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第1章　序論

1.1はじめに

　両眼立体視の概念は1832年，英国の物理学者Charles Wheatstoneによって発表され
た．それから現在までの150年以上の間に，3D立体映像は数回の流行があったが，ステ
レオビュワーとステレオカードのセットで展開した，19世紀後半から20世紀前半にか
けてのステレオ写真の流行以外はいずれも一時的なものであり，数年，もしくは１年以
内に流行に陰りが見え始め，収束してゆくという経緯をたどった[1]．一方，3D技術に
関しては，アナログ時代には立体視がほぼ3D表示技術を意味したが，デジタル時代に
入ってからは，3D立体映像（実写）に3DCG（仮想映像）を加えた3DAR（拡張現実：
Augmented Reality）（図1-1 出典[2,3]）や，仮想映像のみで作られた立体映像であ
る3DCG，五感に訴えかけて没入感を得られ，対象者へのフィードバック機能
（sensory feedback）と対話性（interactivity）を持つ3DVR（Virtual Reality）が登
場した．その他モバイル端末と位置・空間情報を組み合わせたモバイル3D分野など応用
範囲は多岐にわたる．したがって，単に「3D」と表記すると，非常に広い意味合いを含
むため，本論文では「両眼視差を用いた立体映像」を「3D立体映像」と表記して他の
3D分野，技術と区別する．
　 3D技術の応用分野として，自動車産業では，3DCAD（Computer Aided Design）
の導入，そのデータを用い，コンピューター支援製造（CAM：Computer Aided 
Manufacturing），計算機支援工学（CAE：Computer Aided Engineering）を組み合
わせ，生産性の向上や，開発期間の大幅な短縮に効果をあげている．
　 医療分野では，患部や病巣の立体的な把握が診断の精度を高める上で有効であること
はわかっており，眼底のステレオ撮影による診断は従来から行われてきた．現在は3D内
視鏡とマニピュレータを組み合わせた内視鏡手術支援システムにより，人間では行なえ
ないような微細な動きを必要とする手術も可能となった（図1-2 出典[4]）．また，患
者のCTスキャン情報と3Dプリンターをリンクさせて，インプラント用のパッチや，移
植用の臓器を印刷する，負傷した部分に皮膚の細胞を吹き付けて治療する，といった段
階にまで進みつつある[5,6]．ここまで来ると，すでに「立体映像」ではなく「立体」で
ある．このように，遊戯施設などのエンターテイメントはもとより，建築，教育，訓練
や広告，さらに上記の3D印刷による臓器や細胞の印刷など，従来では考えられなかった
分野まで3D技術の応用が進んでいる．
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図 1-1 NASAのAR教材（上，中段）出典[2] と AR天文図鑑（下段）出典[3]
マーカーを埋め込んだシートをカメラに収めると火星探査ロボットの3D映像が現れる

下段はAR天体図鑑，彗星の軌道と尾の様子が3Dで表示されている
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　 一方，3D立体映像の分野（映画，テレビなど）については上述のとおり数十年に一
度流行しては収束することを繰り返し，定着していない．この原因としてはいくつか考
えられるが，その一つには，100年以上の歴史がありながら，3D立体映像の観視にとも
なう映像酔いや不快感の原因に未だ明確な答えを出せていないことがあげられる．日本
では2010年には「3D映像観視にともなう眼疲労，不快感は，調節と輻輳の矛盾が原
因」とする説を根拠に3Dコンソーシアムの「人に優しい3D普及のための3DC安全ガイ
ドライン」[7]（以下，安全ガイドライン）によって，3D立体映像の視差範囲は±１度以
下に規制されたが，この調節-輻輳矛盾と生体影響については，すでに60年前の1953年
に，米国「TIME」誌の記事中に「3Dではスクリーンより近い距離を見つめなければな
らず，画面がボケて頭痛がしてもいいか，3Dを見ないかどちらかを選ぶしかない」との
記述がある[8]．明確な答えを出せないまま現在に至っているのである．
　 3D立体映像の観視にともなう生体影響については，1988年には，３D映画を視聴し
た幼児が急性内斜視を発症した事例[9] が報告されたことで，「3D立体映像を子供に見
せると眼が悪くなる」というようなネガティブなイメージが先行した感もある．結果と
して，安全性を優先するあまり，規制が厳しすぎ，ハードウェア，コンテンツ普及の障
害となっている可能性も考えられる．

図1-2 ダ・ヴィンチ 3D内視鏡手術支援システム 出典[4]
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1.2. 研究の背景

　本節では，1.技術やデバイスの運用にともなって生じる生体影響に対する規制のあり
方について，2.本研究にいたるまでの先行研究と関連する研究について述べる．

1.2.1　技術・デバイスの運用にともなう生体影響と規制のあり方

　 今日，情報技術は人々の日常に密接に関係している．インターネット接続環境は先進
国では70％を超えており，公共施設や飲食店では無料の無線LANアクセスポイントが設
置されている場所も多く，インターネットに繋がらないと不便を感じる，という十数年
前には考えられなかった感覚が生じる状態にまでなった．接続端末として顕著に増加し
ているのは携帯電話やタブレット端末であり，携帯電話の中でも，Apple社のiPhoneに
代表されるスマートフォンは，電話回線と同時にインターネット契約をするユーザがほ
とんど（日本では同時契約必須）であり，モバイルブロードバンド契約数から，先進国
では8割近くがインターネット環境を利用可能なことがわかる（図1-3）．
　 こうした全世界的な技術革新の恩恵を受け，利便性・有用性・経済性（安価）・即時
性が向上した反面，偽情報，なりすまし，依存性，犯罪への利用，サイバーいじめ，健
康影響，西欧諸国への富の集中，情報の一元的支配，盗聴など，かつて人類が経験した
ことがない不利益や危険事象の広がりが，また，IT機器から出る電磁波の生体影響が懸
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図1-3 携帯電話回線契約数と，ブロードバンド契約数の推移（2005-2013）
2013年の数値は先進国(上)と，発展途上国(下)　出典[10]



念されている．利便性の高い技術やデバイスは，使い方次第では危険なものとなりう
る，また，運用して初めて生体影響の発生や程度がわかってくる場合もある．この状況
を受け，ヨーロッパを中心に，製品や製造物の国際標準を設定し，だれもが安心して役
に立つ製品を利用しようという動きがますます盛んになっている．古くは，パソコンが
普及し始めたころ，CRTディスプレイからの電磁波や，高圧送電線の付近での低周波電
磁場変動によって，発がんなどをはじめとする健康影響が出るのではないか，との危惧
が持ち上がり，一部の疫学研究ではその可能性が示唆され，また，他の疫学研究では否
定されるということがおきた．そうした中で，ALARAの原則がスウェーデンの労働組
合を中心に提唱された．ALARAの原則とは「利便性と危険性のあるものを規制する場
合は，その基準は合理的でかつ実現可能なほど低くする」というものである．
　 本研究で扱う３D立体映像については，2009年の3D映画「アバター」の記録的ヒッ
トに続き3D映画は次々に公開され，ハードウェア面でも2010年に世界初のフルハイビ
ジョン3Dテレビの発売がそれに続いた．しかし国民的な期待にもかかわらず，3Dテレ
ビは魅力あるものとならなかった．当初の3Dテレビは時分割方式で，液晶シャッターメ
ガネを用いる方式であったことも普及しにくい要因の一つとなった．このメガネは，高
価で重く，また寝転んだり顔を傾けると立体視が崩れてしまうなどの欠点があった．そ
のうえ，コンテンツの立体映像は飛び出しも引っ込みも極めて控えめであり，リアルな
映像とはほど遠く，期待に応えられなかった．
　人類にとっての豊かな映像表現の手段である3D立体映像が，少なくとも我が国の公共
テレビ放送においては，著しく存在価値を失ってしまったことは重大な損失である．安
全ガイドラインが，調節輻輳の矛盾を根拠に視差範囲を1.0度以下にしてしまったこと
が3Dの魅力を低下させた一因ではないかと思われる．3Dコンテンツのクリエータから
は，安全ガイドラインに従っていると，迫力ある3D立体映像は作れない，という声も上
がっている．
　 科学技術の進歩の中で，ともすれば経済的利益のために安全をないがしろにする規制
の骨抜きが世界史的には目立つのが実情であるが，3D立体映像については，逆の作用
をもたらせたといえる．「安全」を理由にした過剰な規制が，その技術の本来持ってい
る優位性を喪失させているとするならば，どのような規制が望ましいのか，あるべき規
制のレベルについて考察する必要がある．

1.2.2　3D立体映像と視機能に関する先行研究

　次に，本研究にいたるまでの，先行研究と関連する研究について述べる．
　 ３D立体映像観視にともなう３D酔い，不快感の原因は明確になっていないまま「調
節・輻輳の不一致が原因である」と一般に説明されてきた．
　これに対して，共同研究者らの先行研究において，水晶体調節・輻輳の同時計測方法
を確立し，実物，２D映像,３D立体映像の計測を行なった．データより，若年者に関し
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ては，３D立体映像観視時の水晶体調節は，自然視状態と同様に，飛び出し，もしくは
引っ込む仮想物体の動きに連動して移動していることが示された[11]．また，近方視の
場合，自然視状態で一般的に見られる「調節ラグ」と同様に，仮想物体の飛び出し位
置から0.3～0.4 D遠方側で水晶体調節値が計測されることも確認された[12]．こうし
て，一般にいわれている調節・輻輳の不一致は生じていないことが示された．ただし，
これは若年者においてであり，老視の進んだ中高年については，常に調節輻輳が乖離し
た状態で生活している．そこで，加齢にともなう調節応答の変化を一般化し，基礎デー
タの収集を目的として実験を計画した（第3章）．
　 若年者に調節輻輳矛盾が生じていないことに対しては，我々の用いている３D立体映
像は，画面内に複数の視差を持ち，視標として設定した仮想球体の中心部にエッジ部分
がないことから，「ボケを感じにくくボケが生じても気がつかないのではないか」と
いう疑義も出された．そこで，視標に奥行き情報を持たず，エッジのある視標を用いた
飛び出し量の認知実験を計画した（第4章）．また，「調節が画面に固定されていない
ならば，映像はボケて感じられるはずである（ボケていないのであれば調節は画面か
ら動いていないのではないか）」という疑義が提示され，調節が画面から離れても，映
像はボケないことを証明する必要が生じた（第5章）．
　一方，異なる３D表示方法において，調節・輻輳の計測結果は異なるか否かを確認す
べく，液晶シャッター方式と円偏光方式の比較実験を行なったところ，液晶シャッ
ター方式では円偏光方式よりも調節と輻輳の値が近接する，という傾向が見られた
（図 1-4）[13]．原因として考えられるのは，液晶シャッター方式は観視時間の半分
以上はシャッターが閉じており（理論的には半分の時間であるが，初期の物はクロス
トークを避けるため半分よりやや長い時間シャッターが閉じられる），被験者には，
輝度計の数値以上に暗く感じられるのではないか，ということであった．そこで，同
じ３D表示方式で画面輝度を変えて計測することで，方式別によるものか，輝度の違い

　
図 1-4 液晶シャッター方式（左）と円偏光フィルター方式（右）の比較

液晶シャッター方式の調節・輻輳の値は近接しているが，円偏光フィルター方式の数値は
大きいところでは0.5D以上調節値が後退した結果，両者の数値が離れている
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によるものかを切り分けることを考えた．この結果は，画面の輝度にかかわらず，左右
眼の視差量に変化がなければ輻輳値は変化しないであろうという予想と異なり，画面
輝度が低い映像の場合，輻輳値そのものが低下し，0.15～0.2D遠方へ後退した結果，
調節・輻輳の値が近接する結果となった（図 1-5）[14]．この結果から，鮮明度やコ
ントラスト等の奥行き手がかりが減少し，輻輳値が低下した可能性が示唆された．ま
た，画面輝度の変化にともなう調節値の変化については，被写界深度の影響が考えられ
るため実験を計画し考察を加えた（第5章）．
　 コンテンツについても言及しておくと，初期の３D立体映像は，単純に２台のカメラ
で視差を付けており，近景から遠景まで同一視差の左右眼用映像ができあがっていた．
しかし，我々の見ている景色は，近方視の場合は大きな視差（角），遠方視の場合は
小さな視差（角）であり，特に近景を写している場面で遠景を見てしまうと，実際には
あり得ない大きな視差の遠景を見ることになり，非常に違和感を感じることになる．
また，聞き取り調査において「３D映画を劇場中央付近の座席で観た時には何もなかっ
たが，同じ映画を端の方の座席で観た時には気分が悪くなった」というコメントも聞
かれた．画面を斜めから観たために，台形歪みによる融像不可能な状態で気分が悪く
なったと考えられる．このように，コンテンツ製作上の技術的問題の解決に加え，観視
環境の整備についても考える必要がある．

図 1-5 円偏光フィルター方式で，画面輝度を30％（左半分）と100％（右半分）で計測
映像は1.0 D(1m)，1.5 D(0.67m)，2.0 D(0.5m)で各10秒停止するステップ運動である
暗い映像の場合，輻輳値は0.15～0.2D程度遠方に後退し，調節値がやや前進した結果，

調節値と輻輳値が近接している
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1.3. 研究の目的

　 先行研究で得た知見と，新たに生じた検証すべき事項に基づき，本研究では，以下の
ように目的を設定した．
1.サインカーブ運動をする実物視標を用いて，年齢別調節応答の計測を行ない，加
齢にともなう変化を一般化する．

2.奥行き情報を持たない３D立体映像の視認性（飛び出し量認知）の主観評価およ
び見やすさの評価実験を行なう．

3.上記の結果をふまえ，３D観視時における被写界深度の影響の実験的検証を行な
い，3D立体映像の視差範囲について，現状の規制値が妥当であるかどうかを実
験的・文献的に検証・検討する．

4.３D立体映像の進むべき方向性を提示する．
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1.4. 研究の手法

　 かつての工業製品では，性能を追求した結果，人間不在の機械設計が行われ，人が扱
うことの困難な道具になってしまったり，あるいは「人が機械に合わせる」という本末
転倒な事態に陥り，作業効率や安全性の低下をもたらすという事例も多く見られた．
　本研究で扱う3D立体映像のコンテンツや表示用ディスプレイは，我々の持つ受容器の
中でも非常に多くの情報を取り入れる器官である眼を用いる．日常生活において，眼か
ら入ってくる情報量は全体の80%以上であるといわれている[15]．もしも適切な規制の
ないまま3D立体映像コンテンツや，3Dを表示するディスプレイを生産すれば，第１節
でも述べたような急性の斜視などが今後も発生する可能性はある．しかし，現在の規制
値の「快適視差±1.0度以下」が適切な数値であるかというと，これも前述したように，
「安全」を理由にした過剰な規制により，3D技術の持つ優位性を抑制している可能性が
ある．人が見る3D立体映像は，人の視機能の理解や特性を把握し，被験者による主観
評価に加え，計測機器を使用した客観評価を行い，それをもとに，最適なものをつくり
上げる人間工学的アプローチが必要不可欠となる．
　 国際人間工学会による人間工学の定義は，「人間とシステムの構成要素の間での相互
作用を理解するための科学的な学問であり，人間の幸せとシステム全体の作業成績を効
果あるものにするため，理論，原理，データおよび方法をデザインに応用する専門職」
である[16]．
　日本においても同様のことが述べられている.
「人間に直接関わりを持つシステムを，人間の種々の特性を基にして設計あるいは改善
するための工学」である[17]．
　 本研究では，基本的には先行研究で確立された調節・輻輳の同時計測手法[18]を用い
て人間工学的アプローチによる生体反応の計測を行ないつつ，3D立体映像の飛び出し
量，被写界深度，立体映像の視差について以下のように検証を進める．
1.実物視標を用いた計測値から，年齢別の調節反応の一般化．
2.幅広い年齢層の被験者の主観評価による3D立体映像の飛び出し量認知．
3.文献的，実験的検証により3D立体映像の快適視差範囲の検討．
4.文献的，実験的検証により立体映像のボケと被写界深度の影響の検討.
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1.5. 論文の構成

　本論文の構成は，第１章で，研究の背景，目的，研究手法を述べる．
　 第２章では，まず両眼立体視に関わる基本的な視機能と立体の手がかりについて述べ
る．視機能には生得的なものとして，水晶体の厚みを変える調節機能と，輻輳・開散の
眼球運動，単眼運動視差，それに立体視に深く関わる両眼視差があり，さらに，経験的
なものとして，肌理の勾配，物の大きさ・重なり・陰影，コントラスト，鮮明度，さら
に線遠近法，空気遠近法といった経験的な奥行き感をつかむ要因があり，それぞれの特
徴を述べる．次に3D立体映像の歴史，3D立体映像表示技術と応用分野について述べ
る．最後に，現在のわが国の3D立体映像の現状と３Dテレビ市場の状況に安全ガイドラ
インがどのように関わっているかを述べる．
　 第３章では，実物視標を用いた視標注視時の調節値を計測し，被験者を，老視が視力
に及ぼす影響の大きさで４つのグループに分け，年齢別にフィッティングを行ない，加
齢にともなう調節能力の変化の一般化について述べる．
　 第４章では，奥行き情報を持たない視標による3D立体映像を用いた飛び出し量認知
の実験結果について述べる．ここでは，３Dテロップを視標に用いて飛び出し量の認知
実験を行い，融像の上限を検証することを目的とする．同時に，３D映画の字幕など，
コンテンツよりも前に飛び出さねばならないテロップの飛び出し量について考察する．
　 第５章では，3D立体映像の快適視差範囲の規制値が妥当であるかどうかを，規制値
を越える視差量を持った指標を用いて飛び出し認知実験を行ない，融像限界を検証す
る．さらに，通常よりも画面輝度の低い映像を用いて調節・輻輳を同時計測し，考察を
行う．低輝度画像を用いることで瞳孔が散大し，被写界深度が浅くなる．その結果映像
のボケを感知しやすくなるはずであり，調節，輻輳値とともに検証する，第3,4章の結
果と合わせて実験的に検証した結果について検証し，また，文献的検討も行う．
　第6章では，本論文全体を総括し，今後の課題について述べる．
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第3-5章 実験および文献的検証

第2章 3D立体映像の歴史と現状分析
　1. 両眼立体視に関わる視機能と立体の手がかり
　2. 3D立体映像の歴史
　3. 3D表示技術と応用分野
　4. 現状分析

2. 3D立体映像の歴史

第1章 序論
　1. はじめに
　2. 研究の背景
　3. 研究の目的
　4. 研究の手法
　5. 論文の構成

第6章 結語
　安全ガイドラインのあり方
　3Dの目指す方向

4. 現状分析3. 表示技術と応用分野

 第3章
・サインカーブで往復
運動する実物視標の調
節値計測と年齢別調節
値のフィッティング

第4章
・奥行き情報を持た
ない3Dテロップの
飛び出し量認知実験

第5章
・被写界深度の影響の
実験的検証
・視差範囲1.0度の文
献的考察

図 1-6 論文の構成

1. 両眼立体視に関わる視機能と立体の手がかり
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第2章　３D立体映像の歴史と現状分析

　 本章では，3D立体映像の観視に必要な基本的視機能と立体の手がかりについて述
べ，次に，3D立体映像の歴史，表示技術と応用分野について述べる．最後にわが国に
おける3D立体映像の現状，安全ガイドラインとの関わりについて述べる．

2.1. 両眼立体視に関わる視機能と奥行きの手がかり

　我々ヒトの眼は，水平方向に約６cm離れて2つの眼球が並んでいるため，両眼位置か
ら対象物を見ることで左右眼の網膜上にできる像が微妙に異なる．網膜像は２次元の
映像刺激であるが，我々の脳は両眼からの情報から３次元の空間を構成し，対象物を
定位し，視野の中の奥行き感をつかむ．
　 視機能のうち，水晶体調節，輻輳，両眼視差，単眼運動視差は，筋肉，神経系と連
動した奥行き手がかりをつかむ生得的な要因である[1]．一方，密度差・肌理（きめ）
の勾配，網膜像の大きさ，物の重なり，陰影，コントラスト，鮮明度，線遠近法，空気
遠近法は，視機能を用いて対象物を見た場合に，奥行き感をつかむ要因であるが，あ
る対象物がどのように見えると遠近の位置関係にあるのかを経験し学習した上で身につ
くものであり，またその結果，２次元平面に表示された状態のものから奥行き感を得
られるため，経験的要因（または絵画的要因 [2]）として２項に分けて述べる．

2.1.1. 生得的手がかり

1)　水晶体調節（lens accommodation）
　 ヒトの眼球の直径は23 mm程度である．前側には角膜，前眼房，水晶体があり，こ
こで眼に入ってくる光を屈折させて眼球後部の網膜上に結像する．しかし，遠方の物体
と近方の物体の両方同時にピントの合った像を作ることはできない．したがって，それ
ぞれの物体の距離に応じてピントを合わせる必要がある．この働きを眼球光学系では水
晶体調節（lens accommodation）と呼ぶ．カメラの光学系では，レンズ位置を前後
に動かす，または内部のレンズの位置を変化させることで焦点位置を変える方法が一般
的である．その他，スクリーン位置を変化させる，レンズ系の屈折力を変化させるとい
う3種類の方法が考えられる．動物では，イカは水晶体の位置を変化させることで，ヒ
トは水晶体の厚みと曲率を変化させることによって水晶体調節を行う（図 2-1）．
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図 2-1 水晶体調節(accommodation)

図 2-2 輻輳(convergence)と輻輳角(convergence angle)，
視差(binocular disparity)
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　水晶体（crystalline lens）の周囲には毛様体（ciliary body）が存在し，環状の毛
様体筋（ciliary muscle）の内縁からチン小帯が（Zinn’s zonule）水晶体と接続して
いる．近見時には，毛様体筋が収縮しチン小体が弛緩するため，水晶体自身の弾力に
より水晶体が厚くなり焦点距離が短くなって近い物体が網膜上に結像する．遠見時には
毛様体筋の弛緩によりチン小帯が水晶体を放射状に引き伸ばすため水晶体が薄くなり
焦点距離が長くなるため，遠方の物体が網膜上に結像する．
　 水晶体はクリスタリン（crystallin）と呼ばれる透明なタンパク質を含み，水晶体の
成分のうち重量%で1/2～1/3を占める．加齢により水晶体の水分含量が低下して弾力
性を失って硬化，黄濁する．水晶体に溶けているクリスタリン分子が加齢にともなって
徐々に大きくなり，分子が析出し始めると，液自体の屈折率が低下し，析出した分子
は濁りになる．軽度であれば透過光が散乱し，重度になれば結像を妨げる．これを白
内障（cataract）という．
　 調節範囲には限界があり，近見の限界を調節近点（ n e a r p o i n t o f 
accommodation），遠見の限界を調節遠点（far point of accommodation）という
が，遠視であるか近視であるかで個人差が大きく，また，加齢にともなう変化も大き
い．この両者の幅が調節の能力であり測定できる限りでは，若年であるほど大きい．加
齢による調節能力の変化は主として調節近点の遠方への移動である．これは，上述した
ように加齢に伴い水晶体が弾力を失い，近見時に厚さが増加しにくくなるためであ
る．
　 水晶体調節能力は，10代でピークに達し，12 D（ディオプトリ：距離の逆数）程度
あり，これは， 正視（遠点が無限遠）の場合， 無限遠から眼前８cm程度までピント
を合わせられる．調節力はその後加齢に伴い低下していくが，30代の７ D（無限遠か
ら14cm程度までピントが合う）あたりまでは実生活に支障を感じない．
　40歳を過ぎ，近点が40～50cmになってくると不便を感じるようになる．これを老視
（presbyopia）という．
　 また，水晶体調節は，網膜上の結像からボケを検出することで，単眼でも起こる反
応であり，調節刺激によって後述の輻輳運動も誘発されるが，その強度は輻輳による誘
発よりは小さいといわれる．

2)　輻輳（両眼輻輳運動：convergence）
　 対象物を注視し，網膜上の中心窩（central fovea）に結像させるために，両眼球が
同時に内側に回転する眼球の水平運動で，輻輳運動（vergence）が起こると「寄り
目」の状態になる[3]．眼球の内側寄りの運動を輻輳（convergence），外側向きの運
動は開散（divergence）という（図 2-2）．
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　 両眼で対象物を見ているときの，視軸がなす角を輻輳角（convergence angle）と
呼び，視軸が交差している点までの距離を輻輳距離（convergence distance）と呼
ぶ．輻輳角がわかれば，三角測量の原理で対象物までの距離を知ることができる．
　輻輳運動は，奥行方向への手がかりに呼応して生じるものであり，代表的な刺激は両
眼の網膜像のズレ（視差，binocular disparity）であり，3次元空間内における奥行方
向の「見え」を可能とするために水晶体調節とほぼ同期して起きる眼球運動であるとい
われている[4]．したがって，輻輳は網膜上に結像している映像を固定するために起こ
る視運動性眼振（OKN: optokinetic nystagmus）や，体が動いても網膜上の映像を維
持，安定させる前庭動眼反射（VOR: vestibule-ocular reflex）のような両眼の共役的
な眼球運動ではない [4]．
　現在主流の二眼式立体映像は，輻輳運動と，後述する両眼視差を利用して，コンテン
ツに表示されるオブジェクトが画面奥側から手前側まで存在すると知覚させることによ
り，映像を立体的に見せている（図 2-3）．

図 2-3 両眼視による立体視
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3)　両眼視差（binocular disparity）
　 両眼の瞳孔間距離が約６cm離れていることで生じる両眼の網膜上の像の差異のこと
である．両眼の網膜像の差を検出する能力は，通常の視力の10倍近い精度があるとい
われる．一方，左右像のズレが大きくなりすぎると両眼の映像情報が融像できなくな
るため，二重像になり，前後関係が不明瞭になる．なお，両眼視差のみで立体知覚が
できない人が数パーセント存在する（図 2-4）．

4)　単眼運動視差（motion parallax）
　 物体の動きや観察者の運動により，視野や物体の相対位置が変化する．この結果，
物体自体の凹凸や，複数の物体の前後関係が知覚可能となる．視距離と瞳孔間距離
（Pupil Distance）に応じて視対象の動く方向や速度が異なる．例えば自動車や列車
から風景を眺めると，近くの樹木や信号柱は後方へ移動してゆくが，遠方の山はゆっく
り後方へ，太陽や月など極遠方にあるものは，観察者と同じ方向に動いているように
見える（図 2-5）． 

2.1.2. 経験的手がかり

1)　密度差・肌理（きめ）の勾配（texture grading）
　肌理の構成要素の密度の違いや変化の状態（勾配）に応じて遠近感や傾斜面の知覚
が生じる．観察者からの距離が遠くなるほど見かけ上の大きさは小さくなり，物体間
の距離は1/2乗で小さくなる．このため，規則的な配列がある場合のほうが奥行き感覚
をつかみやすい．また，この手がかりは，遠近法に関係が深い（図 2-6）．
 
2)　網膜像の大きさ（the size of retinal image）

　網膜像が大きい視対象は前方に，小さい視対象は後方にあると知覚する．対象物が
経験により実物の大きさ（網膜像の大きさ）を記憶しているものであれば，物体まで
の距離感がつかめる．一方，大きさを知らない物であれば，距離の違いなのか大きさ
の違いなのかがわからない状況となる（図 2-7）．

3)　重なり（overlap）
　対象物が重なりあった場合， 他の対象の一部を隠す物が前方に知覚される．また，
対象物の重なりだけでは，重なっているのか穴が開いているのかわからないこともあ
るが，照明光によって生じる陰影情報が加わると物体間の前後関係が把握できる（図 
2-8）．
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図 2-4 両眼視差（binocular disparity）

図 2-5 単眼運動視差（motion parallax）
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図 2-6 肌理の勾配（texture gradient）

図 2-9 陰影（shade）

図 2-7 網膜像の大きさ（the size of a retinal image ）

図 2-8 重なり（overlap）
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4)　陰影（shade）
　陰影があることで立体感が生じる．一般の生活空間では，下方に陰影ができる場合
は凸面，上方に陰影ができる場合は凹面であるため，陰影の位置によっては凹凸や，
前後関係の感覚が逆転する場合もある（図 2-9）．

5)　コントラスト（contrast）
　高コントラストでは前進，低コントラストでは後退感覚を生じる．明暗による感覚
も同様で，明るいと前進，暗いと後退の奥行き効果が生じる（図 2-10）．

6)　鮮明度（sharpness）　
　同じ大きさ，形状の対象物であれば，鮮明な物ほど近距離に，ぼやけている物ほど
後ろに感じる．後述の空気遠近法と関係が深い（図 2-11）．

　上記，1）～6）を用いた奥行き感を持つ作例を図2-12に示す．

7)　線遠近法（linear perspective）
　視点位置と遠方の消失点を想定した構図に奥行き感が生じる．透視図法はこれを応
用している．Leonardo da Vinciの「最後の晩餐」は画面ほぼ中央に消失点を設けた
１点透視図法であり，主題に視線が集中する効果や，画面の奥に空間が広がっている
かのような感覚を生じさせる（図 2-13）．

8)　空気遠近法（aerial perspective）
　近方の視対象は明瞭に，遠方の視対象はぼんやりと知覚されることにより奥行き感
が生じる．実生活では，空気による光線の散乱によって，遠方のものほどかすんで見
えるため，遠近感を得られる．Leonardo da Vinciの「モナ・リザ」は，スフマート
（輪郭のない，明暗の変化による遠近感の表現）といわれる空気遠近法の一種を用い
て背景に奥行き感を出している（図 2-14）．
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図 2-12 肌理の勾配，大きさ，重なり，陰影，コントラスト，鮮明度

↓消失点

　　 　
図 2-10 コントラスト（contrast）

　　
図 2-11 鮮明度（sharpness）
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図 2-13 線遠近法（linear perspective）出典[5]
レオナルド・ダ・ビンチ「最期の晩餐」（1495-1498年）

図 2-14 空気遠近法（aerial perspective） 出典[6]
レオナルド・ダ・ビンチ「モナ・リザ」（1503年 - 1519年頃）



2.2. ３D立体映像の歴史

　芸術の分野では，平面の絵画よりも立体物の方が早く発達している．古代ギリシアの
石像彫刻の技術は紀元前にはかなり高度なレベルに達している．ミロのビーナスは今か
ら2000 年以上前に彫られたものである（図 2-15左）．しかしその時代の絵画はおよ
そ奥行き感に乏しい（図 2-15右）．1300年代初頭にGiotto di Bondoneが独自の理
論を絵画に適用しているが，奥行き感はさほど大きくはない（図 2-16左）．

                 　   　　 　　
図 2-15 （左）ミロのビーナス 作者不明 （B.C.130 頃 ） 

(作者はアンティオキアのアレクサンドロスとの説あり) 出典[7]
（右）ローマのフレスコ画 作者不明 ボスコレアーレより出土（ B.C.43～30 頃）
（不完全ながら線遠近法が用いられているものの奥行き感には乏しい）出典[8]

      
図 2-16 （左） ジョット「カイアファの前のイエス」（1304-1306年） 出典[9]

(右) マサッチオ「聖三位一体」（1427年 頃）
（ブルネレスキの線遠近法理論を用いた最初期の作品）出典[10]
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幾何学的遠近法理論の確立は，ルネサンス期（1300年代末～1400年代初頭）のLeon 
Battista AlbertiとFilippo Brunelleschiによるもので，これを取り入れた最初期の絵
画は1400年代のMasaccioのものといわれる（図 2-16右）．
　立体を立体として表現するよりも，立体を平面上に表すことのほうが難しいのは，平
面の画面に立体物が持っている奥行き情報を持たせなければならないためである．絵画
において立体を平面に投影する技術の確立は，Leon Battista AlbertiとFilippo 
Brunelleschiによる幾何学的遠近法に加え，Leonardo da Vinciによる，「遠くのも
のは色が変化し（色彩遠近法），輪郭がぼやける（空気遠近法）」という発見も加え
た絵画的遠近法の完成を待たねばならなかった．
 同様に平面のディスプレイに表示された画像から立体を表す場合も様々な問題を解決
せねばならない．本節では３D立体映像の歴史を，映画を中心にまとめる．なお，文中
に記載の３Ｄ表示技術については本研究に関連したものについて次節で解説する．

2.2.1. ３D立体映像の黎明期　

　 3D立体映像の歴史は，銀塩写真の発明とほぼ同時に始まっている．実用的な銀塩写
真は，Louis Jacques Mandé Daguerreの発明したタゲレオタイプといわれており，
1839年である．両眼立体視の概念を発表したCharles Wheatstoneが，ステレオス
コープを発明したのが1832年．1859年には，凸レンズを使用したさらに簡単な
holmes式ビュワーが作られ，19世紀後半から20世紀前半にかけて，ステレオスコープ
とステレオカードをセットにして，世界各地の風景や風俗，戦争などを紹介したステレ
オ写真が富裕層を中心にして世界中で流行した[11]．アメリカのKeystone View 
Company は世界中にカメラマンを派遣し，豊富なコンテンツを訪問販売で売るという
ビジネスモデルが成立していた．
　 誰もが簡単に世界旅行ができる時代ではなかったこともあるが，幅広いコンテンツ
を有し，ステレオカードという規格化されたフォーマットで，訪問販売という流通経
路を確保したステレオ写真の商業戦略は非常に成功した例といえるであろう[12]．キ
ラーコンテンツを持たず，3Dメガネは方式別で互換性がなく，ハードウェアが混在し
ている現状の3D立体映像ビジネスが見習うべき点が多い．
　

2.2.2. 映画の発明と３D立体映像

　映画の発明は1891年，アメリカのThomas Alva Edisonである，という説と，1894
年，フランスのAuguste Marie Louis Lumière, Louis Jean Lumièreの兄弟である，
という二説があるが，Edisonが個人用の「キネトスコープ」であったのに対し，
Lumière兄弟の「シネマトグラフ」は当初から多人数向けの投影機器である点が両者
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の違いである．いずれにしても，1890年代に映画が発明され，映画の3D立体映像化は
すぐに起こった．
　表示技術については，現在使われている方式の多くがこの時代に考案されている．レ
ンズ・アレイ方式は1886年，アナグリフ方式は1887年に，それぞれ考案され，1891
年にはJohn Andersonによって偏光方式（polarized filter）の概念が構築され，
1896年にはパララックスバリア方式，1898年にはCharles Andersonが，フィルムの
コマに交互に左右眼用の映像をプリントする方法とともに現在のアクティブシャッター
メガネの原型になる機構を提案している．また，1915年にレンチキュラー方式 
（lenticular）が考案されている．興味深い技術として，ロシアでは，独自の技術開発
が進んでおり，パララックスバリアを扇形に配置したような，ラジアル・ラスターと呼
ばれる立体的なパララックスバリア方式が開発され，後にバリアをレンチキュラーレン
ズに置き換えた，レンチキュラー，ラジアル・ラスターへと進化している．フランスで
も円筒形のグリッドを回転させて裸眼立体視を可能にするシクロステレオスコープが開
発され，ラジアル・ラスター，シクログリッドともに，実際に興行している．
　 ここで，ステレオ写真と３D映画の違いに言及する．ステレオスコープは基本的に１
人で使用するものであり，使用者が最も見やすいポイントを選ぶことができるが，映
画は大画面で多人数の観視となり，常に最適な観視ポイントで見られるとは限らな
い．二眼式の立体映像の場合，適切なポイントで観視しないと立体視できなくなる．
もちろん，２D映画でも，斜めから見れば台形に歪んだ映像になるが，３D立体映像の
場合，快適に観視できる範囲は２D映像と比べるとはるかに狭い．これを解消すべく多
視点化も試みられているが，多視点化すると飛び出しや引っ込みの量が小さくなってし
まうという問題があり，不快感や映像酔いも含め，多人数が問題なく観視できる３D立
体映像技術の確立は，現在まで引き継がれている目標である．

2.2.3. 第一次～第三次３D映画ブーム
　
　 ３D映画ブームは，30年周期で起こっているという．顕著なものでは，第一次が
1950年代，第二次が1980年代，やや小さなブームが1920年代であり，最近では2010
年である．
　 それぞれのブームの特徴は，1920年にラジオ放送が開始されたことで，観客離れの
危機感を持った映画業界が，当時映画に導入，改良できる技術として，サウンド，色
彩，ワイドスクリーンなどに加え，３Ｄ立体映像も要求した結果，1922年から数年の
間，アナグリフ方式の３Ｄ立体映像映画が作られたが，1929年に始まった世界恐慌に
より収束していった．
　 1950年代のブームは，アメリカの一般家庭にテレビ受像機が急速に普及し，放送方
式もNTSC方式に統一，カラー化も進んだことにより，やはり観客離れを危惧した映画
業界が３Ｄ立体映像を映画に取り込んだ．50年代の第一次ブームでは，20年代のラジ
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オによる淘汰圧と同じように，テレビ放送による淘汰圧が要因といえる．面白いこと
に，ブームのきっかけとなった1953年の映画「ブワナの悪魔」は，ストーリーや内容
は低レベルであると酷評されたのだが，封切りされると大ヒットしたため，その時点
で２D撮影していた映画をステレオカメラによる３Dに切り替えて撮影しなおしたとい
う．この第一次ブームは，大規模な流行をしつつ，急速に終息していった．日本では，
1953年の長・短編合わせて84本をピークに，翌54年は53本，55年はわずかに7本と
ブームは実質２年であった．
　 1980年代の第二次３D映画ブームでは，技術的な面ではかなり熟成されていたもの
の，コンテンツに優れたものがなく，米国でのブームは1983年をピークに翌84年には
収束に向かう．日本では，1986年の３Ｄ映画を見た幼児が急性内斜視を発症するとい
う事例[13] があり，その後の３Ｄ立体映像を使用するハードウェアやコンテンツの注
意書きに「対象年齢6才以上」が入るきっかけとなった．
　 ３D立体映像にとって不幸であったのは，この結果，「子供に３Dを見せるのは眼に
悪い」という解釈をした人が少なからず出てしまったということである．一方，アメリ
カ検眼協会は，若年者の３D観視は，通常の検査で見逃されてしまうような視覚異常の
早期発見に役立つ可能性がある．と反論し，若年者から３Dを過剰に遠ざけることで，
発見できるはずの異常が発見できなくなる可能性を警告している [14] ．
　 第二次ブームでは，日本の３Dは映画よりも博覧会のパビリオンなどで上映されるコ
ンテンツに盛んに用いられるようになり，むしろ博展映像分野で成功したといえるかも
しれない．1980年代後半には液晶シャッターメガネが実用化され，それまでの機械式
から進歩したが，初期のものはフリッカーが気になるレベルであった．
　 第三次ブームともいえる2010年からの３D立体映像はどうであろうか．1920年代と
50年代は，映画業界が観客離れを防ぐために３Ｄ映画を導入したという共通性が見ら
れる．これは一部今回のブームにも当てはまる．ホームシアターの充実にともなって，
劇場へ足を運ぶ観客が減少することを防ぐには，ホームシアターの普及がまだ少ない３
Dを導入する．という要素があげられる．もう一つ，盗撮被害にあいにくいコンテンツ
として３D映画が導入された面もある．ただ，今回のブームも，火付け役ともいえる
「アバター」に続く作品が，急遽３D化したものであったり，２D作品を３D化したも
のであったりと，やはり魅力に欠ける面があるのは否めない．ステレオ写真が流行し
たときには，ハードウェア，コンテンツ，デリバリーの3つが充実していたが，現在
は，流通，ハードウェアの機能は比べ物にならない進歩を遂げているのに対し，コンテ
ンツが充実していないことも不利な要因としてあげられる．また，ハードウェア，特に
３Dメガネについては，複数の規格の存在や互換性の低さが目立つ．
　コンテンツについては，現状の映像制作技術の点から見ると，実写のみで３D酔いや
不快感，違和感を生じない作品を作ることは非常に困難である．実写で快適な作品を
作る技術が確立されるまでは，全てをCGで製作する，または撮影後CGによる補正も
加えつつ３D立体映像作品を完成させる方法がよいと考えられる．
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2.3. ３D立体映像の表示技術と応用分野

　本節では，３D立体映像の表示技術と応用分野について述べる．表示技術は以下の表
のうち，本論文で扱う二眼式に絞って述べる．

方式方式方式方式 使用例

二眼立体表示
方式

メ
ガ
ネ
式

アナグリフ方式アナグリフ方式 映画，TV放送

二眼立体表示
方式

メ
ガ
ネ
式

偏光方式
直線偏光 映画 (IMAX-3D)

二眼立体表示
方式

メ
ガ
ネ
式

偏光方式
円偏光 TV, 映画 (RealD, MasterImage 3D)

二眼立体表示
方式

メ
ガ
ネ
式

液晶シャッターメガネ方式液晶シャッターメガネ方式 TV, 映画 (XPanD)

二眼立体表示
方式

メ
ガ
ネ
式 濃度差メガネ方式濃度差メガネ方式 TV放送二眼立体表示

方式

メ
ガ
ネ
式

HMD(Head Mounted Display)方式HMD(Head Mounted Display)方式

二眼立体表示
方式

メ
ガ
ネ
式

分光方式分光方式 3D映画 (Dolby3D)

二眼立体表示
方式

裸
眼
式

パララックスバリア方式 (多視点あり)パララックスバリア方式 (多視点あり) 3D携帯電話，携帯ゲーム機，

二眼立体表示
方式

裸
眼
式

レンチキュラー方式 (多視点あり)レンチキュラー方式 (多視点あり) TV，フォトフレーム

二眼立体表示
方式

裸
眼
式

光源分割方式光源分割方式

多眼情報提示
方式

  多視点方式  多視点方式  多視点方式

多眼情報提示
方式

  超多眼方式  超多眼方式  超多眼方式多眼情報提示
方式   インテグラルフォトグラフィ方式  インテグラルフォトグラフィ方式  インテグラルフォトグラフィ方式
多眼情報提示
方式

  指向性画像表示方式  指向性画像表示方式  指向性画像表示方式

奥行き情報提
示方式

  DFD (Depth-Fused 3D) 方式  DFD (Depth-Fused 3D) 方式  DFD (Depth-Fused 3D) 方式奥行き情報提
示方式   体積型  体積型  体積型

波面再生方式   ホログラフィ  ホログラフィ  ホログラフィ

空間像表示方
式

  空間結像方式  空間結像方式  空間結像方式

空間像表示方
式

  スクリーン回転方式  スクリーン回転方式  スクリーン回転方式空間像表示方
式   ホログラフィックスクリーン  ホログラフィックスクリーン  ホログラフィックスクリーン
空間像表示方
式

  フォグスクリーン方式  フォグスクリーン方式  フォグスクリーン方式

表 2-1 ３D表示技術
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2.3.1. ３D立体映像の表示技術

1) アナグリフ方式（anaglyph）

　 ２色のメガネと再生用フィルターを用いる．使用する２色は（赤/シアン），（アン
バー/青），（マゼンタ/緑）などの組み合わせがある．ステレオカメラで撮影した左右
眼用の映像を，左眼/赤，右眼/シアンのフィルターを通して再生し，右眼/赤，左眼/シ
アンのメガネで観視すると，右眼は赤い左眼画像が消え，左眼はシアンで着色された
右眼画像が消えるため，立体視できる．メガネが軽く安価であるが，基本的に白黒画像
になること．カラーも可能であるが，限定された色になるなどの欠点がある．視野闘
争により長時間の観視で疲れやすいといわれる．

2) 偏光メガネ方式（polarized filter）

　円偏光（circular polarized filter）と直線偏光（liner polarized filter）があり，
従来は直線偏光メガネが使われていた．直線偏光方式は左右眼用映像のそれぞれに，直
交する偏光フィルターを通し（左/縦，右/横），偏光メガネは（左眼/縦，右眼/横）の
偏光フィルターを用いる．円偏光方式は，左/内向き，右/外向きのように，回転偏光
フィルターを用いる．直線偏光に比べ顔を傾けた場合にクロストーク（cross talk: 両
眼視差を用いた立体映像観視時に片方の眼に左右の画像が見えてしまう現象）が起こり
にくいという利点がある．近年の３D表示ディスプレイは液晶シャッターメガネに替わ
り，軽く安価な偏光メガネが採用されることが多い．欠点としては，サイドバイサイド
表示の場合，横方向の解像度が1/2になってしまうため画質が低くなることがあげられ
る．

3) 液晶シャッターメガネ方式（liquid crystal shutter）

　 フレームシーケンシャル方式（frame sequential）とも呼ばれる．ディスプレイに
は，ステレオカメラで撮影した左右眼用画像を交互に表示し，ディスプレイの画面切り
替え周波数と同期した液晶シャッターメガネで，それぞれの眼に一方の画像のみが提示
される．1980年代のメガネは，フレームレートが低くフリッカーが気になる物もあっ
た．また，60Hzより低いフレームレートであると残像によるクロストークが生じる．
近年は144Hz駆動のものもあり，クロストークは非常に起こりにくい．一方で，メガ
ネが重いこと，高価であること，最低半分の時間はシャッターが閉じているため，画
面が暗くなることが欠点としてあげられる．
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図 2-17 分光方式

図 2-18 パララックスバリア方式(上)とレンチキュラー方式(下) 出典[15]
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4) 濃度差メガネ方式

　左右で濃度差のあるメガネをかけることで，プルフリッヒ効果により水平方向の動き
に遅延が起こるため横方向のみ立体感を感じる．日本では1977年にテレビアニメー
ションで用いられた．多数のレイヤーに分けられた背景を水平方向にずらして画面の奥
行き感を出す．常に水平方向の運動を続けないと，立体感が消失する欠点がある．

5) HMD (Head Mounted Display) 方式

　形状はメガネ方式と似ているが，ディスプレイ（プロジェクタ）そのものが観視者の
頭部に装着される．左右眼用の映像は，ディスプレイそれぞれの眼に直接投影されるた
め，クロストークは起こらない．また，個人用であるため，ズームも可能である．表示
面が透過型のものと密閉型のものがあり，透過型のものは通常の風景を見ながら，投
影される映像を見ることができるため，拡張現実（AR：aumented reality）用デバイ
スとして利用される[16]．

6) 分光方式

　 光の三原色のRGB（赤緑青）の各周波数を左眼用に，R: 629nm, G: 532nm, B:
446nm, 右眼用に，R: 615nm, G: 518nm, B: 432nm など各色を周波数で二分し，
分光フィルターを用いて左右眼にそれぞれの映像を送る方式である（図 2-17）． 

7) パララックスバリア方式（parallax-barrier）

　画像を表示するパネルの前に，縦格子状マスク（スリットと遮光部が等間隔で並んだ
もの）を設置することで，左眼用画像と右目用画像を分離し，立体視する方式である
（図 2-18 上）．画像表示面には左眼用と右眼用の画素列が交互に表示される．観視
者には，バリアで遮られた部分の画素列は見えないため，左右眼用の画素列を分離で
きるが，観視位置が左右にずれると，反対側の眼用の画素列が見えてしまうため，立体
感が逆転することがある．従来は物理的なバリアを用いていたが，近年は画像用の液
晶パネルの前にバリア用の液晶パネルを設置したアクティブバリア方式もある．２Dと
３Dの切り替え可能，画面を回転した時はバリアも90度回転させて横向き表示に対応
など，携帯ゲーム機や携帯電話の画面に適する．また，ディスプレイ側にカメラを装備
して観視者の位置を測定し，最適な位置にバリアを移動するなど高機能なものも開発さ
れている．このように画素もバリアも液晶パネルで構成できるため，液晶ディスプレイ
に適した方法であるが，バリアによって，明るさが半減することが欠点である．
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8) レンチキュラー方式 (lenticular lens)

　 レンチキュラーとはガラスやプラスチックで作られたシート状レンズを指す．一般的
なレンチキュラー方式は，縦に長いかまぼこ型のレンズをディスプレイ上に並べ，画素
からの光を特定の方向に屈折させ，左右眼用の映像をそれぞれの眼に送る方式である
（図 2-218下）．
　かまぼこ型のレンズ（cylindrical lens）を垂直に貼り付けてあるものは，水平方向
だけの視点になるが，レンチキュラーシートを傾けて貼り付けて，画面を横向きにして
も立体画像を観視できるようにしたものもある．
　小さなレンズを敷き詰めた形状のものはレンズアレイと呼ばれ，縦横どちらの方向に
ついても視差を生じることができるため，多視点ディスプレイへの用途が期待される．
一方，多視点化が進めば多方向からの観視が可能になるが，画像の処理速度と画面解
像度が視点数に比例して高くなる必要がある．また，多視点化するほど，飛び出し量の
限界が小さくなり，大きな飛び出し量を表示することが難しくなる．

9) 光源分割方式
　 液晶ディスプレイのように，バックライトと画素が分離しているディスプレイの場
合，バックライトとプリズムを用いた光学シートを利用して，左右眼用画素列のバック
ライトを交互に点灯させることで，シャッターメガネを用いずに左右眼にそれぞれの画
像を送る方式である．パララックスバリア，もしくはレンチキュラー方式に液晶シャッ
ターを組み込んだイメージである．

2.3.2. ３D技術の応用分野

　 第１章にも述べたように，3D技術の応用分野は多岐にわたる．3D技術に関しては，
アナログ時代には立体視3D表示技術を意味したが，デジタル時代に入ってからは，3D
立体映像（実写）に3DCG（仮想映像）を加えた3DAR（拡張現実：Augmented 
Reality）や，仮想映像のみで作られた立体映像である3DCG，五感に訴えかけて没入
感を得られ，対象者へのフィードバック機能（senso ry f e edback）と対話性
（interactivity）を持つ3DVR（Virtual Reality）などが登場した．さらにモバイル端
末と位置・空間情報を組み合わせたモバイル3D分野など応用範囲は多岐にわたり，3D
技術はエンターテイメントだけでなく，産業への応用も進んでいる．
　 3D技術の応用分野として，自動車産業では，1980年代には3DCAD（Computer 
Aided Design）が導入され，そのデータを用いた，コンピューター支援製造（CAM：
computer aided manufacturing）による製造工程の自動化が進んだ．導入初期は
サーフェイスモデルによるシミュレーションであったが，さらに計算機支援工学

32



（CAE：Computer Aided Engineering）を組み合わせることで，ソリッドモデルへ
と進んだ．デジタルモックアップ，強度計算や生産ライン上での干渉チェック，組立工
程における作業性の評価などに応用されている．「ライン上で，工具Aを角度Bまで回
すと，内装Cに干渉する」というレベルのシミュレーションが可能になっている．ま
た，ネットワークによるデータ共有により，生産性の向上や，開発期間の大幅な短縮に
効果をあげている．
　さらに，塗装技術修得用シミュレーションでは，塗装対象が３D表示され，訓練者は
スプレーガン型端末で塗装作業を行うと，位置センサーにより移動速度，停滞時間を
測定し，スプレーガンのトリガーの引き具合から，リアルタイムで塗料の塗りむらやタ
レの有無などの塗装結果が示される．
　 医療分野では，内視鏡手術支援システムの3D立体内視鏡とマニピュレーターによっ
て，従来ならば大きく切開していた手術が小さな切開で可能となった．また，患者の
CT（Computer Tomography：コンピュータ断層撮影法）やMRI（Magnet ic 
Resonance Imaging：核磁気共鳴画像法）のボリュームデータから，３DCGによる立
体画像によって，血管や神経などの診断に効果が期待できる．さらに，ボリュームデー
タと3Dプリンターをリンクさせて，患部や臓器の状態を立体造形して示したり，3Dプ
リンタで印刷された顎の骨をインプラントに使用した事例（Direct Metal Laser 
Sintering 技術: 図 2-19）など，移植用の臓器を印刷する，負傷した部分に皮膚の細
胞を吹き付けて治療する，といった段階にまで進みつつある．
　 土木・建築分野では，３Dレーザースキャナにより，小さいものでは文化財の彫刻，
大きいものでは都市全体などハンディスキャナから衛生に搭載されたセンサーまで各種
センサーを使用して計測可能になっている．建築物では，外側は遠距離スキャナで，内
側は近距離スキャナで計測し，両者のデータを合成して解体，修復時の検討が行える．
また，建築物の任意の断面表示も可能である．
　このように， 遊戯施設などのエンターテイメントはもとより，３D印刷など従来では
考えられなかった分野，建築，教育，訓練や広告など広範な分野への応用が進んでい
る．　

図 2−19 ３Dプリンターでチタン粉末から印刷した顎 出典[17]
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2.4. ３D立体映像の現状とガイドライン

　本節では，2.4.1.項で，３D映画，３Dテレビの状況を，2.4.2.項で，３D立体映像と
安全ガイドラインのかかわりについて述べる．

2.4.1. ３D立体映像の状況と日本の３Dテレビ市場

　2010年は「３D元年」と呼ばれ，世界初の家庭用フルハイビジョン３Dテレビや，裸
眼３Ｄテレビの発売，ディズニーランドでは３Dアトラクションの「キャプテンEO」
（Michael Joseph Jackson，George Walton Lucas, Jr.，Francis Ford Coppolaの
コラボレーションした３Dアトラクションの代表的な作品）が再上映されるなどのト
ピックがあったが，少なくともその数年前から３Dの準備が進んでいたといえる．
2005年の「ショーウエスト2005」では，James Francis Cameron，Robert 
Zemeckis，George Walton Lucas, Jr.など著名な映画監督らが，「ホームシアターの
充実で観客の減少した映画館に観客を取り戻すためには，家庭では体験できない３D映
像が最適のツールである」という主張を行なっており，映画館へのデジタルプロジェク
ターや専用スクリーンの導入を訴えた．こうした下地もあり，2009年の３D映画「ア
バター」の大ヒットにつながってゆく．
　一方，2010年が３D元年といわれながらも，テレビ発売時点では、３Dブルーレイは
発売されておらず，また，3D放送が充実しておらず、特に地上波が３Dに対応していな

図 2-20 国内TV出荷台数
*2010年の3D対応テレビは4-12月の合計

**2013年は1-10月の合計　JEITA統計資料による出典[18]
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いことが３Dテレビ市場にとっては逆風であった．前述したように，ビジネスモデルと
して成立するためには，ハードウェア，コンテンツ，デリバリーがバランスしていなけ
ればならないが，コンテンツ，デリバリーが弱い状態でスタートしているのである．ま
た「飛び出す映像」という宣伝にもかかわらず、主に奥行方向に広がる３Dであり、期
待外れの結果になってしまった。さらに、当時の主流が液晶シャッターメガネ方式で
あったことで「メガネが高価」「重い」「画面が暗い」といったマイナス評価が出やす
くなり、結果として「3Dでなくてもいいのでは」「重いメガネを掛けてテレビを見た
くない」といった感想も聞かれた。
　日本のテレビメーカーにとっては，エコポイント制度とテレビのアナログ停波（地上
波デジタル化）が同時期に重なっていたことで，市場が拡大しない大きな要因となっ
た．エコ・ポイント特需といわれる買い替え需要が2010年にあったが，国内メーカー
の３Dテレビの発売は2010年4月であり，買い替えが一段落したところからスタートし
ている．戦略的に失敗しているのは，３D機能を付加価値として追加したことである．
高級テレビに３D機能をつけるため価格はさらに上がるが，コンテンツも３D放送も充
実していないのでは購入されない．この状況に海外メーカーの３D機能を搭載した低価
格テレビとの価格競争が加わったため，国内メーカーのテレビ出荷台数はさらに低迷
し，３D対応テレビの割合は，2010年（４月から12月）で出荷台数53万台，2011年
（1月から12月）で，134万台（6.7％），2012年で113万台（17.7％）である．割合
だけ見ると2.5倍以上になっているが，出荷台数自体は20万台減である．ちなみに
2013年（1月～10月）は出荷台数63万台（15.4％）であり，テレビ全体に占める３D
対応テレビの割合は15～16%程度で横ばいのようである（図 2-20）[18]．
　現在では，日本の各メーカーは３Dテレビから事実上撤退し，医療関係に市場をシフ
トしつつある．わが国の3Dテレビの現状は、今回の流行がもはや終焉を迎えたかと思
われるほどである。他方、韓国などアジアの新興国は、テレビ生産でも日本を凌駕
し、3Dでもシェアを拡げつつある。

2.4.2. 現行のガイドライン等による3Dの規制内容

　 2004年に、経済産業省の3Dコンソーシアムにより安全ガイドラインが策定され、こ
の中で、3D映像の快適視差範囲は±1.0度以内とされている。
　 安全ガイドラインに示されている、両眼視差1.0度の飛び出しがどれくらいの距離か
というと、視距離が1.0 ｍの場合、画面から約22 cm飛び出す距離であり、この飛び出
し量が最高限度（瞬間的には越えることもある）として厳守されているため、通常の飛
び出し量は1.0 ｍの視距離に対して十数センチに過ぎない。前述した「飛び出す映像」
のイメージからするとかなり少ない飛び出し量に感じる。ダイナミックな飛び出しを期
待する消費者にとってはいわばレリーフにすぎないようなひかえめのコンテンツでは立
体映像としての魅力が感じられなかったのであろう。この問題は，メーカーの宣伝にも
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一因があり，「飛び出す」というキャッチコピーで宣伝すれば，消費者は当然飛び出し
を期待して見る．しかし，実際には視差の上限1.0度で作られた映像は，それほど飛び
出していない．一方引っ込みでは，視距離1.0 ｍの場合，1４3 cmまで引っ込む．同じ
視差量でも大きく引っ込むため，奥行き重視の画作りになるのもやむを得ない．構図
や奥行き感，実際の映像を見た時には「全然飛び出していない」という感想を持ってし
まう．せめて「豊かな立体感」なり「3次元空間再現」など，表現の工夫が必要だと考
えられる．
　 ３D映像の有害生体影響としては、眼疲労や映像酔いがあげられてきた。安全ガイド
ラインにも、この原因として、見えの不自然さ、不適切な視差の設定、調節・輻輳の矛
盾、映像の歪、箱庭効果、書割効果、画枠歪、垂直視差の有無、運動視差の矛盾、左
右像の幾何学的ずれ（特に上下）、左右像の光学的特性の差、左右色の差などがあげ
られている。このうち、眼疲労が起きるメカニズムについて説明されているのは、「調
節と輻輳の乖離が原因とされる」という箇所と「過度の視差は2重像を生じさせるため
視覚疲労の原因となる」という個所である。この、過度な視差（角）は眼疲労を引き
起こす、という理由で、3D映像の視差（角）は1.0度（60分）以内でなくてはならな
い、という原則が制作部門でもテレビ製造業界でも一般化され、ひとり歩きしている。
また、自動的に視差1.0度以上をチェックする機器も普及している。
　一方、３Dテレビに関する検討会最終報告書では、「違和感や不快感を生じさせるよ
うな３D映像を長時間視聴すると、視覚疲労につながる可能性が高いと一般的には想定
されるが、現状では、関連性が明確に示されている研究はない」[19]としており、こち
らは原因が明確ではないとしている。
　このような状況での規制のあり方の先行事例として、スウェーデンの例を挙げる。か
つて、VDTからの低周波電磁場変動の人体曝露に対して、スウェーデンの労働組合を
中心に「アララの原則」（ALARA: As Low As Reasonably Achievable）が提唱さ
れた。これは、VDTから低周波電磁場変動が起きているのは間違いないが、危険だか
らといって使わないと、極めて不便を強いられる。そこで、合理的に実現可能なだけ被
曝量を低くすることで、リスク（危険）とベネフィット（利益）のバランス、資金、社
会的影響、なども考えたうえで、有害影響をできる限り低く抑えるという考え方であ
る。
　 3D映像についても同様な考え方ができるのではないだろうか。確かに，過剰な両眼
視差を持たせた3D映像はユーザの視覚に過度の負担を強いる。だからといって、厳し
く規制しすぎれば、映像表現としての立体効果が激減してほとんど立体として感じられ
なくなり、魅力を失ってしまう。
　 2010年に公開されたディズニーのアニメーション映画「塔の上のラプンツェル」
は、前景、中景、遠景で、それぞれ円形の係数を変えて、画面のどこを見ても書割効果
が出ないようにしている。「ラプンツェル」のステレオグラフィック・スーパーバイ
ザーのRobert Newmanは、日本の立体映像の視差角1.0度の規制に対して，「１度と
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いう数字にはあまり意味がない」という．視聴位置や画面サイズに依存するからという
理由もあるが「ごく短時間ならば、大きな視差も充分に許容できる。問題は出っ張る
ことではなく、どのように見せるか」だと答えた．また、「3Dには表現者にとっての
大きな可能性がある。ところが、快適ではない常識から外れてしまっている3D映像が
たくさんある。まずは、悪い3Dを減らすこと。みんなが快適に楽しめるようにならな
ければ、映像表現としての3Dは発展しない」と述べている[20]．
　安全ガイドラインでは，「両眼視差による立体では，ディスプレイ面とは異なるとこ
ろに物体を知覚する．一方，ピントはディスプレイ面に合うが，この乖離が大きいと，
視覚疲労，不快感を生じるとされる．」と記述している（2010年4月20日版）．調節
と輻輳の不一致が視覚疲労，不快感の原因であり，そのため，「３D立体映像の視差は
±1.0度以下」としているのである．もちろん，絶対に1.0度以下，というわけではな
く，「３D立体映像の融合限界は個人差が大きい」，「１度以下が目安である」等の記
述もあるが，「±1.0度」という数値が出てしまえば，そこにとらわれてしまう．
　 ３D立体映像もALARAの原則と同様に、ユーザの安全を第一に、しかし、３Dの魅
力を損なわないレベルで飛び出し（引っ込み）量の制限を定めるべきであろう。
　

2.5. まとめ

　 ３Dは現在ではエンターテイメントのみならず，産業，医療など広範な分野に応用さ
れ，成果を上げているが，その一方で，３D立体映像の観視にともなう眼精疲労や不快
感については原因も明確ではないまま，半世紀以上が過ぎた．わが国においては，他の
要因も含め，安全ガイドラインの規制によって，３D立体映像の魅力を伝えきれないま
ま，３Dテレビの市場は終息しつつあると考えられる．利用に伴う利便性と危険性両方
を持つ事例については，リスク（危険）とベネフィット（利益）のバランスを考えた上
で有害影響をできる限り抑える方向で規制値を設定することが必要であると考える．本
研究ではこれらの事柄をふまえて，実験，検証を行なう．
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第3章　 サインカーブ運動する実物視標の
調節値計測と年齢別フィッティング

3.1. はじめに

　両眼視差を用いた３D立体映像は，調節・輻輳不一致説とともに歩んできた歴史を持
つ．序論でも述べたが，すでに60年前の「TIME」誌に，３D映画では，飛び出した物
体を見つめると画面がボケて頭痛がする．という記事が載っている[1]．また，安全ガ
イドラインにも調節・輻輳の不一致が視覚疲労や不快感の原因である．との記述が
あった（2010年4月20日版）．しかし，先行研究において，特に若年層においては，
３D立体映像であっても自然視状態と同様に調節・輻輳は注視する物体と連動して移動
することがわかった[2]．
　中高年については，水晶体の硬化によって調節能力は加齢とともに減少し，特に近点
距離は次第に長くなり，近見作業時に注視したい物体がボケて見えるようになる．こ
れが一般にいう老眼であり，一般には40代半ばになると老メガネを使用せざるを得な
くなる[3]．さらに，高年層になってくると，調節能力の不足を補うように，近見作業
時に顕著な瞳孔の縮瞳が起こり，被写界深度を深くすることによってピントの合った状
態を作り出している[4]．一方，輻輳運動は年令に関係なく起こるため，近見時には自
然視状態でも３D立体映像を見た場合でも，常に調節-輻輳矛盾状態になる．
　研究を進める上で，高年被験者の場合，瞳孔径が小さくなりすぎて，測定機器の限界
以下の瞳孔径になってしまい測定不能になってしまう場合もあった．また，近見作業時
の調節，輻輳の測定では，中高年ではほとんど調節値が変動しない．幅広い年齡層に
ついて，加齢にともなう調節応答の変化，特に調節反応の振幅の減少の傾向を把握して
おくことは必要であり．年齢ごとのおよその調節能力の減少を計上できれば利便性が
高い．

3.2. 研究の目的

　 本研究では，被験者をできる視機能の変化にもとづいて年齢別に若年，壮年，中
年，高年の4つのグループに分け，実物視標をディオプトリ単位のサインカーブで往復
運動させ，指標注視時の水晶体調節値を測定した．その後，最小二乗法を用いてサイン
カーブにフィッティングし，調節応答変化の一般化を試み，加齢にともなう変化を把握
することを目的とした．
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3.3. 実験方法

3.3.1. 計測機器

1) WAM-5500
　 シギヤ精機製作所製のダイクロイックミラーを用いたオートレフ／ケラトメーターで
ある．両眼開放式であり，従来までの測定機器は正面を固視した状態でなければ計測
を行うことができなかったが，ある程度視線が周辺にずれることがあっても計測を行う
ことができ，被験者にとって，より自然な状態での計測が可能となっている．立体映像
の観視時には，被験者に前方を注視させつつ計測を行う必要があり，また，飛び出し
量の大きい映像も測定可能なことから本機を選択している[5]．本研究では連続測定用
のダイナミックモードを使用した．ダイナミックモードでは５Hzで水晶体の屈折力
（1/焦点距離）の測定を行う．計測結果はデータがcsv形式で保存され，屈折力，瞳孔
径を測定する．測定に使用する近赤外線の波長は950nmである（図 3-1）．

2) 視標移動装置 WMT-1
　WAM-5500と同じく，シギヤ精機製作所製の視標移動ロボットである．視標の振り幅
は約１ｍであり，コンピュータと接続することで専用アプリケーション（WCS−1）によ
り視標の運動を制御する（図3−2）．視標の位置情報は，1/100秒ごとに記録される， 
WAM-5500と組み合わせることで，視標の位置情報と調節焦点のデータを連続して記録可
能である．なお，調節焦点のデータはWAM−5500で計測するため５Hzである．

図 3-2 WMT-1 + WAM-5500図 3-1 WAM-5500　
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3.3.2. 実験方法

　本実験では，実物視標として，面と辺が明確であるルービックキューブを用いた．視
標の移動パターンは以下の２種類である．
1.被験者の眼前1.0 D（1.0 ｍ）から2.0 D（50 cm）を10秒周期で３往復する．
2.被験者の眼前1.0 D（1.0 ｍ）から2.0 D（50 cm）を2.5秒周期で4往復する.

3.3.3. 被験者

　 被験者は17才から85歳までの135名の健常な男女である．計測前に視力検査を行
い，通常の近見作業で用いるメガネまたはコンタクトレンズを装用して実験を行った．
必要な者はソフトコンタクトレンズにより正視に矯正した後，実験に参加させた．ま
た，事前にインフォームドコンセントを行ない同意を得た．本実験は名古屋大学情報
科学研究科倫理審査委員会の承認を得ている．
　 ヒトの調節能力は，加齢にともなって減少する．調節力のピークは10代で，16才頃
に約12 Dあり，その後加齢にともない調節能力は低下し，50歳で2.0Dまで低下する
[6,7].この特徴から，被験者を年齢別に以下の4つのグループに分けた．　　　　　　　　　　　　　　　　　　
若年（17-29才）: 40名…十分な調節力のあるグループ
壮年（30-44才）: 23名…調節力が少し弱っているが近見作業に支障のないグループ
中年（45-64才）: 37名…近見作業にやや支障のあるグループ，老眼鏡の必要な人も
高年（65-85才）: 34名…老視であり，近見作業に老眼鏡を用いるグループ

3.3.4. 分析方法

　計測データのうち，連続2周期以上計測に成功したデータを選択，集計した．
　 視標の運動1，2はサインカーブであるため，各被験者の計測データは，サインカー
ブへのフィッティングを行った．サインカーブへのフィッティングは，最小二乗法によ
り曲線の当てはめを行うソフトウェアのRsquare.exe を用いた．
　 視標の振幅に対する計測データの振幅およびディレイ（遅れ）をグループごとに集
計・平均し，10秒周期を（１），2.5秒周期は（２）式に基づくモデル化を行った．

 ｙ＝ a + k0 × sin（36 × ｘ + k1）……(1)
   ｙ＝ a + k0 × sin（144 × ｘ + k1）……(2)

 a: 平均（average）
              k0: 片振幅（half amplitude） 

k1: 遅れ（delay）
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3.3.5. 測定に関しての留意点

　 WAM-5500のサンプリング周波数が５Hzであり，調節反応の測定に必ずしも十分な
周波数とはいえないこと（H. Andersonらによれば調節反応の遅れは約0.3secである
［7,8］），こうした少ないサンプリングレートでとりわけ2.5秒周期などの速い前後
運動を測定する際には十分に正確な測定値が得られるわけではない．
　 サッカードを伴う眼球運動（視線移動）の測定には1/1000秒程度のサンプリングが
必要と考えられるのに対して，調節値の時間解像度は相対的に低いと考えられる．ま
た，高齢者になるにつれて瞳孔径が縮瞳するなどの条件が重なるため計測の成功率が下
がる，すなわちサンプル数が少なくなる点があげられる．
　本研究のデータは，上記の事情の元でも測定可能であった高機能で，かつ瞳孔径が充
分確保できた被験者のみのものであることに留意しなければならない．

3.4. 結果: 実物注視時の水晶体調節反応の年齢別比較とフィッ
ティング

3.4.1. 若年被験者（17-29才）

　 図3-3は10秒周期の典型例（23歳，男性）である．調節値は実物体の位置とよく一
致しており，ディレイは0.4秒である．一方瞳孔径は平均2.8mmで視標の移動に関係な
くほぼ一定である．興味深い点は，調節値が1.1Dより遠方には移動していないことで
ある．
　 図3-4は2.5秒周期の典型例（24歳，男性）である．視標の位置に連動して調節焦点
も移動しているが，調節距離は，0.87Dから1.80Dを往復している．瞳孔径は，視標の
接近にわずかに反応している様に見受けられる．
　 図3-5は10秒周期の若年被験者のフィッティング結果である．計測に成功した15件
のデータを平均した．調節値の振幅は1.05から1.80Dの間を往復しており，視標
（1.0Dから2.0Dを往復）に対して振幅は75％に縮小している．さらに，調節値は全体
に遠方側にシフトした結果，最遠点での調節値は視標とほぼ同じ位置に，最近点側で
は視標よりも約0.2D後退した状態になっている．ディレイ（グラフでは横軸右方向へ
のシフト）は視標に対して約0.4秒である．
　 図3-6は，2.5秒周期のフィッティング結果で，20件のデータの平均である．振幅は
1.05から1.70Dを往復している．全体では遠方に0.3D後退しつつ65％に縮小した形で
ある．ディレイは約0.2秒であった．
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図 3-3 若年，10秒周期典型例（23歳，男性）

図 3-4 若年，2.5秒周期典型例，（24歳，男性）
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図 3-5 若年，10秒周期，フィッティング結果

図 3-6 若年，2.5秒周期，フィッティング結果
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3.4.2. 壮年被験者（30-44才）

　 図3-7は壮年層の10秒周期の典型例（41歳，男性）である．振幅は0.83から1.60D
である．0.2D程度遠方に後退している．0.2から0.3秒程度のディレイも見られた．瞳
孔径は視標の運動とは無関係にやや縮小しており，平均は3.8mmであった．
　図3-8は2.5秒周期の典型例（36歳，女性）である．振幅は最小0.96，最大2.11Dで
あるが，2周期目，3周期目を見ると振幅は0.7D程度である．瞳孔径は視標とほぼ無関
係に平均3.2mm程度であったが，4周期目に近見反応様の瞳孔の縮瞳が見られた．
図3-9に壮年被験者の10秒周期のフィッティング結果を示す．平均したデータは10件で
ある．振幅は0.83Dから１.64Dを往復し，遠方への後退は0.36D，視標に対して81％
に縮小している．ディレイは約0.3秒であった．
　 図3-10は2.5秒周期で，データ数は10件である．振幅は1.13から1.79Dの間を往復
し，視標の振幅に対して66％に縮小した．ディレイは約0.3秒であった．
　なお，サンプル中に近視傾向の被験者が多い場合，集計時にフィッティングのライン
が近点側に，逆に遠視傾向の被験者が多いと遠点側にシフトする結果が出る．
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図 3-7 壮年，10秒周期，典型例，41歳，男性

図 3-8 壮年，2.5秒周期，典型例，36歳女性
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図 3-9 壮年，10秒周期，フィッティング結果

図 3-10 壮年，2.5秒周期，フィッティング結果
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3.4.3. 中年被験者（45-64才）

　図3-11から3-14に中年被験者の結果を示す．
　図3-11は10秒周期の典型例（46歳，女性）である．調節値の最大，最小は1.96Dと
1.01Dであるが平均的な振幅は1.2から1.8Dの0.6D程度である．瞳孔径の変化は視標
とほぼ関係なく平均3.4mmであった．
　図3-12には2.5秒周期の典型例（46歳，女性）を示した．調節値が近方にシフトして
おり，近方は最大で2.44D（約40cm）まで調節焦点が移動している．遠点時も1.5D前
後まで前進している．ディレイは0.2秒程度，瞳孔径は2周期目にやや明瞭な近見反応様
の瞳孔収縮が見られた．
　 図3-13は10秒周期の平均である．データは9件であった．振幅は，近点側が大きく
後退し1.41Dになり，遠方は0.97Dで移動幅は視標に対して44％に縮小されている．な
お，ディレイは約0.4秒であった．
　図3-14は2.5秒周期のフィッティング結果である．
調節値は0.95から1.50Dを往復．近方側が0.5D後退しており，振幅は視標の55％に縮
小した．ディレイは約0.2秒であった．
　 振幅については，近点側の後退は，壮年までが1.6から1.7D（60cm前後）の値で
あったものが，一気に1.4から1.5D（66～70cm）まで後退した．一般に，老視の影響
は30代後半から40代にかけて明確に現れ始めるため，このグループのほとんどの被験
者は老視の影響が現れていると考えられる．一方で，ディレイについては若年，壮年グ
ループとほとんど変わりがない．
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図 3-11 中年，10秒周期，典型例，46歳女性

図 3-12 中年，2.5秒周期，典型例，46歳女性
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図 3-13 中年 10秒周期，フィッティング結果

図 3-14 中年 2.5秒周期 フィッティング結果
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3.4.4. 高年被験者（65-85才）

　図 3-15から3-18に，高年被験者（65歳以上）の計測結果を示す．
　一見してわかるのは，水晶体調節の位置が，視標と重なることなく，最遠点よりさら
に遠方に後退していることである．高齢者の場合，加齢に伴い水晶体の弾性が失われ，
調節能力が低下するため，早ければ50代で近点は1.0 D（1.0ｍ）に達する．したがっ
て，65歳以上の高年被験者のフィッティング結果が，1.0 D以下でサインカーブに
フィッティングされるのは当然といえる．
　 図3-15は10秒周期の典型例（72歳，女性）である．水晶体調節の値は0.47Dから
0.90 Dで近点側でも視標の最遠点（1.0 D）より後退している．振幅も視標の数値に対
して43%と，半分以下になっている．
　 また，他の年齢層と比べて特徴的な点は，視標が近点に近づくときに，明確に縮瞳
が起こっていることである（図中の矢印）．
　 図3-16は2.5秒周期の典型例である．10秒周期と同じく，水晶体調節は視標の遠点
より後退している．振幅は0.59Dから0.82Dで，視標の振幅に対して23％まで縮小して
いる．また，視標の接近にともなって，明確な縮瞳が起こっている．図 3-17は，10秒
周期のフィッティング結果である．サインカーブの平均値は視標の1.5 Dから後退して
0.7 Dに近づき，振幅は0.3 D程度に減少している．なお，2.5秒周期については，計測
に成功した例数が少なくフィッティングを行わなかったが，平均0.9秒のディレイが存
在した．
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図 3-15 高年，10秒周期，典型例，72歳，女性

図 3-16 高年，2.5秒周期，典型例，72歳，女性
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図 3-17 高年，10秒周期，フィッティング結果

表 3-1　フィッティング結果

Age 年齡 Period 周期(秒) Formula 当てはめ式

17 - 29
10 y=1.42+0.37×sin(36×t-14.18)

17 - 29
2.5 y=1.38+0.33×sin(144×t-7.84)

30 - 44
10 y=1.23+0.41×sin(36×t-9.72)

30 - 44
2.5 y=1.46+0.32×sin(144×t-19.80)

45 - 64
10 y=1.19+0.22×sin(36×t-12.74)

45 - 64
2.5 y=1.22+0.27×sin(144×t-10.64)

65 -
10 y=0.72+0.11×sin(36×t-19.68)

65 -
2.5 y=0.80+0.14×sin(144×t+15.04)

実物体

調節

plate 3-1

54



3.5. 考察

　 実物視標の調節測定結果の年齢別フィッティングと平均化について，4グループに分
類した被験者のデータから計測が成功したものを抽出した結果，10秒周期では若年：
15/40，壮年：10/23，中年：9/37，高年：4/34，のデータを得た．2.5秒周期では，
若年：20/40，壮年：10/23，中年：9/37，高年：3/34であった．被験者ごとにデー
タをサインカーブにフィッティングして，各係数を平均したものを結果に示した（表 
3-1）．図では，3-5，6，9，10，13，14，17である．
　3.3.5.で述べたように，高年被験者の場合，瞳孔の縮瞳や水晶体の白濁など，計測に
不利な条件が多くなるため，フィッティング可能なデータが少なくなってしまうのが難
点である．全体の傾向としては，加齢に伴い振幅が小さくなり，調節反応の遅れが大き
くなるということである[9,10]が，振幅については，大きく減少するのは中年層であ
り，ディレイについては，若年であっても0.3秒程度の遅れが存在することを考慮する
と，中年までは若年とほとんど変わらず，高年層で顕著に現れる結果となった．

3.6. まとめ

　眼球運動である輻輳は，年齡に関係なく働くが，水晶体が水分を失い弾力が低下して
ゆくため，加齢にともない，調節能力は低下する．
　 調節応答で見た場合，若年者でも調節焦点が0.3～0.4 D遠方に下がる例が多い．し
たがって，そうした部分も加味すると，振幅が70％より小さくなった場合に調節能力
が明確に低下したと考えられる．また，加齢にともない近点が遠くなっていくため，両
者を含めて結果から考えると，調節反応の低下が明確に現れるのは，一般に老視の影響
が現れる中年以降（40代中盤以降）であるといえる．若年層を１とすると中年層は
0.8,高年層は0.5程度の調節力といえる．
　また，高年層では，近見視の状態で，明確な縮瞳反応が起こる．
　調節反応の遅れ（ディレイ）については，若年から中年までは明確な遅れはないが，
高年層で明確な遅れが出る．
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第4章　 奥行き情報を持たない視標による
３Dの飛び出し量認知

4.1．はじめに

　第一次３D映画ブームのさなかの1953年，「TIME」誌に７ページにわたる記事が掲
載された．現在でもいわれている「調節輻輳の不一致が頭痛や不快感の原因となる」と
いう記述である[1]．これに対する「1895年以来，様々な形の３Dが眼の治療や訓練に
使われており，技術的に優れた３Dは視力に良い影響を与える」という反論も載ってお
り，この記事は日本でも雑誌「映画の友」にほぼ全文が和訳されて掲載された．すでに
この頃から，調節輻輳不一致説は市民権を得ていたのであるが，見方を変えればこの
問題が半世紀以上も解決されないままであったということである．
　 しかし，我々の先行研究において，若年者であれば３D立体映像であっても自然視状
態と同様に調節・輻輳は注視する物体に連動して移動することがわかった[2,3]．自然
立体視の場合の水晶体調節焦点とも一致していることが明らかになっている[4-6]．こ
の結果に対して，我々の用いている映像は，視標そのものに立体感があり，明確なエッ
ジがなく映像がボケていてもボケを検出しにくく，調節が動きやすいのではないか，と
いう疑義も提示された．
　本研究では３D立体映像中に表示されるテロップに注目した．テロップはそれ自身に
奥行き情報を持たず，明確なエッジを持った画像である．かつ，日常使用している言語
であれば，パターンとして認識しやすい．ところで，３D立体映像の視差範囲は安全ガ
イドラインの±1.0度以下という規定があるが，３Dコンテンツとともに表示されるテ
ロップについては明確な規定が存在しておらず，個々の映像製作側の自主的なガイドラ
インに依っているのが現状である．画面上のテロップはその性質上，同時に表示される
コンテンツよりも手前に表示される必要があり，テロップを含めて1.0度以内の視差に
すれば，コンテンツ自体の飛び出し量はさらに小さくなってしまう．また，既存の3D
映像に後からテロップを加えることが難しい．しかし，テロップを視差1.0度より大き
く飛び出させることが問題なくできるのであれば，コンテンツ，テロップともにお互い
に制限されることなく飛び出し量が設計できる．
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4.2．研究の目的

　本研究の目的を以下の２点に設定した．
1. ３Dテロップを視標として飛び出し量の主観評価を行ない，飛び出し量をどの程度正
確に評価できるのかを検証する．また，見やすさについても評価する．

2.  主観評価をもとに，３Dテロップの飛び出し量の上限について検討する．

4.3．実験方法

4.3.1. 概要

　 飛び出し量の異なる４種類の3Dテロップ（視差1.0，1.4，1.7，2.0度）を被験者に
提示し，飛び出し量に対する被験者の認知距離を計測し，見やすさの主観評価を調査
した．結果より３Dテロップの視差のレベル別の認知度と主観評価を検討した．

4.3.2. 被験者　　

　 実験は19歳から85歳までの健康なボランティア108名に対して行った．被験者には
事前にインフォームドコンセントを行い，同意を得た上で実施した．なお，本実験は
名古屋大学情報科学研究科倫理審査委員会の承認を得ている．
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図4-1  被験者の矯正後の小数視力の分布
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　被験者は，実験に先立ち３ m視力を測定した．実験での視距離は1.86 mであったた
め，眼鏡使用者は遠用眼鏡を，コンタクトレンズ使用者はコンタクトレンズを装用して
視力を計測した．そのときの矯正状態は，裸眼41名，遠用眼鏡47名，コンタクトレン
ズ20名であった．視力の分布を以下に示す（図 4-1）．両眼視力の最低値は0.5であ
り，飛び出し量の主観評価には問題ない視力値であった．
　 視機能は加齢に伴い変化すること，3D映像の飛び出し量は，瞳孔間距離によって変
化することをふまえ，被験者108名を年齢別に若年，中年，高年の３群，瞳孔間距離で
狭い，中間，広いの３群に分けた．年齢は19～44歳を若年層（42名），45～64歳を
中年層（36名），65～85歳を高年層（30名）とし，瞳孔間距離60 mm以下を狭い
（41名），61～64 mmを中間（40名），65 mm以上を広い（27名）とした．
瞳孔間距離の平均は，男性被験者（50名）で63.5 mm，女性被験者（58名）で61.1 
mmであった．
　 なお，被験者の色覚検査は行なっていないが，本実験で提示した3Dテロップは黒の
縁取り付きの白文字を使用し，3Dテロップの重なる背景は，室内（ベージュ色の家
具，窓からの空）及び人物（肌色，白）の映像であり，色覚の個人差に影響する色の
組み合わせは使用していない．

4.3.3. 使用機材及び実験環境

　 ディスプレイはパナソニック製50インチディスプレイ（TH-P50VT5型，幅110.6 
cm×高さ62.2 cm/対角126.9 cm，解像度:1920×1080）を使用，3D表示方式は液晶
シャッター方式[7]，3D映像の再生機はパナソニック製ブルーレイ・プレイヤーを使用
した．画面の輝度と照度及び環境照度を以下の表に示す（表 4-1）．
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表4-1　環境照度および画面輝度

 luminance 輝度（cd/㎡） luminance 輝度（cd/㎡）

Back ground 背景 13.3

Character 文字 22.5

Illuminance 照度（ℓx）Illuminance 照度（ℓx）

Display surface（vertical）
ディスプレイ照度（垂直方向）

342.0

Environmental illuminance (level) 
環境照度（水平方向）

667.7



4.3.4. コンテンツ

　 提示した3D映像は，背景の映像と表示されるテロップの文字は共通で，視差のみ異
なる4種類であった．両眼視差の設定にあたっては，瞳孔間距離を仮定する必要がある
が，本実験では，被験者に小児がいないので瞳孔間距離を60 mmに設定した[8]．映像
は，最初に背景（最大視差 -0.5度(画面よりも奥行き方向に引っ込んでいるので，マイ
ナスと表記．)）が10秒表示され，その後３Dテロップが表示される．テロップが表示
されたところで一時停止し，被験者が充分に認知した時点で，被験者に飛び出し位置を
特定させた．この特定は，木製のポインタ（指示棒）で飛び出し位置を指すことで行
なった．また，3Dテロップの見やすさの主観評価を行なわせた．提示時間は30～40秒
程度であった．
　 3Dテロップの視差は，1.0°，1.4°，1.7°，2.0°の4種類を使用した．被験者に提示さ
れる文字の位置と内容は全て同じものを使用した（図 4-2）．視差と飛び出し距離の
関係を以下の表に示す（表 4-2）．

4.3.5. 実験工程

　 被験者は３D液晶シャッターメガネを着用してディスプレイの正面の椅子に着席し，
最初に３Dを融像できているかどうかの確認を行った．視距離は，藤根らの勧奨する
3H（ディスプレイの縦の長さの3倍の距離で標準鑑視距離と言われる）の186 cmとし
た[9,10]．なお，通常この距離で眼鏡，コンタクトレンズを使用している者は，装用し
た状態で実験を行なった． 
　 被験者はランダムな順に表示される4種類の異なる視差の３D映像を注視し，３Dテ
ロップが飛び出して見える位置をポインタで指示し，画面からの距離を計測した（図 
4-3）．解析では，映像の視差を元に計算で求めた飛び出し距離を理論値，実際に被験
者がポインタで指示した位置を観測値，理論値と観測値の差を認識誤差として行なっ
た．また，３D映像注視後，３D文字の見やすさを５段階で評価させた（表 4-3）．実
験によって得られた認識誤差を，年齢別，瞳孔間距離別，男女別，評価別に比較，解析
した．また帰無仮説H0を，すべての年齢層で理論値が観測値の平均±1.96 SDの95%信
頼限界を超えている，として検定を行った．飛び出し距離の理論値と観測値の差の変化
はANOVAで検定した．
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表 4-2　 視差と飛出し距離*

Parallax 視差Parallax 視差 popping-out distance
飛出し距離

Parallax angle
視差角

Amount of parallax†

視差量 

popping-out distance
飛出し距離

1.0° 3.3 cm 66.0 cm
1.4° 4.4 cm 78.7 cm
1.7° 5.5 cm 89.0 cm
2.0° 6.6 cm 97.4 cm

*: 視距離 186 cm. 
視距離はスクリーンの高さの３倍（3H）に設定 
†: 視差量は，左右像の中心間距離で示してある.

表 4-3　可読性の評価基準

5 　　Very easy   　とても読みやすい
4 　　Easy         　 読みやすい
3 　　Medium        普通  
2 　　Hard         　読みにくい
1 　　Very hard     とても読みにくい

図 4-2　文字位置表示例

　
(a) 実験概要　　　　　　　　　　　　　(b) 実験風景

図 4-3.　 実験概要

観測値

理論値

液晶シャッターメガネ
認識誤差
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4.4. 結果

4.4.1. 年齢別

　 視差1.0 °～2.0 °の４段階の映像を対象に，観測値の平均を視差別に示す（図 
4-4）．認識誤差はこのグラフにおける理論値との距離になる．
　仮説検定の結果，帰無仮説は1 ％有意であり，棄却された．すなわち，理論値は観測
値の分布の95％信頼限界の中に存在した．ANOVAでの検定の結果，上記の視差条件で
あれば年齢差による認識誤差に有意差はなかった．
　視差1.0°と2.0°での年齢と観測値の分布をグラフに示す．なお実線は飛び出し量の理
論値である（図 4-5）．

図 4-4　 年齢別の観察距離の分布 (cm)
(縦軸の値は飛出し量)
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中年
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値
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(a) 視差 1.0°

(b) 視差 2.0°
図 4-5　年齢別観測値の分布
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4.4.2. 瞳孔間距離別・性別

　 視差1.0度～2.0度の瞳孔間距離別観測値の平均を示す（図 4-6）．この図では，瞳
孔間距離（PD）を「狭い（60mm以下）」「中間（61～64mm）」「広い（65mm以
上）」３つのレベルで分類してある．なお，図中の黒の破線は飛び出し量の理論値であ
る．
　 図 4-7は，視差1.0度と2.0度での瞳孔間距離と観測値の分布を示す．図中の実線は
飛出し量の理論値である．×で示されたプロットは女性の，●は男性の分布を表す．

図 4-6　瞳孔間距離別観測値
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(a) 視差 1.0°

(b) 視差 2.0°
図 4-7　瞳孔間距離別観測値
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4.4.3. 主観評価と傾向

　文字の見やすさについて行った5段階評価のアンケート（表 4-3）について，年齢別
の結果を図 4-8に示す．また，視差別の主観評価結果を図 4-9に示す．
視差1.0度と2.0度での見やすさの評価と観測値の分布を図 4-10に示す．なお，実線は
飛び出し距離の理論値である．
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図 4-8　 年齢別主観評価の平均
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(a) 視差 1.0°

(b) 視差 2.0°

図 4-10　 可読性評価別の観測値の分布

可読性評価

観
測
値

観
測
値

可読性評価

67



4.5. 考察

4.5.1. 年齢と傾向

　 4種の視差条件のすべてで，年齢別の認識誤差の平均が 5 cm以内であった．した
がって，ほとんどの被験者は視差2.0度であっても３Dテロップであることを認知でき
ること，また，年齢による飛び出し量の知覚の差は少ないと考えられる．

4.5.2. 瞳孔間距離・性別と傾向

　 平均的にはどの視差でも観測値が理論値よりも短くなった．瞳孔間距離の差による
認識誤差は，視差条件1.0，1.4，1.7，2.0度のいずれの場合においても，瞳孔間距離
の狭い者と中間の者は約3 cm，瞳孔間距離の広い者は約7 cmの誤差であった．この数
値は，飛び出し量の約10 %以下であり，おおむね正確であるといえる．瞳孔間距離別
の観測値では，瞳孔間距離が狭いほど飛び出し量を大きく見積もる傾向が見られた．
瞳孔間距離が狭い者の方が仮想立体の飛び出し位置を大きく認知する理由は，瞳孔間
距離が狭いと飛び出し距離の理論値が通常の映像設計上の値（PD: 60 mm）より大き
くなるからである（図 4-11）．
　男女間で飛び出し量の認識を比較すると，女性の方が大きく飛び出していると認識し
ているように見えるが，一般に女性の瞳孔間距離が男性よりも短いため，上記と同じ
く女性のほうが飛び出し距離の平均が大きくなったと考えられる．
　 視差2.0度でも，視差1.0度の認識誤差とほぼ等しいことから，今回の実験で使用し
た視差範囲1.0度～2.0度においては飛び出し量の認知に大きな差がないといえる．

図 4-11　 瞳孔間距離の観測値への影響
広い瞳孔間距離 狭い瞳孔間距離

飛出し距離(小)

画面 画面

飛出し距離(大)
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4.5.3. 見やすさの評価

　 主観評価による調査結果を見ると，若年層に比べ，中高年層は「見やすい」という
高い評価をする傾向が見られた．これは，今回の実験の画面距離が1.0 mを超えている
ことで，近見に弱い中高年にとっては有利な条件となった可能性がある．中高年の場
合，老視の進行につれて自然視においても調節はほとんど動かず，輻輳だけが近づく物
体に追従する状態となる．この若年層との違いが若年よりも３D映像を見やすいと評価
した要因とも考えられる．３Dテロップの見やすさを視差のレベル別に比較すると，視
差の小さいものほど高い評価を得ていた．一方，見やすさの主観評価と飛び出し量の
分布をみると，見やすさの主観評価の低い被験者に，飛び出し量を正確に認知できて
いない状況が散見された．文字が左右にずれた二重像となってしまうと飛び出し量を正
確に認知できないためと考えられる[11]．
　視差の増加にともない，高評価の割合は徐々に減少したが，視差2.0°においても，評
価の平均は3.8（全年齢平均）であり，また，評価4以上の割合は65.7 ％（71/108）
と，過半数が「4: 少し見やすい」以上の評価をしている．なお，「3: ふつう」以上は
89.8 ％（97/108）であった．
　 文字情報は基本的に奥行がなく，明瞭な輪郭があれば認識しやすいという有利さが
ある．本研究において，安全ガイドラインの快適視差範囲の2倍の飛び出し量である
2.0度であっても80 ％以上の被験者が「ふつうの見やすさ」以上という評価をしてお
り，飛び出し量の上限を検証するに至らなかった．一方，この結果から，3Dテロップ
の飛び出し量は，少なくとも2.0度までは快適に認識されうるものと考えられる．

4.5.4. ３Dテロップの飛び出し量の上限について

　前項で述べたとおり，本研究では最大で安全ガイドラインの快適視差範囲の２倍の飛
び出し量を設定して見やすさの評価の変化から，快適な飛び出し量のの限を検証を試み
たが，1.0度の視差の３Dが認識できた被験者108名は，全て2.0度の視差まで認識で
き，しかも「見にくいが見える」ではなく，普通以上が89.8％という評価であり，こ
ちらの設定した上限は，約９割の被験者が普通に見えてしまう結果となってしまった．
飛び出し量の上限については，より大きな視差をつけた映像を用いて再検証する必要が
生じた．
　 ところでこの89.8％という数値であるが，安全ガイドラインの快適視差範囲1.0度以
下，の根拠となっている論文には「両眼視差の変化が1.0 度程度に収まるようにすれば
今回の実験条件では、ほとんどの観察者（約87％）は二重像にならずに融合して観察
することを示している」[12,13]とあり，今回の結果と視差約１度の違いで非常に似た
数値となっている．これについても検証の必要がある．
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4.6. まとめ
　 本研究では，3Dテロップに注目し飛び出し量の認知を主観評価による実験で計測し
た．その結果，ほとんどの被験者は，視差1.0度の映像と同様に，視差2.0度の３Dテ
ロップの飛び出しを知覚でき，主観評価においても80％以上の者が「普通の見やす
さ」の評価で認知している．3Dテロップの文字は，それ自体には奥行きがないこと，
通常使用している言語であればパターンとして認識しやすいことも含めて考えると，コ
ンテンツの充分な飛び出しのさらに前側に，3Dテロップをおよそ2.0度の飛び出しで表
示することが可能であり，3D映像のガイドラインに制限されず映像よりも飛び出した
位置に設計できると考えられる．
　今回の実験では検討していないが，子どもや瞳孔間距離の短い者にとっては，大きな
視差の引っ込みの場合，画面上の左右像の距離が瞳孔間距離を超え，眼球が開散してし
まい，急性の斜視を惹起する可能性があるといわれており，今後の検討が求められる．
また，本実験では，被験者の認知可能な視差が予想以上に大きかったため，許容範囲
の上限を特定するに至らなかった．今後，より大きな視差を用いた実験により特定す
る必要がある．
　 また，今回3D表示方式は液晶シャッター方式を用いたが，メガネ式には他に円偏光
方式，裸眼3D方式としてレンチキュラー，パララックスバリア方式がある．円偏光方
式については，我々の先行研究で調節輻輳の同時計測を行った結果から，表示方式の
差より，画面輝度の差に近い結果が出ており，本実験で用いた方法がそのまま適用可
能であると考えられる．また，裸眼方式（レンチキュラー方式，2視点）の同時計測結
果からも適用可能と考えられる．ところで，3Dディスプレイを広告媒体として使用す
る場合には，メガネ式はあり得ない．したがって，裸眼3D方式が必須であり，別途，
許容範囲などの検討を行なうことが必要である．ただし現状では，広告用に想定され
る多視点ディスプレイは，大きな視差の飛び出しを表示できておらず，ハードウェア側
の選択肢がないという状態である．大きな視差を可能とする多視点ディスプレイの登場
に備えて，実験的検討を準備する必要があろう．
　 今後，3Dテロップ注視時の水晶体調節と両眼輻輳の同時計測，テロップへの視線移
動と滞留時間の計測などが重要と考えられる．また，年齢層による見やすさの評価の
相違について，さらに深い検討が求められる．
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第5章　 ３D立体映像のガイドライン規制と
生体影響リスク

5.1. はじめに

　 2009年に３D映画「アバター」が興行成績で史上１位になり，世界初のフルハイビ
ジョン３Dテレビが発売され，「第三次３D映画ブーム」，「３D元年」などという言葉
が聞かれた，確かに2009年頃は３Dの流行の始まりを感じさせた[1]．映像技術やハー
ドウェアはこれまでと比べると，より充実し，高機能になっていたが，安全ガイドライ
ンによる３D立体映像の快適視差範囲±1.0　度以下の規制[2]が枷となって，ハードウェ
アの性能や３D立体映像の表現力を充分に活かしきれていない可能性も考えられた．規
制の根拠の一つである調節-輻輳矛盾説は，従来の説明では，実物体を注視している場
合は水晶体調節と輻輳の焦点は同じところにあるが，３Ｄ映像観視時には水晶体調節の
焦点は映像の表示されている画面に合っており，輻輳は仮想物体の飛び出し（引っ込
み）位置に合うため，両者が乖離しており，この乖離が大きいと視覚疲労や不快感を生
じるとされてきた[3-6]．
　本研究ではこれに対し，1.0 m（1.0D: ディオプトリ）から50 cm（2.0 D）の間を
ディオプトリサインカーブで往復する実物体および３Ｄ映像を用いて水晶体調節と輻輳
の同時計測を行い，調節－輻輳矛盾説の誤りを実証しようとしてきた．得られた結果
は，若年層においては，３D立体映像観視時に調節は画面に固定されておらず，注視し
た仮想物体と同期して移動する．というものである[7]．これに対して，「調節焦点が画
面に合っていないならば，３D立体映像観視者には映像がボケて感じられるはずであ
る」という疑義が提示された．そこで，本研究では，通常よりも輝度の小さい３D立体
映像を用いて，調節-輻輳同時計測を計画した．通常の観視環境の1/3以下の低輝度の画
面にすることで，瞳孔を散大させ，人為的に被写界深度を浅くした条件下で調節・輻輳
の同時計測を行なう．被写界深度の範囲を超えて調節が移動すれば，観視者は映像がボ
ケたと感じるはずである．
　こうした疑義を受け，また，快適視差範囲±1.0度以下について検証するため，本研究
では，以下の２種類の実験を計画し実施した．
1. 視差角1.0 度の妥当性を検証する実験
　マルテスクロスを視標として，視差角を1.0 度から6.0 度まで変化させた３D映像の認
識率を確認する．視差角6.0 度の設定は，ガイドラインの規制値の６倍であるが，前章
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で行った実験において，2.0 度はほとんどの被験者が認知可能であり，融像限界の上限
の検証には視差角2.0 度では不足であったためである．
2. 映像のボケと被写界深度の影響を検証する実験
　 通常の画面輝度と，通常の30％の画面輝度の３D立体映像を用いて，被写界深度と映
像のボケの関係を検証する．通常ではあり得ない画面輝度まで輝度を落とすことによっ
て，人為的に瞳孔径を散大させて被写界深度を浅い状況にして，調節，輻輳の同時計測
を行う，また，被験者には映像がボケて感じられたかどうか聞き取り調査も行なう．

5.2. 研究の目的

　安全ガイドラインの規定する，３D立体映像の快適視差範囲±1.0 度以下という規制値
が妥当であるかどうかを，第3,4章の結果と合わせて実験的，文献的に検証，検討す
る．また，映像のボケと被写界深度の影響を検証する実験により「調節-輻輳不一致が
起こっていなければ，映像がボケて感じられるはずである」という疑問に対して，主観
評価も含めた，被写界深度の影響を検証する実験と，文献的検討により「映像はボケな
い」ことを検証する．
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5.3. 視差角1.0度の妥当性の検証

5.3.1. 目的
　安全ガイドラインの，３D立体映像の快適視差範囲±1.0 度以下という規制値が妥当で
あるかどうかを，第3,4章の結果と合わせて実験的，文献的に検証，検討する．

5.3.2. 実験の方法

　健常な両眼視機能を有する被験者94名による３D映像の飛び出し距離の認知実験を
行った．年齢別の内訳は，若年(18-29): 27名，壮年(30-44): 12名，中年(45-64): 39
名，高年(65-81): 16名であった．被験者は，視差角を1.0度から6.0度まで変化させた
３D映像を観視し，３Dとして認知可能か確認し，さらに飛び出し距離の主観評価を行
なった．用いた映像を図 5-1に，実験の概要を図 5-2に示す．提示画像は，黒色の背
景に緑のマルテスクロスで，十字のサイズは縦横186ピクセルであった．ディスプレイ
はLG社製，円偏光フィルター方式42型テレビ．被験者は３H（画面の高さの3倍：本実
験では157 cm）の距離に着席し，ポインタを使用して飛び出していると感じられる距
離を示す．なお，前章での認知実験で，被験者の視野に入ったポインタ（指示棒）によ
り，立体視のかく乱が起こったため，マーカーはLEDにして指示棒から20 cm上方に離
して固定し，光点をポインタとする方法を採用した．

　　　 　
図 5-1 提示画像（左: 提示状態，右: 左右眼用原画）

　　
図 5-2 実験概要

画面
飛出し視標

理論値

観測値
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　被験者は計測前に視力検査を行い，必要な者はソフトコンタクトレンズにより正視に
矯正した後，実験に参加させた．また，事前にインフォームドコンセントを行ない同意
を得た．本実験は名古屋大学情報科学研究科倫理審査委員会の承認を得ている．
　　　　　　　

5.3.3. 結果

　 結果を表 5-1と図 5-3に示す．すべての被験者の平均では，視差角1.0 度は100％，
2.0 度は86.2％の被験者が認知できている．これは後述する長田論文の輻輳性立体視限
界の割合とよく一致する．ただし，高年層のみに注目した場合，2.0度以上の３D立体映
像の認知率は他のグループに比べて平均から大きく離れて低い数値となっている．これ
は，今回の結果だけでは判断できないが，第４章の実験における見やすさの主観評価が
被験者の年齡の増加にともなって高くなっていること（p.66参照），第4章の実験の高

図 5-3  3Dを認知できた被験者の割合

　表 5-1 視差角別の3Dを認知できた被験者の割合

合計 若年 壮年 中年 高年
　 被験者(人) 94 27 12 39 16

割
合
(%)

6°まで認知 64.9 74.1 75.0 64.1 43.8 

割
合
(%)

5°まで認知 68.0 77.8 83.3 66.7 43.8 
割
合
(%)

4°まで認知 70.2 81.4 83.3 66.7 50.0 
割
合
(%)

3°まで認知 73.4 85.2 83.3 69.3 56.3 

割
合
(%)

2°まで認知 86.2 92.6 91.7 87.2 68.8 

割
合
(%)

1°まで認知 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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年被験者数は30名であること，本実験の高年の被験者数が16名とやや少ないことから　　
推察すると，今回の高年者16名のうち，１度より大きな視差で３D立体映像を認識でき
ない被験者の割合がやや多かったのか，もしくは背景色が黒であったことで，高齢者ほ
ど不利な条件になった（第4章の実験では背景色は水色，肌色など明るい系統の色で
あった）のではないかと考えられる．この件については再度検証する必要がある．

　

5.3.4. 文献的検討

　 安全ガイドラインの快適視差範囲の項目では「時間的，空間的に急な1.0度以上の視
差角変化は疲労原因となるため避けるのが望ましい」としている．この根拠となってい
る江本，矢野らの論文[8,9]には，3D映像の認知割合は，視差角0～1.0度未満で87％，
となっており「両眼視差の変化が１度程度に収まるようにすれば今回の実験条件では，
ほとんどの観察者（約87％）は二重像にならずに融合して観察することを示している」
という記述がある．
　 この論文の発表後，実験を実施した長田は「立体映像の観察時における輻輳性立体視
限界VFSLの分布」[10]を発表し，その中で，84％以上の人が融合可能な両眼視差を多
人数の分布を用いてVFSLとして決定している．「VFSL」とは，「立体視の可否判断も
加えた最大の両眼視差を輻輳性融合立体視限界(Vergence fusional stereoscopic 
limit,VFSL)」であり，立体視の可否判断とは，「努力して融像するのではなく，通常の
感覚で融像するレベル」で判断したものである．江本らの論文と同程度の認識率である
84％以上の被験者が得られているのは，非交差（引っ込み）で2.04度，交差（飛び出
し）で1.84度であり，視差角約2度までは84％の被験者が3D映像を容易に認識できてい
る．実験結果では，江本らの１度は長田の２度に相当する．２つの実験条件では被験者
層に違いがあり，江本らは18～67才の301名，長田は18～40才の392名であるが，こ
の条件が実験結果の差につながったとは考え難い．また，長田自身高年層の解析もして
おり，有意差がないため18～40才で実験，解析を行った．とのことである(長田私信)．
　両者の論文の約１度の開きについて，長田は論文中で以下のように述べている．
（以下転載）
「…測定から，被験者の 80%が融合可能な両眼視差は，非交差 2.20 度，交差 2.15 度
であった(Model: uncrossed 50% 3.05, 84% 2.04, crossed 50% -3.34, 84% -1.84 
deg)．…中略…測定データの一部での報告文献14では，…中略…　結論で分布の特徴量
を「図8と表附より，両眼視差の変化が1度程度に収まるようにすれば，ほとんど(約 
87%)の観察者は二重像にならずに融合して観察できる，また 2 度程度あると約半数は
二重像を知覚することを示す」と述べている．本研究結果とは約 1 度の差異がある．上
記の差異を具体的に考えると，図3で，例えば中央値に両眼視差1度の違いが生じれば，
立体視可能な観察者数では4割弱の違いがあり，…中略…　 設計基準に活用しようとす
る分布測定としては致命的な欠陥になる．被験者集団の偏り，あるいは測定システム自
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体の信頼性，延いては，立体映像の設計基準としての分布の測定結果に対する有効性に
疑義を生じさせる．…中略…　 提示した両眼視差は連続値であることから，2.0 度で 
87% の観察者が可能であると言える．また同様に，50 %の観察者が可能な値は 3.0 度
級区分内において，即ち 3.0 度を少し超す値であることを示している．これらは本論の
測定結果(対数正規分布モデル)の値と一致する．文献の誤謬は，前述した VFSL の測定
法の不十分な理解の上に，初歩的統計学上の扱いから逸脱して拙速に処理したことによ
る．」（以上）
　 長田論文では，視差1.0度ではほとんどの被験者が，視差2.0度では84 ％が立体映像
を無理なく，二重像にならずに融合できており，視差3.0度で融合できる被験者は50 ％
に減少する．一方，江本らの論文では視差1.0度で87 ％，2.0度で50 ％としており，両
者の１度の開きは，江本らが，３Dを認識した被験者の累積を誤ったためと考えられ
る．江本らの論文の図8とは，角度ごとのヒストグラムと累積度数のグラフである．交
差性（飛び出し）の結果（図8ｂ）は，n=301に対し，0度以上1度未満，つまり1度以
上の視差で立体視できなかった被験者が数名，0度以上２度未満（２度以上の視差で立
体視できなかった被験者）は累計で40名弱である．この割合は，40/301＝0.133 で，
多く見積もって14％．残りの86％は視差2.0度以上の融像が可能である．０度以上3.0
度未満まで認識できた被験者累計は150名弱であり，残りの150名強は3.0度以上の視差
の３D画像を融像できている．この数値は上述の長田の計上した数値とよく一致する．

5.3.5. 考察

　 文献の検討および実験結果から，調節-輻輳矛盾説と快適視差範囲±1.0度以下の基準
値について考察する．
　 調節-輻輳矛盾説について．我々の眼は近見視において，輻輳運動，水晶体調節，瞳
孔縮瞳の３つが連動するため，調節と輻輳が乖離することが好ましくないのは確かであ
る．しかし，「3D立体映像の観視時に調節が画面に固定されている」ことはこれまで充
分に検証されて来なかった．我々は先行研究において，調節輻輳の同時計測で調節が画
面に固定されていないことを検証してきた．若年者の場合，3D立体映像観視の際に，大
きな調節-輻輳矛盾は生じていないという結果が，一方，老視の進行している中高年の
場合は，近見視であれば，実物体，3D映像にかかわらず，調節-輻輳矛盾の状態である
という結果が得られた[11-13]．中高年については常に調節-輻輳矛盾状態であるのに，
日常生活でいつも眼疲労や不快感を生じているわけではない．
　ところで，安全ガイドライン中の調節輻輳矛盾に関係する部分の表記は，2010年改訂
版（3dc_guideJ_20100420.pdf）では「眼はディスプレイ面にピントを合わせる」と
なっているが，web上の最新のpdfファイル（3dc_guideJ_20111031.pdf）[14]では
「ピントを合わせるべき画像はディスプレイ面にある」という記述に変わっている．ま
た，立体映像に関係する書籍は，従来ならば「調節は画面に固定されていない」という
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記述を見ることはなかったが，最近は書籍によっては「調節は画面に固定」ではなく
「調節は鮮明な網膜像を得るために画面近傍に働きます」[15]となっている．これらの
ことからも「調節が画面に固定される」かどうかが充分に検証されてこなかったことが
わかる．また，記述の変化は「調節は画面から離れて働いている」ことが認知され始め
ている証左であるといえる．
　 次に安全ガイドラインに述べられている快適視差範囲±1.0度について検討する．この
基準値については，長田論文の結果に基づくならば大多数の人が快適に融像出来る範囲
は±2.0度と考えられる．したがって，視差角の記述については，現行の±1.0度を修正し
±2.0度とするべきである．この数値を採用すると，快適視差範囲は±２.0度となり，約
半数が二重像を知覚するようになるのは視差角３度の場合となる．本研究の実験による
検証でも長田論文と同様の結果が得られており，文献による検討結果を実験によって検
証できていると考えられる．
　 ただし，本研究では飛び出し側のみの実験であるため，引っ込み側についても必要が
あれば検証しなければならない．その際，奥行き側（引っ込み）については，同じ視差
角で飛び出しよりも大きな引っ込み量が得られるが，視差量（左右眼用の映像の間隔）
が，大人60 mm，子供50 mmを超えないよう留意しないと，両眼の視軸が平行よりも
開いてしまうため，十分な注意が必要である．
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5.4. 映像のボケと被写界深度の影響

5.4.1. 目的

　 映像のボケと被写界深度の影響を検証する実験により「調節-輻輳不一致が起こって
いなければ，映像がボケて感じられるはずである」という疑問に対して，実験的検証と
文献的検討の両面から「映像はボケない」ことを検証する．

5.4.2. 計測機器と実験方法

　 計測装置は，第３章で用いたWAM-5500（図 5-4）と，NACイメージテクノロジー
社製のアイマークレコーダーEMR-9（図 5-5）を組み合わせて使用した．

1) アイマークレコーダー EMR-9
　 ナックイメージテクノロジー社のアイマークレコーダ-である．850nmの近赤外線を
使用し，瞳孔角膜反射法（pupillary corneal reflex method）により被験者の眼球の
動きを検出する[16,17]．瞳孔角膜反射を被験者の両眼斜め下に設置した２台のカメラ
で撮影し，左右眼の座標値より，三角関数によって輻輳焦点の距離を求める．視野の撮
影とキャリブレーションには中央の１台を用いる．サンプリング周波数は60Hz，測定
範囲は水平方向40°，垂直方向20°である．眼球の移動が0.1秒以上停止すると注視点と
して定義される．本研究では本機のカメラ部を取り外してWAM-5500と組み合わせるこ
とで調節輻輳の同時計測を可能にした．

2) 調節輻輳同時計測装置
　 WAM-5500とEMR-9を図5-6のように組み合わせ，被験者の顔を顎台に固定し，実
物体注視時の水晶体調節の焦点と輻輳焦点を同時に計測した．概要を図5-7に示す．

3)３D立体映像コンテンツ
　 映像はオリンパスメモリーワークス社のアドバンストPower 3DTM技術を用いて作ら
れた物を使用した．３D映像はステップ変動視標として，1.0 D（1.0 ｍ），1.5 D（67 
cm），2.0 D（50 cm）で10秒ずつ停止させた． また，被験者の瞳孔径を変化させる
ため，通常の画面輝度に加えて低輝度映像を用い，瞳孔径を散大させて被写界深度を浅
くして調節，輻輳を同時計測した．図 5-8に，３D立体映像の画面を示す．
　 映像を表示するディスプレイは被験者の眼前1.0 mに設置した．ディスプレイの仕様
を表 2，映像の設定を表 3に示す．
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4)被験者
　 被験者は21歳から47歳までの男女７名， 計測前に視力検査を行い，必要な者はソフ
トコンタクトレンズにより正視に矯正した後，実験に参加させた．また，事前にイン
フォームドコンセントを行ない同意を得た．本実験は名古屋大学情報科学研究科倫理審
査委員会の承認を得ている．

　

　　　　　　　　　　　　　　　

図 5-7 実験概要

円偏光フィルター

ダイクロイックミラー

被験者

図 5-6 調節輻輳同時計測装
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　表 5-3  ３D立体映像仕様
Viewing Distance 視距離 1.0 m (1.0 D)1.0 m (1.0 D)

Setting of Interpupillary Distance
瞳孔間距離 設定 60 mm60 mm

3D data format ３D方式 side by side サイドバイサイドside by side サイドバイサイド

Stereoscopic effect (popping)
最大飛出し量

In front of eye 50 cm (2.0 D)
parallax angle 3.5°

眼前50cm（2.0D）視差角3.5°

In front of eye 50 cm (2.0 D)
parallax angle 3.5°

眼前50cm（2.0D）視差角3.5°
Stereoscopic effect

(Retraction)
最大引込み量

In front of eye 1.0 m (1.0 D)
Parallax angle 0°

眼前1.0ｍ(1.0 D) 視差角0°

In front of eye 1.0 m (1.0 D)
Parallax angle 0°

眼前1.0ｍ(1.0 D) 視差角0°

Background 背景位置 1.21 m (0.83 D)1.21 m (0.83 D)

Video Brightness 輝度 high luminance
高輝度

low luminance
低輝度

Screen Luminance (cd/m2)
(over the CPF glass)

画面輝度(cd/m2)（計測器越し）
70.4 12.7

System
3D表示方式

Circularly Polarizing
Filter (CPF)

円偏光フィルター
Manufacture メーカー Mitsubishi

Model 形式 RDT233WX-3D
Screen size スクリーンサイズ 23-inch

Resolution 解像度 1920x1080
Refresh rate リフレッシュレート 60Hz

表 5-2  ディスプレイ仕様

図 5-８ ３D立体映像，通常輝度(上），30％輝度（下）
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　5.4.3. 結果

　 計測結果の典型例を図5-8,9に示した．被写界深度は，瞳孔径の計測値に基づき，瞳
孔径2.5 mmで被写界深度を±0.5 Dとし，1.0 mmの散大につき0.12 Dずつ減算してグ
ラフに示した．調節値の上下にかかっているハッチが被写界深度域である． 20才代，
40才代のどちらも，計測のほとんどの部分で画面位置（縦軸の１D）が被写界深度の範
囲内に入っている．特に40代の場合，老視の影響が出はじめ，調節値の変化量も減少し
ているため，画面位置の前後でしか調節が動かず，結果として全域で画面位置が被写界
深度内に入っている．つまり，画面から水晶体調節が仮想物体の動きに連動して移動し
ても，ほとんどの場合，ボケを感じることなく観視可能ということである．興味深いの
は，20代の低輝度，2.0 Dの飛び出し時（図 5-8の25～35秒あたり）に，調節が輻輳
値(50 cm)と画面位置を往復するような動きを示したことである．仮想物体の飛び出し
位置と，画面位置のどちらかが被写界深度域から外れていると，そちらへ動くかのよう
な動きであった．ただし，低輝度環境は実験用に設定した，通常の1/3以下の輝度であ
り，一般の観視環境にはあり得ない暗さである．
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図 5-8 20代ステップ変動視標の典型例
視標は1.0 D(1.0 m)，1.5 D (67 cm)，2.0 D (50 cm)で変化

左: 低輝度での計測結果，右: 通常輝度での計測結果
ハッチ部分が被写界深度を示している

図 5-9 40代ステップ変動視標の典型例
視標は1.0 D(1.0 m)，1.5 D (67 cm)，2.0 D (50 cm)で変化

左: 通常輝度での計測結果，右: 低輝度での計測結果
ハッチ部分が被写界深度を示している
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5.4.4. 文献的検討

　 若年者では，３D立体映像を観視している時の調節は画面から離れてバーチャル位置
に近い場所に移動しているという我々の主張に対し「水晶体調節が画面に固定されてい
ないのであれば，観視している映像はボケて感じられるのではないか」という疑義が提
示された．これに対して，実際にはボケをほとんど感じない根拠を実験結果とともに考
察する．
　 十分な明るさの画面を観視する場合，瞳孔の縮瞳にともない視力が向上する．さらに
被写界深度が深くなり，ボケずに見られる範囲が広がる[18-20]．表 5-4に瞳孔径と視
力値の変化を示す．
　 Pattersonらは，充分に明るい条件下では，被写界深度は水晶体調節の焦点位置から
±0.5 D程度存在し，瞳孔径が1.0mm拡大するごとに0.12 Dずつ深度が減少すると述べ
ている[21,22]．また，調節-輻輳矛盾は映像観察者に対して存在するかもしれないが，
それは視距離が短い時にのみ生じやすいと述べている．
　例えば，十分明るく被写界深度が0.5 Dあると仮定する．視距離が2.0 m（0.5 D）で
水晶体調節の焦点も2.0 mにある場合，被写界深度は，0.5 D + 0.5 D ＝ 1.0 Dで，
2.0 ｍから眼前1.0 ｍまでの1.0 ｍが被写界深度の範囲である．
　視距離が1.0 ｍ（1.0 D）で水晶体調節の焦点も1.0 ｍにある場合，被写界深度は，
1.0 D + 0.5 D ＝ 1.5 Dで，1.0 ｍから眼前0.67 ｍまでの0.33 ｍと，視距離2.0 ｍの
場合の1/3程度になる．視距離が0.5 ｍ（2.0 D）まで近づけば，被写界深度は2.5 D
（0.4 ｍ）までで，0.1 ｍである．
　 このように，視距離が短くなるにつれ，被写界深度も浅くなるため，近距離ほど調節
-輻輳矛盾が生じやすいとしている．
　 Pattersonはさらに，被写界深度の存在によって，立体映像を見るほとんどの条件下
では調節-輻輳矛盾は起きないであろうことを示した[18],[21-23]．

表 5-4  Westheimerの瞳孔径と視力(555 nmの光)

瞳孔径(mm) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

Cut-off
空間解像度
(Hz/min arc)

0.26 0.52 0.79 1.05 1.31 1.57

およその視力 2.0 1.0 0.65 0.5 0.4 0.3 
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5.4.5. 考察

　本実験では視距離1.0 ｍで計測したが，映画館や一般家庭の大型テレビでは，大きな
視距離がある．仮に映画館のスクリーンまで5.0 m（0.2 D），水晶体調節が眼前2.5 m
（視距離の中間: 0.4 D）まで移動したと仮定する．映画館は暗いので，瞳孔径が2 mm
散大して被写界深度が0.5 - 0.12 × 2 ＝ 0.26 D になっても，0.4 - 0.2 ＝ 0.2 D で
スクリーンは被写界深度に入っていることになる．また，50型程度のテレビも同様で，
視距離2.0m（0.5 D），調節が1.0 m（1.0 D）まで移動したとする．テレビ画面は通
常300 cd/m2 程度の輝度があり，瞳孔径は３ mm以下になっており，被写界深度はほ
ぼ0.5 Dあると考えられる．画面と調節は0.5 D離れているため，やはりボケをほとんど
感じることなく観視可能となる．
　 次に，水晶体調節の焦点位置と，観視対象が離れている場合について，図 5-10に視
距離1.0 m（1.0 D），飛び出し位置（＝水晶体調節位置）が50 cm（2.0 D），被写界
深度が０ Dと仮定して，水晶体調節が手前に移動した場合の画面の見え方を考察する．
　 視距離1.0 m（1.0 D）で50 cm（2.0 D）の位置にピントを合わせた状況（1.0 - 
2.0 ＝ -1.0 D）は，-1 Dの軽い近視の状態であり，１m視力0.5の人が１m先の画面
を見るのと同じである．図 5-11に近視と視力の関係を示した．グラフは1998～2009
年までの乱視のない小学５年生の裸眼視力を測ったものである．横軸の -1.0 D（軽い
近視）は小数視力値（縦軸）の0.5に相当する．小数視力値0.5であれば，よほど細かい
文字でなければ問題なく観視可能である．したがって，画面より前に調節が移動した場
合の視力低下を考慮しても，映像がボケて感じられることはほとんど起こらないという
ことができる．
　家庭でのビデオ，DVD等の視聴環境では，明るい画面を見ることで瞳孔径が縮瞳する
ため，被写界深度が深くなりピントの合う範囲が前後に増える．このため，映像のボケ
を感じることはさらに起こりにくい．
　視距離1.0 m，２.0 mにおける飛び出し量と視差角の関係を図 5-12,13に示した．
視距離1.0 ｍは，実験環境で用いた距離である．また，瞳孔間距離は日本人成人男子の
平均である65 mmで計算してある．図 5-12の視距離1.0 mにおける視差角1.0 度は，
画面上では18 mmの距離である．画面の一点を注視した場合の輻輳角は3.72 度，仮想
物体の飛び出し位置は画面から22 cmで，輻輳角は4.72 度である．4.72 度 - 3.72 度
＝1.0 度である．視差角2.0 度では左右像間の距離は35 mm，飛び出し量は画面から
35 cmであり，輻輳角は5.72 度である．なお，実験で用いた映像は，1.0 m（1.0 D）
から50 cm（2.0 D）まで飛び出す仕様であり，これは視差角では3.5 度にあたるが，
映像のボケについては，低輝度画像の2.0 Dの飛び出し時に「融像できなかった」とい
うコメントが１名から出されたのみであった．また，視差角3.5 度まで飛び出した場合
でも，ディオプトリでは2.0 D - 1.0 D ＝ 1.0 Dであり，図 5-10で示した軽い近視の
状態と同じである．視距離2.0 mの場合が図 5-13である．

85



図 5-11  乱視のない小学５年生の屈折値
（出典: 電子情報通信学会2012岡山総合大会講演）

図 5-10  眼前50 cmにピントを合わせた場合の視力
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図 5-12  視距離1.0 ｍにおける飛び出し量と視差

図 5-13 視距離2.0 ｍにおける飛び出し量と視差
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　一般家庭に普及している40型から55型のテレビ画面（縦横比16：9）の高さは，50～
70 cmであり，勧奨距離3H（画面の高さの3倍）で観視すると，視距離は２m前後であ
る．図 5-12と同様に飛び出し量と輻輳角を考えると，画面位置の輻輳角は1.86 度，視
差角1.0 度での飛び出しは画面から70 cm，輻輳角は2.86 度で，2.86 - 1.86 ＝ 1.0 
度である．視差角2.0 度の場合は，飛び出し104 cm，輻輳角3.86 度である．なお，同
じ視差角1.0 度であっても，視距離2.0 mの場合，輻輳角は2.86 度で，被写界深度の影
響も加味すると，2.0 度の飛び出しであってもボケのない映像を見ることが可能であ
る．現行のガイドラインの快適視差範囲は1.0 度以下と規定しているが，上記の考察か
ら2.0 度が修正基準値の有力な候補として考えられるであろう．

5.5. まとめ

　 本研究では，安全ガイドラインの飛び出し量の基準値を文献及び実験データにより科
学的に検証した．
　３D映像の快適視差範囲は，１つの根拠となる調節-輻輳矛盾が成り立たず，また，も
う１つの根拠である両眼融像の限界についても，文献的，実験的検証において，現行の
基準値の「±1.0度以下」は今日では見直しが必要であり，有力な候補である2.0度への
改定が妥当であると考えられる．飛び出し基準を2.0度にした場合，調節が基準値まで
移動しても，画面とのディオプトリ差は僅少であり，明るい映像であれば画面は被写界
深度内に収まるため，ボケを感じることなく観視可能である．
　 わが国ではダイナミックな映像表現が容認されている韓国などと異なり，安全ガイド
ラインに基づく規制が徹底されており，3Dテレビは衰退してしまった．安全，快適で，
かつ豊かな表現力と魅力を持った３D映像を生産できる土壌を作り，ユーザには「映画
館だけでなく自宅のテレビでも見たい」と思わせるような，内容的にも映像制作技術的
にも質の高い映像を引き金に３Dの復権を目指さねばならない．
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第６章　結語

　

6.1. 研究のまとめ

　 本研究では，今日の我が国における３D立体映像の現状を，３D立体映像の歴史を俯
瞰しつつ，現時点で，３Dコンテンツの制作現場やハードウェア（テレビ）分野への影
響の大きい３DC安全ガイドラインとの関わりについて分析し，３D立体映像の進むべ
き方向性を探った．その際，生体反応の計測，感性評価の調査といった人間工学的ア
プローチによって，３D立体映像の快適な観視が可能な視差範囲の上限について検証，
検討した．
　 第2章では，立体映像と，調節-輻輳不一致説の60年来の歴史，第三次といわれる３
Dブームと３Dテレビ，安全ガイドラインの関わりをまとめ，ガイドラインのあり方に
ついて述べた．
　 続く第3章では，加齢にともなう視機能の変化，特に調節能力について，100名を越
える被験者からの実物視標の調節データから，年齢別フィッティングを行ない，加齢に
ともなって調節応答が減衰して行く状況の確認と，明確には現れなくとも，若年層の調
節能力に対して，中年層では20～30％の調節能力の減衰，高年層では半減という基礎
的データを得た．また，高年層では，単に機能低下するのではなく，それを補うべく
近見時において縮瞳による視力サポートが明確に起こることも再確認された．
　 第4章では，奥行き情報を持たない視標を用いて３D立体映像の飛び出し量認知につ
いて主観評価と理論値の比較，分析を行った．飛び出し量の認知については，100余名
の被験者について，視差2.0度までならば，年齡，性別を問わず，ほとんどの被験者が
10 ％以下の誤差で飛び出しを認識できることが示された．
　 第5章では，３，４章の結果をふまえて，飛び出し量の追加実験と，画面輝度を落と
した３D立体映像による被写界深度の影響を検証する実験，さらに国内外の文献による
文献的検証を行ない，現在の安全ガイドラインの規制値である，「３D立体映像の快適
視差範囲±1.0度以下」は，根拠となるデータ解析の誤謬も含め，数値としては小さす
ぎること，実際の運用において，あまり意味がないという意見も含めて再検討し，快適
視差範囲（飛び出し）は2.0度以下，と改訂すべきであるという結論に至った．また，
そうした際に大きな飛び出しにともなって，映像がボケるのではないか，という疑問に
対しては，明るい画面において十分な光量があれば，瞳孔の縮瞳によって得られる深い
被写界深度によって，ボケを感じることなく観視可能であること，特に，映画館のよう
な視距離の長い条件であれば，約２ｍ以上の距離においてはほとんどの範囲が被写界深
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度内に入るため，その範囲内における調節焦点の移動であれば，やはりボケを感じる
ことなく立体映像を観視可能であることを検証した．
　 ３D立体映像のコンテンツに関しては，現状の映像制作技術の点から見ると，３D立
体映像と相性の良いのはコンピューターグラフィックス（CG）である．画面の一部の
視差量や，画面全体の視差量，個々のオブジェクトの立体感を，製作中，制作後のいず
れにおいてもコントロールできるからである．このような点でCGは3D立体映像と相性
が良い．また，ディズニーの3DCG作品は，ブルーレイディスク化する際に映画版より
も飛び出し量を増やしている．映画館の大きなスクリーンで見る場合に比べ，一般家庭
のテレビでは視距離も近くスクリーンサイズも小さいため飛び出し感が小さくなるため
である．このような処理は，実写作品では大変困難である．例えばカメラを4台以上水
平に並べて，複数の視差を持つ映像を撮影することは可能であるが，１つの画面内で
複数の視差量を持たせるためには，画面内を編集することが必要になり，結局はコン
ピューター処理が必要となる．こうなってしまえば費用，時間等の面で現実的ではな
い．実写で快適な作品を作る技術が確立されるまでは，撮影後CGによる修正も加えつ
つ３D立体映像作品を完成させる方法が現実的であると考えられる．
　 ハードウェアに関して，近年の３Dテレビや，３D対応のPC用ディスプレイ，プロ
ジェクタは，飛び出し量を任意に変更できる機能がついている製品もある．ただし，こ
れは画面の全ての視差量が一律に増減するので，ディスプレイの大きさによる飛び出し
量の変化には対応できるし，かつての状況に比べれば大きな進歩であるが，画面内
の，飛び出し，引っ込み部分の視差だけが増減するというわけではない．
　両眼視差を利用した立体視の概念が発見されてから150年以上が経過した，従来言わ
れ続けてきた調節輻輳矛盾が３D酔いや不快感の原因でないことは検証されつつある．
真の原因究明と，快適な３D立体映像の製作技術の開発，また観視者への観視環境や状
態に対する知識の普及，さらにメガネを必要としない方式への移行などの問題を解決し
ていく必要がある．しかし，理論が構築されても実際の運用において齟齬をきたすこと
は当然起こりうる．立体視が可能と言っても，瞳孔間距離を越える引っ込みが有害影響
をあたえることは明確であるし，被写界深度を超えた過度の飛び出しが観視者に大き
な負担となることもわかっている．そもそも，大前提として，できるできないも含め
て，立体視のしやすさには個人差が非常に大きいことに留意せねばならない．その上
で，リスク（危険）とベネフィット（利益）のバランス，社会影響も考慮して，有害影
響をできる限り低く抑えつつ，同一平面に両眼を持ち広い角度で立体視できる生物の特
権を行使できる，快適視差範囲2.0度への改訂と，それを有効に活かした豊かな表現力
と魅力あるコンテンツの製作によって，３Dの復権を目指さねばならない．
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6.2．今後の課題

　 本研究では，共同研究者との先行研究をふまえ，生体反応の計測や主観評価による実
験，検証，また，文献の再検討による検証を行なった．計測にあたっては，計測器の限界
や，限定された条件にならざるを得なかった部分も多い．特に，３D立体映像の実際の運用
に際しては，映画などのコンテンツについては，長時間観視による疲労度や視機能への影響
を検証しなければならない．今後の研究に長時間観視による影響評価も組み込み，現場の
運用に役立てるデータや知見を得る必要がある．また，水晶体調節の焦点位置と被写界深
度，瞳孔径に関する影響評価についても，被写界深度の範囲を精密に計測することができ
なかった，この点についても今後の研究に取り入れていきたい．
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