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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視線追従型ヘッドマウントディスプレイであって
　使用者が鑑賞する画像を生成するマイクロディスプレイであって、表示光路と、当該表
示光路に関連付けられた射出瞳とを有するものである、前記マイクロディスプレイと、
　前記マイクロディスプレイに位置する第１の平面と、前記射出瞳に位置する第２の平面
と、
　使用者の眼から反射した、反射光学的放射を前記第２の平面から受容するように構成さ
れた画像センサーであって、当該画像センサーに関連付けられたセンサー光路を有するも
のである、前記画像センサーと、
　前記表示光路に沿って前記マイクロディスプレイと光学的に連通して配置され、前記セ
ンサー光路に沿って前記画像センサーと光学的に連通する表示光学系であって、前記マイ
クロディスプレイおよび前記画像センサーに最も近い選択された表面を有し、前記表示光
路および前記画像センサー光路が前記選択された表面の異なる部分にそれぞれ衝突（ｉｍ
ｐｉｎｇｅ）するように前記マイクロディスプレイおよび前記画像センサーに対して位置
付けられるものである、前記表示光学系と
　を有し、
　前記表示光路および前記センサー光路はそれぞれ、前記表示光学系および前記画像セン
サーにそれぞれの光軸を有し、前記それぞれの光軸は、前記第２の平面において互いに対
して傾斜しているものである、
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　視線追従型ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項２】
　請求項１記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにおいて、前記表示光路および
画像センサー光路は前記選択された表面において部分的に重なるものである視線追従型ヘ
ッドマウントディスプレイ。
【請求項３】
　請求項１または２記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにおいて、前記表示光
学系は、前記第２の平面における鑑賞用に前記マイクロディスプレイの虚像を生成するよ
うに構成されるものである視線追従型ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１つに記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにおいて
、前記表示光路は光軸を有し、前記画像センサーは前記表示光路の前記光軸から外れた位
置に位置付けられるものである視線追従型ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１つに記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにおいて
、前記マイクロディスプレイは前記表示光路の前記光軸上に位置付けられるものである視
線追従型ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１つに記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにおいて
、当該ディスプレイは前記第１の平面に絞りを有し、当該絞りはその内部に設けられた少
なくとも１つの開口を有するものであり、当該少なくとも１つの開口は前記センサー光路
に沿った位置に配置されるものである視線追従型ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１つに記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにおいて
、当該ディスプレイは絞りを有し、当該絞りはその内部に設けられた少なくとも１つの開
口を有するものであり、当該少なくとも１つの開口は前記センサーと前記選択された表面
との間の前記センサー光路に沿った位置に配置されるものである視線追従型ヘッドマウン
トディスプレイ。
【請求項８】
　請求項６または７記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにおいて、前記少なく
とも１つの開口はピンホールを有するものである視線追従型ヘッドマウントディスプレイ
。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１つに記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにおいて
、前記表示光学系はフリーフォーム光学素子を有するものである視線追従型ヘッドマウン
トディスプレイ。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１つに記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにおいて
、前記表示光学系は回転対称な光学素子を有するものである視線追従型ヘッドマウントデ
ィスプレイ。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１つに記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにおい
て、前記表示光学系はフリーフォーム光学プリズムを有するものである視線追従型ヘッド
マウントディスプレイ。
【請求項１２】
　請求項１１記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにおいて、前記プリズムは楔
形状のプリズムを有するものである視線追従型ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項１３】
　請求項１１記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにおいて、前記プリズムは非
球面の表面を有するものである視線追従型ヘッドマウントディスプレイ。
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【請求項１４】
　請求項１１記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにおいて、前記プリズムは表
示空間内でテレセントリックである視線追従型ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項１５】
　請求項１１記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにおいて、前記プリズムは表
示空間内で非テレセントリックである視線追従型ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項１６】
　請求項１１記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにおいて、前記プリズムは、
前記マイクロディスプレイからの光を受容し、かつ内部全反射するように配向される内部
全反射（ＴＩＲ）表面を有するものである視線追従型ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項１７】
　請求項１１記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにおいて、前記プリズムは、
光を前記画像センサーに対して内部全反射するように配向される内部全反射（ＴＩＲ）表
面を有するものである視線追従型ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項１８】
　請求項１１記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにおいて、前記プリズムと光
学的に連通するフリーフォーム補正レンズを有するものである視線追従型ヘッドマウント
ディスプレイ。
【請求項１９】
　請求項１８記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにおいて、前記補正レンズの
視野は前記表示光学系の視野より大きいものである視線追従型ヘッドマウントディスプレ
イ。
【請求項２０】
　請求項１～１９のいずれか１つに記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにおい
て、前記表示光学系は半透鏡状の表面を有するものである視線追従型ヘッドマウントディ
スプレイ。
【請求項２１】
　請求項１～２０のいずれか１つに記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにおい
て、光学的放射を生成し、かつ前記第２の平面を照射して前記使用者の眼の照射をもたら
すように構成された照射源を有し、当該照射源は、当該照射源に関連付けられた照射光路
を有するものである視線追従型ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項２２】
　視線追従型ヘッドマウントディスプレイであって、
　使用者が鑑賞する画像を生成するマイクロディスプレイであって、表示光路と、当該表
示光路に関連付けられた射出瞳とを有するものである、前記マイクロディスプレイと、
　前記マイクロディスプレイに位置する第１の平面と、前記射出瞳に位置する第２の平面
と、
　使用者の眼から反射した、反射光学的放射を前記第２の平面から受容するように構成さ
れた画像センサーであって、当該画像センサーに関連付けられたセンサー光路を有するも
のである、前記画像センサーと、
　前記表示光路に沿って前記マイクロディスプレイと光学的に連通して配置され、前記セ
ンサー光路に沿って前記画像センサーと光学的に連通する表示光学系であって、前記マイ
クロディスプレイおよび前記画像センサーに最も近い選択された表面を有し、前記表示光
路および前記画像センサー光路が前記選択された表面の異なる部分にそれぞれ衝突（ｉｍ
ｐｉｎｇｅ）するように前記マイクロディスプレイおよび前記画像センサーに対して位置
付けられるものである、前記表示光学系と、
　光学的放射を生成し、かつ前記第２の平面を照射して前記使用者の眼の照射をもたらす
ように構成された照射源であって、当該照射源に関連付けられた照射光路を有するもので
ある、前記照射源と
　を有し、
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　前記表示光学系は前記照射光路に沿って前記照射源と光学的に連通して配置されるもの
である、
　視線追従型ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項２３】
　請求項２１または２２記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにおいて、前記表
示光学系は前記照射源からの放射を受容し、当該放射を前記第２の平面に伝搬するように
構成されるものである視線追従型ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項２４】
　請求項２１～２３のいずれか１つに記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにお
いて、前記照射源は、前記第１の平面に近接して位置付けられるものである視線追従型ヘ
ッドマウントディスプレイ。
【請求項２５】
　請求項２１～２４のいずれか１つに記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにお
いて、前記照射源は複数の発光ダイオードを有するものである視線追従型ヘッドマウント
ディスプレイ。
【請求項２６】
　請求項２１～２５のいずれか１つに記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにお
いて、前記表示光学系は、前記照射源からの前記光学的放射をコリメートするように構成
されるものである視線追従型ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項２７】
　請求項２１～２６のいずれか１つに記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにお
いて、前記表示光学系の前記表示光路は光軸を有し、前記照射源は前記光軸から外れた位
置に位置付けられるものである視線追従型ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項２８】
　請求項２１～２７のいずれか１つに記載の視線追従型ヘッドマウントディスプレイにお
いて、前記プリズムは、前記照射源からの放射を受容し、かつ内部全反射するように配向
される内部全反射（ＴＩＲ）表面を有するものである視線追従型ヘッドマウントディスプ
レイ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連技術の相互参照
　本願は、２０１２年１月２４日出願の米国特許仮出願第６１／６３２，４４１号の優先
権、および、２０１２年４月２５日出願の米国特許仮出願第６１／６８７，６０７号の優
先権、および、２０１２年９月１１日出願の米国特許仮出願第６１／６９９，４９３号の
優先権を主張するものであり、それらの出願の全内容は、参照により本明細書に組み込ま
れる。
【０００２】
　国家ライセンシング権
　本発明は、米国科学財団によって発注された契約番号第ＩＩＳ１１１５４８９号による
米国政府支援の下でなされたものである。米国政府は、本発明に対するある程度の権利を
有する。
【０００３】
　本発明は、視線追従型ヘッドマウントディスプレイに関する。より具体的には（ただし
排他的ではない）、同一の光学系を視線追跡および画像鑑賞用に使用する視線追従型ヘッ
ドマウントディスプレイに関し、当該光学系は、視線追跡光路のために使用される選択さ
れた光学系の部分と、画像鑑賞光路のために使用される選択された表示光学系の部分とを
有する。
【背景技術】
【０００４】
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　ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ：頭部装着型表示装置）技術は、科学およびエン
ジニアリングの領域の広い範囲で応用されてきている。応用の例としては、フライトシミ
ュレーション、科学的な可視化、医学、エンジニアリングデザイン、教育およびトレーニ
ング、ウェアラブルコンピューティング、およびエンターテインメントシステムが挙げら
れる。拡張現実感の領域では、ＨＭＤは、仮想ビューを物理的場面と融合するための実現
技術の１つであり、これは医師が解剖学的構造または患者のＣＴ画像の３Ｄレンダリング
を、患者の解剖学的構造、例えば、腹部の上に重ねて見ることができるようにする場合が
ある。ウェアラブルコンピューティングの領域では、ＨＭＤは、スマートフォンおよびＰ
ＤＡｓなどの他の一般的なモバイルプラットフォームよりずっと魅力的な画像および画面
サイズを提示する、モバイルディスプレイソリューションを生成する。近い将来、かかる
モバイルディスプレイは、一対のサングラスほどにエレガントに登場するかもしれず、直
ちに情報を取り出し、人々と連絡を取るために、多くの人々の日々の活動の必須部分にな
るかもしれない。
【０００５】
　ＨＭＤ技術と平行して、様々な視線追跡技術が開発されおり、視力研究、ヒューマンコ
ンピューターインターフェース、テレオペレーション周囲、およびビジュアルコミュニケ
ーションを含む、いくつかの専門分野に適用された。マルチモードのヒューマンコンピュ
ーターインターフェースに対する視線追跡の利点、およびデータ圧縮の技術的な利点は、
十分に認識され研究されてきている。例えば、効果的に通信のデータ転送帯域幅を保存し
、フォービエイテッド（ｆｏｖｅａｔｅｄ）レベルオブディテール管理法を使用して３Ｄ
シーンのレンダリング速度を改善し、広視野（ＦＯＶ）、高解像度ディスプレイおよび画
像システムを達成するために、マルチレゾリューション眼球運動連動型（ｇａｚｅ－ｃｏ
ｎｔｉｎｇｅｎｔ）ディスプレイおよび画像処理スキームが提案されている。
【０００６】
　統合型視線追従型ＨＭＤ（ＥＴ－ＨＭＤ）システムを作り出す概念は、様々なレベルで
検討されてきた。ＥＴ－ＨＭＤは、使用者の視線方向を追加的に追跡しながら、従来のＨ
ＭＤで行うような単眼または実体視のバーチャル画像を表示することができる。完全統合
型ＥＴ－ＨＭＤは、基礎科学的な研究のためだけでなく、新興的な用途のためにも、かか
る技術の多面的な利点を提示する。例えば、人間の使用者が空間的な情報をどのように知
覚し整理するか、かかる情報とどのように相互作用するか、３Ｄ仮想空間内でどのように
移動するかについて、数多くの研究の努力が考慮されてきた。ＨＭＤでの視線追跡能力は
、科学者が使用者の３Ｄ環境との相互作用を定量的に評価し、トレーニング、教育、およ
び拡張認知の課題を含む、様々な具体的な課題に対する様々な３Ｄ可視化技術の有効性を
調査するために、大変価値のあるツールと客観的な測定基準を追加する。技術的な見地か
ら、視線追跡の能力が、ＨＭＤシステムと統合されると、実体視ディスプレイで寸法およ
び距離知覚の精度を改善するために利用することができる。視線追跡能力は、フォビア（
ｆｏｖｅａ）認知ディスプレイスキームを通して、視野－解像度のトレードオフに対する
解決法を作り出す助けとなる場合があり、かつ可変焦点面ディスプレイ法を使用すること
によって、瞳孔近見否認に対する解決法を作り出す助けとなる場合がある。応用の見地か
ら、ＥＴ－ＨＭＤは、相互作用および通信の方法として手や足の代わりに、視線を使用す
ることができる、固有受容性（ｐｒｏｐｒｉｏｃｅｐｔｉｖｅ）障害の人のための新規の
対話式のインターフェースに対する独特の機会を提示する。
【０００７】
　単独のＨＭＤおよび単独の視線追跡技術の著しい進歩および商業的な可用性にもかかわ
らず、これら２つの単独技術を統合することは、小型で、可搬式で、正確で、かつ頑強な
システムを作り出す上で、著しい困難を強いる。ＥＴ－ＨＭＤ技術を開発し、体系的な取
り組みによってこれらの２つの技術を最適化するために、いくつかの先駆的な努力がなさ
れたが、いかなる既存の技術的な解決法も、真の可搬式、軽量、かつ頑強なシステムであ
って、メガネスタイルの形状因子に適合するディスプレー、を提示することができなかっ
た。多くの過酷な用途に対しては、軽量であることおよび小型であることは重要である。



(6) JP 6141584 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

例えば、筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者のコミュニケーションを支持するためには、
患者が、その著しく弱った筋力とごく限られた移動度で重量に耐えることができるように
、統合型システムは、軽量でなけれならない。
【０００８】
　過去数十年にわたり、システム性能を改善するために多くの異なる光学的な設計のアプ
ローチがＨＭＤ設計に取られた。これらの方法は、反射屈折技法の適用、非球面状の表面
などの新しい要素の導入、ホログラフィーおよび回折する光学的な構成要素の使用、投影
光学を使用して従来のＨＭＤ設計のアイピースまたは顕微鏡形レンズ系を置き換えること
などの新しい設計原理の検討、ならびに勾配、ならびに偏心、またはさらにはフリーフォ
ーム表面の導入を含む。これらの光学的な設計方法のうちのいくつかは、視界が幅広く、
小型で、軽量なＨＭＤ作り出す能力があり、非侵入型で、眼鏡型の眼に近いディスプレイ
であると考えることができる。視線追跡能力をこれらの技術に統合するのは、大変困難で
あり、著しい重量、体積、および複雑さを加える。
【０００９】
　視線追跡能力をＨＭＤに追加することは、ＣＡＥ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎの高級解像
度インセットディスプレイと同じくらい以前に開始された。この先駆的な仕事は、移動式
の小型ＥＴ－ＨＭＤシステムを意図してはいなかった。また、他社は、高解像度インセッ
トを移動するために、ベンチプロトタイプの実体視ディスプレイで、機械的な駆動装置を
使用した。ＩＳＣＡＮ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎは、ソフトウェアベースのフォビア認知
ディスプレイスキームを研究するために、ＩＳＣＡＮアイトラッカーを、Ｖｉｒｔｕａｌ
　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎからのＶ８－ＨＭＤの中に統合する仕事を
した。市販されているＨＭＤおよびアイトラッカーを統合するこの方法は、機能性統合ア
プローチと称され、ここでは２つの別個の器具は、利用の後の方の段階で一緒にされる。
機能性統合アプローチは、開発コストが少なくてすむ単純な解決法であるという利点を有
するが、一般に低レベルの最適化の利点を取ることができず、かつ小型であること、精度
、および堅牢性という属性に欠ける。
【００１０】
　機能性統合アプローチとは対照的に、システムが、基本的な設計観点から１つの単一の
器具として考えられ、最適化される、システム的なアプローチでは、完全に統合型のＥＴ
－ＨＭＤ器具を作り出す上で多くの利点を有する。システム的なアプローチの著しい利益
としては、ディスプレイおよびアイトラッカーユニットの両方に対する設計上の制約およ
び必要条件を検討し、新しい解決法を考え、そして小型で堅牢なシステムのための設計を
最適化する能力が挙げられる。低いレベルの最適化を用いた完全な統合の可能性を検討す
るための先駆的な努力がなされてきた。これらの初期の努力に続いて、Ｈｕａ　ａｎｄ　
Ｒｏｌｌａｎｄは、完全統合型設計アプローチを協力し合って追求し、ＥＴ－ＨＭＤシス
テム用の堅牢な視線追跡方法およびアルゴリズムを開発し、頭部装着型の投映ディスプレ
イの概念に基づいて、光学的に透視性のＥＴ－ＨＭＤ光学的システムを設計した。図１は
、ＥＴ－ＨＭＤ光学的システムの一次レイアウトを示し、ここでは概念およびスケールを
強調するために光学的システムが理想的なレンズモジュールで単純化されている。（Ｃｕ
ｒａｔｕ，Ｃ．，Ｈｏｎｇ　Ｈｕａ，ａｎｄ　Ｊ．Ｐ．Ｒｏｌｌａｎｄ，"Ｐｒｏｊｅｃ
ｔｉｏｎ－ｂａｓｅｄ　ｈｅａｄ－ｍｏｕｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｗｉｔｈ　ｅｙｅ
－ｔｒａｃｋｉｎｇ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ，"Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ｔ
ｈｅ　ＳＰＩＥ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｆｏｒ　Ｏｐｔｉｃａ
ｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，Ｖｏｌ．５８７５，Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ，ＵＳＡ，Ａｕｇ
ｕｓｔ　２００５。Ｃｕｒａｔｕ，Ｃ．，Ｊ．Ｐ．Ｒｏｌｌａｎｄ，ａｎｄ　Ｈｏｎｇ　
Ｈｕａ，"Ｄｕａｌ　ｐｕｒｐｏｓｅ　ｌｅｎｓ　ｆｏｒ　ａｎ　ｅｙｅ－ｔｒａｃｋｅ
ｄ　ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ　ｈｅａｄ－ｍｏｕｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙ，"Ｐｒｏｃｅ
ｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｃ
ｏｎｆｅｒｅｎｃｅ，Ｖａｎｃｏｕｖｅｒ，Ｃａｎａｄａ，Ｊｕｎｅ　２００６。）。こ
の設計では、完全な統合アプローチを行い、ディスプレイサブシステムと視線追跡サブシ
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ステムとに対するほとんどの光路を組み合わせた。ディスプレイ機能と目視画像化機能と
の両方に対する同一の投影光学系が共有された。しかしながら、この設計の主たる限界は
、他のものよりも著しく改善されたが、以前としてかさばりかつ重い、統合型ＥＴ－ＨＭ
Ｄシステムの全体的な体積だった。
【００１１】
　真の可搬式、軽量、小型ＥＴ－ＨＭＤの解決法を作り出すという、重要な課題は、２つ
の根本的な問題、すなわち（１）技術開発者と応用開発者の両方の永続的な夢である、一
対のサングラスと同じぐらい抗しがたい優雅な形状因子を用いた、ＨＭＤシステムの設計
を可能にする光学的な方法と、（２）システムへ著しい重量および体積を追加することな
く視線追跡能力の統合を可能にする光学的な方法と、への対処にある。
　この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、以下のものがある（国際出願日
以降国際段階で引用された文献及び他国に国内移行した際に引用された文献を含む）。
（先行技術文献）
　（特許文献）
　　（特許文献１）　米国特許第６，０３４，８２３号明細書
　　（特許文献２）　米国特許出願公開第２００６／０１１９９５１号明細書
　　（特許文献３）　米国特許出願公開第２００３／００７６５９１号明細書
　　（特許文献４）　米国特許出願公開第２００５／００３６１１９号明細書
　　（特許文献５）　米国特許出願公開第２００５／０２４８８４９号明細書
　　（特許文献６）　米国特許第３，９９２，０８４号明細書
　　（特許文献７）　米国特許第４，６６９，８１０号明細書
　　（特許文献８）　米国特許第４，７５３，５２２号明細書
　　（特許文献９）　米国特許第４，８６３，２５１号明細書
　　（特許文献１０）　米国特許第５，１７２，２７２号明細書
　　（特許文献１１）　米国特許第５，１７２，２７５号明細書
　　（特許文献１２）　米国特許第５，５２６，１８３号明細書
　　（特許文献１３）　米国特許第５，５７２，２２９号明細書
　　（特許文献１４）　米国特許第５，６２１，５７２号明細書
　　（特許文献１５）　米国特許第５，６２５，４９５号明細書
　　（特許文献１６）　米国特許第５，８１８，６３２号明細書
　　（特許文献１７）　米国特許第６，０２８，６０６号明細書
　　（特許文献１８）　米国特許第６，１９８，５７７号明細書
　　（特許文献１９）　米国特許第６，２３６，５２１号明細書
　　（特許文献２０）　米国特許第６，２４３，１９９号明細書
　　（特許文献２１）　米国特許第６，２７１，９７２号明細書
　　（特許文献２２）　米国特許第６，４０４，５６１号明細書
　　（特許文献２３）　米国特許第６，４０４，５６２号明細書
　　（特許文献２４）　米国特許第６，４９３，１４６号明細書
　　（特許文献２５）　米国特許第６，５６３，６４８号明細書
　　（特許文献２６）　米国特許第６，７３１，４３４号明細書
　　（特許文献２７）　米国特許第６，９６３，４５４号明細書
　　（特許文献２８）　米国特許第６，９９９，２３９号明細書
　　（特許文献２９）　米国特許第７，１５２，９７７号明細書
　　（特許文献３０）　米国特許出願公開第２０１１／００３７９５１号明細書
　　（特許文献３１）　米国特許第８，５１１，８２７号明細書
　　（特許文献３２）　米国特許出願公開第２００２／００１５１１６号明細書
　　（特許文献３３）　米国特許出願公開第２００３／００９０７５３号明細書
　　（特許文献３４）　米国特許出願公開第２００４／０１９６２１３号明細書
　　（特許文献３５）　米国特許出願公開第２００８／００９４７２０号明細書
　　（特許文献３６）　米国特許出願公開第２０１１／００４３６４４号明細書
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　　（特許文献３７）　米国特許出願公開第２０１２／００１９５５７号明細書
　　（特許文献３８）　米国特許出願公開第２０１２／００５７１２９号明細書
　　（特許文献３９）　米国特許出願公開第２０１２／００８１８００号明細書
　　（特許文献４０）　米国特許出願公開第２０１２／０１１３０９２号明細書
　　（特許文献４１）　米国特許出願公開第２０１２／０１６２５４９号明細書
　　（特許文献４２）　米国特許第５，６９９，１９４号明細書
　　（特許文献４３）　米国特許第５，９５９，７８０号明細書
　　（特許文献４４）　米国特許第６，２０１，６４６号明細書
　　（特許文献４５）　米国特許第６，３８４，９８３号明細書
　　（特許文献４６）　米国特許第６，４３３，７６０号明細書
　　（特許文献４７）　米国特許第７，１７７，０８３号明細書
　　（特許文献４８）　米国特許出願公開第２００９／０１６８０１０号明細書
　　（特許文献４９）　米国特許第７，２３０，５８３号明細書
　　（特許文献５０）　米国特許出願公開第２０１３／０１８７８３６号明細書
　　（特許文献５１）　米国特許出願公開第２０１３／０１１２７０５号明細書
　　（特許文献５２）　米国特許第５，７０１，２０２号明細書
　　（特許文献５３）　米国特許第５，７０６，１３６号明細書
　　（特許文献５４）　米国特許第６，４３３，３７６号明細書
　　（特許文献５５）　米国特許第７，４１４，７９１号明細書
　　（特許文献５６）　米国特許第７，５２２，３４４号明細書
　　（特許文献５７）　米国特許第８，５０３，０８７号明細書
　　（特許文献５８）　米国特許出願公開第２００８／０２９１５３１号明細書
　　（特許文献５９）　米国特許第６，８２９，１１３号明細書
　　（特許文献６０）　米国特許第６，５１０，００６号明細書
　　（特許文献６１）　米国特許第８，４６７，１３３号明細書
　　（特許文献６２）　米国特許第６，６７１，０９９号明細書
　　（特許文献６３）　米国特許出願公開第２０１３／０３２９３０４号明細書
　　（特許文献６４）　米国特許出願公開第２０１４／０００９８４５号明細書
　　（特許文献６５）　米国特許出願公開第２０１４／０３６１９５７号明細書
　　（特許文献６６）　米国特許出願公開第２０１１／００７５２５７号明細書
　　（特許文献６７）　米国特許出願公開第２００９／０１１５８４２号明細書
　　（特許文献６８）　米国特許出願公開第２０１０／０１０９９７７号明細書
　　（特許文献６９）　米国特許第５，９１７，６５６号明細書
　　（特許文献７０）　米国特許出願公開第２０１３／０２５８４６１号明細書
　　（特許文献７１）　米国特許出願公開第２０１３／０２８６０５３号明細書
　　（特許文献７２）　米国特許出願公開第２０１３／０３００６３４号明細書
　　（特許文献７３）　米国特許出願公開第２００１／０００９４７８号明細書
　　（特許文献７４）　米国特許出願公開第２０１１／００９０３８９号明細書
　　（特許文献７５）　米国特許第７，２４９，８５３号明細書
　　（特許文献７６）　中国特許出願公開第１０１３５９０８９号明細書
　　（特許文献７７）　中国特許出願公開第１０１４２４７８８号明細書
　　（特許文献７８）　中国特許出願公開第１２５２１３３号明細書
　　（特許文献７９）　特開２００６―２７６８８４号公報　
　　（特許文献８０）　特開平１１―３２６８２０号公報
　　（特許文献８１）　国際公開第２００４／０７９４３１号
　　（特許文献８２）　国際公開第２００７／１４０２７３号
　　（特許文献８３）　国際公開第２００７／００２６９４号
　　（特許文献８４）　特開２００１－０６６５４３号公報
　　（特許文献８５）　国際公開第２００７／００２６９４号
　　（特許文献８６）　国際公開第２００８／０８９４１７号
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　　（特許文献８７）　国際公開第２０１１／１３４１６９号
　　（特許文献８８）　国際公開第９９／２３６４７号
　　（特許文献８９）　特開平０９―２１８３７５号公報
　　（特許文献９０）　国際公開第２０１３／１１２７０５号
　　（特許文献９１）　国際公開第２０１４／０６２９１２号
　　（特許文献９２）　国際公開第２００７／０８５６８２号
　（非特許文献）
　　（非特許文献１）　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｒｅｐｏｒｔ　ｄ
ａｔｅｄ　Ｆｅｂｒｕａｒｙ　１０，２０１１　ｆｒｏｍ　ＰＣＴ／ＣＮ２０１０／０７
２３７６．
　　（非特許文献２）　Ｊ．Ｅ．ＭＥＬＺＥＲ’Ｓ：‘Ｏｖｅｒｃｏｍｉｎｇ　ｔｈｅ　
ｆｉｅｌｄ－ｏｆ－ｖｉｅｗ／ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｉｎｖａｒｉａｎｔ　ｉｎ　ｈｅ
ａｄｍｏｕｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙｓ’ＰＲＯＣ．ＳＰＩＥ　ｖｏｌ．３３６２，１９
９８，ｐａｇｅ　２８４
　　（非特許文献３）　Ｌ．Ｇ．ＢＲＯＷＮ’Ｓ：‘Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　
ｔｈｅ　Ｓｅｎｓｉｃｓ　ｐａｎｏｒａｍｉｃ　ＨＭＤ’ＳＩＤ　ＳＹＭＰＯＳＩＵＭ　
ＤＩＧＥＳＴ　ｖｏｌ．３９，２００８，ｐａｇｅ　７７
　　（非特許文献４）　Ｍ．ＧＵＴＩＮ：‘Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　ｄｅｓｉｇｎ　ａｎｄ
　ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｏｃｕｌａｒ　ｏｐｔｉｃｓ’ＰＲＯＣ．ＳＰＩＥ　
２００８，ｐａｇｅ　７０６０
　　（非特許文献５）　Ｗｒｉｔｔｅｎ　Ｏｐｉｎｉｏｎ　ｄａｔｅｄ　Ｆｅｂｒｕａｒ
ｙ　１０，２０１１　ｆｒｏｍ　ＰＣＴ／ＣＮ２０１０／０７２３７６．
　　（非特許文献６）　ＺＨＡＮＧ，Ｒ．，ｅｔ　ａｌ．，"Ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　ａ　
Ｐｏｌａｒｉｚｅｄ　Ｈｅａｄ－Ｍｏｕｎｔｅｄ　Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａ
ｙ　ｕｓｉｎｇ　ＦＬＣＯＳ　Ｍｉｃｒｏｄｉｓｐｌａｙｓ"，Ｐｒｏｃ．ｏｆ　ＳＰＩ
Ｅ　Ｖｏｌ．６４８９，６４８９０Ｂ－１．（２００７）．
　　（非特許文献７）　ＧＢ　Ｅｘａｍｉｎａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔ　ｃｏｒｒｅｓｐ
ｏｎｄｉｎｇ　ｔｏ　ＧＢ　１０１２１６５．５　ｄａｔｅｄ　Ｊｕｎｅ　２８，２０１
１．
　　（非特許文献８）　‘Ｆｒｅｓｎｅｌ　Ｌｅｎｓｅｓ’ｄｏｗｎｌｏａｄｅｄ　ｆｒ
ｏｍ　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｒｅｓｎｅｌｔｅｃｈ．ｃｏｍ　ｏｎ　Ｊｕｎｅ　８，
２０１１．Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ　Ｆｒｅｓｎｅｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．
，２００３．
　　（非特許文献９）　ＡＺＵＭＡ，Ｒ．，ｅｔ　ａｌ．，‘Ｒｅｃｅｎｔ　ａｄｖａｎ
ｃｅｓ　ｉｎ　ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　ｒｅａｌｉｔｙ’，ＩＥＥＥ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　
Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ａｐｐ；．２１，３４－４７（２００１）．
　　（非特許文献１０）　ＢＡＪＵＲＡ，Ｍ．，ｅｔ　ａｌ．，"Ｍｅｒｇｉｎｇ　ｖｉ
ｒｔｕａｌ　ｏｂｊｅｃｔｓ　ｗｉｔｈ　ｔｈｅ　ｒｅａｌ　ｗｏｒｌｄ：　ｓｅｅｉｎ
ｇ　ｕｌｔｒａｓｏｕｎｄ　ｉｍａｇｅｒｙ　ｗｉｔｈｉｎ　ｔｈｅ　ｐａｔｉｅｎｔ"
ｉｎ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ＡＣＭ　ＳＩＧＧＲＡＰＨ（ＡＣＭ，Ｃｈｉｃａ
ｇｏ，１９９２），ｐｐ．２０３－２１０．
　　（非特許文献１１）　Ｂｉｏｃｃａ，ｅｔ　ａｌ．，"Ｖｉｒｔｕａｌ　ｅｙｅｓ　
ｃａｎ　ｒｅａｒｒａｎｇｅ　ｙｏｕｒ　ｂｏｄｙ：　ａｄａｐｔｉｎｇ　ｔｏ　ｖｉｓ
ｕａｌ　ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ　ｉｎ　ｓｅｅ－ｔｈｒｏｕｇｈ，ｈｅａｄ－ｍｏｕ
ｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙｓ"，Ｐｒｅｓｅｎｃｅ：　Ｔｅｌｅｏｐｅｒａｔｏｒｓ　ａ
ｎｄ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｓ　７，２６２－２７７（１９９８）．
　　（非特許文献１２）　Ｂｕｎｋｅｎｂｕｒｇ，Ｊ．‘Ｉｎｎｏｖａｔｉｖｅ　Ｄｉｆ
ｆｒａｃｔｉｖｅ　Ｅｙｅｐｉｅｃｅ　ｆｏｒ　Ｈｅｌｍｅｔ－Ｍｏｕｎｔｅｄ　Ｄｉｓ
ｐｌａｙ．’ＳＰＩＥ　Ｖｏｌ．３４３０．ｐｐ．４１　－　４９　Ｊｕｌｙ　１９９８
　　（非特許文献１３）　Ｃｒｕｚ－Ｎｅｉｒａ　ｅｔ　ａｌ．，‘Ｓｕｒｒｏｕｎｄ－
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Ｓｃｒｅｅｎ　Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ－Ｂａｓｅｄ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｒｅａｌｉｔｙ：
　ｔｈｅ　Ｄｅｓｉｇｎ　ａｎｄ　Ｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ＣＡ
ＶＥ，’Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　２０ｔｈ　Ａｎｎｕａｌ　Ｃｏｎｆｅ
ｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ　ａｎｄ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉ
ｖｅ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ｐｐ　１３５－１４２，ＡＣＭ　ＳＩＧＧＲＡＰＨ，ＡＣ
Ｍ　Ｐｒｅｓｓ（１９９３）．
　　（非特許文献１４）　Ｃ．Ｃｕｒａｔｕ，Ｈ．Ｈｕａ，ａｎｄ　Ｊ．Ｐ．Ｒｏｌｌａ
ｎｄ，"Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ－ｂａｓｅｄ　ｈｅａｄｍｏｕｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙ
　ｗｉｔｈ　ｅｙｅ－ｔｒａｃｋｉｎｇ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ，"Ｐｒｏｃ．ＳＰ
ＩＥ　５８７５，５８７０５０Ｊ（２００５）．
　　（非特許文献１５）　ＣＡＫＭＡＫＣＩ，Ｏ．，ｅｔ　ａｌ．，‘Ｈｅａｄ－Ｗｏｒ
ｎ　Ｄｉｓｐｌａｙｓ：　Ａ　Ｒｅｖｉｅｗ’．Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｄｉｓｐｌａｙ
　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｖｏｌ．２，Ｎｏ．３，Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ，２００６，ｐｐ
．１９９－２１６．
　　（非特許文献１６）　ＣＡＵＤＥＬＬ，Ｔ．，ｅｔ　ａｌ．，"Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ
　ｒｅａｌｉｔｙ：　ａｎ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｈｅａｄｓ－ｕｐ　ｄｉｓ
ｐｌａｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｔｏ　ｍａｎｕａｌ　ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　
ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ"ｉｎ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　Ｈａｗａｉｉ　Ｉｎｔｅｒ
ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅｓ　ｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ
　（Ｈａｗａｉｉ，１９９２），ｐｐ．６５９－６６９．
　　（非特許文献１７）　Ｅｘａｍｉｎａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｏｒｔ　ｄａｔｅｄ　Ａｐｒ
ｉｌ　２９，２０１１　ｆｒｏｍ　ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　ＧＢ　Ａｐｐｌｉｃａ
ｔｉｏｎ　Ｎｏ．ＧＢ１０１２１６５．５．
　　（非特許文献１８）　Ｈ．Ｈｕａ，Ｃ．Ｇａｏ，ａｎｄ　Ｊ．Ｐ．Ｒｏｌｌａｎｄ，
‘Ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　ｒｅｔｒ
ｏｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ　ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ｕｓｅｄ　ｉｎ　ｈｅａｄ－ｍｏｕｎｔ
ｅｄ　ｐｒｏｊｅｃｔｉｖｅ　ｄｉｓｐｌａｙｓ（ＨＭＰＤｓ），’Ｐｒｏｃ．ＳＰＩＥ
４７１１，１９４－２０１（２００２）．
　　（非特許文献１９）　Ｈ．Ｈｕａ，Ｃ．Ｇａｏ，Ｆ．Ｂｉｏｃｃａ，ａｎｄ　Ｊ．Ｐ
．Ｒｏｌｌａｎｄ，"Ａｎ　ｕｌｔｒａ－ｌｉｇｈｔ　ａｎｄ　ｃｏｍｐａｃｔ　ｄｅｓ
ｉｇｎ　ａｎｄ　ｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｈｅａｄ－ｍｏｕｎｔｅｄ　ｐ
ｒｏｊｅｃｔｉｖｅ　ｄｉｓｐｌａｙｓ，"ｉｎ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ＩＥ
ＥＥ　ＶＲ　２００１，ｐｐ．１７５－１８２．
　　（非特許文献２０）　Ｈ．Ｈｕａ，Ｌ．Ｂｒｏｗｎ，ａｎｄ　Ｃ．Ｇａｏ，"Ａ　ｎ
ｅｗ　ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｖｅ　ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ：　ＳＣＡＰＥ，"
ｉｎ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ＩＥＥＥ　ＶＲ　２００３　（ＩＥＥＥ，２００
３），ｐｐ．１７１－１７９．
　　（非特許文献２１）　Ｈ．Ｈｕａ，Ｌ．Ｂｒｏｗｎ，ａｎｄ　Ｃ．Ｇａｏ，"ＳＣＡ
ＰＥ：　ｓｕｐｐｏｒｔｉｎｇ　ｓｔｅｒｅｏｓｃｏｐｉｃ　ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏ
ｎ　ｉｎ　ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　ａｎｄ　ｐｒｏｊｅｃｔｉｖｅ　ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎ
ｔｓ，"ＩＥＥＥ　Ｃｏｍｐｕｔ．Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ａｐｐｌ．２４，６６－７５（２
００４）．
　　（非特許文献２２）　Ｈ．Ｈｕａ，Ｌ．Ｂｒｏｗｎ，ａｎｄ　Ｃ．Ｇａｏ，"Ｓｙｓ
ｔｅｍ　ａｎｄ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｆｒａｍｅｗｏｒｋ　ｆｏｒ　ＳＣＡＰＥ　ａｓ
　ａ　ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｖｅ　ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ，"Ｐｒｅｓｅｎｃ
ｅ：　Ｔｅｌｅｏｐｅｒａｔｏｒｓ　ａｎｄ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ
ｓ　１３，２３４－２５０（２００４）．
　　（非特許文献２３）　Ｈ．Ｈｕａ，Ｙ．Ｈａ，ａｎｄ　Ｊ．Ｐ．Ｒｏｌｌａｎｄ，‘
Ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　ａｎ　ｕｌｔｒａ－ｌｉｇｈｔ　ａｎｄ　ｃｏｍｐａｃｔ　ｐｒｏ
ｊｅｃｔｉｏｎ　ｌｅｎｓ，’Ａｐｐｌ．Ｏｐｔ．４２，１－１２（２００３），ｐｐ．
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９７　－　１０７．
　　（非特許文献２４）　Ｈ．Ｈｕａ．，Ａ．Ｇｉｒａｒｄｏｔ，Ｃ．Ｇａｏ．Ｊ．Ｐ．
Ｒｏｌｌａｎｄ．‘Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　ｏｆ　ｈｅａｄ－ｍｏｕｎｔｅｄ　ｐｒｏ
ｊｅｃｔｉｖｅ　ｄｉｓｐｌａｙｓ’．Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｏｐｔｉｃｓ．３９（２２），
ｐｐ．３８１４－３８２４．（２０００）．
　　（非特許文献２５）　Ｈ．Ｈｕａ　ａｎｄ　Ｃ．Ｇａｏ，"Ａ　ｐｏｌａｒｉｚｅｄ
　ｈｅａｄ－ｍｏｕｎｔｅｄ　ｐｒｏｊｅｃｔｉｖｅ　ｄｉｓｐｌａｙ，"ｉｎ　Ｐｒｏ
ｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ＩＥＥＥ　ａｎｄ　ＡＣＭ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓ
ｙｍｐｏｓｉｕｍ　ｏｎ　Ｍｉｘｅｄ　ａｎｄ　Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ　
２００５（ＩＥＥＥ，２００５），ｐｐ．３２－３５．
　　（非特許文献２６）　Ｈｕａ　ｅｔ　ａｌ．，‘Ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　ａ　Ｂｒｉｇ
ｈｔ　Ｐｏｌａｒｉｚｅｄ　Ｈｅａｄ－Ｍｏｕｎｔｅｄ　Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ　Ｄｉｓ
ｐｌａｙ’Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｏｐｔｉｃｓ　４６：２６００－２６１０（２００７）．
　　（非特許文献２７）　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｒｅｐｏｒｔ　
ｄａｔｅｄ　Ｍａｒｃｈ　９，２００９　ｗｉｔｈ　ｒｅｇａｒｄ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｎ
ａｔｉｏｎａｌ　Ｐａｔｅｎｔ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．ＰＣＴ／　ＵＳ２００
９／０３１６０６．
　　（非特許文献２８）　Ｊ．Ｌ．Ｐｅｚｚａｎｉｔｉ　ａｎｄ　Ｒ．Ａ．Ｃｈｉｐｍａ
ｎ，"Ａｎｇｕｌａｒ　ｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅ　ｏｆ　ｐｏｌａｒｉｚｉｎｇ　ｂｅａｍ
ｓｐｌｉｔｔｅｒ　ｃｕｂｅｓ，"Ａｐｐｌ．Ｏｐｔ．３３，１９１６－１９２９（１９
９４）．
　　（非特許文献２９）　Ｊ．Ｐ．Ｒｏｌｌａｎｄ，Ｆ．Ｂｉｏｃｃａ，Ｆ．Ｈａｍｚａ
－Ｌｕｐ，Ｙ．Ｈａ，ａｎｄ　Ｒ．Ｍａｒｔｉｎｓ，"Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　
ｈｅａｄ－ｍｏｕｎｔｅｄ　ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ　ｄｉｓｐｌａｙｓ　ｆｏｒ　ｄｉｓ
ｔｒｉｂｕｔｅｄ，ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｖｅ，ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　ｒｅａｌｉｔｙ
　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ，"Ｐｒｅｓｅｎｃｅ：　Ｔｅｌｅｏｐｅｒａｔｏｒｓ　ａ
ｎｄ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｓ　１４，５２８－５４９（２００５）
．
　　（非特許文献３０）　Ｊ．Ｐ．Ｒｏｌｌａｎｄ　ａｎｄ　Ｈｏｎｇ　Ｈｕａ．"Ｈｅ
ａｄ－ｍｏｕｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｓｙｓｔｅｍｓ，"ｉｎ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅ
ｄｉａ　ｏｆ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ．Ｒ．Ｂａｒｒｙ　Ｊｏｈｎｓ
ｏｎ　ａｎｄ　Ｒｏｎａｌｄ　Ｏ．Ｄｒｉｇｇｅｒｓ，Ｅｄｓ，（２００５）．
　　（非特許文献３１）　ＫＲＵＥＥＲＫＥ，Ｄａｎｉｅｌ，"Ｓｐｅｅｄ　Ｍａｙ　Ｇ
ｉｖｅ　Ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ＬＣＯＳ　Ｅｄｇｅ　ｉｎ　Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏ
ｎ　Ｒａｃｅ，"Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｆａｌｌ‘０５．Ｃｏｐｙｒｉｇｈ
ｔ　２００５　Ｄｅｍｐａ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓ，Ｉｎｃ．ｐｐ．２９－３１．
　　（非特許文献３２）　Ｌ．Ｂｒｏｗｎ　ａｎｄ　Ｈ．Ｈｕａ，"Ｍａｇｉｃ　ｌｅｎ
ｓｅｓ　ｆｏｒ　ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　ｖｉｒｔｕａｌ　ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｓ，"
ＩＥＥＥ　Ｃｏｍｐｕｔ．Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ａｐｐｌ．２６，６４－７３（２００６）
．
　　（非特許文献３３）　Ｌ．Ｄａｖｉｓ，Ｊ．Ｐ．Ｒｏｌｌａｎｄ，Ｆ．Ｈａｍｚａ－
Ｌｕｐ，Ｙ．Ｈａ，Ｊ．Ｎｏｒｆｌｅｅｔ，ａｎｄ　Ｃ．Ｉｍｉｅｌｉｎｓｋａ，‘Ｅｎ
ａｂｌｉｎｇ　ａ　ｃｏｎｔｉｎｕｕｍ　ｏｆ　ｖｉｒｔｕａｌ　ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎ
ｔ　ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｓ，’　ＩＥＥＥ　Ｃｏｍｐｕｔ．Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ａｐｐ
ｌ．２３，ｐｐ．１０－１２　Ｍａｒｃｈ／Ａｐｒｉｌ，２００３．
　　（非特許文献３４）　Ｍ．Ｉｎａｍｉ，Ｎ．Ｋａｗａｋａｍｉ，ａｎｄ　Ｓ．Ｔａｃ
ｈｉ，‘Ｏｐｔｉｃａｌ　ｃａｍｏｕｆｌａｇｅ　ｕｓｉｎｇ　ｒｅｔｒｏ－ｒｅｆｌｅ
ｃｔｉｖｅ　ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，’　ｉｎ　Ｐｒｏｃｅｅｄ
ｉｎｇｓ　ｏｆ　ＩＳＭＡＲ　２００３（ＩＳＭＡＲ，２００３）．
　　（非特許文献３５）　Ｍ．Ｉｎａｍｉ，Ｎ．Ｋａｗａｋａｍｉ，Ｄ．Ｓｅｋｉｇｕｃ
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ｈｉ，Ｙ．Ｙａｎａｇｉｄａ，Ｔ．Ｍａｅｄａ，ａｎｄ　Ｓ．Ｔａｃｈｉ，"Ｖｉｓｕｏ
－ｈａｐｔｉｃ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｕｓｉｎｇ　ｈｅａｄ－ｍｏｕｎｔｅｄ　ｐｒｏｊｅ
ｃｔｏｒ，"ｉｎ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ＩＥＥＥ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｒｅａ
ｌｉｔｙ　２０００，ｐｐ．２３３－２４０．
　　（非特許文献３６）　Ｍ．Ｒｏｂｉｎｓｏｎ．Ｊ．Ｃｈｅｎ，ａｎｄ　Ｇ．Ｓｈａｒ
ｐ，Ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　ｆｏｒ　ＬＣＤ　Ｐｒｏｊｅ
ｃｔｉｏｎ．Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　&　Ｓｏｎｓ，Ｌｔｄ．Ｅｎｇｌａｎｄ，２００５
．
　　（非特許文献３７）　Ｎ．Ｋａｗａｋａｍｉ，Ｍ．Ｉｎａｍｉ，Ｄ．Ｓｅｋｉｇｕｃ
ｈｉ，Ｙ．Ｙａｎｇａｇｉｄａ，Ｔ．Ｍａｅｄａ，ａｎｄ　Ｓ．Ｔａｃｈｉ，‘Ｏｂｊｅ
ｃｔ－ｏｒｉｅｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙｓ：　ａ　ｎｅｗ　ｔｙｐｅ　ｏｆ　ｄｉｓｐ
ｌａｙ　ｓｙｓｔｅｍｓｆｒｏｍ　ｉｍｍｅｒｓｉｖｅ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｔｏ　ｏｂｊ
ｅｃｔ－ｏｒｉｅｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙｓ，’ｉｎ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ
　ＩＥＥＥ　ＳＭＣ　１９９９，ＩＥＥＥ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒ
ｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｍａｎ，ａｎｄ　Ｃｙｂｅｒｎｅｔｉｃｓ，Ｖｏｌ．
５，ｐｐ．１０６６－１０６９．
　　（非特許文献３８）　Ｒ．Ａｚｕｍａ，Ａ　Ｓｕｒｖｅｙ　ｏｆ　Ａｕｇｍｅｎｔｅ
ｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ　ｉｎ　Ｐｒｅｓｅｎｃｅ；　Ｔｅｌｅｏｐｅｒａｔｏｒｓ　ａｎｄ
　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｓ　６．４，３５５－３８５，（１９９７）
．
　　（非特許文献３９）　Ｒ．Ｋｉｊｉｍａ，Ｋ．Ｈａｚａ，Ｙ．Ｔａｄａ，ａｎｄ　Ｔ
．Ｏｊｉｋａ，"Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙ　ａｐｐｒｏａｃｈ　ｕｓｉ
ｎｇ　ＰＨＭＤ　ｗｉｔｈ　ｉｎｆｒａｒｅｄ　ｃａｍｅｒａ，"ｉｎ　Ｐｒｏｃｅｅｄ
ｉｎｇｓ　ｏｆ　ＩＥＥＥ　２００２　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｒｅａｌｉｔｙ　Ａｎｎｕａｌ
　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ（ＩＥＥＥ，２００２），ｐｐ．１
－８．
　　（非特許文献４０）　Ｒ．Ｋｉｊｉｍａ　ａｎｄ　Ｔ．Ｏｊｉｋａ，"Ｔｒａｎｓｉ
ｔｉｏｎ　ｂｅｔｗｅｅｎ　ｖｉｒｔｕａｌ　ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　ａｎｄ　ｗｏｒ
ｋｓｔａｔｉｏｎ　ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　ｐｒｏｊｅｃｔｉｖｅ　ｈｅａ
ｄｍｏｕｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙ，"ｉｎ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ＩＥＥＥ
　ＶＲ　１９９７（ＩＥＥＥ，１９９７），ｐｐ．１３０－１３７．
　　（非特許文献４１）　Ｒ．Ｍａｒｔｉｎｓ，Ｖ．Ｓｈａｏｕｌｏｖ，Ｙ．Ｈａ，ａｎ
ｄ　Ｊ．Ｐ．Ｒｏｌｌａｎｄ，"Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　ｈｅａｄｍｏｕｎ
ｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙｓ　ｆｏｒ　ｗｅａｒａｂｌｅ　ｃｏｍｐｕｔｅｒｓ，"Ｐｒｏ
ｃ．ＳＰＩＥ　５４４２，１０４－１１０（２００４）．
　　（非特許文献４２）　Ｒ．Ｎ．Ｂｅｒｒｙ，Ｌ．Ａ．Ｒｉｇｇｓ，ａｎｄ　Ｃ．Ｐ．
Ｄｕｎｃａｎ，"Ｔｈｅ　ｒｅｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｖｅｒｎｉｅｒ　ａｎｄ　ｄｅｐｔ
ｈ　ｄｉｓｃｒｉｍｉｎａｔｉｏｎｓ　ｔｏ　ｆｉｅｌｄ　ｂｒｉｇｈｔｎｅｓｓ，"Ｊ
．Ｅｘｐ．Ｐｓｙｃｈｏｌ．４０，３４９－３５４（１９５０）．
　　（非特許文献４３）　ＲＯＬＬＡＮＤ，Ｊ．Ｐ．，ｅｔ　ａｌ．，‘Ｏｐｔｉｃａｌ
　ｖｅｒｓｕｓ　ｖｉｄｅｏ　ｓｅｅ－ｔｈｒｏｕｇｈ　ｈｅａｄ　ｍｏｕｎｔｅｄ　ｄ
ｉｓｐｌａｙｓ　ｉｎ　ｍｅｄｉｃａｌ　ｖｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎ’，Ｐｒｅｓｅｎ
ｃｅ‘Ｔｅｌｅｏｐｅｒａｔｏｒｓ　ａｎｄ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ
ｓ　９，２８７－３０９（２０００）．
　　（非特許文献４４）　ＷＩＮＴＥＲＢＯＴＴＯＭ，Ｍ．，ｅｔ　ａｌ．，‘Ｈｅｌｍ
ｅｔ－Ｍｏｕｎｔｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙｓ　ｆｏｒ　ｕｓｅ　ｉｎ　Ａｉｒ　Ｆｏｒｃｅ
　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　ａｎｄ　Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ’，Ｈｕｍａｎ　Ｅｆｆｅｃｔｉｖ
ｅｎｅｓｓ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒａｔｅ，Ｎｏｖｅｍｂｅｒ，２００５，ｐｐ．１－５４
　　（非特許文献４５）　Ｗｒｉｔｔｅｎ　Ｏｐｉｎｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｉｎｔｅｒ
ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｅａｒｃｈｉｎｇ　Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ　ｄａｔｅｄ　Ｍａｒｃｈ
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　９，２００９　ｗｉｔｈ　ｒｅｇａｒｄ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｐａｔ
ｅｎｔ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｏ．ＰＣＴ／ＵＳ２００９／０３１６０６．
　　（非特許文献４６）　Ｙ．Ｈａ，Ｈ．Ｈｕａ，Ｒ．Ｍａｒｔｉｎｓ，ａｎｄ　Ｊ．Ｐ
．Ｒｏｌｌａｎｄ，"Ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　ａ　ｗｅａｒａｂｌｅ　ｗｉｄｅ－ａｎｇｌ
ｅ　ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ　ｃｏｌｏｒ　ｄｉｓｐｌａｙ，"ｉｎ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎ
ｇｓ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｏｎｆｅ
ｒｅｎｃｅ　２００２（ＩＯＤＣ，２００２），ｐｐ．６７－７３．
　　（非特許文献４７）　ＺＨＡＮＧ，Ｒ．，"８．３：　Ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　ａ　Ｃ
ｏｍｐａｃｔ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｎｇｉｎｅ　ｆｏｒ　ＦＬＣＯＳ　Ｍｉｃｒｏｄｉｓｐｌ
ａｙｓ　ｉｎ　ａ　ｐ－ＨＭＰＤ　ｓｙｓｔｅｍ，"Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ　２００８　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｙｍｐｏ
ｓｉｕｍ，Ｓｅｍｉｎａｒ　ａｎｄ　Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ（ＳＩＤ２００８），Ｌｏｓ
　Ａｎｇｅｌｅｓ，ＣＡ，Ｍａｙ　２００８．
　　（非特許文献４８）　Ｚｈａｎｇ，Ｒ．，ｅｔ　ａｌ．，"Ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　ａ
　Ｐｏｌａｒｉｚｅｄ　Ｈｅａｄ－Ｍｏｕｎｔｅｄ　Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ　Ｕｓｉｎｇ　Ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｌｉｑｕｉｄ－Ｃｒｙｓｔａｌ－ｏｎ
－Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｍｉｃｒｏｄｉｓｐｌａｙｓ，"Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｏｐｔｉｃｓ，ｖ
ｏｌ．４７，Ｎｏ．１５，Ｍａｙ　２０，２００８，ｐｐ．２８８８－２８９６．
　　（非特許文献４９）　ＨＵＡ　ｅｔ　ａｌ，"Ｃｏｍｐａｃｔ　ｅｙｅｔｒａｃｋｅ
ｄ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｓｅｅ－ｔｈｒｏｕｇｈ　ｈｅａｄ－ｍｏｕｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌ
ａｙ，"Ｐｒｏｃ．ＳＰＩＥ　８２８８，Ｓｔｅｒｅｏｓｃｏｐｉｃ　Ｄｉｓｐｌａｙｓ
　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ＸＸＩＩＩ，８２８８１Ｆ（Ｆｅｂｒｕａｒｙ　
９，２０１２）．
　　（非特許文献５０）　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｒｅｐｏｒｔ　
ｄａｔｅｄ　Ｊｕｎｅ　１８，２０１０　ｉｎ　ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　ｉｎｔｅ
ｒｎａｔｉｏｎａｌ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ＰＣＴ／ＵＳ２０１０／０３１７９９．
　　（非特許文献５１）　Ｊｉｓｏｏ　Ｈｏｎｇ，ｅｔ　ａｌ．，"Ｔｈｒｅｅ－ｄｉｍ
ｅｎｓｉｏｎａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　ｏｆ　ｒｅｃｅｎｔ　
ｉｎｔｅｒｅｓｔ：　Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ，Ｓｔａｔｕｓ，ａｎｄ　Ｉｓｓｕｅｓ，"
Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｏｐｔｉｃｓ（Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　１，２０１１）５０（３４）：１０
６．
　　（非特許文献５２）　Ｗｒｉｔｔｅｎ　Ｏｐｉｎｉｏｎ　ｄａｔｅｄ　Ｊｕｎｅ　１
８，２０１０　ｉｎ　ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ａｐ
ｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ＰＣＴ／ＵＳ２０１０／０３１７９９．
　　（非特許文献５３）　ＹＡＭＡＺＡＫＩ　ｅｔ　ａｌ，"Ｔｈｉｎ　ｗｉｄｅ－ｆｉ
ｅｌｄ－ｏｆ－ｖｉｅｗ　ＨＭＤ　ｗｉｔｈ　ｆｒｅｅ－ｆｏｒｍ－ｓｕｒｆａｃｅ　ｐ
ｒｉｓｍ　ａｎｄ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ，"Ｐｒｏｃ．ＳＰＩＥ　３６３９，Ｓｔ
ｅｒｅｏｓｃｏｐｉｃ　Ｄｉｓｐｌａｙｓ　ａｎｄ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｒｅａｌｉｔｙ　
Ｓｙｓｔｅｍｓ　ＶＩ，４５３（Ｍａｙ　２４，１９９９）．
　　（非特許文献５４）　Ａｋｅｌｅｙ　ｅｔ　ａｌ．，"Ａ　Ｓｔｅｒｅｏ　Ｄｉｓｐ
ｌａｙ　Ｐｒｏｔｏｔｙｐｅ　ｗｉｔｈ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｆｏｃａｌ　Ｄｉｓｔａｎ
ｃｅｓ，"ＡＣＭ　Ｔｒａｎｓ．Ｇｒａｐｈｉｃｓ　２３：８０４－８１３（２００４）
．
　　（非特許文献５５）　Ｄａｖｉｓ　ｅｔ　ａｌ．，"Ａｃｃｏｍｍｏｄａｔｉｏｎ　
ｔｏ　Ｌａｒｇｅ　Ｄｉｓｐａｒｉｔｙ　Ｓｔｅｒｅｏｇｒａｍｓ，&quotＪｏｕｒｎａ
ｌ　ｏｆ　ＡＡＰＯＳ　６：３７７－３８４　（２００２）．
　　（非特許文献５６）　Ｄｏｗｎｉｎｇ　ｅｔ　ａｌ．，"Ａ　Ｔｈｒｅｅ－Ｃｏｌｏ
ｒ，Ｓｏｌｉｄ－Ｓｔａｔｅ，Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ，
"Ｓｃｉｅｎｃｅ　２７３：１１８５－１１８９（１９９６）．
　　（非特許文献５７）　Ｅｄｇａｒ　ｅｔ　ａｌ．，"Ｖｉｓｕａｌ　Ａｃｃｏｍｍｏ
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ｄａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｂｌｅｍｓ　ｗｉｔｈ　Ｈｅａｄ－Ｕｐ　ａｎｄ　Ｈｅｌｍｅｔ－
Ｍｏｕｎｔｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙｓ？，"Ｄｉｓｐｌａｙｓ　１５：６８－７５（１９９
４）．
　　（非特許文献５８）　Ｆａｖａｌｏｒａ　ｅｔ　ａｌ．，"１００　Ｍｉｌｌｉｏｎ
－Ｖｏｘｅｌ　Ｖｏｌｕｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｓｐｌａｙ，"Ｐｒｏｃ．ＳＰＩＥ　４７１
２：３００－３１２（２００２）．
　　（非特許文献５９）　Ｇｒａｈａｍ－Ｒｏｗｅ，"Ｌｉｑｕｉｄ　Ｌｅｎｓｅｓ　Ｍ
ａｋｅ　ａ　Ｓｐｌａｓｈ，"Ｎａｔｕｒｅ－Ｐｈｏｔｏｎｉｃｓ　ｐａｇｅｓ　２－４
（２００６）．
　　（非特許文献６０）　Ｈｅａｎｕｅ　ｅｔ　ａｌ．，"Ｖｏｌｕｍｅ　Ｈｏｌｏｇｒ
ａｐｈｉｃ　Ｓｔｏｒａｇｅ　ａｎｄ　Ｒｅｔｒｉｅｖａｌ　ｏｆ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｄ
ａｔａ，"Ｓｃｉｅｎｃｅ　２６５：７４９－７５２（１９９４）．
　　（非特許文献６１）　Ｈｕａ，"Ｍｅｒｇｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄｓ　ｏｆ　Ａ
ｔｏｍｓ　ａｎｄ　Ｂｉｔｓ：　Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｅｎｖｉｒｏｎ
ｍｅｎｔｓ，"Ｏｐｔｉｃｓ　ａｎｄ　Ｐｈｏｔｏｎｉｃｓ　Ｎｅｗｓ　１７：２６－３
３（２００６）．
　　（非特許文献６２）　Ｉｎｏｕｅ　ｅｔ　ａｌ．，"Ａｃｃｏｍｍｏｄａｔｉｖｅ　
Ｒｅｓｐｏｎｓｅｓ　ｔｏ　Ｓｔｅｒｅｏｓｃｏｐｉｃ　Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏ
ｎａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ，"Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｏｐｔｉｃｓ，３６：４５０９－４５１５
（１９９７）．
　　（非特許文献６３）　Ｋｕｉｐｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，"Ｖａｒｉａｂｌｅ－Ｆｏｃｕ
ｓ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｌｅｎｓ　ｆｏｒ　Ｍｉｎｉａｔｕｒｅ　Ｃａｍｅｒａｓ，"Ａｐｐ
ｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　８５：１１２８－１１３０（２００４）．
　　（非特許文献６４）　Ｋｕｒｉｂａｙａｓｈｉ，ｅｔ　ａｌ．，"Ａ　Ｍｅｔｈｏｄ
　ｆｏｒ　Ｒｅｐｒｏｄｕｃｉｎｇ　Ａｐｐａｒｅｎｔ　Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｄｅｐ
ｔｈ　ｉｎ　ａ　Ｓｔｅｒｅｏｓｃｏｐｉｃ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｕｓｉｎｇ"Ｄｅｐｔｈ
－Ｆｕｓｅｄ　３Ｄ"Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ"Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｓｏｃｉｅ
ｔｙ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ　１４：４９３－４９８（２０
０６）．
　　（非特許文献６５）　Ｌｉｕ　ｅｔ　ａｌ．，"Ａｎ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｅｅ－Ｔ
ｈｒｏｕｇｈ　ｈｅａｄ　Ｍｏｕｎｔｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　ｗｉｔｈ　Ａｄｄｒｅｓｓ
ａｂｌｅ　Ｆｏｃａｌ　Ｐｌａｎｅｓ，"ＩＥＥＥ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｏｃｉｅｔｙ
，ｐａｇｅｓ　３３－４２（２００８）．
　　（非特許文献６６）　Ｌｉｕ　ｅｔ　ａｌ．，"Ｔｉｍｅ－Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｄ
　Ｄｕａｌ－Ｆｏｃａｌ　Ｐｌａｎｅ　Ｈｅａｄ－Ｍｏｕｎｔｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　ｗ
ｉｔｈ　ａ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｌｅｎｓ，"Ｏｐｔｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　３４：１６４
２－１６４４（２００９）．
　　（非特許文献６７）　Ｌｉｕ　ｅｔ　ａｌ．，‘Ａ　Ｎｏｖｅｌ　Ｐｒｏｔｏｔｙｐ
ｅ　ｆｏｒ　ａｎ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｅｅ－Ｔｈｒｏｕｇｈ　Ｈｅａｄ－Ｍｏｕｎｔｅ
ｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　ｗｉｔｈ　Ａｄｄｒｅｓｓａｂｌｅ　Ｆｏｃｕｓ　Ｃｕｅｓ，’Ｉ
ＥＥＥ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ　ｏｎ　Ｖｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏ
ｍｐｕｔｅｒ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ　１６：３８１－３９３（２０１０）．
　　（非特許文献６８）　Ｌｉｕ　ｅｔ　ａｌ．，"Ａ　Ｓｙｓｔｅｍａｔｉｃ　Ｍｅｔ
ｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｅｓｉｇｎｉｎｇ　Ｄｅｐｔｈ－Ｆｕｓｅｄ　Ｍｕｌｔｉ－Ｆｏｃａ
ｌ　Ｐｌａｎｅ　Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙｓ，"Ｏｐｔｉ
ｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ　１８：１１５６２－１１５７３（２０１０）．
　　（非特許文献６９）　ＭｃＱｕａｉｄｅ　ｅｔ　ａｌ．，"Ａ　Ｒｅｔｉｎａｌ　Ｓ
ｃａｎｎｉｎｇ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｔｈａｔ　Ｐｒｏｄｕｃｅｓ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ｆｏｃａｌ　Ｐｌａｎｅｓ　ｗｉｔｈ　ａ　Ｄｅｆｏｒｍａｂｌｅ　Ｍｅｍ
ｂｒａｎｅ　Ｍｉｒｒｏｒ，"Ｄｉｓｐｌａｙｓ　２４：６５－７２（２００３）．
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　　（非特許文献７０）　Ｍｏｎ－Ｗｉｌｌｉａｍｓ　ｅｔ　ａｌ．，"Ｂｉｎｏｃｕｌ
ａｒ　Ｖｉｓｉｏｎ　ｉｎ　ａ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｗｏｒｌｄ：　Ｖｉｓｕａｌ　Ｄｅｆ
ｉｃｉｔｓ　Ｆｏｌｌｏｗｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｗｅａｒｉｎｇ　ｏｆ　ａ　Ｈｅａｄ－Ｍｏ
ｕｎｔｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ，"Ｏｐｈｔｈａｌｍｉｃ　Ｐｈｙｓｉｏｌ．Ｏｐｔ．１３
：３８７－３９１（１９９３）．
　　（非特許文献７１）　"ＯＬＥＤ－ＸＬ　Ｍｉｃｒｏｄｉｓｐｌａｙｓ，"ｅＭａｇｉ
ｎ　５　ｐａｇｅｓ（２０１０）．
　　（非特許文献７２）　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ，
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｏｐｔｉｃａ１ｒｅｓ．ｃｏｍ，２　ｐａｇｅｓ（ｏｂｔａｉｎ
ｅｄ　１／２６／２０１１）．
　　（非特許文献７３）　Ｒｏｌｌａｎｄ　ｅｔ　ａｌ．，"Ｍｕｌｔｉｆｏｃａｌ　Ｐ
ｌａｎｅｓ　Ｈｅａｄ－Ｍｏｕｎｔｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙｓ，"Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｏｐｔ
ｉｃｓ　３９：３２０９－３２１５（２０００）．
　　（非特許文献７４）　Ｓｃｈｏｗｅｎｇｅｒｄｔ　ｅｔ　ａｌ．，"Ｔｒｕｅ　３－
Ｄ　Ｓｃａｎｎｅｄ　Ｖｏｘｅｌ　Ｄｉｓｐｌａｙｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｓｉｎｇｌｅ　ｏｒ
　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｌｉｇｈｔ　Ｓｏｕｒｃｅｓ，"Ｊ．Ｓｏｃ．Ｉｎｆｏ．Ｄｉｓｐ
ｌａｙ　１４：１３５－１４３（２００６）．
　　（非特許文献７５）　Ｓｈｅｅｄｙ　ｅｔ　ａｌ．，"Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　ａ
ｎｄ　Ｃｏｍｆｏｒｔ　ｏｎ　Ｎｅａｒ－Ｅｙｅ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｄｉｓｐｌａｙｓ
，"Ｏｐｔｏｍｅｔｒｙ　ａｎｄ　Ｖｉｓｉｏｎ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　７９：３０６－３１
２（２００２）．
　　（非特許文献７６）　Ｓｈｉｂａｔａ　ｅｔ　ａｌ．，"Ｓｔｅｒｅｏｓｃｏｐｉｃ
　３－Ｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　ｗｉｔｈ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ　ｆｏｒ
　ｔｈｅ　Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｄｉｓｃｒｅｐａｎｃｙ　Ｂｅｔｗｅｅ
ｎ　Ａｃｃｏｍｍｏｄａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ，"Ｊｏｕｒｎａｌ
　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ　
１３：６６５－６７１（２００５）．
　　（非特許文献７７）　Ｓｈｉｗａ　ｅｔ　ａｌ．，"Ｐｒｏｐｏｓａｌ　ｆｏｒ　ａ
　３－Ｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　ｗｉｔｈ　Ａｃｃｏｍｍｏｄａｔｉｖｅ　Ｃｏｍｐｅｎｓａ
ｔｉｏｎ：　３ＤＤＡＣ，"Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｆｏｒ　
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ　４：２５５－２６１（１９９６）．
　　（非特許文献７８）　Ｓｕｌｌｉｖａｎ，"Ａ　Ｓｏｌｉｄ－Ｓｔａｔｅ　Ｍｕｌｔ
ｉ－Ｐｌａｎａｒ　Ｖｏｌｕｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｓｐｌａｙ，"ＳＩＤ　Ｓｙｍｐｏｓｉ
ｕｍ　Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｐａｐｅｒｓ　３４：３５４－３５６
（２００３）．
　　（非特許文献７９）　Ｖａｒｉｏｐｔｉｃ，"Ｖｉｄｅｏ　Ａｕｔｏ　Ｆｏｃｕｓ　
ａｎｄ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｉｍａｇｅ　Ｓｔａｂｉｌｉｚａｔｉｏｎ，"ｈｔｔｐ：／／
ｖｖｗｗ．ｖａｒｉｏｐｔｉｃ．ｃｏｍ／ｅｎ／ｈｏｍｅ．ｈｔｍｌ，２　ｐａｇｅｓ（
２００８）．
　　（非特許文献８０）　Ｗａｎｎ　ｅｔ　ａｌ．，"Ｎａｔｕｒａｌ　Ｐｒｏｂｌｅｍ
ｓ　ｆｏｒ　Ｓｔｅｒｅｏｓｃｏｐｉｃ　Ｄｅｐｔｈ　Ｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｖ
ｉｒｔｕａｌ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｓ，Ｖｉｓｉｏｎ　Ｒｅｓ．３５：２７３１－２
７３６（１９９５）．
　　（非特許文献８１）　Ｗａｔｔ　ｅｔ　ａｌ．，"Ｆｏｃｕｓ　Ｃｕｅｓ　Ａｆｆｅ
ｃｔ　Ｐｅｒｃｅｉｖｅｄ　Ｄｅｐｔｈ，"Ｊ　Ｖｉｓｉｏｎ　５：８３４－８６２　（
２００５）．
　　（非特許文献８２）　Ｌｏｖｅ　ｅｔ　ａｌ．（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　ｓｗｉｔｃ
ｈａｂｌｅ　ｌｅｎｓ　ｅｎａｂｌｅｓ　ｔｈｅ　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　ａ　
ｖｏｌｕｍｅｔｒｉｃ　ｓｔｅｒｅｏｓｃｏｐｉｃ　ｄｉｓｐｌａｙ．Ａｕｇ　２００９
，Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ．Ｖｏｌ．１７，Ｎｏ．１８，Ｐａｇｅｓ　１５７１６
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－１５７２５．）
　　（非特許文献８３）　Ｈｉｄｅｎｏｒｉ　Ｋｕｒｉｙａｂａｓｈｉ，Ｍｕｎｅｋａｚ
ｕ　Ｄａｔｅ，Ｓｈｉｒｏ　Ｓｕｙａｍａ，Ｔｏｙｏｈｉｋｏ　ＨａｔａｄａＪ．ｏｆ　
ｔｈｅ　ＳＩＤ　１４／５，２００６　ｐｐ　４９３－４９８
　　（非特許文献８４）　Ａ．Ｔ．Ｄｕｃｈｏｗｓｋｉ，"Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｎｇ
　ｔｈｅ　ｖｉｅｗｅｒ’ｓ　Ｐｏｉｎｔ－Ｏｆ－Ｒｅｇａｒｄ（ＰＯＲ）　ｉｎ　ｇａ
ｚｅ－ｃｏｎｔｉｎｇｅｎｔ　ｖｉｒｔｕａｌ　ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｓ，"ＳＰＩＥ
－Ｉｎｔ．Ｓｏｃ．Ｏｐｔ．Ｅｎｇ．Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　Ｓｐｉｅ　－　ｔ
ｈｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｆｏｒ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｅｎｇ
ｉｎｅｅｒｉｎｇ，ｖｏｌ．３２９５，１９９８，ｐｐ．３３２－４３．
　　（非特許文献８５）　Ｔ．Ａｎｄｏ，Ｋ．Ｙａｍａｓａｋｉ，Ｍ．Ｏｋａｍｏｔｏ，
ａｎｄ　Ｅ．Ｓｈｉｍｉｚｕ，"Ｈｅａｄ　Ｍｏｕｎｔｅｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　ｕｓｉｎ
ｇ　ｈｏｌｏｇｒａｐｈｉｃ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ，"Ｐｒｏｃ．ＳＰＩＥ
，Ｖｏｌ．３２９３，１８３（１９９８）．
　　（非特許文献８６）　Ｃｕｒａｔｕ，Ｃ．，Ｊ．Ｐ．Ｒｏｌｌａｎｄ，ａｎｄ　Ｈｏ
ｎｇ　Ｈｕａ，"Ｄｕａｌ　ｐｕｒｐｏｓｅ　ｌｅｎｓ　ｆｏｒ　ａｎ　ｅｙｅ－ｔｒａ
ｃｋｅｄ　ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ　ｈｅａｄ－ｍｏｕｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙ，"Ｐｒ
ｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｅｓｉｇ
ｎ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ，Ｖａｎｃｏｕｖｅｒ，Ｃａｎａｄａ，Ｊｕｎｅ　２００６．
　　（非特許文献８７）　Ｄ．Ｃｈｅｎｇ，Ｙ．Ｗａｎｇ，Ｈ．Ｈｕａ，ａｎｄ　Ｍ．Ｍ
．Ｔａｌｈａ，"Ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　ａｎ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｓｅｅ－ｔｈｒｏｕｇｈ
　ｈｅａｄｍｏｕｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｗｉｔｈ　ａ　ｌｏｗ　ｆ－ｎｕｍｂｅｒ
　ａｎｄ　ｌａｒｇｅ　ｆｉｅｌｄ　ｏｆ　ｖｉｅｗ　ｕｓｉｎｇ　ａ　ｆｒｅｅｆｏｒ
ｍ　ｐｒｉｓｍ，"Ａｐｐｌ．Ｏｐｔ．，４８（１４）：２６５５－２６６８，２００９
．
　　（非特許文献８８）　Ｄ．Ｃｈｅｎｇ，Ｙ．Ｗａｎｇ，Ｈ．Ｈｕａ，Ｊ．Ｓａｓｉａ
ｎ，"Ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　ａ　ｗｉｄｅ－ａｎｇｌｅ，ｌｉｇｈｔｗｅｉｇｈｔ　ｈｅ
ａｄｍｏｕｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｕｓｉｎｇ　ｆｒｅｅ－ｆｏｒｍ　ｏｐｔｉｃｓ
　ｔｉｌｉｎｇ，"Ｏｐｔ．Ｌｅｔｔ．，３６（１１）：２０９８－１００，２０１１．
　　（非特許文献８９）　Ｊ．Ｇ．Ｄｒｏｅｓｓｌｅｒ，Ｄ．Ｊ．Ｒｏｔｉｅｒ，"Ｔｉ
ｌｔｅｄ　ｃａｔ　ｈｅｌｍｅｔ－ｍｏｕｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙ，"Ｏｐｔ．Ｅｎｇ
．，Ｖｏｌ．２９，８４９（１９９０）．
　　（非特許文献９０）　Ｄｕｃｈｏｗｓｋｉ，Ａ．，"Ｅｙｅｔｒａｃｋｉｎｇ　Ｍｅ
ｔｈｏｄｏｌｏｇｙ：　ｔｈｅｏｒｙ　ａｎｄ　ｐｒａｃｔｉｃｅ，"Ｐｕｂｌｉｓｈｅ
ｒ：　Ｓｐｒｉｎｇｅｒ，２００３．
　　（非特許文献９１）　Ｄｕｃｈｏｗｓｋｉ，Ａ．Ｔ．，ａｎｄ　Ａ．Ｃｏｌｔｅｋｉ
ｎ，"Ｆｏｖｅａｔｅｄ　ｇａｚｅ－ｃｏｎｔｉｎｇｅｎｔ　ｄｉｓｐｌａｙｓ　ｆｏｒ
　ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　ＬＯＤ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，３Ｄ　ｖｉｓｕａｌｉｚａｔ
ｉｏｎ，ａｎｄ　ｓｔｅｒｅｏ　ｉｍａｇｉｎｇ，"ＡＣＭ　Ｔｒａｎｓ．ｏｎ　Ｍｕｌ
ｔ．Ｃｏｍｐ．，Ｃｏｍｍ．，ａｎｄ　Ａｐｐ．３，１－２１，（２００７）．
　　（非特許文献９２）　Ｐ．Ｇａｂｂｕｒ，Ｈ．Ｈｕａ，ａｎｄ　Ｋ．Ｂａｒｎａｒｄ
，‘Ａ　ｆａｓｔ　ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ　ｌａｂｅｌｉｎｇ　ａ
ｌｇｏｒｉｔｈｍ　ｆｏｒ　ｒｅａｌ－ｔｉｍｅ　ｐｕｐｉｌ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ，’
Ｍａｃｈ．Ｖｉｓｉｏｎ　Ａｐｐｌ．，２１（５）：７７９－７８７，２０１０．
　　（非特許文献９３）　Ｇｅｉｓｌｅｒ，Ｗ．Ｓ．，Ｊ．Ｓ．Ｐｅｒｒｙ　ａｎｄ　Ｊ
．Ｎａｊｅｍｎｉｋ，"Ｖｉｓｕａｌ　ｓｅａｒｃｈ：　Ｔｈｅ　ｒｏｌｅ　ｏｆ　ｐｅ
ｒｉｐｈｅｒａｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｍｅａｓｕｒｅｄ　ｕｓｉｎｇ　ｇａｚｅ
－ｃｏｎｔｉｎｇｅｎｔ　ｄｉｓｐｌａｙｓ，"Ｊ．Ｖｉｓｉｏｎ　６，８５８－８７３
（２００６）．
　　（非特許文献９４）　Ｈ．Ｈｏｓｈｉ，Ｎ．Ｔａｎｉｇｕｃｈｉ，Ｈ．Ｍｏｒｉｓｈ
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ｉｍａ，Ｔ．Ａｋｉｙａｍａ，Ｓ．Ｙａｍａｚａｋｉ　ａｎｄ　Ａ．Ｏｋｕｙａｍａ，"
Ｏｆｆａｘｉａｌ　ＨＭＤ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｓｙｓｔｅｍ　ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｏ
ｆ　ａｓｐｈｅｒｉｃａｌ　ｓｕｒｆａｃｅｓ　ｗｉｔｈｏｕｔ　ｒｏｔａｔｉｏｎａｌ
　ｓｙｍｍｅｔｒｙ，"ＳＰＩＥ　Ｖｏｌ．２６５３，２３４（１９９６）．
　　（非特許文献９５）　Ｈｕａ，Ｈ，"Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｅｙｅ　ｔｒ
ａｃｋｉｎｇ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　ｉｎｔｏ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｓｅｅ－ｔｈｒｏｕ
ｇｈ　ｈｅａｄｍｏｕｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙｓ，"Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　
ＳＰＩＥ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｉｍａｇｉｎｇ　２００１），ｐｐ．４９６－５０３
，Ｊａｎｕａｒｙ　２００１．
　　（非特許文献９６）　Ｈ．Ｈｕａ，Ｃ．Ｐａｎｓｉｎｇ，ａｎｄ　Ｊ．Ｐ．Ｒｏｌｌ
ａｎｄ，"Ｍｏｄｅｌｉｎｇ　ｏｆ　ａｎ　ｅｙｅ－ｉｍａｇｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆ
ｏｒ　ｏｐｔｉｍｉｚｉｎｇ　ｉｌｌｕｍｉｎａｔｉｏｎ　ｓｃｈｅｍｅｓ　ｉｎ　ａｎ
　ｅｙｅ－ｔｒａｃｋｅｄ　ｈｅａｄ－ｍｏｕｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙ，"Ａｐｐｌ．
Ｏｐｔ．，４６（３１）：７７５７－７５，Ｏｃｔｏｂｅｒ　２００７．
　　（非特許文献９７）　Ｈ．Ｈｕａ，Ｐ．Ｋｒｉｓｈｎａｓｗａｍｙ，ａｎｄ　Ｊ．Ｐ
．Ｒｏｌｌａｎｄ，‘Ｖｉｄｅｏ－ｂａｓｅｄ　ｅｙｅｔｒａｃｋｉｎｇ　ｍｅｔｈｏｄ
ｓ　ａｎｄ　ａｌｇｏｒｉｔｈｍｓ　ｉｎ　ｈｅａｄ－ｍｏｕｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙ
ｓ，’Ｏｐｔ．Ｅｘｐｒｅｓｓ，１４（１０）：４３２８－５０，Ｍａｙ　２００６．
　　（非特許文献９８）　Ｈｕａ，Ｈ．，Ｃ．Ｐａｎｓｉｎｇ，ａｎｄ　Ｊ．Ｐ．Ｒｏｌ
ｌａｎｄ，"Ｍｏｄｅｌｉｎｇ　ｏｆ　ａｎ　ｅｙｅ－ｉｍａｇｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ　
ｆｏｒ　ｏｐｔｉｍｉｚｉｎｇ　ｉｌｌｕｍｉｎａｔｉｏｎ　ｓｃｈｅｍｅｓ　ｉｎ　ａ
ｎ　ｅｙｅ－ｔｒａｃｋｅｄ　ｈｅａｄ－ｍｏｕｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙ，"Ａｐｐｌ
ｉｅｄ　Ｏｐｔｉｃｓ，４６（３２）：　１－１４，Ｎｏｖｅｍｂｅｒ　２００７．
　　（非特許文献９９）　Ｊ．Ｐ．Ｒｏｌｌａｎｄ，"Ｗｉｄｅ－ａｎｇｌｅ，ｏｆｆ－
ａｘｉｓ，ｓｅｅ－ｔｈｒｏｕｇｈ　ｈｅａｄ－ｍｏｕｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙ，"Ｏ
ｐｔ．Ｅｎｇ．，Ｖｏｌ．３９，１７６０（２０００）．
　　（非特許文献１００）　Ｋ．Ｉｗａｍｏｔｏ，Ｋ．Ｔａｎｉｅ，Ｔ．Ｔ．Ｍａｅｄａ
，"Ａ　ｈｅａｄ－ｍｏｕｎｔｅｄ　ｅｙｅ　ｍｏｖｅｍｅｎｔ　ｔｒａｃｋｉｎｇ　ｄ
ｉｓｐｌａｙ　ａｎｄ　ｉｔｓ　ｉｍａｇｅ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｍｅｔｈｏｄ，"Ｓｙｓ
ｔｅｍｓ　&　Ｃｏｍｐｕｔｅｒｓ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ，ｖｏｌ．２８，ｎｏ．７，３０
　Ｊｕｎｅ　１９９７，ｐｐ．８９－９９．Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒ：　Ｓｃｒｉｐｔａ　Ｔ
ｅｃｈｎｉｃａ，ＵＳＡ．
　　（非特許文献１０１）　Ｋ．Ｉｗａｍｏｔｏ，Ｓ．Ｋａｔｓｕｍａｔａ，Ｋ．Ｔａｎ
ｉｅ，"Ａｎ　ｅｙｅ　ｍｏｖｅｍｅｎｔ　ｔｒａｃｋｉｎｇ　ｔｙｐｅ　ｈｅａｄ　ｍ
ｏｕｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｆｏｒ　ｖｉｒｔｕａｌ　ｒｅａｌｉｔｙ　ｓｙｓｔｅ
ｍ：－ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｓ　ｏｆ　ａ　ｐｒｏｔｏｔｙｐｅ
　ｓｙｓｔｅｍ，"Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　１９９４　ＩＥＥＥ　Ｉｎｔｅｒｎ
ａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｍａｎ，ａｎｄ　Ｃｙ
ｂｅｒｎｅｔｉｃｓ．Ｈｕｍａｎｓ，Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｙ（Ｃａｔ．Ｎｏ．９４ＣＨ３５７１－５）．ＩＥＥＥ．Ｐａｒｔ　ｖｏｌ．１，１
９９４，ｐｐ．１３－１８　ｖｏｌ．１．Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，ＮＹ，ＵＳＡ．
　　（非特許文献１０２）　Ｌａｕｒｅｎｃｅ　Ｒ．Ｙｏｕｎｇ，Ｄａｖｉｄ　Ｓｈｅｅ
ｎａ，"Ｓｕｒｖｅｙ　ｏｆ　ｅｙｅ　ｍｏｖｅｍｅｎｔ　ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　ｍｅｔ
ｈｏｄｓ，"Ｂｅｈａｖｉｏｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　&　Ｉｎｓｔｒｕｍ
ｅｎｔａｔｉｏｎ，７（５），３９７－４２９，１９７５．
　　（非特許文献１０３）　Ｌｏｓｃｈｋｙ，Ｌ．Ｃ．ａｎｄ　Ｗｏｌｖｅｒｔｏｎ，Ｇ
．Ｓ．，"Ｈｏｗ　ｌａｔｅ　ｃａｎ　ｙｏｕ　ｕｐｄａｔｅ　ｇａｚｅ－ｃｏｎｔｉｎ
ｇｅｎｔ　ｍｕｌｔｉｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎａｌ　ｄｉｓｐｌａｙｓ　ｗｉｔｈｏｕｔ　
ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ？"ＡＣＭ　Ｔｒａｎｓ．Ｍｕｌｔ．Ｃｏｍｐ．Ｃｏｍｍ．ａｎｄ　
Ａｐｐ．３，Ｎｏｖｅｍｂｅｒ　２００７．
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　　（非特許文献１０４）　Ｍ．Ｄ．Ｍｉｓｓｉｇ　ａｎｄ　Ｇ．Ｍ．Ｍｏｒｒｉｓ，"
Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃｓ　ａｐｐｌｉｅｄ　ｔｏ　ｅｙｅｐｉｅｃｅ　ｄ
ｅｓｉｇｎ，"Ａｐｐｌ．Ｏｐｔ．３４，２４５２－２４６１（１９９５）．
　　（非特許文献１０５）　Ｍ．Ｌ．Ｔｈｏｍａｓ，Ｗ．Ｐ．Ｓｉｅｇｍｕｎｄ，Ｓ．Ｅ
．Ａｎｔｏｓ，ａｎｄ　Ｒ．Ｍ．Ｒｏｂｉｎｓｏｎ，"Ｆｉｂｅｒ　ｏｐｔｉｃ　ｄｅｖ
ｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｆｏｒ　ｕｓｅ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｆｉｂｅｒ　ｏｐｔｉｃ　ｈｅｌｍ
ｅｔ－ｍｏｕｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙ，"Ｈｅｌｍｅｔ－Ｍｏｕｎｔｅｄ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙｓ，Ｊ．Ｔ．Ｃａｒｏｌｌｏ，ｅｄ．，Ｐｒｏｃ．ＳＰＩＥ　１１６，９０－１０１
，１９８９．
　　（非特許文献１０６）　Ｏ．Ｃａｋｍａｋｃｉ，Ｂ．Ｍｏｏｒｅ，Ｈ．Ｆｏｒｏｏｓ
ｈ，ａｎｄ　Ｊ．Ｐ．Ｒｏｌｌａｎｄ，"Ｏｐｔｉｍａｌ　ｌｏｃａｌ　ｓｈａｐｅ　ｄ
ｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｒｏｔａｔｉｏｎａｌｌｙ　ｎｏｎ－ｓｙｍｍｅｔｒｉ
ｃ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｓｕｒｆａｃｅ　ｄｅｓｉｇｎ　ａｎｄ　ａｎａｌｙｓｉｓ，"Ｏ
ｐｔ．Ｅｘｐｒｅｓｓ　１６，１５８３－１５８９（２００８）．
　　（非特許文献１０７）　Ｒ．Ｊ．Ｊａｃｏｂ，"Ｔｈｅ　ｕｓｅ　ｏｆ　ｅｙｅ　ｍ
ｏｖｅｍｅｎｔｓ　ｉｎ　ｈｕｍａｎ－ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ　ｔ
ｅｃｈｎｉｑｕｅｓ：　ｗｈａｔ　ｙｏｕ　ｌｏｏｋ　ａｔ　ｉｓ　ｗｈａｔ　ｙｏｕ　
ｇｅｔ，"ＡＣＭ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ　ｏｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｙｓ
ｔｅｍｓ，９（２），１５２－６９，１９９１．
　　（非特許文献１０８）　Ｒｅｉｎｇｏｌｄ，Ｅ．Ｍ．，Ｌ．Ｃ．Ｌｏｓｃｈｋｙ，Ｇ
．Ｗ．ＭｃＣｏｎｋｉｅ　ａｎｄ　Ｄ．Ｍ．Ｓｔａｍｐｅ，"Ｇａｚｅｃｏｎｔｉｎｇｅ
ｎｔ　ｍｕｌｔｉｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎａｌ　ｄｉｓｐｌａｙｓ：　Ａｎ　ｉｎｔｅｇｒ
ａｔｉｖｅ　ｒｅｖｉｅｗ，"Ｈｕｍ．Ｆａｃｔｏｒｓ　４５，３０７－３２８　（２０
０３）．
　　（非特許文献１０９）　Ｒｏｌｌａｎｄ，Ｊ．Ｐ．，Ａ．Ｙｏｓｈｉｄａ，Ｌ．Ｄ．
Ｄａｖｉｓ　ａｎｄ　Ｊ．Ｈ．Ｒｅｉｆ，"Ｈｉｇｈ－ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｉｎｓｅ
ｔ　ｈｅａｄｍｏｕｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙ，"Ａｐｐｌ．Ｏｐｔ．３７，４１８３－
９３　（１９９８）．
　　（非特許文献１１０）　Ｗａｒｔｅｎｂｅｒｇ，Ｐｈｉｌｉｐｐ，"ＥｙｅＣａｔｃ
ｈｅｒ，ｔｈｅ　Ｂｉ－ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ　ＯＬＥＤ　Ｍｉｃｒｏｄｉｓｐｌａｙ
，"Ｐｒｏｃ．ｏｆ　ＳＩＤ　２０１１．
　　（非特許文献１１１）　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｒｅｐｏｒｔ
　ｄａｔｅｄ　Ｊａｎｕａｒｙ　２９，２０１４　ｉｎ　ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　
ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ＰＣＴ／ＵＳ２０１３／０６５
４２２．
　　（非特許文献１１２）　Ｘｉｎｄａ　Ｈｕ　ａｎｄ　Ｈｏｎｇ　Ｈｕａ，"Ｈｉｇｈ
－ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｓｅｅ－ｔｈｒｏｕｇｈ　ｍｕｌｔｉ－ｆｏ
ｃａｌ－ｐｌａｎｅ　ｈｅａｄ－ｍｏｕｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｕｓｉｎｇ　ｆｒｅ
ｅｆｏｒｍ　ｏｐｔｉｃｓ，"Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ，２２（１１）：　１３８
９６－１３９０３，Ｊｕｎｅ　２０１４．
　　（非特許文献１１３）　Ｘｉｎ　Ｓｈｅｎ，Ｙｕ－Ｊｅｎ　Ｗａｎｇ，Ｈｕｎｇ－Ｓ
ｈａｎ　Ｃｈｅｎ，Ｘｉａｏ　Ｘｉａｏ，Ｙｉ－Ｈｓｉｎ　Ｌｉｎ，ａｎｄ　Ｂａｈｒａ
ｍ　Ｊａｖｉｄｉ，"Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ｄｅｐｔｈ－ｏｆ－ｆｏｃｕｓ　３Ｄ　ｍｉｃ
ｒｏ　ｉｎｔｅｇｒａｌ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｕｓｉｎｇ　ａ　ｂｉｆｏ
ｃａｌ　ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｌｅｎｓ，"Ｏｐｔｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ，
ｖｏｌ．４０，ｉｓｓｕｅ　４，ｐｐ　５３８－５４１　（９　Ｆｅｂｒｕａｒｙ　２０
１５）
　　（非特許文献１１４）　Ｓ．Ｈｏｎｇ，Ｊ．Ｊａｎｇ，ａｎｄ　Ｂ．Ｊａｖｉｄｉ，
"Ｔｈｒｅｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｖｏｌｕｍｅｔｒｉｃ　ｏｂｊｅｃｔ　ｒｅｃ
ｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　ｕｓｉｎｇ　ｃｏｍｐｕｔａｔｉｏｎａｌ　ｉｎｔｅｇｒａｌ
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　ｉｍａｇｉｎｇ，"Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ，ｏｎ－ｌ
ｉｎｅ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ａｍ
ｅｒｉｃａ，Ｖｏｌ．１２，Ｎｏ．３，ｐｐ．４８３－４９１，Ｆｅｂｒｕａｒｙ　０９
，２００４．
　　（非特許文献１１５）　Ｓ．Ｋｉｓｈｋ　ａｎｄ　Ｂ．Ｊａｖｉｄｉ，"Ｉｍｐｒｏ
ｖｅｄ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　３Ｄ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｓｅｎｓｉｎｇ　ａｎｄ　Ｒｅｃ
ｏｇｎｉｔｉｏｎ　ｕｓｉｎｇ　ｔｉｍｅ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｄ　Ｃｏｍｐｕｔａｔ
ｉｏｎａｌ　Ｉｎｔｅｇｒａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ，"Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ，ｏ
ｎ－ｌｉｎｅ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ
　Ａｍｅｒｉｃａ，ｖｏｌ．１１，ｎｏ．２６，ｐｐ．３５２８－３５４１，Ｄｅｃｅｍ
ｂｅｒ　２９，２００３．
　　（非特許文献１１６）　Ｒ．Ｓｃｈｕｌｅｉｎ，Ｃ．Ｄｏ，ａｎｄ　Ｂ．Ｊａｖｉｄ
ｉ，"Ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎ－ｔｏｌｅｒａｎｔ　３Ｄ　ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ　ｏｆ
　ｕｎｄｅｒｗａｔｅｒ　ｏｂｊｅｃｔｓ　ｕｓｉｎｇ　ｎｅｕｒａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋ
ｓ，"Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ
　Ａ，ｖｏｌ．２７，ｎｏ．３，ｐｐ　４６１－４６８，Ｍａｒｃｈ　２０１０．
　　（非特許文献１１７）　Ｃ．Ｍａｎｈ　Ｄｏ，Ｒ．Ｍａｒｔ?ｎｅｚ－Ｃｕｅｎｃａ
，ａｎｄ　Ｂ．Ｊａｖｉｄｉ，"Ｔｈｒｅｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｏｂｊｅｃｔ－
ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎ－ｔｏｌｅｒａｎｔ　ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｉｎｔｅ
ｇｒａｌ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｕｓｉｎｇ　ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ
　ａｎａｌｙｓｉｓ，"Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ
　Ａｍｅｒｉｃａ　Ａ　２６，ｉｓｓｕｅ　２，ｐｐ　２４５－２５１　（１　Ｆｅｂｒ
ｕａｒｙ　２００９）．
　　（非特許文献１１８）　Ｓ．Ｈｏｎｇ　ａｎｄ　Ｂ．Ｊａｖｉｄｉ，"Ｄｉｓｔｏｒ
ｔｉｏｎ－ｔｏｌｅｒａｎｔ　３Ｄ　ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ　ｏｆ　ｏｃｃｌｕｄｅｄ
　ｏｂｊｅｃｔｓ　ｕｓｉｎｇ　ｃｏｍｐｕｔａｔｉｏｎａｌ　ｉｎｔｅｇｒａｌ　ｉｍ
ａｇｉｎｇ，"Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ，Ｖｏｌ．１４，
Ｉｓｓｕｅ　２５，ｐｐ．１２０８５－１２０９５，Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　１１，２００６
．
　　（非特許文献１１９）　Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ　Ｍ．Ｂｉｓｈｏｐ，Ｎｅｕｒａｌ
　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ　ｆｏｒ　Ｐａｔｔｅｒｎ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ，Ｏｘｆｏｒｄ
　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ，Ｉｎｃ．Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，ＮＹ　１９９５．
　　（非特許文献１２０）　Ｍ．Ｄａｎｅｓｈｐａｎａｈ，Ｂ．Ｊａｖｉｄｉ，ａｎｄ　
Ｅ．Ｗａｔｓｏｎ，"Ｔｈｒｅｅ　ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｉｎｔｅｇｒａｌ　ｉｍａ
ｇｉｎｇ　ｗｉｔｈ　ｒａｎｄｏｍｌｙ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ｓｅｎｓｏｒｓ，"
Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ，Ｖｏｌ．１６，Ｉｓｓｕｅ　９
，ｐｐ．６３６８－６３７７，Ａｐｒｉｌ　２１，２００８．
　　（非特許文献１２１）　Ｒ．Ｓｃｈｕｌｅｉｎ，Ｍ．ＤａｎｅｓｈＰａｎａｈ，ａｎ
ｄ　Ｂ．Ｊａｖｉｄｉ，"３Ｄ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｗｉｔｈ　ａｘｉａｌｌｙ　ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｅｄ　ｓｅｎｓｉｎｇ，"Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｐｔｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅ
ｒｓ，Ｖｏｌ．３４，Ｉｓｓｕｅ　１３，ｐｐ．２０１２－２０１４，１　Ｊｕｌｙ　２
００９．
　　（非特許文献１２２）　Ｙａｎｏ，Ｓ．，Ｅｍｏｔｏ，Ｍ．，Ｍｉｔｓｕｈａｓｈｉ
，Ｔ．，ａｎｄ　Ｔｈｗａｉｔｅｓ，Ｈ．，"Ａ　ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　ｖｉｓｕａｌ　ｆ
ａｔｉｇｕｅ　ａｎｄ　ｖｉｓｕａｌ　ｃｏｍｆｏｒｔ　ｆｏｒ　３Ｄ　ＨＤＴＶ／ＨＤ
ＴＶ　ｉｍａｇｅｓ，"Ｄｉｓｐｌａｙｓ，２３（４），ｐｐ．１９１－２０１，２００
２．
　　（非特許文献１２３）　Ｄ．Ｍ．Ｈｏｆｆｍａｎ，Ａ．Ｒ．Ｇｉｒｓｈｉｃｋ，Ｋ．
Ａｋｅｌｅｙ，ａｎｄ　Ｍ．Ｓ．Ｂａｎｋｓ，"Ｖｅｒｇｅｎｃｅ－Ａｃｃｏｍｍｏｄａ
ｔｉｏｎ　Ｃｏｎｆｌｉｃｔｓ　Ｈｉｎｄｅｒ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ
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　ａｎｄ　Ｃａｕｓｅ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｆａｔｉｇｕｅ，"Ｊ．Ｖｉｓｉｏｎ，８（３）
，１－３０，（２００８）．
　　（非特許文献１２４）　Ｇ．Ｌｉｐｐｍａｎｎ，"Ｅｐｒｅｕｖｅｓ　ｒｅｖｅｒｓ
ｉｂｌｅｓ　ｄｏｎｎａｎｔ　ｌａ　ｓｅｎｓａｔｉｏｎ　ｄｕ　ｒｅｌｉｅｆ，"Ｊｏ
ｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　（Ｐａｒｉｓ）　７，８２１－８２５　（１９０８
）．
　　（非特許文献１２５）　Ｃ．Ｂ．Ｂｕｒｃｋｈａｒｄｔ，"Ｏｐｔｉｍｕｍ　ｐａｒ
ａｍｅｔｅｒｓ　ａｎｄ　ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｌｉｍｉｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｉｎｔ
ｅｇｒａｌ　ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ，"Ｊ．Ｏｐｔ．Ｓｏｃ．Ａｍ．５８，７１－７６
　（１９６８）．
　　（非特許文献１２６）　Ｔ．Ｏｋｏｓｈｉ，"Ｏｐｔｉｍｕｍ　ｄｅｓｉｇｎ　ａｎ
ｄ　ｄｅｐｔｈ　ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｏｆ　ｌｅｎｓ－ｓｈｅｅｔ　ａｎｄ　ｐｒｏ
ｊｅｃｔｉｏｎｔｙｐｅ　ｔｈｒｅｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｄｉｓｐｌａｙｓ，"
Ａｐｐｌ．Ｏｐｔ．１０，２２８４－２２９１　（１９７１）．
　　（非特許文献１２７）　Ｆ．Ｏｋａｎｏ，Ｈ．Ｈｏｓｈｉｎｏ，Ｊ．Ａｒａｉ　ｙ　
Ｉ．Ｙｕｙａｍａ，"Ｒｅａｌ－ｔｉｍｅ　ｐｉｃｋｕｐ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ａ　
ｔｈｒｅｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｉｍａｇｅ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｉｎｔｅｇｒａ
ｌ　ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ，"Ａｐｐｌ．Ｏｐｔ．３６，１５９８－１６０３　（１９
９７）．
　　（非特許文献１２８）　Ｊ．Ａｒａｎ，"Ｄｅｐｔｈ－ｃｏｎｔｒｏｌ　ｍｅｔｈｏ
ｄ　ｆｏｒ　ｉｎｔｅｇｒａｌ　ｉｍａｇｉｎｇ，&quotＯｐｔｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ
，３３（３）：２７９－２８２，２００８．
　　（非特許文献１２９）　Ｈ．Ｈｕａ，"Ｓｕｎｇｌａｓｓ－ｌｉｋｅ　ｄｉｓｐｌａ
ｙｓ　ｂｅｃｏｍｅ　ａ　ｒｅａｌｉｔｙ　ｗｉｔｈ　ｆｒｅｅｆｏｒｍ　ｏｐｔｉｃａ
ｌ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，"ＳＰＩＥ　Ｎｅｗｓｒｏｏｍ，２０１２．
　　（非特許文献１３０）　Ｈ．Ｈｕａ，Ｘ．Ｈｕ，ａｎｄ　Ｃ．Ｇａｏ，"Ａ　ｈｉｇ
ｈ－ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｓｅｅ－ｔｈｒｏｕｇｈ　ｈｅａｄｍｏｕ
ｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｗｉｔｈ　ｅｙｅｔｒａｃｋｉｎｇ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ
，"Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ，Ｎｏｖｅｍｂｅｒ　２０１３．
　　（非特許文献１３１）　Ｄ．Ｃｈｅｎｇ，Ｙ．Ｗａｎｇ，Ｈ．Ｈｕａ，ａｎｄ　Ｍ．
Ｍ．Ｔａｌｈａ，Ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆ　ａｎ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｓｅｅ－ｔｈｒｏｕｇｈ
　ｈｅａｄｍｏｕｎｔｅｄ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｗｉｔｈ　ａ　ｌｏｗ　ｆ－ｎｕｍｂｅｒ
　ａｎｄ　ｌａｒｇｅ　ｆｉｅｌｄ　ｏｆ　ｖｉｅｗ　ｕｓｉｎｇ　ａ　ｆｒｅｅ－ｆｏ
ｒｍ　ｐｒｉｓｍ，Ａｐｐ．Ｏｐｔ．４８　（１４），ｐｐ．２６５５－２６６８，２０
０９．
　　（非特許文献１３２）　Ａ．Ｊｏｎｅｓ，Ｉ．ＭｃＤｏｗａｌｌ，Ｙａｍａｄａ　Ｈ
．，Ｍ．Ｂｏｌａｓ，Ｐ．Ｄｅｂｅｖｅｃ，Ｒｅｎｄｅｒｉｎｇ　ｆｏｒ　ａｎ　Ｉｎｔ
ｅｒａｃｔｉｖｅ　３６０?　Ｌｉｇｈｔ　Ｆｉｅｌｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　ＡＣＭ　Ｔｒ
ａｎｓａｃｔｉｏｎｓ　ｏｎ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ　（ＴＯＧ）　－Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇ
ｓ　ｏｆ　ＡＣＭ　ＳＩＧＧＲＡＰＨ　２００７，２６（３），２００７．
　　（非特許文献１３３）　Ｔｉｂｏｒ　Ｂａｌｏｇｈ，"Ｔｈｅ　ＨｏｌｏＶｉｚｉｏ
　Ｓｙｓｔｅｍ，"Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ＳＰＩＥ，ＶＯｌ　６０５５，２０
０６．
　　（非特許文献１３４）　Ｙ．Ｔａｋａｋｉ，Ｙ．Ｕｒａｎｏ，Ｓ．Ｋａｓｈｉｗａｄ
ａ，Ｈ．Ａｎｄｏ，ａｎｄ　Ｋ．Ｎａｋａｍｕｒａ，"Ｓｕｐｅｒ　ｍｕｌｔｉｖｉｅｗ
　ｗｉｎｓｈｉｅｌｄ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｆｏｒ　ｌｏｎｇ－ｄｉｓｔａｎｃｅ　ｉｍａ
ｇｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ，"Ｏｐｔ．Ｅｘｐｒｅｓｓ
，１９，７０４－１６，２０１１．
　　（非特許文献１３５）　Ｂｌｕｎｄｅｌｌ，Ｂ．Ｇ．，ａｎｄ　Ｓｃｈｗａｒｚ，Ａ
．Ｊ．，"Ｔｈｅ　ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｖｏｌｕｍｅｔｒｉｃ　ｄｉ
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ｓｐｌａｙ　ｓｙｓｔｅｍｓ：　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ　ａｎｄ　ｐｒｅｄｉ
ｃｔａｂｉｌｉｔｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｉｍａｇｅ　ｓｐａｃｅ，"ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ
ａｃｔｉｏｎ　ｏｎ　Ｖｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｇｒａ
ｐｈｉｃｓ，８（１），ｐｐ．６６－７５，２００２．
　　（非特許文献１３６）　Ｓｃｈｏｗｅｎｇｅｒｄｔ，Ｂ．Ｔ．，ａｎｄ　Ｓｅｉｂｅ
ｌ，Ｅ．Ｊ．，"Ｔｒｕｅ　３－Ｄ　ｓｃａｎｎｅｄ　ｖｏｘｅｌ　ｄｉｓｐｌａｙｓ　
ｕｓｉｎｇ　ｓｉｎｇｌｅ　ｏｒ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｌｉｇｈｔ　ｓｏｕｒｃｅｓ，"
Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ＳＩＤ，１４（２），ｐｐ．１３５－１４３，２００６．
　　（非特許文献１３７）　Ｘ．Ｈｕ　ａｎｄ　Ｈ．Ｈｕａ，"Ｄｅｓｉｇｎ　ａｎｄ　
ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　ｏｆ　ａ　ｄｅｐｔｈ－ｆｕｓｅｄ　ｍｕｌｔｉ－ｆｏｃａｌ－
ｐｌａｎｅ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｐｒｏｔｏｔｙｐｅ，"Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｄｉｓｐ
ｌａｙ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｄｅｃｅｍｂｅｒ　２０１３．
　　（非特許文献１３８）　Ｓｕｙａｍａ，Ｓ．，Ｏｈｔｓｕｋａ，Ｓ．，Ｔａｋａｄａ
，Ｈ．，Ｕｅｈｉｒａ，Ｋ．，ａｎｄ　Ｓａｋａｉ，Ｓ．，"Ａｐｐａｒｅｎｔ　３Ｄ　
ｉｍａｇｅ　ｐｅｒｃｅｉｖｅｄ　ｆｒｏｍ　ｌｕｍｉｎａｎｃｅ－ｍｏｄｕｌａｔｅｄ
　ｔｗｏ　２Ｄ　ｉｍａｇｅｓ　ｄｉｓｐｌａｙｅｄ　ａｔ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｄｅ
ｐｔｈｓ，"Ｖｉｓｉｏｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，４４：　７８５－７９３，２００４．
　　（非特許文献１３９）　Ｊ．Ｈｏｎｇ，Ｓ．Ｍｉｎ，ａｎｄ　Ｂ．Ｌｅｅ，"Ｉｎｔ
ｅｇｒａｌ　ｆｌｏａｔｉｎｇ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｓｙｓｔｅｍｓ　ｆｏｒ　ａｕｇｍｅ
ｎｔｅｄ　ｒｅａｌｉｔｙ，"Ａｐｐｌｉｘｅｄ　Ｏｐｔｉｃｓ，５１（１８）：４２０
１－９，２０１２．
　　（非特許文献１４０）　Ａ．Ｍａｌｍｏｎｅ，ａｎｄ　Ｈ．Ｆｕｃｈｓ，"Ｃｏｍｐ
ｕｔａｔｉｏｎａｌ　ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　ｒｅａｌｉｔｙ　ｅｙｅｇｌａｓｓｅｓ，"
Ｐｒｏｃ．ｏｆ　ＩＳＭＡＲ　２０１２．
　　（非特許文献１４１）　Ｈ．Ｍｕｋａｗａ，Ｋ．Ａｋｕｔｓｕ，Ｉ．Ｍａｔｓｕｍｕ
ｒａ，Ｓ．Ｎａｋａｎｏ，Ｔ．Ｙｏｓｈｉｄａ，Ｍ．Ｋｕｗａｈａｒａ，ａｎｄ　Ｋ．Ａ
ｉｋｉ，Ａ　ｆｕｌｌｃｏｌｏｒ　ｅｙｅｗｅａｒ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｕｓｉｎｇ　ｐｌ
ａｎａｒ　ｗａｖｅｇｕｉｄｅｓ　ｗｉｔｈ　ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ　ｖｏｌｕｍｅ　ｈ
ｏｌｏｇｒａｍｓ，Ｊ．Ｓｏｃ．Ｉｎｆ．Ｄｉｓｐｌａｙ　１９　（３），ｐｐ．１８５
－１９３，２００９．
　　（非特許文献１４２）　Ｍ．Ｍａｒｔ?ｎｅｚ－Ｃｏｒｒａｌ，Ｈ．Ｎａｖａｒｒｏ
，Ｒ．Ｍａｒｔ?ｎｅｚ－Ｃｕｅｎｃａ，Ｇ．Ｓａａｖｅｄｒａ，ａｎｄ　Ｂ．Ｊａｖｉ
ｄｉ，"Ｆｕｌｌ　ｐａｒａｌｌａｘ　３－Ｄ　ＴＶ　ｗｉｔｈ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂ
ｌｅ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ，"Ｏｐｔ．Ｐｈｏｔ．Ｎｅｗｓ　２２，
５０－５０　（２０１１）．
　　（非特許文献１４３）　Ｊ．Ｓ．Ｊａｎｇ　ａｎｄ　Ｂ．Ｊａｖｉｄｉ，"Ｌａｒｇ
ｅ　ｄｅｐｔｈ－ｏｆ－ｆｏｃｕｓ　ｔｉｍｅ－ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｄ　ｔｈｒｅｅ－
ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｉｎｔｅｇｒａｌ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｂｙ　ｕｓｅ　ｏｆ　ｌ
ｅｎｓｌｅｔｓ　ｗｉｔｈ　ｎｏｎ－ｕｎｉｆｏｒｍ　ｆｏｃａｌ　ｌｅｎｇｔｈｓ　ａ
ｎｄ　ａｐｅｒｔｕｒｅ　ｓｉｚｅｓ，"Ｏｐｔ．Ｌｅｔｔ．ｖｏｌ．２８，ｐｐ．１９
２４－１９２６　（２００３）．
　　（非特許文献１４４）　Ｃｈｉｈ－Ｗｅｉ　Ｃｈｅｎ，Ｍｙｕｎｇｊｉｎ　Ｃｈｏ，
Ｙｉ－Ｐａｉ　Ｈｕａｎｇ，ａｎｄ　Ｂａｈｒａｍ　Ｊａｖｉｄｉ，"Ｉｍｐｒｏｖｅｄ
　ｖｉｅｗｉｎｇ　ｚｏｎｅｓ　ｆｏｒ　ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ　ｔｙｐｅ　ｉｎｔｅｇ
ｒａｌ　ｉｍａｇｉｎｇ　３Ｄ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｕｓｉｎｇ　ａｄａｐｔｉｖｅ　ｌｉ
ｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｐｒｉｓｍ　ａｒｒａｙ，"ＩＥＥＥ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏ
ｆ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，２０１４．
　　（非特許文献１４５）　Ｘｉａｏ　Ｘｉａｏ，Ｂａｈｒａｍ　Ｊａｖｉｄｉ，Ｍａｎ
ｕｅｌ　Ｍａｒｔｉｎｅｚ－Ｃｏｒｒａｌ，ａｎｄ　Ａｄｒｉａｎ　Ｓｔｅｒｎ，"Ａｄ
ｖａｎｃｅｓ　ｉｎ　Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｉｎｔｅｇｒａｌ　Ｉｍａ
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ｇｉｎｇ：　Ｓｅｎｓｉｎｇ，Ｄｉｓｐｌａｙ，ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ，"
Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｏｐｔｉｃｓ，５２（４）：．５４６－５６０，２０１３．
　　（非特許文献１４６）　Ｊ．Ｓ．Ｊａｎｇ，Ｆ．Ｊｉｎ，ａｎｄ　Ｂ．Ｊａｖｉｄｉ
，"Ｔｈｒｅｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｉｎｔｅｇｒａｌ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｗｉｔ
ｈ　ｌａｒｇｅ　ｄｅｐｔｈ　ｏｆ　ｆｏｃｕｓ　ｂｙ　ｕｓｅ　ｏｆ　ｒｅａｌ　ａｎ
ｄ　ｖｉｒｔｕａｌ　ｉｍａｇｅ　ｆｉｅｌｄｓ，"Ｏｐｔ．Ｌｅｔｔ．２８：１４２１
－２３，２００３．
　　（非特許文献１４７）　Ｓ．Ｂａｇｈｅｒｉ　ａｎｄ　Ｂ．Ｊａｖｉｄｉ，"Ｅｘｔ
ｅｎｓｉｏｎ　ｏｆ　Ｄｅｐｔｈ　ｏｆ　Ｆｉｅｌｄ　Ｕｓｉｎｇ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ
　ａｎｄ　Ｐｈａｓｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｕｐｉｌ　Ｆｕｎｃｔ
ｉｏｎ，"Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｐｔｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ，ｖｏｌ．３３，ｎｏ
．７，ｐｐ．７５７－７５９，１　Ａｐｒｉｌ　２００８．
　　（非特許文献１４８）　Ｍ．Ｌｕｃｅｎｔｅ，"Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　ｔｈｒｅ
ｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｈｏｌｏｇｒａｐｈｉｃ　ｄｉｓｐｌａｙｓ：　ｓｅｅｉ
ｎｇ　ｔｈｅ　ｆｕｔｕｒｅ　ｉｎ　ｄｅｐｔｈ，"Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｇｒａｐｈｉｃ
ｓ，３１（２），ｐｐ．６３－６７，１９９７
　　（非特許文献１４９）　Ｐ．Ａ．Ｂｌａｎｃｈｅ，ｅｔ　ａｌ，"Ｈｏｌｏｇｒａｐ
ｈｉｃ　ｔｈｒｅｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｔｅｌｅｐｒｅｓｅｎｃｅ　ｕｓｉｎｇ
　ｌａｒｇｅａｒｅａ　ｐｈｏｔｏｒｅｆｒａｃｔｉｖｅ　ｐｏｌｙｍｅｒ，"Ｎａｔｕ
ｒｅ，４６８，８０－８３，Ｎｏｖ．２０１０
　　（非特許文献１５０）　Ｇ．Ｗｅｔｚｓｔｅｉｎ　ｅｔ　ａｌ．，"Ｔｅｎｓｏｒ　
Ｄｉｓｐｌａｙｓ：　Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｖｅ　ｌｉｇｈｔ　ｆｉｅｌｄ　ｓｙｎｔｈｅ
ｓｉｓ　ｕｓｉｎｇ　ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　ｄｉｓｐｌａｙｓ　ｗｉｔｈ　ｄｉｒｅｃ
ｔｉｏｎａｌ　ｂａｃｋｌｉｇｈｔｉｎｇ，"ＡＣＭ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ　ｏｎ
　Ｇｒａｐｈｉｃｓ，３１（４），２０１２．
　　（非特許文献１５１）　Ｂｌｕｎｄｅｌｌ，Ｂ．Ｇ．，ａｎｄ　Ｓｃｈｗａｒｚ，Ａ
．Ｊ．，"Ｔｈｅ　ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｖｏｌｕｍｅｔｒｉｃ　ｄｉ
ｓｐｌａｙ　ｓｙｓｔｅｍｓ：　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ　ａｎｄ　ｐｒｅｄｉ
ｃｔａｂｉｌｉｔｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｉｍａｇｅ　ｓｐａｃｅ，"ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ
ａｃｔｉｏｎ　ｏｎ　Ｖｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｇｒａ
ｐｈｉｃｓ，８（１），ｐｐ．６６－７５，２００２．
　　（非特許文献１５２）　Ｊ．Ｙ．Ｓｏｎ，Ｗ．Ｈ．Ｓｏｎ，Ｓ．Ｋ．Ｋｉｍ，Ｋ．Ｈ
．Ｌｅｅ，Ｂ．Ｊａｖｉｄｉ，"Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ
　ｆｏｒ　Ｃｒｅａｔｉｎｇ　Ｒｅａｌ－Ｗｏｒｌｄ－Ｌｉｋｅ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎ
ｔｓ，"Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ＩＥＥＥ　Ｊｏｕｒｎａｌ，Ｖｏｌ．１０１，
ｉｓｓｕｅ　１，ｐｐ．１９０－２０５，Ｊａｎｕａｒｙ　２０１３．
　　（非特許文献１５３）　Ｒ．Ｍａｒｔｉｎｅｚ－Ｃｕｅｎｃａ，Ｈ．Ｎａｖａｒｒｏ
，Ｇ．Ｓａａｖｅｄｒａ，Ｂ．Ｊａｖｉｄｉ，ａｎｄ　Ｍ．Ｍａｒｔｉｎｅｚ－Ｃｏｒｒ
ａｌ，"Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｖｉｅｗｉｎｇａｎｇｌｅ　ｉｎｔｅｇｒａｌ　ｉｍａｇｉ
ｎｇ　ｂｙ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ａｘｉｓ　ｔｅｌｅｃｅｎｔｒｉｃ　ｒｅｌａｙ　ｓｙ
ｓｔｅｍ，"Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ，Ｖｏｌ．１５，Ｉｓｓｕｅ　２４，ｐｐ．
１６２５５－１６２６０，２１　Ｎｏｖｅｍｂｅｒ　２００７．
　　（非特許文献１５４）　Ａ．Ｃａｓｔｒｏ，Ｙ．Ｆｒａｕｅｌ，ａｎｄ　Ｂ．Ｊａｖ
ｉｄｉ，"Ｉｎｔｅｇｒａｌ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｗｉｔｈ　ｌａｒｇｅ　ｄｅｐｔｈ　ｏ
ｆ　ｆｉｅｌｄ　ｕｓｉｎｇ　ａｎ　ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　ｐｈａｓｅ　ｍａｓｋ，"
Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ，Ｖｏｌ．１５，Ｉｓｓｕｅ　１
６，ｐｐ．１０２６６－１０２７３（Ａｕｇｕｓｔ　２００７）
　　（非特許文献１５５）　Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｒｅｐｏｒｔ　ｄａｔｅ
ｄ　Ａｕｇｕｓｔ　１４，２０１５　ｉｎ　ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　ＥＰ　ａｐｐ
ｌｉｃａｔｉｏｎ　１３７４０９８９．２．
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　　（非特許文献１５６）　Ｒ．Ｓｃｈｕｌｅｉｎ，Ｍ．ＤａｎｅｓｈＰａｎａｈ，ａｎ
ｄ　Ｂ．Ｊａｖｉｄｉ，"３Ｄ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｗｉｔｈ　ａｘｉａｌｌｙ　ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｅｄ　ｓｅｎｓｉｎｇ，"Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｐｔｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅ
ｒｓ，Ｖｏｌ．３４，Ｉｓｓｕｅ　１３，ｐｐ．２０１２－２０１４，１　Ｊｕｌｙ　２
００９．
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　ビデオベースの特徴追跡方法を使用するＥＴ－ＨＭＤシステムは、典型的には少なくと
も３つの固有の光路、すなわち照射光路、眼画像化光路、および仮想表示光路を必要とす
る。照射光路を通して、典型的には近赤外発光ダイオード（ＮＩＲ　ＬＥＤ）によって、
追跡するために、暗い瞳孔もしくは明るい瞳孔および／またはプルキンエの特徴などの画
像化特徴を作り出すために、目が照射される。特徴検出および追跡のために、画像化光路
を通して、追跡特徴を有する眼画像が取得される。表示光路を通して、ミニチュア表示デ
バイス上に表示される虚像が、情報視覚のためにアイピース光学系を通して作り出される
。本発明の新機軸のうちの１つは、アイピース、投影レンズ、または他の光学系構造であ
ってもよい同一の中核光学系を通して、これらの３つの光路を一意的に組み合わせること
ができる光学的なスキームである。
【００１３】
　例えば、態様のうちの１つでは、本発明は、視線追跡用の眼画像化光学系を情報視覚用
の表示光学系と一意的に組み合わせることができる、新機軸の光学的なスキームとともに
、フリーフォームの光技術を使用してもよい。（したがって、本発明の記述と関連して本
明細書で使用する場合、「表示光学系」、および「画像化光学系」という用語は、同一の
物理光学を指す場合があり、物理光学は、「中核光学系」とも呼ばれる場合がある。）所
望により、眼照射光学系も、組み合わせられてもよい。このように、その有益な点のうち
の１つでは、本発明は、ＨＭＤ用および視線追跡光路用の光学的システムが、別々に取り
扱われており、回転対称の光学的表面が主として使用される、従来のアプローチによって
課された制限を避ける。しかしながら、本発明で開示される、より制限的である可能性が
ある、ＨＭＤと統合している視線追跡の光学的なスキームは、フリーフォーム光学系に限
定されない。本発明によるＥＴ－ＨＭＤシステム用の中核光学系を、従来のＨＭＤ光学系
に適用することができる。
【００１４】
　例示的な構成では、本発明は、使用者が鑑賞する画像を生成するマイクロディスプレイ
を有する視線追従型ヘッドマウントディスプレイを提供する。前記マイクロディスプレイ
は、表示光路と、当該表示光路に関連付けられた射出瞳とを有する。第１の平面はマイク
ロディスプレイに位置付けられ、第２の平面は射出瞳に位置付けられる。画像センサーは
、使用者の眼から反射した、反射光学的放射を第２の平面から受容するように構成され、
当該画像センサーに関連付けられたセンサー光路を有する。加えて、視線追従型ヘッドマ
ウントディスプレイは、前記表示光路に沿ってマイクロディスプレイと光学的に連通し、
前記センサー光路に沿って前記画像センサーと光学的に連通して配置される表示光学系を
含む。前記表示光学系は、マイクロディスプレイに最も近い選択された表面と、前記画像
センサーとを含んでもよく、前記表示光路および前記画像センサー光路が前記選択された
表面の異なる部分にそれぞれ衝突（ｉｍｐｉｎｇｅ）するように前記マイクロディスプレ
イおよび前記画像センサーに対して位置付けられる。前記表示光路と前記画像センサー光
路とは、選択された表面でにおいて部分的に重なってもよい。前記マイクロディスプレイ
および前記画像センサーにそれぞれの光軸を有し、当該それぞれの光軸は同軸であっても
よく、傾斜していてもよい、前記表示光学系と前記画像センサーとのそれぞれにおいて、
それぞれの光軸を備えてもよい。加えて、視線追従型ヘッドマウントディスプレイは、第
１の平面において停止部を含む場合があり、この停止部は、前記センサー光路に沿った位
置において、停止部に内設される少なくとも１つの開口を有する。同様に、視線追従型ヘ
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ッドマウントディスプレイは、停止部を含み、当該停止部は、前記センサーと前記選択さ
れた表面との間の前記にセンサー光路に沿った位置において、当該停止部に内設される少
なくとも１つの開口を有する。いずれの構成においても、前記停止部または前記開口は、
開口のようなピンホールを含む。１つの例示的な構成では、前記表示光学系は、フリーフ
ォーム光学素子、回転対称の光学素子、および／またはフリーフォーム光学プリズムを含
んでもよい。前記表示光学系は球面の表面を含んでもよい。
【００１５】
　さらに、視線追従型ヘッドマウントディスプレイは、光学的放射を生成して前記第２の
平面を照射することにより前記使用者の眼を照射する照射源を含む。前記表示光学系は、
前記照射源からの光学的放射をコリメートするように構成される。前記照射源は、前記第
１の平面内に、または表示光学系の光軸から外れている位置など異なる位置に位置付けら
れる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、従来の回転対称の光技術に基づく視線追従ヘッドマウントディスプレイ
（ＥＴ－ＨＭＤ）システムを概略的に図示する。
【図２Ａ】図２Ａ、図２Ｂは、概略的に２つの異なるＩＲ照射戦略からの画像を図示し、
図２Ａは、明るい眼の瞳孔の眼画像および軸上照射戦略からの結果として得られる４つの
輝きを示し、ここで４つの近赤外線ＬＥＤは、眼画像化光学系の光軸とほぼ同軸に配設さ
れ、図２Ｂは、暗い眼の瞳孔の眼画像および軸外照射戦略からの結果として得られる４つ
の輝きを示し、４つの近赤外線ＬＥＤは、眼画像化光学系の光軸から離れる方向に置かれ
る。
【図２Ｂ】図２Ａ、図２Ｂは、概略的に２つの異なる赤外線照射戦略からの画像を図示し
、図２Ａは、明るい眼の瞳孔の眼画像および軸上照射戦略からの結果として得られる４つ
の輝きを示し、ここで４つの近赤外線ＬＥＤは、眼画像化光学系の光軸とほぼ同軸に配設
され、図２Ｂは、暗い眼の瞳孔の眼画像および軸外照射戦略からの結果として得られる４
つの輝きを示し、４つの近赤外線ＬＥＤは、眼画像化光学系の光軸から離れる方向に置か
れる。
【図３Ａ】図３Ａは、本発明による、単眼の光学的なモジュールとして示される、例示的
な光学的システムを概略的に図示する。
【図３Ｂ】図３Ｂは、本発明による、マイクロディスプレイパネルの周囲に配置される照
射ユニットおよび眼画像化ユニットの例示的なシステムを概略的に図示する。
【図４】図４は、単眼の光学的モジュールとして示される本発明によるフリーフォームプ
リズム技術に基づく例示的なシステムのブロック図を概略的に図示する。
【図５Ａ】図５Ａ～図５Ｄは、本発明による光学的に透視性のＨＭＤの例示的な設計を概
略的に図示し、図５Ａでは、眼照射光路と、画像化光路と、を示し、図５Ｂは、仮想表示
光路を示し、図５Ｃは、眼照射光路と、眼画像化光路と、仮想表示光路と、によって共有
されるフリーフォームプリズムを示し、図５Ｄは、透視能力を可能にするフリーフォーム
プリズムに取り付けられたフリーフォーム補助レンズを示す。
【図５Ｂ】図５Ａ～図５Ｄは、本発明による光学的に透視性のＨＭＤの例示的な設計を概
略的に図示し、図５Ａでは、眼照射光路と、画像化光路と、を示し、図５Ｂは、仮想表示
光路を示し、図５Ｃは、眼照射光路と、眼画像化光路と、仮想表示光路と、によって共有
されるフリーフォームプリズムを示し、図５Ｄは、透視能力を可能にするフリーフォーム
プリズムに取り付けられたフリーフォーム補助レンズを示す。
【図５Ｃ】図５Ａ～図５Ｄは、本発明による光学的に透視性のＨＭＤの例示的な設計を概
略的に図示し、図５Ａでは、眼照射光路と、画像化光路と、を示し、図５Ｂは、仮想表示
光路を示し、図５Ｃは、眼照射光路と、眼画像化光路と、仮想表示光路と、によって共有
されるフリーフォームプリズムを示し、図５Ｄは、透視能力を可能にするフリーフォーム
プリズムに取り付けられたフリーフォーム補助レンズを示す。
【図５Ｄ】図５Ａ～図５Ｄは、本発明による光学的に透視性のＨＭＤの例示的な設計を概
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略的に図示し、図５Ａでは、眼照射光路と、画像化光路と、を示し、図５Ｂは、仮想表示
光路を示し、図５Ｃは、眼照射光路と、眼画像化光路と、仮想表示光路と、によって共有
されるフリーフォームプリズムを示し、図５Ｄは、透視能力を可能にするフリーフォーム
プリズムに取り付けられたフリーフォーム補助レンズを示す。
【図６】図６は、図５Ｄの２反射のフリーフォームプリズム構造を使用した、本発明によ
る例示的な最適化されたＥＴ－ＨＭＤシステムの光学的なレイアウトおよびレイトレーシ
ングを概略的に図示する。
【図７】図７は、本発明による例示的なＥＴ－ＨＭＤ光学的システムの３Ｄモデルを概略
的に図示する。
【図８】図８は、本発明による図６および図７の光学的な設計に基づく例示的な両眼のＥ
Ｔ－ＨＭＤプロトタイプのモデルを概略的に図示する。
【図９Ａ】図９Ａ～図９Ｄは、図６の設計のＨＭＤ仮想表示光路内の視野にわたる２０個
のサンプリングされた視野の４ｍｍの中心瞳孔の多色性変調伝達関数（ＭＴＦ）を図示す
る。
【図９Ｂ】図９Ａ～図９Ｄは、図６の設計のＨＭＤ仮想表示光路内の視野にわたる２０個
のサンプリングされた視野の４ｍｍの中心瞳孔の多色性変調伝達関数（ＭＴＦ）を図示す
る。
【図９Ｃ】図９Ａ～図９Ｄは、図６の設計のＨＭＤ仮想表示光路内の視野にわたる２０個
のサンプリングされた視野の４ｍｍの中心瞳孔の多色性変調伝達関数（ＭＴＦ）を図示す
る。
【図９Ｄ】図９Ａ～図９Ｄは、図６の設計のＨＭＤ仮想表示光路内の視野にわたる２０個
のサンプリングされた視野の４ｍｍの中心瞳孔の多色性変調伝達関数（ＭＴＦ）を図示す
る。
【図１０】図１０は、図６の設計のＨＭＤ仮想表示光路内の視野にわたる歪曲グリッドを
図示する。
【図１１】図１１は、図６の設計の眼画像化光路内の視野にわたるサンプリングされた視
野の変調伝達関数を図示する。
【図１２】図１２は、図６の設計の眼画像化光路内の視野にわたる歪曲グリッドを図示す
る。
【図１３Ａ】図１３Ａ～図１３Ｄは、図６の設計のＨＭＤ透視光路内の４ｍｍの中心瞳孔
の３０×２２度の中央視野にわたる２０個のサンプリングされた視野の多色性変調伝達関
数（ＭＴＦ）を図示する。
【図１３Ｂ】図１３Ａ～図１３Ｄは、図６の設計のＨＭＤ透視光路内の４ｍｍの中心瞳孔
の３０×２２度の中央視野にわたる２０個のサンプリングされた視野の多色性変調伝達関
数（ＭＴＦ）を図示する。
【図１３Ｃ】図１３Ａ～図１３Ｄは、図６の設計のＨＭＤ透視光路内の４ｍｍの中心瞳孔
の３０×２２度の中央視野にわたる２０個のサンプリングされた視野の多色性変調伝達関
数（ＭＴＦ）を図示する。
【図１３Ｄ】図１３Ａ～図１３Ｄは、図６の設計のＨＭＤ透視光路内の４ｍｍの中心瞳孔
の３０×２２度の中央視野にわたる２０個のサンプリングされた視野の多色性変調伝達関
数（ＭＴＦ）を図示する。
【図１４】図１４は、図６の設計のＨＭＤ透視光路の視野にわたる歪曲グリッドを図示す
る。
【図１５Ａ】図１５Ａ、図１５Ｂは、本発明による図３に示す光学的なスキームの例示的
な設計を図示する。
【図１５Ｂ】図１５Ａ、図１５Ｂは、本発明による図３に示す光学的なスキームの例示的
な設計を図示する。
【図１６】図１６は、本発明による、図３に示す回転対称の光学系に基づく光学的なスキ
ームの例示的な実施を概略的に図示する。
【発明を実施するための形態】
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【００１７】
　ここで、全体を通して同様な要素に同様な番号が付けられている図面を参照すると、図
３Ａは、本発明による小型ＥＴ－ＨＭＤシステムを達成するための例示的なシステムレイ
アウト３００を概略的に図示する。この例示的なレイアウト３００では、同一の中核光学
系３１０は、眼画像化、表示鑑賞（ｄｉｓｐｌａｙ　ｖｉｅｗｉｎｇ）、および／または
眼照射の機能を果たすことができる。この単純化は、一意的な共役平面上で、眼照射光路
３０５、眼画像化光路３０７、および表示光路３０９の洞察力のある観測から生じる。加
えて、中核光学系３１０の有効口径に沿った異なる部分は、眼照射光路３０５、眼画像化
光路３０７、および表示光路３０９のために使用されてもよい。例えば、マイクロディス
プレイに最も近く位置付けられる中核光学系３１０の選択された表面において、選択され
た表面のそれぞれの部分が異なると、眼照射光路３０５、眼画像化光路３０７、および表
示光路３０９のうちの２つ以上（例えば、眼画像化光路３０７および表示光路３０９）が
衝突する可能性があるが、部分的な重なりは許容される。
【００１８】
　表示光路３０９では、この状況では表示光学系として機能する中核光学系３１０は、眼
１０によって見られるマイクロディスプレイ３２０の拡大された虚像を形成する。マイク
ロディスプレイユニット３２０は、画像源として機能することができる任意のタイプの自
発光式、または照射される画素アレイ（シリコン上の液晶（ＬＣｏＳ）表示デバイス、液
晶ディスプレイ（ＬＣＤ）パネル、有機発光型ディスプレイ（ＯＬＥＤ）、シリコン上の
強誘電性液晶（ＦＬＣｏＳ）デバイス、デジタルミラーデバイス（ＤＭＤ）、または前述
したものまたは他のタイプのマイクロディスプレイデバイスの上に構築されたマイクロプ
ロジェクターが挙げられるが、これに限定されない）とすることができ、所望により、ま
たは必要に応じて、マイクロディスプレイ３２０と中核光学系３１０との間に追加的な所
望の光学系が提供されてもよい。眼１０から無限または有限の距離にあるように現れる拡
大された虚像は、マイクロディスプレイ３２０の共役焦点面に対応する。眼の瞳孔１２は
、表示光路３０９の射出瞳３１２と同じ場所に位置付けられてもよい。瞳孔１２の中心を
通るディスプレイの主光線（図３Ａで実線で示される）は、マイクロディスプレイ３２０
上の視野高さを画定するため、マイクロディスプレイ表面上で分離できる。眼照射光路３
０５では、図３Ｂの表示／中核光学系３１０を通して眼を照射するために、１つまたは多
重の近赤外線発光ダイオード（ＮＩＲ　ＬＥＤ）３３０がマイクロディスプレイ３２０の
周囲に載置されてもよい。表示／中核光学系３１０は、ＬＥＤ光をコリメートしてもよく
、表示／中核光学系３１０を通して生成された多重の仮想ＬＥＤ源を通して、眼領域上に
均等に照射される領域を作り出してもよい。かかる軸から外れた照射配設は、暗い瞳孔の
効果を作りだすことができ、前角膜からの反射を通して近赤外線ＬＥＤ３３０の多重の輝
き画像を形成する。
【００１９】
　眼画像化光路３０７では、眼の瞳孔１２は、画像化の対象となる。絞り３４０が、マイ
クロディスプレイ３２０の周囲に置かれる場合がある。マイクロディスプレイ３２０の瞳
孔と視野との関係、および上述の眼の瞳孔１２を考慮すると、表示光路の異なる対象視野
の主光線は、眼画像化光路３０７の軸上の対象点の周縁光線になり、したがって眼の瞳孔
１２上の同一の点を通るすべての光線は、赤外線画像化センサー３６０上の同一の点上に
画像化される。しかしながら、これらの光線は、マイクロディスプレイ表面と一意的な位
置で交差する。したがって、画像化光路３０７では、絞り３４０は、表示光路３０９に影
響を与えないようにしかも眼画像を眼画像化光路３０７に形成するために十分な光線を集
めるように、適切に設計されて、マイクロディスプレイ３２０の周囲に置かれる。図３Ｂ
に示す図では、絞り３４０は、ピンホールのような小さい開口３５０の形態で提供されて
もよく、マイクロディスプレイ３２０を包囲する選択された領域であってもよい。分離さ
れた画像センサー３６０は、それぞれのピンホールのような開口３５０に組み込まれても
よい。
【００２０】
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　利点のうちの１つとして、２つのまたは３つの固有の光学的な機能を組み合わせるため
の光学的なレイアウト３００は、ＨＭＤ光学系に適した実質上すべてのタイプの光学的な
構造に対する適用範囲を有する。例えば、従来の回転対称の光学素子を基にしたアイピー
ス光学系を用いた例示的な構成は、図１６に関連して以下で考察するように設計されてき
た。
【００２１】
　視線追跡機能の態様としては、具体的には、眼球運動を監視するために使用される場合
がある、いくつかの異なる視線追跡技法が存在し、これらは３つの分類に分けられる、す
なわち、電子眼球運動記録法、強膜サーチコイル法、および様々なビデオベースの特徴追
跡アプローチである。これらの方法の中でも、取得された眼画像の特徴を検出して追跡す
るビデオベースの特徴追跡は、眼球運動を追跡するためには、最も侵入的でなく、かつ最
も便利なアプローチである。
【００２２】
　近赤外線照射下で、眼画像２０１、２０２は、典型的には容易に識別、および測定でき
る２つのタイプの特徴を有する（図２Ａ、図２Ｂ）。１つの特徴は、第１のプルキンエ画
像、または輝き６として知られ、角膜の前面によって形成される点光源の反射画像を指す
（図２Ｂ）。第２の機能は、眼の瞳孔１２である。図２Ａ～図２Ｂは、赤外線照射された
眼画像２０１、２０２の実施例を示す。赤外線照射器、例えば、近赤外線ＬＥＤ３３０、
の構成に依存して、赤外線照射器が眼画像化光学系の光軸とほとんど同軸上に配設される
、軸上照射戦略は、明るい瞳孔２、図２Ａ、につながるが、一方で、赤外線照射器が眼画
像化光学系の光軸から離れて置かれる、軸から外れた照射戦略は、輝き６を有する暗い瞳
孔４（図２Ｂ）につながる。その結果、瞳孔と輝きとの特徴は、眼球運動追跡のために利
用される場合がある。
【００２３】
　ビデオベースの特徴追跡方法の中でも、眼球運動を瞳孔の中心と輝きの中心との間のベ
クトル差に関係付ける、瞳孔角膜反射追跡方法が、ＥＴ－ＨＭＤシステムで最も適切なア
プローチである。この方法では、１つのまたは多重の近赤外線発光ダイオード（ＮＩＲ　
ＬＥＤ）、例えば、近赤外線ＬＥＤ３３０は、眼１０を照射するために使用されてもよく
、照射された眼１０は、次いで赤外線ＣＣＤなどの画像化センサー３６０によって画像化
されてもよい。眼の瞳孔１２、第１のプルキンエ画像（すなわち輝き）、および／または
虹彩１１が、同時に、または別途追跡されてもよい。それぞれの近赤外線ＬＥＤ３３０は
、輝き６すなわち第１のプルキンエ画像を形成する場合がある。瞳孔１２および第１のプ
ルキンエ特徴は、眼の回転に比例的に移動し、相互の間では差動的に移動する。２つの特
徴の間の差動ベクトルが、眼１０の注視点を決定するために使用されてもよい。この方法
は、画像化センサー３６０の眼１０に対する配向の変更をある程度引き起こし、眼球運動
を混乱させる、ＨＭＤシステムのヘルメットの滑りを許容する。
【００２４】
　別の重要な態様では、本発明は、透視能力をともなう、超小型、かつ軽量のＥＴ－ＨＭ
Ｄを達成するためにフリーフォームの光技術を中核光学系３１０で、利用する場合がある
。図４は、本発明による、フリーフォームの光技術に基づく小型視線追従型ＨＭＤ設計へ
の例示的なアプローチのブロック図４００を示す。１つの例示的な実施では、中核光学系
３１０内で、楔形のフリーフォームプリズム４１０または導波管タイプのフリーフォーム
プリズムが使用されてもよく、多面プリズム構造内で光線経路を折り畳むことが許容され
、これは回転対称の要素を使用する設計と比較すると表示光学系の全体的な重量および体
積を減少するのを助ける。フリーフォームの光技術を適用することは、ＨＭＤ光学系の機
能と視線追跡の機能とを小型形態の中に完全に統合できるようにする。フリーフォームプ
リズム４１０は、軽量および低コストのために成形可能な塑性体から作成される場合があ
る。
【００２５】
　このアプローチでは、フリーフォームプリズム４１０は、２つまたはそれ以上の固有の
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光学的な機能を果たす。第１の、フリーフォームプリズム４１０は、眼画像化光路４０７
で、中核要素として機能する場合がある近赤外線で照射される使用者の眼画像４０１を取
得し、そして取得された眼画像４０１を使用して眼球運動を追跡する。典型的にはレンズ
構成体内に回転対称の光学の表面を採用し、典型的には画像化レンズを検出器４６０およ
び取得される対象物と同一直線上にしたままにしておく必要がある、従来の画像化システ
ムとは異なり、画像検出器４６０がフリーフォームプリズム４１０の側に置かれてもよい
ように、フリーフォームプリズム４１０は、単一の要素内の光路を折り曲げる。第２に、
同一のフリーフォームプリズム４１０は、表示光路４０９でマイクロディスプレイ４２０
上の画像を鑑賞するために、表示視覚光学系として機能する場合がある。第３に、プリズ
ム４１０は、１つまたは多重の近赤外線ＬＥＤ４３０からの光をコリメートする照射光路
３０５内で中核要素として機能する場合がある。代替的には、近赤外線ＬＥＤは、プリズ
ム４１０（または中核光学系３１０）を通過せずに、眼領域を直接照射してもよい。いず
れの場合でも、近赤外線ＬＥＤ４３０は、眼領域を均等かつ非侵襲的に照射する場合があ
り、視線追跡のために画像化されるべき重要な特徴（例えば、輝き６および暗い瞳孔４）
を形成する。最後に、実世界の直接鑑賞が重要である用途のために、光学的に透視性のＥ
Ｔ－ＨＭＤシステムが要求される場合、プリズム４１０は、フリーフォーム補正レンズ４
１５に固着されてもよい。フリーフォーム修正器４１５は、視覚軸の偏差およびプリズム
４１０によって導入された望ましくない収差を修正することができ、かつ実世界鑑賞４１
１のために周辺部の不透明度の低減およびひずみの最小限化を提示するシステム４００の
透視能力を可能にする。全体的に、本発明の固有の光学的なスキームは、最小限のハード
ウエアコストで、同一のフリーフォームプリズム４１０を通して、眼画像化４０７のため
と、仮想表示４０９のためと、所望により眼照射４０５のためとの光路の組み合わせを可
能にすることができ、かつ視線追跡および表示の能力を達成することができる。　
【実施例１】
【００２６】
　本発明による第１の例示的な構成５００は、２つの反射を用いる、楔形のフリーフォー
ムプリズム５１０を利用する、図５Ａ～図５Ｄ。この実施形態では、フリーフォームプリ
ズム５１０は、３つもの中核機能の作用をする場合があり（１）照射光学系として、１つ
または多重の近赤外線ＬＥＤ５３０からの光を均等に、かつ非侵襲的に眼領域を画像化さ
れるように照射するためにコリメートし、（２）眼画像化光学系の中核要素として、近赤
外線で照射された眼画像を取得して、眼球運動の追跡を可能にし、（３）ＨＭＤシステム
のアイピース光学系として、マイクロディスプレイ５２０上の画像を鑑賞する。これら３
つの固有の光路は、視線追跡および表示の能力を達成するために、同一のフリーフォーム
プリズム５１０によって組み合わせられてもよい。追加的に、同一のプリズム５１０は、
フリーフォーム補正レンズに固着されたとき、光学的に透視性のＨＭＤシステムの透視能
力が可能になった。代替的には、フリーフォームプリズム５１０は、照射光学系として中
核機能を省略してもよい。
【００２７】
　楔形のフリーフォームプリズム５１０は、３つの光学的な表面を含んでもよく、そのう
ちの少なくとも１つは、回転対称であるか、または回転対称でない、非球面の表面であっ
てもよい。本発明の１つの新機軸は、単一のフリーフォームプリズム５１０を介して、２
つまたは３つの固有の光路（すなわち、眼照射光路５０５、眼画像化光路５０７、および
表示光路５０９のうちの２つ以上）を一意的に組み合わせることができる、光学的なアプ
ローチである。図５Ａは、フリーフォームプリズム５１０を含む、眼照射および画像化光
学系の概略の設計を示す。照射光路５０５では、近赤外線ＬＥＤ５３０から放射された光
線は、第１に表面３によって反射され、２つの表面１'および表面２による連続反射が続
き、最終的に表面１を通して伝送され、眼１０に到達する。表面１'上の反射は、内部全
反射（ＴＩＲ）の条件を満足する場合がある。ＬＥＤ５３０によって放射された光は、プ
リズム５１０によってコリメートされる場合があり、眼１０に対して均一な照射をもたら
す。近赤外線で照射された眼１０は、次いで赤外線画像センサー５６０によって画像化さ
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れてもよい。眼画像化光路５０７では、光線が、眼１０に散乱して落ち、第１に表面１に
よって反射されてもよく、表面２および１'による２つの連続反射が続き、最終的には表
面３を通して伝送されてもよく、そしてセンサー５６０に達する。眼画像化の光学的な性
能を改善するために追加的なレンズ５６２が、プリズム５１０の表面３と画像センサー５
６０との間に挿入されてもよい。画像化センサー５６０によって受容された光を閉じ込め
るために、小さい開口絞り５５０が、レンズ５６２の近くまたは内側に置かれてもよい。
【００２８】
　図５Ｂは、フリーフォームプリズム５１０を使用してマイクロディスプレイ５２０上の
画像を拡大し、快適な鑑賞距離で虚像を形成する、ＨＭＤ光学系の表示光路５０９概略的
に図示する。マイクロディスプレイ５２０上の点から放射された光線は、第１にフリーフ
ォームプリズム５１０の表面３によって反射されてもよく、表面１'および２による２つ
の連続反射が後に続き、最終的に、システム５００の射出瞳５１２に到達するように表面
１を通過して伝送されてもよい。表面１'上の反射は、ＴＩＲ条件を満足する場合がある
。多重の要素を必要とするよりも、むしろプリズム構造内で光路が自然に折り曲げられる
。表示光路５０９の光学的な性能をさらに改良するために、プリズム５１０の表面３と、
マイクロディスプレイ５２０との間に、さらなるレンズが、挿入されてもよい。
【００２９】
　図５Ｃは、照射、画像化、および表示光学系が同一のプリズム５１０を備え、高品質の
眼画像を形成するために、照射ＬＥＤｓ５３０およびピンホール様の５５０が、マイクロ
ディスプレイ５２０の縁部５４０の周囲に置かれる、統合型システム５００を概略的に図
示する。図５Ｃに、絞りおよびＬＥＤ構成の一例が図示される。絞り５５０およびＬＥＤ
ｓ５３０は、マイクロディスプレイ５２０の周囲の周辺部内の他の位置に置かれてもよい
ことを注意する価値がある。加えて、絞り５５０およびＬＥＤｓ５３０は、マイクロディ
スプレイ５２０と同一平面であってもそうでなくても使用されてもよい。システム性能を
改良するために、追加的なレンズが、照射光路５０５、眼画像化光路５０７、および表示
光路５０９のうちの１つ以上で使用されてもよい。さらに、マイクロディスプレイ５２０
に最も近い表面、表面３で、照射光路５０５、眼画像化光路５０７、および表示光路５０
９は、表面３のそれぞれの部分が異なると衝突する場合がある（しかし、部分的な重なり
は許容される）。
【００３０】
　透視能力を可能にするために、プリズム５１０の表面２は、半透鏡としてコーティング
されてもよい。マイクロディスプレイ５２０からの光線は、表面２によって反射される場
合があるが、実世界の場面からの光線は、伝送される。図５Ｄは、プリズム５１０に固着
される２つのフリーフォームの表面４および５からなる、実世界視覚経路５１１へのフリ
ーフォームプリズム５１０によって導入された視覚軸の偏差および収差を修正するための
フリーフォーム補助レンズ５１５を概略的に図示する。通常補助レンズ５１５の表面４は
、プリズム５１０の表面２と同一の規定を有し、補助レンズ５１５の表面５は、軸の偏差
および収差を修正するように最適化される。補助レンズ５１５は、システムの全体的な設
置面積または重量を目立つほど増加することはない。全体的に、例示的なシステム５００
は、軽量で、小型で、堅牢な、視線追跡ＨＭＤの解決法を提供し、いかなる既存のＨＭＤ
のアプローチよりも目立ちすぎない形状因子を潜在的に供給することができ、これは、設
計のコンピューター解析によりさらに実証される。
【００３１】
　図６は、図５に図示される２反射楔形のフリーフォームプリズム５１０に基づく、最適
化されたシステムの２次元の光学的なレイアウトを概略的に図示する。この実施では、眼
画像化光路５０７の性能を改善するために、画像化レンズ５６２が、使用される場合があ
る。絞り５５０は、プリズム５１０の表面３の近くに位置付けられてもよい。近赤外線Ｌ
ＥＤ５３０は、マイクロディスプレイ５２０の周辺に位置付けられてもよい。図７は、図
５Ｄの例示的な光学的システムの３Ｄモデル７００を概略的に図示し、図８は、図６およ
び図７に示す光学的な設計に基づく両眼のＥＴ－ＨＭＤプロトタイプ８００の３Ｄモデル
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を概略的に図示する。全体的なシステムの仕様は、表１に一覧で記載される。
【００３２】
【表１】

【００３３】
　フリーフォームプリズム５１０の例示的な光学的な規定が、表面１、表面２、および表
面３のそれぞれに対して表２～表４に一覧で示される。プリズム５１０の３つの光学的な
表面のうちの表面１は、歪像の非球面の表面（ＡＡＳ）である。ＡＡＳ表面のサグは、以
下の式、
【００３４】
【数１】

【００３５】
によって定義され、式中ｚは、フリーフォーム表面のサグであり、局所ｘ、ｙ、ｚ座標系
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のｚ軸に沿って測定され、ｃｘおよびｃｙは、それぞれｘ軸およびｙ軸での頂点曲率であ
り、ＫｘおよびＫｙは、それぞれｘ軸およびｙ軸での円錐定数であり、ＡＲ、ＢＲ、ＣＲ
、およびＤＲは、それぞれ円錐からの４次変形、６次変形、８次変形、および１０次変形
の回転対称の部分であり、ＡＰ、ＢＰ、ＣＰ、およびＤＰは、円錐からの４次変形、６次
変形、８次変形、および１０次変形の非回転対称の構成要素である。
【００３６】
　プリズム５１０の表面２は、以下の式、
【００３７】
【数２】

【００３８】
で定義されるＸＹ多項式曲面であってもよく、式中ｚは、局所ｘ、ｙ、ｚ座標系のｚ軸に
沿って測定されたフリーフォーム表面のサグであり、ｃは、頂点曲率（ＣＵＹ）であり、
ｋは、円錐定数であり、そしてＣｊは、ｘｍｙｎに対する係数である。
【００３９】
　表面３は、回転対称のキノフォーム回析光学素子を有する非球面の表面であってもよく
、以下の式、
【００４０】

【数３】

【００４１】
によって定義される非球面の表面のサグを有し、式中ｚは、局所ｘ、ｙ、ｚ座標系のｚ軸
に沿って測定された表面のサグであり、ｃは、頂点曲率であり、ｋは、円錐定数であり、
Ａ～Ｊは、それぞれ４次変形係数、６次変形係数、８次変形係数、１０次変形係数、１２
次変形係数、１４次変形係数、１６次変形係数、１８次変形係数、および２０次変形係数
である。
【００４２】
【表２】
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【表３】

【００４４】
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【表４】

【００４５】
　例示的なフリーフォーム修正器５１５レンズの表面５の光学的な規定が、表５に一覧で
記載される。レンズ５１５の表面４は、プリズム５１０の表面２と同一の規定を有し、レ
ンズ５１５の表面５は、表面２と同一の式で定義されるＸＹ多項式曲面である。
【００４６】
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【表５】

【００４７】
例示的な設計のディスプレイの面では、プリズム５１０は水平から４６度、または４０度
で、垂直から２２度の対角線の視野を提供する。これは、ピクセルサイズが約８μｍで、
対角線サイズが０．９インチ以下のマイクロディスプレイ５２０を提供する。プロトタイ
プは、アスペクト比が１６：９で、解像度が１９２０×１２００ピクセルの０．８６イン
チのマイクロディスプレイを使用して製作された。
【００４８】
　例示的な設計は、高い画像コントラストと、高い解像度を達成した。図９Ａ～図９Ｄは
、４ｍｍの中心瞳孔のＨＭＤ光路の視野にわたる２０個のサンプリングされた視野の多色
性変調伝達関数（ＭＴＦ）を図示する。ＭＴＦ曲線は、５０ｌｐｓ／ｍｍのカットオフ解
像度（１０μｍピクセルの解像度と等価）において、０．２の平均コントラストを実証し
、３５ｌｐｓ／ｍｍのカットオフ解像度（１５μｍピクセルの解像度と等価）において、
０．３より高い平均コントラストを実証する。図１０は、仮想表示光路の歪曲グリッドを
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さらに実証する。
【００４９】
　眼画像化および照射の面では、フリーフォームプリズム５１０を通して、均等に照射さ
れた眼領域を作り出すために、画像源の周囲に１つ以上の近赤外線ＬＥＤ５３０が置かれ
る。フリーフォームプリズム５１０は、水平および垂直の方向にそれぞれ約３０ｍｍ×２
０ｍｍの眼領域に対して均一な照射を提供することができる。同一の照射された眼領域は
、高解像度近赤外線センサー５６０によって取得される。画像化される領域は、眼球運動
の追跡を可能にするのに十分である。眼画像化光路を分解できるピクセルサイズは、約１
０μｍである。図１１は、眼画像化光路の変調伝達関数（ＭＴＦ）を図示する。ＭＴＦ曲
線は、５０ｌｐｓ／ｍｍのカットオフ解像度（１０μｍピクセルの解像度と等価）におい
て、０．１の平均コントラストを実証し、３０ｌｐｓ／ｍｍのカットオフ解像度（１６μ
ｍピクセルの解像度と等価）において、０．３より高い平均コントラストを実証する。図
１２は、眼画像化光路の歪曲グリッドをさらに実証する。
【００５０】
　システム５００の透視の面では、固着されたプリズム５１０およびフリーフォーム補正
レンズ５１５は、水平から約１００度、または８０度で、垂直から５０度の対角線視野を
提供する。透視性視野は、改善された状況認識のために仮想表示視野よりかなり広く設計
される。透視システムのアイボックスサイズは、使用の容易さおよび鑑賞の快適さをさら
に改善するために、仮想表示システムより大きくなるように最適化される。この設計実施
形態は、高い画像コントラストと解像度を達成する。図１３Ａ～図１３Ｄは、透視光路内
の４ｍｍの中心瞳孔の中央の３０×２２度の視野にわたる２０個のサンプリングされた視
野の多色性変調伝達関数（ＭＴＦ）を図示する。ＭＴＦ曲線は、ほぼ回折限界の性能を実
証する。図１３Ａ～図１３Ｄでは、０．５サイクル／分は、１分の角度の空間的解像度に
対応し、これは、視力２０／２０の分解能であり、１サイクル／分は、０．５分の角度の
空間的解像度に対応し、これは視力２０／１５の分解能である。サンプリングされた視野
にわたる平均ＭＴＦは、０．５サイクル／分（１分の角度の角度的解像度と等価）のカッ
トオフ解像度で、０．５より大きく、平均コントラストは、１サイクル／分（０．５分の
角度の角度的解像度と等価）のカットオフ解像度で０．４より大きい。８０×５０透視性
視野全体にわたる平均ＭＴＦは、０．５サイクル／分のカットオフ周波数で、０．３５よ
り大きい。図１４は、全視野にわたる透視性表示光路の歪曲グリッドをさらに図示する。
中心の４０×２２度でのひずみは、２％未満であり、全視野にわたるひずみは、８％未満
である。　
【実施例２】
【００５１】
　図１５Ａ～図１５Ｂは、本発明の第２の構成の例示的な設計を概略的に図示し、ここで
画像化システム１５００の絞り１５４０は、マイクロディスプレイ１５２０を包囲しても
よい。マイクロディスプレイ平面は、赤外線センサー１５６０によって光線を集めること
を可能にし、赤外線センサー１５６０上での眼画像化のために絞り１５４０として機能す
る場合がある赤外線透過性領域１５２７と、赤外線光線が赤外線センサー１５６０に達す
るのを遮る、有効なディスプレイ領域に対応するマイクロディスプレイ１５２０（非透過
性）の有効領域と、マイクロディスプレイの物理的フレームに対応する、これも光線が赤
外線センサー１５６０に達するのを遮る、赤外線透過性領域とマイクロディスプレイ領域
との間の第３の非透過性フレーム１５２３と、の３つの区域に分けられる。画像化システ
ム１５００では、プリズム１５１０、マイクロディスプレイ１５２０、および赤外線セン
サー１５６０のそれぞれの光軸は同軸であってもよい。よって、赤外線センサー１５６０
は、マイクロディスプレイ１５２０が眼の瞳孔の画像を取得した後、置かれる場合がある
。赤外線センサー１５６０からプリズム１５１０までの距離は、フリーフォームプリズム
１５１０を通した眼の瞳孔の画像位置に依存し、これは最終的には表示光路の設計に依存
する。例えば、フリーフォームプリズム１５１０が、表示空間内で、テレセントリックに
なるように、またはテレセントリックに近くなるように設計される場合、主光線は、互い
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にほぼ平行になり、これらがマイクロディスプレイ１５２０に交わる前に、マイクロディ
スプレイ表面に直角になる。これは、プリズム１５１０を通した眼の瞳孔の画像が、無限
遠または著しく遠い距離に位置付けられることを意味する。この場合、眼画像化光路の全
体的な長さを低減し、かつ良好な画像品質を達成するために、１つ以上の追加的な画像化
レンズ１５６２を、赤外線センサー１５６０とプリズム１５１０との間に挿入する必要が
ある場合がある、図１５Ａ。
【００５２】
　一方で、フリーフォームプリズム１５１０が非テレセントリックとなる（すなわち、主
光線がプリズム１５１０の後ろのいずれかの短い距離の点に集中する）ように設計される
場合、眼の瞳孔は、プリズム１５１０によってかなり近い距離で画像化され、赤外線セン
サー１５６０は、さらなる画像化レンズ１５６２の必要無しに、プリズム１５１０のすぐ
後ろに置くことができる。実際には、テレセントリック性または近似テレセントリック性
の条件は、虚像が視野全体にわたってより均一に表示されるので、表示光路を設計すると
きしばしば望ましい。マイクロディスプレイ１５２０が狭い角度内でのみ光を放出または
反射するとき、この条件が要求される場合がある（例えば、ＬＣｏＳタイプのマイクロデ
ィスプレイなどのデバイス）。マイクロディスプレイ１５２０が幅広い放射角度を提示す
るとき（例えば、ＯＬＥＤ）、テレセントリック性条件を緩めることができる。
【００５３】
　近赤外線ＬＥＤは、図３Ｂに記載したのと同様のやり方で、絞り１５４０の周囲に置か
れてもよく、または代替的に近赤外線ＬＥＤ１５３０は、プリズム１５１０の縁部の周囲
に置かれて、図１５Ａに示すように眼１０を直接照射してもよい。さらに、プリズム１５
１０の縁部の周囲の近赤外線ＬＥＤ１５３０が、プリズム１５３０を使用せずに眼１０を
直接照射することは、例えば図５Ａ～図６、または図１６に示されたものを含む、本発明
の任意の他の構成で実施されてもよい。
【実施例３】
【００５４】
　図１６は、中核光学系３１０に対して回転対称の光学系を利用する、図３に示す光学的
なスキームの例示的な設計１６００を概略的に図示する。小型フリーフォームを基にした
プリズム５１０を使用する代わりに、表示鑑賞、眼画像化および眼照射のために、４要素
視覚光学系１６１０が、中核光学系３１０として使用される。マイクロディスプレイ１６
２０は、光学系１６１０の焦点面に置かれてもよい。１つの光源１６３０（近赤外線ＬＥ
Ｄなどの）が、画像源１６２０の周囲に置かれてもよい。ピンホール様の絞り１６４０お
よびマイクロ画像化レンズ１６６２は、画像化センサー１６６０上に眼画像を形成するた
めに、画像源１６２０の端部の周囲にも置かれてもよい。さらなる光源１６３０および画
像化サブシステム（マイクロ－画像化レンズ１６６２および画像化センサー１６６０）を
、他の用途のための必要に応じて、画像源１６２０の周囲に配設することができる。例示
的な設計１６００では、表示光学系１６１０およびマイクロディスプレイ１６２０のそれ
ぞれの光軸は、同軸であってもよく、一方で、画像センサー１６６０、光源１６３０、お
よびマイクロディスプレイ１６２０のうちの１つ以上のそれぞれの光軸は、互いに対して
傾斜していても、かつ／または偏心していてもよい。フリーフォームの構成を用いて、マ
イクロディスプレイ１６２０に最も近い表面である表面８において、照射光路、眼画像化
光路、および表示光路は、表面８の部分のそれぞれが異なると衝突するが、例えば、画像
化光路と表示光路との間に図示するように、部分的な重なりは許容される。
【００５５】
　視覚光学系１６１０は、４０度の対角線、２０ｍｍアイリリーフ、および１０ｍｍの眼
の瞳孔のサイズを提供することができ、０．８インチ以下の対角線サイズの画像源１６２
０を支持することができる。１つ以上の近赤外線ＬＥＤ１６３０は、視覚光学系を通して
均等に照射される眼領域を作り出すために、マイクロディスプレイ１６２０の周囲に置か
れてもよい。視覚光学系１６１０は、約１５ｍｍ×１５ｍｍの眼領域に均一な照射を提供
することができる。同一の照射される眼領域は、高解像度近赤外線センサー１６３０によ
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る。
【００５６】
　設計１６００の例示的な光学的な規定が、表６～表９に提供される。
【００５７】
【表６】

【００５８】
【表７】

【００５９】
　表面１１および１２は、非球面の表面であってもよく、以下の式、
【００６０】

【数４】

によって定義される非球面の表面のサグを有し、式中ｚは、局所ｘ、ｙ、ｚ座標系のｚ軸
に沿って測定された表面のサグであり、ｃは、頂点曲率であり、ｋは、円錐定数であり、
Ａ～Ｊは、それぞれ４次変形係数、６次変形係数、８次変形係数、１０次変形係数、１２
次変形係数、１４次変形係数、１６次変形係数、１８次変形係数、および２０次変形係数
である。
【００６１】
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【表８】

【００６２】
【表９】

【００６３】
　上記の明細書から、本発明のこれらの、および他の利点は、当業者には明らかであろう
。したがって、当業者には、本発明の広範な発明の概念から逸脱することなく、上記の実
施形態に対する変更または改良がなされてもよいことが理解されるであろう。したがって
、本発明は、本明細書に記載される特定の実施形態に限定されず、特許請求の範囲および
本発明の趣旨内のすべての変更および改良を含むことが意図されることを理解するべきで
ある。
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【図１３Ｃ】
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