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(57)【要約】
　立体映像ディスプレイ装置及びその駆動方法が開示さ
れ、該立体映像ディスプレイ装置は、互いに異なる２種
の第１フレーム周波数と第２フレーム周波数とで交互に
映像をスキャニングするディスプレイパネル、該ディス
プレイパネルに映像信号を入力する映像信号入力部、及
び該ディスプレイパネルに光を照射するバックライト・
ユニットを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１フレーム周波数と、前記第１フレーム周波数と異なる第２フレーム周波数とで交互
に映像をスキャニングするディスプレイパネルと、
　前記ディスプレイパネルに映像信号を入力する映像信号入力部と、
　前記ディスプレイパネルに光を照射するバックライト・ユニットと、
　シャッタグラスの左目シャッタと右目シャッタとを選択的に開閉するシャッタ制御部と
、を含む立体映像ディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記第１フレーム周波数は、第２フレーム周波数の２～５倍であることを特徴とする請
求項１に記載の立体映像ディスプレイ装置。
【請求項３】
　前記ディスプレイパネルは、第１左目映像フレーム、第２左目映像フレーム、第１右目
映像フレーム、第２右目映像フレームを含み、前記第１左目映像フレームと第１右目映像
フレームとが第１フレーム周波数でスキャニングされ、第２左目映像フレームと第２右目
映像フレームとが第２フレーム周波数でスキャニングされることを特徴とする請求項１に
記載の立体映像ディスプレイ装置。
【請求項４】
　前記第１左目映像フレームと第１右目映像フレームとで、それぞれ２～５本のラインが
同時にスキャニングされることを特徴とする請求項３に記載の立体映像ディスプレイ装置
。
【請求項５】
　前記シャッタ制御部が、前記第１左目映像フレームと第２左目映像フレームとが混合す
る左目有効区間で、左目シャッタを開放し、第１右目映像フレームと第２右目映像フレー
ムとが混合する右目有効区間で、右目シャッタを開放することを特徴とする請求項３に記
載の立体映像ディスプレイ装置。
【請求項６】
　前記第１左目映像フレームと第２左目映像フレームとが混合する左目有効区間で、前記
第２左目映像フレームの領域を含む左目有効区間の一部が、第１左目映像フレームを含む
左目有効区間の一部より広いことを特徴とする請求項５に記載の立体映像ディスプレイ装
置。
【請求項７】
　前記ディスプレイパネルに光を照射するバックライト・ユニットをさらに含み、前記バ
ックライト・ユニットが、前記左目有効区間と右目有効区間とでターンオンされ、他の区
間でターンオフされることを特徴とする請求項６に記載の立体映像ディスプレイ装置。
【請求項８】
　第１左目映像、第２左目映像、第１右目映像、第２右目映像を順次にスキャニングする
ディスプレイパネルと、
　前記ディスプレイパネルに映像信号を入力する映像信号入力部と、
　前記ディスプレイパネルに光を照射するバックライト・ユニットと、
　右目映像と左目映像とが混合する区間で、左目シャッタと右目シャッタとを閉鎖するシ
ャッタ制御部と、を含む立体映像ディスプレイ装置。
【請求項９】
　前記ディスプレイパネルが、前記第１左目映像、第２左目映像、第１右目映像、第２右
目映像をスキャニングするとき、２～５本のラインが同時にスキャニングされることを特
徴とする請求項８に記載の立体映像ディスプレイ装置。
【請求項１０】
　前記シャッタ制御部が、前記第２左目映像のスキャニング区間で、左目シャッタが開放
されるように制御し、第２右目映像のスキャニング区間で、右目シャッタが開放されるよ
うに制御することを特徴とする請求項８に記載の立体映像ディスプレイ装置。
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【請求項１１】
　前記第２左目映像と第２右目映像とがブラックに表示されることを特徴とする請求項８
に記載の立体映像ディスプレイ装置。
【請求項１２】
　前記シャッタ制御部が、前記第１左目映像が、スキャニング区間で、左目シャッタが開
放されるように制御し、第１右目映像のスキャニング区間で、右目シャッタが開放される
ように制御することを特徴とする請求項１１に記載の立体映像ディスプレイ装置。
【請求項１３】
　それぞれ独立してスキャニングされる第１領域と第２領域とを含み、前記第１領域及び
第２領域それぞれは、第１左目映像スキャニング区間、第１左目映像ホールディング区間
、第２左目映像スキャニング区間、第２左目映像ホールディング区間、第１右目映像スキ
ャニング区間、第１右目映像ホールディング区間、第２右目映像スキャニング区間、第２
右目映像ホールディング区間を含むディスプレイパネルと、
　前記ディスプレイパネルに映像信号を入力する映像信号入力部と、
　前記ディスプレイパネルに光を照射するバックライト・ユニットと、
　前記第１左目映像ホールディング区間、第２左目映像スキャニング区間、第２左目映像
ホールディング区間で、左目シャッタを開放し、第１右目映像ホールディング区間、第２
右目映像スキャニング区間、第２右目映像ホールディング区間で、右目シャッタを開放す
るシャッタ制御部と、を含む立体映像ディスプレイ装置。
【請求項１４】
　前記ディスプレイパネルに光を照射するバックライト・ユニットをさらに含み、前記バ
ックライト・ユニットは、前記第１左目映像ホールディング区間、第２左目映像スキャニ
ング区間、第２左目映像ホールディング区間でターンオンされ、第１右目映像ホールディ
ング区間、第２右目映像スキャニング区間、第２右目映像ホールディング区間でターンオ
ンされることを特徴とする請求項１３に記載の立体映像ディスプレイ装置。
【請求項１５】
　前記第１左目映像スキャニング区間と、第１左目映像ホールディング区間とのフレーム
周波数は、６０Ｈｚの偶数倍の周波数を有することを特徴とする請求項１３に記載の立体
映像ディスプレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クロストークが減少または除去された立体映像ディスプレイ装置及びその駆
動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、三次元映像は、人間の両目を介したステレオ視覚の原理によってなされるが
、両目が約６５ｍｍほど離れて存在するために示される両眼視差（binocular　parallax
）が立体感の最も重要な要因であるといえる。互いに異なる映像を両目にそれぞれ見せる
ことにより、立体感が表現される。このために、同一の２台のカメラを両眼間隔ほど間を
あけて撮影した後、左側カメラで撮った映像は、左目だけに見せ、右側カメラ映像は、右
目だけに見せる。
【０００３】
　立体映像ディスプレイ装置には、メガネを利用したディスプレイと、無メガネ方式のデ
ィスプレイとがある。メガネ式ディスプレイには、偏光メガネ方式と、シャッタメガネ方
式とがあり、無メガネ方式のディスプレイには、パララックスバリア（parallax　barrie
r）方式、レンチキュラ（lenticular）方式、インテグラル・イメージング（integral　i
maging）方式、ホログラフィ（ｈｏｌｏｇｒａｐｈｙ）方式などがある。
【０００４】
　メガネ式三次元ディスプレイ方式のうちシャッタメガネ方式は、液晶シャッタグラスを



(4) JP 2013-530639 A 2013.7.25

10

20

30

40

50

利用して立体映像を具現する。かような液晶シャッタグラス方式は、例えば、１２０Ｈｚ
周波数で、左目と右目とにそれぞれ異なる映像を見せる。液晶シャッタグラス方式を利用
した立体映像表示装置は、左映像及び右映像を相互にディスプレイし、液晶シャッタを、
左目映像と右目映像とのディスプレイに同期して、左右交互に開閉する。
【０００５】
　ところで、メガネ式三次元ディスプレイでは、１フレーム内で、左目映像と右目映像と
が互いにミックスされるクロストーク現象が発生することがある。かようなクロストーク
現象は、視聴者の左目及び右目に誤った映像を見せるので、視聴者の疲労感を誘発するこ
とになる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、クロストークが減少または除去された映像を表示する立体映像ディスプレイ
装置及びその駆動方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　例示的な一実施形態による立体映像ディスプレイ装置は、互いに異なる２種の第１フレ
ーム周波数と第２フレーム周波数とで交互に映像をスキャニングするディスプレイパネル
と、前記ディスプレイパネルに映像信号を入力する映像信号入力部と、前記ディスプレイ
パネルに光を照射するバックライト・ユニットと、シャッタグラスの左目シャッタと右目
シャッタとを選択的に開閉するシャッタ制御部と、を含んでもよい。
【０００８】
　前記第１フレーム周波数は、第２フレーム周波数の２～５倍であってもよい。
【０００９】
　前記ディスプレイパネルは、第１左目映像フレーム、第２左目映像フレーム、第１右目
映像フレーム、第２右目映像フレームを含み、前記第１左目映像フレームと第１右目映像
フレームとが第１フレーム周波数でスキャニングされ、第２左目映像フレームと第２右目
映像フレームとが第２フレーム周波数でスキャニングされてもよい。
【００１０】
　前記第１左目映像フレームと第１右目映像フレームとが、２～５本のラインが同時にス
キャニングされてもよい。
【００１１】
　前記シャッタ制御部が、前記第１左目映像フレームと第２左目映像フレームとが混合す
る左目有効区間で、左目シャッタを開放するように制御し、第１右目映像フレームと第２
右目映像フレームとが混合する右目有効区間で、右目シャッタを開放するように制御する
ことができる。
【００１２】
　前記第２左目映像フレームを含む左目有効区間の一部が、前記第１左目映像フレームを
含む左目有効区間の一部より大きくなってもよい。
【００１３】
　前記バックライト・ユニットが、左目有効区間と右目有効区間とでターンオンされ、他
の区間でターンオフされる。
【００１４】
　前記第１左目映像フレームと第１右目映像フレームとがブラックを表示することができ
る。
【００１５】
　前記第２左目映像フレームと第１右目映像フレームとが混合する左目有効区間で、左目
シャッタが開放され、第２右目映像フレームと第１左目映像フレームとが混合する右目有
効区間で、右目シャッタが開放されてもよい。
【００１６】
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　前記バックライト・ユニットが、左目有効区間と右目有効区間とでターンオンされ、他
の区間でターンオフされてもよい。
【００１７】
　例示的な他の実施形態による立体映像ディスプレイ装置は、第１左目映像、第２左目映
像、第１右目映像、第２右目映像が順次にスキャニングされるディスプレイパネルと、前
記ディスプレイパネルに映像信号を入力する映像信号入力部と、前記ディスプレイパネル
に光を照射するバックライト・ユニットと、右目映像と左目映像とが混合する区間で、左
目シャッタと右目シャッタとを閉鎖するシャッタ制御部と、を含んでもよい。
【００１８】
　前記第１左目映像、第２左目映像、第１右目映像、第２右目映像をスキャニングすると
き、２～５本のラインが同時にスキャニングされてもよい。
【００１９】
　前記第２左目映像のスキャニング区間で、左目シャッタが開放され、第２右目映像のス
キャニング区間で、右目シャッタが開放されてもよい。
【００２０】
　例示的なさらに他の実施形態による立体映像ディスプレイ装置は、それぞれ独立してス
キャニングされる第１領域と第２領域とを含み、前記第１領域及び第２領域それぞれは、
第１左目映像スキャニング区間、第１左目映像ホールディング区間、第２左目映像スキャ
ニング区間、第２左目映像ホールディング区間、第１右目映像スキャニング区間、第１右
目映像ホールディング区間、第２右目映像スキャニング区間、第２右目映像ホールディン
グ区間を含むディスプレイパネルと、前記ディスプレイパネルに映像信号を入力する映像
信号入力部と、前記ディスプレイパネルに光を照射するバックライト・ユニットと、前記
第１左目映像ホールディング区間、第２左目映像スキャニング区間、第２左目映像ホール
ディング区間で、左目シャッタを開放し、第１右目映像ホールディング区間、第２右目映
像スキャニング区間、第２右目映像ホールディング区間で、右目シャッタを開放するシャ
ッタ制御部と、を含んでもよい。
【００２１】
　前記バックライト・ユニットは、前記第１左目映像ホールディング区間、第２左目映像
スキャニング区間、第２左目映像ホールディング区間でターンオンされ、第１右目映像ホ
ールディング区間、第２右目映像スキャニング区間、第２右目映像ホールディング区間で
ターンオンされてもよい。
【００２２】
　前記第１左目映像スキャニング区間と、第１左目映像ホールディング区間とのフレーム
周波数は、６０Ｈｚの偶数倍の周波数を有することができる。
【００２３】
　前記第１領域と第２領域とのスキャニングが、それぞれディスプレイパネルの中間ライ
ンから始まってもよい。
【００２４】
　前記第１領域のスキャニングが、ディスプレイパネルの最初のラインから第１中間ライ
ンまで進められ、第２領域のスキャニングが、ディスプレイパネルの第２中間ラインから
最後のラインまで進められる。
【００２５】
　前記第１領域のスキャニングが、ディスプレイパネルの最初のラインから第１中間ライ
ンまで進められ、第２領域のスキャニングが、ディスプレイパネルの最後のラインから第
２中間ラインまで進められてもよい。
【００２６】
　前記第１領域と第２領域は、同時にスキャニングされてもよい。
【００２７】
　例示的なさらに他の実施形態による立体映像ディスプレイ装置は、左目映像信号と右目
映像信号とを周期的に生成する映像信号入力部と、前記左目映像信号の入力の間、以前周
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期の右目映像ホールディング区間、左目映像スキャニング区間を含み、右目映像信号の入
力の間、左目映像ホールディング区間と、右目映像スキャニング区間とを含むディスプレ
イパネルと、前記ディスプレイパネルに光を照射するバックライト・ユニットと、シャッ
タグラスの左目シャッタと右目シャッタとを選択的に開閉するシャッタ制御部と、を含ん
でもよい。
【００２８】
　例示的な一実施形態による立体映像ディスプレイ装置の駆動方法は、映像信号入力部か
らディスプレイパネルに映像信号を入力する段階と、前記ディスプレイパネルで、互いに
異なる２種の第１フレーム周波数と第２フレーム周波数とで交互に映像をスキャニングす
る段階と、バックライト・ユニットから、前記ディスプレイパネルに光を照射する段階と
、シャッタ制御部が、シャッタグラスの左目シャッタと右目シャッタとを選択的に開閉す
る段階と、を含んでもよい。
【００２９】
　例示的な他の実施形態による立体映像ディスプレイ装置の駆動方法は、映像信号入力部
からディスプレイパネルに映像信号を入力する段階と、前記ディスプレイパネルが、第１
左目映像、第２左目映像、第１右目映像、第２右目映像を順次にスキャニングする段階と
、バックライト・ユニットから、前記ディスプレイパネルに光を照射する段階と、シャッ
タ制御部が、右目映像と左目映像とが混合する区間で、左目シャッタと右目シャッタとを
閉鎖する段階と、を含んでもよい。
【００３０】
　例示的なさらに他の実施形態による立体映像ディスプレイ装置の駆動方法は、映像信号
入力部からディスプレイパネルに映像信号を入力する段階と、前記ディスプレイパネルが
それぞれ独立してスキャニングされる第１領域と第２領域とを含み、前記ディスプレイパ
ネルが、前記第１領域及び第２領域それぞれで、第１左目映像をスキャニングし、第１左
目映像をホールディングし、第２左目映像をスキャニングし、第２左目映像をホールディ
ングする段階と、前記ディスプレイパネルが、前記第１領域及び第２領域それぞれで、第
１右目映像をスキャニングし、第１右目映像をホールディングし、第２右目映像をスキャ
ニングし、第２右目映像をホールディングする段階と、バックライト・ユニットから、前
記ディスプレイパネルに光を照射する段階と、シャッタ制御部が、前記第１左目映像ホー
ルディング区間、第２左目映像スキャニング区間、第２左目映像ホールディング区間で、
左目シャッタを開放する段階と、前記シャッタ制御部が第１右目映像ホールディング区間
、第２右目映像スキャニング区間、第２右目映像ホールディング区間で、右目シャッタを
開放する段階と、を含んでもよい。
【００３１】
　例示的なさらに他の実施形態による立体映像ディスプレイ装置の駆動方法は、映像信号
入力部が、前記ディスプレイパネルに左目映像信号を入力する段階と、前記左目映像信号
の入力の間、前記ディスプレイパネルが、以前にスキャニングされた右目映像をホールデ
ィングし、左目映像をスキャニングする段階と、前記映像信号入力部が、前記ディスプレ
イパネルに右目映像信号を入力する段階と、前記右目映像信号の入力の間、前記ディスプ
レイパネルが、前記左目映像をホールディングし、右目映像をスキャニングする段階と、
バックライト・ユニットから、前記ディスプレイパネルに光を照射する段階と、シャッタ
制御部が、シャッタグラスの左目シャッタと右目シャッタとを選択的に開閉する段階と、
を含んでもよい。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、両眼のイメージが混合しない区間で映像表示が可能であるので、クロ
ストークが減少または除去された映像を表示する立体映像ディスプレイ装置を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
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【図１】例示的な実施形態による立体映像ディスプレイ装置を概略的に図示した図面であ
る。
【図２】例示的な実施形態による立体映像ディスプレイ装置の駆動方法を示した図面であ
る。
【図３】他の例示的な実施形態による立体映像ディスプレイ装置の駆動方法を示した図面
である。
【図４】例示的な実施形態による立体映像ディスプレイ装置の駆動時に使用されるタイミ
ング・ダイヤグラムである。
【図５】例示的な実施形態による立体映像ディスプレイ装置の駆動時に使用されるタイミ
ング・ダイヤグラムである。
【図６】さらに他の例示的な実施形態による立体映像ディスプレイ装置の駆動方法で、二
次元映像を表示する例を図示した図面である。
【図７】さらに他の例示的な実施形態による立体映像ディスプレイ装置の駆動方法で、三
次元映像を表示する例を図示した図面である。
【図８】さらに他の例示的な実施形態による立体映像ディスプレイ装置の駆動方法で、三
次元映像を表示する例を図示した図面である。
【図９】例示的なさらに他の実施形態による立体映像ディスプレイ装置を図示した図面で
ある。
【図１０】例示的なさらに他の実施形態による立体映像ディスプレイ装置の駆動方法を図
示した図面である。
【図１１】例示的なさらに他の実施形態による立体映像ディスプレイ装置の駆動方法を図
示した図面である。
【図１２】例示的なさらに他の実施形態による立体映像ディスプレイ装置の駆動方法を図
示した図面である。
【図１３】例示的なさらに他の実施形態による立体映像ディスプレイ装置の駆動方法を図
示した図面である。
【図１４】例示的なさらに他の実施形態による立体映像ディスプレイ装置の駆動方法を図
示した図面である。
【図１５】例示的なさらに他の実施形態による立体映像ディスプレイ装置の駆動方法を図
示した図面である。
【図１６】例示的なさらに他の実施形態による立体映像ディスプレイ装置を図示した図面
である。
【図１７】図１６に図示された立体映像ディスプレイ装置に採用されたバックライト・ユ
ニットの一例を図示した図面である。
【図１８】例示的なさらに他の実施形態による立体映像ディスプレイ装置を図示した図面
である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、例示的な実施形態による立体映像ディスプレイ装置及びその駆動方法について、
添付図面を参照しつつ詳細に説明する。図面で、同一の参照番号は、同一の構成要素を指
し、各構成要素の大きさや厚みは、説明の便宜のために誇張されていることもある。一方
、以下で説明する実施形態は、単に例示的なものに過ぎず、かような実施形態から多様な
変形が可能である。
【００３５】
　図１は、例示的な一実施形態による立体映像ディスプレイ装置を概略的に図示したもの
である。例示的な一実施形態による立体映像ディスプレイ装置は、映像を表示するディス
プレイパネル１０と、前記ディスプレイパネル１０に光を照射するバックライト・ユニッ
ト２０と、前記ディスプレイパネル１０に映像信号を入力する映像信号入力部３０とを含
んでもよい。
【００３６】
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　立体映像ディスプレイ装置は、ＬＣＤ（liquid　crystal　display）、ＰＤＰ（plasma
　display　panel）、ＯＬＥＤ（organic　light　emitting　diode）などで具現される
。前記ディスプレイパネル１０は、例えば、液晶パネル（ＬＣＤ）を含む。液晶パネルは
、複数個の画素を含み、画素ごとに薄膜トランジスタと電極とが具備され、映像信号入力
部３０から入力された映像信号によって、画素単位で液晶に電界を加え、前記バックライ
ト・ユニット２０から出射された光を変調する方式で映像を表示することができる。
【００３７】
　前記バックライト・ユニット２０は、例えば、ＣＣＦＬ（cold　cathode　fluorescent
　light）または発光ダイオード（ＬＥＤ）のような光源を含み、バックライト・ユニッ
ト制御部３５が。前記バックライト・ユニット２０を制御することができる。バックライ
ト・ユニット２０は、直下型または側光型で具現されてもよい。前記映像信号入力部３０
は、例えば、二次元（２Ｄ）映像信号または三次元（３Ｄ）映像信号を、ディスプレイパ
ネル１０に入力することができる。
【００３８】
　例示的な実施形態による立体映像ディスプレイ装置では、シャッタグラス４５を利用し
て三次元映像を視聴することができる。前記映像信号入力部３０から、左目映像信号と右
目映像信号とがディスプレイパネル１０に順次に入力され、シャッタ制御部４０が左目映
像信号に同期して、シャッタグラス４５の左目シャッタ４５ａを開放し、右目シャッタ４
５ｂを閉鎖することができる。そして、シャッタ制御部４０が右目映像信号に同期して、
シャッタグラス４５の左目シャッタ４５ａを閉鎖し、右目シャッタ４５ｂを開放して三次
元映像が表示される。しかし、シャッタ制御部が、左目映像信号と右目映像信号とに同期
して制御されることだけに限定されるものではない。シャッタ制御部４０は、右目映像信
号と左目映像信号とについて区間を選択し、左目シャッタと右目シャッタとの開閉を制御
することができる。シャッタグラス４５は、有線または無線で制御される。一方、映像信
号入力部３０からディスプレイパネル１０に、二次元映像信号が入力された場合、シャッ
タグラス４５をはずして二次元映像を視聴することができる。
【００３９】
　図２は、例示的な一実施形態による立体映像ディスプレイ装置の駆動方法を示したもの
である。図２を参照すれば、ディスプレイパネル１０は、互いに異なる２種の第１フレー
ム周波数ｆ１と、第２フレーム周波数ｆ２とで交互に映像をスキャニングすることができ
る。前記第１フレーム周波数ｆ１は、第２フレーム周波数ｆ２より大きくてもよい。例え
ば、前記第１フレーム周波数ｆ１が、第２フレーム周波数ｆ２の２～５倍である。例えば
、前記第１フレーム周波数ｆ１は、３６０Ｈｚ、第２フレーム周波数ｆ２は、１８０Ｈｚ
であることがある。例えば、前記１フレーム周波数ｆ１は、４８０Ｈｚ、第２フレーム周
波数ｆ２は、１６０Ｈｚである。例えば、前記１フレーム周波数ｆ１は、６００Ｈｚ、第
２フレーム周波数ｆ２は、１５０Ｈｚである。
【００４０】
　前記ディスプレイパネル１０は、第１左目映像フレーム、第２左目映像フレーム、第１
右目映像フレーム、第２右目映像フレームを含んでもよい。前記ディスプレイパネル１０
は、第１フレーム周波数ｆ１で、第１左目映像Ｌ１をスキャニングし、第２フレーム周波
数ｆ２で、第２左目映像Ｌ２をスキャニングすることができる。そして、前記ディスプレ
イパネル１０は、第１フレーム周波数ｆ１で、第１右目映像Ｒ１をスキャニングし、第２
フレーム周波数ｆ２で、第２右目映像Ｒ２をスキャニングすることができる。前記第１左
目映像フレームと第１右目映像フレームとが高速でスキャニングされるように、例えば、
２～５本のスキャニングライン（以下、ラインとする）が同時にスキャニングされてもよ
い。例えば、２本のラインを同時にスキャニングする場合、２本のラインに入力されるデ
ータ信号値は、２本のラインに対応する各データ信号値の平均、または２本のラインのう
ち、１ラインのデータ信号値を選択するなど、多様な方法が使用されもする。
【００４１】
　前記シャッタ制御部４０が、左目映像と右目映像とが混合しない一部区間で、左目シャ
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ッタと右目シャッタとを開放することができる。左目シャッタの開放と、バックライト・
ユニットのターンオンとの組み合わせによって左目映像を表示する区間を、左目有効区間
Ｌｅという。右目シャッタの開放と、バックライト・ユニットのターンオンとの組み合わ
せによって右目映像を表示する区間を、右目有効区間Ｒｅという。例えば、前記左目有効
区間Ｌｅは、第１左目映像区間Ｌ１の一部区間と、第２左目映像区間Ｌ２の一部区間とを
含んでもよく、左目有効区間Ｌｅで、左目シャッタが開放されてもよい。前記右目有効区
間Ｒｅは、第１右目映像区間Ｒ１の一部区間と、第２右目映像区間Ｒ２の一部区間とを含
んでもよく、右目有効区間Ｒｅで、右目シャッタが開放されてもよい。以下では、映像と
映像区間とについて、同一の参照番号を使用することにする。
【００４２】
　例示的な実施形態による立体映像ディスプレイ駆動方法では、第１フレーム周波数で駆
動される区間は、データ活性化区間として使用され、第２フレーム周波数で駆動される区
間は、データの光学維持区間として使用されもする。例えば、ディスプレイパネルの応答
速度には限界があり、フレーム周波数を増加させるのに困難がある。従って、左目有効区
間Ｌｅ前に、ディスプレイパネルが映像データによって、第１フレーム周波数であらかじ
め活性化される区間を具備し、活性化されたディスプレイパネルにおいて、第２フレーム
周波数でスキャニングすれば、ディスプレイパネルの応答速度の遅延を補償しつつ、光学
的に映像を表示することができる光学維持区間が確保される。第１左目映像フレームを高
速の第１フレーム周波数でスキャニングしてデータを活性化することにより、第２左目映
像フレームを、所望の第２フレーム周波数でスキャニングしつつ、光学維持区間を確保す
ることができる。例えば、第１左目映像Ｌ１を３６０Ｈｚでスキャニングしてデータを活
性化させた後、第２左目映像Ｌ２を１８０Ｈｚでスキャニングする場合、第２左目映像の
第２フレーム周波数が若干高いといっても、第１左目映像のスキャニングによって、あら
かじめデータが活性化されているから、ディスプレイパネルがさらに早く応答することが
できる。その場合、第２左目映像区間の一部区間を左目有効区間Ｌｅとして選択し、左目
有効区間で、左目シャッタを開放し、バックライト・ユニットをターンオンして左目映像
を表示することができる。左目有効区間Ｌｅには、第１左目映像区間の一部が含まれもす
る。第２左目映像の表示領域が、第１左目映像の表示領域より大きくなるように、第１左
目映像と第２左目映像とが混合する区間を選択し、左目映像を表示することができる。
【００４３】
　第１右目映像フレームを第１フレーム周波数でスキャニングしてデータを活性化し、第
２右目映像フレームを第２フレーム周波数でスキャニングして光学維持区間を確保するこ
とができる。第２右目映像区間の一部区間を右目有効区間Ｒｅとして選択し、右目有効区
間で、右目シャッタを開放し、バックライト・ユニットをターンオンして右目映像を表示
することができる。右目有効区間Ｒｅには、第１右目映像区間の一部が含まれもする。第
２右目映像の表示領域が、第１右目映像の表示領域より大きくなるように、第１右目映像
と第２右目映像とが混合する区間を選択し、右目映像を表示することができる。これによ
り、クロストークのない左目映像と右目映像とを表示することができる。そして、データ
活性化区間を具備することにより、光学維持区間を確保することができ、明るい輝度を得
ることができる。
【００４４】
　一方、左目シャッタと右目シャッタとの開閉と、バックライト・ユニットのターンオン
／ターンオフとの組み合わせを利用して、選択された区間の映像を表示することができる
。例えば、前記左目有効区間Ｌｅで、左目シャッタを開放し、右目有効区間Ｒｅで、右目
シャッタを開放することができる。このとき、バックライト・ユニットに対して、左目有
効区間Ｌｅと、右目有効区間Ｒｅとでブロッキング動作させることができる。または、バ
ックライト・ユニットが続けてターンオンされることも可能である。
【００４５】
　次に、図３を参照すれば、ディスプレイパネル１０は、第１左目映像フレーム、第２左
目映像フレーム、第１右目映像フレーム、第２右目映像フレームを含んでもよい。前記デ
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ィスプレイパネル１０は、第１フレーム周波数ｆ１で、第１左目映像Ｌ１をスキャニング
し、第２フレーム周波数ｆ２で、第２左目映像Ｌ２をスキャニングすることができる。そ
して、前記ディスプレイパネル１０は、第１フレーム周波数ｆ１で、第１右目映像Ｌ１を
スキャニングし、第２フレーム周波数ｆ２で、第２右目映像Ｌ２をスキャニングすること
ができる。前記第１左目映像は、ブラックを表示し、第２左目映像は、左目映像を、第１
右目映像は、ブラックを表示し、第２右目映像は、右目映像を表示することができる。左
目映像を表示するための左目有効区間Ｌｅが、第２左目映像区間Ｌ２の一部と、ブラック
を表示する第１右目映像区間Ｒ１の一部とを含んでもよい。前記左目有効区間Ｌｅは、ブ
ラックを表示する第１左目映像区間Ｌ１の一部をさらに含んでもよい。前記左目有効区間
Ｌｅに含まれた第２左目映像領域Ｌｍは、左目有効区間Ｌｅに含まれた第１右目映像領域
Ｒｍより大きくてもよい。左目有効区間Ｌｅに含まれた第１右目映像領域Ｒｍは、ディス
プレイパネルの応答時間の遅延によって、実質的に第１右目映像（ブラック）を表示しな
いこともある。従って、左目有効区間Ｌｅの間、第２左目映像Ｌ２が表示されてもよい。
そして、前記左目有効区間Ｌｅに、第１左目映像（ブラック）が一部含まれても、人間の
目では、認知することができない。それにより、左目映像と右目映像との混合なしに、左
目映像を表示することができる。
【００４６】
　右目映像を表示するための右目有効区間Ｒｅが、第２右目映像区間Ｒ２の一部と、ブラ
ックを表示する第１左目映像区間Ｌ１の一部とを含んでもよい。前記右目有効区間Ｒｅは
、ブラックを表示する第１右目映像区間Ｒ１一部をさらに含んでもよい。前記右目有効区
間Ｒｅに含まれた第２右目映像領域は、右目有効区間Ｒｅに含まれた第１左目映像領域Ｌ
ｎより大きくてもよい。右目有効区間Ｒｅに含まれた第１左目映像領域Ｌｎは、ディスプ
レイパネルの応答時間の遅延によって、実質的に第１左目映像（ブラック）を表示しない
こともある。従って、右目有効区間Ｒｅの間、第２右目映像Ｒ２が表示されてもよい。そ
して、前記右目有効区間Ｒｅに、第１右目映像（ブラック）が一部含まれても、人間の目
では、認知することができない。それにより、左目映像と右目映像との混合なしに、右目
映像を表示することができる。
【００４７】
　図４は、例えば、第１フレーム周波数ｆ１で、映像をスキャニングする場合のタイミン
グ・ダイヤグラムを図示したものである。図４は、２本のラインが同時にスキャニングさ
れるところを示している。図５は、第２フレーム周波数ｆ２で、映像をスキャニングする
場合のタイミング・ダイヤグラムを図示したものである。図５は、一回で１本のラインを
スキャニングする例を示している。
【００４８】
　図６ないし図８は、例示的な他の実施形態を図示したものである。図６は、二次元映像
を表示する例を図示したものであり、第１フレーム周波数、例えば、１２０Ｈｚのフレー
ム周波数で映像をスキャニングし、右目映像と左目映像との区分なしに、映像を表示する
ことができる。この場合には、一回で１本のラインをスキャニングし、シャッタグラスな
しに、裸眼で二次元映像を視聴することができる。第１フレーム周波数は、１２０Ｈｚに
限定されず、例えば、６０Ｈｚでスキャニングすることも可能である。
【００４９】
　図７は、第２フレーム周波数で、第１左目映像Ｌ１、第２左目映像Ｌ２、第１右目映像
Ｒ１、第２右目映像Ｒ２をスキャニングし、三次元映像を表示する例を図示したものであ
る。第２フレーム周波数は、第１フレーム周波数より大きくてもよい。例えば、第２フレ
ーム周波数は、第１フレーム周波数の２～５倍であってもよい。例えば、一回で２～５本
のラインを同時スキャニングすることにより、第１左目映像Ｌ１、第２左目映像Ｌ２、第
１右目映像Ｒ１、第２右目映像Ｒ２を高速でスキャニングすることができる。２本のライ
ンを同時スキャニングする場合、例えば、２４０Ｈｚの第２フレーム周波数で、第１左目
映像Ｌ１、第２左目映像Ｌ２、第１右目映像Ｒ１、第２右目映像Ｒ２をスキャニングする
ことができる。２本のラインを同時スキャニングする場合、２本のラインに入力されるデ
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ータ信号値は、２本のラインに対応する各データ信号値の平均、または２本のラインのう
ち、１ラインのデータ信号値を選択するなど、多様な方法が使用されもする。例えば、２
本のラインのうち、１ラインのデータ信号値を入力する場合、第１左目映像Ｌ１は、偶数
番目ラインのデータ信号値を入力し、第２左目映像Ｌ２は、奇数番目ラインのデータ信号
値を入力することができる。また、第１右目映像Ｒ１は、偶数番目ラインのデータ信号値
を入力し、第２右目映像Ｒ２は、奇数番目ラインのデータ信号値を入力することができる
。
シャッタ制御部は、第２左目映像区間Ｌ２で、左目シャッタを開放し、第２右目映像区間
Ｒ２で、右目シャッタを開放することができる。バックライト・ユニットは、第２左目映
像区間Ｌ２及び第２右目映像区間Ｒ２でブロッキング動作いたり、あるいは全区間でター
ンオンされてもよい。
【００５０】
　図８は、第２フレーム周波数で、左目映像Ｌ、ブラックＢ、右目映像Ｒ、ブラックＢを
スキャニングし、三次元映像を表示する例を図示したものである。左目映像Ｌと右目映像
Ｒとを表示するとき、例えば、２～５本のラインを同時にスキャニングすることができる
。そして、シャッタ制御部は、左目映像区間Ｌで、左目シャッタを開放し、右目映像区間
Ｒで、右目シャッタを開放し、バックライト・ユニットは、左目映像区間Ｌと右目映像区
間Ｒとでブロッキング動作を行うことができる。または、バックライト・ユニットは、す
べての区間でターンオンされていることも可能である。このように、右目シャッタと左目
シャッタとの開閉動作と、バックライト・ユニットのターンオン／ターンオフ動作との組
み合わせによって、有効左目区間と有効右目区間とを選択することができる。
【００５１】
　図９は、例示的な他の実施形態による立体映像表示装置１５０を図示したものである。
前記立体映像表示装置１５０は、それぞれ独立して駆動される第１領域１０１及び第２領
域１０２を含むディスプレイパネル１００と、前記第１領域と第２領域とに対応するよう
に分割されて光を供給するバックライト・ユニット１１０とを含んでもよい。前記第１領
域１０１及び第２領域１０２は、それぞれディスプレイパネル１００の上部領域と下部領
域とに対応する。
【００５２】
　前記バックライト・ユニット１１０は、第１領域に対向する第１バックライト領域１１
１、及び第２領域に対向する第２バックライト領域（１１２を含んでもよい。また、前記
ディスプレイパネル１００の第１領域１０１に、データ信号を供給するための第１データ
ドライバ１２１と、第２領域１０２にデータ信号を供給するための第２データドライバ１
２２が具備される。前記データ信号に対応して、第１領域１０１にスキャン信号を供給す
るための第１ゲートドライバ１３１と、第２領域１０２にスキャン信号を供給するための
第２ゲートドライバ１３２とが具備される。
【００５３】
　前記ディスプレイパネル１００は、ｍ×ｎ個の画素がマトリックス・タイプに配列され
、ｎ本のデータラインＤ１ないしＤｎと、ｍ本のスキャニングラインＧ１ないしＧｍとが
交差し、データラインとスキャニングライン（以下、ラインとする）との交差部に、ＴＦ
Ｔ（thin　film　transistor）が形成されてもよい。第１領域１０１は、第１ラインＧ１

から第１中間ラインＧｍ１まで含み、第２領域１０２は、第２中間ラインＧｍ２から最後
のｍラインＧｍまで含んでもよい。前記第１中間ラインＧｍ１は、第１領域の最後のライ
ンを、第２中間ラインＧｍ２は、第２領域の最初のラインを示すことができる。
【００５４】
　バックライト・ユニット制御部１４５は、映像信号入力部１４０から入力された垂直同
期信号によって、バックライト・ユニット１１０を駆動することができる。前記映像信号
入力部１４０は、タイミング制御部（timing　controller）を含んでもよい。前記第１デ
ータドライバ１２１及び第２データドライバ１２２と、第１ゲートドライバ１３１及び第
２ゲートドライバ１３２は、映像信号入力部１４０によって制御される。映像信号入力部
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１４０は、垂直同期信号を利用して、前記第１ゲートドライバ１３１及び第２ゲートドラ
イバ１３２を制御し、水平同期信号を利用して、前記第１データドライバ１２１及び第２
データドライバ１２２を制御することができる。前記第１領域１０１及び第２領域１０２
は、同時に駆動されてもよい。一方、シャッタ制御部１４８は、映像信号入力部１４０か
らの信号によって、左目シャッタと右目シャッタとの開閉を制御することができる。
【００５５】
　図１０は、前記ディスプレイパネル１００のタイミング・ダイヤグラムを概略的に図示
したものである。前記ディスプレイパネル１００の前記第１領域１０１及び第２領域１０
２それぞれは、第１左目映像スキャニング区間Ｌ１ｓ、第１左目映像ホールディング区間
Ｌ１ｈ、第２左目映像スキャニング区間Ｌ２ｓ、第２左目映像ホールディング区間Ｌ２ｈ
、第１右目映像スキャニング区間Ｒ１ｓ、第１右目映像ホールディング区間Ｒ１ｈ、第２
右目映像スキャニング区間Ｒ２ｓ、第２右目映像ホールディング区間Ｒ２ｈを含んでもよ
い。映像は、ディスプレイパネルのゲート信号またはデータ信号が出力されずに、ディス
プレイパネルの状態が変わらないで維持されるようにして、ホールディングさせることが
できる。
【００５６】
　左目映像を表示するための左目有効区間Ｌｅは、前記第１左目映像ホールディング区間
Ｌ１ｈ、第２左目映像スキャニング区間Ｌ１ｓ、第２左目映像ホールディング区間Ｌ２ｈ
を含んでもよい。また、右目有効区間Ｒｅは、第１右目映像ホールディング区間Ｒ１ｈ、
第２右目映像スキャニング区間Ｒ２ｓ、第２右目映像ホールディング区間Ｒ２ｈを含んで
もよい。左目有効区間Ｌｅと右目有効区間Ｒｅは、左目シャッタと右目シャッタとの開閉
動作と、バックライト・ユニットのターンオン／ターンオフ動作との組み合わせによって
選択されてもよい。
【００５７】
　シャッタ制御部１５０は、前記第１左目映像ホールディング区間Ｌ１ｈ、第２左目映像
スキャニング区間Ｌ１ｓ、第２左目映像ホールディング区間Ｌ２ｈで、左目シャッタを開
放し、第１右目映像ホールディング区間、第２右目映像スキャニング区間、第２右目映像
ホールディング区間で、右目シャッタを開放することができる。そして、バックライト・
ユニットが、前記第１左目映像ホールディング区間Ｌ１ｈ、第２左目映像スキャニング区
間Ｌ２ｓ、第２左目映像ホールディング区間Ｌ２ｈでターンオンされ、第１右目映像ホー
ルディング区間、第２右目映像スキャニング区間、第２右目映像ホールディング区間でタ
ーンオンされ、残りの区間でターンオフされるブロッキング動作が行うことができる。ま
たは、バックライト・ユニットは、全区間でターンオンされもする。
【００５８】
　左目映像が入力されれば、ディスプレイパネルの第１領域と第２領域は、同時にスキャ
ニングされる。スキャニングは、図１０に図示されたように、第１領域１０１では、ディ
スプレイパネルの第１中間ラインＧｍ１から第１ラインＧ１にスキャニングを行い、第２
領域１０２では、ディスプレイパネルの第２中間ラインＧｍ２から最後のｍラインＧｍに
スキャニングが行うことができる。このように、ディスプレイパネルを２つの領域に分け
てスキャニングを行えば、２つの領域に分けずにスキャニングする場合に比べ、２倍早く
映像を出力することができ、ディスプレイパネルが映像ホールディング時間をさらに長く
有することができる。例えば、第１左目映像Ｌ１が２４０Ｈｚフレーム周波数を有し、第
２左目映像Ｌ２が２４０Ｈｚフレーム周波数を有するとき、１／１２０秒の３／４区間（
１６０Ｈｚ）の間、左目映像と右目映像とのクロストークなしに、左目映像を表示するこ
とができる。このように、クロストークなしに左目映像を表示することができる区間が増
加される。右目映像についても同様に、クロストークなしに、右目映像を表示することが
できる区間が増加される。前記第１左目映像スキャニング区間と、第１左目映像ホールデ
ィング区間とのフレーム周波数は、６０Ｈｚの偶数倍の周波数を有することができる。
【００５９】
　図１１は、シャッタの開閉動作と、バックライト・ユニットのターンオン／ターンオフ
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動作との組み合わせの他の例を図示したものである。
【００６０】
　第１左目映像スキャニング区間Ｌ１ｓ、第１左目映像ホールディング区間Ｌ１ｈ、第２
左目映像スキャニング区間Ｌ２ｓ、第２左目映像ホールディング区間Ｌ２ｈで、左目シャ
ッタが開放され、第１右目映像スキャニング区間Ｒ１ｓ、第１右目映像ホールディング区
間Ｒ１ｈ、第２右目映像スキャニング区間Ｒ２ｓ、第２右目映像ホールディング区間Ｒ２
ｈで、右目シャッタが開放されてもよい。そして、バックライト・ユニットが、第１左目
映像ホールディング区間Ｌ１ｈ、第２左目映像スキャニング区間Ｌ２ｓ、第２左目映像ホ
ールディング区間Ｌ２ｈでターンオンされ、第１右目映像ホールディング区間Ｒ１ｈ、第
２右目映像スキャニング区間Ｒ２ｓ、第２右目映像ホールディング区間Ｒ２ｈで、ターン
オンされ、残りの区間でターンオフされる。
【００６１】
　図１２は、ディスプレイパネルの第１領域１０１及び第２領域１０２でのスキャニング
方向を変更した例を図示したものである。図９及び図１２を参照すれば、前記第１領域１
０１で、ディスプレイパネルの第１ラインＧ１から第１中間ラインＧｍ１までスキャニン
グを行い、第２領域１０２で、ディスプレイパネルの第２中間ラインＧｍ２から最後のラ
インＧｍまでスキャニングを行うことができる。そして、左目映像と右目映像とが混合し
ない左目有効区間Ｌｅで、左目シャッタが開放され、左目映像と右目映像とが混合しない
右目有効区間Ｒｅで、右目シャッタが開放されてもよい。そして、前記左目有効区間Ｌｅ
と右目有効区間Ｒｅとで、バックライト・ユニットをターンオンすることができる。
図１３は、ディスプレイパネルの第１領域１０１及び第２領域１０２でのスキャニング方
向を変更した他の例を図示したものである。前記第１領域１０１で、ディスプレイパネル
の第１ラインＧ１から第１中間ラインＧｍ１までスキャニングを行い、第２領域１０２で
、ディスプレイパネルの最後のラインＧｍから第２中間ラインＧｍ２までスキャニングを
行うことができる。スキャニング区間でのスキャニング方向に関係なく、左目有効区間と
右目有効区間とが選択されてもよく、左目有効区間と右目有効区間とで、左目シャッタと
右目シャッタとの開閉動作と、バックライト・ユニットのターンオン／ターンオフ動作と
の組み合わせによって、クロストークなしに、左目映像と右目映像とを表示することがで
きる。
【００６２】
　図１４は、例示的なさらに他の実施形態による立体映像ディスプレイ装置の駆動方法を
説明するためのタイミング・ダイヤグラムを図示したものである。図１４を参照すれば、
左目映像信号Ｌｉが入力されるフレームの間、右目シャッタを開放して右目映像を表示し
、右目映像信号Ｒｉが入力されるフレームの間、左目シャッタを開放して左目映像を表示
する。ディスプレイパネルは、右目映像スキャニング区間Ｒｓ、右目映像ホールディング
区間Ｒｈ、左目映像スキャニング区間Ｌｓ、左目映像ホールディング区間Ｌｈを周期的に
含んでもよい。映像信号入力部は、前記右目映像ホールディング区間Ｒｈと、前記左目映
像スキャニング区間Ｌｓとで、ディスプレイパネルに左目映像信号Ｌｉを入力し、前記左
目映像ホールディング区間Ｌｈと、次の周期の右目映像スキャニング区間Ｒｓとで、ディ
スプレイパネルに、右目映像信号Ｒｉを入力することができる。映像信号入力部から左目
映像信号Ｌｉが入力されれば、ディスプレイパネルは、それ以前の周期の右目映像が、所
定区間の間ホールディングされていて、前記左目映像信号Ｌｉによって、左目映像Ｌがス
キャニングされる。映像信号入力部から右目映像信号Ｒｉが入力されれば、ディスプレイ
パネルは、前記左目映像Ｌが所定区間の間ホールディングされていて、前記右目映像信号
Ｒｉによって、右目映像Ｒがスキャニングされる。映像は、液晶ディスプレイパネルのゲ
ート信号（またはスキャニング信号）が出力されないか、あるいはデータ信号（ＤＥ信号
：data　enable　signal）が出力されず、液晶状態が変わらないで維持されるようにして
、ホールディングさせることができる。ここでは、データ信号が出力されたが、ゲート信
号が出力されず、その前の状態をホールディングさせることができる。
【００６３】
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　そして、右目映像ホールディング区間Ｒｈで、右目シャッタを開放し、左目映像ホール
ディング区間Ｌｈで、左目シャッタを開放することができる。バックライト・ユニットは
、前記右目映像ホールディング区間Ｒｈと、左目映像ホールディング区間Ｌｈとでターン
オンし、残りの区間でターンオフする。または、図１５のように、前記右目映像ホールデ
ィング区間Ｒｈと、左目映像スキャニング区間Ｌｓとで、右目シャッタを開放し、前記左
目映像ホールディング区間Ｌｈと、右目映像スキャニング区間Ｒｓとで、左目シャッタを
開放し、バックライト・ユニットは、右目映像ホールディング区間Ｒｈと、左目映像ホー
ルディング区間Ｌｈとでブロッキング動作を行うことができる。
【００６４】
　図１６は、例示的な他の実施形態による立体映像ディスプレイ装置２００を図示したも
のである。前記立体映像ディスプレイ装置２００は、ディスプレイパネル２１０と、バッ
クライト・ユニット２２０と、映像信号入力部２３０とを含んでもよい。前記映像信号入
力部２３０は、タイミング制御部を含んでもよい。前記ディスプレイパネル２１０にデー
タ信号を供給するためのデータドライバ２２３と、スキャニング信号を供給するためのゲ
ートドライバ２２５とが具備される。前記映像信号入力部２３０から出力される左目映像
信号及び右目映像信号から、映像データ及びタイミング制御データが抽出されてもよい。
ここで、映像データは、mini－ＬＶＤＳを介して送信されてＰＯＬ（polarity　control
）、ＴＰ（latch　clock　input）などを含んでもよく、ゲートタイミング制御信号は、
ＳＴＶ（start　vertical）、ＣＰＶ（clock　pulse　vertical）を含んでもよい。
【００６５】
　前記ディスプレイパネル２１０は、ｍ×ｎ個の画素がマトリックス・タイプに配列され
、ｎ本のデータラインＤ１ないしＤｎと、ｍ本のゲートライン（またはスキャニングライ
ン）Ｇ１ないしＧｍとが交差されるように配列され、データラインとゲートラインとが交
差する部分に、ＴＦＴが形成されてもよい。ゲートドライバ２２５は、映像信号入力部２
３０から生成されたタイミング制御データに応答し、スキャニング選択信号をゲートライ
ンに順次に供給し、データ電圧が供給されるラインを選択することができる。データドラ
イバ２２３は、映像信号入力部２３０から供給される映像データを、当該データラインに
供給する。
【００６６】
　バックライト・ユニット制御部２４０は、前記映像信号入力部２３０から受けた信号に
よって、バックライト・ユニット２２０を制御することができる。バックライト・ユニッ
ト制御部２４０は、バックライト・ユニットのブロッキング動作またはスキャニング動作
を制御することができる。バックライト・ユニット制御部２４０は、映像信号入力部２３
０から抽出された映像信号の垂直同期信号Ｖｓｙｎｃを利用して、バックライト駆動制御
信号を生成することができる。また、シャッタ制御部２５０は、映像信号入力部２３０か
ら抽出された映像信号の垂直同期信号Ｖｓｙｎｃを利用して、シャッタグラス制御信号を
生成することができる。他の実施形態で、ＳＴＶ（start　vertical）信号がバックライ
ト・ユニット制御信号のための基準信号として利用されてもよい。バックライト・ユニッ
ト制御部２４０は、ラッチやインバータのような論理回路を利用して、垂直同期信号に同
期し、トグル形態のバックライト駆動制御信号を生成することができる。一方、バックラ
イト・ユニット制御部２４０は、左目映像と右目映像とがミックスされる区間の間、バッ
クライト・ユニットをオフにし、左目映像または右目映像だけ表示される区間の間、バッ
クライト・ユニットをオンにすることができる。
【００６７】
　他の実施形態で、バックライト・ユニット制御部２４０は、映像信号入力部２３０で発
生する映像信号の垂直同期Ｖｓｙｎｃ信号に同期し、複数個のブロックに分けられたバッ
クライト・ユニットのターンオン周期及びターンオン区間を調節するバックライト駆動制
御信号を生成することができる。図１７を参照すれば、バックライト・ユニット２２０が
、第１ブロックないし第５ブロック２２０ａ，２２０ｂ，２２０ｃ，２２０ｄ，２２０ｅ
に区画され、前記ブロック別にバックライト・ユニットのターンオン区間が調節されても
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よい。例えば、映像のスキャニングによって、前記複数個のブロック単位で、バックライ
ト・ユニットがターンオン／ターンオフされる。
【００６８】
　バックライト・ユニット２２０は、バックライト・ユニット制御部２４０から出力され
るバックライト駆動信号によって、ディスプレイパネル２１０に光を照射する。前記ディ
スプレイパネル２１０は、左目映像と右目映像とがミックスされない左目有効区間と右目
有効区間とで、映像が表示されることにより、クロストークを減少または除去させること
ができる。左目映像と右目映像とがミックスされない区間でのみ、選択的に映像を表示さ
せる方法にはさまざまがある。例えば、バックライト・ユニットが、左目映像と右目映像
とがミックスされない区間でのみターンオンされ、残りの区間ではターンオフさせ、その
区間の映像に対応する左目シャッタと右目シャッタとの開閉を制御することにより、クロ
ストークのない立体映像を表示することができる。
【００６９】
　図１８は、例示的なさらに他の実施形態による立体映像ディスプレイ装置３００を図示
したものである。立体映像ディスプレイ装置３００は、映像が表示されるディスプレイ・
ユニット３７０と、ディスプレイ・ユニット３７０に映像信号を入力する映像信号入力部
３６０と、を含んでもよい。前記ディスプレイ・ユニット３７０は、ディスプレイパネル
３１０と、バックライト・ユニット３２０と、を含んでもよい。前記映像信号入力部３６
０は、映像ボード３５０を含んでもよい。前記映像信号入力部３６０がディスプレイ・ユ
ニット３７０と別途の装備として具備され、外部からディスプレイ・ユニット３７０に映
像信号を入力することができる。前記ディスプレイパネル３１０に、データ信号を供給す
るためのデータドライバ３２３と、スキャン信号を供給するためのゲートドライバ３２５
とが具備されてもよい。
【００７０】
　前記映像信号入力部３６０は、垂直同期信号Ｖｓｙｎｃを映像ボード３５０で変調して
タイミング・コントローラ（timing　controller）３３０に伝送することができる。そし
て、タイミング・コントローラ３３０が、ディスプレイパネル３１０のゲートドライバ３
２５に信号を入力する。前記映像ボード３５０で。垂直同期信号Ｖｓｙｓｎｃがバックラ
イト・ユニット制御部３４０に入力され、前記バックライト・ユニット制御部３４０が、
垂直同期信号に同期されてバックライト・ユニット３２０を制御することができる。
【００７１】
　バックライト・ユニット３２０は、バックライト・ユニット制御部３４０から出力され
るバックライト駆動信号によって、ディスプレイパネル３１０に光を照射する。前記ディ
スプレイパネル３１０は、左目映像と右目映像とがミックスされない区間で、映像が表示
されることにより、クロストークを減少または除去させることができる。左目映像と右目
映像とがミックスされない区間で、映像を表示させる方法は、図２ないし図１５を参照し
て説明した通りである。
【００７２】
　前記実施形態は、例示的なものに過ぎず、当該技術分野の当業者であるならば、それら
から多様な変形及び均等な他の実施形態が可能であろう。従って、例示的な実施形態によ
る真の技術的保護範囲は、特許請求の範囲に記載した発明の技術的思想によって決まらな
ければならないのである。
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