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Oculus Rift is a head mounted display for virtual reality which has wide viewing angle with fisheye lens. 

The biggest advantage of the system is the less expensive price that is just 350 dollar. So far we have 

developed scientific visualization systems applying to CAVE type immersive system, but developing the 

interface with Oculus, the total cost of the virtual reality system can be dramatically cheap. Here, I 

describe the implementation and a use case. 

Key Words: Virtual Reality, Oculus, Visualization 

 

 

1．はじめに 

Oculus Rift（以下、オキュラス）は2 Oculus VR社1が2012

年にプロトタイプ公開した低価格バーチャルリアリティ

用ヘッドマウントディスプレイである。2013年に開発キ

ットがリリースされ、現在、第2バージョンのOculus Rift 

Development kit 2が350米ドルで販売されている。2013年

秋の日本バーチャルリアリティ学会の年次大会でもオキ

ュラスsセッションが設けられるなど、日本でもオキュラ

スを用いたバーチャルリアリティのアプリケーション開

発が盛んに行われている。著者が開発に関っている可視

化アプリケーションAVS/Expressは、従来から、バーチャ

ルリアリティ用にCAVETM(1)システムで可視化結果を観

察できるAVS/Express MPEを開発してきたが、手軽なシ

ステムとしてオキュラスを用いたＶＲ可視化システムの

開発を試みた。本稿では、その実装と可視化例を紹介す

る。 

 

２．オキュラス概要 

２．１ オキュラス（バージョン１）
(2)
 

図１にオキュラス（バージョン１）の外観を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Oculus VR社は 2014年 3月に 20億ドルで facebook社

に買収された。 

図１ オキュラス（バージョン１）の外観 

７インチのモニターが図1の内側に装備され、利用者は

そこに提示された画像を２つの魚眼レンズを通して見る。

視野角は110度。片目640x800ピクセルの解像度を持つ。

オキュラスはコンピュータと接続して使う。コンピュー

タで描画した画像は、DVI-D Single LinkまたはHDMI 1.3+

の映像信号でオキュラスに送られる。電源ケーブルを通

しての電源供給が必要である。オキュラスにはジャイロ、

加速度センサー、磁気センサーがあり、それらの信号を

USB2.0経由でコンピュータに戻すことで、ヘッドトラッ

キングを行い人間の頭の向きに応じた映像の提示を可能

にする。 

オキュラスの開発キットはC++のAPIからコールでき

る。Unityへのインテグレーションキットやサンプルプロ

グラムも提供される。開発は  iOS(Mac OS10.6以上)、

Windows(7,8 および Vista)、Linux( Ubuntsu12.04LTS)で

行うことができる。現在、開発したインターフェイスは、

このバージョン１の仕様におけるものである。 

 

２．２ オキュラス（バージョン２）
(2)
 

現在（2014年9月3日）、既にバージョン２の出荷が始

まっている。その外観を図２に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

図２ オキュラス（バージョン２）の外観 

バージョン２では、ディスプレイが液晶から有機ELに

変わり、片目960x1080の高解像度になり、リフレッシュ

レートも60Hzから75Hzまで上げることが可能となって

いる。また、外部カメラと赤外線センサーを用いたヘッ

ドトラッキングも提供されており、これによりトラッキ

ングのタイムラグが小さくなるとされている。 

 

３．パノラマ画像 

オキュラスは3次元ＣＧを用いたゲーム用開発キット

だが、近年、一般化してきたパノラマ動画の提示装置と

しても使われる。スマートフォンを使って複数の画像か

らステッチング技術によりパノラマ画像を作成するソフ

トウエアも話題となったが、パノラマ写真を身近にした

のは、魚眼レンズを２つ用い、ボタンを押すだけでパノ

ラマ写真を撮影するリコーのTHETA(3)であろう。 

動画についてもカメラを4台または6台用いて撮影する

装置(4),(5)、撮影サービス、表示ソフトが次々と市場に出

て着ている（図３）。パノラマ画像やパノラマ動画は、3

次元空間に設置した球や立方体の内側にテクスチャとし

て貼り付けることでオキュラスに表示することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 秋葉原駅から弊社までの360度動画道案内（協力：

GLOBAL SYSTEM㈱） 

 

４．AVS/Expressとオキュラスの接続 

CAVEシ ス テ ム に 3次 元可 視 化 結 果を 表 示 する

AVS/Express MPEと同様、AVS/Expressにオキュラスレン

ダラーを追加することも可能であったが、任意の場所で

デモができるようAVS/Expressからはパノラマ画像を出

力し、それをオキュラスに表示するフリービューワを開

発することとした。 

AVS/Expressには、Oculus SnapShotというモジュールを

１つ追加した（図４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ Oculus SnapShotモジュールのGUI 

このモジュールは撮影ボタンが押されると、現在の注

視点を中心に前後左右上下の6方向、視野角90度の透視投

影で画像を生成し、ファイルに出力できる。 

オキュラスへ表示するフリービューワは、その6枚の画

像を立方体の内側に貼り付け、オキュラスのヘッドトラ

ッキングに対応した画像を提示する（図５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 分子データの可視化結果のオキュラス表示 

 

このように６枚の画像によるインターフェイスとした

のには、次の理由がある。 

(1) ３次元データはファイルサイズが大きくなる。 

(2) 複雑な形状データではデモ用PCの性能が不足す

る可能性がある。 

(3) Fusion機能でインポート/合成したデータもオキ

ュラスに送ることができる。（OpenGLキャプチ

ャで獲得したコマンド情報からジオメトリ情報

に戻すことは困難） 

一方、この方法では次の欠点が残る。 

(1) 決まった視点からのパノラマ表示しかできない。 

(2) 動画が再生できない（これは不可能ではない）。 

(3) 中央に固まっている可視化結果には適用できない。 

 

5．おわりに 

AVS/Expressで可視化した結果を６枚の画像として

オキュラスに渡し、パノラマ表示するインターフェイ

スを開発した。分子モデルの可視化に適用し、正しく

表示されていることを確認した。 
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