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(57)【要約】
【課題】簡易な構成で、立体画像を快適に視認できる範
囲を調整することができる裸眼立体ディスプレイ装置を
提供する。
【解決手段】表示装置５０は、１つの色の色画素が垂直
方向に複数配列され、複数の色の色画素が水平方向に繰
り返し配列された縦ストライプ状に形成されている。表
示装置５０上には周期方向を水平方向に対して傾斜させ
た状態でレンチキュラーレンズＬＬｓが配置されている
。表示位置調整部３は、水平方向では複数の色の色画素
を１画素とした画素単位で、垂直方向では色画素単位で
、映像データを、画素シフト量０を含む所定の水平方向
及び垂直方向の画素シフト量だけシフトさせる。駆動部
４は、映像データを表示装置５０に表示するよう駆動す
る。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つの色の色画素が垂直方向に複数配列され、複数の色の色画素が水平方向に繰り返し
配列された縦ストライプ状の表示装置と、
　複数の光学要素が周期的に配列され、前記光学要素の周期方向が前記表示装置の水平方
向に対して傾斜させた状態で前記表示装置上に配置され、前記複数の色画素に対して複数
の視点画像からなる映像データの各色画素データを割り当てることによって前記表示装置
に前記映像データを表示させた際に、前記視点画像を複数の視点方向に分割して提示させ
るよう構成された光学部材と、
　前記表示装置に前記映像データを表示させる際に、前記表示装置の水平方向では前記複
数の色の色画素を１画素とした画素単位で、前記表示装置の垂直方向では前記色画素単位
で、前記映像データを、前記表示装置の水平方向及び垂直方向それぞれに、画素シフト量
０を含む所定の水平方向及び垂直方向の画素シフト量だけシフトさせる表示位置調整部と
、
　前記表示位置調整部によって前記映像データをシフトした状態で、前記映像データを前
記表示装置に表示するよう駆動する駆動部と、
　を備えることを特徴とする裸眼立体ディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記複数の視点画像を提示させる方向を調整する複数の調整値と、この複数の調整値に
対応させた水平方向及び垂直方向の画素シフト量とを保持する表示位置調整テーブルに基
づいて、前記映像データを水平方向及び垂直方向にシフトさせる画素シフト量を演算する
表示位置演算部をさらに備え、
　前記表示位置調整部は、前記表示位置演算部によって演算された画素シフト量に応じて
前記映像データをシフトさせる
　ことを特徴とする請求項１記載の裸眼立体ディスプレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、１次元方向に視差を有する裸眼立体ディスプレイ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　レンチキュラーレンズ，スリット型のバリア，レンズアレイ等の特殊な光学部材を用い
て、印刷面や液晶パネル等の表示装置に表示された画像を複数の視点方向に分割して提示
させ、表示装置を視認する位置によって表示画像を変化させる技術が知られている。この
技術の１つとして、表示装置を見る人の右目と左目に、同一のオブジェクトであって特定
の視差を有する互いに異なる表示画像（視差画像）を入力させることにより、表示画像を
立体視させる技術がある。この立体視の技術によれば、立体視させるための特殊な眼鏡を
かけずに立体視が可能な裸眼立体ディスプレイ装置を実現することができる。
【０００３】
　裸眼立体ディスプレイ装置で画像を立体視させる場合、立体視可能な視認範囲を拡大す
るため、また、長時間の観賞に耐え得る自然な立体感や滑らかな運動視差を得るために、
表示画像を極力細かく分割して視点数を増やしたいという要求がある。最近になって、デ
ジタルサイネージやカーナビゲーション装置等の比較的低解像度の表示装置において、ア
イキャッチや立体的な情報に関する視認性向上等を目的として、視差画像による立体視を
行わせるようになってきた。視点数を増やせば増やすほど、解像感が低下する。なお、表
示装置自体が物理的に有するものを解像度、人が感じる解像度の程度を解像感とする。低
解像度の表示装置において表示画像を立体視させる場合でも、解像感の低下を極力抑え、
自然な立体視を実現したいという要求がある。
【０００４】
　これらの要求を満たすためには、空間上に表示装置を観察する観察者の目の位置を想定
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し視点を分割するのではなく、極力細かく視点を分割し、観察者は細かく分割したいずれ
かの視点で表示装置を見る多眼式が有効である。視差画像の分割数を増やすには、表示装
置の画素ピッチに対して表示装置に装着する光学部材、例えばレンチキュラーレンズの場
合はレンズピッチを大きくすることが有効である。しかしながら、レンズの拡大効果でレ
ンズピッチに比例して色画素が大きく見えるため、レンズのピッチ方向の視差画像の解像
感が著しく低下してしまう。すると、水平方向と垂直方向とで視差画像の解像感が異なっ
てしまうという不具合が発生する。なお、バリア等の光学部材を用いた場合も同様である
。
【０００５】
　この不具合を解消する技術として、特許文献１に記載されているように、レンチキュラ
ーレンズ（光学部材）を構成するシリンドリカルレンズ（光学要素）の周期方向を表示装
置の画素配列の水平方向に対して傾けることが記載されている。特許文献１に記載の技術
によれば、水平方向の画素のみではなく垂直方向の画素も用いて１つの３次元画素を構成
することにより、立体表示における水平方向の解像感の低下を抑え、水平及び垂直方向の
解像感のバランスを向上させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第３９４０４５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に記載されているような裸眼立体ディスプレイ装置においては、表示装置が
例えばＲ（赤），Ｇ（緑），Ｂ（青）の色画素（サブピクセル）を縦ストライプ状に配列
させたカラー表示装置の場合には、レンチキュラーレンズと表示装置との相対位置をサブ
ピクセル精度で一致させる必要がある。しかしながら、レンチキュラーレンズと表示装置
との相対位置をサブピクセル精度で一致させることは容易ではない。従って、現実には、
レンチキュラーレンズと表示装置との相対位置がずれた状態で裸眼立体ディスプレイ装置
が製造されることになる。
【０００８】
　レンチキュラーレンズを構成する１つのシリンドリカルレンズの幅方向の両端側に複数
の視点画像の両端の画像を割り当てて、幅方向の中央部に複数の視点画像の中央の視点の
画像を割り当てるよう、レンチキュラーレンズと表示装置との相対位置をサブピクセル精
度で一致させたとする。この場合、裸眼立体ディスプレイ装置をディスプレイ平面に対し
て垂直な方向から見ると、複数の視点はディスプレイ平面に垂直な直線に対して左右対称
に提示される。しかしながら、レンチキュラーレンズと表示装置との相対位置がずれた状
態では、複数の視点は垂直な直線に対して左右対称にはならず、一方の方向にオフセット
した状態で提示される。
【０００９】
　すると、裸眼立体ディスプレイ装置をディスプレイ平面に対して垂直な方向から見た場
合には、立体画像を快適に視認することができないことになる。観察者は、立体画像を快
適に視認することができる方向を探しながら裸眼立体ディスプレイ装置を見ることが必要
となり、利便性が低下してしまう。裸眼立体ディスプレイ装置をディスプレイ平面に対し
て斜めの方向から見ることを前提としたとしても、複数の視点がオフセットする程度はレ
ンチキュラーレンズと表示装置との相対位置のずれの程度で異なるので、立体画像を快適
に視認できる範囲を視認位置に応じて適宜に設定することは難しい。
【００１０】
　そこで、立体画像を快適に視認できる範囲を調整することができる裸眼立体ディスプレ
イ装置が望まれている。この際、簡易な構成で調整することができる裸眼立体ディスプレ
イ装置が望まれる。



(4) JP 2013-134279 A 2013.7.8

10

20

30

40

50

【００１１】
　本発明はこのような要望に対応するため、簡易な構成で、立体画像を快適に視認できる
範囲を調整することができる裸眼立体ディスプレイ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、上述した従来の技術の課題を解決するため、１つの色の色画素（Ｐxl）が垂
直方向に複数配列され、複数の色の色画素が水平方向に繰り返し配列された縦ストライプ
状の表示装置（５０）と、複数の光学要素が周期的に配列され、前記光学要素の周期方向
が前記表示装置の水平方向に対して傾斜させた状態で前記表示装置上に配置され、前記複
数の色画素に対して複数の視点画像からなる映像データの各色画素データを割り当てるこ
とによって前記表示装置に前記映像データを表示させた際に、前記視点画像を複数の視点
方向に分割して提示させるよう構成された光学部材（ＬＬｓ）と、前記表示装置に前記映
像データを表示させる際に、前記表示装置の水平方向では前記複数の色の色画素を１画素
とした画素単位で、前記表示装置の垂直方向では前記色画素単位で、前記映像データを、
前記表示装置の水平方向及び垂直方向それぞれに、画素シフト量０を含む所定の水平方向
及び垂直方向の画素シフト量だけシフトさせる表示位置調整部（３）と、前記表示位置調
整部によって前記映像データをシフトした状態で、前記映像データを前記表示装置に表示
するよう駆動する駆動部（４）とを備えることを特徴とする裸眼立体ディスプレイ装置を
提供する。
【００１３】
　上記の構成において、前記複数の視点画像を提示させる方向を調整する複数の調整値と
、この複数の調整値に対応させた水平方向及び垂直方向の画素シフト量とを保持する表示
位置調整テーブル（２１）に基づいて、前記映像データを水平方向及び垂直方向にシフト
させる画素シフト量を演算する表示位置演算部（２）をさらに備え、前記表示位置調整部
は、前記表示位置演算部によって演算された画素シフト量に応じて前記映像データをシフ
トさせることが好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の裸眼立体ディスプレイ装置によれば、簡易な構成で、立体画像を快適に視認で
きる範囲を調整することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】多眼式の裸眼立体ディスプレイ装置において、表示装置における色画素Ｐxlとレ
ンチキュラーレンズＬＬｓとの好ましい相対位置と、この好ましい相対位置の場合の複数
の視点画像の提示方向を示す図である。
【図２】レンチキュラーレンズＬＬｓとそれぞれの色画素Ｐxlに表示する複数の視点画像
との対応関係の決定方法を説明するための図である。
【図３】多眼式の裸眼立体ディスプレイ装置において、表示装置における色画素Ｐxlとレ
ンチキュラーレンズＬＬｓとの相対位置が図１に対してずれた状態と、この相対位置がず
れた場合の複数の視点画像の提示方向を示す図である。
【図４】映像提示方向Ｄipの定義を説明するための図である。
【図５】本発明の裸眼立体ディスプレイ装置の一実施形態を示すブロック図である。
【図６】９視点の映像データを表示可能な裸眼立体ディスプレイ装置の場合の一実施形態
による画素のシフトを説明するための図である。
【図７】図６の場合に用いる表示位置調整テーブル２１の一例を示す図である。
【図８】図７に示す提示方向の調整値による視点の提示方向を示す図である。
【図９】１７視点の映像データを表示可能な裸眼立体ディスプレイ装置の場合の一実施形
態による画素のシフトを説明するための図である。
【図１０】図９の場合の映像提示方向Ｄipを示す図である。
【図１１】図９の場合に用いる表示位置調整テーブル２１の一例を示す図である。
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【図１２】図１１に示す提示方向の調整値による視点の提示方向を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の裸眼立体ディスプレイ装置の一実施形態について、添付図面を参照して
説明する。まず、図１を用いて、多眼式の裸眼立体ディスプレイ装置において、表示装置
における色画素とレンチキュラーレンズとの好ましい相対位置について説明する。図１（
Ａ）は、視点０～８の９視点の映像データを表示可能な裸眼立体ディスプレイ装置を例と
している。
【００１７】
　図１（Ａ）において、複数の色画素Ｐxlが水平（Ｈ）及び垂直（Ｖ）方向に配列されて
いる。色画素Ｐxlに付している数字はそれぞれの色画素Ｐxlがどの視点画像を表示するか
を示している。ここでの色画素Ｐxlとはいわゆるサブピクセルであり、Ｒ，Ｇ，Ｂの各色
画素Ｐxlが縦ストライプ状に配列されている。ここでは１つのシリンドリカルレンズしか
示していないが、配列された複数の色画素Ｐxl上には、レンチキュラーレンズＬＬｓが、
シリンドリカルレンズの周期方向が色画素Ｐxlの配列の水平方向に対して傾けた状態で配
置されている。シリンドリカルレンズ（レンチキュラーレンズＬＬｓ）の周期方向とは、
シリンドリカルレンズの境界線Ｌbrと直交する方向である。
【００１８】
　ブラックストライプがないと仮定した場合の色画素Ｐxlの水平方向の画素ピッチはpx、
垂直方向の画素ピッチはpyである。レンチキュラーレンズＬＬｓの水平方向のレンズピッ
チは4.5px、傾斜角度はtan-1(px/2py)となっている。
【００１９】
　図１（Ｂ）は、図１（Ａ）の場合に、それぞれの視点０～８がどの方向に提示されるか
を示している。裸眼立体ディスプレイ装置１００のディスプレイ平面と垂直な方向から裸
眼立体ディスプレイ装置１００を見ると、図１（Ｂ）に示すように、視点０～８はディス
プレイ平面に対して垂直な直線Ｌに対して左右対称に提示される。観察者が快適に立体画
像を視認することができる視認範囲θcvは、直線Ｌに対して左右対称となる。
【００２０】
　ところで、図１（Ａ）に示すレンチキュラーレンズＬＬｓとそれぞれの色画素Ｐxlに表
示する視点０～８の９視点の色画素データとの対応関係は、例えば図２に示すようにして
決定する。レンチキュラーレンズＬＬｓの水平方向の幅に９視点の色画素データを表示す
るので、図２に示すように、幅を領域ｅ０～ｅ８に９分割する。ｅ０～ｅ８にそれぞれ視
点０～８を割り当てる。それぞれの色画素Ｐxlの中心点が領域ｅ０～ｅ８のどこに含まれ
ているかを調べて、それぞれの色画素Ｐxlに対して視点０～８を割り当てる。
【００２１】
　レンチキュラーレンズＬＬｓの水平方向のレンズピッチが4.5pxであり、傾斜角度がtan
-1(px/2py)であるので、視点４の色画素データはレンチキュラーレンズＬＬｓ左右の境界
線Ｌbrのちょうど中央に位置することになる。従って、視点４の色画素データが図１（Ｂ
）に示す視認範囲θcvの中央（直線Ｌ上）に提示される。
【００２２】
　図３（Ａ）は、図１（Ａ）におけるレンチキュラーレンズＬＬｓが０．５サブピクセル
だけ水平方向右側にずれた状態を示している。破線にて示すレンチキュラーレンズＬＬｓ
が図１（Ａ）で示す位置であり、実線にて示すレンチキュラーレンズＬＬｓが０．５サブ
ピクセルだけずれた状態である。水平方向の相対位置が０．５サブピクセルずれると、立
体画像の提示方向は１視点分シフトする。この場合、裸眼立体ディスプレイ装置１００に
表示される映像データが図１（Ａ）におけるそれと同じであれば、視点０～８は図３（Ｂ
）に示すように提示される。観察者が快適に立体画像を視認することができる視認範囲θ
cvは、直線Ｌに対して一方の方向にオフセットする。
【００２３】
　観察者がディスプレイ平面と垂直な方向から裸眼立体ディスプレイ装置１００を見たと
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すれば、観察者は快適に立体画像を視認することができないことになる。観察者が快適に
立体画像を視認するには、視認範囲θcvの中央の方向から裸眼立体ディスプレイ装置１０
０を見るように方向を調整しなければならない。即ち、裸眼立体ディスプレイ装置１００
を観察する際の利便性が低下する。
【００２４】
　そこで、裸眼立体ディスプレイ装置１００の表示装置に表示する映像の表示位置を信号
処理によって調整して、相対位置がずれていることによる不具合を解消することが考えら
れる。しかしながら、レンチキュラーレンズＬＬｓと表示装置との相対位置が０．５サブ
ピクセルだけずれている場合には、０．５サブピクセルの位置調整はできない。
【００２５】
　また、図示していないが、水平方向の相対位置が１サブピクセルずれると、立体画像の
提示方向は２視点分シフトする。この場合、１サブピクセルの位置調整は可能であるが、
Ｒ，Ｇ，Ｂの色画素を縦ストライプ状に配列させたカラー表示装置では、１サブピクセル
単位で位置調整すると色が変わってしまう。
【００２６】
　以下、簡易な構成で、レンチキュラーレンズＬＬｓと表示装置との相対位置がずれてい
ることによる不具合を解消するための具体的構成について説明する。図４に示すように、
観察者が快適に立体画像を視認することができる視認範囲θcvを等分割する方向を映像提
示方向Ｄipと定義する。
【００２７】
　図５において、映像提示方向入力部１は、観察者が希望する映像提示方向Ｄipを設定す
るための所定の調整値を入力することができる操作入力部である。映像提示方向入力部１
によって入力された映像提示方向Ｄipを設定するための調整値は、表示位置演算部２に入
力される。表示位置演算部２は後述する表示位置調整テーブル２１を備える。表示位置演
算部２は、表示位置調整テーブル２１に基づいて、映像提示方向Ｄipの調整値に対応させ
て表示位置を調整するための表示位置調整データを生成して、表示位置調整部３に供給す
る。
【００２８】
　表示位置調整部３には、表示装置５０に表示する映像データが入力される。表示位置調
整部３は、表示位置演算部２から供給された表示位置調整データに基づいて、映像データ
が表示装置５０に表示される位置が結果として調整されるよう、映像データの色画素デー
タをシフトして駆動部４へと供給する。表示装置５０は一例として液晶パネルであり、表
示装置５０の表面に、光学部材の一例としてのレンチキュラーレンズＬＬｓが装着されて
いる。駆動部４は、映像データを表示装置５０に表示するよう駆動する。
【００２９】
　図６は、図１と同様、レンチキュラーレンズＬＬｓの水平方向のレンズピッチを4.5px
、傾斜角度をtan-1(px/2py)とし、図２で説明した手法によって各色画素Ｐxlに視点０～
８の９視点を割り当てた状態を示している。ここでは、レンチキュラーレンズＬＬｓにお
ける３つのシリンドリカルレンズＬs0～Ｌs2を示している。図６は、レンチキュラーレン
ズＬＬｓの１つのシリンドリカルレンズの左端に視点０、右端に視点８となるように、レ
ンチキュラーレンズＬＬｓと表示装置５０の各色画素Ｐxlとがサブピクセル精度で位置合
わせされた理想的な状態を示している。この状態で、図１（Ｂ）より理解できるように、
映像提示方向Ｄipはディスプレイ平面に対して垂直な方向と一致することになる。
【００３０】
　一般的に、Ｒ，Ｇ，Ｂの３サブピクセルである１画素で映像データを位置調整すること
は容易である。本実施形態においては、シリンドリカルレンズが表示装置５０における色
画素Ｐxlの水平方向に対して傾斜していることを利用し、映像データの表示位置を左右方
向だけではなく上下方向にもシフトさせることによって、映像提示方向Ｄipを調整する。
【００３１】
　図６を用いて、表示位置調整テーブル２１の作成方法について説明する。図６に示すよ
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うに、ハッチングを付した視点０～視点８それぞれの色画素ＰxlをＰ０～Ｐ８とする。映
像提示方向Ｄipに最も近い色画素Ｐ４に着目すると、色画素Ｐ４はＲの色画素Ｐxlである
ので、同じＲの色画素ＰxlであるＰ０～Ｐ３，Ｐ５～Ｐ８に表示する色画素の映像を色画
素Ｐ４に表示するよう映像データをシフトさせたとしても問題はない。
【００３２】
　図６において、右方向のシフトを＋ｘ方向とし、下方向のシフトを＋ｙ方向とする。例
えば色画素Ｐ０に表示する色画素の映像を色画素Ｐ４に表示するようシフトさせたとする
と、ｘ方向に－１画素、ｙ方向に－１画素のシフトとなる。ｙ方向での１画素は１色画素
である。本来であれば視点４の色画素データが表示される色画素Ｐ０に視点０の色画素デ
ータが表示されることになるので、視点の変化量は－４となり、映像提示方向Ｄipが－４
だけシフトすることとなる。色画素Ｐ１～Ｐ３，Ｐ５～Ｐ８も同様に、色画素Ｐ４に表示
するようシフトさせた場合の画素シフト量（ｘ，ｙ）と提示方向の調整値との関係を調べ
る。
【００３３】
　図７は、以上のようにして作成した表示位置調整テーブル２１を示している。視点位置
とは、色画素Ｐ０～Ｐ８を色画素Ｐ４にシフトする場合のそれぞれ元の色画素を示してい
る。シフトする必要がない色画素Ｐ４も含んでいる。ここでは理解を容易にするために、
視点位置の情報を含むように示しているが、実際の表示位置調整テーブル２１では、画素
シフト量（ｘ，ｙ）と提示方向の調整値との関係を有すればよい。
【００３４】
　図８は、図７に示す表示位置調整テーブル２１の提示方向の調整値＋４～－４が示す方
向を示している。提示方向を０から－４に変化させたい場合には、図５で説明した表示位
置調整部３で、色画素Ｐ０を色画素Ｐ４にシフトさせる（－１，－１）のシフトを行えば
よいことになる。逆に、提示方向を０から＋４に変化させたい場合には、色画素Ｐ８を色
画素Ｐ４にシフトさせる（＋１，＋１）のシフトを行えばよいことになる。
【００３５】
　図５における映像提示方向入力部１は例えばマウスやキーボード等の操作入力部を有し
、観察者は操作入力部を用いて提示方向の調整値＋４～－４のいずれかを入力する。表示
位置演算部２は、表示位置調整テーブル２１を参照して、入力された提示方向の調整値に
対応した画素シフト量を求める。
【００３６】
　図３（Ａ）で説明したようにレンチキュラーレンズＬＬｓと表示装置５０との相対位置
がずれて、図３（Ｂ）に示すように視認範囲θcvが直線Ｌに対して一方の方向にオフセッ
トしている場合、表示位置調整テーブル２１で設定されている画素シフト量（ｘ，ｙ）だ
け映像データをシフトさせれば、色が変化するという不具合を生じることなく映像提示方
向Ｄipを調整することができる。
【００３７】
　また、図１（Ａ）のようにレンチキュラーレンズＬＬｓと表示装置５０との相対位置が
ずれておらず、図１（Ｂ）に示すように視認範囲θcvが直線Ｌに対して左右対称の場合で
あっても、意図的に裸眼立体ディスプレイ装置１００をディスプレイ平面に対して斜めの
方向から見ることを前提とする場合には、同様にして表示位置調整テーブル２１で設定さ
れている画素シフト量（ｘ，ｙ）だけ映像データをシフトさせることによって映像提示方
向Ｄipを調整することができる。
【００３８】
　このように、本実施形態によれば、映像提示方向Ｄipを適宜に調整することが可能とな
る。図６では、色画素Ｐ４を基準として色画素Ｐ０～Ｐ３，Ｐ５～Ｐ８を色画素Ｐ４にシ
フトさせる場合を例として説明したが、これは単なる例であり、基準とする色画素Ｐxlは
任意である。
【００３９】
　図６に示す例ではレンズピッチが4.5pxであり、図８に示すように映像提示方向Ｄipを
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９段階で調整可能である。従って、4.5/9より０．５サブピクセルの位置調整を行ったの
と同等の分解能で映像提示方向Ｄipを調整することができることになる。なお、図７に示
す画素シフト量は、映像提示方向Ｄipを調整できる最低のシフト量を示しており、図７に
示す画素シフト量の整数倍シフトさせてもよい。例えば、提示方向の調整値－４を得るた
めの画素シフト量（－１，－１）を利用する代わりに、調整値－２を得るための画素シフ
ト量（－１，＋１）を２回適用し、（－２，＋２）の画素シフトを行っても、調整値－４
を得ることができる。
【００４０】
　本実施形態では、レンチキュラーレンズＬＬｓと表示装置５０との相対位置に合わせて
、各色画素Ｐxlと色画素データとの対応関係を修正するよう映像データを生成しなおす必
要はない。従って、本実施形態によれば、簡易な構成で、レンチキュラーレンズＬＬｓと
表示装置５０との相対位置がずれていることによる不具合を解消することが可能となる。
【００４１】
　次に、９視点の映像を表示可能な裸眼立体ディスプレイ装置以外の裸眼立体ディスプレ
イ装置についても、本実施形態による調整方法が可能であることを説明する。
【００４２】
　図９は、１７視点の画像を表示可能な裸眼立体ディスプレイ装置を示している。色画素
Ｐxlに付している数字はそれぞれの色画素Ｐxlが視点０から視点１６のどの視点画像を表
示するかを示している。ここでは、レンチキュラーレンズＬＬｓにおける５つのシリンド
リカルレンズＬs0～Ｌs4を示している。レンチキュラーレンズＬＬｓの水平方向のレンズ
ピッチは4.25px、傾斜角度はtan-1(px/2py)である。なお、レンチキュラーレンズＬＬｓ
とそれぞれの色画素Ｐxlに表示する視点０～１６の１７視点の映像との対応関係は、図２
で説明したようにして決定すればよい。
【００４３】
　この状態で、図１０に示すように、映像提示方向Ｄipはディスプレイ平面に対して垂直
な方向と一致する。
【００４４】
　図９に示すように、ハッチングを付した視点０～視点１６それぞれの色画素ＰxlをＰ０
～Ｐ１６とする。ここでも、右方向のシフトを＋ｘ方向とし、下方向のシフトを＋ｙ方向
とする。映像提示方向Ｄipに最も近いＲの色画素Ｐ８を基準として、同じＲの色画素Ｐ０
～Ｐ７，Ｐ９～Ｐ１６を色画素Ｐ８に表示するようシフトさせた場合の画素シフト量（ｘ
，ｙ）と、提示方向の調整値との関係を調べると、図１１に示す表示位置調整テーブル２
１となる。
【００４５】
　図９に示す１７視点の場合には、画素シフト量は－２～＋２の範囲となる。なお、－２
～＋２の画素シフト量であれば、２５種類のシフトが存在するが、図９における色画素Ｐ
１４と同じ列の上側に位置する４つの色画素Ｐxlと、色画素Ｐ２と同じ列の下側に位置す
る４つの色画素Ｐxlは、提示方向の調整値が重複しているので、表示位置調整テーブル２
１に設定する必要はない。
【００４６】
　図１２は、図１１に示す表示位置調整テーブル２１の提示方向の調整値＋８～－８が示
す方向を示している。図９に示す例ではレンズピッチが4.25pxであり、図１２に示すよう
に映像提示方向Ｄipを１７段階で調整可能である。従って、4.25/17より０．２５サブピ
クセルの位置調整を行ったのと同等の分解能で映像提示方向Ｄipを調整することができる
ことになる。
【００４７】
　図９では、色画素Ｐ８を基準として色画素Ｐ０～Ｐ７，Ｐ９～Ｐ１６を色画素Ｐ８にシ
フトさせる場合を例として説明したが、これは単なる例であり、基準とする色画素Ｐxlは
任意である。
【００４８】
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　本発明は以上説明した本実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しな
い範囲において種々変更可能である。表示位置調整テーブル２１に設定する画素シフト量
（ｘ，ｙ）と提示方向の調整値とは、レンチキュラーレンズＬＬｓの水平方向のレンズピ
ッチと傾斜角度とに応じて適宜に設定すればよい。表示位置調整テーブル２１を設ける代
わりに、提示方向の調整値に応じて画素シフト量（ｘ，ｙ）の値を計算によって求めるよ
うにしてもよい。
【００４９】
　本実施形態においては、光学部材としてレンチキュラーレンズを用いた場合を中心とし
て説明したが、光学部材はレンチキュラーレンズに限定されるものではなく、スリット型
のバリア，レンズアレイであってもよい。但し、光学部材としはレンチキュラーレンズが
好ましい。
【符号の説明】
【００５０】
　１　映像提示方向入力部
　２　表示位置演算部
　３　表示位置調整部
　４　駆動部
　２１　表示位置調整テーブル
　５０　表示装置
　ＬＬｓ　レンチキュラーレンズ（光学部材）

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図１１】 【図１２】



(12) JP 2013-134279 A 2013.7.8

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｇ０３Ｂ  35/24     (2006.01)           Ｇ０３Ｂ  35/24    　　　　          ５Ｃ０８０
   Ｇ０９Ｇ   3/20     (2006.01)           Ｇ０９Ｇ   3/20    ６６０Ｘ          ５Ｇ４３５
   Ｇ０９Ｆ   9/00     (2006.01)           Ｇ０９Ｇ   3/20    ６１２Ｊ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｆ   9/00    ３６１　          　　　　　

Ｆターム(参考) 2H199 BA08  BA09  BA17  BA62  BB04  BB08  BB52  BB65  BB66 
　　　　 　　  5C061 AA07  AB12  AB14  AB16  AB24 
　　　　 　　  5C080 BB05  CC03  CC04  DD01  JJ02 
　　　　 　　  5G435 AA01  BB12  CC11  GG06 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

