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(57)【要約】
　マルチコンポーネントディスプレイで使用される中間
ディフューザのための位置を決定する方法及びシステム
が開示される。好ましくは、実施形態は、マルチコンポ
ーネントディスプレイにおける一つ又は複数の表示スク
リーンからの視覚的出力の画像を取得するためにカメラ
を用いる。ここで、表示スクリーン間における異なる位
置に中間ディフューザを配置しながら各画像を撮ること
ができる。ディフューザの各位置における視覚的出力で
のモアレ干渉及びボケを、画像を用いて解析することが
できる。各表示スクリーンが白画像を表示している間の
視覚的出力について取得された画像を処理することによ
って、各ディフューザ位置のためのモアレ干渉値を決定
することができる。視覚的出力について取得された画像
と参照画像とを比較することによって、各ディフューザ
位置に対応するボケ値を決定することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチコンポーネントディスプレイ用の中間ディフューザのために位置を決定する方法
であって、前記方法は以下を含む：
　第１表示スクリーンと第２表示スクリーンとの間における複数の位置に前記中間ディフ
ューザを配置すること、ここで、前記第２表示スクリーンは前記第１表示スクリーンに重
畳している；
　前記第１表示スクリーン及び前記第２表示スクリーンからの視覚的出力の画像を、前記
複数の位置のそれぞれにおいて取得すること；
　前記中間ディフューザの前記複数の位置のそれぞれにおける前記視覚的出力に関係する
それぞれの視覚的干渉値とそれぞれのボケ値とを、前記画像に基づいて決定すること；及
び
　関係する視覚的干渉値とボケ値とに基づいて、前記複数の位置から位置を選択すること
。
【請求項２】
　請求項１の方法であって、ここでは、前記画像を取得することは、前記中間ディフュー
ザの前記複数の位置のそれぞれにおいて、対応する静止画を、カメラを用いて取得するこ
とをさらに備える。
【請求項３】
　請求項１の方法であって、ここでは、前記画像を取得することは、前記視覚的出力のビ
デオを、カメラを用いて記録することをさらに備えており、さらにここでは、前記中間デ
ィフューザを配置することは、前記ビデオを記録している間、前記複数の位置にわたって
、前記中間ディフューザを移動させることをさらに備える。
【請求項４】
　請求項１の方法であって、さらに以下を備える：
　前記画像の画像データを、前記空間ドメインからフーリエドメインに変換して、変換済
み画像データを生成すること；及び
　前記変換済み画像データを、前記フーリエドメインにおいてフィルタリングすること。
【請求項５】
　請求項１の方法であって、さらに以下を備える：
　前記第１及び第２の表示スクリーンに白画像を表示すること；
　ここで、前記視覚的出力の画像を取得することは、前記第１及び第２の表示スクリーン
における前記白画像の表示により生じるモアレ干渉パターンの画像を取得することをさら
に備える；そして
　ここで、前記視覚的干渉値を決定することは、取得された前記モアレ干渉パターンにつ
いての前記画像に基づいてモアレ干渉値を決定することをさらに備える。
【請求項６】
　請求項１の方法であって、さらに以下を備える：
　前記中間ディフューザ及び前記第２表示スクリーンをカメラの視野範囲から除去するこ
と；
　前記中間ディフューザ及び前記第２表示スクリーンが前記視野範囲から除去されている
状態において、前記第１表示スクリーンからの視覚的出力についての参照画像を取得する
こと；及び
　ここで、前記ボケ値を決定することは、前記画像を前記参照画像と比較することに基づ
いて前記ボケ値を生成することをさらに備える。
【請求項７】
　請求項６の方法であって、ここでは、前記第１表示スクリーンからの前記視覚的出力は
、以下の中から選択される：
　ランダムな画像；パターン；少なくとも一つの直線エッジを持つグラフィカルオブジェ
クト。
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【請求項８】
　以下を備えるシステム：
　第１表示スクリーンと第２表示スクリーンとの間の複数の位置において前記中間ディフ
ューザを配置するための手段、ここで、前記第２表示スクリーンは、前記第１表示スクリ
ーンに重畳している；
　前記複数の位置のそれぞれにおいて、カメラを用いて、前記第１表示スクリーン及び前
記第２表示スクリーンからの視覚的出力の画像を取得するための手段；
　前記画像に基づいて、前記中間ディフューザの前記複数の位置のそれぞれにおける前記
視覚的出力に関係するそれぞれのモアレ干渉値とそれぞれのボケ値とを決定するための手
段；及び
　前記位置に関係するモアレ干渉値とボケ値とに基づいて、前記複数の位置から位置を選
択するための手段。
【請求項９】
　請求項８のシステムであって、ここでは、前記視覚的出力の画像を取得するための前記
手段は、さらに、前記中間ディフューザの複数の位置におけるそれぞれの静止画を取得す
ることができるようになっている。
【請求項１０】
　請求項８のシステムであって、ここでは、前記視覚的出力の画像を取得するための前記
手段は、前記カメラを用いて前記視覚的出力についてのビデオ記録を実行できるようにな
っており、さらにここでは、前記中間ディフューザを配置するための前記手段は、さらに
、前記ビデオ記録の間に、前記複数の位置にわたって前記中間ディフューザを移動できる
ようになっている。
【請求項１１】
　請求項８のシステムであって、さらに以下を備える：
　前記画像の画像データを、前記空間ドメインからフーリエドメインに変換して、変換済
み画像データを生成するための手段；及び
　前記フーリエドメインにおいて前記変換済み画像データをフィルタリングするための手
段。
【請求項１２】
　請求項８のシステムであって、さらに以下を備える：
　前記第１及び第２の表示スクリーンにおける白画像の表示を制御するための手段；
　ここでは、前記視覚的出力の画像を取得するための前記手段は、さらに、前記第１及び
第２の表示スクリーンにおける前記白画像の表示によって生じるモアレ干渉パターンの画
像を取得できるようになっており；そして
　ここでは、モアレ干渉値を決定するための前記手段は、さらに、前記カメラを用いて取
得された前記モアレ干渉パターンについての前記画像に基づいてモアレ干渉値を決定でき
るようになっている。
【請求項１３】
　請求項９のシステムであって、さらに以下を備える：
　前記中間ディフューザ及び前記第２表示スクリーンを、前記カメラの視野範囲から除去
するための手段；
　前記中間ディフューザ及び前記第２表示スクリーンが前記視野範囲から除去された状態
において、前記第１表示スクリーンからの視覚的出力の参照画像を取得するための手段；
そして
　ここでは、前記ボケ値を決定するための前記手段は、さらに、前記画像と前記参照画像
との比較に基づいて前記ボケ値を生成できるようになっている。
【請求項１４】
　請求項１３のシステムであって、ここでは、前記第１表示スクリーンからの前記視覚的
出力は、以下の中から選択される：
　ランダムな画像；パターン；及び、少なくとも一つの直線エッジを有するグラフィカル



(4) JP 2010-537251 A 2010.12.2

10

20

30

40

50

オブジェクト。
【請求項１５】
　以下を備えるシステム：
　複数のピクセルを備える第１表示スクリーン、ここで、前記第１表示スクリーンは第１
画像を表示できるようになっており；
　第２の複数のピクセルを備える第２表示スクリーン、ここで、前記第２表示スクリーン
は、第２画像を表示できるようになっており、またここで、前記第２表示スクリーンは、
前記第１表示スクリーンに重畳しており；
　前記第１及び第２の表示スクリーンの間における複数の位置に配置されうるディフュー
ザ；
　前記第１及び第２の表示スクリーンの視覚的出力の画像を取得できる装置；及び
　前記中間ディフューザについての前記複数の位置のそれぞれにおける前記視覚的出力に
関係するそれぞれの視覚的干渉値とそれぞれのボケ値とを、前記画像に基づいて決定する
ための、前記装置に接続されたコンピュータシステム、ここで、前記コンピュータシステ
ムは、さらに、前記位置に関係する視覚的干渉値及びボケ値に基づいて、前記複数の位置
から位置を選択するためのものでもある。
【請求項１６】
　請求項１５のシステムであって、ここでは、前記装置は、さらに、前記中間ディフュー
ザの前記複数の位置のそれぞれにおけるそれぞれの画像を取得できるようになっている。
【請求項１７】
　請求項１５のシステムであって、ここでは、前記装置は、さらに、前記視覚的出力につ
いてのビデオを記録できるようになっており、そしてここでは、前記中間ディフューザは
、さらに、前記ビデオの記録の間において、前記複数の位置にわたって移動可能となって
いる。
【請求項１８】
　請求項１５のシステムであって、ここでは、前記第１及び第２の表示スクリーンは、さ
らに、白画像を表示できるようになっており、ここで、前記装置は、さらに、前記第１及
び第２の表示スクリーンにおける白画像の表示によって生じるモアレ干渉パターンの画像
を取得できるようになっており、そしてここでは、前記コンピュータシステムは、さらに
、前記装置を用いて取得された前記モアレ干渉パターンの画像に基づいて前記モアレ干渉
値を決定できるようになっている。
【請求項１９】
　請求項１５のシステムであって、ここでは、前記装置は、さらに、前記中間ディフュー
ザ及び前記第２表示スクリーンが前記装置の視野範囲から除去された状態において、前記
第１表示スクリーンからの視覚的出力の参照画像を取得できるようになっており、そして
ここでは、前記コンピュータシステムは、さらに、前記画像と前記参照画像との比較に基
づいて前記ボケ値を生成できるようになっている。
【請求項２０】
　請求項１９のシステムであって、ここでは、前記第１表示スクリーンからの前記視覚的
出力は、以下の中から選ばれる：
　ランダムな画像；パターン；少なくとも一つの直線エッジを有するグラフィカルオブジ
ェクト。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本件の出願は、２００８年８月２２日に出願され、「フーリエ・ドメインのモアレ」と
題され、ギャレス　P.　ベル、ロバート　クレイグ及びトニー　サイミスを発明者とし、
さらには代理人提出番号PURE-P066.PROを持つ米国仮出願番号６０／９６５９６２の利益
を要求する。この仮出願は、参照によって、完全に、かつ、全ての目的のために、ここに
組み込まれる。
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【背景技術】
【０００２】
　マルチコンポーネントディスプレイ（多層ディスプレイ）は、積層配置された複数の表
示スクリーンを一般に含む。各表示スクリーンは、画像を表示することができ、これによ
って、単一の表示スクリーンでは得られない視覚的な深さ、あるいは他の視覚的な影響を
提供することができる。しかしながら、積層された表示スクリーンは、縞のある、あるい
は繰り返しのパターンによって特徴付けられるモアレ干渉を、マルチコンポーネントディ
スプレイの視覚的出力において、しばしば生じる。より詳しくは、モアレ干渉は、カラー
フィルタ、並びに、各ピクセルに割り付けられた溝、配線及びトランジスタを覆う各表示
スクリーンにおけるアクティブ・マトリックス構造における、類似パターンの重畳によっ
て生じる。
【０００３】
　ディフューザは、マルチコンポーネントディスプレイにおける表示スクリーンの間に一
般に配置されて、モアレ干渉を減少させる。後方ディスプレイとディフューザとの間の距
離は、ディフューザ自体の拡散特性と同様に変更可能であり、これによりモアレ干渉を減
らすことができる。したがって、ディフューザは、マルチコンポーネントディスプレイに
おける視覚的出力を改善することができる。
【０００４】
　ディフューザは、モアレ干渉を減らすことができるけれども、マルチコンポーネントデ
ィスプレイにおける後方ディスプレイに表示される画像をボケさせてしまう。このため、
マルチコンポーネントディスプレイにおける後方表示スクリーンに対するディフューザの
位置は、マルチコンポーネントディスプレイの視覚的出力における過度のボケを避けつつ
モアレ干渉を減らすために重要である。
【０００５】
　マルチコンポーネントディスプレイの視覚的出力におけるモアレ干渉とボケとのトレー
ドオフを扱うための従来の取り組みの一つは、視覚的出力におけるモアレ干渉とボケの変
化を観察しながら、後方ディスプレイに対するディフューザの位置を手作業的に調整する
ことである。しかしながら、モアレ干渉及びボケにおける小さい変化を検知するための人
間の目の能力は限られており、かつ、主観的である。したがって、従来の取り組みにおい
ては、結果的にしばしば、後方表示スクリーンに対するディフューザ位置が不正確となり
、このため、マルチコンポーネントディスプレイの視覚的出力における受け入れがたいモ
アレ干渉及び／又はボケを招く。
【発明の概要】
【０００６】
　マルチコンポーネントディスプレイの表示スクリーン間においてディフューザの位置決
めをするための精密な方法の必要性が存在する。さらに、マルチコンポーネントディスプ
レイの視覚的出力におけるモアレ干渉及びボケを受け入れ可能なレベルまで減らすディフ
ューザのための位置を選択するための方法及びシステムの必要性が存在する。ここに記載
された実施形態は、これらの、及び以下に記載された他の必要性に対する新規な解決方法
を提供しようとするものである。
【０００７】
　ここで示される実施形態は、マルチコンポーネントディスプレイで使用される中間ディ
フューザ（interstitial diffuser）の位置を決定するための方法及びシステムを開示す
るためのものである。より具体的には、本実施形態は、マルチコンポーネントディスプレ
イの表示スクリーンの一つ又はそれ以上における視覚的出力についての画像を、カメラを
用いて取得する。ここで、各画像は、表示スクリーン間における異なる位置にある中間デ
ィフューザに対応して生成される。この画像を、ディフューザの各位置に対応する視覚的
出力におけるモアレ干渉及びボケの解析のために使用することができる。例えば、各ディ
フューザ位置に対応するモアレ干渉値を、各表示スクリーンが白画像（white image）を
表示している間の視覚的出力について取得された画像を処理することによって決定するこ



(6) JP 2010-537251 A 2010.12.2

10

20

30

40

50

とができる。視覚的出力について取得された画像を参照画像と比較することによって、各
ディフューザ位置に対応するボケ値（blur values）を決定することができる。中間ディ
フューザ及び第２表示スクリーン（例えば第１表示スクリーンに重畳しているもの）がカ
メラの視野範囲から除去されている間における、マルチコンポーネントディスプレイの第
１表示スクリーンにおける視覚的出力の画像を取得することによって、参照画像を生成す
ることができる。さらに、モアレ干渉値及び／又はボケ値を理論的なモアレ干渉値及び／
又は理論的なボケ値に比較することによって、モアレ干渉値とボケ値とを決定するために
用いられるシステムを校正することができる。
【０００８】
　一実施形態においては、マルチコンポーネントディスプレイの中間ディフューザのため
に位置を決定する方法は、第１表示スクリーンと第２表示スクリーンとの間における複数
の位置で中間ディフューザを配置することを含んでおり、ここにおいては、第２表示スク
リーンは、第１表示スクリーンに重畳している。第１表示スクリーン及び第２表示スクリ
ーンからの視覚的出力の画像は、複数位置のそれぞれにおいて取得される。この方法は、
中間ディフューザの複数位置のそれぞれでにおける視覚的出力に関連する、対応の視覚的
干渉値（respective visual interference value）及び対応のボケ値を、画像に基づいて
決定することをさらに含む。関連する視覚的干渉値及びボケ値に基づいて複数の位置から
位置が選択される。この方法は、第１及び第２表示スクリーンに白画像を表示することを
さらに含むことができ、ここにおいては、視覚的出力について画像を取得することは、第
１及び第２表示スクリーンでの白画像の表示によって生じるモアレ干渉パターンの画像を
取得することをさらに備えており、そしてここにおいては、視覚的干渉値を決定すること
は、取得されたモアレ干渉パターンの画像に基づいてモアレ干渉値を決定することをさら
に備えている。一実施形態においては、この方法は、カメラの視野範囲から中間ディフュ
ーザ及び第２表示スクリーンを除去すること、中間ディフューザ及び第２表示スクリーン
が視野範囲から除去された第１表示スクリーンからの視覚的出力についての参照画像を取
得することを含んでおり、さらに、ここにおいては、ボケ値を決定することは、前記の画
像を参照画像と比較することに基づいてボケ値を生成することを備える。
【０００９】
　他の実施形態においては、システムは、第１表示スクリーンと第２表示スクリーンとの
間における複数の位置に中間ディフューザを配置するための手段を含んでおり、ここでは
、第２表示スクリーンは第１表示スクリーンに重畳している。このシステムは、第１表示
スクリーン及び第２表示スクリーンからの視覚的出力の画像を、カメラを使って、複数位
置のそれぞれにおいて取得するための手段を含むことができる。このシステムは、中間デ
ィフューザの複数位置のそれぞれにおける視覚的出力に関連する対応のモアレ干渉値及び
対応のボケ値を画像に基づいて決定するための手段をさらに含むことができ、そしてさら
には、位置に関連するモアレ干渉値及びボケ値に基づいて複数の位置から位置を選択する
ための手段を含むことができる。
【００１０】
　さらに他の実施形態では、システムは、複数のピクセルを含む第１表示スクリーンを含
んでおり、第１表示スクリーンは、第１画像を表示できるようになっている。第２表示ス
クリーンは、第２の複数のピクセルを含んでおり、第２表示スクリーンは、第２画像を表
示できるようになっており、ここにおいては、第２表示スクリーンは、第１表示スクリー
ンに重畳している。第１及び第２の表示スクリーンの間における複数の位置にディフュー
ザを配置することが可能である。装置は、第１及び第２の表示スクリーンにおける視覚的
出力の画像を取得することができる。システムは、中間ディフューザの複数位置のそれぞ
れにおける視覚的出力に関連する対応の視覚的干渉値及び対応のボケ値を画像に基づいて
決定するために、装置に接続されたコンピュータ・システムをさらに含んでおり、このコ
ンピュータシステムは、さらに、位置に関連する視覚的干渉値及びボケ値に基づいて複数
の位置から位置を選択するためのものでもある。
【図面の簡単な説明】
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【００１１】
　本発明は、添付の図面において、例として図示されており、これは制限ではない。そし
て、図面において同様の参照番号は類似の要素を参照している。
【図１】図１は、本発明の一実施形態によるマルチコンポーネントディスプレイの一例を
示す図である。
【図２Ａ】図２Aは、本発明の一実施形態によるマルチコンポーネントディスプレイにお
ける中間ディフューザの位置を決定するためのシステムの一例を示している。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本発明の一実施形態におけるボケ値の決定のために使用される画像
を取得するためのシステムの一例を示している。
【図２Ｃ】図２Ｃは、本発明の一実施形態におけるボケ値の決定のために使用される参照
画像を取得するためのシステムの一例を示している。
【図３Ａ】図３Ａは、本発明の一実施形態によるマルチコンポーネントディスプレイのた
めの中間ディフューザの位置を決定するためにコンピュータに実装された手順の一例にお
けるフローチャートの第１部分を示している。
【図３Ｂ】図３Ｂは、本発明の一実施形態によるマルチコンポーネントディスプレイのた
めの中間ディフューザの位置を決定するためにコンピュータに実装された手順の一例にお
けるフローチャートの第２部分を示している。
【図４Ａ】図４Ａは、本発明の一実施形態によってモアレ干渉値を決定するためにコンピ
ュータに実装された手順の一例におけるフローチャートの第１部分を示している。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本発明の一実施形態によってモアレ干渉値を決定するためにコンピ
ュータに実装された手順の一例におけるフローチャートの第２部分を示している。
【図５】図５は、本発明の一実施形態による画像の一例の図である。
【図６】図６は、本発明の一実施形態によって水平方向のモアレ干渉値を決定するために
用いられる一次元アレイの一例を生成するために使用される画像データの図を示している
。
【図７】図７は、本発明の一実施形態によって垂直方向のモアレ干渉値を決定するために
用いられる一次元アレイの一例を生成するために使用される画像データの図を示している
。
【図８】図８は、本発明の一実施形態によってボケ値を決定するためにコンピュータに実
装された手順の一例のフローチャートを示している。
【図９】図９は、本発明の実施形態を実装可能な汎用目的のコンピュータシステム・プラ
ットホームの一例を示している。
【発明の詳細な説明】
【００１２】
　本発明の実施形態への詳細な言及がなされており、実施形態の例は、添付の図面に示さ
れている。本発明は、後述の実施形態に関連して説明されるけれども、理解されるべきこ
ととして、それらは、本発明をその実施形態のみに限定することを意図したものではない
。反対に、本発明は、添付の請求項において規定された本発明の精神及び範囲に包含可能
な代案、変更及び同等物を含むことを意図している。さらに、本発明についての後述の詳
細な記述においては、多数の特定された具体例が示され、これによって本発明の理解を容
易としている。しかしながら、本発明の実施形態は、これらの特定された具体例を用いな
くても実施可能である。また例えば、よく知られた方法、手順、要素及び回路が、詳細に
は記載されていない。これにより、本発明の理解を不必要に阻害することを防いでいる。
【００１３】
　（注記及び述語）
　後述の詳細な説明における一部は、コンピュータ・メモリ内でのデータ・ビットについ
ての処理における手続、論理ブロック、処理、及び、他の象徴的な表記に関係している。
これらの説明及び表記は、データ処理技術における当業者が彼らの仕事を他の当業者に伝
えるために使用される手段である。本願においては、手続、論理ブロック、処理などは、
所望の結果に導くための自己矛盾のないステップあるいは命令の流れであると理解される
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。これらのステップは、物理的な量（physical quantities）についての物理的な操作を
要求するものである。必須ではないが通常は、これらの量は、コンピュータシステムにお
いて格納、送信、組み合わせ、比較及び他の操作が可能な電気的あるいは磁気的な信号の
形態をとる。
【００１４】
　しかしながら、心に留めておかれるべきこととして、これらの、そして類似の用語は、
適切な物理量に関連しており、そして、単に、これらの量に付された便利なラベルに過ぎ
ない。特に述べない限り、後述の議論から明らかなように、本発明の全体にわたって、「
停止する」、「受領する」、「アクセスする」、「追加する」、「調整する」、「分析す
る」、「適用する」、「組み合わせる」、「割り当てる」、「バランスする」、「ブロッ
クする」、「計算する」、「取得する」、「組み合わせる」、「比較する」、「収集する
」、「生成する」、「デバッグする」、「定義する」、「配達する」、「記述する」、「
検知する」、「決定する」、「表示する」、「確立する」、「実行する」、「フィルタす
る」、「フリップする」、「生成する」、「グループ化する」、「隠す」、「特定する」
、「開始する」、「相互作用する」、「修正する」、「監視する」、「移動する」、「出
力する」、「遂行する」、「配置する」、「位置する」、「提示する」、「処理する」、
「プログラムする」、「質問する」、「除去する」、「繰り返す」、「再開する」、「標
本化する」、「選択する」、「シミュレートする」、「分類する」、「格納する」、「減
算する」、「一時停止する」、「追跡する」、「トランスコードする」、「変換する」、
「送信する」、「変換する」、「非ブロック化する」、「用いる」など（"aborting," "a
ccepting," "accessing," "adding," "adjusting," "analyzing," "applying," "assembl
ing," "assigning," "balancing," "blocking," "calculating," "capturing," "combini
ng," "comparing," "collecting," "creating," "debugging," "defining," "delivering
," "depicting," "detecting," "determining," "displaying," "establishing," "execu
ting," "filtering," "flipping," "generating," "grouping," "hiding," "identifying
," "initiating," "interacting," "modifying," "monitoring," "moving," "outputting
," "performing," "placing," "positioning," "presenting," "processing," "programm
ing," "querying," "removing," "repeating," "resuming," "sampling," "selecting," 
"simulating," "sorting," "storing," "subtracting," "suspending," "tracking," "tr
anscoding," "transforming," "transferring," "transforming," "unblocking," "using
," or the like）の用語を用いた議論は、コンピュータシステムあるいは他の電子的計算
装置における動作及び手順に言及している。そして、この装置は、コンピュータシステム
のレジスタ及びメモリ内における物理的（電子的）量を示すデータの操作を行い、かつ、
コンピュータシステムのメモリあるいはレジスタあるいは他の、情報を格納、伝送、もし
くは表示する装置内において物理量として同様に表される他のデータへの変換を行うもの
である。
【００１５】
　（発明の実施形態）
　図１は、本発明の一実施形態によるマルチコンポーネントディスプレイの一例について
のダイアグラム１００を示す。図１に示されるように、マルチコンポーネントディスプレ
イ（MCD）１１０は、後方表示スクリーン１２０、前方表示スクリーン１３０、及び、表
示スクリーン１２０と１３０との間に配置された光学要素１４０を含む。MCD１１０から
の視覚的出力は、後方表示スクリーン１２０に表示された画像あるいはグラフィカルオブ
ジェクト１５０、又は、前方表示スクリーン１３０に表示された画像あるいはグラフィカ
ルオブジェクト１５５を含むことができる。観察者１６０は、MCD１１０からの視覚的出
力を見ることができ、ここで観察者は、人間の目、電子的及び／又は機械的な光学受容要
素（例えば静止画カメラ、動画カメラなど）を含むことができる。理解されるべきことと
して、一実施形態における光学要素１４０及び／又は前方表示スクリーン１３０は半透明
であり、十分な光を通すことによって、観察者１６０は、グラフィカルオブジェクト１５
０を見ることができる。
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【００１６】
　グラフィカルオブジェクト１５０は、後方表示スクリーン１２０における様々な視覚的
表示を含むことができる。また、グラフィカルオブジェクト１５５は、前方表示スクリー
ン１３０における様々な視覚的表示を含むことができる。一実施形態においては、グラフ
ィカルオブジェクト（例えば１５０及び／又は１５５）は、静止画を備えることができる
。静止画は、単独の画像、あるいはビデオ若しくは他の動画像のフレームを含むことがで
きる。代替的には、グラフィカルオブジェクト（例えば１５０及び／又は１５５）は、フ
レームのない動画像（frame-less moving imagery）を備えることができる。さらに、グ
ラフィカルオブジェクト（例えば１５０及び／又は１５５）は、複数の区別された画像、
同じ画像において連続する部分、同じ画像において不連続の部分などを備えることができ
る。
【００１７】
　図１に示されるように、表示スクリーン１２０及び／又は１３０は、光（例えば、表示
スクリーン１２０の背後に配置されたバックライト１７０による出力）を区別する（disc
riminating）ことが可能なピクセル及び／又はサブピクセルのアクティブマトリックスを
有する液晶ディスプレイ（LCD）を備えることによって画像を描くことができる。代替的
に、表示スクリーン１２０及び／又は１３０は、有機発光ダイオード（OLED）ディスプレ
イ、透明発光ダイオード（TOLED）ディスプレイ、陰極線管（CRT）ディスプレイ、電界放
出ディスプレイ（FEDs）、フィールド・シーケンシャル・ディスプレイ、あるいはプロジ
ェクション・ディスプレイを備えることができる。そして、他の実施形態においては、表
示スクリーン１２０及び／又は１３０は、他の表示技術を備えることができる。
【００１８】
　一実施形態において、バックライト１７０は、冷陰極管（CCFLs）のアレイを含むこと
ができる。代替的に、バックライト１７０は、発光ダイオード（LEDs）あるいは、光を出
力できる他の装置を含むことができる。
【００１９】
　MCD（例えば１１０）におけるグラフィカルオブジェクトの表示及び／又はMCD（例えば
１１０）自体の特性を変更するために、表示スクリーン１２０と１３０との間に中間層（
例えば光学要素１４０）を配置することができる。例えば、光学要素１４０は、ディフュ
ーザ（例えばホログラフィック・ディフューザ、ガウシアン・プロファイルを有する光学
要素など）、フィルタ（例えば空間フィルタなど）、偏光器、レンズ、タッチスクリーン
、あるいはそれらの組み合わせを備えることができる。代替的に光学要素１４０は、微細
光学構造（micro-optical structure）を備えることができる。このように要素１４０の
タイプ及び／又は特性を変えることで、グラフィカルオブジェクト（例えば１５０）がMC
D１１０においてどのように表示されるかを変更することができる。例えば、光学要素１
４０は、MCD１１０及び／又はMCD１１０でのグラフィカルオブジェクト（例えば１５０）
の表示に関係するモアレ干渉、シャープネスもしくはボケ具合、色調バランス（tonal ba
lance）、カラーバランス（color balance）などに作用することができる。
【００２０】
　MCD１１０でのグラフィカルオブジェクトの表示を（光学要素１４０の特性を変えるこ
とに加えて、あるいはそれに代えて）、後方表示スクリーン１２０及び／又は前方表示ス
クリーン１３０に対する光学要素１４０の位置を変更することによって調整することがで
きる。図１に示されているように、後方表示スクリーン１２０は位置１２５に配置されて
おり、前方表示スクリーンは位置１３５に配置されており、そして光学要素１４０は位置
１４５に配置されている。光学要素１４０を、後方表示スクリーン１２０に向けて（例え
ば、位置１４５ａにおいて光学要素の輪郭１４０ａで示すように）、あるいは、前方表示
スクリーン１３０に向けて（例えば、位置１４５ｂにおいて光学要素の輪郭１４０ｂで示
すように）ずらすことによって、MCD１１０及び／又はMCD１１０におけるグラフィカルオ
ブジェクト（例えば１５０）の表示に関連するモアレ干渉、シャープネス若しくはボケ具
合、色調バランス、カラーバランスなどに作用することができる。
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【００２１】
　このように、MCD（例えば１１０）における視覚的出力（例えばその視覚的品質）を、
実施形態を用いて改善することができる。例えば、光学要素１４０がディフューザを含む
場合、光学要素１４０の位置（例えば表示スクリーン１２０と１３０との間において）を
決定することで、MCD（例えば１１０）の視覚的出力におけるモアレ干渉（例えば垂直及
び／又は水平方向におけるもの）及び／又はボケを減らすことができる。さらに、一実施
形態においては、表示スクリーン１２０と１３０との間における複数の位置から、光学要
素１４０の位置を選ぶことができる。ここでは、選択された位置は、閾値未満のモアレ干
渉（例えばMCDの視覚的出力におけるもの）に関係しており、そして、複数位置における
最小のボケ（例えばMCDの視覚的出力についてのもの）に関係している。
【００２２】
　図１は、前方及び後方表示スクリーン（例えば１２０及び１３０）の間に配置された光
学要素１４０を示しているけれども、理解されるべきこととして、他の実施形態において
は、光学要素１４０を代替的に配置する（例えば前方スクリーン１３０の手前に配置する
）ことができる。さらに、図１は一つの光学要素（例えば１４０）のみを示しているけれ
ども、理解されるべきこととして、他の実施形態においては、MCD１１０は、一つより多
い光学要素を備えることができる。ここで、各光学要素を、表示スクリーン１２０及び／
又は表示スクリーン１３０の手前又は背後に配置することができる。
【００２３】
　図１は、表示スクリーン１２０の背後に配置されたバックライト１７０を示すけれども
、理解されるべきこととして、他の実施形態においては、バックライト１７０を、表示ス
クリーン１２０及び１３０に対して他の場所に配置することもできる。例えば、表示スク
リーン１２０と１３０との間にバックライト１７０を配置することができる。ここでは、
表示スクリーン１２０の背後に配置された反射体（reflector）が、表示スクリーン１２
０を通る光を反射して、画像あるいはグラフィカルオブジェクト１５０を照らすことがが
できる。さらに、理解されるべきこととして、MCD１００は、他の実施形態において、一
つより多いバックライトを含むことができる。
【００２４】
　さらに、図１は、二つの表示スクリーン（例えば１２０及び１３０）を示すけれども、
理解されるべきこととして、MCD１１０は、他の実施形態において、より多いあるいはよ
り少ない数の表示スクリーンを備えることができる。ここで、追加の表示スクリーンを、
図１に記載されたMCDの要素（例えば表示スクリーン１２０、表示スクリーン１３０、光
学要素１４０など）の背後、中間、あるいは手前（あるいはその組み合わせ）に配置する
ことができる。さらに、理解されるべきこととして、図１に記載された要素（例えば１１
０～１６０）は、縮尺を一致させておらず、このためこれらは、他の実施形態において、
異なる形状、大きさなどを備えることができる。
【００２５】
　図２Ａは、本発明の一実施形態によってマルチコンポーネントディスプレイにおける中
間ディフューザの位置を決定するためのシステム２００の一例を示す。図２Ａに示される
ように、表示スクリーン１３０は、表示スクリーン１２０及び中間ディフューザ２４０に
重畳しており、これによって、バックライト１７０からの光は、MCD要素（例えば表示ス
クリーン１２０、ディフューザ２４０及び表示スクリーン１３０）を通過して、視覚的出
力を生成することができる。カメラ２１０は、視覚的出力についての複数の画像を取得す
ることができる。ここで、表示スクリーン（例えば１２０及び１３０）の間における異な
る位置の中間ディフューザに対応して、各画像を撮ることができる。画像（例えばカメラ
２１０を使って取得されたもの）をコンピュータシステム２２０に送り、ディフューザ２
４０の各位置での視覚的出力におけるモアレ干渉及びボケを解析するために使用すること
ができる。このようにして、実施形態により、MCD要素からの視覚的出力におけるモアレ
干渉及びボケを減らせる、ディフューザ２４０のための位置（例えば表示スクリーン１２
０に対するもの）を自動的に決定することができる。ここで、システム２００により決定
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される位置は、視覚的出力におけるモアレ干渉（例えば図４Ａ及び４Ｂの手順４００に従
って決定されるもの）についての、及び、視覚的出力におけるボケ（例えば図８の手順８
００に従って決定されるもの）についての定量化された値（例えば、単に人による観察と
は反対のもの）に基づく。
【００２６】
　特徴（features）２５２及び２５４を用いて表示スクリーン１２０及び又は他のMCD要
素（例えばバックライト１７０、バックライト・ディフューザ２７２、反射器２７４など
）を表面２６０に固定することができる。一実施形態においては、表示スクリーン１２０
及び／又は他のMCD要素を、特徴２５２及び２５４によって、表面２６０に対して実質的
に平行な向きに保持することができる。特徴２５２及び２５４は、支柱（posts）、棚（r
acks）、それらの何らかの組み合わせなどを含むことができる。このようにして、視覚的
出力を生成するために、表示スクリーン１２０及び／又はMCD要素（例えばディフューザ
２４０、表示スクリーン１３０など）を通って、バックライト１７０からの光を送ること
ができる。
【００２７】
　一実施形態においては、バックライト・ディフューザ２７２及び／又は反射器２７４な
しで、システム２００におけるバックライト１７０を使うことができる。代替的には、バ
ックライト・ディフューザ２７２を使って、バックライト１７０による光出力を拡散して
、視覚的出力を改善することができる。さらに、バックライト１７０及び／又はバックラ
イト・ディフューザ２７２と共に反射器２７４を使って、バックライト１７０による光出
力（例えば表示スクリーン１２０から離れるもの）を反射して、この光を表示スクリーン
１２０の方向に向けることができ、これにより、一実施形態におけるバックライト１７０
による光出力全体を増加させることができる。
【００２８】
　図２Ａに示されるように、位置決め機構（positioning mechanism）２８０を使ってデ
ィフューザ２４０を配置することができる。一方、位置決め機構２８５を使ってディスプ
レイ１３０を配置することができる。例えば、ディフューザ２４０は、位置決め機構２８
０に取り付けられており、それは、部材２８２に沿って垂直方向に移動する（これは位置
決め機構２８０についてのユーザによるマニュアル操作に対応すること、あるいは、ディ
フューザ位置コントローラ２８３及び／又はコンピュータシステム２２０による位置決め
機構２８０の自動的操作に対応することなどによって行われる）。また、表示スクリーン
１３０は、位置決め機構２８５に取り付けられており、それは、部材２８７に沿って垂直
方向に移動する（これは位置決め機構２８５についてのユーザによるマニュアル操作に対
応すること、あるいは、表示スクリーン位置コントローラ２８８及び／又はコンピュータ
システム２２０による位置決め機構２８５の自動的操作に対応することなどによって行わ
れる）。
【００２９】
　位置決め機構２８０及び２８５を、それぞれ対応する部材（例えば２８２及び２８７）
を中心として回転させるようにすれば、ディフューザ２４０及び／又は表示スクリーン１
３０を、カメラ２１０の視野範囲（field of view）から退出させ、あるいは除去するこ
とも可能である。例えば、図２Ｂに示されるように、表示スクリーン１３０はカメラ２１
０の視野範囲から退出し、あるいは除去されることができる（例えば視覚的出力における
ボケの分析のために画像を取得する間において）。他の例では、図２Ｃに示されるように
、カメラ２１０の視野範囲からディフューザ２４０を退出させ、あるいは除去することが
できる（例えば視覚的出力におけるボケの分析のために参照画像を取得する間において）
。図２Ｃは、カメラ２１０の視野範囲から表示スクリーン１３０が除去された様子を示し
ているけれども、理解されるべきこととして、一実施形態においては、表示スクリーン１
３０をカメラ２１０の視野内に残し（例えば図２Ａに示されているように）、一方で、デ
ィフューザ２４０をカメラの視野範囲から除去することができる。また、他の実施形態に
おいては、対応する位置決め機構から一つ又はそれ以上の要素を取り外すことによって、
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表示スクリーン１３０及び／又はディフューザ２４０をカメラ２１０の視野範囲から除去
することができる。
【００３０】
　図２Ａに示されるように、位置決め機構２８０及び／又は２８５は、対応する部材（２
８２及び２８７）におけるねじ山とかみ合うねじ部材を含むことができる。そして、位置
決め機構（例えば２８０及び２８５）におけるねじ部材を回転させることができる（例え
ば使用者による手作業により、あるいは、コントローラ２８３あるいはコントローラ２８
８により制御されるモータによって自動的に、などの方法による）。これにより、対応す
る部材（例えば２８２及び２８７）の表面上において位置決め機構を垂直方向に移動させ
ることができる。そしてこれにより、位置決め機構に取り付けられた要素（例えば表示ス
クリーン１３０、ディフューザ２４０など）の位置を変更することができる。代替的に、
位置決め機構２８０及び２８５は、対応する部材（例えば２８２及び２８７）に沿って、
流体（例えば空気やオイルなど）の力により、あるいはねじ以外の機構により、垂直方向
に移動する構成であっても良い。
【００３１】
　一実施形態においては、表示スクリーン１２０と１３０との間における複数の個別位置
にディフューザ２４０を移動させても良く、ここでは、カメラ２１０は、これらの個別位
置における画像を取得することができる。代替的に、カメラ２１０が画像（例えば静止画
、フレーム化ビデオ、フレームなしのビデオなど）を取得しているあいだに、表示スクリ
ーン１２０と１３０との間においてディフューザ２４０を連続的に移動させても良い。
【００３２】
　図３Ａ及び３Ｂは、本発明の一実施形態におけるマルチコンポーネントディスプレイ用
の中間ディフューザの位置を決定するためにコンピュータに実装される手順３００の一例
のフローチャートを示す。図３Ａに示されるように、ステップ３１０は、第１表示スクリ
ーン（例えば１２０）と第２表示スクリーン（例えば１３０）との間における複数の位置
に中間ディフューザ（例えば２４０）を配置することを含む。各位置を通るように連続的
にディフューザを動かすことも可能である。代替的に、各位置にディフューザを動かして
そこで保持する（例えば既定長さの時間間隔において）こともできる。さらに、ステップ
３１０におけるディフューザ（例えば２４０）の動きを、位置決め機構（例えば２８０）
により実行することも可能である。ここで、位置決め機構は、人手により調整され（例え
ばねじ部材を回転させるなどによって）、及び／又は自動的に調整され（図２Ａ、２Ｂ、
２Ｃに示されるコントローラ及び／又はコンピュータシステムによって）ることにより、
ディフューザの位置を変更することが可能である。
【００３３】
　ステップ３２０は、第１及び第２の表示スクリーンからの第１視覚的出力を生成するこ
とを含む。例えば、分離されたビデオ信号を第１及び第２の表示スクリーン（例えば１２
０及び１３０）にそれぞれ送り、画像あるいはグラフィカルオブジェクト（例えば１５０
及び１５５）をそれぞれ表示することができる。それぞれの画像あるいはグラフィカルオ
ブジェクトを、観察者（例えば１６０）が見るために、同時に表示することによって、第
１及び第２の表示スクリーンにおける第１視覚的出力を形成することができる。さらに、
第１視覚的出力は、カメラ（例えば２１０）による取得あるいは記録が可能なモアレ干渉
パターンを含むことができる。すなわち、第１及び第２表示スクリーンにより表示される
画像のそれぞれは、モアレ干渉パターンを生成可能な画像あるいはグラフィカルオブジェ
クトである。一実施形態においては、第１及び第２の表示スクリーンは、それぞれの白画
像（white image）をいずれも表示することができる。
【００３４】
　図３Ａに示されるように、ステップ３３０は、中間ディフューザの複数位置における第
１視覚的出力についての第１の画像のセットを取得することを含む。画像をカメラ（例え
ば２１０）により取得することができる。ここで、カメラは、静止画、ビデオのフレーム
、フレームのないビデオなどを取得あるいは記録することができる。一実施形態において
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は、中間ディフューザ（例えば２４０）のそれぞれの位置において、一つより多い画像を
取得することができる。さらに、第１の画像のセットにおける各画像は、第１及び第２表
示スクリーンの第１視覚的出力におけるモアレ干渉パターンに関連するデータを示すか、
あるいは含むことが可能である。
【００３５】
　ステップ３４０は、第１表示スクリーンからの第２視覚的出力を生成することを含む。
例えば、重畳するディフューザ（例えば２４０）により生じる、第２視覚的出力における
ボケの解析に使われる画像を表示するために、第１表示スクリーン（例えば１２０）にビ
デオ信号を送ることができる。一実施形態においては、第１表示スクリーンにより表示さ
れた画像がランダム画像（例えばランダムな色、ランダムなグレースケール値など）を含
んでいても良い。代替的に、画像がパターンを含んでいていても良い。また、一実施形態
においては、画像が、少なくとも一つの直線エッジ（線、四角形、三角形、他の多角形な
ど）を有するグラフィカルオブジェクトを含んでいても良い。
【００３６】
　図３Ａに示されるように、ステップ３５０は、中間ディフューザが除去されたときの第
２視覚的出力である参照画像を取得することを含む。例えば、図２Ｃに示されるように、
中間ディフューザ（例えば２４０）を外部に移動し、あるいは、カメラ（例えば２１０）
の視野範囲から除去することができる。このようにして、中間ディフューザ（例えば２４
０）により導入されるボケが無い参照画像を、カメラ（例えば２１０）により取得するこ
とができる。
【００３７】
　図３Ｂに示されるように、ステップ３６０は、中間ディフューザの複数位置のそれぞれ
における第２視覚的出力についての第２の画像のセットを取得することを含む（ここでデ
ィフューザは第１表示スクリーンに重畳している）。画像をカメラ（例えば２１０）によ
り取得することができる。ここで、カメラは、静止画、ビデオのフレーム、フレームなし
のビデオなどを取得あるいは記録することができる。一実施形態においては、中間ディフ
ューザ（例えば２４０）のそれぞれの位置のために、一つ以上の画像を取得することがで
きる。さらに、第２の画像のセットにおける各画像は、第１表示スクリーンの第２視覚的
出力におけるボケに関係するデータを描写し、あるいは含むことができる。
【００３８】
　ステップ３７０は、複数位置のそれぞれのための第１視覚的出力（例えば第１及び第２
の表示スクリーンからのもの）に関係するそれぞれのモアレ干渉値を、第１の画像のセッ
トを用いて決定することを含む。各ディフューザ位置のためのモアレ干渉値を、各ディフ
ューザ位置のために取得された画像を用いて決定することができる。例えば、画像から決
定された水平方向のモアレ干渉値は、画像を横切る水平の方向において画像中に表れたモ
アレ干渉の大きさあるいはレベルを示す。一方で、画像から決定された垂直方向のモアレ
干渉値は、画像を横切る垂直方向において画像中に表れたモアレ干渉の大きさあるいはレ
ベルを示す。一実施形態においては、図４Ａ及び４Ｂの手順４００に従って、ステップ３
７０においてモアレ干渉値を決定することができる。
【００３９】
　図４Ａ及び４Ｂは、本発明の一実施形態に従ってモアレ干渉値を決定するためにコンピ
ュータに実装される手順４００の一例についてのフローチャートを示す。図４Ａに示され
ているように、ステップ４０５は、第１の画像のセットから、取得済み画像（例えば手順
３００のステップ３３０で取得されたもの）にアクセスすることを含む。取得された画像
は、画像の各ピクセルのためのピクセルデータ（例えば当該ピクセルのための色情報、当
該ピクセルのための深さ情報など）を含むことができる。ステップ４０５でアクセスされ
た取得済み画像は、一実施形態においては、第１表示スクリーン（例えば１２０）及び第
２表示スクリーン（例えば１３０）における視覚的出力の画像であっても良い（例えば図
２Ａに示された通り）。さらに、ステップ４０５でアクセスされた取得済み画像は、第１
及び第２の表示スクリーンの視覚的出力におけるモアレ干渉パターンに関連するデータを
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描写あるいは含むことができる。
【００４０】
　ステップ４１０は、取得済み画像における全てのピクセル値の平均を決定することを含
む。例えば、ステップ４０５で取得された画像における全ての又は大部分のピクセルのた
めのピクセルデータは、平均化されて、取得済み画像のための平均値を決定することがで
きる。一実施形態においては、全てのピクセルについての色あるいはグレースケールのレ
ベルをステップ４１０において平均化して、取得済み画像のための平均の色あるいはグレ
ースケールのレベルを決定することができる。
【００４１】
　ステップ４１５は、取得済み画像（ステップ４０５においてアクセスされたもの）にお
ける第１部分にアクセスすることを含む。第１部分は、一実施形態においては、画像の中
心に向かう画像の部分（a portion of the image toward the center of the image）を
含むことができる。例えば、図５に示されるように、一実施形態においては、ステップ４
１５において、画像５００の部分５１０にアクセスすることができる。部分５１０を囲ん
でいる画像５００の領域における線５１７及び５１９よりも線５１５が比較的に直線であ
ることから判るように、部分５１０は、画像歪み（例えば、画像を取得するカメラのレン
ズにおける魚眼歪みあるいは他のパラメータによって生じるもの）を、画像５００の周辺
領域よりも少なく含むことができる。一実施形態においては、部分５１０は、画像５００
の中心に向けて配置された画像データにおいて約５００行（rows）と５００欄（columns
）とを含むことができる。他の実施形態においては、ステップ４１５でアクセスされた画
像の部分を、画像における異なる大きさ及び／又は異なる領域とすることができる。
【００４２】
　図４Ａに示されているように、ステップ４２０は、第１部分における各欄のために平均
を決定し、そして、決定された平均に基づいて第１の一次元アレイを生成することを含む
。例えば、図６に示されるように、画像データの一例を使用して、一次元アレイ６２０を
生成することができる。画像データ６１０についての各値は、ステップ４１５でアクセス
された画像の第１部分のピクセルに対応することができる。また、画像データ６１０にお
ける対応する欄の平均を取ることで、アレイ６２０の各値を生成することができる。例え
ば、画像データ６１０の欄６１５における値を平均化することにより、アレイ６２０の値
６２５を決定することができる。同様の計算を用いて、アレイ６２０における他の値を決
定することができる。
【００４３】
　図６では四つの行を持つ画像データ６１０を描写しているけれども、理解されるべきこ
ととして、他の実施形態においては、画像データ６１０が、より多いあるいはより少ない
数の行を含むことができる。さらに、図６では少なくとも六つの欄を持つ画像データ６１
０を描写しているけれども、理解されるべきこととして、他の実施形態においては、画像
データ６１０が、より多いあるいはより少ない数の欄を含むことができる。
【００４４】
　図４Ａに戻って、ステップ４２５は、第１の一次元アレイを、空間ドメインからフーリ
エドメインに変換することを含む。一実施形態では、空間ドメインにおけるアレイの各値
（例えば６２０）は、画像における第１部分（例えば図５における部分５１０）からの異
なるピクセルに対応する。ここで、各値は、各ピクセルについての色あるいはグレースケ
ールのレベルを表すことができる。反対に、フーリエドメインにおいて変換されたアレイ
の各値（例えばステップ４２５で生成されたもの）は、異なる周波数に対応する。ここで
、各値は、空間ドメインのアレイ（例えば６２０）についてのフーリエ変換の計算に基づ
いて、各周波数における相対的な強度を表すことができる。
【００４５】
　ステップ４３０は、フーリエドメインにおいて第１の一次元アレイを処理することを含
む。一実施形態では、アレイの処理は、カメラレンズの特性（例えばレンズにおけるcos
（θ）4低下（fall off）など）、MCD要素の特性（例えばディスプレイの明るさや、一つ
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又は複数のピクセルマトリックスの配置についてのバリエーションなど）、あるいはシス
テムにおける他の要素（例えば１００や２００など）の特性に起因する、画像における信
号要素を除去することができる。例えば、ステップ４３０での処理は、一次元アレイにつ
いての帯域通過フィルタリングを含むことができる。これにより、低域側遮断周波数より
低い及び高域側遮断周波数より高い値をアレイから除去することができる。一実施形態に
おいては、５Hz（例えば低域側遮断周波数）より低く、そして、４０Hz（例えば高域側遮
断周波数）より高い周波数に対応する値をアレイから除去することができる。一実施形態
では、フーリエドメインにおけるアレイについて他の処理を実行することができる。
【００４６】
　理解されるべきこととして、ステップ４３０におけるアレイからの値の「除去（remova
l）」は、アレイを短縮すること（truncating the array）を含むことができる。これに
より、ステップ４２０で生成されたものよりも小さいアレイを得ることができる。代替的
に、アレイから「除去」されるべき値を他の値（例えば一つの「０」）置き換えることが
できる。これにより、アレイについて行われる将来的な計算あるいはデータの処理におけ
る値への影響を減らすことができる。この場合、アレイは、ステップ４３０での処理の後
において、同じ大きさを保つことができる。そして、一実施形態では、ステップ４３０で
生成されたアレイは、ステップ４２０で生成されたものよりも大きいものであってもよい
（例えばアレイに埋め込み（padding）をして、その大きさを増すことによる）。
【００４７】
　図４Ａに示されるように、ステップ４３５は、第１の一次元アレイを空間ドメインに戻
すように変換することを含む。例えば、一次元アレイについて逆フーリエ変換の計算を実
行して、それを、フーリエドメインから空間ドメインに変換することができる。
【００４８】
　図４Ｂに示されるように、ステップ４４０は、取得した画像に関係するディフューザの
位置のための水平方向のモアレ干渉値を、第１の一次元アレイ（例えばステップ４３５で
生成されたもの）及び全てのピクセル値の平均（例えばステップ４１０で決定されたもの
）に基づいて、決定することを含む。例えば、第１の一次元アレイ（例えばステップ４３
５で生成されたもの）の値を平均化することができる。これにより、結果としての値を、
全ピクセル値の平均（例えばステップ４１０で生成されたもの）により割ることができる
。その結果を１００で乗算することによって、取得された画像のための水平方向のモアレ
干渉値を生成することができる。
【００４９】
　理解されるべきこととして、第１の画像のセットからの、他に取得された画像（例えば
他のディフューザ位置に対応するもの）のために、ステップ４０５から４４０を繰り返す
ことができる。このように、水平方向のモアレ干渉値を、複数のディフューザ位置におけ
る各ディフューザ位置（例えば、手順３００のステップ３１０においてディフューザが配
置される位置）のために生成することができる。
【００５０】
　図４Ｂに示されるように、ステップ４４５は、取得した画像（ステップ４０５でアクセ
スされたもの）における第２部分にアクセスすることを含む。この第２部分は、一実施形
態においては、画像の中心に向かう画像の部分を含むことができる。例えば、一実施形態
においては、ステップ４４５において、図５に示されるように画像５００の部分５２０に
アクセスすることができる。部分５２０を囲む画像５００の領域における線５２７及び５
２９に比較したときの線５２５が相対的に直線となっていることから判るように、部分５
２０は、画像５００の周辺領域よりも、より少ない画像歪み（例えば、画像を取得するカ
メラのレンズにおける魚眼歪みあるいは他のパラメータにより生じたもの）を含むことが
できる。一実施形態においては、部分５２０は、画像の中心に向かうように配置された画
像データについておおよそ５００行及び５００欄を含むことができる。他の実施形態では
、ステップ４４５でアクセスされる画像の部分は、画像において、異なる大きさ及び／又
は異なる領域であってもよい。そして一実施形態においては、ステップ４４５でアクセス
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される画像の第２部分は、ステップ４１５でアクセスされる画像の第１部分に対して、画
像において同じ領域を含むことができる。
【００５１】
　ステップ４５０は、第２部分における各行のために平均を決定し、そして、決定された
平均に基づいて、第２の一次元アレイを生成することを含む。例えば、図７に示されるよ
うに、一例としての画像データ７１０を使用して、一次元アレイ７２０を生成することが
できる。画像データ７１０における各値は、ステップ４４５でアクセスされた画像の第２
部分におけるピクセルに対応しうる。さらに、画像データ７１０の対応する行における平
均あるいはアベレージを取ることによって、アレイ７２０における各値を生成することが
できる。例えば、画像データ７１０の欄７１５内の値を平均化することによって、アレイ
７２０の値７２５を決定することができる。同様の計算を用いて、アレイ７２０における
他の値を決定することができる。
【００５２】
　図７において、画像データ７１０は四つの欄を有するものとして描写されているけれど
も、理解されるべきこととして、他の実施形態においては、画像データ７１０が、より多
い又はより少ない数の欄を含むことができる。さらに、図７において、画像データ７１０
は、少なくとも六つの行を有するものとして描写されているけれども、理解されるべきこ
ととして、他の実施形態においては、画像データ７１０が、より多い又はより少ない数の
行を含むことができる。
【００５３】
　一実施形態においては、ステップ４５５から４６５を、ステップ４２５から４３５と同
様に実行することができる。しかしながら、理解されるべきこととして、ステップ４５５
から４６５は、第２の一次元アレイ（例えばステップ４５０で生成されたもの）に関して
実行され、一方、ステップ４２５から４３５は、第１の一次元アレイ（例えばステップ４
２０で生成されたもの）に関して実行される。
【００５４】
　図４Ｂに示されるように、ステップ４７０は、取得された画像に関係して、ディフュー
ザ位置のために、第２の一次元アレイ（例えばステップ４６５で生成されたもの）及び全
ピクセル値の平均（例えばステップ４１０で決定されたもの）に基づいて、垂直方向のモ
アレ干渉値を決定することを含む。例えば、第２の一次元アレイの値（例えばステップ４
６５で生成されたもの）を平均化することができる。ここで、結果としての値を、全ピク
セル値の平均（ステップ４１０で生成されたもの）で割ることができる。その結果は、１
００で乗算されて、取得された画像のための垂直方向のモアレ干渉値を生成することがで
きる。
【００５５】
　理解されるべきこととして、第１の画像のセットからの、他に取得された画像（例えば
、他のディフューザ位置に対応するもの）のために、ステップ４４５から４７０を繰り返
すことができる。このように、複数のディフューザ位置における各ディフューザ位置（手
順３００のステップ３１０においてディフューザが配置される位置）のために、垂直方向
のモアレ干渉値を生成することができる。
【００５６】
　図３Ｂに戻って、ステップ３８０は、第１の視覚的出力（例えば第１及び第２の表示ス
クリーンからのもの）に関係して、複数位置のそれぞれのために、第１の画像セットを用
いて、対応するボケ値を決定することを含む。各ディフューザ位置のためのボケ値を、各
ディフューザ位置のために取得された画像を用いて、決定することができる。例えば、取
得された画像からのデータ（例えば、図２Aあるいは２Ｂに示されたように、表示スクリ
ーンに重畳したディフューザを用いたもの）を、参照画像（例えば、図２Ｃに示されたよ
うに、カメラの視野範囲からディフューザが除去された状態で取得されたもの）からのデ
ータと比較することができる。一実施形態においては、図８A及び８Ｂの手順８００に従
って、ステップ３８０においてボケ値を決定することができる。
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　図８は、本発明の一実施形態によってボケ値を決定するためにコンピュータに実装され
た手順８００の一例についてのフローチャートを示す。図８に示されるように、ステップ
８１０は、第２の画像のセット（手順３００のステップ３６０において取得されたもの）
からの、取得された画像にアクセスすることを含む。取得された画像は、画像における各
ピクセルのためのピクセルデータ（例えば、ピクセルのための色情報、ピクセルのための
深さ情報など）を含むことができる。一実施形態においては（例えば図２Ａに示されたよ
うに）、ステップ８１０でアクセスされた取得画像は、第１表示スクリーン（例えば１２
０）及び第２表示スクリーン（例えば１３０）の視覚的出力についての画像であってもよ
い。代替的に、ステップ８１０で取得された像は、第１表示スクリーン（例えば１２０）
のみによる視覚的出力（例えば、図２Ｂに示されるように、第２表示スクリーンがカメラ
の視野範囲から除去された状態におけるもの）についての画像であっても良い。
【００５８】
　ステップ８２０は、参照画像にアクセスすることを含む。参照画像は、カメラ（例えば
２１０）の視野範囲にディフューザ（例えば２４０）が存在しない状態における、第１表
示スクリーン（例えば１２０）からの視覚的出力についての画像であり得る。さらに、第
２の画像のセット（例えば、ステップ８１０において一つの画像がここからアクセスされ
るもの）及び参照画像（例えばステップ８２０でアクセスされるもの）を取得している間
において、第１表示スクリーンは、同じ画像（例えば１５０）を表示することができる。
このように、一実施形態では、参照画像を、取得された画像（例えばステップ８１０でア
クセスされたもの）と同様のものとすることができるけれども、参照画像は、ボケが無い
か、あるいは、取得画像よりもボケが少ないものとなっている（例えば、取得画像を撮る
ときにはディフューザがカメラの視野内にあるが、参照画像を撮るときにはそれが視野外
にあるため）。
【００５９】
　図８に示されるように、ステップ８３０は、取得された画像（例えばステップ８１０で
アクセスされたもの）のために平方根積分（square root integral）を計算することを含
む。一実施形態においては、取得された画像のための平方根積分「Jd」が、下記の式に従
って計算される：
【００６０】
【数１】

ここで、項（term）「u」は、MCD要素（例えば第１表示スクリーン１２０、第２表示スク
リーン１３０、ディフューザ２４０、それらの何らかの組み合わせなど）の視覚的出力に
ついての空間周波数である。一実施形態において、「u」は、第１表示スクリーン（例え
ば１２０）におけるピクセルのピッチ（例えば、あるピクセルの中心から隣接するピクセ
ルの中心までの距離）の逆数である。関数「CSF(u)」は、項「u」に関するコントラスト
感受性関数（contrast sensitivity function）である。さらに、関数「MTF(u)」は、項
「u」に関する変調伝達関数（modulation transfer function）である。
【００６１】
　一実施形態においては、項「CSF(u)」を、下記式に従って計算することができる：
【００６２】
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【数２】

ここで、項「x0」は、取得された画像におけるフィールドサイズ（例えばピクセルでの画
像の大きさ）である。項「L」は、MCD要素（例えば第１表示スクリーン１２０、第２表示
スクリーン１３０、ディフューザ２４０など）の視覚的出力に関連する輝度（luminance
）である。一実施形態においては、「L」として公称の値（nominal value）（例えば100c
d/m2）を用いることができる。代替的に、MCD要素の輝度を測定することによって、例え
ば、MCD要素の視覚的出力に関連する輝度を測定できる輝度メータ（例えばシステム２０
０のカメラ２１０の近くに配置されたもの）を用いることによって、「L」を決定するこ
とができる。代替的には、他の式を使って項「CSF(u)」を計算することができる。
【００６３】
　項「MTF(u)」を下記式に従って計算することができる：
【００６４】
【数３】

ここで項
【数４】

は、取得した画像（例えばステップ８１０でアクセスされたもの）についてのフーリエ変
換を表す。項
【数５】

は参照画像（例えばステップ８２０でアクセスされたもの）についてのフーリエ変換を表
す。
【００６５】
　図８に示されるように、ステップ８４０は、参照画像（例えばステップ８２０でアクセ
スされたもの）のために平方根積分を計算することを含む。参照画像のための平方根積分
「Jr」を、取得された画像のための平方根積分「Jd」と同様に計算することができる。し
かしながら、「Jr」を計算するときは、項「MTF(u)」のために、統一した値（unity valu
e）（例えば全てが１であるか、あるいは実質的に全てが１であるマトリックス）を用い
ることができる。
【００６６】
　ステップ８５０は、取得した画像と参照画像とのために計算された平方根積分に基づい
て、取得した画像に関連するディフューザ位置のために、ボケ値を決定することを含む。
一実施形態においては、ステップ８５０において、下記式に従ってボケ値を決定すること
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ができる：
【００６７】
【数６】

【００６８】
　理解されるべきこととして、第２の画像のセットからの、他の取得画像（他のディフュ
ーザ位置に対応するもの）のために、ステップ８１０から８５０を繰り返すことができる
。このように、複数のディフューザ位置における各ディフューザ位置（例えば、手順３０
０のステップ３１０においてディフューザが配置される位置）のためにボケ値を生成する
ことができる。
【００６９】
　図３Ｂに戻って、ステップ３９０は、それぞれのモアレ干渉値及びそれぞれのボケ値の
分析に基づいて、中間ディフューザのために位置を選択することを含む。一実施形態にお
いては、ディフューザ（例えば２４０）のために選択された位置は、既定の閾値より小さ
いモアレ干渉値（例えば水平のあるいは垂直のもの）に関係している。さらに、一実施形
態においては、ディフューザ（例えば２４０）のために選択された位置を、他のディフュ
ーザ位置に関連するボケ（例えばこれは、既定の閾値若しくは既定の複数の閾値より小さ
いモアレ干渉値におけるもの）と比較したときの最小のボケ値（相対的なボケ値によって
示されたもの）に関連付けることができる。このように、実施形態によれば、減少したモ
アレ干渉と減少したボケとをもたらすディフューザ位置を選択することが可能となる。
【００７０】
　ステップ３９５は、測定されたモアレ干渉値（例えばステップ３７０に従って決定され
たもの）を理論的なモアレ干渉値と比較することにより、試験装置（test setup）（例え
ばシステム２００の要素を含むもの）を校正することを含む。一実施形態においては、理
論的な水平方向のモアレ干渉値を、以下の式に従って計算することができる。
【００７１】
【数７】

ここで、項「Wr」は、後方表示スクリーン（例えば第１表示スクリーン１２０）における
ピクセルの開口幅（pixel aperture width）であり、「Wf」は、前方表示スクリーン（例
えば第２表示スクリーン１３０）における有効ピクセル幅（effective pixel width）で
あり、「Pr」は、後方表示スクリーン（例えば第１表示スクリーン１２０）におけるピク
セルのピッチであり、そして「Pf」は、前方表示スクリーン（例えば第２表示スクリーン
１３０）におけるピクセルのピッチである。項「x」を、下記式に従って計算することが
できる：
【００７２】

【数８】

【００７３】
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　項「ΣL」を下記式に従って計算することができる。
【００７４】
【数９】

ここで、項「OD」は、ディフューザ（例えば２４０）の複数の位置を表すベクトルである
。項「OD」によって表される位置は、測定されたモアレ干渉値の決定の間に実装された位
置（例えば、ステップ３１０においてディフューザが配置される位置）に対応することが
できる。このように、理論的な水平のモアレ干渉値を、対応する測定された水平のモアレ
干渉値（例えばステップ３７０に従って決定されたもの）と比較することができる。
【００７５】
　理論的な垂直方向のモアレ干渉値を、下記式に従って計算することができる：
【００７６】
【数１０】

したがって、ステップ３９５において、理論的な垂直のモアレ干渉値を、対応する測定さ
れた垂直方向のモアレ干渉値（ステップ３７０に従って決定されたもの）と比較すること
ができる。
【００７７】
　図９は、本願発明の実施形態を実装することが汎用的なコンピュータシステムのプラッ
トフォーム９００を示す。例えば、一実施形態においては、コンピュータシステム９００
を用いてコンピュータシステム２２０（例えば図２Ａ、２Ｂ、２Ｃにおけるもの）におけ
る一つ又は複数の要素を実装することができる。他の例としては、コンピュータシステム
９００を用いて、ディフューザ位置コントローラ２８３（例えば図２Ａ、２Ｂ、２Ｃにお
けるもの）及び／又は表示スクリーン位置コントローラ２８８（例えば図２Ａ、２Ｂ、２
Ｃにおけるもの）を実装することができる。さらに他の例として、一実施形態において、
コンピュータシステム９００は、MCD１００と通信することができる。
【００７８】
　図９に示されるように、本発明の部分は、例えばコンピュータシステム・プラットフォ
ーム９００にある、コンピュータ読み取り可能な及びコンピュータ実行可能な命令からな
っており、それを、汎用コンピュータネットワーク（図示せず）の一部として使うことが
できる。理解されることとして、図９のコンピュータシステム・プラットフォーム９００
は単なる例示である。つまり、本発明は、例えば汎用コンピュータシステム、組み込みコ
ンピュータシステム、ラップトップコンピュータシステム、手持ち型のコンピュータシス
テム、可搬型コンピュータシステム、スタンドアロンのコンピュータシステムを含むがこ
れらに制約されない、多数の異なるシステムにおいて動作しうる。
【００７９】
　一実施形態においては、破線９３０で示されたように、コンピュータシステム・プラッ
トフォーム９００は、少なくとも一つのプロセッサ９１０と少なくとも一つのメモリ９２
０とを備えることができる。プロセッサ９１０は、中央処理ユニット（CPU）あるいは他
のタイプのプロセッサを備えることができる。コンピュータシステム環境の構成及び／又
はタイプに依存するけれども、メモリ９２０は揮発性メモリ（例えばRAM）、不揮発性メ
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モリ（例えばROM、フラッシュメモリなど）、あるいはこれら二つの何らかの組み合わせ
を備えることができる。さらに、メモリ９２０は、取り外し可能、取り外し不能などであ
ってもよい。
【００８０】
　他の実施形態においては、コンピュータシステム・プラットフォーム９００は、追加的
な記憶装置（storage）（例えば取り外し可能な記憶装置９４０、取り外し不能な記憶装
置９４５など）を備えることができる。取り外し可能な記憶装置９４０及び／又は取り外
し不能な記憶装置９４５は、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、あるいはそれらの何らかの
組み合わせを備えることができる。さらに、取り外し可能な記憶装置９４０及び／又は取
り外し不能な記憶装置９４５は、CD-ROM、デジタル多目的ディスク（DVD）あるいは他の
光学記憶装置、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装置、あるいは他の磁気的
記憶装置、又は、コンピュータシステム・プラットフォーム９００によるアクセスのため
に情報の記録に使用できる他の媒体を備えることができる。
【００８１】
　図９に示されているように、コンピュータシステム・プラットフォーム９００は、通信
インタフェース９７０を介して、他のシステム、要素、あるいは装置と通信することが可
能である。通信インタフェース９７０は、変調されたデータ信号（例えば搬送波）もしく
は他の搬送機構における、コンピュータ読み取り可能な命令、データ構造、プログラムモ
ジュール、あるいは他のデータを取り込んでいる。制約ではなくて例示として、通信イン
タフェース９７０を、有線の媒体（例えば有線ネットワーク、直接の有線接続など）及び
／又は無線の媒体（例えば無線ネットワーク、又は、音波、RF、赤外線、若しくは他の無
線信号を使った無線接続など）に接続することができる。
【００８２】
　通信インタフェース９７０は、コンピュータシステム・プラットフォーム９００を一つ
又は複数の入力装置（例えばキーボード、マウス、ペン、音声入力装置、接触入力装置な
ど）に接続することができる。さらに、通信インタフェース９７０は、コンピュータシス
テム・プラットフォーム９００を一つ又は複数の出力装置（例えばディスプレイ、スピー
カ、プリンタなど）に接続することができる。
【００８３】
　図９に示されているように、任意的なグラフィックプロセッサ９５０が、コンピュータ
システム・プラットフォーム９００におけるフレームバッファ９６０あるいは他のメモリ
（例えば９２０、９４０、９４５など）の中の画像データについて画像処理動作を実行で
きる。コンピュータシステム・プラットフォームの要素（例えば画像プロセッサ９５０、
プロセッサ９１０など）によって及び／又は他のシステム／装置の要素によって、フレー
ムバッファ９６０に格納された画像データをアクセスし、処理し、及び／又は修正するこ
とができる。さらに、画像データに（例えば画像プロセッサ９５０によって）アクセスし
て、コンピュータシステム・プラットフォーム９００に接続された出力装置に表示できる
。したがって、メモリ９２０、取り外し可能な記憶装置９４０、取り外し不能な記憶装置
９４５、フレームバッファ９６０、あるいはそれらの組み合わせは、プロセッサ（例えば
９１０、９５０など）で実行されたときに、マルチコンポーネントディスプレイ（例えば
１００）のための中間ディフューザ（例えば１４０、２４０など）の位置を決定する手順
を実装する命令を備えることができる。
【００８４】
　前記した明細書においては、多数の特定された細部であって、実装に応じて変化しうる
ものを参照しながら本発明の実施形態が説明されてきた。したがって、発明が何であるか
、及び、出願人が意図する発明が何であるかを示す唯一かつ排他的な標識は、本出願に起
因する請求項の組であり、本出願では請求項が特定形態で記述されている。そしてこれは
、その後の修正を含む。このように、請求項において明示されていない制限、要素、特性
、特徴、利点あるいは属性は、そのような請求項の範囲を制約するものではない。したが
って、明細書及び図面は、制約的な意味ではなく、単に説明的なものと把握されるべきで
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ある。

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図２Ｃ】

【図３Ａ】 【図３Ｂ】
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【図４Ａ】 【図４Ｂ】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年6月19日(2009.6.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチコンポーネントディスプレイ用の中間ディフューザのために位置を決定する方法
であって、前記方法は以下を含む：
　第１表示スクリーンと第２表示スクリーンとの間における複数の位置に前記中間ディフ
ューザを配置すること、ここで、前記第２表示スクリーンは前記第１表示スクリーンに重
畳している；
　前記第１表示スクリーン及び前記第２表示スクリーンからの視覚的出力の画像を、前記
複数の位置のそれぞれにおいて取得すること；
　前記中間ディフューザの前記複数の位置のそれぞれにおける前記視覚的出力に関係する
それぞれの視覚的干渉値とそれぞれのボケ値とを、前記画像に基づいて決定すること；及
び
　関係する視覚的干渉値とボケ値とに基づいて、前記複数の位置から位置を選択すること
。
【請求項２】
　請求項１の方法であって、ここでは、前記画像を取得することは、前記中間ディフュー
ザの前記複数の位置のそれぞれにおいて、対応する静止画を、カメラを用いて取得するこ
とをさらに備える。
【請求項３】
　請求項１の方法であって、ここでは、前記画像を取得することは、前記視覚的出力のビ
デオを、カメラを用いて記録することをさらに備えており、さらにここでは、前記中間デ
ィフューザを配置することは、前記ビデオを記録している間、前記複数の位置にわたって
、前記中間ディフューザを移動させることをさらに備える。
【請求項４】
　請求項１の方法であって、さらに以下を備える：
　前記画像の画像データを、前記空間ドメインからフーリエドメインに変換して、変換済
み画像データを生成すること；及び
　前記変換済み画像データを、前記フーリエドメインにおいてフィルタリングして、フィ
ルタされた画像データを生成すること；
　前記フィルタされた画像データを前記フーリエドメインから前記空間ドメインに変換し
て、再変換済みの画像データを生成すること；そして
　ここで、前記それぞれの視覚的干渉値を決定することは、前記再変換済みの画像データ
に基づいて、それぞれのモアレ干渉値を決定することをさらに備える。
【請求項５】
　請求項１の方法であって、さらに以下を備える：
　前記第１及び第２の表示スクリーンに白画像を表示すること；
　ここで、前記視覚的出力の画像を取得することは、前記第１及び第２の表示スクリーン
における前記白画像の表示により生じるモアレ干渉パターンの画像を取得することをさら
に備える；そして
　ここで、前記それぞれの視覚的干渉値を決定することは、取得された前記モアレ干渉パ
ターンについての前記画像に基づいてそれぞれのモアレ干渉値を決定することをさらに備
える。
【請求項６】
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　請求項１の方法であって、さらに以下を備える：
　前記中間ディフューザ及び前記第２表示スクリーンをカメラの視野範囲から除去するこ
と；
　前記中間ディフューザ及び前記第２表示スクリーンが前記視野範囲から除去されている
状態において、前記第１表示スクリーンからの視覚的出力についての参照画像を取得する
こと；及び
　ここで、それぞれのボケ値を決定することは、前記画像を前記参照画像と比較すること
に基づいてそれぞれのボケ値を生成することをさらに備える。
【請求項７】
　請求項６の方法であって、ここでは、前記第１表示スクリーンからの前記視覚的出力は
、以下の中から選択される：
　ランダムな画像；パターン；少なくとも一つの直線エッジを持つグラフィカルオブジェ
クト。
【請求項８】
　以下を備えるシステム：
　第１表示スクリーンと第２表示スクリーンとの間の複数の位置において前記中間ディフ
ューザを配置するための手段、ここで、前記第２表示スクリーンは、前記第１表示スクリ
ーンに重畳している；
　前記複数の位置のそれぞれにおいて、カメラを用いて、前記第１表示スクリーン及び前
記第２表示スクリーンからの視覚的出力の画像を取得するための手段；
　前記画像に基づいて、前記中間ディフューザの前記複数の位置のそれぞれにおける前記
視覚的出力に関係するそれぞれのモアレ干渉値とそれぞれのボケ値とを決定するための手
段；及び
　前記位置に関係するモアレ干渉値とボケ値とに基づいて、前記複数の位置から位置を選
択するための手段。
【請求項９】
　請求項８のシステムであって、ここでは、前記視覚的出力の画像を取得するための前記
手段は、さらに、前記中間ディフューザの複数の位置におけるそれぞれの静止画を取得す
ることができるようになっている。
【請求項１０】
　請求項８のシステムであって、ここでは、前記視覚的出力の画像を取得するための前記
手段は、前記カメラを用いて前記視覚的出力についてのビデオ記録を実行できるようにな
っており、さらにここでは、前記中間ディフューザを配置するための前記手段は、さらに
、前記ビデオ記録の間に、前記複数の位置にわたって前記中間ディフューザを移動できる
ようになっている。
【請求項１１】
　請求項８のシステムであって、さらに以下を備える：
　前記画像の画像データを、前記空間ドメインからフーリエドメインに変換して、変換済
み画像データを生成するための手段；及び
　前記フーリエドメインにおいて前記変換済み画像データをフィルタリングして、フィル
タされた画像データを生成するための手段；
　前記フィルタされた画像データを前記フーリエドメインから前記空間ドメインに変換し
て、再変換済みの画像データを生成するための手段；そして
　ここで、前記それぞれの視覚的干渉値を決定するための手段は、さらに、前記再変換済
みの画像データに基づいて、それぞれのモアレ干渉値を決定するようになっている。
【請求項１２】
　請求項８のシステムであって、さらに以下を備える：
　前記第１及び第２の表示スクリーンにおける白画像の表示を制御するための手段；
　ここでは、前記視覚的出力の画像を取得するための前記手段は、さらに、前記第１及び
第２の表示スクリーンにおける前記白画像の表示によって生じるモアレ干渉パターンの画
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像を取得できるようになっており；そして
　ここでは、それぞれのモアレ干渉値を決定するための前記手段は、さらに、前記カメラ
を用いて取得された前記モアレ干渉パターンについての前記画像に基づいてそれぞれのモ
アレ干渉値を決定できるようになっている。
【請求項１３】
　請求項９のシステムであって、さらに以下を備える：
　前記中間ディフューザ及び前記第２表示スクリーンを、前記カメラの視野範囲から除去
するための手段；
　前記中間ディフューザ及び前記第２表示スクリーンが前記視野範囲から除去された状態
において、前記第１表示スクリーンからの視覚的出力の参照画像を取得するための手段；
そして
　ここでは、前記ボケ値を決定するための前記手段は、さらに、前記画像と前記参照画像
との比較に基づいて前記ボケ値を生成できるようになっている。
【請求項１４】
　請求項１３のシステムであって、ここでは、前記第１表示スクリーンからの前記視覚的
出力は、以下の中から選択される：
　ランダムな画像；パターン；及び、少なくとも一つの直線エッジを有するグラフィカル
オブジェクト。
【請求項１５】
　以下を備えるシステム：
　複数のピクセルを備える第１表示スクリーン、ここで、前記第１表示スクリーンは第１
画像を表示できるようになっており；
　第２の複数のピクセルを備える第２表示スクリーン、ここで、前記第２表示スクリーン
は、第２画像を表示できるようになっており、またここで、前記第２表示スクリーンは、
前記第１表示スクリーンに重畳しており；
　前記第１及び第２の表示スクリーンの間における複数の位置に配置されうるディフュー
ザ；
　前記第１及び第２の表示スクリーンの視覚的出力の画像を取得できる装置；及び
　前記中間ディフューザについての前記複数の位置のそれぞれにおける前記視覚的出力に
関係するそれぞれの視覚的干渉値とそれぞれのボケ値とを、前記画像に基づいて決定する
ための、前記装置に接続されたコンピュータシステム、ここで、前記コンピュータシステ
ムは、さらに、前記位置に関係する視覚的干渉値及びボケ値に基づいて、前記複数の位置
から位置を選択するためのものでもある。
【請求項１６】
　請求項１５のシステムであって、ここでは、前記装置は、さらに、前記中間ディフュー
ザの前記複数の位置のそれぞれにおけるそれぞれの画像を取得できるようになっている。
【請求項１７】
　請求項１５のシステムであって、ここでは、前記装置は、さらに、前記視覚的出力につ
いてのビデオを記録できるようになっており、そしてここでは、前記中間ディフューザは
、さらに、前記ビデオの記録の間において、前記複数の位置にわたって移動可能となって
いる。
【請求項１８】
　請求項１５のシステムであって、ここでは、前記第１及び第２の表示スクリーンは、さ
らに、白画像を表示できるようになっており、ここで、前記装置は、さらに、前記第１及
び第２の表示スクリーンにおける白画像の表示によって生じるモアレ干渉パターンの画像
を取得できるようになっており、そしてここでは、前記コンピュータシステムは、さらに
、前記装置を用いて取得された前記モアレ干渉パターンの画像に基づいて前記モアレ干渉
値を決定できるようになっている。
【請求項１９】
　請求項１５のシステムであって、ここでは、前記装置は、さらに、前記中間ディフュー
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ザ及び前記第２表示スクリーンが前記装置の視野範囲から除去された状態において、前記
第１表示スクリーンからの視覚的出力の参照画像を取得できるようになっており、そして
ここでは、前記コンピュータシステムは、さらに、前記画像と前記参照画像との比較に基
づいて前記ボケ値を生成できるようになっている。
【請求項２０】
　請求項１９のシステムであって、ここでは、前記第１表示スクリーンからの前記視覚的
出力は、以下の中から選ばれる：
　ランダムな画像；パターン；少なくとも一つの直線エッジを有するグラフィカルオブジ
ェクト。
【手続補正書】
【提出日】平成22年4月20日(2010.4.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチコンポーネントディスプレイ用の中間ディフューザのために位置を決定する方法
であって、前記方法は以下を含む：
　第１表示スクリーンと第２表示スクリーンとの間における複数の位置に前記中間ディフ
ューザを配置すること、ここで、前記第２表示スクリーンは前記第１表示スクリーンに重
畳している；
　前記第１表示スクリーン及び前記第２表示スクリーンからの視覚的出力の画像を、前記
複数の位置のそれぞれにおいて取得すること；
　前記中間ディフューザの前記複数の位置のそれぞれにおける前記視覚的出力に関係する
それぞれの視覚的干渉値とそれぞれのボケ値とを、前記画像に基づいて決定すること；及
び
　関係する視覚的干渉値とボケ値とに基づいて、前記複数の位置から位置を選択すること
。
【請求項２】
　請求項１の方法であって、ここでは、前記画像を取得することは、前記中間ディフュー
ザの前記複数の位置のそれぞれにおいて、対応する静止画を、カメラを用いて取得するこ
とをさらに備える。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２の方法であって、ここでは、前記画像を取得することは、前記視
覚的出力のビデオを、カメラを用いて記録することをさらに備えており、さらにここでは
、前記中間ディフューザを配置することは、前記ビデオを記録している間、前記複数の位
置にわたって、前記中間ディフューザを移動させることをさらに備える。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項の方法であって、さらに以下を備える：
　前記画像の画像データを、前記空間ドメインからフーリエドメインに変換して、変換済
み画像データを生成すること；及び
　前記変換済み画像データを、前記フーリエドメインにおいてフィルタリングして、フィ
ルタされた画像データを生成すること；
　前記フィルタされた画像データを前記フーリエドメインから前記空間ドメインに変換し
て、再変換済みの画像データを生成すること；そして
　ここで、前記それぞれの視覚的干渉値を決定することは、前記再変換済みの画像データ
に基づいて、それぞれのモアレ干渉値を決定することをさらに備える。
【請求項５】
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　請求項１の方法であって、さらに以下を備える：
　前記第１及び第２の表示スクリーンに白画像を表示すること；
　ここで、前記視覚的出力の画像を取得することは、前記第１及び第２の表示スクリーン
における前記白画像の表示により生じるモアレ干渉パターンの画像を取得することをさら
に備える；そして
　ここで、前記それぞれの視覚的干渉値を決定することは、取得された前記モアレ干渉パ
ターンについての前記画像に基づいてそれぞれのモアレ干渉値を決定することをさらに備
える。
【請求項６】
　請求項１の方法であって、さらに以下を備える：
　前記中間ディフューザ及び前記第２表示スクリーンをカメラの視野範囲から除去するこ
と；
　前記中間ディフューザ及び前記第２表示スクリーンが前記視野範囲から除去されている
状態において、前記第１表示スクリーンからの視覚的出力についての参照画像を取得する
こと；及び
　ここで、それぞれのボケ値を決定することは、前記画像を前記参照画像と比較すること
に基づいてそれぞれのボケ値を生成することをさらに備える。
【請求項７】
　請求項６の方法であって、ここでは、前記第１表示スクリーンからの前記視覚的出力は
、以下の中から選択される：
　ランダムな画像；パターン；少なくとも一つの直線エッジを持つグラフィカルオブジェ
クト。
【請求項８】
　以下を備えるシステム：
　第１表示スクリーンと第２表示スクリーンとの間の複数の位置において前記中間ディフ
ューザを配置するための手段、ここで、前記第２表示スクリーンは、前記第１表示スクリ
ーンに重畳している；
　前記複数の位置のそれぞれにおいて、カメラを用いて、前記第１表示スクリーン及び前
記第２表示スクリーンからの視覚的出力の画像を取得するための手段；
　前記画像に基づいて、前記中間ディフューザの前記複数の位置のそれぞれにおける前記
視覚的出力に関係するそれぞれのモアレ干渉値とそれぞれのボケ値とを決定するための手
段；及び
　前記位置に関係するモアレ干渉値とボケ値とに基づいて、前記複数の位置から位置を選
択するための手段。
【請求項９】
　請求項８のシステムであって、ここでは、前記視覚的出力の画像を取得するための前記
手段は、さらに、前記中間ディフューザの複数の位置におけるそれぞれの静止画を取得す
ることができるようになっている。
【請求項１０】
　請求項８又は請求項９のシステムであって、ここでは、前記視覚的出力の画像を取得す
るための前記手段は、前記カメラを用いて前記視覚的出力についてのビデオ記録を実行で
きるようになっており、さらにここでは、前記中間ディフューザを配置するための前記手
段は、さらに、前記ビデオ記録の間に、前記複数の位置にわたって前記中間ディフューザ
を移動できるようになっている。
【請求項１１】
　請求項８～１０のいずれか１項のシステムであって、さらに以下を備える：
　前記画像の画像データを、前記空間ドメインからフーリエドメインに変換して、変換済
み画像データを生成するための手段；及び
　前記フーリエドメインにおいて前記変換済み画像データをフィルタリングして、フィル
タされた画像データを生成するための手段；
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　前記フィルタされた画像データを前記フーリエドメインから前記空間ドメインに変換し
て、再変換済みの画像データを生成するための手段；そして
　ここで、前記それぞれの視覚的干渉値を決定するための手段は、さらに、前記再変換済
みの画像データに基づいて、それぞれのモアレ干渉値を決定するようになっている。
【請求項１２】
　請求項８～１１のいずれか１項のシステムであって、さらに以下を備える：
　前記第１及び第２の表示スクリーンにおける白画像の表示を制御するための手段；
　ここでは、前記視覚的出力の画像を取得するための前記手段は、さらに、前記第１及び
第２の表示スクリーンにおける前記白画像の表示によって生じるモアレ干渉パターンの画
像を取得できるようになっており；そして
　ここでは、それぞれのモアレ干渉値を決定するための前記手段は、さらに、前記カメラ
を用いて取得された前記モアレ干渉パターンについての前記画像に基づいてそれぞれのモ
アレ干渉値を決定できるようになっている。
【請求項１３】
　請求項９のシステムであって、さらに以下を備える：
　前記中間ディフューザ及び前記第２表示スクリーンを、前記カメラの視野範囲から除去
するための手段；
　前記中間ディフューザ及び前記第２表示スクリーンが前記視野範囲から除去された状態
において、前記第１表示スクリーンからの視覚的出力の参照画像を取得するための手段；
そして
　ここでは、前記ボケ値を決定するための前記手段は、さらに、前記画像と前記参照画像
との比較に基づいて前記ボケ値を生成できるようになっている。
【請求項１４】
　請求項１３のシステムであって、ここでは、前記第１表示スクリーンからの前記視覚的
出力は、以下の中から選択される：
　ランダムな画像；パターン；及び、少なくとも一つの直線エッジを有するグラフィカル
オブジェクト。
【請求項１５】
　以下を備えるシステム：
　複数のピクセルを備える第１表示スクリーン、ここで、前記第１表示スクリーンは第１
画像を表示できるようになっており；
　第２の複数のピクセルを備える第２表示スクリーン、ここで、前記第２表示スクリーン
は、第２画像を表示できるようになっており、またここで、前記第２表示スクリーンは、
前記第１表示スクリーンに重畳しており；
　前記第１及び第２の表示スクリーンの間における複数の位置に配置されうるディフュー
ザ；
　前記第１及び第２の表示スクリーンの視覚的出力の画像を取得できる装置；及び
　前記中間ディフューザについての前記複数の位置のそれぞれにおける前記視覚的出力に
関係するそれぞれの視覚的干渉値とそれぞれのボケ値とを、前記画像に基づいて決定する
ための、前記装置に接続されたコンピュータシステム、ここで、前記コンピュータシステ
ムは、さらに、前記位置に関係する視覚的干渉値及びボケ値に基づいて、前記複数の位置
から位置を選択するためのものでもある。
【請求項１６】
　請求項１５のシステムであって、ここでは、前記装置は、さらに、前記中間ディフュー
ザの前記複数の位置のそれぞれにおけるそれぞれの画像を取得できるようになっている。
【請求項１７】
　請求項１５又は請求項１６のシステムであって、ここでは、前記装置は、さらに、前記
視覚的出力についてのビデオを記録できるようになっており、そしてここでは、前記中間
ディフューザは、さらに、前記ビデオの記録の間において、前記複数の位置にわたって移
動可能となっている。
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【請求項１８】
　請求項１５～１７のいずれか１項のシステムであって、ここでは、前記第１及び第２の
表示スクリーンは、さらに、白画像を表示できるようになっており、ここで、前記装置は
、さらに、前記第１及び第２の表示スクリーンにおける白画像の表示によって生じるモア
レ干渉パターンの画像を取得できるようになっており、そしてここでは、前記コンピュー
タシステムは、さらに、前記装置を用いて取得された前記モアレ干渉パターンの画像に基
づいて前記モアレ干渉値を決定できるようになっている。
【請求項１９】
　請求項１５～１８のいずれか１項のシステムであって、ここでは、前記装置は、さらに
、前記中間ディフューザ及び前記第２表示スクリーンが前記装置の視野範囲から除去され
た状態において、前記第１表示スクリーンからの視覚的出力の参照画像を取得できるよう
になっており、そしてここでは、前記コンピュータシステムは、さらに、前記画像と前記
参照画像との比較に基づいて前記ボケ値を生成できるようになっている。
【請求項２０】
　請求項１９のシステムであって、ここでは、前記第１表示スクリーンからの前記視覚的
出力は、以下の中から選ばれる：
　ランダムな画像；パターン；少なくとも一つの直線エッジを有するグラフィカルオブジ
ェクト。
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