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1.は じめに

今 日のディスプレイ装置や映像技術の著

しい発達 によ り、映画やゲームなど、身近

なところで 3次 元映像を見ることができる。

3次 元映像は高い臨場感を与えるが、その

一方で視覚性動揺病を誘起 し不快感を引き

起 こし易い[1]。視覚性動揺病 とは、臨場感

の高い映像を見たときに、 自分の体は動い

ていないにもかかわ らず動いているような

感覚が生 じ、前庭 ―視覚間の感覚矛盾によ

って不快感が生 じるものである。今後、映

像技術は更なる発展を遂げ、よ り臨場感の

高い映像 と接する機会が増えて視覚性動揺

病が発症する可能性 も増加するであろう。

視覚性動揺病の発症を防ぐために、その原

因を解明することが必要である。

Ohmi et州.[2]は背景に運動刺激があると

自己運動感覚が起 こり易いことを明 らかに

している。 これは、視野上での背景の動き

は自己の運動によって生じると認識 される

ため と考えられる。同様に推測すると、映

像上に動 くことがないと認識される固定物

体(例えば建物や木)があるとき、その固定

物体が視野上を動 くと、動いているのは固

定物体ではな く自分だという経験が 自己運

動感覚を生じさせ、視覚性動揺病を発症 し

易いと考えられる。一方、可動物体(例えば

ボールや鳥)が動いたときには、たとえ遠景

で動いたとしても、自分が動いているので

はな く物体の動きと認識され、固定物体が

動いた場合と比べて視党性動揺病を発症 し

にくいと予想される。

そ こで、本研究では、運動刺激が遠景に

図1 映 像の構成

あるか近景にあるかという奥行き知覚の影

響に加え、可動物体/固 定物体 という物体

の可動性の認識や上下方向の認識が視覚性

動揺病の発症 にどのような影響を与えるか

を明 らかにするため、以下の 2つ の実験 を

行った[3,4,5]。

2,実 験 I

2.1 方法

実験は、スクリーン以外の反射物をでき

るだけ少なくした暗室で行 った。パーソナ

ルコンピュータ 4台 (./1pple Polver Mac

G4)に よって描画した映像を、右目用 2台 、

左目用 2台 の計 4台 のプロジェクタ(Victor

DBヽ Gll)か ら偏光板を透過させて偏光用

スクリーン (縦 2.45m、横 6。4m)に 投影

した。被験者をスクリーンか ら約 2.5m離

れた位置に座 らせ、偏光眼鏡を通 して映像

(視野角 100～110°)を 正視させた。



映像の画角は 100°とし、図 1の ように

遠景 (約 15 m )お よび近景 (約 2m )に 可

動物体あるいは固定物体 を配置 し、いずれ

か一
方を 2軸 まわ りに回転させた。可動物

体にはサ ッカーボールや紙風船などの上下  (a ) 2口5

方向のない球状の物体、固定物体 には公園

遊具や建物な どの_上下方向のある物体 を用  自  2

いた。映像の種類は、近景/遠 景、可動/ 塁 1口5

顕 飢 滉 ろ号暇 櫓罷 ぽ
目

1

1つ の映像の長さは 45秒 とし、映像と映像  度 。日5

の間には 15秒 の間隔を設けた。連続する 2

圏ア縄益た宗乙毬胡三ω2を
対比較法 ( 2～ + 2の 5段 階)を 用いて評    2

讐5じ昏ザ魯居?狩監亀苫嵩と呈汗を、
し
ょ  魯1・5

セ ッシ ョンを 1回 の実験で行 った。被験者  度 1

数は男性 18名 、女性 14名 の合計 32名 で、
   0.5

総試行数は 2,887回であつた。

0

2.2  糸吉舅融

範疇判断の法則と Thurstoncの比較判断只」

に基づき、自己運動感覚 と不快感の強度を

距離尺度化した結果を図 2に 示す。

Ohmi ct】.[2]と同様に、運動刺激が遠景

にある場合 (図2a,bの 奥側)に は近景に

ある場合 (図2a,bの 手前側)に 比べて自

己運動感覚および不快感の強度が高かった。

一方、運動刺激が固定物体である場合 (図

2a,bの 右側)に は、可動物体である場合

(図2a,bの 左側)よ り自己運動感覚およ

び不快感の強度は共に高かった。 これは、

固定物体は普段動かないと認識 しているの

で、固定物体が視野上で動 くと自分が動い

ていると感 じるのに対 し、可動物体の動き

は自分が動いているのではなく物体が動い

ていると認識するためであると考えられる。

図2 3次 元映像によつて生じた

自己運動感覚と不快感の強度

視野上を動 く物体が遠景/近 景にあるこ

との違いよ りも、固定物体/可 動物体であ

ることの違いの方が、自己運動感覚や不快

感の強度に大きな差を生 じさせた。遠景で

可動物体が動く映像 (図2a,bの 左奥側)

より、近景で固定物体が動く映像 (図2a,b

の右手前側)の 方が自己運動感覚および不

快感の強度が高くなった。

また、映像に静止物体が存在する場合 (図

2aの 左より第 1,2,4列 )に は存在しない

場合 (図2aの 左より第 3,5列 )に 比べて



自己運動感覚が抑制された。特に遠景に静

止物体がある映像の場合に、その差が顕著

であった (図 2aの 手前側)。 しかし、不

快感では静止物体の有無の影響は見 られな

かった。

自己運動感覚 と不快感の相関を求めたと

ころ、相関係数は約 0.91であった。

3.実 験 工

3.1 方 法

実験 Iと 同 じ 3次 元映像 システムを使用

して実験 を行 った。 3次 元映像の遠景およ

び近景にそれぞれ物体 を配置し、遠景の物

体は半径 15～20mの 球面上を角速度 20

deg/sで 2軸 回転 し、近景の物体は半径 2

～3mの 球面上に静止するものとした (図

3)。 映像の種類は [遠景 3種 :可動物体/

固定物体 (上下方向あ り)/固 定物体 (上

下方向な し)]× [近景 5種 :物体なし/可

動物体/ス クリー ン上に格子線/固 定物体

(上下方向あ り)/固 定物体 (上下方向な

し)]の 合計 15種 類とした。映像の例を図

4に 示す。

これ らの映像を 45秒 ずつランダムな順

で被験者 に注視させた。映像 と映像の間に

は 15秒 の間隔を設けた。連続する 2つ の

映像を 1対 とし、自己運動感覚及び不快感

の強度を Sche能 の一対比較法 (-2～+2の

図4 映 像の例

5段 階)を 用いて評価させた。 6回 の比較

を 1セ ッションとし、3分 の休憩時間を設

けて、5セ ッションを 1回 の実験で行った。

総試行数は 2,481回であつた。

3.2 結 果

自己運動感覚および不快感の強度を、範

疇判断の法則と Thurstoncの比較判断の法則

に基づいて距離尺度化 した。結果を遠景の

種類毎に色分けして図 5a,bに 示す。固定

物体が遠景で回転すると (図5a,bの 6～ 10

および 11～15)、可動物体の回転 (図5a,b

の 1～5)に 比べて強い自己運動感覚 と不快

感を発生させた (P<0,05)。また、上下方

向のある固定物体の回転移動 (図 5a,bの

11～ 15)は 上下方向の無い固定物体 (図5

a,bの 6～ 10)に 比べて自己運動感覚およ

び不快感を増大させた (P<0.05)。なお、

可動物体/固 定物体の認識の差は上下方向

の認識の差よ りも自己運動感覚への影響が

よ り大きく、不快感に関しては同程度の影

響が見られた。 このことか ら、固定物体で図3 3次 元映像の概念図
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図5 自 己運動感覚と不快感の強度

あるという認識は上下方向の認識に比べて、

自己運動感覚 を強めるほどには不快感を強

めないと考え られる。また、遠景で 可動物

体が移動するとき (図5a,bの 1～5)、近

景で上下方向のない固定物体が静止してい

る映像 (図5a,bの 4)は その他の映像 (図

5a,bの 1～3,5)に 比べて自己運動感覚お

よび不快感をより強く誘起した。

4.考 察

実験 Iに よ り、視野上を動 く物体が遠景

/近 景にあるという違いよ りも、固定物体

/可 動物体であるという違いの方が、自己

運動感覚や視覚性動揺病の強度に大きな差

を生 じさせる結果が得 られた。遠景か近景

かという奥行きの知覚よ り、物体が固定物

体か可動物体か という経験 に基づ く認識の

方が、視覚性動揺病に大きく影響を与えて

いると考えられる。

自己運動感覚 と不快感の強度の間には強

い相関が見 られた。 しかし、静止物体の有

無は自己運動感覚強度には影響を与えたが

不快感には影響 しなかった。 自己運動感覚

においては、静止物体か らは自分は動いて

いないという情報が得 られ、動いている物

体か らの情報 と打消 しあつて自己運動感覚

が抑制された と考えられる。一
方、不快感

では、静止物体によって与えられる視覚か

らの情報は、 自分が静止 しているという平

衡感覚からの情報 と矛盾を起こさないため、

不快感には影響を与えなかった と考えられ

る。

実験 Iで は固定物体に上下方向のあるも

のを用いたため、固定物体が動 くと映像空

間での上下方向が変化することになる。そ

のため、固定物体/可 動物体 という認識 に

加え、上下方向の変化の知党が 自己運動感

覚および不快感をよ り強めることになった

が考えられる[1]。

一方、実験 Ⅱよ り、可動物体/固 定物体

の認識の差が上下方向の有無の差に比べ、

よ り自己運動感覚 に影響を及ぼす ことが示

された。 この結果は、我々が映像を見て 自

己運動感覚を感 じるには、映像に含 まれる

物体の可動性の認識が大きく影響 している

ことを示 している。一方、不快感の強度に

は物体の可動性 と上下方向の認識 とでは同

程度の影響があつた。 このことか ら、固定

物体であるという認識は、自己運動感覚 を

強める程には不快感を強めないと考え られ

る。例えば映画やゲームにおいて、 上 下方

向が頻繁に変化するような映像を見るよ り

は、固定物体で上下方向の認識が出来ない

ものが映 し出された映像の方が、少ない不

快感で自己運動感覚が得 られると思われる。

不快感を低 く抑えつつ、出来る限 り強い自

己運動感覚が得 られるようにするためには、

上下方向が感 じられない映像を用いればよ

いと言えよう。



さて、遠景で可動物体が動いた場合には、

自己運動感覚や不快感は遠景が固定物体の

場合ほど強 く誘起されないが、近景で上下

方向のない固定物が静止 している場合にの

み自己運動感覚や不快感を増大させる結果

が得 られた (図5a,bの 4 vs.1～3,5)。回

定物体は本来地面などに固定されているた

め移動 しないものと認識されるが、上下方

向のない固定物体が近景で静止 していると

きには自分 と一体化 して移動する、つまり

自分に固定されていると認識されることが

考え られる。近景を自分に固定させて共有

する空間を広 く認識することによって、自

己運動感覚や不快感が増加 した と考えられ

る。 これに対 し、近景が上下方向のある固

定物体の場合は地面への固定の認識が強く、

自分との一
体化は起こりにくいと思われる。

5. せおオ〕りに

本研究では、3次 元映像において、遠景

/近 景 という奥行き知覚に加え、固定物体

/可 動物体 という物体の可動性認識や上下

方向の認識が視覚性動揺病に与える影響を

検討した。

実験の結果、近景/遠 景の奥行き知覚よ

りも可動/固 定物体 という経験的な物体認

識の方が視覚性動揺病 に大きな影響を与え

ることを明らかにした。

また、上下方向のない固定物体は、遠景

においては本来の固定物 として認識 される

のに対 し、近景においては自分に固定され

るとの認識が強いと考えられた。一方、上

下方向のある固定物が近景で静止 している

場合には、自己運動感覚や不快感が抑制さ

れた。上下方向が変化 しないことが視覚性

動揺病を強く抑制したものと思われる。
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