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(57)【要約】
【課題】時分割で表示される左右映像の輝度をできるだ
け上げつつ、クロストークの発生を抑えること。
【解決手段】表示制御回路１１は、液晶シャッタの開閉
期間を１周期とした場合に複数の周期にわたって光源電
流の総和をほぼ一定とする光源駆動部５を備える。光源
駆動部５は、いずれかの液晶シャッタが開く期間に、光
変調素子を通過してスクリーンに投影される光を発する
光源に供給する光源電流を上げ、両方の液晶シャッタが
閉じる期間に光源電流を下げ。また、シャッタ眼鏡駆動
部３に対する液晶シャッタの開閉のタイミングを制御し
、パネル駆動部７に対する左映像及び右映像の書込みの
タイミングを制御し、及び光源駆動部５に対する液晶シ
ャッタの開閉期間における光源の輝度の高低を制御する
制御部２を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左目用の左映像と右目用の右映像から構成される時分割表示型の立体映像データに基づ
いて、時分割で交互に前記左映像及び右映像を光変調素子に書き込む素子駆動部と、
　前記光変調素子に書き込まれる前記左映像及び前記右映像が重なる書き換え期間には、
シャッタ眼鏡の前記左目用及び右目用のレンズに設けられた両方の液晶シャッタを閉じ、
前記左映像又は右映像のいずれかが単独で書き込まれる期間には、前記シャッタ眼鏡の書
き込まれた映像に対応するレンズに設けられた前記液晶シャッタを開くように、前記シャ
ッタ眼鏡の液晶シャッタの開閉を駆動するシャッタ眼鏡駆動部と、
　前記液晶シャッタの開閉期間を１周期とした場合に、いずれかの前記液晶シャッタが開
く期間に、前記光変調素子を通過してスクリーンに投影される光を発する光源に供給する
光源電流を上げ、両方の前記液晶シャッタが閉じる期間に前記光源電流を下げ、複数の周
期にわたって前記光源電流の総和をほぼ一定とする光源駆動部と、
　前記シャッタ眼鏡駆動部に対する前記液晶シャッタの開閉のタイミングを制御し、前記
素子駆動部に対する前記左映像及び右映像の書込みのタイミングを制御し、及び前記光源
駆動部に対する前記液晶シャッタの開閉期間における前記光源の輝度の高低を制御する制
御部と、を備える
　表示制御回路。
【請求項２】
　前記光源駆動部は、前記光源が許容する光源電流の上限及び下限の範囲において、前記
液晶シャッタが開くと、前記シャッタ眼鏡の開口関数に合わせた電流関数に従って、前記
光源に供給する光源電流を階段状に前記上限まで上げ、前記液晶シャッタが閉じると、前
記光源に供給する光源電流を前記下限まで下げる制御を行う
　請求項１記載の表示制御回路。
【請求項３】
　前記光源駆動部は、前記左映像又は前記右映像を書き換える際における前記光変調素子
の応答期間を経過した後に前記光源の輝度を高める
　請求項２記載の表示制御回路。
【請求項４】
　前記光源駆動部は、前記液晶シャッタが開く期間に合わせて前記光源電流の時間積分値
を単調増加させるように前記光源電流を前記光源に供給する
　請求項３記載の表示制御回路。
【請求項５】
　前記光源駆動部は、前記シャッタ眼鏡駆動部が前記液晶シャッタを開く直前、及び前記
シャッタ眼鏡駆動部が前記液晶シャッタを閉じる直後には、前記光源に供給する前記光源
電流の増加を抑える
　請求項４記載の表示制御回路。
【請求項６】
　前記シャッタ眼鏡の開口関数は、前記電流関数の定数倍で定義される
　請求項５記載の表示制御回路。
【請求項７】
　前記光変調素子は、透過型又は反射型の液晶パネルである
　請求項５記載の表示制御回路。
【請求項８】
　前記シャッタ眼鏡駆動部が送信する前記シャッタ眼鏡の液晶シャッタを駆動するシャッ
タ駆動信号は、有線又は無線で送信される
　請求項５記載の表示制御回路。
【請求項９】
　左目用の左映像と右目用の右映像から構成される時分割表示型の立体映像データに基づ
いて、時分割で交互に前記左映像及び右映像が書き込まれる光変調素子と、



(3) JP 2013-12980 A 2013.1.17

10

20

30

40

50

　前記光変調素子を通過してスクリーンに投影される光を発する光源と、
　前記左映像及び右映像を光変調素子に書き込む素子駆動部と、
　前記光源から発せされ、前記光変調素子を通過した光よりなる前記左映像又は右映像を
所定の倍率で拡大するレンズと、
　前記光変調素子に書き込まれる前記左映像及び前記右映像が重なる書き換え期間には、
シャッタ眼鏡の前記左目用及び右目用のレンズに設けられた両方の液晶シャッタを閉じ、
前記左映像又は右映像のいずれかが単独で書き込まれる期間には、前記シャッタ眼鏡の書
き込まれた映像に対応するレンズに設けられた前記液晶シャッタを開くように、前記シャ
ッタ眼鏡の液晶シャッタの開閉を駆動するシャッタ眼鏡駆動部と、
　前記液晶シャッタの開閉期間を１周期とした場合に、いずれかの前記液晶シャッタが開
く期間に、前記光変調素子を通過する光を発する光源に供給する光源電流を上げ、両方の
前記液晶シャッタが閉じる期間に前記光源電流を下げ、複数の周期にわたって前記光源電
流の総和をほぼ一定とする光源駆動部と、
　前記シャッタ眼鏡駆動部に対する前記液晶シャッタの開閉のタイミングを制御し、前記
素子駆動部に対する前記左映像及び右映像の書込みのタイミングを制御し、及び前記光源
駆動部に対する前記液晶シャッタの開閉期間における前記光源の輝度の高低を制御する制
御部と、を備える
　プロジェクタ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、例えば、時分割方式で３Ｄ映像を表示する場合に適用して好適な表示制御回
路及びプロジェクタ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ユーザの左右の目の視差に合わせて設置される２台のカメラが撮像した同一の被
写体の映像を用いて、ユーザが立体視することができる立体映像（以下、「３Ｄ映像」と
呼ぶ。）を生成する技術がある。２台のカメラが撮像した映像は、左目用の「左映像」と
、右目用の「右映像」（以下、左映像と右映像を「左右映像」とも総称する。）と呼ばれ
る。
【０００３】
　ユーザが３Ｄ映像を視聴可能な表示装置として、３Ｄディスプレイ装置やスクリーンに
映像を投影するプロジェクタ装置がある。これらの表示装置は、表示面に対して時分割で
交互に左右映像を表示しており、液晶シャッタを左右レンズに用いたシャッタ眼鏡と組み
合わせて使用される。以下、左目用のレンズを「左レンズ」と呼び、右目用のレンズを「
右レンズ」と呼び、左レンズと右レンズを「左右レンズ」とも総称する。また、液晶シャ
ッタを開くことにより、レンズが開口し、液晶シャッタを閉じることにより、レンズが閉
口する。
【０００４】
　プロジェクタ装置が備える液晶パネルの映像表示を書き換える期間と、液晶パネルの応
答速度により映像変化が遅れる期間では、左右映像が一部重なって表示されるクロストー
クが発生する。このような左右映像の重なりを避けるため、左右映像の書き換え期間では
シャッタ眼鏡の左右レンズに設けられる液晶シャッタを閉じておき、左右レンズからユー
ザの両目に光が届かないようにしておく。以下、左右レンズに設けられる液晶シャッタを
開閉することを、「左右レンズの開閉」とも呼ぶ。そして、レンズの開口度は後述する眼
鏡開口関数によって求めることができ、眼鏡開口関数により、レンズを通過する光の輝度
が判明する。
【０００５】
　図９は、従来の左右レンズの開閉と液晶パネルに表示される映像の切替えタイミングの
例を示す。
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　図９の上段には、液晶パネルに表示される左右映像の切替えタイミングが示され、下段
には左右レンズの開閉のタイミングが示される。ここで、各矩形枠に記載した文字の内、
「Ｒ」を右映像、「Ｌ」を左映像として表し、各文字に付される数字を各左右映像のフレ
ーム番号を表す。
【０００６】
　プロジェクタ装置が備える液晶パネルは、１フレームを１／２４０秒毎に区切った上で
、２フレーム毎に左右映像を交互に切替え、光源からの光が液晶パネルを通過したときに
ユーザはいずれかの左右映像を見ることができる。２フレーム毎に左右映像を切替えるの
は、液晶パネルの応答が遅いため、映像が完全に切り替えるには２フレーム分の時間（１
／１２０秒）が必要であることによる。上述したように、左右映像が切り替わるタイミン
グではクロストークが生じる。このため、各左右映像が表示される２フレームのうち、左
右映像が切り替わり始める最初のフレームでは左右レンズの液晶シャッタを閉じる。そし
て、次のフレームで左右映像に対応するいずれかの左右レンズの液晶シャッタを開くこと
により、ユーザの片方の目に液晶パネルを通過した光が届く。従来は、光源に供給される
電流が一定であったため、左右レンズのいずれかの液晶シャッタを開いたときにだけ光源
が発光した光がユーザの目に届くことになる。このとき、ユーザの目に届く光が明るけれ
ば、ユーザは映像を鮮明に認識しやすくなるため、従来、光源が発光する光の強度を変え
て映像を投影する技術が知られていた。
【０００７】
　特許文献１には、色分離手段が切り替える色に応じて光の強度を変えることによって、
光源から時分割で色分離された光を投射する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－１０２０３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、高輝度の光源として、例えば、ＵＨＰランプ（超高圧水銀灯）を採用したプ
ロジェクタを用いて、３Ｄ映像をスクリーンに投影する技術が用いられていた。しかし、
ＵＨＰランプは、ＵＨＰランプを発光するための電流（以下、「光源電流」と呼ぶ。）を
一定とし、同じ明るさで発光を続けるため、レンズの液晶シャッタを閉じるとユーザの目
に届く映像の光量が制限されてしまう。このため、ユーザの目に届く３Ｄ映像の輝度は、
左右レンズが常に開口した状態のまま光量を一定として投影される２Ｄ映像よりも低かっ
た。また、ＵＨＰランプを採用して３Ｄ映像を見るように構成すると、メガネの開口パタ
ーンを制御することしか方法がなかったため、左右レンズの開閉を切替える際に生じるク
ロストークが目立ち、３Ｄ映像の品質が低下していた。
【００１０】
　また、上述した表示装置に用いられるシャッタ眼鏡は、左右映像の書き換え期間に液晶
シャッタを閉じるため、それぞれの左右レンズの液晶シャッタを開く時間は３Ｄ映像の表
示時間に対して１／２以下となる。このため、左右レンズの液晶シャッタを閉じる期間で
は、シャッタ眼鏡に届く光を利用できず、ユーザは３Ｄ映像を暗く認識してしまう。一方
、ユーザが明るい３Ｄ映像を認識するためには、表示装置が使用する光源を、従来の光源
に比べて大型かつ高輝度とする必要があり、光源の消費電力が大きくなっていた。
【００１１】
　本開示はこのような状況に鑑みて成されたものであり、ユーザの目に届く時分割で表示
される左右映像の輝度を上げつつ、光源の消費電力を抑えることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本開示は、左目用の左映像と右目用の右映像から構成される時分割表示型の立体映像デ
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ータに基づいて、時分割で交互に左映像及び右映像を光変調素子に書き込む素子駆動部を
備える。
　また、シャッタ眼鏡の液晶シャッタの開閉を駆動するシャッタ眼鏡駆動部を備える。シ
ャッタ眼鏡駆動部は、光変調素子に書き込まれる左映像及び右映像が重なる書き換え期間
には、シャッタ眼鏡の左目用及び右目用のレンズに設けられた両方の液晶シャッタを閉じ
る。一方、左映像又は右映像のいずれかが単独で書き込まれる期間には、シャッタ眼鏡の
書き込まれた映像に対応するレンズに設けられた液晶シャッタを開く。
　また、液晶シャッタの開閉期間を１周期とした場合に、複数の周期にわたって光源電流
の総和をほぼ一定とする光源駆動部を備える。光源駆動部は、いずれかの液晶シャッタが
開く期間に、光変調素子を通過してスクリーンに投影される光を発する光源に供給する光
源電流を上げ、両方の液晶シャッタが閉じる期間に光源電流を下げる。
　また、シャッタ眼鏡駆動部に対する液晶シャッタの開閉のタイミングを制御し、素子駆
動部に対する左映像及び右映像の書込みのタイミングを制御し、及び光源駆動部に対する
液晶シャッタの開閉期間における光源の輝度の高低を制御する制御部を備える。
【００１３】
　このようにしたことで、左右映像が重なり合って表示される書き換え期間における光源
の輝度を下げ、左右映像のいずれかが単独で書き込まれる期間における光源の輝度を上げ
ることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本開示によれば、左右映像を時分割で交互に表示する左右映像を表示する場合に、左右
映像が重なり合って表示される書き換え期間では、光源の輝度をできるだけ低くし、単独
で表示される期間では、光源の輝度をできるだけ高くする。これにより、ユーザは、明瞭
な左右映像から輝度が高い３Ｄ映像を認識することができ、光源の消費電力を従来の光源
と変わらない程度に抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本開示の一実施の形態における３Ｄ表示システムの内部構成例を示すブロック図
である。
【図２】本開示の一実施の形態におけるプロジェクタ装置の内部構成例を示すブロック図
である。
【図３】本開示の一実施の形態におけるプロジェクタ装置の動作例を示す構成図である。
【図４】本開示の一実施の形態における左右レンズの開閉と液晶パネルに表示される映像
の切替えタイミングの例を示す説明図である。
【図５】本開示の一実施の形態における眼鏡開口関数と光源電流波形の例を示す説明図で
ある。
【図６】本開示の一実施の形態における左右レンズの開口直後には光源電流の上昇を抑え
る処理の例を示す説明図である。
【図７】本開示の一実施の形態における左右レンズの開口時と閉口時における光源電流値
の例を示す説明図である。
【図８】本開示の一実施の形態におけるシャッタ眼鏡の眼鏡開口関数と光源電流との関係
を示す説明図である。
【図９】従来の左右レンズの開閉と液晶パネルに表示される映像の切替えタイミングの例
を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、発明を実施するための形態（以下、実施の形態とする。）について説明する。な
お、説明は以下の順序で行う。
１．一実施の形態（光源輝度の制御：レンズの開口に合わせて光源電流を階段状に上げる
例）
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２．変形例
【００１７】
＜１．一実施の形態＞
［レンズの開口に合わせて光源電流を階段状に上げる例］
　以下、本開示の一実施の形態について、図１～図８を参照して説明する。本実施の形態
では、時分割で交互に左右映像をスクリーン１３に投影するプロジェクタ装置１と、シャ
ッタ眼鏡２１と、を含む３Ｄ表示システム１０に適用した例（以下、「本例」という。）
について説明する。
【００１８】
　図１は、３Ｄ表示システム１０の内部構成例を示す。
　図２は、プロジェクタ装置１の内部構成例を示す。
　３Ｄ表示システム１０は、スクリーン１３に左右映像（３Ｄ映像）を投影するプロジェ
クタ装置１と、時分割で左右レンズの液晶シャッタが開閉されるシャッタ眼鏡２１と、を
備える。
【００１９】
　プロジェクタ装置１は、左右映像の表示を制御する表示制御回路１１と、シャッタ眼鏡
２１に赤外線を発光する赤外線発光部４と、表示制御回路１１の制御に従って輝度を変え
、スクリーン１３に投影される光を発する光源６を備える。また、プロジェクタ装置１は
、光源６が発光する光を３Ｄ映像光として出射する光学エンジン１２を備える。光学エン
ジン１２は、表示制御回路１１（パネル駆動部７）の制御により時分割で交互に左映像及
び右映像が書き込まれる光変調素子としての液晶パネル８と、液晶パネル８を通過した光
よりなる映像を所定の倍率で拡大してスクリーン１３に投影するレンズ９を備える。
【００２０】
　光源６は一定の周期（例えば、５０Ｈｚ）で発光し、光源６が発した光は液晶パネル８
を通過し、スクリーン１３に３Ｄ映像として投影される。液晶パネル８と合成プリズムを
備える光学エンジン１２は、表示制御回路１１の制御により、合成プリズムに設置された
Ｒ，Ｇ，Ｂの液晶パネル８を通して光源６が発した光を三原色の映像光としてスクリーン
１３に投影する。
【００２１】
　表示制御回路１１は、外部の映像再生装置（不図示）から入力した３Ｄ映像信号の出力
を制御する制御部２を備える。また、時分割で切り換わる左右映像に合わせてシャッタ眼
鏡２１の左右レンズの液晶シャッタの駆動を指示するシャッタ駆動信号を出力するシャッ
タ眼鏡駆動部３を備える。また、制御部２から指示を受けて液晶パネル８を通過する光を
発する光源６の輝度の高低を制御する光源駆動部５と、制御部２の指示を受けて液晶パネ
ル８を駆動するパネル駆動部７を備える。
【００２２】
　光源駆動部５は、液晶シャッタの開閉期間を１周期とした場合に、いずれかの液晶シャ
ッタが開く期間に、液晶パネル８を通過してスクリーン１３に投影される光を発する光源
６に供給する光源電流を上げる。また、両方の液晶シャッタが閉じる期間に光源電流を下
げる。そして、複数の周期にわたって光源電流の総和をほぼ一定とする制御を行う。
【００２３】
　パネル駆動部７は、光変調素子（本例では、液晶パネル８）を駆動する素子駆動部とし
て用いられる。そして、パネル駆動部7は、左目用の左映像と右目用の右映像から構成さ
れる時分割表示型の立体映像データ（３Ｄ映像信号）に基づいて、時分割で交互に左映像
及び右映像を液晶パネル８に書き込む。
【００２４】
　制御部２は、シャッタ眼鏡駆動部３に対する液晶シャッタの開閉のタイミングを制御し
、パネル駆動部７に対する左映像及び右映像の書込みのタイミングを制御し、及び光源駆
動部５に対する液晶シャッタの開閉期間における光源６の輝度の高低を制御する。そして
、液晶パネル８に対する左映像及び右映像の書き換え期間では、光源駆動部５に光源６の
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輝度を下げる制御を行い、液晶パネル８が左映像又は右映像のいずれかが単独で書き込ま
れる期間では、光源駆動部５に光源６の輝度を上げる制御を行う。
【００２５】
　シャッタ眼鏡駆動部３は、シャッタ眼鏡２１の液晶シャッタを駆動するシャッタ駆動信
号を赤外線発光部４に供給する。赤外線発光部４は、シャッタ眼鏡２１にシャッタ駆動信
号を赤外線送信する。また、シャッタ眼鏡駆動部３は、液晶パネル８に書き込まれる左映
像及び右映像が重なる書き換え期間には、シャッタ眼鏡２１の左目用及び右目用のレンズ
に設けられた両方の液晶シャッタを閉じさせる。一方、左映像又は右映像のいずれかが単
独で書き込まれる期間には、シャッタ眼鏡２１の書き込まれた映像に対応するレンズに設
けられた液晶シャッタを開くように、シャッタ眼鏡２１の液晶シャッタの開閉を駆動する
。そして、赤外線発光部４は、シャッタ駆動信号を赤外線信号に電光変換し、所定のパタ
ーンで発光してシャッタ眼鏡２１に赤外線信号を送信する。
【００２６】
　シャッタ眼鏡２１は、赤外線発光部４から受光した赤外線信号をシャッタ駆動信号に光
電変換する赤外線受光部２３と、シャッタ駆動信号に合わせてシャッタ眼鏡２１の左右の
レンズを個別に開閉するタイミングを制御する制御回路２２を備える。シャッタ眼鏡２１
は、ユーザが左映像を見るときは左レンズの液晶シャッタを開け、右レンズの液晶シャッ
タを閉める。一方、ユーザが右映像を見るときは右レンズの液晶シャッタを開け、左レン
ズの液晶シャッタを閉める。ユーザの左右の目には、短時間で切り換えられた左右映像が
交互に入力するため、ユーザは、３Ｄ映像として認識する。
【００２７】
　プロジェクタ装置１は、左右映像の像光を３Ｄ映像信号に基づいて変調する光変調素子
として透過型又は反射型の液晶パネル８を用い、光変調素子に光源の光を照射する光学系
により、光変調素子を通過した映像をレンズ９で拡大してスクリーン１３に投影する。こ
のとき、プロジェクタ装置１は、スクリーン１３に時分割方式で３Ｄ映像を表示しており
、光源の輝度を制御することによって、いずれかの左右映像が単独でスクリーン１３に投
影される場合における映像の輝度を高めている。
【００２８】
　左右映像からなる３Ｄ映像信号は制御部２に入力される。制御部２は、パネル駆動部７
を介して交互に右映像と左映像を液晶パネル８に書き込む。このとき、制御部２は、光源
駆動部５に対して、光源６が許容する光源電流の上限及び下限の範囲において以下の光源
電流の制御を行う。すなわち、シャッタ眼鏡２１のレンズの液晶シャッタを開くと、シャ
ッタ眼鏡２１の開口関数に合わせた電流関数に従って、光源６に供給する光源電流を階段
状に上限まで上げる指示を行う。また、レンズの液晶シャッタを閉じると、光源６に供給
する光源電流を下限まで下げる指示を行う。このように、制御部２は、液晶パネル８に左
右映像が書き込まれるタイミングに合わせて、シャッタ眼鏡駆動部３を介してシャッタ眼
鏡２１の左右レンズを開閉する制御を行う。同時に、制御部２は、光源駆動部５に輝度の
高低を制御する輝度制御信号を送ることにより、光源駆動部５に光源６の輝度を制御させ
る。このようにして制御部２は、時分割で表示される左右映像の切替えタイミングに合わ
せて、光源６の輝度の高低と、シャッタ眼鏡２１の液晶シャッタの切替えタイミングを制
御する。
【００２９】
　図３は、プロジェクタ装置１が１／２４０秒毎に時分割をして左右映像の３Ｄ映像を表
示する場合における動作例を示す。
【００３０】
　プロジェクタ装置１は、通常、左右映像を１秒間に６０コマずつ、合計１２０コマで書
き込む。しかし、左右映像は切り換えタイミングで一瞬のうちに書き換わるのではなく、
例えば、画面の左上から右下に向かって左右映像が混ざりながら書き換わっていく。この
ため、左右映像の切り替わり時には、左右映像が重なるクロストークが発生しやすい。本
例のプロジェクタ装置１は、左映像と右映像をそれぞれ通常の倍の１２０コマ（合計２４
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０コマ）で再生し、１／２４０秒間を左右映像の書込み時間にあて、光源６の輝度の高低
をコマ毎に制御することにより、鮮明な３Ｄ映像を表示できるようにしている。
【００３１】
　図３Ａは、右映像に左映像が書き込まれる途中である初期状態（０／２４０秒）の例を
示す。
　このとき、左映像が上方から書かれるため、書き込み期間では、左映像が既に表示され
ている右映像に重なってしまう。このとき、ユーザが映像を二重に見てしまうことを防ぐ
ため、光源６の輝度が瞬時に下げられ、シャッタ眼鏡２１の左右レンズの液晶シャッタが
閉じられる。これによってユーザの両目に届く光が遮られる。
【００３２】
　図３Ｂは、初期状態から１／２４０秒だけ進んだ状態の例を示す。
　通常の６０フレーム／秒の映像に比べ、２４０フレーム／秒とすることで、初期状態か
ら１／２４０秒だけ経過すると、左映像がくっきりと表示される。このとき、光源６の輝
度が上げられ、シャッタ眼鏡２１の左レンズを光が透過することで、ユーザは高輝度な左
映像を認識することが出来る。
【００３３】
　図３Ｃは、初期状態から２／２４０秒だけ進んだ状態の例を示す。
　上述したように、右映像が上方から書かれるため、書き込み期間では、既に表示されて
いる左映像と重なってしまう。このとき、映像が二重に見えてしまうことを防ぐため、光
源６の輝度が下げられ、シャッタ眼鏡２１の左右レンズの液晶シャッタが閉じられること
によってユーザの両目に届く光が遮られる。
【００３４】
　図３Ｄは、初期状態から３／２４０秒だけ進んだ状態の例を示す。
　初めから３／２４０秒だけ経過すると、右映像がくっきりと表示される。このとき、光
源６の輝度が上げられ、シャッタ眼鏡２１の右目用レンズを光が透過することで、ユーザ
は高輝度な右映像を認識することが出来る。
【００３５】
　図４は、シャッタ眼鏡２１の左右レンズの液晶シャッタの開閉と液晶パネル８に表示さ
れる映像の切替えタイミングの例を示す。
　図４の上段には、時間経過によって切替えられる液晶パネル８に表示される映像の切替
えタイミングが示され、下段にはシャッタ眼鏡２１の左右レンズの液晶シャッタが開閉さ
れる切替えタイミングが示される。ここで、各矩形枠に記載した文字の内、「Ｒ」を右映
像、「Ｌ」を左映像として表し、各文字に付される数字を各映像のフレーム番号を表す。
　パネル駆動部７が駆動する液晶パネル８の動作例については、上述した従来の液晶パネ
ルの動作例と同様であるため、説明を省略する（図９参照）。
【００３６】
　明るい３Ｄ映像をスクリーン１３に表示するためには、右映像と左映像を交互に表示す
る必要がある。右映像は右目だけ、左映像は左目だけに届けばよいため、交互に書き換わ
る左右映像と同期させて光の透過又は遮断を制御できるシャッタ眼鏡２１が用いられる。
上述したように左映像の表示期間はシャッタ眼鏡の左レンズの液晶シャッタを開き、右目
用のシャッタを閉じておく。次に右映像を表示すると同時にシャッタ眼鏡の左レンズの液
晶シャッタを閉じて右レンズの液晶シャッタを開く。以降、液晶パネル８とシャッタ眼鏡
２１は、この動作を繰り返す。
【００３７】
　プロジェクタ装置１が投影する左右映像は、所定のタイミングで交互に切替えてスクリ
ーン１３に表示される。このため、理想的には、左映像が表示される時にシャッタ眼鏡２
１の右目レンズの液晶シャッタが閉まり、右映像が表示される時にシャッタ眼鏡２１の左
目レンズの液晶シャッタが閉まることが望ましい。
【００３８】
　しかし、プロジェクタ装置１が右映像から左映像に切替えて表示する際、画面の上部か
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ら下部に向かって左映像が書き込まれていく。ここで、ユーザが右映像と左映像が同時に
見ると左右映像が２重に見えてしまう。このため、ユーザが見る映像は輪郭がぼやけてし
まうばかりでなく、立体感も損なわれてしまうため、同時に左右映像を視認する状態を避
けなければならない。ただし、光源６を完全にオフしてしまうと、再度オンするときに時
間がかかるため、光源６はオフにする直前まで輝度を下げることが望ましい。
【００３９】
　このため、光源駆動部５は、左右レンズのいずれかの液晶シャッタが開かれるタイミン
グで、光源駆動部５が光源６に供給する光源電流を増加して輝度を上げ、左右レンズの両
方の液晶シャッタが閉じるタイミングで、光源電流を減少して輝度を下げる制御を行う。
【００４０】
　図５は、眼鏡開口関数と光源電流関数の波形の例を示す。図５Ａは、眼鏡開口関数をグ
ラフ表示した例を示し、図５Ｂは、光源電流関数をグラフ表示した例を示す。
【００４１】
　眼鏡開口関数は、シャッタ眼鏡２１の開口度を求めるための関数である。図５Ａには、
一定の輝度を有する光源の前に置かれたシャッタ眼鏡２１の液晶シャッタを開閉し、液晶
シャッタを通過する光の輝度を輝度計で計測して求めた値がプロットされ、縦軸を輝度、
横軸を時間としてグラフ表示される。眼鏡開口関数では外乱によるパルスの影響が除かれ
る。図５Ａに示す眼鏡開口関数は矩形波ではなく、レンズの液晶シャッタを開く過渡期で
はなだらかに上昇する関係にあることが判明する。そして、図５Ａに示す立ち上がり部分
の期間では、シャッタ眼鏡２１の液晶シャッタの応答特性に対して、クロストークの影響
による映像品質の低下を避けるため、光源電流を上げないか、若しくは、意図的に光源電
流を下げる制御が行われる。
【００４２】
　光源電流関数は、光源６に供給する光源の大きさを求めるための関数である。図５Ｂに
は、レンズの開口に合わせて階段状に光源電流を上げる光源電流値がプロットされ、縦軸
を電流値、横軸を時間としてグラフ表示される。
　ここで、光源駆動部５は、左映像又は右映像を書き換える際における液晶パネル８の応
答期間を経過した後に光源６の輝度を高めることとなる。
【００４３】
　また、レンズの開口時に光源電流を効率的に上げるためには、階段状に光源電流を上げ
なければならないことが判明した。光源電流を階段状に上げる以外の方法で光源電流を上
げようとすると、光源６に加わるランプ電圧が短時間に急激に上昇し、光源６の寿命に影
響が及ぶ場合があるためである。このため、図５Ｂに示すように、レンズが閉口している
ときには光源電流を下げ、レンズが開口すると光源電流を徐々に上げるように光源電流を
制御する。具体的には、光源駆動部５は、最初の１／４周期（１／２４０秒間）で光源電
流を下げ、次の１／４周期（１／２４０秒間）で光源電流を上げることとなる。
【００４４】
　図６は、左右レンズの開口直前又は閉口直後に光源電流の上昇を抑える処理の例を示す
。
　上述したように、左右映像の切替えタイミングに合わせて１／１２０秒毎に左右レンズ
の開閉が切り替わる。このとき、切り替わり始める最初の１／２４０秒間は左右レンズの
液晶シャッタが共に閉じており、次の１／２４０秒間は左右レンズの液晶シャッタのいず
れかが開く。
【００４５】
　いずれかの左右レンズの開口直後であっても、クロストークの影響を抑えるために、光
源駆動部５は光源電流を上げない。左右レンズの開口直前には、左右レンズが共に閉口と
なる期間が存在している。しかし、液晶の駆動速度が遅いため、いずれかの左右映像が表
示された際に、両方の左右レンズが開口していると、クロストークが発生してしまう。ク
ロストークの発生を避けるために、光源駆動部５は、シャッタ眼鏡駆動部３が液晶シャッ
タを開く直前、及びシャッタ眼鏡駆動部３が液晶シャッタを閉じる直後には、光源６に供
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給する光源電流の増加を抑える。その後、液晶シャッタを開くと、時間経過と共に階段状
に光源電流を上げる。このように対応するのは、左右レンズは、矩形波により一瞬で開口
するのではなく、なだらかに開口されるためであり、開口度に合わせて光源電流を上げる
ことが最適だからである。
【００４６】
　図７は、左右レンズの開口時と閉口時における光源電流値の例を示す。
　左右レンズを閉口する時には、光源電流波形を任意として構わない。しかし、光源６の
消費電力を一定にしつつ、３Ｄ映像の輝度を高めるためには、左右レンズの開口時は光源
電流値をできるだけ高くし、左右レンズの閉口時は光源電流値をできるだけ低くしなけれ
ばならない。ここで、所定の時間領域における光源電流の上昇を制御する際には、複数の
フレーム期間にわたる一定時間で観測した時に、光源６の消費電力は一定でなければなら
ない。このため、次式（１）のように、左右レンズの開閉時における光源電流値を定める
。
　左右レンズ閉口時の光源電流値＋左右レンズ開口時の光源電流値＝一定　…（１）
　このとき、”左右レンズ閉口時の光源電流値＜＜左右レンズ開口時の光源電流値”の関
係を満たすことが望ましい。
【００４７】
　図８は、シャッタ眼鏡２１の眼鏡開口関数と光源電流値との関係を示す。
　図８Ａは、眼鏡開口関数の例を示す。
　上述したようにシャッタ眼鏡２１の左右レンズの開口又は閉口は、液晶シャッタの開閉
により制御されるため、レンズが開口するまでに時間がかかる。
【００４８】
　図８Ｂは、光源電流値の波形の例を示す。
　光源駆動部５は、シャッタ眼鏡２１の液晶シャッタが開かれると階段状に光源電流値を
上げ、できるだけ高い電流を光源６に供給する。そして、液晶シャッタが閉じられると、
できるだけ低い電流を光源６に供給する。
【００４９】
　図８Ｃは、光源６の光がシャッタ眼鏡２１を通過して計測される輝度の例を示す。
　眼鏡開口関数によって表される山形の波形は、光源電流波形によって表される輝度に応
じて変化する。そして、図８Ｃに示す輝度の波形より、シャッタ眼鏡２１を通過する光を
計測する輝度が階段状に変化することが示される。このように、眼鏡の開口時間に合わせ
て光源電流を徐々に上げることにより、シャッタ眼鏡２１を通してユーザが見る３Ｄ映像
の明るさを段階的に向上させる。
　このとき、理想的な関数は、次式（２）に示される。
　眼鏡開口関数×左右レンズの開口時に供給される光源電流波形＝最大値　…（２）
【００５０】
　そして、制御部２は、メガネ開口関数ｆ（ｔ），光源電流関数ｇ（ｔ）に対して、下記
の式（３）を用いて演算を行う。このとき、光源駆動部５は、液晶シャッタが開く期間に
、光源電流の時間積分値を単調増加させ、時間積分値が最大になるように、ｇ（ｔ）を決
定する。なお、ｆ（ｔ）は、シャッタ眼鏡２１の種類によって一意によって定まる関数で
ある。
【００５１】
【数１】

【００５２】
　また、ｆ（ｔ），ｇ（ｔ）において、周期関数となるため、式（４）に示すように、数
列演算となる。
【００５３】
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【数２】

【００５４】
　メガネ開口関数ｆ（ｔ）は、電流関数の定数倍で定義される事が望ましい。このため、
上式に合わせたコンボリューション（たたみ込み）が最大となるｇ（ｔ）は、次式（５）
で表される。ここで、ｋは、定数であり、∽は、相似を表す。
　ｆ（ｔ）　∽　ｋ×ｇ（ｔ）…（５）
【００５５】
　以上説明した一実施の形態に係る３Ｄ表示システム１０によれば、時分割方式の３Ｄ映
像をスクリーン１３に投影して３Ｄ映像を表示する際、液晶パネル８に書き込まれる左映
像と右映像が完全に書き換わるまで、光源駆動部５は、光源６の輝度をできるだけ下げる
。一方、左映像と右映像がそれぞれ液晶パネル８に完全に書き込まれると、制御部２の指
示により光源駆動部５は、光源６の輝度をできるだけ上げる。
【００５６】
　このとき、光源駆動部５は、スクリーン１３に投影する映像とシャッタ眼鏡２１の液晶
シャッタに同期させて、光源６に供給する光源電流を制御する。例えば、光源駆動部５は
、光源６に対して、左右映像が切り替わり始める最初の１／２４０秒間はできるだけ光源
電流を減少させ、光源６の輝度を下げる。パネル駆動部７が液晶パネル８の映像を書き換
えている間、右映像と左映像が同時に見えないように、シャッタ眼鏡２１の左右レンズの
液晶シャッタが両方閉じられる。シャッタ眼鏡２１の液晶シャッタが両方閉じられている
期間は映像を表示する必要がないため、光源６の輝度を下げてもユーザは輝度の低下を認
識しない。このとき、光源駆動部５は、光源電流を瞬時にできるだけ下げることにより、
光源６の消費電力を抑えることができる。
【００５７】
　そして、光源駆動部５は、次の１／２４０秒間は、光源電流を階段状にできるだけ高く
していく。光源６の輝度を最大化するためには、光源電流を時間積分値に対して最大化す
る必要がある。その後、左右レンズの液晶シャッタが閉じる際には、光源電流をできるだ
け下げる。なお、左右レンズの開口直前はクロストークの影響による映像品質の低下を避
けるため、光源電流を上げないか、若しくは、意図的に光源電流を下げる。
【００５８】
　このように光源電流を制御することにより、左映像と右映像の切替え時に光源６の輝度
を下げるため、クロストークを抑制することができる。また、左右映像がいずれも完全に
書き換わったときに、できるだけ光源の輝度を上げることにより、従来の光源より高い輝
度で左右映像を投影することができる。また、左右映像の書き換え期間では光源の輝度を
できるだけ下げるため、光源に負担をかけにくく、光源６の使用可能な期間を延ばすこと
ができる。また、複数のフレーム期間にわたって光源６の消費電力を一定に保ちながら、
左右映像の輝度を高めることが可能である。このため、３Ｄ映像の輝度を上げつつ、光源
６の消費電力を従来の光源と変わらない程度に保つことができることが可能となる。
【００５９】
＜２．変形例＞
　なお、同様に液晶パネル８に時分割で左右映像を表示する場合には、左右映像にそれぞ
れ異なる偏光を与え、これに適合する透過偏光方向を持つ光素子をシャッタ眼鏡に用いる
３Ｄ表示システムに用いてもよい。また、１フレームが６０Ｐである３Ｄ映像信号でなく
てもよい。さらに高い輝度と低い輝度のコントラストを高めるようにしてもよい。また、
光源６の消費電力を一定とするのであれば、ＵＨＰランプ以外のキセノンランプ、メタル
ハライドランプ等の光量が大きい光源を用いてもよい。
【００６０】
　また、本開示は上述した実施の形態に限られるものではなく、特許請求の範囲に記載し
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た本開示の要旨を逸脱しない限りその他種々の応用例、変形例を取り得ることは勿論であ
る。
【００６１】
　なお、本開示は以下のような構成も取ることができる。
（１）左目用の左映像と右目用の右映像から構成される時分割表示型の立体映像データに
基づいて、時分割で交互に前記左映像及び右映像を光変調素子に書き込む素子駆動部と、
　前記光変調素子に書き込まれる前記左映像及び前記右映像が重なる書き換え期間には、
シャッタ眼鏡の前記左目用及び右目用のレンズに設けられた両方の液晶シャッタを閉じ、
前記左映像又は右映像のいずれかが単独で書き込まれる期間には、前記シャッタ眼鏡の書
き込まれた映像に対応するレンズに設けられた前記液晶シャッタを開くように、前記シャ
ッタ眼鏡の液晶シャッタの開閉を駆動するシャッタ眼鏡駆動部と、
　前記液晶シャッタの開閉期間を１周期とした場合に、いずれかの前記液晶シャッタが開
く期間に、前記光変調素子を通過してスクリーンに投影される光を発する光源に供給する
光源電流を上げ、両方の前記液晶シャッタが閉じる期間に前記光源電流を下げ、複数の周
期にわたって前記光源電流の総和をほぼ一定とする光源駆動部と、
　前記シャッタ眼鏡駆動部に対する前記液晶シャッタの開閉のタイミングを制御し、前記
素子駆動部に対する前記左映像及び右映像の書込みのタイミングを制御し、及び前記光源
駆動部に対する前記液晶シャッタの開閉期間における前記光源の輝度の高低を制御する制
御部と、を備える
　表示制御回路。
（２）前記光源駆動部は、前記光源が許容する光源電流の上限及び下限の範囲において、
前記液晶シャッタが開くと、前記シャッタ眼鏡の開口関数に合わせた電流関数に従って、
前記光源に供給する光源電流を階段状に前記上限まで上げ、前記液晶シャッタが閉じると
、前記光源に供給する光源電流を前記下限まで下げる制御を行う
　前記（１）記載の表示制御回路。
（３）前記光源駆動部は、前記左映像又は前記右映像を書き換える際における前記光変調
素子の応答期間を経過した後に前記光源の輝度を高める
　前記（１）又は（２）記載の表示制御回路。
（４）前記光源駆動部は、前記液晶シャッタが開く期間に合わせて前記光源電流の時間積
分値を単調増加させるように前記光源電流を前記光源に供給する
　前記（１）～（３）のいずれかに記載の表示制御回路。
（５）前記光源駆動部は、前記シャッタ眼鏡駆動部が前記液晶シャッタを開く直前、及び
前記シャッタ眼鏡駆動部が前記液晶シャッタを閉じる直後には、前記光源に供給する前記
光源電流の増加を抑える
　前記（１）～（４）のいずれかに記載の表示制御回路。
（６）前記シャッタ眼鏡の開口関数は、前記電流関数の定数倍で定義される
　前記（１）～（５）のいずれかに記載の表示制御回路。
（７）前記光変調素子は、透過型又は反射型の液晶パネルである
　前記（１）～（５）のいずれかに記載の表示制御回路。
（８）前記シャッタ眼鏡駆動部が送信する前記シャッタ眼鏡の液晶シャッタを駆動するシ
ャッタ駆動信号は、有線又は無線で送信される
　前記（１）～（５）のいずれかに記載の表示制御回路。
（９）左目用の左映像と右目用の右映像から構成される時分割表示型の立体映像データに
基づいて、時分割で交互に前記左映像及び右映像が書き込まれる光変調素子と、
　前記光変調素子を通過してスクリーンに投影される光を発する光源と、
　前記左映像及び右映像を光変調素子に書き込む素子駆動部と、
　前記光源から発せされ、前記光変調素子を通過した光よりなる前記左映像又は右映像を
所定の倍率で拡大するレンズと、
　前記光変調素子に書き込まれる前記左映像及び前記右映像が重なる書き換え期間には、
シャッタ眼鏡の前記左目用及び右目用のレンズに設けられた両方の液晶シャッタを閉じ、



(13) JP 2013-12980 A 2013.1.17

10

前記左映像又は右映像のいずれかが単独で書き込まれる期間には、前記シャッタ眼鏡の書
き込まれた映像に対応するレンズに設けられた前記液晶シャッタを開くように、前記シャ
ッタ眼鏡の液晶シャッタの開閉を駆動するシャッタ眼鏡駆動部と、
　前記液晶シャッタの開閉期間を１周期とした場合に、いずれかの前記液晶シャッタが開
く期間に、前記光変調素子を通過する光を発する光源に供給する光源電流を上げ、両方の
前記液晶シャッタが閉じる期間に前記光源電流を下げ、複数の周期にわたって前記光源電
流の総和をほぼ一定とする光源駆動部と、
　前記シャッタ眼鏡駆動部に対する前記液晶シャッタの開閉のタイミングを制御し、前記
素子駆動部に対する前記左映像及び右映像の書込みのタイミングを制御し、及び前記光源
駆動部に対する前記液晶シャッタの開閉期間における前記光源の輝度の高低を制御する制
御部と、を備える
　プロジェクタ装置。
【符号の説明】
【００６２】
　１…プロジェクタ装置、２…制御部、３…シャッタ眼鏡駆動部、４…赤外線発光部、５
…光源駆動部、６…光源、７…パネル駆動部、８…液晶パネル、９…レンズ、１０…３Ｄ
表示システム、１１…表示制御回路、１２…光学エンジン、１３…スクリーン、２１…シ
ャッタ眼鏡、２２…制御回路、２３…赤外線受光部
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