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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左眼及び右眼への入射光量を調整する調整動作を行う眼鏡装置を用いて立体的に知覚さ
れる映像を表示する第１表示モードと、該第１表示モードとは異なる第２表示モードと、
の間で表示モードを切り替える表示装置であって、
　前記第１表示モード及び前記第２表示モードにおける前記左眼及び前記右眼への前記入
射光量を増大させる期間のタイミングを通知するためのタイミング信号、又は、前記調整
動作を停止させる停止信号を、前記調整動作を行う制御信号として生成する信号生成部と
、
　前記制御信号を前記眼鏡装置へ送信する送信部と、を備え、
　前記第１表示モードで前記映像が表示されている間、前記送信部は、前記第１表示モー
ドのタイミング信号を送信し、
　前記表示モードが、前記第１表示モードから前記第２表示モードに切り替えられるとき
、前記送信部は、前記停止信号を送信し、その後、前記第２表示モードのタイミング信号
を前記眼鏡装置へ送信する、
　表示装置。
【請求項２】
　前記第１表示モードのタイミング信号及び前記第２表示モードのタイミング信号それぞ
れは、前記調整動作を制御するための複数のコマンド信号を含み、
　前記停止信号は、前記複数のコマンド信号の少なくとも１つのコマンド信号と共通する
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共通コマンド信号と、前記眼鏡装置に前記調整動作を停止させることを通知するための通
知コマンド信号と、を含み、
　前記送信部は、前記停止信号を送信する際、前記共通コマンド信号に続いて、前記通知
コマンド信号を送信する、
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記送信部は、前記停止信号の共通コマンド信号を、前記第１表示モードにおける複数
のコマンド信号に含まれる共通のコマンド信号の送信周期と同じ周期で送信する、
　請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記送信部は、前記停止信号の通知コマンド信号を、前記第１表示モードにおける複数
のコマンド信号に含まれる前記共通コマンド信号以外の一のコマンド信号と同じ周期で、
送信する、
　請求項２に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記第１表示モードにおける前記複数のコマンド信号は、前記左眼への入射光量を増加
させるための左増信号と、前記左眼への入射光量を減少させるための左減信号と、前記右
眼への入射光量を増加させるための右増信号と、前記右眼への入射光量を減少させるため
の右減信号と、を含み、
　前記共通コマンド信号は、前記左増信号、前記左減信号、前記右増信号及び前記右減信
号のうち１つの信号である、
　請求項２乃至４のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記共通コマンド信号は、前記左増信号、前記左減信号、前記右増信号及び前記右減信
号のうち最初に送信される信号と同じ信号である、
　請求項５に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記共通コマンド信号は、前記左増信号及び前記右増信号のうち一方の信号と同じ波形
を有し、且つ、該一方の信号と同じ周期で送信され、
　前記通知コマンド信号は、前記左増信号及び前記右増信号のうち他方の信号と同じ周期
で送信される、
　請求項６に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記第２表示モードのタイミング信号は、前記共通コマンド信号を含む、
　請求項２乃至７のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記送信部は、前記停止信号を少なくとも５回繰り返し送信する、
　請求項１乃至８のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記第１表示モード及び前記第２表示モードは、前記左眼で観察する左フレーム画像と
、前記右眼で観察する右フレーム画像と、を交互に表示する立体映像の表示モードであり
、
　前記第２表示モードは、前記第１表示モードと前記左右フレーム画像の表示タイミング
の位相が異なる、
　請求項１乃至９のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記第１表示モード及び前記第２表示モードは、前記左眼で観察する左フレーム画像と
、前記右眼で観察する右フレーム画像と、を交互に表示する立体映像の表示モードであり
、
　前記第２表示モードは、前記第１表示モードと、フレームレートが異なる、
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　請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記第１表示モードは、前記左眼で観察する左フレーム画像と、前記右眼で観察する右
フレーム画像と、を交互に表示する立体映像の表示モードであり、
　前記第２表示モードは、互いに異なるコンテンツを表す第１フレーム画像及び第２フレ
ーム画像を交互に表示する表示モードであり、
　前記第２表示モードは、前記第１表示モードの前記左右フレーム画像の表示タイミング
と異なる位相で、前記第１フレーム画像及び前記第２フレーム画像を表示する、
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記第１表示モードは、前記左眼で観察する左フレーム画像と、前記右眼で観察する右
フレーム画像と、を交互に表示する立体映像の表示モードであり、
　前記第２表示モードは、互いに異なるコンテンツを表す第１フレーム画像及び第２フレ
ーム画像を交互に表示する表示モードであり、
　前記第２表示モードは、前記第１表示モードと異なるフレームレートで、前記第１フレ
ーム画像及び前記第２フレーム画像を表示する、
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項１４】
　表示装置からの映像光が左眼及び右眼へ入射する光量である入射光量を調整する調整動
作を行う光量調整部と、
　前記調整動作を制御するための制御信号を受信する受信部と、
　前記制御信号に基づき、前記光量調整部を制御する制御部と、を備え、
　前記制御信号は、前記左眼及び前記右眼への前記入射光量を増大させる期間のタイミン
グを通知するためのタイミング信号、又は、前記調整動作を停止させる停止信号、を含み
、
　前記受信部が前記タイミング信号を受信するならば、前記制御部は、前記タイミング信
号に基づき、前記光量調整部の前記調整動作を制御し、
　前記受信部が前記停止信号を受信するならば、前記制御部は、前記調整動作を停止させ
、
　前記受信部は、前記表示装置が表示する映像が第１表示モードの間、該第１表示モード
の前記タイミング信号を受信し、前記表示装置が表示する映像が前記第１表示モードとは
異なる第２表示モードに切り替える際、前記停止信号を受信した後、前記第２表示モード
のタイミング信号を受信する、
　眼鏡装置。
【請求項１５】
　前記第１表示モード、又は、前記第２表示モードの前記タイミング信号に基づき、前記
入射光量を増加させる増加期間に関するタイミングデータを生成するデータ生成部と、
　前記タイミングデータに基づき、前記増加期間を決定する決定部と、を更に備え、
　前記受信部が前記第２表示モードのタイミング信号を受信するならば、前記決定部は前
記第１表示モードのタイミング信号に基づき生成された前記タイミングデータを無視し、
前記第２表示モードの前記タイミング信号から生成するタイミングデータに基づき前記増
加期間を決定する、
　請求項１４に記載の眼鏡装置。
【請求項１６】
　前記受信部が、前記タイミング信号及び前記停止信号のいずれも受信しない不受信期間
において、前記制御部は、前記不受信期間の直前に所定回数受信された前記タイミング信
号に従って、前記光量調整部を制御する、
　請求項１４に記載の眼鏡装置。
【請求項１７】
　前記受信部が前記停止信号を受信するならば、前記制御部は、前記左眼及び前記右眼へ
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の前記入射光量が同時に増大された状態が保持されるように前記調整動作を停止させる、
　請求項１４乃至１６のいずれか１項に記載の眼鏡装置。
【請求項１８】
　前記不受信期間が、該不受信期間に対して定められた閾値期間を超えたとき、前記制御
部は、前記左眼及び前記右眼への前記入射光量が同時に増大された状態が保持されるよう
に前記調整動作を停止させる、
　請求項１６に記載の眼鏡装置。
【請求項１９】
　前記受信部が、前記不受信期間の後、前記停止信号を受信するならば、前記制御部は、
前記左眼及び前記右眼への前記入射光量が同時に増大された状態が保持されるように前記
調整動作を停止させる、
　請求項１６に記載の眼鏡装置。
【請求項２０】
　前記第１表示モードのタイミング信号及び前記第２表示モードのタイミング信号それぞ
れは、前記調整動作を制御するための複数のコマンド信号を含み、
　前記停止信号は、前記複数のコマンド信号の少なくとも１つのコマンド信号と共通する
共通コマンド信号と、前記眼鏡装置に前記調整動作を停止させることを通知するための通
知コマンド信号と、を含み、
　前記受信部は、前記停止信号の共通コマンド信号を、前記第１表示モードにおける複数
のコマンド信号に含まれる共通コマンド信号の送信周期と同じ周期で受信し、
　前記受信部が、前記共通コマンド信号と等しい波形の信号と前記通知コマンド信号と等
しい波形の信号とを含む信号群を受信するならば、前記制御部は、前記第１表示モードに
おいて受信した前記共通コマンド信号の前記送信周期に基づき、前記受信部が受信した信
号群がノイズであるか否かを判定する、
　請求項１４乃至１９のいずれか１項に記載の眼鏡装置。
【請求項２１】
　左眼及び右眼への入射光量を調整する調整動作を行う眼鏡装置と、
　立体的に知覚される映像を表示する第１表示モードと、該第１表示モードとは異なる第
２表示モードと、の間で表示モードを切り替える表示装置と、を備え、
　該表示装置は、
　前記第１表示モード及び前記第２表示モードにおける前記左眼及び前記右眼への前記入
射光量を増大させる期間のタイミングを通知するためのタイミング信号、又は、前記調整
動作を停止させる停止信号を、前記調整動作を行う制御信号として生成する信号生成部と
、
　前記制御信号を前記眼鏡装置へ送信する送信部と、を備え、
　前記第１表示モードで前記映像が表示されている間、前記送信部は、前記第１表示モー
ドのタイミング信号を送信し、
　前記表示モードが、前記第１表示モードから前記第２表示モードに切り替えられるとき
、前記送信部は、前記停止信号を送信し、その後、前記第２表示モードのタイミング信号
を前記眼鏡装置へ送信し、
　前記眼鏡装置は、
　前記表示装置からの映像光が前記左眼及び前記右眼へ入射する光量である前記入射光量
を調整する前記調整動作を行う光量調整部と、
　前記調整動作を制御するための前記制御信号を受信する受信部と、
　前記制御信号に基づき、前記光量調整部を制御する制御部と、を備え、
　前記受信部が前記タイミング信号を受信するならば、前記制御部は、前記タイミング信
号に基づき、前記光量調整部の前記調整動作を制御し、
　前記受信部が前記停止信号を受信するならば、前記制御部は、前記調整動作を停止させ
、
　前記受信部は、前記表示装置が表示する映像が第１表示モードの間、該第１表示モード
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の前記タイミング信号を受信し、前記表示装置が表示する映像が前記第１表示モードとは
異なる第２表示モードに切り替える際、前記停止信号を受信した後、前記第２表示モード
のタイミング信号を受信する、
　映像システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像を表示する表示装置、映像の視聴を補助する眼鏡装置及びこれらを備え
る映像システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　映像を立体的に知覚させるための映像システムは、近年、普及している。映像システム
は、典型的には、立体的に知覚される映像を表示する表示装置と、映像の視聴を補助する
眼鏡装置を備える（例えば、特許文献１及び特許文献２参照）。表示装置は、左眼で観察
されるように作成された左フレーム画像と、右眼で観察されるように作成された右フレー
ム画像と、を交互に表示する。眼鏡装置は、左フレーム画像及び右フレーム画像の表示の
切り替えに同期して開閉する液晶シャッタを備える。左眼前に配設された液晶シャッタは
、左フレーム画像が表示されている間、開き、右フレーム画像が表示されている間、閉じ
る。右眼前に配設された液晶シャッタは、左フレーム画像が表示されている間、閉じ、右
フレーム画像が表示されている間、開く。左フレーム画像及び右フレーム画像は、視差の
分だけ異なる内容を表す。上述の液晶シャッタの同期動作の結果、視聴者は、左フレーム
画像と右フレーム画像との間の視差を知覚し、表示装置が表示する映像を立体的に知覚す
ることができる。
【０００３】
　表示装置と眼鏡装置との間の同期制御は、赤外線や無線信号を用いて行われる。眼鏡装
置は、表示装置に物理的に接続されていないので、視聴者は、所望の位置で映像を視聴す
ることができる。
【０００４】
　表示装置と眼鏡装置との間の適切な通信は、映像の表示に対する液晶シャッタの同期動
作にとって重要である。しかしながら、眼鏡装置は、表示装置から送信された信号を適切
に受信できないことがある。例えば、視聴者が表示装置から視線を外し、他の方向を見る
ときには、眼鏡装置は表示装置からの信号を受信し損ないやすい。或いは、眼鏡装置は、
ノイズ信号の影響を受け、誤動作することもある。
【０００５】
　表示装置と眼鏡装置との間の通信の不確実性を克服するため、適切に受信された信号か
ら抽出された制御データに基づき自走式に動作する様々な眼鏡装置が提案されている。こ
のような眼鏡装置は、表示装置からの信号が適切に受信されていない間（不受信期間）も
、不受信期間前に取得された制御データに基づき動作するので、視聴者は表示装置が表示
する映像を好適に視聴し続けることができる。
【０００６】
　事前に取得された制御データに基づき、液晶シャッタを動作させることは、ノイズ信号
に起因する眼鏡装置の誤動作の防止にも有用である。例えば、事前に取得された制御デー
タと新たに取得された制御データとの間で、液晶シャッタの開閉タイミングが大きく異な
るならば、眼鏡装置は、新たな制御データはノイズ信号から得られたデータであると判定
することができる。
【０００７】
　表示装置による映像の表示動作（表示モード）の変化は、液晶シャッタの同期動作の変
更を要求することもある。例えば、映像のフレームレートが変更されるならば、液晶シャ
ッタの同期動作は、変更後のフレームレートに適合した動作周波数となる必要がある。或
いは、視聴者が表示装置（例えば、テレビ装置）のチャンネルを変更するならば、表示装
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置の周期的な表示動作の位相が変化することもある。このとき、液晶シャッタは、新たな
位相で開閉動作を行う必要がある。
【０００８】
　上述の如く、眼鏡装置は、多くの場合、事前に取得された制御データを利用して、液晶
シャッタを開閉させる。しかしながら、表示装置における映像のフレームレートの変更は
瞬時に切り替えることは難しく、変更すべきフレームレートに移行する期間（例えば、長
いと数秒間）表示装置の映像同期信号が乱れる。このため、映像同期信号を基に液晶シャ
ッタの制御データをそのまま出力すると、液晶シャッタの開閉動作も乱れる。このように
、液晶シャッタの動作は、事前に取得された制御データに影響を受けるので、変化後の映
像フレームレートに即座に切替られない。例えば、左フレーム画像及び右フレーム画像が
それぞれ６０Ｈｚで表示される表示モードから左フレーム画像及び右フレーム画像がそれ
ぞれ４８Ｈｚで表示される表示モードへ切り替えられる場合、液晶シャッタの開閉動作も
、４８Ｈｚの表示モードへ瞬時に切替らない。この間、液晶シャッタの開閉は、不規則に
なる。
【０００９】
　また、表示装置の映像調整モード（例えば、テレビジョンの画質モード）の変更時にも
映像に応じた画質の調整だけなく液晶シャッタの開閉タイミングを変更させる場合がある
。その場合にも表示装置からの制御データを一瞬に変えることは難しく、液晶シャッタ側
でもその変更への移行時にシャッタ開閉動作が乱れる。
【００１０】
　更に、表示装置からの制御データが障害物などで一瞬途切れた場合でも、眼鏡側で以前
に検出した制御データのタイミングでしばらく動作を継続する自走操作（ＦｌｙＷｈｅｅ
ｌ）が実装されている場合がある。しかし、この眼鏡の自走操作は、表示モードを切替え
て液晶シャッタのタイミングを変更したいのに、以前のタイミングで液晶シャッタが開閉
動作するため、映像との同期が合わず眼鏡を通してみる映像がフリッカして見える場合も
ある。
【００１１】
　このような理由で、液晶シャッタの開閉動作が乱れるあるいは映像との同期が乱れると
、視聴者は、眼鏡装置の非同期の或いは不規則な開閉動作に起因するフリッカを知覚する
。このことは、視聴者に不快感をもたらす。
【００１２】
　上述のフリッカは、更に、次のような表示モードの切替時に生じうる。例えば、表示装
置は、立体映像（立体表示モード）だけでなく、２つの異なる番組（第１番組及び第２番
組）を交互に表示すること（２重表示モード）ができるならば、複数の視聴者は、第１番
組及び第２番組を選択的に視聴することができる。第１番組を試聴する視聴者が装着する
眼鏡装置の液晶シャッタは、第１番組が表示されている間、開き、第２番組が表示されて
いる間、閉じる。他の視聴者が装着する眼鏡装置の液晶シャッタは、第１番組が表示され
ている間、閉じ、第２番組が表示されている間、開く。表示装置の表示モードが立体表示
モードから２重表示モードへの切替は、眼鏡装置の液晶シャッタに対して、立体表示モー
ドにおける同期動作とは全く異なる動作を要求する。しかしながら、眼鏡装置は、事前に
取得された制御データに影響を受けるので、２重表示モードに適合した動作を即座に実行
することはできない。かくして、視聴者は、不快なフリッカを感じることとなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開平１１－９８５３８号公報
【特許文献２】特開２０００－３６９６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】



(7) JP 5107482 B2 2012.12.26

10

20

30

40

50

　本発明は、表示モードの切替に伴うフリッカを防止することができる技術を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の一の局面に係る左眼及び右眼への入射光量を調整する調整動作を行う眼鏡装置
を用いて立体的に知覚される映像を表示する第１表示モードと、該第１表示モードとは異
なる第２表示モードと、の間で表示モードを切り替える表示装置は、前記第１表示モード
及び前記第２表示モードにおける前記左眼及び前記右眼への前記入射光量を増大させる期
間のタイミングを通知するためのタイミング信号、又は、前記調整動作を停止させる停止
信号を、前記調整動作を行う制御信号として生成する信号生成部と、前記制御信号を前記
眼鏡装置へ送信する送信部と、を備え、前記第１表示モードで前記映像が表示されている
間、前記送信部は、前記第１表示モードのタイミング信号を送信し、前記表示モードが、
前記第１表示モードから前記第２表示モードに切り替えられるとき、前記送信部は、前記
停止信号を送信し、その後、前記第２表示モードのタイミング信号を前記眼鏡装置へ送信
することを特徴とする。
【００１６】
　本発明の他の局面に係る眼鏡装置は、表示装置からの映像光が左眼及び右眼へ入射する
光量である入射光量を調整する調整動作を行う光量調整部と、前記調整動作を制御するた
めの制御信号を受信する受信部と、前記制御信号に基づき、前記光量調整部を制御する制
御部と、を備え、前記制御信号は、前記左眼及び前記右眼への前記入射光量を増大させる
期間のタイミングを通知するためのタイミング信号、又は、前記調整動作を停止させる停
止信号、を含み、前記受信部が前記タイミング信号を受信するならば、前記制御部は、前
記タイミング信号に基づき、前記光量調整部の前記調整動作を制御し、前記受信部が前記
停止信号を受信するならば、前記制御部は、前記調整動作を停止させ、前記受信部は、前
記表示装置が表示する映像が第１表示モードの間、該第１表示モードの前記タイミング信
号を受信し、前記表示装置が表示する映像が前記第１表示モードとは異なる第２表示モー
ドに切り替える際、前記停止信号を受信した後、前記第２表示モードのタイミング信号を
受信することを特徴とする。
【００１７】
　本発明の更に他の局面に係る映像システムは、左眼及び右眼への入射光量を調整する調
整動作を行う眼鏡装置と、立体的に知覚される映像を表示する第１表示モードと、該第１
表示モードとは異なる第２表示モードと、の間で表示モードを切り替える表示装置と、を
備え、該表示装置は、前記第１表示モード及び前記第２表示モードにおける前記左眼及び
前記右眼への前記入射光量を増大させる期間のタイミングを通知するためのタイミング信
号、又は、前記調整動作を停止させる停止信号を、前記調整動作を行う制御信号として生
成する信号生成部と、前記制御信号を前記眼鏡装置へ送信する送信部と、を備え、前記第
１表示モードで前記映像が表示されている間、前記送信部は、前記第１表示モードのタイ
ミング信号を送信し、前記表示モードが、前記第１表示モードから前記第２表示モードに
切り替えられるとき、前記送信部は、前記停止信号を送信し、その後、前記第２表示モー
ドのタイミング信号を前記眼鏡装置へ送信し、前記眼鏡装置は、前記表示装置からの映像
光が左眼及び右眼へ入射する光量である前記入射光量を調整する調整動作を行う光量調整
部と、前記調整動作を制御するための制御信号を受信する受信部と、前記制御信号に基づ
き、前記光量調整部を制御する制御部と、を備え、前記受信部が前記タイミング信号を受
信するならば、前記制御部は、前記タイミング信号に基づき、前記光量調整部の前記調整
動作を制御し、前記受信部が前記停止信号を受信するならば、前記制御部は、前記調整動
作を停止させ、前記受信部は、前記表示装置が表示する映像が第１表示モードの間、該第
１表示モードの前記タイミング信号を受信し、前記表示装置が表示する映像が前記第１表
示モードとは異なる第２表示モードに切り替える際、前記停止信号を受信した後、前記第
２表示モードのタイミング信号を受信することを特徴とする。
【発明の効果】
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【００１８】
　本発明に係る表示装置、眼鏡装置及び映像システムは、表示モードの切替に伴う一時的
な眼鏡の不規則なシャッターリングによるフリッカを防止することができる。
【００１９】
　本発明の目的、特徴及び利点は、以下の詳細な説明と添付図面とによって、より明白と
なる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本実施形態の映像システムの概略図である。
【図２】表示装置及び眼鏡装置のハードウェア構成を示す概略的なブロック図である。
【図３】表示装置の機能構成を概略的に示すブロック図である。
【図４】眼鏡装置の機能構成を概略的に示すブロック図である。
【図５】表示装置がタイミング信号を送信している間の眼鏡装置の動作モードの変化の概
略図である。
【図６】表示装置と眼鏡装置との間の通信プロトコルによって規定されたコマンド信号の
概略図である。
【図７Ａ】コマンド信号の概略図である。
【図７Ｂ】コマンド信号の概略図である。
【図７Ｃ】コマンド信号の概略図である。
【図７Ｄ】コマンド信号の概略図である。
【図７Ｅ】コマンド信号の概略図である。
【図７Ｆ】コマンド信号の概略図である。
【図８】立体表示モードにおける眼鏡装置の動作を示す概略的なタイミングチャートであ
る。
【図９】立体表示モードにおける眼鏡装置の動作を示す概略的なタイミングチャートであ
る。
【図１０】２重表示モードにおいて、表示装置の表示部が表示する映像の概略図である。
【図１１Ａ】第１映像を選択した視聴者が観察する映像の概略図である。
【図１１Ｂ】第２映像を選択した視聴者が観察する映像の概略図である。
【図１２】第１映像を選択した視聴者の眼鏡装置の動作を概略的に示すタイミングチャー
トである。
【図１３】第２映像を選択した視聴者の眼鏡装置の動作を概略的に示すタイミングチャー
トである。
【図１４】立体表示モードから２重表示モードへの表示モードの切替が生じたときに送信
される停止信号を表す概略的なタイミングチャートである。
【図１５】立体表示モードから２重表示モードへの表示モードの切替に伴うコマンド信号
の送信パターンの変動を概略的に示すタイミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、一実施形態に係る表示装置、眼鏡装置及び映像システムが図面を参照して説明さ
れる。尚、以下に説明される実施形態において、同様の構成要素に対して同様の符号が付
されている。また、説明の明瞭化のため、必要に応じて、重複する説明は省略される。図
面に示される構成、配置或いは形状並びに図面に関連する記載は、単に本実施形態の原理
を容易に理解させることを目的とするものであり、表示装置、眼鏡装置及び映像システム
の原理はこれらに何ら限定されるものではない。
【００２２】
　＜映像システムの構成＞
　図１は、本実施形態の映像システム１００の概略図である。図１を用いて、映像システ
ム１００が説明される。
【００２３】
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　映像システム１００は、立体的に知覚される映像を表示する表示装置２００と、左眼及
び右眼への入射光量を調整する調整動作を行う眼鏡装置４００と、を備える。表示装置２
００として、テレビ装置やパーソナルコンピュータといった立体映像を表示することがで
きる様々な装置が例示される。
【００２４】
　表示装置２００は、映像を表示するためのディスプレイパネル２１０を備える。ディス
プレイパネル２１０には、左眼で観察されるように作成された左フレーム画像と、右眼で
観察されるように作成された右フレーム画像が交互に表示される。左フレーム画像及び右
フレーム画像は、視差の分だけ異なる内容を表現する。左フレーム画像が左眼のみで観察
され、右フレーム画像が右眼のみで観察されるならば、視聴者は、左フレーム画像及び右
フレーム画像との間の視差に応じて、ディスプレイパネル２１０に表示される映像を立体
的に知覚する。以下の説明において、左フレーム画像及び右フレーム画像が交互に表示さ
れる表示方式は、「立体表示モード」と称される。本実施形態において、立体表示モード
は、第１表示モードとして例示される。また、左フレーム画像及び右フレーム画像を交互
に表示する表示装置２００の周期的な動作は、第１表示動作として例示される。加えて、
ディスプレイパネル２１０は、表示部として例示される。
【００２５】
　眼鏡装置４００は、視力矯正用の眼鏡と似た形状をなす。眼鏡装置４００は、映像が立
体的に知覚されるように左眼及び右眼への入射光量を調整する調整動作を行うシャッタ部
４１０を備える。シャッタ部４１０は、眼鏡装置４００を着用した視聴者の左眼前に配設
される左シャッタ４１１と、右眼前に配設される右シャッタ４１２と、を含む。
【００２６】
　左シャッタ４１１が閉じられると、ディスプレイパネル２１０に表示された映像の光は
、左シャッタ４１１をほとんど透過しない。したがって、左シャッタ４１１が閉じられて
いる期間において、左眼への入射光量は低減する。
【００２７】
　左シャッタ４１１が開かれると、ディスプレイパネル２１０に表示された映像の光は、
左シャッタ４１１を通過する。したがって、左シャッタ４１１が開かれている期間におい
て、左眼への入射光量は増大する。
【００２８】
　右シャッタ４１２が閉じられると、ディスプレイパネル２１０に表示された映像の光は
、右シャッタ４１２をほとんど透過しない。したがって、右シャッタ４１２が閉じられて
いる期間において、右眼への入射光量は低減する。
【００２９】
　右シャッタ４１２が開かれると、ディスプレイパネル２１０に表示された映像の光は、
右シャッタ４１２を通過する。したがって、右シャッタ４１２が開かれている期間におい
て、右眼への入射光量は増大する。
【００３０】
　本実施形態の説明に用いられる「入射光量」との用語は、ディスプレイパネル２１０に
表示された映像の光が、左眼及び／又は右眼に入射する量を意味する。シャッタ部４１０
は、上述の如く、左シャッタ４１１及び右シャッタ４１２の開閉によって、左眼及び右眼
への入射光量を調整する。本実施形態において、シャッタ部４１０は、光量調整部として
例示される。左シャッタ４１１及び右シャッタ４１２に対して、液晶シャッタ素子が用い
られる。代替的に、映像光の偏向方向を調整し、入射光量を調整することができる他の光
学素子が光量調整部に用いられてもよい。
【００３１】
　ディスプレイパネル２１０が左フレーム画像を表示している間、左シャッタ４１１は開
かれる一方で右シャッタ４１２は閉じられる。ディスプレイパネル２１０が右フレーム画
像を表示している間、左シャッタ４１１は閉じられる一方で右シャッタ４１２は開かれる
。この結果、左フレーム画像は、左眼のみで観察され、右フレーム画像は、右眼のみで観
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察される。視聴者は、左フレーム画像及び右フレーム画像との間の視差に応じて、ディス
プレイパネル２１０に表示される映像を立体的に知覚することができる。
【００３２】
　上述のフレーム画像の表示に同期したシャッタ部４１０の開閉動作は、表示装置２００
と眼鏡装置４００との間で予め定められたプロトコルに従って、表示装置２００から眼鏡
装置４００へ送信される制御信号に基づいて達成される。尚、制御信号は、上述のシャッ
タ部４１０による光量の調整動作の制御のためだけでなく、シャッタ部４１０に他の動作
を実行させるためにも用いられる。制御信号に基づくシャッタ部４１０の動作は後述され
る。
【００３３】
　本実施形態において、制御信号は、ＩＲ信号（赤外線信号）として送信される。代替的
に、制御信号は、ＲＦ信号（無線信号）であってもよい。
【００３４】
　表示装置２００は、上述の制御信号を眼鏡装置４００へ送信するための送信素子２２０
を更に備える。眼鏡装置４００は、制御信号を受信するための受信素子４２０を更に備え
る。本実施形態において、送信素子２２０として、赤外線を発光する発光素子が用いられ
る。また、受信素子４２０として、赤外線を受光する受光素子が用いられる。本実施形態
において、送信素子２２０は、送信部として例示される。また、受信素子４２０は、受信
部として例示される。
【００３５】
　図２は、表示装置２００及び眼鏡装置４００のハードウェア構成を示す。図１及び図２
を用いて、表示装置２００及び眼鏡装置４００のハードウェア構成が説明される。
【００３６】
　表示装置２００は、上述のディスプレイパネル２１０及び送信素子２２０に加えて、復
号化ＩＣ２３０、映像信号処理ＩＣ２４０、送信制御ＩＣ２５０、ＣＰＵ２６０、メモリ
２７０及びクロック２８０を更に備える。
【００３７】
　復号化ＩＣ２３０には、符号化された映像信号が入力される。復号化ＩＣ２３０は、映
像信号を復号化し、映像データを所定の様式で出力する。映像信号の符号化として、MPEG
(Motion Picture Experts Group)－２、ＭＰＥＧ４やＨ２６４といった様々な方式が例示
される。
【００３８】
　映像信号処理ＩＣ２４０は、立体映像の表示に関する信号処理を行い、ディスプレイパ
ネル２１０の信号入力方式に適合した出力信号を生成並びに出力する。映像信号処理ＩＣ
２４０は、復号化ＩＣ２３０が出力した映像データから左フレーム画像に対応するデータ
と右フレーム画像に対応するデータとを抽出する。その後、ディスプレイパネル２１０は
、左フレーム画像に対応するデータと右フレーム画像に対応するデータとに基づいて、左
フレーム画像と右フレーム画像とを交互に表示する。
【００３９】
　映像信号処理ＩＣ２４０は、復号化ＩＣ２３０が出力した映像データに対して、他の処
理を行う。例えば、映像信号処理ＩＣ２４０が、ディスプレイパネル２１０に表示される
映像の色彩を適切に調整するならば、視聴者は高品位の映像を視聴することができる。映
像信号処理ＩＣ２４０が、復号化ＩＣ２３０が生成した映像データのフレーム間の映像を
補間するならば、映像のフレームレートは向上する。
【００４０】
　表示装置２００が、立体表示モードで動作する間、映像信号処理ＩＣ２４０は、上述の
立体映像の表示に関する信号処理を行う。映像信号処理ＩＣ２４０は、復号化ＩＣ２３０
に入力された映像信号に応じて、表示モードを切り替えるための処理を実行する。
【００４１】
　例えば、「６０Ｈｚ」の動作周波数を規定する映像信号の後、「４８Ｈｚ」の動作周波
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数を規定する映像信号が復号化ＩＣ２３０に入力されるならば、映像信号処理ＩＣ２４０
は、「６０Ｈｚ」から「４８Ｈｚ」へ動作周波数を切り替えるための処理を行う。尚、「
動作周波数」との用語は、左フレーム画像及び右フレーム画像からなる組の表示周波数を
意味する。例えば、「６０Ｈｚの動作周波数」とは、左フレーム画像が６０Ｈｚの周波数
で表示され、且つ、右フレーム画像が６０Ｈｚの周波数で表示されることを意味する。
【００４２】
　立体表示モードでの動作を規定する映像信号の後、２つの異なる内容を表す映像信号（
第１映像及び第２映像）が復号化ＩＣ２３０に入力されるならば、映像信号処理ＩＣ２４
０は、第１映像のフレーム画像と第２映像のフレーム画像とをディスプレイパネル２１０
に交互に表示させるための処理を行う。
【００４３】
　第１映像がスポーツ番組であり、第２映像がアニメーション番組であるならば、一方の
視聴者（第１視聴者）がスポーツ番組を視聴している間、他方の視聴者（第２視聴者）は
、アニメーション番組を楽しむことができる。第１視聴者が着用する眼鏡装置４００は、
第１映像が表示されている間、左眼及び／又は右眼への入射光量を増大させる一方で、第
２映像が表示されている間、左眼及び右眼への入射光量を低減させる。第２視聴者が着用
する眼鏡装置４００は、第２映像が表示されている間、左眼及び／又は右眼への入射光量
を増大させる一方で、第１映像が表示されている間、左眼及び右眼への入射光量を低減さ
せる。したがって、複数の視聴者は、単一の表示装置２００を用いて、別異の内容の映像
を同時に楽しむことができる。以下の説明において、このような表示方式は、「２重表示
モード」と称される。
【００４４】
　上述の動作周波数（フレームレート）の変更や立体表示モードから２重表示モードへの
変更は、表示モードの切替として例示される。ディスプレイパネル２１０による先行のフ
レーム画像の表示の動作周波数とは異なる動作周波数でフレーム画像を表示する動作や上
述の２重表示モードは、第２表示モードとして例示される。更に、第２表示モードは、立
体表示モード中における左フレーム画像及び右フレーム画像を交互に表示する表示装置２
００の周期的な動作とは、異なる位相でフレーム画像を表示する動作をも意味する。異な
る位相及び／又は動作周波数でのフレーム画像の表示動作は、第２表示動作として例示さ
れる。第１表示モードから第２表示モードへの切替は、例えば、視聴者が表示装置２００
のチャンネルを切り替えたときにも生ずる。
【００４５】
　送信制御ＩＣ２５０は、眼鏡装置４００のシャッタ部４１０の動作を制御するための上
述の制御信号を生成する。本実施形態において、制御信号は、第１表示モード及び第２表
示モードにおいて左眼及び右眼への入射光量を増大させる期間のタイミングを通知するた
めのタイミング信号と、眼鏡装置４００による入射光量の調整動作を停止させるための停
止信号と、を含む。
【００４６】
　送信制御ＩＣ２５０は、ディスプレイパネル２１０が立体表示モードで映像を表示して
いる間に送信されるタイミング信号を生成する。また、送信制御ＩＣ２５０は、立体表示
モードから他の表示モード（第２表示モード）へ切り替えられるときに送信される停止信
号を生成する。送信制御ＩＣ２５０は、上述の送信素子２２０を制御し、ディスプレイパ
ネル２１０に表示される映像の表示モードに合わせて、タイミング信号又は停止信号の送
信タイミングを調整する。本実施形態において、送信制御ＩＣ２５０は、信号生成部とし
て例示される。
【００４７】
　送信素子２２０は、送信制御ＩＣ２５０の制御下で、制御信号の送信を行う。
【００４８】
　ディスプレイパネル２１０が立体表示モードで映像を表示している間、送信素子２２０
はタイミング信号を眼鏡装置４００へ送信する。眼鏡装置４００のシャッタ部４１０は、
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受信素子４２０が受信したタイミング信号に基づき、上述の開閉動作を行う。この結果、
ディスプレイパネル２１０が左フレーム画像を表示している間、左シャッタ４１１が開き
、右シャッタ４１２は閉じる。また、ディスプレイパネル２１０が右フレーム画像を表示
している間、左シャッタ４１１が閉じ、右シャッタ４１２は開く。
【００４９】
　立体表示モードから他の表示モード（第２表示モード）へ切り替えられると、送信素子
２２０は、停止信号を眼鏡装置４００へ送信する。眼鏡装置４００のシャッタ部４１０は
、受信素子４２０が受信した停止信号に基づき、入射光量の調整動作を停止する。本実施
形態において、受信素子４２０が停止信号を受信するならば、左シャッタ４１１及び右シ
ャッタ４１２はともに開いた状態を維持する。この結果、左眼及び右眼への入射光量が同
時に増大された状態が保持される。
【００５０】
　ＣＰＵ２６０は、表示装置２００の様々な要素（例えば、復号化ＩＣ２３０や映像信号
処理ＩＣ２４０）を制御する。ＣＰＵ２６０は、メモリ２７０に記録されたプログラムや
外部からの入力信号（例えば、リモートコントローラ（図示せず）からの信号）に従って
、表示装置２００全体の制御を行う。
【００５１】
　メモリ２７０は、ＣＰＵ２６０が実行するプログラムやプログラム実行時に発生する一
時データを記録する領域として利用される。メモリ２７０として、揮発性のＲＡＭ（Rand
om　Access　Memory）や不揮発性のＲＯＭ（Read　Only　Memory）が例示される。
【００５２】
　クロック２８０は、ＣＰＵ２６０や他のＩＣの動作基準となるクロック信号を供給する
。
【００５３】
　ディスプレイパネル２１０は、映像信号処理ＩＣ２４０からの出力信号に基づき、映像
を表示する。ディスプレイパネル２１０として、ＣＲＴ方式の装置、ＬＣＤ（液晶ディス
プレイ）、ＰＤＰ（プラズマディスプレイ）や有機エレクトロルミネッセンスを用いた装
置が例示される。
【００５４】
　眼鏡装置４００は、上述のシャッタ部４１０及び受信素子４２０に加えて、ＣＰＵ４６
０、メモリ４７０及びクロック４８０を備える。
【００５５】
　ＣＰＵ４６０は、メモリ４７０に記録されたプログラムや表示装置２００の送信素子２
２０から送信された制御信号に従って、眼鏡装置４００を制御する。本実施形態において
、ＣＰＵ４６０は、制御部として例示される。
【００５６】
　上述の如く、ディスプレイパネル２１０が立体表示モードで映像を表示している間、受
信素子４２０はタイミング信号を受信する。ＣＰＵ４６０は、受信素子４２０が受信した
タイミング信号に基づき、シャッタ部４１０による入射光量に対する調整動作を制御する
。この結果、ディスプレイパネル２１０が左フレーム画像を表示している間、左シャッタ
４１１が開き、右シャッタ４１２は閉じる。また、ディスプレイパネル２１０が右フレー
ム画像を表示している間、左シャッタ４１１が閉じ、右シャッタ４１２は開く。
【００５７】
　上述の如く、ディスプレイパネル２１０の映像の表示モードが、立体表示モードから他
の表示モード（第２表示モード）に切り替えられたとき、受信素子４２０は、送信素子２
２０からの停止信号を受信する。ＣＰＵ４６０は、受信素子４２０が受信した停止信号に
基づき、シャッタ部４１０の調整動作を停止させる。この結果、左シャッタ４１１及び右
シャッタ４１２は、開かれた状態を維持する。かくして、左眼及び右眼への入射光量が同
時に増大された状態が保持される。
【００５８】
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　メモリ４７０は、ＣＰＵ４６０が実行するプログラムのデータの記録や、プログラム実
行時の一時データを保持する場所として用いられる。
【００５９】
　ＣＰＵ４６０は、受信素子４２０が受信したタイミング信号から左シャッタ４１１を開
くべき時刻（以下、左開時刻と称される）、左シャッタ４１１を閉じるべき時刻（以下、
左閉時刻と称される）、右シャッタ４１２を開くべき時刻（以下、右開時刻と称される）
及び右シャッタ４１２を閉じるべき時刻（以下、右閉時刻と称される）に関するタイミン
グデータを生成する。メモリ４７０は、ＣＰＵ４６０によって取得されたタイミングデー
タを格納する。本実施形態において、ＣＰＵ４６０は、データ生成部として例示される。
【００６０】
　ＣＰＵ４６０は、メモリ４７０が格納したタイミングデータと新たに取得されたタイミ
ングデータとを比較し、新たに取得されたタイミングデータに対応するタイミング信号が
ノイズ信号であるか否かを判定する。例えば、新たに取得されたタイミングデータが、メ
モリ４７０に格納されたタイミングデータと大きく相違するならば、ＣＰＵ４６０は、新
たに取得されたタイミング信号がノイズ信号であると判定することができる。
【００６１】
　上述のノイズ信号の除去処理後に、ＣＰＵ４６０は、メモリ４７０が格納したタイミン
グデータと新たに取得されたタイミングデータとを用いて、所定の演算処理を行い、左眼
及び右眼への入射光量が増加される増加期間のタイミングを決定する。ＣＰＵ４６０は、
メモリ４７０が格納したタイミングデータによって規定される左開時刻と新たに取得され
たタイミングデータによって規定される左開時刻とを平均化し、左開時刻を決定する。Ｃ
ＰＵ４６０は、メモリ４７０が格納したタイミングデータによって規定される左閉時刻と
新たに取得されたタイミングデータによって規定される左閉時刻とを平均化し、左閉時刻
を決定する。ＣＰＵ４６０は、メモリ４７０が格納したタイミングデータによって規定さ
れる右開時刻と新たに取得されたタイミングデータによって規定される右開時刻とを平均
化し、右開時刻を決定する。ＣＰＵ４６０は、メモリ４７０が格納したタイミングデータ
によって規定される右閉時刻と新たに取得されたタイミングデータによって規定される右
閉時刻とを平均化し、右閉時刻を決定する。このような演算処理の結果、シャッタ部４１
０による調整動作の信頼性が向上する。本実施形態において、ＣＰＵ４６０は、決定部と
して例示される。
【００６２】
　上述の如く、受信素子４２０は、タイミング信号又は停止信号を受信し、ＣＰＵ４６０
は、タイミング信号又は停止信号に基づき、シャッタ部４１０を制御する。受信素子４２
０が、タイミング信号の後に停止信号を受信し、更にその後、タイミング信号を再度受信
するならば、ＣＰＵ４６０は停止信号を受信する前に受信されたタイミング信号から取得
されたタイミングデータを無視し、再度受信されたタイミング信号から取得されたタイミ
ングデータに基づきシャッタ部４１０を制御する。以下の説明において、停止信号の受信
前に受信素子４２０が受信したタイミング信号は、「先行タイミング信号」と称される。
また、停止信号の受信後に受信素子４２０が受信したタイミング信号は、「後続タイミン
グ信号」と称される。尚、先行タイミング信号は、第１表示モードのタイミング信号とし
て例示される。後続タイミング信号は、第２表示モードのタイミング信号として例示され
る。
【００６３】
　停止信号の受信の後に、先行タイミング信号に基づくタイミングデータを無視し、後続
タイミング信号から取得されたタイミングデータに基づいてシャッタ部４１０を制御する
ことは、表示モードの切替の後のシャッタ部４１０の調整動作の信頼性にとって有利であ
る。例えば、ディスプレイパネル２１０が、６０Ｈｚの動作周波数で立体映像を表示し（
第１表示モード）、その後、４８Ｈｚの動作周波数で立体映像を表示するならば（第２表
示モード）、停止信号の受信後における左フレーム画像及び右フレーム画像の表示タイミ
ングは、停止信号の受信前における左フレーム画像及び右フレーム画像の表示タイミング
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とは大きく異なることもある。
【００６４】
　ＣＰＵ４６０が、先行タイミング信号に基づくタイミングデータを無視せず、上述の平
均化処理を行うならば、ＣＰＵ４６０による増加期間に対する決定は、先行タイミング信
号に基づくタイミングデータに影響を受けることとなる。この結果、シャッタ部４１０に
よる調整動作は、４８Ｈｚの動作周波数で立体映像の表示に同期せず、視聴者はフリッカ
を知覚することとなる。
【００６５】
　ＣＰＵ４６０が、先行タイミング信号に基づくタイミングデータを無視するならば、Ｃ
ＰＵ４６０による増加期間に対する決定は、先行タイミング信号に基づくタイミングデー
タに影響を受けない。したがって、シャッタ部４１０による調整動作は、４８Ｈｚの動作
周波数で立体映像の表示に同期しやすくなる。
【００６６】
　受信素子４２０がタイミング信号及び停止信号をともに受信しない期間は、以下の説明
において、「不受信期間」と称される。メモリ４７０が、不受信期間前に受信されたタイ
ミング信号に基づいて生成されたタイミングデータを格納しているならば、ＣＰＵ４６０
は、メモリ４７０が格納しているタイミングデータに基づいて、左眼及び右眼への入射光
量が増加される増加期間のタイミングを決定する。この結果、表示装置２００と眼鏡装置
４００との間での通信の遮断が生じても、シャッタ部４１０は入射光量の調整動作を適切
に継続することができる。
【００６７】
　尚、好ましくは、不受信期間に対する閾値期間が予め設定される。不受信期間が閾値期
間を超過するならば、ＣＰＵ４６０は、シャッタ部４１０による調整動作を停止し、左シ
ャッタ４１１及び右シャッタ４１２を、開状態に維持する。この結果、左眼及び右眼への
入射光量が同時に増大された状態が保持される。
【００６８】
　クロック４８０は、眼鏡装置４００を構成するＣＰＵ４６０や他のＩＣへ、動作の基準
となるクロック信号を供給する。上述のＣＰＵ４６０は、クロック信号に基づき、タイミ
ングデータを生成する。
【００６９】
　本実施形態の原理は、図２に示される例示的なハードウェア構成に限定されるものでは
ない。復号化ＩＣ２３０や映像信号処理ＩＣ２４０といった複数のＩＣに代えて、これら
の機能を備える一体化されたＩＣが用いられてもよい。また、ＣＰＵ２６０が実行するプ
ログラムの処理と同様の処理は、ＰＬＤ（Programmable Logic Device）を用いて実行さ
れてもよい。
【００７０】
　図３は、表示装置２００の機能構成を概略的に示すブロック図である。図２及び図３を
用いて、表示装置２００の機能構成が説明される。
【００７１】
　表示装置２００は、復号部２３５、信号分離部２４３、映像信号処理部２４５、表示部
２１５、信号生成部２５３、送信制御部２５５及び送信部２２５を備える。
【００７２】
　復号部２３５には、符号化された映像信号が入力される。復号部２３５は、映像信号を
復号化し、映像データを所定の様式で出力する。映像信号の符号化として、MPEG(Motion 
Picture Experts Group)－２、ＭＰＥＧ４やＨ２６４といった様々な方式が例示される。
復号部２３５は、図２に関連して説明された復号化ＩＣ２３０に相当する。
【００７３】
　信号分離部２４３は、復号部２３５が出力した映像データから左フレーム画像に対応す
るデータと右フレーム画像に対応するデータとを抽出並びに分離する。
【００７４】
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　映像信号処理部２４５は、左フレーム画像及び右フレーム画像を表示する表示部２１５
の特性に応じて、左フレーム画像に対応するデータと右フレーム画像に対応するデータを
調整する。例えば、映像信号処理部２４５は、表示部２１５の表示面の大きさに応じて、
左フレーム画像と右フレーム画像との間の視差を調整してもよい。映像信号処理部２４５
が処理した映像データは、表示部２１５へ出力される。
【００７５】
　信号分離部２４３及び映像信号処理部２４５は、図２に関連して説明された映像信号処
理ＩＣ２４０に相当する。したがって、信号分離部２４３及び映像信号処理部２４５は、
映像信号処理ＩＣ２４０に関連して説明された立体表示モードから他の表示モード（第２
表示モード）への表示モードの切替動作も実行する。信号分離部２４３は、信号生成部２
５３に表示モードの切替のタイミングを通知する。
【００７６】
　信号生成部２５３は、表示部２１５が表示する左フレーム画像及び右フレーム画像の表
示に同期して送信されるタイミング信号及び立体表示モードから他の表示モード（第２表
示モード）への表示モードの切替時に送信される停止信号を生成する。本実施形態におい
て、タイミング信号は、眼鏡装置４００による入射光量に対する調整動作を制御するため
の複数のコマンド信号を含む。タイミング信号として用いられるコマンド信号として、左
シャッタ４１１を開くための左開信号、左シャッタ４１１を閉じるための左閉信号、右シ
ャッタ４１２を開くための右開信号及び右シャッタ４１２を閉じるための右閉信号が例示
される。
【００７７】
　受信素子４２０が左開信号を受信すると、左シャッタ４１１が開く。この結果、左眼へ
の入射光量が増加する。受信素子４２０が左閉信号を受信すると、左シャッタ４１１が閉
じる。この結果、左眼への入射光量が減少する。本実施形態において、左開信号は、左増
信号として例示される。また、左閉信号は、左減信号として例示される。
【００７８】
　受信素子４２０が右開信号を受信すると、右シャッタ４１２が開く。この結果、右眼へ
の入射光量が増加する。受信素子４２０が右閉信号を受信すると、右シャッタ４１２が閉
じる。この結果、右眼への入射光量が減少する。本実施形態において、右開信号は、右増
信号として例示される。また、右閉信号は、右減信号として例示される。
【００７９】
　本実施形態において、信号生成部２５３が生成する左開信号、左閉信号、右開信号及び
右閉信号はパルス信号である。左開信号、左閉信号、右開信号及び右閉信号が異なる波形
を有するように、信号生成部２５３は、これらのコマンド信号を生成する。この結果、眼
鏡装置４００のＣＰＵ４６０は、左開時刻、左閉時刻、右開時刻及び右閉時刻に関する情
報をタイミング信号から抽出することができる。
【００８０】
　本実施形態において、停止信号は、左開信号、左閉信号、右開信号及び右閉信号のうち
１つと共通するパルス波形を有する共通コマンド信号と、眼鏡装置４００に、受信信号が
調整動作を停止させるための信号であることを通知するための通知コマンド信号と、を含
む。タイミング信号及び停止信号が含むコマンド信号は、後述される。
【００８１】
　送信制御部２５５は、制御信号の送信タイミングを制御する。この結果、表示部２１５
が立体表示モードで映像を表示している間、タイミング信号が眼鏡装置４００へ送信され
る。立体表示モードから他の表示モード（第２表示モード）へ表示モードが切り替えられ
ると、停止信号が眼鏡装置４００へ送信される。
【００８２】
　本実施形態において、信号生成部２５３及び送信制御部２５５は、図２に関連して説明
された送信制御ＩＣ２５０に相当する。したがって、送信制御ＩＣ２５０に関連して説明
された一連の制御動作は、信号生成部２５３及び送信制御部２５５に援用される。
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【００８３】
　送信部２２５は、信号生成部２５３が生成した制御信号（タイミング信号及び停止信号
）を、送信制御部２５５の制御下で、眼鏡装置４００へ送信する。
【００８４】
　本実施形態において、送信部２２５は、表示部２１５が左フレーム画像を表示している
期間に、左開信号及び左閉信号を送信する。この結果、左フレーム画像が表示されている
期間中において、左眼への入射光量が増加する期間が設定される。また、送信部２２５は
、表示部２１５が右フレーム画像を表示している期間に、右開信号及び右閉信号を送信す
る。この結果、右フレーム画像が表示されている期間中において、右眼への入射光量が増
加する期間が設定される。
【００８５】
　送信部２２５は、シャッタ部４１０の調整動作を停止させるために、共通コマンド信号
に続いて、通知コマンド信号を眼鏡装置４００に送信する。上述の如く、共通コマンド信
号は、左開信号、左閉信号、右開信号及び右閉信号のうち１つと共通するパルス波形を有
するので、眼鏡装置４００は、共通コマンドのみでは、受信素子４２０が受信した信号が
停止信号であるかタイミング信号であるかを判別することができない。眼鏡装置４００は
、その後送信される通知信号に基づき、受信素子４２０が受信した信号が停止信号である
と判定することができる。
【００８６】
　送信部２２５は、図２に関連して説明された送信素子２２０に相当する。したがって、
送信素子２２０に関連して説明された制御信号の送信動作は、送信部２２５に援用される
。
【００８７】
　表示部２１５は、映像信号処理部２４５が処理した映像データを映像として表示する。
表示部２１５は、図２に関連して説明されたディスプレイパネル２１０に相当する。した
がって、ディスプレイパネル２１０に関連して説明された一連の表示動作は、表示部２１
５に援用される。
【００８８】
　図４は、眼鏡装置４００の機能構成を概略的に示すブロック図である。図２乃至図４を
用いて、眼鏡装置４００の機能構成が説明される。
【００８９】
　眼鏡装置４００は、受信部４２５、検出部４６１、解析部４６２、記憶部４７５、内部
信号生成部４６３、光量制御部４６４及び光量調整部４１５を備える。
【００９０】
　光量調整部４１５は、左眼への入射光量を調整する左調整部４１６と、右眼への入射光
量を調整する右調整部４１７と、を含む。光量調整部４１５は、図２に関連して説明され
たシャッタ部４１０に相当する。また、左調整部４１６は、図２に関連して説明された左
シャッタ４１１に相当する。右調整部４１７は、図２に関連して説明された右シャッタ４
１２に相当する。したがって、シャッタ部４１０、左シャッタ４１１及び右シャッタ４１
２の動作に関連する説明は、光量調整部４１５、左調整部４１６及び右調整部４１７にそ
れぞれ援用される。
【００９１】
　受信部４２５は、表示装置２００の送信部２２５から送信された制御信号（タイミング
信号及び停止信号）を受信する。上述の如く、本実施形態において、制御信号は、赤外線
信号である。受信部４２５は、赤外線の受光に応じて、電気信号を検出部４６１へ出力す
る。受信部４２５は、図２に関連して説明された受信素子４２０に相当する。したがって
、受信素子４２０に関連して説明された受信動作の説明は、受信部４２５に援用される。
【００９２】
　検出部４６１は、受信部４２５が受信した制御信号（電気信号）を検出する。本実施形
態において、制御信号として送信されるタイミング信号及び停止信号は、パルス信号から
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形成された複数のコマンド信号を含む。検出部４６１によって検出されるこれらの信号の
波形は後述される。
【００９３】
　解析部４６２は、検出部４６１が検出した制御信号を解析する。上述の如く、表示装置
２００と眼鏡装置４００との間には、所定のプロトコルが予め規定されている。プロトコ
ルによって、左眼への入射光量を増大させるための信号の波形、左眼への入射光量を減少
させるための信号の波形、右眼への入射光量を増大させるための信号の波形、右眼への入
射光量を減少させるための信号の波形及び上述の共通コマンド信号及び通知コマンド信号
として用いられる信号の波形やこれらの信号の通信パターンが予め決定される。
【００９４】
　例えば、受信部４２５が、タイミング信号として送信される左開信号、左閉信号、右開
信号及び右閉信号を受信するならば、解析部４６２は、プロトコルによって定められた信
号波形と受信部４２５が受信した信号の波形とを比較し、左開信号、左閉信号、右開信号
及び右閉信号の受信を確認する。その後、解析部４６２は、これらの信号の受信時刻や光
量調整部４１５の調整動作に要求される他の情報を取得する。このようにして取得された
情報は、タイミングデータとして例示される。
【００９５】
　受信部４２５が、停止信号として送信される共通コマンド信号を受信した後、通知コマ
ンド信号を受信するならば、解析部４６２は、プロトコルによって規定された信号波形及
び送信パターンに基づき、表示装置２００が光量調整部４１５の調整動作の停止を要求し
ていると解釈することができる。
【００９６】
　解析部４６２は、上述の如く取得された情報を記憶部４７５に記憶する。本実施形態に
おいて、解析部４６２はデータ生成部として例示される。検出部４６１及び解析部４６２
は、図２に関連して説明されたＣＰＵ４６０が実行するプログラムの一部に該当する。し
たがって、ＣＰＵ４６０に関連して説明された信号の検出動作並びに処理動作は、検出部
４６１及び解析部４６２に援用される。
【００９７】
　記憶部４７５は、上述の如く解析部４６２が解析並びに取得した光量調整部４１５の動
作の制御に用いられる制御情報を記憶する。記憶部４７５は、図２に関連して説明された
メモリ４７０に相当する。したがって、メモリ４７０が記憶する情報の内容並びに利用に
関する説明は、記憶部４７５に援用される。
【００９８】
　内部信号生成部４６３は、記憶部４７５が記憶した情報に基づき、光量調整部４１５の
制御に用いられる内部信号を生成する。この結果、入射光量が増加する増加期間のタイミ
ングが決定される。本実施形態において、内部信号生成部４６３は、決定部として例示さ
れる。内部信号生成部４６３は、図２に関連して説明されたＣＰＵ４６０及びクロック４
８０に相当する。したがって、ＣＰＵ４６０に関連して説明された制御動作は、内部信号
生成部４６３に援用される。
【００９９】
　光量制御部４６４は、内部信号に基づき、左調整部４１６及び右調整部４１７の動作を
制御する。光量制御部４６４は、図２に関連して説明されたＣＰＵ４６０が実行するシャ
ッタ部４１０に対する制御プログラムに相当する。したがって、ＣＰＵ４６０によるシャ
ッタ部４１０に対する制御動作に関する説明は、光量制御部４６４に援用される。本実施
形態において、ＣＰＵ４６０に対応する検出部４６１、解析部４６２、内部信号生成部４
６３及び光量制御部４６４は、制御部として例示される。
【０１００】
　＜眼鏡装置の動作＞
　図５は、表示装置２００がタイミング信号を送信している間の眼鏡装置４００の動作モ
ードの変化の概略図である。図２乃至図５を用いて、表示装置２００がタイミング信号を
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送信している間の眼鏡装置４００の動作が説明される。
【０１０１】
　眼鏡装置４００の動作は、拘束モード、自走モード及び停止モードの間で推移する。
【０１０２】
　（拘束モード）
　受信部４２５がタイミング信号を適切に受信しているならば、眼鏡装置４００は拘束モ
ードで動作する。拘束モードにおいて、シャッタ部４１０の動作はタイミング信号に拘束
される。左開信号によって規定された時刻に、左シャッタ４１１は開き、左閉信号によっ
て規定された時刻に、左シャッタ４１１は閉じる。また、右開信号によって規定された時
刻に、右シャッタ４１２は開き、右閉信号によって規定された時刻に、右シャッタ４１２
は閉じる。
【０１０３】
　（自走モード）
　視聴者と表示装置２００との間を通過する障害物、ノイズや他の因子に起因して、表示
装置２００と眼鏡装置４００との間の通信に不具合が生ずることがある。受信部４２５が
タイミング信号を適切に受信しない不受信期間が開始されると、眼鏡装置４００は自走モ
ードで動作する。自走モードにおいて、シャッタ部４１０の動作は、不受信期間の開始前
に適切に受信されたタイミング信号に基づく。
【０１０４】
　受信部４２５が適切にタイミング信号を受信している間、記憶部４７５には、例えば、
左開信号、左閉信号、右開信号及び右閉信号の受信時刻に関する情報が順次格納される。
内部信号生成部４６３は、不受信期間が開始すると、記憶部４７５に記憶された受信時刻
に基づき、内部信号を生成する。この結果、タイミング信号が適切に受信されなくとも、
シャッタ部４１０は開閉動作を継続することができる。
【０１０５】
　（停止モード）
　視聴者に対する安全性の観点及び／又は制御上の理由から、左シャッタ４１１及び右シ
ャッタ４１２が開かれた状態で停止する停止モードが設定される。例えば、上述の自走モ
ードが長期間継続するならば、シャッタ部４１０の開閉動作と表示部２１５のフレーム画
像との間での同期が維持されないこともある。或いは、長期間の立体映像の視聴は、視聴
者の眼に負担をかけることもある。このような不都合を回避するために、停止モードが設
定される。停止モードにおいて、シャッタ部４１０は開かれているので、視聴者は安全に
所望の動作を行うことができる。
【０１０６】
　（拘束モードと自走モードとの間での推移）
　受信部４２５がタイミング信号を適切に受信している間、拘束モードでの動作が実行さ
れる。タイミング信号及び停止信号がともに受信されない受信期間が開始すると、拘束モ
ードから自走モードへ眼鏡装置４００の動作が変更される。内部信号生成部４６３は、ク
ロック４８０からのクロック信号を用いて、不受信期間の長さを計時する。内部信号生成
部４６３が測定した時間が、不受信期間に対して予め定められた閾値期間を超過する前に
、受信部４２５がタイミング信号を適切に受信するならば、眼鏡装置４００は拘束モード
で再度動作する。
【０１０７】
　（自走モードと停止モードとの間での推移）
　内部信号生成部４６３が測定した時間が、不受信期間に対して予め定められた閾値期間
、例えば、数分間を超過するならば、内部信号生成部４６３は、光量制御部４６４へ光量
調整部４１５（シャッタ部４１０）の開閉動作を停止させるための内部信号を出力する。
この結果、眼鏡装置４００の動作は、自走モードから停止モードへ変化する。眼鏡装置が
長らく不受信の状態にあるので、眼鏡装置の動作を停止することによって節電する。
【０１０８】
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　（停止モードと拘束モードとの間での推移）
　停止モードの間、受信部４２５がタイミング信号を受信しているならば、当該タイミン
グ信号に基づいて定められた左開時刻、左閉時刻、右開時刻及び右閉時刻に関する情報が
記憶部４７５に順次格納される。内部信号生成部４６３が左眼及び右眼への入射光量を増
加させる増加期間の決定するために十分な情報が記憶部４７５に格納されると、眼鏡装置
４００の動作は、停止モードから拘束モードに移行する。
【０１０９】
　図２乃至図５を用いて、表示装置２００が停止信号を送信している間の眼鏡装置４００
の動作モードの変化が説明される。尚、「不受信期間」との用語は、タイミング信号だけ
でなく停止信号もが適切に受信されない期間を意味する。なお、表示装置２００が停止信
号を送信している間における自走モードは、図５に関連して説明された自走モードと同様
である。
【０１１０】
　拘束モードで動作する眼鏡装置４００の受信部４２５が停止信号を受信すると、眼鏡装
置４００の動作は、拘束モードから停止モードへ移行する。上述の如く、停止信号の受信
は、表示部２１５の表示モードの変更を意味する。表示モードの変更の結果、フレーム画
像の表示タイミングは変動する。本実施形態において、停止信号の受信に伴って、シャッ
タ部４１０の動作は停止するので、視聴者は、シャッタ部４１０の開閉動作とフレーム画
像の表示との間の非同期に起因するフリッカを知覚しない。
【０１１１】
　本実施形態において、表示装置２００の送信部２２５は、停止信号を所定回数繰り返し
送信する。その後、送信部２２５は、新たな表示モード（第２表示モード）で表示される
映像に合わせて、タイミング信号を眼鏡装置４００へ送信する。
【０１１２】
　眼鏡装置４００の受信部４２５は、新たな表示モード下で送信されたタイミング信号（
後続タイミング信号）を受信する。解析部４６２は、後続タイミング信号に基づき、左開
時刻、左閉時刻、右開時刻及び右閉時刻に関する情報を取得し、記憶部４７５に記録する
。内部信号生成部４６３は、停止信号の受信前に記憶部４７５に記録された制御情報を無
視し、後続タイミング信号から得られた左開時刻、左閉時刻、右開時刻及び右閉時刻に関
する情報に基づき、内部信号を生成する。内部信号生成部４６３は、複数のタイミング信
号から得られた左開時刻、左閉時刻、右開時刻及び右閉時刻それぞれに対して、例えば、
平均化処理を実行し、平均化された左開時刻、左閉時刻、右開時刻及び右閉時刻に基づき
、内部信号を生成する。停止モードは、内部信号生成部４６３が内部信号を生成するのに
十分な後続タイミング信号が受信されるまで継続する。内部信号生成部４６３が内部信号
を生成し、光量調整部４１５（シャッタ部４１０）を動作させると、眼鏡装置４００の動
作は拘束モードに移る。
【０１１３】
　上述の如く、拘束モードにおいて、眼鏡装置４００の動作周波数は有限値である。眼鏡
装置４００は、後述される立体表示モード又は２重表示モード用のコマンドセットを連続
的に受信する。この結果、眼鏡装置４００は、コマンドセットに規定されるフレーム周波
数に拘束され、シャッタ部４１０を開閉させる。したがって、視聴者は、立体映像又は２
重表示モード下で表示される映像を適切に知覚することができる。後述されるコマンドセ
ットが適切に受信されない場合や動作周波数が変動した場合、眼鏡装置４００は自走モー
ドに入る。この結果、眼鏡装置４００は、シャッタ部４１０の開閉動作を継続することが
できる。しかし、眼鏡装置４００が停止信号を受信したならば、眼鏡装置４００は強制的
に停止モードに入る。そして停止モードの間、シャッタ部４１０は開状態を維持する。
【０１１４】
　停止モードにおいて、眼鏡装置４００の動作周波数は無限値であり、シャッタ部４１０
は停止される。視聴者の安全性を確保するために、開閉動作が停止されるならば、シャッ
タ部４１０は、開状態を維持する。この結果、視聴者は、シャッタ部４１０に妨げられる
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ことなく、周囲空間を見渡すことができる。尚、眼鏡装置４００が停止信号を受信し続け
る限り、シャッタ部４１０は開状態を維持する。停止モードにある眼鏡装置４００が後述
される立体表示モード又は２重表示モード用のコマンドセットを受信するならば、眼鏡装
置４００は、当該コマンドセットの受信時刻から所定期間経過後に拘束モードに移る。こ
の結果、眼鏡装置４００は、所定の動作周波数（有限値）でシャッタ部４１０を動作させ
る。なお、眼鏡装置４００は停止信号を受信し、一旦シャッタ部４１０が開状態になって
、立体表示モード又は２重表示モードの信号をしばらく受信しない場合、たとえ停止信号
を受けなくとも眼鏡装置４００のシャッタ部４１０を開状態のままにしておいてもよい。
【０１１５】
　上述の如く、自走モードは、コマンドセットが適切に受信されない場合に開始される。
自走モードにある眼鏡装置４００は、先行して受信されたコマンドセットに従って、シャ
ッタ部４１０の開閉を継続する。自走モードの動作周波数は、少なくとも数秒維持される
。自走モードの眼鏡装置４００がコマンドセットを再度受信し、且つ、再度受信したコマ
ンドセットに規定される動作周波数が維持されているならば、眼鏡装置４００は、拘束モ
ードで動作する。或いは、自走モードの眼鏡装置４００がコマンドセットを再度受信し、
且つ、再度受信したコマンドセットに規定される動作周波数が新たに設定されるならば、
眼鏡装置４００は、拘束モードで動作する。自走モードの開始から、所定期間、コマンド
セットが受信されないならば、眼鏡装置４００は、自走モードから停止モードに移る。
【０１１６】
　＜コマンド信号＞
　図６は、表示装置２００と眼鏡装置４００との間の通信プロトコルによって規定された
コマンド信号ＣＳの概略図である。図１、図４及び図６を用いて、コマンド信号ＣＳが説
明される。
【０１１７】
　コマンド信号ＣＳは、一定の周波数で送信されるパルス信号からなる。図６には、パル
ス信号がオンとなる６つのパルス位置ＰＬ１乃至ＰＬ６が示されている。本実施形態にお
いて、オンとオフとの間のデューティサイクルは、５０％である。
【０１１８】
　本実施形態において、パルス位置ＰＬ１におけるパルス信号はオンに設定され、当該パ
ルス信号の立上縁ＵＥは、コマンド信号の受信時刻の参照位置として処理される。また、
パルス位置ＰＬ６におけるパルス信号もオンに設定される。眼鏡装置４００は、パルス位
置ＰＬ６のオン信号を参照し、コマンド信号ＣＳの終端を検出する。
【０１１９】
　パルス位置ＰＬ１とパルス位置ＰＬ６との間のパルス位置ＰＬ２乃至ＰＬ５におけるオ
ン・オフの設定に基づき、眼鏡装置４００の解析部４６２は、コマンド信号が表す制御内
容を解釈する。
【０１２０】
　図７Ａ乃至図７Ｆは、様々なコマンド信号ＣＳを示す。図６乃至図７Ｆを用いて、コマ
ンド信号ＣＳが更に説明される。
【０１２１】
　本実施形態のうち、１つのコマンド信号ＣＳ中において、オンに設定されるパルス信号
の数は、４つである。
【０１２２】
　図７Ａに示されるコマンド信号ＣＳは、パルス位置ＰＬ１、ＰＬ３、ＰＬ４、ＰＬ６に
それぞれ対応するパルス信号Ｐ１、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ６がオンに設定されている。図７Ａ中
の表記「２Ｄｈ」は、図７Ａのコマンド信号ＣＳのパルス信号のオン・オフのパターンに
対応する１６進数を意味する。
【０１２３】
　図７Ｂに示されるコマンド信号ＣＳは、パルス位置ＰＬ１、ＰＬ２、ＰＬ５、ＰＬ６に
それぞれ対応するパルス信号Ｐ１、Ｐ２、Ｐ５、Ｐ６がオンに設定されている。図７Ｂ中
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の表記「３３ｈ」は、図７Ｂのコマンド信号ＣＳのパルス信号のオン・オフのパターンに
対応する１６進数を意味する。
【０１２４】
　図７Ｃに示されるコマンド信号ＣＳは、パルス位置ＰＬ１、ＰＬ２、ＰＬ４、ＰＬ６に
それぞれ対応するパルス信号Ｐ１、Ｐ２、Ｐ４、Ｐ６がオンに設定されている。図７Ｃ中
の表記「３５ｈ」は、図７Ｃのコマンド信号ＣＳのパルス信号のオン・オフのパターンに
対応する１６進数を意味する。
【０１２５】
　図７Ｄに示されるコマンド信号ＣＳは、パルス位置ＰＬ１、ＰＬ３、ＰＬ５、ＰＬ６に
それぞれ対応するパルス信号Ｐ１、Ｐ３、Ｐ５、Ｐ６がオンに設定されている。図７Ｄ中
の表記「２Ｂｈ」は、図７Ｄのコマンド信号ＣＳのパルス信号のオン・オフのパターンに
対応する１６進数を意味する。
【０１２６】
　図７Ｅに示されるコマンド信号ＣＳは、パルス位置ＰＬ１、ＰＬ２、ＰＬ３、ＰＬ６に
それぞれ対応するパルス信号Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ６がオンに設定されている。図７Ｅ中
の表記「３９ｈ」は、図７Ｅのコマンド信号ＣＳのパルス信号のオン・オフのパターンに
対応する１６進数を意味する。
【０１２７】
　図７Ｆに示されるコマンド信号ＣＳは、パルス位置ＰＬ１、ＰＬ４、ＰＬ５、ＰＬ６に
それぞれ対応するパルス信号Ｐ１、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６がオンに設定されている。図７Ｆ中
の表記「２７ｈ」は、図７Ｆのコマンド信号ＣＳのパルス信号のオン・オフのパターンに
対応する１６進数を意味する。
【０１２８】
　表示装置２００と眼鏡装置４００との間の通信プロトコルにおいて、図７Ａ乃至図７Ｆ
に示されるオン・オフのパターンの信号のみが通信されると規定され、且つ、受信部４２
５が図７Ａ乃至図７Ｆに示されていないパターンの信号を受信するならば、解析部４６２
は、受信部４２５が受信した信号をノイズ信号として処理することができる。受信部４２
５が図７Ａ乃至図７Ｆに示されたパターンの信号を受信するならば、解析部４６２は、受
信部４２５が受信した信号の受信時刻や光量調整部４１５（シャッタ部４１０）の制御に
必要な他の情報を記憶部４７５に記録する。
【０１２９】
　上述の如く、コマンド信号は、オンに設定された４つのパルスを含むパルス列である。
パルス列は、１番目のパルス（パルス位置ＰＬ１）及び６番目のパルス（パルス位置ＰＬ
６）を含む。１番目のパルスと６番目のパルスとの間でのオン・オフのパターンに応じて
、コマンド信号の種類が判定される。
【０１３０】
　＜眼鏡装置の動作＞
　上述の眼鏡装置４００の動作モードを実現するために、４つのコマンドセットが用意さ
れる。コマンドセットは、２又は４のパルスコマンドからなる。コマンドセットを受信す
ると、眼鏡装置４００は、動作モードを決定する。上述の「２Ｄｈ」のパルスパターンを
有する信号は、コマンドセットのうち最初に送信され、４つのコマンドセットの中で共通
して用いられる。「２Ｄｈ」のパルスパターンを有する信号の参照時刻（上述の立上縁Ｕ
Ｅ）を基準に、シャッタ部４１０は開閉する。４つのコマンドセットが以下に示される。
【０１３１】
　＜立体表示モードにおけるコマンドセットＡ＞
　コマンドセットＡは、パルスパターン「２Ｄｈ」、「３３ｈ」、「３５ｈ」及び「２Ｂ
ｈ」のコマンド信号を含む。
【０１３２】
　＜立体表示モードにおけるコマンドセットＢ＞
　コマンドセットＢは、パルスパターン「２Ｄｈ」、「２Ｂｈ」、「３５ｈ」及び「３３
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ｈ」のコマンド信号を含む。
【０１３３】
　＜２重表示モードにおけるコマンドセット＞
　２重表示モードにおけるコマンドセットは、「２Ｄｈ」及び「２７ｈ」のコマンド信号
を含む。
【０１３４】
　＜停止モードにおけるコマンドセット＞
　停止モードにおけるコマンドセットは、「２Ｄｈ」及び「３９ｈ」のコマンド信号を含
む。
【０１３５】
　上述の一群のコマンドセットは、「２Ｄｈ」のパルスパターンを有する共通のコマンド
信号を含む。また、「２Ｄｈ」のパルスパターンを有する共通のコマンド信号は、最初に
送信される信号である。以下、これらのコマンドセットに基づく眼鏡装置４００の動作が
説明される。
【０１３６】
　＜立体表示モードにおける眼鏡装置の動作＞
　図８及び図９は、立体表示モードにおける眼鏡装置４００の動作を示す。図２乃至図４
並びに図７Ａ乃至図９を用いて、立体表示モードにおける眼鏡装置４００の動作が説明さ
れる。
【０１３７】
　図８及び図９のセクション（ａ）は、表示装置２００の表示部２１５が表示するフレー
ム画像を示す。表示部２１５は、左フレーム画像及び右フレーム画像を交互に表示する。
【０１３８】
　図８及び図９のセクション（ｂ）は、眼鏡装置４００の受信部４２５が受信したコマン
ド信号を示す。図８及び図９のセクション（ｃ）は、左眼への入射光量の変化を表す。図
８及び図９のセクション（ｄ）は、右眼への入射光量の変化を表す。
【０１３９】
　本実施形態において、１６進数「２Ｄｈ」で表されるパルスのオン・オフのパターン（
以下、パルスパターンと称される）を有するコマンド信号ＣＳは、左シャッタ４１１を開
くための左開信号ＬＯとして用いられる。１６進数「３３ｈ」で表されるパルスパターン
のコマンド信号ＣＳは、左シャッタ４１１を閉じるための左閉信号ＬＣとして用いられる
。１６進数「３５ｈ」で表されるパルスパターンのコマンド信号ＣＳは、右シャッタ４１
２を開くための右開信号ＲＯとして用いられる。１６進数「２Ｂｈ」で表されるパルスパ
ターンのコマンド信号ＣＳは、右シャッタ４１２を閉じるための右閉信号ＲＣとして用い
られる。
【０１４０】
　図８及び図９のセクション（ｃ）に示される如く、左開信号ＬＯの受信時刻に左シャッ
タ４１１が開くので、左開信号ＬＯの受信に応じて、左眼への入射光量が増大する。また
、左閉信号ＬＣの受信時刻に左シャッタ４１１が閉じるので、左閉信号ＬＣの受信に応じ
て、左眼への入射光量が減少する。
【０１４１】
　図８及び図９のセクション（ｄ）に示される如く、右開信号ＲＯの受信時刻に右シャッ
タ４１２が開くので、右開信号ＲＯの受信に応じて、右眼への入射光量が増大する。また
、右閉信号ＲＣの受信時刻に右シャッタ４１２が閉じるので、右閉信号ＲＣの受信に応じ
て、右眼への入射光量が減少する。
【０１４２】
　眼鏡装置４００の解析部４６２は、コマンド信号ＣＳの波形だけでなく、コマンド信号
ＣＳの受信順序に基づく情報の解析も実行する。解析部４６２は、左開信号ＬＯを受信し
てから、次の左開信号ＬＯを受信するまでに受信部４２５が受信した信号を１つの信号群
として取り扱い、コマンド信号ＣＳの受信順序を判定する。例えば、図８に示されるコマ
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ンド信号ＣＳの受信順序は、左開信号ＬＯ、左閉信号ＬＣ、右開信号ＲＯ、右閉信号ＲＣ
の順である。図９に示されるコマンド信号ＣＳの受信順序は、左開信号ＬＯ、右閉信号Ｒ
Ｃ、右開信号ＲＯ、左閉信号ＬＣの順である。
【０１４３】
　図８のセクション（ｃ）と図９のセクション（ｃ）を比較すると、左眼への入射光量の
増加率に差異があることが分かる。解析部４６２は、コマンド信号ＣＳの受信順序に応じ
て、左シャッタ４１１が開かれる速度に関する制御データを生成し、記憶部４７５に格納
することができる。
【０１４４】
　図８のセクション（ｄ）と図９のセクション（ｄ）を比較すると、右眼への入射光量の
増加率に差異があることが分かる。解析部４６２は、コマンド信号ＣＳの受信順序に応じ
て、右シャッタ４１２が開かれる速度に関する制御データを生成し、記憶部４７５に格納
することができる。
【０１４５】
　上述の如く、受信部４２５がパルスパターン「２Ｄｈ」、「３３ｈ」、「３５ｈ」及び
「２Ｂｈ」のコマンド信号を順次周期的に受信する場合、又は、受信部４２５がパルスパ
ターン「２Ｄｈ」、「２Ｂｈ」、「３５ｈ」及び「３３ｈ」のコマンド信号を順次周期的
に受信する場合、眼鏡装置４００は、表示装置２００が立体表示モードで映像を表示して
いると判断する。受信されたコマンド信号のパルスパターンが「２Ｄｈ」、「３３ｈ」、
「３５ｈ」及び「２Ｂｈ」の順であるならば、眼鏡装置４００は、図８に関連して説明さ
れた動作モードでシャッタ部４１０が動作することを決定する。受信されたコマンド信号
のパルスパターンが「２Ｄｈ」、「２Ｂｈ」、「３５ｈ」及び「３３ｈ」であるならば、
眼鏡装置４００は、図９に関連して説明された動作モードでシャッタ部４１０が動作する
ことを決定する。
【０１４６】
　眼鏡装置４００は、パルスパターン「２Ｄｈ」の最初のパルス信号Ｐ１の立上縁の受信
時刻に左シャッタ４１１を開く。眼鏡装置４００は、パルスパターン「３３ｈ」の最初の
パルス信号Ｐ１の立上縁の受信時刻に左シャッタ４１１を閉じる。眼鏡装置４００は、パ
ルスパターン「３５ｈ」の最初のパルス信号Ｐ１の立上縁の受信時刻に右シャッタ４１２
を開く。眼鏡装置４００は、パルスパターン「２Ｂｈ」の最初のパルス信号Ｐ１の立上縁
の受信時刻に右シャッタ４１２を閉じる。
【０１４７】
　＜２重表示モードにおける眼鏡装置の動作＞
　図１０は、２重表示モードにおいて、表示装置２００の表示部２１５が表示する映像の
概略図である。図３及び図１０を用いて、２重表示モードが説明される。
【０１４８】
　視聴者が２重表示モードを選択すると、表示部２１５は、内容が異なる複数の映像のフ
レーム画像を順次表示する。図１０に示される表示部２１５は、自動車の映像（以下、第
１映像と称される）と、ロケットの映像（以下、第２映像と称される）と、を表示する。
表示部２１５は、第１映像のフレーム画像及び第２映像のフレーム画像を交互に表示する
。
【０１４９】
　図１１Ａは、第１映像を選択した視聴者が観察する映像を示す。図１１Ｂは、第２映像
を選択した視聴者が観察する映像を示す。図３、図４、図１０乃至図１１Ｂを用いて、２
重表示モードが説明される。
【０１５０】
　視聴者が第１映像を選択するならば、視聴者は、第１映像のフレーム画像（以下、第１
フレーム画像と称される）のみを選択的に観察する。したがって、視聴者は、自動車の動
画を楽しむことができる。視聴者が第２映像を選択するならば、視聴者は、第２映像のフ
レーム画像（以下、第２フレーム画像と称される）のみを選択的に観察する。したがって
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、視聴者は、ロケットの動画を楽しむことができる。
【０１５１】
　図１２は、第１映像を選択した視聴者の眼鏡装置４００の動作を概略的に示すタイミン
グチャートである。図１３は、第２映像を選択した視聴者の眼鏡装置４００の動作を概略
的に示すタイミングチャートである。図３、図４、図８、図９、図１２及び図１３を用い
て、２重表示モード下での眼鏡装置４００の動作が説明される。
【０１５２】
　図１２及び図１３のセクション（ａ）は、２重表示モード下において表示装置２００の
表示部２１５が表示するフレーム画像を示す。表示部２１５は、第１フレーム画像及び第
２フレーム画像を交互に表示する。
【０１５３】
　図１２及び図１３のセクション（ｂ）は、眼鏡装置４００の受信部４２５が受信したコ
マンド信号を示す。図１２及び図１３のセクション（ｃ）は、左眼への入射光量の変化を
表す。図１２及び図１３のセクション（ｄ）は、右眼への入射光量の変化を表す。
【０１５４】
　２重表示モードにおいて、表示装置２００の送信部２２５は、１６進数「２Ｄｈ」で表
されるパルスパターンを有するコマンド信号ＣＳと、１６進数「２７ｈ」で表されるパル
スパターンを有するコマンド信号ＣＳと、を送信する。眼鏡装置４００の受信部４２５が
受信した信号のパルスパターンが、「２Ｄｈ」と「２７ｈ」との組み合わせであるとき、
解析部４６２は、表示装置２００の表示モードは、２重表示モードであると判定する。尚
、パルスパターン「２７ｈ」のコマンド信号ＣＳは、図８及び図９に関連して説明された
立体表示モードにおいて用いられていない。一方で、パルスパターン「２Ｄｈ」のコマン
ド信号ＣＳは、図８及び図９に関連して説明された立体表示モードにおいて、左開信号Ｌ
Ｏとして用いられている。
【０１５５】
　図１２に示される如く、第１映像を選択した視聴者の眼鏡装置４００の解析部４６２は
、「２Ｄｈ」のパルスパターンを有する信号に引き続き、「２７ｈ」のパルスパターンを
有する信号が受信されると、「２Ｄｈ」のパルスパターンを有する信号の受信時刻に対応
する時刻は、左シャッタ４１１及び右シャッタ４１２がともに開かれる時刻であると解釈
する。また、解析部４６２は、「２７ｈ」のパルスパターンを有する信号の受信時刻に対
応する時刻は、左シャッタ４１１及び右シャッタ４１２がともに閉じられる時刻であると
解釈する。
【０１５６】
　一方、図１３に示される如く、第２映像を選択した視聴者の眼鏡装置４００の解析部４
６２は、「２Ｄｈ」のパルスパターンを有する信号に引き続き、「２７ｈ」のパルスパタ
ーンを有する信号が受信されると、「２Ｄｈ」のパルスパターンを有する信号の受信時刻
に対応する時刻から「２Ｄｈ」のパルスパターンを有する信号の受信周期の半分の周期だ
け遅れた時刻が、左シャッタ４１１及び右シャッタ４１２がともに開かれる時刻であると
解釈する。また、解析部４６２は、「２７ｈ」のパルスパターンを有する信号の受信時刻
に対応する時刻から「２７ｈ」のパルスパターンを有する信号の受信周期の半分の周期だ
け遅れた時刻が、左シャッタ４１１及び右シャッタ４１２がともに閉じられる時刻である
と解釈する。
【０１５７】
　上述の如く、２重表示モードにおけるコマンドセットは、第１映像の視聴及び第２映像
の視聴に用いられる。眼鏡装置４００は、第１映像用の動作モードと第２映像用の動作モ
ードとを切り替えるための機能を有する。視聴者は、眼鏡装置４００を操作し、第１映像
又は第２映像を選択することができる。
【０１５８】
　上述の如く、２重表示モードにおけるコマンドセットは、「２Ｄｈ」及び「２７ｈ」の
コマンド信号を含む。「２Ｄｈ」及び「２７ｈ」のコマンド信号は、第１フレーム画像が
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表示される期間内で送信され、第２フレーム画像が表示される期間には送信されない。視
聴者が眼鏡装置４００を操作し、第１映像を選択しているならば、左シャッタ４１１及び
右シャッタ４１２は第１映像の表示に同期して同時に開閉する。左シャッタ４１１及び右
シャッタ４１２が閉じるタイミングは、「２Ｄｈ」のパルスパターンのコマンド信号の最
初のパルスＰ１の受信時刻によって規定される。左シャッタ４１１及び右シャッタ４１２
が開くタイミングは、「２７ｈ」のパルスパターンのコマンド信号の最初のパルスＰ１に
よって規定される。視聴者が眼鏡装置４００を操作し、第２映像を選択しているならば、
左シャッタ４１１及び右シャッタ４１２は第２映像の表示に同期して同時に開閉する。即
ち、左シャッタ４１１及び右シャッタ４１２の開閉タイミングは、第１映像が選択されて
いる場合よりも、１フレーム画像の表示期間だけ遅れることとなる。
【０１５９】
　２重表示モードにおけるコマンドセットが受信されると、眼鏡装置４００は、動作モー
ドを、先行して実行された動作モードから２重表示モードへ、最初に受信した「２Ｄｈ」
のコマンド信号（２重表示モードにおけるコマンドセットのコマンド信号）から所定期間
後に変更する。誤作動を防止するために、２重表示モードにおけるコマンドセットは、２
重表示モードへの動作モードの変更前に、少なくとも５回送受信される。他のコマンド信
号（コマンドセット）が受信されるならば、眼鏡装置４００は、他のコマンドセットの最
初のパルスから所定期間経過後に、他のコマンド信号（コマンドセット）に規定される動
作モード下で動作する。
【０１６０】
　＜立体表示モードから２重表示モードへの切替の動作＞
　立体表示モードから２重表示モードへの切替時における表示装置２００及び眼鏡装置４
００の動作が説明される。尚、以下の切替時における動作に関連する説明は、立体表示モ
ードから他の表示モード（第２表示モード）及び他の表示モード（第２表示モード）から
立体表示モードへの切替時の動作に対しても同様に適用される。例えば、視聴者が映画の
コンテンツから映画以外のコンテンツへ映像を切り替えたときや視聴者が表示装置２００
によって表示される番組のチャンネルを変更したときには、表示装置２００によるフレー
ム画像の表示の周波数や位相が変動する。本実施形態において、表示モードの変更にとも
なう停止信号の通信の結果、表示モードの変更の間のフリッカが防止される。
【０１６１】
　図１４は、立体表示モードから２重表示モードへの表示モードの切替が生じたときに送
信される停止信号を表すタイミングチャートである。図１、図３、図４、図８、図９及び
図１４を用いて、停止信号が説明される。
【０１６２】
　図１４のセクション（ａ）は、表示モードの切替前において表示部２１５が表示するフ
レーム画像のタイミングを表す。図１４のセクション（ｃ）は、表示モードの切替後にお
いて表示部２１５が表示するフレーム画像を表す。図１４のセクション（ａ）及びセクシ
ョン（ｃ）に示される如く、表示モードの切替に伴って、フレーム画像の表示タイミング
は変動する。
【０１６３】
　図１４のセクション（ｂ）は、表示モードの切替に伴って送受信される停止信号を示す
。表示モードが切り替えられると、表示装置２００の送信部２２５は、１６進数「２Ｄｈ
」で表されるパルスパターンを有するコマンド信号ＣＳと、１６進数「３９ｈ」で表され
るパルスパターンを有するコマンド信号ＣＳと、を送信する。眼鏡装置４００の受信部４
２５が受信した信号のパルスパターンが、「２Ｄｈ」と「３９ｈ」との組み合わせである
とき、解析部４６２は、停止信号が送信されていると判定する。パルスパターン「３９ｈ
」のコマンド信号ＣＳは、立体表示モード及び２重表示モードにおいて用いられていない
。一方で、パルスパターン「２Ｄｈ」のコマンド信号ＣＳは、立体表示モード及び２重表
示モードにおいて、用いられている信号である。
【０１６４】
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　眼鏡装置４００の解析部４６２は、「２Ｄｈ」のパルスパターンを有するコマンド信号
に引き続き、「３９ｈ」のパルスパターンを有するコマンド信号が受信されると、左シャ
ッタ４１１及び右シャッタ４１２が開かれた状態で維持されるべきと解釈する。
【０１６５】
　ここで、立体表示モード及び２重表示モードにおいて送信されるコマンド信号ＣＳ及び
停止信号として送信されるコマンド信号ＣＳの組は、全て、「２Ｄｈ」のパルスパターン
を有するコマンド信号ＣＳを含む。また、「２Ｄｈ」のパルスパターンを有するコマンド
信号ＣＳは、全てのコマンド信号の組み合わせの中で、最初に送信されるコマンド信号と
して規定されている。したがって、眼鏡装置４００の解析部４６２は、「２Ｄｈ」のパル
スパターンを有するコマンド信号ＣＳを基準に様々な判定をすることができる。例えば、
眼鏡装置４００の解析部４６２は、「２Ｄｈ」のパルスパターンを有するコマンド信号Ｃ
Ｓの後に送信されるコマンド信号ＣＳに応じて、眼鏡装置４００が実行すべき動作を決定
することができる。また、眼鏡装置４００の解析部４６２は、「２Ｄｈ」のパルスパター
ンを有するコマンド信号ＣＳの受信周期に基づいて、表示部２１５によるフレーム画像の
表示周期（即ち、動作周波数）を決定することができる。様々な表示モード下で送信され
る信号並びに表示モードの切替時に送信される信号が共通するパルスパターンのコマンド
信号ＣＳを含む結果、眼鏡装置４００の解析部４６２の判定動作（受信信号に対する解釈
）は、ノイズの影響を受けにくくなる。本実施形態において、「２Ｄｈ」のパルスパター
ンを有するコマンド信号ＣＳは、共通コマンド信号として例示される。また、「３９ｈ」
のパルスパターンを有するコマンド信号は、入射光量の調整動作の停止を通知する通知コ
マンド信号として例示される。
【０１６６】
　本実施形態において、表示装置２００の送信部２２５は、例えば、５回以上、停止信号
を送信する。眼鏡装置４００の解析部４６２は、受信部４２５が停止信号を、例えば、５
回受信すると、左シャッタ４１１及び右シャッタ４１２が開かれた状態で維持されるべき
と解釈する。この結果、眼鏡装置４００の動作は、ノイズ信号に対して影響を受けにくく
なる。
【０１６７】
　表示装置２００の送信部２２５は、その後、２重表示モードに合わせたコマンド信号Ｃ
Ｓを送信する（図８及び図９参照）。眼鏡装置４００の解析部４６２は、受信部４２５が
停止信号を、例えば、５回受信すると、第２表示モードに合わせたシャッタ部４１０の開
閉動作を実行するべきと解釈する。
【０１６８】
　図１５は、立体表示モードから２重表示モードへの表示モードの切替に伴うコマンド信
号ＣＳの送信パターンの変動を概略的に示すタイミングチャートである。図８、図１４及
び図１５を用いて、コマンド信号ＣＳの送信パターンの変動が説明される。
【０１６９】
　図８に関連して説明された如く、立体表示モードの間、「２Ｄｈ」のパルスパターンを
有するコマンド信号ＣＳは、左開信号ＬＯとして、動作周波数に対応する所定の周期「Ｔ
」で順次送信される。「３３ｈ」のパルスパターンを有するコマンド信号ＣＳは、左閉信
号ＬＣとして、動作周波数に対応する所定の周期「Ｔ」で順次送信される。「３５ｈ」の
パルスパターンを有するコマンド信号ＣＳは、右開信号ＲＯとして、動作周波数に対応す
る所定の周期「Ｔ」で順次送信される。「２Ｂｈ」のパルスパターンを有するコマンド信
号ＣＳは、右閉信号ＲＣとして、動作周波数に対応する所定の周期「Ｔ」で順次送信され
る。
【０１７０】
　図１４に関連して説明された如く、立体表示モードから２重表示モードへ切り替えられ
ると、停止信号が送信される。「２Ｄｈ」のパルスパターンを有する停止信号のコマンド
信号ＣＳは、直前の左開信号ＬＯとして送信された「２Ｄｈ」のパルスパターンのコマン
ド信号から、周期「Ｔ」後に送信される。「３９ｈ」のパルスパターンを有する停止信号
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のコマンド信号ＣＳは、直前の右開信号ＲＯとして送信された「３５ｈ」のパルスパター
ンのコマンド信号から、周期「Ｔ」後に送信される。
【０１７１】
　表示装置２００の送信制御部２５５は、停止信号のコマンド信号の周期的な送信パター
ンを、立体表示モードの間送信されるタイミング信号のコマンド信号の周期的な送信に適
合させる。上述の如く、「２Ｄｈ」のパルスパターンを有する停止信号のコマンド信号Ｃ
Ｓは、タイミング信号と停止信号とに利用され、且つ、タイミング信号と停止信号との間
で、「２Ｄｈ」のパルスパターンを有するコマンド信号の送信タイミングは略一定である
ので、眼鏡装置４００は、受信部４２５が受信した「２Ｄｈ」のパルスパターンを有する
信号がノイズ信号であるか否かを適切に判断することができる。「２Ｄｈ」のパルスパタ
ーンを有するコマンド信号の後に送信された「３９ｈ」のパルスパターンを有するコマン
ド信号ＣＳの送信タイミングも、立体表示モードの間に送信されたタイミング信号のコマ
ンド信号ＣＳのうちの１つ（本実施形態において、「３５ｈ」のパルスパターンを有する
コマンド信号ＣＳ）の送信タイミングと一致しているので、眼鏡装置４００の解析部４６
２は、「３９ｈ」のパルスパターンを有するコマンド信号ＣＳの受信タイミングと立体表
示モードの間に受信されたコマンド信号ＣＳの受信タイミングとを比較し、同様に、ノイ
ズ判定を行うことができる。
【０１７２】
　解析部４６２は、上述のノイズ判定の下、適切に受信された停止信号に関連する制御デ
ータを記憶部４７５に記憶する。内部信号生成部４６３は、記憶部４７５内の停止信号に
関連する制御データに基づき、光量調整部４１５（シャッタ部４１０）の動作を停止する
。この結果、左シャッタ４１１及び右シャッタ４１２は、開いた状態を維持し、停止する
。
【０１７３】
　その後、２重表示モードにおけるフレーム画像の表示に合わせて、表示装置２００の送
信部２２５は、タイミング信号を送信する。解析部４６２は、２重表示モードにおいて送
信されたタイミング信号に関連する制御データを記憶部４７５に記録する。内部信号生成
部４６３は、停止信号を受信する前に記憶部４７５に記録された制御データを用いること
なく、新たに記録されたタイミング信号（２重表示モードに対応するタイミング信号）に
基づいて、内部信号を生成する。この結果、シャッタ部４１０の再度の開閉動作は、２重
表示モードにおけるフレーム画像の表示に適切に同期する。
【０１７４】
　上述の如く、眼鏡装置４００の意図しない停止動作を防ぐために、眼鏡装置４００は、
少なくとも５回、連続的に停止信号を受信したときに、停止動作を実行する。停止信号が
連続的に受信されると、眼鏡装置４００は、最初に受信した停止コマンドセットの「２Ｄ
ｈ」の参照時刻（２Ｄｈのコマンド信号の最初のパルスＰ１の受信時刻）から所定期間内
に、それまで実行していた動作モードから停止モードに移る。他のコマンド信号が受信さ
れるならば、眼鏡装置４００は、他のコマンド信号の参照時刻から所定期間内に、他のコ
マンド信号に規定される動作モードに移る。
【０１７５】
　停止モードにおけるコマンドセットは、２つのフレーム画像（左フレーム画像及び右フ
レーム画像）が表示される期間内に送信される。停止信号の送信タイミングは、従前の動
作において送信されたコマンド信号の送信タイミングと同期して送信される。
【０１７６】
　図１５に関連して説明された送信パターンにおいて、停止信号の「２Ｄｈ」のコマンド
信号は、先行する「２Ｄｈ」のコマンド信号から２フレーム期間の後に送信される。同様
に、停止信号の「３９ｈ」のコマンド信号は、先行する「３５ｈ」のコマンド信号から２
フレーム期間の後に送信される。「２Ｄｈ」、「３９ｈ」、「３５ｈ」のコマンド信号の
受信時刻は、これらコマンド信号の最初のパルス信号Ｐ１の受信時刻に基づき決定される
。
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【０１７７】
　全てのコマンドセットは、「２Ｄｈ」のコマンド信号を含むので、眼鏡装置４００が、
「２Ｄｈ」のコマンド信号を受信すると、眼鏡装置４００は、２フレーム期間の後に、再
度、「２Ｄｈ」のコマンド信号を受信することを予測することができる。同様に、眼鏡装
置４００は、先行する「３５ｈ」のコマンド信号の受信時刻に基づいて、「３９ｈ」のコ
マンド信号或いは他のコマンド信号の受信時刻を予測することができる。したがって、眼
鏡装置４００は、ノイズの影響を受けにくくなる。
【０１７８】
　上述された実施形態の原理は、フレーム画像の表示タイミングの変動（周波数及び／又
は位相）を伴う他の表示モードの切替にも適用される。
【０１７９】
　上述の様々な実施形態は、単に例示的なものである。したがって、上述の実施形態の原
理は、上記の詳細な説明や図面に記載の事項に限定されない。上述の実施形態の原理の範
囲内で、当業者が様々な変形、組み合わせや省略を行うことができることは容易に理解さ
れる。
【０１８０】
　上述された実施形態は、以下の特徴を主に備える。
【０１８１】
　上述の実施形態の一の局面に係る表示装置は、左眼及び右眼への入射光量を調整する調
整動作を行う眼鏡装置を用いて立体的に知覚される映像を表示する第１表示モードと、該
第１表示モードとは異なる第２表示モードと、の間で表示モードを切り替える。表示装置
は、前記第１表示モード及び前記第２表示モードにおける前記左眼及び前記右眼への前記
入射光量を増大させる期間のタイミングを通知するためのタイミング信号、又は、前記調
整動作を停止させる停止信号を、前記調整動作を行う制御信号として生成する信号生成部
と、前記制御信号を前記眼鏡装置へ送信する送信部と、を備え、前記第１表示モードで前
記映像が表示されている間、前記送信部は、前記第１表示モードのタイミング信号を送信
し、前記表示モードが、前記第１表示モードから前記第２表示モードに切り替えられると
き、前記送信部は、前記停止信号を送信し、その後、前記第２表示モードのタイミング信
号を前記眼鏡装置へ送信することを特徴とする。
【０１８２】
　上記構成によれば、表示装置は、第１表示モードにおいて、立体的に知覚される映像を
表示する。眼鏡装置は、左眼及び右眼への入射光量を調整する調整動作を行い、表示装置
が表示する映像を立体的に知覚させる。
【０１８３】
　表示装置の信号生成部は、第１表示モード及び第２表示モードにおける左眼及び右眼へ
の入射光量を増大させる期間のタイミングを通知するためのタイミング信号、又は、調整
動作を停止させる停止信号を、調整動作を行う制御信号として生成する。表示装置は、制
御信号を眼鏡装置へ送信する。なお、液晶シャッタの場合には停止信号により左右シャッ
タは透過状態になる。
【０１８４】
　第１表示モードで映像が表示されている間、送信部は、タイミング信号を送信するので
、視聴者は、映像を立体的に知覚することができる。表示モードが、第１表示モードから
第２表示モードに切り替えられるとき、送信部は、停止信号を送信し、眼鏡装置が停止信
号を検出した後は、眼鏡装置の左右シャッタは透過状態を保ったまま停止するので、視聴
者はフリッカを知覚しない。尚、送信部が停止信号を送信している間、眼鏡装置は、透過
状態を維持する。
【０１８５】
　上記構成において、前記第１表示モードのタイミング信号及び前記第２表示モードのタ
イミング信号それぞれは、前記調整動作を制御するための複数のコマンド信号を含み、前
記停止信号は、前記複数のコマンド信号の少なくとも１つのコマンド信号と共通する共通
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コマンド信号と、前記眼鏡装置に前記調整動作を停止させることを通知するための通知コ
マンド信号と、を含み、前記送信部は、前記停止信号を送信する際、前記共通コマンド信
号に続いて、前記通知コマンド信号を送信することが好ましい。尚、眼鏡装置にも、複数
のコマンド信号に対応する複数のモード（コマンドセット）が用意されている。眼鏡装置
の動作を規定するコマンドセットのうち先頭のコマンド信号が共通コマンド信号として用
いられる。
【０１８６】
　上記構成によれば、第１表示モードのタイミング信号及び第２表示モードのタイミング
信号それぞれは、調整動作を制御するための複数のコマンド信号を含む。停止信号は、複
数のコマンド信号の少なくとも１つのコマンド信号と共通する共通コマンド信号と、眼鏡
装置に前記調整動作を停止させることを通知するための通知コマンド信号と、を含む。送
信部は、共通コマンド信号に続いて、通知コマンド信号を送信するので、停止信号は、ノ
イズ信号として誤判定されにくくなる。加えて、タイミング信号及び停止信号は、共通コ
マンド信号を含むので、眼鏡装置は、共通コマンド信号に基づき、動作周波数を容易に判
別することができる。
【０１８７】
　上記構成において、前記送信部は、前記停止信号の共通コマンド信号を、前記第１表示
モードにおける複数のコマンド信号に含まれる共通のコマンド信号の送信周期と同じ周期
で送信することが好ましい。尚、停止信号は、２フレームごとに送信され、停止信号の送
信タイミングは、先に送信されたコマンド信号に同期する。停止信号は、例えば、「２Ｄ
ｈ」のパルスパターンのコマンド信号と「３９ｈ」のパルスパターンのコマンド信号とに
よって規定される。「２Ｄｈ」及び「３９ｈ」のパルスパターンのコマンド信号が２フレ
ームの期間（１つの左フレーム期間及び１つの右フレーム期間）以内に受信されないなら
ば、停止信号は無効と判定される。
【０１８８】
　誤動作で停止コマンドを受けないようにするため（例えば、視聴環境によっては、蛍光
灯や太陽光などの赤外線や室内の他の無線などの外乱（ノイズ）を避けるため）、液晶シ
ャッタ側で、停止コマンドの制御データに直ぐには応答せず、例えば、数サイクル分の制
御データを基に停止コマンドを判別する方が好ましい。故に、上記構成によれば、送信部
は、停止信号の共通コマンド信号を、第１表示モードにおける複数のコマンド信号に含ま
れる共通のコマンド信号の送信周期と同じ周期で送信する。この結果、停止信号は、ノイ
ズ信号として誤判定されにくくなる。
【０１８９】
　上記構成において、前記送信部は、前記停止信号の通知コマンド信号を、前記第１表示
モードにおける複数のコマンド信号に含まれる前記共通コマンド信号以外の一のコマンド
信号と同じ周期で、送信することが好ましい。
【０１９０】
　上記構成によれば、送信部は、停止信号の通知コマンド信号を、第１表示モードにおけ
る複数のコマンド信号に含まれる共通コマンド信号以外の一のコマンド信号と同じ周期で
、送信するので、停止信号は、ノイズ信号として誤判定されにくくなる。
【０１９１】
　上記構成において、前記第１表示モードにおける前記複数のコマンド信号は、前記左眼
への入射光量を増加させるための左増信号と、前記左眼への入射光量を減少させるための
左減信号と、前記右眼への入射光量を増加させるための右増信号と、前記右眼への入射光
量を減少させるための右減信号と、を含み、前記共通コマンド信号は、前記左増信号、前
記左減信号、前記右増信号及び前記右減信号のうち１つの信号と同じ信号であることが好
ましい。
【０１９２】
　上記構成によれば、第１表示モードにおける複数のコマンド信号は、左眼への入射光量
を増加させるための左増信号と、左眼への入射光量を減少させるための左減信号と、右眼
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への入射光量を増加させるための右増信号と、右眼への入射光量を減少させるための右減
信号と、を含む。共通コマンド信号は、左増信号、左減信号、右増信号及び右減信号のう
ち１つの信号と同じ信号であるので、停止信号は、ノイズ信号として誤判定されにくくな
る。加えて、タイミング信号及び停止信号は、同じ信号を含むので、眼鏡装置は、当該同
じ信号に基づき、動作周波数を容易に判別することができる。
【０１９３】
　上記構成において、前記共通コマンド信号は、前記左増信号、前記左減信号、前記右増
信号及び前記右減信号のうち最初に送信される信号と同じ信号であることが好ましい。
【０１９４】
　上記構成によれば、共通コマンド信号は、左増信号、左減信号、右増信号及び右減信号
のうち最初に送信される信号と同じ信号であるので、眼鏡装置は、動作周波数を容易に判
別することができる。
【０１９５】
　上記構成において、前記共通コマンド信号は、前記左増信号及び前記右増信号のうち一
方の信号と同じ波形を有し、且つ、該一方の信号と同じ周期で送信され、前記通知コマン
ド信号は、前記左増信号及び前記右増信号のうち他方の信号と同じ周期で送信されること
が好ましい。
【０１９６】
　上記構成によれば、共通コマンド信号は、左増信号及び右増信号のうち一方の信号と同
じ波形を有し、且つ、一方の信号と同じ周期で送信される。また、通知コマンド信号は、
左増信号及び右増信号のうち他方の信号と同じ周期で送信される。したがって、眼鏡装置
は、ノイズに影響されることなく、停止信号を検出することができる。
【０１９７】
　上記構成において、前記第２表示モードのタイミング信号は、前記共通コマンド信号を
含むことが好ましい。
【０１９８】
　上記構成によれば、第２表示モードのタイミング信号は、共通コマンド信号を含むので
、第１表示モードのタイミング信号、第２表示モードのタイミング信号及び停止信号の間
で共通コマンド信号が用いられる。したがって、眼鏡装置は、共通コマンド信号を基準に
、動作モードを決定することができる。
【０１９９】
　上記構成において、前記送信部は、前記停止信号を少なくとも５回繰り返し送信するこ
とが好ましい。
【０２００】
　上記構成によれば、送信部は、少なくとも５回以上停止信号を繰り返し送信するので、
停止信号は、ノイズ信号として誤判定されにくくなる。
【０２０１】
　上記構成において、前記第１表示モード及び前記第２表示モードは、前記左眼で観察す
る左フレーム画像と、前記右眼で観察する右フレーム画像と、を交互に表示する立体映像
の表示モードであり、前記第２表示モードは、前記第１表示モードと前記左右フレーム画
像の表示タイミングの位相が異なることが好ましい。
【０２０２】
　上記構成によれば、第１表示モード及び第２表示モードは、左眼で観察する左フレーム
画像と、右眼で観察する右フレーム画像と、を交互に表示する立体映像の表示モードであ
る。第２表示モードは、第１表示モードと左右フレーム画像の表示タイミングの位相が異
なる。送信部は、停止信号を送信し、眼鏡装置が停止信号を検出した後は、眼鏡装置の左
右シャッタは透過状態を保ったまま停止するので、第１表示モードと第２表示モードとの
間の周期的なフレーム画像の表示タイミングの位相差に拘わらず、第１表示モードから第
２表示モードへの移行時において、視聴者はフリッカを知覚しない。
【０２０３】
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　上記構成において、前記第１表示モード及び前記第２表示モードは、前記左眼で観察す
る左フレーム画像と、前記右眼で観察する右フレーム画像と、を交互に表示する立体映像
の表示モードであり、前記第２表示モードは、前記第１表示モードと、フレームレートが
異なることが好ましい。
【０２０４】
　上記構成によれば、第１表示モード及び第２表示モードは、左眼で観察する左フレーム
画像と、右眼で観察する右フレーム画像と、を交互に表示する立体映像の表示モードであ
る。第２表示モードは、第１表示モードと、フレームレートが異なる。送信部は、停止信
号を送信し、眼鏡装置が停止信号を検出した後は、眼鏡装置の左右シャッタは透過状態を
保ったまま停止するので、フレームレートの相違に拘わらず、第１表示モードから第２表
示モードへの移行時において、視聴者はフリッカを知覚しない。
【０２０５】
　上記構成において、前記第１表示モードは、前記左眼で観察する左フレーム画像と、前
記右眼で観察する右フレーム画像と、を交互に表示する立体映像の表示モードであり、前
記第２表示モードは、互いに異なるコンテンツを表す第１フレーム画像及び第２フレーム
画像を交互に表示する表示モードであり、前記第２表示モードは、前記第１表示モードの
前記左右フレーム画像の表示タイミングと異なる位相で、前記第１フレーム画像及び前記
第２フレーム画像を表示することが好ましい。
【０２０６】
　上記構成によれば、第１表示モードは、左眼で観察する左フレーム画像と、右眼で観察
する右フレーム画像と、を交互に表示する立体映像の表示モードである。第２表示モード
は、互いに異なるコンテンツを表す第１フレーム画像及び第２フレーム画像を交互に表示
する表示モードである。第２表示モードは、第１表示モードの左右フレーム画像の表示タ
イミングと異なる位相で、第１フレーム画像及び第２フレーム画像を表示する。送信部は
、停止信号を送信し、眼鏡装置が停止信号を検出した後は、眼鏡装置の左右シャッタは透
過状態を保ったまま停止するので、第１表示モードと第２表示モードとの間の周期的なフ
レーム画像の表示タイミングの位相差に拘わらず、第１表示モードから第２表示モードへ
の移行時において、視聴者はフリッカを知覚しない。
【０２０７】
　上記構成において、前記第１表示モードは、前記左眼で観察する左フレーム画像と、前
記右眼で観察する右フレーム画像と、を交互に表示する立体映像の表示モードであり、前
記第２表示モードは、互いに異なるコンテンツを表す第１フレーム画像及び第２フレーム
画像を交互に表示する表示モードであり、前記第２表示モードは、前記第１表示モードと
異なるフレームレートで、前記第１フレーム画像及び前記第２フレーム画像を表示するこ
とが好ましい。
【０２０８】
　上記構成によれば、第１表示モードは、左眼で観察する左フレーム画像と、右眼で観察
する右フレーム画像と、を交互に表示する立体映像の表示モードである。第２表示モード
は、互いに異なるコンテンツを表す第１フレーム画像及び第２フレーム画像を交互に表示
する表示モードである。第２表示モードは、第１表示モードの左右フレーム画像の表示タ
イミングと異なるフレームレートで、第１フレーム画像及び第２フレーム画像を表示する
。送信部は、停止信号を送信し、眼鏡装置が停止信号を検出した後は、眼鏡装置の左右シ
ャッタは透過状態を保ったまま停止するので、フレームレートの相違に拘わらず、第１表
示モードから第２表示モードへの移行時において、視聴者はフリッカを知覚しない。
【０２０９】
　上述の実施形態の他の局面に係る眼鏡装置は、表示装置からの映像光が左眼及び右眼へ
入射する光量である入射光量を調整する調整動作を行う光量調整部と、前記調整動作を制
御するための制御信号を受信する受信部と、前記制御信号に基づき、前記光量調整部を制
御する制御部と、を備え、前記制御信号は、前記左眼及び前記右眼への前記入射光量を増
大させる期間のタイミングを通知するためのタイミング信号、又は、前記調整動作を停止
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させる停止信号、を含み、前記受信部が前記タイミング信号を受信するならば、前記制御
部は、前記タイミング信号に基づき、前記光量調整部の前記調整動作を制御し、前記受信
部が前記停止信号を受信するならば、前記制御部は、前記調整動作を停止させ、前記受信
部は、前記表示装置が表示する映像が第１表示モードの間、該第１表示モードの前記タイ
ミング信号を受信し、前記表示装置が表示する映像が前記第１表示モードとは異なる第２
表示モードに切り替える際、前記停止信号を受信した後、前記第２表示モードのタイミン
グ信号を受信することを特徴とする。
【０２１０】
　上記構成によれば、制御部は、受信部が受信した制御信号に基づき、光量調整部を制御
する。光量調整部は、制御部の制御下で、表示装置からの映像光が左眼及び右眼へ入射す
る光量である入射光量を調整する調整動作を行う。
【０２１１】
　制御信号は、入射光量を増大させる期間のタイミングを通知するためのタイミング信号
、又は、調整動作を停止させる停止信号、を含む。受信部がタイミング信号を受信するな
らば、制御部は、タイミング信号に基づき、光量調整部の調整動作を制御する。受信部が
停止信号を受信するならば、制御部は、前記調整動作を停止させる。受信部は、表示装置
が表示する映像が第１表示モードの間、第１表示モードのタイミング信号を受信する。表
示装置が表示する映像が第１表示モードとは異なる第２表示モードに切り替える際、受信
部は、停止信号を受信した後、第２表示モードのタイミング信号を受信する。眼鏡装置が
停止信号を検出した後は、眼鏡装置の左右シャッタは透過状態を保ったまま停止するので
、視聴者はフリッカを知覚しない。
【０２１２】
　上記構成において、前記第１表示モード、又は、前記第２表示モードの前記タイミング
信号に基づき、前記入射光量を増加させる増加期間に関するタイミングデータを生成する
データ生成部と、前記タイミングデータに基づき、前記増加期間を決定する決定部と、を
更に備え、前記受信部が前記第２表示モードのタイミング信号を受信するならば、前記決
定部は前記第１表示モードのタイミング信号に基づき生成された前記タイミングデータを
無視し、前記第２表示モードの前記タイミング信号から生成するタイミングデータに基づ
き前記増加期間を決定することが好ましい。
【０２１３】
　上記構成において、データ生成部は、第１表示モード又は第２表示モードのタイミング
信号に基づき、入射光量を増加させる増加期間に関するタイミングデータを生成する。決
定部は、タイミングデータに基づき、増加期間を決定する。受信部が第２表示モードのタ
イミング信号を受信するならば、決定部は、第１表示モードのタイミング信号に基づき生
成されたタイミングデータを無視し、第２表示モードのタイミング信号から生成されたタ
イミングデータに基づき増加期間のタイミングを決定するので、停止信号の受信後におい
て、光量調整部は、停止信号の受信前のタイミングデータに影響を受けることなく制御さ
れる。したがって、光量調整部の調整動作は、早期に、映像の表示に同期することとなる
。
【０２１４】
　上記構成において、前記受信部が、該タイミング信号及び前記停止信号のいずれも受信
しない不受信期間において、前記制御部は、前記不受信期間の直前に所定回数受信された
前記タイミング信号に従って、前記光量調整部を制御することが好ましい。
【０２１５】
　上記構成によれば、受信部が、タイミング信号及び停止信号のいずれも受信しない不受
信期間において、制御部は、不受信期間の直前に所定回数受信されたタイミング信号に従
って、光量調整部を制御する。したがって、不受信期間の間、光量調整部は、映像の表示
に同期した調整動作を継続することができる。
【０２１６】
　上記構成において、前記受信部が前記停止信号を受信するならば、前記制御部は、前記
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左眼及び前記右眼への前記入射光量が同時に増大された状態が保持されるように前記調整
動作を停止させることが好ましい。
【０２１７】
　上記構成によれば、受信部が停止信号を受信するならば、制御部は、左眼及び右眼への
入射光量が同時に増大された状態が保持されるように調整動作を停止させるので、調整動
作が停止されている間も、視聴者の視野は確保される。
【０２１８】
　上記構成において、前記不受信期間が、該不受信期間に対して定められた閾値期間を超
えたとき、前記制御部は、前記左眼及び前記右眼への前記入射光量が同時に増大された状
態が保持されるように前記調整動作を停止させることが好ましい。
【０２１９】
　上記構成によれば、不受信期間が、閾値期間を超えるならば、制御部は、左眼及び右眼
への入射光量が同時に増大された状態が保持されるように調整動作を停止させる。この結
果、第１表示モードのタイミング信号から生成されたタイミングデータに基づく光量調整
部の調整動作と映像の表示とのタイミングのずれは、過度に大きくならない。したがって
、光量調整部の調整動作と映像の表示とのタイミングのずれに起因するフリッカは生じな
い。
【０２２０】
　上記構成において、前記受信部が、前記不受信期間の後、前記停止信号を受信するなら
ば、前記制御部は、前記左眼及び前記右眼への前記入射光量が同時に増大された状態が保
持されるように前記調整動作を停止させることが好ましい。
【０２２１】
　上記構成において、受信部が、不受信期間の後、停止信号を受信するならば、制御部は
、左眼及び右眼への入射光量が同時に増大された状態が保持されるように調整動作を停止
させるので、調整動作が停止されている間も、視聴者の視野は確保される。
【０２２２】
　上記構成において、前記第１表示モードのタイミング信号及び前記第２表示モードのタ
イミング信号それぞれは、前記調整動作を制御するための複数のコマンド信号を含み、前
記停止信号は、前記複数のコマンド信号の少なくとも１つのコマンド信号と共通する共通
コマンド信号と、前記眼鏡装置に前記調整動作を停止させることを通知するための通知コ
マンド信号と、を含み、前記受信部は、前記停止信号の共通コマンド信号を、前記第１表
示モードにおける複数のコマンド信号に含まれる共通コマンド信号の送信周期と同じ周期
で受信し、前記受信部が、前記共通コマンド信号と等しい波形の信号と前記通知コマンド
信号と等しい波形の信号とを含む信号群を受信するならば、前記制御部は、前記第１表示
モードにおいて受信した前記共通コマンド信号の前記送信周期に基づき、前記受信部が受
信した信号群がノイズであるか否かを判定することが好ましい。
【０２２３】
　上記構成によれば、第１表示モードのタイミング信号及び第２表示モードのタイミング
信号それぞれは、調整動作を制御するための複数のコマンド信号を含む。停止信号は、複
数のコマンド信号の少なくとも１つのコマンド信号と共通する共通コマンド信号と、眼鏡
装置に調整動作を停止させることを通知するための通知コマンド信号と、を含む。受信部
は、停止信号の共通コマンド信号を、第１表示モードにおける複数のコマンド信号に含ま
れる共通コマンド信号の送信周期と同じ周期で受信する。受信部が、共通コマンド信号と
等しい波形の信号と通知コマンド信号と等しい波形の信号とを含む信号群を受信するなら
ば、制御部は、第１表示モードにおいて受信した共通コマンド信号の送信周期に基づき、
受信部が受信した信号群がノイズであるか否かを判定するので、眼鏡装置は誤停止しない
。
【０２２４】
　上述の実施形態の更に他の局面に係る映像システムは、左眼及び右眼への入射光量を調
整する調整動作を行う眼鏡装置と、立体的に知覚される映像を表示する第１表示モードと
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置と、を備え、該表示装置は、前記第１表示モード及び前記第２表示モードにおける前記
左眼及び前記右眼への前記入射光量を増大させる期間のタイミングを通知するためのタイ
ミング信号、又は、前記調整動作を停止させる停止信号を、前記調整動作を行う制御信号
として生成する信号生成部と、前記制御信号を前記眼鏡装置へ送信する送信部と、を備え
、前記第１表示モードで前記映像が表示されている間、前記送信部は、前記第１表示モー
ドのタイミング信号を送信し、前記表示モードが、前記第１表示モードから前記第２表示
モードに切り替えられるとき、前記送信部は、前記停止信号を送信し、その後、前記第２
表示モードのタイミング信号を前記眼鏡装置へ送信し、前記眼鏡装置は、前記表示装置か
らの映像光が左眼及び右眼へ入射する光量である前記入射光量を調整する調整動作を行う
光量調整部と、前記調整動作を制御するための制御信号を受信する受信部と、前記制御信
号に基づき、前記光量調整部を制御する制御部と、を備え、前記受信部が前記タイミング
信号を受信するならば、前記制御部は、前記タイミング信号に基づき、前記光量調整部の
前記調整動作を制御し、前記受信部が前記停止信号を受信するならば、前記制御部は、前
記調整動作を停止させ、前記受信部は、前記表示装置が表示する映像が第１表示モードの
間、該第１表示モードの前記タイミング信号を受信し、前記表示装置が表示する映像が前
記第１表示モードとは異なる第２表示モードに切り替える際、前記停止信号を受信した後
、前記第２表示モードのタイミング信号を受信することを特徴とする。
【０２２５】
　上記構成によれば、映像システムの眼鏡装置は、左眼及び右眼への入射光量を調整する
調整動作を行う。映像システムの表示装置は、立体的に知覚される映像を表示する第１表
示モードと、第１表示モードとは異なる第２表示モードと、の間で表示モードを切り替え
る。
【０２２６】
　表示装置の信号生成部は、第１表示モード及び第２表示モードにおける左眼及び右眼へ
の入射光量を増大させる期間のタイミングを通知するためのタイミング信号、又は、調整
動作を停止させる停止信号を、調整動作を行う制御信号として生成する。表示装置は、制
御信号を眼鏡装置へ送信する。第１表示モードで映像が表示されている間、送信部は、タ
イミング信号を送信するので、視聴者は、映像を立体的に知覚することができる。表示モ
ードが、第１表示モードから第２表示モードに切り替えられるとき、送信部は、停止信号
を送信する。
【０２２７】
　眼鏡装置の制御部は、受信部が受信した制御信号に基づき、光量調整部を制御する。光
量調整部は、制御部の制御下で、表示装置からの映像光が左眼及び右眼へ入射する光量で
ある入射光量を調整する調整動作を行う。受信部がタイミング信号を受信するならば、制
御部は、タイミング信号に基づき、光量調整部の調整動作を制御する。受信部が停止信号
を受信するならば、制御部は、前記調整動作を停止させる。受信部は、表示装置が表示す
る映像が第１表示モードの間、第１表示モードのタイミング信号を受信する。表示装置が
表示する映像が第１表示モードとは異なる第２表示モードに切り替える際、受信部は、停
止信号を受信した後、第２表示モードのタイミング信号を受信する。眼鏡装置が停止信号
を検出した後は、眼鏡装置の左右シャッタは透過状態を保ったまま停止するので、視聴者
はフリッカを知覚しない。
【産業上の利用可能性】
【０２２８】
　上述の実施形態の原理は、表示モードを切り替えることができる表示装置、当該表示装
置が表示する映像の視聴を補助する眼鏡装置及びこれらを備える映像システムに好適に適
用される。
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