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概要： モバイル端末での映像鑑賞が増えてきており，今では立体映像までもモバイル端末で楽しむことができるようになっ

た．こうしたモバイル 3D の登場は，日常的に立体映像が映像メディアとして利用されるようになるなど，現代社会に大きな

影響をもたらすことが予想される．モバイル 3D は，3D テレビや 3D 映画と視環境が異なるが，実用場面に即したユーザ視

点の研究は少なく，また，観察時間による疲労や快適性の変化に着目した研究もあまり行われていない．そこで本研究で

は，モバイル 3D における快適性の時系列変化について実験的に検討を行った．具体的には，立体像の再生位置と観察

時間を要因として条件を設定し，眼精疲労や見やすさについて主観評価を行った．また，観察者の特性との関係性も検討

した． 
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1. はじめに 

立体映像は，新しいメディアとして普及しつつあり，

今やテレビやモバイル端末でも楽しめるようになって

きた．これは，映像メディア利用の大きな変化と言え

るだろう． 
立体映像は，不適切な観察においては眼精疲労

や頭痛が発生することが知られている[1]．また，モバ

イル3D 端末では視距離が短いために輻輳と調節に

対する要求量が大きいことが，3D テレビなどの視環

境とは異なる点であり，実環境に即したユーザの視

点からの検討が必要とされている．加えて，これまで

に立体映像の観察による疲労や快適性の時間変化

に着目した研究はあまりされていない．そこで本研

究では，モバイル 3D における快適性の時系列変化

について実験的に検討を行った．また，観察者の斜

位と，眼精疲労や見やすさとの関係性も検証した． 
 

2. 実験 

2.1 実験環境及び参加者 

3D モバイル端末は，3D 表示が可能なスマートフ

ォン（SH12-C，SHARP）を用いた．画面サイズは 4.2
インチ，解像度は 960×540ピクセルで，画面が横長

になるように設置した．実験は，実際の利用環境に

即してディスプレイ本体が見えるように，完全な暗室

ではなく薄暗い状態で行った．また，観察者の頭部

をあご台で固定し，自然に視線が下向きになるよう

にした．視距離は 30cm とした．参加者は 19～24 歳

の男性 18 名，女性 13 名の合計 31 名で，参加者全

員の両眼立体視機能が正常であることを確認した． 

2.2 実験条件 

実験条件は，立体像の再生位置と観察時間を要

因として，以下の 6 水準を設定した． 
表 1 実験条件 

条件 立体像の再生位置 観察時間 

1 手前 3 分 

2 奥 3 分 

3 手前 9 分 

4 奥 9 分 

5 手前 15 分 

6 奥 15 分 

なお，呈示刺激には，3Dテレビ向けに放送された

文化遺産をテーマとした番組を用いた． 
 
2.3 実験手順 

映像観察前に視距離 30cm における斜位を

modified Thorington method[2]に基づいて測定した．

1 回目に，ある観察時間における手前条件もしくは

奥条件を観察させ，観察後には十分な休憩をさせた．

2 回目の映像観察は、1 回目以外の条件であり，観

察時間は同じであった．それぞれの観察直後には，

“目が疲れている”という症状に対して，その程度を 7
件法で回答させた．また，2 回の映像観察終了後に

は，2 回の観察を比較する 5 つの質問に答えさせた．

内容は，眼精疲労，見やすさ，空間的な広がり，自

然さ，好ましさに関する 5 つであった．これらを1 セッ

ションとして，観察時間を変えて計 3セッション行った．



疲労の影響を考慮し，1日 1セッションとしたため，参

加者は実験に 3 日間参加した．すべての条件は，被

験者間でランダムに行った． 
 
3. 結果 

3.1 観察直後の眼精疲労 

観察直後に回答した自覚症状“目が疲れている”

の結果を図 1 に示す．評定値が大きいほど，眼精疲

労の程度が大きいことを表している．分散分析の結

果，観察時間 3 分と 9 分，3 分と 15 分の間で有意差

が認められ，観察時間 9 分では手前条件の方が奥

条件と比べ有意に自覚症状の評定点が高かった

（p<0.05）． 

 
3.2 映像観察を比較した回答と斜位との関係 

図 2 に，観察時間 3 分における見やすさと斜位の

関係性をプロットした結果を示す．横軸は視距離

30cm における斜位で，負の値は外斜位であることを

表している．縦軸は回答結果であり，4の値は 2 つの

条件間で同等であること，4 より小さい値は手前条件，

4 より大きい条件は奥条件が当てはまることを示して

いる．この結果より，外斜位の程度が大きいほど画

面よりも奥に再生される立体映像の観察を見やすい

と感じる傾向にあることがわかる． 

次に，観察時間 3 分における好みと斜位の関係

性を図 3 に示す．横軸と縦軸は図 2 と同様である．

外斜位の程度が大きいほど画面よりも奥に再生され

る立体映像を好ましく感じる傾向にあることがわかる．

なお，3 分以降の観察時間では，斜位との関係はど

の項目においてもみられなかった． 

 
4. まとめ 

結果から，観察時間が長くなるほど眼精疲労の訴

えが強くなることがわかった．加えて，短時間の観察

では，手前に再生される立体映像と奥に再生される

立体映像の間で眼精疲労の程度に差はなったが，

中・長時間の観察では手前条件の方が，疲労が大

きかった．また，観察者の斜位との関係では，短時

間の観察においては，外斜位の程度が大きいほど

奥に再生される映像を見やすく，そして好ましいと感

じることがわかった．しかし，中・長時間の観察では，

斜位との関係はみられなかった．これらのことは，モ

バイル 3D においては観察時間によって安全性や快

適性が異なるため，観察時間を考慮したコンテンツ

設計が重要であることを示唆している． 
今後の課題は，ユーザ特性や観察環境の観点か

ら多角的な検討を行うことである． 
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図 1 観察直後の眼精疲労 

図 2 見やすさと斜位の関係 

図 3 好みと斜位の関係 
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