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概要：立体映像（3D）は，呈示方式毎に特有な 3D アーチファクトを有している．このアーチファクトは，観察

者にとって好ましくない影響を与える可能性があるが，どの程度生体影響におよぼすのか未知な点が多い．そこ

で，本研究では，裸眼方式の 3D アーチファクトに着目し，それらが与える心理・生理的影響を評価するために，

二つの実験を行った．実験 1 では，裸眼方式，液晶シャッタ方式，2D 方式の 3 つの呈示方式の違いによる生体影

響の差異を比較検討した．実験 2 では，裸眼方式特有のアーチファクトである逆転視差が与える心理・生理的影

響に関する評価検討を行った．その結果，裸眼方式では液晶シャッタ方式より疲労の程度は小さいものの，特有

のアーチファクトが眼精疲労を引き起こし，映像品質にも影響を与える可能性があることが示唆された． 
キーワード：立体映像，生体影響，アーチファクト，裸眼立体，逆転視差 

Keywords: stereoscopic, psycho-physiological effects, artifact, autostereoscopic, pseudo parallax 

 
１．はじめに 

 3D は，左右眼に視差の含まれた視覚情報を分

離して呈示することで，奥行き感を表現する技術

であり，新たな映像表現として注目を集めている．

一方，一つの画面に左右 2 種類の映像を呈示する

という一種の矛盾を解決するために，方式毎にト

レードオフを有しており，その結果，観察者にと

って望ましくない知覚現象，3D アーチファクト

が発生する．これは 3D の体験品質や生体に影響

を及ぼす可能性があると考えられるが，アーチフ

ァクトが与える生体影響の検討が未だ十分にな

されていないという問題が顕在化している． 
 そこで，本研究では，今後，利用が期待される

裸眼方式に着目し，裸眼方式特有のアーチファク

トが与える生体影響を明らかにすることを目的

として，2 つの実験を行った．具体的に，実験 1
では，アーチファクトを統合的に考慮した際の裸

眼方式，液晶シャッタ方式，2D 方式が与える生

体影響の差異について検討した．実験 2 では，裸

眼特有のアーチファクトである逆転視差が与え

る生体影響について検討した．  
 
２． 実験１:メガネ式及び裸眼式 3D ディスプ

レイの基本アーチファクトの検討 

２．１ 方法 

刺激の呈示には，裸眼 3D 条件（裸眼方式）で

は NewSight  42”MultiView AD3 を，3DTV
条件（液晶シャッタ方式）では TOSHIBA REGZA 

42ZG1 を，2D 条件では Sony FWD-S42H1 を用

いた．視距離は 1570mm であり，実験は案室内

で行った．映像刺激は，世界遺産をテーマとした

3D 番組から前半（11 分）と後半（13 分）に分

け呈示した．また，映像観察前と観察後には，疲

労や映像に酔いに関する自覚症状調査票及び赤

外線オプトメータによる調節応答の測定を行い，

観察終了後，映像に関する気づきや意見を自由に

回答してもらった．実験の参加者は立体視機能に

異常がない男女 10 名である． 
 

２．２ 結果 

自覚症状に関して，刺激呈示前の評定をベース

ラインとした変化率（前半映像観察後の変化率：

CR1，後半映像観察後の変化率：CR2）に換算し，

解析を行った結果，3DTV 条件が，他の条件に比

べ高い上昇傾向を示した．また，最も上昇率の高

かった自覚症状の項目として，裸眼 3D 条件と

2D 条件では「目が疲れている」，3DTV 条件では

「目がちかちかする」が挙げられた（図 1）． 

 
図 1「目がちかちかする」の自覚症状変化率 



  

また，調節反応量に関して，わずかな変化では

あるが，全ての条件で，映像観察前に比べて映像

観察後の反応量が減少している結果となった． 
 

２．３ 考察 

 自覚症状の結果から，裸眼 3D 条件と 2D 条件

は同程度の疲労であり 3DTV 条件よりも疲労が

少ないことが分かった．また調節反応量において

も条件間に差が見られなかったことから，今回裸

眼での観察は過渡な負荷を与えなかったと考え

られる．しかし，映像のボケに関する内省報告が

複数得られており，裸眼特有のクロストークが映

像品質に影響を与えている可能性がある．一方

3DTV 条件では「画面がちかちかする」などの回

答が得られており，フリッカなどのアーチファク

トが主観的な疲労を与えている可能性が示唆さ

れた．従って，これらのアーチファクトを抑制す

る方法の検討が今後重要になると思われる． 
 

３．実験２: 裸眼 3D ディスプレイの逆転視差

が与える生体影響評価 

３．１ 方法 

刺激の呈示には，実験 1 と同様の裸眼 3D ディ

スプレイを用いた．視距離は 1570mm であり，

実験は案室内で行った．映像刺激は，世界遺産を

テーマとした 3D 番組から 20 シーンを静止画像

として抽出し，各シーン 15 秒で構成した計 5 分

間の動画像であった．実験条件について，条件 a
は適切な 3D 刺激を，条件 b は断続的に逆転視差

を含む 3D 刺激を，条件 c は常に逆転視差の 3D
刺激を各々呈示した．また，刺激呈示前後及び

10 分間の休憩後の計 3 回，自覚症状調査票によ

る心理評価を行った．さらに，アイマークレコー

ダー（EMR-9, nac image Technology）を用いて

映像観察中の瞬目と視線移動を測定した．観察終

了後には，映像に関する気づきや意見を自由に回

答してもらった．実験の参加者は立体視機能に異

常がない男女 18 名である． 

 

３．２ 結果 

 自覚症状に関して，刺激呈示前の評点をベース

ラインとした変化率に変換して分析を行った結

果，逆転視差を含む条件 b や条件 cで「目が疲れ

ている」や「目が乾いている」といった眼精疲労

因子の項目が上昇していることが分かった．また，

各条件の瞬目回数を参加者ごとに比較すると，一

名を除く全ての参加者において，条件 b,c で瞬目

回数が減少していることが分かった． 
視線移動に関して，20 シーンを視差のピーク

が 1 つ（グループ A）と 2 つ以上（グループ B）
の各 10 シーンにわけ，視線変動の傾向を検討し

た．結果，グループ B の 6 シーンで逆転視差映

像観察時に特徴的な視線変動を示した（図 2）． 

 左：条件 a（適切 3D）    右：条件 c（逆転 3D） 

図 2 グループ B Scene8 の注視点解析の結果 

 
３．３ 考察 

 瞬目回数が減少すると，緊張の度合いが高まっ

たり，涙液の乾燥が生じ，眼精疲労を誘発すると

いう知見 1)から，逆転視差の映像を観察すること

で認知的負荷が上昇し，視覚系の緊張や覚醒水準

の低下が生じた可能性が示唆された．また，視線

移動の結果から，視差量の差が大きいシーンでは，

凹凸の反転が顕著に発生し，通常とは異なる部分

へ観察者の注意が向けられることが分かった．加

えて，短時間の映像観察で視覚負担や違和感が生

じるにも関わらず，凹凸が逆転していることに気

づかない観察者も多かったことから，逆転視差を

回避させたり，気付かせる方法の検討・工夫が今

後重要になってくると考えられる． 
 
４．まとめ 

 本研究では裸眼 3D ディスプレイを対象に，実

用場面に即した人間工学的評価を実施した．その

結果，裸眼方式は液晶シャッタ方式よりも疲労の

程度小さいが，少なからず生体に影響を及ぼし得

ることが示唆され，特に逆転視差は視覚負担に加

え映像効果にも影響を与え得ることが示唆され

た．今後は，特性を踏まえた効果的な裸眼 3D デ

ィスプレイの開発や映像表現の実現が望まれる． 
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