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１．はじめに 
民生用立体映像（3D）カメラの発売に伴い，3D

撮影の機会が一般消費者の間にも拡大していること

から，誰もが容易に高品質な 3D コンテンツを制作

できる環境が求められている．しかし，現在市販さ

れている 3D カメラは，カメラ間距離などの 3D コン

テンツの印象に関わる設計値が製品ごとに異なって

おり，3D 撮影における最適な条件設定が未だ不明瞭

であることを示している．よって本研究では，3D コ

ンテンツ制作における簡易且つ効果的な撮影条件の

検討を目的として，3D カメラの光軸設定およびコン

テンツの被写体配置に着目し，異なる条件で撮影し

た 3D 画像の印象について主観評価を行った．さら

にそれらの 3D 画像の視差分布および立体像の形状

再現性を表すラウンドネス・ファクター（Roundness 
Factor：RF）を解析することで，撮影条件が 3D 画像

の印象に与える影響について定量的な考察を行った． 
 

２．呈示刺激の撮影 
3D カメラの光軸設定は，図 1の左上に示すカメラ

間距離，輻輳距離，輻輳角度によって定義した．こ

れらの設定が可変な 3D カメラシステム[1]を用いて，

図 1 に示すような 4 つの光軸設定を適用し，呈示刺

激の撮影を行った．具体的には，標準（Standard：STD）
条件に対して，STD 条件と輻輳距離は等しくカメラ

間距離の大きい VD（Vergence Distance）条件，STD
条件とカメラ間距離は等しく輻輳距離の大きい IAD
（Inter-Axial Distance）条件，STD 条件と輻輳角度は

等しくカメラ間距離の大きい VA（Vergence Angle）
条件を設定した．撮影は図 2のような廊下を背景と

し，被写体のないコンテンツ条件にて撮影を行った．

さらに，STD 条件と VD 条件の光軸設定を用いて，

それぞれ被写体がカメラの前方2mおよび 4mに配置

された 2 つのコンテンツ条件にて撮影を行うことで，

8 種類の刺激画像を作成した． 

３．実験方法 
サーストンの一対比較法を用いて，撮影した刺激

画像の奥行き感の主観評価を行った．20名の実験参

加者は，8種類の刺激画像からランダムに抽出した 2
種類のうち，より画像全体の空間が広く感じられた

ほうを口頭で回答した．刺激画像は偏光フィルタ方

式の 46 インチ液晶テレビ（Hyundai IT，E465D）に

TriDef Media Player を用いて呈示され，参加者は偏光

メガネを着用して視距離 2m の位置から観察した． 
 

 

   
図 2 コンテンツ条件（左から：被写体なし，被写体をカメラ前方 2m に配置，被写体を前方 4m に配置） 

  

  
図 1 光軸設定条件 

（上段左から：STD 条件と VD 条件， 
下段左から：IAD 条件と VA 条件） 



４．実験結果 
主観評価実験の結果を図 3 に示す．図 4は，一対

比較の結果から，奥行き感の尺度に関して各刺激画

像を並べたものであり，尺度値が大きいほど奥行き

感が大きく感じられた画像であることを示す． 

 
図 3 主観評価結果 

結果より，図 1に示す 4つの光軸設定条件のうち

カメラ間距離の大きい条件（VA および VD 条件）に

おいて，より奥行き感が増大して知覚されているこ

とがわかる．また，同じ光軸設定で比較した場合，

被写体がカメラの近方に配置されているコンテンツ

条件で，より奥行き感が増大して知覚されているこ

とがわかる． 
 

５．呈示刺激の定量的な解析 

主観評価結果についてより詳細な検討を行うため

に，刺激画像の視差分布および RFの解析を行った．

視差分布の解析においては，各刺激画像に対してス

テレオマッチングを用いて左右画像間の対応する画

素のずれ量を抽出し，視差量ごとの画素数を算出し

た [2]．図 4は，図 2 の左に示した被写体のない刺激

画像の視差分布を示し，それぞれ廊下と手前の柱に

対応する 2つのピークが見受けられる．解析の結果，

主観評価で奥行き感が大きく評価されたカメラ間距

離の大きい光軸設定条件ではこのピーク間距離は増

大し，同じく奥行き感が大きく評価された被写体が

近方に配置されたコンテンツ条件では，被写体に相

当するピークが増えることで，ピーク間距離の総和

が増大することが分かった． 

 
図 4 STD 条件での視差分布 

 
図 5 VD 条件での視差分布 

 
図 6 STD 条件（被写体 2m）での視差分布 

RFの解析においては，被写体を含む刺激画像につ

いて被写体の RF の算出を行った．その結果を表 1
に示す． 

表 1 刺激画像に含まれる被写体の RF 
 STD 条件 VD 条件 
被写体 2m 0.77 1.3 
被写体 4m 0.51 1.0 

 

解析の結果から，主観評価で奥行き感が大きく評

価された画像ほど，被写体の RF が高いことが分か

った． 
 
６．まとめ 

本研究では，3D 撮影時の条件設定が 3D 画像に与

える影響の検討を行い，以下の知見が得られた： 
 3D カメラのカメラ間距離が増大すると，3D 画

像の奥行き感も増大する 
 カメラ近方に配置された被写体の存在により，

3D 画像の奥行き感が増大する 
 3D 画像の視差分布におけるピーク間距離の増

大が，奥行き感の増大に影響する 
 被写体のラウンドネス・ファクターが画像全体

の奥行き感の知覚に影響する 
以上の知見から，3D カメラの設計においてはカメ

ラ間距離が可変であることが望ましいと考えられる．

その上で，3D 撮影条件の最適化への応用として，以

下の 2 点が有用であると考えられる： 
 撮影時に視差分布を参照することで最適なカメ

ラ間距離を設定する 
 視差分布におけるピークが不明瞭であるときな

ど，被写体に関する立体像の形状再現性に着目

し撮影条件の調整を行う 
今後は，カメラの画角や複数の被写体を含むコン

テンツなどの幅広い撮影条件や異なる再生環境を考

慮した検討が必要であると考える．これらの検討を

行うことで，簡易且つ効果的な 3D コンテンツ制作

を行う，より汎用的な撮影システムの実現が期待さ

れる． 
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