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概要: 2010 年頃より大規模な 3D ブームが始まったが、現在は映画において 3D よりも 2D が好まれる傾向があり、3D

人気は徐々に低下しつつある。その理由として 3D 映画の演出面の問題が考えられる。現在の 3D 作品では過去のように

人物が飛び出す演出を乱用せず、空間の奥行きを活かして臨場感を出す演出が増えている。しかし、3D映像が視聴者に与

える情緒的影響や立体感の表現・演出方法には未知な部分が多く、3Dが作品の魅力を引き出せていない可能性がある。そ

こで本研究では 3D映像における視差操作に注目し、感情を喚起する画像に様々な視差を与え複数の 3D画像を制作した。

そして作成した 3D画像の評価実験を行う事で、3D映像における視差操作が視聴者に与える情緒的影響を検討した。 
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1. はじめに 

過去の研究で、ハリウッド 3D 映画の感情的なシ

ーンにおける視差変化の特徴の定量化と分析が行わ

れ、感情ごとに視差の変化に傾向がある事が示され

た[1]。また、その分析結果をもとに視差を調整した画

像(エモーショナル 3D 画像、以下 E3D 画像)では画

像の喚起する感情を増幅する可能性が示唆された[2]。

そこで、画像の喚起する感情と異なる感情の視差を

付けた画像(別感情 3D 画像、以下 D3D 画像)を作成

し、視差操作自体が別感情を喚起する可能性につい

て検証する事とした。 

 

2. 感情表現シーンの視差分析と感情表現増幅 

ハリウッド 3D 映画の視差解析を行い、視差の変

化に特徴があったシーンを 6感情(幸福、驚き、悲し

み、恐怖、怒り、嫌悪)に分類した。その結果、幸福、

驚き、悲しみ、恐怖の 4 つの感情にはそれぞれ視差

の変化に傾向が見られた。また、この分析結果をも

とに視差の調整を行った E3D 画像では覚醒度をよ

り高めることができ、コンテンツの内容を考慮した

視差を付加させる事でコンテンツの喚起する感情を

増幅できる可能性が示唆された。 

3. 主観評価実験 

3.1実験環境 

実験は暗室内で行い、刺激の呈示には 24インチ偏

光フィルタ方式の 3D ディスプレイ (P240W, 

HYUNDAI IT)を用いた。視距離はディスプレイの高

さの 3 倍である約 90cm とした。実験参加者は事前

の色覚、立体視検査で健常と判断された 19-25 歳の

大学生 20名(男性 6名、女性 14名)を対象とした。 

 

3.2実験刺激および条件 

本実験の刺激には、感情喚起のために標準化され

た画像セットから選定した[3]。実験刺激には、幸福、

悲しみ、驚き、恐怖の 4 つの感情を喚起すると推定

された画像を 2 枚ずつ、どの感情も喚起しないと推

定された画像(以下普通画像)を 3枚、合計 11枚選定

した。そして感情を喚起する画像については通常 3D

条件、E3D 条件、D3D 条件画像の 3 条件を作成し、

普通画像については通常 3D 条件と先述の 4 種の感

情の視差をそれぞれ付けた 4種類のE3D条件の 5条

件を作成した。なお、D3D 条件としては、4 種の感

情の中で画像が喚起する感情と最も遠い感情の視差

を付加した。 



3.3評価手法 

Self-assessment manikin (SAM)を用いて実験を

行った[4]。SAMには、快から不快を表す情動価指標

と、興奮から落ち着いた状態を表す覚醒度指標があ

り、それぞれ 9段階での評価が出来る。 

 

3.4実験手続き 

ランダムな順に呈示された画像を視聴し、1 枚呈

示ごとに画像に対する評価を行った。感情を喚起す

る画像は 2 種類ずつ 3 条件を、普通画像は 3 種類 5

条件が呈示され、計 39回繰り返した。これを 1セッ

トとし、休憩を挟み 2セット行った。 

 

3.5結果 

感情と条件を要因とした 2 要因の分散分析を行っ

た結果、情動価については感情の間に有意差(p< .01)

が認められた。覚醒度については、感情間と条件間

に有意差(p< .01)が認められた。普通画像では情動価

について悲しみ視差の E3D 条件画像と驚き視差の

E3D 条件間に有意傾向(p< .1)が認められたが、覚醒

度について条件間の有意差は認められなかった。 

 

 

図 1 情動価の評価結果 

 

図 2 覚醒度の評価結果 

4. 考察 

情動価について条件間で評価値の差がほとんど見

られないことより、3D 映像で喚起される感情はコン

テンツの内容に依存し、視差自体に感情喚起する効

果はないものと考えられる。しかし、覚醒度につい

て通常 3D 画像よりも E3D や D3D 画像での評価値

が高くなる事より、視差操作によってコンテンツの

喚起する感情を増幅できる可能性が示唆される。ま

た、3D空間の幅が拡大すると情動価と覚醒度の評価

値がほぼ線形に変化するという結果より、3D空間の

幅が視聴者の情動や覚醒の変化に直接的な影響を与

えていると思われる。 

 

5. まとめ 

 本研究より、視差操作によってコンテンツの喚起

する感情と異なる感情を喚起することは困難である

ことが分かった。しかし、コンテンツの喚起する感

情を増幅させる効果は期待でき、その際に感情的な

シーンの視差分析に基づく視差を付けるよりも 3D

空間の幅が視聴者の情動や覚醒に与える影響を考慮

した視差を付ける方が、より感情を増幅させられる

可能性が示唆された。今後は客観評価法による検討

や、演出として好まれる条件の検討が必要であると

考えられる。 
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