイ
クロプロセッサ６７に入力されここで位置情報制御信号に変換される。この位置情報制御
信号は、位置情報出力端子６８を介して映像音声信号生成部６１に供給される。
【００６６】
映像音声信号生成部６１は上記位置情報制御信号に応じて頭部装着部６５装着者の位置情
報を知り、映像信号及び音声信号の内容を更新する。ここで、映像音声信号生成部６１は
、映像信号をコンピュータグラフィック等の手法により合成して出力すると共に、音声信
号を予め大規模メモリ等に記憶し、該大規模メモリから選択的に抽出して出力する。この
ため、映像音声信号生成部６１は、上記頭部装着部６５装着者の頭部位置に応じて更新し
た上記コンピュータグラフィック等の手法により合成した上記映像信号を映像入力端子６
２を介して映像表示駆動部６３ L及び６３ Rに供給する。また、映像音声信号生成部６１は
、上記頭部装着部６５装着者の頭部位置に応じて更新した上記大規模メモリから選択的に
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抽出した上記音声信号を音声入力端子６９を介して音声再生部７０に供給する。
【００６７】
音声再生部７０は、上記音声信号に対して図１の音声再生部１が行ったと同様の音声信号
処理を施し、頭部装着部６５にヘッドホンを構成するように配設されている発音体７１ L

及び７１ Rに供給する。したがって、音声信号は視聴者の頭部の動きに応じて音像が頭外
の一定位置に固定されるように処理される。また、複数の音声信号を用いることにより任
意の位置に複数の音像が定位する立体的な音場再生が可能となる。
【００６８】
一方、映像入力端子６２を介して上記映像信号が入力された映像表示駆動部６３ L及び６
３ Rは、上記映像信号を上記頭部装着部６５にあって両目の近傍の位置となるように配設
された映像表示部６４ L及び６４ Rに供給する。映像表示部６４ L及び６４ Rは、上記映像信
号をその内容自体が視聴環境内で固定されるように表示する。すなわち、頭部が右側に回
転しているときは映像は右側にパンするような映像内容となり、逆に頭部が左側に回転し
ているときは映像は左側にパンして移動する内容になる。このため、表示内容は視聴環境
内で一定方向にとどまっているように見える。
【００６９】
このように、第４の実施の形態となる頭部装着型映像音声再生装置６０は、映像及び音場
が親近感も含めて映像上の発音源に実際の音像が定位するように構成できるので極めてリ
アリティーの高い映像音声再生が可能となる。
【００７０】
次に、第５の実施の形態について説明する。この第５の実施の形態は、上記第３の実施の
形態と同様に上記図１に示した頭部装着型映像音声再生装置１のような構成となり、映像
信号処理部１２が映像信号の一部を選択的に出力するような映像信号処理を行うと共に、
表示エリアが映像信号内容の限界に達した場合は映像及び音像定位位置を頭の動きと同期
させ視聴環境に対して回転させる。
【００７１】
すなわち、初期状態で映像信号処理部１２が映像表示部１４ L及び１４ Rに映像信号内容全
エリア５７の内、表示エリア５８を出力していた後、視聴者の頭部が右に回転すると映像
信号処理部１２は連続的にその回転角度に見合った映像である表示エリア５９を映像表示
部１４ L及び１５ Rに出力する。逆に頭部がこの状態から左側に回転した場合は表示エリア
５８の方向に向かう。
【００７２】
ここで、図２０に示すように、表示エリア５８が映像信号内容全エリア５７の限界に達し
た場合は、その時点で映像及び音像定位位置は頭部の動きと同期して視聴環境に対して回
転すなわち頭部に対して固定して動き表示エリア７２（７３）となり、この状態で頭部が
逆方向に回転した場合はまた、映像信号内容全エリア５７が許す限り映像、音像共に視聴
環境に対して固定される。
【００７３】
このように、視聴者が通常既存の映画等のソフトをこの第５の実施の形態を装着して鑑賞
するような場合、すべての範囲内で映像及び音声が固定される必要はなく、例えば図２１
に示すような視聴者Ｍの前方Ｆの一定範囲内Ｗで上記映像位置の固定を実現すれば実用上
充分な範囲で映像位置と音像位置が固定されることになり、この範囲内Ｗで表示内容は視
聴環境内で一定方向にとどまっているように見え、映像と音像方向が一致した映像音声再
生が可能となる。また、音声信号に対する頭部の動きによる両耳間の時間差及びレベル差
も実音源を聞くのと同様に付加されるので音像は頭外のしかも前方向も含めた状態で定位
が可能となる。
【００７４】
なお、上記音声入力信号は、ワイヤレスで頭部装着部上の上記音声再生手段に供給されて
もよい。また、上記映像入力信号は、ワイヤレスで頭部装着部上の上記映像再生手段に供
給されてもよい。
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【００７５】
【発明の効果】
　本発明に係る映像音声再生装置は、

音像を頭外、特に従来定位が難しいとされた前方方向に対して定位可能
とする。また映像位置が一定位置にとまるので音像定位位置と映像位置が重なり両者の不
一致による違和感を解消できる。

さらに映像と音像の相乗効果により音声だけの場合
に比べてより明確な音像定位が得られリアルな映像音声再生が可能となる。さらにまた、
音像頭外定位処理を簡単な構成の信号処理で実現できるので、可搬性にすぐれた廉価な装
置を小型に構成できる。
【００７６】
また、入力させる映像信号に両眼視差をもたせてあれば、遠近間のある立体的な映像を再
生することができ、従来のように音像定位位置と映像位置が重なり両者の不一致による違
和感を解消でき、ディスプレイ上に立体的に映し出される映像上の発音源と実際の音像の
位置を常に一致させることができる。さらに立体映像と音像の相乗効果により音声だけの
場合に比べてより明確な音像定位が得られリアルな立体映像音声再生が可能となる。
【００７７】
また、映像再生手段は、映像信号の一部を選択的に表示できるので、頭部の一定範囲の動
きに対して視聴者の見ている映像量を減らすことなく音像定位位置と映像位置の視聴環境
に対する固定化を実現できる。
【００７８】
また、この発明によれば例えばコンピュータグラフィックのようにリアルタイムで映像を
合成できるシステムに応用し映像内容自体の内容を頭部の回転運動に応じて更新して表示
できるようにしたので頭部の一定範囲の動きに対して視聴者の見ている映像量を減らすこ
となく音像定位位置と映像質の視聴環境に対する固定化を実現できる。
【００７９】
また、音声再生手段、映像再生手段は、頭部の動きに応じて正面方向を中心としてある範
囲内でのみ音像方向を視聴環境の一定方向に固定させ、その範囲を越えた場合は頭部の動
きに応じて音声方向を移動させるようにできるので、頭の動きに応じて表示内容が変化す
ることの無い映像を見る場合にも音像方向を視聴環境の一定方向に固定する範囲の限定を
行っているので、映像方向と音像方向が大きくずれることがなく、かつ動的な音声信号処
理による音像の前方定位を可能とし例えば映画鑑賞のような広い映像表示範囲を必要とせ
ず通常動きの少ない状態で鑑賞する映像音声ソースでも充分なリアリティと臨場感を持っ
た映像音声再生を容易とする。
【００８０】
また、本発明では頭部装着部に回転検出手段及び音声再生手段を備え、頭部の動きを検出
し、正面方向を中心としてある範囲内でのみ映像方向と音像方向とが視聴環境の一定方向
に固定しているかのように変化させ、その範囲を越えた場合は頭部の動きに応じて映像方
向、音像方向共に移動するので、頭部の動きに応じて表示内容の変化する映像の持つ情報
容量が限られている場合にも頭部の回転運動範囲を限定して場合には映像方向と音像方向
を視聴環境の一定方向に固定することができる。また、動的な音声信号処理による音像の
前方定位を可能とし、例えば映画鑑賞のような広い映像表示範囲を必要とせず通常の動き
の少なく状態で鑑賞するシステムには充分なリアリティと臨場感ある映像音声再生を容易
に構成できる。
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映像再生手段の映像信号処理部が回転角検出手段に
より検出された頭部回転運動に応じて映像入力信号の一部を選択的に表示させて映像知覚
位置を視聴環境の一定方向に固定させるような信号処理を行い、かつ頭部回転運動が所定
範囲を超えて表示エリアが映像信号内容の限界を超えたときは、映像方向を頭部の動きと
同期させて移動させることができる。また上記音声再生手段の音声信号処理部が再生音像
を頭外に定位させ、該音像方向を視聴環境の一定方向に固定させるような信号処理を行い
、かつ頭部回転運動が上記所定範囲を超えたときは、音像方向を頭部の動きと同期させて
移動させるので、

また、映像及び音像定位位置を頭の動きと同期させ視聴
環境に対して移動することができる。



【００８１】
また、音声再生手段を頭部装着部に内蔵することにより、バイノーラル録音等の特殊な録
音によらないで従来の普通の音声信号ソースを持つ映像音声信号をそのまま入力して頭外
定位を持った臨場感ある音声再生が可能となり、可搬性にすぐれた仮想現実システムを小
型に構成できる。
【００８２】
また、回転角検出手段のかわりに、または同時に位置検出手段を頭部装着部に設けること
により、装着者が回転した場合の制御だけでなく、その視聴環境において位置を移動した
場合の映像、音像制御も可能となりよりリアリティのある仮想現実システムを小型に構成
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る映像音声再生装置の第１の実施の形態の概略構成を示すブロック図
である。
【図２】上記第１の実施の形態に用いられる音声信号処理部の詳細な構成を示すブロック
図である。
【図３】上記第１の実施の形態に用いられる音声信号処理部が想定している聴取環境を示
す模式図である。
【図４】上記第１の実施の形態に用いられる音声信号処理部の時間差付加回路で付加され
る遅延時間の特性図である。
【図５】上記第１の実施の形態に用いられる音声信号処理部のレベル差付加回路で付加さ
れるレベル差の特性図である。
【図６】上記第１の実施の形態に用いられる映像信号処理部の詳細な構成を示すブロック
図である。
【図７】上記第１の実施の形態に用いられる映像再生部の表示エリアの模式図である。
【図８】　上記音声信号処理部が時間差付加回路と周波数特性制御回路を用いた場合のブ
ロック図である。
【図９】　上記周波数特性制御回路で行われる周波数制御の特性図である。
【図１０】上記音声信号処理部が位相差付加回路とレベル差付加回路を用いた場合のブロ
ック図である。
【図１１】上記位相差付加回路で付加される位相差の変化特性図である。
【図１２】上記音声信号処理部が位相差付加回路と周波数特性制御回路を用いた場合のブ
ロック図である。
【図１３】上記第１の実施の形態で使われる回転角速度センサに適用できる圧伝振動ジャ
イロ装置の概略構成図である。
【図１４】上記第１の実施の形態で使われる回転角速度センサに適用できるアナログ角度
検出器の概略構成図である。
【図１５】上記第１の実施の形態で使われる回転角速度センサに適用できるディジタルグ
角度検出器の概略構成図である。
【図１６】本発明に係る映像音声再生装置の第２の実施の形態の概略構成を示すブロック
図である。
【図１７】上記第２の実施の形態に入力される両眼視差の生じた映像信号を説明するため
の模式図である。
【図１８】上記第３の実施の形態の映像再生部の動作を説明するための模式図である。
【図１９】本発明に係る映像音声再生装置の第４の実施の形態を説明するための模式図で
ある。
【図２０】本発明に係る映像音声再生装置の第５の実施の形態の映像再生部の動作を説明
するための模式図である。
【図２１】上記第５の実施の形態の動作を説明するための模式図である。
【図２２】従来の頭部装着型映像音声再生装置の模式図である。
【図２３】従来の映像音声再生装置のブロック図である。
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【符号の説明】
１　頭部装着型映像音声再生装置
２　音声再生部
５　音声信号処理部
１０　映像再生部
１２　映像信号処理部
１４　映像表示部
１５　頭部装着部
１６　回転角速度センサ
１７　マイクロプロセッサ 10
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】
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