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あらまし 本論文では，拡張現実 (Augmented Reality，AR) や複合現実 (Mixed Reality，MR) のための
ヘッドマウントディスプレイ (Head Mounted Display，HMD) の動向について述べ，その応用として生物学的
限界を超えて自在に視覚を再設計する視覚拡張 (Augmented Vision，AV) の研究事例を紹介する．
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1. ま え が き

示装置の性能に匹敵するシーンカメラが必須であり，
撮像から映像の合成・出力までの遅延も極力小さく，

本論文では，拡張現実 (Augmented Reality，AR)

運動予測も含めて実効的にはゼロにしたい．現状はこ

や複合現実 (Mixed Reality，MR) のためのヘッドマ

れらの全てを同時に実現するという究極の目標には遠

ウントディスプレイ (Head Mounted Display，HMD)

くても，多くの技術者がこだわりをもってそれぞれの

の動向について述べ，その応用として近年注目されて

課題を一歩ずつ解決している状況といえる．2. では，

いる視覚拡張 (Augmented Vision，AV) の研究事例

こうした「尖った」AR 用 HMD の技術動向について

を紹介する．

述べる．

考え得る究極の HMD は，小型軽量で着けているこ

AR 用 HMD が高度化し普及していくにつれて視覚

とを忘れるような快適な装用性を備えつつ，視覚情報

を自在に変調して日常生活を支援する視覚拡張 (AV)

を自由自在に「編集」できるものであろう．多くの技

技術への関心が高まっている．AV は技術で人間の能

術者が，できることなら網膜像を自在に操り，視野の

力を拡張する人間拡張 (Augmented Human，AH) の

全ての領域に渡って現実と区別のつかない映像を提示

一形態であり，視覚能力を拡張するものである．古典

したいと考えている [1]．理想的には，水平 200 × 垂

的な AR や MR とは異なり，AV では計算機情報の

直 125◦ に及ぶ広い視野角，120 pixels/degree の高い

重畳や写実的な仮想物体の描画には関心がない．そう

角度分解能，10−9 〜106 cd/m2 に及ぶ高ダイナミッ

ではなく，現実の見え方そのものを制御することで何

クレンジ，輻輳調節矛盾の生じない自然な奥行き手が

らかの利便性を提供することに関心がある．最近の

かりの再現などを全てサポートしたい．ビデオシース

デジタル補聴器は指向性制御，ノイズ抑制，環境依存

ルー (Video See-through，VST) の場合はもちろん，

のサウンドプロファイルなど高度な機能が備わってお

光学シースルー (Optical See-through，OST) の場合

り，もはや生身の聴覚よりも便利で快適と思えるほど

であっても画素単位で実像の遮蔽や調光をしたい．高

である．全く同様に，いずれ HMD の性能が向上し，

度な映像合成を行うためには OST・VST を問わず表

HMD を着用することで日常生活をより便利で快適に
過ごせる時代が来ることは確実であると筆者は考えて
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いる．3. では，AV の様々な研究事例を紹介する．

2. AR 用 HMD の動向
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OST タイプでは広視野化，高い幾何的整合性（位置合

性をもたせた直交ミラーアレーでアイピースを空中に

わせ），時間的整合性（低遅延），光学的整合性（画素

転写することで非シースルーの広視野光学系を OST

単位での遮蔽，高い色再現性など）の実現がいちいち

化する手法が提案されている [6]．点光源アレーと液晶

難しい．また，OST・VST に共通して水晶体の焦点

ディスプレイ (liquid crystal display，LCD) で微小

調節に対応する自然な奥行き感の提示が難しい．以下

なプロジェクタを多数構成し，鮮鋭な映像を網膜に投

ではこれらの問題を取り扱う最近の事例を紹介する．

影する小型広視野 HMD も提案されている [7]．周辺

2. 1 広 視 野 化

視野をプロジェクタで補うことで狭視野 OST-HMD

非シースルーでは曲面ミラーやタイリングなどを

を広視野化する簡易な方式も提案されている [8]．

用いて水平視野角 150〜210◦ 程度の HMD が存在す

2. 2 奥行き手がかりの再現

るが OST-HMD の多くは視野角が 20〜40◦ に留まり

2. 2. 1 調節（焦点距離）への対応

◦

50 程度でも広視野とされる [2]．Meta2 など市販の

通常のステレオ HMD は光学上の焦点距離とスク

広視野 OST-HMD も登場しているが多くは虚像距離

リーン距離が異なり，いわゆる輻輳調節矛盾の問題が

が短いなどの問題がある．また，VR では広視野であ

発生する [9]．また，スクリーン全体がある視距離に観

るほど周囲の状況把握などに有効であることが知られ

察され，被写界深度ボケのような自然な奥行き感は得

ているが，AR ではどの程度の視野角が必要かも明ら

られない．これを解決するためには，MEMS や液体

かでない．

レンズ [10] などで虚像距離を時分割で制御する方式が

筆者らは頭部搭載型プロジェクタ (Head Mounted

一般的である．銀蒸着した透明シリコンゴムを用いて

Projective Display，HMPD) の光学コンバイナに双曲

可変焦点凹面鏡を構成し，可変焦点と広視野を両立し

面ミラーを用いた HHMPD (Hyperboloidal HMPD)

た方式も提案されている [11]．透明な 2D 像を積層す

を提案している [3] (図 1 参照)．本方式は再帰反射によ

ると重なる画素は輝度比に応じた中間距離に知覚され

り遠方に虚像を飛ばせる利点があり理論的に水平視野

る性質を利用して，約 0.3m〜無限遠の奥行き範囲を

角 180 度以上も達成できる．これを用いて，AR でも

6 層で滑らかに提示する方式も提案されている [12]．

水平視野角の増大とともに情報探索効率が向上するが

一方，3 次元空間を飛び交う光を 4 次元の情報として

120〜130◦ 程度で飽和することを示している [4], [5]．

取り扱う光線空間法（ライトフィールド，Light Field，

OST-HMD で広視野化が困難な一因は現実世界に

LF）の原理に基づいてより自然な奥行きを再現する

光学系の収差を持ち込めないことである．無難な平面

HMD も提案されている．マイクロレンズアレー [13]

ハーフミラーなどを用いると観察眼から接眼レンズま

や積層 LCD [14] による実装が典型的であり (図 2 参

での光路が長くなり視野角が狭くなる．そこで，透過

照)，OST で実現した例もある [15], [16]．瞳位置追跡
を併用した網膜投影ディスプレイにより小型で広視
野を実現した LF HMD も提案されている [17]．空間
光位相変調器 (phase-only spatial light modulator，

P-SLM) を用いて映像の焦点距離を部位ごとに変化さ
せる方式 [18] や，P-SLM を用いて高品質の計算機合
成フレネルホログラムを提示し画素ごとの焦点距離制
御を実現した方式 [19] も提案されている．
対応する視距離に映像を提示する方式は光学的には

図 1 広視野映像を提示可能なモバイル型 HHMPD（上）
と提示映像例（下）

図2

典型的なライトフィールド HMD の実装方式（左）
マイクロレンズアレー方式（右）積層 LCD 方式
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望ましいが，自然な奥行き感を得るにはオーバース

提案されている．単純に透過型 LCD を眼前に配置す

ペックで，注視点以外の距離がボケて見えさえすれば

ると遮蔽領域の境界がボケてしまうが，その影響範囲

十分な場合も多い．そこで，水晶体の屈折力を測定し

を含めて丸ごと VST 映像で置換してしまう方式が提

被写界深度から外れた範囲をボカしてレンダリングす

案されている [25]．この方式を拡張した [26] では OST

ることで自然な奥行き感を実現する方式も提案されて

と VST の見えの違いを最小化する色調補正なども行っ

いる [20]．筆者らはこうした手法が小型 HMD でも利

ている．また，実像の可視・不可視を環境へのパター

用できるようウェブカメラのみで屈折力を推定する手

ン照明で実現する手法 [27] も存在する． [28] ではこれ

法を提案している [21]．

を発展させ，HoloLens などの市販デバイスのみで利

2. 2. 2 遮蔽への対応
遮蔽は強力な奥行き手がかりであるが，OST-HMD

用できるようソフトウェアを無償で公開している．

2. 3 時間遅れへの対処

での実現は難しい．ハーフミラーなどによる映像合成

ユーザが動いてから対応する画像が提示されるまで

では外光が必ず観察され，例えば黒いバーチャル物体

の時間遅れ (motion to photon latency) は VR や AR

を描くことができない．映像が暗くなればなるほど単

の品質を低下する大きな要因であり，古くから対処法

にその位置には背後の実像がより鮮明に見えてしまう．

が研究されている [29]．具体的には，運動予測フィル

OST-HMD で相互遮蔽を実現するには，画素単位で

タの利用，画素単位で非同期更新するフレームレスレ

光のオン・オフを切り替えられる SLM が必要である．

ンダリング，映像更新範囲の限定，などが行われる．

筆者らは SLM として透過型 LCD を用い，かつ，近

また，あらかじめ表示領域よりも広い範囲を描画して

距離の遮蔽パターンがボケないように一組のレンズを

おき最新の頭部姿勢に合わせてその一部を切り出し

用いて一度マスクレイヤに外光を結像させる方式によ

て，あるいは変形して表示するイメージシフト手法や

り，この問題に取り組んでいる [22] (図 3 参照)．ただ

そのハードウェア実装 Reflex HMD [30] が提案され

し，LCD とレンズ対を用いる方式は，倒立した実像

ている．近年の商用 HMD にも同様の機構が備わって

を正立させる光学系が必要で，全体の小型化に向かな

おり，Oculus Rift では 1000Hz の高速姿勢センサと

い．そこで，LCOS (Liquid crystal on silicon) と X

GPU による画像変形を併用して見た目の遅延を感じ

プリズムを用いる方式 [23] や，マイクロレンズアレー

させない工夫をしている [31]．これを AR 用の低遅延

を用いる方式 [24] が提案されている．また，先に紹介

OST-HMD として活用することもできる [32]．機械式

した積層 LCD による LF HMD [15] は，画素単位の

センサと FPGA を用いて遅延を 80 マイクロ秒にまで

遮蔽にも対応する．ただし，その画像品質は向上の余

抑えたシステムも提案されている [33]．

地が大きい．
より簡易に画素単位の遮蔽を実現する様々な手法が

2. 4 HMD の校正技術
OST-HMD で高い幾何的整合性（正確な位置合わ
せ）を実現するためには，VST-HMD におけるカメ
ラキャリブレーションと同様に HMD と眼球の関係を
校正する必要がある．従来様々な校正手法が提案され
ているが [34]，多くは煩雑な手作業を必要とする．そ
こで， [35] では虹彩輪郭の追跡により HMD 座標系に
おける眼球の三次元位置を自動的に求めている．筆者
らは HMD 映像とその角膜反射像の対応から眼球の三
次元位置を誤差数 mm でロバストに推定する手法を提
案している [36]．このように，ユーザの眼を解析する
ことで視線に限らない様々な情報を獲得し，AR の品
質を向上する試みが増えている．例えば，筆者らは他
にも注視距離から HMD スクリーンを見ているかどう

図3
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遮蔽対応 OST-HMD（左上）遮蔽なし・奥行き情報
なし（右上）遮蔽なし・奥行き情報あり（左下）遮
蔽マスク（右下）遮蔽あり・奥行き情報あり

かを判別する手法 [37] や，瞳孔径から HMD の明るさ
を自動調節する手法を提案している [38]．

OST-HMD の映像は一般に複雑な収差を含み，そ
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れらは視点依存で変化する．そこで，収差の様子を 4
次元の光線情報として学習しこれをキャンセルする手
法 [39] やこれを画素ごとの点拡散関数の推定に拡張し
た手法 [40] が提案されている．また，OST-HMD で
は色味が正確に再現されにくい問題があり，HMD 単
体の色校正手法や背景色との混合を考慮した色校正手
法 [41] が提案されている．より高品質の AR 体験を実
現するためには，こうした一連の校正技術を更に改善
し，統合していく必要がある．

3. 視覚拡張の研究事例
図4

望遠 HMD．複数カメラの自動校正，滑らかな切り
替え，実行時のカメラ交換などをサポート

図5

視野拡張 HMD．広視野縮小表示，首振り方向への
視線回転，外側への視線散開により，それぞれ視野
を拡大

Mann が 1994 年に提唱した Mediated Reality [42]
を始めとして，計算機で現実の見えを変調する考え方
には長い歴史がある．特に，エッジやコントラストの
強調，映像の拡大・縮小などで視覚障害者を支援する
システムは数多く提案されている [43], [44]．サムスン
からは VR ゴーグル向けのアプリ Relumino がリリー
スされ [45]，専用の小型ゴーグルの開発も予定されて
いる．以下では更に多様な視覚拡張の事例を紹介する．

3. 1 視力の拡張
遠方の小さな文字が読みづらいとき，私たちは目を
細めて被写界深度を稼ぐことでピンぼけを緩和したり，
双眼鏡などで拡大したりする．筆者らは広角と望遠の
カメラを備えた VST-HMD を用いて，普段は等倍で
必要なときにズームするゴーグルを提案している [46]．
このようなシステムによってユーザ自身の視覚能力が
向上したと感じるためには，できるだけユーザの明示
的な入力を必要とせず，自然で直感的なコントロール
ができることが重要である．そこで，本システムでは
ゴーグルに仕込んだアイカメラで目を細めたことを検

者らのシステムでは，ズームの例と同様に，普段は等

知し，それをトリガとしてズームすることもできる．

倍で周囲が観察でき，首振りなどの自然な動作をトリ

現在のバージョンでは複数カメラの自動校正，色調補

ガとして超広角の映像を縮小表示するなどにより，視

正，滑らかな切り替え，実行時のカメラ交換などをサ

野角が拡大したような感覚と効果を得ることができ

ポートしている (図 4 参照)．

る [47] (図 5 参照)．もちろん，空間知覚のひずみ，距

なお，HMD の角度分解能は向上の一途を辿ってお

離感の喪失，VR 酔いなどの問題も生じるが，探索効

り，換算視力 1.0 の解像度で視野角 100◦ 以上の HMD

率を向上しつつほとんど違和感が生じないような視野

も市販されようとしている．望遠カメラと高精細 HMD

角調整が可能であることが実験から示されている．

を併用することで，HMD を装用したほうがむしろ物
が良く見える時代はすぐそこまで来ている．

3. 3 可視波長の拡張
可視波長はおおむね 380〜780nm の範囲とされてい

3. 2 視野角の拡張

るが，それ以外の電磁波が見えると便利かもしれない．

一方，視野角の拡張も考えられる．草食動物のよう

例えば，赤外線や温度情報が見えれば，料理や健康管

に横や後ろまで見えると捜し物や危険察知に便利かも

理，日常生活の危険回避，災害時の人命救助などの応

しれない．視野狭窄の場合には周辺視野の情報を中心

用が考えられる．紫外線が見えれば，服装の選択や外

視野に押し込めて提示することで生活支援できる．筆

出計画に役立つ可能性がある．可視波長外の電磁波を
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図 6

可視光と赤外光を適応的に可視化する HMD [48]．
(上段) しきい値合成，点描合成，ノイズ付加，(下
段) 逆 2 乗合成，エッジ付加，色空間圧縮などを比
較検討．詳しくは [48] を参照されたい．
図7

四次元 AR システム．高速度カメラや距離センサで
捉えた三次元の事象を等身大でスロー再生可能

図 8

自由に視点移動可能な AR システム．VST-HMD
による AR と再構築モデルを用いた VR を滑らか
に接続

可視波長にマッピングする最適な伝達関数は自明では
なく，本来の可視波長域をある程度犠牲にしつつトー
タルの利便性を最大化する必要がある．筆者らは可視
光と赤外光を同時に可視化するために，幾つかの有力
な適応的可視化手法を検討している [48] (図 6 参照)．
最適なマッピングは用途や状況に依存するため，更な
る調査が必要である．
一方，色覚異常の人々が識別できない色を識別でき
るように色補正をする HMD に関する研究も幾つか存
在する [49], [50]．これも可視波長を拡張する事例とい
える．

3. 4 動体視力・時間感覚の拡張
滑らかに移動物体を追う眼球運動 (pursuit，滑動性
追跡眼球運動) は最大 60◦/秒程度であり，それ以上は
サッカード (急速眼球運動) を生じる．また，視覚の時
間分解能は 50〜100ms とされ，例えばそれ以上早い
明滅は連続した光に見える．これを拡張するために，
筆者らは高速度カメラや距離センサで捉えた三次元の
事象を HMD 越しに等身大でスロー再生できる四次元

AR システムを構築している [51] (図 7 参照)．こうし
たシステムにより，素早い動きを伴うスポーツや舞踊
の訓練，料理や手品などの学習が容易になる可能性が
ある．また，動き予測の能力を拡張するために，動物
体の予測軌道を HMD に提示するシステムも開発して
おり [52]，現在スポーツ訓練への応用を検討している．

3. 5 視点の拡張
今自分はこの場所にいてこの視点から世界を見てい
る，という自己位置感覚は現実感の重要な要素である．

VR であれば自由自在に視点を変更できるが，現実世
界をベースとした AR システムではそうはいかない．
一般に AR で視点を変更したければユーザ自身が物理
的に移動する必要がある．これに対して，カメラを搭
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載したドローンを用いることで，自身の視点が自由に
空中移動するような視覚効果を得ることができる [53]．
これはドローンによるテレプレゼンスシステムと言え
るが，壁を突き抜けられないなどの物理的限界はある．
更 に 一 歩 進 ん で ，RGB-D カ メ ラ [54] や Visual

SLAM [55] で現実世界を再構築した三次元モデル
と VST-HMD を用いて，自由自在に視点移動可能な
システムを構成することもできる．普段は等倍で周囲
が肉眼同様に観察でき，視点移動すると同時にビデオ
映像を用いる AR から実物大の三次元モデルを用いる

VR に滑らかに切り替えることで，自分の立ち位置が
変化したかのような視覚効果を作る．例えば，筆者らの
システム [55] では眼の前の部屋に配置したバーチャル
家具のレイアウトを吟味するために，部屋の上空から
全体の様子を見下ろすといったことが可能である (図 8
参照)．VR では視点移動が自由すぎて，満足する視点
をなかなか選べないといった問題が生じやすいが，本
システムでは全体の様子を把握するために最適な視点
を自動的に選択し移動してくれる機能も備わっている．
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図9

実時間表情誇張システム

図 10

定形・非定形の視知覚と VST-HMD による矯正・
補助

3. 6 表情の拡張
これまでの事例は，現実の見え方を操作してはいる
が，事実そのものを改変しているわけではなかった．

となり手術で根治できない場合もある．不正乱視や単
眼複視などの視知覚異常も従来適切な矯正方法がない．

現実の見え方が事実とやや，あるいは全く，異なって

一方，脳機能由来の非定型視知覚は，生理学的・神

いればどのような世界が開けるだろうか．例えば，顔

経科学的プロセスによる症状である．例えば，自閉ス

表情を変化させ感情体験を操作する研究がなされてい

ペクトラム症 (autism spectrum disorder，ASD) で

る [56]．筆者らが開発したビデオチャットシステムは

は激しい動きのある情景を無彩色・不鮮明に感じる場

顔表情を誇張することができる [57] (図 9 参照)．わず

合がある．このような視覚過敏・鈍麻は中心視野と周

かに微笑んだり驚いたりすると，大きく笑ったり驚い

辺視野の感覚統合で後者が優位になるために生じると

たりしたような顔に変換される．感情と表情表出には

いう仮説が提唱されている [58]．不快な視知覚体験を

一定の相関があるが個人差も大きい．表情変化の少な

予防するためにサングラスなどが用いられるが効果は

い人もいれば，表情を読み取るのが苦手な人もいる．

限定的である．

顔表情を誇張することで，お互いの感情がより容易に

これらの各ステップで，所望の出力を得るために入

伝わり，コミュニケーションが取りやすくなる可能性

力すべき信号を逆算できれば，単純には，目的の視知

がある．実験からは実際に感情が読み取りやすくなる

覚を生じさせるためにユーザの視界にどのような映像

傾向が示されたが，詳しい調査は今後の課題である．

を提示すればよいかが分かることになる．

3. 7 視知覚の矯正・補助

図 10 に定型・非定型の視知覚と HMD による矯正・

「完璧な」HMD が実現すれば，これまでに述べたよ

補助を模式的に示す．実世界の視覚刺激 xw は眼球の

うな自在な視覚拡張が可能かというとそうではない．

位置姿勢 M (= [R t]) に合わせて瞳孔から射影変換

HMD の設計やレンダリングは定型の視知覚を前提に

K を経て視覚刺激 xe として入射する．xe は眼光学

しているが，実際には通常の眼鏡で矯正できない様々

プロセス f を経て網膜像 xr に写し取られる．両眼の

な非定型視知覚を有する人々が存在する．そのような

xr は更に視神経・視覚野の脳活動プロセス g を経て視

人々に対しても，任意の視知覚体験を生じさせるには

知覚 xb に変換される．このように視知覚プロセスを

これまでと異なるアプローチが必要になる．

デジタル画像処理における射影変換や時空間画像フィ

我々の視知覚は眼球に入射した光から網膜像を得る

ルタのアナロジーで捉え，その逆問題を解く計算論的

までの眼機能プロセスと網膜像から視知覚を得る脳機

アプローチにより，非定型者に定型と等価な視知覚を

能プロセスに大きく分けられるが，それぞれにおいて

生じさせることがある程度できると考えられる．例え

非定型のパターンが存在する．脳機能由来の非定型視

ば，斜視では変位 R R−1 を補償するよう VST-HMD

知覚は，眼位や屈折の異常，網膜の変形などで正しく

のカメラ映像を回転させればよい．また，網膜像のひ

両眼の網膜像を生成できないために発生する．特に成

ずみ・ボケに対しては，眼底波面センサで得た収差 f 

人の麻痺性斜視は抑制を伴わず両眼性複視を訴え問題

から視覚刺激 xw に対する網膜像 x r を推定し，こ
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れを網膜像 xr として受け取る補償画像 x
w を算出

Ochiai, “Air mounted eyepiece: Optical see-through

すればよい．脳機能由来の非定型視知覚の補正は困難

HMD design with aerial optical functions,” Proc.

であるが，不快な視知覚を誘発しない「安全な」視覚

Augmented Human, article no.1, 2018.
[7]

A. Maimone, D. Lanman, K. Rathinavel, K. Keller,

刺激に変換する画像フィルタは開発できると考えられ

D. Luebke, and H. Fuchs, “Pinlight displays: wide

る．現在，これらの諸課題についての検討を鋭意進め

ﬁeld of view augmented reality eyeglasses using defo-

ている．

cused point light sources,” ACM TOG, vol.33, no.4,
article no.89, 2014.

4. む す び

[8]

H. Benko, E. Ofek, F. Zheng, and A.D. Wilson,
“FoveAR: Combining an optically see-through neareye display with projector-based spatial augmented

AR 用 HMD の技術動向について述べ，その応用と
しての AV の事例を紹介した．TPO に合わせて「今
だから，ここだから，あなただから」というオーダー

reality,” Proc. ACM UIST, pp.129–135, 2015.
[9]

TVCG, vol.22, no.7, pp.1912–1931, 2016.
[10]

S. Liu, D. Cheng, and H. Hua, “An optical seethrough head mounted display with addressable focal

境認識などのセンシング技術やマルチモーダルディス
プレイ技術，5G などの通信技術 [59] が更に発展する

“Resolving the vergence-accommo-

dation conﬂict in head-mounted displays,” IEEE

メイドの現実感を合成できるようになりつつある．こ
うしたシステムの可用性を高めるには，意図推定や環

G. Kramida,

planes,” Proc. IEEE/ACM ISMAR, pp.33–42, 2008.
[11]

D. Dunn, C. Tippets, K. Torell, P. Kellnhofer, K.

必要がある．また，個人ごとに異なる現実感をどのよ

Aksit, P. Didyk, K. Myszkowski, D. Luebke, and H.

うにコミュニケーションや社会の中で矛盾なく調停・

Fuchs, “Wide ﬁeld of view varifocal near-eye display
using see-through deformable mirrors,” IEEE TVCG,

共存・共有するかも問われるようになるだろう．衝突
回避などの物理的安全性や長時間装用に耐える医学的

vol.23, no.4, pp.1322–1331, 2017.
[12]

安全性，倫理的問題，社会受容の問題などをどのよう

depth-fused multi-focal-plane display prototype,” J.
Display Technology, vol.10, no.4, pp.308–316, 2014.

にクリアするかは更に大きな課題である．
謝辞 本論文で紹介した筆者の研究成果は共同研究
者の多大な協力による．特に J. Orlosky 氏，A. Plopski

X. Hu and H. Hua, “Design and assessment of a

[13]

D. Lanman and D. Luebke, “Near-eye light ﬁeld dis-

[14]

F.C. Huang, K. Chen, and G. Wetzstein, “The light

plays,” ACM TOG, vol.32, no.6, article no.220, 2013.

氏，伊藤勇太氏，間下以大氏，竹村治雄氏に感謝する．

ﬁeld stereoscope: immersive computer graphics via

また，これらの一部は JSPS 科研費 JP 16H02858 及

factorized near-eye light ﬁeld displays with focus

び JP18H04116 の助成を受けたものである．
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