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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示パネルと、
　前記表示パネルを通るように光を向ける光方向転換素子と、
　前記光方向転換素子に光を向けるライトガイドと、
　光を第１方向において前記ライトガイドに結合するように前記ライトガイドに結合され
た第１光源と、
　光を第２方向において前記ライトガイドに結合するように前記ライトガイドに結合され
た第２光源と、
を有する、立体画像対を表示する表示装置において、
　前記光方向転換素子が第１溝構造を有し、前記第１溝構造が実質的に三角形の断面を持
つプリズム構造であり、前記ライトガイドが前記第２溝構造を有し、前記第２溝構造が実
質的に三角形の断面を持つプリズム構造であり、前記第１溝構造及び前記第２溝構造が、
前記第１光源からの光を第１視野領域において第１角度分布で前記表示パネルを通るよう
に向け、前記第２光源からの光を第２視野領域において第２角度分布で前記表示パネルを
通るように向け、前記第１角度分布及び前記第２角度分布が重ならない少なくとも１つの
領域が存在するように動作する構成で配置され、
前記表示装置が、
　前記第１光源の照射と前記第２光源の照射との間で交互に切り替える手段と、
　前記第１角度分布を持つ光が、主に前記第１光源からの光を含んで前記第１視野領域に
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おいて放射され、前記第２角度分布を持つ光が、主に前記第２光源からの光を含んで前記
第２視野領域において放射されるように、前記第１光源の照射と前記第２光源の照射との
間で交互に切り替える手段と実質的に同期して前記表示パネルにおける第１画像の表示と
第２画像の表示とを交互に切り替える手段と、
を有する表示装置。
【請求項２】
　前記光方向転換素子の前記第１溝構造及び前記ライトガイドの前記第２溝構造が、向か
い合った構成で配置される、請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記第１溝構造の前記プリズム構造の前記三角形の断面を形成する接合側面の角度が１
０°ないし７０°である、請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記第２溝構造の前記プリズム構造の前記三角形の断面を形成する接合側面の角度が１
５０°ないし１７９°である、請求項１に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記表示装置が使用位置に保持される場合に、前記第１溝構造及び前記第２溝構造が、
使用時に前記表示パネルのユーザの両目の間に延在する軸に実質的に垂直な方向に延在す
る、請求項１に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記第１画像及び前記第２画像が、３次元立体画像の第１画像及び第２画像である、請
求項１に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記表示装置が、前記第１画像及び前記第２画像が同一である、前記表示パネル上の前
記第１画像及び前記第２画像の表示と同時の前記第１光源及び前記第２光源の照射と、前
記第１画像及び前記第２画像が立体画像対のそれぞれの画像である、前記表示パネル上の
前記第１画像及び前記第２画像の表示と実質的に同期する前記第１光源及び前記第２光源
の照射との間で切り替える手段を有する、請求項１に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記第１光源及び前記第２光源が、発光ダイオード（ＬＥＤ）又は冷陰極蛍光ランプで
ある、請求項１に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記表示パネルが液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）パネルである、請求項１に記載の表示装
置。
【請求項１０】
　前記第１溝構造及び前記第２溝構造が、ＬＣＤパネル内の行に実質的に垂直な方向に延
在する、請求項９に記載の表示装置。
【請求項１１】
　表示装置に立体画像データを表示する方法において、前記方法は、
　第１光源からの光及び第２光源からの光をライトガイドに結合するステップであって、
前記第１光源からの光を第１方向において前記ライトガイドに結合し、前記第２光源から
の光を第２方向において前記ライトガイドに結合する当該結合するステップと、
　実質的に三角形の断面を持つプリズム構造である第２溝構造を有するアウトカップリン
グ面により前記ライトガイドの外に光を結合することにより前記ライトガイドに結合され
た光を光方向転換素子に対して方向転換するステップと、
　前記第１光源からの光が第１視野領域において第１角度分布で前記表示パネルを通るよ
うに向けられ、前記第２光源からの光が第２視野領域において第２角度分布で前記表示パ
ネルを通るように向けられ、前記第１角度分布及び前記第２角度分布が重ならない少なく
とも１つの領域が存在し、前記第１角度分布を持つ光が主に前記第１光源からの光を含ん
で前記第１視野領域において放射され、前記第２角度分布を持つ光が主に前記第２光源か
らの光を含んで前記第２視野領域において放射されるように前記第１光源及び前記第２光
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源が前記表示パネルにおける第１画像の表示及び第２画像の表示と同期して交互に照射さ
れるように、実質的に三角形の断面を持つプリズム構造である第１溝構造を有するインカ
ップリング面により光を前記光方向転換素子に結合することにより前記光方向転換素子に
結合された光を更に方向転換するステップと、
を有する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置及び表示装置にデータを表示する方法に関し、特に携帯使用に適し
た表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯装置の画面に画像を表示する一般的な方法は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）を有す
る画面を使用することである。ＬＣＤカラー画面において、実質的に白色光が光源から放
射され、前記画面を透過される、即ちＬＣＤはバックライト照射される。前記画面は画素
のアレイを有し、各画素は更に３つのカラーフィルタ、赤、緑及び青フィルタと接続され
た３つのキャパシタを有する。各キャパシタの電圧を注意深く制御することにより、特定
の色が個別の画素上で生成されることができ、画面画像は全ての画素を制御することによ
り生成される。このようなディスプレイは通常は２次元画像を生成する。
【０００３】
　それぞれの目で２つのわずかに異なる画像を見ることにより３次元ビジョンを生成する
ことができる。これは、いわゆる立体効果（stereoscopic effect）である。立体画像を
生成する１つのアプローチは欧州特許出願公開公報１００１３００に示されている。ここ
で、２つの光源がミラーシステムと併せて提案されている。一方の光源により放射された
光は右目に向けられ（directed）、他方の光源により放射された光は左目に向けられる。
制御手段は、画像再生素子上で右目に対する画像及び左目に対する画像を交互に表示する
。前記制御手段は、前記右目に対する画像が表示されるときのみに右目に対して光を放射
する光源を起動し、前記左目に対する画像が表示されるときのみに左目に対して光を放射
する光源を起動する。
【０００４】
　このような表示装置及び従来技術の他の表示装置は、複雑な光学システムを有し、体積
が大きく、柔軟性がなく、高価であり、及び／又は実施するのが難しい。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、比較的単純且つ安価な光学システムを有する表示装置を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様において、この目的は、
－表示パネルと、
－前記表示パネルを通るように光を向ける（directing）光方向転換素子（light redirec
tion element）と、
－光を前記光方向転換素子に向けるライトガイドと、
－光を第１方向において前記ライトガイドと結合するように前記ライトガイドに結合され
た第１光源と、
－光を第２方向において前記ライトガイドと結合するように前記ライトガイドに結合され
た第２光源と、
を有する表示装置であって、
　前記光方向転換素子が第１溝構造を有し、前記ライトガイドが第２溝構造を有し、前記
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第１溝構造及び前記第２溝構造が、第１角度分布で前記表示パネルを通るように前記第１
光源からの光を向け、第２角度分布で前記表示パネルを通るように前記第２光源からの光
を向けるように動作する構成に配置される当該表示装置により達成される。
【０００７】
　本発明は、指向性画像を生成するのに適した表示装置を提供する。前記表示装置は、融
通が利き、実施するのが容易であり、及び／又は小さい体積を持つことができる。特に、
本発明は、統合された光学システムを有する表示装置を提供し、携帯使用に適しているこ
とが可能である。
【０００８】
　前記表示装置は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）であってもよく、好ましくは前記ディス
プレイに対する幾分既知の位置の１人又は少数のユーザに対する表示装置である。前記装
置は、ラップトップコンピュータ、タブレットＰＣ、フラットスクリーン装置、携帯電話
、パーソナル・デジタル・アシスタント（ＰＤＡ）、ハンドヘルド・オーガナイザ（hand
held organizer）、グローバル・ポジショニング（ＧＰＳ）装置、ハンドヘルド・ゲーム
・コンピュータ等であってもよい。
【０００９】
　前記第１光源及び前記第２光源はバックライト光源、即ち前記表示パネルの後ろ側に向
けて光を放射する光源であってもよい。バックライト照明は、前記表示パネルがＬＣＤパ
ネル又は他の型の透過型画像再生パネルである場合に必要である可能性がある。
【００１０】
　前記表示装置は、前記第１光源の照明と前記第２光源の照明との間で交互に切り替える
手段と、前記第１光源の照明と前記第２光源の照明との間で交互に切り替える手段と実質
的に同期して前記表示パネル上で第１画像の表示と第２画像の表示との間で交互に切り替
える手段とを更に有することができる。前記表示装置は、ユーザにより知覚されないほど
速く、即ちユーザが前記第１画像と前記第２画像との間の切り替えによるフリッカを知覚
しないほど速く前記第１画像と前記第２画像との間で切り替えることができてもよい。こ
れは、異なる画像がユーザに送られることができる、例えば異なる画像がユーザの左目及
び右目に送られることができる表示装置を提供することができる。更に、これは、１より
多いユーザによる単一の表示装置の使用を可能にする。
【００１１】
　前記表示装置は、向かい合った構成で配置された第１溝構造及び第２溝構造を持つ光学
システムを有することができる。前記２つの溝構造の間で光を向けるために追加の構成要
素が必要でなくすことができるので、これは、前記第１溝構造及び前記第２溝構造を構成
するロバスト且つ柔軟な様式であり得る。
【００１２】
　前記第１溝構造は、実質的に三角形の断面を持つプリズム構造であってもよく、前記プ
リズム構造の三角形の断面を形成する接合側面（joining sides）の角度は、１０°ない
し７０°であってもよく、好ましくは６０°又は６０°に近くてもよい。６０°の角度は
、前記表示パネルを通るように光を向けるのに適している可能性がある。
【００１３】
　前記第２溝構造は、実質的に三角形の断面を持つプリズム構造であってもよく、前記プ
リズム構造の三角形の断面を形成する接合側面の角度は、１５０°ないし１７９°であっ
てもよく、好ましくは１７５°又は１７５°に近くてもよい。１７５°の角度は、前記方
向転換素子に光を向けるのに適している可能性がある。
【００１４】
　前記第１溝構造及び前記第２溝構造は、前記表示装置が使用位置（position of use）
に保持される場合に、前記表示パネルのユーザの目の間に延在する軸に実質的に垂直に向
く方向に延在することができる。前記表示装置は、使用位置が通常は明確であるハンドヘ
ルド装置であってもよい。例えば、携帯電話は通常は、ディスプレイからキーパッドに延
在する軸がユーザの目の間に延在する軸と実質的に垂直になるように持たれる。使用位置
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が明確ではない場合には、前記ユーザは、前記溝構造の方向がユーザの目の間に延在する
軸に実質的に垂直に向く方向に延在するまで前記装置を再配置（reposition）及び／又は
再配向（reorient）するかもしれない。前記装置がハンドヘルド装置ではなく、例えばビ
デオフィルムのような画像を提示するフラットスクリーンである場合に、前記装置は、方
向及び位置を変更する手段を有することができる。
【００１５】
　前記表示パネルがＬＣＤパネルである場合に、前記第１溝構造及び前記第２溝構造は、
前記ＬＣＤパネルの行に実質的に垂直な方向に延在することができる。
【００１６】
　前記第１光源及び前記第２光源は、第１光円錐及び第２光円錐を生成することができる
。これらの光円錐は、特定の角度の広がりを持つ光を含むことができ、即ち前記光円錐は
、第１角度分布及び第２角度分布により特徴付けられることができる。前記第１角度分布
は、前記表示パネルが第１画像を示している間に前記表示パネルを通過した光を含むこと
ができ、前記第２角度分布は、前記表示パネルが第２画像を示している間に前記表示パネ
ルを通過した光を含むことができる。前記第１角度分布を持つ光は、前記第１光源からの
光を主に含んで第１視野領域において放射されることができ、前記第２角度分布を持つ光
は、前記第２光源からの光を主に含んで第２視野領域において放射されることができる。
前記第１視野領域及び前記第２視野領域を重ならないように分離することにより、前記第
１画像及び前記第２画像は、別々に見られることができる。
【００１７】
　前記第１画像及び前記第２画像は、３次元立体画像の第１画像及び第２画像であっても
よい。これは、前記第１角度分布を持つ光円錐で前記第１画像を送り、前記第２角度分布
を持つ光円錐で前記第２画像を送ることにより達成されることができる。このように、前
記第１画像はユーザの一方の目に送られることができ、前記第２画像は前記ユーザの他方
の目に送られることができる。
【００１８】
　前記第１画像は第１ユーザ専用であってもよく、前記第２画像は第２ユーザ専用であっ
てもよく、これにより少なくとも前記第１ユーザ及び前記第２ユーザは単一の表示装置か
ら異なる画像を見ることができる。これは、第１角度分布をもつ光円錐において前記第１
画像を送り、第２角度分布を持つ光円錐において前記第２画像を送ることにより達成され
ることができる。このようにして、前記第１画像は前記第１ユーザに送られることができ
、前記第２画像は前記第２ユーザに送られることができる。前記第１画像及び前記第２画
像が同一である場合には、同じ画像が少なくとも前記第１ユーザ及び前記第２ユーザに送
られることもできる。
【００１９】
　前記第１光源及び前記第２光源は、同時に照射されることができ、このようにして同じ
画像がユーザの両方の目に送られるので、２次元画像が前記表示装置に表示されることが
できる。
【００２０】
　前記表示装置は、前記第１光源及び前記第２光源の同時の照射と、前記表示パネルにお
ける前記第１画像及び前記第２画像の表示と実質的に同期した前記第１光源及び前記第２
光源の照射との間で切り替える手段を有することができる。このようにして、前記表示パ
ネルにおける２次元画像の表示と３次元立体画像の表示との間で切り替える手段が設けら
れることができる。前記切り替える手段は、前記ユーザにより又は電子制御システムによ
り動作されることができる。
【００２１】
　前記第１光源及び前記第２光源は、発光ダイオード（ＬＥＤ）又は冷陰極蛍光ランプで
あってもよい。
【００２２】
　本発明の第２の態様によると、表示装置にデータを表示する方法は、
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－第１光源及び第２光源からの光をライトガイドに結合するステップであって、前記第１
光源からの光を第１方向において前記ライトガイドに結合し、前記第２光源からの光を第
２方向において前記ライトガイドに結合する当該結合するステップと、
－第１溝構造を有するアウトカップリング（out-coupling）面により前記ライトガイドの
外に光を結合することにより前記ライトガイドに結合された光を光方向転換素子に方向転
換する（redirecting）ステップと、
－前記第１光源からの光が第１角度分布で前記表示パネルを通る向きに向けられ、前記第
２光源からの光が第２角度分布で前記表示パネルを通る向きに向けられるように、第２溝
構造を有するインカップリング（in-coupling）面により前記光方向転換素子に光を結合
することにより前記光方向転換素子に結合された光を更に方向転換するステップと、
を有する。
【００２３】
　前記表示パネルの画像は、第１画像と第２画像との間で切り替えられることができる。
【００２４】
　前記第１光源及び前記第２光源は、前記表示パネルにおける前記第１画像及び前記第２
画像の表示と同期して順番に動作することができる。
【００２５】
　本発明のこれら及び他の態様、フィーチャ及び／又は利点は、以下に記載される実施例
を参照して説明され、明らかになる。
【００２６】
　本発明の実施例は、図面を参照して例としてのみ記載される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　図１は、本発明の好適な実施例による表示装置の概略的な断面図である。ＬＣＤディス
プレイ１が表示パネルとして使用される。光２及び３は、光源４及び５、例えば冷陰極蛍
光ランプ又は発光ダイオードから放射される。第１光源４から放射された光は、第１角度
分布２で、即ち第１光円錐において表示パネル１を通る向きに向けられ、即ち第２光源５
からの光は、第２角度分布３で、即ち第２光円錐において表示パネル１を通る向きに向け
られる。光源４及び５から放射された光は、第２溝構造７を有するアウトカップリング面
を有するライトガイド６により前記光源からガイドされる。ライトガイド６の外に結合さ
れる光は、光方向転換素子８に結合される。光方向転換素子８は、第１溝構造９を有する
インカップリング面を有する。ライトガイド６及び光方向転換素子８は、光が前記ライト
ガイドから前記光方向転換素子に結合されるように、向かい合った構成で配置される。ラ
イトガイド６及び光方向転換素子８は、しかしながら、望ましい場合には互いに異なる様
式で配置されることもでき、例えば鏡又は追加のライトガイドを用いて、光がライトガイ
ド６から光方向転換素子８に向けられるように配置されることもできる。前記表示装置の
ユーザ１０は、前記第１光円錐における放射された光が前記ユーザの目の一方１１に入射
し、前記第２光円錐における放射された光が前記ユーザの目の他方１２に入射するように
位置することができる。表示パネル８上で切り替わる第１画像及び第２画像と同期して前
記光源を動作することにより、第１画像は目の一方、例えば左目１１に向けられることが
でき、第２画像は目の他方、例えば右目１２に向けられることができる。前記画像は、動
的視野が得られるように連続的に更新されることができる。
【００２８】
　前記第１画像及び前記第２画像並びに前記光源に対するシーケンス２０が図２に示され
る。前記シーケンスの第１ステップとして、前記第１画像が前記表示パネルに書き込まれ
る２１。これに続いて、前記第１光源、又は光源（ls 1）を所定の時間期間だけオンに切
り替える２２。次いで、前記第２画像が前記表示パネルに書き込まれる２３。これに続い
て、前記第２光源、又は光源（ls 2）を所定の時間期間だけオンに切り替える。このシー
ケンスは、前記表示装置の使用中に繰り返される。したがって、光は、時間的に連続して
第１光円錐及び第２光円錐に送られる。前記表示パネル上の前記画像及び前記光源の切り
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替えは、前記表示装置に組み込まれた電子回路により制御されることができる。前記電子
回路は、前記シーケンスの同期を制御するタイマ回路に接続されることができるか、又は
当該タイマ回路を含むことができる。
【００２９】
　前記光円錐の角度分離の条件は、視距離に依存する。角度及び距離は、表示装置３１か
ら特定の距離にいるユーザ３０に対して図３に示されている。６０ｍｍの目距離及び２０
０ｍｍの視距離において、両目間の角度分離は、２Arctan(３０／２００)＝１７°である
。３００ｍｍの視距離において、この角度分離は、１１.４°に減少する。前記ディスプ
レイの右側から、２００ｍｍの視距離において、右目は－６°にあり、左目は－２２°に
ある。前記ディスプレイの中心から、前記右目及び前記左目は対称的に±８.５°にある
。
【００３０】
　図４は、２つのプリズム構造４０の細部を図示する。第１光源４２からの光４４はライ
トガイド４６に結合される。前記ライトガイドは第２溝構造を有するアウトカップリング
面４７を有する。前記第２溝構造は、実質的に三角形の断面を有するプリズム構造である
。ライトガイド４６のアウトカップリング面４７のプリズム構造は、かなり平らであり、
頂角と称される前記三角形の断面を形成する接合側面の１５０°ないし１７９°の角度４
８により特徴付けられる。前記アウトカップリング面の目的は、第１光源４２からの光４
４及び第２光源４３からの光４５を実質的に反対に伝播する円錐に向けることである。円
錐４４及び４５の最適な分離を得るために、この段階で小さな上昇角度４９で反対に伝播
する光円錐を得ることは有利である。
【００３１】
　前記光は光方向転換素子４００を介して前記表示パネルに結合される。前記光方向転換
素子は第１溝構造を有するインカップリング面４０１を有する。前記第２溝構造と同様に
、前記第１溝構造は、実質的に三角形の断面を有するプリズム構造である。光方向転換素
子４００のプリズム構造は、ライトガイド４６のプリズム構造より急勾配である。前記光
方向転換素子のプリズム構造は、頂角と称される前記三角形断面を形成する接合側面の１
０°ないし７０°の角度により特徴付けられる。前記光方向転換素子の目的は、光が適切
な角度で前記表示パネルに結合されるように光４４及び４５を方向転換することである。
【００３２】
　前記表示パネルを通るように前記光の方向を制御することは、光線経路に沿った屈折率
、並びに前記光方向転換素子の前記インカップリング面の頂角４０２及び前記ライトガイ
ドの前記アウトカップリング面の頂角４８を制御する問題である。屈折の角度は、屈折面
の両側の屈折率の関数であり、同様に、屈折角度の関数としての透過係数も前記屈折率の
関数である。更に、前記屈折率が前記屈折面から離れた位置の関数であるように表面処理
された材料を使用することにより、前記屈折の角度及び前記透過係数は調整されることが
できる。したがって、特定の屈折率を持つ材料及び特定の頂角を選択することにより、前
記光は、最適な角度分離で放射光源から前記ユーザに向けられることができる。
【００３３】
　図５は、表示装置のプロトタイプの角度分布プロット５０を図示する。放射された光の
強度は、図４に図示された２つのプリズム構造４７及び４０１の断面と同じ面内の角度の
関数として示される。前記プロトタイプにおいて、前記ライトガイドの頂角は１７５°に
選択され、前記光方向転換素子の頂角は６０°に選択された。前記第１角度分布及び前記
第２角度分布が重ならない少なくとも１つの領域５５が存在するように、第１角度分布５
２が第１視野領域に放射され、第２角度分布５１が第２視野領域に放射されることが重要
である。前記分布が方向５３及び５４、又は前記２つの視野領域により制限された領域５
５に含まれない方向に広がることは、あまり重要ではない。しかしながら、幅広い分布は
狭い分布より多くのエネルギを必要とするので、エネルギ考察のため、方向５３及び５４
における拡大を避けることは有利であり得る。
【００３４】
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　前記光円錐の角度分離は、前記頂角並びに前記ライトガイド及び前記光方向転換素子の
材料選択を含む複数のパラメータの関数である。前記ライトガイド及び前記光方向転換素
子は、好ましくは透明又は半透明の材料、例えばガラス、又はポリメチル・メタクリレー
ト（ＰＭＭＡ）のような透明若しくは半透明のプラスチック材料から作られる。したがっ
て、正確な設計は、前記装置に対する使用位置及び動作モードに依存する。２つの動作モ
ードが想定される。
【００３５】
　本発明の好適な実施例において、前記表示装置は、前記表示装置に３次元立体画像を表
示することができるタイプのものである。これは、前記表示パネル上に左目に対する画像
及び右目に対する画像を表示するのと同期して、前記第１光円錐をユーザの左目に向け、
前記第２光円錐を前記ユーザの右目に向けることにより実現される。したがって、図２に
おいて、前記第１画像は前記左目に対する画像であるべきであり、前記第２画像は前記右
目に対する画像であるべきである。例えば図３のように、前記第１光円錐が左目に入射し
、前記第２光円錐が右目に入射するように、ユーザが前記表示装置を離して保持する場合
であって、同時に、前記装置が使用位置に保持されるように前記ユーザが前記装置を方向
付ける場合に、前記ユーザは、前記表示装置の前記表示パネル上の３次元立体画像を見る
ことができる。使用位置は、前記第１溝構造及び前記第２溝構造が前記表示パネルのユー
ザの両目の間に延在する軸に実質的に垂直に向ける方向に延在するところである。
【００３６】
　テキストからなる画像のように、表示装置上で生成された全ての画像が、３次元立体視
野に適しているわけではない、又は前記ユーザは、前記画像を３次元立体モードで見たく
ないかもしれない。したがって、前記表示装置は、前記表示パネル上の３次元立体画像の
表示と２次元画像の表示との間で切り替える手段を有してもよい。前記第１光源及び前記
第２光源が同時に照射される場合に、両目が同じ情報を受け取るので、２次元画像は前記
表示装置に表示される。代替的には、左目に対する画像及び右目に対する画像が同一であ
る。他の可能性は、前記第１光源及び前記第２光源が同時に照射され、且つ前記左目に対
する画像及び前記右目に対する画像が同一であることである。前記切り替える手段は、ユ
ーザ制御されることができ、同様に装置制御されることができる。前記ユーザはスイッチ
又はボタン等を押すことができるか、又は前記切り替えは制御ソフトウェア又はオペレー
ティング・システム等により制御されることができる。
【００３７】
　本発明の他の実施例において、前記表示装置は、少なくとも２人のユーザに対して２次
元画像を表示することができるタイプである。多くのユーザが単一の表示装置から異なる
画像を見ることができるように、前記画像は異なっていてもよい。代替的には、多くのユ
ーザが単一の表示装置を使用することができるように、前記画像は同一であることができ
る。これは図６に図示されている。
【００３８】
　図６は、同じ装置から画像を見る２人のユーザの概略的な図である。本実施例において
、表示装置６０の溝構造は、第１光円錐６１が第１ユーザ６３に向けられ、第２光円錐６
２が第２ユーザ６４に向けられるように適合される。
【００３９】
　図６に示された実施例は、例えば乗り物に関し、１より多いユーザが１つの表示装置を
共用することを可能にする。乗り物の利点は、前記ユーザの位置が比較的固定されている
ことである。表示装置は、例えば自動車の天井に取り付けられ、これにより後部座席の乗
客がこのようにして映画を見ることができる。前記表示装置は、２より多いユーザが単一
の表示装置を使用することができるように、複数の光源及び溝構造を含むように拡張され
ることができる。例えば、自動車の４人の乗客が単一の表示装置を使用することができる
。この自動車の運転手は、例えばＧＰＳに接続された地図を有する画像を見ることができ
、乗客は映画を見ることができる。
【００４０】
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　本発明は好適な実施例に関して記載されているが、ここに記載された特定の形式に制限
されることを意図されていない。本発明の範囲は、添付の請求項によってのみ制限される
。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】表示装置の好適な実施例の概略的な断面図である。
【図２】第１画像及び第２画像並びに光源に対するシーケンスの概略的な表現図である。
【図３】光円錐の角度分離の条件の例を図示する。
【図４】第１プリズム構造及び第２プリズム構造の細部を図示する。
【図５】表示装置のプロトタイプの角度分布プロットを図示する。
【図６】同じ装置から画像を見る２人のユーザの概略的な図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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