
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィールド順次で交互に供給される立体映像表示可能な左右の映像信号を受けて左右の
映像表示素子に映像を表示する映像表示装置において、
　上記左右の映像表示素子に供給する左右の映像信号の視差量を検出して観察者へ与える
影響度を演算し、その演算した影響度が基準値に達したか否かを判定する３Ｄプロテクト
処理手段と、
　上記３Ｄプロテクト処理手段で上記影響度が上記基準値に達したと判定されたときに、
その旨を上記左右の映像表示素子に選択的に表示する

に表示する表示制御手段とを有することを特徴とする映像表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の映像表示装置において、
　上記表示制御手段は、

ことを特徴とする映像表示装置。
【請求項３】
　請求項 ２に記載の映像表示装置において、
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と共に、その旨を表示する際には、
その表示とともに映像を継続して鑑賞するか否かを上記左右の映像表示素子上で選択可能

映像を継続して鑑賞することが選択されたときは奇数フィールド
または偶数フィールドの映像信号を上記左右の映像表示素子に供給して映像を強制的に２
次元表示させ、映像を継続して鑑賞しないことが選択されたときは、メイン電源を強制的
にオフする

１または
観察者のパスワードを選択的に入力するパスワード入力手段と、



　
　

　

ことを特徴とする
映像表示装置。
【請求項４】
　請求項１，２または３に記載の映像表示装置において、
　

　
すること

を特徴とする映像表示装置。
【請求項５】
　 に記載の映像表示装置において、
　

することを特徴とする映像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、３次元映像（３Ｄ映像）を表示できる映像表示装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
３Ｄ映像を表示する映像表示装置は、従来種々提案されているが、映像表示装置で表示さ
れる３Ｄ映像は、日常と異なる観察状態を作り出すため、見辛さや不自然さを感じること
がある。特に視差が大きかったり、被写体が画面から飛び出したりするような急激な視差
変化を多く含むコンテンツでは、強い立体効果が得られる反面、より見辛くなり、長時間
の視聴は避けるべきと言われている。
【０００３】
これを考慮したものとして、例えば特開平１１－３５５８０８号公報には、入力される３
Ｄ映像信号の視差量を測定し、その視差量に基づいて観察者に与えるであろう影響度を推
測して、観察者へ提示する３Ｄ映像の立体度を抑制制御したり、あるいは３Ｄ映像を２次
元映像（２Ｄ映像）に切り替え制御したりすることにより、立体効果を強調した影響度の
大きい映像の長時間視聴を避けるようにした映像システムが提案されている。
【０００４】
一方、３Ｄ映像は、ＥＩＡＪ　ＣＰＲ－１２０４で規定されているように、輝度信号の垂
直ブランキング期間に重畳された３Ｄ情報に基づいてＬ，Ｒの情報を区別し、Ｌの信号は
Ｌ側のディスプレイに表示し、Ｒの信号はＲ側のディスプレイに表示するように提供され
ることが知られている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記の特開平１１－３５５８０８号公報に開示された映像システムでは、
単に３Ｄ映像信号の視差量を測定して影響度を推測しているため、視差の急激な変化や測
定時のエラー、映像のノイズに対してうまく機能しないおそれがあると共に、観察者の希
望に反して強制的に２次元映像に切り替えられてしまうおそれがある。
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上記パスワード入力手段からのパスワードを選択的に格納するパスワード格納手段と、
上記パスワード入力手段からのパスワードが上記パスワード格納手段に格納されている

か否かを判定するパスワード判定手段とを有し、
上記表示制御手段は、上記パスワード判定手段によりパスワードが格納されていると判

定されたときは、上記３Ｄプロテクト処理手段において上記影響度が上記基準値に達した
と判定されてもその旨を上記左右の映像表示素子に表示することなく上記左右の映像表示
素子により立体映像を表示させ、上記パスワード判定手段によりパスワードが格納されて
いないと判定されたときは、上記３Ｄプロテクト処理手段において上記影響度が上記基準
値に達したと判定されたらその旨を上記左右の映像表示素子に表示する

上記３Ｄプロテクト処理手段で検出される視差量に基づいて左右の映像信号のフィール
ドを判別するフィールド判別手段を有し、

上記表示制御手段は、上記フィールド判別手段での判別結果に応じて、左側の映像信号
を左側の映像表示素子に、右側の映像信号を右側の映像表示素子にそれぞれ供給

請求項４
上記フィールド判別手段によるフィールドの判別期間中は、上記表示制御手段は上記左

右の映像表示素子による立体映像の表示を禁止すると共に、これら左右の映像表示素子に
フィールドの判別期間中である旨を表示



【０００６】
一方、３Ｄ映像の提供の仕方として、上述したＥＩＡＪで規定されているものがあるが、
国内外の現状の３Ｄ映像ソフトは、偶数フィールドにＬ側の信号、奇数フィールドにＲ側
の信号が配置されているものと、それとは逆に偶数フィールドにＲ側の信号、奇数フィー
ルドにＬ側の信号が配置されているものとが混在している。
【０００７】
このため、提供される３Ｄ映像ソフトに合わせて手動でＬ，Ｒを切り替えて映像を表示す
る映像表示装置では、間違った切り替えによって観察者への影響度をより強くしてしまっ
たり、提供される３Ｄ映像ソフトによっては３Ｄ映像を鑑賞できなくなったりする等の不
都合が発生する場合がある。
【０００８】
したがって、かかる点に鑑みてなされた本発明の目的は、観察者への３Ｄ映像の影響度を
低減でき、映像を常に適切な状態で観察できる映像表示装置を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成する請求項１に係る発明は、フィールド順次で交互に供給される立体映
像表示可能な左右の映像信号を受けて左右の映像表示素子に映像を表示する映像表示装置
において、
　上記左右の映像表示素子に供給する左右の映像信号の視差量を検出して観察者へ与える
影響度を演算し、その演算した影響度が基準値に達したか否かを判定する３Ｄプロテクト
処理手段と、
　上記３Ｄプロテクト処理手段で上記影響度が上記基準値に達したと判定されたときに、
その旨を上記左右の映像表示素子に選択的に表示する

に表示する表示制御手段とを有することを特徴とするものである。
【００１１】
　 に係る発明は、 に記載の映像表示装置において、
　上記表示制御手段は、映像を継続して鑑賞することが選択されたときは奇数フィールド
または偶数フィールドの映像信号を上記左右の映像表示素子に供給して映像を強制的に２
次元表示させ、映像を継続して鑑賞しないことが選択されたときは、メイン電源を強制的
にオフすることを特徴とするものである。
【００１２】
　 に係る発明は、 に記載の映像表示装置において、
　観察者のパスワードを選択的に入力するパスワード入力手段と、
　上記パスワード入力手段からのパスワードを選択的に格納するパスワード格納手段
　上記パスワード入力手段からのパスワードが上記パスワード格納手段に格納されている
か否かを判定するパスワード判定手段とを有し、
　上記表示制御手段は、上記パスワード判定手段によりパスワードが格納されていると判
定されたときは、上記３Ｄプロテクト処理手段において上記影響度が上記基準値に達した
と判定されてもその旨を上記左右の映像表示素子に表示することなく上記左右の映像表示
素子により立体映像を表示させ、上記パスワード判定手段によりパスワードが格納されて
いないと判定されたときは、上記３Ｄプロテクト処理手段において上記影響度が上記基準
値に達したと判定されたらその旨を上記左右の映像表示素子に表示することを特徴とする
ものである。
【００１３】
　 に係る発明は、 に記載の映像表示装置において、
　上記３Ｄプロテクト処理手段で検出される視差量に基づいて左右の映像信号のフィール
ドを判別するフィールド判別手段を有し、
　上記表示制御手段は、上記フィールド判別手段での判別結果に応じて、左側の映像信号
を左側の映像表示素子に、右側の映像信号を右側の映像表示素子にそれぞれ供給すること
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と共に、その旨を表示する際には、
その表示とともに映像を継続して鑑賞するか否かを上記左右の映像表示素子上で選択可能

請求項２ 請求項１

請求項３ 請求項１または２

と、

請求項４ 請求項１，２または３



を特徴とするものである。
【００１４】
　 に係る発明は、 に記載の映像表示装置において、
　上記フィールド判別手段によるフィールドの判別期間中は、上記表示制御手段は上記左
右の映像表示素子による立体映像の表示を禁止すると共に、これら左右の映像表示素子に
フィールドの判別期間中である旨を表示することを特徴とするものである。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による映像表示装置の実施の形態を、頭部装着型映像表示装置に適用した場
合を例にとって、図面を参照して説明する。
【００１６】
　図１から図６は本発明の第１の実施形態を示したもので、図１は頭部装着型映像表示装
置およびコントローラを前面側から示す斜視図、図２は頭部装着型映像表示装置の映像表
示系を組み立てた様子を示す斜視図、図３は図２に示す映像表示系の一部分解斜視図、図
４は図１に示す装置本体およびコントローラの要部の回路構成を示すブロック図、図５は
図４に示す３Ｄプロテクト処理部の一例の構成を示すブロック図、図６は図５に示す影響
度演算部の一例の構成を示すブロック 。
【００１７】
図１に示すように、本実施の形態の頭部装着型映像表示装置１は、前カバー５ａと後カバ
ー５ｂとにより内蔵する映像表示系を覆ってなる装置本体５と、この装置本体５の左右に
それぞれ固定されたジョイント部材６Ｌ，６Ｒと、これらのジョイント部材６Ｌ，６Ｒに
折り畳み可能となるように枢支された頭部支持フレーム７Ｌ，７Ｒと、この頭部支持フレ
ーム７Ｌ，７Ｒの後述するインナーホン保持部７ｂに必要に応じてそれぞれ収納され得る
左右のインナーホン９Ｌ，９Ｒと、これらのインナーホン９Ｌ，９Ｒへ音声信号をそれぞ
れ伝送するインナーホンケーブル９ａと、頭部支持フレーム７Ｌ，７Ｒとジョイント部材
６Ｌ，６Ｒの間にスライドして挿入され得るスライド式アジャスタ８とを有している。さ
らに、図示はしないが、装置本体５から伸縮可能に延出され、使用者の鼻梁に当接して頭
部支持フレーム７Ｌ，７Ｒともに装置本体５の支持を行う鼻当て部材も備えている。
【００１８】
ジョイント部材６Ｌ，６Ｒは、頭部支持フレーム７Ｌ，７Ｒを回動自在に支持するための
枢支受け部６ａを有すると共に、外側面側にはインナーホンケーブル９ａを挿入するため
の溝６ｂが形成されている。
【００１９】
頭部支持フレーム７Ｌ，７Ｒは、ジョイント部材６Ｌ，６Ｒの枢支受け部６ａに係合する
ための枢支部７ａと、この枢支部７ａとは反対側の端部に形成されたインナーホン９Ｌ，
９Ｒを必要に応じて収納して保持するためのインーホン保持部７ｂと、インナーホンケー
ブル９ａを挿入するために外側面側に形成された溝７ｅと、スライド式アジャスタ８を挿
入位置と退避位置とに規定するべくリブ等により区切られてなる挿入位置係止部７ｃおよ
び退避位置係止部７ｄとを有している。
【００２０】
スライド式アジャスタ８は、頭部支持フレーム７Ｌ，７Ｒの挿入位置係止部７ｃと退避位
置係止部７ｄとに選択的に係合する係止爪８ａと、この係止爪８ａが挿入位置係止部７ｃ
に係合した際に、ジョイント部材６Ｌ，６Ｒの枢支受け部６ａと頭部支持フレーム７Ｌ，
７Ｒの枢支部７ａとの間に挿入されて頭部支持フレーム７Ｌ，７Ｒの開き角度を狭くする
ように規制する回転角規制爪部８ｂとを有すると共に、一部には軽量化を図るための矩形
孔８ｃが形成されている。
【００２１】
　このスライド式アジャスタ８は、 ７Ｌ，７Ｒに対して外側面側に着脱
自在に取り付けられるようになっており、溝７ｅに沿って収納されるインナーホンケーブ
ル９ａの外側から取り付けることにより、インナーホンケーブル９ａやさらにはインナー
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請求項５ 請求項４

図である

頭部支持フレーム



ホン９Ｌ，９Ｒが眼前に垂れ下がることのないように側頭部側で保持する機能を兼ね備え
たものとなっている。
【００２２】
また、ジョイント部材６Ｌの下側からは、この頭部装着型映像表示装置１に映像信号や音
声信号等を送信するメインケーブル２が一体的に延出されており、該メインケーブル２を
介して頭部装着型映像表示装置１の映像や音声の制御等を行うコントローラ３が接続され
るようになっている。
【００２３】
コントローラ３は、頭部装著型映像表示装置１から延出されるメインケーブル２に一体杓
に接続されていて、上カバー３１と下カバー３２とを嵌合させることにより外装が構成さ
れ、さらに、外部装置に接続するための接続用ケーブル４が一体に延出されている。なお
、接続用ケーブル４は、コントローラ３にコネクタ端子を設けて着脱自在に接続するよう
構成してもよい。
【００２４】
コントローラ３には、メニューの表示や着目する項目の移動、着目項目に係る設定値の変
更、設定した項目の確定などを行うための操作ボタン３４や、電源を投入するための電源
スイッチ３６（図４参照）、電源投入時に発光してその旨を視覚的に告知する電源ランプ
３５などが設けられている。
【００２５】
操作ボタン３４は、非操作時の中心位置から上下左右の４方向に倒す操作が可能であると
ともに、さらに押圧操作ができるようになっていて、このコントローラ３の外装の、操作
ボタン３４が露呈する開口の近傍は、他の上面部３１ａよりも低くなる下段部３１ｂとし
て形成され、操作ボタン３４がこの下段邸３１ｂから露呈して突出する高さは、上面部３
１ａの高さよりも低くなっている。
【００２６】
さらに、操作ボタン３４は、上面部３１ａの下段部３１ｂ側の角部と、下段部３１ｂの表
面とを結んだ直線よりも下側に位置するように配置されており、コントローラ３が置かれ
る状態に関係なく、操作ボタン３４が、置かれた面に触れることがないようになっている
。こうして、コントローラ３が机上等に例えば斜めに載置されたとしても、操作ボタン３
４が不用意に押圧されることはない。
【００２７】
次に、頭部装着型映像表示装置１における映像表示系の構成について、図２および図３を
参照して説明する。
【００２８】
この映像表示系は、それぞれ白色平面発光型ＬＥＤユユットからなる左右のバックライト
１７Ｌ，１７Ｒと、供給された映像信号に対応した映像を発現するための左右の映像表示
素子たる液晶表示素子（ＬＣＤ）１５Ｌ，１５Ｒ（図４参照）と、これらＬＣＤ１５Ｌ，
１５Ｒにより発現され対応するバックライト１７Ｌ，１７Ｒにより照明された映像による
光束を使用者の左右の眼球に向けて導くためのプリズム１１Ｌ，１１Ｒとを光学系保持部
材１２に取り付け、さらにＬＣＤ１５Ｌ，１５Ｒを制御するための制御回路およびバック
ライト１７Ｌ，１７Ｒを制御するための制御回路を実装する回路基板１８を光学系保持部
材１２に取り付けて構成されている。
【００２９】
光学系保持部材１２は、左眼側の光学系保持部１２Ｌと右眼側の光学系保持部１２Ｒとを
連結部１２ｂにより一体に繋いでなり、連結部１２ｂのほぼ中央部に設けられた締結部１
２ａにビス等を螺合することにより、後カバー５ｂに対して固定されるようになっている
。
【００３０】
光学系保持部材１２には、光学系保持部１２Ｌ，１２Ｒのそれそれに矩形孔からなる光束
通過窓１２ｄが形成されており、その周辺の左右の角部に係止突起１２ｃが、また周辺の
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係止突起１２ｃに対向する辺の中央部に他の係止突起１２ｊがそれぞれ設けられている。
【００３１】
また、右眼側の光学系保持部１２Ｒの連結部１２ｂ側となる２つの角部には、回路基板１
８を位置決めして固定するための位置規定ピン１２ｅが突設されている。
【００３２】
さらに、光学系保持部材１２の左右の端部には、プリズム１１Ｌ，１１Ｒの後述する係合
用凸部１１ａが嵌入される受部１２ｈがそれぞれ形成されており、これらの受部１２ｈの
上面側にはボス１２ｇがそれそれ突設されている。ボス１２ｇの内部はねじが螺刻された
ビス孔となっている。
【００３３】
同様に、光学系保持部材１２の連結部１２ｂの下面側の左右の端部にも、プリズム１１Ｌ
，１１Ｒの係合用凸部１１ａがそれぞれ嵌入される形状部分が形成されている。
【００３４】
プリズム１１Ｌ，１１Ｒは、小型軽量化を図りながら高い光学性能を確保することができ
る自由曲面を採用したいわゆるフリーシェイプトプリズムで構成されており、対応するＬ
ＣＤ１５Ｌ，１５Ｒによる映像の光束を２回反射した後に、使用者の眼球に向けて射出す
るようになっている。
【００３５】
プリズム１１Ｌ，１１Ｒは、その左右上端部に系合用凸部１１ａが突設されて、そこにビ
スを螺合するためのＵ溝１１ｂが刻設されており、係合用凸部１１ａを受部１２ｈや連結
部１２ｂに嵌合して、ボス１２ｇの内部や連結部１２ｂの下面側に螺刻されたビス孔にビ
スを締結することにより、光学系保持部材１２に固定されるようになっている。
【００３６】
一方、光学系保持部材１２の左右の光学系保持部１２Ｌ，１２Ｒには、光束が含む周波数
成分の内の不要な高周波側の成分を除去するローパスフィルタ１３Ｌ，１３Ｒと、矩形孔
１４ａを備えてフレア等の不要な光の通過を制限するマスク部材１４Ｌ，１４Ｒと、ＬＣ
Ｄ１５Ｌ，１５Ｒとが、ＬＣＤ１５Ｌ，１５Ｒを保護して覆いながら所定位置に固定され
ていると共に、バックライト１７Ｌ，１７Ｒを取り付けるためのバックライト保持枠１６
Ｌ，１６Ｒと、バックライト１７Ｌ，１７Ｒとが下から上に向かって順に取り付けられて
いる。
【００３７】
ローパスフィルタ１３Ｌ，１３Ｒやマスク部材１４Ｌ，１４Ｒは、その４つの角部の内の
１つが斜めに切り欠かれていて、間違った向きに装着されることがないように構成されて
いる。なお、ローパスフィルタ１３Ｒ、マスク部材１４Ｒは、図示を省略してある。
【００３８】
バックライト保持枠１６Ｌ，１６Ｒは、それぞれ透明な樹脂等で形成されていて、光透過
面１６ａと、光学系保持部材１２の係止突起１２ｊに係合するための先端係合部１６ｂと
、光学系保持部材１２の係止突起１２ｃに係合するための左右一対の基端系合部１６ｃと
、対応するバックライト１７Ｌ，１７Ｒを左右一対に挟み込んで係止するための係止爪１
６ｄと、回路基板１８の一端側を光学系保持部１２Ｒの上端面１２ｆとの間で挟み込んで
固定するための固定形状部１６ｅと、回路基板１８の他端側を光学系保持部１２Ｌの上端
面との間で挟み込んで固定するための固定形状部１６ｆとを有して構成されている。
【００３９】
バックライト保持枠１６Ｌ，１６Ｒは、同一形状の部材となっており、このように左右を
同一の型で成形することで、コストの削減を図り、かつ組立作業を容易に行うことができ
るようになっている。
【００４０】
そして、各バックライト保持枠１６Ｌ，１６Ｒに対してその発光面となる下面１７ｄを光
透過面１６ａに対向させるようにして、対応するバックライト１７Ｌ，１７Ｒが左右を係
止爪１６ｄに挟み込まれて固定されるようになっている。
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【００４１】
バックライト１７Ｌ，１７Ｒは、それぞれ側方から見たときに、一方側が肉薄、他方側が
肉厚となる略テーパ状の筐体１７ａを備えており、この筐体１７ａの肉厚となる背面１７
ｂの側に光源としてのＬＥＤが配設され、筐体１７ａの上面１７ｃ（より詳しくはその内
面）がＬＥＤにより発光された光を均一化して反射させるための傾斜反射面となり、筐体
１７ａの下面１７ｄが均一化された照明光を外部に射出するための発光面となっている。
【００４２】
このように、ＬＥＤを光源としてバックライト１７Ｌ，１７Ｒを構成したために、蛍光管
を光源としたものに比して、低消費電力を達成することが可能となっている。
【００４３】
ＬＥＤは、筐体１７ａ内に、１つ、あるいは複数並んで配設されており、例えば、比較的
波長の短い光（青色光など）を発光する光源として構成すると共に、傾斜反射面を蛍光散
乱反射面として構成することにより、均一な白色光に変換して反射するようになっている
。
【００４４】
ＬＣＤ１５Ｌ，１５Ｒからはフレキシブルプリント基板１９が延出されると共に、バック
ライト１７Ｌ，１７Ｒからは複数のリード線２０が固定テープ２２により一旦固着された
後に延出されており、これらの先端部は、回路基板１８に実装されたコネクタ１９ａとリ
ード線接続部２０ａにそれぞれ接続されるようになっている。
【００４５】
この回路基板１８は、例えば符号２１で示すようなＬＣＤ１５Ｌ，１５Ｒの制御回路やバ
ックライト１７Ｌ，１７Ｒの制御回路を実装するリジツド基板等からなり、さらに、イン
ナーホンケーブル９ａやメインケーブル２が接続されている。
【００４６】
回路基板１８は、極力小型化を図ったものとなっており、左側の光学系保持部１２Ｌと右
側の光学系保持部１２Ｒとの間となる連結部１２ｂ上に載置して固定されるようになって
いる。
【００４７】
すなわち、回路基板１８の光学系保持部１２Ｒ側となる２つの角部には、位置規定ピン１
２ｅにそれぞれ係入する孔１８ａおよび長孔１８ｂが穿設されていて、これらを挿入する
ことにより位置決めがなされるようになっている。
【００４８】
回路基板１８は、さらに、光学系保持部１２Ｒ側においてその上端面１２ｆと固定形状部
１６ｅとにより挟み込まれ、光学系保持部１２Ｌ側においてその上端面と固定形状部１６
ｆとにより挟み込まれることで、光学系保持部材１２に対して固定されるようになってい
る。
【００４９】
上述した映像表示系は、前カバー５ａと後カバー５ｂとにより覆われて、装置本体５内に
収納される。
【００５０】
この際、バックライト１７Ｌ，１７Ｒのさらに外側となる部分には、帯電防止フィルム（
図示せず）が装着される。これにより、外部からの静電気を防いで、内部の回路を保護す
ることができるようになっている。
【００５１】
また、後カバー５ｂには接眼窓（図示せず）が形成されて透明板（図示せず）が嵌装され
ており、プリズム１１Ｌ，１１Ｒから出射される映像を、接眼窓を介して観察するように
なっている。
【００５２】
さらに、前カバー５ａが前方に向かって緩やかな斜面形状をなしているのに合わせて、上
述したようなテーパ状をなすバックライト１７Ｌ，１７Ｒをその肉薄側が前方となり、肉
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厚側（ＬＥＤが配設された側）が後方（つまり接眼側）となるように配設している。
【００５３】
次に、図４を参照して本実施の形態による頭部装着型映像表示装置の要部の回路構成につ
いて説明する。
【００５４】
コントローラ３は、ＹＣ分離回路４０、デコーダ４１、Ａ／Ｄ変換回路４２、同期分離回
路４３、３Ｄプロテクト処理部４４、外部メモリ４５、操作ボタン３４、マイコン４７、
音声プリアンプ４８、音声メインアンプ４９、電源部５１、電源スイッチ３６を有してい
る。また、装置本体５は、上述したように制御回路２１、左右のＬＣＤ１５Ｌ，１５Ｒ、
左右のインナーホン９Ｌ，９Ｒを有している。
【００５５】
外部装置からフィールド順次で交互に出力される３Ｄ映像表示可能な左右の映像信号を含
むアナログのコンポジット映像信号は、コントローラ３においてＹＣ分離回路４０に供給
して輝度信号Ｙと色信号Ｃとに分離し、さらにデコーダ４１でアナログのＲＧＢ映像信号
に変換して装置本体５の制御回路２１に供給して、この制御回路２１から左右のＬＣＤ１
５Ｌ，１５Ｒに供給する。
【００５６】
左右のＬＣＤ１５Ｌ，１５Ｒは、制御回路２１によりコントローラ３のマイコン４７から
の指令に基づいて駆動制御する。例えば、３Ｄ観察モードでは、フィールドに同期して左
右のＬＣＤ１５Ｌ，１５Ｒを交互に駆動し、これにより左目用のＬＣＤ１５Ｌに例えば偶
数フィールドの映像信号を表示し、右目用のＬＣＤ１５Ｒに例えば奇数フィールドの映像
信号を表示して、これら左右の映像を観察者において融像することで３Ｄ映像を観察する
。また、２次元映像（２Ｄ）観察モードでは、左右のＬＣＤ１５Ｌ，１５Ｒを同時に駆動
して、左右のＬＣＤ１５Ｌ，１５Ｒに両フィールドの同一の映像信号を表示する。
【００５７】
なお、３Ｄまたは２Ｄ観察モードの選択は、操作ボタン３４の所定の操作によりマイコン
４７から制御回路２１を介して左右のＬＣＤ１５Ｌ，１５Ｒに３Ｄ・２Ｄ選択用画面のＯ
ＳＤ（オン・スクリーン・ディスプレイ）信号を供給して表示し、そのＯＳＤ画面上で操
作ボタン３４の操作により選択する。
【００５８】
また、外部装置からコンポジット映像信号とともに供給される左右の音声信号は、コント
ローラ３の音声プリアンプ４８で増幅し、さらに音声メインアンプ４９で増幅して、装置
本体５の左右のインナーホン９Ｌ，９Ｒから出力する。
【００５９】
一方、コントローラ３において、ＹＣ分離回路４０で分離した輝度信号Ｙは、Ａ／Ｄ変換
回路４２でデジタル信号に変換して３Ｄプロテクト処理部４４に供給する。また、この輝
度信号Ｙは、同期分離回路４３にも供給し、ここで輝度信号Ｙから垂直同期信号を分離し
てフィールド同期信号を生成し、そのフィールド同期信号を３Ｄプロテクト処理部４４に
供給する。なお、コントローラ３はＳ端子を有しており、このＳ端子に入力される輝度信
号Ｙはデコーダ４１、Ａ／Ｄ変換回路４２および同期分離回路４３に供給し、色信号Ｃは
デコーダ４１に供給する。
【００６０】
３Ｄプロテクト処理部４４は、図５に示すように、メモリ制御部６１、影響度演算部６２
および影響度判定部６３を有して構成する。この３Ｄプロテクト処理部４４では、Ａ／Ｄ
変換回路４２からの順次のフィールドのデジタル映像信号を、同期分離回路４３からのフ
ィールド同期信号に同期して、メモリ制御部６１を介して外部メモリ４５に複数フィール
ド分（ここでは、順次の４フィールド分）、順次更新しながら書き込むと共に、この外部
メモリ４５に書き込まれた順次の２フィールド（ ODDフィールドと次の EVENフィールド）
の映像信号を同様にフィールド同期信号に同期してメモリ制御部６１を介して読み出し、
その読み出した順次のフィールドの映像信号に基づいて影響度演算部６２で、例えば公知
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のブロックマッチング法により水平および垂直方向等の視差量を検出して、その順次検出
される視差量に基づいて観察者へ与える影響度を演算し、その影響度が基準値に達したか
否かを影響度判定部６３で判定して、その判定結果をマイコン４７に出力する。
【００６１】
影響度演算部６２は、図６に示すように、前処理部６５、視差測定部６６、評価部６７、
エラーコード設定部６８および評価値累積部６９を有して構成し、評価部６７は静的視差
評価部６７－１および動的視差評価部６７－２を有して構成する。
【００６２】
メモリ制御部６１により外部メモリ４５から読み出された順次のフィールドの映像信号は
前処理部６５に供給し、ここで所定のタイミングで順次の２フィールドの画像を各々前処
理部６５のメモリに格納して解像度変換、スムージングなどの前処理を施す。
【００６３】
視差測定部６６では、前処理済みの画像から立体画像に含まれる視差量を測定して視差統
計量を算出する。ここで、視差統計量とは、立体画像に含まれる視差量の最小値や最頻値
などの統計データである。
【００６４】
評価部６７では、視差統計量を予め設定した規則に基づいて評価値に換算する。この規則
は、人の視覚特性を考慮して定められる。評価部６７のうち、静的視差評価部６７－１は
視差量の静的評価を行うもので、視差統計量の値に応じて評価値を設定する。画像に大き
な視差があれば大きな評価値を設定する。一方、動的視差評価部６７－２は視差量の動的
評価を行うもので、視差統計量の時間変化に応じて評価値を設定する。
【００６５】
ここで、入力３Ｄ映像の性質によっては、視差測定の精度が十分に得られず、算出した視
差統計量の信頼性が低い場合がある。そのため、エラーコード設定部６８によりエラー状
況を記録しておき、評価値設定の際にエラーコード設定部６８を参照して必要に応じて評
価値を変更する。
【００６６】
評価値累積部６９では、評価部６７で得られた評価値を統合して、それまでの累積値に加
算し、その累積値を影響度として影響度判定部６３に供給して、影響度判定部６３により
影響度が基準値に達したか否かを判定し、その判定結果をマイコン４７に供給して、マイ
コン４７により影響度判定部６３での判定結果に基づいて制御回路２１による左右のＬＣ
Ｄ１５Ｌ，１５Ｒの表示動作を制御する。
【００６７】
なお、コントローラ３および装置本体５の各部には、コントローラ３に設けた電源部５１
から電源スイッチ３６のオン下において所要の電源を供給する。
【００６８】
　以下、 映像表示装置 動作 図７
に示すフローチャート、図８および図９に示すＯＳＤの表示例を参照しながら説明する。
【００６９】
先ず、電源スイッチ３６がオンされたら（ステップＳ１）、マイコン４７は制御回路２１
を介して左右のＬＣＤ１５Ｌ，１５Ｒに、図８に示すような２Ｄまたは３Ｄの観察モード
を選択させるための選択画面をＯＳＤ表示し、その選択画面上で観察者による操作ボタン
３４の操作のもとにカーソルを移動させて２Ｄまたは３Ｄを選択させる（ステップＳ２）
。
【００７０】
ステップＳ２において、２Ｄ観察モードが選択された場合には、ステップＳ３で通常のル
ーチンで、上述したように左右のＬＣＤ１５Ｌ，１５Ｒを同時に駆動して、左右のＬＣＤ
１５Ｌ，１５Ｒに両フィールドの同一の映像信号を表示する。
【００７１】
これに対し、ステップＳ２で３Ｄ観察モードが選択された場合には、３Ｄプロテクト処理
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部４４への３Ｄ映像信号の入力を開始し（ステップＳ４）、影響度演算部６２においてブ
ロックマッチング法により全ブロックについてブロック毎に水平および垂直方向等の視差
量を検出して（ステップＳ５）、その視差量に基づいて評価値を演算し（ステップＳ６）
、ステップＳ７において全ブロックについての視差検出および視差評価の測定が終了した
のを検出したら、全ブロックの評価値を統合してそれまでの累積値に加算し（ステップＳ
８）、その累積値を影響度として影響度判定部６３に供給して基準値に達したか否かを判
定する（ステップＳ９）。
【００７２】
ステップＳ９で、影響度が基準値に達していなければステップＳ８に戻って、次の順次の
フィールドにおける視差評価値を累積し、影響度が基準値に達した場合には、その時点で
ステップＳ１０においてマイコン４７により制御回路２１を介して左右のＬＣＤ１５Ｌ，
１５Ｒに、例えば図９（ａ）に示すような警告画面をＯＳＤ表示し、その後、例えば図９
（ｂ）に示すような通知画面をＯＳＤ表示してから、電源スイッチ３６を自動的にオフに
して３Ｄ映像の観察を強制的に中止させる。
【００７３】
　このように 観察モードでは３Ｄプロテクト処理部４４において、視差量を検出し
てその評価値を累積し、その累積値（影響度）が基準値に達したら警告画面をＯＳＤ表示
して観察者に警告して電源スイッチ３６を自動的にオフに 、３Ｄ映像観察による観
察者への影響を確実に低減することができる。
【００７４】
　図１０（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、本発明の を説明するための図で
、それぞれＯＳＤの表示例を示すものである。
【００７５】
　本実施の形態は、 構成において、３Ｄ観察モードでの映像観察時
に影響度が基準値に達したら、マイコン４７により制御回路２１を介して左右のＬＣＤ１
５Ｌ，１５Ｒに、例えば図１０（ａ）に示すような警告画面をＯＳＤ表示して、観察者に
おいてこのまま映像観察を「継続する」か「継続しない」かを、操作ボタン３４の操作に
より選択させ、「継続する」が選択された場合には、例えば図１０（ｂ）に示すような通
知画面をＯＳＤ表示して、２Ｄ観察モードに強制的に切り換えて通常のルーチンで映像の
観察を継続させ、「継続しない」が選択された場合には、例えば図１０（ｃ）に示すよう
な通知画面をＯＳＤ表示してから、電源スイッチ３６を自動的にオフにして３Ｄ映像の観
察を強制的に中止させる。
【００７６】
　このようにすれば、 と同様に３Ｄ映像観察による観察者への影響を確
実に低減することができる他、映像観察を「継続する」が選択された場合には２Ｄ観察モ
ードに自動的に切り換えられるので、観察者は映像を最後まで観察することができる。
【００７７】
ところで、従来の頭部装着型映像表示装置では、一般に１６歳未満への使用を禁止してお
り、パスワードを登録するようにしているものがある。このような映像表示装置は、パス
ワードを登録した場合には個人専用となり、人によっては３Ｄ観察モードで影響度が基準
値に達した後、継続して３Ｄ映像を観察しても何ら影響を受けない人もいる。
【００７８】
　そこで、本発明の では、パスワードを登録可能とし、パスワードを登録
しなくても映像の観察は可能であるが、装置の使用に際して既に登録されているパスワー
ドが入力された場合には、３Ｄ観察モードにおいて影響度が基準値に達した後も、継続し
て３Ｄ映像を観察可能にする。
【００７９】
　図１１は、かかる の要部の回路構成を示すブロック図である。この頭部
装着型映像表示装置は、図４に示す構成において、マイコン４７に接続してパスワードを
格納するパスワードメモリ７１を設けたもので、その他の構成は図４と同様であるので、
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図４と同一構成要素には同一参照番号を付してその説明を省略する。
【００８０】
本実施の形態では、パスワードメモリ７１に装置使用者のパスワードを操作ボタン３４の
操作により予め入力して格納しておき、装置使用時にパスワードが設定されたか否か、す
なわちパスワードが入力されたか否か、またパスワードが入力された場合にその入力パス
ワードがパスワードメモリ７１に登録されているか否かに応じて、マイコン４７により制
御回路２１を介して左右のＬＣＤ１５Ｌ，１５Ｒへの映像の表示を制御する。
【００８１】
すなわち、３Ｄ観察モードにおいて、図７に示すステップＳ９で影響度が基準値に達した
と判定されたら、次に図１２にフローチャートを示すように、パスワードが設定されたか
否かをマイコン４７で判定する（ステップＳ１１）。
【００８２】
ここで、パスワードが設定されていると判定された場合、すなわち装置使用時にパスワー
ドが入力され、その入力パスワードがパスワードメモリ７１に登録されているパスワード
と一致することがマイコン４７で確認された場合には、制御回路２１を介して左右のＬＣ
Ｄ１５Ｌ，１５Ｒに、例えば図１３（ａ）に示すような警告画面をＯＳＤ表示して、観察
者においてこのまま３Ｄ映像観察を「継続する」か「継続しない」かを、操作ボタン３４
の操作により選択させ（ステップＳ１２）、「継続する」が選択された場合には、例えば
図１３（ｂ）に示すような通知画面をＯＳＤ表示して、図７に示したステップＳ５に戻り
、そのまま３Ｄの映像表示を継続させる。
【００８３】
なお、この場合、図１３（ａ）に示す警告画面を一度表示したら、以後はこの警告画面を
表示することなく、観察者において例えば電源スイッチ３６がオフされるまで３Ｄ観察モ
ードを継続させるようにするか、あるいは図１２のステップＳ１２から図７のステップＳ
５に戻った時点で、それまでに累積した影響度をリセットして新たに影響度の演算を開始
し、影響度が基準値に達する毎に図１３（ａ）に示す警告画面を表示して３Ｄ観察モード
を継続するか否かを選択させるようにする。
【００８４】
これに対し、ステップＳ１２において図１３（ａ）に示す警告画面上で、「継続しない」
が選択された場合には、例えば図１３（ｃ）に示すような通知画面をＯＳＤ表示してから
、電源スイッチ３６を自動的にオフにして３Ｄ映像の観察を中止させる。
【００８５】
一方、図１２のステップＳ１１において、パスワードが設定されていないと判定された場
合、すなわち装置使用時にパスワードが入力されなかった場合や、パスワードが入力され
てもその入力パスワードがパスワードメモリ７１に登録されていないことがマイコン４７
で確認された場合には、例えば図１０（ａ）に示したような警告画面をＯＳＤ表示して、
観察者においてこのまま映像観察を「継続する」か「継続しない」かを選択させ（ステッ
プＳ１３）、「継続する」が選択された場合には、例えば図１０（ｂ）に示すような通知
画面をＯＳＤ表示して、２Ｄ観察モードに強制的に切り換えて通常のルーチンで映像の観
察を継続させ（ステップＳ１４）、「継続しない」が選択された場合には、例えば図１０
（ｃ）に示すような通知画面をＯＳＤ表示してから、電源スイッチ３６を自動的にオフに
して３Ｄ映像の観察を強制的に中止させる。
【００８６】
本実施の形態によれば、パスワードを予め登録し、装置使用の際に登録したパスワードを
入力することで、３Ｄの映像ソースを最後まで３Ｄ観察モードで観察することが可能とな
るので、満足した映像観察が可能となる。
【００８７】
　なお、 では、パスワードを登録しなくても映像観察を可能としたが、パ
スワードを登録し、使用の際に登録したパスワードを入力しなければ映像を観察できない
ようにすることもできる。この場合には、図１２のステップＳ１１を省略して、影響度が
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基準値に達した時点でステップＳ１２を実行するか、あるいは影響度の演算や警告表示を
行なわないように設定して３Ｄ映像を観察することができる。
【００８８】
　図１４は、本発明の の要部の回路構成を示すブロック図である。この頭
部装着型映像表示装置は、図４に示す構成において、３Ｄ観察モード時に３Ｄプロテクト
処理部４４で検出される視差量に基づいて左右の映像信号のフィールドを判別するフィー
ルド判別部７５を設け、このフィールド判別部７５での判別結果に応じてマイコン４７に
より制御回路２１を制御して、左側の映像信号を左側のＬＣＤ１５Ｌに、右側の映像信号
を右側のＬＣＤ１５Ｒにそれぞれ供給するようにしたもので、その他の構成は図４と同様
であるので、図４と同一構成要素には同一参照番号を付してその説明を省略する。
【００８９】
すなわち、上述したようにフィールド順次の３Ｄ映像信号は、ＥＩＡＪで規定されている
ものがあるが、国内外の現状の３Ｄ映像ソフトは、偶数フィールドにＬ側の信号、奇数フ
ィールドにＲ側の信号が配置されているものと、それとは逆に偶数フィールドにＲ側の信
号、奇数フィールドにＬ側の信号が配置されているものとが混在しているため、例えば偶
数フィールドの映像信号をＬ側のＬＣＤ１５Ｌに、奇数フィールドの映像信号をＲ側のＬ
ＣＤ１５Ｒに固定的に表示しようとすると、提供される３Ｄ映像ソフトが偶数フィールド
がＲ側の映像信号で、奇数フィールドがＬ側の映像信号の場合には、観察者への影響度を
より強くしてしまったり、３Ｄ映像を鑑賞できなくなったりする等の不都合が発生するこ
とになる。
【００９０】
そこで、本実施の形態では、３Ｄプロテクト処理部４４の影響度演算部６２（図６参照）
で検出される視差量に基づいてフィールド判別部７５で左右の映像信号のフィールドを判
別し、その判別結果に応じて左側の映像信号が供給されるフィールド期間は左側のＬＣＤ
１５Ｌを駆動し、右側の映像信号が供給されるフィールド期間は右側のＬＣＤ１５Ｒを駆
動するように、マイコン４７により制御回路２１を制御して、左側の映像信号を左側のＬ
ＣＤ１５Ｌに、右側の映像信号を右側のＬＣＤ１５Ｒにそれぞれ表示させる。
【００９１】
ここで、フィールド判別部７５での視差量に基づくフィールド判別は、以下の１）、２）
および３）の３つの特性から総合的に判別する。
【００９２】
１）一方の極性に大き過ぎる視差が多ければ逆の可能性がある。
この点について、図１５（ａ），（ｂ）および図１６を参照して説明する。図１５（ａ）
および（ｂ）は、３Ｄ映像信号における視差量を説明するための図で、図１５（ａ）は球
体が飛び出して見える３Ｄ映像の観察態様を示しており、図１５（ｂ）はその際に左右の
ＬＣＤ１５Ｌ，１５Ｒに表示される映像を示している。図１５（ｂ）において、△印は無
限遠の像を、○印は３Ｄ表示（飛び出し表示）される球体をそれぞれ示しており、ＸＬは
Ｌ映像の球体の水平位置を、ＸＲはＲ映像の球体の水平位置をそれぞれ示しており、これ
らＸＬおよびＸＲは等しくなく、中央値より右寄りあるいは左寄りにずれている。
【００９３】
図１５（ａ）に示すように、左右のＬＣＤ１５Ｌ，１５Ｒに図１５（ｂ）に示す映像をそ
れぞれ表示して、左右のレンズ８１Ｌ，８１Ｒを経て左右の眼球８２Ｌ，８２Ｒで観察す
ると、球体は左右の眼球８２Ｌ，８２Ｒのピントが合う虚像位置８３に表示され、この虚
像位置８３に表示される２つの像が融像位置８４において１つの像として融像されて観察
される。ここで、左右のレンズ８１Ｌ，８１Ｒの位置から融像位置８４までの距離は輻輳
距離、左右のレンズ８１Ｌ，８１Ｒの位置から虚像位置８３までの距離は視距離と呼ばれ
、水平視差量は左右の映像の水平位置の差、例えば（ＸＬ－ＸＲ）で表わされ、この視差
量は輻輳距離に対応し、視差量が大きいと手前への飛び出し度が大きいことを意味してい
る。
【００９４】
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ところが、図１６に示すように、Ｌ側のＬＣＤ１５ＬにＲ側の映像が、Ｒ側のＬＣＤ１５
ＲにＬ側の映像が表示されると、Ｒ側のＬＣＤ１５Ｒに表示される映像のＸＲが大きくな
り、球体は画面中央から右側にずれ、視差量はマイナスになる。
【００９５】
このように、３Ｄ映像に含まれる多くの画像が上記の関係になっているときは、左右の映
像が逆に表示されていると判断する。なお、上記の例では（ＸＬ－ＸＲ）から水平視差量
を検出することから、左右映像が逆の場合にはマイナスに大きくなるが、（ＸＲ－ＸＬ）
から水平視差量を検出する場合には、逆にプラスに大きくなる。
【００９６】
２）画面上半分と下半分とでは概ね下の方が視差が大きい。
通常の風景の場合、画面の下部は近景、上部は遠景であることが多く、例えば図１７に示
すようにテーブル上の物体を斜め上から俯瞰するような画像では手前が下にくることにな
る。
【００９７】
このことを考慮すると、例えば、図１８（ａ）に示すように、壁面８５の手前にある球状
物体８６を左右のカメラ８７Ｌ，８７Ｒで俯瞰して撮像した場合には、左右の映像は図１
８（ｂ）に示すようになり、これが左右のＬＣＤ１５Ｌ，１５Ｒに逆に表示されると図１
９に示すようになって、上記１）の場合と同様の現象が生じる。したがって、画面下半分
で視差が逆方向に大きい場合には、左右の映像が逆に表示されていると判断する。
【００９８】
３）画面端で垂直視差が発生している場合、右上端なら右画像の方が上、右下端なら右画
像が下にずれている。
すなわち、図２０（ａ）に示すように、壁面８５を左右のカメラ８７Ｌ，８７Ｒで撮像し
た場合には、左右の映像は図２０（ｂ）に示すようになる。ここで、左右の画面に表示さ
れる壁面の右上端Ａ，Ａ′に注目すると、左画像の右上端Ａの位置よりも右画像の右上端
Ａ′の位置の方がｈ分上にずれており、右下端Ｂ，Ｂ′に注目すると、左画像の右下端Ｂ
の位置よりも右画像の右下端Ｂ′の位置の方が下にずれている。
【００９９】
これに対し、図２０（ｂ）に示す画像が、図２１に示すように、左右のＬＣＤ１５Ｌ，１
５Ｒに逆に表示されると、上記の関係が逆になる。したがって、このような垂直視差が発
生している場合には、左右の映像が逆に表示されていると判断する。
【０１００】
フィールド判別部７５では、３Ｄプロテクト処理部４４で検出される視差量に基づいて上
記の３つの特性から左右の映像信号のフィールドを判別し、左右のＬＣＤ１５Ｌ，１５Ｒ
に表示される映像信号が逆の場合には、左側の映像信号が左側のＬＣＤ１５Ｌに、右側の
映像信号が右側のＬＣＤ１５Ｒに正しく表示されるように、マイコン４７を介して制御回
路２１による左右のＬＣＤ１５Ｌ，１５Ｒの駆動を切り替えると共に、３Ｄプロテクト処
理部４４のメモリ制御部６１（図５参照）による外部メモリ４５からの順次のフィールド
の映像信号の読み出し順序を逆に切り替える。
【０１０１】
　上記のフィールド判別部７５によるフィールドの期間中は、左右のＬＣＤ１５Ｌ，

に外部装置からの映像信号を表示することなく、ブルーバックあるいはブラックバック
等に「検出中」等のフィールド判別中を表わす旨をＯＳＤ表示し、判別が終了したら、上
述したように左側の映像信号を左側のＬＣＤ１５Ｌに、右側の映像信号を右側のＬＣＤ１
５Ｒに正しく表示するように、マイコン４７により制御回路２１を制御して３Ｄ映像を表
示する。以後は、第１実施の形態 と同様に 。
【０１０２】
このように、本実施の形態では、３Ｄ観察モード時に３Ｄプロテクト処理部４４で検出さ
れる視差量に基づいてフィールド判別部７５で左右の映像信号のフィールドを判別し、左
側の映像信号は左側のＬＣＤ１５Ｌに、右側の映像信号は右側のＬＣＤ１５Ｒに正しく表
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示するように制御するようにしたので、提供される３Ｄ映像ソフトの左右の映像信号の順
序に影響されることなく、３Ｄ映像を正規の状態で鑑賞することができる。
【０１０４】
　図２２は本発明の の要部の回路構成を示すブロック図である。本実施の
形態は、上記第１～ の各実施の形態において３Ｄプロテクト処理部４４の機能をデジ
タル画像処理ユニットに持たせた点が基本的に異なるものである。
【０１０５】
図２２において、コントローラ３００は、Ａ／Ｖ入力端子１０１から入力されるコンポジ
ット映像信号ＶＢＳを輝度信号Ｙと色信号Ｃとに分離するＹＣ分離回路４０２と、Ａ／Ｖ
入力端子１０１またはＳ映像入力端子１０３の何れに接続がなされているかに応じて接続
されている端子からの信号を選択して出力するスイッチ１０４と、このスイッチ１０４か
らの輝度信号Ｙと色信号Ｃとを赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）の各色の信号に変換すると
ともに垂直同期信号ＶＤ、水平同期信号ＨＤ、フィールド信号Ｅ／Ｏを抽出するデコーダ
１０５と、このデコーダ１０５から出力されるＲＧＢ信号とコンピュータ等の外部装置か
らＲＧＢ入力端子１０７に入力されるＲＧＢのＰＣ映像信号とを切り替える切り替えスイ
ッチ１０８と、この切り替えスイッチ１０８からのＲＧＢ信号を通常の２倍のサンプリン
グ周波数でサンプリングしてデジタル信号にそれぞれ変換するＡ／Ｄ変換器１０９Ｒ，１
０９Ｇ，１０９Ｂと、これらＡ／Ｄ変換器１０９Ｒ，１０９Ｇ，１０９Ｂによりデジタル
化された映像信号に基づいて上記実施の形態で説明した３Ｄプロテクト処理を行なうと共
に、映像信号を４点シフトの画素ずらし（ウォブリング）に対応したＬＣＤ表示をするた
めのデジタル的な画像処理、および画像のマスク処理を行うデジタル画像処理ユニット１
１０と、このデジタル画像処理ユニット１１０の作業用メモリとしてのＤＲＡＭ１１１と
、デジタル画像処理ユニット１１０から出力されるデジタルのＲＧＢ信号をアナログ信号
にそれぞれ変換するＤ／Ａ変換器１１２Ｒ，１１２Ｇ，１１２Ｂと、Ａ／Ｖ入力端子１０
１から入力される音声信号および音声入力端子１１３から入力される音声信号を切り替え
るとともにその切り替えに応じて音量や音質を調整する音声ユニット１１４と、ＲＧＢ入
力端子１０７から入力される垂直同期信号ＶＤおよび水平同期信号ＨＤを波形整形する波
形整形回路１１５と、コントローラ３００の各部および装置本体１５０の各部に所要の電
源を供給する電源回路１１６と、この電源回路１１６の電源電圧を検出する電源電圧検出
回路１１７と、Ｅ２ ＰＲＯＭ１１８と、電源ボタン，メニューボタンおよび選択ボタン等
を有する操作ボタン１１９と、デコーダ１０５からの垂直同期信号ＶＤ、水平同期信号Ｈ
Ｄ、フィールド信号Ｅ／Ｏ、波形整形回路１１５からの垂直同期信号ＶＤ、水平同期信号
ＨＤ、電源電圧検出回路１１７からの検出電圧、Ｅ２ ＰＲＯＭ１１８の記憶内容、操作ボ
タン１１９の操作等に基づいて各部の動作を制御するＣＰＵ１２０と、を有している。
【０１０６】
ここで、Ｅ２ ＰＲＯＭ１１８には、映像／音声等に関する各種の設定値や初期値を映像ソ
ースに関連して記憶すると共に、映像ソースに関連して使用者が任意に設定した調整値を
記憶するようにする。本実施の形態では、映像ソースとして、ＡＶモードであるＮＴＳＣ
方式およびＰＡＬ方式の各コンポジット映像信号およびＳ映像信号の４種類の映像信号と
、ＰＣモードであるコンピュータ等の外部装置からのＰＣ映像信号との合計５種類の映像
ソースを選択可能とし、これら各映像信号に対して独立して映像に関する調整、例えばＡ
Ｖモードの各映像信号については、コントラスト、ブライト、色の濃さ、色あい、シャー
プネス、ホワイトバランス赤、ホワイトバランス青の各項目を、またＰＣモードのＰＣ映
像信号については、コントラスト、ブライトの各項目を調整可能とする。また、音声信号
に関しては、ＡＶモードとＰＣモードとで独立して、例えば音量、バス、トレブル、バラ
ンス、サラウンド等の各項目を調整可能とする。また、３Ｄ観察モードにおける影響度の
基準値も、観察者において適宜設定変更してＥ２ ＰＲＯＭ１１８に格納する。
【０１０７】
また、装置本体１５０は、左右のＬＣＤ１５１Ｌ，１５１Ｒ、左右のバックライト（ＢＬ
）１５２Ｌ，１５２Ｒおよび左右のウォブリング素子（ＷＢ）１５３Ｌ，１５３Ｒの他に
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、コントローラ３００からのアナログＲＧＢ信号によりＬＣＤ１５１Ｌ，１５１Ｒを駆動
するＬＣＤ駆動回路１５４と、バックライト１５２Ｌ，１５２Ｒを駆動する左右のバック
ライト（ＢＬ）駆動回路１５５Ｌ，１５５Ｒと、ウォブリング素子１５３Ｌ，１５３Ｒを
駆動する左右のウォブリング素子（ＷＢ）駆動回路１５６Ｌ，１５６Ｒと、Ｅ２ ＰＲＯＭ
１５７と、このＥ２ ＰＲＯＭ１５７の記憶内容およびコントローラ３００のＣＰＵ１２０
からの信号等に基づいてＬＣＤ１５１Ｌ，１５１Ｒ、バックライト駆動回路１５５Ｌ，１
５５Ｒおよびウォブリング素子駆動回路１５６Ｌ，１５６Ｒ等の動作を制御するタイミン
グジェネレータ（ＴＧ）ユニット１５８と、左右のインナーホン１５９Ｌ，１５９Ｒと、
を有している。
【０１０８】
ここで、Ｅ２ ＰＲＯＭ１５７には、各バックライト駆動回路１５５Ｌ，１５５Ｒ毎に、対
応するバックライト１５２Ｌ，１５２Ｒをほぼ同一の所定の照明輝度で駆動するための電
源電圧に対応する制御データ、例えば電源電圧が基準電圧にあるときの初期データに対す
るオフセットデータを予め格納しておく。
【０１０９】
本実施の形態では、操作ボタン１１９の操作によるＯＳＤ（オン・スクリーン・ディスプ
レイ）によってＡＶモードとＰＣモードとを切り替え選択し、このＯＳＤのスイッチによ
り切り替えスイッチ１０８でＡＶ入力かＰＣ入力かを選択する。なお、スイッチ１０４は
、Ｓ映像入力端子１０３が接続されると、Ｓ優先となるようにスイッチ切り替えがなされ
るようにする。
【０１１０】
また、ＣＰＵ１２０により映像ソースに応じた映像設定を行い、その映像設定に応じて入
力映像信号をデコーダ１０５、デジタル画像処理ユニット１１０、ＬＣＤ駆動回路１５４
において画像処理して左右のＬＣＤ１５１Ｌ，１５１Ｒに表示すると共に、ＡＶモードま
たはＰＣモードに応じて音声設定を行い、その音声設定に応じて音声ユニット１１４にお
いて入力音声信号を音声処理して左右のインナーホン１５９Ｌ，１５９Ｒから出力する。
【０１１１】
すなわち、映像設定においては、映像ソースを確認してＥ２ ＰＲＯＭ１１８から該当する
映像ソースの調整値を読み出し、その読み出した各調整値を対応する回路部、例えばデコ
ーダ１０５、デジタル画像処理ユニット１１０、ＬＣＤ駆動回路１５４およびタイミング
ジェネレータユニット１５８に書き込む。これにより、入力映像信号を、設定された各調
整値に応じて処理して、左右のＬＣＤ１５１Ｌ，１５１Ｒに表示する。なお、映像ソース
がＰＣ映像信号の場合には、デコーダ１０５での処理は行わない。
【０１１２】
また、音声設定においては、映像ソースを確認してＡＶモードまたはＰＣモードに応じて
Ｅ２ ＰＲＯＭ１１８から該当するモードの調整値を読み出し、その読み出した各調整値を
音声ユニット１１４に書き込み、これにより入力音声信号を設定された各調整値に応じて
処理して左右のインナーホン１５９Ｌ，１５９Ｒから出力する。
【０１１３】
このように、Ｅ２ ＰＲＯＭ１１８に、映像ソースに関連して映像／音声等に関する各種の
設定値や初期値を記憶すると共に、使用者が任意に設定した調整値を記憶して、入力され
た映像ソースに基づいてＥ２ ＰＲＯＭ１１８に記憶されている対応する映像ソースのデー
タにより入力映像／音声信号を処理することにより、映像ソース毎に微妙な映像の違いを
それぞれデータとして設定することができると共に、呼び出し操作を要することなく入力
映像／音声信号を自動的に処理することができる。したがって、映像ソースを変えても、
何らの操作を行うことなく、常に所望の状態で映像を観察することができ、使い勝手を向
上することが可能となる。
【０１１４】
　なお、デジタル画像処理ユニット１１０での３Ｄプロテクト処理は、上記第１、第２

と同様であるので、ここでは説明を省略する。
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【０１１５】
【発明の効果】
　本発明によれば、３Ｄ観察モード時に、３Ｄプロテクト処理手段により左右の映像表示
素子に供給される左右の映像信号の視差量を検出し、その検出した視差量に基づいて観察
者へ与える影響度を演算して、その演算した影響度が基準値に達したか否かを判定し、影
響度が基準値に達したと判定されたときは、その旨を表示制御手段により左右の映像表示
素子に選択的に表示する

ようにしたので、観察
者への３Ｄ映像の影響度を低減することができ、映像を常に適切な状態で観察することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施形態における頭部装着型映像表示装置およびコントローラ
を前面側から示す斜視図である。
【図２】　図１に示す頭部装着型映像表示装置の映像表示系を組み立てた様子を示す斜視
図である。
【図３】　図２に示す映像表示系の一部分解斜視図である。
【図４】　第１実施の形態における要部の回路構成を示すブロック図である。
【図５】　図４に示す３Ｄプロテクト処理部の一例の構成を示すブロック図である。
【図６】　図５に示す影響度演算部の一例の構成を示すブロック図である。
【図７】　 の動作を説明するためのフローチャートである
。
【図８】　 におけるＯＳＤ表示例を示す図である。
【図９】　同じく、 におけるＯＳＤ表示例を示す図である。
【図１０】　本発明の を説明するためのＯＳＤ表示例を示す図である。
【図１１】　本発明の における要部の回路構成を示すブロック図である。
【図１２】　 における要部の動作を説明するためのフローチャートである
。
【図１３】　 におけるＯＳＤ表示例を示す図である。
【図１４】　本発明の における要部の回路構成を示すブロック図である。
【図１５】　第４実施の形態を説明するための図である。
【図１６】　同じく、 を説明するための図である。
【図１７】　同じく、 を説明するための図である。
【図１８】　同じく、 を説明するための図である。
【図１９】　同じく、 を説明するための図である。
【図２０】　同じく、 を説明するための図である。
【図２１】　同じく、 を説明するための図である。
【図２２】　本発明の における要部の回路構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
　３　コントローラ
　５　装置本体
　９Ｌ，９Ｒ　インナーホン
　１５Ｌ，１５Ｒ　液晶表示素子（ＬＣＤ）
　２１　制御回路
　３４　操作ボタン
　３６　電源スイッチ
　４０　ＹＣ分離回路
　４１　デコーダ
　４２　Ａ／Ｄ変換回路
　４３　同期分離回路
　４４　３Ｄプロテクト処理部
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と共に、その旨を表示する際には、その表示とともに映像を継続
して鑑賞するか否かを左右の映像表示素子上で選択可能に表示する

本発明とともに開発した参考例

同じく、参考例
参考例

第１実施の形態
第２実施の形態

第２実施の形態

第２実施の形態
第３実施の形態

第３実施の形態
第３実施の形態
第３実施の形態
第３実施の形態
第３実施の形態
第３実施の形態
第４実施の形態



　４５　外部メモリ
　４７　マイコン
　４８　音声プリアンプ
　４９　音声メインアンプ
　５１　電源部
　６１　メモリ制御部
　６２　影響度演算部
　６３　影響度判定部
　７１　パスワードメモリ
　７５　フィールド判別部 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】
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【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】
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