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概要： 本研究は、現在ブームとなっている立体映像(以下 3D 映像)撮影について人間工学的観点から研究したも

のである。3D 撮影を行う際には、通常の撮影と比べて多くの要素が作用することになるため、これらの要素が立

体映像を観察する際に人間の感覚にどう作用するのかを調査することとした。本研究では様々なカメラパラメー

タで撮影した画像を人間が観察する際の空間の捉え方について実験を行なっている。 
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１．はじめに 

 現在市販されている 3D カメラの多くは、左右

のカメラの光軸間距離が固定されたものである

が、その規格は統一されていない。また撮影時に

必要となるパラメータが撮影された画像に及ぼ

す影響の研究も不十分であるといえる。本研究で

は 3D 映像撮影時に必要となるパラメータが人間

の感覚に及ぼす影響について調べることとした。 

２．実験 1 

2-1 実験環境 

実験は 3D 映像を視聴して得られる奥行

き、水平方向の広がりの感覚について、マ

グニチュード推定法を用いて調査した。被

験者は 20 代から 30 代の男女。後述する人

物あり画像では 7 名、人物なし画像では 9

名。刺激の呈示には偏光フィルタ式 46 イ

ンチ 3D モニタ(Hyundai IT, E465D)を使用

し、視距離は 2 メートルに設定した。立体

映像呈示用のソフトには Tridef Media 

Player を用い、立体映像の撮影においては

SONY 社のビデオカメラ(fcb-H10)を、接続

された PC を通して研究室開発の GUI によ

るシステムで動かしている。 

 

2-2 実験刺激 

 本実験においては、対象物(人物)がいる廊下と

いない廊下を、輻輳距離、輻輳角度、カメラ

間距離(以下 IAD)を変化させた 7 条件で撮

影し、さらにそれを 3 つの条件に分類して

いる。3 条件の分類は上記の輻輳距離、輻

輳角度、IAD の内それぞれ 1 つを固定、2

つを変動させたものであり、同様に輻輳距

離固定条件、輻輳角度固定条件、IAD 固定

条件と定義する。 

 

2-3 実験手順 

実験は人物がいる画像といない画像の

それぞれについて行う。基本刺激と 6 つの

比較刺激の内 1つを呈示し参加者には映像

の奥行き、水平方向の広がりについて基本

刺激を 100としたマグニチュード推定法に

よって尋ねる。これを 1 種類の基本刺激、

比較刺激のペアにつき 3回ずつランダムな

順番で行い、6 条件×3 回の計 18 回行うも

のとする。 

 

2-4 実験結果 

 人物がいない画像において、輻湊角度固定お

よび輻湊距離固定条件では、IADの増加に伴い、

奥行き感が増加、水平方向の広がりが減少する

ように知覚されるようである。IAD固定条件で

は、今回は全くパラメータの影響が見られなか

った。人物がいる画像においては、全体的に、

どの項目も条件間の違いの検知力が落ちる結

果となった。 

 

３．実験 2 

3-1 実験環境 

実験は 3D 映像を視聴して得られた奥行

き方向の広がりについて、サーストンの一

対比較法を用いて調査した。被験者は 20



 

 2 

代の男女 20 名。刺激の撮影、呈示に用い

る機材は実験 1 と同様である。 

 

3-2 実験刺激 

カメラパラメータの設定として 4条件を

用 い る 。 4 つ の 条 件 は そ れ ぞ れ

STD,VD,VA,IAD と名義付けを行い、STD は

基本条件、VD は長い基線長と大きい輻輳角

度を有する条件、VA は長い基線長と長い輻

輳距離を有する条件、IAD は長い輻輳距離

と小さい輻輳角度を有する条件とする。 

またコンテンツの条件として、対象物と

しての人物を用意する。1 つめの条件は対

象物を配置しない。2 つめの条件はカメラ

ユニットから 2m の位置に対象物を配置。3

つめの条件はカメラユニットから 4m の位

置に対象物を配置するものとした。これと

先のカメラパラメータの条件を組み合わ

せ、8 つの条件を有した画像を用意した。 

 

3-3 実験手順 

実験は参加者に 10 秒間の刺激呈示、そ

の後 2 秒間おいてから 2 つめの刺激を 10

秒間呈示する。呈示後参加者には映像の奥

行き方向の広がりが強く感じられた方を

答えてもらう。 

 

3-4 実験結果 

 

 

 

 

 

図 1 刺激の尺度化 

 

 刺激の尺度化を行った結果、IADの大きい

条件（VA および VD）で相対的に奥行き感が増

加する傾向が見られた。コンテンツ条件として

は、IADの小さい条件である STD条件において、

対象物が手前にある条件では、IADの大きい条

件に近い結果となった。対象物が手前にあると

奥行き感が向上する、というこの傾向は、IAD

の大きい条件（VD）でも見受けられた。一方、

対象物が奥にある条件では、対象物がない条件

に比べて奥行き感が上昇するという傾向は、見

られない、または小さくなるようである。 

今回の結果から、コンテンツ条件による奥行

き感の変化は、パラメータ設定条件による変化

より小さいことがわかる。しかし、異なるパラ

メータ条件下では、コンテンツ条件による影響

に差異があることが示された。 

 

3-5 ピーク観察 

今回使用した画像について視差解析を

行なった  [1]。その後得られたヒストグラムを

用いて定量的なピーク解析を行なう。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 基本条件の視差、ピーク解析結果 

 

ピーク解析の結果から、パラメータ変化、

特に IADの増大によるピーク間距離の増大

が、実験結果に影響していると考えられる。

また、対象物が手前にある条件では、ピー

クの数が増えることで、ピークの最大最小

間の距離が増加し、奥行き感の増大に影響

したと考えられる。 

 

４．まとめ 

 本実験からパラメータの変化や被写体の変化

が 3D 映像として人間に与える感覚を調査した。

これらが定量化することによって、今後より安全

で快適な 3D 映像撮影がもたらされると思われる。 

 

1 Kishi, S. et al., “An ergonomic 

evaluation system for stereoscopic 3-D 

images,” The journal of the Institute of 

Image Information and Television Engineers, 

Vol. 60, No.6, 934-942 (2006)  
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