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概要：本研究では視差操作による視聴者の覚醒度上昇に伴う、時間知覚の変化に着目した。これまでの取り組みによって、2
眼式立体映像(3D 映像)における視差操作は視聴者の感情喚起を促す可能性があり、特に覚醒度に直接的な影響を及ぼし上昇
させることが示されている。そこで 3D映像作成の際に視差操作を行いその視差操作された 3D映像によって、視聴者の時間
知覚にどのような影響がもたらされるのかについて、応答時間を用いて実験的検討を行った。検討の結果、3D映像を視聴す
ると応答時間が速くなり、時間知覚に影響を及ぼすことが示された。そして視差操作を行った 3D 映像(M3D 映像)を用いる
ことで、通常の 3D映像視聴時よりも、時間知覚により大きな影響を及ぼす効果がある可能性が示唆された。 
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１．はじめに	 

近年における映像情報技術の向上により、3D 映像は大き

な広がりを見せている。3D 映像は 2D 映像と比べより多く

の臨場感をもたらすとされており、最大の特徴は両眼視差

(以下、視差)を有することである。3D映像では、視差が緩

急を付け変化することで、3D映像特有の演出を行うことが

出来る。視差の変化には、3D再生空間の中心位置の遠近へ

の移動と 3D再生空間の範囲の拡大縮小の 4種類のパターン

が存在する。そしてそれらのパターンを組み合わせ、意図的

に視差を変化させることを視差操作と呼ぶ。	 

これまで著者は視差操作と感情喚起の関連について検討

を行ってきた。著名な 3D映画における情緒的なシーンの視

差解析を行った結果、感情毎に視差の変化に傾向があること

が示された。その傾向について、感情喚起を促す画像である

The International Affective Picture System(IAPS)画像[1]

を用いて検討を行った。IAPS画像は画像から喚起される情

動価と覚醒度が既に評価されている大規模な 2D 画像群で

あり、その画像群から画像を選出し、選出した画像に対し視

差操作を行った 3D画像を作成した。そして通常の 3D画像

と喚起される情動価と覚醒度について比較し、視差操作が視

聴者の感情喚起にどのような影響を及ぼすのか検討した[2]。

その結果、3D空間の範囲は一定範囲内において、視聴者の

覚醒度に直接的な影響を及ぼし得ることが示された。そこで

本研究では、視差操作による感情喚起の新たな効果として、

時間知覚に着目した。	 

映像刺激による感情喚起と時間知覚の関係については、

Gil らによって検討が行われている。Gil らは喚起される覚

醒度が異なる IAPS画像を複数用いて、その覚醒度の高さが

時間知覚にどのような変化をもたらすのか検討した[3]。その

結果、高い覚醒度を喚起する画像を視聴することで、時間知

覚が長くなることが示された。	 

そこで本研究では、高い覚醒度は時間知覚を長くするとい

う先行研究から着想を得て、3D映像の視差操作による覚醒

度上昇に伴う時間知覚変化に着目した。3D映像における視

差操作が時間知覚にどのような影響を及ぼすのか検討する

ことを目的とする。	 

	 

２．方法	 

初めに、2D 条件として IAPS から、覚醒度の異なる画像

を 6 枚選定した。選定した 6 画像に対し、SAM[4]による評

価を行い、高覚醒度,低覚醒度の 2グループに分類した。ま

た選定した画像に対し、通常の視差を付加した 3D条件、視

差操作(modify)を行い作成したM3D条件の計 3条件用意し

た。次に、渡邊による映像速度と時間知覚の検討[5]に倣い、

評価指標として時間知覚の評価として応答時間を用いた。参

加者には毎映像視聴後に、呈示されていた時間が何秒か回答

させ、その回答に掛かるまでの時間を応答時間と定義した。

呈示時間は 4 段階用意し(600,1000,1400,1800ms)、ランダ

ムな順に刺激を呈示した。毎映像視聴後に、応答時間につい

て、テンキーを用いて回答させた。全 72試行を 1セットと

し、セット間に 2分の休憩をはさみ、1人につき 5セット実

験を行った。参加者は正常な視機能を有する大学生 20名と
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し、刺激の呈示には 27インチの 3Dディスプレイ、偏光フ

ィルタメガネを用い、実験は暗室で行った。	 

	 

３．結果	 

高覚醒度条件では、どの条件においても呈示時間が長くな

るほど応答時間が短くなるという傾向が認められた。また

2D 条件より、3D 条件,M3D 条件の際に上記の傾向がより

強く表れた。	 

	 

	 

図 1	 高覚醒度条件の応答時間結果	 

	 

低覚醒度条件においても、呈示時間が長くなるほど応答時

間が短くなるという傾向が見られたが、高覚醒度条件ほど強

い傾向は認められなかった。また低覚醒度条件では、3D条

件において上記の傾向が見られた一方で、M3D条件時にそ

の傾向が認められなかった。	 

	 

	 

図 2	 低覚醒度条件の応答時間結果	 

	 

４．考察	 

本実験によって呈示時間が長いほど応答時間が短くなる

傾向がみられ、その傾向の大きさは映像から喚起される覚醒

度に依存する結果となった。即ち、映像から喚起される覚醒

度が大きいほど、長い映像呈示による応答時間の短縮が見ら

れた。これにより、長い映像呈示は視聴者の時間知覚に影響

を及ぼし得ることが分かった。次に高覚醒度,低覚醒度の両

方の 3D条件において、長い映像呈示による応答時間の短縮

の傾向が 2D条件より強く見られた。これは視差を付加させ

た 3D映像を用いることで、画像から喚起される覚醒度の高

さに関係なく、視聴者の時間知覚により大きな影響を及ぼす

ことは可能であることを示唆すると考えられる。	 

また両覚醒度条件の 3D条件において、応答時間の短縮の

結果に差が見られることから、2D 条件と同様に 3D 映像が

及ぼす時間知覚への影響には、喚起される覚醒度の高さによ

って差が生じ、その影響は覚醒度が高いほど大きくなると考

えられる。	 

そして高覚醒度条件において、視差操作を行った M3D条

件では応答時間の短縮が行われたことより、高い覚醒度を喚

起させる映像に対し視差操作を行うと、覚醒度上昇に伴う時

間知覚変化を促し得ることが示唆された。一方、低覚醒度条

件においては、M3D条件では応答時間の短縮が行われなか

ったことから、本実験における低覚醒度条件下では視差操作

は時間知覚に影響を及ぼさなかったと推察される。この要因

として情動価の影響が挙げられる。情動価が視差操作による

時間知覚変化に及ぼす影響については、より詳しく検証する

必要がある。	 

本研究により、3D 映像において視差操作を行うことで視

聴者の覚醒度を上昇させるだけでなく、時間知覚にも影響を

及ぼし得るという知見を得られた。	 
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