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(57)【要約】
【課題】　使い勝手が良く、かつ節電効果の高いヘッド
マウントディスプレイを提供すること。
【解決手段】　使用者の少なくとも一方の眼前に画像を
投影する第１の画像表示部と、第１の画像表示部を使用
者の頭部に装着するための装着部と、第１の画像表示部
と異なる位置に配置され、画像を表示する第２の画像表
示部と、使用状況を検出する検出部と、検出部により検
出した使用状況に応じて、第２の画像表示部を制御する
制御部とを備える。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の少なくとも一方の眼前に画像を投影する第１の画像表示部と、
　前記第１の画像表示部を前記使用者の頭部に装着するための装着部と、
　前記第１の画像表示部と異なる位置に配置され、画像を表示する第２の画像表示部と、
　使用状況を検出する検出部と、
　前記使用状況に応じて、前記第２の画像表示部を制御する制御部と
　を備えることを特徴とするヘッドマウントディスプレイ。
【請求項２】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイにおいて、
　前記検出部は、前記装着部により前記第１の画像表示部が前記使用者の頭部に装着され
ているか否かを検出し、
　前記制御部は、前記第１の画像表示部が前記使用者の頭部に装着されているか否かに応
じて、前記第２の画像表示部を制御する
　ことを特徴とするヘッドマウントディスプレイ。
【請求項３】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイにおいて、
　前記第１の画像表示部を、少なくとも待避位置と可視位置とに変位可能な駆動部を備え
、
　前記検出部は、前記第１の画像表示部の位置を検出し、
　前記制御部は、前記第１の画像表示部の位置に応じて、前記第２の画像表示部を制御す
る
　ことを特徴とするヘッドマウントディスプレイ。
【請求項４】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイにおいて、
　電源電池を備え、前記第１の画像表示部および前記第２の画像表示部に前記電源電池か
ら電力を供給する供給部を備え、
　前記検出部は、前記供給部における前記電源電池の残量を検出し、
　前記制御部は、前記電源電池の残量に応じて、前記第２の画像表示部を制御する
　ことを特徴とするヘッドマウントディスプレイ。
【請求項５】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイにおいて、
　前記検出部は、前記ヘッドマウントディスプレイの動き量を検出し、
　前記制御部は、前記動き量に応じて、前記第２の画像表示部を制御する
　ことを特徴とするヘッドマウントディスプレイ。
【請求項６】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイにおいて、
　前記第１の画像表示部に画像を投影する画像再生モードを含む複数の動作モードの何れ
かを選択する選択部を備え、
　前記検出部は、前記選択部により選択された前記動作モードを検出し、
　前記制御部は、前記選択部により選択された前記動作モードに応じて、前記第２の画像
表示部を制御する
　ことを特徴とするヘッドマウントディスプレイ。
【請求項７】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイにおいて、
　前記制御部は、前記使用状況に応じて、前記第２の画像表示部への電源供給を制御する
　ことを特徴とするヘッドマウントディスプレイ。
【請求項８】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイにおいて、
　前記制御部は、前記使用状況に応じて、前記第２の画像表示部の表示内容を制御する
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　ことを特徴とするヘッドマウントディスプレイ。
【請求項９】
　請求項８に記載のヘッドマウントディスプレイにおいて、
　前記制御部は、前記使用状況に応じて、前記第１の画像表示部に表示すべき画像を、前
記第２の画像表示部に表示する
　ことを特徴とするヘッドマウントディスプレイ。
【請求項１０】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイにおいて、
　前記第２の画像表示部は、その表面への接触を感知するタッチパネルを有し、
　前記制御部は、前記使用状況に応じて、前記タッチパネルを制御する
　ことを特徴とするヘッドマウントディスプレイ。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のヘッドマウントディスプレイにおいて、
　前記制御部は、前記使用状況に応じて、前記タッチパネルへの電源供給を制御する
　ことを特徴とするヘッドマウントディスプレイ。
【請求項１２】
　請求項１０に記載のヘッドマウントディスプレイにおいて、
　前記制御部は、前記使用状況に応じて、前記タッチパネルにおける感知エリアと感知感
度との少なくとも一方を制御する
　ことを特徴とするヘッドマウントディスプレイ。
【請求項１３】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイにおいて、
　前記第２の画像表示部は、前記第１の画像表示部および前記装着部と分離しており、か
つ、前記第１の画像表示部および前記装着部と有線または無線により接続される
　ことを特徴とするヘッドマウントディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用者の少なくとも一方の眼前に画像を投影する表示部を備えたヘッドマウ
ントディスプレイに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、携帯電話、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、ヘッドマウントディス
プレイなど、表示素子を利用した様々な機器に関する技術が考えられている。特許文献１
の発明では、画像の調整を適宜行うことにより、複数のディスプレイを有する装置におけ
る使用者の使い勝手向上を実現している。
【特許文献１】特表２００４－５３５６９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、特許文献１の発明では、複数のディスプレイを有することにより、消費電力が
増大するという問題がある。
【０００４】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、使い勝手が良く、かつ節電効果の高
いヘッドマウントディスプレイを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のヘッドマウントディスプレイは、使用者の少なくとも一方の眼前に画像を投影
する第１の画像表示部と、前記第１の画像表示部を前記使用者の頭部に装着するための装
着部と、前記第１の画像表示部と異なる位置に配置され、画像を表示する第２の画像表示
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部と、使用状況を検出する検出部と、前記使用状況に応じて、前記第２の画像表示部を制
御する制御部とを備える。
【０００６】
　なお、好ましくは、前記検出部は、前記装着部により前記第１の画像表示部が前記使用
者の頭部に装着されているか否かを検出し、前記制御部は、前記第１の画像表示部が前記
使用者の頭部に装着されているか否かに応じて、前記第２の画像表示部を制御しても良い
。
【０００７】
　また、好ましくは、前記第１の画像表示部を、少なくとも待避位置と可視位置とに変位
可能な駆動部を備え、前記検出部は、前記第１の画像表示部の位置を検出し、前記制御部
は、前記第１の画像表示部の位置に応じて、前記第２の画像表示部を制御しても良い。
【０００８】
　また、好ましくは、電源電池を備え、前記第１の画像表示部および前記第２の画像表示
部に前記電源電池から電力を供給する供給部を備え、前記検出部は、前記供給部における
前記電源電池の残量を検出し、前記制御部は、前記電源電池の残量に応じて、前記第２の
画像表示部を制御しても良い。
【０００９】
　また、好ましくは、前記検出部は、前記ヘッドマウントディスプレイの動き量を検出し
、前記制御部は、前記動き量に応じて、前記第２の画像表示部を制御しても良い。
【００１０】
　また、好ましくは、前記第１の画像表示部に画像を投影する画像再生モードを含む複数
の動作モードの何れかを選択する選択部を備え、前記検出部は、前記選択部により選択さ
れた前記動作モードを検出し、前記制御部は、前記選択部により選択された前記動作モー
ドに応じて、前記第２の画像表示部を制御しても良い。
【００１１】
　また、好ましくは、前記制御部は、前記使用状況に応じて、前記第２の画像表示部への
電源供給を制御しても良い。
【００１２】
　また、好ましくは、前記制御部は、前記使用状況に応じて、前記第２の画像表示部の表
示内容を制御しても良い。
【００１３】
　また、好ましくは、前記制御部は、前記使用状況に応じて、前記第１の画像表示部に表
示すべき画像を、前記第２の画像表示部に表示しても良い。
【００１４】
　また、好ましくは、前記第２の画像表示部は、その表面への接触を感知するタッチパネ
ルを有し、前記制御部は、前記使用状況に応じて、前記タッチパネルを制御しても良い。
【００１５】
　また、好ましくは、前記制御部は、前記使用状況に応じて、前記タッチパネルへの電源
供給を制御しても良い。
【００１６】
　また、好ましくは、前記制御部は、前記使用状況に応じて、前記タッチパネルにおける
感知エリアと感知感度との少なくとも一方を制御しても良い。
【００１７】
　また、好ましくは、前記第２の画像表示部は、前記第１の画像表示部および前記装着部
と分離しており、かつ、前記第１の画像表示部および前記装着部と有線または無線により
接続されても良い。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、使い勝手が良く、かつ節電効果の高いヘッドマウントディスプレイを
提供することができる。



(5) JP 2009-171505 A 2009.7.30

10

20

30

40

50

【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態の例を、図を用いて説明する。図１は、本発明の実施の形態
におけるヘッドマウントディスプレイの概要を示す図である。
【００２０】
　ヘッドマウントディスプレイ１においては、ヘッドホーン２、３が、連結部４により連
結されており、連結部４は弾性を有している。装着時には、ヘッドホーン２、３により両
耳を挟んで連結部４の弾性により押さえつける形で使用者の頭部（不図示）に装着する。
ヘッドホーン３には、支持アーム５が装着時の左右方向を回動軸として回動可能なように
取り付けられており、その先端部には、使用者の左眼（不図示）に画像を投影するメイン
表示部６が取り付けられている。
【００２１】
　支持アーム５は、ヘッドホーン３に対して、装着時の左右方向を回動軸として回動可能
となっている。そのため、使用者がヘッドマウントディスプレイ１を装着した状態におい
て、メイン表示部６の位置を、左眼の眼前（左眼の目線上）にある状態（以下、「可視位
置にある状態」と称する）と、眼前から待避させた状態（以下、「待避位置にある状態」
と称する）とに切り替えることができる。また、メイン表示部６は、不図示の表示素子や
拡大光学系を備え、使用者の眼前に画像を投影する。
【００２２】
　また、ヘッドホーン２の外面には、サブ表示部７が設けられている。サブ表示部７は、
その表面にタッチパネル部８を有する。サブ表示部７は、不図示の表示素子を備え、画像
などを表示する。なお、サブ表示部７の表示領域におけるタッチパネル部８の領域の広さ
は、可変であるものとする（詳細は後述する）。タッチパネル部８は、ヘッドマウントデ
ィスプレイ１の操作部として機能する。ヘッドマウントディスプレイ１は、さらに、各部
に電源を供給するための電源電池（不図示）を備える。
【００２３】
　使用者がヘッドマウントディスプレイ１を装着した状態において、使用者は、メイン表
示部６を観察することができる一方、サブ表示部７を観察することはできない。逆に、使
用者がヘッドマウントディスプレイ１を装着していない状態において、使用者は、メイン
表示部６を観察することができない一方、サブ表示部７を観察することができる。すなわ
ち、メイン表示部６は、使用者がヘッドマウントディスプレイ１を装着した状態において
観察対象となり、サブ表示部７は、使用者がヘッドマウントディスプレイ１を装着してい
ない状態において観察対象となる。
【００２４】
　図２は、ヘッドマウントディスプレイ１の機能ブロック図である。
【００２５】
　ヘッドマウントディスプレイ１は、装着センサ１１、アーム位置センサ１２、電池残量
センサ１３、動き量センサ１４の各センサを備えるとともに、制御回路１５を備える。各
センサおよび制御回路１５は、例えば、ヘッドホーン３の内部に備えられる。
【００２６】
　装着センサ１１は、使用者がヘッドマウントディスプレイ１を装着した状態において、
使用者の頭部に接触する位置に設けられる。装着センサ１１は、例えば、温度センサであ
り、温度に基づいて、ヘッドホーン３が使用者の頭部に接触しているか否かを検出する。
そして、ヘッドホーン３が使用者の頭部に接触しているか否かに基づいて、ヘッドマウン
トディスプレイ１が使用者の頭部に装着されているか否かを検出する。
【００２７】
　アーム位置センサ１２は、ヘッドホーン３と支持アーム５との連結部近傍に設けられる
。アーム位置センサ１２は、支持アーム５の回動角度を検出することにより、支持アーム
５の位置を検出する。支持アーム５の位置を検出することにより、メイン表示部６が可視
位置にあるのか待避位置にあるのかを検出することができる。
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【００２８】
　電池残量センサ１３は、上述した電源電池の残量を検出する。
【００２９】
　動き量センサ１４は、例えば、Ｘ方向およびＹ方向に関するジャイロセンサであり、ヘ
ッドマウントディスプレイ１の動き量を検出する。そして、検出した動き量に基づいて、
通常使用時であるか否かを推測することができる。
【００３０】
　上述した各センサは、公知技術と同様の構成であるため、詳細な説明を省略する。また
、制御回路１５は各部と接続され、各部を制御するとともに、上述した各センサが検出し
た情報を取得する。
【００３１】
　また、制御回路１５は、図２に示すように、画像処理部１６、メイン表示部６用の表示
処理部１７、サブ表示部７用の表示処理部１８、音声処理部１９、ＣＰＵ２０の各部を備
える。画像処理部１６は、外部から画像情報を取得して、所定の画像処理を行う。メイン
表示部６用の表示処理部１７は、画像処理部１６による画像処理後の画像情報を取得して
、所定の表示処理を行い、メイン表示部６に出力する。サブ表示部７用の表示処理部１８
は、画像処理部１６による画像処理後の画像情報を取得して、所定の表示処理を行い、サ
ブ表示部７に出力する。音声処理部１９は、外部から音声情報を取得して、所定の音声処
理を行い、ヘッドホーン２およびヘッドホーン３に出力する。ＣＰＵ２０は、画像処理部
１６、表示処理部１７、表示処理部１８、音声処理部１９の各部を制御するとともに、上
述した各センサが検出した情報を取得する。また、ＣＰＵ２０は、上述したサブ表示部７
のタッチパネル部８への接触の状態を検知する。
【００３２】
　また、画像情報および音声情報の発信源は、ヘッドマウントディスプレイ１の本体にメ
モリや記録媒体の形で設けられても良いし、有線または無線でヘッドマウントディスプレ
イ１と接続可能な外部に設けられても良い。
【００３３】
　また、ヘッドマウントディスプレイ１は、複数の動作モードを備える。そして、動作モ
ードの選択は、上述したタッチパネル部８を介した使用者による操作に基づいて行われる
。動作モードには、各種設定を行う「設定モード」、画像および音声の再生を行う「画像
モード」、音声の再生のみを行う「音声モード」等が含まれる。なお、ヘッドマウントデ
ィスプレイ１に通信部を備え、インターネット通信などを行う「インターネットモード」
などをさらに備えても良い。
【００３４】
　以上説明したように、ヘッドマウントディスプレイ１は、２つの表示部（メイン表示部
６およびサブ表示部７）を備える。そのため、表示部が１つの場合に比べて、消費電力が
増大するという問題がある。そこで、ＣＰＵ２０は、ヘッドマウントディスプレイ１の使
用状況を適宜検出し、使用状況に応じて２つの表示部（メイン表示部６およびサブ表示部
７）を制御する。使用状況の例として、以下の（Ａ）～（Ｅ）を例にあげて説明する。
【００３５】
　（Ａ）ヘッドマウントディスプレイ１の装着状態
　図３は、ヘッドマウントディスプレイ１使用時におけるＣＰＵ２０の動作の一例を示す
フローチャートである。
【００３６】
　ステップＳ１において、ＣＰＵ２０は、ヘッドマウントディスプレイ１の装着状態を検
出する。ＣＰＵ２０は、上述した装着センサ１１による検出結果に基づいて、ヘッドマウ
ントディスプレイ１が使用者の頭部に装着されているか否かを検出する。
【００３７】
　ステップＳ２において、ＣＰＵ２０は、ステップＳ１の検出結果に基づいて、サブ表示
部７を制御する。制御の詳細は後述する。



(7) JP 2009-171505 A 2009.7.30

10

20

30

40

50

【００３８】
　ステップＳ３において、ＣＰＵ２０は、所定時間を経過したか否かを判定し、所定時間
を経過したと判定するとステップＳ１に戻る。
【００３９】
　すなわち、ＣＰＵ２０は、所定の時間間隔でヘッドマウントディスプレイ１の装着状態
を監視し、装着状態に応じてサブ表示部７を制御する。
【００４０】
　（Ｂ）メイン表示部６の位置
　図４は、ヘッドマウントディスプレイ１使用時におけるＣＰＵ２０の動作の別の例を示
すフローチャートである。
【００４１】
　ステップＳ１１において、ＣＰＵ２０は、メイン表示部６の位置を検出する。ＣＰＵ２
０は、上述したアーム位置センサ１２による検出結果に基づいて、メイン表示部６が可視
位置にあるのか待避位置にあるのかを検出する。
【００４２】
　ステップＳ１２において、ＣＰＵ２０は、ステップＳ１１の検出結果に基づいて、サブ
表示部７を制御する。制御の詳細は後述する。
【００４３】
　ステップＳ１３において、ＣＰＵ２０は、所定時間を経過したか否かを判定し、所定時
間を経過したと判定するとステップＳ１１に戻る。
【００４４】
　すなわち、ＣＰＵ２０は、所定の時間間隔でメイン表示部６の位置を監視し、メイン表
示部６の位置に応じてサブ表示部７を制御する。
【００４５】
　（Ｃ）電源電池の電池残量
　図５は、ヘッドマウントディスプレイ１使用時におけるＣＰＵ２０の動作の別の例を示
すフローチャートである。
【００４６】
　ステップＳ２１において、ＣＰＵ２０は、上述した電池残量センサ１３により、電源電
池の電池残量を検出する。
【００４７】
　ステップＳ２２において、ＣＰＵ２０は、ステップＳ２１の検出結果に基づいて、サブ
表示部７を制御する。制御の詳細は後述する。
【００４８】
　ステップＳ２３において、ＣＰＵ２０は、所定時間を経過したか否かを判定し、所定時
間を経過したと判定するとステップＳ２１に戻る。
【００４９】
　すなわち、ＣＰＵ２０は、所定の時間間隔で電源電池の電池残量を監視し、電源電池の
電池残量に応じてサブ表示部７を制御する。
【００５０】
　（Ｄ）ヘッドマウントディスプレイ１の動き量
　図６は、ヘッドマウントディスプレイ１使用時におけるＣＰＵ２０の動作の別の例を示
すフローチャートである。
【００５１】
　ステップＳ３１において、ＣＰＵ２０は、上述した動き量センサ１４により、ヘッドマ
ウントディスプレイ１の動き量を検出する。
【００５２】
　ステップＳ３２において、ＣＰＵ２０は、ステップＳ３１の検出結果に基づいて、サブ
表示部７を制御する。制御の詳細は後述する。
【００５３】
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　ステップＳ３３において、ＣＰＵ２０は、所定時間を経過したか否かを判定し、所定時
間を経過したと判定するとステップＳ３１に戻る。
【００５４】
　すなわち、ＣＰＵ２０は、所定の時間間隔でヘッドマウントディスプレイ１の動き量を
監視し、ヘッドマウントディスプレイ１の動き量に応じてサブ表示部７を制御する。
【００５５】
　（Ｅ）ヘッドマウントディスプレイ１の動作モード
　図７は、ヘッドマウントディスプレイ１使用時におけるＣＰＵ２０の動作の別の例を示
すフローチャートである。
【００５６】
　ステップＳ４１において、ＣＰＵ２０は、ヘッドマウントディスプレイ１において設定
された動作モードを検出する。
【００５７】
　ステップＳ４２において、ＣＰＵ２０は、ステップＳ４１の検出結果に基づいて、サブ
表示部７を制御する。制御の詳細は後述する。
【００５８】
　ステップＳ４３において、ＣＰＵ２０は、所定時間を経過したか否かを判定し、所定時
間を経過したと判定するとステップＳ４１に戻る。
【００５９】
　すなわち、ＣＰＵ２０は、所定の時間間隔でヘッドマウントディスプレイ１の動作モー
ドを監視し、ヘッドマウントディスプレイ１の動作モードに応じてサブ表示部７を制御す
る。
【００６０】
　次に、サブ表示部７の制御について、以下の（ａ）～（ｆ）を例にあげて説明する。
【００６１】
　（ａ）電源供給の制御
　ＣＰＵ２０は、使用状況に応じて、サブ表示部７への電源供給を制御することにより、
不要な電源供給を抑え、省電力化を図る。
【００６２】
　上述した使用状況（Ａ）において、ヘッドマウントディスプレイ１が装着状態である場
合、使用者は、サブ表示部７を観察することはできない。そこで、ＣＰＵ２０は、サブ表
示部７への電源供給を抑制、または、中止する。
【００６３】
　上述した使用状況（Ｂ）において、メイン表示部６が可視位置にある場合、使用者はメ
イン表示部６を観察していると推測することができる。そこで、ＣＰＵ２０は、サブ表示
部７への電源供給を抑制、または、中止する。
【００６４】
　上述した使用状況（Ｃ）において、電源電池の電池残量が所定の閾値を下回った場合、
ＣＰＵ２０は、省電力化を図るため、サブ表示部７への電源供給を抑制、または、中止す
る。なお、サブ表示部７の明るさを段階的に変更可能である場合には、電池残量に応じて
徐々に明るさを落とす構成としても良い。また、サブ表示部７が表示素子とバックライト
とで構成されている場合には、まずバックライトへの電源供給を抑制、または、中止し、
その後に表示素子への電源供給を抑制、または、中止すると良い。
【００６５】
　上述した使用状況（Ｄ）において、動き量が所定の閾値を上回った場合、ＣＰＵ２０は
、タッチパネル部８による誤作動防止のため、サブ表示部７への電源供給を抑制、または
、中止する。
【００６６】
　上述した使用状況（Ｅ）において、動作モードが「画像モード」や「音声モード」であ
る場合、タッチパネル部８を介した操作は頻繁に行われないと推測することができる。そ
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こで、ＣＰＵ２０は、サブ表示部７への電源供給を抑制、または、中止する。
【００６７】
　（ｂ）表示内容の制御
　ＣＰＵ２０は、使用状況に応じて、サブ表示部７の表示内容を制御することにより、使
い勝手の向上を図る。
【００６８】
　上述した使用状況（Ａ）において、ヘッドマウントディスプレイ１が装着状態である場
合、サブ表示部７は観察対象となっていないと推測することができる。そこで、ＣＰＵ２
０は、サブ表示部７に予め指定された特定の画像を表示する。特定の画像とは、例えば、
ヘッドホーン２の筐体表面と調和した画像や、デザイン性を考慮し、サブ表示部７をヘッ
ドマウントディスプレイ１のデザインの一部として機能させるための画像などである。
【００６９】
　一方、ヘッドマウントディスプレイ１が非装着状態である場合、サブ表示部７が観察対
象となっているか、または、充電中であると推測することができる。そこで、ＣＰＵ２０
は、図８に示すように、サブ表示部７に充電状態を示すマークなどを表示する。
【００７０】
　上述した使用状況（Ｂ）において、メイン表示部６が待避位置にある場合、サブ表示部
７が観察対象となっているか、または、充電中であると推測することができる。そこで、
ＣＰＵ２０は、図８に示すように、サブ表示部７に充電状態を示すマークなどを表示する
。
【００７１】
　上述した使用状況（Ｃ）において、電源電池の電池残量が所定の閾値を下回った場合、
ＣＰＵ２０は、省電力化を図るため、サブ表示部７への表示自体を抑制、または、中止す
る。
【００７２】
　上述した使用状況（Ｄ）において、動き量が所定の閾値を上回った場合、ＣＰＵ２０は
、タッチパネル部８による誤作動防止のため、サブ表示部７へのタッチパネル部８に対応
した表示（ボタンなどの表示）を中止する。
【００７３】
　上述した使用状況（Ｅ）において、動作モードが「画像モード」や「音声モード」であ
る場合、タッチパネル部８を介した操作は頻繁に行われないと推測することができる。そ
こで、ＣＰＵ２０は、サブ表示部７へのタッチパネル部８に対応した表示（ボタンなどの
表示）を中止する。
【００７４】
　（ｃ）表示の切り替え
　ＣＰＵ２０は、使用状況に応じて、メイン表示部６およびサブ表示部７の表示を切り替
えることにより、使い勝手の向上を図る。
【００７５】
　上述した使用状況（Ａ）において、ヘッドマウントディスプレイ１が非装着状態である
場合、サブ表示部７が観察対象となっていると推測することができる。そこで、ＣＰＵ２
０は、画像処理部１６の出力対象を変更し、メイン表示部６に表示するべき画像を、サブ
表示部７に表示する。
【００７６】
　上述した使用状況（Ｂ）において、メイン表示部６が待避位置にある場合、サブ表示部
７が観察対象となっていると推測することができる。そこで、ＣＰＵ２０は、画像処理部
１６の出力対象を変更し、メイン表示部６に表示するべき画像を、サブ表示部７に表示す
る。
【００７７】
　上述した使用状況（Ｃ）において、電源電池の電池残量が所定の閾値を下回った場合、
ＣＰＵ２０は、省電力化を図るため、メイン表示部６とサブ表示部７との両方への表示が
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行われている場合には、少なくとも一方への表示自体を抑制、または、中止する。
【００７８】
　上述した使用状況（Ｄ）において、動き量が所定の閾値を上回った場合、ＣＰＵ２０は
、使用者による状況の確認が容易に行えるように、メイン表示部６とサブ表示部７との両
方への表示を行う。
【００７９】
　（ｄ）タッチパネル部８への電源供給の制御
　ＣＰＵ２０は、使用状況に応じて、サブ表示部７のタッチパネル部８への電源供給を制
御することにより、不要な電源供給を抑え、省電力化を図る。
【００８０】
　上述した使用状況（Ａ）において、ヘッドマウントディスプレイ１が装着状態である場
合、使用者は、サブ表示部７を観察することはできず、使用者はメイン表示部６を観察し
ていると推測することができる。そこで、ＣＰＵ２０は、サブ表示部７のタッチパネル部
８を操作部として機能させるのに最低限必要な量に、電源供給を抑制する。
【００８１】
　上述した使用状況（Ｂ）において、メイン表示部６が可視位置にある場合、使用者はメ
イン表示部６を観察していると推測することができる。そこで、ＣＰＵ２０は、サブ表示
部７のタッチパネル部８を操作部として機能させるのに最低限必要な量に、電源供給を抑
制する。
【００８２】
　上述した使用状況（Ｃ）において、電源電池の電池残量が所定の閾値を下回った場合、
ＣＰＵ２０は、省電力化を図るため、サブ表示部７のタッチパネル部８への電源供給を抑
制、または、中止する。
【００８３】
　上述した使用状況（Ｄ）において、動き量が所定の閾値を上回った場合、ＣＰＵ２０は
、タッチパネル部８による誤作動防止のため、サブ表示部７のタッチパネル部８への電源
供給を抑制、または、中止する。
【００８４】
　上述した使用状況（Ｅ）において、動作モードが「画像モード」や「音声モード」であ
る場合、タッチパネル部８を介した操作は頻繁に行われないと推測することができる。そ
こで、ＣＰＵ２０は、サブ表示部７のタッチパネル部８への電源供給を抑制、または、中
止する。
【００８５】
　（ｅ）タッチパネル部８における感知エリアの制御
　ＣＰＵ２０は、使用状況に応じて、サブ表示部７のタッチパネル部８における感知エリ
アを制御することにより、省電力化および使い勝手の向上を図る。
【００８６】
　上述した使用状況（Ａ）において、ヘッドマウントディスプレイ１が装着状態である場
合、使用者はサブ表示部７を観察することはできない。すなわち、使用者は、サブ表示部
７を目視せずに操作部として使用すると推測できる。そこで、ＣＰＵ２０は、サブ表示部
７のタッチパネル部８の操作部としての機能を向上させるために、タッチパネル部８の領
域を拡大する。例えば、図９に示すように、サブ表示部７の表示領域におけるタッチパネ
ル部８の領域の広さを広くする。
【００８７】
　一方、ヘッドマウントディスプレイ１が非装着状態である場合、サブ表示部７が観察対
象となっているか、または、充電中であると推測することができる。すなわち、使用者は
、サブ表示部７を目視しつつ操作部として使用すると推測できる。そこで、ＣＰＵ２０は
、図１０に示すように、サブ表示部７の表示領域におけるタッチパネル部８の領域の広さ
を狭くするとともに、例えば、上半分をメイン表示部６に相当する表示部として機能させ
る。
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【００８８】
　上述した使用状況（Ｂ）において、メイン表示部６が可視位置にある場合、使用者はサ
ブ表示部７を観察することはできない。すなわち、使用者は、サブ表示部７を目視せずに
操作部として使用すると推測できる。そこで、ＣＰＵ２０は、サブ表示部７のタッチパネ
ル部８の操作部としての機能を向上させるために、タッチパネル部８の領域を拡大する。
例えば、図９に示すように、サブ表示部７の表示領域におけるタッチパネル部８の領域の
広さを広くする。
【００８９】
　上述した使用状況（Ｃ）において、電源電池の電池残量が所定の閾値を下回った場合、
ＣＰＵ２０は、省電力化を図るため、図１０に示すように、サブ表示部７の表示領域にお
けるタッチパネル部８の領域の広さを狭くする。
【００９０】
　上述した使用状況（Ｄ）において、動き量が所定の閾値を上回った場合、ＣＰＵ２０は
、タッチパネル部８による誤作動防止のため、図１０に示すように、サブ表示部７の表示
領域におけるタッチパネル部８の領域の広さを狭くする。
【００９１】
　上述した使用状況（Ｅ）において、動作モードが「インターネットモード」である場合
、コンピュータのマウスと同様の操作性を実現することが好ましい。そこで、ＣＰＵ２０
は、図９に示した例と同様に、サブ表示部７の表示領域におけるタッチパネル部８の領域
の広さを広くするとともに、図１１に示すように、マウスポインタに相当するマークなど
をメイン表示部６に表示する。
【００９２】
　なお、サブ表示部７の表示領域におけるタッチパネル部８の領域の広さを変更する際に
は、使用者に変更内容を報知するために、図１２に示すように、メイン表示部６にタッチ
パネル部８の領域の広さを示す画像を表示すると良い。
【００９３】
　（ｆ）タッチパネル部８における感知感度の制御
　ＣＰＵ２０は、使用状況に応じて、サブ表示部７のタッチパネル部８における感知感度
を制御することにより、省電力化および使い勝手の向上を図る。
【００９４】
　上述した使用状況（Ａ）において、ヘッドマウントディスプレイ１が装着状態である場
合、使用者はサブ表示部７を観察することはできない。すなわち、使用者は、サブ表示部
７を目視せずに操作部として使用すると推測できる。そこで、ＣＰＵ２０は、サブ表示部
７のタッチパネル部８による誤作動防止のため、タッチパネル部８の感知感度を低くする
。
【００９５】
　上述した使用状況（Ｂ）において、メイン表示部６が可視位置にある場合、使用者はサ
ブ表示部７を観察することはできない。すなわち、使用者は、サブ表示部７を目視せずに
操作部として使用すると推測できる。そこで、ＣＰＵ２０は、サブ表示部７のタッチパネ
ル部８による誤作動防止のため、タッチパネル部８の感知感度を低くする。
【００９６】
　上述した使用状況（Ｃ）において、電源電池の電池残量が所定の閾値を下回った場合、
ＣＰＵ２０は、省電力化を図るため、サブ表示部７のタッチパネル部８による誤作動防止
のため、タッチパネル部８の感知感度を低くする。
【００９７】
　上述した使用状況（Ｄ）において、動き量が所定の閾値を上回った場合、ＣＰＵ２０は
、タッチパネル部８による誤作動防止のため、タッチパネル部８の感知感度を低くする。
【００９８】
　上述した使用状況（Ｅ）において、動作モードが「インターネットモード」である場合
、コンピュータのマウスと同様の操作性を実現することが好ましい。そこで、ＣＰＵ２０
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は、タッチパネル部８の感知感度を高くする。
【００９９】
　なお、上述した各使用状況におけるサブ表示部７の制御は一例であり、上記の例に限定
されない。また、各使用状況におけるサブ表示部７の制御内容を、使用者により指定可能
としても良い。
【０１００】
　また、使用状況の検出において、上述した（Ａ）～（Ｅ）の使用状況を組み合わせて検
出する構成としても良い。この場合、各使用状況に優先順位付けや重み付けを行って、総
括的な使用状況を検出すればよい。また、サブ表示部７の制御において、上述した（ａ）
～（ｆ）の制御を組み合わせて実行する構成としても良い。
【０１０１】
　例えば、上述した使用状況（Ａ）において、ヘッドマウントディスプレイ１が装着状態
であり、かつ、上述した使用状況（Ｂ）において、メイン表示部６が待避位置にある場合
には、誤作動を防止するために、（ａ）においてサブ表示部７への電源供給を中止し、か
つ、（ｄ）においてタッチパネル部８への電源供給を中止しても良い。また、上述した使
用状況（Ａ）において、ヘッドマウントディスプレイ１が装着状態であり、かつ、上述し
た使用状況（Ｄ）において、動き量が所定の閾値を上回った場合には、誤作動を防止する
ために、（ａ）においてサブ表示部７への電源供給を中止し、かつ、（ｄ）においてタッ
チパネル部８への電源供給を中止しても良い。なお、使用状況の検出に関する組み合わせ
、および、サブ表示部７の制御に関する組み合わせを、使用者により指定可能としても良
い。
【０１０２】
　以上説明したように、本実施形態によれば、メイン表示部と異なる位置に配置され、画
像を表示するサブ表示部を備え、ヘッドマウントディスプレイの使用状況に応じて、サブ
表示部を制御する。したがって、使い勝手が良く、かつ節電効果の高いヘッドマウントデ
ィスプレイを提供することができる。
【０１０３】
　なお、本実施形態で例にあげたヘッドマウントディスプレイ１はその一例であり、本発
明はこの例に限定されない。例えば、使用者の両眼に画像を投影するメイン表示部を備え
る構成のヘッドマウントディスプレイであっても良い。また、連結部４が使用者の後頭部
近傍に配置される構成のヘッドマウントディスプレイであっても良い。また、図１３に示
すように、眼鏡型のヘッドマウントディスプレイであっても良い。
【０１０４】
　また、サブ表示部７が、片方のヘッドホーン（右側のヘッドホーン１）の近傍に配置さ
れる例を示したが、メイン表示部６と異なる位置（または向き）であれば、他の位置に配
置されても良い。例えば、連結部４上であっても良いし、支持アーム５上であっても良い
。また、メイン表示部６の裏面、上下面、側面であっても良い。また、図１３に示した眼
鏡型のヘッドマウントディスプレイにおいては、テンプル部であっても良いし、メイン表
示部の裏面、上下面、側面であっても良い。
【０１０５】
　さらに、図１４に示すように、ヘッドマウントディスプレイ本体と分離してサブ表示部
が設けられても良い。この場合、ヘッドマウントディスプレイ本体とサブ表示部とは、無
線または有線により接続すると良い。
【０１０６】
　また、制御回路１５に相当する制御部は、有線もしくは無線で接続された外部機器内に
存在しても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明の実施の形態におけるヘッドマウントディスプレイの概要を示す図である
。
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【図２】本発明の実施の形態におけるヘッドマウントディスプレイの機能ブロック図であ
る。
【図３】ヘッドマウントディスプレイ１使用時におけるＣＰＵ２０の動作の一例を示すフ
ローチャートである。
【図４】ヘッドマウントディスプレイ１使用時におけるＣＰＵ２０の動作の別の例を示す
フローチャートである。
【図５】ヘッドマウントディスプレイ１使用時におけるＣＰＵ２０の動作の別の例を示す
フローチャートである。
【図６】ヘッドマウントディスプレイ１使用時におけるＣＰＵ２０の動作の別の例を示す
フローチャートである。
【図７】ヘッドマウントディスプレイ１使用時におけるＣＰＵ２０の動作の別の例を示す
フローチャートである。
【図８】サブ表示部７の表示の一例を示す図である。
【図９】タッチパネル部８における感知エリアについて説明する図である。
【図１０】タッチパネル部８における感知エリアについて説明する別の図である。
【図１１】メイン表示部６およびサブ表示部７の表示の一例を示す図である。
【図１２】メイン表示部６およびサブ表示部７の表示の一例を示す別の図である。
【図１３】眼鏡型のヘッドマウントディスプレイの概要を示す図である。
【図１４】分離型のヘッドマウントディスプレイの概要を示す図である。
【符号の説明】
【０１０８】
１…ヘッドマウントディスプレイ、２・３…ヘッドホーン、４…連結部、５…支持アーム
、６…メイン表示部、７…サブ表示部、８…タッチパネル部、１１…装着センサ、１２…
アーム位置センサ、１３…電池残量センサ、１４…動き量センサ、１５…制御回路、１６
…画像処理部、１７・１８…表示処理部、１９…音声処理部、２０…ＣＰＵ
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