
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光を受光して電気信号に変換する受光素子と、
前記受光素子まで到達する光の入射角度を選択する光路選択素子とを有し、
前記受光素子と前記光路選択素子によって構成された画素が行方向および列方向に複数配
置され、
前記受光素子が受光した光の強度と前記光路選択素子が選択した光の入射角度を前記画素
毎に関連付けして記録することを特徴とする立体撮像装置。
【請求項２】
前記受光素子と前記光路選択素子とが一対で一つの画素を構成していることを特徴とする
請求項１記載の立体撮像装置。
【請求項３】
前記光路選択素子が選択する光の入射角度を時間経過に応じて変化させることを特徴とす
る請求項１記載の立体撮像装置。
【請求項４】
前記光路選択素子は、光を反射する反射板を駆動することで前記受光素子に到達する光の
入射角度を前記反射板による反射光に選択する反射素子であることを特徴とする請求項１
記載の立体撮像装置。
【請求項５】
前記反射素子は、圧電素子により駆動する鏡面板、ＭＥＭＳまたはデジタル・マイクロミ
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ラー・デバイス（商品名）であることを特徴とする請求項４記載の立体撮像装置。
【請求項６】
前記光路選択素子は、前記受光素子を搭載して駆動する駆動体であり、前記受光素子の受
光面が対向する方向を変化させるものであることを特徴とする請求項１記載の立体撮像装
置。
【請求項７】
前記光路選択素子は、前記受光素子の受光面前に配置されたレンズであり、前記レンズを
駆動して前記受光素子との相対位置を変化させるものであることを特徴とする請求項１記
載の立体撮像装置。
【請求項８】
前記光路選択素子は、前記受光素子の受光面前に配置された液晶導波路であり、導波路に
充填された液晶の屈折率を選択的に変化させることで光の透過経路を選択するものである
ことを特徴とする請求項１記載の立体撮像装置。
【請求項９】
前記光路選択素子は、前記受光素子の受光面前に配置されたマッハツェンダー素子であり
、光路に設けられた位相制御部の屈折率を選択的に変化させることで光の干渉を引き起こ
して光の透過経路を選択するものであることを特徴とする請求項１記載の立体撮像装置。
【請求項１０】
受光した光の強度情報を取得する光強度取得手段と、
受光した光の入射角度情報を取得する入射角度取得手段とを有し、
前記光の強度情報と前記入射角度情報を関連付けして記録することを特徴とする立体撮像
装置。
【請求項１１】
電気信号に基づいて光を発光する発光素子と、
前記発光素子から出射する光の出射角度を選択する光路選択素子とを有し、
前記発光素子と前記光路選択素子によって構成された画素が行方向および列方向に複数配
置され、
前記画素毎に前記光路選択素子が選択した光の出射角度と光の強度との関連付けに応じて
前記発光素子が発光することを特徴とする立体表示装置。
【請求項１２】
前記発光素子と前記光路選択素子とが一対で一つの画素を構成していることを特徴とする
請求項１１記載の立体表示装置。
【請求項１３】
前記光路選択素子が選択する光の出射角度を時間経過に応じて変化させることを特徴とす
る請求項１１記載の立体表示装置。
【請求項１４】
前記光路選択素子は、光を反射する反射板を駆動する反射素子であり、前記発光素子から
出射する光を前記反射板によって反射することを特徴とする請求項１１記載の立体表示装
置。
【請求項１５】
前記反射素子は、圧電素子により駆動する鏡面板、ＭＥＭＳまたはデジタル・マイクロミ
ラー・デバイス（商品名）であることを特徴とする請求項１４記載の立体表示装置。
【請求項１６】
前記光路選択素子は、前記発光素子を搭載して駆動する駆動体であり、前記発光素子の発
光面が対向する方向を変化させるものであることを特徴とする請求項１１記載の立体表示
装置。
【請求項１７】
前記光路選択素子は、前記発光素子の発光面前に配置されたレンズであり、前記レンズを
駆動して前記発光素子との相対位置を変化させるものであることを特徴とする請求項１１
記載の立体表示装置。
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【請求項１８】
前記光路選択素子は、前記発光素子の発光面前に配置された液晶導波路であり、導波路に
充填された液晶の屈折率を選択的に変化させることで光の透過経路を選択するものである
ことを特徴とする請求項１１記載の立体表示装置。
【請求項１９】
前記光路選択素子は、前記発光素子の発光面前に配置されたマッハツェンダー素子であり
、光路に設けられた位相制御部の屈折率を選択的に変化させることで光の干渉を引き起こ
して光の透過経路を選択するものであることを特徴とする請求項１１記載の立体表示装置
。
【請求項２０】
光の強度情報に基づいて光を発光する発光手段と、
前記発光手段から出射する光の出射角度を選択する出射角度選択手段とを有し、
前記光の出射角度と光の強度情報との関連付けに応じて前記発光手段が発光することを特
徴とする立体表示装置。
【請求項２１】
光を受光して電気信号に変換する受光素子と、前記受光素子まで到達する光の経路を選択
する第一の光路選択素子とを有して、前記受光素子と前記第一の光路選択素子によって構
成された画素が行方向および列方向に複数配置され、前記受光素子が受光した光の強度と
前記第一の光路選択素子が選択した光の入射角度を前記画素毎に関連付けして映像信号と
する受光部と、
電気信号に基づいて光を発光する発光素子と、前記発光素子から出射する光の出射角度を
選択する第二の光路選択素子とを有して、前記発光素子と前記第二の光路選択素子によっ
て構成された画素が行方向および列方向に複数配置され、前記映像信号に基づいて前記画
素毎に前記第二の光路選択素子が選択した光の出射角度と光の強度との関連付けに応じて
前記発光素子が発光する発光部と
を有することを特徴とする立体撮像表示装置。
【請求項２２】
前記受光素子と前記第一の光路選択素子とが一対で一つの画素を構成し、前記発光素子と
前記第二の光路選択素子とが一対で一つの画素を構成していることを特徴とする請求項２
１記載の立体撮像表示装置。
【請求項２３】
前記第一の光路選択素子および前記第二の光路選択素子が選択する光の入出射角度を時間
経過に応じて変化させることを特徴とする請求項２１記載の立体撮像表示装置。
【請求項２４】
前記受光部と前記発光部が分離して形成されていることを特徴とする請求項２１記載の立
体撮像表示装置。
【請求項２５】
前記受光部と前記発光部とが情報交換可能に接続され、前記映像信号を前記受光部から前
記発光部に送信することを特徴とする請求項２４記載の立体撮像表示装置。
【請求項２６】
前記受光部と前記発光部が同一装置の同一面内に形成されていることを特徴とする請求項
２１記載の立体撮像表示装置。
【請求項２７】
前記受光部と前記発光部が同一装置の反対面に形成されていることを特徴とする請求項２
１記載の立体撮像表示装置。
【請求項２８】
前記受光部に入射する光の入射角度と、前記発光部が出射する光の出射角度とが関連付け
られていることを特徴とする請求項２１記載の立体撮像表示装置。
【請求項２９】
前記受光部に入射する光の入射角度と、前記発光部が出射する光の出射角度とが同じ角度
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であることを特徴とする請求項２１記載の立体撮像表示装置。
【請求項３０】
前記受光部に入射する光の入射角度と、前記発光部が出射する光の出射角度とが前記発光
部の法線方向に対して線対称であることを特徴とする請求項２１記載の立体撮像表示装置
。
【請求項３１】
前記第一の光路選択素子または前記第二の光路選択素子は、光を反射する反射板を駆動す
ることで前記受光素子に到達する光の入射角度または前記発光素子から射出する光の出射
角度を変化させる反射素子であることを特徴とする請求項２１記載の立体撮像表示装置。
【請求項３２】
前記反射素子は、圧電素子により駆動する鏡面板、ＭＥＭＳまたはデジタル・マイクロミ
ラー・デバイス（商品名）であることを特徴とする請求項３１記載の立体撮像表示装置。
【請求項３３】
前記第一の光路選択素子または前記第二の光路選択素子は、前記受光素子または前記発光
素子を搭載して駆動する駆動体であり、前記受光素子の受光面または前記発光素子の発光
面が対向する方向を変化させるものであることを特徴とする請求項２１記載の立体撮像表
示装置。
【請求項３４】
前記第一の光路選択素子または前記第二の光路選択素子は、前記受光素子の受光面前また
は前記発光素子の発光面前に配置されたレンズであり、前記レンズを駆動して前記受光素
子または前記発光素子との相対位置を変化させるものであることを特徴とする請求項２１
記載の立体撮像表示装置。
【請求項３５】
前記第一の光路選択素子または前記第二の光路選択素子は、前記受光素子の受光面前また
は前記発光素子の発光面前に配置された液晶導波路であり、導波路に充填された液晶の屈
折率を選択的に変化させることで光の透過経路を選択するものであることを特徴とする請
求項２１記載の立体撮像表示装置。
【請求項３６】
前記第一の光路選択素子または前記第二の光路選択素子は、前記受光素子の受光面前また
は前記発光素子の発光面前に配置されたマッハツェンダー素子であり、光路に設けられた
位相制御部の屈折率を選択的に変化させることで光の干渉を引き起こして光の透過経路を
選択するものであることを特徴とする請求項２１記載の立体撮像表示装置。
【請求項３７】
受光した光の強度情報を取得し、
受光した光の入射角度情報を取得し、
前記光の強度情報と前記入射角度情報を関連付けして記録することを特徴とする情報記録
方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、立体画像を撮影して再生する立体撮像装置、立体表示装置、立体撮像表示装置
および情報記録方法に関し、特に、複数方向の視点からの立体画像を撮影して再生する立
体撮像装置、立体表示装置、立体撮像表示装置および情報記録方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、立体画像を撮像して表示する装置として、二つの視点に相当する位置に配した
受光素子により二方向から撮影対象の画像を撮像して、視聴者の左目と右目にそれぞれの
受光素子が撮影した画像を視認させることで視差を生じさせて立体画像を表示する技術が
知られている。左右の目に二つの異なる画像を認識させる方法としては、右目用画像と左
目用画像とを直交する偏光方向の光により再生して、視聴者が偏光レンズを装着すること
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で片方の目に入射する光を限定する方法や、表示画素の全面にレンチキュラーレンズを配
置して画素毎に光を屈折させて、右目用画像の表示方向と左目用画像の表示方向を選択す
る方法等が知られている。
【０００３】
しかし、二視点間の視差に相当する画像を撮影して表示するため、視聴者が視認可能な立
体画像は、撮影者が設定した位置から見た撮像対象の立体画像しかありえず、表示対象を
立体的に知覚するための臨場感が乏しかった。また、レンチキュラーレンズを用いた方法
では、視聴者が表示を立体的に視認することが可能な位置が限定されてしまうという問題
があった。
【０００４】
そこで、表示画素毎に複数方向からの光線の入射を記録し、記録された複数方向からの光
を複数方向へ発光して表示を行うことで、視聴者が表示装置に対する位置を変更すると異
なる角度からの光線を認識でき、異なる角度から表示対象画像を視認することができる光
線再生型表示装置が提案されている。
【０００５】
光線再生型表示装置としては、画像を表示する画像表示部の一画素あたりに、同時に複数
の視点方向への表示を行うための複数の発光素子を形成し、画像表示部の前面にシャッタ
ーが設けられたピンホールを配列し、シャッターの開閉動作に同期して表示の切替をおこ
なうことにより、一つのシャッターを介して左右の目に入射する光を異なるものとし、視
聴者に視差のある画像を認識させて立体画像を表示するものが提案されている（例えば、
特許文献１参照）。
【０００６】
また、複数の光源からなる光源アレイを光の進行方向に対して直角方向に周期的に振動さ
せ、光源アレイから出射された光をレンズを用いて平行光にして、光源アレイとレンズの
相対位置の変化によって出射光の進行方向を変化させ、光源アレイの移動に同期して光源
アレイが表示する離散フーリエ変換像を変化させることで視聴者の左右の目に異なる画像
を認識させて立体画像を表示するものも提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【０００７】
しかしながら上述した特許文献１の技術においては、一つのシャッターによって表現され
る画素には、複数方向の視点に対応する数の表示画素を形成する必要があり、精細な立体
画像を表示するために要求される表示画素数が過大になり、表示装置の製造コストが大き
くなってしまうために精細な立体表示には向かないという問題や、表示装置の大きさによ
って形成できる表示画素数に物理的制限が加えられてしまうために精細な立体表示には向
かないという問題が存在した。
【０００８】
また特許文献２の技術においては、光源アレイの周期的振動に同期させて光源アレイが表
示する離散フーリエ変換像を切り替えるため、立体表示を行うためには非常に高速に情報
処理を行うことが可能な情報処理手段を必要とし、装置構成が複雑化するという問題が存
在した。
【０００９】
【特許文献１】
特開平５－１９１８３８号公報
【特許文献２】
特開平７－３１８８５８号公報
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
したがって本願発明は、簡便な装置構成によって複数方向の視点からの精細な立体表示を
行うことが可能な立体撮像装置、立体表示装置および立体撮像表示装置を提供することを
課題とする。
【００１１】
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【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために本願発明の立体撮像装置は、光を受光して電気信号に変換する
受光素子と、前記受光素子まで到達する光の入射角度を選択する光路選択素子とを有し、
前記受光素子と前記光路選択素子によって構成された画素が行方向および列方向に複数配
置され、前記受光素子が受光した光の強度と前記光路選択素子が選択した光の入射角度を
前記画素毎に関連付けして記録することを特徴とする。
【００１２】
受光素子が受光した光の強度と光の入射角度を関連付けして画素毎に記録することにより
、異なる方向からの入射光を記録することが出来るようになり、受光素子と光路選択素子
とが一対で一つの画素を構成し、光路選択素子が選択する光の経路を時間経過に応じて変
化させることで、一つの受光素子によって複数の方向から入射する光を時間分割によって
記録することが可能となる。画素を複数形成することで、同一対象物に対する視差が生じ
るため、複数方向からの入射光を記録することで立体の撮像を行うことが可能となる。
【００１３】
光路選択素子として、光を反射する反射板を駆動することで受光素子に到達する光の入射
角度を反射板による反射光に決定する反射素子を用い、反射素子として圧電素子により駆
動する鏡面板、ＭＥＭＳまたはデジタル・マイクロミラー・デバイス（商品名）等を利用
することにより、効果的に入射光の光路選択を行うことが可能となる。
【００１４】
また、光路選択素子として受光素子を搭載して駆動する駆動体を用い、受光素子の受光面
が対向する方向を変化させることで、効果的に入射光の光路選択を行うことが可能となる
。
【００１５】
また、光路選択素子として受光素子の受光面前に配置されたレンズを用い、レンズを駆動
して受光素子との相対位置を変化させることで、レンズにより屈折させられて受光素子に
到達する入射光を選択することが可能となる。
【００１６】
また、光路選択素子として受光素子の受光面前に配置された液晶導波路を用い、導波路に
充填された液晶の屈折率を選択的に変化させることで光の透過経路を選択することで、受
光素子に到達する入射光を選択することが可能となる。
【００１７】
また、前記光路選択素子として受光素子の受光面前に配置されたマッハツェンダー素子を
用い、光路に設けられた位相制御部の屈折率を選択的に変化させることで光の干渉を引き
起こして光の透過経路を選択することで、受光素子に到達する入射光を選択することが可
能となる。
【００１８】
また、上記課題を解決するために本願発明の立体表示装置は、電気信号に基づいて光を発
光する発光素子と、前記発光素子から出射する光の出射角度を選択する光路選択素子とを
有し、前記発光素子と前記光路選択素子によって構成された画素が行方向および列方向に
複数配置され、前記画素毎に前記光路選択素子が選択した光の出射角度と光の強度との関
連付けに応じて前記発光素子が発光することを特徴とする。
【００１９】
画素毎に光路選択素子が選択した光の出射角度と光の強度とを関連付けに応じて発光素子
が発光することにより、画素毎に異なる方向への光を発光することが出来るようになり、
発光素子と光路選択素子とが一対で一つの画素を構成し、光路選択素子が選択する光の経
路を時間経過に応じて変化させることで、一つの発光素子によって複数の方向へ出射する
光を時間分割によって表示することが可能となる。画素を複数形成することで、同一対象
物に対する視差が生じるため、複数方向への出射光を表示することで立体の表示を行うこ
とが可能となる。視聴者は、異なる位置では視差を有する異なった表示を視認するため、
複数方向からは異なった立体表示を認識することが可能となる。
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【００２０】
また、上記課題を解決するために本願発明の立体撮像表示装置は、光を受光して電気信号
に変換する受光素子と、前記受光素子まで到達する光の入射角度を選択する第一の光路選
択素子とを有して、前記受光素子と前記第一の光路選択素子によって構成された画素が行
方向および列方向に複数配置され、前記受光素子が受光した光の強度と前記第一の光路選
択素子が選択した光の入射角度を前記画素毎に関連付けして映像信号とする受光部と、電
気信号に基づいて光を発光する発光素子と、前記発光素子から出射する光の出射角度を選
択する第二の光路選択素子とを有して、前記発光素子と前記第二の光路選択素子によって
構成された画素が行方向および列方向に複数配置され、前記映像信号に基づいて前記画素
毎に前記第二の光路選択素子が選択した光の出射角度と光の強度との関連付けに応じて前
記発光素子が発光する発光部とを有することを特徴とする。
【００２１】
画素毎に光の強度と光の入射角度を関連付けして映像信号とし、映像信号に基づいて画素
毎に光の強度と光の出射角度を関連付けして発光することにより、受光部での異なる方向
からの入射光を撮像して発光部での異なる方向への出射光として表示することが出来るよ
うになる。画素を複数形成することで、同一対象物に対する視差が生じるため、受光部で
の複数方向からの入射光を発光部で複数の出射光とすることで立体の撮像および表示を行
うことが可能となる。
【００２２】
受光部と発光部を分離して形成し、映像信号を受光部から発光部に送信することにより、
離れた位置での立体撮像と立体表示を行うことが可能となる。また、受光部と発光部を同
一装置の同一面内に形成することにより、一画面で立体の撮像と表示を行うことが可能と
なり、記受光部と発光部を同一装置の反対面に形成することにより、立体撮像表示装置を
透過した光と同様の立体表示を行うことが可能となる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
［第一の実施の形態］
以下、本願発明を適用した立体撮像装置および立体表示装置およびその駆動方法について
、図面を参照しながら詳細に説明する。なお本願発明は、以下の記述に限定されるもので
はなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。本実施の形態は、
立体撮像装置と立体表示装置とを別途用意して、時間分割により立体撮像装置で受光した
複数方向の光を、時間分割により立体表示装置で複数方向に発光するものである。
【００２４】
図１は、本願発明の立体表示装置を用いて視聴者が立体映像を視聴する様子を示した模式
図である。視聴者６は立体表示装置５の画面の方向を見て、立体表示装置５から射出され
る出射光２２を見る。立体表示装置５は時間経過に応じて光の出射方向を変化させるとと
もに、出射方向に関連付けされた表示内容を表示するため、異なる方向へは異なる映像が
表示されることになる。このため、視聴者６が立体表示装置５との相対位置を変更すると
異なる映像を視認することになる。このようにして視聴者６が視認した映像が立体映像と
して知覚され、かつ、異なる角度から見た場合には異なる立体画像として知覚される理由
を以下に説明する。
【００２５】
図２は本願発明の立体撮像装置と立体表示装置を用いて立体の撮像と表示を行う構成につ
いて示したブロック図であり、立体撮像装置１と、情報処理モジュール２と、記録装置３
と、情報処理モジュール４と、立体表示装置５とが情報交換可能に接続され、立体撮像装
置１で対象物の撮像を行って立体表示装置５で対象物の表示を行う。
【００２６】
立体撮像装置１は複数の受光素子が配列されて画素が形成された装置であり、複数方向か
ら入射してくる光を後述する時間分割によって画素毎に入射してくる光の強度と入射光の
入射方向とを関連付けした電気信号に変換して、情報処理モジュール２に対して電気信号
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を伝達する。情報処理モジュール２は受光した複数方向からの光を映像信号に変換する情
報処理手段であり、立体撮像装置１から伝達された入射光の電気信号の増幅・デジタルデ
ータ化・データ圧縮操作等を行って映像信号とし、記録装置３または情報処理モジュール
４に対して映像信号を伝達する。
【００２７】
記録装置３は、映像信号を記録して一定期間保存するための装置であり、電気的に情報の
記録を行う半導体記憶装置であるメモリや、磁気的に情報の記録を行う磁気記憶装置であ
る磁気ディスクや磁気テープ、光学的に情報の記録を行う装置等が用いられる。情報処理
モジュール４は、記録装置３または情報処理モジュール４から伝達された映像信号を電気
信号に変換する情報処理手段であり、映像信号の増幅・アナログデータ化・データ復元操
作等を行って電気信号とし、立体表示装置５に対して電気信号を伝達する。
【００２８】
立体表示装置５は、複数の発光素子が配列されて画素が形成された装置であり、情報処理
モジュール４から伝達される電気信号に基づいて、時間分割によって画素毎に入射光の入
射方向との関連付けに応じて光の出射方向を選択して複数方向へ出射する光を表示する。
【００２９】
図３は本実施の形態における立体撮像装置１の構造を示した概略図である。立体撮像装置
１は、反射部１１と受光部１２とが対向して配置された構造をなしており、反射部１１と
受光部１２の上方には外部からの光を取り入れるための光入射口１３が形成されている。
また、反射部１１の動作と受光部１２の動作を同期させるための同期制御回路１４が設け
られている。
【００３０】
反射部１１は電気配線（図示せず）が形成された基板であり、反射部１１の受光部１２側
の面上には反射素子１５が行方向および列方向に複数配列されており、各反射素子１５は
光入射口１３から入射してきた外部の光を受光部１２方向へと反射させる。各反射素子１
５は反射部１１上に形成された電気配線を介して同期制御回路１４に接続されており、同
期制御回路１４から送出される制御信号に応じて入射光の反射方向を変化させる。
【００３１】
受光部１２は電気配線（図示せず）が形成された基板であり、受光部１２の反射部１１側
の面上には受光素子１６が行方向および列方向に複数配列されており、各受光素子１６は
反射素子１５によって反射された外部の光を受光して光の強度に応じて電気信号に変換す
る。各受光素子１６は受光部１２上に形成された電気配線を介して同期制御回路１４に接
続されており、同期制御回路１４に対して画素毎に光の強度と光の入射方向とを関連付け
した電気信号に変換して送出する。
【００３２】
一つの反射素子１５ａと、反射素子１５ａからの反射光を受光する受光素子１６ａとの組
み合わせにより一つの画素が構成され、反射部１１上に配列されている反射素子１５と受
光部１２上に配列されている受光素子１６の組み合わせで複数の画素が構成される。
【００３３】
光入射口１３は、立体撮像装置１の外部からの光を取り入れるための開口部であり、外部
からの光を反射部１１に対して取り入れることが可能であればガラスやプラスチック等の
光を透過する素材により形成されてもよい。また、広範囲にわたる外部からの光を効率よ
く取り入れるためにレンズやプリズムを用いるとしてもよい。
【００３４】
同期制御回路１４は、反射部１１上に配列されている全ての反射素子１５の動作を個別に
制御し、受光部１２上に配列されている全ての受光素子１６が個別に変換した入射光の電
気信号が入力され、反射素子１５の動作状況と受光素子１６からの電気信号を関連付けし
て情報処理モジュール２に送出する回路である。つまり、画素を構成する反射素子１５の
動作状況と受光素子１６の電気信号を関連付けして、全ての画素の動作状況と電気信号を
情報処理モジュール２に対して送出することで、反射部１１と受光部１２とを同期させて
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駆動し制御する。
【００３５】
次に、画素を構成する反射素子１５と受光素子１６の詳細な構造と、時間分割を用いた複
数方向からの入射光の受光について図５を用いて説明する。図５（ａ）は、反射素子１５
と受光素子１６の組み合わせによって構成される一画素について示す模式断面図であり、
図５（ｂ）は反射素子１５の構造を示す斜視図である。
【００３６】
反射素子１５は、光を反射する平面である鏡面板１７と、鏡面板１７の一つの辺に形成さ
れた棒状の軸である回転軸１８を有し、回転軸１８が回転可能に保持されて鏡面板１７に
静電力、磁力、圧電等が加えられることにより、鏡面板１７が回転軸１８を回転中心とし
た振動運動を行う部材である。鏡面板１７の他に反射素子として、ＭＥＭＳ（Ｍｉｃｒｏ
－Ｅｌｅｃｔｒｏ－ＭｅｃｈａｎｉｃａｌＳｙｓｔｅｍｓ）やデジタル・マイクロミラー
・デバイス（ＤＭＤ：ｄｉｇｉｔａｌ　ｍｉｃｒｏｍｉｒｒｏｒ　ｄｅｖｉｃｅ）（商品
名）を用いても良い。
【００３７】
受光素子１６は、赤（Ｒ）緑（Ｇ）青（Ｂ）の光の波長に対応した発光ダイオード１９Ｒ
，１９Ｇ，１９Ｂが受光部１２上に配置され、発光ダイオード１９Ｒ，１９Ｇ，１９Ｂに
はそれぞれライトガイド２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂが取り付けられて構成されている。また
、発光ダイオード１９Ｒ，１９Ｇ，１９Ｂは受光部１２上に形成されている電気配線に接
続されており、光を受光することによって端子間に生じた電位差である電気信号を電気配
線を介して同期制御回路１４に伝達する。ここで、光を受光して電気信号に変換する素子
として発光ダイオード１９Ｒ，１９Ｇ，１９Ｂを例示したが、受光により電位差が生じる
素子であれば他の種類であってもよい。また、赤・緑・青のそれぞれの発光ダイオード１
９Ｒ，１９Ｇ，１９Ｂそれぞれにライトガイド２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂを取り付けるとし
たが、一組の発光ダイオード１９Ｒ，１９Ｇ，１９Ｂにライトガイド２０を一つ取り付け
ることで導光路としてもよい。
【００３８】
次に、鏡面板１７が反射した光がライトガイド２０Ｒを介して発光ダイオード１９Ｒに到
達する例を用いて光の経路について説明を行うが、ライトガイド２０Ｇ，２０Ｂと発光ダ
イオード１９Ｇ，１９Ｂに関しても同様であるとする。ライトガイド２０Ｒは、光ファイ
バー等で形成された柱状の導光路であり、ライトガイド２０Ｒ側面から光は入射せず、端
面から入射した光を反対の端面に導く機能を有する。ライトガイド２０Ｒの一端は発光ダ
イオード１９Ｒに取り付けられており、多端は反射素子１５方向に対向して配置されてい
る。このためライトガイド２０Ｒが導光路として機能することにより、発光ダイオード１
９Ｒに到達することが可能な光は反射素子１５方向からの光だけに制限されることになる
。
【００３９】
発光ダイオード１９Ｒが反射素子１５から受光する光の経路を受光経路２１とし、受光経
路２１に垂直な平面と鏡面板１７とがなす角を反射角θと定義すると、光入射口１３から
入射した光の経路のうち発光ダイオード１９Ｒに到達することが可能な経路を入射経路２
２とすると、受光経路２１と入射経路２２と成す角は２θとなる。
【００４０】
したがって、回転軸１８を中心として鏡面板１７を回転駆動して、時間ｔがｔ１ ，ｔ２ ，
ｔ３ ・・・・ｔｎ と経過したときに反射角θがθ１ ，θ２ ，θ３ ・・・・θｎ と変化する
と、発光ダイオード１９Ｒに到達する光は受光経路２１と入射経路２２と成す角が２θ１

，２θ２ ，２θ３ ・・・・２θｎ である方向からの光になる。つまり、異なる方向から入
射してくる光を時間経過とともに発光ダイオード１９Ｒが受光して電気信号に変換するこ
とになる。このように、時間経過とともに入射光の方向を変化させることを、時間分割に
よる撮像方向の変化と呼ぶことにする。また、反射素子１５が駆動して反射角θが変化す
ることにより、入射光の経路が変化するため、反射素子１５は受光の経路を選択する光路
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選択素子として機能することになる。
【００４１】
図４は行方向と列方向に複数配列された画素と、画素毎に取得される時間分割による電気
信号を示す概念図である。反射素子１５ａと受光素子１６ａとの組み合わせによって構成
される画素が、行方向にｍ個、列方向にｎ個配列されて画面全体が構成されている。画素
毎に時間経過と共に入射光の方向θ（ｔ）と光の強度Ｉ（ｔ）とが関連付けされて電気信
号Ｐｍ，ｎ（Ｉ（ｔ），θ（ｔ））とされる。同期制御回路１４は、反射素子１５の駆動
制御に関連付けして受光素子１６が受光した光の電気信号を受け取るので、反射素子１５
と受光素子１６の組み合わせによって構成される全ての画素に関して、時間ｔと反射角θ
と画素位置と電気信号を関連付けして情報処理モジュール２に送出する。したがって情報
処理モジュール２には、全ての画素での時間分割によって変化する撮像方向の受光が電気
信号として送出されることになる。
【００４２】
情報処理モジュール２は、受け取った電気信号に増幅・デジタルデータ化・データ圧縮操
作等を施して映像信号に変換し、映像信号を記録装置３に送出し、記録装置３は映像信号
を記録する。記録された映像信号は情報処理モジュール４によって読み出されて、必要に
応じて情報処理モジュール４が映像信号に増幅・アナログデータ化・データ復元操作等を
施して電気信号に変換する。情報処理モジュール４は時間経過順に変換された電気信号を
立体表示装置５に送出し、立体表示装置５が表示方向を時間分割によって変化させること
で、複数方向での立体表示を行う。
【００４３】
立体表示装置５は、立体撮像装置１と類似した構造をもつため、図３を用いて立体表示装
置５の構造を説明する。立体表示装置５は、反射部５１と発光部５２とが対向して配置さ
れた構造をなしており、反射部５１と発光部５２の上方には外部へと光を出射するための
光出射口５３が形成されている。また、反射部５１の動作と発光部５２の動作を同期させ
るための同期制御回路５４が設けられている。
【００４４】
反射部５１は電気配線（図示せず）が形成された基板であり、反射部５１の発光部５２側
の面上には反射素子５５が行方向および列方向に複数配列されており、各反射素子５５は
発光部５２が出射した光を光出射口５３から外部の方向へと反射させる。各反射素子５５
は反射部５１上に形成された電気配線を介して同期制御回路５４に接続されており、同期
制御回路５４から送出される制御信号に応じて出射光の反射方向を変化させる。
【００４５】
発光部５２は電気配線（図示せず）が形成された基板であり、発光部５２の反射部５１側
の面上には発光素子５６が行方向および列方向に複数配列されている。各発光素子５６は
発光部５２上に形成された電気配線を介して同期制御回路５４に接続されており、同期制
御回路５４から送出される電気信号に応じて発光を行う。
【００４６】
一つの発光素子５６ａと、発光素子５６ａからの出射光を反射する反射素子５５ａとの組
み合わせにより一つの画素が構成され、反射部５１上に配列されている反射素子５５と発
光部５２上に配列されている発光素子５６の組み合わせで複数の画素が構成される。
【００４７】
光出射口５３は、立体表示装置５の外部へと光を取り出すための開口部であり、反射部５
１から外部への光を出射することが可能であればガラスやプラスチック等の光を透過する
素材により形成されてもよい。また、広範囲にわたって光を効率よく外部へと出射するた
めにレンズやプリズムを用いるとしてもよい。
【００４８】
同期制御回路５４は、反射部５１上に配列されている全ての反射素子５５の動作を個別に
制御し、発光部５２上に配列されている全ての発光素子５６が個別に発光する出射光の電
気信号を発光素子５６に送出し、反射素子５５の動作状況と関連付けられた発光素子５６
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への電気信号を情報処理モジュール４から受け取る回路である。つまり、画素を構成する
反射素子５５の動作状況と発光素子５６の電気信号を関連付けして、反射部５１と発光部
５２とを同期させて駆動し制御する。
【００４９】
次に、画素を構成する反射素子５５と発光素子５６の詳細な構造と、時間分割を用いた複
数方向からの入射光の受光について説明するが、反射素子５５は反射素子１５と類似した
構造であり、発光素子５６は受光素子１６と類似した構造であるため、再度図５を用いて
説明する。
【００５０】
反射素子５５は、光を反射する平面である鏡面板５７と、鏡面板５７の一つの辺に形成さ
れた棒状の軸である回転軸５８を有し、回転軸５８が回転可能に保持されて鏡面板５７に
静電力、磁力、圧電等が加えられることにより、鏡面板５７が回転軸５８を回転中心とし
た振動運動を行う部材である。
【００５１】
発光素子５６は、赤（Ｒ）緑（Ｇ）青（Ｂ）の光の波長に対応した発光ダイオード５９Ｒ
，５９Ｇ，５９Ｂが発光部５２上に配置され、発光ダイオード５９Ｒ，５９Ｇ，５９Ｂに
はそれぞれライトガイド６０Ｒ，６０Ｇ，６０Ｂが取り付けられて構成されている。また
、発光ダイオード５９Ｒ，５９Ｇ，５９Ｂは発光部５２上に形成されている電気配線に接
続されており、同期制御回路５４から送出される電気信号により端子間に生じた電位差に
より発光を行う。ここで、電気信号により光を発光する素子として発光ダイオード５９Ｒ
，５９Ｇ，５９Ｂを例示したが、発光を行う素子であれば他の種類であってもよい。また
、赤・緑・青のそれぞれの発光ダイオード５９Ｒ，５９Ｇ，５９Ｂそれぞれにライトガイ
ド６０Ｒ，６０Ｇ，６０Ｂを取り付けるとしたが、一組の発光ダイオード５９Ｒ，５９Ｇ
，５９Ｂにライトガイド６０を一つ取り付けることで導光路としてもよい。
【００５２】
次に、鏡面板５７が反射した光がライトガイド６０Ｒを介して発光ダイオード５９Ｒに到
達する例を用いて光の経路について説明を行うが、ライトガイド６０Ｇ，６０Ｂと発光ダ
イオード５９Ｇ，５９Ｂに関しても同様であるとする。ライトガイド６０Ｒは、光ファイ
バー等で形成された柱状の導光路であり、ライトガイド６０Ｒ側面から光は出射せず、端
面から入射した光を反対の端面に導く機能を有する。ライトガイド６０Ｒの一端は発光ダ
イオード５９Ｒに取り付けられており、多端は反射素子５５方向に対向して配置されてい
る。このためライトガイド６０Ｒが導光路として機能することにより、発光ダイオード５
９Ｒが発光した光の経路は反射素子５５方向だけに制限されることになる。
【００５３】
反射素子５５が発光ダイオード５９Ｒから受光する光の経路を発光経路６１とし、発光経
路６１に垂直な平面と鏡面板５７とがなす角を反射角θと定義すると、発光ダイオード５
９Ｒが発光した光が鏡面板５７によって反射されて光出射口５３方向へと進む経路を出射
経路６２とすると、発光経路６１と出射経路６２とが成す角は２θとなる。
【００５４】
したがって、回転軸５８を中心として鏡面板５７を回転駆動して、時間ｔがｔ１ ，ｔ２ ，
ｔ３ ・・・・ｔｎ と経過したときに反射角θがθ１ ，θ２ ，θ３ ・・・・θｎ と変化する
と、光出射口５３方向から出射する光は発光経路６１と出射経路６２と成す角が２θ１ ，
２θ２ ，２θ３ ・・・・２θｎ である方向への光になる。つまり、時間経過と電気信号に
応じて発光ダイオード５９Ｒは異なる方向へ出射する光を発光することになる。このよう
に、時間経過とともに出射光の方向を変化させることを、時間分割による表示方向の変化
と呼ぶことにする。また、反射素子５５が駆動して反射角θが変化することにより、入射
光の経路が変化するため、反射素子５５は発光の経路を選択する光路選択素子として機能
することになる。
【００５５】
同期制御回路５４は、反射素子５５と発光素子５６の組み合わせによって構成される全て
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の画素に関して、時間ｔと反射角θと画素位置が関連付けされた電気信号を反射素子５５
の駆動制御に関連付けして発光素子５６に送出する。これにより、立体撮像装置１が時間
分割により撮像した複数方向の光を立体表示装置５が時間分割により複数方向への表示を
行うことになり、撮像時と同様の時間経過で同方向に発光を行うことができる。
【００５６】
上述した様に、立体撮像装置１が時間分割によって画素毎に入射してくる光の強度と入射
光の入射方向とを関連付けした電気信号を、立体表示装置５が電気信号に基づいて、時間
分割によって画素毎に入射光の入射方向との関連付けに応じて光の出射方向を選択して、
視聴者６が立体表示装置５の全画素からの発光を見た場合には、図６を用いて以下に説明
する理由により立体を認識することとなる。
【００５７】
図６は立体表示装置５と視聴者６の左目７と右目８の位置関係を示す模式図である。視聴
者の右目７と左目８とは一定の間隔を有しているため、視聴者６の顔と立体表示装置５と
の相対位置を変化させない場合においても、右目７が受ける光と左目８が受ける光とは立
体表示装置５からの発光方向が異なるものである。時間分割による発光では、異なる方向
への発光は異なる時間に行われるので、顔の位置が図中（ａ）の場合には右目７ａが受け
る光は時間ｔ２ の発光となり、左目８ａが受ける光は時間ｔ１ の発光となる。時間ｔ１ の
発光は立体撮像装置１が時間ｔ１ に受光した方向の光であり、時間ｔ２ の発光は立体撮像
装置１が時間ｔ２ に受光した方向の光であるため、左右の目が受ける画像は異なったもの
となる。この際、時間ｔ１ とｔ２ の時間間隔が小さい場合には人間は異なる時間の画像だ
と区別できないため、左右の目で視差をもつ画像を認識することになり、立体として認識
を行うことが可能となる。
【００５８】
また、視聴者６が図中（ｂ）の位置に顔を移動した場合には、右目７ｂが受ける光は時間
ｔ３ の発光となり、左目８ｂが受ける光は時間ｔ４ の発光となる。時間ｔ３ の発光は立体
撮像装置１が時間ｔ３ に受光した方向の光であり、時間ｔ４ の発光は立体撮像装置１が時
間ｔ４ に受光した方向の光であるため、左右の目が受ける画像は異なったものとなる。こ
の際、時間ｔ３ とｔ４ の時間間隔が小さい場合には人間は残像の影響により異なる時間の
画像だと区別できないため、左右の目で視差をもつ画像を認識することになり、立体とし
て認識を行うことが可能となる。さらに、立体撮像装置１が受光した方向が異なるために
、図中（ｂ）の位置で認識した立体は図中（ａ）の位置で認識した立体と異なるものにな
る。
【００５９】
立体撮像装置１が受光する方向を増やし立体表示装置５が発光する方向を増やすと、異な
る立体画像の認識を行うために視聴者が立体表示装置５に対する顔の位置を変化させる距
離も小さくなり、連続的な立体画像の認識を行うことが可能となる。
【００６０】
図７は、ライトガイドの他の構造を示す図であり、円錐形状のライトガイドを示すもので
ある。発光ダイオード１９側の断面が小さく、光が入射および出射する側の断面が大きい
円錐形状を有することにより、ライトガイドの中心軸に対して角度θ２ で入出射してきた
光はライトガイドの側面で反射を繰り返すうちに中心軸に対する角度が大きくなっていく
。したがって、θ２ が大きいと発光ダイオード１９に対して光が到達しなくなり、θ２ が
小さい入射光のみを発光ダイオード１９で受光することが可能となり、受光方向の指向性
が向上する。
【００６１】
［第二の実施の形態］
次に、本願発明の他の実施の形態として、時間分割による複数方向からの受光と複数方向
への発光とを同一の装置において実現するための立体撮像表示装置を示す。本実施の形態
は、立体撮像表示装置の反対面上に受光素子と発光素子を設けることにより立体の撮像お
よび表示を行うものである。
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【００６２】
図８は、立体撮像表示装置の同一のパネル上の反対面に受光部と発光部を形成した場合の
構成について示したブロック図であり、立体撮像表示装置７１と、情報処理モジュール７
２と、記録装置７３とが情報交換可能に接続され、立体撮像表示装置７１で対象物の撮像
を行って立体撮像表示装置７１で対象物の表示を行う。
【００６３】
立体撮像表示装置７１は、第一の実施の形態において示した立体撮像装置１と立体表示装
置５を表裏一体に形成した構造となっており、また、情報処理モジュール７２が情報処理
モジュール２と情報処理モジュール４の両方の動作を兼ね備えている。他の構成および動
作に関しては第一の実施の形態と同様であるため、重複を避けるために説明を省略する。
【００６４】
図９は、立体撮像表示装置７１の法線方向に対する入射光の入射角度と出射光の出射角度
の関係を示す模式図である。立体撮像表示装置７１の法線方向に対する入射光の入射角度
がθである場合に、情報処理モジュール７２が出射光の出射角度をθとし、立体撮像表示
装置７１を光が透過した場合と同様に立体を表示することができる。
【００６５】
［第三の実施の形態］
次に、本願発明の他の実施の形態として、時間分割による複数方向からの受光と複数方向
への発光とを同一の装置において実現するための立体撮像表示装置を示す。本実施の形態
は、回転軸を中心とした振動運動を行う平面板上に受光素子と発光素子を混載した立体撮
像表示装置により立体の撮像および表示を行うものである。
【００６６】
図１０は本願発明の立体撮像表示装置を用いて立体の撮像と表示を行う構成について示し
たブロック図であり、立体撮像表示装置１０１と、情報処理モジュール１０２と、記録装
置１０３とが情報交換可能に接続され、立体撮像表示装置１０１で対象物の撮像及び表示
を行う。
【００６７】
立体撮像表示装置１０１は複数の受発光素子が配列されて画素が形成された装置であり、
複数方向から入射してくる光を時間分割によって画素毎に入射してくる光の強度と入射光
の入射方向とを関連付けした電気信号に変換して、情報処理モジュール１０２に対して電
気信号を伝達する。また、情報処理モジュール１０２から伝達される電気信号に基づいて
、時間分割によって画素毎に入射光の入射方向との関連付けに応じて光の出射方向を選択
して複数方向へ出射する光を表示する。なお、受光と発光を単独の受発光素子で実現する
としてもよく、受光素子と発光素子を別個に形成して実質的に受発光素子として扱っても
よく、以下の記載においては受光と発光を行うことが可能な機能の組み合わせを受発光素
子とする。また、第一の実施の形態で示したように光の三原色である赤（Ｒ）緑（Ｇ）青
（Ｂ）に対応した受発光素子を設ける場合にも、以下の図中および説明においては単に受
発光素子と記述する。
【００６８】
情報処理モジュール１０２は受光した複数方向からの光を映像信号に変換する情報処理手
段であり、立体撮像表示装置１０１から伝達された入射光の電気信号の増幅・デジタルデ
ータ化・データ圧縮操作等を行って映像信号とし、記録装置１０３に対して映像信号を伝
達する。また、記録装置１０３から伝達された映像信号を電気信号に変換する情報処理手
段であり、映像信号の増幅・アナログデータ化・データ復元操作等を行って電気信号とし
、立体撮像表示装置１０１に対して電気信号を伝達する。
【００６９】
記録装置１０３は、映像信号を記録して一定期間保存するための装置であり、電気的に情
報の記録を行う半導体記憶装置であるメモリや、磁気的に情報の記録を行う磁気記憶装置
である磁気ディスクや磁気テープ、光学的に情報の記録を行う装置等が用いられる。
【００７０】
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図１１は本実施の形態における立体撮像表示装置１０１の構造を示した概略図である。立
体撮像表示装置１０１は、受発光素子１１５が配列された受発光部１１１と、受発光部１
１１が受発光する光の入出射方向と電気信号とを同期させるための同期制御回路１１４を
有する装置である。
【００７１】
受発光部１１１は電気配線（図示せず）が形成された基板であり、受発光部１１１の撮像
および表示を行う側の面上には受発光素子１１５が行方向および列方向に複数配列されて
おり、各受発光素子１１５は外部から入射してきた光を受光すると共に、外部への光の発
光を行う。各受発光素子１１５は受発光部１１１上に形成された電気配線を介して同期制
御回路１１４に接続されており、同期制御回路１１４から送出される制御信号に応じて光
の入射方向と出射方向を変化させる。
【００７２】
同期制御回路１１４は、受発光素子１１５の受光および発光の方向を制御する回路であり
、受発光素子１１５が受光した光の電気信号と受光方向とを関連付けして情報処理モジュ
ール１０２に送出し、情報処理モジュール１０２から受け取った電気信号と発光方向とを
同期させて受発光素子１１５に送出する。
【００７３】
次に、画素を構成する受発光素子１１５の詳細な構造と、時間分割を用いた複数方向から
の入射光の受光と複数方向への出射光の発光について図１２を用いて説明する。図１２（
ａ）は、一画素に形成される受発光素子１１５について示す模式断面図であり、図１２（
ｂ）は受発光素子１１５の構造を示す斜視図である。
【００７４】
受発光素子１１５は、平坦な板である平面板１１７と、平面板１１７の一つの辺に形成さ
れた棒状の軸である回転軸１１８を有し、回転軸１１８が回転可能に保持されて平面板１
１７に静電力、磁力、圧電等が加えられることにより、平面板１１７が回転軸１１８を回
転中心とした振動運動を行う。つまり、受発光素子１１５は回転軸１１８を回転中心とし
た振動運動を行う駆動体としての機能を有する。
【００７５】
平面板１１７上には受光素子１１９と発光素子１２２が搭載され、受光素子１１９にはラ
イトガイド１２０が取り付けられ、ライトガイド１２０の先端にはレンズ１２１が取り付
けられている。また、発光素子１２２にはライトガイド１２３が取り付けられ、ライトガ
イド１２３の先端にはレンズ１２４が取り付けられている。ライトガイド１２０とライト
ガイド１２３は延伸方向が同一となるように平行に平面板１１７上の位置が固定されてい
る。
【００７６】
また、平面板１１７には図示しない電気配線が形成されており、受光素子１１９および発
光素子１２２が平面板１１７上の電気配線と受発光部１１１上の電気配線を介して情報処
理モジュール１０２と電気的に接続されている。受光素子１１９および発光素子１２２は
、電圧が印加されると発光を行い光を受光すると電圧を発光する性質を有する素子であり
、発光ダイオードが用いられる。
【００７７】
ライトガイド１２０，１２３は光ファイバー等で形成された柱状の導光路であり、ライト
ガイド１２０，１２３の側面から光は入射せず、端面から入射した光を反対の端面に導く
機能を有する。ライトガイド１２０，１２３の導光路としての長さは、レンズ１２１，１
２４の焦点距離ｄと同程度に設定されており、受光素子１１９と発光素子１２２はそれぞ
れレンズ１２１，１２４の焦点位置に配置されている。したがって、外部方向から入射し
た光のうちレンズ１２１によって屈折させられて受光素子１１９に集光されるものは、入
射光の経路である入射経路１２５に制限され、発光素子１２２が発光した光はレンズ１２
４によって屈折させられて、外部に射出する光の経路は出射経路１２６に決定される。し
たがって、ライトガイド１２０とライトガイド１２３とは平面板１１７上に平行に固定し
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て配置されているため、入射光の経路である入射経路１２５と出射光の経路である出射経
路１２６とは平行になり、平面板１１７に対する角度が同一となる。
【００７８】
回転軸１１８を中心として平面板１１７を回転駆動して、時間ｔがｔ１ ，ｔ２ ，ｔ３ ・・
・・ｔｎ と経過したときに平面板１１７と受発光部１１１とが成す角θがθ１ ，θ２ ，θ

３ ・・・・θｎ と変化すると、受発光部１１１への垂線方向と入射経路１２５および出射
経路１２６が成す角もθ１ ，θ２ ，θ３ ・・・・θｎ に変化する。受発光素子１１５が駆
動して平面板１１７と受発光部１１１とが成す角θが変化することにより、入出射光の経
路が変化するため、受発光素子１１５は受発光の経路を選択する光路選択素子として機能
することになる。
【００７９】
同期制御回路１１４は、受発光素子１１５の駆動制御に関連付けして受光素子１１９が受
光した光の電気信号を受け取るので、全ての画素に関して時間ｔと入射光の入射角度と画
素位置と電気信号を関連付けして情報処理モジュール１０２に送出する。したがって情報
処理モジュール１０２には、全ての画素での時間分割によって変化する撮像方向の受光が
電気信号として送出されることになる。
【００８０】
情報処理モジュール１０２は、受け取った電気信号に増幅・デジタルデータ化・データ圧
縮操作等を施して映像信号に変換し、映像信号を記録装置１０３に送出し、記録装置１０
３は映像信号を記録する。記録された映像信号は情報処理モジュール１０２によって読み
出されて、必要に応じて情報処理モジュール１０２が映像信号に増幅・アナログデータ化
・データ復元操作等を施して電気信号に変換する。情報処理モジュール１０２は時間経過
順に変換された電気信号を立体撮像表示装置１０１に送出し、同期制御回路１１４が、時
間ｔと出射光の出射角度と画素位置とが関連付けされた電気信号を受発光素子１１５の駆
動制御に関連付けして発光素子１２２に送出する。これにより、立体撮像表示装置１０１
が時間分割により撮像した複数方向の光を立体撮像表示装置１０１が時間分割により複数
方向への表示を行うことになり、撮像時と同様の時間経過で同方向に発光を行うことがで
きる。
【００８１】
上述した様に、立体撮像表示装置１０１が時間分割により複数方向の光を受光し、立体撮
像表示装置１０１が時間分割により複数方向への発光を行い、視聴者が立体撮像表示装置
１０１の全画素からの発光を見た場合には、第一の実施の形態で図６を用いて説明した理
由により立体を認識することとなる。
【００８２】
上述した説明においては、図１３（ａ）に示すように受発光部１１１の法線方向に対する
入射光の入射角度と出射光の出射角度は同一であるとしたが、図１３（ｂ）に示すように
受発光部１１１の法線方向に対する入射光の入射角度がθである場合に、情報処理モジュ
ール１０２が出射光の出射角度を－θとし、鏡面反射の関係とすることもできる。
【００８３】
［第四の実施の形態］
次に、本願発明の他の実施の形態として、時間分割による複数方向からの受光と複数方向
への発光とを同一の装置において実現するための立体撮像表示装置を示す。本実施の形態
は、発光素子あるいは受光素子の前面に配置したマイクロレンズを周期的に振動させるこ
とで光の進行方向を変化させる立体撮像表示装置により立体の撮像および表示を行うもの
である。
【００８４】
本実施の形態の立体撮像表示装置を用いて立体の撮像と表示を行う構成については第三の
実施の形態で図１０に示したブロック図と同様であり、説明の簡略化のために省略する。
【００８５】
図１４は本実施の形態における立体撮像表示装置１０１の構造を示した概略図である。立
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体撮像表示装置１０１は、受発光素子２１５が配列された受発光部２１１と、受発光部２
１１の前面に配置されたレンズアレイ２１２と、レンズアレイ２１２を図中ｙ軸方向に変
位させる振動装置２１３と、受発光部２１１が受発光する光の電気信号とレンズアレイ２
１２の変位を同期させるための同期制御回路２１４とを有する装置である。
【００８６】
受発光部２１１は電気配線（図示せず）が形成された基板であり、受発光部２１１の撮像
および表示を行う側の面上には受発光素子２１５が行方向および列方向に複数配列されて
おり、各受発光素子２１５は外部から入射してきた光を受光すると共に、外部への発光を
行う発光ダイオードである。各受発光素子２１５は受発光部２１１上に形成された電気配
線を介して同期制御回路２１４に接続されており、同期制御回路２１４から送出される制
御信号に応じて受発光を行う。
【００８７】
レンズアレイ２１２には、微細な光学レンズであるマイクロレンズ２１６が行方向および
列方向に複数配列されており、各マイクロレンズ２１６は受発光部２１１の受発光素子２
１５と対になる位置に対向して配置されて画素を構成している。また、レンズアレイ２１
２は、振動装置２１３によって受発光部２１１に平行に図中ｙ軸方向に周期的に変位させ
られる。振動装置２１３はピエゾ素子等の圧電素子を用いた装置であり、同期制御回路２
１４からの制御信号に基づいてレンズアレイ２１２の原点からｙ軸方向への変位量を制御
する装置である。
【００８８】
同期制御回路２１４は、受発光素子２１５の受光および発光の方向を制御する回路であり
、受発光素子２１５が受光した光の強度とレンズアレイ２１２の変位とを関連付けした電
気信号として情報処理モジュール１０２に送出し、情報処理モジュール１０２から受け取
った電気信号に基づいてレンズアレイ２１２の変位と受発光素子２１５の発光を同期させ
る。
【００８９】
図１５は、受発光素子２１５とマイクロレンズ２１６との位置関係を示した模式図である
。受発光部２１１上に配置された受発光素子２１５とレンズアレイ２１２に配列されたマ
イクロレンズ２１６とは、図中ｚ軸方向に距離ｄを隔てて相対している。図中φＯ Ｐ Ｔ は
受発光素子２１５の発光を行う面の直径を表し、φＬ Ｅ Ｎ Ｓ はマイクロレンズ２１６の直
径を表している。また、マイクロレンズ２１６の中心と受発光素子２１５の中心とのｙ軸
方向の差を変位Δｙで表している。
【００９０】
振動装置２１３が同期制御回路２１４からの制御信号に基づいてレンズアレイ２１２をｙ
軸方向に変位させると、マイクロレンズ２１６の中心と受発光素子２１５の中心とのｙ軸
方向の変位Δｙも変化する。変位Δｙが変化することで、マイクロレンズ２１６と受発光
素子２１５との相対的な位置が変化するため、マイクロレンズ２１６を通過して受発光素
子２１５に到達する入射光の入射経路と、受発光素子２１５が発光した光がマイクロレン
ズ２１６を通過して外部に出射する出射経路とが変化することになる。
【００９１】
図１６は、マイクロレンズ２１６と受発光素子２１５との相対的な位置関係の変化と、入
射経路および出射経路の変化を説明する概念図である。マイクロレンズ２１６が振動装置
２１３によって変位させられることにより、受発光素子２１５のマイクロレンズ２１６に
対する相対位置が２１５（ａ）～（ｄ）に変化すると、受発光素子２１５（ａ）～（ｄ）
まで到達する光の経路はそれぞれ入射経路２１７（ａ）～（ｄ）方向に変化する。同様に
、受発光素子２１５（ａ）～（ｄ）が発光した場合にレンズを通過して出射する経路は出
射経路２１８（ａ）～（ｄ）方向に変化する。つまり、レンズアレイ２１２が振動装置２
１３によって変位されてマイクロレンズ２１６と受発光素子２１５との相対位置が変化す
ることにより、光が入射してくる方向および光が出射していく方向を変化させることがで
きる。
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【００９２】
図１７は、受発光素子２１５が発光してマイクロレンズ２１６により光が屈折される際の
、出射光の進行方向と受発光部２１１の垂線方向とが成す射出角度と、マイクロレンズ２
１６の中心と受発光素子２１５の中心とのｙ軸方向での差である変位Δｙとの関係を示し
たグラフである。マイクロレンズ２１６の直径φＬ Ｅ Ｎ Ｓ を３００μｍとし、マイクロレ
ンズ２１６と受発光素子２１５とのｚ軸方向での距離ｄは５０μｍとした。変位Δｙの変
化と射出角度も変化とは比例関係にあることがわかる。入射光の入射経路と出射光の出射
経路は同じであるので、入射光の進行方向が受発光部２１１の垂線方向とが成す入射角度
にも同様の関係が成り立つと考えられる。マイクロレンズ２１６が振動して変位Δｙと射
出角度が変化することにより、入出射光の経路が変化するため、マイクロレンズ２１６は
受発光の経路を選択する光路選択素子として機能することになる。
【００９３】
図１８は、マイクロレンズ２１６の材質として用いられるＰＭＭＡ（ポリメチルメタクリ
レート、アクリル樹脂）の屈折率を示した表である。光の三原色である青・緑・赤のいず
れにおいても同程度の屈折率を有することから、受発光素子２１５を一画素あたりに青・
緑・赤の複数配置して青・緑・赤の受発光を行う場合にも、上述したマイクロレンズ２１
６の変位により光の入射方向と出射方向とを変化させることができることがわかる。
【００９４】
同期制御回路２１４は、レンズアレイ２１２の駆動制御に関連付けして受発光素子２１５
が受光した光の電気信号を受け取るので、全ての画素に関して時間ｔとマイクロレンズ２
１６の変位Δｙと画素位置と電気信号を関連付けして情報処理モジュール１０２に送出す
る。したがって情報処理モジュール１０２には、全ての画素での時間分割によって変化す
る撮像方向の受光が電気信号として送出されることになる。
【００９５】
情報処理モジュール１０２は、受け取った電気信号に増幅・デジタルデータ化・データ圧
縮操作等を施して映像信号に変換し、映像信号を記録装置１０３に送出し、記録装置１０
３は映像信号を記録する。記録された映像信号は情報処理モジュール１０２によって読み
出されて、必要に応じて情報処理モジュール１０２が映像信号に増幅・アナログデータ化
・データ復元操作等を施して電気信号に変換する。情報処理モジュール１０２は時間経過
順に変換された電気信号を立体撮像表示装置１０１に送出し、同期制御回路２１４が、時
間ｔとマイクロレンズの変位Δｙと画素位置が関連付けされた電気信号をレンズアレイ２
１２の駆動制御に関連付けして受発光素子２１５に送出する。これにより、立体撮像表示
装置１０１が時間分割により撮像した複数方向の光を立体撮像表示装置１０１が時間分割
により複数方向への表示を行うことになり、撮像時と同様の時間経過で同方向に発光を行
うことができる。
【００９６】
上述した様に、立体撮像表示装置１０１が時間分割により複数方向の光を受光し、立体撮
像表示装置１０１が時間分割により複数方向への発光を行い、視聴者が立体撮像表示装置
１０１の全画素からの発光を見た場合には、第一の実施の形態で図６を用いて説明した理
由により立体を認識することとなる。
【００９７】
［第五の実施の形態］
次に、本願発明の他の実施の形態として、時間分割による複数方向からの受光と複数方向
への発光とを同一の装置において実現するための立体撮像表示装置を示す。本実施の形態
は、発光素子あるいは受光素子の前面に配置した液晶入り導波路により光の経路を選択す
る立体撮像表示装置により立体の撮像および表示を行うものである。
【００９８】
本実施の形態の立体撮像表示装置を用いて立体の撮像と表示を行う構成については第三の
実施の形態で図１０に示したブロック図と同様であり、説明の簡略化のために省略する。
【００９９】
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図１９は本実施の形態における立体撮像表示装置１０１の構造を示した概略図である。立
体撮像表示装置１０１は、受発光素子３１５が配列された受発光部３１１と、受発光素子
３１５の受発光面上に積層して配置された液晶光路選択素子３１６と、受発光部３１１が
受発光する光の電気信号と液晶光路選択素子３１６の動作を同期させるための同期制御回
路３１４とを有する装置である。
【０１００】
受発光部３１１は電気配線（図示せず）が形成された基板であり、受発光部３１１の撮像
および表示を行う側の面上には受発光素子３１５が行方向および列方向に複数配列されて
いる。各受発光素子３１５は外部から入射してきた光を受光すると共に、外部への発光を
行う発光ダイオードである。各受発光素子３１５は受発光部３１１上に形成された電気配
線を介して同期制御回路３１４に接続されており、同期制御回路３１４から送出される制
御信号に応じて受発光を行う。
【０１０１】
液晶光路選択素子３１６は、受発光素子３１５の受発光面上に積層して配置されて、受発
光素子３１５が受光又は発光する光の経路を選択的に変更して、受発光素子３１５に対し
て入射する光の入射経路と出射する光の出射経路を選択する素子であり、液晶導波路とし
て機能する。
【０１０２】
同期制御回路３１４は、受発光素子３１５の受光および発光の方向を制御する回路であり
、受発光素子３１５が受光した光の電気信号と液晶光路選択素子３１６が選択する光の入
射方向とを関連付けして情報処理モジュール１０２に送出し、情報処理モジュール１０２
から受け取った電気信号を液晶光路選択素子３１６が選択する光の出射方向と同期させて
受発光素子３１５に送出する。
【０１０３】
図２０は、液晶光路選択素子３１６の構造を模式的に示し、光の経路選択を説明する模式
図であり、図２０（ａ）は平面図であり、図２０（ｂ）は斜視図である。液晶光路選択素
子３１６は樹脂により形成した型枠３２０に、空洞である光路３２１および光路３２２を
形成した構造を有している。また、光路３２１の上面と下面にそれぞれ光路電極３２３ａ
と光路電極３２３ｂを配して光路３２１内に液晶を充填している。また、光路３２２の上
面と下面にそれぞれ光路電極３２４ａと光路電極３２４ｂを配して光路３２２内に液晶を
充填している。
【０１０４】
光路３２１と光路３２２の一端は、型枠３２０の受発光素子３１５に対向する面で共通す
る空洞となっており、多端はそれぞれ型枠３２０の異なる部分まで貫通する空洞となって
いる。また、型枠３２０の周囲に可視光を遮蔽する遮蔽膜が形成されており、光路３２１
および光路３２１の端部には遮蔽膜が形成されていないとする。
【０１０５】
液晶光路選択素子３１６による光の経路選択は、光路電極３２３ａと光路電極３２３ｂと
の間、光路電極３２４ａと光路電極３２４ｂとの間のどちらかに電圧を印加することによ
り行われる。例えば、型枠３２０を構成する樹脂の光の屈折率が１．４２であり、光路３
２１と光路３２２に充填されている液晶の屈折率が電圧印加時に１．６０であり電圧無印
加時に１．４２である場合には、光は電圧が印加された液晶が充填されている光路を通過
することになる。
【０１０６】
したがって、同期制御回路３１４からの制御信号に基づいて液晶光路選択素子３１６が電
圧が印加される電極が変化すると、光路電極３２３ａと光路電極３２３ｂとの間に電圧が
印加された場合には光は光路３２１を通過するので、図中Ａ方向と受発光素子３１５との
受発光が可能になり、光路電極３２４ａと光路電極３２４ｂとの間に電圧が印加された場
合には光は光路３２２を通過するので、図中Ｂ方向と受発光素子３１５との受発光が可能
になる。液晶光路選択素子３１６の電圧印加に応じて液晶の屈折率が変化し、入出射光の
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経路が変化するため、液晶光路選択素子３１６は受発光の経路を選択する光路選択素子と
して機能することになる。
【０１０７】
図２０では光路を型枠３２０に二経路形成した例を示したが、光路の数を増加させること
により、光路数に応じた受発光の方向を選択することが可能となり、図２１に示すように
、液晶光路選択素子３１６を通過して受発光素子３１５に到達する入射光の入射経路と、
受発光素子３１５が発光した光が液晶光路選択素子３１６を通過して外部に出射する出射
経路とを適宜変更して時分割により受発光方向を選択することが可能となる。
【０１０８】
上述した様に、立体撮像表示装置１０１が時間分割により複数方向の光を受光し、立体撮
像表示装置１０１が時間分割により複数方向への発光を行い、視聴者が立体撮像表示装置
１０１の全画素からの発光を見た場合には、第一の実施の形態で図６を用いて説明した理
由により立体を認識することとなる。
【０１０９】
［第六の実施の形態］
次に、本願発明の他の実施の形態として、時間分割による複数方向からの受光と複数方向
への発光とを同一の装置において実現するための立体撮像表示装置を示す。本実施の形態
は、発光素子あるいは受光素子の前面に配置した光干渉路により光の経路を選択する立体
撮像表示装置により立体の撮像および表示を行うものである。
【０１１０】
本実施の形態は、第五の実施の形態で図１９に示した立体撮像表示装置１０１において用
いた液晶光路選択素子３１６の代わりに、マッハツェンダー光路選択素子４１６を用いた
実施の形態について説明するものであり、光路の選択にマッハツェンダー光路選択素子４
１６を用いる以外は第五の実施の形態と同様の構成を用いるため重複する説明を省略する
。
【０１１１】
図２２は、マッハツェンダー光路選択素子４１６の構造を示す平面図である。マッハツェ
ンダー光路選択素子４１６は、可視光を透過しない樹脂で形成された型枠４２０の内部に
、光の透過が可能な光路４２１と光路４２２が形成され、光路４２１の中間には光干渉路
４２３が形成され、光路４２２の中間には光干渉路４２４が形成されている。光路４２１
と光路４２２の一端は型枠４２０の受発光素子３１５に対向する面に露出し、多端は型枠
４２０の他の面に別々に露出して形成されている。
【０１１２】
マッハツェンダー光路選択素子４１６による光の経路選択は、光干渉路４２３と光干渉路
４２４のどちらかで光を干渉させて光の打消しを行うことにより行われる。干渉により光
が打ち消された光路を介しては受発光が行われず、光の打消しがされなかった光路を介し
てのみ受発光素子３１５が受発光を行うことになる。
【０１１３】
図２３は、光干渉路４２３，４２４による光の打ち消しについて説明した図である。図２
３（ａ）は光の打消しを行わない場合に通過する光の位相と強度を模式的に示した図であ
り、光路４２１の一端から入射した光は部分光路４２１Ａと部分光路４２１Ｂとを分岐さ
れて通過し、同位相で光路４２１で合流し多端から出射することになる。このとき、部分
光路４２１Ａと部分光路４２１Ｂとの経路差が通過する光の波長の整数倍とすることで、
合流時の光の位相を等しくして入射光と同じ強度の光を出射することができる。
【０１１４】
図２３（ｂ）は光の打消しを行う場合に通過する光の位相と強度を模式的に示した図であ
り、光路４２２の一端から入射した光は部分光路４２２Ａと部分光路４２２Ｂとを分岐さ
れて通過し、反対位相で光路４２２で合流し多端から出射することになる。このとき、部
分光路４２２Ａと部分光路４２２Ｂとの経路差を通過する光の波長の整数倍としても、部
分光路４２２Ａの中間に位相制御部４２５を形成しておくことで、合流時の光の位相を半
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波長ずれたものとして入射光の強度である振幅を無くして光を打ち消す。
【０１１５】
位相制御部４２５は、電圧の印加により屈折率が変化する液晶層と電極により形成され、
電圧無印加時には部分光路４２２Ａおよび光路４２２と屈折率が等しくなり、電圧印加時
には屈折率が変化して電圧無印加時の通過光とは位相が半波長ずれる半波長板として機能
する。
【０１１６】
したがって、同期制御回路３１４からの制御信号に基づいて光干渉路４２３の位相制御部
４２５に電圧が印加され、光干渉路４２４の位相制御部４２５に電圧が印加されない場合
には、光路４２１を通過する光は打ち消され光路４２２を光が通過する。このため、図中
Ａ方向と受発光素子３１５との受発光が不可能になり、図中Ｂ方向と受発光素子３１５と
の受発光が可能になる。マッハツェンダー光路選択素子４１６の位相制御部４２５に印加
される電圧に応じて、光が打ち消される光路が変化し入出射光の経路が変化するため、マ
ッハツェンダー光路選択素子４１６は受発光の経路を選択する光路選択素子として機能す
ることになる。
【０１１７】
図２２では光路を型枠４２０に二経路形成した例を示したが、光路の数を増加させること
により、光路数に応じた受発光の方向を選択することが可能となり、マッハツェンダー光
路選択素子４１６を通過して受発光素子３１５に到達する入射光の入射経路と、受発光素
子３１５が発光した光がマッハツェンダー光路選択素子４１６を通過して外部に出射する
出射経路とを適宜変更して時分割により受発光方向を選択することが可能となる。
【０１１８】
【発明の効果】
立体撮像装置および立体表示装置において，各画素を通過する複数の光線の方向と強度を
時分割して記録し再生する機構により，臨場感のある空間の像の鑑賞や視覚的コミュニケ
ーションを実現した。
【図面の簡単な説明】
【図１】立体表示表示装置が表示する映像を視聴者が視聴している様子を示す模式図であ
る。
【図２】　立体撮像装置と立体表示装置を用いて立体の撮像と表示を行う構成について示
したブロック図である。
【図３】　立体撮像装置の構造を示した概略図である。
【図４】　画面における画素と各画素が取得する電気信号を示す概念図である。
【図５】　画素を構成する反射素子と受光素子の詳細な構造と、時間分割を用いた複数方
向からの入射光の受光について説明する模式図である。
【図６】　立体表示装置と視聴者の左目と右目の位置関係を示す模式図である。
【図７】　ライトガイドの他の構造を示す図である。
【図８】　立体撮像表示装置の同一のパネル上の反対面に受光部と発光部を形成した場合
の構成について示したブロック図である。
【図９】　立体撮像表示装置の法線方向に対する入射光の入射角度と出射光の出射角度の
関係を示す模式図である。
【図１０】　立体撮像表示装置を用いて立体の撮像と表示を行う構成について示したブロ
ック図である。
【図１１】　立体撮像表示装置の構造を示した概略図である。
【図１２】　画素を構成する受発光素子の詳細な構造と、時間分割を用いた複数方向から
の入射光の受光と複数方向への出射光の発光について説明する模式図である。
【図１３】　受発光部の法線方向に対する入射光の入射角度と出射光の出射角度の関係を
示す模式図である。
【図１４】　立体撮像表示装置の構造を示した概略図である。
【図１５】　受発光素子とマイクロレンズとの位置関係を示した模式図である。
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【図１６】　マイクロレンズと受発光素子との相対的な位置関係の変化と、入射経路およ
び出射経路の変化を説明する概念図である。
【図１７】　出射光の射出角度と変位Δｙとの関係を示したグラフである。
【図１８】　マイクロレンズの材質として用いられるＰＭＭＡ（ポリメチルメタクリレー
ト、アクリル樹脂）の屈折率を示した表である。
【図１９】　立体撮像表示装置の構造を示した概略図である。
【図２０】　液晶光路選択素子の構造を模式的に示し、光の経路選択を説明する模式図で
ある。
【図２１】　光路の数を増加させることにより、光路数に応じた受発光の方向を選択する
ことが可能となる様子を示す模式図である。
【図２２】　マッハツェンダー光路選択素子の構造を示す平面図である。
【図２３】　光干渉路による光の打ち消しについて説明した図である。
【符号の説明】
１　　立体撮像装置
５　　立体表示装置
７１，１０１　　立体撮像表示装置
２，４，７２，１０２　　情報処理モジュール
３，７３，１０３　　記録装置
１４，５４，１１４，２１４，３１４　　同期制御回路
６　　視聴者
７　　左目
８　　右目
１３　　光入射口
５３　　光出射口
１１，５１　　反射部
１２　　受光部
５２　　発光部
１１１，２１１，３１１　　受発光部
１６，１１９　　受光素子
５６，１２２　　発光素子
１１５，２１５，３１５　　受発光素子
１５，５５　　反射素子
１７，５７　　鏡面板
１８，５８，１１８　　回転軸
１１７　　平面板
２１　　受光経路
６１　　発光経路
２２，１２５，２１７　　入射経路
６２，１２６，２１８　　出射経路
１９Ｒ，１９Ｇ，１９Ｂ，５９Ｒ，５９Ｇ，５９Ｂ　　発光ダイオード
２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ，６０Ｒ，６０Ｇ，６０Ｂ，１２０，１２３　　ライトガイド
１２１，１２４　　レンズ
２１２　　レンズアレイ
２１３　　振動装置
２１６　　マイクロレンズ
３１６　　液晶光路選択素子
４１６　　マッハツェンダー光路選択素子
３２０，４２０　　型枠
３２１，３２２，４２１，４２２　　光路
３２３ａ，３２３ｂ，３２４ａ，３２４ｂ　　光路電極
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４２１Ａ，４２１Ｂ，４２２Ａ，４２２Ｂ　　部分光路
４２３，４２４　　光干渉路
４２５　　位相制御部

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】
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【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】
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