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１．はじめに 

近年、二眼式立体映像（3D）技術が飛躍的に向上

し、国内外での 3D 対応テレビ（3DTV）や PC の発

売に伴い、家庭における 3D コンテンツの長時間視

聴が予想される。3DTV を家庭でより安心して視聴

するために、3D の安全性に関する信頼性の高い評価

データの収集・分析が求められている。これまで、

3D コンテンツの人間工学的評価・検討は多くなされ

ているものの、一般家庭での利用を想定した心理生

理的評価は、いまだ十分になされていない。そこで

本研究では、3DTV と 2DTV 間での視聴形態の差異

を、人間工学的な視点から検討することを目的とし

た。具体的に、体圧分布測定器と角度センサーを用

いて、視聴時の姿勢に着目して、視聴形態の比較・

検討を行った。 
 

２．実験 

２．１ 評価指標 

客観指標としてコンテンツ視聴中の体圧分布をサ

ンプリングレート 1Hzで測定し、座面の重心を計測

した。また、上前腸骨棘に角度センサーを取り付け、

サンプリングレート 0.5Hzで骨盤傾斜角を測定した。

主観指標として、映像による不快感や疲労感に関す

る自覚症状の調査票と、特定の作業動作や作業姿勢

によって生じる疲労感に関する自覚症状の調査票を

用いた。立体感の有無によって映像に対する興味・

関心や集中度が異なるか調査するためにアンケート

も同時にとった。 
 
２．２ 実験環境 

実験には、SONY社製 Bravia KDL-52LX900（52inch, 
解像度 1920×1080 ピクセル）を使用し、3DTV 条件

では左右の映像を画面上に交互に表示するフレーム

シーケンシャル方式（時分割方式）を用いた。一般

的な家庭内の明るさに統制された室内において 2.5m
での視距離で、自然な体勢で視聴してもらうよう指

示をした。コンテンツとして、長さ 90分の CGアニ

メーション映画を選定し、2D と 3D の本編を、日本 
 

 

語の音声、字幕なしで呈示した。コンテンツ視聴中

の体圧分布の測定として、NITTA 社製コンフォライ

トを、骨盤傾斜角の測定として Intersense社 InterTrax2
を使用した。また、参加者数は 10 名とした。 

 
 

図 1 実験環境 
 
２．３ 実験手順 

10名の参加者にコンテンツ視聴前に質問用紙に回

答を記入してもらい、参加者の身体に合うよう椅子

の高さを調節して、コンテンツを呈示した。コンテ

ンツ呈示中の参加者の体圧分布および骨盤傾斜角を

測定し、コンテンツ呈示前後 3分間を安静期間とし、

この間も記録した。参加者は視聴後に再度質問用紙

に回答を記入した。 
 
３．結果 

３．１  重心移動距離 

呈示条件ごとに、重心の移動距離を算出し、T 検

定の結果、呈示条件間でのコンテンツ視聴後の重心

の総移動距離に有意差はみられなかった。 
 
３．２ 骨盤傾斜角度 

呈示条件間で映像視聴中の骨盤傾斜角の結果を示

す。今回は前後の動きを評価の対象として、得られ

たデータに自己回帰(AR)モデルを使った周波数解析

をした。その結果、呈示条件間にかかわらず、低周

波帯域にパワーがみられた。 
 
 
 



 
 

 
図 2  AR モデルによる骨盤傾斜角の解析結果 

 
 
また、時間的変化における移動推移の結果、2D 条

件では前半部分で傾きが 0.001 で、決定係数が

0.8268 と高い値を示したのに対して、3D 条件では

傾きが-0.0002で、決定係数が 0.1809となった。こ

れは、2D 条件では高い信頼度で骨盤が前傾している

ことを示している。 
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図 3 骨盤傾斜角の時間的変化 

 
 
３．３ 疲労感に関する自覚症状 

疲労に関する自覚症状調査票の結果は、視聴前の

評定点をベースラインにした変化率に変換し検討を

行った。呈示条件に関わらず、首、背部、腰部、臀

部に訴えが高かった。また、3DTV 条件では肩の負

担の訴えも大きくみられた。 
 

 
３．４ 映像の不快感に関する自覚症状 

眼精疲労に関する自覚症状調査表の結果は、視聴

の評定点をベースラインにした変化率に変換し検討

を行った。3DTV 条件の方が全体的に負担の訴えが

高かった。 

 
 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

首左
肩

右
肩

背
部

腰
部

左
臀
部
・大
腿

右
臀
部
・大
腿

平
均
変
化
率

部位

2D

3D

 
図 4 映像の不快感に関する主な自覚症状 

 
４．考察 

骨盤傾斜角の測定の結果、映像視聴中は呈示条件

間で同じように緩やかなリズムで姿勢変動をとって

視聴していると考えられる。長時間視聴の特性とし

て、姿勢の状態移行に差異があり、2D 映像視聴時は

映像視聴開始から中盤にかけて骨盤が前傾した状態

に移行し、中盤から後半にかけて後傾した状態に移

行する傾向があった一方で、3D 映像視聴時はそのよ

うな傾向はみられなかった。主観評価の結果をみる

と、どちらの条件でも、首、腰部、大腿部に負担を

訴えていたが、長時間一定の姿勢を保つことにより

た筋肉に負荷がかかったものだと考えられる。また、

3D 映像視聴時においては、肩の負担も高く訴えられ

ていたが、これらは姿勢の変動が少なかったことが

原因であると考えられる。 
 

５．まとめ 

本研究では、3DTV の視聴姿勢に関する基礎的な

検討を行った。骨盤傾斜角の結果から、映像視聴中

の姿勢変動のリズムは 3Dと 2Dともに低周波帯域で

ある傾向が認められた。一方で 2D 映像視聴の方が

姿勢の変動が大きい傾向がみられ、負担の訴えに違

いがみられた。これらの結果から、3DTV の視聴に

関しては 2DTV と異なる視聴環境を考慮する必要性

が示唆された。今後は姿勢に加え、他の評価尺度で

検討することが期待される。 
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