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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空間光変調器と、
　光偏向装置と、
　少なくとも１つの結像光学系と、
を有するヘッドマウントディスプレイ装置であって、
　前記空間光変調器は、少なくとも１つの方向において可干渉性の波面により照射され、
　前記光偏向装置は、前記空間光変調器のセグメント化された多重複合画像が生成される
ように設計され、前記多重複合画像のセグメントは、制御可能な方式で少なくとも１次元
において連続的に結合され、
　前記多重複合画像は、大型ビューボリュームを生成するために利用される少なくとも所
定数のセグメントを含み、前記大型ビューボリューム内では前記空間光変調器においてホ
ログラムとして表現するために符号化された３次元シーンが再構成され、前記３次元シー
ンは仮想ビューイングウィンドウを介して観察され、
　前記仮想ビューイングウィンドウを観察者の瞳の位置へ調整するために調整手段が提供
され、
　前記瞳の位置を検出するためにセンサが提供され、
　前記ヘッドマウントディスプレイ装置を初期化するため、または、前記ヘッドマウント
ディスプレイ装置の利用の間に、前記仮想ビューイングウィンドウを前記瞳の位置と前記
観察者の瞳の間隔とに調節するために所定の変位値が前記光偏向装置によって調整される
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ことを特徴とするヘッドマウントディスプレイ装置。
【請求項２】
　制御可能な前記光偏向装置は、前記空間光変調器の前記セグメント化された多重複合画
像が対物レンズの面において生成されるように設計されていることを特徴とする請求項１
に記載のヘッドマウントディスプレイ装置。
【請求項３】
　前記光偏向装置は、前記空間光変調器の多重複合画像のセグメントが、実質的に間隙な
く結合される、あるいはホログラム情報を生成する場合に重複領域を有するように部分的
に重複するように設計されていることを特徴とする請求項１または２に記載のヘッドマウ
ントディスプレイ装置。
【請求項４】
　追加の結像手段が光軸上に提供され、
　制御可能な前記光偏向装置によりセグメントで構成される、前記空間光変調器の前記セ
グメント化された多重複合画像が更に拡大されて結像されることを特徴とする請求項１乃
至３のいずれか１項に記載のヘッドマウントディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記光偏向装置は、前記空間光変調器の前記多重複合画像の構成について、セグメント
の数またはサイズが可変なように、あるいは前記空間光変調器の前記多重複合画像の構成
について、セグメントの数及びサイズが可変なように設計されていることを特徴とする請
求項１乃至４のいずれか１項に記載のヘッドマウントディスプレイ装置。
【請求項６】
　制御可能な前記光偏向装置は、可変格子周期の制御可能な液晶格子を含む少なくとも１
つの制御可能な光偏向手段を有することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記
載のヘッドマウントディスプレイ装置。
【請求項７】
　制御可能な前記光偏向装置は、少なくとも１つのボリュームホログラムを含み、前記少
なくとも１つのボリュームホログラムは少なくとも２つの異なる回折角を有し、前記少な
くとも２つの異なる回折角は、前記空間光変調器を照射する光の、少なくとも２つの異な
る入射角または２つの異なる波長、あるいは前記空間光変調器を照射する光の、少なくと
も２つの異なる入射角及び２つの異なる波長により選択されうることを特徴とする請求項
１乃至６のいずれか１項に記載のヘッドマウントディスプレイ装置。
【請求項８】
　前記空間光変調器により変調された波面の高次の回折次数をフィルタリングするために
、光軸上に少なくとも１つのフィルタが配置されることを特徴とする請求項１乃至７のい
ずれか１項に記載のヘッドマウントディスプレイ装置。
【請求項９】
　前記フィルタは、望遠結像光学系の中心焦点面に配置されることを特徴とする請求項８
に記載のヘッドマウントディスプレイ装置。
【請求項１０】
　眼球の移動により制御される該眼球の移動に対する前記仮想ビューイングウィンドウの
追跡を行う、制御可能な追跡装置が提供されることを特徴とする請求項１乃至９のいずれ
か１項に記載のヘッドマウントディスプレイ装置。
【請求項１１】
　前記光偏向装置は、前記空間光変調器の前記セグメント化された多重複合画像の生成に
加えて、眼球の移動により制御される該眼球の移動に対する前記仮想ビューイングウィン
ドウが追跡されるように、あるいは制御可能な追跡装置をサポートするように設計されて
いることを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載のヘッドマウントディスプ
レイ装置。
【請求項１２】
　前記調整手段は、観察者の眼球の瞳位置に対して手動または自動でビューイングウィン
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ドウを調整し、個々の眼球についての分離を提供するために提供されることを特徴とする
請求項１乃至１１のいずれか１項に記載のヘッドマウントディスプレイ装置。
【請求項１３】
　前記光偏向装置または追跡装置、あるいは前記光偏向装置及び追跡装置は、制御可能な
方式で前記仮想ビューイングウィンドウを瞳位置に調整するように、あるいは該目的を実
現する他の調整手段をサポートするように設計されていることを特徴とする請求項１乃至
１２のいずれか１項に記載のヘッドマウントディスプレイ装置。
【請求項１４】
　前記空間光変調器の前記多重複合画像のセグメントの生成及び結像を行う、前記光偏向
装置及び前記結像光学系の他の光学部材の少なくともいずれかは、セグメントからなる前
記多重複合画像を湾曲させて生成または結像され、該湾曲が３次元シーンの符号化の際に
許容されるように設計されていることを特徴とする請求項１乃至１３のいずれか１項に記
載のヘッドマウントディスプレイ装置。
【請求項１５】
　前記結像光学系または前記光偏向装置、あるいは前記結像光学系及び前記光偏向装置は
、前記空間光変調器の前記セグメント化された多重複合画像がアナモルフィックに結像さ
れるように設計されていることを特徴とする請求項１乃至１４のいずれか１項に記載のヘ
ッドマウントディスプレイ装置。
【請求項１６】
　少なくとも１つのテレセントリック結像光学系が提供され、
　そのオブジェクト側の焦点面に、前記空間光変調器により放射された光を制御された方
式で傾斜させる光偏向装置が配置される
ことを特徴とする請求項１乃至１５のいずれか１項に記載のヘッドマウントディスプレイ
装置。
【請求項１７】
　他の空間光変調器の他のセグメント化された多重複合画像を生成する、少なくとも１つ
の他の光偏向装置が提供され、
　該セグメント化された多重複合画像は、インタリーブされるか互いにねじられる、イン
タリーブされて互いにねじられる、互いにオフセットを有する、または、深度方向に交互
配置される状態にされ、
　それらは、前記観察者の眼球の瞳と共に共通のビューボリュームを定義し、
　それらのサブ領域は、隣接する、あるいは完全にまたは部分的に重複し得、
　該重ね合わせは、可干渉、部分的に可干渉、あるいは非干渉であり、
　２次元提示、３次元立体提示、及びホログラム３次元提示の少なくともいずれかが、各
サブ領域において提供される
ことを特徴とする請求項１乃至１６のいずれか１項に記載のヘッドマウントディスプレイ
装置。
【請求項１８】
　可変格子周期の制御可能な液晶格子または多重化体積格子、あるいは可変格子周期の制
御可能な液晶格子及び多重化体積格子が、他の０次の回折次数の光が通過し、該光が使用
されず、更なるアクティブ光軸から分離されるように、制御可能な前記光偏向装置に配置
されることを特徴とする請求項１乃至１７のいずれか１項に記載のヘッドマウントディス
プレイ装置。
【請求項１９】
　前記空間光変調器は、線形範囲に渡って光偏向手段により走査される、線形空間光変調
器の形態で提供され、
　画像の走査は、前記線形範囲の方向において、制御可能な前記光偏向装置により順次複
数回繰り返される
ことを特徴とする請求項１乃至１８のいずれか１項に記載のヘッドマウントディスプレイ
装置。
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【請求項２０】
　各走査ストライプが、走査方向と直交して上下に位置し、或いは、わずかに重複するよ
うに、少なくとも２つの鏡面が互いにねじれているポリゴンミラーが提供されることを特
徴とする請求項１９に記載のヘッドマウントディスプレイ装置。
【請求項２１】
　少なくとも１つのマイクロレンズアレイが、前記空間光変調器の前または背後、あるい
は前及び背後に提供されることを特徴とする請求項１乃至２０のいずれか１項に記載のヘ
ッドマウントディスプレイ装置。
【請求項２２】
　少なくとも１つのマイクロレンズアレイが、中間画像の位置または前記空間光変調器の
セグメント化された中間画像の位置、あるいは中間画像の位置及び前記空間光変調器のセ
グメント化された中間画像の位置に提供されることを特徴とする請求項１乃至２１のいず
れか１項に記載のヘッドマウントディスプレイ装置。
【請求項２３】
　アポディゼーションマスクが、前記観察者の眼球に面する前記空間光変調器の側、中間
画像の位置、または前記空間光変調器のセグメント化された中間画像の位置に提供される
ことを特徴とする請求項１乃至２２のいずれか１項に記載のヘッドマウントディスプレイ
装置。
【請求項２４】
　制御可能な前記光偏向装置は、製造中の露光に用いられた波動場の適切な可干渉性を選
択することにより、屈折率変調の包絡線が明確に設定される、体積格子または多重体積格
子を含むことを特徴とする請求項１乃至２３のいずれか１項に記載のヘッドマウントディ
スプレイ装置。
【請求項２５】
　前記光偏向装置は、前記空間光変調器の少なくとも１次元にセグメント化された多重複
合画像が平面導波路において制御された方式で連続的に生成されるように設計されている
ことを特徴とする請求項１乃至２４のいずれか１項に記載のヘッドマウントディスプレイ
装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、比較的広大な再構成空間（ビューボリューム）において、空間光変調器（Ｓ
ＬＭ：spatial light modulator）による多重複合画像を用いたホログラム再構成を生成
する表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に視覚表示装置は、例えば２次元の映像情報、コンピュータにより生成された立体
画像、ホログラム生成された３次元シーンの情報をユーザに見せている。
【０００３】
　生成された画像又は再構成された３Ｄシーンを直接、即ち光学倍率なしに実画像として
表示できる表示装置に加え、仮想的に生成された画像が表示される多数の表示装置が当該
技術分野において知られている。このような表示装置は、バーチャル画像ディスプレイ（
ＶＩＤ：virtual image display）としても知られている。
【０００４】
　バーチャル画像を生成するディスプレイは、眼球の近くに配置される表示装置、いわゆ
るニアツーアイディスプレイにおいてしばしば使用される。このような表示装置は、例え
ばヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ：head-mounted display）又はヘルメットマウン
トディスプレイ（ＨＭＤ：helmet-mounted display）として知られている。それらはしば
しば「データグラス」とも呼ばれる。
【０００５】
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　ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）は、ユーザが眼鏡のように装着する、あるいは
ヘルメットと同様に頭にかぶる表示装置である。ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）
は、観察者の一方の眼球（単眼ＨＭＤ）又は両方の眼球（両眼ＨＭＤ）として動作されう
る。
【０００６】
　本発明はヘッドマウントディスプレイに限定されるべきではない。また本発明は、眼球
の近くに位置している拡大レンズ（接眼レンズ）を介して、観察者が少なくとも１つのデ
ィスプレイパネルの拡大提示又は表示装置により再構成されたような３次元シーンの拡大
提示を閲覧するいかなる固定型あるいは携帯型の表示装置に関する。以下、電子「覗きか
らくり」に類似しているこのようなホログラム表示装置を「ホキュラー（hocular）」と
呼ぶ。ＨＭＤとは対照的に、この種の装置は、サイズ及び重量に関する要求は大きくない
。疲労を引き起こさせずに広大な空間深度を有する３Ｄデータセットを長期間にわたり閲
覧する場合は必ず、この種の装置が使用できることが好ましい。これは、例えば３次元計
算されたトモグラフィ、磁気共鳴式トモグラフィ、共焦点顕微鏡検査、あるいは超音波画
像データを観察させる医療機器の場合に当てはまる。
【０００７】
　本発明は、正面図ディスプレイとして観察者の視野上に配置され、且つ拡大されたバー
チャル画像又は実画像も生成する表示装置（ヘッドアップディスプレイ）にも適用されう
る。
【０００８】
　また本発明は、拡大実画像を生成する表示装置に適用されうる。
【０００９】
　明示的に示されない限り、一般に以下の説明は、ヘッドマウントディスプレイ又はホキ
ュラーディスプレイ等のバーチャル画像を生成する表示装置に当てはまる。簡略化するた
めに、以下ＨＭＤという用語のみを使用するが、拡大実画像を生成する装置が除外される
わけではない。
【００１０】
　ＨＭＤでは、観察者は、実際の環境から完全に遮蔽されうるため、いわゆる仮想現実（
ＶＲ：virtual reality）の形式で表示された情報のみを知覚する。他の装置では、実際
の環境が例えば半透過型ミラーを介して表示された情報と重畳されるため、拡張現実（Ａ
Ｒ：augmented reality）が実現される。
【００１１】
　ホキュラー装置では、例えば現実の環境は、マイクロスコープの追加の光路を通して生
成される、現実オブジェクトの微細画像を含みうる。装置の中には、制御可能な手段の影
響を受ける程度の重畳を許可するものもある。完全に遮蔽された装置は、眼球の近くに配
置される少なくとも１つのカメラを有していてもよい。また、カメラ画像と表示される情
報の重ね合わせが、ＡＲの応用例において可能であってよい。
【００１２】
　眼鏡型及びヘルメット型を含む様々な種類のヘルメットマウントディスプレイは、多く
の文献において開示されている。
【００１３】
　例えば米国特許出願公開第２００９／０１８０１９４号明細書において３Ｄシーンの立
体表現用のＨＭＤ装置が知られている。
【００１４】
　３次元シーンのホログラム再構成用のＨＭＤ型の表示装置は、例えば出願人により出願
された国際公開第２００８／０７１５８８号Ａ１パンフレットにより知られている。この
ようなＨＭＤでは、３Ｄシーンは、小さなビューボリュームにおいてのみ再構成できる。
この装置において作成される、「スイートスポット」とも呼ばれるビューイングウィンド
ウ（ＶＷ：viewing window）は、ほぼ瞳孔の直径しか有さない。一般にビューイングウィ
ンドウは、実際の開口により形成されるのではなく、仮想的に生成されるだけである。
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【００１５】
　ホログラム情報がＳＬＭ上で１次元符号化されると、生成されたビューイングウィンド
ウは非干渉及び可干渉の方向を有する。可干渉方向は、変調器セルの有効グリッドにより
生成される２つの回折次数間の距離で規定される。有効グリッドは、観察者の眼球により
知覚されるようなＳＬＭマトリクスである。ホログラム再構成は、選択された２つの回折
次数間で閲覧されうる。それらの距離は、二重像を防止するように観察者の眼球の瞳孔の
直径より大きい必要がある。垂直符号化の場合、回折次数は水平方向に生成される。非干
渉方向におけるビューイングウィンドウのサイズは、照明光の角度スペクトルにより規定
される。
【００１６】
　ビューイングウィンドウの頻繁な追跡を回避するために、ビューイングウィンドウは、
例えば１５ｍｍ×１５ｍｍ等、瞳孔より実質的に大きい必要がある。これには、系におい
て使用される空間光変調器が小さなピッチを有することが必要となり、このために必要な
大きさの回折角が作成されうる。従って、広い視野を同時に実現しつつこの条件を満たす
ために、高分解能の大規模の光変調器が必要である。
【００１７】
　観察者の瞳孔は通常、ホログラフ的なＨＭＤのビューイングウィンドウにおいて２つの
回折次数間に存在するべきである。
【００１８】
　人間の眼球の一般的な分解能において、所定の頂角を有し、所定の距離に生成された再
構成を高品質及び高輝度で見ることができるように、ＨＭＤ装置は、非常に多くの変調器
セル（画素）を含む空間光変調器（ＳＬＭ）を有するべきである。これは、ＳＬＭの変調
器セルが１次元符号化されるだけである場合に特に重要である。例えば、ＨＭＤにおいて
使用される小型ＳＬＭは、３＊１０＾６個より少ない変調器セルの変調器セルマトリクス
を有する。生成される再構成についてより大きなビューボリュームを提供できるように、
ＳＬＭは、２０＊１０＾６個より多い変調器セルの変調器セルマトリクスを有するべきで
ある。
【００１９】
　従って、１つの目的は、高分解能のホログラム再構成を生成できるように変調器セルマ
トリクスにおいて少数の変調器セルを有するＨＭＤ装置を変更することである。
【００２０】
　更なる目的は、可能な限り大きな再構成がマッチング距離において現実環境と重畳する
ように、可能な限り大きく、ホログラム直視型ディスプレイと同等のビューボリュームを
ホログラムＨＭＤ装置において提供することである。
【００２１】
　観察者により知覚される全空間の一部であるビューボリューム（ＶＯＶ：volume of vi
ew）は、ピークの代わりに、観察者の眼球の入射瞳において生成される小さなビューイン
グウィンドウを示す平面を有する角錐台（錐台）として規定されうる。ビューボリューム
は、観察者の眼球からのサイズ及び距離が水平及び垂直の頂角を規定する平面も有する。
例えば該平面は、ホログラム符号化された３次元シーンを再構成するＳＬＭの拡大バーチ
ャル画像でありうる。ビューボリュームは、観察者の眼球から無限空間に広がる。ビュー
ボリュームは、必ずしも正方形又は矩形の断面を有さなくてもよい。ビューボリュームは
、使用されるＳＬＭの形状及び視野を制限するあらゆる開口の形状に依存して、円形、楕
円形又は六角形等の異なる断面を有しうる。
【００２２】
　ホログラムディスプレイ、即ち更にはホログラムＨＭＤにおいて、一般にビューイング
ウィンドウ（ＶＷ）のサイズにより規定される空間帯域幅積（ＳＢＰ：space-bandwidth 
product）は、最小限まで減少されるべきである。ビューイングウィンドウの大きさが眼
球の入射瞳（ＥＰ：entrance pupil）と同一である場合、依然として最大の物体分解能を
可能にする最小のＳＢＰが実現される。ビューイングウィンドウがこのサイズを超えて拡
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張するとＳＢＰは増加するが、ビューイングウィンドウを追跡する必要がないという利点
がある。
【００２３】
　空間光変調器が複素数値で１次元符号化される場合及びビューイングウィンドウのサイ
ズが例えばＶＷ＝１５ｍｍである場合、可干渉方向で角度（°）毎に７００個を超える変
調器セルが必要とされる一方で、非干渉方向では角度毎に僅か６０個の変調器セルしか必
要とされない。
【００２４】
　上述の全ての特徴のうち、例えば、大規模の３Ｄシーンを再構成するＨＭＤは、大規模
のビューボリューム、高コントラスト、及び観察者の眼球に至る長い距離を少なくとも有
するべきである。ビューイングウィンドウは、観察者の眼球に対してビューイングウィン
ドウを追跡するために、ディスプレイにおいて追跡装置を起動する必要なく、観察者の瞳
孔がある程度自由に移動するために少なくとも十分な大きさであるべきである。
【００２５】
　ビューボリュームは、ＨＭＤにおいて生成される再構成が相対的に高いコントラストで
現実環境とに重畳されうるような頂角を有するべきである。従って、観察者は、３Ｄシー
ンの３次元表現がホログラム直視型ディスプレイにおいて実現されうる場合にそれを知覚
する。
【００２６】
　可能な限り高い分解能を有する空間光変調器を提供するために、このような変調器表面
を実現するように１次元又は２次元で可能な限り狭い間隙で低分解能を有する多数の空間
光変調器を接合することは、当該技術分野において知られている。これは、主に空間光変
調器を拡大結像することで実現される。このような構成には、大量の装置を必要とすると
いう欠点がある。従って、ＨＭＤについてそれはあまり好適ではない。
【００２７】
　別の方法によれば、低分解能空間光変調器の画像は、順次１次元又は２次元で接合され
る。傾斜ミラー又はポリゴンミラー等の機械的偏向手段は、通常この目的のために使用さ
れる。このような機械的偏向手段は、装置の大規模な体積を必要とし、ＨＭＤにとって非
常に好適でない妨害ノイズを発生しうる。しかしながら、固定装置においては、このよう
な機械的偏向手段は首尾よく使用されうる。国際公開第００／２８３６９号Ａ２パンフレ
ットにおいて、切り替え可能な回折ブラッグ格子によりこのような接合を実現することが
提案されている。これらの切り替え可能な格子の製造中、一般に、固定の格子構造は、ホ
ログラムに露光されている間に液晶と高分子との混合の重合により作成される。液晶の屈
折率は、光が妨害されていない格子を通過するように、あるいはその格子により回折、即
ち偏向されるように、電極構造に供給される電圧を変更することで調整される。該構成に
は、固定の格子構造のために１つの回折角しか実現できないという欠点がある。また、こ
の角度は波長に依存している。従って、広い高分解能の変調面を得るために多数の変調器
画像を接合したいと考えると、部分的な画像又はセグメント毎に独立した格子を提供しな
ければならず、これらの格子はスタック状に配置されなければならない。光が妨害されて
いない非起動の他の格子を通過している間、該スタックの１つの格子のみが所望の方向に
光を偏向するように常に起動される。カラーディスプレイでは、波長が回折角に依存する
ために、生成される変調画像のそれぞれについて、及び赤、緑及び青の各色成分について
、即ち部分的な画像についての３つの格子のそれぞれについて、独立した切り替え可能な
回折格子が必要とされる。このような切り替え可能な回折格子を１００％の回折効率で製
造することは不可能であるため、全ての格子がＯＦＦに切り替えられている間に格子スタ
ックを通過する非回折光は、画像の生成のために正常に使用されない。
【００２８】
　従って、１次元で３つの画像を接合するには、以前から種々の固定の格子定数を含む９
個の切り替え可能な格子のスタックが必要である。
【００２９】
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　各光学インタフェースが反射を発生させるため、このような厚さを有する格子スタック
は、作成が困難であり且つ使用中の問題がある。また、光が多くの透明電極構造を通過し
なければならないため、光の大部分は吸収又は拡散される。双方の影響は、特に多数の反
射の結果、強度を低下させ、好ましくない拡散光を生じさせるため、コントラストを悪化
させる。
【発明の概要】
【００３０】
　本発明の概念は、広範囲のシーンを生成するために大規模なビュー（錐台）が提供され
る必要がある一方で、少数の変調器セルを有する空間光変調器のみが使用可能であるとい
う仮定に基づいている。
【００３１】
　本明細書において、空間光変調器ＳＬＭは、ホログラム情報を符号化するために変調器
表面上で局所的に制御可能な方法で光の光学的性質を調整する２次元装置であると理解さ
れる。符号化の種類に応じて、振幅限定、位相限定又は位相及び振幅同時の光変調が可能
である。振幅及び／又は位相の変調は、直接行われる必要はなく、即ち偏光等の光の他の
特性を変更することで偏光板等の更なる構成要素を介しても実現されうる。一般に空間光
変調器は、個別アドレス指定可能な変調器セル（画素）の２次元配列により形成される。
例えば変調器セルは、電気的又は光学的にアドレスされうる。変調器セルは、制御可能に
自身で発光し、あるいは制御可能に光を変調するように透過又は反射モードで動作しうる
。変調された光の波長変換も実現可能である。
【００３２】
　空間光変調器は、１次元格子光弁（ＧＬＶ：grating light valve）等の１次元空間光
変調器の１次元走査装置、又はレーザ光源等のポイント型光変調器の２次元走査装置によ
っても形成されうる。
【００３３】
　再構成されたシーンを閲覧するために大きな頂角、即ち大きな開口数（ＮＡ：numerica
l aperture）を作成できるように、少なくとも１つの空間光変調器は、本発明によって横
に水平に及び／又は上下に垂直に複数回結像される。このようなビューボリュームの逐次
複合は、観察者により知覚されないような十分に速い速度で実行される。
【００３４】
　しかしながら、多数の画像は、部分的又は完全に重なりうる。
【００３５】
　目的は、ヘッドマウント表示装置又はホキュラーにおいて使用するためにその上で符号
化された３Ｄシーンを含む空間光変調器を拡大するホログラムディスプレイを提供するこ
とである。対物レンズ又は拡大レンズの機能を有するレンズは、実際にあるいは制御可能
な光学手段の形態で光路に導入されることが好ましい。空間光変調器は、ホログラム直視
型ディスプレイの作動原理に従って変換平面にあり、あるいは変換平面のうちの１つに結
像されうる。
【００３６】
　一般に、屈折、回折及び反射型の結像手段を備えうる結像光学系が使用可能である。
【００３７】
　ビューイングウィンドウは、瞳面にあり、その場所におけるＳＬＭの画像と一致しない
。
【００３８】
　目的は、請求項１の教示により本発明によって解決される。また、本発明の好適な実施
形態及び継続は、従属請求項において規定される。
【００３９】
　表示装置、特にヘッドマウントディスプレイ又はホキュラーは、空間光変調器と、光偏
向装置と、少なくとも１つの結像光学系とを備える。空間光変調器は、少なくとも一方向
で可干渉性である波面により照射される。光偏向装置は、制御可能な方法で少なくとも１
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次元で順次接合されるセグメントで構成される、空間光変調器の多重画像が生成されるよ
うに設計される。セグメント化された多重画像は、少なくとも規定の数の多重画像のセグ
メントを含み、空間光変調器上でホログラム符号化される３Ｄシーンが観察者の眼球によ
り閲覧されるように再構成されるビューボリュームのサイズを規定する。
【００４０】
　例えばＳＬＭの多重画像は、焦点が観察者の眼球にある対物レンズの機能を有する結像
光学系の面に存在する。焦点面は、光源が対物レンズ機能を有する結像光学系により更に
結像されるＳＬＭのフーリエ平面である。ＳＬＭに書き込まれるホログラムの逆変換は、
この平面において多数の回折次数で生成される。２つの回折次数間の領域は、ビューイン
グウィンドウとして選択される。ホログラムにおいて符号化され且つ３Ｄシーンにより放
射される波面に類似している波面は、観察者の眼球により知覚される。これは、観察者が
ビューイングウィンドウと仮想的に拡大されたＳＬＭとの間に広がる再構成空間において
３Ｄシーンの再構成を見ることを意味する。物体が厳密に現れる場所、即ちＳＬＭの前方
又は後方、あるいは周囲は、ホログラムにおける３Ｄシーンの奥行き符号化に依存する。
【００４１】
　一般に、対物レンズ機能を有するレンズは、複数の結像手段を備える結像光学系であり
うる。結像特性は、変更可能又は制御可能でありうる。この結像光学系は、開口等の更な
る光に影響を及ぼす手段を備えうることが好ましい。例えば開口は、収差の影響を最小限
にしうるか、あるいは高次回折を抑制しうる。
【００４２】
　拡大画像を生成する表示装置の好適な一実施形態において、制御可能な光偏向装置は、
空間光変調器のセグメント化された多重画像が対物レンズの平面において生成されるよう
に設計される。
【００４３】
　例えば、光偏向手段として制御可能な層を含みうる制御可能な光偏向装置での、可干渉
性の波面の通過後に結像されるセグメントの数は、３Ｄシーンの個々のビューを表すため
に作成されるビューイングコーンセグメントの数、及び／又はビューイングコーンにおい
て指定されるそれらのサイズに依存する。空間光変調器をセグメント化する制御可能な光
偏向手段は、順次又は同時に空間的且つ時間的に制御され、その場合空間光変調器は、ビ
ューイングコーンにおいて仮想的に拡大されて生成される。変調器平面は、ＳＬＭのバー
チャル画像が拡大されるビューイングコーンにおいて走査されたＳＬＭのセグメントの数
に従って拡大される。
【００４４】
　ビューボリュームは、各々がＳＬＭのバーチャル画像により生成される多数のセグメン
トにより形成される。仮想対物レンズ及びＳＬＭの全ての部分画像のバーチャル画像の全
体像は、例えば直視型ディスプレイの平面に対応するビューボリュームの平面にある。
【００４５】
　対物レンズは、空間的に分離された回折次数間、即ち空間的に分離された光源画像間に
仮想ビューイングウィンドウを生成する凸レンズである。対物レンズは、バーチャルＳＬ
Ｍ画像の平面において仮想対物レンズの形態で、即ち仮想位相関数として提供され、バー
チャルＳＬＭ画像の距離に少なくともほぼ対応する焦点距離を有する。
【００４６】
　この必要な仮想位相関数は、結像光学系を適応的に設計することで実現されうる。即ち
、ＳＬＭ上に直接又はその近傍に実際の凸レンズがある必要はない。しかしながら、実際
の凸レンズをＳＬＭの近くに配設することもでき、その場合、双方のレンズ及びＳＬＭは
バーチャルＳＬＭ画像の平面に結像される。これは、観察者の眼球の入射瞳において最大
輝度に到達するように最適化される、即ち入射瞳においてＳＬＭの全ての光を集束する非
ホログラムＨＭＤの設計にほぼ対応する。このようなＨＭＤ装置の仮想的に仮定された対
物レンズの焦点距離は、仮想観察者距離とほぼ一致する。
【００４７】
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　制御可能な光偏向装置は、平面可干渉性の波面により照射される制御可能な空間光変調
器等の小さな物体がセグメントを形成するように、少なくとも１次元で複数回結像される
ように設計される。個々のセグメントは、可能な限り狭い間隙で接合され、あるいは部分
的に重なり合う。該重なりは、ホログラム情報を生成する際に考慮されうる。個々の変調
器セグメントの画像は拡大されることが好ましい。
【００４８】
　好適な一実施形態において、表示装置における光偏向装置は、空間光変調器の多重バー
チャル画像のセグメントが間隙なく実質的に接合される、あるいは部分的に重なり合うよ
うに設計される。重なり領域は、ホログラム情報を生成する際に考慮されうる。
【００４９】
　３Ｄ表現は、光路において後続する結像手段により更に拡大されて結像されうる。従っ
て、光偏向装置により生成される空間光変調器のセグメント化された多重画像を更に拡大
する更なる結像手段は、拡大画像を生成する表示装置の光路に提供されうる。
【００５０】
　ＳＬＭのバーチャル複合画像は、視野の平面にあり、３Ｄ再構成の視角度範囲を限定す
る。従って、ビューボリューム（ＶＯＶ）を形成する再構成空間は、観察者の眼球と共に
規定される。このビューボリュームに位置している３Ｄシーンのこれらの部分のみが再構
成されることが好ましい。
【００５１】
　本発明に関して、好ましくは反射型空間光変調器（ＳＬＭ）により放射される可干渉性
の波面は、対物レンズ機能を有するレンズの主平面においてＳＬＭのセグメントを表すと
仮定される。光偏向装置は、この対物レンズの平面へのセグメントとして順次又は同時に
複数回ＳＬＭを結像する。
【００５２】
　順次又は同時に複数回表されるセグメントは、順次又は同時にビューボリュームの個々
の部分を生成する。観察者の眼球及びビューイングウィンドウは、仮想対物レンズの焦点
に位置している。
【００５３】
　ビューイングウィンドウは、バーチャル多重画像のフレネル変換に対応する平面の一部
である。
【００５４】
　制御可能な光偏向装置は、例えば集束系の平面、特に集束系の対物レンズ平面への可干
渉性の波面により並列に複数回ＳＬＭを結像する。別の実施形態において、集束系は、拡
大機能を有する少なくとも１つのレンズを備えうる。
【００５５】
　制御可能な光偏向装置は、実際のＳＬＭではなくＳＬＭの中間画像を少なくとも１次元
で並列に複数回更に結像しうる。
【００５６】
　現実又は仮想であってよいＳＬＭは、対物レンズ平面の近く、即ちその前方又は後方に
配設されうる。
【００５７】
　対物レンズの平面において表されたセグメントと共に、ＳＬＭは、バーチャル画像を通
して少なくとも１次元で増加されうる。
【００５８】
　空間光変調器の多重画像を複合するために光偏向装置により生成されるセグメントの数
は、例えば画像のサイズ又は内容を、実現されるビューボリュームに適応する又は所定の
観察者距離、即ち瞳孔とＳＬＭのバーチャル拡大画像との間の距離に適応するために変更
可能であってよい。
【００５９】
　表示装置の一実施形態において、光偏向装置は、空間光変調器の多重画像が複合される
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セグメントの数及び／又はサイズが変更可能でありうるように設計されうる。
【００６０】
　ＳＬＭは、１次元又は２次元で光偏向装置により複数回結像されうる。２次元多重結像
については、例えば光偏向手段は、それらの偏向の方向が交差されるように配置される少
なくとも２つの１次元の光偏向素子を含みうる。
【００６１】
　拡大画像を生成する表示装置は、可変格子周期を有する制御可能な液晶格子を含む、少
なくとも１つの制御可能な光偏向手段を有する制御可能な光偏向装置を備えることが好ま
しい。この格子周期は、電極構造に印加された電圧プロファイルを調整することで制御さ
れることが好ましい。
【００６２】
　制御可能な液晶格子、多重体積格子、又は可変くさび角を有する制御可能なプリズム等
の光偏向装置において使用される光偏向手段は、例えば光束のアナモルフィックストレッ
チングを実現するために円柱レンズの機能を果たしうる。例えば１次元で光束又は波動場
のアナモルフィックストレッチングを実現するためにプリズム対を使用することも可能で
ある。
【００６３】
　多重体積格子は、偏向の少なくとも２つの異なる方向が製造中に刻み込まれる体積ホロ
グラムである。偏向の所望の方向は、入射、波長又は偏光の方向等の入射光の１つ以上の
特性を変更することで選択されうる。
【００６４】
　本発明に係る表示装置の一実施形態において、従って制御可能な光偏向装置は、空間光
変調器を照射する光の少なくとも２つの異なる入射角及び／又は２つの異なる波長により
選択されうる、少なくとも２つの異なる回折角を有する少なくとも１つの体積ホログラム
を含む。
【００６５】
　眼鏡フレームの側頭アーム等に取り付けられうるディスプレイのリーンデザインは、偏
向光だけが画像の生成に寄与するように配置される体積格子により、ＳＬＭ画像が１次元
拡張することで実現されうる。体積格子は対物レンズの機能も果たしうる。配置は、ＳＬ
Ｍの複合画像が位置している平面が例えば１／１０だけ１次元で拡張されるように変更さ
れうる。しかしながら、配置は必ずしも正確に該平面でなくてもよい。既存の波面が拡張
されれば十分である。
【００６６】
　一般にＨＭＤのビューボリュームは、ビューイングウィンドウの所定のサイズ及び観察
者の瞳孔からＳＬＭのバーチャル多重画像までの識別可能な距離により規定されうる。例
えば、この距離は１ｍ～３ｍでありうる。
【００６７】
　更なる一実施形態において、空間周波数フィルタは、ＳＬＭにより放射された波面の高
次回折を除外するＨＭＤの光路に配設されうる。フィルタは、最も簡単な物理的形状では
静的な開口マスクであるが、別の実施形態においては制御可能な開口関数であってもよく
、観察者の眼球に対する画像が入射瞳を表すビューイングウィンドウを形成しうる。例え
ばフィルタは、望遠結像光学系の中央の焦点面に配設されうる。ＳＬＭの高空間周波数を
フィルタリングすることにより、眼球上に結像されるビューイングウィンドウは、隣接す
る高次回折なしで現れる。このようなフィルタリングは、ビューイングウィンドウの大き
さが観察者の瞳孔とほぼ同一である場合にのみ使用されうることが好ましい。
【００６８】
　本発明に係る表示装置の別の実施形態において、少なくとも１つのフィルタは、空間光
変調器により放射された波面の高次回折光を除去する光路に配設される。
【００６９】
　フィルタは、望遠結像光学系の中央の焦点面に配設されることが特に好ましい。
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【００７０】
　例えば３ｍｍだけの小さなビューイングウィンドウでは、ビューイングウィンドウは、
眼球移動により制御された該移動に対して追跡されることが好ましい。例えば眼球の位置
は、ＨＭＤ装置に一体化されるカメラにより検出されうる。独立した光偏向手段を有する
独立した制御可能な追跡装置により追跡が行われてよく、その場合、一般に多重画像は、
全体として眼球の位置に対して追跡される。液晶格子、可変プリズム機能を実現する制御
可能な液滴駆動セル、液晶プリズムセル、大規模な可変プリズムセル、又はより広大な設
計では走査ミラー等を含むこのような追跡装置が設計されうる。
【００７１】
　本発明に係る表示装置の別の実施形態において、眼球移動により制御された該移動に対
してビューイングウィンドウを追跡する制御可能な追跡装置が提供される。
【００７２】
　しかしながら、このような追跡は、セグメントで構成される空間光変調器の多重画像を
生成する光偏向装置によっても全体的又は部分的に行われうる。そして、セグメントは、
多重画像が眼球移動に追従するように既に生成されている。
【００７３】
　本発明に係る表示装置の特に好適な一実施形態において、光偏向装置は、セグメントで
構成される空間光変調器の多重画像を生成することに加え、仮想ビューイングウィンドウ
が眼球移動により制御された該移動に対して追跡され、あるいは制御可能な追跡装置が支
持されるように設計される。
【００７４】
　また、例えばビューイングウィンドウを手動で又は自動的に瞳孔の位置に調整すること
で個々の眼球間隔を提供する調整手段があってもよい。この目的のために、表示装置の光
学系が適切なアクチュエータにより眼球間隔等に適応され、観察者が３Ｄシーンの再構成
を最適に見られるように瞳孔の中心位置を検出するセンサがあってもよい。
【００７５】
　本発明に係る表示装置の別の実施形態において、例えば調整手段は、ビューイングウィ
ンドウを手動で又は自動的に観察者の眼球の瞳孔の位置に調整することで個々の眼球間隔
を提供するために提供される。
【００７６】
　調整手段の機能は、光偏向装置又は追跡装置に部分的あるいは完全に一体化されうる。
この目的のために、瞳孔の位置を検出するセンサがあってもよい。初期位相において又は
表示装置の使用中に連続的に、光偏向装置及び／又は追跡装置は、観察者が３Ｄシーンの
再構成を最適に知覚できるように固定の置換係数を導入しうる。それから、追加のアクチ
ュエータは省略されうることが好ましい。
【００７７】
　本発明に係る表示装置の特に好適な一実施形態において、光偏向装置及び／又は追跡装
置は、ビューイングウィンドウを制御可能な方法で瞳孔の位置に調整する、あるいは該目
的にかなう他の調整手段を支持するように設計される。
【００７８】
　光偏向装置の光偏向手段は、多重画像で構成されるセグメントを生成するために１又は
２の空間次元で湾曲される表面上にも配設されうる。そして、平面複合画像に対する空間
光変調器の多重複合画像のセグメントの位置の連続的な偏差は、３Ｄオブジェクトが仮想
ビューボリュームにおいて正確に且つバイアスなしで表されるように、それらをホログラ
ム符号化する際に補正されうる。このような湾曲は、セグメントの生成中に更なる光学結
像手段によっても発生されうる。また、セグメントで構成される多重複合画像は、拡大仮
想変調器表面を得るように、光路においてカーブミラー等の更なる結像手段により湾曲し
て結像されうる。このような湾曲は、３Ｄ物体のホログラム符号化中に再度補償されうる
。
【００７９】
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　本発明に係る表示装置の一実施形態において、空間光変調器の多重複合画像のセグメン
トを生成且つ／あるいは結像する光偏向装置及び／又は結像光学系の更なる光学部材は、
セグメントで構成されるこの多重画像が湾曲して生成あるいは結像され、且つ３次元シー
ンを符号化する際にこのように湾曲が考慮されうるように設計される。
【００８０】
　所望の全拡大及びＳＬＭのピッチに応じて、画像は、第１の段階において１：１で拡大
、縮小又は投影されうる。アナモルフィック拡張も可能である。ＳＬＭ画像は、光偏向装
置によりセグメントで構成される。即ち、例えばＳＬＭは、複合中間画像として拡大レン
ズを有する結像光学系のオブジェクト面に複数回結像される。ここで光偏向装置は、第１
の光偏向手段の一例として可変間隔を有する制御可能な液晶格子と、第２の光偏向手段の
一例として多重体積格子とを備え、個々の体積格子は、部分画像及び結像波長毎に多重体
積格子に刻み込まれる。そして、特定の画像及び波長に対して必要とされる体積格子は、
第１の光偏向手段の回折角及び色分割多重光変調器ユニットの波長により選択される。例
えば光偏向手段が光を偏向するだけでなく同時に角度スペクトルを拡張するという点で、
アナモルフィック結像は、光偏向装置によっても実行又は支持されうる。
【００８１】
　本発明に係る表示装置の一実施形態において、結像光学系及び光偏向装置は、空間光変
調器のセグメント化された多重画像がアナモルフィックに結像されるように設計される。
【００８２】
　１つの制御可能な光偏向手段のみを備える光偏向装置は、テレセントリック結像光学系
の共通の焦点面に配設されることが好ましい。この光偏向手段は、セグメントで構成され
る多重画像を生成するために、ここでは制御可能な方法で光路を傾斜しさえすればよい。
このような傾斜は、例えば制御可能なプリズム又は制御可能な回折偏向格子により実現さ
れうる。光路を傾斜する光偏向手段の位置は、例えば更なる対物レンズ機能を果たすため
に焦点面の位置とは異なりうる。それにより発生する可能性のある光変調器画像のいかな
る重なりもホログラムを生成する際に考慮されうる。
【００８３】
　本発明に係る表示装置の一実施形態において、少なくとも１つのテレセントリック結像
光学系は、物体側の焦点面において、制御可能な方法で空間光変調器により放射される光
を傾斜する光偏向装置が配設されるように提供される。
【００８４】
　大規模なビューボリュームにおいて時間的及び／又は空間的にセグメント化された画像
コンテンツを提供する別の相次ぐ実施形態は、動的に符号化された、少なくとも部分的に
可干渉性のホログラム３Ｄ表現を有する非干渉性の２Ｄ表現及び／又は３Ｄ立体表現の、
立体角に関して変更可能である組合せを特徴とする。
【００８５】
　該生じ得る実施形態は多くの態様に基づいている。
【００８６】
　眼球は、点、エッジ、又は異なる構造等の高いコントラストを有する領域に特に重点的
に焦点を合わせうる。
【００８７】
　逆に、例えば、空間における非構造化領域は低いコントラストしか示さない。眼球がそ
れらに焦点を合わせることはより困難である。その結果、２Ｄ又は３Ｄの立体表現により
少ない有効焦点を有する表面及び物体セグメントを生成しつつ、動的に符号化されたホロ
グラム３Ｄ表現をエッジ及び構造のインスタンス、即ち高度な有効焦点に限定する手段が
ある。これは、動的に符号化されたホログラム３Ｄ表現及び２Ｄ又は３Ｄの立体表現が交
互配置されることを意味する。これは、セグメント化されていない、あるいは時間的又は
空間的にセグメント化されたビューボリュームの立体角度範囲全体又はそれらの一部のみ
を通して行われうる。
【００８８】
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　実施形態は、中央のビューイングウィンドウの周辺領域を外側に拡張することのみに限
定されてよく、それにより、３Ｄシーンの動的に符号化されたホログラム表現のより包括
的な空間的印象を提供する。
【００８９】
　垂直の視角だけがここでは物事を単純に保つと考えられる簡単な一実施形態において、
例えば、対物レンズの平面においてＳＬＭの中央のセグメントに対応する０．．±１３°
、即ち２６°の中央の角度範囲は、動的に符号化されたホログラム３Ｄ表現を介して生成
されうる。それぞれ上部及び下部において中央の範囲に隣接する＋１３°及び＋３９°と
－１３°～－３９°との間の角度範囲は、２Ｄ又は３Ｄの立体表現を介して生成される。
【００９０】
　これは、ユーザが限られた立体角度範囲でのみ高分解能で自然環境の強い３Ｄ印象を知
覚できるためである。ユーザが非常に大きな立体角を使用できる場合、高分解能及び強い
３Ｄ印象の特徴は、全立体角の一部の領域にのみ存在する。これは、ユーザが集中できる
領域である。この領域が観察者の眼球移動に応じて空間において動き回ることを可能にす
るために、強い焦点及び３Ｄ特徴を有するこの空間領域を変更可能な方法で提供すること
にも意味がある。この目的のために、眼球の位置及び／又は閲覧方向が検出されなければ
ならない。ビューイングウィンドウのサイズが例えば１５ｍｍであるためにビューイング
ウィンドウ全体を追跡する必要がない場合でも、強い焦点及び３Ｄ特徴を有する空間領域
がビューボリューム全体の一部しか表さないならば、この領域を観察者の眼球に対して追
跡することが好ましい。
【００９１】
　ホログラム表現、並びに２Ｄ表現及び／又は３Ｄ立体表現は、交互配置されて互いにフ
ェードインあるいは接するように組み合わされうる。錐台において知覚可能な妨害を除去
するために、キャリブレーション及びルックアップテーブル（ＬＵＴ：look-up table）
が使用されうる。
【００９２】
　コストを考慮する限り、ホログラム符号化に対して１つのＳＬＭ、そして従来の２Ｄ表
現に対して１つのＳＬＭが提供されることが好ましい。また、ホログラム符号化用途のＳ
ＬＭを照射するためにレーザダイオードが、そして従来の２Ｄ表現用途のＳＬＭを照射す
るために発光ダイオード（ＬＥＤ：light-emitting diode）が、使用のために提供されて
もよい。あるいは、ＯＬＥＤディスプレイ等の能動的な発光ＳＬＭは、２Ｄ又は３Ｄの立
体表現に対して使用されうる。
【００９３】
　物体シーンの偏光、波長及び／又は空間間引き等の特性は、ビューボリュームにおいて
知覚される隣接するオブジェクト点のスペックル及び可干渉性のクロストークを減少する
ために使用されうる。
【００９４】
　例えば、接合オブジェクト点領域を再構成する２つのＳＬＭ等を照射する照明装置の光
源は、ＲＧＢ色空間内の種々の狭帯域波長範囲に対して設計されうる。それにより発生す
る色ずれは、その後特定のＳＬＭに割り当てられるオブジェクト点を符号化する際に考慮
されうる。異なる偏光（例えば、水平及び垂直に偏光された、あるいは右側及び左側に円
偏光された）による光を使用することも可能である。この場合も、オブジェクト点を符号
化する際に光の部分の種々の強度が考慮されうる。
【００９５】
　双方の手段は組み合わされてよい。
【００９６】
　上述のオプションに従って体積格子がレーザダイオード等の種々の光源配置と組み合わ
されるため、時間的及び空間的干渉性は最低限まで減少されうる。
【００９７】
　特に固定装置を設定する際、これらのＳＬＭの再構成された３Ｄシーンの個々の部分の
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オブジェクト点クラスタが交互配置される、多数のＳＬＭを有するオブジェクト点を間引
きする原理を実現することが好ましい。このように実行する際、個々のＳＬＭは、同一の
波長を有するが互いに非干渉性である光源等により照射されうる。これらの光源は、僅か
に異なる波長も有しうる。これらの色差は、不偏の色再構成を得るようにホログラム情報
を生成する際に考慮されるべきである。
【００９８】
　本発明に係る表示装置の好適な一実施形態において、別の空間光変調器の別のセグメン
ト化された多重画像を生成する別の光偏向装置が提供される。個々の光変調器のセグメン
ト化された多重画像は、それらが共通のビューボリュームを規定する観察者の瞳孔と共に
、互いに対して交互配置及び／又はねじられ、且つ／あるいは互いに対してオフセットさ
れ、且つ／あるいは徹底的に互い違いに配置される。それらのサブ領域は、互いに接する
か、あるいは部分的又は完全に重なり合う。このような重なりは、非干渉性、部分的に可
干渉性又は可干渉性でありうる。各サブ領域は、２Ｄ表現及び／又は３Ｄ立体表現、並び
に／あるいはホログラム３Ｄ再構成を含む。
【００９９】
　好適な一実施形態において、ＳＬＭは、１つの構成要素において対物レンズ機能を有す
るレンズ及び制御可能な光偏向装置を備えうる制御可能な構成要素と組み合わされる。
【０１００】
　この制御可能な構成要素は、交互配置された方法で１つの平面において刻み込まれる、
あるいは個々の平面において刻み込まれる種々の光路を有しうる静的な体積格子でもあり
うる。
【０１０１】
　偏向の１つの方向の光だけが常に送信されるように、このような静的な光偏向素子は、
切り替え可能又は制御可能なシャッタアレイ等の更に切り替え可能又は制御可能な光に影
響を及ぼす手段と組み合わされる。
【０１０２】
　また、集束系の対物レンズは、単一の体積格子の形態で又は液晶（ＬＣ：liquid cryst
al）に基づく制御可能な格子として提供されうる。
【０１０３】
　光偏向装置、対物レンズ及び選択的に適用可能な追跡装置は、回折光偏向手段の０次の
回折次数が画像の生成に寄与しないように配設されうる。これにより、低い回折効率しか
有さない回折光偏向手段及び結像手段も使用可能になるため、所望の光偏向の方向が選択
される場合に妨害する光の部分は０次の回折次数に留まる。
【０１０４】
　本発明に係る表示装置の一実施形態において、可変格子周期を有する制御可能な液晶格
子及び／又は多重体積格子は、０次の回折次数光が未使用でそれを通過し且つ更なる能動
的な光路から隔離されるように制御可能な光偏向装置に配設される。
【０１０５】
　これらの成分の個々の機能は、制御可能な液晶格子の形態でも組み合わされうる。
【０１０６】
　光路は、偏光分離及び／又は波長分離及び角度分離、並びにそれらの組合せのために刻
み込まれうる。このような多重体積格子に刻み込まれた光路の読み出し及び分離のために
、同一の特徴、即ち偏光、波長及び角度、並びに対応する技術手段が使用されうる。
【０１０７】
　再構成幾何学が電気的に切り替えられうる体積格子の場合、該体積格子は、例えば可変
制御可能な配向を有する液晶材料を備える。
【０１０８】
　それらが実現されうる厚さのために、体積格子は、コンパクトに光路を組み合わせるこ
とに適しており、本発明に関してディスプレイのサイズ、並びに／あるいは厚さ及び重量
を減少する適切な手段である。
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【０１０９】
　静的な体積格子、即ち固定の再構成幾何学又は時間的に不変の格子パラメータを有する
体積格子は、重クロム酸ゼラチン（ＤＣＧ：dichromate gelatine）、光屈折性ガラス又
は感光性ポリマー等から成りうる。
【０１１０】
　屈折率が奥行きにより変化する、即ち屈折率がｚの関数である体積格子が使用されうる
ことが非常に好ましい。このようなＺアポディゼーションにより、角度及び波長の選択性
のサイドピークが特に抑制され、角度、偏光及び／又は波長の選択性は、特に特定の設計
に対して最適な関数に調整されうる。これは、透過型及び反射型の双方の体積格子に適用
可能であり、例えば種々の体積格子は、直列に、即ち種々の奥行きで又は厚い層において
交互配置された、即ち少なくとも部分的に重なり合う方法で刻み込まれうる。例えばアポ
ディゼーション関数は、少なくとも角度及び波長の選択性のサイドピークが抑制され、且
つＳＬＭの多重画像の個々のセグメント間の遷移が特定の設計に対して最適化されるよう
に選択される。
【０１１１】
　多重体積格子は、独立した回折パターンを示す多数の層と共に接着によっても作られう
る。各層は、多重体積格子を含み、且つ例えば特定の波長範囲又は角度範囲に対して最適
化されうる。
【０１１２】
　光偏向手段の制御可能な層は、光偏向装置において体積格子又は液晶格子の形態で提供
され、且つ光路又は可干渉性の波面を変調し、あるいは伝播の方向を変更するために位相
プロファイルに影響を及ぼす機能を果たすように制御されうる。
【０１１３】
　例えば電気的に制御可能な体積格子は、高分子分散型液晶格子（ＰＤＬＣＧ：polymer 
dispersed liquid crystal grating）として知られており、非常に速い切り替え速度を実
現する。
【０１１４】
　再構成を生成する場合、奥行きを表すパターン及び特徴による符号化は、複合変調器画
像の領域に限定されうることが好ましい。この領域は、観察者の眼球の視野に存在し、例
えば瞳孔の位置を検出することにより見つけられうることが好ましい。
【０１１５】
　非干渉性の２Ｄ又は３Ｄの立体表現は、ホログラム再構成と重畳されうる。立体画像が
他のセグメントに書き込まれている間にホログラム情報が空間光変調器の少なくとも１つ
のセグメントに書き込まれるという点で、このような重畳は、一致しうる、あるいは互い
にフェードインしうる。例えばホログラム再構成は、中央のセグメントにおいて生成され
る。例えば３Ｄシーンは、他のセグメントにおいて２次元又は３次元に表されうる。
【０１１６】
　ＨＭＤ装置は、３Ｄシーンのホログラムコードが書き込まれる空間光変調器ＳＬＭを提
供されるか、あるいは２Ｄ又は３Ｄの表現に対する立体画像を提供する空間光変調器ＳＬ
Ｍと組み合わされうる。
【０１１７】
　独立請求項において規定されているような本発明に係るヘッドマウントディスプレイの
応用例は、拡大手段を必要としないが２Ｄ　ＨＭＤ、立体視３Ｄ　ＨＭＤ及びホログラム
３Ｄ　ＨＭＤとして使用されるように継続されうる。
【０１１８】
　ＳＬＭ平面の可変拡張により、本発明に従って設計されるＨＭＤは、他の立体視ディス
プレイの応用例に適合するように調整され、例えばホログラム直視型表示装置又はホログ
ラムＴＶ受信機のディスプレイとして動作しうる。
【０１１９】
　少なくとも１つの線形空間光変調器が走査される実施形態は、特にホキュラー装置に適
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している。そして、空間光変調器の多重複合画像のセグメントは、走査方向にわたり走査
縞の形状で１次元に生成されることが好ましい。走査は、例えばマイクロメカニカル素子
の形態でも提供されうるガルバノメータミラー、あるいはポリゴンミラーにより実行され
うる。制御可能な回折格子は、この目的のためにも使用されうることが好ましい。
【０１２０】
　本発明に係る表示装置の好適な一実施形態において、空間光変調器は、線形範囲にわた
り光偏向手段により走査され、走査画像が制御可能な光偏向装置により順次線形範囲の方
向に上下に複数回繰り返される線形空間光変調器の形態で提供される。
【０１２１】
　ポリゴンミラーは、走査のために使用される場合、個々の走査ストライプが接するある
いは僅かに重なりあって接合されるよう隣接する鏡面が回転軸の方向に互いにねじられる
ように設計されうる。このような重なりは、ホログラム値を生成する際に考慮されうる。
【０１２２】
　線形空間光変調器を有する、本発明に係る表示装置の特に好適な一実施形態において、
ポリゴンミラーは、それらのそれぞれの走査ストライプが走査方向に対して垂直に上下に
存在する、あるいは僅かに重なり合うように互いにねじられた少なくとも２つの鏡面を有
して提供される。
【０１２３】
　好適な一実施形態において、マイクロレンズアレイは、空間光変調器の発光効率を向上
し、且つ／あるいは空間光変調器の個々の変調器セル間の遷移領域におけるエッジ効果を
低減するために、表示装置の空間光変調器の前方又は後方に配設されうる。
【０１２４】
　該目的のために、マイクロレンズアレイは、空間光変調器の中間画像の位置又は空間光
変調器の中間複合画像の位置にも提供されうる。
【０１２５】
　マイクロレンズアレイは、変調器セルのグリッドにより発生する高次回折を可能な限り
抑制するためにアポディゼーションマスクを更に装着されうる。しかしながら、マイクロ
レンズの焦点が変調器セルの平面に正確に存在するのではなく、変調器セルの平面に対し
て僅かに調整不良にされるという点でもアポディゼーションが実現されうる。僅かな焦点
ぼけは、対応するマイクロレンズの上述の影響を有効面積のサイズに適応させうる。更に
レンズの形状は、その光学伝達関数に対するビューにより最適化されうる。レンズの形状
は、平面であり且つ勾配率プロファイルを示しうる。
【０１２６】
　透過型光変調器を使用する場合、マイクロレンズアレイは、変調器セルの有効面積上で
バックライトにより放射される無変調光を集束するように、バックライトと変調器セルと
の間の光路にも配設されうる。
【０１２７】
　アポディゼーションマスクは、マイクロレンズが使用されない場合に高次回折を抑制す
るためにも適用されうる。
【０１２８】
　本発明に係る表示装置の一実施形態において、アポディゼーションマスクは、観察者の
眼球に対面する空間光変調器側に配設されうる。アポディゼーションマスクは、空間光変
調器の中間画像の位置及び／又はセグメント化された中間画像の位置にも配設されうる。
【０１２９】
　ＨＭＤ装置は、カラー再構成の生成のために、例えば３原色、即ち赤、緑及び青を提供
する、追加の色フィルタも光路に備えうる。
【０１３０】
　透過型及び反射型の双方のＳＬＭは、複素ホログラム値を書き込むために使用されうる
。反射型ＳＬＭは、平坦なフロントライト又は斜角でそれを照射するする投影系を含む照
明装置を必要とする。使用された光変調器は、光の振幅又は好ましくは位相を変調する系
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でありうる。このような系が光の振幅及び位相の双方を直接変調する複素変調器を備える
ことも可能である。
【０１３１】
　例えば出願人により出願された独国特許出願公開第１０　２００９　０４４　９１０　
Ａ１号明細書から知られるように、符号化の種類に応じて、２つの変調器セル、又は二相
符号化法等の場合にはそれを上回る数の変調器セルの光は、ビーム結合器により複素ホロ
グラム値を形成するように複合されうる。
【０１３２】
　以下、これが可能である限り、本発明の教示を採用及び継続する、及び／または上述の
個々の実施形態を組み合わせる多くの発展性がある。該目的のために、一方では請求項１
に従属する従属請求項、他方では添付の図面を含む以下の本発明の好適な実施形態の説明
を参照する。概して、好ましい物理形状及び教示の継続は、本発明の好適な実施形態の説
明及び添付の図面と共に説明される。図面は概略図である。
【図面の簡単な説明】
【０１３３】
【図１Ａ】３つの切り替え状態の例を有する光偏向装置を示す図
【図１Ｂ】第１の例示的な実施形態における光偏向装置の使用を示す図
【図２】図１Ｂに示された構成により生成される拡張されたビューボリュームを示す図
【図３】４ｆ結像系及び追加の拡大レンズにより拡大されたバーチャル光変調器画像の生
成原理を示す図
【図４】反射型ＳＬＭの使用及び追加の拡大レンズを有する４ｆ結像系においてミラーを
使用することで構造の奥行きを減少する原理を示す図
【図５】対物レンズの機能を含む拡大光学系の前方にミラーを使用することで構造の奥行
きを減少する原理を示す図
【図６】構造の奥行きを減少するカーブミラーを有する本発明の一実施形態を示す図
【図７】、
【図８】対物レンズの機能を含む拡大光学系の前方及び後方のそれぞれに光偏向装置が配
設される際に必要とされる装置のサイズを比較する図
【図９】光偏向装置が拡大レンズの後方に配設される配置において構造の奥行きを減少す
るための傾斜ミラーの使用を示す図
【図１０】０次の回折次数が使用されない、構造の奥行きを減少するための光偏向装置の
光偏向手段の使用を示す図
【図１１】拡大レンズの後方に配設される光偏向装置と共に構造の奥行きを減少するため
のカーブミラーの使用を示す図
【図１２Ａ】光学的にアドレス可能な空間光変調器上に振幅変調型光変調器を多重結像す
る光偏向装置の使用を示す図
【図１２Ｂ】光学的にアドレス可能な空間光変調器上に位相値を書き込む電気的にアドレ
ス可能な空間光変調器と共に、読み出し中に複素光変調器を示す、光学的にアドレス可能
な空間光変調器上に振幅変調型光変調器を多重結像する光偏向装置の使用を示す図
【図１３】薄型導波路を介して多重結像する光偏向装置の使用を示す図
【図１４】光変調器を結像する望遠結像系と拡大レンズを有する結像光学系との間に多重
結像する光偏向装置の使用を示す図
【図１５】望遠結像系及び拡大レンズを有する結像光学系を有する光変調器の二段結像の
後方で多重結像する光偏向装置の使用を示す図
【図１６】光変調器を結像する望遠結像系と拡大レンズを有する結像光学系との間に多重
結像する光偏向装置における少なくとも２つの可変くさびの使用を示す図
【図１７】多重結像する光偏向装置において使用するための、制御された方式で適合的に
ねじられうる２つの傾斜ミラーを使用して光束の高速オフセットを実現するために使用さ
れた構成を示す図
【図１８】多重結像する光偏向装置において使用するための吊り下げられた高速ミラーを
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使用して光線束の高速オフセットを実現するために使用された構成を示す図
【図１９】二段結像光学系において適合的にねじられうる２つの制御可能な傾斜ミラーを
有する、多重結像する光偏向装置の使用を示す図
【図２０】二段結像光学系において多重結像する、制御可能な偏向格子及び多重反射型体
積格子を有する光偏向装置の使用を示す図
【図２１】２つの透過型体積格子によりＳＬＭのアナモルフィック拡張の原理又はＳＬＭ
の多重複合画像を示す図。個々の光線束の間の光路長の差異は補償される。
【図２２】二段結像光学系において多重結像する、テレセントリック結像系の開口平面に
おける制御可能な偏向格子を有する光偏向装置の使用を示す図
【図２３】多重結像する、観察者の眼球の入射瞳（ＥＰ）のすぐ近くにある光偏向装置の
使用を示す図
【図２４】多重結像する、観察者の眼球の入射瞳のすぐ近くにある少なくとも１次元に湾
曲した光偏向装置の使用を示す図
【図２５】図２２に示されるような二段結像光学系において多重結像する、テレセントリ
ック結像系の開口平面において制御可能な偏向格子を有する光偏向装置を使用する場合の
色多重化する構成を示す図
【図２６】薄型導波路を介して光偏向装置を使用する垂直多重結像処理を示す図
【図２７Ａ】、
【図２７Ｂ】、
【図２７Ｃ】１次元光変調器と組み合わせて、二段結像光学系において多重結像する、テ
レセントリック結像系の開口面における制御可能な偏向格子を有する光偏向装置の使用を
示す図
【図２８】１次元光変調器と組み合わせて、二段結像光学系において多重結像する、テレ
セントリック結像系の開口平面における光偏向装置としてのポリゴンミラーの使用を示す
図
【図２９】光変調器装置の拡大されたバーチャル複合画像を生成する制御可能な光偏向手
段において回折光学素子を使用する場合に、０次の回折次数を回避する方法を示す図
【図３０】プリズムによりＳＬＭの平均放射角を変更することで観察者の眼球の入射瞳の
移動に対してビューイングウィンドウが追跡される方法を示す図
【図３１】反射型ＳＬＭの例を有するマイクロレンズアレイにより、変調器セルのエッジ
効果が最小化される方法及びＳＬＭの曲線因子が増大される方法を示す図
【図３２】ビームコンバイナと共に反射型ＳＬＭの例を有するマイクロレンズアレイによ
り、変調器セルのエッジ効果が最小化される方法及びＳＬＭの曲線因子が増大される方法
を示す図
【発明を実施するための形態】
【０１３４】
　図１Ａ及び１Ｂの各々は、本発明に係るＨＭＤ装置において使用されるいくつかの一般
的な機能を有する光偏向装置４００を示す。
【０１３５】
　図１Ａを参照すると、光偏向装置４００は、複数の可干渉性の波面７２０、７３０、７
４０により空間光変調器ＳＬＭ２００を複数回結像する２つの制御可能な光偏向手段４１
０、４２０を備える。ＳＬＭ２００は、照明装置（不図示）により平行光で照射される。
ＳＬＭ２００が光を変調した後、変調された可干渉性の波面７１０はＳＬＭにより放射さ
れる。
【０１３６】
　調整された好適な一実施形態において、ＳＬＭ２００は収束波面により照射される。そ
して、選択的なビームコンバイナ（不図示）は該種類の照明に適応される。
【０１３７】
　ビームコンバイナが、例えば独国特許出願公開第１０　２００９　０４４９１０　Ａ１
号明細書において出願人により提案されたような複屈折共面板（サバール板）に基づいて
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いる場合、この板の厚さは、組み合わされる隣接画素の波面が完全に一致するようにＳＬ
Ｍの位置に応じて調整される。
【０１３８】
　このような球面照明は、少なくとも１つの体積格子を備える平坦なフロントライトユニ
ットにおいて容易に実現されうる。対物レンズ又はその一部は、屈折面が省略されうるよ
うに照明装置に一体化される。透過型ＳＬＭにおいて、収束バックライトユニットは、こ
の目的のためにも使用されうる。
【０１３９】
　図１Ａの左図において、変調された平面波面７１０は、変調された波面７３０として、
制御可能な光偏向手段４１０、４２０を通して渡されるだけであり、偏向されない。空間
光変調器は、後続の対物レンズ平面へのセグメントとして結像されうる。他の２つの図は
、２つの異なる方向に変調された波面７１０の偏向を変調された波面７２０、７４０とし
て示す。偏向は、不変であり、且つ少なくとも１つの光偏向素子により影響されうる。あ
るいは、各々が適応的にアドレスされた場合に異なる偏向角を実現する多数の層が使用さ
れうる。変調された波面は、制御可能な偏向ユニットの偏向素子を不変の偏向ユニットと
組み合わせることでも偏向され、通過しうる。例えば制御可能な光偏向手段は、２つの制
御可能な液晶材料を含みうる。
【０１４０】
　図１Ｂは、図１Ａに示されたような光偏向装置４００を含む、本特許により請求される
ような発明に係るヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）の概略的なレイアウトを示す。
光路上には、複数回結像されるＳＬＭ２００に後続して、互いに対して相対的に短い距離
で配設される光偏向装置４００及び拡大レンズ５３０がある。ＳＬＭ２００に書き込まれ
るホログラム情報の３Ｄ再構成は、選択的な追跡装置６００により観察者の眼球１０００
の瞳の移動に対して追跡されうる。これは、生成されたビューイングウィンドウの直径が
観察者の眼球の瞳の直径と大きく異ならない場合に特に好ましい。
【０１４１】
　３次元シーンの種々のビューを有するサブホログラムは、波面ＷＦｉの逐次変調Ｍｉに
より、個別アドレス指定可能な変調器セルを有するマトリクス等を含むＳＬＭ２００によ
り生成されうる。変調器セルは、少なくとも１つの方向で可干渉性を示し且つ平面波面を
有する光源（不図示）により放射される平行光により照射される。空間光変調器２００に
より順次変調される波面７１０は、変調された波面７２０、７３０、７４０として種々の
方向に光偏向装置４００により偏向される。光偏向装置４００は、仮想複合又はタイル型
の高分解能な空間光変調器を共に示すセグメント単位で、順次空間光変調器２００を拡大
レンズ５３０の平面に投影する。このとき、拡大レンズ５３０は対物レンズの機能を果た
す。
【０１４２】
　１次元又は２次元で並列に複数回示されうる空間光変調器２００のセグメントにより、
これらのセグメントに対応する光変調器バーチャル画像は、変調された波面７２０～７４
０が光偏向装置４００を介する各光偏向の時点において光変調器画像に対応するビューボ
リュームにおいて視認可能である。従って、観察者は、全体としてビューボリューム全体
を知覚し、且つそこで３次元表現を見ることができる。ビューボリュームは、３次元再構
成が知覚されうる再構成空間を規定する。
【０１４３】
　ＳＬＭ２００は、変調された波面７２０～７４０が生成される、図１Ｂに示されるよう
な光偏向装置４００を通過する変調された波面７１０により、順次あるいは静的に並行し
て拡大レンズ５３０の平面に複数回結像されうる。
【０１４４】
　多数のレンズの系の形態で提供されることが好ましい拡大レンズ５３０は、一般に、観
察者の眼球１０００からの距離のために対物レンズではない。拡大レンズ５３０は、レン
ズ系の焦点距離内に配設される複合ＳＬＭを有する拡大レンズとして動作するにすぎない
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。拡大レンズ５３０の焦点距離が不変であるとすると、眼球により知覚される複合変調器
画像のバーチャル画像の位置は、複合変調器画像の距離を拡大レンズ５３０の物体側の主
平面に変更することで適応されうる。同時に、このことはホログラム再構成についてのビ
ューボリュームを規定する。
【０１４５】
　実際又は仮想の対物レンズは、実際又は仮想の（多重複合）ＳＬＭの平面に位置してい
る。その機能は、光学系全体で実現可能であり、多数の受動的及び／又は能動的な結像素
子を含みうる。
【０１４６】
　しかしながら、拡大レンズ５３０は対物レンズの機能も果たすように設計されうる。こ
の場合、複合変調器画像は、拡大レンズ５３０の主平面に位置しており、眼球により知覚
され且つビューボリュームを規定する複合変調器のバーチャル画像を同時に表す。この場
合、拡大レンズ５３０は、その焦点距離の距離において観察者の眼球の入射瞳の前方に配
設される対物レンズにすぎず、いかなる拡大も行わない。
【０１４７】
　これを図２の簡略図に示す。この図は、ヘッドマウントディスプレイが上述の本発明の
原理を実現するために備える最も重要な手段を示す。光伝播の方向に順に配設される光偏
向装置４００及び対物レンズ機能５００を有するレンズによりＳＬＭ２００を走査するこ
とは、非常に基本的なレイアウトで示される。
【０１４８】
　ＳＬＭ２００は、対物レンズの平面において多数のセグメントを表すことで光変調器の
複合画像２７０を生成するように、例えば少なくとも１つの制御可能な液晶格子を備える
光偏向装置４００を用いて、異なるホログラム情報を搬送しつつ、例えば後続の可干渉性
の波面により１、２、３、４及び５の順序で順に５回少なくとも１次元で表されうる、あ
るいは複製されうる。
【０１４９】
　制御可能な液晶格子は、電極配置に供給された電圧プロファイル、即ち刻み込まれた位
相プロファイルを変更することで格子定数が調整されうる、当該技術分野においてこのよ
うに知られている能動的な液晶偏光格子の形態で提供されることが好ましい。
【０１５０】
　その後生成されたセグメント化された波面７２０～７６０は、結像手段により瞳孔に向
けられる。ＳＬＭ２００の結像されたセグメントは、瞳孔から無限空間に及ぶビューボリ
ュームを共に生成する。
【０１５１】
　空間光変調器２００は、波面によっても統計的に走査されうる。それから、このように
セグメント化されるＳＬＭ２００、即ち多重空間光変調器は、互いに近接して配設される
、あるいは１つの大きな仮想高分解能光変調器を形成するように光偏向装置４００により
複合される。
【０１５２】
　対物レンズ機能５００を有するレンズの平面におけるＳＬＭ２００の逐次多重結像の代
わりに、対物レンズ機能５００を有するレンズの平面における同時多重結像も可能である
。これは、伝播の多数の方向が統計的に刻み込まれる体積格子等により実現されうる。例
えばコードは、常に、１つのセグメントについてのみ正しく、他の４つのセグメントにつ
いては正しくない。これらのセグメントから眼球に向けての更なる光の伝播は、電気的に
切り替えられたシャッター等により抑制されうる。例えばこのような切り替え可能なシャ
ッターアレイは、液晶シャッターディスプレイの形態で提供されうる。ＨＭＤ装置におい
てそれらを使用する利点は、ＳＬＭ２００及び光源と共に使用された構成要素だけがセグ
メント化され且つ高速な切り替えシャッターであることである。
【０１５３】
　上述されたような本発明のＨＭＤ装置の基本的なレイアウトにより、例えば４０００×
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２０００個の変調器セルを有する制御可能な空間光変調器を５回拡大できる。ビューボリ
ューム（ＶＯＶ）は、例えば２６°の頂角を有してよく、ビューイングウィンドウのサイ
ズは、この設計で１５ｍｍであってよい。
【０１５４】
　対物レンズ機能５００を有する結像光学系は、屈折型、回折型又は反射型であってよい
。屈折型系と回折補正との組合せ等の組合せも可能である。
【０１５５】
　フリッカリング効果を低減するために、ＳＬＭ２００は、セグメント化するために、１
、２、３、４、５の順序ではなく２、４、１、３、５の順序でアドレスされうることが好
ましい。
【０１５６】
　生成される３Ｄシーンの再構成シーケンスは、ＳＬＭ２００のセグメント及び色に対し
て最適化されうる。
【０１５７】
　図３乃至５は、従来技術から知られるような拡大されたバーチャル光変調器画像を生成
するいくつかの一般的な光路を概略的に示す。
【０１５８】
　図３は、高次回折のフィルタリングを含む多重結像により、非折り返し光路の例を有す
るホキュラー又はヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）のビューボリュームにおいてＳ
ＬＭ２００の拡大バーチャル画像２２０を生成する原理を示す平面図である。ＨＭＤは、
制御可能な空間光変調器ＳＬＭ２００において平面可干渉性の波面を向ける、レーザダイ
オード等の光源１１０を含む照明装置１００と、光源１１０により放射される光を平行に
する、レンズ等のコリメータ素子１２０とを含む。この例において２つのレンズ系５１０
及び５２０を含む４ｆ結像系５００は、ＳＬＭ２００に後続して配設される。４ｆ結像系
５００は、ＳＬＭ２００を中間画像２８０として結像する。レンズ系５００は、ＳＬＭ２
００により動的に変調される波面の高次回折についての空間フィルタリング関数を果たす
ことが好ましい。高次回折が再構成の品質を著しく妨害する観察者の眼球１０００の入射
瞳ＥＰに到達する可能性がある場合、ＳＬＭ２００の画素マトリクスにより発生する高次
回折を抑制することが好ましい。例えばこのために必要なフィルタ５９０は、レンズ系５
１０、５２０の共通の焦点に配設される開口マスクの形態で提供されうる。
【０１５９】
　拡大レンズ８００を有する結像光学系は、瞳孔に向かう光路において観察者の眼球１０
００がＳＬＭ２００の画像２８０を拡大バーチャル画像２２０として見る４ｆ結像系５０
０に後続する。
【０１６０】
　あるいは、光偏向装置により生成される複合光変調器画像は、ＳＬＭ２００の場所にも
位置しうる。
【０１６１】
　このような制御可能な光偏向装置は、２つの制御可能な液晶層の形状で提供されうる少
なくとも２つの制御可能な層を含みうることが好ましい。層のうちの１つは、刻み込まれ
た光路を有する体積ホログラムを選択的に含んでよい。
【０１６２】
　更に光偏向装置は、選択的に、他の光偏向素子を部分的又は完全に含んでよい。これら
は、写真レンズでの画像の安定化に対する応用例から知られているような制御可能な可変
くさび角を有する素子等を含みうる。
【０１６３】
　２次元又は３次元の画像又は再構成は、個々の領域又はビューボリューム全体に表され
うる。
【０１６４】
　図４は、折り返し光路を有する図３のＨＭＤの構成を示す別の平面図である。このよう
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な折り返しを実現するために、２つの更なるミラー９２０及び９３０は、可干渉性の波面
を反射する光路に配設される。ここでは、ＳＬＭ２００は、平坦なフロントライトユニッ
トＦＬＵ（frontlight unit）１５０により照射されるシリコン基板（ＬＣｏＳ：liquid 
crystal on silicon）又はマイクロミラー構成（微小電気機械システム（ＭＥＭＳ：micr
o-electro-mechanical system）、デジタルマイクロミラーデバイス（ＤＭＤ：digital m
icro-mirror device）を有する反射型液晶に基づく光変調器等の反射型のものである。こ
こではレーザ光源等の光源１１０により放射される可干渉性の光は、コリメータレンズ１
２０及び傾斜ミラー９１０を介して平坦なフロントライトユニット１５０のくさび形の導
波路に入射される。位相変調型光変調器である場合のＳＬＭ２００は、ホログラム再構成
のための複素変調値を得るためにビームコンバイナ（ＢＣ：beam combiner）３００を選
択的に備えてよい。
【０１６５】
　ここでも、光偏向装置により生成される複合光変調器画像は、ＳＬＭ２００の場所に代
わりに位置しうる。
【０１６６】
　光偏向装置は、ＳＬＭの共役平面に配設されうることが好ましい。
【０１６７】
　図５は、小型ＨＭＤの構成においてＳＬＭ２００の単段式仮想拡大の原理を示す。個々
の構成要素が接近して一定の間隔をおいて配置されている状況、少なくとも１つの共通の
制御可能な層における個々の構成要素の機能の組合せ及び大きなサイズのビューイングウ
ィンドウのために、追跡装置は省略されうる。図４と同様に、光源１１０により放射され
且つコリメータレンズ１２０により平行にされる光は、平坦なフロントライトユニット１
５０によりＳＬＭ２００に向けられる。選択的なビームコンバイナ３００は、ＳＬＭ２０
０の前方に配設され、共通の複素ホログラム値を形成するように、多数の変調器セルによ
り変調されている光を複合させうる。空間光変調器ＳＬＭ２００は、拡大結像光学系の形
態で提供されることが好ましい拡大レンズの焦点距離内の平面に結像される。波面は、ミ
ラー９３０を介した光路に沿って、ビューボリュームにおいて画面として動作する平面に
おいてＳＬＭ２００のバーチャル画像２２０を知覚する観察者の眼球１０００の瞳孔に更
に伝播する。体積格子の形態の回折光学系は、例えば上述の原理を実現する小型の光路に
特に適している。
【０１６８】
　図３及び４に示されるように、光偏向装置により生成される複合光変調器画像は、ＳＬ
Ｍ２００の場所に代わりに位置しうる。
【０１６９】
　図４及び５のミラー９３０が半透過型又は制御可能に半透過型のものである場合、ＡＲ
の応用例も可能である。
【０１７０】
　図６はホログラム投影系を示す。一例を挙げると、ＳＬＭ２００は、光源１１０により
放射され、且つコリメータレンズ１２０、傾斜ミラー９１０及び平坦なフロントライトユ
ニット１５０を伝播する光により照射される。ビームコンバイナ３００は、選択的にＳＬ
Ｍ２００の前方に配設されてよい。図６には示されないＳＬＭ２００の拡大複合バーチャ
ル画像は、例えば１ｍの距離において４２’’ディスプレイのサイズで現れる。該平面に
おいて、ＳＬＭ２００の拡大複合バーチャル画像は、動的な３Ｄピクチャフレーム等を表
す。
【０１７１】
　光路は、ミラー９５０、９６０、９７０の系と、少なくとも空間光変調器ＳＬＭ２００
を複写する制御可能な光偏向装置４００とを含む。ここで、光変調器画像がオフセットさ
れるのではなく偏向されさえすればよいため、光偏向装置４００は単一の層であることが
好ましい。中間画像２７０において、個々の光変調器画像は並列に位置している。
【０１７２】
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　光偏向装置４００は、制御可能なセグメント化されたシャッターパネルと共に静的な光
偏向装置を備えるようにも設計されうる。
【０１７３】
　更に投影系は、高次回折を抑制するためにビューイングウィンドウの平面にシャッター
アレイを有するようにも設計されうる。
【０１７４】
　例えばミラー９７０は、屈折成分により置換されうる。ＳＬＭ２００から発せられ且つ
該成分に達するビームは、この場合は全反射（ＴＩＲ：total internal reflection）に
より観察者の眼球の入射瞳ＥＰに向けて反射される。（半）透過型ディスプレイはこのよ
うに実現される。場合によってはＯＮ状態に切り替えられうるシャッターは、このオプシ
ョンを起動及び停止しうる。
【０１７５】
　例えばミラー９７０が反射型体積ホログラムによっても実現されうる場合の系の機能。
角度及び波長の選択性は、透過型ディスプレイが実現されるように制限されうる。この場
合も、追加のシャッターがここで使用されてもよい。
【０１７６】
　図７は、光偏向装置４５０が対物レンズの後方に配設される別の実施形態を概略的に示
す。光偏向装置４５０は、図１又は２の例として、少なくとも一方が制御可能な種類のも
のである第１の光偏向手段４６０及び第２の光偏向手段４７０を含む。
【０１７７】
　光偏向装置４５０は、光偏向及び追跡ユニットを形成するように、観察者の眼球１００
０の眼球又は瞳孔の移動に対してビューイングウィンドウを追跡する追跡装置とも組み合
わされうる。このような構成を用いる場合、ＳＬＭ２００と光偏向装置４５０との間に配
設される拡大レンズ８１０は、光偏向装置がレンズ系の前方に配設される構成と比較して
非常に小さく維持されうる。
【０１７８】
　ＳＬＭ２００の平面に実際の対物レンズを配設することも可能である。
【０１７９】
　図８は、図３及び４と共に説明された実施形態において使用されるような拡大レンズ８
００を有する結像光学系の構造サイズを示す。それが既にこの系により結像されるＳＬＭ
（不図示）の複合中間画像２７０であるために、必要とされるレンズの直径は、類似する
ＳＬＭのサイズ及び結像関係において非常に大きい。
【０１８０】
　選択的な追跡装置６００は、拡大レンズ８００を有する結像光学系と観察者の眼球１０
００との間の光路に配設されうる。
【０１８１】
　図９は、光偏向装置４５０がＳＬＭ２００に対する拡大レンズ８１０の後方に配設され
る一実施形態において、２つのミラー９２０、９３０を使用することで構造の奥行きが減
少されうる方法を概略的に示す。ここでも、光偏向装置４５０によるＳＬＭ２００の多重
結像がこれらの構成要素の後段でのみ実行されるため、ビーム偏向のための拡大レンズ８
１０及びミラー９２０、９３０は、非常に小さな直径を有しさえすればよい。傾斜ミラー
９３０は、ＡＲの応用例を提供するために半透過型、あるいは切り替え可能又は制御可能
な半透過型のものとすることができる。
【０１８２】
　図１０は、傾斜ミラーが同時に光偏向装置４５０の一部でもある特に好適な一実施形態
を示す。光偏向装置４５０の少なくとも１つの光偏向手段４６０、４７０は、時分割多重
化モードにおいてＳＬＭ２００の多重結像を提供するために制御可能な種類のものである
。構成要素４７０が多数の再構成配置を含む反射型ホログラムであるのに対し、これは光
偏向手段４６０であることが好ましい。拡大レンズ８１０は、観察者の眼球１０００が規
定の仮想観察者距離において多重画像を知覚するように構成する。偏向されずに、即ち０
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次の回折次数で光偏向手段４６０、４７０を通過する光は使用されず、観察者の眼球１０
００に進まないように適切な吸収手段又はフィルタリング手段により抑制されうる。これ
により、光偏向手段４６０、４７０において低い回折効率しか有さない固定又は可変の回
折格子を使用できるようになる。光偏向手段４６０は、いくつかの偏向の方向が刻み込ま
れる透過型ホログラムの形態で提供される。あるいは、光偏向手段４６０は制御可能な方
法で光を偏向しうる。これらの光偏向手段４６０、４７０は、更なる対物レンズ機能又は
補正機能を有効にし且つ支持するために、１次元又は２次元で制御可能又は切り替え可能
である多くのセルのマトリクス配列も含みうる。実際のＳＬＭ２００の平面に実際の対物
レンズを配設することも再度可能である。
【０１８３】
　体積格子の代わりに、回折型又は屈折型の偏向手段も使用されてよい。例えばこのよう
な層は、可変くさび機能を果たす切り替え可能又は制御可能な液滴駆動セルを含みうる。
【０１８４】
　図１１は、拡大レンズ８１０の後方のＳＬＭ２００の多重結像する光偏向装置４００と
共に、構造の奥行きを減少するためのカーブミラー９７０の使用を概略的に示す。一例を
挙げると、ここでは反射型であるＳＬＭ２００は、レーザ光源等でありうる光源１１０に
より放射され、且つコリメータレンズ１２０、傾斜ミラー９１０及び平坦なフロントライ
トユニット１５０を伝播する光により照射される。ＳＬＭ２００は、高分解能空間光変調
器を表す実際の複合中間画像２７０を形成するように、拡大レンズ８１０及び光偏向装置
４００により１次元又は２次元で並列に複数回結像される。複合空間光変調器により生成
されるホログラム再構成は、カーブミラー９７０を介してより拡大されて知覚される。高
品質のホログラム再構成を生成できるように、高品質の複素変調値を得るために、他の全
ての実施形態と同様に、ビームコンバイナ３００はＳＬＭ２００に後続しうる。
【０１８５】
　図１２Ａは、図１１の実施形態と比較して僅かに調整される一実施形態を示す。ここで
は、光学的にアドレス可能な空間光変調器（ＯＡＳＬＭ：optically addressable spatia
l light modulator）２５０は、中間画像２７０の位置に配設される。ＳＬＭ２００は、
結像光学系８１０及び光偏向装置４００によりその上に並列に複数回順次結像される。光
偏向装置４００は、結像特性を更に有し、あるいは結像光学系８１０全体を置換しうる。
結像光学系又は更なる結像機能は、ＯＡＳＬＭ２５０上で狭い結像グリッドを実現するた
めに画像を更に縮小しうる。
【０１８６】
　ＯＡＳＬＭ２５０は、副次的な高分解能空間光変調器を形成する。ＳＬＭ２００の多重
結像によりＯＡＳＬＭ２５０に書き込まれるホログラム情報は、カーブミラー９７０を介
して３次元シーンの再構成として拡大されて観察者の眼球１０００により知覚される。レ
ーザ光源であることが好ましい可干渉性の光源１６０は、３次元シーンをホログラム再構
成するＳＬＭ２００により書き込まれた複合情報を読み出すために、コリメータレンズ１
７０、選択的な傾斜ミラー９８０及び平坦なフロントライトユニット１７０を介してＯＡ
ＳＬＭ２５０を照射する。
【０１８７】
　透過型ＯＡＳＬＭを使用する際には、フロントライトユニットではなくバックライトユ
ニット（ＢＬＵ：backlight unit）が使用されうる。ビームコンバイナ３００は、伝播の
方向でＯＡＳＬＭに後続しうる。
【０１８８】
　図１２Ｂに示される特に好適な一実施形態において、透明な位相変調型光変調器の形態
であるＯＡＳＬＭ２５０は、振幅変調型光変調器であり、且つＯＡＳＬＭ２５０への位相
値の書き込み及びＳＬＭ２００に書き込まれた振幅値を有する対応する位相値の読み出し
の双方の目的にかなうＳＬＭ２００により読み出される。従って、双方の変調器は、共に
複素値の光変調器を形成する。このため、ビームコンバイナは余剰になる。同時に、１つ
の複素値を書き込むためにＳＬＭ２００の多数の変調器セルを使用する必要がなくなるた
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め、空間分解能は上昇する。
【０１８９】
　位相値の書き込みは、振幅値を有する位相値の読み出しに使用されるものとは異なる波
長を使用して実行されうる。そして、ＯＡＳＬＭ２５０の光伝導体は、例えばＵＶレンジ
の近傍に存在しうる刻み込み波長（inscription wavelenght）にのみ敏感であってよい。
ＳＬＭ２００が順次結像されるＯＡＳＬＭ２５０の個々の領域は、書き込み動作に対して
個々に敏感にされる、あるいは刻み込まれた位相情報が格納されたままである間の読み出
し中に停止モードに切り替えられるように設計されてもよい。ＯＡＳＬＭ２５０は、読み
出し動作を完了した後で削除パルスを介して完全に又は個々のセグメントにおいて削除さ
れるように設計されることが好ましい。あるいは読み出し動作は、非常に短い光パルスを
使用して実行されうる。そして、１つ又は全ての他のセグメントが書き込まれ且つ／ある
いは読み出される期間中にＯＡＳＬＭ２５０のこの領域が照射されないため、光伝導体は
、該期間等の「古い」電荷キャリアを放出するために十分な時間を有する。好適な種類の
表現である色表現において、個々の色層が更に順次生成される。
【０１９０】
　図１３は、それぞれの薄型導波路１１０１、１１０２を介して観察者の左の眼球１００
１及び右の眼球１００２に対して垂直の高分解能複合ＳＬＭ画像を生成する方法を概略的
に示す。ここで示されたような両眼配置は、本明細書において説明されるホログラムＨＭ
Ｄ及び全ての実施形態の好適なオプションである。
【０１９１】
　観察者の左の眼球１００１及び右の眼球１００２に対する光学部品は、ほぼ一致してい
る、あるいは鏡面対称構造である。このため、次に、観察者の左の眼球１００１に対する
チャネルのみを例示的に説明する。ここでは例えば反射型であるＳＬＭ２０１は、平坦な
フロントライトユニット１５１を介して照射される。この目的のために、光源（不図示）
により放射される可干渉性の光は、コリメータレンズ１２１を介してフロントライトユニ
ットに入射される。ビームコンバイナ３０１は、伝播の方向でＳＬＭ２０１に後続しうる
。ＳＬＭ２０１により放射される変調された波面は、拡大レンズ８１１を介して光偏向装
置４０１に伝播する。全ての入力結合角の光が薄型導波路１１０１の２つの並列インタフ
ェースにおいて全反射により導波路１１０１の方向に伝播するように、光偏向装置４０１
は、体積格子であることが好ましい光学入力結合構成要素１１１１を介して平坦な角度で
、従来技術においてこのように知られている導波路１１０１に入射される種々の角度範囲
を順次生成する。導波路１１０１は、必ずしも完全に平面でなくてもよく、あるいは曲面
も有しうる。光偏向装置４０１により生成される特定の角度スペクトルの光は、観察者の
眼球１１０１に向かって、各々が異なる角度範囲を受け持つ複数の反射型体積格子１１２
１～１１２３を介して導波路１１０１から結合される。ここで、観察者の眼球１１０１は
、ＳＬＭ２０１に書き込まれるホログラム情報の再構成を知覚する。この再構成は、ＳＬ
Ｍ２０１の拡大されたバーチャル複合画像を介して順次生成される。
【０１９２】
　ここで、光偏向装置４０１は、可変格子周期を有する制御可能な回折液晶格子を含むこ
とが好ましい１つの光偏向手段のみを備えうる。反射型出力結合格子１１２１～１１２３
は、光偏向装置４０１の第２の層を形成する。それらは誘電体積層形状でも提供されうる
。それらの機能は、導波路１１０１に沿う規定のいかなる位置においても、規定の入射角
の光に規定の出口角、即ち既定の出力結合角を与えることである。
【０１９３】
　入力結合格子１１１１は、反射型であってもよく、そして光偏向装置４０１から見て薄
型導波路１１０１の向こう側に配設される。また、出力結合格子１１２１～１１２３は、
透過型であってよく、そして観察者の眼球に対面する薄型導波路１１０１の側に配設され
る。
【０１９４】
　あるいは光偏向装置４０１は、結像光学系８１１とＳＬＭ２０１との間に配設されうる
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が、これにより結像光学系が拡大する。光偏向装置４０１は、該位置において２つの層か
ら構成される場合に時間的及び空間的にシフトされた多重画像を直接生成しうるが、その
結果より大きな入力結合格子１１１が必要となる。光偏向装置４０１が該位置において単
段式設計である場合、ＳＬＭセグメントのバーチャル画像は、図８とは対照的に、１つの
平面にあるのではなく、互いに対して特定の角度だけ傾斜される。これは、ホログラム値
を生成する際に考慮されなければならない。
【０１９５】
　図１３に係る構成において、複素ホログラム値を生成するビームコンバイナもＳＬＭ２
０１、２０２の各々に後続しうる。
【０１９６】
　図１２と同様に、ホログラム再構成を生成するＯＡＳＬＭがここでも使用されうる。Ｏ
ＡＳＬＭを刻み込む、あるいは図１２において説明されたように複素ホログラム値を生成
する電気的に高速にアドレス指定可能なＳＬＭの場合、多重結像処理は、１つの光偏向装
置が電気的にアドレス指定可能なＳＬＭと光学的にアドレス指定可能なＳＬＭとの間に配
設され、別の光偏向装置がＯＡＳＬＭに後続する二段も含みうる。そして、使用されたＯ
ＡＳＬＭは、非常に高いスイッチング周波数も有する、即ち高リフレッシュレートで動作
できなければならない。
【０１９７】
　表示装置の特に好適な一実施形態において、光偏向装置４００、４０１、４０２、４５
０は、空間光変調器２００、２０１、２０２、２０６、２０７、２５０の少なくとも１次
元でセグメント化された多重画像が平坦な導波路において制御可能な方法で順次生成され
るように設計される。
【０１９８】
　次に、観察者の眼球が接眼レンズ（ホキュラー）の近くに位置している、固定型あるい
は携帯型の表示装置に特に適している多くの更なる実施形態を概略的に説明する。これら
の装置がコンパクト性に関する要求は大きくないため、好ましくは非折り返し光路及び多
段結像解決策を有する系を使用することが少なくとも部分的に可能である。そして、特に
非常に大きな拡大の場合、収差はより簡単に補正されうる。
【０１９９】
　図１４は、多段結像解決策を有する系における光偏向装置４００の使用を概略的に示す
。
【０２００】
　例えば図６に更に詳細に示されたような光変調器ユニット２６０は、２つのレンズ配置
５１０、５２０を含み、且つ共通の焦点面に開口マスク５９０が配設される望遠結像系の
前方に配設される。この結像光学系は、図８に示されたレンズに実質的に対応し且つ観察
者の眼球１０００の前方に位置している拡大レンズ８００を有する結像光学系の物体面に
光変調器ユニット２６０のＳＬＭを結像する。
【０２０１】
　所望の総合倍率及びＳＬＭのピッチに応じて、画像は、第１の段階において１：１に拡
大、縮小又は投影されうる。アナモルフィック結像も可能である。ＳＬＭは、光偏向装置
４００により複合中間画像２７０として拡大レンズ８００を有する結像光学系の物体面に
複数回結像される。ここで光偏向装置４００は、第１の光偏向手段４１０の一例として可
変間隔を有する制御可能な液晶格子と、第２の光偏向手段４２０の一例として多重体積格
子とを備え、個々の体積格子は、部分的な画像又はセグメント及び結像波長毎に多重体積
格子に刻み込まれる。その後、特定の画像セグメント及び波長に対して必要とされる体積
格子は、第１の光偏向手段４１０の回折角及び色分割多重光変調器ユニット２６０の波長
により選択される。光偏向装置４００は、アナモルフィック結像も実行しうる、あるいは
部分的に支持しうる。
【０２０２】
　光変調器ユニット２６０が体積格子の形態で提供されることが好ましいホログラム光学
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素子（ＨＯＥ：holographic optical element）等を含む場合、例えば、平行照明の代わ
りに、１次元のホログラム符号化に対して必要とされるような平面波面の角度スペクトル
が特にコリメータユニットと共に使用されることも可能である。また、照明波動場は、光
学系を伝播する発光強度が上昇するだけでなく、系において収差を補正する機会も与える
球面波等を含む湾曲した波面も含みうる。例えば、ＳＬＭ上で垂直な波面の局所的な偏差
は、照明波面により特に補正されうる。例えば、複合光変調器画像における球面収差及び
／又は誤った輝度分布はこのように補正されうる。
【０２０３】
　一般に光偏向装置４００は、更なる補正機能及び波面形成機能を果たしうる。必要とさ
れる体積格子は、所望の出力分布が露光のための参照波として動作する組み立てられた光
学構成において、直接ホログラムを刻み込むことにより製造されうる。系において発生す
るいかなる種類の収差も、このような現位置の露光又は刻み込み中に考慮されうる。使用
された光学設計プログラムのシミュレーション等から収差が分かる場合、これらの収差及
び基準値に関する情報に基づいて補正的な計算機複合ホログラム（ＣＧＨ：computer-gen
erated hologram）を得ることが可能である。例えばこれらのＣＧＨは、体積ホログラム
を刻み込む際に使用されうる、あるいは光路に直接配設されうる。
【０２０４】
　図１４とは対照的に、図１５は、光偏向装置が二段結像解決策において観察者の眼球１
０００と拡大レンズ８１０との間に配設される状況を示す。第２の結像段階の拡大レンズ
は、この場合図７の拡大レンズとほぼ同一である。しかしながら、該拡大レンズは、拡大
されて直接ＳＬＭを結像するのではなく、その中間画像２８０を結像する。光変調器ユニ
ット２６０のＳＬＭのこの中間画像２８０は、レンズ配置５１０、５２０を含む望遠結像
系により生成される。この場合も、開口マスク５９０は、ＳＬＭグリッドにより発生する
高次回折を抑制するために、レンズ配置５１０、５２０の共通の焦点面に配設されうるこ
とが好ましい。ここで、第１の段階は図１４の第１の段階とほぼ同一である。
【０２０５】
　図８とは異なる図７に示されたように、光偏向装置が該レンズ配置の後方にのみ配設さ
れるため、図１５の第２の段階の開口数は、図１４の開口数と比較して減少されうる。
【０２０６】
　例えば、光変調器ユニット２６０のＳＬＭを結像して中間画像２８０を生成する第１の
段階は、無限空間に補正される第１のレンズ配置５１０及び近年の顕微鏡において使用さ
れる筒状のレンズに類似する画像を生成する第２のレンズ配置５２０によっても実現され
うる。例えば、ビューイングウィンドウをフィルタリングする開口マスク５９０は、第１
のレンズ配置５１０の後ろの焦点面、即ちＳＬＭの第１のフーリエ平面に配設されうる。
【０２０７】
　３Ｄ物体がホログラムで表されるため、例えば平坦な、歪んでいない平面を表せるよう
にオブジェクト点を符号化する際に像面湾曲等の収差を許容できる。
【０２０８】
　ＳＬＭの多重画像の各セグメントにおいて異なってもよい収差は、３Ｄシーンを符号化
する、あるいはここでは示されない更なる補正素子を使用する際にも補償されうる。例え
ばこれらの素子は、位相を補正し且つ角偏差を局所的に発生させることに加えて、振幅も
補正しうる。例えばこのような補正素子は、中間画像２８０の近くに配設されうる。例え
ばこのような補正素子は、適応された補正的な位相分布に加えて適応された補正的な振幅
分布も示す位相補正板であってよい。
【０２０９】
　多重体積格子と組み合わせても使用されうる制御可能な回折格子の好適な使用に加え、
他の適切な光偏向手段は、光偏向装置４００において使用されうるか又は組み合わされう
る。
【０２１０】
　例えば、画像の安定化の応用例において使用されるような、制御可能なくさび角を有す
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るプリズムは、制御可能な光偏向素子として適切に使用されうる。３Ｄ再構成を快適に表
示するにはビューイングウィンドウが小さすぎる場合、制御可能なくさび角を有するプリ
ズムは、眼球移動に対するビューイングウィンドウの上述の追跡のためにも使用されうる
ことが好ましい。
【０２１１】
　図１６は、可変くさび角を有する制御可能なプリズム形状で提供される、光偏向装置４
００において第１の制御可能な光偏向手段４１０及び第２の制御可能な光偏向手段４２０
を有するこのような装置を概略的に示す。光変調器ユニット２６０のＳＬＭの多重結像を
実現するために、第１の制御可能な光偏向手段４１０及び第２の制御可能な光偏向手段４
２０は、２つのレンズ配置５１０、５２０を含む望遠結像系と図８に示されたような拡大
レンズ８００を有する結像光学系との間に配設される。多重画像は中間画像２７０の形式
で生成される。望遠結像系は、ここでも開口マスク５９０を含みうる。図示されるように
、順次セグメント化されたビューボリュームの生成は、屈折素子のみを用いて実現されう
る。可変プリズムの制御可能なくさび角度範囲は、装置の構造の奥行きを拡張することで
縮小されうる。
【０２１２】
　光路がシフトされるのではなく傾斜されることのみを要求する装置においては、１つの
このような光偏向手段で十分である。
【０２１３】
　制御可能にシフトされうるレンズは、更なる光偏向手段として使用されうる。これらの
レンズは、低い慣性モーメント、即ち直進又は回転移動の高加速を実現するために、回折
光学素子の形状でも提供されうることが好ましい。ここで、装置のサイズ、即ち重量を更
に減少する目的で、ＳＬＭをシフト可能な回折光学素子上に縮小結像しうることが好まし
い。
【０２１４】
　また、同期化された照明と共にＳＬＭの多重結像を実現するために、傾斜ミラー又はリ
フトミラーを有する構成、あるいは回転するポリゴンミラーを有する構成を使用すること
が可能である。
【０２１５】
　図１７は、高速で調和してねじられうる２つの制御可能な傾斜ミラー４１１、４２１に
よるビームオフセットの原理を示す。
【０２１６】
　図１８は、多重結像する光偏向装置において使用するための高速制御可能なリフトミラ
ー４１４を使用して光線束の高速オフセットを実現するために使用された構成を示す。制
御可能な傾斜ミラー４１４は、２つの傾斜ミラー４１２、４１３の前方に配設される。
【０２１７】
　図１７及び図１８に係る構成は、制御可能な方法で光路を更に傾斜させるためにも組み
合わされうる。例えば、これにより更なる追跡を提供しうる。
【０２１８】
　図１９は、二段結像光学系において光偏向装置４００を形成するための、ねじることが
できる傾斜ミラーの形態で提供される２つの光偏向手段４１０、４２０の使用を概略的に
示す。２つの光偏向手段４１０、４２０は、図１７に示されたように、適合的に更にねじ
られるが、前者とは対照的に光伝播の方向を逆転させる。図１６に示された状況と同様に
、それらは、２つのレンズ配置５１０、５２０を有する望遠結像系と図８に示されたよう
な拡大レンズ８００を有する結像光学系との間に配設され、光変調器ユニット２６０のＳ
ＬＭの多重結像を実現する。この場合も、追加の開口マスク５９０がここで使用されても
よい。多重画像は中間画像２７０の形式で生成される。２つの傾斜ミラー４１０、４２０
を有する構成により、光路を折り返すことができる、即ち装置の構造の奥行きを減少でき
る。
【０２１９】
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　このような折り返しが必要とされない場合、このビームオフセットを実現するために制
御可能に回転可能な共面板を使用することも可能である。この板は無彩色型であることが
好ましい。板の回転角、屈折力及び厚さはビームオフセットを規定する。無彩色レンズが
共面板の代わりに使用される場合、１つ又は２つの方向に更なる対物レンズ機能を実現可
能である。このような構成は、より低い操作速度しか必要としないため、必要に応じて眼
球移動に対してビューイングウィンドウを追跡することにも非常に適している。
【０２２０】
　図２０は、二段結像光学系において多重結像する、制御可能な偏向格子及び多重反射型
体積格子の形態で提供される２つの光偏向手段４１０、４２０を有する光偏向装置４００
の使用を示す。図１４に示されたような透過配置とは対照的に、反射型体積格子を使用す
ることにより、ビーム伝播の方向で更なる変更を容易にする。
【０２２１】
　図１９及び図２０を参照すると、光偏向装置４００の光偏向手段４２０、即ち観察者の
眼球に対面する光偏向手段は、ＡＲの応用例を提供するように半透過型又は制御可能な半
透過型でもありうる。更に光偏向手段４２０は、ガラスの表面から反射される光が混合し
、且つ観察者の眼球において妨害フレアを発生させる他の現実物体が、この偏光子を介し
て送信されることがほぼ回避されるように配向されることが好ましいワイヤグリッド型偏
光子（ＷＧＰ：wire grid polariser）等の偏光子を含みうる。しかしながら、ＡＲの特
性を有するホログラム表示装置の光、即ち光変調器ユニット２６０により変調されたよう
な３Ｄシーンを再構成するホログラム情報を搬送する光の偏光は、光偏向手段４２０によ
り観察者の眼球に向けられる。
【０２２２】
　図２１は、２つの透過型体積格子１９１、１９２によりＳＬＭ２００のアナモルフィッ
クストレッチングの原理又はＳＬＭの多重複合画像２７０を示す。個々の光線束間の光路
長の差異は補償される。光路の差異をこのように補償することにより、光源１１０により
放射され且つコリメータレンズ１２０により平行にされる光の可干渉距離は短く維持され
うる。
【０２２３】
　このような構成は、本発明の装置の光路に一体化されうる。アナモルフィックストレッ
チングに対するこの構成は、必ずしもＳＬＭの隣に配設されなくてもよく、図２１に示さ
れるように、例えば平面波の角度スペクトルが十分に制限される光路の部分に配設されう
る。体積格子が使用されるとすると、平面波の角度スペクトルは、高い回折効率で回折さ
れる場合に十分に制限されると考えられる。透過型体積格子の使用可能な角度範囲は、透
過型体積格子が薄いほど広くなる。一般に反射型体積格子は、透過型体積格子より広い角
度選択性を示す。
【０２２４】
　光路長において発生する差異を補償する原理は、２つの反射型体積格子、又は反射型体
積格子と透過型体積格子との組合せによっても実現されうる。
【０２２５】
　従って、図２１に示された構成は、省スペースの光路折り返しを実現し且つ構成要素の
数を最小限に維持するように、アナモルフィックストレッチングの機能を１つの光偏向手
段において光線束又は波動場を偏向する機能と組み合わされうる。
【０２２６】
　能動的な光学素子の数は、系の光学設計を最適化することで減少されうる。
【０２２７】
　図２２は、ここでも２つのレンズ配置５１０、５２０を含むテレセントリック結像系の
共通の焦点面に配設される制御可能な偏向格子を有する光偏向装置４００の使用を概略的
に示す。開口マスク５９０は、光変調器ユニット２６０のＳＬＭのグリッドにより生成さ
れる望ましくない回折次数を除外するために、２つのレンズ配置５１０、５２０の共通の
焦点面に配設されうることが好ましい。光偏向装置４００のテレセントリック設計及び２
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つのレンズ配置５１０、５２０の共通の焦点面におけるその配設により、ただ単に光偏向
装置４００の光偏向手段を制御可能な方法で傾斜させることでＳＬＭの複合中間画像２７
０を得ることが可能である。このような傾斜は、制御可能なプリズム等の光偏向装置４０
０の別の制御可能な光偏向手段によっても実行されうる。光路を傾斜させる光偏向手段の
位置は、例えば更なる対物レンズの機能を実現するために焦点面の外側にもありうる。そ
れにより発生する可能性のある光変調器画像のいかなる重なりも、ホログラムを生成する
際に考慮されうる。
【０２２８】
　拡大レンズ８００を有する結像光学系において、例えば複合中間画像２７０は、仮想表
示画面の平面、即ち１～２ｍの距離で観察者の眼球に対して知覚可能となるように仮想的
に更に大幅に拡大される。
【０２２９】
　ここで提案された原理は、３つ以上の結像段階を含む光学系にも適用されうる。
【０２３０】
　３Ｄ再構成を快適に表示するにはビューボリュームが小さすぎる場合、図８に示される
ように、光学追跡装置は、例えば眼球に近接して配設されうる。
【０２３１】
　追跡装置は、角度を導入する要素により表される場合に複合光変調器バーチャル画像、
即ちビューボリュームをシフトさせる。追跡装置は、特にその作動原理が光の入射角に依
存する場合に間隙なく接合される光変調器画像を得るように光偏向装置４００と同期され
るべきである。複合光変調器画像のシフトは、再構成される３Ｄシーンを符号化するホロ
グラムを生成する際に考慮されうる。
【０２３２】
　１次元の符号化法が使用される場合、ビューボリュームにおいて非干渉方向に平面波の
角度スペクトルを拡張する、あるいは平面波の角度スペクトルを必要とされる大きさまで
拡大する移動拡散板は、開口マスク５９０の平面に配設されうる。その結果、これは、ビ
ューイングウィンドウにおける平面波のこの完全な角度スペクトルが、光変調器ユニット
２６０のＳＬＭを照射する際に必ずしも既に存在していなくてもよいことを意味する。
【０２３３】
　光偏向装置４００は、収差を最小限にするための補正機能又は再生スケールのアナモル
フィックストレッチングを実現するための円柱レンズの機能も果たしうる。
【０２３４】
　観察者の眼球の入射瞳に近接して位置付けられる場合、単一の制御可能な光偏向手段は
、順次ビューボリュームを生成するために使用されうる。観察者の眼球の入射瞳までのこ
の光偏向手段の距離が長いほど、実際に使用可能なビューイングウィンドウの面積は狭く
なる。ビューイングウィンドウが十分に大きい、即ち例えば２０ｍｍである場合、例えば
、角度を順次導入する単一の制御可能な液晶格子は、複合光変調器画像を得るために観察
者の眼球から１０ｍｍの距離に配設されうる。観察者の眼球からの格子の正確な距離は、
観察者の眼球からの画像の距離、観察者の眼球の入射瞳の平面における非傾斜ビューイン
グウィンドウのサイズ、所望のビューボリューム及び観察者の眼球の瞳に対してビューイ
ングウィンドウを追跡する選択的に提供された追跡装置の精度に依存する。
【０２３５】
　これを図２３に概略的に示す。図７とは対照的に、光偏向装置４５０が図２３では観察
者の眼球１０００に非常に近接して配設されるため、多数のセグメントで構成される、ビ
ューボリュームにおいて光変調器ユニット２６０で符号化される３Ｄシーンを見ることが
できるように制御された観察者の眼球１０００に対するビームオフセットではなく、その
ように制御されたビーム傾斜のみが必要とされる。光変調器ユニット２６０により放射さ
れ且つ光偏向装置４５０により制御可能に偏向される光は、拡大レンズ８１０により所望
の観察者距離において複合光変調器バーチャル画像を生成する。選択的な開口５８０はＳ
ＬＭの高次回折光を除去する。選択的な開口５８０は、ビューイングウィンドウを限定し
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、高輝度のレーザ放射が高次回折において発生しうるためにそれを眼球に近づけない。
【０２３６】
　光偏向装置４５０の光偏向手段は、それぞれ１次元又は２次元で多数のセグメントのビ
ューボリュームを複合するために、１次元又は２次元で湾曲される表面上にも配設されう
る。これは、図２３とは対照的な図２４に示される。
【０２３７】
　平面複合面とは対照的な湾曲された仮想複合光変調器表面の順次発生する位置偏差は、
３Ｄ物体のホログラム符号化中に補正されうるため、仮想ビューボリュームにおいて常に
補正され且つ偏りなく示される。
【０２３８】
　仮想ＳＬＭを複合する機能及び観察者の眼球の入射瞳に対して仮想ＳＬＭを追跡する機
能の双方は、観察者の眼球の入射瞳に対して仮想ＳＬＭを追跡する機能が適応的に設計さ
れる場合に光偏向手段により実現されうる。特に光偏向手段の速度及び有効角度範囲がそ
の制限された速度のためにＳＬＭにより提供されうるよりも大きな複合変調器面積を許容
する場合、これは意味をなす。そして、複合光変調器画像は、表される再構成された３Ｄ
シーンの部分が適応されうる有効角度範囲内に全体としてシフトされる。
【０２３９】
　ビューボリュームの単なる逐次複合は、使用された空間光変調器のリフレッシュレート
に関する要求が大きい。
【０２４０】
　ビューボリュームの複合は、主に以下の理由から非常に重要である。観察者及び表示装
置の双方が固定の位置に位置している場合に観察者追跡が必要ないサイズである１５ｍｍ
のビューイングウィンドウを生成するために、可干渉方向で角度毎に約７２５個の変調器
セルが必要とされる。観察者追跡が実行される場合、約５ｍｍのサイズの観察者の眼球の
入射瞳を覆うように、この数を約１／３まで減少できる。しかしながら、この場合、可干
渉方向でビューボリューム頂角の角度毎に依然として約２５０個の変調器セルが必要とさ
れる。比較すると、２次元の又は立体表現は、ＨＤ分解能においてもビューボリューム頂
角の角度毎に６０個の変調器セルしか必要としない。現在市販されている空間光変調器の
変調器画素数では、大きなホログラムビューボリュームを与えるには不十分である。所望
の大きなビューボリュームは、特に可干渉方向で多数のセグメントを順次接合することに
より生成されうる。しかしながら、同時に、光変調器の速度に対する要求は、３原色、即
ち赤色、緑色及び青色も順次表される場合にはますます、逐次作動原理のためにより高ま
る。
【０２４１】
　スペックルとして明らかとなるクロストーク、即ち隣接画像点間の干渉を減少するため
に、可干渉性の画像コンテンツは、間引きされた形式で順次表されうる、即ち多数の間引
きされたオブジェクト点クラスタは互いに表される。これにより、使用された空間光変調
器のリフレッシュレートに対する要求は再度高まる。
【０２４２】
　特に、装置の体積及び重量に対する要求がいくらかより少ない固定型のホログラム表示
装置において、多数の空間光変調器を同時に使用できることが好ましい。例えば３原色、
即ち赤色、緑色及び青色は、同時に示されて、同時にあるいは時分割多重化処理において
複合ビューボリュームを与えうる。
【０２４３】
　空間分割多重化と時分割多重化とを組み合わせることも可能である。例えば大きなビュ
ーボリュームは、一方の次元では多数の光変調器を介して空間的に複合されうるが、他方
の次元ではこれらの空間光変調器の時分割多重化により複合される。
【０２４４】
　異なる色を有する３つの空間光変調器の光路は、ダイクロイックミラー、プリズムアレ
イ、偏光感受型光学系等の当該技術分野において知られているビーム結合手段又は回折光
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偏向手段と組み合わされうる。
【０２４５】
　図２５は、図２２おいて色多重化せずに概略的に示したような二段結像光学系において
異なるスペクトル分布の３つの光変調器手段２６１、２６２、２６３の３つの空間光変調
器を多重結像する、テレセントリック結像系の共通の焦点面における制御可能な光偏向手
段として制御可能な偏向格子を有する光偏向装置４００を使用する際に色多重化する構成
を概略的に示す。光変調器ユニット２６１、２６２、２６３の３つの光変調器画像のビー
ム結合は、ここでは、光変調器ユニット２６１、２６２、２６３の各々に対して独立した
物体側のレンズ配置５１１、５１２、５１３、並びに光偏向装置４００の後方に共通の画
像側のレンズ配置５２０を含むテレセントリック結像系の共通の中間画像平面において実
行される。この場合も、選択的な開口マスク５９０は、テレセントリック結像系の焦点面
に配設されうる。
【０２４６】
　レンズ配置５２０は、より大きな開口数に対して設計される。一例を挙げると、示され
た配置において、青色の光変調器ユニット２６２は直接光路に存在する。光偏向装置４０
０は、ある角度でそれぞれ２つの光変調器ユニット２６１、２６３により放射された緑色
及び赤色の光により照射される。赤色の光の光路は、ここでも単なる例示的な構成である
、光路を折り返す反射型体積格子９９０を更に特徴的に示す。この構成において、体積格
子９９０の角度選択性は、赤色のＳＬＭのサイズ、又はこのサイズが与えられる場合には
ＳＬＭの後方に直接配設される第１のレンズ配置５１３の有効焦点距離を規定する。
【０２４７】
　あるいは、色ビームスプリッタキューブ（Ｘキューブとも呼ぶ）は、光偏向装置４００
の前方に配設されうる。個々の色によりＳＬＭを照射する光変調器ユニット２６１、２６
２、２６３の光源は、光偏向装置４００により同期される。この構成において、光偏向装
置４００は、無彩色型として設計可能でない限り、３つのＳＬＭの３倍の切り替え速度を
少なくとも有するべきである。それから個々のＳＬＭは、リフレッシュレートの１／３の
タイムシフトでアドレスされ、且つそれに対応してタイムシフトされた短光パルスにより
、即ち対応する情報が完全にそれらに書き込まれる場合に照射されることが好ましい。例
えば制御可能な液晶格子は、１．８ｋＨｚで動作可能であり、ＬＣｏＳパネル等の位相変
調型ＳＬＭは６００Ｈｚで実行される。
【０２４８】
　あるいは、赤色、緑色及び青色の光の光路は、多重結像後に複合中間画像２７０の平面
においても組み合わされうる。この場合、赤色、緑色及び青色の光の３つの光路の各々ｆ
が独立した光偏向装置を有するため、それらの切り替え速度に対する要求はそれほど高く
ない。
【０２４９】
　図２６は、図１３の下で既に説明されているように、薄型導波路１１００と組み合わせ
て垂直多重結像するＨＭＤの一実施形態を示す。一例を挙げると、ここでも、反射型ＳＬ
Ｍ２００は平坦なフロントライトユニット１５０を介して照射される。この目的のために
、光源（不図示）により放射される可干渉性の光は、コリメータレンズ（不図示）を介し
て平坦なフロントライトユニットに入射される。二相符号化を可能にするＳＬＭ２００の
隣接変調器セルの２つの位相値を常に光学的に結合するビームコンバイナ３００は、ＳＬ
Ｍ２００に選択的に後続してよい。ＳＬＭ２００、フロントライトユニット１５０及びビ
ームコンバイナ３００は、制御ユニット（不図示）から３Ｄシーンのホログラム符号化の
ためのデータを受信する光変調器ユニット２６０の一部である。光変調器ユニット２６０
は、拡大レンズ８００の物体側の焦点面に配設されることが好ましい。光変調器ユニット
２６０により変調される変調された波面は、光偏向装置４００の第１の制御可能な光偏向
素子４１０上に入射する。制御可能な光偏向手段４１０は、電極構造に印加される電圧プ
ロファイルが可変回折偏向格子を生成する制御可能な液晶格子の形態で提供されることが
好ましい。制御可能な光偏向手段４１０は、ＳＬＭ２００の光を垂直方向で順次少なくと
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も２つの異なる角度範囲に向ける。図２６を参照すると、例えば４つの異なる垂直方向は
、４つの異なる垂直角度スペクトルにより生成される。第２の光偏向手段４２０は、相互
にシフトされたセグメントが時分割多重化処理において垂直方向に生成されるように特定
の角度スペクトルの光を偏向する。例えば、光偏向装置４００の光偏向手段４２０は、光
偏向手段として制御可能な液晶格子も備えうる。光偏向装置４００の光偏向手段４２０は
、異なる入射角度スペクトルの各々を対応する出口角度スペクトルに変換する多重体積格
子も備えうる。好適なカラーＨＭＤでは、この多重体積格子は、波長多重化に対しても設
計可能であり、その後配置された多数の体積格子及び／又は多重体積格子も備えうる。２
つの光偏向手段４１０と４２０との間の距離は、とりわけ光偏向手段４１０の最大偏向角
及び垂直方向に生成されるセグメントの数に依存する。全ての入力結合角の光が薄型導波
路１１００の２つの並列インタフェースにおいて全反射により導波路１１００の方向に伝
播するように、順次生成された垂直セグメントは、体積格子を備えることが好ましい光学
入力結合構成要素１１１０を介して平坦な角度で導波路１１００に入射される。図２６は
、導波路１１００の側方インタフェースへの入射を示す。あるいは、透過型体積格子等を
介して光偏向装置４００と対面する導波路１１００の側又は反射型体積格子等を介して向
きが光偏向装置４００から逸れている導波路１１００の側に入力結合構成要素１１１０を
介して光が入射されることも当然可能である。入力結合構成要素１１１０は、少なくとも
１つの多重体積格子を備えうることが好ましい。図１３に示されているものと同様に、入
力結合構成要素１１１０を介した導波路１１００への光の入射は、ここでは光変調器ユニ
ット２６０の変調器セルの共通の水平範囲を分割する複数、例えば５個の水平角度スペク
トルの形式でも実行されうる。図２６に係る構成では、導波路１１００は完全に平面であ
る必要はなく、その表面は、湾曲され且つ／あるいは小さなくさび角を有してよい。第２
の光偏向手段４２０及び入力結合構成要素１１１０は、光の偏向及び入射のために１つの
構成要素においても組み合わされうる。出力結合構成要素１１３０は、平面導波路１１０
０から出射される光を結合し、観察者の眼球１０００に向ける。観察者の眼球１０００の
瞳孔が位置しているビューイングウィンドウ（不図示）は、そのように生成される。ＳＬ
Ｍ２００の拡大複合バーチャル画像２３０は、ビューボリュームに垂直に配置されたセグ
メントI～IVの形式でこのビューイングウィンドウにおいて可視である。妨害フリッカリ
ングを最小限にするために、セグメントI～IVの時系列は変動及び最適化されうる。セグ
メントはランダムシーケンスでも生成されうる。ランダム分布は、フリッカリングが最大
限抑制されるように選択されるべきである。そのように実行している間、同一のセグメン
トが表されるまでの遅延は、この場合も長すぎるべきではない。
【０２５０】
　観察者の眼球１０００からのセグメント化された多重バーチャル画像２３０の見掛けの
距離は、とりわけＳＬＭ２００の有効面積のサイズ及び拡大レンズ８００の拡大率に依存
する。例えば、見掛けの距離は２ｍでありうる。光路における一次拡大レンズ８００に続
いて、アナモルフィックストレッチング又は圧縮等の更なるレンズ効果及び／又は波動場
形成機能は、上述したようなそれぞれの主な機能に加え、個々の構成要素、即ち例えば第
１の制御可能な光偏向手段４１０、第２の制御可能な光偏向手段４２０、入力結合構成要
素１１１０、薄型導波路１１００及び出力結合構成要素１１３０において実現されうる。
【０２５１】
　ＳＬＭ２００のビューイングウィンドウ及び複合バーチャル画像２３０は、３次元シー
ンのオブジェクト点が光変調器ユニット２６０に書き込まれたようなホログラムの振幅及
び／又は位相の分布により再構成されるビューボリュームを規定する。２次元シーンが観
察者の眼球からの任意の距離においてホログラム生成されることも当然可能である。ホロ
グラム符号化のためにブルクハルト符号化法等を使用する振幅変調型光変調器を有する装
置では、シーンは、複合バーチャル画像２３０の平面においてホログラム符号化ではなく
２次元に及び直接符号化されてもよい。
【０２５２】
　ＳＬＭ２００の水平変調器領域が入力結合構成要素１１１０により種々の水平入射角度
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範囲に分割される場合、出力結合構成要素１１３０は、各々が特定の水平入射角度範囲を
対応する水平出口角度範囲に変換することにより、水平セグメントａ～ｅを含むＳＬＭ２
００の複合画像２３０を生成する多数の水平セグメントＡ～Ｅを含むように設計される。
これらの水平領域は、出射された垂直セグメントI～IVの光を同時に結合する。水平セグ
メントａ～ｅ及び垂直セグメントI～IVの双方は、間隙なく接合される、あるいは僅かに
重なり合う。セグメントの重畳又は重なりは、再構成されたオブジェクト点に対するホロ
グラム値を生成する際に考慮されうる。
【０２５３】
　薄型導波路１１００は、最適な位置からの拡大複合バーチャル画像２６０の個々の水平
セグメントａ～ｅ及び／又は垂直セグメントI～IVの偏差を検出する位置センサ１１４０
を有しうる。これらのセンサは、導波路１１００の周辺領域、特に観察者の閲覧範囲の外
側に配設されることが好ましい。光変調器２００は、これらの位置センサ１１４０を照射
するために、ホログラム情報を書き込むためではなく補正値を発見するためだけに使用さ
れる更なる変調器セルを周辺に有しうる。温度の変動等によっても発生したようなドリフ
ト効果を補償できる装置の動作中、補正値は永続的に判定されうる。
【０２５４】
　より大きな最大偏向角が光偏向手段４１０及び４２０により光偏向の方向に実現される
ことも可能であるため、このような調整のために光変調器２００上に透明なセンサ及び更
なる変調器セルは必要ない。そして、この更なる領域は、例えば装置をＯＮ状態に切り替
えて補正値を判定した後の初期位相中にのみ使用される。一般にこの更なる領域は、可視
領域ではなく、例えば眼鏡フレームにより表されるような視野限定開口の領域に存在する
。位置センサ１１４０は、ほとんど知覚されないように透明な形状で提供され且つ観察者
の眼球１０００の視野に位置していてもよい。それにより、光変調器上の更なる変調器セ
ルを用いずに実行することが可能である。それらにより発生したいかなる吸収も、ホログ
ラム値を生成する際に考慮されうる。装置がＯＮ状態に切り替えられる場合、補正値は、
適切なテストパターンを生成することで判定されうる。
【０２５５】
　例えば適切な位置センサ１１４０は、フォトダイオード又はフォトトランジスタ、ある
いはＣＣＤセンサ又はＣＭＯＳセンサ等の感光素子の１次元又は２次元の配列を含む。そ
れらは単純なエッジ検出等に利用されうる。位置敏感型写真要素は、１つ又は複数の光分
布の中心が側電極構造を介して判定されうる場合にも使用されうることが好ましい。位置
センサ１１４０は、例えば薄膜技術を使用して作られる場合には平面導波路１１００上に
直接設けられうる。
【０２５６】
　垂直調整不良は、使用された液晶格子により能動的に補償されうる。第２の交差した制
御可能な液晶格子は、水平調整不良を補正するために提供されうる。
【０２５７】
　更に出力結合構成要素１１３０は、透過型体積格子の形態で提供され、且つ観察者の眼
球１０００に対面する薄型導波路１１００の側に配設されうる。
【０２５８】
　拡大レンズ８００の開口数は分解能を規定する。分解能は、ＳＬＭ２００の少なくとも
０次及び１次回折が一般に一次拡大レンズ８００を越えて伝播するように選択される。
【０２５９】
　拡大レンズ８００の後方に配設される光学部品は、減少された許容確度を有しうる。こ
れは、例えば体積格子においての例である。拡大レンズ８００の後方に存在することが好
ましい平面波の角度スペクトルは、拡大レンズ８００の後方に配設される光学部品の許容
確度又は角度選択性により規定される。
【０２６０】
　拡大レンズ８００の後方に存在することが好ましい平面波の角度スペクトルは、その前
方で使用される光変調器ユニット２６０のサイズ、即ち拡大レンズ８００の後方に提供さ
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れる第１の制御可能な光偏向手段４１０の必要とされるサイズも規定する。
【０２６１】
　使用されたＳＬＭ２００又は光変調器ユニット２６０のサイズは、拡大レンズ８００の
焦点距離を延長することで拡大されうる。
【０２６２】
　一般に、使用された拡大レンズ８００の開口数は、再構成された３次元シーンの符号化
された全てのオブジェクト点を分解できるようにする開口数以上であるべきである。
【０２６３】
　制御可能な光偏向手段４１０及び４２０は、有効高次回折が示す回折効率が低すぎる場
合にそれらの０次回折光を除去でき、且つ高次回折が選択される際に０次の回折次数の妨
害部分がそこに留まるように、互いに側方偏位においても配置されうる。
【０２６４】
　光変調器ユニット２６０の拡大されたバーチャル複合画像２３０は、アナモルフィック
に生成されうることが好ましい。アナモルフィックストレッチングは、例えば拡大レンズ
８００及び／又は入力結合構成要素１１１０により実行されうる。しかしながら、円柱レ
ンズ、格子、即ち体積格子等の更なる要素は、光変調器ユニット２６０と平面導波路１１
００との間の光路にも配設されうる。この目的のために、例えば円柱レンズは、第２の制
御可能な光偏向手段の後方に配設されうる。
【０２６５】
　それぞれ、入力結合構成要素１１１０及び出力結合構成要素１１３０により平面導波路
１１００に入射され且つ平面導波路１１００から出射された光の結合は、連続した出力結
合構成要素が規定の位置の外側の特定の角度を規定の方向に結合するために提供されるセ
グメント化されていない方法でも実現されうる。
【０２６６】
　この目的のために、透過型又は反射型の体積格子は、角度選択性が最適化される厚さで
提供されうる。一般に反射型体積格子は、透過型体積格子よりも広範な許容確度を示す。
透過型体積格子の許容確度は、特にそれらの厚みを増加することで減少されうる。反射型
体積格子において、許容確度は、変調強度、即ち屈折率の差異を変動することで影響を及
ぼされうる。
【０２６７】
　そのように実行する際、角度選択性のいかなるサイドピークも抑制することが好ましい
。例えばＯＬＥＤが使用される従来の２Ｄ又は立体視３ＤのＨＭＤ装置の場合と同様にス
ペクトル的により広範な波長範囲を使用する場合、例えば角度及び／又は波長の選択性の
サイドピークを抑止することが好ましい。
【０２６８】
　均一な記録媒体を２つの相互に可干渉性の平面波に露光することで生成された透過型体
積格子において、屈折率変調の包絡線は矩形関数であり、記録媒体におけるいかなる吸収
も無視する。透過型及び屈折型の体積格子において、屈折率変調の包絡線は、特に露光の
ために使用される波動場の適切な可干渉性を選択することでも適応可能であるが、例えば
ガウス分布、ハミング窓又はカイザーベッセル窓の形式を有しうる。これにより、角度及
び波長の選択性のサイドピークは著しく最小化される。これは、例えば種々の再構成幾何
学の角度及び／又は波長の感度が互いに近接して存在する場合に好ましい。これは、角度
及び／又は波長の選択性のサイドピークにより発生した、示されたビューボリュームにゴ
ースト像が現れるのを回避するためである。
【０２６９】
　本発明に係る表示装置の好適な一実施形態において、従って制御可能な光偏向装置は、
特に製造中に露光のために使用された波動場の適切な可干渉性を選択することで屈折率変
調の包絡線が設定された、体積格子及び／又は多重体積格子を備える。
【０２７０】
　２次元モードで動作し、且つ変調器セルが２次元変調器セルマトリクスに配置される空
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間光変調器に加え、１次元光変調器は、ＨＭＤ又はホキュラーにおいて大きな高分解能の
ビューボリュームを生成するためにも使用されうることが好ましい。このような１次元又
は線形の光変調器は、１つ又は非常に少ない変調器セルの列のみを有する。このような光
変調器は、マトリクスでアドレスされることを必要としないため、列の方向に高分解能で
安価に製造されうる。電子制御ユニットと変調器セルとの間の電線延長が非常に短いため
、とりわけこれらの光変調器は、非常に速い切り替え速度を有しうる。例えば適切な線形
ＳＬＭは、回折格子ライトバルブ（ＧＬＶ）又は格子電気機械系（ＧＥＭＳ：grating el
ectro-mechanical system）等の制御可能な回折格子を備える変調器セルの１次元構成を
含む。それらは、反射モードで動作し、入射光の位相を変調できるようにする。１次元Ｌ
ＣｏＳ又は１次元の透明な液晶変調器も使用されうる。
【０２７１】
　２次元の画像平面を生成するために、これらの光変調器は、変調器セルの線形範囲に対
して垂直な方向に並列に複数回順次結像される。とりわけビューボリュームのサイズを規
定する規定の角度範囲において連続した偏向角を許容する制御可能な光偏向装置が使用さ
れる場合、既に上述されているＳＬＭの拡大されたバーチャル複合画像を生成する装置は
特にこれに適している。１次元ＳＬＭは、変調器列の方向に、即ち走査方向にわたりホロ
グラム値の１次元符号化に特に十分に適している。３Ｄシーンの色再構成のために装置に
おいて、２次元ＳＬＭに類似しているＳＬＭは、個々の色成分、即ち赤色、緑色及び青色
により順次照射される、あるいは各色成分は、独立したＳＬＭにより変調される。この場
合光路は、例えば図２５に示されたように、拡大複合バーチャル画像が生成されるように
設計される。
【０２７２】
　図２７Ａは、単なる一例として、１次元ＳＬＭが制御可能な光偏向手段４１０により走
査される方法を示す。光学構成は、図２２に示されるものにほぼ対応する。しかしながら
、光変調器ユニット２６０は、少なくとも１つの線形ＳＬＭを備える。線形ＳＬＭは、こ
こではテレセントリックレンズ配置の平均の焦点面の領域において光偏向手段４１０によ
り走査される。光偏向手段は、格子定数が電極構造に印加される電圧プロファイルにより
規定の範囲において非常に精細に変更可能である制御可能な回折液晶格子を備えることが
好ましい。最大偏向角は、ひいては電極構造の精細度により規定される可能な限り小さな
格子定数により規定される。テレセントリックレンズ配置は、光変調器ユニット２６０に
より放射される光を平行にする投影系として動作する第１のレンズ系５１０と、光学Ｆθ
系の機能に対応する第２のレンズ系５２０とを含む。光偏向手段４１０により形成された
走査角がこのレンズ系５２０により側方偏位に変換されることにより、以下の拡大結像光
学系に対する仮想２次元ＳＬＭとして動作する複合中間画像２７０を生成する。このよう
な結像光学系は、図８の下で既に説明されている。ここでも、開口マスク５９０は、テレ
セントリック結像系の共通の焦点面に配設されうる。高次回折は、ここでは変調器セルの
方向にのみ発生しうる。
【０２７３】
　図２７Ｂは、例えば図２７Ａに示されたように、少なくとも１つの線形ＳＬＭ２０５を
備える光変調器ユニット２６０の例示的な物理的形状を示す。線形ＳＬＭ２０５は、コリ
メータレンズ１２０及びビームスプリッタキューブ１３０を介して十分に可干渉性の光で
、フロントライトの目的にかなうレーザ光源等の少なくとも１つの光源１１０により照射
される。十分な可干渉性とは、ここでは、光源１１０の平行にされた光の空間可干渉性が
、少なくともホログラム再構成されたオブジェクト点に対するコードが書き込まれるＳＬ
Ｍ２０５のサブ領域、即ちサブホログラムの領域を照射するために十分な大きさであるこ
とを意味する。二相符号化法が使用される場合、線形ＳＬＭ２０５は、複素ホログラム値
を得るために、位相変動型光変調器であるＳＬＭ２０５の２つの常に隣接する変調器セル
の光を複合するビームコンバイナを提供されることが好ましい。しかしながら、２つの変
調器セルは、厳密には直接隣接する変調器セルでなくてもよい。２つの変調器セル間の距
離は、異なる、即ち直交偏光の光が遅延板３００において相互にシフトされる経路の長さ
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により規定される。この目的のために、当該２つの変調器セルの光は、構造化された遅延
板３２０により局所的に異なる、即ち直交偏光を与えられる。非構造化偏光子３１０は、
異なる、即ち直交偏光の２つの重畳された光の部分から共通の偏光部分を選択する。直交
偏光は、垂直（ＴＥ）及び水平の線形（ＴＭ）偏光光であるが、左側及び右側に円偏光さ
れた光でもありうる。
【０２７４】
　ＳＬＭ２０５の線形方向で隣接していない２つの画素が組み合わされるが、線形ＳＬＭ
２０５が変調器セルの少なくとも２つの隣接列を含む場合、それは特に好ましい。線形Ｓ
ＬＭ２０５が変調器セルの少なくとも２つの隣接列を含む場合には互いに対する距離も更
に長くなりうるため、例えば電気制御ユニットは２つの隣接列の間に位置しうる。それか
ら、構造化された遅延板３２０は、２回通過の後に入射光の偏光に直交する偏光を生成す
る複屈折材料の１つのストライプのみを列毎に備える。ＳＬＭの隣接列の偏光の直交化の
収色性を向上させるために、例えば、組み合わされる隣接反射型ＳＬＭ列上で＋λ／４遅
延列及び－λ／４遅延列を使用することが可能である。
【０２７５】
　遅延板３３０における２つの偏光部分の光路の相互シフトは、２つの変調器セル列の距
離に対応する。ＳＬＭ２０５が時分割多重化処理において種々の色部分により照射される
場合、偏光に影響を及ぼす要素３１０、３２０及び３０はほぼ収色性であるべきである。
偏光に影響を及ぼす要素３１０、３２０及び３０は、波長と同期される制御可能な偏光に
特有の位相シフトも有しうる。制御可能な複屈折を有する液晶層は、これに特に十分に適
している。
【０２７６】
　図２７Ｃは、図２７Ａに示された構成において使用されうる例示的な光変調器ユニット
２６０の別の実施形態を示す。複素変調値は、ここでは線形ＳＬＭ２０６、２０７の対応
する変調器セルの各々の位相変調光をビームスプリッタキューブ１３０と重畳することで
生成される。この目的のために、線形ＳＬＭ２０６、２０７の各々は、例えば２つの直交
面の前方のビームスプリッタキューブ１３０の表面の前方に及びそれに平行に配設される
。２つのＳＬＭ２０６、２０７は、共通の光源１１０により、且つコリメータレンズ１２
０及びビームスプリッタキューブ１３０を介して十分に可干渉性の光により照射される。
この目的のために、コリメータレンズ１２０は、ビームスプリッタキューブ１３０の別の
表面の前方に配設される。２つのＳＬＭ２０６、２０７の組み合わされた光は、ビームス
プリッタキューブ１３０の第４の表面を介して結合出力される。
【０２７７】
　図２７Ａを参照すると、制御可能な光偏向手段４１０は、再生スケールのアナモルフィ
ックストレッチングを実現するための補正機能及び／又は円柱レンズの機能も果たしうる
。
【０２７８】
　少なくとも１つの線形ＳＬＭが機械的に走査されてＳＬＭの拡大複合バーチャル画像を
生成する実施形態は、ホキュラー装置に特に十分に適している。これは、マイクロメカニ
カル素子の形状でも設計されうるガルバノメータミラー及び／又はポリゴンミラー等によ
り実行されうる。図２８は、図２７Ａ乃至Ｃに示されたように、２つのレンズ配置５１０
、５２０を含むテレセントリック結像系の共通の焦点面において光変調器ユニット２６０
の変調された光を走査するポリゴンミラー４１５を有する例示的な一実施形態を概略的に
示す。光変調器ユニット２６０を含む光路は、図２７Ａ乃至Ｃの光路にほぼ対応するため
、ここでは詳細な説明は省略する。ポリゴンミラー４１５は、走査ストライプにおいて線
形範囲の方向にわたり線形光変調器ユニット２６０を走査することで中間画像平面２７０
において仮想ＳＬＭを生成する制御可能な光偏向手段として動作する。少なくとも２つの
重畳された拡大走査ストライプを含む結像光学系（不図示）を介して中間画像２７０の拡
大されたバーチャル複合画像を生成するために、ポリゴンミラー４１５の動きの方向にわ
たり光変調器ユニット２６０の変調された光を偏向する光偏向装置（不図示）は、該平面
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に配設されうる。この目的のために、光偏向装置は、系コントローラ（不図示）によりポ
リゴンミラー４１５の動き及び光変調器ユニット２６０と同期される。
【０２７９】
　光路の必要な傾斜を実現するために、このような光偏向装置は、レンズ配置５１０とポ
リゴンミラー４１５との間又はポリゴンミラー４１５とレンズ配置５２０との間にも配設
されうる。例えば、可変格子周期を有する切り替え可能又は制御可能な液晶格子、切り替
え可能な液晶偏光格子又は切り替え可能な体積格子は、この目的のために使用されうる。
【０２８０】
　それとは対照的に、必要な傾斜は、レンズ配置５２０と複合画像２７０の平面との間に
配設される光偏向装置によっても実現されうる。この構成では、例えば、２つの制御可能
な液晶格子又は２つの切り替え可能な体積格子要素等の２つの制御可能な光偏向手段は、
中間画像２７０の平面において多数の走査ストライプで構成される複合画像を生成するた
めに、走査ストライプの必要とされる側方偏位が２つの角度導入部材により発生されるよ
うに順次配設される。２つの角度導入部材の構成は、レンズ配置５１０の前方、即ち光変
調器ユニット２６０とレンズ配置５１０との間にも配設されうる。これらの構成は、１つ
の角度導入要素が一次ＳＬＭとレンズ配置５１０との間に配設され、別の角度導入要素が
レンズ配置５２０と複合画像２７０との間に配設されるという点でも組み合わされうる。
【０２８１】
　光変調器ユニット２６０のＳＬＭの２次元拡大複合バーチャル画像を生成する拡大機能
を有する光学結合系（不図示）は、複合中間画像２７０に後続する。
【０２８２】
　３Ｄシーンの色再構成のための装置の実現を容易にする１つのポリゴンミラー４１５は
、僅かに無彩色型に設計されうる。
【０２８３】
　反射面は、高次回折を抑制するために回転の方向にわたり吸収開口を含みうる。この開
口機能は、構造の高さを制限することでも実現されうる。
【０２８４】
　特に好適な一実施形態において、ポリゴンミラー４１５の隣接面は、光変調器ユニット
２６０のＳＬＭの線形範囲の方向でも多重画像複合が実現されるように、互いに対して傾
斜されるように設計される。互いに対して傾斜される表面の数は、ＳＬＭの線形範囲の方
向の多重画像の数を規定する。傾斜シーケンスは、反射面の数を増加する、即ちポリゴン
ミラー４１５の必要とされる回転速度を低下するためにＳＬＭにおいて複数回繰り返され
うる。個々の反射面の傾斜シーケンスは、フリッカリングを最小限にするために、各通過
中にも変動されうる。
【０２８５】
　あるいは、多重結像のために、ポリゴンミラー４１５の反射面は、回転の方向における
種々の方向に光を偏向する反射型体積ホログラムの形態で設計されうる。各反射面は、１
つの反射角、並びに色が時分割多重化処理において生成される場合には、多重体積ホログ
ラムを不要にする１つの波長範囲のみに適合するように選択されなければならない。この
ような反射型体積格子の形態の反射面のシーケンスは、ポリゴンミラー４１５上で複数回
繰り返されうる。
【０２８６】
　反射型体積格子は、更なるレンズ機能又は再生スケールの変化がこの方向で実現される
、あるいは光路における１つ以上の結像光学系の収差がこの偏向装置により更に補正され
るように、偏向の方向の偏向角が変動するように設計されうる。回転の方向に反射面上で
偏向角を変動させることにより、光路における１つ以上の結像光学系の収差は、回転の方
向で補正されうる。いずれかの方向での小さな収差は、オブジェクト点の符号化中に補正
されうる。
【０２８７】
　個々の変調器セル間に相対的に長い距離又は大きな間隙を有する線形ＳＬＭを使用する
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ことも可能である。この場合、ポリゴンミラー４１５の個々の反射面は、時系列により間
隙のない拡大された高解像度のバーチャル複合画像が生成されるように、互いに対して僅
かに傾斜されうるだけである。実現可能な最大回折角がホログラム符号化中に減少される
ため、このような一実施形態は好ましくなく、技術的な理由により変調器セル間の間隙が
回避不可能な場合にのみ有利である。
【０２８８】
　個々の画像ストライプは、制限された最大回折角のために、オブジェクト点のホログラ
ム符号化のために重なり領域において十分な数の可干渉光で照射された変調器セルが使用
可能である程度に、ＳＬＭの線形範囲の方向に重なり合わされることが好ましい。
【０２８９】
　第１のポリゴンミラーが第２のポリゴンミラー上に結像される状態で２つの直交ポリゴ
ンミラーが使用されるという点で、２次元での多重化も実現されうる。これにより光路が
拡張するが、これは、固定型のホログラム表示装置においては問題ない。
【０２９０】
　線形ＳＬＭが多数の変調器セル列を有する場合、隣接する再構成されたオブジェクト点
は、スペックルを減少するように種々の列において符号化されうる。個々の列の個々の変
調器セルは、画素マトリクスに対して僅かに互いに対してシフトされることが好ましい。
このような構成は、光変調器範囲の方向で分解能を増加する目的にもかないうる。
【０２９１】
　観察者の左右の眼球の各々に対して少なくとも１つの光変調器ユニット２６０を走査す
る１つのポリゴンミラーのみが必要とされるように、光路は、観察者の２つの眼球に対し
て設計されうる。
【０２９２】
　個々の画像セグメントの相対位置又は絶対位置は、例えば感光センサによる従来技術に
おいて知られている方法で発見あるいは規定されうる。いかなる必要な補正も、ホログラ
ム値を生成する際に考慮されうる。
【０２９３】
　個々の色が、時分割多重化処理においてではなく、個々の線形ＳＬＭにより生成される
場合、共通のポリゴンミラー４１５は、必要とされる全ての色に対して提供されうる。図
２５に示されるものと同様に、例えば独立した光変調器ユニット２６０は色毎に含まれ、
且つ独立したレンズ配置５１０は光変調器ユニット２６０毎に提供されうる。光路は、ポ
リゴンミラー４１５の回転の方向に僅かにシフトして位置しており、且つポリゴンミラー
４１５の種々の重なり走査領域を使用しうる。光変調器ユニット２６０の線形ＳＬＭの共
通の拡大されたバーチャル複合画像のサイズを規定する色再構成は、共通の重なり領域に
おいてのみ実現される。
【０２９４】
　個々の光路は、回転の方向にわたりシフトして配置されうる。この場合、反射面は、色
成分毎に反射面上の変調器画像縞のシフトに依存して、色成分が共通のレンズ配置５２０
の後方に重畳されるような、ポリゴンミラー４１５の回転の方向にわたる偏向の方向を有
する反射型多重体積格子の形態で提供されることが好ましい。このオフセットなしで実行
することも可能である。即ち、個々の色成分は互いに対して傾斜されるだけである。
【０２９５】
　あるいは、各反射面は、色成分毎に回転の方向にわたり、個々の色成分がレンズ配置５
２０の後方にほぼ重畳するように互いに対して傾斜される個々のセグメントを含みうる。
その場合、反射面上に反射型体積ホログラムは必要ない。
【０２９６】
　反射面は、更なるレンズ機能又は補正機能を果たすために湾曲面を含みうる。
【０２９７】
　線形光変調器ユニット２６０は、全ての色成分が線形光変調器ユニット２６０において
組み合わされるように更に設計されうることが好ましい。これは、例えば結像光学系とし
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て動作するレンズ配置５１０の前方に配設される色ビームスプリッタにより実現されうる
。
【０２９８】
　図２９は、本明細書において説明する殆どの実施形態において適用可能であるような、
制御可能な光偏向手段４１０、４２０において回折光学素子を使用する場合に０次の回折
次数が抑制されうる方法を再度明示する。高次回折が使用される際に残りの強度が妨害と
なる場合、０次の回折次数は常に抑制されなければならない。光変調器ユニット（不図示
）の光は、光偏向手段４１０により制御可能に回折される。０次の非回折光は、回折され
ることなく、例えば光軸の方向に、制御可能な液晶格子等でありうる光偏向手段４１０を
通過する。０次の非回折光は、拡散光の存在を回避するように吸収開口４８０により吸収
される。そして、制御可能な光偏向手段４１０により光軸から回折される光は、第２の光
偏向手段４２０を通過する。ここで、一例を挙げると、光は、ある角度で第２の制御可能
な光偏向手段４２０に達する。この場合も、０次の回折次数に留まる非回折光は、吸収フ
ィルタ４９０により吸収される。例えば光偏向手段４２０は、制御可能な液晶格子又は多
重体積格子でもありうる。複合中間画像２７０は、回折光によってのみ生成され、０次の
回折次数の部分を全く含まない。図中の２つの光偏向手段４１０、４２０の並列な配設は
例示的なものにすぎない。これらの構成要素は、例えばより大きな最大偏向角を実現する
ために、光路の要求に応じて互いに対して傾斜されうる。
【０２９９】
　ビューイングウィンドウが入射瞳の移動の自由より小さい場合、観察者の眼球の入射瞳
に対してビューイングウィンドウを追跡する必要がある。ＨＭＤ又はホキュラーにおいて
、例えば入射瞳の移動の範囲は、水平方向に１５ｍｍ及び垂直方向に１０ｍｍでありうる
。１次元符号化法が使用される場合、１５ｍｍの垂直範囲及び２０ｍｍの水平範囲を有す
るビューイングウィンドウは、追跡装置なしで実行するために使用されうる。
【０３００】
　しかしながら、ビューイングウィンドウを５ｍｍに縮小することにより、ＨＤ　ＴＶの
応用例の密度の４倍だけの画素密度に対応する、変調器セルの密度を角度毎に７２５個の
変調器セルから角度毎に約２４０個の変調器セルに低下できる。変調器セルの密度に加え
、変調器セルの総数は、変調器セルの密度がいずれかの次元で同様に低下される場合には
１／９だけ更に減少される。ＳＬＭ、即ち他の光学部品の表面積の実質的な減少に加え、
これは、ＳＬＭ自体における著しい節電効果にもつながる。
【０３０１】
　従って、ビューイングウィンドウは、小さく維持され且つ観察者の眼球の入射瞳に対し
て追跡されることが好ましい。
【０３０２】
　ビューイングウィンドウは、観察者の眼球又はその入射瞳の移動に追従するために種々
の方法でシフトされうる。例えば、ビューイングウィンドウは側方にシフトされうる。固
定型の表示装置において、これを実現するためにビューイングウィンドウフィルタリング
平面を導入することは実用的であると考えられる。例えば、ビューイングウィンドウはこ
のフィルタリング平面の後方にシフトされうる。あるいは、ビューイングウィンドウ開口
マスクは、例えば機械的に移動された開口マスク又は制御可能な液晶シャッターアレイの
形態で能動的にシフトされうる。例えば、制御可能な液晶シャッターアレイの形態は、電
気的又は光学的にアドレスされうる。動的に移動するビューイングウィンドウを光学的に
アドレスすることにより、ビューイングウィンドウ開口マスクの平面における変調器セル
のマトリクスを省略できる、即ち動的開口の平面において変調器セルのこのマトリクスの
妨害回折の影響を回避できる。
【０３０３】
　観察者の眼球の入射瞳の平面でのビューイングウィンドウの傾斜は、該時点で結像され
ている仮想ＳＬＭの領域のシフトに対応する。従って、ビューイングウィンドウの追跡の
ために導入されるビューイングウィンドウのとり得るチルト角が考慮されることが確認さ
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れるべきである。画像平面において個々の仮想ＳＬＭセグメントが十分に重なり合ってい
るために、再構成が位置しているビューボリュームにおいて間隙がない場合、観察者の眼
球の運動している入射瞳に対するビューイングウィンドウの追跡がユーザに知覚されるこ
となく導入されるように３Ｄシーンの生成されたホログラムコードを調整する、即ち再構
成された物体が空間において同一の位置に留まるように見える一方で、仮想ＳＬＭセグメ
ントにおけるそれらの実際の位置が変更されるように符号化が実行されることで十分であ
る。ビューイングウィンドウの僅かな、即ち１°未満の傾斜は、ＳＬＭ上に生成されるサ
ブホログラムの小さな、即ち７２５画素未満だけのシフトにより補償されうる。
【０３０４】
　しかしながら、一般にこの方法は、観察者追跡のために導入される角度が大きくなりす
ぎる場合には十分でない。従って、この方法は、観察者追跡のために導入されるビューイ
ングウィンドウのチルト角が補償されることに向いている。これにより、画像平面におい
て個々の仮想ＳＬＭセグメント間で提供されなければならない重なりが減少し、ビューボ
リュームのサイズを最小化できる。
【０３０５】
　図３０は、制御可能な光偏向手段６１０として動作する、可変プリズム角を有するプリ
ズムを使用して光変調器ユニット２６０の平均放射角を変更することにより、観察者の眼
球１０００の入射瞳の移動に対してビューイングウィンドウ１２００が追跡される構成を
概略的に示す。光変調器ユニット２６０のＳＬＭの拡大複合バーチャル画像を生成する構
成は、図２３に示された構成にほぼ対応する。ここで、この画像は、拡大レンズ８１０と
併用して、観察者の眼球１０００の近くに位置している光偏向装置４５０により更に生成
される。観察者の眼球１０００が転じると、光変調器ユニット２６０において変調される
波面は、光変調器ユニット２６０に近接する平面に配設されうる制御可能な光偏向手段６
１０により偏向されうる。制御可能な光偏向手段６１０は、後続の拡大レンズ８１０の物
体側の焦点面に配設される。制御可能な光偏向手段６１０は、波面の偏向をビューイング
ウィンドウ１２００の側方偏位に変換する。例えば、このシフトは５ｍｍであってよく、
ビューボリュームがこの距離だけ更にシフトされることを意味する。次に、このシフトは
、３Ｄシーン内の静的オブジェクトの視位置が観察者の知覚において変化しないように、
適応的に同期された３次元シーンの符号化により補償されうる。シーンが再符号化を必要
とせずに同一の角度において可視のままであるように、光偏向ユニット４５０において同
期的に補正角を導入することも可能である。
【０３０６】
　例えば、制御可能な光偏向手段６１０は、制御可能な回折偏向格子の形態でも提供され
うる。制御可能な光偏向手段６１０は、拡大レンズ８１０の後方に配設され且つそこで光
路をオフセットしてもよい。収色性の構成要素として容易に提供されうる回転可能な共面
板は、この目的に非常に適している。
【０３０７】
　二相符号化のために使用されることが好ましいような光変調器ユニット２６０において
選択的なビームコンバイナの後方に制御可能な光偏向手段６１０を配設することには、Ｓ
ＬＭを照射するビームの入射角が影響を受けないままであるために、光路長がこのような
ビームコンバイナによる影響を受けないという利点がある。
【０３０８】
　ＳＬＭを照射する平行光の入射角を変更することでＳＬＭにより変調される波面を偏向
することは、ビューイングウィンドウを追跡する目的にもかないうる。３Ｄシーンの再構
成品質がある角度で照射されるとしても影響を受けないままであるように複素値ＳＬＭ又
は位相シフトＳＬＭが設計される場合、光変調器ユニット２６０と拡大レンズ８１０との
間の光偏向手段４１０は省略されうる。例えばこれは、多数の位相シフト画素が最適な位
相値の反復計算と組み合わされる場合に可能である。例えば、実現された追跡ステップの
数が少ない場合、ビューイングウィンドウの少数のシフトされた位置に対する位相値は事
前に算出されうる。ビームコンバイナは、光線の斜めの通過により発生した位相シフトの
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変化を補償する制御可能な位相遅れ手段を選択的に備えてもよい。例えば、このような制
御可能な位相遅れ手段は、制御可能な複屈折液晶層を含みうる。
【０３０９】
　しかしながら、一般に、例えば、ＳＬＭにより放射される波動場がＳＬＭを出た後にの
みねじる、即ち光変調器ユニット２６０のビームコンバイナの後方に非常に近接してＳＬ
Ｍを配設することがより好ましい。しかしながら、光変調器ユニット２６０は、制御可能
な光偏向手段６１０にも結像されうる。
【０３１０】
　図３０を参照すると、例えば光路は、非常に短いためにＨＭＤ装置に適用可能であるこ
とが好ましい。固定装置では、光路は、ビューイングウィンドウフィルタリング開口平面
を提供する、あるいはＳＬＭを光偏向手段６１０上に結像することに向いている。
【０３１１】
　観察者の眼球１０００の入射瞳の移動が相対的に低速であるため、光偏向手段６１０は
、観察者の眼球１０００の入射瞳の移動よりほんの僅かに高速である偏向素子を含みうる
。これにより、例えば画像安定化プリズムのように動作する屈折型光偏向手段６１０を使
用することが可能である。
【０３１２】
　例えば、観察者の眼球１０００の入射瞳に対してビューイングウィンドウを追跡するこ
とに関連して、入射瞳の位置は、入射瞳をＣＭＯＳカメラ検出器上に結像する結像光学系
及びビームスプリッタ等により検出されうる。その結果、観察者の眼球１０００、即ちよ
り正確にはその入射瞳の移動又は位置は、適切な画像処理アルゴリズムを使用して検出さ
れる。
【０３１３】
　強い光源により放射された光が全ての画像セグメントにわたり分布されるため、光源は
、再構成されたシーンの十分な輝度を実現するために、ＳＬＭの拡大バーチャル画像の逐
次複合によるホログラム符号化された３Ｄシーンの再構成のために必要とされる。従って
、当該全ての光学部品の高発光効率が特に重要視されるべきである。図３１は、マイクロ
レンズアレイ２９０により、ＳＬＭ２００の曲線因子が増加されうる方法及びそのエネル
ギー効率がそれにより改善される方法を示す一実施形態を概略的に示す。同時に、エッジ
効果は、ブラックマトリクスにより既に抑制されていない限り最小化される。このような
エッジ効果は、例えば変調器セルの有効面積の周辺又はこれらの面積間の領域における漂
遊磁界により発生する。漂遊磁界は、所望の位相及び／又は強度の値を偏らせる。
【０３１４】
　反射型ＳＬＭ２００は、平坦なフロントライトユニット１５０により平面波面１４０で
照射される。マイクロレンズアレイ２９０の個々のレンズは、光をＳＬＭ２００の反射型
変調器セルに集中させ、変調器セル間の遷移領域は、妨害する迷光を全く生成できないよ
うに可能な限り少ない光を受光する。個々の変調器セルにより変調される光は、マイクロ
レンズアレイ２９０のレンズにより拡張され、変調された波面２４０として平坦なフロン
トライトユニット１５０を通過する。
【０３１５】
　マイクロレンズアレイ２９０の個々のレンズの各々は、ＳＬＭ２００の変調器セルに割
り当てられる。マイクロレンズアレイ２９０のグリッドは、ＳＬＭ２００の変調器セルの
グリッドに一致しうる。双方の構成要素は、個々のマイクロレンズの焦点が対応する変調
器セルの中心にあるように互いに対して調整されうる。この構成は、照射されるＳＬＭ画
素のエッジを最小化する、あるいは完全に回避する。２つの隣接する画素間の遷移領域は
、位相に対して正確に規定されない、即ち２つの隣接位相値の遷移領域を表す。再構成を
害するこれらの領域は照射されない。
【０３１６】
　また、振幅アポディゼーション関数は、マイクロレンズの焦点における強度分布により
実現されうる。また、余弦型又はガウスの振幅分布が個々のＳＬＭ画素において効率的に
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実現されるように、例えば更なる振幅マスクが最適化のために使用されうる。例えばカイ
ザーベッセル窓を更に含むこのようなフィルタリング関数は、ＳＬＭの高次回折の強度を
低下させる。
【０３１７】
　マイクロレンズアレイ２９０は、変調器セルのグリッドにより発生する高次回折を可能
な限り抑制するためにアポディゼーションマスクを更に装着されうる。しかしながら、マ
イクロレンズの焦点が変調器セルの平面に正確に存在するのではなく、それに対して僅か
に調整不良にされるという点で、アポディゼーションも実現されうる。僅かな焦点ぼけは
、対応するマイクロレンズの上述の効果を有効面積のサイズに適応させうる。更にレンズ
の形状は、その光学伝達関数に対するビューにより最適化されうる。レンズの形状は、平
面であり且つ勾配率プロファイルを示しうる。
【０３１８】
　透過型光変調器を使用する場合、マイクロレンズアレイは、変調器セルの有効面積上で
バックライトにより放射される無変調光を集束するように、バックライトと変調器セルと
の間の光路にも配設されうる。
【０３１９】
　アポディゼーションマスクは、マイクロレンズを使用せずに適用されてもよい。しかし
ながら、マイクロレンズは有効透過率を向上しうる。
【０３２０】
　図３２は、構造化された遅延板３２０、遅延板３３０及び偏光子３１０を含むビームコ
ンバイナと共に、マイクロレンズアレイ２９０の使用を示す。
【０３２１】
　レーザ光が使用される場合、光線束のくびれ（waist）は、マイクロレンズアレイ２９
０のマイクロレンズの焦点面に位置している。光の位相は、このウエストライン上の平面
である。複素値変調は、ビームコンバイナにおいて２つの隣接変調器セルの光を複合する
ことで実現される。構造化された遅延板３２０は、例えばマイクロレンズアレイ２９０の
基板上に配置され、変調器列に交互の直交偏光を与える。
【０３２２】
　この目的のために、フロントライトユニット１５０は、変調されていない波面１４０に
よりマイクロレンズアレイを照射する。光源（不図示）により放射される光は、例えば４
５°の角度で例えばジグザグのコースで、厚い設計でもありうるフロントライトユニット
１５０を伝播する。例えば、８４．２６°等の非常に平坦な角度で照射される体積格子を
フロントライトユニットとして使用することにより、０°に近い出口角を実現することも
可能である。体積格子が十分に厚い場合、ＳＬＭの僅かに斜めの照明は、反射型ＳＬＭ構
成においてその後ろからのＳＬＭに対する光路をＳＬＭから隔離するように、低い許容角
度と組み合わされうる。
【０３２３】
　変調されていない波面１４０は、１回目に構造化された遅延板３２０を通過し、そして
反射型変調器セルにより変調され、２回目に構造化された遅延板３２０を通過し、交互に
直交偏光された列を有する変調された波面２４０として最終的にフロントライトユニット
１５０を出る。これらの交互に直交偏光された列は、構造化されていない遅延板３２０に
おいて対にされる。直交偏光の投影を４５°の角度の下で通過させる偏光フィルタ３１０
は、遅延板３２０に後続する。偏光フィルタ３１０の後方には、ホログラム符号化された
３次元シーンの情報を搬送する変調された複素値波面３５０がある。
【０３２４】
　一般に、画像平面の複合は、能動素子を使用せずに実現されうる。例えば、バーチャル
画像平面において垂直に傾斜される５個のＬＣｏＳ型ＳＬＭを使用することが可能である
。ＬＣｏＳ型ＳＬＭは、ＲＧＢコンテンツにより順次書き込まれうる。あるいは、各々が
５個のＬＣｏＳ型ＳＬＭを備える３つのユニットは、同時の色表現のためのＲＧＢ－ＬＣ
ｏＳユニットとして動作しうる。これは、色で大きな画像平面を表す、全部で１５個のＬ



(45) JP 6320451 B2 2018.5.9

10

20

30

40

50

ＣｏＳパネルがあることを意味する。
【０３２５】
　この多重化法はサブカラーにも適用されうる。例えば、２つのＳＬＭは、５ｎｍだけし
か異ならない種々の青色の波長で照射されうる。
【０３２６】
　順次結像される当該ＳＬＭのビューボリュームが少なくとも部分的に一致する場合、こ
れは、いわば３Ｄ物体シーンを間引きするようなものとしても考慮されうる。そして、１
つのＳＬＭが３Ｄシーンのオブジェクト点のうちのいくつかだけを表すのに対し、別の又
は他のＳＬＭは、隣接する画素間のスペックル及び干渉を減少するために、共通のビュー
ボリュームにおいて他のオブジェクト点を表す。従って、間引きすることにより、隣接画
素間の可干渉性のクロストークを減少する。
【０３２７】
　この種の間引きは、各実施形態において必ずしも波長スタガリング（staggering）を必
要としない。例えばＳＬＭは、種々のレーザ又はより一般的には種々の光源において生じ
る同一の波長の光により照射されうる。例えば、角分割又は偏光分割の多重化により個々
の光変調器画像を接合する、あるいは間引きの例のように部分的に一致する個々のビュー
ボリュームの総ビューボリュームを複合するために体積格子を使用することが可能である
。偏光分割多重化は、例えば偏光ビームスプリッタキューブ、偏光ビームスプリッタ板、
ワイヤグリッド型偏光子及び規定の回折角を有する体積格子を含む従来の多数の光学部品
を行使しうる。
【０３２８】
　ＨＭＤのコンパクト設定の別の実施形態は、拡大系と対物レンズとの組合せを含みうる
。空間光変調器は、空間光変調器の画像が観察者に仮想的に非常に近接して表されうるよ
うに僅かに拡大されるだけである。追跡装置は必要ない。殆ど拡大せずに且つ眼球まで僅
かな距離で複素値ＳＬＭを仮想的に結像することは、２Ｄ符号化されたサブホログラムに
ついての好適な一実施形態である。
【０３２９】
　光偏向装置は、前述の教示を継続する更なる一実施形態において、例えばセグメントに
おいて並列に空間光変調器により放射される変調された波面の多数のインスタンスを接合
する規定の数の屈折層を含む光偏向素子を含みうる。そして複合画像は、直接又は別の結
像段階の後、即ち画素がその透過率に対して制御可能であるシャッタアレイに達する。Ｓ
ＬＭにより放射され且つ現在結像されているセグメントに対する補正値を搬送する光は、
適応的にアドレス可能なシャッタセグメントにより瞳孔に対して規定の順序で表される立
体角領域に対する多重複合画像の特定のセグメントを介して運ばれる。
【０３３０】
　光偏向装置は、ビームコンバイナを得るように対物レンズ機能を有するレンズと組み合
わされうる。
【０３３１】
　本発明に係るホログラムディスプレイは、ＨＭＤ装置だけでなく、３Ｄ表現用の他の表
示装置にも適用されうる。
【０３３２】
　上述のホログラムディスプレイの実施形態は、観察者の両方の眼球を受け持つようにＨ
ＭＤ装置において２回提供されうる。
【０３３３】
　特に仮想ＳＬＭが非常に拡大される場合、例えば制御可能な液晶格子、液滴駆動（ＥＷ
：electrowetting）原理に基づく制御可能なプリズムセル、制御可能な液晶プリズムセル
、制御可能な大きなプリズムセル又はより広々とした設計では走査ミラーを含む追跡装置
が設計されうる。
【０３３４】
　色再構成を生成する更なる色フィルタは、例えばＬＣｏＳ変調器でありうる空間光変調
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器においてリフレッシュレートを１／３に低下させるが、ＳＬＭ上で必要とされる変調器
セルの数を１／３増加させる。従って、原色、ＲＧＢの各々に対する独立したＳＬＭ、即
ち赤色のＳＬＭ、緑色のＳＬＭ及び青色のＳＬＭを使用することには意味がありうる。そ
れから、これらの３つの独立したＳＬＭは、例えば屈折型色コンバイナキューブ（Ｘキュ
ーブ）と組み合わされうる。
【０３３５】
　ＨＭＤ装置が軽量でコンパクトな設計のものでありうるように、ホログラム光学素子（
ＨＯＥ）は、ＬＣｏＳ及びＲＧＢ　ＬＣｏＳの変調器に対して使用される場合に２つのＬ
ＣｏＳのオプションに対する組合せで使用されるべきである。また、反射型又は反射屈折
型の成分は、コンパクトな設計を保証するためにＨＭＤ装置において使用されうる。
【０３３６】
　３つ以上の色を順次表すために、２つのＳＬＭ、即ち２つのＬＣｏＳ型ＳＬＭ又は２つ
のＭＥＭＳリフトミラー型ＳＬＭを使用することも可能である。例えば時系列は、Ｒ＿Ｓ
ＬＭ１、Ｇ＿ＳＬＭ２、Ｂ＿ＳＬＭ１、Ｒ＿ＳＬＭ２、Ｇ＿ＳＬＭ１、Ｂ＿ＳＬＭ２及び
Ｒ＿ＳＬＭ１等でありうる。これは、使用可能なリフレッシュレート及び構造の奥行きの
妥協でありうる。そして、逐次照明は、各ＳＬＭが各色により照射されうるように編成さ
れる。
【０３３７】
　光偏向装置は、ＳＬＭをセグメント化するために、１つの能動制御可能な層と、１つ又
は２つの受動制御可能な層とを含みうる。
【０３３８】
　例えば、ＳＬＭにより変調される波面は、液晶格子により、１、２、３、４及び５の順
序で対物レンズの平面に１次元偏向されうる。この場合、例えば指標３は、偏向を全く発
生させない、即ち位相格子は、指標３について液晶格子において刻み込まれない。それか
ら、規定の距離で後続する別の体積格子は、観察者の眼球に対する対物レンズの平面にお
いて指標１～５に対応する入射角で波面を偏向しうる。ＳＬＭを走査する変調された波面
の単なる偏向に加え、体積格子は、対物レンズの機能を同時に果たしうる。これにより、
ＨＭＤ装置において必要とされる構成要素の数を減少できる。この例において、光偏向装
置は、１つの切り替え可能な光偏向素子しか含まない。制御可能又は切り替え可能な光偏
向の機能は、可変格子周期を有する制御可能な液晶格子だけでなく、ＰＤＬＣ格子又は他
の切り替え可能な構成要素によっても果たされうる。
【０３３９】
　ＳＬＭは、対物レンズ機能を既に搬送している波面によっても照射されうる。これらの
波動場は凹状又は凸状の湾曲を有しうる。これらの波動場は、妨害する迷光を回避するた
めに、波面を生成する要素又はＳＬＭの変調器セル構造により回折される光の０次回折が
画像の生成に寄与しないようにＳＬＭを照明しうる。
【０３４０】
　切り替え可能又は制御可能な回折特性を有する拡散素子は、３Ｄ表現から２Ｄ表現に切
り替え可能であるが提供されうる。この目的のために、ＳＬＭ又はＳＬＭのセグメント、
並びに／あるいは一方ではＳＬＭの多重複合画像のバーチャル画像及び他方では拡散素子
は、（ほぼ）１つの平面上に存在するべきである。
【０３４１】
　光偏向装置においてシャッターアレイを有するＳＬＭの静的表現では、例えばＳＬＭは
、対物レンズの平面においてセグメントとして５回表されうる。シャッターアレイ上の所
望の領域は、常に、該領域に対応するホログラム再構成についての情報がＳＬＭに書き込
まれる間に透過型に切り替えられる。シャッターアレイは、１つの大きな切り替え可能な
領域又は少ない数の個々に切り替え可能なサブ領域のみを含むディスプレイパネルである
。しかしながら、シャッターアレイは、特定の所望の領域が透過型に切り替えられる、あ
るいは切り替えられないように変調器セルがアドレスされる高分解能ディスプレイパネル
でもありうる。
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【０３４２】
　多重化ＳＬＭは錐台全体又はその一部を充填でき、錐台は、並列に又は少なくとも部分
的に重なり合っている３Ｄ又は２Ｄ／３Ｄシーンの表現を含みうる。
【０３４３】
　例えば、多重結像の原理は、各ＳＬＭが例えば再構成された３次元シーンのオブジェク
ト点クラスタの５０パーセントしか示さないという点で、少なくとも２つのＳＬＭを有す
る構成において調整されうる。Ｒ１Ｇ１Ｂ１及びＲ２Ｇ２Ｂ２等の原色の各々に対する多
数の狭帯域波長範囲又は２つの直交偏光、あるいはそれら２つを組み合わせて使用するこ
とは、ここでも可能である。
【０３４４】
　それから、間引きされたオブジェクト点クラスタは、交互配置された方法で表される。
例えば、体積ホログラム等の波長、偏光及び／又は角度に特有の光学部品は、使用された
ＳＬＭのビーム経路を組み合わせるために備えられうる。
【０３４５】
　また、所定の１次元符号化、符号化方向が直角等のある角度で設定されるように少なく
とも２つのＳＬＭが配設されることも可能である。これにより、観察者により見られたオ
ブジェクト点の知覚された拡張が減少しうる。重畳は、非干渉性、部分的に可干渉性又は
可干渉性であってよく、即ち干渉を生成できる。
【０３４６】
　この設定は、同時に、再構成においてシーンの点間の光学クロストークを減少し且つス
ペックルパターンを最小限にしうる。
【０３４７】
　１次元符号化の場合、ビューイングウィンドウを生成するために必要とされる１Ｄ拡散
は、能動型又は受動型でありうる。液晶格子、即ち例えば、可変格子周期及び種々の格子
周期の重畳を生成しうる偏光格子等の能動拡散素子により、非常に可干渉性の光源が使用
される場合でもビューイングウィンドウの方向でスペックルを十分に減少できるため、そ
れらは好まれる。
【０３４８】
　例えば、格子の平面において回転する、即ち回転された複屈折セグメントに対応する液
晶を有する液晶偏光格子の電極は、拡散機能を実現するように、十分に高速に且つ統計的
に変動する電圧で供給されうる。拡散機能の放射特性は、合成位相格子の既存の空間周波
数を介して適応又は最適化されうる。
【０３４９】
　能動拡散素子は、空間可干渉性を適応するために光源の平面においても使用されうる。
【０３５０】
　例えば順次配設される切り替え可能又は制御可能な液晶拡散器を使用することも可能で
ある。また、１つだけの液晶層において位相の高速時間ゆらぎを実現する液晶拡散器を使
用することも可能である。
【０３５１】
　光源の平面において回転、即ちより一般的には移動する拡散板を配設することは、固定
型の表示装置において適している。
【０３５２】
　しかしながら、圧電セラミック（ＰＺＴ：piezo-ceramic）アクチュエータ等の電気的
に制御されたアクチュエータ又はソレノイドドライブを有する非常に薄型の１Ｄ又は２Ｄ
の拡散片（diffuser foil）がＨＭＤ装置において使用されうるように、十分に高速な速
度で且つ十分に低い振動でそれらを移動することも可能である。
【０３５３】
　平坦なバックライト、フロントライト及びエッジ照明装置は、ＨＭＤ装置に実現されう
る。
【０３５４】
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　更に表示装置は、切り替え可能又は制御可能な全ての構成要素を制御及び必要に応じて
同期させる制御手段を有するように提供される。
【０３５５】
　また、個々の構成要素は、ＨＭＤ装置の重量を減量するために独立したモジュールを形
成するように組み合わされうる。例えば、電子ユニット、光源ユニット及び／又はバッテ
リーボックスが観察者に別個に装着されることが可能である。
【０３５６】
　上述のディスプレイの実施形態は、本明細書においては明示的に示されない更なるホロ
グラム及び／又は裸眼立体視の表示装置において適用可能である。
【０３５７】
　最後に、上述の実施形態は請求された教示を示すためだけに理解され、且つ請求された
教示はこれらの実施形態に限定されるものではないことを述べておく。特に、上述の実施
形態は可能な限り互いに対して組み合されうる。
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