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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を透過する透過状態と、光を遮蔽する遮蔽状態と、を切り替えることが可能な透過遮
蔽領域を有する液晶シャッターと、
　前記透過遮蔽領域の少なくとも一部の領域である駆動領域の前記透過状態と前記遮蔽状
態とを切り替える駆動手段と、
　前記駆動領域の大きさを調整する制御手段と、
　前記透過状態と前記遮蔽状態とを切り替えるタイミングを示す同期信号を受信する受信
手段と、
　前記液晶シャッターと予め定められた表示装置との相対位置を示す位置情報を受信する
受付手段とを含み、
　前記駆動手段は、前記受信手段が受信した同期信号に応じて、前記透過状態と前記遮蔽
状態とを切り替え、
　前記制御手段は、前記受付手段が受信した位置情報に応じて、前記液晶シャッターと前
記表示装置との距離が遠いほど、前記駆動領域を小さくする、液晶シャッターめがね。
【請求項２】
　請求項１に記載の液晶シャッターめがねにおいて、
　前記液晶シャッターは、２つあり、各液晶シャッターは、前記液晶シャッターめがねの
左右方向に並設され、
　観察者の視線を検知する検知手段をさらに有し、
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　前記制御手段は、前記受付手段が受信した位置情報および前記検知手段にて検知された
視線に応じて、前記視線の方向が前記左右方向における前記液晶シャッターめがねの中心
方向から遠いほど、前記駆動領域を小さくする、液晶シャッターめがね。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の液晶シャッターめがねにおいて、
　前記液晶シャッターは、
　一対の透明基板と、
　各透明基板上に形成された一対の電極と、
　前記電極間に封入された液晶層と、
　前記透明基板を挟む一対の偏光層と、を有し、
　前記一対の電極の少なくとも一方は、複数の個別電極に分割された分割電極であり、
　前記駆動手段は、前記個別電極に電圧を印加して、前記駆動領域の前記透過状態と前記
遮蔽状態とを切り替え、
　前記制御手段は、前記駆動手段が電圧を印加する個別電極を選択することで、前記駆動
領域の大きさを調整する、液晶シャッターめがね。
【請求項４】
　請求項３に記載の液晶シャッターめがねにおいて、
　前記分割電極は、前記個別電極として、中心電極と、前記中心電極を囲む外周電極とを
有する、液晶シャッターめがね。
【請求項５】
　請求項４に記載の液晶シャッターめがねにおいて、
　前記中心電極は、長軸方向が前記液晶シャッターめがねの左右方向と平行な楕円形状で
ある、液晶シャッターめがね。
【請求項６】
　請求項４に記載の液晶シャッターめがねにおいて、
　前記中心電極は、長手方向が前記液晶シャッターめがねの左右方向と平行な長方形状で
ある、液晶シャッターめがね。
【請求項７】
　請求項４ないし６のいずれか１項に記載の液晶シャッターめがねにおいて、
　前記液晶シャッターは、２つあり、各液晶シャッターは、前記液晶シャッターめがねの
左右方向に並設され、
　各液晶シャッターが有する中心電極の中心点は、前記左右方向における当該液晶シャッ
ターの中心線と、他の液晶シャッターとの間にある、液晶シャッターめがね。
【請求項８】
　請求項３に記載の液晶シャッターめがねにおいて、
　前記一対の電極の両方が前記分割電極であり、各電極が前記個別電極として複数のライ
ン電極を有し、
　前記一対の電極の一方に含まれるライン電極のそれぞれと、前記電極の他方に含まれる
ライン電極のそれぞれとが互いに交差している、液晶シャッターめがね。
【請求項９】
　請求項３に記載の液晶シャッターめがねにおいて、
　前記個別電極は、格子状に配置されている、液晶シャッターめがね。
【請求項１０】
　請求項１ないし９のいずれか１項に記載の液晶シャッターめがねにおいて、
　前記液晶シャッターは、めがねフレームと着脱可能である、液晶シャッターめがね。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶シャッターめがねに関し、特には、複数の画像を時分割して表示する時
分割表示ディスプレイを観察するための液晶シャッターめがねに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　複数の画像を時分割して表示する時分割表示ディスプレイと、液晶シャッターめがねと
を有する時分割表示システムが提案または開発されている。
【０００３】
　時分割表示システムとしては、例えば、観察者に立体画像を知覚させるための立体表示
システムがある。
【０００４】
　図１は、立体表示システムの一例を示した模式図である。図１において、立体表示シス
テムは、時分割表示ディスプレイである液晶表示装置１００と、液晶シャッターめがね１
０１とを含む。また、液晶シャッターめがね１０１は、右眼用液晶シャッター１０１ａと
左眼用液晶シャッター１０１ｂとを有する。
【０００５】
　液晶表示装置１００は、右眼用画像と左眼用画像とを交互に表示する。右眼用液晶シャ
ッター１０１ａおよび左眼用液晶シャッター１０１ｂのそれぞれは、右眼用画像および左
眼用画像のそれぞれの表示に同期して、光を透過する透過状態と、光を遮断する遮蔽状態
とを切り替える。これにより、観察者１０２の右目に右眼用画像が入射され、観察者１０
２の左目に左眼用画像が入射される。これにより、右眼用画像および左眼用画像が右目お
よび左目の視差に応じた画像であれば、観察者に立体画像を知覚させることが可能になる
。
【０００６】
　また、時分割表示システムとしては、複数の観察者のそれぞれに異なる画像を知覚させ
るためのマルチビュー表示システムがある。マルチビュー表示システムは、特許文献１に
記載されている。なお、マルチビュー表示システムの構成は、図１に示す立体表示システ
ムと同様である。
【０００７】
　マルチビュー表示システムでは、液晶表示装置１００は、複数の観察者のそれぞれに向
けた画像を順番に表示する。複数の観察者のそれぞれが使用する液晶シャッターめがね１
０１は、自観察者に向けた画像の表示に同期して、透過状態と遮断状態とを切り替える。
これにより、複数の観察者のそれぞれに異なる画像を知覚させることが可能になる。
【０００８】
　図２は、マルチビュー表示システムの動作の一例を説明するための説明図である。図２
では、３人の観察者１０２ａ～１０２ｃのそれぞれが液晶シャッターめがね１０１を使用
している。
【０００９】
　液晶表示装置１００は、画像Ａ１、画像Ｂ１、画像Ｃ１および画像Ａ２の順で画像を表
示する。観察者１０２ａの液晶シャッターめがね１０１は、画像Ａ１およびＡ２が表示さ
れているときに透過状態になり、他の画像が表示されているときには遮蔽状態になる。こ
れにより、観察者１０２ａは、画像Ａ１およびＡ２を連続的に知覚することになる。
【００１０】
　また、観察者１０２ｂの液晶シャッターめがね１０１は、画像Ｂ１が表示されていると
きに透過状態になり、他の画像が表示されているときには遮蔽状態になる。さらに、観察
者１０２ｃの液晶シャッターめがね１０１は、画像Ｃ１が表示されているときに透過状態
になり、他の画像が表示されているときには遮蔽状態になる。これにより、観察者１０２
ｂは、画像Ｂ１を知覚することになり、観察者１０２ｃは、画像Ｃ１を知覚することにな
る。
【００１１】
　したがって、観察者１０２ａ～１０２ｃのそれぞれが異なる画像を知覚することになる
。
【００１２】
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　さらに、時分割表示システムとしては、液晶シャッターめがねの使用者のみに表示画像
を知覚させるためのセキュア表示システムがある。セキュア表示システムでは、時分割表
示ディスプレイとして、ノート型パーソナルコンピュータ等の携帯情報端末のディスプレ
イを用いることで、秘匿性の高い携帯情報端末を実現することができる。
【００１３】
　図３は、セキュア表示システムの一例を示した模式図である。
【００１４】
　図３において、情報携帯端末１０３の時分割表示ディスプレイ１０４は、例えば、画像
Ａ、画像Ａの反転画像Ａ’、画像Ｂおよび画像Ｂの反転画像Ｂ’のように、画像とその反
転画像とを交互に表示する。
【００１５】
　この場合、液晶シャッターめがね１０１を装着していない観察者には、その画像と反転
画像とが積分されて無彩色化された画像が知覚されるので、画像ＡおよびＢを知覚するこ
とができない。
【００１６】
　また、液晶シャッターめがね１０１が、画像ＡおよびＢの表示に同期して透過状態にな
り、反転画像Ａ’およびＢ’の表示に同期して遮蔽状態になれば、その液晶シャッターめ
がね１０１を装着した観察者１０２は、画像ＡおよびＢを知覚することができる。
【００１７】
　したがって、液晶シャッターめがね１を使用している観察者のみに画像ＡおよびＢを知
覚させることが可能になる。
【００１８】
　上記の時分割表示システムでは、液晶シャッターめがねは、時分割表示ディスプレイか
らの表示光だけでなく、表示光以外の周囲光に対しても、透過と遮蔽とを切り替えていた
。このため、観察者は、周囲光によってちらつきを感じるという問題があった。特に、蛍
光灯のような瞬間的に点滅を繰り返す光源からの出射光が周囲光に含まれると、液晶シャ
ッターめがねの透過状態および遮蔽状態が切り替わる周期と、光源の点灯周期とのずれの
ために、観察者が感じるちらつきが大きくなる。
【００１９】
　周囲光によるちらつきを低減することが可能な技術としては、特許文献２に記載の立体
画像認識装置と、特許文献３に記載の立体画像表示装置とがある。
【００２０】
　特許文献２に記載の立体画像認識装置は、ＣＲＴと液晶シャッターめがねとを備える。
ＣＲＴの表示画面には、直線偏光フィルターが設けられる。また、液晶シャッターめがね
では、液晶が封入された液晶封入ガラス板と直線偏光フィルターとが積層されており、液
晶封入ガラス板がＣＲＴ側に配置されている。
【００２１】
　上記の立体画像認識装置では、ＣＲＴからの表示光が偏光光となるので、液晶封入ガラ
ス板内の液晶を透過する光の偏光の向きが切り替えられることで、表示光の透過と遮蔽と
を切り替えることが可能になる。また、周囲光は偏光光ではないため、液晶シャッターめ
がねによって表示光が遮蔽される場合でも、周囲光は遮蔽されない。このため、周囲光は
液晶シャッターめがねを常に透過されることとなり、周囲光によるちらつきを低減するこ
とが可能になる。
【００２２】
　また、特許文献３に記載の立体画像表示装置は、カラー受像管と偏光めがねとを備える
。カラー受像管の表示画面には液晶層が設けられる。
　上記の立体画像表示装置では、液晶層によってカラー受像管からの表示光の偏光の向き
が切り替えられることによって、偏光めがねによる表示光の透過と遮蔽とを切り替えるこ
とが可能になる。この立体画像表示装置でも、特許文献２に記載の立体画像認識装置と同
様に、周囲光が液晶シャッターめがねで遮蔽されないので、周囲光によるちらつきを低減
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することが可能になる。
【００２３】
　また、特許文献２および３に記載の技術とは別に、液晶シャッターめがねのレンズ部分
の一部を液晶シャッターとすることで、観察者が感じるちらつきを低減することができる
と考えられる。
【００２４】
　図４Ａは、レンズ部分の一部を液晶シャッターとした液晶シャッターめがねを示した側
面図であり、図４Ｂは、観察者が図４Ａで示した液晶シャッターめがねを用いて時分割表
示ディスプレイを観察した様子を示した説明図である。
【００２５】
　図４Ａで示されたように、液晶シャッターめがねのレンズ部分２００は、フレーム２０
１で支えられている。また、レンズ部分２００には、レンズ径よりも小さい径の液晶シャ
ッター２０２が形成されている。さらに、液晶シャッター２０２は、液晶セル２０３と、
液晶セル２０３を挟む一対の偏光層２０４からなる。
【００２６】
　また、図４Ｂで示されたように、観察者２１０は、視野範囲２１１Ａで時分割表示ディ
スプレイ２１２を観察する。このとき、時分割表示ディスプレイ２１２からの表示光が液
晶シャッター２０２に入射されたとすると、液晶シャッター２０２の透過状態と遮蔽状態
とが切り替わることで、表示光２２１の透過と遮蔽とが切り替わる。
【００２７】
　また、蛍光灯２１３などから出射された周囲光２２２が、観察者の視野範囲２１１Ａの
周囲の視野範囲２１１Ｂから、レンズ部分２００の液晶シャッター２０２を通過せずに観
察者２１０の眼に入射されたとする。この場合、周囲光２２２の透過と遮蔽とが切り替わ
らないので、観察者２１０が感じるちらつきを低減することができる。
【００２８】
　なお、レンズ部分の一部を液晶シャッターとする液晶シャッターめがねまたはそれに関
連する技術は、特許文献４～１１に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２９】
【特許文献１】特開２００６－１８６７６８号公報
【特許文献２】特開２００２－８２３０７号公報
【特許文献３】特開昭６２－１９１８１９号公報
【特許文献４】特開平８－３２７９４９号公報
【特許文献５】特開２００４－２８００４２号公報
【特許文献６】特開平６－３２４２８７号公報
【特許文献７】特開昭５７－１８８０１２号公報
【特許文献８】特開２００２－１１６２１７号公報
【特許文献９】特開平２－３０８２１４号公報
【特許文献１０】特開昭５６－１６５１１７号公報
【特許文献１１】特開平６－３２４２８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３０】
　特許文献２および３に記載の技術では、以下の問題点がある。
【００３１】
　時分割表示システムにおいて、良好な画像を観察者に提供するためには、液晶シャッタ
ーめがねに設けられた偏光フィルターの偏光面と、表示装置の表示画面に設けられた偏光
フィルターの偏光面とがなす面間角度を、所定の角度に維持しなければならない。
【００３２】
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　面間角度が所定の角度からずれると、液晶シャッターめがねが光の透過および遮蔽を十
分に行えず、例えば、液晶シャッターめがねが遮蔽状態にも関わらず表示光の一部が透過
して、観察者の目に入射されるなどの現象が生じる。この場合、観察者の目には、本来、
入射しないはずの光まで入射されることになり、観察者は良好な画像を知覚することがで
きなくなる。
【００３３】
　しかしながら、面間角度は、観察者と表示装置との位置関係や、観察者の体や液晶シャ
ッターめがねの傾きなどに応じて変化するため、面間角度を所定の角度に維持することが
困難である。
【００３４】
　したがって、特許文献２および３に記載の技術では、観察者がある状況で時分割表示デ
ィスプレイを観察しているときに良好な画像を提供できても、観察者の状況が変化すると
、良好な画像の提供を維持することができないという問題がある。
【００３５】
　なお、特許文献２および３に記載の技術では、ＣＲＴまたはカラー受像管からの表示光
が偏光光でなければならない。このため、ＣＲＴ、プラズマディスプレイおよび有機ＥＬ
ディスプレイなどのように偏光光ではない光を出力する表示装置を時分割表示ディスプレ
イとして使用する場合、表示装置の表示画面に偏光フィルターを設ける必要がある。
【００３６】
　したがって、表示装置を画像の時分割表示を行わない通常のディスプレイとして用いる
場合、表示装置からの表示光が偏光フィルターによって減衰するため、表示画像が暗くな
るという問題もある。
【００３７】
　また、液晶シャッターめがねのレンズ部分の一部を液晶シャッターとすることで、ちら
つきを低減する技術には、以下の問題がある。
【００３８】
　図５は、液晶シャッターめがねのレンズ部分の一部を液晶シャッターとする技術の問題
点を説明するための説明図である。
【００３９】
　図５では、観察者３００が液晶シャッターめがね３０１を用いて時分割表示ディスプレ
イ３０２および３０３を観察した様子が示されている。なお、液晶シャッターめがね３０
１は、レンズ部分の一部が液晶シャッター３０１Ａである。また、時分割表示ディスプレ
イ３０３の表示画面は、時分割表示ディスプレイ３０２の表示画面より小さいものとする
。
【００４０】
　観察者３００が時分割表示ディスプレイ３０２を観察した場合、時分割表示ディスプレ
イ３０２からの表示光３０４Ａが液晶シャッター３０１Ａに入射され、表示光３０４Ａ以
外の周囲光３０５Ａが液晶シャッター３０１に入射されなかったとする。この場合、周囲
光３０５Ａの透過および遮蔽が切り替わらないので、観察者３００に良好な画像を提供す
ることができる。
【００４１】
　また、観察者３００が同じ位置から時分割表示ディスプレイ３０３を観察した場合、時
分割表示ディスプレイ３０３の表示画面が時分割表示ディスプレイ３０２の表示画面より
も小さいため、表示光３０４Ａの代わりに、時分割表示ディスプレイ３０３の表示光３０
４Ｂと表示光３０４Ｂ以外の周囲光３０５Ｂとが液晶シャッター３０１Ａに入射されるこ
とになる。このため、周囲光３０５Ｂの透過および遮蔽が切り替えられることになり、観
察者はちらつきを感じする。
【００４２】
　なお、観察者３００から時分割表示ディスプレイ３０２までの距離が変わると、観察者
３００が同じ位置から時分割表示ディスプレイ３０３を観察した場合と同様に、周囲光が
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液晶シャッター３０１Ａに入射されることもある。
【００４３】
　したがって、液晶シャッターめがねのレンズ部分の一部を液晶シャッターとする技術で
も、特許文献２および３に記載の技術と同様に、観察者がある状況で時分割表示ディスプ
レイを観察しているときに良好な画像を提供できても、観察者の状況が変化すると、良好
な画像の提供を維持することができないという問題がある。
【００４４】
　なお、特許文献４～１１には、ちらつきを低減することについての記載はなく、この問
題を解決することができない。
【００４５】
　本発明の目的は、上記の課題である、観察者の状況が変化すると、良好な画像の提供を
維持することができないという問題を解決する液晶シャッターめがねを提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００４６】
　本発明による液晶シャッターめがねは、光を透過する透過状態と、光を遮蔽する遮蔽状
態と、を切り替えることが可能な透過遮蔽領域を有する液晶シャッターと、前記透過遮蔽
領域の少なくとも一部の領域である駆動領域の前記透過状態と前記遮蔽状態とを切り替え
る駆動手段と、前記駆動領域の大きさおよび位置の少なくとも一方を調整する制御手段と
、を含む液晶シャッターめがね。
【発明の効果】
【００４７】
　本発明によれば、観察者の状況が変化しても、良好な画像の提供を維持することが可能
になる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】立体表示システムの一例を示した模式図である。
【図２】マルチビュー表示システムの動作の一例を説明するための説明図である。
【図３】セキュア表示システムの一例を示した模式図である。
【図４Ａ】レンズ部分の一部を液晶シャッターとした液晶シャッターめがねを示した側面
図である。
【図４Ｂ】観察者が図２６Ａで示した液晶シャッターめがねを用いて時分割表示ディスプ
レイを観察した様子を示した説明図である。
【図５】液晶シャッターめがねの一部を液晶シャッターとする技術の問題点を説明するた
めの説明図である。
【図６】本発明の第一の実施形態の液晶シャッターめがねの外観を示した正面図である。
【図７】制御装置の構成例を示したブロック図である。
【図８Ａ】駆動領域の一例を示した説明図である。
【図８Ｂ】駆動領域の他の例を示した説明図である。
【図８Ｃ】駆動領域の他の例を示した説明図である。
【図９Ａ】観察者の状況が変化してもちらつき感を抑制することが可能であることの一例
を説明するための説明図である。
【図９Ｂ】観察者の状況が変化してもちらつき感を抑制することが可能であることの他の
例を説明するための説明図である。
【図１０】液晶シャッターの一例を示した断面図である。
【図１１】分割電極の一例を示した模式図である。
【図１２】分割電極の他の例を示した模式図である。
【図１３】分割電極の他の例を示した模式図である。
【図１４】分割電極の他の例を示した模式図である。
【図１５】分割電極の他の例を示した模式図である。
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【図１６】分割電極の他の例を示した模式図である。
【図１７】中心電極の配置を説明するための説明図である。
【図１８】液晶シャッターの他の例を示した断面図である。
【図１９】分割電極の他の例を示した模式図である。
【図２０】分割電極の他の例を示した模式図である。
【図２１】分割電極の他の例を示した模式図である。
【図２２】液晶シャッターめがねの他の例を示したブロック図である。
【図２３】液晶シャッターめがねの外観を示した正面図である。
【図２４】液晶シャッターめがねの動作例を説明するためのフローチャートである。
【図２５】時分割表示ディスプレイによる相対位置の測定を説明するための説明図である
。
【図２６】液晶シャッターめがねの動作例を説明するためのフローチャートである。
【図２７】液晶シャッターが着脱可能な液晶シャッターめがねを示した側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の説明では、同
じ機能を有する構成や同じ処理には同じ符号を付け、その説明を省略する場合がある。
【００５０】
　図６は、本発明の第一の実施形態の液晶シャッターめがねの外観を示した正面図である
。図６において、液晶シャッターめがね１は、液晶シャッター２と、めがねフレーム３と
、制御装置４とを有する。
【００５１】
　液晶シャッター２は、液晶シャッターめがね１のレンズ部分に設けられる。
【００５２】
　液晶シャッター２は、光を透過する透過状態と、光を遮蔽する遮蔽状態とを切り替える
ことが可能な透過遮蔽領域を有する液晶素子である。より具体的には、液晶シャッター２
は、右眼用の液晶シャッター２Ａと左眼用の液晶シャッター２Ｂとを有し、液晶シャッタ
ー２Ａおよび２Ｂのそれぞれが透過遮蔽領域を有する。なお、液晶シャッター２の全ての
領域が透過遮蔽領域でもよいし、液晶シャッター２の一部が透過遮蔽領域でもよい。
【００５３】
　制御装置４は、液晶シャッター２と配線４Ａを介して相互に接続されている。なお、制
御装置４は、めがねフレーム３に内蔵されていてもよい。
【００５４】
　制御装置４は、液晶シャッター２Ａおよび２Ｂのそれぞれの透過遮蔽領域の少なくとも
一部の領域である駆動領域の透過状態と遮蔽状態とを切り替える。
【００５５】
　図７は、制御装置４の構成例を示したブロック図である。図７において、制御装置４は
、駆動部５１と、制御部５２とを有する。
【００５６】
　駆動部５１は、透過遮蔽領域の少なくとも一部の領域である駆動領域の透過状態と遮蔽
状態とを切り替える。
【００５７】
　制御部５２は、駆動部５１が状態を切り替える駆動領域の大きさおよび位置の少なくと
も一方を調整する。また、例えば、液晶シャッターめがね１が、駆動領域を調整するため
の操作部（不図示）を有し、制御部５２は、観察者による操作部への操作に応じて駆動領
域の大きさおよび位置の少なくとも一方を調整する。
【００５８】
　図８Ａ～図８Ｃは、透過遮蔽領域および駆動領域の一例を示した説明図である。図８Ａ
では、液晶シャッター２Ｂの透過遮蔽領域２１および駆動領域２２が示されている。また
、図８Ｂでは、液晶シャッター２Ｂの透過遮蔽領域２１および駆動領域２３が示されてい
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る。図８Ｃでは、液晶シャッター２Ｂの透過遮蔽領域２１および駆動領域２４が示されて
いる。駆動領域２２～２４は、同じ中心を有し、互いに大きさの異なる３つの楕円形状の
領域である。なお、駆動領域２４は、透過遮蔽領域２１と同じ領域になっている。
【００５９】
　この場合、制御部５２は、駆動部５１が状態を切り替える駆動領域を、駆動領域２２～
２４のいずれかに調整する。
【００６０】
　本実施形態によれば、液晶シャッター２は、光を透過する透過状態と、光を遮蔽する遮
蔽状態とを切り替えることが可能な透過遮蔽領域を有する。駆動部５１は、透過遮蔽領域
の少なくとも一部の領域である駆動領域の透過状態と遮蔽状態とを切り替える。制御部５
２は、駆動部５１が状態を切り替える駆動領域の大きさおよび位置の少なくとも一方を調
整する。
【００６１】
　この場合、透過状態と遮蔽状態とが切り替えられる駆動領域の大きさおよび位置の少な
くとも一方が調整されるので、観察者の状況が変化しても良好な画像の提供を維持するこ
とが可能になる。以下、この理由について詳細に説明する。
【００６２】
　図９Ａおよび図９Ｂは、観察者の状況が変化してもちらつき感を抑制することが可能で
あることを説明するための説明図である。
【００６３】
　図９Ａでは、観察者６０が液晶シャッターめがね１を用いて、時分割表示ディスプレイ
６１および６２を観察した様子が示されている。時分割表示ディスプレイ６２の表示画面
は、時分割表示ディスプレイ６１の表示画面より小さいものとする。
【００６４】
　観察者６０が時分割表示ディスプレイ６１を観察した場合、時分割表示ディスプレイ６
１からの表示光６１Ａが液晶シャッターめがね１の駆動領域６３に入射されたが、表示光
６１Ａ以外の周囲光６４Ａは駆動領域６３に入射されなかったものとする。この場合、周
囲光６４Ａの透過および遮蔽が切り替わらないので、観察者はちらつきを感じない。
【００６５】
　時分割表示ディスプレイ６１が時分割表示ディスプレイ６２に変更された場合、時分割
表示ディスプレイ６２の表示画面は時分割表示ディスプレイ６１の表示画面より小さいの
で、表示光６１Ａの代わりに、時分割表示ディスプレイ６２からの表示光６２Ａと周囲光
６４Ｂとが液晶シャッターめがね１に入射される。
【００６６】
　このとき、駆動領域６３が調整されなければ、駆動領域６３の透過状態および遮蔽状態
の切り替えに応じて、周囲光６４Ｂの透過および遮蔽が切り替えられ、観察者６０はちら
つきを感じる。
【００６７】
　一方、駆動領域６３が、表示光６２Ａが入射され、周囲光６４Ｂが入射されないように
調整されれば、駆動領域６３の透過状態および遮蔽状態が切り替えられても、周囲光６４
Ｂの透過および遮蔽が切り替えられないので、観察者６０はちらつきを感じない。
【００６８】
　また、図９Ｂでは、観察者６０が液晶シャッターめがね１を用いて、互いに異なる距離
から時分割表示ディスプレイ６１を観察した様子が示されている。
【００６９】
　観察者６０から時分割表示ディスプレイ６１までの距離が近い場合、時分割表示ディス
プレイ６１の表示画面全体からの表示光６１Ａを駆動領域６３に入射されるためには、駆
動領域６３を広くする必要がある。
【００７０】
　観察者６０から時分割表示ディスプレイ６１までの距離が遠くなると、時分割表示ディ
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スプレイ６１の表示画面全体からの表示光６１Ａが入射される駆動領域６３は小さくても
よくなる。このとき、駆動領域６３の大きさが変わらないと、表示光６１Ａ以外の周囲光
６４Ａが駆動領域６３に入射されるので、観察者はちらつきを感じる。
【００７１】
　したがって、観察者６０から時分割表示ディスプレイ６１までの距離が遠くなった場合
、駆動領域６３が、表示光６２Ａが入射され、周囲光６４Ａが入射されないような駆動領
域６３が小さくされれば、観察者６０はちらつきを感じない。
【００７２】
　したがって、本実施形態では、観察者が観察する時分割表示ディスプレイの表示画面の
大きさや、その時分割表示ディスプレイまでの距離などの観察者の状況が変化しても、駆
動領域が調整されることで、観察者の状況が変化しても良好な画像の提供を維持すること
が可能になる。
【００７３】
　次に第二の実施形態について説明する。本実施形態では、液晶シャッター２のより詳細
な構成について説明する。
【００７４】
　図１０は、液晶シャッター２の断面図である。より具体的には、図１０は、図６で示し
た液晶シャッター２ＡのＡ－Ａ断面図である。
【００７５】
　液晶シャッター２Ａは、一対の偏光層５Ａおよび５Ｂと、偏光層５Ａおよび５Ｂに挟ま
れた液晶セル１０とを有する。
【００７６】
　偏光層５Ａおよび５Ｂのそれぞれは、入射光のうちの所定の光透過軸方向の直線偏光光
を透過する。また、偏光層５Ａおよび５Ｂのそれぞれの光透過軸方向は、互いに異なって
いる。なお、偏光層５Ａが液晶シャッターめがね１の前面に形成されているものとする。
【００７７】
　液晶セル１０は、一対の透明基板１１Ａおよび１１Ｂと、一対の電極１２Ａおよび１２
Ｂと、液晶層１３と、一対の配向膜１４Ａおよび１４Ｂとを有する。
【００７８】
　透明基板１１Ａおよび１１Ｂは、互いに対向するように配置される。また、透明基板１
１Ａおよび１１Ｂの互いに対向する面の逆側の面に偏光層５Ａおよび５Ｂのそれぞれが形
成されている。以下では、透明基板１１Ａに偏光層５Ａが形成され、透明基板１１Ｂに偏
光層５Ｂが形成されているものとする。
【００７９】
　電極１２Ａは、透明基板１１Ａの透明基板１１Ｂと対向する面に形成され、電極１２Ｂ
は、透明基板１１Ｂの透明基板１１Ａと対向する面に形成される。
【００８０】
　液晶層１３は、電極１２Ａおよび１２Ｂ間に封入される。本実施形態では、透明基板１
１Ａおよび１１Ｂの周縁部がシール材１５を用いて張り合わされ、そのシール材１５で囲
まれた空間に液晶層１３が封入されている。
【００８１】
　また、液晶層１３は、例えば、ＴＮ型やＶＡ型等のネマチック液晶材料で形成されても
よいし、ＳＳＦＬＣ型等のスメクチック液晶材料で形成されてもよい。
【００８２】
　配向膜１４Ａは、電極１２Ａと液晶層１３との間に形成され、配向膜１４Ｂは、電極１
２Ｂと液晶層１３の間に形成される。
【００８３】
　配向膜１４Ａおよび１４Ｂは、電極１２Ａおよび１２Ｂに電圧が印加されたときに、液
晶層１３内の液晶分子の向きが変化して、液晶シャッター２Ａ（より具体的には、液晶層
１３）の透過状態と遮蔽状態とが切り替わるように、配向処理されている。なお、配向処
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理は、例えば、ラビング処理である。
【００８４】
　例えば、偏光層５Ａおよび５Ｂのそれぞれの光透過軸方向が互いに直交し、液晶層１３
がＴＮ型のネマチック液晶材料で形成されるものとする。この場合、液晶層１３の偏光層
５Ａ側の液晶配向方向が、偏光層５Ａの光透過軸方向と平行となり、液晶層１３の偏光層
５Ｂ側の液晶配向方向が、偏光層５Ｂの光透過軸方向と平行となるように、配向膜１４Ａ
および１４Ｂが配向処理される。これにより、液晶層１３のツイスト角が９０°になる。
【００８５】
　この場合、電極１２Ａおよび１２Ｂ間に電圧が印加されていない電圧無印加時には、偏
光層５Ａに入射された光は、偏光層５Ａを透過すると、偏光層５Ｂの光透過軸方向が偏光
方向となる直線偏光光になる。この直線偏光光は、液晶層１３を通過する間に偏光方向が
９０°変化するので、偏光層５Ｂを透過する。したがって、液晶シャッター２Ａが透過状
態になる。
【００８６】
　また、電極１２Ａおよび１２Ｂ間に電圧が印加された電圧印加時には、偏光層５Ａを透
過した直線偏光光は、液晶層１３を通過しても、偏光方向が変化しないので、偏光層５Ｂ
を透過できない。したがって、液晶シャッター２Ａが遮蔽状態になる。ここで、液晶層１
３内の液晶分子の向きは、液晶層１３に応じて決定される閾値以上の電圧が印加されない
と変化しない。このため、電圧印加時には、電極１２Ａおよび１２Ｂ間に閾値以上の電圧
が印加されているものとする。
【００８７】
　なお、液晶シャッター２Ａは、電圧無印加時に遮蔽状態になり、電圧印加時に透過状態
となるように形成されてもよいが、上記のように、電圧無印加時に透過状態になり、電圧
印加時に遮蔽状態となるように形成されることが望ましい。つまり、液晶シャッター２Ａ
は、ノーマリーホワイト型の液晶シャッターであることが望ましい。以下では、液晶シャ
ッター２Ａは、ノーマリーホワイト型の液晶シャッターであるとする。これは、透過遮蔽
領域の状態の切り替えが必要ない場合に、観察者の視界を確保するためである。
【００８８】
　次に、電極１２Ａおよび１２Ｂについてより詳細に説明する。
【００８９】
　電極１２Ａおよび１２Ｂの少なくとも一方の電極は、複数の個別電極に分割された分割
電極である。分割電極は、個別電極として、例えば、中心電極と、その中心電極を囲む外
周電極とを有する。なお、外周電極は、１個以上であればよい。
【００９０】
　図１０では、電極１２Ｂが、分割電極であり、中心電極１６と、中心電極１６を囲む外
周電極１７Ａおよび１７Ｂとを有する。なお、電極１２Ａは、複数の個別電極に分割され
ていない一様電極である。
【００９１】
　図１１は、中心電極１６と外周電極１７Ａおよび１７Ｂとを示した図である。図１１で
示されたように、外周電極１７Ａは、中心電極１６を囲み、外周電極１７Ｂは、中心電極
１６および外周電極１７Ａを囲んでいる。
【００９２】
　中心電極１６、外周電極１７Ａおよび１７Ｂのうち、電圧が印加される電極に対応する
液晶層１３の領域が駆動領域となる。つまり、その電圧が印加される電極と、その電極に
対向する電極１２Ａとに挟まれた領域が駆動領域になる。
【００９３】
　例えば、中心電極１６に電圧が印加され、外周電極１７Ａおよび１７Ｂに電圧が印加さ
れない場合、液晶層１３における中心電極１６および電極１２Ａに挟まれた領域が遮蔽状
態になり、それ以外の領域では、透過状態が維持される。また、電圧の印加が停止される
と、中心電極１６および電極１２Ａに挟まれた領域が透過状態に戻る。したがって、中心
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電極１６および電極１２Ａに挟まれた領域が駆動領域となる。
【００９４】
　また、中心電極１６、外周電極１７Ａおよび１７Ｂのそれぞれに電圧が印加された場合
、液晶層１３における、中心電極１６および電極１２Ａに挟まれた領域と、外周電極１７
Ａおよび電極１２Ａに挟まれた領域と、外周電極１７Ｂおよび電極１２Ａに挟まれた領域
とのそれぞれが遮蔽状態になる。また、電圧の印加が停止されると、それらの領域が透過
状態に戻る。したがって、中心電極１６および電極１２Ａに挟まれた領域、外周電極１７
Ａおよび電極１２Ａに挟まれた領域、および、外周電極１７Ｂおよび電極１２Ａに挟まれ
た領域の全てが駆動領域となる。
【００９５】
　したがって、電圧を印加する個別電極が選択されることで、駆動領域の大きさおよび位
置の少なくとも一方を調整することができる。
【００９６】
　分割電極内の各電極は、例えば、透明基板上の同じ層に、パターニングされることで形
成される。図１２および図１３は、透明基板１１Ｂ上の同じ層に形成された中心電極１６
、外周電極１７Ａおよび１７Ｂを示した平面図である。
【００９７】
　図１２および図１３では、中心電極１６と外周電極１７Ａおよび１７Ｂのそれぞれは、
透明基板１１Ｂの同じ層に形成されている。図１２では、中心電極１６と外周電極１７Ａ
および１７Ｂのそれぞれの電極取り出し部１８が同じ方向に設けられている。また、図１
３では、中心電極１６および外周電極１７Ｂのそれぞれの電極取り出し部１８Ａが同じ方
向に設けられており、外周電極１７Ａの電極取り出し部１８Ｂが逆方向に設けられている
。
【００９８】
　なお、中心電極１６および外周電極１７Ａ間と、外周電極１７Ａおよび１７Ｂ間とには
、透過状態および遮蔽状態が切り替わらない非透過遮蔽領域が存在する。なお、非透過遮
蔽領域は非常に小さくすることができるので、非透過遮蔽領域からの光漏れを観察者に知
覚させないことができる。さらに、この非透過遮蔽領域に、光を遮光するブラックマトリ
ックス層を設けることで、非透過遮蔽領域からの光漏れを抑制してもよい。
【００９９】
　また、分割電極内の各電極は、例えば、絶縁層を介して配置してもよい。図１４は、絶
縁層を介して形成された中心電極１６と外周電極１７Ａおよび１７Ｂを示した断面図であ
る。
【０１００】
　図１４では、透明基板１１Ｂ上に中心電極１６が設けられている。また、中心電極１６
上に絶縁層１９Ａが設けられ、絶縁層１９Ａの上に外周電極１７Ａが設けられている。さ
らに、外周電極１７Ａ上に絶縁層１９Ｂが設けられ、絶縁層１９Ｂの上に外周電極１７Ｂ
が設けられている。そして、外周電極１７Ｂ上に絶縁層１９Ｃが設けられている。
【０１０１】
　なお、電極１２Ａおよび１２Ｂが共に分割電極であってもよいが、一方の電極が一様電
極の場合、分割電極の取り出し部が一様電極と重ならないように配置されることで、分割
電極の取り出し部を目立たなくすることが可能になる。
【０１０２】
　例えば、図１５に示したように、電極取り出し部１８Ａおよび１８Ｂのそれぞれが一様
電極である電極１２Ａと重ならないように配置することで、電極取り出し部１８Ａおよび
１８Ｂを目立たなくすることが可能になる。
【０１０３】
　次に電極の形状および位置について説明する。
【０１０４】
　観察者が液晶シャッターめがね１を用いて時分割表示ディスプレイを観察する場合、観
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察者の視線は、上下方向よりも左右方向に動きやすい。このため、中心電極１６は、図１
１で示したような、長軸方向が液晶シャッターめがね１の左右方向と平行な楕円形状、あ
るいは、図１６で示したような、長手方向が液晶シャッターめがね１の左右方向と平行な
長方形状であることが望ましい。この場合、外周電極の内周および外周の形状は、中心電
極の内周および外周の形状と相似していることが好ましい。
【０１０５】
　また、観察者の視線は、観察者が観察するものが近くにあるほど、観察者の顔の中心方
向を向きやすく、観察者が観察するものが遠くにあるほど、顔の正面方向に近づく。した
がって、観察者の視線は、顔の正面方向と顔の中心方向との間にあることが多い。
【０１０６】
　このため、図１７で示したように、中心電極１６の中心点１６Ａは、液晶シャッターめ
がね１の左右方向（Ｂ－Ｂ方向）における、液晶シャッター２Ａおよび２Ｂのそれぞれの
中心線１６Ｂより内側に配置されることが好ましい。つまり、液晶シャッター２Ａおよび
２Ｂのそれぞれが有する中心電極１６の中心点１６Ａは、その液晶シャッターの中心線１
６Ｂと、他の液晶シャッターとの間にあることが好ましい。
【０１０７】
　上記のように液晶シャッターめがね１を構成する場合、駆動部５１が、個別電極に電圧
を印加することで、その分割電極に応じた駆動領域の透過状態と遮蔽状態とを切り替え、
制御部５２が、駆動部５１が電圧を印加する個別電極を選択することで、駆動領域の大き
さおよび位置の少なくも一方を調整することができる。
【０１０８】
　本実施形態によれば、液晶シャッター２は、一対の透明基板１１Ａおよび１１Ｂと、透
明基板１１Ａおよび１１Ｂのそれぞれに形成された電極１２Ａおよび１２Ｂと、電極１２
Ａおよび１２Ｂ間に封入された液晶層１３と、透明基板１１Ａおよび１１Ｂを挟む一対の
偏光層５Ａおよび５Ｂとを有する。また、電極１２Ａおよび１２Ｂの少なくとも一方は、
複数の個別電極に分割された分割電極である。駆動部５１は、その個別電極に電圧を印加
して、駆動領域の状態を切り替える。制御部５２は、駆動部が電圧を印加する個別電極を
選択することで、駆動領域の大きさおよび位置の少なくとも一方を調整する。
【０１０９】
　液晶シャッター２が偏光層５Ａおよび５Ｂの両方を有しているため、偏光層５Ａおよび
５Ｂのそれぞれの偏光面のなす角度を常に所定の角度に維持することが可能になる。した
がって、液晶シャッター２による光の透過および遮蔽を適切に行うことが可能になり、よ
り良好な画像を観察者に提供することが可能になる。
【０１１０】
　また、時分割表示ディスプレイの表示光が偏光光でなくてもよくなる。したがって、偏
光光ではない光を出力する表示装置が時分割表示ディスプレイに用いられても、その時分
割表示ディスプレイに偏光フィルターを設けなくてもよくなる。よって、時分割表示の必
要のない通常画像を表示する通常のディスプレイと兼用される場合、その通常画像が暗く
なることを防止することが可能になる。
【０１１１】
　さらに、図１８で示したように、駆動領域２０以外を通過した周囲光２０Ａは、偏光層
５Ａおよび５Ｂを通過する。このとき、周囲光２０Ａは偏光層５Ａおよび５Ｂによって減
衰するため、観察者の目に入射される周囲光２０Ａが暗くなる。これにより、観察者の目
の瞳孔が拡大する。したがって、観察者に時分割表示ディスプレイの表示画像を明るく感
じさせることが可能になり、より良好な画像を提供することが可能になる。
【０１１２】
　また、本実施形態では、分割電極は、個別電極として、中心電極１６と、その中心電極
を囲む外周電極１７Ａおよび１７Ｂを有する。
【０１１３】
　この場合、比較的少ない個別電極で駆動領域を適切に調整することが可能になる。
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【０１１４】
　また、本実施形態では、中心電極１６は、長軸方向が液晶シャッターめがね１の左右方
向と平行な楕円形状、あるいは、長手方向が液晶シャッターめがね１の左右方向と平行な
長方形状である。
【０１１５】
　この場合、上下方向よりも観察者の視線が動きやすい左右方向に広がった駆動領域が形
成されるので、観察者の視線が変化しても、観察者の目に入射される時分割表示ディスプ
レイからの表示光の透過および遮蔽を適切に行うことが可能になる。
【０１１６】
　また、本実施形態では、液晶シャッター２Ａおよび２Ｂのそれぞれが有する中心電極１
６の中心点１６Ａは、その液晶シャッターの中心線１６Ｂと、他の液晶シャッターとの間
にあることが好ましい。
【０１１７】
　この場合、観察者の視線が向きやすい、顔の正面方向と顔の中心方向との間に駆動領域
の中心を配置することが可能になるので、観察者の目に入射される時分割表示ディスプレ
イからの表示光の透過および遮蔽を適切に行うことが可能になる。
【０１１８】
　次に第三の実施形態について説明する。なお、本実施形態では、電極１２Ａおよび１２
Ｂの他の例について説明する。
【０１１９】
　図１９は、電極１２Ａおよび１２Ｂの他の例を示した平面図である。
【０１２０】
　図１９では、電極１２Ａおよび１２Ｂの両方が分割電極になっている。また、電極１２
Ａは、複数のライン電極３０Ａを個別電極として有し、電極１２Ｂは、複数のライン電極
３０Ｂを個別電極として有する。なお、ライン電極、長方形状の電極である。
【０１２１】
　ライン電極３０Ａのそれぞれは、ある方向に並設され、ライン電極３０Ｂのそれぞれは
、ライン電極３０Ａとは別の方向に並設される。ライン電極３０Ａのそれぞれは、ライン
電極３０Ｂのそれぞれと交差している。したがって、電極１２Ａおよび１２Ｂは、マトリ
ックス状の電極対を形成する。なお、本実施形態では、ライン電極３０Ａのそれぞれと、
ライン電極３０Ｂのそれぞれとは直交している。
【０１２２】
　制御部５２は、ライン電極３０Ａおよび３０Ｂの中から、電圧を印加するライン電極３
１Ａおよび３１Ｂを選択する。駆動部５１は、制御部５２が決定したライン電極３１Ａお
よび３１Ｂに電圧を印加する。
【０１２３】
　ここで、ライン電極３１Ａおよび３１Ｂの電位差が液晶層１３内の液晶分子が変化する
閾値以上であり、ライン電極３１Ａおよび３１Ｂのそれぞれと、電圧が印加されていない
ライン電極３０Ａまたは３０Ｂとの電位差が閾値未満になるように、駆動部５１は、ライ
ン電極３１Ａおよび３１Ｂに電圧を印加する。
【０１２４】
　これにより、ライン電極３１Ａおよび３１Ｂに挟まれた領域が駆動領域３２となる。し
たがって、制御部５２が電圧を印加するライン電極３０Ａおよび３０Ｂを選択することで
、駆動領域３２の大きさおよび位置の少なくとも一方を調整することができる。
【０１２５】
　例えば、図２０で示したように、電圧を印加するライン電極３１Ａが右にずれれば、駆
動領域３２も右にずれ、ライン電極３１Ａおよび３１Ｂの数が減れば、駆動領域３２は小
さくなる。
【０１２６】
　また、電極１２Ａおよび１２Ｂの少なくとも一方が、格子状に分割されてもよい。図２
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１は、格子状に分割されている電極１２Ｂを示した平面図である。図２１では、電極１２
Ｂが含む個別電極３５のそれぞれが格子状に配置されている。
【０１２７】
　本実施形態によれば、電極１２Ａは複数のライン電極３１Ａを有し、電極１２Ｂが複数
のライン電極３１Ｂを有する。また、ライン電極３１Ａのそれぞれは、ライン電極３１Ｂ
のそれぞれと交差している。また、電極１２Ａおよび１２Ｂの少なくとも一方が、格子状
に分割されてもよい。
【０１２８】
　この場合、駆動領域を細やかに調整することが可能になる。
【０１２９】
　次に第四の実施形態について説明する。本実施形態では、液晶シャッターめがね１のよ
り詳細な構成について説明する。
【０１３０】
　図２２は、本実施形態の液晶シャッターめがね１の構成を示したブロック図である。図
２２において、液晶シャッターめがね１は、液晶シャッター２と、駆動部５１および制御
部５２を有する制御装置４と、信号受信機５３と、センサ５４とを有する。
【０１３１】
　信号受信機５３は、時分割表示ディスプレイ５５から同期信号を受信する。同期信号は
、液晶シャッター２の透過状態および遮蔽状態を切り替えるタイミングを示す。なお、信
号受信機５３および時分割表示ディスプレイ５５間の通信には、赤外線無線通信や、ブル
ートゥース（登録商標）方式の無線通信などを用いることができる。
【０１３２】
　センサ５４は、検知手段の一例である。センサ５４は、液晶めがねの観察者の視線を検
知する。
【０１３３】
　制御部５２は、センサ５４にて検知された視線に応じて駆動領域の大きさおよび位置の
少なくとも一方を調整する。
【０１３４】
　例えば、センサ５４は、観察者の視線の方向を検知する。また、制御部５２は、センサ
５４が検知した視線の方向が駆動領域に収まるような駆動領域の位置および大きさを特定
し、その駆動領域に対応する電極を選択する。
【０１３５】
　駆動部５１は、信号受信機５３が受信した同期信号が示すタイミングに同期して、制御
部５２が選択した電極に電圧を印加することで、駆動領域の透過状態および遮蔽状態を切
り替える。
【０１３６】
　図２３は、本実施形態の液晶シャッターめがね１の外観を示した正面図である。図２３
では、液晶シャッターめがね１における、液晶シャッター２と、めがねフレーム３と、制
御装置４と、信号受信機５３と、センサ５４とが示されている。
【０１３７】
　図２３では、信号受信機５３は、めがねフレーム３のブリッジに設けられている。また
、センサ５４は、右目の視線を検知する右眼用のセンサ５４Ａと、左目の視線を検知する
左眼用のセンサ５４Ｂとを有する。センサ５４Ａおよび５４Ｂは、めがねフレーム３のリ
ムに設けられている。
【０１３８】
　なお、信号受信機５３およびセンサ５４が設けられる場所は、図２３で示した例に限ら
ず適宜変更可能である。
【０１３９】
　次に動作を説明する。
【０１４０】
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　図２４は、液晶シャッターめがね１の動作例を説明するためのフローチャートである。
【０１４１】
　先ず、センサ５４は、観察者の視線の方向を検出し（ステップＳ１０１）、その検出し
た視線の方向を示す検知信号を制御部５２に出力する（ステップＳ１０２）。
【０１４２】
　続いて、制御部５２は、検知信号を受け付けると、その検知信号に基づいて駆動部５１
が電圧を印加する個別電極を決定する（ステップＳ１０３）。
【０１４３】
　具体的には、先ず、制御部５２は、検知信号が示す視線の方向に応じて、駆動領域を決
定する（ステップＳ１０３Ａ）。
【０１４４】
　例えば、制御部５２は、視線の方向が中心となる楕円形状または長方形状の領域を駆動
領域として決定する。駆動領域の大きさは、一定でもよいし、視線の方向に応じて決定さ
れてもよい。
【０１４５】
　駆動領域の大きさが視線の方向に応じて決定される場合、制御部５２は、視線の方向が
顔（液晶シャッターめがね１）の中心方向から遠いほど、駆動領域を小さくする。これは
、視線の方向が顔の中心方向から遠いほど、観察者から時分割表示ディスプレイまでの距
離が大きいことを表し、その距離が大きいほど駆動領域を小さくすることで良好な画像を
観察者に提供することができるからである。
【０１４６】
　制御部５２は、駆動領域を決定すると、その駆動領域に対応する個別電極を、電圧を印
加する個別電極として選択する（ステップＳ１０３Ｂ）。
【０１４７】
　例えば、制御部５２は、駆動領域と個別電極とを駆動領域ごとに対応づけた対応情報を
予め保持する。制御部５２は、対応情報において、その選択された駆動領域に対応付けら
れた個別電極を、電圧を印加する個別電極として決定する。
【０１４８】
　制御部５２は、個別電極を決定すると、その個別電極を示す制御信号を駆動部５１に出
力する（ステップＳ１０４）。
【０１４９】
　駆動部５１は、制御信号を受け付けると、その制御信号が示す個別電極を、電圧を印加
する個別電極として設定する（ステップＳ１０５）。その後、信号受信機５３は、同期信
号を受信すると、その同期信号を制御部５２を介して駆動部５１に出力する。駆動部５１
は、同期信号を受け付けると、その同期信号が示すタイミングに同期して、その設定した
個別電極への電圧の印加および印加停止を切り替える（ステップＳ１０６）。これにより
、駆動領域の透過状態および遮蔽状態が切り替わる。
【０１５０】
　本実施形態によれば、センサ５４は、観察者の視線を検知する。制御部５２は、センサ
５４にて検知された視線に応じて駆動領域の大きさおよび位置の少なくとも一方を調整す
る。
【０１５１】
　この場合、駆動領域を自動的に調整することが可能になるので、観察者の手間を省くこ
とが可能になる。
【０１５２】
　次に第五の実施形態について説明する。
【０１５３】
　本実施形態では、時分割表示ディスプレイ５５が液晶シャッターめがね１と時分割表示
ディスプレイ５５との相対位置を測定する。本実施形態では、時分割表示ディスプレイ５
５を表示装置の一例として用いている。
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【０１５４】
　図２５は、時分割表示ディスプレイ５５による相対位置の測定を説明するための説明図
である。図２５では、観察者６０が液晶シャッターめがね１を用いて時分割表示ディスプ
レイ５５を観察した様子が示されている。
【０１５５】
　時分割表示ディスプレイ５５は、位置センサ５５Ａを有する。位置センサ５５Ａは、時
分割表示ディスプレイ５５の表示画面５５Ｂの両側のそれぞれに設けられ、その設けられ
た位置から液晶シャッターめがね１までの距離を検出する。時分割表示ディスプレイ５５
は、その検出された距離に基づいて、液晶シャッターめがね１と時分割表示ディスプレイ
５５との相対位置を測定する。
【０１５６】
　相対位置は、時分割表示ディスプレイ５５から液晶シャッターめがね１までの距離を含
む。また、相対位置は、時分割表示ディスプレイ５５と液晶シャッターめがね１との角度
を含んでもよい。
【０１５７】
　なお、時分割表示ディスプレイ５５から液晶シャッターめがね１までの距離は、具体的
には、時分割表示ディスプレイ５５の表示画面５５Ｂから液晶シャッターめがね１までの
距離である。また、時分割表示ディスプレイ５５と液晶シャッターめがね１との角度は、
具体的には、時分割表示ディスプレイ５５の表示画面５５Ｂに垂直な線と、時分割表示デ
ィスプレイ５５の表示画面５５Ｂの中心点５５Ｃと液晶シャッターめがね１とを結ぶ線と
の成す角θである。
【０１５８】
　時分割表示ディスプレイ５５は、相対位置を測定すると、その測定位置を示す位置情報
を液晶シャッターめがね１の信号受信機５３に送信する。
【０１５９】
　信号受信機５３は、時分割表示ディスプレイ５５から、同期信号に加えて、位置情報を
受信する。なお、本実施形態では、信号受信機５３が受信手段と受付手段とを兼用してい
る。
【０１６０】
　制御部５２は、信号受信機５３が受信した位置情報と、センサ５４が検出した視線とに
基づいて、駆動領域の大きさおよび位置の少なくとも一方を調整する。
【０１６１】
　次に動作を説明する。
【０１６２】
　図２６は、本実施形態の液晶シャッターめがね１の動作を説明するためのフローチャー
トである。
【０１６３】
　先ず、センサ５４は、観察者の視線の方向を検出し、その検出した視線の方向を示す検
知信号を制御部５２に出力する（ステップＳ２０１）。
【０１６４】
　また、時分割表示ディスプレイ５５は、位置センサ５５Ａを用いて時分割表示ディスプ
レイ５５と液晶シャッターめがね１との相対位置を測定し、その相対位置を示す位置情報
を出力する（ステップＳ２０２）。
【０１６５】
　信号受信機５３は、位置情報を受信すると、その位置情報を制御部５２に出力する（ス
テップＳ２０３）。
　制御部５２は、検知信号および位置情報を受け付けると、その検知信号および位置情報
に基づいて、駆動領域を決定する。
【０１６６】
　例えば、制御部５２は、視線の方向が中心となる楕円形状または長方形状の領域を駆動
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を小さくする。これは、観察者６０から時分割表示ディスプレイ５５までの距離が大きい
ほど、駆動領域を小さくすることで良好な画像を観察者に提供することができるからであ
る。
【０１６７】
　また、制御部５２は、位置情報が示す角度に基づいて、観察者が時分割表示ディスプレ
イ５５の表示画面５５Ｂの左右方向のどちらに存在するかを特定する。制御部５２は、観
察者が存在する方向と逆方向に駆動領域の中止をずらす。また、制御部５２は、位置情報
が示す距離が大きいほど、駆動領域を小さくする。なお、この場合、センサ５４はなくて
もよい。
【０１６８】
　制御部５２は、駆動領域を決定すると、その駆動領域に応じて、電圧を印加する個別電
極を決定し、その個別電極を示す制御信号を出力する（ステップＳ２０４）。制御部５２
が制御信号を出力すると、その後、ステップＳ１０５およびＳ１０６が実行される。
【０１６９】
　本実施形態によれば、信号受信機５３は、液晶シャッターめがね１と時分割表示ディス
プレイ５５との相対位置を示す位置情報を受信する。制御部５２は、信号受信機５３が受
信した位置情報に応じて、駆動領域の大きさおよび位置の少なくとも一方を調整する。
【０１７０】
　この場合、駆動領域を自動的に調整することが可能になるので、観察者の手間を省くこ
とが可能になる。
【０１７１】
　次に第六の実施形態について説明する。
【０１７２】
　本実施形態では、液晶シャッター２がめがねフレーム３と着脱可能になっている。
【０１７３】
　図２７は、着脱可能な液晶シャッター２を示した側面図である。
【０１７４】
　図２７では、めがねフレーム３のレンズ部分には、視力補正用レンズ７１が付けられて
おり、めがねフレーム３および視力補正用レンズ７１は、視力補正用めがね７２を構成す
る。また、液晶シャッター２は、視力補正用レンズ７１の前に付けられている。
【０１７５】
　ここで、液晶シャッター２を着脱可能に固定する止め具７３が用いられて、液晶シャッ
ター２が視力補正用レンズ７１の前に付けられている。
【０１７６】
　本実施形態によれば、液晶シャッター２がめがねフレーム３と着脱可能なので、液晶シ
ャッターめがね１を視覚補正用めがねなどの他の用途のめがねと兼用することが可能にな
る。
【０１７７】
　以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は、上記実施形態に限定さ
れたものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し
得る様々な変更を行うことができる。
【０１７８】
　この出願は、２００９年６月１９日に出願された日本出願特願２００９－１４６４９６
号公報を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
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