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１．はじめに 

 近、薄型テレビに眼鏡型の立体視機能が次々に搭

載されている。立体携帯、立体ゲーム機、立体デジカ

メなどの映像機器の立体化も進んでいる。一部で裸眼

立体テレビも商品化され、話題になっている。立体映

像の普及は着実に進んでいる。 

一方で、本格的なメガネなし立体表示の実現を望む

声は大きい。本稿では、将来の立体ディスプレイ技術

として裸眼立体表示技術について、現在の技術から将

来の技術まで、その表示原理と課題について解説する。

特に、人間の立体知覚のメカニズムと対比しながら、

これらの技術について説明する。 

 

２．裸眼立体表示の分類 

 ２次元ディスプレイに対して立体ディスプレイがも

つ 大の特徴は、「視差」を有することである。すなわ

ち、見る位置によって見え方が変わる、右目と左目で

異なる映像が見えることである。 

 裸眼立体ディスプレイは、視差の与え方で「水平視

差型」と「水平・垂直視差型」の２種類に分類できる。

水平・垂直視差型は「フルパララックス型」とも呼ば

れる。水平視差型は、人間の目が水平方向に並んでい

て、水平方向の視差が人間のもつ立体知覚において支

配的であることから、水平視差のみを与える。当然、

水平視差型よりは、垂直方向にも視差を有する水平・

垂直視差型の方が好ましい。水平視差型が用いられる

理由は、水平・垂直視差型のディスプレイの実現の難

易度がかなり高いためで、なおかつ、水平視差のみで

も十分な立体感が得られるためである。 

 裸眼立体ディスプレイを他の切り口で分類すると、

「光線再生型」と「波面再生型」に分類できる。前者

は光を光線として扱い、後者は光を波として扱う。後

者は、後で述べるが、所謂、ホログラフィーである。

光線再生型という言葉は、それほど一般的に用いられ

ている訳ではないが、ここでは、波面再生と対になる

用語として用いた。これは、レンズやスリットなどの

光学素子による光線の屈折、偏向を利用している。 

 立体表示技術は、当初は写真技術として研究が開始

され、その研究の歴史が長いため、表示方式にさまざ

まな名称がつけられている。ここでは、上記の水平視

差型と水平・垂直視差型、光線再生型と波面再生型に

分類した。図１に、それぞれの分類に対応する具体的

な表示方式を示す。超多眼表示は 近の表示方式であ

るが、現状では「光線再生型、水平視差型」に分類す

るのがふさわしい。また、ホログラフィーには水平視

差型と水平・垂直視差型があるが、両方ともホログラ

フィーと呼ばれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 立体表示方式の分類：水平視差型と水平・垂直

視差型、光線再生型と波面再生型で分類 

 

３．人間の立体知覚 

 立体映像は、２次元映像に比べて、人体に与える影

響が大きい。そのため、立体ディスプレイの開発にお

いては、人間の立体知覚に対する十分な配慮が必要で

ある。ここでは、人間の立体知覚の要因 1)について簡

単に説明する。 

 人間の立体知覚の要因としては、生理的要因と心理

的要因がある。 

生理的要因には、４つの要因がある。これらを、図

２に示す。輻輳は、一点を注視したときの左右の目の

回転角から３角測量の原理で奥行きを知覚する。両眼

視差は、左右の目の網膜像の対応点の水平ずれ量にも

とづく奥行き知覚である。調節は、目のピント合わせ

による奥行き知覚である。運動視差は、視点移動に伴

う網膜像の変化にもとづく奥行き知覚である。輻輳と
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両眼視差の違いがわかりにくいかも知れないが、輻輳

は絶対的な距離を知覚し、両眼視差は相対的な距離を

知覚する。 

生理的要因は、人間が意識しなくても機能するため、

立体ディスプレイのハードウエアの研究開発では特に

重要であり、これらを矛盾なく満たすことが望ましい。 

心理的要因としてはさまざまな要因が知られてい

るが、代表的なものに、相対的大きさ、パースペクテ

ィブ（遠近画法的効果）、遮蔽、陰影、テクスチャ勾配、

大気透視などがある。これらを、図３に示す。 

心理的要因は、人間が経験的に獲得した後天的な立

体視機能で、２次元映像に対しても機能する。そのた

め、心理的要因は、立体映像コンテンツ制作において

重要であり、効果的に利用することで優れたコンテン

ツ作成が可能になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 立体知覚の生理的要因：人間の視覚の生理現象

にもとづくもので、４つの要因がある。立体ディスプ

レイの研究開発では、これらを矛盾なく満たすことが

重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 立体知覚の心理的要因：２次元画像でも機能す

る立体視要因であり、有効に活用することで、効果的

なコンテンツ制作が可能になる。 

 

４．光線再生型・水平視差型ディスプレイ 

 初に、光線再生型の水平視差型立体ディスプレイ

について説明する。これは、「多眼式」と呼ばれている。 

光線再生型の水平視差型立体ディスプレイの代表

的な構成 2)を、図４に示す。フラットパネルディスプ

レイとレンチキュラレンズを組み合わせた構成である。

レンチキュラレンズとは、円筒レンズであるシリンド

リカルレンズを水平方向に並べたものである。レンズ

中心軸からピクセルまでの水平距離で、ピクセルから

発せられた光線がレンズ通過後に進む水平方向が決ま

る。すなわち、水平位置が異なるピクセルは、異なる

水平方向に進む光線を発する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 光線再生型・水平視差型立体ディスプレイの

構成（フラットパネル型）：多眼式と呼ばれる。 

 

図５に示すように、各シリンドリカルレンズに複数

のピクセル（ピクセル群）を対応させ、レンズ間隔を

ピクセル群の間隔以下にする。そうすると、特定の距

離で、すべてのピクセル群内の同じ位置にあるピクセ

ルから発せられた光線が一点に集光する。この集光位

置を視点と呼ぶ。すなわち、視点位置に目を置いて見

ると、各レンズを通して、特定のピクセルが見える。

これらのピクセルを用いて、その視点位置から見た視

差画像を表示する。視差画像とは、３次元物体を、あ

る視点位置から見た２次元画像である。 

実際にはピクセルは幅をもつから、ピクセルから発

せられた光線の重なりは、図６に示すように、点では

なく、広がりをもつ。この広がりのなかに目を置けば、

両眼視差 

輻輳 調節 

運動視差 
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対応する視差画像が見える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 裸眼立体表示を実現する視点の形成（水平断面

図）：各レンズにピクセル群を対応させて、視点群を形

成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 視点の広がり（水平断面図）：視点は、点ではな

く、実際にはダイアモンド状の広がりをもつ。 

 

５．メガネなし２眼式立体表示 

 も基本的な光線再生型・水平視差型立体表示が、

「メガネなし２眼式」である。 

 メガネなし２眼式立体表示では、図７に示すように、

レンチキュラレンズの各レンズに２個のピクセルを対

応させ、右目用と左目用の２個の視点を発生する。こ

れらの視点位置に、右目と左目から見た視差画像を表

示する。２つの視点位置に左右の目を置けば、メガネ

なしの立体表示が実現できる。ただし、立体像を見る

ことができる観察位置は視点の広がりに限定される。 

 メガネなし２眼式立体表示では、右目用と左目用の

２つの映像しか表示しないため、立体知覚の４つの生

理的要因のうち、両眼による立体知覚要因である輻輳

と両眼視差しか機能しない。 

 後述するが、実際の表示システムでは、図６に示す

ように、視点が空間的に繰り返し発生する。このこと

を利用すると、多人数での観察が可能になる。ただし、

正しい視点位置に目があるかどうかは観察者にはわか

らないので、左右の目を誤った視点位置に置く可能性

がある。この場合、逆立体視といい、奥行きが逆にな

った立体像が見える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ メガネなし２眼式立体表示：左右の眼に対応す

る２つの視点を発生することで、メガネなし立体表示

を実現。ただし、観察位置の制限が大きい。 

 

 家庭での利用では、多人数が不特定の場所でディス

プレイを観察するために、逆立体視は大きな問題にな

る。極端に言えば、50 %の確率で逆立体視が生じるこ

とになる。逆立体視の解決方法としては、目の位置を

検出して表示画像を入れ替える方法が提案されている

が、この方法では多人数の観察には対応できない。 

 モバイル用途などで用いられる小画面の立体ディス

プレイでは、観察者は１名であり、通常は顔の中心付

近に画面を置いて見ることから、逆立体視が問題にな

らない場合が多い。そのため、携帯電話や携帯ゲーム

機などでは、メガネなし２眼式立体ディスプレイが使

用されることが多い。 

 レンチキュラレンズを用いた実現方法以外に、図８

に示すように、特殊なバックライトを用いた実現方法
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も用いられている。バックライトには右目用と左目用

の LED が付いていて、それぞれから発せられた光は

対応した目の方向にだけ進むように設計されている。

LEDを交互に発光させ、これに同期して液晶パネルに

左右の画像を時分割表示する。ただし、液晶パネルは

倍速駆動する必要がある。立体化に伴う解像度低下が

なく、逆立体視が生じないのが特徴である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 特殊なバックライトを用いた２眼式立体表示の

実現方法：パネルを倍速駆動する必要があるが、立体

化による解像度低下はない。 

 

７．多眼式立体表示 

 以上のように、メガネなし２眼式立体ディスプレイ

は、観察位置に対する制限が大きく、家庭のリビング

等で利用することは難しい。この問題を解決するのが、

多眼式立体表示である。 

 多眼式立体表示では、図９に示すように、レンチキ

ュラレンズの各レンズに３個以上のピクセルを対応さ

せ、３個以上の視点を発生させる。視点間隔は、平均

両眼間隔65 mm（これを63 mmとすることもある）

以下、あるいはその半分程度にすることが多い。逆立

体視は、視点の繰り返しの境界部分で生じるため、視

点数が多いほど逆立体視になる確率が低下する。視点

数をnとすると、逆立体視になる確率は1 / nに低下す

る。 

多眼式立体表示では、視点が形成される位置以外で

も、目の位置に応じて複数の視差画像が合成されて見

える。図 10 に、観察位置と視差画像の合成の様子を

示す。例えば、Aの位置に目を置くと、視域3と4に

進む光線が目に入るので、視域3と4に対応した視差

画像が合成されて見える。視差合成により、目の位置

に応じた網膜像が合成される。多眼式の場合は、視点

間のクロストークが比較的大きいため、視差画像の境

界は滑らかに合成される。以上のように、多眼式立体

表示では、正しく立体視できる範囲は図９と図 10 に

示すように、視点が並ぶ水平方向だけでなく、奥行き

方向にも広がる。3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 多眼式立体表示：空間に３個以上の視点を設定

することで、運動視差が得られ、逆立体視領域が減少

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図10 多眼式立体表示での網膜像合成：目の位置に応

じて、複数の視差画像が滑らかに合成される。 

 

 また、図９や図 10 からわかるように、視域群の並

ぶ幅が画面の幅より大きい場合には、視域は奥行方向

に無限に広がることがわかる。逆に、視点数が少なく
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画面幅が大きい場合には、視域は狭くなるので、顔検

出等で観察者の位置を検出し、それに応じて表示する

視差画像を合成することが必要になる。 

 多眼式立体表示では、視点位置に応じて見える視差

画像が変化するので、運動視差が得られる。立体像の

正面だけでなく、側面も見ることができる。すなわち、

４つの生理的要因のうち、輻輳、両眼視差、運動視差

の３つが機能することになる。 

 ただし、視点数が少なく視点間隔が広いと、頭を動

かしたときに、不連続な画像の切り替わりや、画像内

の不連続な変化が知覚される。これが、観察者の感じ

る臨場感を低下させるという指摘がある。滑らかな運

動視差は臨場感を高める。しかし、不完全な運動視差

をもつ多眼立体映像は、高精細・大画面な２眼立体映

像より臨場感が低く感じられることがある。 

 

８．多眼式のハードウエア 

 多眼式立体ディスプレイのハードウエアの構成方法

には、今まで説明してきたフラットパネルディスプレ

イを用いるフラットパネル型以外にも、複数のプロジ

ェクタを用いるマルチプロジェクション型がある。 

（１）フラットパネル型 

フラットパネル型 2)で用いる偏向光学素子としては、

図４に示したレンチキュラレンズ以外に、パララック

スバリアが用いられる。両者を、図 11 に示す。パラ

ラックスバリアとは、同図に示すように、垂直スリッ

トを水平方向に並べたスリットアレイである。ピクセ

ルから出た光線の水平進行方向をスリットで制限する

ことで、光線の水平進行方向を制御する。 

パララックスバリアは、リソグラフィー等で作製さ

れるため作製が容易で作製精度も高いが、マスクで光

を遮光するため光の利用効率が低い。レンチキュラレ

ンズは、レンズを用いるため光の利用効率は高いが、

樹脂で作製されることが多いため湿度や温度などの環

境変化による形状変化が問題となる。視点への光線の

集光性は、光の偏向にレンズを用いるレンチキュラレ

ンズの方が優れている。 

図11に示すように、レンチキュラレンズ方式でも、

パララックスバリア方式でも、ピクセルから発せられ

る光線は、正面のレンズやスリット以外にも、隣接す

るレンズやスリットにも入射する。そのため、同図に

示すように、水平方向に、繰り返しの視点が発生する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) レンチキュラレンズ方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) パララックスバリア方式 

図 11 フラットパネル型の多眼式立体ディスプレイ

の構成：レンチキュラレンズ方式とパララックスバリ

ア方式があり、両者とも繰り返しの視点が発生する。 

 

 いずれの方式でも、視点数の増加に伴い、水平解像

度が低下する。実際の多眼式立体ディスプレイでは、

図 12 に示す斜めレンチキュラ方式 4)が良く用いられ

る。これは、Philipsにより提案された技術である。レ

実際のレンチキュラレンズ 

実際のパララックスバリア 
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ンチキュラレンズを傾けることで、垂直方向に並ぶ同

色の色画素が、レンズ中心軸に対して異なる水平距離

をもつようになる。そのため、解像度低下を水平方向

と垂直方向にバランスよく割り振ることができる。パ

ララックスバリアについても、スリットを傾けるステ

ップバリア方式 5)が提案されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図12 斜めレンチキュラレンズ方式：水平解像度と垂

直解像度をバランスよく低下させながら、視点数を増

やすことができる。 

 

 図 13 に、著者の研究室とセイコーエプソンが共同

開発した斜め色画素配置を有する液晶パネル 6)と、こ

れを用いた 16 眼立体ディスプレイを示す。これは、

同色の色画素の配置を斜め方向にすることで、レンズ

中心軸に対する同色の色画素の水平距離をすべて異な

る値にする。レンチキュラレンズを傾ける必要がない

ことがメリットである。 

フラットパネル型の問題点は、立体解像度と視点数

の積がフラットパネルディスプレイの解像度となるた

め、両者にトレードオフの関係があることである。す

なわち、視点数を増やすと立体解像度が低下する。

近では、フラットパネルディスプレイの時分割表示を

利用して、表示性能を高める研究も行われている。 

レンチキュラレンズやパララックスバリアに、電子

的にその機能をオン・オフする機能を付与することで、

立体表示と２次元表示を切り替えることができる。例

えば、図 14(a)に示すように、スリットアレイを表示

する液晶パネルをパララックスバリアとして用いれば、

スリットアレイ表示時には立体表示になり、非表示時

には２次元表示になる 7)。また、図14(b)に示すように、

複屈折物質でレンチキュラレンズを作ると、偏光方向

でレンズ作用の有無が変わるので、偏光を回転させる

光学素子と組み合わせて、立体表示と２次元表示を選

択できる 8)。両方法とも、２次元表示時の解像度はフ

ラットパネルディスプレイの解像度と等しくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) LCDパネルの画素構造の顕微鏡写真 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 16眼立体ディスプレイ 

 

図 13 斜め色画素配置を用いた多眼式立体ディスプレ

イの実現：レンチキュラレンズを傾ける必要がない。 

 

 

 

(a) パララックスバリアを用いる方法 

 

 

 

(b) レンチキュラレンズを用いる方法 

 

図14 2D/3D切り替えの実現方法：電気的に2次元表

と立体表示を切り替えることを可能にすることで、2

次元表示時の解像度低下をなくすることができる。 
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（２）マルチプロジェクション型 

 これは、図 15 に示すように、プロジェクタアレイ

と、垂直方向に光を拡散する特殊なスクリーンを組み

合わせた構成方法 9)である。複数のプロジェクタを水

平位置が一致しないように変形２次元配置することで、

異なる水平方向に狭間隔で映像を表示できる。フロン

トプロジェクション型とリアプロジェクション型の両

方の構成が可能であるが、前者の場合はスクリーンに

再帰性反射スクリーンを、後者の場合はフレネルレン

ズなどの集光性スクリーンを組み合わせる。いずれの

場合も、水平方向に、プロジェクタのプロジェクショ

ンレンズの像が観察者側の空間に結像される。このプ

ロジェクタレンズの像の位置に眼を置くと、そのプロ

ジェクタが表示する映像が見える。すなわち、レンズ

の像が視点を形成する。 

フラットパネル型では立体表示解像度と視点数の

間にトレードオフの関係があったが、マルチプロジェ

クション型では、これらを独立に増やすことができる。

プロジェクタ数やプロジェクタの解像度を増やすこと

で、スケーラブルに性能を向上できる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図15 光線再生型・水平視差型立体ディスプレイの構

成（マルチプロジェクション型）：多眼式立体表示に用

いる。大型で高コストであるが、解像度と視点数を独

立に増やすことができる。 

 

プロジェクタアレイを用いた多眼式立体ディスプ

レイは、装置が大型で高価であるため、幅広い普及に

は適さない。コストよりも大画面のメガネなし立体表

示を優先する場合や、立体視の研究などに用いられる。

ハンガリーのHolografika社から、72インチのメガネ

なし立体ディスプレイ 10)が商品化されている。また、

国内でも、NICT でハイビジョン解像度のディスプレ

イ 11)が開発されている。 

 

９．超多眼立体表示 

これまでの説明でわかるように、２眼式や多眼式の

立体表示では、人間がもつ立体知覚の４つの生理的要

因を部分的にしか満たすことができない。そのため、

以下に説明する２つの問題が生じる。 

第１の問題は、調節と輻輳の不一致 12,13)である。従

来の立体表示では、図 16(a)に示すように、左右の眼

に異なる映像を表示することを原理としている。この

場合、輻輳は正しく機能し、立体像の奥行き位置を知

覚する。しかし、眼のピントは映像を表示しているデ

ィスプレイのスクリーン付近に合うため、調節は正し

く機能しない。人間の立体視機能には輻輳で知覚した

奥行き位置に調節を誘導する輻輳性調節と呼ばれる機

能があるが、従来の立体表示では、調節がこれに従う

ことができない。このような調節と輻輳の矛盾は、実

世界では生じないため、眼精疲労を引き起こすと言わ

れている。ただし、調節が機能するのは1～2 m以内

であるので、主に観察距離が中短距離の場合に問題と

なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図16 従来の立体表示の課題：調節と輻輳の不一致は

眼精疲労を引き起こし、運動視差の不完全さは臨場感

を低下させる。 

(a) 調節と輻輳の不一致 

(b) 運動視差の欠如、不完全さ
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図17 超多眼(SMV)表示と高密度指向性(HDD)表示：

空間の１点を通る光線が２本以上同時に瞳に入射する

状態を作り出し、調節が機能するようにする。 

 

第２の問題は、運動視差の欠如あるいは不完全さで

ある。図 16(b)に示すように、２眼式では運動視差は

機能しない。多眼式では、頭を動かすと見える画像が

変化するが、不連続な画像の切り替わりや、画像内に

不連続な変化が見える。人間は、自身の運動に対する

網膜像変化を常に予測しているため、このような運動

視差の欠如や不完全さが違和感となり、臨場感が低下

すると言われている。 

将来、立体ディスプレイが家庭まで幅広く普及する

ためには、上記の生理的要因に対する課題が解決され

た人に優しい立体表示の実現が望まれる。これを「自

然な立体表示」と呼ぶ。自然な立体表示の実現方法と

しては、「超多眼表示」14, 15)（Super Multi-View表示、

以下、SMV 表示と略す）が知られている。これは、

図 17(a)に示すように、視点間隔を従来の多眼式立体

表示よりも狭めて瞳孔径以下にすることで、瞳に２つ

以上の視点が入る状態を作り出す。そうすると、空間

の一点を通る光線が２本以上同時に瞳に入射するよう

になり、この点に対して眼がピント合わせ可能になる

とするものである。瞳の大きさは周囲の明るさによっ

て変化するが2～8 mm と小さいことから、高密度に

非常に多くの視点を用意する必要がある。 

一方で、 近では、視点を空間に設定するのではな

く、光線を進行方向でサンプリングし、物体から発せ

られる光線を再現する空間像方式が用いられるように

なっている。空間像方式において、SMV 表示と同様

な考え方で、調節と輻輳の不一致を解決しようとする

のが「高密度指向性表示」16, 17)（High-Density 

Directional 表示、以下、HDD 表示と略す）である。

図 17(b)に示すように、光線のサンプリング角度ピッ

チを狭めて光線の指向性を高めると、空間の一点を通

る光線が２本以上同時に瞳に入射するようになる。光

線の表示角度ピッチは、調節輻輳の不一致が問題にな

る約1～2 m以内の観察距離で、 短観察距離を600 

mm として瞳孔径を5 mm とすると、約0.1～0.5°と

非常に小さくする必要がある。両眼で立体像を観察す

るためには、視域角は 30°以上は必要であるから、表

示画像数は約60以上と非常に多くする必要がある。 

 

１０．超多眼立体ディスプレイのハードウエア 

SMV/HDDディスプレイの研究状況として、著者の

研究室での研究成果を紹介する。 

SMV/HDDディスプレイでも、基本的にはプロジェ

クション型とフラットパネル型の構成方法を用いる。

表１には、現在までに試作したHDDディスプレイを

示す。 

プロジェクション型は、表示画像数と解像度を独立

に増やすことができるため、解像度が QVGA 相当の

64指向性ディスプレイから解像度がSVGAの128指

向性ディスプレイ 16-19)まで試作している。ここで、指

向性とは表示画像数のことである。プロジェクション

型では、必要なプロジェクタ数が膨大であることが問

題点である。これを解決するために、時間多重表示を

導入し、ひとつのプロジェクタで複数の画像表示を可

能にし、必要なプロジェクタ数を削減する構成方法も

開発している。20) 

フラットパネル型では、表示画像数と立体表示解像

度の間にトレードオフの関係がある。そこで、解像度

が320400の72指向性ディスプレイ 21)を試作し、こ

れを２つ組み合わせた解像度が VGA 相当(640×400)

(a) 超多眼(SMV)表示 

(b) 高密度指向性(HDD)表示 
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のディスプレイ 22)を試作している。なお、30 指向性

ディスプレイ 23)は、モバイル用にNTT ドコモと開発

したもので、モバイル用では観察距離が短いことから

表示角度ピッチはやや大きな値に設定してある。 

さらなる表示画像数の増加を可能にするために、マ

ルチプロジェクション型とフラットパネル型の構成方

法を組み合わせた超多眼立体ディスプレイの新しい構

成方法 24)を開発している。図18に、16視点フラット

パネルディスプレイを 16 台用い、これらをマルチプ

ロジェクション光学系で多重結像して256視点表示を

実現した表示システムを示す。 

近では、フラットパネル型の構成でフラットパネ

ルディスプレイに必要な解像度を低下させるために、

図 19 に示すように、左右の目の付近にだけ視点形成

を行う方法を開発している 25)。ひとつのレンズに対応

する左右の視点群を発生するピクセル群が分離するた

め、この間に隣のレンズに対応するピクセル群を配置

することで、フラットパネルディスプレイに必要なピ

クセル数を減らすことができる。ただし、アイトラッ

キングと組み合わせて、目の位置に応じて、ピクセル

群の位置を移動させる必要がある。 

試作した SMV/HDD ディスプレイに対する人間の

調節応答の測定を行った。その結果、調節応答の誘起

は、目の被写界深度の拡大により説明できることを報

告している 26, 27) 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 マルチプロジェクション型とフラットパネル型

の構成方法を組み合わせた256視点超多眼立体ディス

プレイ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19 少数視点超多眼表示：フラットパネルディスプ

レイに必要とされる解像度を低下できる。 

 

１１．光線再生型・水平垂直視差型ディスプレイ 

つぎに、光線再生型の水平・垂直視差型立体ディス

プレイについて説明する。これは、「インテグラルイメ

ージグ」1, 2, 9)と呼ばれている。もともとは写真技術と

して考案されたもので「インテグラルフォトグラフィ

ー」と呼ばれていたが、 近になり、写真技術と区別

するためインテグラルイメージグと呼ばれるようにな

った。 

インテグラルイメージングの代表的な構成を、図20

に示す。フラットパネルディスプレイとレンズアレイ

を組み合わせた構成である。ピクセルから発せられた

光線が、レンズにより、ピクセルの水平・垂直位置に

応じて異なる水平・垂直方向に偏向される。そのため、

水平視差と垂直視差が得られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20 光線再生型・水平垂直視差型：インテグラルイ

メージングと呼ばれる。水平方向と垂直方向の視差を

実現するためにレンズアレイを用いる。 
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図 21 インテグラルイメージングの原理：異なる水

平・垂直方向に進む光線で、その方向から見た２次元

画像を表示する。 

 

各レンズに２次元ピクセルアレイを対応させると、

図 21 に示すように、すべての２次元ピクセルアレイ

の同じ位置にあるピクセルから発せられた光線は同じ

水平・垂直方向に進む。これらのピクセルで、その水

平・垂直方向から３次元物体を見た２次元画像を表示

する。インテグラルイメージングでは、ひとつのレン

ズが立体表示の１ピクセルに対応する。 

インテグラルイメージングでは、水平視差と垂直視

差の両方を実現するために、水平視差型の２乗の個数

のピクセルを各レンズに対応させる。具体的には、数

百から数千のピクセルを各レンズに対応させる。その

ため、超高解像度なフラットパネルディスプレイが必

要になる。しかし、現在のフラットパネル技術では、

このような超高解像度を実現することは難しい。その

ため、立体表示の解像度が低いことが問題点である。

このように、インテグラルイメージングは実現の難易

度が高い立体表示技術である。 

インテグラルイメージングでは、立体知覚の４つの

生理的要因のうち、輻輳、両眼視差、運動視差が機能

する。ただし、超多眼条件が水平方向と垂直方向の両

方向で成り立てば、調節も機能し、滑らかな運動視差

が得られる。この場合は、各レンズに約 602以上のピ

クセルを対応させる必要がある。 

なお、インテグラルイメージングの長所として、寝

ころんでも使える点がよく挙げられる。水平視差型で

は、寝ころんで見ると画像は２次元画像として見え、

多眼式では運動視差が得られる。 

 

１１．インテグラルイメージングのハードウエア 

 インテグラルイメージングの 近の研究状況につい

て説明する。 

 上述のように、インテグラルイメージングに必要な

超高精細なフラットパネルディスプレイが存在しない

ため、さまざまな実現方法が提案されている。 

インテグラルイメージングは、日本では、NHK 技

研で次世代のテレビ技術として活発に研究が行われて

いる。スーパーハイビジョン用に開発されたプロジェ

クタを利用した表示システム 28)が試作されている。 

近では、超高精細なプロジェクタを使う代わりに、

プロジェクタアレイを用いる構成方法 29)が、日立から

提案されている。93台の小型プロジェクタを用いたシ

ステムが試作されている。 

ただし、立体表示解像度に関しては、まだまだ改善

の余地が大きい。 

 

１２．波面再生型ディスプレイ 

ここまで説明した光線再生型の立体表示では、光を

光線として扱う。これに対して、光を波として扱うの

が波面再生型の立体表示であり、「ホログラフィー」1, 

2, 9)である。 

ホログラフィーは、物体から発せられる光の波面を

再生するため、理想的な立体表示方式であると言われ

ている。光を波として、物理的により正確に取り扱う

ため、立体知覚の４つの生理的要因をすべて満足する。 

電子的なホログラム表示の原理を、図 22 に示す。

ホログラム表示で用いられるフラットパネルディスプ

レイは、特に、空間光変調器と呼ばれる。空間光変調

器は、光の振幅や位相を電子的に変調する。空間光変

調器としては、液晶を用いたもの、電気光学効果や磁

気光学効果を用いたもの、MEMS を用いたものなど

が存在する。このうち、液晶変調素子がよく用いられ

る。これは、基本的には液晶テレビと同じ動作原理を

もつ。 

電子的なホログラフィーでは、図23に示すように、
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再生像である立体像を多数の物体点で構成し、空間光

変調器から物体点に集光する多数の球面波を発生する

ことで、立体表示を実現する。 

ここで、光の波面の間隔が光の波長であることを考

えると、図 22 に示すように、空間光変調器のピクセ

ルピッチは光の波長程度にする必要がある。ピクセル

ピッチによるサンプリング限界で球面波の広がりが決

まり、球面波の広がりが立体像が見える視域角を決め

る。ピクセルピッチを p で、光の波長をで表すと、

視域角は2 sin1(/ 2p)で与えられる。可視光の波長は

0.4～0.8ミクロンであるので、実用的なホログラム表

示を行うためには、空間光変調器には1ミクロン程度

のピクセルピッチが必要であると言われている。また、

ホログラム表示では、現在の２次元ディスプレイのよ

うに画面サイズに比例してピクセルピッチを大きくす

ることができないので、実用的な画面サイズを得るた

めには、空間光変調器に莫大なピクセル数が必要にな

る。 

このような微細なピクセルピッチと膨大なピクセ

ル数を有する空間光変調器の実現は、現状の技術では

極めて難しい。これらの問題点を解決する方法として、

水平視差型ホログラフィー（Horizontal-Parallax- 

Only、HPO ホログラフィーと呼ばれる）が提案され

ている。これは、視差を水平方向に限定することで、

微細なピクセルピッチが必要な方向を水平方向のみに

する。垂直方向のピクセル数は、２次元表示と同程度

にできる。そのため、ホログラム表示に必要なピクセ

ル数を劇的に削減することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22 ホログラフィー：光の波面を再生する理想的な

立体表示方式であるが、実現には1ミクロン程度の画

素ピッチと膨大な画素数を必要とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23 空間光変調器：光の振幅や位相を２次元的に変

調する。1 ミクロン程度のピクセルピッチと膨大な画

素数が必要とされる。 

 

１３．電子ホログラフィーのハードウエア 

ここでは、電子的なホログラフィー表示の 新の研

究動向について紹介する。 

水平・垂直視差型のホログラム表示に関しては、国

内では、情報通信研究機構(NICT)で、活発に研究が行

われている。空間光変調器に、スーパーハイビジョン

プロジェクタ用に開発されたピクセルピッチが 4.8 

ミクロンで解像度が 7,680×4,320 の反射型の液晶表

示デバイスを用いたシステム 30)が開発されている。こ

の場合の視域角は5.6 ºで、画面サイズは1.7インチで

ある。 近では、空間光変調器を３台使用して、視域

角を３倍に拡大し、約 15º の視域角をもつシステムが

実現されている 31)。 

つぎに、水平視差型ホログラフィーとして、著者の

研究室で行っている研究を紹介する。著者の研究室で

は、水平走査型の表示システム 32, 33)と解像度変換技術

を用いる表示システム 34, 35)を提案している。 

水平走査型の表示システム 32, 33)の構成を、図24に

示す。高フレームレート空間光変調器、アナモルフィ

ック光学系、ガルバノスキャナーで構成される。アナ

モルフィック光学系とは、直交した２つのシリンドリ

カルレンズで構成される結像系で、水平方向と垂直方

向で異なる倍率が実現できる。高フレームレート空間

光変調器の表示画像を、アナモルフィック光学系によ

り水平方向に縮小し、垂直方向に拡大し、これを要素

ホログラムとしてスクリーンに結像する。水平方向に
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は縮小するため、水平ピクセルピッチが縮小され、水

平視域角が拡大する。さらに、ガルバノスキャナーで

要素ホログラムを水平走査することで、全体の表示画

面サイズが拡大する。実際の表示システムでは、高フ

レームレート空間光変調器として MEMS 型デバイス

である Digital Micromirror Device (DMD)を用いて

いる。１台の DMD を用いて、水平画素ピッチを 2.5

ミクロンまで縮小し、水平視域角15ºで画面サイズ4.1

インチのホログラム表示を実現している。再生像の例

を図25に示す。このように、視差を水平方向に限定す

ることで、視域角と画面サイズを拡大できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24 水平走査型ホログラフィー：水平視差型にする

ことで、視域角と画面サイズの両方を拡大できる。 

 

 

 

 

 

図 25 水平視差型ホログラフィーの再生像の例：水平

視域角15º、画面サイズ4.1インチのホログラム表示を

実現。 

 

 つぎに、解像度変換技術を用いる表示システム 34, 35)

について説明する。解像度変換技術とは、フーリエ光

学の手法を用いて、空間光変調器の解像度の縦横の比

を変更する技術である。これを用いて、空間光変調器

の水平解像度を数倍に増加させ、水平視差型ホログラ

フィーを実現する。図26に、本技術を用いて試作し

たホログラム表示モジュールを示す。解像度 4,096

×2,400で画面サイズ0.9インチの空間光変調器を用

い，水平解像度を 4 倍に向上させることで、画面サ

イズ2.0インチで視域角11 ºのホログラム表示を実現

している。ホログラム表示装置は光学定盤の上に多く

の光学部品を並べて実現されることが多いが、このモ

ジュールは必要な光学系一式がモジュール内に収ま

っている。また、枠なしの表示面を実現しているので、

縦横にシームレスに並べて、さらなる大画面化が可能

である。モジュールの再生像を、図27に示す。安価

な３次元入力デバイスであるKinectと組み合わせて、

リアルタイムのホログラム表示を行っている様子を

示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 26 ホログラム表示モジュール：解像度変換技術を

用いて、画面サイズ2.0インチで視域角11 ºのホログ

ラム表示を実現。必要な光学系が小型モジュール内に

すべて収まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 27 ホログラム表示モジュールの再生像の例：

Kinectと組み合わせて、リアルタイムホログラム表示

している。 

 

１４．まとめ 

 本稿では、裸眼立体表示技術として、メガネなし２

Kinect 

Module 
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眼式、多眼式、インテグラルイメージング、ホログラ

フィーについて表示原理、実際の表示ステム、および、

課題について述べた。それぞれの表示方法には長所と

短所があり、それに応じたハードウエアの実現の難易

度がある。表示デバイス技術の進歩に応じて、より難

易度の高い表示方式の実用化が可能になるが、得られ

る立体像の品質・効果とシステムの難易度のバランス

を考えたシステム開発が重要であると考える。また、

立体像は人間に与える影響が大きいため、人間のもつ

立体知覚に十分に配慮したシステム開発が大切である

と考える。 

 現在は、家庭で用いる立体テレビとして、メガネな

し立体ディスプレイが普及し始めた段階である。しか

し、メガネなしの立体テレビに対する人々の期待は大

きい。また、ホログラムテレビの実現は人類の長年の

夢である。このような次世代の立体テレビの研究開発

が、日本の国際競争力の強化、ディスプレイ産業の復

権に繋がることを期待している。 
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表１ 現在までに試作された高密度指向性(HDD)ディスプレイ 

指向性数 64 128 128 72 72 30 

構成法 プロジェクション プロジェクション プロジェクション フラットパネル フラットパネル フラットパネル 

水平表示 

角度ピッチ 
0.34° 0.23° 0.28° 0.38° 0.38° 0.71° 

水平視域角 21.6° 29.6° 35.7° 27.6° 27.6° 21.2° 

３次元解像度 ~QVGA ~QVGA SVGA 320×400 640×400 256×128 

スクリーンサイズ 9.25’’ 13.2’’ 12.8’’ 22.2’’ 22.2’’ 7.2’’ 

写真 

 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

 


