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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のプロセッサにて三次元（３Ｄ）オブジェクトを表す形態で像情報を受信すること
、
　前記複数のプロセッサにて前記３Ｄオブジェクトのプロジェクタ透視投影をビューイン
グ領域に対応するビューイング領域透視投影に変換すべく、前記受信した像情報を処理す
ること、
　前記複数のプロセッサにて複数のプロジェクタそれぞれの位置における虚像生成ビュー
ポイントからの前記３Ｄオブジェクトの像をレンダリングすること、及び
　前記像情報への前記処理に対応した光を前記複数のプロジェクタのそれぞれからスクリ
ーンを通してビューイング領域へ投影して、前記レンダリングされた像を当該ビューイン
グ領域に表示することを含み、
　前記３Ｄオブジェクトの前記スクリーンに比較的近い複数の部分は、透視投影プロジェ
クタを使って表示され、前記３Ｄオブジェクトの前記スクリーンから比較的遠い部分は、
正投影のプロジェクタを使って表示される、
方法。
【請求項２】
　前記受信した像情報を処理することは、
　ビューイング空間の座標系を前記複数の虚像生成ビューポイントの座標系に変換するこ
と、
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　前記複数のプロジェクタから視聴者への距離を求め、前記レンダリングされた像の点が
前記視聴者に対し表示される前記スクリーンの部分を求めること、及び
　前記スクリーンの一部を照らして前記３Ｄオブジェクトのプロジェクタ透視投影とビュ
ーイング領域における透視投影との差を補償すること、を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記受信した像情報を処理することは、前記複数のプロジェクタの前記３Ｄオブジェク
トの透視投影と前記レンダリングされた像のビューイング領域における透視投影の間の差
違を有する、前記プロジェクタごとのプロジェクタ偏りを補償することを含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項４】
　前記受信した像情報の処理は前記３Ｄオブジェクトの像をレンダリングする前に行われ
る、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数のプロジェクタから視聴者までの距離は、前記視聴者の位置を追跡することに
より求められる、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　ビューイング領域の面を光で照らすように構成された複数のプロジェクタであって前記
光はビューイング領域でディスプレイのための三次元（３Ｄ）のオブジェクトを形成する
プロジェクタと、
　前記３Ｄオブジェクトに関連する像情報を生成すべく構成される複数のプロセッサであ
って前記３Ｄオブジェクトのプロジェクタ透視投影をビューイング領域透視投影に変換し
、前記複数のプロジェクタそれぞれの位置における虚像生成ビューポイントからの前記３
Ｄオブジェクトの像をレンダリングする複数のプロセッサとを含み、
　前記３Ｄオブジェクトの前記ビューイング領域に比較的近い複数の部分は、透視投影プ
ロジェクタを使って表示され、前記３Ｄオブジェクトの前記ビューイング領域から比較的
遠い部分は、正投影のプロジェクタを使って表示される、
システム。
【請求項７】
　前記３Ｄオブジェクトは、視聴者の位置に基づいて、前記複数の虚像生成ビューポイン
トから前記３Ｄオブジェクトが投影されるビューイング領域の部分への光線を追跡するこ
とによりレンダリングされる、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記像情報の処理は、前記３Ｄオブジェクトの像のレンダリングの前に行われる、請求
項６に記載のシステム。
【請求項９】
　さらに、前記ビューイング領域のビュー立体サイズを増大させるために前記ビューイン
グ領域の面に向けて前記光を反射すべく設定されたミラーを含む、請求項６に記載のシス
テム。
【請求項１０】
　前記複数のプロセッサは、ミラーの境界のいずれか一方の側に整列する２つのレンダリ
ング像を生成する、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記ビューイング領域の面は、少なくとも1つの軸に分散の角度を有するように配置さ
れている、請求項６に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記ビューイング領域の面は湾曲する、請求項６に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記複数のプロセッサは、前記複数のプロジェクタの前記３Ｄオブジェクトのプロジェ
クタ透視投影と前記レンダリングされた像のビューイング領域における透視投影の間の差
違を有する、プロジェクタ偏りを補償すべく構成されている、請求項６に記載のシステム
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。
【請求項１４】
　さらに、前記複数のプロセッサによって処理される前記像情報を提供すべく構成された
複数のビデオカメラを含む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　プロセッサが読み出し可能な命令を格納する記憶媒体であって、
　プロセッサによって前記命令が実行されると、前記命令は、当該プロセッサに、
　３Ｄオブジェクトの表現形式で、表示されるべき像情報を受けること、
　前記像情報の少なくとも部分をプロジェクタアレイの各プロジェクタに分配すること、
　各プロジェクタの錐台中に分配された像を投影するために、前記像情報の異なる部分を
前記各プロジェクタの位置における虚像生成用カメラを用いてレンダリングすること、及
び
　異なる部分のレンダリングに先立ち、複数の前記プロジェクタの前記３Ｄオブジェクト
の透視投影と前記レンダリングされた像のビューイング領域における透視投影の間の差違
を含む、前記プロジェクタごとのプロジェクタ偏りを補償すべく前記像情報を処理するこ
とを実行させ、
　各プロジェクタは、それぞれに対応した異なる角度でスクリーンを照らして、前記分配
された像をビュー立体中の所定のオートステレオ像のビューに結合させ、
　前記３Ｄオブジェクトの前記スクリーンに比較的近い複数の部分は、透視投影プロジェ
クタを使って表示され、前記３Ｄオブジェクトの前記スクリーンから比較的遠い部分は、
正投影のプロジェクタを使って表示される、
記憶媒体。
【請求項１６】
　前記分配された像のレンダリングのための虚像生成用カメラは、虚像生成ビューポイン
トに対応する、請求項１５に記載の記憶媒体。
【請求項１７】
　前記スクリーンは、各プロジェクタからの光が前記スクリーンを通り前記ビュー立体内
に前記オートステレオ像を形成することを可能にすべく構成されている、請求項１５に記
載の記憶媒体。
【請求項１８】
　前記像情報の処理は、前記プロジェクタの錐台からオフセットされ該錐台と共面の仮想
錐台を作ることであり、前記分配された像が前記仮想錐台中で生じているように見える、
請求項１５に記載の記憶媒体。
【請求項１９】
　光を散乱する手段と、
　前記光を散乱する手段に、ビューイング領域での表示のための三次元（３Ｄ）オブジェ
クトを形成する光を投影する手段と、
　前記３Ｄオブジェクトに関連した像情報を生成する手段と、
　前記光を投影する手段の位置における虚像生成ビューポイントからの前記３Ｄオブジェ
クトの像をレンダリングする手段とを含み、
　該像情報は前記３Ｄオブジェクトのディスプレイ透視投影をビューイング領域透視投影
に変換すべく処理され、
　前記３Ｄオブジェクトの前記光を散乱する手段に比較的近い複数の部分は、透視投影の
光を投影する手段を使って表示され、前記３Ｄオブジェクトの前記光を散乱する手段から
比較的遠い部分は、正投影の光を投影する手段を使って表示される、システム。
【請求項２０】
　さらに、前記光を散乱する手段の前記光を投影する手段と同じ側に配置された複数の仮
想カメラ含み、該仮想カメラは前記像情報を処理すべく構成されている、請求項１９に記
載のシステム。
【請求項２１】
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　前記像情報は、前記光を投影するための手段の複数の位置的、方向的又は光学的な差違
を含む歪曲を補償すべく矯正される、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２２】
　さらに、前記ビューイング領域のビュー立体サイズを増大させるために、前記光を散乱
する手段に向けて前記光を反射するための手段を含む、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記像情報を生成するための手段は、前記光を反射する手段の境界のいずれか一方の側
に整列する２つのレンダリング像を生成する手段を含む、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記光を投影するための手段は、別個のプロジェクタを含み、像情報を生成するための
手段は、前記別個のプロジェクタのそれぞれと関連した歪曲を補償すべく構成された個別
のプロセッサを含む、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記光を投影するための手段は、前記像情報の少なくとも一部をプロジェクタ列の各プ
ロジェクタに分配し、前記レンダリングのための手段は、各プロジェクタ錐台に分配され
た像情報の異なる部分を、各プロジェクタ錐台に投影するためにレンダリングする、請求
項２４に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記ビューイング領域は、水平分散角度を有し、前記複数のプロジェクタのうち２つの
プロジェクタ間の角度が前記水平分散角度以下である、請求項６に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　投影ディスプレイシステム及びオートステレオスコープ三次元ディスプレイを含む三次
元ディスプレイシステム。
【背景技術】
【０００２】
　複数のプロジェクタを組み込んだディスプレイシステムは、二次元（２Ｄ）及び三次元
（３Ｄ）の両ディスプレイシステムに用いられている。３Ｄ表示のために使われるそれら
は、種々の形態をとる。一形態は、映写スクリーン上に高解像度のタイル貼り像を創出す
るために、複数のプロジェクタを使い、また前記スクリーンの前に、各レンズが前記スク
リーンの小さい部分の像を作るように配列される状態で、レンズレンズアレイを設置する
。そのようなシステム中の前記レンズは、しばしば単軸レンティキュラアレイに配置され
る。視聴者は、レンズ作用により、その時、彼の視点に応じた異なるピクセルセットを見
るので、したがって、適切に投影された像データに３Ｄのような外観が与えられる。この
方法は、複数のプロジェクタに依存せず、該プロジェクタによって提供されるピクセル数
の増大により、利益を得るであろう。
【０００３】
　３Ｄ像は、また、スクリーンの異なる部分を見る視聴者が異なるプロジェクタからの、
３Ｄ効果が達成されるように協力する像成分を見るように、スクリーンに関して複数のプ
ロジェクタを配置することにより、形成することができる。これは多数のレンズを必要と
することなく、より良い３Ｄ効果を与えることができ、
その結果生じる像が、異なる観察点から異なるように見えるだけであることに加えて、は
っきりわかる深度を持つことができる。より多くのプロジェクタを用いると、これがより
広い写角及びより自然な３Ｄ像を提供するので、より良い結果を達成することができる。
伝統的に、プロジェクタ数の増加に伴い、そのようなディスプレイでの像のレンダリング
要件はシステムにかなり重荷をかけ、入手可能な品質に経済的な制限を引き起こす。また
、プロジェクタの数の増大に伴い、該プロジェクタ間での各プロジェクタのセットアップ
はより困難になる。
【０００４】
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　これらのシステムによって実行されるレンダリング（rendering）は、概念的には比較
的簡単ではあるが、各プロジェクタで表示されるデータが、オートステレオスコープ像を
見ることができるビュー立体（viewing volume）に置かれた虚像生成カメラを使ってレン
ダリングを受けるので、比較的重要な処理資源を必要とする。虚像生成カメラは、レンダ
リングが行われるポイントである。それは、レイトレーシング用語で、すべての光線が出
ると仮定されるポイントであり、伝統的に、像が見られるポイントを表す。オートステレ
オ表示にとって、レンダリングは、伝統的にビュー立体でのいくつかの虚像生成カメラ位
置毎に実行され、上記のパラグラフで述べられたように、計算上の集中的なタスクである
。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　次に、種々の実施例が、以下の図表を参照して、例のみとしてではあるが、より詳細に
説明される説明される。
【０００６】
【図１】三次元投影ディスプレイを実行できる投影システムの説明を示し、
【図２】図１の投影システムに設けられるプロジェクタ錐台及び像情報のレンダリング例
を示し、
【図３】視聴者の正しい空間位置に現れるように、ポイントp′を通って投影されている
システム空間の１つのポイントｐを示し、
【図４】視聴者の正しい空間位置に現れるように、ポイントp′を通って投影されている
システム空間の１つのポイントｐを示し、
【図５】湾曲したスクリーンを含む三次元投影ディスプレイの実施例を示し
【図６Ａ】三次元の投影システムによって生成されたある像で起こる歪曲効果を示す。
【図６Ｂ】三次元の投影システムによって生成されたある像で起こる歪曲効果を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　図１は、三次元投影表示を実行できる投影システムの説明を示す。前記投影システムは
、水平視差オンリー(ＨＰＯ)システムであるが、ここに開示の動作原理は、他のシステム
に適用することができる。複数のプロジェクタ１が、１つの像をスクリーン２上に投影す
るために、それぞれ配列されている。スクリーン２は、水平面での分散角が約１．５°で
非常に小さいのに対し、垂直面での分散角が約６０°でかなり広い分散特性を有している
。
【０００８】
　プロジェクタ１は、２つの隣接するプロジェクタと、スクリーン２との間の角度θがス
クリーン２の水平分散角度に過ぎないように配置することができる。この配置は、スクリ
ーン２の反対側の視聴者３が、像に、複数のプロジェクタ１のうちの少なくとも1つで照
らされない如何なるギャップも見ないであろうことを保証する。
【０００９】
　プロジェクタ１は、相互に又は前記スクリーンに関して、少しも高精度で一列に並べら
れる必要がない。較正ステップ（以下で説明する)は、プロジェクタの位置的又は光学的
むら、及びスクリーンむらを補償するように、実行される。
【００１０】
　ネットワーク化された多数のコンピュータ４から成るコンピュータ群が、表示される像
のグラフィカルな処理すなわちレンダリングを実行するために、使われる。より特殊化し
たハードウェアを使うことができ、これは必要とされる別個のコンピュータの数を減少さ
せることを可能にする。コンピュータ４のそれぞれは、プロセッサと、メモリと、1つ又
は複数の出力ポートを有する消費者向けレベルのグラフィックカードとを含む。前記グラ
フィックカードの各ポートは、個々の前記プロジェクタに接続することができる。コンピ
ュータ４のうちの１台を残りのコンピュータのための主制御器として設定することができ
る。



(6) JP 5340952 B2 2013.11.13

10

20

30

40

50

【００１１】
　図１は、さらに、複数のプロジェクタ１からスクリーン２に投影されている一連の光線
５を示す。実際には、各プロジェクタはその投影錐台内でピクセルのグリッドから投影を
放っているであろうが、１つの光線がプロジェクタ１毎に示されている。図示の各光線５
は、表示された像の中で単一の表示点、例えば７を作り出すために指向されている。この
表示点は、スクリーン２の面上にはないが、その前に少しの距離をおいて視聴者には見え
る。各プロジェクタ１は前記像に対応する、すなわち該像の一部に対応する光線をスクリ
ーン２の異なる部分に送るように構成されている。像がプロジェクタ透視投影（projecto
r perspective）によって表示されているところすなわち前記スクリーンに歪んだ像で表
示されているところでは、これはプロジェクタ偏り（bias）をもたらすかもしれない。一
実施例では、表示される３Ｄオブジェクトの頂点は、プロジェクタ偏りを矯正すべく以下
で説明する方法で、処理され、すなわち予め歪められる。
【００１２】
　一実施例による３Ｄ像の表示は、以下の方法で行われる。
【００１３】
　１．３Ｄ像情報から成るアプリケーションデータは、一連の頂点としてマスタコンピュ
ータに受け入れられる。これは、例えばＡＵＴＯＣＡＤのようなＣＡＤパッケージからの
情報、又は多数のカメラから得られた場面情報であるかもしれない。前記マスタコンピュ
ータ(又は工程（process）)は、回路網を通して前記データをレンダリングコンピュータ(
又は複数の工程（processes）)に送る。
【００１４】
　２．各レンダリング工程は、前記頂点を受け取り、プロジェクタ偏り又は前記システム
によって前記像に加えられた歪みによる視覚効果を補償して、割り当てられたプロジェク
タ毎にそのレンダリングを実行する。前記視覚効果は、光がレンダリングを受けるに先立
って前記像情報に処理を施すことにより、補償することができる。
【００１５】
　３．３Ｄデータがグラフィックカードの２Ｄフレーム・バッファに適切に与えられると
、さらなる較正データは、前記の予め歪んだ頂点を操作又は処理することにより、プロジ
ェクタ、ミラー及びスクリーン面のミスアライメントを矯正するように適用される。
【００１６】
　３Ｄ像を作っている頂点のカスタマイズされた調整は、投影錐台の特性を考慮して実行
される。前記システムの各プロジェクタのためのレンダリング（又はカメラ）錐台は、実
際のプロジェクタ錐台と一致しないかもしれない。各プロジェクタ１は、該プロジェクタ
が前記スクリーンの背面の全高に向けられる（すなわち前記プロジェクタが頂部及び底部
の両領域を覆う）ように設定される。ＨＰＯスクリーン特性のため、複数のレンダリング
錐台は、各錐台の始点がＺＸ平面内で関連したプロジェクタと共面にあり、ＹＺ平面内で
の方向が選ばれた視聴者位置によって決まるように、配置される。
【００１７】
　図２は、図１の投影システムに設けることができるプロジェクタの錐台を示し、又、像
情報のレンダリング例を示す。「理想的な」レンダリング錐台８（ハッチング領域）と共
に、スクリーン２の一部と、実際のプロジェクタ錐台９とが示されている。プロジェクタ
錐台９は、典型的には、「理想的」プロジェクタ位置１０に正しく位置合わせされていな
いプロジェクタによって作り出される。理想的なプロジェクタ位置１０がＺＸ平面内で実
際の位置１０′と共面であることに注意を払う必要がある。
【００１８】
　複数のレンダリング錐台（frusta）の広がりは、すべての可能な光線が対応する実際の
プロジェクタによって再現されるように、選ぶことができる。一実施例では、システム空
間内の複数のレンダリング錐台は、前記スクリーンの実際に向けられた部分に交わる。
【００１９】
　回転及び垂直オフセットのような実際のプロジェクタのある種のミスアライメントは、
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【００２０】
　再び図１に目を向けるに、プロジェクタ１の列の両側にミラー１１を置くことによって
、複数の仮想プロジェクタ１２が複数のプロジェクタ１の錐台の反射された部分によって
形成されることが分かる。これは、プロジェクタ数を増大させる結果を与えて、したがっ
て、像６が視聴者３によって観察されるビュー立体のサイズを増大させる。１個のミラー
付き実際のプロジェクタについて、真の及び仮想のプロジェクタ錐台の両方を計算するこ
とによって、正しい部分的な錐台が前記スクリーン上に投影される。例えば、オートステ
レオディスプレイを含む実施例で、各コンピュータ（４）のグラフィックカードのフレー
ム・バッファは、並んだ２つのレンダリング像をロードされる。レンダリング像間の境界
は、ミラー境界に位置合わせされる。
【００２１】
　上で述べられたＨＰＯ歪みを矯正するために、及びすべてのビューポイントから幾何学
的に正確なワールド空間を視聴者に与えるためには、像の表面形状は、レンダリングに先
立って、処理されすなわち予め歪みを与えられる。完全に正確な歪み補正処理のために、
スクリーンに関しての視聴者の場所を定めるべく、目の任意の動作が提供される。
【００２２】
　マルチビュアー、マルチビューポイントのオートステレオシステムでは、同時にすべて
の視聴者を追跡する（track）ことが不可能な場合がある。したがって、視聴者位置は最
も一般的であると決められている場所で妥協される。一実施例では、視界深さは、ビュー
立体の中心線で選ばれる。しかしながら、この方法は、例えば、システムの以下の数学的
な表現において座標を変えることで、ビュアー位置のリアルタイム更新が可能となる。
【００２３】
　外部の３Ｄアプリケーションから像を表示するとき、忠実にそのアイ空間(又はアプリ
ケーション空間)を表すことは、また中心ビューポイントを保持しかつ遠近法でオブジェ
クトを正しく作り出すことを含み、重要である。
【００２４】
　前記システムの数学的な表現は、（外部のアプリケーションからの）ユーザーのビュー
ポイントを目の中心軸に（すなわち、アイ空間のＺ軸に沿って）マッピングするように、
定める。これは、ユーザーの主要なビューポイントがアプリケーションのそれに似ること
を可能にし、ビュー立体の中で動き回ることにより、表示されたオブジェクトを見回す能
力をユーザーに与える。
【００２５】
　さらに、前記システムの数学的表現を定める場合に、４×４行列ＭＡが特定され、ここ
で行列ＭＡは、アプリケーションアイ空間をアプリケーションプロジェクタ空間に変換す
ることができると理解される。プロジェクタ空間では、一旦、投影行列ＰＡがアプリケー
ションの同次クリッピング空間に投影を表す。
【００２６】
　我々は、次に、アイプロジェクション逆行列ＰＥ

－１を適用することによって、ディス
プレイアイ空間に「投影しない（un-project）」で、さらにアイ変換逆行列ＭＥ

－１を使
用し、前記システム空間にマッピングする。システム空間になったら、例えばディスプレ
イのサブボリューム中でアプリケーションの封じ込めを許すために、一般的な変換行列Ｔ
を適用することができる。レンダリングカメラ変換行列ＭＰは、表面形状の前歪みのため
にプロジェクタ空間へのマッピングに使うことができる。
【００２７】
　プロジェクタ空間中に前記表面形状（geometry）を処理し、すなわち予め歪めて、次に
我々のカメラ疑似スコピック（pseudoscopic）同次クリッピング空間に、疑似プロジェク
ションＨｚＰｐを実行する。疑似変換は次のように表すことができる。
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【００２８】
　括弧内の符号は、像のフリッピング（flipping）又はフロッピング（flopping）を表す
と理解される。一実施例では、前記像は、前記プロジェクタの投影モードを補償するよう
に、フリッピングを受ける。
【００２９】
　アプリケーション空間の均質ポイントP = <Px, Py, Pz, 1>は、正規化デバイス座標へ
のマッピングに先立って、次のように表わすことができる。
　P' = Hz .Pp.D(x,y,z;E).Mp.T..ME

-1.PE
-1.PA.MA .P　　　　(式２)

【００３０】
　ここで、D(x,y,z;E)は、以下で説明されるように、プロジェクタ空間内で、前記ポイン
トの前記座標及び前記アイポジションに基づく関数として、前記処理すなわち前歪みを表
す。
【００３１】
　図３及び４は、像が所定のプロジェクタによって表示される前に該像への処理で実行さ
れる計算を図解する。プロジェクタ１３は、スクリーン１４からその後ろに短い距離をお
いて位置する点ｐを示すために寄与する光線を投影するように、設定されている。３Ｄ像
の点ｐを見ている視聴者は、点１６でスクリーン１４を通過する光線１５を見る。
【００３２】
　点ｐを作るための光線１７を投影しているプロジェクタ１３は、光線１７を点ｐに直接
向けるのではなく、(すなわち点ｐ′によって)視聴者に点ｐが見えるスクリーン１４の部
分に向ける。光線１７は、プロジェクタビューポイントと視聴者のビューポイントとの差
を補償すべく点ｐに前歪み量を提供するように、処理を受ける。３Ｄ像を作るすべての点
すなわち頂点は、同様に処理を受ける。しかしながら、前記３Ｄ像を作る点以外のスクリ
ーン１４上の残余の点は変更されないか、同様には処理されないかもしれないことを理解
されたい。
【００３３】
　プロジェクタ空間中で点ｐを予め歪めるために、ＹＺ平面上でプロジェクタ始点からア
イ始点への距離ｄを決定し、プロジェクタ光線のスクリーンｚｐとの交点のＺ座標を突き
止めることは可能である。
【００３４】
　プロジェクタ空間の点ｐの高さアイビュー、所定の深さｚでのye は、前記スクリーン
での共通点を通って突出する目標物高さyp にマップされる。したがって、前記スクリー
ンのＨＰＯ性質のため、投影された点ｐ'は正しい位置で視聴者に出現する。
【００３５】
　さらに図４を参照するに、所定のプロジェクタ光線に関して、目の高さEy 及びそのＸ
軸回転EΘに基づいて、プロジェクタ始点の実効高さ、Py及びその方向が計算されること
が理解できよう。
【００３６】
　このように、点、yp の前歪みの高さは計算することができる。

【００３７】
　図５は、湾曲したスクリーンを含む三次元の投影ディスプレイの一実施例を示す。前記
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湾曲スクリーンが使われるとき、投影座標は、歪みを修正すべく処理される。一実施例で
は、zpの値は、特定の光線(式x = mzによって定義される)と前記スクリーンとの交差から
見つけることができる。
【００３８】
　一般的な変換行列Ｔは、上述したように、ビューイング立体の異なる領域に独立した像
情報を提供するために使うことができる。前記独立した像情報は、例えば、ビューイング
領域の一半から見える一方の像と、前記ビューイング領域の他半から見える第２の像から
成るかもしれない。代替的に、第１の像が第１の位置の視聴者に投影され、第２の像が第
２の位置の視聴者に投影されるように、独立な像情報を手配することができる。視聴者の
位置はヘッドトラッキング手段を使って追跡することができ、追跡された位置に対応する
行列Ｔの値に適当な変更を加えることによって、視聴者は、彼らがビューイング領域内で
動きながら選択された像の眺めを維持するであろう。
【００３９】
　ここに開示された種々の実施例のプロジェクタ及びスクリーンは、極度に位置の正確さ
に関しての懸念をもつことなく配置することができる。図２の位置１０と１０′との違い
で見ることができるように、プロジェクタ位置と方向の偏差を補償できるように、ソフト
ウェア較正フェーズを実行することができる。レンダリング錐台始点がＺＸ面のプロジェ
クタの錐台と共面であることに、再び注目されたい。較正は、一実施例では、以下のとお
りになされる。
【００４０】
　１．グリッド基準線が印刷された透明なシートを該シートがスクリーンを覆うように置
く。
【００４１】
　２．最初のプロジェクタについて、予めプログラムされたグリッドパターンを表示する
ように、前記プロジェクタを制御するためのコンピュータを手配する。
【００４２】
　３．前記表示されたグリッドが印刷されたグリッドと密接して位置合わせされるように
、x及びｙの両軸で投影錐台の広がり及び曲率などの表示パラメータを調整する。
【００４３】
　４．較正ファイルのプロジェクタに関連して作られた調整の範囲を記憶する。そして、
【００４４】
　５．前記システムのプロジェクタのそれぞれのために、ステップ２から４までを繰り返
す。
【００４５】
　そのように作り出された較正ファイルは、先に突き止められた位置及び方向の誤差を補
償すべく、前記前歪み像データに変換を適用するために前記前歪みレンダリングフェーズ
の前後で使用される較正データを含む。
【００４６】
　さらなる較正ステージは、プロジェクタ間での異なる色及び彩度の正しい表現のために
、実行することができる。前記プロジェクタ像を横切る色及び彩度の非均一性は、RGB重
りを各ピクセルに適用することによって、ダイナミックレンジを犠牲にして訂正すること
ができる。
【００４７】
　他の実施例は、リアルタイムの動画表示を生じ続けることができる最新のグラフィック
カードを備える他の設備を利用する。例えば、上で概説した表面形状の前歪みは、非線形
光学の完全な処置を含むために強化することができる。最新のグラフィックカードは、頂
点処理フェーズにおいてテクスチャマップを利用することができ、それは、非常に複雑で
不完全な光学のためのオフライン補正の計算を可能にする。そのような光学の例は、カー
ブミラー及び放射状レンズの収差を含む。
【００４８】
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　種々の実施例は、さまざまな分野に効用を有する。これらは、ＭＲＩ／ＮＭＲ、ステレ
オリソグラフィ、ＰＥＴスキャン、ＣＴスキャン等、またＣＡＤ／ＣＡＭからの３Ｄコン
ピュータ幾何学、３Ｄゲーム、アニメーションのような立体データを含む。マルチ２Ｄデ
ータソースは、また、３Ｄ立体の任意の深さの平面にそれらをマッピングすることによっ
て表示することができる。
【００４９】
　種々の実施例のさらなる応用は、コンピュータによって生成された像をマルチプルビデ
オカメラからの像と取り替えることを含み、ライブでの再現によって真の「オートステレ
オ３Ｄテレビ」が可能となる。異なる位置にある複数のカメラ、又は１つの像を作り上げ
るための時間内に異なる位置に移動した１台のカメラのいずれかにより、一場面の複数の
風景画を収集することができる。これらの別個の景色は、深さ情報を抽出するために使わ
れるかもしれない。この３Dビデオ情報（video feed）を再生するために、前記データは
、上で概説した正しい前歪みと共に、疑似スコピック的（pseudoscopically）に再投影さ
れ得る。深さ情報を収集する他の方法は、レーザ式距離測定及び他の３Ｄカメラ技術のよ
うなマルチビデオ画像の補足に使うことができる。
【００５０】
　プログラム可能な比較的低価格のグラフィックスハードウェアの出現によって、像の前
記前歪みは、各コンピュータのグラフィックカードのグラフィックス処理ユニット（ＧＰ
Ｕ）の頂点処理ステージで旨く実行できた。各頂点を予め歪めることによって、フラグメ
ントの引き続く補間は、前歪みの目標量に近づく。十分な数の、かなり均等の間隔で配置
された、頂点を形状の全体にわたって与えることができ、これにより結果として生じる像
を正しく描くことが保証される。ＧＰＵに各頂点の前記前歪みをゆだねることにより、リ
アルタイムフレームレートは非常に大きな３Ｄデータセットで達成することができる。
【００５１】
　いくつかのシステムは、図６ａに例示するように、湾曲現象として現れる画像アーチフ
ァクトを見せる。これは、ビュー立体の正面から後ろに伸びる要素、あるいは前記スクリ
ーンのどちらかの側にビュー立体の大部分を占める要素を有する像に存在する。これは、
主として、像のレンダリングに透視投影が用いられる場合に起こる。
【００５２】
　ある実施例は、１つ以上の消失点を有する透視投影を含む。消失点を持たない(又は実
質的に無限遠にすべての消失点を持つとみなすことができる）正投影に代えることにより
、湾曲現象は減少するかもしれない。しかしながら、これは、オブジェクトそれ自体の不
自然な外観を引き起こす。
【００５３】
　同一オブジェクトの異なる部分の投影は、スクリーンから前記オブジェクトの各部分へ
の見た目の距離に従って適合される。例えば、表示されるオブジェクトのスクリーンに近
い部分は透視投影で表示され、他方、スクリーンから最大遠距離の部分は、正投影を使用
して表示され、中間部分は透視投影及び正投影の両方のある組合せを使って表示されるか
もしれない。この投影の変化は、見た目のオブジェクト距離が増大するに伴い、段階的に
生じさせることができ、より快い像をもたらすことができる。図６ｂは、湾曲が減少する
ように処理を受けた画像を示す。
【００５４】
　視聴者指向のレンダリング（viewer oriented rendering）とは対照的に、種々の実施
例はプロジェクタのビューポイントからレンダリングにアプローチするので、最新のプロ
ジェクトは、プロジェクタ空間像生成（ＰＳＩＧ）と称されている。像情報は３Ｄオブジ
ェクトを表す形式で受け取られる。像情報は、１以上のプロジェクタに関連したプロジェ
クタ偏りを補うために処理される。プロジェクタ偏りは、プロジェクタ透視投影をビュー
領域透視投影に変換することによって補償される。処理された像情報に対応する光線は、
スクリーンを通して１つ以上のプロジェクタのそれぞれからビュー領域に投影される。
【００５５】
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　前記ＰＳＩＧアプローチは、事実上、虚像生成ビューポイント又は仮想カメラ――それ
はレイトレーシング用語ではプロジェクタ自身にとって視聴者又はカメラの目に相当する
であろう――を同じ位置に配置し、プロジェクタからの像レンダリングを実行する。もち
ろん、結果として生じる像の実際の視点がプロジェクタと同じ位置に配置されることを意
味せず、用語「虚像生成視点」は、画像計算又はレンダリング目的で得られた効果的なビ
ューポイントのことを指すことができる。それは、通常、レイトレーシング（光線追跡）
アプリケーションの中でなされるように、結果として生じる像の視聴者の実際のビューポ
イントと対比される。仮想カメラの実際の位置は、プロジェクタ位置と正確に同じに配置
されるか、又は実際のプロジェクタ位置に比較的近い位置にあるかもしれず、その場合、
補正率が、位置差の説明に使われる。レンダリング情報変換後の処理の減少（事実上零）
によって、プロジェクタマッピングフェーズのカメラは簡素化する。
【００５６】
　したがって、ここでは、高品質ではあるが処理能力の必要性を大きく減少させるオート
ステレオスコープ像の生成を投影されるべき像のレンダリングのために説明する。プロジ
ェクタの側からスクリーンへ、また想像上の視聴者へ投影されるべき正しい光線は、幾何
学的に正確に表示される像を生成すべく計算される。そのような光線追跡方法は、１つの
プロジェクタからの像フレームのレンダリングを単一経路内でおこなわせることが可能で
あることは分かっている。これは、スクリーンの視聴者側からのレンダリングと対比され
、それは必要とされる数値演算数の桁違いの増加を結果として生じる。
【００５７】
　ここに開示された種々の実施例は、水平視差（ＨＰＯ）オートステレオ投影システムで
実行されるとして記載されている。しかしながら、投影システム及びレンダリングソフト
ウェアの設定に適切な変更を施すことにより、種々の実施例は、必要に応じて垂直視差オ
ンリーシステム又は全視差システムに適用することができる。
【００５８】
　種々の実施例のために提供されるスクリーンは、その拡散角度に関して非対称的である
ことによってＨＰＯ使用に適する。プロジェクタからスクリーンに当たっている光は、垂
直面内に大きな視角、約６０°に広く散乱するが、水平面では相対的に極めて狭く散乱す
る。一般的に、角度は、与えられたシステムの設計パラメータに適応するが、水平拡散は
約１．５°、２°又は３°である。この散乱特性は、システムが、プロジェクタから放射
された光の伝搬方向を非常に正確に制御することができ、このように、システムが、３Ｄ
効果を生み出すために大きな立体で視聴者の目のそれぞれに違う像を提供することができ
ることを意味している。プロジェクタの使用数、選択される最適な視聴距離及びプロジェ
クタ間の間隔などの他のパラメータに従って、スクリーンの分散角度が選ばれるかもしれ
ない。多数のプロジェクタ又は互いに間隔をおいてより近くに配置される複数のプロジェ
クタは、一般的に、より小さな分散角度でスクリーンを使う。これは、より良好な品質の
像をもたらすであろうが、より多くのプロジェクタ又はより小さなビュー立体のどちらか
を犠牲にする。スクリーンは透過型又は反射型である。ここでは、種々の実施例が透過型
のスクリーンの使用に関して開示されているが、反射型のスクリーンを使うこともできた
。
【００５９】
　水平視差オンリー（ＨＰＯ）特性を有するスクリーン材料を使うとき、特定の歪みが目
立つかもしれない。これらの歪みは、すべてのＨＰＯシステムに共通であり、正しい垂直
透視投影ができない像を引き起こす。そのような影響は、オブジェクトの短縮化及び目の
上下運動でのオブジェクトの表面的な追跡を含む。
【００６０】
　さらなる実施例では、スクリーンは少なくとも1つの軸に狭い分散角度を有する材料か
ら成る。オートステレオスコープ像が前記スクリーン上に表示される。１又は複数のプロ
ジェクタが、異なる角度から前記スクリーンを照らすために配置される。
【００６１】
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　視聴者空間像生成システムに比べて処理能力が減少するため、比較的安価な標準量産品
のコンピュータシステムを利用しても、複雑なリアルタイムのコンピュータアニメーショ
ンのディスプレイは可能である。生中継ビデオの情報を含む可能性を含むことは、さらに
、３Ｄオートステレオテレビジョン方式を作り出すために、適切なカメラ・システムのた
めの用途を開く。
【００６２】
　１つ以上のプロジェクタに受け取られた像情報は、表示される物体の形に関する情報を
含むことができ、さらに色、テクスチャー、明るさレベル又は表示されることが可能なす
べての他の特徴に関する情報を含むことができる。
【００６３】
　像情報は、３Ｄオブジェクトを描写する形式で受け取られる。像情報は１つ以上のプロ
ジェクタに関連する１つ又は複数のプロセッサに流される。一実施例では、各プロジェク
タが、それぞれに異なるプロセッサに関連し、各プロセッサが前記像情報の一部を処理、
すなわちレンダリングするように構成されている。１又は複数のプロジェクタのそれぞれ
は、スクリーンへの投影錐台中に像を投影するように配置される。各プロジェクタの錐台
の中の映像の異なる部分は、全体の像の予め決められたビューを表すためにレンダリング
される。１つ又は複数のプロジェクタのそれぞれからの像は、ビュー立体中でオートステ
レオ像を生産するために結合される。一実施例では、所定のプロジェクタのために実行さ
れるレンダリングは、前記像プロジェクタと同じ位置に配置される（co-located）虚像生
成カメラを使う。
【００６４】
　この仕様の目的のために、１つ又は複数のプロジェクタは、光源、ある種の光空間変調
器（ＳＬＭ）及びレンズを有する、従来、一般的に入手可能なプロジェクタ装置を含むこ
とができることに留意すべきである。代替的に、前記１つ又は複数のプロジェクタは、隣
接する光学開口とで共有されるＳＬＭを備えた個々の光学開口から成るかもしれない。光
源及びＳＬＭは、同一であってもよい。
【００６５】
　本明細書で使用されたいくつかの用語の解説
【００６６】
・アプリケーション空間。　我々のディスプレイ上にマッピングされるべき外部アプリケ
ーションのアイ空間。
【００６７】
・オートステレオ。　特殊めがねが不要の両眼視差(及び潜在的な運動視差)。
【００６８】
・カメラ空間。　プロジェクタ空間参照。
【００６９】
・アイ空間。　ワールド空間でのビュアーの座標系。
【００７０】
・全視差（ＦＰ）。　水平及び垂直の両次元における視差。
【００７１】
・錐台(複数形frusta)。　投影立体、一般に、接頭正方（４面）角錐に類似。
【００７２】
・同次クリッピング空間（ＨＣＳ）。　立方体中への透視投影後の座標系。
【００７３】
・同質な座標。　四次元ベクトルの表現であり、４番目の成分はｗ座標になる。
【００７４】
・水平視差オンリー(HPO)。　水平面内での視差のみを示す。
【００７５】
・オブジェクト空間。　３Ｄオブジェクトが定義される局所座標系。
【００７６】
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・プロジェクタ空間。　レンダリング又は「カメラ」の座標系。
【００７７】
・システム配置。　以下を含むシステムの特性：成分の相対位置及び方向、投影截頭体並
びにスクリーン幾何学。
【００７８】
・システム空間。　ディスプレイハードウェアが定義される座標系。
【００７９】
・ビュー（イング）立体。　ユーザーがディスプレイシステムによって生成される像を見
ることができる立体。（一般的に、特定の視野及び使用可能な深さ範囲によって切り取ら
れる。)
【００８０】
・仮想プロジェクタ。　サイドミラーに映るプロジェクタの影（例えば）、該プロジェク
タ像から部分的な錐台が生じているように見える。
【００８１】
・ワールド空間。　すべての３Ｄオブジェクト及び対応するオブジェクト空間が定義され
るグローバルな座標系。
【符号の説明】
【００８２】
１、１３　プロジェクタ
２、１４　スクリーン
３　視聴者
４　コンピュータ
５、１５、１７　光線
６　像
７、１６　点
８、９　錐台
１０　プロジェクタの理想位置
１０′　プロジェクタの実際位置
１１　ミラー
１２　仮想プロジェクタ
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