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要　旨
NEC液晶テクノロジーでは、横倍密度構成という独自の画素構造を有した2D/3Dディスプレイモジュールを開
発しています。高画質な3D映像を特殊な眼鏡を使用せず視認性高く表示できるだけでなく、従来の2D画像と
の混在表示も可能です。本稿ではこの技術を説明するとともに、開発した製品プロトタイプを紹介します。
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1. はじめに

近年、奥行きをリアルに表現可能な3D映像が、映画館など
を中心に次第に普及しつつあり、高い臨場感を有する3Dディ
スプレイへの期待も高まりつつあります。特に、特殊な眼鏡
を必要とせずに裸眼で3D映像を楽しめる裸眼3Dディスプレイ
は、3D表示の応用を広げ、その普及を促進するものとして注
目されています。
このような背景から、NEC液晶テクノロジーでは、高画質
な3D映像を特殊な眼鏡を使用せず視認でき、従来の2D画像と
シームレスに混在表示可能な2D/3Dディスプレイモジュール
を開発しています。本稿では、その技術と特長、製品プロト
タイプについて紹介します。

2. 3Dディスプレイの課題

従来より、様々な方式の3Dディスプレイが提案されてきま
したが、3Dディスプレイには少なくとも左右の視差画像を表
示するため画像の解像度が半分以下に低下するという課題が
あり、普及を阻害する1つの要因となってきました。これは、
基盤となる表示技術が両眼立体視という視覚機能を原理とし、
両眼での視認が前提となっているものの、例え単眼で視認し
た際でも普段見慣れた通常のディスプレイより画質が劣る場
合には、3D表示の先進性が損なわれてしまうためと考えられ
ます。
また、文字情報など従来の2D画像も、従来のディスプレイ
と同等以上の品質で表示できることが必要です。更には、2D
画像と3D画像とを特に意識せず、混在して表示できることが
望まれます。従来の3Dディスプレイには2D表示と3D表示を切
り替え可能としたものもありましたが､切り替えは全画面一括
に限られており､3D表示の活用シーンが限定されていました。

3. 2D/3Dディスプレイ技術

これらの課題を解決した高画質な2D/3Dディスプレイモ
ジュールを実現するとともに、3D表示の普及を促進するため、
弊社では2D/3D表示向けの新規な表示構造を有する専用の液
晶パネルを開発しました。 図図1 に示すように、この2D/3D専
用の液晶パネルにおいては、正方形の領域中に左眼用画素と
右眼用画素とが形成されることにより、横方向に倍密度の画
素を有する横倍密度画素（Horizontally Double-Density Pixels：
HDDP）構成が実現されています。
従来の汎用の液晶パネルを使用した3Dディスプレイでは、
各画素が正方形であるため、これらの画素を3D表示に適用す
ると、左眼用画素と右眼用画素をセットとした表示画素単位
は横長の長方形になります。そして、レンチキュラレンズや
視差バリアなどの3D表示用の光学素子と組み合わせると、横
方向の表示解像度が縦方向の半分になってしまい、3D表示の

図1   HDDP構成
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品質低下を引き起こします。またこの状態で従来の2D画像を
表示しても、解像度低下により正しく視認することができま
せん。従来の2D表示を実現するためには3D表示用の光学素子
のオン・オフ機能が必要になりますが、ディスプレイモ
ジュールの複雑化、高コスト化を招く上に、画面全体での切
り替えに限定されてしまいます。
これに対して、弊社が開発しましたHDDP構成では、左眼
用画素と右眼用画素をセットとした表示画素単位が正方形に
なるため、3D表示用の光学素子と組み合わせた場合に、横方
向の解像度を縦方向と同じにすることができます。これによ
り、縦横同解像度の画像を左右の各眼に対して表示すること
ができ、従来のような品質低下を防ぐことができます。更に
は、左右の眼に提示される画像の品質を向上することにより、
両眼融合を容易にして3D表示の視認性を向上することができ
ます。
そして、2D画像を表示する場合には、隣接した左眼用画素
と右眼用画素に同じ情報を表示します。これにより、従来同
様の2D表示が可能となるだけでなく、2D画像と3D画像の同一
画面内における混在表示が可能となります。すなわち、表示
するデータを変更するだけで、画面の任意の位置に2D画像ま
たは3D画像を表示することができます。例えば文字情報と3D
画像の混在表示も可能ですし、2D画像の一部分に3D表示を組
み合わせて、従来の2Dコンテンツ資産を生かした上で3D効果
を付与することもできます。更には、従来の2D画像をメイン
とし3D表示を部分的に使用することで、これまで3D表示に接
することの少なかったユーザに対しても受容性を高めること
ができます。
このように、高画質な3D表示を実現するとともに、2D/3D
混在表示を実現するため、専用の液晶パネルモジュールを開
発し採用している点が、大きな特長となっています。

4. カラーストライプ配置の最適化

2D/3D表示専用の液晶パネルモジュールを開発するに当
たっては、レンズなどの立体表示用光学素子の存在を前提と
して、映像源となる表示パネルを抜本から本質的に改良する
ことにより、2D/3D表示の品質を高めることが可能となりま
す。ここでは、カラーストライプ構成を例にとり、その重要
性を説明します。

画素を横倍密度化するに当たっては、開口率の低下を抑制
し、低消費電力で明るく、高品質な表示を実現することが重
要となります。倍密度化に伴う光利用効率の低下を抑制する
ため、一例としてカラーフィルタのストライプ構成に着目し、
カラーストライプ方向と開口率の関係について検討しまし
た。 図図2 (a)に示すように、従来の縦ストライプ状カラーフィ
ルタを横倍密度化した場合には、各カラー画素は縦長の形状
となり、縦方向と横方向とのバランスが崩れて、開口率の確
保が困難になってしまいます。一方で、図2(b)に示すように、
横ストライプ状カラーフィルタと横倍密度画素構成とを組み
合わせた場合には、各カラー画素の縦横比のバランスを取る
ことができ、高い開口率を実現することができます。
また、横ストライプ状カラーフィルタを適用した場合には、
レンチキュラレンズのレンズ効果を有する方向、すなわち横
方向に同色の画素を配置することになります。これにより、
横方向から角度を変えて見ると、表示の色が変化したように
視認されてしまう色モアレと呼ばれる現象を防止することが
でき、更なる品質の向上が可能になります。
また、左右の2視点よりも多くの視点数を有する多視点表示
に対応した3Dディスプレイモジュールを開発する際にも、横
ストライプ状カラーフィルタの方が横方向により多くの視点
用の画素を配置できるため好適です。
このカラーストライプ構成は光利用効率と表示品質の低下
を抑制する一例ですが、それ以外の様々な工夫と併せ、効率
並びに表示品質の向上を実現しています。

図2   カラーストライプ配置の比較
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5. 2D/3Dディスプレイの表示性能

3Dディスプレイは奥行きを表現するために、ユーザの左右
の各眼に異なる視差画像を提示する必要があります。この表
示性能を示すため、一般にクロストークと呼ばれる指標が使
用されています。すなわち、3Dディスプレイにおけるクロス
トークとは、ユーザの各眼にどれだけ異なる情報を提示可能
かを示す指標であり、例えば左眼用画像の光が右眼へ漏れこ
む量などとして定義することができます。
弊社が開発した3.1型2D/3Dディスプレイにおいて、クロス
トーク特性を算出するために、輝度の角度特性を測定した結
果を 図図3 に示します。横軸は水平方向の角度であり、縦軸は
輝度の測定値を示します。右眼用画像を白、左眼用画像を黒
にした場合、およびその白黒を反転した場合、また両画像を
ともに白にした場合について測定しています。例えば、角度
5°の位置において、右眼用画像を白、左眼用画像を黒にした
場合の結果と、その白黒を反転した場合の結果の比率を計算
すると、クロストーク値は0.8%と算出されます。この値は世
界最高の性能であり、専用液晶ディスプレイモジュールと光
学素子の最適化により実現されているものです。例えば、従
来提案されているバックライト方式などでは、液晶パネルの
背面側に光学素子を配置して3D表示を実現しますが、この場
合液晶パネルによる散乱などの影響により、クロストーク性
能を向上するのが難しいとされています。HDDP構成による
2D/3Dディスプレイは、このような方式と比較しても優れた
クロストーク性能を実現することができます。
また、裸眼3Dディスプレイにおいては、このクロストーク

図3   2D/3Dディスプレイの輝度測定結果

で規定される領域、すなわち立体視域（Qualified Stereoscopic
Viewing Space：QSVS）が重要な指標になります。立体視域
は、3D表示が正しく認識できる空間を示すものといえます。
左右画像を表示する2視点方式の3Dディスプレイでは、理論上
の立体視域の最大幅は、観察者の両眼間隔で限定され、約
63mmとなります。
図4 は、3.1型2D/3Dディスプレイの立体視域を測定した結

果であり、ディスプレイパネルの水平面における配光特性と
して示したものです。横軸は左右位置、縦軸は前後位置を示
し、座標系の原点に2D/3Dディスプレイの中央が位置するも
のとして図示されています。測定は、ディスプレイパネル上
の中央、左右の3点において、左眼用画像の光が支配的になる
角度範囲、右眼用画像の光が支配的になる角度範囲を求め、
それぞれの結果の重なりを左眼用領域、右眼用領域として図
示しています。これらの領域に、左右のそれぞれの眼が位置
する場合に3D画像を正しく視認することができます。この3D
画像を正しく視認できる範囲を、両眼の中点が動ける範囲と
して図示したものが立体視域です。測定結果によれば、立体
視域の最大幅は50mmであり､2視点方式の3Dディスプレイとし
ては業界最高の性能を実現しています。前後方向において
は､220mmから600mmの間で3D画像を視認することができます。

図4   2D/3Dディスプレイの立体視域
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更に、左眼用領域と右眼用領域は、±12.5°という広い角度範
囲を実現しています。

6. プロトタイプ紹介

これまでに開発しました2D/3Dディスプレイモジュールの
プロトタイプを 表表 に示します。画面サイズは対角1型、2.7
型、3.1型、9型、12.1型の5品種であり、3.1型以下は低温ポリ
シリコンTFT技術、9型以上はアモルファスシリコンTFT技術
をベースにしたものです。1型モジュールは透過型だけでなく、
外光を表示に利用可能な半透過型も実現しています。3.1型モ

ジュールはその画質の高さが評価され、Mobile World Congress
2009において、欧州連合（EU）のMOBILE3DTVプロジェク
ト（Mobile 3DTV Content Delivery Optimization over DVB-H
System）のモバイル3DTV端末プロトタイプにも採用されまし
た。これらの2D/3Dディスプレイモジュールは現在、小型か
ら中型を中心に展開を進めており、今後も画面サイズ、精細
度、視点数などラインナップを拡充していく予定です。

7. 国際標準化への取り組み

3Dディスプレイの本格的な普及を念頭に、2007年頃より、
表   プロトタイプ一覧
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国際標準化に関する世界的な動向が、急速に活発化してきて
います。現在、国際標準化機関では、ISO（International
Organization for Standardization：国際標準化機構）、
IEC（International Electrotechnical Commission：国際電気標準会
議）において、また業界標準化機関では、ICDM（International
Committee for Display Metrology）、SEMI（Semiconductor
Equipment and Materials International）などにおいて、3Dディス
プレイに関する標準化の議論が開始されています。ISOでは
TC 159/SC 4/WG 2において、人間工学的見地から3Dディス
プレイ製品の合否を判定するための要求事項や、それらを測
定するための方法、定義などが議論されています。またIECで
はTC 110において、フラットパネルディスプレイ用の3Dディ
スプレイモジュールを対象とした測定法や特性仕様書、用語
の定義などが議論されています。弊社では、国際標準化機関
を始めとする主要な標準化機関に国際エキスパートを輩出し、
国際標準化の推進に貢献するとともに、国際標準としてふさ
わしい製品の開発を推進しています。

8. おわりに

本稿では、弊社が開発した高画質2D/3Dディスプレイ技術
を紹介しました。2D/3D表示専用の液晶ディスプレイモ
ジュールの開発により、優れた表示特性が実現可能なだけで
なく、原理上の画面サイズ制約がない、反射・半透過モード
での3D表示や左右2視点以上の多視点表示にも対応可能など、
数多くの特長を有しています。これからもユーザの感動を呼
び起こすディスプレイモジュールの開発を推進し、リアリ
ティ溢れる高画質2D/3Dディスプレイモジュールを実現して、
お客様のセット開発に貢献していきます。
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