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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左目用画像と右目用画像とを切り換えて表示する切換表示機能を有する表示装置と協働
する表示補助装置であって、
　表示対象からの表示光を受光する受光手段と、
　上記受光手段で受光された表示光に切換表示用同期信号が含まれるか否かを判別する判
別手段と、
　上記切換表示用同期信号の特徴を解析する解析手段と、
　上記解析手段により解析された上記切換表示用同期信号の特徴に基づいて温度情報を取
得する温度取得手段と、
　上記判別手段により上記切換表示用同期信号が含まれると判別された場合、上記切換表
示用同期信号及び上記温度取得手段で取得した上記温度情報に基づいて、当該切換表示用
同期信号の受光期間に左目用画像と右目用画像をともに遮断し、且つ切換表示される上記
左目用画像に対するシャッタと上記右目用画像に対するシャッタの切換シャッタ動作を実
行する切換制御手段と
を具備したことを特徴とする表示補助装置。
【請求項２】
　温度センサをさらに具備し、
　上記温度取得手段は、上記温度センサにより上記表示補助装置が使用される環境の温度
情報を取得する
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ことを特徴とする請求項１記載の表示補助装置。
【請求項３】
　上記温度取得手段は、上記解析手段により解析された上記切換表示用同期信号の特徴と
して上記切換表示用同期信号のパルス幅に基づいて温度情報を取得する
ことを特徴とする請求項１または２記載の表示補助装置。
【請求項４】
　上記温度取得手段は、上記解析手段により解析された上記切換表示用同期信号の特徴と
して上記切換表示用同期信号の波形に基づいて温度情報を取得する
ことを特徴とする請求項１乃至３いずれか記載の表示補助装置。
【請求項５】
　上記切換制御手段は、上記切換表示用同期信号の受光の終了タイミングに合わせて上記
左目用画像または上記右目用画像のいずれかを透過させる切換シャッタ動作を開始するこ
とを特徴とする請求項１乃至４いずれか記載の表示補助装置。
【請求項６】
　上記切換制御手段は、上記切換表示用同期信号に基づいて、上記左目用画像及び上記右
目用画像の表示期間を認識し、上記表示期間の終了タイミングに合わせて、それぞれ対応
する上記左目用画像または上記右目用画像を遮断させる切換シャッタ動作を開始すること
を特徴とする請求項１乃至５いずれか記載の表示補助装置。
【請求項７】
　上記判別手段は、上記受光手段によって相対的に大きな強度のパルス光が周期的に受光
されるか否かに基づいて、上記切換表示用同期信号が含まれるか否かを判別することを特
徴とする請求項１乃至６いずれか記載の表示補助装置。
【請求項８】
　上記判別手段は、上記切換表示用同期信号が含まれると判別した場合、上記切換表示用
同期信号の間隔に基づいて、当該同期信号に続く期間が上記左目用画像と上記右目用画像
いずれの表示期間であるのかを判別することを特徴とする請求項７記載の表示補助装置。
【請求項９】
　左目用画像と右目用画像とを切り換えて表示する切換表示機能を有する表示装置、及び
この表示装置と協働する表示補助装置を含む表示システムであって、
　上記表示装置は、
　表示する画像に切換表示用同期信号を重畳する同期信号重畳手段と、
　上記同期信号重畳手段で切換表示用同期信号を重畳した画像を表示する表示手段と
を具備し、
　上記表示補助装置は、
　上記請求項１乃至８いずれか記載の表示補助装置である
ことを特徴とする表示システム。
【請求項１０】
　上記表示装置は、
　上記表示装置が使用される環境の温度情報を取得する温度取得手段と、
　上記温度取得手段で取得された上記温度情報を通知する通知手段と
をさらに具備することを特徴とする請求項９記載の表示システム。
【請求項１１】
　上記通知手段は、上記同期信号重畳手段が、上記温度取得手段で取得された上記温度情
報に応じた上記切換表示用同期信号を上記表示する画像に重畳することにより上記温度情
報を通知することを特徴とする請求項１０記載の表示システム。
【請求項１２】
　上記通知手段は、上記同期信号重畳手段が、上記温度取得手段で取得された上記温度情
報に応じたパルス幅の上記切換表示用同期信号を上記表示する画像に重畳することにより
上記温度情報を通知することを特徴とする請求項１１記載の表示システム。
【請求項１３】
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　上記通知手段は、上記同期信号重畳手段が、上記温度取得手段で取得された上記温度情
報に応じた波形の上記切換表示用同期信号を上記表示する画像に重畳することにより上記
温度情報を通知することを特徴とする請求項１１または１２記載の表示システム。
【請求項１４】
　左目用画像と右目用画像とを切り換えて表示する切換表示機能を有する表示装置と協働
する装置での表示方法であって、
　表示対象からの表示光を受光する受光工程と、
　上記受光工程で受光された表示光に切換表示用同期信号が含まれるか否かを判別する判
別工程と、
　上記切換表示用同期信号の特徴を解析する解析工程と、
　上記解析工程により解析された上記切換表示用同期信号の特徴に基づいて温度情報を取
得する温度取得工程と、
　上記判別工程で上記切換表示用同期信号が含まれると判別した場合、上記切換表示用同
期信号及び上記温度取得工程で取得した上記温度情報に基づいて、当該切換表示用同期信
号の受光期間に左目用画像と右目用画像をともに遮断し、且つ切換表示される上記左目用
画像に対するシャッタと上記右目用画像に対するシャッタの切換シャッタ動作を実行する
切換制御工程と
を有したことを特徴とする表示方法。
【請求項１５】
　左目用画像と右目用画像とを切り換えて表示する切換表示機能を有する表示装置と協働
する装置が内蔵したコンピュータが実行するプログラムであって、上記コンピュータを、
　表示対象からの表示光を受光する受光手段、
　上記受光手段で受光された表示光に切換表示用同期信号が含まれるか否かを判別する判
別手段、
　上記切換表示用同期信号の特徴を解析する解析手段、
　上記解析手段により解析された上記切換表示用同期信号の特徴に基づいて温度情報を取
得する温度取得手段、
　上記判別手段により上記切換表示用同期信号が含まれると判別した場合、上記切換表示
用同期信号及び上記温度取得手段で取得した上記温度情報に基づいて、当該切換表示用同
期信号の受光期間に左目用画像と右目用画像をともに遮断し、且つ切換表示される上記左
目用画像に対するシャッタと上記右目用画像に対するシャッタの切換シャッタ動作を実行
する切換制御手段
として機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特にＤＬＰ（登録商標）方式のプロジェクタ等に好適な表示補助装置、表示
システム、表示方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＤＬＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｌｉｇｈｔ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）（登録商標）方式のプ
ロジェクタにおいて、３Ｄ（立体）画像を同期パルスとともに投影し、視認させるように
す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】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－０７０１７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　上記特許文献に記載された技術を含め、ＤＬＰ方式のプロジェクタで左目用画像と右目
用画像とを切り換えて３Ｄ画像の投影を行なう場合には、プロジェクタ側で本来の画像信
号と無関係に、輝度の高い同期パルスを極短時間だけ発光することで、３Ｄメガネ（視認
用メガネ）側で左目用画像と右目用画像の同期を制御するような構成を採っている。
【０００５】
　したがって、特に光量の少ない暗い画像を投影する場合には、投影される画像とは関係
ない同期パルスの影響で、本来は黒くなるべき部分が若干明るく投影される、所謂「黒浮
き」と称される現象が発生し、投影される画質を低下させる一因となっている。
【０００６】
　本発明は上記のような実情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、左目用
画像と右目用画像とを切り換えて表示する表示装置に対し、視認用メガネ（表示補助装置
）で黒浮きを発生させることなく左目用画像と右目用画像を視認することが可能な表示補
助装置、表示システム、表示方法及びプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様は、左目用画像と右目用画像とを切り換えて表示する切換表示機能を有
する表示装置と協働する表示補助装置であって、表示対象からの表示光を受光する受光手
段と、上記受光手段で受光された表示光に切換表示用同期信号が含まれるか否かを判別す
る判別手段と、上記切換表示用同期信号の特徴を解析する解析手段と、上記解析手段によ
り解析された上記切換表示用同期信号の特徴に基づいて温度情報を取得する温度取得手段
と、上記判別手段により上記切換表示用同期信号が含まれると判別された場合、上記切換
表示用同期信号及び上記温度取得手段で取得した上記温度情報に基づいて、当該切換表示
用同期信号の受光期間に左目用画像と右目用画像をともに遮断し、且つ切換表示される上
記左目用画像に対するシャッタと上記右目用画像に対するシャッタの切換シャッタ動作を
実行する切換制御手段とを具備したとを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、左目用画像と右目用画像を切り換えて表示する表示装置に対し、視認
用メガネ（表示補助装置）で黒浮きを発生させることなく左目用画像と右目用画像を視認
することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態に係るプロジェクタシステムの投影環境を例示する図。
【図２】同実施形態に係る３Ｄ液晶メガネの外観構成を示す斜視図。
【図３】同実施形態に係るプロジェクタ装置の機能回路の概略構成を示すブロック図。
【図４】同実施形態に係る３Ｄ液晶メガネＧＬの機能回路の概略構成を示すブロック図。
【図５】同実施形態に係る３Ｄ画像投影時の光源駆動のタイミングチャート。
【図６】同実施形態に係る３Ｄ液晶メガネＧＬのレンズを構成する液晶パネルの温度に対
する応答速度特性（Ａ）、温度に対応した駆動制御電圧特性（Ｂ）、及び温度と駆動制御
電圧の設定例（Ｃ）を示す図。
【図７】本発明の他の実施形態に係る表示装置の構成例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明をＤＬＰ（登録商標）方式のプロジェクタ装置に適用した場合の一実施形
態について図面を参照して説明する。
【００１１】
　図１は、同実施形態に係るプロジェクタ装置１０を含む投影システムの環境を示す図で
ある。同図で示すように、プロジェクタ装置１０からスクリーンＳＣに対して投影される
画像を、３Ｄ液晶メガネＧＬ（視認用メガネ、表示補助装置）を装着したユーザＵＳが鑑
賞する。
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【００１２】
　図２は、上記３Ｄ液晶メガネＧＬの外観構成を示す斜視図である。３Ｄ液晶メガネＧＬ
は、ユーザＵＳが眼鏡使用者であっても重ねて装着して使用可能なオーバグラスとなって
おり、中央のブリッジ部分前面側に受光センサＬＳが配設される。この受光センサＬＳは
、上記スクリーンＳＣに向けられた場合にスクリーンＳＣ面上の照度の変化を検出する。
この受光センサＬＳで受光する、投影画像中に重畳されている同期信号に同期して、左側
と右側の透過型モノクロ液晶パネルで構成されるレンズを交互に遮蔽／透過することで、
ユーザＵＳが立体画像を鑑賞することが可能となる。
【００１３】
　また、上記受光センサＬＳの下部、なるべくユーザＵＳの体温からの影響を受けない位
置に、温度センサＴＳが埋設される。この温度センサＴＳは、３Ｄ液晶メガネＧＬの周囲
の環境下で、３Ｄ液晶メガネＧＬの左右各レンズの温度を検出するべく配設される。　
　また、適切な位置に、この３Ｄ液晶メガネＧＬの電源をオン／オフする図示しない電源
キーが配設される。
【００１４】
　次いで図３により上記プロジェクタ装置１０内の機能回路の概略構成について説明する
。　
　入力部１１は、例えばピンジャック（ＲＣＡ）タイプのビデオ入力端子、Ｄ－ｓｕｂ１
５タイプのＲＧＢ入力端子などにより構成される。入力部１１に入力された各種規格のア
ナログ画像信号は、入力部１１で必要によりデジタル化された後に、システムバスＳＢを
介して画像変換部１２に送られる。
【００１５】
　画像変換部１２は、スケーラとも称され、入力される画像データを投影に適した所定の
フォーマットの画像データに統一して投影処理部１３へ送る。
【００１６】
　投影処理部１３は、送られてきた画像データに応じて、所定のフォーマットに従ったフ
レームレート、例えば１２０［フレーム／秒］と色成分の分割数、及び表示階調数を乗算
した、より高速な時分割駆動により、空間的光変調素子であるマイクロミラー素子１４を
表示するべく駆動する。
【００１７】
　このマイクロミラー素子１４は、アレイ状に配列された複数、例えばＷＸＧＡ（Ｗｉｄ
ｅ　ｅＸｔｅｎｄｅｄ　Ｇｒａｐｈｉｃ　Ａｒｒａｙ）（横１２８０画素×縦８００画素
）分の微小ミラーの各傾斜角度を個々に高速でオン／オフ動作して画像を表示することで
、その反射光により光像を形成する。
【００１８】
　一方で、光源部１５から時分割でＲ，Ｇ，Ｂの原色光が循環的に出射される。この光源
部１５からの原色光が、ミラー１６で全反射して上記マイクロミラー素子１４に照射され
る。
【００１９】
　そして、マイクロミラー素子１４での反射光で光像が形成され、形成された光像が投影
レンズユニット１７を介して、投影対象となる図示しないスクリーンに投影表示される。
【００２０】
　光源部１５は、青色のレーザ光を発するＬＤ（レーザダイオード）１８を有する。　
　ＬＤ１８が発する青色のレーザ光は、ダイクロイックミラー１９を透過した後に蛍光ホ
イール２０の周面に照射される。この蛍光ホイール２０は、ホイールモータ（Ｍ）２１に
より回転されるもので、上記青色のレーザ光が照射される周面全周に渡って蛍光体層２０
ｇを形成している。蛍光ホイール２０の蛍光体層２０ｇが形成されている面の裏面には図
示しない反射板が蛍光体層２０ｇと重なるように設けられている。また、蛍光ホイール２
０の周面の一端部には、この蛍光ホイール２０の回転同期をとるための基準回転位置を示
すホイールマーカ（図示せず）が設けられる。
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【００２１】
　上記投影処理部１３は、マーカセンサ２２からの検出信号により蛍光ホイール２０が正
常に回転しているかの回転状態を監視している。
【００２２】
　上記蛍光ホイール２０の蛍光体層２０ｇに青色のレーザ光が照射されることで、緑色光
が反射光として励起する。この緑色光は、上記ダイクロイックミラー１９で反射され、ダ
イクロイックミラー２３を透過して上記ミラー１６に至る。
【００２３】
　さらに光源部１５は、赤色光を発するＬＥＤ（発光ダイオード）２４、及び青色光を発
するＬＥＤ２５を有する。　
　ＬＥＤ２４が発する赤色光は、ダイクロイックミラー２６で反射され、さらに上記ダイ
クロイックミラー２３でも反射された後に、上記ミラー１６に至る。
【００２４】
　ＬＥＤ２５が発する青色光は、ミラー２７で全反射され、上記ダイクロイックミラー２
６を透過した後に、上記ダイクロイックミラー２３で反射され、上記ミラー１６に至る。
【００２５】
　以上の如く、ダイクロイックミラー１９は、青色光を透過する一方で、緑色光を反射す
る。ダイクロイックミラー２３は、緑色光を透過する一方で、赤色光及び青色光を反射す
る。ダイクロイックミラー２６は、赤色光を反射する一方で、青色光を透過する。　
　投影処理部１３は、上記マイクロミラー素子１４での画像の表示による光像の形成、上
記ＬＤ１８、ＬＥＤ２４，２５の各発光、上記ホイールモータ２１による蛍光ホイール２
０の回転、及び上記マーカセンサ２２による蛍光ホイール２０の回転状態の検出を、後述
するＣＰＵ２８の制御の下に実行する。
【００２６】
　上記各回路の動作すべてをＣＰＵ２８が制御する。このＣＰＵ２８は、メインメモリ２
９及びプログラムメモリ３０と直接接続される。メインメモリ２９は、例えばＳＲＡＭで
構成され、ＣＰＵ２８のワークメモリとして機能する。プログラムメモリ３０は、電気的
に書換可能な不揮発性メモリで構成され、ＣＰＵ２８が実行する動作プログラムや各種定
型データ等を記憶する。ＣＰＵ２８は、上記メインメモリ２９及びプログラムメモリ３０
を用いて、このプロジェクタ装置１０内の制御動作を実行する。
【００２７】
　上記ＣＰＵ２８は、操作部３１からのキー操作信号に応じて各種投影動作を実行する。
　
　この操作部３１は、プロジェクタ装置１０の本体に設けられるキー操作部と、このプロ
ジェクタ装置１０専用の図示しないリモートコントローラからの赤外光を受光するレーザ
受光部とを含み、ユーザが本体のキー操作部またはリモートコントローラで操作したキー
に基づくキー操作信号をＣＰＵ２８へ直接出力する。
【００２８】
　上記ＣＰＵ２８はさらに、上記システムバスＳＢを介して音声処理部３２に接続される
。　
　音声処理部３２は、ＰＣＭ音源等の音源回路を備え、投影動作時に与えられる音声デー
タをアナログ化し、スピーカ部３３を駆動して拡声放音させ、あるいは必要によりビープ
音等を発生させる。
【００２９】
　次に図４により上記３Ｄ液晶メガネＧＬの機能構成を説明する。　
　上記受光センサＬＳで検出するスクリーンＳＣの照度の情報、及び上記温度センサＴＳ
で検出する温度の情報は、いずれもデジタル化された後に、システムバスＳＢ２を介して
ＣＰＵ５１に送られる。
【００３０】
　ＣＰＵ５１は、この３Ｄ液晶メガネＧＬ全体に係る制御動作を司るもので、このＣＰＵ
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５１にメインメモリ５２及びプログラムメモリ５３が直接接続される。メインメモリ５２
は、ＣＰＵ５１のワークメモリとして機能する。プログラムメモリ５３は、ＣＰＵ５１が
実行する動作プログラムや各種定型データを記憶する。ＣＰＵ５１は、上記メインメモリ
５２及びプログラムメモリ５３を用いて、この３Ｄ液晶メガネＧＬ内の制御動作を実行す
る。
【００３１】
　このＣＰＵ５１に対してさらに、キー操作部５４からキー操作信号が直接入力される。
キー操作部５４は、この３Ｄ液晶メガネＧＬの電源をオン／オフする電源キーを含む。
【００３２】
　さらにＣＰＵ５１は、システムバスＳＢ２を介して液晶駆動部５５、及び電源制御部５
８と接続される。　
　液晶駆動部５５は、ＣＰＵ５１の制御の下に、上記３Ｄ液晶メガネＧＬの左目用レンズ
を構成する左目用液晶シャッタ５６、及び同右目用レンズを構成する右目用液晶シャッタ
５７を交互に透過／遮断するべく駆動する。
【００３３】
　電源制御部５８は、上記ＣＰＵ５１の制御の下に、この３Ｄ液晶メガネＧＬの電源であ
る充電池ＢＴからの電力供給を一括して管理し、他の各回路に必要な直流電圧に変換した
電力を供給する。
【００３４】
　次に上記実施形態の動作について説明する。　
　なお、繰返しになるがプロジェクタ装置１０において、以下に示す動作は全て、ＣＰＵ
２８がプログラムメモリ３０から読出した動作プログラムや固定データ等をメインメモリ
２９に展開して記憶させた上で実行する。
【００３５】
　また説明を簡易化するため、左目用及び右目用のカラー画像各１フレームを同期用のフ
ィールドと、Ｂ（青），Ｒ（赤），Ｇ（緑）の３フィールドの計４フィールドで構成され
ているものとする。
【００３６】
　図５は、３Ｄ画像１フレームを構成する２フレーム、すなわち右目用（Ｒ）画像１フレ
ーム及び左目用（Ｌ）画像１フレームでのプロジェクタ装置１０の光源部１５での発光タ
イミングと、上記３Ｄ液晶メガネＧＬでの動作とを示す。
【００３７】
　図５（Ａ－１）～図５（Ａ－４）は、プロジェクタ装置１０の動作を示す。　
　図５（Ａ－１）はプロジェクタ装置全体の発光タイミングを示す。図５（Ａ－２）～図
５（Ａ－４）は、それぞれ、青色（Ｂ）光を発するＬＥＤ２５、赤色（Ｒ）光を発するＬ
ＥＤ２４、及び蛍光体により緑色（Ｇ）を励起するべく青色光を発するＬＤ１８の発光タ
イミングを示す。
【００３８】
　図５（Ｂ－１）～（Ｂ－３）は、上記プロジェクタ装置１０が投影する画像に対応して
動作する３Ｄ液晶メガネＧＬでのシャッタ切換動作を示す。図５（Ｂ－１）は、プロジェ
クタ装置１０が上記スクリーンＳＣに投影を行なう場合に、スクリーンＳＣに対向した３
Ｄ液晶メガネＧＬの受光センサＬＳに入力される光量の変化を示す。図５（Ｂ－２）、図
５（Ｂ－３）は、上記右目用液晶シャッタ５７及び左目用液晶シャッタ５６でのオン（透
過）／オフ（遮断）状態を示す。
【００３９】
　図５（Ａ－１）に示すように、プロジェクタ装置１０が投影する右目用（Ｒ）画像フレ
ームでは、同期フィールドの当初で、光源となる半導体発光素子であるＬＤ１８、ＬＥＤ
２４、及びＬＥＤ２５がいずれも消灯し、時間ｄ１だけ経過したタイミングから規定のパ
ルス幅分、例えばＬ／Ｒフレームの１／１８０に相当する時間だけ同期信号ＳＰとして上
記ＬＤ１８、ＬＥＤ２４、及びＬＥＤ２５を投影処理部１３により同時に点灯させる。
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【００４０】
　したがって、Ｇ，Ｒ，Ｂの混色による白色光がマイクロミラー素子１４に照射され、こ
の間にマイクロミラー素子１４では全面反射により照射された光をすべて投影レンズユニ
ット１７方向への反射光とする。そのためスクリーンＳＣでは、全面が白色となる高い輝
度の画像が、ユーザＵＳに知覚されないごく短時間だけ投影される。（しかし、この短時
間だけ投影される高い輝度の画像が、「黒浮き」の原因となる。）
　その後、再びこの同期用のフィールドが終了するまでの時間ｅ１の間、ＬＤ１８、ＬＥ
Ｄ２４、及びＬＥＤ２５をいずれも消灯させる。
【００４１】
　次のＢフィールド期間では、ＬＥＤ２５のみが点灯駆動される。ＬＥＤ２５の発する青
色光によりマイクロミラー素子１４で右目用の青色の光像を形成し、投影レンズユニット
１７によりスクリーンＳＣに対して投影する。
【００４２】
　次のＲフィールド期間では、ＬＥＤ２４のみが点灯駆動される。ＬＥＤ２４の発する赤
色光によりマイクロミラー素子１４で右目用の赤色の光像を形成し、投影レンズユニット
１７によりスクリーンＳＣに対して投影する。
【００４３】
　次のＧフィールド期間では、ＬＤ１８のみが点灯駆動される。ＬＤ１８の発する青色光
を蛍光ホイール２０の蛍光体層２０ｇに照射して得られる緑色光によりマイクロミラー素
子１４で右目用の緑色の光像を形成し、投影レンズユニット１７によりスクリーンＳＣに
対して投影する。
【００４４】
　その後の左目用（Ｌ）画像フレームでは、同期フィールドの当初に光源となる半導体発
光素子であるＬＤ１８、ＬＥＤ２４、及びＬＥＤ２５がいずれも消灯し、時間ｄ２だけ経
過したタイミングから規定のパルス幅分、例えばＬ／Ｒ用フレームの１／１８０に相当す
る時間だけ同期信号ＳＰとして上記ＬＤ１８、ＬＥＤ２４、及びＬＥＤ２５を投影処理部
１３により同時に点灯させる。
【００４５】
　したがって、Ｇ，Ｒ，Ｂの混色による白色光がマイクロミラー素子１４に照射され、こ
の間にマイクロミラー素子１４では全面反射により照射された光をすべて投影レンズユニ
ット１７方向への反射光とする。そのため、スクリーンＳＣでは全面が白色となる高い輝
度の画像が、ユーザＵＳに知覚されないごく短時間だけ投影される。（しかし、ここでも
この短時間だけ投影される高い輝度の画像が、「黒浮き」の原因となる。）
　その後、再びこの同期用のフィールドが終了するまでの時間ｅ２の間、ＬＤ１８、ＬＥ
Ｄ２４、及びＬＥＤ２５をいずれも消灯させる。
【００４６】
　続くＢフィールド期間では、ＬＥＤ２５のみが点灯駆動される。ＬＥＤ２５の発する青
色光によりマイクロミラー素子１４で左目用の青色の光像を形成し、投影レンズユニット
１７によりスクリーンＳＣに対して投影する。
【００４７】
　次のＲフィールド期間では、ＬＥＤ２４のみが点灯駆動される。ＬＥＤ２４の発する赤
色光によりマイクロミラー素子１４で左目用の赤色の光像を形成し、投影レンズユニット
１７によりスクリーンＳＣに対して投影する。
【００４８】
　続くＧフィールド期間では、ＬＤ１８のみが点灯駆動される。ＬＤ１８の発する青色光
を蛍光ホイール２０の蛍光体層２０ｇに照射して得られる緑色光によりマイクロミラー素
子１４で左目用の緑色の光像を形成し、投影レンズユニット１７によりスクリーンＳＣに
対して投影する。
【００４９】
　左目用（Ｌ）画像１フレーム当初の上記遅延時間ｄ２は、上記右目用（Ｒ）画像フレー
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ムで用いた同遅延時間ｄ１よりも大きな値が設定される。そのため、その遅延時間の差Δ
ｄ（＝ｄ２－ｄ１）により、上記右目用（Ｒ）画像フレームで同期信号ＳＰのパルスが発
光してから左目用（Ｌ）画像フレームで同期信号ＳＰのパルスが発光するまでの周期Ｔ１
と、左目用（Ｌ）画像フレームで同期信号ＳＰのパルスが発光してから次の３Ｄ画像１フ
レームに属する右目用（Ｒ）画像フレームで同期信号ＳＰのパルスが発光するまでの周期
Ｔ２とでは、周期Ｔ１の方が周期Ｔ２に比して２Δｄ分長くなる。
【００５０】
　図５（Ｂ－１）は、上記３Ｄ液晶メガネＧＬが、プロジェクタ装置１０の投影する画像
により受光センサＬＳに入射される光の強度を例示する。Ｂ，Ｒ，Ｇの各フィールドにお
いては、それぞれ単色の半導体発光素子が発光して形成された光像に対する入射光量とな
っているため、その色成分の輝度の違いによりＢ＜Ｒ＜Ｇの順で入射光量が高くなる。
【００５１】
　これに比して各フレーム当初の同期フィールドの同期信号ＳＰに対しては、３色同時の
発光による混色に対する光量となる。そのため、予め設定した、上記Ｇフィールドに比し
てさらに大きなしきい値との比較により、同期信号ＳＰのみを識別することが容易であり
、且つそれら同期信号ＳＰのパルス間の周期Ｔを順次計測、比較することで、当該同期信
号ＳＰに続いて投影されるのが右目用の画像であるのか、左目用の画像であるのかを容易
に判断できる。
【００５２】
　加えてＣＰＵ５１は、前の左目用（Ｌ）画像フレーム最後のＧフィールド期間が終了し
、あらたな３Ｄ画像フレーム始めの右目用（Ｒ）画像フレームの同期用フィールドが開始
される、上記同期用フィールドの遅延時間ｄ１の開始と同時に左目用液晶シャッタ５６を
オフ（遮断）状態に移行させる。
【００５３】
　このとき右目用液晶シャッタ５７側は、その前の左目用（Ｌ）画像フレームから依然オ
フ（遮断）となっているため、上記同期信号ＳＰのパルスが受光センサＬＳで受光される
タイミングでは、右目用液晶シャッタ５７、左目用液晶シャッタ５６が共にオフ（遮断）
となっており、ユーザＵＳの両目には同期信号ＳＰのパルスを含め光は入らない。
【００５４】
　その後、ＣＰＵ５１は、同期信号ＳＰのパルスが終了する、上記時間ｅ１の開始タイミ
ングに合わせて上記右目用液晶シャッタ５７をオン（透過）状態に移行させる。
【００５５】
　さらに３Ｄ液晶メガネＧＬのＣＰＵ５１は、右目用（Ｒ）画像フレーム最後のＧフィー
ルド期間が終了し、次の左目用（Ｒ）画像フレームの同期用フィールドが開始される、上
記同期用フィールドの遅延時間ｄ２の開始と同時に右目用液晶シャッタ５７をオフ（遮断
）状態に移行させる。
【００５６】
　このとき右目用液晶シャッタ５７側は、その前の左目用（Ｌ）画像フレームから依然オ
フ（遮断）となっているため、上記同期信号ＳＰのパルスが受光センサＬＳで受光される
タイミングでは、右目用液晶シャッタ５７、左目用液晶シャッタ５６が共にオフ（遮断）
となっており、ユーザＵＳの両目には同期信号ＳＰのパルスを含め光は入らない。
【００５７】
　その後、同期信号ＳＰのパルスが終了する、上記時間ｅ２の開始タイミングに合わせて
上記左目用液晶シャッタ５６をオン（透過）状態に移行させる。
【００５８】
　一般に液晶パネルはその応答速度によって、オフ（遮断）状態からオン（透過）状態、
またはオン（透過）状態からオフ（遮断）状態に移行するのに強誘電性液晶でも数十［ナ
ノ秒］～１［ミリ秒］オーダーの時間を要し、上記図５（Ｂ－２）、図５（Ｂ－３）でも
示す如く移行時の波形は急峻な立上り、立下りをとるものではなく、緩やかな斜めに変化
するものとなる。
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【００５９】
　したがって本実施形態では、図中に波線で示す如く、オン（透過）状態からオフ（遮断
）状態に移行する際、応答に遅れが生じても、少なくとも次の同期信号ＳＰのパルスのタ
イミングでは確実にオフ（遮断）状態となっているようにＣＰＵ５１が液晶駆動部５５に
より右目用液晶シャッタ５７、左目用液晶シャッタ５６を駆動制御する。これは、ユーザ
ＵＳの両目に同期信号ＳＰのパルスの光が入光しないようにするためである。
【００６０】
　同様に、オフ（遮断）状態からオン（透過）状態に移行する際、応答に遅れが生じても
、少なくとも次の画像投影期間であるＢフィールド期間が開始するタイミングでは確実に
オン（透過）状態となっているようにＣＰＵ５１が液晶駆動部５５により右目用液晶シャ
ッタ５７、左目用液晶シャッタ５６を駆動制御する。
【００６１】
　これは、投影される画像をユーザＵＳが確実に視認できるようにするためである。この
場合、あえてＢフィールド期間が開始するタイミングでは確実にオン（透過）状態となる
範囲内でオン（透過）状態となる切り替わり速度を無用に速めることなく適切に設定する
ことにより、各液晶シャッタの駆動に要する電力をより削減して消費電力の低減に寄与で
きる。
【００６２】
　なお、上記右目用液晶シャッタ５７、左目用液晶シャッタ５６を構成する液晶表示パネ
ルは周囲の環境温度に応じてその応答速度が大幅に変化する。
【００６３】
　図６（Ａ）は、環境温度に対する液晶表示パネルの応答速度の変化特性例を示す。図示
する如く、環境温度が上昇するに連れてパネル内に封入されている液晶物質層での活性が
上がり、応答速度が上昇することが知られている。
【００６４】
　したがって、右目用液晶シャッタ５７及び左目用液晶シャッタ５６の動作を制御するＣ
ＰＵ５１は、図６（Ｂ）に示すように環境温度が上昇するに連れて、意図的に液晶駆動部
５５による右目用液晶シャッタ５７、左目用液晶シャッタ５６への制御駆動電圧を下げる
ように調整する。このような制御を実行することで、環境変化の影響を回避し、常に上記
右目用液晶シャッタ５７及び左目用液晶シャッタ５６を一定の応答速度で開閉動作させる
ことができると共に、充電池ＢＴの電源容量が制限された３Ｄ液晶メガネＧＬの電力消費
をより低く抑え、動作時間（３Ｄ視認可能時間）を延ばすことができる。
【００６５】
　図６（Ｃ）は、ＣＰＵ５１がその内部、あるいは液晶駆動部５５に設定して上述した右
目用液晶シャッタ５７及び左目用液晶シャッタ５６の制御を行なう際に使用する、環境温
度と制御電圧の対応を示す内容を例示するものである。
【００６６】
　上記温度センサＴＳで検出する温度ｘ［℃］に応じてこのテーブルから制御電圧値ｖｘ

［Ｖ］を読出し、右目用液晶シャッタ５７及び左目用液晶シャッタ５６の駆動電圧とする
。
【００６７】
　このように制御電圧をテーブル化して記憶しておくことで、その都度動作電圧を演算に
より算出する必要がなく、ＣＰＵ５１の処理負担を軽減できる。
【００６８】
　なお、上記実施形態では、左目用画像と右目用画像を切り換えて表示する表示装置とし
て、両画像の視差により３Ｄ表示（立体表示）を行う３Ｄ表示装置、そして、表示補助装
置（視認用メガネ）としては、３Ｄメガネの例で説明したが、本発明は、それに限定され
ない。
【００６９】
　例えば、視差を利用しない別々の画像を時分割表示するような表示システムについても
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応用できることは言うまでもない。
【００７０】
　以上詳述した如く本実施形態によれば、左目用画像と右目用画像を切り換えて表示する
プロジェクタ装置１０（表示装置）に対し、３Ｄ液晶メガネＧＬ（視認用メガネ、表示補
助装置）で同期信号ＳＰのパルス（切換表示用同期信号）を受光するタイミングでは左目
用液晶シャッタ５６及び右目用液晶シャッタ５７を双方共にオフ（遮断）状態となるよう
に制御することで、黒浮きを発生させることなく対応する左目用画像と右目用画像を正し
く視認させることが可能となる。
【００７１】
　また上記実施形態では、３Ｄ液晶メガネＧＬが使用される環境の温度を示す情報を取得
した上で左目用液晶シャッタ５６及び右目用液晶シャッタ５７の駆動電圧を調整するよう
にしたため、左目用画像と右目用画像のクロストークの発生を抑えると共に、３Ｄ液晶メ
ガネＧＬでの電力消費を適切に管理して動作時間をより長くできる。
【００７２】
　この点で、３Ｄ液晶メガネＧＬ自体が温度センサＴＳを設けて環境温度の情報を取得す
るものとしたので、３Ｄ液晶メガネＧＬ単体で制御動作を実行することができ、外部機器
との通信機能等を用いることなく、装置の簡素化が図れる。
【００７３】
　さらに上記実施形態では、同期信号ＳＰのパルスの受光の終了タイミングに合わせて上
記左目用液晶シャッタ５６及び右目用液晶シャッタ５７のいずれかをオン（透過）状態と
する切換シャッタ動作を開始するものとしたので、同期信号ＳＰのパルスがユーザＵＳに
視認されるのを防ぎつつ、なるべく早い段階でオン（透過）状態に移行させ、続いて表示
される画像を確実に視認できるように準備できる。
【００７４】
　一方で上記実施形態では、画像の投影期間が終了するタイミングに合わせて、左目用液
晶シャッタ５６及び右目用液晶シャッタ５７のいずれかをオフ（遮断）状態とする切換シ
ャッタ動作を開始するものとしたので、液晶シャッタの応答速度が遅い場合も勘案して、
同期信号ＳＰのパルスを受光するタイミングでは左目用液晶シャッタ５６及び右目用液晶
シャッタ５７を確実にオフ（遮断）状態となるように制御できると共に、無駄な電力消費
を抑えることができる。
【００７５】
　なお上記実施形態では、３Ｄ液晶メガネＧＬ（視認用メガネ）が受光センサＬＳを備え
、相対的に大きな強度の同期信号ＳＰのパルス光が周期的に受光されるか否かに基づいて
左目用画像と右目用画像とを切り換えて表示すべき３Ｄ画像等の投影であるか否かを判別
するものとしたので、プロジェクタ装置１０は、投影画像の他に同期用の赤外線信号等を
発信する必要がなく、左目用画像と右目用画像とを切り換えて表示すべき３Ｄ用画像等で
あるか否かをきわめて容易に判別できる。
【００７６】
　加えて上記同期信号ＳＰのパルス光は、その時間間隔によって左目用画像と右目用画像
いずれの表示期間であるのかを判別するようにしたので、簡易な制御で左右の画像を確実
に判別できる。
【００７７】
　ここでは、その時間間隔によって、左目用画像と右目用画像いずれの表示期間であるの
かを判別するようにしたが、例えば、同期信号ＳＰのパルス幅によって、判別するように
してもよい。
【００７８】
　なお上記実施形態では、３Ｄ液晶メガネＧＬ側で温度センサＴＳを設けて液晶駆動の温
度補償を行なう場合について説明したが、プロジェクタ装置１０側に環境温度を検出する
温度検出手段を設け、プロジェクタ装置１０側で検出した温度の情報を３Ｄ液晶メガネＧ
Ｌ側になんらかの通信手段を設けて通知（送信）するようにしてもよい。その場合、温度
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の情報を送信する頻度は、例えば、数分間隔という少ない頻度でかまわない。
【００７９】
　また、例えば同期信号ＳＰにコード化した温度情報を重畳するなどして通知（送信）す
るような構成をとらせることも考えられる。　
　より具体的には、例えば、温度が低い場合には、同期信号ＳＰのパルス幅を短く、温度
が高い場合には、同期信号ＳＰのパルス幅を長くすることにより、温度情報を通知し、３
Ｄ液晶メガネＧＬ側で、同期信号ＳＰのパルス幅を認識することにより、温度情報を取得
することができる。
【００８０】
　また、同期信号ＳＰの波形を変えることにより、温度情報を重畳するようにしてもよい
。より具体的には、例えば矩形の同期信号にするか鋸歯状の同期信号にするかといった波
形の特徴により同期信号ＳＰに温度情報を重畳することができる。　
　このようにすれば、３Ｄ液晶メガネＧＬ側に温度センサを設ける必要がない。
【００８１】
　そして、３Ｄ液晶メガネＧＬ側の温度特性に合わせて、左目用液晶シャッタ５６及び右
目用液晶シャッタ５７を適切な電圧で切換動作させることができる。　
　なお、これら温度取得手段を併用または切り替えて使用するようにしてもよい。
【００８２】
　また上記実施形態は、本発明をＤＬＰ（登録商標）方式のプロジェクタ装置と３Ｄ液晶
メガネに適用した場合について説明したものであるが、本発明は投影を行なう装置のみな
らず、表示画面をユーザが３Ｄ液晶メガネを介して直視する表示装置においても同様に適
用可能である。
【００８３】
　図７は、表示装置として、例えばフィールドシーケンシャル（色順次）方式の液晶パネ
ルディスプレイ７０に適用した場合の構成例を示す。同図で、７１は透過型のモノクロ液
晶パネルである。またモノクロ液晶パネル７１の下面側に、シート状のバックライトユニ
ット７２Ｂ，７２Ｒ，７２Ｇを積層配置する。
【００８４】
　これらバックライトユニット７２Ｂ，７２Ｒ，７２Ｇはそれぞれ、矩形の導光拡散板の
４辺に、Ｂ（青色）光、またはＲ(赤色)光、またはＧ（緑色）光を発するＬＥＤ（発光ダ
イオード）をライン状にアレイ配置した、より正確にはサイドライト方式のユニットを構
成する。
【００８５】
　モノクロ液晶パネル５１から離れた、より下層側のユニットが出射した面発光による原
色光は、それより上層側のユニットを透過して、モノクロ液晶パネル７１をその下面側よ
り照射することで、そのタイミングに合わせてモノクロ液晶パネル５１で表示される、当
該原色光成分の画像により原色光に合致した光像が形成される。
【００８６】
　ここでバックライトユニット７２Ｂ，７２Ｒ，７２Ｇの発する各原色光は、例えば、Ｂ
＜Ｒ＜Ｇの順で輝度（明るさ）成分が大きいものとし、より輝度成分の高い原色光ほど下
層側から出射することで、途中のユニットを透過する際に減衰する光量を勘案して、モノ
クロ液晶パネル７１で原色の光像を形成（空間的な画像に変調）する際の色バランスをと
っているものとする。
【００８７】
　モノクロ液晶パネル７１での画像の表示をＬＣＤ駆動部７３が実行する。このＬＣＤ駆
動部７３はまた、モノクロ液晶パネル７１で表示する原色の画像のタイミングに合わせた
タイミング信号と発光量を指示する制御信号とをバックライト駆動部７４へ出力する。
【００８８】
　バックライト駆動部７４は、ＬＣＤ駆動部７３からのタイミング信号と制御信号とに応
じてバックライトユニット７２Ｂ，７２Ｒ，７２Ｇを時分割で循環的に駆動して面発光さ



(13) JP 6255726 B2 2018.1.10

10

20

30

40

50

せる。
【００８９】
　例えばカラー画像の１フレームがＲ，Ｇ，Ｂの３フィールドから構成される場合、ＬＣ
Ｄ駆動部７３がモノクロ液晶パネル５１を例えば１２０［フレーム／秒］のフレームレー
トで駆動して各原色の画像を３６０［フィールド／秒］の速度で表示することにより、こ
の液晶パネルディスプレイ７０のユーザがモノクロ液晶パネル７１をその上方から視認す
ることで、違和感のないカラー画像を鑑賞できる。
【００９０】
　上述したような、表示画面であるモノクロ液晶パネル５１を直視する表示装置の一種で
ある液晶パネルディスプレイ７０においても、ごく短時間にバックライトユニット７２Ｂ
，７２Ｒ，７２Ｇを同時に発光させ、合わせてモノクロ液晶パネル７１の全画素をフル透
過状態となるように階調制御して、混色としての白色光を出射させることで、３Ｄ表示用
の同期信号にできる。
【００９１】
　また、このような直視型の表示装置の場合であっても、例えば、視差を利用しない別々
の画像を時分割表示するような表示システムに応用できることは言うまでもない。
【００９２】
　さらに本発明は、上記図７で構造を例示したフィールドシーケンシャル（色順次）方式
の液晶パネルディスプレイに限らず、その他の光源を用いた表示装置、例えば液晶プロジ
ェクタ、プラズマディスプレイ、ＳＥＤリアプロジェクタ方式のモニタ装置等にも同様に
適用することが可能である。
【００９３】
　その他、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、上述した実施形態で実行さ
れる機能は可能な限り適宜組み合わせて実施しても良い。上述した実施形態には種々の段
階が含まれており、開示される複数の構成要件による適宜の組み合せにより種々の発明が
抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が削除さ
れても、効果が得られるのであれば、この構成要件が削除された構成が発明として抽出さ
れ得る。
【００９４】
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。　
　請求項１記載の発明は、左目用画像と右目用画像とを切り換えて表示する切換表示機能
を有する表示装置と協働する表示補助装置であって、表示対象からの表示光を受光する受
光手段と、上記受光手段で受光された表示光に切換表示用同期信号が含まれるか否かを判
別する判別手段と、上記判別手段により上記切換表示用同期信号が含まれると判別された
場合、上記切換表示用同期信号に基づいて、当該切換表示用同期信号の受光期間に左目用
画像と右目用画像をともに遮断し、且つ切換表示される上記左目用画像に対するシャッタ
と上記右目用画像に対するシャッタの切換シャッタ動作を実行する切換制御手段とを具備
したことを特徴とする。
【００９５】
　請求項２記載の発明は、上記請求項１記載の発明において、上記表示補助装置が使用さ
れる環境の温度情報を取得する温度取得手段をさらに具備し、上記切換制御手段は、上記
温度取得手段で取得した温度情報に基づいて上記切換シャッタ動作の駆動状態を可変する
ことを特徴とする。
【００９６】
　請求項３記載の発明は、上記請求項２記載の発明において、温度センサをさらに具備し
、上記温度取得手段は、上記温度センサにより上記表示補助装置が使用される環境の温度
情報を取得することを特徴とする。
【００９７】
　請求項４記載の発明は、請求項２または３いずれか記載の発明において、上記切換表示
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用同期信号の特徴を解析する解析手段をさらに具備し、上記温度取得手段は、上記解析手
段により解析された上記切換表示用同期信号の特徴に基づいて温度情報を取得することを
特徴とする。
【００９８】
　請求項５記載の発明は、上記請求項４記載の発明において、上記温度取得手段は、上記
解析手段により解析された上記切換表示用同期信号の特徴として上記切換表示用同期信号
のパルス幅に基づいて温度情報を取得することを特徴とする。
【００９９】
　請求項６記載の発明は、上記請求項４または５記載の発明において、上記温度取得手段
は、上記解析手段により解析された上記切換表示用同期信号の特徴として上記切換表示用
同期信号の波形に基づいて温度情報を取得することを特徴とする。
【０１００】
　請求項７記載の発明は、上記請求項１乃至６いずれか記載の発明において、上記切換制
御手段は、上記切換表示用同期信号の受光の終了タイミングに合わせて上記左目用画像ま
たは上記右目用画像のいずれかを透過させる切換シャッタ動作を開始することを特徴とす
る。
【０１０１】
　請求項８記載の発明は、上記請求項１乃至７いずれか記載の発明において、上記切換制
御手段は、上記切換表示用同期信号に基づいて、上記左目用画像及び上記右目用画像の表
示期間を認識し、上記表示期間の終了タイミングに合わせて、それぞれ対応する上記左目
用画像または上記右目用画像を遮断させる切換シャッタ動作を開始することを特徴とする
。
【０１０２】
　請求項９記載の発明は、上記請求項１乃至８いずれか記載の発明において、上記判別手
段は、上記受光手段によって相対的に大きな強度のパルス光が周期的に受光されるか否か
に基づいて、上記切換表示用同期信号が含まれるか否かを判別することを特徴とする。
【０１０３】
　請求項１０記載の発明は、上記請求項９記載の発明において、上記判別手段は、上記切
換表示用同期信号が含まれると判別した場合、上記切換表示用同期信号の間隔に基づいて
、当該同期信号に続く期間が上記左目用画像と上記右目用画像いずれの表示期間であるの
かを判別することを特徴とする。
【０１０４】
　請求項１１記載の発明は、左目用画像と右目用画像とを切り換えて表示する切換表示機
能を有する表示装置、及びこの表示装置と協働する表示補助装置を含む表示システムであ
って、上記表示装置は、表示する画像に切換表示用同期信号を重畳する同期信号重畳手段
と、上記同期信号重畳手段で切換表示用同期信号を重畳した画像を表示する表示手段とを
具備し、上記表示補助装置は、上記請求項１乃至１０いずれか記載の表示補助装置である
ことを特徴とする。
【０１０５】
　請求項１２記載の発明は、上記請求項１１記載の発明において、上記表示装置は、上記
表示装置が使用される環境の温度情報を取得する温度取得手段と、上記温度取得手段で取
得された上記温度情報を通知する通知手段とをさらに具備することを特徴とする。
【０１０６】
　請求項１３記載の発明は、上記請求項１２記載の発明において、上記通知手段は、上記
同期信号重畳手段が、上記温度取得手段で取得された上記温度情報に応じた上記切換表示
用同期信号を上記表示する画像に重畳することにより上記温度情報を通知することを特徴
とする。
【０１０７】
　請求項１４記載の発明は、上記請求項１３記載の発明において、上記通知手段は、上記
同期信号重畳手段が、上記温度取得手段で取得された上記温度情報に応じたパルス幅の上



(15) JP 6255726 B2 2018.1.10

10

20

30

40

記切換表示用同期信号を上記表示する画像に重畳することにより上記温度情報を通知する
ことを特徴とする。
【０１０８】
　請求項１５記載の発明は、上記請求項１３または１４記載の発明において、上記通知手
段は、上記同期信号重畳手段が、上記温度取得手段で取得された上記温度情報に応じた波
形の上記切換表示用同期信号を上記表示する画像に重畳することにより上記温度情報を通
知することを特徴とする。
【０１０９】
　請求項１６記載の発明は、左目用画像と右目用画像とを切り換えて表示する切換表示機
能を有する表示装置と協働する装置での表示方法であって、表示対象からの表示光を受光
する受光工程と、上記受光工程で受光された表示光に切換表示用同期信号が含まれるか否
かを判別する判別工程と、上記判別工程で上記切換表示用同期信号が含まれると判別した
場合、上記切換表示用同期信号に基づいて、当該切換表示用同期信号の受光期間に左目用
画像と右目用画像をともに遮断し、且つ切換表示される上記左目用画像に対するシャッタ
と上記右目用画像に対するシャッタの切換シャッタ動作を実行する切換制御工程とを有し
たことを特徴とする。
【０１１０】
　請求項１７記載の発明は、左目用画像と右目用画像とを切り換えて表示する切換表示機
能を有する表示装置と協働する装置が内蔵したコンピュータが実行するプログラムであっ
て、上記コンピュータを、表示対象からの表示光を受光する受光手段、上記受光手段で受
光された表示光に切換表示用同期信号が含まれるか否かを判別する判別手段、及び上記判
別手段により上記切換表示用同期信号が含まれると判別した場合、上記切換表示用同期信
号に基づいて、当該切換表示用同期信号の受光期間に左目用画像と右目用画像をともに遮
断し、且つ切換表示される上記左目用画像に対するシャッタと上記右目用画像に対するシ
ャッタの切換シャッタ動作を実行する切換制御手段として機能させることを特徴とする。
【符号の説明】
【０１１１】
　１０…プロジェクタ装置、１１…入力部、１２…画像変換部（スケーラ）、１３…投影
処理部、１４…マイクロミラー素子、１５…光源部、１６…ミラー、１７…投影レンズユ
ニット、１８…（緑色光励起用青色）ＬＤ（半導体レーザ）、１９…ダイクロイックミラ
ー、２０…蛍光ホイール、２０ｇ…蛍光体層、２１…ホイールモータ（Ｍ）、２２…マー
カセンサ、２３…ダイクロイックミラー、２４…（赤色）ＬＥＤ（発光ダイオード）、２
５…（青色）ＬＥＤ（発光ダイオード）、２６…ダイクロイックミラー、２７…ミラー、
２８…ＣＰＵ、２９…メインメモリ、３０…プログラムメモリ、３１…操作部、３２…音
声処理部、３３…スピーカ部、３４…ブルートゥース通信部、３５…ブルートゥースアン
テナ、５１…ＣＰＵ、５２…メインメモリ、５３…プログラムメモリ、５４…キー操作部
、５５…液晶駆動部、５６…左目用液晶シャッタ、５７…右目用液晶シャッタ、７０…液
晶パネルディスプレイ、７１…モノクロ液晶パネル、７２Ｂ，７２Ｒ，７２Ｇ…バックラ
イトユニット、７３…ＬＣＤ駆動部、７４…バックライト駆動部、ＢＴ…充電池、ＧＬ…
３Ｄ液晶メガネ、ＬＳ…受光センサ、ＳＢ…システムバス、ＳＣ…スクリーン、ＳＰ…同
期信号、ＴＳ…温度センサ、ＵＳ…ユーザ。
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