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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の観察方向のそれぞれに対応する映像を表示可能な映像表示装置であって、
　表示素子と、
　前記表示素子を駆動する表示素子駆動回路と、
　前記表示素子の照明方向を切り替えることができる照明系と、
　前記表示素子駆動回路を制御して前記表示素子に異なる映像を交互に入力するとともに
、該映像の入力に同期して前記照明系の照明方向を切り替えることにより、前記表示素子
に時分割で異なる映像を表示させる制御部と、を具備し、
　前記制御部は、前記表示素子に入力される１つの映像と次の映像との間に前記１つの映
像をリセットするためのリセット信号を挿入し、かつ、前記表示素子の下端が前記１つの
映像を表示している状態から前記リセット信号を受けて前記表示素子の下端の透過率が遮
蔽状態に至ったタイミングを最も早いタイミングとして前記照明系の一括発光を開始させ
るとともに、前記表示素子の上端で更に次の映像の走査が開始されるタイミングを最も遅
いタイミングとして前記照明系の一括発光を終了させることを特徴とする映像表示装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記表示素子の下端の透過率が遮蔽状態に至ってから次の映像の走査が
開始されるタイミングで前記照明系の一括発光を開始させるとともに、前記表示素子の上
端が次の映像を表示している状態から前記リセット信号を受けて前記表示素子の上端の透
過率が遮蔽状態に至ったタイミングで前記照明系の一括発光を停止させることを特徴とす
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る請求項１に記載の映像表示装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記表示素子の上端と下端において、一走査分の同じ信号に対する前記
表示素子の透過光量がほぼ等しくなるように、前記透過率が遮蔽状態に至ったタイミング
と前記次の映像の走査が開始されるタイミングとの間で、前記照明系の一括発光開始及び
終了のタイミングを設定することを特徴とする請求項１または２に記載の映像表示装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記表示素子に入力される１つの映像に関する前記表示素子の上端から
下端までの映像走査期間と前記表示素子の当該下端での応答期間との和が前記映像のフィ
ールド期間よりも小さくなるように走査タイミングを制御するとともに、前記下端での応
答期間の終了から前記表示素子の上端での次の映像の走査の開始までの間に前記照明系を
一括発光させることを特徴とする請求項１乃至３の何れかに記載の映像表示装置。
【請求項５】
　複数の観察方向のそれぞれに対応する映像を表示可能な映像表示装置であって、
　表示素子と、
　前記表示素子を駆動する表示素子駆動回路と、
　前記表示素子の照明方向を切り替えることができる照明系と、
　前記表示素子駆動回路を制御して前記表示素子に異なる映像を交互に入力するとともに
、該映像の入力に同期して前記照明系の照明方向を切り替えることにより、前記表示素子
に時分割で異なる映像を表示させる制御部と、を具備し、
　前記制御部は、前記表示素子に入力される１つの映像と次の映像との間に前記１つの映
像をリセットするためのリセット信号を挿入し、かつ、前記表示素子の下端が前記１つの
映像を表示している状態から前記リセット信号を受けて前記表示素子の透過率が遮蔽状態
に至った時点から前記表示素子の下端に次の映像の走査が開始されるまでの間に前記照明
系の一括発光を開始させるとともに、前記表示素子の上端が次の映像を表示している状態
から前記リセット信号を受けて前記表示素子の透過率が遮蔽状態に至った時点から前記表
示素子の上端に更に次の映像の走査が開始されるまでの間に前記照明系の一括発光を停止
させることを特徴とする映像表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、見る方向により異なる映像を同時に観察することが可能な映像表示装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　見る方向により異なる映像を同時に観察することが可能な液晶表示装置（以下ＭＶＤと
呼ぶ）が従来から知られている。ＭＶＤでは、時分割で異なる映像を交互に液晶表示装置
に表示させることに同期して、異なる２方向に指向性を持つバックライト照明光を交互に
切り替えるようになっており、このような構成は例えば特開２００６－１０９３５に開示
されている。
【０００３】
　図１９は、通常走査によるＭＶＤの駆動のようすを示している。まずＲフィールドの映
像（以下、Ｒ映像）が走査タイミング（１）の垂直同期信号に基づいて画面の上端から走
査され、走査タイミング（２）で中央部、走査タイミング（３）で下端というように順次
走査される。下端まで走査したら次にＬフィールドの映像（以下、Ｌ映像）が画面上端か
ら走査されるようになっている。
【０００４】
　表示画像（１）～（３）のグラフはＲ映像とＬ映像とが画面の上端、中央部、下端で交
互に表示されるようすを示している。
【０００５】
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　また、動画の画質向上の例として特開２００１－１８３６２２が、フィールドシーケン
シャル駆動方式による液晶表示での画質向上に関する技術として特開２００３－２１５５
３５が知られている。
【特許文献１】特開２００６－１０９３５
【特許文献２】特開２００１－１８３６２２
【特許文献３】特開２００３－２１５５３５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　図１９からわかるように、走査タイミング（３）で画面下端のＲ（Ｌ）映像の表示が始
まるのとほぼ同時に、画面上端では走査タイミング（１）で次のＬ（Ｒ）映像の表示が始
まる。このため、Ｌ映像だけ、Ｒ映像だけが表示される期間が殆どなく、クロストークな
くＲ側バックライトおよびＬ側バックライトを発光させるタイミングが存在しない。
【０００７】
　さらに、Ｒ側映像からＬ側映像に移行する期間がＲ映像とＬ映像が混在した状態となっ
ており、応答の途中で発光させるとクロストークの原因となる。
【０００８】
　上記の問題を解決する方法として、バックライトを液晶の走査に同期させて、画面上を
順次点灯する方法も提案されているが、駆動手段が煩雑になるばかりか、漏れ光によるク
ロストークが発生するという問題がある。
【０００９】
　また、特開２００１－１８３６２２や特開２００３－２１５５３５において液晶駆動タ
イミングや発光タイミングについて開示されているが、ＭＶＤ機能を実現する上で、また
は現状の液晶表示素子の応答速度等を考慮すると適用するのは困難である。
【００１０】
　上記したように、ＭＶＤは交互に表示される映像に同期して、異なる指向特性を持つバ
ックライトを交互に点灯させる必要があるが、通常の液晶駆動方法ではバックライトの一
括点灯を行うと、発光時間がほとんど取れないという問題があった。
【００１１】
　本発明はこのような課題に着目してなされたものであり、その目的とするところは、例
えばＭＶＤのようなＲ画像、Ｌ画像を交互に表示する液晶表示装置において、クロストー
クを生ずることなく、一括発光によるＲ画像、Ｌ画像の照明を実現できる映像表示装置を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の目的を達成するために、本発明の第１の態様は、複数の観察方向のそれぞれに対
応する映像を表示可能な映像表示装置であって、表示素子と、前記表示素子を駆動する表
示素子駆動回路と、前記表示素子の照明方向を切り替えることができる照明系と、前記表
示素子駆動回路を制御して前記表示素子に異なる映像を交互に入力するとともに、該映像
の入力に同期して前記照明系の照明方向を切り替えることにより、前記表示素子に時分割
で異なる映像を表示させる制御部と、を具備し、前記制御部は、前記表示素子に入力され
る１つの映像と次の映像との間に前記１つの映像をリセットするためのリセット信号を挿
入し、かつ、前記表示素子の下端が前記１つの映像を表示している状態から前記リセット
信号を受けて前記表示素子の下端の透過率が遮蔽状態に至ったタイミングを最も早いタイ
ミングとして前記照明系の一括発光を開始させるとともに、前記表示素子の上端で更に次
の映像の走査が開始されるタイミングを最も遅いタイミングとして前記照明系の一括発光
を終了させる。
【００１４】
　また、本発明の第２の態様は、第１の態様において、前記制御部は、前記表示素子の下
端の透過率が遮蔽状態に至ってから次の映像の走査が開始されるタイミングで前記照明系
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の一括発光を開始させるとともに、前記表示素子の上端が次の映像を表示している状態か
ら前記リセット信号を受けて前記表示素子の上端の透過率が遮蔽状態に至ったタイミング
で前記照明系の一括発光を停止させる。
【００１５】
　また、本発明の第３の態様は、第１または第２の態様において、前記制御部は、前記表
示素子の上端と下端において、一走査分の同じ信号に対する前記表示素子の透過光量がほ
ぼ等しくなるように、前記透過率が遮蔽状態に至ったタイミングと前記次の映像の走査が
開始されるタイミングとの間で、前記照明系の一括発光開始及び終了のタイミングを設定
する。　
　また、本発明の第４の態様は、第１乃至第３の何れかの態様において、前記制御部は、
前記表示素子に入力される１つの映像に関する前記表示素子の上端から下端までの映像走
査期間と前記表示素子の当該下端での応答期間との和が前記映像のフィールド期間よりも
小さくなるように走査タイミングを制御するとともに、前記下端での応答期間の終了から
前記表示素子の上端での次の映像の走査の開始までの間に前記照明系を一括発光させる。
【００１６】
　また、本発明の第５の態様は、複数の観察方向のそれぞれに対応する映像を表示可能な
映像表示装置であって、表示素子と、前記表示素子を駆動する表示素子駆動回路と、前記
表示素子の照明方向を切り替えることができる照明系と、前記表示素子駆動回路を制御し
て前記表示素子に異なる映像を交互に入力するとともに、該映像の入力に同期して前記照
明系の照明方向を切り替えることにより、前記表示素子に時分割で異なる映像を表示させ
る制御部と、を具備し、前記制御部は、前記表示素子に入力される１つの映像と次の映像
との間に前記１つの映像をリセットするためのリセット信号を挿入し、かつ、前記表示素
子の下端が前記１つの映像を表示している状態から前記リセット信号を受けて前記表示素
子の透過率が遮蔽状態に至った時点から前記表示素子の下端に次の映像の走査が開始され
るまでの間に前記照明系の一括発光を開始させるとともに、前記表示素子の上端が次の映
像を表示している状態から前記リセット信号を受けて前記表示素子の透過率が遮蔽状態に
至った時点から前記表示素子の上端に更に次の映像の走査が開始されるまでの間に前記照
明系の一括発光を停止させる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、例えばＭＶＤのようなＲ画像、Ｌ画像を交互に表示する映像表示装置
において、クロストークを生ずることなく、一括発光によるＲ画像、Ｌ画像の照明を実現
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。図１は、本発明に係る映
像表示装置の一応用例を説明するための図である。１つの表示画面１０の右前方には表示
画面１０を左側から観察する第１観察者１２－１が位置し、表示画面１０の左前方には表
示画面１０を右側から観察する第２観察者１２－２が位置している。それぞれ第１観察者
１２－１は第１映像観察範囲１１－１内に位置しているのでＬ（左）側映像を、第２観察
者１２－２は第２映像観察範囲１１－２内に位置しているのでＲ（右）側映像を、両者が
同時に観察することができる。
【００１９】
　図２は、本発明に係る映像表示装置の基本構成を示す図であり、観察者の位置から順に
、液晶表示素子２４、光拡散素子２３、Ｌ側導光板２１、Ｒ側導光板２２が配置されてい
る。このように本実施形態では、Ｌ側導光板２１とＲ側導光板２２とを二重に重ねた構成
となっている。また、Ｌ側導光板２１の一端に隣接してバックライト用のＬ側光源２０が
配置され、Ｒ側導光板２２の、前記一端と反対側の端部に隣接してバックライト用のＲ側
光源２５が配置されている。すなわち、Ｌ側光源２０とＲ側光源２５とは、Ｌ側導光板２
１とＲ側導光板２２とで左右異なる位置に配置されている。
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【００２０】
　光拡散素子２３は、照明ムラなどを軽減するためにＬ側導光板２１と液晶表示素子２４
の間に配置される。ここでは水平方向に２つの指向性となるように映像を分離しているた
め、水平方向への拡散が強すぎると、２つの映像が混ざってしまい２重の映像として見え
てしまう恐れがある。よって、ここでは垂直方向の拡散よりも水平方向の拡散を抑えた光
拡散素子を用いるのが好ましい。
【００２１】
　また、Ｌ側導光板２１、Ｒ側導光板２２は、透明な部材に特別な溝や傾斜、突起を設け
た構成となっており、側面から入射した光を指向性をもったある方向のみに射出するよう
にしている。Ｌ側光源２０，Ｒ側光源２５は、Ｌ側導光板２１、Ｒ側導光板２２の片方向
から照明されればなんでもよく、冷陰極管のような柱状光源でもよいし、ＬＥＤなどの光
源を並べて使用してもよい。
【００２２】
　図３は、本発明に係る映像表示装置の照明手段の水平断面図である。Ｌ側導光板２１と
Ｒ側導光板２２とは重ねて配置されている。Ｌ側導光板２１の一端（図では左端）に隣接
してＬ側光源２０が配置され、Ｒ側導光板２２の、Ｌ側導光板２１の一端（左端）と反対
側の端部（図では右端）に隣接してＲ側光源２５が配置されている。このように本実施形
態では、Ｌ側光源２０とＲ側光源２５を配置する位置を、Ｌ側導光板２１とＲ側導光板２
２とで異ならせている。
【００２３】
　以下では、観察者の位置に近づく方向（図では上方向）を前方と考えることにする。Ｌ
側光源２０からＬ側導光板２１に入射した光は、Ｌ側導光板２１内を全反射しながら伝わ
っていくが、Ｌ側導光板２１の表面またはその一部に特殊な表面処理を施すか、あるいは
当該表面を特殊な形状とすることで、Ｌ側導光板２１から射出される光が第１映像照明２
６として第１観察者方向のみに照明されるようにすることができる。一方、Ｒ側光源２５
からＲ側導光板２２に入射した光は、Ｒ側導光板２２内を全反射しながら伝わっていくが
、Ｒ側導光板２２の表面またはその一部に特殊な表面処理を施すか、あるいは当該表面を
特殊な形状とすることで、Ｒ側導光板２２から射出される光が第２映像照明２７として第
２観察者方向のみに照明されるようにすることができる。Ｌ側導光板２１とＲ側導光板２
２の配置上の前後関係は任意である。
【００２４】
　図４は、本映像表示装置の概略構成を示すブロック図である。Ｒ（右）側映像入力部３
０－１およびＬ（左）側映像入力部３０－２から出力されるＲ映像信号およびＬ映像信号
は、表示素子駆動回路３２に入り、表示素子駆動回路３２はそれら信号を処理して映像表
示素子駆動信号を発生して、液晶表示素子２４にＬ画像を上から下に向かって表示走査（
Ｌ走査）し、Ｌ画像の走査開始から所定時間ａ経過後に、黒画像を必要に応じて同じく上
から下に向かって表示走査（リセット走査）し、さらに黒画像走査開始から所定時間ｂ経
過後にＲ画像を上から下に向かって表示走査（Ｒ走査）を行い、Ｒ画像の走査開始から所
定時間ａ経過後に、黒画像を必要に応じて同じく上から下に向かって表示走査（リセット
走査）する。これを繰り返すことで、結果として後述する例えば図７に示すように、Ｌ画
像、黒帯画像、Ｒ画像とを液晶表示素子２４に表示せしめる。なお、液晶表示素子２４の
画面上端部の走査開始から下端部の走査終了に要する時間をＴとすると、図７、８はａ＞
Ｔの場合を示すが、ａ＜Ｔであってもよい。
【００２５】
　制御部３１は、上記した表示素子駆動回路３２と、Ｒ側光源駆動回路３３－１と、Ｌ側
光源駆動回路３３－２とを制御し、上記のようなタイミングで映像の表示とＲ、Ｌ側光源
２０、２５のＯＮ－ＯＦＦ動作を行わせる。
【００２６】
（第１実施形態）
　以下に、図５を参照して本発明の第１実施形態について説明する。図５の上段に示され
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る走査タイミング（１）～（３）に対応する垂直同期信号はそれぞれ画面の上端、中央部
、下端において映像信号の走査が開始されるタイミングを示している。横軸は時間を表し
ている。各垂直同期信号は、画面上端、中央部、下端における時間の遅れのために少しず
つずれて出力される。
【００２７】
　図５の中段における表示画像（１）～（３）のグラフはＲ映像とＬ映像とが画面の上端
、中央部、下端で交互に表示されるようすを示しており、表示タイミングは上記の走査タ
イミング（１）～（３）に同期している。Ｒ映像に関して画面上端、中央部、下端での走
査開始のタイミングで液晶表示素子２４の透過率がそれぞれ立ち上がることによりＲ映像
の表示が順次開始され、所定の応答期間を経たときに完全にＲ画像になる。次に、Ｌ映像
に関して画面上端、中央部、下端での走査開始のタイミングで液晶表示素子２４の透過率
がそれぞれ立ち上がることによりＬ映像の表示が順次開始され、所定の応答期間を経たと
きに完全にＬ画像になる。
【００２８】
　図５に示すように、本発明による画面の映像走査期間（Ｌ１で示す期間）は１フィール
ド期間よりもかなり短くなっており、これによって上端から下端までの画面全面に１つの
映像（例えばＲ映像あるいはＬ映像）のみが表示される期間を設けている。より詳細には
、制御部３１は、液晶表示素子２４に入力される１つの映像（ＲまたはＬ映像）に関する
上端から下端までの映像走査期間（Ｌ１で示す期間）と液晶表示素子２４の画面下端での
液晶応答期間（Ｌ２で示す期間）との和が１つの映像のフィールド期間よりも小さくなる
ように走査タイミングを制御する。
【００２９】
　図５の下端部のグラフはＲ側光源２５とＬ側光源２０の発光タイミングを示している。
ここでは、Ｒ側光源２５は、Ｒ映像走査時における液晶表示素子２４の画面下端での応答
期間Ｌ２の終了から画面上端での次のＬ映像走査の開始までの間に発光される。同様にし
て、Ｌ側光源２０は、Ｌ映像走査時における液晶表示素子２４の画面下端での応答期間の
終了から画面上端での次のＲ映像走査の開始までの間に発光される。
【００３０】
　第１実施形態によれば、例えばＭＶＤのようなＲ画像、Ｌ画像を交互に表示する液晶表
示装置において、クロストークを生ずることなく、Ｒ画像、Ｌ画像のバックライト照明を
一括で発光させて照明することができる。これによって明るく見やすい映像が観察可能で
ある。
【００３１】
（第２実施形態）
　以下に、図６、図７を参照して本発明の第２実施形態について説明する。Ｒ、Ｌ側映像
走査のタイミングは第１実施形態と同様に、制御部３１は、液晶表示素子２４に入力され
る１つの映像（ＲまたはＬ映像）に関する上端から下端までの映像走査期間Ｌ１と液晶表
示素子２４の画面下端での液晶応答期間Ｌ２との和が１つの映像のフィールド期間よりも
小さくなるように走査タイミングを制御するが、さらに、ＲまたはＬ映像信号の走査の間
に、該映像信号をリセットするためのリセット信号（図６、図７で斜線が施されている信
号）が付加される。
【００３２】
　第２実施形態では、図６に示すように、画面の上端、中央部、下端において、Ｒ映像の
走査開始のタイミングで液晶表示素子２４の透過率が立ち上がり、所定の応答時間を経た
上で入力される映像信号に応じた透過率となる。次に、リセット信号のタイミングで液晶
表示素子２４に黒帯映像信号が入力されて透過率が低下し始め、液晶表示素子２４は所定
の応答時間を経て黒表示状態になる。その後、Ｌ映像走査信号の入力まで黒状態を維持し
、上記の動作が繰り返される。Ｌ映像についても同様である。
【００３３】
　図７の中段における表示画像（１）～（３）のグラフは、画面の上端、中央部、下端の
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それぞれにおいて液晶表示素子２４の透過率の変化に応じてＲ画像、黒画像、Ｌ画像が切
り替えて表示されるようすを示している。
【００３４】
　図６の下段は、Ｌ側光源２０及びＲ側光源２５の発光タイミングを示すグラフである。
このグラフはクロストークの無い範囲で発光時間を最大（最長）にするときの発光制御を
示している。上がＲ側映像に対応したＲ側光源２５を発光するタイミング（１）を示して
おり、下がＬ側映像に対応したＬ側光源２０を発光するタイミング（２）を示している。
【００３５】
　図６に示すように、Ｒ側光源２５の発光の開始は、液晶表示素子２４の下端が１つ前の
Ｌフィールドのリセット信号を受け、応答時間を経て黒表示状態になったタイミング（Ａ
）であり、発光の終了は画面上端の次のＬ映像のフィールドが始まるタイミング（Ｂ）で
ある。同様にして、Ｌ側光源２０の発光の開始は、液晶表示素子２４の下端が１つ前のＲ
フィールドのリセット信号を受け、応答時間を経て黒表示状態になったタイミング（Ｃ）
であり、発光の終了は画面上端の次のＲ映像のフィールドが始まるタイミング（Ｄ）であ
る。
【００３６】
　上記の発光制御についてさらに説明する。図６及び図７において、映像信号の下端走査
終了から黒帯映像信号が上端を走査するまでの時間をｍ、ある点における黒帯映像走査の
開始から次に映像信号が走査されるまでの時間をｎ、白表示から黒帯映像の走査を受けて
液晶表示素子２４が応答して黒（透過率１０％以下）となる時間をｋとすると、発光時間
は、ｍ＜発光時間＜ｍ＋２ｎ－ｋを満たすように制御される。この期間は、クロストーク
を生ずることなく一括で光源の発光を切り替えることが出来る最長発光時間である。この
タイミングの範囲内で適当な発光時間を選択すれば、クロストークを生ずることなく所望
の照明切り替えを行うことができる。
【００３７】
（第３実施形態）
　以下に、図８、図９を参照して本発明の第３実施形態について説明する。第３実施形態
は、第２実施形態の構成において、画面の上下端で透過率の低い（例えば１０％未満）期
間では光源を発光させないようにして光の利用効率を高めたことを特徴とする。
【００３８】
　ここでの制御部３１は、画面上端のＲ映像に関するフィールド走査（走査タイミング（
１））の開始から当該リセット信号が出力されるまでの期間（図８のＭで示す期間）の半
分以下の時間内に画面下端のフィールド走査（走査タイミング（３））が開始されるよう
に制御を行う。
【００３９】
　図８の中段には、液晶表示素子２４の透過率を示したグラフが示されている。それぞれ
画面上端、中央部、下端の画素に注目したときの透過率（１）～（３）の変化を表してお
り、上記の走査タイミング（１）～（３）に同期している。Ｒ映像に関して画面上端、中
央部、下端での走査開始のタイミングで液晶表示素子２４の透過率が立ち上がり、所定の
応答時間を経た上で入力される映像信号に応じた透過率となる。次に、リセット信号のタ
イミングで液晶表示素子２４に黒表示に相当する信号が入力されて透過率が低下し始め、
液晶表示素子２４は所定の応答期間を経て黒表示状態になる。その後、Ｌ映像走査信号の
入力まで黒状態を維持し、上記の動作が反復される。
【００４０】
　図９は、画面の上端、中央部、下端のそれぞれにおいて液晶表示素子２４の透過率の変
化に応じてＲ画像、黒画像、Ｌ画像が切り替えて表示されるようすを示している。
【００４１】
　図８の下段は、、Ｌ側光源２０及びＲ側光源２５の発光タイミングを示すグラフである
。このグラフは、上がＲ側映像に対応したＲ側光源２５を発光するタイミングを示してお
り、下がＬ側映像に対応したＬ側光源２０を発光するタイミングを示している。



(8) JP 4889332 B2 2012.3.7

10

20

30

40

50

【００４２】
　画面下端部におけるＲ映像の走査タイミング（Ａ）でＲ側光源２５がＯＮとなる。そし
て、画面上端部がリセット信号を受けたのち、Ｒ画像の表示状態から変化して応答速度分
遅れて黒表示状態となったタイミング（Ｂ）でＲ側光源２５をＯＦＦする。Ｌ側光源２０
についても同様である。すなわち、まず画面下端におけるＬ映像の走査タイミングＣとと
もにＬ側光源２０がＯＮとなる。そして、画面上端部がリセット信号を受けたのち、Ｌ映
像の表示状態から変化して応答速度分遅れて黒表示状態となったタイミングＤでＬ側光源
２０をＯＦＦする。
【００４３】
　図９に示すように、Ｒ側光源２５をＯＮするタイミングＡとＯＦＦするタイミングＢの
間の期間では、液晶表示素子２４にはＲ映像および黒帯だけが表示されており、Ｌ画像は
表示されていない。したがって、クロストークを生ずることなく照明を一括切り替えでき
る。また、Ｌ側光源２０をＯＮするタイミングＣとＯＦＦするタイミングＤの間の期間で
は、液晶表示素子２４にはＬ映像および黒帯だけが表示されており、Ｒ画像は表示されて
いない。したがって、クロストークを生ずることなく照明を一括切り替えできる。
【００４４】
（第４実施形態）
　本発明の第４実施形態は、上記した第２実施形態と第３実施形態とを組み合わせた実施
形態である。図１６は、第４実施形態の概略を説明するための図である。ここでは制御部
３１は、第２実施形態においてＲ側光源２５をＯＮさせるタイミングと第３実施形態にお
いてＲ側光源２５をＯＮさせるタイミング間（Ｘ）の任意のタイミングでＲ側光源２５を
ＯＮさせるとともに、第２実施形態においてＲ側光源２５をＯＦＦさせるタイミングと第
３実施形態においてＲ側光源２５をＯＦＦさせるタイミング間（Ｙ）の任意のタイミング
でＲ側光源２５をＯＦＦさせる。Ｌ側光源２０についても同様に期間Ｘ’、Ｙ’の任意の
タイミングでＯＮ，ＯＦＦ制御すればよい。
【００４５】
（第５実施形態）
　以下に図１０、図１１を参照して本発明の第５実施形態について説明するための図であ
る。ＲあるいはＬフィールドでの走査のタイミングは図６から図９の実施形態と同様であ
るので詳細な説明を省略する。図６から図９及び図１６の実施形態では、光源の発光開始
タイミングは、１つ前のフィールドの画面下端での黒表示状態が終了する少し前である。
また、発光終了のタイミングも同様に、画面上端が黒表示状態になってから少し後の時点
である。液晶表示素子２４には応答期間があるため、入力信号に応じた透過率になるまで
に時間がかかる。また、発光している期間の液晶透過率の積分値が発光輝度に比例する。
このため、図１０に示すように画面上端と画面下端間での液晶透過率の積分値（Ａ１、Ｂ
１あるいはＡ２，Ｂ２に示される面積）の差が小さくなるように発光期間を制御（Ｒフィ
ールドの走査ではＡ－Ｂ間を発光期間とし、Ｌフィールドの走査ではＣ－Ｄ間を発光期間
とする）すれば、画面上端の光透過量と画面下端の光透過量の差を小さくすることができ
る。面積を完全に等しくすれば、上端でも下端でも同じ明るさの映像は全く同じ明るさで
表示されるようになる。
【００４６】
　図１１は、図１０で説明した画面上端と画面下端での液晶表示素子の透過率の積分値の
関係を表示画像の積分値（Ａ１、Ｂ１あるいはＡ２，Ｂ２で示される面積）で示した図で
ある。
【００４７】
（第６実施形態）
　以下に、図１２を参照して本発明の第６実施形態について詳細に説明する。第６実施形
態では、上記した第１実施形態のような、液晶表示素子２４に入力される１つの映像（Ｒ
またはＬ映像）に関する上端から下端までの映像走査期間と液晶表示素子２４の画面下端
での液晶応答期間との和が１つの映像のフィールド期間よりも小さいという条件を満たし



(9) JP 4889332 B2 2012.3.7

10

20

30

40

50

ていない。しかしながら、このような場合であっても各フィールド走査中にリセット信号
を挿入することによりクロストークの問題を解決することが可能である。
【００４８】
　図１２において、例えばＲフィールドに関して画面下端の走査（走査タイミング（３）
）は、画面上端のリセット信号が出力される直前に始まっている。このようなリセット走
査の挿入によってもＲ画像とＬ画像が混ざることがなく、液晶表示素子２４の応答の途中
の段階でバックライトをＯＮしてもクロストークの原因とはならない。また、Ｌフィール
ドに関して画面下端の走査（走査タイミング（３））は、画面上端のリセット信号が出力
される直前に始まっているので同様の効果が得られる。
【００４９】
　なお、光源の発光のタイミングは以下の通りである。すなわち、Ｒ側発光については、
Ｒフィールドの走査中に画面下端においてリセット信号の出力により液晶表示素子２４の
透過率が低下した時点（Ａ）で発光が開始され、その後画面上端においてリセット信号の
出力により液晶表示素子２４の透過率が低下した後、次のＬ映像の走査の開始時（Ｂ）に
発光を終了する。同様にして、Ｌフィールドの走査中に画面下端においてリセット信号の
出力により液晶表示素子２４の透過率が低下した時点（Ｃ）で発光が開始され、その後画
面上端においてリセット信号の出力により液晶表示素子２４の透過率が低下した後、次の
Ｒ映像の走査の開始（Ｄ）時に発光を終了する。
【００５０】
　図１３は、画面の上端、中央部、下端のそれぞれにおいて液晶表示素子２４の透過率の
変化に応じてＲ画像、黒画像、Ｌ画像が切り替えて表示されるようすを示している。
【００５１】
（第７実施形態）
　以下に、図１４、図１５を参照して本発明の第７実施形態について詳細に説明する。第
７実施形態では、図１２、図１３の実施形態において、画面の上下端で透過率の低い（例
えば１０％未満）期間では光源を発光させないようにして光の利用効率を高めたことを特
徴とする。
【００５２】
　なお、Ｒ側光源２５、Ｌ側光源２０の発光タイミングは以下の通りである。すなわち、
Ｒ側発光については、画面下端においてリセット信号の出力により液晶表示素子２４の透
過率が低下した後、当該下端でのＲ側走査の開始時（Ａ）に発光が開始され、その後画面
上端においてリセット信号の出力により当該下端での液晶表示素子２４の透過率が低下し
た直後（Ｂ）に発光を終了する。同様にして、Ｌ側発光については、画面下端においてリ
セット信号の出力により液晶表示素子２４の透過率が低下した後、当該下端でのＬ側走査
の開始時（Ｃ）に発光が開始され、その後画面上端においてリセット信号の出力により当
該下端での液晶表示素子２４の透過率が低下した直後（Ｄ）に発光を終了する。
【００５３】
　図１５は、画面の上端、中央部、下端のそれぞれにおいて液晶表示素子２４の透過率の
変化に応じてＲ画像、黒画像、Ｌ画像が切り替えて表示されるようすを示している。
【００５４】
（第８実施形態）
　以下に、本発明の第８実施形態を図１７と図１８とを対比しながら説明する。図１７は
従来例における画面の上端、中央部、下端での走査タイミング（１）、（２）、（３）に
したがって表示される画像（１）、（２）、（３）と、発光タイミング（１）、（２）と
を示している。このような例は例えば日本国特許第３５６９５２２号に開示されている。
図１７から明らかなように、Ｒフィールドにおける画面下端のリセット信号（図１７で斜
線が施されている信号）は、次のＬフィールドにおける画面上端での走査開始信号（垂直
同期信号）よりも前に出力されている。これに対して、図１８に示すように第８実施形態
では、Ｒフィールドにおける画面下端のリセット信号（図１８で斜線が施されている信号
）よりも前に、次のＬフィールドにおける画面上端での走査開始信号（垂直同期信号）が
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出力されるようになっている。このような走査制御によれば、従来例と比較して発光時間
に対するその時間内での映像表示期間の割合が大きくなるため、より効率的に照明するこ
とが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明に係る映像表示装置の一応用例を説明するための図である。
【図２】本発明に係る映像表示装置の基本構成を示す図である。
【図３】本発明に係る映像表示装置の照明手段の水平断面図である。
【図４】本映像表示装置の概略構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係るＬＣＤ駆動と発光タイミングを説明するための図で
ある。
【図６】本発明の第２実施形態に係るＬＣＤ駆動と発光タイミングを説明するための図で
ある。
【図７】図６に示すＬＣＤ駆動にしたがって画像が切り替えて表示されるようすを示す図
である。
【図８】本発明の第３実施形態にかかるＬＣＤ駆動と発光タイミングを説明するための図
である。
【図９】図８に示すＬＣＤ駆動にしたがって画像が切り替えて表示されるようすを示す図
である。
【図１０】本発明の第５実施形態にかかるＬＣＤ駆動と発光タイミングを説明するための
図である。
【図１１】図１０に示すＬＣＤ駆動にしたがって画像が切り替えて表示されるようすを示
す図である。
【図１２】本発明の第６実施形態にかかるＬＣＤ駆動と発光タイミングを説明するための
図である。
【図１３】図１２に示すＬＣＤ駆動にしたがって画像が切り替えて表示されるようすを示
す図である。
【図１４】本発明の第７実施形態にかかるＬＣＤ駆動と発光タイミングを説明するための
図である。
【図１５】図１４に示すＬＣＤ駆動にしたがって画像が切り替えて表示されるようすを示
す図である。
【図１６】本発明の第４実施形態について説明するための図である。
【図１７】本発明の第８実施形態にかかるＬＣＤ駆動と発光タイミングを説明するための
図である。
【図１８】図１７に示すＬＣＤ駆動にしたがって画像が切り替えて表示されるようすを示
す図である。
【図１９】従来の走査によるＭＶＤの駆動のようすを示す図である。
【符号の説明】
【００５６】
１０…表示画面
１１－１…第１映像観察範囲
１１－２…第２映像観察範囲
１２－１…第１観察者
１２－２…第２観察者
２０…Ｌ側光源
２１…Ｌ側導光板
２２…Ｒ側導光板
２３…光拡散素子
２４…液晶表示素子
２５…Ｒ側光源
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３０－１…Ｒ側映像入力部
３０－２…Ｌ側映像入力部
３１…制御部
３２…表示素子駆動回路
３３－１…Ｒ側光源駆動回路
３３－２…Ｌ側光源駆動回路

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】



(13) JP 4889332 B2 2012.3.7

【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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