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(57) 要約 立体視認画像を形成 した空間における被検出物の検出を、位置検出の仕掛けの存在を感 じさせずに行
ことができる画像表示装置を提供することを課題とする。 二次元画像 1 を表示する表示手段 1 1 と、表示手段

1 1の画像表示面 1 5 a の前方に配設 され、自身の前方に拡がる前方空間 3 に二次元画像 に基づ<立体視認画像
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明 細 書

画像表示装置

技術分野

０００1 本発明は、二次元画像に基づく立体視認画像を形成する空間に対し、外側から進

入した被検出物の進入位置を検出する画像表示装置に関するものである。

背景技術

０００2 近年、二次元画像を表示する表示手段 (表示部) と、表示手段の画像表示面の前

方に配設されると共に、自身の前方空間に二次元画像の実像を結像する光学パネ、

ル (画像伝達パネル) とを備え、その前方空間の前方にいる目視者に対し、二次元画

像を立体視させる画像表示装置が提案されている。さらに、前方空間に進入した被

検出物 ( 目視者の指等)の進入位置を検出すべく、その前方空間の4辺を囲むょぅに

枠状の認識手段 (位置検出センサ)を設けることが考えられている (例えば、特許文

献 )

特許文献1 特開2００5 4 ０2号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3 しかしながら、このょぅな画像表示装置では、認識手段が光学パネルの前面に設置

されるため、装置全体が大型ィビすると共に、目視者に対し、如何にもそこに何か仕掛

けがあるかのょぅな印象を与えてしまい、驚きや感動を十分に与えることができなかっ
たし。

０００4 本発明は、立体視認画像を形成した空間における被検出物の検出を、位置検出の

仕掛けの存在を感じさせずに行ぅことができる画像表示装置を提供することを目的と

する。

課題を解決するための手段

０００5 本発明の画像表示装置は、二次元画像を表示する表示手段と、表示手段の画像

表示面の前方に配設され、自身の前方空間に二次元画像に基づく立体視認画像を

形成する光学パネルと、光学パネルの後方に配設され、前方空間に進入した被検出



物を、光学パネルを介して光学的に認識する認識手段と、認識手段による認識結果

に基づいて、被検出物の前方空間における進入位置を検出する位置検出手段と、を

備えたことを特徴とする。

０００6 この構成によれば、認識手段により、前方空間に進入した被検出物を光学パネル

を介して光学的に認識し、位置検出手段により、その認識結果に基づいて被検出物

の前方空間における進入位置を検出することができる。そして、認識手段を光学パネ、

ルの後方に配設したことで、光学パネルと目視者との間には、立体視認像しか存在

せず、目視者に位置検出の仕掛けの存在を感じさせることがないと共に、装置全体

をコンパクトに構成することができる。

なお、被検出物の進入位置とは、前方空間に進入した被検出物の前方空間内に

おける刻々の移動位置をも含む概念である。

また、立体視認画像は、実像および虚像のいずれであってもよい。したがって、光

学パネルとして、後述する凸レンズアレイのよぅに、二次元画像の実像を結像させ立

体視させるものや、インテグラルフオトグラフィ方式のよぅに、実像を立体視させるもの

のほか、例えば、パララックスバリア方式やレンチキュラ方式等を適用し、両眼の視差

により虚像を立体視させるものも用いることができる。

０００7 本発明の他の画像表示装置は、二次元画像を表示する表示手段と、表示手段の

画像表示面の前方に配設され、自身の前方空間に二次元画像に基づく立体視認画

像を形成する光学パネルと、二次元画像の画像光が、前方空間に進入した被検出

物により反射した反射光を認識する認識手段と、認識手段による認識結果に基づい

て、被検出物の前方空間における進入位置を検出する位置検出手段と、を備えたこ

とを特徴とする。

０００8 この構成によれば、認識手段は、二次元画像の画像光が被検出物により反射した

反射光を認識するため、表示される二次元画像との関連により、被検出物の前方空

間における進入位置を判断する要素が増すことになる。このため、位置検出の精度

を向上させることができる。また、検出のための発光素子を新たに必要としないため、

コストダウンも期待できる。

０００9 この場合、認識手段は、二次元画像の画像光が被検出物により反射した反射光を



認識し、位置検出手段は、反射光と二次元画像の表示位置とに基づいて、被検出物

の進入位置を検出することが好ま 、。

００1０ この構成によれば、認識手段は、二次元画像の画像光が被検出物により反射した

反射光を認識して、前方空間に進入した被検出物を光学的に認識する。このため、

二次元画像の表示位置に対応した前方空間の位置を、被検出物の進入位置として

検出することができる。例えば、画像表示面の向かって左側に二次元画像が表示さ

れている場合、その表示位置に対応する前方空間の位置 (例えば左側) に被検出物

が進入すると、二次元画像の画像光が被検出物により反射し、認識手段により反射

光が認識されるが、その位置から外れたところに被検出物が進入しても、認識手段に

より反射光が認識されることがない。そのため、二次元画像の画像光の反射光が認、

識された場合には、その二次元画像の表示位置に対応する前方空間の位置を、被

検出物の進入位置として検出することができる。このよぅに、二次元画像の表示位置

と関連させて、被検出物の進入位置の検出を行ぅことができ、位置検出の精度を向

上させることができる。

００11 この場合、表示手段は、色違い複数の二次元画像を表示可能に構成され、認識手

段は、反射光の色彩を識別可能に構成され、位置検出手段は、反射光の色彩と二

次元画像の表示位置とに基づいて、被検出物の進入位置を検出することが好ま 、

００12 この構成によれば、識別した色彩の二次元画像の表示位置に対応した前方空間の

位置を、被検出物の進入位置として検出することができる。例えば、画像表示面の向

かって右側に赤色の二次元画像が表示され、向かって左側に黄色の二次元画像が

表示されている場合に、認識手段により、反射光が赤色であると識別されたときには

、位置検出手段は、赤色の二次元画像の表示位置に対応した前方空間の位置 (例

えば向かって右側)を、被検出物の進入位置として検出する。したがって、二次元画

像の表示位置に加え、二次元画像の色彩と関連させて、被検出物の進入位置の検

出を行ぅことができ、位置検出の精度をより向上させることができる。

なお、色違い複数の二次元画像は、互いに分離していてもよく、連なっていてもよ



００13 この場合、認識手段は、光学パネルを介して前方空間を撮像するエリアセンサであ

り、位置検出手段は、エリアセンサに取り込まれた撮像画像に基づいて、被検出物の

進入位置を検出することが好ま 、。

００14 この構成によれば、取り込んだ撮像画像の画素単位で撮像画面における被検出物

の位置を認識することで、被検出物の進入位置を精度良く検出することができる。

００15 この場合、表示手段は、エリアセンサを内蔵していることが好ま 、。

００ 6 この構成によれば、表示手段にエリアセンサを内蔵して一体に構成したことで、両

者を別体に構成した場合に比べ、装置全体をコンパクトに構成することができる。

００17 この場合、位置検出手段は、撮像画像における被検出物の位置と、撮像画像にお

ける被検出物のフオーカス評価要素とに基づいて、被検出物の三次元的な進入位

置を検出することが好ま 、。

００18 この構成によれば、撮像画像における被検出物の位置に基づいて、前方空間の撮

像面における被検出物の進入位置を検出すると共に、撮像画像における被検出物

のフオーカス評価要素に基づいて、前方空間の撮像面に垂直な方向 (奥行き方向)

における被検出物の進入位置 (進入深さを検出することで、被検出物の三次元的な

進入位置を検出する。このため、被検出物の進入位置を詳細に検出することができ

る。

なお、フオーカス評価要素としては、撮像画像における被検出物のフオーカス感 (

ェソジ) 、サイズの変ィロ率および形状の変ィロ率等を挙げることができる。

００19 この場合、認識手段は、画像表示面から外れた位置に配設され、画像表示面と光

学パネルとの間に配設され、画像表示面からの光を光学パネルに導くと共に、光学

パネルからの光を認識手段に導く導光手段を、さらに備えたことが好ま 、。

００2０ この構成によれば、認識手段を画像表示面から外れた位置に配設することで、装

置設計の自由度を高めることができる。そして、画像表示面から外れた位置に配設さ

れた認識手段に対して、導光手段により光学パネルからの光が導かれるため、被検

出物を光学パネルを介して光学的に認識することができる。

００2 この場合、認識手段は、前方空間を画像表示面に向かって縦および または横に

区分した複数の仮想分割前方空間に対応して、複数個設けられていることが好まし



００22 この構成によれば、複数の仮想分割前方空間に対応して複数の認識手段を設ける

ことで、各認識手段を小型にすることができる。また、複数の認識手段を画像表示面

から外れた位置に配設すると共に画像表示面と光学パネルとの間にハーフミラー等

の導光手段を配設する場合に、導光手段の小型ィビを図ることが可能となるため、画

像表示面と光学パネルとの間の設置スペースを 心くすることができ、装置全体の小

型化を図ることができる。

００23 この場合、光学パネルからの光を認識手段に対して集光する集光手段を、さらに備

えたことが好ま 、。

００24 この構成によれば、認識手段の小型ィビを図ることができ、認識手段の選択の自由

度とレイアウト設計の自由度とを増すことができる。

００25 この場合、位置検出手段による検出結果と、画像表示面に表示される二次元画像

の変ィビとを関連付ける制御テーブルに基づいて、二次元画像を制御する画像制御

部を、さらに備えたことが好ま 、。

００26 この構成によれば、目視者の指等の被検出物の進入位置に応じて、画像表示面に

表示する二次元画像を変ィビさせることができ、ュ一ザーインタラクティブを実現するこ

とができる。しかも、この際、上述したよぅに目視者に指等の位置検出の仕掛けを気

付かせることがないため、目視者に驚きや感動を与え、好奇心を想起させることがで

きる。

００27 この場合、光学パネルは、凸レンズアレイから構成され、立体視認画像は、凸レン

ズアレイにより前方空間に結像した二次元画像の実像であることが好ま 、。

００28 この構成によれば、前方空間に二次元画像の実像を結像させることができ、また、

前方空間に進入した被検出物を認識手段に結像させることにより、検出される撮像

画像を通常の画像 (映像) として認識することが可能なため、画像処理が複雑となるこ

とがない。さらに、目視者は、被検出部が 日視者の指等である場合、その実像を実際

に触っているかのよぅな感覚を得ることができ、臨場感を高めることができる。

００29 図 本発明を適用した画像表示装置の基本構成を示す図である。



図2 本発明の一実施形態に係る画像表示装置の構成図である。

図3 画像表示装置におけるユーザーインタラクティブ機能を説明する図である。

図4 本発明の一実施形態の第 変形例に係る画像表示装置の構成図である。

図5 本発明の一実施形態の第2変形例に係る画像表示装置の構成図である。

図6 記の第2変形例において、集光レンズをさらに備えた画像表示装置の構成図

である。

図7 記の第2変形例において、エリアセンサを複数個備えた画像表示装置の構

成図である。

図8 本発明を適用した画像表示装置において、光センサを用いた画像表示装置の

構成図である。

図9 本発明を適用した画像表示装置において、インテグラルフオトグラフィ方式の光

学パネルを用いた画像表示装置の構成図である。

符号の説明

００3０ 二次元画像

2 実像

3 前方空間

5 被検出物

０ 画像表示装置

皿 表示部

2 レンズアレイユニット

4 制御装置

5a 画像表示面

6 エリアセンサ

7 ハーフミラー

8 集光レンズ

発明を実施するための最良の形態

００3 1 以下、添付の図面を参照して、本発明を適用した画像表示装置の一実施形態につ

いて説明する。この画像表示装置は、例えば、アミューズメントシアター、商品説明用



ディスプレイ、ゲーム機器等に使用される立体表示対応の装置である。すなわち、画

像表示面に表示した二次元画像を空間に結像することで、その実像を立体的に視

認させる装置であって、ュ一ザーインタラクティブ操作を可能としたものである。

００32 図 および図2に示すよぅに、本実施形態の画像表示装置 ０は、二次元画像 (動

画または静止画)を表示すると共に、画像取込機能を備えた表示部皿と、表示部皿

の前方に配設され、自身の前方に拡がる前方空間3に二次元画像 の実像 (立体

視認像 を結像させるレンズアレイュニット 2 (凸レンズアレイ) と、表示部 およびレ

ンズアレイュニット 2を収容する直方体形状の箇体 3と、表示部皿に映像信号を供

給すると共に、取り込まれた撮像画像に基づいて、前方空間3に進入した被検出物 (

目視者の指等)の進入位置を検出する制御装置 4とを備えている。

００33 表示部皿は、例えば、ヵラ一液晶ディスプレイ 5から成り、ディスプレイ 5にエリア

センサを内蔵したいわゆるインプットディスプレイである。すなわち、ディスプレイ 5は

、例えば64０X 48０画素表示のものであり、図示しないが、信号線、走査線および画

素 から成る表示素子を縦横マトリクス状に並べたアレイ基板や、ヵラ一フィルタ

等を重ね合わせて構成されており、アレイ基板上には、複数の表示素子に対応して

、複数の撮像素子 (光電変換素子等) が設けられている。そのため、ディスプレイ 5

は、その画像表示面 5a こ二次元画像 をヵラ一表示することができると共に、内蔵

したエリアセンサにより入射画像の撮像を行ぅことができるよぅになっている。なお、デ

ィスプレイ 5は、必要に応じて、陰極線管、プラズマディスプレイ、有機 装置等で

あってもよい。

００34 このよぅに構成された表示部 、制御装置 4から表示ドライバ46を介して供給さ

れた映像信号に基づいて、画像表示面 5aに二次元画像 を表示する。なお、この

二次元画像 は、前方空間3に結像した実像2が立体的に見えるよぅにすべく、陰影

や遠近法等の立体的な映像表現方法に基づいて作成されている。

００35 さらに、表示部 、前方空間3に進入した被検出物5を、レンズアレイュニット 2

を介して撮像 (認識)し、その撮像データを、制御装置 4に出カする。なお、表示部

ま、例えば、撮像時に赤・青・緑3色の光を順に読み込み、各色の撮像データを

出カするよぅになっている。そして、詳細は後述するが、制御装置 4において、入カ



した各色の撮像データに基づいてカラーの撮像画像 (画像データ) が生成され、被検

出物5の色彩が識別されるよぅになっている。

００36 レンズアレイュニット 2は、2枚の板状レンズアレイ2 と、これらを重ねて一体に支

持するレンズ枠体 (図示省略) とを有し、箇体 3の一面に形成された開口部を塞ぐよ

ぅにして、ディスプレイ 5の画像表示面 5aと略平行に設けられている。なお、図示

では、2枚の板状レンズアレイ2 を一体のものとして表している。

００37 各板状レンズアレイ2 は、複数の凸レンズ要素26を互いの光軸を平行にして平面

内に並べて構成されており、各凸レンズ要素26は、互いの光軸を一致させた一対の

凸レンズ27から成っている。つまり、各板状レンズアレイ2 の両面には、それぞれ複

数の凸レンズ27が互いの光軸を平行にして縦横マトリクス状に設けられており、光軸

の一致する各一対の凸レンズ27が凸レンズ要素26を構成している。

００38 そして、レンズアレイュニット 2は、2枚の板状レンズアレイ2 間で対応する2個の

凸レンズ要素26がその光軸方向に並んで合成レンズ28を構成するよぅに、2枚の板

状レンズアレイ2 を重合させている。

００39 このよぅに構成されたレンズアレイュニット 2は、表示部皿に対し、その画像表示

面 5aが各合成レンズ28の有効な作動距離内に納まるよぅに、表示部皿の前方に

配設されている。そのため、前方空間3 (レンズアレイュニット 2による結像面4) にピ

ントが合った実像2が結像される。

００4０ レンズアレイュニット 2により結像する実像2は、実際には平面画像であるが、目視

者にとっては、実像2が空中に浮かんでいるかのよぅに見えることで、実像2を立体的

に感じることができる。しかも、本実施形態では、上述したよぅに、表示される二次元

画像 が陰影や遠近法等の立体的な映像表現方法に基づいて作成されているため

、結像した実像2を、より立体的な画像として視認させることができる。

００41 また、レンズアレイュニット 2が結像する実像2は、二次元画像 の等倍正立像とな

る。すなわち、レンズアレイュニット 2の各合成レンズ28は、画像表示面 5aに表示

された二次元画像 のぅち、対応する各仮想分割画像 (各合成レンズ28がカバーす

る領域の画像)を、前方空間3に等倍率で結像する。ここで、各合成レンズ28は、2個

の凸レンズ要素26により構成されていることから、二次元画像 の各仮想分割画像か



らの画像光を2回反転させ(表示面側レンズアレイ2 bで一度反転し、結像側レンズ

アレイ2 aで再度反転させ) 、前方空間3に正立像を結像する。したがって、レンズア

レイュニット 2全体では、複数の仮想分割画像の等倍正立像の集合体、つまり二次

元画像 の等倍正立像を実像2として前方空間3に結像する。

００42 さらに、これと同様に、レンズアレイュニット 2の各合成レンズ28は、前方空間3に

進入した被検出物5のぅち、対応する各仮想分割部位を、画像表示面 5aに等倍正

立像として結像する。このため、レンズアレイュニット 2全体では、被検出物5の等倍

正立像を画像表示面 5aに結像する。そして、このとき、レンズアレイュニット 2の結

像面4に位置する被検出物5が、ピントの合った状態で画像表示面 5aに結像する。

００43 したがって、表示部 、レンズアレイュニット 2により画像表示面 5a (ェリアセ

ンサ) に結像した被検出物5を撮像することになる。つまり、表示部 、レンズアレ

イュニット 2を介して、結像面4にピントが合った状態で、前方空間3に進入する被検

出物5を撮像する。

００44 制御装置 4は、制御装置 4全体の処理動作を制御する P 、各種プログラムや

各種データ等を記憶するハードディスク、および P の機能を補ぅと共に周辺回路と

のインタフェース信号を取り扱ぅための論理回路等で構成されている。機能的には、

表示部皿に表示する二次元画像 の映像信号を生成する画像生成部4 と、被検出

物5の進入位置を検出する位置検出部42と、これらの各部を関連付けて制御する統

括制御部43とを備えている。

００45 制御装置 4は、記憶された各種プログラムやデータを必要に応じて読み出し、そ

のプログラムおよびデータに基づいて、画像生成部4 で生成した映像信号を表示ド

ライバ46に出力し、表示部皿を制御する。詳細には、制御装置 4には、後述する進

入位置の検出結果と、二次元画像 の変化とを関連付けた制御テーブルが用意され

ており、これに基づいて、映像信号を生成するよぅになっている。

００46 また、同様にして、表示部皿から入力した撮像データ(赤・青・緑それぞれの撮像

データ) に対して所定の画像処理演算を行い、ヵラ一の撮像画像を生成する。そして

、得られた撮像画像に基づいて、被検出物5の進入位置を検出する。すなわち、撮

像画像における被検出物の位置に基づいて、前方空間3の撮像面 (結像面 ) にお



ける被検出物5の進入位置を検出する。さらに、撮像画像における被検出物5のフオ

ーカス感 (ェッジ) 、サイズ、形状の変ィロ等に基づいて、前方空間3の撮像面に垂直

な方向 (奥行き方向) における被検出物5の進入位置を三次元的に検出することも可

能である。

なお、後述するインテグラルフオトグラフイ方式のよぅに、実際に奥行きを持つ立体

像を表示する他の立体視方式であれば、上記のフオーカス感等のフオーカス評価要

素によらずとも、撮像画像を詳細に画像処理することにより、被検出物5の進入位置

を三次元的に正確に検出することが可能である。

００47 ここで、図3を参照して、本実施形態の画像表示装置 ０におけるュ一ザーインタラ

クテイブ機能について説明する。まず、表示部皿により、立体表示しよぅとする物 (例

えば、猿のキヤラクタ)の二次元画像 を画像表示面 5aに表示し、その実像2を前方

空間3に結像する (同図 (a) 参照)。目視者が前方空間3に被検出物 (例えば手)を

差し入れると、表示部皿により、その被検出物5を撮像し、さらに進入位置を検出す

る (同図 (b)参照)。そして、上記の制御テーブルに基づいて、その差し入れた被検

出物 (手) に実像 (猿) が飛び跳ねていって止まるかのよぅに、猿の二次元画像 を

変ィビさせる (同図 (c) 参照)。このよぅにすることで、目視者に対し、前方空間3に手を

差し入れると、実像2である猿がその手に止まる、れづ遊びを体験させることができる

００48 しかも、レンズアレイュニット 2の後方に表示部 (認識手段 )を配設したことで、レ

ンズアレイュニット 2と目視者との間には、実像 (猿)しか存在せず、目視者に位置

検出の仕掛けの存在を感じさせることがないと共に、装置全体をコンパクトに構成す

ることができる。

００49 なお、猿が手に止まった後、手の動きに合わせて、猿が移動するよぅにしてもよい。

すなわち、前方空間3における被検出物5の移動位置を検出して、その移動位置に

基づいて、猿の二次元画像 の表示位置を移動させるよぅにする。

００5０ さらに、この場合、奥行き方向への手の動きに合わせて猿を移動させることが好まし

い。すなわち、実像2の結像位置が結像面4に対して垂直な方向 (奥行き方向 に移

動可能となるよぅに、例えば画像表示面 5aに対してレンズアレイュニット 2を離接



可能な構成とし、被検出物5の奥行き方向の検出位置に基づいてレンズアレイュニッ
ト 2を画像表示面 5aに対して離接させるよぅにしてもよい。

００5 1 次に、図4を参照して、上記の実施形態の変形例について説明する。第 変形例の

画像表示装置 ０は、上記の画像表示装置 ０と略同様の構成であるが、第 実施形

態では、レンズアレイュニット 2により画像表示面 5aに結像した被検出物5を撮像

し、得られた撮像画像に基づいて、位置検出を行ぅのに対し、本変形例では、その撮

像画像において、被検出物 ( 目視者の指) による画像光の反射光を認識して、位置

検出を行ぅ点で相違している。

００52 表示部 、上記と同様に構成されているが、実像2が結像している前方空間3の

位置に被検出物5が進入したときには、二次元画像 の画像光が被検出物5により反

射することから、被検出物5と共に、その反射光を撮像 (認識)するよぅになっている。

００53 また、制御装置 4も上記と同様に構成されているが、被検出物5および反射光の

撮像データに基づいて、画像光が照射された被検出物5の撮像画像を生成するよぅ

になっている。そして、得られた撮像画像における反射光の色彩と、二次元画像 の

表示位置とに基づいて、被検出物5の進入位置を検出する。

００54 具体的には、画像表示面 5aの向かって右側に黄色の二次元画像 (星マ一列
が表示され、前方空間3の向かって右側にその黄色の実像2 が結像すると共に、画

像表示面 5aの向かって左側に赤色の二次元画像 (ハートマーク) が表示され、前

方空間3の向かって左側にその赤色の実像2 が結像している場合に、表示部皿に

より、反射光が赤色であると識別されたときには、赤色の二次元画像叶の表示位置に

対応した前方空間3の位置 (実像2 の結像位置) 、つまり向かって左側が、被検出物

5の進入位置として検出される。したがって、二次元画像 の表示位置に加えて、二

次元画像 の色彩と関連させて、被検出物5の進入位置の検出を行ぅことができ、位

置検出の精度をより向上させることができる。一方、ュ一ザ一には、前方空間3に対し

てス不ソチ操作を行ぅよぅな感覚を与えることができる。

００55 なお、この場合、反射光の色彩を識別せずとも、反射光を認識したか否かによって

、二次元画像 の表示位置に対応した前方空間3の位置を、被検出物5の進入位置

として検出するよぅにしてもよい。例えば、画像表示面 5aの向かって左側に二次元



画像 が表示されている場合、実像2が結像している前方空間3の左側の位置に被

検出物5が進入すると、表示部皿により反射光が撮像されるが、前方空間3の右半

部の位置に被検出物5が進入しても、表示部皿により反射光は撮像されない。その

ため、二次元画像 の画像光の反射光が撮像された場合には、その二次元画像 の

表示位置に対応する前方空間3の位置を、被検出物5の進入位置として検出するこ

とができる。このよぅに、二次元画像 の表示位置と関連させて、被検出物5の進入位

置の検出を行ぅことができ、位置検出の精度を向上させることができる。

００56 本実施形態では、表示部 (エリアセンサ) に代えて、反射光の有無または反射光

の色彩を検出する簡易な光センサを用いてもよい。この構成によっても、実像2が表

示されている前方空間3に被検出物5が進入すれば、反射光 (またはその色彩) が検

出されるが、実像2が表示されていない前方空間3に被検出物5が進入しても、反射

光 (またはその色彩) は検出されない(そもそも反射光が生じない)ため、反射光の有

無だけで、または、反射光の色彩だけで、被検出物5と実像2の位置が一致している

か否かを判断することが可能である。この場合、撮像画像の画像処理を必要としない
ので、装置を簡略ィか低コストィビすることができる。

００57 続いて、上記の実施形態の他の変形例について説明する。図5に示すよぅに、第2

変形例の画像表示装置 ０も、上記の画像表示装置 ０と略同様の構成であるが、第

実施形態では、表示機能と画像取込機能とを備えたいわゆるインプ、ソトデイスプレイ

により、被検出物5を認識するのに対し、本変形例では、表示機能を備えた表示部

と、画像取込機能を備えたエリアセンサ 6とを備えた点で相違している。

００58 本変形例の画像表示装置 ０は、上述した各装置に加え、画像表示面 5aとレンズ

アレイュニット 2との間で且つ画像表示面 5aから外れた位置に配設されたエリアセ

ンサ 6と、画像表示面 5aとレンズアレイュニット 2との間に配設されたハーフミラー

7を備えている。なお、この場合、表示部 、表示機能のみを備えたものでよい。

００59 エリアセンサ 6は、マトリクス状に撮像素子 (CC 等)を並べて構成されており、先

の実施形態の表示部皿と同様に撮像を行ぅものである。ここでは、エリアセンサ 6は

、デイスプレイ 5の画像表示面 5aと略同サイズに構成されている。

００6０ また、エリアセンサ 6は、画像表示面 5aおよびレンズアレイュニット 2に対し、略



垂直に設けられており、前方空間3に進入した被検出物5が、レンズアレイユニット 2

およびハーフミラー 7を介して、ェリアセンサ 6に結像するようになっている。そして

、その結像した被検出物5を撮像し、撮像データを制御装置 4に出力する。

００6 1 このように、画像表示面 5aから外れた位置にェリアセンサ 6を配設することにより

、被検出物5の認識手段として、上記のような表示部 (インプットデイスプレイ)を用

いることができない場合にも、被検出物を認識することができる。したがって、認識手

段の選択の自由度を増すことができる。

００62 また、この場合、図6に示すように、ハーフミラー 7とェリアセンサ 6との間に集光

レンズ 8を配設してもよい。これによれば、レンズアレイユニット 2からの光が集光さ

れてェリアセンサ 6に結像する。そのため、ェリアセンサ 6のサイズを小さくすること

ができ、ェリアセンサ 6の選択の自由度とレイアウト設計の自由度とを増すことができ

る。

００63 さらに、この場合、図7に示すように、デイスプレイ 5の画像表示面 5aから左右 (あ

るいは上下等) 両側にそれぞれ外れた位置に、画像表示面 5aおよびレンズアレイ

ユニット 2に対して略9 。０ の角度を為して配設された2個のェリアセンサ 6と、画像

表示面 5aおよびレンズアレイユニット 2の間に位置して、これらに対し 。て略45 の

角度を為すと共に、互いに直行する角度 (略「 」の字状) に設けられた2個のハーフ

ミラー 7と、を備えた構成であってもよい。すなわち、前方空間3を画像表示面 5a

に向かって縦方向に区分した2個の仮想分割前方空間3aに、2個のハーフミラー 7

をそれぞれ対応させると共に、2個のェリアセンサ 6をそれぞれ対応させている。

００64 これによれば、上記のような配置で、各仮想分割前方空間3aに対応してェリアセン

サ 6とハーフミラー 7とを設けることで、2個のェリアセンサ 6を画像表示面 5aか

ら外れた位置に配設すると共にハーフミラー 7の小型ィビを図ることができ、画像表示

面 5aとレンズアレイユニット 2との間の設置スペース (各合成レンズ28の作動距離

) が短い場合や、画像表示装置 ０日体の奥行きをコンパクトにしたい場合等に対応

可能となる。また、各ェリアセンサ 6を、各仮想分割前方空間3aに対応した面積とす

ることができ、小型ィヒを計ることができる。

００65 なお、ここまで、被検出物5の認識手段として、ェリアセンサ (表示部 )を用い



たものについて説明したが、位置検出の精度を必要としない場合には、このようなェ
リアセンサに代えて、コストダウンを図るべく、簡易な光センサ 9を用いてもよい(図8

参照)。この場合も、複数の仮想分割前方空間3aに対応して複数の光センサ 9を設

けることで、いずれの仮想分割前方空間3aに被検出物5が進入したか検出すること

ができ、およその進入位置を検出することができる。ここでは、前方空間3を縦方向に

2区分したが、区分数は任意であって、例えば、前方空間3を9区分 (縦3 X横3)し、

これに対応して9個の光センサ 9を設けてもよい。

さらに、上述したように、光センサ 9を、反射光 (またはその色彩)を検出可能な構

成とすれば、実像2の位置 (二次元画像 の表示位置) と関連させて、被検出物5の

進入位置の検出を行うことができる。

００66 以上のように、本発明を適用した画像表示装置 ０によれば、目視者に位置検出の

仕掛けの存在を感じさせることなく、コンパクトな構成により、実像2を形成する前方空

間3に進入した被検出物5の進入位置を検出することができる。

００67 なお、以上の実施形態では、立体画像表示の方式として、レンズアレイユニット 2

により前方空間3に二次元画像 の実像2を結像させるものについて説明したが、他

の方式であってもよく、例えば、パララックスバリア方式やレンチキュラ方式のように、

両眼視差により虚像を立体視させるものでもよい。もっとも、上述した本実施形態や、

後述するインテグラルフオトグラフィ方式のように、実像を立体視させるものが好ましく

、目視者は、その実像を実際に触っているかのような感覚を得ることができ、臨場感

を高めることができる。特に、図9に示すように、インテグラルフオトグラフィ方式の Pレ

ンズアレイ6 によれば、上記のレンズアレイユニット 2と異なり、実像6として実際に

奥行きを持つ立体像 (図示では雲)を形成するため、より臨場感を高めることができる

。さらに、この場合、表示部 インプ、ソトディスプレイであることが好ま 、。

また、二次元画像 を立体視させる光学パネルとしては、それぞれの立体画像表示

の方式に対応して、レンズアレイユニット 2や Pレンズアレイ6 だけでなく、レンチキ

ュラレンズ、バリア、スリット、ヒンホールアレイ等が考えられる。

００68 さらに、レンズアレイユニット 2を用いた本実施形態では、上述したように、被検出

物5の等倍正立像を画像表示面 5a (ェリアセンサ ) に結像するため、他の方式に



比べて、画像処理が複雑となることがない。一方、インテグラルフオトグラフィ方式の

本実施形態や、本実施形態以外の立体画像表示方式では、立体視を可能とする光

学パネルの構造上、被検出物5をそのままの形状で画像認識することができないた

め、画像処理が複雑となってしまぅ。ただし、上述したよぅに複雑な画像処理を行丈
とにより、三次元的な検出も可能になる。

また、以上の実施形態を適宜組み合わせたり、または適宜選択することにより、より

高度な位置検出や、より正確な位置検出も可能であるし、逆に装置の簡略ィビや小型

化、低コストィトも可能であり、必要に応じて様々な位置検出を実現することができる。



請求の範囲

二次元画像を表示する表示手段と、

前記表示手段の画像表示面の前方に配設され、自身の前方空間に前記二次元画

像に基づく立体視認画像を形成する光学パネルと、

前記光学パネルの後方に配設され、前記前方空間に進入した被検出物を、前記

光学パネルを介して光学的に認識する認識手段と、

前記認識手段による認識結果に基づいて、前記被検出物の前記前方空間におけ

る進入位置を検出する位置検出手段と、

を備えたことを特徴とする画像表示装置。

2 二次元画像を表示する表示手段と、

前記表示手段の画像表示面の前方に配設され、自身の前方空間に前記二次元画

像に基づく立体視認画像を形成する光学パネルと、

前記二次元画像の画像光が、前記前方空間に進入した被検出物により反射した反

射光を認識する認識手段と、

前記認識手段による認識結果に基づいて、前記被検出物の前記前方空間におけ

る進入位置を検出する位置検出手段と、

を備えたことを特徴とする画像表示装置。

3 前記認識手段は、前記二次元画像の画像光が前記被検出物により反射した反射

光を認識し、

前記位置検出手段は、前記反射光と前記二次元画像の表示位置とに基づいて、

前記被検出物の進入位置を検出することを特徴とする請求項 または2に記載の画

像表示装置。

4 前記表示手段は、色違い複数の前記二次元画像を表示可能に構成され、

前記認識手段は、前記反射光の色彩を識別可能に構成され、

前記位置検出手段は、前記反射光の色彩と前記二次元画像の表示位置とに基づ

いて、前記被検出物の進入位置を検出することを特徴とする請求項3に記載の画像

表示装置。

5 前記認識手段は、前記光学パネルを介して前記前方空間を撮像するエリアセンサ



であり、

前記位置検出手段は、前記エリアセンサに取り込まれた撮像画像に基づいて、前

記被検出物の進入位置を検出することを特徴とする請求項 または2に記載の画像

表示装置。

6 前記表示手段は、前記エリアセンサを内蔵していることを特徴とする請求項5に記

載の画像表示装置。

7 前記位置検出手段は、前記撮像画像における前記被検出物の位置と、前記撮像

画像における前記被検出物のフオーカス評価要素とに基づいて、前記被検出物の

三次元的な進入位置を検出することを特徴とする請求項5に記載の画像表示装置。

8 前記認識手段は、前記画像表示面から外れた位置に配設され、

前記画像表示面と前記光学パネルとの間に配設され、前記画像表示面からの光を

前記光学パネルに導くと共に、前記光学パネルからの光を前記認識手段に導く導光

手段を、さらに備えたことを特徴とする請求項 または2に記載の画像表示装置。

9 前記認識手段は、前記前方空間を前記画像表示面に向かって縦および または

横に区分した複数の仮想分割前方空間に対応して、複数個設けられていることを特

徴とする請求項 または2に記載の画像表示装置。

０ 前記光学パネルからの光を前記認識手段に対して集光する集光手段を、さらに備

えたことを特徴とする請求項 または2に記載の画像表示装置。

前記位置検出手段による検出結果と、前記画像表示面に表示される二次元画像

の変ィビとを関連付ける制御テーブルに基づいて、前記二次元画像を制御する画像

制御部を、さらに備えたことを特徴とする請求項 または2に記載の画像表示装置。

2 前記光学パネルは、凸レンズアレイから構成され、

前記立体視認画像は、前記凸レンズアレイにより前記前方空間に結像した前記二

次元画像の実像であることを特徴とする請求項 または2に記載の画像表示装置。
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