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Summary: We designed and prototyped a wide-angle laser retinal projection device 

with the Field of View (FOV) of 60 degrees, and evaluated the peripheral resolution 

when projected onto the human fundus by numerical calculation of aberrations and 

experimental imaging with our original pseudo-eyeball. We found that the laser retinal 

projection can obtain a resolution on the retina equivalent to 0.36 decimal point visual 

acuity in the range of FOV = 20-60 degrees, while it is less than 0.1 by the human eye 

refraction system. We prototyped a device that uses this wide-angle laser retinal 

projection device as a digital camera viewfinder. When five people with retinopathy 

tried it, it was possible to capture and photograph the subject with their own eyes. These 

results indicate that the combination of wide-angle laser retinal projection and the high-

magnification optical system is the best possible solution for people with retinopathy 

who have lost their foveal vision. 
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要約：広角レーザ網膜投影装置（Field of View 60度）を設計、試作し、人間の眼底に投影した場合の

周辺解像度を収差の数値計算と当社オリジナルの疑似眼球による画像撮影により評価した。その結果、

人間の眼球屈折系による網膜上の画像解像度に比べて、レーザ網膜投影は FOV＝20-60度の範囲で小数視

力 0.36に相当する解像度を得ることが可能となることを示した。さらに、この広角レーザ網膜投影装置

をデジタルカメラのビューファインダとした装置を試作した。５人の網膜症当事者が試用したところ、

自らの目で被写体を捉えて撮影することが可能であった。以上の結果は、中心窩の視力を失った網膜症

当事者への視機能支援手段として、広角レーザ網膜投影と高倍率光学ズームの組み合わせが最善の解決

法となることを示している。 

 

１．はじめに  

レーザ網膜投影装置は、微弱なレーザ光を網膜

上に直接描画することにより使用者が画像を認

識できる新しいタイプのディスプレイである（図

１）。細いレーザビームを瞳孔中心に入射するこ

とにより深い焦点深度が得られ、その結果、眼球

の焦点位置に依存しない [1, 2]、つまり使用者

の視力やピント位置に依存しないフリーフォー

カスディスプレイとして機能する。 

我々はこのレーザ網膜投影のフリーフォーカ

ス性に着目し、同技術のロービジョンエイドへの

適用を進めてきた。これまでに、レーザ網膜投影

装置の世界初の製品化（アイウェア型）[3]、フリ

ーフォーカスを維持したままの視力 0.8 相当の

高解像度[4]、屈折異常を対象疾患とした国内医

療機器製造販売承認取得[5]、等を実現した。 

本稿では、レーザ網膜投影の FOV（Field of 

View ここでは水平視野角を指す）をこれまでの

26 度から 60度と大幅に拡大することによって、

眼底周辺における見え方も改善できることを計

算と実験の両面から示す。さらに、FOV60度のレ

ーザ網膜投影装置をデジタルカメラのビューフ

 

(a) 

 

 

 

(b) 

図 1(a) レ ー ザ 網 膜 投 影 の 原 理 と 構 成 、

(b)RETISSA Display II 
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ァインダとする世界初の装置を試作し、５人の網

膜症当事者の試用によって、デジタルカメラの高

倍率光学ズームと相まって、大幅な見え方の改善

が実現できることを見出した。 

 

２．レーザ網膜投影のロービジョンエイド応用 

我々は、レーザ網膜投影のフリーフォーカス性

と解像度の関係を実験と理論の両面で明らかにし、

網膜ディスプレイの設計手法を確立してきた[6-

8]。2019年 10月に販売開始したRETISSA® Display 

Ⅱ（RDⅡ）[9]は、FOV(Field of View)26度のアイ

ウェア型デバイスであり、眼球中心窩近傍の眼底

視力が高い部分に画像を投影し、使用者の眼の屈

折力によらずに最高の解像度を得ることを目的に

設計した。その結果、使用者の眼の屈折力-11D(相

当強度の近視)から+6D（中強度の遠視）の範囲で

小数視力 0.8相当の高い解像感を実現した[4]。 

注：D（ディオプトリ）はレンズの屈折力の単位で

あり、焦点距離をメートルで表したものの逆数。

マイナスは近視用の凹レンズ、プラスは遠視用の

凸レンズを表す。 

また、同様の網膜投影機能を有し、さらに小型

カメラも内蔵した RETISSA®メディカル[10]を、視

覚障害者の視力向上を目指す医療機器として開発

し、2020年１月に国内医療機器製造販売承認を取

得した。この機器は管理医療機器（特定保守管理

医療機器）と指定され、不正乱視によって視力が

障害された患者（既存の眼鏡又はコンタクトレン

ズを用いても十分な視力が得られない患者）に対

し、視力補正をする目的で使用される。期待され

る具体的な効果は、①遠見視力の補正、②読書速

度の向上、③読書視力の向上である。欧州でも同

じ装置を用いて、角膜混濁を対象にした臨床試験

を既に終了し、保険収載、CEマーキング取得へ進

みつつある。 

このように、民生・医療機器として「RETISSA 

シリーズ」は、近視・遠視・乱視・老眼などの屈

折力の不具合、屈折異常、角膜混濁に視力を与え

る機器として、実証がなされた。対象ユーザは全

世界のロービジョン者 2.5億人の 1割程度と推定

され、数千万人の見えづらい人々に視力支援を行

うデバイスとして期待される。 

 一方で、ロービジョン者の８-９割を占める網膜

症は、網膜中心の視力が失われている場合が多く、

網膜周辺部分の残存する有効な箇所に画像を投影

する必要がある。  

この目的で我々はテーブルトップ型の広角投影

装置「Super Retinal Imaging Display」を試作評

価し、装置設計のノウハウの取得と、検証を積み

重ねてきた[8]。 

  

３．広角レーザ網膜投影の網膜周辺解像度 

以上の蓄積を基に試作した手持ち型の広角レー

ザ網膜投影装置（LKS60）とその網膜周辺解像度を

紹介する。 

3.1手持ち型の広角レーザ網膜投影装置 

図２に手持ち型の広角レーザ網膜投影装置

（LKS60）の外観を示す。レーザプロジェクタ部分

と網膜投影光学ユニット部分からなり、次の概略

仕様を有する： 

・水平視野角 60° 

・角膜入射ビーム径 600μm 

・画面解像度 1280x720  

 

 

図２手持ち型の広角レーザ網膜投影装置

（LKS60） 
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・画素ピッチ：視力 0.36相当（60度に広がった視 

野角内に 1280 個の画素が並んだ際の画素ピッチ

により決まる） 

注：手持ち型の網膜投影光学装置(LKS60)は、既成

の小型プロジェクタに装着することでハンディ

タイプの網膜投影ディスプレイとしたもので、

2020 年 3月に販売を始めた。[11] 

図３に示すように LKS60 では、水平方向の周辺

視野の殆ど全面に画像が描画されていることがわ

かる。 

 

3.3 レーザ網膜投影と自然視の違い 

図４に光線投影イメージによる自然視と網膜投

影との比較を示した。この図から明らかになる、

周辺視野視力の活用に網膜投影が好適な理由は次

のとおりである。 

・自然視の場合、視野中心部（中心窩）に合焦して

いれば、高視力が得られる。 

・自然視の場合、像高（画角）が増すにつれ撮像系

の性能が低下していくという眼球の特性と、瞳孔

の口径による焦点深度の浅さによって、収差が大

きくなる。 

・レーザ網膜投影の場合、30 近くの F 値に相当す

る細いビーム径がもたらす長大な焦点深度と、シ

ングルモードレーザのコヒーレンス性の高さによ

り、視野周辺部まで網膜上のスポット品質が変化

しにくい。 

 

3.4 収差計算結果比較 

図 5 に、条件を定めて計算した自然視と網膜投

影の眼底上の収差変化を示す。網膜投影の場合、

角膜入射ビーム径が 0.6mm のとき、FOV が 40 度

を超えても回折限界（ストレール比 80%）を下回

らない、すなわち良好な周辺視野結像性能が得ら

れる。対して自然視の場合、瞳孔径を 3mm として

も、片側に 10 度視線が傾いただけでストレール比

は中心窩近傍の 5%以下と、大幅に落ち込む。 

以上の結果として、FOV＝20-60 の範囲で、ビー

ム径 0.6mmの網膜投影により得られる眼底上の画

像は、コントラストの低下は認められるが、中心

窩近傍と同程度の分解能が確保される。対して、

瞳孔径３ｍｍの自然視の視力はほぼ 1/10 以下と、

劇的な違いとなる。自然視のストレール比の角度

依存性は、人間の視力変化とほぼ同様である。周

辺視力の低下の要因として、視野周辺部の錐体細

胞（視細胞）の分布密度の低下が上げられるが、劣

化の程度は、その上限が、自然視と人眼との組合

せによる結像性能で決まっている可能性を示唆し

ている。 

図２の手持ち型の広角レーザ網膜投影装置

（LKS60）の場合、画素ピッチが視力 0.36 相当な

 

図４自然視（上段）と網膜投影（下段）との比

較：光線投影イメージ 

 

図３LKS60と RDIIの投影角度と面積の比較 
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ので、FOV＝20-60 度の全領域で 0.36 に相当する

解像が可能な画像となる。この領域の眼底視力は

通常はこれよりも小さく 0.1 以下と想定されるが

[12]、網膜投影では自然視の大きな収差を回避し、

眼底視力を最大限に生かすことができるはずであ

る。 

 

3.5 疑似眼による評価 

図 6に、我々が製作した疑似眼光学系(図 6(a)) 

と、これにより撮影した自然視と網膜投影の模

擬比較画像(図 6(b))を示す。この光学系は、得ら

れる画像が人間の眼と同程度の周辺視野特性をも

つように設計されている。自然視は瞳孔の絞り径

3mm、網膜投影は入射ビーム径 0.6mmとして比較し

ている。結果として、図 5 の計算のイメージをよ

く表している。 

 

４．RETISSA SUPER CAPTURE[13]の試作 

次に、前述の手持ち型の広角レーザ網膜投影装

置（LKS60）を市販のデジタルカメラのビューファ

インダとして一体化した装置 RETISSA SUPER 

CAPTURE を試作した（図 7）。市販のデジタルカメ

ラの HDMI 出力端子を広角レーザ網膜投影装置

（LKS60）に接続して、デジタルカメラ 

 

図５ 自然視と網膜投影（RID）における、ストレール比と視力の中心視野からのズレ角度依存

性（計算）。それぞれ中心視野における値に規格化してある。 

Φ0.9RID Φ0. RID 視力変化Φ3自然視

(a) 

 

(b) 

図６ (a)疑似眼光学系、(b)撮影した RIDと

自然視の模擬比較画像 

RID自然視
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のファインダ画像を使用者の網膜に直接投影す

る。デジタルカメラは改造していないため、その

すべての機能を使うことがきる。 

（注）ソニーDSC-WX500 

基本的な動作は以下の通り。 

① 広角レーザ網膜投影装置（LKS60）前部に実装

したカメラから、前方景観のデジタル画像を

網膜投影装置に送る。カメラの性能として光

学 30倍ズームが可能である。 

② 広角レーザ網膜投影装置（LKS60）の超小型の

レーザ走査プロジェクタによりデジタル画像

をリアルタイムで投射する。 

③ 投射された画像は本体上部の光学系を経て使

用者側接眼投影部に適切な光量で導かれる。 

④ 使用者が接眼投影部に備えたアイカップを覗

き込むことで、投影光は使用者の瞳孔中心を

通って網膜に届けられる。この際、投影光は細

いビームで水晶体の中心を通ることからその

屈折力にほとんど影響を受けない。投影光は

往復走査され、網膜上に画像を形成する。 

 

５．With My Eyes 

 RETISSA SUPER CAPTURE を使って、ロービジョ

ン者が⾃らの⽬で写真撮影する企画「 With My 

Eyes」を実施した。レーザ網膜投影技術を適⽤で

きるロービジョン者５名が RETISSA SUPER 

CAPTURE で写真撮影し、その様子をビデオにおさ

めた。ロービジョン者各位は自らの目で被写体を

リアルタイムで捉え、撮影することができた。ま

た、本プロジェクトの賛同企業であるメガネブラ

ンド「Zoff（ゾフ）」を運営する株式会社インター

メスティックの協力により、Zoff 原宿店において、

ロービジョン者が撮影した写真作品の展⽰会を期

間限定（2020年 12月 21日（月）〜2021年 1月上

旬）で開催した。 

 撮影会の動画[14,15,16]、体験者インタビュー

[17]は、本装置の役割と意義を示す貴重な記録と

なった。 

 

６．既存のロービジョンエイドとの比較 

 既存の視覚支援機器には拡大鏡（ルーペ）、単眼

鏡、拡大読書器（カメラで撮影した文字等をスク

リーンに拡大表示する機器）などがあり、広く用

いられている。いずれの機器においても対象物を

拡大して見ることを主な機能としており、目的に

よって使い分けられる。例えば、近距離を見る場

合は拡大鏡（ルーペ）、遠距離を見る場合は単眼鏡、

本や新聞を読む場合は拡大読書器を用いる。こう

 

図 7 プロジェクト「WITH My EYES」の動画と写真展 
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した使い分けは煩雑であり、外出時などに複数の

機器の携帯することは面倒であり、据え置き型の

拡大読書器ではそもそも持ち運びが不可能であり、

生活の質を十分に向上できているとはいい難い。

また、その基本的な機能は長年変わっておらず、

イノベーションが強く求められている領域である。 

 本事業で進める開発は、レーザ網膜投影という

新しい技術を視覚支援の領域に適用するものであ

る。様々な方面から継続的に期待の声が寄せられ

ており、こうした期待に沿う機器の開発は意義深

いものと考える。 
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