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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源デバイス（ＢＶ）と、前記光源デバイスの外部に配置される少なくとも一つの表示
オブジェクト（ＤＯ）を備える、光学効果の変調と表示のためのシステムであって、
　前記光源デバイス（ＢＶ）は、モジュール設計されており、偏光に影響を与える少なく
とも一つの入力偏光ユニット（ＰＯＥ）と、偏光及び／又は位相差に影響を与える少なく
とも一つの変調ユニット（ＯＭＥ）を備え、前記変調ユニットは、変調パラメータである
偏光及び／または位相差を制御信号に基づいて変化させることより、不可視状態に維持し
たままで前記偏光及び／または位相差をパラメータとして変調して、光内部特性が空間的
及び／又は時間的に指定された所定の構成の光ビームを形成するものであり、
 前記表示オブジェクト（ＤＯ）は、位相差に影響を与える少なくとも一つのオブジェク
ト位相差ユニット（ＰＯＢ）と、出力偏光ユニット（ＰＥ）と、を備え、
　前記オブジェクト位相差ユニット（ＰＯＢ）は、画像情報を可逆的又は不可逆的に印加
することが可能であり、
　前記光源デバイス（ＢＶ）から射出された変調光（Ｓｏｕｔ）が、前記画像情報と相互
作用するためにオブジェクト位相差ユニット（ＰＯＢ）に入射し、該オブジェクト位相差
ユニット（ＰＯＢ）を通った後に前記出力偏光ユニット（ＰＥ）に入射して、前記出力偏
光ユニット（ＰＥ）によって光学効果が視覚化されることを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記入力偏光ユニット（ＰＯＥ）は、位置に依存して偏光へ影響を与えるものである請
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求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記変調ユニット（ＯＭＥ）は、位置に依存して及び／又は時間に依存して偏光及び／
又は位相差に影響を与えるものである請求項１または２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記オブジェクト位相差ユニット（ＰＯＢ）は、位置に依存して及び／又は時間に依存
して位相差に影響を与えるものである請求項１乃至請求項３のいずれか１項記載のシステ
ム。
【請求項５】
　前記光源デバイス（ＢＶ）は、更に、位置に依存して及び／又は時間に依存して位相差
に影響を与える少なくとも一つの光源位相差ユニット（ＳＲＥ）を備える請求項１乃至請
求項４のいずれか１項記載のシステム。
【請求項６】
　前記光源位相差ユニット（ＳＲＥ）及び／又は前記オブジェクト位相差ユニット（ＰＯ
Ｂ）及び／又は前記変調ユニット（ＯＭＥ）は、少なくとも一つの異方性物質及び／又は
光学的に異方性材料特性を備える請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載のシステム
。
【請求項７】
　前記光源位相差ユニット（ＳＲＥ）及び／又は前記オブジェクト位相差ユニット（ＰＯ
Ｂ）及び／又は前記変調ユニット（ＯＭＥ）は、位置依存性らせんピッチ及び／又は材料
特性の位置依存性配向性及び／又は位置依存性層厚み及び／又は位置依存性光学的異方性
を備える請求項１乃至請求項６のいずれか１項記載のシステム。
【請求項８】
前記入力偏光ユニット（ＰＯＥ）及び／又は出力偏光ユニット（ＰＥ）は、交換また除去
され得る請求項１乃至請求項７のいずれか１項記載のシステム。
【請求項９】
　前記入力偏光ユニット（ＰＯＥ）は、非偏光を起こすエリアを含み、且つこれらのエリ
アは、非偏光光フィルタを備える請求項１乃至請求項８のいずれか１項記載のシステム。
【請求項１０】
　前記変調ユニット（ＯＭＥ）は、時間に依存及び／又は位置に依存する方法で偏光及び
／又は位相差に影響を与える、少なくとも一つのメソゲン物質、特に液晶を備える請求項
１乃至請求項９のいずれか１項記載のシステム。
【請求項１１】
　変調ユニット（ＯＭＥ）において時間に依存及び／又は位置に依存する方法で、偏光及
び／又は位相差に影響を与えるプロセスが、エネルギーへの暴露を介して制御され得る請
求項１乃至請求項１０のいずれか１項記載のシステム。
【請求項１２】
　前記エネルギーへの暴露は、前記メソゲン物質上で機械的及び／又は音波的及び／又は
熱的及び／又は電気的及び／又は磁気的及び／又は電磁的エネルギー発生器を使用するこ
とで起こる請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記表示オブジェクト（ＤＯ）は、更に反射ユニットを備える請求項１乃至請求項１２
のいずれか１項記載のシステム。
【請求項１４】
　前記表示オブジェクト（ＤＯ）は、更に音響信号を発生することができる少なくとも一
つの屈曲振動器（ＢＳ）を含み、可視化のためのみならず音調化のために使用されるコン
パクトな構造設計を有する請求項１乃至請求項１３のいずれか１項記載のシステム。
【請求項１５】
　前記屈曲振動器（ＢＳ）は、オブジェクト位相差ユニット（ＰＯＢ）内に又はオブジェ
クト位相差ユニット（ＰＯＢ）上に設けられる請求項１４に記載のシステム。
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【請求項１６】
　請求項１乃至請求項１５のいずれか１項記載のシステムで、光学効果の変調と表示を行
うための方法であって、
　光の特性の変調と画像情報の印加のいずれか一方又は両方の工程を有し、
　前記光の特性の変調は、変調ユニット（ＯＭＥ）において、所定のエネルギーへの暴露
を介して、変調パラメータである偏光及び／又は位相差を前記エネルギーの変化に応じて
変化させることにより、全体として、肉眼に対して永続的、不変的、一様であって、視認
可能または区別可能な、構造及び／又は明るさ及び／又は色のコントラストの変化を伴う
ことなく、前記偏光及び／又は位相差がパラメータとして変調された光ビームを形成し、
　前記画像情報は、前記エネルギーへの暴露及び／又は材料変換及び／又は構造変化を介
し、オブジェクト位相差ユニット（ＰＯＢ）に可逆的又は不可逆的に印加され、
　光の特性の変調は、オブジェクト位相差ユニット（ＰＯＢ）において画像情報と相互作
用し、結果、光学効果が、出力偏光ユニット（ＰＥ）によって可視化される方法。
【請求項１７】
　前記光の特性は、変調ユニット（ＯＭＥ）において、時間依存及び／又は位置依存の方
法で、偏光及び／又は位相差に関して変調されるものである請求項１６に記載の光学効果
を変調して表示するための方法。
【請求項１８】
　前記画像情報は、オブジェクト位相差ユニット（ＰＯＢ）に、時間依存及び／又は位置
依存の方法で、可逆的又は不可逆的に印加されるものである請求項１６または１７に記載
の光学効果を変調して表示するための方法。
【請求項１９】
　前記表示オブジェクト（ＤＯ）において生じる光学効果は、偏光を少なくとも局所的に
解消することにより不可視化される、請求項１６乃至請求項１８のいずれか１項記載の光
学効果を変調して表示するための方法。
【請求項２０】
　前記偏光は、少なくとも一つの偏光ユニット（ＰＯＥ、ＰＥ）を除去することによって
解消される、請求項１６乃至請求項１９のいずれか１項記載の光学効果を変調して表示す
るための方法。
【請求項２１】
　少なくとも一つのメソゲン物質、特に液晶を、エネルギーに暴露する請求項１６乃至請
求項２０のいずれか１項記載の光学効果を変調して表示するための方法。
【請求項２２】
　前記エネルギーへの暴露の制御は、ベース信号（Ｓｉ）に対応する請求項１６乃至請求
項２１のいずれか１項記載の光学効果を変調して表示するための方法。
【請求項２３】
　前記ベース信号（Ｓｉ）は、少なくとも一つの変調された信号、特に、オーディオ信号
（ＳＳ１、ＳＳ２）に従う請求項２２に記載の光学効果を変調して表示するための方法。
【請求項２４】
　前記表示オブジェクト（ＤＯ）に入射する、光源デバイス（ＢＶ）からの光（Ｓｏｕｔ
）は、前記表示オブジェクト（ＤＯ）を通過し、表示オブジェクト（ＤＯ）の反対側から
見られる請求項１６乃至請求項２３のいずれか１項記載の画像を変調するための方法。
【請求項２５】
　前記表示オブジェクト（ＤＯ）に入射する、光源デバイス（ＢＶ）からの光（Ｓｏｕｔ
）は、前記表示オブジェクト（ＤＯ）内で反射され、前記表示オブジェクト（ＤＯ）の入
射側から見られる請求項１６乃至請求項２３のいずれか１項記載の画像を変調するための
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、請求項１の前文に記載の光学効果を変調して表示するためのシステム、及び
請求項１３の前文に記載の光学効果を変調して表示するための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　欧州特許第０６８２７８２号から、光学効果を変調して表示するためのシステム及び方
法が知られており、このシステム及び方法では、動画(アニメーション)が生成され、その
動画の構造及び／又は色が様々な信号源によって変調される。しかしながら、このシステ
ム及び方法における欠点は、そのシステム及び方法に含まれる原理のために、光源デバイ
スからの光が、表示される画像情報を既に視覚的に含んでいることである。もう一つの欠
点は、このシステム及び方法が、起こりうる表示及び起こりうる変化のばらつきに対して
比較的柔軟性がないことであり、これは、光源デバイス自体のみがそのような変化に適合
するものであり、根底にある原理が光源デバイス外での変化を許容しないためである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従って、本発明の目的は、光学効果を変調して表示するためのシステム又は方法を提案
し、それによって、上記の欠点を回避し、光学効果を変調して表示するためのより取扱が
容易でより柔軟に変更可能なシステム又は方法を構築し、更に、光源デバイスからの光が
中性的に且つ可視画像情報を含むこと無く変調及び表示を行えるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この目的は、請求項１又は１３の教示による本発明によって達成される。
【０００５】
　また、下位請求項の主題は、本発明の有益な実施形態に相当する。
【０００６】
　本発明によれば、前記問題点は、光学効果を変調して表示するための本システムが、光
源デバイス、及び前記光源デバイスの外部に位置する少なくとも一つの表示オブジェクト
を備え、本システムにおいて、前記光源デバイスは、特に位置に依存して偏光に影響を与
える少なくとも一つの入力偏光ユニット及び、特に時間に依存及び／又は位置に依存して
偏光及び／又は位相差に影響を与える少なくとも一つの変調ユニットを備え、本システム
において、前記表示オブジェクトは、画像情報を可逆的又は不可逆的に印加するのに適し
た、特に位置に依存及び／又は時間に依存して位相差に影響を与える少なくとも一つのオ
ブジェクト位相差ユニット及び出力偏光ユニットを備え、本システムにおいて、前記光源
デバイスからの変調光が前記画像情報と相互作用するためにオブジェクト位相差ユニット
に衝突し、それによって、前記出力偏光ユニットによって光学効果が視覚化され得るとい
う事実によって解決される。
【０００７】
　ここでは、基本的に、前記光源デバイスと前記表示オブジェクトとの距離は、任意の所
望の距離が考えられる。例えば、前記距離は、数センチメートルでも、数メートルでもよ
い。前記光源デバイスの外部の前記出力偏光ユニットの空間的な分離（空間分離）及びそ
の結果としての配置の利点は、前記光源デバイスと前記表示オブジェクトの間の光路が前
記入力偏光ユニットと出力偏光ユニットの間に位置していることである。結果、可視画像
情報は、前記光源デバイスと前記表示オブジェクトの間の光と区別することが出来ず、中
性に見える。
【０００８】
　また、前記光源デバイスと表示オブジェクトの空間分離及び動作的及び／又は機能的配
置は、光学効果の表示を変化させる能力を促進する。具体的には、それによって光学効果
の表示を前記光源デバイス内と両方で変化させることが出来、この変化は前記表示オブジ
ェクト自体内で生じることもできる。結果、技術的かつ厳格な位置的観点の両方から光学
効果の表示を変化させる少なくとも２つの組み合わせ可能な方法がある。例えば、これに
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よって、特に施釉タイル等人工構造物に固着されたオブジェクトを表示するのに特別な利
益を提供する。
【０００９】
　前記光源デバイスにおける前記入力偏光ユニットは、初めに、使用光を入力偏光するよ
うに機能する。ここでは、入力偏光は、照明フィールド上の全部に一定、及び照明フィー
ルド上の位置依存的の両方の場合があり、それによって、照明フィールドの幾つかの領域
が多様に偏光され、及び／又は全く偏光されないことになる。その結果、前記光源デバイ
スを使用して、前記表示オブジェクト内の異なる領域の可視性又は不可視性を確保するこ
とができる。
【００１０】
　前記入力偏光ユニットを通って送られた光は、少なくとも一つの変調ユニットに導かれ
る。この変調ユニットは前述の変化の一部を開始することができる。例えば、時間に依存
及び／又は位置に依存した方法で、変調ユニットを使用して前記照明フィールドの偏光及
び／又は位相差（光路差）に影響を与えることができる。位置に依存した影響とは、ここ
では、前記照明フィールドの異なる領域において位置によって変化する影響の形態であり
、時間に依存した影響とは、ここでは、時間の経過とともにより強くなる又は弱くなる影
響の形態である。この偏光の影響及び／又は位相差の影響を適切に選択することによって
、前記光源デバイスからの光の性質を、位置に依存及び／又は時間に依存して偏光及び位
相差に関して変調することが出来、前記表示オブジェクトでの様々な光学効果がもたらさ
れる。
【００１１】
　前記表示オブジェクトは、少なくとも一つのオブジェクト位相差ユニットを備え、上記
変化の他の一部の開始が可能になっている。オブジェクト位相差ユニットは、ここでは、
上記変調ユニットと同じ前記光源デバイスにおける可能な影響を実現でき、前記オブジェ
クト位相差ユニットで行われる前記偏光及び位相差の影響が前記変調ユニットからの影響
と相互作用、例えばオーバーラップすることができる。
【００１２】
　また、前記オブジェクト位相差ユニットは、画像情報を可逆的に又は不可逆的に付加す
るのに適しており、それによって、前述の変化に更に寄与する。例えば、オブジェクト位
相差ユニットへの画像情報の可逆的又は不可逆的な付加は、液晶層の目的となる外部露出
（暴露）、例えば、光又は機械的圧力、及び／又は制御され局所的に有効な材料変換、及
び／又は構造的変換等のエネルギーに対する暴露を介して起こり得、追加の効果をもたら
し得る。
【００１３】
　更に、表示オブジェクトは、出力偏光ユニットを含み、例えば、これは、アナライザと
しての役割を果たし得る。結果、先に述べた以上の不可視光学効果が実現され得る。
【００１４】
　光源デバイス及びオブジェクト位相差ユニットに含まれるユニットは、特に、光学効果
をより包括的且つ興味深いものにし、可能な変更をより一層提供するために、多段に設け
ることもできる。
【００１５】
　特に、照明フィールドにおける光の特性は下記事実を特徴とする。その事実とは、全体
として肉眼に対し、永続的、不変的、一様であって、認識可能又は区別可能な構造又は明
るさ及び／又は色のコントラスト無しに現れる一方で、特定の空間的及び／又は時間的に
構造化されているが、幾つかの制御信号によって対応して制御可能なパラメトリック光変
調をも発揮し、一定な不可視光の内部特性もなお生じる。そこでは、光の特性（状態）を
変化させる間でさえ、内部構造それ自体もその中の変化も肉眼では知覚することができず
、光学効果は、照明された他の夫々のオブジェクトの存在下で表示オブジェクトを照明す
ると共に全ての他のオブジェクトが処理中に視覚的に変化せずに現れる時、もっぱら表示
オブジェクト内で生じる。
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【００１６】
　この目的を達成するために、光は、肉眼で認識可能な特定の夫々定義された内部特性を
備え、その内部特性は光の非偏光部分及び対応して偏光された部分の両方を備える。そこ
では、定義されたスペクトル放射を備えた少なくとも一つの光源と、各々が定義された偏
光方向を備える特定の異なるフィールドエリア及び非偏光構造を有する下流の偏光ユニッ
トから進み、付加的に且つ対応して設計された偏光光学要素もまた光源デバイス内の光路
に統合され、特に活動的に作動可能な変調ユニットの形態で存在し、そこでは、これらの
要素が、夫々の偏光状態及び／又は夫々の光部分内の光路差（位相差）又は定義された方
法で偏光された照明フィールド領域の目的の空間的及び／又は経時的変動や変調を開始す
るために使用され、それによって、これらの要素は、夫々の照明フィールドに組み込まれ
る表示オブジェクト内の前述の複雑な動的光学効果を達成するために使用され得る。
【００１７】
　また、表示オブジェクトを前述の照明フィールドに導入することによって、及び光の外
から認識可能な特性がプロセス中に視覚的に変化することなく、その光の特性を内的に変
化することによって、もっぱら写真・光学アプローチを取る受動要素よりなる表示オブジ
ェクト内での潜像情報や対応する表示オブジェクトの選択的且つ特定の偏光可視化が有利
である。
【００１８】
　また、前述の可視化画像情報や前述の光学効果を光学的に目標とされる方法で表示オブ
ジェクト内において不可視にするプロセスが、表示オブジェクトが視覚的に変化されない
方法で照明され続けられながら、光の特性を内的に変化することによって起こる方法で光
源手段から制御可能であることは有利である。
【００１９】
　また、外的に認識可能又は識別可能な光の特性がプロセス中に照明フィールド内で視覚
的に変化することなく、光源デバイスによって、写真・光学アプローチを取るＤＯ内でパ
ターン及び色の効果又は画像変調の複雑で且つ特に制御可能なマルチパラメトリック変動
が有利である。
【００２０】
　また、例えば、実用的に制限されない数の色調を有し且つ対応する色パレットを有し、
並びに変化する彩度と色コントラストを有するパターンやモチーフを発生し、特に、それ
らのパターンやモチーフをミリ秒内で極端に高速で変化させられることが有利である。
【００２１】
　また、表示オブジェクトが、望ましいように、例えば、様々な表面組成及び任意の形状
変形を有する、層構造（例えば、平らな、湾曲した、又はレリーフプロファイルの表面要
素）として、又は三次元構造（例えば、立体、中空体）として、形作られ得ることが有利
である。
【００２２】
　また、もっぱら受動的な表示オブジェクトは、それら自体が一切能動的構造要素や移動
可能機械的要素を含まないことが必要であるか又は電源や対応する電線を必要としないこ
と及び光学効果が要素自体を制御する代わりに、各照明要素を使用して不可視のままにす
る光変調を介してこれを達成することによって、受動的オブジェクトにおいてさえなお能
動的に制御され得ることが有利である。
【００２３】
　また、表示オブジェクトが、コスト効率がよく且つ大量生産可能な容易に製造される受
動要素よりなること及びこれらの表示オブジェクトが、単純さ、頑健さ、及び従来の処理
と組み付け技術を使用する能力によって区別され得、それによって、実際、複数の材料、
形状、プロファイルに、且つ種々の表面組成を有するように作られ得ることが有利である
。
【００２４】
　また、オブジェクト位相差ユニット内の潜像情報は、オブジェクト自体に含まれ得、こ
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こでは、実際の空間的構造を有する光学材料組成として存在し得、それによって、そうで
ない従来の画像投影からそれ自体を描写することができ、後者は、画像形成光学素子（im
aging optics）を使用してその各画像平面においてスクリーン上で捕獲可能な画像を介し
てのみ各定義されたオブジェクト平面をはっきりと画像形成する。従って、投影距離を変
化すると、対応する再焦点合わせが原理的に画像投影の場合必要になる。通常の投影プロ
セスとは対照的に、単純な光源デバイスや照明フィールドと共に、表示オブジェクトを使
用することにおけるこの基本的な違いは、各画像形成光学素子が、全体的に省略可能であ
り、各画像を伴う画像形成エラーと共に不利な焦点合わせに先んずることができる追加の
利点を提供し、それによって、各々が設計において変化し且つ各々が異なるように構成さ
れる潜像モチーフを有する材料表示オブジェクトが、例えば、単一の照明フィールド内に
組み込まれることができ、且つ前述の照明フィールドとは異なる方法で且つそれからの種
々の距離で、並びに互いに異なる深さでその中に望ましいように配置され、更に、中を自
由に動き回れるような空間を有する。
【００２５】
　また、対応する制御コマンドに応答して、特に作動可能な光源デバイスは、特に、一方
では、潜像情報が直接可視化される可視状態（作動状態）と、他方では、潜像情報も関連
する光学効果も生じない不可視状態（中性状態）の間で表示オブジェクト内の表された状
態の望ましい即座の切り替えを開始するために使用できるという点でも有利である。光学
効果の望ましい各可視化に関する用途及び設計に関連する利点は、連続的な照明が行われ
ても、使用されたオブジェクトの印象が、所望の作動が特定時間可能になるまで、中性発
現のままであり得るという事実にある。透過で表示オブジェクトを使用する場合、そのオ
ブジェクトは、それ自体、不可視状態中連続的に透明のままであり得、ここでは、可視構
造を呈することはない。反射で表示オブジェクトを使用する場合、拡散的に散乱された反
射層のみが、透明な光学機能層の背後で中性背景として光ることができる。更に、ここで
は、照明が状態における変化と画像変調を有する可視化の両方の間有効であり続けること
と照明自体が依然として肉眼に不変に現れ続けることが有利である。
【００２６】
　また、任意の形状と寸法を有する実際上制限のない数の表示オブジェクトは、大域的照
明フィールド内の任意の位置に自由に配置又は移動可能であり、これらのオブジェクトは
、単純に組み込まれ得、対応して自由に移動、又はもう一度除去され得ることが有利であ
り、それによって、様々なモチーフを有する、異なって構成された表示オブジェクトが、
各照明デバイスにより光変調を介して互いに対して同時に及び同期してアニメーション化
され得る。
【００２７】
　また、表示オブジェクト中の幾つかの画像キャリー透明要素は、結果として、空間的、
三次元的に現れる半透明の光学効果を達成する方法で、重ね合され（オーバーラップ）、
且つ配置され得ることが有利である。
【００２８】
　また、人工光を有する、好ましくは、白色光を有する複数の光源のみならず昼光源が使
用可能であり、例えば、光変調を有する各照明フィールドを発生すること、及びここでは
、光品質が光変調中でも各々が変化されずに現れることが有利であり、その結果、前述の
光学効果がもっぱら光学要素自体に起こり、他方、全ての他の照明されたオブジェクトは
、変化しないまま現われ、従って、装置からであって且つ動作中の光品質は、例えば、エ
リアやオブジェクトを照らしている時、永続的に保持され、ゆえに、例えば、従来の動的
画像投影や色光ステージングの場合に起こるような、分裂的なちらつきや対応する色光効
果が起こらない。
【００２９】
　また、複雑なダイナミック光学効果の瞬間のリアルタイム制御が可能である点で有利で
あり、それによって、種々のタイプのダイナミックプロセスの可視化（可視化プロセス）
が可能になる。各工程は、対応するプロセス関連信号を伴うことが可能であり、あるいは
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、これらの信号と対応して関連することができ、その結果、例えば、幾つかの対応するセ
ンサ信号や対応するプロセス制御パラメータに基づくあるプロセス動作の可視化や、又は
オーディオ信号（audio signals）からの対応するアルゴリズムの助けを借りて評価され
得る対応信号に基づく各光学効果の音楽可視化や音楽アニメーション化がおこる。
【００３０】
　有利な実施形態では、光源デバイスは、更に、位置に依存して及び／又は時間に依存し
て位相差に影響を及ぼす少なくとも一つの光源位相差ユニットを備える。結果、光の位相
差は、例えば、照明フィールドの種々のエリアにおいて光源デバイス内で特に変化するこ
とが可能であり、光学効果により包括的でより興味深いデザインを付与することが可能と
なる。
【００３１】
　例えば、夫々の所定のモチーフを有する潜像情報を有する固定設置された表示オブジェ
クトを使用する場合、既存のモチーフの各現在使用可能な色パレット及びそれらのモチー
フに関連する構成の両方に関して、オブジェクトにおける材料変換や構成変換がこの目的
で必要とされることなく、何時でもこれらのすでに存在するモチーフの追加の且つ迅速に
変化する変更を導入可能である点も、ここでは有利である。各望ましいある視覚性能及び
その変更は、光源デバイスの光路に導入できる或いは画像に応じて構成された唯一つ又は
幾つかの多様に設計されたオブジェクト位相差ユニットを変更できるため、照明手段によ
って単独で達成可能であることが特に有利である。この場合、定義された局所的にアドレ
ス可能な遅延を示し、次に、照明自体がプロセス中に視覚的に変化することなくモチーフ
の各出現で望ましい効果を有する。
【００３２】
　他の有利な実施形態では、光源位相差ユニット及び／又はオブジェクト位相差ユニット
及び／又は変調ユニットは、少なくとも一つの光学的異方性物質及び／又は光学的異方性
物質特性を備える。例えば、光学的異方性物質は、複屈折特性を有し得、偏光と位相差に
影響を及ぼし得る。
【００３３】
　他の有利な実施の形態では、光源位相差ユニット及び／又はオブジェクト位相差ユニッ
ト及び／又は変調ユニットは、位置に依存した光学異方性及び／又は位置に依存した層厚
み及び／又は位置に依存した材料特性の配向性、及び／又は位置に依存したらせんピッチ
を備え得る。また、これらの光学は、光の偏光と位相差の変更を可能とする。
【００３４】
　他の有利な実施の形態では、入力偏光ユニット及び／又は出力偏光ユニットは、交換又
は除去され得る。これは、入力偏光ユニットと出力偏光ユニットは、可視化のためにきわ
めて重要であるためである。これらのユニットの一方が存在しない場合、光学効果の可視
化は起こり得ない。例えば、効果が見えない中性モードが結果として実現され得る。
【００３５】
　他の有利な実施の形態では、入力偏光ユニットは、偏光を開始しないエリアを含み、こ
こでは、これらのエリアは、非偏光光フィルタを備える。即ち、例えば、入力偏光ユニッ
トにおける光の偏光エリアは、偏光されたエリアが一般的に非偏光エリアよりも少ない光
の強度を示すため、照明フィールド内で強度変動を引き起こす可能性がある。結果、望ま
しい一様で中性の照明フィールドの形成中に、これらのエリア中に非偏光光フィルタによ
って妨害され得るという問題に直面する可能性がある。従って、非偏光エリアの強度は、
偏光エリアの強度と一致させられる。
【００３６】
　他の有利な実施の形態では、変調ユニットは、少なくとも一つのメソゲン物質やメソゲ
ンユニット、特に、液晶を、時間に依存して及び／又は位置に依存して偏光及び／又は位
相差に影響を及ぼすために備える。メソゲン物質は、処理が容易であり、影響を発揮する
ための望ましい選択肢を提供する。
【００３７】



(9) JP 5763087 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

　他の有利な実施の形態では、変調ユニットにおいて時間に依存して及び／又は位置に依
存して偏光及び／又は位相差に影響を及ぼすプロセスは、エネルギーへの暴露を介して制
御され得る。エネルギーへの暴露は、一方では実施が容易であり、他方では、望ましい影
響をもたらすよう柔軟に調節され得る。特に、メソゲン物質は、それらの偏光特性及び／
又は位相差特性に関してエネルギーへの暴露を介して容易に影響を及ぼされ得る。
【００３８】
　他の有利な実施の形態では、エネルギーへの暴露は、機械的及び／又は音波の及び／又
は熱的及び／又は電気的及び／又は磁気的及び／又は電磁的エネルギー発生器をメソゲン
物質に対して使用することによって起こる。
【００３９】
　他の有利な実施の形態では、表示オブジェクトは、更に、反射ユニットを含む。この反
射ユニットは、基本的に、いずれにしても望ましい構成を有し得る。このような反射ユニ
ットは、表示オブジェクトへの入射光を表示オブジェクトの入射側へ反射する。結果、表
示オブジェクトにおける光学効果は、光が表示オブジェクト上で光る側から見ることがで
きる。特に、構造的制限があると、例えば、表示オブジェクトがタイルとして壁や床に固
定される時に、裏から見られないため、顕著な利点を生じ得る。
【００４０】
　即ち、反射ユニットがない場合、表示オブジェクトは、透過で見ることができ、光は、
表示オブジェクトの一方の側から表示オブジェクト上に光り、且つ表示オブジェクトにお
ける光学効果は表示オブジェクトの他方の側から見ることができる。このような表示オブ
ジェクトは、使用された光に関して透過性であり、透過で見られる。
【００４１】
　表示オブジェクトは、透過及び反射の両方で使用可能であり、それによって、オブジェ
クトエリアやアーキテクチャエリアにおけるカウントレス及び変化したアプリケーション
を使用可能とし、例えば、透明なオブジェクト（例えば、ウインドウ要素、パネル、光チ
ューブ、照明器具、アニメーション化可能受動ディスプレイ等）又は反射オブジェクト（
例えば、建物正面要素（facade element）、タイル要素、パネル、照明器具等）或いはそ
れらの組合せとして使用される。
【００４２】
　他の有利な実施の形態では、表示オブジェクトは、更に、音響信号(acoustic signals)
を発生可能な少なくとも一つの屈曲共振器を含む。結果、表示オブジェクトは、可視化の
ためのみならず音調のためにも使用され得る。屈曲共振器の使用は、別途のラウドスピー
カの必要性を排除し、それによって、非常にコンパクトな構造設計を達成する。
【００４３】
　他の有利な実施の形態では、この屈曲共振器は、オブジェクト位相差ユニットの中又は
その上に設けられる。結果、コンパクトな構造設計が一層向上され、屈曲共振器がオブジ
ェクト位相差ユニットに一体化される場合、更に、最大化される。
【００４４】
　本発明により、冒頭で述べた問題は、上述の種類のデバイスを使用する、光学効果を変
調して表示する方法で更に解決され、そこでは、光の特性が、特に、時間に依存して及び
／又は位置に依存して変調ユニットにおいてエネルギーへの暴露を介して偏光及び／又は
位相差に関して変調され、及び／又は画像情報が、特に、時間に依存して及び／又は位置
に依存してエネルギーへの暴露及び／又は材料変換及び／又は構造変化を介してオブジェ
クト位相差ユニットにおいてオブジェクト位相差ユニットに可逆的又は不可逆的に印加さ
れ、光の特性の変調は、オブジェクト位相差ユニットにおいて画像情報と相互作用し、結
果、光学効果が、出力偏光ユニットによって可視化される。
【００４５】
　請求項１３の方法の説明に関して、包括的な参照が請求項１のシステムに対して与えら
れた説明に対して最初になされる。本発明の方法において、光の特性は、初めに、時間に
依存して及び／又は位置に依存して変調ユニットにおいてエネルギーへの暴露を介して偏
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光及び／又は位相差に関して変調される。これは、光学効果の表示を変化する方向への第
１の寄与となる。
【００４６】
　その変調の別法として或いはその変調と組み合わせて、光学効果の表示を変化する方向
への第２の寄与は、オブジェクト位相差ユニットにおいてエネルギーへの暴露及び／又は
材料変換を介して行われ得、それは、時間に依存して及び／又は位置に依存して画像情報
を可逆的又は不可逆的にオブジェクト位相差ユニットに印加することを可能にする。この
タイプの印加プロセスは、すでに述べた。
【００４７】
　最後に、変調ユニットを介する光の特性の変調は、オブジェクト位相差ユニットにおい
て可逆の又は不可逆的に印加された画像情報と相互作用し、結果、光学効果が、出力偏光
ユニットによって可視化される。
【００４８】
　このような相互作用は、基本的に、例えば、加算又は減算による重畳として望ましい形
態をとることができる。
【００４９】
　本方法の有利な実施の形態において、表示オブジェクトに起こる光学効果は、少なくと
も局部的に偏光をキャンセルすることによって不可視にされる。局部的なキャンセルは、
どこでも基本的に望ましい方法でもたらされ得る。例えば、局部的キャンセルは、入力偏
光ユニットや出力偏光ユニットにおいて発生し得る。
【００５０】
　本方法の他の有利な実施の形態において、偏光は、少なくとも一つの偏光ユニットを除
去することによってキャンセルされる。すでに述べたように、偏光は、入力偏光ユニット
及び／又は出力偏光ユニットを除去することよって少なくとも一時的にキャンセルされ得
、結果、例えば、光学効果が不可視のままである。
【００５１】
　本方法の他の有利な実施の形態において、少なくとも一つのメソゲン物質やメソゲンユ
ニット、特に、液晶は、エネルギーに暴露される。これに関しては、上記を参照されたい
。
【００５２】
　本方法の他の有利な実施の形態において、エネルギーへの暴露の制御は、ベース信号に
対応している。このベース信号は、基本的に望ましい任意の方法で選択及び具体化され得
る。例えば、後者は、変調信号、例えば、オーディオ信号（an audio signal）のみなら
ず、センサ信号、例えば、圧力信号、又は信号発生器からの信号を含む。
【００５３】
　これは、光学効果と、例えば、相互作用、例えば、圧力センサを介する人の動き、並び
に例えば、音響信号を介する音調との対応をもたらし得る。結果、視聴者、例えば、特別
な体験へ導くことができる聞くこと／視野又は視野／感じることに対して二つのセンサが
接続される。
【００５４】
　本方法の他の有利な実施の形態において、表示オブジェクトへ入射する光源デバイスか
らの光は、表示オブジェクトを通過し、それによって、表示オブジェクトの反対側で見ら
れる。これは、透明な表示オブジェクトを見るために上述の透過オプションを表している
。
【００５５】
　本方法の他の有利な実施の形態において、表示オブジェクトへ入射する光源デバイスか
らの光は、表示オブジェクト内で反射され、それによって、表示オブジェクトの入射側で
見られる。上述の反射ユニットは、このため、上述のように、表示オブジェクトの入射側
へ光を戻すよう案内するために必要である。
【００５６】
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　幾つかの実施の形態が図面において例示される。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】光源デバイスと表示オブジェクトの配置、及び前記表示オブジェクトの内部レイ
アウトを示す。
【図２】表示オブジェクトの他の内部レイアウトを示す。
【図３】光源デバイスの概略レイアウトを示す。
【図４ａ】変調ユニットの概略レイアウトを示す。
【図４ｂ】変調ユニットの他のレイアウトを示す。
【図５ａ】直接背面投影を有する透過表示オブジェクトを示す。
【図５ｂ】間接背面投影を有する他の透過表示オブジェクトを示す。
【図５ｃ】直接背面投影を有する反射表示オブジェクトを示す。
【図５ｄ】再方向付け背面投影を有する他の透過表示オブジェクトを示す。
【図５ｅ】透明ホログラフィック光学要素（ＴＨＯ）を介する間接背面投影を有する他の
透過表示オブジェクトを示す。
【図６ａ】反射表示オブジェクトを有するアーキテクチャ要素が与えられる場合の本発明
の模範的用途を示す。
【図６ｂ】透過表示オブジェクトを有するアーキテクチャ要素が与えられる場合の本発明
の模範的用途を示す。
【図７】円筒状配置における本発明の模範的用途を示す。
【図８】二つの変形でのピラミッド配置における本発明の模範的用途を示す。
【図９】光学効果と共にオーディオ信号を同時に再生するための本発明の模範的用途を示
す。
【発明を実施するための形態】
【００５８】
　図１は、本発明の模範的な実施形態の概略図を示し、本実施形態は、図３に細部が描写
される光源デバイス（ＢＶ）を備え、この光源デバイスは、制御信号Ｖｓに対してそれぞ
れ所定数の入力を有し、これらの入力を使用して、光源デバイスＢＶに含まれる対応する
光学変調要素（変調ユニット、ＯＭＥ）（図３に記載）を作動させる。光源デバイスＢＶ
から、直接背面投影された出力ビーム（Ｓｏｕｔ）が、本例では半透明の表示オブジェク
ト（ＴＤＯ）として設計されている表示オブジェクト（ＤＯ）に衝突し、それによって対
応する照明フィールド（ＬＦ）を生じ、ＴＤＯ通過後、観察者（Ｂ）が視認可能で制御信
号Ｖｓに従って変調又は映写可能な対応する画像情報（ＢＩ）を含む。
【００５９】
　また、図１は、対応する層状構造を有するそのようなＴＤＯの概略断面図を示し、この
層状構造では、光ビームは、まず、透明な保護層（ＳＳ）を通過し、次に、少なくとも一
つの光学的異方性層を通過する。この光学的異方性層は、偏光光学画像要素（オブジェク
ト位相差ユニット、ＰＯＢ）として機能し、画像アドレス可能な光路差Γｉ（ｘ，ｙ）と
して表わされる各潜像情報を備え、適した光屈折率を有する透明な光学的等方性フィラー
層（ＦＳ）を任意で備え得る。所定数の、対応して構成されたＰＯＢの次には、偏光要素
（出力偏光ユニット、ＰＥ）があり、この偏光要素は、本例では、アナライザとして機能
する。一つ以上の透明な保護層（ＳＳ）が終端層を構成することができる。
【００６０】
　この特別の例では、好適な本実施形態に記載の透過性表示オブジェクトＴＤＯが、前後
に層状に重なり合う２つの異なる偏光光学画像要素ＰＯＢｋとＰＯＢｌを備え、これらの
要素は、局所的にアドレス指定可能な光路差Γｉ（ｘ，ｙ）及びΓｊ（ｘ，ｙ）の形式で
印加される対応設計された潜像モチーフを夫々有する図２もまた、表示オブジェクトＴＤ
Ｏを通過する光路を好適に図示しており、この表示オブジェクトＴＤＯは、必ずしも平面
でない要素として構成可能であって、自由に選択可能な形状及びそれに対応する寸法を有
する。図２は、更にＴＤＯ（ｚ方向、ｙ＝定数、ｘ＝変数）の断面、及び偏光光学画像要
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素ＰＯＢｋの層厚みプロファイルｄ（ｘ，ｙｊ）を対応するグラフと共に模式的に示す。
このグラフは、画像コンセプトに関して個々に又は共に光学的に相互作用し、且つそれに
応じて画像的に構成された夫々の層厚みｄ（ｘ，ｙｊ）を表すものであって、光学異方性
Δｎ（ｘ，ｙｊ）及び配向α（ｘ，ｙｊ）のグラフである。
【００６１】
　図３の概略図は光源デバイスの好ましい実施形態を示しており、この光源デバイスは、
モジュール設計により有利にもたらされる。光源Ｌからは、特定の好適なスペクトル放射
Ｉ（λ）の光が放出され、制御信号ＶＩを用いて光強度を対応して変化可能な手段を備え
る。また、その他の既知の手段（例えば、異なる光源のスペクトルの混合、スペクトルフ
ィルタの組み合わせ等）を使用して、所望の方法で対応する制御信号Ｖλを介してスペク
トル放射を変化させることも可能である。用途にもよるが、光源としては、幾つかの例を
挙げると、白熱ランプ、ハロゲンランプ、メタルハライドランプ、キセノンランプ、アー
クランプ、蛍光ランプ、金属蒸気ランプ、ＬＥＤシステム、及び有機発光ダイオード等の
従来のランプが挙げられる。各表示オブジェクト内で潜像情報を可視化するため、光路に
は偏光光学要素（入力偏光ユニット、ＰＯＥ）が組み込まれており、この目的のために対
応する手段（ＰＯＥ－ＩＮ）が備えられ、これによって、前記光路から前記偏光光学要素
ＰＯＥを再び任意で取り除く（ＰＯＥ－ＯＵＴ）ことも可能になり、画像情報及び関連す
る光学効果をユーザの判断で再び完全に不可視にできる。
【００６２】
　組み込まれた各ＰＯＥは個別に構成可能であり、全てのＰＯＥは所望の置換が可能であ
る。これにより、ＰＯＥによって生成される全ての部分光線又は照明フィールドエリアの
特異的な所望の特性がそれぞれ得られ、この特性は、ここでは基本的に非偏光又は対応し
て偏光されうる。ＰＯＥ内でそれぞれ構築された偏光領域は、更に、それらに関連する偏
光方向によって区別される。結果、各ＰＯＥは、特定数の局所ドメイン又はそれに対応す
るフィールドエリアを備え、局所ドメインは相互に表現され、そして各々確定されており
、局所ドメインとフィールドエリアは２つの基本的に異なる光学機能を実行する。中性ド
メインに分類され、図３では符号（Ｎ；Ｓｏ）で示されるこれらのフィールドエリアは、
これらのエリア内の出射光が常に偏光されないことを特徴とする。
　一方、偏光ドメインとして分類されたＰＯＥ（図３では（↑；Ｓｐ，α）で示す）内の
フィールドエリアは、所定の偏光方向αを持ち、夫々対応して局所化され、かつ領域的に
区別された入力偏光子として機能する。このフィールドエリアは、ここでは、表示オブジ
ェクトＤＯの各照明フィールド内での前記光学効果の偏光可視化であって、結果として局
所的に含有するようにされた偏光可視化のために用いられ、一方、前記中性ドメインは、
各ＤＯと共に、このように識別された照明フィールドエリア上に可視の光学効果が現れな
いことを意図的に確実にするよう機能する。
　偏光ドメインは、一般的に使用される全ての偏光要素によって実現可能であり、偏光子
は、夫々所望の形状及び配置を反映するように設計され位置決めされる。最も単純な例で
は、この目的に市販の偏光子フィルム（例えば、ポーラテック（Ｐｏｌａｔｅｃｈ）社製
、日東電工社製、ショット（Ｓｃｈｏｔｔｏ）社製、３Ｍ社製）を使用することが出来、
これらのフィルムは、対応して形成されたセグメントとして所望の方法で配置され、また
、各好適な偏光方向（偏光角α）に従って対応して整列される。また、ここでは、偏光角
に対して各個別に設計された方向の勾配磁場を有する偏光要素も考えられ、一定の偏光方
向及び／又は継続的に進行する方向勾配を有する離散フィールドエリアが生じ得る。また
、夫々の偏光角を特定のドメイン内で回転可能な手段を備えることができる。従来の吸収
偏光フィルムが使用される場合、偏光ドメインに対する光透過率は、従って、実質的に損
なわれていない中性ドメインと比較して大幅に減少され、結果、関連する照明フィールド
エリア間の対応する明度差がＤＯで発生する。必要であれば、中性ドメインを通過する間
、光がある程度弱められることも出来、それによって、もはや、実際、中性ドメインを出
発した非偏光光と偏光ドメインから発する偏光光の間に目に見える明度差は認識されない
。結果、このような明度に関して偏光ドメインに対して調整された中性ドメインは、中性
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フィルタの更なる光学機能を具備する対応したフィールドエリアを有する。好適な各光透
過率は、ここでは、偏光ドメイン内とできる限り同じ程度まで光が弱まるような方法で選
択されなくてはならない。
【００６３】
　最も単純な例では、対応する光学密度を有する従来の中性フィルタをこの目的でフィル
ム材料として使用することが出来、偏光フィルムと共に、ＰＯＥに対応して適用すること
ができる。
【００６４】
　図３によれば、少なくとも２つの更なる光学機能要素が、光路又はビーム路の偏光光学
要素ＰＯＥよりも下流に、夫々好適な数、配置及び組み合わせで位置決めされている。こ
れらは、一方ではいわゆる光学変調器要素（ＯＭＥ）であり、他方ではいわゆる構造化位
相差要素（位相差ユニット、ＳＲＥ）であり、それらの機能は上述の通りである。結果、
ＯＭＥｉは、前記ＤＯにて画像を変調するための光変調器として機能し、光変調は対応す
るエネルギーＥｉへの暴露により各ＯＭＥにて開始される。この特定のエネルギー暴露は
、制御信号ＶＭｉの助けを借りて作動されうる。しかしながら、関連する光変調は、もっ
ぱら偏光ビームセグメント又は偏光照明フィールドエリアに対して選択的に作用し、非偏
光ビームセグメント又は照明フィールドエリアはいかなる光変調も受けず、それによって
、表示オブジェクトＤＯと共に、まさにこの目的で構築された各照明フィールド内のこれ
らの位置でいかなる光学効果も画像変調も観察できない。従って、光源デバイスは、並列
及び／又は直列の数個のＯＭＥを含むことが出来、これらのＯＭＥは、夫々所望の配置及
び必要な場合にいつでも、例えばモジュール形状で光路に導入することが出来、また必要
であれば再び取り除くことができる。各個々のＯＭＥが夫々の制御信号ＶＭによって個別
に作動されるため、対象を絞った数個の制御信号使用により、結果として極度に複雑な光
変調又は画像変調を編成することが可能になる。このようなＯＭＥは、実際、特に電子的
に作動されるＬＣセル（所謂ＥＣＢセル、電界制御複屈折）として使用可能であり、様々
な形及びモデルで市販されている。様々な製造業者のいわゆるねじれネマチックセル（Ｔ
ＮＣ、ツイステッドネマチックセル）が好適に使用可能である（例えば、オプトレル社（
Ｏｐｔｒｅｌ）、オプトレックス社（Ｏｐｔｒｅｃ））。
【００６５】
　図３によれば、ＰＯＥ及びＯＭＥと共に、任意の数及び所望の配置で、関連するＯＭＥ
に対応して割り当てるように、更なる所謂構造化位相差要素ＳＲＥをＢＶの光路に組み込
むことができる。これら前述のＳＲＥ各々は、ここでは、局所的にアドレスされた所定の
位相差Γ（ｘ，ｙ）を有する単層、又は各々が光路差Γｉ（ｘ，ｙ）に対して個別のモチ
ーフ及び特定の夫々に適した軸方向距離を備え得る複数のカスケード式層状構造体のいず
れかから構成可能である。
【００６６】
　上述したように、組み合わせた偏光光学システムの前述した光学機能は、一方では素子
ＰＯＥ、ＯＭＥ、及びＳＲＥを備える互いに空間的に離間した光源デバイスＢＶと、他方
では要素ＰＯＢ及び関連する割当てられたアナライザＰＥが組み込まれた夫々の表示オブ
ジェクトＤＯとの光の光学的相互作用から生じ、ＢＶ内のＳＲＥ及びＤＯ内のＰＯＢの両
方が、画像に関して対応して構成された所定の光路差によって各々区別される。結果、ま
ず各ＤＯで夫々可視化された光学効果は、２つの異なる空間的且つ機能的に分離した貢献
によって全体として決定される。この決定工程では、特に、ＢＶ内の光ビームがＰＯＥ及
び特定の数の、対応して構成されたＳＲＥ及び各割り当てられたＯＭＥを通過する間に第
１の部分が生じ、光ビームがＤＯ内の各ＰＯＢを通過し続け、それによって最終的に画像
を決定する結果を生じ、場合によっては夫々の個別の局部に対して前記光路差を加算又は
減算することによって組み合わせる効果的な光路差を生じる間のみ対応する空隙又は別の
透明な異方性媒体の後に第２の部分が生じる。ＤＯ及び関連する色パレットと共に実際に
現れる各画像情報ＢＩもまた夫々支配的な局所偏光状態、軸方向、及び光入射角に依存し
、そのため、これらのパラメータはＢＶからの要求に応じて更に変化可能である。従って
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、各ＤＯからのＢＶのこの空間的且つ機能的分離は、一連の利点と関連する。一方で、全
光学効果は各偏光要素ＰＥの助けを借りて、対応する特定のＤＯと光学顕微鏡に関して関
連があり相互作用する場合のみ、及びこの目的で構築された対応する照明フィールドエリ
アにおいてもっぱら、選択的に可視化されるだけである。従って、透明なＳＲＥ及び／又
はＰＯＥ及び／又はＯＭＥを接続又は置換した場合、及び任意の変調条件下でも、ＢＶか
ら発せられる出力ビームＳｏｕｔの光質は、実際、変化しないままである。結果、この機
能分離によって、ＢＶに対して画像変更及び画像変調のアクティブな機能の全てが与えら
れ、ＢＶが発する光に対するそれらの光の光学効果は常に不可視なままである。
                                                                                
            
【００６７】
　夫々別々の部分から生じる光学効果は、主に受動光学要素として構成される前述のＤＯ
によって可視化される。最も高頻度で固定して取付けられる又はＰＯＢの所定の潜像モチ
ーフによってほぼ不変である表示オブジェクトからＳＲＥ及びＯＭＥを空間的且つ機能的
に分離する目的は、光源デバイスＢＶ内に単独で位置され、更に寸法の小さい個別の容易
に接触可能な光学コンポーネントが、容易に交換又は置換可能であり（ここでは、複数の
異なる対応する既製のＳＲＥが、例えば交換装置で使用可能である）、結果、ＤＯでの光
学効果はＤＯ自体を変更する必要がなくいつでも変更又は変化可能であるという、用途に
関連した利益に関係がある。従って、ＳＲＥを対応して選択して配置し、各ＯＭＥに対し
て後者を夫々割り当てることによって、対応するＤＯと併せて、夫々所望の画像モチーフ
とそれらに関連する色パレットを自由に形成するのはユーザ次第である。
【００６８】
　また、図３は、対応する光ガイダンス、対象光ビーム影響（バンドリング、偏向等）、
画定した照明フィールド投影又は光学的画像形成の目的で使用可能な更なる光学的要素Ｏ
Ｅを各ＢＶに提供するという選択肢を示す。この目的を達成するために、ＢＶは、これに
対応して、通常の光学要素、特に、例えば、光学ミラー（ＯＥ１）及び／又は集光レンズ
（ＯＥ２）及び／又はレンズ（ＯＥ３）をビーム路に組み込むことができる。
【００６９】
　本発明の模範的な一実施形態は、光学変調器要素ＯＭＥ又は能動的に作動可能な構造化
位相差要素ＳＲＥを含む。
【００７０】
　説明する例は、対応して設計された液晶層又はＬＣセルが受ける前述のエネルギーが、
液晶層又は対応するルーメンにおいて一つの画定した音場又は数個の相互に干渉し合う音
場や超音波音場を生成する、以下では音響光学変調要素（ＡＯＭＥ）と呼ばれる、夫々の
制御信号によって作動される対応するアプリケータによって発生される音響エネルギーの
形をとる場合に関する。例えば液晶では特定の音響光学効果が発生可能であること（Ｃｈ
ａｔｒｉ　Ｓｒｉｐａｉｐａｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ，　
Ｖｏｌ．１５，　Ｎｏ．３，　Ｍａｒｃｈ　１９７７）、特に、ここでの各ＬＣ層が、各
ＬＣが特定の配向を取り、対応する超音波に曝された場合に複屈折特性を示すことが一般
的に知られている。結果、これは、ＬＣ要素内に音響誘導且つ特定の調節可能又はダイナ
ミックに作動可能光学的異方性パターンを導くことになる。従って、音響光学誘導相構造
体は、ＯＭＥとして又は能動的に作動可能なＳＲＥとして使用され得、そこでは、特に音
響光学的方法で発生可能な夫々の動的構造形成光学効果が対応する制御信号を介してダイ
ナミックに変調されることもできる。アプリケータは、この目的に適する全ての電気音響
変換器や超音波変換器よりなることができ、ここでは、夫々の音場は、対応して既知の手
段及び連結媒体を使用してＬＣ層へ連結され得る。
【００７１】
　一つ又は数個のいわゆる光音響アプリケータを、ＬＣ層の、対応して確立された局所エ
リアに対しても使用することができる。いわゆる光音響効果は、ここでは、各望ましい周
波数の音波を励起するために、各周波数を有する関連し且つ各対応して変調された放射強
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度を介して対応してＬＣ上で目標となる照射が起こるよう各ＬＣ層において使用される。
各望ましい放射は、対応して変調可能な外部ラジエータを一つ以上使用して非接触方式で
適用することができる。更に、光音響励起の目的のためにここでは、電磁放射が可視スペ
クトル外（例えば、数例をあげると、ＩＲ放射、電磁放射、ＵＶ放射）にあることが有利
である。結果、対応するラジエータの組合せ及びビームガイダンスは、そのプロセスで眼
に見える影響がＢＶから発される光Ｓｏｕｔ上に与えられないように各ＬＣフィールドを
適切に暴露するよう使用され得る。この分野の専門家にとっては、ＬＣ層の対応する光音
響励起を可能にし、続いて前述の音響光学効果を発生させることに関する工程は周知であ
る。
【００７２】
　図４Ａは、ＡＯＭＥの特別な好適実施形態を示す概略図であって、ＡＯＭＥはいわゆる
表面音波に曝されるＬＣ要素の形態になっている。
【００７３】
　このデバイスでは、音響光学原理は、複屈折特性を有する構造形成光学現象の目的とす
る発生及び変調のために使用され、ＡＯＭＥは、各々ＯＭＥやＳＲＥの代わりに、光源デ
バイスＢＶ内で光路に組み込まれている。
【００７４】
　図４Ａは、ＡＯＭＥの原理を描いており、インターデジタル変換器（インターデジタル
変換器ＩＤＴ）は、圧電基板ＰＳ上のＬＣ層（ＬＣ）に、ＬＣ内の上記音響光学効果を誘
導する表面音波ＯＦＷ発生のために使用される。ＯＦＷは、アブソーバ（吸収体、いわゆ
る音響井戸）によって対応して弱められ、あるいは必要に応じて、例えば、音響定在波フ
ィールドを発生するよう反射器Ｒによって対応して反射される。
【００７５】
　表面音波ＯＦＷは、対応するインターデジタル変換器（インターデジタル変換器ＩＤＴ
）を使用して適切なベース周波数（例えば、メガヘルツ範囲内）を有する信号Ｓｉによっ
て発生され、インターデジタル変換器は透過用途では半透明な且つ反射用途では光を反射
する圧電キャリア材料（ＰＳ）上にある。適切な層厚（マイクロメータ範囲内）を有し、
キャリアＰＳへ適用される液晶層（ＬＣ）は、ユーザによって要求された既知の手段（例
えば、界面活性剤や配向層）を使用して事前に配向され得、それにより、ＬＣ層は、好適
な各構造化光学異方性によって区別され、光源（Ｌ）から発され且つ対応して偏光された
（Ｐｏｌ．）光が、各ＩＤＴによって励起された光学異方性構造体に関して対応して変調
され、且つ信号Ｓｉによって制御され得る。パターン形成を励起且つ制御するために使用
される信号Ｓｉは、可変の振幅及び周波数を有するＨＦ発生器によって最初に発生される
。下流の周波数変調器（ＦＭ　ＭＯＤ）は周波数変調信号を発生するために使用され、周
波数変調信号は、例えば、５００ｋＨｚ～１０ＭＨｚの各所定のベース周波数によって低
周波制御信号ＳＳ１を介して変調可能である。ベース周波数及び周波数スイングの各選択
は、それぞれ誘導される音響波フィールドの各波長から生じ、かつ、再度の用途特定要求
に依存し、各複屈折パターンドメイン（例えば、位相格子の格子定数）の動的に制御可能
なターゲット（目標）空間周波数変動に関し、関連する音響周波数や波長はパターン形成
の望ましいモードをそれぞれ決定する。下流の振幅変調（ＡＭ　ＭＯＤ）は、特に、追加
の低周波制御信号が付加された音響強度（音響インテンシティ、acoustic intensity）を
作動させ、また、夫々の好適音響強度と変調の度合いは、望ましい音響光学効果を達成す
るために用途特定要求によって決定される。
【００７６】
　図４Ｂは、基板ＰＳ上に二つのインターデジタル変換器ＩＤＴ１、ＩＤＴ２を備えるＡ
ＯＭＥの特に好適な実施形態の原理を示す。
【００７７】
　この好適実施形態の利点は、この場合、二つの音響波フィールドがＬＣ層内で互いに干
渉し、それによって、信号Ｓｉ，１とＳｉ，２が、干渉の結果生じた各干渉フィールドの
ターゲット（目標）制御を可能にし、それゆえ発生する対応するＬＣドメインにおける光
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学的異方性構造形成への局所効果を可能とするために使用され得る。例えば、二つの音響
強度に二つの関連する振幅変調器ＡＭ　ＭＯＤを介して相補動的制御を受けさせることに
よって、特に、２次元音響フィールドの局所干渉ベクトルを変え、それゆえ、同様に位置
に依存して光学効果を変化させる又は励起位置に対応するダイナミック（励起位置ダイナ
ミック）を有するパターン形成を達成することを可能とする。更に、また、パターン発生
音響光学決定要因は、望ましい方法で互いに相関され得る夫々の音響周波数並びに二つの
各ＩＤＴを作動するために使用されるそれらの周波数変調によって空間周波数指定パター
ン形成に関して静的又は動的な方法で影響され得る（空間周波数ダイナミック）。結果、
極端に複雑なパターン形成プロセスと光学効果は、これに関して実施される夫々のＨＦ発
生器、振幅変調、及び周波数変調の対応する組合せと相互関係を介してユーザの各意図に
基づいて実現され得る。すなわち、本公開に明示的に又は暗示的に含まれる示唆に基づい
てＡＯＭＥのさらなる実施形態及び将来的な変更の発生及び使用は、使用者次第である。
また、これに関連して、ＡＯＭＥは、より多くの光音響アプリケータや種々のタイプの電
気音響変換器やそれらの組合せを使用して構成することもありうる。
【００７８】
　図５Ａから５Ｅは異なる５つの実施形態をそれぞれ示しており、これらの実施形態は、
関連する表示オブジェクトＤＯに当り、場合により半透明（ＴＤＯ）又は光反射（ＲＤＯ
）構成として設計される光源デバイスＢＶからの光の前面投影又は背面投影を介する直接
又は間接照明を含む。
【００７９】
　図５Ａは、半透明（透過性）表示オブジェクトＴＤＯの模範的概略図であり、その構造
的設計に関して、例えば、図１及び図２に対応する内部構造を設けることができ、とりわ
け、対応して層化された偏光光学要素ＰＯＢが複数組み合わされ、各々が潜像として個々
に構成された画像情報を有する。ＴＤＯは、更に、任意の数、寸法及び更には望ましい形
状変形（例えば、層状又は立体状、平面状又は湾曲状構造体として、及びまた中空体や中
実体として）で任意の好適な空間的位置で光源デバイスＢＶから発される照明フィールド
に組み込まれ、かつ各照明フィールド内を移動することができる。結果、ＢＶから発され
る出力ビームＳｏｕｔは、ＴＤＯを介して直接発光し、それによって、ＴＤＯの背後に位
置する観察者Ｂは、偏光可視化の場合にのみ、それぞれ照明されたフィールドと併せてＴ
ＤＯで発生された画像情報ＢＩを知覚することができる。これとは逆に、非可視画像情報
は、ＢＶに含まれる手段が与えられると出力ビームが全体として場合により非偏光化され
るように意図された場合にも発生し、それによって、関連する光学効果さえ観察されず、
ＴＤＯ全体が完全に透明に現れる（いわゆる中性モード）。
【００８０】
　図５Ｂは、本発明の一の好適実施形態であって、半透明なＴＤＯの使用による間接的透
過背面投影の変形例を示す。図５Ａとは反対に、この変形例は、ＢＶとＴＤＯの間にさら
に導入された、いわゆる半透明投影要素ＴＰＥを備え、背面投影は対応する照明フィール
ドを生じさせる。当該照明フィールドは、各下流ＴＤＯに対して関連する背景照明として
機能し、ＴＤＯと同様に、ＴＰＥも自由にアクセス可能な形状とサイズで設計され、かつ
、好ましくは、各使用ＴＤＯにより予め決定された条件に応じて調節されることができる
。しかしながら、その機能を確保するために、そのようなＴＰＥは、ＴＰＥを実現するた
めに使用される各材料が、特にその偏光保持特性により識別されるという本質的条件を満
足しなければならず、それによって、背面投影を介するＴＰＥを通過する各対応偏光並び
に下流のＴＤＯに対する各背景照明フィールドは、その偏光状態を大きな変化なしに保持
する。あるいは、ＴＰＥは、半透明（透過及び散乱）と光ガイダンス（投影角度、観察角
度）に関して望ましい各特性を備えるものであれば、あらゆる材料を使用して実現される
こともできる。そして、観察者Ｂは、前述の画像情報ＢＩや光学効果を、各背景照明フィ
ールドＬＦの前で、ＴＤＯ前方側で見ることができる。経験的に、例えば、ＬｏｇｏＦｉ
ｌｍ製の光学的に不透明な背面投影フィルム材料は、ＴＰＥ材料としてより好ましく適切
に使用することができる。これらのフィルム材料は、十分な偏光保持性を有し、そして関
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連する特性により、ＴＤＯにおいて光学効果の非常に高いコントラストを観察でき、また
、広い視野角度に亘って、昼光状態であっても周囲の迷光によって大きく影響されない。
ＢＶが偏光可視化から中性モードにスイッチされた後、主に白色光で均一照明された背景
の前で、ＴＤＯは再度完全に透明になる。
【００８１】
　図５Ｃは、反射表示オブジェクトＲＤＯ上への直接前面投影を含む場合の好適な実施形
態の概略図である。この変形実施形態おいて、ＢＶから発された光Ｓｏｕｔは、反射配置
ＲＤＯの表示オブジェクトに当たる。そこでは、内部構造が、とりわけ、少なくとも一つ
以上の、対応して設計され且つ対応して並列及び／又は直列に層化されたＰＯＢを含み、
各層は潜像情報を保持する。その結果、ＢＶによって放射された光は、全ての関連するＰ
ＯＢを通過し、最終的には、光学的に対応して連結された偏光要素ＰＥに当たる。ここで
は、偏光要素ＰＥは反射アナライザとして機能する。光はアナライザ表面で該アナライザ
の偏光方向に従い対応して反射され、その結果、ここでは観察者Ｂの傍で、手近に偏光可
視化される画像情報ＢＩを含む。その状態が選択的に中性モードで操作されると、光学効
果が再びＲＤＯに全く現れなくなり、ＰＥの好適に均一な、そして拡散反射する表面はも
っぱら上流の透明な層を通って光る。知見に基づき、拡散反射し且つ同時に偏光するフィ
ルム材料であって、種々の製造業者（例えば、３Ｍ、ビキュイティ（Ｖｉｋｕｉｔｉ）、
ポーラテック（Ｐｏｌａｔｅｃｈ）、日東電工等）の一般的なフィルム材料を、各反射Ｐ
Ｅとして使用することができる。反射ＰＥは特定の方法でその偏光及び反射特性の両方に
よって区別されるものである。また、これらのフィルム材料は、関連する光学要素に積層
（貼付）することが容易である。従って、前述の光学効果は、広い範囲の投影角度と視野
角度に亘って前面投影される間に前方から観察すると、鮮明な色再生を伴って高レベルの
輝度とコントラストで観察され、他方、周囲の迷光に対しては十分に無反応である。
【００８２】
　図５Ｄは間接的かつ反射背面投影の形態における他の変形を示す概略図であり、少なく
とも一つのいわゆる反射投影要素ＲＰＥと組合せた、少なくとも一つの半透明透過表示オ
ブジェクトＴＤＯが使用されている。ここで光源デバイスＢＶから発される光ビームＳｏ
ｕｔは、最初に、適切な投影角度で対応して構成されたＲＰＥに当る。このＲＰＥは、こ
こでは光反射器として機能し、当該光反射器は特定の表面を備え、且つ望ましい各反射特
性を有する偏光を保持し且つ対応して配置されたことになる。それによって、ＲＰＥで対
応して反射された光は、意図された方法で各ＴＤＯを通過し、ＴＤＯから放出される可視
画像情報ＢＩは、観察者Ｂによって認識される。ＲＰＥの各反射特性によってそれぞれ生
じる反射角度又は視野角度の範囲と共に、選択した放射光投影角度に依存する結果、特定
の空間距離がＲＰＥとＴＤＯの間に要求される。このように、ＲＰＥから発される反射器
（リフレクター）照明フィールドは、各ＴＤＯを通して観察する時、前述の光学効果を観
察するために背景照明フィールドとして機能する。偏光保持状態を満足するために、主に
金属表面にＲＰＥを設けることができる。特定の好ましい方向に沿った放射光を、反射及
び／又は拡散性のより少ない散乱を意図する望ましい反射特性を達成する目的で、関連す
る表面を、特定の表面仕上げ及び表面構造（複数例挙げると、特定の反射及び／又は拡散
軽減構造、マイクロプリズム構造、格子構造等）で仕上げることでもできる。これに関し
て、図５Ｄは好適な一実施形態の詳細な断面を示し、この実施形態は対応して設計された
表面構造へ向けられた反射を介しての光ガイダンス（光誘導）を目的とする。その表面構
造の端部に沿って線が引かれた（lined）半プリズムマイクロレリーフは、特定の浅い入
射角度で放射された光がＲＰＥ表面に対して主に垂直に反射されるように配置される。反
射に加えて、更に艶消し仕上げされた金属表面がこの表面に対して特定部分の散乱を与え
、それによって光学効果の更に一層の可視性と視野角の可能な範囲を向上させることがで
きる。
【００８３】
　ＲＰＥの製造には、複数の市販のプラスチックフィルム材料を用いることができ、これ
らの材料としては、例えば、ＬＣＤスクリーンや種々の電灯構造物における光ガイダンス
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のために使用される材料（例えば３Ｍ、Ｖｉｋｕｉｔｉ等）がある。その場合、これらの
ポピュラーなフィルム材料は、ここで必要な偏光保持特性のみが欠けているため、これら
のフィルムを、対応する金属表面に被覆することもできる。同様に、金属材料は、望まし
い構造と表面仕上げを得るよう既知の方法を使用して機械加工されることができる。
【００８４】
　他の実施形態の変形例は図５Ｅに概略的に描かれており、先に示された図５Ａから５Ｄ
とは反対に、二つの異なる画像源（いわゆるオーバーレイ機能）の視覚的オーバーラップ
を組み込んでいる。例えば、この更なる光学機能により、前後に配置される二つの各透明
光学要素ＴＤＯ、ＴＨＯＥを介して各現実シーンＳｚや画像媒体（例えば、ディスプレイ
、ビデオ或いはフィルム投影等）からの他の関連する画像に基づく仮想シーンを見られる
ようになり、ここで同時に観察された各現実のシーンを、必要ならば、ＴＤＯ内にＢＶを
介して発生される前述の光学効果に光学的に重ねる特別の能力を生じさせる。その光学機
能に関し、ＴＤＯと接続されるように対応配置された透過型ホログラフィック素子ＴＨＯ
Ｅは、この素子が、一方では、前から見た時に、背後にある情景に対して事実上透明な窓
として機能し、他方では、定義された各入射角度βでＢＶを介してＴＨＯＥに向かって更
に配向された背面投影によってこの観察された各情景（viewed scene）と特定の方法で重
ねられるという事実によって一般に区別される。結果、光学的オーバーラップの各範囲は
、二つの部分の関連する優勢な輝度レベル間の各相関関係に依存する。このために、オー
バーラップの各範囲は、相互的な各方法でＢＶの部分上の輝度Ｈを介してシーンＳｚの各
輝度Ｈｓｚに対して望ましいように個々に適合され得る。シーンＳｚが暗いままである場
合（ａ）又は関連する背面投影が起こらない（例えば、Ｈ＝０）場合（ｂ）の二つの特別
な場合に関して、場合（ａ）における投影又は場合（ｂ）におけるシーン自体のみが、Ｔ
ＨＯＥを通して観察する時に現れる。
【００８５】
　ホログラフィック格子の適用に基づくこのようなＴＨＯＥは、ＳＡＸ３Ｄからいわゆる
ホログラフィック光学投影ディスク（Holographic optical projection discs、ＨＯＰＳ
）として利用可能である。これらの光学的に透明なホログラフィック素子を使用する利点
は、これらの素子が、一方では、原則要求される必要な偏光保持特性を備えること、及び
他方では、偏光可視化中に生じる前述の光学効果が、通常非偏光周囲又は迷光によってほ
とんど影響を及ぼされず、それによって、高いレベルの輝度を有する環境においても極端
に高いコントラストと鮮明な表示が可能だという事実にある。各適用の利点は、それらが
、そのような投影に対して通常極端に好ましくない状態下でさえ、例えば、明るい昼光に
暴露される、ヘッドライトが向けられる方向にＴＨＯＥがある場合でも、前述の光学効果
の良好な再現を可能だという事実に起因する。後者の利点は、ＢＶを出る出力ビームＳｏ
ｕｔが、各正確に定義され且つ制限された入射角度βでのみＴＨＯＥの後ろ側に投影され
、そして、関連するＴＨＯＥのホログラフィック格子構造（特異的に形成され、この角度
に正確それぞれ調整されたもの）の使用により、観察者Ｂの方向に向かってその表面に対
し垂直に向きを変え、それによって、下流のＴＤＯを通過した後、望ましい画像情報ＢＩ
をもたらすという事実に主に起因する。専ら、ＢＶから発する投影ビームＳｏｕｔは、各
ＴＤＯと一体となって上述した光学効果の発生において能動的であるので、ＢＶから発さ
れない全ての他の光源は、前述の光学効果の再生品質を相当に損なう。この欠点は、ＴＨ
ＯＥの使用を介し、この特別な例において、通常非偏光である他のどのような角度で入射
する迷光や周囲光でも素子自体において散乱も湾曲もされず、それによって、素子が透明
なＴＨＯＥを介して光るという事実のおかげで大いに回避される。ＴＨＯＥとＴＤＯの両
方が夫々透明であり、従って、実際上可視の内部構造を備えないため、ＴＤＯから生じる
画像情報ＢＩと各シーンＳｚの両方が、光学効果の偏光可視化の間、対応する視覚的オー
バーラップの形態で観察者Ｂに現れる。シーンの輝度Ｈｓｚにそれぞれ関連してレギュレ
ータＨを介してＢＶからの投影光の輝度を対応して調節することによって、それぞれ生じ
る光学的オーバーラップの範囲が望ましいように調整され得る。シーンＳｚが実際のシー
ンを含む場合、各輝度Ｈｓｚは、追加的に且つ対応して明暗調整可能な光によって望まし
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いように変化し得る。他の例では、例えば、仮想シーンが、関連するディスプレイ又はス
クリーン上への各画像投影やビデオ投影に基づいて実際のシーンの代わりに発生されるべ
き場合、輝度Ｈｓｚは、各使用された媒体に対して対応して調節され得る。結果、追加的
でオプション的でインパクトのある設計可能性が、互いに関連する各輝度レベルＨ（ｔ）
、Ｈｓｚ（ｔ）の特定のダイナミック制御を介して生成され得、そこでは、このように達
成可能な上記各光学効果に加え、この特別の実施の形態の変形は、この場合、各上演過程
（staging process）中に透明性の範囲と夫々のコントラスト比をダイナミックに変化す
るために使用され得る。選択された中性モードの場合、例えば、ＢＶから発せられ、それ
ゆえ、完全非偏光の光を投影する時、関連する照明フィールドが、上述のように、いずれ
にしても、光学効果無しに現れ、各照明フィールドは、対応して調節された輝度レベル（
例えば、シーンＳｚのＨｓｚと併せてＢＶから発生する光の投影のＨ）で光学的に重ね合
わされ、結果的に幾分不透明で且つ照明されたディスクを介して見る時に引き起こされる
視覚的印象を観察者Ｂに与える。二つの極端な場合（ａ）（Ｈ＞＞０；Ｈｓｚ＝０）又は
（ｂ）（Ｈ＝０；Ｈｓｚ＞＞０）に関して、完全に不透明な背景照明フィールドは、場合
（ａ）では透明なＴＰＯに対して可視になり、ＴＰＯの背後に位置する各シーンＳｚの精
読が可能でない。他方、場合（ｂ）では、二つの要素ＴＰＯとＴＨＯＨの両方が等しく且
つ完全に透明に現れ、シーンＳｚの完全に明瞭な表示が可能である。
【００８６】
　図６Ａ及び６Ｂは本発明の他の好適実施形態の模式図であって、アーキテクチャ要素（
建物構造要素）として主に機能し、横断可能な床タイル又は床被膜、及び壁パネルや建物
正面要素等の両方として使用可能な表示オブジェクトの形態を示す。図６Ａに描かれるタ
イル要素は、外部光源デバイスＢＶから発する光Ｓｏｕｔのビームによって反射構造ＲＤ
Ｏｉ中の表示要素として対応して照明され、それによって、観察者Ｂは、各ＲＤＯｉ内で
発生した光学効果を観察することができる。この変形例は、図５Ｃ上に示される原理に対
応するものである。このように、ＲＤＯとして指定される各アーキテクチャ要素は、対応
して設計されたモチーフと共に、それぞれ特定数のＰＯＢを含む。更に、各ＲＤＯは、対
応するキャリア材料Ｔに適用することができ、且つＲＤＯの表面は、同様に、例えば、保
護層として機能する追加の透明層ＳＳを備えることができるし、または、対応して構造化
された表面プロファイル、対応する透明色モチーフ、もしくは特定のコントラストレベル
を組み込むことができる。
【００８７】
　図６Ｂは、対応して設計されたＴＤＯの形態でそれぞれ実現される、半透明のアーキテ
クチャ要素の使用を含む好適な実施形態を示し、間接的透過背面投影が図５Ｂに示した原
理配置に従って発生する。この場合、各光のビームＳｏｕｔは、関連する使用された光源
デバイスＢＶｉ…ＢＶｋから放射されて、空気層ＬＳを通過又は適切な透明なフィラー層
ＦＳを通過し、続く半透明な透過投影要素ＴＰＥに各照明フィールドが発生し、全ての関
連する統合されたＴＤＯに対して背景照明として機能する。同様に、また、ＴＤＯは、図
６Ａの場合におけるような、追加の層ＳＳを備えることができる。偏光可視化中に、前述
の光学効果が再び夫々のアーキテクチャ要素中に現れ、ＢＶが中性モードに切り替えられ
た時には、潜像情報は観察者Ｂには不可視のままである。
【００８８】
　反射又は透過構成のアーキテクチャ要素に対し想定される追加の好適実施形態は、図５
Ａ～図５Ｅで示された原理による種々の形状及び配置において実現されることができる。
【００８９】
　図７は、他のアーキテクチャ要素、ユーティリティオブジェクト又は照明要素の模範的
な図であり、設計では、筒状であり得、とりわけ、共軸的な円筒配置において、ＢＶとＴ
ＤＯをそれぞれ含む。この場合、図５Ｂによる間接的透過背面投影の原理は、本発明の環
境に従って再び実現される。内側の透明なチューブ要素は、光源デバイスＢＶを含み、且
つ放射方向へ光Ｓｏｕｔを放射し、ＴＰＥにおいて、外側の円筒形チューブ要素の内側に
対応する照明フィールドを発生し、それゆえ直後の共軸円筒形ＴＤＯのための背景照明と
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して機能し、そこでは、あたり一面で観察可能な各画像情報ＢＩは、ＴＤＯの外側から発
せられる。一方、光源デバイスＢＶは、好ましくは軸心に位置する光源Ｌ、並びに層状の
円筒形に構成され且つそれぞれ順次配置されたＰＯＥ、変調要素ＯＭＥ及び構造化位相差
要素ＳＲＥをそれぞれ望ましい数で含む。全ての関連するＯＭＥは、更に、夫々の制御要
素ＳＥによって作動される。従って、外側の円筒（シリンダ）は、半透明で対応して層化
された構造体によって形成され、その構造体は、透過投影要素ＴＰＥと、その直後に続く
透過表示オブジェクトＴＤＯと、対応して追加された透明ＳＳとを内側から連続して含み
、ＴＤＯは透明ＳＳに沿って形成されている。幾つかの用途では、ＴＤＯとして設計され
るかＴＤＯ内に１又は複数の各偏光光学画像要素ＰＯＢを含む各円筒形チューブ要素が、
容易に置換可能な構成として設けられることが有利であり、それによって、所望の各モチ
ーフ（例えば、対応するフィルムとして設計された１又は複数のＰＯＢの単純な変更を介
して）の交換が容易に実施される。
【００９０】
　図８は、ピラミッドアーキテクチャ要素（角錐状建築要素）又はユーティリティオブジ
ェクトの例に基づく本発明実施のための他の二つの変形例を示し、そこでは、一方は、図
５ｂの原理による間接背面投影における透過構成及び内部ＢＶを備え、他方は、図５Ｃの
原理による直接前面投影における反射構成での同オブジェクト及び外部ＢＶを備える。
【００９１】
　図９の模範的な実施の形態は、音響映像メディア用途における本発明の使用に関連し、
特に、関連する生成された且つ対応してパラメータ化された音響特性と共にそれらの同時
関連音響再生に基づいた、前述の表示オブジェクトを介した光学表現や聴覚現象の同期し
た同時可視化（real-time visualization）のための対応する装置と方法の助けを借りて
の各偏光光学システムの拡張と組合せに関する。
【００９２】
　これに関連して、まず何より一般的に知られているのが、コンピュータベースのシステ
ムとプログラム及び／又はマルチメディアシステム（例えば、相互作用ビデオシステム）
であり、これらは対応するコンピュータグラフィックスによる音楽可視化（所謂、音楽可
視化装置）のために主に使用される。一般に、音響ベースの画像又はグラフィック効果は
これらの場合に発生し、且つアニメーションコンピュータグラフィックス又はビデオシー
ケンスの形態でスクリーンやビデオ投影に対応して表示される。この目的を達成するため
に、ユーザは、各コンピュータシステムに設置可能な可視化プラグイン（例えば、Ｓｏｕ
ｎｄＪａｍ、ＷｉｎＡｍｐ、Ｇｅｉｓｓ、Ｍｏｎｋｅｙ等）を組み込むための対応するイ
ンターフェース及びプログラムから選択することができる。ここで、不利なことに、その
ようなコンピュータグラフィック可視化は、多かれ少なかれオーディオデータの対応する
所定のグラフィックオブジェクトや種々のタイプのグラフィック主要素の重ね合わせ（例
えば、ポイント、ライン、基本幾何学形状、多角形等）への直接及び／又は概してランダ
ムに割り当てられたグラフィック変換を最も頻繁に備え、主に均一で容易に予測可能な画
一的な動きを有する、特定で且つ非常に類似する繰り返しパターンの変形が生じ、従って
、それは、感覚に対して説得力を有する各記録された音楽の経験への言及にほとんど影響
を及ぼすことはできない。これは、従来の解析アルゴリズム及びグラフィックプロセッサ
による複雑なオーディオ信号のグラフィック変換に対して実際上生じる待ち時間が、現代
のコンピュータ技術に関して合理的な支出を仮定しても、リアルタイム条件下で同期して
聴覚事象と視覚事象とリンクするにはなお高過ぎるという原始的な関連事実によって起こ
される。この方法に対する他の基本的に不利な点は、指示する媒体の層状設計がスクリー
ン又は画像投影の形態であると仮定すると、可視化は、本質的に所定のサイズを有する二
次元に限定されなければならないという事実に起因し、解像度を制限された、対応するシ
ステム関連画素構造が全ての例において不可避である。
【００９３】
　光源デバイスにおいて使用される他の従来の方法とデバイスは、オーディオ信号を介し
た光制御を含み、特定の数及び配置の対応する色光源を使用し、好ましくは、加色混合の
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原理を適用する。そのような光の設備とそれらの照明シナリオは、一定で繰り返し且つ画
一的な照明光効果にのみ達することが多い。この光度変換の他の不利な点は、夫々の律動
的な及び／又は連続する切り換えにおいて現れる定義され且つ概して単色の色表面エリア
が、音楽に関して特に顕著である構造や形状における幾らかの変化を実施できずに、各照
明オブジェクト上でいつでも発生し得ることである。従って、上記から明らかなように、
光源に基づく光設備の単独の使用は、音楽属性の適切に見える表示形態への変換に対する
複雑な要求を満足することはできない。
【００９４】
　光源デバイスやコンピュータグラフィックスを有する音楽の可視化のための上記システ
ムに対し、各デバイスと共に請求項記載の方法は、基本的に異なる種類の概念的アプロー
チに基づいており、それは、視聴覚的及び審美的又は共感覚的受信状態についての現在及
び将来の利用可能な知識を、関連し且つ対応して確立された理論的及び／又は実験的に導
出された概念と併せて適用して、三次元表示オブジェクト内で対応する適切な視覚的現実
化への、顕著な聴覚的及び／又は音楽用決定因子の変換を達成する。該三次元オブジェク
トについては、本システムにおいて付加的に実施される音楽可視化インターフェースＭＶ
Ｉに関連した請求項記載の偏光光学システムによって所望の形状及び寸法にすることがで
きる。ここでは、異なる技術的手段の適用を伴い、各変換及び可視化プロセスの実施に対
する種々のやり方の取り組みが基本可能であり、また常に新たな科学的知識及び審美的実
験の取得により更新されるものである。
【００９５】
　特に、視聴覚変換を達成するための方法は勿論、従来のデジタルメディアとは別に適切
で且つ有利な方法で設定され、同様に、非常に個別的な表示媒体がこの目的で使用される
。コンピュータグラフィック可視化プログラムは、対応するグラフィックスプログラムに
よって特定の視覚グラフィックオブジェクトを生成し、かつ、動画化（アニメーション）
可能であるに過ぎず、スクリーン又は対応する画像投影は、それらの二次元光学表示のた
めの表示媒体として使用されるが、可視化は、この場合もっぱら受動的光学要素よりなる
各半透明化キャリア媒体の材料組成と光学材料特性と併せて偏光光学原理の利用を介して
発生し、これらの要素は、いづれにしても望ましい寸法と形状において半透明な（ＴＤＯ
）又は光を反射する（ＲＤＯ）構成を有する三次元表示オブジェクト（ＤＯ）として任意
の方法で設計され得、更に、対応する望ましい全体的な調和で配置され得る。また、各々
が潜像情報を保持する光学効果は、それら自体、純粋に物理的方法で各ＤＯ内に発生され
る方法が異なり、それらは夫々別個で個別的に構成された方法で発生され、光－光学方法
で外部光源デバイスによってパラメータに関して制御され且つアニメーション化が可能で
あり、この目的での画像投影や対応スクリーンの使用を必要としない。また、他の特性は
、それぞれ支配的な聴覚現象のための視覚的表現の、対応する、かつ、とりわけ適切な形
態への音楽特定決定要因の変換のタイプを含む。
【００９６】
　図９に示すように、幾つかの並列のオーディオ信号源ＡＱ１・・・ＡＱｎを、ここでは
、使用可能であり（例えば、数例あげると、従来のオーディオデバイス、マイクロホン、
サウンドカード等）、それらは各々、マルチチャネルオーディオプロセッサＡＰへの入力
信号ＩＮとして送信される。このＡＰは、一方では、音響再生の目的で対応する信号準備
を行い、それによって、オーディオ出力信号ＯＵＴ　Ａ（ＡＳ１・・・ＡＳｎ）が対応す
る音響変換器ＳＷへ送信され得る。音響変換は、二つの異なる方法（ａ、ｂ）で発生する
ことができ：（ａ）の場合、電気音響変換器は、例えば、フラットパネルラウドスピーカ
（フラットパネル拡声器）としてのそれら音響変換器（ＳＷＤＯ）等が可視化目的で使用
されるＤＯを利用し、ＤＯにおいて屈曲振動ＢＳを介して対応する音響モード（配信波）
を励起し、それがＤＯから直接に発生する音響フィールドＳＦを発生し、それによって、
後者が聴取者Ｈによって知覚され得るよう各表示オブジェクトＤＯへ直接連結される。（
フラットパネル要素において曲げ振動を発生するための対応する電気音響変換器は、例え
ば、ＮＸＴによって製造される）。



(22) JP 5763087 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

【００９７】
　（ｂ）の場合、通常且つ外部に位置するラウドスピーカシステムＳＷ　ｅｘｔもまた、
音響再生のために使用することができる。
【００９８】
　また、ＡＰは、対応する機能を有し、そこでは、音響入力信号ＡＱ１・・・ＡＱｎが、
音楽可視化のためのシステムコンポーネントに対する調節目的で電子信号処理を受け、い
わゆる音楽可視化インターフェースＭＶＩの各入力ＩＮへ最初に送信される。この目的を
達成するために第２の出力ＯＵＴ　ｖで必要とされる信号ＶＳ１・・・ＶＳｍを配信する
。次に、特定の数の並列信号トラックＭＳＳｏｕｔは、ＭＶＩの出力で利用され、ＭＶＩ
の助けを借りて形成される夫々の時間ライン関連パラメータストリングＰ１（ｔ）、・・
・Ｐｉ（ｔ）、Ｐｍ（ｔ）の特定の及び／又は代表的なダイナミックプロファイルを含み
、各表示オブジェクトＤＯ内で光学効果をパラメータに関して制御するために提供される
。下流の信号プロセッサＳＰは、それぞれの望ましい信号トラック又はデータストリーム
を対応して選択し、既知のアナログ的又はデジタル的方法（例えば、ＤＳＰ）でそれらを
電子的に処理するために使用され、それによって、後者を関連する制御信号ＶＳ、ｉを介
して図３に模範的に描かれている光源デバイスの対応した作動に適応させる。この用途の
目的は、再生された音響事象と各ＤＯで可視化された現象とを各々一方では同時に知覚さ
せ、関連する視聴覚表現の受信者に、見たり聞いたりしたばかりのものの間で、の知覚及
び／又は意味のある相関（視聴覚の一致）をかわるがわる認識させることである。例えば
、複合モダール間類似形態と共感覚のような、両感覚様相（感覚モダリティ、sensory mo
dalities）間の関係で、受信者によって経験される類似の下層にある一般的に有効なルー
ルは、概して未知であり、将来の感覚的生理学的且つ精神物理学的研究の主題であり続け
る。この事実にも拘らず、実現に関して（例えば、選択された解析方法，パラメータ化方
法、及び光源デバイスＢＶを介して夫々使用された表示オブジェクトＤＯ及び夫々の制御
機能に関して）異なる可能な変形は、夫々の個別の好適な審美的決定基準によってそれら
のテスト及び評価を可能とし、プロセスで実験的に見つけられたパラメータとルールがＭ
ＶＩの夫々の処理の決定要因において実施され得、それによって、前述の音楽の可視化は
、また科学的調査と共感覚現象の主観的研究の両方のための実験プラットフォームの意味
で適切なオープンシステムとして機能することができる。
【００９９】
　より一般的な事項で見ると、ＭＶＩの単一の基本的な目的と機能は、見聞きしたことと
の、即時かつ可能な限り強力な感覚的相関を、幾つかの異なる種類の手順ステップと種々
の概念と戦略に従って達成することである。
【０１００】
　第１の手順ステップは、記録されたばかりのオーディオ材料から、そしてその場合概し
てそれと同時のオーディオ信号ＶＳ１・・・ＶＳｍからそれぞれ決定された表現及び／又
は顕著な音楽指定又は精神物理学的属性及び／又は特徴を、自動的に評価することを含む
（いわゆる特徴抽出）。一般に、これは、既知の技術的手段の使用によって達成される。
そのような手段としては、例えば、各ＭＶＩでそれぞれ実施されるこの目的に適したアル
ゴリズム（例えば、神経回路網、線形及び／又は非線形システム理論等）により、自動化
パターン認識及び／又は音解析及び／又はダイナミック解析のために使用される種類のも
のがあり、それにより、必要に応じて様々な平行実行解析処理に基づき、かつ、所定の基
準に従って対応して分類された特徴は、それら自体が、関連して提供された音楽の特定選
択特徴を表す。その結果、ユーザの意図に従って、ある数の異なる特定の特徴が同時に得
られ、そこでは、単一の選択された特定の特徴又は指定のグループから夫々編集された特
徴（例えば、特定の多次元特徴ベクトルの形態のメタ表現における又は関連する特徴ベク
トルを介して広がったｎ次元特徴空間－空間における）は、各々、夫々の適用可能な方法
で本音楽構成の特定の聴覚態様を特徴付ける。
【０１０１】
　次の第２の手順ステップは、ＭＶＩの他の基本的機能に関し、特に、一の表示オブジェ
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クトＤＯ内、または、それぞれ空間的に配置され、かつ対応して構成された複数の表示オ
ブジェクトＤＯのアンサンブル内での対応する相同視覚の発現において、光学的表示のた
めの幾つかの音楽特定属性や特徴の自動的翻訳又は解釈（interpretation）、いわゆるア
ルゴリズム解釈、に関する。特に、この目的は、第１に、それぞれ記録された同一のオー
ディオ信号から、又は、又は関連するデータストリームから、第１のステップで導出され
た変化する特徴をパラメータ化することを含み、各特徴は、この目的のために可能な限り
適切な方法において異なる聴覚特徴を表し、それによって、対応して適合する並列且つ経
時的に相関される記号トラックＭＳＳｏｕｔの関連する数は、これから導出され、そこで
は、各時点の各個別信号トラックの各即時出力変数は、関連する特徴、特に、信号振幅ア
ナログの形態のための各強度値を表す。
【０１０２】
　以下の第３の手順ステップは、ユーザ評価と決定を含み、それは、対応する入力機能を
伴う対応して設計されたユーザインターフェース（図９中、ＵＩ）介して実行されること
ができ、他の信号経路に関連する異なるプロセスとパラメータへの目的のアクセスに達す
る。一方、これは、複数の可能なパラメータ信号トラックからの特定の選択をユーザに可
能とし、これらのトラックは、各用途において、ＢＶ内でそれぞれ使用されたＯＭＥを作
動するようにされている。他方、幾つかの信号トラックは、必要ならば、更に、これに関
して準備又はリンクされ得、そこでは、既知の電子手段が使用され、それによって、例え
ば、夫々に含まれる信号部分の追加の重み付け及び／又は混合及び／又は変調及び／又は
変換が可能とされる。結果、ユーザは、ユーザの審美的又は機能的好みに基づいてそれぞ
れ適切な可視化を行うことができる。このようにＭＶＩを適用することによって聴覚特徴
に関してパラメータ的に制御されるかアニメーション化される対応して構成された視覚表
示の各変化する翻訳（解釈、translation）に対して偏光光学システムを使用することが
可能となる。
【０１０３】
　その一般化された機能性に関して、各ＭＶＩは、全ての用途において自動化又は半自動
化及び対応して開発された解釈プロセス（所謂アルゴリズム解釈）の動作化の各形態を表
す。例えば、同じ音楽材料に関するこれらの変化する態様は、ダイナミックス（フォルテ
、ピアノ、アクセント）及び／又は周波数（ピッチ、調性、ハーモニー等）を共に関連す
る時間的推移（例えば、数例あげると、テンポ、ポーズ、アッチェレランド、リタルダン
ド）を含み得る。このように、適切な方法での幾つかのアナログ出力信号ＭＳＳｏｕｔの
パラメータ化は、ＭＶＩの出力ＯＵＴに並列に存在し、それらの関連する信号の進行は、
各々音楽の属性の幾つかの特徴指定細部を反映し、ＢＶを作動するために下流の信号プロ
セッサＳＰによって夫々の制御信号Ｖｓｉへ変換される。結果、各ユーザは、夫々設定さ
れ且つ対応して配置された表示オブジェクト及びそれに含まれる潜像情報並びにＭＶＩに
よって夫々支持されるアルゴリズム解釈プロセスと併せて夫々の好ましい色パレットに基
づき適切な可視化を達成する責務があり、そこでは、音楽合成の、対応して目に見え且つ
直感的に理解できるメタファーが処理感覚で伝わり、それによって、聞いたことと見たこ
とに関して聴覚的感覚体験と視覚的感覚体験との直接的相互の感覚的且つ意味のある相関
を与える。従って、適切な音楽の可視化に関してユーザによって意図されている知覚と期
待に関して一般的に有効な解決策はなく、それは、大概各受信者の主観的審美的且つ精神
物理学的基準によって決定され、そのため、問題のＭＶＩ内で夫々実施される機能を決定
するための単一の拘束された方法（binding approach）がない。
【０１０４】
　以下の模範的な実施の形態は、基準点として機能するようにされたものであって、既に
試され、且つ適切な音楽可視化のための疑似最小構成として、比較的に低い費用でセット
アップされうるものである。
【０１０５】
　ここでは、各偏光光学システムは、図５Ａから５Ｅに示される変形例に従って設計され
、そこでは、図３による各光源デバイスＢＶは、二つの光学変調ユニットＯＭＥ１、ＯＭ
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Ｅ２、並びに対応して構成された２つの構造化位相差要素ＳＲＥ１、ＳＲＥ２を含む。こ
こでは、標準のねじれネマチックセルＴＮＣがＯＭＥとして使用されること効果的であり
、これらのセルは、各々振幅変調信号（例えば、２００Ｈｚ～１ＫＨｚの選択可能キャリ
ア周波数）を介して作動され、変調は、各低周波制御信号ＶＳ１又はＶＳ２を使用して発
生する。ＴＮＣの各特性ラインに対して作動を調節するために、一方では、変調器が変調
される度合いが対応して変化させられ、他方では、関連する信号レベルに対して非常に大
きな差が生じる場合、使用可能ダイナミックレンジが、対応するダイナミック圧縮を介し
て調節され得、または、上記光学効果の色ダイナミック及び／又は変動範囲は、望ましい
方法で特定レベルまで制限されるべきである。対応して構成された偏光光学画像要素ＰＯ
Ｂを有する各表示オブジェクトＤＯを設計するか否かは、ここでは、ユーザの意向による
。図６Ａ、６Ｂ、７及び８は、この目的のために関連する実施例となることができる。図
９により、信号ＡＱ１、ＡＱ２を有する二つのオーディオ信号源は、例えば、ステレオ信
号として、オーディオ信号ＡＳ１、ＡＳ２を夫々の音響変換器ＳＷへ中継するオーディオ
プロセッサＡＰへ送る。ＡＰの出力ＯＵＴｖで、アナログ信号は、対応するレベル調節に
続きまたデジタル形態で存在する音楽可視化インターフェースＭＶＩのアナログ入力へ送
られ、それによって、関連するデータストリームは、対応するインターフェースによって
ＭＶＩへ中継される。この領域の専門家（expert）は、対応する手段（例えば、アナログ
又はデジタル信号処理及び信号解析等）に詳しく、それによって、以下に記述される基本
処理ステップが異なる方法で実現され得る。例えば、第１の信号ＶＳ１は、ＭＶＩ内に実
行される解析プロセスに送られ、例えば，そこで、各信号は、ＦＦＴ（高速フーリエ変換
）、ウェーブレット解析又は他の手順を受け、各音声スペクトルが、例えば、離散時間窓
（discrete time windows）や周波数帯において計算される。夫々のスペクトルは、更に
、適切な観点から処理されて、顕著な音響特徴を評価し、そこにおいて、一つ以上の夫々
選択された所定の周波数バンド内におけるスペクトル振幅の時間的推移が、例えば、関連
する特徴ベクトルを形成できる。各音響スペクトルの、対応して重み付けされたスペクト
ル強度部分（例えば、フォルマント）に加えて、スペクトル差が、また、場合により、音
調（調波）又は雑音部分に関して得られる。第１の信号ＶＳ１に関して導出されたこれら
の特徴は、本質的に、音楽指定属性として音調態様の時間的推移に関連することができる
。
【０１０６】
　次に、異なる信号処理機能（数例あげると、フィルタ機能、同期機能、変換器機能、変
調機能、制御及びリンク機能、時間遅延、周波数シフト、並びに、様々な数学的又は論理
的演算）が使用されて、望ましい方法で、それらの時間の関係に従ってこれらのダイナミ
ックに変化するパラメータストリングを組み合わせて、信号Ｐ１（ｔ）のための関連する
信号振幅の代表的なアナログプロファイルを生成し、その連続するダイナミックな推移に
関して丁度聞いたものと同期して動作する。必要であれば、また、オーディオ信号は、Ｍ
ＶＩの内部処理がある処理時間妨害されるので、可視化とオーディオ信号との十分な同期
を達成するために補償によってある遅延（待ち時間）で再生され得る。信号プロセッサＳ
Ｐは、制御信号ＶＳ１を介してＢＶ内でＯＭＥ１を作動するための要求に信号ＳＰ１（ｔ
）を対応して調整するために使用される。表示オブジェクトＤＯ内で関連するモチーフに
関して前述の光学効果を可視化すると共に、ここでは、制御信号ＶＳ１が書く望ましい色
パレットと併せて対応するダイナミック色変動において音楽の表示の特定の音調特徴をア
ニメ化にするために使用され得る。
【０１０７】
　そのアニメーション（動画）が、関連する制御信号ＶＳ２を介して作動され、ここでは
、ＶＳ１のように、異なる音楽指定特徴から導出される他の光学変調要素ＯＭＥ２によっ
て時間に関して制御を受けたときに、可視化は、強調された印象と複雑さをもって発生し
、それによって、ＤＯにおいて生じる結果としての移動と色発展は、複雑で更に決定的な
方法で浸透する。この目的を達成するために、対応する包絡線（例えば、包絡フォロア）
は、ＭＶＩによって信号ＶＳ２から形成され、その信号は、更に、音量発展を表し、従っ
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て、ダイナミックスとリズムに関して他の音楽の態様を反映する。この場合、同様に、望
ましい結果を達成するように更なる信号処理の他の追加で且つ既知の手段を使用すること
ができる。
【０１０８】
　産業的に利用可能なことが証明されたモジュールシステム（例えば、ＤＳＰ）、プログ
ラミング環境及び関連するシステム周辺部は、リアルタイムオーディオ処理（例えば、数
例あげると、ＭＡＸ、ＲＥＡＫＴＯＲ）に特に適合される実用上の実現のために効果的に
使用され、そして、対応するツールを使用する。
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