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(57)【要約】
【課題】映像がフレーム毎に連続して表示されることに
よる映像の劣化を確実に抑止する。
【解決手段】入力された映像信号のフレームレートを高
めるハイフレームレート信号生成部２０と、ハイフレー
ムレート信号生成部２０から出力されたハイフレームレ
ート信号に対し、所定のフレーム毎に黒画像を合成して
フレームレートを調整するフレームレート調整部３０と
、フレームレート調整部から出力された映像信号に基づ
いて映像を表示する表示パネル４０と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された映像信号のフレームレートを高めるハイフレームレート信号生成部と、
　前記ハイフレームレート信号生成部から出力されたハイフレームレート信号に対し、所
定のフレーム毎に黒画像を合成してフレームレートを調整するフレームレート調整部と、
　前記フレームレート調整部から出力された映像信号に基づいて映像を表示する表示パネ
ルと、
　を備える画像表示装置。
【請求項２】
　前記フレームレート調整部は、
　前記ハイフレームレート信号生成部で生成されたハイフレームレート信号の映像同期信
号を解析する同期信号解析部と、
　前記映像同期信号の解析結果に基づいて所定のフレーム毎に前記黒画像を合成する黒画
像合成部と、
　を備える、請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記フレームレート調整部は、ハイフレームレートによる映像表示のオフ機能が指示さ
れた場合に前記黒画像を合成する、請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記ハイフレームレート信号生成部は、立体画像を表示するための右目用映像信号及び
左目用映像信号の入力を受けて、前記右目用映像信号及び左目用映像信号のフレームレー
トを高め、
　前記フレームレート調整部は、前記右目用映像信号及び前記左目用映像信号が切り換わ
るタイミングのフレームに前記黒画像を合成する、請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　入力された右目用映像信号及び左目用映像信号のフレームレートを高めるハイフレーム
レート信号生成部と、
　前記ハイフレームレート信号生成部から出力されたハイフレームレートの前記右目用映
像信号及び前記左目用映像信号に対し、前記右目用映像信号及び前記左目用映像信号が切
り換わるタイミングのフレームで映像表示を非表示とする信号調整部と、
　前記信号調整部から出力された映像信号に基づいて右目用画像と左目用画像を交互に表
示する表示パネルと、
　を備える画像表示装置。
【請求項６】
　前記信号調整部は、前記右目用映像信号及び前記左目用映像信号が切り換わるタイミン
グのフレームに黒画像を合成する、請求項５に記載の画像表示装置。
【請求項７】
　前記信号調整部は、前記右目用映像信号及び前記左目用映像信号が切り換わるタイミン
グのフレームを非発光とする、請求項５に記載の画像表示装置。
【請求項８】
　前記信号調整部は、非発光としたフレームの直前のフレームの発光時間を非発光とした
フレームのフィールドまで延長する、請求項５に記載の画像表示装置。
【請求項９】
　入力された右目用映像信号及び左目用映像信号のフレームレートを高めるハイフレーム
レート信号生成部と、前記ハイフレームレート信号生成部から出力されたハイフレームレ
ートの前記右目用映像信号及び前記左目用映像信号に対し、前記右目用映像信号及び前記
左目用映像信号が切り換わるタイミングのフレームで映像表示を非表示とする信号調整部
と、前記信号調整部から出力された映像信号に基づいて右目用画像と左目用画像を交互に
表示する表示パネルと、前記右目用画像と前記左目用画像の切換タイミングを示すタイミ
ング信号を発生させるシャッター制御部と、を有する、画像表示装置と、
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　右目用と左目用のシャッターを有し、前記タイミング信号に基づいて、前記右目用と左
目用の前記シャッターを交互に開く立体映像観察眼鏡と、
　を備える、画像表示観察システム。
【請求項１０】
　前記信号調整部は、前記右目用映像信号及び前記左目用映像信号が切り換わるタイミン
グのフレームに黒画像を合成する、請求項９に記載の画像表示観察システム。
【請求項１１】
　前記信号調整部は、前記右目用映像信号及び前記左目用映像信号が切り換わるタイミン
グのフレームを非発光とする、請求項９に記載の画像表示観察システム。
【請求項１２】
　前記信号調整部は、非発光としたフレームの直前のフレームの発光時間を非発光とした
フレームのフィールドまで延長する、請求項９に記載の画像表示観察システム。
【請求項１３】
　入力された映像信号のフレームレートを高めるステップと、
　前記ハイフレームレート信号生成部から出力されたハイフレームレート信号に対し、所
定のフレーム毎に黒画像を合成してフレームレートを調整するステップと、
　前記フレームレート調整部から出力された映像信号に基づいて映像を表示するステップ
と、
　を備える画像表示方法。
【請求項１４】
　入力された右目用映像信号及び左目用映像信号のフレームレートを高めるステップと、
　前記ハイフレームレート信号生成部から出力されたハイフレームレートの前記右目用映
像信号及び前記左目用映像信号に対し、前記右目用映像信号及び前記左目用映像信号が切
り換わるタイミングのフレームで映像表示を非表示とするステップと、
　前記信号調整部から出力された映像信号に基づいて右目用画像と左目用画像を交互に表
示するステップと、
　、を備える画像表示方法。
【請求項１５】
　入力された映像信号のフレームレートを高める手段、
　前記ハイフレームレート信号生成部から出力されたハイフレームレート信号に対し、所
定のフレーム毎に黒画像を合成してフレームレートを調整する手段、
　前記フレームレート調整部から出力された映像信号に基づいて映像を表示させる手段、
　としてコンピュータを機能させるためのプログラム。
【請求項１６】
　入力された右目用映像信号及び左目用映像信号のフレームレートを高める手段、
　前記ハイフレームレート信号生成部から出力されたハイフレームレートの前記右目用映
像信号及び前記左目用映像信号に対し、前記右目用映像信号及び前記左目用映像信号が切
り換わるタイミングのフレームで映像表示を非表示とする手段、
　前記信号調整部から出力された映像信号に基づいて右目用画像と左目用画像を交互に表
示させる手段、
　としてコンピュータを機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置、画像表示観察システム、画像表示方法、及びプログラムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近時では、動画応答性を高めるために、通常の６０［Ｈｚ］等の映像信号をハイフレー
ムレート（１２０［Ｈｚ］、２４０［Ｈｚ］等）に高めるための技術が知られている。ハ
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イフレームレート映像では、通常の６０フレーム（６０［Ｈｚ］）の映像と比較してより
多くのフレームが表示されるため、ユーザは非常に滑らかな映像を楽しむことができる。
【０００３】
　また、従来、例えば下記の特許文献１～３に記載されているように、視差を有する左目
用画像及び右目用画像を所定周期で交互にディスプレイに供給し、この画像を所定周期に
同期して駆動される液晶シャッターを備える眼鏡で観察して、立体映像を観察するシステ
ムが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平９－１３８３８４号公報
【特許文献２】特開２０００－３６９６９号公報
【特許文献３】特開２００３－４５３４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、ハイフレームレート表示を行う装置においては、ユーザが通常のフレー
ムレートでの表示を望む場合がある。このような場合、フレームレートを変えずに同じフ
レームを続けて表示するフレームダブリング等の手法によって通常のフレームレートに戻
すと、同じ映像が続けて表示されてしまうため、映像の劣化が生じる問題がある。特に動
画表示時などには、同じ映像が続けて表示されてしまうと、視聴者は動きのある物体の次
に位置を予測して視線を移動させるが、映像は同じ場所に止まるため、視聴者に映像が２
重に認識されてしまう問題が発生する。
【０００６】
　立体映像を観察するシステムにおいても、右目用画像と左目用画像の各フレームは交互
に連続して表示されるが、右目用画像と左目用画像が続けて表示されることによって、右
目用画像と左目用画像が混ざってユーザに視認されるクロストークの問題が発生する。
【０００７】
　以上のような問題は、特に映像表示の応答速度が比較的速い有機ＥＬ表示パネルにおい
て顕著に発生することが想定される。
【０００８】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、映像がフレーム毎に連続して表示されることによる映像の劣化を確実に抑止すること
が可能な、新規かつ改良された画像表示装置、画像表示観察システム、画像表示方法、及
びプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、入力された映像信号のフレー
ムレートを高めるハイフレームレート信号生成部と、前記ハイフレームレート信号生成部
から出力されたハイフレームレート信号に対し、所定のフレーム毎に黒画像を合成してフ
レームレートを調整するフレームレート調整部と、前記フレームレート調整部から出力さ
れた映像信号に基づいて映像を表示する表示パネルと、を備える画像表示装置が提供され
る。
【００１０】
　また、前記フレームレート調整部は、前記ハイフレームレート信号生成部で生成された
ハイフレームレート信号の映像同期信号を解析する同期信号解析部と、前記映像同期信号
の解析結果に基づいて所定のフレーム毎に前記黒画像を合成する黒画像合成部と、を備え
るものであってもよい。
【００１１】
　また、前記フレームレート調整部は、ハイフレームレートによる映像表示のオフ機能が
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指示された場合に前記黒画像を合成するものであってもよい。
【００１２】
　また、前記ハイフレームレート信号生成部は、立体画像を表示するための右目用映像信
号及び左目用映像信号の入力を受けて、前記右目用映像信号及び左目用映像信号のフレー
ムレートを高め、前記フレームレート調整部は、前記右目用映像信号及び前記左目用映像
信号が切り換わるタイミングのフレームに前記黒画像を合成するものであってもよい。
【００１３】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、入力された右目用映像
信号及び左目用映像信号のフレームレートを高めるハイフレームレート信号生成部と、前
記ハイフレームレート信号生成部から出力されたハイフレームレートの前記右目用映像信
号及び前記左目用映像信号に対し、前記右目用映像信号及び前記左目用映像信号が切り換
わるタイミングのフレームで映像表示を非表示とする信号調整部と、前記信号調整部から
出力された映像信号に基づいて右目用画像と左目用画像を交互に表示する表示パネルと、
、を備える画像表示装置が提供される。
【００１４】
　また、前記信号調整部は、前記右目用映像信号及び前記左目用映像信号が切り換わるタ
イミングのフレームに黒画像を合成するものであってもよい。
【００１５】
　また、前記信号調整部は、前記右目用映像信号及び前記左目用映像信号が切り換わるタ
イミングのフレームを非発光とするものであってもよい。
【００１６】
　また、前記信号調整部は、非発光としたフレームの直前のフレームの発光時間を非発光
としたフレームのフィールドまで延長するものであってもよい。
【００１７】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、入力された右目用映像
信号及び左目用映像信号のフレームレートを高めるハイフレームレート信号生成部と、前
記ハイフレームレート信号生成部から出力されたハイフレームレートの前記右目用映像信
号及び前記左目用映像信号に対し、前記右目用映像信号及び前記左目用映像信号が切り換
わるタイミングのフレームで映像表示を非表示とする信号調整部と、前記信号調整部から
出力された映像信号に基づいて右目用画像と左目用画像を交互に表示する表示パネルと、
前記右目用画像と前記左目用画像の切換タイミングを示すタイミング信号を発生させるシ
ャッター制御部と、を有する、画像表示装置と、右目用と左目用のシャッターを有し、前
記タイミング信号に基づいて、前記右目用と左目用の前記シャッターを交互に開く立体映
像観察眼鏡と、を備える、画像表示観察システムが提供される。
【００１８】
　また、前記信号調整部は、前記右目用映像信号及び前記左目用映像信号が切り換わるタ
イミングのフレームに黒画像を合成するものであってもよい。
【００１９】
　また、前記信号調整部は、前記右目用映像信号及び前記左目用映像信号が切り換わるタ
イミングのフレームを非発光とするものであってもよい。
【００２０】
　また、前記信号調整部は、非発光としたフレームの直前のフレームの発光時間を非発光
としたフレームのフィールドまで延長するものであってもよい。
【００２１】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、入力された映像信号の
フレームレートを高めるステップと、前記ハイフレームレート信号生成部から出力された
ハイフレームレート信号に対し、所定のフレーム毎に黒画像を合成してフレームレートを
調整するステップと、前記フレームレート調整部から出力された映像信号に基づいて映像
を表示するステップと、を備える画像表示方法が提供される。
【００２２】
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　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、入力された右目用映像
信号及び左目用映像信号のフレームレートを高めるステップと、前記ハイフレームレート
信号生成部から出力されたハイフレームレートの前記右目用映像信号及び前記左目用映像
信号に対し、前記右目用映像信号及び前記左目用映像信号が切り換わるタイミングのフレ
ームで映像表示を非表示とするステップと、前記信号調整部から出力された映像信号に基
づいて右目用画像と左目用画像を交互に表示するステップと、を備える画像表示方法が提
供される。
【００２３】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、入力された映像信号の
フレームレートを高める手段、前記ハイフレームレート信号生成部から出力されたハイフ
レームレート信号に対し、所定のフレーム毎に黒画像を合成してフレームレートを調整す
る手段、前記フレームレート調整部から出力された映像信号に基づいて映像を表示させる
手段、としてコンピュータを機能させるためのプログラムが提供される。
【００２４】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、入力された右目用映像
信号及び左目用映像信号のフレームレートを高める手段、前記ハイフレームレート信号生
成部から出力されたハイフレームレートの前記右目用映像信号及び前記左目用映像信号に
対し、前記右目用映像信号及び前記左目用映像信号が切り換わるタイミングのフレームで
映像表示を非表示とする手段、前記信号調整部から出力された映像信号に基づいて右目用
画像と左目用画像を交互に表示させる手段、としてコンピュータを機能させるためのプロ
グラムが提供される。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、映像がフレーム毎に連続して表示されることによる映像の劣化を確実
に抑止することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る画像表示装置の概略構成を示す模式図である。
【図２】第１の実施形態において、縦軸を時間軸として、フレーム毎の映像を模式的に示
す図である。
【図３】第１の実施形態において、フレームレート調整部の構成を示す模式図である。
【図４】第２の実施形態に係る立体画像表示観察システムの構成例を示す模式図である。
【図５】画像表示装置の構成を示すブロック図である。
【図６】左右映像信号制御部の構成を示す模式図である。
【図７】第２の実施形態において、縦軸を時間軸として、フレーム毎の映像を模式的に示
す模式図である。
【図８】第２の実施形態において、フレームレート調整部（信号調整部）の構成を示す模
式図である。
【図９】第３の実施形態において、フレームレート調整部（信号調整部）の構成を示す模
式図である。
【図１０】第３の実施形態において、画像表示装置の動作に関係する各種信号、データを
示すタイミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２８】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．第１の実施形態
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　（１）前提となる技術
　（２）画像表示装置の構成例
　（３）フレームレート調整部の構成例
　２．第２の実施形態
　（１）立体画像表示観察システムの構成例
　（２）画像表示装置の構成例
　（３）フレームレート調整部の構成例
　３．第３の実施形態
　（１）フレームレート調整部の構成例
【００２９】
＜１．第１の実施形態＞
　（１）前提となる技術
　動画応答性を高めるために、６０［Ｈｚ］の映像信号を１２０［Ｈｚ］や２４０［Ｈｚ
］に高めるためのハイフレームレート技術が急拡大している。このため、テレビ受像機な
どの画像表示装置では、６０［Ｈｚ］の映像信号をフレームダブリングしてハイフレーム
レートの映像信号を生成するためのＩＣ（ハイフレームレートＩＣ）を備えているものが
ある。
【００３０】
　ハイフレームレート映像では、通常の６０フレーム（６０［Ｈｚ］）の映像と比較して
より多くのフレームが表示されるため、ユーザは非常に滑らかな映像を楽しむことができ
る。一方、ハイフレームレートの映像は、元々６０［Ｈｚ］の映像信号から生成されてお
り、６０フレームの映像の間に本来は存在していない映像を作り出している。このため、
映像の質が低下してしまう場合がある。また、ハイフレームレートの映像は、映画のよう
な映像を楽しむ時に、映像が滑らかになりすぎるために、映画が持っている本来の味が失
われる場合がある。そのために、一般的にハイフレームレートによる映像表示機能を搭載
しているテレビ受像機等では、その機能をオフ（ＯＦＦ）にするためのモードを備えてい
る。
【００３１】
　ハイフレームレートによる映像表示機能をオフにする場合、通常のハイフレームレート
ＩＣでは、フレームレートを６０［Ｈｚ］に低下させるのではなく、ハイフレームレート
を保った状態でフレームダブリングし同じ映像を複数回映像を出力することで、オフ機能
を実現している。この場合、同じ映像が２回続けて表示されることになる。
【００３２】
　液晶ディスプレイのようにホールド型でかつ応答速度の遅いデバイスではフレームダブ
リングは有効である。しかし、自発光型の有機ＥＬディスプレイ等では、応答速度が非常
に速いため、フレームダブリングされた映像を表示すると映像が２重に見えてしまう弊害
がある。
【００３３】
　（２）画像表示装置の構成例
　本実施形態では、上記の観点から、ダブリングされた映像信号を通常のフレームレート
に戻して表示するための技術を提供する。まず、図１を参照して、本発明の第１の実施形
態に係る画像表示装置１０の概略構成について説明する。図１に示すように、画像表示装
置１０は、ハイフレームレート信号生成部２０、フレームレート調整部３０、表示パネル
４０を備える。
【００３４】
　また、図２は、縦軸を時間軸として、フレーム毎の映像を模式的に示している。図２で
は、左側から順に、ハイフレームレート信号生成部２０への入力信号（６０［Ｈｚ］）に
よる映像、ハイフレームレート信号生成部２０からの出力信号（１２０［Ｈｚ］）による
映像、及びフレームレート調整部３０からの出力信号（１２０［Ｈｚ］）による映像をフ
レーム毎に模式的に示している。
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【００３５】
　ハイフレームレート信号生成部２０には、テレビジョン信号など６０［Ｈｚ］の映像信
号が入力される。ハイフレームレート信号生成部２０は、６０［Ｈｚ］の映像信号をダブ
リングして、１２０［Ｈｚ］のハイフレームレート映像信号を生成する。図２に示すよう
に、ハイフレームレート信号生成部２０は、１の映像に対応する信号から２つの映像に対
応する信号を生成（ダブリング）する。これにより、単位時間当たりのフレーム数が２倍
のハイフレームレート映像信号が生成される。なお、ハイフレームレートの周波数は、こ
れに限定されるものではない。
【００３６】
　フレームレート調整部３０は、ハイフレームレートによる映像表示機能がオフにされた
場合に、ハイフレームレート信号生成部２０で生成された１２０［Ｈｚ］のハイフレーム
レート映像信号に対し、フレームレートを調整する処理を行う。図２に示すように、本実
施形態では、フレームレート調整部３０は、１２０［Ｈｚ］のハイフレームレート映像信
号に対し、１フレームおきに黒い映像を表示させるように信号を調整する。
【００３７】
　表示パネル４０は、例えば有機ＥＬ（ＯＬＥＤ）表示パネルなどの表示パネルから構成
され、発光表示を行う画素がマトリクス状に配置されている。表示パネル４０は、フレー
ムレート調整部３０から出力された信号の入力を受けて、入力信号に基づいて各画素を発
光させる。
【００３８】
　（３）フレームレート調整部の構成例
　図３は、フレームレート調整部３０の構成を示す模式図である。フレームレート調整部
３０は、同期信号解析ブロック３２、黒画像合成ブロック３４を備える。
【００３９】
　なお、図１及び図３に示す各構成要素は、ハイフレームレートＩＣなどのハードウェア
（回路）、またはＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）などの中
央処理装置とこれを機能させるためのプログラム（ソフトウェア）によって構成すること
ができる。図１に示す各構成要素を中央処理装置とこれを機能させるためのプログラムに
よって構成した場合、そのプログラムは画像表示装置が備えるメモリ等に格納されること
ができる。また、本実施形態に係る画像表示方法の処理は、図１及び図３に示す各構成要
素が順次に行う処理手順によって実現される。
【００４０】
　黒画像合成ブロック３４には、ハイフレームレート信号生成部２０からハイフレームレ
ートの映像信号が入力される。また、同期信号解析ブロック３２には、ハイフレームレー
ト信号生成部２０から映像同期信号（各フレームの同期を取るための信号）が入力される
。映像同期信号は、ハイフレームレート信号生成部２０から出力されたハイフレームレー
トの各フレームに対応する同期信号である。映像同期信号の１つのパルスは、所定の１つ
のフレームの開始を示すパルスとされている。ここでは、映像同期信号の周波数は、通常
（フレームレートである６０[Ｈｚ]）の２倍の周波数の１２０［Ｈｚ］となる。従って、
通常のフレームレートである６０［Ｈｚ］の間に、同一フレームの開始を示すパルスが連
続して２回出力される。
【００４１】
　同期信号解析ブロック３２は、ハイフレームレート信号生成部２０から入力された映像
同期信号に基づいて、黒画像を合成するタイミングを解析し、解析結果として黒映像生成
信号を黒画像合成ブロック３４へ入力する。例えば、同期信号解析ブロック３２は、映像
同期信号に基づいて、ハイフレームレートの映像信号のフレームのうち、偶数フレームの
タイミングで黒画像を合成するため、黒画像合成ブロック３４に対して偶数フレームに対
応するタイミング信号を黒映像生成信号として入力する。黒画像合成ブロック３４は、入
力された黒映像生成信号に基づいて、ハイフレームレートの映像信号に対し、偶数フレー
ムの映像に黒画像を合成する。これにより、黒画像合成ブロック３４から出力された映像
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信号は、図２及び図３に示すように、１フレームおきに黒画像を表示する信号となる。黒
画像合成ブロック３４から出力された信号は、表示パネル４０へ入力される。
【００４２】
　表示パネル４０では、黒画像合成ブロック３４から出力された映像信号に基づいて各画
素を発光させる。これにより、表示パネル４０には、１フレームおきに黒画像が表示され
ることとなる。従って、ハイフレームレート表示機能をオフにした場合に、フレームレー
ト自体は１２０［Ｈｚ］のままで変わらないが、黒画像の挿入により実質的に６０［Ｈｚ
］の映像を表示することができる。従って、フレームダブリングによりハイフレームレー
トの映像表示機能をオフにした場合と比較すると、黒画像の合成により、映像が２重に見
えてしまうことを確実に抑止することができる。
【００４３】
　このように、本実施形態では、フレームレート調整部３０の黒画像合成ブロック３４に
より、１フレームおきに黒画像を表示するための信号を生成する。従って、フレームダブ
リングによるハイフレームレート映像表示のオフ機能と比較すると、特に応答速度の速い
有機ＥＬディスプレイ等においても、映像が２重に見えてしまうことがない。これにより
、ハイフレームレート映像表示機能のオフ時において、良好な映像を表示することが可能
となる。
【００４４】
　以上説明したように第１の実施形態によれば、ハイフレームレートの映像表示機能をオ
フにした際に、フレーム間に黒映像を挿入するようにしたため、映像を劣化させることな
く、ハイフレームレートのオフ機能を実現することが可能となる。
【００４５】
＜２．第２の実施形態＞
　（１）立体画像表示観察システムの構成例
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。第２の実施形態は、上述した第１の
実施形態に係る画像表示装置１０の構成を、３Ｄ表示を行う立体画像表示観察システムに
適用したものである。先ず、図４に基づいて、第２の実施形態に係る立体画像表示観察シ
ステムの構成例について説明する。
【００４６】
　図４は、第２の実施形態に係る立体画像表示観察システムの構成を示す模式図である。
図３に示すように、本実施形態に係るシステムは画像表示装置１００と、表示画像鑑賞用
メガネ２００とを備える。
【００４７】
　画像表示装置１００は、例えば、フィールド毎に右目用画像Ｒと左目用画像Ｌを交互に
表示する。表示画像鑑賞用メガネ２００には、レンズに相当する部分に一対の液晶シャッ
ター２００ａ，２００ｂが設けられている。液晶シャッター２００ａ，２００ｂは、画像
表示装置１００のフィールド毎の画像切り換えに同期して交互に開閉動作を行う。すなわ
ち、画像表示装置１００に右目用画像Ｒが表示されるフィールドでは、左目用の液晶シャ
ッター２００ｂが閉鎖状態となり、右目用の液晶シャッターが開放状態２００ａとなる。
また、左目用画像Ｌが表示されるフィールドでは、これと逆の動作を行う。
【００４８】
　このような動作により、鑑賞用メガネ２００を掛けて画像表示装置１００を見るユーザ
の右目には右目用画像Ｒのみが、また、左目には左目用画像Ｌのみが入射される。このた
め、鑑賞者の目の内部で右目用と左目用の画像が合成され、画像表示装置１００に表示さ
れる画像が立体的に認識される。また、画像表示装置１００は通常の２次元画像を表示す
ることもでき、この場合、右目用画像Ｒと左目用画像Ｌの切り換えは行われない。
【００４９】
　（２）画像表示装置の構成例
　次に、画像表示装置１００の構成について説明する。図５は、画像表示装置１００の構
成を示すブロック図である。図５に示すように、画像表示装置１００は、左右映像制御部
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１２０、シャッター制御部１２２、エミッタ１２４、タイミング制御部１２６、ゲートド
ライバ１３０、データドライバ１３２、表示パネル１３４を備える。ここで、左右映像信
号制御部１２０は、第１の実施形態のハイフレームレート信号生成部２０及びフレームレ
ート調整部３０に対応する。また、表示パネル１３４は、第１の実施形態の表示パネル４
０に対応する。
【００５０】
　図６は、左右映像信号制御部１２０の構成を示す模式図である。左右映像信号制御部１
２０は、ハイフレームレート信号生成部２０及びフレームレート調整部３０を備えている
。ハイフレームレート信号生成部２０には、右目用画像Ｒ及び左目用画像Ｌを表示するた
めの左右映像信号が入力される。ハイフレームレート信号生成部２０は、入力された左右
映像信号に基づいて、右目用映像信号と左目用映像信号のそれぞれについて、同じ信号が
２つ連続するように変換を行う。
【００５１】
　なお、図４～図６に示す画像表示装置１００の各構成要素は、ハードウェア（回路）、
またはＣＰＵなどの中央処理装置とこれを機能させるためのプログラム（ソフトウェア）
によって構成することができる。図４～図６に示す各構成要素を中央処理装置とこれを機
能させるためのプログラムによって構成した場合、そのプログラムは画像表示装置が備え
るメモリ等に格納されることができる。また、本実施形態に係る画像表示方法の処理は、
図４～図６に示す各構成要素が順次に行う処理手順によって実現される。後述する第３の
実施形態についても同様である。
【００５２】
　また、図７は、縦軸を時間軸として、フレーム毎の映像を模式的に示している。図７で
は、左側から順に、ハイフレームレート信号生成部２０への入力信号（６０［Ｈｚ］）に
よる右目用画像Ｒ及び左目用画像Ｌ、ハイフレームレート信号生成部２０からの出力信号
（１２０［Ｈｚ］）による右目用画像Ｒ及び左目用画像Ｌ、及びフレームレート調整部３
０からの出力信号（１２０［Ｈｚ］）による右目用画像Ｒ及び左目用画像Ｌをフレーム毎
に模式的に示している。
【００５３】
　フレームレート調整部３０は、ハイフレームレート信号生成部２０から出力された右目
用映像信号または左目用映像信号のそれぞれについて、フレームレートを調整する処理を
行い、図７に示すように、２つ連続する映像の１つが黒映像となるように信号を調整する
。
【００５４】
　（３）フレームレート調整部の構成例
　図８は、フレームレート調整部（信号調整部）３０の構成を示す模式図である。第１の
実施形態と同様、フレームレート調整部３０は、同期信号解析ブロック３２、黒画像合成
ブロック３４を備える。黒画像合成ブロック３４には、ハイフレームレート信号生成部２
０から２つ連続する右目用映像信号と左目用映像信号が入力される。また、同期信号解析
ブロック３２には、ハイフレームレート信号生成部２０から映像同期信号が入力される。
映像同期信号は、ハイフレームレート信号生成部２０から出力された右目用映像信号、左
目用映像信号の各フレームに対応する同期信号である。
【００５５】
　同期信号解析ブロック３２は、ハイフレームレート信号生成部２０から入力された映像
同期信号に基づいて、黒画像を合成するタイミングを解析し、解析結果として黒映像生成
信号を黒画像合成ブロック３４へ入力する。例えば、同期信号解析ブロック３２は、映像
同期信号に基づいて、２つ連続する右目用映像信号、左目用信号のそれぞれにおいて、２
つ目のフレームのタイミングで黒画像を合成するため、黒画像合成ブロック３４に対して
２つ目のフレームに対応するタイミング信号を黒映像生成信号として入力する。黒画像合
成ブロック３４は、入力された黒映像生成信号に基づいて、右目用映像信号及び左目用映
像信号に対し、２つ目のフレームに黒画像を挿入する。これにより、黒画像合成ブロック
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３４から出力された映像信号は、図７に示すように、１フレームおきに黒画像を表示する
信号となる。黒画像合成ブロック３４から出力された信号は、タイミング制御部１２６へ
入力される。
【００５６】
　以上のようにして、タイミング制御部１２６には、左右映像信号制御部１２０で黒画像
が合成された右目用映像信号及び左目用映像信号が入力される。タイミング制御部１２６
は、入力された右目用映像信号及び左目用映像信号を表示パネル１３２へ入力するための
信号に変換し、ゲートドライバ１３０およびデータドライバ１３２の動作に用いられるパ
ルス信号を生成する。
【００５７】
　タイミング制御部１２６で変換された信号は、ゲートドライバ１３０とデータドライバ
１３２のそれぞれに入力される。ゲートドライバ１３０およびデータドライバ１３２は、
タイミング制御部１２６で生成されたパルス信号を受け、入力された信号に基づいて表示
パネル１３４の各画素を発光させる。これにより、表示パネル１３４に映像が表示される
。
【００５８】
　また、左右映像信号制御部１２０は、２つ連続するように変換された右目用映像信号及
び左目用映像信号の切り換わりのタイミングを示すタイミング信号をシャッター制御部１
２２へ送る。シャッター制御部１２２は、左右映像信号制御部１２０から送られたタイミ
ング信号に基づいて、エミッタ１２４を発光させる駆動信号をエミッタ１２４へ送る。エ
ミッタ１２４は、左右の映像信号の切り換わりのタイミングを示す光信号を鑑賞用メガネ
２００に対して送信する。
【００５９】
　表示画像鑑賞用メガネ２００は、詳細は省略するが、光信号を受信するセンサを備えて
いる。光信号を受信した鑑賞用メガネ２００は、画像表示装置１００の右目用映像信号と
左目用映像信号の切り換わりのタイミングに同期して、液晶シャッター２００ａ，２００
ｂの開閉動作を交互に行う。
【００６０】
　このように、本実施形態では、２つ連続する右目用画像Ｒのうち、２つ目の画像に黒画
像が合成される。また、２つ連続する左目用映像信号Ｌにおいても、２つ目の画像には黒
画像が合成される。これにより、右目用画像Ｒと左目用画像Ｌが切り換わる際に、黒画像
が必ず表示されることとなる。従って、右目用画像Ｒと左目用画像Ｌとの間に黒画像を表
示することにより、右目用画像Ｒと左目用画像Ｌが混ざってユーザに視認されるクロスト
ークの問題を確実に抑止することが可能となる。
【００６１】
＜３．第３の実施形態＞
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。第３の実施形態は、第２の実施形態
と同様に３Ｄ表示を行う立体画像表示観察システムに関するものであり、画像表示装置１
００の構成は、図５で説明した第２の実施形態と同様である。また、第２の実施形態に係
る画像表示装置１００において、左右映像信号制御部１２０の基本的な構成は図６と同様
であるが、以下に説明するように、第３の実施形態ではフレームレート調整部３０の構成
が第２の実施形態と相違している。
【００６２】
　（１）フレームレート調整部の構成例
　図９は、フレームレート調整部（信号調整部）３０の構成を示す模式図である。図９に
示すように、フレームレート調整部３０は、同期信号解析ブロック３２、パネル制御タイ
ミング生成ブロック３６、及びＯＬＥＤパネル発光制御ブロック３８を備える。
【００６３】
　図１０は、画像表示装置１００の動作に関係する各種信号、データを示すタイミングチ
ャートである。図１０に示す「映像同期信号（Ｖｓｙｎｃ）」は、ハイフレームレート信
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号生成部２０で２つ連続する右目用映像信号及び左目用映像信号が生成された際に、各フ
レームの表示タイミングに合わせて生成される。また、図１０に示す「映像データ」は、
ハイフレームレート信号生成部２０から出力された２つ連続する右目用映像信号及び左目
用映像信号に対応する映像のデータである。また、図１０に示す「パネル－映像同期信号
（Ｐ＿Ｖｓｙｎｃ）」は、後述するパネル制御タイミング生成ブロック３６で偶数フレー
ムの映像同期信号（Ｖｓｙｎｃ）が削除された後の映像同期信号である。また、図１０に
示す「表示される映像」は、表示パネル４０に実際に表示される映像を示している。また
、図１０に示す「パネル発光制御信号（Ｅｍｉｔ－Ｃｔｒｌ）」は、表示パネル４０に表
示されるフレームの発光時間を制御する信号を示している。
【００６４】
　図９において、ＯＬＥＤパネル発光制御ブロック３８には、ハイフレームレート信号生
成部２０から２つ連続する右目用映像信号及び左目用映像信号が入力される。また、同期
信号解析ブロック３２には、ハイフレームレート信号生成部２０から映像同期信号が入力
される。
【００６５】
　同期信号解析ブロック３２は、ハイフレームレート信号生成部２０から入力された映像
同期信号に基づいて、現フレームが非発光期間を設けるフレームであるか否かを解析する
。本実施形態では、図１０に示すように、偶数フレームに対して非発光時間が設けられる
。このため、同期信号解析ブロック３２は、映像同期信号に基づいて、現フレームが偶数
フレームであるか奇数フレームであるかを解析し、解析結果をパネル制御タイミング生成
ブロック３６へ出力する。
【００６６】
　パネル制御タイミング生成ブロック３６は、同期信号解析ブロック３２の解析結果に基
づいて、非発光期間を設けるフレームについて、映像同期信号（Ｖｓｙｎｃ）を削除する
処理を行う。ここでは、偶数フレームを非発光期間とするため、図１０に示すように、現
フレームが偶数フレームの場合、偶数フレームの映像同期信号（Ｖｓｙｎｃ）を抹消する
。これにより、図４に示すパネル－映像同期信号（Ｐ＿Ｖｓｙｎｃ）が得られる。パネル
－映像同期信号（Ｐ＿Ｖｓｙｎｃ）は、表示パネル４０に映像を表示するタイミングを示
す信号であるため、偶数フレームの同期信号を削除したことにより、偶数フレームの映像
は表示されない状態となる。従って、偶数フレームは非発光期間となる。
【００６７】
　ＯＬＥＤパネル発光制御ブロック３８は、奇数フレームにおける発光期間を決定する。
奇数フレームの発光期間は、図１０に示すパネル発光制御信号（Ｅｍｉｔ－Ｃｔｒｌ）が
ハイの区間であり、ＯＬＥＤパネル発光制御ブロック３８は、パネル発光制御信号（Ｅｍ
ｉｔ－Ｃｔｒｌ）のデューティ比を決定する。
【００６８】
　また、ＯＬＥＤパネル発光制御ブロック３８は、奇数フレームにおける発光期間が、元
の偶数フレームの発光期間のフィールドと重なるようにパネル発光制御信号（Ｅｍｉｔ－
Ｃｔｒｌ）のデューティ比を設定する。より詳細には、映像同期信号が削除されていない
状態では、映像同期信号がハイになるタイミング（図１０中に示すｔ２，ｔ５）で偶数フ
レームの発光が開始されるが、奇数フレームにおける発光期間の終期は、時刻ｔ２，ｔ５
を過ぎたタイミングに設定される。このように、奇数フレームの発光期間は、映像同期信
号が削除される前の偶数フレームの発光期間のフィールドまで延長される。
【００６９】
　これにより、ＯＬＥＤパネル発光制御ブロック３８からは、偶数フレームの映像同期信
号が削除された状態（図４に示すパネル－映像同期信号（Ｐ＿Ｖｓｙｎｃ））で映像信号
（２４０［Ｈｚ］）が出力されるとともに、パネル発光制御信号（Ｅｍｉｔ－Ｃｔｒｌ）
が出力される。上述したように、映像信号は２４０［Ｈｚ］であるが、偶数フレームの映
像同期信号（Ｖｓｙｎｃ）が削除されているため、偶数フレームの映像信号による映像は
表示パネル４０には表示されない。また、パネル発光制御信号（Ｅｍｉｔ－Ｃｔｒｌ）は
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０［Ｈｚ］である。
【００７０】
　このように、本実施形態では、偶数フレームの映像同期信号を削除したことにより、２
つ連続する右目用画像Ｒのうち、２つ目の画像が非発光とされる。また、２つ連続する左
目用画像Ｌにおいても、２つ目の画像は非発光とされる。これにより、右目用画像と左目
用画像が切り換わる際に、必ず非発光区間が設けられることになる。従って、右目用画像
Ｒと左目用画像Ｌとの間に非発光区間を設けることにより、右目用画像Ｒと左目用画像Ｌ
が混ざってユーザに視認されるクロストークの問題を確実に抑止することが可能となる。
【００７１】
　また、本実施形態では、図３に示すように、奇数フレームの発光時間が元の偶数フレー
ムのフィールドまで延長されている。これにより、偶数フレームを表示しない場合におい
ても、輝度の低下を確実に補償することができる。
【００７２】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００７３】
　１０，１００　　画像表示装置
　２０　　ハイフレームレート信号生成部
　３０　　フレームレート調整部
　３２　　同期信号解析ブロック
　３４　　黒画像合成ブロック
　３６　　パネル制御タイミング生成ブロック
　３８　　ＯＬＥＤパネル発光制御ブロック
　４０，１３４　　表示パネル
　２００　　表示画像鑑賞用メガネ
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