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１．はじめに 

 2 眼式立体映像(以下、3D映像)の作成手法の

一つに、2D 映像に両眼視差を人為的に付与す

る2D/3D変換がある。特に手動で視差を付与す

るオフライン 2D/3D 変換は、ステレオ撮影に比

べ高精度で自由な立体表現が可能である。しか

し、立体感の表現の自由度が高いという 2D/3D

変換の特性を活かしたコンテンツは、いまだに

少ない。そこで筆者は、3D 映像に対するヒトの

認知特性を考慮した局所 3D 映像を提案し、こ

れまでにその基本的な認知特性として、視覚的

効果を検討してきた。 

 局所3D映像は、2D素材映像内の一部分のみ

に交差性の視差を与えて変換した 3D 映像であ

る。その他の部分には視差を与えないか、一定

の非交差性の視差を与える。この手法では、3D

映像内の適度な交差性の視差を持つ部分に視

線が集中する[1] という人間の認知特性を考慮し

ている。特に、局所的に視差を与えた部分への

視線や注意の集中が期待された。 

これまでの研究では、視覚探索課題や眼球

運動の測定を通じ、局所 3D 映像の視覚的な認

知効果を検討してきた。その結果、局所3D映像

の視差を与えた対象に視線や注意が集中する

ことが示唆された。しかし視線が集中していても、

漠然と見ているだけで意識や記憶には残ってい

ないという可能性も考えられる。そこで本研究で

は、局所 3D 映像のさらなる認知的な効果として、

意識や記憶に関する効果について検討すること

を目的とした。 

 

２．実験 

 本実験では、局所 3D 映像を視聴することによ

る、意識や記憶などの認知的な効果について検

討するため、チェンジブラインドネス現象を課題

に用いた。 

チェンジブラインドネス現象とは、画像内の重

大な変化でも、その直前に一瞬のブランクを挟

むことなどにより変化を見落としてしまう現象であ

る [2]。チェンジブラインドネス現象では、変化の

対象に視線を向けるだけでは変化に気づけな

い場合がある。変化を検出するには、対象に視

線を向けるとともに、一時的にメモリに記憶し実

際に見えている画像と比較をするという作業が

求められるとされている[3]。そのため変化の検出

が早く行われた課題では、視線が集中している

だけでなく上記のような認知的活動が効率的に

行われていることを示唆していると考えられた。 

 実験参加者は正常な視機能を持つ男女 20 名

で、チェンジブラインドネスの変化を認識するま

での探索時間を求めた。刺激は 24 枚の静止画

を用い、元画像と変化画像を 80ms のブランクを

挟みながら 240msずつ交互に呈示した。課題の

変化は、対象の色が変わる、対象が移動する、

対象が消滅する、の 3 種類とした。 

実験条件は 2D映像、全体に通常の視差を与

えて変換した 3D 映像、変化部のみに交差性の

視差を与えた局所 3D 映像、そして変化部以外

の一部分にのみ交差性の視差を与えた妨害局

所 3D 映像とした。この妨害局所 3D 条件では、

視差を与えた部分が持つ認知的効果により変化

部の探索に影響することを意図している。 

また、変化対象の視覚的顕著性によって難易

度に差が生じる可能性があるため、対象が視覚

的に目立つ CI(Central Interest)と、その他の部

分が対象である MI(Marginal Interest)の 2 種類

に均等に分けた。 

 

３．結果と考察 

 探索時間は、局所 3D 条件で短縮され、妨害

局所 3D条件で増加する傾向が示された(図1)。

条件(2D, S3D, 局所3D, 妨害局所3D)を要因と

する一要因分散分析を行った結果、全体の主

要因に 5%水準の有意差が見られた。下位検定

の結果からは、2Dと局所 3D の間に有意傾向が、

3Dと局所 3D、局所3Dと妨害局所3Dの間に有

意差が見られた。前述したチェンジブラインドネ

スの特性を考慮すると、局所 3D 映像では他の

条件より視差を与えた対象が意識に上りやすい、

メモリに記憶されやすいといった可能性を示唆し

ている。また妨害局所3D映像では、視差を与え

た部分が認知的効果を持ったため、変化部の発

見が遅れたと考えられる。 



 
図 1.実験結果 探索時間 

（主効果に有意差、下位検定の結果、2D と局所 3D の間に有意傾

向、3D と局所 3D、局所 3D と妨害局所 3D の間に有意差） 

 

加えて、局所 3D 映像の認知的な効果は変化

部分が持つ視覚的顕著性の影響を受ける可能

性が考えられたため、CIとMIに分けて各項目の

検討を行った。その結果、図3 に示すように探索

時間は全体的に CI よりも MI で増加する傾向が

示された。視覚的顕著性(CI, MI)と呈示条件(2D, 

S3D, 局所 3D, 妨害局所 3D)を要因とする 2 要

因の分散分析を行ったところ、両主効果ともに有

意な差が見られ、交互作用には有意傾向が見ら

れた。これは、MI では CI よりも変化の対象が目

立ちにくいことに加え、対象が意識やメモリに残

りにくく、探索が遅くなったと考えられる。 

一方、局所 3D 条件に注目すると、MI でも CI

と同程度の探索時間めで減少した。視覚的顕著

性についての単純主効果検定でも、2D に有意

傾向、3Dと妨害局所 3D に有意差が見られたの

に対し、局所 3D では CI と MI の間に有意差は

見られなかった。これは、局所 3D に変換するこ

とによって認知的な効果を持ち、変化の対象が

目立ちにくい MI の刺激においても CI と同程度

の早さで変化に気づけたということを示している。

これらのことから、局所 3D による認知的な

効果は対象の視覚的顕著性が低い画像でも

見られ、さらにその効果が顕著になる可能性

を示唆している。 

 
図 3． CI、MI による探索時間の違い 

（交互作用に有意傾向。単純主効果検定の結果、MIにおいて 3D

条件と局所 3D 条件、局所 3D 条件と妨害局所 3D 条件の間に有

意差。また視覚的顕著性の単純主効果は、2D で有意傾向、3D と

妨害局所 3D で有意差） 

 

 

また、実験後に刺激の立体感についてのイン

タビューを行った結果、20 名中 10 名の参加者

は局所 3D 映像が呈示されていたことに気づい

ていないことが示唆された。そこで立体感の認

識による探索時間の違いを検討した。結果を図

4 に示す。立体感の認識(気づく、気づかない)と

呈示条件(2D, 3D, 局所 3D, 妨害局所 3D)を要

因とする 2 要因の分散分析の結果、呈示条件の

主効果に有意差が見られたものの、立体感の認

識の主効果や交互作用には有意差が見られえ

なかった。下位検定の結果からは 2D と局所 3D

の間に有意傾向、局所 3D と 3D、妨害局所 3D

の間に有意差が見られた。この結果は、立体感

の認識によらず各条件間で同様の傾向であるこ

と、すなわち局所 3D であることに気づいても気

づかなくても、他の条件より有意に早く見つけら

れたことを示している。このことから、局所 3D 映

像の持つ認知的な効果は、無意識のうちにも起

こる可能性があることを示唆している。 

 
図４. 立体感の認識による探索時間の違い 

（呈示条件に有意差あり。下位検定の結果、2D と局所 3D の間に

有意傾向、局所 3D と 3D、妨害局所 3D の間に有意差。変化に気

づくか否かの間や、交互作用には有意差は見られなかった。） 

 

４．まとめ 

 本研究の結果、局所 3D 映像の認知的な効果

について、以下の点が示唆された。 

(1) 視差を与えた対象が意識や記憶に関する

認知的な効果をもつ可能性がある。 

(2) 視差を与えた対象が目立ちにくい場合、上

記の効果はより顕著になる可能性がある。 

(3) 局所 3D映像に気づかなくても、その認知的

な効果が期待できる可能性がある。 

今後は実際に認知的な効果を意図した作品

を作成し、その効果をより詳細に検討する必要

があると考える。 
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