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(57)【要約】
【課題】従来のホログラム表示装置は、視域角が１５度
程度であり、視域が狭かった。
【解決手段】ホログラム表示装置は、レーザ光を入射し
レーザ光をホログラムの再生波面情報に基づき変調する
空間光変調器と、空間光変調器によって変調された変調
光を拡大して結像させる拡大光学系と、変調光が結像さ
れる結像面に配置された走査光学系とを備え、拡大光学
系は、空間光変調器上の各点から出射する変調光を結像
させた後に、変調光のそれぞれの光束を予め定められた
領域で互いに重なり合わせて、三次元的に閉じた視域を
形成し、走査光学系は、視域を経時的に変更する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザ光を入射し前記レーザ光をホログラムの再生波面情報に基づき変調する空間光変
調器と、
　前記空間光変調器によって変調された変調光を拡大して結像させる拡大光学系と、
　前記変調光が結像される結像面に配置された走査光学系と
を備え、
　前記拡大光学系は、前記空間光変調器上の各点から出射する前記変調光を結像させた後
に、前記変調光のそれぞれの光束を予め定められた領域で互いに重なり合わせて、三次元
的に閉じた視域を形成し、
　前記走査光学系は、前記視域を経時的に変更するホログラム表示装置。
【請求項２】
　前記走査光学系は、ガルバノスキャナである請求項１に記載のホログラム表示装置。
【請求項３】
　前記空間光変調器は、ＭＥＭＳ型ＳＬＭである請求項１または２に記載のホログラム表
示装置。
【請求項４】
　前記再生波面情報に基づくパターンを前記ＭＥＭＳ型ＳＬＭに表示させる制御部を備え
、
　前記制御部は、前記パターンの生成と前記走査光学系の走査角とを同期させる請求項３
に記載のホログラム表示装置。
【請求項５】
　前記走査光学系は、前記視域を一軸方向へ経時的に変更する請求項１から４のいずれか
１項に記載のホログラム表示装置。
【請求項６】
　前記走査光学系は、前記視域を二軸方向へ経時的に変更する請求項１から４のいずれか
１項に記載のホログラム表示装置。
【請求項７】
　前記走査光学系が前記視域を経時的に変更する一軸方向とは直交する方向へ前記変調光
を拡散する拡散板を備える請求項１から５のいずれか１項に記載のホログラム表示装置。
【請求項８】
　前記拡大光学系は複数のレンズによって構成され、
　前記複数のレンズの間に配置され、前記変調光のゼロ次光と共役像をカットするフィル
タを備える請求項１から７のいずれか１項に記載のホログラム表示装置。
【請求項９】
　前記視域は、少なくとも直径２ｍｍ以上の円を内包する大きさを有する請求項１から８
のいずれか１項に記載のホログラム表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ホログラム表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ホログラム表示技術として、空間光変調器（Ｓｐａｔｉａｌ Ｌｉｇｈｔ Ｍｏｄｕｌａ
ｔｏｒ、ＳＬＭ）を用いて、干渉縞を表示する技術が知られている。この場合、視域角の
広さは、表示デバイスであるＳＬＭのピクセルピッチに概ね反比例する。したがって、視
域角を広くするためには、ＳＬＭのピクセルピッチを小さくする必要がある。また、表示
する画面サイズは、ＳＬＭの解像度（Ｎ×Ｍ）に比例する。したがって、画面サイズを大
きくするためには、ＳＬＭの解像度を増やす必要がある。
【０００３】
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　ホログラム表示装置では、干渉縞を表示させるために、可視光の波長オーダ（１μｍオ
ーダ）のピクセルピッチが要求される。例えば、画面サイズ４０インチ、視域角３０度を
実現するには、（参照光、物体光、再生用の照明光の波長を６００ｎｍとした場合）ピク
セルピッチ１．２μｍで解像度７６４０００×４３００００のＳＬＭが必要になる。しか
しながら、上述した超高精細なＳＬＭは存在しないため、実現するためには複数のＳＬＭ
を用いる必要があり、現状として実用化するのは難しい。
【０００４】
　上述の問題を解決するために、スクリーン走査型のホログラム表示装置が提案されてい
る。当該ホログラム表示装置では、アナモルフィック光学系を用いてＳＬＭからの変調光
を水平方向には縮小するとともに、垂直方向には拡大して表示画面上に投影する。このよ
うに、水平方向に縮小することによって、水平方向の見かけのピクセルピッチを小さくし
て水平方向の視域角を広げる。そして、表示画面に投影された変調光を表示画面上に水平
方向に走査することによって、大画面化および水平方向の広視域化を図っている（例えば
、特許文献１を参照）。
　［特許文献１］　特開２０１０－８８２２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来のホログラム表示装置においては、視域角が１５度程度であり、視域が小さいこと
が問題であった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様におけるホログラム表示装置は、レーザ光を入射しレーザ光をホログラ
ムの再生波面情報に基づき変調する空間光変調器と、空間光変調器によって変調された変
調光を拡大して結像させる拡大光学系と、変調光が結像される結像面に配置された走査光
学系とを備え、拡大光学系は、空間光変調器上の各点から出射する変調光を結像させた後
に、変調光のそれぞれの光束を予め定められた領域で互いに重なり合わせて、三次元的に
閉じた視域を形成し、走査光学系は、視域を経時的に変更する。
【０００７】
　なお、上記の発明の概要は、本発明の特徴の全てを列挙したものではない。また、これ
らの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１実施形態に係るホログラム表示装置の構成図である。
【図２】第１実施形態に係るホログラム表示装置の光学系の光路図である。
【図３】従来例における表示画面上の観察可能領域と第１実施形態における表示画面上の
観察可能領域の差異を説明する図である。
【図４】第２実施形態に係るホログラム表示装置の構成図である。
【図５】本発明の一実施例としてのホログラム表示装置により得られた再生像の写真であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範
囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組
み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【００１０】
　図１は、第１実施形態に係るホログラム表示装置の構成図である。本実施形態に係るホ
ログラム表示装置１００は、光源１０１、空間光変調器１０２、拡大光学系１０３、ＳＳ
Ｂフィルタ１０８、スキャンミラー１１０および制御ユニット１３０を含む。なお、以下
の説明において、一点鎖線で示された光軸ＯＡに沿って、空間光変調器１０２の側を前側
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もしくは前方、観察者が再生像を観察する側である領域１１１ａの側を後側もしくは後方
と称する。例えば、拡大光学系１０３においては、空間光変調器１０２が配置されている
側が前側もしくは前方である。また、拡大光学系１０３においては、スキャンミラー１１
０が配置されている側が後側もしくは後方である。
【００１１】
　光源１０１は、コヒーレント光であるレーザ光を出射する。光源１０１は、半導体レー
ザなどが用いられる。空間光変調器１０２は、ホログラムパターンを表示する電子的なホ
ログラム表示素子である。光源１０１は、コヒーレント光をホログラムの再生用の照明光
として空間光変調器１０２に出射する。空間光変調器１０２は、光源１０１から入射され
るレーザ光の強度、または位相をホログラムの再生波面情報に応じて変調させた変調光を
出射する。なお、再生波面情報とは、再生像を形成する波面の情報である。光源１０１よ
り照射されるコヒーレント光の波面は、空間光変調器１０２上に表示されるホログラムパ
ターンによって変調されて、ＳＳＢフィルタ１０８を通過後に、当該再生波面に変換され
る。
【００１２】
　当該ホログラムパターンは、実際にイメージセンサで撮影して生成することができる。
また、当該ホログラムパターンは、コンピュータでのシミュレーションにより生成するこ
とができる。空間光変調器１０２には、例えば、ＭＥＭＳ（Ｍｉｃｒｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏ
　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）を使用した空間光変調器（ＭＥＭＳ－ＳＬＭ
）やＬＣＯＳ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　ｏｎ　Ｓｉｌｉｃｏｎ）を使用した空間
光変調器（ＬＣＯＳ－ＳＬＭ）を用いることができる。
【００１３】
　図１に示すホログラム表示装置１００においては、空間光変調器１０２の一例として、
ＭＥＭＳ－ＳＬＭを利用している。ＭＥＭＳ－ＳＬＭは反射型表示装置であるので、傾い
た微小ミラー面に対して斜め方向から光源１０１からのコヒーレント光を照射する。なお
、透過型の強誘電性液晶を利用する場合には、裏面側からコヒーレント光を照射し、反射
型のＬＣＯＳ－ＳＬＭを利用する場合には、表示面の正対位置からコヒーレント光を照射
する。
【００１４】
　制御ユニット１３０は、主に光源１０１、空間光変調器１０２およびスキャンミラー１
１０の動作を制御する。制御ユニット１３０は、ＣＰＵ１３２と操作パネル１３４を含む
。なお、本実施形態においては、ホログラム表示装置１００の近辺でユーザが操作できる
ように操作パネル１３４を備えるが、これに限定されるものではなく、例えば有線技術や
無線技術を用いて他の端末装置から操作指示を与えるように構成してもよい。ＣＰＵ１３
２は、操作パネル１３４を介して指定された表示するホログラムパターン、動作タイミン
グ条件等に従ってホログラム表示装置１００の表示制御を実行する。操作パネル１３４は
、タッチパネルなどの入力部を備える表示装置であり、操作者からの入力を受け付けると
共に、メニュー項目等の表示を行う。本実施形態において、制御ユニット１３０は制御部
として機能する。制御ユニット１３０は、空間光変調器１０２に表示するホログラムパタ
ーンおよび表示のタイミングを制御する。
【００１５】
　拡大光学系１０３は、空間光変調器１０２の後方に配置される。拡大光学系１０３は、
第１レンズ１０４および第２レンズ１０６より構成される。拡大光学系１０３は、空間光
変調器１０２から出射された変調光を拡大して、スキャンミラー１１０上に拡大結像する
。第１レンズ１０４は、空間光変調器１０２の後方に配置され、空間光変調器１０２から
入射される変調光を後方へ出射する。第２レンズ１０６は、第１レンズ１０４の後方に配
置される。第２レンズ１０６は、第１レンズ１０４から出射した変調光をスキャンミラー
１１０上に結像する。
【００１６】
　ＳＳＢフィルタ１０８は、第１レンズ１０４と第２レンズ１０６との間に配置される。
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より具体的には、ＳＳＢフィルタ１０８は、第１レンズ１０４の後側焦点面、すなわちフ
ーリエ面上に配置される。ＳＳＢフィルタ１０８は、空間ホログラム画像の表示に不要な
ゼロ次光および共役像を除去する。
【００１７】
　スキャンミラー１１０は、第２レンズ１０６の後方に配置される。より具体的には、ス
キャンミラー１１０は、拡大光学系１０３によって変調光が結像される結像面に配置され
る。スキャンミラー１１０には、例えば、ガルバノミラーを使用することができる。スキ
ャンミラー１１０は、入射された変調光を観察者側に偏向する。
【００１８】
　また、スキャンミラー１１０は、再生像を表示する表示画面としても機能する。ガルバ
ノミラーは、比較的大きな反射面を速い走査周波数で揺動させることができる。本実施形
態においてスキャンミラー１１０は、回転軸Ａを中心に時計回りおよび反時計回りに回転
して、入射する変調光を回転軸Ａの周りに回転走査する。以下の説明において、スキャン
ミラー１１０の回転軸Ａに直交する平面を走査面と称する。
【００１９】
　空間光変調器１０２上の各点から出射した変調光のそれぞれの光束は、拡大光学系１０
３によって、スキャンミラー１１０上に一旦結像する。その後、これらの光束は、再生像
を比較的大きく観察できる距離Ｌだけ離れた位置において重なり合って、三次元的に閉じ
た、すなわち局在化した視域を形成する。領域１１１ａは、スキャンミラー１１０から光
軸ＯＡに沿って距離Ｌだけ離れた位置に局在化した視域の一断面である領域を示す。また
、領域１１１ｂ、１１１ｃは、それぞれスキャンミラー１１０による走査範囲（走査角θ
）の両端において局在化した視域の一断面である領域を示す。
【００２０】
　本実施形態において、空間光変調器１０２から出射された変調光は、拡大光学系１０３
によってスキャンミラー１１０上に拡大結像される。すなわち、スキャンミラー１１０上
における見かけのピクセルピッチが拡大されるため、視域角は狭くなる。しかしながら、
ホログラム表示装置１００は、スキャンミラー１１０を回転軸Ａ周りに時計回りおよび反
時計回りに回転することによって、視域の局在位置を走査方向ＳＤに沿って経時的に変更
する。これによって、拡大された領域１１４が示す様にホログラム表示装置１００の視域
は実質的に拡大される。
【００２１】
　また、制御ユニット１３０は、観察位置に応じた違和感の無い再生像を生成するために
、ホログラムパターンの生成とスキャンミラー１１０の走査角とを同期させる。具体的な
同期方法として、ホログラムパターンの生成に合わせてスキャンミラー１１０の走査角を
変更するとしてもよい。また、スキャンミラー１１０の走査角に応じて、ホログラムパタ
ーンを生成するとしてもよい。本実施形態において、制御ユニット１３０は、例えば１０
ｋＨｚのフレームレートで空間光変調器１０２にホログラムパターンを表示させ、当該ホ
ログラムパターンの表示に同期させてスキャンミラー１１０の走査角を変更する。したが
って、観察者は、拡大された領域１１４上の任意の位置から観察しても、スキャンミラー
１１０近傍に形成される再生像の全体を違和感なく観察することができる。
【００２２】
　図２は、第１実施形態に係るホログラム表示装置の光学系の光路図である。図２は、説
明を簡単にするために光軸ＯＡがスキャンミラー１１０で折り曲げられていない光路図を
示す。また、図２では、空間光変調器１０２上の各点から出射する変調光の内、空間光変
調器１０２の両端から出射する変調光ＭＬｕ、ＭＬｌを示し、その伝播方向を点線で示す
。なお、図１で示した部材と同一の部材には同じ符号を付し、重複する説明は省略する。
【００２３】
　第１レンズ１０４は、空間光変調器１０２の後方に配置される。変調光ＭＬｕ、ＭＬｌ
に示すように、空間光変調器１０２から出射される変調光は、空間光変調器１０２のピク
セルピッチに対応した広がり角をもつ。図２に示す通り、変調光の伝播方向は、光軸ＯＡ
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と略平行である。第１レンズ１０４は、空間光変調器１０２から入射する変調光ＭＬｕ、
ＭＬｌを後側焦点位置Ｆ´に向けて出射する。
【００２４】
　第１レンズ１０４から出射した変調光ＭＬｕ、ＭＬｌは、第１レンズ１０４のフーリエ
面に配置されたＳＳＢフィルタ１０８によってゼロ次光と共役像が除去され、第２レンズ
１０６へ入射する。第２レンズ１０６へ入射した変調光ＭＬｕ、ＭＬｌは、第２レンズ１
０６によってスキャンミラー１１０面上に一旦結像される。
【００２５】
　変調光ＭＬｕ、ＭＬｌに代表して示すように、空間光変調器１０２上の各点から出射し
たそれぞれの変調光の光束は、スキャンミラー１１０を介して、光軸に直交する予め定め
られた面上の領域で、実質的にすべてが互いに重なり合うようにして、三次元的に閉じた
視域である局在化した視域１１２を形成する。
【００２６】
　予め定められた面上の領域は、観察者が再生像を観察しやすい位置に定められる。なお
、拡大光学系１０３の残存収差等により、スキャンミラー１１０上の各点から出射する変
調光のそれぞれの光束が重なり合う位置は像高ごとに異なる場合があるが、当該領域にお
いて、それぞれの光束すべてが実質的に重なっていればよい。
【００２７】
　当該領域の大きさは、ホログラムの再生波面が瞳孔を通して人間の目に入射することを
考えると、瞳孔の大きさ程度まで縮小できる。人間の瞳孔径は、周辺環境の明るさによっ
て変化し、平均２～８ｍｍであると言われている。そこで、本実施形態においては、当該
領域が、直径２ｍｍ以上の円を内包する大きさを有することで実質的な波面再生を実現で
きる。
【００２８】
　局在化した視域１１２は、図２に示すように、スキャンミラー１１０に対して近側であ
るＥＰ１から徐々に広がり、領域１１１ａを経て徐々に狭まって遠側あるＥＰ２に至る三
次元的な閉じた空間領域として表される。観察者は、少なくとも局在化した視域１１２に
おいては、表示画面であるスキャンミラー１１０近傍に形成される再生像の全体を観察す
ることができる。
【００２９】
　図３は、従来例における表示画面上の観察可能領域と第１実施形態における表示画面上
の観察可能領域の差異を説明する図である。特に、図３は表示画面に直交する平面を上か
ら見た図である。
【００３０】
　図３（ａ）は、従来例におけるホログラム表示装置の表示画面上の可視領域を説明する
図である。図３（ａ）では、表示画面３１０上の各点から出射する変調光のうち、表示画
面３１０の両端から出射する変調光ＭＬｕ、ＭＬｌを示し、その伝播方向を一点鎖線で示
す。
【００３１】
　従来例におけるホログラム表示装置では、表示画面３１０上の各点から視域角βで出射
される変調光の伝播方向は、変調光ＭＬｕ、ＭＬｌで示した通り互いに平行である。した
がって、図３（ａ）において、観察者は、観察可能領域ＯＡａに示す通り、表示画面３１
０の一部の領域しか観察することができない。なお、観察可能領域ＯＡａの幅は、表示画
面３１０から観察眼Ｅの瞳孔までの距離をＬ、観察眼Ｅの瞳孔径をｄとすると、ｄ＋Ｌβ
である。
【００３２】
　図３（ｂ）は、本実施形態におけるホログラム表示装置の表示画面上の可視領域を説明
する図である。図３（ｂ）では、スキャンミラー１１０上の各点から出射する変調光のう
ち、スキャンミラー１１０の両端から出射する変調光ＭＬｕ、ＭＬｌを示し、その伝播方
向を一点鎖線で示す。
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【００３３】
　図３（ｂ）では、表示画面であるスキャンミラー１１０上の各点から距離Ｌだけ離れた
位置にある観察者の観察眼Ｅの瞳孔に向かって、視域角αで変調光ＭＬｕ、ＭＬｌが出射
される。そして、変調光ＭＬｕ、ＭＬｌで代表して示すように、スキャンミラー１１０上
から出射するそれぞれの変調光の光束は、領域１１１ａにおいて、実質的にそのすべてが
互いに重なり合って、局在化した視域を形成する。したがって、図３（ｂ）において、観
察者は、観察可能領域ＯＡｂに示す通り、スキャンミラー１１０の近傍に形成される再生
像の全体を観察することができる。
【００３４】
　従来のホログラム表示装置では、表示画面から出射する変調光の伝播方向は、それぞれ
平行であり、視域角も等しいため、実質的にそれぞれの変調光の光束のすべてが重なり合
う領域は存在し得ない。すなわち、従来のホログラム表示装置は、視域を局在化しない。
これに対して、本実施形態におけるホログラム表示装置は、図２で示したような拡大光学
系１０３の構成によって、実質的にそれぞれの変調光の光束のすべてを領域１１１ａで重
ね合わせることにより、視域を局在化している。このように本実施形態におけるホログラ
ム表示装置は、視域を局在化することにより、従来のホログラム表示装置と比較して、よ
り表示画面に近い位置において、再生像の全体を観察することができる。
【００３５】
　図４は、第２実施形態に係るホログラム表示装置の構成図である。第２実施形態に係る
ホログラム表示装置２００は、第１実施形態に係るホログラム表示装置１００を構成する
部材に加えて、拡散板２１０を有する。なお、図１で示した部材と同一の部材には同じ符
号を付し、重複する説明は省略する。
【００３６】
　拡散板２１０は、スキャンミラー１１０の反射面に接するように配置される。拡散板２
１０は、スキャンミラー１１０の走査方向ＳＤと直交する方向へ変調光を拡散して、拡散
方向へ視域角を拡大する。拡散板２１０には、多数のシリンドリカルレンズで構成される
レンチキュラシート、ホログラフィックデフューザなどを使用することができる。
【００３７】
　領域２１１は、局在化した視域の一断面である領域を示す。領域２１１が示す様に、拡
散板２１０の拡散作用により、スキャンミラー１１０の走査方向ＳＤと直交する方向に局
在化した視域が拡大される。また、スキャンミラー１１０の走査によって、拡大された領
域２１４に示すように実質的に走査方向に視域が拡大される。観察者は、拡大された領域
２１４上の任意の位置から、表示画面であるスキャンミラー１１０の近傍に形成される再
生像の全体を観察することができる。
【００３８】
　本実施形態では、局在化した視域の走査を一次元の方向のみとし、当該方向と直交する
方向については拡散板２１０により視域を広げている。これにより、走査方向の視差を確
保しつつ、２次元に拡大された視域を実現することができる。
【００３９】
　図５は、本発明の一実施例としてのホログラム表示装置により得られた再生像の写真で
ある。本実施例のホログラム表示装置において、空間光変調器には、ＭＥＭＳ－ＳＬＭで
あるＤＭＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｉｃｒｏｍｉｒｒｏｒ　Ｄｅｖｉｃｅ：Ｔｅｘａｓ　Ｉ
ｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製のＤｉｓｃｏｖｅｒｙＴＭ３０００）を使用した。空間光変調
器は、解像度１０２４×７６８で、ピクセルピッチは１３．６８μｍである。また、フレ
ームレートは１３．３３３ｋＨｚである。また、像再生用の照明光の光源には、発振波長
６３５ｎｍの半導体レーザを使用した。
【００４０】
　スキャンミラーには、ガルバノミラー（Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社
製のＭｉｃｒｏ　ＭａｘＴＭ　ｓｅｒｉｅｓ６７１）を使用した。スキャンミラーは、直
径５０ｍｍで、走査周波数は６０Ｈｚ、走査角は±２０．０度である。
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【００４１】
　拡大結像系は、倍率Ｍを２．８６とした。したがって、スキャンミラー上においてピク
セルピッチは、３９．１μｍに拡大される。また、スキャンミラー上における表示画面の
サイズは４０×３０ｍｍ２（対角２．０インチ）に拡大される。
【００４２】
　そして、結像面から６００ｍｍの位置に視域を局在化させた。局在化した視域の走査方
向の幅は、９．７５ｍｍであった。スキャンミラーによる走査により視域全体の幅を４３
７ｍｍに拡大した。
【００４３】
　ホログラム表示のフレームレートは６０．１Ｈｚであり、１回の走査において表示され
るホログラムパターンの数は２２２である。したがって、局在化した視域間には重なりが
ある。
【００４４】
　図５（ａ）、図５（ｂ）および図５（ｃ）は、それぞれ異なる物体の再生像を異なる水
平角度から撮影した写真である。具体的には、飛行機、城、船の再生像を異なる水平角度
－２０度、－１０度、０度、１０度、２０度から撮影した写真である。
【００４５】
　水平視域が広く、容易に両眼で再生像を観察することができ、頭を左右に大きく動かす
ことができた。また、再生像は滑らかな運動視差を有していた。
【００４６】
　以上で説明したホログラム表示装置は、例えば以下の分野に応用することができる。
　［ロボット手術、腹腔鏡手術］
　視覚疲労のない高精細な立体表示が実現できるので、ロボット手術や腹腔鏡手術におい
てのディスプレイとして利用が期待できる。
　［自動車用ヘッドアップディスプレイ］
　近年、フロントガラス越しに運転支援情報を表示するヘッドアップディスプレイ（ＨＵ
Ｄ）の実用化が進んでいる。ＨＵＤに上述の実施形態におけるホログラム表示装置を使用
することにより、実物と同じ奥行き位置に運転支援情報を表示できる。
　［ヘッドマウントディスプレイ］
　Ｇｏｏｇｌｅ　ｇｌａｓｓを代表とするヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）が、現
実世界にインターネット等のデジタル情報を重畳表示するデバイスとして研究開発されて
いる。上述の実施形態におけるホログラム表示装置は、小型化してＨＭＤに組み込むこと
も可能である。従来のＨＭＤは、視覚疲労があり、長時間利用できないことが問題である
。しかしながら、本発明におけるホログラム表示装置を使用することにより視覚疲労を低
減することができる。
【００４７】
　以上の説明では、第１レンズ１０４、第２レンズ１０６をそれぞれ１枚の凸レンズで代
表して説明したが、収差補正の観点等より、複数のレンズから構成されても良い。
【００４８】
　以上の説明では、スキャンミラー１１０を使用して水平方向のみの走査を行うホログラ
ム表示装置について説明したが、垂直方向の拡散板２１０に代えて、スキャンミラー１１
０の回転軸と直交する回転軸を有するスキャンミラーを別途設けて、垂直方向にも走査を
行うとしても良い。これによって、垂直方向の視差も含んだ再生像を観察することができ
る。
【００４９】
　以上の説明では、スキャンミラー１１０は、拡大光学系１０３によって変調光が結像さ
れる結像面に配置されるとして説明した。しかしながら、スキャンミラー１１０の反射面
は、拡大光学系１０３の結像面と、部分的にもしくは全体的に一致していなくてもよく、
実質的に拡大光学系１０３の結像面近傍に配置されていればよい。
【００５０】
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　なお、スキャンミラー１１０の走査により再生像にディストーションが生じる場合には
、空間光変調器１０２に表示するホログラムパターンを変更することによって、当該ディ
ストーションを補償するとしても良い。また、走査によってスキャンミラー１１０上から
結像点がずれることにより収差が生じる場合にも、空間光変調器１０２に表示するホログ
ラムパターンを変更することによって、当該収差を補償するとしても良い。
【００５１】
　以上の説明では、拡散板２１０は、スキャンミラー１１０の反射面に接するように配置
されるとして説明した。しかしながら、拡散板２１０による拡散面は、スキャンミラー１
１０の反射面と、部分的にもしくは全体的に一致していなくてもよく、実質的にスキャン
ミラー１１０の反射面近傍に配置されていればよい。
【００５２】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えること
が可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発
明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【符号の説明】
【００５３】
１００、２００　ホログラム表示装置、１０１　光源、１０２　空間光変調器、１０３　
拡大光学系、１０４　第１レンズ、１０６　第２レンズ、１０８　ＳＳＢフィルタ、１１
０　スキャンミラー、１１１ａ、１１１ｂ、１１１ｃ　領域、１１２　局在化した視域、
１１４　拡大された領域、１３０　制御ユニット、１３２　ＣＰＵ、１３４　操作パネル
、２１０　拡散板、２１１　領域、２１４　拡大された領域、３１０　表示画面

【図１】 【図２】
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