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第１章 序論

1.1 はじめに

近年の 3D 技術の普及発展には目を見張るものがある．「3D」という単語は，映画をはじめとして，
コンピュータ上の 3D，3DＣＡＤ，3D プリンターなど，技術革新による市場の拡大から様々な意味でと
らえられるようになってきた．こうした状況を踏まえ本研究では，両眼視差を用いた立体映像を「 3D
立体映像」と表記し他の分野と区別する．
3D 立体映像の分野では，2009 年の「アバター」を始めとする映画のヒットに続き，2010 年には Full
HD 3DTV の発売もあり，2010 年は「3D 元年」と言われ，人々の期待は大きかった．しかし，各社が
注力して 3DTV を発売したものの，売れ行きは伸び悩み 3D コンテンツの放送も，2013 年 3 月末に
「スカパー！」，2013 年末で「ESPN」が，British Sky Broadcasting は 2015 年 5 月に 3D チャンネル
を終了し，オンデマンド配信に移行するなど，わずか 2,3 年でコンテンツは減少し，テレビメーカーは
セールスポイントを 4K に切り替え，「今回の 3D ブームは早くも終焉」といった記事も散見された[1]．
映画については，3D 映画のシステムを提供する RealD（リアルディ社）が，2015 年に売却されるなど
状況は芳しくない．日本では年間 1000 本くらいの映画が公開されているうち，3D 映画は年間（2014
～2016 年）30 本前後コンスタントに上映されていることから，割合は少ないものの，小康状態を維持
している．集客面では，2D 版よりも高い入場料金，ブロードバンド環境の普及にともなう動画配信サ
ービスや, TV の高解像度化，大型化，家庭用プロジェクターの普及によりホームシアターで大画面
の 3D 立体映像が観視可能になったことなど厳しい環境にありながら，シネコン（複合映画館）の導入
や，4DX,MX4D など新しい体験型の上映システムなどにより入場者数，興行収入もほぼ横ばい状況
を維持している[2-4]．
「3D 元年」と言われながら，3D 立体映像の普及が進まなかった要因には，消費者の需要とメーカ
ー側の意識のズレによるハードウェアの売上不振があげられる．家庭用テレビに関しては，3D 立体
映像の観視にメガネが必要，という点も普及の妨げとなった部分は大きい．映画館の様にわざわざ
出向いて鑑賞する訳でもないのに，自宅で姿勢を正してメガネをかけてまで 3D 立体映像のテレビ番
組を見ようと思わない，というのが多くのユーザーの正直なところであろう．さらに，3D 立体映像のコ
ンテンツは飛出しが控えめに抑えられ，人々が期待していたような迫力のある映像とは程遠いものに
なってしまっていることがあげられる［5］．3D コンソーシアムによる「人に優しい 3D 普及のための 3D
Ｃ安全ガイドライン」2010 年 4 月改訂，以下安全ガイドライン［6］では，3D 立体映像の快適視差範
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囲は視差角±1.0 度とされており，この範囲で立体感を持たせるには，どうしても奥行き側が深い立
体映像にならざるをえないため，「飛出す」というイメージを持って見ると期待を裏切られた 印象が残
ってしまう．
ところで，コンピュータの 3D ゲームのユーザーは，PC 本体やビデオカード，3D 対応のディスプレ
イとメガネに相応の投資をして楽しんでいるのであり，映画の 3D 版が 2D 版より高い入場料を取って
いるにも関わらず，なんとか興行収入を維持していることも含めて考えると，3DTV をはじめとする現
状の 3D 立体映像分野は，面白さや見やすさ，映像から受ける感動より，疲れる，面倒といった負の
要素が勝っている，いわば損益分岐点を下回る状態であるといえる．
本研究は，「期待はずれ」「メガネが面倒」といったネガティブなイメージで捉えられがちな 3D 立体
映像について，コンテンツの画面構成や映像を表示するハードウェアに要求される性能などの面か
ら，無理なく見やすい 3D 立体映像の条件について検証し述べたものである．
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1.2 研究の背景

1.2.1 先行研究
共同研究者らの先行研究［7-9］では，安全，快適な 3D 立体映像制作における原則や運用ガイド
ライン確立のための基礎データの収集，および，安全ガイドラインの，快適視差範囲±1.0 度の規制
に対する実験的検証を主眼において研究を進めてきた．3D 立体映像の観視にともなう，めまいや頭
痛，眼精疲労など視覚愁訴の原因については，調節輻輳矛盾説[10,11]が一般的であったが，水晶
体調節と輻輳運動の同時計測法を開発し検証を行なった結果，若年者においては，3D 立体映像
観視時においても水晶体調節と輻輳運動は自然視と同様であることが示された ［9］．一方，中高年
では，加齢にともなう調節応答の機能低下により自然視状態でも水晶体調節と輻輳値は乖離してお
り，「調節と輻輳の不一致」を主な理由に，快適視差範囲は±1.0 度までとする規制値を再検証する
必要を示しており，快適視差範囲は，2.0 度以下に改定すべきという結論に至った［5］．

1.2.2 本研究の位置づけ

先行研究では，安全ガイドラインの快適視差範囲±1.0 度の検証を中心に進めてきた．本研究で
は，先行研究の結論を受け，実験参加者の主観的評価を中心に，コンテンツの画面構成の違いによ
る融像限界の変化や，映像の見やすさ，さらに，3D 立体映像の表示性能の差による奥行き知覚の
変化について，以下の実験を計画した．
1) 物理的な条件ではなく，コンテンツの作り方，画面の構成によっては，大きな視差であっても融像
限界を超えない条件があるのではないかと考え，ディスプレイ面と眼前に飛出した画像の２つの面の
間に中間画像を挿入することによる，融像限界の拡張，年齢や枚数による変化の検証をした（第 3 章）．
2) タブレットをはじめとするモバイルデバイスでは，視距離が近いため，被写界深度の効果は，ほとん
ど期待できないと考えられるが，3D 立体映像が融像できないという問題はほとんど聞かれない．そこで，
注視点の移動による見やすさの変化について，画面の位置に視標を固定した場合と，視標自体に視
差量を持たせた場合（眼前に飛出した視標の場合）の 3D 立体映像の見え方を比較した．条件は通常
の観視環境に近い視距離１.0m で，次に，モバイル端末の使用環境を想定し，同実験を視距離 0.4m
で検証した（第 4 章）．
3) 3D 立体映像を表示する機器の性能として，クロストークが発生すると，本来の視差量を小さく見積
もってしまう問題があるため，クロストークが 3D 立体映像の飛出し量認知に与える影響を検証した（第
5 章）．
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1.3 研究の目的
本研究では，先行研究の結果を踏まえ，視差量が大きくても多くの人が無理なく見ることができる 3D
立体映像の条件を探ることを総括的目的とした．
1) 視差角を等分する中間画像の存在が融像限界におよぼす影響の検証
2) 注視点の手前側と奥行き側をどこまで無理なく立体視できるかの検証
3) クロストークの量が 3D 立体映像の奥行き知覚におよぼす影響の検証
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1.4 研究の手法
3D 立体映像のブームが長続きしないのは，商業的利益追求を最優先し，人間工学的な視点が欠
けていたことであると考える．そのため，本研究では人間工学的な観点を取り入れた手法を提案し，
研究を進めた．
人間工学とは，人間が可能な限り自然な動きや状態で使えるように物や環境を設計し，実際のデ
ザインに活かす学問である．また，人々が正しく効率的に動けるように周囲の人的・物的環境を整え
て，事故・ミスを可能な限り少なくするための研究を含むものである［12］.
本研究では，先行研究の結果を踏まえ，人間工学的アプローチによる 3D 立体映像の立体認知に
ついて検証した．幅広い年齢群の実験参加者（100 名規模）による主観評価に基づき，融像限界の
拡張量，注視点の移動による見え方の変化，クロストークの存在が，飛出し量認知におよぼす影響
について考察を加えた．
1） 3D 立体映像に中間画像を加えることによって融像限界が拡張する．この拡張量を実験参加者の
主観評価に基づき中間画像の挿入枚数ごとに一般化する（第 3 章）．
2） 3D 立体映像の画面の一点を注視した場合，注視点前後の融像領域を実験参加者の主観評価
をもとに検証する．さらに，タブレットでの使用環境を想定した視距離（0.4m）で実験を行ない，モ
バイルデバイスに適用可能であることを検証する（第 4 章）．
3） 快適な 3D 立体映像の観視には，コンテンツのみならず，表示するハードウェアにも要求される
機能がある．クロストークの発生は本来の飛出し量の認知を阻害するため，深視力検査に用いら
れる手法と同様に固定視標と移動視標を用いて，実験参加者による飛出し認知量への影響を検
証する（第 5 章）．
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1.5 論文の構成

第 1 章では，本研究の概要，研究の背景，研究の目的，研究の手法，論文の構成について述べ
る．
第 2 章では，3D 立体映像に関する理解を容易にするため，両眼立体視における人間の視機能に
ついて調節，輻輳，開散，両眼視差，単眼運動視差，融像限界，被写界深度，パナムの融像領域，
ホロプターなど専門用語の解説をする．さらに，両眼立体視に関わる 3D 表示技術について，本研
究に関わる 3D メガネ（偏光フィルター方式，シャッター方式），裸眼式，クロストークについて解説す
る．さらに，3D 立体映像の歴史からこれまでの経緯を述べ，現状分析を行う．
第 3 章では，3D 立体映像の視差角を等分する中間画像の挿入による融像限界の変化について
ディスプレイ画面に表示された画像と飛び出し画像の間に中間画像を挿入することによる融像限界
の拡張量について検証した結果を述べる．さらに，中間画像の効果は年齢や挿入枚数によってどの
ように変化するか分析するとともに，融像限界の変化が生体に与える影響についても考察する．
第 4 章では，注視点の移動による 3D 立体映像の見やすさの変化について実験を行ない飛出し
側，引込み側それぞれについて考察を加えた．
第 5 章では，クロストーク量の変化が立体視に与える影響を飛出し量 0.5 度で検証した結果を述
べる．クロストーク量の比率別に飛出し認知量の主観評価を行ない，全実験参加者および年齢別に
見やすさの検証を行った結果を述べる．
第 6 章では，本研究全体を総括し，今後の課題について述べる．
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定，若年者と中高齢者の立体視機構の違い．日本バーチャルリアリティ学会論文誌，
2011:Vol.16,No.2,139-148.
［10］ 鵜飼一彦．ステレオ映像の及ぼす生体への影響：調節，輻輳の刺激が矛盾すると何が起こる
か．VISION，2005：Vol.17,No.2,113–122.
［11］ 山賀達也，吉澤誠，杉田典大，阿部誠，本間経康．3D 映像視聴における焦点距離の矛盾が
生体に与える影響の評価．計測自動制御学会東北支部,第 287 回研究集会 2014:資料番号
297-10.
［12］ 人間工学．https://ja.wikipedia.org,
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第２章 両眼立体視の基本的な理解
本章では，3D 立体映像の観視にあたって必要な基本的理解を得るために，両眼立体視に関わる
視機能，3D 立体映像の表示技術，3D 立体映像の歴史と現状分析について述べる．

2.1 両眼立体視に関わる視機能

2.1.1 両眼立体視の原理
人間の両眼からの網膜像は，眼球の奥から出る視神経によって大脳の後頭葉にある視覚野に届け
られ，融合されて単一の映像として認識される（図 2-1）．この時，視神経交叉の部分で，左右の眼球
の左側の視野の網膜像は右脳へ，右側視野の網膜像は左脳の視覚野に送られて統合されるが，眼
は 60mm 程度離れて 2 つあることから，左右の眼の網膜像にはずれが生じる．このずれを両眼視差
（Binocular parallax）（図 2-2）という．近距離においては，対象物を注視する際に両眼が内側に回
転する．これを輻輳と呼び，最も重要な奥行き知覚を感じる要因となる．左右眼の網膜像を単一に映
像化することを融像と呼ぶが，この過程で，左右の網膜像のずれを脳が解析することによって立体的
に見えたり，奥行き情報をつかむことができる．この立体視を両眼立体視（Binocular stereoscopic
vision）（図 2-3)という［1-4］．

網膜では上下左右が逆転した像
として感知され，左右の眼とも外側
で感知した情報は同じ側の大脳半
球へ，内側で感知した情報は視神経
交叉で交叉して反対側の大脳半球
へ送られる．左右の視覚野に入った
情報が統合，再構成され，正しい位
置のものに見える．

図 2-1 視神経交差（視交叉）の仕組［１］

図 2-1 視神経交叉（視交叉）の仕組［1］
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左眼に見えている像

図 2-2

右眼に見えている像

両眼視差［2］
（引込み）

（飛出し）
右眼画像 左眼画像自然視（視差0）
画面

輻
輳
距
離 左眼

輻
輳
距
離

輻輳焦点
右眼

瞳孔間距離ＰＤ
視線の交差点より
手前にあるため
飛出して見える．

図 2-3

視線の交差点
が物体と同じ
位置．

視線の交差点が画
面より後ろの位置
にあるため引込ん
で見える．

両眼立体視の飛出しと引込み

現実の世界で眼に見えたものを立体的に認知するこの仕組を応用して，2 枚の 2D 映像を用いて
立体的に見せているのが 3D 立体映像である．3D 立体映像は，2 台のカメラで一つの映像を右眼用
と左眼用として同時に撮影して右眼用画像は右眼に，左眼画像は左眼に映るようにしておき，3D メ
ガネと画面（スクリーン）の両方で，人工的な視差を作り出すことによって，平面に映っている画像を
立体的に見せているのである［3］．また，斜視がある人など両眼立体視ができない人がある一定の割
合で存在するが，他の手がかりで奥行き感をつかんでいるので，空間の把握が全くできないわけで
はない［2-6］．
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2.1.2 水晶体調節(Lens accommodation)
水晶体（レンズ）は，網膜上に鮮明な画像を結像するために焦点調節を行なう．カメラのレンズも同
等の働きをするが，カメラの場合はレンズと受光面の距離を変化させることで対象に焦点を合わせ，
ヒトの水晶体は，近くを見るときは厚くなり，遠くを見るときは薄くなることで焦点距離を変化させ焦点
を合わせる（図 2-4,5）．水晶体調節時に厚みを変える筋肉（毛様体筋）の状態が信号として送られ，
脳が奥行きを知る手がかりとなっている．水晶体は，20 代中頃から少しずつ弾力性が失われ，40 歳
を過ぎる頃からは，水分量の低下にともない水晶体の弾力性が低下し，近くにあるものが 見えにくく
なる（老視）．

図 2-4

眼の構造［7］

図 2-5

水晶体調節の仕組［8］

左眼画像

右眼画像

画面
b

b:輻輳角convergence
angle
視差角 =a- b

輻輳距離
a

左眼

a:輻輳角

右眼

図 2-6 両眼視差と輻輳角
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視距離

2.1.3

両眼視差と輻輳

両眼視差は，先に述べたように左右の網膜像のずれのことをいい，奥行きを知覚する手がかりとな
っており，輻輳角から視差角を求めることができる（図 2-6）．輻輳（Convergence）とは，物を見るとき
右眼と左眼が中央による眼球運動のことをいい，両眼の視線が交わる箇所を輻輳点，その視線の交
差が作り出す角度を輻輳角（Convergence angle）と呼ぶ．近くのものを見るときには，左右の眼は寄
り目になるため輻輳角（図 2-6）は大きくなり，逆に，遠くのものを見るときは，左右眼の視線の交差位
置は遠くなるため眼球は外側に回転（開散）し，輻輳角は小さくなる．人間の脳は，眼球の動きと連
動した輻輳角の大小を感知して，物体までの距離を把握する仕組になっている．立体的に見る手が
かりとして，水晶体調節と輻輳を合わせて生理学的手がかり（Physiological cues）と呼んでいる［5］．
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2.2 単眼奥行き手がかり（Monocular depth cues）
両眼立体視と同様に，ずれによる立体視は単眼でもできる（図 2-7）．実際の 3D 立体映像ではこの
両者を利用することで効果的な立体空間を演出することができる［2,4,5］．

図 2-7

単眼奥行き手がかりの例［2］

2.2.1 運動視差（Motion parallax）
運動視差は，単眼視差の一つで，観察者の視点または観察対象が移動することによって生じる視
差のことをいう．例えば，列車の車窓からの風景は近いものほど速く動き，遠くのものほど遅く動く．こ
の速さの違いにより奥行きを把握することができる（図 2-7 右下）．
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2.2.2 絵画的手がかり(Pictorial cues)
絵画的手がかりとは，平面上に立体感，奥行き感（3 次元の空間）を知覚させる技法である［4,5］．
1）遠近法（Perspective）
・大きさ遠近(Size perspective)：近くのものは大きく，遠くに行くほど小さい
・線遠近（Linear perspective）：手前のものほど幅が広く，遠くに行くほど狭くなる視野の中に含まれ
る平行な直線は画像中の一点に集中する
・大気遠近（Air perspective）：遠くのものはかすんで見える
・色彩遠近（Color perspective）：遠くのものは青みがかかって見える
2）陰影（Shading）：光と影との微妙な対照効果によって立体感を出す
3）ハイライト（Highlight）：照明光の反射で物体の外形を知らせる
4）テクスチャー勾配（Texture gradient）：奥行き手がかりとなる繰り返し模様が遠方ほど密になる
5）遮蔽（Occlusion）：手前の物体は奥側の物体を隠すため前後の位置関係をつかめる
6）ボケ（Blur）：注視している点から離れるほどボケる
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2.3 専門用語の解説

2.3.1 ３Ｄ立体映像の観視方式
1） メガネ式［2-6,9-12］
（1）アナグリフ方式
アナグリフ方式とは，赤青メガネで見る方法である．両眼視差のある左右眼用の画像を赤と青の 2
色で制作し，左眼が赤，右眼が青の立体メガネをかければ，赤画像は赤のフィルターを通して見るこ
とができない，青画像は青のフィルターを通して見ることができない，このようにして左右に分離して
画像を送ることで奥行き感を得ることができる仕組になっている．3D 立体映像の観視方法としては
最も古く，作り方も容易で低コストだが，フィルターとメガネの色が一致していないとクロストークが発
生しやすい，また，左右の眼に入る色が異なり視野闘争を生じさせるため疲労しやすい．クロストーク
については，後述の 2.3.3 で説明する．
（2) 偏光メガネ方式
偏光メガネとは，偏光フィルターを使用した 3D メガネである．偏光フィルターとは，光の進む方向
に対して垂直な光の中から，特定の角度の光を選択して通すことのできるフィルターで，光の角度を
左右に違えて映し出すことで，それぞれ異なる画像を眼に届けている．偏光フィルターの種類には，
直線偏光と円偏光がある．
（3）液晶シャッター方式
液晶シャッター方式は，左右眼用の映像を交互に表示するディスプレイに対して，表示していない
側のシャッターを閉じることで，一方の眼だけに映像を届ける方式である．左右眼用のシャッターを
交互に閉じることで，それぞれの画像を左右の眼に配分する．左右の映像が同時に見えることはな
い．この方法は，時分割方式とも呼ばれる．

2）裸眼方式
メガネを使用しない裸眼方式は，ディスプレイ側に仕組が施されている．代表的なもの 2 つについ
て述べる．
（1）レンチキュラー方式
レンチキュラー（Lenticular）（図 2-8）とは，プラスティックやガラスなどで作られたシート状のレ
ンズのことをいい，カマボコ状のレンズがディスプレイに貼られている．見る角度により見える内容が
違うことを応用し左右眼に異なる画像を見せる裸眼 3D ディスプレイである．
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（2）パララックスバリア方式
視差バリア方式(Parallax barrier)とも呼ばれる裸眼ディスプレイ方式である（図 2-9）．映像面より
手前にスリット状の遮蔽物を置くことで，その隙間からしか見えない状況にしておき，見る位置により
片目の映像しか見えないようにして，左右の映像をそれぞれの眼に振り分けて届けることで裸眼立体
視を実現している．
表 2-1 3Ｄ視聴方式の概要と特徴［2］（釆女 改編）
３Ｄ視聴方式

裸眼式
アナグリフ

メガネ式
偏光フィルター

特徴

メガネ不要

赤・青メガネ，
初期の映像方式

電池不要
直線，円偏光

メリット

負担がない
レンチキュラー方式
は明るい

仕様が容易
安い

メガネが軽い
安い
明るい

デメリット

絵が粗い（左右方向
の情報量が半分）
パララックスバリアは
暗くなる

色による視野闘
争が起こりやすい

絵が粗い（左右方
向の情報量が半
分）

図 2-8

レンチキュラー方式［9］

図 2-9
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液晶シャッター
高画質
クロストーク出にく
い
画質がよい

メガネが重い
電池が必要
高額、暗い
ちらつくことがある

視差バリア方式［9］

a サイド・バイ・サイドハーフ方式

図 2-10

b トップ・アンド・ボトムハーフ方式

3D 記録方式［2］

2.3.2 ３Ｄ記録方式
3D 映像を TV 放送するために使われている 3D 記録方式には，サイド・バイ・サイドハーフ（Side by
side half）方式とトップ・アンド・ボトムハーフ方式などの様々な記録方式がある［2,9］．

1) サイド・バイ・サイドハーフ方式
左右の映像 2 つを横方向に連結して一つ分の横サイズに圧縮して放送する方法である．現在は，
この方法が主流となっている（図 2-10 左）．
2) トップ・アンド・ボトムハーフ方式
フレームを上下に割り，左眼用画像と右眼用画像を上下に並べる方式（図 2-10 右）．

2.3.3 クロストーク（漏話）
偏光メガネ方式では，フィルターでカットしきれなかった右眼用画像が，左眼で見えてしまう，もしく
はその逆の現象をクロストークという．液晶シャッターメガネ式立体視では，右眼用の画像の残像が
左眼のシャッターが開いている時間まで残る，もしくはその逆で発生する．時分割方式のクロストーク
の発生は，上記の残像のような生理学的要因と機器側に起因するものとがある．いずれも立体視を
阻害する要因となっている．

1） 偏光メガネ方式
偏光メガネ方式では，フィルターでカットしきれなかった画像が反対側の眼に送られて見えてしまう
クロストークがある．直線偏光では,偏光フィルターの角度は 90 度になるように設定しないと光の分離
が完全にできないので，首を傾けたりメガネが傾くとクロストークが発生しやすくなる．円偏光では，映
像に時計回りと反対まわりの偏光を与え，メガネで左右眼用画像を分離する．円偏光と異なり，頭を
傾けても立体視が崩れにくい．
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2） 液晶シャッターメガネ方式
液晶シャッター方式では，残像現象によるクロストークと，画面のリフレッシュレートと液晶シャッタ
ーの開閉タイミングに起因するクロストークの 2 種類がある．60Hz 以下の周波数の液晶シャッターメ
ガネでは，右眼のシャッターが閉じても残像が残るため，左眼側にクロストークが発生し，その逆で右
眼にもクロストークが発生していた．ディスプレイもシャッターメガネも液晶であると，液晶パネルの反
応の遅れによるクロストークや輝度むらが発生しやすかったが，シャッターの周波数が高速になると，
左右眼の切り替えの間に黒画面を挿入することで残像現象を回避できるようになった．テレビの場
合，画面の書き換えは左上から右下に行なわれるため，画面内の上下で輝度むらやクロストークが
発生しやすい．

2.3.4 被写界深度
カメラで，ある一点にピントを合わせたとき，その前後の鮮明な像の得られる範囲のことをいう．被
写界深度内の物体は皆，ピントが合って映ることになる．また，絞りを小さくするほど深くなる．近視の
人でも，目を細めると，文字がはっきり見えるのと原理的に同じである［6］．

2.3.5 パナムの融像領域（Panum’s fusion area）と融像限界
我々の眼は，左右に 60mm 程度離れているため，水平方向に，両眼の網膜上での結像部位が一
致する点が集まってできる軌跡（ホロプター円）が描ける（図 2-11）．パナムの融像領域はこのホロプ
ター円の前後の空間であり，左右眼像を融像できる許容範囲ともいわれる［5，11］．両眼視差のある
映像を 1 つの立体像として融像できる限界には個人差があるが，一般に空間上のある一点を注視し
て融像するときに，左右の眼に映った網膜像にずれがあっても，パナムの融像領域内では，視覚の
メカニズムが働き二重像にならず融像できる．本研究では融像可能な最大の両眼視差（角度）を融
像限界と呼ぶ．
ホロプター円
Ｐ

図 2-11 パナムの融像領域（ｐ）［5］
＊両眼視差がこの範囲を超えると融像できなくなる
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2.4 ３Ｄ立体映像の歴史
3D については，紀元前 3 世紀のギリシャの数学者ユークリッドが彼の著書の中で両眼視差を用い
た原理について述べており古くから知られていた．1830 年代以降になると立体鏡やステレオスコー
プが発明された．1850 年代には，青・赤メガネを使うアナグリフ方式の原理が発明され，3D 漫画雑
誌などが市販された．この時代の特筆すべきものは，2 台のカメラで撮影した写真を左右に並べてス
テレオカードビューワという装置に装着して立体写真を見るビジネスである．世界旅行が簡単にでき
る時代ではなかったことから世界中にカメラマンを派遣し，人々の興味を引く作品を提供していたの
で，コンテンツ・ハードウエア・デリバリのすべてがバランスよく整っていたことが成功の要因とされて
おり，1850 年代から 1930 年代前半まで 70 年の長きにわたってビジネスとして成り立っていた［2］．
ビューワを用いるため右眼用画像と左眼用画像が交わることはないので 3D 酔いや視覚愁訴は発生
しなかった．観視方法も集団ではなく一人ひとりが見て楽しむというものであったため，最適な観視
位置を得ることができたことも視覚愁訴の発生がほとんどない要因と言える．日本には幕末に写真技
術が伝わり，上記のステレオスコープで日本文化が撮られており，当時の生活を知る貴重な資料とな
っている．
1885 年にエジソンがキネストコープ（のぞき見式の動画）を発明し，1900 年にリュミエール兄弟が
上映式（シネマトグラフ：映像をスクリーンに投影することで多くの人に見せることができる）を発明し
たので，両者が映画の父と呼ばれている．1900 年にパリで行われた万国博覧会では，すでにアナグ
リフ方式で作られた映画が上映されていた．1920 年代になると，ラジオ放送がはじまり，映画館に足
を運ぶ客が減少したため，映画界では対応策として，サウンド，色彩，ワイドスクリーンに加えて 3D 立
体映像も導入し注目された．アナグリフ方式でいくつかの作品が制作されたが，アナグリフ方式は青
と赤で視野闘争が起こり長時間の観視で頭痛が起こるといった問題や，1929 年の世界大恐慌により
収束していった．
1950 年代になるとアメリカでは一般家庭に TV が普及し始め，ラジオ放送の始まりのとき以上に映
画館の入場者が減少していったため，客を取り戻すための手立てとして 3D 映画が上演され，第１次
3D 映画ブームと呼ばれる現象が起きた．しかし，商業ベースで進められ，作品の内容も粗悪で観客
に向かって槍を突き出したり，石を投げつけるような飛出し映像が多かったため，疲労しやすく頭痛
を訴える者も出ている．鑑賞システムの問題としては，スクリーンや座席の位置など映画館のシステ
ムが整っていなかったこと，3D 映画製作費のコスト高などの問題があり，ブームも急速に収束してい
った．（本来は自然視の状態であれば，遠景は小さな視差量，近景は大きな視差量の映像でなけれ
ばならないが，単純に２台のカメラで撮影した 3D 立体映像では，遠くの映像ほど大きな視差量を持
つため，視覚愁訴が発生しやすい）
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次にブームがおとずれたのは，1980 年で第 2 次 3D 映画ブームと呼ばれている．ケーブル TV，家
庭用ビデオが普及しはじめ，映画離れを防ごうと対抗措置として再び 3D 映画が導入された．しかし，
このときも第１次ブームとほぼ同様な理由ですぐに衰退していった．1990 年代は，技術革新が進ん
でアナログ（Analogue）からデジタル（Digital）に移行したことからデジタルで 3D 映画を上映するシス
テムが登場した．3D にＣＧ（Computer graphics）が加わるなど表示技術がさらに進歩すると高額な
予算をかけて映画が制作されるようになった．2009～2010 年にはアメリカ映画のアバターが世界中
で大ヒットし，同時期に各メーカーが次世代のテレビとして 3DTV を発売したことと相まって 3D 元年
と呼ばれた．［2-5,12,13］
表 2-2

3D 立体映像の歴史［2-5,12,13］

年 代
紀元前
3 世紀
1651 年

事

項

・ギリシャの数学者ユークリッドが彼の著書のなかで両眼視差を用いた立体視の原理
について言及
・レオナルド・ダ・ビンチが絵画論（Trattato della Pittura）のなかで遮蔽について述べ
る

1830 年代

・イギリスの物理学者チャールズ・ホイーストンが立体鏡(ハプロスコープ)を発表

1840 年代

・スコットランドのダニエル・ブリュースターが 3D 写真を撮影できるステレオスコープを
発明

1850 年代

・左右の眼に異なる色（青・赤）のついたメガネをかけることで，右眼画像と左眼画像と
分割して見せるアナグリフ方式(1852)の原理が考案される
・アメリカで青・赤メガネを使う 3D マンガ雑誌が多く販売される

1856

・イギリスの光学機械製作者ジョン・Ｂ・ダンサーがステレオ・カメラの特許を取得
・ステレオ写真を撮影するカメラが商品化され，世界中に広まる
・ステレオカード（2 台のカメラで撮影した写真を左右に並べたもの）販売（1950～
1970）

1858

・フランス人，ジョゼフ・ドゥ・アルメイダによって，赤，青のフィルターを使用した世界初
の立体映像（静止画）がロサンゼルスで上映される

1859

・スイス人のＰ，Ｊ，ロシェ来日，横浜開港当時のステレオ写真を撮る

1862

・ 上野彦馬（日本で最初の写真館を長崎で開業，坂本龍馬，高杉晋作，伊藤博文ら
を撮影）は，幕末から明治の初期に活躍した写真家のオランダ海軍医ポンペ，Ｍに
科学と写真術を学び，「舎蜜局必携」（舎蜜局とは，明治維新期における化学技術
の研究・教育，および勧業のために作られた官営・公営機関）を作成，その書の中
でステレオ写真専用のカメラを「ステレオスコープ」として紹介した
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1885

・アメリカ人のエジソンがキネストコープ（のぞき見式の動画）を発明

1900

・フランス人のリュミエール兄弟が上映式（シネマトグラフ Cinematograph）を発明
・アナグリフ（Anaglyph）方式による立体映像がパリ万国博覧会で公開される

1891

・偏向方式の原理が考案される

1892

・江南信國（写真家）横浜に写真店を構える，当時の日本文化を立体的に撮影

1920 年代

・アナグリフ方式の原理を用いた短編作品が多く作成される

1929

・偏向方式の 3D 映画も作成されるようになる

1940 年代

・ソ連のＳ，Ｐ，イワノフによりメガネを使用しないレェンチキュラー（Lenticular）方式のシ
ステムが開発される

1950 年代

・アメリカで TV が家庭に普及されるようになる
・第１次 3D 映画ブーム（アメリカ 1952～1954）
・第１次 3D 映画ブームの収束（1955），コンテンツの内容の企画・演出が粗悪，コスト
大などが要因
・NHK TV 放送開始（1953）

1960

・ベラ・ユシュレがランダムドットステレオグラムを発表
・TV カラー放送開始（日本）

1965

・ヘッドマウンテンデイスプレイの発明（HMD）

1980 年代

・ケーブルテレビ(Cable television)の普及（アメリカ）
・第 2 次 3D 映画ブーム（アメリカ）
・第 2 次 3D 映画ブームの収束
・映画に 3DＣＧが使われるようになる(ディズニー映画トロン 1982)

1990～2000

・デジタル技術の導入が進みデジタルで 3D 映画を上映するシステムが登場する

年代

・3DＣＧ映画，ターミネーター２(1991)，ジュラシック・パーク(1993),タイタニック(1997)
の上映
・3D ゲーム機 Play Station 発売（1994）・ホームシアター，ネット配信
・現ソフトバンク携帯電話に 3DＣＧを表示可能機能搭載(2001)

2007

・パナソニック，世界初のフルハイビジョンテレビを発売

2009

・3D 写真が撮影できるコンパクトデジタルカメラの発売(富士フィルム)

2010

・アメリカの 3D 映画「アバター」や「アリス・イン・ワンダーランド」などが世界中でヒット
し，3D 元年と呼ばれる
・日本でも家電メーカーが薄型，デジタル，ハイビジョンに続く新しい機種として 3D 対
応 TV を発売，3DTV 元年と呼ばれる
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・東芝，世界初のメガネなし（裸眼方式）3DTV を発売
2011～

・地上波がデジタル放送になる（日本）
・3DTV 売れ行き低迷，
・4KTV，3D ビデオカメラ発売

2015

・3DTV ブームの収束，3D 放送番組の減少

2.5 ３Ｄ立体映像の現状分析

3D 映画の現在の課題としては興行収入が伸び悩んでいる点と，視覚愁訴の発生があげられる．
3D 映画ができてから 50 年経過するが，視覚愁訴の問題は解決していない現状がある．生体影響の
要因にはコンテンツ，表示技術，視聴環境，視聴者の特性などがあり多様である．快適で安全な視
聴を実現するためには，「製作」「表示」「視聴」という要因を複合的に考えることが必要である [14]．
視聴者への啓発については，3D 立体映像の迫力や臨場感，おもしろさなどは宣伝されているが，人
によっては体調不良を起こす恐れがあることについてはほとんど周知されていない．2010 年に 3D 映
画のアバターが大ヒットした折，国民生活センターに寄せられた 3D 映画による体調不良の苦情で
は，映画館での注意表示や注意喚起のアナウンスがはっきりあったと認識されているものはない[15]
と述べている．また，立体視ができない人も１割前後いる［2,5］ことや，個人差が大きいこと，子供の
視聴（6 歳以下）は避けた方がよい［16,17］ことなどもあまり知られておらず，人間工学的な視点が欠
けている面も，マイナスイメージが抜けない要因といえる．3D 技術については，アナログからデジタ
ルに変わってから急速に進歩しており，表示技術に起因する視覚愁訴の問題は改善されてきている
が，製作者側の留意すべき点は，視覚疲労を生じにくい人間工学的な視点に立った作品作りの技
術の習得やノウハウの蓄積である．
リサーチ会社の調査では，2015 年現在でも 2D 派が 3D 派を上回っているという結果が出ている．
3D 映画を見たという人も年間で 13.6％にとどまっている［18,19］．理由を聞くと 3D は苦手，酔ってし
まう，眼が疲れる，などの理由があげられており，視覚愁訴の問題が大きいことが分かる．また，第一
次ブームのネガテイブイメージが払拭できていない状況もあることが見て取れる．また，家庭用のシ
ネマプロジェクターによる鑑賞が一定のシェアを得ていることも影響していることが考えられる．
3DTV においては，日本の 3DTV は，高級 TV に付加価値として 3D 機能を搭載したため，さらに
高額になってしまった．3D の機能や画像の品質は日本のメーカーの方が一歩上回っていたが，韓
国メーカーの廉価型 3DTV とのシェア争いに敗れた．日本製は，高価なメガネも一人一人に必要，
寝転がって見れない，メガネの煩わしさ，各メーカーの機種がバラバラで標準化されていない，加え
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て作品不足という状態となり販売戦略のなさが露呈し企業も撤退していった．しかし，3D ゲームを楽
しんでいるユーザーに関しては，高性能の PC と，3D 表示対応のビデオカードとディスプレイ，そし
てそれに対応する液晶シャッターメガネを揃えなければならないが，ここには「高額で困る」といった
苦情はほとんど寄せられない．投資に見合った性能があれば高額でも人は購入するという証である．
高額なお金を出してまで購入するほどの魅力はなかったということである．
3D 立体映像の現状から課題をまとめると，生体への悪影響の原因について明確な答えが出せて
いないことや，視聴時にメガネを使用しなければならないこと（重い，疲れる，衛生面が心配等），さら
に，画面は奥行きが強調されるばかりで飛び出しが少なく 3D の魅力が十分発揮できていないことな
どが大きなネックになっていると考えられる．したがって，コンテンツの作成方法やハードウェアの表
示性能など 3D 本来の魅力を発揮できるような条件を整えることで，大きな視差量でも多くの人が無
理なく視聴できるものができれば，人々の支持を得ることができると考える．
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第３章 ３Ｄ立体映像の視差角を等分する中間画像
の挿入による融像限界の変化
3.1 はじめに
本研究では，飛出し量が大きくても多くの人が無理なく見ることができる 3D 立体映像の条件を把握
するため，ディスプレイ面に表示された画像と飛出し画像の間に中間画像を挿入することによる ，融
像限界の拡張量について検証した．また，中間画像の効果は年齢や挿入枚数によってどのように変
化するかについても着目し検証を行った．

図 3-1

初期画像および中間画像の模式図概要

本研究では，ディスプレイ面と飛出し視差角の位置に画像を表示した状態を初期画像と呼ぶ(図
3-1)．例えば，飛出し視差角 1.0 度の 3D 立体映像の場合，ディスプレイ面と飛出している画像が認
識される 2 つの面がある．中間画像とは，この 2 つの面の間に挿入する画像である．各中間画像
は，初期画像の 2 面の距離を，挿入する画像の枚数+1 で割った位置に配置され，大きさも画面位
置の画像と，飛び出し視差角の画像の間のサイズである．したがって，中間画像の枚数が増えるごと
に画像間の距離が小さくなり，中間画像を含めた全体の映像は，ピラミッド状の図形になる．
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3.2 方法

3.2.1 実験参加者
本研究の実験参加者は，14 歳から 79 歳の健康な男女 137 名で，視機能の変化に応じて若年，壮
年，中年，高年の 4 グループ（区分は，厚生労働省の健康日本 21 の調査に準じた）に分け，年齢に
よる融像限界への影響について比較・検証した．ヒトの水晶体調節能力のピークは 10 代で，16 歳こ
ろに約 12D あり，その後加齢にともない低下し，50 歳で 2.0D まで低下する．若年は十分な調節力
がある層，壮年は調節力は少し弱っているが生活に支障がない層，中年は近見作業にやや支障が
あり老眼鏡の必要な人もいる層，高年は老視で，矯正なしには近業ができない層として区分した（表
3-1）．実験参加者には，事前に十分にインフォームド・コンセントを行ない，同意を得ている．なお，
本実験は名古屋大学情報科学研究科の倫理審査委員会の承認を得て実施した．

表 3-1

実験における年齢群の区分

年齢層

年齢区分

人数

平均（歳）

標準偏差

若年

14-29

38

20.7

±4.2

壮年

30-44

25

39.1

±4.3

中年

45-64

46

52.4

±5.6

高年

65-79

28

71.6

±4.3

3.2.2 実験デザイン
3D 立体映像に中間画像を挿入することによる融像限界の変化を測定するために，次の手順で実
験を行った． 先行研究［1-3］で示されたように，視差角 2.0 度を超えると，融像できない人の割合が
増加することから，視差角 2.0 度を基準に実験を行なった．

1） 中間画像を挿入していない 3D 立体映像の融像限界の測定
ディスプレイ面に表示された画像に，視差角 2.0 度の画像を重ねた映像（以下，初期画像）を見
せ，融像できなかった場合，視差角を 0.1 度刻みに下げていき，3D 立体映像として知覚できたとき，
その視差角を融像限界とした．視差角 2.0 度の初期画像が知覚できた場合は，視差角を 1.0 度刻み
で上げていき 3D 立体映像として知覚できない角度まで上げた後，0.1 度刻みで下げていき，3D 立
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体映像として知覚できたとき，融像限界とした．知覚の可否の基準は，はっきりと 3D 立体映像として
見えていない場合，すなわち「ぼやけている」，「二重として見える」，「3D 立体映像には見えない」等
はすべて知覚できないと判断した．

2）挿入する中間画像の枚数の決定
各実験参加者の融像限界の初期画像に，中間画像 1,2,6,14 枚を挿入した映像を提示し一番は
っきり見える枚数を選択させた（表 3-2）．大島らの先行研究では［4］，ランダムドットステレオグラム
（RDS）による 3D 立体映像を使用し，中間画像の枚数は 2,3,4,8,14 枚である．本研究では，エッジ
がシャープな中間画像を使用し，中間画像の枚数は大島らの最小枚数と最大枚数を比較できるよう
1,2,6,14 枚を設定した．

3）選択した中間画像の枚数での融像限界の測定
初期画像に，2）で選択した枚数の中間画像を挿入した視差角 3.0 度の映像を提示し，融像限界
の測定は 1）と同様に行なった．試行開始を 3.0 度としたのは，中間画像を挿入することで視差角 2.0
度を超える実験参加者が増えることが予想されたためである．

図 3-2

実験で使用したコンテンツ

(上)中間画像挿入前（初期画像）の画像

図 3-3

実験環境
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(下)中間画像挿入後の画像

3.2.3 実験コンテンツ
本実験で使用したコンテンツは，ディスプレイ上に表示された画像に対し，0.1 度刻みで視差角を
0.0 度～8.0 度まで変化させる初期画像を用意した．それぞれの初期画像に対し，1,2,6,14 枚の中
間画像を挿入する 4 種の画像を作成し，合計 405 枚を使用した．ピクセル数は 1920×1080，画像
の枠線は 1 ピクセルの黒である．最前面の画像の色は緑 RGB0：255：0）であり，最背面の画像の色
は RGB(0:40:0)である．緑を使用した理由は，赤や黄色に比べて視認性が高いためである．
実験に使用したコンテンツを（図 3-2）に示す．（上）は中間画像を挿入しない初期画像，(下)は 2
枚の中間画像を挿入したときの映像である．トップアンドボトム方式で表示しているため，偏光メガネ
なしの状態では，上半分と下半分が重なった状態で表示される．

3.2.4 実験環境
実験は，暗室内で行なった．ディスプレイからの視距離は 1.0ｍとし，座った状態で実験を行った
（図 3-3）．ディスプレイは RDT233-WX（MITSUBISHI），2 眼式．3D 表示は円偏光方式であり，3D
立体映像観視時には円偏光メガネを使用した．

3.2.5 分析方法
加齢に伴い水晶体が硬化し，調節能力が衰えていくため，年齢によって融像限界に差があるかを
4 グループに分けて比較・検証を行った．年齢群の分け方は，表 3-1 に示したとおりである．中間画
像の影響を調べるために，初期画像と中間画像挿入時の枚数（1，2，6，14 枚）ごとの融像限界の平
均値について，対応のある ｔ 検定を行った．中間画像を挿入することで融像限界が有意に拡張する
ことが認められたため，年齢群別および枚数別の融像限界の拡張値に着目して，二元配置分散分
析 Scheffe の方法によって群間の多重比較分析を行った．ただし，標本数の項目によっては 0 の区
分が生じたため，年齢群は，若年と壮年を合わせて若・壮年，中年，高年の 3 群間，中間画像の枚
数は１枚，2 枚と 6 枚を合わせ 2・6 枚,14 枚の 3 群間にして，二元配置分散分析を行った．
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3.3 結果

3.3.1 枚数別中間画像挿入前・後の融像限界の比較
初期画像と中間画像挿入時の融像限界は，4 種の枚数のいずれにおいても有意（P＜0.01）に拡
張していた（図 3-4）．また，実験参加者が主観的に評価した「もっともよく見えた」中間画像の枚数
は，１枚と 14 枚が多く，2 枚，6 枚は 1 枚と比較して減少傾向にあり，最大枚数がもっとも高い割合と
いう結果であった（表 3-2）．

3.3.2 年齢群別中間画像挿入前・後の融像限界の比較
年齢群別に中間画像挿入前・後の融像限界を比較したところ，どの年齢群においても融像限界が
有意（P＜0.01）に拡張していた（図 3-5）．

初期画像

中間画像挿入後
* *: P<0.01

2.50
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2.00

融
像 1.50
限
界
（ 1.00
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）
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1
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14

図-4 枚数別：中間画像挿入前・後の融像限界の比較

図 3-4

枚数別：中間画像挿入前・後の融像限界の比較

表3-2 視標がもっともよく見えた中間画像の枚数
中間画像の枚数

1

2

6

14

選択者数

38

22

20

57

％

28

16

15

42
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3.3.3 枚数別融像限界拡張値の比較
融像限界における中間画像の枚数ごとの拡張値に差があるか比較した．枚数ごとの融像限界の平
均拡張値を表 3-3 に示し，多重比較の結果を表 3-4 に示す．中間画像の P 値が 0.05 を上回っ
たため，いずれの枚数の組み合わせにおいても有意な値の拡張はなかったが，14 枚がもっとも拡張
量が大きかった．
表3-3 枚数別：中間画像挿入前・後における融像限界平均拡張値
枚数
拡張値(度）
1
1.26±0.63
2
1.17±0.49
6
1.26±0.53
14
1.46±0.59
全
1.33±0.59
表3-4

枚数別：融像限界拡張値に対する多重比較
Schffeの方法
比較対象群
平均値の差
Ｆ値（自由度1,2）
ｐ値
1・2
0.087
0.102(3,133)
0.96
1・6
0.000
0.000(3,133)
1.00
1・14
-0.203
0.907(3,133)
0.44
2・6
-0.087
0.077(3,133)
0.97
2・14
-0.290
1.291(3,133)
0.28
6・14
-0.203
0.591(3,133)
0.62
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表 3-5 年齢群別：中間画像挿入前・後の融像限界の平均拡張値
年齢群
拡張値（度）
若年
1.21±0.56
壮年
1.38±0.44
中年
1.49±0.70
高年
1.16±0.45
全
1.33±0.59

表3-6

年齢群別：融像限界拡張値に対する多重比較

比較対象群

平均値の差

Scheffeの方法
Ｆ値（自由度１，２）

ｐ値

若年・ 壮，中年

-0.231

2.108(2,128)

0.13

若年・高年

0.080

0.182(2,128)

0.83

壮，中年・高年

0.310

2.480(2,128)

0.09

3.3.4 年齢群別融像限界拡張値の比較
年齢群別に中間画像挿入前・後における融像限界の拡張値を比較した．年齢群ごとの融
像限界の平均拡張値を表 3-5 に示し，分析の結果を表 3-6 に示す．各年齢群間のいずれ
の場合も有意な差はなかった（P>0.05）．
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3.4 考察

3.4.1 中間画像挿入と融像限界との関連
3D 立体映像に視差角を等分する 1，2，6，14 枚の中間画像を挿入し，融像限界の拡張を検証し
た．実験の結果すべての実験参加者で融像限界が拡張した．挿入する前の融像限界の平均値の
0.6 度（飛出し距離 13.9cm）から，挿入後は平均 2.0 度(飛出し距離 35.0cm)に拡張しており，また，
いずれの枚数においても融像限界は有意に拡張した．
大島ら［4］の先行研究では，ある視差角をもつ 2 枚の図形だと 0.3 度程度の視差角で融像限界を
超えてしまうが，2 枚の間に補助画像を入れることで融像限界が拡張した．本研究の結果において
も，中間画像の存在で，融像限界が拡張したことから，大島らの先行研究を支持しており，また大島
らの使用したランダムドットステレオグラム（RDS）に限らず，左右像を分離する形式の 3D 立体映像に
おいても中間画像の効果を確認できた．なお，大島らの実験は，実験参加者が少数であったが，実
験参加者が多数である本研究により，中間画像が融像限界を拡張する効果について一般化できた
と考える．

3.4.2 中間画像の枚数と融像限界拡張との関連
中間画像の枚数別および年齢群別に分析を行ったところ，融像限界の拡張値に有意差はなかっ
たが，枚数の増加により融像限界の拡張値が大きくなる傾向が見られた．また，実験参加者が「もっ
ともよく見えた」と答えた枚数は 14 枚（57 人）で最大枚数がよく見えていた（表 3-2）．大島ら［4］は，
中間画像の枚数が多いほど融像限界が拡張したと述べており，さらに，中間画像を挿入することによ
り，融像限界が拡張する機序について，3D 画像の呈示時間を短くして実験参加者の輻輳眼球運動
を制限すると，相対的に融像限界が縮小したことから，輻輳運動を行ないつつ連続的，時間的に注
視点を変化させながら視差情報を処理していると述べている．また，Tsirlin ら［5］は，複数の視差を
有する透明立体視では，異なる 6 面まで判別できると述べている．これらの先行研究の結果から，中
間画像の枚数が少ない状態では，それぞれの像面を明確に判別でき，かつ視差角は等分されて小
さくなるため，各像面を順にたどることにより融像限界が拡張する．さらに中間画像の枚数が増加し
ていくと，個々の像面間を判別することが難しくなるが，像面間の視差角が小さくなるため，視差情報
の処理が容易になり，結果として融像限界が拡張すると考えられる．本研究では，中間画像 6 枚ま
では像面の判別ができているが，次第に判別が困難になっていき，「一番よく見える」と答える実験
参加者が減少していく．しかし，中間画像の枚数が大量（14 枚）になると，像面の判別はできないも
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のの，小さな視差角を持つ多くの像面間を滑らかにたどることで，全体として大きな視差角の飛出し
画像を認識できると考えられる．
以上の結果から，初期画像のような，ディスプレイ面に表示された画像と，大きな視差角を持った飛
出し画像を融像することは難しいが，両者の間に 3D 立体映像の視差角を等分する中間画像を挿入
することで，等分された小さい視差角で段階を踏んで輻輳と水晶体調節位置を合わせることができ，
融像限界が拡張することが推察される．

3.4.3 融像限界の変化が生体に与える影響
3D 立体映像観視に際して生じる問題として代表的なものは，両眼視差角と 3D 表示方式に起因す
る，画像表示面と輻輳焦点位置の不一致という立体視の原理的な問題と，左右眼の映像差（サイ
ズ，輝度，ゆがみ，位置ずれ，色ずれ，時間ずれ）に起因する視覚愁訴の問題がある．前者につい
ては，「調節輻輳矛盾説」［6,7］が一般に信じられていたが，共同研究者らの先行研究においては，
3D 立体映像であっても自然視状態と同様に水晶体調節焦点は仮想映像に追随して移動しているこ
とが計測されている［8-10］．しかし，3D 立体映像による生体影響（3D 酔い，視覚疲労）の原因につ
いては，先に述べたように完全に解明されたわけではない［11］．3DＣ安全ガイドライン［12］では，時
間的空間的に急な視差角変化は疲労の原因になるので避けるのが望ましいと述べている．山賀ら
［7］は，2D 映像と 3D 立体映像視聴時の比較を行っており，交互に視聴した際の眼球運動を測定す
ると輻輳角がステップ状に変化し，この変化における輻輳応答時間や収束特性を分析することで視
覚への影響を評価できる可能性があると述べている．さらに，立体視聴時の焦点距離と輻輳距離の
矛盾に起因する眼精疲労は，主観的にはとらえることができないくらい小さい，もしくは個人差が大き
いものであったとも述べている．江本ら［13］は，立体画像観視にともなう融像幅の変化について，融
像幅の変動が疲労の指標となる可能性があると報告している．これらを鑑みると，小さな視差量を連
続的に処理できる映像構成と，多数の視差量を持つ積層された映像を段階を踏んで処理できる提
示時間を確保することで，融像限界が拡張され，かつ疲労や視覚愁訴の発生を抑えることができると
考えられる．一方，連続的に注視点を移動させ，視差情報を処理する余裕のない急激な視差角の変
化，ステップ幅の大きい複数の 3D 立体映像などが，視覚愁訴を誘起しやすくなり，融像限界の拡張
を阻害する要因となると考えられる．
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3.5 まとめ

本研究では飛出し量が大きくても多くの人が無理なく見ることができる 3D 立体映像の条件を把握
することを目的とし，3D 立体映像の視差角を等分する中間画像の挿入による融像限界に変化がある
かを検証した．実験では，中間画像挿入前・後の融像限界の変化について，枚数別・年齢群別に比
較・検証した．その結果平均 1.3 度の拡張があり，中間画像の存在により，飛出し量を等分した小さ
い視差角で段階を踏んで輻輳と水晶体調節位置を合わせることができるためと考えられる（図 3-1）．
本研究では中間画像の枚数別および年齢群別による効果に有意な差はなかったが，14 枚が最も融
像限界の拡張幅が大きかったことから，今後は，融像限界が増大した際の中間画像の枚数の違いに
よる見やすさも含めた検証を行う必要がある．また，本研究において，中間画像の枚数が多いほど融
像限界が拡張したという大島ら［4］の先行研究とは異なった結果が出たことは,実験参加者が多人数
にて時間が確保できなかったことから，１枚から 14 枚の中間画像の枚数別のうちよく見えたと回答し
たグループのみの計測であったことが要因と考えられる．次回の実験ではすべての実験参加者での
計測を行う予定である．
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第４章 注視点の移動にともなう３Ｄ立体映像の見
やすさ
4.1 はじめに
3D 立体映像の観視時は，十分な画面輝度であれば，瞳孔の縮瞳によって深い被写界深度が得
られる．結果，視距離 2m 以遠はボケを感じることなく観視できる[1,2]．一方，近年普及が著しいタ
ブレット端末は，手に持って使用するため視距離は数十㎝であり，被写界深度の効果はほぼ期待で
きないと考えられるが，3D 立体映像が融像できない等の問題はほとんど聞かれない．理由の一つ
は，「3D 立体映像の快適視差量は±1.0 度」というガイドラインにより制限されているためであるが，
視差量 1.0 度の飛出しは，視距離 500mm で 64mm と 1 割程度であり，「飛出す映像」というキャッ
チコピーから，ダイナミックな飛出しを期待するユーザーには物足りない数値といえる．もう一つは，
ハンドヘルドでの使用環境下では，飛出し量の大きさに比べ，見やすさの低下が少ない可能性が考
えられる．本研究では，3D 立体映像自体をどこまで認知できるのかの検証を目的として，注視点の
位置（画面上）に画像を固定した場合と，視標自体に視差量を持たせた（眼前に飛出した視標とし
た）場合の 3D 立体映像の見え方を比較した．注視点の移動による 3D 立体映像の見やすさの変化
について実験を行ない，飛出し側，引込み側それぞれについて考察を加えた．
実験 1 では，デスクトップ用ディスプレイを用いて視距離 1.0m で実験を行った．実験 2 では，高
解像度のモバイルデバイスを用いて，実際の使用環境で視距離 0.4m にて同実験を行い検証した．
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4.2 方法

4.2.1

実験参加者

1) 実験 1：コンピュータ用ディスプレイを用いた実験
本研究の実験参加者は，13 歳から 74 歳の男女 56 名（mean：38.2，SD：13.9）であった．
日常生活において，読書など近見作業をする場合に眼鏡，コンタクトレンズを使用している
ものは，装用して実験に参加した．Colleen MacLachlan ら[3]によれば瞳孔間距離（IPD）
が 14-15 才で 60mm 程度になること（表 4-1），また 3D 立体映像の制作現場では，多くの場合
成人用の視差量（左右眼画像の距離）を 60mm としていることから，IPD 60mm 以下の 13 名
を子供と想定し，「狭い」とした．また，日本人成人男子の IPD の平均である 65mm 以上[4]
の 17 名を「広い」とし，61～64mm の 26 名は「中間」の 3 群に分けた．実験に際しては，
実験参加者には事前に充分にインフォームド・コンセントを行っている．なお，本実験は名
古屋大学情報科学研究科の倫理審査委員会の承認を得て実施している．

表 4-1

年齢と瞳孔間距離(IPD)の変化(f:female, m:male)

2) 実験 2：タブレットデバイスを用いた実験
実験 2 の実験参加者は，14 歳から 79 歳の男女 145 人（mean： 44.7，SD：16.8）であった．145 人
のうち，一部は実験 1 の実験参加者を含むが同一の集団ではない．実験参加者は，実験 1 と同様
に日常生活において，読書など近見作業をする場合に眼鏡，コンタクトレンズを使用しているもの
は，装用して実験に参加した．実験参加者には事前に充分にインフォームド・コンセントを行ない，同
意を得ている．なお，本実験は名古屋大学情報科学研究科の倫理審査委員会の承認を得て実施し
た．
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4.2.2 実験デザイン
1) 実験 1,2 共通部分
実験は，ディスプレイに表示された視標を注視した状態で，その前後に飛出し，または引込んで提
示される 3D 立体映像がどのように見えるかを評価した（図 4-1 左）．

図 4-1

初期画像(左)

中心視範囲(中)

評価基準と値(右)

上下 3 つのセルの中心間距離はそれぞれ 57 ピクセルで，視角 1 度に相当し，中心の視標を注視
した場合，「前」「後」の評価画像はわずかに中心視の範囲にかかる（図 4-1 中）．評価画像は，視標
から前後に 0.125D（ディオプトリ）刻みで視差量が増加し，4 段階表示される．試行は実験 a，b で各
4 回の合計 8 回，評価基準は，「はっきり見える：0」「ぼやけている：1」「二重像になっている：2」「完
全に分離している：3」の 4 段階である（図 4-1 右）．4 段階の評価では，0（または 1）までは融像して
いるが，2，3 の評価については融像領域を超え，破綻していると考えられる．評価画像がぼけている
か二重像になっているかについては，「少しだけずれた二重像なのか，ぼやけているのか」等，口頭
で確認しながら聞き取り調査を行った．

2) 実験プロトコル
実験は，視標を画面位置に固定した実験 a と，視標自体を画面から飛出した位置に設定した実験
b の 2 種類の試行を課した．
(1) 実験１a と実験 2a（視標を画面位置に固定での 3D 立体映像の見え方の比較）
実験 1a は， 視標✠は画面位置（1.0D）に固定した状態で，4 枚の評価画像の視差量は，画面位
置を挟んで前後に 0.125D 刻みで 4 段階変化させた．評価画像の飛出し位置は，1.125D，
1.25D，1.375D，1.5D と変化する，評価画像の引込み位置は，0.875D，0.75D，0.625D，0.5D と
なる（図 4-2 左）．実験参加者は視標✠を注視した状態で，飛出し画像の「前」がどのように見えるか
評価を行ない，次に引込み画像の「後」を同様に評価した．それぞれの試行および前後の評価画
像を飛出し側は，1-1F～1-4F，引込み側は 1-1B～1-4B とする．
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38.1cm
36.4cm
34.8cm
33.3cm

図 4-2

実験 1a 視標，評価画像の位置(左)

実験 2a 視標，評価画像の位置(右)

＊各指標の位置は，眼前からの距離をディオプトリ（距離(ｍ)の逆数）で示した

実験 2a は，視標✠は画面位置（2.5D）に固定した状態で，4 枚の評価画像の視差量は，画面位置
を挟んで前後に 0.125D 刻みで 4 段階変化させた．評価画像の飛出し位置は，2.625D，2.75D，
2.875D，3.0D と変化する，評価画像の引込み位置は，2.375D，2.25D，2.125D，2.0D となる（図 42 右）．実験参加者は視標✠を注視した状態で，飛出し画像の「前」がどのように見えるか評価を行な
い，次に引込み画像の「後」を同様に評価した．それぞれの施行および前後の評価画像を 1-1F～
1-4F, 1-1B～1-4B とする．
(2) 実験 1b と実験 2b（視標自体に視差量をもたせた 3D 立体映像の見え方の比較）
実験 1b は，視標と評価画像との視差量は実験１a と同じであるが，引込み側の評価画像を画面位
置（1.0D）に固定している．視標と評価画像の視差量は 0.125D 刻みで増加するため，視標位置
は，1.125D，1.25D，1.375D，1.5D と変化する．同様に飛出し側の画像は，0.25D 刻みで 1.25D，
1.5D，1.75D，2.0D と変化する（図 4-3 左）．したがって，視標と評価画像の視差量は実験 a と同じ
でありながら，実験 b では，実験参加者は画面よりも飛出した視標を注視しつつ，視標よりもさらに飛
出した「前」画像と，画面位置にある「後」画像をそれぞれ評価することになる．それぞれの試行およ
び前後の評価画像を飛出し側は，2-1F～2-4F，引込み側は 2-1B～2-4B とする．
実験 2b は，視標は画面位置（2.5D）に固定した状態で，4 枚の評価画像の視差量は，画面位置を
挟んで前後に 0.125D 刻みで 4 段階変化させた．評価画像の飛出し位置は，2.625D，2.75D，
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2-1B

図 4-3

2 -2B

2-3B

2-4B

2-1B

実験 1b 視標，評価画像の位置(左)

2 -2B

2-3B

実験 2b 視標，評価画像の位置(右)

＊各指標の位置は，眼前からの距離をディオプトリ（距離(ｍ)の逆数）で示した

2.875D，3.0D と変化する，同様に飛出し側の画像は，2.75D，3.0D，3.25D，3.5D となる（図 4-3
右）．実験参加者は視標を注視した状態で，飛出し画像の「前」がどのように見えるか評価を行ない，
次に引込み画像の「後」を同様に評価した．それぞれの試行と前後の評価画像を，2-1F～2-4F，21B～2-4B とする．

2) 実験 1,2 の相違点
実験 1 と実験 2 の実験条件の相違点を以下に述べる．ディスプレイは，実験１では SAMSUNG 社製
Ｓ23Ａ950Ｄ（23 インチ，液晶シャッター方式）で液晶シャッターメガネを使用し，視距離は 1.0 m（1.0
D）．実験 2 では TRULY Electronics 社製 A6100（10.1 インチ 1920×1200 ピクセル，パララックス
バリア方式）で裸眼 3D 方式であり，手に持って使用する状況を想定し，視距離は 3H(ディスプレイの
画面高さの 3 倍)の 0.4 m（2.5D）とした．実験参加者には，試行前に初期画像（「前」の文字に 2 ピ
クセルの視差がついた 3D 立体映像）を提示し，3D に見えること，0.4 m〜0.2 m 程度の距離でピン
トが合うかどうかを確認して実験を開始した．使用したコンテンツは両実験とも「✠」マルテルクロス映
像（図 4-1 右）を用いているが，実験 1 は，明室環境（水平（上向き測定）870 lx，垂直（ディスプレイ
向き）308 lx），実験 2 では被写界深度の影響を最小にするため暗室条件で実験を行った．実験環
境の照度は，実験参加者の着席位置で，水平照度（上向き測定）1.3
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lx，画面照度（ディスプレイ

向き）1.1 lx であった．画面輝度は，視標の緑色部分 16.5 cd/m 2 ，背景（黒） 0.19 cd/m 2 であっ
た．実験の状況を図 4-4,4-5 に示す．
また，実験 1 では，実験 a,b を a,b の順で施行し，実験後に追加実験により練習効果がないことを
検証した．実験 2 では，実験 a,b の試行順は実験参加者ごとに，ランダムに行なった．

図 4-4 実験 2 の状況

図 4-５ 実験の模式図

＊実際には暗室環境で試行

4.2.3 統計分析

瞳孔間距離の違いによる 3 群（狭い，中間，広い）間の 3D 立体映像の見え方の違いを，独立サン
プルによる Kruskal-Wallis の検定により分析した．また，同一位置の評価画像については，評価
の値（図 4-1 右）の「はっきり見える: 0」〜「完全に分離している: 3」について Wilcoxon の符号付
順位検定により比較した．分析は SPSS Statistics ver.19 を用いて行った．なお，統計学的な有
意性は危険率 5％以下で判断した．

4.3. 実験 1 の結果と考察
4.3.1 結果
1) 瞳孔間距離の差による見やすさの違い
瞳孔間距離別の 3 群（狭い，中間，広い）について，独立サンプルによる Kruskal-Wallis の検
定を行なったところ，いずれの群間においても有意確率は 0.05 より大きく，瞳孔間距離の差により，
見え方に差があるとは言えない結果となった．ただし，本実験においては，視標を注視した状態で評
価画像を見るという試行であり，当研究室の先行研究において，単独の視標を注視した場合の 3D
立体映像の飛出し距離の認識は，実験参加者の瞳孔間距離によって差が生じている[5]．

41

2) 同一視差量における見え方の違い
実験 a,b の 4 段階の飛出し，および引込み画像の見え方の評価を表 4-2，図 4-6 に示す．図 46 で実験 a と b の飛出し側，実験 a と b の引込み側を比較すると，飛出し，引込みともに，実験 b の
方が「はっきり見える」と回答した実験参加者の割合が多いことがわかる．

表 4-2 実験 a,b における注視点の移動による 3D 立体映像の見え方の評価

実験 a 飛出し側
図 4-6

実験 b 飛出し側

実験 a 引込み側

（n=57）

実験 b 引込み側

実験 a,b における飛出し側,引込み側どうしの比較

3) 同一位置の評価画像の見え方の違い
図 4-6a の 1-2F と，図 4-6b の 2-1F は，どちらも評価画像の飛出し位置が 1.25D であるが，「は
っきり見えた」割合は 2-1F の方が多かった．Wilcoxon の符号付順位検定でも 2-1F の方が 1-2F に
比べ有意（P<0.001）に見えていた（図 4-7 左）.また，1-4F と，2-2F も評価画像の飛出し位置は 1.5
D で同じであるが，やはり 2-2F の方が「はっきり見える」の割合は多かった．検定結果でも 2-2F の方
が 1-4F に比べ有意（P<0.001）にはっきり見えていた（図 4-7 右）．
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4) 試行順序入れ替えによる検証
実験 a,b は，a から b の順で試行したため，練習効果が出ていないことを検証するため追加実験を
行い，実験 b から実験 a の順序で行なった．実験 a から実験 b の順序で行なった結果と同様に，実
験 b の方が「はっきり見える」と答えた割合が多かった．Wilcoxon の符号付順位検定でも評価画像
の飛出し位置が 1.25D の場合 2-1F の方が 1-2F に比べ，評価画像の飛出し位置が 1.5 D の場合
も 2-2F の方が 1-4F に比べ有意（P<0.05）にはっきり見えていた．

図 4-7

同一飛出し量の比較（1-2F vs 2-1F)(左)

(1-4F vs 2-1F）（右）

4.3.2 考察
1) 同一視差量における見やすさの比較
実験 a,b で，各実験参加者が評価した見え方の値（図 4-1 右）の「はっきり見える : 0」〜「完全に
分離している : 3」について，実験 b の評価値から実験 a の評価値を減じて，Wilcoxon の符号付順
位検定により比較した．
視標からの視差量が 0.125D の（2-1F） −（1-1F）から，0.5D の（2-4B） − （1-4B） まで，飛び出
し，引込み各 4 通りの計 8 通りについて検定した．評価値は，はっきり見えるほど小さい数値である
から，実験 b−実験 a で負の順位が出た場合，実験 b の方が明瞭に見えていることになる．
視差量が同じでありながら，実験 2 の方がよりはっきり見えている結果となったのは興味深い点であ
り，特に，引込み側については，画面上の視標を注視してそこから引込んだ評価画像を見るよりも，
画面から飛出した視標を注視して，そこから引込んだ評価画像を見る方がはっきり見えている．従来
言われていた「ピントは画面に合う」という説が正しいのであれば，視標も評価画像も画面に表示され
ており，かつ画面上の視標を注視している実験 a の方がよく見える結果となるのが妥当である．また
は，どちらの実験においても画像が表示されているのは画面であるから，実験 a,b とも同じ見え方に
なるはずである．上記の結果に加えて，飛出し側の評価については，有意な差までは大きくなかった
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が，（2-1F）−（1-1F）で負の順位が出ている．両者は，視標から評価画像までの視差量は同じである
が，評価画像の位置は，2-1F では 1.25D，1-1F では 1.125D で，画面からの距離は 2-1F の方が
大きく，ディオプトリで 2 倍の開きがある．これらのことから，画面から引込んだ，奥行き側に深い 3D
立体映像ではなく，画面から飛出したコンテンツを注視した状態を基準に，そこより引っ込んだコンテ
ンツを観視する方が見やすい映像になる可能性が示唆された．

2) 飛出し側の 2 試行の比較
実験 a の 1-2F と，実験 b の 2-1F は，評価画像の飛出し位置が 1.25D で同じである．同様に 14F と 2-2F も飛出し位置が 1.5D で同じである．両者を比較したところ，どちらも 0.01 より小さい有意
確率であり，有意に差がある結果となった．2 つの試行については，評価画像の飛出し位置は実験
a,b で同じであるが，実験 b については，画面と評価画像の間に視標が入る形になっていることが大
きな違いである（図 4-8）．大島らは「両眼立体視における視差情報の処理機構」[6]で，ある視差量
を持つ 2 枚の図形（図 4-9 左）だと，0.3 度程度の視差量で融像限界を超えてしまうが，2 枚の間に
補助図形を入れることで，融像限界視差量が最大 0.8〜1.0 度に増加した（図 4-9 右）と述べている．
本実験では，実験 b の視標そのものが飛出している状態が，大島らが述べている補助図形を入れた
状態に近いと考えられる．

図 4-8 同一飛出し量の条件比較

図 4-9

補助図形なし(左)と補助図形あり(右)

3) 試行順序入れ替えによる検証
実験 a,b の試行で，練習効果が出ていないことを検証する追試結果を，比較したところ，同じく有意
に差がある結果となった．実験 a,b と，順序入れ替え検証実験の結果はいずれも，同じ飛出し位置
の評価画像を見る場合であっても，飛出している評価画像を直接見る場合よりも，画面と評価画像の
中間位置に輻輳焦点と水晶体調節焦点を移動し，そこから評価画像を見た方が，見やすくなる可能
性が示された．このことは，大きな視距離を持たず，被写界深度の効果を期待できないモバイルデバ
イスの 3D 立体映像表示に有効にはたらく可能性がある．画面に対して大きな視差量を持たせた単
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一のコンテンツであれば簡単に融像限界を超えてしまうが，段階的にコンテンツを重ねた映像づくり
を行えば，通常の限界を越えた視差量の 3D 立体映像を提供できる可能性がある．また，デジタルサ
イネージの分野においても，宣伝対象のコンテンツとさらにその前の文字情報を組み合わせること
で，単純な 2 つのコンテンツの融像限界以上の視差量が確保できる．また，従来の安全ガイドライン
に沿って作られたコンテンツの前に更に飛び出させた文字情報を付加することも可能となる．

45

4.4 実験 2 の結果と考察

4.4.1 結果
1) 実験 a，実験 b の主観評価値の割合
実験 a，実験 b の実験参加者 145 人中，試行途中の聞き取りにより 3 つの視標が斜めに並んでい
ると回答した実験参加者 20 件は試行途中より単眼視になっていると考えられるため，母集団から除
き，有効回答数を 125 件とした．分析に際しては，左右眼用の画像を融像できているもの（評価値が
0 または 1 のもの）を中心に分析した．
4 段階の，飛出し，および引込み画像の見え方の評価を表 4-3，図 4-10 に示す．実験 a と実験 b
の飛出しおよび実験 a と実験 b の引込みについては，表 4-3 の評価値 0 または 1 の回答数は，視
差量が増加するにつれて減少していた．視標からの視差量が同じ段階（例．1-1F と 2-1F）の飛出し
については，実験 a，実験 b とも同じような見え方をしている．また，引込み側 1-1B と飛出し側 1-1F
とを比べると引込み側の評価値（図 4-1 右）0，の割合が高いことがわかる．1-2Ｆと 1-2Ｂ，1-3Ｆと 13Ｂ，1-4Ｆと 1-4B も同様の結果であった．

表 4-3

実験 a,b における注視点の移動による３Ｄ立体映像の見え方の評価

(n=125)

図 4-10 実験 2 と実験 1 の見え方比較（グラフ左側（幅広,濃色）が実験 2,右側（幅狭,淡
色）が実験 1）
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2) 視標からの視差量が同一の場合の見え方の比較
実験 b と実験 a の飛出し側画像について，実験 b の評価値から実験 a の評価値を減じて比較し
た．視標からの視差量が 0.125D の 2-1F の評価値 0 または 1，の平均値から 1-1F の評価値 0 ま
たは 1，の平均値を引いて，（2-1Ｆ）－（1-1Ｆ）の見え方の比較をした．同様に視差量 0.25D の（22Ｆ）－（1-2Ｆ），視差量 0.375D の（2-3Ｆ）－（1-3Ｆ），視差量 0.5 D の（2-4Ｆ）－（1-4Ｆ）まで，飛
出し側の 4 通りについて比較した結果は，（2-2F）－（1-2F）と（2-3F）－（1-3F）で実験 a の方が有
意（P<0.01）によく見えていた（図 4-10）．

3) 同一位置への飛出し側 2 試行の比較
実験 a の 1-2F と，実験 b の 2-1F は，評価画像の飛出し位置が 2.75D で同じである．同様に 14F と 2-2F も飛出し位置が 3.0 D で同じである．両者を比較したところ，2-1F，2-2F が有意（P<0.01）
によく見えている結果となった（図 4-11，12）．

図 4-11

同一位置評価画像

図 4-12

同一位置の評価画像の見え方の比較

4.4.2 考察
1) 主観評価値と割合
本研究では，実験 1 で用いたデスクトップディスプレイではなく，3D 表示対応のモバイルデバイス
で実験を行った．
視距離は 0.4m と短距離で，実験 1 の明条件に対し暗条件である点で被写界深度による視力の
補償が得られない点で，実験 1 よりも厳しい条件であり，評価値は下がると予想されたが，実験 b の
引込み側以外は，実験 1 と同様の傾向を示している（図 4-10）．厳しい条件にもかかわらず評価値
が実験 1 同様に出ている理由は，今回使用したモバイルデバイスの 3D 表示方式が，裸眼 3D（パラ
ラックスバリア）方式であることがあげられる．実験 1 では，液晶シャッター方式であり，シャッターメガ
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ネにより，透過率は 40％程度であり，裸眼方式と比べると鮮明度やコントラスト比の低下が見られた．
一方，今回の裸眼 3D 方式では，上記の光量の低下が少なく 3D 立体映像の観視の点では有利であ
ったと考えられる．また，栗林ら[7]は，視距離が短い場合には，ボケの発生により像のエッジが不確
定になり二重像として知覚し難くなるため融像限界が拡大するのではないかと述べている．笠井ら
[8]は，ボケ像を注視した時の調節量は常に増加すると報告しており，前方ボケに対して水晶体調節
とそれにともなう調節性輻輳により融像限界の拡大につながったと述べている．これらの要因も，見え
方の分布が実験 1 と同様であったことに影響していると考えられる．
しかし，このような融像限界の拡大要因を加えたとしても実験 b の引込み側の，特に 2-3B，2-4B
については，実験 1 の結果と比べて，評価値（図 4-1 右）「はっきり見える： 0 」と評価した割合が高
い．これは，試行途中で融像限界を超え，両眼視から単眼視に移行し，かつ，単眼状態であることを
自覚していない実験参加者が存在していると考えられる．試行の最初には両眼立体視していたた
め，単眼状態に移行しても立体に見えていると感じ，実際にはどちらか一方の眼で画面上の 2D 画
像を観視しているため，「はっきり見える」と回答していると考えられる．

2) 視標からの視差量が同一の場合の見え方の比較
実験 b と実験 a の飛出し側画像について，実験 b の評価値から実験 a の評価値を減じて 4 通り
比較した．評価値は，はっきり見えるほど小さい値であるから，（実験 b）－ (実験 a)で負の順位が出
た場合，実験 b の方がよく見えていることになる．実験 1 では，飛出し側では有意差はなかったが実
験 a の方がよく見えている傾向にあった．本研究では（2-2F）－（1-2F），（2-3F）－（1-3F）では，実
験 a の 1-2F，1−3F の方が有意（P<0.01）によく見えている結果となった．栗林ら[7]の先行研究で
は，3D 立体映像の飛出しと引込みの融像については，視距離を短くした場合は，引込み側のみ融
像限界の拡大が見られ，飛出し側の拡大は見られなかったと述べており，近距離になると融像が難
しくなることが本研究からも推測された．しかし，引込み側については，実験 a より実験ｂの方が高い
割合でよく見えていたことから，実験 1 と同様に，画面位置から奥行き側に深い 3D 立体映像ではな
く，画面から飛出したコンテンツを注視した状態を基準に，そこより引込んだコンテンツを観視する映
像を作った方が見やすい 3D 立体映像になる可能性が示唆された．

48

4.4.3 同一位置への飛出し側 2 試行の比較
1-2F と 2-1F， 1-4F と 2-2F は飛出し位置が同じである．2 組の比較は，どちらも実験 b が有意
（P<0.01）によく見えている結果となった（図 4-12）．実験 a，実験 b では，評価画像の飛出し位置は
同じであるが，実験 b は，画面と評価画像の間に視標が入る形になっていることが大きな違いであ
る．大島ら[6]は，ある視差量を持つ 2 枚の図形だと，0.3 度程度の視差量で融像限界を超えてしまう
が，2 枚の間に補助図形を入れることで，融像限界視差量が最大 0.8〜1.0 度に増加した（図 4-13）
と述べている．
本研究では，実験 b は，視標が画面と評価画像の間に入っていることが，大島らが述べている補
助図形を入れた状態に近いと考えられる．実験 a と比較して，実験 b の方が，よりはっきり見えている
のは，1 つにはこのような補助図形の効果による融像限界の増加があると考えられる．

図 4-13 立体映像と補助画像の有無
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4.5

まとめ

本研究では，注視点の手前側と奥行き側をどこまで無理なく立体視できるかを検証することを目的
に実験を行なった．実験 1 [9]では，裸眼 3D 対応のタブレットに表示される解像度が要求より低くな
る点と，基礎データの収集を目的としているため，当研究室の先行研究と比較検討が可能なように
水晶体調節測定実験[4]と同一の機材と実験条件（ディスプレイ，視距離）で行なった．実験 2 では，
Full HD 画像が表示可能なタブレットを用いて，実際の使用で想定される視距離 0.4m で実験を行な
った．実験結果から，実験 a および実験 b ともに同一の視差量であれば，画面に固定された視標か
ら奥行き側を観視するよりも，すでに飛出している視標から奥行き側を見る方が見やすい可能性が
示唆された．また，2 つの画像の間に補助画像を挟むことで，融像域が広がる可能性も示唆された．
この結果は，コンテンツの製作方法（遠景と近景の重ね合わせ）で，融像限界が拡大するのであれ
ば，視距離が短く，被写界深度の効果を期待できないモバイルデバイス用 3D 立体映像の表示に有
効であると考えられる．画面サイズの小さいモバイルデバイスに対して，単独のコンテンツが大きな視
差量を持っていれば，簡単に融像限界を超えてしまうが，段階的にコンテンツを重ねた映像づくりを
おこなえば，現在の「視差量±1.0 度」の規制を越えた飛出し量の 3D 立体映像を安全に提供できる
可能性がある[5,10]．このことはモバイル端末での使用のみならず，デジタルサイネージの分野でも
有効に働く可能性がある．
実験 2 では，実験条件のうち，環境照度については，被写界深度の影響を最小にするためと，映
り込みによる奥行知覚への影響を避けるため暗室条件で行なったが，今後，実際の使用環境に合わ
せた明条件での検証と，融像できない実験参加者の条件の検証を行う予定である．
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第５章 ３Ｄ立体映像のクロストークが立体知覚
におよぼす影響

5.1 はじめに
両眼視差を用いる 3D 立体映像の観視時には，3D 表示方式によってはクロストークの発生により快
適な観視環境が阻害される場合がある［1-6］．映画や家庭用テレビで用いられることが多い偏光フィ
ルター方式のディスプレイでは，右眼用画像と左眼用画像は完全に分離していることが望ましいが，
様々な条件により他方の眼の映像が映りこんでしまう．これをクロストークという［ 7-8］．先行研究で
は，Patterson らは，3D 立体映像を快適に観視する上でのクロストーク量は 5％未満であると述べて
いる［9］．本研究では，クロストークを人為的に発生させ，クロストーク量の変化が 3D 立体映像の融
像限界および飛出し量の知覚に与える影響を検証することを目的とした．なお，本実験は名古屋大
学情報科学研究科の倫理審査委員会の承認を得て実施した．

5.2 方法

5.2.1 実験参加者
本研究の実験参加者（participants）は，14 歳から 79 歳の男女 65 名で，人間の視機能の変化の
特徴に応じて 29 歳以下を若年群，30 歳以上 44 歳以下を壮年群，45 歳以上 64 歳以下を中年群，
65 歳以上を高年群とし 4 グループに分けた．若年は十分な調節力がある群，壮年は，調節力は少し
弱っているが生活に支障がない群，中年は近見作業にやや支障があり老眼鏡の必要な人もいる群，
高年は老視が進行し近用矯正なしでは近見作業が困難な群として区分した［10］．年齢別の内訳を
表 5-1 に示す．実験参加者は裸眼，もしくはメガネ・コンタクトレンズによる矯正を行い，近見視に支
障のない視力でかつ，両眼立体視ができることを確認して実験に参加した．実験参加者には，事前
に十分にインフォームド・コンセントを行い，同意を得ている．
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表 5-1

実験における年齢群の区分

年齢層

年齢区分

人数

男

女

平均（歳）

標準偏差（歳）

若年

14-29

18

12

6

21.2

±5.4

壮年

30-44

15

3

12

39.2

±4.1

中年

45-64

27

8

19

52.1

±5.9

高年

65-79

5

3

2

74.0

±4.7

5.2.2 実験デザイン
クロストークが 3D 立体映像の立体視に与える影響を検証するために，次の手順でクロストーク率を
変化させ，実験参加者が認知した飛出し量を測定した．
実験参加者は液晶シャッターメガネをかけ，ディスプレイ面と眼の距離が 1.0 m になるように椅子に
座り，左右眼の中心とディスプレイの中心が一致するように位置を調節した．ディスプレイに視標を提
示し，クロストーク量を 0％から 3，5，8，10，20，30，40％の順に増加させ，実験参加者が知覚した
各々の飛出し量を回答させた（図 5-1）．測定には，3 枚の視標（上視標，中央視標，下視標）を用
い，中央視標の右眼用画像には右眼用画像に加え，左眼用画像のクロストークを上記のパーセント
のクロストーク量で表示し，左眼用画像にも同様にクロストーク画像を加えて表示した．（図 5-2），中
央視標は視差量 0.5 度（画面から約 0.12m の飛出し位置）に固定してあり，上視標と下視標の視差
量は同一で，視差量-1.0 度（画面から奥に約 0.37 m）から ＋1.0 度（画面から手前約 0.22 m） の間
で前後に調節できるようにした．上・下視標を前後に動かし中央視標の飛出し位置と一致（3 枚が一
直線上に位置）したと実験参加者が知覚したら，その視差量を飛出し量とした．作成したコンテンツ
は，背景を黒，視標の色は上視標・中央視標・下視標すべて「緑」とした．実験模式図を図 5-3 に示
す．

図 5-1

クロストークの例（右眼用飛出し画像，向かって右側がクロストーク画像）
（左：クロストーク 0%，中：10%，右：30%）
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上視標
クロストーク

中央視標

下視標

図 5-2

コンテンツの仕様

（上：右眼用画像，下：左眼用画像）

5.2.3 実験コンテンツ
実験で使用した 8 種類のコンテンツを作成するために，実験の視距離と同じ 1.0 m の距離に輝度
計（図 5-4）を設置し，液晶シャッターメガネ越しにディスプレイに表示されている視標の輝度を測定
して，クロストーク率を計算した．そして，背景の黒の輝度と緑の輝度とを測定し，次に，差に対する
3，5，8，10，20，30，40％のアルファ値を求めた（表 5-2）．アルファ値とは，コンピュータが扱うデジ
タル画像データにおいて，画像ごとに設定された透過度のことである．計測範囲は 0～255 で，完全
な透明（無色：0）から完全な不透明（背景の色を全く通さない黒色：255）まで設定することができる.

表 5-2

クロストーク率とアルファ値

クロストーク率（％）

アルファ値

0

0

3

19.49

5

53.68

8

85.13

10

100.6

20

146.45

30

173.58

40

192.84

図 5-5
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実験環境

画面から奥に0.37ｍ（視差量－1.0°）

画面から手前0.22ｍ（視差量＋1.0°）
上下視標可動域

1.0ｍ

画面から0.12ｍ（視差量0.5°固定）

上視標

中央視標
下視標

1.0Ｄ

1.37ｍ

図 5-3

実験模式図

1ｍ

輝度計

液晶シャッター
メガネ
三脚

Samsung Syncmaster SA950
ディスプレイ

図 5-4

輝度計測状況

＊輝度計前面に液晶シャッターメガネを固定して輝度を計測した
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5.2.4 実験環境
実 験 は暗 室 内 で 行 った ．実 験 の 様 子 を 図 5-5 に 示 す ．本 実 験 で は，液 晶 シャッ ター 方 式 の
Samsung Electronics 社製 Syncmaster SA950 と付属の専用液晶シャッターメガネを使用した．詳細
情報を表 5-3 に示す．なお，3D 表示方式はトップアンドボトム方式を使用した．

5.2.5 分析方法
実験の分析方法は，各クロストーク率（0，3，5，8，10，20，30，40％）において計測された飛出し量
（クロストーク率を因子とする飛出し位置の違い）について一元配置分散分析を 行った．さらに，
Tukey-Kramer の多重比較を用いて，クロストークなし（0%）と 3〜40％のクロストーク率における飛出
し量との検定を行った．なお，本分析では有意水準を 5％とした．

1) 年齢群別：クロストーク率別飛出し量の比較
2) 全実験参加者：クロストーク率別飛出し量の比較

表5-3 ディスプレイ情報
メーカー

Samsung

３Ｄ方式

液晶シャッター方式

メーカー型番

Sincmaster SA950

画面サイズ

23インチ

解像度

1920x1080

リフレッシュレイト

120Hz
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5.3 結果

5.3.1 年齢群別：クロストークの比率と飛出し量
実験では，すべてのクロストーク率の場合で，中央視標の飛出し量を 0.5 度（視距離 1m のディスプ
レイから約 0.12m の飛出し）に設定していた．クロストーク率が 0％の場合には，実験参加者全体の
平均は，ほぼ 0.5 度（0.46 度;約 0.11m）の飛出しとして認知された．
若年，壮年，中年，高年群のすべての群において，クロストーク率が増加するにつれて，実験参加
者が知覚した飛出し量が減少していた．また，クロストーク率が 0％の飛出し量を基準として他の比率
との比較をしたところ，若年，壮年，中年群では， クロストーク率 30％と 40％において，0％と比較し
て知覚された飛出し量が有意に減少していた（図 5-6,図 5-7,図 5-8）．高年群では，有意な差は見
られなかった（図 5-9）が，クロストーク率の増加にともない，知覚された飛出し量の減少は見られた.
ここで有意差が認められなかったのは，高年群の例数が 5 名と少なかったためと思われる．

図 5-6 若年群：クロストーク率別の視標知覚位置の平均

図 5-8 中年群：クロストーク率別の視標知覚位置の平均

＊設定された飛出し量はすべて 0.5 度（約 0.12m 飛出し）

＊＊：P<0.01

＊設定された飛出し量はすべて 0.5 度（約 0.12m 飛出し）
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図 5-9 高年群：クロストーク率別の視標知覚位置の平均

図 5-7 壮年群：クロストーク率別の視標知覚位置の平均

＊設定された飛出し量はすべて 0.5 度（約 0.12m 飛出し）

＊設定された飛出し量はすべて 0.5 度（約 0.12m 飛出し）
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5.3.2 全実験参加者：クロストーク率別の飛出し量
実験参加者全体での，クロストーク率別の飛出し量の比較では， クロストーク率 3％から 10％まで
はほとんど飛出し量の減少は見られなかったが，クロストーク率 20％では，0％と比較して知覚された
飛出し量が有意（P<0.05）に減少,クロストーク率 30％，40％では，0％と比較して知覚された飛出し
量が有意（P<0.01）に減少していた（図 5-10）.

図 5-10 全実験参加者：クロストーク率別視標知覚位置の平均
＊設定された飛出し量はすべて 0.5 度（約 0.12m 飛出し）

図 5-12

図 5-11

年齢群別：クロストーク率別立体視率

＊設定された飛出し量はすべて 0.5 度（約 0.12m 飛出し）
＊立体視率とは（飛出し）が認知できた実験参加者の割合

全実験参加者：クロストーク率別立体視率

＊設定された飛出し量はすべて 0.5 度（画面から約 0.12m 飛出し）
＊立体視率とは，(飛出し)が認知できた実験参加者の割合
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5.3.3 年齢群別：クロストーク率と立体視（飛出しが認知できる実験参加者の割
合）との関連
各年齢群とも，クロストーク率の増加に伴い，立体視ができない（飛出しが認知できない）実験参加
者の割合が増加した（図 5-11）．

5.3.4 全実験参加者：クロストーク率と立体視との関連
全実験参加者においても同様に，クロストーク率が増加するにつれ立体視ができない実験参加者
の割合が増加した（図 5-12）．クロストーク率が 0％，5％，8％，10％では，立体視ができない実験参
加者はそれぞれ 0，1.5，3.1, 3.1％であった．しかし，クロストーク率が 20％になると立体視ができな
い実験参加者が全体の 10.8％となり，さらに 30％，40％では全体の 27.7％，36.9％に増加した．
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5.4 考察

5.4.1 クロストークの比率と飛出し量との関連
本実験の結果より，クロストーク率が増加するにつれ，実験参加者が知覚した飛出し量が減少する
ことが示唆された．さらに，クロストーク率 0％の場合の飛出し量と，他の比率での飛出し量とを比較
した結果, クロストーク率 20，30，40％では，知覚される飛出し量が有意に減少することが明らかにな
った．

5.4.2 クロストークの比率と立体視との関連
クロストーク率と立体視ができない実験参加者の割合との関連では，クロストーク率が増加するにつ
れ，立体視できない実験参加者の割合も増加した．また，クロストーク率が 10％以下だと，立体視で
きない実験参加者は 3.1％にとどまったが，クロストーク率が 20％で 10.8％，クロストーク率 30％で
は，27.7％，クロストーク率 40%では 36.9％にまで増加した．Patterson ら［9］の先行研究では，飛出
し量 0.5 度～2.25 度では，2～7％のクロストークの存在で画像品質が低下し，さらに両眼視の融像
限界を低下させる．また，クロストークが 5％存在すると視覚愁訴を生じさせると述べており，クロスト
ーク率は 5％未満に抑える必要があることを報告している．Patterson ら［9］の実験では，視差量を最
大 2.25 度という大きな飛出し量の認知という厳しい条件に設定しているため，許容できるクロストーク
率は 5％未満という結論になったと考えられる．また，Frank ら［11］は，視覚の快適さ（主観評価）とク
ロストークの関係について調べており，クロストーク 5％の場合は「快適さは少し減少した」であった
が，クロストーク 15％，25％では快適さが有意に大幅に減少したことから，クロストークは 5％未満で
なければならないと報告している．
上記の先行研究との違いは，Patterson らの視差量は最大 2.25 度に対し，本研究では，0.5 度の
視差量に固定して実験を行った点である．本研究は Patterson らの実験に比べ立体視しやすい環
境で行なっているため，クロストーク率の上限基準値は 10％以下の結論となった．また，一般に視差
量は大きくなるほど立体視可能な割合は減少する．長田らの先行研究[12]では，クロストークが 0％
の場合，飛出し視差量 2.4 度で立体視可能な実験参加者は 84％であった．本研究では，飛出し視
差量 0.5 度，クロストーク 0％で，100％の実験参加者が立体視可能な状態で実験を開始し，クロスト
ーク率の増加で立体視可能な実験参加者の減少を検証できている．
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5.5 まとめ
本研究では，14 歳から 79 歳の男女 65 名を対象として，クロストークの比率が立体視におよぼす
影響について検証した．実験参加者に，クロストーク率の小さい映像から視標の飛出し量を主観的
に評価させ，飛出しを知覚できなくなるまで実験を継続した．実験の結果，クロストーク率が増加する
につれ，実験参加者が知覚した飛出し量が減少する傾向が見られた．また，クロストーク率と立体視
の関係では，クロストーク率が増加すると立体視そのものを阻害することが明らかになった．飛出し量
0.5 度までの場合，クロストーク率は 10％以下に抑えることが快適な立体視に重要であることが示唆
された．
3D 映画をはじめモバイル端末や家庭用テレビにも 3D 機能が搭載されるなど，一般の人々にも 3D
映像は身近な存在になってきた．2D 映像と比べ 3D 映像では，映像酔いを含め視覚愁訴の発生が
問題となったが，発生原因については，未だ明確な答えが出されていないのが現状である．3D が映
像メディアの一分野としての地位を確立するためにも，立体視の妨げとなるクロストークの発生を抑制
し，許容範囲を示すことは，快適な観視環境を視聴者に提供する上で映像製作者にとっても視聴者
にとっても有用であり，映像観視にともなう視覚愁訴の問題解決への基礎データとしても有用であ
る．
今後は，0.5 度より大きな飛出し量でクロストーク率の影響の検証を行う予定である．
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第６章 結語

6.1 研究のまとめ
当研究室の共同研究者らの先行研究［1-3］の結果を踏まえ，飛出し量が大きくても多くの人が無
理なく見ることができる 3D 立体映像の条件を検証することを目的とし，実験参加者の主観評価によ
る 3 種類の実験を行った．
第一の実験は，コンテンツ作成における条件を探るため，3D 立体映像の視差角を等分する中間
画像の挿入による融像限界の変化について，実験参加者 137 名にて検証した．実験では，中間画
像挿入前・後の融像限界の変化について，枚数別・年齢群別に比較・検証した．その結果，中間画
像挿入後は挿入前より平均 1.3 度の融像限界の拡張があった．中間画像の存在により，飛出し量を
等分した小さい視差角で段階を踏んで輻輳と水晶体調節位置を合わせることができるためと考えら
れる．枚数別では，有意差は見られなかったが最大枚数が最もよく見えたという割合が高かった．
次に，注視点の移動にともなう 3D 立体映像の見やすさの検証を行うため，視距離１.0m（実験参加
者 56 名），と 0.4m（実験参加者 145 名）で実験を行った．結果は，双方とも同一の視差角であれば，
画面に固定された視標から奥行き側を観視するよりも，すでに飛出している視標から奥行き側を見る
方が見やすい可能性が示唆された．また，2 つの画像に補助画像を挟むことによって融像限界が広
がる可能性が示唆された．このことはモバイル端末での使用のみならず，デジタルサイネージ（広告
媒体）分野でも有効に働く可能性がある［1,4］．デジタルサイネージとは，屋外・店頭・建築物・交通
機関など，あらゆる場所で，ディスプレイなどの電子的な表示機器を使って情報を発信するシステム
を総称して呼ばれており，新しい広告媒体として注目を浴び著しい発展をしている［5］．メガネが 3D
立体映像の普及しない要因の一つとなっていることから，裸眼方式のデジタルサイネージは，3D 立
体映像の普及発展の鍵となる可能性がある．
続いて，クロストーク率が 3D 立体映像の飛出し量の知覚に与える影響を，実験参加者 65 名にて
検証した．クロストーク率の異なる 8 種（0，3，5，8，10，20，30，40％）の 3D 立体映像を視距離１.0m
のディスプレイに提示し，知覚できた飛出し量を評価した. その結果，クロストークの比率が増加する
につれ，実験参加者の知覚した飛出し量が減少する傾向が見られた.また，クロストーク率が 10％を
超えると，知覚される飛出し量は有意に減少した. クロストークの発生は，立体視に影響を与え，増加
すると立体視そのものを阻害することが明らかになった．また，クロストーク率が 10％を超えると有意
に減少しはじめたことから，視差量 0.5 度におけるクロストーク率は 10％以下に抑えることが有効で
あることが示唆された.
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6.2 今後の課題
現在の，3D 立体映像の快適視差範囲±1.0 度に準拠したコンテンツでは，飛出し映像が提示される
場面の字幕は，近景の映像に重なってしまい，視野闘争が起こり，見づらく疲労しやすい映像になって
いる．本研究の結果に基づき，コンテンツよりも視差角の大きい字幕を重ねても融像限界の拡張により無
理なく観視可能になる．ただし，現時点では実験参加者による検証段階であるため実際のコンテンツを
用いた実証実験が必要である．
快適な，3D 立体映像の観視には，クロストークの発生は少ない方がよいのは論をまたないが，実際に
はクロストーク 0 ％を達成することは難しい．本研究の結果得られた，3D 立体映像を快適に観視するた
めの飛び出し視差量とクロストーク値の関係を，クロストーク計測機に組み込むことで 3D 対応ディスプレ
イの自動評価が可能になる．ただし，本実験についても，より大きな視差量によるクロストーク値の検証が
必要となる．
中間画像を挟むことによってどのくらい融像限界が拡張するかの実験では，枚数別では時間の都合
上，一番よく見えた枚数でしか計測ができなかったことから，次回はすべての実験参加者で，すべての枚
数の測定を行う予定である．また，従来から言われていることであるが，弱視や斜視，あるいは左右眼の
極端な視力差を有する場合，両眼視差を用いる立体視，特に視差が大きい場合の立体視は困難にな
る．本研究においても一部の実験参加者に両眼立体視ができない人や途中から単眼視になっている実
験参加者が見受けられた．両眼立体視が難しい，または出来ない率がどのくらいであるか，特徴につい
て，3D 立体映像に関する実験と並行して進めていく予定である．
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