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概要： 本研究では，立体映像(3D)を用いたバーチャルリアリティ(VR)において，重畳表現がユーザ体験へ与える影響に

ついて知見を得ることを目的とし，人間工学的アプローチから検討を行った．具体的には，人体の重畳に着目し，観察対

象となる CG オブジェクト(視標)に対し実物または CG の人体を重ねて表示することで，視標に関する現実感や知覚がど

のように変化するのかについて主観評価実験を行った．その結果，人体の重畳表現は視標の大きさを把握する上で有効あ

り，特に，大きい視標へ用いる場合に高い効果を得られることが示唆された．また，重畳される人体の表現は，実物より

も CGの方が自然な印象を与える傾向がある． 
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1. はじめに 

近年，立体映像(3D)の普及に伴い，3D を用いた

バーチャルリアリティ(VR)に関する研究が盛んに

なっている．特に実空間と仮想空間の融合を目指す

拡張現実技術などの登場によって，3D の実空間映

像に対して仮想物体(CG)を重ねて表示する「重畳表

現」が多用されるようになってきた．例えばバーチ

ャル観光の分野では，現存しない遺跡や人物を実風

景に対し仮想復元し重ねて合成するという試みが進

められている 1)．しかし重畳表現そのものの知覚特

性に関する研究は少なく，3D 映像の重畳表現が，

VR に求められる現実感や臨場感へどのような影響

を与えるかはまだ不明である． 

そこで本研究では，3D における重畳表現の知覚

特性について知見を得ることを目的とした．具体的

には，観察対象の CG オブジェクト(以下，視標)に

対して，比較対象となり得る「人体」を重ねて表示

することで，視標に対するユーザ体験や現実感がど

のように変化するかについて，主観評価実験によっ

て人間工学的アプローチから検討を行った．  

 

2. 重畳表現の定義および検討 

本研究では，視標の手前または奥に対し，別物体

の一部を重ねて表示することを「重畳表現」と定義

している．また一般に，人は知覚する上で過去の経

験を元にしているとされることから 2)，我々にとっ

て既知な存在である人体を表示することが，視標を

知覚する上で手がかりになるのではないかと考えた． 

これまでの筆者らの検討により，視標の前方に実

物の人体などを呈示する場合は，視標が隠蔽される

部分が増えたり，視標と人体の再生縮尺が異なった

りすることで，現実感が損なわれる可能性が示され

ている． 

そこで本実験では，視標を隠蔽しない後方での重

畳を検討するだけでなく，視標との縮尺を同率にす

ることとした．  

 

3. 方法 

3.1 実験環境および呈示刺激 

実験では，頭部装着型ディスプレイを用いて映像

刺激の呈示を行った． 視標には大小 2 種類のサイ

ズを検討することとし，人体と同時に表示されるこ

とが自然であるかの観点から，小サイズにはイス

(0.66×0.70×0.92m)を，大サイズにはクルマ(1.75×

1.80×3.95mを選定した．観察者からの再生距離は，

それぞれ予備実験にて最も知覚がし易いと評価され

た 2.0m 及び 6.0mとした．実験条件一覧を表 1，呈

示刺激の例を図 1に示す． 

 

表 1 実験条件一覧 

条件
No. 

対象        

コンテンツ 
重畳条件 

1 
イス 

視標(小) 

重畳なし 

2 実物の人体あり 

3 CGの人体あり 

4 
クルマ 

視標(大) 

重畳なし 

5 実物の人体あり 

6 CGの人体あり 

図 1 呈示刺激の例 

  
実物の人体あり 仮想の人体あり 



 

3.2 手続き 

被験者： 正常な視機能を有する成人 24名 

評価手法： 評定尺度法を用いて，3D 映像を評価

する項目 3) (大きさ把握・位置把握・質感把握・映像

の自然さ)について 7件法の主観評価を行った． 

手順： インフォームドコンセントの後，1 条件に

つき「安静時間(10秒)→刺激観察(10秒)→評価記入」

の流れとし，全条件分繰り返すという試行を 2回行

い，最後に構造的インタビューを行った．  

 

4. 結果 

項目「視標の大きさがわかる」について，重畳条

件と刺激サイズを要因とした二元配置分散分析をし

た結果，「重畳なし」より「人あり」の方が有意に高

い結果となった（図 2）． 

 

 

 

 図 2 項目「大きさがわかる」の結果 

 

次に，全質問項目と重畳条件を比較したグラフを

図 3 に示す．検定の結果，いずれの重畳条件におい

ても「大きさ把握」「位置把握」は，「質感把握」「映

像の自然さ」よりも有意に高い結果となった． 

 

図 3 質問項目と重畳条件の比較 

5. 考察 

いずれの視標においても「重畳なし」より「人あ

り」の方が高い評点だったことから，人体を表示す

ることで視標の大きさは知覚しやすくなるというこ

とが示唆された．また，大きい視標の方が小さい視

標より顕著な結果が得られたため，視標の再生サイ

ズの比率が人体よりも高い方が視標への誘目性が高

まり，知覚がしやすくなる可能性が考えられる． 

人体の種類による差異については，項目「質感」

「自然さ」では CG の人体の方が高い評点であった

ことから，実物の人体よりも CG の人体を重畳した

方が映像の自然さ等を保つことが可能であると言え

る．これは，CGである視標に対して CG の人体を重

畳することによって生じる映像内の一体感が関連し

ていると考えられる． 

一方で実物の人体を重畳した場合，項目「大きさ」

「位置」では最も高く，「質感」「自然さ」では最も

低い点となった．これは，実映像の解像度が仮想映

像の解像度より低かったことが影響していると考え

られ，質感の把握は解像度を高くすることで向上す

ると言える反面，「大きさ」「位置」は解像度が低く

とも安定した知覚を得られると考えられる．  

 

6. まとめ 

 3D 本研究では，3Dにおける人体の重畳表現に関

して人間工学的観点から検討を行った結果，下記の

知見が得られた． 

(1) 人体の重畳表現は，視標の大きさを把握する上

で有効であり，視標が大きいほど効果的となる 

(2) 視標が CGの場合，重畳される人体の表現は，

実物よりも CG の方が自然な印象を与える傾向

がある 

(3) 視標の大きさと位置の把握は解像度の影響を受

けにくく，質感と自然さは影響が大きい可能性

がある 

以上より，人体を重畳表示することで 3D映像に

対する現実感を向上し得ることが言えた．今後は上

記の知見を活かして，人体が効果的に重畳表現され

る VR 空間の設計について検討していく必要がある． 
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