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(57)【要約】
　本発明は、３次元対象物を２次元表面に記録し表示す
る際、その空間様相を強化する表示装置を提供する。本
発明に基づく表示装置は、ピラミッド状部と表示手段（
８０１）とを備える。このピラミッド状部は半透明な部
分的反射面（１５０１－１５０４）を有する。前記表示
手段は、前記ピラミッド状部の面（１５０１－１５０４
）にて反射される画像を提供する。各角度の画像を記録
し本発明に基づく表示装置にそれを表示する方法も提供
する。
【選択図】図１５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基本ピラモイドからなる少なくとも部分的に半透明な表示ピラモイドであってピラモイ
ド基面と少なくとも３枚（その数をｎとする）の表示ピラモイドミラー面とを有するもの
と、
　１以上の画像表示面からなる表示手段であって該１以上の画像表示面からの放射光が前
記表示ピラモイドミラー面の１以上の少なくとも一部に直接到達し得るように各画像表示
面を配置したものとを備える表示装置。
【請求項２】
　各表示ピラモイド面は少なくとも０．２５のカバー率を有する、請求項１に基づく表示
装置。
【請求項３】
　いずれかの表示面のいずれかの点から前記表示ピラモイド上のいずれかの点までの最長
距離は、前記基本ピラモイドの最長辺の２倍以下である、請求項１および２のいずれかに
基づく表示装置。
【請求項４】
　前記ピラモイドの各縁に１個の遮光部を配置し、これら遮光部の形状および配置は、前
記１以上の表示面をｎ個の画像区画に分割して各画像区画が１個のピラモイド面のみに光
を伝達できるようにした、請求項１～３のいずれかに基づく表示装置。
【請求項５】
　前記１以上の表示面は実質的に平面である、請求項１～４のいずれかに基づく表示装置
。
【請求項６】
　前記１以上の表示面は共通面にある、請求項５に基づく表示装置。
【請求項７】
　前記共通面は実質的に前記ピラモイド基面に平行である、請求項６に基づく表示装置。
【請求項８】
　表示面は１つのみである、請求項１～７のいずれかに基づく表示装置。
【請求項９】
　全ての表示ピラモイドミラー面は同一サイズを有する、請求項１～８のいずれかに基づ
く表示装置。
【請求項１０】
　前記表示ピラモイドは１以上の空洞を有する、請求項１～９のいずれかに基づく表示装
置。
【請求項１１】
　照明手段をさらに備える、請求項１～１０のいずれかに基づく表示装置。
【請求項１２】
　スピーカ手段をさらに備える、請求項１～１１のいずれかに基づく表示装置。
【請求項１３】
　マイクロフォン手段をさらに備える、請求項１～１２のいずれかに基づく表示装置。
【請求項１４】
　前記１以上の表示面の少なくとも１つに表示する画像を発生するため前記表示手段に接
続した画像プロセッサをさらに備える、請求項１～１３のいずれかに基づく表示装置。
【請求項１５】
　ある場所について１以上の角度から画像記録を作成し、
　請求項１～１４のいずれかに基づく表示装置を使用して前記各角度の画像記録の少なく
とも１つを表示する各段階を備える、ある場所の静止画または動画を再生する方法。
【請求項１６】
　ある場所について１以上の角度から画像記録および音声記録を作成し、
　請求項１～１４のいずれかに基づく表示装置の１以上の表示面に前記各角度の画像記録
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の少なくとも１つを表示し、前記表示装置がスピーカ手段を備える場合には該表示装置の
スピーカ手段から音声を再生し、あるいは前記表示装置の一部ではなく提供するスピーカ
手段から音声を再生する各段階を備える、ある場所の音声および静止画または動画を再生
する方法。
【請求項１７】
　前記装置がマイクロフォン手段をさらに備え、該マイクロフォン手段を介して音声を記
録し、前記スピーカ手段を介してその音声を再生する、請求項１６に基づく方法。
【請求項１８】
　前記各角度の画像記録は前記１以上の表示面の別個の表示領域に表示し、前記装置は遮
光部を含み、該遮光部の配置および形状は各表示領域からの放射光がただ１つの表示ピラ
モイドミラー面に直接到達できるようにした、請求項１５～１７のいずれかに基づく方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば表示目的としてまたは設計目的としてあるいは監視システムの表示部
として使用する表示装置を提供する。
【０００２】
　背景技術
　様々な分野において２次元（２Ｄ）表面に対象物を表示する際、その表示する対象物を
できるだけ自然に表示することが求められる。そのような２Ｄ表面の一例は液晶表示装置
である。自然な印象を与える上で極めて有用な仕組みは、対象物を回転させながらその画
像を記録し、そのようにして記録した画像を液晶表示装置に表示することである。このよ
うな表示方法を取ると、観察者の脳は対象物の空間様相を知覚しやすい。
【０００３】
　米国特許第６，３５６，３９７号は、三角ミラーで形成したピラミッドであってパノラ
マシステムで使用するものを開示している。カメラで各ミラーを記録し、パノラマ画像を
得る。カメラに代えて投影機等の画像処理装置を使用できると記載されている。
【０００４】
　発明の概要
　本発明の目的は、１以上の２次元表面における３次元物体の表示を強化できる表示装置
を提供することである。また本発明の目的は、観察者が直感できるような方法で所定場所
をいくつかの角度から表示可能な表示装置を提供することである。
【０００５】
　本明細書において「基本ピラモイド」とは、固体の半透明ピラミッド形状であってミラ
ー面と呼ぶ複数の三角面とピラモイド基部と呼ぶ基部とを有するものを指す用語である。
本明細書において「ミラー面」とは、前記基本ピラモイドのミラー特性を有する面を指す
用語である。すなわち光をほとんどあるいは全く拡散することなく反射できる面である。
【０００６】
　本明細書において「半透明」とは一般的な意味で使用する用語である。動作的に定義す
れば、半透明物質とは白色光に対して少なくとも部分的に透明な物質である。
【０００７】
　前記基本ピラモイドは、半透明であってその面が部分的に反射性である物質から構成す
るか、あるいは複数のそのような物質の合成物から構成する。
【０００８】
　本明細書において「表示ピラモイド」とは基本ピラモイドから得られる構造であり、基
本ピラモイドそれ自体か、あるいは基本ピラモイドの変形であって１以上の空洞を有する
ものである。
【０００９】
　なおこの定義は、表示ピラモイドの作成を特定の方法に限定するものではない。例えば
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基本ピラモイド自体を変更して表示ピラモイドを作成する等の方法に限定するものではな
い。基本ピラモイドの概念は、表示ピラモイドがどのようなものかを示す一助である。一
実施例において、表示ピラモイドはいくつかの半透明平面ミラーをピラミッド状に接続し
て形成する。これらミラーは例えばエラストマスリーブ等の組み立て手段で接続するか、
固着するか、または接着する。このような構成は図５Ｂに概略を示す。
【００１０】
　表示ピラモイドの基面は、該表示ピラモイドを形成する基本ピラモイドのピラモイド基
面に平行な面である。
【００１１】
　本発明の第１態様が提供する表示装置は、
　基本ピラモイドからなる少なくとも部分的に半透明な表示ピラモイドであってピラモイ
ド基面と少なくとも３枚（その数をｎとする）の表示ピラモイドミラー面とを有するもの
と、
　１以上の画像表示面からなる表示手段であって該１以上の画像表示面からの放射光が前
記表示ピラモイドミラー面の１以上の少なくとも一部に直接到達し得るように各画像表示
面を配置したものとを備える。
【００１２】
　この種類の表示装置は、少なくとも部分的に半透明であって反射面を有する表示ピラモ
イドと、ピラモイドミラー面の１以上に光を直接放射可能な１以上の画像表示面とを備え
る。前記表示ピラモイドはその半透明性により、観察者が該表示ピラモイドの内部を見る
ことができ、それと同時に少なくとも１つの表示面に表示した画像の少なくとも一部から
の反射を見ることができる。
【００１３】
　米国特許第６，３５６，３９７号が開示するパノラマシステムの欠点は、ミラーが半透
明でないことである。そのためミラーへの画像の投影は、前記効果を生まない。また米国
特許第６，３５６，３９７号は、前記ミラーへ画像を投影する投影機を開示する。この投
影は、観察者に見える画像を形成しないため、本発明が意図する効果を生み出さない。投
影機は光線を発生し、スクリーン等の画像形成面を照らす時にのみ画像を形成する。
【００１４】
　前記表示ピラモイドと前記表示手段とは、機械的手段によって直接接続しても良い。ま
たは前記表示ピラモイドと前記表示手段とは、分離手段を介して配置しても良い。
【００１５】
　前記表示手段は、所定画像情報を表示するための少なくとも１つの表示スクリーンまた
は画像形成面を備える。観察者は、その表示スクリーンまたは画像形成面に画像を見るこ
とができる。一方、投影機は所定画像情報を放射するが、観察者に画像情報を直接見せる
ための画像形成面を必要とする。
【００１６】
　表示装置における前記１以上の表示面の少なくとも１つでの画像を、前記表示ピラモイ
ドのミラー面またはその一部において適切に反射するため、前記１以上の表示面は前記表
示ピラモイドから適切な距離内に置かねばならない。ただし基本的にはどのような距離で
も動作可能である。前記１以上の表示面のいずれかにおけるいずれかの点から前記表示ピ
ラモイド上のいずれかの点までの最長距離は、前記表示ピラモイドを構成する基本ピラモ
イドの最長辺の３倍以下が合理的である。本発明の一実施例において、前記最長距離は前
記最長辺の２倍以上である。また最長距離の許容最小値は最長辺の３／２である。ただし
多くの実際例においてこの最長距離は短か過ぎる。
【００１７】
　前記条件は、前記１以上の表示面の合計サイズを制限すると共に、前記１以上の表示面
を配置する際の前記表示ピラモイドからの距離を決定する。これにより前記表示ピラモイ
ドと１以上の表示面とを組み合わせ、適切な単一体または単一配置を形成する。
【００１８】
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　各表示面は平面または非平面でよい。本発明の第１態様に記載の通り、本発明の一実施
例に基づく表示面のいずれの点も、該実施例のピラモイドミラー面の少なくとも１つにお
ける少なくとも一部へ光を直接放射できねばならない。液晶ディスプレイ、コンピュータ
モニタ、およびテレビは、実質的に平らな表示面を持つ。布を使用して平らな表示面を形
成しても良い。平らな表示面は、自然な方法で画像を簡単に再生できる。そのような画像
はデジタルカメラやフィルムカメラ等の従来の撮像手段で記録するため、平らな表示面を
必要とする。
【００１９】
　いくつかの小型表示面を結合して合成表示面を形成することも有用である。例えば２ｘ
２配列の液晶ディスプレイ配列は、大型の単一液晶ディスプレイの実際的な代用となる。
小型ディスプレイは取り扱いが容易であり、１つが故障しても比較的簡単に交換できる。
【００２０】
　一実施例において、前記表示手段は例えば液晶ディスプレイが提供するような単一の表
示平面を有する。この表示平面はいかなる形状でもよく、例えば４：３方形、１６：９方
形、１：１方形、またはある種の楕円形である。
【００２１】
　表示装置における前記１以上の表示面の位置によって、該表示装置をある視点から観察
した時、２以上の反射が重なることがある。このような反射の重なりを最小にするか解消
するため、表示ピラモイドミラーの縁に遮光部を設ける。１つの遮光部は、隣接する２つ
のミラー面の問題を最小にできる。ミラー面の数と同数の遮光部を使用すれば、全ての隣
接するミラー面間の反射を最小にするか解消できる。
【００２２】
　遮光部はピラモイドの各縁に１つずつ配置できる。これら遮光部の形状および配置は、
前記１以上の表示面をｎ個の画像区画に分割して各画像区画が１個のピラモイドミラー面
のみに光を伝達するようにする。
【００２３】
　より広義には、１以上の表示ピラモイドの縁に１以上の遮光部を配置し、各遮光部の形
状および配置は、前記１以上の表示面の一部からの光が最大ｎ－１個の表示ピラモイドミ
ラー面に到達できるようにする。
【００２４】
　本発明の一実施例は非対称である。そのような実施例の場合、観察者は表示画像よりも
表示装置そのものに気を取られてしまうことがある。それを防ぐため、前記１以上の表示
面は表示ピラモイドの基部に実質的に平行であることが好ましい。また全てのミラー面は
ピラモイドの基部に対して同一角度を形成することが好ましい。この角度は多くの場合４
５度であることが好ましい。場合によっては２０度から７０度、例えば３０度から６０度
、４０度から５０度が好ましい。
【００２５】
　表示ピラモイドは１以上の空洞を含むことができる。一実施例において、表示ピラモイ
ドは薄い壁面を有してほとんど空洞である。
【００２６】
　表示ピラモイドのミラー面は穴を含むことができる。ミラー面はそのカバー率によって
特徴付けることができる。ミラー面のカバー率は、そのミラー面の面積を、該表示ピラモ
イドを形成する基本ピラモイドのミラー面面積で割った値である。基本ピラモイドのミラ
ー面に１個の穴を開けることによって表示ピラモイドを形成した場合、その穴の合計面積
が前記基本ピラモイドの対応ミラー面の面積の４０％であれば、該表示ピラモイドのミラ
ー面のカバー率は０．６である。なぜなら基本ピラモイドにおけるミラー面の６０％が表
示ピラモイドに残っているからである。
【００２７】
　一実施例において、各表示ピラモイド面は少なくとも１／６のカバー率を有する。この
カバー率は例えば少なくとも１／５、少なくとも１／４、少なくとも１／３、少なくとも
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１／２、少なくとも３／４、少なくとも４／５、少なくとも９／１０、あるいは１である
。
【００２８】
　１未満のカバー率はいくつかの利点を提供する。観察者は、表示ピラモイドの半透明性
によりその内部を見ることができる。１以上のミラー面が１未満のカバー率を有するよう
な表示装置の場合、表示ピラモイド内部の視認度および／または表示ピラモイド内に存在
する物体や人物の視認度が向上する。ピラモイド内部で音声を発生しその音声を外部で聞
けるようにする場合、１以上の穴や穴の配列は内部からの音の放出を助ける。
【００２９】
　表示ピラモイドの１以上の穴が表示ピラモイドの内部空洞に接続する場合、表示手段は
表示ピラモイド内部やそこに存在する物体や人物の少なくとも一部を照明できる。ピラモ
イド内部に照明手段を設置し、それを表示手段を介して制御できる。ピラモイド内部を照
明するために精巧な照明構造を使用しても良い。
【００３０】
　表示ピラモイドにおけるミラー面のカバー率を下げると極めて良好な効果を生み出せる
が、０．２５未満のカバー率は例えば三角形のミラー面の寸法を２分の１以下にしたもの
に対応するので観察者を混乱させる。
【００３１】
　部分的に空洞化したピラモイドの内部を照明する手段は、表示ピラモイド内部に物体が
あってその照明が不十分な時、有用である。表示ピラモイドのミラー面は半透明であるた
め、ピラモイド内部からの光を部分的に吸収する。照明を提供すれば、表示ピラモイド内
部の物体の視認度を向上できる。
【００３２】
　表示ピラモイド内部の物体や人物が表示ピラモイド外部への音声を提供する場合、表示
ピラモイド内部にマイクロフォン手段を内蔵するか、あるいは実質的にその音声を捕捉す
るようにマイクロフォン手段を配置することが好ましい。マイクロフォン手段は、１以上
の面における穴の補助手段として使ったり、表示ピラモイド内部からの音声を外部で聞く
ための専用手段として使うことができる。
【００３３】
　音声を再生するためのスピーカ手段を内蔵することも有用である。このようなスピーカ
手段は、例えば前記１以上の表示面の少なくとも１つに取り付けたりそこに内蔵できる。
あるいは表示ピラモイドに取り付けても良い。またはスピーカ手段を本発明の一実施例の
一部としてではなく提供しても良い。
【００３４】
　本発明の他の態様は、ある場所からの静止画または動画を再生する方法を提供する。こ
の方法は、
　ある場所について１以上の角度から画像記録を作成し、
　本発明に基づく表示装置を使用して前記各角度の画像記録の少なくとも１つを表示する
各段階を備える。
【００３５】
　本発明のさらに他の態様は、ある場所からの音声と静止画または動画とを再生する方法
を提供する。この方法は、
　ある場所について１以上の角度から画像記録および音声記録を作成し、
　本発明に基づく表示装置の１以上の表示面に前記各角度の画像記録の少なくとも１つを
表示し、前記表示装置がスピーカ手段を備える場合には該表示装置のスピーカ手段から音
声を再生し、あるいは前記表示装置の一部ではなく提供するスピーカ手段から音声を再生
する各段階を備える。
【００３６】
　各角度の画像記録は、前記表示ピラモイドを有する前記１以上の表示面を介して再生す
る。各角度の音声記録は、前記スピーカ手段を介して再生する。
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【００３７】
　本発明の他の態様は、前記各段階に加え、前記表示ピラミッド内部のマイクロフォン手
段によって録音した音声を前記スピーカ手段によって再生する段階を含む。前記スピーカ
手段は、前記表示装置に内蔵するか、それとは別に提供することができる。
【００３８】
　前記表示装置は、前記表示手段に接続した画像プロセッサをさらに備えることができる
。この画像プロセッサは、前記１以上の表示面に表示する画像を作成する。
【００３９】
　図面の詳細な説明
　本発明は表示装置を提供する。この装置により観察者は、単一の２次元表示面を直接見
る場合よりもさらに効率的に視覚情報を処理できる。このことは、観察者に提供する情報
の重要部分が光景、事象、および対象物の空間様相である場合に特に意義がある。
【００４０】
　図１は、４つの面を有する基本ピラモイド１０１を概略的に示す。この基本ピラモイド
は、ピラモイドミラー面１０２～１０５とピラモイド基部１０６とピラモイド頂点１０７
とピラモイド縁１０８～１１１とを有する。ｎ個の面を有する基本ピラモイドは、ｎ個の
ピラモイドミラー面１０２とｎ個のピラモイド縁とｎ個の辺を有するピラモイド基部とを
有する。基本ピラモイドは固体であり、いかなる材料あるいはいかなる材料の合成で構成
しても構わない。図１のピラモイドミラー面は全て同一サイズであり、各ミラー面はピラ
モイド基部に対して４５度の角度を作る。
【００４１】
　図２は、３つのミラー面を有する基本ピラモイド２０１を示す。全てのピラモイドミラ
ー面は等しく、各ミラー面はピラモイド基部に対して４５度の角度をなす。３つの等しい
ミラー面を有する表示ピラモイドは、本発明に基づく表示装置の一部として有用である。
【００４２】
　図３は、４つのミラー面を有する基本ピラモイド３０１を示す。少なくとも２つのミラ
ー面は等しくない。本発明に基づく表示装置の表示ピラモイド部として使用した場合、こ
の構成は対称性を欠くことで観察者を楽しませるであろう。各面がピラモイド基部に対し
て形成する角度は等しくない。そのため基本ピラモイド３０１における１以上のミラー面
は、ピラモイド基面に平行でない方向に光を向かわせる。このため表示対象の空間様相が
混乱する。
【００４３】
　図４は、３つのミラー面を有する基本ピラモイド４０１を示す。少なくとも２つのミラ
ー面は等しくない。本発明に基づく表示装置の表示ピラモイド部として使用した場合、こ
の構成は対称性を欠くことで観察者を楽しませるであろう。各面がピラモイド基部に対し
て形成する角度は等しくない。そのため基本ピラモイド４０１における１以上のミラー面
は、ピラモイド基面に平行でない方向に光を向かわせる。このため表示対象の空間様相が
混乱する。
【００４４】
　図５Ａは、ほとんど空洞であって薄い壁面を有する表示ピラモイドを示す。全てのミラ
ー面５０２～５０５は表示ピラモイド基部に対して４５度の角度をなす。
【００４５】
　図５Ｂは、図５Ａの表示ピラモイドの分解図である。
【００４６】
　図６は、図５Ａと同様の表示ピラモイドを示す。３つのミラー面は、内部空洞に接続し
た穴６０１～６０３を含む。このような穴は表示ピラモイド内部に存在する物体の視認性
を高めるとともに、ピラモイド内部の音声が外に出るのを助ける。穴６０１～６０３は一
例に過ぎず、穴の形状、特徴、提供形態等の好適例や限定例を示すものではない。
【００４７】
　図７は、図５Ａと同様の表示ピラモイドを示す。全てのミラー面７０２～７０５の頂部
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は欠けており、平らな頂部を形成している。これは特定の場合に有用な変形である。この
ような頂面を使用すれば、液晶ディスプレイ等の剛性ディスプレイ面を表示ピラモイド上
に安定させることで表示装置を形成できる。
【００４８】
　図８は、本発明に基づく表示装置であって、図５Ａと同様の表示ピラモイドと、単一表
示面８０１を持った表示手段とを備える。表示面８０１は液晶ディスプレイでも良い。図
の線と矢印は、光が表示面から放射され、ミラー面によって反射されることを示している
。位置８０２～８０５のいずれかにいる観察者は、１つのミラー面を正面に見ることがで
き、そのミラー面の上方に位置する表示面の一部が表示する画像を見ることができる。視
角は図に示した線に限定されず極めて広いものであり、表示面からミラー面に至りそこか
ら反射を介して前方へ進む任意の経路をたどることで理解できる。
【００４９】
　図８および他の図は表示面を半透明に描く。表示面が液晶ディスプレイのような表示ス
クリーンである場合、その表示面は一般に半透明ではない。表示面が背面投影用の布であ
る場合、表示面は半透明であろう。表示面が半透明な図を使う理由は、重要部分を明示す
るためである。
【００５０】
　一実施例において、１以上の表示面はピラモイド基部面に平行な面に配置し、表示ピラ
モイドを形成する基本ピラモイドのピラモイド頂点に対応する点に交差させる。各辺が同
一でありかつピラモイド基部面に対して４５度の角度をなすような表示ピラモイドにおい
ては、表示対象物は該表示ピラモイドの中心に表示される。
【００５１】
　図９は、本発明に基づく表示装置であって、図５Ａと同様の表示ピラモイドと、４つの
独立表示面９０１～９０４を持った表示手段とを備える。大型合成表示面は、例えばいく
つかの小型液晶ディスプレイを結合することによって形成できる。いくつかの小型ディス
プレイを使用することは極めて実際的な方法である。しかしながら表示面間のインタフェ
ースには画像を表示できない。これは多くの場合好ましくないか、あるいは少なくとも不
便である。しかしながら多くの場合深刻な問題ではない。
【００５２】
　図１０は、図８と同様の表示装置であって４つの遮光部１００１～１００４をさらに備
える。遮光部は観察者の目に不要な反射が入るのを防ぐ。従って遮光部の追加は望ましい
変更であることが多い。
【００５３】
　図１１は、本発明の一実施例を示し、表示手段は画像形成面１１０１である。この実施
例は遮光部１１０３～１１０６をさらに備える。画像形成面には投影機１１０２によって
背後から投影を行う。表示ピラモイドが大型の場合、例えばピラモイド基部が３ｍｘ３ｍ
である場合、液晶ディスプレイ等の表示面は実際的でない。そのような場合、図１１の構
成はより実際的な解決策である。
【００５４】
　図１２は、例えば図１０のような表示装置において、表示面８０１に４つの同一画像１
２０１～１２０４を表示したところを示す。図１３は、図１０の表示装置の表示面に図１
２の画像を表示したところを示す。位置８０２～８０５にいる４人の観察者は、同一画像
を表示装置に見ることになり、その表示画像について意見を交わすことができる。これは
画像を見ると同時に対面で意見を交わす場合、有用な構成である。この方法は、４人が同
一スクリーンを見たあと、互いに向き合い、それから意見を交わす方法とは対照的である
。この構成の他の特徴は、２つの隣接する表示スクリーン部からの表示画像が、ピラモイ
ド基部面の対角線に沿った方向から見た時、なめらかに結合することである。この効果は
、隣接ミラー面に同一画像を表示することが必要である。この構成は、観察者が動きなが
ら表示装置を見る時、対象物を良好に表示できるので有利である。
【００５５】
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　例えば位置８０３から画像１３０１を見る観察者は、表示対象物が表示ピラモイドの内
部に置かれているように感じる。焦点は、画像１３０１用のミラー面上方にある表示面部
にあって、そのミラー面自体にはない。ミラー面は半透明であるため、観察者はピラモイ
ド内部を見ることができる。すなわちミラー面を観察する観察者は、表示ピラモイド内部
を見ると同時にミラー面の上方にある表示スクリーン部に表示される画像の反射を見る。
表示スクリーン上の画像は表示ピラモイド内部の情景と結合するので、観察者は表示対象
物が表示ピラモイド内部に置かれた物理的物体のように強く感じる傾向がある。この表示
装置は、２次元ディスプレイが提供する２次元画像を擬似３次元（擬似３Ｄ）画像に変換
する。これは、対象物の「ルックアンドフィール」が大切な要素である全ての設定におい
て重要な機能である。例えば実演、プレゼンテーション、販売促進等の設定において重要
である。
【００５６】
　本装置のこの特徴は、対象物が表示ピラモイド内部に置かれた物理的物体であるという
感覚を著しく強める。表示面上の画像を輪郭線で分離すると、擬似３Ｄ感覚はさらに強ま
る。画像を分離するには切り抜き技術を使うことができる。単色背景と共に画像を記録し
、コンピュータ処理等の後編集によってその背景を除去してから黒で置き換えることがで
きる。液晶ディスプレイにおいて背景は黒となり、対象物だけを見ることができる。
【００５７】
　対象物を動的に回転することでさらなる空間様相を追加できる。観察者の脳は、対象物
を回転表示すると、対象物の２Ｄ画像情報から３Ｄ画像を作り出す。この特性を本発明に
も採用する。いずれの態様においても表示面上の画像は静止画でも動画でも構わない。
【００５８】
　本発明は前記したような特別の空間様相を提供するため、設計処理用表示装置として非
常に有用である。ユーザは、表示装置上の物体に対してより緊密な関係を得られる。これ
は設計処理において極めて重要なことが多い。対象物が実体であるという感覚は、ユーザ
の創造性を刺激する設計環境を作り出す。現在、コンピュータディスプレイや紙等の２Ｄ
表面上で設計する物体は、いわゆるモックアップとして物理的に実体化し、設計者が設計
対象物を実際に体験できるようにすることが多い。モックアップの製作は一般にコストが
かかる。なぜなら設計の各段階で原型製作が必要となるからである。本発明は、モックア
ップで得られるのと同じような対象物の理解をユーザに与えられる。しかもユーザはモッ
クアップを実際に製作する必要はない。図１４は例えば図１０の表示装置の表示面８０１
に画像１４０１～１４０４を表示した図である。画像１４０１～１４０４は９０度間隔の
４つの異なる角度から対象物を記録したものである。図１５は図１０の表示装置の表示面
に図１４の画像を表示した図である。観察者はこの表示装置の周囲を歩くことで、本発明
が提供する擬似３Ｄ体験に加え、対象物の特別レイアウトによる空間様相を体験する。こ
れは前記設計処理においてモックアップ製作の代替を提供する。１人以上の人間、例えば
４人の人間が表示装置の別々のミラー面を観察し、それぞれの体験を語り合うことができ
る。これは設計において対象物の構成的特性を話し合うための有用な道具を提供する。こ
れは基本的に、観察者が別々の角度から対象物のモックアップを見ている状況と同じであ
る。前記切り抜き技術を使用することで、３次元感覚をさらに強化できる。ミラー面１５
０１～１５０４は画像１４０１～１４０４をそれぞれ反射する。
【００５９】
　図１６は大型表示装置を示し、図１１に示した画像形成表示面１１０１と、各々が穴を
有するミラー面１６０１～１６０４と、マイクロフォン手段１６１０と、スピーカ手段１
６２１～１６２４と、照明手段１６３０とを備え、人物１６４０がいる。投影機を提供し
て画像形成表示面を照明し、ミラー面１６０１～１６０４に反射する画像を提供する。表
示ピラモイド内の人物１６４０は、半透明ミラー面を通して見える。各穴は特別の視認性
を提供する。照明手段１６３０は、人物を照明するために使用できる。マイクロフォン手
段は、その人物が喋ることを全て録音するために使用できる。位置８０３～８０５のいず
れかにいる観察者は、人物とミラー面に反射する画像との両方を観察できる。位置８０２



(10) JP 2008-525854 A 2008.7.17

10

20

30

40

50

に近い観察者は、わずかに左へ移動すれば人物１６４０とミラー面１６０４の反射との両
方を見ることができる。実演、プレゼンテーション、販売促進の設定において、このよう
な人物と反射画像との組み合わせは非常に強力な方法で使用できる。人物は観察者の目に
なって表示面に表示した画像と対話できる。例えばその人物は図１６に示すように自動車
を示しそれについて語ることができる。人物の声はスピーカ手段１６２１～１６２４によ
って再生できる。他の音源からの音もスピーカ手段を通して提供できる。これは例えばス
ピーカ手段に接続した再生装置から再生する音楽である。
【００６０】
　図１７は場所１７０１における４つの画像および／または音声レコーダ１７０２～１７
０５を示す。図１７の場所は、建物、駐車場、遊び場、レクリエーション区域を含む。こ
の場所を遠隔観察し、その場所の例えば犯罪を防止する。レコーダ１７０２～１７０５の
各カメラは、別々の角度からその場所の画像を記録する。その画像記録を図１８に示す。
画像１８０２はカメラ１７０２での記録、画像１８０３はカメラ１７０３での記録であり
、以下同様である。レコーダ１７０２～１７０５は同時に各角度からの音声を記録するこ
ともできる。
【００６１】
　図１９は図１０の表示面８０１に図１８の各角度の画像記録を配置した図である。領域
１９０２は図１８の１８０２を表示し、領域１９０３は１８０３を表示する。以下同様で
ある。図２０は図１０と同様の表示装置の表示面に図１９の画像を表示した図である。図
１８の画像１８０２はミラー面２００２に反射し、図１８の画像１８０３はミラー面２０
０３に反射する。以下同様である。この表示装置の周囲を移動すれば、例えば位置８０２
～８０５を移動すれば、観察者は場所１７０１を直感的に調査できる。これは、壁面に並
べた４つのスクリーンに各角度の画像を表示する設定とは対照的である。観察者がある場
所における動きを判断し認識しようとする時、空間様相は重要である。記録装置１７０２
～１７０５による各角度の音声記録は、スピーカ手段２００６～２００９によって再生し
、場所１７０１の遠隔調査に現実性をさらに追加できる。
【００６２】
　ミラー面は半透明であるため、表示ピラモイド内部の物体は外から見ることができる。
観察者は表示画像とピラモイド内部の事象とを観察できる。この方法を使用すれば、場所
１７０１等の場所に対象物を導入した場合、どのように見えるかを直接的で安価なやり方
で視覚化できる。この方法を調査に使用すれば、樹木等の物体の導入がカメラ１７０２～
１７０５から見た場合どのような視覚効果を与えるかを調べることができる。
【００６３】
　前記場所はサッカー場のようなスポーツ競技場でも良い。前記表示装置は、観察者にそ
の場所で行われている例えばサッカー試合にいるような臨場感を与える。なぜなら観察者
は直感的な方法で異なる角度からその試合の周囲を移動し見ることができるからである。
スピーカ手段２００６～２００９が再生する音声は各角度からの画像記録に対応させ、例
えば位置８０２～８０５のいずれか等の所定位置にいる観察者が画像と音声との正しい組
み合わせを体験できるようにする。
【００６４】
　図２１は図１１と同様の表示装置をベースとしたプレゼンテーションスタンド２１００
の実際的な設計例を示す。図２１において、図１１の投影機はスタンド２１００に折りた
たんで空間を節約している。これにより極めて小型のプレゼンテーションスタンドとなっ
ている。投影機２１０２からの光線２１０７はミラー２１０３で反射し、プレゼンテーシ
ョンスタンド２１００の表示ピラモイドの頂部２１０６（穴）を通り抜ける。２１０４は
表示ピラモイドのミラー面を示す。この表示ピラモイドはスタンド２１０５上に設置する
。光２１０７はミラー２１０８で反射し、画像形成面２１０１に画像を形成し、表示ピラ
モイドのミラー面２１０４はその画像を反射する。画像形成面２１０１は例えば布製であ
る。
【００６５】
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　１以上の場所を調査する場合、それに対応する数の表示装置を含む構成とすれば、各場
所における事象の処理に有効なばかりでなく、各場所間の空間関係を処理するためにも有
効である。これら表示装置の相互配置は、各場所の実際配置に空間的に等しくする。観察
者は、各表示ピラモイドの周囲を移動することにより、対応する場所の状況を観察できる
。対象物や人物が第１場所から第２場所に移動した場合、観察者は、第１場所を示すピラ
モイドから第２場所を示すピラモイドへ移動することで、その対象物または人物を実際の
空間で追うように追うことができる。これにより観察者は、調査対象区域での全体の動き
をよりよく理解できる。
【００６６】
　この表示装置はコンピュータゲームの表示装置としても有用である。４人のゲームプレ
ーヤは表示装置の周りに座り、各々の角度からアクションを観察できる。この設定が提供
する親近感は、各プレーヤが共通の画像を観察していなくとも、著しい緊張感と臨場感と
を提供できる。スピーカ手段を一体化しても良い。あるいは、スピーカやヘッドセットの
ように外部スピーカでも良い。
【００６７】
　建物サイズの実施例は住宅や商業の目的に使用できる。このような実施例では表示装置
を上下逆に設置すると良い。すなわちピラモイド基部を上方に置き、表示面を下方に置き
、光を表示ピラモイドのミラー面に向けて上方に放射する。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】４つのミラー面を有する基本ピラモイドを示す。全てのピラモイドミラー面は等
しく、各ミラー面はピラモイド基部に対して４５度の角度をなす。
【図２】３つのミラー面を有する基本ピラモイドを示す。全てのピラモイドミラー面は等
しく、各ミラー面はピラモイド基部に対して４５度の角度をなす。
【図３】４つのミラー面を有する基本ピラモイドを示す。少なくとも２つのミラー面は等
しくない。
【図４】３つのミラー面を有する基本ピラモイドを示す。少なくとも２つのミラー面は等
しくない。
【図５Ａ】ほとんど空洞であって薄い壁面を有する表示ピラモイドを示す。
【図５Ｂ】図５Ａの表示ピラモイドの分解図である。
【図６】図５Ａと同様の表示ピラモイドであって３つのミラー面が内部空洞に接続する穴
を含む。
【図７】図５Ａと同様の表示ピラモイドであって全てのミラー面の頂部が欠けている。
【図８】本発明に基づく表示装置であって、図５Ａと同様の表示ピラモイドと、単一表示
面を持った表示手段とを備える。
【図９】本発明に基づく表示装置であって、図５Ａと同様の表示ピラモイドと、４つの独
立表示面を持った表示手段とを備える。
【図１０】図８と同様の表示装置であって４つの遮光部をさらに備える。
【図１１】図８と同様の本発明実施例を示し、表示手段は画像形成面であり投影機によっ
て背後から投影を行う。
【図１２】図１０と同様の表示装置の表示面に４つの同一画像を配置した図である。
【図１３】図１０の表示装置の表示面に図１２の画像を表示した図である。
【図１４】図１０と同様の表示装置の表示面に異なる４つの画像を配置した図である。
【図１５】図１０の表示装置の表示面に図１４の画像を表示した図である。
【図１６】大型表示装置を示し、画像形成表示面と、スピーカ手段と、ミラー面と、マイ
クロフォン手段と、照明手段とを備え、表示ピラモイド内部に人がいる。画像形成表示面
には投影機によって背後から投影を行う。
【図１７】ある場所における４つの画像音声レコーダを示す。
【図１８】図１７の場所において４つの画像レコーダによって記録した各角度の画像記録
を示す。
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【図１９】図１０と同様の表示装置の表示面に図１８の各角度の画像記録を表示した図で
ある。
【図２０】図１０と同様の表示装置の表示面に図１９の画像を表示した図である。
【図２１】本発明に基づく表示装置をベースとしたプレゼンテーションスタンドの実際的
な設計例を示す。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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【手続補正書】
【提出日】平成19年6月28日(2007.6.28)
【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】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　基本ピラモイドからなる少なくとも部分的に半透明な表示ピラモイドであってピラモイ
ド基面と少なくとも３枚（その数をｎとする）の半透明表示ピラモイドミラー面とを有す
るものと、
　前記表示ピラモイドの外側に配置した１以上の画像表示面からなる表示手段であって、
該１以上の画像表示面からの放射光が前記表示ピラモイドミラー面の１以上の少なくとも
一部に直接到達し得るように各画像表示面を配置したものとを備える表示装置。
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