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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のレンズが配されたレンズアレイを３つ以上有し、前記３つ以上のレンズアレイに
より正立等倍結像系をなすべく配された光学系と、
前記３つ以上のレンズアレイのいずれか２つの間であって、少なくともいずれかのレン
ズアレイの焦点面近傍に配された透明表示部と
を備え、
前記透明表示部は、可視光に対して透明な二次元的に配された複数の画素を有し、前記
複数の画素のそれぞれについて、透過率および画像光の発光量の少なくとも一方を制御す
ることにより画像を表示し、
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前記光学系について前記透明表示部と共役な位置に配された、他の透明表示部をさらに
備え、
前記他の透明表示部は、可視光に対して透明な二次元的に配された複数の画素を有し、
前記複数のレンズの一つづつに対して、前記他の透明表示部の前記複数の画素のうちの
複数個つづが対応した位置に配され、
前記他の透明表示部の前記複数の画素のそれぞれについて、透過率および画像光の発光
量の少なくとも一方を制御することにより画像を表示する表示装置。
【請求項２】
前記透明表示部は、可視光に対して透明なバックライトと、前記複数の画素に対応した
透過率変調素子と、を有する請求項１に記載の表示装置。
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【請求項３】
前記透過率変調素子は、液晶シャッタである請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
前記透明表示部は、前記複数の画素のそれぞれに対応する自発光素子を有する請求項１
に記載の表示装置。
【請求項５】
前記自発光素子は、有機ＥＬである請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
前記複数のレンズの一つづつに対して、前記透明表示部の前記複数の画素のうちの複数
個づつが対応した位置に配され、
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前記複数個の画素に、前記複数のレンズのそれぞれの位置に対応した画像を表示するこ
とにより、インテグラルイメージングによる立体画像を表示する請求項１から５のいずれ
か１項に記載の表示装置。
【請求項７】
前記他の透明表示部は、可視光に対して透明なバックライトと、前記複数の画素に対応
した透過率変調素子と、を有する請求項１から６のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項８】
前記他の透明表示部の前記透過率変調素子は、液晶シャッタである請求項７に記載の表
示装置。
【請求項９】
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前記他の透明表示部は、前記複数の画素のそれぞに対応する自発光素子を有する請求項
１から８のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１０】
前記他の透明表示部の前記自発光素子は、有機ＥＬである請求項９に記載の表示装置。
【請求項１１】
前記透明表示部および前記他の透明表示部のそれぞれの、前記複数の画素の透過率およ
び画像光の発光量の少なくとも一方を制御する制御部をさらに備え、
前記制御部は、前記透明表示部の前記複数の画素の透過率および画像光の発光量の少な
くとも一方を制御して、前記画像を表示するとともに、前記他の透明表示部における、前
記透明表示部の前記複数の画素と共役な前記複数の画素の透過率を制御して、前記他の透
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明表示部の画像として、前記透明表示部の画像と重なる背景光を遮断するマスク画像を表
示する請求項１から１０のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１２】
前記透明表示部および前記他の透明表示部のそれぞれの、前記複数の画素の透過率およ
び画像光の発光量の少なくとも一方を制御する制御部をさらに備え、
前記制御部は、
前記透明表示部の前記複数の画素の透過率および画像光の発光量の少なくとも一方を制
御して、前記画像を表示するとともに、前記他の透明表示部における、前記透明表示部の
前記複数の画素と共役な前記複数の画素の透過率を制御して、前記他の透明表示部の画像
として、前記透明表示部の画像をマスクするマスク画像を表示する第一の状態と、
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前記他の透明表示部の前記複数の画素の透過率および画像光の発光量の少なくとも一方
をを制御して、前記画像を表示するとともに、前記透明表示部における、前記他の透明表
示部の前記複数の画素と共役な前記複数の画素の透過率を制御して、前記透明表示部の画
像として、前記他の透明表示部の画像をマスクするマスク画像を表示する第二の状態と
を時分割で切り替える請求項１から１０のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１３】
前記他の透明表示部の、前記複数個の画素に、前記複数のレンズのそれぞれの位置に対
応した画像を表示することにより、インテグラルイメージによる立体画像を表示する請求
項１２に記載の表示装置。
【請求項１４】
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前記３つ以上のレンズアレイのそれぞれにおける前記複数のレンズを通る光線は、面方
向の外側ほど面中心方向に傾けられた請求項１から１３のいずれか１項に記載の表示装置
。
【請求項１５】
前記複数のレンズのレンズピッチは、前記３つ以上のレンズアレイのうちユーザに近い
ほど狭い請求項１４に記載の表示装置。
【請求項１６】
前記光学系は、前記３つ以上のレンズアレイよりもユーザに近い側に設けた凸レンズと
、前記ユーザから遠い側に設けた凹レンズとをさらに有する請求項１４に記載の表示装置
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。
【請求項１７】
前記透明表示部がユーザの目の側のレンズアレイにおける焦点面よりも当該レンズ側に
配されることにより、前記目に前記透明表示部の虚像を結像させる請求項１から１３のい
ずれか１項に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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液晶パネルの前面にレンズアレイを配することにより、インテグラルイメージングによ
り裸眼で立体を表示する立体画像表示装置がある（例えば、非特許文献１を参照）。
［非特許文献１］J.‑H. Park, et al., "Recent progress in three‑dimensional inform
ation processing based on integral imaging," Appl. Opt., vol. 48 no. 34, H77‑H94
(2009).
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
上記立体画像表示装置においては、液晶パネルの前面にレンズアレイが配されているの
で、液晶パネルを透明にしたとしても、背景光が当該レンズアレイで拡散される。よって

30

、ユーザが背景を視認できる状態で当該背景に画像を重畳して表示することができなかっ
た。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
本発明の第１の態様においては、表示装置であって、複数のレンズが配されたレンズア
レイを３つ以上有し、３つ以上のレンズアレイにより正立等倍結像系をなすべく配された
光学系と、３つ以上のレンズアレイのいずれか２つの間であって、少なくともいずれかの
レンズアレイの焦点面近傍に配された透明表示部とを備え、透明表示部は、可視光に対し
て透明な二次元的に配された複数の画素を有し、複数の画素のそれぞれについて、透過率
および画像光の発光量の少なくとも一方を制御することにより画像を表示する。
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【０００５】
本発明の第２の態様においては、上記表示装置であって、３つ以上のレンズアレイのそ
れぞれにおける複数のレンズを通る光線は、面方向の外側ほど面中心方向に傾けられる。
【０００６】
本発明の第３の態様においては、上記表示装置であって、透明表示部がユーザの目の側
のレンズアレイにおける焦点面よりも当該レンズ側に配されることにより、目に透明表示
部の虚像を結像させる。
【０００７】
なお、上記の発明の概要は、本発明の特徴の全てを列挙したものではない。また、これ
らの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
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【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態の表示装置１００が用いられる状況を示す概念図である。
【図２】表示装置１００の断面を概略的に示す。
【図３】液晶パネル１５０等の画素配列を概念的に示す分解斜視図である。
【図４】表示装置１００における表示動作を説明するための概略断面図である。
【図５】表示装置１００により画像２１が背景に重畳された状態をユーザ側から見た概念
図である。
【図６】他の表示装置１０２の構成および動作を説明する概略断面図である。
【図７】他の表示装置１０２の構成および動作を説明する概略断面図である。
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【図８】表示装置１０２の他の動作を説明する概略断面図である。
【図９】本実施形態にかかるメガネ２００の概略を示す斜視図である。
【図１０】右目レンズ２１０の断面を概略的に示す。
【図１１】他の右目レンズ２１２の断面を概略的に示す。
【図１２】本実施形態にかかるコンタクトレンズ３００の断面を概略に示す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は請求の範囲に
かかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合
わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
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【００１０】
図１は、本実施形態の表示装置１００が用いられる状況を示す概念図である。表示装置
１００は、背景の例としての窓１０およびテーブル１２よりもユーザ４０の手前側に配さ
れる。表示装置１００は、スタンド等を用いて下方から支えられてもよいし、壁や天井に
吊るされてもよいし、ユーザ４０が手で持ってもよい。表示装置１００は、これに代えて
タブレットや携帯電話等の携帯端末であってもよい。
【００１１】
表示装置１００は、背景からの光線群をユーザ４０の側に再現しつつ、当該背景からの
光線群に重畳して画像２０を表示する。画像２０は、インテグラルイメージングによる立
体表示画像であることが好ましいが、これに限られず、二次元画像であってもよい。
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【００１２】
図２は、表示装置１００の断面を概略的に示す。図２を用いて、背景の光線群がユーザ
４０の側に再現される原理を説明する。
【００１３】
表示装置１００は、背景側からユーザ４０の側に向かって、レンズアレイ１１０、透明
表示部１８０、レンズアレイ１２０、透明表示部１４０およびレンズアレイ１３０を備え
る。上記レンズアレイ１１０、１２０、１３０が結像系を構成する。
【００１４】
レンズアレイ１１０は、複数のレンズ１１２、１１３、１１４等が２次元的に配される
。同様に、レンズアレイ１２０、１３０のそれぞれには、複数のレンズ１２２、１２３、
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１２４、１３２、１３３、１３４等が２次元的に配される。レンズアレイ１１０、１２０
、１３０の複数のレンズ１１２、１２２、１３２等は互いに対応した位置に配されている
。なお、レンズは説明の都合上で３つづと少ない数で描かれているが、数に関する限定は
ない。
【００１５】
レンズアレイ１１０、１３０の複数のレンズ１１２、１３２等が焦点距離ｆを有し、レ
ンズアレイ１２０の複数のレンズ１２２等が焦点ｆ／２を有する場合に、図２に示すよう
にレンズアレイ１１０、１２０、１３０が距離２ｆの間隔で配される。これにより、レン
ズアレイ１１０、１２０、１３０からなる光学系は、レンズアレイ１１０から背景側へ距
離２ｆの物体面とレンズアレイ１３０からユーザ４０側へ距離２ｆの像面に対して正立等
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倍結像光学系をなし、物体面の背景の光線群が、像面に再現されコピーされる。各レンズ
１１２、１２２、１３２等で背景が結像されるので、背景の解像度はレンズの数ではサン
プリングされない。
【００１６】
透明表示部１４０は、液晶パネル１５０とバックライト１６０とを有する。バックライ
ト１６０は可視光に対して透明であって、液晶パネル側にのみ例えば白色を発光する。一
方、図２における透明表示部１８０は、液晶パネル１８５を含むが、バックライトは含ま
なくてよい。
【００１７】
表示装置１００はさらに、透明表示部１４０、１８０を制御する制御部１７０を備える
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。制御部１７０は、液晶パネル１５０、１８５の画素の各々の透過率を制御する。なお、
制御部１７０からの特定の制御状態において、液晶パネル１５０、１８５の各画素はいず
れも可視光に対して透明である。また、液晶パネル１５０、１８５の各画素はいずれも加
えられた電圧に応じて、透過率が制御される。
【００１８】
透明表示部１４０と透明表示部１８０とは、上記光学系に対して共役な位置に配される
。図２に示す例において、透明表示部１４０は、レンズアレイ１２０とレンズアレイ１３
０との間であって、それらの焦点面またはその近傍に配される。同様に、透明表示部１８
０は、レンズアレイ１１０とレンズアレイ１２０との間であって、それらの焦点面または
その近傍に配される。
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【００１９】
図３は、液晶パネル１５０の画素配列を概念的に示す。液晶パネル１５０には、互いに
独立してその透過率が制御可能な複数の液晶シャッタ１５１が二次元的に配されている。
液晶シャッタ１５１のそれぞれが画素に対応する。
【００２０】
レンズアレイ１１０等の複数のレンズの一つづつに対して、液晶シャッタ１５１の複数
個づつが対応した位置に配される。当該複数個の液晶シャッタ１５１により、液晶シャッ
タ群１５２、１５３、１５４等が構成される。図３に示す例において、液晶シャッタ群１
５２等には４行４列の計１６個の液晶シャッタ１５１が含まれる。図中、液晶シャッタ群
１５２等の境界が太線で示されている。
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【００２１】
これら複数の液晶シャッタ群１５２等における互いに対応した位置の画素Ａの集合によ
って、インテグラルイメージングにおける一つの画像２０が形成される。同様に、複数の
液晶シャッタ群１５２等における互いに対応した位置の画素Ｂ、Ｃ、Ｄの集合によって、
インテグラルイメージングにおける画像２１、２２、２３が形成される。言い換えれば、
複数個の画素に、複数のレンズのそれぞれの位置に対応した画像を表示することにより、
インテグラルイメージングによる立体画像を表示する。このように、液晶シャッタ群１５
２等はインテグラルイメージングの要素画素を構成する。
【００２２】
なお、上記画素ＡからＤは説明のための例示であって、液晶シャッタ群１５２等に１６
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個の画素が含まれていることに対応して、１６個の画像を形成することができる。また、
液晶シャッタ群１５２等に含まれる液晶シャッタ１５１の数は１６個に限られない。また
、当該個数は、インテグラルイメージングで用いる画像の数と同じであってもよいし、そ
れよりも多くてもよい。
【００２３】
液晶パネル１８５の液晶シャッタ１８１は、液晶パネル１５０の液晶シャッタ１５１に
対応する位置、すなわち光学的に共役な位置に配される。この場合、液晶パネル１８５の
液晶シャッタ群に含まれる液晶シャッタ１８１の個数は、液晶パネル１５０の液晶シャッ
タ群１５２等に含まれる液晶シャッタ１５１の個数と同じである。これに変えて、いずれ
か一方の液晶シャッタがさらに細分化されて互いに異なる個数となってもよい。
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【００２４】
図４は、表示装置１００における表示動作を説明するための概略断面図である。図５は
、表示装置１００により画像２１が背景に重畳された状態をユーザ側から見た概念図であ
る。
【００２５】
透明表示部１４０、１８０の各画素は二次元的に共役な位置に配されているが、図４で
は説明の都合上、一次元的に共役な位置で代用して説明する。また、制御部１７０からの
制御によりバックライト１６０が点灯しているものとする。さらに、図５は、インテグラ
ルイメージングに用いられる複数の画像のうち、画像２１を代表して示した。
【００２６】
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図４に示すように、レンズアレイ１１０の隣接するレンズ間には遮光壁１１５が設けら
れることが好ましい。同様に、レンズアレイ１３０の隣接するレンズ間には遮光壁１３５
が設けられることが好ましい。レンズアレイ１２０の隣接するレンズ間にも遮光壁１２５
、１２６が設けられることが好ましい。
【００２７】
表示装置１００の制御部１７０は、透明表示部１４０、１８０の画素の各々の透過率を
制御する。これにより、表示装置１００は各画素について、独立に、（１）背景が画像か
ら透けて見える、（２）背景光を遮断して画像光を表示する、（３）背景光も画像光も遮
断する、のいずれかを選択することができる。
【００２８】
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背景が画像から透けて見える場合について説明する。例えば、図４におけるレンズアレ
イ１１０のレンズ１１２に対応する位置に含まれる、液晶パネル１８５の画素Ｂ１の透過
率を最大または中間調にする。これにより、当該画素Ｂ１に入射した背景光がレンズアレ
イ１２０のレンズ１２２を介して、液晶パネル１５０における、対応する画素Ｂ１に入射
する。ここで、透明表示部１４０の画素Ｂ１の透過率を最大または中間調にすれば、当該
画素Ｂ１を見ることができる位置にいるユーザ４０には、背景光と画像光との両方が見え
る、すなわち、背景が画像から透けて見える。これにより、図５に示すように画素Ｂ１の
位置に背景であるテーブル１２が見える。
【００２９】
背景光を遮断して画像光を表示する場合について説明する。例えば、図４におけるレン
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ズアレイ１１０のレンズ１１３に対応する位置に含まれる、液晶パネル１８５の画素Ｂ２
の透過率を最小にする。これにより、当該画素Ｂ２に入射した背景光は遮光されて、液晶
パネル１５０における、対応する画素Ｂ２には入射しない。ここで、透明表示部１４０の
画素Ｂ２の透過率を最大または中間調にすれば、当該画素Ｂ２を見ることができる位置に
いるユーザ４０には、背景光が遮断され、画像光からなる画像が見える。これにより、図
５の画素Ｂ２の位置には、背景である窓１０が遮光されて、画像２１が見える。
【００３０】
背景光も画像光も遮断する場合について説明する。この場合、図４におけるレンズアレ
イ１１０のレンズ１１４に対応する位置に含まれる、液晶パネル１８５の画素Ｂ３の透過
率はいずれであってもよい。液晶パネル１５０における、対応する画素Ｂ３の透過率を最
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小にすれば、当該画素Ｂ３を見ることができる位置にいるユーザ４０には、背景光および
画像光が遮断され、黒画像が見える。これにより、図５の画素Ｂ３の位置には、画像２１
の一部としての黒が見える。
【００３１】
以上、本実施形態によれば、表示装置１００は透明表示部１４０および透明表示部１８
０の対応する画素同士の透過率を制御することにより、背景からの光線群をユーザ４０の
側に再現しつつ、当該背景からの光線群に重畳した画像を表示することができる。特に、
ユーザ４０に対して裸眼の状態で、レンズアレイ１３０を用いてインテグラルイメージン
グにより立体表示しつつ、背景を見かけ上そのまま再現することができる。
【００３２】
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さらに、表示装置１００において、図５の画素Ｂ２のように、制御部１７０は、透明表
示部１４０の複数の画素の透過率を制御して、画像を表示するとともに、透明表示部１８
０における複数の画素の透過率を制御して、透明表示部１４０の画像と重なる背景光を遮
断するマスク画像を表示する。これにより、背景光が透けて見える煩わしさが解消できる
。
【００３３】
図６および図７は、他の表示装置１０２の構成および動作を説明する概略断面図である
。表示装置１０２において表示装置１００と同一の構成には同一の参照番号を付して、説
明を省略する。
【００３４】
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表示装置１０２においては、表示装置１００における透明表示部１８０に、バックライ
ト１８６が追加されている。バックライト１８６は、バックライト１６０と同一であって
よい。
【００３５】
図６は、透明表示部１４０の側に表示画像を生成しつつ、透明表示部１８０の側にマス
ク画像を形成する第１の状態を示す。透明表示部１８０の画素Ｂ４の透過率を最小にする
とともに、透明表示部１４０における対応する画素Ｂ４の透過率を最大または中間調にす
る。さらに、バックライト１６０は点灯させるが、バックライト１８６は消灯しておく。
透明表示部１４０の画素Ｂ４と透明表示部１８０の画素Ｂ４とは光学的に共役な関係にあ
るので、画素Ｂ４の画像光は透明表示部１４０に近い側のユーザ４０に到達するが、透明
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表示部１８０に近い側のユーザ４１には到達しない。
【００３６】
図７は、透明表示部１４０の側にマスク画像を生成しつつ、透明表示部１８０の側に表
示画像を形成する第２の状態を示す。透明表示部１４０の画素Ｂ５の透過率を最小にする
とともに、透明表示部１８０における対応する画素Ｂ５の透過率を最大または中間調にす
る。さらに、バックライト１８６は点灯させるが、バックライト１６０は消灯しておく。
これにより、画素Ｂ５の画像光は透明表示部１８０に近い側のユーザ４１に到達するが、
透明表示部１４０に近い側のユーザ４０には到達しない。
【００３７】
制御部１７０は、図６に示す第１の動作と図７に示す第２の動作とを時分割で切り替え
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ることにより、表示装置１０２に対して互いに反対側に位置するユーザ４０、４１のそれ
ぞれに、独立した表示画像を表示することができる。
【００３８】
図８は、表示装置１０２の他の動作を説明する概略断面図である。図８においては、図
６および図７のように時分割することに変えて、空間分割により両側のユーザ４０、４１
のそれぞれに、画像を表示する。
【００３９】
図８の例において、透明表示部１４０および１８０の要素画像単位で、表示画像に用い
るかマスク画像に用いるかが割り当てられる。例えば、レンズ１１２に対応する透明表示
部１８０の要素画像はマスク画像に用いられ、これと共役な透明表示部１４０の要素画像
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は表示画像に用いられる。一方、レンズ１１３に対応する透明表示部１８０の要素画像は
表示画像に用いられ、これと共役な透明表示部１４０の要素画像はマスク画像に用いられ
る。これにより、図８の画素Ｂ６のように、一方の表示画像がユーザ４０に到達するがユ
ーザ４１には遮光され、画素Ｂ７のように他方の表示画像はユーザ４１には到達するがユ
ーザ４０には到達しない。
【００４０】
なお、複数の要素画像からなる画素領域毎にいずれの画像に用いるかが割り当てられる
ことが好ましい。バックライトの発光も画素領域ごとに制御できることが好ましい。さら
に、当該割り当てを時間毎に切り替えてもよい。
【００４１】
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以上、図６から図８の実施形態によれば、インテグラルイメージングが双方向で対称化
される。なお、図６から図８の実施形態において、透明表示部１４０、１８０の両方にイ
ンテグラルイメージングによる立体表示がされてもよいし、一方または両方が二次元画像
であってもよい。
【００４２】
図９は、本実施形態にかかるメガネ２００の概略を示す斜視図である。メガネ２００は
、右目レンズ２１０、左目レンズ２２０およびこれらを保持するフレーム２３０を有する
。メガネ２００の右目レンズ２１０がユーザの右目に対向し、左目レンズ２２０がユーザ
の左目に対向するように、ユーザに装着される。
【００４３】
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図１０は、右目レンズ２１０の断面を概略的に示す。右目レンズ２１０において、図１
から図５の表示装置１００と同一の構成には同一の参照番号を付して、説明を省略する。
また、左目レンズ２２０は右目レンズ２１０と同じ構成を有するので、説明を省略する。
【００４４】
右目レンズ２１０は、ユーザの右目４２の近傍に配される。よって、表示装置１００を
単に小型化して右目レンズ２１０としただけでは、当該表示装置１００の周辺部分からの
光線が右目４２に入射しないおそれがある。
【００４５】
そこで、レンズアレイ１１０等のそれぞれにおける複数のレンズを通る光線は、面方向
の外側ほど面中心方向に傾けられる。図１０に示す例においては、レンズアレイ１３０よ
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りも右目４２に近い側に凸レンズ２４０が配されるとともに、レンズアレイ１１０よりも
右目４２から遠い側に凹レンズ２５０が配される。これにより、図中の斜線の領域におい
て、周辺部分からの光線も右目４２に入射させることができる。
【００４６】
図１１は、他の右目レンズ２１２の断面を概略的に示す。右目レンズ２１２において、
複数のレンズのレンズピッチは、レンズアレイ２６０、２６２、２６４のうちユーザに近
いほど狭い。すなわち、レンズアレイ２６２のレンズピッチはレンズアレイ２６０のレン
ズピッチより狭く、レンズアレイ２６４のレンズピッチはレンズアレイ２６２のレンズピ
ッチより狭い。
【００４７】
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また、透明表示部２６８の画素ピッチも透明表示部２６６の画素ピッチよりも狭く設定
されている。ここで、ピッチの大きさ以外の点で、レンズアレイ２６０、２６２、２６４
は、右目レンズ２１０のレンズアレイ１１０、１２０、１３０と同一の構成であり、透明
表示部２６６、２６８は、右目レンズ２１０の透明表示部２６６、２６８と同一の構成で
ある。
【００４８】
以上の構成により、レンズアレイ２６０等のそれぞれにおける複数のレンズを通る光線
は、面方向の外側ほど面中心方向に傾けられる。よって、図中の斜線の領域において、周
辺部分からの光線も右目４２に入射させることができる。なお、当該構成はメガネ２００
に限られず、スマートフォン等、ユーザに対して近距離で使用される表示装置に適用する
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ことができる。
【００４９】
図１２は、本実施形態にかかるコンタクトレンズ３００の断面を概略に示す。コンタク
トレンズ３００において、図１から図１１と同じ構成については同じ参照番号を付して説
明を省略する。
【００５０】
コンタクトレンズ３００は、タブレット等に比べて小さいので、レンズアレイ１１０等
に配されるレンズの数が少なくなる。図１から図１１の形態によるインテグラルイメージ
ングでは、一つのレンズを通して一つの画素しか見えないので、その関係を保ったまま上
記表示装置１００等を小型化してコンタクトレンズ３００に適用すると、立体表示の解像
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度が低くなる。メガネも目の近傍に配されるため、同様に解像度が低くなる。
【００５１】
そこで、図１２に示すように、透明表示部１４０がユーザの目４３の側のレンズアレイ
１３０における焦点面よりも当該レンズアレイ１３０の側に配される。これにより、背景
側に透明表示部１４０の要素画像の虚像が結像される。これを、レンズアレイ１３０を通
して目４３で見ると、一つのレンズを介して複数の画素が見えることになる。これにより
立体表示の解像度を上げることができる。なお、当該構成はコンタクトレンズ３００に限
られず、メガネ等、ユーザの目に近接して使用される表示装置に適用することができる。
【００５２】
図１から図１２におけるレンズアレイ１１０等にはいずれも、複数のレンズが二次元的
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に配されている。レンズアレイ１１０の形態はこれに限られず、一方向に延伸した半円柱
状のレンズが、延伸方向に直交する方向に並んだレンチキュラレンズシートを、水平およ
び垂直方向に一対配したものであってもよい。また、複数のレンズのそれぞれは物理的に
凸状のマイクロレンズであってもよいし、屈折分布型ファイバを用いたＧＲＩＮレンズで
あってもよい。また、レンズアレイ１１０等を４つ以上用いて、正立等倍結像光学系を構
成してもよい。また、図６から図８、図１０から図１２において、複数のレンズ間の遮光
壁の図示を省略したが、図４の遮光壁１１５、１２５、１２６、１３５と同様の遮光壁が
設けられることが好ましい。
【００５３】
図１から図１２における透明表示部１４０等は液晶シャッタを用いているが、他の透過
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率変調素子が用いられてもよい。さらに、透過率変調素子に代えて、有機ＥＬ等の自発光
素子が用いられてもよい。この場合にはバックライト１６０等を省略することができる。
制御部１７０は自発光素子の発光量を制御することにより、図１から図１２と同様の作用
および効果を得ることができる。なお、マスク画像を生成せず、両側表示もしない場合に
は、一対の透明表示部１４０等のうちのいずれか一方を省略してもよい。
【００５４】
透明表示部１４０等にカラー画像を表示してもよい。この場合に例えば、バックライト
１６０を時分割でＲＧＢの三色に発光させて、それらに応じて液晶シャッタ１５１等が制
御される。これに代えて、液晶シャッタ１５１がＲＧＢのカラーフィルタが設けられたサ
ブ画素に分割されて独立に透過率が制御されてもよい。また、透明表示部１４０等に自発
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光素子が用いられる場合には、当該自発光素子がＲＧＢを発光するサブ画素に分割されて
いてもよい。
【００５５】
なお、一対の透明表示部１４０、１８０等の両方に液晶シャッタが用いられる場合には
、対向する偏光の透過軸方向が一致していることが好ましい。
【００５６】
以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えること
が可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発
40

明の技術的範囲に含まれ得ることが、請求の範囲の記載から明らかである。
【００５７】
請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、およ
び方法における動作、手順、ステップ、および段階等の各処理の実行順序は、特段「より
前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用いるの
でない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。請求の範囲、明細書、お
よび図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説明したと
しても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
【符号の説明】
【００５８】
１０

窓、１２

テーブル、２０

画像、２１

画像、２２

画像、２３

画像、４０
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ユーザ、４１
、１１０

ユーザ、４２

レンズアレイ、１１２

遮光壁、１２０
２５

レンズ、１３５

遮光壁、１４０

シャッタ、１８５

液晶パネル、１８６

凹レンズ、２６０

アレイ、２６６

【図１】

【図２】

右目レンズ、２２０

制御部、１８０

レンズ、１３３

レン

液晶パネル、１５
液晶シ

透明表示部、１８１

バックライト、２００
左目レンズ、２３０

メガネ、２１０

液晶
右目

フレーム、２４０

凸レン

レンズアレイ、２６４

レンズ

透明表示部、３００

【図３】

レンズ、１

液晶シャッタ群、１５４

レンズアレイ、２６２

透明表示部、２６８

表示装置

レンズ、１１５

レンズ、１２４

透明表示部、１５０

液晶シャッタ群、１５３

バックライト、１７０

ズ、２５０

レンズ、１１４

レンズアレイ、１３２

ャッタ群、１６０
レンズ、２１２

表示装置、１０２

レンズ、１２３

遮光壁、１３０

液晶シャッタ、１５２

目、１００

レンズ、１１３

レンズアレイ、１２２

遮光壁、１２６

ズ、１３４
１

右目、４３
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コンタクトレンズ
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【図４】

【図６】

【図７】

【図５】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】

【図１２】
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Ｇ０２Ｂ
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Ｇ０２Ｆ

１／１３
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３／００
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