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(57)【要約】
　本発明の画像伝送システムは、第１～第Ｎ（Ｎは２以
上の整数）の画像の各画像を、Ｍ×Ｎ［Ｈｚ］（Ｍは１
以上の整数）以上の周波数にて時分割で順次表示する時
分割表示装置と、前記第１～第Ｎの画像を、前記時分割
表示装置において表示する順番に合わせて面順次で多重
化する多重化部と、前記多重化部で多重化された多重化
画像を、Ｍ［Ｈｚ］のフレーム周波数にて所定の画像伝
送路上に送出する送信部と、前記送信部から前記所定の
画像伝送路を介して前記多重化画像を受信し、受信した
前記多重化画像の画像データを前記時分割表示装置に順
次伝送する受信部と、を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１～第Ｎ（Ｎは２以上の整数）の画像の各画像を、Ｍ×Ｎ［Ｈｚ］（Ｍは１以上の整
数）以上の周波数にて時分割で順次表示する時分割表示装置と、
　前記第１～第Ｎの画像を、前記時分割表示装置において表示する順番に合わせて面順次
で多重化する多重化部と、
　前記多重化部で多重化された多重化画像を、Ｍ［Ｈｚ］のフレーム周波数にて所定の画
像伝送路上に送出する送信部と、
　前記送信部から前記所定の画像伝送路を介して前記多重化画像を受信し、受信した前記
多重化画像の画像データを前記時分割表示装置に順次伝送する受信部と、を備える画像伝
送システム。
【請求項２】
　前記第１～第Ｎの画像の各画像は、１フレームに含まれるサブフレームであり、
　前記時分割表示装置は、
　前記第１～第Ｎの画像の各画像を、１サブフレーム期間に１サブフレーム分の画像を走
査及び表示する速度の１倍の速度で走査及び表示する、請求項１に記載の画像伝送システ
ム。
【請求項３】
　前記第１～第Ｎの画像の各画像は、１フレームに含まれるサブフレームであり、
　前記時分割表示装置は、
　前記第１～第Ｎの画像の各画像を、１サブフレーム期間に１サブフレーム分の画像を走
査及び表示する速度のＫ倍（Ｋは１＜Ｋを満たす実数）の速度で走査及び表示し、
　前記多重化部は、
　前記第１～第Ｎの画像のそれぞれに対して、当該第１～第Ｎの画像のＫ－１倍の画素数
のダミー画像を面順次にて多重化し、
　前記ダミー画像を多重化した前記第１～第Ｎの画像を、面順次にて多重化する、請求項
１に記載の画像伝送システム。
【請求項４】
　第１～第Ｎ（Ｎは２以上の整数）の画像の各画像を、Ｍ×Ｎ［Ｈｚ］（Ｍは１以上の整
数）以上の周波数にて時分割で順次表示する時分割表示装置と、
　前記第１～第Ｎの画像と、当該第１～第Ｎの画像をサブフレームとして含むフレームの
１フレーム前の第Ｎの画像と、を多重化する多重化部と、
　前記多重化部で多重化された多重化画像を、Ｍ［Ｈｚ］のフレーム周波数にて所定の画
像伝送路上に送出する送信部と、
　前記送信部から前記所定の画像伝送路を介して前記多重化画像を受信する受信部と、
　前記時分割表示装置において所定の時刻において表示される画像を入力し、前記時分割
表示装置において前記所定の時刻よりも１サブフレーム期間早い時刻に表示される画像を
参照してオーバードライブの演算を行い、該演算された画像データを前記時分割表示装置
に順次伝送するオーバードライブ演算部と、を備える画像伝送システム。
【請求項５】
　前記時分割表示装置は、
　前記第１～第Ｎの画像の各画像を、１サブフレーム期間に１サブフレーム分の画像を走
査及び表示する速度の１倍の速度で走査及び表示し、
　前記多重化部は、
　前記第１の画像と、当該第１の画像をサブフレームとして含むフレームの１フレーム前
の第Ｎの画像と、を同じ位置の画素毎に点順次で配置して第１のサブ画像とし、
　第Ｐ（Ｐは２≦Ｐ≦Ｎを満たす整数）の画像と第（Ｐ－１）の画像とを同じ位置の画素
毎に点順次で配置して第２～第Ｎのサブ画像とし、
　前記第１～第Ｎのサブ画像の計Ｎ個のサブ画像を、面順次にて多重化する、請求項４に
記載の画像伝送システム。
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【請求項６】
　前記時分割表示装置は、
　前記第１～第Ｎの画像の各画像を、１サブフレーム期間に１サブフレーム分の画像を走
査及び表示する速度のＫ倍（Ｋは１＜Ｋを満たす実数）の速度で走査及び表示し、
　前記多重化部は、
　前記第１の画像と、当該第１の画像をサブフレームとして含むフレームの１フレーム前
の第Ｎの画像と、を同じ位置の画素毎に点順次で配置して第１のサブ画像とし、
　第Ｐ（Ｐは２≦Ｐ≦Ｎを満たす整数）の画像と第（Ｐ－１）の画像とを同じ位置の画素
毎に点順次で配置して第２～第Ｎのサブ画像とし、
　前記第１～第Ｎのサブ画像のそれぞれに対して、当該第１～第Ｎのサブ画像のＫ－１倍
の画素数のダミー画像を面順次にて多重化し、
　前記ダミー画像を多重化した、前記第１～第Ｎのサブ画像の計Ｎ個のサブ画像を、面順
次にて多重化する、請求項４に記載の画像伝送システム。
【請求項７】
　時間的に隣接する２枚の画像間相互の演算を行う画像間演算部をさらに備える、請求項
４～６のいずれか１項に記載の画像伝送システム。
【請求項８】
　前記オーバードライブ演算部は、
　入力画像の階調値と参照画像の階調値とにより一義的に決まる２次元ルックアップテー
ブルを参照し、オーバードライブの演算結果となる画像データの出力階調を決定する、請
求項４～７のいずれか１項に記載の画像伝送システム。
【請求項９】
　前記２次元ルックアップテーブルは、
　前記第１～第Ｎの画像がＬビット（Ｌは１以上の整数）の画像であるとき、２＾Ｌ×２
＾Ｌビットのマトリクス状で表された出力階調値のテーブルである、請求項８に記載の画
像伝送システム。
【請求項１０】
　前記２次元ルックアップテーブルは、
　２＾Ｌ×２＾Ｌビットのマトリクス状で表された出力階調値のうち、少なくとも１つ以
上が省略され、
　前記オーバードライブ演算部は、
　前記省略された出力階調値を、隣接する出力階調値から所定の補間を施して内挿するこ
とにより求める、請求項９に記載の画像伝送システム。
【請求項１１】
　前記時分割表示装置は、
　液晶パネルを備え、
　前記液晶パネルは、
　互いに交差する複数の走査線及び複数の信号線と、
　前記複数の走査線に入力する信号を制御する走査線ドライバと、
　前記複数の信号線に入力する信号を制御する信号線ドライバと、
　前記複数の走査線と前記複数の信号線との交差部にマトリクス状に設けられた、複数の
液晶画素及び複数の蓄積容量と、
　前記複数の液晶画素及び前記複数の蓄積容量に対応して設けられ、ドレイン及びソース
の一方が前記信号線に接続され、前記ドレイン及びソースの他方が対応する前記蓄積容量
及び前記液晶画素に接続され、ゲートが前記走査線に接続されている、複数の薄膜トラン
ジスタと、を備え、
　前記走査線ドライバは、前記走査線に入力する走査信号により前記薄膜トランジスタの
オン・オフを制御し、
　前記信号線ドライバは、前記薄膜トランジスタがオンとなるときに、入力された前記第
１～第Ｎの画像の画像データに対応した階調電圧を、前記蓄積容量及び前記液晶画素に印
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加する、請求項１～１０のいずれか１項に記載の画像伝送システム。
【請求項１２】
　前記時分割表示装置は、
　前記液晶パネルを照射するバックライトをさらに有し、
　１サブフレーム期間Ｔｓよりも短いＴｓ１期間において、前記バックライトを消灯する
とともに前記蓄積容量及び前記液晶画素に前記第１～第Ｎの画像の画像データに対応した
階調電圧を印加し、
　前記Ｔｓ１以外の期間において、Ｔｓ－Ｔｓ１と同じまたは短い所定の期間だけ前記バ
ックライトを点灯させる、請求項１１に記載の画像伝送システム。
【請求項１３】
　前記時分割表示装置は、
　液晶パネルを備え、
　前記液晶パネルは、
　書込み制御信号線と、
　互いに交差する複数の走査線及び複数の信号線と、
　前記書込み制御信号線に入力する信号を制御する書込み制御回路と、
　前記複数の走査線に入力する信号を制御する走査線ドライバと、
　前記複数の信号線に入力する信号を制御する信号線ドライバと、
　前記複数の走査線と前記複数の信号線との交差部にマトリクス状に設けられた、複数の
液晶画素、複数の第１の蓄積容量、及び複数の第２の蓄積容量と、
　前記複数の液晶画素、前記複数の第１の蓄積容量、及び前記複数の第２の蓄積容量に対
応して設けられ、ドレイン及びソースの一方が前記信号線に接続され、前記ドレイン及び
ソースの他方が対応する前記第１の蓄積容量に接続され、ゲートが前記走査線に接続され
ている、複数の第１の薄膜トランジスタと、
　前記複数の液晶画素、前記複数の第１の蓄積容量、及び前記複数の第２の蓄積容量に対
応して設けられ、ドレイン及びソースの一方が対応する前記第１の蓄積容量に接続され、
前記ドレイン及びソースの他方が対応する前記第２の蓄積容量及び前記液晶画素に接続さ
れ、ゲートが前記書込み制御信号線に接続されている、複数の第２の薄膜トランジスタと
、を備え、
　前記走査線ドライバは、前記走査線に入力する走査信号により前記第１の薄膜トランジ
スタのオン・オフを制御し、
　前記信号線ドライバは、前記第１の薄膜トランジスタがオンとなるときに、入力された
前記第１～第Ｎの画像の画像データに対応した階調電圧を前記第１の蓄積容量に印加し、
　前記書込み制御回路は、前記第２の薄膜トランジスタのオン・オフを制御し、
　前記液晶パネル全体の前記第２の薄膜トランジスタがオンとなるときに、前記第１の蓄
積容量に印加された前記階調電圧が、前記第２の蓄積容量及び前記液晶画素に転送される
、請求項１～１０のいずれか１項に記載の画像伝送システム。
【請求項１４】
　前記第１～第Ｎの画像は、少なくとも右目画像と左目画像からなる立体画像を含み、
　前記時分割表示装置は、前記右目画像と前記左目画像とを時分割で順次表示し、
　それぞれ光の透過・遮光を制御することのできる、右目に対応する第１のシャッタと、
左目に対応する第２のシャッタと、からなる光シャッタをさらに備え、
　前記光シャッタは、
　前記時分割表示装置において前記右目画像が表示されているときに前記第１のシャッタ
を透過状態とし、前記第２のシャッタを遮光状態とし、
　前記時分割表示装置において前記左目画像が表示されているときに前記第２のシャッタ
を透過状態とし、前記第１のシャッタを遮光状態とする、請求項１～１３のいずれか１項
に記載の画像伝送システム。
【請求項１５】
　前記第１～第Ｎの画像のうち前記第２の画像は、前記第１の画像を打ち消して、前記第
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１の画像と相関のない画像にするための反転画像であり、
　前記時分割表示装置は、少なくとも前記第１の画像と前記第１の画像を打ち消すための
前記第２の画像とを時分割で順次表示し、
　光の透過・遮光を制御することのできる光シャッタをさらに備え、
　前記光シャッタは、
　前記時分割表示装置において前記第１の画像が表示されているときに前記光シャッタを
透過状態とし、
　前記時分割表示装置において前記第２の画像が表示されているときに前記光シャッタを
遮光状態とする、請求項１～１３のいずれか１項に記載の画像伝送システム。
【請求項１６】
　前記第１～第Ｎの画像は、フレーム周波数Ｍ×Ｎ［Ｈｚ］の動画像のうち時間的に隣接
する第１～第Ｎのフレームをそれぞれ割り当てた画像である、請求項１～１３のいずれか
１項に記載の画像伝送システム。
【請求項１７】
　前記時分割表示装置は、
　前記第１～第Ｎの画像の各画像を、１２０［Ｈｚ］以上の周波数にて時分割で順次表示
し、
　前記所定の画像伝送路は、
　ＤＶＩの画像伝送路であり、画像を伝送する際のフレーム周波数が６０［Ｈｚ］である
、請求項１～１６のいずれか１項に記載の画像伝送システム。
【請求項１８】
　前記時分割表示装置は、
　前記第１～第Ｎの画像の各画像を、１２０［Ｈｚ］以上の周波数にて時分割で順次表示
し、
　前記所定の画像伝送路は、
　ＨＤＭＩの画像伝送路であり、画像を伝送する際のフレーム周波数が６０［Ｈｚ］以上
１２０［Ｈｚ］以下である、請求項１～１６のいずれか１項に記載の画像伝送システム。
【請求項１９】
　前記時分割表示装置は、
　前記第１～第Ｎの画像の各画像を、１２０［Ｈｚ］以上の周波数にて時分割で順次表示
し、
　前記所定の画像伝送路は、
　ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔの画像伝送路であり、画像を伝送する際のフレーム周波数が６
０［Ｈｚ］以上１２０［Ｈｚ］以下である、請求項１～１６のいずれか１項に記載の画像
伝送システム。
【請求項２０】
　第１～第Ｎ（Ｎは２以上の整数）画像の各画像を、Ｍ×Ｎ［Ｈｚ］（Ｍは１以上の整数
）以上の周波数にて時分割で順次表示する時分割表示装置に対し、前記第１～第Ｎの画像
を伝送する画像伝送装置であって、
　前記第１～第Ｎの画像を、前記第１～第Ｎの画像を、前記時分割表示装置において表示
する順番に合わせて面順次で多重化する多重化部と、
　前記多重化部で多重化された多重化画像を、Ｍ［Ｈｚ］のフレーム周波数にて所定の画
像伝送路を介して前記時分割表示装置に伝送する送信部と、を備える画像伝送装置。
【請求項２１】
　前記第１～第Ｎの画像の各画像は、１フレームに含まれるサブフレームであり、
　前記時分割表示装置は、前記第１～第Ｎの画像の各画像を、１サブフレーム期間に１サ
ブフレーム分の画像を走査及び表示する速度のＫ倍（Ｋは１＜Ｋを満たす実数）の速度で
走査及び表示するものであり、
　前記多重化部は、
　前記第１～第Ｎの画像のそれぞれに対して、当該第１～第Ｎの画像のＫ－１倍の画素数
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のダミー画像を面順次にて多重化し、
　前記ダミー画像を多重化した前記第１～第Ｎの画像を、面順次にて多重化する、請求項
２０に記載の画像伝送装置。
【請求項２２】
　第１～第Ｎ（Ｎは２以上の整数）画像の各画像を、Ｍ×Ｎ［Ｈｚ］（Ｍは１以上の整数
）以上の周波数にて時分割で順次表示する時分割表示装置に対し、前記第１～第Ｎの画像
を伝送する画像伝送装置であって、
　前記第１～第Ｎの画像と、当該第１～第Ｎの画像をサブフレームとして含むフレームの
１フレーム前の第Ｎの画像と、を多重化する多重化部と、
　前記多重化部で多重化された多重化画像を、Ｍ［Ｈｚ］のフレーム周波数にて所定の画
像伝送路を介して前記時分割表示装置に伝送する送信部と、を備える画像伝送装置。
【請求項２３】
　前記時分割表示装置は、前記第１～第Ｎの画像の各画像を、１サブフレーム期間に１サ
ブフレーム分の画像を走査及び表示する速度の１倍の速度で走査及び表示するものであり
、
　前記多重化部は、
　前記第１の画像と、当該第１の画像をサブフレームとして含むフレームの１フレーム前
の第Ｎの画像と、を同じ位置の画素毎に点順次で配置して第１のサブ画像とし、
　第Ｐ（Ｐは２≦Ｐ≦Ｎを満たす整数）の画像と第（Ｐ－１）の画像とを同じ位置の画素
毎に点順次で配置して第２～第Ｎのサブ画像とし、
　前記第１～第Ｎのサブ画像の計Ｎ個のサブ画像を、面順次にて多重化する、請求項２２
に記載の画像伝送装置。
【請求項２４】
　前記時分割表示装置は、前記第１～第Ｎの画像の各画像を、１サブフレーム期間に１サ
ブフレーム分の画像を走査及び表示する速度のＫ倍（Ｋは１＜Ｋを満たす実数）の速度で
走査及び表示するものであり、
　前記多重化部は、
　前記第１の画像と、当該第１の画像をサブフレームとして含むフレームの１フレーム前
の第Ｎの画像と、を同じ位置の画素毎に点順次で配置して第１のサブ画像とし、
　第Ｐ（Ｐは２≦Ｐ≦Ｎを満たす整数）の画像と第（Ｐ－１）の画像とを同じ位置の画素
毎に点順次で配置して第２～第Ｎのサブ画像とし、
　前記第１～第Ｎのサブ画像のそれぞれに対して、当該第１～第Ｎのサブ画像のＫ－１倍
の画素数のダミー画像を面順次にて多重化し、
　前記ダミー画像を多重化した、前記第１～第Ｎのサブ画像の計Ｎ個のサブ画像を、面順
次にて多重化する、請求項２２に記載の画像伝送装置。
【請求項２５】
　第１～第Ｎ（Ｎは２以上の整数）画像の各画像を、Ｍ×Ｎ［Ｈｚ］（Ｍは１以上の整数
）以上の周波数にて時分割で順次表示する時分割表示装置に対し、前記第１～第Ｎの画像
を伝送する画像伝送装置による画像伝送方法であって、
　前記第１～第Ｎの画像を、前記第１～第Ｎの画像を、前記時分割表示装置において表示
する順番に合わせて面順次で多重化する多重化ステップと、
　前記多重化部で多重化された多重化画像を、Ｍ［Ｈｚ］のフレーム周波数にて所定の画
像伝送路を介して前記時分割表示装置に伝送する送信ステップと、を備える画像伝送方法
。
【請求項２６】
　前記第１～第Ｎの画像の各画像は、１フレームに含まれるサブフレームであり、
　前記時分割表示装置は、前記第１～第Ｎの画像の各画像を、１サブフレーム期間に１サ
ブフレーム分の画像を走査及び表示する速度のＫ倍（Ｋは１＜Ｋを満たす実数）の速度で
走査及び表示するものであり、
　前記多重化ステップでは、
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　前記第１～第Ｎの画像のそれぞれに対して、当該第１～第Ｎの画像のＫ－１倍の画素数
のダミー画像を面順次にて多重化し、
　前記ダミー画像を多重化した前記第１～第Ｎの画像を、面順次にて多重化する、請求項
２５に記載の画像伝送方法。
【請求項２７】
　第１～第Ｎ（Ｎは２以上の整数）画像の各画像を、Ｍ×Ｎ［Ｈｚ］（Ｍは１以上の整数
）以上の周波数にて時分割で順次表示する時分割表示装置に対し、前記第１～第Ｎの画像
を伝送する画像伝送装置による画像伝送方法であって、
　前記第１～第Ｎの画像と、当該第１～第Ｎの画像をサブフレームとして含むフレームの
１フレーム前の第Ｎの画像と、を多重化する多重化ステップと、
　前記多重化部で多重化された多重化画像を、Ｍ［Ｈｚ］のフレーム周波数にて所定の画
像伝送路を介して前記時分割表示装置に伝送する送信ステップと、を備える画像伝送方法
。
【請求項２８】
　前記時分割表示装置は、前記第１～第Ｎの画像の各画像を、１サブフレーム期間に１サ
ブフレーム分の画像を走査及び表示する速度の１倍の速度で走査及び表示するものであり
、
　前記多重化ステップでは、
　前記第１の画像と、当該第１の画像をサブフレームとして含むフレームの１フレーム前
の第Ｎの画像と、を同じ位置の画素毎に点順次で配置して第１のサブ画像とし、
　第Ｐ（Ｐは２≦Ｐ≦Ｎを満たす整数）の画像と第（Ｐ－１）の画像とを同じ位置の画素
毎に点順次で配置して第２～第Ｎのサブ画像とし、
　前記第１～第Ｎのサブ画像の計Ｎ個のサブ画像を、面順次にて多重化する、請求項２７
に記載の画像伝送方法。
【請求項２９】
　前記時分割表示装置は、前記第１～第Ｎの画像の各画像を、１サブフレーム期間に１サ
ブフレーム分の画像を走査及び表示する速度のＫ倍（Ｋは１＜Ｋを満たす実数）の速度で
走査及び表示するものであり、
　前記多重化ステップでは、
　前記第１の画像と、当該第１の画像をサブフレームとして含むフレームの１フレーム前
の第Ｎの画像と、を同じ位置の画素毎に点順次で配置して第１のサブ画像とし、
　第Ｐ（Ｐは２≦Ｐ≦Ｎを満たす整数）の画像と第（Ｐ－１）の画像とを同じ位置の画素
毎に点順次で配置して第２～第Ｎのサブ画像とし、
　前記第１～第Ｎのサブ画像のそれぞれに対して、当該第１～第Ｎのサブ画像のＫ－１倍
の画素数のダミー画像を面順次にて多重化し、
　前記ダミー画像を多重化した、前記第１～第Ｎのサブ画像の計Ｎ個のサブ画像を、面順
次にて多重化する、請求項２７に記載の画像伝送方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像伝送システム、画像伝送装置、画像伝送方法に関し、特に、複数の画像
を時分割方式で表示する時分割表示装置に対し、ＤＶＩ（Digital　Visual　Interface）
等の既存の画像伝送規格の画像伝送路（画像インターフェース）を用いて、複数の画像を
伝送する画像伝送システム、画像伝送装置、画像伝送方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年のディスプレイ技術の発達に伴い、２次元（平面）画像を表示する機能以外の機能
をもつ表示装置が提案・開発されている。例えば、２次元画像ではなく、立体画像を見る
ことができる立体ディスプレイは、その代表的な例であるといえよう。立体ディスプレイ



(8) JP WO2010/064557 A1 2010.6.10

10

20

30

40

50

として提案されているものの１つに、特許文献１～３に記載されている時分割立体ディス
プレイがある。時分割立体ディスプレイの原理について図１を参照して説明する。
【０００３】
　図１を参照すると、時分割立体ディスプレイは、立体画像を構成する左目画像、右目画
像を高速に切り替えて表示する。液晶めがね等の光シャッタは、右目のシャッタと左目の
シャッタとから構成され、右目画像の表示に同期して、右目のシャッタが透過状態となる
とともに左目のシャッタが遮光状態となり、また、左目画像の表示に同期して、左目のシ
ャッタが透過状態となるとともに右目のシャッタが遮光状態となるものである。光シャッ
タを通して立体ディスプレイを見ると、時間的に右目と左目に異なる画像が入射され、立
体表示が実現される。
【０００４】
　２次元画像を表示する機能以外の機能を持つ表示装置の別の例について説明する。表示
装置で表示するコンテンツの中には、秘密情報やプライベートデータなど他人には見られ
たくない内容のものもある。情報機器の発達に伴うユビキタス化が進展する現在、不特定
多数の人たちがいる公衆下であっても、他人に表示コンテンツを見られないようにするこ
とも重要な課題となっている。これを解決するための関連技術として、特許文献４に、表
示画像が他人によって盗み見されることを抑制することが可能な画像表示装置が記載され
ている。図２に、その画像表示装置の構成を示す。
【０００５】
　図２を参照すると、特許文献４に記載された画像表示装置は、画像情報蓄積メモリ２０
２と、合成回路２０５と、輝度彩度変換回路２０６と、画像表示器２０８と、眼鏡シャッ
タタイミング発生回路２０９と、液晶めがね等の眼鏡２１１と、を含む。
【０００６】
　画像情報蓄積メモリ２０２は、フレーム信号２０３に基づいて、入力される画像信号２
０１をフレーム単位で格納する。画像情報蓄積メモリ２０２に格納された画像信号は、フ
レーム周期の２倍の速度で２回読み出される。最初に読み出された画像信号は、２分の１
に圧縮された第１画像信号２０４として合成回路２０５に供給される。２回目に読み出さ
れた画像信号は、輝度彩度変換回路２０６により彩度及び輝度の変換処理が施された後、
第２画像信号２０７として合成回路２０５に供給される。合成回路２０５の出力は、表示
信号として画像表示器２０８に供給される。従って、画像表示器２０８には、第１画像信
号２０４に基づく画像と第２画像信号２０７に基づく画像とが交互に表示される。
【０００７】
　眼鏡シャッタタイミング発生回路２０９は、フレーム信号２０３に基づいて、眼鏡２１
１のシャッタを駆動するための眼鏡シャッタ駆動信号２１０を生成する。眼鏡シャッタ駆
動信号２１０は、第２画像信号２０７に基づく画像が表示されている期間において、眼鏡
２１１のシャッタがオン（遮光状態）とされるようなタイミング信号である。この眼鏡シ
ャッタ駆動信号２１０により眼鏡２１１のシャッタが駆動されることで、眼鏡２１１をか
けた人には、第１画像信号２０４に基づく画像（秘密画像）のみが提示される。
【０００８】
　なお、眼鏡２１１をかけていない人には、視覚の時間的な積分効果（残像）により、第
１画像信号２０４に基づく画像と第２画像信号２０７に基づく画像とが融合した灰色画像
が見える。この灰色画像は、第１画像信号２０４に基づく画像（秘密画像）とは全く異な
る画像である。よって、眼鏡２１１をかけていない人は、第１画像信号２０４に基づく画
像（秘密画像）を識別することはできない。
【０００９】
　図２に示した例では、液晶めがねをかける人には秘密画像を見せ、かけない人には灰色
画像を見せている。このような互いに関連性のある画像の他の例としては、液晶めがねを
かけた人だけが見ることができる秘密画像、秘密画像を打ち消して秘密画像と全く関係の
ない画像に見せるための反転画像、液晶めがねをかけていない人が見るための公衆画像が
挙げられる。この例で、液晶めがねをかける人、かけない人がともにフリッカを知覚でき
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ないようにするためには、人間の視覚における時間積分効果を考慮すると、秘密画像、反
転画像、公衆画像の３枚の画像の組が表示される周期は６０Ｈｚ以上、すなわち、秘密画
像、反転画像、公衆画像の各単位画像（サブフレーム）を表示する際のフレーム周波数を
１８０Ｈｚ以上にしなければならない。１８０Ｈｚよりも低いフレーム周波数で画像を表
示すると、その画像が人間の目にはフリッカとして知覚されやすくなり、画質が低下して
しまうという問題がある。また、１８０Ｈｚよりも低いフレーム周波数で画像を表示する
と、視覚の時間積分が行われなくなるために、秘密画像、反転画像、公衆画像の各画像が
独立して表示されたように見え、その結果、液晶めがねをかけない人にも秘密画像が見え
てしまい、秘密画像の秘匿性が低下してしまうという問題がある。
【００１０】
　また、フリッカを抑えるためには、図２に示した例では、秘密画像と灰色画像とを１組
とし、この組を表示する周期を同様に６０Ｈｚ以上にし、また、図１に示した立体ディス
プレイの例では、右目画像と左目画像とを１組とし、この組を表示する周期を同様に６０
Ｈｚ以上にしなければならない。これらの場合は、各単位画像（サブフレーム）を、６０
×２＝１２０Ｈｚのフレーム周波数で表示する必要がある。
【００１１】
　このように、視覚の時間積分効果を利用した表示装置を実現するためには、秘密画像や
右目画像などの、フレームを構成する単位画像（サブフレーム）を１２０Ｈｚ以上の高速
なフレーム周波数で表示しなければならない。そのためには、画像の伝送元（ＰＣ（Pers
onal　Computer）等）から、これらの画像を表示装置に伝送する際に、１２０Ｈｚや１８
０Ｈｚなどの高速なフレーム周波数と同じフレーム周波数で伝送するのが望ましい。
【００１２】
　しかし、現在広く普及しているＤＶＩなどの画像伝送規格では、画像を伝送可能なフレ
ーム周波数の上限は事実上６０Ｈｚであるため、６０Ｈｚよりも高いフレーム周波数で画
像を伝送することはできない。そこで、６０Ｈｚよりも高いフレーム周波数で画像を伝送
する方策としては、上記のような高速なフレーム周波数に対応する新しい画像伝送方式を
考案するという方策、既存の画像伝送路を並列化するという方策が考えられる。
【００１３】
　ただし、前者の方策には、対応するチップ（トランシーバ、レシーバ）やケーブルの新
規開発コストが莫大となるのに加え、高速伝送に特化するために汎用性が低いという問題
がある。一方、後者の方策には、ケーブルの取り回しが複雑になるという問題がある。こ
のことから、どちらの方策も現実的な解決策とはいえない。従って、既存の画像伝送規格
の画像伝送路を１系統だけ用いて画像を伝送することが望ましい。
【００１４】
　これを実現する関連技術の例として、特許文献５に記載された技術が挙げられる（図３
）。この技術は、図１に示すような時分割方式とは異なる方式で立体画像を表示する表示
装置に対し、画像を伝送する技術に関するものである。図３に示すように、特許文献５に
記載された技術では、画像の伝送元は、２次元画像３０１と奥行き画像３０２とを多重化
手段３１２によって１枚の大きな画像に多重化し、多重化した画像を既存の２次元用の画
像伝送路を１系統用いて表示装置に伝送する。表示装置側では、多重化された画像を分離
手段３１３によって２次元画像３０１と奥行き画像３０２とに分離することになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特公平０５－７８０１７号公報
【特許文献２】特開昭６１－２２７４９８号公報
【特許文献３】特開昭６１－８７１３０号公報
【特許文献４】特開昭６３－３１２７８８号公報
【特許文献５】特開２００６－１９５０１８号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　しかし、図１に示すような、複数の画像を時分割方式で表示する時分割表示装置では、
画像を表示する際のフレーム周波数（例えば、サブフレームが２枚であれば１２０Ｈｚ、
３枚であれば１８０Ｈｚ）が、既存の画像伝送規格で定められている画像を伝送する際の
フレーム周波数（例えば、ＤＶＩなら６０Ｈｚ）とは異なる。
【００１７】
　そのため、特許文献５に記載された技術を適用して、複数の画像を時分割表示装置に伝
送する場合、時分割表示装置側では、速度を変換するためのフレームメモリが必要となり
、コストアップを招くという問題があった。
【００１８】
　従って、本発明が解決しようとする課題は、時分割表示装置に表示するための複数の画
像を、既存の画像伝送規格の画像伝送路を１系統用いて伝送し、時分割表示装置において
あるサブフレームを表示する際に、既存の画像伝送規格におけるフレーム周波数と、時分
割表示装置におけるサブフレームを表示する際のフレーム周波数と、の違いを吸収し、速
度変換を行うために必要となるフレームメモリを不要とすることにより、低コストで時分
割表示を実現することである。
【００１９】
　そこで、本発明は、上述の課題を解決する画像伝送システム、画像伝送装置、画像伝送
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明の第１の画像伝送システムは、
　第１～第Ｎ（Ｎは２以上の整数）の画像の各画像を、Ｍ×Ｎ［Ｈｚ］（Ｍは１以上の整
数）以上の周波数にて時分割で順次表示する時分割表示装置と、
　前記第１～第Ｎの画像を、前記時分割表示装置において表示する順番に合わせて面順次
で多重化する多重化部と、
　前記多重化部で多重化された多重化画像を、Ｍ［Ｈｚ］のフレーム周波数にて所定の画
像伝送路上に送出する送信部と、
　前記送信部から前記所定の画像伝送路を介して前記多重化画像を受信し、受信した前記
多重化画像の画像データを前記時分割表示装置に順次伝送する受信部と、を備える。
【００２１】
　本発明の第２の画像伝送システムは、
　第１～第Ｎ（Ｎは２以上の整数）の画像の各画像を、Ｍ×Ｎ［Ｈｚ］（Ｍは１以上の整
数）以上の周波数にて時分割で順次表示する時分割表示装置と、
　前記第１～第Ｎの画像と、当該第１～第Ｎの画像をサブフレームとして含むフレームの
１フレーム前の第Ｎの画像と、を多重化する多重化部と、
　前記多重化部で多重化された多重化画像を、Ｍ［Ｈｚ］のフレーム周波数にて所定の画
像伝送路上に送出する送信部と、
　前記送信部から前記所定の画像伝送路を介して前記多重化画像を受信する受信部と、
　前記時分割表示装置において所定の時刻において表示される画像を入力し、前記時分割
表示装置において前記所定の時刻よりも１サブフレーム期間早い時刻に表示される画像を
参照してオーバードライブの演算を行い、該演算された画像データを前記時分割表示装置
に順次伝送するオーバードライブ演算部と、を備える。
【００２２】
　本発明の第１の画像伝送装置は、
　第１～第Ｎ（Ｎは２以上の整数）画像の各画像を、Ｍ×Ｎ［Ｈｚ］（Ｍは１以上の整数
）以上の周波数にて時分割で順次表示する時分割表示装置に対し、前記第１～第Ｎの画像
を伝送する画像伝送装置であって、
　前記第１～第Ｎの画像を、前記第１～第Ｎの画像を、前記時分割表示装置において表示
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する順番に合わせて面順次で多重化する多重化部と、
　前記多重化部で多重化された多重化画像を、Ｍ［Ｈｚ］のフレーム周波数にて所定の画
像伝送路を介して前記時分割表示装置に伝送する送信部と、を備える。
【００２３】
　本発明の第２の画像伝送装置は、
　第１～第Ｎ（Ｎは２以上の整数）画像の各画像を、Ｍ×Ｎ［Ｈｚ］（Ｍは１以上の整数
）以上の周波数にて時分割で順次表示する時分割表示装置に対し、前記第１～第Ｎの画像
を伝送する画像伝送装置であって、
　前記第１～第Ｎの画像と、当該第１～第Ｎの画像をサブフレームとして含むフレームの
１フレーム前の第Ｎの画像と、を多重化する多重化部と、
　前記多重化部で多重化された多重化画像を、Ｍ［Ｈｚ］のフレーム周波数にて所定の画
像伝送路を介して前記時分割表示装置に伝送する送信部と、を備える。
【００２４】
　本発明の第１の画像伝送方法は、
　第１～第Ｎ（Ｎは２以上の整数）画像の各画像を、Ｍ×Ｎ［Ｈｚ］（Ｍは１以上の整数
）以上の周波数にて時分割で順次表示する時分割表示装置に対し、前記第１～第Ｎの画像
を伝送する画像伝送装置による画像伝送方法であって、
　前記第１～第Ｎの画像を、前記第１～第Ｎの画像を、前記時分割表示装置において表示
する順番に合わせて面順次で多重化する多重化ステップと、
　前記多重化部で多重化された多重化画像を、Ｍ［Ｈｚ］のフレーム周波数にて所定の画
像伝送路を介して前記時分割表示装置に伝送する送信ステップと、を備える。
【００２５】
　本発明の第２の画像伝送方法は、
　第１～第Ｎ（Ｎは２以上の整数）画像の各画像を、Ｍ×Ｎ［Ｈｚ］（Ｍは１以上の整数
）以上の周波数にて時分割で順次表示する時分割表示装置に対し、前記第１～第Ｎの画像
を伝送する画像伝送装置による画像伝送方法であって、
　前記第１～第Ｎの画像と、当該第１～第Ｎの画像をサブフレームとして含むフレームの
１フレーム前の第Ｎの画像と、を多重化する多重化ステップと、
　前記多重化部で多重化された多重化画像を、Ｍ［Ｈｚ］のフレーム周波数にて所定の画
像伝送路を介して前記時分割表示装置に伝送する送信ステップと、を備える。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の第１の画像伝送システムにおいては、第１～第Ｎの画像の各画像をＭ×Ｎ［Ｈ
ｚ］以上の周波数にて時分割で順次表示する時分割表示装置に対し、第１～第Ｎの画像を
、時分割表示装置において表示する順番に合わせて面順次で多重化し、その多重化画像を
Ｍ［Ｈｚ］のフレーム周波数にて所定の画像伝送路を介して送信する。
【００２７】
　また、本発明の第２の画像伝送システムにおいては、第１～第Ｎの画像と１フレーム前
の第Ｎの画像とを多重化し、その多重化画像をＭ［Ｈｚ］のフレーム周波数にて所定の画
像伝送路を介して送信し、この画像に対して時間的に１サブフレーム前に表示される参照
画像を基にオーバードライブ演算をし、その演算された画像データを、上記と同様の時分
割表示装置に対して転送する。
【００２８】
　したがって、本発明の第１および第２の画像伝送システムによれば、時分割表示装置で
は、画像を表示する際のフレーム周波数と、既存の画像伝送規格で定められている画像を
伝送する際のフレーム周波数と、の違いを吸収するためのフレームメモリが不要となる。
また、既存の画像伝送規格の画像伝送路を用いて画像を伝送できるため、既存の送信装置
、受信装置、ケーブル等の伝送媒体もそのまま利用することができる。よって、低コスト
で時分割表示を実現することができるという効果を有する。
【００２９】
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　さらに、本発明の第２の画像伝送システムによれば、オーバードライブ演算を行うこと
により、時分割表示装置を液晶パネルで構成する場合の液晶の応答遅延を補償できるため
、より正確で高画質な階調表示が可能となるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】関連する時分割立体ディスプレイの一例を示す図である。
【図２】関連する画像表示装置の一例の構成図である。
【図３】２次元画像の伝送路を用いて複数画像を伝送する関連技術の例である。
【図４】本発明により伝送される複数画像の一例である３系統の画像を示す図である。
【図５】ＤＶＩ規格で複数画像を伝送する場合の伝送順序（走査順序）を示す図である。
【図６】図４の３系統の画像を時分割表示装置に表示する場合の表示順序を示す図である
。
【図７】本発明の第１の実施形態の画像伝送システムの構成図である。
【図８】第１の実施形態におけるタイミングチャートである。
【図９】第１の実施形態において伝送される３系統の画像の座標を示す図である。
【図１０】第１の実施形態における面順次多重化方法を示す図である。
【図１１】第１の実施形態における別の面順次多重化方法を示す図である。
【図１２】液晶パネルを用いた時分割表示装置の一例の構成図である。
【図１３】図１２の時分割表示装置におけるタイミングチャートである。
【図１４】図１２の時分割表示装置においてバックライトブリンキングを行う場合のタイ
ミングチャートである。
【図１５】液晶パネルを用いた時分割表示装置の他の例の構成図である。
【図１６】図１５の時分割表示装置におけるタイミングチャートである。
【図１７】第１の実施形態における面順次多重化においてダミー画像を挿入する図である
。
【図１８】第１の実施形態における別のタイミングチャートである。
【図１９】本発明の第２の実施形態の画像伝送システムの構成図である。
【図２０】図１９のオーバードライブ（ＯＤ）演算部の一例の構成図である。
【図２１】図２０のオーバードライブＬＵＴの一例を示す図である。
【図２２】図２０のオーバードライブＬＵＴの他の例を示す図である。
【図２３】第２の実施形態における４面２隣接点順次多重化方法を示す図である。
【図２４】第２の実施形態におけるタイミングチャートである。
【図２５】第２の実施形態における４面２隣接点順次多重化の別の方法を示す図である。
【図２６】第２の実施形態における別のタイミングチャートである。
【図２７】本発明により伝送される複数画像の一例である４系統の画像を示す図である。
【図２８】図２７の４系統の画像を時分割表示装置に表示する場合のタイミングチャート
である。
【図２９】図２７の４系統の画像を液晶パネルを用いた時分割表示装置に表示する場合の
タイミングチャートである。
【図３０】本発明により伝送される複数画像の一例である右目画像、左目画像からなる立
体画像を示す図である。
【図３１】図３０の右目画像、左目画像を時分割表示装置に表示する場合のタイミングチ
ャートである。
【図３２】本発明により伝送される複数画像の一例である秘密画像、反転画像、公衆画像
を示す図である。
【図３３】図３２の秘密画像、反転画像、公衆画像を時分割表示装置に表示する場合のタ
イミングチャートである。
【図３４】本発明により伝送される複数画像の一例である１系統の高速動画像を示す図で
ある。
【図３５】図３４の高速動画像を伝送する場合の一例を示す図である。
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【図３６】図３４の高速動画像を伝送する場合の他の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明を実施するための形態を、図面を用いて説明する。
【００３２】
　本発明では、画像の伝送元から時分割表示装置に対し、複数の画像を、既存の画像伝送
規格の画像伝送路を１系統用いて伝送し、時分割表示装置において、複数の画像を時分割
で表示する。
【００３３】
　ここで、伝送対象となる画像の種類は、複数系統の画像、または、既存の画像伝送規格
で定められているフレーム周波数以上の周波数をもつ動画像（以下、「高速動画像」と称
す）であればよい。
【００３４】
　複数系統の画像は、立体画像など互いに関連性のある画像であってもよいし、テレビの
複数チャネルなど互いに関連性がない画像であってもよい。
【００３５】
　既存の画像伝送規格は、例えば、ＤＶＩ、ＨＤＭＩ（High-Definition　Multimedia　I
nterface）、ＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔであってもよいし、アナログＲＧＢ（ＶＧＡ（Vide
o　Graphics　Array））であってもよい。これらの画像伝送規格では、画像を伝送可能な
フレーム周波数は基本的には６０Ｈｚであるが、ＨＤＭＩやＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔでは
、２００８年６月１９日現在、規格上では１２０Ｈｚのフレーム周波数まで対応している
。
【００３６】
　以下の説明及び図面では、伝送・表示される複数の画像は、図４に示すような第１画像
～第３画像からなる３系統の画像であるものとし、第１画像～第３画像のそれぞれが８０
０画素×６００ラインの動画または静止画であるものとする。また、第１画像～第３画像
を単位画像（サブフレーム）として構成されるフレームは、伝送される順に、前々フレー
ム、前フレーム、現フレーム、次フレーム、次々フレームと称し、次フレームの第２画像
であれば「次２」、前々フレームの第１画像であれば「前々１」と略称する。
【００３７】
　また、既存の画像伝送規格は、ＤＶＩを用いるものとし、画像を伝送する際のフレーム
周波数は６０ＦＰＳ（フレーム／秒）であるものとする。ただし、本発明は、ＤＶＩに限
らずに他の既存の画像伝送規格も適用可能であることは勿論である。
【００３８】
　また、ＤＶＩにおいて、１枚の画像の各画素の画像データを伝送する順番は、特に断り
がない限り、図５に示すように、画像の左上から右下に向かって点順次で伝送されるもの
とする。
【００３９】
　また、時分割表示装置は、図６に示すように、６０ＦＰＳで同じフレームの第１～第３
画像を表示するものとする。すなわち、前１などのサブフレームは、６０×３＝１８０Ｆ
ＰＳで表示される。各サブフレームの表示順序は、図６に示すように、前々１→前々２→
前々３→前１→前２→前３→現１→現２→現３→次１→次２→次３→次々１→次々２→次
々３→・・・であり、いずれも走査順序は画像の上から始まって下へ向かうものとする。
【００４０】
（第１の実施形態）
＜画像伝送システム：第１の構成＞
　図７に、本実施形態における画像伝送システムの構成を示す。
【００４１】
　本実施形態における画像伝送システムは、画像伝送装置１と、画像処理装置２と、時分
割表示装置３と、を含む。
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【００４２】
　画像伝送装置１は、３系統の画像（第１画像、第２画像、第３画像）を、１つの大きな
画像に多重化する多重化部１１と、多重化された画像の画像データをＤＶＩフォーマット
の信号として画像処理装置２に伝送する画像送信部（トランシーバ：Ｔｘ）１２と、含ん
む。なお、多重化部１１における多重化方法は、面順次とする。
【００４３】
　画像処理装置２は、画像伝送装置１からの画像の画像データを受信する画像受信部（レ
シーバ：Ｒｘ）２１を少なくとも含む。
【００４４】
＜タイミングチャート：第１の例＞
　図８に、本実施形態におけるタイミングチャートを示す。
【００４５】
　画像受信部２１で受信した画像データは、そのまま時分割表示装置３に転送され、時分
割表示装置３は、第１画像、第２画像、第３画像を面順次で表示する。
【００４６】
＜多重化方法：面順次＞
　本実施形態における多重化方法について説明する。
【００４７】
　本実施形態では、画像伝送装置１の多重化部１１において、第１画像～第３画像が１枚
の大きな画像（多重化画像：８００画素×１８００ライン）に空間的に多重化される。
【００４８】
　多重化部１１は、ＬＳＩ（Large　Scale　Integration）やＦＰＧＡ（Field　Programm
able　Gate　Array）などのハードウェアによって構成してもよいし、ソフトウェアによ
り実現してもよい。
【００４９】
　第１画像～第３画像は、それぞれ図９に示すように８００画素×６００ラインの画像で
あり、画像左上の座標を（０，０）、右下の座標を（７９９，５９９）とする。
【００５０】
　図１０に示すように、時間的に同一のフレーム内の第１画像～第３画像（前々１、前々
２、前々３など）は、時分割表示装置３における表示順序及び走査順序にあわせて、面順
次で多重化される。
【００５１】
　例えば、時分割表示装置３において第１画像→第２画像→第３画像→・・・の順に表示
され、各画像の上から下に向かって点順次または線順次にて走査・表示される場合、多重
化画像は、図１０に示すように、上から順に第１画像、第２画像、第３画像の順に配置さ
れた画像となる。時分割表示装置３における走査順序が各画像の下から上に向かう場合は
、多重化画像は、第１～第３画像はそれぞれ画像の上下が反転された状態で、上から順に
第１画像、第２画像、第３画像の順に配置された画像となる。同様に、時分割表示装置３
における走査順序が飛び越しである場合は同様に飛び越しで配置した画像とすればよい。
【００５２】
　このようにすると、時分割表示装置３の表示順序・走査順序に合わせて第１～第３画像
の画像データが伝送されることになる。
【００５３】
　このように、第１～第３画像を面順次にて多重化する場合は、時分割表示装置３の表示
順序・走査順序に合わせて第１～第３画像を配置・伝送することが重要である。あくまで
も、時分割表示装置３の表示順序・走査順序とＤＶＩの伝送順序が同じであればよいので
、図１０に示すように、８００画素×１８００ラインの画像に多重化するのではなく、図
１１に示すように、１６００画素×９００ラインの画像に多重化してもよい。図１１にお
ける画像の伝送順序は、図１０の伝送順序と全く同じであることに注意されたい。
【００５４】
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＜時分割表示装置の例＞
　図１２に、時分割表示装置３の一例として液晶パネルを用いた構成を示す。
【００５５】
　時分割表示装置３の液晶パネルの部分は、互いに交差する複数の走査線３１及び複数の
信号線３２と、複数の走査線３１に入力する信号を制御する走査線ドライバ３３と、複数
の信号線３２に入力する信号を制御する信号線ドライバ３４と、走査線３１と信号線３２
との各交差部にマトリクス状に設けられ、並列接続された複数の液晶画素３５及び複数の
蓄積容量３６と、複数の液晶画素３５及び複数の蓄積容量３６に対応して設けられた複数
の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）３７と、を少なくとも含む。なお、１画素は、１個の液晶
画素３５、１個の蓄積容量３６及び１個のＴＦＴ３７からなるとする。また、液晶画素３
５により構成される画像を実際に表示する領域を、まとめて有効表示領域３８とする。ま
た、時分割表示装置３は、上述の液晶パネルの他、液晶パネルを照射するための不図示の
バックライトも備えている。また、時分割表示装置３に表示される画像を閲覧するために
は光シャッタを使用する。
【００５６】
　スイッチング機能を持つＴＦＴ３７のオン・オフを走査線ドライバ３３の走査信号によ
り制御し、ＴＦＴ３７がオンとなるときに、信号線ドライバ３４により画像データに対応
した階調電圧が蓄積容量３６及び液晶画素３５に印加される。この電圧は、蓄積容量３６
により一定期間保持される。この電圧の印加により液晶画素３５の透過率が変化し、不図
示のバックライトからの光が液晶画素３５を透過することにより画像が表示される。走査
線ドライバ３３による１ラインを選択する順番は、画面の上から下に向かって１ラインず
つ選択されるものとするが、下から上に向かって選択されてもよいし、１ライン毎に飛び
越して選択されてもよい。その際、信号線ドライバ３４には、走査線ドライバ３３で選択
される順序で画像データを供給すればよい。
【００５７】
　図１３に、図１２の時分割表示装置３における１フレーム期間のタイミングチャートの
例を示す。
【００５８】
　時分割表示装置３は、伝送される第１画像～第３画像を、１フレーム期間（１／６０≒
１６．７ｍｓｅｃ）の間に１回ずつ表示する。すなわち、各サブフレームは、１フレーム
の１／３の期間、すなわち、５．６ｍｓｅｃの期間だけ表示される。
【００５９】
　図１３の例では、第１画像～第３画像を走査及び表示する順番は、第１画像→第２画像
→第３画像としているが、他の順番でもよい。ただし、フレーム毎に表示する順番を変え
ると、フレーム周波数が６０ＦＰＳであっても、第１画像などのサブフレーム毎のフレー
ム周波数が６０ＦＰＳよりも小さくなる場合がある。この場合、画像が人間の目にフリッ
カとして知覚されるおそれがあるので、どのフレームも同じ順番で表示するのが望ましい
。ただし、フレーム周波数が速く、順番を変えてもサブフレーム毎の周波数が６０ＦＰＳ
以上にできる場合は、この限りでない。
【００６０】
　以上により、第１画像～第３画像が、時分割で表示される。
【００６１】
　図１４に、図１２の時分割表示装置３における１フレーム期間の別のタイミングチャー
トの例を示す。
【００６２】
　図１３の例では、常に画像を走査し表示しているため、液晶めがね等の光シャッタ（不
図示）を時間的にＯＮ／ＯＦＦすることにより第１画像～第３画像のいずれか１つを取り
出して見る場合に、部分的に所望の画像以外の画像が見えてしまう（クロストーク）現象
が発生する。
【００６３】
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　これに対し、図１４の例では、１サブフレーム期間よりも短い期間で走査（画素に階調
電圧を印加して画像データを書込む）し、各液晶画素３５の応答を待ってからバックライ
トを点灯させる、いわゆるバックライトブリンキング駆動を行う。すなわち、１枚の画像
を走査後、液晶画素３５の応答を待ってからバックライトを点灯させるため、光シャッタ
を通してどれか１つの画像を時間的に取り出して見たときに、クロストークのない良好な
画像を見ることができるというメリットがある。
【００６４】
　また、図１３の例は、ホールド型表示であるのに対し、図１４の例は、ＣＲＴ（Cathod
e　Ray　Tube）等のインパルス型の表示に近いため、動きの激しい動画を表示する場合に
、ボケの少ないクリアな画像を提供できるというメリットもある。
【００６５】
　しかし、図１４に示したバックライトブリンキング駆動では、画質が向上する反面、図
１３の例と比べて２倍の速度で走査（画素への書込み）しなければならない。走査線３１
や信号線３２は、クロム（Ｃｒ）あるいはアルミ（Ａｌ）等の化合物による導体により形
成されるが、いずれも信号線幅に対して信号線長が非常に長いため、走査線ドライバ３３
や信号線ドライバ３４からは、抵抗成分と容量成分からなる負荷として見える。また、液
晶画素３５自体も、ＴＦＴ３７の抵抗成分と蓄積容量３６とからなる負荷を形成している
と捉えられる。従って、走査速度が上がると、これらの抵抗容量負荷を駆動しきれなくな
り、画質低下などの様々な不具合を引き起こす原因となる。
【００６６】
　この問題を解決する、すなわち走査速度を上げずにバックライトブリンキング駆動を実
現する時分割表示装置３の構成を図１５に示す。
【００６７】
　図１２と図１５の構成の違いは、１画素を構成するＴＦＴが２個（３７Ａ，３７Ｂ）で
あり、蓄積容量が２個（３６Ａ、３６Ｂ）である点と、液晶画素３５に隣接するＴＦＴ３
７Ｂが、走査線ドライバ３３ではなく書込み制御回路３３Ｂにより全画面一斉にＯＮ／Ｏ
ＦＦされる点と、にある。ここで、書込み制御回路３３Ｂは、走査線ドライバ３３あるい
は信号線ドライバ３４内に内蔵される構成としてもよい。
【００６８】
　図１６に、図１５の時分割表示装置３における１フレーム期間のタイミングチャートの
例を示す。
【００６９】
　ＴＦＴ３７Ａのオン・オフを走査線ドライバ３３の走査信号により制御し、ＴＦＴ３７
Ａがオンとなるときに、信号線ドライバ３４により画像データに対応した階調電圧がまず
蓄積容量３６Ａに蓄積される。画面全体の走査（書込み）が終了すると、書込み制御回路
３３Ｂにより、全画素のＴＦＴ３７Ｂが一斉にＯＮとなることにより液晶画素３５に電圧
が印加されて画像データが書き込まれ、画面全体が新しい画像データでリフレッシュされ
る。その後、すぐに書込み制御回路３３Ｂにより全画素のＴＦＴ３７Ｂを一斉にＯＦＦと
し、走査線ドライバ３３及び信号線ドライバ３４により、次の画像データを走査（書込み
）していく。この走査期間中、時分割表示装置３には、走査中の画像データの画像よりも
前の画像が常に表示されている。図１６の例では、図１４のタイミングチャートとは異な
り、１サブフレーム期間（５．６ｍｓｅｃ）全てを走査期間として使うことができる。す
なわち、図１６の走査期間は、図１３のタイミングチャートと同じ走査期間となる。
【００７０】
　また、図１６の例では、バックライトは、ＴＦＴ３７ＢがＯＮとなり画像がリフレッシ
ュされ、液晶画素３５の応答が終わってから点灯させる。そのため、図１４に比べて、バ
ックライトの点灯期間が長くなり、輝度が向上するという付加的なメリットもあることが
わかる。なお、光シャッタによる画像選択を行わない場合は、バックライトを常に点灯さ
せてもよい。
【００７１】
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　また、図１６の例では、書込み制御回路３３Ｂにより一斉に画素に画像データを書き込
む際、蓄積容量３６Ａと蓄積容量３６Ｂとの容量結合により液晶画素３５に印加される電
圧が決定されるが、蓄積容量３６Ｂに前の画像の電圧が残留していると、その残留電圧の
値によって、液晶画素３５に印加される電圧が所望の電圧からずれる場合がある。この残
留電圧による履歴効果を解消するために、各画素に、液晶画素３５に印加される電圧を所
定の電圧（例えばＧＮＤレベル）にリセットするためのリセットＴＦＴを別途設ける構成
としてもよい。書込み制御回路３３Ｂにより一斉に画素に画像データを書き込む直前に、
リセットＴＦＴをＯＮとし、全画素を一斉にリセットするようにすると、書き込みの際、
前の画像の残留電圧がないので、所望の電圧を確実に書き込むことができる。これにより
、表示画質が向上するというメリットがある。
【００７２】
＜ダミー入り多重化方法＞
　図７に示した本実施形態においては、時分割表示装置３の走査において水平・垂直ブラ
ンキングがある場合や、図１４に示したようにバックライトブリンキング駆動を行うため
に１サブフレーム期間よりも短い時間で走査する場合は、多重化画像に、ブランキング期
間に相当するダミー画像を挿入してもよい。
【００７３】
　その一例として、バックライトブリンキング駆動を行う際の第１画像～第３画像の多重
化方法を図１７に示す。ここでは、時分割表示装置３における走査期間は１サブフレーム
の半分の期間であるものとする。
【００７４】
　図１７に示すように、多重化部１１では、第１画像～第３画像が面順次で多重化される
とともに、第１画像と第２画像の間、第２画像と第３画像の間、及び第３画像の下に、非
走査期間（液晶応答期間、バックライト点灯期間）に相当するダミー画像が挿入される。
このダミー画像の大きさ（画素数）は、上述したように走査期間が１サブフレームの半分
の期間である場合、第１画像～第３画像の大きさと同じ大きさ（８００画素×６００ライ
ン）となる。従って、多重化画像は、図１０に示した多重化画像の２倍の大きさ、つまり
８００画素×３６００ラインの画像となる。このように多重化画像が大きくなると、ＤＶ
Ｉで規格化されているシングルリンクモードでは、帯域が不十分となるため、画像を伝送
できない場合があるが、ＤＶＩで規格化されているデュアルリンクモードに対応したケー
ブル、トランシーバ、レシーバを用いることで画像を伝送できるようになる。なお、ＨＤ
ＭＩやＤｉｓｐｌａｙＰｏｒｔなどの新しい画像伝送規格では、ＤＶＩよりも広い伝送帯
域をもつため、より大きい多重化画像を伝送することができる。
【００７５】
＜タイミングチャート：第２の例＞
　図１８に、図１７の多重化画像を伝送する場合のタイミングチャートを示す。
【００７６】
　画像受信部２１で受信した画像データは、ダミー画像の部分が破棄され、ダミー画像以
外の画像の画像データのみがそのまま時分割表示装置３に転送され、時分割表示装置３は
、第１画像、第２画像、第３画像を面順次で表示する。ここで、図１７に示したように多
重化画像にダミー画像を挿入しているため、受信される（時分割表示装置３が走査する）
画像データの速度は、図８の例よりも速い（図１８の例では２倍の速度）。
【００７７】
　時分割表示装置３は、受信した画像データを受け、１サブフレームの半分の期間で走査
（すなわち、１サブフレーム期間に１サブフレーム分の画像を走査する速度の２倍の速度
で走査）し、液晶素子３５の応答を待ってからバックライトを点灯させる。これにより、
図７の構成そのままでバックライトブリンキング駆動が可能となる。図１８の例では多重
化画像におけるダミー画像の比率は１：１としたが、このダミー画像の比率を変えること
によって、時分割表示装置３の走査速度を変えることができる。つまり、第１～第３の各
画像の大きさ（画素数）の１／２のダミー画像を挿入すると、時分割表示装置３において
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、１サブフレーム期間中の２／３の期間で走査（すなわち、３／２倍の速度で走査）し、
残りの時間を液晶応答時間、バックライト点灯時間とすることができる。
【００７８】
　上述したように本実施形態では、複数の画像を、時分割表示装置３において表示する順
番に合わせて面順次で多重化した上で、時分割表示装置３に送信することにより、時分割
表示装置３側で、画像を表示する際のフレーム周波数と、既存の画像伝送規格で定められ
ている画像を伝送する際のフレーム周波数と、の違いを吸収するためのフレームメモリが
不要であるため、低コストで時分割表示を実現することができる。
【００７９】
（第２の実施形態）
＜画像伝送システム：第２の構成＞
　図１９に、本実施形態における画像伝送システムの構成を示す。
【００８０】
　画像伝送装置１は、第１の実施形態と異なり、第１～第３画像に加え、前のフレームの
第３画像を、多重化部１１により１つの大きな画像に多重化し、多重化された画像を、画
像送信部１２によりＤＶＩフォーマットの信号として画像処理装置２に伝送する。
【００８１】
　多重化部１１における多重化方法は、時間的に隣接する２枚の画像を点順次に多重化し
た計３枚の画像（前フレームの第３画像と現フレームの第１画像の多重化画像、現フレー
ムの第１画像と現フレームの第２画像の多重化画像、現フレームの第２画像と現フレーム
の第３画像の多重化画像）を、さらに面順次に多重化した方法とする。この多重化方法を
以下では「４面２隣接点順次」と称することにする。
【００８２】
　画像処理装置２は、画像受信部２１と、オーバードライブ（ＯＤ）演算部２５と、を含
む。また、画像処理装置２は、受信した４面２隣接点順次画像の、時間的に隣接する２枚
の画像間で相互演算する画像間演算部２４があってもよい。
【００８３】
＜オーバードライブの説明＞
　ここで、オーバードライブについて説明しておく。
【００８４】
　近年、ＣＲＴ方式のディスプレイやテレビに代わり、薄型の液晶ディスプレイや液晶テ
レビが出回っている。しかし、液晶は、一般に電圧の変化に対する透過率特性の応答が遅
いため、動きの激しい動画を表示する場合において動きボケが発生するなど、様々な画質
低下をもたらすことが問題となっている。特に、本発明の時分割表示装置３のように高速
に切替表示する表示装置に液晶表示方式を利用すると、通常の（時分割しない）表示装置
よりも画像を表示する際のフレーム周波数が高くなるため、液晶の応答遅延による画質低
下がより顕著になる。
【００８５】
　オーバードライブでは、液晶の応答遅延による画質低下を改善する技術の一つであり、
受信した１枚の画像（現フレームとする）と、表示装置において時間的に１フレーム前に
表示される画像（前フレームとする）とを比較することにより、現フレームを表示装置に
表示する際の最終的な画像データの画素値（階調値）を決定する。
【００８６】
　より具体的には、オーバードライブでは、現フレームの画像値に比べて次フレームの画
像値が大きい場合は、次フレームの画像値よりもさらに大きい画像値を次フレームの最終
的な画素値として出力し、逆に、現フレームの画像値に比べて次フレームの画像値が小さ
い場合は、次フレームの画像値よりもさらに小さい画像値を次フレームの最終的な画素値
として出力する。例えば、現フレームが１００階調で、次フレームが１５０階調であった
場合、次フレームの最終的な画素値は１８０階調として出力する。原画像どおり１００階
調→１５０階調と出力した場合、液晶の応答遅延により次フレームは１５０階調相当の輝
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度まで達成することができないが、次フレームを１８０階調とすることにより液晶の応答
が急峻になり、１５０階調相当の輝度とすることができる。
【００８７】
　このように液晶の応答速度自体を上げるのではなく、フレーム間の階調差に応じて、表
示する階調を適応的に変化させることで液晶の応答遅延を補償し、実質的に所望の輝度を
得ることができるのが、オーバードライブのメリットである。
【００８８】
　さて、本発明におけるＯＤ演算部２５におけるオーバードライブの方法について説明す
る。ＯＤ演算部２５の構成例を図２０に示す。
【００８９】
　ＯＤ演算部２５は、オーバードライブ計算回路２５１と、オーバードライブＬＵＴ（Lo
ok　Up　Table）２５２と、を含む。
【００９０】
　ＯＤ演算部２５は、演算対象画像（例えば現１画像）の演算対象画像データと、時分割
表示装置３において時間的に１サブフレーム前に表示される参照画像（例えば前３画像）
の参照画像データと、が入力される。
【００９１】
　オーバードライブ計算回路２５１は、入力された演算対象画像の画素値（画像データ）
と参照画像の画素値（画像データ）とを基に、オーバードライブＬＵＴ２５２を参照して
オーバードライブ計算後の画像データの画素値を決定し、オーバードライブ画像データと
して出力する。オーバードライブＬＵＴ２５２は、外部のＲＯＭあるいはＲＡＭ等に保存
しておく。画像データが８ビットデータである場合のオーバードライブＬＵＴ２５２の例
を図２１に示す。
【００９２】
　オーバードライブＬＵＴ２５２には、演算対象画像データと参照画像データとによるオ
ーバードライブ計算後の画素値がマトリクス状に配置されている。例えば、演算対象画像
データが１で、参照画像データが３である場合、オーバードライブ画像データとして１０
を出力する。
【００９３】
　オーバードライブＬＵＴ２５２に保存するデータは、ある１つの階調の演算対象画像デ
ータ（例えば０階調）に対し、参照画像データがいかなる値であろうとも、時分割表示装
置３で演算対象画像を表示したときに、その輝度が一定となるような値（画素値）とする
。
【００９４】
　このようなオーバードライブＬＵＴ２５２を用いることによって、時間的に前のサブフ
レームがどのような画像であろうとも、同じ輝度で表示することができるため、液晶の応
答遅延を補償し高画質な時分割表示が可能となる。
【００９５】
　オーバードライブＬＵＴ２５２は、図２１に示すような、２５６×２５６のマトリクス
でなくてもよく、例えば、図２２に示すように、３２階調毎に８×８のマトリクスとして
もよい。この場合、オーバードライブ計算回路２５１では、隣接する画素値への線形補間
（内挿演算）により、所望のオーバードライブ画像データを計算する。例えば、演算対象
画像データが１０３であり、参照画像データが２０８階調である場合には、図２２の角丸
四角形で示された４つの値（（演算対象画像データ、参照画像データ）＝（９６，１９２
）、（１２８，１９２）、（９６，２２４）、（１２８，２２４）で示される７１，１０
７，５５，９１）から、線形補間することによりオーバードライブ画像データを計算する
ことができる。図２２の場合、このように計算することで、図２１の場合に比べて、オー
バードライブＬＵＴ２５２のメモリサイズを小さくすることができる。
【００９６】
＜多重化方法：４面２隣接点順次＞
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　多重化部１１における、４面２隣接点順次の多重化方法について説明する。
【００９７】
　多重化部１１においては、第１画像～第３画像は、図２３に示すように多重化される（
多重化画像：１６００画素×１８００ライン）。すなわち、多重化部１１は、前フレーム
の第３画像（前３）と、現フレームの第１～第３（現１～現３）に対して、時分割表示装
置３における表示順序で時間的に隣接する２枚の画像を点順次に配置した計３枚のサブ画
像を、面順次で多重化する。
【００９８】
　つまり、
　前３と現１の画像の同じ位置の画素毎に、点順次で配置された第１のサブ画像と、
　現１と現２の画像の同じ位置の画素毎に、点順次で配置された第２のサブ画像と、
　現２と現３の画像の同じ位置の画素毎に、点順次で配置された第３のサブ画像と、
　を面順次で多重化する。
【００９９】
　図２３では、例えば、第１のサブ画像における各画素においては、前３、現１の順で多
重化しているが、４面２隣接点順次多重化に関しては、面順次多重化と異なり、必ずしも
時分割表示装置３の表示順序に合わせて多重化しなくてもよい。４面２隣接点順次におい
て重要なことは、時間的に隣接する２枚の画像の同じ位置の画素データが、ほとんど同じ
時間に伝送されるということである。従って、サブ画像内での伝送順序は厳密に点順次で
なくともよく、前３と現１、現１と現２、現２と現３の各サブ画像における同じ位置の画
素データが、ある程度近い時間内に伝送されればよい。ただし、あまりにも時間的にずら
して伝送すると、その分受信側で順序をそろえるためのバッファメモリが追加で必要にな
ってくるので注意が必要である。
【０１００】
　ただし、第１のサブ画像、第２のサブ画像、第３のサブ画像の面順次多重化に関しては
、時分割表示装置３の表示順序に合わせる必要がある。この理由は、ＯＤ演算部２５にお
いて、第１のサブ画像により現１のオーバードライブ画像が、第２のサブ画像により現２
のオーバードライブ画像が、第３のサブ画像により現３のオーバードライブ画像が、それ
ぞれ時間的に順次出力されるが、この順番は、時分割表示装置３の表示順序と一致してい
るからである。従って、サブ画像の面順次多重化の順番を変えると、時分割表示装置３で
の表示順序が、望まない順序となってしまう。
【０１０１】
　なお、多重化画像のサイズは、面順次の場合と同様に、伝送順序が変わらない範囲で変
えることができる。
【０１０２】
＜タイミングチャート：第１の例＞
　本実施形態におけるタイミングチャートを図２４に示す。
【０１０３】
　画像受信部２１で受信した画像データは、不図示のコントローラ等により、２枚の画像
に分けられる。このとき、各サブ画像は時間的に隣接する２枚の画像が点順次で多重化さ
れているため、時間的に隣接する２枚の画像の同じ画素のデータが、ほとんど同時に受信
される。ただし、厳密には、これらの画素のデータは全く同時に受信されるわけではない
ので、点順次であっても１画素分遅延させるためのメモリが必要になる。この遅延回路は
１画素分のＤ－フリップフロップがあれば構成でき、フレームメモリ等の大規模なメモリ
に比べると無視できるほど小さいので、実質的にはメモリは不要といってよい。従って、
このメモリは本実施形態では省略している。ＯＤ演算部２５での動作は前述の通りである
。
【０１０４】
　すなわち、
　第１のサブ画像では、現１を演算対象画像、前３を参照画像とし、現１のオーバードラ
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イブ画像（現１ＯＤ）を出力し、
　第２のサブ画像では、現２を演算対象画像、現１を参照画像とし、現２のオーバードラ
イブ画像（現２ＯＤ）を出力し、
　第３のサブ画像では、現３を演算対象画像、現２を参照画像とし、現３のオーバードラ
イブ画像（現３ＯＤ）を出力する。
【０１０５】
　現１ＯＤ、現２ＯＤ、現３ＯＤはそのまま時分割表示装置３に順次転送され、時分割表
示装置３は、第１画像、第２画像、第３画像を面順次で表示する。
【０１０６】
＜多重化方法：ダミー入り４面２隣接点順次＞
　第１の実施形態で説明したように、時分割表示装置３においてバックライトブリンキン
グ駆動を行うために、図２３の多重化画像にダミー画像を挿入してもよい。図２５にダミ
ー画像を挿入した場合の４面２隣接点順次多重化方法を示す。ここでは、時分割表示装置
３における走査期間は１サブフレームの半分の期間であるものとする。
【０１０７】
　図２５に示すように、多重化部１１では、図２３の多重化画像における第１のサブ画像
と第２のサブ画像の間、第２のサブ画像と第３のサブ画像の間、第３のサブ画像の下に、
非走査期間（液晶応答期間、バックライト点灯期間）に相当するダミー画像が挿入される
。このダミー画像の大きさは、上述したように走査期間が１サブフレームの半分の期間で
ある場合、各サブ画像の大きさと同じ大きさ（１６００画素×６００ライン）となる。従
って、多重化画像は、図２３に示した多重化画像の２倍の大きさ、つまり１６００画素×
３６００ラインの画像となる。
【０１０８】
＜タイミングチャート：第２の例＞
　図２５の多重化画像を伝送する場合のタイミングチャートを図２６に示す。
【０１０９】
　画像受信部２１で受信した画像データは、ダミー画像の部分が破棄され、ダミー画像以
外の画像の画像データのみがＯＤ演算部２５に入力される。
【０１１０】
　ＯＤ演算部２５により演算された現１ＯＤ、現２ＯＤ、現３ＯＤはそのまま時分割表示
装置３に転送され、時分割表示装置３は、第１画像、第２画像、第３画像を面順次で表示
する。ここで、図２５に示したように多重化画像にダミー画像を挿入しているため、受信
される（時分割表示装置３が走査する）画像データの速度は、図２４の例よりも速い（図
２５の例では２倍の速度）。
【０１１１】
　時分割表示装置３は、受信した画像データを受け、１サブフレームの半分の期間で走査
し、液晶画素３５の応答を待ってからバックライトを点灯させる。これにより、図１９の
構成そのままでバックライトブリンキング駆動が可能となる。図２６の例では多重化画像
におけるダミー画像の比率は１：１としたが、このダミー画像の比率を変えることによっ
て、時分割表示装置３の走査速度を変えることができる。つまり、サブ画像の大きさの１
／２のダミー画像を挿入すると、時分割表示装置３において、１サブフレーム期間中の２
／３の期間で走査し、残りの時間は液晶応答時間、バックライト点灯時間とすることがで
きる。
【０１１２】
　上述したように本実施形態では、オーバードライブ駆動を行うことにより液晶の応答遅
延を補償できるため、第１の実施形態に比べて、より正確で高画質な階調表示が可能とな
る。特に、動画表示を行う場合には、ボケの少ない、クリアな動画像を表示することがで
きる。
【実施例】
【０１１３】
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　本発明における実施例について説明する。
【０１１４】
　本発明において伝送対象となる画像の種類は、複数系統の画像、または、高速動画像で
あればよい。
【０１１５】
　複数系統の画像は、立体画像など互いに関連性のある画像であってもよいし、テレビの
複数チャネルなど互いに関連性がない画像であってもよい。
【０１１６】
＜互いに関連性のない４系統の画像の伝送＞
　互いに関連性のない画像の例としては、図４に示したような３系統の画像や、図２７に
示す４系統の画像が挙げられる。
【０１１７】
　図２８は、時分割表示装置３における、第１～第４画像の表示タイミングと、液晶めが
ね等の光シャッタの透過／遮光タイミングのタイミングチャートである。
【０１１８】
　時分割表示装置３は、１フレーム内の第１～第４画像を、第１画像→第２画像→第３画
像→第４画像の順で、高速に切り替えて表示する。すなわち、１フレーム期間（１６．７
ｍｓｅｃ）中に第１～第４画像を表示するため、１サブフレーム期間は１／６０／４≒４
．２ｍｓｅｃとなる。上記の第１～第４画像を分離して見るために、透過となる期間が互
いに異なる４種類の光シャッタを用いる。
【０１１９】
　すなわち、
　ｃｈ１の光シャッタは、第１の画像のフレームが表示されるのに同期して透過状態とな
り、他の期間は遮光される。
【０１２０】
　ｃｈ２の光シャッタは、第２の画像のフレームが表示されるのに同期して透過状態とな
り、他の期間は遮光される。
【０１２１】
　ｃｈ３の光シャッタは、第３の画像のフレームが表示されるのに同期して透過状態とな
り、他の期間は遮光される。
【０１２２】
　ｃｈ４の光シャッタは、第４の画像のフレームが表示されるのに同期して透過状態とな
り、他の期間は遮光される。
【０１２３】
　又は、光シャッタ側または時分割表示装置３側で、閲覧するチャンネルを切り替えられ
るようにしてもよい。光シャッタを通さずにみると、第１～第４の動画像が重なった画像
が見える。このようにすることで、複数の人で１つのディスプレイを共有しつつ、各人が
異なる画像を見ることができる。
【０１２４】
　図２９は、時分割表示装置３が図１２に示す液晶パネルを用いた構成である場合のタイ
ミングチャートである。
【０１２５】
　この場合、光シャッタにより第１～第４画像を分離するために、バックライトブリンキ
ング駆動を行う。図２９に示すように、１サブフレーム期間のうちのおよそ半分の期間で
走査し、液晶画素３５の応答を待ってからバックライトを点灯させる。ｃｈ１～ｃｈ４の
光シャッタはそれぞれ、第１～第４画像が表示されるタイミングに同期してＯＮとなるよ
うに制御される。
【０１２６】
　本発明により第１～第４の画像を伝送する場合の実施例を説明する。
【０１２７】
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　図２７に示すように、第１画像～第４画像は、多重化部１１において面順次または５面
２隣接点順次にて多重化され、既存の画像伝送路（ＤＶＩ等）を介して画像処理装置２に
伝送される。
【０１２８】
　第１の実施形態では、画像処理装置２における画像受信部２１で受信した画像データは
そのまま時分割表示装置３に伝送される。
【０１２９】
　一方、第２の実施形態では、画像処理装置２における画像受信部２１で受信した画像デ
ータは、ＯＤ演算部２５により、時分割表示装置３において時間的に１サブフレーム前に
表示されるサブフレームを参照画像としてオーバードライブが演算される。すなわち、第
２画像は第１画像からオーバードライブされ、第３画像は第２画像からオーバードライブ
され、第４画像は第３画像からオーバードライブされ、第１画像は前のフレームの第４画
像からオーバードライブされる。オーバードライブを行うことにより、第１の実施形態の
場合に比べて、図２７のように光シャッタで時間的に画像を分離する場合においても、ク
ロストークのない高画質な表示が実現される。
【０１３０】
＜互いに関連性のある右目画像、左目画像の伝送＞
　互いに関連性のある画像の例としては、図３０に示すような、右目画像、左目画像から
なる立体画像が挙げられる。
【０１３１】
　図３１は、時分割表示装置３における、左目画像、右目画像の表示タイミングと、液晶
めがね等の光シャッタの透過／遮光タイミングのタイミングチャートである。
【０１３２】
　時分割表示装置３は、１フレームのうち左目画像→右目画像の順で表示するものし、左
目画像と右目画像を高速に切り替えて表示する。すなわち、１フレーム期間（１６．７ｍ
ｓｅｃ）中に左目画像と右目画像を表示するため、１サブフレーム期間は１／６０／２＝
８．３ｍｓｅｃとなる。
【０１３３】
　光シャッタは、
　右目画像の表示に同期して右目のシャッタが透過状態となり、左目のシャッタが遮光状
態となり、
　左目画像の表示に同期して左目のシャッタが透過状態となり、右目のシャッタが遮光状
態となる。
【０１３４】
　これにより、時間的に右目と左目に異なる画像が入射され、立体表示が実現される。本
実施例も光シャッタを用いているため、時分割表示装置３を、液晶パネルを用いた構成と
する場合には、光シャッタ装着時のクロストーク低減のために、バックライトブリンキン
グ駆動を行うことが望ましい。
【０１３５】
　本発明により左目画像と右目画像を伝送する場合の実施例を説明する。
【０１３６】
　図３０に示すように、左目画像、右目画像は、多重化部１１において面順次または３面
２隣接点順次にて多重化され、既存の画像伝送路（ＤＶＩ等）を介して画像処理装置２に
伝送される。
【０１３７】
　第２の実施形態では、画像処理装置２における画像受信部２１で受信した画像データは
、ＯＤ演算部２５により、時分割表示装置３において時間的に１サブフレーム前に表示さ
れるサブフレームを参照画像としてオーバードライブが演算される。すなわち、右目画像
は左目画像からオーバードライブされ、左目画像は前のフレームの右目画像からオーバー
ドライブされる。
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【０１３８】
　以上により、時分割表示装置３側にメモリが不要であるために低コストでありながら、
良好な時分割立体表示が実現される。あるいは、オーバードライブにより、高画質な時分
割立体表示が実現される。
【０１３９】
＜互いに関連性のある秘密画像、反転画像、公衆画像の伝送＞
　互いに関連性のある画像の他の例としては、図３２に示すように、光シャッタをかけた
人だけが見ることができる秘密画像と、秘密画像を打ち消して秘密画像と全く関係のない
画像に見せるための反転画像と、光シャッタをかけていない人が見るための公衆画像と、
が挙げられる。
【０１４０】
　図３３に示すように、秘密画像、反転画像、公衆画像の各画像は、時分割表示装置３に
おいて秘密画像→反転画像→公衆画像の順で高速に切り替えて表示され、光シャッタは秘
密画像の表示に同期して光を透過し、その他の期間は遮光されるように制御される。これ
により、光シャッタをかけた人だけが秘密画像を見ることができる。一方、光シャッタを
かけていない人は、視覚の時間積分効果によって秘密画像と反転画像とが時間的に相殺さ
れて一面グレーの画像となり、公衆画像のみが知覚される。本実施例も光シャッタを用い
ているため、時分割表示装置３を、液晶パネルを用いた構成とする場合には、光シャッタ
装着時のクロストーク低減のために、バックライトブリンキング駆動を行うことが望まし
い。
【０１４１】
　本発明により秘密画像、反転画像、公衆画像を伝送する場合の実施例を説明する。
【０１４２】
　図３２に示すように、秘密画像、反転画像、公衆画像は、多重化部１１において面順次
または４面２隣接点順次にて多重化され、既存の画像伝送路（ＤＶＩ等）を介して画像処
理装置２に伝送される。
【０１４３】
　第２の実施形態では、画像処理装置２における画像受信部２１で受信した画像データは
、ＯＤ演算部２５により、時分割表示装置３において時間的に１サブフレーム前に表示さ
れるサブフレームを参照画像としてオーバードライブが演算される。すなわち、反転画像
は秘密画像からオーバードライブされ、公衆画像は反転画像からオーバードライブされ、
秘密画像は前のフレームの公衆画像からオーバードライブされる。
【０１４４】
　また、第２の実施形態では、オーバードライブ以外にも、画像処理装置２における画像
間演算部２４を用いれば、様々な画像間演算を行うこともできる。本実施例では、例えば
、秘密画像及び反転画像の輝度を半分に落とし、反転画像に公衆画像を混合することによ
り公衆画像のコントラストを高めることができる。また、秘密画像と相関のある反転画像
の輝度値に応じて公衆画像に所定の演算を施し、秘密画像をより見えにくくすることもで
きる。
【０１４５】
　以上により、秘密・反転・公衆画像においても、時分割表示装置３側にメモリが不要で
あるために低コストでありながら、良好な時分割表示が実現される。特に、本実施例では
、光シャッタを通さない人に秘密画像が認識されてしまうことを防ぐためにも、階調を正
確に表示できることが望ましい。また、第２の実施形態によれば、時分割表示装置３にお
いて時間的に１サブフレーム前に表示されるサブフレームを参照画像としてオーバードラ
イブの演算を行うことにより、液晶画素３５の応答遅延を補償し、所望の階調を正確に表
示することが可能となる。このことから、本実施例においては、秘密画像の秘匿性を高め
るという効果も得ることができる。
【０１４６】
　これまでに説明した実施例において、伝送対象となる画像は、それ自体は静止画であっ
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てもよいし、動画であってもよい。静止画であれば、１秒間に６０枚、同じ画像（動きの
無い）が伝送され、動画であれば、１枚１枚異なる絵柄（動きのある）の画像が伝送され
る。あくまでも伝送速度が６０ＦＰＳであるので、動画の元画像は６０ＦＰＳではなくて
もよく、３０ＦＰＳでも１５ＦＰＳでもよい。伝送速度が３０ＦＰＳや１５ＦＰＳである
場合は、隣接する２フレームあるいは４フレームは同じ画像が伝送される。また、複数系
統の画像は、動画像と静止画が混在してもよい。
【０１４７】
＜１系統の高速動画像の伝送＞
　さらに、本発明において伝送対象となる画像は、図３４に示すような１系統の高速動画
像であってもよい。ＤＶＩ等の既存の画像伝送路では、画像を伝送可能なフレーム周波数
は６０Ｈｚであるが、図３４のように６０Ｈｚを上回る動画（１８０Ｈｚ等）も、既存の
画像伝送路を用いて伝送でき、しかも、時分割表示装置３側にメモリが不要であるために
低コストな高速動画像の表示が可能となる。
【０１４８】
　本発明により１系統の高速動画像を伝送する場合の実施例を説明する。
【０１４９】
　図３４に示すように、高速動画像は６０Ｈｚを上回るフレーム周波数（本例では１８０
Ｈｚ）のため、ＤＶＩ等の既存の画像伝送路では伝送できない。しかし本発明の多重化の
考え方を応用すれば、１／６０秒単位で１枚の画像に多重化して伝送すれば、伝送路が６
０Ｈｚであっても伝送することができる。すなわち、図３５に示すように、１８０Ｈｚの
高速動画像であれば、時間的に隣接する３フレームを多重化して伝送すればよいことがわ
かる。このとき、本発明によれば、時分割表示装置において表示する順番を考えて多重化
することが重要である。つまり、図３６において、第１の実施形態により面順次で多重化
する場合は、時分割表示装置において表示される順番が第１フレーム→第２フレーム→第
３フレーム→・・・であることから、多重化画像は、上から順に第１フレーム、第２フレ
ーム、第３フレームの順で面順次に多重化された画像となる。第２の実施形態の構成を用
いる場合は、第４フレーム～第６フレームを多重化する際には、第４フレームより時間的
に１フレーム前の画像である第３フレームを一緒に多重化する。これにより、画像処理装
置２では、オーバードライブを演算することができる。このようにすれば、オーバードラ
イブにより高画質でボケのない高速動画表示を実現することができる。
【０１５０】
　以上により、画像受信側にメモリが不要でありながら、良好な高速動画像表示が可能と
なる。またはオーバードライブにより、クリアでボケのない高速動画表示を実現すること
ができる。
【０１５１】
　これまでに説明した実施例では、ＤＶＩについて説明したが、ＨＤＭＩやＤｉｓｐｌａ
ｙＰｏｒｔのように規格上でフレーム周波数が１２０Ｈｚにまで対応している画像伝送路
を用いる場合でも本発明の考え方を適用できることは言うまでもない。１２０Ｈｚのイン
ターフェースであれば、２４０Ｈｚの動画や、３６０Ｈｚ以上の動画なども伝送すること
ができる。
【０１５２】
　以上本発明を上記実施例に即して説明したが、本発明は、上記実施例にのみ限定される
ものではなく、本願特許請求の範囲の各請求項の発明の範囲内で当業者であればなし得る
であろう各種変形、修正を含むことは勿論である。
【０１５３】
　本出願は、２００８年１２月４日に出願された日本出願特願２００８－３０９６３８を
基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
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