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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１視点用の画像を表示する画素及び第２視点用の画像を表示する画素を少なくとも含
む表示素子が複数配列され、前記各画素は光を透過する透過表示領域と外光を反射する反
射表示領域とを有し、前記各画素から出射した光を相互に異なる方向に振り分ける光学手
段を備えた画像表示装置において、
　前記光学手段に対応して配設される複数の前記各表示素子が、少なくとも前記反射表示
領域の配置が異なる二種類以上のパターンを使用すると共に、
　前記各表示素子が前記光学手段による出射光振り分け方向に直交する方向に配置されて
いると共に、前記各表示素子の反射表示領域を前記各画素の面上に配置し、且つ当該反射
表示領域を前記各表示素子の中心点を結ぶ任意の線分に対してそれぞれ非対称となるよう
に配置し、
　前記反射表示領域の配置が異なる各表示素子の内、同一パターンの前記反射表示領域を
備えた前記表示素子を前記各画素の面上で且つ前記光学手段による出射光振り分け方向に
沿って周期的に繰り返し配置したことを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記請求項１に記載の画像表示装置において、
　前記各表示素子を通過して設定される任意の線分を、前記各表示素子の中心点を結ぶ線
分としたことを特徴とする画像表示装置。
【請求項３】
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　前記請求項１に記載の画像表示装置において、
　前記各表示素子共通の中心線上で相互に隣接する各表示素子は、当該各表示素子の少な
くとも二つ以上を相互に重ねて透視した場合に、当該各表示素子が備えている前記反射表
示領域が前記出射光振り分け方向に対して分断されることなく連続して配置されているこ
とを特徴とした画像表示装置。
【請求項４】
　前記請求項１に記載の画像表示装置において、
　前記表示素子を構成する各画素の形状を、台形等の多角形状の画素としたことを特徴と
する画像表示装置。
【請求項５】
　前記請求項１に記載の画像表示装置において、
　前記各表示素子を構成する各画素を前記表示素子共通の中心線に平行な線対称軸を有す
る多角形状の画素により構成すると共に、この各画素内の反射表示領域を、前記線対称軸
に対して非対称に配置したことを特徴とする画像表示装置。
【請求項６】
　前記請求項１に記載の画像表示装置において、
　前記各画素内には、前記反射表示領域が少なくとも二箇所以上に分けて配設されている
ことを特徴とした画像表示装置。
【請求項７】
　前記請求項１に記載の画像表示装置において、
　前記各画素から出射した光を相互に異なる方向に振り分ける光学手段は、レンチキュラ
レンズ又はフライアイレンズの何れかのレンズであることを特徴とした画像表示装置。
【請求項８】
　前記請求項１に記載の画像表示装置において、
　前記表示素子の反射表示領域は、画像振分け方向に垂直な前記中心線に対して非平行に
傾斜した線分によって、前記第１視点用の画像を表示する画素と第２視点用の画像を表示
する画素とに分割されて配置されていることを特徴とした画像表示装置。
【請求項９】
　前記請求項１に記載の画像表示装置において、
　前記光学手段を、前記出射光振り分け機能を備えた着脱可能な光学シートにより形成し
たことを特徴とした画像表示装置。
【請求項１０】
　第１視点用の画像を表示する画素及び第２視点用の画像を表示する画素を少なくとも含
む表示素子が複数配列され、前記各画素は光を透過する透過表示領域と外光を反射する反
射表示領域とを有し、
　前記各画素に表示データを供給するためのデータ線と、前記各画素に前記データ線から
の表示データ信号を伝達する画素スイッチング手段と、この画素スイッチング手段を制御
するためのゲート線とを備え、
　前記ゲート線を挟み配置された隣接画素対は当該画素間に配置された前記ゲート線によ
りその動作が制御され、かつ前記隣接画素対を構成する画素は夫々異なる前記データ線に
接続されると共に、前記ゲート線の延伸方向に隣接する前記隣接画素対は夫々異なる前記
ゲート線に接続され、前記各画素から出射した光を前記ゲート線の延伸方向に沿って相互
に異なる方向に振り分ける光学手段を備え、
　前記画素スイッチング手段の配置箇所を覆うようにして前記各画素の反射表示領域を配
置すると共に、この反射表示領域に外光を反射する反射板を設けたことを特徴とする画像
表示装置。
【請求項１１】
　前記請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の画像表示装置を、表示用として装備した
ことを特徴とする端末装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の視点に異なる画像を表示し得る画像表示装置およびそれを搭載した端
末装置に係り、特に立体画像を優れた品質で表示し得る画像表示装置および端末装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の視点に異なる画像を表示し得る画像表示装置の検討が行われている。その１例と
して、画像分離が可能な光学素子を用いて複数の視点に異なる表示をすることを可能とし
た立体液晶表示装置がある。
【０００３】
　この機能を具体的に実現するため、これまでに多くの立体画像表示方式が検討されてい
る。この種の立体画像表示方式としては、眼鏡を使用する方式と眼鏡を使用しない方式と
に大別することができる。この内、眼鏡を使用する方式には、色の違いを利用したアナグ
リフ方式および偏光を利用した偏光眼鏡方式等がある。
【０００４】
　一方、上記各方式は、本質的に眼鏡をかける煩わしさを避けることができない。このた
め、近年では眼鏡を使用しない眼鏡なし方式が盛んに検討されている。この眼鏡なし方式
には、パララックスバリア方式及びレンチキュラレンズ方式等がある。かかる方式にあっ
ては、それぞれ、左右両眼に視差のある画像を夫々提示することによって立体画像表示装
置を実現することができるようになっている。
【０００５】
　この眼鏡なし方式におけるレンチキュラレンズ方式は、例えば非特許文献１に記載され
ているように、Ｉｖｅｓ等により１９１０年頃に提案されている。図２８に、このレンチ
キュラレンズ１２１の例を示す。図２８に示すように、レンチキュラレンズ１２１は一方
の面が平面となっており、他方の面には、一方向に延びるかまぼこ状の凸部（シリンドリ
カルレンズ）１２２が、その長手方向が相互に平行になるように複数個形成されている。
【０００６】
　又、レンチキュラレンズ１２１を使用する場合の立体表示方法に関する光学モデル図を
、図３０に示す。図３０に示すように、観察者側から順に、レンチキュラレンズ１２１，
表示パネル１０６，光源１０８が配置されており、レンチキュラレンズ１２１の焦点面に
表示パネル１０６の画素が位置している。
【０００７】
　前述した図３０において、表示パネル１０６にあっては、右眼１４１用の画像を表示す
る画素１２３と左眼１４２用の画像を表示する画素１２４とが交互に配列されている。こ
の場合、相互に隣接する画素１２３及び画素１２４からなる群は、レンチキュラレンズ１
２１の各凸部１２２に対応している。これにより、光源１０８から出射し各画素１２３，
１２４を透過した光は、レンチキュラレンズ１２１の凸部１２２により左右の眼に向かう
方向に振り分けられる。これにより、左右の眼に相互に異なる画像を認識させることが可
能となり、観察者に立体画像を認識させることとなる。
【０００８】
　一方、パララックスバリア方式は、１８９６年にＢｅｒｔｈｉｅｒが着想し、１９０３
年にＩｖｅｓによって実証された。前述した図２９は、パララックスバリアを使用する立
体画像表示方法を示す光学モデル図である。図２９に示すように、パララックスバリア１
０５は、細い縦縞状の多数の開口（即ち、スリット１０５ａ）が形成されたバリア（遮光
板）である。そして、このパララックスバリア１０５の一方の表面の近傍には、表示パネ
ル１０６が配置されている。
【０００９】
　この表示パネル１０６においては、スリット１０５ａの長手方向と直交する方向に右眼
用画素１２３及び左眼用画素１２４が配列されている。また、パララックスバリア１０５
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の他方の表面の近傍、即ち、表示パネル１０６の反対側には、光源１０８が配置されてい
る。
【００１０】
　そして、光源１０８から出射された光の内、パララックスバリア１０５の開口部（スリ
ット１０５ａ）を通過し更に右眼用画素１２３を透過した光は、図２９に示すように光束
１８１となる。同様に、光源１０８から出射された光の内、スリット１０５ａを通過し更
に左眼用画素１２４を通過した光は、光束１８２となる。このとき、立体画像の認識が可
能となる観察者の位置は、パララックスバリア１０５と画素との位置関係により決定され
る。即ち、観察者の右眼１４１は、複数の右眼用画素１２３に対応する全ての光束１８１
の通過域内にあり、且つ、観察者の左眼１４２は、全ての光束１８２の通過域内にあるこ
とが必要となる。
【００１１】
　これは、図２９において、観察者の右眼１４１と左眼１４２との中点１４３が図２９に
示す四角形の立体可視域１０７内に位置する場合である。立体可視域１０７における右眼
用画素１２３及び左眼用画素１２４の配列方向に延びる線分のうち、立体可視域１０７に
おける対角線の交点１０７ａを通る線分が最も長い線分となる。このため、中点１４３が
交点１０７ａに位置するとき、観察者の位置が左右方向にずれた場合の許容度が最大とな
るため、観察位置としては最も好ましい。
【００１２】
　従って、この立体画像表示方法においては、この交点１０７ａと表示パネル１０６との
距離を最適観察距離ＯＤ（＝Ｓ）とし、この距離Ｓで観察することを観察者に推奨してい
る。尚、立体可視域１０７における表示パネル１０６からの距離が最適観察距離Ｓとなる
仮想的な平面を、最適観察面１０７ｂという。これにより、観察者の右眼１４１及び左眼
１４２に夫々右眼用画素１２３及び左眼用画素１２４からの光が到達することになる。こ
のため、観察者は表示パネル１０６に表示された画像を、立体画像として認識することが
可能になる。
【００１３】
　パララックスバリア方式は、当初考案された際には、パララックスバリアが画素と眼と
の間に配置されていたこともあって目障りで視認性が低い点が課題となっていた。しかし
ながら、近時の液晶表示装置の実現に伴って、図２９に示すように、パララックスバリア
１０５を表示パネル１０６の裏側に配置することが可能となって視認性が改善された。こ
のため、パララックスバリア方式の立体画像表示装置については、現在盛んに検討が行わ
れている。
【００１４】
　ここで、上述したパララックスバリア方式は不要な光線をバリアにより「隠す」方式で
あるのに対し、前述したレンチキュラレンズ方式は光の進む向きを変える方式である。こ
のため、後者のレンチキュラレンズ方式は、原理的に表示画面の明るさの低下がないとい
う利点を有する。かかる利点があるため、このレンチキュラレンズ方式は、特に高輝度表
示及び低消費電力性能が重視される携帯機器等への適用が検討されつつある。尚、従来の
レンチキュラレンズを使用した立体画像表示装置は、透過型液晶表示装置を表示パネルと
して使用している。
【００１５】
　また、レンチキュラレンズを使用した画像表示装置としては、上述した立体画像表示装
置の他にも、複数の画像を同時に表示する複数画像同時表示装置が開発されている（例え
ば、特許文献１参照）。この複数画像同時表示装置は、レンチキュラレンズによる画像の
振分機能を利用して、観察する方向毎に異なる画像を同時に同一条件で表示するディスプ
レイである。
【００１６】
　これにより、１台の複数画像同時表示装置が、この表示装置に対して相互に異なる方向
に位置する複数の観察者に対して、相互に異なる画像を同時に提供することができる。特
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許文献１には、この複数画像同時表示装置を使用することにより、通常の１画像表示装置
を同時に表示したい画像の数だけ用意する場合と比較して、設置スペース及び電気代を低
減し得るようになっている。
【００１７】
　また、反射板を有する反射型画像表示装置を表示パネルとして使用することが検討され
ている。この反射型画像表示装置は、外部から入射した光を表示装置内部に位置する反射
板により反射し、この反射光を表示光源として利用するため、光源としてのバックライト
又はサイドライトが不要になる。
【００１８】
　一方、透過型画像表示装置はバックライト又はサイドライト等の光源が必要である。従
って、表示パネルに反射型画像表示装置を使用すると、透過型画像表示装置を使用した場
合よりも、低消費電力化を達成できる。このため、近年では携帯機器等への反射型画像表
示装置の適用が進められている。
【００１９】
　しかしながら、このように、反射型画像表示装置を使用した場合は、反射板の形状が平
坦面であるときには、外光は鏡面のように反射されるため、例えば蛍光灯等の光源の模様
が映り込み、表示品質が低下するという問題がある。又、観察者に対し、ある特定の角度
からの入射光しか表示に寄与しなくなるため、外光の利用効率が低下するという問題があ
る。
【００２０】
　これを改善するため、特許文献２では、反射板に凹凸形状を設ける技術が提案されてい
る。図３１に凹凸形状を備えた反射板の構造例を示す。この特許文献２にあって、反射板
４１の下層には有機膜が設けられ、その有機膜の表面に凹凸を形成することにより反射板
４１の表面に凹凸形状４１ａを形成している。この凹凸形状により、特定方向から入射し
た外光は、種々の方向に拡散して反射される。また、種々の方向から入射した外光は、観
察者方向にも反射される。この結果、光源模様の映り込みを防止し、種々の角度を有する
外光を表示に活用できることになる。
【００２１】
　また、特許文献３には、反射機能を有する立体画像表示装置が提案されている。この特
許文献３に記載の反射型立体画像表示装置の模式図を図３３に示す。又、図３２に示すよ
うに、表示パネル２においては、１表示単位内に左眼用の画像を表示する画素及び右眼用
の画像を表示する画素を含む複数個の表示単位が、マトリクス状に配置されている。
【００２２】
　レンチキュラレンズ３は、表示パネル２の前方に配置され表面に凸形状が繰り返し形成
されていて前記各画素から出射した光を前記各表示単位内の前記左眼用の画像を表示する
画素と右眼用の画像を表示する画素とを結ぶ左右方向に振り分ける機能（図３２，図３３
参照）を備えている。反射板４は外光を前記表示パネルに向けて反射するが、この反射板
４の表面に、前述した凹凸形状４１が形成されている。そして、レンズの焦点距離ｆは反
射板４の表面とレンズの頂点との間の距離ＨＲとは異なる。
【００２３】
　図３３の反射型立体画像表示装置においては、レンチキュラレンズ３により集光された
光が、反射板４の表面で一定の面積を有するため、凹凸形状の斜面及び平坦部等、複数の
種類の傾斜角で反射され、反射光は様々な角度に進行する。この一部分は観察者方向にも
進行するため、表示に寄与することができる。これにより凹凸形状に起因する輝度低下を
防止することができる。即ち、これはレンズ焦点位置を反射板位置から離し、拡大される
領域の焦点をずらすことにより画像振分け像をぼかす方法と言える。本明細書においては
この技術を、以下「デフォーカス効果」と称する。
【００２４】
　このように、レンチキュラレンズ３を使用した上記立体画像表示装置及び反射型平面表
示装置は、その原理的内容は夫々公知であり、これを応用した反射型・半透過型立体画像
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表示装置についても、近時にあっては関係各方面で盛んな技術的検討がなされている。
【非特許文献１】増田千尋著「３次元ディスプレイ」産業図書株式会社
【特許文献１】特開平０６－３３２３５４号公報
【特許文献２】特開平８－１８４８４６号公報
【特許文献３】特開２００４－２８００７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２５】
　ところで、本発明にかかる発明者らは、前述した立体画像表示装置と反射型・半透過型
平面表示装置とを組み合わせることにより、反射表示において立体画像表示が可能な表示
装置を実現し、低消費電力化を図るべく鋭意検討した。この結果、以下に示すような新た
な問題点が明らかになった。
【００２６】
　まず、反射型・半透過型表示パネルにおいて画素内反射表示領域は、反射表示の均一性
を保持するために画素内の定位置に配置されている。このため、画素がマトリクス状に配
列した表示パネルでは、画素マトリクスの周期に応じて反射表示領域は周期的な配置とな
る。特に、隣接する画素間の境界領域は、データ線、走査線などが配線される場合が多く
非反射表示領域となる。また、トランジスタ（ＴＦＴ）が存在する場合はブラックマトリ
クス（ＢＭ）で遮光し、非反射表示領域となる。
【００２７】
　従って、レンズ等の画像振分手段は、例えば図３４に示すように、表示パネル２の二画
素（左眼用画素５１、右眼用画素５２）に対応して配置された場合には、画素内の非反射
表示領域７０が拡大されると反射表示が視認できない観察領域が発生し、反射表示の視認
性が低下する。
【００２８】
　また、レンズ焦点位置に反射表示領域が部分的にある場合であっても、画素内の反射板
が画素配列に応じて規則的に配置されると、画像振分方向に画素を通る光を分離するため
、反射板による表示むらが特定の観察位置のみで視認されることになる。加えてレンズの
効果で画素を拡大表示するため、表示むらが拡大表示される場合がある。
【００２９】
　即ち、本来、一様な輝度を有する筈の立体可視域において、観察位置によっては部分的
に輝度が低下する領域が発生するという問題である。この場合、観察位置を変化させると
、輝度が低下した位置では表示が暗くなって見え、場合によっては暗線の模様が観察され
る。また、この輝度のムラによって立体画像表示の品質は低下する。
【００３０】
　更に、表示ムラを低減するためには、拡大される領域の焦点をずらすことにより画像振
分け像をぼかす方法が考えられる（特許文献３）。しかしながら、この特許文献３に記載
の技術を適用した場合であっても、以下のような問題が発生する。即ち、デフォーカス効
果により、輝度低下は低減されるものの焦点が合っていないため像がぼやける。従って、
像をぼかすと同時に画像分離性能が低下するため、立体画像の表示品質が低下する。
【００３１】
　また、平面表示パネル上への画像振分光学手段の実装時に重ねズレが生じた場合、表示
素子上での焦点位置が最適な設計配置よりずれるため、デフォーカスの効果は大きく低減
する。更に、画像振分光学手段のたわみや熱収縮が発生した場合には、面内で均一なデフ
ォーカス効果を得られずデフォーカスされた画像がムラとなって表示されるため、立体画
像の表示品質が大きく低下する。
【００３２】
　本発明は、特に画像表示用の表示素子の領域における非反射表示領域の拡大を有効に抑
制して観察領域の拡大を図ると共に反射視認性の低下を抑制し、これによって立体画像の
表示品質の向上を図った画像表示装置およびこれを利用した端末装置を提供することを、
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その目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３３】
　上記目的を達成するため、本発明にかかる画像表示装置は、第１視点用の画像を表示す
る画素及び第２視点用の画像を表示する画素を少なくとも含む表示素子が複数配列され、
前記各画素は光を透過する透過表示領域と外光を反射する反射表示領域とを有し、前記各
画素から出射した光を一方と他方の相互に異なる方向に振り分ける光学手段を備えた画像
表示装置において、前記光学手段に対応して配設される複数の前記各表示素子が、少なく
とも前記反射表示領域の配置が異なる二種類以上のパターンを使用すると共に、前記各表
示素子が前記光学手段による出射光振り分け方向に直交する方向に配置されていると共に
、前記各表示素子の反射表示領域を前記各画素の面上に配置し、且つ当該反射表示領域を
前記各表示素子の中心点を結ぶ任意の線分に対してそれぞれ非対称となるように配置し、
前記反射表示領域の配置が異なる各表示素子の内、同一パターンの前記反射表示領域を備
えた前記表示素子を前記各画素の面上で且つ前記光学手段による出射光振り分け方向に沿
って周期的に繰り返し配置したことを特徴とする。
【００３４】
　上記目的を達成するため、第１視点用の画像を表示する画素及び第２視点用の画像を表
示する画素を少なくとも含む表示素子が複数配列され、前記各画素は光を透過する透過表
示領域と外光を反射する反射表示領域とを有し、前記各画素に表示データを供給するため
のデータ線と、前記各画素に前記データ線からの表示データ信号を伝達する画素スイッチ
ング手段と、この画素スイッチング手段を制御するためのゲート線とを備え、前記ゲート
線を挟み配置された隣接画素対は当該画素間に配置された前記ゲート線によりその動作が
制御され、かつ前記隣接画素対を構成する画素は夫々異なる前記データ線に接続されると
共に、前記ゲート線の延伸方向に隣接する前記隣接画素対は夫々異なる前記ゲート線に接
続され、前記各画素から出射した光を前記ゲート線の延伸方向に沿って相互に異なる方向
に振り分ける光学手段を備え、前記画素スイッチング手段の配置箇所を覆うようにして前
記各画素の反射表示領域を配置すると共に、この反射表示領域に外光を反射する反射板を
設けたことを特徴とする。
【００３５】
　又、上記目的を達成するため、本発明にかかる端末装置では、前述した画像表示装置を
、表示用として装備したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明によると、反射表示領域を各表示素子を通過して設定される任意の線分に対して
非対称に配置するという手法を採り、これにより透過表示領域の有効利用を図ると共に観
察領域の拡大および立体画像の表示品質の向上を図ることができるという従来にない優れ
た画像表示装置および端末装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
〔第１の実施形態〕
　以下、本発明の第１実施形態を図１乃至図６に基づいて説明する。
　ここで、図１は本第１実施形態における立体画像表示装置の表示素子部分を示す概略斜
視図、図２は図１の表示素子部分を含む立体画像表示装置の全体的な構成を示す概略断面
図、図３は図２を含む本第１実施形態の立体画像表示の原理を示す概念図、図４は本第１
実施形態における図２を含む立体画像表示装置の一部を示す上面図、図５は図４を含む本
第１実施形態に係る立体画像表示装置の画素駆動用のトランジスタの配置例を示す模式図
、図６は図５の一部で本第１実施形態の画素部分の例を示す上面図である。
【００３８】
　＜構成＞
　最初に、本第１実施形態の基本的な構成を説明する。
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　図１において立体画像表示装置１は、観察者側にレンチキュラレンズ３が配設されてい
る。このレンチキュラレンズ３は表示パネル２００上に積層されている。表示パネル２０
０は半透過型液晶表示パネルであり、その基本構成は、図２に示すようにＴＦＴ基板２ａ
と、このＴＦＴ基板２ａに対向して配設された対向基板２ｂと、この各基板相互間に配設
された液晶層５とにより構成されている。
【００３９】
　又、画像表示装置である上記立体画像表示装置１は、第１視点用の画像を表示する画素
５２と第２視点用の画像を表示する画素５１を含む複数の表示素子１３を同一面上に配列
して備えている。この内、前記各画素５１，５２は、それぞれ光を透過する透過表示領域
５１１，５２１と、外光を反射する反射表示領域５１２，５２２とを有し、更に、前記各
画素５２，５１から出射した光を前記各視点位置に対応して一方と他方の相互に異なる方
向に振り分ける光学手段（出射光振り分け手段）であるレンチキュラレンズ３が上述した
ように各表示素子１３に対応して装備されている。
【００４０】
　更に、図４に示すように、前述した各表示素子１３の反射表示領域５１２，５２２が、
前記各画素５１，５２の面上で且つ前記レンチキュラレンズ（光学手段）３による出射光
振り分け方向に直交する方向に配置された前記各表示素子１３を通過して設定される任意
の線分、例えば前記各表示素子１３の中心点（重心点でも可）５９を結ぶ線分ＹG ５７に
対してそれぞれ非対称に配置されている。又、この線分ＹG ５７に平行な線分ＹL ５５は
各画素５１の中心点を通過する共通の中心線を示し、前記線分ＹG ５７に平行な線分ＹR 
５６は各画素５２の中心点を通過する共通の中心線を示す。
【００４１】
　このため、本第１実施形態では、反射表示領域５１２，５２２を画素５１，５２内に非
対称に配置するという手法を採用したので、非反射表示領域（透過表示領域）を広く設定
することができ（即ち、非反射表示領域の有効利用）が可能となり、これにより同時に観
察領域の拡大および立体画像の表示品質の向上を図ることが可能となった。
【００４２】
　前述したレンチキュラレンズ（光学手段）３に対応して配設される複数の前記各表示素
子１３として、本第１実施形態では、少なくとも前記反射表示領域５１２，５２２の配置
が異なる少なくとも二種類以上の表示素子１３が使用されている。そして、この各反射表
示領域５１２，５２２の配置が異なる各表示素子１３の内、同一パターンの反射表示領域
（例えば５１２）を備えた表示素子１３が、画像振分方向１４に沿って周期的に配設され
ている（図４参照）。また、反射表示領域５１２，５２２の配置が異なる各表示素子１３
は、画像振分け方向１４と直交する方向へ交互に隣接して配置される。
【００４３】
　更に、前述した共通の中心線ＹG ５７に沿った方向で相互に隣接する各表示素子１３は
、当該各表示素子１３の少なくとも二つ以上を相互に重ねて透視した場合に、当該各表示
素子１３が備えている前記反射表示領域５１２，５２２が、中心線ＹＧ５７に沿った方向
で相互に隣接する画素間における反射表示領域がない部分を互いに補いつつ、前記出射光
振り分け方向に対して互いの反射領域面積を増やすように配置されている。これにより、
反射領域は出射光振り分け方向へほぼ連続的に光を反射することができる。
【００４４】
　又、前述した各画素５１，５２の区画領域内には当該各画素５１，５２の表示動作を可
変制御する駆動回路が配設されている。そして、この駆動回路の上面に前記各画素５１，
５２の反射表示領域５１２，５２２を配設した構成となっている。ここで、各画素５１，
５２用の駆動回路としては、図６内に開示したトランジスタ４ＴＦＴを主要部とするスイ
ッチング回路（画素スイッチング手段）により構成されている。このため、図５に示す各
画素Ｐ１１，Ｐ１２，Ｐ１３……では透過表示領域５１１，５２１がより広く設定される
ので、より鮮明な画像情報を観察領域に送出することができ、前述した発明の目的を有効
に達成することができる。
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【００４５】
　以下、これを更に詳述する。
　表示パネル２００の上には、前述したようにレンチキュラレンズ３が配置されている。
このレンチキュラレンズ３は、凸部３１が一定のピッチで現れる湾曲した表面（シリンド
リカル面）が多数形成されている。このシリンドリカル面は、左眼用画素５１と右眼用画
素５２で構成される表示素子１３に対して凸部３１が対応するように配置されている。し
たがって、表示パネル２００は、左眼用画素５１と右眼用画素５２で構成される表示素子
１３を有し、この表示素子１３が図５に示すようにマトリクス状に配列されている。
【００４６】
　又、図２に示すように、ＴＦＴ基板２ａの液晶層側の表面には画素電極４ＰＩＸおよび
反射用画素電極４ＲＰＩが設けられ、対向基板２ｂの液晶層側の表面に共通電極４ＣＯＭ
が形成されている。画素５１，５２には、画素電極４ＰＩＸ及び共通電極４ＣＯＭが設け
られ、走査線により対応する画素電極４ＰＩＸと共通電極４ＣＯＭとが選択され、両者間
に電圧を印加されて液晶の配向が制御され、これによって画像表示が実行される。透過モ
ードで表示する場合には、表示パネル２の背面側に設置されたバックライト（ＢＬ：図示
せず）を発光させて、このバックライトからの透過光を利用して画像表示がなされる。
【００４７】
　本第１の実施形態においては、前述したようにＴＦＴ基板２ａの液晶層側に反射板４１
が配置されている。反射板４１は、例えば図３１に示すような凹凸形状４ａと同等の凹凸
形状４１ａを有する。この凹凸形状４１ａの大きさは、従来の反射型液晶表示装置の反射
板の凹凸形状と同様であるが、一例として、２〔μｍ〕の高さ、及び１０〔μｍ〕のピッ
チを適用した。また、この凹凸形状の高さによって反射領域のギャップを調整できるため
、透過領域と反射領域のギャップを最適化することができる。この反射板４１は、後述す
る右目用および左目用の各反射表示領域５１２，５２２に配設されている。また、反射板
４１の上層には、反射領域用の画素電極４ＲＰＩＸが設けられ、反射領域の液晶分子を駆
動することができる。
【００４８】
　左眼用画素５１と右眼用画素５２の各々には、その領域内に、表示装置外部より入射さ
れた光を反射するための領域として右眼用反射表示領域５１２、左眼用反射表示領域５２
２が設けられている。又、光を透過するための領域として、右眼用透過領域５１１、左眼
用透過領域５２１が設けられている。本第１実施形態においては、右眼用反射表示領域５
１２、左眼用反射表示領域５２２の面積は同じであり、左右の眼へ入る反射光の光量が同
じくなるように設定されている。同様に、透過モードでの画像表示が左右の眼で同じくな
るように、右眼用透過領域５１１、左眼用透過領域５２１の面積は同じ大きさである。
【００４９】
　本第１実施形態では、前述した如く、１個の左眼用画素５１と１個の右眼用画素５２と
から１つの表示素子１３が構成され、各表示素子１３において、左眼用画素５１から出射
された光と、右眼用画素５２から出射された光とが、レンチキュラレンズ３を構成する単
一の各１個のシリンドリカルレンズ３ａにより左眼と右眼とに向けて振り分けられる。
【００５０】
　この場合に、外光はレンチキュラレンズ３、透明基板（対向基板）２ｂ、及び液晶層５
を透過して、液晶層５の下面に位置する反射板４１にて反射し、再度、液晶層５、透明基
板２ｂ及びレンチキュラレンズ３を透過する。このとき、反射板４１に対し、特定方向か
ら入射した外光は、反射板４１の表面の凹凸形状４１ａにより、種々の方向に拡散して反
射し、観察者方向にも反射する。これにより、光源模様の映り込みを防止し、種々の角度
を有する外光を表示に活用できることができる。
【００５１】
　ここで、図１乃至図２の各図にあっては、便宜上、以下のようにＸＹＺ直交座標系（三
次元直交座標系）を設定する。即ち、左眼用画素５１及び右眼用画素５２が繰り返し配列
される方向において、左眼用画素５１から右眼用画素５２に向かう方向を＋Ｘ方向とし、
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その反対方向を－Ｘ方向とする。＋Ｘ方向及び－Ｘ方向を総称してＸ軸方向という。又、
シリンドリカルレンズの長手方向をＹ軸方向とする。
【００５２】
　更に、Ｘ軸方向及びＹ軸方向の双方に直交する方向をＺ軸方向とし、このＺ軸方向のう
ち、左眼用画素５１又は右眼用画素５２が配置された面からレンチキュラレンズ３に向か
う方向を＋Ｚ方向とし、その反対方向を－Ｚ方向とする。＋Ｚ方向は前方、即ち、使用者
に向かう方向であり、使用者は表示パネル２００の＋Ｚ側の面を視認することになる。そ
して、＋Ｙ方向は、右手座標系が成立する方向とする。即ち、人の右手の親指を＋Ｘ方向
、人差指を＋Ｙ方向に向けたとき、中指は＋Ｚ方向を向くようにする。
【００５３】
　上述した如く図１及び図２にＸＹＺ直交座標系を設定すると、単一の各シリンドリカル
レンズ３ａの配列方向はＸ軸方向となり、左眼用の画像と右眼用の画像はＸ軸方向に沿っ
て分離されることになる。又、左眼用画素５１及び右眼用画素５２からなる表示素子がＹ
軸方向に一列に配列される。Ｘ軸方向における画素対の配列周期はシリンドリカルレンズ
の配列周期と略等しくなっている。一つのシリンドリカルレンズ３ａには、表示素子１３
がＹ軸方向に配列した列が対応して配置されている。
【００５４】
　図４に立体画像表示装置１の上面図を示す。本第１実施形態においては、シリンドリカ
ルレンズ３ａの配列方向はＸ軸に沿った方向であり、従って、Ｘ軸方向は画像振り分け方
向１４となる。又、左眼用画素５１，右眼用画素５２，表示素子１３について、Ｙ軸に沿
って当該Ｙ軸に平行に設けられた各部材（例えば各画素の反射表示領域）の中心線をそれ
ぞれ左目用画素中心軸線ＹＬ５５、右眼用画素中心軸線ＹＲ５６、表示素子中心軸線ＹG 
５７とする。各シリンドリカルレンズ３ａの形状は一方向に延びるかまぼこ状であるため
、焦点は表示素子１３の中心線ＹG ５７上に位置している。尚、説明を簡略化するため、
立体表示装置の上面図を用いる場合は、２次元空間（２次元面）であると仮定して説明す
る。
【００５５】
　表示パネル２００は、薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor：ＴＦＴ）を有するア
クティブマトリクス型の液晶表示パネルである。薄膜トランジスタは各画素に表示信号を
伝送するためのスイッチとして作用し、このスイッチを操作するのは、各スイッチのゲー
トに接続されたゲート線を流れるゲート信号である。本第１実施形態においては、図５に
示すように、ＴＦＴ基板２ａ（図２参照）の内側の面、即ち＋Ｚ方向側の面に、行方向（
即ちＸ軸方向）に延伸するゲート線Ｇ１乃至Ｇ５が配置されている。尚、ゲート線Ｇ１乃
至Ｇ５を総称してゲート線Ｇとも呼称する。
【００５６】
　更に、ＴＦＴ基板２ａの同じ面には、列方向、即ちＹ軸方向に延伸するデータ線Ｄ１乃
至Ｄ７が配置されている。データ線Ｄ１乃至Ｄ７を総称してデータ線Ｄとも呼称する。デ
ータ線は薄膜トランジスタに表示データ信号を供給する役割を果たす。本第１実施形態に
おいては、ゲート線ＧはＸ軸方向に延伸し、Ｙ軸方向に複数配列している。
【００５７】
　また、データ線ＤはＸ軸方向に複数配列している。そして、ゲート線とデータ線の交点
近傍に、画素（左眼用画素５１又は右眼用画素５２）が配置されている。特に図５におい
ては、画素のゲート線及びデータ線との接続関係を明確にするため、例えば、ゲート線Ｇ
３とデータ線Ｄ２に接続された画素をＰ３２と表記している。即ち、Ｐの次の数字がゲー
ト線のＧの後の数字であり、更にその次の数字がデータ線のＤの後の数字である。
【００５８】
　ここで、ゲート線Ｇ、データ線Ｄと各画素の接続関係について整理しておく。図５にお
いて、ゲート線Ｇ１に接続される画素に着目する。上述の法則に従えば、画素Ｐ１１はデ
ータ線Ｄ１に接続され、画素Ｐ１２はデータ線Ｄ２に接続される。このように、ゲート線
Ｇ１に接続される画素は、各々、―Ｘ方向に隣接するデータ線に接続される。ゲート線Ｇ
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３、Ｇ５など、奇数行目のゲート線においても同様である。
【００５９】
　次に、ゲート線Ｇ２に接続される画素に着目する。画素Ｐ２２はデータ線Ｄ２に接続さ
れ、画素Ｐ２３はデータ線Ｄ３に接続される。このように、ゲート線Ｇ２に接続される画
素は、各々、＋Ｘ方向に隣接するデータ線に接続される。ゲート線Ｇ４など、偶数行目の
ゲート線においても同様である。
【００６０】
　上記のように構成することにより、本実施形態における画像表示装置１は、前記各画素
に表示データを供給するためのデータ線と、前記画素に前記データ線からの表示データ信
号を伝達する画素スイッチング手段と、この画素スイッチング手段を制御するためのゲー
ト線と、を有すると共に、前記画素スイッチング手段は前記ゲート線と前記データ線の交
点付近に配置され、前記各画素はマトリクス状に配置され、前記各画素の行を構成する各
画素は共通するゲート線に接続され、前記各画素の列を構成する各画素は異なるデータ線
に接続されていることになる。
【００６１】
　そして、特に本実施形態においては、偶数番目の画素の行では各画素より左側に配置さ
れたデータ線に各画素が接続され、奇数番目の画素の行では各画素より右側に配置された
データ線に各画素が接続されることになる。
【００６２】
　図６に、図５に開示された各画素Ｐ11，Ｐ12，Ｐ13……の内の画素Ｐ11の拡大図を示す
。画素薄膜トランジスタ４ＴＦＴはＭＯＳ型の薄膜トランジスタであり、ソース電極又は
ドレイン電極の一方がコンタクトホール４ＣＯＮＴを介してデータ線Ｄに接続され、他方
が画素電極４ＰＩＸに接続される。また、反射板４１（図示せず）は画素薄膜トランジス
タ４ＴＦＴを覆うように設けられており、反射板４１上には反射表示領域用の画素電極４
ＲＰＩＸが設けられている。
【００６３】
　即ち、前記各画素Ｐ１１，Ｐ１２，Ｐ１３……の区画領域内で当該画素の背面側に位置
するＴＦＴ基板２ａの液晶層側には、前述したように対応する前記各画素Ｐ１１，Ｐ１２
，Ｐ１３……の表示動作を可変制御する駆動回路を配設すると共に、この駆動回路の上面
に前記各画素Ｐ１１，Ｐ１２，Ｐ１３……の反射表示領域を配設し、この反射表示領域に
上述した反射板４１を設けた構成となっている。ここで、駆動回路（画素スイッチング手
段）としては前述したトランジスタ４ＴＦＴが主要部として組み込まれている。このため
、図６に示すように各画素Ｐ１１，Ｐ１２，Ｐ１３……では、反射板とＴＦＴ領域が重な
るように効率よく配置され、透過表示領域５１１，５２１をより広く設定されるので、よ
り鮮明で明るい画像情報を観察領域に送出することができる。ここで、前述した各画素内
の反射表示領域画素電極４ＲＰＩＸは、電極端部で画素電極４ＰＩＸと電気的に接続して
いる。
【００６４】
　本第１実施形態においては、画素電極４ＰＩＸ，または反射表示領域用画素電極４ＲＰ
ＩＸが接続された方の電極をソース電極、信号線（データ線）Ｄに接続された方の電極を
ドレイン電極と呼称するものと定める。そして、画素薄膜トランジスタ４ＴＦＴのゲート
電極は、ゲート線Ｇに接続される。本実施の形態ではゲート電極とゲート線Ｇは同じレイ
アであるため、一体形成できる。また、蓄積容量線４ＣＳは、画素電極４ＰＩＸ、データ
線Ｄと蓄積容量（保持容量）を形成している。蓄積容量（保持容量）は、液晶分子へ印加
したデータ電位を一定時間保持するための容量である。更に、対向基板２ｂの内側には共
通電極４ＣＯＭが形成され、画素電極４ＰＩＸとの間で画素容量４ＣＬＣが形成される。
【００６５】
　また、図示していないが、対向基板２ｂの内側に画素の開口部以外を覆う遮光層が形成
する構成としてもよい。本第１実施形態においては「遮光部」という表現を使用するが、
これは特にこの遮光層に限定するものではなく、光を通さない部分を指すものである。
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【００６６】
　尚、図１乃至図６においては、各構成要素の大きさや縮尺は、図の視認性を確保するた
め（明瞭化のため）、適宜変更して記載してある。また、画素の構造は、左眼用画素５１
及び右眼用画素５２に対して共通である。更に、図５においては、各画素のゲート線Ｇ１
，Ｇ２，……及びデータ線Ｄ１，Ｄ２，……に対する接続関係を示すため、図６における
薄膜トランジスタ及び画素電極、反射板を省略して示してある。
【００６７】
　画素薄膜トランジスタ４ＴＦＴは、半導体として多結晶シリコンを使用したポリシリコ
ン薄膜トランジスタを使用している。多結晶シリコンは一例では、微量のホウ素を含むＰ
型半導体である。即ち、画素薄膜トランジスタ４ＴＦＴは、ソース電極又はドレイン電極
の電位よりもゲート電極の電位の方がローレベルとなった場合に、ソース電極とドレイン
電極との間が導通状態となる所謂ＰＭＯＳ型の薄膜トランジスタである。
【００６８】
　ここで、ポリシリコン薄膜トランジスタの形成手順の一例について説明する。まず、Ｔ
ＦＴ基板２ａ（図２参照）上に酸化シリコン層を形成した後でアモルファスシリコン層を
形成し、このアモルファスシリコン層を多結晶化してポリシリコン薄膜を形成する。 ポ
リシリコン薄膜は電極材料して使用してもよく、蓄積容量線の下層に画素電極と電気的に
接続されたポリシリコン薄膜層を形成し、蓄積容量（保持容量）を設けてもよい。
【００６９】
　多結晶化する手段としては、熱アニール法やレーザアニール法が用いられるが、特にエ
キシマレーザ等のレーザを使用したレーザアニール法は、ガラス基板の温度上昇を最小限
に留めた上でシリコン層のみを加熱多結晶化することができるため、融点の低い無アルカ
リガラス等を使用することができる。これにより、低コスト化が可能となるため、低温ポ
リシリコンと称して良く用いられている。なお、このアニール工程を省くことにより、ア
モルファスシリコン薄膜トランジスタを実現することもできる。
【００７０】
　次に、シリコン層の上にゲート絶縁層としての酸化シリコン層を形成し、適宜パターニ
ングする。この過程で、シリコン薄膜の半導体層として使用する部分以外の領域にイオン
をドーピングして、導体化することが好ましい。パターニングの手法としては、感光性レ
ジストを使用する光パターニングの手法が適用できる。一例では、感光性レジストをスピ
ンコートした後に、ステッパ等の露光機で光を部分照射し、現像工程を経て、パターンを
残す部分にのみ感光性レジストの膜を残す。その後、ドライエッチング等により感光性レ
ジストの膜が残存しない領域のシリコン層を除去し、最後に感光性レジストの膜を剥離す
る。
【００７１】
　続いて、ゲート電極となるアモルファスシリコン層とタングステンシリサイド層を成膜
し、ゲート電極等を形成する。このとき、ゲート電極が接続するゲート線や、蓄積容量線
も同様に形成してもよい。次に、酸化シリコン層と窒化シリコン層を形成し、適宜パター
ニングした後に、アルミニウム層とチタン層を成膜し、ソース電極及びドレイン電極を形
成する。このとき、データ線を同時に形成してもよい。
【００７２】
　次に、窒化シリコン層を成膜し、適宜パターニングした後にＩＴＯ等の透明電極を成膜
、パターニングすることにより、画素電極を形成する。これにより、薄膜トランジスタを
有する画素構造を形成することができる。なお、この薄膜トランジスタを用いて、ゲート
線やデータ線、蓄積容量線を駆動する回路を同時に形成することもできる。
【００７３】
　図６は、前述したように図５に開示した本第１実施形態における画素部分を１個分示し
たものである。本第１実施形態においては、ゲート線Ｇ及び蓄積容量線ＣＳは薄膜トラン
ジスタ４ＴＦＴのゲート電極と同層で形成されている。
【００７４】
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　又、図４に示すように、本実施例の画素においては、左眼用反射表示領域５１２は左眼
用画素５１の中心軸線ＹL ５５に対して非対称に配置され、右眼用反射表示領域５２２は
右眼用画素５２の中心軸ＹR ５６に対して非対称に配置されている。また、左眼用反射表
示領域５１２、右眼用反射表示領域５２２は、表示素子１３の中心軸ＹG ５７に対して非
対称に配置されている。ここで「非対称」とは線対称性を有する軸（鏡映面）がないこと
を示す。
【００７５】
　更に、上述した図４において、＋Ｙ方向へ隣接した表示素子１３は、２つの表示素子を
１周期として繰り返し配列している。＋Ｙ方向へ隣接する表示素子１３の反射表示領域は
互いに中心軸ＹG ５７に対して反転した配置となっている。言い換えると、左眼用画素５
１の中心軸ＹL ５５、右眼用画素５２の中心軸ＹR ５６、表示素子１３の中心軸ＹG ５７
それぞれの軸は、反射表示領域に対して映進面（g)となっている。
【００７６】
　ここで、映進面(g) とは、空間群に含まれる対称要素の一つである。ある単位胞の平面
（鏡映面) に関する鏡映操作を行なった後に、その鏡映面に平行で単位胞の長さの1/2 又
は1/4 の並進操作を引き続き行ったとき、元の単位胞と一致する場合、この平面を映進面
(g) という。映進面(g) は紙面に対して垂直な面である。これは３次元空間群だけでなく
、２次元空間群においても成り立つ。本明細書における画素マトリクスの上面図は２次元
空間群に属するものと仮定して考える。本実施形態における画素内の反射表示領域は、国
際記号表記によれば少なくとも「ｐｇ」の対称性を有する。
【００７７】
　尚、図２に示すように、本第１実施形態における反射表示領域の左右両端は、画素端部
より離れて配置されており、＋Ｘ方向へ隣接する反射表示領域の間にはデータ線、ＴＦＴ
（薄膜トランジスタ）が設けられ、ブラックマトリクスにより遮光されている。即ち、本
第１実施形態において、＋Ｘ方向への反射板の隙間は、前述した従来例（図３４）におけ
る非反射表示領域７０と同等の非反射表示領域となる。
【００７８】
　＜作用＞
　次に、上記第１実施形態の動作等について説明する。
　まず、図１に示すようにレンチキュラレンズ３を構成する一つの単位シリンドリカルレ
ンズ３ａは、表示パネル２００の２画素（左眼用画素５１，右眼用画素５２）に対応して
配置されている。図３に示すように、表示素子１３の左眼用画素５１又は右眼用画素５２
からの光は、レンチキュラレンズ３により屈折し、夫々領域ＥＬ又はＥＲに向けて出射す
る。
【００７９】
　このため、観察者が左眼６１を領域ＥＬに位置させ、右眼６２を領域ＥＲに位置させる
ことにより、左眼６１に左眼用の画像が入力されると共に、右眼６２に右眼用の画像が入
力され、立体画像を認識することができる。
【００８０】
　次に、レンチキュラレンズ３を使用した立体画像表示装置１の各部のサイズについて、
図３５に示す光学モデルを使用して説明する。レンチキュラレンズ３の表面の凸部中心３
１と表示画素５１（５２）との間隔をＨとし、レンチキュラレンズ３の屈折率をｎとする
。尚、レンチキュラレンズ３の表面の凸部中心３１とは、レンチキュラレンズ３の頂点の
ことである。レンチキュラレンズ３の片面は平面となっており、他の片面には凸型のシリ
ンドリカルレンズ、即ち一方向に延びるかまぼこ状の凸部３１が多数配列されているもの
とする。
【００８１】
　このレンチキュラレンズ３の焦点距離はｆとし、レンズピッチはＬとする。表示素子１
３の画素は、各１個の左眼用画素５１及び右眼用画素５２が１組になって配置されている
。各画素のピッチはＰとする。１つの凸部３１に対して各１個の左眼用画素５１及び右眼
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用画素５２の二画素からなる組が対応している。また、レンチキュラレンズ３と観察者と
の間の距離をＯＤ（＝Ｓ）とし、この距離Ｓにおける画素の拡大投影幅、即ち、レンチキ
ュラレンズ３から距離Ｓだけ離れレンズと平行な仮想平面上における左眼用画素５１及び
右眼用画素５２の投影像の幅を、それぞれｅとする。
【００８２】
　更に、レンチキュラレンズ３の中央に位置する凸部３１の中心から、レンチキュラレン
ズ３の端に位置する凸部の中心までの距離をＷＬ　とし、表示素子１３の中心に位置する
左眼用画素５１と右眼用画素５２の対の中心と前述した表示素子１３の端に位置する画素
対の中心との距離をＷＰ　とする。更にまた、レンチキュラレンズ３の中央に位置する凸
部３１における光の入射角及び出射角を夫々α及びβとし、レンチキュラレンズ３の端に
位置する凸部３１における光の入射角及び出射角を夫々γ及びδとする。距離ＷＬ　と距
離ＷＰ　との差をＣとし、距離ＷＰ　の領域に含まれる画素数を２ｍ個とする。
【００８３】
　通常、表示素子１３に合わせてレンチキュラレンズ３を装備する場合が多いので、各画
素のピッチはＰは定数として扱う。また、レンチキュラレンズ３の材料を選択することに
より、ｎが決定される。これに対して、レンズと観察者との間の距離Ｓ及びこの観察距離
Ｓにおける画素拡大投影幅ｅは所望の値を設定する。これらの値を使用して、レンズ面と
画素との間の距離Ｈ及びレンズピッチＬを決定する。スネルの法則と幾何学的関係より、
下記数式１乃至６が、又下記数式７乃至９が、それぞれ成立する。
【００８４】
[数１]ｎ・ｓｉn α＝ｓｉn β
[数２]Ｓ・tan β＝ｅ
[数３]Ｈ・tan α＝Ｐ
[数４]ｎ・sin γ＝ｓｉn δ
[数５]Ｈ・tan γ＝Ｃ
[数６]Ｓ・tan δ＝ＷＬ

[数７]ＷＰ　－ＷＬ　＝Ｃ
[数８]ＷＰ　＝２ｍＰ
[数９]ＷＬ　＝ｍＬ
【００８５】
　上記数式２，数式１，及び数式３より、各々下記数式１０，数式１１，及び数式１２が
成立する。
【００８６】
[数１０]β＝ arc tan（ｅ／Ｓ）
[数１１]α＝ arc sin〔（１／ｎ）・sin β〕
[数１２]Ｈ＝Ｐ／tan α
　また、上記数式６及び数式９より下記数式１３が、上記数式７乃至数式９より下記数式
１４が、更に、上記数式５より下記数式１５が、それぞれ成立する。
[数１３]α＝ arc tan（ｍＬ／Ｓ）
[数１４]Ｃ＝２ｍＰ－ｍＬ
[数１５]γ＝ arc tan（Ｃ／Ｈ）
【００８７】
　尚、下記数式１６に示すように、通常はレンチキュラレンズ表面の凸部中心と画素との
間隔Ｈを焦点距離ｆと等しく配置するので、レンズの曲率半径ｒは下記数式１７により求
まる。
【００８８】
[数１６]ｆ＝Ｈ
[数１７]ｒ＝Ｈ・（ｎ－１）／ｎ
【００８９】
　＜第１実施形態の効果＞
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　前述した従来例にあっては、図３４に示すようにレンズ等の画像振分手段は、表示パネ
ルの二画素（左眼用画素，右眼用画素）５１，５２に対応して配置された場合、各画素５
１，５２内の非反射表示領域（透過表示領域）が拡大されると反射表示が視認できない観
察領域が発生し、反射表示の視認性が低下する。一方、図４に示すように本第１実施形態
では、反射表示領域の配置では、画像振分け方向１４と垂直な方向に隣接する二つの表示
素子１３の反射表示領域が互いに＋Ｘ方向へずれた状態であるため、＋Ｙ方向へ隣接する
互いの反射表示領域を補償し合しあうことができる。即ち、本第１実施形態では、画像振
分け方向１４と垂直な方向に隣接する二つの表示素子１３が、左眼用反射表示領域５１２
，右眼用反射表示領域５２２をそれぞれ補償し合って左右反射表示領域を形成することが
できる。以下この効果を「隣接画素補償効果」と称する。
【００９０】
　従って、非反射表示領域（透過表示領域）がレンズにより拡大されるのを防ぐことがで
き、更に、観察位置によって部分的に輝度が低下することのない高品質な反射表示を提供
することができる。また、設計自由度を生かし反射表示領域を効率良く配置することがで
きるため反射率の高い視認性良好な画像表示装置を提供できる。
【００９１】
　本第１実施形態によれは、上述した隣接画素補償効果により、従来よりもデフォーカス
量を小さく設定することができ、画像分離性能を向上することができる。また、焦点位置
は少なくとも二種類の反射表示領域へ分散されるため、レンチキュラレンズ３を実装する
際の重ねずれに起因して発生する反射表示ムラを低減でき、歩留まりが向上する。
【００９２】
　表示素子１３は、＋Ｙ方向へ赤色（Ｒ），緑色（Ｇ），青色（Ｂ）に配色されていても
よい。ＲＧＢに配色された場合、ＲＧＢに配列された３つの表示素子を１の単位として「
表示画素」と称する。本第１の実施形態では、表示装置はＲＧＢの横ストライプ状となる
。これにより高品質なカラー表示化が可能である。
【００９３】
　又、本第１の実施形態では、表示画素はＲＧＢに順次配色した。この場合、３つの表示
素子が「表示画素」の単位となる。即ち、左眼用・右眼用の画素については、６画素が「
表示画素」の単位となる。１つの「表示画素」のみでは、ＲＧＢの反射表示領域は偏って
反射してしまうため完全に反射成分の色味を補償できないが、隣接する２つの「表示画素
」を適用して補償すれば、隣接画素補償効果により色味を補償することができる。したが
って、反射表示の色味変化が小さく、高品質なカラー立体表示装置を提供できる。
　即ち、隣接補償効果は、相互に隣接した画素だけでなく、近接した画素によっても補償
することができる。＋Ｙ方向で互いに補償し合う画素は、2画素毎、3画素毎に繰り返し配
置されても良く、カラー化した表示画素に応じて設置されれば良い。
【００９４】
　更に、非反射表示領域（透過表示領域）は、データ配線，ＴＦＴ，ブラックマトリクス
，を配置せずに開口部としてもよい。開口領域を大きくとることにより透過率を高くでき
、このため、バックライトの光量を低減することができ、低消費電力化を図り得る。
【００９５】
　このように構成された本第１実施形態の立体画像表示装置においては、透過表示領域が
バックライト光源からの光を透過し、反射表示領域が自然光及び室内照明光等の外光を反
射させることができるため、透過表示と反射表示とを実現することができる。この結果、
周囲の明るさの程度に拘わらず、鮮明な表示を行うことができる。
【００９６】
　このように、本第１の実施形態にあっては、第１視点用の画像を表示する画素及び第２
視点用の画像を表示する画素を含む表示素子１３が複数配列され、前記画素５１，５２は
光を透過する透過表示領域５１１，５２１と、外光を反射する反射表示領域５１２，５２
２を有し、前記画素５１，５２から出射した光を相互に異なる方向に振り分ける光学手段
（レンチキュラレンズ３）を備えた画像表示装置において、前記表示単位内の反射表示領
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域５１２，５２２は画像振分け方向と垂直な軸に対して非対称に配置されていることを、
特徴的な基本構成として採用している。
【００９７】
　このため、本第１の実施形態にあっては、レンズ配列方向における反射板分断の影響を
低減するように、反射板と画像振分け手段（光学手段）とを構成することにあり、各画素
５１，５２においては反射板をＹ軸非対称に配置し、各表示単位においてはＹ軸対称に配
列した。これにより、表示単位内における反射板４１の位置が、Ｙ軸方向に配列した各表
示単位で分散するように配置できるため、反射板分断の影響を低減することができる。分
断される場合でもレンズの焦点をずらすことで改善できる。
【００９８】
　又、本第１実施形態にあっては、反射表示領域の配置が異なる少なくとも２種類以上の
表示素子１３から構成され、この各表示素子１３は画像を振分ける方向１４と垂直な方向
に周期的に配置されるように構成されていることを特徴とする。これにより、表示単位内
における反射板４１の位置が、Ｙ軸方向に配列した各表示単位で分散するように配置でき
るため、反射板分断の影響を低減することができる。
【００９９】
〔その他〕
　本第１実施形態においては、半透過型の表示素子について説明したが、本発明は、同様
に微透過型表示素子および微反射型表示素子等にも適用可能である。
【０１００】
　更に、本第１の実施形態では半透過型液晶表示素子を用いた場合について説明したが、
これに限定されることはなく、反射型表示パネルを利用することができる。反射型表示パ
ネルでは、反射表示領域を大きく（広く）設定でき、反射率を向上できる。また、透過表
示領域としていた部分には、配線、回路を設けることができ、パネルを高性能化すること
ができる。特に、立体表示装置の観察者側にライトを設けてフロントライトにより反射表
示をしてもよく、外光の光量が小さい場所でも高品質な画像を提供することができる。反
射型表示パネルを適用した場合でも隣接画素により補償することができ、実効的な反射率
を大きい高品質な立体画像を提供できる。
【０１０１】
　又、レンチキュラレンズ３は容易に取りはずし可能な薄型レンズシートであってもよい
。立体表示する必要のない画像を表示する場合にはレンチキュラレンズ３を取り外すこと
ができる。レンズを外した状態では倍密度の精細度で画像を表示することができる。これ
により高精細度、高品質な表示パネルとして使用できる。更に、本第１の実施形態では、
前記各画素から出射した光を前記各視点位置に対応して一方と他方の相互に異なる方向に
振り分ける光学手段（出射光振り分け手段）としてレンチキュラレンズを使用した場合を
例示したが、フライアイレンズを使用してもよい。
【０１０２】
　更に、本第１の実施形態における画像表示装置１は、画像振り分け手段（光学手段）と
してレンチキュラレンズ３を使用しているため、パララックスバリアを使用した画像表示
のようにバリアに起因する黒縞模様が発生せず、光の損失が少ない。
【０１０３】
　尚、上述の説明においては、画像観察の視点を二つ設けた場合について述べたが、本発
明はこれに限定されるのではなく、画像表示装置を三視点以上の多視点にした場合におい
ても同様の効果が得られる。
【０１０４】
　本第１実施形態における表示素子１３は、画素電極に凹凸形状を有する反射板４１が存
在すれば良い。即ち、本第１実施形態では、半透過型液晶表示素子を用いた場合について
説明したが、これに限定されることはなく、例えば電気泳動現象を利用した表示素子を利
用することができる。また、凹凸形状は、斜面を有する構造であれば適用可能であり、点
状、棒状、窪み状などその全体的な形状には左右されない。また、画素電極の駆動方法は
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、ＴＦＴ方式及びＴＦＤ方式等のアクティブマトリクス方式でも良いし、ＳＴＮ方式等の
パッシブマトリクス方式でも適用可能である。
【０１０５】
　反射領域用画素電極４RPIXは、反射板４１を電極として適用してもよく、そのようにす
るとプロセス数を削減することができる。
【０１０６】
　〔変形例（１）〕
　次に、上記第１実施形態の変形例（１）を図７に基づいて説明する。図７は、上記第１
実施形態における表示素子１３の変形例を模式的に図示したものである。
【０１０７】
　この図７において、表示素子１３の左右反射板は、図１と場合と同様に画素５１，５２
内の左眼用中心軸線ＹＬ ５５、右眼用中心軸線ＹＲ ５６、表示素子１３の中心軸線ＹG 
５７に対して非対称に配置されている。左右画素５１，５２の反射領域の少なくとも一部
分は表示素子１３の中心軸線ＹG ５７に接しており、隣接画素間で反射表示領域を補償し
た場合に、反射表示領域は表示素子中心軸５７上で分断されることなく＋Ｘ方向へ連続し
ている。即ち、前述した共通の中心線ＹG ５７に沿った方向で相互に隣接する各表示素子
１３は、当該各表示素子１３の少なくとも二つ以上を相互に重ねて透視した場合に、当該
各表示素子１３が備えている前記反射表示領域５１２，５２２が、本実施形態にあっては
前記出射光振り分け方向に対して分断されることなく連続して配置されている。また、中
心軸ＹG ５７から離れたレンチキュラレンズ３の溝部７２においても反射領域は分断され
ず、＋Ｘ方向へ連続している。
【０１０８】
　この第１実施形態の変形例（１）では、画像振分方向１４と平行に走査線が配線され、
レンチキュラレンズ長手方向へデータ線が配線されている。又、データ線、走査線、ＴＦ
Ｔ（トランジスタ）は反射表示領域下に配置されている。従って、データ線上の少なくと
も一部には、反射板４１が積層されている。その他の構成は、前述した第１実施形態の場
合と同一となっている。
【０１０９】
　この図７に示す変形例（１）にあっては、＋Ｙ方向へ隣接する２つの表示素子１３を重
ねたときに反射領域が分断されることがなく、＋Ｘ方向へ非反射表示領域となる部分がな
いため、より均一な輝度分布で反射表示することができる。また、輝度分布の均一化によ
りデフォーカス量をより小さく設定できるため、立体画像分離性能を向上でき、高品質な
立体表示画像を提供できる。その他の構成およびその作用効果を前述した第１実施形態の
場合と同様となっている。
【０１１０】
　〔変形例（２）〕
　次に、前述した第１実施形態の変形例（２）を図８乃至図９に基づいて説明する。
　図８は、上記第１実施形態における表示素子１３の変形例を模式的に図示したものであ
る。又、図９は、この変形例（２）にかかる立体画像表示装置１のＴＦＴ配置を示す上面
図である。この図９において、符号４Ｇはゲート信号用のゲート線を示し、符号４ＤはＤ
データ線を示す。
【０１１１】
　前述した図８に示すように、＋Ｙ方向（図８の紙面上の上方向）にて相互に隣接する二
つの各表示素子１３の反射表示領域５１２，５１２は、画素５１の中心軸線ＹR ５５の線
上の交差点７２に対して点対称に配置されている。即ち、反射表示領域５１２は、前記中
心点７２を中心とする１８０度の回転操作に対して等価である。画素５２の反射表示領域
５２２についても同様である。
【０１１２】
　以下、本明細書では、１８０度の回転操作に対して等価となる点を以下「２回回転対称
軸」と称する。従って、本変形例（２）における反射表示領域５１２，５２２は、２回回
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転対称軸を有して配置されており、２次元空間群の国際記号表記によれば少なくとも「ｐ
２」の対称性を有する。
【０１１３】
　尚、各画素５１，５２における反射表示領域の面積は同じ大きさであり、＋Ｙ方向へ隣
接する表示素子１３において反射領域は互いに接する部分が存在する。その他の構成は、
前述した変形例（１）（図７参照）の場合と同一となっている。
【０１１４】
　この第１実施形態の変形例（２）にあっては、図９に示すように、反射表示領域下には
、データ線，走査線が配線されていても良く、配線の隙間から漏れる透過光を遮光するこ
とができる。また、反射領域化にはＴＦＴ（薄膜トランジスタ）が設置されていても良く
、当該トランジスタ上に反射表示領域が形成されることにより、パネル外部から入射され
る光を遮蔽することができる。これにより光リークを低減し信頼性を向上することができ
る。
【０１１５】
　同時に、図８乃至図９に示すように、隣接する表示素子１３の反射表示領域５１２，５
１２が接しており反射表示領域の面積が大きく確保できるため、反射表示領域下にＴＦＴ
，走査線，データ線を集中して効率良く配置し、開口率を大きくとることができる。
【０１１６】
　又、この２回回転対称性を有する反射表示領域５１２の配置であるため、表示装置を表
示平面内で１８０度回転させた場合でも元と同じ均一な反射表示を提供することができる
。従って、表示画面を１８０度以上回転できる携帯機器や、スウィーベル（回転２軸）式
の携帯電話、モニタ画面を回転できるビデオカメラに好適に適用できる。
　その他の構成及びその作用効果を前述した第１実施形態の場合と同様となっている。
【０１１７】
〔第２実施形態〕
　（構成）
　次に、本発明の第２実施形態について、図１０乃至図１２に基づいて説明する。
　図１０は、この第２実施形態に係る立体画像表示装置を示す上面図であり、図１１は画
素トランジスタ配置を示す模式図である。又、図１２はレンチキュラレンズの代わりに使
用されるフライアイレンズを示す斜視図である。
【０１１８】
　まず、この図１０において、左右に隣接する表示素子１３内に配置された反射表示領域
５１２，５２２は、＋Ｙ方向に対して一方又は他方に偏って設置された反射板により形成
され、表示素子１３の上辺側又は下辺側に分散して配置されている。左眼用画素５１の中
心軸線ＹL ５５、右眼用画素５２の中心軸線ＹR ５６、表示素子１３の中心軸線ＹG ５７
は、反射板に対して映進面(g) となっている。
【０１１９】
　また、本第２実施形態では＋Ｘ方向と平行な方向にも映進面(g) がある。更に、前述し
た２回回転対称軸と同等の２回回転対称軸５９は各反射板に対して点対称中心となってお
り、反射板配置はＸーＹ平面で１８０度回転操作しても等価である。したがって、本構成
における反射板配置は、２回回転対称軸と２つの独立した映進面（g ）を有しており、２
次元空間群の国際記号表記によれば少なくとも「p2gg」の対称性を有する。
【０１２０】
　又、＋Ｙ方向へ隣接する２つの表示素子１３を重ねた場合、互いに反射表示領域５１２
，５２２が重なることなく配置されている。反射表示領域５１２，５２２は、画像振分方
向１４と垂直な方向へ画素の上下端部まで延伸しており、＋Ｘ方向に隣接する画素同士は
反射表示領域５１２，５２２が接している。これに対し、トランジスタ領域は、図１１に
示すように反射表示領域５１２，５２２に覆われている。
【０１２１】
　ここで、ゲート線Ｇ、データ線Ｄと各画素の接続関係について整理しておく。



(19) JP 5472840 B2 2014.4.16

10

20

30

40

50

　図１１において、まず画素Ｐ３１と画素Ｐ３２に着目する。この二つの画素は、ゲート
線Ｇ３に接続されている。即ち、ゲート線Ｇ３を共通のゲート線としている。このように
、Ｙ軸方向に隣接して配置されゲート線を共通とする画素を隣接画素対と呼称し、説明の
都合上（Ｐ３１，Ｐ３２）と表記することにする。隣接画素対（Ｐ３１，Ｐ３２）を構成
する各画素は、異なるデータ線に接続されている。即ち、画素Ｐ３１はデータ線Ｄ１に接
続され、画素Ｐ３２はデータ線Ｄ２に接続されている。
【０１２２】
　そして、隣接画素対（Ｐ３１，Ｐ３２）に対し、＋Ｘ方向には、隣接画素対（Ｐ２２，
Ｐ２３）、（Ｐ４３，Ｐ４２）が隣り合っている。隣接画素対（Ｐ２２，Ｐ２３）はゲー
ト線Ｇ２を共通のゲート線としている。ここで、「隣接画素対がゲート線Ｇ２を共通のゲ
ート線とする」という表現は、隣接画素対を構成する各画素は、ゲート線Ｇ２、すなわち
この画素間に配置されたゲート線に接続され、制御されることを意味する。隣接画素対（
Ｐ３１，Ｐ３２）はゲート線Ｇ３を共通のゲート線とするので、隣接画素対（Ｐ３１，Ｐ
３２）と隣接画素対（Ｐ２２，Ｐ２３）は、夫々異なるゲート線を共通のゲート線として
いる。ちなみに、夫々の共通ゲート線は隣接の関係にある。なお、隣接画素対（Ｐ３１，
Ｐ３２）に対し、＋Ｘ方向には、隣接画素対（Ｐ４２，Ｐ４３）も隣り合って配置されて
いる。両者の隣接画素対においても同様に、夫々異なるゲート線を共通のゲート線として
いる。
【０１２３】
　更に、隣接画素対（Ｐ２２，Ｐ２３）又は隣接画素対（Ｐ４２，Ｐ４３）に対し、＋Ｘ
方向には、隣接画素対（Ｐ３３，Ｐ３４）が配置されている。この隣接画素対（Ｐ３３，
Ｐ３４）はゲート線Ｇ３を共通ゲート線としている点は、隣接画素対（Ｐ３１，Ｐ３２）
と同様である。すなわち、画素１列毎に、同じゲート線を共通ゲート線とする隣接画素対
が配置されていることになる。これは換言すれば、右眼用画素を構成する隣接画素対に接
続されたゲート線は、左眼用画素を構成する隣接画素対には接続されないことになる。
【０１２４】
　上記のように構成すると、本実施形態においては、前記各画素に表示データを供給する
ためのデータ線と、前記画素に前記データ線からの表示データ信号を伝達する画素スイッ
チング手段と、この画素スイッチング手段を制御するためのゲート線と、を有し、前記ゲ
ート線を挟み配置された隣接画素対はこの画素間に配置されたゲート線により制御され、
かつ前記隣接画素対を構成する画素は夫々異なるデータ線に接続され、かつゲート線の延
伸方向に隣接する前記隣接画素対は夫々異なるゲート線に接続されることになる。このよ
うに配置することにより、本実施形態における反射板の裏面側に画素薄膜トランジスタを
効率良く配置することができる。
【０１２５】
　なお、上述の説明においては、反射板が画素薄膜トランジスタを覆うように設けられて
いるものとして説明したが、その一部のみを覆うような状態であっても良い。また、蓄積
要領の上に反射板が設けられているのでも良い。即ち、透過表示に使用されない部分を反
射表示に使用することで、画素を効率よく表示に使用することができ、表示性能を向上す
ることができる。
【０１２６】
　また、図１１に示すように、前記隣接画素対を構成する各画素が共通のゲート線を挟み
上下に配置されるとき、上側の画素が左側のデータ線に接続された隣接画素対と、上側の
画素が右側のデータ線に接続された隣接画素対とが配置されていてもよい。これにより、
画素の極性を反転させて駆動する場合に、各画素の極性分布を均一化でき、表示品質の向
上が可能となる。更には、前記隣接画素対を構成する一方の画素の前記データ線と接続さ
れる部分は、前記ゲート線よりも他方の画素側に配置されていてもよい。これにより、画
素の透過表示領域及び反射表示領域をより効率良く配置することができ、表示性能を向上
することができる。
【０１２７】
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　また、半透過型表示装置では透過表示領域５１１，５２１を透過する光がカラーフィル
ターを１回通過するのに対し、反射部ではカラーフィルターを２度通過するため色層のス
ルーホール等により白色領域を設けて色味を補正する。本実施形態における反射表示領域
５１２，５２２は、隣接する画素５１又は５２相互間にまたがってカラーフィルター（Ｃ
Ｆ）にスルーホールが形成されている。その他の構成は、前述した第１の実施形態と同一
となっている。
【０１２８】
　（作用・効果）
　前述した第１実施形態で説明したように、本第２実施形態においても、＋Ｙ方向に隣接
する画素５１により、反射表示時の反射成分を補償することが可能である。反射表示領域
５１２，５２２は、表示面内で市松状に分散して配置されているため外部から入射された
反射光は分散されやすい。このため、反射光をより均一化する効果がある。
【０１２９】
　更に、＋Ｘ方向と平行な方向に映進面（g ）があるため、＋Ｘ方向へ隣接画素５１の反
射成分を補償することができ、反射表示を高品質化できる。また、本構成の反射板は２回
回転対称性を有する配置であるため、立体表示装置を表示面内で１８０度回転させた位置
から観察した場合でも元の画質と同じ表示品質を保つことができる。従って、画面が１８
０度以上回転可能なモバイル携帯機器や、モニタが回転可能なビデオカメラに好適に適用
できる。
【０１３０】
　また、前述した第１実施形態で説明したように、本第２実施形態においても、＋Ｘ方向
だけでなく＋Ｙ方向に隣接する画素により、反射領域を補償することが可能である。上述
の説明はレンチキュラレンズの場合について行ったが、フライアイレンズへの適用もでき
ることは勿論である。図１２はフライアイレンズ１０を示す斜視図である。
【０１３１】
　レンチキュラレンズ３は、図２８に示すように一方向に延びるシリンドリカルレンズ３
が相互に平行に配置された形状を有し、１表示単位における左眼用画素５１と右眼用画素
５２とを結ぶ方向に、つまり左右方向に凸面が繰り返され、この左右方向に直交するレン
チキュラレンズ３の長手方向には、その表面は変化しない。つまり、左右方向に延びる断
面の形状は、レンチキュラレンズ３の長手方向には変化しない。
【０１３２】
　これに対し、フライアイレンズ１０は左眼用画素５１と右眼用画素５２とを結ぶ方向と
、この方向に直交する方向とのいずれの方向にも凸面が繰り返される。つまり、１表示単
位における左眼用画素５１と右眼用画素５２とが対向する方向（左右方向）については、
この１組の左眼用画素と右眼用画素とに対して１個の凸面が配置される点は、レンチキュ
ラレンズ３の場合と同様であるが、フライアイレンズ１０は、前記左右方向に直交する方
向にも、２画素（右眼用の２画素又は左眼用の２画素）毎に１個の凸面が配置されている
。
【０１３３】
　これにより、フライアイレンズ１０の場合は、立体画像表示装置を立てて、これを観察
しているときに、左右の眼に専用の画像を表示して立体視を可能とすることの他に、上下
方向にも画像を振り分けて視野角を広くし、観察者が画像の上下側面を観ることができる
ようにすることもできる。このように、レンズにフライアイレンズ１０を使用した場合に
も前述した第１の実施形態の場合と同様の効果を得ることができる。特に、本第２実施形
態における反射板は＋Ｙ方向へ分散して配置しているため、フライアイレンズ１０を好適
に適用した高品質な反射表示を提供できる。その他の構成およびその作用効果は前述した
第１実施形態の場合と同様である。また、隣接する２画素間にまたがった反射領域にスル
ーホールを配置することによって、1画素が必要とする面積よりも大きなスルーホール面
積を確保することができるため、微細加工の制限にとらわれることなくスルーホールを形
成でき、画素サイズの小さい高精細画素に対応することができる。
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【０１３４】
〔第３実施形態〕
　次に、本発明の第３実施形態について、図１３乃至図１６に基づいて説明する。
　ここで、図１３は本第３実施形態にかかる立体画像表示装置の一部を示す上面図である
。又、図１４は本第３実施形態の変形例（１）にかかる立体画像表示装置を示す上面図、
図１５は本第３実施形態の変形例（２）に係る立体画像表示装置を示す上面図、図１６は
本第３実施形態の変形例（３）にかかる立体画像表示装置を示す上面図である。
　最初に、本発明の第３実施形態を図１３に基づいて説明し、その後に、変形例（１）乃
至（３）を説明する。
【０１３５】
　（構成）
　まず、図１３に示すように、隣接する表示素子１３内に配置された反射表示領域５１２
，５２２は、＋Ｙ方向に対して傾斜した反射板４１により形成され、表示素子１３の上辺
側および下辺側に分散して配置されている。左眼用画素５１の中心軸線ＹL 、右眼用画素
５２の中心軸線ＹR 、表示素子１３の中心軸線ＹG ５７は、反射板に対して映進面（g ）
となっている。従って、２次元空間群の国際記号表記によれば少なくとも「pg」の対称性
を有する。その他の構成は前述した第１実施形態の場合と同一となっている。
【０１３６】
　（作用・効果）
　前述した第１実施形態で説明したように、この第３の実施形態の場合も、＋Ｙ方向に隣
接する画素５１又は５２同志により、反射表示時の反射成分を補償することが可能である
。反射表示領域５１２，５２２は、表示面内で市松状に分散して配置されているため外部
から入射された反射光は分散されやすい。このため、反射光をより均一化する効果がある
。特に反射板が傾斜していることにより、画素配列周期やレンズの構造周期起因した干渉
縞を低減でき、高品質な表示ができる。その他の構成及びその作用効果は前述した第１実
施形態の場合と同一となっている。
【０１３７】
　〔変形例（１）〕
　次に、第３実施形態の変形例（１）を図１４に基づいて説明する。
　この変形例（１）においては、図１４に示すように、左右に隣接する表示素子１３内に
配置された反射表示領域は、＋Ｙ方向に対して傾斜した反射板４１により形成され、表示
素子１３の上辺側および下辺側にそれぞれ分散して配置されている。又、２回回転対称軸
５９は各反射板４１に対して点対称中心となっており、反射板４１の配置は１８０度回転
操作しても等価である。従って、本構成における反射板４１の配置は、２回回転対称軸を
有しており、２次元空間群の国際記号表記によれば少なくとも「p2」の対称性を有する。
その他の構成は前述した第３実施形態の場合と同一となっている。
【０１３８】
　前述した第１の実施形態（図４参照）で説明したように、本第３実施形態の変形例（１
）の場合も、＋Ｙ方向に隣接する画素により、反射表示時の反射成分を補償することが可
能である。反射表示領域は、表示面内で市松状に分散して配置されているため、外部から
入射された反射光は分散されやすい。このため、反射光をより均一化する効果がある。更
に、＋Ｘ方向と平行な方向に映進面（g ）があるため、フライアイレンズを適用した場合
＋Ｘ方向へ隣接画素の反射成分を補償することができ、反射表示を高品質化できる。
【０１３９】
　又、本第３実施形態の変形例（１）における反射板は２回回転対称性を有する配置であ
るため、立体表示装置を表示面内で１８０度回転させた位置から観察した場合でも元の画
質と同じ表示品質を保つことができる。したがって、画面が１８０度以上回転可能なモバ
イル携帯機器や、モニタが回転可能なビデオカメラに好適に適用できる。
【０１４０】
　〔変形例（２）〕
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　次に、上記第３実施形態の変形例（２）を図１５に基づいて説明する。
　この図１５に示すように、左右に隣接する表示素子１３内に配置された反射表示領域は
、表示素子１３の上辺側，下辺側に分散して配置される。そして、＋Ｘ方向（＋Ｙ方向）
へ隣接する表示素子１３を重ねた場合は、反射表示領域は分断されることがなく連続的に
つながる。
【０１４１】
　２回回転対称軸５９は各反射板４１に対して点対称中心となっており、反射板配置は１
８０度回転操作しても等価である。この変形例（２）における表示装置は、２回回転対称
軸を有しており、２次元空間群の国際記号表記によれば少なくとも「ｐ２」の対称性を有
する。その他の構成は前述した第３実施形態の場合と同一となっている。
【０１４２】
　このため、この第３実施形態の変形例（２）では、特に、フライアイレンズを適用した
場合、上述の通り＋Ｙ方向、＋Ｘ方向ともに反射領域が分断されることなく連続的に隣接
補償することができ、より反射表示ムラの少ない高品質な反射表示を提供できる。その他
の構成及びその作用効果は前述した第３実施形態の場合と同一となっている。
【０１４３】
　〔変形例（３）〕
　次に、上記第３実施形態の変形例（３）を図１６に基づいて説明する。
　この図１６において、左右に隣接する表示素子１３内に配置された反射表示領域５１２
，５２２は、表示素子１３の上辺側および下辺側に分散して配置されている。＋Ｘ方向（
＋Ｙ方向）へ隣接する表示素子を重ねた場合、反射表示領域は分断されることがなく連続
的につながる。
【０１４４】
　また、２回回転対称軸５９は各反射板に対して点対称中心となっており、反射板配置は
１８０度回転操作しても等価である。表示素子１３の中心軸線ＹG ５７は、反射板の鏡映
面（ｍ）であり、＋Ｘ方向には映進面（g ）５８が存在する。したがって、本実施例にお
ける表示装置は２回回転対称軸と映進面（g ）、鏡映面（ｍ）を有しており、２次元空間
群の国際記号表記によれば少なくとも「p2mg」の対称性を有する。その他の構成について
は上述した第３実施形態の場合と同一となっている。
【０１４５】
　このため、この第３実施形態の変形例（３）では、特に、フライアイレンズを適用した
場合、上述の通り＋Ｙ方向、＋Ｘ方向ともに反射表示領域が分断されることなく連続的に
隣接補償することができ、より反射表示ムラの少ない高品質な反射表示を提供できる。ま
た、左右画素５１，５２に同じ情報を表示して２次元画像を見る場合に、反射板は表示素
子の中心軸線ＹG ５７に対して線対称（鏡映対称）となっているため、左右方向の対称性
に優れた高品質の表示装置を提供できる。
【０１４６】
　又、２回対称性を有する反射表示領域の配置であるため、表示装置を表示平面内で１８
０度回転させた場合でも元と同じ均一な反射表示を提供することができる。従って、表示
画面を１８０度回転できる携帯機器、或いはモニタ画面が回転するビデオカメラ、に好適
に適用することができる。その他の構成およびその作用効果については前述した第３実施
形態の場合と同一となっている。
【０１４７】
〔第４実施形態〕
　次に、本発明の第４実施形態を図１７乃至図１９に基づいて説明する。
　ここで、図１７は第４実施形態に係る立体画像表示装置を示す上面図である。又、図１
８は第４実施形態の変形例（１）に係る立体画像表示装置を示す上面図、図１９は本第４
実施形態の変形例（２）に係る立体画像表示装置を示す上面図である。
【０１４８】
　（構成）
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　図１７に示すように、本第４実施形態では、左眼用画素５１内の反射領域５１２は２箇
所に分散して配置され、左眼用画素中心軸線ＹL ５５に対して非対称に配置されている。
右眼用画素５２に対しても同様に、反射領域５２２は二箇所に分散して配置され、右眼用
画素の中心軸線ＹR ５６に対して非対称に配置されている。また、表示素子１３の中心軸
線ＹG ５７に対して非対称に配置されている。表示素子１３内の反射板配置パターンは２
種類存在し、互いに＋Ｙ方向へ隣接している。
【０１４９】
　隣接する２種類の表示素子パターンは互いの中心軸線５７に対して線対称に反転した構
成であり、＋Ｙ方向へは２種類の表示素子１３が周期的に配置されている。左眼用画素の
中心軸線ＹL ５５、右眼用画素の中心軸線ＹL ５６、表示素子１３の中心軸線ＹG ５７は
反射板位置に対して映進面（g ）となっており、2 次元空間群の国際記号表記によれば少
なくとも「pg」の対称性を有する。その他の構成は前述した第３実施形態の場合と同一と
なっている。
【０１５０】
　（作用・効果）
　このため、本第４実施形態では、１つの画素５１，５２内に複数の反射表示領域が存在
することから、外部から入射された光を分散して反射することができる。これにより観察
位置によって部分的に輝度が低下することのない高品質な反射表示を提供することができ
る。特に、本第４実施形態では、反射表示領域が配置される周期を小さくできるため、反
射表示領域に起因して発生する干渉縞を低減できる。また、反射板が複数配置されている
ため、レンチキュラレンズ実装時の重ね合わせズレによる反射表示ムラを低減でき、歩留
まり低下を低減できる。
【０１５１】
　また、本第４実施形態においては図１７に示すように複数の反射領域を＋Ｙ方向へ分散
して配置することができる。これにより、フライアイレンズ又は左右上下へ画像振分け可
能な表示素子１３へ好適に適用できる。又、１画素内の反射表示領域は、三箇所以上に分
散して配置されてもよく、部分的に輝度が低下することのないより均一な反射表示を提供
することができる。
【０１５２】
　〔変形例（１）〕
　次に、本第４実施形態の変形例（１）を図１８に基づいて説明する。
　この図１８に示す変形例（１）は、左眼用画素５１内の反射領域５１２は２箇所に分散
して配置され、左眼用画素５１中心軸線ＹL ５５に対して非対称に配置されている。右眼
用画素５２に対しても同様に、反射表示領域５２２は２箇所に分散して配置され、右眼用
画素５２中心軸線ＹR ５６に対して非対称に配置されている。表示素子１３の中心軸線Ｙ
G ５７は、反射板４１に対して鏡映軸（線対称軸）となっており、反射板位置の鏡映面（
ｍ）である。
【０１５３】
　また、反射板は点Ｇに対して反転対称に配置されており、２回対称性を有する。従って
、本変形例（１）の反射板の配置は、２回軸と独立した鏡映面（ｍ）を有し、２次元空間
群の国際記号表記によれば少なくとも「p2mg」の対称性を有する。その他の構成は前述し
た第４実施形態と同一となっている。
【０１５４】
　この第４実施形態の変形例（１）では、＋Ｘ方向と平行な鏡映面(g) が存在するため、
フライアイレンズを適用した場合に＋Ｘ方向への隣接画素補償が可能であり、観察位置に
よって部分的に輝度が低下することのない高品質な反射表示を提供することができる。
【０１５５】
　〔変形例（２）〕
　次に、本第４実施形態の変形例（２）を図１９に基づいて説明する。
　この第４実施形態の変形例（２）は、図１９に示すように、第１の表示素子１３は、左
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右画素５１，５２から構成され、各画素内の反射表示領域は２つの領域に分散して配置さ
れる。また、第１の表示素子１３と＋Ｙ方向へ隣接する第２の表示素子１３は左右画素５
１，５２から構成され、各画素内の反射板の領域は１つの領域から構成される。
【０１５６】
　左眼用画素５１の中心軸線ＹR ５５、右眼用画素５２の中心軸線ＹL ５６、表示素子１
３の中心軸線ＹG ５７は、各画素内の反射板に対して線対称軸（鏡映対称軸）であり、鏡
映面（ｍ）となっている。又、反射板の配置は、２回の回転対称性を有しており、２回回
転対称軸５９を中心とした１８０度の回転操作に対して等価である。２次元空間群の国際
記号表記によれば少なくとも「c2mm」の対称性を有する。その他の構成は、前述した第４
実施形態と同一となっている。
【０１５７】
　このため、この第４実施形態の変形例（２）によると、各画素５１，５２内に設けられ
た反射板４１は、各画素５１，５２の中心軸線に対して線対称に配置されているため、反
射表示において左右に均一な高品質画像を表示できる。
【０１５８】
〔第５実施形態〕
　次に、本発明の第５実施形態を図２０乃至図２５に基づいて説明する。
　ここで、図２０は第５実施形態に係る立体画像表示装置を示す上面図である。又、図２
１は本第５実施形態の変形例（１）に係る立体画像表示装置の画素を示す上面図、図２２
は図２１における画素部分の一部における画素トランジスタの配置を示す拡大説明図、図
２３は図２１の画素部分に対応して配置される画素トランジスタの配置を示す模式図、図
２４は第５実施形態の変形例（２）に係る立体画像表示装置を示す上面図、図２５は本第
５実施形態の変形例（３）に係る立体画像表示装置を示す上面図である。
【０１５９】
（構成）
　本第５実施形態にかかる立体画像表示装置にあっては、図２０に示すように、左眼用画
素５１、右眼用画素５２の外形は台形であり、＋Ｘ方向へ隣接する各画素間の境界は画像
振分方向１４と直交する方向に対して傾斜して配置される。また、反射領域５１１、５２
２を含まない画素外形のみを見ると、＋Ｙ方向へ隣接する画素はＸ軸方向に対して線対称
に配置しており、また、＋Ｘ方向へ隣接する画素はＸ軸方向に対して線対称に配置してい
る。したがって、＋Ｙ方向へ隣接する２つの画素が六角形となり、マトリクス状に敷き詰
められている。
【０１６０】
　又、表示素子１３の左右反射板は、図１の場合と同様に、左眼用画素中心軸線ＹＬ５５
、右眼用画素中心軸線ＹＲ５６に対して非対称、表示素子１３の中心軸線ＹG ５７に対し
て非対称に配置されている。＋Ｙ方向へ隣接する表示素子１３の反射表示領域は互いに異
なる配置となっており、表示素子１３は＋Ｙ方向へ周期的に配置されている。反射板配置
のみの対称性をみると、左眼用画素中心軸線ＹＬ５５、右眼用画素中心軸線ＹＲ５６、表
示素子１３の中心軸線ＹG ５７は、それぞれ反射板の映進面（ｇ）となっている。その他
の構成は前述した第４実施例の場合と同一となっている。
【０１６１】
（作用・効果）
　本第５実施形態にかかる立体画像表示装置にあっては、図２０に示すように、＋Ｙ方向
と平行な映進面（ｇ）が存在するため、＋Y 方向への隣接した画素間により反射画像を補
償することができ、観察位置によって部分的に輝度が低下することのない高品質な反射表
示を提供することができる。また、データ配線を斜めに引き回すことができ、反射領域と
干渉することなく効率良く配置できるため、画素開口率を大きく設定できる。また、左右
画素開口部はレンズ焦点部で互い違いに配置されるため、左右方向の透過光を分散し、よ
り均一な表示画像を得ることができる。
　また、図２２に示す通り、データ配線はＹ軸方向に対し傾斜して配置され、レンチキュ
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ラレンズ3の凸部が配列する周期方向と、データ線が配列する周期方向が互いに分散され
る。これにより、レンチキュラレンズ3の凸部ピッチとデータ線４Ｄの配列ピッチに起因
して発生するモアレ干渉縞を低減でき、表示品質を向上することができる。
　また、左眼用画素５１、右眼用画素５２は、各々の画素面積が同じであればよく、多角
形から構成されてもよい。また、三角形、平行四辺形、台形等の単純な図形を組み合わせ
てできる多角形から構成されても良く、面内に隙間無く敷き詰めることができる形状であ
ればよい。Ｙ軸方向に対し傾斜した配線により上述の効果を得ることができる。
【０１６２】
　〔変形例（１）〕
　次に、本第５実施形態の変形例（１）を図２１乃至図２３に基づいて説明する。
　（構成）
　本第５実施形態にかかる立体画像表示装置にあっては、図２１に示すように、左眼用画
素５１，右眼用画素５２の外形は、台形である。又、図２１における線分５５上の基準点
５９に対して二回回転軸を有するため、１８０度の回転操作に対して等価である。表示素
子１３の左右反射板は、図１の場合と同様に、左画素の中心軸線ＹR ５６、右画素の中心
軸線ＹL ５５に対して非対称、表示素子１３の中心軸線ＹG ５７に対して非対称に配置さ
れている。また、基準点５９は、画像振分方向１４と直交する方向に互いに隣接する画素
間の重心であっても良い。
【０１６３】
　反射板の配置のみの対称性をみると、左眼用画素中心軸線ＹＬ５５ 、右眼用画素中心
軸線ＹＲ５６、表示素子１３の中心軸線ＹG ５７は、映進面（g ）とはならず、Ｙ軸方向
へは、二画素おきに並進して配置される。すなわち、＋Ｙ方向へ隣接する表示素子１３の
反射表示領域は互いに異なる配置となっており、表示素子１３は＋Ｙ方向へ周期的に配置
されている。その他の構成は前述した第４実施例の場合と同一となっている。
【０１６４】
　図２３は図２１の画素部分に対応して配置された画素トランジスタの配置を示す模式図
である。本第５実施形態においては、図２３に示すように、ＴＦＴ基板２ａ（図２参照）
の内側の面（即ち、＋Ｚ方向側の面）に、行方向（即ちＸ軸方向）に延伸するゲート線Ｇ
１乃至Ｇ５が配置されている。尚、ゲート線Ｇ１乃至Ｇ５を総称してゲート線Ｇとも呼称
する。　更に、ＴＦＴ基板２ａの同じ面には、列方向、即ち、Ｙ軸方向に延伸するデータ
線Ｄ１乃至Ｄ７が配置されている。データ線Ｄ１乃至Ｄ７を総称してデータ線Ｄとも呼称
する。データ線は薄膜トランジスタに表示データ信号を供給する役割を果たす。
【０１６５】
　本第５実施形態においては、ゲート線ＧはＸ軸方向に延伸し、Ｙ軸方向に複数配列して
いる。また、データ線ＤはＸ軸方向に複数配列している。そして、ゲート線とデータ線の
交点近傍に、画素（左眼用画素５１又は右眼用画素５２）が配置されている。特に図２３
においては、画素のゲート線及びデータ線との接続関係を明確にするため、例えば、ゲー
ト線Ｇ３とデータ線Ｄ２に接続された画素をＰ３２と表記している。即ち、Ｐの次の数字
がゲート線のＧの後の数字であり、更にその次の数字がデータ線のＤの後の数字である。
図２２に、前述した図２３における各画素Ｐ１１，Ｐ２３，Ｐ１３　……　の内の画素Ｐ
１１，Ｐ２３、Ｐ３２，Ｐ２２の具体例を示す。
【０１６６】
　この図２２において、画素Ｐ１１には画素電極４ＰＩＸ，画素薄膜トランジスタ４ＴＦ
Ｔ，蓄積容量線４ＣＳが配置されている。画素薄膜トランジスタ４ＴＦＴはＭＯＳ型の薄
膜トランジスタであり、ソース電極又はドレイン電極の一方がコンタクトホール４ＣＯＮ
Ｔを介してデータ線Ｄに接続され、他方が画素電極４ＰＩＸに接続される。又、図２２に
示すように、データ線Ｄは＋Ｙ方向より傾斜して配置される。
【０１６７】
　ここで、ゲート線Ｇ、データ線Ｄと各画素の接続関係について整理しておく。
　図２３において、まず画素Ｐ３１と画素Ｐ３２に着目する。この二つの画素は、ゲート
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線Ｇ３に接続されている。即ち、ゲート線Ｇ３を共通のゲート線としている。このように
、Ｙ軸方向に隣接して配置されゲート線を共通とする画素を隣接画素対と呼称し、説明の
都合上（Ｐ３１，Ｐ３２）と表記することにする。隣接画素対（Ｐ３１，Ｐ３２）を構成
する各画素は、異なるデータ線に接続されている。即ち、画素Ｐ３１はデータ線Ｄ１に接
続され、画素Ｐ３２はデータ線Ｄ２に接続されている。
【０１６８】
　そして、隣接画素対（Ｐ３１，Ｐ３２）に対し、＋Ｘ方向には、隣接画素対（Ｐ２２，
Ｐ２３）、（Ｐ４３，Ｐ４２）が隣り合っている。隣接画素対（Ｐ２２，Ｐ２３）はゲー
ト線Ｇ２を共通のゲート線としている。ここで、「隣接画素対がゲート線Ｇ２を共通のゲ
ート線とする」という表現は、隣接画素対を構成する各画素は、ゲート線Ｇ２、すなわち
この画素間に配置されたゲート線に接続され、制御されることを意味する。隣接画素対（
Ｐ３１，Ｐ３２）はゲート線Ｇ３を共通のゲート線とするので、隣接画素対（Ｐ３１，Ｐ
３２）と隣接画素対（Ｐ２２，Ｐ２３）は、夫々異なるゲート線を共通のゲート線として
いる。ちなみに、夫々の共通ゲート線は隣接の関係にある。
【０１６９】
　尚、隣接画素対（Ｐ３１，Ｐ３２）に対し、＋Ｘ方向には、隣接画素対（Ｐ４２，Ｐ４
３）も隣り合って配置されている。両者の隣接画素対においても同様に、夫々異なるゲー
ト線を共通のゲート線としている。更に、隣接画素対（Ｐ２２，Ｐ２３）又は隣接画素対
（Ｐ４２、Ｐ４３）に対し、＋Ｘ方向には、隣接画素対（Ｐ３３，Ｐ３４）が配置されて
いる。この隣接画素対（Ｐ３３，Ｐ３４）はゲート線Ｇ３を共通ゲート線としている点は
、隣接画素対（Ｐ３１，Ｐ３２）と同様である。すなわち、画素１列毎に、同じゲート線
を共通ゲート線とする隣接画素対が配置されていることになる。これは換言すれば、右眼
用画素を構成する隣接画素対に接続されたゲート線は、左眼用画素を構成する隣接画素対
には接続されないことになる。
【０１７０】
　また、本第５の実施形態と同様に、反射板４１は画素薄膜トランジスタ４ＴＦＴを覆う
ように設けられており、反射板４１上には反射領域用画素電極４ＲＰＩＸが設けられてい
る。即ち、前記各画素Ｐ１１，Ｐ３２，……の区画領域内で当該画素の背面側に、対応す
る前記各画素Ｐ１１，Ｐ３２，……　の表示動作を可変制御する駆動回路を配設すると共
に、この駆動回路の上面に前記各画素Ｐ１１，Ｐ３２，……　の反射表示領域を配設し、
この反射表示領域に上述した反射板４１を設けた構成となっている。なお、前記各画素の
表示動作を可変制御する駆動回路とは、所謂画素のスイッチング手段であり、通常は薄膜
トランジスタにより構成される。
【０１７１】
　上記のように構成すると、本第５実施形態の変形例（１）においては、前記各画素に表
示データを供給するためのデータ線と、前記画素に前記データ線からの表示データ信号を
伝達する画素スイッチング手段と、この画素スイッチング手段を制御するためのゲート線
と、を有し、前記ゲート線を挟み配置された隣接画素対はこの画素間に配置されたゲート
線により制御され、かつ前記隣接画素対を構成する画素は夫々異なるデータ線に接続され
、かつゲート線の延伸方向に隣接する前記隣接画素対は夫々異なるゲート線に接続される
ことになる。
　このように配置することにより、本第５実施形態の変形例（１）においては、反射板の
裏面側に画素薄膜トランジスタを効率良く配置することができる。
【０１７２】
　なお、上述の説明においては、反射板が画素薄膜トランジスタを覆うように設けられて
いるものとして説明したが、その一部のみを覆うような状態であっても良い。また、蓄積
要領の上に反射板が設けられているのでも良い。即ち、透過表示に使用されない部分を反
射表示に使用することで、画素を効率よく表示に使用することができ、表示性能を向上す
ることができる。
【０１７３】
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　また、前記各画素には、保持容量を形成するための蓄積容量線４ＣＳを配置してもよく
、蓄積容量線４ＣＳは、前記ゲート線の延伸方向に隣接する画素間で接続されていてもよ
い。更にまた、前記蓄積容量線４ＣＳと前記データ線４Ｄとが交差する部分は、前記デー
タ線４Ｄに沿って配置されていてもよい。これらの構造により、画素の表示領域をより効
率よく配置することができ、表示性能を向上することが可能となる。
【０１７４】
　本第５実施形態の変形例（１）においては、各画素Ｐ１１，Ｐ１２，Ｐ１３　……　の
透過表示領域５１１，５２１では、鮮明な画像情報を観察領域に送出することができ、前
述した発明の目的を効率良く有効に達成することができる。ここで、前述した透過表示領
域５１１，５２１の画素電極４ＰＩＸと反射領域の画素電極４ＲＰＩＸとは、電気的に接
続されている。
【０１７５】
　画素電極４ＰＩＸ，４ＲＰＩＸが接続された方の電極をソース電極、信号線（データ線
）Ｄに接続された方の電極をドレイン電極と呼称するものと定める。そして、画素薄膜ト
ランジスタ４ＴＦＴのゲート電極は、ゲート線Ｇに接続される。蓄積容量線４ＣＳの他方
の電極には、蓄積容量線ＣＳが接続されている。更に、対向板２ｂの内側には共通電極４
ＣＯＭが形成され、画素電極４ＰＩＸ、反射領域用画素電極4ＲＰＩＸとの間で画素容量
４ＣＬＣが形成される。
【０１７６】
　（効果）
　反射表示領域５１２，５２２は、表示面内で市松状に分散して配置されているため外部
から入射された反射光は分散されやすい。このため、反射光をより均一化する効果がある
。また、本構成の反射板は２回回転対称性を有する配置であるため、立体表示装置を表示
面内で１８０度回転させた位置から観察した場合でも元の画質と同じ表示品質を保つこと
ができる。従って、画面が１８０度以上回転可能なモバイル携帯機器や、モニタが回転可
能なビデオカメラに好適に適用できる。特に、図２３に示すように、データ線の映像信号
を１ラインおきに正負の極性で表示する場合、左眼用画素５１又は右眼用画素５２は左右
で同じ電位に設定して表示することができる。これにより、左右の電位差により発生する
ディスクリネーションを低減し、左右画素の表示を均一化できる。
【０１７７】
　ここで、上記変形例（１）にあっては、上述したように、表示素子１３の左右反射板は
、図１と同様に左眼用画素中心軸線ＹＬ５５ 、右眼用画素中心軸線ＹＲ５６に対して非
対称、表示素子１３の中心軸ＹG ５７に対して非対称に配置されている。又、＋Ｙ方向へ
隣接する表示素子１３の反射表示領域は互いに異なる配置となっており、表示素子１３は
＋Ｙ方向へ周期的に配置されている。反射板４１の対称性をみると、表示素子１３の中心
軸線ＹG ５７は、反射板に対して映進面(g) となっている。
【０１７８】
　又、＋Ｘ方向には、＋Ｘ方向と平行な映進面(g) を有する。反射板の配置は、２回の回
転対称性を有しており、２回回転対称軸５９を中心とした１８０度の回転操作に対して等
価である。従って、２回転の回転対称軸と、２つの独立な鏡映面（ｇ）が存在することか
ら、２次元空間群の国際記号表記によれば少なくとも「p2gg」の対称性を有する。その他
の構成は前述した図２０における第５実施形態と同一となっている。
【０１７９】
　このため、この本第５実施形態の変形例（１）によると、＋Ｙ方向と平行な映進面（ｇ
）が存在するため、＋Ｙ方向への隣接画素補償が可能であり、観察位置によって部分的に
輝度が低下することのない高品質な反射表示を提供することができる。更に、反射表示領
域は表示面内で市松状に分散して配置されているため、外部から入射された反射光は分散
されやすく、反射光をより均一化する効果がある。
【０１８０】
　又、＋Ｘ方向と平行な映進面により、フライアイレンズを適用した場合＋Ｘ方向へも隣



(28) JP 5472840 B2 2014.4.16

10

20

30

40

50

接画素補償することができ、高品質な反射表示を提供できる。更に、本変形例（２）の構
成にかかる反射板は２回対称性を有する配置であるため、立体表示装置が１８０度回転し
た位置から観察した場合でも元の画質と同じ反射表示品質を保つことができる。従って、
画面が回転可能なモバイル携帯機器や、モニタを回転可能なビデオカメラに好適に適用す
ることができる。
【０１８１】
　〔変形例（２）〕
　次に、本第５実施形態の変形例（２）を図２４に基づいて説明する。
　本変形例（２）の立体画像表示装置にあっては、図２４に示すように、左眼用画素５１
、右眼用画素５２の外形は台形状であり、反射板の配置は第２実施形態の場合（図１１）
と同じ構成である。したがって本実施例における反射領域は＋Ｙ方向と非平行に傾斜した
線分により左右画素領域に分離される。
【０１８２】
　この図２４の変形例（２）にあって、反射表示領域の対称性をみると、各画素５１，５
２内の反射板は、左眼用画素の中心軸線ＹＬ５５、右眼用画素の中心軸線ＹＲ５６、に対
して非対称に配置されており、左眼用画素中心軸線ＹＬ ５５、右眼用画素中心軸線ＹＲ 
５６は、反射表示領域に対して映進面（ｇ）となっている。又、反射表示領域は、表示素
子１３の中心軸線ＹG ５７に対しては線対称（鏡映対称）に配置されており、鏡映面（ｍ
）となっている。又、反射板の配置は２回の回転対称性を有しており、２回回転対称軸５
９を中心とした１８０度の回転操作に対して等価である。その他の構成は、前述した第５
実施形態（図２０）の場合と同一となっている。
【０１８３】
　このため、この図２４に示す第５実施形態の変形例（２）によると、反射表示領域は＋
Ｙ方向と非平行に傾斜した線分により左右画素領域に分離されるため、少ない面積で隣接
画素補償効果を得ることができ、反射表示を高性能化することができる。また、反射領域
を小さいスペースで形成できることから透過領域を大きく設定でき画素を広開口化できる
。その他の構成およびその作用効果については、前述した第５実施形態（図２０）の場合
と同一となっている。
【０１８４】
　〔変形例（３）〕
　次に、本第５実施形態の変形例（３）を図２５に基づいて説明する。
　本変形例（３）の立体画像表示装置にあっては、図２５に示すように、反射表示領域は
台形の傾斜線に沿って配置され、中心点Ｇに対して点対称である。又、反射表示領域は＋
Ｙ方向へ画素の上下端部まで延伸しており、＋Ｙ方向へ隣接する２つの表示素子について
反射領域を＋Ｙ方向に沿って切断した長さの合計値はどの場所でも一定となる。その他の
構成は、前述した第５実施形態（図２０）の場合と同一となっている。
【０１８５】
　このため、この第５実施形態の変形例（３）（図２５）によると、＋Ｙ方向への反射表
示領域の面積合計値は均一になっているため、前述した各実施形態よりも更に反射表示を
均一化できる。これにより、観察位置によって部分的に輝度が低下することのない高品質
な反射表示を提供することができる。
【０１８６】
〔第６実施形態〕
　次に、本発明の第６実施形態を図２６に基づいて説明する。
　本第６実施形態の立体画像表示装置にあっては、図２６に示すように、左眼用画素５１
及び右眼用画素５２に表示領域である四角形状の透過領域５１１、５２１が形成されてお
り、相互に対向して伸びる辺は平行であり、＋Ｙ方向に対して傾斜している。即ち、開口
部５は平面図で略平行四辺形状になっている。
【０１８７】
　又、左眼用画素５１，右眼用画素５２の外形は平行四辺形であり、＋Ｘ方向へは並進移
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動して配置される。更に、＋Ｙ方向へは＋Ｘ方向と平行な軸に対して線対称に反転し配置
され、マトリクス状に配置される。
【０１８８】
　ここで、線対称となる中心軸線は存在しないため、画素５１，５２の平行四辺形を１８
０度回転操作する場合の対称軸（即ち２回の回転対称軸）を中心点とし、中心点を通り画
像振分方向１４と垂直な線分を、左眼用画素中心軸線ＹL ５５（右眼用画素中心軸線ＹR 
５６）とする。また、表示素子単位でも同様に、回転中心を通り画像振分方向と垂直な線
分を表示素子中心軸線ＹG ５７とする。
【０１８９】
　左眼用反射表示領域５１２は左眼用画素中心軸線ＹＬ５５に対して非対称に配置され、
右眼用反射領域５２２は右眼用画素中心軸線ＹＲ５６に対して非対称に配置されている。
また、左眼用反射領域５１２、右眼用反射領域５２２は、表示素子１３の中心軸ＹG ５７
に対して非対称に配置されている。＋Ｘ方向へ隣接する左右画素の反射領域は異なる位置
に配置されており、１８０度回転することにより一致する。
【０１９０】
　従って、本第６実施形態における表示面の反射板配置は、２回転の回転対称軸から構成
され、２次元空間群の国際記号表記によれば少なくとも「p2」の対称性を有する。その他
の構成は、前述した第１実施形態（図１乃至図６）の場合と同一となっている。
【０１９１】
　このため、この第６実施形態（図２６）によると、外形が平行四辺形であるため、＋Ｙ
方向へ隣接する表示画素１３の反射表示領域は互い違いに配置しやすく開口率を大きくと
ることができるという利点がある。また、本第６実施形態においては、略平行四辺形状の
画素について説明したが、二回回転以上の回転対称性を有する画素から構成されていても
よい。回転中心を通り画像振分方向と垂直な線分を表示素子中心軸線ＹG として反射領域
を配置することにより同様の効果を得ることができる。
【０１９２】
〔第７実施形態〕
　次に、本発明の第７実施形態を図２７に基づいて説明する。
　この図２７は、本第７実施形態に係る携帯端末装置を示す斜視図である。この図２７に
示すように、本第７実施形態においては、携帯端末装置としての携帯電話９に、画像表示
装置９０が組み込まれている。レンチキュラレンズ３を構成するシリンドリカルレンズの
画像振分方向１４が画像表示装置９０の横方向に設置されている。
【０１９３】
　また、画像表示装置９０の表示パネル９２には、各１つの左眼用画素及び右眼用画素か
らなる画素対が複数個、マトリクス状に配列されている。そして、１つの画素対における
左眼用画素及び右眼用画素の配列方向は、シリンドリカルレンズの配列方向、即ち画面の
横方向（水平方向）である。本実施形態における上記以外の構成は、前述した第１の実施
形態と同一となっている。
【０１９４】
　次に、本実施形態に係る画像表示装置の動作について説明する。半透過型表示パネル２
の左眼用画素５１が左眼用の画像を表示し、右眼用画素５２が右眼用の画像を表示する。
左眼用の画像及び右眼用の画像は、相互に視差がある立体画像である。また、両画像は相
互に独立した画像であってもよいが、相互に関連する情報を示す画像であってもよい。
【０１９５】
　本第７実施形態における上記以外の効果は、前述した第１実施形態の場合と同一である
。尚、本第７実施形態は、前述した第２乃至第７の各実施形態の何れか一つと組み合わせ
ることもできる。
【０１９６】
　なお、前述した第１乃至第７の各実施形態においては、携帯電話等に搭載され、１人の
観察者の左右の眼に相互に視差がある画像を供給して立体画像を表示するか、１人の観察
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者に複数種類の画像を同時に供給する画像表示装置の例を示したが、本発明に係る画像表
示装置はこれに限定されず、大型の表示パネルを備え、複数の観察者に相互に異なる複数
の画像を供給するものであってもよい。
【０１９７】
　上述した各実施形態に係る立体画像表示装置は、携帯電話等の携帯機器に好適に適用す
ることができ、良好な立体画像を表示することができる。又、上述した各実施形態に係る
立体画像表示装置を携帯機器に適用すれば、大型の表示装置に適用する場合と異なり、観
察者が自分の両眼と表示画面との位置関係を任意に調節できるため、最適な可視域を速や
かに見出すことができる。更に、上述した各実施形態に係る立体画像表示装置は携帯電話
のみならず、携帯端末、ＰＤＡ、ゲーム機、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ等の
携帯端末装置に適用することができる。
【０１９８】
　また、上述した説明内容は、レンズの凸部が観察者側になるように配置された場合のも
のであるが、レンズの凸部が表示装置側になるように配置された場合でおいても、同様の
効果を得ることができる。更に、上述した各実施形態に係る立体画像表示装置は、携帯電
話等の携帯機器に好適に適用することができ、良好な立体画像を表示することができる。
上述した各実施形態に係る立体画像表示装置を携帯機器に適用すれば、大型の表示装置に
適用する場合と異なり、観察者が自分の両眼と表示画面との位置関係を任意に調節できる
ため、最適な可視域を速やかに見出すことができる。
【０１９９】
　以上説明したように、上述した各実施形態およびその変形例にあっては、共通した構成
として、第１視点用の画像を表示する画素及び第２視点用の画像を表示する画素を少なく
とも含む表示素子が複数配列され、前記各画素は光を透過する透過表示領域と外光を反射
する反射表示領域とを有し、前記各画素に表示データを供給するためのデータ線と、前記
各画素に前記データ線からの表示データ信号を伝達する画素スイッチング手段と、この画
素スイッチング手段を制御するためのゲート線とを備え、前記ゲート線を挟み配置された
隣接画素対は当該画素間に配置された前記ゲート線によりその動作が制御され、かつ前記
隣接画素対を構成する画素は夫々異なる前記データ線に接続されると共に、前記ゲート線
の延伸方向に隣接する前記隣接画素対は夫々異なる前記ゲート線に接続され、前記各画素
から出射した光を前記ゲート線の延伸方向に沿って相互に異なる方向に振り分ける光学手
段を備え、前記画素スイッチング手段の配置箇所を覆うようにして前記各画素の反射表示
領域を配置すると共に、この反射表示領域に外光を反射する反射板を設けたことを、特徴
とする。このため、前述したように、本発明の前記目的を有効に達成することができる。
【産業上の利用可能性】
【０２００】
　本発明にかかる画像表示装置は、携帯電話のみならず、携帯端末、ＰＤＡ、ゲーム機、
デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ等の携帯端末装置に、画像表示パネルとして有効
に適用することができ、その汎用性は広いものがある。
【図面の簡単な説明】
【０２０１】
【図１】本発明の第１実施形態に係る立体画像表示装置の一部を示す概略斜視図である。
【図２】図１に開示した立体画像表示装置の液晶部分を含む断面構造の一部を示す説明図
である。
【図３】図１に開示した立体画像表示装置の原理を示すための概念説明図である。
【図４】図１に開示した立体画像表示装置の画素部分と振り分けレンズ部分との位置関係
を示す上面図である。
【図５】図４の画素部分に対応して配置される画素トランジスタの配置を示す模式図であ
る。
【図６】図５に開示した各画素部分の一例を示す拡大説明図である。
【図７】第１実施形態の変形例（１）における表示素子部分の構成内容の配置を示す模式
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図である。
【図８】第１実施形態の変形例（２）における表示素子部分の構成内容の配置を示す模式
図である。
【図９】第１実施形態の変形例（３）における表示素子部分のＴＦＴの配置状況を示す拡
大説明図である。
【図１０】本発明の第２実施形態に係る立体画像表示装置の一部を示す上面図で、表示素
子部分の構成内容の配置を示す模式図である。る。
【図１１】図１０の画素部分に対応して配置される画素トランジスタの配置を示す模式図
である。
【図１２】レンチキュラレンズの代わりに使用されるフライアイレンズを示す斜視図であ
る。
【図１３】本発明の第３実施形態に係る立体画像表示装置の一部を示す上面図で、表示素
子部分の構成内容の配置を示す模式図である。
【図１４】第３実施形態の変形例（１）における表示素子部分の構成内容の配置を示す模
式図である。
【図１５】第３実施形態の変形例（２）における表示素子部分の構成内容の配置を示す模
式図である。
【図１６】第３実施形態の変形例（３）における表示素子部分の構成内容の配置を示す模
式図である。
【図１７】本発明の第４実施形態に係る立体画像表示装置の一部を示す上面図で、表示素
子部分の構成内容の配置を示す模式図である。
【図１８】第４実施形態の変形例（１）における表示素子部分の構成内容の配置を示す模
式図である。
【図１９】第４実施形態の変形例（２）における表示素子部分の構成内容の配置を示す模
式図である。
【図２０】本発明の第５実施形態に係る立体画像表示装置の一部を示す上面図で、表示素
子部分の構成内容の配置を示す模式図である。
【図２１】第５実施形態の変形例（１）における表示素子部分の構成内容の配置を示す模
式図である。
【図２２】図２１の画素部分に対応して配置される画素トランジスタの配置の具体例を示
す拡大説明図である。
【図２３】図２１の画素部分に対応して配置される画素トランジスタの配置を示す模式図
である。
【図２４】第５実施形態の変形例（２）における表示素子部分の構成内容の配置を示す模
式図である。
【図２５】第５実施形態の変形例（３）における表示素子部分の構成内容の配置を示す模
式図である。
【図２６】本発明の第６実施形態に係る立体画像表示装置の一部を示す上面図で、表示素
子部分の構成内容の配置を示す模式図である。
【図２７】本発明の第７実施形態に係る携帯端末装置を示す斜視図である。
【図２８】レンチキュラレンズ３の形状を示す説明図である。
【図２９】関連技術におけるパララックスバリアを使用する立体画像表示方法を示す光学
モデルを示す説明図である。
【図３０】関連技術におけるレンチキュラレンズを使用する立体画像表示方法を示す光学
モデル図である。
【図３１】関連技術における凹凸形状を有する反射板を示す概念図である。
【図３２】関連技術におけるレンチキュラレンズと表示素子を用いた立体画像表示装置の
例を示す斜視図である。
【図３３】関連技術におけるレンチキュラレンズと半透過型表示素子を用いた半透過型立
体画像表示装置を示す断面図である。
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【図３４】関連技術におけるレンチキュラレンズと半透過型表示素子を用いた半透過型立
体画像表示装置における上面図である。
【図３５】レンチキュラレンズを使用した立体画像表示装置１の各部のサイズ示す光学モ
デル図である。
【符号の説明】
【０２０２】
　１，９０　立体画像表示装置
　２，９２　反射型液晶表示パネル
　２ａ　ＴＦＴ基板
　２ｂ　対向基板
　３，１２１　レンチキュラレンズ
　３ａ　シリンドリカルレンズ
　４　画素
　４ａ，５１　左眼用画素
　４ｂ，５２　右眼用画素
　４PIＸ　　画素電極
　４RPIX　反射領域用画素電極
　４ＴＦＴ　画素薄膜トランジスタ
　４CLC 画素容量
　４CS，　蓄積容量線
　４CONT　コンタクトホール
　４COM　 共通電極
　４SI　シリコン層
　５　液晶層
　６　基板
　７　透明基板
　８　観察位置
　９　携帯電話
　９１　光線
　１０　フライアイレンズ
　１１　シリンドリカルレンズの長手方向
　１２　シリンドリカルレンズの配列方向
　１３　表示素子
　１４　画像振分方向
　１７　発光領域
　１８　受光面
　１９　光源
　３１，１２２　凸部
　４１　反射板
　４１ａ　凹凸形状
　４２　遮光部
　４３　CFスリット
　５１　左眼用画素
　５２　右眼用画素
　５３　第１視点用画素
　５４　第２視点用画素
　５５　左眼用画素中心軸線ＹL
　５６　右眼用画素中心軸線ＹR
　５７　表示素子中心軸線ＹG
　５８　映進面(g)
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　５９　２回回転対称軸
　６０　鏡映面（ｍ）
　６１，１４２　左眼
　６２，１４１　右眼
　７０　非反射領域
　７１　溝部
　７２　中心点
　１０６　表示パネル
　１０７　立体可視域
　１０７ａ　対角線の交点
　１０７ｂ　最適観察面
　１０８　光源
　１２３，１２４　画素
　１４３　右眼１４１と左眼１４２との中点
　１８１，１８２　光束
　２００　表示パネル
　５１１　左眼用画素（透過表示領域）
　５１２　左眼用画素（反射表示領域）
　５２１　右眼用画素（透過表示領域）
　５２２　右眼用画素（反射表示領域）

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】



(37) JP 5472840 B2 2014.4.16

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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【図２５】 【図２６】
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【図２９】 【図３０】
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【図３３】 【図３４】
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