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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素を有し、複数の視点画像をそれぞれ異なる前記画素に割り当てて表示する表
示部と、
　観察者の観察角度を検出する検出部と、
　前記観察角度に応じて、前記各画素への前記各視点画像の表示位置を変化させる表示制
御部と
　を備え、
　前記表示制御部は、観察者の観察距離に基づいて切り替えマージンを設定し、観察者が
前記切り替えマージンの範囲を超えて視点画像の並び方向に移動したときに、各視点画像
の表示位置を前記観察角度に応じて変化させる
　表示装置。
【請求項２】
　前記表示制御部は、位置が連続する２以上の画素に同一の視点画像を表示させる
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記表示部に表示された前記複数の視点画像をそれぞれ異なる方向に分離するパララク
ッス素子をさらに備えた
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
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　前記複数の視点画像は左眼用視点画像と右眼用視点画像とからなり、
　前記表示制御部は、位置が連続するｎ個（ｎは４以上の整数）の画素にｎ／２個の前記
左眼用視点画像とｎ／２個の前記右眼用視点画像とを表示させ、前記観察角度に応じて、
前記ｎ個の画素内におけるｎ／２個の前記左眼用視点画像とｎ／２個の前記右眼用視点画
像との表示位置を変化させる
　請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記複数の視点画像は左眼用視点画像と右眼用視点画像とからなり、
　前記表示制御部は、位置が連続する２以上の画素のそれぞれに同一の視点画像を表示さ
せ、同一の観察角度では、前記表示部における前記左眼用視点画像と前記右眼用視点画像
との視点画像の表示位置は変化させず、観察距離に応じて、異なる画素間隔で前記左眼用
視点画像と前記右眼用視点画像とが観察されるようにする
　請求項３に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記表示制御部は、前記パララクッス素子の所定部位から第１の距離にある場合に観察
される前記左眼用視点画像と前記右眼用視点画像との画素間隔に対して、前記第１の距離
よりも前記パララクッス素子に近い第２の距離では大きい画素間隔で前記左眼用視点画像
と前記右眼用視点画像とが観察され、前記第１の距離よりも前記パララクッス素子から遠
い第３の距離では小さい画素間隔で前記左眼用視点画像と前記右眼用視点画像とが観察さ
れるようにする
　請求項５に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記観察角度は、前記パララクッス素子の所定部位に対する前記観察者の水平方向の角
度である
　請求項３に記載の表示装置。
【請求項８】
　表示装置を含み、
　前記表示装置は、
　複数の画素を有し、複数の視点画像をそれぞれ異なる前記画素に割り当てて表示する表
示部と、
　観察者の観察角度を検出する検出部と、
　前記観察角度に応じて、前記各画素への前記各視点画像の表示位置を変化させる表示制
御部と
　を備え、
　前記表示制御部は、観察者の観察距離に基づいて切り替えマージンを設定し、観察者が
前記切り替えマージンの範囲を超えて視点画像の並び方向に移動したときに、各視点画像
の表示位置を前記観察角度に応じて変化させる
　電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、パララックス素子を用いて裸眼方式による立体表示を行う表示装置、および
そのような表示装置を備えた電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　立体表示を行う手法としては、立体視用の眼鏡を用いる眼鏡方式と、立体視用の特殊な
眼鏡を用いることなく裸眼での立体視を可能にした裸眼方式とがある。裸眼方式の代表的
なものとしては、パララックスバリア方式とレンチキュラレンズ方式とがある。パララッ
クスバリア方式やレンチキュラ方式の場合、２次元表示パネルに立体視用の複数の視点画
像（２視点の場合には右眼用視点画像と左眼用視点画像）を空間分割して表示し、その視
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点画像をパララックス素子によって水平方向に分離することで立体視が行われる。パララ
ックスバリア方式の場合、パララックス素子としてスリット状の開口部が設けられたパラ
ラックスバリアを用いる。レンチキュラ方式の場合、パララックス素子として、シリンド
リカル状の分割レンズを複数並列配置したレンチキュラレンズが用いられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平９－５００１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、パララックス素子を用いた裸眼方式では、観察者の視点位置が設計上の
所定領域から外れると、正常な立体視ができないという問題がある。特許文献１には、設
計上の適視距離を短くできるようにした表示装置に関する発明が開示されているが、適視
距離から外れると正常な立体視ができなくなる。
【０００５】
　本開示の目的は、視点位置によらず適切な立体表示を行うことできる表示装置および電
子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示による表示装置は、複数の画素を有し、複数の視点画像をそれぞれ異なる画素に
割り当てて表示する表示部と、観察者の観察角度を検出する検出部と、観察角度に応じて
、各画素への各視点画像の表示位置を変化させる表示制御部とを備え、前記表示制御部は
、観察者の観察距離に基づいて切り替えマージンを設定し、観察者が前記切り替えマージ
ンの範囲を超えて視点画像の並び方向に移動したときに、各視点画像の表示位置を前記観
察角度に応じて変化させるものである。
【０００７】
　本開示による電子機器は、上記本開示による表示装置を備えたものである。
【０００８】
　本開示による表示装置または電子機器では、観察角度に応じて、各画素への各視点画像
の表示位置が変化する。
【発明の効果】
【０００９】
　本開示の表示装置または電子機器によれば、観察角度に応じて、各画素への各視点画像
の表示位置を変化させるようにしたので、視点位置によらず適切な立体表示を行うことで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本開示の一実施の形態に係る表示装置の一構成例を示すブロック図である。
【図２】レンチキュラ方式の表示装置の一例を示す構成図である。
【図３】パララックスバリア方式の表示装置の一例を示す構成図である。
【図４】表示部とパララックス素子の具体例を示す断面図である。
【図５】視点位置と視点画像の表示位置との関係を示す説明図である。
【図６】観察距離と視点画像の表示位置との関係を示す説明図である。
【図７】観察距離による観察画素の違いを示す説明図である。
【図８】観察角度による観察画素の違いを示す説明図である。
【図９】３つの画素に同一の視点画像を表示する場合における、観察距離による観察画素
の違いを示す説明図である。
【図１０】２つの画素に同一の視点画像を表示する場合における、観察距離による観察画
素の違いを示す説明図である。
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【図１１】観察距離による視点画像の切り替えマージンの違いを示す説明図である。
【図１２】３つの画素に同一の視点画像を表示する場合の切り替えマージンの例を示す説
明図である。
【図１３】２つの画素に同一の視点画像を表示する場合の切り替えマージンの例を示す説
明図である。
【図１４】電子機器の一例を示す外観図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以下
の順序で行う。
　１．表示装置の構成
　２．視点画像の表示制御の具体例
　３．効果
　４．変形例
【００１２】
［１．表示装置の構成］
　図１は、本開示の一実施の形態に係る表示装置の一構成例を示している。この表示装置
は、表示部１と、パララックス素子２と、検出部３と、表示制御部４と、画像生成部５と
、パララックス素子制御部６とを備えている。検出部３は、撮像部３１と、視点位置判定
部３２とを有している。
【００１３】
　表示部１は、液晶表示パネル、エレクトリックルミナンス方式の表示パネル、またはプ
ラズマディスプレイ等の２次元表示ディスプレイで構成されている。表示部１の表示画面
には、複数の画素が２次元的に配列されている。表示部１の表示画面には、この表示装置
の立体表示方式に応じた画像表示がなされる。表示部１の複数の画素（またはサブピクセ
ル）には、後述するように、第１～第ｎ（ｎは４以上の整数）の番号付けがなされ、複数
の視点画像がそれぞれ異なる画素に割り当てて表示される。
【００１４】
　この表示装置は、裸眼方式による立体表示を行うものであり、その立体表示方式は、パ
ララックスバリア方式やレンチキュラレンズ方式等のパララックス素子２を用いた方式と
なっている。表示部１には、複数の視点用の視差画像（視点画像）が１画面内に合成され
た視差合成画像が表示される。すなわち、複数の視点画像が空間分割されて表示される。
なお、この表示装置は、後述するように、観察者の視点位置、特に観察角度θに応じて、
各画素への各視点画像の表示位置を変化させるようになっている。
【００１５】
　レンチキュラ方式の場合、例えば図２に示したように、パララックス素子２として、例
えばシリンドリカル状の分割レンズ２３を複数並列配置したレンチキュラレンズ２Ｂが用
いられる。レンチキュラレンズ２Ｂは、表示部１に表示された複数の視点画像を空間的に
分離して観察者側に出射するようになっている。これにより、表示部１に表示された複数
の視点画像がそれぞれ異なる方向に分離され、左眼１０Ｌと右眼１０Ｒとにそれぞれ異な
る視点画像が到達することで立体視が可能となる。なお、図２では、観察者と表示部１と
の間にレンチキュラレンズ２Ｂを配置した例を示しているが、表示部１の背面側にレンチ
キュラレンズ２Ｂが配置されていても良い。レンチキュラレンズ２Ｂは、可変レンズであ
っても良い。例えば液晶レンズのように、電気的にレンズ効果のオン・オフ制御を行うこ
とが可能なものであっても良い。この場合、パララックス素子制御部６が電気的にレンズ
効果のオン・オフ制御を行う。この場合、全画面での２次元（２Ｄ）表示モードと、全画
面での３次元（３Ｄ）表示モードとを任意に選択的に切り替えることが可能となる。２次
元表示モードと３次元表示モードとの切り替えは、表示部１に表示する画像データの切り
替え制御と、パララックス素子２によるレンズ効果のオン・オフの切り替え制御とを行う
ことで可能となる。この場合、表示部１には、３次元画像データに基づく複数の視点画像
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と２次元画像データに基づく画像とが任意に選択的に切り替え表示される。なお、３次元
画像データとは、複数の視点画像を含むデータである。例えば２眼式の３次元表示を行う
場合、右眼表示用と左眼表示用の視点画像のデータである。
【００１６】
　パララックスバリア方式の場合、例えば図３に示したように、パララックス素子２とし
てパララックスバリア２Ａが用いられる。パララックスバリア２Ａは、光を透過する開口
部２１と、光を遮蔽する遮蔽部２２とを備えている。パララックスバリア２Ａは、表示部
１に表示された複数の視点画像を空間的に分離して観察者側に出射するようになっている
。これにより、表示部１に表示された複数の視点画像がそれぞれ異なる方向に分離され、
左眼１０Ｌと右眼１０Ｒとにそれぞれ異なる視点画像が到達することで立体視が可能とな
る。パララックスバリア２Ａは、固定式であっても良いし、可変式であっても良い。固定
式の場合、例えば透明な平行平面板（基材）の表面に、薄膜状の金属などで開口部２１お
よび遮蔽部２２となるパターンを形成したものを用いることができる。可変式の場合、例
えばバックライト方式の液晶表示素子による表示機能（光変調機能）を用いて、開口部２
１および遮蔽部２２のパターンを選択的に形成することができる。この場合、パララック
ス素子制御部６が電気的にパララックスバリア２Ａのパターンの制御を行うことで、上述
のレンチキュラレンズ２Ｂとして可変レンズを用いた場合と同様に、全画面での２次元（
２Ｄ）表示モードと、全画面での３次元（３Ｄ）表示モードとを任意に選択的に切り替え
ることが可能となる。
【００１７】
　なお、図３では、表示部１の表示面側にパララックスバリア２Ａを配置した例を示して
いるが、表示部１の背面側にパララックスバリア２Ａを配置する構成であっても良い。例
えば表示部１としてバックライト方式の液晶表示パネルを用いる場合、液晶表示パネルの
背面側で、バックライトと液晶表示パネルとの間にパララックスバリア２Ａを配置すれば
良い。図４は、そのような構成例を示している。
【００１８】
　図４に示した構成例では、第１の透明基板６１と第２の透明基板６２との間に、パララ
ックス素子２としてのパララックスバリア２Ａが形成されている。また、第１の透明基板
７１と第２の透明基板７２との間に液晶層７０を有する表示部１が形成されている。この
構成例では、表示部１は、バックライト方式の液晶表示パネルとなっており、第１の透明
基板６１の背面側にはバックライト８０が配置されている。この構成例では、パララック
スバリア２Ａは、例えば液晶素子を用いた透過型の可変式のパララックスバリア素子であ
り、開口部２１および遮蔽部２２を任意の位置に形成可能となっている。第１の透明基板
６１とバックライト８０との間には第１の偏光板９１が配置されている。第２の透明基板
６２と第１の透明基板７１との間には第２の偏光板９２が配置されている。第２の透明基
板７２との表面側には第３の偏光板９３が配置されている。
【００１９】
　撮像部３１は、観察者を撮影するものである。視点位置判定部３２は、撮像部３１によ
る撮影画像を解析することによって、観察者の視点位置、特に観察角度θを判定するもの
である。検出部３による視点位置の検出には、例えばフェイストラッキング技術を用いる
ことができる。なお、観察角度θとは、後述するように、例えばパララクッス素子２の所
定部位（中心部）に対する観察者の水平方向の角度である。
【００２０】
　表示制御部４は、検出部３で検出された観察者の観察角度θに応じて、表示部１に表示
する画像の制御を行うようになっている。表示制御部４は、逆視やクロストークなどが生
じないように、表示部１に表示する複数の視点画像の表示状態を制御するようになってい
る。
【００２１】
　画像生成部５は、表示制御部４の制御に従って、観察者の視点位置に応じた複数の視点
画像を含む画像データを生成して表示部１に供給するようになっている。表示制御部４は
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、画像生成部５によって生成された画像データを表示部１に表示させる。
【００２２】
［２．視点画像の表示制御の具体例］
　以下では、複数の視点画像が左眼用視点画像Ｌと右眼用視点画像Ｒとからなる場合を例
に説明する。
【００２３】
　表示制御部４は、位置が連続するｎ個（ｎは４以上の整数）の画素にｎ／２個の左眼用
視点画像Ｌとｎ／２個の右眼用視点画像Ｒとを表示させ、観察角度θに応じて、ｎ個の画
素内におけるｎ／２個の左眼用視点画像Ｌとｎ／２個の右眼用視点画像Ｒとの表示位置を
変化させる。
【００２４】
　図５～図９を参照して、ｎ＝６、第１～第６の画素を１つの表示制御単位とする場合の
具体例を説明する。図５～図９では、主に画面中心部における表示状態を示している。図
７および図９では、観察角度θ＝０°の場合における画面中心部での表示状態を示してい
る。図８では、観察角度θ＝θ１の場合における画面中心部での表示状態を示している。
図７および図８では、パララクッス素子２としてパララックスバリア２Ａを用いた場合を
例にしている。図５～図８では、表示部１またはパララクッス素子２の中心部の水平Ｘ方
向の座標を０としている。観察角度θは、パララクッス素子２の中心部に対する観察者の
水平Ｘ方向の角度である。より具体的には、図７および図８に示したように、パララクッ
ス素子２の中心部に対する、左眼１０Ｌと右眼１０Ｒとの中間視点位置１０Ｃの角度であ
る。図５および図６の横軸はパララクッス素子２の水平Ｘ方向の位置、縦軸はパララクッ
ス素子２の表面から観察者（中間視点位置１０Ｃ）までの距離Ｚを示す。ｒ１、ｒ２、ｒ
３は、パララクッス素子２の中心部（Ｘ＝０）から中間視点位置１０Ｃまでの観察距離を
示す。
【００２５】
　表示制御部４は、例えば図７に示したように、表示部１の画面中心部では、位置が連続
する第１～第３の画素に、同一の左眼用視点画像Ｌを連続して３つ割り当てて表示させる
と共に、位置が連続する第４～第６の画素に、同一の右眼用視点画像Ｒを連続して３つ割
り当てて表示させる。以下では、このような視点画像の表示状態を「ＬＬＬＲＲＲ」と記
す。
【００２６】
（観察角度θによる視点画像の表示状態の変化の例）
　図５に、観察角度θによる視点画像の表示状態の変化を示す。図５に示したように、表
示制御部４は、観察角度θが大きくなるに従い、θ＝０°を含むθ＝θ０の角度範囲では
「ＬＬＬＲＲＲ」、θ＝θ１の角度範囲では「ＬＬＲＲＲＬ」、θ＝θ２の角度範囲では
「ＬＲＲＲＬＬ」、θ＝θ３の角度範囲では「ＲＲＲＬＬＬ」というように、第１～第６
の画素に表示する視点画像の並びを順次シフトさせて表示させる。図８には、観察角度θ
がθ１の角度範囲になった場合における視点画像の表示状態と、観察される画素の様子を
示す。
【００２７】
（観察距離による視点画像の表示状態の変化の例）
　図５からも分かるように、表示制御部４は、同一の観察角度θでは、表示部１における
左眼用視点画像Ｌと右眼用視点画像Ｒとの視点画像の表示位置は変化させない。表示制御
部４は、位置が連続する２以上の画素に同一の視点画像を表示させることで、観察距離に
応じて、異なる画素間隔で左眼用視点画像Ｌと右眼用視点画像Ｒとが観察されるようにす
る。表示制御部４は、パララクッス素子２の中心部（Ｘ＝０）から第１の距離ｒ１（中間
）にある場合に観察される左眼用視点画像Ｌと右眼用視点画像Ｒとの画素間隔に対して、
第１の距離ｒ１よりもパララクッス素子２に近い第２の距離ｒ２（近距離）では大きい画
素間隔で左眼用視点画像Ｌと右眼用視点画像Ｒとが観察されるようにする。また、第１の
距離ｒ１よりもパララクッス素子２から遠い第３の距離ｒ３（遠距離）では小さい画素間
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隔で左眼用視点画像Ｌと右眼用視点画像Ｒとが観察されるようにする。
【００２８】
　具体的には、図７および図９に示したように、観察角度θ＝０°の場合を例にすると、
第１の距離ｒ１（中間）では、第２の画素に表示された左眼用視点画像Ｌが観察されると
共に、第５の画素に表示された右眼用視点画像Ｒが観察されている。この場合、図９（Ｂ
）に示したように２つ分の画素間隔を空けて左眼用視点画像Ｌと右眼用視点画像Ｒとが観
察されることになり、３画素の幅が眼間距離Ｅに相当する（１画素の幅が眼間距離Ｅの１
／３に相当する）。
【００２９】
　観察角度θが変化したとしても、視点位置が図５に示した第１の距離ｒ１のプロット位
置にある限り、観察される画素の間隔は図９（Ｂ）と同じになる。例えば、図６の比較例
に示したように、パララクッス素子２の表面からの距離Ｚが所定の距離Ｚ０に保たれたま
ま観察角度θが変化した場合には、観察される画素の間隔は変化する。観察角度θが変化
した場合、観察される画素の間隔が同じとなるのは、図６の実施例に示したように、パラ
ラクッス素子２の表面からの距離Ｚが所定の距離Ｚ０よりも小さくなる距離Ｚ１の位置と
なる。
【００３０】
　第２の距離ｒ２（近距離）では、第１の画素と第２の画素との中間部を中心にして左眼
用視点画像Ｌが観察されると共に、第５の画素と第６の画素との中間部を中心にして右眼
用視点画像Ｒが観察されている。この場合、図９（Ｃ）に示したように３つ分の画素間隔
を空けて左眼用視点画像Ｌと右眼用視点画像Ｒとが観察されることになり、４画素の幅が
眼間距離Ｅに相当する（１画素の幅が眼間距離Ｅの１／４に相当する）。観察角度θが変
化したとしても、視点位置が図５に示した第２の距離ｒ２のプロット位置にある限り、観
察される画素の間隔は図９（Ｃ）と同じになる。
【００３１】
　第３の距離ｒ３（遠距離）では、第２の画素と第３の画素との中間部を中心にして左眼
用視点画像Ｌが観察されると共に、第４の画素と第５の画素との中間部を中心にして右眼
用視点画像Ｒが観察されている。この場合、図９（Ａ）に示したように１つ分の画素間隔
を空けて左眼用視点画像Ｌと右眼用視点画像Ｒとが観察されることになり、２画素の幅が
眼間距離Ｅに相当する（１画素の幅が眼間距離Ｅの１／２に相当する）。観察角度θが変
化したとしても、視点位置が図５に示した第３の距離ｒ３のプロット位置にある限り、観
察される画素の間隔は図９（Ａ）と同じになる。
【００３２】
（ｎ＝４の場合の表示例）
　なお、図５～図９ではｎ＝６、第１～第６の画素を１つの表示制御単位とする場合の具
体例を示しているが、ｎ＝６以下であっても良い。図１０は、ｎ＝４、第１～第４の画素
を１つの表示制御単位とする場合の具体例を示している。図１０では、図９と同様、画面
中心部における表示状態を示している。また、観察角度θ＝０°の場合の状態を示してい
る。ｎ＝４とする場合、表示制御部４は、図１０に示したように、表示部１の画面中心部
では、位置が連続する第１および第２の画素に、同一の左眼用視点画像Ｌを連続して２つ
割り当てて表示させると共に、位置が連続する第３および第４の画素に、同一の右眼用視
点画像Ｒを連続して２つ割り当てて表示させる。
【００３３】
　ｎ＝４とする場合、第１の距離ｒ１（中間）では、第１の画素と第２の画素との中間部
を中心にして左眼用視点画像Ｌが観察されると共に、第３の画素と第４の画素との中間部
を中心にして右眼用視点画像Ｒが観察されている。この場合、図１０（Ｂ）に示したよう
に１つ分の画素間隔を空けて左眼用視点画像Ｌと右眼用視点画像Ｒとが観察されることに
なり、２画素の幅が眼間距離Ｅに相当する（１画素の幅が眼間距離Ｅの１／２に相当する
）。
【００３４】
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　第２の距離ｒ２（近距離）では、第１の画素に表示された左眼用視点画像Ｌが観察され
ると共に、第４の画素に表示された右眼用視点画像Ｒが観察されている。この場合、図１
０（Ｃ）に示したように２つ分の画素間隔を空けて左眼用視点画像Ｌと右眼用視点画像Ｒ
とが観察されることになり、３画素の幅が眼間距離Ｅに相当する（１画素の幅が眼間距離
Ｅの１／３に相当する）。
【００３５】
　第３の距離ｒ３（遠距離）では、第２の画素に表示された左眼用視点画像Ｌが観察され
ると共に、第３の画素に表示された右眼用視点画像Ｒが観察されている。この場合、図１
０（Ａ）に示したように、１画素の幅が眼間距離Ｅに相当する。
【００３６】
（観察距離による視点画像の切り替えマージンについて）
　この表示装置では、上記図９および図１０に示したように、観察距離によって異なる画
素間隔で左眼用視点画像Ｌと右眼用視点画像Ｒとが観察される。このため、図１１に示し
たように、視点位置が水平方向に移動した場合に正常な立体視を行うことができる範囲が
観察距離によって異なる。図１１は、観察距離による視点画像の切り替えマージンＭの違
いを示している。図１１において、左眼１０Ｌと右眼１０Ｒとが水平方向に移動した場合
、切り替えマージンＭの範囲内では正常な立体視を行うことができる。切り替えマージン
Ｍの範囲を超えると、左眼用視点画像Ｌと右眼用視点画像Ｒとが混ざって観察されるクロ
ストークが発生する。切り替えマージンＭの範囲を超える場合には、図５に示したように
観察角度θに応じた状態に視点画像の表示状態を切り替える。なお、図１１（Ａ）は図９
（Ａ）と同様に第３の距離ｒ３（遠距離）での表示状態に対応し、図１１（Ｂ）は図９（
Ｂ）と同様に第１の距離ｒ１（中間）での表示状態に対応し、図１１（Ｃ）は図９（Ｃ）
と同様に第２の距離ｒ２（近距離）での表示状態に対応している。図１１の横軸はパララ
クッス素子２の水平Ｘ方向の位置、縦軸は各画素に表示された各視点画像の輝度の分布を
示している。
【００３７】
　図１２は図１１（Ｂ）の第１の距離ｒ１（中間）における左眼１０Ｌの観察領域を例に
した、切り替えマージンＭの計算例を示している。図１２において、Ｗｗｚは、クロスト
ーク量が３％以下となる範囲を示している。第１の距離ｒ１では、図９（Ｂ）にも示した
ように、３画素の幅が眼間距離Ｅに相当し、１画素の幅が眼間距離Ｅの１／３に相当する
。このため、眼間距離Ｅを６５ｍｍ、Ｗｗｚを３０ｍｍとすると、切り替えマージンＭは
、次のようになる。図１２に示したように、視点位置がＸ２方向の切り替えマージンＭを
超えると視点画像の表示状態が「ＬＬＬＲＲＲ」から「ＬＬＲＲＲＬ」に切り替わる。Ｘ
１方向の切り替えマージンＭを超えると視点画像の表示状態が「ＬＬＬＲＲＲ」から「Ｒ
ＬＬＬＲＲ」に切り替わる。
　Ｍ＝Ｅ／６＋（Ｗｗｚ／３）・１／２＝６５／６＋（３０／３）・１／２＝１５．８ｍ
ｍ
【００３８】
　なお、図１１（Ａ）の第３の距離ｒ３、図１１（Ｃ）の第２の距離ｒ２における切り替
えマージンＭは、次のようになる。
　Ｍ＝（Ｗｗｚ／３）・１／２＝（３０／３）・１／２＝５ｍｍ
【００３９】
　以上はｎ＝６、第１～第６の画素を１つの表示制御単位とする場合の切り替えマージン
Ｍの具体例であるが、図１０の表示例、すなわち、ｎ＝４、第１～第４の画素を１つの表
示制御単位とする場合にも同様に計算できる。
【００４０】
　図１３は図１０（Ｂ）の表示状態に対応する切り替えマージンＭの計算例を示している
。図１０（Ｂ）にも示したように、２画素の幅が眼間距離Ｅに相当し、１画素の幅が眼間
距離Ｅの１／２に相当する。このため、眼間距離Ｅを６５ｍｍ、Ｗｗｚを３０ｍｍとする
と、切り替えマージンＭは、次のようになる。図１３に示したように、視点位置がＸ２方
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向の切り替えマージンＭを超えると視点画像の表示状態が「ＬＬＲＲ」から「ＬＲＲＬ」
に切り替わる。Ｘ１方向の切り替えマージンＭを超えると視点画像の表示状態が「ＬＬＲ
Ｒ」から「ＲＬＬＲ」に切り替わる。
　Ｍ＝Ｅ／８＋（Ｗｗｚ／２）・１／２＝６５／８＋（３０／２）・１／２＝１５．６ｍ
ｍ
【００４１】
　従って、ｎ＝６の場合の方がｎ＝４の場合に比べて切り替えマージンＭが大きく、クロ
ストークが発生しにくい。
【００４２】
［３．効果］
　以上説明したように、本実施の形態に係る表示装置によれば、観察角度に応じて、各画
素への各視点画像の表示位置を変化させるようにしたので、視点位置によらず適切な立体
表示を行うことできる。また、位置が連続する２以上の画素に同一の視点画像を表示させ
るようにしたので、観察角度θに変化がない限り、観察距離が変わったとしても（観察さ
れる画素位置、画素間隔は変化するものの）、適切に立体表示を行うことができる。
【００４３】
［４．変形例］
　本開示による技術は、上記実施の形態の説明に限定されず種々の変形実施が可能である
。
　例えば、上記実施の形態に係る表示装置はいずれも、表示機能を有する種々の電子機器
に適用可能である。図１４は、そのような電子機器の一例としてテレビジョン装置の外観
構成を表している。このテレビジョン装置は、フロントパネル２１０およびフィルターガ
ラス２２０を含む映像表示画面部２００を備えている。
【００４４】
　また例えば、本技術は以下のような構成を取ることができる。
（１）
　複数の画素を有し、複数の視点画像をそれぞれ異なる前記画素に割り当てて表示する表
示部と、
　観察者の観察角度を検出する検出部と、
　前記観察角度に応じて、前記各画素への前記各視点画像の表示位置を変化させる表示制
御部と
　を備えた表示装置。
（２）
　前記表示制御部は、位置が連続する２以上の画素に同一の視点画像を表示させる
　上記（１）に記載の表示装置。
（３）
　前記表示部に表示された前記複数の視点画像をそれぞれ異なる方向に分離するパララク
ッス素子をさらに備えた
　上記（１）または（２）に記載の表示装置。
（４）
　前記複数の視点画像は左眼用視点画像と右眼用視点画像とからなり、
　前記表示制御部は、位置が連続するｎ個（ｎは４以上の整数）の画素にｎ／２個の前記
左眼用視点画像とｎ／２個の前記右眼用視点画像とを表示させ、前記観察角度に応じて、
前記ｎ個の画素内におけるｎ／２個の前記左眼用視点画像とｎ／２個の前記右眼用視点画
像との表示位置を変化させる
　上記（３）に記載の表示装置。
（５）
　前記複数の視点画像は左眼用視点画像と右眼用視点画像とからなり、
　前記表示制御部は、位置が連続する２以上の画素のそれぞれに同一の視点画像を表示さ
せ、同一の観察角度では、前記表示部における前記左眼用視点画像と前記右眼用視点画像
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視点画像と前記右眼用視点画像とが観察されるようにする
　上記（３）または（４）に記載の表示装置。
（６）
　前記表示制御部は、前記パララクッス素子の所定部位から第１の距離にある場合に観察
される前記左眼用視点画像と前記右眼用視点画像との画素間隔に対して、前記第１の距離
よりも前記パララクッス素子に近い第２の距離では大きい画素間隔で前記左眼用視点画像
と前記右眼用視点画像とが観察され、前記第１の距離よりも前記パララクッス素子から遠
い第３の距離では小さい画素間隔で前記左眼用視点画像と前記右眼用視点画像とが観察さ
れるようにする
　上記（５）に記載の表示装置。
（７）
　前記観察角度は、前記パララクッス素子の所定部位に対する前記観察者の水平方向の角
度である
　上記（３）ないし（６）のいずれか１つに記載の表示装置。
（８）
　表示装置を含み、
　前記表示装置は、
　複数の画素を有し、複数の視点画像をそれぞれ異なる前記画素に割り当てて表示する表
示部と、
　観察者の観察角度を検出する検出部と、
　前記観察角度に応じて、前記各画素への前記各視点画像の表示位置を変化させる表示制
御部と
　を備えた電子機器。
【符号の説明】
【００４５】
　１…表示部、２…パララックス素子、２Ａ…パララックスバリア、２Ｂ…レンチキュラ
レンズ、３…検出部、４…表示制御部、５…画像生成部、６…パララックス素子制御部、
１０Ｌ…左眼、１０Ｒ…右眼、１０Ｃ…中間視点位置、２１…開口部、２２…遮蔽部、２
３…分割レンズ、３１…撮像部、３２…視点位置判定部、６１，７１…第１の透明基板、
６２，７２…第２の透明基板、７０…液晶層、８０…バックライト、９１…第１の偏光板
、９２…第２の偏光板、９３…第３の偏光板、２００…映像表示画面部、２１０…フロン
トパネル、２２０…フィルターガラス、Ｅ…眼間距離、Ｍ…マージン、θ…観察角度。
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