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1. はじめに 
AR/VR 技術の進展に伴い，ヘッドマウントディスプレイ

(HMD)はテレビやスマートフォンに並ぶ映像メディアの視

聴デバイスの一つとして，今後普及が期待されている．デ

ィスプレイパネルと接眼レンズで構成される二眼 HMD は

小型表示デバイスの進化や光学系の改良により，高精細・

広視野化が進んでいる．二眼 HMD を用いて立体視を行う

場合には，物体の形状把握に両眼視差・輻輳・運動視差を

手がかりとして用いる．これらの他に手がかりとしては焦

点調節が知られているが，焦点調節はディスプレイの虚像

位置に固定されるため，輻輳と調節の奥行き位置に矛盾が

生じる[1][2]．その結果，長時間使用時の眼精疲労につな

がる可能性があると言われている． 
輻輳と調節位置の矛盾を解消するため，3 次元的に物体

からの光線を再現するライトフィールド表示技術を HMD
に導入する研究が進められている．3 次元的に光線の強度

と向きを制御するために，複数の表示パネルを重ねるテン

ソル方式[3]や，微小レンズが 2 次元に配列されたレンズア

レイを用いるマイクロレンズアレイ方式[4][5]を HMD に取

り入れた例が報告されている．その中でも，マイクロレン

ズアレイ方式は，様々な方向の光線が持つ色情報を二次元

的に配置した画像（要素画像群）をディスプレイ上に表示

し，それを直接，もしくは接眼レンズを通して見るシンプ

ルな構成となっている．先行研究では，再生像の空間周波

数を高めるためにマイクロ OLED を使用しており，小さい

視野角が欠点となっている．また，光学シースルーを実現

するための自由曲面プリズムの使用も原因の一つと考えら

れる． 
本稿では，スマートフォンに用いられている 4K ディス

プレイを使用し，光学素子としてマイクロレンズアレイと

接眼レンズを組み合わせることでライトフィールド HMD
を設計した．VR 用途に限定して光学系をより単純化し，

サイズの大きいディスプレイを採用することで先行研究に

比べて広視野な HMD の実現が期待できる．また，設計し

た HMD の空間周波数や視野角，アイボックス（視域）を

見積もるために，光学解析ソフト上でディスプレイから眼

球内の網膜までの一連の光学素子を配置しシミュレーショ

ンを行った．視野角と視域を定式化し，シミュレーション

結果と比較することで，実デバイスでの性能評価および改

善に向けた検討を行った． 

2. システムの概要 
 本稿で使用した素子配置を図 1(a)に示す．要素画像群が

表示されたディスプレイに対し，マイクロレンズアレイを

焦点距離より離した位置に配置する．個々の要素レンズに

より作られた実像が中間像面に現れ，接眼レンズを通して

見ることで虚像として立体像を観察することができる． 
ライトフィールド HMD のシミュレーションは，要素画

像群生成処理部と網膜像生成処理部の 2 つで構成される

（図 1(b)）．要素画像群生成処理部は，ディスプレイに表

示するイメージソースである要素画像群を生成するシステ

ムである．網膜像生成処理部は，光学系によって生成され

た立体像の光線が眼球に入り，仮想的な網膜に形成する像

を表示するシステムである．以下，それぞれのシステムの

概要について述べる． 

2.1 要素画像群生成処理部 

ディスプレイの各画素を光源としてマイクロレンズアレ

イおよび接眼レンズを通過した光線を追跡し，眼球面での

到達位置とその方向ベクトルを取得する．取得したベクト

ルを眼球位置で再帰反射させて光線追跡法により 3D オブ

ジェクトとの接触を判定し，接触した場合にはその位置の

色情報をディスプレイの画素に割り当てて要素画像群を生

成させる．なお，マイクロレンズアレイはピッチが同一な

ピンホールアレイとし，接眼レンズは収差のない理想レン

ズとして光線追跡を行う． 

2.2 網膜像生成処理部 

 仮想的な網膜に形成する像は，OpticStudio (Zemax，LLC
社) を用いたシミュレーションで生成する．光学素子は要

素画像群生成時と同じ位置に配置し，それらに加えて眼球

の水晶体と網膜を仮想的に再現するために，理想レンズと

ディテクタを配置する．水晶体を想定したレンズの焦点距

離は立体像の生成位置に合わせて設定する．ディスプレイ

を面光源とし，始点位置・方向をランダムにして光線追跡

を行い網膜像を生成する． 

 
(a) 素子配置 

 
(b) システムの概要 

図 1 光学素子配置とシステムの概要 
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3. シミュレーション結果，考察 
3.1 シミュレーションに用いたパラメータ 

本シミュレーションで用いた素子のパラメータおよび配

置を表 1，表 2 に示す．今後，実機で製作することを想定

し，ディスプレイ，レンズアレイ，接眼レンズのパラメー

タは所有している素子の値を使用した．眼球については視

力 1.0 を想定し網膜解像度を設定した．素子配置について

は，二眼 HMD の一般的な奥行きサイズかつ，目からおよ

そ 1000 mm先にオブジェクトを置くことを想定し定めた． 
表１ 素子パラメータ 

素子 名称 数値 

ディスプレイ 解像度 3840×2160 
サイズ 128×76 mm 

レンズアレイ 
配列数 93×55 
ピッチ    pa 1.38 mm 
焦点距離   fa 8.85 mm 

接眼レンズ 直径 50 mm 
焦点距離   fe 100 mm 

眼球 瞳孔径 6 mm 
網膜解像度 30 cpd 
表２ 素子配置 

距離 数値 
ディスプレイ－レンズアレイ   a 12.2 mm 
レンズアレイ－中間像面     b 32.3 mm 
中間像面－接眼レンズ     c 90.9 mm 
接眼レンズ－集光面      d 1000 mm 
接眼レンズ－眼球面      e 20.0 mm 

3.2 調節機能の確認 

 ライトフィールド HMD の特徴である単眼での調節機能

が，網膜像生成処理部において再現されていることを確認

するために，図 2 のように異なる奥行き位置に 3D オブジ

ェクトを 2 つ配置して網膜像の生成を行った．左手に緑色

のモデルを接眼レンズから 750 mm 離れた位置，右手に青

色のモデルを接眼レンズから 1250 mm離れた位置にそれぞ

れ配置した．水晶体に対応する理想レンズの焦点距離を変

えたところ網膜像上で焦点のあう奥行きエリアが変化して

いるのが分かる．このことから，網膜像生成処理部におい

て単眼での調節機能が再現されていることを確認した． 

 
(a) 3D オブジェクト    (b) 要素画像群 

 
(c) 生成した網膜像 

図 2 調節機能の確認 

3.3 空間周波数 

 空間周波数特性を調べるために，ハイビジョン用の解像

度パターンを用いて網膜像の評価を行った．3D オブジェ

クトとして厚みのない平面を使用し，テクスチャに図 3(a)
に示すような解像度パターンを設定した．集光面を基準と

して眼球に近づく方向を負とし，5 箇所（-500 mm，-300 
mm，0 mm，+500 mm，+1000 mm）の異なる奥行き位置に

平面を配置してシミュレーションを行った．サイズは，全

ての奥行き位置で視角が一定かつ空間周波数が 15 cpd とな

るよう定めた．また，水晶体に対応する理想レンズの焦点

距離は平面の奥行き位置に調節が合うよう設定した． 
図 3(b)にシミュレーションの結果を示す．5 つの網膜像

を比較したときに集光面上に配置した像が最も鮮明に表示

されているのが分かる．このとき，解像度パターンに印刷

されている数値を見ると，”80”の手前から折り返し雑音が

生じている．ライトフィールド HMDでは 3Dオブジェクト

から要素画像群を生成する際にディスプレイの画素ピッチ

に応じたサンプリングが行われる．そのため，集光面での

最大空間周波数は，マイクロレンズアレイと接眼レンズに

よって拡大されたディスプレイ画素のピッチによって決ま

るナイキスト周波数となることが予想される．今回のシミ

ュレーションで用いたパラメータから算出した最大空間周

波数は 9.15 cpd である．解像度パターンの数値は，実際の

解像度の 10 分の 1 の値が印刷してあり，9.15 cpd に対応す

る解像度パターンの数値は ”73.2”となる．シミュレーショ

ン結果に近い値を示していることから予想を裏付けること

ができた． 

 
(a) 評価に用いた解像度パターン 

 
(b) 解像度パターンを用いて生成した網膜像 

図 3 解像度パターンを用いた網膜像の評価 
集光面以外の網膜像については，集光面から離れるほど

鮮明さがかけていくのが分かる．また，集光面より眼球に

近づく方向（負）の像が離れる方向（正）の像よりも顕著

に鮮明さをかけていくのが分かる．これは，ディスプレイ

上の点光源が集光面以外では広がりを持ってしまうことが

要因であると考えられる．点光源の広がりが被写界深度内

調節位置 750 mm 調節位置 1250 mm

集光面から - 500 mm 集光面から - 350 mm 集光面から 0 mm

集光面から 500 mm 集光面から 1000 mm
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であれば生成される立体像は鮮明となるが，それを超える

と像のぼやけとして網膜上で知覚される．立体像の奥行き

位置によって像を構成する点光源のサイズが異なるため，

像の鮮明さに違いが生じていると考えられる． 
 ライトフィールド HMD において生成される立体像の品

質は像の奥行き位置によって鮮明さが変化することが分か

った．そのため，ナイキスト周波数で定義される最大空間

周波数に加えて，MTF のように立体像の鮮明さを指標とす

る２つの要素から像の品質を検討していく必要がある． 

3.4 視野角 

 本稿では，眼球面から集光面上に配置した 3D オブジェ

クトの見える範囲をもとに視野角を算出した．空間周波数

のときと同様に 3D オブジェクトとして厚みのない平面を

使用し，集光面上に配置した．シミュレーションにより網

膜像を生成し，眼軸長との関係から視野角を推定した． 
今回使用したディスプレイサイズに対応する水平視野およ

び垂直視野はそれぞれ 53.9 度および 31.9度であった．今回

のような自由曲面プリズム等を使用しないシンプルな光学

系では眼球の正面に大面積のディスプレイを配置すること

ができるため，広い視野を確保することが可能である．今

回の光学系における視野角θ は立体像の大きさをもとに算

出することができ，以下の式で表すことができる． 

12 tan imagey
d e

θ −  
=  + 

               (1) 

( )
2

a
image eye array eye

d c b py y y y
c b c a
 = + − + + 

      (2) 

yimage は立体像のサイズの半分の大きさ，yarray はディスプレ

イの四隅に形成された要素画像中心からの光線が通過する

要素レンズの高さ，yeye はディスプレイの四隅に形成され

た要素画像中心からの光線が通過する接眼レンズの位置で

ある（図 5(a)）．ディスプレイサイズが変化する場合，

yarray および yeye が離散的に変化し，図 5(b)のような段差の

ある曲線を描く．ディスプレイのサイズを変えてシミュレ

ーションを行い，式(1), (2)に一致することを確認した． 

 
(a) パラメータ定義 

 
(b) 視野角特性 
図 5 視野角 

3.5 アイボックス 

 ライトフィールド HMD におけるアイボックスとは光学

系により結像される立体像を見ることのできる範囲であり，

瞳孔径がアイボックスから外れると，立体像に乱れが生じ

る．シミュレーションでは，仮想的な眼球を光軸に対し垂

直な面内で平行移動させて像の乱れの有無を確認した．シ

ミュレーションの結果から，アイボックスのサイズは，水

平・垂直ともに 12.8 mm であった．アイボックスのサイズ

は，要素画像の各画素から要素レンズの中心を通る主光線

が光学素子を通過し，眼球面上に到達する際の大きさに対

応する．そのため，アイボックスのサイズ deyebox は以下の

式で表すことができる． 
式から算出したアイボックス値は 13.4 mm であり，シミュ

レーションによる実験値と概ね一致することを確認した． 

( )a
eyebox e

e

p ed b c b c f
a f
  = + − + − 
  

         (3) 

人間の瞳孔径は 2-7 mm 程度と言われていることから，最

低 7 mm 以上のアイボックスサイズが求められる．また，

瞳間距離の個人差を吸収するための範囲を含めても，今回

の結果から与えられたアイボックスサイズは要件を満たし

ていると考えられる． 

4. まとめ 
ライトフィールド HMD のシミュレーション環境を構築

し，デバイスの設計および性能の推定を行った．VR 用途

を想定することで光学系をより単純化し，サイズの大きい

ディスプレイパネルを採用することで，先行研究[3][4]に
比べより広い視野角がとれる見通しを得た．今回構築した

システムを用いることで，光学素子のパラメータの最適化

とそれによる具体的なデバイス性能を試算できる．また，

マイクロレンズアレイおよび接眼レンズに対して，レンズ

の材料や形状パラメータを導入することで光学収差を考慮

することも可能である．今後，実機での動作確認およびシ

ミュレーションとの比較を行っていく． 
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