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(57)【要約】
【課題】立体映像の観賞中における健康被害を抑制する
。
【解決手段】表示制御装置１は、観賞者の左右の目の視
差を利用した視差映像をディスプレイ２に表示し、左右
の目の視認可否を切り替える液晶シャッターメガネ３を
介して観賞者に立体映像を観賞させるものである。この
表示制御装置１は、視差映像である、観賞者に左目を通
じて視認させるための左眼用映像、及び観賞者に右目を
通じて視認させるための右眼用映像のいずれかがディス
プレイ２に表示される表示タイミングと、液晶シャッタ
ーメガネ３の視認可否の切替タイミングとの同期状態を
観賞者に識別させる情報で、かつ、当該観賞者のいずれ
か一方の目にのみ認識可能な同期状態識別情報を提示さ
せる提示制御部１２を備える。
【選択図】図１



(2) JP 2012-99965 A 2012.5.24

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　観賞者の左右の目の視差を利用した視差映像をディスプレイに表示し、左右の目の視認
可否を切り替える視認切替機構を介して観賞者に立体映像を観賞させる表示制御装置であ
って、
　上記視差映像である、上記観賞者に一方の目を通じて視認させるための第１視差映像、
及び当該観賞者に他方の目を通じて視認させるための第２視差映像のいずれかが上記ディ
スプレイに表示される表示タイミングと、上記視認切替機構の視認可否の切替タイミング
との同期状態を識別させる情報で、かつ、当該観賞者のいずれか一方の目によって認識可
能な同期状態識別情報を提示させる提示制御手段を備えることを特徴とする表示制御装置
。
【請求項２】
　上記視認切替機構が、上記観賞者の左右の目それぞれにおいて上記視差映像を視認する
ための第１視差映像表示用シャッター及び第２視差映像表示用シャッターを備え、
　特定の偏光状態の光に対する、上記第１視差映像表示用シャッターの透過状態と、上記
第２視差映像表示用シャッターの透過状態との相違が、上記観賞者に認識可能なものであ
り、
　上記提示制御手段は、上記特定の偏光状態の光を出射光として出射する発光手段におけ
る当該出射光の出射可否を制御することにより、上記同期状態識別情報を提示させること
を特徴とする請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　上記視認切替機構が、上記観賞者の左右の目それぞれにおいて上記視差映像を視認する
ための第１視差映像表示用シャッター及び第２視差映像表示用シャッターを備え、
　特定の光学特性を有する光に対する、上記第１視差映像表示用シャッターの透過状態と
、上記第２視差映像表示用シャッターの透過状態との相違が、上記観賞者に認識可能なも
のであり、
　上記提示制御手段は、上記特定の光学特性を有する光を出射光として出射する発光手段
における当該出射光の出射可否を制御することにより、上記同期状態識別情報を提示させ
ることを特徴とする請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　上記視差映像を上記ディスプレイに表示させる映像出力制御手段を備え、
　上記提示制御手段は、
　　上記映像出力制御手段が上記第１視差映像を上記ディスプレイに表示させている間に
、上記第２視差映像を視認する上記他方の目によって認識可能なように、又は、
　　上記映像出力制御手段が上記第２視差映像を上記ディスプレイに表示させている間に
、上記第１視差映像を視認する上記一方の目によって認識可能なように、上記同期状態識
別情報を提示させることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の表示制御装
置。
【請求項５】
　請求項２に記載の表示制御装置とともに用いられる上記視認切替機構としてのシャッタ
ーメガネであって、
　上記第１視差映像表示用シャッターが、第１偏光板を有し、
　上記第２視差映像表示用シャッターが、第２偏光板を有し、
　上記第１偏光板の上記出射光に対する透過率が、上記第２偏光板の上記出射光に対する
透過率よりも高いことを特徴とするシャッターメガネ。
【請求項６】
　請求項３に記載の表示制御装置とともに用いられる上記視認切替機構としてのシャッタ
ーメガネであって、
　上記第１視差映像表示用シャッターが、第１光学フィルターを有し、
　上記第２視差映像表示用シャッターが、第２光学フィルターを有し、
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　上記第１光学フィルターの上記出射光に対する透過率が、上記第２光学フィルターの上
記出射光に対する透過率よりも高いことを特徴とするシャッターメガネ。
【請求項７】
　請求項２に記載の表示制御装置とともに用いられる上記ディスプレイであって、
　上記発光手段が出射する上記出射光の偏光状態とは異なる偏光状態の光で、かつ、上記
第１視差映像表示用シャッター及び上記第２視差映像表示用シャッターの両方を上記観賞
者が認識可能な程度に透過する光を出射することにより、上記視差映像を表示することを
特徴とするディスプレイ。
【請求項８】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の表示制御装置を動作させる制御プログラムであ
って、コンピュータを上記の各手段として機能させるための制御プログラム。
【請求項９】
　請求項８に記載の制御プログラムを記録しているコンピュータ読み取り可能な記録媒体
。
【請求項１０】
　観賞者の左右の目の視差を利用した視差映像をディスプレイに表示し、左右の目の視認
可否を切り替える視認切替機構を介して観賞者に立体映像を観賞させる表示制御装置の制
御方法であって、
　上記視差映像である、上記観賞者に一方の目を通じて視認させるための第１視差映像、
及び当該観賞者に他方の目を通じて視認させるための第２視差映像のいずれかが上記ディ
スプレイに表示される表示タイミングと、上記視認切替機構の視認可否の切替タイミング
との同期状態を識別させる情報で、かつ、当該観賞者のいずれか一方の目によって認識可
能な同期状態識別情報を提示させる提示制御ステップを含むことを特徴とする表示制御装
置の制御方法。
【請求項１１】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の表示制御装置と、
　上記表示制御装置が上記視差映像を表示させる上記ディスプレイと、を備えることを特
徴とする表示装置。
【請求項１２】
　請求項２に記載の表示制御装置と、
　請求項７に記載のディスプレイと、を備えることを特徴とする表示装置。
【請求項１３】
　請求項２に記載の表示制御装置と、
　請求項５に記載のシャッターメガネと、を備える立体映像観賞システム。
【請求項１４】
　請求項３に記載の表示制御装置と、
　請求項６に記載のシャッターメガネと、を備える立体映像観賞システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、３次元（３Ｄ）映像を視聴等するための表示制御装置等に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、２次元（２Ｄ）映像以外の、３次元映像の視聴方法等の研究が盛んになってきて
いる。３次元映像を視聴等するには、例えば、３次元映像専用の左目用映像及び右目用映
像を別々に表示し、偏向メガネやシャッターメガネ等で２つの映像を、左目及び右目のそ
れぞれの目のみで視覚する必要がある。
【０００３】
　また、シャッターメガネの場合、表示装置から交互に出力される右目用映像及び左目用
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映像の出力タイミングにあわせて、当該メガネの右目用シャッター及び左目用シャッター
の開閉を制御する必要がある。例えばシャッターメガネが右目用映像を受信する場合、そ
の右目用映像を受信している間、右目用シャッターを開き、左目用映像を閉じるように制
御する。これにより、右目用映像を右目のみで、左目用映像を左目のみで見ることが可能
となり、観賞者は、３次元映像の製作者が意図する立体感を得ることができる。
【０００４】
　このようなシャッターメガネにおいて、それぞれの画像とそれぞれのシャッターとの同
期をとるための技術の一例が特許文献１に開示されている。
【０００５】
　特許文献１のシャッターメガネシステムは、ディスプレイに左目用映像としての第１色
映像及び右目用映像としての第２色映像を交互に表示させ、色センサにて、左目用シャッ
ターを透過する第１色映像の光量及び右目用シャッターを透過する光量の何れかを検出す
る。そして、シャッターの開放を開始する時点およびその開放期間をスライドさせ、色セ
ンサにて検出される光量が最大値をとる当該時点及び期間を検出する。
【０００６】
　これにより、特許文献１の技術では、観賞者が立体視を正しく認識できるように、シャ
ッター開閉タイミングを自動で調整することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－２３００７１号公報（２００９年１０月８日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１の技術では、観賞者が、そのコンテンツの視聴時に、左目用
映像及び右目用映像がそれぞれ表示装置に表示されるタイミングと、シャッターメガネの
シャッター開閉タイミングとの間で同期ずれを認識することは困難であった。特許文献１
の技術では、コンテンツとしての３次元映像とは異なる第１色映像及び第２色映像を用い
てシャッター開閉タイミングを調整する必要があるためである。
【０００９】
　すなわち、特許文献１の技術では、例えば観賞者がコンテンツを視聴する前にその調整
が行われることが想定され、視聴中に何らかの原因（例えばシャッターメガネの故障）に
より上記の同期ずれが生じた場合に、観賞者はその同期ずれを認識することなく、当該コ
ンテンツを視聴し続けることになる。３Ｄガイドラインによれば、この同期ずれが生じた
場合、映像が二重に見える、あるいは左目用映像と右目用映像とが反転することとなり、
観賞者がコンテンツに対して違和感を覚えたり、目精疲労を生じたりする可能性が高くな
る。なお、上記の「反転」とは、例えば左目用映像の出力時に右目用シャッターが開放す
ることにより、当該左目用映像を右目で見てしまうような現象を指し、「反転」した状態
においては、コンテンツ映像自体に直接的な変化（二重に見える等）が現われない場合も
あり、観賞者がその状態を認識することは困難である。
【００１０】
　また、特許文献１の技術では、シャッターメガネあるいはディスプレイ等、当該システ
ムが備える装置が故障しても、コンテンツ視聴時にシャッター開閉タイミングを調整する
わけではないため、その故障を観賞者が認識することは困難であった。
【００１１】
　本発明は、上記の問題を解決するためになされたもので、その目的は、立体映像の観賞
中における健康被害を抑制することが可能な表示制御装置、シャッターメガネ、ディスプ
レイ、制御プログラム、コンピュータ読み取り可能な記録媒体、表示制御装置の制御方法
、表示装置及び立体映像観賞システム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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【００１２】
　本発明に係る表示制御装置は、上記の課題を解決するために、観賞者の左右の目の視差
を利用した視差映像をディスプレイに表示し、左右の目の視認可否を切り替える視認切替
機構を介して観賞者に立体映像を観賞させる表示制御装置であって、上記視差映像である
、上記観賞者に一方の目を通じて視認させるための第１視差映像、及び当該観賞者に他方
の目を通じて視認させるための第２視差映像のいずれかが上記ディスプレイに表示される
表示タイミングと、上記視認切替機構の視認可否の切替タイミングとの同期状態を識別さ
せる情報で、かつ、当該観賞者のいずれか一方の目によって認識可能な同期状態識別情報
を提示させる提示制御手段を備えることを特徴としている。
【００１３】
　また、本発明に係る表示制御装置の制御方法は、上記の課題を解決するために、観賞者
の左右の目の視差を利用した視差映像をディスプレイに表示し、左右の目の視認可否を切
り替える視認切替機構を介して観賞者に立体映像を観賞させる表示制御装置の制御方法で
あって、上記視差映像である、上記観賞者に一方の目を通じて視認させるための第１視差
映像、及び当該観賞者に他方の目を通じて視認させるための第２視差映像のいずれかが上
記ディスプレイに表示される表示タイミングと、上記視認切替機構の視認可否の切替タイ
ミングとの同期状態を識別させる情報で、かつ、当該観賞者のいずれか一方の目によって
認識可能な同期状態識別情報を提示させる提示制御ステップを含むことを特徴としている
。
【００１４】
　上記構成によれば、提示制御手段（提示制御ステップ）は、上記表示タイミングと上記
切替タイミングとの同期状態（同期／非同期）を観賞者に識別させる同期状態識別情報を
提示させる。このため、観賞者は、提示された同期状態識別情報を確認することにより、
ディスプレイにおける視差映像の表示タイミングと視認切替機構における視認可否の切替
タイミングとの間での同期状態を、立体映像の観賞中に確認することができる。すなわち
、観賞者は、ディスプレイに表示される視差映像を、観賞すべきタイミングで観賞できて
いるかを確認することができるとともに、上記表示タイミングと切替タイミングとが非同
期となった場合（同期ずれが生じた場合）にはその確認を行うことができる。
【００１５】
　したがって、本発明の表示制御装置及びその制御方法によれば、観賞者は、その同期ず
れの確認を行うことにより、立体映像の観賞に関わる装置（例えばディスプレイや視認切
替機構）の故障の可能性を認識し、立体映像の観賞を中止したり、当該故障した装置の修
繕に努める等、当該同期ずれによる健康被害を受けないような措置をとるができる。この
ため、立体映像の観賞中における上記の同期ずれによる健康被害を抑制することができる
という効果を奏する。
【００１６】
　ここで、同期状態識別情報の提示は、第１又は第２視差映像の表示タイミングに同期し
て行われる。このため、表示タイミングと開閉タイミングとの同期状態を確認するために
は、いずれか一方の目で同期状態識別情報を確認する（上記の同期ずれの確認を行う）必
要がある。つまり、同期状態識別情報を両目で確認できる状態だと、どちらの目で確認す
べき同期状態識別情報であるかを観賞者が判断できなくなってしまう可能性がある。
【００１７】
　このため、観賞者が同期ずれの確認を行う場合には、観賞者がいずれか一方の目でしか
同期状態識別情報を確認できないように、例えば、観賞者自らいずれか一方の目を閉じた
り、視認切替機構がその状況を作り出すための制御を行ったりする必要がある。この視認
切替機構における制御とは、例えばシャッター機能により視認可否の切り替えを行ってい
る場合には、いずれか一方の目の視認可否を切り替えるためのシャッター機能を閉状態に
維持することをいう。
【００１８】
　しかし、本発明の表示制御装置及びその制御方法によれば、提示制御手段（提示制御ス
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テップ）は、観賞者のいずれか一方の目によって認識可能な同期状態識別情報を提示させ
ている。このため、観賞者自ら又は視認切替機構が上記のようにいずれか一方の目を閉じ
るための動作又は制御を行わなくても、いずれか一方の目で同期状態識別情報を確認する
ことができるので、上記の同期ずれが生じているかどうかを確認することができる。つま
り、観賞者が上記の同期ずれの確認を行うときの利便性を向上させることができる。
【００１９】
　以上のように、本発明の表示制御装置及びその制御方法によれば、立体映像の観賞中に
おける上記の同期ずれを、観賞者の手間、又はその手間を省くための視認切替機構による
制御を必要とせずに、観賞者が確認することができるという効果を奏する。これにより、
立体映像の観賞中に同期ずれが生じた場合に、その同期ずれによる健康被害を抑制するこ
とができるという効果を奏する。
【００２０】
　また、本発明に係る表示制御装置では、上記視認切替機構が、上記観賞者の左右の目そ
れぞれにおいて上記視差映像を視認するための第１視差映像表示用シャッター及び第２視
差映像表示用シャッターを備え、特定の偏光状態の光に対する、上記第１視差映像表示用
シャッターの透過状態と、上記第２視差映像表示用シャッターの透過状態との相違が、上
記観賞者に認識可能なものであり、上記提示制御手段は、上記特定の偏光状態の光を出射
光として出射する発光手段における当該出射光の出射可否を制御することにより、上記同
期状態識別情報を提示させることが好ましい。
【００２１】
　上記構成によれば、提示制御手段は、同期状態識別情報を提示させるときに発光手段か
ら出射される出射光の出射可否を制御する。これにより、観賞者は、同期状態識別情報に
よる同期状態の確認を、発光手段からの光の出射状態により行うことができる。
【００２２】
　また、提示制御手段は、発光手段から特定の偏光状態の光を出射光として出射させる。
また、その出射光に対する、第１視差映像表示用シャッターの透過状態と、第２視差映像
表示用シャッターの透過状態との相違は、観賞者に認識可能なものである。このため、観
賞者は、その透過状態の相違を認識することにより、特定の偏光状態の出射光が、第１視
差映像表示用シャッター及び第２視差映像表示用シャッターのいずれかを透過したものと
して認識することができる。つまり、その出射光としての同期状態識別情報を、いずれか
一方の目で確認させ、他方の目では確認させないようにすることができる。
【００２３】
　これにより、観賞者は、観賞者自ら又は視認切替機構がいずれか一方の目を閉じるため
の動作又は制御を行うことなく、上記の同期ずれが生じているかどうかを確認することが
できる。
【００２４】
　また、本発明に係る表示制御装置では、上記視認切替機構が、上記観賞者の左右の目そ
れぞれにおいて上記視差映像を視認するための第１視差映像表示用シャッター及び第２視
差映像表示用シャッターを備え、特定の光学特性を有する光に対する、上記第１視差映像
表示用シャッターの透過状態と、上記第２視差映像表示用シャッターの透過状態との相違
が、上記観賞者に認識可能なものであり、上記提示制御手段は、上記特定の光学特性を有
する光を出射光として出射する発光手段における当該出射光の出射可否を制御することに
より、上記同期状態識別情報を提示させることが好ましい。
【００２５】
　上記構成によれば、提示制御手段は、同期状態識別情報を提示させるときに発光手段か
ら出射される出射光の出射可否を制御する。これにより、観賞者は、同期状態識別情報に
よる同期状態の確認を、発光手段からの光の出射状態により行うことができる。
【００２６】
　また、提示制御手段は、発光手段から特定の光学特性を有する光を出射光として出射さ
せる。また、その出射光に対する、第１視差映像表示用シャッターの透過状態と、第２視
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差映像表示用シャッターの透過状態との相違は、観賞者に認識可能なものである。このた
め、観賞者は、その透過状態の相違を認識することにより、特定の光学特性を有する出射
光が、第１視差映像表示用シャッター及び第２視差映像表示用シャッターのいずれかを透
過したものとして認識することができる。つまり、その出射光としての同期状態識別情報
を、いずれか一方の目で確認させ、他方の目では確認させないようにすることができる。
【００２７】
　これにより、観賞者は、観賞者自ら又は視認切替機構がいずれか一方の目を閉じるため
の動作又は制御を行うことなく、上記の同期ずれが生じているかどうかを確認することが
できる。
【００２８】
　また、本発明に係る表示制御装置は、上記視差映像を上記ディスプレイに表示させる映
像出力制御手段を備え、上記提示制御手段は、上記映像出力制御手段が上記第１視差映像
を上記ディスプレイに表示させている間に、上記第２視差映像を視認する上記他方の目に
よって認識可能なように、又は、上記映像出力制御手段が上記第２視差映像を上記ディス
プレイに表示させている間に、上記第１視差映像を視認する上記一方の目によって認識可
能なように、上記同期状態識別情報を提示させることが好ましい。
【００２９】
　上記構成によれば、上記表示タイミングと上記切替タイミングとの同期がとれている場
合、第１視差映像を視認すべき一方の目、又は、第２視差映像を視認すべき他方の目によ
って同期状態識別情報が確認されることはなく、同期ずれが生じた場合に同期状態識別情
報が確認されることとなる。
【００３０】
　したがって、観賞者は、立体映像の観賞中に、その観賞を妨げることなく、同期ずれの
確認を行うことができる。
【００３１】
　また、本発明に係るシャッターメガネは、上記に記載の表示制御装置とともに用いられ
る上記視認切替機構としてのシャッターメガネであって、上記第１視差映像表示用シャッ
ターが、第１偏光板を有し、上記第２視差映像表示用シャッターが、第２偏光板を有し、
上記第１偏光板の上記出射光に対する透過率が、上記第２偏光板の上記出射光に対する透
過率よりも高いことが好ましい。
【００３２】
　上記構成によれば、第１偏光板の出射光に対する透過率が、第２偏光板の出射光に対す
る透過率よりも高いので、観賞者は、同期状態識別情報としての出射光を、第１偏光板を
有する第１視差映像表示用シャッターを透過したものとして認識することができる。つま
り、同期状態識別情報を、第１視差映像表示用シャッターを介して視差映像を視認する方
の目で確認させ、第２視差映像表示用シャッターを介して視差映像を視認する方の目では
確認させないようにすることができる。
【００３３】
　これにより、観賞者は、観賞者自ら又は視認切替機構がいずれか一方の目を閉じるため
の動作又は制御を行うことなく、上記の同期ずれが生じているかどうかを確認することが
できる。
【００３４】
　また、本発明に係るシャッターメガネは、上記に記載の表示制御装置とともに用いられ
る上記視認切替機構としてのシャッターメガネであって、上記第１視差映像表示用シャッ
ターが、第１光学フィルターを有し、上記第２視差映像表示用シャッターが、第２光学フ
ィルターを有し、上記第１光学フィルターの上記出射光に対する透過率が、上記第２光学
フィルターの上記出射光に対する透過率よりも高いことが好ましい。
【００３５】
　上記構成によれば、第１光学フィルターの出射光に対する透過率が、第２光学フィルタ
ーの出射光に対する透過率よりも高いので、観賞者は、同期状態識別情報としての出射光
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を、第１光学フィルターを有する第１視差映像表示用シャッターを透過したものとして認
識することができる。つまり、同期状態識別情報を、第１視差映像表示用シャッターを介
して視差映像を視認する方の目で確認させ、第２視差映像表示用シャッターを介して視差
映像を視認する方の目では確認させないようにすることができる。
【００３６】
　これにより、観賞者は、観賞者自ら又は視認切替機構がいずれか一方の目を閉じるため
の動作又は制御を行うことなく、上記の同期ずれが生じているかどうかを確認することが
できる。
【００３７】
　また、本発明に係るディスプレイは、上記に記載の表示制御装置とともに用いられる上
記ディスプレイであって、上記発光手段が出射する上記出射光の偏光状態とは異なる偏光
状態の光で、かつ、上記第１視差映像表示用シャッター及び上記第２視差映像表示用シャ
ッターの両方を上記観賞者が認識可能な程度に透過する光を出射することにより、上記視
差映像を表示することが好ましい。
【００３８】
　上述のように、第１視差映像表示用シャッター及び第２視差映像表示用シャッターは、
発光手段から出射された出射光としての同期状態識別情報を、いずれか一方の目で確認で
きる（すなわち他方の目では確認できない）構成となっている。
【００３９】
　上記構成によれば、視差映像を、その出射光の偏光状態とは異なる偏光状態の光で、か
つ、第１視差映像表示用シャッター及び第２視差映像表示用シャッターの両方を観賞者が
認識可能な程度に透過する光として出射する。このため、第１視差映像表示用シャッター
及び第２視差映像表示用シャッターが上記のように同期状態識別情報をいずれか一方の目
では確認できないようにする構成であっても、観賞者は、第１視差映像表示用シャッター
を介して第１視差映像を、第２視差映像表示用シャッターを介して第２視差映像をそれぞ
れ視認することができる。
【００４０】
　これにより、本発明の第１及び第２視差映像表示用シャッターを備える視認切替機構を
用いても、立体映像の製作者が意図する立体感を提供することができる。
【００４１】
　さらに、上記に記載の表示制御装置を動作させる制御プログラムであって、コンピュー
タを上記の各手段として機能させるための制御プログラム、及び、当該制御プログラムを
記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も本発明の技術的範囲に含まれる。
【００４２】
　上記制御プログラムによれば、コンピュータで上記手段を実現することにより、コンピ
ュータ上で表示制御装置を実現することができる。また、上記記録媒体によれば、記録媒
体から読み出される制御プログラムを、汎用のコンピュータ上で実現することができる。
【００４３】
　本発明に係る表示装置は、上記に記載の表示制御装置と、上記表示制御装置が上記視差
映像を表示させる上記ディスプレイと、を備える構成である。また、本発明に係る表示装
置は、上記に記載の表示制御装置と、上記に記載のディスプレイと、を備える構成である
。
【００４４】
　上記構成によれば、上記の表示制御装置の効果を奏する表示装置を実現することができ
る。
【００４５】
　また、本発明に係る立体映像観賞システムは、上記に記載の表示制御装置と、上記に記
載のシャッターメガネと、を備える構成である。
【００４６】
　上記構成によれば、上記の表示制御装置及び上記のシャッターメガネの効果を奏する立
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体映像観賞システムを実現することができる。
【発明の効果】
【００４７】
　本発明に係る表示制御装置は、以上のように、上記視差映像である、上記観賞者に一方
の目を通じて視認させるための第１視差映像、及び当該観賞者に他方の目を通じて視認さ
せるための第２視差映像のいずれかが上記ディスプレイに表示される表示タイミングと、
上記視認切替機構の視認可否の切替タイミングとの同期状態を識別させる情報で、かつ、
当該観賞者のいずれか一方の目によって認識可能な同期状態識別情報を提示させる提示制
御手段を備える構成である。
【００４８】
　また、本発明に係る表示制御装置の制御方法は、以上のように、上記視差映像である、
上記観賞者に一方の目を通じて視認させるための第１視差映像、及び当該観賞者に他方の
目を通じて視認させるための第２視差映像のいずれかが上記ディスプレイに表示される表
示タイミングと、上記視認切替機構の視認可否の切替タイミングとの同期状態を上記観賞
者に識別させる情報で、かつ、当該観賞者のいずれか一方の目によって認識可能な同期状
態識別情報を提示させる提示制御ステップを含む方法である。
【００４９】
　それゆえ、本発明の表示制御装置及びその制御方法は、立体映像の観賞中における上記
の同期ずれを、観賞者の手間、又はその手間を省くための視認切替機構による制御を必要
とせずに、観賞者が確認することができるという効果を奏する。これにより、立体映像の
観賞中に同期ずれが生じた場合に、その同期ずれによる健康被害を抑制することができる
という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の一実施形態に係る表示制御装置の要部構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図２】本発明の一実施形態に係る表示制御装置を含む３Ｄ映像観賞システムの概略構成
図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るディスプレイの要部構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図４】本発明の一実施形態に係る表示制御装置が備える発光部がディスプレイ内に配置
されたときの概略構成を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る表示制御装置における処理の一例を示すフローチャー
トである。
【図６】本発明の一実施形態に係る液晶シャッターメガネの要部構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る液晶シャッターメガネが備える液晶シャッターの概略
構成を示す断面図であり、（ａ）は液晶シャッターが横偏光板又は縦偏光板を有する場合
を示し、（ｂ）は液晶シャッターが第１又は第２光学フィルターを有する場合を示す。
【図８】本発明の一実施形態に係る液晶シャッターメガネが備える同期調整部による同期
調整処理の一例を示すフローチャートである。
【図９】本発明の一実施形態に係る液晶シャッターメガネを介して同期ずれが確認される
ときの波形の様子を示す図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る表示制御装置が制御する視差映像の表示タイミング
と、液晶シャッターメガネが備える液晶シャッターの開閉タイミングとの間で同期がとれ
ているとき（同期ずれなし）の波形の様子と、同期ずれが生じたとき（同期ずれあり）の
波形の様子とについて説明するための図であり、（ａ）は同期ずれなしの場合の波形の様
子を示し、（ｂ）は同期ずれありの場合の波形の様子を示す。
【図１１】本発明の一実施形態に係る表示制御装置が制御する視差映像の表示タイミング
と、液晶シャッターメガネが備える液晶シャッターの開閉タイミングとの間で同期がとれ
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ているとき（同期ずれなし）の波形の様子と、同期ずれが生じたとき（同期ずれあり）の
波形の様子とについて説明するための別例を示す図であり、（ａ）は同期ずれなしの場合
の波形の様子を示し、（ｂ）は同期ずれありの場合の波形の様子を示す。
【図１２】本発明の一実施形態に係る表示制御装置が制御する視差映像の表示タイミング
と、液晶シャッターメガネが備える液晶シャッターの開閉タイミングとの間で同期がとれ
ているとき（同期ずれなし）の波形の様子と、同期ずれが生じたとき（同期ずれあり）の
波形の様子とについて説明するためのさらに別例を示す図であり、（ａ）は同期ずれなし
の場合の波形の様子を示し、（ｂ）は同期ずれありの場合の波形の様子を示す。
【図１３】本発明の一実施形態に係る表示制御装置が制御する視差映像の表示タイミング
と、液晶シャッターメガネが備える液晶シャッターの開閉タイミングとの間で同期がとれ
ているとき（同期ずれなし）の波形の様子と、同期ずれが生じたとき（同期ずれあり）の
波形の様子とについて説明するためのさらに別例を示す図であり、（ａ）は同期ずれなし
の場合の波形の様子を示し、（ｂ）は同期ずれありの場合の波形の様子を示す。
【図１４】本発明の一実施形態に係る表示制御装置が制御する視差映像の表示タイミング
と、液晶シャッターメガネが備える液晶シャッターの開閉タイミングとの間で同期がとれ
ているとき（同期ずれなし）の波形の様子と、同期ずれが生じたとき（同期ずれあり）の
波形の様子とについて説明するためのさらに別例を示す図であり、（ａ）は同期ずれなし
の場合の波形の様子を示し、（ｂ）は同期ずれありの場合の波形の様子を示す。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　本発明の実施の一形態について図１～図１４に基づいて説明すれば、以下のとおりであ
る。説明の便宜上、図面に示した部材と同一の機能を有する部材については、同一の符号
を付し、その説明を省略する。
【００５２】
　〔３Ｄ映像観賞システムの概略構成〕
　表示制御装置１の説明に入る前に、表示制御装置１を含む３Ｄ映像観賞システム７（立
体映像観賞システム）を図２により説明する。図２は、表示制御装置１を含む３Ｄ映像観
賞システム７の概略構成図である。
【００５３】
　本実施形態に係る３Ｄ映像観賞システム７は、記録再生装置４によって再生され、表示
制御装置１と接続されたディスプレイ２において表示される視差映像を、液晶シャッター
メガネ（視認切替機構、シャッターメガネ）３を装着する観賞者には３次元映像（以降、
「３Ｄ映像」または「立体映像」と称する場合もある。）を観賞させるものである。なお
、当該表示装置において、視差映像を、裸目の観賞者には２次元映像（以降、「２Ｄ映像
」と称する場合もある。）を観賞させるようにしてもよい。ここで、視差映像とは、観賞
者の左右の目の視差を利用した映像であって、３Ｄ映像専用の、観賞者に一方の目を通じ
て視認させる第１視差映像と、当該観賞者に他方の目を通じて視認させるための第２視差
映像とをいう。本実施の形態では、第１視差映像が左目用映像、第２視差映像が右目用映
像であるものとして説明する。
【００５４】
　図示するように、本実施形態に係る３Ｄ映像観賞システム７は、おもに表示制御装置１
と、ディスプレイ２と、液晶シャッターメガネ３と、記録再生装置４と、中継器５と、操
作部６とを備える。図２では、表示制御装置１とディスプレイ２とが一体に構成されてお
り、表示装置を形成している。なお、表示装置は、例えば、３Ｄ映像が表示可能な、液晶
テレビ、液晶モニタ、プラズマテレビ、リアプロジェクション、プロジェクター、映画投
影装置、携帯電話、携帯情報端末、パーソナルコンピューター、電子書籍、ウェアラブル
ディスプレイなどが挙げられる。
【００５５】
　表示制御装置１は、例えば記録再生装置４によって再生される映像をディスプレイ２に
表示させるものである。表示制御装置１には後述する発光部２３（発光手段）が設けられ
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ており、この発光状態により、観賞者は、視差映像がディスプレイ２に表示される表示タ
イミングと、液晶シャッターメガネ３の視認可否の切替タイミングとの同期状態（同期／
非同期）を識別することができる。表示制御装置１の要部構成については後述する。
【００５６】
　ディスプレイ２は、表示制御装置１から出力される映像を表示するものである。ディス
プレイ２としては、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）、ＰＤＰ（プラズマディスプレイパネル
）、またはＣＲＴ（cathode-ray tube）ディスプレイなどが挙げられる。ディスプレイ２
には、図示しない視差バリアが表示部に設けられていてもよい。ディスプレイ２の構造に
ついては後述する。
【００５７】
　液晶シャッターメガネ３は、表示制御装置１とともに用いられるものであり、偏光板、
液晶層、及び偏光板の三層構造を備え、液晶層で２つの透過偏光を切り替えることにより
、観賞者の左右の目の視認可否を切り替えることができるようになっている。より具体的
には、液晶シャッターメガネ３は、光の通過及び遮断を制御するシャッター駆動信号によ
り左右目用のシャッターを開閉させ、そのシャッター駆動信号は、表示装置から出力され
る所望の映像信号のフィールド周波数に同期がとれており、かつ信号幅も映像信号に対応
したものとなっている。したがって、このシャッター駆動信号によりシャッターを開閉す
ることにより、観賞者は、複数の映像信号のうち、選択された「１つの映像信号に対応し
た映像」だけをシャッター開状態で見ることができ、かつ、それ以外の映像はシャッター
閉状態で見ることができない、所望の映像だけを観賞することができる。
【００５８】
　なお、立体映像を観賞するために観賞者が着用するメガネとしては、液晶シャッターメ
ガネ３に限らず、他の仕組みを用いて視認可否を可能にするものであってもよい。例えば
、回転するプレートがメガネの左右の目の前に取り付けられており、シャッターを閉じる
タイミングにおいて、プレートがメガネの右または左の目を覆うという構成であってもよ
い。液晶シャッターメガネ３の要部構成については後述する。
【００５９】
　また、同図では、液晶シャッターメガネ３は、中継器５を介して、表示装置とケーブル
を介して有線接続されている。しかしながら、液晶シャッターメガネ３は、中継器５、お
よび／または、表示装置と、無線接続されていてもよい。
【００６０】
　また、同図では、中継器５には２台の液晶シャッターメガネ３が接続されている。しか
しながら、液晶シャッターメガネ３の台数は２台に限定されず、単数、または３台以外の
複数であってよい。
【００６１】
　操作部６は、観賞者が表示装置、及び記録再生装置４を動作させるための指示信号を入
力するものであり、例えば、表示装置を遠隔操作するリモコンや、表示装置自体に設けら
れた操作ボタン、あるいは、表示装置に接続された、マウスやキーボードなどで構成され
てよい。操作部６を用いて観賞者により入力された指示信号は、図示しない入出力制御部
を介して、表示装置、および／または、記録再生装置４の各部に送られる。これにより、
観賞者は、表示装置、記録再生装置４を操作することができる。
【００６２】
　本実施の形態では、操作部６は、３Ｄ映像および２Ｄ映像の切り替えを実現させるもの
であってもよい。すなわち、観賞者は、操作部６を介した入力操作により、自身が観賞し
たい映像の表示態様（２Ｄ／３Ｄ）を表示装置に入力することができる。
【００６３】
　なお、同図では、操作部６は１台のみ記載されている。しかしながら、表示装置、記録
再生装置４に対してそれぞれ別々に備えられていてよい。
【００６４】
　記録再生装置４は、ＢＤ（Blu-Ray(登録商標) Disc）あるいはＤＶＤ（Digital Versat
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ile Disc）、ＨＤＤ（Hard Disc Drive）等の情報記録媒体に記録された映像情報を再生
するものであり、公知の記録再生装置であってよい。
【００６５】
　なお、同図では、記録再生装置４によって再生された映像信号が表示制御装置１に入力
されるものとして説明している。しかしながら、記録再生装置４ではなく、ＩＰ（Intern
et Protocol）ネットワークを使ってリアルタイム放送や映画などのコンテンツを配信す
るサービスを利用して受信した映像データに対応する映像が表示制御装置１に入力され、
ディスプレイ２に表示されてもよい。その一例として、決められた放送スケジュールにし
たがって番組をリアルタイムに配信する放送タイプのサービスであるリニアＴＶ、または
、受信側からの配信要求に応じて、該コンテンツ処理装置にユニキャストでコンテンツを
配信するサービスであるＶｏＤ（Video on Demand）を利用して取得した映像データに対
応する映像が表示制御装置１に入力され、ディスプレイ２に表示されてもよい。また、地
上波デジタル放送またはケーブルテレビによる映像を表示制御装置１に入力し、ディスプ
レイ２に表示してもよい。
【００６６】
　なお、本実施形態では、ディスプレイ２に表示される映像は、観賞者の左右の目の視差
を利用した左目用映像および右目用映像からなる３Ｄ映像であるものとして説明するが、
これらに限定されるものではない。
【００６７】
　中継器５は、表示装置（表示制御装置１及びディスプレイ２）、液晶シャッターメガネ
３、及び記録再生装置４を互いに接続するためのものである。ただし、液晶シャッターメ
ガネ３および記録再生装置４を表示装置に直接接続するとき、表示装置と液晶シャッター
メガネ３とを無線接続にするとき、または、記録再生装置４が表示制御装置１に内蔵され
ているとき、などには、中継器５は特に必要ではない。
【００６８】
　〔ディスプレイの構成〕
　次に、図３に基づき、液晶ディスプレイを例にとって、ディスプレイ２の要部構成につ
いて説明する。図３は、ディスプレイ２の要部構成の一例を示すブロック図である。
【００６９】
　図示するように、ディスプレイ２は、表示制御装置１とともに用いられるものであり、
液晶パネル５０及びバックライト５１を備えている。そして、バックライト５１から出射
される光が液晶パネル５０を透過することにより、視差映像の表示を可能となっている。
また、液晶パネル５０は、バックライト５１側から順に、偏光板５２、ガラス基板５３、
透明電極５４、配向膜５５、液晶層５６、配向膜５７、透明電極５８、カラーフィルター
５９、ガラス基板６０及び偏光板６１を備えている。
【００７０】
　この構成では、画素毎に、透明電極５４と透明電極５８との間に電圧を印加することに
よって、液晶層５６の液晶分子の配列方向を変化させる。たとえば、電圧を印加した場合
、液晶層１０３の液晶分子の配列方向が変化し、バックライト５１からの光は、偏光板６
１によって遮断される。この場合、その光は、ディスプレイ２から出射されない。一方、
電圧を印加しない場合、液晶層５６の液晶分子の配列方向は変化せず、バックライト５１
からの光は、偏光板６１を透過し、ディスプレイ２から出射される。この光の遮断／透過
を実現するために、偏光板５２及び６１は、互いに直角（９０度）ずれた偏光方向を持っ
ている。
【００７１】
　なお、ガラス基板５３及び６０はそれぞれ、透明電極５４及び透明電極５８に電圧が印
加されたときに生じた電気が外部に漏れるのを防ぐためのものである。また、配向膜５５
及び５７は、液晶層５６の液晶分子を一定方向に並べるものである。また、カラーフィル
ター５９は、例えば画素毎にＲＧＢの３原色を一対としたフィルターである。
【００７２】
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　このように、ディスプレイ２では、透明電極５４及び５８間の電圧を印加する量によっ
て液晶層５６を透過する光の光量を画素毎に調整し、調整後の光がカラーフィルター５９
を透過することによって、画素毎のカラー表示が実現する。なお、偏光板５２から偏光板
６１までの構成は、通常の液晶ディスプレイの構成と同様であるため、具体的な説明は省
略する。
【００７３】
　さらに、本実施形態の液晶パネル５０には、偏光板６１の光出射側に円偏光板６２が設
けられている。後述のように、液晶シャッターメガネ３の左目用液晶シャッター３３１及
び右目用液晶シャッター３３２（図７参照）にはそれぞれ、横偏光板１０１ａ及び縦偏光
板１０１ｂが設けられている。
【００７４】
　なお、本実施形態では、第１視差映像表示用シャッターを左目用液晶シャッター３３１
とした場合、第２視差映像表示用シャッターが右目用液晶シャッター３３２となる。これ
とは逆に、第１視差映像表示用シャッターを右目用液晶シャッター３３２とした場合、第
２視差映像表示用シャッターが左目用液晶シャッター３３１となる。
【００７５】
　また、本実施形態では、単に「偏光」という場合には、特に断りがない限り直線偏光を
示す。また、「横偏光」とは、振幅方向が水平方向であり、横偏光板１０１ａの主軸と一
致する（すなわち横偏光板１０１ａを透過する）直線偏光を指す。一方、「縦偏光」とは
、振幅方向が垂直方向であり、縦偏光板１０１ｂの主軸と一致する（すなわち縦偏光板１
０１ｂを透過する）直線偏光を指す。
【００７６】
　つまり、ディスプレイ２は、左目用液晶シャッター３３１及び右目用液晶シャッター３
３２のそれぞれを透過可能な横偏光及び縦偏光とは異なる、左目用液晶シャッター３３１
及び右目用液晶シャッター３３２をともに透過可能な円偏光を出射することにより、視差
映像を表示する。
【００７７】
　通常のディスプレイの場合、円偏光板６２が設けられていないため、当該ディスプレイ
から出射される光は、光出射側の偏光板（図３でいえば偏光板６１に相当）の偏光方向を
有する直線偏光として出射される。例えば光出射側の偏光板が縦偏光板からなる場合、観
賞者が液晶シャッターメガネ３を着用した状態において、このディスプレイから出射され
た偏光は、縦偏光板１０１ｂを有する右目用液晶シャッター３３２が開状態となれば透過
するが、横偏光板１０１ａを有する左目用液晶シャッター３３１が開状態となっても透過
しない。このため、本実施形態の液晶シャッターメガネ３を観賞者が用いる場合、シャッ
ター機能が正常に動作していても、いずれか一方の目で視差映像を視認することができな
くなってしまう。
【００７８】
　一方、本実施形態のディスプレイ２は、通常のディスプレイの光出射側に円偏光板６２
を設けているので、偏光板６１から出射された偏光は、円偏光板６２を透過することによ
り、円偏光として出射される。円偏光は、透過後の偏光の輝度が下がってしまう可能性は
あるものの、あらゆる偏光板を透過する。このため、液晶シャッター３３に設けられた横
偏光板１０１ａ及び縦偏光板１０１ｂの両方を透過することができる。すなわち、観賞者
が液晶シャッターメガネ３を用いても、ディスプレイ２に表示される視差映像を両目で視
認することができる。なお、透過後の偏光の輝度が下がってしまうことを防ぐために、バ
ックライト５１から出射される光量を高めることも可能である。
【００７９】
　なお、上記では、ディスプレイ２が、発光部２３から出射される出射光（偏光）とは異
なる円偏光を出射するものとしたが、これに限られたものではない。
【００８０】
　後述のように、左目用液晶シャッター３３１及び右目用液晶シャッター３３２は、発光
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部２３から出射された出射光としての同期状態識別情報を、いずれか一方の目で確認でき
、他方の目で確認できない構成となっている。このため、ディスプレイ２は、その出射光
の偏光状態とは異なる偏光状態の光で、かつ、左目用液晶シャッター３３１及び右目用液
晶シャッター３３２の両方を観賞者が認識可能な程度に透過する光を出射することにより
、視差映像を表示する構成であればよい。この場合、観賞者は、本実施形態の液晶シャッ
ターメガネ３を用いても、左目用液晶シャッター３３１を介して左目用映像を、右目用液
晶シャッター３３２を介して右目用映像をそれぞれ視認することができ、立体映像の製作
者が意図する立体感を提供することができる。
【００８１】
　また、ディスプレイ２がプラズマディスプレイを用いた場合には、ディスプレイ２から
の出射光に特定の偏光がかかっていないため、円偏光板６２を設けることなく、上記構成
を実現できる。そのため、円偏光板６２による輝度の低下を考慮しなくてよい。
【００８２】
　〔表示制御装置の構成〕
　次に、図１に基づき、表示制御装置１の要部構成について説明する。図１は、表示制御
装置１の要部構成の一例を示すブロック図である。
【００８３】
　表示制御装置１は、視差映像をディスプレイ２に表示し、液晶シャッターメガネ３を介
して観賞者に立体映像を観賞させるものである。また、立体映像の観賞中における観賞者
の健康被害を抑制するためのものである。表示制御装置１は、これらの構成を実現するた
めに、主として、制御部１０、同期信号出力部２１、発光部２３及び記憶部２４を備えて
いる。
【００８４】
　制御部１０は、主として、映像出力制御部１１（映像出力制御手段）、提示制御部１２
（提示制御手段、提示制御ステップ）及び同期信号出力制御部１３を備え、例えば制御プ
ログラムを実行することにより、表示制御装置１を構成する部材を制御するものである。
制御部１０は、記憶部２４に格納されているプログラムを、例えばＲＡＭ（Random Acces
s Memory）等で構成される一次記憶部（不図示）に読み出して実行することにより、同期
状態識別情報の提示制御及びシャッター同期信号の出力制御等の各種処理を行う。
【００８５】
　映像出力制御部１１は、例えば記録再生装置４によって再生された視差映像を映像ソー
スとして受信し、当該視差映像である左目用映像及び右目用映像をディスプレイ２に交互
に出力する。すなわち、映像出力制御部１１は、この出力により、左目用映像及び右目用
映像を交互にディスプレイ２に表示させる。そして、観賞者は、ディスプレイ２に表示さ
れる視差映像を液晶シャッターメガネ３を介して観賞することにより、当該視差映像を立
体映像として観賞することができる。
【００８６】
　また、映像出力制御部１１は、左目用映像及び右目用映像それぞれのディスプレイ２で
の表示タイミング（左目用映像及び右目用映像の切替タイミング）を示す表示タイミング
信号を、提示制御部１２及び同期信号出力制御部１３に送信する。なお、視差映像の表示
タイミングと発光部２３による発光タイミングとの同期がとれるように、映像出力制御部
１１は、視差映像を一時的に記憶部２４に格納した後、ディスプレイ２に表示させてもよ
い。
【００８７】
　提示制御部１２は、映像出力制御部１１が出力した左目用映像及び右目用映像のいずれ
かがディスプレイ２に表示される表示タイミングと、液晶シャッターメガネ３の視認可否
の切替タイミング（液晶シャッター３３（図６参照）の開閉タイミング）との同期状態を
観賞者に識別させる情報で、かつ、当該観賞者のいずれか一方の目によって認識可能な同
期状態識別情報を提示させるものである。
【００８８】
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　これにより、観賞者は、提示された同期状態識別情報を確認することにより、ディスプ
レイ２における視差映像の表示タイミングと液晶シャッターメガネ３における液晶シャッ
ター３３の開閉タイミングとの間での同期状態を、立体映像の観賞中に確認することがで
きる。すなわち、立体映像の観賞中に、この表示タイミングと開閉タイミングとの同期ず
れが生じているかどうかを確認することができる。
【００８９】
　また、提示制御部１２が提示する同期状態識別情報は、観賞者のいずれかの一方の目に
よって認識可能なものである。このため、観賞者は、観賞者自ら又は液晶シャッターメガ
ネ３がいずれか一方の目を閉じるための動作又は制御を行わなくても、いずれか一方の目
で同期状態識別情報を確認することができるので、その同期ずれが生じているかどうかを
確認することができる。
【００９０】
　以降、ディスプレイ２における視差映像の表示タイミングを単に「表示タイミング」と
、液晶シャッターメガネ３における液晶シャッター３３の開閉タイミングを単に「開閉タ
イミング」と、この表示タイミングと開閉タイミングとの同期ずれを単に「同期ずれ」と
称する場合がある。
【００９１】
　具体的には、提示制御部１２は、映像出力制御部１１から表示タイミング信号を受信す
ると、左目用映像及び右目用映像のいずれが表示される表示タイミングであるかを判断し
、その表示タイミングにあわせて同期状態識別情報を発光部２３に出力する。
【００９２】
　この出力に際して、提示制御部１２は、左目用映像及び右目用映像のいずれが表示され
ているときに同期状態識別情報を提示するか、同期状態識別情報の出力タイミング及び出
力期間を決定する。これらの同期状態識別情報を出力する際に必要となる識別信号出力情
報は、記憶部２４に格納されており、観賞者の操作を受け付けることによって随時その設
定を変更することができる。
【００９３】
　例えば、同期状態識別情報を発光部２３の発光により提示する場合、提示制御部１２は
、同期状態識別情報を提示する場合に点灯し、提示しない場合には消灯するように発光部
２３を制御する。換言すれば、提示制御部１２は、発光部２３を発光させることにより、
同期状態識別情報を提示させる。これにより、観賞者は、同期状態識別情報による同期状
態の確認を、発光部２３の発光状態（点灯／消灯、明／暗）により行うことができる。同
期状態の確認は、点灯／消灯による同期状態の識別だけではなく、明るさの度合いによっ
ても、どの程度同期ずれが生じているのかを認識することができる。これにより、同期ず
れ量を把握したり、そのずれ量に応じた同期制御を行ったりすることが可能となる。
【００９４】
　同期信号出力制御部１３は、映像出力制御部１１から表示タイミング信号を受信すると
、同期信号出力部２１を制御することにより、当該表示タイミング信号を、液晶シャッタ
ーメガネ３がディスプレイ２に表示される視差映像との同期をとるためのシャッター同期
信号として出力させる。
【００９５】
　同期信号出力部２１は、同期信号出力制御部１３から受信したシャッター同期信号を出
力するものである。同期信号出力部２１は、例えば赤外線を出力可能な赤外線発光素子、
発光ダイオード（ＬＥＤ；Light Emitting Diode）や半導体レーザ（ＬＤ；Laser Diode
）等の半導体発光素子からなり、シャッター同期信号を赤外線等の光信号に変換して出力
する。
【００９６】
　このように、表示制御装置１がシャッター同期信号を出力し、当該シャッター同期信号
を液晶シャッターメガネ３が受信することにより、液晶シャッターメガネ３において液晶
シャッター３３の開閉動作をディスプレイ２に表示される視差映像に同期させることがで
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きる。これにより、観賞者に３Ｄ映像の製作者が意図する立体感を提供することができる
。
【００９７】
　発光部２３は、例えば発光ダイオード等からなり、提示制御部１２の制御により、提示
制御部１２から受信した同期状態識別情報を発光により提示する。すなわち、発光部２３
は、同期状態識別情報を観賞者が視認できる可視光に変換して出射する。この場合、観賞
者は、発光部２３から出射される出射光を確認する（あるいは確認できなくなる）ことに
より、同期ずれを確認することができる。
【００９８】
　なお、その同期ずれの確認は、同期状態識別情報が視認できる状態から視認できなくな
った、あるいは、同期状態識別情報が視認できない状態から視認できる状態になった、と
いった状態の変化を観賞者が認識することにより行われる。
【００９９】
　ここで、同期状態識別情報の提示は、左目用映像及び右目用映像の表示タイミングに同
期して行われる。このため、表示タイミングと開閉タイミングとの同期状態を確認するた
めには、いずれか一方の目で同期状態識別情報を確認する（同期ずれの確認を行う）必要
がある。つまり、同期状態識別情報を両目で確認できる状態だと、どちらの目で確認すべ
き同期状態識別情報であるかを観賞者が判断できなくなってしまう可能性がある。
【０１００】
　このため、観賞者が同期ずれの確認を行う場合には、観賞者がいずれか一方の目でしか
同期状態識別情報を確認できないように、例えば、観賞者自らいずれか一方の目を閉じた
り、液晶シャッターメガネ３がその状況を作り出すための制御を行ったりする必要がある
。この液晶シャッターメガネ３における制御とは、観賞者が表示タイミングと開閉タイミ
ングとの同期状態を確認する間に、左目用液晶シャッター３３１及び右目用液晶シャッタ
ー３３２のいずれかを閉状態に維持することをいう。
【０１０１】
　しかし、上述のように、提示制御部１２が提示する同期状態識別情報は、観賞者のいず
れか一方の目によって認識可能なものであるため、観賞者自ら又は液晶シャッターメガネ
３が上記のようにいずれか一方の目を閉じるための動作又は制御を行う必要がない。この
ような同期状態識別情報の提示を実現するために、発光部２３には、その出射面に特定の
偏光方向の偏光を出射する偏光板が設けられている。これにより、発光部２３は同期状態
識別情報を偏光として出射することが可能となる。例えば、この偏光板が縦偏光板である
場合、発光部２３は縦偏光を出射する。
【０１０２】
　後述のように、液晶シャッターメガネ３の左目用液晶シャッター３３１及び右目用液晶
シャッター３３２にはそれぞれ、横偏光板１０１ａ及び縦偏光板１０１ｂが設けられてい
るため、発光部２３から出射された偏光は、いずれか一方の偏光板だけを透過することと
なる。例えば、発光部２３に縦偏光板が設けられている場合、発光部２３から出射される
偏光は、縦偏光板１０１ｂを有する右目用液晶シャッター３３２を透過するが、横偏光板
１０１ａを有する左目用液晶シャッター３３１を透過することはない。
【０１０３】
　つまり、左目用液晶シャッター３３１及び右目用液晶シャッター３３２のいずれか一方
は、発光部２３から出射される偏光を透過しないので、観賞者自ら又は液晶シャッターメ
ガネ３が上記のようにいずれか一方の目を閉じるための動作又は制御を行ったのと同じ状
態を作り出すことができる。また、この動作又は制御を行う場合には、いずれか一方の目
で視差映像を視認することができないが、本実施形態では、視差映像が円偏光として液晶
シャッター３３に入射されるので、観賞者は、同期ずれの確認中であっても、視差映像に
よる立体感を得ることができる。
【０１０４】
　換言すれば、発光部２３は、左目用液晶シャッター３３１が横偏光を透過させ、かつ、
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縦偏光を透過させない構成であり、右目用液晶シャッター３３２が縦偏光を透過させ、か
つ、横偏光を透過させない構成であるときに、横偏光及び縦偏光のいずれかを出射する構
成である。この構成により、観賞者は、観賞者自ら又は液晶シャッターメガネ３がいずれ
か一方の目を閉じるための動作又は制御を行うことなく、同期ずれが生じているかどうか
を確認することができる。
【０１０５】
　また、発光部２３は、観賞者がその発光を確認しやすいように、図２に示すように、デ
ィスプレイ２のフレームに設けられている。これに限らず、ディスプレイ２の一部として
設けられていてもよいし、ディスプレイ２のフレームの２箇所（例えばディスプレイ２の
右側及び左側）に設けられていてもよい。
【０１０６】
　発光部２３がディスプレイ２の一部として設けられている場合、観賞者は、立体映像が
表示されているそのディスプレイ２において同期状態識別情報を確認することができるの
で、立体映像の観賞中にディスプレイ２から目をそらすことなく、その同期ずれを容易に
確認することができる。例えば、図４に示すように、発光部２３は、視差映像の視認を妨
げることのないようにディスプレイ２内に配置されることが好ましい。
【０１０７】
　また、発光部２３が発光ダイオード等からなる場合、当該発光ダイオード等をディスプ
レイ２に別途設けることになるが、これに限らず、例えば図４に示す発光部２３の位置に
、ディスプレイ２に配置された円偏光板６２の一部に穴部が形成されてもよい。この場合
、穴部からは偏光板６１と透過した偏光が出射され、穴部以外の領域からは円偏光板６２
から円偏光が出射されるので、当該穴部を発光部２３として機能させることができる。な
お、この穴部による発光部２３の実現は、液晶ディスプレイ等で実現可能であるが、自発
光型のプラズマディスプレイパネルでの実現は困難である。
【０１０８】
　また、発光部２３が２箇所に設けられる場合、一方の発光部２３には、左目用液晶シャ
ッター３３１が備える偏光板と同じ偏光板が設けられ、他方の発光部２３には、右目用液
晶シャッター３３２が備える偏光板と同じ偏光板が設けられる。また、それぞれの発光部
２３の発光タイミングが視差映像それぞれの表示タイミングと同期した状態となっている
。例えば、左側の発光部２３は左目用映像の表示タイミングと同期しており、右側の発光
部２３は右目用映像の表示タイミングと同期している。さらに、同期ずれの確認を容易に
するために、その２箇所から出射される光の色やパルス幅等を異なるようにしてもよい。
【０１０９】
　この場合、液晶シャッター３３における左目用液晶シャッター３３１及び右目用液晶シ
ャッター３３２の同期ずれをそれぞれ確認することができる。このため、例えば左目用液
晶シャッター３３１及び右目用液晶シャッター３３２の開動作の周期がそれぞれ異なる方
向にずれていること（一方は視差映像の１フレームより早いタイミングで開状態となり、
他方は視差映像の１フレームより遅いタイミングで開状態となっていること）や、当該液
晶シャッター毎にそのずれ幅が異なることを確認することができる。
【０１１０】
　また、提示制御部１２は、発光部２３に点灯／消灯させるのではなく、それぞれの視差
映像に同期した色の異なる光を表示させてもよい。この場合、同期がとれている場合には
、片方の色のみが見える。また、この場合、周囲の環境が点灯／消灯を確認しにくい状態
であっても、点灯／消灯ではなく、色の変化で同期ずれを確認することができる。
【０１１１】
　また、記憶部２４は、制御部１０が実行する（１）各部の制御プログラム、（２）ＯＳ
プログラム、（３）アプリケーションプログラム、および、（４）これらプログラムを実
行するときに読み出す各種データを記録するものである。制御部１０は、例えばＲＯＭ（
Read Only Memory）フラッシュメモリなどの不揮発性の記憶装置によって構成されるもの
である。なお、上述した一次記憶部は、ＲＡＭなどの揮発性の記憶装置によって構成され
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ているが、本実施の形態では、記憶部２４が一次記憶部の機能も備えているものとして説
明する場合もある。記憶部２４は、例えば視差映像、同期状態識別映像、識別信号出力情
報等を格納している。
【０１１２】
　次に、図５に基づき、表示制御装置１における処理の一例について説明する。図５は、
表示制御装置１における処理の一例を示すフローチャートである。
【０１１３】
　まず、表示制御装置１では、映像出力制御部１１が映像ソースとして受信した左目用映
像及び右目用映像をディスプレイ２に出力する（Ｓ１）。このとき、映像出力制御部１１
は、表示タイミング信号を提示制御部１２及び同期信号出力制御部１３に出力する。同期
信号出力制御部１３は、その表示タイミング信号をシャッター同期信号として液晶シャッ
ターメガネ３に出力する。
【０１１４】
　提示制御部１２は、映像出力制御部１１がディスプレイ２に表示する左目用映像及び右
目用映像のいずれかの表示タイミングに同期した同期状態識別情報を、例えば、発光部２
３から偏光として出射させる。すなわち、提示制御部１２は、同期状態識別情報の提示を
制御する（Ｓ２）。この提示タイミングにあわせて、映像出力制御部１１から出力された
視差映像がディスプレイ２に表示される。そして、同期状態識別情報の提示タイミング及
び／又はその提示時間を任意に変えることにより、液晶シャッターメガネ３の開閉周期よ
りも短い時間間隔の同期ずれを検出することができる。
【０１１５】
　以上のように、表示制御装置１が同期状態識別情報を提示し、その同期状態識別情報を
観賞者に確認させることにより、観賞者は、立体映像の観賞中に同期ずれが生じているか
どうかを確認することができる。
【０１１６】
　また、上述したように、観賞者が同期ずれの確認を行う場合には、観賞者がいずれか一
方の目でしか同期状態識別情報を確認できないように、例えば、観賞者自らいずれか一方
の目を閉じたり、液晶シャッターメガネ３がその状況を作り出すための制御を行ったりす
る必要がある。
【０１１７】
　ここで、通常、視差映像の表示タイミングは人間が認識できないほど高速に行われるた
め、立体映像を観賞することによってのみ認識することは極めて困難である。その同期ず
れにより立体映像をぼやけていると認識できたとしても、立体映像自体にそのような映像
効果が含まれていることもあり、一意に同期ずれによるぼやけであるかどうかを認識する
ことは困難である。また、例えば生じた同期ずれがちょうど半周期分である場合には、視
差映像を本来見るべきでない方の目で見ることになるが、観賞者が、同期ずれによるぼや
けを認識できないために、その同期ずれに気付かずに観賞しつづけてしまう可能性が高い
。
【０１１８】
　すなわち、従来においては、立体映像の観賞中にその同期ずれを認識することが困難で
あったため、観賞者は、その同期ずれによる健康被害を受けてしまう可能性が高かった。
【０１１９】
　本実施形態の表示制御装置１及びその制御方法によれば、観賞者は、立体映像の観賞中
に、提示制御部１２が発光部２３を介して提示した同期状態識別情報を確認することによ
り、同期ずれが生じた場合にその確認を行うことができる。このため、立体映像の観賞中
にその同期ずれが生じた場合であっても、観賞者は、立体映像の観賞に関わる装置（例え
ばディスプレイ２や液晶シャッターメガネ３）の故障の可能性を認識し、立体映像の観賞
を中止したり、当該故障した装置の修繕に努める等、当該同期ずれによる健康被害を受け
ないような措置をとるができる。
【０１２０】
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　また、提示制御部１２が、観賞者のいずれか一方の目によって認識可能な同期状態識別
情報を提示させるので、観賞者自ら又は液晶シャッターメガネ３が上記のようにいずれか
一方の目を閉じるための動作又は制御を行わなくても、いずれか一方の目で同期状態識別
情報を確認することができる。つまり、観賞者が同期ずれの確認を行うときの利便性を向
上させることができる。
【０１２１】
　つまり、立体映像の観賞中における同期ずれを、観賞者の手間、又はその手間を省くた
めの液晶シャッターメガネ３による制御を必要とせずに、観賞者が確認することができる
という効果を奏する。これにより、立体映像の観賞中に同期ずれが生じた場合に、その同
期ずれによる健康被害を抑制することができるという効果を奏する。
【０１２２】
　また、上記では、発光部２３が、縦偏光及び横偏光のいずれかを出射可能な構成である
として説明したが、要するに、観賞者が、左目用液晶シャッター３３１及び右目用液晶シ
ャッター３３２のいずれかを介して、同期状態識別情報を確認できさえすればよい。つま
り、左目用液晶シャッター３３１及び右目用液晶シャッター３３２のいずれか一方におい
て透過可能で、他方において透過できない出射光を発光部２３が出射する必要はなく、液
晶シャッター３３の一方では透過可能であるが、液晶シャッター３３の他方では透過した
としても、その他方の液晶シャッターを介して観賞者がその出射光を認識できない（観賞
者の一方の目においてその出射光を認識できない）構成でありさえすればよい。
【０１２３】
　この場合、発光部２３が、縦偏光及び横偏光のいずれかに限らず、特定の偏光状態の光
を出射光として出射し、その出射光に対する、左目用液晶シャッター３３１の透過状態と
、右目用液晶シャッター３３２の透過状態との相違が、観賞者に認識可能なものであれば
よい。このとき、提示制御部１２は、発光部２３におけるその出射光の出射可否を制御す
る。
【０１２４】
　この構成によれば、観賞者は、同期状態識別情報による同期状態の確認を、発光部２３
からの光の出射状態により行うことができる。また、観賞者は、その透過状態の相違を認
識することにより、特定の偏光状態の出射光が、左目用液晶シャッター３３１及び右目用
液晶シャッター３３２のいずれかを透過したものとして認識することができる。つまり、
その出射光としての同期状態識別情報を、いずれか一方の目で確認させ、他方の目では確
認させないようにすることができる。
【０１２５】
　これにより、観賞者は、観賞者自ら又は視認切替機構がいずれか一方の目を閉じるため
の動作又は制御を行うことなく、同期ずれが生じているかどうかを確認することができる
。
【０１２６】
　（表示制御装置の変形例）
　また、観賞者のいずれか一方の目によって認識可能な同期状態識別情報の提示を実現す
るために、発光部２３が偏光板を設ける構成ではなく、特定の光学特性を有する光を出射
可能な構成であってもよい。
【０１２７】
　この場合、発光部２３は、左目用液晶シャッター３３１が第１光学特性及び第２光学特
性を有する光を透過させる構成であり、右目用液晶シャッター３３２が第２光学特性を有
する光を透過させ、第１光学特性を有する光を透過させない構成であるとき、第１光学特
性を有する光を出射する。つまり、液晶シャッター３３の一方が第１光学特性及び第２光
学特性を有する光を透過させ、他方が第２光学特性を有する光を透過させ、第１光学特性
を有する光を透過させない構成のとき、発光部２３が第１光学特性を有する光を出射する
構成であればよい。
【０１２８】
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　例えば、第１光学特性を有する光が特定の波長領域の赤色光であり、第２光学特性を有
する光がその赤色光以外の波長領域の光であり、発光部２３から出射される光が当該赤色
光であるとする。
【０１２９】
　この場合、発光部２３には、上記の赤色光を出射するために、例えばその表面に光学フ
ィルターが設けられる。この光学フィルターとしては、例えば、特定の波長領域の光を透
過可能なＢＰＦ（Band Pass Filter）が用いられる。
【０１３０】
　また、例えば、左目用液晶シャッター３３１の外側（ディスプレイ２からの光の入射側
）には、当該赤色光を含む全ての波長領域の光を透過させる、または当該赤色光の透過率
が他の全ての波長領域の光の透過率と比較して高い左目用光学フィルター１０８ａが設け
られる。なお、全ての波長領域の光を透過させる場合は、左目用液晶シャッター３３１に
光学フィルターを設けない構成としてもよい。
【０１３１】
　一方、右目用液晶シャッター３３２の外側には、その赤色光以外の波長領域の光を透過
させる（すなわち、当該赤色光を透過させない）右目用光学フィルター１０８ｂが設けら
れる。この場合、右目用光学フィルター１０８ｂとしては、例えば、発光部２３から出射
される赤色光を透過させないようにすることが可能なＢＳＦ（Band Stop Filter）が用い
られる。このＢＳＦとは、特定の波長領域の光の透過を阻止（反射）するものである。
【０１３２】
　以上の構成によれば、上記のように発光部２３に偏光板を用いたときと同様、観賞者は
、観賞者自ら又は液晶シャッターメガネ３がいずれか一方の目を閉じるための動作又は制
御を行うことなく、同期ずれが生じているかどうかを確認することができる。また、この
場合には、発光部２３に偏光板を用いないため、ディスプレイ２から出射される光を円偏
光とする必要はない。すなわち、円偏光板６２を有するディスプレイ２を備えた表示装置
ではなく、通常のディスプレイを備えた表示装置であっても、上記の動作又は制御を行う
ことなく、同期状態の確認を行うことができる。
【０１３３】
　なお、同期状態識別情報としての光は赤色光に限らず、観賞者が同期状態識別情報とし
て認識できる光であればどの波長領域であってもよい。また、第２光学特性を有する光が
上記の赤色光であり、第１光学特性を有する光がその赤色光以外の波長領域の光であって
もよい。この場合、発光部２３は第２光学特性を有する光を出射し、液晶シャッター３３
の一方が第１光学特性及び第２光学特性を有する光を透過させ、他方が第１光学特性を有
する光を透過させ、第２光学特性を有する光を透過させない構成となる。要するに、観賞
者が、左目用液晶シャッター３３１及び右目用液晶シャッター３３２のいずれかを介して
、同期状態識別情報を確認できさえすればよい。
【０１３４】
　換言すれば、発光部２３が、第１光学特性を有する光及び第２光学特性を有する光のい
ずれかに限らず、特定の光学特性を有する光を出射光として出射し、その出射光に対する
、左目用液晶シャッター３３１の透過状態と、右目用液晶シャッター３３２の透過状態と
の相違が、観賞者に認識可能なものであればよい。
【０１３５】
　この構成であっても、発光部２３が特定の偏光状態の光を出射する場合と同様、観賞者
は、その透過状態の相違を認識することにより、特定の光学特性を有する出射光が、左目
用液晶シャッター３３１及び右目用液晶シャッター３３２のいずれかを透過したものとし
て認識することができる。
【０１３６】
　また、同期信号出力部２１は、表示制御装置１に備えられていなくてもよく、この場合
、表示制御装置１とこの部材とが接続されていればよい。例えば映画館などの３Ｄ映像観
賞システムでは、表示制御装置１及びディスプレイ２が１つずつ（すなわち表示装置が１
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つ）存在するが、同期信号出力部２１は観賞席毎に設けられていてもよい。少なくとも同
期信号出力部２１が表示制御装置１とは別途設けられる構成であれば、このような３Ｄ映
像観賞システムにおいても本実施形態の効果を得ることができる。
【０１３７】
　〔液晶シャッターメガネの構成〕
　次に、図６～図９に基づき、液晶シャッターメガネ３の要部構成について説明する。図
６は、液晶シャッターメガネ３の要部構成の一例を示すブロック図である。
【０１３８】
　液晶シャッターメガネ３は、表示制御装置とともに用いられるものであり、観賞者の左
右の目の視認可否を切り替えるために、液晶シャッター３３を備えている。具体的には、
液晶シャッター３３は、左目用映像の表示タイミングに同期して開閉可能な左目用液晶シ
ャッター３３１と、右目用映像の表示タイミングに同期して開閉可能な右目用液晶シャッ
ター３３２と、を備えている。これにより、観賞者は、当該視差映像を立体映像として観
賞することができる。また、当該構成により、観賞者は、提示制御部１２が提示させた同
期状態識別情報を確認することにより、同期ずれが生じた場合にその確認を行うことがで
きる。
【０１３９】
　ここで、本実施形態の液晶シャッターメガネ３の左目用液晶シャッター３３１および右
目用液晶シャッター３３２の断面の一例を図７に示す。図７は、液晶シャッター３３の概
略構成を示す断面図であり、（ａ）は液晶シャッター３３が横偏光板１０１ａ又は縦偏光
板１０１ｂを有する場合を示す。同図に示すように、左目用液晶シャッター３３１では、
横偏光板１０１ａと、透明電極１０２と、液晶層１０３と、透明電極１０４と、偏光板１
０５と、がこの順に配置されている。一方、右目用液晶シャッター３３２では、縦偏光板
１０１ｂと、透明電極１０２と、液晶層１０３と、透明電極１０４と、偏光板１０５と、
がこの順に配置されている。
【０１４０】
　この液晶シャッター３３では、透明電極１０２と透明電極１０４との間に、電源１０７
からの電圧を印加することによって、液晶層１０３の液晶分子の配列方向を変化させる。
たとえば、電源スイッチ１０６がオン（ＯＮ）するとき、液晶層１０３の液晶分子の配列
方向が変化し、光１１１ａは、横偏光板１０１ａ又は縦偏光板１０１ｂ、透明電極１０２
、液晶層１０３、透明電極１０４を通過した後、偏光板１０５によって遮断される。この
場合、光１１１ａは、視聴者の目１１２には到達しない。つまり、このとき、この液晶シ
ャッター３３は光遮断状態にある。
【０１４１】
　一方、電源スイッチ１０６がオフ（ＯＦＦ）するとき、液晶層１０３の液晶分子の配列
方向は変化せず、光１１１ｂは、横偏光板１０１ａ又は縦偏光板１０１ｂ、透明電極１０
２、液晶層１０３、透明電極１０４、偏光板１０５を、この順で透過し、観賞者の目１１
２に到達する。つまり、このとき、この液晶シャッター３３は光透過状態にある。
【０１４２】
　この液晶シャッター３３のような、電圧を印加しないときに光透過状態となる液晶シャ
ッターは「ノーマリホワイト」と呼ばれている。なお、この液晶シャッター３３とは逆に
、電圧を印加しないときに光遮断状態となる液晶シャッターは「ノーマリブラック」と呼
ばれている。
【０１４３】
　ここで、液晶シャッター３３の光透過／遮断動作について説明する。
【０１４４】
　液晶層１０３の液晶分子は、上で述べたように、透明電極１０２と透明電極１０４との
間の電圧印加によって、その配列方向を変化させる。液晶層１０３は、この液晶分子の配
列方向の変化によって、自身を通過する光の偏光方向を変化させることができる。
【０１４５】
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　一方、左目用液晶シャッター３３１の横偏光板１０１ａおよび偏光板１０５、並びに、
右目用液晶シャッター３３２の縦偏光板１０１ｂおよび偏光板１０５は、互いに直角ずれ
た偏光方向を持っている。横偏光板１０１ａ又は縦偏光板１０１ｂを透過した光は、その
偏光方向が偏光板１０５の偏光方向と一致しない限り、偏光板１０５によって完全に遮断
される。
【０１４６】
　たとえば、液晶層１０３は、電圧が印加されないとき自身を通過する光の偏光方向を変
化させる一方、電圧が印加されたとき自身を通過する光の偏光方向を変化させないものと
する。
【０１４７】
　この場合、電源スイッチ１０６がオンし、液晶層１０３に電圧が印加されると、液晶層
１０３を通過した光１１１ａは、その偏光方向を変化させることなく、偏光板１０５に到
達する。横偏光板１０１ａ又は縦偏光板１０１ｂを透過した光１１１ａの偏光方向は、横
偏光板１０１ａ又は縦偏光板１０１ｂの偏光方向に一致している。このため、光１１１ａ
の偏光方向と偏光板１０５の偏光方向とは直角にずれることになり、その結果、光１１１
ａは偏光板１０５によって遮断される。
【０１４８】
　一方、電源スイッチ１０６がオフし、液晶層１０３に電圧が印加されないと、液晶層１
０３を通過した光１１１ｂは、液晶層１０３によってその偏光方向を変化させる。たとえ
ば、液晶層１０３の液晶分子の配列方向に沿って、光１１１ｂの偏光方向が直角に変化し
たとする。このとき、光１１１ｂの偏光方向と偏光板１０５の偏光方向とが一致し、その
結果、光１１１ｂは偏光板１０５を通過する。
【０１４９】
　なお、液晶シャッター３３は、ＰＬＺＴ（チタン酸ジルコン酸ランタン鉛）に電圧を印
加すると、ＰＬＺＴの複屈折が変化する現象を利用し、そのＰＬＺＴと上で述べたような
２枚の偏光板とを組み合わせた光シャッターであってもよい。この光シャッターは、上で
述べたような液晶シャッター３３の液晶層１０３に代えて、ＰＬＺＴを利用したものであ
る。ＰＬＺＴは電気的に光学的性能、つまり、複屈折率の変化を制御することができる。
このような光シャッターにおいても、液晶シャッター３３と同様、電圧印加による光透過
状態と光遮断状態との切り替えを実現することができる。また、液晶シャッター３３とし
て、偏光板一枚及び液晶の配向方向を変えることにより、光を透過または遮断するものを
用いてもよい。この場合、偏光板が一枚でよいため、コストを削減することができる。
【０１５０】
　ここで、通常の液晶シャッターの場合、ディスプレイからの光が入射される側の、左目
用液晶シャッターの偏光板及び右目用液晶シャッターの偏光板の偏光方向は一致している
。これは、通常、ディスプレイから出射される光が所定の偏光方向を有する偏光（例えば
縦偏光）であり、これらの液晶シャッターもその偏光の偏光方向にあわせて製造されるた
めである。
【０１５１】
　一方、本実施形態では、左目用液晶シャッター３３１が横偏光を透過可能な横偏光板１
０１ａを有し、右目用液晶シャッター３３２が、縦偏光を透過可能な縦偏光板１０１ｂを
有する。これは、上述のように、発光部２３から出射される偏光を、液晶シャッター３３
の一方にだけ透過させ、他方には透過させないようにするためである。これにより、観賞
者は、観賞者自ら又は液晶シャッターメガネ３がいずれか一方の目を閉じるための動作又
は制御を行うことなく、同期ずれが生じているかどうかを確認することができる。
【０１５２】
　また、液晶シャッターメガネ３は、その他、主として同期信号受信部３１、シャッター
制御部３２、受光センサ３６、操作部３７及び記憶部３８を備えている。
【０１５３】
　同期信号受信部３１は、同期信号出力部２１から出力されたシャッター同期信号を受信
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するものである。同期信号受信部３１は、例えば赤外線を受信可能な赤外線受光素子、Ｌ
ＥＤ等からのレーザ光を受信可能なレーザ光受光素子からなり、シャッター同期信号とし
ての光信号を、シャッター制御部３２が処理可能な信号（例えばデジタル信号）に変換し
て、シャッター制御部３２に送信する。これにより、シャッター制御部３２のシャッター
開閉制御部３２２は、ディスプレイ２に表示される視差映像の表示タイミングにあわせて
液晶シャッター３３の開閉動作を制御することができるので、液晶シャッターメガネ３を
着用している観賞者に３Ｄ映像の製作者が意図する立体感を提供することができる。
【０１５４】
　シャッター制御部３２は、主として、同期調整部３２１及びシャッター開閉制御部３２
２を備え、例えば制御プログラムを実行することにより、液晶シャッターメガネ３を構成
する部材を制御するものである。シャッター制御部３２は、記憶部３８に格納されている
プログラムを、例えばＲＡＭ等で構成される一次記憶部（不図示）に読み出して実行する
ことにより、シャッター開閉動作の制御、同期ずれが生じた場合の同期調整等の各種処理
を行う。
【０１５５】
　同期調整部３２１は、視差映像の表示タイミングと、左目用液晶シャッター３３１又は
右目用液晶シャッター３３２の開閉タイミングとの間で同期ずれが生じた場合に、その同
期ずれを、左目用液晶シャッター３３１又は右目用液晶シャッター３３２を透過する、発
光部２３が発光した光の光量に基づいて調整するものである。
【０１５６】
　ここで、図８及び図９に基づいて、同期調整部３２１による同期調整処理の一例につい
て説明する。図８は、同期調整部３２１による同期調整処理の一例を示すフローチャート
である。また、図９は、同期ずれが生じたときの波形の様子を示す図である。
【０１５７】
　提示制御部１２が同期状態識別情報を提示させた後（Ｓ１１）、観賞者は同期状態識別
情報を確認することにより、立体映像の観賞中に同期ずれが生じているかを確認する（Ｓ
１２）。同期ずれが生じていないことを確認できた場合（Ｓ１２でＮＯ）、同期調整部３
２１による同期調整は行われない。一方、同期ずれが生じていることを確認した場合（Ｓ
１２でＹＥＳ）、観賞者は、その時点で、操作部３７を介して同期調整部３２１に同期調
整を行うように指示する。
【０１５８】
　例えば、同期ずれが生じたときに同期状態識別情報（発光部２３による発光）を視認で
きなくなる構成の場合、観賞者は、同期状態識別情報を視認できている場合には同期ずれ
がないと判断し、視認できなくなったときから同期ずれが生じたと判断する。
【０１５９】
　同期調整部３２１は、その指示を受けると、同期ずれがなくなるように同期調整を行う
（Ｓ１３）。具体的には、同期調整部３２１は、液晶シャッター３３の開閉タイミングを
所定時間早く、あるいは、遅くし、受光センサ３６に発光部２３から出射される光の光量
を検出させる。なお、この所定時間は、左目用映像又は右目用映像の表示期間よりも十分
に短い時間である。そして、受光センサ３６が検出した光量が、同期がとれている場合に
発光部２３から出射された光が液晶シャッター３３を透過したときの透過量（最大透過量
）となっているかどうかを確認する（Ｓ１４）。すなわち、同期調整部３２１は、発光部
２３による発光強度が最大となるように、液晶シャッター３３のシャッター開放開始位置
を調整する。
【０１６０】
　同期調整部３２１は、その光量が最大透過量でないと判断した場合（Ｓ１４でＮＯ）、
Ｓ１３の処理に戻る。すなわち、同期調整部３２１は、最大透過量となるまで、液晶シャ
ッター３３の開閉タイミングをずらしていく。そして、その光量が最大透過量となった判
断した場合に（Ｓ１４でＹＥＳ）、その同期調整を終了する。
【０１６１】
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　例えば図８では、光量が最大透過量となるまで、液晶シャッター３３の開閉タイミング
を早くするように所定時間ずつ（１回の同期調整量分ずつ）ずらしている。
【０１６２】
　一方、同期ずれが生じたときに同期状態識別情報（発光部２３による発光）が視認でき
るようになる構成の場合、観賞者は、その視認できた時点で、操作部３７を介して同期調
整部３２１に同期調整を行うように指示する。
【０１６３】
　同期調整部３２１は、その指示を受けると、上記と同様、液晶シャッター３３の開閉タ
イミングを所定時間ずらし、受光センサ３６に発光部２３から出射される光の光量を検出
させる。そして、その光量が視認できない程度の最小透過量（例えば０）になっているか
を確認し、最小透過量になるまで液晶シャッター３３の開閉タイミングをずらしていく。
そして、その光量が最小透過量となったときに同期調整を終了する。
【０１６４】
　このように、同期調整部３２１がその同期ずれが生じた場合であってもその同期をあわ
せることができる。
【０１６５】
　なお、図９において、「同期状態識別情報の表示」では、「ＯＮ」が発光部２３が発光
している状態を示し、その矢印の長さが発光期間を示す。すなわち、その矢印が図示され
ていない期間は、発光部２３が発光していない状態（「ＯＦＦ」）となる。また、「映像
表示」の波形は左目用映像及び右目用映像のフレームを示すものであり、実線の「ＯＮ」
時に、左目用映像が表示状態、右目用映像が非表示状態となり、点線の「ＯＮ」時に、右
目用映像が表示状態、左目用映像が非表示状態となる。また、「右目シャッター」が右目
用液晶シャッター３３２の開閉状態を、「左目シャッター」が左目用液晶シャッター３３
１の開閉状態をそれぞれ示しており、「ＯＮ」が開状態を示し、「ＯＦＦ」が閉状態を示
す。
【０１６６】
　さらに、図９では、発光部２３から出射される光が縦偏光であり、右目用液晶シャッタ
ー３３２が縦偏光板１０１ｂ、左目用液晶シャッター３３１が横偏光板１０１ａを有する
場合を示している。また、映像出力制御部１１が左目用映像をディスプレイ２に表示して
いるときに、提示制御部１２が発光部２３を発光させることにより、同期状態識別情報を
提示させている場合の波形を示している。また、同期状態識別情報の提示期間（発光部２
３による発光時間）、視差映像の表示期間及び液晶シャッター３３の開状態期間が略一致
している。
【０１６７】
　同図では、左目用映像が表示状態で、かつ、発光部２３が発光状態にあるときに、左目
用液晶シャッター３３１ではなく右目用液晶シャッター３３２が開状態となっている。す
なわち、図９は、同期ずれが生じているときの波形を示しており、このとき、観賞者は発
光部２３から出射される縦偏光を右目で視認している。
【０１６８】
　なお、同期調整部３２１は開状態期間の調整を行う構成であってもよい。また、同期調
整部３２１の代わりに、同期調整を手動で行うための同期調整ボタン（不図示）が液晶シ
ャッターメガネ３のメガネフレームに設けられていてもよい。この場合には、観賞者が同
期調整ボタンを押下している間、液晶シャッター３３の開閉タイミングをずらすことがで
き、光量が十分である（あるいは発光を確認できなくなった）と判断したときにその同期
調整ボタンの押下を中止する。これにより、観賞者自らが手動で同期調整を行うことがで
きる。
【０１６９】
　この場合、発光部２３の発光を受光する受光センサ３６及び同期調整部３２１が不要と
なり、液晶シャッターメガネ３の重量を低減できる、あるいはその製造コストを抑制でき
るといった効果がある。また、観賞者の視認による感覚を元にして同期調整を行うので、
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その観賞者にとって最適な状態に同期を合わせることが可能になる。
【０１７０】
　なお、同期調整部３２１あるいは同期調整ボタンを液晶シャッターメガネ３ではなく、
同期調整操作機器（例えばリモコン）に持たせてもよい。
【０１７１】
　シャッター開閉制御部３２２は、電源スイッチ１０６を制御することにより、同期信号
受信部３１が受信したシャッター同期信号にあわせて左目用液晶シャッター３３１及び右
目用液晶シャッター３３２の開閉動作を制御する。これにより、表示タイミングにあわせ
た開閉動作の制御を実現することができる。
【０１７２】
　受光センサ３６は、同期調整部３２１の制御により、液晶シャッター３３における同期
状態識別情報（発光部２３からの光）の光量を検出し、その検出結果を同期調整部３２１
に送信するものである。
【０１７３】
　操作部３７は、電源のオン／オフの切替指示、同期調整の指示等、観賞者の操作を受け
付けるものである。
【０１７４】
　記憶部３８は、シャッター制御部３２が実行する（１）各部の制御プログラム、（２）
ＯＳプログラム、（３）アプリケーションプログラム、および、（４）これらプログラム
を実行するときに読み出す各種データを記録するものである。シャッター制御部３２は、
例えばＲＯＭフラッシュメモリなどの不揮発性の記憶装置によって構成されるものである
。なお、上述した一次記憶部は、ＲＡＭなどの揮発性の記憶装置によって構成されている
が、本実施の形態では、記憶部３８が一次記憶部の機能も備えているものとして説明する
場合もある。記憶部３８は、例えば最大透過量、最小透過量等を格納している。
【０１７５】
　ここで、上記では、左目用液晶シャッター３３１が横偏光板１０１ａを有し、右目用液
晶シャッター３３２が縦偏光板１０１ｂを有する構成であるとして説明したが、これに限
らず、左目用液晶シャッター３３１が縦偏光板１０１ｂを有し、右目用液晶シャッター３
３２が横偏光板１０１ａを有する構成であってもよい。また、ディスプレイ２からの光の
入射側に配置される偏光板としては、横偏光板１０１ａ及び縦偏光板１０１ｂに限らず、
一方の液晶シャッター３３が有する偏光板が発光部２３から出射される偏光を透過でき、
他方の液晶シャッター３３が有する偏光板が当該偏光を透過できない構成であればよい。
発光部２３が特定の偏光方向を有する偏光を出射可能な構成であればよく、この偏光を、
液晶シャッター３３の一方が透過し、他方が透過しない構成であればよい。
【０１７６】
　すなわち、液晶シャッター３３の一方が、発光部２３が出射する特定の偏光方向を有す
る偏光を透過する偏光板を有し、他方がその偏光を透過しない偏光板（例えば当該偏光を
透過する偏光板とその偏光方向が直角にずれている偏光板）を有する構成であればよい。
【０１７７】
　また、上記では、液晶シャッター３３の一方の、ディスプレイ２から出射される光の入
射側の偏光板が、発光部２３から出射される出射光を透過可能で、他方の当該偏光板が、
当該出射光を透過できない構成であるとして説明した。しかし、上述のように、要するに
、観賞者が、左目用液晶シャッター３３１及び右目用液晶シャッター３３２のいずれかを
介して、同期状態識別情報を確認できさえすればよい。つまり、液晶シャッター３３の一
方では発光部２３から出射された出射光を透過可能であるが、液晶シャッター３３の他方
ではその出射光を透過したとしても、その他方の液晶シャッターを介して観賞者が当該出
射光を認識できない（観賞者の一方の目において当該出射光を認識できない）構成であり
さえすればよい。
【０１７８】
　この場合、左目用液晶シャッター３３１（あるいは右目用液晶シャッター３３２）が有
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する第１偏光板の、発光部２３から出射された出射光に対する透過率が、右目用液晶シャ
ッター３３２（あるいは左目用液晶シャッター３３１）が有する第２偏光板の当該出射光
に対する透過率よりも高ければよい。
【０１７９】
　この構成によれば、観賞者は、同期状態識別情報としての出射光（特定の偏光状態の光
）を、第１偏光板を有する左目用液晶シャッター３３１（あるいは右目用液晶シャッター
３３２）を透過したものとして認識することができる。つまり、同期状態識別情報を、液
晶シャッター３３の一方を介して視差映像を視認する方の目で確認させ、液晶シャッター
３３の他方を介して視差映像を視認する方の目では確認させないようにすることができる
。
【０１８０】
　これにより、観賞者は、観賞者自ら又は視認切替機構がいずれか一方の目を閉じるため
の動作又は制御を行うことなく、同期ずれが生じているかどうかを確認することができる
。
【０１８１】
　例えば、発光部２３が縦偏光を出射し、左目用液晶シャッター３３１が横偏光板１０１
ａを有し、右目用液晶シャッター３３２が縦偏光板１０１ｂを有する場合、観賞者は、そ
の縦偏光を、右目用液晶シャッター３３２を介して確認することができる。この場合、縦
偏光板１０１ｂが「第１偏光板」となり、横偏光板１０１ａが「第２偏光板」となる。当
然ながら、発光部２３が横偏光を出射する場合には、その逆の構成となる。
【０１８２】
　（液晶シャッターメガネの変形例）
　また、観賞者のいずれか一方の目によって認識可能な同期状態識別情報の提示を実現す
るために、発光部２３が偏光板を設ける構成ではなく、特定の光学特性を有する光（例え
ば特定の波長領域の赤色光）を出射する構成の場合、液晶シャッターメガネ３が横偏光板
１０１ａ及び縦偏光板１０１ｂを備えている必要はない。この場合、図７（ｂ）に示すよ
うに、ディスプレイから出射される光の入射側の偏光板として、左目用液晶シャッター３
３１及び右目用液晶シャッター３３２ともに、同一の偏光方向を有する偏光板１０１が用
いられる。図７（ｂ）は、液晶シャッター３３が左目用光学フィルター１０８ａ又は右目
用光学フィルター１０８ｂを有する場合を示すものである。
【０１８３】
　その代わりに、発光部２３から出射される特定の光学特性を有する光を、一方の液晶シ
ャッター３３を透過させ、他方の液晶シャッター３３を透過させないようにするために、
当該偏光板の、さらにディスプレイから出射される光の入射側には、それぞれ光学特性の
異なる光学フィルターが設けられる。具体的には、発光部２３が第１光学特性を有する光
を出射する場合、左目用液晶シャッター３３１が、第１光学特性及び第２光学特性を有す
る光を透過可能な左目用光学フィルター１０８ａを有し、右目用液晶シャッター３３２が
、第２光学特性を有する光を透過可能で、第１光学特性を有する光を透過させないことを
可能にする右目用光学フィルター１０８ｂを有する。
【０１８４】
　すなわち、発光部２３が第１光学特性を有する光（特定の波長領域の光）が出射する場
合に、例えば、左目用光学フィルター１０８ａとして第１光学特性を有する光を含む全て
の波長領域の光を透過させる、または第１光学特性を有する光の透過率が他の全ての波長
領域の光の透過率と比較して高い光学フィルターを用い、右目用光学フィルター１０８ｂ
として、第１光学特性を有する光を透過させないＢＳＦを用いる。また、その逆の構成も
あり得る。一方、発光部２３が第２光学特性を有する光（特定の波長領域の光）を出射す
る場合には、例えば、左目用光学フィルター１０８ａとして第２光学特性を有する光を含
む全ての波長領域の光を透過させる、または第２光学特性を有する光の透過率が他の全て
の波長領域の光の透過率と比較して高い光学フィルターを用い、右目用光学フィルター１
０８ｂとして、第２光学特性を有する光を透過させないＢＳＦを用いる。また、その逆の
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構成もあり得る。なお、全ての波長領域の光を透過させる側の液晶シャッター３３には、
光学フィルターが設けられなくてもよい。
【０１８５】
　このように、左目用光学フィルター１０８ａ又は右目用光学フィルター１０８ｂを用い
た場合であっても、上記のように液晶シャッター３３等に横偏光板１０１ａ及び縦偏光板
１０１ｂを用いたときと同様、観賞者は、観賞者自ら又は視認切替機構がいずれか一方の
目を閉じるための動作又は制御を行うことなく、上記の同期ずれが生じているかどうかを
確認することができる。
【０１８６】
　ここで、上記では、液晶シャッター３３の一方の、ディスプレイ２から出射される光の
入射側の光学フィルターが、発光部２３から出射される出射光を透過可能で、他方の当該
光学フィルターが、当該出射光を透過できない構成であるとして説明した。しかし、上述
のように、要するに、観賞者が、左目用液晶シャッター３３１及び右目用液晶シャッター
３３２のいずれかを介して、同期状態識別情報を確認できさえすればよい。
【０１８７】
　この場合、左目用液晶シャッター３３１（あるいは右目用液晶シャッター３３２）が有
する第１光学フィルターの、発光部２３から出射された出射光に対する透過率が、右目用
液晶シャッター３３２（あるいは左目用液晶シャッター３３１）が有する第２光学フィル
ターの当該出射光に対する透過率よりも高ければよい。
【０１８８】
　この構成であっても、液晶シャッター３３が第１偏光板及び第２偏光板を備える構成と
同様、観賞者は、同期状態識別情報としての出射光（特定の光学特性を有する光）を、第
１光学フィルターを有する左目用液晶シャッター３３１（あるいは右目用液晶シャッター
３３２）を透過したものとして認識することができる。
【０１８９】
　例えば、発光部２３が特定の波長領域の赤色光を出射する場合、観賞者が左目でその赤
色光を認識すれば、左目用光学フィルター１０８ａが「第１光学フィルター」（右目用光
学フィルター１０８ｂが「第２光学フィルター」）となり、右目でその赤色光を認識すれ
ば、右目用光学フィルター１０８ｂが「第１光学フィルター」（左目用光学フィルター１
０８ａが「第２光学フィルター」）となる。
【０１９０】
　また、これらの光学フィルターは、特定の波長の出射光に対して透過率が変化するもの
であればよく、例えば、特定の波長の光の透過可否を制御可能なフォトニック結晶を利用
したフィルターであってもよい。
【０１９１】
　〔表示タイミングと開閉タイミングとの同期状態の確認について〕
　次に、図１０～図１３に基づき、視差映像の表示タイミングと液晶シャッター３３の開
閉タイミングとの間で同期がとれているとき（同期ずれなし）の波形の様子と、同期ずれ
が生じたとき（同期ずれあり）の波形の様子とについて説明する。なお、図１０～図１３
において、「同期状態識別情報の表示」、「映像表示」、「右目シャッター」及び「左目
シャッター」は、図９において説明したとおりである。また、図１０～図１３では、同期
ずれなし及び同期ずれありの説明を、発光部２３が縦偏光又は横偏光を出射し、左目用液
晶シャッター３３１が横偏光板１０１ａを有し、右目用液晶シャッター３３２が縦偏光板
１０１ｂを有する場合を例に挙げて行う。
【０１９２】
　（同期ずれが生じた場合に同期状態識別情報が視認できるようになる場合：その１）
　まず、図１０では、発光部２３から出射される光が縦偏光であり、右目用液晶シャッタ
ー３３２が縦偏光板１０１ｂ、左目用液晶シャッター３３１が横偏光板１０１ａを有する
場合を示している。また、映像出力制御部１１が左目用映像をディスプレイ２に表示して
いるときに、提示制御部１２が発光部２３を発光させることにより、同期状態識別情報を
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提示させている場合の波形を示している。また、同期状態識別情報の提示期間、視差映像
の表示期間及び液晶シャッター３３の開状態期間が略一致している。
【０１９３】
　図１０（ａ）に示すように、同期ずれなしの場合、右目用映像がディスプレイ２に表示
されている間、縦偏光板１０１ｂを有する右目用液晶シャッター３３２が開状態となる。
しかし、左目用映像が表示されている間に発光部２３から縦偏光が出射されているので、
観賞者は、右目用映像の観賞時に当該縦偏光を視認することができない。すなわち、図１
０では、観賞者は、同期状態識別情報を確認することができない状態のときに、同期ずれ
が生じていないと判断することができる。
【０１９４】
　一方、図１０（ｂ）では、同期ずれ量が半周期よりも小さい同期ずれ（同期ずれ量が約
１／４周期）が生じた場合を示している。この場合、左目用映像が表示状態で、かつ、発
光部２３が発光状態にある同図の網掛けの期間において、右目用液晶シャッター３３２が
開状態となっている。つまり、観賞者は、同期ずれが生じると、発光部２３から出射され
る縦偏光を右目で確認することができるようになる。
【０１９５】
　すなわち、図１０では、提示制御部１２が、映像出力制御部１１が左目用映像をディス
プレイ２に表示させている間に右目によって認識可能なように、又は、右目用映像をディ
スプレイ２に表示させている間に左目によって認識可能なように同期状態識別情報を提示
させている。
【０１９６】
　この構成では、同期がとれている場合、左目用映像を視認すべき左目、又は、右目用映
像を視認すべき右目によって同期状態識別情報が確認されることはなく、同期ずれが生じ
た場合にはじめて同期状態識別情報が確認されることとなる。したがって、観賞者は、立
体映像の観賞中に、その観賞を妨げることなく、同期ずれの確認を行うことができる。
【０１９７】
　また、発光部２３の発光期間が左目用映像又は右目用映像の表示期間と略一致しており
、同期ずれが生じていないときに同期状態識別情報を確認できる構成の場合、半周期ずれ
たとき（例えば左目用映像を左目で確認できず、右目で確認できる状態となったとき）に
はじめて、同期ずれが生じていることを確認できる。
【０１９８】
　しかし、図１０のように、同期ずれが生じたときに同期状態識別情報を確認できる場合
には、発光部２３の発光期間が左目用映像の表示期間と略一致しており、同期ずれ量が半
周期より小さい場合であっても、観賞者は、立体映像の観賞中に発光部２３による発光を
確認することにより、当該同期ずれが生じたことを認識することができる。また、この場
合、同期が生じた場合に発光部２３による発光を確認することができるので、発光が確認
できなくなる場合に比べその同期ずれを認識しやすい。
【０１９９】
　さらに、図１０において、右目用映像が表示されておらず、かつ、右目用映像及び左目
用映像がともに表示されていない期間が発光部２３の発光期間となるように、提示制御部
１２が発光状態を制御する場合には、同期が少しずれただけであっても、観賞者は、その
同期ずれが生じたことを確認することができる。なお、どの程度同期ずれが生じたとき、
観賞者にその同期ずれを認識させるかは適宜変更可能であり、例えばその発光期間を調整
することにより変更することができる。
【０２００】
　なお、図１０～図１２では、左目用映像が右目で見えてしまう、あるいは、右目用映像
が左目で見えることにより、映像がぼけてしまうという「クロストーク」が生じている状
態である。
【０２０１】
　（同期ずれが生じた場合に同期状態識別情報が視認できるようになる場合：その２）
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　次に、図１１に基づいて、図１０と同様の状況において、その同期が半周期ずれた場合
について説明する。図１１（ａ）は、同期ずれなしの場合を示しており、図１０（ａ）と
同じ状況であるので、その説明を省略する。
【０２０２】
　図１１（ｂ）では、半周期の同期ずれ（同期ずれ量が半周期）が生じた場合を示してい
る。この場合、左目用映像が表示状態で、かつ、発光部２３が発光状態にある場合に、右
目用液晶シャッター３３２が開状態となっており、右目用映像が表示状態で、かつ、発光
部２３が非発光状態にある場合に、右目用液晶シャッター３３２が閉状態となっている。
すなわち、図１０（ｂ）と同様、右目で発光部２３から出射された縦偏光（同期状態識別
情報）を確認できる。また、図１１（ｂ）では、左目用映像を右目で、右目用映像を左目
で観賞している状態である。
【０２０３】
　このように、左目用映像と右目用映像とが反転して表示されている状態では、観賞者は
映像ぼけが生じているとは気付かずに、立体映像の製作者が意図したとおりの立体感を観
賞できているものと誤解してしまう虞がある。この場合、観賞者はそのまま立体映像を観
賞し続けることになるため、特に健康被害を受けてしまう可能性が非常に高い。
【０２０４】
　本実施形態では、図１１（ｂ）のような半周期の同期ずれが生じた場合も、図１０（ｂ
）の場合と同様、観賞者は、発光部２３から出射される縦偏光を右目で確認することがで
きるので、立体映像の観賞中に当該同期ずれが生じたことを認識することができる。これ
により、観賞者は、当該同期ずれによる健康被害を受けないような措置をとることができ
る。
【０２０５】
　また、同期ずれが少しずつ生じていく場合には、図１１（ｂ）のようにそもそも半周期
ずれてしまう前に、図１０（ｂ）のような同期ずれが生じた時点で、同期ずれの確認を行
うことができる。このため、その時点で、観賞者が同期ずれへの対応（例えば観賞の中止
）をとることによって、より早いタイミングで、同期ずれによる健康被害を受ける状況を
回避することができる。
【０２０６】
　（同期ずれが生じた場合に同期状態識別情報が視認できなくなる場合：その１）
　次に、図１２では、発光部２３から出射される光が縦偏光ではなく横偏光であり、右目
用液晶シャッター３３２が縦偏光板１０１ｂ、左目用液晶シャッター３３１が横偏光板１
０１ａを有する場合を示している。また、映像出力制御部１１が左目用映像をディスプレ
イ２に表示しているときに、提示制御部１２が発光部２３を発光させることにより、同期
状態識別情報を提示させている場合の波形を示している。ただし、図１２では、同期状態
識別情報の提示期間は、左目用映像の視認を可能とする時間である視認可能時間よりも短
く、また、左目用映像の表示を停止するまで（「ＯＮ」から「ＯＦＦ」に立ち下がるまで
）の期間である。同図では、その提示期間は約１／１２周期である。なお、視差映像の表
示期間及び液晶シャッター３３の開状態期間が略一致している。
【０２０７】
　つまり、提示制御部１２は、同期状態識別情報が提示される提示期間が、液晶シャッタ
ーメガネ３が観賞者の左右の目のいずれかにおいて視差映像の視認を可能とする時間であ
る視認可能時間よりも短くなるように、同期状態識別情報の提示（例えば発光部２３の発
光）を制御している。この場合、同期状態識別情報の提示期間が短いので、その分観賞者
が当該同期状態識別情報を確認しにくくなる。そこで、例えば発光部２３の発光強度（輝
度）を上げることにより、その確認をし易くすることが好ましい。
【０２０８】
　図１２（ａ）に示すように、同期ずれなしの場合、左目用映像がディスプレイ２に表示
されている間、横偏光板１０１ａを有する左目用液晶シャッター３３１が開状態にあるの
で、観賞者は、立体映像の観賞中に、左目で発光部２３から出射される横偏光を視認する
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ことができる。すなわち、図１２では、観賞者は、同期状態識別情報を確認することがで
きる状態のときに、同期ずれが生じていないと判断することができる。
【０２０９】
　一方、図１２（ｂ）では、同期ずれ量が半周期よりも小さい同期ずれ（同期ずれ量が約
１／８周期）が生じた場合を示している。この場合、左目用映像が表示状態で、かつ、発
光部２３が発光状態にある同図の網掛けの期間において、左目用液晶シャッター３３１が
閉状態となっている。このため、観賞者は、同期ずれなしの場合に確認できていた発光部
２３から出射される横偏光を、その同期ずれが生じたことにより確認することができなく
なってしまうので、同期ずれが生じたと認識することができる。
【０２１０】
　つまり、上述のように、同期ずれが生じていないときに同期状態識別情報を確認できる
構成で、かつ、発光部２３の発光期間が左目用映像又は右目用映像の表示期間と略一致し
ている場合には、半周期ずれたとき（例えば左目用映像を左目で確認できず、右目で確認
できる状態となったとき）にはじめて、同期ずれが生じていることを確認できる。しかし
、図１２（ｂ）のように、同期ずれが生じていないときに発光部２３による発光状態を視
認できる構成であっても、発光期間が短くすることによって、半周期に満たない同期ずれ
であってもその同期ずれを観賞者に認識させることができる。
【０２１１】
　また、この場合、右目用映像の表示中、右目用液晶シャッター３３２が開状態、左目用
液晶シャッター３３１が閉状態となっており、右目用映像を右目でしか視認することがで
きない状態である。つまり、わずかな同期ずれは生じているものの、右目用映像に関して
いえば、上記のようなクロストークが生じているわけではない。しかし、左目用映像の場
合、左目用映像の表示終了時（「映像表示」の立ち下がり時）と右目用液晶シャッター３
３２の開動作開始時（「右目シャッター」の立ち上がり時）とのタイミングがわずかに重
なっているので、クロストークが生じている。このため、上記のように観賞者にその同期
ずれを認識させることにより、そのわずかな重なりに起因したクロストークによって健康
被害を受けてしまう可能性があることを認識させることができる。また、同期ずれを調整
する場合において、認識された小さい同期ずれ量を用いて、より表示タイミングと開閉タ
イミングとが一致するように調整していくことが可能となる。
【０２１２】
　（同期ずれが生じた場合に同期状態識別情報が視認できなくなる場合：その２）
　図１３においても、発光部２３から出射される光が縦偏光ではなく横偏光であり、右目
用液晶シャッター３３２が縦偏光板１０１ｂ、左目用液晶シャッター３３１が横偏光板１
０１ａを有する場合を示している。また、映像出力制御部１１が左目用映像をディスプレ
イ２に表示しているときに、提示制御部１２が発光部２３を発光させることにより、同期
状態識別情報を提示させている場合の波形を示している。また、図１３では、同期状態識
別情報の提示期間は、左目用映像の視認を可能とする時間である視認可能時間よりも短く
、また、左目用映像の表示期間の中心付近の期間である。同図では、その提示期間は約１
／１２周期である。
【０２１３】
　さらに、図１３では、視差映像の表示期間よりも液晶シャッター３３の開状態期間が短
く設定されている。つまり、シャッター制御部３２は、当該表示期間よりも当該開状態期
間が短くなるように、液晶シャッター３３の開閉動作を制御している。これは、視差映像
の表示期間と液晶シャッター３３の開状態期間とが略一致している場合にはクロストーク
が生じやすいためである。このため、例えば図１０～図１２においてもクロストークが生
じる可能性を限りなく低くすることを考慮するのであれば、図１３に示すような液晶シャ
ッター３３の開閉制御をすることが好ましい。
【０２１４】
　図１３（ａ）に示すように、同期ずれなしの場合、左目用映像がディスプレイ２に表示
されている間、横偏光板１０１ａを有する左目用液晶シャッター３３１が開状態にあるの
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で、観賞者は、立体映像の観賞中に、左目で発光部２３から出射される横偏光を視認する
ことができる。すなわち、図１３では、観賞者は、同期状態識別情報を確認することがで
きる状態のときに、同期ずれが生じていないと判断することができる。
【０２１５】
　一方、図１３（ｂ）では、同期ずれ量が半周期よりも小さい同期ずれ（同期ずれ量が約
１／８周期）が生じた場合を示している。この場合、左目用映像が表示状態で、かつ、発
光部２３が発光状態にある同図の網掛けの期間において、左目用液晶シャッター３３１が
閉状態（閉動作への移行状態）となっている。このため、観賞者は、同期ずれなしの場合
に確認できていた発光部２３から出射された横偏光を、その同期ずれが生じたことにより
ほとんど確認することができなくなってしまうので、同期ずれが生じたと認識することが
できる。
【０２１６】
　また、この場合、左目用映像の表示中、左目用液晶シャッター３３１が開状態、右目用
液晶シャッター３３２が閉状態となっており、左目用映像を左目でしか視認することがで
きない状態である。右目用映像の表示中も同様、右目用映像を右目でしか視認することが
できない状態である。つまり、わずかな同期ずれは生じているもののクロストークが生じ
ているわけではなく、正常な状態で３Ｄ映像を観賞できているといえる。しかし、このよ
うな状態であっても、表示制御装置１あるいは液晶シャッターメガネ３に故障が生じてい
る可能性があり、そのままの状態で使用すれば、いずれクロストークが生じてしまうこと
が予想される。
【０２１７】
　本実施形態では、図１３（ｂ）のような、故障の可能性があり、かつ、クロストークが
生じる可能性が少なからずある同期ずれが生じた場合であっても、観賞者は、立体映像の
観賞中に当該同期ずれが生じたことを認識することができる。このため、観賞者は、その
故障をいち早く認識することができるとともに、故障したまま使用した場合に受け得る健
康被害を未然に防ぐことができる。
【０２１８】
　（同期状態の確認におけるその他の構成）
　また、本実施形態では、視差映像の表示時に同期状態識別情報が提示される構成となっ
ているが、例えば図１４に示すように、当該視差映像の非表示時に提示される構成であっ
てもよい。なお、図１４においても、発光部２３から出射される光は横偏光であり、右目
用液晶シャッター３３２が縦偏光板１０１ｂ、左目用液晶シャッター３３１が横偏光板１
０１ａを有する場合を示している。
【０２１９】
　この場合、図１４（ａ）に示すように、同期ずれなしの場合には、左目用液晶シャッタ
ー３３１及び右目用液晶シャッター３３２のいずれも閉状態であるため、観賞者は、いず
れの目においても同期状態識別情報を確認できない。一方、図１４（ｂ）に示すように、
同期ずれありの場合には、同図の網掛けの期間において、左目用液晶シャッター３３１が
開状態となっている。このため、観賞者は、同期ずれなしの場合に確認できなかった発光
部２３から出射された横偏光を、その同期ずれが生じたことにより確認することができる
ようになる。すなわち、視差映像の非表示時に同期状態識別情報が提示される場合であっ
ても、図１０～図１３の場合と同様、観賞者に同期ずれが生じたと認識させることができ
る。
【０２２０】
　また、同期状態識別情報が視差映像の非表示時に提示されるので、観賞者は、同期ずれ
の初期段階からその同期ずれを認識することができる。このため、観賞者は、立体映像の
観賞時に、どのように同期ずれが生じていくかを確認することも可能である。
【０２２１】
　〔その他の構成〕
　例えば、記録再生装置４（あるいは表示制御装置１）により再生可能な光ディスクに、
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ディスクサプライヤーが用意したアプリケーションやコンテンツ（左目用映像及び右目用
映像）等が記録されていてもよい。この場合、表示制御装置１は、記録再生装置４（ある
いは表示制御装置１）により再生されたそのコンテンツをディスプレイ２に表示させるこ
とが可能である。また、光ディスクに、同期ずれの調整を行うためのプログラムが含まれ
ていてもよく、この場合、同期ずれが生じたときに観賞者の操作によって提示制御部１２
に当該プログラムを実行させることにより、同期調整方法等をディスプレイ２に表示させ
ることができる。
【０２２２】
　なお、この光ディスクとしては、例えば、ＤＶＤ規格やＢｌｕ－ｒａｙ（登録商標）規
格の光ディスクであり、ＤＶＤ規格の記録型ディスク（DVD-R・DVD-RW・DVD-RAM・DVD-R 
DL）のＣＰＲＭ対応ディスクおよびＤＶＤ－ＲＯＭディスクと、Ｂｌｕ－ｒａｙ規格の記
録型ディスク（BD-RE、BD-R）やＢＤ－ＲＯＭディスクを用いることができる。また、例
えば光ディスクがＢｌｕ－ｒａｙ規格の光ディスクの場合、当該光ディスクが備える層と
しては、再生専用の記録層をＲＯＭ（Read Only Memory）層と、書き換え可能な記録層を
ＲＥ（RE-writable）層と、追記録可能な記録層をＲ（Recordable）層とが挙げられる。
少なくともＲＯＭ層を備えていれば、単層であるか複層であるか、これらの層がどのよう
に組合せて積層されているかを問わない。
【０２２３】
　また、同期状態識別情報提示モードを設け、リモコンなどで、当該同期状態識別情報を
提示させないようにしてもよい。このときに、観賞者が望むタイミングで同期状態識別情
報を提示するようにする、あるいは、同期状態識別情報を提示しないようにすることがで
きる。
【０２２４】
　〔本発明の別の表現〕
　本発明は、以下のようにも表現できる。
【０２２５】
　すなわち、本発明に係る立体映像表示装置は、左目用映像と右目用映像を交互に表示す
る表示切替手段と、表示切替と同期を取るための信号を送信する同期信号送信手段を有し
、上記同期信号によって表示画面切替と同期する左右の目の視認可否を切り替える視認切
替機構を介することで観賞者に立体映像を観賞させる立体映像表示装置であって、上記表
示切り替え手段の表示切替周期に同期した識別信号を表示する識別子表示手段を備え、上
記識別子表示手段は、観賞者に上記視認切替機構を介して左右どちら一方の目にのみ認識
可能となる識別信号を表示する構成である。
【０２２６】
　また、本発明に係る立体映像表示装置は、左目用レンズ部と右目用レンズ部において、
それぞれ異なる特性の偏光特性を持たせた液晶シャッター付メガネを上記視聴切替機構と
して用いることが可能な上記に記載の立体映像表示装置であって、上記識別子表示手段は
、特定の偏光特性を持つ信号を出力することが好ましい。
【０２２７】
　また、本発明に係る立体映像表示装置は、左目用レンズ部と右目用レンズ部において、
それぞれ異なる特性の偏光特性を持たせた液晶シャッター付メガネを上記視聴切替機構と
して用いることが可能な上記に記載の立体映像表示装置であって、上記識別子表示手段は
、特定の波長特性を持つ信号を出力することが好ましい。
【０２２８】
　また、本発明に係る立体映像表示装置では、上記識別子表示手段は、上記同期送信手段
が送信する同期信号と上記視認切替機構の視認可否状態が反転した識別子を表示すること
が好ましい。
【０２２９】
　〔補足〕
　最後に、表示制御装置１の各ブロック、特に制御部１０の映像出力制御部１１、提示制



(33) JP 2012-99965 A 2012.5.24

10

20

30

40

50

御部１２及び同期信号出力制御部１３は、ハードウェアロジックによって構成してもよい
し、次のようにＣＰＵを用いてソフトウェアによって実現してもよい。また、液晶シャッ
ターメガネ３の各ブロック、特にシャッター制御部３２の同期調整部３２１及びシャッタ
ー開閉制御部３２２は、ハードウェアロジックによって構成してもよいし、次のようにＣ
ＰＵを用いてソフトウェアによって実現してもよい。
【０２３０】
　すなわち、表示制御装置１及び液晶シャッターメガネ３は、各機能を実現する制御プロ
グラムの命令を実行するＣＰＵ（central processing unit）、前記プログラムを格納し
たＲＯＭ（read only memory）、前記プログラムを展開するＲＡＭ（random access memo
ry）、前記プログラムおよび各種データを格納するメモリ等の記憶装置（記録媒体）など
を備えている。そして、本発明の目的は、上述した機能を実現するソフトウェアである表
示制御装置１及び液晶シャッターメガネ３の制御プログラムのプログラムコード（実行形
式プログラム、中間コードプログラム、ソースプログラム）をコンピュータで読み取り可
能に記録した記録媒体を、前記表示制御装置１及び液晶シャッターメガネ３に供給し、そ
のコンピュータ（又はＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に記録されているプログラムコードを
読み出し実行することによっても、達成可能である。
【０２３１】
　前記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピ
ー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやコンパクトディスク－ＲＯ
Ｍ／ＭＯ／ＭＤ／デジタルビデオデイスク／コンパクトディスク－Ｒ等の光ディスクを含
むディスク系、ＩＣカード（メモリカードを含む）／光カード等のカード系、あるいはマ
スクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ／フラッシュＲＯＭ等の半導体メモリ系などを用
いることができる。
【０２３２】
　また、表示制御装置１及び液晶シャッターメガネ３を通信ネットワークと接続可能に構
成し、前記プログラムコードを通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネッ
トワークとしては、特に限定されず、例えば、インターネット、イントラネット、エキス
トラネット、ＬＡＮ、ＩＳＤＮ、ＶＡＮ、ＣＡＴＶ通信網、仮想専用網（virtual privat
e network）、電話回線網、移動体通信網、衛星通信網等が利用可能である。また、通信
ネットワークを構成する伝送媒体としては、特に限定されず、例えば、ＩＥＥＥ１３９４
、ＵＳＢ、電力線搬送、ケーブルＴＶ回線、電話線、ＡＤＳＬ回線等の有線でも、ＩｒＤ
Ａやリモコンのような赤外線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、８０２．１１無線、Ｈ
ＤＲ、携帯電話網、衛星回線、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。なお、本
発明は、前記プログラムコードが電子的な伝送で具現化された、搬送波に埋め込まれたコ
ンピュータデータ信号の形態でも実現され得る。
【０２３３】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変
更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせ
て得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０２３４】
　本発明の表示制御装置は、立体映像の観賞中における健康被害を抑制することができ、
特に立体映像の出力を行うことが可能な液晶表示装置、またはプラズマ等の自発光型表示
装置に好適に適用することができる。
【符号の説明】
【０２３５】
　１　表示制御装置（表示装置）
　２　ディスプレイ（表示装置）
　３　液晶シャッターメガネ（視認切替機構、シャッターメガネ）
　７　３Ｄ映像観賞システム（立体映像観賞システム）
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　１１　映像出力制御部（映像出力制御手段）
　１２　提示制御部（提示制御手段）
　２３　発光部（発光手段）
　１０１ａ　横偏光板（第１偏光板、第２偏光板）
　１０１ｂ　縦偏光板（第２偏光板、第１偏光板）
　１０８ａ　左目用光学フィルター（第１光学フィルター、第２光学フィルター）
　１０８ｂ　右目用光学フィルター（第２光学フィルター、第１光学フィルター）
　３３１　左目用液晶シャッター（第１視差映像表示用シャッター、第２視差映像表示用
シャッター）
　３３２　右目用液晶シャッター（第２視差映像表示用シャッター、第１視差映像表示用
シャッター）

【図１】 【図２】
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