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概要： 本研究は，シースルーヘッドマウントディスプレイ（see-through head-mounted display）の人間工学

的な評価を行ったものである．近年，高性能の HMD が民生用として登場し，これから多くの人が使用すること

が予想される．そのため，HMD の評価方法も技術の進歩に伴って更新する必要がある．HMD の機能は，メガネ

の要素，2D ディスプレイの要素，3D ディスプレイの要素，オーディオの要素，モバイルの要素など多くの要素

に分解される．この研究では最新のシースルーHMD を使用して，ディスプレイの要素，メガネとしての要素から

の考察を行う．具体的には，質問紙による主観評価，赤外線オプトメーターを使用した客観評価，インタビュー

を用いて，シースルーHMD の分析を行った．一般的なディスプレイである TV と比較検討を行った．また，長時

間の視聴による眼精疲労の時間的な変化も調査している． 
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１．はじめに 

HMD は ウ ェ ア ラ ブ ル ・ コ ン ピ ュ ー タ

（wearable computer）の代表格として知られて

いる．近年，高性能の HMD が民生用として登場

し，モバイルに次ぐものとして注目され，多くの

人が使用することが予想される．現在まで，多く

の研究が行われてきたものの，技術の進歩に伴っ

て評価結果を更新する必要がある．また，長時間

視聴による眼精疲労の細かな時間的な変化にお

ける研究はあまり行われていない．そのため，こ

の研究では最新のシースルーHMD を使用して，

ディスプレイとしての機能から生理・心理的分析

をする．TV による視聴との比較実験を行うこと

で，視聴における時間的な変化を調査した． 

 

２．実験 

２．１実験条件 

実験条件TVとHMDの呈示方式を要因として，

以下の 4 条件を設定した． 

（1）2D-TV 条件 

（2）3D-TV 条件 

（3）2D-HMD 条件 

（4）3D-HMD 条件 

なお，実験刺激には塔の上のラプンツェル

（Walt Disney Pictures, 2010）を 30 分ごと 3

本のパートに編集した，合計約 1 時間半の動画を

用意した．HMD の仕様に合わせ，解像度を統一

するため，2D，3D 映像共に，960pixel×540pixel

のサイドバイサイド方式で編集を行った． 

 

２．２実験環境及び実験機材 

HMD は EPSON 社の「MOVERIO BT-100」

（眼前 2.5m の位置に 40inch）を使用した．シ

ースルー型である．TV は SONY 社の液晶シャッ

タ方式の 3DTV「BRAVIA（40inch）」を使用し

た．視距離は HMD の仕様に合わせ，2.5m の位

置に設定した．視聴中は，カナル型のイヤホンで

音声を流し，湿度は 40%以上，室温は 20℃を保

つようにした． 

目の調節力，屈性値を測定するものとして，赤

外線オプトメーター（NIDEK，AA-2000）を使

用した． 

 

 

 

 

 

 

図 1：EPSON 社製「MOVERIO」[1] 

 

２．３参加者 

正常な視機能を有する裸眼の 20 代女性

（平均 24.34 歳）44 人を被験者とした． 
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２．４評価項目 

主観指標として，J.Kuze and K.Ukai の疲労に

関する自覚症状調査票を使用した[2]．28 項目に

関して 7 件法で回答を求めた． 

客観評価には，優位眼に対してのみ赤外線オプ

トメーターによる調節ステップ応答を測定した．

近方での反応量の減少，遠方での反応量の増加が

眼精疲労を表すと言われている[3]． 

 

２．５実験手続き 

測定時期として，Pre（視聴前），Mid1（視聴 30

分後），Mid2（視聴 60 分後），Post1（視聴後），

Post2（視聴 15 分の休憩後）を設定した．質問

紙の記入，調節ステップ応答の測定を各測定時期

に関して行った．15 分の休憩中，インタビュー

を行った。 

実験前に Stereo Fly Test（立体視の確認），優

位眼の調査，質問紙の記入の練習，屈折値の測定，

等速制御測定による調節力の調査，調節ステップ

応答の練習を行った． 

 

３．結果 

３．１主観指標 

Pre の測定値を基準として，各測定時期の平均

変化率を求めた．以降変化率を各測定時期で表記

する．対応あり要因は測定時期とし，対応なし要

因は条件とし，28 項目に対して，2 元配置の分

散分析を行った．結果，28 項目中，「目がちかち

かする」，「目がしょぼしょぼする」，「近くのもの

がみえづらい」の 3 項目で 5%水準の有意差が認

められた．それぞれ単純主効果の検定，多重比較

（Bonferroni）を行った．「目がちかちかする」

では，3D-TV 条件で測定時期に有意差が認めら

れ（p<.01），Mid1-Post1（p<.01）では変化率が

有意に上昇している．Mid2-Post2，Post1-Post2

（いずれも p<.01）では，変化率が有意に減少し

ている．Post1 条件で，2D-TV 条件と 3D-TV 条

件，3D-TV 条件と 3D-HMD 条件に有意差が認め

られた（いずれも p<.05）で，3D-TV 条件にお

いて有意に大きい．「目がしょぼしょぼする」で

は，3D-TV 条件において，Mid1-Mid2（p<.01），

Mid1-Post1（p<.05）で後の測定時期へ有意に変

化率が上昇している．Mid2-Post2（p<.01），

Post1-Post2（p<.05）では，有意に減少している．

「近くものがみえづらい」では，3D-TV 条件に

おいて，Mid1-Mid2，Mid1-Post1，Mid1-Post2，

Post1-Post2（いずれも p<.01）であった． 

他，主効果（測定時期要因）のみ有意差が認め

られたのは，7 項目あった．条件間には有意差は

認められなかった． 

 

３．２客観指標 

近方 2.5 秒の反応量と遠方 2.5 秒の反応量を差

にして標本データとした．標本平均から    離

れている調節データの除外を行い，等速制御測定

により，被験者の測定データ全てを除外するか，

該当データのみ除外するかの検討を行った．結果，

3 人の被験者全て除外し，残りは該当データのみ

除外した．Pre，Mid1，Mid2，Post1，Post2 の

五つの測定時期データに対して，2 元配置の分散

分析を行った．主効果，交互作用において有意差

は認められなかった． 

 

３．３インタビュー 

映像に関しては，3D 条件において，映像が 2

重になることや，ぼやけることを報告する人が多

くいた．また，HMD の装着に関して不具合を報

告する被験者が多かった（22 人中 12 人）． 

 

４．結論（まとめ） 

（1）客観指標では，条件間ごとに有意差がない

ため，眼精疲労の面ではディスプレイとして

HMD と TV は変わらないといえる． 

（2）主観指標における条件間の違いはほぼない

が，3D-TV がどの項目も大きい変化率を示した．

これは液晶シャッタ方式特有のフリッカやクロ

ストークによるものと考えられる． 

（3）HMD 条件では眼に対するディスプレイの

位置が固定されているため，姿勢を自由に動かし

たり，楽にしたりすることが出来る．装着に不具

合が多かったものの，3D-TV と比較して生理的

な疲労度は少なかったことから考察出来る． 
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