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(57)【要約】
【課題】本発明は、液晶の応答遅れなどが要因となるよ
うな複雑なクロストーク量を考慮し、表示品位を可能な
限り維持してクロストーク量を低減する方法を提供する
ことを目的とする。
【解決手段】本発明による立体画像補正方法は、（ａ）
左画像１の階調と右画像２の階調とに基づくクロストー
ク特性データに基づいて、左画像１または右画像２にて
生じるクロストークの範囲およびクロストーク量を、黒
側補正データとして検出する工程と、白側補正データと
して検出する工程との少なくとも一方の工程と、（ｂ）
平滑化フィルタ８によって黒側補正データを下限データ
とする工程と、平滑化フィルタ７によって白側補正デー
タを上限データとする工程との少なくとも一方の工程と
、（ｃ）下限データまたは上限データの少なくとも一方
に基づいて、左画像１または右画像２に対してガンマ変
換を行い、補正左画像１０または補正右画像を生成する
工程とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左画像と右画像とに基づいて表示される立体画像を補正する立体画像補正方法であって
、
　（ａ）前記左画像および前記右画像を入力し、前記左画像の階調と前記右画像の階調と
に基づくクロストーク特性データに基づいて、前記左画像または前記右画像にて生じるク
ロストークの範囲および前記クロストーク量を、明るい表示が引き起こされるものに対し
て黒側補正データとして検出する工程と、暗い表示が引き起こされるものに対して白側補
正データとして検出する工程との少なくとも一方の工程と、
　（ｂ）前記工程（ａ）の後、前記黒側補正データを平滑化フィルタに入力し、当該平滑
化フィルタによって前記クロストークが生じる範囲内から範囲外へ前記黒側補正データを
滑らかなスロープにし、前記黒側補正データを下限データとする工程と、前記白側補正デ
ータを平滑化フィルタに入力し、当該平滑化フィルタによって前記クロストークが生じる
範囲内から範囲外へ前記白側補正データを滑らかなスロープにし、前記白側補正データを
上限データとする工程との少なくとも一方の工程と、
　（ｃ）前記工程（ｂ）の後、前記下限データまたは前記上限データの少なくとも一方に
基づいて、前記左画像または前記右画像に対してガンマ変換を行い、補正左画像または補
正右画像を生成する工程と、
を備える、立体画像補正方法。
【請求項２】
　前記工程（ｂ）において、
　前記平滑化フィルタは、処理対象の画素の周囲を複数のエリアに分割し、前記エリアご
とに平滑処理を行った前記黒側補正データまたは前記白側補正データのうちの絶対値の最
大値を前記下限データまたは前記上限データとすることを特徴とする、請求項１に記載の
立体画像補正方法。
【請求項３】
　（ｄ）前記工程（ａ）の後、複数の前記黒側補正データまたは複数の前記白側補正デー
タのいずれかをブロック化する工程
をさらに備え、
　前記工程（ｂ）において、
　前記平滑化フィルタは、ブロック単位で処理を行うことを特徴とする、請求項１または
２に記載の立体画像補正方法。
【請求項４】
　（ｅ）前記工程（ａ）の前段において、プリフィルタによって前記左画像および前記右
画像に含まれるノイズ成分を除去する工程
をさらに備えることを特徴とする、請求項１ないし３のいずれかに記載の立体画像補正方
法。
【請求項５】
　前記工程（ａ）において、
　前記黒側補正データまたは前記白側補正データの少なくとも一方に対して、使用環境の
温度に基づく補正をさらに行うことを特徴とする、請求項１ないし４のいずれかに記載の
立体画像補正方法。
【請求項６】
　（ｆ）前記工程（ｃ）の後、前記補正左画像または前記補正右画像に対してオーバード
ライブ処理を行う工程
をさらに備えることを特徴とする、請求項１ないし５のいずれかに記載の立体画像補正方
法。
【請求項７】
　前記工程（ｆ）において、
　前記オーバードライブ処理は、使用環境の温度に基づく補正を含むことを特徴とする、
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請求項６に記載の立体画像補正方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の立体画像補正方法による画像補正機能を有する、立体表示装置。
【請求項９】
　前記画像補正機能によって生成された補正画像に対してオーバードライブ処理を行うオ
ーバードライブ部をさらに備えることを特徴とする、請求項８に記載の立体表示装置。
【請求項１０】
　請求項１に記載の立体画像補正方法による画像補正機能を有し、立体表示装置に対して
映像を生成して送信する立体画像生成装置であって、
　前記映像は、前記立体表示装置の特性に合わせて補正されることを特徴とする、立体画
像生成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、立体画像の補正を行う立体画像補正方法、当該立体画像補正方法を用いた立
体表示装置および立体画像生成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、立体装置では、裸眼で立体視が可能なものや、特殊な眼鏡を用いたものなど
様々な方式が実用化されている。裸眼で立体視を可能とする方法としては、ホログラフィ
ーをはじめとして、液晶パネル表面に設置された視差バリアやレンチキュラーレンズによ
って観測者の左右の目に到達する光を制御する方法や、出射光の指向性を有するバックラ
イト（以下、指向性バックライトとする）とフィールドシーケンシャル方式の液晶パネル
とを組み合わせて時分割で観測者の左右の目に到達する光を制御する方法などがある。
【０００３】
　一方、特殊な眼鏡を用いた方法としては、眼鏡の左右で偏光方向が異なる偏光板を備え
ることによって偏光の異なる映像を見て左右の映像を分離する方法や、シャッター眼鏡と
フィールドシーケンシャル方式の液晶パネルとを組み合わせて時分割で観測者の左右の目
に到達する光を制御する方法などがある。
【０００４】
　上記の方式を用いた立体表示装置の多くには、要因の大小は様々であるが立体映像の視
認性を悪化させる立体クロストーク（以下、クロストークとする）が存在する。クロスト
ークとは、左右の視差画像が各々互いの映像に混じる（映る）ことをいう。クロストーク
が存在すると、本来は映らない箇所に映像が混じって偽りの像（以下、ゴーストとする）
が視認され、立体視を阻害したり、立体視の疲労感を増大させたりするという問題が生じ
る。
【０００５】
　裸眼で立体視が可能であり、指向性バックライトと液晶パネルとを組み合わせて立体表
示を行う立体表示装置としては、例えば、観察者の右眼と左眼の各々に集光する２つの光
源を備え、液晶表示パネルが右眼用の視差画像を表示する時にはそれに同期して右眼用の
光源を点灯し、また、左眼用の視差画像を表示する時にはそれに同期して左眼用の光源を
点灯し、左右の視差画像を交互に表示することで立体像を表示する立体表示装置がある（
例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　特許文献１による立体表示装置にて生じるクロストークの要因は、大別するとバックラ
イトおよび液晶パネル内で迷光が生じ、左目用の光源を点灯させた際に右目の方向に出射
される光の輝度が完全に０にならない成分（右目用の光源の場合は左目の方向に出射され
る光の輝度が完全に０にならない成分）と、液晶パネルを時分割駆動しているため、液晶
パネルの応答遅れによる成分とからなる。
【０００７】
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　クロストークの要因のうちの迷光に起因する成分は、液晶パネルがどのような表示をし
ていてもほとんど変化しないことから、クロストーク量は単純に逆側（すなわち、左目用
の視差画像の表示時に映る右目用の視差画像）の階調輝度の定数倍となり、このような場
合におけるクロストーク除去補正に関する信号処理手法が開示されている（例えば、特許
文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－６６５４７号公報（第１図）
【特許文献２】特開２００１－２９８７５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献２では、クロストーク量が単純な定数倍である場合のクロストーク補正手法に
関して開示されており、液晶遅れなどの複雑なクロストーク量が生じる場合には対応でき
ない。また、入力画像の最低輝度を最大クロストーク量のレベルまで引き上げるため、全
体的にコントラストが著しく低下して表示品位を損なうという問題がある。
【００１０】
　本発明は、これらの問題を解決するためになされたものであり、液晶の応答遅れなどが
要因となるような複雑なクロストーク量を考慮し、表示品位を可能な限り維持してクロス
トーク量を低減する方法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】
【００１１】
　上記の課題を解決するために、本発明による立体画像補正方法は、左画像と右画像とに
基づいて表示される立体画像を補正する立体画像補正方法であって、（ａ）左画像および
右画像を入力し、左画像の階調と右画像の階調とに基づくクロストーク特性データに基づ
いて、左画像または右画像にて生じるクロストークの範囲およびクロストーク量を、明る
い表示が引き起こされるものに対して黒側補正データとして検出する工程と、暗い表示が
引き起こされるものに対して白側補正データとして検出する工程との少なくとも一方の工
程と、（ｂ）工程（ａ）の後、黒側補正データを平滑化フィルタに入力し、当該平滑化フ
ィルタによってクロストークが生じる範囲内から範囲外へ黒側補正データを滑らかなスロ
ープにし、黒側補正データを下限データとする工程と、白側補正データを平滑化フィルタ
に入力し、当該平滑化フィルタによってクロストークが生じる範囲内から範囲外へ白側補
正データを滑らかなスロープにし、白側補正データを上限データとする工程との少なくと
も一方の工程と、（ｃ）工程（ｂ）の後、下限データまたは上限データの少なくとも一方
に基づいて、左画像または右画像に対してガンマ変換を行い、補正左画像または補正右画
像を生成する工程とを備える。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によると、（ａ）左画像および右画像を入力し、左画像の階調と右画像の階調と
に基づくクロストーク特性データに基づいて、左画像または右画像にて生じるクロストー
クの範囲およびクロストーク量を、明るい表示が引き起こされるものに対して黒側補正デ
ータとして検出する工程と、暗い表示が引き起こされるものに対して白側補正データとし
て検出する工程との少なくとも一方の工程と、（ｂ）工程（ａ）の後、黒側補正データを
平滑化フィルタに入力し、当該平滑化フィルタによってクロストークが生じる範囲内から
範囲外へ黒側補正データを滑らかなスロープにし、黒側補正データを下限データとする工
程と、白側補正データを平滑化フィルタに入力し、当該平滑化フィルタによってクロスト
ークが生じる範囲内から範囲外へ白側補正データを滑らかなスロープにし、白側補正デー
タを上限データとする工程との少なくとも一方の工程と、（ｃ）工程（ｂ）の後、下限デ
ータまたは上限データの少なくとも一方に基づいて、左画像または右画像に対してガンマ
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変換を行い、補正左画像または補正右画像を生成する工程とを備えるため、液晶の応答遅
れなどが要因となるような複雑なクロストーク量を考慮し、表示品位を可能な限り維持し
てクロストーク量を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態１による立体画像の補正および生成処理を行うブロック図であ
る。
【図２】本発明の実施形態１による立体表示装置の構成の一例を示す図である。
【図３】本発明の実施形態１による立体表示装置の理想的なタイミングチャートの一例を
示す図である。
【図４】本発明の実施形態１によるバックライトに迷光が存在する場合におけるタイミン
グチャートの一例を示す図である。
【図５】本発明の実施形態１によるバックライトに迷光が存在し、かつ、液晶の応答遅れ
がある場合におけるタイミングチャートの一例を示す図である。
【図６】本発明の実施形態１による説明のために用いるサンプル画像を示す図である。
【図７】本発明の実施形態１による図６におけるサンプル画像の上下方向中央位置におけ
る横方向の輝度分布を示した図である。
【図８】本発明の実施形態１によるバックライトが要因となるクロストークが存在する場
合における図７に対する輝度の変化を示した図である。
【図９】本発明の実施形態１による図８に加えて液晶の応答遅れが要因となるクロストー
クが存在する場合における図７に対する輝度の変化を示した図である。
【図１０】本発明の実施形態１による図９の輝度の場合におけるサンプル画像を示す図で
ある。
【図１１】コントラスト抑制によるクロストーク補正を行った場合における図９に対する
輝度の変化を示した図である。
【図１２】図１１の輝度の場合におけるサンプル画像を示す図である。
【図１３】本発明の実施形態１によるクロストーク補正を行った場合における図９に対す
る輝度の変化を示した図である。
【図１４】本発明の実施形態１による立体表示装置のオーバードライブ処理のブロック図
である。
【図１５】本発明の実施形態１による立体表示装置のオーバードライブのテーブルを作成
するためのテスト画像を示す図である。
【図１６】本発明の実施形態１による立体表示装置のオーバードライブのテーブルが初期
値であるときのテーブルの構成を示す図である。
【図１７】本発明の実施形態１による立体表示装置のオーバードライブのテーブルが初期
値である場合における図１５のテスト画像を表示したときの画像を示す図である。
【図１８】本発明の実施形態１による立体表示装置のオーバードライブのテーブルを補正
した場合における図１５のテスト画像を表示したときの画像を示す図である。
【図１９】本発明の実施形態１による図１８の画像を階調値に変換したときのテーブルの
構成を示す図である。
【図２０】本発明の実施形態１による図１９のテーブルを目視で作成するために用いられ
るテスト画像の一例を示す図である。
【図２１】本発明の実施形態１による図１９のテーブルにおけるクロストークなしの階調
との階調差を示す図である。
【図２２】本発明の実施形態１による図２１の場合における信号処理で使用するＢテーブ
ルの構成を示す図である。
【図２３】本発明の実施形態１による図２１の場合における信号処理で使用するＷテーブ
ルの構成を示す図である。
【図２４】本発明の実施形態１による図６に示す入力画像から得られた画像位置に対応す
る白・黒側の補正データ値を示す図である。
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【図２５】本発明の実施形態１による図２４の白・黒側補正データに対して１次元ＬＰＦ
処理を行ったときの白・黒補正データを示す図である。
【図２６】本発明の実施形態１による図２５の白・黒補正データをガンマ変換部に入力す
る上限・下限値に変換したことを示す図である。
【図２７】本発明の実施形態１によるガンマ変換の演算内容を示す図である。
【図２８】本発明の実施形態１による生成された補正画像位置に対する階調を示す図であ
る。
【図２９】一般的な画像処理における２次元フィルタの概念図である。
【図３０】本発明の実施形態１による２次元フィルタにおけるフィルタ範囲の設定の一例
を示す図である。
【図３１】本発明の実施形態１による２次元フィルタにおけるフィルタ範囲の設定の一例
を示す図である。
【図３２】本発明の実施形態１による２次元フィルタにおけるフィルタ範囲の設定の一例
を示す図である。
【図３３】本発明の実施形態１による図６のサンプル画像に対して本実施形態１の補正処
理を行った画像を示す図である。
【図３４】本発明の実施形態１による図１に対して温度による特性変化を考慮した補正を
行うブロック図である。
【図３５】本発明の実施形態１による立体表示装置の構成の一例を示す図である。
【図３６】本発明の実施形態１による図３５の表示面から見たときの視差バリアの配置の
一例を示す図である。
【図３７】本発明の実施形態１による立体表示装置の構成の一例を示す図である。
【図３８】本発明の実施形態２による補正画像生成部の一例を示すブロック図である。
【図３９】本発明の実施形態２による２次元フィルタにおけるフィルタ範囲の設定の一例
を示す図である。
【図４０】本発明の実施形態２による２次元フィルタにおけるフィルタ範囲の設定の一例
を示す図である。
【図４１】本発明の実施形態２による補間演算の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の実施形態について、図面を用いて以下に説明する。
【００１５】
　〈実施形態１〉
　図１は、本発明の実施形態１による立体画像の補正および生成処理を行うブロック図で
ある。図１に示すように、左画像１および右画像２は補正画像生成部３にて補正される。
補正された補正左画像および補正右画像は、オーバードライブ部４にてオーバードライブ
処理された後に液晶駆動画像５として表示することによって立体表示される。また、補正
画像生成部３では、左画像１と右画像２とに基づいて表示される立体画像を補正しており
、補正データ部６では、入力された左画像１の階調と右画像２の階調とに基づくクロスト
ーク特性データ（後述の図１９～２２）に基づいて、左画像１または右画像２にて生じる
クロストークの範囲およびクロストーク量を低階調側を黒側とした黒側補正データ、およ
び高階調側を白側とした白側補正データとして検出する。検出された黒側補正データおよ
び白側補正データの各々は２ＤＬＰＦ（２次元ローパスフィルタ）７，８（平滑化フィル
タ）に入力され、２ＤＬＰＦ７，８によってクロストークが生じる範囲内から範囲外へ黒
側補正データおよび白側補正データを滑らかなスロープにし、黒側補正データを下限デー
タ、白側補正データを上限データとする。そして、ガンマ変換部９では、２ＤＬＰＦ７，
８を介して得られた下限データおよび上限データに基づいて、左画像１または右画像２に
対してガンマ変換を行い、補正左画像１０または補正右画像（図示せず）を生成する。補
正画像生成部３における処理については、後に詳細に説明する。
【００１６】
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　図２は、本発明の実施形態１による立体表示装置の構成の一例を示す図である。図２に
示すように、立体表示装置は、指向性バックライト１１と液晶パネル１２とを備えており
、これらの組み合わせによって立体表示を行う。指向性バックライト１１は、電気信号に
よって右目１３方向のみに出射する光（右目用の光）と、左目１４の方向のみに出射する
光（左目用の光）とに分離して発光している。このような発光原理としては、例えば特許
文献１に記載の方式があり、右目用の光源と左目用の光源とのいずれか一方を点灯させる
ことによって実現している。他の方法としては、バックライトと液晶パネルとの間にスリ
ット状に光を開閉する液晶と、スリットとを組み合わせることによって、光源からの光の
出射方向を制御することができる。なお、本実施形態１では、立体表示装置の構成および
方式は問わないため、詳細な説明はここでは省略する。
【００１７】
　次に、上記の方式による液晶パネルとバックライトの駆動方法を説明する。図３は、本
発明の実施形態１による立体表示装置の理想的なタイミングチャートの一例である。図３
に示すように、１フレームは、左フレームと右フレームとから構成される。左フレームに
対する駆動が開始されると、液晶パネルに左目用の映像が書き込まれる。なお、図３に示
す左フレームでは、所定の画素は白表示（輝度が高い）としている。液晶パネルにおける
液晶の応答は一般にそれほど速くなく、通常は数ｍｓの時間を要する。従って、液晶が十
分に応答したときに左目用のバックライト光を点灯させる必要がある。一方、右フレーム
では、液晶パネルに右目用の映像が書き込まれる。なお、図３に示す右フレームでは、前
記所定の画素は黒表示（輝度が低い）としている。右フレームにおいても同様に、液晶が
十分に応答したときに右目用のバックライト光を点灯させている。上記の各フレームにお
ける動作を高速で繰り返すことにより、左右の目に異なった映像（上記の場合、所定の画
素は左目に白表示、右目に黒表示となる）を映し出すことが出来、その際立体用の視差画
像を表示させれば表示に立体感を感じさせることが出来る。
【００１８】
　上記の方式を用いた実際のデバイスでは、大別して２つの要因によってクロストークが
生じる。一つ目の要因は、指向性バックライトや液晶パネル内での乱反射等によって、迷
光が所望とは逆側（所望のフレームとは異なる側のフレーム）の光として出射されてしま
うことがある。図４は、本発明の実施形態１によるバックライトに迷光が存在する場合に
おけるタイミングチャートの一例である。図４と図３とを比較すると分かるように、バッ
クライトから出射される左目用の光が、右目用の光が点灯した時間に迷光として生じてい
る。この結果、左目に到達する光は、左右のフレームにおけるバックライト点灯時間が同
じであるとすると、
　ＴW×ＬON＋ＴB×ＬX　・・・（１）
に比例した輝度となる。同様に、右目に到達する光は、
　ＴB×ＲON＋ＴW×ＲX　・・・（２）
に比例した輝度となる。左目に対しては、右フレームも左フレームも白表示の時の輝度と
同じ輝度となるのが理想である。右フレームも左フレームも白表示とした時の輝度は、
　ＴW×ＬON＋ＴW×ＬX　・・・（３）
となり、
　ＴW×ＬON＋ＴB×ＬX－（ＴW×ＬON＋ＴW×ＬX）＝（ＴB－ＴW）×ＬX　・・（４）
の量が左フレームのクロストークとして現れる。同様に、右フレームのクロストーク量は
、
　ＴB×ＲON＋ＴW×ＲX－（ＴB×ＲON＋ＴB×ＲX）＝（ＴW－ＴB）×ＲX　・・（５）
となり、ＴW＞ＴBであることから、左フレーム（白表示）は暗めに表示され、右フレーム
（黒表示）は明るめに表示される。
【００１９】
　クロストークが生じる二つ目の要因は、液晶パネルにおける液晶の応答遅れである。時
分割方式の立体表示装置では、光源の点灯・消灯を繰り返すことによって映像を表示して
いるため、１フレーム期間が長すぎると大きなちらつきとして視認されてしまう。そのた
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め、１フレームの周波数は一般的に６０Ｈｚ以上に設定される。このように設定すると、
左右のサブフレーム（左フレーム、右フレーム）の期間は概ね８ｍｓ程度となり、この期
間内において点灯期間での液晶の透過率の安定性を考慮すると、液晶はさらに短い時間で
応答する必要がある。図５は、本発明の実施形態１によるバックライトに迷光が存在し、
かつ、液晶の応答遅れがある場合におけるタイミングチャートの一例である。図５の液晶
透過率の波形は、図４との比較のために図４で示した実線を破線で示している。図５に示
すように、液晶の応答遅れがある場合は、左右のフレームの点灯期間における液晶の平均
透過率は、ＴW，ＴBではなく、ＴBW，ＴWBとなる。右左フレームともに白表示の時、また
右左フレームともに黒表示の時の透過率をそれぞれＴWW，ＴBBとすると、左フレームのク
ロストーク量は、
　ＴBW×ＬON＋ＴWB×ＬX－（ＴWW×ＬON＋ＴWW×ＬX）・・・（６）
となる。同様に、右フレームのクロストーク量は、
　ＴWB×ＲON＋ＴBW×ＲX－（ＴBB×ＲON＋ＴBB×ＲX）・・・（７）
となる。仮に、式（６），（７）におけるクロストーク量を０にしようとすると、ＴBW，
ＴWB，ＬON，ＬX，ＲON，ＲXは表示デバイスの能力で決定される定数であるため、可変量
はＴWWとＴBBとなり、それぞれ以下に示すように設定すればよいことになる。
【００２０】
　ＴWW＝（ＴBW×ＬON＋ＴWB×ＬX）／（ＬON＋ＬX）・・・（８）
　ＴBB＝（ＴWB×ＲON＋ＴBW×ＲX）／（ＲON＋ＲX）・・・（９）
　式（８）では、ＴWB×ＬX≪１であることから、ＬON／（ＬON＋ＬX）の比率でＴBW×Ｌ

ONよりも暗く設定する必要があることを示しており、式（９）では、主にＴBW×ＲX／（
ＲON＋ＲX）だけＴWB×ＲONよりも明るく設定する必要があることを示している。ただし
、液晶の応答性は、変化する階調間や温度によって大きく変化するため、単純にこのよう
な関数で補正することは事実上困難である。
【００２１】
　次に上記の説明を実際に表示される画像を用いて説明する。図６は、本発明の実施形態
１による説明のために用いるサンプル画像を示す図である。図６に示すように、左側が左
目用の画像（以下、左フレーム画像とする）を示し、右側が右目用の画像（以下、右フレ
ーム画像とする）を示している。左右のフレーム画像ともに黒背景に白ウインドウが描画
されているが、ウインドウの相対位置が左右で異なっている。図７は、本発明の実施形態
１による図６におけるサンプル画像の上下方向中央位置における横方向（Ｘ方向）の輝度
分布を示した図である。図７の上段は左フレーム画像の輝度分布を示しており、下段は右
フレーム画像の輝度分布を示している。図７に示すように、左右で白ウインドウの位置が
異なっている。
【００２２】
　図８は、本発明の実施形態１によるバックライトが要因となるクロストークが存在する
場合における図７に対する輝度の変化を示した図である。図８では、説明を容易にするた
めに左から領域を１，２，３，４，５と定義している。また、図７の太線は破線で示して
いる。左フレーム画像が白表示、右フレーム画像が黒表示となっている領域は領域４であ
る。図８では液晶は理想的であるとしているため、式（１），（２）におけるＴBは０と
すると、左フレーム画像に現れる輝度はＴW×ＬONとなって図７の輝度と一致する。一方
、右フレーム画像に現れる輝度は、ＴW×ＲXとなり、ＲXが０でない限りＴW×ＲXは０と
ならない。領域４における左フレーム画像では式（１）によりクロストークが無い様に見
えるが、クロストークは式（３）で示される領域３との対比で生じるため、結果的には式
（４）に示す量だけクロストークが生じることとなる。また、右フレーム画像については
領域５との対比でクロストークが式（５）に示す量だけ生じることになる。クロストーク
量は隣接する同一表示階調における輝度の差である。
【００２３】
　図９は、本発明の実施形態１による図８に加えて液晶の応答遅れが要因となるクロスト
ークが存在する場合における図７に対する輝度の変化を示した図であり、式（６），（７
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）に対応する図である。図９の破線は図７の太線を示している。図９に示すように、領域
４に着目すると、左フレーム画像では、輝度が図８では破線と一致していたものが、液晶
の応答遅れにより図８の破線から下がっていることを示している。また、右フレーム画像
では、輝度が図８よりさらに輝度が上昇していることを示している。図８と図９との違い
は液晶の応答遅れの有無であるが、液晶の応答遅れによってクロストークがより悪化して
いる。図１０に、図９の輝度の場合における画像を示している。
【００２４】
　上記のクロストークを信号演算処理によって除去するためには、例えば、領域４におい
て左フレーム画像の液晶の液晶透過率をより高く設定し、また右フレーム画像の液晶の液
晶透過率をより低く設定すれば良いが、液晶パネルの最大透過率を超えた設定や負の透過
率設定は不可能である。従って、現実的には、隣接する同一表示階調での輝度の差を０に
することになる。その時の輝度分布を図１１に示す。図１１に示すように、破線は図９に
おける太線を示している。領域４では、左フレーム画像では輝度を上げることができず、
また右フレーム画像では輝度を下げることができないため、左フレーム画像における領域
３の輝度を式（８）に従って設定し、また右フレーム画像における領域５の輝度を式（９
）に従って設定している。同様に、他の左右フレーム画像における領域１，３，５の輝度
を設定すると図１１に示す輝度分布となる。図１１に示す輝度分布を画像として示すと、
図１２に示す画像となる。図１２に示すように、クロストークは完全に無くなるが、白輝
度／黒輝度＝コントラストが著しく低下し、全体の画質の品位低下は避けられないという
問題がある。
【００２５】
　そこで、本発明では、図１３に示すような輝度分布を有する画像を得ることを目標とす
る。図１３に示すように、領域４や領域２における輝度は左右フレーム画像ともに輝度を
上げる（または下げる）ことができないため、隣接する同一表示階調に相当する領域の輝
度を、クロストークレベルから最大コントラストレベルまでスムーズに変化させることに
より、クロストークによって生成されるゴーストの輪郭をぼかして視認されにくくしてい
る。これは、人間の目が輝度や色度の急峻な変化には敏感であり、滑らかな変化には鈍感
である性質を利用したものである。以下、補正後の画像が図１３に示す輝度分布となる画
像を得るための映像信号処理について説明する。
【００２６】
　通常の液晶表示装置や、液晶を用いたフィールドシーケンシャルタイプの立体表示装置
には、既知のオーバードライブ技術が使用されている。図１４は、本発明の実施形態１に
よる立体表示装置のオーバードライブ処理のブロック図である。図１４に示すように、左
画像１５および右画像１６は交互に液晶に書き込まれるため、左画像１５が液晶に書き込
まれている間（現画像は左画像１５）は、その前の液晶の状態は右画像１６（前画像は右
画像１６）であり、右画像１６が液晶に書き込まれている間（現画像は右画像１６）は、
その前の液晶の状態は左画像１５（前画像は左画像１５）である。そして、左画像１５お
よび右画像１６はフレーム選択１７によって左右フレームごとにそれぞれ選択され、オー
バードライブ（テーブル）１８に入力される。動画の場合、図３に示すように左から始ま
るフレーム構成において、左フレーム（左画像１５）ではその前のフレームの右映像１６
を参照用として使用し、右フレーム（右画像１６）では同一フレームの左映像１５を参照
用として使用している。なお、図６に図示していないが、上記の通り１フレーム前の映像
を参照用として使用するため、一旦フレームメモリ等の遅延手段に保存して映像データの
タイミングをあわせることにより実現される。オーバードライブ処理された画像は、液晶
駆動画像１９として表示装置に表示される。
【００２７】
　オーバードライブの処理方法としては、何らかの関数を用いて行うことも可能であるが
、複雑なデバイスの特性に対応するにはルックアップテーブルを用いる方法が最も簡便で
ある。例えば、８Ｂｉｔ階調の液晶デバイスの場合において、２５６（現画像）×２５６
（前画像）個のテーブルがあればどのようにでも対応できるが、一般的にはデバイスのリ
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ソース削減のためにテーブルの個数をある程度間引いて作成される。その際、テーブルに
存在しない中間データは補間により生成される。テーブルであれば、理論的な数式が複雑
なものであっても、それを考慮する必要がなく簡単に補正処理することが出来る。
【００２８】
　オーバードライブ処理に用いられる具体的なテーブルのデータ作成方法を説明する。こ
こでは８Ｂｉｔ階調の液晶デバイスにおいて、３２階調間隔（０，３２，６４，９６，１
２８，１６０，１９２，２２４，２５５の９個）にテーブル値を設定することを考える。
なお、上記は一例であって、目標とする精度次第ではもっと分割数を増やしても良い。図
１５は、本発明の実施形態１による立体表示装置のオーバードライブのテーブルを作成す
るためのテスト画像を示す図である。図１５に示すように、左側の左フレーム画像は、９
個の階調バーが左から順に並んでいる。また、右側の右フレーム画像は、９個の階調バー
が上から順に並んでいる。なお、左右のフレーム画像を対比しやすいように、左右のフレ
ーム画像において階調バーをそれぞれ３回繰り返して表示している。ここで、テーブルの
初期値は、図１６のように設定したものとする。図１６に示すように、９個の階調間を設
定するので９×９＝８１個のデータから構成される。図１６に示すテーブルでは、列方向
（すなわち、現階調）で同一の値をとっており前階調の値には一切依存していない。すな
わち、これはオーバードライブ無しの場合に相当する。
【００２９】
　図１７は、本発明の実施形態１による立体表示装置のオーバードライブのテーブルが初
期値である場合における図１５のテスト画像を表示したときの画像を示す図である。図１
７に示すように、左右のフレーム画像は、バックライトによる迷光と液晶の応答遅れによ
るクロストークの影響で、図１５に示す画像と差異を生じている。そこで、図１６に示す
テーブルの値を適切に調整することによって、液晶のオーバードライブのみならずバック
ライト迷光を含めたクロストークを補正することが出来る。図１６に示す網掛けを施した
対角成分は、前階調と現階調が同一の場合である。すなわち、立体映像において左右のフ
レーム画像の階調が同じであることを意味している。そこで、クロストークによる影響を
低減するために、図１６の対角成分は固定し、その他のテーブル要素を０～２５５の範囲
で調整する。調整方法としては、目視による方法や輝度測定による方法が挙げられるが、
目視による方法であっても十分調整可能である。
【００３０】
　ここでは、左フレーム画像に着目し、対角成分に相当する表示部の輝度を基準に、縦方
向に同一輝度となるように図１６に示すテーブル値を調整して設定する。例えば、現階調
１２８，前階調１２８では、ちょうど表示部中央の輝度となるが、中央から上側は若干暗
くなっている。そのためテーブルの現階調１２８，前階調９６に相当する値は１２８では
なく１３５とするなど、少し高い値に設定する。一方、中央から下側は若干明るめになっ
ているので、テーブルの現階調１２８，前階調１６０に相当する値は１１０とするなど、
少し低い値に設定する。このような設定を順次縦方向に行っていき、図１７に示す縦方向
が同一輝度となるよう設定する。
【００３１】
　また、左フレーム画像について調整すると、右フレーム画像についても自動的に横方向
が同一輝度となるように調整される。しかし、現階調２５５の縦列を見ると、図１７に示
すように対角成分以外は対角成分の輝度に対してどれも低く表示されているが、テーブル
の値が全て２５５であり、これ以上明るめに設定する（高い値に設定する）ことができな
い。また同様に、現階調０の縦列では、図１７に示すように対角成分以外はどれも明るめ
に表示されるが、テーブルの値が全て０であるため、これ以下に設定する（低い値に設定
する）ことができない。従って、階調が０又は２５５であっても飽和して設定できない領
域が存在する。
【００３２】
　設定可能な範囲で調整して得られた画像を図１８に示す。図１８に示すように、左フレ
ーム画像に着目すると、左から４本目から８本目までの縦ラインではクロストークが除去
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されていることが分かる。また、左から１～３本目と９本目の縦ラインではテーブル値が
飽和しているためクロストークが残っている。仮に、このようなオーバードライブテーブ
ルのみを用いてクロストークを除去するとすれば、図１６に示すテーブルの対角成分にお
いて、０～２５５階調を使用せずに上記の４～８本目に相当する６４～２２４階調を使用
し、例えばテーブルの左上から順に（６４，６８，８２，１０１，１２３，１４８，１７
３，１９９，２２４）などと設定すればよい。このように設定することによって、テーブ
ルの全要素が飽和せずに設定可能となる。しかし、このような設定は、図１１および図１
２に示すような処理を行うことと同様のことであり、黒輝度が６４以下とはならず、また
白輝度が２２４以上とはならないため、全体の画質の品位低下を招くことになる。
【００３３】
　本実施形態１では、図１に示すオーバードライブ部４において、図１８に示すような表
示状態まで補正したものを用いてオーバードライブ処理を行うことによって、クロストー
クによるゴースト視認性を低減する。オーバードライブ部４に入力する映像信号は、図１
に示す補正画像生成部３によって生成される。
【００３４】
　まず、図１の補正画像生成部３での処理の前に必要なデータを作成する。図１８に示す
画像に対して、図１６に示すテーブルの各セル（８１個）に対応する輝度を、光学測定ま
たは何らかのレファレンス階調と目視比較することにより、どの階調相当（左右同一階調
）の輝度であるのかをデータ化する。目視比較の方法としては、例えば図２０に示すよう
なテストパターンを用いて行う。図２０に示すように、左側が左フレーム画像、右側が右
フレーム画像である。また、中央のウインドウの位置は同じであり、左フレーム画像の中
央のウインドウは２５５階調、右フレーム画像の中央のウインドウは０階調である。左右
フレーム画像ともに背景は同じ階調であって可変とする。立体表示装置にて図２０に示す
画像を表示し、例えば左フレーム画像を見た場合において、中央のウインドウの２５５階
調領域はクロストークによって若干暗めになる。この時、背景の階調を変化させて中央の
ウインドウと同じ程度の明るさとなったときの背景の階調をデータとして用いることがで
きる。このようにデータ化して作成した図１８に示す画像に対するテーブルを図１９に示
す。なお、上記データ化は、あまり厳密化にせず、特に中間の階調領域における多少のオ
ーバードライブ補正のズレは０としてまとめてもよい。図１９に示すテーブルは、オーバ
ードライブテーブルとそっくりであるが、図１９に示すテーブルはあくまでも測定データ
を示している。図１９に示すテーブルを分かりやすくするために、列方向に対角成分との
差をとったテーブルを図２１に示す。図１８に示す画像と図２１に示すテーブルとを比較
すると、図１８の画像において暗く表示されている箇所は負の値、明るく表示されている
箇所は正の値、また、クロストークが無いところは０の値で示されていることが分かる。
後の演算のために、図２１における現階調をＸ、任意のセルのデータをＺと定義し、２つ
のテーブル（Ｂテーブル，Ｗテーブル）を以下の式に従い作成する。
【００３５】
　Ｂテーブル：Ｚ≦０のときは０、その他のときはＺ×２５５／（２５５－Ｘ）・・・（
１０）
　Ｗテーブル：Ｚ≧０のときは０、その他のときは－Ｚ×２５５／Ｘ・・・（１１）
式（１０）によって得られたＢテーブルを図２２に、式（１１）によって得られたＷテー
ブルを図２３に示す。ここで、式（１０），（１１）において、Ｚが０以外のときにＺと
しないのは、後述のガンマ変換を行った際にＺが０以外の画素に対する補正した階調値が
Ｚとなるようにするためである。
【００３６】
　次に、図１の補正画像生成部３における補正処理について説明する。図１では、左画像
１（左フレーム画像）に対して補正を行うブロック図が示されているが、右画像２（右フ
レーム画像）に対しても同様の補正を行う。補正画像生成部３に入力された左画像１と右
画像２は、補正データ部６にて白側（高い階調側）の補正データ（白側補正データ）と黒
側（低い階調側）の補正データ（黒側補正データ）に分離される。各補正データの生成に
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は、前述のＢテーブルおよびＷテーブルを用いる。実際には表示装置がカラー（ＲＧＢ）
表示であることを考慮し、左右の画像の色ごとの階調値をそれぞれ（ＲL，ＧL，ＢL）、
（ＲR，ＧR，ＢR）とすると、
　ＢＲL＝Ｂテーブル（ＲL，ＲR）・・・（１２）
　ＢＧL＝Ｂテーブル（ＧL，ＧR）・・・（１３）
　ＢＢL＝Ｂテーブル（ＢL，ＢR）・・・（１４）
　ＷＲL＝Ｗテーブル（ＲL，ＲR）・・・（１５）
　ＷＧL＝Ｗテーブル（ＧL，ＧR）・・・（１６）
　ＷＢL＝Ｗテーブル（ＢL，ＢR）・・・（１７）
の６つの値を算出する。ここで、式（１２）～（１７）における（）内は（現階調，前階
調）を示しており、例えばＲL＝３２，ＲR＝２２４のときは、図２２よりＢテーブル（Ｒ

L，ＲR）＝５４となる。
【００３７】
　このようにして算出された（ＢＲL，ＢＧL，ＢＢL）および（ＷＲL，ＷＧL，ＷＢL）の
各々における最大値をそれぞれ黒側補正データ、白側補正データとする。これは画素ごと
に算出される値であり、図６に示す入力画像の中央部の横断面における補正データの分布
（輝度分布）を見ると、図２４に示すような分布となる。図２４に示すように、破線は図
９の太線を示している。また、図２４の上下段ともに左画像のみ示しており、上段が白側
補正データ、下段が黒側補正データとなる。白側補正データは暗めに表示されるクロスト
ークが生じる箇所と程度を示し、黒側補正データは明るめに表示されるクロストークが生
じる箇所と程度を示している。
【００３８】
　画素ごとに算出された白側補正データおよび黒側補正データは、図１に示す２ＤＬＰＦ
７，８に各々入力される。簡単のために、まず図２４において１次元ローパスフィルタを
用いた場合について説明する。ＬＰＦには数種類あるが、ここでは式（１８）を用いたＬ
ＰＦについて説明する。位置をＸ、Ｘにおける白側補正データをＹ（Ｘ）とし、位置Ｘに
おけるＬＰＦ演算Ｚ（Ｘ）を以下の式（１８）のように定義する。
【００３９】

【数１】

【００４０】
　式（１８）では、単なるＬＰＦではなく、異なるエリアでのＬＰＦの最大値を採用して
いる。これは、位置Ｘから右側にＮ画素分までの平均と、位置Ｘから左側にＮ画素分まで
の平均との大きい方を採用するということを示している。上記左右の平均を算出するとき
において、位置Ｘの点を含むか含まないか、またＮをどれだけにするかは、最終的な補正
結果の程度で決定すればよい。黒側補正データについても同様に演算すると、図２４は、
図２５のようになる。
【００４１】
　画素ごとに得られたＬＰＦによる処理を行った白側補正データおよび黒側補正データは
、図１のガンマ変換部９に上限値（式（１９））および下限値（式（２０））として入力
される。ここで、白側補正データについては２５５から減算した値を用いる。
【００４２】
　上限＝２５５－白側補正データ（ＬＰＦ）・・・（１９）
　下限＝黒側補正データ（ＬＰＦ）・・・（２０）
式（１９），（２０）についてプロットすると図２６となる。
【００４３】
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　ガンマ変換部９では、入力映像（図１では左画像）Ｘと、該当する画面座標における上
限値および下限値によって、以下の式（２１）の演算が行われる。
【００４４】
　ガンマ出力＝下限＋（上限－下限）×Ｘ÷２５５・・・（２１）
　式（２１）の演算内容を図２７に示す。図２７では、上限値および下限値が設定される
ことによって、コントラストが上限／下限に設定されることを意味する。厳密には測光に
よるコントラストは、映像信号と出力輝度が比例しないためこの定義とは異なるが、あく
まで入力信号レベルでのコントラストという意味で示している。ここで、式（２１）は２
５５での除算を記載しているが、ハードウェア化する際の演算量低減のためには、式（１
９）を、
　上限＝２５６－白側補正データ（ＬＰＦ）・・・（２２）
とし、式（２１）を、
　ガンマ出力＝下限＋（上限－下限）×Ｘ÷２５６・・・（２３）
としてもよい。このように、ガンマ変換部９に入力される映像信号（例えば、図７の上段
）に対して、図２６に示す上限値および下限値に基づいて演算すると、図２８のようにな
る。
【００４５】
　図２８に示す領域４は、本来は図６における最大階調が入力されるべきであるが、最大
階調を入力しても一定以上の輝度を表示することが出来ないため、出力可能な最大値まで
画像階調が下がっている。そして、領域４から領域３に移るに従って、徐々に画像の階調
を上げている。領域３では、より高い輝度を出力することが可能であるが、急に輝度を上
げるとゴーストのエッジが視認されるため、徐々に上げている。一方、領域４から領域５
に移る際は、クロストークの影響が無く、本来のエッジとなるように急峻に領域５の階調
まで変化させるとともに、領域５では最低階調で出力している。領域３から領域２に移る
際は、本来のエッジとなるように急峻に領域２の階調まで変化させている。領域２の階調
は、本来は最低階調が入力されるべきであったが、最低階調以下に設定しても変わらない
ため、出力可能な最低値へ上げている。領域２から領域１へ移行する際は、徐々に階調を
変化させて最終的に最低階調としている。ここは本来エッジが無い箇所であるため、ゴー
ストのエッジを視認されにくくしている。図２８に示す補正画像をオーバードライブ部４
に入力すると、基本的には図２０に示されるクロストークが０の箇所のみを使用すること
になるので、補正画像通りの表示が得られることになる。よって、入力された左画像１お
よび右画像２に対して上記の演算を行い、得られた補正画像を表示すると、図１３に示す
ような画像が表示される。
【００４６】
　次に、式（１８）にて示したＬＰＦを２次元に拡張した２次元ＬＰＦについて説明する
。図２９は、一般的な画像処理における２次元フィルタの概念図である。フィルタの一般
式は以下の式（２４）に示す通りである。
【００４７】
【数２】

【００４８】
　式（２４）において、ｆ（）は画素ごとのデータ、ａ（）はフィルタ定数である。単純
なＬＰＦは平均化フィルタであり、ａ（ｉ，ｊ）はいずれも０ではない正の数で一定であ
る。図２９では、着眼点（ｘ，ｙ）を含む周りの９画素のデータについて演算する。本実
施形態では平均化フィルタを用いることによって十分な効果を発揮する。ただし、式（１
８）では着眼点から左右個別に平均の最大値をとっているが、２次元化すると次のように
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なる。
【００４９】
　（Ａ）図３０では、着眼点の左右エリアのそれぞれについて平均（２つ）を算出してい
る。算出した２つの平均値のうちの最大値を取得する。
【００５０】
　（Ｂ）図３１では、着眼点から斜め方向に４箇所のエリアのそれぞれについて平均を算
出している。算出した４つの平均値のうちの最大値を取得する。
【００５１】
　（Ｃ）図３２では、着眼点から上下左右方向に4箇所のエリアのそれぞれについて平均
を算出している。算出した４つの平均値のうちの最大値を取得する。
【００５２】
　（Ｄ）図３１および図３２に示すエリアをあわせて、８箇所の平均値のうちの最大値を
取得する。
【００５３】
　上記（Ａ）～（Ｄ）のうち、（Ｄ）の演算量が最も多くなるが、最も演算結果が良くな
る。ここでいう「演算結果が良い」とは、多くの映像に対して行われる補正の結果が良く
、補正によるアーチファクトが生じにくいことである。上記以外にも、式（２４）のａ（
ｉ，ｊ）の重み付けを変えるなど幾種にも及ぶ組み合わせがあるので、最適なフィルタは
実験により決定してもよい。このように、２ＤＬＰＦ７，８では、処理対象の画素の周囲
を複数のエリアに分割し、エリアごとに平滑処理を行った前記黒側補正データおよび前記
白側補正データの各々のうちの絶対値の最大値を前記下限データおよび前記上限データと
して処理を行っている。なお、前記エリアは、処理対象の画素を含んでも含まなくてもよ
い。
【００５４】
　上記の２次元フィルタにおけるｘ，ｙ方向の大きさは、図２８に示す補正画像のスロー
プ幅となるため、あまりに小さすぎるとスロープが急峻となり、ゴーストのエッジをぼか
す効果が薄れてしまう。また、大きすぎると演算量が肥大化する他、広いエリアに対して
平均化するため狭いエリアに対するクロストークの補正の効果が薄れてしまう。従って、
２次元フィルタにおけるｘ，ｙ方向の大きさを決める目安として、ワーストのクロストー
クエッジをぼかす効果の出る最小の範囲に設定すると良い。ワーストのクロストーク量が
大きければ大きいほど輝度変化が大きいため広めの範囲を要することになる。通常、ワー
ストのクロストークは黒表示の背景に対して白ウインドウを表示するときに得られる。
【００５５】
　図３３は、図６の映像信号に対して本実施形態１による補正処理を行った後の画像を示
した図である。補正を行わない図１０と比較すると、ゴーストのエッジが視認されにくく
なっていることが分かる。これは、黒表示の背景に対して白ウインドウを表示するという
ワーストケースであるため若干のゴーストが視認されてしまうが、当該ゴーストは図１０
に示すようにはっきりと表示されていないため、本来表示するべき画像に視点が行きやす
くなって立体視が容易になる。仮に、平行法や交差法などで本図面を直視で立体視できる
人が見れば、図１０に示す画像は特にウインドウの幅がどこが本物であるのか迷うことに
なる。しかし、図３３に示す画像であれば確実にウインドウが特定できるはずである。実
際多くのクロストークが生じる写真映像に対して、本実施形態による補正を行った結果、
そのほとんどにおいて立体視認性向上が確認された。また、局所的にコントラストが下が
るものの、クロストークが発生しないか少ない領域の近傍ではデバイス本来のコントラス
トが得られ、全体表示品位の低下も軽減される。
【００５６】
　なお、本実施形態１では、一例として指向性バックライトを用いた液晶表示装置に関し
て説明したが、例えば、シャッター眼鏡を用いて、液晶パネルにフィールドシーケンシャ
ル駆動を行う方式に対しても適用可能である。なぜなら、バックライト迷光をシャッター
の漏れ光として置き換えると、その他は本実施形態１と同じ原理で補正が可能だからであ
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る。指向性バックライトを用いる場合は、その分離角度によっては２画面表示装置（見る
角度によって異なる画像を表示するもの）として用いられ得る。この場合においても、本
実施形態１による補正は適用可能である。
【００５７】
　また、液晶パネルは温度によってその応答性能が大きく変わるため、使用環境の温度範
囲が広い場合にはデバイスに温度センサーを備え、温度によってオーバードライブのテー
ブル値を書き換えることがよく行われている。本実施形態１では、図３４に示すように、
使用環境の温度を考慮する場合は、温度ごとのオーバードライブテーブル２１を作成する
のと同様に、温度ごとの補正データテーブル２０（実体は図２２，２３）を作成しておき
、オーバードライブテーブル２１と同様に温度により使用する補正データ値を書き換える
ことで実現できる。
【００５８】
　図３５は、本実施形態１による立体表示装置の構成の一例を示す図である。図３５に示
すように、立体表示装置には、視差バリア２４を液晶パネル２３の表面（または裏面）に
設置し、視差バリア２４の開口部（図中の白色部）に合わせて液晶パネル２３に左目２６
用の画像と右目２５用の画像とを表示させるように構成された立体表示装置がある。図３
５に示す立体表示装置においてクロストークが生じる主な要因は、例えば右目２５用の画
像を表示するために照射されたバックライト２２からの光が視差バリア２４の遮光部（図
中の黒色部）で反射した後に液晶パネル２３で再度反射し、視差バリア２４の開口部を通
過して左目２６の方向に出てしまうことによるものである。このようなクロストークであ
っても、本実施形態は適用可能である。ただし、図３５に示す立体表示装置において、静
止画を表示しているときは、液晶パネル２３の所定の画素は常に右目２５用の画像かまた
は左目２６用の画像を表示しているため、図１に示すオーバードライブ部４は前述のよう
に１フレームごとではなく、１画素ごとにオーバードライブ処理を行う。
【００５９】
　図３６は、図３５の表示面から見たときの視差バリア２４の配置の一例を示す図である
。表示面からみたときの視差バリア２４の配列は多種多様であるが、例えば図３６に示す
ように、ＲＧＢ（赤緑青）サブピクセル単位で市松模様状に視差バリア２４が開口してい
るものとする。図３６では、左目２６から見たときの視差バリア２４の開口部（図中の白
色部）と閉口部（図中の黒色部）との配列を示している。ここでは、Ｘ＝２，Ｙ＝２のＢ
画素に着目して以下に説明する。
【００６０】
　Ｘ＝２，Ｙ＝２のＢ画素は、本来は左目２６にて視認されてはならないが、上記の通り
、隣接するＸ＝２，Ｙ＝２のＧ画素、Ｘ＝３，Ｙ＝２のＲ画素、Ｘ＝２，Ｙ＝１のＢ画素
、Ｘ＝２，Ｙ＝３のＢ画素の４つの開口部から迷光として出射されてクロストークが生じ
る。生じたクロストーク量は、Ｘ＝２，Ｙ＝２のＢ画素の表示輝度に比例するため、例え
ばＸ＝２，Ｙ＝３のＢ画素にて補償することが出来る。すなわち、Ｘ＝２，Ｙ＝２のＢ画
素から漏れてくる光の分だけＸ＝２，Ｙ＝３のＢ画素の表示輝度を暗く設定することによ
ってクロストークを補正することが出来る。図１に示すオーバードライブ部４に入力され
る映像は、前述（図２の指向性バックライト１１を用いた方式）では左右の同一画像であ
ったが、図３５の立体表示装置（視差バリア２４を用いる方式）では隣接する左右の同色
画素と置き換えることによって同様の処理が可能となる。
【００６１】
　前述の通り、オーバードライブ部４にて補正を行ったとしても、負の階調や１００％を
超える階調で補正することが出来ず、最終的には図１８に示すレベルまでしか補正を行う
ことは出来ない。従って、図１に示すオーバードライブ部４を図３５に示す立体表示装置
ではクロストーク補正部として置き換え、さらに補正データ部６では着目する画素の階調
と隣接同色画素の階調とによって黒側補正データおよび白側補正データ（前記クロストー
ク補正部にて補正しきれない量）を算出することによって、前述（図１）と同様の処理を
行うことが出来る。
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【００６２】
　本実施形態１による補正方法の実際の使用例としては、図１に示す全ての処理を図３７
に示す３Ｄ表示デバイス２８（立体表示装置）に備える方法や、図１に示す補正画像生成
部３のみを図３７に示すＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）２７（立体画像生
成装置）に備える方法、または図１に示す全ての処理を図３７のＰＣ２７に備えるなど、
応用例は様々である。補正画像生成部３をＰＣ２７に備える場合は、静止画であればソフ
トウェアでの処理も可能であるため、立体ビューアなどのソフトの表示出力部に取り込む
ことで立体視の視認性向上が図れる。本実施形態による補正の方式は、デバイスの能力を
補正データとして使用するため、何らかのキャリブレーションが必要となる。ソフトに組
み込む場合は、前述のように、クロストーク画像とクロストーク無しのレファレンス画像
とを並べて表示させ、両画像を比較するなどしてユーザがデータを作成することも可能で
ある。一部ハードウェア化もしくは高性能ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ）を搭載したＰＣでは動画のリアルタイム補正も可能となり得る。
【００６３】
　以上のことから、本実施形態１による補正を行うことによって、補正しない場合にクロ
ストークによって視認されていたゴーストのエッジをぼかして人間の目に視認されにくく
することによって、立体表示装置の視認性を大幅に改善することが可能となる。また、ク
ロストークが生じない領域のうちのクロストークが生じる領域から遠い箇所（例えば、図
３３に示す各フレーム画像の両端および中央）では、立体表示装置が有する本来のコント
ラストが維持されているため、画面全体のコントラストを低下させてクロストークを補正
する方法と比較して、全体的な表示品位の低下を最小限に抑えることが可能となる。この
ように、液晶の応答遅れなどが要因となるような複雑なクロストーク量を考慮し、表示品
位を可能な限り維持してクロストーク量を低減することが可能となる。
【００６４】
　〈実施形態２〉
　実施形態１において、最も処理の負荷が大きいのは２ＤＬＰＦにおける処理である。本
実施形態２では、２ＤＬＰＦにおける処理の負荷を小さくすることを特徴としている。以
下にその方法について説明する。
【００６５】
　図３８は、本発明の実施形態２による補正画像生成部の一例を示すブロック図である。
その他の構成および動作は、図１に示す実施形態１と同様であるため、ここでは説明を省
略する。なお、図３８では、左画像２９について補正を行うブロック図を示しているが、
右画像３０に対しても同様に処理するものとする。
【００６６】
　図３８に示すように、左画像２９と右画像３０は、それぞれプリフィルタ３１，３２を
通過する。プリフィルタ３１，３２については後に詳細に説明する。プリフィルタ３１，
３２を通過した左画像２９と右画像３０は、補正データ部３３に入力され、左画像２９に
おける白側補正データと黒側補正データとに分離して出力される。そして、白側補正デー
タはブロック化部３４に入力され、黒側補正データはブロック化部３５に入力される。ブ
ロック化部３４，３５では、例えば８×８画素を１ブロックとしてブロック化される。例
えば、総画素６４０×４８０である場合において、８０×６０のブロックになる。ブロッ
ク化の方法は、一つのブロックに含まれる６４個の補正データのうちの最大値を取得する
方法が最も補正効果が高い。最大値を取得する場合は、元の映像に例えば１画素のノイズ
がある場合でも無条件に最大値をとってしまい、本来は補正が不要な領域（全体的にクロ
ストークの少ない領域）であっても補正量が大きくなってしまうという欠点がある。
【００６７】
　上記のノイズを除去するために、本実施形態２ではプリフィルタ３１，３２を備えてい
る。プリフィルタは、例えば単純な平均フィルタでもよい。ただし、フィルタ領域は狭け
ればよいが、広すぎるとエッジの位置もぼやけてしまうという欠点がある。エッジがはっ
きりし、かつノイズ除去に効果があるフィルタはメディアンフィルタである。メディアン
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フィルタは、フィルタの領域の中のデータを昇順又は降順に並べ、中央の順位のデータを
出力データとして取得する方法である。メディアンフィルタはデータの並べ替えが必要と
なるため、プリフィルタの領域が大きいと演算量が肥大化してしまう。通常は着眼点含め
た周囲９画素程度で十分であるが、フィルタの種類も含め実験を行って最適なものを決定
してもよい。
【００６８】
　ブロック化部３４，３５にてブロック化された白側補正データおよび黒側補正データは
、ブロック２ＤＬＰＦ３６，３７に入力され、式（２４）や図２９～３２で説明した方法
と同様の方法でＬＰＦ処理される。ただし、ブロック２ＤＬＰＦ３６，３７における処理
で異なる点は、例えば１６×１６画素の領域で各画素ごとにＬＰＦ処理を行っていた場合
に対して、１ブロックに８×８の画素が含まれるので、２×２ブロックに対してＬＰＦ処
理を行えばよい。すなわち、ブロック２ＤＬＰＦ３６，３７は、ブロック単位で処理を行
っている。また、ＬＰＦ処理の範囲は、例えば図３９，４０に示すように自ブロックを含
まない方が好ましい。なぜなら、自ブロックを含むと、後の補間３８，３９における補間
演算において、本来の補正が必要な量より少なくなってしまうからである。
【００６９】
　ブロック２ＤＬＰＦ３６，３７から出力されたデータは、補間３８，３９にて補間され
て画素ごとの情報になる。図４１に補間の模式図を示す。ブロックに格納されている値は
、ブロックの中央部付近の値と近似し、四角の点の値は、自ブロックと隣接する３つのブ
ロックのデータ（丸印）から補間する。４点を使用して補間する場合は、バイリニア法に
よる補間となる。演算量を低減したい場合は、図４１に示す右上のブロックの点（丸印）
を省いた３点からリニア法にて補間することができる。
【００７０】
　補間３８，３９の後の処理は実施形態１と同様であり、ガンマ変換部４０にて補正画像
（例えば、図３８に示す補正左画像４１）を生成する。ガンマ変換部４０に入力される画
像（例えば、図３８に示す左画像２９）はプリフィルタ３１を通過しない方が望ましい。
【００７１】
　以上のことから、本実施形態２では、特にブロック２ＤＬＰＦ３６，３７における演算
量やその演算に必要なメモリ量を減らすことが可能となる。また、実施形態１では、図１
における２ＤＬＰＦ７，８におけるＬＰＦ処理を行う範囲が広いと補正のスロープが緩や
かで長くなりゴーストをぼかす効果が高まる反面、範囲よりも狭いエリアのゴーストは、
平滑化により弱めに計算され十分な補正効果が得られないことが起きていた。一方、本実
施形態２では、ブロック化する際にブロック中の補正量の最大値を取得することで上記現
象は起きにくくなるという効果が得られる。
【００７２】
　〈実施形態３〉
　実施形態１，２では、ガンマ変換部９，４０に入力される制限値として、上限値（白側
補正データ）と下限値（黒側補正データ）との両方を用いて説明した。
【００７３】
　ここで、人の目の視感度はＣＩＥ１９７６のＬ＊でも定義されている（輝度の１／３乗
）ように、低輝度の方が少しの差（輝度差）にも敏感である。そのため、白側に多少のク
ロストークがあっても、白側が黒側ほど視認されにくくなることはない。従って、白側の
クロストークが存在しても、当該クロストークが容認されるレベルであれば、これまで説
明してきた上限値を演算する処理を省略することができる。これにより、演算量を大幅に
低減することが可能となる。
【００７４】
　一方、例えば広く使用されているＴＮ（ツイストネマティック）型液晶は、白から黒へ
の応答の方が、黒から白への応答よりも遥かに速い応答特性を有する。このような液晶を
使用し、かつそれ以外のクロストーク要因が少なければ、これまでに説明してきた下限値
を演算する処理を省略することができる。これにより、演算量を大幅に低減することが可
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【００７５】
　また、図１１，１２に示すような白側と黒側とに対して一面一律に補正を行う場合は、
大幅にコントラストが低下して画質を損ねてしまうが、この主要因は黒側の一律補正であ
って、白側の一律補正はそれ程画質低下の要因とはならない。これは、例えば本来のコン
トラストが１００：１（輝度は、白１００、黒１とする）であって、白側および黒側に同
じ１％のクロストークがあるとした場合において、黒側のみ一律補正するとコントラスト
は５０：１（輝度は、白１００、黒１＋１＝２）となり、白側のみ一律補正すると９９：
１（輝度は、白１００－１＝９９、黒１）となることからも明らかである。従って、図１
の場合においては、白側の２ＤＬＰＦ７の演算を省略し、ガンマ変換部９に入力される上
限値に固定の値（例えば、白側に生じる最大のクロストークのレベル、上記例の場合では
輝度が９９相当）を入力する構成とするとすることによって、白側は一律補正し、黒側は
上述のように黒側のクロストークが生じる周辺のみに対して補正を行うことができる。こ
れにより、演算量を大幅に低減し、かつ画質をほぼ維持することができる。
【００７６】
　このように、上限・下限のいずれか一方の演算のみを用いても、演算量を大幅に低減し
、かつ良好な補正結果を維持することができる。上限または下限の一方を演算するように
集積回路を設計する場合は、上限・下限のいずれの特性にも対応できるように、上限演算
と下限演算とを切り替え可能にしておくとよい。上限・下限のいずれかのみ演算する場合
は、例えば実施形態１，２において、省略する方（上限または下限）に関る演算（例えば
上限を省略する場合において、図３４では、補正データ部６の白側補正データの演算と、
２ＤＬＰＦ７と、補正データテーブル２０における白側に関る値、また、図３８では、補
正データ部３３の白側補正データの演算と、ブロック化部３４，ブロック２ＤＬＰＦ３６
，補間３８）を省略することができることはいうまでもない。
【符号の説明】
【００７７】
　１　左画像、２　右画像、３　補正画像生成部、４　オーバードライブ部、５　液晶駆
動画像、６　補正データ部、７，８　２ＤＬＰＦ、９　ガンマ変換部、１０　補正左画像
、１１　指向性バックライト、１２　液晶パネル、１３　右目、１４　左目、１５　左画
像、１６　右画像、１７　フレーム選択、１８　オーバードライブ、１９　液晶駆動画像
、２０　補正データテーブル、２１　オーバードライブテーブル、２２　バックライト、
２３　液晶パネル、２４　視差バリア、２５　右目、２６　左目、２７　ＰＣ、２８　３
Ｄ表示デバイス、２９　左画像、３０　右画像、３１，３２　プリフィルタ、３３　補正
データ部、３４，３５　ブロック化部、３６，３７　ブロック２ＤＬＰＦ、３８，３９　
補間、４０　ガンマ変換部、４１　補正左画像。
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