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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置であって、
　少なくとも１つのディスプレイデバイスと、
　前記少なくとも１つのディスプレイデバイスに接続され、かつ前記少なくとも１つのデ
ィスプレイデバイスへの自動立体画像データの伝達を制御するようにプログラムされたコ
ンピュータと、
　前記少なくとも１つのディスプレイデバイスに結合され、かつ複数のレンズレットから
構成されたレンズアレイと、
　前記ディスプレイデバイス及び前記レンズアレイの間に配置された拡散板とを含み、
　前記複数のレンズレットが、前記レンズレット間に配設された１若しくは複数の溝によ
って互いに光学的に隔離され、
　前記拡散板は、前記レンズレットに入射する光が前記レンズレットの側面から漏れない
ように光の入射位置に応じた角度範囲に拡散することを特徴とする装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置であって、
　前記少なくとも１つのディスプレイデバイスが、第１のディスプレイ領域及び第２のデ
ィスプレイ領域を有し、
　前記少なくとも１つのディスプレイデバイスに接続されたコンピュータが、前記第１の
ディスプレイ領域への第１の自動立体画像データの伝達及び前記第２のディスプレイ領域
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への第２の自動立体画像データの伝達を制御するようにプログラムされており、
　前記複数のレンズレットが、前記第１のディスプレイ領域に対応する第１のレンズ及び
前記第２のディスプレイ領域に対応する第２のレンズを含み、かつ
　前記複数のレンズレットのうちの少なくとも１つが、互いに光学的に連結された平凸レ
ンズ及び両凸レンズの組み合わせを含むことを特徴とする装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の装置であって、
　前記複数のレンズレットのうちの少なくとも１つが、互いに光学的に連結された第１の
平凸レンズ及び第２の平凸レンズの組み合わせを含むことを特徴とする装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の装置であって、
　前記少なくとも１つのディスプレイデバイスが、電子発光ディスプレイ、電界放射ディ
スプレイ、プラズマディスプレイ、真空蛍光ディスプレイ、カーボンナノチューブディス
プレイ、ポリマーディスプレイ、有機発光ダイオードディスプレイ、電気光学透過型デバ
イス、微小電気機械デバイス、電気光学反射型デバイス、磁気光学デバイス、音響光学デ
バイス、及び光学的アドレシングデバイスのうちの１若しくは複数を含み、
　前記少なくとも１つのディスプレイデバイスが、前記レンズアレイと整列された複数の
ディスプレイデバイスを含み、かつ
　前記コンピュータが、前記少なくとも１つのディスプレイデバイスの第１のディスプレ
イ領域への第１の自動立体画像データの伝達を制御するようにプログラムされた第１のコ
ンピュータと、前記少なくとも１つのディスプレイデバイスの第２のディスプレイ領域へ
の第２の自動立体画像データの伝達を制御するようにプログラムされた第２のコンピュー
タとを含む複数のコンピュータからなることを特徴とする装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の装置であって、
　前記少なくとも１つのディスプレイデバイスと前記レンズアレイとの間に配置された拡
大リレーレンズアレイをさらに含むことを特徴とする装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の装置であって、
　前記レンズアレイが、屈折率整合材を用いて前記少なくとも１つのディスプレイデバイ
スに結合され、
　前記少なくとも１つのディスプレイデバイスに接続された前記コンピュータが、レイ・
トレーシング法、レイ・キャスティング法、光フィールドレンダリング法及びスキャンラ
インレンダリング法のうちの１若しくは複数を用いて前記自動立体画像データをレンダリ
ングするようにさらにプログラムされており、
　前記自動立体画像データが、ホーゲルデータを含み、かつ
　当該装置が、前記レンズアレイに結合されたマスクアレイをさらに含むことを特徴とす
る装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の装置であって、
　前記少なくとも１つのディスプレイデバイスから放射された光を検出するように前記レ
ンズアレイに対して位置決めされた少なくとも１つのセンサをさらに含み、
　前記少なくとも１つのセンサが、前記コンピュータ及び較正コンピュータシステムのう
ちの１若しくは複数に接続され、
　前記少なくとも１つのセンサに接続された前記コンピュータまたは前記較正コンピュー
タシステムが、前記少なくとも１つのセンサから受け取ったデータを用いて較正ソフトウ
ェアを実行するようにしたことを特徴とする装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の装置であって、
　前記較正ソフトウェアが、前記少なくとも１つのセンサで検出された前記データに基づ
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いて補正表を作成するように構成されており、
　前記少なくとも１つのディスプレイデバイスに接続された前記コンピュータが、前記補
正表に記憶されているデータを用いて前記自動立体画像データをレンダリングするように
さらにプログラムされており、
　前記少なくとも１つのセンサが、複数のセンサを含み、
　前記少なくとも１つのセンサに接続された前記コンピュータまたは前記較正コンピュー
タシステムが、前記複数のセンサから受け取ったデータを用いて較正ソフトウェアを実行
するようにしたことを特徴とする装置。
【請求項９】
　請求項７に記載の装置であって、
　前記較正ソフトウェアが、
　前記少なくとも１つのディスプレイデバイス上にテストデータパターンが表示されたと
き、複数のテストデータパターンのうちのどのテストデータパターンが前記少なくとも１
つのセンサで検出された前記データを生成しているのかを推測するステップ、
　前記少なくとも１つのセンサから受け取った前記データを正規化するステップ、
　前記少なくとも１つのセンサから受け取った前記データを記録するステップ、
　前記少なくとも１つのディスプレイデバイス上に前記テストデータパターンが表示され
たとき、どのテストデータパターンが最適信号を生成するかを判定するステップ、
　のうちの１若しくは複数のステップを実行するように構成されていることを特徴とする
装置。
【請求項１０】
　請求項１に記載の装置であって、
　前記溝が、光学材料に形成されたギャップを含むことを特徴とする装置。
【請求項１１】
　請求項１に記載の装置であって、
　前記溝に、実質的に不透明な材料が充填されていることを特徴とする装置。
【請求項１２】
　請求項１に記載の装置であって、
　前記溝が、前記複数のレンズレットの表面に延在することを特徴とする装置。
【請求項１３】
　請求項１に記載の装置であって、
　幾何学的形状及び命令データを受信し、受信したデータに応答してホーゲルベースの出
力データを作成するように構成されたグラフィックスモジュールと、
　前記ホーゲルベースデータを受信し、ディスプレイデータのフレームをバッファリング
するように構成された少なくとも１つの処理装置と、
　前記少なくとも１つの処理装置に接続された、かつホーゲルベースの画像を表示するよ
うに構成された少なくとも１つの空間光変調器とを含むことを特徴とする装置。
【請求項１４】
　請求項１に記載の装置であって、
　前記少なくとも１つのディスプレイが、
　前記レンズアレイを介して光を複数の方向に放射するように構成され、かつ或る強度の
光線のみを前記複数の方向のうちの対応する方向に同時に放射するように構成された第１
のディスプレイ領域と、
　前記レンズアレイを介して光を複数の方向に放射するように構成され、かつ或る強度の
光線のみを前記複数の方向のうちの対応する方向に同時に放射するように構成された第２
のディスプレイ領域とを含み、
　当該装置が、
　前記レンズアレイと前記第１のディスプレイ領域との間に配置され、かつ前記第１のデ
ィスプレイ領域に表示された画像の拡大画像を前記レンズアレイ上に画像化するように構
成された第１のリレーレンズと、
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　前記レンズアレイと前記第２のディスプレイ領域との間に配置され、かつ前記第２のデ
ィスプレイ領域に表示された画像の拡大画像を前記レンズアレイ上に画像化するように構
成された第２のリレーレンズとをさらに含むことを特徴とする装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の装置であって、
　前記リレーレンズが、ディスプレイデバイスの画像ソース面を、前記ディスプレイデバ
イス上に配設されたカバー光学素子を介して前記レンズアレイ上にリレー伝達するように
構成されたことを特徴とする装置。
【請求項１６】
　方法であって、
　自動立体画像データをディスプレイデバイス中の複数のディスプレイ要素に伝達するス
テップを含み、
　前記ディスプレイデバイスが、光拡散板を介して複数のレンズレットからなるレンズア
レイに結合されており、
　複数のレンズレットが、前記レンズレット間に配設された１若しくは複数の溝によって
互いに光学的に隔離されており、
　前記複数のディスプレイ要素の各ディスプレイ要素が、前記レンズアレイを介して光を
複数の方向に放射するように構成されおり、
　前記自動立体画像データが、前記複数の方向各々に放射された光の強度を制御するよう
にされ、
　前記光拡散板は、前記レンズレットに入射する光が前記レンズレットの側面から漏れな
いように光の入射位置に応じた角度範囲に拡散するように構成されたことを特徴とする方
法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の方法であって、
　前記ディスプレイデバイスが、第１のディスプレイ領域及び第２のディスプレイ領域を
有し、
　前記少なくとも１つのディスプレイデバイスに接続されたコンピュータが、前記第１の
ディスプレイ領域への第１の自動立体画像データの伝達及び前記第２のディスプレイ領域
への第２の自動立体画像データの伝達を制御するようにプログラムされており、
　前記複数のレンズレットが、前記第１のディスプレイ領域に対応する第１のレンズ及び
前記第２のディスプレイ領域に対応する第２のレンズを含むことを特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１６に記載の方法であって、
　前記光を、前記少なくとも１つのディスプレイデバイスと前記レンズアレイとの間に配
置された拡大リレーレンズアレイを介して伝達するステップをさらに含むことを特徴とす
る方法。
【請求項１９】
　請求項１６に記載の方法であって、
　前記ディスプレイデバイスから放射された光を検出する少なくとも１つのセンサから受
け取ったデータを用いて、前記ディスプレイデバイスを較正するステップをさらに含むこ
とを特徴とする方法。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の方法であって、
　前記センサから受け取ったデータに基づいて補正表を作成するステップと、
　前記補正表に記憶されているデータを用いて、前記自動立体画像データをレンダリング
するステップとをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項２１】
　請求項１９に記載の方法であって、
　前記ディスプレイデバイス上にテストデータパターンが表示されたとき、複数のテスト
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データパターンのうちのどのテストデータパターンが前記少なくとも１つのセンサで検出
された前記データを生成しているのかを推測するステップ、
　前記少なくとも１つのセンサから受け取った前記データを正規化するステップ、
　前記少なくとも１つのセンサから受け取った前記データを記録するステップ、
　前記少なくとも１つのディスプレイデバイス上に前記テストデータパターンが表示され
たとき、どのテストデータパターンが最適信号を生成するかを判定するステップとをさら
に含むことを特徴とする方法。
【請求項２２】
　請求項１６に記載の方法であって、
　前記溝が、光学材料に形成されたギャップを含むことを特徴とすることを特徴とする方
法。
【請求項２３】
　請求項１６に記載の方法であって、
　前記溝に、実質的に不透明な材料が充填されていることを特徴とする方法。
【請求項２４】
　請求項１６に記載の方法であって、
　前記溝が、前記複数のレンズレットの表面に延在することを特徴とする方法。
【請求項２５】
　請求項１６に記載の方法であって、
　幾何学的形状及び命令データに応答してホーゲルベースデータを作成するステップと、
　前記ホーゲルベースデータに応答してディスプレイデータのフレームをバッファリング
するステップと、
　前記ディスプレイデータのフレームに応答して空間光変調器によって前記ホーゲルベー
スの画像を表示するステップとをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項２６】
　請求項１６に記載の方法であって、
　前記複数のディスプレイ要素が、
　或る強度の光線のみを前記複数の方向のうちの対応する方向に同時に放射するように構
成された第１のディスプレイ要素と、
　或る強度の光線のみを前記複数の方向のうちの対応する方向に同時に放射するように構
成された第２のディスプレイ要素とを含み、
　当該方法が、
　第１のリレーレンズを介して前記第１のディスプレイ要素から前記レンズレットへ光を
伝達するステップと、
　第２のリレーレンズを介して前記第２のディスプレイ要素から前記レンズレットへ光を
伝達するステップとをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項２７】
　請求項２６に記載の方法であって、
　前記第１のリレーレンズが、ディスプレイデバイスの画像ソース面を、前記ディスプレ
イデバイス上に配設されたカバー光学素子を介して前記レンズアレイ上にリレー伝達する
ように構成されたことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　米国政府は、本発明の一括払いライセンスと、限られた条件においてのみ、ＤＡＲＰＡ
との間に結ばれたＮｏ．ＮＢＣＨＣ０５００９８契約の条件によって定められる妥当な条
件で他者に使用許可を与えるように特許権者に対して要求する権利とを有する。本願は、
合衆国法典第３５巻第１１９条（ｅ）に基づき２００６年３月１５日に出願された米国仮
出願第６０／７８２、３４５号（発明の名称：「アクティブ自動立体視発光型ディスプレ
イ」、発明者：Mark E. Lucente等）の優先権を主張する２００７年３月１５日に出願さ
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れた米国特許第１１／７２４、８３２号（発明の名称：「動的自動立体視ディスプレイ」
、発明者：Mark E. Lucente等）の一部継続出願である。
【０００２】
　本発明は、一般的に自動立体視ディスプレイ（autostereoscopic display）の分野に関
し、より詳細には動的に更新可能な自動立体視ディスプレイに関する。
【背景技術】
【０００３】
　観察者が特別な眼鏡類をかける必要がないように、立体画像作成（ステレオ分離）の作
業がディスプレイ装置において行われるグラフィカルディスプレイは、自動立体視的と呼
ぶことができる。観察者の位置が空間内の或る位置に固定される限りにおいて観察者の左
右の目に互いに異なる画像を提示するディスプレイが数多くの開発されてきた。これらの
ほとんどは、微細な垂直回折格子またはレンチキュラレンズアレイがディスプレイスクリ
ーンの正面に置かれる視差バリア方式の変形である。観察者の視線が空間内の或る一定位
置に固定されたままであれば、片方の目が回折格子またはレンズアレイを介して特定のピ
クセル群のみを見ることができ、その間にもう片方の目は別のピクセル群のみを見る。
【０００４】
　予備的なホログラムを作り出す従来のステップを用いずにホログラフィック記録材料に
ホログラムを良好に記録するために、ワンステップのホログラム（ホログラフィック立体
画像を含む）作成技術が用いられてきた。コンピュータ画像ホログラム及び非コンピュー
タ画像ホログラムの両方が、そのようなワンステップ技術によって作成することができる
。或るワンステップシステムでは、物体のコンピュータ処理画像または物体のコンピュー
タモデルは、ワンステップシステムが、要素的なホログラムまたはホーゲル（hogel）と
して知られている多数の連続的な小さな要素的ピースからホログラムを構築することを可
能にする。各ホーゲルをホログラフィック記録材料に記録するためには、一般的には、物
体光を、レンダリングされた画像を表示する空間光変調器（ＳＬＭ）を通過させるか或い
はＳＬＭから反射させ、その後に参照光と干渉させる。ワンステップホログラム作成の技
術の例は、米国特許第６，３３０，０８８号明細書（特許文献１）（発明の名称：「ワン
ステップ、フルカラー、フルパララックスのホログラム立体画像を記録するための方法及
び装置」、発明者：Michael A. Klug、Mark E. Holzbach及びAlejandro J. Ferdman）に
記載されている。
【０００５】
　様々なホログラフィック立体画像ディスプレイなどの様々な従来技術の自動立体視ディ
スプレイは、事実上静的である。すなわち、表示した画像ボリュームを動的に更新するこ
とはできない。また、或る意味においては動的とも言えるタイプの既存の自動立体視ディ
スプレイには、複数のユーザによる使用性が限定されている、画質が悪い、フリンジ領域
効果が生じるなどの種々の欠点がある。
【０００６】
　よって、従来技術の上述の欠陥を克服するために、動的自動立体視ディスプレイを作成
し、表示し、かつインタラクションを行うための改良されたシステム及び方法を有するこ
とが望ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第６，３３０，０８８号明細書
【特許文献２】米国特許第６，８６８，１７７号明細書
【特許文献３】米国特許出願第０９／４７４，３６１号明細書
【特許文献４】米国特許第６，５４９，３０８号明細書
【特許文献５】米国特許第６，７２１，１０１号明細書
【非特許文献】
【０００８】
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【非特許文献１】Michael W. Halle, "The Generalized Holographic Stereogram," Mast
er's Thesis, Massachusetts Institute of Technology, February 1991
【非特許文献２】M. Halle and A Kropp, "Fast Computer Graphics Rendering for Full
 Parallax Spatial Displays," Practical Holography XI, Proc. SPIE, vol. 3011, pag
es 105-112, Feb. 10-11, 1997
【非特許文献３】M. Levoy and P. Hanrahan in "Light Field Rendering," in Proceedi
ngs of SIGGRAPH'96, (New Orleans, La., Aug. 4-9, 1996), and in Computer Graphics
 Proceedings, Annual Conference Series, pages 31-42, ACM SIGGRAPH, 1996
【非特許文献４】T.A. Leskova et al. Physics of the Solid State, May 1999, Volume
 41, Issue 5, pp. 835-841
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　様々なディスプレイデバイスを用いて動的自動立体視ディスプレイにおいて表示機能を
提供することができることが分かっている。或る実施形態では、１若しくは複数の発光型
ディスプレイデバイスが、１若しくは複数の適切なコンピュータデバイスに接続されてい
る。これらのコンピュータデバイスは、発光型ディスプレイデバイスへの自動立体画像デ
ータの伝達を制御する。例えば直接的にまたは或る光伝達デバイスを介してディスプレイ
デバイスに結合されたレンズアレイは、ユーザが動的自動立体視画像を見ることができる
ように自動立体画像データの適切な調整を提供する。レンズアレイにおけるレンズ間の溝
が、レンズを互いに光学的に隔離するのに使用されることができる。或る実施形態では、
コンピュータデバイスは、幾何学的形状及び命令データを受け取り、ホーゲルベースのデ
ータを生成するグラフィックスモジュールと、前記ホーゲルベースデータを受信し、ディ
スプレイデータのフレームをバッファリングするように構成された少なくとも１つの処理
装置と、前記少なくとも１つの処理装置に接続された、かつホーゲルベースの画像を表示
するように構成された少なくとも１つの空間光変調器とを有するグラフィックカードを備
える。エッジ効果を除去するために、ディスプレイデバイスに表示された画像を拡大して
表示した画像の見掛け上の継ぎ目を除去するために、リレーレンズが使用される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　添付図面を参照することによって、当業者は、本願の内容をよりよく理解するであろう
し、様々な目的、機能及び利点が明らかになるであろう。
【００１１】
【図１】動的自動立体視ディスプレイシステムのブロック図。
【図２】動的自動立体視ディスプレイモジュールの一例を示す。
【図３】動的自動立体視ディスプレイモジュールに使用可能な光ファイバテーパの一例を
示す。
【図４Ａ】動的自動立体視ディスプレイモジュールに使用可能な束ねられた光ファイバシ
ステムの一例を示す。
【図４Ｂ】動的自動立体視ディスプレイモジュールに使用可能な束ねられた光ファイバシ
ステムの一例を示す。
【図４Ｃ】動的自動立体視ディスプレイモジュールに使用可能な束ねられた光ファイバシ
ステムの一例を示す。
【図５Ａ】動的自動立体視ディスプレイモジュールに使用可能な束ねられた光ファイバシ
ステムの別の例を示す。
【図５Ｂ】動的自動立体視ディスプレイモジュールに使用可能な束ねられた光ファイバシ
ステムの別の例を示す。
【図６】動的自動立体視ディスプレイモジュールに使用可能な複数素子レンズレットシス
テムの一例を示す。
【図７】光ファイバテーパまたは光ファイバ束が用いられていない動的自動立体視ディス
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プレイモジュールの一例を示す。
【図８Ａ】動的自動立体視ディスプレイモジュールにおける光学拡散板の使用を示す。
【図８Ｂ】動的自動立体視ディスプレイモジュールにおける光学拡散板の使用を示す。
【図８Ｃ】動的自動立体視ディスプレイモジュールにおける光学拡散板の使用を示す。
【図９】動的自動立体視ディスプレイモジュールにおける光学拡散板のさらに別の使用を
示す。
【図１０】空間光変調器にデータを提供するのに使用されるディスプレイカードの一実施
形態を示す。
【図１１】隣接するモジュール間の見掛け上の継ぎ目を低減させるためのシステムの一実
施形態を示す。
【図１２】レンズレットアレイのマイクロ溝の一実施形態を示す。
【図１３】レンズレットアレイの別の実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明する。この説明は本発明
の例示を意図するものであり、本発明を限定するものとして解釈されるべきではない。
【００１３】
　本願は、アクティブまたは動的な自動立体視ディスプレイの種々の実施形態及びその使
用及び実施のための技術を開示する。全方向視差３次元発光型電子ディスプレイ（及び代
わりに水平方向のみに視差を持つディスプレイ）は、高解像度２次元発光型画像供給源を
適切な光学素子と組み合わせることにより構成される。前記高解像度２次元画像供給源に
コンピュータグラフィックス画像データを供給するために、１若しくは複数のコンピュー
タ処理装置が用いられ得る。一般的に、種々様々なタイプの発光型ディスプレイを用いる
ことができる。発光型ディスプレイは、一般的に、ディスプレイ自体が光を生成する幅広
いカテゴリーのディスプレイ技術を指し、電子発光ディスプレイ、電界放出ディスプレイ
、プラズマディスプレイ、真空蛍光ディスプレイ、カーボンナノチューブディスプレイ、
及びポリマーディスプレイを含む。対照的に、非発光型ディスプレイは、別個の外部光源
（例えば、液晶ディスプレイの場合のバックライト）を必要とする。
【００１４】
　本願に記載のホーゲル（様々に「アクティブ」または「動的な」ホーゲル）は、ホログ
ラフィック記録材料に記録されるフリンジ（干渉縞）ではないという点において、ワンス
テップホログラムホーゲルと同様のものではない。その代わりに、本願のアクティブホー
ゲルは、組み合わせたときに合成の自動立体視画像を観察者に提示するように適切に処理
された画像（または画像の一部）を表示する。したがって、特許文献１に開示されている
、ホーゲルデータを生成するための種々の技術は、本願に適用可能である。画像ベースレ
ンダリング技術を含む他のホーゲルデータ及びコンピュータグラフィックスレンダリング
技術が、本願のシステム及び方法と共に用いられることができる。それらのレンダリング
技術のホログラフィー及び自動立体視ディスプレイの分野への適用が、例えば、米国特許
第６，８６８，１７７号明細書（特許文献２）に記載されている。ソース画像を生成する
ための様々な他の技術が、当業者に公知であろう。
【００１５】
　図１は、動的自動立体視ディスプレイシステム１００の一例のブロック図を示している
。様々なシステム構成要素が以下に詳細に説明される。なお、このシステムデザインの数
多くの変形形態（要素の追加、特定の図示要素の除外を含む）が考えられる。動的自動立
体視ディスプレイシステム１００の中心には、表示ボリューム１１５によって示される動
的自動立体視画像を生成する１若しくは複数の動的自動立体視ディスプレイモジュール１
１０が含まれる。これらのモジュールは、発光型モジュールまたはディスプレイを用いて
ホーゲル画像を装置のユーザに提示する。一般的に、種々様々なタイプの発光型または非
発光型ディスプレイを用いることができる。発光型ディスプレイは、一般的に、ディスプ
レイ自体が光を生成する幅広いカテゴリーのディスプレイ技術を指し、電子発光ディスプ
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レイ、電界放出ディスプレイ、プラズマディスプレイ、真空蛍光ディスプレイ、カーボン
ナノチューブディスプレイ、及びポリマーディスプレイ（例えば、有機発光ダイオード（
ＯＬＥＤ）ディスプレイなど）を含む。対照的に、非発光型ディスプレイは、外部光源（
例えば、液晶ディスプレイの場合のバックライト）を必要とする。動的自動立体視ディス
プレイモジュール１１０は、典型的には、詳細については後述する他の光学部品及び構成
部品を含む。発光型変調器（ＳＬＭ）に加えて、様々なタイプの変調器を用いることがで
きる。様々な実施形態において、非発光型変調器は、発光型変調器よりもコンパクトでな
い場合がある。例えば、ＳＬＭは、次の技術：電気光学（例えば液晶）透過型ディスプレ
イ；微小電気機械（例えばＴＩ　ＤＬＰを含むマイクロミラー装置）ディスプレイ；電気
光学反射型（例えばシリコン基板上に載せた反射型液晶（ＬＣｏＳ））ディスプレイ；磁
気光学ディスプレイ；音響光学ディスプレイ；及び光学的アドレシングデバイスを用いて
作製され得る。
【００１６】
　動的自動立体視ディスプレイモジュール１１０に使用される発光型ディスプレイデバイ
スの各々は、１若しくは複数のディスプレイドライバ１２０によって駆動される。ディス
プレイ・ドライバ・ハードウェア１２０は、グラフィックス・プロセッシング・ユニット
（ＧＰＵ）、フレームバッファ、高速メモリ及びハードウェアなどの専用グラフィックス
・プロセッシング・ハードウェアを含むことができ、必要な信号（例えばＶＥＳＡに準拠
したアナログＲＧＢ信号、ＮＴＳＣ信号、ＰＡＬ信号、及び他のディスプレイ信号フォー
マット）を発光型ディスプレイに供給することができる。ディスプレイ・ドライバ・ハー
ドウェア１２０は、適切に迅速なディスプレイ・リフレッシュを提供することによってデ
ィスプレイ全体を動的にする。ディスプレイ・ドライバ・ハードウェア１２０は、必要に
応じて、専用ディスプレイドライバを含む様々なタイプのソフトウェアを実行し得る。
【００１７】
　ホーゲルレンダラ１３０は、３Ｄ画像データ１３５を用いて、ディスプレイモジュール
１１０上に表示するためのホーゲルを生成する。或る実施形態では、３Ｄ画像データ１３
５には、仮想現実周辺ネットワーク（virtual reality peripheral network：ＶＲＰＮ）
データが含まれ、これは、ディスプレイ環境において周辺装置とインターフェーシングす
るために或る装置非依存性及びネットワーク透明性を用いる。それに加えて、或いはその
代わりに、３Ｄ画像データ１３５は、観察者の集団によって持ち運ばれる複数の検出器か
らなどのライブ・キャプチャ・データまたは分散データ・キャプチャを用いることができ
る。ソースデータの複雑さ、特定のディスプレイモジュール、動的ディスプレイの所望レ
ベル、及びディスプレイとのインタラクションのレベルに応じて、多種多様なホーゲルレ
ンダリング技術を用いることができる。ホーゲルは、リアルタイム（またはほぼリアルタ
イム）でレンダリングするか、後ほど表示するために前もってレンダリングしておくか、
或いは、両者を組み合わせて行うことができる。例えば、全システムにおける特定のディ
スプレイモジュールまたは全表示ボリュームの一部は、リアルタイム・ホーゲルレンダリ
ング（最大ディスプレイ・アップデート性を提供する）を利用することができ、その一方
で他のディスプレイモジュールまたは画像ボリュームの別の一部は、前もってレンダリン
グしたホーゲルを用いることができる。
【００１８】
　水平方向のみに視差を持つ（ＨＰＯ）ホログラフィック立体画のためのホーゲルの生成
に関連する歪みが非特許文献１において分析されている。一般的に、ＨＰＯホログラフィ
ック立体画（及び他のＨＰＯ自動立体視ディスプレイ）の場合、観察者が歪んでいない画
像を見ることができる最も良い観察者位置は、カメラ（またはコンピュータグラフィック
ス画像の場合はカメラモデル）がシーンをキャプチャした平面にある。これは、自動立体
視ディスプレイの見易さに関しては望ましくない制約である。幾つかの異なる技術を用い
て、観察者が自動立体視ディスプレイに対してカメラと同じ深度にいないときに生じる歪
みを補償することができる。アナモルフィックな物理的カメラは、標準球面レンズを円筒
型レンズと組み合わせることにより、或いは、２つの互いに交差させた円筒型レンズを用
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いることにより作製することができる。これらの光学素子を用いて、立体画像における水
平方向及び垂直方向の細部を独立して調節することができ、それによって歪みの発生を防
止する。本願の動的ディスプレイは、一般的には、コンピュータグラフィックスデータ（
３Ｄモデルから生成されるか、或いは種々の既知の技術を用いてキャプチャされるかのい
ずれか）を用いるので、物理的な光学素子の代わりにコンピュータグラフィックス技術が
用いられる。
【００１９】
　コンピュータグラフィックスカメラの場合、水平方向及び垂直方向の独立性は、パース
値を、他の方向に影響を及ぼすことなく一方向において変更可能であることを意味する。
そのうえ、自動立体視画像の生成に用いられる画像ソースは通常はレンダリングされたコ
ンピュータグラフィックス画像（またはキャプチャされたデジタル画像データ）であるの
で、画像生成プロセスの一部として歪みを補正することは一般的な技術である。例えば、
レンダリングされたコンピュータグラフィックス画像を、（例えば、コンピュータグラフ
ィックスモデルがシーンとコンピュータグラフィックスカメラとの間に光学素子を含むよ
うなレイトレーシングを用いて）上記の物理的光学素子を介して見えるようにレンダリン
グすることができれば、歪みの主な原因となるホーゲル画像を直接的にレンダリングする
ことができる。レイトレーシングが実用的でない場合（例えばレンダリング速度またはデ
ータセットサイズの制約などにより）、ホーゲル画像をレンダリングする別の技術を用い
てホーゲル画像を「事前に歪ませる（pre-distort）」ことができる。この技術は、非特
許文献２に記載されている。非特許文献２の技術は、速度の面では有用であるが、しばし
ば追加的な（そして望ましくない）レンダリングアーティファクトをもたらし、アンチエ
イリアス処理に関連する問題の影響を受け易い。非特許文献２の技術を改良したものが米
国特許出願第０９／４７４，３６１号明細書（特許文献３）（発明の名称：「全方向視差
自動立体視ディスプレイ用のレンダリング方法」、発明者：Mark E. Holzbach及びDavid 
Chen）に論じられている。
【００２０】
　ホーゲル画像をレンダリングするさらに別の技術は、水平パース（水平方向のみに視差
を持つ（ＨＰＯ）ホログラフィック立体画像及び全方向視差ホログラフィック立体画像の
場合）及び垂直パース（全方向視差ホログラフィック立体画像の場合）が無限遠に置かれ
ているコンピュータグラフィックスカメラを利用する。したがって、レンダリングされた
画像はコンピュータグラフィックスシーンの斜平行投象であり、すなわち、各画像は１つ
の「方向」に対応する１組の平行光線から形成される。もし、そのような画像が、ホログ
ラムプリンタがプリントすることができる方向のそれぞれ（またはそれ以外の方向にも）
に対してレンダリングされたら、その画像一式は、ホーゲルの全てを組み立てるのに必要
な画像データの全てを含む。この後者の技術は、画像ベースレンダリングを利用してコン
ピュータグラフィックスレンダリングシステムによって作り出された画像からホログラフ
ィック立体画を作り出すために特に有用である。画像ベースレンダリングシステムは、一
般的には、一連の予め取得した像から、異なる周囲ビューを生成する。
【００２１】
　一般に、画像ベースレンダリング技術の開発及びこれらの技術のホログラフィー分野へ
の適用は、例えば非特許文献３に記載されているような光フィールドレンダリング（ligh
t field rendering）の発展をもたらした。光フィールド（light field）は、全ての可能
な方向に沿って３Ｄ空間内の全ての点を通過する光の量を表す。光フィールドは、時間、
波長、位置及び方向の関数として放射輝度を与える高次元関数によって表されることもで
きる。光フィールドは画像ベースモデルに関係があるが、その理由は画像が光フィールド
の２次元投象であるからである。画像はそのとき、光フィールドを横断する「スライス」
として見られることができる。さらに、画像を用いて光フィールドの高次元コンピュータ
ベースモデルを構築することができる。所与のモデルを用いて、モデルを構築するために
使われたものとは異なる新たな画像を抽出及び合成することもできる。
【００２２】
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　形式的には、光フィールドは、全ての可能な方向において、あるシーンで全ての点を通
って流れる放射輝度を表す。所与の波長に対して、３Ｄ空間における位置（ｘ，ｙ，ｚ）
及び光の進行方向（θ，φ）の関数として放射輝度を与える５次元（５Ｄ）スカラー関数
Ｌ（ｘ，ｙ，ｚ，θ，φ）として静的光フィールドを表すことができる。この定義はプレ
ノプティック関数の定義と等しいことに留意されたい。典型的な離散的な（すなわち、実
際のコンピュータシステムに実装された）光フィールドモデルは、放射輝度を赤、緑、青
の３色として表し、静的な、時間非依存の光フィールドデータのみを考慮するので、光フ
ィールド関数の次元を５次元及び３つの色成分に減らす。光フィールドのモデリングは、
それゆえ、３Ｄデカルト空間における全ての光線の集合がサポートであるような５Ｄ関数
の処理及び記憶を必要とする。しかし、コンピュータグラフィックスにおける光フィール
ドモデルは、通常は、光フィールド関数のサポートを４次元（４Ｄ）配向線空間（4D ori
ented line space）に制限する。平面パラメータ表示に基づくものと、球面または等方性
のパラメータ表示に基づくものとの２種類の４Ｄ光フィールド表現が提唱されている。
【００２３】
　米国特許第６，５４９，３０８号明細書（特許文献４）に論じられているように、等方
性のパラメータ表示は、コンピュータで作ったホログラフィーへの適用に特に有用である
。等方性モデル、そして特に方向及び点のパラメータ表示（ＤＰＰ）は、平面パラメータ
表示より少ないサンプリングバイアスを導入することによってサンプル密度の均一性をよ
り高める。一般的に、ＤＰＰ表示は、必要とする補正因子が他の表現より少なく、それゆ
えそのパラメータ化はレンダリングプロセスにおいて少ないバイアスを導入するので、利
点がある。本願の動的自動立体視ディスプレイに適した種々の光フィールドレンダリング
技術は、特許文献４及び特許文献２にさらに記載されている。
【００２４】
　超並列アクティブホーゲルディスプレイは、インタラクティブなコンピュータグラフィ
ックスレンダリング・パースの改良型のディスプレイであり得る。軽いデータ群（例えば
１から数千の多角形に及ぶ形状）が操作されることができ、１つのＧＰＵグラフィックス
カード上で複数のホーゲルビューがリアルタイム速度（例えば１０フレーム／秒（ｆｐｓ
）、またはそれ以上の速度）でレンダリングされるが、多くの対象データ群はより複雑で
ある。都市地形図はその一例である。そのため、静的地物（例えば、建物、通りなど）が
事前にレンダリングされており、かつ再使用される一方で、時間変化要素が迅速にレンダ
リングされる（例えば都市地形内で動いている車両や人）ようにホーゲルディスプレイの
ための画像を合成するために、様々な技術を用いることができる。時間変化要素は、必要
な要素のみをそれらの要素が動くようなシーンにおいて再レンダリングすることによって
シーンを効率的にリフレッシュすることを考慮して、独立的にレンダリングされることが
できると考えられる。したがって、上述の光フィールドレンダリング技術は、スキャンラ
インレンダリング技術及びラスタライゼーション技術などの従来の多角形データモデルレ
ンダリング技術と組み合わせることができる。レイキャスティング法、レイトレーシング
法などのさらに別の技術を用いることもできる。
【００２５】
　このように、ホーゲルレンダラ１３０及び３Ｄ画像データ１３５には、当業者に理解さ
れるように、種々様々なタイプのハードウェア（例えば、グラフィックスカード、ＧＰＵ
、グラフィックスワークステーション、レンダリングクラスタ、専用レイトレーサなど）
、ソフトウェア、及び画像データが含まれ得る。さらに、ホーゲルレンダラ１３０のハー
ドウェア及びソフトウェアの一部または全部を必要に応じてディスプレイドライバ１２０
と一体化することができる。
【００２６】
　システム１００には動的自動立体視ディスプレイモジュールの較正（キャリブレーショ
ン）を行うための要素も含まれ、そのような要素には、較正システム１４０（典型的には
、１若しくは複数の較正アルゴリズムを実行するコンピュータシステムを含んでいる）、
補正データ１４５（典型的には、１若しくは複数のテストパターンを用いた較正システム
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での演算により算出される）、及び、較正プロセス中にディスプレイモジュール１１０に
よって生成された実画像、光強度などを検出するために用いられる１若しくは複数の検出
器１４７が含まれる。得られた情報は、ディスプレイモジュール１１０によって表示され
る画像を調節するために、ディスプレイ・ドライバ・ハードウェア１２０、ホーゲルレン
ダラ１３０、ディスプレイ制御部１５０のうちの１若しくは複数によって用いられること
ができる。
【００２７】
　ディスプレイモジュール１１０の理想的な実装はアクティブホーゲルの完全に規則的な
アレイを提供し、各々は、それぞれの発光型ディスプレイデバイスからのホーゲルデータ
と完全に整合されたアレイが与えられた申し分なく離間した理想的なレンズレットを含む
。しかし、実際には、大部分の光学部品には不均一性（歪みを含む）が存在し、完全な整
合は、多大の費用をかけなければまれにしか達成することができない。それゆえに、シス
テム１００は、典型的には、較正システム１４０において実行されるソフトウェアを用い
て様々な不完全性（例えば、部品の整合、光学部品の品質、発光型ディスプレイ性能の変
化など）を補正する能力をディスプレイに与えるための手動、半自動または自動較正プロ
セスを含むことになる。例えば、自動較正「起動」プロセスでは、ディスプレイシステム
（外部センサ１４７を用いる）は、不整合を検出し、幾何学的考察から推定される補正係
数を補正表に投入する。ひとたび較正されると、ホーゲルデータ生成アルゴリズムは、デ
ィスプレイモジュール１１０の不完全性に予め適合されたホーゲルデータを、補正表を利
用してリアルタイムで生成する。
【００２８】
　そして、ディスプレイシステム１００は、典型的には、ディスプレイ制御ソフトウェア
及び／またはハードウェア１５０を含む。この制御部は、必要に応じてサブシステム制御
を含む全システム制御をユーザに提供することができる。例えば、ディスプレイモジュー
ル１１０を用いて表示された動的自動立体視画像を選択し、ロードし、インタラクション
を行うために、ディスプレイ制御部１５０を用いることができる。制御部１５０は、同様
に、較正の開始、較正パラメータの変更、再較正などに用いられることができる。制御部
１５０は、輝度、色、リフレッシュレートなどを含む基本表示パラメータを調節するため
に用いられることもできる。図１に示されている要素の多くと同様に、ディスプレイ制御
部１５０は、他のシステム要素に組み込まれるか、或いは別体のサブシステムとして運用
することができる。様々な変形形態が当業者には明らかであろう。
【００２９】
　図２は、動的自動立体視ディスプレイモジュールの例を示している。動的自動立体視デ
ィスプレイモジュール１１０は、単一のモジュールにおける光学部品、電気光学部品及び
機械部品の配置を示している。これらの基本的構成要素には、光源及び空間光変調器とし
て働く発光型ディスプレイ２００、ファイバテーパ２１０（光伝達系）、レンズレットア
レイ２２０、アパーチャマスク２３０（例えば、散乱迷光をブロックするように設計され
た円形アパーチャのアレイ）、支持フレーム２４０が含まれる。説明を簡素化するために
、発光型ディスプレイまでの配線、ディスプレイ・ドライバ・ハードウェア、複数のモジ
ュールを固定するための外部支持構造、及び様々な拡散装置を含む、様々な他の部品が図
面から省略されている。
【００３０】
　エレクトロルミネセンスディスプレイ、電界放出ディスプレイ、プラズマディスプレイ
、真空蛍光ディスプレイ、カーボンナノチューブディスプレイ、及びポリマーディスプレ
イを含む種々様々なタイプのデバイスが発光型ディスプレイ２００として用いられること
ができるが、後述する例では、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイを取り上げ
る。発光型ディスプレイは、比較的コンパクトなので特に有用であり、別途の光源（例え
ば、レーザ、バックライティングなど）を必要としない。ピクセルも、フリンジ領域及び
他のアーティファクトが生じることなく、非常に小さくすることができる。変調された光
は、非常に精密に（例えば平面状）発生させられることができ、そのようなデバイスをレ



(13) JP 5528340 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

ンズレットアレイと良く合うものにしている。単色及び多色の両構成の、例えばＶＧＡ及
びＳＶＧＡ解像度を含む様々な解像度のＯＬＥＤマイクロディスプレイアレイが市販され
ている。そのようなデバイスの例は、米国ワシントン州ベルビュー市所在のイーマージン
社（eMagin Corporation）によって製造されている。そのようなＯＬＥＤマイクロディス
プレイは、単デバイス、比較的コンパクトなデバイスにおいて光源及び変調の両方を与え
る。ＯＬＥＤ技術はまた、急速に進歩しており、特に輝度及び解像度が増すにつれて、将
来のアクティブホーゲルディスプレイシステムにおいて活用されることになりそうである
。典型的なＯＬＥＤデバイスの入力信号は、画素数８５２×６００のアナログである。各
ＯＬＥＤデバイスは、デバイス速度及び解像度のほかに、全自動立体視ディスプレイの所
望の解像度にもよるが、ホーゲルの一部、単一ホーゲルまたは複数のホーゲルに対するデ
ータを表示するために用いられることができる。
【００３１】
　ＯＬＥＤアレイが用いられる一部の実施形態では、入力信号は、アナログでありかつ通
常とは違う解像度（８５２×６００）を有する。他の実施形態では、デジタル‐ＯＬＥＤ
接続はより直接になされることができる。しかし、種々の実施形態において、ホーゲルデ
ータアレイは、ＯＬＥＤデバイスに向かう途中で（１モジュール当たり）６つのアナログ
回路を通過することになる。したがって、アライメント及びキャリブレーション（較正）
中、各ＯＬＥＤデバイスは、等しい（または、少なくともほぼ等しい）光レベル及び直線
性を有するように調節される（すなわちγ補正）。中間調（グレイレベル）テストパター
ンは、このプロセスに役立つことができる。
【００３２】
　図２に示すように、モジュール１１０には、互いに極めて近接して配置された６つのＯ
ＬＥＤが含まれる。モジュールは、より少ないかまたはより多いマイクロディスプレイを
様々に含むことができる。特定のモジュールにおけるマイクロディスプレイ同士（すなわ
ち１つのモジュールから隣のモジュールまで）の相対間隔は、例えば、装置パッケージ及
び／またはその上に製作されるプリント基板を含むマイクロディスプレイの大きさに大き
く依存する。例えば、ディスプレイ２００のドライブエレクトロニクスは小さな積層プリ
ント基板上にあり、このプリント基板は、ファイバテーパ２１０の真下の限られた空間に
収まるほどに十分にコンパクトである。図示されているように、発光型ディスプレイ２０
０は、デバイスパッケージングなどの理由により、ディスプレイの縁部同士を互いに直接
隣接して配置することができない。そのため、複数のディスプレイ２００から画像を集め
、それらを１つのシームレスな（または比較的シームレスな）画像として提示するために
ファイバテーパ２１０などの光伝達系またはライトパイプが用いられる。さらに別の実施
形態では、例えばプロジェクタ光学素子、ミラーなどの１若しくは複数のレンズ含む画像
伝達システムを用いて、発光型ディスプレイによって生成された画像をディスプレイモジ
ュールの他の部分に伝達することができる。
【００３３】
　発光型ディスプレイ２００の発光面（「アクティブエリア」）は薄い光ファイバフェー
スプレート（fiber faceplate）に覆われ、薄い光ファイバフェースプレートは、光を、
ぼけがほんの僅かしか生じずかつほとんど散乱することなく、発光型材料から表面へ効果
的に伝達する。モジュールの組立て中、ファイバテーパ２１０の小端部は典型的には光学
的に屈折率整合され、発光型ディスプレイ２００のフェースプレートに固定される。一部
の実施形態では（詳細については後述する）、ファイバテーパファイバー束または他のラ
イトパイプ構造を不要にするために、個別にアドレシング可能な発光型ディスプレイデバ
イス同士を互いに十分に近接して組み立てるかまたは組み合わせることができる。そのよ
うな実施形態では、レンズレットアレイ２２０を発光型ディスプレイデバイスに極めて近
接して配置するか或いは直接取り付けることができる。ファイバテーパはまた、モジュー
ルの光学部品及び電気光学部品を互いに結びつける機械的連結（mechanical spine）を提
供する。多くの実施形態では、屈折率整合技術（例えば、屈折率整合流体、屈折率整合接
着剤などの使用）を用いて、発光型ディスプレイを適切なライトパイプ及び／またはレン
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ズレットアレイに結合させる。ファイバテーパ２１０は、多くの場合、発光型ディスプレ
イ２００から放射されたホーゲルデータアレイを拡大（例えば２：１）し、それを光フィ
ールドとしてレンズレットアレイ２２０へ伝達する。最終的に、レンズレットアレイから
放射された光は、散乱迷光をブロックするために、黒色アパーチャマスク２３０を通過さ
せられる。
【００３４】
　各モジュールは、ディスプレイシステムを形成するためにＮ×Ｍの格子状に組み立てら
れるように設計される。サブコンポーネントをモジュール化するのを助けるために、モジ
ュールフレーム２４０は、ファイバテーパを支持し、ディスプレイ基板（図示せず）上へ
の取付けを提供する。モジュールフレームは、互いに対して平滑となるように機械加工／
粗研磨された取付ボスをその特徴として有する。これらのボスは、隣接発光型ディスプレ
イを形成するように全てのモジュールを配置するために用いられるディスプレイ基板に対
する取付面を安定させる。この精密な平面は、モジュールが基板にボルトで留められると
きに生じる応力を最小にするのに役立つ。モジュールフレーム２４０の端部及び側部に沿
って形成された切欠部は、モジュール同士の間の通気を提供するのみならず、フレームの
平面方向の剛性を小さくし、温度変化によって生じるより小さい応力への対応を保証する
。モジュールフレーム間の小さな隙間も、ファイバテーパ束が各モジュールの精密な相対
位置を決定することを可能にする。モジュールの底面（取付ボスによって画定される）を
ファイバテーパ束の面に対して平面に保つために、光学スタック及びモジュールフレーム
を固定具またはジグを用いて互いに固定することができる。ひとたびそれらの相対位置が
固定具によって確立されたら、ＵＶ硬化性エポキシ樹脂を用いてそれらのアセンブリを固
定することができる。接着線に沿ってサブフレームの中に小さなポケットを形成し、硬化
したエポキシ樹脂を固定する役割を果たすようにすることができる。
【００３５】
　一般に、機械的支持部の剛性、並びに温度変化及び温度勾配に起因するガラス部品に対
する応力への機械的支持部の効果が特別に考慮される。例えば、メインプレートは、低Ｃ
ＴＥ（熱膨張率）材料から製造されることができる。また、側面コンプライアンスがモジ
ュールフレーム自体に組み込まれ、メインプレートへのモジュールの結合剛性を小さくす
る。上記したこの構造は、内部の傷つきやすいガラス素子を保護する一方で寸法安定性が
高くかつ穏やかな温度変化に反応しにくいような、平らで均一なアクティブホーゲルディ
スプレイ表面を提供する。
【００３６】
　上述したように、ホーゲルデータの生成は、典型的には、ディスプレイにおける不整合
及び不均一性を補償するための数値補正を含む。生成アルゴリズムは、例えば最初の較正
プロセス中に推定された補正係数が投入された補正表を用いる。各モジュールに対するホ
ーゲルデータは、典型的にはその１つのモジュール専用のデジタルグラフィクスハードウ
ェア上で生成されるが、（速度を上げるために）グラフィクスハードウェアのいくつかの
インスタンスに分けることができる。同様に、複数のモジュールに対するホーゲルデータ
を、適切な計算能力が与えられた一般的なグラフィクスハードウェア上で計算することが
できる。どのように計算されるとしても、ホーゲルデータは、いくつかのストリーム（こ
のケースでは６つ）に分けられ、各モジュール内で６つの発光型装置に及ぶ。この分割は
、デジタルグラフィクスハードウェアによってリアルタイムで達成される。このプロセス
では、各データストリームは、（ビデオ帯域幅を有する）アナログ信号に変換され、マイ
クロディスプレイに入力される前にバイアスされて増幅される。他のタイプの発光型ディ
スプレイ（または他の信号フォーマット）の場合、適用される信号はデジタル的に符号化
され得る。
【００３７】
　図２に示されている基本設計は、複数の自蔵型スケーラブルモジュールを利用して、拡
張可能であることを強調している。また、モジュールによって表示されるホーゲルと発光
型ディスプレイとの間に一対一の対応関係がある必要はない。そのため、例えば、モジュ
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とができ、コンパクトなフットプリントにピクセル伝達及び光学的処理するための構成要
素の全てを含み、他のモジュールとの継ぎ目のない組立てを可能にする。概念的には、ア
クティブホーゲルディスプレイは、３Ｄ画像を作成するために（リアルタイムまたはほぼ
リアルタイムで）光学波面をデジタル的に構築するようにデザインされ、従来のホログラ
フィーに光学的に記録された再生波面を模倣する。各発光型ディスプレイは、一連のホー
ゲルデータによって指示されるような（用いられる任意のファイバテーパ／束、レンズレ
ットアレイ、マスキング、及び任意の拡散デバイスに幾分左右される）幅広い方向に放射
される光の量を制御することができる。同時に、アクティブホーゲルアレイは、光学波面
デコーダとして働き、波面サンプル（ホーゲルデータ）を仮想世界のものから現実世界の
ものへ変換する。多くの実施形態では、レンズレットは、光を集束させるよりむしろ（非
結像光学系に類似した）光をチャネリングするように機能しさえすれば十分である。した
がって、レンズレットは、許容できる性能をさらに達成しつつ、比較的安い費用で作製さ
れることができる。
【００３８】
　ホーゲルデータを表示するために用いられる技術が何であれ、ホーゲルデータの生成は
、例えばサンプリング定理を含む情報理論の多くの規則を概ね満足すべきである。サンプ
リング定理は、信号（例えば３Ｄ画像）をサンプリングし、許容できる忠実度を有する信
号に似たものを後で再生するためのプロセスを説明する。アクティブホーゲルディスプレ
イに適用される場合、プロセスは次の通りである。（１）３Ｄ画像を表す（仮想）波面を
帯域制限する、即ち各次元における変量を何らかの最大値に制限する、（２）最大変量の
１期間当たり２サンプルより大きい間隔で各次元においてサンプルを生成する、そして（
３）ステップ（１）で設定された限度に満たない変量しか許容しないローパスフィルタ（
またはそれと同等のもの）を用いてサンプルから波面を構築する。
【００３９】
　光学波面は、４つの次元、すなわち、２つの空間次元（例えばｘ及びｙ）並びに２つの
方向次元（例えば波面内の特定の点の方向を表す２Ｄベクトル）に存在する。これは、各
無限小の小さな点（添え字ｘ及びｙを付される）がこの点から広範な方向に伝搬する光の
量によって説明されるような表面（平面または他の面）であると考えることができる。特
定の点での光の挙動は、方向ベクトルの強度関数によって説明される。この方向ベクトル
は、多くの場合、ｋ－ベクトルと呼ばれる。方向情報を含む波面のこのサンプルは、ホロ
グラフィック要素（holographic element）の省略であるホーゲル（hogel）と呼ばれ、ホ
ログラフ的にまたは別な方法で作られた光学波面の挙動を説明するホーゲルの能力を踏ま
えている。そのため、前記波面は、ホーゲルのｘ－ｙアレイとして、例えば伝搬方向（ｋ
）及び空間広がり（ｘ及びｙ）の全域の総和ＳＵＭ［Ｉｘｙ（ｋｘ，ｋｙ）］として説明
される。
【００４０】
　サンプリング定理は、特定の深度及び解像度の３Ｄ画像を忠実に表すために必要とされ
るサンプルの最低数量の決定を可能にする。次の表は、画質（ホーゲル間隔の強い関数）
及び最大使用可能画像深度を所与として、９０度の全範囲の放射方向を仮定して、ホーゲ
ルデータのための近似の最小サンプル数を与える。
【００４１】
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【表１】

【００４２】
　光学系は、光の波長、例えば約０．５ミクロンに等しいスケールでデザインしかつ構築
することが難しくなっている。本願の光学変調器は、５～６ミクロンの小さいピクセルサ
イズを有するが、約０．５ミクロンのピクセルサイズを有する光学変調器は実用的ではな
い。電気光学的変調器（例えば液晶ＳＬＭ）の場合、各ピクセルをアドレシングするため
に用いられる電場は、一般的には、過度のクロストーク及び不均一性を示す。発光型の光
変調器（例えばＯＬＥＤアレイ）において、輝度は、小ピクセルサイズによって制限され
る。０．５ミクロンの方形ピクセルは、一般的には、１５ミクロンの方形ピクセルと同じ
光パワーを発生させるために９００倍大きい放射照度を必要とするであろう。０．５ミク
ロンのピクセルで実用的な光変調器が作られることができるとしても、当該ピクセルを出
射する光は、回折により迅速に発散し、光チャネリングを困難にするであろう。したがっ
て、各ピクセルは、一般的に、変調された光の波長と同程度にすべきである。
【００４３】
　アクティブホーゲルディスプレイの様々なアーキテクチャを考慮する際、ホーゲルデー
タを生成してそれを波面に、そして続いて３Ｄ画像に変換する動作は、３つの機能ユニッ
ト、すなわち（１）ホーゲルデータジェネレータ、（２）光変調系／伝達系、及び（３）
光チャネリング光学素子（例えばレンズレットアレイ、拡散体、アパーチャマスクなど）
を用いる。光変調系／伝達系の目的は、ホーゲルデータによって変調される光フィールド
を生成することと、この光を、光チャネリング光学素子（通常は、レンズレットの真下の
平面）に伝達することである。この平面で、伝達された各ピクセルは、ホーゲルデータの
１つのピースを再表示する。それは、空間的にシャープ、すなわち、例えば伝達されたピ
クセル同士の間隔が約３０ミクロンでかつできる限り狭くあるべきである。単純な１つの
アクティブホーゲルは、レンズレットの真下に光変調器を含む場合がある。ホーゲルデー
タが与えられた変調器は、変調光のエミッタとして、或いは光源を利用して、光変調／伝
達系として働く。レンズレット（おそらくは複合レンズ）は、光チャネリング光学素子の
役目を果たす。アクティブホーゲルディスプレイは、そのとき、典型的には正方形または
六角形であるが、長方形またはおそらくは不規則な間隔であり得るような格子状に並べら
れたアクティブホーゲルのアレイである。光変調器は仮想変調器であり得、例えば実際の
空間光変調器（ＳＬＭ）の、例えばプロジェクタからレンズレットアレイの下面までの投
影であり得ることに留意されたい。
【００４４】
　ディスプレイモジュール光学素子によるぼけ（ぼやけ）の意図的導入もまた、適切な動
的自動立体視ディスプレイを提供する際に有用である。ホーゲル空間、方向サンプルの数
（すなわちビューの数）及び角度の全範囲（例えば９０度の視域）を所与として、サンプ
リング理論を用いてどれほどのぼけが望ましいかを判定することができる。この情報は、
他のシステムパラメータと組み合わされて、レンズレットがどれほどの分解能を有するべ
きかを判定する際に有用に用いられる。さらに、簡略化モデルを用いると、光変調器の平
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面は、光を変調しかつレンズレットのための源として働くようなピクセルのアレイであり
、それは、上向きにすなわちｚ正方向の範囲に光を放射する。単一レンズレットから放射
された光は、様々な方向情報、すなわちｋベクトル成分の角拡散を含む。回折限界結像系
の理想的なケースでは、変調器平面光上の一点からの結像光は単一のｋベクトル成分でレ
ンズレットから出射され、言い換えれば、光はコリメートされる。不完全レンズレットに
対して、ｋベクトルは、非ゼロの拡がりを有することになるが、それを角度αｒによって
表すことにする。変調器の平面における広がった発光源（いくらかの非ゼロの幅のピクセ
ル）に対して、ｋベクトルは非ゼロの拡がりを有することになるが、それを角度αｘによ
って表すことにする。全拡がりαTotalは、ｋベクトル拡がり（すなわち「ぼけ」）に対
する全ての他の寄与が些少であると仮定すれば、αTotal

２＝αｘ
２＋αｒ

２として決定
されることができる。
【００４５】
　ピクセルは、所望の画像に関する情報を含む。同時にホーゲルデータとして、ピクセル
は、３Ｄシーンの実部へ（または実部から）伝播する間にホーゲル点を通過するであろう
サンプリングされた光波面を表す。各ピクセルは、例えばコンピュータグラフィックスレ
ンダリング計算によって決定されるような、所望のシーンによって放射された光の方向的
サンプル（すなわち単一のｋベクトル成分を表すサンプル）を含む。ｋベクトル角度間隔
Ωの全範囲にわたって一様に角度離間したＮ個のサンプルを仮定すると、サンプリングは
、Ω／Ｎ当たり１サンプルのピッチである。そのため、サンプリング定理は、シーンの内
容がＮ／２Ωの空間周波数以上の角度依存変化（情報）を含まないように帯域制限される
ことを必要とすることに留意されたい。波面（シーンの実部からの（帯域制限された）波
面であるように挙動する波面）を正確に再生するために、サンプルはローパス空間フィル
タリングを提供するフィルタを通過するべきである。そのようなフィルタは、サンプリン
グピッチの半分以下の情報だけを通過させ、高次成分を取り除き、それによってエイリア
シングアーティファクトの発生を防止する。したがって、本発明のレンズレットシステム
におけるローパスカットオフ周波数は、原信号の帯域制限Ｎ／Ωにあるべきである。カッ
トオフ周波数がそれより低いと、波面のより素早く変化する成分の一部を失うことになる
が、カットオフ周波数がそれより高いと、不必要なアーティファクトが波面ひいては画像
を低下させる。
【００４６】
　空間領域において表されるならば、サンプルは、ピクセルが表現でしかない滑らかな帯
域制限された波面を忠実に再生するように、何らかの最小幅のカーネル（積分核）で畳み
込み積分されるべきである。そのようなカーネルは、サンプル間隔の少なくとも２倍（す
なわち、＞２・Ω／Ｎ）の角度全幅を有するべきである。このカーネルの全幅がＣ・Ω／
Ｎであれば、システムは、Ｃ・Ω／Ｎである量のぼけ（すなわちｋベクトル拡がり）を追
加するべきである。このカーネル幅の選択（ローパスカットオフ周波数の選択に相当する
）は、波面の正確な再生のために重要である。「オーバーラップ」係数Ｃは、波面を忠実
に再生するために２より大きい値を有するべきである。
【００４７】
　光学レンズレットシステムが所望の全ぼけを生じさせるようにデザインされていると仮
定すると、（Ｃ・Ω／Ｎ）２＝αｘ

２＋αｒ
２である（変調器ピクセルの非ゼロの範囲か

らの、そしてレンズレットの回折限界的でない分解能力からのぼけのみをこれが含むこと
を想起させる）。したがって、ピクセルぼけαｘの描写は望ましいので、レンズレットの
必要な分解能のための式が抽出されることができる。変調器の範囲が角度の全範囲をカバ
ーする（例えばピクセルがそれらの中心からｘｐおきに離間している）ようにシステムが
デザインされていると仮定すると、変調器のアクティブ領域の全幅は、Ｎ・ｘｐである。
あるピクセルが変調器のアクティブ領域のまるまる１／Ｎに及ぶならば、それは（平均で
）Ω／Ｎの方向範囲を有するｋベクトルに寄与する効果を有する。ピクセルの開口率がよ
り小さければ、角拡散は比例的に少なくなる。変調器が１次元開口率Ｆｍを有するならば
、ピクセルは幅ｘｐ・Ｆｍの面状線源であり、αｘ＝Ｆｍ・Ω／Ｎのｋベクトルの拡がり
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に寄与する。
【００４８】
　レンズレットの分解能は、「スポットサイズ」を用いて定義されることができる。これ
は、従来のイメージングの意味では、レンズレットによって結像されることができる最小
サイズのスポットである。本発明の例では、それが最小であるのは、レンズレットが、レ
ンズレットの出射孔に入る光のコリメートされたビームを集束させることができる変調器
平面においてである。換言すれば、単一のｋベクトル方向を含む（そして後方へ向かって
進み、その出射孔からレンズレットに入る）ビームが、変調器平面でスポットサイズと同
程度に集束される。変調器の幅とｋベクトル方向Ωの全範囲との間に写像があるので、変
調器幅の角度範囲に対する比と同じ比が適用されることができ、すなわちαｒ＝スポット
サイズ・Ω／（Ｎ・ｘｐ）であり、変調器のアクティブ領域が範囲Ｎ・ｘｐを有すること
が想起される。これは近似であるが、変調器の平面での横方向範囲（例えばスポットサイ
ズ）を出射孔での角度範囲（例えばαｒ）で表すことを可能にしている。これらの最後２
つの式と、面状線源に起因するぼけ（αｘ＝Ｆｍ・Ω／Ｎ）を組み合わせると、（Ｃ・Ω
／Ｎ）２＝（Ｆｍ・Ω／Ｎ）２＋スポットサイズ２・Ω２／（Ｎ・ｘｐ）２、単純化して
、スポットサイズ＝ｘｐ・（Ｃ２－Ｆｍ

２）１／２が得られる。
【００４９】
　よって、アクティブホーゲルアレイのためのレンズレットシステムをデザインするとき
、それはピクセル間隔よりも係数（Ｃ２－Ｆｍ

２）１／２だけ大きいスポットサイズを有
しているべきである。サンプリングされた波面の正確な再生に対してＣが少なくとも２で
あると仮定すると、この係数はＦｍ＝１００％の変調器開口率に対して最低１．７３であ
る。より実用的な値Ｃ＝２．２及びＦｍ＝９０％の場合、この係数は約２になる。したが
って、「スポットサイズ」は、変調器において単一ピクセルの幅の約２倍であるべきであ
る。換言すれば、適切にデザインされたアクティブホーゲルアレイにおいて、レンズレッ
トは、ピクセル間隔ほど厳しい分解能を有する必要がなく、レンズレットは幾分まとまり
がないようにデザインされることができる。パラメータＮ（角度サンプルの数）はこの関
係式に現れず、ホーゲル間隔も然りであることに留意されたい。しかしながら、変調器の
ピクセル間隔（ｘｐ）はホーゲル間隔及びＮに基づいて選択されており、ｘｐ＝ｗｈ／Ｎ
であり、ここで、ｗｈはホーゲル間隔であって、変調器のアクティブ領域の幅はホーゲル
間隔と同一であると仮定されている。ホーゲル間隔（ｗｈ）及び角度サンプルの数（Ｎ）
などの他の因子が、レンズレットのデザインに対して大きな影響を与えることになること
に留意されたい。
【００５０】
　各アクティブホーゲルのための出射孔は、そこを光が通過するような領域である。一般
的に、異なる方向に放射された光に対して、出射孔は異なる。ホーゲル間隔は、１つのホ
ーゲルの中心から次のホーゲルの中心までの距離であり、開口率は、出射孔の面積に対す
るアクティブホーゲルの面積の比である。例えば、ホーゲル間隔が２ｍｍ、出射孔が直径
２ｍｍであれば、π／４すなわち約０．７８５の開口率（fill factor：「ｆｆ」）を有
することになる。低い開口率は、画質を低下させやすい。高い開口率が望ましいが、それ
はさらに得難い。
【００５１】
　図３は、動的自動立体視ディスプレイモジュールに用いることができる光ファイバテー
パの一例を示す。ここでは、６つの個別のファイバテーパ３００の広い方の面が１つに結
合されて、上述した光学的及び構造的性質を有する単一部品を形成している。光変調デバ
イス３１０は参考のために示されていることに留意されたい。コヒーレント光ファイバ束
は、空間情報を保持しながら光フィールドを入射平面から出射平面まで伝播させる。各フ
ァイバ束３００はテーパ状にされている（拡大または縮小を可能にしている）が、ファイ
バ束はテーパ状にしなくてもよい。ファイバ束及びテーパ状にされたファイバ束は、ショ
ット・ノースアメリカ社（Schott North America, Inc.）を含む種々の会社によって生産
されている。各テーパ３００は、先ず、多数のマルチモード光ファイバを束ねて断面６角
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形の束にし、熱を用いてそれらを１つに結合し、次に、一端を引っ張って所望のテーパを
作り出すことによって、形成される。所望の形状、例えば矩形の表面をしたテーパを有す
るテーパ束は、０．２ｍｍ未満の精度で製作されることができる。そのようなテーパの小
端部に結合された発光型ディスプレイによって放射された光は、拡大され、６ミクロン未
満のぼけまたは変位でレンズレット平面に中継される。テーパはまた、レンズレットの真
下で光の拡散角度の精密な制御を提供する。一般的に、この平面での光は、高いアクティ
ブホーゲル開口率を達成するために大きな角度（６０度の全角またはそれ以上）で発散し
なければならない。一部の実施形態において、この機能を与えるために光学拡散板が用い
られる。しかし、多数のファイバテーパを出射する光は、光ファイバの下部の構造のため
約６０度（全角）で発散する。さらに他の実施形態において、最適発散角を作り出し、高
開口率及び最小クロストークの両方を生ずるようにファイバの芯材（コア）の直径が指定
されることができる。
【００５２】
　上述したように、発光型ディスプレイとファイバテーパとの間の最適インターフェーシ
ングは、光ファイバ表面板を有する発光型ディスプレイ上に存在する標準ガラス製カバー
の交換を含み、ディスプレイがマイクロディスプレイ部品の最上面で画像を作成できるよ
うにすることがある。光ファイバ表面板は、一般的には、色には影響を及ぼさず、種々の
発光型ディスプレイデバイスの高解像度及び高コントラストを損なわない。ファイバテー
パは、種々のサイズ、形状及び構造に、例えば、一端から他端にかけて円形から円形に、
正方形から正方形に、円形から正方形または矩形に製作されることができ、サイズは最大
直径１００ｍｍまたはそれ以上に及び、典型的な倍率は最大３：１またはそれ以上に及び
、通常のファイバサイズは、大きい端部では６μｍから２５μｍ、一般的には小端部では
３μｍから６μｍの範囲である。
【００５３】
　図３のテーパ状にされたファイバ束に加えて、テーパ状にされていないファイバ束のア
レイも、図４Ａないし図５Ｂに示されているように、動的自動立体視ディスプレイモジュ
ールにおいて光を伝達するために用いられることができる。従来のファイバ束は、束に入
射する画像プロフィールを維持することに努めていた。その代わりとして、図４Ａないし
図５Ｂのファイバ束は、入射画像は完全には維持されないが代わりに所定の方法で処理さ
れるように特別に配置されかつ組み立てられたファイバロッドまたはファイバ束の集合体
を用いる。具体的に言うと、光パターンまたは画像は、デバイスを出る際にバラバラに拡
散するまたは小区分に分割される。この「スプレッダ」光学系は、画像を拡大しないが、
画像をより接近して集めるかまたは画像を結合さえさせるために用いられることができる
。そのうえ、一部の実施形態は、それぞれのファイバ束を互いに隔離することによって、
隣接ファイバ束からの光同士の間のクロストークの減少に役立つ場合がある。
【００５４】
　図４Ａは、基本設計の断面を示す。フェルールまたは支持体４００は、別々のファイバ
束４０５、４１０及び４１５を支持する。一般的に、フェルール４００は、任意の数の、
このケースでは６つの（図４Ｂ及び図４Ｃを参照）の、ファイバ束のアレイを支持するこ
とができる。ファイバ束のアレイは、異なる空間配置でデバイスの一端（例えば束の底面
）に入射する光が他端から出現するように構成される。フェルール４００は、ファイバ束
を適所に保持し、機械的に安定かつ光学的に精密である固体構造体を作り出す。一実施形
態において、アレイは、多数の入射孔を分離するためのスプレッダとして構成され、入射
光パターンを維持するが間に空間が追加された出射孔のアレイが作り出される。そのため
に、ファイバ束４０５は、底面４０６から束に入射する光が、デバイスの中心からシフト
された（すなわち、図面の平面によって図４Ｂまたは図４Ｃ中に画定されているようなｘ
及びｙの両方向にシフトされた）上面４０７に出現するように、或る角度に方向付けられ
ている。束４０５の光ファイバは概ね互いに平行であるが、同じアレイの他のファイバに
は平行でないことに留意されたい。同様に、ファイバ束４１０は、底面（図４Ｃ）で束に
入射する光が、デバイスの中心から、図面の平面において画定されているｙ方向にシフト
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された上面（図４Ｂ）で出現するように、或る角度に方向付けられる。
【００５５】
　一般的に、入射孔の各々に入射する光は、出射孔から出現するが、隙間間隔は広くなっ
ている。図４Ａは、画像分離を達成するためのファイバ束の相対的な傾斜を示すが、例え
ばファイバ束のツイストまたはターンを含む他の技術を用いることもできる。フェルール
４００は、デバイスの製作中に、束の適正アライメントを維持しかつそれぞれのファイバ
束の切削、研削及び／またはつや出しを補助するために用いることもできる。図４Ｂ及び
図４Ｃにおいて２×３アレイとして示されているが、ファイバ束アレイは、通常、特定の
用途のために必要に応じて、任意のアレイ構成に製作されることができる。
【００５６】
　図５Ａないし図５Ｂは、動的自動立体視ディスプレイモジュールに用いられることがで
きるような束ねられた光ファイバシステムの別の例を示す。図４Ａないし図４Ｃのデバイ
スと同様に、図示されている束アレイは、各束がデバイスの中心（例えば表面法線）に対
して規定角度をなして方向付けられているような平行な（または実質的に平行な）ファイ
バの種々の個別の束を含む。ここで、しかし、ファイバ束アレイ５００のファイバ束は、
フェルールまたは取付具によって適所に保持されるが、代わりに、小ブロックに切り分け
られて複合構造に組み立てられる。一部の実施形態において、これらのファイバ束は、前
述のファイバテーパを形成する方法と同じ方法で１つに結合されている。図５Ｂ（アレイ
５００の上面を示している）に矢印で示されているように、光は、アレイに入るときとは
異なる空間配置で上面から出現する。
【００５７】
　手短に図２に戻ると、レンズレットアレイ２２０は、複合レンズの規則的なアレイを提
供している。一実施形態において、二要素複合レンズの各々は、両凸球面レンズの真下の
平凸球面レンズである。図６は、動的自動立体視ディスプレイモジュールに用いられるこ
とができる複数素子レンズレットシステム６００の一例を示す。光は、平凸レンズ６１０
に下から入る。底平面（例えば、６１１、６１３または６１５、ファイバテーパにおいて
は単一のファイバから放射される光）での光の小さな点は、とても良好にコリメートされ
た両凸レンズ６２０から出現する。シミュレーション及び測定は、±４５度の範囲を超え
て１００ミリラジアンまたはそれ以下の発散が達成することができることを示している。
９０度の範囲を超えて放射された光の発散を制御する能力は、このアプローチの有用性を
示す。その上、光は、かなり高い開口率を有するレンズ６２０から出現する、即ち光はレ
ンズの領域の大部分から出現する、という点に留意されたい。このことは、複合レンズに
よって可能になる。対照的に、単一の素子レンズでは、出射孔の面積の割合（開口率）を
高くするのは困難である。
【００５８】
　そのようなレンズアレイは様々な方法で製作されることができるが、例えば、１つに結
合された２つの個別のアレイを用いる、個別のレンズを整列させるための「ハニカム」ま
たは「亀甲金網（chicken-wire）」支持構造を用いて１つのデバイスを製作する、レンズ
を適切な光学的品質の接着剤またはプラスチックにより結合する、などの方法が含まれる
。押出し成形、射出成形、圧縮成形、研削などの製造技術。種々様々な材料、例えば、ポ
リカーボネート、スチレン、ポリアミド、ポリスルホン、光学ガラスなどが用いられるこ
とができる。
【００５９】
　レンズレットアレイを形成するレンズは、ガラスまたは溶融石英などのガラス質材料を
用いて製作されることができる。そのような実施形態において、個々のレンズは、別々に
製作され、その後、続いて、アレイの最終組立ての前に適切な構造（例えば、治具、メッ
シュ、または他のレイアウト構造）内または上で方向付けられることがある。他の実施形
態において、レンズレットアレイは、マスタ（原型）の製作及びそのマスタを用いた最終
製品のレンズレットアレイを形成するためのその後の複製を含む公知のプロセスを用いか
つ高分子材料を用いて製作されることになる。一般的に、選択される特定の製造工程は、
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レンズのスケール、デザインの複雑さ及び所望の精度に左右される場合がある。本願に記
載の各レンズレットは複数のレンズ素子を含むことができるので、複数のアレイが製造さ
れ、その後結合されることができる。さらに他の実施形態において、１つのレンズまたは
光学面のマスタを製作するために１つのプロセスが用いられることがあり、別のレンズま
たはレンズレットの光学面を製作するために別のプロセスが用いられる。例えば、機械的
手段によって微小光学素子のための鋳型のマスタが製作されることができ、例えば、ダイ
ヤモンド切削工具などの適切な切削工具を用いて適切な表面を有する金属製ダイが作られ
る。同様に、金属製ダイにおいて、回転対称レンズが、ミーリングまたは研削されること
ができ、エッジ同士がタイリングされるように複製されることができる。幅広いスケール
でハイブリッド屈折／回折レンズを含む種々の光学素子のマスタを製作するためにシング
ルポイントダイヤモンド旋削が用いられることができる。金属マスタを用いて他のダイを
製作する（例えば、銅マスタ上でニッケル製ダイを電鋳する）こともでき、作製されたダ
イはレンズレットアレイの射出成形、押出し成形またはスタンピングに用いられる。１つ
の基板上で複数の光学面を同時に作り上げるために、さらに他のプロセスが用いられるこ
とができる。そのようなプロセスの例は、流体自己集合、液滴付着、フォトポリマーにお
ける選択的レーザ硬化、フォトレジストのリフローイング、フォトレジストにおける直接
書込み、グレースケールフォトリソグラフィー、改良ミーリングを含む。レンズレットア
レイ製作のより詳細な例は、米国特許第６，７２１，１０１号明細書（特許文献５）に記
載されている。
【００６０】
　上述したように、ファイバテーパ及びファイバ束アレイは、発光型ディスプレイからレ
ンズレットアレイへ光を伝達する際に有用である場合があり、発光型ディスプレイ群を継
ぎ目がないようにまたはほぼ継ぎ目がないように互いに近接させて集合させることができ
ない場合は特にそうである。また一方、図７は、光ファイバテーパまたは束が用いられて
いない動的自動立体視ディスプレイモジュールの一例を示す。ディスプレイモジュール７
００は、レンズレットアレイ７５０を発光型デバイスに非常に近接して取り付けることに
よって、ファイバテーパ／束を使用しないで済ませる。ディスプレイモジュール７００は
、モジュールに対して十分な物理的安定性を与える基板７１０を含む。基板７１０は、例
えば、金属、プラスチック、プリント基板材料を含む多様な材料から製作されることがで
きる。駆動エレクトロニクス７２０は、基板７１０の上かつ発光型物質７３０の下に装着
される。これは、ＯＬＥＤマイクロディスプレイなどの発光型ディスプレイデバイスに共
通の構成である。モジュール７００は、１つの発光型デバイス（例えば放射層は１つのマ
イクロディスプレイとしてアドレス／駆動される）を含むように、または同一基板上の複
数の発光型デバイスと共に、製作されることができる。図７の例が示すように、そしてＯ
ＬＥＤデバイスのように、モジュール７００は、これら及び他の発光型ディスプレイデバ
イスに共通している透明電極７４０を含む。そして、レンズレットアレイ７５０が透明電
極７４０の上に取り付けられる。
【００６１】
　当業者には明らかなように、モジュール７００の基本設計の様々な変形が実現されるこ
とができる。例えば、一部の実施形態において、レンズレットアレイ７５０は別々に製作
され、その後に、適切な接着剤及び／または屈折率整合材を用いてモジュール７００の残
りの部分に結合される。他の実施形態において、レンズレットアレイ７５０は、上記した
レンズレット製作技術のうちの１つ以上を用いて発光型ディスプレイの上に直接製作され
る。同様に、このモジュールにおいて種々の異なる種類の発光型ディスプレイが用いられ
ることができる。さらに他の実施形態において、レンズレットアレイ７５０と発光型ディ
スプレイの間に光ファイバ表面板（一般的には１ｍｍ未満の厚さを有する）が用いられる
ことができる。
【００６２】
　図１１は、２つの互いに隣接する変調器１１０２及び１１０４間の見掛け上の継ぎ目（
apparent seams）を低減するためのディスプレイシステム１１００の別の実施形態を示す
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。この図は、ディスプレイシステム１１００の例示的な配置の側面図を示す。システム１
１００は、変調器１１０２及び１１０４へ制御信号を提供する印刷回路基板１１００を含
む。変調器１１０２及び１１０４は、照明器１１１５によりそれぞれバックライティング
される。また、変調器１１０２及び１１０４は、偏光子１１０３及び１１０５によりそれ
ぞれ覆われている。様々な実施形態においては、偏光子１１０３及び１１０５の代わりに
または前記偏光子に追加して、変調器は保護カバーガラスで覆われることができる。
【００６３】
　非ゼロの横方向距離１１２５が、変調器の光学的に使用可能な領域と、変調器のパッケ
ージングの外縁部との間に存在する。直接的に見た場合、この間隔１１２５は、互いに隣
接する変調器１１０２、１１０４間の見掛け上の継ぎ目を生じさせる。この継ぎ目の発生
を減少または低減させるために、各変調器からの光を、まず、リレーレンズ１１３０によ
って集める。各変調器に対して１つのリレーレンズ１１３０が設けられる。前記光は、変
調器１１０２及び１１０４の光学的に使用可能な領域からの光がレンズレットアレイ１１
５０における対応するレンズレットに入射するように、リレーレンズによってレンズレッ
トアレイ１１５０上に集束及び拡大させられる。この配置に関する設計検討事項には、リ
レーレンズ焦点距離を信頼できる製造を可能にするのに十分な長さに選択すること、並び
に、（ａ）変調器１１０２（１１０４）とリレーレンズ１１３０との間の距離、及び（ｂ
）リレーレンズ１１３０とレンズレットアレイ１１５０との間の距離を短いコンパクトな
距離に維持することが含まれる。或る実施形態では、リレーレンズはまた、変調器１１０
２（１１０４）から放射された光が偏光子１１０３（１１０５）を通過して及び／または
変調器を覆うカバーガラスを通過して伝播したときに発生するぼけ（例えば、回折に起因
するぼけ）を低減または除去する。リレーレンズ１１３０は、リレーレンズの対物面が変
調器のアクティブ面に面し、リレーレンズの画像面がレンズレットアレイに面するように
配置される。任意のカバーガラス及び／または偏光子を介してこのようにして画像化する
ことにより、リレーレンズは、変調器のアクティブ面に存在する光が前記カバー光学素子
の厚さを通って伝播されたときに発生するぼけを減少または除去することができる。
【００６４】
　レンズレットアレイ１１５０は、画像生成を補助するための拡散板を有する。拡散板の
代わりに光ファイバフェースプレートを使用することもできる。様々な供給者が、システ
ム１１００を製造するための構成部品を提供する。例えば、レンズレットアレイ１１５０
はボンザー（Bonzer）社の製造ラインから入手可能であり、リレーレンズ１１３０はＪＭ
Ｌオプティカル・インダストリーズ社（JML Optical Industries, Inc.）から入手可能で
あり、変調器１１０２及び１１０４はセイコー・エプソン社（Seiko Epson Corp.）から
入手可能であり（例えばモデルＬ３Ｄ０７Ｕ）、バックライト照明器１１１５はグローバ
ル・ライティング・テクノロジーズ社（Global Lighting Technologies, Inc.）から入手
可能である。
【００６５】
　図１２は、レンズレットアレイのマイクロ溝の一実施形態を示す。この図は、２つのレ
ンズレットアレイ１２２０及び１２３０（図７のレンズレットアレイ７５０に相当する）
を示しており、各レンズレットアレイは、行列配列された複数のレンズレット１２５０を
含む。レンズレットアレイ１２２０はレンズレット群を含み、各レンズレットは光を１つ
のホーゲルへ導く。このレンズレットアレイは、非ゼロの或る厚さを有し、散乱光また隣
接するホーゲル間のクロストークを許容し得る。そのため、光は、所望のホーゲルからの
み出力されるのではなく、隣接するホーゲルからも誤って出力され得る。このようなクロ
ストークを低減させるための１つの方法は、切削、成形またはその他の方法によりレンズ
レット間に形成されたマイクロ溝を用いることである。レンズレットアレイ１２３０は、
レンズレットの各行列間に、隣接するレンズレット間に所定の光学的隔離（optical isol
ation）を提供する一連のマイクロ溝１２６０を有する。マイクロ溝１２６０は、互いに
隣接するホーゲル間での光の散乱を減少または阻止（ブロック）するための溝である。或
る実施形態では、さらなる光学的隔離を提供するために、マイクロ溝に黒色の高分子また
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はインク或いはその他の不透明または半不透明の材料が充填される。また、別の幾何学的
形状も考えられる。例えば、図１３は、レンズレットアレイ１３００の別の実施形態を示
す。レンズレットアレイ１３００は、互いに隣接するホーゲル間に、クロストーク防止用
の光学的隔離を提供するための陽極酸化アルミニウムマイクロバッフル１３１０及び黒色
材料が充填されたチャンネル１３２０を有する。
【００６６】
　上述したように、動的自動立体視発光型ディスプレイシステムにおける光の方向制御は
、ぼけの注意深い制御によって高められる。ぼけは、従来の拡散板及び帯域制限された拡
散板を含む様々な異なる方法で制御されることができる。図８Ａないし図８Ｃは、動的自
動立体視ディスプレイモジュールにおける光学拡散板の使用を示す。
【００６７】
　本願に記載のレンズレットまたはレンズレットアレイは、空間的に変調された光を方向
的に変調された光に変換することができる。一般的には、空間的に変調された光はとても
良好にコリメートされており、言い換えればレンズの入力面での角拡散は小さい。この面
に置かれる従来の光学拡散板（すりガラスなど）は、光により大きな角拡散を有するよう
にさせ、より高い開口率を有するレンズから出現する光のビームを作り出す。しかし、広
範囲に発散する（特にレンズの光軸から十分に離れた）光は、部分的に（または完全に）
削がれて、放射力を低下させ、クロストークに寄与する傾向が強い。クロストークは、１
つのレンズから隣接レンズへ光が望ましくなく漏れるとき、そのようなレンズのアレイで
生じる。
【００６８】
　拡散板が無い場合（図８Ａ）、光の伝播は、非常に低い開口率を生じさせる。ビームの
拡がりは、概ね最小であるか、さもなければより複雑な光学系を用いて達成される。開示
されている動的自動立体視発光型ディスプレイは一般的にそのようなレンズエミッタのア
レイを含むので、低開口率は、暗いアーティファクトを作り出し、それは断続的な暗いマ
スクまたはメッシュ（画像忠実度を低下させ、３Ｄ効果を弱める）として現れることがあ
る。
【００６９】
　標準拡散板がある場合（図８Ｂ）、光の伝播は、特に軸外光の場合、あまり精密でない
。標準拡散板は、軸外被変調光（図の右側に示されている）を拡げるが、平均角度は変え
ない。結果的に、光は側面でレンズから漏れ、クロストークを作り出す（すなわち隣接レ
ンズ内へ散乱し、ノイズを生じさせる）。レンズを通って伝播する光は、より狭いビーム
幅ひいてはより小さな開口率を有する。拡がりがより小さい拡散板は、より少ないクロス
トークを作り出すことになるが、全てのビームに対する全開口率は減少することになる。
【００７０】
　帯域制限された拡散板（図８Ｃ）は、光の正確な方向を制御し、単純な光学系からのよ
り良好な光学性能を可能にする。帯域制限された拡散板は、光を拡げて高開口率を生じさ
せながらもクロストークを最小にするように調整されることができる。帯域制限された拡
散板の２つの重要な特性は、次の通りである。すなわち、（１）帯域制限された拡散板は
、予測可能な放射照度プロフィールに正確な量の角拡散を加え、そして、（２）角拡散は
、拡散板の空間範囲の全域で変化し、例えば、拡散光に、それが拡散板を通過する場所に
よって決まるような、異なる量の拡がり及び／または異なる平均伝播方向を持たせる。帯
域制限された拡散板の中心を通過する光は、正確な角度で拡げられ、特定の方向（このケ
ースでは不変）に伝播する。拡がりは、光学系（レンズ）が、開口率（光学素子がビーム
断面の面積に占める割合）が高い幅広ビームを作り出すことを可能にする。被変調光の軸
外部分（図の右側に示されている）に対し、帯域制限された拡散板は光をレンズの中心に
向けて或る角度に曲げ、光が側面でレンズから漏れないようにし、クロストークを防止す
る。光はまた、高開口率を生じさせる量だけ拡げられる。
【００７１】
　帯域制限された拡散板として種々様々なデバイスが用いられることができ、そのような
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デバイスを生産するために種々様々な製作技術が用いられることができる。例には、均一
拡散板、バイナリ拡散板、１次元拡散板、２次元拡散板、特定の角度領域の至るところで
光を均一に散乱する回折性光学素子、ランバート拡散板（Lambertian diffuser）、及び
特定の範囲の散乱角内で光を均一に散乱しかつこの範囲外では散乱を生じさせない真にラ
ンダムな表面（例えば非特許文献４）が含まれる。関連する拡散板デバイスを生産する会
社の例として、ソーラボ・アンド・フィジカルオプティックス社（Thor Labs and Physic
al Optics Corp.）が挙げられる。
【００７２】
　或る自動立体視ディスプレイは、特定の視距離で出射瞳（視域）の継ぎ目のないアレイ
を作り出そうと試みることに留意されたい。出射瞳間の描写をぼやけさせるために、光学
拡散板が用いられる場合が多い。別途の光学拡散板を用いる代わりに（またはそれに加え
て）、より低品質のレンズレットアレイを用いて、放射された光にぼけを加えることもで
きる。このようにして、例えば、レンズレットアレイ７５０及び２２０は、準最適な焦点
調節、より低品質の光学材料、または準最適な表面処理で、さもなければ専用拡散板によ
って与えられることになるぼけの測定量を導入するようにデザインされることができる。
さらに他の実施形態において、拡散板デバイスは、ディスプレイモジュールに使用される
レンズレットアレイに組み込まれることができる。さらに、ディスプレイモジュールの異
なる区分、異なるディスプレイモジュールなどは、異なる量のぼけを有するか、或いは異
なる拡散板及び拡散レベルなどを利用することができる。
【００７３】
　図９は、動的自動立体視ディスプレイモジュールにおける光学拡散板のさらに別の使用
を示す。ディスプレイモジュール９００は、モジュール９００の表面の上に位置する拡散
板９１０を利用して追加的なぼけ／拡散を与える。例えば、画像ボリューム９２０は、こ
こでは、種々のぼかされたビーム９１５から形成される。実際の放射されたビームの幅９
０７とは対照的に、ぼかされたビーム９１５は、より大きな見掛け上のビーム幅９０５を
有する。拡散板９１０は、標準拡散板または帯域制限された拡散板などの専用拡散板であ
ることができ、上記した拡散板に代えて、或いは追加して用いられることができる。拡散
板９１０は、一般的には、ディスプレイモジュール９００の表面から少し離れて配置され
ているので、拡散板９１０は全体のディスプレイに別々に取り付けられることができる、
すなわち１つの拡散板が複数のディスプレイモジュールのために働く。他の実施形態にお
いて、拡散板９１０は、ディスプレイモジュールの一部として組み立てられる。それゆえ
、拡散板９１０は、放射されたビームに選択された量のぼけを加え、ビームがより高い開
口率を有するように見えるようにし、低開口率放射アレイに関連する放射面アーティファ
クトの散乱を減少させる。
【００７４】
　図１に戻り、較正（キャリブレーション）または自動較正システムの補足的な詳細につ
いて述べる。一般的に、較正システムは、不完全な動的自動立体視発光型ディスプレイに
おける画質を向上させるために必要とされる補正を自動的に測定する。適応可能な光学技
術には、通常、画像の不完全性を検出してイメージングシステムの光学系を調整し、画像
焦点を向上させることが含まれる。しかし、本願の較正システムは、センサ入力及びソフ
トウェアを用いて、動的自動立体視発光型ディスプレイにおける正しい３Ｄ画像生成のた
めに下部の発光型ディスプレイ上に表示される画像を調節または補正する。様々な種類の
補正を実施することができ、そのような補正には、全体的な補正よりはむしろディスプレ
イ素子毎及び原色毎の独自の補正が含まれる。（適応光学系においてそうであるように）
光学系を調整する代わりに、自動較正／補正は、データを調整して、ディスプレイモジュ
ール部品の不完全なアライメント及び不完全な光学系を補償する。自動較正ルーチンは、
アライメントの不完全性、光学的特性及び不均一性（例えば、輝度、効率、光パワー）を
考慮してディスプレイモジュールに対するデータを生成するためにその後に用いられる一
連のデータ（例えば補正表）を生成する。
【００７５】
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　多くの種類の自動立体視ディスプレイにおいて、大きなデータのアレイが計算され、デ
ータを３Ｄ画像に変換する光学系に伝達される。例えば、ディスプレイシステムの所与の
位置で、レンズは、空間的に変調された光を方向的に変調された光に変換することができ
る。多くの場合、ディスプレイは、光学素子の規則的なアレイ、例えば被変調光の形で完
全に整列されたデータのアレイが与えられた均一に離間したレンズレットを有するように
デザインされている。実際には、光学部品の一部または全部に不均一性（歪みを含む）が
存在し、完全なアライメントは、費用がいくら掛かっても達成できることはほとんどない
。しかし、ディスプレイ光学素子におけるミスアライメント及び不均一性を償うための数
値の補正を含むようにデータが生成されることができる。生成アルゴリズムは、最初の自
動較正プロセス中に演繹された補正係数が投入された補正表を利用する。ひとたび較正さ
れると、データ生成アルゴリズムは、リアルタイムで補正表を利用して、ディスプレイ光
学素子における不完全性に対して予め適応させたデータを生成する。望ましい結果は、デ
ータ及び放射された光の方向（及びその後にはより高品質の画像）の間のより予測可能な
写像である。このプロセスはまた、不均一な輝度を補正し、ディスプレイシステムが均一
な輝度を生ずることができるようにする。自動較正は、種々の種類の補正を提供すること
ができ、例えば、どのような補正が画質を向上させることができるかを自動的に判定する
、全体よりはむしろ各ディスプレイ素子に対する独自の補正、各ディスプレイ素子による
各原色（例えば、赤色、緑色、青色）に対する独自の補正、及び、レンズベースの歪み以
外の必要な補正の検出、などが含まれる。
【００７６】
　１若しくは複数の外部センサ１４７（例えばデジタルスチルカメラ、ビデオカメラ、光
検出器など）は、ミスアライメントを検出し、ソフトウェアを用いて幾何学条件から演繹
された補正係数を補正表に投入する。ディスプレイシステムがそのデータを生成するため
に既にある種の汎用コンピュータを用いているならば、較正システム１４０は、当該シス
テムまたは示されている別のシステムに統合されることができる。センサ１４７は、一般
的には、ディスプレイシステムによって放射された光を直接キャプチャする。或いは、単
純な散乱物体（例えば小さな白い表面）またはミラーが、物体から散乱した光を集光でき
るように取り付けられたカメラと共に、用いられることができる。他の例において、所定
のテストパターンが、ディスプレイを用いて表示され、その後、システム欠陥を判定する
ように特徴付けられることができる。この動作は、ディスプレイの全ての素子に対して同
時に実行されることができ、或いは、少しずつ、例えばディスプレイの１若しくは複数の
部分のみを同時に特徴付けて実行されることができる。センサは、例えばデジタイザまた
はフレーム取込み器を介して、関連するコンピュータシステムにリンクされる。自動較正
アルゴリズムは、コンピュータシステム上で実行することができ、後で用いるための補正
表を作成する。ディスプレイの通常の使用中（すなわち較正以外の時間）、センサは取り
外されることができるか、或いはセンサはディスプレイシステム内の目立たない位置へ組
み込まれることができる。
【００７７】
　一部の実施形態において、自動較正ルーチンは、本質的に、各ディスプレイ素子を特徴
付ける一連のパラメータを検索するプロセスである。一般的には、これは同時に１つのデ
ィスプレイ素子でなされるが、並行してなされることもできる。センサは、ディスプレイ
によって放射された光を集光するように位置決めされる。高速ロバスト検索の場合、セン
サの開口部の位置がアルゴリズムに与えられるべきである。単一センサ位置からのルーチ
ンを実行することで一次補正情報が与えられ、多数のセンサ位置からのルーチンを実行す
ることでより高次の補正情報が与えられる。ひとたびセンサが適所に配置されたら、次に
アルゴリズムは次のように進む。所与の素子及び／または表示色に対して、アルゴリズム
は、先ず、（ディスプレイ変調器に送信された）どのテストデータパターンが、その素子
からセンサへの光の放射を生じさせることになるかを推測する。センサは、次に、読まれ
て正規化される（例えば、センサの読みを、本テストデータパターンによって表される全
ダイナミックレンジの分数で割る）。この正規化された値は、その後の比較のために記録



(26) JP 5528340 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

される。検索ルーチンは、最適光を生成するテストデータパターンを見つけ出したとき、
この情報を記憶する。ひとたび全てのディスプレイ素子がこのようにして評価され終わっ
たら、最適テストパターンの情報から補正表が導かれる。次の擬似コードは、高水準ルー
チンを説明する。
【００７８】
　　Ｎ個のセンサ位置の各々に対して：
　　　　　センサのｘｙｚ位置を入力
　　　　　各ディスプレイ素子及び原色に対して：
　　　　　　　　レベルが＞０でないという条件が真である限り：
　　　　　　　　　　　センサに対して光を放射する最初のデータパターンを推測する
　　　　　　　　　　　レベル（正規化されたセンサの読み）を書き留める
　　　　　　　　最適がまだ見つかっていないという条件が真である限り
　　　　　　　　　　　データパターンをディザ（dither）する
　　　　　　　　最適パターン情報を記憶する
　　記憶された最適パターンの情報から補正表が導かれる
【００７９】
　「最初のデータを推測する」ルーチンは、１若しくは複数の異なるアプローチを用いる
ことができる。適用可能なアプローチは、理想ディスプレイ素子に基づく幾何学的計算、
理想ディスプレイ素子のシミュレーションに基づく調整、隣接ディスプレイ素子からの経
験的情報に基づく予測、２分探索法を含む。「データパターンをディザする」ルーチンは
、展開方形型の捜索（妥当な場合）またはより高度なものであることができる。一般的に
、任意の探索パターンが用いられることができる。一連の最適パターンから補正表データ
を導くため、ディスプレイのジオメトリがセンサ位置と組み合わされる。このステップは
、一般的には、特定のディスプレイに固有である。例えば、最初の推測は、象限を選択し
、次に最適象限内で繰り返すように半平面（ｘ，ｙ）の２分探索法を用いて決定されるこ
とができる。一般的に、自動較正は、特定のセンサ応答（例えば、特定のディスプレイ素
子からの輝度レベル）のためにデザインされたパターンに、当該応答が最適化されるまで
異なる補正を適用するステップを含む。この一連の補正は、したがって、一般的な画像生
成中に用いられることができる。
【００８０】
　センサ位置がより多ければ、補正表のためのより正確な、より高次の情報を生み出すこ
とができる。例えば、ディスプレイの光学素子によって生じたかもしれない歪みを測定す
るために、センサは、３つ若しくはそれ以上の位置に配置されることができる。歪みは通
常非対称であるので、センサ位置が様々なｘ及びｙ値を含むことは有用である。自動較正
ルーチンは、センサにディスプレイシステムによって放射された光だけを見させるように
するために、一般的には暗い場所で実行される。センサのＳ／Ｎ比を向上させるために、
センサを色フィルタで覆って、ディスプレイによって放射された光を順調に通過させるこ
とができる。信号検出を向上させる別の方法は、先ず、ディスプレイを完全暗に設定する
ことによってベースラインレベルを測定し、ベースラインを用いて自動較正ルーチン中に
センサの読みから減ずることである。これらの基本技術に対する多数の変形は当業者に既
知であろう。
【００８１】
　図１０は、空間光変調器（ＳＬＭ）へデータを提供するのに使用されるディスプレイカ
ード１０００の一実施形態を示す。様々なハードウェア設計検討事項が、データのＳＬＭ
への伝達及びデータの処理を補助することができる。ディスプレイカード１０００は、マ
ザーボード１００５と、ＧＰＵ用のグラフィックスモジュール１０１０（例えば、Com Ex
pressユニット）と、データフロー及び一部の２Ｄ処理を管理するためのフィールドプロ
グラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）フレームバッファモジュール１０４０と、多数の（
例えば１２個の）ＬＣＤデバイスを駆動するための液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）ドライバ
モジュール１０７０とを有する。ＬＣＤドライバモジュール１０７０は、ＦＰＧＡフレー
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ムバッファモジュール１０４０内のデータのデジタルからアナログへの変換、及び／また
は、デＬＣＤデバイスにとって適切なフォーマットへのジタルデータのフォーマット化を
提供する。
【００８２】
　或る実施形態では、マザーボード１００５は、ＰＣＩｅグラフィックススロット及びカ
スタムＰＣＩｅＦＰＧＡソケットを有するCom Expressキャリア／マザーボードを使用す
る。外部インターフェースには、ギガビット・イーサネット（登録商標）、ＵＳＢ２．０
、単一シリアルポート、及びカスタムsync/enumerationポートが含まれる。マザーボード
１００５は、単純な電力供給インターフェース（例えば、単一または二重電源）からの該
ボードの駆動の可能にするための全ての必要な電力調整を含む。
【００８３】
　一実施形態では、グラフィックスモジュール１０１０は、マザーボード１０５０に接続
されたオフザシェルフグラフィックスカードである。ＦＰＧＡフレームバッファモジュー
ル１０４０及びＬＣＤドライバモジュール１０７０もまた、マザーボード１０５０に接続
される。グラフィックスモジュール１０１０は、幾何学的形状及び命令データを受け取り
、受け取ったデータに応答してホーゲルベースの出力データを作成する。出力データは、
３Ｄグラフィックス用の標準フォーマット（例えば、OpenGL）であり得る。或る実施形態
では、グラフィックスモジュール１０１０は、マザーボード１００５に設置された中央処
理装置（ＣＰＵ）（例えば、RadisysＣＰＵボード）により支援されることができる。
【００８４】
　或る実施形態では、ＦＰＧＡフレームバッファモジュール１０４０は、ＦＰＧＡベース
のホーゲルプロセッサ及びフレームバッファモジュールを提供する。ＦＰＧＡフレームバ
ッファモジュール１０４０は、グラフィックスモジュール１０１０からのホーゲルベース
のデータをさらに処理する。このモジュールは、ＤＲＡＭインターフェース用のＰＣＩｅ
、ホーゲルプロセッサ、及び出力フレームバッファを含む。様々な実施形態では、ＦＰＧ
Ａフレームバッファモジュール１０４０は、ＬＣＤバッファのリフレッシュを管理すると
ともに、特定の変調器の２Ｄフィルタリング（例えば、曲線の調整、ゲイン、拡大縮小及
び／または再サンプリング、またはオフセット補正など）を提供する。各変調器によって
表示されるピクセルの数、ＦＰＧＡの処理能力、及び所望の処理速度などの様々な設計検
討事項に基づいて、或る数（１若しくはそれ以上、例えば４または５）のＦＰＧＡ（また
は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）などのその他の集積回路）が、或る数（１若しく
はそれ以上、例えば６または７）の変調器へデータを提供することができると考えられる
。或る実施形態では、この手法は、１つのＧＰＵが１つの変調器またはディスプレイを一
般的に駆動する既存のビデオ装置で得られるものよりも、より高い柔軟性及び拡張可能性
を提供することができる。
【００８５】
　ＬＣＤドライバモジュール１０７０は、ＰＣＩｅインターフェースを介してディスプレ
イデバイスと通信するためのインターフェースを提供する。ＬＣＤドライバモジュール１
０７０は、ＦＰＧＡフレームバッファモジュール１０４０と複数のＬＣＤモジュールとの
間の通信を可能にする。このモジュール１０７０は、ＬＣＤデバイスと接続するためのデ
バイス固有インターフェースと、ＦＰＧＡフレームバッファモジュールと接続するための
ジェネリックポートとを含む。ＦＰＧＡフレームバッファモジュール１０４０は、特定の
ＬＣＤデバイスに不可欠である任意のＬＣＤドライブ回路を含む。
【００８６】
　上記した構成部品及び材料の代わりに様々な異なる種類の光学部品及び材料が用いられ
ることができることは、当業者であれば容易に分かるであろう。さらに、本明細書に記載
の本発明の説明は例示的なものであり、特許請求の範囲に記載の本発明の範囲を限定する
ことを意図するものではない。本明細書に開示されている実施形態の変形及び変更は、特
許請求の範囲に記載の本発明の範囲及び精神から逸脱することなく、本明細書に記載の説
明に基づいてなされ得る。
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