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概要:  本研究は、昨今ブームとなっている 3D 映画において、過去にも 2 度あったブームが一過性のも
のであったことに着目し、3D 映画を単なるブームとして終わらせないためにはどうすればよいのかと考え
た。そして、過去のブームにおいて 3D をより有効に利用しようとするあまり、露骨な表現を多用し映画
の質を低下させたことが 3D 映画を荒廃させる要因の一つであるとされているという事が分かった。その
見地を元にどのような映像において特に露骨な表現が多用されるのかを考えた時、ホラームービーが適当
ではないかという見解に至った。そこで、「恐怖」という感情と「演出」に着眼点を置き、選定した立体映
像刺激がその演出ごとに視聴者にどのような感情を喚起させるのかについて、被験者に対する刺激呈示に
よって分析を行っている。 
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1.  はじめに 

 3D映画における 3Dが不変的な演出技術と

して確立されるためには、鑑賞した際に「面

白い」映画でなくてはならない。「面白い」と

いうのは、恐怖映画の場合、恐怖感を与えら

れるという事だと考えられる。恐怖感を与え

るためには、3D を踏まえた演出が大きな要因

であり、その点で映像刺激を分類することに

より演出ごとで視聴者にどのような影響を及

ぼすかを実験・考察している。 

 

2 実験方法 

2.1  実験条件 

 対象物が視聴者に対して奥から手前に動く

演出を｢飛出方向｣条件、対象物がディスプレ

イと平行な平面上を移動する演出を｢平面移

動｣条件、対象物がほぼ動かない演出を｢不動｣

演出として、各演出に 5 種類の映像を用意し、

それぞれ 2D と 3D の 2 条件で映像刺激とし

た。すなわち、全 6 条件 30 刺激を用意した。

男女 15 名ずつの 30 名を被験者とした。 

 

2.2 実験環境 

刺激呈示には HYUNDAI製の 3D対応偏光

フィルタ式 46 インチ液晶モニタを用い、視距

離は 171.9cm とした。眼鏡には RealD 社製

の偏光眼鏡を用いた。刺激呈示には 3dtv.at

社製 Stereoscopic Player を使用した。また、

呈示は暗室で行った。 

 

2.3 評価指標 

主観評価として SAM (Self-Assessment 

Manikin)を用いて、情動価と覚醒度から恐怖

を感じているかの評価を行った[1]。客観指標

は皮膚電位を用いた。Burch ら(1960)により

皮膚電位反応(Skin Potential Response:以下

SPR)の振幅が刺激に対する覚醒の大きさを

示すことが知られている[2]。このことから、

SPR の振幅の平均(SPR Amplitude Average:

以下 SAA)を用いた。実験参加者を分類するた

めの指標として日本語版状態・特性不安検査

(Form X) (State-Trait Anxiety Inventory:以

下 STAI) を用いた。 

 

2.4 実験手順 

参加者に同意を得て、立体視検査と色覚検



査を行い、STAI を記入させた。暗室に移動し

て皮膚電位を装着し、計測開始とともに 1 分

間の閉眼および安静時間を設けた。その後、

30 刺激をランダムに呈示した。ただし、同じ

映像刺激の2Dと3Dが連続して呈示されない

ようにした。刺激間には 10 秒間の映像が流れ

ない時間があり、その際に SAM に記入させ

た。刺激呈示後、再度 1 分間の閉眼および安

静時間を設け、1 試行が終了した。これを 3

試行行い、間には 5 分間の休憩を設けた。 

 

3. 結果 

情動価については、「平面移動」条件におけ

る 2D-3D 間で有意差(p<0.1)が見られた。覚

醒度については、全条件の 2D-3D 間で有意差

(「飛出方向」条件、「平面移動」条件は p<0.1, 

｢不動｣条件は p<0.5) が見られた。SAA では、

｢不動｣条件における 2D-3D 間で有意差

(p<0.5)が見られた。また、性差において女性

の「平面移動 2D-3D 間」に 5%水準の有意差

が見られた。 

 

 

図 1 情動価・覚醒度のグラフ 

 

図 2 男女別情動価・覚醒度のグラフ 

 

4. 考察 

情動価については、飛び出す演出よりも映

像内で対象物が移動する方が、3D 化による情

動価の低下を誘発する機能が大きいと考えら

れる。実験後のアンケートでは「横の動きが

ある方が怖く感じる」という意見も得られた。

覚醒度については、3D 化することが覚醒度を

高めるが、動く場合の方がより覚醒度の上昇

を誘発すると考えられる。 

これらのことから、平面内で対象が移動する

方が、飛び出し方向に移動するよりも恐怖を

喚起すると考えられる。 

すなわち、平面移動を中心としたこれまでの

演出に 3D を併用することが最も恐怖喚起す

ると考えられる。恐怖以外の感情についての

研究も進めていく必要があると思われる。 
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