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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１映像を示す第１映像信号が入力される第１入力端子を有し、前記第１入力端子に入
力された前記第１映像信号を処理する第１映像処理部と、
　第２映像を示す第２映像信号であって、前記第１映像信号と異なる形式の前記第２映像
信号が入力される第２入力端子を有し、前記第２入力端子に入力された前記第２映像信号
を処理する第２映像処理部と、
　前記第１映像の所定領域の表示倍率を変更するための設定データである第１倍率設定デ
ータと、前記第２映像の所定領域の表示倍率を変更するための設定データである第２倍率
設定データとを記憶する記憶部と、
　　　前記第１映像処理部が処理する第１映像信号及び前記第２映像処理部が処理する第
２映像信号のうち何れか一方を、特定映像信号として選択する選択手段と、
　　　前記第１倍率設定データ及び前記第２倍率設定データのうち、前記特定映像信号に
対応する映像である特定映像に、対応する設定データである特定倍率設定データに応じて
、前記特定映像の前記所定領域の表示倍率が変更された映像の信号である倍率変更映像信
号を生成する生成手段と、
　　　前記生成手段が生成した前記倍率変更映像信号を出力する出力手段と
を含む制御部と、
　前記制御部が出力した前記倍率変更映像信号に基づく映像を表示する表示部と
を備え、
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　前記記憶部は、互いに異なる複数の前記第１倍率設定データと、互いに異なる複数の前
記第２倍率設定データとを記憶し、
　前記制御部は、前記複数の第１倍率設定データ及び前記複数の第２倍率設定データのう
ち、前記特定倍率設定データに対応する一方から、所定の倍率設定データを取得する取得
手段をさらに含み、
　前記生成手段は、前記取得手段によって取得された前記所定の倍率設定データに応じて
、前記倍率変更映像信号を生成することを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　第１映像を示す第１映像信号が入力される第１入力端子を有し、前記第１入力端子に入
力された前記第１映像信号を処理する第１映像処理部と、
　第２映像を示す第２映像信号であって、前記第１映像信号と異なる形式の前記第２映像
信号が入力される第２入力端子を有し、前記第２入力端子に入力された前記第２映像信号
を処理する第２映像処理部と、
　前記第１映像の所定領域の表示倍率を変更するための設定データである第１倍率設定デ
ータと、前記第２映像の所定領域の表示倍率を変更するための設定データである第２倍率
設定データとを記憶する記憶部と、
　　　前記第１映像処理部が処理する第１映像信号及び前記第２映像処理部が処理する第
２映像信号のうち何れか一方を、特定映像信号として選択する選択手段と、
　　　前記第１倍率設定データ及び前記第２倍率設定データのうち、前記特定映像信号に
対応する映像である特定映像に、対応する設定データである特定倍率設定データに応じて
、前記特定映像の前記所定領域の表示倍率が変更された映像の信号である倍率変更映像信
号を生成する生成手段と、
　　　前記生成手段が生成した前記倍率変更映像信号を出力する出力手段と
を含む制御部と、
　前記制御部が出力した前記倍率変更映像信号に基づく映像を表示する表示部と
を備え、
　前記記憶部は、前記第１倍率設定データ及び前記第２倍率設定データを、それぞれ、前
記所定領域が鏡像反転されるかを示すデータと対応付けて記憶し、
　前記生成手段は、前記特定倍率設定データに、前記所定領域が鏡像反転されるデータが
対応付けられている場合、前記所定領域を鏡像反転させた前記倍率変更映像信号を生成す
ることを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　前記表示部は、
　第１筐体と、
　前記第１筐体に内蔵され、前記倍率変更映像信号に基づいて表示倍率が変更された映像
の画像光を生成し、前記画像光を所定方向に向けて出射する画像光生成部と、
　前記画像光生成部が出射した前記画像光を、前記所定方向と交差する方向へ向けて反射
可能な反射部材と、
　前記第１筐体に設けられ、前記反射部材を着脱可能に保持する保持部と
　を備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記出力手段が設けられ、前記第１映像処理部、前記第２映像処理部、前記制御部、及
び前記記憶部を内蔵する第２筐体と、
　前記第１筐体と前記第２筐体とを接続し、前記出力手段が出力した前記倍率変更映像信
号を、前記画像光生成部に伝達するケーブルと
　を備えることを特徴とする請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記記憶部は、前記第１倍率設定データ及び前記第２倍率設定データを、それぞれ、前
記所定領域の輝度補正量と対応付けて記憶し、
　前記生成手段は、前記特定倍率設定データに対応付けられる前記輝度補正量に応じて、
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前記所定領域の輝度を補正した前記倍率変更映像信号を生成することを特徴とする請求項
１から４の何れかに記載の表示装置。
【請求項６】
　前記記憶部は、
　前記複数の第１倍率設定データと、それぞれが前記複数の第１倍率設定データのそれぞ
れに対応する複数の前記第１映像の特徴パターンとを記憶し、
　前記複数の第２倍率設定データと、それぞれが前記複数の第２倍率設定データのそれぞ
れに対応する複数の前記第２映像の特徴パターンとを記憶し、
　前記取得手段は、前記特定倍率設定データに対応する前記一方から、前記特定映像の前
記特徴パターンに対応する前記所定の倍率設定データを取得することを特徴とする請求項
１に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記第１映像及び前記第２映像は、それぞれ、所定の頻度で画像が変化するリアルタイ
ム映像表示領域と、画像が変化する頻度が前記所定の頻度よりも低く、予め定められた特
定の情報が表示される特定情報表示領域とを有し、
　前記第１映像及び前記第２映像の前記特徴パターンは、それぞれ、前記特定情報表示領
域の少なくとも一部の画像パターンであり、
　前記取得手段は、前記特定映像の前記特定情報表示領域から抽出した前記特徴パターン
に対応する前記所定の倍率設定データを取得することを特徴とする請求項６に記載の表示
装置。
【請求項８】
　前記リアルタイム映像表示領域は、前記第１映像又は前記第２映像の中心位置を含む領
域であり、
　前記特定情報表示領域は、前記中心位置に対して前記リアルタイム映像表示領域の外側
に配置され、
　前記所定領域は、前記リアルタイム映像表示領域であることを特徴とする請求項７に記
載の表示装置。
【請求項９】
　請求項１から８の何れかに記載の表示装置と、
　第１方向に延びる第１部材、及び、前記第１部材の両側から前記第１方向に交差する第
２方向に延びる一対の第２部材を有する装着具と、
　前記第１部材と前記表示部とを接続する接続具と
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１０】
　第１映像を示す第１映像信号が入力される第１入力端子を有し、前記第１入力端子に入
力された前記第１映像信号を処理する第１映像処理部と、
　第２映像を示す第２映像信号であって、前記第１映像信号と異なる形式の前記第２映像
信号が入力される第２入力端子を有し、前記第２入力端子に入力された前記第２映像信号
を処理する第２映像処理部と、
　前記第１映像の所定領域の表示倍率を変更するための設定データである第１倍率設定デ
ータと、前記第２映像の所定領域の表示倍率を変更するための設定データである第２倍率
設定データとを記憶する記憶部と、
　　　前記第１映像処理部が処理する第１映像信号及び前記第２映像処理部が処理する第
２映像信号のうち何れか一方を、特定映像信号として選択する選択手段と、
　　　前記第１倍率設定データ及び前記第２倍率設定データのうち、前記特定映像信号に
対応する映像である特定映像に、対応する設定データである特定倍率設定データに応じて
、前記特定映像の前記所定領域の表示倍率が変更された映像の信号である倍率変更映像信
号を生成する生成手段と、
　　　前記表示倍率が変更された映像を表示可能な表示部に対して、前記生成手段が生成
した前記倍率変更映像信号を出力する出力手段と
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を含む制御部と
　を備え、
　前記記憶部は、互いに異なる複数の前記第１倍率設定データと、互いに異なる複数の前
記第２倍率設定データとを記憶し、
　前記制御部は、前記複数の第１倍率設定データ及び前記複数の第２倍率設定データのう
ち、前記特定倍率設定データに対応する一方から、所定の倍率設定データを取得する取得
手段をさらに含み、
　前記生成手段は、前記取得手段によって取得された前記所定の倍率設定データに応じて
、前記倍率変更映像信号を生成することを特徴とする表示制御装置。
【請求項１１】
　第１映像を示す第１映像信号が入力される第１入力端子を有し、前記第１入力端子に入
力された前記第１映像信号を処理する第１映像処理部と、
　第２映像を示す第２映像信号であって、前記第１映像信号と異なる形式の前記第２映像
信号が入力される第２入力端子を有し、前記第２入力端子に入力された前記第２映像信号
を処理する第２映像処理部と、
　前記第１映像の所定領域の表示倍率を変更するための設定データである第１倍率設定デ
ータと、前記第２映像の所定領域の表示倍率を変更するための設定データである第２倍率
設定データとを記憶する記憶部と、
　　　前記第１映像処理部が処理する第１映像信号及び前記第２映像処理部が処理する第
２映像信号のうち何れか一方を、特定映像信号として選択する選択手段と、
　　　前記第１倍率設定データ及び前記第２倍率設定データのうち、前記特定映像信号に
対応する映像である特定映像に、対応する設定データである特定倍率設定データに応じて
、前記特定映像の前記所定領域の表示倍率が変更された映像の信号である倍率変更映像信
号を生成する生成手段と、
　　　前記表示倍率が変更された映像を表示可能な表示部に対して、前記生成手段が生成
した前記倍率変更映像信号を出力する出力手段と
を含む制御部と
を備え、
　前記記憶部は、前記第１倍率設定データ及び前記第２倍率設定データを、それぞれ、前
記所定領域が鏡像反転されるかを示すデータと対応付けて記憶し、
　前記生成手段は、前記特定倍率設定データに、前記所定領域が鏡像反転されるデータが
対応付けられている場合、前記所定領域を鏡像反転させた前記倍率変更映像信号を生成す
ることを特徴とする表示制御装置。
【請求項１２】
　第１映像を示す第１映像信号が入力される第１入力端子を有し、前記第１入力端子に入
力された前記第１映像信号を処理する第１映像処理部と、
　第２映像を示す第２映像信号であって、前記第１映像信号と異なる形式の前記第２映像
信号が入力される第２入力端子を有し、前記第２入力端子に入力された前記第２映像信号
を処理する第２映像処理部と、
　前記第１映像の所定領域の表示倍率を変更するための設定データである第１倍率設定デ
ータと、前記第２映像の所定領域の表示倍率を変更するための設定データである第２倍率
設定データとを記憶する記憶部とを備える表示制御装置のコンピュータに、
　前記第１映像処理部が処理する第１映像信号及び前記第２映像処理部が処理する第２映
像信号のうち何れか一方を、特定映像信号として選択する選択ステップと、
　前記第１倍率設定データ及び前記第２倍率設定データのうち、前記特定映像信号に対応
する映像である特定映像に、対応する設定データである特定倍率設定データに応じて、前
記特定映像の前記所定領域の表示倍率が変更された映像の信号である倍率変更映像信号を
生成する生成ステップと、
　前記表示倍率が変更された映像を表示可能な表示部に対して、前記生成ステップにより
生成された前記倍率変更映像信号を出力する出力ステップと
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　を実行させるための表示プログラムであり、
　前記記憶部は、互いに異なる複数の前記第１倍率設定データと、互いに異なる複数の前
記第２倍率設定データとを記憶し、
　前記複数の第１倍率設定データ及び前記複数の第２倍率設定データのうち、前記特定倍
率設定データに対応する一方から、所定の倍率設定データを取得する取得ステップを前記
コンピュータにさらに実行させ、
　前記生成ステップは、前記取得ステップにより取得された前記所定の倍率設定データに
応じて、前記倍率変更映像信号を生成することを特徴とする表示プログラム。
【請求項１３】
　第１映像を示す第１映像信号が入力される第１入力端子を有し、前記第１入力端子に入
力された前記第１映像信号を処理する第１映像処理部と、
　第２映像を示す第２映像信号であって、前記第１映像信号と異なる形式の前記第２映像
信号が入力される第２入力端子を有し、前記第２入力端子に入力された前記第２映像信号
を処理する第２映像処理部と、
　前記第１映像の所定領域の表示倍率を変更するための設定データである第１倍率設定デ
ータと、前記第２映像の所定領域の表示倍率を変更するための設定データである第２倍率
設定データとを記憶する記憶部とを備える表示制御装置のコンピュータに、
　前記第１映像処理部が処理する第１映像信号及び前記第２映像処理部が処理する第２映
像信号のうち何れか一方を、特定映像信号として選択する選択ステップと、
　前記第１倍率設定データ及び前記第２倍率設定データのうち、前記特定映像信号に対応
する映像である特定映像に、対応する設定データである特定倍率設定データに応じて、前
記特定映像の前記所定領域の表示倍率が変更された映像の信号である倍率変更映像信号を
生成する生成ステップと、
　前記表示倍率が変更された映像を表示可能な表示部に対して、前記生成ステップにより
生成された前記倍率変更映像信号を出力する出力ステップと
　を実行させるための表示プログラムであり、
　前記記憶部は、前記第１倍率設定データ及び前記第２倍率設定データを、それぞれ、前
記所定領域が鏡像反転されるかを示すデータと対応付けて記憶し、
　前記生成ステップは、前記特定倍率設定データに、前記所定領域が鏡像反転されるデー
タが対応付けられている場合、前記所定領域を鏡像反転させた前記倍率変更映像信号を生
成することを特徴とする表示プログラム。
【請求項１４】
　第１映像を示す第１映像信号が入力される第１入力端子を有し、前記第１入力端子に入
力された前記第１映像信号を処理する第１映像処理部と、
　第２映像を示す第２映像信号であって、前記第１映像信号と異なる形式の前記第２映像
信号が入力される第２入力端子を有し、前記第２入力端子に入力された前記第２映像信号
を処理する第２映像処理部と、
　前記第１映像の所定領域の表示倍率を変更するための設定データである第１倍率設定デ
ータと、前記第２映像の所定領域の表示倍率を変更するための設定データである第２倍率
設定データとを記憶する記憶部とを備える表示制御装置によって実行される表示方法であ
って、
　前記第１映像処理部が処理する第１映像信号及び前記第２映像処理部が処理する第２映
像信号のうち何れか一方を、特定映像信号として選択する選択ステップと、
　前記第１倍率設定データ及び前記第２倍率設定データのうち、前記特定映像信号に対応
する映像である特定映像に、対応する設定データである特定倍率設定データに応じて、前
記特定映像の前記所定領域の表示倍率が変更された映像の信号である倍率変更映像信号を
生成する生成ステップと、
　前記表示倍率が変更された映像を表示可能な表示部に対して、前記生成ステップにより
生成された前記倍率変更映像信号を出力する出力ステップと
　を含み、
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　前記記憶部は、互いに異なる複数の前記第１倍率設定データと、互いに異なる複数の前
記第２倍率設定データとを記憶し、
　前記複数の第１倍率設定データ及び前記複数の第２倍率設定データのうち、前記特定倍
率設定データに対応する一方から、所定の倍率設定データを取得する取得ステップをさら
に含み、
　前記生成ステップは、前記取得ステップにより取得された前記所定の倍率設定データに
応じて、前記倍率変更映像信号を生成することを特徴とする表示方法。
【請求項１５】
　第１映像を示す第１映像信号が入力される第１入力端子を有し、前記第１入力端子に入
力された前記第１映像信号を処理する第１映像処理部と、
　第２映像を示す第２映像信号であって、前記第１映像信号と異なる形式の前記第２映像
信号が入力される第２入力端子を有し、前記第２入力端子に入力された前記第２映像信号
を処理する第２映像処理部と、
　前記第１映像の所定領域の表示倍率を変更するための設定データである第１倍率設定デ
ータと、前記第２映像の所定領域の表示倍率を変更するための設定データである第２倍率
設定データとを記憶する記憶部とを備える表示制御装置によって実行される表示方法であ
って、
　前記第１映像処理部が処理する第１映像信号及び前記第２映像処理部が処理する第２映
像信号のうち何れか一方を、特定映像信号として選択する選択ステップと、
　前記第１倍率設定データ及び前記第２倍率設定データのうち、前記特定映像信号に対応
する映像である特定映像に、対応する設定データである特定倍率設定データに応じて、前
記特定映像の前記所定領域の表示倍率が変更された映像の信号である倍率変更映像信号を
生成する生成ステップと、
　前記表示倍率が変更された映像を表示可能な表示部に対して、前記生成ステップにより
生成された前記倍率変更映像信号を出力する出力ステップと
　を含み、
　前記記憶部は、前記第１倍率設定データ及び前記第２倍率設定データを、それぞれ、前
記所定領域が鏡像反転されるかを示すデータと対応付けて記憶し、
　前記生成ステップは、前記特定倍率設定データに、前記所定領域が鏡像反転されるデー
タが対応付けられている場合、前記所定領域を鏡像反転させた前記倍率変更映像信号を生
成することを特徴とする表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置、ヘッドマウントディスプレイ、表示制御装置、表示プログラム、
及び表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、映像信号が入力される入力端子を備えた表示装置が知られている。表示装置は、
例えばヘッドマウントディスプレイ（Head Mounted Display、ＨＭＤ）である。特許文献
１に開示のＨＭＤは、コントローラ、メインケーブル、及び表示ユニットを備える。コン
トローラは、Ａ／Ｖ入力端子、Ｓ映像入力端子、及びＲＧＢ入力端子等の複数の入力端子
を備える。複数の入力端子には、それぞれ、異なる映像装置が接続される。複数の入力端
子は、それぞれ、映像装置が生成した映像信号が入力される。表示ユニットは、メインケ
ーブルを介してコントローラに接続される。表示ユニットは、複数の入力端子に入力され
る映像信号のうち何れかの映像信号である特定映像信号を受付け、映像を表示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－２３８１５０号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　映像装置の中には、例えば医療用診断装置等、映像装置自体が表示部を備え、その表示
部に表示される映像信号を、外部に出力可能なものもある。そして、映像装置の表示部に
、映像装置が取得したリアルタイムの映像と、所定の静止画像とが併せて表示される場合
がある。所定の静止画像は、例えば、映像装置を操作するためのメニュー又は映像装置の
設定情報などを示す。
【０００５】
　この種の映像装置にＨＭＤが接続された場合、ＨＭＤの表示ユニットには、リアルタイ
ムの映像と、所定の静止画像とが併せて表示される。所定の静止画像は映像装置の表示部
に表示されるので、リアルタイムの映像のみを切り出して、ＨＭＤの表示ユニットが所望
の倍率で表示することを、ユーザが所望する場合がある。ユーザによって指定されたリア
ルタイムの映像に対応する特定の領域を、ＨＭＤで所望の倍率で表示することは、利点が
あると考えられる。
【０００６】
　しかしながら、映像装置が異なると、表示ユニットが表示するリアルタイムの映像及び
所定の静止画像の位置関係は異なる場合がある。つまり、上記ＨＭＤでは、特定映像信号
が入力される入力端子が異なるたびに、映像装置の表示部が表示する映像のうち、ユーザ
が所望の倍率で表示することを所望する領域の指定がなされる必要があった。
【０００７】
　本発明の目的は、複数の入力端子のそれぞれに入力される映像信号の映像の所定領域を
、ユーザが指定することなくそれぞれの入力端子に対応して、表示倍率を変更して表示で
きる表示装置、ヘッドマウントディスプレイ、表示制御装置、表示プログラム、及び表示
方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１態様に係る表示装置は、第１映像を示す第１映像信号が入力される第１入
力端子を有し、前記第１入力端子に入力された前記第１映像信号を処理する第１映像処理
部と、第２映像を示す第２映像信号であって、前記第１映像信号と異なる形式の前記第２
映像信号が入力される第２入力端子を有し、前記第２入力端子に入力された前記第２映像
信号を処理する第２映像処理部と、前記第１映像の所定領域の表示倍率を変更するための
設定データである第１倍率設定データと、前記第２映像の所定領域の表示倍率を変更する
ための設定データである第２倍率設定データとを記憶する記憶部と、前記第１映像処理部
が処理する第１映像信号及び前記第２映像処理部が処理する第２映像信号のうち何れか一
方を、特定映像信号として選択する選択手段と、前記第１倍率設定データ及び前記第２倍
率設定データのうち、前記特定映像信号に対応する映像である特定映像に、対応する設定
データである特定倍率設定データに応じて、前記特定映像の前記所定領域の表示倍率が変
更された映像の信号である倍率変更映像信号を生成する生成手段と、前記生成手段が生成
した前記倍率変更映像信号を出力する出力手段とを含む制御部と、前記制御部が出力した
前記倍率変更映像信号に基づく映像を表示する表示部とを備え、前記記憶部は、互いに異
なる複数の前記第１倍率設定データと、互いに異なる複数の前記第２倍率設定データとを
記憶し、前記制御部は、前記複数の第１倍率設定データ及び前記複数の第２倍率設定デー
タのうち、前記特定倍率設定データに対応する一方から、所定の倍率設定データを取得す
る取得手段をさらに含み、前記生成手段は、前記取得手段によって取得された前記所定の
倍率設定データに応じて、前記倍率変更映像信号を生成することを特徴とする。
【０００９】
　第１態様によれば、選択手段が、第１映像処理部が処理した映像信号を、特定映像信号
として選択した場合、生成手段は第１倍率設定データに応じて倍率変更映像信号を生成す
る。同様に、選択手段が、第２映像処理部が処理した映像信号を、特定映像信号として選
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択した場合、生成手段は第２倍率設定データに応じて倍率変更映像信号を生成する。つま
り、選択手段が選択する映像信号が、第１入力端子に入力される第１映像信号及び第２入
力端子に入力される第２映像信号の何れであっても、生成手段は、第１倍率設定データ及
び第２倍率設定データの何れかに応じて、倍率変更映像信号を生成できる。よって、表示
装置は、複数の入力端子のそれぞれに入力される映像信号の映像の所定領域を、ユーザが
指定することなくそれぞれの入力端子に対応して、表示倍率を変更して表示できる。また
、記憶部が複数の第１倍率設定データを記憶するので、生成手段は、第１入力端子に接続
される映像装置に応じて、倍率変更映像信号を生成できる。同様に、記憶部が複数の第２
倍率設定データを記憶するので、生成手段は、第２入力端子に接続される映像装置に応じ
て、倍率変更映像信号を生成できる。よって、表示装置は、それぞれの入力端子と接続さ
れる映像装置に応じて、所定領域を表示倍率を変更して表示できる。
【００１０】
　本発明の第２態様に係る表示装置は、第１映像を示す第１映像信号が入力される第１入
力端子を有し、前記第１入力端子に入力された前記第１映像信号を処理する第１映像処理
部と、第２映像を示す第２映像信号であって、前記第１映像信号と異なる形式の前記第２
映像信号が入力される第２入力端子を有し、前記第２入力端子に入力された前記第２映像
信号を処理する第２映像処理部と、前記第１映像の所定領域の表示倍率を変更するための
設定データである第１倍率設定データと、前記第２映像の所定領域の表示倍率を変更する
ための設定データである第２倍率設定データとを記憶する記憶部と、前記第１映像処理部
が処理する第１映像信号及び前記第２映像処理部が処理する第２映像信号のうち何れか一
方を、特定映像信号として選択する選択手段と、前記第１倍率設定データ及び前記第２倍
率設定データのうち、前記特定映像信号に対応する映像である特定映像に、対応する設定
データである特定倍率設定データに応じて、前記特定映像の前記所定領域の表示倍率が変
更された映像の信号である倍率変更映像信号を生成する生成手段と、前記生成手段が生成
した前記倍率変更映像信号を出力する出力手段とを含む制御部と、前記制御部が出力した
前記倍率変更映像信号に基づく映像を表示する表示部とを備え、前記記憶部は、前記第１
倍率設定データ及び前記第２倍率設定データを、それぞれ、前記所定領域が鏡像反転され
るかを示すデータと対応付けて記憶し、前記生成手段は、前記特定倍率設定データに、前
記所定領域が鏡像反転されるデータが対応付けられている場合、前記所定領域を鏡像反転
させた前記倍率変更映像信号を生成することを特徴とする。第２態様によれば、選択手段
が、第１映像処理部が処理した映像信号を、特定映像信号として選択した場合、生成手段
は第１倍率設定データに応じて倍率変更映像信号を生成する。同様に、選択手段が、第２
映像処理部が処理した映像信号を、特定映像信号として選択した場合、生成手段は第２倍
率設定データに応じて倍率変更映像信号を生成する。つまり、選択手段が選択する映像信
号が、第１入力端子に入力される第１映像信号及び第２入力端子に入力される第２映像信
号の何れであっても、生成手段は、第１倍率設定データ及び第２倍率設定データの何れか
に応じて、倍率変更映像信号を生成できる。よって、表示装置は、複数の入力端子のそれ
ぞれに入力される映像信号の映像の所定領域を、ユーザが指定することなくそれぞれの入
力端子に対応して、表示倍率を変更して表示できる。また、生成手段は、鏡像反転させた
倍率変更映像信号及び鏡像反転させない倍率変更映像信号の何れかを生成する。表示部が
表示する映像が鏡像反転された映像である場合、表示される映像は、例えばハーフミラー
等の反射部材を介してユーザによって視認される。一方、表示部が表示する映像が鏡像反
転されない映像である場合、表示される映像は直接ユーザによって視認される。表示装置
は、表示部が表示する映像が反射部材を介して視認される場合及び反射部材を介さずに直
接視認される場合の何れの場合であっても、適切な倍率変更映像信号を生成できる。よっ
て、表示装置の使用方法は多様化する。
【００１１】
　第１態様、第２態様において、前記表示部は、第１筐体と、前記第１筐体に内蔵され、
前記倍率変更映像信号に基づいて表示倍率が変更された映像の画像光を生成し、前記画像
光を所定方向に向けて出射する画像光生成部と、前記画像光生成部が出射した前記画像光
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を、前記所定方向と交差する方向へ向けて反射可能な反射部材と、前記第１筐体に設けら
れ、前記反射部材を着脱可能に保持する保持部とを備えてもよい。この場合、反射部材が
保持部に着脱可能であるので、画像光生成部によって生成される画像光が鏡像反転されて
いるかに応じて、表示倍率が変更された映像が直接視認される用途と、反射部材を介して
視認される用途との使い分けが可能となる。よって、表示装置は、それぞれの用途に応じ
て、表示倍率が変更された映像を、鏡像反転されてない映像としてユーザに適切に視認さ
せることができる。
【００１２】
　第１態様、第２態様において、前記出力手段が設けられ、前記第１映像処理部、前記第
２映像処理部、前記制御部、及び前記記憶部を内蔵する第２筐体と、前記第１筐体と前記
第２筐体とを接続し、前記出力手段が出力した前記倍率変更映像信号を、前記画像光生成
部に伝達するケーブルとを備えてもよい。この場合、表示装置は、第２筐体に配置された
要素で倍率変更映像信号を生成できる。よって、表示装置は、制御部と別体に構成された
表示部の機構を簡易化できる。
【００１３】
　第１態様、第２態様において、前記記憶部は、前記第１倍率設定データ及び前記第２倍
率設定データを、それぞれ、前記所定領域の輝度補正量と対応付けて記憶し、前記生成手
段は、前記特定倍率設定データに対応付けられる前記輝度補正量に応じて、前記所定領域
の輝度を補正した前記倍率変更映像信号を生成してもよい。この場合、表示部は、倍率設
定データに対応付けられる輝度補正量に応じて輝度補正された表示倍率が変更された映像
を表示する。表示装置は、第１入力端子及び第２入力端子の何れかと接続する映像装置に
応じて、表示部が表示する映像をユーザに視認させ易くできる。
【００１５】
　第１態様において、前記記憶部は、前記複数の第１倍率設定データと、それぞれが前記
複数の第１倍率設定データのそれぞれに対応する複数の前記第１映像の特徴パターンとを
記憶し、前記複数の第２倍率設定データと、それぞれが前記複数の第２倍率設定データの
それぞれに対応する複数の前記第２映像の特徴パターンとを記憶し、前記取得手段は、前
記特定倍率設定データに対応する前記一方から、前記特定映像の前記特徴パターンに対応
する前記所定の倍率設定データを取得してもよい。この場合、第１入力端子と接続する映
像装置が異なると、第１映像の特徴パターンが異なる場合がある。同様に、第２入力端子
と接続する映像装置が異なると、第２映像の特徴パターンが異なる場合がある。複数の第
１倍率設定データのそれぞれに第１映像の特徴パターンが対応付けられているので、取得
手段は、第１入力端子と接続する映像装置に応じて、適切な所定の倍率設定データを取得
する。同様に、取得手段は、第２入力端子と接続する映像装置に応じて、適切な所定の倍
率設定データを取得する。従って、表示装置は、第１入力端子及び第２入力端子の何れか
と接続する映像装置に応じて、映像信号の映像の所定領域をユーザが指定することなく、
所定領域を表示倍率を変更して表示できる。
【００１６】
　第１態様において、前記第１映像及び前記第２映像は、それぞれ、所定の頻度で画像が
変化するリアルタイム映像表示領域と、画像が変化する頻度が前記所定の頻度よりも低く
、予め定められた特定の情報が表示される特定情報表示領域とを有し、前記第１映像及び
前記第２映像の前記特徴パターンは、それぞれ、前記特定情報表示領域の少なくとも一部
の画像パターンであり、前記取得手段は、前記特定映像の前記特定情報表示領域から抽出
した前記特徴パターンに対応する前記所定の倍率設定データを取得してもよい。一般に、
第１入力端子及び第２入力端子の何れかに接続する映像装置が異なると、特定映像の特定
情報表示領域の特徴パターンが異なり易い。表示装置は、特定映像のうち特定情報表示領
域の特徴パターンのみを抽出すれば、第１入力端子及び第２入力端子の何れかに接続する
映像装置を識別できる。よって、表示装置は、特定映像のリアルタイム映像表示領域及び
特定情報表示領域のそれぞれから特徴パターンを抽出する場合と比べて、映像信号が入力
されてから、表示倍率を変更した映像を表示するまでの時間を低減できる。
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【００１７】
　第１態様において、前記リアルタイム映像表示領域は、前記第１映像又は前記第２映像
の中心位置を含む領域であり、前記特定情報表示領域は、前記中心位置に対して前記リア
ルタイム映像表示領域の外側に配置され、前記所定領域は、前記リアルタイム映像表示領
域であってもよい。この場合、第１入力端子及び第２入力端子の何れかと接続する映像装
置の表示部の表示領域における中央部は、リアルタイム映像表示領域となる。表示倍率が
変更されて表示される領域が特定映像の中央部にあることで、ユーザは、表示倍率が変更
されて表示される領域を視認し易くなる。
【００１８】
　本発明の第３態様に係るヘッドマウントディスプレイは、第１態様、第２態様に記載の
表示装置と、第１方向に延びる第１部材、及び、前記第１部材の両側から前記第１方向に
交差する第２方向に延びる一対の第２部材を有する装着具と、前記第１部材と前記表示部
とを接続する接続具とを備えることを特徴とする。第３態様によれば、第１態様、第２態
様と同様の効果を奏することができる。
【００１９】
　本発明の第４態様に係る表示制御装置は、第１映像を示す第１映像信号が入力される第
１入力端子を有し、前記第１入力端子に入力された前記第１映像信号を処理する第１映像
処理部と、第２映像を示す第２映像信号であって、前記第１映像信号と異なる形式の前記
第２映像信号が入力される第２入力端子を有し、前記第２入力端子に入力された前記第２
映像信号を処理する第２映像処理部と、前記第１映像の所定領域の表示倍率を変更するた
めの設定データである第１倍率設定データと、前記第２映像の所定領域の表示倍率を変更
するための設定データである第２倍率設定データとを記憶する記憶部と、前記第１映像処
理部が処理する第１映像信号及び前記第２映像処理部が処理する第２映像信号のうち何れ
か一方を、特定映像信号として選択する選択手段と、前記第１倍率設定データ及び前記第
２倍率設定データのうち、前記特定映像信号に対応する映像である特定映像に、対応する
設定データである特定倍率設定データに応じて、前記特定映像の前記所定領域の表示倍率
が変更された映像の信号である倍率変更映像信号を生成する生成手段と、前記表示倍率が
変更された映像を表示可能な表示部に対して、前記生成手段が生成した前記倍率変更映像
信号を出力する出力手段とを含む制御部とを備え、前記記憶部は、互いに異なる複数の前
記第１倍率設定データと、互いに異なる複数の前記第２倍率設定データとを記憶し、前記
制御部は、前記複数の第１倍率設定データ及び前記複数の第２倍率設定データのうち、前
記特定倍率設定データに対応する一方から、所定の倍率設定データを取得する取得手段を
さらに含み、前記生成手段は、前記取得手段によって取得された前記所定の倍率設定デー
タに応じて、前記倍率変更映像信号を生成することを特徴とする。第４態様によれば、第
１態様と同様の効果を奏することができる。
　本発明の第５態様に係る表示制御装置は、第１映像を示す第１映像信号が入力される第
１入力端子を有し、前記第１入力端子に入力された前記第１映像信号を処理する第１映像
処理部と、第２映像を示す第２映像信号であって、前記第１映像信号と異なる形式の前記
第２映像信号が入力される第２入力端子を有し、前記第２入力端子に入力された前記第２
映像信号を処理する第２映像処理部と、前記第１映像の所定領域の表示倍率を変更するた
めの設定データである第１倍率設定データと、前記第２映像の所定領域の表示倍率を変更
するための設定データである第２倍率設定データとを記憶する記憶部と、前記第１映像処
理部が処理する第１映像信号及び前記第２映像処理部が処理する第２映像信号のうち何れ
か一方を、特定映像信号として選択する選択手段と、前記第１倍率設定データ及び前記第
２倍率設定データのうち、前記特定映像信号に対応する映像である特定映像に、対応する
設定データである特定倍率設定データに応じて、前記特定映像の前記所定領域の表示倍率
が変更された映像の信号である倍率変更映像信号を生成する生成手段と、前記表示倍率が
変更された映像を表示可能な表示部に対して、前記生成手段が生成した前記倍率変更映像
信号を出力する出力手段とを含む制御部とを備え、前記記憶部は、前記第１倍率設定デー
タ及び前記第２倍率設定データを、それぞれ、前記所定領域が鏡像反転されるかを示すデ
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ータと対応付けて記憶し、前記生成手段は、前記特定倍率設定データに、前記所定領域が
鏡像反転されるデータが対応付けられている場合、前記所定領域を鏡像反転させた前記倍
率変更映像信号を生成することを特徴とする。第５態様によれば、第２態様と同様の効果
を奏することができる。
【００２０】
　本発明の第６態様に係る表示プログラムは第１映像を示す第１映像信号が入力される第
１入力端子を有し、前記第１入力端子に入力された前記第１映像信号を処理する第１映像
処理部と、第２映像を示す第２映像信号であって、前記第１映像信号と異なる形式の前記
第２映像信号が入力される第２入力端子を有し、前記第２入力端子に入力された前記第２
映像信号を処理する第２映像処理部と、前記第１映像の所定領域の表示倍率を変更するた
めの設定データである第１倍率設定データと、前記第２映像の所定領域の表示倍率を変更
するための設定データである第２倍率設定データとを記憶する記憶部とを備える表示制御
装置のコンピュータに、前記第１映像処理部が処理する第１映像信号及び前記第２映像処
理部が処理する第２映像信号のうち何れか一方を、特定映像信号として選択する選択ステ
ップと、前記第１倍率設定データ及び前記第２倍率設定データのうち、前記特定映像信号
に対応する映像である特定映像に、対応する設定データである特定倍率設定データに応じ
て、前記特定映像の前記所定領域の表示倍率が変更された映像の信号である倍率変更映像
信号を生成する生成ステップと、前記表示倍率が変更された映像を表示可能な表示部に対
して、前記生成ステップにより生成された前記倍率変更映像信号を出力する出力ステップ
とを実行させるための表示プログラムであり、前記記憶部は、互いに異なる複数の前記第
１倍率設定データと、互いに異なる複数の前記第２倍率設定データとを記憶し、前記複数
の第１倍率設定データ及び前記複数の第２倍率設定データのうち、前記特定倍率設定デー
タに対応する一方から、所定の倍率設定データを取得する取得ステップを前記コンピュー
タにさらに実行させ、前記生成ステップは、前記取得ステップにより取得された前記所定
の倍率設定データに応じて、前記倍率変更映像信号を生成することを特徴とする。第６態
様によれば、第１態様と同様の効果を奏することができる。
　本発明の第７態様に係る表示プログラムは、第１映像を示す第１映像信号が入力される
第１入力端子を有し、前記第１入力端子に入力された前記第１映像信号を処理する第１映
像処理部と、第２映像を示す第２映像信号であって、前記第１映像信号と異なる形式の前
記第２映像信号が入力される第２入力端子を有し、前記第２入力端子に入力された前記第
２映像信号を処理する第２映像処理部と、前記第１映像の所定領域の表示倍率を変更する
ための設定データである第１倍率設定データと、前記第２映像の所定領域の表示倍率を変
更するための設定データである第２倍率設定データとを記憶する記憶部とを備える表示制
御装置のコンピュータに、前記第１映像処理部が処理する第１映像信号及び前記第２映像
処理部が処理する第２映像信号のうち何れか一方を、特定映像信号として選択する選択ス
テップと、前記第１倍率設定データ及び前記第２倍率設定データのうち、前記特定映像信
号に対応する映像である特定映像に、対応する設定データである特定倍率設定データに応
じて、前記特定映像の前記所定領域の表示倍率が変更された映像の信号である倍率変更映
像信号を生成する生成ステップと、前記表示倍率が変更された映像を表示可能な表示部に
対して、前記生成ステップにより生成された前記倍率変更映像信号を出力する出力ステッ
プとを実行させるための表示プログラムであり、前記記憶部は、前記第１倍率設定データ
及び前記第２倍率設定データを、それぞれ、前記所定領域が鏡像反転されるかを示すデー
タと対応付けて記憶し、前記生成ステップは、前記特定倍率設定データに、前記所定領域
が鏡像反転されるデータが対応付けられている場合、前記所定領域を鏡像反転させた前記
倍率変更映像信号を生成することを特徴とする。第７態様によれば、第２態様と同様の効
果を奏する。
【００２１】
　本発明の第８態様に係る表示方法は、第１映像を示す第１映像信号が入力される第１入
力端子を有し、前記第１入力端子に入力された前記第１映像信号を処理する第１映像処理
部と、第２映像を示す第２映像信号であって、前記第１映像信号と異なる形式の前記第２
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映像信号が入力される第２入力端子を有し、前記第２入力端子に入力された前記第２映像
信号を処理する第２映像処理部と、前記第１映像の所定領域の表示倍率を変更するための
設定データである第１倍率設定データと、前記第２映像の所定領域の表示倍率を変更する
ための設定データである第２倍率設定データとを記憶する記憶部とを備える表示制御装置
によって実行される表示方法であって、前記第１映像処理部が処理する第１映像信号及び
前記第２映像処理部が処理する第２映像信号のうち何れか一方を、特定映像信号として選
択する選択ステップと、前記第１倍率設定データ及び前記第２倍率設定データのうち、前
記特定映像信号に対応する映像である特定映像に、対応する設定データである特定倍率設
定データに応じて、前記特定映像の前記所定領域の表示倍率が変更された映像の信号であ
る倍率変更映像信号を生成する生成ステップと、前記表示倍率が変更された映像を表示可
能な表示部に対して、前記生成ステップにより生成された前記倍率変更映像信号を出力す
る出力ステップとを含み、前記記憶部は、互いに異なる複数の前記第１倍率設定データと
、互いに異なる複数の前記第２倍率設定データとを記憶し、前記複数の第１倍率設定デー
タ及び前記複数の第２倍率設定データのうち、前記特定倍率設定データに対応する一方か
ら、所定の倍率設定データを取得する取得ステップをさらに含み、前記生成ステップは、
前記取得ステップにより取得された前記所定の倍率設定データに応じて、前記倍率変更映
像信号を生成することを特徴とする。第８態様によれば、第１態様と同様の効果を奏する
ことができる。
　本発明の第９態様に係る表示方法は、第１映像を示す第１映像信号が入力される第１入
力端子を有し、前記第１入力端子に入力された前記第１映像信号を処理する第１映像処理
部と、第２映像を示す第２映像信号であって、前記第１映像信号と異なる形式の前記第２
映像信号が入力される第２入力端子を有し、前記第２入力端子に入力された前記第２映像
信号を処理する第２映像処理部と、前記第１映像の所定領域の表示倍率を変更するための
設定データである第１倍率設定データと、前記第２映像の所定領域の表示倍率を変更する
ための設定データである第２倍率設定データとを記憶する記憶部とを備える表示制御装置
によって実行される表示方法であって、前記第１映像処理部が処理する第１映像信号及び
前記第２映像処理部が処理する第２映像信号のうち何れか一方を、特定映像信号として選
択する選択ステップと、前記第１倍率設定データ及び前記第２倍率設定データのうち、前
記特定映像信号に対応する映像である特定映像に、対応する設定データである特定倍率設
定データに応じて、前記特定映像の前記所定領域の表示倍率が変更された映像の信号であ
る倍率変更映像信号を生成する生成ステップと、前記表示倍率が変更された映像を表示可
能な表示部に対して、前記生成ステップにより生成された前記倍率変更映像信号を出力す
る出力ステップとを含み、前記記憶部は、前記第１倍率設定データ及び前記第２倍率設定
データを、それぞれ、前記所定領域が鏡像反転されるかを示すデータと対応付けて記憶し
、前記生成ステップは、前記特定倍率設定データに、前記所定領域が鏡像反転されるデー
タが対応付けられている場合、前記所定領域を鏡像反転させた前記倍率変更映像信号を生
成することを特徴とする。第９態様によれば、第２態様と同様の効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】ＨＭＤ１の斜視図である。
【図２】ＨＤ１０の斜視図である。
【図３】筐体１２の斜視図である。
【図４】偏向ユニット５９の斜視図である。
【図５】ホルダ５の斜視図である。
【図６】ホルダ５の斜視図である。
【図７】ホルダ５及びハーフミラー５６が筐体１２から取り外された状態を示す図である
。
【図８】ホルダ５及びハーフミラー５６が筐体１２に装着された状態を示す図である。
【図９】診断映像７６を示す図である。
【図１０】ＨＭＤ１の電気ブロック図である。
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【図１１】表示倍率変更パターン記憶処理のフローチャートである。
【図１２】テーブル１００のデータ構成図である。
【図１３】表示処理のフローチャートである。
【図１４】表示倍率変更パターン決定処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。図１に示すヘッドマウ
ントディスプレイ（Head Mounted Display、以下、「ＨＭＤ」という。）１は、映像信号
が入力される入力端子を備えた表示装置の一例である。ＨＭＤ１は、入力端子９１、９２
を備える。各入力端子９１、９２は、規格が適合する任意の映像装置の何れか１つと接続
可能である。ＨＭＤ１は、映像を示す映像信号を、入力端子９１、９２の何れかを介して
取得する。さらに、ＨＭＤ１は、取得した映像信号の映像のうち、所定領域の表示倍率を
変更した映像の画像光を生成し、使用者に視認させることができる。
【００２４】
　ＨＭＤ１は、例えば、光学透過型のシースルーＨＭＤである。使用者の眼前の景色の光
は、ハーフミラー５６を透過することによって使用者の眼に直接導かれる。ＨＭＤ１の投
影形式は、虚像投影型である。ハーフミラー５６は、後述の画像光生成部６（図１０参照
）が生成した画像光を、使用者の片側の眼に向けて反射させる。ＨＭＤ１は、使用者に対
して、眼前の景色に画像を重ねて認識させることができる。ＨＭＤ１は、装着具８、接続
具９、ヘッドディスプレイ（以下、ＨＤという。）１０、及び制御装置（以下、コントロ
ールボックス又はＣＢという。）４０を備える。ＣＢ４０はＨＤ１０を制御する。以下、
図の説明の理解を助けるため、ＨＭＤ１の上側、下側、左側、右側、前側、及び、後側を
定義する。ＨＭＤ１の上側、下側、左側、右側、前側、及び、後側は、例えば、図１の上
側、下側、左側、右側、左下側、及び、右上側にそれぞれ対応する。
【００２５】
＜装着具８、接続具９、ＨＤ１０＞
　装着具８は、樹脂や金属（例えば、ステンレス）などの、可撓性を有する材質で構成さ
れる。装着具８は、第１部材８Ａ及び一対の第２部材８Ｂを有する。第１部材８Ａ及び一
対の第２部材８Ｂは、それぞれ、湾曲した細長い板状部材である。第１部材８Ａは、左右
方向に延び、且つ、前側に凸状に湾曲する。一対の第２部材８Ｂの一方は、第１部材８Ａ
の一方側（例えば、左側）の端部に設けられる。一対の第２部材８Ｂの他方は、第１部材
８Ａの他方側（例えば、右側）の端部に設けられる。一対の第２部材８Ｂは、それぞれ、
第１部材８Ａと接続する側と反対側（例えば、後側）の端部が互いに近づく方向に延びる
。言い換えると、一対の第２部材８Ｂは、それぞれ、第１部材８Ａの左右方向両側から、
左右方向と交差するに延びる。装着具８は、使用者の前頭部、右側頭部、及び、左側頭部
のそれぞれに、第１部材８Ａ、一対の第２部材８Ｂを接触させた状態で、使用者の頭部に
着用される。この状態で、第１部材８Ａは使用者の額に沿って左右方向に延びる。
【００２６】
　接続具９は棒状である。接続具９は、樹脂や金属などで構成される。接続具９の一端側
（例えば、上側）は、第１部材８Ａのうち右部に接続される。接続具９と装着具８とは、
ボールジョイントで接続される。接続具９の他端側（例えば、下側）に、後述のＨＤ１０
が接続される。接続具９とＨＤ１０とは、ボールジョイントで接続される。接続具９は、
装着具８から離隔した位置にＨＤ１０を保持する。接続具９は、装着具８が使用者の頭部
に着用された状態で、ＨＤ１０のハーフミラー５６を、使用者の左眼の前方に配置させる
ことができる。
【００２７】
　図１～図３に示すように、ＨＤ１０は、筐体１２、偏向ユニット５９、及び、画像光生
成部６（図１０参照）を備えている。偏向ユニット５９は、ホルダ５、及び、ハーフミラ
ー５６を有する。
【００２８】
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＜筐体１２＞
　図１～図３に示すように、筐体１２は、中空箱状である。筐体１２は、本体部１２Ａと
突出部１２Ｂとを有する。本体部１２Ａは、角が湾曲した略直方体状の形状を有する。突
出部１２Ｂは、本体部１２Ａの右後側から後方に突出する。本体部１２Ａの前側、上側、
下側、後側、及び、右側を、それぞれ、第１筐体２１、第２筐体２２、第３筐体２３（図
１参照）、第４筐体２４（図３参照）、及び、第５筐体２５（図１参照）という。第１筐
体２１の前側の面、第２筐体２２の上側の面、第３筐体２３の下側の面、第４筐体２４の
後側の面、及び、第５筐体２５の右側の面を、それぞれ、第１表面２１Ｍ、第２表面２２
Ｍ、第３表面２３Ｍ、第４表面２４Ｍ（図３参照）、及び、第５表面２５Ｍ（図１参照）
という。なお、筐体１２の左側は開放し、筐体１２内部の画像光生成部６（後述）の左側
は露出する。画像光生成部６の左側は、筐体１２によって覆われない。
【００２９】
　図１、図２に示すように、第１表面２１Ｍと第２表面２２Ｍとが接続する部分の近傍、
及び、第１表面２１Ｍと第３表面２３Ｍとが接続する部分の近傍は、それぞれ湾曲する。
図１に示すように、第１表面２１Ｍと第５表面２５Ｍとが接続する部分の近傍、第２表面
２２Ｍと第５表面２５Ｍとが接続する部分の近傍、及び、第３表面２３Ｍと第５表面２５
Ｍとが接続する部分の近傍は、それぞれ湾曲する。
【００３０】
　以下、図３に示すように、第１筐体２１、第２筐体２２、第３筐体２３、及び、第４筐
体２４のそれぞれのうち、後述の画像光生成部６（図１０参照）よりも左側の部分を、そ
れぞれ、第１延出部２１Ａ、第２延出部２２Ａ、第３延出部２３Ａ、及び、第４延出部２
４Ａという。第１延出部２１Ａは、画像光生成部６の左端と、第１筐体２１の左端２１Ｃ
との間に延びる部分に対応する。第２延出部２２Ａは、画像光生成部６の左端と、第２筐
体２２の左端２２Ｃとの間に延びる部分に対応する。第３延出部２３Ａは、画像光生成部
６の左端と、第３筐体２３の左端２３Ｃとの間に延びる部分に対応する。第４延出部２４
Ａは、画像光生成部６の左端と、第４筐体２４の左端２４Ｃとの間に延びる部分に対応す
る。第１延出部２１Ａの後側の面、第２延出部２２Ａの下側の面、及び、第３延出部２３
Ａの上側の面を、それぞれ、第１裏面２１Ｂ、第２裏面２２Ｂ、第３裏面２３Ｂという。
第２裏面２２Ｂ及び第３裏面２３Ｂは対向する。
【００３１】
　図２に示すように、第１筐体２１の左端２１Ｃは、第２延出部２２Ａの前端２２Ｆ、及
び、第３延出部２３Ａの前端２３Ｆの間に亙って設けられる。左端２１Ｃは、上下方向両
端部から上下方向中心に向けて、右方に凹む。左端２１Ｃは略円弧を形成する。左端２１
Ｃの最も右側の位置は、左端２２Ｃ及び左端２３Ｃのそれぞれの最も左側の位置よりも、
右側に配置される。筐体１２のうち、第２延出部２２Ａの前端２２Ｆ、第３延出部２３Ａ
の前端２３Ｆ、及び、左端２１Ｃで囲まれた部分には、開放部１２２が定義される。
【００３２】
　図３に示すように、第４筐体２４の左端２４Ｃは、第２延出部２２Ａの後端２２Ｒ、及
び、第３延出部２３Ａの後端２３Ｒの間に亙って設けられる。左端２４Ｃは、上下方向に
略直線状に延びる。左端２４Ｃの最も左側の位置は、左端２１Ｃ、２２Ｃ、２３Ｃのそれ
ぞれの最も左側の位置よりも、右側に配置される。筐体１２のうち、第２延出部２２Ａの
後端２２Ｒ、第３延出部２３Ａの後端２３Ｒ、及び、左端２４Ｃで囲まれた部分には、開
放部１２１が定義される。
【００３３】
　図３に示すように、第２裏面２２Ｂの前側に、前側第１規制部材２２１Ａが設けられる
。前側第１規制部材２２１Ａは、第２裏面２２Ｂから下方に延びる板状の部材である。第
３裏面２３Ｂの前側に、前側第１規制部材２３１Ａ（図７参照）が設けられる。前側第１
規制部材２３１Ａは、第３裏面２３Ｂから上方に延びる板状の部材である。前側第１規制
部材２２１Ａ、２３１Ａのそれぞれの両面は、左右方向を向く。前側第１規制部材２２１
Ａ、２３１Ａのそれぞれの左右方向の位置は等しい。
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【００３４】
　第２裏面２２Ｂの後側に、後側第１規制部材２２１Ｂが設けられる。後側第１規制部材
２２１Ｂは、第２延出部２２Ａの後端２２Ｒに沿って下方に延びる板状の部材である。第
３裏面２３Ｂの後側に、後側第１規制部材２３１Ｂが設けられる。後側第１規制部材２３
１Ｂは、第３延出部２３Ａの後端２３Ｒに沿って上方に延びる板状の部材である。後側第
１規制部材２２１Ｂ、２３１Ｂのそれぞれの両面は、前後方向を向く。前側第１規制部材
２２１Ａ、２３１Ａの左右方向の位置と、後側第１規制部材２２１Ｂ、２３１Ｂの右端の
左右方向の位置とは略等しい。後側第１規制部材２２１Ｂの右端、第４筐体２４の左端２
４Ｃの上端、及び第２裏面２２Ｂは、上方に凹んだ溝部２２１Ｃを形成する。後側第１規
制部材２３１Ｂの右端、第４筐体２４の左端２４Ｃの下端、及び第３裏面２３Ｂは、下方
に凹んだ溝部２３１Ｃを形成する。
【００３５】
　第１裏面２１Ｂの左部に、第２規制部材２１１が設けられる。第２規制部材２１１は、
第１裏面２１Ｂの上下方向中心を含む位置から、後方に延びる板状の部材である。第２規
制部材２１１の両面は、左右方向を向く。第２規制部材２１１は、前側第１規制部材２２
１Ａ、２３１Ａ（図７参照）のそれぞれの左右方向の位置よりも、右側に配置される。第
２規制部材２１１は、後側第１規制部材２２１Ｂ、２３１Ｂのそれぞれの右端の左右方向
の位置よりも、右側に配置される。前側第１規制部材２２１Ａ、２３１Ａ、及び、後側第
１規制部材２２１Ｂ、２３１Ｂのそれぞれの右端と、第２規制部材２１１の左端との間の
左右方向の長さは、後述のホルダ５（図５参照）の第１端部５１（図５参照）の左右方向
の長さ（厚さ）と等しい。
【００３６】
　図３に示すように、第４筐体２４のうち、筐体１２の左右方向中心よりも右側に、前後
方向に貫通する複数の穴２４Ｄ、及び、複数の穴２４Ｅが設けられる。複数の穴２４Ｄの
それぞれは、後述の画像光生成部６を筐体１２の内部に取り付けるための複数の螺子穴で
ある。複数の穴２４Ｅのそれぞれは、接続具９を筐体１２に取り付けるための複数の螺子
穴である。突出部１２Ｂの後端に、前後方向に貫通する穴２５Ｄが設けられる。穴２５Ｄ
には、ケーブル７（図２参照）が接続される。ＨＤ１０は、ＣＢ４０とケーブル７を介し
て接続される。
【００３７】
　第４筐体２４の第４延出部２４Ａ、より具体的には、第４筐体２４の左端２４Ｃに、筐
体係合部２４１が設けられる。筐体係合部２４１は、第４筐体２４の左端２４Ｃの上下方
向中心を含む位置から、左方に延びる板状の部材である。
【００３８】
＜画像光生成部６＞
　画像光生成部６（図１０参照）は、筐体１２に内蔵される。画像光生成部６は、ケーブ
ル７（図２参照）を介して入力される映像信号に応じた映像の画像光を生成し、さらに射
出するユニットである。画像光生成部６は、右方から順に図示外の制御基板、液晶表示装
置、及び、レンズユニットを備える。制御基板（図示略）は、ＩＣチップ等が実装された
表示制御回路を備える。表示制御回路は、筐体１２に設けられる接続Ｉ／Ｆコントローラ
１７（図１０参照）を介してケーブル７と接続しており、ケーブル７が伝達する映像信号
を受信する。
【００３９】
　液晶表示装置（図示略）は、液晶パネル、ガラス基板、光源を有する。液晶パネルは、
矩形状の周知の反射型液晶パネルであり、両側面が左右方向を向く。液晶パネルは、フレ
キシブルプリント基板（図示略）を介して制御基板と接続する。液晶パネルは、表示制御
回路が出力する制御信号を、フレキシブルプリント基板を介して受信することで、映像信
号に応じた映像を表示可能である。ガラス基板は、液晶パネルの左側面に設けられ、液晶
パネルの表示面を保護する。光源は、液晶パネルに対して光を放つ位置に設けられる。光
源からの光が液晶パネルに入射し、液晶パネルが入射した光を反射することで、画像光は
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生成される。液晶パネルによって生成された画像光は、ガラス基板を左側に透過する。
【００４０】
　なお、本発明において、液晶パネルの代わりに、Digital Mirror Device（ＤＭＤ）、
有機ＥＬ等の二次元表示装置が用いられてもよい。更に、２次元的に走査された光を使用
者の網膜上に投影する網膜走査型の投影装置（Retinal Scanning Display）が用いられて
もよい。
【００４１】
　レンズユニットは、画像光生成部６から射出された画像光を、レンズユニットの左側に
配置されたハーフミラー５６（図２参照）に導くユニットである。レンズユニットは、左
右方向に沿って配置された複数のレンズを有する。複数のレンズには、画像光生成部６が
生成した画像光が右側から入射する。複数のレンズは、画像光を屈折させ、左側に出射さ
せる。
【００４２】
＜偏向ユニット５９＞
　図４に示すように、偏向ユニット５９は、ハーフミラー５６、及び、ホルダ５を有する
。ハーフミラー５６は、画像光生成部６の左側に配置される。ハーフミラー５６は、画像
光生成部６が左方向へ向けて出射した画像光を、左方向と交差する後方向へ向けて反射可
能である。使用者の眼は、ハーフミラー５６によって後側に反射された画像光に基づいて
、虚像を視認できる。又、ハーフミラー５６は、前側から入射した外界の光を後側に透過
させることができる。
【００４３】
　ハーフミラー５６は矩形板状である。ハーフミラー５６は、例えば、透明な樹脂やガラ
スの基板上に、アルミや銀などの金属を所定の反射率（例えば５０％）となるように蒸着
することで構成される。ハーフミラー５６は、後述のホルダ５によって保持される。ホル
ダ５に保持された状態のハーフミラー５６の両面のうち一方の面５６Ｂは、右斜め後方を
向き、他方の面５６Ｃは、左斜め前方を向く。ハーフミラー５６は、面５６Ｂ、５６Ｃの
それぞれに入射した光の一部（例えば５０％）を反射させ、他部を透過させることができ
る。
【００４４】
　なお、本発明において、上記のハーフミラー５６の代わりに、面５６Ｂに入射した画像
光を後側に全反射させることが可能な反射部材が用いられてもよい。又、ハーフミラー５
６の代わりに、プリズムや回折格子のような光路偏向部材が用いられてもよい。
【００４５】
　ホルダ５は、レンズユニットの左側に配置され、ハーフミラー５６を保持する。図５、
図６に示すように、ホルダ５は基礎部材５０を備える。基礎部材５０は、それぞれが板状
の第１端部５１、第２端部５２、第３端部５３、及び、第４端部５４を有する。第１端部
５１の互いに平行な３つの一対の平面のうち、面積の最も大きい一対の平面のそれぞれは
、左右方向を向く。第１端部５１の前端の上側及び下側の角は湾曲する。第２端部５２は
、第１端部５１の後端部の上側から後方に延びる。第３端部５３は、第１端部５１の後端
部の下側から後方に延びる。第２端部５２及び第３端部５３のそれぞれの互いに平行な３
つの一対の平面のうち、面積の最も大きい一対の平面のそれぞれは、上下方向を向く。第
４端部５４は、第２端部５２及び第３端部５３のそれぞれの後端部の間に架設される。第
４端部５４の互いに平行な３つの一対の平面のうち、面積の最も大きい一対の平面のそれ
ぞれは、前後方向を向く。第４端部５４の左右方向の長さは、第２端部５２及び第３端部
５３のそれぞれの左右方向の長さよりも短い。第１端部５１、第２端部５２、第３端部５
３、及び、第４端部５４のそれぞれの右端の面の左右方向の位置は一致し、それぞれは同
一平面を形成する。第１端部５１～第４端部５４によって囲まれた部分に、穴５１Ｂ（図
６参照）が形成される。以下、図６に示すように、第１端部５１、第２端部５２、第３端
部５３、及び、第４端部５４のそれぞれの右端の面を、それぞれ、第１端面５１Ａ、第２
端面５２Ａ、第３端面５３Ａ、及び、第４端面５４Ａという。
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【００４６】
　図６に示すように、第２端部５２の左前側の角の近傍に、上下方向に貫通する穴５２Ｃ
が設けられる。第３端部５３の左前側の角の近傍に、上下方向に貫通する穴５３Ｃが設け
られる。図４に示すように、ハーフミラー５６の上端部から上方に突出する上側突出部５
６Ａは、穴５２Ｃ（図６参照）に下方から嵌る。ハーフミラー５６の下端部から下方に突
出する下側突出部（図示略）は、穴５３Ｃ（図６参照）に上方から嵌る。ホルダ５は、ハ
ーフミラー５６の上側突出部５６Ａを穴５２Ｃで支持し、且つ、ハーフミラー５６の下側
突出部（図示略）を穴５３Ｃで支持することによって、ハーフミラー５６を保持する。ハ
ーフミラー５６は、第１端面５１Ａ～第４端面５４Ａのそれぞれを含む平面に対して左側
に配置される。
【００４７】
　図５、図６に示すように、第１端部５１の第１端面５１Ａのうち後端に、突出部５１１
が設けられる。突出部５１１は、上下方向中心を含む位置から後方に突出する。第２端部
５２の下側の面のうち前端に、下方に突出する突出部５２１が設けられる。第３端部５３
の上側の面のうち前端に、上方に突出する突出部５３１が設けられる。突出部５１１の左
端と、突出部５２１、５３１の右端との間の左右方向の長さは、後述の透明部材５８の厚
さと略等しい。図８に示すように、第４端部５４の前側の面のうち左端、言い換えれば、
第４端面５４Ａと反対側の端部に、突出部５４３が設けられる。突出部５４３は、上下方
向中心を含む位置から前方に突出する。図５に示すように、第４端部５４の前側の面のう
ち左端よりも右側に、突出部５４４Ａ、５４４Ｂが設けられる。突出部５４４Ａは、第４
端面５４Ａの上下方向中心よりも上側の位置から前方に突出する。突出部５４４Ｂは、第
４端面５４Ａの上下方向中心よりも下側の位置から前方に突出する。突出部５５４の右端
と、突出部５４４Ａ、５４４Ｂの左端との間の左右方向の長さは、後述の透明部材５８の
厚さと略等しい。
【００４８】
　図５、図６に示すように、第２端部５２のうち、第４端部５４と接続する部分の上面に
、ホルダ突出部５２Ｂが設けられる。ホルダ突出部５２Ｂは、延設部５２１Ｂ、５２２Ｂ
を備える。延設部５２１Ｂは、第２端面５２Ａ（図６参照）に対して左方に突出する板状
の部位である。延設部５２１Ｂの左右方向の長さは、第４延出部２４Ａの左端２４Ｃ（図
３参照）の上端と、後側第１規制部材２２１Ｂ（図３参照）の右端との間の左右方向の長
さ（以下、「溝部２２１Ｃ（図３参照）の左右方向の長さ」ともいう。）と等しい。延設
部５２２Ｂは、延設部５２１Ｂの左端から前方に向けて延びる板状の部位である。第３端
部５３のうち、第４端部５４と接続する部分の下面に、ホルダ突出部５３Ｂが設けられる
。ホルダ突出部５３Ｂは、延設部５３１Ｂ、５３２Ｂを備える。延設部５３１Ｂは、第３
端面５３Ａに対して左方に突出する板状の部位である。延設部５３１Ｂの左右方向の長さ
は、第４延出部２４Ａの左端２４Ｃの下端と、後側第１規制部材２３１Ｂ（図３参照）の
右端との間の左右方向の長さ（以下、「溝部２３１Ｃ（図３参照）の左右方向の長さ」と
もいう。）と等しい。延設部５３２Ｂは、延設部５３１Ｂの左端から前方に向けて延びる
板状の部位である。
【００４９】
　図６に示すように、第４端部５４の第４端面５４Ａに、第１ホルダ係合部５４１Ａ、及
び、第２ホルダ係合部５４２Ａ、５４２Ｂが設けられる。第１ホルダ係合部５４１Ａは、
第４端面５４Ａの上下方向中心、且つ前後方向中心よりも前側から、右方に突出する。第
２ホルダ係合部５４２Ａは、第４端面５４Ａの上下方向中心よりも上側、且つ、前後方向
中心よりも後側から、右方に突出する。第２ホルダ係合部５４２Ｂは、第４端面５４Ａの
上下方向中心よりも下側、且つ、前後方向中心よりも後側から、右方に突出する。
【００５０】
　以上のように構成された偏向ユニット５９は、筐体１２に着脱可能に支持される。図７
は、偏向ユニット５９が筐体１２に装着される前の状態を示す。偏向ユニット５９は、開
放部１２１に対して、ホルダ５が後側から前側に移動することによって、筐体１２に装着
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される。偏向ユニット５９が筐体１２に装着される過程で、ホルダ５のホルダ突出部５２
Ｂは、第２延出部２２Ａの溝部２２１Ｃに後側から入り込み、ホルダ５のホルダ突出部５
３Ｂは、第３延出部２３Ａの溝部２３１Ｃ（図３参照）に後側から入り込む。ホルダ５の
第２端部５２は、筐体１２の第２延出部２２Ａの第２裏面２２Ｂ（図３参照）の下側を、
第２裏面２２Ｂに沿って平行に移動する。ホルダ５の第３端部５３は、筐体１２の第３延
出部２３Ａの第３裏面２３Ｂ（図３参照）の上側を、第３裏面２３Ｂに沿って平行に移動
する。
【００５１】
　偏向ユニット５９が筐体１２に装着される過程で、第１ホルダ係合部５４１Ａ（図６参
照）は、第４筐体２４の左端２４Ｃに設けられた筐体係合部２４１（図３参照）に対して
後側から接触する。ホルダ５に対して前側に更に力が加えられた場合、第４端部５４が左
側に撓むことによって、第１ホルダ係合部５４１Ａは、筐体係合部２４１の左側を乗り越
えて、筐体係合部２４１の前側に移動する。
【００５２】
　図８は、偏向ユニット５９が筐体１２に装着された状態を示す。ホルダ５の第１端部５
１の前端は、第１筐体２１の第１延出部２１Ａの第１裏面２１Ｂ（図３参照）の左端２１
Ｃの近傍に、後側から接触する。これによって、ホルダ５の前方への移動は規制される。
偏向ユニット５９は、第２筐体２２の第２延出部２２Ａ、及び、第３筐体２３の第３延出
部２３Ａによって上下方向を覆われた領域に配置される。
【００５３】
　ホルダ５の第１端部５１の第１端面５１Ａ（図６参照）のうち、上下方向中心を含む位
置に、第２規制部材２１１（図７参照）の左側面が接触する。ホルダ５の第１端部５１の
左端面のうち上側の位置に、前側第１規制部材２２１Ａ（図３参照）が接触する。ホルダ
５の第１端部５１の左端面のうち下側の位置に、前側第１規制部材２３１Ａ（図７参照）
の右側面が接触する。
【００５４】
　なお、前側第１規制部材２２１Ａ、２３１Ａのそれぞれの右端と、第２規制部材２１１
の左端との間の長さは、ホルダ５の第１端部５１の左右方向の長さ（厚さ）と等しい。従
って、偏向ユニット５９が筐体１２に装着された状態で、前側第１規制部材２２１Ａ、２
３１Ａのそれぞれの右端面と、第２規制部材２１１の左端面とは、ホルダ５の前側の左右
方向の移動を規制する。
【００５５】
　ホルダ突出部５２Ｂ（図５参照）の延設部５２１Ｂは、溝部２２１Ｃに嵌る。延設部５
２１Ｂの右端、即ち、第２端面５２Ａの後端部は、溝部２２１Ｃを構成する第４延出部２
４Ａの左端２４Ｃの上端部に接触する。延設部５２１Ｂの左端は、後側第１規制部材２２
１Ｂの右端に接触する。ホルダ突出部５３Ｂ（図５参照）の延設部５３１Ｂは、溝部２３
１Ｃに嵌る。延設部５３１Ｂの右端、即ち、第３端面５３Ａの後端部は、溝部２３１Ｃを
構成する第４延出部２４Ａの左端２４Ｃの下端部に接触する。延設部５３１Ｂの左端は、
後側第１規制部材２３１Ｂの右端に接触する。
【００５６】
　ホルダ５の第２端部５２（図５参照）の上側の面は、筐体１２の第２延出部２２Ａの第
２裏面２２Ｂ（図３参照）よりも下側に、第２端部５２に対するホルダ突出部５２Ｂの上
方向の突出量分離隔して対向配置する。ホルダ５の第３端部５３（図５参照）の下側の面
は、筐体１２の第３延出部２３Ａの第３裏面２３Ｂ（図３参照）よりも上側に、第３端部
５３に対するホルダ突出部５３Ｂの下方向の突出量分離隔して対向配置する。
【００５７】
　なお、延設部５２１Ｂの左右方向の長さと溝部２２１Ｃの左右方向の長さは等しい。又
、延設部５３１Ｂの左右方向の長さと溝部２３１Ｃの左右方向の長さは等しい。従って、
偏向ユニット５９が筐体１２に装着された状態で、溝部２２１Ｃを構成する後側第１規制
部材２２１Ｂの右端と第４延出部２４Ａの左端２４Ｃの上端部とは、ホルダ５の後側の左
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右方向の移動を規制する。又、偏向ユニット５９が筐体１２に装着された状態で、溝部２
３１Ｃを構成する後側第１規制部材２３１Ｂの右端と第４延出部２４Ａの左端２４Ｃの下
端部とは、ホルダ５の左右方向の移動を規制する。
【００５８】
　偏向ユニット５９が筐体１２に装着された状態で、筐体係合部２４１（図３参照）の前
側面は、第１ホルダ係合部５４１Ａ（図６参照）の後側面に接触する。筐体係合部２４１
の後側面は、第２ホルダ係合部５４２Ａ、５４２Ｂのそれぞれの前側面に接触する。この
ように、第１ホルダ係合部５４１Ａ及び第２ホルダ係合部５４２Ａ、５４２Ｂと、筐体係
合部２４１とは係合する。従って、ホルダ５の前後方向の移動は、筐体係合部２４１によ
って規制され、偏向ユニット５９が筐体１２に装着された状態は維持される。
【００５９】
　第４筐体２４の左端２４Ｃの左側に、ホルダ５の第４端部５４（図５参照）が配置され
る。ホルダ５は、第４端部５４の第４端面５４Ａの左側に、ハーフミラー５６を保持する
。従って、左端２４Ｃの左側に形成された開放部１２１（図３参照）は、ハーフミラー５
６の後方に配置される。又、ホルダ５の第１端部５１の前端は、第１筐体２１の第１延出
部２１Ａの左端２１Ｃの近傍に接触する。従って、左端２１Ｃの左側に形成された開放部
１２２（図３参照）は、ハーフミラー５６の前方に配置される。
【００６０】
＜ＣＢ４０＞
　図１を参照し、ＣＢ４０の概要を説明する。ＣＢ４０は、例えばユーザの腰ベルトや腕
等に取り付けられる。ＣＢ４０が備える入力端子９１、９２のそれぞれは、規格が適合す
る任意の映像装置の何れか１つと接続可能である。映像装置は、映像信号を出力可能な周
知のＡＶ機器であり、一例として、診断装置、ＰＣ、ビデオ受像機、ビデオカメラ等が挙
げられる。本実施形態では、入力端子９１は後述の診断装置７１Ａ～７１Ｃ（図１０参照
）の何れかと接続する。入力端子９２は後述の診断装置７２Ａ～７２Ｂ（図１０参照）の
何れかと接続する。また、ＣＢ４０は、ケーブル７を介してＨＤ１０と着脱可能に接続す
る。ＣＢ４０は、入力端子９１、９２のそれぞれに入力される映像信号のうち、何れか一
方の映像信号（以下、特定映像信号という。）を選択する。さらにＣＢ４０は、特定映像
信号に対応する映像の所定領域の表示倍率を変更した映像信号を、ケーブル７を介してＨ
Ｄ１０に出力する。以下、特定映像信号の映像を特定映像といい、特定映像のうち表示倍
率が変更される対象となる所定領域を変更対象領域という。
【００６１】
　ＣＢ４０は、筐体６３、操作部９６、ＬＥＤ９８、入力端子９１、９２等を主な構成要
素とする。筐体６３の形状は、縁部の丸い略直方体である。操作部９６は、ＨＤ１０にお
ける各種設定、使用時における各種操作、電源のオンオフを行うためのスイッチである。
ＬＥＤ９８は、ＨＭＤ１の状態をユーザに通知するための発光素子である。
【００６２】
　入力端子９１、９２は、それぞれ、映像信号を受信するための端子である。入力端子９
１、９２には、それぞれ、映像信号の通信を行うためのケーブル７１、７２が着脱可能に
接続される。入力端子９１がケーブル７１を介して入力される映像信号は、例えば、同期
信号及び輝度信号を含む周知のアナログ信号である。アナログ信号は、例えば、コンポジ
ット映像信号、コンポーネント映像信号である。入力端子９１としては、例えば、コンポ
ジット端子、コンポーネント端子、Ｓ端子、Ｄ端子が用いられる。入力端子９２がケーブ
ル７２を介して入力される映像信号は、例えば、複数の画像フレームのそれぞれに含まれ
る複数の画素のそれぞれのＲＧＢ値を示す、周知のデジタル信号である。デジタル信号は
、例えば、ＤＶＩ映像信号、ＨＤＭＩ（登録商標）映像信号である。入力端子９２として
は、例えば、ＤＶＩ端子、ＨＤＭＩ（登録商標）端子が用いられる。
【００６３】
＜診断装置７１Ａ～７１Ｃ、７２Ａ～７２Ｃ＞
　診断装置７１Ａ～７１Ｃ、７２Ａ～７２Ｃの概要を説明する。診断装置７１Ａ～７１Ｃ
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、７２Ａ～７２Ｃは、それぞれ、対象物に超音波を照射して反響を検出し、検出した反響
を映像化することが可能な周知の超音波診断装置である。対象物は、例えば、産科におけ
る妊婦の胎児や、穿刺における患者の血管などである。診断装置７１Ａ～７１Ｃ、７２Ａ
～７２Ｃは、互いに機種の異なる診断装置である。診断装置７１Ａ～７１Ｃ、７２Ａ～７
２Ｃには、それぞれに対応したモニタが接続される。各モニタには、診断装置７１Ａ～７
１Ｃ、７２Ａ～７２Ｃのそれぞれが映像化した診断映像が表示される。ユーザは、モニタ
に表示された映像を見ながら診断を行う。
【００６４】
　診断装置７１Ａ～７１Ｃは、それぞれ、映像の映像信号を、アナログ形式で入力端子９
１に出力する。診断装置７２Ａ～７２Ｃは、それぞれ、映像の映像信号を、デジタル形式
で入力端子９２に出力する。本実施形態において、ＣＢ４０は、診断装置７１Ａ～７１Ｃ
、７２Ａ～７２Ｃの何れかから入力される映像信号を、特定映像信号として取得する。な
お、入力端子９１、９２に接続される診断装置は、超音波診断装置に限定されず、例えば
Magnetic Resonance Imaging （ＭＲＩ）装置、Ｘ線Computed Tomography （ＣＴ）装置
、Optical Coherence Tomography (OCT)装置、内視鏡装置等、任意の診断装置であっても
よい。
【００６５】
　図９を参照し、診断装置７１Ａ～７１Ｃ、７２Ａ～７２Ｃのそれぞれが各モニタに映像
化する診断映像を説明する。診断装置７１Ａ～７１Ｃ、７２Ａ～７２Ｃは、互いに機種が
異なる超音波診断装置であるため、各モニタに表示される診断映像のレイアウトは互いに
異なる。
【００６６】
 　まず、診断装置７１Ａの診断映像７６の一例について説明する。以下、診断映像７６
の横方向をＸ軸方向とし、縦方向をＹ軸方向という。診断映像７６は、診断装置７１Ａが
映像化する映像である。診断映像７６は、所定のフレームレート（例えば、１／６０秒）
に対応する更新周期で画像が更新される。診断映像７６は、リアルタイム映像表示領域７
７及び特定情報表示領域７８を含む。リアルタイム映像表示領域７７は、診断映像７６の
略中央位置を含む矩形状の領域である。リアルタイム映像表示領域７７においては、超音
波の反響を映像化した診断対象の白黒映像が表示される。診断映像７６の画像が１／６０
秒の更新周期で更新されることで、リアルタイム映像表示領域７７においては、診断対象
物の動きに応じてリアルタイムに画像が変化する。換言すれば、リアルタイム映像表示領
域７７においては、６０秒の更新周期と同じ又は低い所定の頻度で、診断対象物の動きに
応じて画像が変化すると言える。なお、リアルタイム映像表示領域には、診断映像７６の
画像が更新されても一時的に画像が変化しない領域が含まれてもよい。また、リアルタイ
ム映像表示領域７７における画像の変化は、周期的でなくても差し支えない。
【００６７】
　特定情報表示領域７８は、診断映像７６のうちリアルタイム映像表示領域７７を除く部
分の映像である。特定情報表示領域７８は、例えば、リアルタイム映像表示領域７７の左
側、右側、及び下側に配置される。言い換えると、特定情報表示領域７８は、診断映像７
６の中心位置に対して、リアルタイム映像表示領域７７の外側に配置される。特定情報表
示領域７８には、予め定められた特定の情報が表示される。特定情報表示領域７８には、
例えば、診断結果リスト、診断方法の選択ボタン、設定条件の入力ボタン、診断の開始ボ
タン及び終了ボタン、心拍数、診断日時等が表示される。本実施形態においては、診断映
像７６の画像が更新されることで、特定情報表示領域７８のうち、心拍数及び診断日時を
示す領域の画像は、診断映像７６の更新周期よりも低い頻度で変化する。例えば、診断日
時を示す領域の画像は、一秒間隔で変化する。その他の領域の画像は変化せず、変化の頻
度が極端に低いように見える。言い換えると、特定情報表示領域７８の画像が変化する頻
度は、診断映像７６のみならず、リアルタイム映像表示領域７７における画像が変化する
頻度よりも低い。なお、診断映像７６におけるリアルタイム映像表示領域７７及び特定情
報表示領域７８のレイアウトは、図９の例に限定されない。
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【００６８】
　診断装置７１Ｂ、７１Ｃ、及び７２Ａ～７２Ｃの診断映像は、それぞれ、診断映像７６
とは異なるリアルタイム映像表示領域及び特定情報表示領域を含む（図示略）。本実施形
態においては、各リアルタイム映像表示領域は、各診断映像の略中心位置を含む位置に配
置される。各リアルタイ映像表示領域のアスペクト比は、それぞれ、リアルタイム映像表
示領域７７のアスペクト比とは異なる。アスペクト比は、画像のＸ軸方向の長さとＹ軸方
向の長さとの比率である。各特定情報表示領域は、少なくとも診断映像の右側部及び左側
部の何れかに配置される。各診断装置の特定情報表示領域は、特定情報表示領域７８とは
異なるレイアウトである。なお、本実施形態においては、診断装置７１Ａ～７１Ｃ、７２
Ａ～７２Ｃのそれぞれにおいて、リアルタイム映像表示領域を少なくとも一部含む領域が
、変更対象領域となる。
【００６９】
　＜ＨＭＤ１の電気的構成＞
　図１０を参照し、ＨＭＤ１の電気的構成を説明する。はじめにＣＢ４０の電気的構成を
説明する。ＣＢ４０は、ＣＰＵ３１を備える。ＣＰＵ３１は、フラッシュＲＯＭ３２、Ｒ
ＡＭ３３、周辺インターフェイス（以下、周辺Ｉ／Ｆという。）５８、電源回路７９、第
１デコーダ８１、第２デコーダ８２、セレクタ８３、入力バッファ８４、第１画像処理部
１０１、第２画像処理部１０２、出力バッファ８５、出力制御部８６、及び接続インター
フェイスコントローラ（以下、接続Ｉ／Ｆコントローラという。）８７と電気的に接続す
る。フラッシュＲＯＭ３２、ＲＡＭ３３、周辺Ｉ／Ｆ５７、電源回路７９、第１デコーダ
８１、第２デコーダ８２、セレクタ８３、入力バッファ８４、第１画像処理部１０１、第
２画像処理部１０２、出力バッファ８５、出力制御部８６、及び、接続Ｉ／Ｆコントロー
ラ８７は、それぞれ、筐体６３に内蔵される基板（図示略）上に実装される。第１デコー
ダ８１及び第２デコーダ８２は、それぞれ、セレクタ８３と電気的に接続されている。セ
レクタ８３は入力バッファ８４に接続されている。入力バッファ８４、第１画像処理部１
０１、及び第２画像処理部１０２は電気的に接続されている。出力バッファ８５は、第２
画像処理部１０２、及び出力制御部８６に電気的に接続される。接続Ｉ／Ｆコントローラ
８７は、出力制御部８６と電気的に接続されている。入力バッファ８４、第１画像処理部
１０１、第２画像処理部１０２、及び出力バッファ８５、出力制御部８６は、単一のＡＳ
ＩＣとして、筐体６３に内蔵される基板上に実装される。
【００７０】
　フラッシュＲＯＭ３２は、後述の表示倍率変更パターン記憶処理（図１１参照）、表示
処理（図１３参照）、表示倍率変更パターン決定処理等（図１４参照）をＣＰＵ３１が実
行するためのプログラムを記憶する。プログラムは、ＨＭＤ１の出荷時にフラッシュＲＯ
Ｍ３２に記憶される。フラッシュＲＯＭ３２は、後述のテーブル１００（図１２参照）を
記憶する。ＲＡＭ３３は、各種データを一時的に記憶する。第１デコーダ８１は入力端子
９１を有する。第１デコーダ８１は、入力端子９１を介して入力されたアナログの映像信
号を復号する映像処理部である。第２デコーダ８２は入力端子９２を有する。第２デコー
ダ８２は、入力端子９２を介して入力されたデジタルの映像信号を復号する映像処理部で
ある。セレクタ８３は、第１デコーダ８１及び第２デコーダ８２の何れかが処理した映像
信号を、特定映像信号として選択し受付ける。入力バッファ８４は、セレクタ８３が受け
つけた特定映像信号のデータを記憶する。本実施形態において、第１デコーダ８１及び第
２デコーダ８２は、それぞれ、入力端子９１、９２に適合する規格の、互いに別体の画像
処理ＩＣである。
【００７１】
　第１画像処理部１０１は、入力バッファ８４が記憶する特定映像信号に対応する映像（
以下、特定映像という。）のうち、変更対象領域を判定することが可能なＡＳＩＣである
。第１画像処理部１０１は、ユーザによる操作部９６の操作によって、変更対象領域を判
定する。第１画像処理部１０１が判定した領域は、フラッシュＲＯＭ３２に記憶される。
第２画像処理部１０２は、入力バッファ８４を参照することで特定映像信号を取得し、且
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つ、フラッシュＲＯＭ３２を参照することで、第１画像処理部１０１によって判定された
変更対象領域と、後述のテーブル１００とを取得する。これにより、第２画像処理部１０
２は、変更対象領域の表示倍率が変更された映像（以下、倍率変更映像という。）の信号
である倍率変更映像信号を生成する。なお、第２画像処理部１０２は、入力バッファ８４
が記憶する特定映像信号をそのまま出力バッファ８５に出力することも可能である。出力
バッファ８５は、第２画像処理部１０２が出力する映像信号を記憶する。出力制御部８６
は、出力バッファ８５が記憶する映像信号を取得し、接続Ｉ／Ｆコントローラ８７に送信
する。接続Ｉ／Ｆコントローラ８７は、取得した映像信号をシリアル変換し、ケーブル７
を介してＨＤ１０に送信する。接続Ｉ／Ｆコントローラ８７は、例えば、ＤＶＩ，ＨＤＭ
Ｉ（登録商標），Ｖ－ｂｙ－Ｏｎｅ（登録商標）など、所定の映像規格に従った符号化（
例えば、シリアライズ）を行うＩＣ回路である。
【００７２】
　ＨＤ１０の電気的構成を説明する。ＨＤ１０は、接続インターフェイスコントローラ（
以下、接続Ｉ／Ｆコントローラという。）１７及び画像光生成部６を備える。接続Ｉ／Ｆ
コントローラ１７及び画像光生成部６は、電気的に接続される。接続Ｉ／Ｆコントローラ
１７は、ケーブル７を介して接続Ｉ／Ｆコントローラ８７から送信される映像信号を受信
し、さらにパラレル変換してから画像光生成部６に出力する。接続Ｉ／Ｆコントローラ１
７は、例えば、ＤＶＩ，ＨＤＭＩ（登録商標），Ｖ－ｂｙ－Ｏｎｅ（登録商標）など、所
定の映像規格に従った復号（例えば、デシリアライズ）を行うＩＣ回路である。画像光生
成部６は、入力される映像信号に基づいて、画像光を生成する。
【００７３】
　なお、ＨＭＤ１は、図示外の無線通信部を更に備えてもよい。ＣＰＵ３１は、無線通信
部を介してプログラムダウンロード用のサーバからプログラムをダウンロードし、フラッ
シュＲＯＭ３２に記憶してもよい。さらに、ＨＭＤ１は、ＣＰＵ３１とは異なる図示外の
ＣＰＵをＨＤ１０にさらに備えてもよい。この場合、ＨＤ１０のＣＰＵは、ＣＰＵ３１が
実行する処理の一部を代わりに実行する。
【００７４】
　＜表示倍率変更パターン記憶処理＞
　図１１を参照し、ＣＢ４０のＣＰＵ３１により実行される表示倍率変更パターン記憶処
理を説明する。表示倍率変更パターン記憶処理は、ユーザが所望する変更対象領域、及び
、ユーザが所望する表示倍率等を、ＣＰＵ３１がフラッシュＲＯＭ３２に記憶する処理で
ある。ユーザは、入力端子９１、９２のいずれかに、ケーブル７１、７２の何れかを接続
する。ケーブル７１には、診断装置７１Ａ～７１Ｃの何れかが接続される。ケーブル７２
には、診断装置７２Ａ～７２Ｃの何れかが接続される。ユーザは、偏向ユニット５９が取
付けられたＨＭＤ１を装着し、ＨＭＤ１の電源をオンにする。さらにユーザは、操作部９
６を介して、ＣＰＵ３１が表示倍率変更パターンを実行するモードに設定する。ＣＰＵ３
１はフラッシュＲＯＭ３２に記憶されたプログラムに基づいて処理を開始する。これによ
り、表示倍率変更パターン記憶処理は実行される。以下の説明では、診断装置７１Ａがケ
ーブル７１を介して入力端子９１に接続され、診断装置７２Ａがケーブル７２を介して入
力端子９２に接続された場合を例にして説明する。
【００７５】
　ＣＰＵ３１は、映像信号が入力されているかを判断する（Ｓ１１）。ＣＰＵ３１は、第
１デコーダ８１及び第２デコーダ８２の少なくとも一方が映像信号を受信しているかによ
って、映像信号が入力されているかを判断する。ＣＰＵ３１は、映像信号が入力されるま
で（Ｓ１１：ＮＯ）、待機する。ＣＰＵ３１は、映像信号が入力されていると判断した場
合（Ｓ１１：ＹＥＳ）、入力端子９１、９２の両方に映像信号が入力されているかを判断
する（Ｓ１３）。ＣＰＵ３１は、入力端子９１、９２の何れか一方のみに映像信号が入力
された状態となるまで（Ｓ１３：ＹＥＳ）、待機する。例えば、ユーザが、診断装置７２
Ａと接続しているケーブル７２を入力端子９２から取り外せば、入力端子９１にのみ映像
信号が入力される。ＣＰＵ３１は、入力端子９１、９２の何れか一方のみに映像信号が入
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力されていると判断した場合（Ｓ１３：ＮＯ）、映像信号が入力されている入力端子を特
定する（Ｓ１５）。ＣＰＵ３１は、第１デコーダ８１及び第２デコーダ８２のうちＳ１５
で特定した入力端子に対応するデコータをセレクタ８３に選択させる。セレクタ８３は、
第１デコーダ８１によって復号された映像信号を、特定映像信号として選択し受付ける。
セレクタ８３が受付けた特定映像信号は、入力バッファ８４に記憶される。
【００７６】
　ＣＰＵ３１は、セレクタ８３に選択させた特定映像信号の特定映像を、画像光生成部６
に表示させる（Ｓ１７）。例えば、ＣＰＵ３１は、第２画像処理部１０２、出力制御部８
６、及び、接続Ｉ／Ｆコントローラ８７に、信号を送信する。これにより、第２画像処理
部１０２、出力制御部８６、及び、接続Ｉ／Ｆコントローラ８７は、以下の処理を実行す
る。第２画像処理部１０２は、入力バッファ８４に記憶される特定映像信号を取得し、鏡
像反転処理を行う。鏡像反転処理は、例えば、特定映像信号で示される各フレームに対し
て、各行（即ち、Ｘ軸方向）の画素の並び順を逆に並び替えることで達成される。即ち、
鏡像反転処理は、画像の水平方向に対して行われる。第２画像処理部１０２は、鏡像反転
処理が行われた特定映像の特定映像信号を出力バッファ８５に出力する。出力バッファ８
５は、第２画像処理部１０２から出力される鏡像反転させた特定映像信号を記憶する。出
力制御部８６は、出力バッファ８５が記憶する特定映像信号を取得し、接続Ｉ／Ｆコント
ローラ８７に出力する。接続Ｉ／Ｆコントローラ８７は、特定映像信号をシリアル変換し
た後、ケーブル７を介して接続Ｉ／Ｆコントローラ１７に送信する。接続Ｉ／Ｆコントロ
ーラ１７は、シリアル変換された特定映像信号をパラレル変換し、画像光生成部６に出力
する。画像光生成部６は、鏡像反転された診断映像７６の画像光を生成し、ハーフミラー
５６に射出する。ユーザは、ハーフミラー５６を介して、診断装置７１Ａの診断映像７６
を、特定映像として視認する。
【００７７】
　ＣＰＵ３１は、診断映像７６の特定情報表示領域７８の特徴パターンを取得する（Ｓ１
９）。特定情報表示領域７８の特徴パターンは、特定情報表示領域の画像パターンである
。ＣＰＵ３１が第１画像処理部１０１に信号を送信することで、第１画像処理部１０１が
、診断映像７６の右上及び左上にある特定情報表示領域７８の特徴パターンを取得する処
理を実行する。第１画像処理部１０１は、例えば、診断映像７６の左上端にある画素（以
下、第１画素という。）から、Ｘ軸方向に沿って順に、診断映像７６の画素データを取得
する。第１画像処理部１０１は、順次取得する画素データが、不連続となる点の座標を取
得する。不連続となる点は、例えば、白色画素が黒色画素に変化する場合など、隣り合う
画素との間の値の差が、所定の閾値よりも大きい点である。その後、第１画像処理部１０
１は、第１画素よりも１ドット分下にある画素から、上記と同様に画像データをＸ軸方向
に沿って取得し、不連続となる点の座標を取得する。これにより、第１画像処理部１０１
は、診断映像７６の左上にある特定情報表示領域７８の特徴パターンを取得する。即ち、
特徴パターンとは、画素データが、不連続となる座標点の集合を示す所定形式のデータで
ある。同様に、第１画像処理部１０１は、診断映像７６の右上にある特定情報表示領域７
８の特徴パターンを取得する。なお、第１画像処理部１０１が行う上記処理は、フラッシ
ュＲＯＭ３２に記憶されたプログラムが実行されることで、ＣＰＵ３１により実行されて
もよい。
【００７８】
　ＣＰＵ３１は、変更対象領域が選択されたかを判断する（Ｓ２１）。例えば、ユーザは
、診断映像７６のうち、リアルタイム映像表示領域７７の少なくとも一部が含まれる領域
を、所望する変更対象領域として操作部９６を介して選択する。なお、ユーザが操作部９
６を介して選択する変更対象領域のアスペクト比は、画像光生成部６が生成する画像光の
アスペクト比と同じになるように設定されている。
【００７９】
　ＣＰＵ３１は、変更対象領域の中心位置の座標と、変更対象領域を画像光生成部６が表
示する場合における倍率を取得する（Ｓ２３）。ユーザが選択する変更対象領域のアスペ
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クト比と画像光生成部６に表示される画像光のアスペクト比は同じである。従って、倍率
は、画像光生成部６の画像光の対角線距離を、選択された変更対象領域の対角線距離で除
することで取得される。本実施形態では、変更対象領域の対角線距離は、画像光生成部６
の画像光の対角線距離の半分である。例えば、ＣＰＵ３１は、変更対象領域の中心位置の
座標として（５００，５００）を取得し、倍率として２倍を取得する。
【００８０】
　ＣＰＵ３１は、画像光生成部６が生成ずる画像光に変更対象領域を倍率変更して表示さ
せる場合における、鏡像反転の有無、輝度補正量を取得する（Ｓ２５）。例えば、ユーザ
は、リアルタイム映像表示領域７７の少なくとも一部が含まれる領域を画像光生成部６に
倍率変更して表示させるにあたって、鏡像反転オン、輝度補正量１ａを操作部９６を介し
て入力する。ＣＰＵ３１は、鏡像反転オン、輝度補正量１ａを取得する。
【００８１】
　ＣＰＵ３１は、Ｓ１９で取得した特定情報表示領域の特徴パターン、Ｓ２３で取得した
倍率及び変更対象領域の中心位置の座標、Ｓ２５で取得した鏡像反転の有無、輝度補正量
を、テーブル１００（図１２参照）に記憶し（Ｓ２７）、表示倍率変更パターン記憶処理
を終了する。表示倍率変更パターン記憶処理は、診断装置７１Ａ～７１Ｃ、７２Ａ～７２
Ｃのそれぞれに対応して実行される。各診断装置における表示倍率変更パターン記憶処理
で、ユーザは、操作部９６を操作することによって、リアルタイム映像表示領域の少なく
とも一部が含まれる領域を変更対象領域として選択し、さらに鏡像反転の有無、及び所望
の輝度補正量を入力する。輝度補正量は、例えば、第２画像処理部１０２が特定映像信号
で示される画像の各画素の値に対して行う補正（例えば、加算、乗算）の係数である。或
いは、輝度補正量は、画像光生成部６が表示可能な範囲の画素の値を指定するダイナミッ
クレンジを示す情報であってもよい。これにより、診断装置７１Ａ～７１Ｃ、７２Ａ～７
２Ｃのそれぞれのリアルタイム映像表示領域を倍率変更して表示するための表示倍率変更
パターンが、テーブル１００に記憶される。
【００８２】
　＜テーブル１００＞
　図１２を参照し、テーブル１００を説明する。テーブル１００は、入力端子、診断装置
データ、倍率設定データ、画像加工データが関連付けられて記憶されている。入力端子の
欄に記憶されるデータはＨＭＤ１の出荷時に記憶されるデータであり、診断装置データ、
倍率設定データ、及び画像補正加工データのそれぞれの欄に記憶されるデータは表示倍率
変更パターン記憶処理が実行されるごとに記憶されるデータである。入力端子の欄には、
入力ＣＨ１、入力ＣＨ２が記憶されている。入力ＣＨ１は入力端子９１を示すデータであ
り、入力ＣＨ２は入力端子９２を示すデータである。
【００８３】
　診断装置データの欄は、診断装置の欄と特徴パターンの欄に区分される。診断装置の欄
に記憶されるデータは、入力ＣＨ１、ＣＨ２のそれぞれに対応したインデックスデータで
あり、表示倍率変更パターン記憶処理（図１１参照）が実行されるたびに、入力ＣＨ１、
ＣＨ２の何れかに順番に記憶される。例えば、診断装置７１Ａ～７１Ｃが順に入力端子９
１に接続され、接続がなされるたびに表示倍率変更パターン記憶処理が実行された場合、
入力ＣＨ１に対応する診断装置の欄に、７１Ａ～７１Ｃが順に記憶される。同様に、診断
装置７２Ａ～７２Ｃが順に入力端子９２に接続され、接続がなされるたびに表示倍率変更
パターン記憶処理が実行された場合、入力ＣＨ２に対応する診断装置の欄に７２Ａ～７２
Ｃが順に記憶される。本実施形態においては、診断装置の欄に記憶される７１Ａ～７１Ｃ
がそれぞれ診断装置７１Ａ～７１Ｃを示し、７２Ａ～７２Ｃがそれぞれ診断装置７２Ａ～
７２Ｃを示す。
【００８４】
　特徴パターンの欄には、診断装置の欄に記憶されるデータのそれぞれに対応して、ＣＰ
Ｕ３１がＳ１９を実行することで取得される特徴パターンが記憶される。特徴パターンの
欄に記憶される特徴パターン７１Ａ～７１Ｃはそれぞれ、診断装置７１Ａ～７１Ｃにおけ
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る特定情報表示領域の特徴パターンを示し、特徴パターン７２Ａ～７２Ｃはそれぞれ、診
断装置７２Ａ～７２Ｃにおける特定情報表示領域の特徴パターンを示す。なお、診断装置
７１Ａ～７１Ｃ、７２Ａ～７２Ｃは、互いに機種が異なる診断装置であり、各診断装置に
対応する特定情報表示領域の特徴パターンも、互いに異なる。
【００８５】
　倍率設定データの欄は、診断装置の欄に記憶されるそれぞれのデータの組合せに対応し
て、中心座標の欄と倍率の欄に区分される。中心座標の欄には、ＣＰＵ３１がＳ２３を実
行することで取得される、ユーザが選択した変更対象領域の中心位置の座標が記憶される
。倍率の欄には、ＣＰＵ３１がＳ２３を実行することで算出される倍率が、診断装置の欄
に記憶されるデータのそれぞれに対応して記憶される。即ち、倍率設定データは、変更対
象領域の中心位置の座標と、倍率とを含む。以下、倍率設定データのうち、入力ＣＨ１（
入力端子９１）に対応するデータを第１倍率設定データといい、入力ＣＨ２（入力端子９
２）に対応するデータを第２倍率設定データという。図１２では、一例として、３つの第
１倍率設定データが、それぞれ、診断装置７１Ａ～７１Ｃに対応して記憶され、３つの第
２倍率設定データが、それぞれ、診断装置７２Ａ～７２Ｃに対応して記憶される。言い換
えると、フラッシュＲＯＭ３２は、３つの第１倍率設定データと、それぞれが３つの倍率
設定データのそれぞれと対応する特徴パターン７１Ａ～７１Ｃとを記憶する。また、フラ
ッシュＲＯＭ３２は、３つの第２倍率設定データと、それぞれが３つの倍率設定データの
それぞれと対応する特徴パターン７２Ａ～７２Ｃとを記憶する。
【００８６】
　画像加工データの欄は、診断装置の欄に記憶されるそれぞれのデータの組合せに対応し
て、鏡像反転の欄と輝度補正量の欄に区分される。鏡像反転の欄には、変更対象領域であ
るリアルタイム映像表示領域の少なくとも一部が含まれる領域を鏡像反転オン又は鏡像反
転オフするかを示すデータが記憶される。鏡像反転の欄に記憶されるデータは、ＣＰＵ３
１がＳ２５を実行することで取得される。輝度補正量の欄には、変更対象領域であるリア
ルタイム映像表示領域を輝度補正する輝度補正量が記憶される。輝度補正量の欄に記憶さ
れるデータは、ＣＰＵ３１がＳ２５を実行することで取得される。輝度補正量と鏡像反転
の欄に記憶されるデータとは、それぞれ、第１倍率設定データと第２倍率設定データに対
応して記憶されている。
【００８７】
 　＜表示処理＞
　図１３を参照し、ＣＢ４０のＣＰＵ３１により実行される表示処理を説明する。表示倍
率変更パターン記憶処理が実行された後、ユーザは、ケーブル７１、７２の何れかに診断
装置７１Ａ～７１Ｃ、７２Ａ～７２Ｃの何れかを接続する。ユーザは、ＨＭＤ１を装着し
、ＨＭＤ１の電源をオンにする。さらにユーザは、操作部９６を介して、入力される映像
信号の映像をＨＤ１０が表示するモードに設定する。ＣＰＵ３１はフラッシュＲＯＭ３２
に記憶されたプログラムに基づいて処理を開始する。これにより、表示処理は実行される
。以下の説明では、ＨＭＤ１に偏向ユニット５９が取付けられている例を説明する。
【００８８】
　ＣＰＵ３１は、映像信号が入力されているかを判断する（Ｓ３１）。ＣＰＵ３１は、映
像信号が入力されていないと判断した場合（Ｓ３１：ＮＯ）、黒画面を画像光生成部６に
表示させる（Ｓ３３）。ＣＰＵ３１は、第２画像処理部１０２、出力制御部８６、及び、
接続Ｉ／Ｆコントローラ８７に信号を送信する。第２画像処理部１０２は、黒画面の映像
信号を生成し、出力バッファ８５に出力する。出力バッファ８５に記憶される黒画面の映
像信号が、画像光生成部６に送信されるまでの説明は、Ｓ１７の説明と重複するので省略
する。なお、ＣＰＵ３１は、黒画面の代わりに白画面を画像光生成部６に表示させてもよ
い。
【００８９】
　ＣＰＵ３１は、終了指示を検出したかを判断する（Ｓ３５）。ＣＰＵ３１は、操作部９
６を介して終了指示が入力されるまで（Ｓ３５：ＮＯ）、待機する。ＣＰＵ３１は、終了
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指示が入力された場合（Ｓ３５：ＹＥＳ）、表示処理を終了する。
【００９０】
　ＣＰＵ３１は、映像信号の入力を検出した場合（Ｓ３１：ＹＥＳ）、入力端子９１、９
２の両方に映像端子が入力されているかを判断する（Ｓ３７）。ＣＰＵ３１は、入力端子
９１、９２の何れか一方にのみ、映像信号が入力されていると判断した場合（Ｓ３７：Ｎ
Ｏ）、映像信号が入力されている入力端子を特定し（Ｓ３９）、処理をＳ４４に進める。
例えば、入力端子９１に映像信号が入力されている場合、ＣＰＵ３１は、映像信号が入力
される入力端子として、入力端子９１を特定する。
【００９１】
　ＣＰＵ３１は、入力端子９１、９２の両方に映像信号が入力されていると判断した場合
（Ｓ３７：ＹＥＳ）、フラッシュＲＯＭ３２に記憶される優先情報を参照する。優先情報
は、入力端子９１、９２の両方に映像信号が入力されている場合に、セレクタ８３が選択
を優先するデコーダに対応する入力端子を示す情報である。ＨＭＤ１の出荷時において、
優先情報として例えば入力ＣＨ２（入力端子９２）が記憶されている。ＣＰＵ３１は、入
力端子９２を、映像信号を受付ける入力端子として決定する（Ｓ４３）。なお、工場出荷
時における優先情報として、入力ＣＨ２（入力端子９２）が記憶されていてもよい。
【００９２】
　ＣＰＵ３１は、入力端子９１に入力される映像信号及び入力端子９２に入力される映像
信号のうち、Ｓ３９で特定した入力端子又はＳ４３で決定した入力端子に対応する映像信
号を、特定映像信号としてセレクタ８３に選択させる（Ｓ４４）。セレクタ８３は、選択
した映像信号を受付け、入力バッファ８４に出力する。入力バッファ８４は入力された映
像信号を記憶する。以下の表示処理の説明では、セレクタ８３が、入力端子９１に入力さ
れる診断映像７６の映像信号を、特定映像信号として選択し受付けた場合を説明する。Ｃ
ＰＵ３１は、第１デコーダ８１及び第２デコーダ８２のうち、第１デコーダ８１をセレク
タ８３に選択させる。セレクタ８３は、第１デコーダ８１が処理する診断映像７６の映像
信号を特定映像信号として選択し、受付ける。診断映像７６の映像信号は、入力バッファ
８４に記憶される。
【００９３】
　ＣＰＵ３１は、表示倍率変更モードが設定されているかを判断する（Ｓ４５）。ユーザ
は、通常表示モードと表示倍率変更モードの何れかを、操作部９６を介して設定可能であ
る。設定されたモードを示す情報は、フラッシュＲＯＭ３２又はＲＡＭ３３に記憶されて
いる。通常表示モードは、ＨＭＤ１に入力される映像信号に対応する映像が、画像光生成
部６にそのまま表示される表示モードである。表示倍率変更モードは、倍率変更映像が表
示される表示モードである。
【００９４】
　ＣＰＵ３１は、表示倍率変更モードが設定されていないと判断した場合（Ｓ４５：ＮＯ
）、特定映像を画像光生成部６に表示させる（Ｓ４７）。ユーザが通常表示モードを設定
した場合、ＣＰＵ３１は、表示倍率変更モードが設定されていないと判断する（Ｓ４５：
ＮＯ）。例えば、ＣＰＵ３１は、特定映像として診断映像７６を画像光生成部６に表示さ
せる。ＣＰＵ３１が診断映像７６を画像光生成部６に表示させるやり方の説明は、Ｓ１７
と重複するので省略する。
【００９５】
　ＣＰＵ３１は、終了指示が入力されたか判断する（Ｓ４９）。ＣＰＵ３１は、操作部９
６を介した終了指示が入力されるまで（Ｓ４９：ＮＯ）、待機する。ＣＰＵ３１は、終了
指示が入力されたと判断した場合（Ｓ４９：ＹＥＳ）、処理をＳ６３に進める。ＣＰＵ３
１は、フラッシュＲＯＭ３２に記憶される優先情報を、Ｓ４４でセレクタ８３に選択させ
た特定映像信号が入力されていた入力端子の情報に更新し（Ｓ６３）、表示処理を終了す
る。
【００９６】
　一方、ＣＰＵ３１は、表示倍率変更モードが設定されたと判断した場合（Ｓ４５：ＹＥ
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Ｓ）、表示倍率変更パターン決定処理を実行する（Ｓ５１）。図１４を参照し、ＣＰＵ３
１によって実行される表示倍率変更パターン決定処理を説明する。ＣＰＵ３１は、フラッ
シュＲＯＭ３２を参照し、テーブル１００を取得する（Ｓ７１）。ＣＰＵ３１は、特定映
像信号の特定映像における、特定情報表示領域の特徴パターンを取得する（Ｓ７３）。Ｃ
ＰＵ３１が特徴パターンを取得するやり方は、Ｓ１９と同様であるので説明を省略する。
例えば、入力端子９１に診断映像７６の映像信号が入力されている場合、ＣＰＵ３１が第
１画像処理部１０１に信号を送信することで、第１画像処理部１０１は、診断映像７６の
特定情報表示領域７８の特徴パターンを取得する処理を実行する。この場合、診断装置７
１Ａが入力端子９１に接続されているため、第１画像処理部１０１が取得する特徴パター
ンは、テーブル１００に記憶される特徴パターン７１Ａと同じである。
【００９７】
　ＣＰＵ３１は、Ｓ７３で取得した特徴パターンと一致する特徴パターンが、Ｓ４４で選
択した特定映像信号が入力される入力端子に対応して、テーブル１００に記憶されている
かを判断する（Ｓ７５）。例えば、ＣＰＵ３１は、Ｓ７３で取得した特定情報表示領域７
８の特徴パターンと一致する特徴パターンが、テーブル１００の入力ＣＨ１に対応して記
憶されているかを判断する。例えば、ＣＰＵ３１は、特定情報表示領域７８の画素データ
が不連続となる座標点の集合を示す所定形式のデータ（以下、第１データという）を、入
力ＣＨ１に対応して記憶される特徴パターン７１Ａ～７１Ｃの何れかと順次比較する。そ
して、ＣＰＵ３１は、特徴パターン７１Ａ～７１Ｃの何れかが、第１データと完全一致又
は一部の領域に対応するデータが一致（部分一致）するかを判断する。ＣＰＵ３１は、一
致する特徴パターンが記憶されていないと判断した場合（Ｓ７５：ＮＯ）、フラッシュＲ
ＯＭ３２にＦｌａｇ＝１を記憶し（Ｓ７７）、処理を表示処理に戻す。
【００９８】
　ＣＰＵ３１は、一致する特徴パターンが記憶されていると判断した場合（Ｓ７５：ＹＥ
Ｓ）、フラッシュＲＯＭ３２にＦｌａｇ＝０を記憶し（Ｓ７９）、処理をＳ８１に進める
。ＣＰＵ３１は、特定倍率設定データ（後述）から、Ｓ７３で取得した特徴パターンに対
応する所定の倍率設定データ及び所定の画像加工データを取得し（Ｓ８１）、処理を表示
処理に戻す。特定倍率設定データは、テーブル１００に記憶される３つの第１倍率設定デ
ータ及び３つの第２倍率設定データのうち、ＣＰＵ３１がＳ４４で選択した特定映像信号
が入力される入力端子に対応する３つの倍率設定データである。例えば、ＣＰＵ３１がセ
レクタ８３に、入力端子９１に入力される診断映像７６の映像信号を、特定映像信号とし
て選択させた場合（Ｓ４４）、入力ＣＨ１（入力端子９１）に対応する３つの第１倍率設
定データが特定倍率設定データとなる。ＣＰＵ３１は、特定倍率設定データである３つの
第１倍率設定データから、特徴パターン７１Ａに対応する所定の倍率設定データとして、
中心座標（５００、５００）及び倍率２を取得し、さらに、所定の画像加工データとして
鏡像反転オン及び輝度補正量１ａを取得する。
【００９９】
　図１３に示すように、ＣＰＵ３１は、フラッシュＲＯＭ３２を参照し、Ｆｌａｇ＝１で
あるかを判断する（Ｓ５３）。ＣＰＵ３１は、Ｆｌａｇ＝１であると判断した場合（Ｓ５
３：ＹＥＳ）、エラーメッセージの画像光を画像光生成部６に生成させ（Ｓ５５）、Ｓ３
３に進む。ＣＰＵ３１は、画像光生成部６に、例えば、ＣＰＵ３１は、エラーメッセージ
として、「診断装置に対応する表示パターンが記憶されていません」と表示させ（Ｓ５５
）、所定時間後に、黒画面を表示させる（Ｓ３３）。
【０１００】
　ＣＰＵ３１は、Ｆｌａｇ＝１ではないと判断した場合（Ｓ５３：ＮＯ）、倍率変更映像
信号を生成する（Ｓ５７）。ＣＰＵ３１は、第１画像処理部１０１及び第２画像処理部１
０２に信号を送信する。これにより、第１画像処理部１０１及び第２画像処理部１０２は
、以下の処理を実行する。第１画像処理部１０１は、入力バッファ８４に記憶される特定
映像信号を取得し、Ｓ８１でＣＰＵ３１が取得した所定の倍率設定データに応じて、変更
対象領域を特定する。第２画像処理部１０２は、入力バッファ８４に記憶される特定映像
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信号を取得し、第１画像処理部１０１が特定した表示対象領域を、ＣＰＵ３１がＳ８１で
取得した所定の倍率設定データに応じて表示倍率を変更する処理を実行し、所定の画像加
工データに応じて画像を加工する。これにより、第２画像処理部１０２は、表示倍率を変
更した映像の映像信号を生成する。第２画像処理部１０２が生成した倍率変更映像信号は
、出力バッファ８５に記憶される。例えば、第１画像処理部１０１は、変更対象領域とし
てリアルタイム映像表示領域７７の少なくとも一部を含む領域を特定し、第２画像処理部
１０２は、第１画像処理部１０１によって特定された領域を倍率２で拡大し、鏡像反転し
、輝度補正量１ａの輝度補正を行った倍率変更映像信号生成する。なお、第１画像処理部
１０１及び第２画像処理部１０２が実行する上記処理は、フラッシュＲＯＭ３２に記憶さ
れたプログラムが実行されることで、ＣＰＵ３１により実行されてもよい。
【０１０１】
　ＣＰＵ３１は、Ｓ５７で生成した倍率変更映像信号の映像を画像光生成部６に表示させ
る（Ｓ５９）。ＣＰＵ３１は、出力制御部８６及び接続Ｉ／Ｆコントローラ８７に信号を
送信する。出力制御部８６は、出力バッファ８５に記憶される倍率変更映像信号を取得し
、接続Ｉ／Ｆコントローラ８７に出力する。接続Ｉ／Ｆコントローラ８７は、倍率変更映
像信号を、ケーブル７を介して接続Ｉ／Ｆコントローラ１７に出力する。接続Ｉ／Ｆコン
トローラ１７は、ケーブル７を介して伝達される倍率変更映像信号を取得し、画像光生成
部６に出力する。画像光生成部６は、入力された倍率変更映像信号に基づいて、鏡像反転
され且つ倍率２で拡大された変更対象領域の画像光を生成する。
【０１０２】
　画像光生成部６は生成した画像光をハーフミラー５６に向けて左方向に射出する。ハー
フミラー５６は、透過する画像光を、左方向と交差する方向である後方向へ向けて反射す
る。ユーザは、ハーフミラー５６を介して、鏡像反転されておらず拡大された変更対象領
域を、倍率変更映像として視認する。つまり、ユーザは、リアルタイム映像表示領域７７
の少なくとも一部が拡大された映像を視認する。ユーザは、ハンズフリーの状態で上記映
像を視認しながら、所望の診断を行うことができる。
【０１０３】
　ＣＰＵ３１は、終了指示が入力されたか判断する（Ｓ６１）。ＣＰＵ３１は、操作部９
６を介した終了指示が入力されるまで（Ｓ６１：ＮＯ）、待機する。ＣＰＵ３１は、終了
指示が入力されたと判断した場合（Ｓ６１：ＹＥＳ）、Ｓ６３を実行し、表示処理を終了
する。
【０１０４】
　次に、診断装置７１Ａに代えて診断装置７２Ａが、ケーブル７２を介して入力端子９２
に接続され、表示処理が実行される場合を説明する。上記と同様に、Ｓ３１～Ｓ４３の処
理が実行される。ＣＰＵ３１は、入力端子９２に入力される診断装置７２Ａの映像信号を
、特定映像信号として、セレクタ８３に選択させる（Ｓ４４）。ユーザが操作部９６を介
して表示倍率変更モードを選択した場合（Ｓ４５：ＹＥＳ）、上記と同様に、Ｓ５１、Ｓ
７１～Ｓ７９が実行される。ＣＰＵ３１は、特定倍率設定データである３つの第２倍率設
定データから、特徴パターン７２Ａに対応する所定の倍率設定データとして、中心座標（
４００、５００）及び倍率２．５を取得し（図１２参照）、さらに、画像加工データとし
て鏡像反転オン及び輝度補正量２ａを取得する（Ｓ８１）。ＣＰＵ３１からの信号を受信
した第２画像処理部１０２は、診断装置７２Ａのリアルタイム映像表示領域を拡大した倍
率変更映像信号を生成する（Ｓ５７）。ユーザは、倍率変更映像をハーフミラー５６を介
して視認できる。ＣＰＵ３１は、優先情報を入力端子９２の情報に更新し（Ｓ６３）、表
示処理を終了する。
【０１０５】
　次に、診断装置７２Ａに代えて、診断装置７１Ｂが、ケーブル７１を介して入力端子９
１に接続され、表示処理が実行された場合を説明する。上記と同様に、Ｓ３１～Ｓ７９の
処理が実行される。ＣＰＵ３１は、特定倍率設定データである３つの第１倍率設定データ
から、特徴パターン７１Ｂに対応する所定の倍率設定データとして、中心座標（５５０、
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４５０）及び倍率１．５を取得し（図１２参照）、さらに、画像加工データとして鏡像反
転オフ及び輝度補正量１ｂを取得する（Ｓ８１）。ＣＰＵ３１から信号を受信した第２画
像処理部１０２は、診断装置７１Ｂのリアルタイム映像表示領域の少なくとも一部が含ま
れる領域を、鏡像反転せずに拡大した倍率変更映像信号を生成する（Ｓ５７）。画像光生
成部６は、鏡像反転されておらず倍率１．５で拡大された変更対象領域を、倍率変更映像
として生成する。ユーザは、ハーフミラー５６を備えた偏向ユニット５９を筐体１２から
取り外し（図７参照）、画像光生成部６によって生成された画像光を、開放部１２１、１
２２を介して直接視認できる。
【０１０６】
＜本実施形態の主たる作用・効果＞
　以上説明したように、ＣＰＵ３１は、表示倍率変更パターン記憶処理を実行することで
、入力端子９１、９２（入力ＣＨ１、ＣＨ２）に対応した第１倍率設定データ及び第２倍
率設定データを記憶する（Ｓ１１～Ｓ２７）。これより、ユーザが所望する倍率設定デー
タが、入力端子９１、９２に入力される診断装置７１Ａ～７１Ｃ、７２Ａ～７２Ｃのそれ
ぞれに対応して記憶される。画像光生成部６が倍率変更映像を表示する場合において、入
力端子９１、９２の少なくとも一方に映像信号が入力されると、ＣＰＵ３１は、映像信号
が入力される状態に応じて、セレクタ８３に第１デコーダ８１及び第２デコーダ８２の何
れかを選択させる（Ｓ３９、Ｓ４３）。ＣＰＵ３１は、入力端子９１、９２の何れか一方
に入力される映像信号を特定信号として選択する。ＣＰＵ３１は、特定倍率設定データに
含まれる所定の倍率設定データに応じて、第２画像処理部１０２に倍率変更映像信号を生
成させる（Ｓ５７）。これにより、ユーザが所望する倍率変更映像を画像光生成部６は表
示できる。
【０１０７】
　表示倍率変更パターン記憶処理が実行されることで、ユーザが所望する倍率変更表示パ
ターンがフラッシュＲＯＭ３２に記憶されてしまえば、ＨＭＤ１は、診断装置７１Ａ～７
１Ｃ、７２Ａ～７２Ｃの診断装置ごとにユーザが選択した、リアルタイム映像表示領域を
少なくとも一部含む変更対象領域を、第１倍率設定データ又は第２倍率設定データに応じ
て、自動的に表示倍率を変更して表示する。ユーザは、入力端子９１に接続される診断装
置７１Ａ～７１Ｃの何れかと、入力端子９２に接続される診断装置７２Ａ～７２Ｃ何れか
とを交互に使用するたびに、変更対象領域の選択及び表示倍率の設定をＨＭＤ１に対して
入力する必要がなくなる。よって、ＨＭＤ１は、入力端子９１、９２のそれぞれに入力さ
れる映像信号の映像の表示対象領域を、ユーザが指定することなく入力端子９１、９２に
対応して、表示倍率を変更して表示できる。
【０１０８】
　表示倍率変更パターン記憶処理において、ユーザは表示対象領域を鏡像反転するかを示
すデータを入力する。これにより、ＣＰＵ３１は、第１倍率設定データと第２倍率設定デ
ータを、それぞれ、表示対象領域が鏡像反転されるかを示すデータと対応付けてテーブル
１００に記憶する（Ｓ２７）。ＣＰＵ３１は、第２画像処理部１０２に、鏡像反転させた
倍率変更映像信号及び鏡像反転させない倍率変更映像信号の何れかを生成させる（Ｓ５７
）。画像光生成部６が鏡像反転された画像光を生成する場合、ユーザは、ハーフミラー５
６を介して画像光を視認する。一方、画像光生成部６が鏡像反転されない画像光を生成す
る場合、ユーザは開放部１２１、１２２を介して画像光を直接視認する。つまり、ＨＭＤ
１は、画像光生成部６が表示する映像の画像光がハーフミラー５６を介して視認される場
合、ハーフミラー５６を介さずに直接視認される場合の何れの場合であっても、倍率変更
映像信号を生成できる。よって、ＨＭＤ１の使用方法は多様化する。
【０１０９】
　ハーフミラー５６を備えた偏向ユニット５９は、筐体１２に対して着脱可能である。ユ
ーザは、画像光生成部６が鏡像反転された画像光を生成する場合、偏向ユニット５９を筐
体１２に装着すれば、鏡像反転されていない画像光を視認できる。ユーザは、画像光生成
部６が鏡像反転されない画像光を生成する場合、偏向ユニット５９を筐体１２から取り外
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せば、鏡像反転されていない画像光を視認できる。画像光生成部６によって生成される画
像光が鏡像反転されているかに応じて、ハーフミラー５６を介して画像光が視認される用
途と、ハーフミラー５６を介さず直接視認される用途との使い分けが可能となる。よって
、ＨＭＤ１は、それぞれの用途に応じて、倍率変更映像を、鏡像反転されてない映像とし
てユーザに適切に視認させることができる。
【０１１０】
　筐体６３に内蔵される第１デコーダ８１、第２デコーダ８２、セレクタ８３、入力バッ
ファ８４、第１画像処理部１０１、第２画像処理部１０２、出力バッファ８５によって、
倍率変更映像信号は、生成される。生成された倍率変更映像信号は、筐体６３に設けられ
る接続Ｉ／Ｆコントローラ８７を介して、筐体６３とは別体に構成されたＨＤ１０に送信
される。ＨＤ１０は、接続Ｉ／Ｆコントローラ１７及び画像光生成部６を備えるだけで、
倍率変更映像を表示できる。よって、ＨＭＤ１は、ＣＢ４０とは別体に構成されたＨＤ１
０の機構を簡易化できる。
【０１１１】
　ＣＰＵ３１は、第１倍率設定データ及び第２倍率設定データに対応付けられる輝度補正
量に応じて、輝度補正された倍率変更映像を表示する（Ｓ５７～Ｓ５９）。ユーザは、輝
度補正がなされた画像光を視認できる。よって、ＨＭＤ１は、入力端子９１、９２の何れ
かと接続する診断装置７１Ａ～７１Ｃ、７２Ａ～７２Ｃに応じて、画像光生成部６が生成
する画像光をユーザに視認させ易くできる。
【０１１２】
　テーブル１００には、診断装置７１Ａ～７１Ｃに対応した３つの第１倍率設定データが
記憶されるので、ＣＰＵ３１は、第２画像処理部１０２に、入力端子９１に接続される診
断装置７１Ａ～７１Ｃに応じた倍率変更映像信号を生成させることができる（Ｓ５７）。
同様に、ＣＰＵ３１は、第２画像処理部１０２に、入力端子９２に接続される診断装置７
２Ａ～７２Ｃに応じた倍率変更映像信号を生成させることができる（Ｓ５７）。よって、
ＨＭＤ１は、入力端子９１、９２のそれぞれに接続される診断装置７１Ａ～７１Ｃ、７２
Ａ～７２Ｃに応じて、倍率変更映像を表示できる。ＨＭＤ１は、入力端子９１、９２のそ
れぞれに複数の診断装置が順次接続される場合であっても、各診断装置に応じて、倍率変
更映像を表示できる。
【０１１３】
　入力端子９１、９２の何れかと接続する診断装置７１Ａ～７１Ｃ、７２Ａ～７２Ｃは、
それぞれ、互いに機種が異なる診断装置であり、特定情報表示領域の特徴パターンが互い
に異なる。表示倍率変更パターン記憶処理が実行されることで、テーブル１００には、３
つの第１倍率設定データのそれぞれに対応して特徴パターン７１Ａ～７１Ｃの何れかが記
憶され、３つの第２倍率設定データのそれぞれに対応して特徴パターン７２Ａ～７２Ｃの
何れかが記憶される。ＣＰＵ３１は、３つの第１倍率設定データ及び３つの第２倍率設定
データのうち、特定倍率設定データに含まれる所定の倍率設定データを、Ｓ７３で特定し
た特徴パターンに基づいて取得する（Ｓ８１）従って、ＨＭＤ１は、入力端子９１、９２
の何れかに、１つの診断装置が順次接続される場合であっても、ユーザによる指示を受付
けることなく、接続される診断装置に応じて適切な倍率設定データを取得し、各診断装置
に応じた倍率変更映像を適切に表示倍率を変更して表示できる。
【０１１４】
　テーブル１００の特徴パターンの欄には、診断装置７１Ａ～７１Ｃ、７２Ａ～７２Ｃの
それぞれの特定情報表示領域の特徴パターンが記憶される。診断装置７１Ａ～７１Ｃ、７
２Ａ～７２Ｃは、互いに機種が異なる診断装置であるので、特定情報表示領域の特徴パタ
ーンは互いに異なる。ＣＰＵ３１は、第１画像処理部１０１に、特定映像のうち、特定情
報表示領域の特徴パターンを取得させれば、入力端子９１、９２に接続される診断装置の
識別を行うことができる（Ｓ７３）。よって、ＨＭＤ１は、特定映像のリアルタイム映像
表示領域及び特定情報表示領域のそれぞれから特徴パターンを抽出する場合と比べて、映
像信号が入力端子９１、９２の何れかに入力されてから倍率変更映像信号が生成されるま
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での時間を低減できる。
【０１１５】
　ユーザは、表示倍率変更パターン記憶処理が実行される場合に、ハーフミラー５６を介
して、特定映像を視認する。この場合、診断装置７１Ａ～７１Ｃ、７２Ａ～７２Ｃのリア
ルタイム映像表示領域は、診断映像の中心位置を含む位置に配置されているので、ユーザ
は、リアルタイム映像表示領域を表示対象領域として視認し易い。
【０１１６】
　ＨＭＤ１は、本発明の「表示装置」の一例である。ＣＢ４０は、本発明の「表示制御装
置」の一例である。診断装置７１Ａ～７１Ｃの診断映像は、本発明の「第１映像」の一例
である。入力端子９１に入力される映像信号は、本発明の「第１映像信号」の一例である
。入力端子９１は、本発明の「第１入力端子」の一例である。第１デコーダ８１は、本発
明の「第１映像処理部」の一例である。診断装置７２Ａ～７２Ｃの診断映像は、本発明の
「第２映像」の一例である。入力端子９２に入力される映像信号は、本発明の「第２映像
信号」の一例である。入力端子９２は、本発明の「第２力端子」の一例である。第２デコ
ーダ８２は、本発明の「第２映像処理部」の一例である。フラッシュＲＯＭ３２は、本発
明の「記憶部」の一例である。診断装置７１Ａ～７１Ｃ、７２Ａ～７２Ｃのリアルタイム
映像表示領域は、本発明の「所定領域」の一例である。ＣＢ４０は、本発明の「制御部」
の一例である。ＨＤ１０は、本発明の「表示部」の一例である。Ｓ４４を実行するＣＰＵ
３１は、本発明の「選択手段」の一例である。Ｓ５７をＣＰＵ３１が実行する場合に倍率
変更映像信号を生成する第２画像処理部１０２は、本発明の「生成手段」の一例である。
Ｓ５９を実行するＣＰＵ３１は、本発明の「出力手段」の一例である。Ｓ８１を実行する
ＣＰＵ３１は、本発明の「取得手段」の一例である。筐体１２は、本発明の「第１筐体」
の一例である。ハーフミラー５６は、本発明の「反射部材」の一例である。第１延出部２
１Ａ及び第２延出部２２Ａは、本発明の「保持部」の一例である。筐体６３は、本発明の
「第２筐体」の一例である。
【０１１７】
＜変形例＞
　なお、本発明は上記実施形態に限定されず、種々の変更が可能である。テーブル１００
は、鏡像反転の欄が設けられなくてもよい。つまり、テーブル１００に、リアルタイム映
像表示領域が鏡像反転されるかを示すデータが記憶されていなくてもよい。この場合、Ｈ
ＭＤ１は、倍率変更映像信号を生成する場合に、例えば、自動的に変更対象領域を鏡像反
転させた倍率変更映像信号を生成してもよい。ハーフミラー５６は、筐体１２に着脱可能
ではなく、固定されていてもよい。
【０１１８】
　テーブル１００には、輝度補正量の欄が設けられなくてもよい。つまり、テーブル１０
０には、表示対象領域を、輝度補正する輝度補正量が記憶されていなくてもよい。この場
合、ＣＢ４０は、輝度補正を行わない倍率変更映像信号を生成する。
【０１１９】
　テーブル１００には、３つの第１倍率設定データ及び３つの倍率設定データが記憶され
ていなくてもよい。入力端子９１、９２の何れかに接続する診断装置に対応した第１倍率
設定データ及び第２倍率設定データが、それぞれ少なくとも１つテーブル１００に記憶さ
れていればよい。
【０１２０】
　テーブル１００には、特徴パターンの欄が設けられていなくてもよい。つまり、テーブ
ル１００には、３つの第１倍率設定データ及び３つの第２倍率設定データのそれぞれに対
応した特徴パターンが記憶されていなくてもよい。この場合、ＣＰＵ３１は、特定映像の
特徴パターンを取得し、一致する特徴パターンがテーブル１００に記憶されているか判断
する代わりに、所定の倍率設定データを選択する指示を操作部９６を介して受付ければよ
い。ユーザは、操作部９６を操作して、所望の倍率設定データを選択する。
【０１２１】
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　リアルタイム映像表示領域７７は診断映像７６の中心位置を含まない位置に配置されて
もよい。この場合、特定情報表示領域７８が、診断映像７６の中央部に配置されてもよい
。ＣＰＵ３１は、Ｓ１９及びＳ７３を実行する場合において、診断映像の中央部の特徴パ
ターンを取得すればよい。
【０１２２】
　表示倍率変更パターン記憶処理においてユーザによって選択される表示対象領域のアス
ペクト比は、画像光生成部６が生成ずる画像光のアスペクト比と同じでなくてもよい。こ
の場合、画像光生成部６が生成ずる画像光のＸ軸方向の長さを、表示対象領域のＸ軸方向
の長さで除する、又は、画像光生成部６が生成ずる画像光のＹ軸方向の長さを、表示対象
領域のＹ軸方向の長さで除することで、倍率は取得される。
【０１２３】
　表示対象領域は、診断装置７１Ａ～７１Ｃ、７２Ａ～７２Ｃのリアルタイム映像表示領
域でなくてもよい。表示対象領域は、例えば、診断装置７１Ａ～７１Ｃ、７２Ａ～７２Ｃ
の特定情報表示領域であってもよい。
【０１２４】
　ＣＢ４０は、第１デコーダ８１及び第２デコーダ８２に代えて、単一の画像処理ＩＣを
、筐体６３に内蔵される基板上に実装してもよい。また、ＣＢ４０は、第１デコーダ８１
及び第２デコーダ８２を備えず、ＣＰＵ３１がＲＡＭ３３と協働して実行する演算によっ
て、第１デコーダ８１及び第２デコーダ８２の機能に対応する処理を実行してもよい。
【０１２５】
 　入力バッファ８４、第１画像処理部１０１、第２画像処理部１０２、出力バッファ８
５、及び出力制御部８６は、筐体６３に内蔵される基板上に単一のＡＳＩＣとして実装さ
れる代わりに、個々のＩＣとして実装されてもよい。また、ＣＢ４０は、入力バッファ８
４、第１画像処理部１０１、第２画像処理部１０２、出力バッファ８５、及び出力制御部
８６を備えなくてもよい。この場合、ＣＰＵ３１が、ＲＡＭ３３と協働して行う演算によ
って、入力バッファ８４、第１画像処理部１０１、第２画像処理部１０２、出力バッファ
８５、及び出力制御部８６の機能に対応する処理が実行されてもよい。
【０１２６】
 　倍率は１より大きくなくてもよい。倍率は、１であってもよいし、１より小さくでも
よい。倍率が１より小さい場合、画像光生成部６は、変更対象領域を縮小した画像光を生
成する。
【符号の説明】
【０１２７】
１　　　　　　　ＨＭＤ
６　　　　　　　画像光生成部
７　　　　　　　ケーブル
８　　　　　　　装着具
８Ａ　　　　　　第１部材
８Ｂ　　　　　　第２部材
９　　　　　　　接続具
１０　　　　　　ＨＤ
１２　　　　　　筐体
２２Ａ　　　　　第２延出部
３１　　　　　　ＣＰＵ
３２　　　　　　フラッシュＲＯＭ
１０２　　　　　第２画像処理部
４０　　　　　　ＣＢ
５６　　　　　　ハーフミラー
６３　　　　　　筐体
７６　　　　　　診断映像
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７７　　　　　　リアルタイム映像表示領域
７８　　　　　　特定情報表示領域
８１　　　　　　第１デコーダ
８２　　　　　　第２デコーダ
９１　　　　　　入力端子
９２　　　　　　入力端子

【図１】 【図２】
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