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目的 

高度製造技術，高度情報化社会において，測定，観察する対象に
ついてより詳細かつより多くの情報取得に大きな期待が寄せられて
いる． 

被写体や試料の3次元情報を瞬時（リアルタイム）で取得できる装置
を実現する．  

ディジタルホログラフィによる3次元画像取得． 

並列位相シフトディジタルホログラフィによる 

高画質3次元画像瞬時取得．(発明) 

▲従来のディジタルホログラフィでは， 
動体の瞬間の3次元画像（情報）を 
取得する場合は画質が著しく劣化する． 
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従来技術とその問題点 

従来技術 

    ・従来の光学顕微鏡 

    ・レーザー走査共焦点顕微鏡 

    ・近接場顕微鏡 

    ・レーザー走査3次元形状計測装置 

問題点 

  焦点合わせやレーザー光走査に起因する 

  走査，逐次記録が必要という問題があり， 

  鮮明な瞬間3次元情報を獲得できない 
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背景技術の説明 
ホログラムをCCDなどのイメージセンサ 

に記録し，計算機で像を再生する技術 

・現像処理が不要 

・任意の奥行き位置での再生像が得られる 

・定量的評価が行える 

撮影された 

ホログラム 計算機による3次元像再生 

記録 参照光 

物体光 

再生 

CCD カメラ 

特長 

ディジタルホログラフィ 
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ディジタルホログラフィによる3次元像再生例 

カメラ 

焦点面 
被写体 
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従来法B(位相シフト法) 

動画像記録 再生像画質 

従来法A(回折積分のみ) 

並列位相シフト 
ディジタルホログラフィ 

発明 

像再生手法 

ディジタルホログラフィの比較 

本発明では鮮明な画質の動画像記録・再生ができる 
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並列位相シフトディジタルホログラフィシステム実現例 

Laser 

記録するホログラム 

物体 

偏光高速度カメラ 

l/4板 

偏光子アレイ 

参照光 

物体光 

位相１ 

位相２ 

 ２つの位相のホログラム像を同時に取得  
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実験1 

被写体 奥行き位置の異なる2本のゴム紐の振動 

斜め上から見た図 

39 cm 2 mm 

記録のフレームレート 毎秒5400フレーム 

ホログラムの画素数 512×512 pixels 
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実験1 

提案手法 

24 cm 63 cm 合焦位置 

5400 fps での高速度3次元動画イメージングに成功 

 同一現象に対して各時刻で異なる位置に合焦させた再生像 
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実験2 

ノズルからの圧縮ガス噴霧 

ノズル 

圧縮ガス 

圧縮ガスによる空気の位相変化をイメージング 

128×128 pixels 

毎秒18万フレーム 

被写体 

記録のフレームレート 

ホログラムの画素数 
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実験結果  

2 mm 400 mm ノズル ノズル 

毎秒5400コマ 毎秒18万コマ記録後早送り 

空気の密度変化をイメージング 
白→高密度 

黒→低密度 
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元画像(位相画像) 3D表示 

実験結果 3D化 



13 awatsuji@kit.ac.jp 
京都工芸繊維大学 

可搬型システム (A4サイズ)を試作   

サイズ：
300mm×210mm×
160mm 

重さ：約6kg 

M. Fujii, et al.,  

IEEE/OSA J. Display Technol. 

10, 132 (2014). 
16cm 

30cm 

21cm 

A4紙 

筐体 

運搬用ケース 

光学系 
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新技術（並列位相シフトディジタルホログラフィ） 

• 従来技術では、3次元情報の獲得に必要であった 

   走査/逐次処理を不要にする． 

• 従来技術で実現不可能な機能を実現 

   動く被写体の瞬時の3次元計測が可能 

   動く被写体の3次元動画像計測が可能 

• 動く被写体の3次元情報を獲得ができるため， 

 利用分野や応用が大幅に拡大できることが 

 期待される． 

新技術の特徴・従来技術との比較 
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想定される用途 

• 動く物体の3次元動画像計測や 
 ある瞬間の3次元動画像計測の実施 
   ①顕微鏡との組み合わせで生体観察  
   ②流体の動作観察 
   ③放電現象などの観察 
   ④製造工程での部品検査装置 
   ⑤機械等の3次元計測 
• ディジタル化された3次元画像データを 
 インターネットなどで配信し，配信先で再構成 
 することも可能で，3次元画像通信も可能になる． 
  (遠隔医療などへの展開） 
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現在の研究状況 
• 実験系での装置の動作確認済み。 
• 高速動画像装置の動作確認済み。 
• 可搬型システムの試作済み。 
 
課題 
• よりコンパクトな実装 →光学系の最適設計 
• 計算処理部分の高速化 →専用回路(PLD,  
                   ASIC等)の開発 
• 計測結果の立体表示ソフトウェアの開発 

実用化に向けた課題 
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課題(前ページ) 

• よりコンパクトな実装 →光学系の最適設計 

• 計算処理部分の高速化 →専用回路(PLD, 

                    ASIC等)の開発 

• 計測結果の立体表示ソフトウェアの開発 

企業への期待 

具体用途決定と実用装置の共同開発 

これらをクリアしたい  



18 awatsuji@kit.ac.jp 
京都工芸繊維大学 

想定される業界 

• 部品の検査および形状計測 

• 機械の変位変形計測 

• 噴霧粒子の計測，流れの計測 

• バイオ顕微鏡観察，計測  

これらの装置を開発している． 

装置を必要とする． 

  

業界，企業 
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本技術に関する知的財産権 

特許1 

• 発明の名称： 干渉計測装置および干渉計測方法 

• 出願番号：    特願2010-550426, 再表2010-092739 

• 出願人：    国立大学法人 京都工芸繊維大学 

• 発明者：    粟辻安浩，田原樹 

特許2 

• 発明の名称： 再生装置、干渉計測装置、制御プログラム、および記録媒体 

• 出願番号：  特願2009-255138, 特開2011-099781 

• 出願人：    国立大学法人 京都工芸繊維大学  

• 発明者：    粟辻安浩, 田原 樹, 下里祐輝 

 

       他 特許2件 
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お問い合わせ先 

京都工芸繊維大学 

創造連携センター 特任教授 行場 吉成 

ＴＥＬ/ＦＡＸ 075 － 724 － 7934 

e-mail gyoba@kit.ac.jp または    
  awatsuji@kit.ac.jp 

 

ホームページ 

 http://www.cis.kit.ac.jp/~awatsuji/index-j.html 


