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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の映像と第２の映像とを交互に提示するための映像提示部と、前記第１の映像が提
示されている場合とおよび前記第２の映像が提示されている場合とを示す制御信号を送信
する送信部とを有する映像提示装置と、
　シャッターと、前記制御信号を受信する受信部と、前記第１の映像を視認する時間と前
記第２の映像を視認する時間との比を設定するための設定部と、前記制御信号および前記
設定部によって設定された設定に基づいて前記シャッターの開閉を制御する制御部とを有
するシャッター装置と
を具備することを特徴とする映像提示システム。
【請求項２】
　前記映像提示部は、
　前記第１の映像に対応する第１の光像および前記第２の映像に対応する第２の光像を形
成する光像形成部と、
　前記光像形成部で形成された前記第１の光像および前記第２の光像を投影対象に向けて
投影する投影部と
を具備することを特徴とする請求項１に記載の映像提示システム。
【請求項３】
　前記映像提示部は、前記第１の映像および前記第２の映像を表示する表示部を有するこ
とを特徴とする請求項１に記載の映像提示システム。
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【請求項４】
　第１の映像と第２の映像とを交互に提示し、
　シャッターを有するシャッター装置に設けられた設定部によって前記第１の映像が提示
されている場合に前記第１の映像を視認する時間と前記第２の映像を視認する時間との比
を設定し、
　前記第１の映像または前記第２の映像が提示されている場合に前記設定部によって設定
された設定に基づいて前記シャッターの開閉を制御する
ことを特徴とする映像提示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザに応じて異なる映像を見させる映像提示システムおよび映像提示方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、液晶シャッターや偏光フィルタを用いて左目と右目とにそれぞれ左目用映像と右
目用映像とを交互に見せることによって立体映像をユーザに見せるテレビ受像器が製品さ
れている（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２５０９９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ユーザに応じて見る映像を異ならせたいという要望がある。
【０００５】
　本発明は上記のような実情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、ユーザ
に応じて見る映像を異ならせることが可能な映像提示システムおよび映像提示方法を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様は、第１の映像と第２の映像とを交互に提示するための映像提示部と、
前記第１の映像が提示されている場合とおよび前記第２の映像が提示されている場合とを
示す制御信号を送信する送信部とを有する映像提示装置と、シャッターと、前記制御信号
を受信する受信部と、前記第１の映像を視認する時間と前記第２の映像を視認する時間と
の比を設定するための設定部と、前記制御信号および前記設定部によって設定された設定
に基づいて前記シャッターの開閉を制御する制御部とを有するシャッター装置と、を具備
することを特徴とする映像提示システム。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、ユーザに応じて見る映像を異ならせることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の第１の実施形態に係わる映像提示システムの構成を示すブロック図。
【図２】図１に示される第１の眼鏡の構成を示すブロック図。
【図３】図１に示される第２の眼鏡の構成を示すブロック図。
【図４】図１に示される再生装置によって再生された映像データに基づいて、スクリーン
に表示される映像を説明するための図。
【図５】映像データに基づいてスクリーンに表示される左目用映像を示す図。
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【図６】映像データに基づいてスクリーンに表示される右目用映像を示す図。
【図７】映像データに基づいてスクリーンに表示される補助映像を示す図。
【図８】第１の眼鏡を装着したユーザに対して提示される映像を示す図。
【図９】第２の眼鏡を装着したユーザに対して提示される映像を示す図。
【図１０】左目用光像、右目用光像、および補助光像の投影タイミングに対する第１の左
目用液晶シャッター、第１の右目用液晶シャッター、第２の左目用液晶シャッター４１、
および第２の右目用液晶シャッターの開閉タイミングを示す図。
【図１１】映像データに基づいてマイクロミラー素子によって形成される光像を説明する
ための図。
【図１２】第１の補助光像よってスクリーンに表示される第１の補助映像を示す図。
【図１３】第２の補助光像によってスクリーンに表示される第２の補助映像を示す図。
【図１４】第１の眼鏡を装着したユーザが見る映像を示す図。
【図１５】第２の眼鏡を装着したユーザが見る映像を示す図。
【図１６】左目用光像、右目用光像、第１の補助光像、および第２の補助光像の投影タイ
ミングに対する第１の左目用液晶シャッター、第１の右目用液晶シャッター、第２の左目
用液晶シャッター、および第２の右目用液晶シャッターの開閉タイミングを示す図。
【図１７】本発明の第１の実施形態の第２の変形例に係わる映像提示システムの構成を示
すブロック図。
【図１８】図１７に示される第３の眼鏡の構成を示すブロック図。
【図１９】左目用光像、右目用光像、第１の補助光像、および第２の補助光像の投影タイ
ミングに対する第１の左目用液晶シャッター、第１の右目用液晶シャッター、第２の左目
用液晶シャッター、第２の右目用液晶シャッター、第３の左目用液晶シャッター、および
第３の右目用液晶シャッターの開閉タイミングを示す図。
【図２０】本発明の第１の実施形態の第３の変形例に係わる映像提示システムの構成を示
すブロック図。
【図２１】本発明の第２の実施形態に係わる映像提示システムの構成を示すブロック図。
【図２２】映像データに基づいて、スクリーンに表示される映像を説明するための図。
【図２３】映像データに基づいてスクリーンに表示される第１の映像を示す図。
【図２４】映像データに基づいてスクリーンに表示される第２の映像を示す図。
【図２５】図２１に示される眼鏡の構成を示すブロック図。
【図２６】第１映像の表示時間と第２映像の表示時間との比が１００：０の場合の、第１
の光像の第２の光像に対する液晶シャッターの開閉タイミングを示す図。
【図２７】第１映像の表示時間と第２映像の表示時間との比が７５：２５の場合の、第１
の光像の第２の光像に対する液晶シャッターの開閉タイミングを示す図。
【図２８】第１映像の表示時間と第２映像の表示時間との比が７５：２５の場合にユーザ
が見る映像を示す図。
【図２９】第１映像の表示時間と第２映像の表示時間との比が５０：５０の場合の、第１
の光像の第２の光像に対する液晶シャッターの開閉タイミングを示す図。
【図３０】第１映像の表示時間と第２映像の表示時間との比が５０：５０の場合にユーザ
が見る映像を示す図。
【図３１】第１映像の表示時間と第２映像の表示時間との比が２５：７５の場合の、第１
の光像の第２の光像に対する液晶シャッターの開閉タイミングを示す図。
【図３２】第１映像の表示時間と第２映像の表示時間との比が２５：７５の場合にユーザ
が見る映像を示す図。
【図３３】第１映像の表示時間と第２映像の表示時間との比が０：１００の場合の、第１
の光像の第２の光像に対する液晶シャッターの開閉タイミングを示す図。
【図３４】本発明の第２の実施形態の変形例に係わる映像提示システムの構成を示すブロ
ック図。
【図３５】本発明の第３の実施形態に係わる映像提示システムの構成を示すブロック図。
【図３６】第１の映像データによってスクリーンに表示される映像を示す図。
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【図３７】第２の映像データによってスクリーンに表示される映像を示す図。
【図３８】残差映像データによってスクリーンに表示される映像を示す図。
【図３９】映像データに基づいて形成される光像を説明するための図。
【図４０】図３５に示される眼鏡の構成を示すブロック図。
【図４１】第２の光像および残差光像に対する左目用液晶シャッターおよび右目用液晶シ
ャッターの開閉タイミングを示す図。
【図４２】本発明の第３の実施形態の変形例に係わる映像提示システムの構成を示すブロ
ック図。
【図４３】本発明の第４の実施形態に係わる映像提示システムの構成を示すブロック図。
【図４４】図４３に示される偏光フィルタホイール部の構成を示すブロック図。
【図４５】図４４に示される偏光フィルタホイールの平面図。
【図４６】検出信号、第１の偏光フィルタ、および第２の偏光フィルタに対する、第２の
光像、および残差光像の形成タイミングを示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１０】
　図１は、本発明の第１の実施形態に係わる映像提示システムの構成を示すブロック図で
ある。
【００１１】
　図１に示すように、映像提示システムは、映像提示装置としての投影装置１０、第１の
シャッター装置としての第１の眼鏡３０、および第２のシャッター装置としての第２の眼
鏡４０等を有する。　
　投影装置１０は、制御部１１、映像提示部１２、第１の制御信号送信部１５、および第
２の制御信号送信部１６等を有している。制御部１１は、再生装置２０によって再生され
た映像データに応じて映像提示部１２、第１の制御信号送信部１５、および第２の制御信
号送信部１６を制御する。
【００１２】
　映像提示部１２は、光源１２Ａ、マイクロミラー素子１２Ａ、および投影レンズ１２Ｃ
等を有している。光源１２Ａは、制御部１１の制御に応じて、時分割でＲ（赤色），Ｇ（
緑色），Ｂ（青色）の原色光を循環的に出射する。この光源１２Ａからの原色光が、マイ
クロミラー素子１２Ａに照射される。
【００１３】
　マイクロミラー素子１２Ａは、アレイ状に配列された複数、例えばＷＸＧＡ（Ｗｉｄｅ
　ｅＸｔｅｎｄｅｄ　Ｇｒａｐｈｉｃ　Ａｒｒａｙ）（横１２８０画素×縦８００画素）
分の微小ミラーを有する。マイクロミラー素子１２Ａは、制御部１１の制御に応じて、各
微小ミラーの傾斜角度を高速でオン／オフ動作して画像を表示することで、その反射光に
より光像を形成する。
【００１４】
　投影レンズ１２Ｃは、マイクロミラー素子１２Ａによって形成された光像をスクリーン
に投影する。光像がスクリーンに投影されることによって、スクリーン上に映像が表示さ
れる。
【００１５】
　第１の制御信号送信部１５は、制御部１１の制御の下にスクリーンに表示される映像に
応じた第１の制御信号を第１の眼鏡３０に対して送信する。第２の制御信号送信部１６は
、制御部１１の制御の下にスクリーンに表示される映像に応じた第２の制御信号を第２の
眼鏡４０に対して送信する。第１の制御信号および第２の制御信号は赤外線信号によって
転送されるが、第１の制御信号を送るための赤外線信号の周波数と第２の制御信号を送る
ための赤外線信号の周波数とは異なっている。なお、本発明では制御信号として赤外線を
用いたが、赤外線以外であっても構わず、例えば制御信号が送信される時間を非常に短く
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して、ユーザーが制御信号を認識できないように設定できれば、可視光領域の波長の制御
信号であっても構わない。
【００１６】
　第１の眼鏡３０および第２の眼鏡４０の構成について図２，３のブロック図を参照して
説明する。第１の眼鏡３０（第２の眼鏡４０）は、第１の左目用液晶シャッター３１（第
２の左目用液晶シャッター４１）、第１の右目用液晶シャッター３２（第２の右目用液晶
シャッター４２）、および第１の制御信号受信部３３（第２の制御信号受信部４３）、第
１のシャッター制御部３４（第２のシャッター制御部４４）を有する。
【００１７】
　第１の眼鏡３０の第１の制御信号受信部３３は、第１の制御信号送信部１５から送信さ
れた第１の制御信号を受信する。第１の制御信号は、第１の左目用液晶シャッター３１お
よび第１の右目用液晶シャッター３２の開閉を制御するための制御信号である。第２の眼
鏡４０の第２の制御信号受信部４３は、第２の制御信号送信部１６から送信された第２の
制御信号を受信する。第２の制御信号は、第２の左目用液晶シャッター４１および第２の
右目用液晶シャッター４２の開閉を制御するための制御信号である。
【００１８】
　第１の眼鏡３０の第１の制御信号受信部３３は、受信した第１の制御信号を第１のシャ
ッター制御部３４に送信する。第１のシャッター制御部３４は、第１の制御信号に応じて
第１の左目用液晶シャッター３１および第１の右目用液晶シャッター３２の開閉を制御す
る。第２の眼鏡４０の第２の制御信号受信部４３は、受信した第２の制御信号を第２のシ
ャッター制御部４４に送信する。第２のシャッター制御部４４は、第２の制御信号に応じ
て第２の左目用液晶シャッター４１および第２の右目用液晶シャッター４２の開閉を制御
する。
【００１９】
　再生装置２０によって再生された映像データは、左目用映像データ、右目用映像データ
、および補助映像データを有する。左目用映像データおよび右目用映像データは、第１の
眼鏡３０および第２の眼鏡４０を装着したユーザに立体映像を見せるためのデータである
。また、補助光像データは、例えば３次元映像の補助説明をスクリーンに表示するための
光像するための映像である。
【００２０】
　次に、再生装置２０によって再生された映像データに基づいてマイクロミラー素子１２
Ａによって形成される光像について図４を参照して説明する。　
　図４に示すように、マイクロミラー素子１２Ａによって、左目用映像データに基づいた
左目用光像５１Ｌ、右目用映像データに基づいた右目用光像５１Ｒ、補助映像データに基
づいた補助光像５１Ａ、左目用映像データに基づいた左目用光像５２Ｌ、右目用映像デー
タに基づいた右目用光像５２Ｒ、補助映像データに基づいた補助光像５２Ａ、…が順次に
形成される。
【００２１】
　なお、左目用光像５１Ｌ，５２Ｌの形成時間と右目用光像５１Ｒ，５１Ｌの形成時間と
はほぼ等しいが、補助光像５１Ａ，５２Ａの形成時間は、左目用光像５１Ｌ，５２Ｌおよ
び右目用光像５１Ｒ，５２Ｒの形成時間より短くても良い。
【００２２】
　スクリーンに表示される映像が静止画像である場合の左目用光像５１Ｌ、５２Ｌによっ
てスクリーンに表示される左目用映像５０Ｌ、右目用光像５１Ｒ、５２Ｒによってスクリ
ーンに表示される右目用映像５０Ｒ、および補助光像５１Ａ、５２Ａによってスクリーン
に表示される補助映像５０Ａをそれぞれ図５、図６、および図７に示す。
【００２３】
　制御部１１は、左目用光像、右目用光像、および補助光像の形成に応じた第１の制御信
号送信部１５の制御によって、間接的に第１の左目用液晶シャッター３１および第１の右
目用液晶シャッター３２の開閉を制御する。制御部１１は、間接的に第１の左目用液晶シ
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ャッター３１および第１の右目用液晶シャッター３２の開閉を制御することによって、第
１の眼鏡３０を装着したユーザに図５に示す左目用映像５０Ｌ、および図６に示す右目用
映像５０Ｒを選択的に見せる。制御部１１が左目用映像５０Ｌおよび右目用映像５０Ｒを
選択的に見ることによって、第１の眼鏡３０を装着したユーザは図８に示す映像６０を見
る。
【００２４】
　制御部１１は、左目用光像、右目用光像、および補助光像の形成に応じた第２の制御信
号送信部１６の制御によって、間接的に第２の左目用液晶シャッター４１および第２の右
目用液晶シャッター４２の開閉を制御する。制御部１１は、間接的に第２の左目用液晶シ
ャッター４１および第２の右目用液晶シャッター４２の開閉を制御することによって、第
２の眼鏡４０を装着したユーザに図５に示す左目用映像５０Ｌ、図６に示す右目用映像５
０Ｒ、および図７に示す補助映像５０Ａを見せる。制御部１１が左目用映像５０Ｌ、右目
用映像５０Ｒ、および補助映像５０Ａを第２の眼鏡４０を装着したユーザに見せることに
よって、第２の眼鏡４０を装着したユーザは図９に示す映像７０を見る。
【００２５】
　左目用光像、右目用光像、および補助光像の形成タイミング、第１の左目用液晶シャッ
ター３１および第１の右目用液晶シャッター３２、第２の左目用液晶シャッター４１、お
よび第２の右目用液晶シャッター４２の開閉タイミングについて図１０を参照して説明す
る。
【００２６】
　左目用光像が形成されている場合、第１の左目用液晶シャッター３１および第２の左目
用液晶シャッター４１が開状態、第１の右目用液晶シャッター３２および第２の右目用液
晶シャッター４２が閉状態となる。右目用光像が形成されている場合、第１の左目用液晶
シャッター３１および第２の左目用液晶シャッター４１が閉状態、第１の右目用液晶シャ
ッター３２および第２の右目用液晶シャッター４２が開状態となる。補助光像が形成され
ている場合、第１の左目用液晶シャッター３１および第１の右目用液晶シャッター３２が
閉状態、第２の左目用液晶シャッター４１および第２の右目用液晶シャッター４２が開状
態となる。なお、補助光像が形成されている場合、第２の左目用液晶シャッター４１およ
び第２の右目用液晶シャッター４２の一方を開状態となるようにしても良い。
【００２７】
　左目用光像の形成時に第１の左目用液晶シャッター３１が開状態、且つ第１の右目用液
晶シャッター３２が閉状態であるので、第１の眼鏡を装着した第１のユーザは、左目によ
って左目用映像を見ることが出来るが、右目によって左目用映像を見ることが出来ない。
右目用光像の形成時に第１の左目用液晶シャッター３１が閉状態、且つ第１の右目用液晶
シャッター３２が開状態であるので、第１のユーザは、左目によって右目用映像を見るこ
とが出来ないが、右目によって右目用映像を見ることが出来る。その結果、第１ユーザは
、右目用映像および右目用映像に基づいて立体映像を見ることが出来るようになる。但し
、補助光像の形成時に、第１の左目用液晶シャッター３１および第１の右目用液晶シャッ
ター３２が閉状態であるので、第１のユーザは補助映像がない図８に示す映像６０を見る
ことが出来ない。
【００２８】
　左目用光像の形成時に第２の左目用液晶シャッター４１が開状態、且つ第２の右目用液
晶シャッター４２が閉状態であるので、第２の眼鏡を装着した第２のユーザは、左目によ
って左目用映像を見ることが出来るが、右目によって左目用映像を見ることが出来ない。
右目用映像の表示時に第２の左目用液晶シャッター４１が閉状態、且つ第２の右目用液晶
シャッター４２が開状態であるので、第２のユーザは、左目によって右目用映像を見るこ
とが出来ないが、右目によって右目用映像を見ることが出来る。補助映像の表示時に、第
２の左目用液晶シャッター４１および第２の右目用液晶シャッター４２が開状態であるの
で、第２ユーザは補助映像を見ることが出来る。第２ユーザは、立体映像および補助映像
の両方を見るので、図９に示す映像７０を見ることが出来る。



(7) JP 5810585 B2 2015.11.11

10

20

30

40

50

【００２９】
　本実施形態によれば、第１の眼鏡３０を装着したユーザに補助映像を見せず、第２の眼
鏡４０を装着したユーザに補助映像を見せることによって、第１の眼鏡３０を装着したユ
ーザが見る映像と、第２の眼鏡４０を装着したユーザが見る映像とを異ならせることが可
能になる。
【００３０】
　なお、本実施形態では、第１の眼鏡３０または第２の眼鏡４０を装着したユーザに立体
映像を見せていたが、通常の平面映像を第１の眼鏡３０または第２の眼鏡４０を装着した
ユーザに見せ、第２の眼鏡４０を装着したユーザに平面映像と補助映像とを見せるように
しても良い。
【００３１】
　また、本実施形態では、１台の投影装置によって左目用映像、右目用映像、補助映像を
スクリーン上に表示していたが、左目用映像をスクリーン上に表示する第１の投影装置と
、右目用映像をスクリーン上に表示する第２の投影装置と、補助映像をスクリーン上に表
示する第３の投影装置を用意しても良い。
【００３２】
　（第１の変形例）
　なお、再生装置２０によって再生された映像データは、左目用映像データ、右目用映像
データ、第１の補助映像データ、および第２の補助映像データを有していても良いまた、
第１の補助光像データおよび第２の補助光像データは、例えば３次元映像の補助説明をス
クリーンに表示するための光像するための映像である。
【００３３】
　図１１に示すように、マイクロミラー素子１２Ａによって、左目用光像５１Ｌ、右目用
光像５１Ｒ、第１の補助映像データに基づいた第１の補助光像５１Ａ１、第２の補助映像
データに基づいた第２の補助光像５１Ａ２、左目用光像５２Ｌ、右目用光像５２Ｒ、第１
の補助映像データに基づいた第１の補助光像５２Ａ１、第２の補助映像データに基づいた
第２の補助光像５２Ａ２、…が順次に形成されるようにしても良い。
【００３４】
　スクリーンに表示される映像が静止画像である場合の補助映像５１Ａ１、５２Ａ１によ
ってスクリーンに表示される第１の補助映像５０Ａ１および補助映像５１Ａ２、５２Ａ２
によってスクリーンに表示される第２の補助映像５０Ａ２をそれぞれ図１２および図１３
に示す。
【００３５】
　制御部１１は、左目用光像、右目用光像、第１の補助光像、および第２の補助光像の形
成に応じて第１の制御信号送信部１５を制御し、間接的に第１の左目用液晶シャッター３
１および第１の右目用液晶シャッター３２の開閉を制御する。制御部１１は、間接的に第
１の左目用液晶シャッター３１および第１の右目用液晶シャッター３２の開閉を制御する
ことによって、第１の眼鏡３０を装着したユーザに図５に示す左目用映像５０Ｌ、図６に
示す右目用映像５０Ｒ、図１２に示す第１の補助映像５０Ａ１を選択的に見せる。制御部
１１は、左目用映像５０Ｌ、右目用映像５０Ｒ、第１の補助映像５０Ａ１を選択的に見せ
ることによって、第１の眼鏡３０を装着したユーザに図１４に示す映像８０を見せる。
【００３６】
　また、制御部１１は、左目用光像、右目用光像、第１の補助光像、および第２の補助光
像の形成に応じて第２の制御信号送信部１６を制御し、間接的に第２の左目用液晶シャッ
ター４１および第２の右目用液晶シャッター４２の開閉を制御する。制御部１１は、間接
的に第２の左目用液晶シャッター４１および第２の右目用液晶シャッター４２の開閉を制
御することによって、第２の眼鏡４０を装着した第２のユーザに図５に示す左目用映像５
０Ｌ、図６に示す右目用映像５０Ｒ、および図１３に示す第２の補助映像５０Ａ２を選択
的に見せる。制御部１１は、第２の眼鏡４０を装着した第２のユーザに左目用映像５０Ｌ
、右目用映像５０Ｒ、および第２の補助映像５０Ａ２を選択的に見せることによって、第
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２の眼鏡４０を装着した第２のユーザに図１５に示す映像９０を見せる。
【００３７】
　左目用光像、右目用光像、第１の補助光像、および第２の補助光像の形成タイミングに
対する、第１の左目用液晶シャッター３１、第１の右目用液晶シャッター３２、第２の左
目用液晶シャッター４１、および第２の右目用液晶シャッター４２の開閉タイミングにつ
いて図１６を参照して説明する。
【００３８】
　左目用光像が形成されている場合、第１の左目用液晶シャッター３１および第２の左目
用液晶シャッター４１が開、第１の右目用液晶シャッター３２および第２の右目用液晶シ
ャッター４２が閉である。右目用映像が表示されている場合、第１の左目用液晶シャッタ
ー３１および第２の左目用液晶シャッター４１が閉、第１の右目用液晶シャッター３２お
よび第２の右目用液晶シャッター４２が開である。第１の補助映像が表示されている場合
、第１の左目用液晶シャッター３１および第１の右目用液晶シャッター３２が開、第２の
左目用液晶シャッター４１および第２の右目用液晶シャッター４２が閉である。第２の補
助映像が表示されている場合、第１の左目用液晶シャッター３１および第１の右目用液晶
シャッター３２が閉、第２の左目用液晶シャッター４１および第２の右目用液晶シャッタ
ー４２が開である。
【００３９】
　なお、第１の補助映像が表示されている場合、第１の左目用液晶シャッター３１および
第１の右目用液晶シャッター３２の一方を開状態となるようにしても良い。また、第２の
補助映像が表示されている場合、第２の左目用液晶シャッター４１および第２の右目用液
晶シャッター４２の一方が開状態となるようにしても良い。
【００４０】
　図１６に示すタイミングに基づいて、第１の左目用液晶シャッター３１、第１の右目用
液晶シャッター３２、第２の左目用液晶シャッター４１、および第２の右目用液晶シャッ
ター４２の開閉タイミングを制御することによって、第１の眼鏡３０を装着した第１のユ
ーザが図１４に示す映像８０を見せ、第２の眼鏡４０を装着した第２のユーザが図１５に
示す映像８０を見せることが可能になる。
【００４１】
　（第２の変形例）
　装置１０の構成を変更することによって、第３の眼鏡を装着した第３のユーザに第１の
補助映像および第２の補助映像を見せないようにすることも可能である。
【００４２】
　図１７に示すように、装置１０が、第３の眼鏡１００に第３の制御信号を送信するため
の第３の制御信号送信部１７を更に有する。第３の制御信号送信部１７は、制御部１１の
制御の下にスクリーンに表示される映像に応じた第３の制御信号を第１の眼鏡３０に対し
て送信する。第３の制御信号は赤外線信号によって転送されるが、第３の制御信号を送る
ための赤外線信号の周波数は、第１の制御信号を送るための赤外線信号の周波数および第
２の制御信号を送るための赤外線信号の周波数とは異なっている。
【００４３】
　第３の眼鏡１００の構成について図１８のブロック図を参照して説明する。第３の眼鏡
１００は、第３の左目用液晶シャッター１０１、第３の右目用液晶シャッター１０２、お
よび第３の制御信号受信部１０３、第３の液晶シャッター制御部１０４を有する。
【００４４】
　第３の制御信号受信部１０３は、第３の制御信号送信部１７から送信された第３の制御
信号を受信する。第３の制御信号は、第３の左目用液晶シャッター１０１および第３の右
目用液晶シャッター１０２の開閉を制御するための制御信号である。
【００４５】
　左目用光像、右目用光像、第１の補助光像、および第２の補助光像の形成タイミングに
対する、第１の左目用液晶シャッター３１、第１の右目用液晶シャッター３２、第２の左
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目用液晶シャッター４１、第２の右目用液晶シャッター４２、第３の左目用液晶シャッタ
ー１０１、および第３の右目用液晶シャッター１０２の開閉タイミングについて図１９を
参照して説明する。
【００４６】
　左目用光像が形成されている場合、第１の左目用液晶シャッター３１、第２の左目用液
晶シャッター４１、および第３の左目用液晶シャッター１０１が開状態、第１の右目用液
晶シャッター３２、第２の右目用液晶シャッター４２、および第３の右目用液晶シャッタ
ー１０２が閉状態である。右目用映像が表示されている場合、第１の左目用液晶シャッタ
ー３１、第２の左目用液晶シャッター４１、および第３の左目用液晶シャッター１０１が
閉状態、第１の右目用液晶シャッター３２、第２の右目用液晶シャッター４２、および第
３の右目用液晶シャッター１０２が開状態である。第１の補助映像が表示されている場合
、第１の左目用液晶シャッター３１および第１の右目用液晶シャッター３２が開状態、第
２の左目用液晶シャッター４１、第２の右目用液晶シャッター４２、第３の左目用液晶シ
ャッター１０１、および第３の右目用液晶シャッター１０２が閉状態である。第２の補助
映像が表示されている場合、第１の左目用液晶シャッター３１、第１の右目用液晶シャッ
ター３２、第３の左目用液晶シャッター１０１、および第３の右目用液晶シャッター１０
２が閉状態、第２の左目用液晶シャッター４１および第２の右目用液晶シャッター４２が
開状態である。
【００４７】
　図１９に示すタイミング制御によって、第１の眼鏡３０を装着した第１のユーザは図１
４に示す映像８０を見る。また、図１９に示すタイミング制御によって、第２の眼鏡４０
を装着した第２のユーザは図１５に示す映像９０を見る。また、図１９に示すタイミング
制御によって、第３の眼鏡１００を装着した第３のユーザは図８に示す映像６０を見る。
【００４８】
　（第３の変形例）
　第１の実施形態では、投影装置によって左目用映像、右目用映像、および補助映像を提
示していたが、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）やプラズマディスプレイ等の表示画面
に映像を表示することによって左目用映像、右目用映像、および補助映像を提示しても良
い。
【００４９】
　図２０は、本発明の第１の実施形態の第３の変形例に係わる映像提示システムの構成を
示すブロック図である。
【００５０】
　図２０に示すように、映像提示システムは、映像提示装置としての表示装置１０Ａ、第
１の眼鏡３０、および第２の眼鏡４０等を有する。表示装置１０Ａは、制御部１１、映像
提示部としての表示部１８、第１の制御信号送信部１５、および第２の制御信号送信部１
６等を有している。
【００５１】
　表示部１８は、ＬＣＤやプラズマディスプレイを有する。表示部１８は、ＬＣＤやプラ
ズマディスプレイによる表示画面上に制御部１１の制御に応じて左目用映像、右目用映像
、および補助映像を順次表示する。
【００５２】
　左目用映像、右目用映像、および補助映像の表示タイミング、並びに第１の眼鏡３０お
よび第２の眼鏡４０のシャッターの開閉タイミングは第１の実施形態と同様なので説明を
省略する。　
　本変形例の場合、第１の実施形態に対してスクリーンを用意する必要がない。
【００５３】
　（第２の実施形態）
　図２１は、本発明の第２の実施形態に係わる映像提示システムの構成を示すブロック図
である。　
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　図２１に示すように、映像提示システムは、映像提示装置としての投影装置２００、お
よびシャッター装置としての眼鏡３００等を有する。　
　投影装置２００は、制御部２０１、映像提示部２０２、および制御信号送信部２０５等
を有している。制御部２０１は、再生装置３１０によって再生された映像データに応じて
映像提示部２０２を制御する。また、制御部２０１は、再生装置３１０によって再生され
たコンテンツに応じて制御信号送信部２０５を制御する。
【００５４】
　映像提示部２０２は、光源２０２Ａ、マイクロミラー素子２０２Ｂ、投影レンズ２０２
Ｃ等を有している。光源２０２Ａは、制御部２０１の制御に応じて、時分割でＲ（赤色）
，Ｇ（緑色），Ｂ（青色）の原色光を循環的に出射する。この光源２０２Ａからの原色光
が、マイクロミラー素子２０２Ｂに照射される。
【００５５】
　マイクロミラー素子２０２Ｂは、アレイ状に配列された複数、例えばＷＸＧＡ（Ｗｉｄ
ｅ　ｅＸｔｅｎｄｅｄ　Ｇｒａｐｈｉｃ　Ａｒｒａｙ）（横１２８０画素×縦８００画素
）分の微小ミラーを有する。マイクロミラー素子２０２Ｂは、制御部２０１の制御に応じ
て、各微小ミラーの傾斜角度を高速でオン／オフ動作して画像を表示することで、その反
射光により光像を形成する。
【００５６】
　投影レンズ２０２Ｃは、マイクロミラー素子２０２Ｂによって形成された光像をスクリ
ーンに投影する。光像がスクリーンに投影されることによって、スクリーン上に映像が表
示される。
【００５７】
　制御信号送信部２０５は、制御部２０１の制御の下に、後述する第１の光像および第２
の光像の形成タイミングを通知するための制御信号を眼鏡３００に対して送信する。
【００５８】
　再生装置３１０によって再生された映像データは、第１の映像データおよび第２の映像
データを有する。第１の映像データは第１の映像を提示するためのデータで有り、第２の
映像データは第２の映像を提示するためのデータで有る。例えば、第２の映像は第１の映
像によって提示される物体の透視映像を提示する。
【００５９】
　次に、再生装置３１０によって再生された映像データに基づいてマイクロミラー素子２
０２Ｂによって形成される光像について図２２を参照して説明する。図２２に示すように
、マイクロミラー素子２０２Ｂによって、第１の映像データに基づいた第１の光像４０１
Ａ、第２の映像データに基づいた第２の光像４０１Ｂ、第１の映像データに基づいた第１
の光像４０２Ａ、第２の映像データに基づいた第２の光像４０２Ｂ、第１の映像データに
基づいた第１の光像４０３Ａ、第２の映像データに基づいた第２の光像４０３Ｂ、…が順
次に形成される。
【００６０】
　再生装置３１０によって再生されるコンテンツが静止画像である場合の、第１の光像４
０１Ａ、４０２Ａ、４０３Ａによってスクリーンに表示される第１の映像４００Ａおよび
第２の光像４０１Ｂ、４０２Ｂ、４０３Ｂによってスクリーンに表示される第２の映像４
００Ｂをそれぞれ図２３および図２４に示す。図２３に示すように、第１の映像４００Ａ
には、立方体が表示される。また、図２４に示すように、第２の映像４００Ｂには、球体
が表示される。
【００６１】
　次に、眼鏡３００の構成について図２５のブロック図を参照して説明する。眼鏡３００
は、左目用液晶シャッター３０１、右目用液晶シャッター３０２、および制御信号受信部
３０３、調整用つまみ３０４、およびシャッター制御部３０５を有する。
【００６２】
　制御信号受信部３０３は、制御信号送信部２０５から送信された制御信号を受信する。
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制御信号受信部３０３は、受信した制御信号をシャッター制御部３０５に送信する。調整
用つまみ３０４は、第１の映像４００Ａの視認時間と第２の映像４００Ｂの視認時間との
比を設定するために設けられている。シャッター制御部３０５は、制御信号および調整つ
まみの位置に応じた設定に応じて左目用液晶シャッター３０１および右目用液晶シャッタ
ー３０２の開閉を制御する。
【００６３】
　例えば、第１の映像４００Ａの視認時間と第２の映像４００Ｂの視認時間との比が１０
０：０の場合、第１の光像および第２の光像の形成タイミングに対して液晶シャッター３
０１，３０２は図２６に示すように開閉タイミングが制御される。第１の光像が形成され
ている場合（第１の映像４００Ａがスクリーンに表示されている場合）の左目用液晶シャ
ッター３０１および右目用液晶シャッター３０２の開時間を１００とすると、第２の光像
が形成されている場合（第２の映像４００Ｂがスクリーンに表示されている場合）の左目
用液晶シャッター３０１および右目用液晶シャッター３０２の開時間は０である。この場
合、眼鏡３００を装着したユーザは、図２３に示す映像４００Ａを見る。
【００６４】
　例えば、第１の映像４００Ａの視認時間と第２の映像４００Ｂの視認時間との比が７５
：２５の場合、第１の光像および第２の光像の形成タイミングに対して液晶シャッター３
０１，３０２は図２７に示すように開閉タイミングが制御される。第１の光像が形成され
ている場合（第１の映像４００Ａがスクリーンに表示されている場合）の左目用液晶シャ
ッター３０１および右目用液晶シャッター３０２の開時間を７５とすると、第２の光像が
形成されている場合（第２の映像４００Ｂがスクリーンに表示されている場合）の左目用
液晶シャッター３０１および右目用液晶シャッター３０２の開時間は２５である。この場
合、眼鏡３００を装着したユーザは、図２８に示す映像４１１を見る。図２８に示すよう
に、立方体が薄くなり、球体がうっすらと見えるようになる。
【００６５】
　例えば、第１の映像４００Ａの視認時間と第２の映像４００Ｂの視認時間との比が５０
：５０の場合、第１の光像および第２の光像の形成タイミングに対して液晶シャッター３
０１，３０２は図２９に示すように開閉タイミングが制御される。第１の光像が形成され
ている場合（第１の映像４００Ａがスクリーンに表示されている場合）の左目用液晶シャ
ッター３０１および右目用液晶シャッター３０２の開時間を５０とすると、第２の光像が
形成されている場合（第２の映像４００Ｂがスクリーンに表示されている場合）の左目用
液晶シャッター３０１および右目用液晶シャッター３０２の開時間は５０である。この場
合、眼鏡３００を装着したユーザは、図３０に示す映像４１２を見る。図３０に示すよう
に、映像４１２では、立方体が薄くなり、球体がうっすらと見えるようになる。
【００６６】
　例えば、第１の映像４００Ａの視認時間と第２の映像４００Ｂの視認時間との比が２５
：７５の場合、第１の光像および第２の光像の形成タイミングに対して液晶シャッター３
０１，３０２は図３１に示すように開閉タイミングが制御される。第１の光像が形成され
ている場合（第１の映像４００Ａがスクリーンに表示されている場合）の左目用液晶シャ
ッター３０１および右目用液晶シャッター３０２の開時間を２５とすると、第２の光像が
形成されている場合（第２の映像４００Ｂがスクリーンに表示されている場合）の左目用
液晶シャッター３０１および右目用液晶シャッター３０２の開時間は７５である。この場
合、眼鏡３００を装着したユーザは、図３２に示す映像４１３を見る。図３２に示すよう
に、映像４１３では、立方体がうっすらと見え、球体が薄く見えるようになる。
【００６７】
　例えば、第１の映像４００Ａの視認時間と第２の映像４００Ｂの視認時間との比が０：
１００の場合、第１の光像および第２の光像の形成タイミングに対して液晶シャッター３
０１，３０２は図３３に示すように開閉タイミングが制御される。第１の光像が形成され
ている場合（第１の映像４００Ａがスクリーンに表示されている場合）の左目用液晶シャ
ッター３０１および右目用液晶シャッター３０２の開時間を０とすると、第２の光像が形
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成されている場合（第２の映像４００Ｂがスクリーンに表示されている場合）の左目用液
晶シャッター３０１および右目用液晶シャッター３０２の開時間は１００である。この場
合、眼鏡３００を装着したユーザは、図２４に示す映像４００Ｂを見る。図２４に示すよ
うに、映像４００Ｂでは、立方体が見えず、球体が見えるようになる。
【００６８】
　複数のユーザに対して眼鏡３００をそれぞれ用意し、眼鏡３００を装着したそれぞれの
ユーザが調整用つまみ３０４によって第１の映像の視認時間と第２の映像の視認時間との
比を調整することで、それぞれのユーザが異なった映像を見ることが可能になる。　
　本変形例の場合、第２の実施形態に対してスクリーンを用意する必要がない。
【００６９】
　また、本実施形態では、１台の投影装置によって第１の映像および第２の映像をスクリ
ーン上に表示していたが、第１の映像をスクリーン上に表示する第１の投影装置と第２の
映像をスクリーン上に表示する第２の投影装置を用意しても良い。
【００７０】
　（変形例）
　第２の実施形態では、投影装置によって第１の映像および第２の映像を提示していたが
、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）やプラズマディスプレイ等の表示画面に映像を表示
することによって第１の映像および第２の映像を提示しても良い。
【００７１】
　図３４は、本発明の第２の実施形態の変形例に係わる映像提示システムの構成を示すブ
ロック図である。
【００７２】
　図３４に示すように、映像提示システムは、映像提示装置としての表示装置２００Ａお
よび眼鏡３００等を有する。表示装置２００Ａは、制御部２０１、映像提示部としての表
示部２０８、および制御信号送信部２０５等を有している。
【００７３】
　表示部２０８は、ＬＣＤやプラズマディスプレイを有する。表示部２０８は、ＬＣＤや
プラズマディスプレイによる表示画面上に制御部２０１の制御に応じて第１の映像および
第２の映像を順次表示する。
【００７４】
　第１の映像および第２の映像の表示タイミング、並びに眼鏡３００のシャッターの開閉
タイミングは第２の実施形態と同様なので説明を省略する。
【００７５】
　（第３の実施形態）
　図３５は、本発明の第３の実施形態に係わる映像提示システムの構成を示すブロック図
である。　
　図３５に示すように、映像提示システムは、映像提示装置としての投影装置５００、お
よびシャッター装置としての眼鏡６００等を有する。　
　投影装置５００は、制御部５０１、映像提示部５０２、制御信号送信部５０５、および
映像データ処理部５０６等を有している。
【００７６】
　映像データ処理部５０６は、第１の再生装置７０１から転送された第１の映像データお
よび第２の再生装置７０２から転送された第２の映像データを受け取る。映像データ処理
部５０６は、第１の映像データから第２の映像データを差し引いた残差映像データを生成
する。映像データ処理部５０６は、第２の映像データおよび残差映像データを制御部に転
送する。
【００７７】
　例えば、第１の映像データによって図３６に示す映像８０１が示され、第２の映像デー
タによって図３７に示す映像８０２示される場合、映像データ処理部５０６は、図３８に
示す映像８０３を表示するための残差映像データを生成する。
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【００７８】
　映像データ処理部５０６は、第１の映像データから第２の映像データを差し引くことを
第１の映像データと第２の映像データとの対応する画素毎に行う。映像データ処理部５０
６は、第１の映像データ内の画素中の各色成分の情報から第２の映像データ内の画素中の
各色成分の情報を差し引く。ＲＧＢ系の場合、第１の映像データおよび第２の映像データ
の各画素は色成分の情報として、赤色情報、緑色情報、および青色情報を有する。赤色情
報、緑色情報、および青色情報は、一般的に８ビットの値で表現される。
【００７９】
　映像データ処理部５０６は、第１の映像データの１画素中の赤色情報から第２の映像デ
ータの１画素中の赤色情報を差し引いた残差赤色情報、第１の映像データの１画素中の緑
色情報から第２の映像データの１画素中の緑色情報を差し引いた残差緑色情報、第１の映
像データの１画素中の青色情報から第２の映像データの１画素中の青色情報を差し引いた
残差青色情報をそれぞれ演算する。
【００８０】
　映像データ処理部５０６が、第１の映像データと第２の映像データとから残差映像デー
タを生成することによって、予め残差映像データを用意しておく必要がない。
【００８１】
　制御部５０１は、第２の映像データおよび残差映像データに応じて映像提示部５０２を
制御する。また、制御部５０１は、第２の映像データおよび残差映像データに応じて制御
信号送信部５０５を制御する。
【００８２】
　映像提示部５０２は、光源５０２Ａ、マイクロミラー素子５０２Ｂ、および投影レンズ
５０２Ｃ等を有する。光源５０２Ａは、制御部５０１の制御に応じて、時分割でＲ（赤色
），Ｇ（緑色），Ｂ（青色）の原色光を循環的に出射する。この光源５０２Ａからの原色
光が、マイクロミラー素子５０２Ｂに照射される。
【００８３】
　マイクロミラー素子５０２Ｂは、アレイ状に配列された複数、例えばＷＸＧＡ（Ｗｉｄ
ｅ　ｅＸｔｅｎｄｅｄ　Ｇｒａｐｈｉｃ　Ａｒｒａｙ）（横１２８０画素×縦８００画素
）分の微小ミラーを有する。マイクロミラー素子は、制御部の制御に応じて、各微小ミラ
ーの傾斜角度を高速でオン／オフ動作して画像を表示することで、その反射光により光像
を形成する。
【００８４】
　投影レンズ５０２Ｃは、マイクロミラー素子５０２Ｂによって形成された光像をスクリ
ーンに投影する。光像がスクリーンに投影されることによって、スクリーン上に映像が表
示される。
【００８５】
　次に、第２の映像データおよび残差データに基づいてマイクロミラー素子５０２Ｂによ
って形成される光像について図３９を参照して説明する。図３９に示すように、マイクロ
ミラー素子５０２Ｂによって第２の映像データに基づいた第２の光像８１１Ａ、残差デー
タに基づいた残差光像８１１Ｂ、マイクロミラー素子５０２Ｂによって第２の映像データ
に基づいた第２の光像８１２Ａ、残差データに基づいた残差光像８１２Ｂ、マイクロミラ
ー素子５０２Ｂによって第２の映像データに基づいた第２の光像８１３Ａ、および残差デ
ータに基づいた残差光像８１３Ｂが順次形成される。
【００８６】
　次に、眼鏡６００の構成について図４０のブロック図を参照して説明する。眼鏡６００
は、左目用液晶シャッター６０１、右目用液晶シャッター６０２、および制御信号受信部
６０３、シャッター制御部６０４を有する。
【００８７】
　制御信号受信部６０３は、制御信号送信部５０５から送信された制御信号を受信する。
制御信号は、左目用液晶シャッター６０１および右目用液晶シャッター６０２の開閉を制



(14) JP 5810585 B2 2015.11.11

10

20

30

40

50

御するための制御信号である。
【００８８】
　制御信号受信部６０３は、受信した制御信号をシャッター制御部６０４に送信する。シ
ャッター制御部６０４は、制御信号に応じて左目用液晶シャッター６０１および右目用液
晶シャッター６０２の開閉を制御する。
【００８９】
　投影装置５００の制御部５０１は、図３９に示すように、第２の映像データに基づいた
第２の光像８１１Ａ，８１２Ａ，８１３Ａ，…と残差映像データに基づいた残差光像８１
１Ｂ，８１２Ｂ，８１３Ｂ，…とが交互にスクリーンに投影されるように、光源５０２Ａ
およびマイクロミラー素子５０２Ｂを制御する。
【００９０】
　第２の光像および残差光像の形成タイミングに対する左目用液晶シャッター６０１およ
び右目用液晶シャッター６０２の開閉タイミングについて図４１を参照して説明する。
【００９１】
　図４１に示すように、第２の光像を形成している場合（スクリーンに第２の映像８０２
が表示されている場合）に左目用液晶シャッター６０１および右目用液晶シャッター６０
２を開状態、残差光像を形成している場合（スクリーンに残差映像８０３が表示されてい
る場合）に左目用液晶シャッター６０１および右目用液晶シャッター６０２が閉状態とな
る。
【００９２】
　眼鏡６００を装着したユーザは、残差光像によってスクリーンに表示される残差映像８
０３を見ずに、第２の光像によってスクリーンに表示される映像８０２のみを見ることに
なる。その結果、眼鏡６００を装着したユーザは、図３７に示す映像８０２を見る。
【００９３】
　眼鏡６００を装着していないユーザは、第２の光像によってスクリーンに表示される映
像８０２と残差光像によってスクリーンに表示される映像８０３との両方を見ることにな
る。眼鏡６００を装着していないユーザは、残像によって映像８０２と映像８０３とが足
し合わされた映像を見ることになる。映像８０３は第１の映像データから第２の映像デー
タを差し引いた残差映像データによって表示される映像であり、映像８０２は第２の映像
データによって表示される映像であるので、眼鏡６００を装着していないユーザは、映像
８０１を見ることになる。
【００９４】
　本実施形態によれば、眼鏡６００を装着したユーザに図３７に示す映像８０２を見せ、
眼鏡６００を装着していないユーザに図３６に示す映像８０１を見せることが可能になる
。
【００９５】
　なお、本実施形態では、投影装置５００に第１のデータと第２のデータとが入力され、
映像データ処理部５０６が第１のデータおよび第２のデータから残差データを作成してい
た。しかし、予め残差データを作成しておき、投影装置５００に第２のデータと残差デー
タとを入力するようにしても良い。この場合、投影装置５００に映像データ処理部５０６
を設けなくても良い。
【００９６】
　また、本実施形態では、１台の投影装置によって第２の映像および残差映像をスクリー
ン上に表示していたが、第２の映像をスクリーン上に表示する第１の投影装置と残差映像
をスクリーン上に表示する第２の投影装置を用意しても良い。
【００９７】
　（変形例）
　第３の実施形態では、投影装置によって第２の映像および残差映像を提示していたが、
ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）やプラズマディスプレイ等の表示画面に映像を表示す
ることによって第２の映像および残差映像を提示しても良い。
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【００９８】
　図４２は、本発明の第３の実施形態の変形例に係わる映像提示システムの構成を示すブ
ロック図である。
【００９９】
　図４２に示すように、映像提示システムは、映像提示装置としての表示装置５００Ａお
よび眼鏡６００等を有する。表示装置５００Ａは、制御部５０１、映像データ処理部５０
６、制御信号送信部２０５、および表示部５０７等を有している。　
　本変形例の場合、第３の実施形態に対してスクリーンを用意する必要がない。
【０１００】
　表示部５０７は、ＬＣＤやプラズマディスプレイを有する。表示部２０８は、ＬＣＤや
プラズマディスプレイによる表示画面上に制御部５０１の制御に応じて第２の映像および
残差映像を順次表示する。
【０１０１】
　第２の映像および残差映像の表示タイミング、並びに眼鏡６００のシャッターの開閉タ
イミングは第３の実施形態と同様なので説明を省略する。
【０１０２】
　（第４の実施形態）
　第３の実施形態では、液晶シャッターを用いて選択的に眼鏡を装着したユーザに映像を
見せていた。本実施形態では、偏光フィルタを有する眼鏡を装着したユーザに映像を見せ
る例について説明する。
【０１０３】
　図４３は、本発明の第４の実施形態に係わる映像提示システムの構成を示すブロック図
である。　
　図４３に示すように、映像提示システムは、映像提示装置としての投影装置９００、お
よびフィルタ装置としての眼鏡１０００等を有する。　
　投影装置９００は、制御部９０１、映像提示部５０２、映像データ処理部５０６、およ
び偏光フィルタホイール部９０７等を有している。
【０１０４】
　映像提示部５０２の光源５０２Ａ、マイクロミラー素子５０２Ｂ、および投影レンズ５
０２Ｃ、並びに映像データ処理部５０６の機能は、第３の実施形態で説明したのと同様な
ので説明を省略する。
【０１０５】
　制御部９０１は、第３の実施形態の制御部５０１と同様に、図３９に示すように、第２
の映像データに基づいた第２の光像８１１Ａ，８１２Ａ，８１３Ａ，…と残差映像データ
に基づいた残差光像８１Ａ，８２Ａ，８３Ａ，…とが交互に形成されるように、光源５０
２Ａおよびマイクロミラー素子５０２Ｂを制御する。
【０１０６】
　また、眼鏡１０００は、左目用偏光フィルタ１００１および右目用偏光フィルタ１００
２を有する。左目用偏光フィルタ１００１および右目用偏光フィルタ１００２は、透過光
を直線偏光に変換する光学素子である。左目用偏光フィルタ１００１の偏光軸と右目用偏
光フィルタ１００２の偏光軸とは平行である。
【０１０７】
　偏光フィルタホイール部９０７の構成について図４４を参照して説明する。
【０１０８】
　偏光フィルタホイール部９０７は、ホイールモータ１１０１、偏光フィルタホイール１
１０２、マーカセンサ１１０３等を備えている。　
　ホイールモータ１１０１は、制御部９０１の制御に応じて偏光フィルタホイール１１０
２を回転させる。偏光フィルタホイール１１０２の構成を図４５の平面図を参照して説明
する。図４５に示すように、偏光フィルタホイール１１０２には、第１の偏光フィルタ１
２０１、第２の偏光フィルタ１２０２、およびマーカ１２０３が設けられている。第１の
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偏光フィルタ１２０１および第２の偏光フィルタ１２０２は、透過光を直線偏光にする光
学素子である。第１の偏光フィルタ１２０１の偏光軸と第２の偏光フィルタ１２０２の偏
光軸とは直交する。第１の偏光フィルタ１２０１の偏光軸は、眼鏡１０００の左目用偏光
フィルタ１００１および右目用偏光フィルタ１００２の偏光軸と平行である。
【０１０９】
　マーカ１２０３は、偏光フィルタホイール１１０２の周面の一端部に設けられている。
偏光フィルタホイール１１０２の回転時にマーカ１２０３がマーカセンサ１１０３の検出
領域を通過するように、マーカ１２０３およびマーカセンサ１１０３が配置されている。
偏光フィルタホイール１１０２が１回転する度に、マーカセンサ１１０３はマーカ１２０
３を検出する。マーカセンサ１１０３は、マーカ１２０３を検出する度に検出信号を制御
部９０１に出力する。
【０１１０】
　制御部９０１は、検出信号の検出間隔に基づいて偏光フィルタホイール１１０２が１回
転する時間を予め設定された時間になるようにホイールモータ１１０１の回転を制御する
。また、制御部９０１は、検出信号に応じて第２の映像データに基づいた第２の光像８１
１Ａ，８１２Ａ，８１３Ａ，…と残差映像データに基づいた残差光像８１１Ｂ，８１２Ｂ
，８１２Ｂ，…との投影タイミングを制御する。
【０１１１】
　検出信号、第１の偏光フィルタ１２０１、および第２の偏光フィルタ１２０２に対する
、第２の光像および残差光像の形成タイミングを図４６を参照して説明する。
【０１１２】
　検出信号の検出時、光学レンズから出射した光は第１の偏光フィルタ１２０１を透過す
る。検出信号の検出後、制御部９０１は、第２の光像を形成するように光源５０２Ａおよ
びマイクロミラー素子５０２Ｂを制御する。検出信号を検出してからＴ／２（Ｔは偏光フ
ィルタホイール１１０２が１回転する時間）時間経過する前に、制御部５０１は、第２の
光像を形成しないように光源５０２Ａおよびマイクロミラー素子５０２Ｂを制御する。検
出信号を検出してからＴ／２時間後、光学レンズから出射した光は第２の偏光フィルタ１
２０２を透過するようになる。検出信号を検出してからＴ／２時間後、光学レンズから出
射した光は第２の偏光フィルタ１２０２を透過するようになる。検出信号を検出してから
Ｔ／２時間を経過した後、制御部９０１は、残差光像を形成するように光源５０２Ａおよ
びマイクロミラー素子５０２Ｂを制御する。検出信号を検出してからＴ時間経過する前に
、制御部５０１は、残差光像を形成しないように光源５０２Ａおよびマイクロミラー素子
５０２Ｂを制御する。
【０１１３】
　第１の偏光フィルタ１２０１の偏光軸と、眼鏡１０００の左目用偏光フィルタ１００１
および右目用偏光フィルタ１００２の偏光軸とは平行である。第２の偏光フィルタ１２０
２の偏光軸と、眼鏡１０００の左目用偏光フィルタ１００１および右目用偏光フィルタ１
００２の偏光軸とは直交する。従って、眼鏡１０００を装着したユーザは、第２の偏光フ
ィルタ１２０２を透過した光像（残差光像）によってスクリーンに表示される映像を見ず
に、第１の偏光フィルタ１２０１を透過した光像（第２の光像）に基づいてスクリーンに
表示される映像のみを見ることが可能になる。
【０１１４】
　眼鏡１０００を装着していないユーザは、第２の光像８１１Ａ，８１２Ａ，８１３Ａに
よってスクリーンに表示される映像８０２と残差光像８１１Ｂ，８１２Ｂ，８１３Ｂによ
ってスクリーンに表示される映像８０３との両方を見ることになる。眼鏡１０００を装着
していないユーザは、残像によって映像８０２と映像８０３とが足し合わされた映像を見
ることになる。映像８０３は第１の映像データから第２の映像データを差し引いた残差映
像データによって表示される映像であり、映像８０２は第２の映像データによって表示さ
れる映像であるので、眼鏡１０００を装着していないユーザは、映像８０１を見ることに
なる。
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【０１１５】
　本実施形態によれば、眼鏡１０００を装着したユーザに図３７に示す映像８０２を見せ
、眼鏡１０００を装着していないユーザに図３６に示す映像８０１を見せることが可能に
なる。また、眼鏡１０００は、第３の実施形態の眼鏡６００に比べて低コストで作成する
ことが可能である。
【０１１６】
　本実施形態では、第１の偏光フィルタ１２０１または第２の偏光フィルタ１２０２の透
過光を直線偏光にしていたが、例えば第２の光像の形成時に透過光を左円偏光にするフィ
ルタが光学レンズに対向し、例えば残差光像の形成時に透過光を右円偏光にするフィルタ
が光学レンズに対向するようにしても良い。透過光を左円偏光または右円偏光にした場合
、スクリーンによって反射する光は入射された光の円偏光と反対の円偏光を有するように
なる。従って、第２の光像の形成時に透過光を左円偏光にするフィルタを透過した場合、
眼鏡１０００の左目用偏光フィルタ１００１および右目用偏光フィルタ１００２は、透過
光を右円偏光に変換する光学素子を用いる。
【０１１７】
　また、本実施形態では、１台の投影装置によって第２の映像および残差映像をスクリー
ン上に表示していたが、第２の映像をスクリーン上に表示する第１の投影装置と残差映像
をスクリーン上に表示する第２の投影装置を用意しても良い。
【０１１８】
　その他、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、上述した実施形態で実行さ
れる機能は可能な限り適宜組み合わせて実施しても良い。上述した実施形態には種々の段
階が含まれており、開示される複数の構成要件による適宜の組み合せにより種々の発明が
抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が削除さ
れても、効果が得られるのであれば、この構成要件が削除された構成が発明として抽出さ
れ得る。
【０１１９】
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。　
　請求項１記載の発明は、第１のユーザの一方の目に対応する第１のシャッターと、前記
第１のユーザの他方の目に対応する第２のシャッターと、前記第１のシャッターおよび前
記第２のシャッターの開閉を制御するための第１の制御信号を受信する第１の受信部と、
前記第１の制御信号に基づいて前記第１のシャッターおよび前記第２のシャッターの開閉
を制御する第１の制御部とを有する第１のシャッター装置と、第２のユーザの一方の目に
対応する第３のシャッターと、前記第２のユーザの他方の目に対応する第４のシャッター
と、前記第３のシャッターおよび前記第４のシャッターの開閉を制御するための第２の制
御信号を受信する第２の受信部と、前記第２の制御信号に基づいて前記第３のシャッター
および前記第４のシャッターの開閉を制御する第２の制御部とを有する第２のシャッター
装置と、第１の映像および第２の映像を順次提示するための映像提示部と、前記第２の映
像が提示されている場合に前記第１のシャッターおよび前記第２のシャッターを閉にする
ための前記第１の制御信号を送信する第１の制御信号送信部と、前記第２の映像が提示さ
れている場合に前記第３のシャッターおよび前記第４のシャッターの少なくとも一方を開
にするための前記第２の制御信号を送信する第２の制御信号送信部とを有する映像提示装
置とを具備することを特徴とする映像提示システム。
【０１２０】
　請求項２記載の発明は、上記請求項１記載の発明において、前記映像提示部は、前記第
１の映像、前記第２の映像、および第３の映像を順次提示し、前記第１の制御信号送信部
は、前記第３の映像が提示される場合に前記第１のシャッターをおよび前記第２のシャッ
ターの少なくとも一方を開にするための前記第１の制御信号を送信し、前記第２の制御信
号送信部は、前記第３の映像が提示される場合に前記第３のシャッターをおよび前記第４
のシャッターを閉にするための前記第２の制御信号を送信することを特徴とする映像提示
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システム。
【０１２１】
　請求項３記載の発明は、上記請求項１または２記載の発明において、前記映像提示部は
、前記第１の映像、第４の映像、および前記第２の映像を順次表示し、前記第１の制御信
号送信部は、前記第１の映像が提示される場合に前記第１のシャッターおよび前記第２の
シャッターの一方を開、且つ前記第１のシャッターおよび前記第２のシャッターの他方を
閉にし、前記第４の映像が提示される場合に、前記第１のシャッターおよび前記第２のシ
ャッターの一方を閉、且つ前記第１のシャッターおよび前記第２のシャッターの他方を開
にするための前記第１の制御信号を送信し、前記第２の制御信号送信部は、前記第１の映
像が提示される場合に、前記第３のシャッターおよび前記第４のシャッターの一方を開、
且つ前記第３のシャッターおよび前記第４のシャッターの他方を閉にし、前記第４の映像
が提示される場合に、前記第３のシャッターおよび前記第４のシャッターの一方を閉、且
つ前記第３のシャッターおよび前記第４のシャッターの他方を開にするための前記第２の
制御信号を送信することを特徴とする映像提示システム。
【０１２２】
　請求項４記載の発明は、上記請求項１記載の発明において、第３のユーザの一方の目に
対応する第５のシャッターと、前記第３のユーザの他方の目に対応する第６のシャッター
と、前記第５のシャッターおよび前記第６のシャッターの開閉を制御するための第３の制
御信号を受信する第３の受信部と、前記第３の制御信号に基づいて前記第５のシャッター
および前記第６のシャッターの開閉を制御する第３の制御部とを有する第３のシャッター
装置を更に具備し、前記映像提示部は、前記第１の映像、前記第２の映像、および第３の
映像を順次提示し、前記映像提示装置は、前記第２の映像が提示されている場合に前記第
５のシャッターおよび前記第６のシャッターを閉にし、前記第３の映像が提示されている
場合に前記第５のシャッターおよび前記第６のシャッターの少なくとも一方を開にするた
めの前記第３の制御信号を送信する第３の制御信号送信部を更に有し、前記第１の制御信
号送信部は、前記第３の映像が提示される場合に前記第１のシャッターをおよび前記第２
のシャッターを閉にするための前記第１の制御信号を送信し、前記第２の制御信号送信部
は、前記第３の映像が提示される場合に前記第３のシャッターをおよび前記第４のシャッ
ターを閉にするための前記第２の制御信号を送信することを特徴とする映像提示システム
。
【０１２３】
　請求項５記載の発明は、上記請求項４記載の発明において、前記映像提示部は、前記第
１の映像、第４の映像、前記第２の映像、および前記第３の映像を順次表示し、前記第１
の制御信号送信部は、前記第１の映像が提示される場合に前記第１のシャッターおよび前
記第２のシャッターの一方を開、且つ前記第１のシャッターおよび前記第２のシャッター
の他方を閉にし、前記第４の映像が提示される場合に、前記第１のシャッターおよび前記
第２のシャッターの一方を閉、且つ前記第１のシャッターおよび前記第２のシャッターの
他方を開にするための前記第１の制御信号を送信し、前記第２の制御信号送信部は、前記
第１の映像が提示される場合に、前記第３のシャッターおよび前記第４のシャッターの一
方を開、且つ前記第３のシャッターおよび前記第４のシャッターの他方を閉にし、前記第
４の映像が提示される場合に、前記第３のシャッターおよび前記第４のシャッターの一方
を閉、且つ前記第３のシャッターおよび前記第４のシャッターの他方を開にするための前
記第２の制御信号を送信し、前記第３の制御信号送信部は、前記第１の映像が提示される
場合に前記第５のシャッターおよび前記第６のシャッターの一方を開、且つ前記第５のシ
ャッターおよび前記第６のシャッターの他方を閉にし、前記第３の映像が提示される場合
に、前記第５のシャッターおよび前記第６のシャッターの一方を閉、且つ前記第５のシャ
ッターおよび前記第６のシャッターの他方を開にするための前記第３の制御信号を送信す
ることを特徴とする映像提示システム。
【０１２４】
　請求項６記載の発明は、上記請求項１記載の発明において、前記映像提示部は、前記第
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１の映像および前記第２の映像に対応する光像を形成する光像形成部と、前記光像形成部
によって形成された光像を投影対象に向けて投影する投影部とを具備することを特徴とす
る映像提示システム。
【０１２５】
　請求項７記載の発明は、上記請求項１記載の発明において、前記映像提示部は、前記第
１の映像および前記第２の映像を表示する表示部を有することを特徴とする映像提示シス
テム。
【０１２６】
　請求項８記載の発明は、第１の映像と第２の映像とを交互に提示するための映像提示部
と、前記第１の映像が提示されている場合とおよび前記第２の映像が提示されている場合
とを示す制御信号を送信する送信部とを有する映像提示装置と、シャッターと、前記制御
信号を受信する受信部と、前記第１の映像を視認する時間と前記第２の映像を視認する時
間との比を設定するための設定部と、前記制御信号および前記設定部によって設定された
設定に基づいて前記シャッターの開閉を制御する制御部とを有するシャッター装置とを具
備することを特徴とする映像提示システム。
【０１２７】
　請求項９記載の発明は、上記請求項８記載の発明において、前記映像提示部は、前記第
１の映像に対応する第１の光像および前記第２の映像に対応する第２の光像を形成する光
像形成部と、前記光像形成部で形成された前記第１の光像および前記第２の光像を投影対
象に向けて投影する投影部とを具備することを特徴とする映像提示システム。
【０１２８】
　請求項１０記載の発明は、上記請求項８記載の発明において、前記映像提示部は、前記
第１の映像および前記第２の映像を表示する表示部を有することを特徴とする映像提示シ
ステム。
【０１２９】
　請求項１１記載の発明は、シャッターと、前記シャッターの開閉を制御するための制御
信号を受信する受信部と、前記制御信号に基づいて前記シャッターの開閉を制御する制御
部とを有するシャッター装置と、第１の映像データから第２の映像データを差し引いた残
差映像データに基づいた残差映像と、前記第２の映像データに基づいた第２の映像とを交
互に提示するための映像提示部と、前記残差映像が提示されている場合に前記シャッター
を閉にし、前記第２の映像が提示されている場合に前記シャッターを開にするための前記
制御信号を送信する送信部とを有する映像提示装置とを具備することを特徴とする映像提
示システム。
【０１３０】
　請求項１２記載の発明は、上記請求項１１記載の発明において、前記映像提示部は、前
記第２の映像データに応じた第２の光像および前記残差映像データに応じた残差光像を形
成する光像形成部と、前記光像形成部で形成された前記第２の光像および前記残差光像を
投影対象に向けて投影する投影部とを具備することを特徴とする映像提示システム。
【０１３１】
　請求項１３記載の発明は、上記請求項１１記載の発明において、前記映像提示部は、前
記第２の映像および前記残差映像を表示する表示部を有することを特徴とする映像提示シ
ステム。
【０１３２】
　請求項１４記載の発明は、上記請求項１１記載の発明において、前記第１の映像データ
から前記第２の映像データを差し引いた前記残差映像データを生成する生成部を更に具備
することを特徴とする映像提示システム。
【０１３３】
　請求項１５記載の発明は、透過光を第１の偏光軸を有する第１の直線偏光または左円偏
光に変換する第１の偏光フィルタと、透過光を前記第１の偏光軸と直交する第２の偏光軸
を有する第２の直線偏光または右円偏光に変換する第２の偏光フィルタと、前記第１の偏
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タに基づいた残差映像と、前記第２の偏光フィルタを透過し、前記第２の映像データに基
づいた第２の映像とを提示するための映像提示部と、を有する映像提示装置と、前記第２
の映像を選択的に提示する第３の偏光フィルタを有するフィルタ装置とを具備することを
特徴とする映像提示システム。
【０１３４】
　請求項１６記載の発明は、上記請求項１５記載の発明において、前記映像提示部は、前
記第２の映像データに応じた第２の光像および前記残差映像データに応じた残差光像を形
成する光像形成部と、前記光像形成部によって形成され、前記第２の光像を前記第１の偏
光フィルタを介して投影対象に向けて投影し、前記残差光像を前記第２の偏光フィルタを
介して投影対象に向けて投影する投影部とを具備することを特徴とする映像提示システム
。
【０１３５】
　請求項１７記載の発明は、第１の映像と第２の映像とを順次提示し、前記第２の映像が
提示されている場合に第１のシャッター装置に設けられ、第１のユーザの一方の目に対応
する第１のシャッターおよび前記第１のユーザの他方の目に対応する第２のシャッターを
閉にし、前記第２の映像が提示されている場合に第２のシャッター装置に設けられ、２の
ユーザの一方の目に対応する第３のシャッターおよび前記第３のユーザの他方の目に対応
する第４のシャッターの少なくとも一方を開にする、ことを特徴とする映像提示方法。
【０１３６】
　請求項１８記載の発明は、第１の映像と第２の映像とを交互に提示し、シャッターを有
するシャッター装置に設けられた設定部によって前記第１の映像が提示されている場合に
前記第１の映像を視認する時間と前記第２の映像を視認する時間との比を設定し、前記第
１の映像または前記第２の映像が提示されている場合に前記設定部によって設定された設
定に基づいて前記シャッターの開閉を制御することを特徴とする映像提示方法。
【０１３７】
　請求項１９記載の発明は、第１の映像データから第２の映像データを差し引いた残差映
像データに基づいた残差映像と、前記第２の映像データに基づいた第２の映像とを交互に
提示し、前記残差映像が提示されている場合に、シャッター装置に設けられたシャッター
を閉にし、前記第２の映像が提示されている場合に前記シャッターを開にすることを特徴
とする映像提示方法。
【０１３８】
　請求項２０記載の発明は、透過光を第１の偏光軸を有する第１の直線偏光または左円偏
光に変換する第１の偏光フィルタを透過し、第１の映像データから第２の映像データを差
し引いた残差映像データに基づいた残差映像と、透過光を前記第１の偏光軸と直交する第
２の偏光軸を有する第２の直線偏光または右円偏光に変換する第２の偏光フィルタを透過
し、前記第２の映像データに基づいた第２の映像とを前記第２の映像を選択的に提示する
第３の偏光フィルタを介して交互に提示することを特徴とする映像提示方法。
【符号の説明】
【０１３９】
　１０…投影装置（映像提示装置），１１…制御部，１２…映像提示部，１２Ａ…光源，
１２Ａ…マイクロミラー素子，１２Ｃ…投影レンズ，１５…第１の制御信号送信部，１６
…第２の制御信号送信部，１７…第３の制御信号送信部，１８…表示部，３０…第１の眼
鏡（第１のシャッター装置），３１…第１の左目用液晶シャッター，３２…第１の右目用
液晶シャッター，３３…第１の制御信号受信部，３４…第１のシャッター制御部，４０…
第２の眼鏡（第２のシャッター装置），４１…第２の左目用液晶シャッター，４２…第２
の右目用液晶シャッター，４３…第２の制御信号受信部，４４…第２のシャッター制御部
。
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