〜その場にいるかのようなリアルさ〜

ホログラフィ

●

今あるテクノロジに基づいたホログラフィ

●

インタラクティブ リアルタイム

コンピューティング

H3D

●

TV、PC、ゲーム向けソリューション

●

フルHD解像度以上を実現

●

既存のコンテンツや規格との⾼い互換性

コンシューマ向けディスプレイの未来
⼈間は何世代にもわたって 、空を⾶ぶことと宇宙
旅⾏を夢⾒ていました。
20世紀初頭には、世界をめぐる即時コミュニケー
ションへと夢が急展開します。
そして、3Dの不思議な世界が現れました。それは
完全に現実味があり、⾃然に⾒えるホログラフィ
です。⼈間の⽬がとらえたとおりの画像ともいえ
ます。
ある時点で、⼈間にとってのほとんどの夢は、現
実となりました。そして今、ホログラフィの世界
にも⾶躍的な進歩が訪れようとしています。
⾼品質の動画ホログラフィが、私たちのライフスタ
イルに⼤きな影響を与えようとしています。この技
術は次世代の⾰新への扉を開き、これまで想像もで
きなかったような、さまざまな形で社会に浸透して
いくでしょう。それでも、世界は同じままでしょう
か。あるとき、3Dホログラフィのない⽣活が想像
できないような⽇がやってくるのでしょうか。
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リビングルームやオフィスで利⽤される3D
完全に⾃然な画像の表⽰
従来の⽴体表⽰⽅法を⼤きく上回る深度範囲
⽬のちらつきの解消
⾼解像度の⾃然な画像
周囲を「⾒回せる」
視聴者が⾃由に動き回れる
複数の視聴者にすぐに適合

単に、動画形式で詳細を表⽰するための実現可能
な⼿段がなかったためです。またディスプレイの
解像度ならびに⼤容量のデータが⼤きな問題と
なっていました。
このような背景により、最近までは、リアルタイ
ムのコンピュータ ジェネレイテッド ホログラフィ
（CGH）へのステップは、⼿の届かないもののよ
うに思われていました。
旧来のホログラフィ

この様にリアルな画像を提供するには、これまでの
問題を解決しなくてはなりません。簡単にいえば、
⼈間の⽬で何を扱えるかを明確にすることです。
●

●

●

現在の表⽰解像度で⼗分 - ⼈間の⽬に完全に適
合するビューウィンドウの作成
リ ア ル タ イ ム 画 像 処 理 - サ ブ ホ ロ グ ラ ム によ
り、コンピュテーションを1/10,000に削減
広い視野 - ディスプレイの光源の⽅向を適正化

破棄された情報
重要な情報
再構成された物点
ホログラム

サブホログラム

現在の3Dディスプレイは、そのほとんどが⽴体表
⽰3Dシステムです。しかしフラットディスプレイ
で⽴体表⽰を⾒ると、⽬の収束機能と⽔晶体の焦点
との間にずれが⽣じてしまいます。
3D⽴体表⽰におけるデプスキューの不⼀致

コリメート光

焦点

利点: ポイント当たりのエンコードされるホログラ
ム領域が⼩さくなり、サブホログラムの形状とサ
イズが、表⽰する3Dシーンに密にリンクされま
す。サブホログラムは、⾃由に重ね合わせて、任
意の3Dシーンポイント分布を正確に表現すること
ができます。

サブホログラム オーバーレイ

物点

物点

通常の視覚

焦点

ビューウィンドウ

ビューウィンドウ

⾃動⽴体画像
3Dシーン

焦点を合わせ続けるのは楽ではありません。した
がって多くの視聴者は、この知覚のずれによって疲
労感や頭痛を覚えます。
さらに、視聴者の約6%が斜視を発症する（⽴体感
を知覚できなくなる）と予測されています。さらに
20〜30%が⽴体知覚に異常をきたし、ステレオ
システムで作成された画像を⾒たときに3Dを正し
く認識できなくなるとされています。

レンズアレイ

ホログラム

⾃由な視聴者の動き 視聴者の位置をリアルタ イムに特定
⾼画質 - ハードウェアとソフトウェアによって
サポート
●

H3D

そこでSeeRealの科学者たちは、独創的アプロー
チを⽣みだしました。ほぼ⽂字通り、「枠の外」
で考えたのです。SeeRealは、効率の優れたソ
リューションに⽬を向けました。それは、
SeeReal独⾃のサブホログラム テクニックです。

α

α
ディスプレイ平⾯

いくつかのソリューションもすでに考案されてい
ます。例えば200万HDTVシーンポイントのそれ
ぞれに対して数百万という複雑な値を⽣成できま
す。しかしこの⽅法では、1つの3Dシーンフレー
ムに数分から何時間もかけなければならないた
め、効率が良いとはいえません。

実際のコンピュテーションに置き換えて考える
と、このソリューションでは、0.5から数テラフ
ロップレベルだけで、フルHDTV 3D画像をリア
ルタイムに作成できます。したがって、既存
の
ASICまたはグラフィックスカードアーキテクチャ
が採⽤可能になります。

ホログラム
光源

は、通常はシステムを⾼いペタフロップの処理速
度で実⾏しなければなりません。したがって、
スーパーコンピュータが必要になります。

3Dテクノロジの中で唯⼀ホログラフィだけが、こ
れらすべての問題点を解消し、誰でも利⽤できるコ
ンシューマ製品の基盤を作ることができます。

●

既存のテクノロジに基づいた⾼解像度ホログラフィ
技術の先端をいく私たちには、究極的な⾰新の兆
しがすでに⾒えています。
次のような、対象を徹底的に模倣する⾃然な画像
を楽しめる時代が来るのです。

ホログラフィの歴史 - 先代にとっての挫折の時代
驚くべきことに、ホログラフィは登場してからすで
に60年が経過しています。偶然の発⾒にもかかわ
らず、ホログラフィはすぐに世界中の科学者やノー
ベル賞受賞者たちの想像⼒をかきたてました。
満⾜のいかない2D表現を活き活きとした、実体感
のある画像に変える⾼品質のホログラフィが望ま
れるようになりました。
しかし、実際に可能だったのは固定形式、つまり
平坦な2Dの写真フィルムを採⽤した⼿法でした。

SeeRealテクノロジ 旧来のホログラフィの難題を克服
表 ⽰ 解 像 度 : リアルタイム ホ ロ グ ラ フ ィ 技 術 の
ハードルを克服して、視⾓を⽣成するには、従来
のディスプレイのピクセル数をサブミクロン単位
にしなければなりません。
SeeRealソリューション: ビューウィンドウ ト
ラッキング技術によって、より⼤きなディスプレ
イ ピクセル ピッチを実現できます。通常は、
TV、ゲーム、またはPCディスプレイの場合で25
〜60ミクロンです。
最初の問題を解決したら、すぐに次の⼤きな問題
を解決しなければなりません。データ容量とコン
ピュテーション速度です。HDTV以上で単純にリ
アルタイムのビデオ品質ホログラムを実現するに

ホログラム

サブホログラム

3Dシーン

実際に動作する仕組み
ビューウィンドウとサブホログラム テクノロジに
より、⼈にとって⾃然なビジュアルインタフェー
スがもたらすすべての利点を提供するこの3Dソ
リューションは、まさに最先端のテクノロジとい
えます。
SeeRealでは、視⾓全体内の⽅向性照明を円滑に
できるアクティブな光源トラッキング機能を備え
た光学システムを使⽤しています。⼀定⽅向の照
明によるホログラムでは、それぞれの3Dシーンポ
イントに対してリアルタイムに作⽤することがで
きなければ、スペックリング現象は避けられませ
ん。まさにこれを解消するのが、サブホログラム
テクニックです。利点: スペックリング現象の軽
減。また、スペックルは、従来の⼿法に加えて、
独⾃のエンコーディング技術によってさらに軽減
されます。これも、ビューウィンドウ コンセプト
によって初めて可能になります。

H3D

多⼈数で視聴可能なホログラフィック3D
⾼次効果は、すべての回析システムに存在します。
SeeRealは、サブホログラムを使⽤することで、
ビューウィンドウ内の⾼次効果をすでに除去していま
す。すべてのユーザにノイズのないビューを確実に提
供できるように、ハードウェア コンポーネントやエ
ンコーディングの単純な変更に基づいたソリューショ
ンがさらに開発されています。
位相と振幅の両⽅を変調するため、SeeRealは、既存
のSLMテクノロジをさまざまに組み合わせて使⽤しま
す。また、わずかに変更を加えた既存の位相のみSLM
設計を単⼀使⽤することもできます。したがって、⾼
度に複雑なライトエンジンや多くの反復の必要性がな
くなります。位相変調LCDは、⼀般的ではありません
が、従来の振幅変調LCDに要求される同じテクノロジ
を使⽤して簡単に製造することができます。
このように、SeeRealソリューションは、市販され
ているフラットパネルディスプレイのピクセル ディ
メンションを基に設計することができます。
現在、ほとんどの2Dコンテンツはすでに、ステレオ
アプリケーション⽤の⾼品質3Dに変換することがで
きるようになっています。ゲーム、動画、そして専⾨
的なアプリケーション⽤に、豊富なオリジナルの3D
コンテンツが⽤意されています。SeeRealのアプ
ローチの⻑所は、その独⾃のエンコーディングを使⽤
して、そういったすべてのコンテンツを⾃動的にリア
ルタイム3D ホログラフィに変換できることです。

来るべき物の形: 新たな市場、新たなビジネス機会
画期的な進歩というものは、常に市場で急展開さ
れます。この⾰新的テクノロジが現代の⽣活のあ
らゆる⾯に浸透し始めた段階で、ホログラフィ3D
ディスプレイが従来のフラットパネルコンピュー
タ ディスプレイに取って代わることは間違いあり
ません。
しかもそこで終わりというわけではありません。
⾼品質画像処理と3Dの専⾨分野・科学⽤途から⽇
常⽣活⽤途への移⾏は、すでに始まっているので
す。コンピュータゲームは、急激な変化が⾒られ
る好例です。SeeRealの⾰新的な新しいテクノロ
ジに基づくホログラフィ3 Dディスプレイは、
1000億ドル市場であるTVおよびPC⽤ディスプ
レイの分野で、⼤きな位置を占める可能性を持っ
ています。
研究開発における次の重要ステップ
この最先端の3Dホログラフィ技術は、市販への準
備が整いつつあります。早ければ、2010年に市場
投⼊されることが⾒込まれます。現在、科学者たち
は、最終的なチェック、コンポーネントの最適化、
照明光学系のトラッキングに取り組んでいます。
原理と概念はすでに徹底的に検討され、点検と検
証が完了しています。プロトタイプも完全に使え
る状態です。そういった中で、SeeRealは、コン
ポーネントとディスプレイのメーカーやディスプ
レイインテグレーター向けの3Dホログラフィテク
ノロジにおける、提携とライセンス供与を重点的
に検討しています。
当社へのお問い合わせの際は、電話または電⼦メー
ル licensing@seereal.lu にご連絡ください。
Partnering & Licensing
SeeReal Technologies S.A.
6, Parc d'Activité Syrdall
L-5365 Munsbach
電話: +352 26 455 1
FAX: +352 26 455 500
電⼦メール: info@seereal.lu
Research & Development
SeeReal Technologies GmbH
Sudhausweg 5
D-01099 Dresden, Germany
電話: +49 (0) 351 40 47 32 40
FAX: +49 (0) 351 40 47 32 50
電⼦メール: info@seereal.com
Web サイト: www.seereal.com
ぜひ当社が参加するカンファレンスや展
⽰会にご来訪のうえ、デモンストレー
ションをご覧下さい。
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