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3Dディスプレイの課題と

新たな立体錯視現象の発見

3Dディスプレイは，我々が普通に

見ている実世界を奥行き方向も含めて

表現できるディスプレイであり，高臨

場感を得ることができます．これまで，

立体メガネなどをかけて立体感を表す

メガネ式をはじめ，多くの方式が提案

されています(1)～(5)．これらの表示方式

においては，観察者の疲労の問題や装

置構成が複雑になる，一般的な画像

が表示できないなどの多くの課題があ

り，実用化に向けてこれを解決すべく

精力的に研究開発が行われています．

NTTサイバースペース研究所では，

多くのエッジを持った２つの画像を透

明な前後２面に重ね合わせて表示し，

その前後２面の画像の輝度比（明る

さの割合）を変化させることで２面の

間の任意の位置に奥行き位置を知覚

できる新たな立体錯視現象〔DFD

（Depth-Fused 3-D）錯視現象〕を

発見しました(6)～(8)．これは簡単な装

置構成で疲労感が少ない3D表示を実

現できる方式であり，携帯電話やカー

ナビゲーション，PCモニタ，アミュー

ズメント，広告などのディスプレイに

応用できると考えています．

DFD錯視現象と

従来のDFDディスプレイ

DFD錯視現象を用いた表示方式の

概要を図１に示します．観察者から見

て奥行き方向に重なり合うように前後

２面の表示面を配置します（図１(a)）．

まず，表示したい3D像をそれぞれの

表示面に観察者の位置から見て重な

り合うような投影像として表示します．

これにより前後２面の２つの像が１つ

に融合して知覚することができます．

次に，提示したい3D像の奥行き位置

に応じて２面間の像の輝度比を変化

させます．すなわち，表示したい3D像

が前面に近い場合には前面の輝度の

割合を高く（例えば図１(b)の前面像

の「トナカイのぬいぐるみ」）し，後面

の輝度の割合を低くします．後面に近

い場合には，前面の輝度の割合を低

く（例えば前面像の「家」）し，後面
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の輝度の割合を高くします．前面と後

面の中間付近の場合には，前面と後

面の輝度の割合を等しく（例えば「人

形」）します．また奥行き方向に連続

的な像（例えば「床面」や「サイドカー

テン」）では連続的な輝度を付加しま

す．その結果，観察者は図１(c)に示

すような奥行き方向が連続的な3D像

を知覚することができます．

従来のDFDディスプレイの構成を

図２に示します．前後２面の表示面

の重なりは，ハーフミラー（半分の割

合で透過/反射する鏡）を用いること

で観察者から光学的に重なり合う構成

としました．

前後２面のLCDを積層した

小型DFDディスプレイ

今回，前後２面の透明なLCD（液

晶ディスプレイ）パネルを重ね，前後２

面の偏光（光の振動方向）の変化を加

算することで輝度比を変化させるDFD

ディスプレイ(9),(10)を開発しました．

最初に，通常のLCDディスプレイ

の構成を図３に示します．観察者側か

ら，検光子，LCDセル，偏光子，バッ

クライトという構成です．表示輝度は

図３に示すようにLCDセルの偏光の

変化量で決まります．TN（Twisted

Nematic）型のLCDディスプレイで

は，「黒」の表示状態では液晶分子が

垂直に配向しているため，入射光の偏

光は変化しません．一方「白」の表

示状態では液晶分子が90°ねじれた配

向をしているため，直線偏光を入射す

るとその偏光方向はねじれに沿って

90°回転します．そして，この間である

「中間調」の表示では一般的におおむね

偏光方向の回転が輝度に応じて０～

90°の間を変化します．この偏光の回

転角度をαとしたとき，輝度はsin2α

で表現することができます．

次に，薄型DFDディスプレイの表

示方式の概要を図４に示します．前

面LCDセルと後面LCDセルを検光子

と偏光子の間に間隔を空けて配置す

る構成としました．通常のLCDディス

プレイのLCDセルを前後２面に積層

することで，前面だけ偏光角を変化さ

せた場合には前面だけに輝度が付加さ

れ，後面だけ偏光角を変化させた場

合には後面だけに輝度が付加されるこ

とは容易に想像がつきます．ここでは，

厳密な意味では単純な加算とはなりま

せんが，前面と後面の両方の偏光角を

変化させると，その各々の偏光角が加

算され，輝度も加算されると仮定しま

した．

この偏光角の変化量の加算の仮定

について，後面LCDと前面LCDにお

ける偏光角の変化の状態と輝度を，

次の３つの場合に分けて検討しました．

① 偏光角の変化量が，後面LCD

セルではαだけ変化し，前面

LCDセルでは変化しない０のと

き，図４(a)に示すように加算され

た全体の偏光角の変化量はαに

なると仮定する．このとき，全体

の輝度は後面LCDセル単体と同

様な値L1R（＝sin2α）となる．
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② 偏光角の変化量が，後面LCD

セルでは変化しない０であり，前

面LCDセルではβだけ変化する

とき，図４(c)に示すように加算さ

れた全体の偏光角の変化量はβ

になると仮定する．このとき，全

体の輝度は前面LCDセル単体と

同様な値L1F（＝sin2β）となる．

③ 偏光角の変化量が，後面LCD

セルではαだけ変化し，前面LCD

セルではβだけ変化するとき，図

４(b)に示すように加算された全体

の偏光角の変化量はα＋βにな

ると仮定する．このとき，全体の

輝度はL2（＝sin2（α＋β））と

なると考えられる．

カラー表示では，前後２面のLCDセ

ルが各々RGBのカラーフィルタを持っ

ていることから，前後２面のRGBの

各々の色のフィルタ間で独立した偏光

角の変化量となります．これより，前

後２面のLCDセルの同じ色の画像ど

うしで偏光角の変化量を制御すると，

図１に示したような従来と同様な輝度

比の変化を実現できると考えました．

前面と後面の輝度の加算性の

実験と評価

(1) 輝度の加算性の実験

前面LCDセルと後面LCDセルにお

ける偏光角の変化量による輝度の加算

関係について検証しました．図４に示

した構成を用いて前後２面の全体の輝

度測定を行いました．測定は，後面

LCDセルの輝度を一定にし，前面

LCDセルの輝度を最小～最大まで変

化させて行いました．

前面LCDセルと後面LCDセルの

各々の輝度と全体の輝度の関係を測

定した結果を図５に示します．この結

果より，前面LCDセルと後面LCDセ

ルの偏光角の変化量の加算によって

近似的にではあるが輝度が加算されて

いることが分かります．しかし，前面

と後面の輝度を単純に加算した和と比

べて，中心付近が輝度の高い方向へ

最大で15％程度ずれる結果となって

います．具体的には，前面あるいは後

面LCDセルの輝度が最小（α＝０あ

るいはβ＝０）のときと，輝度の和が

最大（α＋β＝90°）のときにずれは

ほぼ０となり，それ以外のときにはず

れる結果となっています．前述した仮

定も，上記の３条件ではL2＝L1F＋L1R

となり，それ以外ではL2≠L1F＋L1Rと

なるため，この仮定は今回の実験結果

に現れた線形加算からのずれをよく説

明できていると考えています．

次にこの偏光角の変化量の加算に

よる輝度のずれがDFD表示の阻害要

因にならないか主観評価によって確認

を行いました．

(2) 主観評価

10人の被験者にて図１と同様な画

像を提示し，各オブジェクト（トナカ

イのぬいぐるみ，家，人形，床面，サ

イドカーテン）が前面と後面の間の位

置で相対的にどのような配置関係にあ
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るかについて評価しました．観察者と

画像の位置関係は，観察者の両眼の

中心点から前後画像が重なり合う配置

としました．また観察者と前面までの

距離は500 mmとし，前面と後面の距

離を５mmとしました．この面間距離

は，観察者の片眼から知覚される前後

画像のエッジのずれ(6)～(8)が，観察者

から目立ちにくくなる間隔に設定しま

した．

10人の被験者すべてにおいて，奥行

き感は奥行き方向に圧縮されているが，

図１(c)に示したものと同様に，トナカ

イのぬいぐるみが前面の近く，家が後

面の近く，人形が前面と後面の中間

付近，床面とサイドカーテンが前面か

ら後面に連続的であるという結果とな

りました．これより，奥行き感につい

ては前後面の間隔である５mmという

狭い奥行きに圧縮されてはいるが，奥

行き方向の位置関係については本来の

対象物の位置関係と同様になり，従

来の方式と同様であるという結果が得

られました．また以前の報告(6)～(8)で

はハーフミラーを用いて前後２面のディ

スプレイを重ね合わせ，輝度と奥行き

位置の関係がほぼ比例することが分

かっています．この報告と図５の前面

と後面の輝度の加算性の実験結果よ

り，本方式での奥行き位置は最大で

15％程度のずれが生じていると考えら

れます．このため，より正確な3D像を

表示するには，補正方法などの検討が

必要であると考えています．今回の評

価では，偏光角の変化量を利用した

DFDディスプレイでの奥行き表現の実

現性は確認できたと考えています．

薄型DFDディスプレイの

プロトタイプ

薄型DFDディスプレイのプロトタイ

プを図６に示します．このプロトタイ

プは２面のLCDパネルを用いた構成

で，使用したLCDパネルのサイズは対

角８インチ，前後２面の間隔は５mm

としました．3D像の奥行き表示エリ

アは，２面間の距離である５mmの奥

行き範囲で表現可能です．今回のプ

ロトタイプの開発により，従来のハー

フミラーを用いた方式に比べて，大幅

に薄型化できる見通しが得られました．

またカラー3D動画像について，小さい

奥行き表示エリアでも自然な3D動画

像を表示できることが確認できました．
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将来の高臨場感通信に向けたリアルで疲
れない3Dディスプレイの実現を目指します．
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図６　薄型DFDディスプレイのプロトタイプ

3D表示エリア：対角８インチ，奥行き５mm


