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(57)【要約】
【課題】ＩＰを利用した電子ホログラフィにおいて被写
体を撮影した撮影画像のデータを有効利用することので
きる技術を提供すること。
【解決手段】ホログラム生成装置２０は、半レンズアレ
イ２を介してＩＰを利用して撮影された被写体１の撮影
画像４を構成する要素画像６を反転した反転要素画像８
から成る表示用画像７を用いて表示用画像７とホログラ
ム面１０との間に半レンズアレイ２が仮想的に配設され
ているものとして反転要素画像８についてＦＦＴ後の変
換画像の半分を書き込んでホログラムを生成する。半レ
ンズアレイ２は、被写体１０１を焦点距離ｆの位置に結
像する凸レンズからなる要素レンズ１０５のレンズ中心
を通る軸線と平行な分割面で要素レンズ１０５を２分割
したときに生成される半レンズと同じ形状の部分レンズ
であり、半レンズアレイ２において、複数の半レンズ５
は、分割面の配設方向が水平方向である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
インテグラル・フォトグラフィを利用してホログラムを生成するために撮影時に被写体
とこの被写体を撮影する撮影装置との間に、水平方向および垂直方向に２次元マトリクス
状に並設される複数のレンズ機能部材を備えるレンズ機能部材アレイであって、
前記レンズ機能部材は、被写体を所定の焦点距離の位置に結像する凸レンズのレンズ中
心を通る軸線と平行な分割面で当該凸レンズを所定の割合で２つに分割したときに生成さ
れる２つの分割レンズのうちの一方と同じ形状の部分レンズであることを特徴とするレン
ズ機能部材アレイ。
【請求項２】
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前記複数のレンズ機能部材は、前記分割面の配設方向が水平方向であることを特徴とす
る請求項１に記載のレンズ機能部材アレイ。
【請求項３】
前記レンズ機能部材は、前記凸レンズを等分割した形状の半レンズであることを特徴と
する請求項１または請求項２に記載のレンズ機能部材アレイ。
【請求項４】
請求項１ないし請求項３のうちのいずれか一項に記載のレンズ機能部材アレイにより取
得される要素画像を上下左右反転した反転要素画像から成る表示用画像を用いて前記表示
用画像とホログラム面との間に前記レンズ機能部材アレイが仮想的に配設されているもの
として演算処理によりホログラムを生成するホログラム生成装置であって、
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入力された前記表示用画像のうち前記レンズ機能部材に対応した反転要素画像の光波分
布を変換して前記ホログラム面の位置における光波分布に対応した物体光としてのホログ
ラム形成用の画像を生成し、前記生成した画像を当該反転要素画像の位置に置き換える画
像変換手段と、
前記反転要素画像の位置に置き換えられたホログラム形成用の画像が配設された前記ホ
ログラム面に参照光を照射したものとして、前記ホログラム面における物体光と前記参照
光との干渉結果を算出する参照光照射結果算出手段と、
を備えることを特徴とするホログラム生成装置。
【請求項５】
前記画像変換手段は、
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入力された前記表示用画像のうち前記レンズ機能部材に対応した反転要素画像を複製し
、この複製された反転要素画像に対して暗画像を付加することで、前記凸レンズを要素レ
ンズとするレンズアレイを用いて撮像される要素画像と同じサイズに正規化された変換処
理対象画像を生成する変換処理対象画像生成手段と、
前記変換処理対象画像の光波分布をフーリエ変換することで前記ホログラム面の位置に
おける光波分布に対応した物体光としての変換後画像を生成するフーリエ変換手段と、
前記フーリエ変換された変換後画像において前記暗画像を付加する前の領域に対応した
画像を前記凸レンズの分割割合に応じて当該変換後画像の半分のサイズを限度として抽出
することで前記ホログラム形成用の画像を生成するホログラム形成用画像抽出手段と、
を備えることを特徴とする請求項４に記載のホログラム生成装置。
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【請求項６】
前記画像変換手段は、
入力された前記表示用画像のうち前記レンズ機能部材に対応した反転要素画像の光波分
布を、フレネル近似に基づいて、前記仮想的に配設された前記レンズ機能部材アレイへの
入射面の位置における光波分布に変換する第１フレネル変換と、
前記レンズ機能部材アレイへの入射面の位置における光波分布に前記レンズ機能部材の
位相シフト関数を乗算することで、前記レンズ機能部材アレイの出射面の位置における光
波分布を求める位相シフトと、
前記レンズ機能部材アレイの出射面の位置における光波分布を、フレネル近似に基づい
て、前記ホログラム面の位置における光波分布に対応した物体光に変換する第２フレネル
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変換とを実行することで前記ホログラム形成用の画像を生成することを特徴とする請求項
４に記載のホログラム生成装置。
【請求項７】
前記参照光照射結果算出手段は、
前記生成されたホログラム形成用の画像を前記反転要素画像の位置に置き換えて並べる
ことで前記表示用画像に対応した出力用画像を生成する出力用画像生成手段と、
前記生成された出力用画像全体が配設された前記ホログラム面に対して非垂直に参照光
を照射したときに生成されるホログラムとして、前記ホログラム面における物体光として
の光波分布と前記参照光としての光波分布とを乗算した結果を求めるホログラム算出手段
と、
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を備えることを特徴とする請求項４ないし請求項６のいずれか一項に記載のホログラム
生成装置。
【請求項８】
前記参照光照射結果算出手段は、
前記生成されたホログラム形成用の画像が配設された前記ホログラム面に対して非垂直
に参照光を照射したときに生成されるホログラムとして、前記ホログラム面における物体
光としての光波分布と前記参照光としての光波分布とを乗算した結果を前記要素画像ごと
に求めるホログラム算出手段と、
前記求められたホログラムを前記表示用画像に対応して前記反転要素画像の位置に置き
換えて並べることで出力用画像を生成する出力用画像生成手段と、
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を備えることを特徴とする請求項４ないし請求項６のいずれか一項に記載のホログラム
生成装置。
【請求項９】
前記参照光照射結果算出手段は、
前記生成されたホログラム形成用の画像を前記反転要素画像の位置に置き換えて並べる
ことで前記表示用画像に対応した出力用画像を生成する出力用画像生成手段と、
前記生成された出力用画像全体が配設された前記ホログラム面に対して垂直に参照光を
照射したときに生成されるホログラムとして、前記ホログラム面における物体光としての
光波分布を定数倍した結果を求めるホログラム算出手段と、
を備えることを特徴とする請求項４ないし請求項６のいずれか一項に記載のホログラム
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生成装置。
【請求項１０】
前記参照光照射結果算出手段は、
前記生成されたホログラム形成用の画像が配設された前記ホログラム面に対して垂直に
参照光を照射したときに生成されるホログラムとして、前記ホログラム面における物体光
としての光波分布を定数倍した結果を前記要素画像ごとに求めるホログラム算出手段と、
前記求められたホログラムを前記表示用画像に対応して前記反転要素画像の位置に置き
換えて並べることで出力用画像を生成する出力用画像生成手段と、
を備えることを特徴とする請求項４ないし請求項６のいずれか一項に記載のホログラム
生成装置。
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【請求項１１】
請求項１ないし請求項３のうちのいずれか一項に記載のレンズ機能部材アレイにより取
得される要素画像を上下左右反転した反転要素画像から成る表示用画像を用いて前記表示
用画像とホログラム面との間に前記レンズ機能部材アレイが仮想的に配設されているもの
として演算処理によりホログラムを生成するために、コンピュータを、
入力された前記表示用画像のうち前記レンズ機能部材に対応した反転要素画像の光波分
布を変換して前記ホログラム面の位置における光波分布に対応した物体光としてのホログ
ラム形成用の画像を生成し、前記生成した画像を当該反転要素画像の位置に置き換える画
像変換手段、
前記反転要素画像の位置に置き換えられたホログラム形成用の画像が配設された前記ホ
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ログラム面に参照光を照射したものとして、前記ホログラム面における物体光と前記参照
光との干渉結果を算出する参照光照射結果算出手段、
として機能させることを特徴とするホログラム生成プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、レンズ機能部材アレイおよびホログラム生成装置ならびにホログラム生成プ
ログラムに関し、特に、インテグラル・フォトグラフィを利用してホログラムを生成する
ために用いられるレンズ機能部材アレイおよびホログラム生成装置ならびにホログラム生
成プログラムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
立体画像の分野において、インテグラル・フォトグラフィ（Integral Photography：以
下、ＩＰという）は、被写体の奥行きを明に求めなくても立体像の再生が可能なことから
、撮像から再生までを実時間で行うことができる技術として注目されている。このＩＰを
利用してホログラムを生成する技術が従来から知られている。そして、ＩＰを利用してホ
ログラムを生成する技術のうち、表示に関する部分を電子ホログラフィで行おうという試
みがなされてきている。電子ホログラフィは、ホログラム作成時に被写体を点光源の集合
体と考え、液晶等の電子デバイスにホログラム（干渉縞）を表示し、ホログラムが表示さ
れた表示パネルのホログラム面にレーザ光等の参照光を照射して再生像を得る技術である
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。ここで、表示パネルに表示されるホログラムは演算処理により生成されており、被写体
を撮影した撮影画像からホログラムへの変換はＩＰホロ変換と呼ばれている。
【０００３】
図１５に、従来のホログラム生成装置によるＩＰホロ変換の原理の説明図を示す。ＩＰ
ホロ変換は大別して２つの過程を経て行われる。ＩＰホロ変換の第１段階、つまり撮影画
像を生成する段階において、図１５（ａ）に示すように、被写体１０１をレンズアレイ１
０２越しに、図示しないＣＣＤ等の撮影装置で撮影する。このとき、撮像面を、レンズア
レイ１０２（Lens Array、ＬＡ）の後側焦平面に置く。被写体１０１が自然光で照らされ
ているときの被写体光（拡散光）１０３は、レンズアレイ１０２を通過して撮像面におい
て撮影画像１０４として取得される。
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【０００４】
レンズアレイ１０２は、被写体１０１の水平方向および垂直方向に対応させて複数の要
素レンズ１０５が水平方向および垂直方向に２次元マトリクス状に並設されて構成されて
いる。この例では、レンズアレイ１０２は、３行３列の９つの要素レンズ１０５を備えて
いる。要素レンズ１０５は、被写体１０１を所定の焦点距離ｆの位置に結像する凸レンズ
である。また、撮影画像１０４は、各要素レンズ１０５の配置に対応して３行３列の９つ
の要素画像１０６を含んでいる。撮影画像１０４において、要素画像１０６の位置は、光
線の通過する場所を示しており、要素画像１０６中の被写体の画像はその位置での方向別
の光線情報を示している。なお、要素画像１０６は、被写体１０１の上下左右が反転した
状態で撮像される。
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【０００５】
ＩＰホロ変換の第２段階、つまり表示のためにホログラムを生成する段階において、図
１５（ｂ）に示すように、レンズアレイ１０２の前側焦平面に表示面（撮影画像１０４を
演算処理により変換した表示用画像１０７）を置き、レンズアレイ１０２の後側焦平面に
ホログラム１０９を置く。ここで、表示用画像１０７は、各要素レンズ１０５の配置に対
応して３行３列の９つの反転要素画像１０８を備えている。反転要素画像１０８は、要素
画像１０６を上下左右反転させたものである。このＩＰホロ変換の第２段階では、一般に
３つの変換処理が行われる。すなわち、表示面（表示用画像１０７）からレンズアレイ１
０２までのフレネル変換（Fresnel diffraction）、レンズアレイ１０２の入射面から出
射面までの位相シフト、レンズアレイ１０２からホログラム面（後側焦平面）までのフレ

50

(5)

JP 2010‑32818 A 2010.2.12

ネル変換が順次実行される。この一般的な３つの変換処理は、フレネル領域の光波の伝搬
を忠実に辿る演算処理を行うものである。
【０００６】
フレネル変換は、ホログラム面の位置等の条件に制約を受けることがない反面、その演
算処理に多大な時間を要するという欠点がある。そこで、このＩＰホロ変換の第２段階に
おいて、特定の制約条件を受け入れつつ、短時間の演算処理を可能とするものとして、表
示面（表示用画像１０７）からホログラム面（後側焦平面）まで、フレネル変換を利用せ
ずに、高速フーリエ変換（ＦＦＴ：Fast Fourier Transform）を使う方法が知られている
（非特許文献１、２参照）。このようにＦＦＴを使ったＩＰホロ変換（以下、ＦＦＴＩＰ
Ｈという）では、反転要素画像１０８を２次元ＦＦＴして、２次元ＦＦＴ後の変換画像を

10

、表示用画像１０７中の反転要素画像１０８と同じ位置に配置する。この作業をすべての
反転要素画像１０８について行うことで出来上がった画像をホログラム１０９として扱う
。この作業でホログラムを生成可能とするために、非特許文献１、２に記載の技術では、
制約条件として、レンズアレイ１０２の要素レンズ１０５が凸レンズで構成されているも
のとしている。それは、「凸レンズには、前側焦平面上における光分布のフーリエ変換を
後側焦平面上に形成する性質がある」からである（非特許文献３参照）。ＦＦＴＩＰＨは
、実時間で立体像を再生できる可能性が高いことから、興味深い方法であると言える。
【０００７】
電子ホログラフィは、ホログラムとして液晶等の電子デバイスを使うため、ホログラム
を書き換え可能である。そのことから究極の立体動画表示装置として期待されている。し
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かしながら、電子デバイスの解像度が写真乾板に比べて低いことに起因して、物体光と共
役光とが重なってしまい、再生立体像の画質が著しく劣化するという問題があった。この
問題に対処するため、ハーフゾーンプレート法とシングルサイドバンドホログラムの併用
法（Single‑sideband holography with half‑zone‑plate processing、以下、ＳＳＨＺＰ
という）が使われてきた。この方法は、光の進行方向を光軸方向周辺のすべての領域では
なく、半分の領域に制限することで、物体光と共役光との重なりを排除できるというもの
である。このＳＳＨＺＰは、例えば、非特許文献２に記載のＦＦＴを使う方法等において
も利用されている。なお、ＳＳＨＺＰの詳細については非特許文献４に記載されている。
【非特許文献１】大井隆太朗、三科智之、奥井誠人、岡野文男、
グラフィを利用したホログラム作成におけるＦＦＴの適用

インテグラル・フォト

、信学技報, vol. 105, no.

30

37, IE2005‑16, pp. 31‑35, 2005年5月
【非特許文献２】大井隆太朗、三科智之、奥井誠人、野尻裕司、岡野文男、
ラムの高速な計算方法の提案

実写ホログ

、映像情報メディア学会誌Vol. 61, No. 2, pp. 198〜203

(2007)
【非特許文献３】小山次郎および西原浩、

光波電子工学

、コロナ社、pp.79‑81、1978

【非特許文献４】T. Mishina, F. Okano, and I. Yuyama,

Time‑alternating method b

ased on single‑sideband holography with half‑zone‑plate processing for the enlar
gement of viewing zones,

Applied Optics, vol. 38, no. 17, pp. 3703‑3713, Jun.

1999
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
しかしながら、ＩＰを利用した電子ホログラフィにおいて再生立体像の画質の劣化を防
止するためにＩＰホロ変換の第２段階においてＳＳＨＺＰを採用する場合に、次のような
不都合がある。すなわち、ＩＰホロ変換の第１段階では、レンズアレイ１０２の各要素レ
ンズ１０５において、レンズ中央の光軸方向周辺のすべての光を撮影する一方、ＩＰホロ
変換の第２段階では、ＳＳＨＺＰで扱う領域が、各要素レンズ１０５において、レンズ中
央の光軸方向周辺のうち半分の領域に制限されてしまう。
【０００９】
具体的に説明すると、従来のＩＰホロ変換において、撮影画像１０４を構成する要素画
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像１０６が、例えば、縦Ｎ［pixel］×横Ｎ［pixel］（Ｎは整数）の画素情報（例えば輝
度値）

から成っているものとする。
【００１０】
また、撮影画像１０４の画素数が、例えば、縦Ａ［pixel］×横Ｂ［pixel］（Ａ、Ｂは
Ｎの倍数）から成っているものとする。このように仮定した場合には、Ｎ×Ｎサイズの要
素画像１０６ごとの変換処理（フレネル変換またはフーリエ変換）を、（Ａ×Ｂ／Ｎ2）
回だけ計算する必要がある。

10

【００１１】
この変換処理の実際の計算においては、以下のようにする。ここでは、一例として、表
示用画像１０７の上半分のみに制限するものとする。変換処理がフレネル変換の場合、Ｓ
ＳＨＺＰで扱う領域を、縦Ｎ［pixel］×横Ｎ［pixel］のサイズの要素画像１０６に対応
したサイズの反転要素画像１０８のうちの下半分、すなわち縦Ｎ／２［pixel］×横Ｎ［p
ixel］サイズの画素情報（例えば輝度値）

を使わない。
また、変換処理がフーリエ変換の場合、前記した縦Ｎ／２［pixel］×横Ｎ［pixel］サ

20

イズの画素情報（例えば輝度値）をすべて０とした後に、２次元ＦＦＴを計算する。その
ため、変換処理がフーリエ変換の場合には、フーリエ変換後の記録または再生される画素
数も、撮影画像１０４の画素数と同じく縦Ａ［pixel］×横Ｂ［pixel］になる。
【００１２】
ＩＰホロ変換の第２段階の変換処理がフレネル変換およびフーリエ変換のいずれであっ
ても、ＩＰホロ変換の第１段階で撮影した撮影画像１０４の総画素数はＡ×Ｂであるけれ
ども、その撮影画像１０４の全データのうちの半分のデータは使わない。この撮影画像１
０４の全データのうち使わない半分のデータの画像位置の具体例を説明する。一例として
、例えば、図１５（ａ）において、要素画像１０６のサイズが縦４［pixel］×横４［pix
el］のサイズであって、撮影画像１０４が、縦１２［pixel］×横１２［pixel］（以下，

30

縦１２ライン横１２ピクセルという）で構成されているものとする（Ｎ＝４、Ａ＝１２、
Ｂ＝１２）。このとき、ＳＳＨＺＰをすると以下のいずれかのパターンになってしまう。
≪パターン１≫
使うライン

…

１，２，５，６，９，１０ライン

使わないライン

…

３，４，７，８，１１，１２ライン

使うライン

…

３，４，７，８，１１，１２ライン

使わないライン

…

１，２，５，６，９，１０ライン

≪パターン２≫

したがって、従来のＩＰホロ変換では、撮影画像１０４のデータを有効に使用できず、
非効率的である。

40

【００１３】
本発明は、以上のような問題点に鑑みてなされたものであり、ＩＰを利用した電子ホロ
グラフィにおいて被写体を撮影した撮影画像のデータを有効利用することのできる技術を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明は、前記目的を達成するために創案されたものであり、まず、請求項１に記載の
レンズ機能部材アレイは、被写体の水平方向および垂直方向に対応させて複数のレンズ機
能部材が水平方向および垂直方向に２次元マトリクス状に並設されて構成され、インテグ
ラル・フォトグラフィを利用してホログラムを生成するために撮影時に被写体とこの被写
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体を撮影する撮影装置との間に配設されるレンズ機能部材アレイであって、前記レンズ機
能部材が、被写体を所定の焦点距離の位置に結像する凸レンズのレンズ中心を通る軸線と
平行な分割面で当該凸レンズを所定の割合で２つに分割したときに生成される２つの分割
レンズのうちの一方と同じ形状の部分レンズであることとした。
【００１５】
かかる構成によれば、レンズ機能部材アレイは、部分レンズをアレイの要素に持つ。し
たがって、レンズ機能部材アレイは、アレイの要素が凸レンズである場合と比べると、Ｓ
ＳＨＺＰにおいて利用されないデータについてはなるべく撮影しない構造である。このた
め、レンズ機能部材アレイを使用してＩＰ撮影された撮影画像を用いてＳＳＨＺＰを行う
と、この撮影画像において、従来の撮影画像に比べて無駄な領域が低減される。その結果

10

、ＳＳＨＺＰを利用して生成されたホログラムに参照光を照射して生成される再生像の解
像度が向上する。
【００１６】
また、請求項２に記載のレンズ機能部材アレイは、請求項１に記載のレンズ機能部材ア
レイにおいて、前記複数のレンズ機能部材が、前記分割面の配設方向が水平方向であるこ
ととした。
【００１７】
かかる構成によれば、レンズ機能部材アレイは、分割面の配設方向が水平方向であり、
垂直方向の上側領域のデータまたは下側領域のデータを、利用しないデータとする。これ
は、ＳＳＨＺＰにより全視域の半分のデータが利用されないことに対応している。水平方

20

向は人間の両目の配置に対応しているので、レンズ機能部材アレイをこのような構造とす
ることで、観測者の左右方向の視域を確保することができる。
【００１８】
また、請求項３に記載のレンズ機能部材アレイは、請求項１または請求項２に記載のレ
ンズ機能部材アレイにおいて、前記レンズ機能部材が、前記凸レンズを等分割した形状の
半レンズであることとした。
【００１９】
かかる構成によれば、レンズ機能部材アレイは、レンズ機能部材が、凸レンズを等分割
した形状の半レンズであるので、従来、ＳＳＨＺＰにより半分のデータを有効に使用して
いなかったことから、この半分のデータの無駄をそのまま解消するために最適な構造であ

30

る。
【００２０】
また、請求項４に記載のホログラム生成装置は、請求項１ないし請求項３のうちのいず
れか一項に記載のレンズ機能部材アレイにより取得される要素画像を上下左右反転した反
転要素画像から成る表示用画像を用いて前記表示用画像とホログラム面との間に前記レン
ズ機能部材アレイが仮想的に配設されているものとして演算処理によりホログラムを生成
するホログラム生成装置であって、画像変換手段と、参照光照射結果算出手段とを備える
こととした。
【００２１】
かかる構成によれば、ホログラム生成装置は、画像変換手段によって、入力された前記

40

表示用画像のうち前記レンズ機能部材に対応した反転要素画像の光波分布を変換して前記
ホログラム面の位置における光波分布に対応した物体光としてのホログラム形成用の画像
を生成し、前記生成した画像を当該反転要素画像の位置に置き換える。そして、ホログラ
ム生成装置は、参照光照射結果算出手段によって、前記反転要素画像の位置に置き換えら
れたホログラム形成用の画像が配設された前記ホログラム面に参照光を照射したものとし
て、前記ホログラム面における物体光と前記参照光との干渉結果を算出する。
【００２２】
また、請求項５に記載のホログラム生成装置は、請求項４に記載のホログラム生成装置
において、前記画像変換手段が、変換処理対象画像生成手段と、フーリエ変換手段と、ホ
ログラム形成用画像抽出手段とを備えることとした。
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【００２３】
かかる構成によれば、ホログラム生成装置において、画像変換手段は、変換処理対象画
像生成手段によって、入力された前記表示用画像のうち前記レンズ機能部材に対応した反
転要素画像を複製し、この複製された反転要素画像に対して暗画像を付加することで、前
記凸レンズを要素レンズとするレンズアレイを用いて撮像される要素画像と同じサイズに
正規化された変換処理対象画像を生成する。そして、画像変換手段は、フーリエ変換手段
によって、前記変換処理対象画像の光波分布をフーリエ変換することで前記ホログラム面
の位置における光波分布に対応した物体光としての変換後画像を生成する。そして、画像
変換手段は、ホログラム形成用画像抽出手段によって、前記フーリエ変換された変換後画
像において前記暗画像を付加する前の領域に対応した画像を前記凸レンズの分割割合に応

10

じて当該変換後画像の半分のサイズを限度として抽出することで前記ホログラム形成用の
画像を生成する。
【００２４】
また、請求項６に記載のホログラム生成装置は、請求項４に記載のホログラム生成装置
において、前記画像変換手段が、第１フレネル変換と、位相シフトと、第２フレネル変換
とを実行することで前記ホログラム形成用の画像を生成することとした。
【００２５】
かかる構成によれば、ホログラム生成装置において、画像変換手段は、第１フレネル変
換によって、入力された前記表示用画像のうち前記レンズ機能部材に対応した反転要素画
像の光波分布を、フレネル近似に基づいて、前記仮想的に配設された前記レンズ機能部材

20

アレイへの入射面の位置における光波分布に変換する。そして、画像変換手段は、位相シ
フトによって、前記レンズ機能部材アレイへの入射面の位置における光波分布に前記レン
ズ機能部材の位相シフト関数を乗算することで、前記レンズ機能部材アレイの出射面の位
置における光波分布を求める。そして、画像変換手段は、第２フレネル変換によって、前
記レンズ機能部材アレイの出射面の位置における光波分布を、フレネル近似に基づいて、
前記ホログラム面の位置における光波分布に対応した物体光に変換する。
【００２６】
また、請求項７に記載のホログラム生成装置は、請求項４ないし請求項６のいずれか一
項に記載のホログラム生成装置において、前記参照光照射結果算出手段が、出力用画像生
成手段と、ホログラム算出手段とを備えることとした。
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【００２７】
かかる構成によれば、ホログラム生成装置において、参照光照射結果算出手段は、出力
用画像生成手段によって、前記生成されたホログラム形成用の画像を前記反転要素画像の
位置に置き換えて並べることで前記表示用画像に対応した出力用画像を生成する。そして
、参照光照射結果算出手段は、ホログラム算出手段によって、前記生成された出力用画像
全体が配設された前記ホログラム面に対して非垂直に参照光を照射したときに生成される
ホログラムとして、前記ホログラム面における物体光としての光波分布と前記参照光とし
ての光波分布とを乗算した結果を求める。
【００２８】
また、請求項８に記載のホログラム生成装置は、請求項４ないし請求項６のいずれか一

40

項に記載のホログラム生成装置において、前記参照光照射結果算出手段が、ホログラム算
出手段と、出力用画像生成手段とを備えることとした。
【００２９】
かかる構成によれば、ホログラム生成装置において、参照光照射結果算出手段は、ホロ
グラム算出手段によって、前記生成されたホログラム形成用の画像が配設された前記ホロ
グラム面に対して非垂直に参照光を照射したときに生成されるホログラムとして、前記ホ
ログラム面における物体光としての光波分布と前記参照光としての光波分布とを乗算した
結果を前記要素画像ごとに求める。そして、参照光照射結果算出手段は、出力用画像生成
手段によって、前記求められたホログラムを前記表示用画像に対応して前記反転要素画像
の位置に置き換えて並べることで出力用画像を生成する。
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【００３０】
また、請求項９に記載のホログラム生成装置は、請求項４ないし請求項６のいずれか一
項に記載のホログラム生成装置において、前記参照光照射結果算出手段が、出力用画像生
成手段と、ホログラム算出手段とを備えることとした。
【００３１】
かかる構成によれば、ホログラム生成装置において、参照光照射結果算出手段は、出力
用画像生成手段によって、前記生成されたホログラム形成用の画像を前記反転要素画像の
位置に置き換えて並べることで前記表示用画像に対応した出力用画像を生成する。そして
、参照光照射結果算出手段は、ホログラム算出手段によって、前記生成された出力用画像
全体が配設された前記ホログラム面に対して垂直に参照光を照射したときに生成されるホ

10

ログラムとして、前記ホログラム面における物体光としての光波分布を定数倍した結果を
求める。
【００３２】
また、請求項１０に記載のホログラム生成装置は、請求項４ないし請求項６のいずれか
一項に記載のホログラム生成装置において、前記参照光照射結果算出手段が、ホログラム
算出手段と、出力用画像生成手段とを備えることとした。
【００３３】
かかる構成によれば、ホログラム生成装置において、参照光照射結果算出手段は、ホロ
グラム算出手段によって、前記生成されたホログラム形成用の画像が配設された前記ホロ
グラム面に対して垂直に参照光を照射したときに生成されるホログラムとして、前記ホロ
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グラム面における物体光としての光波分布を定数倍した結果を前記要素画像ごとに求める
。そして、参照光照射結果算出手段は、出力用画像生成手段によって、前記求められたホ
ログラムを前記表示用画像に対応して前記反転要素画像の位置に置き換えて並べることで
出力用画像を生成する。
【００３４】
また、請求項１１に記載のホログラム生成プログラムは、請求項１ないし請求項３のう
ちのいずれか一項に記載のレンズ機能部材アレイにより取得される要素画像を上下左右反
転した反転要素画像から成る表示用画像を用いて前記表示用画像とホログラム面との間に
前記レンズ機能部材アレイが仮想的に配設されているものとして演算処理によりホログラ
ムを生成するために、コンピュータを、画像変換手段、参照光照射結果算出手段として機
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能させることとした。
【００３５】
かかる構成によれば、ホログラム生成プログラムは、画像変換手段によって、入力され
た前記表示用画像のうち前記レンズ機能部材に対応した反転要素画像の光波分布を変換し
て前記ホログラム面の位置における光波分布に対応した物体光としてのホログラム形成用
の画像を生成し、前記生成した画像を当該反転要素画像の位置に置き換える。そして、ホ
ログラム生成プログラムは、参照光照射結果算出手段によって、前記反転要素画像の位置
に置き換えられたホログラム形成用の画像が配設された前記ホログラム面に参照光を照射
したものとして、前記ホログラム面における物体光と前記参照光との干渉結果を算出する
40

。
【発明の効果】
【００３６】
請求項１に記載の発明によれば、レンズ機能部材アレイは、部分レンズをアレイの要素
に持つので、ＳＳＨＺＰにおいて利用されないデータについてはなるべく撮影しないこと
ができる。したがって、被写体を撮影した撮影画像のデータをＩＰホロ変換において有効
利用することができる。
【００３７】
請求項２に記載の発明によれば、レンズ機能部材アレイは、分割面の配設方向が水平方
向なので、再生像について観測者の左右方向の視域を確保することができる。
【００３８】
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請求項３に記載の発明によれば、レンズ機能部材が、凸レンズを等分割した形状の半レ
ンズであるので、従来のＳＳＨＺＰにより使用していなかった半分のデータの無駄を解消
することができる。
【００３９】
請求項４または請求項１１に記載の発明によれば、レンズ機能部材アレイが仮想的に配
設されたものとして演算により、ホログラム形成用の画像を生成し、ホログラム面におけ
る物体光と参照光との干渉結果を算出することで、撮影画像のデータを有効利用しつつホ
ログラムを求めることができる。
【００４０】
請求項５に記載の発明によれば、要素画像の変換において、光波分布をフーリエ変換す

10

ることでホログラム面の位置における光波分布に対応した物体光としてのホログラム形成
用の画像を生成するので、ホログラムを高速に形成できる。
【００４１】
請求項６に記載の発明によれば、要素画像の変換において、光波分布をフレネル変換す
ることでホログラム面の位置における光波分布に対応した物体光としてのホログラム形成
用の画像を生成するので、ホログラム面の位置等の条件に制約を受けることなくホログラ
ムを形成できる。
【００４２】
請求項７に記載の発明によれば、ホログラム面への参照光照射結果の算出において、出
力用画像全体が配設されたホログラム面に対して非垂直に参照光を照射したときに生成さ

20

れるホログラムを求めることができる。
【００４３】
請求項８に記載の発明によれば、ホログラム面への参照光照射結果の算出において、反
転要素画像ごとに、対応して生成されたホログラム形成用の画像が配設されたホログラム
面に対して非垂直に参照光を照射したときに生成されるホログラムを求めることで出力用
画像を生成することができる。
【００４４】
請求項９に記載の発明によれば、ホログラム面への参照光照射結果の算出において、出
力用画像全体が配設されたホログラム面に対して垂直に参照光を照射したときに生成され
るホログラムを求めることができる。

30

【００４５】
請求項１０に記載の発明によれば、ホログラム面への参照光照射結果の算出において、
反転要素画像ごとに、対応して生成されたホログラム形成用の画像が配設されたホログラ
ム面に対して垂直に参照光を照射したときに生成されるホログラムを求めることで出力用
画像を生成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４６】
以下、図面を参照して本発明のレンズ機能部材アレイおよびホログラム生成装置を実施
するための最良の形態（以下「実施形態」という）について、説明の都合上、１）レンズ
機能部材アレイ、２）ホログラム生成装置によるＩＰホロ変換の原理、３）ＩＰホロ変換

40

にＦＦＴを用いる妥当性の検証、４）ＦＦＴＩＰＨの適用法、５）ホログラム生成装置の
第１〜第５実施形態について順次説明することとする。
【００４７】
［１．レンズ機能部材アレイ］
本実施形態のレンズ機能部材アレイについて、従来のレンズアレイ（適宜図１５参照）
と対比させながら説明する。従来、ＩＰホロ変換の第２段階において、ＳＳＨＺＰで扱う
領域は、従来のレンズアレイ１０２の各要素レンズ１０５において、レンズ中央の光軸方
向周辺のうち半分の領域に制限されてしまう。
【００４８】
そこで、本実施形態のレンズ機能部材アレイは、ＩＰホロ変換の第１段階において、従
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来のレンズアレイ１０２の要素レンズ１０５で撮影可能なすべてのデータを撮影するので
はなく、ＳＳＨＺＰにおいて利用されないデータについてはなるべく撮影しない構造とし
た。つまり、レンズアレイの要素を、従来のレンズアレイ１０２の要素レンズ１０５を分
割した形状のレンズ機能部材であるものとした。このレンズ機能部材は、要素レンズ１０
５のレンズ中心を通る軸線と平行な分割面で当該要素レンズ１０５を所定の割合で２つに
分割したときに生成される２つの分割レンズのうちの一方と同じ形状の部分レンズである
。
【００４９】
ここで、所定の割合は、ＳＳＨＺＰで扱うことのできるデータの無駄を低減できるよう
に、予め定められる。撮影されたデータの利用効率がよく、かつ、同じサイズのホログラ

10

ムを短時間で生成できるような分割割合は、「５：５」、すなわち、要素レンズ１０５を
等分割することが好ましい。この等分割したレンズ機能部材のことを半レンズと表記する
。なお、要素レンズ１０５の直径が例えば２〜４ｍｍであるとすると、半レンズの直径部
に対応した長軸の長さは、２〜４ｍｍとなり、半レンズの半径部に対応した短軸の長さは
、１〜２ｍｍとなる。
【００５０】
これら複数のレンズ機能部材は、被写体の水平方向および垂直方向に対応させて、水平
方向および垂直方向に２次元マトリクス状に並設される。そして、レンズ機能部材アレイ
は、ＩＰを利用してホログラムを生成するために撮影時に被写体とこの被写体を撮影する
撮影装置との間に、２次元マトリクス状に並設される複数のレンズ機能部材を備えている

20

。
【００５１】
レンズ機能部材アレイの製造方法は、従来公知の方法、例えば、各レンズ機能部材を個
別に製造してそれらを連結する方法や、一度にプレス成型によって製造する方法を採用す
ることができる。各レンズ機能部材を個別に製造する方法としては、例えば、短冊状部材
を光軸方向に積層して形成する方法、短冊状部材を光軸方向に直交する方向に積層して形
成する方法、１つ１つプレス成型により形成する方法等を用いることができる。各レンズ
機能部材の材質は、プラスチックでもガラスでもよい。
【００５２】
［２．ホログラム生成装置によるＩＰホロ変換の原理］
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以下では、レンズ機能部材が、要素レンズ１０５を等分割した形状の半レンズであって
、レンズ機能部材アレイが半レンズアレイであるものとして説明する。図１は、本発明に
係るホログラム生成装置によるＩＰホロ変換の原理の説明図であって、（ａ）は撮影の様
子、（ｂ）は表示の様子をそれぞれ示している。また、図１に示した配置の断面を図２に
示す。
【００５３】
図１（ａ）に示すように、ＩＰホロ変換の第１段階、つまり撮影画像を生成する段階に
おいて、被写体１を半レンズアレイ（レンズ機能部材アレイ）２越しに撮影する。このと
き、撮像面を、半レンズアレイ２（Semi‑Lens Lens Array、ＳＬＬＡ）の後側焦平面に置
く。被写体１が自然光で照らされているときの被写体光（拡散光）３は、半レンズアレイ

40

２を通過して撮像面において撮影画像４として取得される。
【００５４】
本実施形態では、半レンズ（レンズ機能部材）５は、図１５に示した要素レンズ１０５
において垂直方向の上側領域を無くした構造となっており、要素レンズ１０５のレンズ中
心の位置を上端部としている。本実施形態では、半レンズアレイ２において、図１（ａ）
に示すように、複数の半レンズ５は、分割面の配設方向が水平方向であることとした。換
言すると、要素レンズ１０５の下側半分の部分レンズを要素として並べたレンズアレイを
、半レンズアレイ２として扱う。
【００５５】
ここで、半レンズ５の分割面側の端部を、半レンズ５の上下左右の端のうち、どの端に
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するかという事項は、設計時にＳＳＨＺＰで制限しようとする領域による。ＳＳＨＺＰに
おいては、全視域の半分のデータが利用されないことになるが、一般的に、人間の両目の
配置（水平方向）に対応させるために、垂直方向のデータ（上側領域または下側領域のデ
ータ）を、利用しない半分のデータとする。したがって、半レンズアレイ２においても、
半レンズ５の分割面をすべて水平方向に揃えた。これにより、各半レンズ５は、元の要素
レンズ１０５において垂直方向の上側領域を無くした構造となっているので、被写体の水
平方向すなわち観測者の左右方向の視域を確保することができる。なお、下側領域を無く
す構造とすることも可能であることは勿論のことである。
【００５６】
図１（ａ）に示した例では、半レンズアレイ２は、６行３列の１８個の半レンズ（レン

10

ズ機能部材）５を備えている。また、撮影画像４は、各半レンズ５の配置に対応して６行
３列の１８個の要素画像６を備えている。撮影画像４において、要素画像６の位置は、光
線の通過する場所を示しており、要素画像６中の被写体の画像はその位置での方向別の光
線情報を示している。なお、要素画像６は、被写体１の上下左右が反転した状態で撮像さ
れる。
【００５７】
図１（ａ）に示すように、撮影画像４中の要素画像６の縦の個数（撮影画像４の１列の
個数）は、６個（＝２Ａ／Ｎ個）である。これに対して、図１５（ａ）に示した要素画像
１０６の縦の個数（１列の個数）は、３個（＝Ａ／Ｎ個）であった。これらの個数の比は
、半レンズ５の縦のサイズと、要素レンズ１０５の縦のサイズとの比の逆数と同じである

20

。つまり、本実施形態では、撮影画像４中の要素画像６の縦の個数は、従来の２倍となる
。
【００５８】
しかしながら、発明が解決しようとする課題の欄に前記したように、従来の撮影画像１
０４が、縦１２［pixel］×横１２［pixel］（縦１２ライン横１２ピクセル）で構成され
ているものとして（Ｎ＝４、Ａ＝１２、Ｂ＝１２）、ＳＳＨＺＰをすると、「使うライン
」と「使わないライン」とのパターンは以下の通りである。
使うライン

…

１，２，５，６，９，１０ライン

使わないライン

…

３，４，７，８，１１，１２ライン

ここで、ＩＰホロ変換の第２段階の変換処理がフーリエ変換であれば、ＳＳＨＺＰでは
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、使わない半分のサイズの画素情報（例えば輝度値）をすべて０とするので、これら０の
データを含めると、ラインの個数は「１２個（Ａ個）」である。また、横方向の画素はＢ
［pixel］である。したがって、従来の方法において、ＩＰホロ変換後の記録または再生
される画素数は縦Ａ［pixel］×横Ｂ［pixel］となる。
【００５９】
一方、本実施形態の撮影画像４が、縦１２［pixel］×横１２［pixel］（縦１２ライン
横１２ピクセル）で構成されているものとすると（Ａ＝１２、Ｂ＝１２）、要素画像６は
縦２［pixel］×横４［pixel］である。ＳＳＨＺＰをするときに「使わないライン」は発
生しない。つまり、本実施形態の撮影画像４中のラインの個数は「１２個（Ａ個）」であ
る。したがって、本実施形態においても、従来の方法と同様に、ＩＰホロ変換後の記録ま

40

たは再生される画素数は縦Ａ［pixel］×横Ｂ［pixel］となる。ただし、画素数が同じＡ
×Ｂであったとしても、本実施形態では、撮影面での全画素を有効に利用できるため、縦
方向解像度を、原理的に従来比で２倍にすることができる。
【００６０】
図１（ｂ）に示すように、ＩＰホロ変換の第２段階、つまり表示のためにホログラムを
生成する段階において、半レンズアレイ２の前側焦平面に表示面（撮影画像４を演算処理
により変換した表示用画像７）を置き、半レンズアレイ２の後側焦平面にホログラム９を
置く。ここで、表示用画像７は、各半レンズ５の配置に対応して６行３列の１８個の反転
要素画像８を備えている。反転要素画像８は、要素画像６を上下左右反転させたものであ
る。
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【００６１】
ＩＰホロ変換の第２段階では、後記するように、一実施形態として、ＦＦＴＩＰＨを用
いる。ただし、その用い方は従来とは異なる。以下の説明では、その説明を単純化するた
めに、半レンズアレイ２に含まれる任意の１つの半レンズ５に着目する。また、比較とし
て、従来のレンズアレイ１０２に含まれる任意の１つの要素レンズ１０５に着目する。こ
こで、ＩＰホロ変換の第１段階において撮影画像４が取得され、表示用画像７が求められ
たものとする。この表示用画像７を構成する反転要素画像８を、図３（ａ）に示すように
要素レンズ１０５の前側焦平面に置いてホログラム１１を求める場合と、この反転要素画
像８を、図３（ｂ）に示すように半レンズ５の前側焦平面に置いてホログラム１２を求め
る場合とは、物理条件が異なる。そのため、ＦＦＴＩＰＨを用いる実施形態では、従来法

10

と比べて要素画像の個数が倍になっただけであるものとして従来と同じようにＦＦＴＩＰ
Ｈを扱うわけにはいかない。
【００６２】
そこで、このような計算するべき物理条件の相違を考慮し、本実施形態のようにレンズ
形状あるいはレンズサイズを変更したときに、従来のようにＦＦＴＩＰＨを適用すること
の妥当性の検証と、妥当である場合にＦＦＴをどのように適用すべきという点についての
検証を行った。
【００６３】
［３．ＩＰホロ変換にＦＦＴを用いる妥当性の検証］
ここでは、フーリエ変換とレンズサイズとの関係性について図２を参照して説明する。

20

図２では、半レンズアレイ２を示しているが、説明の都合上、図２の半レンズアレイ２の
位置に、通常のレンズ（例えば図１５の要素レンズ１０５）が１つ配設されているものと
して説明する。このレンズのレンズ中心を垂直に通る光軸方向に直交する平面として、反
転要素画像面（ｘ＝０）、レンズ面（ｘ＝１；ただし、入射面と出射面がある。）、ホロ
グラム面（ｘ＝２）を仮定する。ここで、ｘ＝０，１，２は、レンズ中心を垂直に通る光
軸方向に直交する平面内の２次元座標系を識別する識別子である。
【００６４】
図２には、反転要素画像面（ｘ＝０）が表示用画像７で示され、また、レンズ面（ｘ＝
１）が半レンズアレイ２で示され、さらに、ホログラム面（ｘ＝２）が符号１０で表示さ
れている。ここで、レンズは凸レンズで構成されていて、レンズから前方へ焦点距離ｆの

30

位置に、反転要素画像面（ｘ＝０）があり、かつ、レンズから後方へ焦点距離ｆの位置に
、ホログラム面（ｘ＝２）がある。
【００６５】
各平面（ｘ＝０，１，２）における座標（高さ方向、幅方向）を（ｈx、ｗx）とする。
反転要素画像面（ｘ＝０）での光波分布Ｕ0［ｈ0，ｗ0］と、レンズ面（ｘ＝１）の前側
（図２において左側）での光波分布Ｕ1［ｈ1，ｗ1］との関係式は、フレネル・キルヒホ
ッフの回折式のフレネル領域における近似を用いることで、式（１）で示される。なお、
式（１）において、ｊは虚数単位、ｋは波数、Ａ1は複素定数を示している。
【００６６】
【数１】

【００６７】
また、レンズ面（ｘ＝１）の入射面（図２において左側）での光波分布Ｕ1［ｈ1，ｗ1
］と、レンズ面（ｘ＝１）の出射面（図２において右側）での光波分布Ｕ1′［ｈ1，ｗ1
］との関係式は式（２）で示される。式（２）のｅｘｐ関数は、位相シフト関数である。
【００６８】
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【数２】

【００６９】
また、レンズ面（ｘ＝１）の出射面（図２において右側）での光波分布Ｕ1′［ｈ1，ｗ
1］とホログラム面（ｘ＝２）での光波分布Ｕ2［ｈ2，ｗ2］との関係式は、フレネル領域

における近似を用いることで、式（３）で示される。なお、Ａ2は複素定数を示している
。
【００７０】

10

【数３】

【００７１】
背景技術の欄において記述した「凸レンズには、前側焦平面上における光分布のフーリ
エ変換を後側焦平面上に形成する性質がある」という性質は、図２に図示した制約条件の
想定では、前記した式（１）〜式（３）までの計算（フレネル変換を用いた計算）とフー
リエ変換による計算とが等価であることを意味する。つまり、「フーリエ変換とレンズサ
イズとの関係性」について検討することを、「前記した式（１）〜式（３）までの計算（

20

フレネル変換を用いた計算）とレンズサイズとの関係性」について検討することに置き換
えることができる。
【００７２】
ここで、反転要素画像面（ｘ＝０）での光波分布Ｕ0［ｈ0，ｗ0］が式（４）で表され
るものとする。式（４）のδ［＊，＊］は２次元デルタ関数である。つまり、＊がいずれ
も０である場合にだけ無限大を返し、それ以外の場合には０を返す関数であって、２次元
の全領域（−∞〜＋∞）に亘って積分したときに値が「１」となる関数である。
【００７３】
【数４】
30

【００７４】
このときに、前記した式（１）〜式（３）を計算すると、ホログラム面（ｘ＝２）での
光波分布Ｕ2［ｈ2，ｗ2］は、式（５）に示すように、予想通り平面波で表される。
【００７５】
【数５】

40
【００７６】
しかしながら、式（５）において着目すべきことは、ホログラム面（ｘ＝２）における
座標（ｈ2，ｗ2）の範囲にレンズの大きさに関する制限がないことである。逆に、演算処
理過程では制限は無いけれども、厳密には、物理的にはレンズが有限サイズであることに
よる影響が含まれるべきであると考えることができる。これについて、図４を参照して説
明する。
【００７７】
図４では、反転要素画像面上の光源１３（光波Ｕ0）から発せられ、有限なサイズのレ
ンズである要素レンズ１０５を通過した光波をフーリエ変換したときにホログラム面で得
られる光線を符号２０１で示すように二重線の矢印で示している。なお、要素レンズ１０
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５のレンズ面の前側（図４において左側）の光波をＵ1、後側（図４において右側）の光
波をＵ1′、ホログラム面における光波をＵ2とした。また、図４では、要素レンズ１０５
の制約による光線を符号２０２で示すように一点鎖線の矢印で示している。
【００７８】
図４において、要素レンズ１０５の直径が、例えば、２ｍｍであれば、要素レンズ１０
５の制約によって、符号２０２で示す光線の広がりの分布も同程度となる。しかし、符号
２０１で示す光線の広がりの分布は、アレイ状の要素レンズ１０５であれば、その隣接す
る図示しない要素レンズの範囲まで広がっており、理論上、無限大の広がりを有すること
となる。なお、フーリエ変換では、要素レンズ１０５のレンズ中心部分に相当する情報が
寄与することになるので、実質的には、要素レンズ１０５のレンズ中心から、高々、直径

10

程度の広がりを有することとなる。
【００７９】
前記した式（５）の左辺が意味することについて確認してみた結果、この式（５）の左
辺が示すホログラム面（ｘ＝２）での光波分布Ｕ2［ｈ2，ｗ2］では、本来は、図４に示
したようにレンズの大きさによって影響を受けるのだけれども、フーリエ変換ではレンズ
の大きさを考慮しない結果が算出されていたことを検証した。このため、前記した式（５
）を用いるＦＦＴＩＰＨでは、レンズサイズを考慮できず、厳密に言うと、正しい計算結
果とは違う解が算出されてしまうこととなる。
【００８０】
このような結論が導かれたことは、フレネル変換の関係式である前記した式（１）およ

20

び式（３）において、積分区間が−∞〜＋∞であるということが原因である。つまり、レ
ンズの大きさは物理的に有限であるにも関わらず、レンズの大きさが理論上無限大である
ものとして計算することになるためである。このことから導かれる帰結としては、ＦＦＴ
を用いるならば、正しい解に対する誤差は、レンズのサイズやレンズの形状に関係なく、
従来の要素レンズ１０５を用いた場合であっても、本実施形態の半レンズ５を用いた場合
でも同様に生じるということである。つまり、フーリエ変換を使う限りにおいては、正し
い解に対する誤差は、厳密には避けられないことである。
【００８１】
［４．ＦＦＴＩＰＨの適用法］
＜ＦＦＴＩＰＨ後の再生像の位置ずれについての検討＞

30

フーリエ変換を使う場合に、レンズサイズを考慮できないことについて、実際に想定さ
れる物理条件を考慮して、以下のようにして、その影響を見積もった。具体的には、光線
の考え方を使って、図５に示すように、距離Ｌだけ離れた地点からホログラムを観察する
場合における影響を、位置ずれという観点で検討した。
【００８２】
ここでは、説明の都合上、図１５（ａ）に示した従来のレンズアレイ１０２の要素レン
ズ１０５、および、その撮影画像１０４の要素画像１０６の上下左右を反転した反転要素
画像１０８を想定する。また、ホログラム面の標本化間隔である画素ピッチｐを決めてお
く。また、サンプル点数である反転要素画像１０８を構成する画素数（縦Ｎ［pixel］×
横Ｎ［pixel］）を決めておく。さらに、ホログラム面の電子デバイスの画面高さ２Ｈを

40

決めておく。なお、ホログラム面の画面高さ２Ｈの代わりに、画面幅を決めておくことも
できる。ＦＦＴＩＰＨにおける満たすべき関係式は、式（６）〜式（８）で表される。
【００８３】
【数６】

【００８４】
式（６）において、λは参照光の波長、φは画素ピッチｐで決まる物体光と参照光との
なす角度の最大角度をそれぞれ示す。この式（６）については、「T. Mishina, F. Okano
and I. Yuyama、

Time‑alternating method based on single‑sideband holography wi
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th half‑zone‑plate processing for the enlargement of viewing zones,

Appl. Opt.

, 38, 17, pp.3703‑3713 (1999)」に記載されている。
【００８５】
【数７】

【００８６】
式（７）において、λは参照光の波長、ｆは要素レンズ１０５の焦点距離をそれぞれ示
す。この式（７）については、非特許文献２「大井隆太朗、三科智之、奥井誠人、野尻裕
司、岡野文男、

実写ホログラムの高速な計算方法の提案

10

、映像情報メディア学会誌Vo

l. 61, No. 2, pp. 198〜203 (2007)」に記載されている。
【００８７】
【数８】

【００８８】
式（８）は、図５の三角形の関係を示す。図５の符号２０３は、反転要素画像１０８の
端点が変換された点を示す。前記した式（６）〜式（８）の関係式を用いると共に、予め

20

決めた数値の一例として、現状の電子デバイスに対応したｐ＝９．８［μｍ］、Ｎ＝１６
［pixel］、２Ｈ＝２０［ｍｍ］を用いて位置ずれを見積もった。ここで、２Ｈ＝２０［
ｍｍ］は、例えば、１．３型（対角１．３インチ）の液晶パネルに相当する。なお、ホロ
グラム面に対して垂直に照射される参照光の波長を６３２．８［ｎｍ］として計算した。
この場合、最大で反転要素画像１０８の縦の半分のピッチ（Ｎ／２＝８［pixel］）と、
１［pixel］分のピッチ（ｐ＝９．８［μｍ］）との積である７８．４［μｍ］の位置ず
れが生じる。そのときの角度φから、最悪でも、Ｌ＝３１０［ｍｍ］先のホログラムの端
から発する光線が７８．４［μｍ］程度ずれて発せられる程度の影響であることがわかっ
た。
【００８９】

30

また、予め決めた数値の他の例として、現状の電子デバイスではなく、将来の電子デバ
イスに対応したｐ＝１［μｍ］、Ｎ＝６４［pixel］、２Ｈ＝３２０［ｍｍ］を仮定して
位置ずれを見積もった。なお、同様に、垂直入射される参照光の波長を６３２．８［ｎｍ
］とした。この場合、最大で反転要素画像１０８の縦の半分のピッチ（Ｎ／２＝３２［pi
xel］）と、１［pixel］分のピッチ（ｐ＝１［μｍ］）との積である３２［μｍ］の位置
ずれが生じる。そのときの角度φから、最悪でも、Ｌ＝５０６［ｍｍ］先のホログラムの
端から発する光線が３２［μｍ］程度ずれて発せられる程度の影響であることがわかった
。
【００９０】
以上の２つの検討から、ＦＦＴＩＰＨ後の再生像には、位置ずれという現象はあるもの

40

の、位置ずれの大きさは、さほど大きくなく、実質的には問題のない範囲にあることがわ
かった。なお、以上の検討は、従来のレンズアレイ１０２の要素レンズ１０５について行
ったものだが、本実施形態の半レンズアレイ２の半レンズ５についても同様に結論付けら
れる。
【００９１】
＜ＦＦＴＩＰＨ後の再生像の光線の太さについての検討＞
次に、図６に示すように、ＦＦＴＩＰＨ後の再生像の光線の太さという観点で、従来の
方法と本実施形態の方法とを比較しながら検討した。図６（ａ）は、従来のレンズアレイ
１０２の要素レンズ１０５についての光線を示している。反転要素画像面Ｕ0上の光源１
３（光波Ｕ0）から発せられ、要素レンズ１０５を通過する光線は、要素レンズ１０５の
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制約により、一点鎖線で示す範囲を通過するので、ホログラム面上に記録された光波Ｕ2
を再現した光線の太さおよび位置は、符号３０１で示すハッチング部で表される。
【００９２】
この場合、通常のＦＦＴの処理では、要素レンズ１０５を通過する光線は、要素レンズ
１０５のレンズ中心を軸線として上限および下限を破線で示す範囲を通過するものとして
いるので、この部分の画像情報をホログラム面上にすべて記録する。そして、ホログラム
面上に記録された光波Ｕ2を再現した光線の太さおよび位置は、符号３０２で示す白抜き
部で表される。したがって、図６（ａ）に示すように、ＦＦＴＩＰＨ後の再生像の光線の
太さに関しては、レンズサイズという物理的条件（要素レンズ１０５の制約）と、通常の
ＦＦＴの処理とによる違いは生じなかった。なお、ＦＦＴＩＰＨ後の再生像の位置ずれに

10

関しては、ここでは無視する。
【００９３】
図６（ｂ）は、本実施形態の半レンズアレイ２の半レンズ５についてのＦＦＴＩＰＨ後
の再生像の光線を示している。反転要素画像面Ｕ0上の光源１３（光波Ｕ0）から発せられ
、半レンズ５を通過する光線は、半レンズ５の制約により、一点鎖線で示す範囲を通過す
るので、ホログラム面上に記録された光波Ｕ2を再現した光線の太さおよび位置は、符号
３０３で示すハッチング部で表される。
【００９４】
この場合、通常のＦＦＴの処理では、レンズサイズあるいはレンズ形状に依存しないの
で、半レンズ５を通過する光線は、半レンズ５の分割面を軸線とした上下の範囲（破線で

20

下限を示し、上限の図示を省略した）を通過するものとしているので、従来と同様に、こ
の部分の画像情報をホログラム面上にすべて記録することとする。そして、ホログラム面
上に記録された光波Ｕ2を再現した光線の太さおよび位置は、図６（ａ）に符号３０２で
示した白抜き部と同じ位置および同じ太さである白抜き部３０４で表される。
【００９５】
したがって、図６（ｂ）に示すように、ＦＦＴＩＰＨ後の再生像の光線の太さに関して
は、半レンズ５を用いるとき、つまり、半レンズアレイ２を用いるときに、２次元ＦＦＴ
の計算結果を通常のようにすべて書き込んでしまうと、再生像の光線の太さが、半レンズ
アレイ２の物理条件で制約されるべき本来の太さの倍になってしまう。つまり、本来の解
像度が実現できないことになってしまう。

30

【００９６】
図６（ｃ）は、図６（ｂ）と同様に本実施形態の半レンズアレイ２の半レンズ５につい
てのＦＦＴＩＰＨ後の再生像の光線を示している。そのため、半レンズ５の制約により記
録され、そして再生された光線の太さは、図６（ｂ）のハッチング部３０３と同じように
ハッチング部３０５で表される。ただし、通常と異なり、２次元ＦＦＴの計算結果を半分
だけ書き込むこととした。つまり、この場合のＦＦＴの処理では、半レンズ５を通過する
光線に対応して半分の画像情報をホログラム面上に記録することとした。このとき、ホロ
グラム面上に記録された光波Ｕ2を再現した光線の太さおよび位置は、符号３０６で表さ
れ、ハッチング部３０５と同じ太さおよび同じ位置となる。そこで、本発明に係るホログ
ラム生成装置では、一実施形態としてＦＦＴＩＰＨを適用するに際して、２次元ＦＦＴの

40

計算結果を半分だけホログラムとして書き込むこととした。
【００９７】
以上、ホログラム生成装置の一実施形態としてＦＦＴＩＰＨを適用する際の適用法につ
いて述べたが、本発明に係るホログラム生成装置では、ＩＰホロ変換の第２段階で行う変
換処理は、フーリエ変換であってもフレネル変換であってもよいものである。フーリエ変
換の場合には、前記の検討の通りに２次元ＦＦＴの計算結果を半分だけホログラムとして
書き込む。また、フレネル変換の場合には、ＦＦＴとは処理が異なり、ホログラム面の位
置等の条件に制約を受けることなく、光波の伝搬を忠実に辿る演算処理を行うものである
ので計算結果をそのままホログラムとして書き込めばよい。以下では、ホログラム生成装
置の第１〜第４実施形態として、ＩＰホロ変換の第２段階でフーリエ変換を行う装置を説
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明し、第５実施形態としてフレネル変換を行う装置を説明する。
【００９８】
［５．ホログラム生成装置］
（第１実施形態）
図７は、本発明の第１実施形態に係るホログラム生成装置を模式的に示すブロック図で
ある。以下、図７と共に図１および図２を適宜参照する。
ホログラム生成装置２０は、半レンズアレイ２（図１参照）により取得された撮影画像
４を構成する要素画像６を反転した反転要素画像８から成る表示用画像７を用いて表示用
画像７とホログラム面１０（図２参照）との間に半レンズアレイ２が仮想的に配設されて
いるものとして演算処理によりホログラムを生成するものである。この第１実施形態では

10

、参照光を、ホログラム面に対して非垂直に照射することとする。なお、ホログラムの左
右方向、すなわち、観測者の水平方向に対して、非垂直であるものとする。
【００９９】
このホログラム生成装置２０は、ＣＰＵ等の演算装置と、メモリ、ハードディスク等の
記憶装置と、マウスやキーボード等の外部から情報の入力を検出する入力装置と、入力ま
たは出力される各種情報の送受信を行うインタフェース装置と、ＬＣＤ（Liquid Crystal
Display）等の表示装置を備えたコンピュータと、このコンピュータにインストールされ
たプログラムとから構成される。
【０１００】
ホログラム生成装置２０は、ハードウェア装置とソフトウェアとが協働することによっ

20

て、前記したハードウェア資源がプログラムによって制御されることにより、図７に示す
入力部２１と、表示用画像蓄積手段２２と、要素画像選択手段２３と、画像変換手段２４
と、参照光照射結果算出手段２５と、出力用画像蓄積手段２６と、出力部２７とが実現さ
れる。
【０１０１】
入力部２１は、外部から表示用画像７の入力を受け付けるインタフェース装置である。
表示用画像蓄積手段２２は、入力された表示用画像７を記憶するものであり、例えば、
一般的なハードディスク等から構成される。
【０１０２】
要素画像選択手段２３は、入力部２１から受け付けた表示用画像７、または、表示用画

30

像蓄積手段２２から読み出した表示用画像７の中から反転要素画像８（以下のホログラム
生成装置２０の説明では、反転要素画像のことを単に要素画像と表記する。）を順次選択
するものである。この要素画像選択手段２３は、選択した要素画像の位置情報と、表示用
画像７のデータとを画像変換手段２４に出力するものである。また、要素画像選択手段２
３は、参照光照射結果算出手段２５から、変換された要素画像の情報を取得し、対象とす
る表示用画像７のすべての要素画像が変換済みであるか否かを判別し、すべての要素画像
が変換済みとなった場合に、参照光照射結果算出手段２５に対してホログラム算出の指示
を出力する。
【０１０３】
画像変換手段２４は、入力された表示用画像７のうち半レンズ５に対応した要素画像の

40

光波分布を変換してホログラム面の位置における光波分布に対応した物体光としてのホロ
グラム形成用の画像を生成し、生成した画像を当該要素画像の位置に置き換えるものであ
る。この画像変換手段２４は、図７に示すように、変換処理対象画像生成手段３１と、フ
ーリエ変換手段３２と、ホログラム形成用画像抽出手段３３とを備えている。
【０１０４】
変換処理対象画像生成手段３１は、要素画像選択手段２３から入力された表示用画像の
うち半レンズ５に対応した要素画像を複製するものである。また、変換処理対象画像生成
手段３１は、複製された要素画像に対して、例えば黒い画像（暗画像）を付加することで
、黒部分付きの要素画像（変換処理対象画像）を生成するものである。生成される黒部分
付きの要素画像（変換処理対象画像）は、図１５（ａ）に示すような要素レンズ１０５か
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ら構成されたレンズアレイ１０２を用いて撮像される要素画像１０６と同じサイズに正規
化される。つまり、変換処理対象画像生成手段３１は、複製された要素画像の下に、この
要素画像と同じ大きさの黒い画像（暗画像）を付加する。
【０１０５】
フーリエ変換手段３２は、黒部分付きの要素画像（変換処理対象画像）の光波分布をフ
ーリエ変換することでホログラム面１０の位置における光波分布に対応した物体光として
のＦＦＴ画像（変換後画像）を生成するものである。ここで、物体光は複素数で求められ
る。本実施形態では、フーリエ変換手段３２は、光波に対して、振幅は変化させず位相の
みを変化させるような乱数をランダム位相として重畳してから２次元ＦＦＴを実行する（
非特許文献２参照）。これにより、後側焦平面上でのエネルギー集中を回避し、階調が限

10

られたデバイスにホログラムを表示することができる。
【０１０６】
ホログラム形成用画像抽出手段３３は、フーリエ変換されたＦＦＴ画像（変換後画像）
において黒い画像（暗画像）を付加する前の領域に対応した画像を抽出することでホログ
ラム形成用の画像を抽出するものである。つまり、ホログラム形成用画像抽出手段３３は
、ＦＦＴ画像（変換後画像）の半分を抽出する。抽出されたホログラム形成用の画像（Ｆ
ＦＴ画像の半分）は、参照光照射結果算出手段２５に出力される。
【０１０７】
参照光照射結果算出手段２５は、画像変換手段２４によって要素画像の位置に置き換え
られたホログラム形成用の画像が配設されたホログラム面に参照光を照射したものとして

20

、ホログラム面における物体光と参照光との干渉結果を算出するものである。この参照光
照射結果算出手段２５は、図７に示すように、出力用画像生成手段３４と、ホログラム算
出手段３５とを備えている。
【０１０８】
出力用画像生成手段３４は、ホログラム形成用画像抽出手段３３で抽出されたホログラ
ム形成用の画像を要素画像の位置に置き換えて並べることで表示用画像７に対応した出力
用画像を生成するものである。この出力用画像生成手段３４は、ホログラム形成用の画像
を、出力用画像蓄積手段２６に展開して要素画像の位置に置き換えて並べる。出力用画像
蓄積手段２６は、出力用画像生成手段３４で生成される出力用画像を記憶するものであり
、例えば、一般的な画像メモリやハードディスク等から構成される。なお、出力用画像生
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成手段３４は、ホログラム形成用の画像を、要素画像の位置に置き換えたときに、その情
報を要素画像選択手段２３に出力する。
【０１０９】
ホログラム算出手段３５は、生成された出力用画像全体が配設されたホログラム面に対
して非垂直に参照光を照射したときに生成されるホログラムとして、ホログラム面１０（
図２参照）における物体光としての光波分布と参照光としての光波分布とを乗算した結果
を求めるものである。なお、ホログラム算出手段３５は、要素画像選択手段２３から指示
を受けたときに、出力用画像蓄積手段２６から読み出した出力用画像に基づいてホログラ
ムを算出する。ホログラム算出手段３５は、例えば、図２に記載の「参照光１」を、非垂
直に照射する参照光とする。このホログラム算出手段３５の算出結果は、所定のインタフ
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ェース装置である出力部２７を介して、液晶パネル（液晶４０５：図１３参照）に出力さ
れる。
【０１１０】
ホログラム算出手段３５は、具体的には、物体光（複素数）と参照光（複素数）とを掛
けた後、複素数の実数部分のみを利用して、液晶等のホログラムデバイスの表示できる階
調数の半分の階調分だけ加算した値をホログラム（実数）にする。例えば、物体光を「ａ
＋ｊｂ（ｊは虚数単位）」、参照光を「ｃ＋ｊｄ」、ホログラムデバイスの出力値を「０
〜２５５」とすると、「ａｃ−ｂｄ＋１２７」か「ａｃ−ｂｄ＋１２８」をホログラムと
する。ここで、高画質化を実現するために、「ａｃ−ｂｄ」が大きすぎず、かつ、小さす
ぎない値にするように参照光「ｃ＋ｊｄ」を設定する。なお、実際には、参照光は「ｃ＋
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ｊｄ」のような形式ではなく、Ａｅｘｐ{ｊｗｆ(ｘ，ｙ)}などの形式で示される。
【０１１１】
［ホログラム生成装置の動作］
図８は、図７に示したホログラム生成装置の動作を示すフローチャートである。ホログ
ラム生成装置２０は、要素画像選択手段２３によって、入力部２１から受け付けた表示用
画像７、または、表示用画像蓄積手段２２から読み出した表示用画像７を選択する（ステ
ップＳ１）。要素画像選択手段２３は、選択した表示用画像７について、全要素画像の変
換が終了したか否かを判別する（ステップＳ２）。
【０１１２】
選択した表示用画像７について、まだ全要素画像の変換が終了していない場合（ステッ
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プＳ２：Ｎｏ）、ホログラム生成装置２０は、要素画像選択手段２３によって、表示用画
像７の中から要素画像を順次選択し、画像変換手段２４の変換処理対象画像生成手段３１
によって、要素画像をコピーする（ステップＳ３）。ここで、変換処理対象画像生成手段
３１は、メモリに要素画像を複製し、複製された要素画像に対して暗画像を付加する。
【０１１３】
続いて、ホログラム生成装置２０は、画像変換手段２４のフーリエ変換手段３２によっ
て、要素画像の光波に対して、ランダム位相を付加した上で２次元ＦＦＴを実行する（ス
テップＳ４）。次に、ホログラム生成装置２０は、ホログラム形成用画像抽出手段３３に
よって、２次元ＦＦＴによる変換後画像の半分をホログラム形成用の画像として抽出する
（ステップＳ５）。そして、ホログラム生成装置２０は、参照光照射結果算出手段２５の
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出力用画像生成手段３４によって、メモリ上で、抽出されたホログラム形成用の画像を、
対応する要素画像の位置に置き換えて並べることで出力用画像に反映し（ステップＳ６）
、ステップＳ２に戻る。
【０１１４】
ステップＳ２において、選択した表示用画像７について、全要素画像の変換が終了した
場合（ステップＳ２：Ｙｅｓ）、ホログラム生成装置２０は、参照光照射結果算出手段２
５のホログラム算出手段３５によって、出力用画像全体が配設されたホログラム面１０に
対して非垂直に参照光を照射したときに生成されるホログラムとして、ホログラム面１０
における物体光としての光波分布と参照光としての光波分布とを乗算した結果を求める（
ステップＳ７）。この算出結果は、出力部２７を介して、液晶パネル（液晶４０５：図１
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３参照）に出力される。なお、表示用画像７が複数存在する場合には、ステップＳ１から
の処理を繰り返す。
【０１１５】
第１実施形態によれば、ホログラム生成装置２０は、半レンズアレイ２が仮想的に配設
されたものとして演算により、出力用画像全体が配設されたホログラム面に対して非垂直
に参照光を照射したときに生成されるホログラムを求めることができる。したがって、ホ
ログラム面に対して非垂直に参照光を照射して直接光（透過光）や共役光が再生像に重な
らないようにすることができる高解像度のデバイスを利用したときに、観測者にとって観
測し易い再生像を実現できる。また、半レンズアレイ２は、半レンズ５をアレイの要素に
持つので、ＳＳＨＺＰにおいて利用されないデータについてはなるべく撮影しないことが
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できる。したがって、ホログラム生成装置２０は、被写体を撮影した撮影画像のデータを
ＦＦＴＩＰＨにおいて有効利用することができる。
【０１１６】
（第２実施形態）
図９は、本発明の第２実施形態に係るホログラム生成装置を模式的に示すブロック図で
ある。この第２実施形態に係るホログラム生成装置２０Ａは、要素画像選択手段２３によ
る指示内容と、参照光照射結果算出手段２５Ａの処理手順が異なる点を除いて第１実施形
態のホログラム生成装置２０と同様である。したがって、第１実施形態のホログラム生成
装置２０と同じ構成には同じ符号を付して説明を省略する。この第２実施形態では、参照
光を、ホログラム面に対して非垂直に照射することとする。なお、ホログラムの左右方向
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、すなわち、観測者の水平方向に対して、非垂直であるものとする。
【０１１７】
要素画像選択手段２３は、参照光照射結果算出手段２５Ａから、変換された要素画像の
情報を取得し、対象とする表示用画像７のすべての要素画像が変換済みであるか否かを判
別し、すべての要素画像が変換済みとなった場合に、参照光照射結果算出手段２５に対し
て出力用画像（ホログラム）の出力を指示する。なお、ここで、「変換済み」とは、要素
画像がＦＦＴ済みであるだけではなく、当該要素画像に対応するホログラムが算出済みで
あることを指している。
【０１１８】
参照光照射結果算出手段２５Ａは処理手順が異なるために、出力用画像生成手段３４と

10

、ホログラム算出手段３５とにおいて、機能が異なる点を説明する。
まず、ホログラム算出手段３５は、画像変換手段２４のホログラム形成用画像抽出手段
３３で抽出されたホログラム形成用の画像が配設されたホログラム面に対して非垂直に参
照光を照射したときに生成されるホログラムとして、ホログラム面における物体光として
の光波分布と参照光としての光波分布とを乗算した結果を要素画像ごとに求めるものであ
る。なお、ホログラム算出手段３５は、ホログラム形成用画像抽出手段３３からホログラ
ム形成用の画像を取得したときに、取得画像に基づいて取得画像に対応したホログラムを
算出する。
【０１１９】
また、出力用画像生成手段３４は、ホログラム算出手段３５で求められたホログラムを
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出力用画像蓄積手段２６に展開して、表示用画像７に対応した要素画像の位置に置き換え
て並べることで出力用画像を生成するものである。なお、出力用画像生成手段３４は、ホ
ログラムを、要素画像の位置に置き換えたときに、その情報を要素画像選択手段２３に出
力する。出力用画像生成手段３４は、要素画像選択手段２３から出力用画像（ホログラム
）の出力指示を受けたときに、出力用画像蓄積手段２６から読み出した出力用画像（ホロ
グラム）を出力部２７を介して出力する。
【０１２０】
図１０は、図９に示したホログラム生成装置の動作を示すフローチャートである。ホロ
グラム生成装置２０Ａが実行するステップＳ１１〜ステップＳ１５は、第１実施形態のホ
ログラム生成装置２０が実行するステップＳ１〜ステップＳ５と同じ処理なので、説明を
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省略する。ステップＳ１５に続けて、ホログラム生成装置２０Ａは、参照光照射結果算出
手段２５Ａのホログラム算出手段３５によって、要素画像に対応したホログラム形成用の
画像が配設されたホログラム面１０に対して非垂直に参照光を照射したときに生成される
ホログラムとして、ホログラム面１０における物体光としての光波分布と参照光としての
光波分布とを乗算した結果を求める（ステップＳ１６）。
【０１２１】
次に、ホログラム生成装置２０Ａは、出力用画像生成手段３４によって、メモリ上で、
求められたホログラムを表示用画像７に対応して要素画像の位置に置き換えて並べること
で出力用画像に反映し（ステップＳ１７）、ステップＳ１２に戻る。ステップＳ１２にお
いて、選択した表示用画像７について、全要素画像の変換が終了した場合（ステップＳ１
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２：Ｙｅｓ）、ホログラム生成装置２０は、出力部２７を介して、生成された出力用画像
を液晶パネル（液晶４０５：図１３参照）に出力する。なお、表示用画像７が複数存在す
る場合には、ステップＳ１からの処理を繰り返す。
【０１２２】
第２実施形態によれば、ホログラム生成装置２０Ａは、半レンズアレイ２が仮想的に配
設されたものとして演算により、要素画像ごとに、対応して生成されたホログラム形成用
の画像が配設されたホログラム面に対して非垂直に参照光を照射したときに生成されるホ
ログラムを求めることで出力用画像を生成することができる。
【０１２３】
（第３実施形態）
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第３実施形態のホログラム生成装置は、参照光を、ホログラム面に対して垂直に照射す
る場合に対応した処理を行う点が第１実施形態と異なっており、構成が第１実施形態と同
じなので、図面を省略し、同じ構成において異なる機能を説明する。なお、ホログラムの
左右方向、すなわち、観測者の水平方向に対して、垂直であるものとする。以下では、説
明の都合上、第３実施形態のホログラム生成装置を２０Ｂと表記する。また、ホログラム
生成装置１Ｂの動作は、図８を参照して説明したホログラム生成装置２０の動作と同様で
ある。ただし、前記したステップＳ７におけるホログラム算出手段３５の処理が異なる。
以下、その相違点について説明する。
【０１２４】
ホログラム算出手段３５は、出力用画像生成手段３４で生成された出力用画像全体が配
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設されたホログラム面に対して垂直に参照光を照射したときに生成されるホログラムとし
て、ホログラム面１０における物体光としての光波分布を定数倍した結果を求める。ホロ
グラム算出手段３５は、例えば、図２に記載の「参照光２」を、垂直に照射する参照光と
する。このように参照光が垂直に当たる場合には、定数倍することが参照光を当てること
になる。このホログラム算出手段３５の算出結果は、出力部２７を介して、液晶パネル（
液晶４０５：図１３参照）に出力される。
【０１２５】
第３実施形態によれば、ホログラム生成装置２０Ｂは、半レンズアレイ２が仮想的に配
設されたものとして演算により、出力用画像全体が配設されたホログラム面に対して垂直
に参照光を照射したときに生成されるホログラムを求めることができる。したがって、ホ
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ログラム面に対して垂直に参照光を照射して、ハーフゾーンプレート法とシングルサイド
バンドホログラムの併用法（ＳＳＨＺＰ）により、直接光（透過光）や共役光が再生像へ
重なることを防止することを前提とした通常の液晶等の低解像度のデバイスを用いること
ができる。低解像度のデバイスを用いる場合には、ホログラム面の干渉縞を生成する際に
参照光を非垂直に照射するよりも垂直に照射した方が干渉縞を密なものにすることができ
るので、観測者がより観測し易い再生像を生成することができる。なお、この場合、観測
者の水平方向に数枚のホログラム面を並べることがより好ましい。
【０１２６】
（第４実施形態）
第４実施形態のホログラム生成装置は、参照光を、ホログラム面に対して垂直に照射す
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る場合に対応した処理を行う点が第２実施形態と異なっており、構成が第２実施形態と同
じなので、図面を省略し、同じ構成において異なる機能を説明する。なお、ホログラムの
左右方向、すなわち、観測者の水平方向に対して、垂直であるものとする。以下では、説
明の都合上、第４実施形態のホログラム生成装置を２０Ｃと表記する。また、ホログラム
生成装置１Ｃの動作は、図１０を参照して説明したホログラム生成装置２０Ａの動作と同
様である。ただし、前記したステップＳ１６におけるホログラム算出手段３５の処理が異
なる。以下、その相違点について説明する。
【０１２７】
ホログラム算出手段３５は、出力用画像生成手段３４で生成された出力用画像全体が配
設されたホログラム面に対して垂直に参照光を照射したときに生成されるホログラムとし
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て、ホログラム面１０における物体光としての光波分布を定数倍した結果を求める。ホロ
グラム算出手段３５は、例えば、図２に記載の「参照光２」を、垂直に照射する参照光と
する。このホログラム算出手段３５の算出結果は、出力部２７を介して、液晶パネル（液
晶４０５：図１３参照）に出力される。
【０１２８】
第４実施形態によれば、ホログラム生成装置２０Ｃは、半レンズアレイ２が仮想的に配
設されたものとして演算により、要素画像ごとに、対応して生成されたホログラム形成用
の画像が配設されたホログラム面に対して垂直に参照光を照射したときに生成されるホロ
グラムを求めることで出力用画像を生成することができる。
【０１２９】
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（第５実施形態）
図１１は、本発明の第５実施形態に係るホログラム生成装置を模式的に示すブロック図
である。この第５実施形態に係るホログラム生成装置２０Ｄは、画像変換手段２４（図７
参照）がフレネル変換手段４１で構成されている点を除いて第１実施形態のホログラム生
成装置２０と同様である。したがって、第１実施形態のホログラム生成装置２０と同じ構
成には同じ符号を付して説明を省略する。この第５実施形態では、参照光を、ホログラム
面に対して非垂直に照射することとする。なお、ホログラムの左右方向、すなわち、観測
者の水平方向に対して、非垂直であるものとする。
【０１３０】
フレネル変換手段４１は、第１フレネル変換と、位相シフトと、第２フレネル変換とを
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実行することでホログラム形成用の画像を生成するものである。ここで、第１フレネル変
換は、入力された表示用画像７のうち半レンズ５に対応した要素画像の光波分布を、フレ
ネル近似に基づいて、仮想的に配設された半レンズアレイ２への入射面の位置における光
波分布に変換するものである。第１フレネル変換は、例えば、前記した式（１）で表すこ
とができる。
【０１３１】
また、位相シフトは、半レンズアレイ２への入射面の位置における光波分布に半レンズ
アレイ２の位相シフト関数を乗算することで、半レンズアレイ２の出射面の位置における
光波分布を求めるものである。位相シフトは、例えば、前記した式（２）で表すことがで
きる。さらに、第２フレネル変換は、半レンズアレイ２の出射面の位置における光波分布
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を、フレネル近似に基づいて、ホログラム面の位置における光波分布に対応した物体光に
変換するものである。第２フレネル変換は、例えば、前記した式（３）で表すことができ
る。
【０１３２】
本実施形態では、フレネル変換手段４１は、要素画像選択手段２３から入力された表示
用画像のうち半レンズ５に対応した要素画像をメモリに複製し、前記した式（１）〜式（
３）の演算処理の結果、要素画像ごとに生成したホログラム形成用の画像を参照光照射結
果算出手段２５に出力することとした。
【０１３３】
ここで、第１フレネル変換および第２フレネル変換は、フレネル近似に基づいていれば
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、前記した式（１）や式（３）の表式に限定されるものではない。例えば、第２フレネル
変換において、光波が伝搬する距離を、「焦点距離ｆ」から「ｆ＋ｄ」のように長くする
ように変更してもよい。このように光波が伝搬する距離を長くした例については、非特許
文献１「大井隆太朗、三科智之、奥井誠人、岡野文男、
を利用したホログラム作成におけるＦＦＴの適用

インテグラル・フォトグラフィ

、信学技報, vol. 105, no. 37, IE20

05‑16, pp. 31‑35, 2005年5月」に記載されている。また、第１フレネル変換および第２
フレネル変換をフレネル領域で高速に演算処理するために、前記した式（１）や式（３）
を近似した近似式を用いてもよいことは勿論である。
【０１３４】
図１２は、図１１に示したホログラム生成装置の動作を示すフローチャートである。ホ
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ログラム生成装置２０Ｄが実行するステップＳ２１、Ｓ２２は、第１実施形態のホログラ
ム生成装置２０が実行するステップＳ１、Ｓ２と同じ処理なので、説明を省略する。まだ
全要素画像の変換が終了していない場合（ステップＳ２２：Ｎｏ）、ホログラム生成装置
２０Ｄは、要素画像選択手段２３によって、表示用画像７の中から要素画像を順次選択し
、フレネル変換手段４１によって、要素画像をコピーする（ステップＳ２３）。そして、
ホログラム生成装置２０Ｄは、フレネル変換手段４１によって、要素画像の光波に対して
、ランダム位相を付加した上で、第１フレネル変換と、位相シフトと、第２フレネル変換
とを実行し、ホログラム形成用の画像を生成する（ステップＳ２４）。以下、ホログラム
生成装置２０Ｄが実行するステップＳ２５、Ｓ２６は、第１実施形態のホログラム生成装
置２０が実行するステップＳ６、Ｓ７と同じ処理なので、説明を省略する。
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【０１３５】
第５実施形態によれば、ホログラム生成装置２０Ｄは、半レンズアレイ２が仮想的に配
設されたものとして演算により、出力用画像全体が配設されたホログラム面に対して非垂
直に参照光を照射したときに生成されるホログラムを求めることができる。また、半レン
ズアレイ２を用いるため、ホログラム生成装置２０Ｄは、被写体を撮影した撮影画像のデ
ータを、ＩＰホロ変換の第２段階において有効利用することができる。
【０１３６】
（第５実施形態の変形例）
第５実施形態に係るホログラム生成装置２０Ｄは、第１実施形態に係るホログラム生成
装置２０の画像変換手段２４（図７参照）がフレネル変換手段４１で構成されているもの

10

とした。同様に、第２〜第４実施形態に係るホログラム生成装置２０Ａ〜２０Ｃの画像変
換手段２４をフレネル変換手段４１で構成して変形することが可能である。これらの変形
例は、第１〜第５実施形態に係るホログラム生成装置２０〜２０Ｄの説明から、その構成
、動作、効果が明らかなので、図面および説明を省略する。
【０１３７】
以上、各実施形態について説明したが、本発明はこれらに限定されるものではなく、そ
の趣旨を変えない範囲で様々に実施することができる。例えば、要素レンズ１０５の分割
割合を「５：５」として、レンズ機能部材を半レンズ５、レンズ機能部材アレイを半レン
ズアレイ２として説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、「４：
６」、「１：３」のように分割により残す部分を少なくしてもよい。また、「６：４」の

20

ように分割により残す部分を多くしてもよい。ただし、多い場合には、第１〜第４実施形
態において、ホログラム形成用画像抽出手段３３は、フーリエ変換された変換後画像にお
いて暗画像を付加する前の領域に対応した画像を、要素レンズ１０５（凸レンズ）の分割
割合に応じて当該変換後画像の半分のサイズを限度として抽出することでホログラム形成
用の画像を抽出する。なお、従来、ＳＳＨＺＰにより半分のデータを有効に使用していな
かったことから、この半分のデータの無駄をそのまま解消するためには、「５：５」の等
分割による半レンズアレイ２を用いることが好ましい。
【０１３８】
また、ホログラム生成装置２０（２０Ａ〜２０Ｄ）は、一般的なコンピュータを、前記
した画像変換手段２４（フレネル変換手段４１）と、参照光照射結果算出手段２５（２５
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Ａ）として機能させるプログラム（ホログラム生成プログラム）により動作させることで
実現することができる。このプログラムは、通信回線を介して提供することも可能である
し、ＣＤ−ＲＯＭ等の記録媒体に書き込んで配布することも可能である。このプログラム
をインストールされたコンピュータは、ＣＰＵが、ＲＯＭ等に格納されたこのプログラム
をＲＡＭに展開することにより、ホログラム生成装置２０（２０Ａ〜２０Ｄ）と同等の効
果を奏することができる。
【０１３９】
また、ホログラム生成装置２０（２０Ａ〜２０Ｄ）には、表示用画像７が入力されるこ
ととしたが、撮影画像４の入力を受け付けて、受け付けた撮影画像４の要素画像６の上下
左右を反転させて、表示用画像７を生成する処理を行うようにしてもよい。

40

【０１４０】
また、半レンズアレイ２は、半レンズ５を縦横揃えて配列するものとしたが、各半レン
ズ５は、その整列状態として、横列ごとに半レンズ５の中心が一致すると共に、半レンズ
５の中心が縦列において一列おきに一致する、いわゆる俵積み状態として配置されていて
もよい。また、半レンズアレイ２において、半レンズ５が隙間なく配設された形状を図示
したが、半レンズ５の間に隙間を設けてもよい。また、半レンズ５は、外接する正方形の
台座状に半円形のレンズ機能部材が設けられた構造としたが、外接する正方形の台座は必
須ではない。
【実施例】
【０１４１】
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本発明の効果を確認するために、本発明の実施形態に係るホログラム生成装置について
実験を行った。この実験では、撮影画像の作成からホログラムの計算までを計算機で行っ
た。そして、実際にホログラムにレーザ光を照射して、再生された像を観察した。そして
、表１に示すパラメータを実験で用いて、以下の３つの場合を比較した。この実験では、
ＩＰホロ変換の第２段階の変換処理をフーリエ変換で行った。
【０１４２】
【表１】

10

【０１４３】
（比較例１）従来のレンズアレイ１０２を用いた場合
（比較例２）半レンズアレイ２を用いて２次元ＦＦＴの計算結果をすべて書き込む場合
（実施例）半レンズアレイ２を用いて２次元ＦＦＴの計算結果の半分を書き込む場合

20

【０１４４】
＜実験配置の一例＞
図１３は、ホログラムの作成から再生像の表示までを行うシステムの原理を示す構成図
である。この例では、図１３に示すように、大別して、ホログラム作成とホログラム表示
とに分けられる。ホログラム作成は、ＩＰ入力と、変換処理とに分けられる。ＩＰ入力で
は、自然光の下、例えば、船の被写体４０１をカメラ４０２で撮影し、ＩＰ画像（撮影画
像）とする。カメラ４０２は、走査系４０３により水平・垂直方向に移動可能に設けられ
ている。図１３では、図示を省略しているが、船の被写体４０１とカメラ４０２との間に
は、従来のレンズアレイ１０２または半レンズアレイ２が設けられることになる。
【０１４５】
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ホログラム作成における変換処理は、例えば、ＰＣおよびこのＰＣにインストールされ
たプログラムから成るホログラム生成装置４０４で行う。このホログラム生成装置４０４
は、例えば、第３実施形態に係るホログラム生成装置２０Ｂに対応している。このシステ
ムのホログラム表示においては、ホログラム生成装置４０４で計算されたホログラムを、
例えば液晶４０５のパネルに表示する。そして、レーザ光源から、このホログラム面に垂
直に照明光を照射すると、船の再生像４０６が表示される。
【０１４６】
＜実験結果＞
実際に実験で用いた被写体は、図１４（ａ）に示すように、１６ピッチ幅の白い光線と
黒い影の横縞が上下に並んでいる周期３２ピッチの幾何模様とした。この被写体は、レン
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ズアレイ１０２または半レンズアレイ２から、焦点距離ｆだけ離れた所に置いた。図１４
（ｂ）は、従来のレンズアレイ１０２を用いた場合の撮影画像を示している。図１４（ｃ
）は、半レンズアレイ２を用いた場合の撮影画像を示している。
【０１４７】
図１４（ｂ）の撮影画像の要素画像を反転した反転要素画像を用いて従来の方法でホロ
グラムを生成し、この生成したホログラムにレーザ光を照射したときの再生像（比較例１
）を図１４（ｄ）に示す。なお、撮影画像の白い部分が灰色で表示されている理由は、レ
ーザの色（赤可視光）によるものである。
【０１４８】
図１４（ｃ）の撮影画像の要素画像を反転した反転要素画像を用いて、２次元ＦＦＴに
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よる変換後画像すべてをホログラム形成用の画像として抽出して演算処理によりホログラ
ムを生成し、この生成したホログラムにレーザ光を照射したときの再生像（比較例２）を
図１４（ｅ）に示す。
【０１４９】
ホログラム生成装置２０Ｂによって、図１４（ｃ）の撮影画像の要素画像を反転した反
転要素画像を用いて、２次元ＦＦＴによる変換後画像の半分をホログラム形成用の画像と
して抽出して演算処理によりホログラムを生成し、この生成したホログラムにレーザ光を
照射したときの再生像（実施例）を図１４（ｆ）に示す。
【０１５０】
図１４（ｆ）に示す実施例は、図１４（ｄ）に示す比較例１に対して縦方向が鮮明なた

10

め、予想通り解像度が上がっていると判断できる。図１４（ｅ）に示す比較例２は、図１
４（ｆ）に示す実施例に対して白の光線幅が倍になるため、白が太い線になって見えてい
る。図１４（ｄ）に示す比較例１と、図１４（ｅ）に示す比較例２とを比べると、図１４
（ｄ）に示す比較例１の方がぼけて見えるのは、撮影画像の時点で図１４（ｂ）の方が図
１４（ｃ）よりもぼけているのが原因である。いずれの結果も、予想通りの結果といえる
。
【図面の簡単な説明】
【０１５１】
【図１】本発明に係るホログラム生成装置によるＩＰホロ変換の原理の説明図であって、
（ａ）は撮影の様子、（ｂ）は表示の様子をそれぞれ示している。
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【図２】本発明に係るホログラム生成装置による演算処理の説明図である。
【図３】本発明の実施形態に係る半レンズアレイで撮影されて反転された反転要素画像を
用いたホログラム生成の説明図であって、（ａ）は従来の要素レンズ、（ｂ）は半レンズ
をそれぞれ示している。
【図４】要素レンズを通過した光波をフーリエ変換したときにホログラム面で得られる光
線の分布を示す図である。
【図５】フーリエ変換により得られたホログラムの端部から発する光線の位置ずれを示す
図である。
【図６】ホログラム面で得られる再生光の幅を示す図であって、（ａ）は従来の要素レン
ズを用いた場合、（ｂ）は半レンズを用いて２次元ＦＦＴの計算結果をすべて書き込む場
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合、（ｃ）は半レンズを用いて２次元ＦＦＴの計算結果を半分書き込む場合をそれぞれ示
している。
【図７】本発明の第１実施形態に係るホログラム生成装置を模式的に示すブロック図であ
る。
【図８】図７に示したホログラム生成装置の動作を示すフローチャートである。
【図９】本発明の第２実施形態に係るホログラム生成装置を模式的に示すブロック図であ
る。
【図１０】図９に示したホログラム生成装置の動作を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の第５実施形態に係るホログラム生成装置を模式的に示すブロック図で
ある。
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【図１２】図１１に示したホログラム生成装置の動作を示すフローチャートである。
【図１３】ホログラムの作成から再生像の表示までを行うシステムの原理を示す構成図で
ある。
【図１４】生成されたホログラムを用いた再生像の一例を示す図であって、（ａ）は被写
体、（ｂ）は従来法による撮影画像、（ｃ）は半レンズで撮影した撮影画像、（ｄ）は（
ｂ）の撮影画像を用いた従来法の再生像、（ｅ）は（ｃ）の撮影画像を用いた比較例の再
生像、（ｆ）は（ｃ）の撮影画像を用いた実施例の再生像をそれぞれ示している。
【図１５】従来のホログラム生成装置によるＩＰホロ変換の原理の説明図であって、（ａ
）は撮影の様子、（ｂ）は表示の様子をそれぞれ示している。
【符号の説明】
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【０１５２】
１

被写体

２

半レンズアレイ（レンズ機能部材アレイ）

３

拡散光（被写体光）

４

撮影画像

５

半レンズ（レンズ機能部材）

６

要素画像

７

表示用画像

８

反転要素画像

９，１１，１２

ホログラム

１０

ホログラム面

１３

光源

２０，２０Ａ，２０Ｄ

ホログラム生成装置

２１

入力部

２２

表示用画像蓄積手段

２３

要素画像選択手段

２４

画像変換手段

２５，２５Ａ

10

参照光照射結果算出手段

２６

出力用画像蓄積手段

２７

出力部

３１

変換処理対象画像生成手段

３２

フーリエ変換手段

３３

ホログラム形成用画像抽出手段

３４

出力用画像生成手段

３５

ホログラム算出手段

４１

フレネル変換手段（画像変換手段）
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