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(54)【発明の名称】立体画像を表示する装置および方法
(57)【要約】
【課題】

（修正有）

映像鑑賞者が眼鏡装置を装着することなく、

装置の大型化を避けながら、手元に立体像を知覚できる
立体画像を表示する装置および方法を、提供することを
目的とする。
【解決手段】

映像表示装置１２と、集光系１７と、第

１の画像と第２の画像とを分離する画像分離装置９と、
結像系６と、映像鑑賞者の眼球の位置情報を取得できる
位置検出手段と、を備え、該映像表示装置より発せられ
た光情報が映像鑑賞者に達する光路において、映像表示
装置、集光系、画像分離装置、結像系、の順で配置さ
れ、映像表示装置の画素の実像が、該結像系と該映像鑑
賞者との間に結ばれる構成を用いて、映像鑑賞者の左右
両眼球の位置情報により該画像表示装置の表示内容を変
える。
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【特許請求の範囲】

示される該映像表示装置上の画像は、提示される三次元

【請求項１】

映像上の点の集合Xに含まれるそれぞれの画素x∈Xにつ

第１の画像と第２の画像とを表示する単

数あるいは複数の画像面からなる映像表示装置と、集光

いて、xと左眼の三次元位置ｅl とを結ぶ線分x‐ｅl を含

系と、第１の画像と第２の画像とを分離する画像分離装

む光路が該映像表示装置の表示面と交差する点に予め対

置と、結像系と、映像鑑賞者の眼球の位置情報を取得で

応づけられた点に、画素xに対応する輝度値で描画され

きる位置検出手段と、を備え、該映像表示装置より発せ

ることを特徴とする立体画像を表示する方法。

られた光情報が映像鑑賞者に達する光路において、該映

【発明の詳細な説明】

像表示装置、該集光系、該画像分離装置、該結像系、の

【０００１】

順で配置され、該映像表示装置の画素の実像が、該結像
系と該映像鑑賞者との間に結ばれる構成と、映像鑑賞者

【発明の属する技術分野】本発明は、立体眼鏡装置の着
10

用を必要としない立体画像を表示する装置および方法に

の左右両眼球の位置情報により該画像表示装置の表示内

関するものである。

容を変える構成と、を備えることを特徴とする立体画像

【０００２】

を表示する装置。

【従来の技術】図２は、立体眼鏡装置３０を用いた既に

【請求項２】

第１の表示周期を持つ第１の画像を表示

知られている立体ディスプレイの模式図である。この装

する画面と、第１の表示周期と等しい第２の表示周期を

置の場合、左眼用の画像と、右目用の画像を交互に表示

もつ第２の画像を表示する画面を含み、第１の画像と第

し、しかもその表示画像は、表示画面１１に密着した偏

２の画像とを予め決められた周期で表示する単数あるい

光フィルタ１０によってお互いに直交する、偏光面を持

は複数の画面を持った映像表示装置と、集光系と、第１

っている。その画像の映像鑑賞者３は、偏光選択性を持

の画像と第２画像とを分離する画像分離装置と、結像系

った眼鏡をかけて観察することによって、左右の眼には

と、映像鑑賞者の眼球の位置情報を取得できる位置検出

20

それぞれ独立した画像を見ることができる。この特性を

手段と、を備え、該映像表示装置より発せられた光情報

用いて、視差のある画像を提示することにより、立体映

が映像鑑賞者に達する光路において、該映像表示装置、

像を表示するものである。この表示装置で、遠方の景色

該集光系、該画像分離装置、該結像系、の順で配置さ

を表示する場合は、映像鑑賞者の目の焦点位置は表示画

れ、該映像表示装置の画素の実像が、該結像系と該映像

面上にあるが、手元の景色を表示する場合にも、映像鑑

鑑賞者との間に結ばれる構成と、映像鑑賞者の左右両眼

賞者の目の焦点位置は表示画面上にあることになり、映

球の位置情報により該画像表示装置の表示内容を変える

像鑑賞者の視差と焦点との間に矛盾が生じることにな

構成と、を備えることを特徴とする立体画像を表示する

る。図２の矢印４０は、最も近くにある画像を表示する

装置。

時の視差に対応する距離を示し、矢印４１は、視差に対

【請求項３】

請求項１あるいは２に記載の立体画像を

表示する装置において、画像分離装置は、映像鑑賞者の

応する像の位置と眼の焦点の対応する位置の差をしめし
30

ており、この差が大きさが、映像鑑賞者３の視差と焦点

眼球の位置の移動に連動して、光路を選択する構成を有

との間に生じる矛盾である。

することを特徴とする立体画像を表示する装置。

【０００３】また、図３に示す結像系を用いた立体ディ

【請求項４】

第１の画像と第２の画像とを表示する単

スプレイの場合は、上記の図２の構成に加えて、映像鑑

数あるいは複数の画像面からなる映像表示装置と、集光

賞者と表示画面の間にレンズ系６を設けて、レンズ系６

系と、第１の画像と第２の画像とを分離する画像分離装

と映像鑑賞者３との間に、表示画面の実像を実像面１４

置と、結像系と、映像鑑賞者の眼球の位置情報を取得で

に作るものである。この構成では、映像鑑賞者の視差と

きる位置検出手段と、を備え、該映像表示装置より発せ

焦点との間に矛盾がまだ残っているが、図２の構成の立

られた光情報が映像鑑賞者に達する光路において、該映

体ディスプレイに比べて、その矛盾は、緩和されてい

像表示装置、該集光系、該画像分離装置、該結像系、の
順で配置され、該映像表示装置の画素の実像が、該結像

る。この緩和は、図３に示す様に、実像の位置が、立体
40

画像の提示領域の中にあるためである。

系と該映像鑑賞者との間に結ばれる構成と、映像鑑賞者

【０００４】また、立体眼鏡装置の着用を必要としない

の左右両眼球の位置情報により該画像表示装置の表示内

立体ディスプレイには、立体から発生する光そのものを

容を変える構成と、を備えることを特徴とする立体画像

再現するものと、両眼に別々の画像を提示する仕組みを

を表示する装置において、

組み込むものとがある。前者にはホログラムや、ボリュ

該映像観賞者の右眼に提示される該映像表示装置上の画

ームディスプレイなどがあるが、これらの方法は膨大な

像は、提示される三次元映像上の画素の集合Xに含まれ

量の画像データを処理する機構、及びそれを表示する複

るそれぞれの画素x∈Xについて、xと右眼の三次元位置

雑なデバイスが必要となる等の問題を有する。そのため

ｅr とを結ぶ線分x‐ｅr を含む光路が該映像表示装置の

高解像度の画像表示、動画のリアルタイム表示等の応用

表示面と交差する点に予め対応づけられた点に、画素x

は現時点では困難である。一方、後者には、レンチキュ

に対応する輝度値で描画され、該映像観賞者の左眼に提

50

ラレンズ、イメージスプリッタ、あるいは選択的発光を
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行うバックライト等を利用する方法がある。

の三次元位置の測定システムを有していない。

【０００５】両眼視差画像を提示する立体ディスプレイ

【０００７】そのため、視点位置に応じて画像を変える

の場合、立体画像とインタラクティブに作業するには、

仕組みも備えておらず、立体像の三次元的位置を正確に

任意視点について視覚情報の座標系と物理情報の座標系

把握できないため、映像鑑賞者が立体映像とインタラク

が一致する必要がある。これは、映像鑑賞者の眼の三次

ティブに作業する用途には使えない。更に、この光学系

元位置を計測し、その視点にあわせた映像を提示するこ

では映像表示面の実像面が映像鑑賞者とレンズの間に生

とによって実現される。しかしながら、この方法では、

成されており、その実像面が観測点の三次元的位置によ

映像鑑賞者の眼の焦点が映像表示装置の画面に合うた

って変形するという問題が生じるが、両眼の三次元位置

め、映像表示装置より大きく手前に飛び出した地点に立
体像を近くさせるのが難しいという問題がある。これ

の同定が不可能であり、この問題についても対策を講じ
10

ることができない。そのため、通常の三次元ディスプレ

は、眼から近い距離の物体の知覚においては、眼の焦点

イとしての利用においても、視点位置による画像の更新

情報が視差同様重要な情報として考慮されるという生理

を行わない三次元ディスプレイ一般における違和感に加

学的特質によるものである。この生理学的特質のため、

え、実像面が変形することにより見ている画面自体が変

視差の大きすぎる画像を使って映像鑑賞者の手元に画像

形することによる違和感も相乗されることになる。

を表示しようとしても、極度の眼精疲労や酔い、さらに

【０００８】しかし、本発明では、集光系と映像鑑賞者

は立体像としての知覚が不可能になる等の結果がもたら

との間に実像を結び、映像表示装置に表示する映像は、

される。また、映像鑑賞者が自らの体の一部を使って直

映像鑑賞者の両眼の位置情報により修正を受ける点にお

接インタラクティブに作業するアプリケーションにおい

いて異なっており、上記した発明とは異なるものであ

ては、立体像はこの近距離の範囲に提示する必要がある

る。

と同時に、映像表示装置は映像鑑賞者の運動に対して物

20

【０００９】

理的障害にならないように配置する必要もあるため、映

【発明が解決しようとする課題】従来の立体眼鏡装置の

像表示装置自体を近づけることによる解決も図ることが

着用を必要としない立体画像を表示する方法および装置

できない。このように、従来の両眼視差を利用する立体

では、立体から発生する光そのものを再現するものでは

ディスプレイでは、この様なアプリケーションへの応用

膨大な量の画像データを処理する機構、及びそれを表示

が充分達成できなかった。

する複雑なデバイスが必要となる等の問題を有し、ま

【０００６】本発明は、映像表示装置と映像鑑賞者の間

た、両眼に別々の画像を提示する仕組みを組み込むもの

には、画像分離装置と結像系とを配置したものである。

では、画面よりも大きく手前に飛び出した地点に立体像

これと類似の配置を持つ従来例として、特開平８−３０

を知覚させることは難しい。

７９０７号公報で開示された投写型立体画像表示装置が

【００１０】この発明は上記の問題点を鑑み、映像鑑賞

ある。ここで、開示された構成は、左眼用および右眼用

30

者が眼鏡装置を装着することなく、装置の大型化を避け

画像光を相互間で偏光角を異ならせて拡散板上に投写

ながら、手元に立体像を知覚できる立体画像を表示する

し、該拡散板上にそれぞれ左眼用および右眼用画像を表

装置および方法を、提供することを目的とする。

示する画像表示手段と、該画像表示手段に表示された前

【００１１】

記左眼用および右眼用画像に基づくそれぞれの画像光が

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため

２次元平面上の相互に重複しないそれぞれの領域を透過

に、請求項１に記載の立体画像を表示する装置は、第１

するようにそれぞれの光路を選択する光路選択手段と、

の画像と第２の画像とを表示する単数あるいは複数の画

前記それぞれの領域を透過する以前もしくは透過した後

像面からなる映像表示装置と、集光系と、第１の画像と

の前記左眼用および右眼用画像光の偏光角を同一偏光角

第２の画像とを分離する画像分離装置と、結像系と、映

にする偏光角変位手段と、それぞれ前記光路選択手段お
よび前記偏光角変位手段により前記それぞれの領域を透

像鑑賞者の眼球の位置情報を取得できる位置検出手段
40

と、を備え、該映像表示装置より発せられた光情報が映

過しかつ偏光角が同一にされた前記左眼用および右眼用

像鑑賞者に達する光路において、該映像表示装置、該集

画像光を、それぞれ左眼および右眼の位置に集光させる

光系、該画像分離装置、該結像系、の順で配置され、該

集光系と、前記左眼および右眼の位置を検出する半顔検

映像表示装置の画素の実像が、該結像系と該映像鑑賞者

出手段と、該半顔検出手段による検出結果に基づいて前

との間に結ばれる構成と、映像鑑賞者の左右両眼球の位

記光路選択手段の前記左眼用および右眼用画像光がそれ

置情報により該画像表示装置の表示内容を変える構成

ぞれ透過する領域を制御する透過領域制御手段とを具え

と、を備えることを特徴としている。

ていることを特徴としている。この投写型立体画像表示

【００１２】また、請求項２に記載の立体画像を表示す

装置は立体眼鏡装置を使わずに両眼に異なる画像を提示

る装置は、ひとつの映像表示装置で立体画像を表示でき

することのみを目的としており、光を分離するための顔

る様にするために、第１の表示周期を持つ第１の画像を

の右半分と左半分を同定する装置を有するものの、両眼

50

表示する画面と、第１の表示周期と等しい第２の表示周
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期をもつ第２の画像を表示する画面を含み、第１の画像

映像鑑賞者３の左眼と右眼の位置の移動に合せて映像表

と第２の画像とを予め決められた周期で表示する単数あ

示装置１２の表示画像を変化せしめ、また、画像の選択

るいは複数の画面を持った映像表示装置と、集光系と、

的透過装置を制御し、映像鑑賞者３の左右両眼に視差を

第１の画像と第２画像とを分離する画像分離装置と、結

含む異なる画像を提示するとともに、結像系を利用して

像系と、映像鑑賞者の眼球の位置情報を取得できる位置

映像鑑賞者の手元の実像面１４に実像を生成することに

検出手段と、を備え、該映像表示装置より発せられた光

よって、映像鑑賞者３の手元に奥行きを持つ立体画像を

情報が映像鑑賞者に達する光路において、該映像表示装

提示するものである。

置、該集光系、該画像分離装置、該結像系、の順で配置

【００１６】図３に示した立体ディスプレイの欠点とし

され、該映像表示装置の画素の実像が、該結像系と該映
像鑑賞者との間に結ばれる構成と、映像鑑賞者の左右両

ては、映像映像鑑賞者の可動範囲を大きく取るために
10

は、表示画面１１のサイズをそれに応じて大きくとる必

眼球の位置情報により該画像表示装置の表示内容を変え

要があることである。

る構成と、を備えることを特徴としている。

【００１７】そこで、本発明では、図４に示す様に、左

【００１３】また、請求項３に記載の立体画像を表示す

目用８と右目用７の画像選択部９と映像表示装置１２の

る装置は、鑑賞者が動いても立体画像を鑑賞することが

間に、集光系１７を入れて、映像表示装置１２の必要な

できる様にするために、上記した請求項１あるいは２に

サイズの大型化を抑制するものである。ここで、映像表

記載の発明の構成に加えて、画像分離装置は、映像鑑賞

示装置上の画像提示は、図５に示す様に、提示する三次

者の眼球の位置の移動に連動して、光路を選択する構成

元像の任意の点が、該三次元像上の点と映像鑑賞者の左

を有することを特徴としている。

あるいは右の眼球とを結んだ線分を含む光路が映像表示

【００１４】また、請求項４に記載の発明は、立体画像

装置の表示面と交わる点に概略描画されるように映像配

を表示する方法であって、第１の画像と第２の画像とを

20

信および制御用計算機により制御するものである。

表示する単数あるいは複数の画像面からなる映像表示装

【００１８】以下に、本発明の実施形態を、図１を用い

置と、集光系と、第１の画像と第２の画像とを分離する

て説明する。図１は、可搬型の立体画像を表示する装置

画像分離装置と、結像系と、映像鑑賞者の眼球の位置情

の側面の断面図（a）と正面図（ｂ）を示している。図

報を取得できる位置検出手段と、を備え、該映像表示装

１に示す装置の構成は、第１の画像と第２の画像を交互

置より発せられた光情報が映像鑑賞者に達する光路にお

に表示する表示装置１０から生じた光は、偏光スクリー

いて、該映像表示装置、該集光系、該画像分離装置、該

ン１１と、この表示装置１０の映像を反射する第1の反

結像系、の順で配置され、該映像表示装置の画素の実像

射板と１５、第１の集光系１７としてのフレネルレンズ

が、該結像系と該映像鑑賞者との間に結ばれる構成と、

と、映像鑑賞者３の位置に合わせてその位置を調整可能

映像鑑賞者の左右両眼球の位置情報により該画像表示装

なXYテーブルに設置された画像分離装置９と、第2の反

置の表示内容を変える構成と、を備えることを特徴とす

30

射板１６と、第１の結像系６としての一対のフレネルレ

る立体画像を表示する装置において、該映像観賞者の右

ンズとを通じて映像鑑賞者３に提示される。

眼に提示される該映像表示装置上の画像は、提示される

【００１９】図１における表示装置１０は、CRTディス

三次元映像上の画素の集合Xに含まれるそれぞれの画素x

プレイで、サイズは、縦：横＝３：４の方形で対角は約

∈Xについて、xと右眼の三次元位置ｅr とを結ぶ線分x‐

５０ｃｍである。この映像表示装置１０では、二種類の

ｅr を含む光路が該映像表示装置の表示面と交差する点

画像を提示する。二種類の画像は、偏光スクリーンによ

に予め対応づけられた点に、画素xに対応する輝度値で

り右眼様と左目用途に分離される。例えば、第１の画像

描画され、該映像観賞者の左眼に提示される該映像表示

には縦の、第２の画像には横の偏光を用いる。左眼用と

装置上の画像は、提示される三次元映像上の点の集合X

右眼用との画像を交互に同一の表示装置で表示し、それ

に含まれるそれぞれの画素x∈Xについて、xと左眼の三
次元位置ｅl とを結ぶ線分x‐ｅl を含む光路が該映像表

ぞれ６０Ｈｚずつ都合１２０Ｈｚで表示される画像とし
40

て映像表示装置１２が表示することによって二種類の画

示装置の表示面と交差する点に予め対応づけられた点

像を提示するものである。偏光スクリーン１０は、映像

に、画素xに対応する輝度値で描画されることを特徴と

表示装置１２の画像に同期して動作する。また、第1の

している。

反射板１５は、光路を変えるためのもので、装置全体の

【００１５】

サイズを小さくするためのものであるり、この反射板を

【発明の実施の形態】まず、本発明の概要を図３〜図７

用いない構成も可能であるが、この場合、ＣＲＴディス

を用いて説明する。図３に示す装置は、視差を持つ２種

プレイを使用する時は容積サイズが約２割大きくなる。

類の画像を表示する映像表示装置１２、その二種類の画

また、集光系１７は、実効的に映像表示面を拡大し、こ

像を選択的に透過する画像分離装置９、更に結像系の光

れを用いることにより、映像鑑賞者の位置に関する自由

学装置６を順に配置し、それに映像鑑賞者３の左眼と右

度を改善するためのものである。この集光系１７として

眼の位置を検出する装置２を組み合わせる構成をとり、
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は、縦×横＝５５cm×６５ｃｍ，焦点距離＝８０cmのフ

( 5 )

特開２００２−７７９４６

7

8

レネルレンズを用いている。画像分離装置９は、２種類

α、β、γに対応する輝度値で右眼用の画像の描画を行

の変更特性の一方のみを透過する偏光フィルタと、もう

い、α‐ｅr 、β‐ｅr 、γ‐ｅr を含む光路が表示装置

一方のみを透過する偏光フィルタからなる。映像表示装

の表示面１１と交差する点ａr 、ｂr 、ｃr に点α、β、

置と映像鑑賞者を結ぶ光路が集約される場所に設置さ

γに対応する輝度値で右眼用の画像の描画を行う。

れ、映像鑑賞者の視点の位置によってその位置を制御す

【００２３】三次元空間上の点ｘの座標ベクトルｘか

る必要がある。そのために、頭の位置、姿勢を測定する

ら、その点ｘと眼の位置ｅ（座標ベクトルe=(ｅr 、

ことで視点の位置をトラッキングし、その視点に対応す

ｅl )）を結ぶ線分を含む光路が表示装置１２と交わる点

る場所に画像分離装置９を追従させる。この追従機構

ｙの座標ｙを求める写像ｙ＝ｆ(ｘ、ｅ)は一般に非線型

は、サーボモータを使用した方法で、ＸＹレコーダなど
に使われる良く知られた方法である。これにより、映像

であるため、この写像を実時間で実行することは困難で
10

あったが、光学系のパラメータを適切に選択すると、写

鑑賞者の両眼に常に別々の画像を投影することができ

像ｆは線型写像と正射影の組み合わせで近似することが

る。この画像分離装置は２〜５層の複数画素を有する液

可能であり、その場合は、現在市販されている計算機

晶シャッタ装置に置き換える事が可能であり、その場合

で、実時間の描画が容易に実現できる。

は、物理的駆動の必要がない。さらに、第２の反射板１

【００２４】

６は、光路を変えるためのもので、装置全体のサイズを

【発明の効果】この発明は上記した構成からなるので、

小さくするためのものである。また、結像系６は、映像

以下に説明するような効果を奏することができる。

鑑賞者の前方に実像を提示するためのもので、縦×横＝

【００２５】請求項１に記載の発明では、立体画像を表

５５cm×６５ｃｍ，焦点距離＝８０cmの２枚のフレネル

示する装置を小型にまとめることができて、持ち運びに

レンズの平面側を向かい合わせに用いたものである。こ

便利になった。

こで、フレネルレンズに限定する理由は特になく、通常

20

【００２６】請求項２に記載の発明では、映像表示装置

の球面レンズや非球面レンズも用いることができる。結

が１つで済むようになったので、立体画像を表示する装

像系６と映像鑑賞者３との間隔は可変であり８０〜１４

置を軽量にすることができた。

０ｃｍである。

【００２７】さらに、請求項３に記載の発明では、請求

【００２０】また、映像鑑賞者３の視点の位置を測定す

項１あるいは２に記載の発明による効果に加え、映像鑑

る方法は、傾斜磁場と磁気センサ２を組み合わせた良く

賞者が動いても、立体画像を鑑賞することができるよう

知られた方法である。この測定法では、位置情報と方位

になった。

情報が得られるので、実質的に両眼の位置情報を得るこ

【００２８】さらに、請求項４記載の発明では、請求項

とになる。

１あるいは２に記載の発明による効果に加え、映像鑑賞

【００２１】表示装置１２に表示される画像は、映像観

者が動いても、映像が歪むことが無くなった。

賞者３の両眼の位置情報を元に、三次元空間を各眼の位
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【図面の簡単な説明】

置から観測した時に得られる画像が実像面に表示される

【図１】第１の実施形態の構成を示す模式図である。

ように計算して作成された画像である。この計算は、具

【図２】立体眼鏡装置を用いる立体ディスプレイの模式

体的に次のように実行することができる。まず、映像観

図である。

賞者３の右眼に提示する表示装置１２上の画像は、提示

【図３】結像系を用いた立体ディスプレイの構成を示す

する三次元映像上の画素の集合Xに含まれる全ての画素x

模式図である。

∈Xについて、xと右眼の三次元位置ｅr とを結ぶ線分x‐

【図４】本発明の立体画像を表示する装置構成を示す模

ｅr を含む光路が表示装置の表示面１１と概略交差する

式図である。

点に、画素xに対応する輝度値で描画を行う。映像観賞

【図５】映像表示装置上の画像提示方法を示す模式図で

者３の左眼に提示する表示装置１２上の画像は、提示す
る三次元映像上の点の集合Xに含まれる全ての画素x∈X

ある。
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【符号の説明】

について,xと左眼の三次元位値ｅl とを結ぶ線分x‐ｅl

１ 映像配信及び制御用計算機

を含む光路が表示装置の表示面１１と概略交差する点

２ 磁気センサ

に、画素xに対応する輝度値で描画を行う。ここで、光

３ 映像鑑賞者

路の計算は、レンズの曲率と屈折率をもとに三角関数を

４ 右眼

使って求めるという既に良く知られた方法で行うことが

５ 左眼

できる。

６ 結像系

【００２２】上記の計算を具体例で示すと図５の様にな

７ 左用画像分離装置

る。例えば、三次元空間上の３点α、β、γを描画する

８ 右眼用画像分離装置

場合、線分、α‐ｅr 、β‐ｅr 、γ‐ｅr を含む光路が

９ 画像分離装置

表示装置の表示面１１と交差する点ａr 、ｂr 、ｃr に点
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１０

偏光フィルタ

( 6 )
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9

10

１１

画像表示面

３０

立体眼鏡装置

１２

映像表示装置

４０

最も近くにある画像を表示する時の視差に対応す

１３

制御用配線系

る距離

１４

実像面

４１

１５、１６
１７

反射板

視差に対応する像の位置と眼の焦点の対応する位

置の差

集光系
【図１】

【図２】

【図４】

【図３】

( 7 )

特開２００２−７７９４６

【図５】

─────────────────────────────────────────────────────
フロントページの続き
Ｆターム(参考） 5C061 AA02 AB17 AB20
5G435 AA01 AA18 BB19 CC11 GG11
LL04

