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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の表示ユニットを平面状に配列して構成される画像表示装置において、
前記表示ユニットは、正方格子の三つの格子点に対応する個所に画素をそれぞれ配置し、
残りの格子点に対応する個所に画素の存在しないスペース領域を形成した格子状の画素群
を縦横に配列して構成され、
かつ、前記三つの格子点に対応する個所に、前記画素を形成する発光素子として、Ｒ、Ｇ
、Ｂ３色のＬＥＤチップを１つのＬＥＤランプ内に内蔵した３in１方式のＬＥＤ装置をそ
れぞれ配置したことを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記表示ユニットにおいて、前記発光素子を正方格子の中心点に対して４５°回転させ
、全体として前記発光素子が千鳥格子状に配列されるようにしたことを特徴とする請求項
１記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記発光素子に対応する画像信号を、各色の空間的配置に対応して個別に標本化し、該
標本化された信号に基づいて、各色の発光素子を駆動することを特徴とする請求項１また
は２記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記スペース領域に表示面に対して凹部を形成する開口部材を設けたことを特徴とする
請求項１乃至３のいずれか一つに記載の画像表示装置。
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【請求項５】
　正方格子の三つの格子点に対応する個所に画素をそれぞれ配置し、残りの格子点に対応
する個所に画素の存在しないスペース領域を形成した格子状の画素群を縦横に配列して構
成され、
かつ、前記三つの格子点に対応する個所に、前記画素を形成する発光素子として、Ｒ、Ｇ
、Ｂ３色のＬＥＤチップを１つのＬＥＤランプ内に内蔵した３in１方式のＬＥＤ装置をそ
れぞれ配置したことを特徴とする画像表示装置用表示ユニット。
【請求項６】
　前記発光素子を正方格子の中心点に対して４５°回転させ、全体として前記発光素子が
千鳥格子状に配列されるようにしたことを特徴とする請求項５記載の画像表示装置用表示
ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ＬＥＤなどの発光素子を平面状に配列して構成される画像表示装置及びそ
れに用いる表示ユニットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の大型画像表示装置は、発光素子により構成される表示ユニットを多数平面状に配
列して構成されている。近年、発光素子は、ＬＥＤ（発光ダイオード）が主流となり、３
原色のＬＥＤの配置や配列ピッチを任意に設計できることから、用途に応じて様々な解像
度や輝度を持つ大型画像表示装置が構成できるようになった。
大型画像表示装置を構成する表示ユニットは、フルカラーの映像を表示するために、少な
くともＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）各１個のサブピクセルを含むピクセルあるいは画素
を正方格子状に配列して構成されている。（以下の説明では、サブピクセルは、個々の発
光素子と同じ意味で使用する）
　そして、２×２の４画素中の３画素には、Ｒ、Ｇ、Ｂがそれぞれ割当てられ、残りの第
４の画素には、用途に応じて適切な色が割当てられる。例えばＣＲＴや放電管を配列する
大型画像表示装置では、Ｇが割当てられ、ＬＥＤを配列する方式ではＲが割当てられてき
た（特許文献１参照）。最近では、例えば有機ＥＬ等の画素構成として、Ｗ（白）を割当
てるような例もある（特許文献２参照）。
　特に最近は、Ｒ、Ｇ、Ｂ３色のＬＥＤチップを１つのＬＥＤランプ内に内蔵した３in１
と呼ばれるＬＥＤ装置が登場した。このような３in１タイプのＬＥＤ装置を配列すると、
１画素が３原色を発光することから、Ｒ、Ｇ、Ｂの３個のＬＥＤを配列する方式に比べて
３色が混色しやすくなる。このため観視者が画像を見るときの視距離が近くなる。このよ
うな３in１タイプのＬＥＤ装置の配列については、特許文献３に示されるような方式があ
る。
【０００３】
【特許文献１】特許第３７０２６９９号公報
【特許文献２】特許第３４１６５７０号公報
【特許文献３】特開２００１－７５５０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この種の大型画像表示装置では、解像度が高くなるにつれて、画素ピッチを短縮し、画
素を高密度で配列する必要がある。このため例えばＬＥＤを配列した高解像度の大型画像
表示装置は、ＬＥＤの単位面積当たりの個数が増えて、コストが高くなる。特にハイビジ
ョンなどの高精細なコンテンツを高画質で表示するような用途では、ＬＥＤの配列が高密
度化することから、コストが飛躍的に上昇するという問題がある。
【０００５】
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　この発明は、前記のような問題解決するためになされたもので、画質の低下を最小限に
抑制しつつ、配列される発光素子等の画素数を削減し、コストを大幅に削減し得る画像表
示装置及びそれに用いる表示ユニット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】
【０００６】
　この発明は、複数の表示ユニットを平面状に配列して構成される画像表示装置において
、
前記表示ユニットは、正方格子の三つの格子点に対応する個所に画素をそれぞれ配置し、
残りの格子点に対応する個所に画素の存在しないスペース領域を形成した格子状の画素群
を縦横に配列して構成され、かつ、前記三つの格子点に対応する個所に、前記画素を形成
する発光素子として、Ｒ、Ｇ、Ｂ３色のＬＥＤチップを１つのＬＥＤランプ内に内蔵した
３in１方式のＬＥＤ装置をそれぞれ配置したものである。 
【発明の効果】
【０００７】
　この発明によれば、画質の低下を最小限に抑制しつつ、配列される発光素子等の画素数
を削減し、コストを大幅に削減し得る大型表示装置及びそれに用いる表示ユニットを得る
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
実施の形態１．
　図１は、この発明の対象とする大型画像表示装置の概略説明図である。
　図１において、大型画像表示装置１の表示部２は、平面状に配列された複数の表示ユニ
ット３によって構成されている。各表示ユニット３は、画素が正方格子状に配列された多
数の画素群を縦横に配列して構成されている。
　図２及び図３は従来の表示ユニット及びこの発明の実施の形態１による表示ユニットの
画素配列を示す説明図で、図２では２ｘ２の４画素の各画素５を正方格子の各格子点にそ
れぞれ配列して１組の画素群４を形成しているのに対し、図３では正方格子を構成する２
ｘ２の４画素から１画素を除去して残りの３画素で１組の画素群４を構成している。すな
わち、図３では正方格子の三つの格子点に対応する個所にそれぞれ画素５を配置し、残り
の格子点に対応する個所に画素の存在しないスペース領域６を形成して１組の画素群４を
構成している。
【０００９】
　以下、この発明を適用した画像表示装置における解像度の考え方を説明する。
説明の都合上、図２の基本の正方格子を構成する画素群４を、各格子点に対応したＡ，Ｂ
，Ｃ，Ｄの４格子に分解することを想定し、図４、５を導入する。図４は、Ａ，Ｂ，Ｃ，
Ｄ４格子の合成図、図５は、その解像度を表す説明図である。
図４において、水平（Ｈ）方向の標本化周波数が画素ピッチx0（垂直（Ｖ）方向はy0）に
対応するとき、復元可能な最大周波数は、1/2x0で表され、垂直方向においても同様に復
元可能な最大周波数は、1/2y0で表される。図５は、この関係を二次元表記したものであ
る。
【００１０】
　図６，７は、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ４格子の説明図およびそれぞれの解像度を表す説明図であ
る。これらの４格子は、位相が異なるが、等価な画素配列であり、同じ解像度を持つ。そ
れぞれ２種の格子を合成すると、図８（ａ）（ｂ）（ｃ）のような画素配列が構成され、
このような画素を格子状に多数配列して表示ユニット３が構成されている。
それぞれの解像度は、図８（ａ）（ｂ）（ｃ）の各画素配列に対応して表され、次の特徴
を持つ。
Ｉ．Ａ＋Ｂ：水平方向の画素が補間され、水平解像度がＡに対して２倍に改善される。
II．Ａ＋Ｃ：垂直方向の画素が補間され、垂直解像度がＡに対して２倍に改善される。
III．Ａ＋Ｄ：斜め方向の画素が補間され、Ａに対して水平解像度と垂直解像度が改善さ
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れる。
【００１１】
　図３の画素配列は、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ４格子の合成では、例えば図１０の様に以下で表さ
れる。
IＶ．Ａ＋Ｂ＋Ｄ
IＶの解像度については、前記Ｉ，II，IIIの格子を合成することで、図１１のように、水
平解像度および垂直解像度が改善される。さらに斜めの解像度については、IIIの斜線の
間を縫うように斜線の成分が生まれる。例えば図８（ｃ）では、斜線Ｌ1、Ｌ3が表現可能
であるが、図１０では、図８（ｃ）の斜線Ｌ1、Ｌ3の間を縫うように斜線Ｌ2が表現され
、ある程度の改善が見込まれる。このある程度の改善領域を図１１の斜線で示す。ここで
図５の解像度と比較すると、１画素が除去されたことに対応して、斜線の領域の解像度が
低下し、格子状のスペース領域がノイズとして目立つ可能性もあるが、水平解像度および
Ｖ解像度が維持される。また、適切な視距離から観視することで、このような解像度の低
下やノイズは知覚されにくくなる。
さらに動画では、画像と画素の関係が相対的に変化する。図１０において、斜線の画像Ｌ
1がＬ2、Ｌ3へと水平に移動する場合、例えばＬ2の位置では、情報が画素の削除に対応し
て欠落するが、Ｌ3の位置では情報は欠落せず、静止画における画質の低下は動画におい
てさらに緩和される。
【００１２】
　このようにこの発明の実施の形態1においては、正方格子の三つの格子点に対応する個
所に画素５をそれぞれ配置し、残りの格子点に対応する個所に画素の存在しないスペース
領域６を形成した格子状の画素群４を縦横に配列して表示ユニット３を構成することによ
り、画質の低下を最小限にとどめ、画素を形成する表示素子のコストを２５％削減できる
ことから、低コストの画像表示装置を実現できる。
【００１３】
実施の形態２．
　図１２は、この発明の実施の形態２における表示ユニット３の画素配列を示す説明図で
、図３に示す画素群４を正方格子の中心点に対して左方向に４５°回転させたものである
。
図２では、正方格子上の２ｘ２の４画素から１画素を削除することで生じるスペース領域
６が格子状のノイズとして目立ちやすくなるが、図１２は、画素群４を４５℃回転させる
ことで、格子状のスペース領域６が千鳥格子状になり、ノイズの目立ちは軽減される。
【００１４】
　図１３は、図１２の二次元の解像度を表す説明図である。図１２に対応する解像度は、
図３に対応する解像度を示めす図１１を４５°回転して得られ、図１１と同面積である。
解像度を表す領域が同面積になるのは、図３と図１２の画素数が同数であることに対応す
る。
図３の水平方向の画素ピッチをｘ0とすると、図１２では、水平および垂直成分にx0/√2
に短縮された成分が発生する。図１３では、斜線の解像度が犠牲になるが、画素ピッチの
x0/√2に短縮された成分に対応して水平および垂直方向の解像度が高くなる。
ここで画像の性質は、一般に画像の水平・垂直解像度の成分に比べて、斜線の解像度成分
は不足している。したがって、斜線の解像度成分を犠牲にして水平・垂直解像度を改善す
ることは、表示される画像の解像度が見かけ上高くなり、画質の改善に効果がある。
【００１５】
　このようにこの発明の実施の形態２においては、正方格子の三つの格子点に対応する個
所に画素５をそれぞれ配置し、残りの格子点に対応する個所に画素の存在しないスペース
領域６を形成した格子状の画素群４を縦横に配列すると共に、画素群４を正方格子の中心
点に対して４５°回転させ、全体として画素５が千鳥格子状に配列して表示ユニット３を
構成することにより、画質の低下をさらに軽減でき、画像表示装置のコスト削減を効果的
に図ることができる。
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【００１６】
実施の形態３．
　図１４は、この発明の実施の形態３における表示ユニット３の画素配列を示す説明図で
ある。図１４において、各表示ユニット３を形成する画素群７は、正方格子の三つの格子
点に対応する個所に、ＬＥＤなどのＲ，Ｇ，Ｂ３原色の発光素子（サブピクセル）９をそ
れぞれ配置し、残りの格子点に対応する個所に発光素子の存在しないスペース領域９を形
成するように構成されている。
即ち、各画素群７は、正方格子の三つの格子点に対応する個所のみに、Ｒ，Ｇ，Ｂ３原色
の発光素子８を割当てて、残りの格子点に対応する個所には第４の発光素子（サブピクセ
ル）を配置しない正方格子状の画素群として構成されている。
　このような画素群７を有する表示ユニット３を用いた場合、格子状のスペース領域９が
ノイズとして目立つ可能性もあるが、適切な視距離から観視することで、このようなノイ
ズは知覚されることはなく、また、１サブピクセルを除去しても各画素群７には３原色が
含まれることからフルカラーの表示は可能である。
【００１７】
　このようにこの発明の実施の形態３によれば、発光素子により画素を形成した複数の表
示ユニットを平面状に配列して構成される画像表示装置において、表示ユニット３は、正
方格子の三つの格子点に対応する個所にＲ，Ｇ，Ｂ３原色の発光素子８をそれぞれ配置し
、残りの格子点に対応する個所に発光素子の存在しないスペース領域９を形成した格子状
の画素群７を縦横に配列して構成されているので、画質の低下を抑制しつつ、サブピクセ
ルを構成する発光素子のコストを２５％削減でき、コストを大幅に削減した大型画像表示
装置を実現することができる。
【００１８】
実施の形態４．
　図１５は、この発明の実施の形態４における表示ユニットの画素配列を示すもので、図
１４に示す画素群７を正方格子の中心点に対してＲ原色の発光素子８が頂点に位置するよ
う左方向に４５°回転させたものである。
即ち、正方格子上の２ｘ２の４サブピクセルから１サブピクセルを削除し、残りの３サブ
ピクセルにＲ，Ｇ，Ｂの３原色の発光素子８を割当てるとともに、正方格子の中心点に対
して画素群７を４５°回転させることで、表示ユニット３を構成する発光素子（サブピク
セル）９が全体として千鳥格子状に配列されるように構成したものである。
【００１９】
　例えば、図１６及び図１７は、それぞれ図１４及び図１５において、ＲＧＢの３原色を
１セットの画素群７と考え、各画素群７を画像の標本化に対応させて制御（以下、ピクセ
ル制御という）したときの二次元の解像度を表す説明図である。
図１４において、水平方向の標本化周波数はx0に対応する（垂直方向の標本化周波数はy0
）。標本化定理によれば、標本化周波数がx0の時に復元可能な最大周波数は、1/2x0で表
される。垂直方向においても同様に復元可能な最大周波数は、1/2y0で表される。図１６
は、この関係を二次元表記したものである。
【００２０】
　図１５に対応する解像度を表す図１７は、図１６を４５°回転して得られ、図１６と同
面積である。図１７において、破線の領域は、図１５の解像度と対比するために示した図
１４の解像度（図１６）に対応する。図１６と図１７において解像度を表す領域が同面積
になるのは、図１４と図１５の画素数が同数であることに対応する。図１４の水平方向の
画素ピッチをｘ0とすると、図１５では、水平及び垂直成分にx0/√2に短縮された成分が
発生する。図１７では、斜線の解像度が犠牲になるが、画素ピッチのx0/√2に短縮された
成分に対応して水平及び垂直方向の解像度が高くなる。ここで画像の性質は、一般に画像
の水平・垂直解像度の成分に比べて、斜線の解像度成分は不足している。したがって、斜
線の解像度成分を犠牲にして水平・垂直解像度を改善することは、表示される画像の解像
度が見かけ上高くなり、画質の改善に効果がある。
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【００２１】
　さらに図１４において、画面を至近距離から観視したときに目立つ可能性のある１サブ
ピクセルを削除した格子状のスペース領域９は、図１５においては、千鳥格子状に配置さ
れており、ノイズとして目立ちにくくなるなどの効果もある。
【００２２】
　図１８及び図１９は、図１４及び図１５に対応するピクセル制御の概念を示す説明図で
、何れも各画素群７が画像の１標本点に対応する。
図１８においては、走査線n，n+1,n+2・・・のラインで、各ピクセルに対応するn，n+1,n
+2・・・の標本点で標本化された画像信号に基づいて、各ピクセルの発光素子８が順次制
御される。
図１９においては、奇数の走査線ｎ，n，n+1,n+2・・・のラインで、４５°回転したピク
セルに対応するn，n+1,n+2・・・の標本点で標本化された画像信号に基づいて、奇数ライ
ンに沿った各ピクセルの発光素子８が順次制御され、偶数の走査線n’，n’+1,n’+2・・
・のラインで、４５°回転したピクセルに対応するn’，n’+1,n’+2・・・の標本点で標
本化された画像信号に基づいて、偶数ラインに沿った各ピクセルの発光素子８が順次制御
される。
【００２３】
　このようにこの発明の実施の形態４によれば、表示ユニット３において、画素群７を正
方格子の中心点に対して４５°回転させ、全体として画素群７が千鳥格子状に配列される
ようにしたので、画質の低下はさらに軽減され、発光素子のコスト削減に効果的である。
【００２４】
実施の形態５．
　図２０は、この発明の実施の形態５における画像表示装置を示す概略説明図である。
　図２０において、画像表示装置１に表示される画像信号は、多数の走査線１０からなる
。この表示装置１において、走査線n～n+9に対応する微小エリア１１に注目すると、実施
の形態４に示した画素群７が配列されている。画素群７を構成するＲ、Ｇ、Ｂの各色の発
光素子８に対応する画像信号を、各発光素子（サブピクセル）９の空間的配置に対応して
個別に標本化し、各発光素子（サブピクセル）９を駆動する。
【００２５】
　例えば、各走査線１０は、３原色の色信号を含むが、走査線ｎのラインでは、Ｒに対応
するm、m+1、m+2、m+3・・・の標本点で標本化された画像信号に基づいて、Ｒの信号が抽
出され、各Ｒの発光素子８が制御される。走査線ｎ+1のラインでは、Ｇ、Ｂに対応するma
、mc、ma+1、mc+1、ma+2、mc+2、ma+3、mc+3・・・の標本点で標本化された画像信号に基
づいて、Ｇ、Ｂの信号が抽出され、各Ｇ、Ｂの発光素子８が制御される。同様に走査線ｎ
+2、ｎ+3のラインでは、それぞれ標本点mb、mb+1、mb+2、mb+3・・・及びma、mc、ma+1、
mc+1、ma+2、mc+2、ma+3、mc+3・・・で標本化された画像信号に基づいて対応する各発光
素子８が制御される。
　このような各色の画像信号を個々のサブピクセルの空間的配置に対応して標本化された
信号に基づいて制御する方法をピクセル制御に対してサブピクセル制御と呼ぶことにする
。
【００２６】
　図２１は、この発明の実施の形態５における解像度の考え方を示す説明図である。図１
５の画素配列に対応して定義されるピクセル制御の解像度図１７は、３色共通の解像度を
表しており、フルカラーの表示が可能である。ここで図１５の画素配列に対し、サブピク
セル制御を適用すると、画像の標本点が３倍に増加するため、標本点の増加に対応して、
見かけの解像度が高くなる。
【００２７】
　このようなサブピクセル制御に対応する見かけの解像度の改善は、図２１に示されるよ
うに、３色共通の解像度を表す領域の周囲の領域（斜線部）として定性的に表現できる。
この領域は、Ｒ，Ｇ，Ｂのいずれかが代表して情報を担うため、情報を担ったサブピクセ
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ルの色に変色する傾向にあり、フルカラーの表現はできないが、人間の視覚が色よりも明
暗に対する感度が高く、細部の変色は気にならないことから、解像度を高める上で重要で
ある。
　このようにこの発明の実施の形態５では、画質の低下を抑制可能な方法でサブピクセル
を除去した効果に加え、サブピクセル制御を適用することで、画質を改善し、画像表示装
置のコスト削減にきわめて有効である。
【００２８】
実施の形態６．
　図２２は、この発明の実施の形態６における各表示ユニット３の画素配列を示すもので
、ある。実施の形態３（図１４）及び実施の形態４（図１５）の画素群７において、サブ
ピクセルの配置は三角形であり、三角形の頂点はＲである。これに対し、図２２では、三
角形の頂点にＧが配置されている。
　図２０における走査線は、奇数ライン（n、n+2、n+4、・・・）がＲ、偶数ライン（n+1
、n+3、n+5、・・・）がＢ、Ｇとなる。一般にＧは輝度の約６０％を占めることから、図
２０では、走査線の奇数ラインと偶数ラインの輝度差が大きい。
これに対し、図２２では、走査線の奇数ライン（n、n+2、n+4、・・・）がＧ、偶数ライ
ン（n+1、n+3、n+5、・・・）がＢ、Ｒとなる。この結果、走査線の奇数ラインと偶数ラ
インの輝度差が小さくなり、サブピクセル制御において、動画を表示するときのライン間
の輝度差に基づくフリッカが目立ち難くなるなどの効果がある。
【００２９】
　このようにこの発明の実施の形態６では、画質の低下を抑制可能な方法でサブピクセル
を除去した効果に加え、サブピクセル制御を適用することで、画質を改善し、画像表示装
置のコスト削減にきわめて有効である。
【００３０】
　さらに特徴的なこととして、サブピクセル制御を適用するとき、この実施の形態６では
、走査線の色は、奇数ラインがＧ、偶数ラインがＢとＲであり、補色の関係にある。この
関係は、縦線、横線においても同様に隣接ラインが補色の関係にある。即ち、白の表示に
必要な各ラインにおける色の不足は隣接ラインが補っており、実施の形態５で説明したよ
うに、画像の細部は、情報を担ったサブピクセルの色に変色する傾向にあるが、画像が動
くことによって、変色が軽減される傾向にあることを示す。この傾向は、この発明の実施
の形態３～６において共通のものでもある。
【００３１】
実施の形態７．
　図２３，２４は、この発明の実施の形態７における表示ユニットの画素配列を示す説明
図である。図２３はこの発明の実施の形態３における表示ユニット３の発光素子８の代わ
りに、３in１方式のＬＥＤ装置１２を用いた例を示す説明図、図２４は、この発明の実施
の形態４における表示ユニット３の発光素子８の代わりに、３in１方式のＬＥＤ装置１２
を用いた例を示す説明図である。
３in１方式のＬＥＤ装置１２は、図２５に示すようにＲ、Ｇ、Ｂの３色のＬＥＤチップ１
３，１４，１５を１つのＬＥＤランプ内に内蔵したもので、Ｒ，Ｇ，Ｂが１点に集中して
おり、これを表示ユニット３の発光素子８として用いると、１画素が３原色を発光するこ
とからフルカラーの表示装置に適用できる。解像度は、図１１および図１３と同じであり
、それぞれがフルカラー表示の解像度を表すことになる。
【００３２】
実施の形態８．
　実施の形態３～７において、正方格子を構成する２ｘ２の４画素から１画素を除去する
と、スペース領域９が生じる。このスペースは、黒色化することによって、表示面の黒レ
ベルが低下し、画像のコントラストを改善することができる。一方、直射日光が当たると
、黒の領域からの外光の反射が無視できず、コントラストが低下することがある。ここで
、１画素を除去したスペース領域に表示面に対して凹部を形成する開口部材を設けること
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で、外光の照射や反射が抑制され、コントラストが改善される。
　図２６は、実施の形態８の表示ユニット３を示す要部断面図で、図１５におけるＡ－Ａ
線断面を示している。表示ユニット３の基板３１上にＬＥＤなどの発光素子８が実装され
ており、基板３１の表面は樹脂のコーティングなどにより黒色化されている。スペース領
域９は黒色化することによって、ある程度の反射を抑制できるが、スペース領域９に表示
面に対して凹部を形成する開口部材３２を設け、さらに開口部材３２の内部も黒色化する
と、直射日光の照射においても一旦凹部に入射した外光の反射は大幅に抑制されることに
なり、コントラストの顕著な改善が見られる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】この発明の対象とする大型画像表示装置の概略説明図である。
【図２】従来の表示ユニットの画素配列を示す説明図である。
【図３】この発明の実施の形態１における表示ユニットの画素配列を示す説明図である。
【図４】画素が正方格子状に配列された画素配列を示す説明図である。
【図５】図４の画素配列による解像度を示す説明図である。
【図６】図４の画素配列を４格子に対応して分解した分解図である。
【図７】図６の分解した画素配列による解像度を示す説明図である。
【図８】図６の分解した画素配列を合成した画素配列を示す説明図である。
【図９】図８の合成した画素配列による解像度を示す説明図である。
【図１０】実施の形態１における表示ユニットの画素配列による解像度を説明する図であ
る。
【図１１】図１０の画素配列の解像度を示す説明図である。
【図１２】この発明の実施の形態２における表示ユニットの画素配列を示す説明図である
。
【図１３】図１２の画素配列による解像度を示す説明図である。
【図１４】この発明の実施の形態３における各表示ユニットの画素配列を示す説明図であ
る。
【図１５】この発明の実施の形態４における各表示ユニットの画素配列を示す説明図であ
る。
【図１６】図１３の画素配列による解像度を示す説明図である。
【図１７】図１４の画素配列による解像度を示す説明図である。
【図１８】この発明の実施の形態３におけるピクセル制御の説明図である。
【図１９】この発明の実施の形態４におけるピクセル制御の説明図である。
【図２０】この発明の実施の形態５における画像表示装置を示す概略説明図である。
【図２１】図２０の画像表示装置における解像度を示す説明図である。
【図２２】この発明の実施の形態６における各表示ユニットの画素配列を示す説明図であ
る。
【図２３】この発明の実施の形態７における各表示ユニットの画素配列の一例を示す説明
図である。
【図２４】この発明の実施の形態７における各表示ユニットの画素配列の他の例を示す説
明図である。
【図２５】実施の形態７に用いる３in１方式のＬＥＤ装置の一例を示す説明図である。
【図２６】この発明の実施の形態８における表示ユニットを示す要部断面図である。
【符号の説明】
【００３４】
　　１　画像表示装置
　　２　表示部
　　３　表示ユニット
　　４　画素群
　　５　画素
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　　６　スペース領域
　　７　画素群
　　８　発光素子
　　９　スペース領域
　　１０　走査線
　　１１　微小エリア
　　１２　３in１方式のＬＥＤ装置
　　１３，１４，１５　ＬＥＤチップ
　　３１　基板
　　３２　開口部材

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図１７】

【図１８】

【図１９】
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【図２６】
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