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あらまし 近年，VR，AR が様々な分野に応用されつつある．HMD はこれらの技術には重要なパーツである
が，現在の HMD は利用者に眼精疲労を発生させることが知られている．近年，この問題の解決のために，次世
代の HMD としてホログラフィを用いたホロ HMD が注目されている．ホロ HMD は，ハードウェアとしての
光学系が重要であるとともに，ホログラムデータを生成する計算機合成ホログラムの技術が重要である．特に，
光学系で必要とされる補正などの処理を計算機合成ホログラムで行うことにより，小型なホロ HMD が実現でき
る．本論文では，計算機合成ホログラムを用いた小型ヘッドマウントディスプレイの構成法について述べる．
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ホロ HMD の最初の試作は竹森ら [2] によって行われ，

1. ま え が き

その実現性が示された．その後，ホロ HMD で表示さ

近年，頭部装着型ディスプレイ (Head Mounted

れた像の焦点距離が正しいことが確かめられた [3]．更

Display: HMD) を用いた Virtual Reality (VR) や

に，最近では，Holographic Optical Element (HOE)

Argument Reality (AR) が実用化の段階に至り，多

を用いたメガネ型の HMD [4] の試作や，HMD メー

くの分野への応用がなされつつある．しかし，HMD

カが次世代の HMD としてホロ HMD の開発に着手す

の利用は，利用者に眼精疲労を発生させることが知ら

ることを表明するなど [5]，ホロ HMD が注目されて

れている．この原因は，未だにはっきりとはしていな

いる．

いが，原因の一つとしては，現在の HMD が表示す

ホロ HMD は，ハードウェアとしての光学系が重要

る像が奥行き的に固定されていることが指摘されてい

であるとともに，ホログラムデータを生成する計算機

る [1]．

合成ホログラムの技術の両輪からなっている．特に，

この問題を解決するために，次世代の HMD として

光学系で必要とされる補正などの処理を計算機合成ホ

ホログラフィを用いたホロ HMD や網膜投射型ディス

ログラムで行うことにより，小型なホロ HMD が実現

プレイが注目されている．両者は像を表示する奥行き

できる．ここでは，ホロ HMD の歴史，利点，その構

に関して大きく異なり，網膜投射型ディスプレイでは

造，今後の可能性について述べる．

被写界深度が非常に深く，目の焦点の奥行きにかかわ
らず焦点のあった像を利用者に見せることができる．
一方，ホロ HMD では，表示像の奥行きを電子的に自

2. 電子ホログラフィ
2. 1 ホログラフィとは

由に変えることができ，利用者は実物体がその奥行き

ホログラフィは 1946 年に Gabor 博士により原理が

にあった場合と同様の自然な像を見ることができる．

発明され，立体写真として 1960–70 年代に活発に作
品が制作された．ホログラフィの特徴は，可干渉な光
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（参照光）を用いて物体からの光（物体光）を干渉縞
として写真乾板に記録する点であり，一般的な写真技
術とは大きく異なる．この写真乾板がホログラムであ
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る．記録した際に用いた参照光と同様な光（再生照明
光）でホログラムを照明することによって，理論的に
は撮影された物体から出る物体光をそのまま再現でき
ることから，波面再生法とも呼ばれる．このため，立
体情報も含めた波面の再生が可能で，現在知られてい
る中で，唯一，完全な立体像の記録と再生可能な技術
である．

2. 2 電子ホログラフィとは
写真乾板を電子デバイスに置き換え，通信可能な
ホログラフィTV システムを開発しようと言う試みは

1966 年にベル研究所で行われたが，その当時の技術で
は実現は困難であり，遠い将来の技術と考えられた [6]．

図1

電子ホログラフィの基本構成

このような技術を電子ホログラフィと呼び，その後も
研究が行われて来た．最初の成功は，1990 年の MIT

示される．この図では，虚像として描かれているが，

の Benton 教授らのグループによるホロビデオシステ

実像を結像させることも可能である．

ムで，実現の可能性を示したが，製品化には技術的な

計算機合成ホログラムでは干渉縞の記録において

問題点が多数あった [7]．その後，コンピュータ技術や

撮像素子の物理的な制約がなく，空間光変調器のパラ

マイクロデバイスの発展とともに，様々な試作システ

メータに合わせて計算することが容易であることから，

ムが開発されて来た [8]．

電子ホログラフィの干渉縞を生成する方法としてよく

電子ホログラフィの基本的な構成としては，写真乾
板を用いたホログラフィより以下の点で異なっている．

•

撮影プロセス：写真乾板を CCD などの撮像デ

バイスに置き換える

•

再生プロセス：写真乾板を空間光変調器（高解

像度の液晶や DMD などの表示デバイスが用いられ
る）に置き換える

•

通信，記録プロセス：撮影されたデータを電子

データ（デジタルデータ）として通信，記録
現在，これらの過程はデジタル装置によって構成さ
れている．

用いられ，前出のホロビデオにおいても，計算機合成
ホログラムの手法によって干渉縞を生成している．

3. ホロ HMD の基本構成
3. 1 HMD への応用の利点
現在の HMD では，表示デバイス表面の像を光学的
に 1m〜2m 先の空中に投影している．このため，像自
体の奥行きの焦点はこの距離に固定されている．AR
用途においては，作業を行っている際に注視する作業
領域の奥行きと，像の奥行きが異なる．この奥行きの
差が大きく異なる場合に眼精疲労が起きることが，実

2. 3 計算機合成ホログラムとは

際の利用での問題となっている．原因については，像

前節の撮影プロセスの説明では，対象物体を置き，

と作業領域を交互に注視する場合，目の焦点調節が頻

これよりの物体光の干渉縞を記録していた．一方で，

繁に変化するためと考えられている．これに対してホ

コンピュータ内部で数値で表現された仮想の物体か

ロ HMD では作業領域の奥行きに像表示することに

ら，計算によって干渉縞データを得る方法も研究され

よって目の焦点距離が一致し，このような疲労は発生

ている．これは計算機合成ホログラムと呼ばれ，物体

しないと考えられている．

表面での光波の反射の計算，光波の伝搬などを，物理

両眼に 3D 画像を表示する VR 用途においては，更

シミュレーションするものである．仮想の情景の生成

に問題は深刻となる．ステレオグラムを用いた 3D 方

やコンピュータからの文字情報，映像情報の生成，サ

式では，視差によって奥行きを提示しているが，像の

イエンティフィックビジュアライゼーションなどに用

焦点は前出の投影された奥行きに固定されている，像

いられている．

を凝視したとき，人間の両眼は近くを見ると寄り目に

図 1 にその基本構成を示すように，計算機で計算さ

なり，遠くでは平行に近くなる輻輳と呼ばれる回転を

れた干渉縞データを直接，空間光変調器に表示し，こ

する．一方，目の水晶体による焦点調節は，自動的に

れに再生照明光を照射することによって，再生像が表

像の奥行きに調節される．このため，輻輳と調節の不
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一致が発生し（輻輳–調節矛盾），これが，長い時間の
利用での疲労の原因と考えられている．ホロ HMD で
は，奥行きに関して輻輳と調節の刺激も，これに対す
る目の反応も一致し，この矛盾が発生しないことが知
られている [9]．
現在のところ，ホロ HMD を長期間利用した際の疲
労に関する研究はないが，これらの理由からより疲労

図2

の少ない HMD が実現できると考えられている．

レンズを用いた視野拡大した光学系の概念図

3. 2 光学系の構成
電子ホログラフィにおいて，空間光変調器は写真乾
板と同様に干渉縞を表示可能な 0.5μm から 1μm 程度
の解像度が必要とされる．しかし，現在，空間光変調
器として用いられている液晶や DMD はこれほど高い
解像度はもっていない．
解像度の不足した空間光変調器を用いると，表示さ
れた像の視野角が狭いものとなる．視野角 θf は，空

図 3 点光源法による計算機合成ホログラムの計算法

間光変調器のピクセルピッチ d とすると，

θf = 2 sin−1 λ/2d

(1)

れ，大きな視野を得ることができる．一方，ホログラ
ムで回折を受けずに透過した光はレンズで収束光とな

で表される．ここで，λ は波長である．現在，空間光

り，目の直前に置かれたバリアに収束するように設計

変調器として用いられる電子デバイスでは d は 3μm〜

されている．この構成によって，視野 θf は，空間光

10μm 程度で，視野が 7 度以下と小さくなる．これは，

変調器のピクセルピッチ d とは無関係になり，そのパ

小さな像しか表示できないことを示している．

ネル幅 L のみによって決定され，

そこで，レンズなどの光学系を用いて，視野を拡大

θ˜f = 2 tan−1 L/2zo

する方法がとられているが，一般に像の視野を拡大す

(2)

ると，これに反比例して視域が小さくなる．立体映像

となる．ここで，zo は液晶から 0 次光が収束する点ま

では，視野と視域を区別しており，視野とは表示可能

での距離（≈ 目までの距離）である．また，視域 Vz

な物体の最大サイズを示し，視域とはその像を見るこ

は

とができる視点の領域を示す．例えば，図 1 の基本的
な構成では視野角と視域角は一致し，10μm の表示デ
バイスを用いると視野角と視域角は 3.8◦ となる．これ
をレンズを用いて視野角を 2 倍の 7.6◦ に拡大すると，
◦

Vz ≈ 2 tan θf

(3)

となる．
また，ホログラムで常に問題となる 0 次光（再生照

視域角は 1.9 と小さくなる．これは，大きな像を見

明光がそのまま通り抜けた光）は，4f 光学系を用い

ようとすると，視点をほぼ動かせないことを示す．こ

て空間フィルタにより除去する方法もあるが，光学系

のことは，現在の電子ホログラフィの大きな問題点と

が長くなる問題があった [11]．そこで，ここでは，目

なっている．

の直前に光を収束させ，ここにバリアを置き，0 次光

これに対して HMD の場合は，目と表示装置の関係
がほぼ固定されているため，視域が狭いことは大きな
問題とはならない．このため，ホロ HMD ではレンズ
を用いて広い視野を獲得することができる．
図 2 にホロ HMD の光学系の基本構成を示す [10]．
半導体レーザからの光はホログラムによる回折を受け，

を除去する方法を採用している．

3. 3 計算機合成ホログラム
計算機合成ホログラムにおいて，物体光の計算法に
は様々なアルゴリズムが提案されている [12]．ここで
は，物体の表面は点光源の集合であると仮定する点光
源法について説明する（図 3）．

像を構成する光が発生する．この光がホログラム直後

ホログラム面での物体光 u(ξ, η) は，点光源 gi (i =

に置かれたレンズにより，ルーペの効果により拡大さ

1 . . . N ) からの球面波の重ね合わせとして表現され，
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u(ξ, η) =

N


gi e−j

2πr
λ

(4)

i

で計算される．ここで，r はホログラム面上の点と点
光源の距離である．ホログラムの干渉縞 I(ξ, η) は，こ
の物体光 u(ξ, η) と参照光 R(ξ, η) の干渉計算

I(ξ, η) = |u(ξ, η) + R(ξ, η)|2

(5)

によって求められる．
図 2 に示すように，ここでの参照光 R(ξ, η) はレン
ズによって収束光に変換されている．式 (5) に収束光

図4

カラーホロ HMD 試作機

を入れて計算する方法もあるが，このほかにも幾つか
の計算法がある [13]．その一つは，空間光変調器には
平行光の参照光が入射しているとし，物体位置がレン
ズによって拡大されると考える方法である．この考え
方を用いると，(x, y, z) にある点光源は，計算に用い
る際の位置 (xc , yc , zc ) は

zo
z
zo − z
zo + zc
zo + zc
x, yc =
y
xc =
zo
zo
zc =

(6)

であるとして，物体光を計算する．これに空間光変調
器に平行参照光が入射しているとして，干渉縞を計算

図 5 HMD の構造概略

する．
従来は，収差の影響を避けるために多数のレンズを
用いていたため，光学系の大型化，重量化が避けられ

利用を目的として，実世界に再生像を重畳するシース
ルー型のシステムである．

なかった．また，小型で軽量な光学系を構成するため

光学系は，シースルーのためのハーフミラーが用い

には，レンズにできるだけ焦点距離の短いものを用い

られている以外は，これまでに紹介した光学系と同様

ることが有効である．しかし，これによって再生像が

であり，図 5 に構造概略を示す．再生照明光として

レンズの収差や組み立て誤差による影響が大きく現れ

RGB レーザを用い，出射直後にレンズで発散光とし

ることになり，画質の劣化につながる．計算機合成ホ

ている．その後，レンズまでの光路 f をコンパクト

ログラムでは自由度の高い波面を生成できるため，物

に納めるためにプリズムミラーによって U ターンさ

体光の計算の時点でこれらの影響を打ち消すことがで

せている．これをレンズを通して収束光に変換して，

きる．組み立て誤差の影響に関しては製作後にその誤

ホログラムを表示する透過型液晶を通過させる．液晶

差を測定し補正する方法があり [14]，歪曲収差に関し

は RGB フィルタを用いたカラー液晶で，各色のピク

ても同様の補正法を用いることができる [15]．このた

セルにはそれぞれの波長で計算した干渉縞が表示され

め，ホロ HMD では計算機合成ホログラムを用いるこ

る．更に，ミラーとハーフミラー，バリアを通して，

とによって，小型で軽量な光学系を用いて実現するこ

目に光を入れている．0 次光は，途中のバリアによっ

とができる．

て除去され再生像の光のみが，観察される．この構成

4. 実 装 例

は図 2 と比べてレンズとホログラムの位置が入れ替
わっているが，レンズとホログラムが十分に薄いと考

ここでは我々が開発した単眼カラーのホロ HMD を

えると光学的には同等である．ここでは zo をレンズ

紹介する．外形は図 4 に示すとおり，片手で保持し

の焦点距離 f と一致させており，レーザよりレンズま

て片目で再生像を見ることができる．これは AR での

でと，レンズからバリアまでの距離は共に f である．
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図 7 リアリスティックなレンダリングを施した再生像
図6

HMD の再生像

表 1 HMD の仕様
ピクセルピッチ
ピクセル数
表示サイズ
波長
レンズ焦点距離
サイズ
重量

液晶

12µm(H) × 12µm(V)
960(H) × 540(V) pixel
11.5(H) × 6.5(V) mm
650nm(R), 512nm(G), 441nm(B)
50mm
40(H) × 120(W) × 108(D) mm
300g

言える．計算機合成ホログラムの技術を用いることに
よって，従来の HMD に比べてより単純な光学系が実
現できることを考えると，今後の軽量化の可能性は高
いと言え，従来の HMD よりも軽量化できる可能性が
ある．
また，これはホロ HMD だけに限らないが，Holo-

graphic Optical Element (HOE) の利用によって，ミ
ラー，レンズ，光導波路などを，薄い一枚の光学部部

パラメータの詳細は表 1 に示す．現状では，最小，最

品とすることがでる [4]．HOE の利用による軽量化，

軽量のカラー型 HMD である．

小型化には大いに期待でき，メガネ型のホロ HMD も

焦点距離の短いレンズを用いることによって，光学

実現可能と思われる．

系が短くなり小型化されている．また，式 (2) で示す

問題とされる視野角であるが，現在の AR 用として

ように視野が広くなるが，視域は式 (3) に示すように

の HMD の視野は 15◦ 〜35◦ が多く，現状のホロ HMD

狭くなっている．視域が狭くなり，目の瞳の全体に対

の視野角は十分と言えない．視域を十分に取ろうとす

して再生像の波面がカバーできなくなると，再生像の

ると前述のように空間光変調器の解像度とその幅に依

波面が人間の目がもっている解像度や被写界深度を満

存する．本設計の光学系を基とすると，ピクセルピッ

足できなくなる．そこで，奥行きに関して自然な立体

チ 6μm 以下，フルハイビジョン程度のピクセル数で

像を得られるように，ここでは目の瞳を 5mm として，

実現可能である．この仕様をもつ液晶は，高価ではあ

これをカバーする最低限の視域となるように設計され

るが，既に市販されており，空間光変調器の面からは

ている．

実用的な範囲に入ってきたと言える．

図 6 に実物体とともに撮った再生像を示す．赤の音

一方，ホログラムの干渉縞の計算には，まだ問題が

符記号と緑の星形が再生像で，緑の星とカエルの置物

残っている．その一つは計算時間である．式 (4) で示
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