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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　頭部装着型表示装置であって、
　画像を表す画像光を生成し射出させる画像光生成部と、射出された前記画像光を使用者
の眼に導く導光部と、を有し、使用者に虚像を視認させるための画像表示部と、
　操作面を有するとともに前記画像表示部と接続され、前記画像表示部による画像表示を
制御する制御部と、
　非可視光を利用して、使用者が前記制御部の前記操作面を向いているかを判定する向き
判定部と、
　前記画像表示部に配置され、前記非可視光を射出する頭部側発光部と、
　前記操作面に配置され、射出された前記非可視光を受光する制御部側受光部と、
を備え、
　前記向き判定部は、
　前記制御部側受光部の出力信号を用いて、前記操作面と前記画像表示部が対向している
か否かを判定することにより、使用者が前記制御部の前記操作面を向いているかを判定し
、
　前記制御部は、
　使用者が前記操作面を向いていると判定された場合に、前記虚像の視認性を低下させる
ように、前記画像光生成部の輝度を調整し、または、前記画像光生成部により生成される
前記画像光を調整する、頭部装着型表示装置。
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【請求項２】
　請求項１記載の頭部装着型表示装置であって、さらに、
　前記操作面に配置され、前記非可視光を射出する制御部側発光部と、
　前記画像表示部に配置され、射出された前記非可視光を受光する頭部側受光部と、
を備え、
　前記制御部は、
　前記頭部側発光部および前記制御部側発光部に対して、交互に前記非可視光を射出させ
、
　前記向き判定部は、
　前記制御部側受光部の出力信号と、前記頭部側受光部の出力信号とを用いて、前記操作
面と前記画像表示部が対向しているか否かを判定することにより、使用者が前記制御部の
前記操作面を向いているかを判定する、頭部装着型表示装置。
【請求項３】
　請求項２記載の頭部装着型表示装置であって、さらに、
　前記制御部に配置された前記制御部への接触を検出するための接触検出部を備え、
　前記制御部は、
　前記制御部への接触が検出された場合に、前記頭部側発光部による前記非可視光の射出
と、前記制御部側発光部による前記非可視光の射出と、を実行させる、頭部装着型表示装
置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか一項記載の頭部装着型表示装置であって、
　前記頭部側発光部が射出する前記非可視光には、前記非可視光のパルス変調により前記
画像表示部を識別するための識別情報が含まれ、
　前記制御部は、前記制御部に接続されている前記画像表示部を認証するための認証情報
を記憶する記憶部を有し、
　前記向き判定部は、さらに、
　前記制御部側受光部の出力信号から前記識別情報を取得し、取得した前記識別情報が前
記認証情報に含まれるかを検索することで、前記画像表示部を認証する認証部を備える、
頭部装着型表示装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか一項記載の頭部装着型表示装置であって、さらに、
　前記画像表示部に配置された前記画像表示部の加速度情報を検出するための加速度情報
検出部と、
　前記画像表示部に配置された前記画像表示部の角速度情報を検出するための角速度情報
検出部と、
を備え、
　前記向き判定部は、
　検出された前記加速度情報と、検出された前記角速度情報とを用いて、前記操作面と前
記画像表示部が対向しているか否かを判定することにより、使用者が前記制御部の前記操
作面を向いているかを判定する、頭部装着型表示装置。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれか一項記載の頭部装着型表示装置であって、
　前記画像光生成部は、
　前記画像を生成する表示素子と、
　生成された前記画像を表す画像光を射出させる光源と、
を含み、
　前記制御部は、
　使用者が前記操作面を向いていると判定された場合に、前記光源の照明光を消灯または
減光させることで、前記画像光生成部の輝度を調整する、頭部装着型表示装置。
【請求項７】
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　請求項１ないし５のいずれか一項記載の頭部装着型表示装置であって、
　前記画像光生成部は、
　前記画像を生成する表示素子と、
　生成された前記画像を表す画像光を射出させるための、複数の発光体を含む光源と、
を含み、
　前記制御部は、
　使用者が前記操作面を向いていると判定された場合に、前記複数の発光体のうちの少な
くとも一部の発光体の照明光を消灯または減光させることで、前記画像光生成部の輝度を
調整する、頭部装着型表示装置。
【請求項８】
　請求項１ないし５のいずれか一項記載の頭部装着型表示装置であって、
　前記制御部は、
　前記画像光生成部に画像データを送信するとともに、使用者が前記操作面を向いている
と判定された場合に、送信する前記画像データの少なくとも一部を、黒色を示すダミーデ
ータに置換することで、前記画像光生成部により生成される前記画像光を調整する、頭部
装着型表示装置。
【請求項９】
　請求項１ないし５のいずれか一項記載の頭部装着型表示装置であって、
　前記画像光生成部は、
　前記画像を生成する表示素子と、
　生成された前記画像を表す画像光を射出させる光源と、
を含み、
　前記制御部は、
　使用者が前記操作面を向いていると判定された場合に、前記表示素子の少なくとも一部
の液晶開口率を小さくすることで、前記画像光生成部により生成される前記画像光を調整
する、頭部装着型表示装置。
【請求項１０】
　画像を表す画像光を生成し射出させる画像光生成部と、射出された前記画像光を使用者
の眼に導く導光部と、を有し、使用者に虚像を視認させるための画像表示部と、操作面を
有するとともに前記画像表示部と接続され、前記画像表示部による画像表示を制御する制
御部と、を備える頭部装着型表示装置の制御方法であって、
　（ａ）前記画像光生成部と、前記導光部と、を用いて、使用者に虚像を視認させる工程
と、
　（ｂ）前記工程（ａ）による画像表示を制御する工程と、
　（ｃ）前記操作面に配置される制御部側受光部であって、前記画像表示部に配置された
頭部側発光部から射出された非可視光を受光する制御部側受光部の出力信号を用いて、前
記操作面と前記画像表示部が対向しているか否かを判定することにより、使用者が前記工
程（ｂ）のために前記制御部の前記操作面を向いているかを判定する工程と、
　（ｄ）使用者が前記工程（ｂ）のために前記操作面を向いていると判定された場合に、
前記虚像の視認性を低下させるように、前記画像光生成部の輝度を調整し、または、前記
画像光生成部により生成される前記画像光を調整する工程と、
を備える、頭部装着型表示装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、頭部に装着する表示装置である頭部装着型表示装置および頭部装着型表示装
置の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　頭部に装着する表示装置である頭部装着型表示装置（ヘッドマウントディスプレイ（He
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ad Mounted Display、ＨＭＤ））が知られている。頭部装着型表示装置は、例えば、液晶
ディスプレイおよび光源を利用して画像を表す画像光を生成し、生成された画像光を投写
光学系や導光板を利用して使用者の眼に導くことにより、使用者に虚像を認識させる。
【０００３】
　上述のようなヘッドマウントディスプレイにおいて、使用者が、例えば映像の再生、停
止、早送り等を目的としてヘッドマウントディスプレイの制御部を操作する場合、使用者
の眼前に表示されている虚像は、使用者の視界を遮り操作の妨げとなる恐れがあるという
問題があった。このような問題を解決するために、従来では、カメラで表示領域を含む範
囲を撮像し、撮像された画像を解析して使用者の手を検知し、検知した手のうち一方の手
と他方の手との間で形成される領域に表示される画像の視認性を低減することで、外景の
視認性を向上させる技術が知られている（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２１１４０８号公報
【特許文献２】特開平９－２１１３８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、従来の技術では、例えば、公共空間内の使用において、誤検知による誤作動が
起こるおそれがあった。
【０００６】
　本発明は、頭部装着型表示装置において、従来とは異なる構成で使用者が頭部装着型表
示装置の制御部を操作しようとしたことを検知し、外景の視認性を向上させる技術を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態又は適用例として実現可能である。頭部装着型表示装置であって、画像を表す画像光
を生成し射出させる画像光生成部と、射出された前記画像光を使用者の眼に導く導光部と
、を有し、使用者に虚像を視認させるための画像表示部と、操作面を有するとともに前記
画像表示部と接続され、前記画像表示部による画像表示を制御する制御部と、非可視光を
利用して、使用者が前記制御部の前記操作面を向いているかを判定する向き判定部と、前
記画像表示部に配置され、前記非可視光を射出する頭部側発光部と、前記操作面に配置さ
れ、射出された前記非可視光を受光する制御部側受光部と、を備え、前記向き判定部は、
前記制御部側受光部の出力信号を用いて、前記操作面と前記画像表示部が対向しているか
否かを判定することにより、使用者が前記制御部の前記操作面を向いているかを判定し、
前記制御部は、使用者が前記操作面を向いていると判定された場合に、前記虚像の視認性
を低下させるように、前記画像光生成部の輝度を調整し、または、前記画像光生成部によ
り生成される前記画像光を調整する、頭部装着型表示装置。そのほか、本発明は、以下の
形態又は適用例として実現することが可能である。
【０００８】
　［適用例１］
　頭部装着型表示装置であって、
　画像を表す画像光を生成し射出させる画像光生成部と、射出された前記画像光を使用者
の眼に導く導光部と、を有し、使用者に虚像を視認させるための画像表示部と、
　操作面を有するとともに前記画像表示部と接続され、前記画像表示部による画像表示を
制御する制御部と、
　使用者が前記制御部の前記操作面を向いているかを判定する向き判定部と、
を備え、
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　前記制御部は、
　使用者が前記操作面を向いていると判定された場合に、前記虚像の視認性を低下させる
ように、前記画像光生成部の輝度を調整し、または、前記画像光生成部により生成される
前記画像光を調整する、頭部装着型表示装置。
　このような構成とすれば、向き判定部は、使用者が制御部の操作面を向いているかを判
定し、制御部は、使用者が操作面を向いていると判定された場合に、虚像の視認性を低下
させるように、画像光生成部の輝度を調整し、または、画像光生成部により生成される画
像光を調整する。このため、頭部装着型表示装置において、従来とは異なる構成で使用者
が頭部装着型表示装置の制御部を操作しようとしたことを検知し、画像表示部における外
景の視認性を向上させることができる。
【０００９】
　［適用例２］
　適用例１記載の頭部装着型表示装置であって、さらに、
　前記画像表示部に配置され、非可視光を射出する頭部側発光部と、
　前記操作面に配置され、射出された前記非可視光を受光する制御部側受光部と、
を備え、
　前記向き判定部は、
　前記制御部側受光部の出力信号を用いて、前記操作面と前記画像表示部が対向している
か否かを判定することにより、使用者が前記制御部の前記操作面を向いているかを判定す
る、頭部装着型表示装置。
　このような構成とすれば、画像表示部には非可視光を射出する頭部側発光部が配置され
、操作面には射出された非可視光を受光する制御部側受光部が配置されるため、向き判定
部は、制御部側受光部の出力信号を用いて、操作面と画像表示部が対向しているか否かを
判定することにより、使用者が制御部の操作面を向いているかを判定することができる。
【００１０】
　［適用例３］
　適用例２記載の頭部装着型表示装置であって、さらに、
　前記操作面に配置され、非可視光を射出する制御部側発光部と、
　前記画像表示部に配置され、射出された前記非可視光を受光する頭部側受光部と、
を備え、
　前記制御部は、
　前記頭部側発光部および前記制御部側発光部に対して、交互に前記非可視光を射出させ
、
　前記向き判定部は、
　前記制御部側受光部の出力信号と、前記頭部側受光部の出力信号とを用いて、前記操作
面と前記画像表示部が対向しているか否かを判定することにより、使用者が前記制御部の
前記操作面を向いているかを判定する、頭部装着型表示装置。
　このような構成とすれば、操作面にはさらに、非可視光を射出する制御部側発光部が配
置され、画像表示部にはさらに、射出された非可視光を受光する頭部側受光部が配置され
る。制御部は頭部側発光部および制御部側発光部に対して、交互に非可視光を射出させ、
向き判定部は、制御部側受光部の出力信号と、頭部側受光部の出力信号とを用いて、操作
面と画像表示部が対向しているか否かを判定することにより、使用者が制御部の操作面を
向いているかを判定するため、適用例２記載の頭部装着型表示装置において、向き判定部
による判定の精度を向上させることができる。
【００１１】
　［適用例４］
　適用例２または３記載の頭部装着型表示装置であって、さらに、
　前記制御部に配置された前記制御部への接触を検出するための接触検出部を備え、
　前記制御部は、
　前記制御部への接触が検出された場合に、前記頭部側発光部による前記非可視光の射出
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と、前記制御部側発光部による前記非可視光の射出と、を実行させる、頭部装着型表示装
置。
　このような構成とすれば、制御部には制御部への接触を検出するための接触検出部が配
置されるため、制御部は、制御部への接触が検出された場合に、頭部側発光部による非可
視光の射出と、制御部側発光部による非可視光の射出とを実行させることができる。
【００１２】
　［適用例５］
　適用例２ないし４のいずれか一項記載の頭部装着型表示装置であって、
　前記頭部側発光部が射出する前記非可視光には、前記非可視光のパルス変調により前記
画像表示部を識別するための識別情報が含まれ、
　前記制御部は、前記制御部に接続されている前記画像表示部を認証するための認証情報
を記憶する記憶部を有し、
　前記向き判定部は、さらに、
　前記制御部側受光部の出力信号から前記識別情報を取得し、取得した前記識別情報が前
記認証情報に含まれるかを検索することで、前記画像表示部を認証する認証部を備える、
頭部装着型表示装置。
　このような構成とすれば、頭部側発光部が射出する非可視光には画像表示部を識別する
ための識別情報が含まれるため、認証部は、制御部側受光部の出力信号から識別情報を取
得し、取得した識別情報が認証情報に含まれるかを検索することで、画像表示部を認証す
ることができる。この結果、誤認識を低減させることができる。
【００１３】
　［適用例６］
　適用例１ないし５のいずれか一項記載の頭部装着型表示装置であって、さらに、
　前記画像表示部に配置された前記画像表示部の加速度情報を検出するための加速度情報
検出部と、
　前記画像表示部に配置された前記画像表示部の角速度情報を検出するための角速度情報
検出部と、
を備え、
　前記向き判定部は、
　検出された前記加速度情報と、検出された前記角速度情報とを用いて、前記操作面と前
記画像表示部が対向しているか否かを判定することにより、使用者が前記制御部の前記操
作面を向いているかを判定する、頭部装着型表示装置。
　このような構成とすれば、画像表示部には画像表示部の加速度情報を検出するための加
速度情報検出部と、画像表示部の角速度情報を検出するための角速度情報検出部とが配置
されるため、向き判定部は、検出された加速度情報と、検出された角速度情報とを用いて
、使用者が制御部の操作面を向いているかを判定することができる。
【００１４】
　［適用例７］
　適用例１ないし６のいずれか一項記載の頭部装着型表示装置であって、
　前記画像光生成部は、
　前記画像を生成する表示素子と、
　生成された前記画像を表す画像光を射出させる光源と、
を含み、
　前記制御部は、
　使用者が前記制御部の前記操作面を向いていると判定された場合に、前記光源の照明光
を消灯または減光させることで、前記画像光生成部の輝度を調整する、頭部装着型表示装
置。
　このような構成とすれば、制御部は、使用者が制御部の操作面を向いていると判定され
た場合に、光源の照明光を消灯または減光させることで、画像光生成部の輝度を調整する
ため、画像表示部における外景の視認性を向上させることができる。
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【００１５】
　［適用例８］
　適用例１ないし６のいずれか一項記載の頭部装着型表示装置であって、
　前記画像光生成部は、
　前記画像を生成する表示素子と、
　生成された前記画像を表す画像光を射出させるための、複数の発光体を含む光源と、
を含み、
　前記制御部は、
　使用者が前記制御部の前記操作面を向いていると判定された場合に、前記複数の発光体
のうちの少なくとも一部の発光体の照明光を消灯または減光させることで、前記画像光生
成部の輝度を調整する、頭部装着型表示装置。
　このような構成とすれば、制御部は、使用者が制御部の操作面を向いていると判定され
た場合に、複数の発光体のうちの少なくとも一部の発光体の照明光を消灯または減光させ
ることで、画像光生成部の輝度を調整するため、画像表示部における一部の外景の視認性
を向上させることができる。
【００１６】
　［適用例９］
　適用例１ないし６のいずれか一項記載の頭部装着型表示装置であって、
　前記制御部は、
　前記画像光生成部に画像データを送信するとともに、使用者が前記制御部の前記操作面
を向いていると判定された場合に、送信する前記画像データの少なくとも一部を、黒色を
示すダミーデータに置換することで、前記画像光生成部により生成される前記画像光を調
整する、頭部装着型表示装置。
　このような構成とすれば、制御部は、使用者が制御部の操作面を向いていると判定され
た場合に、画像光生成部に送信する画像データの少なくとも一部を、黒色を示すダミーデ
ータに置換することで、画像光生成部により生成される画像光を調整するため、画像表示
部における外景の視認性を向上させることができる。
【００１７】
　［適用例１０］
　適用例１ないし６のいずれか一項記載の頭部装着型表示装置であって、
　前記画像光生成部は、
　前記画像を生成する表示素子と、
　生成された前記画像を表す画像光を射出させる光源と、
を含み、
　前記制御部は、
　使用者が前記制御部の前記操作面を向いていると判定された場合に、前記表示素子の少
なくとも一部の液晶開口率を小さくすることで、前記画像光生成部により生成される前記
画像光を調整する、頭部装着型表示装置。
　このような構成とすれば、制御部は、使用者が制御部の操作面を向いていると判定され
た場合に、表示素子の少なくとも一部の液晶開口率を小さくすることで、画像光生成部に
より生成される画像光を調整するため、画像表示部における外景の視認性を向上させるこ
とができる。
【００１８】
　なお、本発明は、種々の態様で実現することが可能であり、例えば、頭部装着型表示装
置および頭部装着型表示装置の制御方法、頭部装着型表示システム、これらの方法、装置
またはシステムの機能を実現するためのコンピュータープログラム、そのコンピューター
プログラムを記録した記録媒体等の形態で実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施例における頭部装着型表示装置の外観の構成を示す説明図である
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。
【図２】ヘッドマウントディスプレイの構成を機能的に示すブロック図である。
【図３】画像光生成部によって画像光が射出される様子を示す説明図である。
【図４】使用者に認識される虚像の一例を示す説明図である。
【図５】ヘッドマウントディスプレイの手元透過処理の手順を示すフローチャートである
。
【図６】図５のステップＳ１０６における画像光生成部の様子を示す説明図である。
【図７】手元透過処理（図５）が実行される様子を示す説明図である。
【図８】手元透過処理（図５）のステップＳ１０６における他の処理態様を示す説明図で
ある。
【図９】第２実施例におけるヘッドマウントディスプレイの外観の構成を示す説明図であ
る。
【図１０】第２実施例におけるヘッドマウントディスプレイの構成を機能的に示すブロッ
ク図である。
【図１１】第２実施例におけるヘッドマウントディスプレイの手元透過処理の手順を示す
フローチャートである。
【図１２】変形例におけるヘッドマウントディスプレイの構成を機能的に示すブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　次に、本発明の実施の形態を実施例に基づいて以下の順序で説明する。
【００２１】
Ａ．第１実施例：
（Ａ－１）頭部装着型表示装置の構成：
　図１は、本発明の一実施例における頭部装着型表示装置の外観の構成を示す説明図であ
る。頭部装着型表示装置ＨＭは、頭部に装着する表示装置であり、ヘッドマウントディス
プレイ（Head Mounted Display、ＨＭＤ）とも呼ばれる。本実施例のヘッドマウントディ
スプレイＨＭは、使用者が、虚像を視認すると同時に外景も直接視認可能な光学透過型の
頭部装着型表示装置である。
【００２２】
　ヘッドマウントディスプレイＨＭは、使用者の頭部に装着された状態において使用者に
虚像を視認させる画像表示部２０と、画像表示部２０を制御する制御部（コントローラー
）１０とを備えている。
【００２３】
　画像表示部２０は、使用者の頭部に装着される装着体であり、本実施例では眼鏡形状を
有している。画像表示部２０は、耳掛部２１と、右表示駆動部２２と、左表示駆動部２４
と、右光学パネル２６と、左光学パネル２８と、頭部側発光部６１と、頭部側受光部６５
とを含んでいる。耳掛部２１は、右表示駆動部２２および左表示駆動部２４の端部から使
用者の耳の上を横断するように設けられた部材であり、テンプル（つる）として機能する
。右光学パネル２６および左光学パネル２８は、使用者が画像表示部２０を装着した状態
においてそれぞれ使用者の右および左の眼の前に位置するように配置されている。右表示
駆動部２２は、右耳用の耳掛部２１と右光学パネル２６との接続箇所に配置されている。
また、左表示駆動部２４は、左耳用の耳掛部２１と左光学パネル２８との接続箇所に配置
されている。なお、以降では、右表示駆動部２２および左表示駆動部２４を総称して単に
「表示駆動部」と、右光学パネル２６および左光学パネル２８を総称して単に「光学パネ
ル」とも呼ぶ。
【００２４】
　頭部側発光部６１と、頭部側受光部６５とは、光学パネルを形成する筐体の前面（本実
施例では、右光学パネル２６と左光学パネル２８の中央上部近傍）に隣り合うように配置
されている。本実施例における頭部側発光部６１には、赤外線発光ダイオードが用いられ
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、非可視光である赤外線を発光する。また、本実施例における頭部側受光部６５には、赤
外線フォトダイオードが用いられ、赤外線を受光する。
【００２５】
　表示駆動部は、図示しないＬＣＤ（Liquid Crystal Display：液晶ディスプレイ）や、
投写光学系等を含む。詳細は後述する。光学パネルは、図示しない導光板と、調光板とを
含んでいる。導光板は、光透過性の樹脂材料等によって形成され、表示駆動部から取り込
んだ画像光を使用者の眼に向けて射出させる。調光板は、薄板状の光学素子であり、前面
側（使用者の眼の側とは反対の側）を覆うように配置されている。調光板は、導光板を保
護し、導光板の損傷や、汚れの付着等を抑制するとともに、調光板の光透過率を調整する
ことにより、使用者の眼に入る外光量を調整し、虚像の視認のしやすさを調整することが
できる。なお、調光板は省略可能である。
【００２６】
　画像表示部２０は、さらに、右耳用の右イヤホン３２および左耳用の左イヤホン３４を
有する。右イヤホン３２および左イヤホン３４は、使用者が画像表示部２０を装着した際
に、それぞれ右および左の耳に装着される。
【００２７】
　画像表示部２０は、さらに、画像表示部２０を制御部１０に接続するための接続部４０
を有している。接続部４０は、制御部１０に接続される本体コード４８と、本体コード４
８が２本に分岐した右コード４２と、左コード４４と、分岐点に設けられた連結部材４６
と、を含んでいる。右コード４２は、右表示駆動部２２に接続されており、左コード４４
は、左表示駆動部２４に接続されている。画像表示部２０と制御部１０とは、接続部４０
を介して各種信号の伝送を行う。本体コード４８における連結部材４６とは反対側の端部
と、制御部１０とのそれぞれには、互いに嵌合するコネクター（図示省略）が設けられて
おり、本体コード４８コネクターと制御部１０のコネクターとの嵌合／嵌合解除により、
制御部１０と画像表示部２０とが接続されたり切り離されたりする。右コード４２と、左
コード４４と、本体コード４８には、例えば、金属ケーブルや、光ファイバーを採用する
ことができる。
【００２８】
　制御部１０は、ヘッドマウントディスプレイＨＭを操作するための装置である。制御部
１０は、点灯部１２と、タッチパッド１４と、十字キー１６と、電源スイッチ１８と、制
御部側発光部６２と、制御部側受光部６６とを含んでいる。点灯部１２は、ヘッドマウン
トディスプレイＨＭの動作状態（例えば、電源のＯＮ／ＯＦＦ等）を、その発光状態によ
って通知する。点灯部１２としては、例えば、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）を用いる
ことができる。タッチパッド１４は、タッチパッド１４の操作面上での使用者の指の操作
を検出して、検出内容に応じた信号を出力する。十字キー１６は、上下左右方向に対応す
るキーへの押下操作を検出して、検出内容に応じた信号を出力する。電源スイッチ１８は
、スイッチのスライド操作を検出することで、ヘッドマウントディスプレイＨＭの電源投
入状態を切り替える。なお、制御部１０の筐体のうち、使用者が制御部１０の操作を行う
ための主要な構成部（すなわち、タッチパッド１４や十字キー１６）が配置されている側
の面を「操作面」とも呼ぶ。
【００２９】
　制御部側発光部６２と、制御部側受光部６６とは、使用者が制御部１０を手に持った際
に隠れにくい位置、例えば、制御部１０の操作面上に鉛直方向に中心線を取った場合の当
該中心線付近に配置されている。本実施例では、制御部側発光部６２と、制御部側受光部
６６とは、操作面上の点灯部１２の両隣に配置されている。本実施例における制御部側発
光部６２には、赤外線発光ダイオードが用いられ、非可視光である赤外線を発光する。ま
た、本実施例における制御部側受光部６６には、赤外線フォトダイオードが用いられ、赤
外線を受光する。
【００３０】
　図２は、ヘッドマウントディスプレイＨＭの構成を機能的に示すブロック図である。制
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御部１０は、制御部側発光部６２と、制御部側受光部６６と、入力情報取得部１１０と、
記憶部１２０と、電源１３０と、ＣＰＵ１４０と、インターフェイス１８０と、送信部（
Ｔｘ）５１および５２と、を備え、各部は図示しないバスにより相互に接続されている。
【００３１】
　入力情報取得部１１０は、使用者による操作入力に応じた信号（例えば、タッチパッド
１４や十字キー１６、電源スイッチ１８に対する操作入力）を取得する機能を有する。記
憶部１２０は、図示しないＲＯＭ、ＲＡＭ、ＤＲＡＭ、ハードディスク等を含む記憶部で
ある。電源１３０は、ヘッドマウントディスプレイＨＭの各部に電力を供給する。電源１
３０としては、例えば二次電池を用いることができる。
【００３２】
　ＣＰＵ１４０は、予めインストールされたプログラムを実行することで、オペレーティ
ングシステム（ОＳ）１５０としての機能を提供する。また、ＣＰＵ１４０は、ＲＯＭや
ハードディスクに格納されているファームウェアやコンピュータープログラムをＲＡＭに
展開して実行することにより、向き判定部１４５、画像処理部１６０、音声処理部１７０
、表示制御部１９０としても機能する。これら各部の詳細は後述する。
【００３３】
　制御部側受光部６６は、頭部側発光部６１から射出された赤外線を受光し、受光した赤
外線の信号パターンに応じた出力信号を向き判定部１４５へ出力する。向き判定部１４５
は、頭部側発光部６１、制御部側発光部６２、頭部側受光部６５、制御部側受光部６６の
駆動を制御すると共に、頭部側受光部６５と制御部側受光部６６からの出力信号を用いて
、手元透過処理を実行する。手元透過処理は、使用者が制御部１０の操作面を向いている
と判定された場合に、画像表示部２０において表示されている虚像を消す処理である。詳
細は後述する。
【００３４】
　インターフェイス１８０は、制御部１０に対して、コンテンツの供給元となる種々の外
部機器ＯＡ（例えば、パーソナルコンピューターＰＣや携帯電話端末、ゲーム端末）を接
続するためのインターフェイスである。インターフェイス１８０としては、例えば、ＵＳ
Ｂインターフェイスや、マイクロＵＳＢインターフェイス、メモリーカード用インターフ
ェイス、無線ＬＡＮインターフェイス等を備えることができる。また、コンテンツとは、
画像（静止画像、動画像）や音声等からなる情報内容を意味する。
【００３５】
　画像処理部１６０は、インターフェイス１８０を介して入力されるコンテンツに基づき
、クロック信号ＰＣＬＫ、垂直同期信号ＶＳｙｎｃ、水平同期信号ＨＳｙｎｃ、画像デー
タＤａｔａを生成し、接続部４０を介してこれらの信号を画像表示部２０に供給する。具
体的には、画像処理部１６０は、コンテンツに含まれる画像信号を取得する。取得した画
像信号は、例えば動画像の場合、一般的に、１秒あたり３０枚のフレーム画像から構成さ
れているアナログ信号である。画像処理部１６０は、取得した画像信号から、垂直同期信
号ＶＳｙｎｃや水平同期信号ＨＳｙｎｃ等の同期信号を分離する。また、画像処理部１６
０は、分離した垂直同期信号ＶＳｙｎｃや水平同期信号ＨＳｙｎｃの周期に応じて、図示
しないＰＬＬ回路等を利用してクロック信号ＰＣＬＫを生成する。
【００３６】
　画像処理部１６０は、同期信号が分離されたアナログ画像信号を、図示しないＡ／Ｄ変
換回路等を用いてデジタル画像信号に変換する。その後、画像処理部１６０は、変換後の
デジタル画像信号を、対象画像の画像データＤａｔａ（ＲＧＢデータ）として、１フレー
ムごとに記憶部１２０内のＤＲＡＭに格納する。なお、画像処理部１６０は、必要に応じ
て、画像データに対して、解像度変換処理、輝度や彩度の調整といった種々の色調補正処
理、キーストーン補正処理等の画像処理を実行してもよい。
【００３７】
　画像処理部１６０は、生成したクロック信号ＰＣＬＫ、垂直同期信号ＶＳｙｎｃ、水平
同期信号ＨＳｙｎｃと、記憶部１２０内のＤＲＡＭに格納された画像データＤａｔａとを
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、送信部５１および５２を介してそれぞれ送信する。なお、送信部５１を介して送信され
る画像データＤａｔａを「右眼用画像データ」とも呼び、送信部５２を介して送信される
画像データＤａｔａを「左眼用画像データ」とも呼ぶ。送信部５１、５２は、制御部１０
と、画像表示部２０との間におけるシリアル伝送のためのトランシーバーとして機能する
。
【００３８】
　表示制御部１９０は、右表示駆動部２２および左表示駆動部２４を制御する制御信号を
生成する。具体的には、表示制御部１９０は、制御信号により、右ＬＣＤ制御部２１１に
よる右ＬＣＤ２４１の駆動ＯＮ／ＯＦＦや、右バックライト制御部２０１による右バック
ライト２２１の駆動ＯＮ／ＯＦＦ、左ＬＣＤ制御部２１２による左ＬＣＤ２４２の駆動Ｏ
Ｎ／ＯＦＦや、左バックライト制御部２０２による左バックライト２２２の駆動ＯＮ／Ｏ
ＦＦ、などを個別に制御することにより、右表示駆動部２２および左表示駆動部２４のそ
れぞれによる画像光の生成および射出を制御する。例えば、表示制御部１９０は、右表示
駆動部２２および左表示駆動部２４の両方に画像光を生成させたり、一方のみに画像光を
生成させたり、両方共に画像光を生成させなかったりする。
【００３９】
　表示制御部１９０は、右ＬＣＤ制御部２１１と左ＬＣＤ制御部２１２とに対する制御信
号を、送信部５１および５２を介してそれぞれ送信する。また、表示制御部１９０は、右
バックライト制御部２０１と左バックライト制御部２０２とに対する制御信号を、それぞ
れ送信する。
【００４０】
　音声処理部１７０は、コンテンツに含まれる音声信号を取得し、取得した音声信号を増
幅して、画像表示部２０の右イヤホン３２および左イヤホン３４に接続部４０を介して供
給する。
【００４１】
　画像表示部２０は、右表示駆動部２２と、左表示駆動部２４と、右光学パネル２６とし
ての右導光板２６１と、左光学パネル２８としての左導光板２６２と、頭部側発光部６１
と、頭部側受光部６５と、右イヤホン３２と、左イヤホン３４とを備えている。
【００４２】
　頭部側受光部６５は、制御部側発光部６２から射出された赤外線を受光し、受光した赤
外線の信号パターンに応じた出力信号を向き判定部１４５へ出力する。右表示駆動部２２
は、受信部（Ｒｘ）５３と、光源として機能する右バックライト（ＢＬ）制御部２０１お
よび右バックライト（ＢＬ）２２１と、表示素子として機能する右ＬＣＤ制御部２１１お
よび右ＬＣＤ２４１と、右投写光学系２５１を含んでいる。なお、右バックライト制御部
２０１と、右ＬＣＤ制御部２１１と、右バックライト２２１と、右ＬＣＤ２４１とを総称
して「画像光生成部」とも呼ぶ。
【００４３】
　受信部５３は、制御部１０と、画像表示部２０との間におけるシリアル伝送のためのレ
シーバーとして機能する。右バックライト制御部２０１は、入力された制御信号に基づい
て、右バックライト２２１を駆動する機能を有する。右バックライト２２１は、例えば、
ＬＥＤ等の発光体である。右ＬＣＤ制御部２１１は、受信部５３を介して入力されたクロ
ック信号ＰＣＬＫと、垂直同期信号ＶＳｙｎｃと、水平同期信号ＨＳｙｎｃと、右眼用画
像データとに基づいて、右ＬＣＤ２４１を駆動する機能を有する。右ＬＣＤ２４１は、複
数の画素をマトリクス状に配置した透過型液晶パネルである。
【００４４】
　図３は、画像光生成部によって画像光が射出される様子を示す説明図である。右ＬＣＤ
２４１はマトリクス状に配置された各画素位置に対応する液晶を駆動することによって、
右ＬＣＤ２４１を透過する光の透過率を変化させることにより、右バックライト２２１か
ら照射される照明光ＩＬを、画像を表す有効な画像光ＰＬへと変調する機能を有する。な
お、図３のように、本実施例ではバックライト方式を採用することとしたが、フロントラ
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イト方式や、反射方式を用いて画像光を射出する構成としてもよい。
【００４５】
　図２の右投写光学系２５１は、右ＬＣＤ２４１から射出された画像光を並行状態の光束
にするコリメートレンズによって構成される。右光学パネル２６としての右導光板２６１
は、右投写光学系２５１から出力された画像光を、所定の光路に沿って反射させつつ使用
者の右眼に導く。なお、右投写光学系２５１と右導光板２６１とを総称して「導光部」と
も呼ぶ。
【００４６】
　左表示駆動部２４は、受信部（Ｒｘ）５４と、光源として機能する左バックライト（Ｂ
Ｌ）制御部２０２および左バックライト（ＢＬ）２２２と、表示素子として機能する左Ｌ
ＣＤ制御部２１２および左ＬＣＤ２４２と、左投写光学系２５２を含んでいる。なお、左
バックライト制御部２０２と、左ＬＣＤ制御部２１２と、左バックライト２２２と、左Ｌ
ＣＤ２４２とを総称して「画像光生成部」と、左投写光学系２５２と、左導光板２６２と
を総称して「導光部」とも呼ぶ。右表示駆動部２２と左表示駆動部２４とは対になってお
り、左表示駆動部２４の各部は、右表示駆動部２２で説明する各部と同様の構成および動
作を有するため詳細な説明は省略する。
【００４７】
　図４は、使用者に認識される虚像の一例を示す説明図である。上述のようにして、ヘッ
ドマウントディスプレイＨＭの使用者の両眼に導かれた画像光が使用者の網膜に結像する
ことにより、使用者は虚像を視認することができる。図４に示すように、ヘッドマウント
ディスプレイＨＭの使用者の視野ＶＲ内には虚像ＶＩが表示される。また、使用者の視野
ＶＲのうち、虚像ＶＩが表示された部分以外については、使用者は、右光学パネル２６お
よび左光学パネル２８を透過して、外景ＳＣを見ることができる。なお、本実施例のヘッ
ドマウントディスプレイＨＭでは、使用者の視野ＶＲの内の虚像ＶＩが表示された部分に
ついても、虚像ＶＩの背後に外景ＳＣが透けて見えるようになっている。
【００４８】
（Ａ－２）手元透過処理：
　図５は、ヘッドマウントディスプレイＨＭの手元透過処理の手順を示すフローチャート
である。手元透過処理は、使用者が制御部１０の操作面を向いていること、すなわち、使
用者が制御部１０を操作しようとしたために、制御部１０の操作面と画像表示部２０が対
向する状態となったことが検知された場合に、画像表示部２０において表示されている虚
像を消す処理であり、ヘッドマウントディスプレイＨＭが起動された後、常時実行される
。
【００４９】
　制御部１０の向き判定部１４５は、頭部側発光部６１および制御部側発光部６２を発光
させる（ステップＳ１０２）。具体的には、制御部１０の向き判定部１４５は、頭部側発
光部６１と制御部側発光部６２とを交互に駆動することによって、頭部側発光部６１と、
制御部側発光部６２とに、交互に赤外線を射出させる。このように、交互に赤外線を射出
させることで、頭部側発光部６１からの赤外線と制御部側発光部６２からの赤外線の混信
を抑制することができる。なお、時分割の際の単位時間は任意に定めることができる。
【００５０】
　向き判定部１４５は、頭部側受光部６５および制御部側受光部６６が赤外線を受光した
か否かを判定する（ステップＳ１０４）。具体的には、向き判定部１４５は、所定の時間
内に、頭部側受光部６５からの出力信号と、制御部側受光部６６からの出力信号の両方を
受信したか否かを判定する。両方を受信した場合、向き判定部１４５は、頭部側受光部６
５および制御部側受光部６６が赤外線を受光した（ステップＳ１０４：ＹＥＳ）と判定す
る。いずれか一方でも受信しなかった場合、向き判定部１４５は、頭部側受光部６５およ
び制御部側受光部６６が赤外線を受光していない（ステップＳ１０４：ＮＯ）と判定する
。なお、所定の時間とは任意に定めることができるが、ステップＳ１０２の単位時間の２
倍以上とすることが好ましい。
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【００５１】
　頭部側受光部６５および制御部側受光部６６が赤外線を受光していない場合（ステップ
Ｓ１０４：ＮＯ）、向き判定部１４５は、処理をステップＳ１０２へ遷移させ、頭部側発
光部６１および制御部側発光部６２を発光させる。一方、頭部側受光部６５および制御部
側受光部６６が赤外線を受光した場合（ステップＳ１０４：ＹＥＳ）、向き判定部１４５
は、バックライトを消灯させる（ステップＳ１０６）。具体的には、向き判定部１４５は
、制御部１０の表示制御部１９０に対して、バックライトを消灯するよう要求する。
【００５２】
　図６は、図５のステップＳ１０６における画像光生成部の様子を示す説明図である。図
５のステップＳ１０６において、向き判定部１４５からの要求を受信した表示制御部１９
０は、右バックライト制御部２０１による右バックライト２２１の駆動ＯＦＦを示す制御
信号と、左バックライト制御部２０２による左バックライト２２２の駆動ＯＦＦを示す制
御信号とを画像表示部２０へ送信する。信号を受信した右バックライト制御部２０１は、
右バックライト２２１を消灯させる。同様に、信号を受信した左バックライト制御部２０
２は、左バックライト２２２を消灯させる。この結果、図６に示すように、右ＬＣＤ２４
１および左ＬＣＤ２４２で描画された画像が画像光として射出されなくなるため、使用者
の視野ＶＲから虚像ＶＩの表示が消える。
【００５３】
　バックライト消灯後、向き判定部１４５は、頭部側受光部６５および制御部側受光部６
６が赤外線の受光を継続しているか否かを判定する（ステップＳ１０８）。ステップＳ１
０８の判定はステップＳ１０４と同様の方法で行う。
【００５４】
　頭部側受光部６５および制御部側受光部６６が赤外線の受光を継続している場合（ステ
ップＳ１０８：ＹＥＳ）、向き判定部１４５は処理をステップＳ１０６へ遷移させ、バッ
クライトの消灯状態を継続する。一方、頭部側受光部６５および制御部側受光部６６のい
ずれか一方でも赤外線を受光しなくなった場合（ステップＳ１０４：ＹＥＳ）、向き判定
部１４５は、バックライトを点灯させる（ステップＳ１１０）。具体的には、向き判定部
１４５は、制御部１０の表示制御部１９０に対して、バックライトを点灯するよう要求し
、処理を終了する。
【００５５】
　図５のステップＳ１１０において、向き判定部１４５からの要求を受信した表示制御部
１９０は、右バックライト制御部２０１による右バックライト２２１の駆動ＯＮを示す制
御信号と、左バックライト制御部２０２による左バックライト２２２の駆動ＯＮを示す制
御信号を画像表示部２０へ送信する。信号を受信した右バックライト制御部２０１は、右
バックライト２２１を点灯させる。同様に、信号を受信した左バックライト制御部２０２
は、左バックライト２２２を点灯させる。この結果、右ＬＣＤ２４１、左ＬＣＤ２４２で
描画された画像が画像光として射出され、使用者の視野ＶＲには、再び虚像ＶＩが表示さ
れる。
【００５６】
　図７は、手元透過処理（図５）が実行される様子を示す説明図である。図７（Ａ）は、
ヘッドマウントディスプレイＨＭを装着した使用者が制御部１０の操作面以外の場所を向
いている場合の様子を示している。ヘッドマウントディスプレイＨＭを装着した使用者が
制御部１０の操作面以外の場所を向いている場合、画像表示部２０の頭部側発光部６１か
ら射出される赤外線ＣＡと、制御部１０の制御部側発光部６２から射出される赤外線ＭＡ
とは、共に受光されない（図５、ステップＳ１０４：ＮＯ）。従って、手元透過処理にお
けるバックライトの消灯（ステップＳ１０６）は行われないため、使用者の視野ＶＲには
虚像ＶＩが表示される。
【００５７】
　図７（Ｂ）は、ヘッドマウントディスプレイＨＭを装着した使用者が制御部１０の操作
面を向いた場合の様子を示している。ヘッドマウントディスプレイＨＭを装着した使用者
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が制御部１０の操作面を向いた場合、画像表示部２０の頭部側発光部６１から射出される
赤外線ＣＡは、制御部１０の制御部側受光部６６によって受光される。同様に、制御部１
０の制御部側発光部６２から射出される赤外線ＭＡも、画像表示部２０の頭部側受光部６
５によって受光される（図５、ステップＳ１０４：ＹＥＳ）。従って、手元透過処理にお
けるバックライトの消灯（ステップＳ１０６）が行われ、使用者の視野ＶＲから虚像ＶＩ
の表示が消える。視野ＶＲを遮る虚像ＶＩの表示が消える結果、使用者は、外景、すなわ
ち制御部１０の操作面をはっきりと見ることができる。
【００５８】
　なお、図７（Ｂ）のように、ヘッドマウントディスプレイＨＭを装着した使用者が制御
部１０の操作面を向いた状態であること、換言すれば、画像表示部２０の光学パネル面と
制御部１０の操作面とが向き合っている状態であることを「操作面と画像表示部２０が対
向している」とも呼ぶ。
【００５９】
　なお、右バックライト２２１および左バックライト２２２が複数の発光体（ＬＥＤ等）
を含む場合、手元透過処理（図５）のステップＳ１０６では、例えば、以下のような処理
をしてもよい。
【００６０】
　図８は、手元透過処理（図５）のステップＳ１０６における他の処理態様を示す説明図
である。図８に示す右バックライト２２１および左バックライト２２２は、１２個のＬＥ
Ｄを含んだ光源である。図５のステップＳ１０６において向き判定部１４５は、制御部１
０の表示制御部１９０に対して、ＬＥＤの一部を消灯するよう要求する。要求を受信した
表示制御部１９０は、右バックライト制御部２０１および左バックライト制御部２０２に
対して、各ＬＥＤを識別するための識別子と、各ＬＥＤの駆動ＯＮ／ＯＦＦを指定する制
御信号を送信する。信号を受信した右バックライト制御部２０１は、右バックライト２２
１のうち、指定された一部のＬＥＤを消灯させる。同様に、左バックライト制御部２０２
は、左バックライト２２２のうち、指定された一部のＬＥＤを消灯させる。
【００６１】
　この結果、図８に示すように、右ＬＣＤ２４１および左ＬＣＤ２４２で描画された画像
のうち、消灯されたＬＥＤが配置されている領域ＰＴの部分に相当する画像は、画像光と
して射出されなくなる。このため、使用者の視野ＶＲには、領域ＰＴを除く他の部分の虚
像ＶＩが表示される。このようにすれば、消灯されたＬＥＤが配置されている領域ＰＴに
相当する部分の虚像ＶＩが表示されなくなるため、領域ＰＴ部分における外景の視認性を
向上させることができる。
【００６２】
　なお、図８において、領域ＰＴを除く他の部分に、制御部１０の操作説明や機能説明を
表示させてもよい。そうすれば、使用者はヘッドマウントディスプレイＨＭを装着したま
ま、操作説明や機能説明を参照しつつ、制御部側の操作面を確認することができる。この
ため、利便性を向上させることができる。
【００６３】
　さらに、手元透過処理（図５）のステップＳ１０６において向き判定部１４５は、バッ
クライトを消灯させることに代えて、例えば、以下のような処理をしてもよい。
【００６４】
　図５のステップＳ１０６において向き判定部１４５は、制御部１０の表示制御部１９０
に対して、バックライトの輝度を下げるよう要求する。要求を受信した表示制御部１９０
は、右バックライト制御部２０１および左バックライト制御部２０２に対して、バックラ
イトの駆動ＯＮ／ＯＦＦを指定する制御信号と共に、バックライトの輝度を指定するため
の制御信号を送信する。バックライトの輝度を指定するための制御信号としては、例えば
ＰＷＭ（Pulse Width Modulation）信号を用いることができる。このようにすれば、ステ
ップＳ１０６では、バックライトの消灯に代えて、バックライト（右バックライト２２１
、左バックライト２２２）による照明光の減光が行われる。照明光が減光されれば、画像
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光生成部によって射出される画像光が弱くなる（画像光生成部の輝度が下がる）ため、使
用者の視野ＶＲに表示される虚像ＶＩは、薄くぼやけたような表示になる。従って、使用
者は、外景、すなわち制御部１０の操作面を視認しやすくなる。
【００６５】
　図５のステップＳ１０６において向き判定部１４５は、制御部１０の表示制御部１９０
に対して、ＬＣＤ（液晶）の開口率を小さくするよう要求する。要求を受信した表示制御
部１９０は、右ＬＣＤ制御部２１１および左ＬＣＤ制御部２１２に対して、ＬＣＤの開口
率を指定するための制御信号を送信する。このようにすれば、ステップＳ１０６では、バ
ックライトの消灯に代えて、ＬＣＤ（右ＬＣＤ２４１、左ＬＣＤ２４２）の開口率の低下
が行われる。液晶開口率が小さくなれば、画像光生成部によって射出される画像光が弱く
なるため、使用者の視野ＶＲに表示される虚像ＶＩは、薄くぼやけたような表示になる。
従って、使用者は、外景、すなわち制御部１０の操作面を視認しやすくなる。
【００６６】
　図５のステップＳ１０６において向き判定部１４５は、制御部１０の画像処理部１６０
に対して、画像データＤａｔａを黒一色のダミーデータとするよう要求する。要求を受信
した画像処理部１６０は、画像表示部２０へ送信する画像データＤａｔａを黒一色のダミ
ーデータに変更する。このようにすれば、ステップＳ１０６では、ＬＣＤ（右ＬＣＤ２４
１、左ＬＣＤ２４２）に描画される画像が黒一色のダミー画像へと調整され、画像光生成
部はこれに対応した画像光を射出するため、使用者の視野ＶＲに表示される虚像ＶＩは、
消えたような表示になる。従って、使用者は、外景、すなわち制御部１０の操作面を視認
しやすくなる。なお、画像処理部１６０は、画像データＤａｔａの全てではなく、少なく
とも一部を黒一色のダミーデータと置換してもよい。
【００６７】
　以上のように、第１実施例によれば、向き判定部１４５は、使用者が制御部１０の操作
面を向いているかを判定し、制御部１０は、使用者が操作面を向いていると判定された場
合に、虚像ＶＩの視認性を低下させるように、画像光生成部の輝度を調整し、または、画
像光生成部により生成される画像光ＰＬを調整するため、ヘッドマウントディスプレイＨ
Ｍにおいて、従来とは異なる構成で、使用者がヘッドマウントディスプレイＨＭの制御部
１０を操作しようとしたことを検知し、画像表示部２０における外景ＳＣの視認性を向上
させることができる。
【００６８】
　具体的には、画像表示部２０には非可視光（赤外線）を射出する頭部側発光部６１が配
置され、制御部１０の操作面には射出された非可視光を受光する制御部側受光部６６が配
置される。また、制御部１０の操作面にはさらに、非可視光（赤外線）を射出する制御部
側発光部６２が配置され、画像表示部２０にはさらに、射出された非可視光を受光する頭
部側受光部６５が配置される。制御部１０は、頭部側発光部６１および制御部側発光部６
２に対して、交互に非可視光を射出させ、向き判定部１４５は、制御部側受光部６６の出
力信号と、頭部側受光部６５の出力信号とを用いて、制御部１０の操作面と画像表示部２
０が対向しているか否かを判定する。使用者がヘッドマウントディスプレイＨＭの制御部
１０を操作しようとする場合、使用者は制御部１０の操作面のほうを見る、すなわち、使
用者が操作面を向く（換言すれば、使用者の頭部に装着されている画像表示部２０と操作
面とが対向する）ことから、向き判定部１４５は、上述のようにして制御部１０の操作面
と画像表示部２０が対向しているか否かを判定することにより、使用者が操作面を向いて
いるかを判定することができる。
【００６９】
　制御部１０は、使用者が操作面を向いている（すなわち、制御部１０の操作面と画像表
示部２０が対向している）と判定された場合に、光源（右バックライト２２１、左バック
ライト２２２）の照明光ＩＬを消灯または減光させることで、虚像ＶＩの視認性を低下さ
せるように画像光生成部の輝度を調整することができる。また、制御部１０は、使用者が
操作面を向いている（すなわち、制御部１０の操作面と画像表示部２０が対向している）
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と判定された場合に、画像光生成部に送信する画像データＤａｔａの少なくとも一部を、
黒色を示すダミーデータに置換することで、虚像ＶＩの視認性を低下させるように画像光
生成部により生成される画像光ＰＬを調整することができる。また、制御部１０は、使用
者が操作面を向いている（すなわち、制御部１０の操作面と画像表示部２０が対向してい
る）と判定された場合に、表示素子（右ＬＣＤ２４１、左ＬＣＤ２４２）の少なくとも一
部の液晶開口率を小さくすることで、虚像ＶＩの視認性を低下させるように画像光生成部
により生成される画像光ＰＬを調整することができる。このようにして、使用者の視野Ｖ
Ｒを遮る虚像ＶＩの視認性が低下される結果、画像表示部における外景の視認性を向上さ
せることができ、使用者は、外景、すなわち制御部１０の操作面をはっきりと見ることが
できる。
【００７０】
　さらに、本実施例によれば、頭部側発光部６１および制御部側発光部６２として赤外線
を射出する赤外線発光部を用い、頭部側受光部６５および制御部側受光部６６として射出
された赤外線を受光する赤外線受光部を用いるため、従来とは異なる構成で画像表示部２
０における外景の視認性を向上させたヘッドマウントディスプレイＨＭを、低コストで実
現することができる。
【００７１】
　さらに、本実施例によれば、制御部１０と、画像表示部２０とに、それぞれ発光部と受
光部の組が配置される。制御部１０は、２つの発光部（頭部側発光部６１および制御部側
発光部６２）に対して交互に非可視光（赤外線）を射出させ、向き判定部１４５は、２つ
の受光部（制御部側受光部６６、頭部側受光部６５）からの出力信号を用いて、制御部１
０の操作面と画像表示部２０とが対向しているか否かを判定するため、誤判定を抑制し、
向き判定部１４５による判定の精度を向上させることができる。
【００７２】
Ｂ．第２実施例：
　本発明の第２実施例では、手元透過処理における信頼性と省電力性を向上させることが
可能な構成について説明する。以下では、第１実施例と異なる構成および動作を有する部
分についてのみ説明する。なお、図中において第１実施例と同様の構成部分については先
に説明した第１実施例と同様の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
【００７３】
（Ｂ－１）頭部装着型表示装置の構成：
　図９は、第２実施例におけるヘッドマウントディスプレイＨＭａの外観の構成を示す説
明図である。図１０は、第２実施例におけるヘッドマウントディスプレイＨＭａの構成を
機能的に示すブロック図である。図１、図２に示す第１実施例との違いは、制御部１０に
代えて制御部１０ａを、画像表示部２０に代えて画像表示部２０ａを、それぞれ備える点
である。
【００７４】
　画像表示部２０ａは、頭部側発光部６１に代えて頭部側発光部６１ａを備えている。頭
部側発光部６１ａは、非可視光である赤外線を発光する機能を有する。頭部側発光部６１
ａは、射出する赤外線をパルス変調することによって、画像表示部２０ａの識別情報を含
む信号パターンの赤外線を射出する。なお、識別情報とは、画像表示部２０ａを識別する
ための任意の文字列等からなる情報である。
【００７５】
　制御部１０ａは、向き判定部１４５に代えて向き判定部１４５ａを備えると共に、接触
検出部７１を備えている。また、制御部１０ａの記憶部１２０には、認証情報ＣＩが格納
されている。接触検出部７１は、制御部１０ａの操作面とは反対側の面で、使用者が制御
部１０ａを手に持って操作を行う場合に、使用者の手が接触することが想定される部分（
例えば、中央部や、左右の端部）に配置されている。本実施例における接触検出部７１は
、タッチセンサーを用いて構成され、使用者による接触を検出する。タッチセンサーは種
々の方式のものを採用することができる。向き判定部１４５ａは、認証部１４６を含んで
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いる。認証部１４６の詳細は後述する。記憶部１２０に格納されている認証情報ＣＩには
、制御部１０ａに接続される画像表示部２０ａの識別情報が予め格納されている。
【００７６】
（Ｂ－２）手元透過処理：
　図１１は、第２実施例におけるヘッドマウントディスプレイＨＭａの手元透過処理の手
順を示すフローチャートである。図５に示した第１実施例との違いは、ステップＳ２０２
、Ｓ２０４をさらに備える点のみであり、他の動作は第１実施例と同様である。まず、向
き判定部１４５ａは、接触検出部７１からの出力信号によって、制御部１０ａへの接触が
検出されたか否かを判定する（ステップＳ２０２）。接触が検出されていない場合、向き
判定部１４５ａは処理をステップＳ２０２へ遷移させる。一方、接触が検出された場合、
制御部１０の向き判定部１４５ａは処理をステップＳ２０４へ遷移させ、頭部側発光部６
１ａと、制御部側発光部６２とを駆動する。
【００７７】
　ステップＳ１０４において、頭部側受光部６５からの出力信号と、制御部側受光部６６
からの出力信号の両方を受信したと判定した場合、向き判定部１４５ａの認証部１４６は
、画像表示部２０ａの認証を行う（ステップＳ２０４）。具体的には、認証部１４６は、
制御部側受光部６６からの出力信号から取得した画像表示部２０ａの識別情報が、記憶部
１２０に格納されている認証情報ＣＩ内の識別情報と一致するか否かを検索することによ
って、画像表示部２０ａの認証を行う。出力信号に含まれる識別情報が認証情報ＣＩ内の
識別情報と一致する場合、認証部１４６は、画像表示部２０ａの認証に成功したと判定す
る（ステップＳ２０４：ＹＥＳ）。一方、一致しない場合、認証部１４６は、画像表示部
２０ａの認証に失敗したと判定する（ステップＳ２０４：ＮＯ）。認証部１４６による認
証に失敗した場合、向き判定部１４５ａは処理をステップＳ１０２へ遷移させ、頭部側発
光部６１ａおよび制御部側発光部６２を発光させる。一方、認証部１４６による認証に成
功した場合、向き判定部１４５ａは処理をステップＳ１０６へ遷移させ、バックライトを
消灯させる。
【００７８】
　以上のように、第２実施例によれば、制御部１０ａには、制御部１０ａへの接触を検出
するための接触検出部７１が配置され、制御部１０ａの向き判定部１４５ａは、制御部１
０ａへの接触が検出された場合に、頭部側発光部６１ａによる赤外線の射出と、制御部側
発光部６２による赤外線の射出を実行させる。使用者がヘッドマウントディスプレイＨＭ
ａの操作をしようとする場合、一般的に使用者は制御部１０ａを手に取ることから、第２
実施例によれば、発光部（頭部側発光部６１、制御部側発光部６２）によって常に赤外線
を射出させる構成と比較して、ヘッドマウントディスプレイＨＭａの消費電力を低減する
ことができる。
【００７９】
　さらに、第２実施例によれば、頭部側発光部６１ａが射出する赤外線には画像表示部２
０ａを識別するための識別情報が含まれ、認証部１４６は、制御部側受光部６６の出力信
号から画像表示部２０ａの識別情報を取得し、取得した識別情報が、予め記憶されている
認証情報ＣＩに含まれるかを検索することがで、画像表示部２０ａを認証することができ
る。このため、例えば、公共空間等において、赤外線を射出することが可能な他の装置か
ら射出された赤外線を誤って検出してしまうこと（誤認識）を低減し、手元透過処理にお
ける信頼性を向上させることができる。以上のように、第２実施例によれば、ヘッドマウ
ントディスプレイＨＭａにおいて、さらに、手元透過処理の信頼性と省電力性を向上させ
ることが可能となる。
【００８０】
Ｃ．変形例：
　なお、この発明は上記の実施例や実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱し
ない範囲で種々の構成をとることができる。例えば、ソフトウェアによって実現した機能
は、ハードウェアによって実現するものとしてもよい。そのほか、以下のような変形が可
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能である。
【００８１】
Ｃ１．変形例１：
　上記実施例では、ヘッドマウントディスプレイの構成について例示した。しかし、ヘッ
ドマウントディスプレイの構成は、本発明の要旨を逸脱しない範囲において任意に定める
ことが可能であり、例えば、各構成部の追加・削除・変換等を行うことができる。
【００８２】
　上記実施例では、説明の便宜上、制御部が送信部（５１、５２）を備え、画像表示部が
受信部（５３、５４）を備えるものとした。しかし、上記実施例の送信部（５１、５２）
および受信部（５３、５４）は、いずれも、双方向通信が可能な機能を備えており、送受
信部として機能することができる。
【００８３】
　例えば、図１２に示すように、接続部を省略し、制御部と、画像表示部とが無線通信可
能な構成としてもよい。具体的には、制御部にさらに、無線通信部（８１）を備えると共
に、画像表示部にさらに、無線通信部（８２）と、電源（２８０）とを備える構成とする
。この場合、無線通信部８１が上記実施例における送信部（５１、５２）として機能し、
無線通信部８２が上記実施例における受信部（５３、５４）として機能する。
【００８４】
　例えば、図１に示した制御部、画像表示部の構成は任意に変更することができる。具体
的には、例えば、制御部からタッチパネルを省略し、十字キーのみで操作する構成として
もよい。また、制御部に操作用スティック等の他の操作用インターフェイスを備えても良
い。また、制御部にはキーボードやマウス等のデバイスを接続可能な構成として、キーボ
ードやマウスから入力を受け付けるものとしてもよい。また、制御部にＷｉ－Ｆｉ（wire
less fidelity）等を用いた通信部を設けてもよい。
【００８５】
　例えば、図１に示した制御部は、有線の信号伝送路を介して画像表示部と接続されてい
るものとした。しかし、制御部と、画像表示部とは、無線ＬＡＮや赤外線通信やＢｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ（登録商標）等の無線の信号伝送路を介した接続により接続されていてもよい
。
【００８６】
　例えば、ヘッドマウントディスプレイは、両眼タイプの透過型ヘッドマウントディスプ
レイであるものとしたが、使用者がヘッドマウントディスプレイを装着した状態において
外景が遮断される非透過型ヘッドマウントディスプレイとして構成してもよい。また、単
眼タイプのヘッドマウントディスプレイとしてもよい。
【００８７】
　例えば、画像光生成部は、左右のバックライト制御部と、左右のＬＣＤ制御部と、左右
のバックライトと、左右のＬＣＤとを用いて構成されるものとしたが、これらに代えて、
有機ＥＬ（有機エレクトロルミネッセンス、Organic Electro-Luminescence）と、有機Ｅ
Ｌ制御部とを用いても良い。その場合、有機ＥＬおよび有機ＥＬ制御部が「画像光生成部
」に相当する。
【００８８】
　例えば、画像処理部、表示制御部、音声処理部等の機能部は、ＣＰＵがＲＯＭやハード
ディスクに格納されているコンピュータープログラムをＲＡＭに展開して実行することに
より実現されるものとして記載した。しかし、これら機能部は、当該機能を実現するため
に設計されたＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit：特定用途向け集積
回路）を用いて構成されてもよい。
【００８９】
　例えば、上記実施例では、画像表示部を眼鏡のように装着するヘッドマウントディスプ
レイであるとしているが、画像表示部が通常の平面型ディスプレイ装置（液晶ディスプレ
イ装置、プラズマディスプレイ装置、有機ＥＬディスプレイ装置等）であるとしてもよい
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。この場合にも、制御部と画像表示部との間の接続は、有線の信号伝送路を介した接続で
あってもよいし、無線の信号伝送路を介した接続であってもよい。このようにすれば、制
御部を、通常の平面型ディスプレイ装置のリモコンとして利用することができる。
【００９０】
　また、画像表示部として、眼鏡のように装着する画像表示部に代えて、例えば帽子のよ
うに装着する画像表示部といった他の形状の画像表示部を採用してもよい。また、イヤホ
ンは耳掛け型やヘッドバンド型を採用してもよく、省略しても良い。
【００９１】
　例えば、上記実施例では、電源として二次電池を用いることしたが、電源としては二次
電池に限らず、種々の電池を使用することができる。例えば、一次電池や、燃料電池、太
陽電池、熱電池等を使用してもよい。
【００９２】
Ｃ２．変形例２：
　上記実施例において、画像処理部は、同じ画像データを右眼用画像データおよび左眼用
画像データとして出力することとした。しかし、画像処理部は、右眼用画像データと、左
眼用画像データとを、異なる画像データにすることで、使用者に３Ｄの虚像を視認させる
ことが可能な構成としてもよい。
【００９３】
Ｃ３．変形例３：
　上記実施例の手元透過処理（図５、図１１）では、向き判定部は、頭部側受光部と、制
御部側受光部からの出力信号を受信したか否かによって、制御部と画像表示部とが対向し
ているか否かを判定することとした。しかし、上記実施例での態様はあくまで一例であり
、向き判定部は、種々の方法を用いて、制御部と画像表示部とが対向しているか否かを判
定することができる。
【００９４】
　例えば、頭部側発光部と制御部側受光部の組、もしくは、制御部側発光部と頭部側受光
部の組、のいずれか一方を省略してもよい。このようにしても、ヘッドマウントディスプ
レイにおいて、従来とは異なる構成で使用者が制御部を操作しようとしたことを検知し、
画像表示部における外景の視認性を向上させることができる。また、発光部と受光部を一
組しか必要としないため、低コストで実現可能である。
【００９５】
　例えば、発光部（頭部側発光部、制御部側発光部）と受光部（頭部側受光部、制御部側
受光部）とに代えて、または、発光部と受光部に加えて、画像表示部に、画像表示部の加
速度情報を検出するための加速度情報検出部と、画像表示部の角速度情報を検出するため
の角速度情報検出部を備えることとしても良い。加速度情報検出部としては、例えば、加
速度センサーを用いることができる。角速度情報検出部としては、例えば、ジャイロセン
サーを用いることができる。
【００９６】
　発光部と受光部に代えて、加速度情報検出部と、角速度情報検出部を備える構成とする
場合、向き判定部は、加速度情報と角速度情報より導かれる画像表示部の動き（すなわち
、画像表示部を装着した使用者の頭の動き）が、予め想定された動き（例えば、操作面を
見ようとする使用者が頭を下に向ける動き）と一致する場合に、操作面と画像表示部が対
向している（ステップＳ１０４：ＹＥＳ）と判定することができる。このようにすれば、
発光部と受光部に代えて、加速度情報検出部と、角速度情報検出部を備える構成とする場
合であっても、実施例と同様の効果を得ることができる。
【００９７】
　発光部と受光部に加えて、加速度情報検出部と、角速度情報検出部を備える構成とする
場合、向き判定部は、頭部側受光部と、制御部側受光部の両方から出力信号を受信したと
判定した場合（ステップＳ１０４：ＹＥＳ）に、さらに、加速度情報と角速度情報より導
かれる画像表示部の動き（使用者の頭の動き）が、予め想定された動き（例えば、頭を下
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に向ける動き）と一致するか否かを判定することができる。そうすれば、手元透過処理に
おける「使用者が操作面を向いているか」の判定の精度を、より向上させることができる
。
【００９８】
　発光部と受光部に加えて、加速度情報検出部と、角速度情報検出部を備え、かつ、バッ
クライトが複数の発光体（ＬＥＤ）を含む構成とする場合、向き判定部は、バックライト
を消灯させる際（ステップＳ１０６）に、さらに、加速度情報と角速度情報より導かれる
画像表示部の動き（使用者の頭の動き）に応じて、複数の発光体のうちの、どの発光体を
消灯させるかを決定することができる。そうすれば、使用者の頭の動きに対応した領域に
相当する部分の虚像表示がなくなるため、使用者の使い勝手を向上させることができる。
【００９９】
　発光部と受光部とに代えて、または、発光部と受光部に加えて、画像表示部に測距セン
サーを備えることとしてもよい。発光部と受光部に代えて測距センサーを備える構成とす
る場合、実施例と同様の効果を得ることができる。また、発光部と受光部に加えて測距セ
ンサーを備える構成とする場合、手元透過処理における「使用者が操作面を向いているか
」の判定の精度を、より向上させることができる。さらに、向き判定部は、測距センサー
の測定結果から導かれる制御部と画像表示部との距離に応じて、光源の輝度を調節しても
よい。例えば、向き判定部は、制御部と画像表示部との距離が近ければ光源の輝度を小さ
く（すなわち、画像光生成部の輝度を小さくして虚像ＶＩの表示を薄く）し、制御部と画
像表示部との距離が遠ければ光源の輝度を大きく（すなわち、画像光生成部の輝度を大き
くして虚像ＶＩの表示を濃く）することができる。
【０１００】
　発光部と受光部とに代えて、または、発光部と受光部に加えて、画像表示部に測距セン
サーを備え、かつ、バックライトが複数の発光体（ＬＥＤ）を含む構成とする場合、向き
判定部は、バックライトを消灯させる際（ステップＳ１０６）に、さらに、測距センサー
の測定結果から導かれる制御部と画像表示部との距離に応じて、複数の発光体のうちの、
どの発光体を消灯させるかを決定することができる。例えば、向き判定部は、制御部と画
像表示部との距離が近ければ消灯させる発光体の数を多く（すなわち、虚像ＶＩにおける
画像表示のない領域の面積を大きく）し、制御部と画像表示部との距離が遠ければ消灯さ
せる発光体の数を小さく（すなわち、虚像ＶＩにおける画像表示のない領域の面積を小さ
く）することができる。
【０１０１】
　発光部と受光部とに代えて、または、発光部と受光部に加えて、制御部または画像表示
部に撮像部（例えば、ＣＣＤカメラ）を設けることとしてもよい。制御部に撮像部を設け
る構成とした場合、向き判定部は撮影された画像を解析し、当該画像に、画像表示部の光
学パネル筐体が含まれるか否かを判定する。撮影画像に光学パネル筐体が含まれる場合、
向き判定部は、操作面と画像表示部が対向していると判定することができる（ステップＳ
１０４：ＹＥＳ）。一方、画像表示部に撮像部を設ける構成とした場合、向き判定部は撮
像された画像を解析し、当該画像に、制御部の操作面に配置されているタッチパッドや十
字キーが含まれるか否かを判定する。撮影画像にタッチパッドや十字キーが含まれる場合
、向き判定部は、操作面と画像表示部が対向していると判定することができる（ステップ
Ｓ１０４：ＹＥＳ）。発光部と受光部に代えて撮像部を備える構成とする場合、実施例と
同様の効果を得ることができる。また、発光部と受光部に加えて撮像部を備える構成とす
る場合、手元透過処理における「使用者が操作面を向いているか」の判定の精度を、より
向上させることができる。
【０１０２】
Ｃ４．変形例４：
　上記第２実施例の手元透過処理（図１１）では、向き判定部は、接触検出部により接触
が検出された場合に、発光部（頭部側発光部、制御部側発光部）を駆動することとした。
しかし、上記実施例での態様はあくまで一例であり、種々の変形が可能である。
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【０１０３】
　例えば、制御部は、接触検出部に代えて、制御部の加速度情報を検出するための加速度
情報検出部（加速度センサー）を備える構成としても良い。この場合、向き判定部は、加
速度情報検出部が制御部の傾きを検出した場合に、ステップＳ２０２：ＹＥＳと判定する
ことができる。このようにすれば、接触検出部に代えて、加速度情報検出部を備える構成
とする場合であっても、実施例と同様の効果を得ることができる。
【０１０４】
　例えば、制御部は、タッチパッドを接触検出部として代用することもできる。このよう
にすれば、ヘッドマウントディスプレイを低コストで実現することができる。
【符号の説明】
【０１０５】
　　１０、１０ａ…制御部
　　１２…点灯部
　　１４…タッチパッド
　　１６…十字キー
　　１８…電源スイッチ
　　２０、２０ａ…画像表示部
　　２１…耳掛部
　　２２…右表示駆動部
　　２４…左表示駆動部
　　２６…右光学パネル
　　２８…左光学パネル
　　３２…右イヤホン
　　３４…左イヤホン
　　４０…接続部
　　４２…右コード
　　４４…左コード
　　４６…連結部材
　　４８…本体コード
　　５１…送信部
　　５２…送信部
　　５３…受信部
　　５４…受信部
　　６１、６１ａ…頭部側発光部
　　６２…制御部側発光部
　　６５…頭部側受光部
　　６６…制御部側受光部
　　７１…接触検出部
　　８１…無線通信部
　　８２…無線通信部
　　１１０…入力情報取得部
　　１２０…記憶部
　　１３０…電源
　　１４０…ＣＰＵ
　　１４５、１４５ａ…向き判定部
　　１４６…認証部
　　１６０…画像処理部
　　１７０…音声処理部
　　１８０…インターフェイス
　　１９０…表示制御部
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　　２０１…右バックライト制御部（画像光生成部、光源）
　　２０２…左バックライト制御部（画像光生成部、光源）
　　２１１…右ＬＣＤ制御部（画像光生成部、表示素子）
　　２１２…左ＬＣＤ制御部（画像光生成部、表示素子）
　　２２１…右バックライト（画像光生成部、光源）
　　２２２…左バックライト（画像光生成部、光源）
　　２４１…右ＬＣＤ（画像光生成部、表示素子）
　　２４２…左ＬＣＤ（画像光生成部、表示素子）
　　２５１…右投写光学系（導光部）
　　２５２…左投写光学系（導光部）
　　２６１…右導光板（導光部）
　　２６２…左導光板（導光部）
　　ＰＣＬＫ…クロック信号
　　ＶＳｙｎｃ…垂直同期信号
　　ＨＳｙｎｃ…水平同期信号
　　Ｄａｔａ…画像データ
　　ＣＡ…赤外線
　　ＭＡ…赤外線
　　ＯＡ…外部機器
　　ＳＣ…外景
　　ＰＣ…パーソナルコンピューター
　　ＶＩ…虚像
　　ＣＩ…認証情報
　　ＩＬ…照明光
　　ＰＬ…画像光
　　ＨＭ、ＨＭａ…ヘッドマウントディスプレイ（頭部装着型表示装置）
　　ＶＲ…視野
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