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(57)【要約】
【課題】一般に流通しているディスプレイ、即ち立体映
像表示用に設計された特殊なディスプレイではないもの
と、電子シャッタ付き眼鏡とを組み合わせて、簡便かつ
安価な立体映像表示システムを提供する。
【解決手段】判別マーク検出装置による検出結果に応じ
て、第１の観察方向と第２の観察方向との両方向につい
て、電子式ディスプレイからの光を透過させるためにシ
ャッタ部を開くタイミングとしての開遅延時間、及び／
又は、電子式ディスプレイからの光を透過させるために
シャッタ部が開いている開時間を調整する開時間制御装
置と、を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
次の映像信号がくるまで直前の映像信号を表示し続ける電子式ディスプレイの画面の少
なくとも一部に、左眼用映像と右眼用映像とを交互に表示する立体映像表示システムであ
って、
少なくとも、前記左眼用映像を第１の観察方向へ、前記右眼用映像を第２の観察方向へ
それぞれ交互に透過させるためのシャッタ部を有する観察装置と、
前記電子式ディスプレイに脱着可能に取り付けられ、前記電子式ディスプレイに表示さ
れた、右眼用フレームと左眼用フレームをそれぞれ検出する判別マーク検出センサを有す
る判別マーク検出装置と、
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前記判別マーク検出装置による検出結果に応じて、前記第１の観察方向と前記第２の観
察方向との両方向について、前記電子式ディスプレイからの光を透過させるために前記シ
ャッタ部を開くタイミングとしての開遅延時間、及び／又は、前記電子式ディスプレイか
らの光を透過させるために前記シャッタ部が開いている開時間を調整する制御装置と、
を備えることを特徴とする立体映像表示システム。
【請求項２】
前記シャッタ部を開くタイミングとしての開遅延時間、及び、前記シャッタ部が開いて
いる開時間は、前記電子式ディスプレイに与えられる映像信号の同期タイミングから、こ
の映像信号による映像が前記電子式ディスプレイに表示される表示タイミングまで、の遅
延時間に基づいて、調整される請求項１に記載の立体映像表示システム。
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【請求項３】
前記開遅延時間は、前記映像信号の立ち上がり又は前記判別マーク検出装置による検出
信号の立ち上がりから、前記シャッタ部が開くまでの時間である請求項１又は請求項２に
記載の立体映像表示システム。
【請求項４】
前記シャッタ部を開くタイミングの調整は、前記画面上において前記判別マーク検出セ
ンサを垂直方向に上下移動することにより行う請求項１から請求項３のいずれか１項に記
載の立体表示システム。
【請求項５】
前記シャッタ部の開時間を調整する調整部を有する請求項１から請求項４のいずれか１
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項に記載の立体映像表示システム。
【請求項６】
前記シャッタ部の開遅延時間と開時間を調整する調整部を有する請求項１から請求項５
のいずれか１項に記載の立体表示システム。
【請求項７】
前記シャッタ部の開遅延時間と開時間の調整によって得られる、前記電子ディスプレイ
の画面における立体表示領域位置を指定するための位置指定センサを備える請求項６に記
載の立体表示システム。
【請求項８】
前記シャッタ部の開遅延時間と開時間の調整によって得られる、前記電子ディスプレイ

40

の画面における立体表示領域位置を判定するための位置判定センサを備える請求項６又は
請求項７に記載の立体表示システム。
【請求項９】
前記電子式ディスプレイに表示される映像信号を生成する映像信号生成部を備え、
前記映像信号生成部の一部又は全部は、記憶媒体に記憶された信号に基づいて前記映像
信号を生成する記憶媒体再生装置、前記電子式ディスプレイ、又は、コンピュータに含ま
れる請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の立体表示システム。
【請求項１０】
前記映像信号生成部は、インターネットを通じて配信される信号に基づいて前記映像信
号を生成する請求項９に記載の立体表示システム。
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【請求項１１】
記憶媒体再生装置、前記電子式ディスプレイ、又は、コンピュータに、前記シャッタ部
を制御する制御部が含まれる請求項１から請求項１０のいずれか１項に記載の立体映像表
示システム。
【請求項１２】
次の映像信号がくるまで直前の映像信号を表示し続ける電子式ディスプレイの画面の少
なくとも一部に、左眼用映像と右眼用映像とを交互に表示する立体映像表示システムであ
って、少なくとも、前記左眼用映像を第１の観察方向へ、前記右眼用映像を第２の観察方
向へそれぞれ交互に透過させるためのシャッタ部を有する観察装置と、前記電子式ディス
プレイに脱着可能に取り付けられ、前記電子式ディスプレイに表示された、右眼用フレー
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ムと左眼用フレームをそれぞれ検出する判別マーク検出センサを有する判別マーク検出装
置と、を備えた立体表示システムを制御するプログラムが記憶された記憶媒体であって、
前記プログラムは、前記判別マーク検出装置による検出結果に応じて、前記第１の観察方
向と前記第２の観察方向との両方向について、前記電子式ディスプレイからの光を透過さ
せるために前記シャッタ部を開くタイミングとしての開遅延時間、及び／又は、前記電子
式ディスプレイからの光を透過させるために前記シャッタ部が開いている開時間を調整す
る開時間制御プログラムと、を含むことを特徴とする記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】

20

本発明は、市販の液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、プラズマディスプレイ（ＰＤＰ）、電
界放出ディスプレイ（ＦＥＤ）等のディスプレイを用いて、簡便に立体映像の表示を可能
とする立体映像表示システム、及び、この立体映像表示システムを制御するプログラムを
記憶した記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、フラット・パネル・ディスプレイ（ＦＰＤ）が広く普及しつつある。特に、パー
ソナル・コンピュータ（ＰＣ）用ディスプレイは、急速にＣＲＴから液晶ディスプレイ（
ＬＣＤ）に置き換わって来ている。
【０００３】
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また、家庭用テレビもＬＣＤをはじめ、プラズマディスプレイ（ＰＤＰ）が急速に普及
してきている。さらに、例えば、表面電界ディスプレイ（ＳＥＤ）のようなフィールド・
エミッション・ディスプレイ（ＦＥＤ）、有機ＥＬ等の表示デバイスも登場してきている
。
【０００４】
これらの表示デバイスには、ＣＲＴディスプレイとは異なって、一度書き込んだ映像が
次の映像で上書きするまで保持されるものがある。以下、このようなディスプレイを説明
の便宜上、適宜「蓄積・上書型ディスプレイ」と呼ぶことにする。
【０００５】
【特許文献１】米国特許第５，８０８，５８８号明細書
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
蓄積・上書型ディスプレイにおいては、ＣＲＴと異なり、次の映像を書き込む時点で前
の映像が消えることなくほぼ保持されている。このため、立体表示システム用の電子シャ
ッタ付き眼鏡の左右両眼のシャッタを映像に対応させて開閉を切り替えても、そのタイミ
ングによっては、右眼には左右両眼の映像が、左眼にも左右両眼の映像がそれぞれ重なっ
て見えてしまうことがある。この場合、観察者は立体映像を正しく認識することができな
い。
【０００７】
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また、一般に、ディスプレイにおいては、映像信号の同期タイミングが与えられてから
、この映像信号による映像が表示されるまでに遅延時間を生じる。このように遅延時間が
生じることは、蓄積・上書型ディスプレイにおいても同様であり、さらに、この遅延時間
は、蓄積・上書型ディスプレイの原理、種類によって異なるだけでなく、同じ種類の蓄積
・上書型ディスプレイであっても、仕様その他の要因によって異なった遅延時間が生じる
。したがって、異なる遅延時間を有する蓄積・上書型ディスプレイに対して、同じタイミ
ングでシャッタを開閉させた場合、一方の蓄積・上書型ディスプレイについては最適なシ
ャッタ開閉タイミングであったとしても、他方の蓄積・上書型ディスプレイでは、所定の
立体映像を観察できないおそれがある。
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【０００８】
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、一般に流通しているディスプレイ、即
ち立体映像表示用に設計された特殊なディスプレイではないものと、電子シャッタ付き眼
鏡とを組み合わせて、簡便かつ安価な立体映像表示システムを提供することを目的とする
。また、このような組み合わせの立体映像表示システムを制御するプログラムを記憶した
記憶媒体を提供して、簡便に立体映像表示システムを構築することができる。さらに、本
発明の目的は、個々の蓄積・上書型ディスプレイが持つ遅延時間に対応してシャッタ開閉
タイミングを調整することのできる立体映像表示システム及び立体映像表示システムを制
御するプログラムを記憶した記憶媒体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る立体映像表示システムは
、次の映像信号がくるまで直前の映像信号を表示し続ける電子式ディスプレイの画面の少
なくとも一部に、左眼用映像と右眼用映像とを交互に表示する立体映像表示システムであ
って、少なくとも、左眼用映像を第１の観察方向へ、右眼用映像を第２の観察方向へそれ
ぞれ交互に透過させるためのシャッタ部を有する観察装置と、電子式ディスプレイに脱着
可能に取り付けられ、電子式ディスプレイに表示された、右眼用フレームと左眼用フレー
ムをそれぞれ検出する判別マーク検出センサを有する判別マーク検出装置と、

判別マー

ク検出装置による検出結果に応じて、第１の観察方向と第２の観察方向との両方向につい
て、電子式ディスプレイからの光を透過させるためにシャッタ部を開くタイミングとして
の開遅延時間、及び／又は、電子式ディスプレイからの光を透過させるためにシャッタ部
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が開いている開時間を調整する開時間制御装置と、を備えることを特徴としている。
【００１０】
本発明に係る立体映像表示システムにおいて、シャッタ部を開くタイミングとしての開
遅延時間、及び、シャッタ部が開いている開時間は、電子式ディスプレイに与えられる映
像信号の同期タイミングから、この映像信号による映像が電子式ディスプレイに表示され
る表示タイミングまで、の遅延時間に基づいて、調整されることが好ましい。
【００１１】
本発明に係る立体映像表示システムにおいて、開遅延時間は、映像信号の立ち上がり又
は判別マーク検出装置による検出信号の立ち上がりから、シャッタ部が開くまでの時間と
することができる。
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【００１２】
本発明に係る立体映像表示システムにおいて、シャッタ部を開くタイミングの調整は、
画面上において判別マーク検出センサを垂直方向に上下移動することにより行うことが実
際的である。
【００１３】
本発明に係る立体映像表示システムにおいて、シャッタ部の開時間を調整する調整部を
有することが好ましい。
【００１４】
本発明に係る立体映像表示システムにおいて、シャッタ部の開遅延時間と開時間を調整
する調整部を有するとよい。
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【００１５】
本発明に係る立体映像表示システムにおいては、シャッタ部の開遅延時間と開時間の調
整によって得られる、電子ディスプレイの画面における立体表示領域位置を指定するため
の位置指定センサを備えることが好ましい。
【００１６】
本発明に係る立体映像表示システムにおいて、シャッタ部の開遅延時間と開時間の調整
によって得られる、電子ディスプレイの画面における立体表示領域位置を判定するための
位置判定センサを備えるとよい。
【００１７】
本発明に係る立体映像表示システムは、電子式ディスプレイに表示される映像信号を生
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成する映像信号生成部を備え、映像信号生成部の一部又は全部は、記憶媒体に記憶された
信号に基づいて映像信号を生成する記憶媒体再生装置、電子式ディスプレイ、又は、コン
ピュータに含まれることが好ましい。
【００１８】
本発明に係る立体映像表示システムにおいて、映像信号生成部は、インターネットを通
じて配信される信号に基づいて映像信号を生成することができる。
【００１９】
本発明に係る立体映像表示システムにおいて、記憶媒体再生装置、電子式ディスプレイ
、又は、コンピュータに、シャッタ部を制御する制御部が含まれることが実際的である。
【００２０】
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本発明に係る記憶媒体は、次の映像信号がくるまで直前の映像信号を表示し続ける電子
式ディスプレイの画面の少なくとも一部に、左眼用映像と右眼用映像とを交互に表示する
とともに、少なくとも、左眼用映像を第１の観察方向へ、右眼用映像を第２の観察方向へ
それぞれ交互に透過させるためのシャッタ部を有する観察装置と、電子式ディスプレイに
脱着可能に取り付けられ、電子式ディスプレイに表示された、右眼用フレームと左眼用フ
レームをそれぞれ検出する判別マーク検出センサを有する判別マーク検出装置と、を備え
た立体表示システムを制御するプログラムが記憶された記憶媒体であって、プログラムは
、判別マーク検出装置による検出結果に応じて、第１の観察方向と第２の観察方向との両
方向について、電子式ディスプレイからの光を透過させるためにシャッタ部を開くタイミ
ングとしての開遅延時間、及び／又は、電子式ディスプレイからの光を透過させるために
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シャッタ部が開いている開時間を調整する開時間制御プログラムと、を含むことを特徴と
している。
【発明の効果】
【００２１】
本発明によれば、立体映像表示用に設計された特殊なディスプレイであるか否かに拘わ
らず、電子シャッタ付き眼鏡と組み合わせて、簡便かつ安価な立体映像表示システムを提
供することができる。また、このような組み合わせの立体映像表示システムを制御するプ
ログラムを記憶した記憶媒体を提供して、簡便に立体映像表示システムを構築することが
できる。さらに、個々の蓄積・上書型ディスプレイが持つ遅延時間に対応して、最適な立
体映像表示が得られるように、シャッタ開閉タイミングを調整することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
以下に、本発明に係る立体映像表示システム、及び、立体映像表示システムを制御する
プログラムを記憶した記憶媒体の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下
の実施形態によりこの発明が限定されるものではない。
【００２３】
（第１実施形態）
第１実施形態に係る立体映像表示システムについて、図面を参照して説明する。
まず、図１及び図２を参照しつつ、本発明の立体映像表示システムにおける立体映像表示
の原理について説明する。図１は、映像表示タイミングと電子シャッタ眼鏡のシャッタ部
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の開閉タイミングとの関係を示すチャートであって、（ａ）は電子式ディスプレイに入力
される垂直同期信号と電子式ディスプレイに表示される映像信号を示し、（ｂ）、（ｃ）
は左眼用、右眼用のシャッタの開閉信号をそれぞれ示す。
【００２４】
本発明では、次の映像信号がくるまで直前の映像信号を表示し続ける電子式ディスプレ
イ（蓄積・上書型ディスプレイ）を用いる。そして、図１の（ａ）に示すように、電子式
ディスプレイの画面の少なくとも一部、本実施形態では画面全体にわたって、右眼用映像
Ｒと左眼用映像Ｌとを交互に表示する。
【００２５】
また、電子シャッタ眼鏡は、左眼用及び右眼用の電子シャッタを有するシャッタ部を備
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え、電子シャッタの開閉により、少なくとも、左眼用映像Ｌを観察者の左眼の方向へ、右
眼用映像Ｒを観察者の右眼の方向へそれぞれ交互に透過させる。ここで、観察者の左眼の
方向は「第１の観察方向」に、観察者の右眼の方向は「第２の観察方向」にそれぞれ対応
する。さらに、シャッタステップでは、左眼方向と右眼方向との両方向に対して電子式デ
ィスプレイからの光を一定期間だけ遮光する。
【００２６】
つづいて、図２を参照して、蓄積・上書き型ディスプレイの映像表示手順についてさら
に説明する。図２は、蓄積・上書き型ディスプレイの表示素子の応答速度がゼロのとき、
即ち瞬時に応答すると仮定して、左眼用映像Ｌと右眼用映像Ｒとの２映像分の遷移を模式
20

的に示した図である。
【００２７】
図２に示すように、蓄積・上書き型のディスプレイにおいて、垂直ブランキング期間Ｖ
ＢＩ（Ｖｅｒｔｉｃａｌ

Ｂｌａｎｋｉｎｇ

Ｉｎｔｅｒｖａｌ）付近は左右どちらか一

方の映像が単独で表示されている期間がある。例えば、図２の（ａ）、（ｎ）では右眼用
映像Ｒが、図２（ｇ）、（ｈ）では左眼用映像Ｌが、それぞれ単独で表示されている。こ
のように一方の映像のみが表示されている期間に、表示された映像に対応する眼に対応す
る電子シャッタを開（適宜、「ｏｎ」、「透過」という。）とし、それ以外の期間は両眼
とも閉（適宜、「ｏｆｆ」、「遮光」という。）とすると、左眼では左眼用映像Ｌのみが
、右眼では右眼用映像Ｒのみが観察できる。この結果、観察者は立体映像を認識できる。
30

【００２８】
以上のような表示原理の第１実施形態に係る立体映像表示システムについて、図３から
図９を参照しつつ説明する。図３は、第１実施形態に係る立体映像表示システム１００の
構成を示す図である。
【００２９】
立体映像表示システム１００は、電子式ディスプレイ１０１の画面の少なくとも一部に
、左眼用映像と右眼用映像とを交互に表示する立体映像表示システムであって、観察装置
としての電子シャッタ眼鏡１０４と、判別マーク検出センサ１０２と、読取調整回路１０
３と、を備える。
【００３０】
電子式ディスプレイ１０１は、次の映像信号がくるまで直前の映像信号を表示し続ける

40

蓄積・上書き型ディスプレイであって、その画面１１０には、右眼用フリップマークＦＲ
及び左眼用フリップマークＦＬが表示される。画面１１０に表示される映像（画像）信号
は映像信号生成部で生成される。映像信号生成部は、以下の実施形態で特に述べる場合を
除いて、例えば、電子式ディスプレイ１０１、記憶媒体再生装置、又は、コンピュータに
一部又は全部が含まれる。例えば電子式ディスプレイの場合は、内蔵した映像信号生成部
が、予め記憶された信号データから映像信号を生成する。また、記憶媒体再生装置で再生
され、電子式ディスプレイ１０１用の映像信号が生成される記憶媒体としては、例えば、
ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ

Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ

Ｄｉｓｃ）、ブルーレイディスクその他

の光ディスク、デジタルビデオその他のビデオテープを挙げることができる。また、コン
ピュータで映像信号を生成する場合は、内部に記憶された信号データやコンピュータで読

50

(7)

JP 2009‑302770 A 2009.12.24

取可能な記憶媒体に記憶された信号データから映像信号を生成できるほか、インターネッ
トを通じて配信された信号に基づいて映像信号を生成することもできる。
【００３１】
右眼用フリップマークＦＲ及び左眼用フリップマークＦＬは、例えば、画面１１０の右
側辺において上下に延びるように表示される。画面１１０では、少なくとも一部に、左眼
用映像と右眼用映像とが交互に表示される。図４を参照しつつ、左眼用映像及び右眼用映
像を表示する３Ｄ（３次元）画像表示領域について説明する。図４（ａ）は画面１１０に
おける３Ｄ画像表示領域を示す図、（ｂ）は画面１１０に左眼用映像が表示された状態を
示す図、（ｃ）は画面１１０に右眼用映像が表示された状態を示す図である。
【００３２】

10

図４に示すように、画面１１０の１フレーム期間のうちの略中間の期間に３Ｄ画像表示
領域１１０ｂを設定し、その前後を通常の画像を表示する２Ｄ画像表示領域１１０ａ、１
１０ｃとしている。３Ｄ画像表示領域１１０ｂでは、左眼用映像と右眼用映像とが交互に
表示される。左眼用映像が表示されているときは、図４（ｂ）に示すように、映像ととも
に左眼用フリップマークＦＬも表示される。同様に、右眼用映像が表示されているときは
、図４（ｃ）に示すように、映像とともに右眼用フリップマークＦＲが表示される。なお
、フリップマークは、画面１１０上の任意の位置に任意の形状で表示することができる。
【００３３】
本発明では、観察者の右眼及び左眼の両方向の映像について、３Ｄ画像表示領域１１０
ｂの開始位置と範囲を調整することができる。すなわち、第１の観察方向と第２の観察方

20

向との両方向について、電子シャッタ眼鏡１０４のシャッタ部１０５を開くタイミングと
しての開遅延時間、及び、シャッタ部１０５を継続して開く開時間を調整する。これによ
り、個々の蓄積・上書型ディスプレイで、映像信号の同期タイミングが与えられてから、
この映像信号による映像が表示されるまでに遅延時間が異なっても、観察者は、最適なタ
イミングで右眼用及び左眼用の映像を観察できるため、常に、最適な立体映像表示を得る
ことができる。
【００３４】
図３に示す電子シャッタ眼鏡１０４は、左眼用の電子シャッタ１０７Ｌ及び右眼用の電
子シャッタ１０７Ｒを有するシャッタ部１０５を備え、二つの電子シャッタの開閉により
、少なくとも、画面１１０上の左眼用映像Ｌを観察者の左眼の方向へ、右眼用映像Ｒを観

30

察者の右眼の方向へそれぞれ交互に透過させる。シャッタ部１０５は、読取調整回路１０
３からの駆動信号にしたがって、内蔵する駆動部１０６が動作して、電子シャッタ１０７
Ｌ、１０７Ｒが開閉する。電子シャッタ眼鏡１０４としては、互いに独立して駆動可能な
右眼用シャッタ及び左眼用シャッタを備えていれば任意のものを用いることができ、例え
ば液晶眼鏡を用いることができる。また、電子シャッタ眼鏡１０４は、任意の形態をとる
ことができ、例えば眼鏡状、ゴーグル状、サンバイザー状とすることができる。さらに、
電子シャッタは液晶以外の方式を用いることができる。
【００３５】
判別マーク検出センサ１０２は、図５に示すように、左眼用フリップマークＦＬ検出用
のＬ用検出部１０２Ｌと右眼用フリップマークＦＲ検出用のＲ用検出部１０２Ｒを備える

40

。図５は、判別マーク検出センサ１０２の構成を示す平面図である。判別マーク検出セン
サ１０２は、図示しない取り付け具（例えば判別マーク検出センサ１０２に固定したクリ
ップ）を用いて、電子式ディスプレイ１０１の画面１１０上において、左眼用フリップマ
ークＦＬにＬ用検出部１０２Ｌが、右眼用フリップマークＦＲにＲ用検出部１０２Ｒが、
それぞれ対応するように脱着可能に配置され、Ｌ用検出部１０２Ｌは左眼用フリップマー
クＦＬを検出し、Ｒ用検出部１０２Ｒは右眼用フリップマークＦＲを検出する。
【００３６】
読取調整回路１０３は、判別マーク検出装置及び制御装置として機能し、図６に示すよ
うに、検出部１０３ａ、制御部１０３ｂ、演算部１０３ｃ、記憶部１０３ｄを備える。図
６は、立体映像表示システム１００の構成を示すブロック図である。検出部１０３ａは、
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判別マーク検出センサ１０２から出力された信号から、左眼用フリップマークＦＬ及び右
眼用フリップマークＦＲを識別し、その結果を制御部１０３ｂへ出力する。左眼用フリッ
プマークＦＬ及び右眼用フリップマークＦＲの識別は、記憶部１０３ｄにあらかじめ記憶
されたプログラムによって行う。したがって、判別マーク検出センサ１０２及び読取調整
回路１０３（特に検出部１０３ａ）によって判別マーク検出装置が構成される。
【００３７】
制御部１０３ｂでは、検出部１０３ａからの識別結果信号を演算部１０３ｃに積分させ
る。演算部１０３ｃ（調整部）は、例えば、容量値と抵抗値が予め設定された回路であっ
て、この回路に識別結果信号が入力され、所定の容量値に到達したところで、制御部１０
３ｂに対して到達信号を出力する。到達信号を受けた制御部１０３ｂは、電子シャッタ眼

10

鏡１０４に対して、識別結果信号に対応する電子シャッタを開くように指示信号を出力す
る。これにより、電子シャッタ眼鏡１０４では、一方の電子シャッタが開く。したがって
、判別マーク検出センサ１０２による左眼用フリップマークＦＬ又は右眼用フリップマー
クＦＲの検出から電子シャッタの駆動までの時間（開遅延時間）は、演算部１０３ｃにお
ける設定値によって定められている。なお、開遅延時間は、映像信号の立ち上がり、又は
、判別マーク検出センサ１０２による検出信号の立ち上がりから、電子シャッタが駆動し
て開くまでの時間をいうものとする。また、制御部１０３ｂは、記憶媒体再生装置、前記
電子式ディスプレイ、又は、コンピュータに含ませる構成も可能である。
【００３８】
上述のように、判別マーク検出センサ１０２は電子式ディスプレイ１０１の画面１１０

20

に対して脱着可能であるため、画面１１０に対して上下に移動することにより、個々の蓄
積・上書型ディスプレイごとに異なるタイミングで、左眼用フリップマークＦＬ及び右眼
用フリップマークＦＲを検出するタイミングを変更することができる。したがって、映像
信号の同期タイミングが与えられてから、この映像信号による映像が表示されるまでに遅
延時間に応じて、左眼用フリップマークＦＬ及び右眼用フリップマークＦＲを検出するタ
イミングを設定することができる。
【００３９】
つづいて、図７から図９を参照しつつ、左眼用フリップマークＦＬ及び右眼用フリップ
マークＦＲの検出と電子シャッタ眼鏡１０４の電子シャッタの開閉のタイミングの例につ
いて説明する。図７は、画面１１０における３Ｄ画像表示領域の設定例を示す図である。

30

図８は、垂直同期信号及び画面１１０上の映像信号と、３Ｄ画像表示領域との関係を示す
図である。図９は、位置ＰＡ及び位置ＰＣを例にとって、判別マーク検出センサ１０２か
らの出力信号とシャッタ部１０５の対応する電子シャッタの開閉タイミングとの関係を示
したタイミングチャートである。
【００４０】
図７に示すように、位置ＰＡ、ＰＢ、ＰＣは、画面１１０上の２Ｄ画像表示領域１１０
ａ、１１０ｃ、３Ｄ画像表示領域１１０ｂ内に設定する。ここで、２Ｄ画像表示領域１１
０ａ、１１０ｃは２Ｄ（２次元）画像表示領域であって、３Ｄ画像表示領域１１０ｂは３
Ｄ画像表示領域である。これらの位置ＰＡ、ＰＢ、ＰＣと画面１１０上の映像信号との関
係は図８に示すとおりである。映像は、垂直同期信号から、電子式ディスプレイ固有の遅
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延時間Ｔｄを経過した後に、表示される。また、映像は、一定周期で、右眼用映像Ｒと左
眼用映像Ｌが交互に表示される。
【００４１】
第１実施形態に係る立体映像表示システム１００では、Ｒ、Ｌ各センサでの検出信号の
立ち上がりから、対応するシャッタを開く信号の立ち上がりまでの遅延時間（開遅延時間
）Ｔ１、及び、シャッタが継続して開く時間（開時間）Ｔ２、を、演算部１０３ｃ（調整
部）で演算することで予め調整して固定値にしている。このＴ１、Ｔ２は、読取調整回路
１０３の記憶部１０３ｄに記憶されている。また、演算部１０３ｃでの演算に用いるプロ
グラム（開遅延時間制御プログラム、開時間制御プログラム）は記憶部１０３ｄに予め記
憶されている。
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【００４２】
一方、電子式ディスプレイ１０１の画面１１０に対して判別マーク検出センサ１０２（
調整部）は脱着可能であって、例えば図８、図９の位置ＰＡ、ＰＢ、ＰＣ間で位置を変え
ることにより、映像信号の立ち上がりから、対応するセンサでの検出信号の立ち上がりま
での遅延時間を調整することができる。したがって、個々の蓄積・上書型ディスプレイに
よって異なる、垂直同期信号から映像信号の立ち上がりまでの時間に応じて、映像信号の
立ち上がりから電子シャッタが開くまでの開遅延時間を調整することにより、３Ｄ画像が
二重になるなどの不具合のない、最適な映像を表示することができる。なお、図９におけ
る時間Ｔ３は、位置ＰＡから位置ＰＣまでの移動による調整遅延時間を示している。
【００４３】
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図９において、判別マーク検出センサ１０２を位置ＰＡに置いた場合（同図（ｂ）から
（ｅ））、３Ｄ画像の表示が出終わる前にシャッタが開いてしまうため、映像が二重にな
ってしまう。これに対して、判別マーク検出センサ１０２を位置ＰＣに置いた場合（（ｆ
）から（ｉ））、３Ｄ画像の表示が出終わった後にシャッタが開き、次の３Ｄ画像の表示
が始まる前にシャッタが閉まるため、映像が二重になることはない。ただし、３Ｄ画像の
表示終了からシャッタが開くまでに時間があるため、判別マーク検出センサ１０２を位置
ＰＢに置いて３Ｄ画像の表示終了から時間を置かずにシャッタを開く場合と比べて３Ｄ画
像が暗くなるという不具合がある。したがって、３Ｄ画像表示領域１１０ｂ内であって、
３Ｄ画像の表示終了から時間を置かずにシャッタを開くような位置ＰＢに判別マーク検出
センサ１０２を置くと、映像が二重になることがない。
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【００４４】
第１実施形態に係る立体映像表示システム１００では、簡単かつ低コストの構成で、開
遅延時間を調整して、二重にだぶることがない所望の３Ｄ画像を得ることができる。
【００４５】
（第２実施形態）
次に、図１０〜図１２を参照しつつ、第２実施形態に係る立体映像表示システム２００
について説明する。図１０は、第２実施形態に係る立体映像表示システム２００の構成を
示す図である。図１１は、立体映像表示システム２００の構成を示すブロック図である。
図１２は、位置ＰＡを例にとって、判別マーク検出センサ２０２からの出力信号とシャッ
タ部２０５の対応する電子シャッタの開閉タイミングとの関係を示したタイミングチャー
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トである。
【００４６】
第２実施形態に係る立体映像表示システム２００では、リモコン２０８を備える点、及
び、読取調整回路２０３の構成が第１実施形態に係る立体映像表示システム１００と異な
る。これら以外の電子式ディスプレイ２０１、判別マーク検出センサ２０２、電子シャッ
タ眼鏡２０４は、第１実施形態に係る立体映像表示システム１００の電子式ディスプレイ
１０１、判別マーク検出センサ１０２、電子シャッタ眼鏡１０４にそれぞれ対応するもの
であって、その詳細な説明は省略する。よって、電子シャッタ眼鏡２０４におけるシャッ
タ部２０５、駆動部２０６、Ｒ用シャッタ２０７Ｒ、Ｌ用シャッタ２０７Ｌは、電子シャ
ッタ眼鏡１０４におけるシャッタ部１０５、駆動部１０６、Ｒ用シャッタ１０７Ｒ、Ｌ用
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シャッタ１０７Ｌにそれぞれ対応する。また、判別マーク検出センサ２０２及び読取調整
回路２０３によって判別マーク検出装置が構成される。
【００４７】
リモコン２０８は、判別マーク検出センサ２０２の検出信号の立ち上がりから電子シャ
ッタが駆動して開くまでの開遅延時間、及び、電子シャッタ２０７Ｒ、２０７Ｌが開く時
間（開時間）を、それぞれ予め設定された複数の値から選択可能とするスイッチを備える
。
【００４８】
一方、読取調整回路２０３は、判別マーク検出装置及び制御装置として機能し、読取調
整回路１０３の検出部１０３ａ、制御部１０３ｂ、演算部１０３ｃ、及び記憶部１０３ｄ
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にそれぞれ対応する、検出部２０３ａ、制御部２０３ｂ、演算部２０３ｃ（調整部）、及
び記憶部２０３ｄのほか、リモコン２０８が送信した信号を受信する受信部２０３ｅを備
える。記憶部２０３ｄには、電子シャッタ２０７Ｒ、２０７Ｌが開くタイミング及び継続
して開く時間として、複数の数値がそれぞれ記憶されている。これらの数値は、記憶部２
０３ｄに予め記憶されたプログラム（開遅延時間制御プログラム、開時間制御プログラム
）を用いて演算部１０３ｃが演算することによって、予め設定されている。制御部２０３
ｂは、リモコン２０８から送信された信号にしたがって、制御部２０３ｂが対応する開遅
延時間データ及び開時間データを記憶部２０３ｄから読み出し、このデータに基づいた指
示信号を電子シャッタ眼鏡２０４に送出する。この指示信号を受けた電子シャッタ眼鏡２
０４は、対応する電子シャッタを指定したタイミングで、指定された時間だけ開く。
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【００４９】
なお、リモコン２０８としては、読取調整回路２０３の受信部２０３ｅへ送信可能であ
れば、任意の方式（例えば赤外線方式）を用いることができる。また、リモコン２０８に
代えて、読取調整回路２０３に有線接続されたスイッチを用いて、開遅延時間及び開時間
を選択することもできる。
【００５０】
以上の構成とすると、第１実施形態に係る立体映像表示システム１００と同様に、電子
式ディスプレイ２０１の画面２１０上で判別マーク検出センサ２０２を移動させることで
、判別マーク検出センサ２０２による検出タイミングとしての開遅延時間を調整できると
ともに、リモコン２０８上で、判別マーク検出センサ２０２での検出から電子シャッタが
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開くまでの時間としての開遅延時間、及び、開時間を選択することができる。したがって
、映像信号の立ち上がりから電子シャッタが開くまでの開遅延時間、及び、電子シャッタ
を継続して開く開時間を調整することができる。これにより、二重とならず、かつ、観察
者が所望する明るさの立体画像を表示させることができる。
【００５１】
ここで、図１２を参照して、判別マーク検出センサ２０２を位置ＰＡ上に置いた例につ
いて説明する。この例では、リモコン２０８を操作して、判別マーク検出センサ２０２で
の検出から電子シャッタが開くまでの時間としての開遅延時間をＴ４に、開時間をＴ５に
、それぞれ設定している。位置ＰＡは３Ｄ画像が表示される前の領域内にあるが、時間Ｔ
４を十分長くしているため、右眼用の電子シャッタ２０７Ｒが開くのは３Ｄ画像が表示さ
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れた直後となる。また、時間Ｔ５は、次の左眼用の３Ｄ画像の表示が始まる直前まで右眼
用シャッタが継続して開くように設定している。したがって、第１実施形態に係る立体映
像表示システム１００では、３Ｄ画像が二重にだぶっていた位置ＰＡに判別マーク検出セ
ンサ２０２を配置しても所望の画像を表示させることが可能となる。
なお、その他の構成、作用、効果については、第１実施形態に係る立体映像表示システ
ムと同様である。
【００５２】
（第３実施形態）
次に、図１３から図１５を参照しつつ、第３実施形態に係る立体映像表示システム３０
０について説明する。図１３は、第３実施形態に係る立体映像表示システム３００の構成
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を示す図である。図１４は、立体映像表示システム３００の構成を示すブロック図である
。
【００５３】
第３実施形態に係る立体映像表示システム３００では、パーソナルコンピュータ（ＰＣ
）において、判別マーク検出センサ３０２による検出信号の立ち上がりから電子シャッタ
が開く信号の立ち上がりまでの開遅延時間及び開時間を調整する点が第２実施形態に係る
立体映像表示システム２００と異なる。これら以外については、第２実施形態に係る立体
映像表示システム２００又は第１実施形態に係る立体映像表示システム１００と同様であ
る。また、電子式ディスプレイ３０１、判別マーク検出センサ３０２、及び電子シャッタ
眼鏡３０４は、第１実施形態に係る立体映像表示システム１００の電子式ディスプレイ１
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０１、判別マーク検出センサ１０２、電子シャッタ眼鏡１０４にそれぞれ対応するもので
あって、その詳細な説明は省略する。よって、電子シャッタ眼鏡３０４におけるシャッタ
部３０５、駆動部３０６、Ｒ用シャッタ３０７Ｒ、Ｌ用シャッタ３０７Ｌは、電子シャッ
タ眼鏡１０４におけるシャッタ部１０５、駆動部１０６、Ｒ用シャッタ１０７Ｒ、Ｌ用シ
ャッタ１０７Ｌにそれぞれ対応する。なお、判別マーク検出センサ３０２及び検出部３０
３によって判別マーク検出装置が構成される。
【００５４】
ＰＣ３０９は、制御装置として機能し、第１実施形態に係る立体映像表示システム１０
０の制御部１０３ｂ、演算部１０３ｃ、及び記憶部１０３ｄに対応する制御部３０９ｂ、
演算部３０９ｃ（調整部）、及び記憶部３０９ｄを備える。制御部３０９ｂ及び演算部３
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０９ｃは、ＰＣ３０９が備えているＣＰＵ（中央演算装置）を用いることができ、記憶部
３０９ｄは、ＰＣ３０９が備えている記憶装置を用いることができる。なお、ＰＣ３０９
と同等の機能を備えていれば、パーソナルコンピュータ以外の形態の装置を用いることも
できる。
【００５５】
また、ＰＣ３０９は、映像生成部３０９ｅにおいて、電子式ディスプレイ３０１で表示
する映像を生成し、制御部３０９ｂは生成された映像信号を電子式ディスプレイ３０１へ
出力する。ＰＣ３０９は、入力部３０９ｆを備え、観察者は入力部３０９ｆを操作するこ
とによって開遅延時間及び開時間を設定することができる。開遅延時間及び開時間は、記
憶部３０９ｄに予め記憶されたプログラム（開遅延時間制御プログラム、開時間制御プロ
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グラム）を用いて、演算部３０９ｃが予め演算した値を記憶部３０９ｄに記憶している。
設定された開遅延時間及び開時間は記憶部３０９ｄに記憶され、これらの時間に対応した
、電子シャッタ眼鏡３０４への指示信号が演算部３０９ｃで生成され、記憶部３０９ｄに
記憶される。
【００５６】
検出部３０３は、判別マーク検出センサ３０２からの信号にしたがって、左眼用フリッ
プマークＦＬ及び右眼用フリップマークＦＲを識別し、その結果をＰＣ３０９の制御部３
０９ｂへ出力する。
【００５７】
第３実施形態に係る立体映像表示システム３００では、以下に述べるように判別マーク
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検出センサ３０２の位置を設定することができる。この位置設定は、予め記憶部３０９ｄ
に記憶されたプログラムにしたがって、制御部３０３ｂの制御のもとで実行される。
【００５８】
まず、記憶部３０９ｄに記憶されたデータを読み出して、平面形状が略矩形の画面３１
０の四辺のそれぞれにフリップマークを表示する。次に、画面３１０上の所望位置に取り
付けた判別マーク検出センサ３０２を動作させる。動作の結果、四辺のフリップマークの
うち、検出されたフリップマークが表示された辺をセンサ検出辺に決定する。
【００５９】
つづいて、センサ検出辺の一方の端部側から中央側へフリップマークを伸ばしていき、
そのフリップマークを判別マーク検出センサ３０２が検出した位置を第１センサ位置に決
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定する。さらに、センサ検出辺の他方の端部側から中央側へフリップマークを伸ばしてい
き、そのフリップマークを判別マーク検出センサ３０２が検出した位置を第２センサ位置
に決定する（図１５）。このようにして判別マーク検出センサ３０２の位置を正確に検出
することができる。ここで、図１５は、画面３１０の上辺に判別マーク検出センサ３０２
を取り付けた場合に、センサ検出辺である上辺において、センサ検出辺の一方側としての
左端から中央側へフリップマークを伸ばして判別マーク検出センサ３０２に至った状態を
示す画面例を示す図である。
【００６０】
以上の構成とすると、第１実施形態に係る立体映像表示システム１００と同様に、電子
式ディスプレイ３０１の画面３１０上で判別マーク検出センサ３０２を移動させることで
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、判別マーク検出センサ３０２による検出タイミングとしての開遅延時間を調整できると
ともに、入力部３０９ｆの操作によって、判別マーク検出センサ３０２での検出から電子
シャッタが開くまでの時間としての開遅延時間、及び、開時間を設定することができる。
したがって、映像信号の立ち上がりから電子シャッタが開くまでの開遅延時間、及び、電
子シャッタを継続して開く開時間を調整することができる。よって、二重とならず、かつ
、観察者が所望する明るさの立体画像を表示させることができる。
なお、その他の構成、作用、効果については、第１実施形態又は第２実施形態に係る立
体映像表示システムと同様である。
【００６１】
（第４実施形態）
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つづいて、図１６から図２０を参照しつつ、第４実施形態に係る立体映像表示システム
４００について説明する。図１６は、第４実施形態に係る立体映像表示システム４００の
構成を示す図である。図１７は、立体映像表示システム４００の構成を示すブロック図で
ある。
【００６２】
第４実施形態に係る立体映像表示システム４００では、調整センサ４１１の操作によっ
て、判別マーク検出センサ４０２による検出信号の立ち上がりから電子シャッタを開く信
号の立ち上がりまでの開遅延時間、及び、電子シャッタを継続して開く開時間を設定する
点が、第２実施形態に係る立体映像表示システム２００と異なる。また、第１〜第３実施
形態では、電子式ディスプレイの画面の側辺に配置していた判別マーク検出センサ４０２
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を電子式ディスプレイ４０１の画面４１０の上辺に配置している。これら以外については
、第２実施形態に係る立体映像表示システム２００又は第１実施形態に係る立体映像表示
システム１００と同様である。また、電子式ディスプレイ４０１、判別マーク検出センサ
４０２、及び電子シャッタ眼鏡４０４は、第１実施形態に係る立体映像表示システム１０
０の電子式ディスプレイ１０１、判別マーク検出センサ１０２、電子シャッタ眼鏡１０４
にそれぞれ対応するものであって、その詳細な説明は省略する。よって、電子シャッタ眼
鏡４０４におけるシャッタ部４０５、駆動部４０６、Ｒ用シャッタ４０７Ｒ、Ｌ用シャッ
タ４０７Ｌは、電子シャッタ眼鏡１０４におけるシャッタ部１０５、駆動部１０６、Ｒ用
シャッタ１０７Ｒ、Ｌ用シャッタ１０７Ｌにそれぞれ対応する。また、判別マーク検出セ
ンサ４０２、及び検出部４０３によって判別マーク検出装置が構成される。
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【００６３】
ＰＣ４０９は、制御装置として機能し、第１実施形態に係る立体映像表示システム１０
０の制御部１０３ｂ、演算部１０３ｃ、及び記憶部１０３ｄに対応する制御部４０９ｂ、
演算部４０９ｃ（調整部）、及び記憶部４０９ｄを備える。制御部４０９ｂ及び演算部４
０９ｃは、ＰＣ４０９が備えているＣＰＵ（中央演算装置）を用いることができ、記憶部
４０９ｄは、ＰＣ４０９が備えている記憶装置を用いることができる。
【００６４】
また、ＰＣ４０９は、映像生成部４０９ｅにおいて、電子式ディスプレイ４０１で表示
する映像を生成し、制御部４０９ｂは生成された映像信号を電子式ディスプレイ４０１へ
出力する。ＰＣ４０９は、入力部４０９ｆを備え、観察者は入力部４０９ｆを用いて映像
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の生成その他の操作を行うことができる。
【００６５】
判別マーク検出センサ４０２は、画面４１０の上辺に脱着可能に配置している。したが
って、映像信号の立ち上がりから判別マーク検出センサ４０２が検出するまでの時間はゼ
ロに設定される。
なお、判別マーク検出センサ４０２は、第１から第３実施形態に係る立体映像表示シス
テムと同様に左辺又は右辺に配置することもでき、上下に移動することによって、映像信
号の立ち上がりから判別マーク検出センサ４０２が検出するまでの開遅延時間を調整する
こともできる。
【００６６】
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調整センサ４１１（位置指定センサ、位置判定センサ）は、取り付け具（不図示）によ
り画面４１０上に脱着可能に配置される。また、調整センサ４１１は、観察者が操作する
ことによって、検出部４０３に信号が送出されるスイッチ（不図示）を備える。スイッチ
の操作による信号が検出部４０３に入力されると、制御部４０９ｂは、あらかじめ記憶部
４０９ｄに記憶されたプログラム（開遅延時間制御プログラム、開時間制御プログラム）
にしたがって、演算部４０９ｃに開遅延時間（判別マーク検出センサ４０２による検出信
号の立ち上がりから電子シャッタを開く信号の立ち上がりまでの開遅延時間）及び開時間
を算出させ、その結果を記憶部４０９ｄに記憶させる。
【００６７】
ここで、開遅延時間は、調整センサ４１１による検出タイミングと同時に電子シャッタ
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が開くように設定できるほか、調整センサ４１１による検出タイミングから所定時間を置
いてから電子シャッタを開くように設定することもできる。この所定時間は、予め定めて
記憶部４０９ｄに記憶させておく。また、この所定時間は、観察者がＰＣ４０９を操作す
ることにより変更することもできる。
【００６８】
調整センサ４１１の配置及びスイッチの操作は、例えば次のように行う。
まず、画面４１０において３Ｄ画像表示領域の上端としたい位置に調整センサ４１１を
取り付け、スイッチを押す。次に、調整センサ４１１を、３Ｄ画像表示領域の下端とした
い位置に移動して、再びスイッチを押す。これらの操作の間、調整センサ４１１の位置は
、検出部４０３により検出され、記憶部４０９ｄに記憶される。
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【００６９】
制御部４０９ｂは、１回目のスイッチ操作により、そのときの調整センサ４１１の位置
で対応する電子シャッタが開くように、判別マーク検出センサ４０２による検出信号の立
ち上がりから電子シャッタを開く信号の立ち上がりまでの開遅延時間を設定する。また、
２回目のスイッチ操作により、そのときの調整センサ４１１の位置で対応する電子シャッ
タが閉じるように、電子シャッタが継続して開く開時間を設定する。
【００７０】
制御部４０９ｂは、設定された開遅延時間及び開時間に対応する指示信号を駆動部４０
６に出力し、シャッタ部４０５は対応する電子シャッタを駆動する。観察者は、駆動され
た電子シャッタ眼鏡４０４を用いて画面４１０を観察し、３Ｄ画像が二重にだぶるようで
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あれば、前回よりも低い位置で再び１回目のスイッチ操作を行う。これにより、開遅延時
間が長くなる。また、３Ｄ画像が暗いようであれば、１回目のスイッチ操作位置は前回と
同じで、２回目のスイッチ操作位置を前回より低い位置として、再びスイッチ操作を行う
。これにより、開時間を長くすることができる。
【００７１】
以上のような２回のスイッチ操作と観察を繰り返すことにより、二重とならず、かつ、
観察者が所望する明るさの立体画像を表示させることができる。
【００７２】
なお、上述の例では、調整センサ４１１に設けた一つのスイッチを２回押して、１回目
を開遅延時間の設定に、２回目を開時間の設定に、それぞれ用いたが、調整センサ４１１
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の形態及び操作はこれに限定されることはない。例えば、調整センサ４１１に二つのスイ
ッチを設け、一方を開遅延時間設定用のスイッチとし、他方を開時間設定用のスイッチと
すると、設定を変更したいスイッチのみを押せば済むため、３Ｄ画像の設定を迅速に行う
ことができる。また、調整センサ自体を二つ配置して、一方を開遅延時間設定用とし、他
方を開時間設定用としても、設定を変更したい調整センサのみを操作すれば済む。
【００７３】
つづいて、図１８から図２０を参照しつつ、左眼用フリップマークＦＬ及び右眼用フリ
ップマークＦＲの検出と電子シャッタ眼鏡４０４の電子シャッタの開閉のタイミングの調
整例について説明する。図１８（ａ）は画面４１０における３Ｄ画像表示領域の設定例を
示す図、（ｂ）は画面４１０に左眼用映像が表示された状態を示す図、（ｃ）は画面４１
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０に右眼用映像が表示された状態を示す図である。図１９は、垂直同期信号及び画面４１
０上の映像信号と、３Ｄ画像表示領域との関係を示す図である。図２０は、右眼用シャッ
タを例にとって、位置ＰＤに置いた判別マーク検出センサ４０２の検出信号、位置ＰＥ及
び位置ＰＦに置いた調整センサ４１１の検出信号、及び、シャッタ部４０５の対応する電
子シャッタの開閉タイミングの関係を示したタイミングチャートである。なお、図１８で
は、調整センサ４１１によって、開遅延時間及び開時間を設定する場合のフリップマーク
が表示されている。
【００７４】
図１８に示すように、位置ＰＤは、画面４１０上の判別マーク検出センサ４０２を設け
た上辺に設定する。位置ＰＥは、２Ｄ画像表示領域４１０ａと３Ｄ画像表示領域４１０ｂ
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との境界線に設定する。また、位置ＰＦは、３Ｄ画像表示領域４１０ｂと２Ｄ画像表示領
域４１０ｃとの境界線に設定する。このときの位置ＰＤ、ＰＥ、ＰＦと画面４１０上の映
像信号との関係は図１９に示すとおりである。映像は、垂直同期信号から、電子式ディス
プレイ固有の遅延時間Ｔｄを経過した後に、表示される。また、映像は、一定周期で、右
眼用映像Ｒと左眼用映像Ｌが交互に表示される。
【００７５】
第４実施形態に係る立体映像表示システム４００では、第３実施形態に係る立体映像表
示システム３００と同様に、判別マーク検出センサ４０２の位置を設定することができる
。この位置設定は、予め記憶部４０９ｄに記憶されたプログラムにしたがって、制御部４
０３ｂの制御のもとで実行される。
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【００７６】
まず、記憶部４０９ｄに記憶されたデータを読み出して、平面形状が略矩形の画面４１
０の四辺のそれぞれにフリップマークを表示する。次に、画面４１０上の所望位置に取り
付けた判別マーク検出センサ４０２を動作させる。動作の結果、四辺のフリップマークの
うち、検出されたフリップマークが表示された辺をセンサ検出辺に決定する。
【００７７】
つづいて、センサ検出辺の一方の端部側から中央側へフリップマークを伸ばしていき、
そのフリップマークを判別マーク検出センサ４０２が検出した位置を第１センサ位置に決
定する。さらに、センサ検出辺の他方の端部側から中央側へフリップマークを伸ばしてい
き、そのフリップマークを判別マーク検出センサ４０２が検出した位置を第２センサ位置

30

に決定する（図１５）。このようにして判別マーク検出センサ４０２の位置を正確に検出
することができる。
【００７８】
図２０において、Ｔ６は判別マーク検出センサ４０２がフリップマークを検出している
時間、Ｔ７は画面４１０の２Ｄ画像表示領域４１０ａを上書きしている時間、Ｔ８は画面
４１０の３Ｄ画像表示領域４１０ｂを上書きしている時間、Ｔ９は画面４１０の２Ｄ画像
表示領域４１０ｃを上書きしている時間である。また、Ｔ１０は、位置ＰＦに配置された
調整センサ４１１からの検出信号の立ち上がりからの遅延時間である。Ｔ１１は、位置Ｐ
Ｆに配置された調整センサ４１１からの検出信号に対応して開いた電子シャッタが継続し
て開く開時間である。
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【００７９】
図２０に示すように、位置ＰＤに配置された判別マーク検出センサ４０２のＲ用検出部
４０２Ｒは、２Ｄ画像表示領域４１０ａへの右眼用２Ｄ画像の上書き開始から、３Ｄ画像
表示領域４１０ｂ及び２Ｄ画像表示領域４１０ｃの画像の上書きを経て、次の左眼用映像
Ｌを２Ｄ画像表示領域４１０ａの２Ｄ画像に上書きするまでの間、検出し続ける。これは
、Ｌ用検出部４０２Ｌについても同様であって、２Ｄ画像表示領域４１０ａへの左眼用２
Ｄ画像の上書き開始から、３Ｄ画像表示領域４１０ｂ及び２Ｄ画像表示領域４１０ｃの画
像の上書きを経て、次の右眼用映像Ｒを２Ｄ画像表示領域４１０ａの２Ｄ画像に上書きす
るまでの間、検出し続ける。
【００８０】
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以上の構成では、観察者が画面４１０上で調整センサ４１１を移動することによって、
開遅延時間及び開時間を設定することができる。したがって、二重とならず、かつ、観察
者が所望する明るさの立体画像を表示させることができるだけでなく、設定操作を簡便に
行うことができる。
なお、その他の構成、作用、効果については、第１、第２、又は第３実施形態に係る立
体映像表示システムと同様である。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
以上のように、本発明に係る立体映像表示システムは、蓄積・上書き型のディスプレイ
の画面の少なくとも一部に３次元画像を表示する立体映像表示システムに有用である。
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【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】映像表示タイミングと電子シャッタ眼鏡のシャッタ部の開閉タイミングとの関係
を示すチャートであって、（ａ）は電子式ディスプレイに入力される垂直同期信号と電子
式ディスプレイに表示される映像信号を示し、（ｂ）、（ｃ）は左眼用、右眼用のシャッ
タの開閉信号をそれぞれ示すチャートである。
【図２】蓄積・上書き型ディスプレイにおける左眼用映像Ｌと右眼用映像Ｒとの２映像分
の遷移を模式的に示した図である。
【図３】第１実施形態に係る立体映像表示システムの構成を示す図である。
【図４】（ａ）は電子式ディスプレイの画面における３Ｄ画像表示領域を示す図、（ｂ）
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は画面に左眼用映像が表示された状態を示す図、（ｃ）は画面１１０に右眼用映像が表示
された状態を示す図である。
【図５】判別マーク検出センサの構成を示す平面図である。
【図６】第１実施形態に係る立体映像表示システムの構成を示すブロック図である。
【図７】電子式ディスプレイの画面における３Ｄ画像表示領域の設定例を示す図である。
【図８】垂直同期信号及び画面上の映像信号と、３Ｄ画像表示領域との関係を示す図であ
る。
【図９】第１実施形態に係る判別マーク検出センサからの出力信号とシャッタ部の対応す
る電子シャッタの開閉タイミングとの関係を示したタイミングチャートである。
【図１０】第２実施形態に係る立体映像表示システムの構成を示す図である。
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【図１１】第２実施形態に係る立体映像表示システムの構成を示すブロック図である。
【図１２】第２実施形態に係る判別マーク検出センサからの出力信号とシャッタ部の対応
する電子シャッタの開閉タイミングとの関係を示したタイミングチャートである。
【図１３】第３実施形態に係る立体映像表示システムの構成を示す図である。
【図１４】第３実施形態に係る立体映像表示システムの構成を示すブロック図である。
【図１５】画面において、センサ検出辺の一方側から中央側へフリップマークを伸ばして
判別マーク検出センサに至った状態を示す画面例を示す図である。
【図１６】第４実施形態に係る立体映像表示システムの構成を示す図である。
【図１７】第４実施形態に係る立体映像表示システムの構成を示すブロック図である。
【図１８】（ａ）は電子式ディスプレイの画面における３Ｄ画像表示領域の設定例を示す
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図、（ｂ）は画面に左眼用映像が表示された状態を示す図、（ｃ）は画面に右眼用映像が
表示された状態を示す図である。
【図１９】垂直同期信号及び画面上の映像信号と、３Ｄ画像表示領域との関係を示す図で
ある。
【図２０】第４実施形態に係る判別マーク検出センサの検出信号、調整センサの検出信号
、及び、シャッタ部の対応する電子シャッタの開閉タイミングの関係を示したタイミング
チャートである。
【符号の説明】
【００８３】
１００

立体映像表示システム
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１０１

電子式ディスプレイ

１０２

判別マーク検出センサ（判別マーク検出装置）

１０２Ｌ

Ｌ用検出部

１０２Ｒ

Ｒ用検出部

１０３

読取調整回路（判別マーク検出装置）

１０３ａ

検出部

１０３ｂ

制御部

１０３ｃ

演算部（調整部）

１０３ｄ

記憶部

１０４

電子シャッタ眼鏡（観察装置）

１０５

シャッタ部

１０６

駆動部

１０７Ｌ

電子シャッタ

１０７Ｒ

電子シャッタ

１１０

画面

１１０ａ

２Ｄ画像表示領域

１１０ｂ

３Ｄ画像表示領域

１１０ｃ

２Ｄ画像表示領域

２００

立体映像表示システム

２０１

電子式ディスプレイ

２０２

判別マーク検出センサ（判別マーク検出装置）

２０３

読取調整回路（判別マーク検出装置）

２０３ａ

検出部

２０３ｂ

制御部

２０３ｃ

演算部（調整部）

２０３ｄ

記憶部

２０３ｅ

受信部

２０４

電子シャッタ眼鏡（観察装置）

２０５

シャッタ部

２０６

駆動部

２０７Ｌ

電子シャッタ

２０７Ｒ

電子シャッタ

２０８

リモコン

２１０

画面

３００

立体映像表示システム

３０１

電子式ディスプレイ

３０２

判別マーク検出センサ（判別マーク検出装置）

３０３

検出部（判別マーク検出装置）

３０３ｂ

制御部

３０４

電子シャッタ眼鏡（観察装置）

３０５

シャッタ部

３０６

駆動部

３０７Ｌ

電子シャッタ

３０７Ｒ

電子シャッタ

３０９

ＰＣ（パーソナルコンピュータ）

３０９ｂ

制御部

３０９ｃ

演算部（調整部）

３０９ｄ

記憶部

３０９ｅ

映像生成部

３０９ｆ

入力部
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３１０

画面

４００

立体映像表示システム

４０１

電子式ディスプレイ

４０２

判別マーク検出センサ（判別マーク検出装置）

４０２Ｌ

Ｌ用検出部

４０２Ｒ

Ｒ用検出部

４０３

検出部（判別マーク検出装置）

４０３ｂ

制御部

４０４

電子シャッタ眼鏡（観察装置）

４０５

シャッタ部

４０６

駆動部

４０７Ｌ

電子シャッタ

４０７Ｒ

電子シャッタ

４０９

ＰＣ（パーソナルコンピュータ）

４０９ｂ

制御部

４０９ｃ

演算部（調整部）

４０９ｄ

記憶部

４０９ｅ

映像生成部

４０９ｆ

入力部

４１０

画面

４１０ａ

２Ｄ画像表示領域

４１０ｂ

３Ｄ画像表示領域

４１０ｃ

２Ｄ画像表示領域

４１１

調整センサ（位置指定センサ、位置判定センサ）

ＦＬ

左眼用フリップマーク

ＦＲ

右眼用フリップマーク
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