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(57)【要約】
【課題】３Ｄメガネの傾斜角度及び傾斜方向が随時変化
しても、より画像を見やすくすることが可能な「３Ｄ画
像表示システム」を提供することである。
【解決手段】右目用画像と左目用画像とを表示する画像
表示装置と、前記右目用画像を透過させる右透過部及び
前記左目用画像を透過させる左透過部を備えた３Ｄメガ
ネとを有し、前記３Ｄメガネを通して前記画像表示装置
に表示される前記右目用画像及び左目用画像を見せるこ
とにより３Ｄ画像を視覚的に提供する３Ｄ画像システム
であって、前記３Ｄメガネが所定の傾き条件を満たす状
態にあるか否かを判定する傾き判定手段と、前記傾き判
定手段によって前記３Ｄメガネが前記所定の傾き条件を
満たす状態にあると判定されるときに、前記３Ｄメガネ
を通して前記右目用画像及び前記左目用画像のうちのい
ずれか一方だけを前記３Ｄ画像に代えて提供する２Ｄ画
像提供手段とを有する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　右目用画像と左目用画像とを所定の形式にて表示する画像表示装置と、前記右目用画像
を透過させる右透過部及び前記左目用画像を透過させる左透過部を備えた３Ｄメガネとを
有し、前記３Ｄメガネを通して前記画像表示装置に表示される前記右目用画像及び左目用
画像を見せることにより３Ｄ画像を視覚的に提供する３Ｄ画像システムであって、
　前記３Ｄメガネが所定の傾き条件を満たす状態にあるか否かを判定する傾き判定手段と
、
　前記傾き判定手段によって前記３Ｄメガネが前記所定の傾き条件を満たす状態にあると
判定されるときに、前記３Ｄメガネを通して前記右目用画像及び前記左目用画像のうちの
いずれか一方だけを前記３Ｄ画像に代えて提供する２Ｄ画像提供手段とを有する３Ｄ画像
表示システム。
【請求項２】
　前記傾き判定手段は、前記３Ｄメガネが当該３Ｄメガネの右透過部と左透過部との配列
方向が上下方向に所定角度以上傾いているという傾き条件を満たす状態にあるか否かを判
定する請求項１記載の３Ｄ画像表示システム。
【請求項３】
　前記傾き判定手段は、前記３Ｄメガネが当該３Ｄメガネの右透過部と左透過部との配列
方向が上下方向に前記右透過部を上側にして所定角度以上傾いているという第１の傾き条
件を満たす状態にあるか否かを判定する第１傾き判定手段と、
　前記３Ｄメガネが当該３Ｄメガネの右透過部と左透過部との配列方向が上下方向に前記
左透過部を上側にして所定角度以上傾いているという第２の傾き条件を満たすか否かを判
定する第２傾き判定手段とを有し、
　前記２Ｄ画像提供手段は、前記第１傾き判定手段によって前記３Ｄメガネが前記第１の
傾き条件を満たす状態にあると判定されるときに、前記３Ｄメガネを通して前記右目用画
像を提供し、
　前記第２傾き判定手段によって前記３Ｄメガネが前記第２の傾き条件を満たす状態にあ
ると判定されるときに、前記３Ｄメガネを通して前記左目用画像を提供する請求項２記載
の３Ｄ画像表示システム。
【請求項４】
　前記２Ｄ画像提供手段は、前記画像表示装置にあって、前記右目用画像及び左目用画像
のいずれか一方だけを当該画像表示装置に表示させる画像表示制御手段を有する請求項１
乃至３のいずれかに記載の３Ｄ画像表示システム。
【請求項５】
　前記画像表示制御手段は、前記右目用画像及び前記左目用画像のいずれか一方だけを、
前記３Ｄメガネの前記右透過部及び前記左透過部の双方を透過可能な状態で前記画像表示
装置に表示させる請求項４記載の３Ｄ画像表示システム。
【請求項６】
　前記２Ｄ画像提供手段は、前記３Ｄメガネにあって、当該３Ｄメガネの前記右透過部及
び左透過部の双方を前記右目用画像及び前記左目用画像のうちのいずれか一方を透過する
状態に制御する３Ｄメガネ制御手段を有する請求項１乃至３のいずれかに記載の３Ｄ画像
システム。
【請求項７】
　前記画像表示装置は、前記右目用画像と前記左目用画像とを交互に表示するものであっ
て、前記右目用画像と前記左目用画像の表示タイミングを表す同期信号を送信する同期信
号送信手段を有し、
　前記３Ｄメガネは、前記右透過部に設けられ、透過状態と遮蔽状態とを切換える右シャ
ッタと、前記左透過部に設けられ、透過状態と遮蔽状態とを切換える左シャッタと、前記
画像表示装置の前記同期信号送信手段から送信される前記同期信号を受信する同期信号受
信手段と、該同期信号受信手段にて受信される前記同期信号に基づいて前記右目用画像の
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表示タイミングにて前記右シャッタを透過状態にするとともに前記左シャッタを遮蔽状態
にし、前記左目用画像の表示タイミングにて前記右シャッタを遮蔽状態にするとともに前
記左シャッタを透過状態にする３Ｄ視シャッタ制御手段とを有し、
　前記２Ｄ画像提供手段は、前記３Ｄメガネにあって、前記同期信号受信手段により受信
される前記同期信号に基づいて前記右目用画像及び前記左目用画像のいずれか一方が表示
されるタイミングにて前記右シャッタ及び前記左シャッタの双方を透過状態にし、前記右
目用画像及び前記左目用画像の他方が表示されるタイミングにて前記右シャッタ及び前記
左シャッタの双方を遮蔽状態にする２Ｄ視シャッタ制御手段を有する請求項１乃至３のい
ずれかに記載の３Ｄ画像表示システム。
【請求項８】
　前記傾き判定手段は、前記３Ｄメガネ設けられ、当該３Ｄメガネが所定の基準方向に対
する傾きの程度を検出する傾き検出手段と、
　前記３Ｄメガネに設けられ前記傾き検出手段にて検出される前記３Ｄメガネの所定の基
準方向に対する傾きの程度に基づいて前記３Ｄメガネが前記所定の傾き条件を満たす状態
にあるか否かを判定する判定手段とを有する請求項７記載の３Ｄ画像表示システム。
【請求項９】
　前記画像表示装置は、表示される前記右目用画像の偏光特性を第１の偏光特性にすると
ともに表示される前記左目用画像の偏光特性を前記第１の偏光特性と異なる第２の偏光特
性にする偏光制御手段を有し、
　前記３Ｄメガネは、前記右透過部に設けられ、前記第１の偏光特性の画像を透過する右
偏光フィルタと、前記左透過部に設けられ、前記第２の偏光特性の画像を透過する左偏光
フィルタとを有し、
　前記２Ｄ画像提供手段は、前記画像表示装置にあって、前記右目用画像及び前記左目用
画像のいずれか一方だけを表示させる画像表示制御手段を有する請求項１乃至３のいずれ
かに記載の３Ｄ画像表示システム。
【請求項１０】
　前記画像表示装置は、第１の分光特性の画像を生成する第１の分光処理手段と、第２の
分光特性の画像を生成する第２の分光処理手段と、前記第１の分光処理手段にて第１の分
光特性の前記右目用画像を生成させるとともに、前記第２の分光処理手段にて第２の分光
特性の前記左目用画像を生成させる３Ｄ分光処理制御手段と有し、前記第１の分光特性の
前記右目用画像と前記第２の分光特性の前記左目用画像とを表示し、
　前記３Ｄメガネは、前記右透過部に設けられ、前記第１の分光特性の画像を透過する右
フィルタと、前記左透過部に設けられ、前記第２の分光特性の画像を透過する左フィルタ
とを有し、
　前記２Ｄ画像提供手段は、前記画像表示装置にあって、前記第１の分光処理手段及び前
記第２の分光処理手段の双方にて前記右目用画像及び前記左目用画像のいずれか一方を生
成させる２Ｄ分光処理制御手段を有し、前記画像表示装置に前右目用画像及び前記左目用
画像のいずれか一方を前記第１の分光特性及び前記第２の分光特性の双方にて表示させる
請求項１乃至３のいずれかに記載の３Ｄ画像表示システム。
【請求項１１】
　前記傾き判定手段は、前記３Ｄメガネに設けられ、当該３Ｄメガネが所定の基準方向に
対する傾きの程度を検出する傾き検出手段と、
　前記３Ｄメガネに設けられ、前記傾き検出手段にて検出される傾きの程度を表す情報を
送信する傾き情報送信手段と、
　前記画像表示装置に設けられ、前記３Ｄメガネに設けられた前記傾き情報送信手段から
送信される前記傾きの程度を表す情報を受信する傾き情報受信手段と、
　前記画像表示装置に設けられ、前記傾き情報受信手段にて受信された傾きの程度を表す
情報に基づいて前記３Ｄメガネが前記所定の傾き条件を満たす状態にあるか否かを判定す
る判定手段とを有する請求項９または１０記載の３Ｄ画像表示システム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、右目用画像と左目用画像とを表示する画像表示装置と、３Ｄメガネもしくは
シャッタメガネとを有し、該画像表示装置に表示された右目用画像及び左目用画像を該３
Ｄメガネもしくはシャッタメガネを通して見ることで３Ｄ画像を視認可能な３Ｄ画像表示
システム装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、立体画像表示装置には、右目用画像と左目用画像とを表示する画像表示装置と、
該右目用画像を透過させる右目用透光部と前記左目用画像を透過させる左目用透光部とを
備える３Ｄメガネとを有し、該画像表示装置に表示された右目用画像及び左目用画像を該
３Ｄメガネを通して見ることで３Ｄ画像を視認可能な３Ｄ画像表示システム（立体画像表
示装置）や、右目用画像と左目用画像とを交互に表示する画像表示装置と、該画像表示装
置に右目用画像が表示されたときに左目用の画像透過を抑止する第１シャッタ部と該左目
用画像が表示されたときに左目用の画像透過を抑止する第２シャッタ部とを備えるシャッ
タメガネとを有し、前記交互に表示される右目用画像及び左目用画像に同期して第１シャ
ッタ部及び第２シャッタ部それぞれが動作することで、３Ｄ画像を視認可能な３Ｄ画像表
示システム（立体画像表示装置）が存在する。
【０００３】
　このような３Ｄメガネやシャッタメガネを備える立体画像表示システム（立体画像表示
装置）では、ユーザが体勢を変更すること等によって右目用画像及び左目用画像を視認す
る位置関係が異なる（視差が異なる）ことにより、立体画像が見え辛くなることがあった
。このような問題を解決するため、特許文献１記載の立体画像表示装置が提案されている
（特許文献１参照）。この立体画像表示装置では、メガネ（３Ｄメガネ及びシャッタメガ
ネ）の傾きを検出し、該検出結果に対応して右目用画像及び左目用画像からなる視差画像
を生成するようになっている。これによって、ユーザは、メガネの傾きに対応するように
生成された視差画像をメガネを介して視認することで、より自然な立体像（３Ｄ画像）を
見ることができるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－８４９６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１記載の立体画像表示装置では、メガネの傾きに対応するように生
成された視差画像を表示部に表示することで、その画像の立体視が可能となっている。こ
の視差画像は、右目用画像のみを透過させる右目用透過部と右目用画像と、左目用透過部
と左目用画像とのそれぞれの距離感を保つことで、より自然な立体像（３Ｄ画像）を見る
ことができるようになっている。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１記載の立体画像表示装置では、メガネを装着したユーザの動
作によるメガネの傾きに対応するように視差画像を生成することで、３Ｄ画像をユーザに
視認させるようにしているが、例えば、メガネを装着したユーザが頻繁に体勢を変化させ
ているときには、メガネの傾きに対応して生成される間にタイムラグが発生し、生成され
た視差画像と現在のメガネの傾きとが対応しないことがあることから、確実に３Ｄ画像を
視認することができないので、かえって画面が見にくくなってしまうことがある。
【０００７】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、メガネの傾斜角度及び傾斜方向が
随時変化しても、より画像を見やすくすることが可能な３Ｄ画像表示制御システムを提供
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するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る３Ｄ画像表示システムは、右目用画像と左目用画像とを所定の形式にて表
示する画像表示装置と、前記右目用画像を透過させる右透過部及び前記左目用画像を透過
させる左透過部を備えた３Ｄメガネとを有し、前記３Ｄメガネを通して前記画像表示装置
に表示される前記右目用画像及び左目用画像を見せることにより３Ｄ画像を視覚的に提供
する３Ｄ画像システムであって、前記３Ｄメガネが所定の傾き条件を満たす状態にあるか
否かを判定する傾き判定手段と、前記傾き判定手段によって前記３Ｄメガネが前記所定の
傾き条件を満たす状態にあると判定されるときに、前記３Ｄメガネを通して前記右目用画
像及び前記左目用画像のうちのいずれか一方だけを前記３Ｄ画像に代えて提供する２Ｄ画
像提供手段とを有する構成となる。
【０００９】
　このような構成によれば、右目用画像を透過させる右透過部と左目用画像を透過させる
左透過部とを備えた３Ｄメガネが所定の傾き条件を満たす状態にあるか否かを傾き判定手
段によって判定し、３Ｄメガネが所定の傾き条件を満たす状態にあると判定されるときに
、２Ｄ画像提供手段によって３Ｄメガネを通して右目用画像及び左目用画像のうちのいず
れか一方だけを３Ｄ画像（右目用画像及び左目用画像）に代えて提供するので、３Ｄメガ
ネを装着したユーザは、右目用画像及び左目用画像のいずれかの画像からなる２Ｄ画像を
視認することが可能となる。
【００１０】
　本発明に係る３Ｄ画像表示システムにおいて、前記傾き判定手段は、前記３Ｄメガネが
当該３Ｄメガネの右透過部と左透過部との配列方向が上下方向に所定角度以上傾いている
という傾き条件を満たす状態にあるか否かを判定する構成とすることができる。
【００１１】
　このような構成によれば、傾き判定手段によって、３Ｄメガネが当該３Ｄメガネの右透
過部と左透過部との配列方向が上下方向に所定角度以上傾いているという傾き条件を満た
す状態にあるか否かを判定するので、３Ｄメガネの右透過部と左透過部との配列方向が上
下方向に所定角度以上傾いているときに、２Ｄ画像提供手段によって３Ｄメガネを通して
右目用画像及び左目用画像のうちのいずれか一方だけを３Ｄ画像（右目用画像及び左目用
画像）に代えて提供することができるようになる。
【００１２】
　本発明に係る３Ｄ画像表示システムにおいて、前記傾き判定手段は、前記３Ｄメガネが
当該３Ｄメガネの右透過部と左透過部との配列方向が上下方向に前記右透過部を上側にし
て所定角度以上傾いているという第１の傾き条件を満たす状態にあるか否かを判定する第
１傾き判定手段と、前記３Ｄメガネが当該３Ｄメガネの右透過部と左透過部との配列方向
が上下方向に前記左透過部を上側にして所定角度以上傾いているという第２の傾き条件を
満たすか否かを判定する第２傾き判定手段とを有し、前記２Ｄ画像提供手段は、前記第１
傾き判定手段によって前記３Ｄメガネが前記第１の傾き条件を満たす状態にあると判定さ
れるときに、前記３Ｄメガネを通して前記右目用画像を提供し、前記第２傾き判定手段に
よって前記３Ｄメガネが前記第２の傾き条件を満たす状態にあると判定されるときに、前
記３Ｄメガネを通して前記左目用画像を提供する構成とすることができる。
【００１３】
　このような構成によれば、傾き判定手段が、３Ｄメガネが当該３Ｄメガネの右透過部と
左透過部との配列方向が上下方向に前記右透過部を上側にして所定角度以上傾いていると
いう第１の傾き条件を満たす状態にあるか否かを判定する第１傾き判定手段と、３Ｄメガ
ネが当該３Ｄメガネの右透過部と左透過部との配列方向が上下方向に前記左透過部を上側
にして所定角度以上傾いているという第２の傾き条件を満たすか否かを判定する第２傾き
判定手段とを有し、２Ｄ画像提供手段が、第１傾き判定手段によって３Ｄメガネが第１の
傾き条件を満たす状態にあると判定されるときに、３Ｄメガネを通して右目用画像を提供
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し、第２傾き判定手段によって３Ｄメガネが前記第２の傾き条件を満たす状態にあると判
定されるときに、前記３Ｄメガネを通して前記左目用画像を提供するので、３Ｄメガネを
装着したユーザは、３Ｄメガネが傾斜した際に上側に位置する透過部に対応する画像を視
認することが可能となる。
【００１４】
　本発明に係る３Ｄ画像表示システムにおいて、前記２Ｄ画像提供手段は、前記画像表示
装置にあって、前記右目用画像及び左目用画像のいずれか一方だけを当該画像表示装置に
表示させる画像表示制御手段を有する構成とすることができる。
【００１５】
　このような構成によれば、２Ｄ画像提供手段は画像表示装置に設けられ、さらに画像表
示制御手段が右目用画像及び左目用画像のいずれか一方だけを該画像表示装置に表示させ
る画像表示制御手段を有しているので、傾き判定手段によって３Ｄメガネが所定の傾き条
件を満たす状態にあるときに、画像表示制御手段によって右目用画像及び左目用画像のい
ずれか一方だけを表示装置に表示させることが可能となる。
【００１６】
　本発明に係る３Ｄ画像表示システムにおいて、前記画像表示制御手段は、前記右目用画
像及び前記左目用画像のいずれか一方だけを、前記３Ｄメガネの前記右透過部及び前記左
透過部の双方を透過可能な状態で前記画像表示装置に表示させる構成とすることができる
。
【００１７】
　このような構成によれば、画像表示制御手段が右目用画像及び左目用画像のいずれか一
方だけを、３Ｄメガネの右透過部及び左透過部の双方を透過可能な状態で画像表示装置に
表示させるので、傾き判定手段によって３Ｄメガネが所定の傾き条件を満たす状態にある
ときに、３Ｄメガネを装着したユーザは両目にて画像表示装置に表示された右目用画像及
び左目用画像のいずれか一方を視認することが可能となる。
【００１８】
　さらに、本発明に係る３Ｄ画像表示システムにおいて、前記２Ｄ画像提供手段は、前記
３Ｄメガネにあって、当該３Ｄメガネの前記右透過部及び左透過部の双方を前記右目用画
像及び前記左目用画像のうちのいずれか一方を透過する状態に制御する３Ｄメガネ制御手
段を有する構成とすることができる。
【００１９】
　このような構成によれば、２Ｄ画像提供手段が３Ｄメガネに設けられ、３Ｄメガネ制御
手段によって、該３Ｄメガネの右透過部及び左透過部の双方を右目用画像及び左目用画像
のうちのいずれか一方を透過する状態に制御するので、傾き判定手段によって３Ｄメガネ
が所定の傾き条件を満たす状態にあるときに、３Ｄメガネを装着したユーザは両目にて右
目用画像及び左目用画像のいずれか一方を視認することが可能となる。
【００２０】
　本発明に係る３Ｄ画像表示システムは、前記画像表示装置は、前記右目用画像と前記左
目用画像とを交互に表示するものであって、前記右目用画像と前記左目用画像の表示タイ
ミングを表す同期信号を送信する同期信号送信手段を有し、前記３Ｄメガネは、前記右透
過部に設けられ、透過状態と遮蔽状態とを切換える右シャッタと、前記左透過部に設けら
れ、透過状態と遮蔽状態とを切換える左シャッタと、前記画像表示装置の前記同期信号送
信手段から送信される前記同期信号を受信する同期信号受信手段と、該同期信号受信手段
にて受信される前記同期信号に基づいて前記右目用画像の表示タイミングにて前記右シャ
ッタを透過状態にするとともに前記左シャッタを遮蔽状態にし、前記左目用画像の表示タ
イミングにて前記右シャッタを遮蔽状態にするとともに前記左シャッタを透過状態にする
３Ｄ視シャッタ制御手段とを有し、前記２Ｄ画像提供手段は、前記３Ｄメガネにあって、
前記同期信号受信手段により受信される前記同期信号に基づいて前記右目用画像及び前記
左目用画像のいずれか一方が表示されるタイミングにて前記右シャッタ及び前記左シャッ
タの双方を透過状態にし、前記右目用画像及び前記左目用画像の他方が表示されるタイミ
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ングにて前記右シャッタ及び前記左シャッタの双方を遮蔽状態にする２Ｄ視シャッタ制御
手段を有する構成となる。
【００２１】
　このような構成によれば、３Ｄ視シャッタ制御手段は、右目用画像と左目用画像とを交
互に表示する画像表示装置から該右目用画像及び左目用画像の表示タイミングを表す同期
信号を同期信号が送信されると、３Ｄメガネに設けられた同期信号受信手段によって同期
信号を受信し、該同期信号に基づいて右目用画像の表示タイミングにて、３Ｄメガネの右
透過部に設けられた透過状態と遮蔽状態とを切り替える右シャッタを透過状態にするとと
もに、左透過部に設けられた透過状態と遮蔽状態とを切り替える左シャッタを遮蔽状態に
し、左目用画像の表示タイミングにて右シャッタを遮蔽状態にするとともに、左シャッタ
を透過状態にし、３Ｄメガネに設けられた２Ｄ画像提供手段の２Ｄ視シャッタ制御手段は
、同期信号受信手段により受信される同期信号に基づいて右目用画像及び左目用画像のい
ずれか一方が表示されるタイミングにて右シャッタ及び左シャッタの双方を透過状態にし
、右目用画像及び左目用画像の他方が表示されるタイミングにて右シャッタ及び左シャッ
タの双方を遮蔽状態にするので、傾き判定手段によって３Ｄメガネが所定の傾き条件を満
たす状態にあるときに、３Ｄメガネ（シャッタメガネ）を装着したユーザは右目用画像及
び左目用画像のいずれかの画像のみを視認することが可能となる。
【００２２】
　本発明に係る３Ｄ画像表示システムにおいて、前記傾き判定手段は、前記３Ｄメガネ設
けられ、当該３Ｄメガネが所定の基準方向に対する傾きの程度を検出する傾き検出手段と
、前記３Ｄメガネに設けられ前記傾き検出手段にて検出される前記３Ｄメガネの所定の基
準方向に対する傾きの程度に基づいて前記３Ｄメガネが前記所定の傾き条件を満たす状態
にあるか否かを判定する判定手段とを有する構成とすることができる。
【００２３】
　このような構成によれば、３Ｄメガネに設けられた傾き判定手段が、３Ｄメガネが所定
の基準方向に対する傾きの程度を検出する傾き検出手段と、３Ｄメガネに設けられた判定
手段によって３Ｄメガネが所定の基準方向に対する傾きの程度に基づいて３Ｄメガネが所
定の傾き条件を満たす状態にあるか否かを判定するので、３Ｄメガネにおける制御を行う
ことのみで、ユーザに２Ｄ画像（右目用画像及び左目用画像のいずれかの画像）及び３Ｄ
画像（右目用画像及び左目用画像）の画像を視認させることが可能となる。
【００２４】
　本発明に係る３Ｄ画像表示システムにおいて、前記画像表示装置は、表示される前記右
目用画像の偏光特性を第１の偏光特性にするとともに表示される前記左目用画像の偏光特
性を前記第１の偏光特性と異なる第２の偏光特性にする偏光制御手段を有し、前記３Ｄメ
ガネは、前記右透過部に設けられ、前記第１の偏光特性の画像を透過する右偏光フィルタ
と、前記左透過部に設けられ、前記第２の偏光特性の画像を透過する左偏光フィルタとを
有し、前記２Ｄ画像提供手段は、前記画像表示装置にあって、前記右目用画像及び前記左
目用画像のいずれか一方だけを表示させる画像表示制御手段を有する構成とすることがで
きる。
【００２５】
　このような構成によれば、画像表示装置が偏光制御手段によって表示される右目用画像
の偏光特性を第１の偏光特性にするとともに表示される左目用画像の偏光特性を第１の偏
光特性と異なる第２の偏光特性にし、３Ｄメガネが右透過部に設けられた第１の偏光特性
の画像を透過する右偏光フィルタと、左透過部に設けられた第２の偏光特性の画像を透過
する左偏向フィルタとを有し、画像表示装置に設けられた画像表示制御手段によって右目
用画像及び左目用画像のいずれか一方だけを表示させるので、傾き判定手段によって３Ｄ
メガネが所定の傾き条件を満たす状態にあるときに、３Ｄメガネ（偏光メガネ）を装着し
たユーザは右目用画像及び左目用画像のいずれかの画像のみを視認することが可能となる
。
【００２６】
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　本発明に係る３Ｄ画像表示システムにおいて、前記画像表示装置は、第１の分光特性の
画像を生成する第１の分光処理手段と、第２の分光特性の画像を生成する第２の分光処理
手段と、前記第１の分光処理手段にて第１の分光特性の前記右目用画像を生成させるとと
もに、前記第２の分光処理手段にて第２の分光特性の前記左目用画像を生成させる３Ｄ分
光処理制御手段と有し、前記第１の分光特性の前記右目用画像と前記第２の分光特性の前
記左目用画像とを表示し、前記３Ｄメガネは、前記右透過部に設けられ、前記第１の分光
特性の画像を透過する右フィルタと、前記左透過部に設けられ、前記第２の分光特性の画
像を透過する左フィルタとを有し、前記２Ｄ画像提供手段は、前記画像表示装置にあって
、前記第１の分光処理手段及び前記第２の分光処理手段の双方にて前記右目用画像及び前
記左目用画像のいずれか一方を生成させる２Ｄ分光処理制御手段を有し、前記画像表示装
置に前右目用画像及び前記左目用画像のいずれか一方を前記第１の分光特性及び前記第２
の分光特性の双方にて表示させる構成とすることができる。
【００２７】
　このような構成によれば、画像表示装置の３Ｄ分光処理制御手段が、第１の分光特性の
画像を生成する第１の分光処理手段と、第２の分光特性の画像を生成する第２の分光処理
手段とによって、第１の分光処理手段にて第１の分光特性の右目用画像を生成させるとと
もに第２の分光特性の左目用画像を生成させることによって、該画像表示装置に第１の分
光特性の右目用画像と第２の分光特性の左目用画像とを表示させ、右透過部に設けられ、
第１の分光特性の画像を透過する右フィルタと、左透過部に設けられ、第２の分光特性の
画像を透過する左フィルタを有する３Ｄメガネにおいて、画像表示装置に設けられた２Ｄ
画像提供手段が、第１の分光処理手段及び第２の分光処理手段の双方にて右目用画像及び
左目用画像のいずれか一方を生成させる２Ｄ分光処理制御手段を有し、画像表示装置に右
目用画像及び左目用画像のいずれか一方を第１の分光特性及び第２の分光特性の双方にて
表示させるので、傾き判定手段によって３Ｄメガネが所定の傾き条件を満たす状態にある
ときに、３Ｄメガネ（分光メガネ）を装着したユーザは右目用画像及び左目用画像のいず
れかの画像のみ両目にて視認することが可能となる。
【００２８】
　本発明に係る３Ｄ画像表示システムにおいて、前記傾き判定手段は、前記３Ｄメガネに
設けられ、当該３Ｄメガネが所定の基準方向に対する傾きの程度を検出する傾き検出手段
と、前記３Ｄメガネに設けられ、前記傾き検出手段にて検出される傾きの程度を表す情報
を送信する傾き情報送信手段と、前記画像表示装置に設けられ、前記３Ｄメガネに設けら
れた前記傾き情報送信手段から送信される前記傾きの程度を表す情報を受信する傾き情報
受信手段と、前記画像表示装置に設けられ、前記傾き情報受信手段にて受信された傾きの
程度を表す情報に基づいて前記３Ｄメガネが前記所定の傾き条件を満たす状態にあるか否
かを判定する判定手段とを有する構成とすることができる。
【００２９】
　このような構成によれば、３Ｄメガネに設けられた傾き判定手段が、３Ｄメガネが所定
の基準方向に対する傾きの程度を検出する傾き検出手段と、３Ｄメガネに設けられた傾き
情報送信手段によって傾き検出手段にて検出される傾きの程度を表す情報を送信し、画像
表示装置に設けられた傾き情報受信手段によって、傾きの程度を表す情報を受信し、傾き
情報受信手段にて受信された傾きの程度を表す情報に基づいて３Ｄメガネが所定の傾き条
件を満たす状態にあるか否かを判定手段によって判定するので、３Ｄメガネ及び表示制御
装置における制御を行うことで、ユーザに２Ｄ画像（右目用画像及び左目用画像のいずれ
かの画像）及び３Ｄ画像（右目用画像及び左目用画像）の画像を視認させることが可能と
なる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明に係る３Ｄ画像表示システムによれば、右目用画像を透過させる右透過部と左目
用画像を透過させる左透過部とを備えた３Ｄメガネが所定の傾き条件を満たす状態にある
か否かを傾き判定手段によって判定し、３Ｄメガネが所定の傾き条件を満たす状態にある



(9) JP 2012-231220 A 2012.11.22

10

20

30

40

50

と判定されるときに、２Ｄ画像提供手段によって３Ｄメガネを通して右目用画像及び左目
用画像のうちのいずれか一方だけを３Ｄ画像（右目用画像及び左目用画像）に代えて提供
するので、３Ｄメガネを装着したユーザは、右目用画像及び左目用画像のいずれかの画像
からなる２Ｄ画像を視認することができるので、メガネの傾斜角度及び傾斜方向が随時変
化しても、より画像を見やすくすることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る３Ｄ画像表示システム及び該３Ｄ画像表示シス
テムを構成する画像表示装置及びシャッタメガネを示すブロック図である。
【図２】図１に示すシャッタメガネの構成を示すブロック図である。
【図３】図１に示すシャッタメガネを示す正面図である。
【図４】図１に示すシャッタメガネを通して表示部を視認したときの画像（映像）の制御
手順を示すフローチャートである。
【図５】図１に示すシャッタメガネが右側に傾斜した場合を示す正面図である。
【図６】図１に示すシャッタメガネが左側に傾斜した場合を示す正面図である。
【図７】図１に示すシャッタメガネが略水平状態にある際の右側シャッタ及び左側シャッ
タの制御を示すシーケンス図である。
【図８】図１に示すシャッタメガネが右側に所定角度以上傾いた状態にある際の右側シャ
ッタ及び左側シャッタの制御を示すシーケンス図である。
【図９】図１に示すシャッタメガネが左側に所定角度以上傾いた状態にある際の右側シャ
ッタ及び左側シャッタの制御を示すシーケンス図である。
【図１０】本発明の第２の実施の形態に係る３Ｄ画像表示システム及び該３Ｄ画像表示シ
ステムを構成する画像表示装置及びパッシブ偏光メガネを示すブロック図である。
【図１１】図１０に示すパッシブ偏光メガネを示すブロック図である。
【図１２】図１０に示すパッシブ偏光メガネを示すブロック図である。
【図１３】図１０に示すパッシブ偏光メガネを通して表示部を視認したときの画像（映像
）の制御手段を示すフローチャートである。
【図１４】図１０に示すパッシブ偏光メガネが略水平状態にある際の画像表示装置の制御
手順を示すフローチャートである。
【図１５】図１０に示すパッシブ偏光メガネが右側に所定角度以上傾いた状態にある際の
画像表示装置の制御手順を示すフローチャートである。
【図１６】図１０に示すパッシブ偏光メガネが左側に所定角度以上傾いた状態にある際の
画像表示装置の制御手順を示すフローチャートである。
【図１７】本発明の第３の実施の形態に係る３Ｄ画像表示システム及び該３Ｄ画像表示シ
ステムを構成する画像表示装置及びパッシブ偏光メガネを示すブロック図である。
【図１８】図１０に示すパッシブ分光メガネが略水平状態にある際の画像表示装置の制御
手順を示すフローチャートである。
【図１９】図１０に示すパッシブ分光メガネが右側に所定角度以上傾いた状態にある際の
画像表示装置の制御手順を示すフローチャートである。
【図２０】図１０に示すパッシブ分光メガネが左側に所定角度以上傾いた状態にある際の
画像表示装置の制御手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
【００３３】
　本発明の第１の実施の形態に係る３Ｄ画像表示システム及び３Ｄ画像表示システムを構
成する画像表示装置及びシャッタメガネ（アクティブシャッタメガネ）は、図１に示すよ
うに構成される。
【００３４】
　図１において、３Ｄ画像表示システム１００は、画像表示装置１０とシャッタメガネ２
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０とによって構成されている。画像表示装置１００は、外部から入力される映像ソース１
６に基づいた３Ｄ映像データを処理する映像処理部１１を有している。映像処理部１１
には、映像ソースに含まれる右映像データと左映像データとを合成処理する合成部１５が
備えられている。また、映像処理部１１には、合成部１５によって処理がなされた画像（
右目用画像Ｒと左目用画像Ｌとが交互に表示される画像）を表示するＬＥＤ等によって構
成される表示部１２が接続されている。さらに、画像表示装置１０には、シャッタメガネ
２０（詳しくは、後述する。）に対して赤外線等による同期信号を送信する同期信号送信
部１３が設けられている。この同期信号送信部１３には、同期信号を生成する同期信号発
生部１４が接続されており、生成された同期信号が同期信号送信部１３に供給されるよう
になっている。この同期信号発生部１４は、前述した映像処理部１１の合成部１５に対し
ても同期信号を供給するようになっている。
【００３５】
　このようにして、同期信号発生部１４から供給された同期信号に対応するように、合成
部１５は、表示部１２に表示する画像を生成する。より具体的には、合成部１５は、同期
信号発生部１４の周波数に同期するように右目用画像Ｒ及び左目用画像Ｌを交互に表示す
る映像（以下、Ｒ／Ｌ画像という。）を生成する。このようにして合成部１５によって生
成されたＲ／Ｌ画像は、表示部１２に表示される。
【００３６】
　３Ｄ画像表示システム１００を構成するシャッタメガネ２０は、図２及び図３に示すよ
うに構成される。図２及び図３において、シャッタメガネ２０は、様々な情報の処理が可
能な制御部２１を有している。制御部２１には、画像表示装置１０の同期信号送信部１３
からの同期信号を受信する同期信号受信部２２が接続されている。また、シャッタメガネ
２０の中央部近傍には、シャッタメガネ２０の傾き（傾斜角度）を検出する傾きセンサ２
３（傾き検出手段）が接続されている。シャッタメガネ２０には、右目用画像Ｒを透過さ
せる右透過部２６と左目用画像Ｌを透過させる左透過部２７とが傾きセンサ２３を挟むよ
うに配置されている。また、右透過部２６には、画像を透過する透過状態と画像を透過し
ない遮蔽状態とを切り替える右シャッタ部２４が設けられている。同じく、左透過部２７
には、画像を透過する透過状態と画像を透過しない遮蔽状態とを切り替える左シャッタ部
２５が設けられている。これら右シャッタ部２４、左シャッタ部２５は、制御部２１に接
続されている。また、シャッタメガネ２０には電源部２８が設けられており、該電源部２
８をＯＮ状態にすることで、前述した制御部２１等が動作するようになっている。
【００３７】
　制御部２１は、同期信号受信部２２によって受信された同期信号に基づいて右目用画像
Ｒが表示部１２に表示されるタイミングにて右シャッタ部２４を透過状態にするとともに
、左シャッタ部２５を遮蔽状態にし、左目用画像Ｌが表示部１２に表示されるタイミング
で右シャッタ部２４を遮蔽状態にするとともに、左シャッタ部２５を透過状態にさせる（
３Ｄ視シャッタ制御手段）。これによって、シャッタメガネ２０を装着したユーザが、表
示部１２に表示されたＲ／Ｌ画像を見ることで、３Ｄ画像を視認することができるように
なっている。
【００３８】
　このようにして構成される３Ｄ画像表示システム１００において、シャッタメガネ２０
に設けられた制御部２１は、図４に示す手順にて３Ｄ画像及び２Ｄ画像の表示制御（シャ
ッタ動作制御）を行う。以下、詳しく説明する。
【００３９】
　図４において、シャッタメガネ２０の制御部２１は、電源部２８がＯＮ状態になると駆
動を開始する（Ｓ１１）。そして、制御部２１は、シャッタメガネ２０が水平状態に対し
て左側に所定角度以上傾いているか（右透過部２４が左透過部２５に比べて上側に位置し
て所定角度傾いているか）否かを判定する（Ｓ１２：傾き判定手段・第１傾き判定手段）
。具体的には、制御部２１は、傾きセンサ２３によってシャッタメガネ２０が水平状態に
対して所定角度以上（第１の傾き条件：図５参照。例えば、θ=－１５°以下）傾斜して
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いるか否かを判定する。同時に、制御部２１は、シャッタメガネ２０が水平状態に対して
右側に所定角度以上傾いているか（左透過部２５が右透過部２５に比べて上側に位置して
所定角度以上傾いているか）否かを判定する（Ｓ１３：傾き判定手段・第２傾き判定手段
）。具体的には、制御部２１は、傾きセンサ２３によってシャッタメガネ２０が所定角度
以上（第２の傾き条件：図６参照。例えば、θ＝１５°以上）傾斜しているか否かを判定
する。
【００４０】
　これによって、シャッタメガネ２０が水平状態に対して左側に所定角度以上傾いていな
いと判定され（Ｓ１２でＮＯ）、かつ、シャッタメガネ２０が水平状態に対して右側に所
定角度以上傾いていないと判定された（Ｓ１３でＮＯ）ときに、制御部２１は、表示制御
装置１０の同期信号送信部１４に同期するようにシャッタメガネ２０を制御する（Ｓ１４
：３Ｄ視シャッタ制御手段）。具体的には、図７に示すように、制御部２１は、同期信号
受信部２２によって受信された同期信号送信部１４から送信された同期信号から、右目用
画像Ｒ（Ｒ画像）同期信号を検出する（Ｓ２１）と、制御部２１は、検出された右目用画
像Ｒを透過させるために右シャッタ部２４を透過状態にし、右目用画像Ｒを透過させる（
Ｓ３１）。なお、右シャッタ部２４が透過状態にあっても、左シャッタ部２５は遮蔽状態
を維持している。その後、制御部２１は、右シャッタ部２４を遮蔽状態にし、右目用画像
Ｒを不透過にする。
【００４１】
　同期信号制御に戻って、同期信号受信部２２によって、左目用画像Ｌ（Ｌ画像）同期信
号を検出する（Ｓ２２）と、制御部２１は、検出された左目用画像Ｌを透過させるために
左シャッタ部２５を透過状態にし、左目用画像Ｌを透過させる（Ｓ３３）。なお、左シャ
ッタ部２５が透過状態にあっても、右シャッタ部２４は遮蔽状態を維持している。そして
、一定時間が経過すると制御部２１は、左シャッタ部２５を遮蔽状態にし、左目用画像Ｌ
を不透過にする。このように、シャッタメガネ２０が略平行状態にあるとき、制御部２１
は、画像表示装置１０の同期信号送信部１４から送信される同期信号を受信し、該同期信
号に同期させるように、右シャッタ部２４及び左シャッタ部２５を動作させることによっ
て、３Ｄ視制御を行っている。
【００４２】
　図４のフローチャートに戻って、シャッタメガネ２０が水平状態に対して左側に所定角
度以上傾いていないと判定され（Ｓ１２でＮＯ）、かつ、シャッタメガネ２０が水平状態
に対して右側に所定角度以上傾いていると判定された（Ｓ１３でＹＥＳ）とき（例えば、
図６の状態のとき）に、制御部２１は、表示制御装置１０の同期信号送信部１４に同期す
るようにシャッタメガネ２０を制御する（Ｓ１５：２Ｄ視シャッタ制御手段）。具体的に
は、図８に示すように、制御部２１は、同期信号受信部２２によって受信された同期信号
送信部１４から送信された同期信号から、右目用画像Ｒ（Ｒ画像）同期信号を検出する（
Ｓ２１）と、制御部２１は、右シャッタ部２４及び左シャッタ部２５の両側のシャッタを
遮蔽状態にし、右目用画像Ｒをいずれのシャッタ部２４、２５を通して視認することがで
きないようにする（Ｓ３５）。
【００４３】
　同期信号制御に戻って、同期信号受信部２２によって、左目用画像Ｌ（Ｌ画像）同期信
号を検出する（Ｓ２２）と、制御部２１は、検出された左目用画像Ｌを透過させるために
右シャッタ部２４及び左シャッタ部２５を透過状態にし、左目用画像Ｌを透過させる（Ｓ
３６）。そして一定時間が経過すると制御部２１は、右シャッタ部２４及び左シャッタ部
２５を遮蔽状態にし、左目用画像Ｌを不透過にする。これによって、制御部２１は、シャ
ッタメガネ２０が右側に所定角度以上（例えば、θ＝１５°以上）傾斜しているときは、
右目用画像Ｒが表示部１２に表示されるときに、右シャッタ部２４及び左シャッタ部２５
を遮蔽状態にし、かつ、左目用画像Ｌが表示部１２に表示されるときに両シャッタ部２４
、２５を透過状態するように制御する。よって、シャッタメガネ２０が右側に所定角度以
上傾いているとき、制御部２１は、画像表示装置１０の同期信号送信部１４から送信され
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る同期信号を受信し、該同期信号に基づいて表示部１２に表示される右目用画像Ｒ及び左
目用画像Ｌのうち左目用画像Ｌのみを、右シャッタ部２４及び左シャッタ部２５を動作さ
せることによって透過させる（Ｌ画像２Ｄ視制御）。
【００４４】
　図４のフローチャートに戻って、制御部２１は、シャッタメガネ２０の傾斜角度が所定
角度以内（例えば、－１０°＜ θ＜１０°）であるか否かを判定し続けている（Ｓ１６
）。これによって、シャッタメガネ２０の傾斜角度が所定角度以内であると判定されたと
き（Ｓ１６でＹＥＳ）に、制御部２１は、前述したステップＳ１４へと移行し、３Ｄ視制
御を開始する。一方、シャッタメガネ２０の傾斜角度が所定角度以上であると判定された
（Ｓ１６でＮＯ）ときに、制御部２１はＬ画像２Ｄ視制御を続けて行うようになっている
。
【００４５】
　一方、シャッタメガネ２０が水平状態に対して左側に所定角度以上傾いていると判定さ
れた（Ｓ１２でＹＥＳ）とき（例えば、図５の状態のとき）に、制御部２１は、表示制御
装置１０の同期信号送信部１４に同期するようにシャッタメガネ２０を制御する（Ｓ１７
：２Ｄ視シャッタ制御手段）。具体的には、図９に示すように、制御部２１は、同期信号
受信部２２によって受信された同期信号送信部１４から送信された同期信号から、右目用
画像Ｒ（Ｒ画像）同期信号を検出する（Ｓ２１）と、制御部２１は、検出された左目用画
像Ｌを透過させるために右シャッタ部２４及び左シャッタ部２５を透過状態にし、左目用
画像Ｌを右透過部２６及び左透過部２７を通して透過させる（Ｓ３６）。そして一定時間
が経過すると制御部２１は、右シャッタ部２４及び左シャッタ部２５を遮蔽状態にし、左
目用画像Ｌを不透過にする（Ｓ３７）。
【００４６】
　同期信号制御に戻って、同期信号受信部２２によって、左目用画像Ｌ（Ｌ画像）同期信
号を検出する（Ｓ２２）と、制御部２１は、右シャッタ部２４及び左シャッタ部２５の両
側のシャッタを遮蔽状態にし、右目用画像Ｒをいずれのシャッタ部２４、２５を通しても
視認することができないようにする（Ｓ３５）。これによって、シャッタメガネ２０が左
側に所定角度以上（例えば、θ＝－１５°以下）傾斜しているときは、右目用画像Ｒが表
示部１２に表示されるときに、右シャッタ部２４及び左シャッタ部２５を右目用画像Ｒが
透過できる状態にし、かつ、左目用画像Ｌが表示部１２に表示されるときに両シャッタ部
２４、２５を左目用画像Ｌが透過できない状態になっている。よって、シャッタメガネ２
０が右側に所定角度以上傾いているとき、制御部２１は、画像表示装置１０の同期信号送
信部１４から送信される同期信号を受信し、該同期信号に基づいて表示部１２に表示され
る右目用画像Ｒ及び左目用画像Ｌのうち右目用画像Ｌのみを、右シャッタ部２４及び左シ
ャッタ部２５を動作させることによって透過させる（Ｒ画像２Ｄ視制御）。
【００４７】
　図４のフローチャートに戻って、制御部２１は、シャッタメガネ２０の傾斜角度が所定
角度以内（例えば、－１０°＜ θ＜１０°）であるか否かを判定し続けている（Ｓ１８
）。これによって、シャッタメガネ２０の傾斜角度が所定角度以内であると判定されたと
き（Ｓ１８でＹＥＳ）に、制御部２１は、前述したステップＳ１４へと移行し、３Ｄ視制
御を開始する。一方、シャッタメガネ２０の傾斜角度が所定角度以上であると判定された
（Ｓ１６でＮＯ）ときに、制御部２１はＲ画像２Ｄ視制御を続けて行うようになっている
。
【００４８】
　以上のように、本発明の第１の実施の形態に係る３Ｄ画像表示システム１００では、制
御部２１（３Ｄ視シャッタ制御手段）は、右目用画像Ｒと左目用画像Ｌとを交互に表示す
る画像表示装置１０から該右目用画像Ｒ及び左目用画像Ｌの表示タイミングを表す同期信
号が送信されると、シャッタメガネ２０に設けられた同期信号受信部２２によって同期信
号を受信し、該同期信号に基づいて右目用画像Ｒの表示タイミングにて、シャッタメガネ
２０の右透過部２６に設けられた透過状態と遮蔽状態とを切り替える右シャッタ部２４を
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透過状態にするとともに、左透過部２７に設けられた透過状態と遮蔽状態とを切り替える
左シャッタ部２５を遮蔽状態にし、左目用画像Ｌの表示タイミングにて右シャッタ部２４
を遮蔽状態にするとともに、左シャッタ部２５を透過状態にし、シャッタメガネ２０に設
けられた制御部２１は、同期信号受信部２２により受信される同期信号に基づいて右目用
画像Ｒ及び左目用画像Ｌのいずれか一方が表示されるタイミングにて右シャッタ部２４及
び左シャッタ部２５の双方を透過状態にし、右目用画像Ｒ及び左目用画像Ｌの他方が表示
部１２に表示されるタイミングにて右シャッタ部２４及び左シャッタ部２５の双方を遮蔽
状態にするので、傾きセンサ２３によってシャッタメガネ２０が所定角度以上傾斜してい
るとき（θ＝－１５°以下、もしくはθ＝１５°以上のとき）に、シャッタメガネ２０を
装着したユーザは右目用画像Ｒ及び左目用画像Ｌのいずれかの画像（所謂、２Ｄ画像）の
みを視認することが可能となるので、メガネの傾斜角度及び傾斜方向が随時変化しても、
より画像を見やすい状態を維持することができるようになる。
【００４９】
　本発明の第２の実施の形態に係る３Ｄ画像表示システム及び３Ｄ画像表示システムを構
成する画像表示装置及び偏光メガネ（パッシブ偏光メガネ）は、図１０に示すように構成
される。
【００５０】
　図１０において、３Ｄ画像表示システム２００は、画像表示装置４０と偏光メガネ３０
とによって構成されている。画像表示装置４０は、外部から入力される映像ソース１６に
基づいた３Ｄ映像データを処理する映像処理部４１を有している。映像処理部４１には、
映像ソースに含まれる右映像データ及び左映像データを表示部４５（液晶表示画面）の１
ドットラインごとに分割するＲ映像処理部４２及びＬ映像処理部４３が設けられている。
また、映像処理部４１は、Ｒ映像処理部４２及びＬ映像処理部４３によって１ドットライ
ンごとに分割された右目用画像Ｒ１と左目用画像Ｌ１とを１ラインごとに交互に配置する
ように合成処理する合成部４４を備えている。これによって処理がなされた画像（表示用
映像）が表示部４５に供給される。
【００５１】
　また、画像表示装置４０には、前述した表示部４５が設けられている。表示部４５には
、合成部４４によって合成された表示用映像を表示するディスプレイの全面に偏光フィル
ム４５ａが備えられている。この偏光フィルム４５ａ（偏光制御手段）は、１ライン毎に
偏光方向が９０°変化する特性を有している。これによって表示部４５は、右目用画像Ｒ
１と左目用画像Ｌ１それぞれで、異なる偏光特性を持つ映像（画像）を表示できるように
なっている。さらに、画像表示装置４０には、偏光メガネ３０からの傾斜信号（詳しくは
、後述する。）を受信する傾斜信号受信部４６と、傾斜信号受信部４６によって受信され
た傾き信号に対応するように映像処理部４１を制御する映像処理制御部４７とを備えてい
る。
【００５２】
　３Ｄ画像表示システム２００を構成する偏光メガネ３０は、図１１及び図１２に示すよ
うに構成される。図１１及び図１２において、偏光メガネ３０の中央部近傍には、偏光メ
ガネ３０の傾き（傾斜角度）を検出する傾きセンサ３３（傾き判定手段）が設けられてい
る。また、偏光メガネ３０には、様々な情報の処理が可能な制御部３１と、傾きセンサ３
３から制御部３１に傾斜信号が供給されたときに該傾斜信号を画像表示装置４０に送信す
る傾斜信号送信部３２（傾き情報送信手段）とを有している。また、偏光メガネ３０は、
右目用画像Ｒ１の偏光（第１の偏光特性）を透過する偏光フィルム（右偏光フィルタ）が
張られた右側レンズ部３４と、左側レンズに左目用画像Ｌ１の偏光（第２の偏光特性）を
透過する偏光フィルム（左偏光フィルタ）が張られた左側レンズ部３５とが設けられてい
る。また、偏光メガネ３０には電源部３６が設けられており、該電源部３６をＯＮ状態に
することで、前述した制御部３１等が動作するようになっている。
【００５３】
　また、偏光メガネ３０の右側レンズ部３４では右目用画像Ｒ１のみを透過させ、左側レ
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ンズ部３５では左目用画像Ｌ１のみを透過させるので、偏光メガネ３０を装着したユーザ
が表示部４５を見ることで、３Ｄ画像を視認することができるようになっている。
【００５４】
　このようにして構成される３Ｄ画像表示システム２００において、画像表示装置４０に
設けられた映像処理制御部４７（画像表示制御手段）は、図１３に示す手順にて表示制御
を行う。以下、詳しく説明する。
【００５５】
　まず、偏光メガネ３０の電源部３６がＯＮ状態になると制御部３１が駆動を開始し、偏
光メガネ３０に設けられた傾きセンサ３３によって検出された傾き（傾斜角度）の程度を
表わす情報（傾斜信号）を傾斜信号送信部３２に画像表示装置４０に向けて送信する（傾
き情報送信手段）。図１３において、偏光メガネ３０の傾斜信号受信部４６は、傾斜信号
送信部３２から送信された傾斜信号を受信する（Ｓ４１：傾き情報受信手段）。傾斜信号
受信部４６は、受信した傾斜信号を映像処理制御部４７に供給し、該傾斜信号を取得した
映像処理制御部４７は、傾斜信号から偏光メガネ３０が水平状態に対して左側に所定角度
以上傾いているか否かを判定する（Ｓ４２：判定手段・第１傾き判定手段）。具体的には
、映像処理制御部４７は、傾きセンサ３３によって偏光メガネ３０が水平状態に対して所
定角度以上（図５参照。例えば、θ=－１５°以下）傾斜しているか否かを判定する。同
時に、映像処理制御部４７は、偏光メガネ３０が水平状態に対して右側に所定角度以上傾
いているか否かを判定する（Ｓ４３：判定手段・第２傾き判定手段）。具体的には、映像
処理制御部４７は、傾きセンサ３３によって偏光メガネ３０が所定角度以上（図６参照。
例えば、θ＝１５°以上）傾斜しているか否かを判定する。
【００５６】
　これによって、偏光メガネ３０が水平状態に対して左側に所定角度以上傾いていないと
判定され（Ｓ４２でＮＯ）、かつ、偏光メガネ３０が水平状態に対して右側に所定角度以
上傾いていないと判定された（Ｓ４３でＮＯ）ときに、映像処理制御部４７は、表示制御
装置４０に表示用映像（合成Ｒ１／Ｌ１映像）を生成させ表示部４５に表示させる（Ｓ４
４：３Ｄ視制御）。具体的には、図１４に示すように、映像処理制御部２１は、傾斜信号
によって水平状態が検出される（Ｓ５１）と、映像処理部４１のＲ映像処理部４２に右映
像データを映像処理させることにより右目用画像Ｒ１を生成させる。同じく、映像処理制
御部４７は、映像処理部４２のＬ映像処理部４３に左映像データを映像処理させることに
より左目用画像Ｒ１を生成させる（Ｓ５３）。そして、合成部４４は、右目用画像Ｒ１と
左目用画像Ｌ１とを合成することにより、表示用映像（合成Ｒ１／Ｌ１映像）を生成する
（Ｓ５４）。そして、映像処理制御部４７は、映像処理部４１によって生成させた合成Ｒ
１／Ｌ１画像を表示部４５に表示させる（Ｓ５５）。これによって、偏光メガネ３０を装
着したユーザは、表示部４５を視認することで、３Ｄ画像を見ることが可能となっている
。
【００５７】
　図１３のフローチャートに戻って、偏光メガネ３０が水平状態に対して左側に所定角度
以上傾いていないと判定され（Ｓ４２でＮＯ）、かつ、偏光メガネ３０が水平状態に対し
て右側に所定角度以上傾いていると判定された（Ｓ４３でＹＥＳ）とき（例えば、図６の
状態）に、映像処理制御部４７は、表示制御装置４０に表示用映像（Ｌ映像）を生成させ
表示部４５に表示させる（Ｓ４５：２Ｄ画像提供手段）。具体的には、図１５に示すよう
に、映像処理制御部４７は、傾斜信号によって偏光メガネ３０が右側に所定角度以上傾い
ている（θ≧１５°）ことが検出される（Ｓ５６）と、映像処理部４１の映像処理制御部
４７は、映像処理部４２のＬ映像処理部４３に左映像データを映像処理させることにより
左目用画像Ｒ１を生成させる（Ｓ５７）。そして、映像処理制御部４７は、左目用画像Ｒ
１のみを用いて表示用映像（Ｌ画像）を生成する（Ｓ５８）。そして、映像処理制御部４
７は、映像処理部４１によって生成させたＬ画像を表示部４５に表示させる（Ｓ５９）。
つまり、偏光メガネ３０が右側に所定角度以上傾いているとき、映像処理制御部４７は、
傾斜信号受信部４６によって受信した傾斜信号に基づいて、画像表示装置４０の映像処理



(15) JP 2012-231220 A 2012.11.22

10

20

30

40

50

部４１のＬ映像処理部４３を駆動させ左目用画像Ｌ１を生成し、左目用画像Ｌ１に基づい
た表示用画像（Ｌ映像）を表示部４５に表示させることで２Ｄ視制御を行っている。
【００５８】
　そして、映像処理制御部４７は、偏光メガネ３０の傾斜角度が所定角度以内（例えば、
－１０°＜ θ＜１０°）であるか否かを判定し続けている（Ｓ４６）。これによって、
偏光メガネ３０の傾斜角度が所定角度以内であると判定されたとき（Ｓ４６でＹＥＳ）に
、映像処理制御部４７は、前述したステップＳ４４へと移行し、３Ｄ視制御を開始する。
一方、偏光メガネ３０の傾斜角度が所定角度以上であると判定された（Ｓ４６でＮＯ）と
きに、映像処理制御部４７は表示用画像（Ｌ画像）による２Ｄ視制御を引き続き行うよう
になっている。
【００５９】
　一方、偏光メガネ３０が水平状態に対して左側に所定角度以上傾いていると判定された
（Ｓ４２でＹＥＳ）とき（例えば、図５の状態）に、映像処理制御部４７は、表示制御装
置４０に表示用映像（Ｌ映像）を生成させ表示部４５に表示させる（Ｓ４７：２Ｄ画像提
供手段）。具体的には、図１５に示すように、映像処理制御部４７は、傾斜信号によって
偏光メガネ３０が左側に所定角度以上傾いている（θ≦－１５°以下）ことが検出される
（Ｓ５６）と、映像処理部４１の映像処理制御部４７は、映像処理部４２のＲ映像処理部
４２に右映像データを映像処理させることにより右目用画像Ｒ１を生成させる（Ｓ６１）
。そして、映像処理制御部４７は、左目用画像Ｒ１のみを用いて表示用映像（Ｒ画像）を
生成する（Ｓ６２）。そして、映像処理制御部４７は、映像処理部４１によって生成させ
た表示用映像（Ｒ画像）を表示部４５に表示させる（Ｓ６３）。つまり、偏光メガネ３０
が左側に所定角度以上傾いているとき、映像処理制御部４７は、傾斜信号受信部４６によ
って受信した傾斜信号に基づいて、画像表示装置４０の映像処理部４１のＲ映像処理部４
２を駆動させ右目用画像Ｒ１を生成し、右目用画像Ｒ１に基づいた表示用画像（Ｒ映像）
を表示部４５に表示させることで２Ｄ視制御を行っている。
【００６０】
　そして、映像処理制御部４７は、偏光メガネ３０の傾斜角度が所定角度以内（例えば、
－１０°＜ θ＜１０°）であるか否かを判定し続けている（Ｓ４８）。これによって、
偏光メガネ３０の傾斜角度が所定角度以内であると判定されたとき（Ｓ４８でＹＥＳ）に
、映像処理制御部４７は、前述したステップＳ４４へと移行し、３Ｄ視制御を開始する。
一方、偏光メガネ３０の傾斜角度が所定角度以上であると判定された（Ｓ４８でＮＯ）と
きに、映像処理制御部４７は表示用画像（Ｒ画像）による２Ｄ視制御を引き続き行うよう
になっている。
【００６１】
　以上のように、本発明の第２の実施の形態に係る３Ｄ画像表示システム２００では、画
像表示装置４０が偏光フィルム４５ａによって表示される右目用画像Ｒ１の偏光特性を第
１の偏光特性にするとともに、表示される左目用画像Ｌ１の偏光特性を第１の偏光特性と
異なる第２の偏光特性にし、偏光メガネ３０が右目用画像Ｒ１の偏光（第１の偏光特性）
を透過する偏光フィルム（右偏光フィルタ）が張られた右側レンズ部３４と、左側レンズ
に左目用画像Ｌ１の偏光（第２の偏光特性）を透過する偏光フィルム（左偏光フィルタ）
が張られた左側レンズ部３５とを有し、画像表示装置４０に設けられた映像処理制御部４
７によって右目用画像Ｒ１及び左目用画像Ｌ１のいずれか一方だけを表示させるので、傾
きセンサ３３によって偏光メガネ３０が所定角度以上傾斜しているとき（θ＝－１５°以
下、もしくはθ＝１５°以上のとき）に、偏光メガネ３０を装着したユーザは右目用画像
Ｒ１及び左目用画像Ｌ１のいずれかの画像（所謂、２Ｄ画像）のみを視認することが可能
となるので、メガネの傾斜角度及び傾斜方向が随時変化しても、より画像を見やすい状態
を維持することができるようになる。
【００６２】
　本発明の第３の実施の形態に係る３Ｄ画像表示システム及び３Ｄ画像表示システムを構
成する画像表示装置及び分光メガネ（パッシブ分光メガネ）は、図１７に示すように構成
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される。
【００６３】
　図１７において、３Ｄ画像表示システム３００は、画像表示装置５０と分光メガネ６０
とによって構成されている。画像表示装置５０は、外部から入力される映像ソース１６に
基づいた３Ｄ映像データを処理する映像処理部５１を有している。映像処理部５１には、
映像ソースに含まれる右映像データ及び左映像データのそれぞれを分光処理するＲ映像分
光処理部５２（第１の分光処理手段）及びＬ映像分光処理部５３（第２の分光処理手段）
が設けられている。また、映像処理部５１は、Ｒ映像分光処理部５２及びＬ映像分光処理
部５３によって分光処理された右目用画像Ｒ２と左目用画像Ｌ２とを合成処理する合成部
５４を備えている。これによって処理がなされた画像（表示用映像）が表示部５５に供給
される。
【００６４】
　また、画像表示装置５０には、前述した表示部５５が設けられている。また、画像表示
装置５０には、分光メガネ６０からの傾斜信号（詳しくは、後述する。）を受信する傾斜
信号受信部５６と、傾斜信号受信部５６によって受信された傾斜信号に対応するように映
像処理部５１を制御する映像処理制御部５７とを備えている。
【００６５】
　３Ｄ画像表示システム３００を構成する分光メガネ６０は、中央部近傍に分光メガネ６
０の傾き（傾斜角度）を検出する傾きセンサ６３（メガネ傾斜角度検出手段）が設けられ
ている。また、分光メガネ６０には、様々な情報の処理が可能な不図示の制御部と、傾き
センサ６３から制御部６１に傾斜信号が供給されたときに該傾斜信号を画像表示装置５０
に送信する傾斜信号送信部６２とを有している。また、分光メガネ６０は、右側レンズに
右目用画像Ｒ２の光を透過する偏光フィルム（右フィルタ）が張られた右側レンズ部と、
左側レンズに左目用画像Ｌ２の偏光を透過する偏光フィルム（左フィルム）が張られた左
側レンズ部とが設けられている。また、分光メガネ６０には電源部が設けられており、該
電源部をＯＮ状態にすることで、前述した制御部５１等が動作するようになっている。
【００６６】
　また、分光メガネ６０の右側レンズ部では右目用画像Ｒ２のみを透過させ、左側レンズ
部では左目用画像Ｌ２のみを透過させるので、分光メガネ６０を装着したユーザが表示部
５５を見ることで、３Ｄ画像を視認することができるようになっている。
【００６７】
　このようにして構成される３Ｄ画像表示システム３００において、画像表示装置５０に
設けられた映像処理制御部５７（画像表示制御手段）は、図１３に示す手順（前述した第
２の実施の形態に係る３Ｄ画像表示システム２００と同様の手順）にて表示制御を行う。
以下に詳しく説明する。
【００６８】
　まず、分光メガネ６０に設けられた不図示の電源部がＯＮ状態になると不図示の制御部
が駆動を開始し、分光メガネ６０に設けられた傾きセンサ６３によって検出された傾き（
傾斜角度）の程度を表わす情報（傾斜信号）を傾斜信号送信部６２に画像表示装置５０に
向けて送信する（傾き情報送信手段）。図１８において、ステップＳ４４では、傾斜信号
受信部５６は、傾斜信号送信部６２から送信された傾斜信号を受信する（Ｓ４１：傾き情
報受信手段）。傾斜信号受信部５６は、受信した傾斜信号を映像処理制御部５７に供給し
、該傾斜信号を取得した映像処理制御部５７は、傾斜信号から分光メガネ６０が水平状態
に対して左側に所定角度以上傾いているか否かを判定する（Ｓ４２：判定手段・第１傾き
判定手段）。具体的には、映像処理制御部５７は、傾きセンサ６３によって分光メガネ６
０が水平状態に対して所定角度以上（図５参照。例えば、θ=－１５°以下）傾斜してい
るか否かを判定する。同時に、映像処理制御部５７は、分光メガネ６０が水平状態に対し
て右側に所定角度以上傾いているか否かを判定する（Ｓ４３：判定手段・第２傾き判定手
段）。具体的には、映像処理制御部５７は、傾きセンサ６３によって分光メガネ６０が所
定角度以上（図６参照。例えば、θ＝１５°以上）傾斜しているか否かを判定する。
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【００６９】
　これによって、分光メガネ６０が水平状態に対して左側に所定角度以上傾いていないと
判定され（Ｓ４２でＮＯ）、かつ、分光メガネ６０が水平状態に対して右側に所定角度以
上傾いていないと判定された（Ｓ４３でＮＯ）ときに、映像処理制御部５７は、映像処理
部５１に表示用映像（合成Ｒ／Ｌ映像）を生成させ表示部５５に表示させる（Ｓ４４：３
Ｄ分光処理制御手段）。具体的には、図１８に示すように、映像処理制御部５７は、傾斜
信号によって水平状態が検出される（Ｓ７１）と、映像処理部５１のＲ映像分光処理部５
２に右映像データを分光処理させることにより第１分光特性の右目用画像Ｒ２を生成させ
る（Ｓ７２）。同じく、映像処理制御部５７は、映像処理部５１のＬ映像分光処理部５３
に左映像データを分光処理させることにより、第２分光特性の左目用画像Ｒ２を生成させ
る（Ｓ７３）。そして、映像処理制御部５７は、合成部５４に第１分光特性の右目用画像
Ｒ２と第２分光特性の左目用画像Ｌ２とを合成させ、表示用映像（合成Ｒ２／Ｌ２映像）
を生成する（Ｓ７４）。そして、映像処理制御部５７は、映像処理部５１によって生成さ
せた合成Ｒ／Ｌ画像を表示部５５に表示させる（Ｓ７５）。これによって、分光メガネ６
０を装着したユーザは、表示部５５を視認することで、３Ｄ画像を見ることが可能となっ
ている。
【００７０】
　図１３のフローチャートに戻って、分光メガネ６０が水平状態に対して左側に所定角度
以上傾いていないと判定され（Ｓ４２でＮＯ）、かつ、分光メガネ６０が水平状態に対し
て右側に所定角度以上傾いていると判定された（Ｓ４３でＹＥＳ）とき（例えば、図６の
状態）に、映像処理制御部５７は、映像処理部５１に表示用映像（Ｌ２映像）を生成させ
表示部５５に表示させる（Ｓ４５：２Ｄ分光処理制御手段）。具体的には、図１９に示す
ように、映像処理制御部５７は、傾斜信号によって偏光メガネ３０が右側に所定角度以上
傾いている（θ≧１５°以上）ことが検出される（Ｓ７６）と、映像処理部５１の映像処
理制御部５７は、映像処理部５１のＲ映像分光処理部５２に左映像データを分光処理させ
ることにより右目用画像Ｒ３を生成させる（Ｓ７７）。同じく、映像処理制御部５７は、
左映像データを分光処理させることにより左目用画像Ｒ２を生成させる（Ｓ７８）。そし
て、映像処理制御部５７は、合成部５４に右目用画像Ｒ３と左目用画像Ｌ２とを合成させ
、表示用映像（合成Ｌ２映像）を生成する（Ｓ７９）。そして、映像処理制御部５７は、
映像処理部５１によって生成させた合成Ｌ画像を表示部５５に表示させる（Ｓ８０）。つ
まり、分光メガネ６０が右側に所定角度以上傾いているとき、映像処理制御部５７は、傾
斜信号受信部５６によって受信した傾斜信号に基づいて、画像表示装置５０の映像処理部
５１のＲ映像分光処理部５２において左映像データから右目用画像Ｒ３を生成し、かつ、
Ｌ映像分光処理部５３においても左映像データから左目用画像Ｌ２を生成することで、左
画像データに基づいた表示用画像（合成Ｌ２映像）を表示部５５に表示させることで２Ｄ
視制御を行っている。
【００７１】
　そして、映像処理制御部５７は、分光メガネ６０の傾斜角度が所定角度以内（例えば、
－１０°＜ θ＜１０°）であるか否かを判定し続けている（Ｓ４６）。これによって、
分光メガネ６０の傾斜角度が所定角度以内であると判定されたとき（Ｓ４６でＹＥＳ）に
、映像処理制御部５７は、前述したステップＳ４４へと移行し、３Ｄ視制御を開始する。
一方、分光メガネ６０の傾斜角度が所定角度以上であると判定された（Ｓ４６でＮＯ）と
きに、映像処理制御部５７は表示用画像（合成Ｌ映像）による２Ｄ視制御を引き続き行う
ようになっている。
【００７２】
　一方、分光メガネ６０が水平状態に対して左側に所定角度以上傾いていると判定された
（Ｓ４２でＹＥＳ）とき（例えば、図５の状態）に、映像処理制御部５７は、映像処理部
５１に表示用映像（Ｒ２映像）を生成させ表示部５５に表示させる（Ｓ４７：２Ｄ分光処
理制御手段）。具体的には、図２０に示すように、映像処理制御部５７は、傾斜信号によ
って分光メガネ６０が左側に所定角度以上傾いている（θ≦－１５°以下）ことが検出さ
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れる（Ｓ８１でＮＯ）と、映像処理制御部５７は、映像処理部５１のＲ映像分光処理部５
２に右映像データを分光処理させることにより右目用画像Ｒ２を生成させる（Ｓ８２）。
同じく、映像処理制御部５７は、Ｌ映像分光処理部５３に右映像データを分光処理させる
ことにより左目用画像Ｌ３を生成させる（Ｓ８３）。そして、映像処理制御部５７は、合
成部５４に右目用画像Ｒ２と左目用画像Ｌ３とを合成させ、表示用映像（合成Ｒ２映像）
を生成する（Ｓ８４）。そして、映像処理制御部５７は、映像処理部５１によって生成さ
せた合成Ｒ２画像を表示部５５に表示させる（Ｓ８５）。つまり、分光メガネ６０が左側
に所定角度以上傾いているとき、映像処理制御部５７は、傾斜信号受信部５６によって受
信した傾斜信号に基づいて、画像表示装置５０の映像処理部５１のＲ映像分光処理部５２
において右映像データから右目用画像Ｒ２を生成し、かつ、Ｌ映像分光処理部５３におい
ても右映像データから左目用画像Ｌ３を生成することで、右映像データに基づいた表示用
画像（合成Ｒ２映像）を表示部５５に表示させることで２Ｄ視制御を行っている。
【００７３】
　そして、映像処理制御部５７は、分光メガネ６０の傾斜角度が所定角度以内（例えば、
－１０°＜ θ＜１０°）であるか否かを判定し続けている（Ｓ４８）。これによって、
分光メガネ６０の傾斜角度が所定角度以内であると判定されたとき（Ｓ４８でＹＥＳ）に
、映像処理制御部５７は、前述したステップＳ４４へと移行し、３Ｄ視制御を開始する。
一方、分光メガネ６０の傾斜角度が所定角度以上であると判定された（Ｓ４８でＮＯ）と
きに、映像処理制御部５７は表示用画像（合成Ｒ２画像）による２Ｄ視制御を引き続き行
うようになっている。
【００７４】
　以上のように、本発明の第３の実施の形態に係る３Ｄ画像表示システム３００では、画
像表示装置５０の映像処理制御部５７が、第１の分光特性の画像を生成するＲ映像分光処
理部５２と、第２の分光特性の画像を生成するＬ映像分光処理部５３によって、第１の分
光特性の右目用画像Ｒ２を生成させるとともに第２の分光特性の左目用画像Ｌ２を生成さ
せることによって、該画像表示装置５０に第１の分光特性の右目用画像Ｒ２と第２の分光
特性の左目用画像Ｌ２とを表示させ、右レンズ部に設けられ、右目用画像Ｒ２の光を透過
する偏光フィルムと、左レンズ部に設けられ、左目用画像Ｌ２の光を透過する偏光フィル
ムを備えた分光メガネ６０において、画像表示装置５０に設けられた映像処理制御部５７
が、Ｒ画像分光処理部５２及びＬ画像分光処理部５３の双方にて右目用画像Ｒ２及び左目
用画像Ｌ２のいずれか一方を生成させ、画像表示装置５０に右目用画像Ｒ２及び左目用画
像Ｌ２のいずれか一方を第１の分光特性及び第２の分光特性の双方にて表示させるので、
傾きセンサ６３によって分光メガネ６０が所定の角度以上（θ≧１５°もしくはθ≦－１
５°）のときに、分光メガネ６０を装着したユーザが合成Ｒ画像及び合成Ｌ画像のいずれ
かの画像のみを両目にて視認することが可能となることから、メガネの傾斜角度及び傾斜
方向が随時変化しても、より画像を見やすい状態を維持することができるようになる。
【００７５】
　なお、第３の実施の形態に係る３Ｄ画像表示システム３００において、Ｄｏｌｂｙ３Ｄ
方式（波長分光方式）を利用してもよい。波長分光式の３Ｄ画像表示システムでは、Ｒ、
Ｇ、Ｂの各波長を、右目用画像Ｒもしくは左目用画像Ｌにシフトさせそれぞれの目に異な
る映像を送るようになる。この分光を行なうためにプロジェクタの光学系にフィルターホ
イールが設けられ、左目用及び右目用にフィルターホイールを使って分光し、フィルタコ
ントローラを用いて毎秒１００コマ以上の映像に完全に同期させる。そのためフィルタと
同じ特性を持ったメガネを装着することで、左右の目それぞれに、それぞれの目にあわせ
て映像を届けることができる。また、メガネも再利用可能で経済性に優れている。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　以上、説明したように、本発明に係る３Ｄ画像表示システムは、メガネの傾斜角度及び
傾斜方向が随時変化しても、より画像を見やすくすることが可能となるという効果を奏し
、右目用画像と左目用画像とを表示する画像表示装置と、３Ｄメガネもしくはシャッタメ



(19) JP 2012-231220 A 2012.11.22

10

20

30

ガネとを有し、該画像表示装置に表示された右目用画像及び左目用画像を該３Ｄメガネも
しくはシャッタメガネを通して見ることで３Ｄ画像を視認可能な３Ｄ画像表示システム装
置として有用である。
【符号の説明】
【００７７】
　１０　４０　５０　画像表示装置
　１１　４１　５１　映像処理部
　１２　４５　５５　表示部
　１３　同期信号送信部
　１４　同期信号発生部
　１５　４４　５４　合成部
　１６　映像ソース
　２０　シャッタメガネ
　２１　３１　制御部
　２２　同期信号受信部
　２３　３３　６３　傾きセンサ
　２４　右シャッタ部
　２５　左シャッタ部
　２６　右透過部
　２７　左透過部
　２８　３６　電源部
　３０　偏光メガネ
　３２　６２　傾斜信号送信部
　４２　Ｒ映像処理部
　４３　Ｌ映像処理部
　４５ａ　フィルタ
　４６　５６　傾斜信号受信部
　４７　５７　映像処理制御部
　５２　Ｒ映像分光処理部
　５３　Ｌ映像分光処理部
　６０　分光メガネ
　１００　２００　３００　３Ｄ画像表示システム
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