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(57)【要約】
【課題】電子シャッタ眼鏡の調整用の特別な装置の設置
作業といった煩わしい作業を伴うことなく、クロストー
クが発生しているか否かを容易に確認することが可能と
なる。
【解決手段】立体映像表示装置１１０は、左眼用映像デ
ータと右眼用映像データとを取得する映像取得部１５０
と、表示画面垂直方向に延長された第１オンスクリーン
ディスプレイ画像を示す第１ガイドデータを取得するガ
イドデータ取得部１６０と、取得された第１ガイドデー
タを左眼用映像データおよび右眼用映像データのいずれ
か一方にのみ重畳する映像加工部１６２と、第１ガイド
データが重畳された左眼用映像データおよび右眼用映像
データのいずれか一方と、取得された左眼用映像データ
および右眼用映像データの他方とをディスプレイに交互
に表示させる表示制御部１６４と、を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　立体映像を知覚させるための両眼視差を有する左眼用映像データと右眼用映像データと
を取得する映像取得部と、
　表示画面垂直方向に延長された第１オンスクリーンディスプレイ画像を示す第１ガイド
データを取得するガイドデータ取得部と、
　取得された前記第１ガイドデータを前記左眼用映像データおよび前記右眼用映像データ
のいずれか一方にのみ重畳する映像加工部と、
　前記第１ガイドデータが重畳された左眼用映像データおよび右眼用映像データのいずれ
か一方が１または複数回連続した第１セットデータと、前記取得された左眼用映像データ
および右眼用映像データの他方を１または複数回連続した第２セットデータとをディスプ
レイに交互に表示させる表示制御部と、
を備えることを特徴とする立体映像表示装置。
【請求項２】
　前記ガイドデータ取得部は、前記ディスプレイの表示画面垂直方向に延長され、前記第
１オンスクリーンディスプレイ画像とは表示態様が異なる第２オンスクリーンディスプレ
イ画像を示す第２ガイドデータをさらに取得し、
　前記映像加工部は、前記左眼用映像データおよび前記右眼用映像データのうち、前記第
１ガイドデータを重畳していない映像データに前記第２ガイドデータを重畳し、
　前記表示制御部は、前記第１ガイドデータが重畳された左眼用映像データおよび右眼用
映像データのいずれか一方と、前記第２ガイドデータが重畳された左眼用映像データおよ
び右眼用映像データの他方とを前記ディスプレイに交互に表示させることを特徴とする請
求項１に記載の立体映像表示装置。
【請求項３】
　前記ガイドデータ取得部は、前記ディスプレイの表示画面垂直方向に延長され、前記第
１オンスクリーンディスプレイ画像および第２オンスクリーンディスプレイ画像とは表示
態様が異なる第３オンスクリーンディスプレイ画像を示す第３ガイドデータと、前記ディ
スプレイの表示画面垂直方向に延長され、前記第１オンスクリーンディスプレイ画像、第
２オンスクリーンディスプレイ画像および第３オンスクリーンディスプレイ画像とは表示
態様が異なる第４オンスクリーンディスプレイ画像を示す第４ガイドデータをさらに取得
し、
　前記映像加工部は、前記第１セットデータおよび前記第２セットデータのいずれかの一
方のセットデータのうち、前記ディスプレイに表示させる最先の映像データに前記第１ガ
イドデータを、前記ディスプレイに表示させる最後の映像データに前記第３ガイドデータ
をそれぞれ重畳し、前記第１ガイドデータおよび前記第３ガイドデータを重畳していない
、前記第１セットデータおよび前記第２セットデータの他方のセットデータのうち、前記
ディスプレイに表示させる最先の映像データに前記第２ガイドデータを、前記ディスプレ
イに表示させる最後の映像データに前記第４ガイドデータをそれぞれ重畳し、
　前記表示制御部は、前記第１ガイドデータおよび第３ガイドデータが重畳されたセット
データと、前記第２ガイドデータおよび第４ガイドデータが重畳されたセットデータとを
前記ディスプレイに交互に表示させることを特徴とする請求項２に記載の立体映像表示装
置。
【請求項４】
　前記第１オンスクリーンディスプレイ画像は、前記第１オンスクリーンディスプレイ画
像自体の長さを把握可能な態様で形成されることを特徴とする請求項１から３のいずれか
１項に記載の立体映像表示装置。
【請求項５】
　前記ガイドデータ取得部は、前記ディスプレイの垂直方向の位置が把握可能な指標を示
す指標データをさらに取得し、
　前記映像加工部は、左眼用映像データおよび右眼用映像データのいずれか一方に前記指
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標データをさらに重畳することを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の立体
映像表示装置。
【請求項６】
　ユーザの操作入力を受け付ける操作部と、
　前記ユーザの操作入力に応じて、電子シャッタを備える電子シャッタ眼鏡の左右の電子
シャッタの開閉を制御するシャッタ信号の開始時点と終了時点を調整するシャッタ信号調
整部と、
　調整された前記シャッタ信号を前記電子シャッタ眼鏡に送信する信号送信部と、
をさらに備えることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の立体映像表示装
置。
【請求項７】
　立体映像を知覚させるための両眼視差を有する左眼用映像データと右眼用映像データと
を取得する映像取得部と、
　表示画面垂直方向に延長された第１オンスクリーンディスプレイ画像を示す第１ガイド
データを取得するガイドデータ取得部と、
　前記左眼用映像データおよび前記右眼用映像データのいずれか一方のみを、取得された
前記第１ガイドデータに置換する映像加工部と、
　前記第１ガイドデータと、前記取得された左眼用映像データおよび右眼用映像データの
うち、前記第１ガイドデータに置換されていない映像データとをディスプレイに交互に表
示させる表示制御部と、
を備えることを特徴とする立体映像表示装置。
【請求項８】
　立体映像を知覚させるための両眼視差を有する左眼用映像データと右眼用映像データと
を取得し、
　表示画面垂直方向に延長された第１オンスクリーンディスプレイ画像を示す第１ガイド
データを取得し、
　取得した前記第１ガイドデータを前記左眼用映像データおよび前記右眼用映像データの
いずれか一方にのみ重畳し、
　前記第１ガイドデータが重畳された左眼用映像データおよび右眼用映像データのいずれ
か一方が１または複数回連続した第１セットデータと、前記取得した左眼用映像データお
よび右眼用映像データの他方を１または複数回連続した第２セットデータとをディスプレ
イに交互に表示させることを特徴とする立体映像表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、両眼視差によって立体映像を知覚させることができる左右映像データを表示
することが可能な立体映像表示装置および立体映像表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ディスプレイの表示面上に、両眼視差のある左右２つの映像を表示し、ユーザ（
観察者）に対してあたかもオブジェクトが立体的に存在するように知覚させる立体映像技
術が脚光を浴びている。このような立体的な映像表示を実現するための技術については、
様々な提案がなされており、例えば、電子シャッタ方式（アクティブタイプ）や、μｐｏ
ｌやＸｐｏｌ（登録商標）といった偏光フィルタ方式（パッシブタイプ）が提案されてい
る。
【０００３】
　前者の電子シャッタ方式を採用する場合、立体映像表示装置は、左眼用の映像データ（
左眼用映像データ）と右眼用の映像データ（右眼用映像データ）とをそれぞれ交互に切換
表示する。そして、ユーザは、左右の電子シャッタを左眼用映像データと右眼用映像デー
タと（以下、単に左右映像データと称する）の切換表示に同期させて開閉する電子シャッ
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タ眼鏡を通じて、左眼映像を左眼で、右眼映像を右眼で、時分割かつ交互に視認すること
で、両眼視差による立体映像を知覚することが可能となる。
【０００４】
　電子シャッタ方式では、左右映像データの切換表示と電子シャッタ眼鏡の開閉とが同期
していないと、左眼で視認する際に右眼映像が、右眼で視認する際に左眼映像が混入する
所謂クロストークが生じてしまう。また、左右映像データの切換表示と電子シャッタの開
閉とを同期させても、左右映像データを表示する表示デバイス（ディスプレイ）の応答速
度が遅かったり、電子シャッタ眼鏡の開閉の応答速度が遅かったりすると、同様にクロス
トークが生じ得る。そこで、電子シャッタ眼鏡の開時間を左シャッタと右シャッタとでそ
れぞれ短くすればクロストークを削減できるが、短くしすぎると輝度が低下してしまうと
いった問題があった。
【０００５】
　そこで、左眼用映像データと右眼用映像データそれぞれに判別マークを重畳してディス
プレイに表示させ、判別マーク検出装置による判別マークの検出結果に応じて、電子シャ
ッタ眼鏡の開閉タイミングを調整する技術が開示されている（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９―３０２２７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、上述した特許文献１の技術では、電子シャッタ眼鏡の開閉タイミングを調整す
るためだけに判別マーク検出装置を別途準備する必要があった。また、ユーザは、電子シ
ャッタ眼鏡の調整のためだけに、わざわざ判別マーク検出装置をディスプレイに取り付け
なければならず、煩わしい設置作業を強いられていた。さらに、電子シャッタ眼鏡の調整
時以外は、判別マーク検出装置を別途保管する必要があり面倒であった。
【０００８】
　そこで、本発明は、このような課題に鑑み、電子シャッタ眼鏡の調整用の特別な装置の
設置作業といった煩わしい作業を伴うことなく、クロストークが発生しているか否かを容
易に確認することが可能な立体映像表示装置および立体映像表示方法を提供することを目
的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の立体映像表示装置は、立体映像を知覚させるため
の両眼視差を有する左眼用映像データと右眼用映像データとを取得する映像取得部と、表
示画面垂直方向に延長された第１オンスクリーンディスプレイ画像を示す第１ガイドデー
タを取得するガイドデータ取得部と、取得された第１ガイドデータを左眼用映像データお
よび右眼用映像データのいずれか一方にのみ重畳する映像加工部と、第１ガイドデータが
重畳された左眼用映像データおよび右眼用映像データのいずれか一方が１または複数回連
続した第１セットデータと、取得された左眼用映像データおよび右眼用映像データの他方
を１または複数回連続した第２セットデータとをディスプレイに交互に表示させる表示制
御部と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
　ガイドデータ取得部は、ディスプレイの表示画面垂直方向に延長され、第１オンスクリ
ーンディスプレイ画像とは表示態様が異なる第２オンスクリーンディスプレイ画像を示す
第２ガイドデータをさらに取得し、映像加工部は、左眼用映像データおよび右眼用映像デ
ータのうち、第１ガイドデータを重畳していない映像データに第２ガイドデータを重畳し
、表示制御部は、第１ガイドデータが重畳された左眼用映像データおよび右眼用映像デー
タのいずれか一方と、第２ガイドデータが重畳された左眼用映像データおよび右眼用映像



(5) JP 2011-239257 A 2011.11.24

10

20

30

40

50

データの他方とをディスプレイに交互に表示させてもよい。
【００１１】
　ガイドデータ取得部は、ディスプレイの表示画面垂直方向に延長され、第１オンスクリ
ーンディスプレイ画像および第２オンスクリーンディスプレイ画像とは表示態様が異なる
第３オンスクリーンディスプレイ画像を示す第３ガイドデータと、ディスプレイの表示画
面垂直方向に延長され、第１オンスクリーンディスプレイ画像、第２オンスクリーンディ
スプレイ画像および第３オンスクリーンディスプレイ画像とは表示態様が異なる第４オン
スクリーンディスプレイ画像を示す第４ガイドデータをさらに取得し、映像加工部は、第
１セットデータおよび第２セットデータのいずれかの一方のセットデータのうち、ディス
プレイに表示させる最先の映像データに第１ガイドデータを、ディスプレイに表示させる
最後の映像データに第３ガイドデータをそれぞれ重畳し、第１ガイドデータおよび第３ガ
イドデータを重畳していない、第１セットデータおよび第２セットデータの他方のセット
データのうち、ディスプレイに表示させる最先の映像データに第２ガイドデータを、ディ
スプレイに表示させる最後の映像データに第４ガイドデータをそれぞれ重畳し、表示制御
部は、第１ガイドデータおよび第３ガイドデータが重畳されたセットデータと、第２ガイ
ドデータおよび第４ガイドデータが重畳されたセットデータとをディスプレイに交互に表
示させてもよい。
【００１２】
　第１オンスクリーンディスプレイ画像は、第１オンスクリーンディスプレイ画像自体の
長さを把握可能な態様で形成されてもよい。
【００１３】
　ガイドデータ取得部は、ディスプレイの垂直方向の位置が把握可能な指標を示す指標デ
ータをさらに取得し、映像加工部は、左眼用映像データおよび右眼用映像データのいずれ
か一方に指標データをさらに重畳してもよい。
【００１４】
　ユーザの操作入力を受け付ける操作部と、ユーザの操作入力に応じて、電子シャッタを
備える電子シャッタ眼鏡の左右の電子シャッタの開閉を制御するシャッタ信号の開始時点
と終了時点を調整するシャッタ信号調整部と、調整されたシャッタ信号を電子シャッタ眼
鏡に送信する信号送信部と、をさらに備えてもよい。
【００１５】
　上記課題を解決するために、本発明の立体映像表示装置は、立体映像を知覚させるため
の両眼視差を有する左眼用映像データと右眼用映像データとを取得する映像取得部と、表
示画面垂直方向に延長された第１オンスクリーンディスプレイ画像を示す第１ガイドデー
タを取得するガイドデータ取得部と、左眼用映像データおよび右眼用映像データのいずれ
か一方のみを、取得された第１ガイドデータに置換する映像加工部と、第１ガイドデータ
と、取得された左眼用映像データおよび右眼用映像データのうち、第１ガイドデータに置
換されていない映像データとをディスプレイに交互に表示させる表示制御部と、を備える
ことを特徴とする。
【００１６】
　上記課題を解決するために、本発明の立体映像表示方法は、立体映像を知覚させるため
の両眼視差を有する左眼用映像データと右眼用映像データとを取得し、表示画面垂直方向
に延長された第１オンスクリーンディスプレイ画像を示す第１ガイドデータを取得し、取
得した第１ガイドデータを左眼用映像データおよび右眼用映像データのいずれか一方にの
み重畳し、第１ガイドデータが重畳された左眼用映像データおよび右眼用映像データのい
ずれか一方が１または複数回連続した第１セットデータと、取得した左眼用映像データお
よび右眼用映像データの他方を１または複数回連続した第２セットデータとをディスプレ
イに交互に表示させることを特徴とする。
【００１７】
　上述した立体映像表示装置の技術的思想に基づく構成要素やその説明は、当該立体映像
表示方法にも適用可能である。
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【発明の効果】
【００１８】
　以上説明したように本発明は、クロストークが発生しているか否かを容易に確認するこ
とが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】第１の実施形態にかかる立体映像表示システムを構成する各装置の概略的な関係
を示した説明図である。
【図２】倍速処理機能を用いた表示処理と、電子シャッタ眼鏡の開閉タイミングを説明す
るための説明図である。
【図３】第１の実施形態にかかる立体映像表示装置の概略的な機能を示した機能ブロック
図である。
【図４】アドレス制御部の処理を説明するための説明図である。
【図５】映像加工部の処理を説明するための説明図である。
【図６】映像加工部の構成の一例を説明するための説明図である。
【図７】映像加工部の他の構成例を説明するための説明図である。
【図８】シャッタ信号調整部の処理を説明するための説明図である。
【図９】映像取得部、映像処理部、フレームメモリ、映像加工部の他の構成を説明するた
めの説明図である。
【図１０】第１の実施形態にかかる立体映像表示方法の具体的な処理を説明するためのフ
ローチャートである。
【図１１】第２の実施形態にかかる立体映像表示装置の概略的な機能を示した機能ブロッ
ク図である。
【図１２】アドレス制御部の処理を説明するための説明図である。
【図１３】映像加工部の処理を説明するための説明図である。
【図１４】第２の実施形態にかかる立体映像表示方法の具体的な処理を説明するためのフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。か
かる実施形態に示す寸法、材料、その他具体的な数値などは、発明の理解を容易とするた
めの例示にすぎず、特に断る場合を除き、本発明を限定するものではない。なお、本明細
書及び図面において、実質的に同一の機能、構成を有する要素については、同一の符号を
付することにより重複説明を省略し、また本発明に直接関係のない要素は図示を省略する
。
【００２１】
（第１の実施形態：立体映像表示システム１００）
　図１は、第１の実施形態にかかる立体映像表示システム１００を構成する各装置の概略
的な関係を示した説明図である。図１に示すように、立体映像表示システム１００は、立
体映像表示装置１１０と、電子シャッタ眼鏡１２０とを含んで構成される。立体映像表示
装置１１０は、例えば、放送電波を通じて放送局１１２から、もしくは、インターネット
、ＬＡＮ（Local Area Network）、専用回線等の通信網１１４を通じてサーバ装置１１６
から、または、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）、ＢＤ（Blu-ray Disc）、ＵＳＢ（Un
iversal Serial Bus）メモリといった記憶媒体１１８から、水平視差を有する左眼用映像
データと右眼用映像データとを取得し、装置自体に搭載されたディスプレイに表示する。
【００２２】
　電子シャッタ眼鏡１２０は、ユーザの左眼に対応する左の電子シャッタ（例えば、液晶
シャッタ）と右眼に対応する右の電子シャッタが設けられ、左眼用映像データと右眼用映
像データ（左右映像データ）の切り換えタイミングに同期させて、左眼用映像データを表
示させているときには左の電子シャッタ（以下、単に左シャッタと称する）を開、右の電
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子シャッタ（以下、単に右シャッタと称する）を閉にし、右眼用映像データを表示させて
いるときには左シャッタを閉、右シャッタを開にする。ユーザは、電子シャッタ眼鏡１２
０を装着することによって、立体映像表示装置１１０で表示される左眼用映像データのみ
を左眼で、右眼用映像データのみを右眼で視認して、両眼視差による立体映像を知覚する
ことができる。
【００２３】
　本実施形態の立体映像表示装置１１０は、左眼用映像データおよび右眼用映像データを
２系統で並行に取得したときのフレーム周波数（フレームレート）が例えば６０Ｈｚであ
る場合、取得したフレーム周波数の４倍（２４０Ｈｚ）の周波数で、同一の左眼用映像デ
ータと、同一の右眼用映像データとを２回ずつ交互にディスプレイに表示させる倍速処理
機能を有している。
【００２４】
　図２は、上記倍速処理機能を用いた表示処理と、電子シャッタ眼鏡１２０の開閉タイミ
ングを説明するための説明図である。立体映像表示装置１１０が、左眼用映像データと右
眼用映像データとで構成される映像信号である左右映像データを、例えば、６０Ｈｚのフ
レーム周波数で、２系統で並行に取得する。ここで、フレームシーケンシャル方式におけ
る、１画面を表示するための全画素の情報を有する左眼用映像データと１画面を表示する
ための全画素の情報を有する右眼用映像データをそれぞれフレームデータといい、立体映
像表示装置１１０は、フレーム周波数に従ったフレーム期間でフレームデータをディスプ
レイに表示させる。
【００２５】
　ここで立体映像表示装置１１０に上記倍速処理機能を用いない場合、左眼用映像データ
と、右眼用映像データとを、取得したフレーム周波数の２倍（１２０Ｈｚ）で交互に表示
することとなる。
【００２６】
　立体映像表示装置１１０に上記倍速処理機能を用いる場合、ディスプレイ（例えば、走
査線が１０８０本）は、図２（ａ）に示すように、同一の左眼用映像データ（図２中クロ
スハッチングで示す）と同一の右眼用映像データ（図２中白色で示す）とをそれぞれ２回
ずつ繰り返し表示するので、映像データを２系統で並行して取得した場合のフレーム周期
の間に（１フレーム期間）、同一の左眼用映像データ（図２中、ＦＲＤ１、２）を連続し
て２回、同一の右眼用映像データ（図２中、ＦＲＤ３、４）を連続して２回表示すること
になる。したがって、上記倍速処理機能を用いた場合のディスプレイに表示させる際のフ
レーム周波数は、映像データを２系統で並行して取得した場合のフレーム周波数の４倍（
２系統で並行して取得した場合のフレーム周波数が６０Ｈｚの場合２４０Ｈｚ）となる。
【００２７】
　かかる倍率処理機能を用いることで、ディスプレイによる左右映像データの走査時間（
走査開始から走査終了までの時間）を短縮することができる。したがって、上記倍速処理
機能を用いない場合と比較して、左右映像データの書き換え（切り換え）時間を短くし、
片眼用映像データのみが画面に表示されている時間を長くとることができるので、電子シ
ャッタ眼鏡１２０の電子シャッタを開にできる時間を延長させて左右映像データの輝度を
向上することが可能となる。
【００２８】
　ここで右眼用映像データから左眼用映像データに移行する走査期間Ｘと、左眼用映像デ
ータから右眼用映像データに移行する走査期間Ｙは、左眼用映像データと右眼用映像デー
タとが混在する状態であるため、走査期間Ｘ、Ｙで電子シャッタ眼鏡１２０が開になって
いるとクロストークを生じてしまう。
【００２９】
　そこで、図２（ｂ）に示すように、電子シャッタ眼鏡１２０の左シャッタを、ＦＲＤ０
の右眼用映像データの表示終了時点から開とし、ＦＲＤ３の右眼用映像データが表示開始
する前に閉とするように調整すればクロストークが生じない。本実施形態では、電子シャ
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ッタ眼鏡１２０の右シャッタについても左シャッタと同様の調整を行うが、説明の便宜の
ため、左シャッタについてのみ説明し、右シャッタについては説明を省略する。
【００３０】
　ここで、ディスプレイの応答速度が遅かったり、電子シャッタ眼鏡１２０の開閉の応答
速度が遅かったりするとやはりクロストークが生じ得る。そこで、図２（ｃ）に示すよう
に、電子シャッタ眼鏡１２０の左シャッタを、ＦＲＤ０の右眼用映像データの表示終了時
点からディスプレイの応答時間Ｐを加算した時点に開とし、ＦＲＤ３の右眼用映像データ
の表示開始時点から電子シャッタ眼鏡１２０の応答時間Ｑを考慮して早めた（前倒しした
）時点に閉とするように調整すれば、クロストークを発生させることなくユーザに立体映
像を知覚させることができる。しかし、室温の変化や経時等によってディスプレイや電子
シャッタ眼鏡１２０の応答速度が変わった場合や、調整した電子シャッタ眼鏡１２０以外
の他の電子シャッタ眼鏡を用いる場合には、やはりクロストークが生じてしまう。
【００３１】
　そこで、本実施形態は、クロストークが発生しているか否かを容易に確認でき、さらに
クロストークが生じている場合において電子シャッタの開閉タイミングを調整することが
可能な立体映像表示装置１１０について説明する。以下、立体映像表示装置１１０を構成
する各機能部について説明し、その後、当該立体映像表示１１０を用いた立体映像表示方
法を詳述する。
【００３２】
（立体映像表示装置１１０）
　図３は、第１の実施形態にかかる立体映像表示装置１１０の概略的な機能を示した機能
ブロック図である。図３に示すように、立体映像表示装置１１０は、映像取得部１５０と
、映像処理部１５２と、フレームメモリ１５４と、アドレス制御部１５６と、ガイドデー
タ生成部１５８と、ガイドデータ取得部１６０と、映像加工部１６２と、表示制御部１６
４と、ディスプレイ１６６と、シャッタ信号生成部１６８と、操作部１７０と、シャッタ
信号調整部１７２と、信号送信部１７４とを含んで構成される。
【００３３】
　映像取得部１５０は、立体映像を知覚させるための両眼視差を有する左眼用映像データ
と右眼用映像データ（左右映像データ）を、例えば、それぞれ６０Ｈｚのフレーム周波数
で取得する。映像取得部１５０は、左眼用映像データと右眼用映像データとを異なる経路
（回線）から２系統で個々に取得してもよいし、１の経路から（１系統で）フレーム周波
数１２０Ｈｚの一体的なデータとして取得してもよい。以下、映像取得部１５０が左右映
像データを２系統で並行に取得したときのフレーム周波数が６０Ｈｚである場合について
説明する。
【００３４】
　映像処理部１５２は、映像取得部１５０から出力された左右映像データに、Ｒ（Red）
Ｇ（Green）Ｂ（Blue）処理やエンハンス処理等の映像信号処理を施して、フレームメモ
リ１５４に書き込む。
【００３５】
　フレームメモリ１５４は、ＲＡＭ等の記憶媒体で構成され、映像処理部１５２が映像信
号処理を施した左右映像データをフレーム単位で一時的に保持する。
【００３６】
　アドレス制御部１５６は、映像取得部１５０が取得した左右映像データのフレーム周波
数の４倍の周波数の垂直同期信号を生成し、かかる垂直同期信号に基づいて、フレームメ
モリ１５４から読み出した映像データの各フレームデータが左眼用映像データであるか右
眼用映像データであるかを示す第１トグル信号、および、映像加工部１６２がフレームメ
モリ１５４から左右映像データを読み出すためのリードアドレスを生成する。そしてアド
レス制御部１５６は、自体が生成したリードアドレスを用いて映像加工部１６２にフレー
ムメモリ１５４から左眼用映像データおよび右眼用映像データを交互に読み出させる。
【００３７】
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　図４は、アドレス制御部１５６の処理を説明するための説明図である。ここでは、図４
（ａ）に示すメモリマップのように、フレームメモリ１５４に保持される左右映像データ
の左眼用映像データのアドレスの先頭が０であり、右眼用映像データのアドレスが、左眼
用映像データに対してＯＦＳＴ分オフセットされている例について説明する。
【００３８】
　図４（ｂ）に示すように、映像処理部１５２は、映像取得部１５０が２系統で並行に左
右映像データを取得した際のフレーム周波数（ここでは６０Ｈｚ）で、左右映像データを
フレームメモリ１５４に書き込む。そして、アドレス制御部１５６は、左右映像データが
書き込まれた際（左右映像データを取得した際）のフレーム周波数の４倍の周波数の垂直
同期信号（図４（ｄ）参照）に基づいて、ＦＲＤ１、２で「０」を示し、ＦＲＤ３、４で
「１」を示すような、低レベル信号と高レベル信号とを交互に繰り返す第１トグル信号（
図４（ｅ）参照）を生成する。さらに、図４（ｆ）に示すように、アドレス制御部１５６
は、第１トグル信号が０を示す場合にオフセット無しとし、第１トグル信号が１を示す場
合にＯＦＳＴ分オフセットされたリードアドレスを生成する。
【００３９】
　そして図４（ｃ）に示すように、映像処理部１５２がフレームＢを書き込んでいる間、
アドレス制御部１５６はリードアドレス（図４（ｆ）参照）を用いて、２系統で並行に左
右映像データを取得した際のフレーム周波数の４倍の周波数（２４０Ｈｚ）で、映像加工
部１６２にフレームメモリ１５４が保持しているフレームＡの左眼用映像データ（図４中
、ＡＬで示す）を２回繰り返し読み出させ、続いてフレームＡの右眼用映像データ（図４
中、ＡＲで示す）を２回繰り返し読み出させる。
【００４０】
　またアドレス制御部１５６は、第１トグル信号を映像加工部１６２に、垂直同期信号お
よび水平同期信号を表示制御部１６４に、垂直同期信号および第１トグル信号をシャッタ
信号生成部１６８に出力する。
【００４１】
　ガイドデータ生成部１５８は、第１ガイドデータ、第２ガイドデータおよび指標データ
を生成する。第１ガイドデータ、第２ガイドデータおよび指標データについては後に詳述
する。
【００４２】
　ガイドデータ取得部１６０は、ガイドデータ生成部１５８が生成した第１ガイドデータ
、第２ガイドデータおよび指標データを取得する。本実施形態においてガイドデータ取得
部１６０は、ガイドデータ生成部１５８が生成した第１ガイドデータ、第２ガイドデータ
および指標データを取得しているが、第１ガイドデータ、第２ガイドデータおよび指標デ
ータの群から選択される１または複数のデータを図示しないメモリに予め保持させておき
、かかるメモリから取得することもできる。
【００４３】
　映像加工部１６２は、ユーザによる操作部１７０等への操作入力に応じて、クロストー
クが発生しているか否かを確認する確認モードが選択されると、アドレス制御部１５６が
出力した第１トグル信号に基づいて、左眼用映像データおよび右眼用映像データのいずれ
か一方のみに、ガイドデータ取得部１６０が取得した第１ガイドデータを重畳する。また
、映像加工部１６２は、左眼用映像データおよび右眼用映像データのうち、第１ガイドデ
ータを重畳していない映像データに、ガイドデータ取得部１６０が取得した第２ガイドデ
ータを重畳する。さらに映像加工部１６２は、左眼用映像データおよび右眼用映像データ
のいずれか一方に、ガイドデータ取得部１６０が取得した指標データを重畳する。
【００４４】
　本実施形態では、電子シャッタ眼鏡１２０の片眼側の電子シャッタのみを有効にしたり
、他の眼側の電子シャッタを閉じたりすることで片眼毎にクロストークの有無を確認して
いる。したがって、映像加工部１６２は、具体的に、クロストークが発生しているか否か
を確認する眼用の映像データに第２ガイドデータを重畳し、クロストークが発生している
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か否かを確認する眼ではない方の眼用の映像データに第１ガイドデータを重畳する。この
ように第１ガイドデータと第２ガイドデータは確認対象とする眼が左右いずれであるかに
よって重畳先の映像データが相対的に変化する。以下では、説明の便宜のため、左眼用映
像データに左眼ガイドデータを右眼用映像データに右眼ガイドデータを絶対的に重畳する
。したがって、確認対象とする眼が左右いずれであるかによって、左眼ガイドデータが第
１ガイドデータに対応していたり、第２ガイドデータに対応することとなる。
【００４５】
　ここでは、左眼用映像データに対する右眼用映像データのクロストークを確認する場合
（左眼用映像データのみ視認する場合）について説明する。映像加工部１６２は、上述し
たように、左眼ガイドデータを左眼用映像データに重畳し、右眼ガイドデータを右眼用映
像データに重畳する。そして、左眼ガイドデータは第２ガイドデータとして機能し、右眼
ガイドデータは第１ガイドデータとして機能する。また、ここでは、確認対象となる左眼
用映像データのみに指標データを重畳する例を挙げている。
【００４６】
　図５は、映像加工部１６２の処理を説明するための説明図である。映像加工部１６２は
、図５（ａ）に示すようにフレームメモリ１５４から左右映像データ１８０（左眼用映像
データ１８０ａおよび右眼用映像データ１８０ｂ）を読み出し、図５（ｂ）に示すように
、左眼用映像データ１８０ａに左眼ガイドデータ１８２ａを重畳し、右眼用映像データ１
８０ｂに右眼ガイドデータ１８２ｂを重畳し、左眼用映像データ１８０ａに指標データ１
８４を重畳する。
【００４７】
　図５（ｂ）に示すように、左眼ガイドデータ１８２ａは、ディスプレイ１６６の表示画
面垂直方向に延長された第２オンスクリーンディスプレイ画像を示し、右眼ガイドデータ
１８２ｂは、ディスプレイ１６６の表示画面垂直方向に延長された第１オンスクリーンデ
ィスプレイ画像を示す。本実施形態において第１オンスクリーンディスプレイ画像および
第２オンスクリーンディスプレイ画像は、ディスプレイ１６６の表示画面の最上部のライ
ンから最下部のラインに亘る水平方向の幅が略等しい矩形で形成される。また、指標デー
タ１８４は、ディスプレイ１６６上の垂直位置を把握可能な指標を示す。ここで、左眼ガ
イドデータ１８２ａおよび右眼ガイドデータ１８２ｂは、ディスプレイ１６６の表示画面
垂直方向に延長されたオンスクリーンディスプレイ画像（第１オンスクリーンディスプレ
イ画像、第２オンスクリーンディスプレイ画像）としているが、これに限定されず、任意
の形状を示してもよい。
【００４８】
　左眼用映像データ１８０ａに右眼用映像データ１８０ｂが混入してクロストークを起こ
している場合、図５（ｃ）に示すように、右眼用映像データ１８０ｂの一部が左眼用映像
データ１８０ａに混入する。
【００４９】
　一般的に、左眼用映像データ１８０ａと右眼用映像データ１８０ｂとは、被写体の水平
方向の位置が異なるだけであり映像上の差異が少ないので、左眼用映像データ１８０ａと
右眼用映像データ１８０ｂのみを表示してもクロストークが発生しているか否かを確認す
るのが容易ではなかった。しかし、本実施形態にかかる映像加工部１６２が、ディスプレ
イ１６６の表示画面垂直方向に延長された第１ガイドデータとしての右眼ガイドデータ１
８２ｂを右眼用映像データ１８０ｂにのみ重畳することにより、右眼ガイドデータ１８２
ｂが視認されるか否かで、クロストークの発生を容易に確認することができる。
【００５０】
　本実施形態では、右眼ガイドデータ１８２ｂ（第１ガイドデータ）は、左眼ガイドデー
タ１８２ａ（第２ガイドデータ）と異なる表示位置に重畳されるように形成される。これ
により、ユーザに右眼ガイドデータ１８２ｂが示す第１オンスクリーンディスプレイ画像
と左眼ガイドデータ１８２ａが示す第２オンスクリーンディスプレイ画像とを区別して視
認させることができる。第１オンスクリーンディスプレイ画像と第２オンスクリーンディ
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スプレイ画像とは表示態様が異なればよく、表示位置が異なることに限らず、表示色が異
なるとしてもよい。
【００５１】
　図６は、映像加工部１６２の構成の一例を説明するための説明図である。例えば、ガイ
ドデータ取得部１６０は、左眼ガイドデータ１８２ａ、右眼ガイドデータ１８２ｂおよび
指標データ１８４を取得するとともに、左眼ガイドデータ１８２ａが配される画素領域を
「１」、右眼ガイドデータ１８２ｂが配される画素領域を「２」、指標データ１８４が配
される画素領域を「３」、これら以外の画素領域を「０」とするガイドデータ制御信号を
生成する。そして、図６に示すように、映像加工部１６２のスイッチ１６２ａは、ガイド
データ制御信号に応じて画素単位で出力信号を切り換える。
【００５２】
　本実施形態において映像加工部１６２は、左右映像データ１８０の加工手段として、第
１ガイドデータを左眼用映像データ１８０ａおよび右眼用映像データ１８０ｂのいずれか
一方に重畳（画素単位で置換）するが、これに限定されず、他の加工手段を採用すること
もできる。
【００５３】
　例えば、左眼用映像データ１８０ａにおけるクロストークの発生を確認する場合、映像
加工部１６２は、映像取得部１５０が取得した左右映像データ１８０を変換して無地を示
すデータとし、無地を示すデータとして変換された右眼用映像データに、ガイドデータ取
得部１６０が取得した右眼ガイドデータ１８２ｂ（第１ガイドデータ）を重畳し、無地を
示すデータとして変換された左眼用映像データに左眼ガイドデータ１８２ａ（第２ガイド
データ）および指標データ１８４を重畳してもよい。これにより、背景となる左右映像デ
ータが無地を示すため、右眼ガイドデータ１８２ｂ（第１ガイドデータ）、左眼ガイドデ
ータ１８２ａ（第２ガイドデータ）および指標データ１８４の視認性を向上することがで
き、クロストークの発生をより容易に確認することが可能となる。
【００５４】
　また、映像加工部１６２は、映像取得部１５０が取得した左眼用映像データ１８０ａお
よび右眼用映像データ１８０ｂのいずれか一方のみを、ガイドデータ取得部１６０が取得
した第１ガイドデータに置換することもできる。
【００５５】
　図７は、映像加工部１６２の他の構成例を説明するための説明図である。映像加工部１
６２が置換を行う場合、ガイドデータ生成部１５８は、図７（ａ）に示すような、左眼ガ
イドデータ１８２ａを含み他の領域を無地とする、左眼用映像データ１８０ａと同サイズ
の左眼置換データ１８６ａと、右眼ガイドデータ１８２ｂを含み他の領域を無地とする、
右眼用映像データ１８０ｂと同サイズの右眼置換データ１８６ｂと、を生成する。
【００５６】
　ガイドデータ取得部１６０は、左眼置換データ１８６ａに置換するフレーム期間を「１
」、右眼置換データ１８６ｂに置換するフレーム期間を「２」、左右映像データ１８０を
そのまま表示させるフレーム期間を「０」となるようなガイドデータ制御信号を生成する
。そして、図７（ｂ）に示すように、映像加工部１６２のスイッチ１６２ｂは、ガイドデ
ータ制御信号に応じてフレーム単位で出力信号を切り換える。このように、左眼用映像デ
ータ１８０ａを左眼置換データ１８６ａに置換する、または右眼ガイドデータ１８２ｂを
右眼置換データ１８６ｂに置換するだけで、クロストークの発生を容易に確認することが
できる。
【００５７】
　表示制御部１６４は、左眼ガイドデータ１８２ａおよび指標データ１８４が重畳された
左眼用映像データ１８０ａが１または複数（ここでは２回）連続した左セットデータ（第
１セットデータ）と、右眼ガイドデータ１８２ｂが重畳された右眼用映像データ１８０ｂ
が１または複数（ここでは２回）連続した右セットデータ（第２セットデータ）とを垂直
同期信号に基づいてディスプレイ１６６に交互に表示させる。
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【００５８】
　ディスプレイ１６６は、液晶ディスプレイ、有機ＥＬ(Electro Luminescence)ディスプ
レイ等で構成され、表示制御部１６４の制御指令に応じて、指示されたデータ（例えば、
左眼ガイドデータ１８２ａおよび指標データ１８４が重畳された左眼用映像データ１８０
ａと、右眼ガイドデータ１８２ｂが重畳された右眼用映像データ１８０ｂ）を表示する。
【００５９】
　シャッタ信号生成部１６８は、電子シャッタ眼鏡１２０の左右の電子シャッタの開閉を
制御するシャッタ信号を垂直同期信号および第１トグル信号に基づいて左シャッタ、右シ
ャッタそれぞれに対して生成する。シャッタ信号は、例えば、図２（ｂ）や図２（ｃ）で
示したような電子シャッタの開区間を「１」、閉区間を「０」とする信号であり、開区間
を開始するタイミング（開始時点）と、開区間を終了するタイミング（終了時点）を１ラ
インの走査時間単位で調整することができる。また、シャッタ信号は、調整前の初期状態
では、左シャッタの開区間は第１トグル信号が「０」の区間、右シャッタの開区間は第１
トグル信号が「１」の区間と等しいタイミングで生成される。
【００６０】
　ここでシャッタ信号生成部１６８は、開区間を開始するタイミングと、閉区間を開始す
るタイミングを決定することで電子シャッタの開区間を設定しているが、これに限定され
ず開区間を設定できるものであればよく、開区間を開始するタイミングと開区間幅を決定
することで開区間を設定してもよい。
【００６１】
　操作部１７０は、操作キー、十字キー、ジョイスティック等のスイッチから構成され、
ユーザの操作入力を受け付ける。また、遠隔操作のためのリモートコントローラが設けら
れる場合、当該リモートコントローラも操作部１７０として機能する。
【００６２】
　シャッタ信号調整部１７２は、操作部１７０を通じたユーザの操作入力に応じて、シャ
ッタ信号生成部１６８が生成したシャッタ信号の開始時点（開タイミング）と終了時点（
閉タイミング）を調整する。
【００６３】
　図８は、シャッタ信号調整部１７２の処理を説明するための説明図である。図８では、
理解を容易にするために、左眼用映像データ１８０ａおよび右眼用映像データ１８０ｂは
無地を示すデータとする。左眼用映像データ１８０ａに右眼用映像データ１８０ｂの一部
が混入してクロストークを起こしている場合、その混入した右眼用映像データ１８０ｂの
一部の映像は、例えば図８（ａ）や図８（ｂ）に示すように視認される。
【００６４】
　画像の走査はディスプレイ１６６の上から開始されるので、図８（ａ）に示すクロスト
ークが生じた場合、電子シャッタ眼鏡１２０の左シャッタの開タイミングが早すぎるのが
クロストークの原因であるため、左シャッタの開タイミングを遅延させていくと、右眼用
映像データ１８０ｂおよびこれに重畳された第１ガイドデータとしての右眼ガイドデータ
１８２ｂは上から順に表示されなくなる。
【００６５】
　一方、図８（ｂ）に示すクロストークが生じた場合、電子シャッタ眼鏡１２０の左シャ
ッタの閉タイミングが遅すぎるのがクロストークの原因であるため、左シャッタの閉タイ
ミングを早めていくと、右眼用映像データ１８０ｂおよびこれに重畳された第１ガイドデ
ータとしての右眼ガイドデータ１８２ｂは下から順に表示されなくなる。
【００６６】
　したがって、シャッタ信号調整部１７２は、電子シャッタ眼鏡１２０の左シャッタの開
タイミングを遅延させたり、閉タイミングを早めたりすることで、右眼ガイドデータ１８
２ｂ（第１ガイドデータ）が表示されなくなるように、シャッタ信号生成部１６８が生成
したシャッタ信号の開始時点と終了時点を調整する。これにより、クロストークが排除さ
れた立体映像をユーザに知覚させることが可能となる。
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【００６７】
　ここで、映像加工部１６２は、ディスプレイ１６６の垂直方向の位置が把握可能な指標
を示す指標データ１８４を、左眼用映像データ１８０ａに重畳している。指標データ１８
４を重畳する構成により、ユーザは、クロストークの度合いを定量的に計ることができ、
その定量値を他のユーザに伝達すれば他のユーザであっても画一的な調整が可能となる。
また、他の電子シャッタ眼鏡を利用する場合であっても、その定量値を記憶しておけば同
様のクロストークの調整量を再現することができる。
【００６８】
　また、本実施形態において第１オンスクリーンディスプレイ画像は、ディスプレイ１６
６の表示画面の最上部のラインから最下部のラインに亘る水平方向の幅が略等しい矩形で
形成されるが、これに限定されず、図８（ｃ）に示す第１ガイドデータ１８８が示す第１
オンスクリーンディスプレイ画像のような第１オンスクリーンディスプレイ画像自体の長
さを、例えば縞の数等で把握可能な態様で形成されてもよい。これにより、指標データ１
８４を重畳させずとも、ユーザは、クロストークの度合いを定量的に計ることができ、そ
の定量値を記憶または他のユーザに伝達すれば画一的な調整が可能となる。
【００６９】
　ところで、映像加工部１６２は、左眼用映像データ１８０ａに第２ガイドデータ（図８
中、左眼ガイドデータ１８２ａ）を重畳している。クロストークを削減するためには、右
眼ガイドデータ１８２ｂ（第１ガイドデータ）が消えるように電子シャッタ眼鏡１２０の
開タイミングを遅延させるか、または閉タイミングを早めればよい。しかし右眼ガイドデ
ータ１８２ｂ（第１ガイドデータ）のみを視認して電子シャッタ眼鏡１２０の開閉タイミ
ングを調整すると、開タイミングを遅延させすぎたり、閉タイミングを早めすぎたりして
、クロストークは無くなるものの左右映像データ１８０の輝度が低下してしまうおそれが
ある。
【００７０】
　そこで、映像加工部１６２は、調整する眼用の映像データに第２ガイドデータを重畳す
る。そうすると、電子シャッタ眼鏡１２０の開タイミングを遅延させすぎたり、閉タイミ
ングを早めすぎたりした場合、第２ガイドデータまでもが欠けることになる。したがって
、シャッタ信号調整部１７２は、第１ガイドデータが消え、第２ガイドデータが残るよう
に電子シャッタ眼鏡１２０の開閉タイミングを調整することで、調整しすぎによる左右映
像データ１８０の輝度が不必要に低下してしまう事態を回避することが可能となる。
【００７１】
　信号送信部１７４は、赤外線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＩＥＥＥ８０２．１
１ａ／ｂ／ｇ／ｎ等の無線通信や有線通信を通じて、シャッタ信号調整部１７２が調整し
たシャッタ信号を電子シャッタ眼鏡１２０自体や電子シャッタ眼鏡１２０の制御を行う制
御装置に送信する。
【００７２】
　本実施形態にかかる立体映像表示装置１１０は、操作部１７０を介して電子シャッタ眼
鏡１２０の開閉タイミングを調整することができるため、どのような電子シャッタ眼鏡で
も立体映像表示装置１１０に適した開閉タイミングを調整することが可能となる。
【００７３】
　また、本実施形態において、映像処理部１５２がフレームメモリ１５４の前段にある構
成を説明したが、映像取得部１５０が取得した左右映像データのフォーマットには、左眼
用映像データと右眼用映像データとを隔行で表示させるラインシーケンシャルフォーマッ
トや、左眼用映像データと右眼用映像データとを市松模様のように上下左右交互に表示さ
せるチェッカーボードフォーマットなど、１つの映像データ内で左眼用映像データの領域
と右眼用映像データの領域が混在している場合があり、映像処理部１５２がフレームメモ
リ１５４の前段にある構成であると周辺画素を参照するエンハンス処理などの映像信号処
理が行えない場合がある。
【００７４】
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　このような場合には、フレームメモリ１５４を介して、左眼用映像データと右眼用映像
データを分離する処理を行った後に、映像信号処理を施す必要があるので、図９に示すよ
うに、連動した３つのスイッチ１９０ａ、１９０ｂ、１９０ｃを備える構成にし、映像取
得部１５０が取得したフォーマットに応じて映像処理部１５２、フレームメモリ１５４、
映像加工部１６２の入力信号を切り換える。例えば、映像取得部１５０が取得したフォー
マットがラインシーケンシャルフォーマットやチェッカーボードフォーマットである場合
、図９に破線で示すようにスイッチ１９０ａ、１９０ｂ、１９０ｃを切り換える。
【００７５】
　また、信号送信部１７４は、シャッタ信号調整部１７２が開区間を調整したシャッタ信
号を送信しているが、電子シャッタ眼鏡１２０自体、または電子シャッタ眼鏡１２０の制
御装置に、開区間を調整する機能が備わっている場合、信号送信部１７４は、第１トグル
信号のようなフレームの同期信号自体を送信してもよい。この場合、電子シャッタ眼鏡１
２０は、フレームの同期信号に基づいてシャッタ信号を生成する。
【００７６】
　さらに、上述した例では、左眼用映像データ１８０ａのクロストークを確認する場合に
ついて説明したので、右眼ガイドデータ１８２ｂが第１ガイドデータとして機能し、左眼
ガイドデータ１８２ａが第２ガイドデータとして機能したが、右眼用映像データ１８０ｂ
のクロストークを確認する場合は左眼ガイドデータ１８２ａが第１ガイドデータとして機
能し、右眼ガイドデータ１８２ｂが第２ガイドデータとして機能する。
【００７７】
　以上説明したように、本実施形態にかかる立体映像表示装置１１０によれば、クロスト
ークが発生しているか否かを容易に確認することが可能となる。また、操作部１７０を介
して電子シャッタ眼鏡１２０の開閉タイミングを調整することができるため、シャッタ信
号を認識可能であれば、どのような電子シャッタ眼鏡でも調整することが可能となる。し
たがって、予め立体映像表示装置１１０と組み合わせて販売された電子シャッタ眼鏡１２
０だけでなく、互換性のある他の電子シャッタ眼鏡であっても開閉タイミングを調整する
ことができ、どのような電子シャッタ眼鏡１２０であってもクロストークがなく、高輝度
の立体映像をユーザに知覚させることが可能となる。
【００７８】
（立体映像表示方法）
　また、上述した立体映像表示装置１１０を用いた立体映像表示方法も提供される。図１
０は、第１の実施形態にかかる立体映像表示方法の具体的な処理を説明するためのフロー
チャートである。
【００７９】
　映像取得部１５０が水平視差を有する左眼用映像データ１８０ａと右眼用映像データ１
８０ｂを取得すると（Ｓ２００）、ガイドデータ取得部１６０は、第１ガイドデータ、第
２ガイドデータおよび指標データ１８４を取得する（Ｓ２０２）。
【００８０】
　そして、映像加工部１６２は、ガイドデータ取得ステップＳ２０２で取得した第１ガイ
ドデータおよび第２ガイドデータとしての左眼ガイドデータ１８２ａと、指標データ１８
４とを左眼用映像データ１８０ａに、第１ガイドデータおよび第２ガイドデータとしての
右眼ガイドデータ１８２ｂと、指標データ１８４とを右眼用映像データに重畳する（Ｓ２
０４）。
【００８１】
　そして、表示制御部１６４は、データ重畳ステップＳ２０４で生成された左眼用映像デ
ータと右眼用映像データとをディスプレイ１６６に交互に表示させる（Ｓ２０６）。
【００８２】
　ここで、電子シャッタ眼鏡１２０の左シャッタの開閉タイミングを調整する場合（Ｓ２
０８におけるＹＥＳ）、右シャッタは調整期間中、閉状態を維持する（Ｓ２１０）。そし
て、シャッタ信号調整部１７２は、ユーザによる操作部１７０を介した操作入力に応じて
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、左シャッタ用のシャッタ信号の開閉タイミングを伸縮し（Ｓ２１２）、左シャッタ用の
シャッタ信号は、ディスプレイ１６６に表示された右眼ガイドデータ１８２ｂが消え、左
眼ガイドデータ１８２ａが残るように調整される。
【００８３】
　一方、電子シャッタ眼鏡１２０の右シャッタの開閉タイミングを調整する場合（Ｓ２０
８におけるＮＯ）、左シャッタは調整期間中、閉状態を維持する（Ｓ２１４）。そして、
シャッタ信号調整部１７２は、ユーザによる操作部１７０を介した操作入力に応じて、右
シャッタ用のシャッタ信号の開閉タイミングを伸縮し（Ｓ２１６）、右シャッタ用のシャ
ッタ信号は、ディスプレイ１６６に表示された左眼ガイドデータ１８２ａが消え、右眼ガ
イドデータ１８２ｂが残るように調整される。
【００８４】
　そして信号送信部１７４は、調整ステップＳ２１２、２１６で調整された左シャッタ用
のシャッタ信号および右シャッタ用のシャッタ信号を電子シャッタ眼鏡１２０に送信する
（Ｓ２１８）。
【００８５】
　以上説明したように、本実施形態にかかる立体映像表示方法においても、クロストーク
が発生しているか否かを容易に確認することが可能となる。
【００８６】
（第２の実施形態：立体映像表示装置３１０）
　上述した第１の実施形態では、同一の左眼用映像データ１８０ａを連続して２回、同一
の右眼用映像データ１８０ｂを連続して２回と、左左、右右、左左、右右、…、の順で左
右映像データを表示させているので、左眼用映像データ１８０ａにおけるクロストークを
確認する場合、同一の右眼用映像データ１８０ｂが連続するフレーム期間両方に第１ガイ
ドデータとしての右眼ガイドデータ１８２ｂを重畳したが、第２の実施形態では、同一の
右眼用映像データ１８０ｂが連続するフレーム期間のうち、それぞれのフレーム期間に異
なるガイドデータを重畳することで、電子シャッタ眼鏡１２０の調整を容易に行うことの
できる立体映像表示装置３１０について説明する。
【００８７】
　図１１は、第２の実施形態にかかる立体映像表示装置３１０の概略的な機能を示した機
能ブロック図である。図１１に示すように、立体映像表示装置３１０は、映像取得部１５
０と、映像処理部１５２と、フレームメモリ１５４と、アドレス制御部３５６と、ガイド
データ生成部３５８と、ガイドデータ取得部３６０と、映像加工部３６２と、表示制御部
１６４と、ディスプレイ１６６と、シャッタ信号生成部１６８と、操作部１７０と、シャ
ッタ信号調整部１７２と、信号送信部１７４とを含んで構成される。第１の実施形態にお
ける構成要素として既に述べた映像取得部１５０と、映像処理部１５２と、フレームメモ
リ１５４と、表示制御部１６４と、ディスプレイ１６６と、シャッタ信号生成部１６８と
、操作部１７０と、シャッタ信号調整部１７２と、信号送信部１７４とは、実質的に機能
が同一なので重複説明を省略し、ここでは、構成が相違するアドレス制御部３５６、ガイ
ドデータ生成部３５８、ガイドデータ取得部３６０、映像加工部３６２を主に説明する。
【００８８】
　アドレス制御部３５６は、映像取得部１５０が２系統で並行に取得した左右映像データ
のフレーム周波数の４倍の周波数の垂直同期信号を生成し、かかる垂直同期信号に基づい
て、第１トグル信号およびリードアドレスを生成する。本実施形態においてアドレス制御
部３５６は、垂直同期信号に基づいて、第２トグル信号を生成する。
【００８９】
　図１２は、アドレス制御部３５６の処理を説明するための説明図である。図１２（ａ）
に示すように、映像処理部１５２は、映像取得部１５０が左右映像データを取得した際の
フレーム周波数（ここでは６０Ｈｚ）で、左右映像データをフレームメモリ１５４に書き
込む。なお、図１２（ｂ）～（ｅ）の、左右映像データの読み出し、垂直同期信号の生成
、第１トグル信号の生成、リードアドレスの生成については、上述した第１の実施形態の
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図４（ｄ）～（ｆ）に示すアドレス制御部１５６の処理と実質的に同一なので説明を省略
する。
【００９０】
　本実施形態において、アドレス制御部３５６は、図１２（ｃ）に示す垂直同期信号に基
づいて、図１２（ｆ）に示すように、表示制御部１６４におけるフレーム周波数（ここで
は２４０Ｈｚ）のフレーム単位を示す第２トグル信号を生成する。そしてアドレス制御部
３５６は、第１トグル信号および第２トグル信号を映像加工部３６２に、垂直同期信号お
よび水平同期信号を表示制御部１６４に、垂直同期信号および第１トグル信号をシャッタ
信号生成部１６８に出力する。
【００９１】
　ガイドデータ生成部３５８は、第１ガイドデータ、第２ガイドデータ、第３ガイドデー
タおよび第４ガイドデータを生成する。第１ガイドデータは、ディスプレイ１６６の表示
画面垂直方向に延長された第１オンスクリーンディスプレイ画像を示し、第２ガイドデー
タは、ディスプレイ１６６の表示画面垂直方向に延長され、第１オンスクリーンディスプ
レイ画像とは表示態様が異なる第２オンスクリーンディスプレイ画像を示す。第３ガイド
データは、ディスプレイ１６６の表示画面垂直方向に延長され、第１オンスクリーンディ
スプレイ画像および第２オンスクリーンディスプレイ画像とは表示態様が異なる第３オン
スクリーンディスプレイ画像を示す。第４ガイドデータは、ディスプレイ１６６の表示画
面垂直方向に延長され、第１オンスクリーンディスプレイ画像、第２オンスクリーンディ
スプレイ画像および第３オンスクリーンディスプレイ画像とは表示態様が異なる第４オン
スクリーンディスプレイ画像を示す。本実施形態において、第１ガイドデータ、第２ガイ
ドデータ、第３ガイドデータおよび第４ガイドデータは、それぞれ異なる表示位置に重畳
されるように形成され、それぞれ異なる表示色を示すように形成される。
【００９２】
　ガイドデータ取得部３６０は、第１ガイドデータ、第２ガイドデータ、第３ガイドデー
タおよび第４ガイドデータを取得する。
【００９３】
　映像加工部３６２は、左眼用映像データおよび右眼用映像データのいずれか一方を所定
回数繰り返したセットデータのうち、ディスプレイ１６６に表示させる最先の映像データ
に第１ガイドデータを、ディスプレイ１６６に表示させる最後の映像データに第３ガイド
データをそれぞれ重畳し、第１ガイドデータおよび第３ガイドデータを重畳していない、
左眼用映像データおよび右眼用映像データの他方のセットデータのうち、ディスプレイ１
６６に表示させる最先の映像データに第２ガイドデータを、ディスプレイ１６６に表示さ
せる最後の映像データに第４ガイドデータをそれぞれ重畳する。
【００９４】
　本実施形態では、電子シャッタ眼鏡１２０の片眼側の電子シャッタのみを有効にしたり
、他の眼側の電子シャッタを閉じたりすることで片眼毎にクロストークの有無を確認して
いる。したがって、映像加工部３６２は、具体的に、クロストークが発生しているか否か
を確認する眼用の映像データに第２ガイドデータおよび第４ガイドデータを重畳し、クロ
ストークが発生しているか否かを確認する眼ではない方の眼用の映像データに第１ガイド
データおよび第３ガイドデータを重畳する。このように第１ガイドデータ、第２ガイドデ
ータ、第３ガイドデータおよび第４ガイドデータは確認対象とする眼が左右いずれである
かによって重畳先の映像データが相対的に変化する。また、以下では、説明の便宜のため
、左眼用映像データに第１左眼ガイドデータおよび第２左眼ガイドデータを、右眼用映像
データに第１右眼ガイドデータおよび第２右眼ガイドデータを絶対的に重畳する。したが
って、確認対象とする眼が左右いずれであるかによって、第１左眼ガイドデータが第１ガ
イドデータに対応していたり、第２ガイドデータに対応していたり、第２左眼ガイドデー
タが第３ガイドデータに対応していたり、第４ガイドデータに対応することとなる。
【００９５】
　ここでは、上述した第１の実施形態と同様に、左眼用映像データに対する右眼用映像デ
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ータのクロストークを確認する場合（左眼用映像データのみ視認する場合）について説明
する。映像加工部３６２は、左眼用映像データを所定回数（ここでは２回）繰り返した左
セットデータのうち、ディスプレイ１６６に表示させる最先の左眼用映像データに第１左
眼ガイドデータを、左セットデータのうち、ディスプレイ１６６に表示させる最後の左眼
用映像データに第２左眼ガイドデータをそれぞれ重畳し、右眼用映像データを所定回数繰
り返した右セットデータのうち、ディスプレイ１６６に表示させる最先の右眼用映像デー
タに第１右眼ガイドデータを、右セットデータのうち、ディスプレイ１６６に表示させる
最後の右眼用映像データに第２右眼ガイドデータをそれぞれ重畳する。そして、第１左眼
ガイドデータは第２ガイドデータとして機能し、第２左眼ガイドデータは第４ガイドデー
タとして機能し、第１右眼ガイドデータは第１ガイドデータとして機能し、第２右眼ガイ
ドデータは第３ガイドデータとして機能する。
【００９６】
　図１２に示すように、本実施形態においてフレームメモリ１５４から読み出される左右
映像データは、映像データを２系統で並行して取得した場合の１フレーム期間に、左眼用
映像データを２回繰り返した左セットデータ３７０ａと、右眼用映像データを２回繰り返
した右セットデータ３７０ｂを含んでいる。
【００９７】
　図１３は、映像加工部３６２の処理を説明するための説明図である。映像加工部３６２
は、図１３（ａ）、（ｂ）に示すように、左セットデータ３７０ａのうち最先の左眼用映
像データＬ１に第２ガイドデータとしての第１左眼ガイドデータ３８０ａを、左セットデ
ータ３７０ａのうち最後の左眼用映像データＬ２に第４ガイドデータとしての第２左眼ガ
イドデータ３８０ｃを、右セットデータ３７０ｂのうち最先の右眼用映像データＲ１に第
１ガイドデータとしての第１右眼ガイドデータ３８０ｂを、右セットデータ３７０ｂのう
ち最後の右眼用映像データＲ２に第３ガイドデータとしての第２右眼ガイドデータ３８０
ｄを重畳する。
【００９８】
　表示制御部１６４は、第１左眼ガイドデータ３８０ａが重畳された左眼用映像データＬ
１、第２左眼ガイドデータ３８０ｃが重畳された左眼用映像データＬ２、第１右眼ガイド
データ３８０ｂが重畳された右眼用映像データＲ１、第２右眼ガイドデータ３８０ｄが重
畳された右眼用映像データＲ２を順にディスプレイ１６６に表示させる。
【００９９】
　ここで、左眼用映像データにおけるクロストークを確認する場合であって、図１３（ｃ
）に示すように第１右眼ガイドデータ３８０ｂが表示される場合、第１右眼ガイドデータ
３８０ｂは右セットデータ３７０ｂのうち最先の右眼用映像データＲ１に重畳されている
データであるため、左セットデータ３７０ａのうち最後の左眼用映像データＬ２に右眼用
映像データＲ１が混入していることが分かる。
【０１００】
　したがって、ディスプレイ１６６に表示されたガイドデータをユーザに視認させるだけ
で、電子シャッタ眼鏡１２０の左シャッタの閉タイミングを早めていけばクロストークが
無くなるということを直感的に把握させることができる。
【０１０１】
　同様に、図１３（ｄ）に示すように、第２右眼ガイドデータ３８０ｄが表示される場合
、第２右眼ガイドデータ３８０ｄは右セットデータ３７０ｂのうち最後の右眼用映像デー
タＲ２に重畳されているデータであるため、左セットデータ３７０ａのうち最先の左眼用
映像データＬ１に右眼用映像データＲ２が混入していることが分かる。
【０１０２】
　したがって、ディスプレイ１６６に表示されたガイドデータをユーザに視認させるだけ
で、電子シャッタ眼鏡１２０の左シャッタの開タイミングを遅延させていけばクロストー
クが無くなるということを直感的に把握させることができる。
【０１０３】



(18) JP 2011-239257 A 2011.11.24

10

20

30

40

50

　本実施形態において、ガイドデータ生成部３５８は、第１左眼ガイドデータ３８０ａ、
第１右眼ガイドデータ３８０ｂ、第２左眼ガイドデータ３８０ｃ、第２右眼ガイドデータ
３８０ｄを、異なる表示位置に重畳されるように形成するが、これに限定されず、第１左
眼ガイドデータ３８０ａ、第１右眼ガイドデータ３８０ｂ、第２左眼ガイドデータ３８０
ｃ、第２右眼ガイドデータ３８０ｄをそれぞれ相異なる表示色として、同一の表示位置に
重畳されるように形成してもよい。
【０１０４】
　また、セットデータのうち最先の映像データに重畳されるガイドデータ（第１左眼ガイ
ドデータ３８０ａと第１右眼ガイドデータ３８０ｂ）の表示位置を同一とし、最後の映像
データに重畳されるガイドデータ（第２左眼ガイドデータ３８０ｃと第２右眼ガイドデー
タ３８０ｄ）の表示位置を同一として、さらに左眼用映像データに重畳されるガイドデー
タ（第１左眼ガイドデータ３８０ａと第２左眼ガイドデータ３８０ｃ）の表示色を同一（
例えば赤色）とし、右眼用映像データに重畳されるガイドデータ（第１右眼ガイドデータ
３８０ｂと第２右眼ガイドデータ３８０ｄ）の表示色を同一（例えば青色）にしてもよい
。
【０１０５】
　こうすることで、左シャッタの開閉タイミングを調整する場合であって、第１左眼ガイ
ドデータ３８０ａが配される場所の画像の色が紫色に視認される場合、第１右眼ガイドデ
ータ３８０ｂが混入していることになり、第２左眼ガイドデータ３８０ｃが配される場所
の画像の色が紫色に視認される場合、第２右眼ガイドデータ３８０ｄが混入していること
になる。したがって、ユーザはディスプレイ１６６に表示されるオンスクリーンディスプ
レイ画像の色を視認するだけで、クロストークが発生しているか否かを容易に確認するこ
とができ、クロストークが発生している場合に電子シャッタを開くタイミングを遅延させ
ればいいのか電子シャッタを閉じるタイミングを早めればいいのかを簡単に把握すること
が可能となる。
【０１０６】
　以上説明したように、本実施形態にかかる立体映像表示装置３１０によれば、クロスト
ークが発生している場合に、ディスプレイ１６６を見ただけで、電子シャッタ眼鏡１２０
の開タイミングを調整すればよいか、閉タイミングを調整すればよいかを表示位置や表示
色によってユーザに直感的に把握させることが可能となる。
【０１０７】
　なお、ここでは理解を容易にするために、指標データを重畳していないが、指標データ
を重畳して、クロストークの度合いをユーザに定量的に把握させてもよい。また、上述し
た第１の実施形態のガイドデータ取得部１６０と同様に、第１ガイドデータ、第２ガイド
データ、第３ガイドデータおよび第４ガイドデータの群から選択される１または複数を図
示しないメモリに予め保持させておき、ガイドデータ取得部３６０は、かかるメモリから
取得することもできる。
【０１０８】
（立体映像表示方法）
　図１４は、第２の実施形態にかかる立体映像表示方法の具体的な処理を説明するための
フローチャートである。
【０１０９】
　映像取得部１５０が水平視差を有する左眼用映像データと右眼用映像データを取得する
と（Ｓ４００）、ガイドデータ取得部３６０は、第１ガイドデータ、第２ガイドデータ、
第３ガイドデータおよび第４ガイドデータを取得する（Ｓ４０２）。
【０１１０】
　そして、映像加工部３６２は、ガイドデータ取得ステップＳ４０２で取得した第１ガイ
ドデータおよび第２ガイドデータとしての第１左眼ガイドデータ３８０ａを左セットデー
タ３７０ａのうち最先の左眼用映像データＬ１に、第３ガイドデータおよび第４ガイドデ
ータとしての第２左眼ガイドデータ３８０ｃを左セットデータ３７０ａのうち最後の左眼
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用映像データＬ２に、第１ガイドデータおよび第２ガイドデータとしての第１右眼ガイド
データ３８０ｂを右セットデータ３７０ｂのうち最先の右眼用映像データＲ１に、第３ガ
イドデータおよび第４ガイドデータとしての第２右眼ガイドデータ３８０ｄを右セットデ
ータ３７０ｂのうち最後の右眼用映像データＲ２にそれぞれ重畳する（Ｓ４０４）。
【０１１１】
　そして、表示制御部１６４は、データ重畳ステップＳ４０４で生成された左セットデー
タと右セットデータとをディスプレイ１６６に交互に表示させる（Ｓ４０６）。
【０１１２】
　ここで、電子シャッタ眼鏡１２０の左シャッタの開閉タイミングを調整する場合（Ｓ４
０８におけるＹＥＳ）、右シャッタは調整期間中、閉状態を維持する（Ｓ４１０）。そし
て、シャッタ信号調整部１７２は、ユーザによる操作部１７０を介した操作入力に応じて
、左シャッタ用のシャッタ信号の開タイミングを調整し（Ｓ４１２）、左シャッタ用のシ
ャッタ信号は、ディスプレイ１６６に表示された第２右眼ガイドデータ３８０ｄが消え、
第１左眼ガイドデータ３８０ａが残るように調整される。また、シャッタ信号調整部１７
２は、ユーザによる操作部１７０を介した操作入力に応じて、左シャッタ用のシャッタ信
号の閉タイミングを調整し（Ｓ４１４）、左シャッタ用のシャッタ信号は、ディスプレイ
１６６に表示された第１右眼ガイドデータ３８０ｂが消え、第２左眼ガイドデータ３８０
ｃが残るように調整される。
【０１１３】
　一方、電子シャッタ眼鏡１２０の右シャッタの開閉タイミングを調整する場合（Ｓ４０
８におけるＮＯ）、左シャッタは調整期間中、閉状態を維持する（Ｓ４１６）。そして、
シャッタ信号調整部１７２は、ユーザによる操作部１７０を介した操作入力に応じて、右
シャッタ用のシャッタ信号の開タイミングを調整し（Ｓ４１８）、右シャッタ用のシャッ
タ信号は、ディスプレイ１６６に表示された第２左眼ガイドデータ３８０ｃが消え、第１
右眼ガイドデータ３８０ｂが残るように調整される。また、シャッタ信号調整部１７２は
、ユーザによる操作部１７０を介した操作入力に応じて、右シャッタ用のシャッタ信号の
閉タイミングを調整し（Ｓ４２０）、右シャッタ用のシャッタ信号は、ディスプレイ１６
６に表示された第１左眼ガイドデータ３８０ａが消え、第２右眼ガイドデータ３８０ｄが
残るように調整される。
【０１１４】
　そして信号送信部１７４は、調整ステップＳ４１２、４１４、４１８、４２０で調整さ
れた左シャッタ用のシャッタ信号および右シャッタ用のシャッタ信号を電子シャッタ眼鏡
１２０に送信する（Ｓ４２２）。
【０１１５】
　以上説明したように、本実施形態にかかる立体映像表示方法においても、クロストーク
が発生している場合に、ディスプレイ１６６を見ただけで、電子シャッタ眼鏡１２０の開
タイミングを調整すればよいか、閉タイミングを調整すればよいかをユーザに直感的に把
握させることが可能となる。
【０１１６】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
かかる実施形態に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲
に記載された範疇において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり
、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【０１１７】
　なお、本明細書の立体映像表示方法の各工程は、必ずしもフローチャートとして記載さ
れた順序に沿って時系列に処理する必要はなく、並列的あるいはサブルーチンによる処理
を含んでもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１１８】
　本発明は、両眼視差によって立体映像を知覚させることができる左右映像データを表示
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することが可能な立体映像表示装置および立体映像表示方法に利用することができる。
【符号の説明】
【０１１９】
１１０、３１０  …立体映像表示装置
１２０  …電子シャッタ眼鏡
１５０  …映像取得部
１５２  …映像処理部
１６０、３６０  …ガイドデータ取得部
１６２、３６２  …映像加工部
１６４  …表示制御部
１６６  …ディスプレイ
１６８  …シャッタ信号生成部
１７０  …操作部
１７２  …シャッタ信号調整部
１７４  …信号送信部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１４】
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