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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置の最表面であり、かつ、被検出物が接近する外面と、
　入力される映像信号から３次元の立体画像を発生する立体画像発生部と、
　前記外面の、前記被検出物が接近する側と反対の側に設けられ、前記映像信号に含まれ
る視差情報に基づいて設定された前記外面との距離である高さで前記被検出物が前記外面
に接触する前に該被検出物が前記外面に近接したことを検出し、さらに、前記視差情報に
基づいて前記立体画像が結像する前記高さと同じ位置、または当該高さより前記外面に近
い側の位置に検出限界の下限をもつ物体検出感度特性を有する近接（プロキシミティ）セ
ンサ部と、
　を有する立体画像表示装置。
【請求項２】
　前記立体画像が結像する前記高さを変更可能に、前記立体画像発生部を制御する表示制
御部と、
　前記近接センサ部から出力されるセンサ出力信号から前記被検出物の検出を判定し、前
記表示制御部の制御により変更される、前記立体画像発生部が前記立体画像を結像する前
記高さに追従して、前記判定に用いる、前記高さの方向の検出範囲を変更可能な検出判定
部と、
　を有する請求項１に記載の立体画像表示装置。
【請求項３】
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　前記検出判定部は、前記近接センサ部からのセンサ出力信号を閾値と比較することで前
記被検出物の存在を検知し、当該検知に用いる前記閾値を、所定の範囲内で最小値から前
記被検出物が検知されるまで漸増させることで前記検出範囲の変更を実行する、
　請求項２に記載の立体画像表示装置。
【請求項４】
　前記検出範囲は、前記閾値を上限とし、当該閾値から所定の値だけ小さい下限値をもつ
一定幅の検出範囲である、
　請求項３に記載の立体画像表示装置。
【請求項５】
　前記立体画像発生部は、
　２次元の表示画像を発生する画像発生部と、
　前記映像信号の視差情報に基づいて、前記画像発生部で発生した前記２次元の表示画像
を、前記外面から前記被検出物の側に離れた位置で３次元の立体画像表示画像として結像
させるために透過光を制御する光学部品と、を含み、
　前記表示制御部は、前記光学部品を制御して、前記立体画像を前記外面から出力させる
３次元画像の表示モードと、前記２次元の表示画像を前記外面から出力させる２次元画像
の表示モードとを全画面または画面の一部で切り替える機能をもつ、
　請求項２に記載の立体画像表示装置。
【請求項６】
　前記表示制御部は、前記被検出物の検出ありと前記検出判定部で判定されたときは、検
出ありと判定された画面の一部または全画面を、他の立体画像表示画面または２次元の表
示画面に切り替える機能をもつ、
　請求項２に記載の立体画像表示装置。
【請求項７】
　前記立体画像が結像する前記高さを変更可能に、前記立体画像発生部を制御する表示制
御部と、
　前記近接センサ部から出力されるセンサ出力信号から前記被検出物の検出を判定する検
出判定部と、を有し、
　前記表示制御部は、前記視差情報に基づいて、互いに異なる前記高さで結像する複数の
画像部分を前記立体画像の内に含むように前記立体画像発生部を制御し、
　前記検出判定部は、前記検出を判定する際に、前記高さの方向における検出範囲を、結
像位置の高さが異なる前記複数の画像部分の各高さに対応した異なる複数の高さ範囲に設
定する、
　請求項１に記載の立体画像表示装置。
【請求項８】
　前記検出判定部は、前記複数の画像部分の各高さが前記表示制御部の制御により変更さ
れたときは、当該高さの変更に追従して、前記判定に用いる、前記高さの方向の検出範囲
を変更する、
　請求項７に記載の立体画像表示装置。
【請求項９】
　前記立体画像発生部は、
　２次元の表示画像を発生する画像発生部と、
　前記映像信号の前記視差情報に基づいて、前記画像発生部で発生した前記２次元の表示
画像を、前記外面から前記被検出物の側に離れた位置で３次元の立体画像表示画像として
結像させるために透過光を制御する光学部品と、を含み、
　前記光学部品は、前記表示制御部の制御により、前記視差情報の大きさに対応するピッ
チで、光を遮光する視差バリアと、前記視差バリア間の光が透過する領域であるスリット
とを交互に平行ストライプ状に形成するパララックスバリアである、
　請求項１に記載の立体画像表示装置。
【請求項１０】
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　前記近接センサ部は、
　一方向に分離されて前記外面と対向する面状に配置されて交流駆動される複数の駆動電
極と、
　前記一方向と異なる方向に分離されて前記複数の駆動電極と対向する面状に配置され、
前記複数の駆動電極の各々と静電容量結合し、前記被検出物の近接に応答して電位が変化
する複数の検出電極と、
　を有する請求項１から請求項９のいずれか１項に記載の立体画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、立体画像表示が可能であり、さらに、立体画像上での操作等を検出するため
の近接センサ機能を有する立体画像表示装置と、当該立体画像表示の機能をもつ電子機器
とに関する。また、本発明は、物体の近接検出が可能な物体近接検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、モバイル用途の液晶表示装置において、入力機能として、タッチパネルを用いる
ものが多くなってきている。液晶表示装置の前面に静電容量式、抵抗膜式あるいは光学式
のタッチパネルを配置するものである。
【０００３】
　また、立体画像表示するものも、モバイル用途として、一部、製品化されている。視差
を使って表示を行う場合、遮光部を設ける方式や、レンチキュラーレンズを用いる方式等
がある。視差を使って立体画像を表示する技術については、例えば特許文献１に開示され
ている。
【０００４】
　立体画像表示を行って、その画像情報に従ってタッチパネルのように情報を入力する操
作機器についても、検討が行われている（例えば、特許文献２～４参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３１０１５２１号公報
【特許文献２】特開２００４－２７２３５４号公報
【特許文献３】特開平８－１６１９８７号公報
【特許文献４】国際公開第ＷＯ０６／０３５８１６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献２に記載の発明は、立体表示した画像に含まれるボタンの操作に反応する
ような構成を有し、ボタンの操作に反応して表示内容を切り替えるものである。立体表示
ボタンの操作の検出を行うセンサは静電容量式が開示され、「操作による横線と縦線の静
電容量変化を検出する」とだけ記載されている。
【０００７】
　このため、実際にボタンを含む立体画像が出力される外面（保護層の最表面）にユーザ
が指等で接触しないと反応しない構成も含まれ、その場合、操作に違和感がある。つまり
、立体画像は外面から離れた空間に結像されているため、ユーザが立体表示ボタンに触れ
たと感じてから、さらにボタンを押し込まないと実際に操作が認識されない。
【０００８】
　これに対し、上記特許文献２および特許文献３に記載の立体画像表示装置は、立体画像
の表示ボタン等を操作するときに、立体画像表示位置でボタン操作がセンシングできるた
め、上記特許文献１のような操作上の違和感がない。
【０００９】



(4) JP 5563250 B2 2014.7.30

10

20

30

40

50

　しかしながら、上記特許文献２および特許文献３に記載の立体画像表示装置では、セン
サは、立体画像の結像位置の周囲に配置された発光体と受光体等からなり、発光体と受光
体を保持する枠状の構成が必要である。このため、この立体画像表示装置は、装置自体が
立体的で大きく、特に薄型化が困難なため、小型の電子機器への搭載は不可能に近い。
【００１０】
　本発明は、立体画像の結像位置での操作検出が可能であり、かつ薄型化が容易な構造の
立体画像表示装置と、その立体画像表示装置を搭載することで小型化、薄型化にできる電
子機器とを提供するものである。
　また、本発明は、薄型化が容易な構造を有し、操作上の違和感がなく物体の近接検出を
可能とする物体近接検出装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に関わる立体画像表示装置は、表示装置の最表面であり、かつ、被検出物が接近
する外面と、立体画像発生部と、近接（プロキシミティ）センサ部と、を有する。
　前記立体画像発生部は、入力される映像信号から３次元の立体画像を発生する。
　前記近接センサ部は、前記外面の、前記被検出物が接近する側と反対の側に設けられ、
前記映像信号に含まれる視差情報に基づいて設定された前記外面との距離である高さで前
記被検出物が前記外面に接触する前に該被検出物が近接したことを検出し、さらに、前記
視差情報に基づいて前記立体画像が結像する前記高さと同じ位置、または当該高さより前
記外面に近い側の位置に検出限界の下限をもつ物体検出感度特性を有する。
【００１２】
　上記構成によれば、近接センサ部は、接触の検出も可能に構成できるが、物体（被検出
物）が外面に接触せずとも近接しただけで物体の検出を行う。このとき、近接センサ部は
、入力される映像信号に含まれる視差情報に基づいて設定される高さ（外面からの距離）
で、被検出物が外面に近接したことを検出する。この高さの位置は、視差情報に基づいて
立体画像が結像する高さ（外面からの距離）と同じ位置とすることができる。この場合、
好適には、近接センサ部は、視差情報に基づいて立体画像が結像する高さと同じ位置、ま
たは当該高さより外面に近い側の位置に検出限界の下限をもつ物体検出感度特性を有する
ことが望ましい。視差情報に基づいて立体画像が結像する高さと同じ位置に検出限界の下
限をもつ場合、その位置に指等の被検出物がきた時点で、その近接が検出される。また、
検出限界の下限が、さらに外面寄りの場合は検出範囲が広く、その分、検出の確度が高い
。
【００１３】
　本発明に関わる物体近接検出装置は、上記外面と上記近接センサ部とを有する。
　本発明に関わる電子機器は、上記外面、上記立体画像発生部および上記近接センサ部を
有し、さらに画像処理部を有する。
　前記画像処理部は、前記近接センサ部の検出結果に基づいて画像処理を実行し、前記画
像発生部に入力する前記映像信号、前記光学部品に入力する前記視差情報の少なくとも一
方を変更する。
【００１４】
　上記構成の電子機器では、近接センサ部の検出結果をアプリケーション等で規定される
表示変更等の契機とする。その際、上記立体画像表示装置と同様に、入力される映像信号
に含まれる視差情報に基づいて設定される高さ（外面からの距離）で、被検出物が外面に
近接したことを検出する。このため、当該電子機器では、操作上の違和感がなく、応答性
も高い（操作してから表示変更が行われるまでの時間が短い）。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、立体画像の結像位置での操作検出が可能であり、かつ薄型化が容易な
構造の立体画像表示装置と、その立体画像表示装置を搭載することで小型化、薄型化にで
きる電子機器とを提供することができる。
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　また、本発明によれば、薄型化が容易な構造を有し、操作上の違和感がなく物体の近接
検出を可能とする物体近接検出装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１の実施の形態に関わる立体画像表示パネルが有する表示パネルの構成例を示
すブロック図である。
【図２】表示部の断面構造図である。
【図３】近接センサパネルの概略的な平面図とパネル内部の断面構造図である。
【図４】パララックスバリアの概略的な断面構造図である。
【図５】表示パネル内の周辺回路と、それ以外の制御回路とを機能ブロックに分けて示す
図（機能ブロック図）である。
【図６】立体画像の結像および視認の条件を説明するための図である。
【図７】第１の実施の形態に関わる静電容量式の近接センサパネルの物体検出の感度特性
のグラフである。
【図８】立体画像表示用の画像の例を示す図である。
【図９】ボタン操作の例を示す模式図である。
【図１０】第２の実施の形態に関わる表示パネルの概略的な断面図である。
【図１１】図１０に示す光変調パネルの平面と断面をさらに詳細に示す図である。
【図１２】第３の実施の形態に関わる画素回路とセンサ回路の回路図である。
【図１３】第３の実施の形態に関わる光学式の近接センサパネルの物体検出の感度特性の
グラフである。
【図１４】光学式の場合の機能回路図である。
【図１５】第４の実施の形態に関わる、適応制御の基本的な流れを示すフローチャートで
ある。
【図１６】１つの３Ｄ表示ボタンで視差情報が変化する場合の模式図である。
【図１７】複数のボタンで異なる結像高さが設定されている場合の操作前後の模式図であ
る。
【図１８】ボタンごとの閾値の設定範囲の例と、感度曲線上の閾値の設定例とを示す図で
ある。
【図１９】同じ結像高さでも異なる画像への変更がされる場合の模式図である。
【図２０】同じ結像高さでも異なる画像への変更がされる場合の閾値設定を示す感度特性
のグラフである。
【図２１】変形例１を示す概略断面図である。
【図２２】変形例１の作用を説明するための断面図である。
【図２３】電子機器の構成を表すブロック図である。
【図２４】テレビの斜視図である。
【図２５】デジタルカメラの斜視図である。
【図２６】ノート型パーソナルコンピュータの斜視図である。
【図２７】ビデオカメラの斜視図である。
【図２８】携帯電話機の開閉図、平面図、側面図、上面図および下面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の実施の形態を、立体表示装置としては主に液晶表示装置を例として図面を参照
して、以下の順で説明する。
１．第１の実施の形態：静電容量式の外付け近接センサパネルを有する液晶表示方式の立
体画像表示装置。
２．第２の実施の形態：静電容量式の近接センサを内蔵する液晶表示方式の立体画像表示
装置。
３．第３の実施の形態：光学式の近接センサ（光センサアレイ）を内蔵する液晶表示方式
の立体画像表示装置。
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４．第４の実施の形態：検出範囲の閾値および表示画像の適応制御の例。この実施の形態
は、第１～第３の実施の形態と重複適用できるが、ここでは第３の実施の形態での例を開
示する。
５．変形例１：レンチキュラーレンズの光学部品への適用例。
６．変形例２：その他の変形例。
７．電子機器への本発明の適用例。
【００１８】
＜１．第１の実施の形態＞
［表示パネル全体構成］
　図１は、第１の実施の形態に関わる立体画像表示パネルが有する表示パネルの構成例を
示すブロック図である。なお、図１に関し、図示されない表示方式の違い、近接センサの
方式や内蔵形態の違いがあるが、図示されている構成自体が他の実施の形態に関わる立体
画像表示装置においても共通する。
【００１９】
　図１に図解する表示パネル１０Ｐは、静電容量式の近接センサ部を付加する外付け式の
近接センサパネルが表面に貼られた表示部１０ＤＰと、その周辺回路とを有する。表示パ
ネル１０Ｐの最表面が、本発明の「被検出物（指先やスタイラスペン等）が接近する外面
１０Ｓ」である。
　周辺回路は、表示Ｈドライバ（ＤＨ.ＤＲＶ）５Ｈと、表示Ｖドライバ（ＤＶ.ＤＲＶ）
５Ｖと、センサ読み出しＨドライバ（ＳＲＨ.ＤＲＶ）６Ｈと、センサ読み出しＶドライ
バ（ＳＲＨ.ＤＲＶ）６Ｖと、を有する。
【００２０】
　表示Ｈドライバ５Ｈおよび表示Ｖドライバ５Ｖは、入力される映像信号ＰＳおよび制御
クロック（ＣＬＫ）に基づいて、表示部１０ＤＰ内の各画素の液晶素子を線順次駆動する
回路である。
【００２１】
　センサ読み出しＶドライバ６Ｖおよびセンサ読み出しＨドライバ６Ｈは、表示部１０Ｄ
Ｐ内のセンサ領域に配置された近接センサ部を駆動し、センサ出力信号を取得する回路で
ある。
【００２２】
［表示部の断面構造］
　図２に、表示部の断面構造図を示す。
　図２に図解する表示部１０ＤＰは、外面１０Ｓ側から順に、近接センサパネル６０Ｐ、
画像発生部としての光変調パネル５１、光学部品としてのパララックスバリア(ＰＶ)４３
、および、バックライト２０が配設されている。
【００２３】
　バックライト２０は、詳細は図示しないが、導光板、ＬＥＤ等の光源、光源駆動部、反
射シート、プリズムシートなどを一体に組み立てた画像ディスプレイ専用の照明装置であ
る。
【００２４】
　光変調パネル５１は、バックライト２０側のＴＦＴ基板３０と、外面１０Ｓ側の対向基
板３１とを有する。ＴＦＴ基板３０と対向基板３１には不図示の様々な電極や素子および
光学機能層が適宜絶縁され、適宜平坦化されて形成される。
【００２５】
　より詳細には、ＴＦＴ基板３０の外面１０Ｓ側の主面には、画素電極や駆動素子である
ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）が画素ごとの繰り返しパターンにて形成されている。また、
インプレーンスイッチング（ＩＰＳ）の表示モードが採用される場合、画素電極の下層に
平坦化膜に埋め込まれて対向電極（共通電極ともいう）が形成される。画素電極やＴＦＴ
が配置される層の上層に、第１配向膜が形成されている。
【００２６】
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　一方、対向基板３１の一方の面（裏面側）に、カラーフィルタと、平坦化膜と、第２配
向膜とが形成されている。
【００２７】
　ＴＦＴ基板３０は、スペーサ（不図示）を介して内部空間を形成するように対向基板３
１と貼り合わされている。このとき、画素電極やＴＦＴおよび第１配向膜を形成したＴＦ
Ｔ基板３０の面と、カラーフィルタや第２配向膜を形成した対向基板３１の面とが、対向
するように両基板が貼り合わされる。
　スペーサが形成されていない箇所から、２枚の基板間の内部空間に液晶が注入されてい
る。その後、液晶の注入箇所が閉じられると、２枚の基板が貼り合わされたセル内に液晶
が封入され、これにより液晶層が形成されている。液晶層は、第１配向膜と第２配向膜に
接しているため、それら配向膜のラビングの向きで液晶分子の配向方向が決められる。
【００２８】
　このように形成された液晶層に対し、画素ごとの画素電極と、画素間で共通な対向電極
（共通電極）とが、層厚方向に隣接配置される。この２種類の電極は、液晶層に電圧を印
加するための電極である。液晶層を挟んで２つの電極が配置される場合（縦方向の駆動モ
ード）と、ＴＦＴ基板３０側に２つの電極が２層配置される場合（横方向の駆動モード、
例えばＩＰＳモード）とがある。
　ＩＰＳモードの場合、画素電極と対向電極（共通電極）は絶縁分離されているが、下層
側の対向電極は、上層側で液晶層に接する画素電極のパターンの間から液晶に電気的な作
用を与える。このため、横方向の駆動モードでは電界の向きが横方向となる。これに対し
、２つの電極が液晶層を、その厚さ方向から挟んで配置される場合は、電界の向きが縦方
向（厚さ方向）となる。
【００２９】
　いずれの駆動モード仕様で電極が配置されている場合でも、図１の表示Ｈドライバ５Ｈ
および表示Ｖドライバ５Ｖの駆動の制御時に、２つの電極によって液晶層に対し電圧をマ
トリクスに駆動可能である。このため、液晶層は、その透過を光学的に変調する機能層（
光変調層）として機能する。液晶層は、図１の表示Ｈドライバ５Ｈに与えられる映像信号
ＰＳに基づき、画素電極に印加される電圧の大きさに応じて階調表示を行う。
【００３０】
　図２に示すように、ＴＦＴ基板３０の他方の主面（裏面）には、第１偏光板４０が貼ら
れている。第１偏光板４０と対をなす第２偏光板５０が、対向基板３１の外面１０Ｓ側の
面に貼られている。
【００３１】
　第２偏光板５０と外面１０Ｓとの間に、近接センサパネル６０Ｐが配置されている。近
接センサパネル６０Ｐの光変調パネル５１と反対側の面が保護層に覆われ、その最表面が
、外部から画像を視認し、また被検出物が接近する外面１０Ｓとなっている。
【００３２】
　なお、図２においてパララックスバリア４３の構造の詳細は、更に詳細な図を参照して
後述する。
【００３３】
［近接センサパネルの構成］
　図３（Ａ）に、近接センサパネルの概略的な平面図を示す。図３（Ａ）は、図２の外面
１０Ｓ側からパネル内部を透視した図である。また、図３（Ｂ）に、図３（Ａ）のＡ－Ａ
線に沿った概略断面図を示す。
　図３（Ｂ）に図解するように、近接センサパネル６０Ｐは、第１センサ基板６１と、第
２センサ基板６２との間に駆動電極ＤＥｍが配置されている。第２センサ基板６２の駆動
電極ＤＥｍ側と反対の面、すなわち外面側の面に、ｎ本のセンサ線ＳＬ１～ＳＬｎが配置
されている。ｎ本のセンサ線ＳＬ１～ＳＬｎは、被検出物の近接に応答して電位が変化す
る検出電極として機能する。
【００３４】
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　ｎ本のセンサ線ＳＬ１～ＳＬｎは、図３（Ａ）に示すようにｙ方向に細長い複数の配線
から形成されている。以下、センサ線ＳＬ１～ＳＬｎの任意の１本を、センサ線ＳＬｉ（
ｉ＝１,２,３,…,ｎ）と表記する。
【００３５】
　駆動電極は、図３（Ａ）に示すように、ｘ方向に長い帯状に形成され、ｙ方向に同一ピ
ッチでｍ個配置されている。ｍ個の駆動電極ＤＥｊ（ｊ＝１,２,３,…,ｍ）は、ｎ本のセ
ンサ線ＳＬ１～ＳＬｎと異なる方向に配置されている。本例では、駆動電極ＤＥｊとセン
サ線ＳＬｉが直交して配置されている。
【００３６】
　図３（Ｂ）に示す第１センサ基板６１と第２センサ基板６２の材質を限定しない。ただ
し、光透過性の材質から２つのセンサ基板を形成する必要がある。また、ｎ本のセンサ線
ＳＬ１～ＳＬｎの各々（ＳＬｉ）がｍ個の駆動電極ＤＥ１～ＤＥｍの各々（ＤＥｊ）と容
量結合している必要がある。そのため当該容量結合を所定の強さとするという観点から、
第２センサ基板６２の厚さや材質が規定されている。その観点では第２センサ基板６２を
省略し、絶縁物をｎ本のセンサ線ＳＬ１～ＳＬｎとｍ個の駆動電極ＤＥ１～ＤＥｍとの間
に介在させてもよい。
【００３７】
　図３（Ａ）に示すように、ｍ個の駆動電極ＤＥ１～ＤＥｍの一方端に接続されてセンサ
読み出しＶドライバ６Ｖが配置されている。また、ｎ本のセンサ線ＳＬ１～ＳＬｎの一方
端に接続されて検出判定部６が配置されている。
　センサ読み出しＶドライバ６Ｖは近接センサパネル６０Ｐ内に形成されるが、検出判定
部６の一部の機能、特に読み出されたセンサ出力信号から被検出物の有無や位置を判定す
る機能は、近接センサパネル６０Ｐの外部にもたせてもよい。
【００３８】
　センサ読み出しＶドライバ６Ｖは、駆動電極ごとに交流信号源ＡＳを有する。センサ読
み出しＶドライバ６Ｖは、活性化する交流信号源ＡＳを、図３（Ａ）のセンサ読み出しＶ
ドライバ６Ｖのブロック内で矢印により示す方向（走査方向）内で切り替える回路である
。あるいは、センサ読み出しＶドライバ６Ｖは、１つの交流信号源ＡＳを有し、この１つ
の交流信号源ＡＳと、ｍ個の駆動電極内の１つの駆動電極ＤＥｊとの接続を上記走査方向
内で切り替える回路である。
　センサ読み出しＶドライバ６Ｖは、その外部（例えば不図示のＣＰＵやパルス発生回路
等）から与えられる制御信号に基づいて、走査のアルゴリズムにしたがって制御されると
してもよい。
【００３９】
　なお、本実施の形態では、駆動電極とセンサ線との直交配置は必須ではなく、各センサ
線と各駆動電極との容量結合が、検出面内で均一またはほぼ均一となれば、両者の形状や
配置を特に限定する必要がない。
　図３（Ａ）のように検出面の直交する２つの辺の一方の側からセンサ線を引き出して検
出判定部６に接続し、上記２つの辺のもう片方の側から駆動電極を引き出してセンサ読み
出しＶドライバ６Ｖに接続する。すると、検出判定部６とセンサ読み出しＶドライバ６Ｖ
の配置が行いやすい。そのため駆動電極とセンサ線との直交配置は望ましいが、これに限
定することが必須というわけではない。
【００４０】
［パララックスバリアの断面構造および動作］
　図４に、パララックスバリアの概略的な断面構造を示す。
　図解するパララックスバリア４３は、図２にも示すように、光変調パネル５１（図２）
の偏光板と兼用する第１偏光板４０と、第３偏光板４１と、第１偏光板４０と第３偏光板
４１の間に配設された光制御層４２と、を有する。
【００４１】
　光制御層４２は、例えばスイッチ液晶として機能し、第１ＰＶ基板４４と、第２ＰＶ基
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板４５との間にスイッチ液晶層４６が封入された構造を有する。
　スイッチ液晶層４６には、図２のバックライト２０からの平面状の光が第３偏光板４１
で直線偏光となった後に入射される。スイッチ液晶層４６からの光は、第１偏光板４０で
、スイッチ液晶の状態に応じて吸収または透過される。スイッチ液晶層４６は、入射光を
、第３偏光板４１および第１偏光板４０との相互作用で部分的に遮光する機能を持つ。そ
のためには、スイッチ液晶層４６に印加する電圧を部分的にオンまたはオフする必要があ
る。
　この電圧のスイッチングは、第１ＰＶ基板４４と第２ＰＶ基板４５の対向面の一方と他
方に形成されたＰＶ駆動電極（不図示）と、ＰＶ共通電極（不図示）とに、電位差の有無
（または大小）を発生させることにより制御される。例えば、ＰＶ駆動電極が画素の列（
画素カラム）ごとに形成され、これが行方向に画素の配列に対応したピッチで配置される
。ＰＶ共通電極は、例えば１枚の平板状に形成される。ＰＶ駆動電極とＰＶ共通電極はい
ずれも、光透過性が高い透明電極材料から形成される。
　また、ＰＶ駆動電極とＰＶ共通電極はいずれもライン状に形成されており、縦横（ラン
ドスケープ、ポートレート）どちらでもストライプを形成することができる。このため、
後述するように表示画像を９０度回転する前後のどちらでも３Ｄ表示が可能になる。
【００４２】
　上記構成と、液晶印加電圧の画素ピッチを最小単位としたスイッチングにより、図４（
Ａ）に示す視差なしに対応した面状光の出力状態と、図４（Ｂ）に示す視差ありに対応し
た離散的な平行ストライプ光の出力状態とが切り替えられる。平行ストライプ光の出力状
態において、光を遮光する部分を「視差バリア」と呼び、光を透過する部分を「スリット
」と呼ぶ。
　２次元画像を表示する図４（Ａ）の場合は、パネル全面が白状態となるため、透過率の
大きな低下はない。一方、３次元画像を表示する図４（Ｂ）の場合は、液晶がライン状に
スイッチングし、スリットで分離されたストライプ状の視差バリアが形成される。
【００４３】
　液晶印加電圧のスイッチングは、「表示制御部」により制御される。表示制御部が行う
制御には、スイッチングを行う場合（図４（Ｂ））と行わない場合（図４（Ａ））の制御
を含む。スイッチングを行わない図４（Ａ）の場合、図２の光変調パネル５１には、視差
情報を含まない映像信号ＰＳの供給により２次元画像が表示される２次元画像表示モード
となる。一方、スイッチングを行う図４（Ｂ）の場合、視差情報を含む映像信号ＰＳの供
給と、この光の液晶スイッチングとの相互作用により、視差をもつ３次元画像が発生する
３次元画像の表示モードとなる。
　表示制御部は、２次元画像と３次元画像の切り替えは全画面で双方向に行うことができ
、また、画面の一部で行うこともできる。つまり、２次元表示画像の一部を３次元画像に
切り替え、逆に、３次元表示画像の一部を２次元画像に切り替えることができる。
【００４４】
　更に、表示制御部は、３次元画像の表示モードにおいて、視差が発生する方向を９０度
回転することができる。具体的に、表示制御部は、列方向に長い平行ストライプ光から、
行方向に長い平行ストライプ光へ変更することにより、視差発生の方向を９０度回転する
。これは、立体表示装置を視認する向きをユーザが９０度回転させることに対応して、両
目の離間方向に視差発生の方向を合わせるためである。
【００４５】
　なお、スイッチ液晶層４６の表示モードとしては、透過率の高いツイストネマチックモ
ードが望ましいが、垂直配向モードやインプレーンスイッチングモード等、白黒が切り替
えできれば、他のどの表示モードでも構わない。
　また、電極構造としては、単純マトリクスで問題ないが、一部のみ３Ｄ表示にしてその
位置も変えるといった場合は、アクティブマトリクスの白黒パネルを使うことも可能であ
る。
【００４６】
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［立体画像表示と近接検出のための回路］
　上記構成を前提とした立体画像表示と近接検出の動作を説明するが、その制御を行う回
路を、最初に説明する。
【００４７】
　図５は、本実施の形態に関わる立体画像表示装置内に設けられ、図１に示す表示パネル
１０Ｐ内の周辺回路と、それ以外の制御回路とを機能ブロックに分けて示す図である。
　図５においては平面図を３つ並べているが、これは１つの表示パネル１０Ｐ内で、バッ
クライト２０以外の３つの機能階層を示すものである。
　センサ領域ＳＲと表記された機能層は、図２の近接センサパネル６０Ｐに対応する。ま
た、ディスプレイ領域ＤＲが光変調パネル５１に対応し、パララックスバリア領域ＰＶＲ
がパララックスバリア４３に対応する。
【００４８】
　この３つの領域（機能階層）を駆動・制御する回路としては、表示Ｈドライバ５Ｈと表
示Ｖドライバ５Ｖからなる表示駆動回路５Ａと、センサ駆動検出部６Ｂと、ＣＰＵ等の制
御回路７と、パララックスバリア駆動回路（ＰＶ.ＤＲＶ）８Ａとが存在する。
【００４９】
　センサ駆動検出部６Ｂは、図１のセンサ読み出しＨドライバ６Ｈとセンサ読み出しＶド
ライバ６Ｖからなるセンサ駆動回路６Ａの機能を含む。本例では、センサ駆動回路６Ａと
制御回路７により、図３（Ａ）にも示す検出判定部６が構成されている。
【００５０】
　例えば、パララックスバリア駆動回路８Ａと制御回路７によりＰＶ制御部８が構成され
、さらに、ＰＶ制御部８と表示駆動回路５Ａにより、本発明の「表示制御部」の一例が構
成される。
　表示制御部は、パララックスバリアの動作で既に説明した各種制御をＰＶ制御部８で行
い、光変調パネル５１の駆動を表示駆動回路５Ａで行う。
【００５１】
［立体画像表示動作］
　図６は、立体画像の結像および視認の条件を説明するための図である。
　入力された映像信号ＰＳに基づく表示制御部の制御を受けて、右目のための画像が離散
的な画素（以下、Ｒ画素ＰＩＸ(Ｒ)）に表示され、左目のための画像が他の離散的な画素
（以下、Ｌ画素ＰＩＸ(Ｌ)）に表示される。同一の絵素に対応するＲ画素ＰＩＸ(Ｒ)とＬ
画素ＰＩＸ(Ｌ)との視差発生方向の画素単位のピッチを、図６では“視差画素ピッチＰ”
で表している。図６の例では視差画素ピッチＰが光変調パネル５１の画素のピッチと対応
しており、１画素ごとに、Ｒ,Ｌ,Ｒ,Ｌ,…と左右の画像が繰り返される。そのため、もと
の画像について、解像度は、半分になる。同一の絵素に対応するＲ画素ＰＩＸ(Ｒ)を通る
光とＬ画素ＰＩＸ(Ｌ)を通る光は、それぞれ観察者の右目と左目に入る。このとき観察者
は、外面１０Ｓから所定の距離で画像があたかも結像して見える。以下、この３Ｄ表示画
像の仮想的な像位置（外面１０Ｓから距離）を“３Ｄ表示高さＨｆ”と呼ぶ。
　視差画像ピッチが、いわゆる画像のずれ量に相当し、３Ｄ表示高さは、いわゆる３Ｄ画
像の飛び出し量に相当する。
【００５２】
　光変調パネル５１の画素ピッチと、パララックスバリアが形成するバリアのラインのピ
ッチは完全に一致させると正面中央しか視差が合わない。そのため、パララックスバリア
のピッチは、視差を合わせるために、光変調パネルの画素ピッチに比べて若干大きくなっ
ている。
【００５３】
　図６中、光変調パネル５１の液晶層からパララックスバリア４３の液晶層（スイッチ液
晶層４６）までの距離を“ｔ”で表し、一般的な人の両目の離間距離を“ｅ”で表す。こ
の場合に、ｐ：ｔ＝ｅ：（ｔ＋ｄ’）で規定される“ｄ’”が表示パネル１０Ｐの画像光
経路の平均屈折率（ガラスの屈折率が支配的）と空気の屈折率とに差がない場合の眼の位



(11) JP 5563250 B2 2014.7.30

10

20

30

40

50

置を表している。
　主にガラスと空気の屈折率差を用いて実際の視認で最適な位置を概算すると、立体画像
の視認位置ｄは、おおよそ、ｄ≒ｄ’／１.５で求めることができる。
　なお、液晶表示パネルの前方側、後方側で交互に結合するが、本方式では正面から見た
場合、前方で結合するようにパララックスバリアを配置する。
　また、パララックスバリアパネルの位置は光変調パネルとバックライトの間としたが、
これは、順番が逆でもよく、バックライト→光変調パネル→パララックスバリアパネルの
順番でもよい。
【００５４】
　３Ｄ表示高さＨｆは、光の拡散度等、他のパラメータにも依存するが、これらのパラメ
ータを一定とした場合、主に視差画素ピッチＰで制御できる。つまり、視差画素ピッチＰ
が大きければそれだけ３Ｄ表示高さＨｆも大きくなる。
　画素が細かいパネルを使う場合は、外面１０Ｓからの距離が数[ｍｍ]～数十[ｍｍ]の実
用的な範囲に３Ｄ表示高さＨｆを収めるには、ガラス厚を薄くする必要がある。本実施の
形態では、パララックスバリア４３、光変調パネル５１の両方のガラスをエッチングして
薄くすることにより、この仕様を満たしている。
【００５５】
［物体検出動作］
　物体検出動作は、図３の近接センサパネル６０Ｐを、図５の検出判定部６が制御するこ
とで行われる。
【００５６】
　図３において、ｍ本の駆動電極ＤＥ１～ＤＥｍと、ｎ本のセンサ線ＳＬ１～ＳＬｎの各
々が所定の強さで静電容量結合しており、その状態で、センサ読み出しＶドライバ６Ｖの
走査によってｍ本の駆動電極ＤＥ１～ＤＥｍが順次交流駆動される。指先が外面１０Ｓか
ら十分遠い場合は、ｎ本のセンサ線ＳＬ１～ＳＬｎの電位変化（交流電圧変化）が均一で
ある。指先が外面１０Ｓにある程度近づくと、その付近の幾つかの電極交差部分で既存の
静電容量に人体の外部容量が実効的に外付けされる状態となる。そのため、交流電圧変化
の波高値が、その外部容量の大きさに依存して低下する。
【００５７】
　この交流電圧変化の波高値の低下は、例えば、以下のようにして検出判定される。
　図３（Ａ）の検出判定部６、特に図５に示すセンサ駆動検出部６Ｂには、例えばセンサ
線ごとに検出回路が設けられている。検出回路の出力は、制御回路７との協働により定期
的にサンプリングされて、サンプリング結果がある閾値Ｖｔで判定され、物体の有無が監
視される。ここで、センサ線ごとの検出回路は、望ましくは、センサ駆動回路６Ａととも
に表示パネル１０Ｐ内に配置される。例えば、センサ線ごとの検出回路をセンサ読み出し
Ｈドライバ６Ｈとして設けることができる。
【００５８】
　センサ読み出しＶドライバ６Ｖが画面内の順次走査を繰り返している最中に、あるセン
サ線（通常、連続した複数のセンサ線）で、サンプリング結果のレベルが低下し、閾値Ｖ
ｔを下回ることが観測される。すると、検出判定部６は指先等の物体が、外面１０Ｓに近
接（または接触）したと判定する。
　この近接判定がされる単数または複数のセンサ線アドレスがｘ方向の物体位置に対応し
、近接判定がされる時間（クロックの同期情報から得る１画面走査時間内の時間）がｙ方
向の物体位置情報に相当する。
　したがって、検出判定部６は、物体近接検出だけでなく、その位置を検出することがで
きる。
【００５９】
　本実施の形態では、映像信号ＰＳに含まれる視差情報（例えば視差画素ピッチＰに対応
）に基づいて設定された外面との距離（高さ）で被検出物が外面１０Ｓに近接したことを
検出する。より望ましい要件は、近接センサパネル６０Ｐは、視差情報に基づいて立体画



(12) JP 5563250 B2 2014.7.30

10

20

30

40

50

像が結像する３Ｄ表示高さＨｆ（図６）と同じ位置、または当該３Ｄ表示高さＨｆより外
面１０Ｓに近い側の位置に検出限界の下限をもつ物体検出感度特性を有する。
【００６０】
　図７に、近接センサパネル６０Ｐの物体検出感度特性の例を示す。図７の横軸は図６の
外面１０Ｓの位置を原点とした高さ方向（ｚ方向）の距離を現し、縦軸は任意単位(ａ.u.
)の感度Ｉを表す。
　例えば、検出限界の下限感度が図７の縦スケール換算で１(ａ.ｕ.)とすると、外面１０
Ｓの接触状態から高さが約１０[ｍｍ]付近までは物体検出が可能である。通常の視差画素
ピッチＰが、数[ｍｍ]～１０[ｍｍ]までの３Ｄ表示高さＨｆで立体画像を発生させるよう
に規定されていると、図７の感度特性で上記望ましい要件が満たされる。
【００６１】
　一方、図７の感度特性では上記望ましい要件が満たされないときは、満たされるように
表示パネル１０Ｐの構造パラメータが設定されていることが、本実施の形態における立体
画像表示装置の特徴である。
　このような構造パラメータとして最も有効なのが、近接センサの配線、ガラス厚といっ
たパラメータである。センサについては、配線幅（駆動電極ＤＥやソース線ＳＬ）を大き
くし、場合によっては配線を間引いて所望の配線幅を確保することによって感度を向上さ
せるという方法が可能であり、３Ｄ表示モードでは配線を束ねて荒めに検出し、２Ｄ表示
モードでは元に戻して細かく検出するということも可能である。
【００６２】
　なお、構造パラメータは光学部品がパララックスバリア(ＰＶ)以外の場合もあり、光変
調パネル５１も液晶パネル以外の場合もある。ただし、いずれにしても、通常、ガラス等
の光透過材料の支持体が存在し、その支持体の厚さ削減が全体の厚み削減への寄与が大き
い。よって、画像発生部（本例では光変調パネル５１）と光学部品（本例ではＰＶ）の少
なくとも一方の支持体の厚さを、感度向上のために削減する構造パラメータとする。この
場合も、上記他の構造パラメータ（例えば、センサ配線幅）を支持体の厚さと組み合わせ
て厚さ削減対象としてもよい。
【００６３】
　図８に、立体画像表示用の画像の例を示す。
　図８（Ａ）および図８（Ｂ）に示すように、２次元画像を左、右の用途に分けて作り、
１ラインおきに左、右の２次元画像が交互に重なった空間分割の映像信号ＰＳが光変調パ
ネル５１に与えられる。映像信号ＰＳには重畳時の画像の空間的なずれを表す視差情報が
含まれる。光変調パネル５１および表示制御部は、光変調パネル５１から視差情報を検出
し、視差情報に適した制御をパララックスバリア４３で行うことによって、２つの２次元
画像が合成された立体画像（図８（Ｃ））を発生させる。
　なお、図５の構成例では、制御回路７が視差情報の抽出を行うが、視差情報の抽出を制
御回路７以外の専用回路で行っても構わない。
【００６４】
　立体画像は任意であるが、一例として操作ボタンを立体表示する場合がある。
　図９に、ボタン操作の例を示す。図示例では、４つのスタートボタンが同一の３Ｄ表示
高さＨｆで立体表示されている。このうち“ＳＴＡＲＴ Ｃ”の立体表示ボタンが操作さ
れると（図９（Ａ））、その時点ですぐにセンサ反応（物体判定）が発生し、直ぐに、図
９（Ｂ）のように、その操作された立体表示ボタンのみ３Ｄ表示高さＨｆ＝０の２次元表
示ボタンに変更される。そのため、操作者は立体画像でも通常の２次元画像と同様な、操
作時点で瞬時に操作の結果がわかるため、操作上の違和感が解消される。
【００６５】
　このような反応性のよさは、センサの反応位置を、外面１０Ｓから離れたところの立体
画像の結像位置（３Ｄ表示高さＨｆ）に合わせておくことにより、達成される。そのため
には、前述した感度特性に関する望ましい要件が満たされるように当該立体画像表示装置
が構成されている。画像の切り替えは、この場合、他の３つのスイッチは３Ｄのままであ
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るため、パララックスバリアはそのまま維持され、その一つのスイッチについて画像のみ
、２Ｄに切り替わる。
【００６６】
　本方式では、通常の２次元を表示することも、パララックスバリアパネルを通常の白表
示にすることにより可能となる。この場合、タッチパネルは、駆動設定により、通常の接
触式タッチパネルとして使うことも可能である。
【００６７】
　なお、以上の画像切り替えはアプリケーションプログラムに応じて適宜変更されるもの
であり、ボタン操作の場合に限定されない。操作位置の情報が重要な、例えばお絵かきソ
フトのような用途でも反応性がよい画像切り替えが可能である。
　また、パララックスバリアをそのまま駆動させておいて、入力される映像信号が２Ｄ表
示のものであれば、２Ｄを表示することも可能である。この場合の２Ｄ表示は解像度が低
いが、３Ｄの画像情報が入力された場合、スムーズに３Ｄを表示することができるという
利益が得られる。
【００６８】
　ただし、当該立体画像表示装置が特定用途の機器、たとえば銀行その他の手続きを行う
もの等である場合には、アプリケーションプログラムとその実行処理手段（画像処理回路
）そのものを立体画像表示装置内部にもたせてもよい。このような画像処理回路は大規模
なため、一般には表示パネル１０Ｐ外の基板にＩＣとして実装されるが、その実装基板を
含めて立体画像表示装置を構成してもよい。
【００６９】
　そのような実行処理手段は、本実施の形態では図示しないが、後述の電子機器への適用
例で詳示するものと同様に、表示映像へのフィードバックを行うことで画像の切り替えを
実行する。なお、電子機器の場合、内部記憶したアプリケーションプログラムが複数存在
し、それらが切り替えられること、また外部から新たにプログラムが移植される場合があ
る点で、特定用途の専用機器とは異なる。
【００７０】
＜２．第２の実施の形態＞
　第２の実施の形態は、表示パネルに静電容量式センサを内蔵した例として、表示パネル
の駆動電極がセンサ駆動電極と共用される一部内蔵型の構成に関する。第１の実施の形態
とは構造上の違いがあるのみで、その他の動作や検出手法等は、第１の実施の形態と共通
するため、以下、その違いのみ説明する。
【００７１】
　図１０に、本実施の形態に関わる表示パネルの概略的な断面図を示す。
　図１０の構成では、近接センサパネル６０Ｐ（図２）が省略され、符号５２により示す
光変調パネルが、そのセンサの機能をもつ。以下、この光変調パネルを、センサ内蔵パネ
ル５２と呼ぶ。
【００７２】
　図１１（Ａ）～図１１（Ｃ）に、さらに詳細な断面図と平面図を示す。
　図１１（Ａ）に示す断面構成は、ＩＰＳモード等の縦方向の駆動モードで動作する表示
パネル構成である。
【００７３】
　図１１（Ａ）の表示パネル１０Ｐは、後述する第３の実施の形態の図１２と同様な画素
がマトリクス配置されている（図解では６画素分のみ示す）。各画素は、液晶層２５に電
圧駆動する電極は、画素ごとに分離されてマトリクス配置された画素電極２２であり、他
方側の電極は複数の画素で共通な駆動電極２３である。
【００７４】
　画素電極２２は、不図示のＴＦＴを介してｙ方向に長い画素列ごとに配線された信号線
に接続され、この信号線に映像信号ＰＳが与えられる。映像信号ＰＳの供給制御は、図１
の表示Ｈドライバ５Ｈにより行われる。
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　ＴＦＴのゲートはｘ方向に長い画素行ごとに配線された走査線で駆動され、複数の走査
線は表示Ｖドライバ５Ｖによって線順次走査が行われる。
【００７５】
　駆動電極２３には、コモン駆動信号Ｖｃｏｍが与えられる。コモン駆動信号Ｖｃｏｍは
、中心電位を基準として正と負の電位を、１水平期間（１Ｈ）ごとに反転した信号である
。
　駆動電極２３は、例えば、ＴＦＴ基板３０に形成された平坦化内に埋め込まれて形成さ
れ、その平坦化膜上に画素電極２２が形成されている。なお、不図示のＴＦＴを形成する
半導体薄膜、信号線や走査線などの画素制御配線等も、この平坦化膜内に階層化されて形
成されている。さらに、
ＴＦＴ基板２１に、図１１に示す検出判定部６の検出回路ＤＥＴが形成されていてもよい
。
【００７６】
　駆動電極２３は、近接検出動作を行う近接センサの一部を構成するタッチ検出センサの
駆動電極ＤＥ（第１の実施の形態参照）としても兼用されるものである。
【００７７】
　より詳細に望ましい駆動では、図１１（Ｃ）に示すように、ｋ本の駆動電極２３を１つ
の駆動電極ＤＥとしてセンサ読み出しＶドライバ６Ｖによる駆動が行われる。このとき、
最初の駆動電極ＤＥ１は駆動電極２３＿１～２３＿ｋを選択するように決められる。つぎ
の駆動電極２３の選択駆動（駆動電極ＤＥ２の駆動）では、駆動電極ＤＥ１選択時の駆動
電極配列から、ｋ本より少ない１以上の任意本数の駆動電極２３だけシフトして次のｋ本
の駆動電極２３が決められる。この動作が繰り返されてセンサ駆動が行われる。
【００７８】
　このような駆動では、駆動電極ＤＥはその幅が大きくないと感度（センサ線ＳＬの交流
電圧変化の低下量）が大きくできない。その一方で、これを単一の導電層から形成すると
、駆動時に切り替わりが視認されてしまう。このトレードオフを解消または緩和するため
に、このような駆動が望ましい。
　第１の実施の形態で図７の感度特性を向上させたい場合があるが、センサ内蔵型ではこ
のトレードオフが感度特性向上の制限要因となる場合がある。そのような場合、図１１（
Ｃ）に示す複数電極の選択とシフトの手法を採用すると、その制限要因が撤廃または緩和
され、より感度向上がしやすい利益を享受できる。
【００７９】
　対向基板３１は、その液晶層側にカラーフィルタ２４が形成されている。カラーフィル
タ２４は、例えば赤(Ｒ)、緑(Ｇ)、青(Ｂ)の３色のカラーフィルタ層を周期的に配列して
構成したもので、画素ＰＩＸ（画素電極２２）ごとにＲ,Ｇ,Ｂの３色の１色が対応付けら
れている。なお、１色が対応付けられている画素をサブ画素といい、Ｒ,Ｇ,Ｂの３色のサ
ブ画素を画素という場合があるが、ここではサブ画素も画素ＰＩＸと呼称する。
【００８０】
　対向基板３１の他方の面（外面１０Ｓ側）には、センサ線ＳＬが形成され、さらに、セ
ンサ線ＳＬの上には、第２偏光板５０が形成されている。センサ線ＳＬの配列自体は図３
に示すものと同様である。一方、第１偏光板４０は、第１の実施の形態と同様、ＴＦＴ基
板３０の裏面に貼られている。
　なお、第２偏光板５０とセンサ線ＳＬの形成層とは図示例と逆であってもよい。また、
対向基板３１に、近接検出動作を行う検出判定部６の検出回路ＤＥＴが形成されていても
よい。
【００８１】
　第１の実施の形態の近接センサパネル６０Ｐを示す図３（Ｂ）の断面では、センサ線Ｓ
Ｌが外面１０Ｓ側に配置され、駆動電極ＤＥｍが第１センサ基板１１と第２センサ基板１
２との間に配置されている。
　この基本配置は、図１１（Ａ）でも踏襲されている。つまり、基板の位置関係で言えば
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、第１センサ基板１１にＴＦＴ基板３０が対応し、第２センサ基板１２に対向基板３１が
対応するため、その両基板間に駆動電極２３（駆動電極ＤＥｍの構成要素）が配置されて
いる。また、第２センサ基板１２の外面１０Ｓ側にセンサ線ＳＬが配置されている。
　図３ではセンサ線ＳＬと駆動電極ＤＥｍの配置位置を反対とすることもできるが、図１
１では、センサ線ＳＬは周囲に電位変動する電極や配線がないことが必要なため、センサ
線ＳＬを外面１０Ｓ側とする必要がある。
【００８２】
　なお、液晶層２５とＴＦＴ基板３０との間、および液晶層２５と対向基板３１との間に
は、それぞれ配向膜が配設される。
【００８３】
　上記第２の実施の形態、ならびに、前述した第１の実施の形態において、液晶層２５は
、ＴＮ（ツイステッドネマティック）、ＶＡ（垂直配向）、ＩＰＳ（インプレーンスイッ
チング）、ＥＣＢ（電界制御複屈折）等の各種表示モードに適合した液晶材料が用いられ
る。
　また、アクティブマトリクス駆動が望ましいが、そのための画素選択に用いるＴＦＴが
形成される半導体薄膜は、多結晶シリコン(ｐ－Ｓｉ)、非晶質シリコン(ａ－Ｓｉ)のいず
れの膜であってもよい。
【００８４】
　ＴＮやＶＡの液晶層は、通常、縦電界の駆動モードであるが、その場合、図１１（Ｂ）
のように、駆動電極２３が対向基板３１の側、つまりカラーフィルタ２４と配向膜（不図
示）の間に配置される。
　このため駆動電極２３は、コンタクト導電柱によってＴＦＴ基板２１と連結されている
。このコンタクト導電柱を介して、ＴＦＴ基板２１から駆動電極２３に交流パルス波形の
コモン駆動信号Ｖｃｏｍが印加されるようになっている。
　図１１（Ｂ）でも検出回路ＤＥＴは、対向基板３１の側に形成してもよいし、ＴＦＴ基
板３０の側に形成してもよい。
【００８５】
　第２の実施の形態では、センサ内蔵パネル５２として、近接センサパネルの機能と表示
パネルの機能が一体化しているため、特に大きな厚さをしめる支持体としての（ガラス）
基板の枚数が削減されている。よって、第１の実施の形態より高感度化しやすい利点があ
る。
【００８６】
＜３．第３の実施の形態＞
　センサ感度が半導体デバイスの進歩で向上しやすく、より高感度で、また表示パネルに
内蔵しやすい方式として光学式がある。
　本実施の形態は、光学式センサを表示パネル内に有する立体画像表示装置に関する。以
下の説明において、特に近接センサの回路構成と、それ以外で第１および第２の実施の形
態で述べた静電容量式と異なる点とを述べる。したがって、すでに述べたパララックスバ
リア(ＰＶ)の構造、立体画像表示動作の基本、および、光と静電容量変化という検出原理
を除く物体検出動作の基本（特に検出感度と結像高さとの関係）は、実施の形態間で差が
ない。
【００８７】
　本実施の形態では、センサ内蔵パネル５２を有する点で第２の実施の形態と共通する。
そのため、図１０の概略断面構成は、本実施の形態でも適用できる。
【００８８】
　光学方式では、受光素子を含むセンサ回路をマトリクス配置した光センサアレイをセン
サ内蔵パネル５２内に有する。その位置は、ＴＦＴ基板３０側、対向基板３１側のどちら
でもよい。
　例えば対向基板３１側に光センサアレイを形成する場合を、図１１（Ａ）の静電容量式
の断面を借りて説明するとするならば、その形成位置は、通常、対向基板３１とカラーフ
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ィルタ２４の間となる。ガラス基板の一方の面にＴＦＴ製造技術で光センサアレイを形成
し、その裏面にカラーフィルタ２４を形成可能であれば、光センサアレイを対向基板３１
と第２偏光板５０の間（この場合、センサ線ＳＬはない）に配置してもよい。
【００８９】
　一方、光センサアレイをＴＦＴ基板３０側に形成する場合は、製造のしやすさから、画
素電極２２よりＴＦＴ基板３０側の、画素ごとのＴＦＴが形成される層と同一の階層で光
センサ回路を形成することが望ましい。ただし、異なる階層でも構わない。
【００９０】
　光センサ回路に受光素子を含むが、その光源は図１０のバックライト２０から与えられ
るようにしてよい。ただし、表示光と同じ光源からの光が被検出物に反射して発生した反
射光を受光する場合、そのままだと周囲の乱反射の影響で受ける光がノイズ成分となるた
め大きな受光感度が得られない。
　Ｓ／Ｎ比を改善するには、受光素子の感度特性を可視光とは異なる非可視光、例えば赤
外線に感度ピークまたは感度中心波長を持つように設定することが望ましい。また、赤外
領域にピーク等を持たずとも、可視光の分布中心から感度ピーク等をずらして、近赤外領
域またはその近くに感度ピーク等を設定するだけでＳ／Ｎ比の改善が見られるため、それ
でもよい。
【００９１】
　受光素子の感度ピークや受光中心波長に対応した波長の光源を、バックライト２０内に
持たせてもよいし、赤外線等の検出光の発光専用にバックライト２０と重ねて面発光部を
設けてもよい。この面発光部は、可視光に十分な透過性が確保されるならば、光変調パネ
ルと外面１０ｓとの間に配置してもよいが、この場合、図６の３Ｄ表示高さＨｆがとれな
くなる可能性があるし、専用の面発光部を設けるとコスト的にも不利である。
　そこで望ましくは、赤外ＬＥＤを、白色ＬＥＤに対し適度な数の頻度と配置でバックラ
イト２０内に設けるとよい。
【００９２】
　なお、バックライト２０からは白色ＬＥＤの光のみ出力させて、これを表示光にも検出
光にも利用し、カラーフィルタ層のセンサ領域に対応した部分に可視光を遮断または減衰
させ、赤外領域や近赤外領域の光を有効に透過する波長選択性を持たせる構成でもよい。
　また、受光素子の受光面に対しては検出光（反射光）を効率よく導く集光レンズアレイ
を形成して、被検出物側からの光の全受光量に閉める割合を高めることでＳ／Ｎ比を上げ
てもよい。
　上記したＳ／Ｎ比向上の手段は、任意に複数組み合わせてもよい。
【００９３】
［画素回路およびセンサ回路の構成例］
　図１２は、同一または異なる階層に形成される画素回路（画素ＰＩＸの等価回路）と近
接センサ回路ＳＣの回路図である。
　近接センサ回路ＳＣは、カラーフィルタによるノイズ低減（可視光遮断）を行う場合、
例えば、画素配列において表示画素部間に設けられた遮光領域を利用して配置される。よ
って、表示に用いられる画素が配置された“表示領域ＤＲ”に対し、近接センサ回路ＳＣ
が配置された領域を“センサ領域ＳＲ”と呼ぶ。表示領域ＤＲとセンサ領域（遮光領域）
ＳＲは、外面１０Ｓから見た平面内において、所定の割合で繰り返し、規則的に配置され
る。
【００９４】
　表示領域ＤＲには、水平方向に延在する表示走査線ＤＳＣＮと垂直方向に延在する映像
信号線ＤＳＬとの交点付近に、薄膜トランジスタ(ＴＦＴ)などからなるセレクトトランジ
スタＳＴが配置されている。セレクトトランジスタＳＴがＦＥＴからなる場合、そのゲー
トが表示走査線ＤＳＣＮに接続され、そのドレインが映像信号線ＤＳＬに接続されている
。セレクトトランジスタＳＴのソースは画素ごとの画素電極２２に接続されている。画素
電極２２が隣接する液晶層（光変調層）６を駆動する電極であり、通常、透明電極材料か
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ら形成されている。
【００９５】
　例えば映像信号線ＤＳＬと直交する方向（水平方向）に延在するコモン駆動信号Ｖｃｏ
ｍの供給線に、液晶層を挟んで画素電極２２と対向する対向電極（駆動電極２３）が設け
られている。対向電極（駆動電極２３）は通常、画素間に共通に設けられ、透明電極材料
から形成されている。なお、画素電極２２と駆動電極２３の配置に限れば、図１１（Ａ）
や図１１（Ｂ）に示されているとおりである。
【００９６】
　このような構成の表示領域ＤＲの各画素ＰＩＸにおいて、図１の表示Ｖドライバ５Ｖの
制御により表示走査線ＤＳＣＮを介して供給される表示走査信号に基づいてセレクトトラ
ンジスタＳＴがオンまたはオフする。セレクトトランジスタＳＴがオンすると、このとき
に、図１の表示Ｈドライバ５Ｈの制御により映像信号線ＤＳＬに供給されている映像信号
ＰＳに応じた画素電圧が画素電極２２に画素電圧が印加され、これにより表示状態が設定
される。
【００９７】
　なお、画素ＰＩＸに配置される補助容量Ｃａｕｘと、その制御線である補助容量線ＣＬ
は、液晶層２５の等価容量が比較的小さい微細画素では必須であるが、これらは省略され
ることもある。補助容量線ＣＬの制御は、表示走査線ＤＳＣＮと同様、図１の表示Ｖドラ
イバ５Ｖで行われる。
【００９８】
　表示領域ＤＲに隣接するセンサ領域（遮光領域）ＳＲには、例えばフォトダイオードな
どからなる光センサ７０（受光素子）が配置され、逆バイアスのため、そのカソード側に
電源電圧Ｖｄｄが供給されるようになっている。光センサ７０のアノードであるフローテ
ィングディフュージョンＦＤには、リセットトランジスタＲＳＴ、ゲートトランジスタＧ
ＴおよびキャパシタＣが接続されている。
【００９９】
　光センサ７０のフローティングディフュージョンＦＤは、キャパシタＣの大きさで蓄積
容量が決まり、その蓄積電荷がリセットトランジスタＲＳＴによって接地電位に放電（リ
セット）されるようになっている。リセットトランジスタＲＳＴをオンからオフの状態に
してから、つぎにオンするまでの時間が電荷蓄積時間、つまり受光時間あるいは検出時間
に相当する。
　ゲートトランジスタＧＴはフローティングディフュージョンＦＤのオーバフロー量（蓄
積電荷量）を制御するトランジスタであり、所定のゲート電圧Ｖｇでバイアスされている
。
【０１００】
　また、電源電圧Ｖｄｄの供給線と、垂直方向に延在するセンサ線ＳＬとの間に、アンプ
トランジスタＡＴおよび読み出しトランジスタＲＴが直列接続されている。アンプトラン
ジスタＡＴのゲートがフローティングディフュージョンＦＤに接続されることで、その電
位を増幅し、ソースフォロアで読み出しトランジスタＲＴのドレインに与える。
　増幅後の電位は読み出しトランジスタＲＴがオンとなるタイミングでセンサ線ＳＬに排
出され、図１のセンサ読み出しＨドライバ６Ｈ（検出回路ＤＥＴ）に入力される。
【０１０１】
　また、リセットトランジスタＲＳＴのオンとオフの動作は、図１のセンサ読み出しＶド
ライバ６Ｖからリセット線ＲＳＴＬにより供給されるリセット信号により制御される。読
み出しトランジスタＲＴのオンとオフの動作は、センサ読み出しＶドライバ６Ｖからリー
ド制御線ＲＣＬにより供給されるリード制御信号により制御される。
【０１０２】
　本方式では、バックライト側から照射された光が対象物に当たって戻ってきて、それを
センサ内蔵パネル５２内の光センサで感知することにより、対象物を認識する。このとき
、例えば、近接センサ回路ＳＣのセンサ線ＳＬから読み出されたセンサ出力信号は、検出
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回路ＤＥＴに読み出され、サンプリングされて、サンプリング結果を所定の閾値Ｖｔと比
較することで近接検出判定がなされる。
【０１０３】
　そのため、本方式では、対象物を液晶パネルに接触させる必要がなく、光センサの感度
を調節しておくことにより、立体画像の反応させたい位置で、センサを反応させることが
可能である。
　なお、第１の実施の形態で述べた、望ましい要件を満たす感度特性が得られている場合
は感度の調整は不要な場合がある。この要件を満たす感度特性が得られないような場合は
、第１の実施の形態で述べたとおりのパラメータ調整で対応する。つまり、表示パネル１
０Ｐの構造パラメータ、特にパララックスバリア４３とセンサ内蔵パネル５２の少なくと
も一方の支持体（ガラス基板等）の厚さを予め調整している。これに加え、光学式の場合
、Ｓ／Ｎ比の向上によって検出限界の下限をさらに小さくして、上記望ましい要件を満た
す感度特性が得られやすいように光学あるいはデバイスのパラメータを予め調整すること
でもよい。
【０１０４】
　図１３に、光センサ７０の感度特性の例を示す。図１３の横軸と縦軸は、図７の場合と
基本的には同じである。但し、図１３の縦軸は光センサ７０自体の任意単位の感度Ｉであ
るため、構造パラメータの最適化、デバイスや光学パラメータの最適化を行わない場合に
は、Ｓ／Ｎ比の悪さから任意感度Ｉ＝２０が検出限界となる。しかし、この場合でも本方
式の光センサは、外面１０Ｓから約７[ｍｍ]まで検出対象物を検出することができている
。
【０１０５】
　前述した構造パラメータ（例えば基板厚）の最適化を行うと、検出限界をとなる感度（
図１３のＩ＝２０のポイント）を、例えば１０以下に下げることができ、さらに高い位置
での検出が可能である。また、デバイスパラメータや、波長選択フィルタや集光レンズを
設けるなどによる光学パラメータの最適化によって、さらに高い位置での検出も可能であ
る。
　本方式の感度特性は、図７と比較すると、検出限界から外面位置までの広い範囲で感度
の直線性に優れるという特徴がある。
【０１０６】
　第１の実施と同様、パネルから離れたところに立体画像が結像し、それに光センサの反
応位置を合わせておくことにより、その位置に指がきたときに反応して、例えば第１の実
施の形態の図９と同様に、反応後の画像のように画面を切り替えることが可能になる。
　また、本方式では、第１の実施の形態と同様、通常の２次元を表示することも、パララ
ックスバリアパネルを通常の白表示にすることにより、可能となる。この場合、光センサ
は、駆動設定により液晶パネル表面の接触位置を検出することによって、通常の接触式タ
ッチパネルとして使うことも可能である。
【０１０７】
　図１４に、光学式の場合の機能回路図を示す。
　図１４は、図５に対応するもので、その違いのみ説明すると、図５で設けられていたセ
ンサ駆動検出部６Ｂがブロックとして省略されている。そのため、センサ読み出しＨドラ
イバ６Ｈ内の検出回路ＤＥＴからの信号をサンプリングして、閾値Ｖｔと比較判定する機
能は制御回路７にもたせてある。
　なお、この機能を受け持つセンサ駆動検出部６Ｂと同様な回路ブロックを図１４に設け
てもよい。ただし、主に光センサの駆動はセンサ読み出しＨドライバ６Ｈで行うため、こ
の回路ブロックが行う機能はセンサ検出（サンプリングと、Ｖｔ比較検出）のみとなる。
【０１０８】
　ここで、他の実施の形態でも同様であるが、サンプリング後にホールドする機能がある
と検出タイミングの余裕ができるため望ましい。また、他の実施の形態でも同様であるが
、サンプリング（およびホールド）に変えて、アナログ信号をデジタル信号に変換するも
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のでもよい。
【０１０９】
＜４．第４の実施の形態＞
　本実施の形態は、検出範囲の閾値Ｖｔおよび表示画像の適応制御の例を開示する。この
実施の形態は、第１～第３の実施の形態と重複適用できるが、ここでは第３の実施の形態
での例を説明する。
【０１１０】
　図１５は、適応制御の基本的な流れを示すフローチャートである。以下、図１５の手順
を、適宜、制御または処理の主体を図５および図１４の機能ブロックで引用しつつ説明す
る。
　ステップＳＴ１では、１画面に相当する映像信号ＰＳが時系列で入力される。
【０１１１】
　ステップＳＴ２では、制御回路７が３次元(３Ｄ)画像の表示モードであるか２次元（２
Ｄ）画像の表示モードであるかを判断する。この判断が「ＮＯ」の場合はステップＳＴ２
の監視ループがまわるが、「ＹＥＳ」の場合は次のステップＳＴ３でＰＶ（パララックス
バリア４３）を、パララックスバリア駆動回路８Ａがオンにする。
　ステップＳＴ２の監視ループをまわすのは、画面の一部が３Ｄ画像の場合があり、その
表示期間だけＰＶをオンとするためである。
【０１１２】
　ステップＳＴ３では、ＰＶのオンにより画面の一部または全部で３Ｄ画像表示が開始さ
れる。
【０１１３】
　ステップＳＴ２で３Ｄ表示モードが判定されると同時に、ステップＳＴ４でボタンがあ
ると、制御回路７が、そのボタンが３Ｄ表示であるかどうかを、映像信号ＰＳ内の視差情
報（視差画素ピッチＰの有無）によって判断する。ボタンが３Ｄ表示の場合は、つぎのス
テップＳＴ５で、制御回路７が、その位置の視差画素ピッチＰに基づいて決まる３Ｄ表示
高さＨｆ付近に検出範囲の上限を設定する。この検出範囲の上限は、例えば図１３に示す
閾値Ｖｔで規定され、そのときの高さ（ここでは一例として４[ｍｍ]）以下で対象物の検
出がされる。つまり、この例では０[ｍｍ]から４[ｍｍ]までが検出範囲である。
【０１１４】
　検出範囲の上限を閾値Ｖｔで決めるのは、対象物が遠くから近づくときの最初の検出ポ
イントが重要であり、そのポイントで閾値Ｖｔを設定して、そこで閾値Ｖｔとセンサ出力
値（サンプリング値）との比較を行えば近接検出が可能だからである。
　検出範囲の下限は極端な場合、持たなくてもよいが、検出感度特性に面内ばらつきがあ
ること等を考慮して、ある一定幅の検出範囲とすることが望ましい。あるいは、検出範囲
の下限は外面１０Ｓで固定していてもよい。上記例で“０[ｍｍ]から４[ｍｍ]までの検出
範囲”とは、この下限固定の場合である。
【０１１５】
　つぎのステップＳＴ６では、視差情報（視差画素ピッチＰ）の変更、または、複数の視
差画素ピッチＰがあるかを制御回路７が判断する。
　視差画素ピッチＰの変更や複数の視差画素ピッチＰがある場合、未だ閾値Ｖｔ設定して
いないボタンについて、３Ｄ表示高さＨｆごとに閾値Ｖｔを設定する。
【０１１６】
　視差画素ピッチＰの変更や複数の視差画素ピッチＰがない場合、つぎのステップＳＴ７
で設定した閾値Ｖｔを用いた近接判定が行われる。閾値Ｖｔに達しないセンサ出力の場合
は、“センサ反応なし”として、ステップＳＴ６のＰ監視とステップＳＴ７の検出とのル
ープがまわる。したがって、指が外面１０Ｓより遠くにある場合は、３Ｄ画像表示がされ
ていても、このループが回った状態となる。
【０１１７】
　閾値Ｖｔに達したセンサ出力が制御回路７で認識されると、ステップＳＴ７で検出あり
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となり、“センサ反応あり（状態Ｓ）”の検知信号が制御回路７から、画像処理回路等に
出される。そのため、ステップＳＴ８で、ボタンに対応した次処理のフローが開始する。
【０１１８】
　図１５のフロー自体は、状態Ｓの検知信号の出力と同時にステップＳＴ１に戻り、次の
画像の入力を待つか、表示画像に変更がかけられるのを待つ状態となる。
　次の画像が入力され、あるいは、表示画像に変更がかかると、ステップＳＴ２からの、
上記した一連の処理が再開される。
【０１１９】
　一方、ステップＳＴ４にて、ボタンが３Ｄ表示でないと制御回路７が判断すると、ステ
ップＳＴ５Ａにて閾値Ｖｔを外面付近（立体表示装置の最表面）付近に設定する。これに
よりＰＶがそのときだけオフされ、通常のタッチパネルと同じ２Ｄ画像でのボタン表示と
なる。
【０１２０】
　つぎのステップＳＴ７Ａでは、ステップＳＴ７と同様な閾値Ｖｔを用いた検出が行われ
、検出されない場合は、ステップＳＴ７Ａが閾値Ｖｔを超えるセンサ出力の待ち状態に入
る。
　検出後は、状態Ｓの検知信号の出力を契機にステップＳＴ８Ａの次処理にフローが移行
し、図１５のフロー自体はステップＳＴ１に戻される。
【０１２１】
　以上の検出判定の制御によれば、殆どの判断や処理が制御回路７で行われるため、ステ
ップＳＴ２で３Ｄ表示モードに入ってから、ステップＳＴ８で次処理への移行するまでＣ
ＰＵ等が所定のプログラムシーケンスを実行するわずかな時間である。そのため、処理時
間は極めて短い。
　その上、検出範囲の高さ方向の上限が３Ｄ表示高さＨｆ付近に設定されている。
　以上の理由から、ユーザがボタンに接触したと同時か僅かな遅れで、次処理が開始され
、画面変更としてユーザが認識されるまでの応答性が高い立体画像表示装置が実現される
。
　また、視差画素ピッチＰの変更があっても、それに追従して検出判定部６内の制御回路
７が検出範囲（閾値Ｖｔ）を変更するため、シームレスな処理が可能である。
【０１２２】
　なお、図１５の制御でステップＳＴ６での待ち状態が長い場合等にあっては、検出判定
部（制御回路７）が、閾値Ｖｔを、所定の範囲内で最小値から被検出物が検知されるまで
漸増させる動作を繰り返すことにより、より早いタイミングでの検出を可能としてもよい
。
【０１２３】
　図１６に、１つの３Ｄ表示ボタンで視差情報が変化する場合を示す。
　図１６（Ａ）および図１６（Ｂ）に示す左右の元画像を合成されてできる立体画像は、
その視差情報（視差画素ピッチＰ）の大きさに応じて、３Ｄ表示高さＨｆも変化する。
　例えば、アプリケーションが切り替わる場合など、ある画面では、視差画素ピッチＰが
小さいが、その後の画面では視差画素ピッチＰが変化することがある。その場合、一般に
は３Ｄ表示高さＨｆも変化するが、検出範囲が固定であると、あるアプリケーションでは
応答性がよいが、他のアプリケーションでは応答性が悪い事態が発生する。
【０１２４】
　図１５のフローではステップＳＴ６で視差画素ピッチＰの変更が監視されるため、この
ような応答性のばらつきが解消される。
【０１２５】
　図１７に、複数のボタンで異なる３Ｄ表示高さＨｆが設定されている場合の操作前後の
模式図を示す。また、図１８にボタンごとの閾値の設定範囲の例と、感度曲線上の閾値の
設定例とを示す。
３Ｄ表示高さＨｆ　このような例としては、シュミュレータやゲーム等のソフトで、４つ
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の位置に異なった画像を表示させ、それをクリックすることにより、画像が切り替わって
いくようなゲーム等が考えられる。クリックされた画像は２Ｄ表示ボタンになるか、３Ｄ
表示のまま画像が変わるか、３Ｄ表示でその高さがさらに変わる等してユーザはボタン操
作が正しく行われたことを知ることができる。
【０１２６】
　このようなアプリケーションでは、操作から応答までの時間が長いと、短時間で４つの
ボタンの結像状態を切り替えるアプリケーション自体が意味をなさない。
　本発明の適用で個々の応答時間が短縮されるため、このような表示時間差を利用したア
プリケーションの実現が可能となる。
【０１２７】
　なお、図１９の模式図と、図２０の感度曲線上の閾値設定例のように、同じ３Ｄ表示高
さＨｆのボタンでも、一方（ボタンＡ）は３Ｄ画像に変更し、他方（ボタンＣ）のみ２Ｄ
画像を維持する制御も可能である。
【０１２８】
＜５．変形例１＞
　図２１のように、例えば外付けの近接センサパネル６０Ｐを有する場合に、液晶パネル
（光変調パネル５１）の前面にレンチキュラーレンズ８０が取り付けられ、それにより、
立体画像表示を可能にしてもよい。レンチキュラーレンズのさらに前方に静電容量式の近
接センサパネル６０Ｐが配置されている。
【０１２９】
　図２２に、このレンチキュラーレンズと液晶表示パネルの光学構成図を示す。
　図２２に示すように、レンチキュラーレンズ８０により、左右の画像が左右の眼（Ｒ）
と眼（Ｌ）に別々に入り、画像を立体として認識することが可能になる。
【０１３０】
＜６．変形例２＞
　上述した第１～第４の実施の形態および変形例１では、画像表示パネルの前に立体画像
用光学部品、センサが配置されるため、画像表示パネルは、この実施例では液晶表示パネ
ルであるが、有機ＥＬやプラズマ表示素子であってもよい。
【０１３１】
＜７．電子機器への本発明の適用例＞
　以上説明した第１～第４の実施の形態に係る立体画像表示装置は、様々な電子機器、例
えば、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話等の携帯端末装置、
ビデオカメラなど、あらゆる分野の電子機器の表示装置に適用することが可能である。以
下に、本実施の形態が適用される電子機器の一例について説明する。
【０１３２】
　図２３は、電子機器の構成を表すブロック図である。
　図２３に図解する電子機器１０００は、Ｉ／Ｏディスプレイパネル（表示パネル１０Ｐ
）と、バックライト２０と、表示ドライブ回路１１００（表示駆動回路５Ａに相当）と、
受光ドライブ回路１２００（検出判定部６）と、を有する。以上の構成は、従前の実施の
形態でも必須の構成である。
　電子機器１０００は、画像処理部１３００と、アプリケーションプログラム実行部１４
００とを、さらに有する。
【０１３３】
　Ｉ／Ｏディスプレイパネル（表示パネル１０Ｐ）は、複数の画素が全面に渡ってマトリ
クス状に配置された液晶パネル（ＬＣＤ（Liquid Crystal Display））からなり、線順次
動作をしながら表示データに基づく所定の図形や文字などの画像を表示する機能（表示機
能）を有する。また、Ｉ／Ｏディスプレイパネルは、その外面１０Ｓに接触または近接す
る物体を撮像する機能（撮像機能）を有する。
【０１３４】
　表示ドライブ回路１１００は、Ｉ／Ｏディスプレイパネル（表示パネル１０Ｐ）におい
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て表示データに基づく画像が表示されるように、Ｉ／Ｏディスプレイパネルの駆動を行う
（線順次動作の駆動を行う）回路である。
【０１３５】
　受光ドライブ回路１２００は、Ｉ／Ｏディスプレイパネル（表示パネル１０Ｐ）におい
て受光データが得られるように、指先などの被検出物を検出し、判定する回路である。
　上記表示ドライブ回路１１００が線順次で画素駆動を行って液晶層（光変調層）を駆動
するのに対し、受光ドライブ回路１２００はセンサアレイを線順次で駆動する回路である
。なお、センサからのセンサ出力を、例えばフレーム単位でフレームメモリ（ＦＭ）に蓄
積し、物体の大きさ等を判別してもよい。
【０１３６】
　画像処理部１３００は、受光ドライブ回路１２００から出力される検出結果や検出画像
に基づいて所定の画像処理（演算処理）を行う。これにより、画像処理部１３００は、Ｉ
／Ｏディスプレイパネルに接触または近接する物体に関する情報（位置座標データ、物体
の形状や大きさに関するデータなど）を検出し、取得する。なお、この検出判定の処理に
ついては、第１および第４の実施の形態ですでに説明したため、ここで説明は省略する。
【０１３７】
　アプリケーションプログラム実行部１４００は、画像処理部１３００による検知結果に
基づいて所定のアプリケーションソフトウエアウエアに応じた処理を実行する回路である
。
【０１３８】
　アプリケーションソフトウエアに応じた処理には、２Ｄ画像と３Ｄ画像の切り替え、表
示ボタンを高さ検出結果に応じて大きくし、あるいは小さくする処理、ボタンそのものを
変更する処理などが例示できる。
　また、本発明の適用により複数の高さでの操作検出ができる。このため、高さ範囲を数
段階に区分して、どの区分で指先などの被検出物が操作を行ったかに応じて、アプリケー
ションソフトウエアに、単なるボタン切り替えなどの２値情報以上の情報量をもつ多値情
報を入力することもできる。よって、動作の程度、例えばゲームなどのアクションの程度
などを指先の高さで制御するアプリケーションソフトウエアの操作への適用も可能である
。
　なお、簡単な例では、指先などの被検出物の位置座標（高さを含む）を表示データに含
むようにし、Ｉ／Ｏディスプレイパネル１０Ｐ上に表示させる処理も例示できる。
【０１３９】
　ボタン表示や位置データなどを含み、アプリケーションプログラム実行部１４００で発
生する表示データは、表示ドライブ回路１１００へ供給される。
【０１４０】
　図２４は、本発明が適用されるテレビを示す斜視図である。
　本適用例に係るテレビは、フロントパネル１２０やフィルターガラス１３０等から構成
される映像表示画面部１１０を含む。映像表示画面部１１０として第２～第４の本実施の
形態および変形例に示す立体画像表示装置を用いることができる。
【０１４１】
　図２５は、本発明が適用されるデジタルカメラを示す斜視図であり、（Ａ）は表側から
見た斜視図、（Ｂ）は裏側から見た斜視図である。
　本適用例に係るデジタルカメラは、フラッシュ用の発光部１１１、表示部１１２、メニ
ュースイッチ１１３、シャッターボタン１１４等を含む。表示部１１２として第２～第４
の実施の形態および変形例に示す立体画像表示装置を用いることができる。
【０１４２】
　図２６は、本発明が適用されるノート型パーソナルコンピュータを示す斜視図である。
　本適用例に係るノート型パーソナルコンピュータは、本体１２１に、文字等を入力する
とき操作されるキーボード１２２、画像を表示する表示部１２３等を含む。表示部１２３
として第２～第４の実施の形態および変形例に示す立体画像表示装置を用いることができ
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【０１４３】
　図２７は、本発明が適用されるビデオカメラを示す斜視図である。
　本適用例に係るビデオカメラは、本体部１３１、前方を向いた側面に被写体撮影用のレ
ンズ１３２、撮影時のスタート・ストップスイッチ１３３、表示部１３４等を含む。表示
部１３４として第２～第４の実施の形態および変形例に示す立体画像表示装置を用いるこ
とができる。 
【０１４４】
　図２８は、本発明が適用される携帯端末装置、例えば携帯電話機を示す図であり、（Ａ
）は開いた状態での正面図、（Ｂ）はその側面図、（Ｃ）は閉じた状態での正面図、（Ｄ
）は左側面図、（Ｅ）は右側面図、（Ｆ）は上面図、（Ｇ）は下面図である。
　本適用例に係る携帯電話機は、上側筐体１４１、下側筐体１４２、連結部（ここではヒ
ンジ部）１４３、ディスプレイ１４４、サブディスプレイ１４５、ピクチャーライト１４
６、カメラ１４７等を含む。ディスプレイ１４４やサブディスプレイ１４５として第２～
第４の本実施の形態および変形例に示す立体画像表示装置を用いることができる。
【０１４５】
　以上説明したように、本発明のセンサ機能付の立体画像表示装置は、立体画像が結像す
る位置でセンサが反応することにより、立体画像という実際に実物がない情報入力手段で
あっても、違和感を緩和して反応させることができる。また、大きさについても従来のタ
ッチパネル付液晶表示装置とあまり大きな差はないため、携帯機器に使用することも可能
である。また、２次元と３次元画像の切り替えも可能であり、通常の２次元画像時に通常
のタッチパネルとして使うことも可能である。
【０１４６】
　以上の説明では、立体表示装置を主として説明するが、この説明は本発明に関わる物体
近接検出装置の実施の形態も兼ねる。
　ここで物体近接検出装置は、立体表示装置では必須の立体画像発生部の構成が任意であ
る点で異なる。つまり、物体近接検出装置は、実際に立体画像を表示する必要はなく、視
差情報が入力されていれば足りる。そして、物体近接検出装置は、立体表示発生装置と同
様に、入力される視差情報に基づいて設定された外面との距離（高さ）で被検出物が外面
に近接したことを検出する近接（プロキシミティ）センサ部を有する。
【符号の説明】
【０１４７】
　５Ｈ…表示Ｈドライバ、５Ｖ…表示Ｖドライバ、６…検出判定部、６Ｈ…センサ読み出
しＨドライバ、６Ｖ…センサ読み出しＶドライバ、７…制御回路、８…ＰＶ制御部、１０
Ｐ…表示パネル、１０Ｓ…外面、２０…バックライト、２２…画素電極、２３…駆動電極
、２４…カラーフィルタ、２５…液晶層、３０…ＴＦＴ基板、３１…対向基板、４０…第
１偏光板、４１…第３偏光板、４２…光制御層、４３…パララックスバリア、４４…第１
ＰＶ基板、４５…第２ＰＶ基板、４６…スイッチ液晶層、５０…第２偏光板、５１…光変
調パネル、５２…センサ内蔵パネル、７０…光センサ、８０…レンチキュラーレンズ、Ｐ
Ｓ…映像信号、ＤＥ…駆動電極
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