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The Artwork applied Split Depth Effect from Still Image 
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概要：	 本研究は、静止画を元にしながら視差による描き足しの必要なく、かつ 3Dメガネなどの機材を用いずに
一般的なディスプレイで立体感を楽しめる表現作品を制作することを目的として、新たな立体視表現法の提案と

それに基づいた作品制作を行ったものである。両眼視差以外の方法で立体感を得るための方法として、単眼奥行

き手がかりの量を変化させることでより強い奥行き感を表現したいくつかの手法がある。本研究で用いた新手法

の礎として、それらの中から「Split Depth GIF」 と呼ばれる動画に用いられる手法を採用した。静止画に対し
てより効果的に適用するべく、Split Depth GIFに用いられる手法による立体感の要因を考察し、「遮蔽・重なり
による奥行き手がかり要因」「画枠の認知的な要因」「接近運動における知覚の要因」の３つの要因によって成り

立っていると仮定した。この仮定を元に、３つの要因をすべて満たすように静止画を変形させる新手法を考案し、

それを自身のイラストに応用して作品を制作した。作者の表現的意図を完全に伝える程ではなかったが、作品の

立体感を向上させている評価が見られた。 
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１．はじめに	 

	 	 近年3D映画や3D対応ゲーム機などの普及に

伴い立体感を取り入れたコンテンツが増加しつ

つある。これらの 3D コンテンツに用いられる立

体視の提示手法としては、両眼視差と輻輳による

奥行き知覚を利用したものが主流となっている	 。

しかし両眼視差法による立体視には「視差を持っ

た動画像が必要」「左右の目に異なる動画像を提

示するための器具が必要」という条件があり、イ

ラスト等の単一画像を元にした立体視や、一般的

なディスプレイでの手軽な視聴には適していな

い。そこで、単一画像を元にした立体視表現作品

には、両眼視差法を用いない表現方法を応用する

必要がある。	 

	 

２．両眼視差を用いない既存の方法	 

	 眼立体視を用いずに奥行き感を表現するため

には、単眼奥行き手がかりを用いる事が考えられ

る。単眼奥行手がかりのうち、動的手がかりであ

る運動視差を除く静的な奥行手がかりは「絵画的

奥行手がかり」とも呼ばれ、比較的弱い手がかり

と言われているが、一つの絵画的奥行手がかりの

量を動的に変化させることによって、他の奥行手

がかりとの加算的相互作用により、より強い奥行

き知覚を得られることがわかっている＊1。	 

	 単眼奥行き手がかりの動的変化によって奥行

き知覚を向上させることを試みた事例・研究の例

として、KDE(Kinetic	 Depth	 Effect)を利用した

「Wiggle	 Stereoscopy」	 や岡谷・石澤・出口ら

の考案したピント調節によるボケを注視点に合

わせて再現した注視反応ディスプレイ＊2、また動

画上に固定されたラインを描き足し、動画内の運

動する物体が更にその手前に来るように見せる

ことで飛び出し感を向上させる「Split	 Depth	 

Gif」などが挙げられる。本手法においてはこの

中から、視差を用いずに強い効果を持ち、なおか

つ機材によらず視聴が可能である Split	 Depth	 

Gif に注目し、静止画を元にして適用する方法を

考案した。	 

	 

３．Split	 Depth	 Effect の要因の考察	 

	 Split	 Depth	 Gif は 2015 年 1 月頃から見受け

られるようになった比較的新しい手法であり、こ

の効果(Split	 Depth	 Effect と呼ぶ)の要因を直

接心理学的に検証した研究例は未だない。そこで

既存の動画作品やいくつかの事前制作物からそ

の要因を考察した所、Split	 Depth	 Effect は以

下の「遮蔽・重なりによる奥行き手がかり要因」

「画枠の認知的な要因」「接近運動における知覚

の要因」の３つの要因の複合によって成り立つと
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仮定した。	 

	 「遮蔽・重なりによる奥行き知覚要因」は、単

眼による奥行知覚手がかりの中でも距離によら

ず前後感に対して安定して強い知覚を生じさせ

る手がかりである。ある物体がラインを遮り、ま

たある物体がラインに寄って遮られた時、その物

体間にははっきりと前後関係が知覚される。	 

	 「画枠の認知的な要因」は、「画面内の空間に

対して画枠が絶対的に手前側にある」という人間

の認知による要因である。ラインが画面上に描か

れた枠の一部と認知され、画面内の物体がその手

前に来ることで、画面内から飛び出してきたよう

なだまし絵的な効果が生まれているものと推察

される。	 

	 「接近運動における知覚の要因」は接近運動の

知覚的な感度による要因である。物体の接近運動

は、前額平行面への運動に対して知覚感度が高い

と言われている。ラインと物体との遮蔽関係の変

化にはいずれかの方向への相対的な運動が必要

であるが、元々強い知覚感度を持つ接近運動によ

る位置変化を用いることによって、強い飛び出し

効果を得られているものと考えられる。	 

	 仮定が正しければ、上記の３要因をすべて満た

すように静止画像への適用法を選定することで、

高い効果が得られると考えられる。	 

	 	 

４．新手法の提案と作品制作	 

	 上記の仮定を元にして、３つの要因をすべて満

たすように単一画像をもとに適用する方法とし

て画像全体を拡大する方法を考案した。	 

	 剛体性仮定により、物体の拡大運動は接近運動

として知覚されやすいことが知られている。そこ

で、画像全体を拡大し、画像内の物体が接近運動

しているような Split	 Depth	 Effect を重ねて表

示することで、画像の拡大運動を接近運動として

知覚させることが出来る。さらに、拡大速度を加

速度的に変化させることで接近運動として知覚

されやすくなることが報告されており＊3、本手法

においてもそれを採用している。	 

	 この手法に基づいて、自作の原画イラストを元

にした実作品を制作した。原画イラストは平面的

な構図で描かれており、Split	 Depth	 Effect が

適用されることで初めて作品内の物体の奥行関

係がわかるようになっている。それにより、筆者

が表現した作品の構図が視聴者に伝わるように

なる変化を表現上の意図とした。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 制作した作品は YoutubeTMで公開され、様々な

再生デバイスで視聴された。そのうちの数名にア

ンケートをとったところ、再生環境によらず立体

感が向上しているとの評価が得られた。しかし、

筆者の設定した奥行きの構図が伝わったような

評価は得られなかった。	 

	 

４．結論（まとめ）	 

	 静止画を元にした立体視表現の方法として、画

像全体の拡大による Split	 Depth	 Effect の適用

という手法を提案し、作品を制作した。制作にお

いては原画イラストに描き足しをせず、また作品

は再生環境によらず立体感が向上しているとの

評価が得られたので手法としての目的は達した。	 

	 しかし、本作品においては筆者の表現上の意図

が正しく伝わるほどの効果は得られなかった。遮

蔽部分の形状やラインの間隔、構図の設定などを

改善することでより効果的な立体視知覚が得ら

れる可能性は十分あり、本手法の効果の向上、ま

た新たな作品制作への検討課題とする。	 
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図１	 制作した作品とその時間的変化	 


