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序 論 

 
 

1. はじめに 

本研究は、S3D1)（立体）映像技術を用いたコンテンツ制作を通して、「包囲感2)」を

創出する S3D映像の多面提示手法と、それに適した S3D映像表現手法について検証す

るものである。 

本研究における S3D映像コンテンツ制作の実践例として、沖ノ島の S3D映像コンテ

ンツ制作と常設上映、インタラクティブコンテンツ制作と常設展示、そして豊前岩戸神

楽の S3D 映像コンテンツ制作と上映がある。ここでは、デジタルアーカイブとして、

S3D 映像による記録を中心にデータ蓄積を行っているが、それだけではなく、S3D 映

像コンテンツの制作を行い、資料館や博物館、公民館などで上映活動を行っている。こ

うした文化財を対象とした S3D映像コンテンツ制作を通して、S3D映像に関する基礎

的な知識はもとより、構成の検討から撮影、編集にいたるまで、実際に制作を行いなが

ら、そのノウハウを蓄積し、制作及びそれに関連する実践的な研究を通してその表現法

の確立を目指している。 

文部科学省は、文化財を立体映像で記録保存することが伝統技術の継承に役立つと述

べており、また誰もがコンテンツを創作し、発信できる時代の実現に向けた研究開発を

進め、デジタル映像の「制作」から「上映」の過程までを体系的に行う必要性を訴えて

いる3)。ここでは主に映像の品質を保つための一貫した規格の統一に言及したものであ

るが、国だけでなく県、市町村の登録している数多の文化財を S3D 映像で紹介する場

合、遺跡や民俗芸能といったそれぞれの対象に応じた、S3D 映像コンテンツの「見せ

方」までを検討することが重要である。 

本研究では、S3D 映像の制作における表現の追求だけでなく、S3D 映像の提示手法

までを検討する必要があると考えている。例えば神楽は、神社に設置された「神楽殿」

で、五穀豊穣や豊漁などを感謝し、地域に住む氏子の生活の安定を祈り、地域で祀られ

ている神々への信仰心を舞で表現したものである。こうした「神楽の舞」だけでなくそ

                                            
1)	 両眼立体視映像は、3D映像とも呼ばれるが、3DCG、いわゆるコンピュータグラフィックス映像と混同される場合
も考えられるため、本研究において、両眼立体視映像は Stereoscopic 3Dを略した「S3D映像」と表記する。 
2)	 包囲感とは、臨場感を創出するための一要因である。詳細は序論「2.研究の背景」で説明する。 
3)「芸術文化の創造・発信・利用に資する科学技術」、「文化財の保存・活用、芸術の創造に資する科学技術」、文部科
学省HP、http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa200601/001/002/0302.htm （2014.9	 参照） 
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れが執り行われる舞台周辺の状況までを映像で提示し、臨場感を創出することでその地

域に伝わる神楽の文化財としての重要さが伝わるものと考える。 

大型スクリーンやドームシアターなど、目を覆い尽くすような広視野映像を提示し、

臨場感を創出する専用の施設や機器は存在するが、地方における民俗資料館や公共施設

のロビーなどを利用した文化財の展示においては、専用の上映室や機器を設置すること

は難しく、簡易的な映像閲覧スペースを設置している例が多い。そこで、大型スクリー

ンが設置できない民俗資料館や公民館の会議スペースなどの環境において、室内の壁や

天井、床などを利用し、S3D映像の多面投影で広視野映像表現することで包囲感を創出

でき、臨場感のある提示システムを構築できると考えた。 

本研究では、既存のスペースに簡易的に設置できる、包囲感を創出する映像提示手法

と、それに適した映像表現手法について検証する。 

文化財を対象とした S3D 映像コンテンツを制作する際の表現手法の検討を行うだけ

でなく、文化財がおかれているその場の状況を鑑賞者にいかに視覚的に伝えるか、それ

が文化財としての価値を伝えるために重要である。 
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2. 研究の背景 

文化庁が定めた「文化財保護法」4) において、地方の自治体は文化財の保護に努めて

おり、時代の変遷や新たな発見、学術的な研究等の進展に応じてその数は増加の一途を

たどっている。また文化財を「日本のたから」と位置づけ、文化振興とともに地域活性

化を推進することを目的とした事業に取り組むなど、その文化財の記録、活用公開等の

事業に対する支援を行っている5)。 

国が指定した文化財のみならず、市町村などの地方自治体が重要と定めた、地元地域

の文化財は各地に多数存在している。地域の史跡や伝統芸能等を対象とした、デジタル

技術を用いて記録、蓄積するアーカイブ研究が大学を通して行われ、また地域の関係者

が自主的に撮影し、ウェブを活用して公開するなど、地域に残された貴重な財産を視覚

情報として保存し、伝承するための活動が行われている。映像を用いた情報の提供は、

その地域特有の文化を国内外に周知させることができ、地域活性化にもつながる重要な

活動である。文化財の記録、そして蓄積した資料の発信を遂行するために、一般的には

パンフレットなどの印刷媒体による普及、あるいはデジタル映像、デジタル写真に収め、

DVD などのメディアにまとめて配布、または展示館等での上映をする形式が一般的で

ある。特に映像メディアによる文化財の紹介は、その地域、資料館等を訪れた人はもと

より、インターネット上で公開し、世界中の注目を集めることができるなど、有用性は

依然として高い。 

博物館や歴史資料館などの展示施設を訪れる人の主たる目的は、その展示空間に置か

れている実物資料を閲覧することである。展示物そのものが、無形文化財といった実物

を展示できないものであったり、実物資料の時代背景等を補足するために、映像資料が

用いられる。立入禁止となっている一部の世界遺産や、一般公開されていない宝物、特

定の場所、時期でしか行われない民俗芸能など、通常実物を見ることのできない対象を、

「資料映像」として記録・編集・展示し、一般客に鑑賞させることは、その対象への興

味や関心を促進する効果のある情報提供の手段である。ここで重要なのは、見せるため

の資料映像コンテンツの内容や、資料映像の対象となった財産に対する興味・関心を持

たせるための効果的な提示手法について検討を行うことであり、それが展示施設の持続

                                            
4)文化財保護法、文化庁HP、http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/bunkazai/index.html 
（2018.1	 参照） 
5)文化庁月報, 平成 24年 11月号	 (No.530), 

http://www.bunka.go.jp/pr/publish/bunkachou_geppou/2012_11/special_01/special_01.html（2016.2	 参照） 
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的な需要につながると考える。 

文化財を対象とした資料映像の表示フォーマットとして、両眼視差による S3D 映像

技術を用いることで、その対象が持つ立体感や質感が得られ、文化財にとって重要な情

報の理解に効果的であることが検証されている6)。立ち入りが禁止されている場所、特

定の時期に特定の場所でのみ催行される民俗芸能など、実物を見ることができない対象

を S3D 映像で表現することは、その対象となる現場の様子を、平面映像よりも立体、

奥行きを加えることで臨場感のあるものとして、対象への理解度や、興味、関心を促進

させるための有効な手段である。 
映像の展示形式に関しては、博覧会における大型提示や多面提示といった特殊な提示

手法が半世紀以前から用いられており7)、現在でもドームスクリーンや IMAXなどの大

型かつ高精細なスクリーンで臨場感のある映像コンテンツが上映されている。一方で、

大型映像や多面提示映像など特殊な映像提示機器や専用のスペースを持つことができ

ない、地方の民俗芸能資料館や、公民館の一部スペースを民俗資料展示のスペースとし

て設定している施設などにおいては、DVD などのメディアプレーヤーと液晶モニタ、

プロジェクタとスクリーンといった一般的な機器が設置され、来場者は通常の平面の映

像コンテンツを鑑賞するのみの形式が殆どである。それは、施設の予算や展示スペース

の制約などの要因が考えられるが、例えば地方の、目前に広がる「文化的景観」や勇壮

な「神楽の舞」を数十インチのモニタや、ミニシアター形式で表現しても、その現場の

様子を感じ取るには不十分である。 

デジタル映像技術の進展によって、プロジェクションマッピングをはじめとした特殊

な提示形式は、モニターやスクリーンといった形式的な枠から外に飛び出した映像表現

が、昨今数多に見られるようになった。S3D映像の表示形式においても、デジタル化に

よって時分割方式の表示形式が開発され、高画質な S3D 映像コンテンツ制作や、S3D

映像の多面型投影の制御も容易になり、偏光方式にはシルバースクリーンが必要となる、

といった、専用のスクリーンを必要とせず、室内の壁面にも S3D映像が提示できる。 

また提示の形式として、宝物などの物品を対象とした映像資料は、対象そのものを記

録・提示し、状況について把握する表現方法となっているが、巨大な構造物や自然、特

定の場所で行われる民俗芸能などは、対象を取り巻く「環境」までを表現し、その資産

                                            
6) 本田捷夫監修、「立体映像技術-空間表現メディアの最新動向-」、シーエムシー出版、2008、pp.154-160 
7) 1967年モントリオール万博における映像展示が、その歴史の嚆矢とされている。青木豊「博物館映像展示論、自序
ⅲ、雄山閣、2002 
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が置かれた状況や歴史を把握させることで、対象への興味や関心が促進されると考える。 

大型スクリーンやドームスクリーンであればその場の環境までを感じ取ることがで

きる臨場感のある「広視野映像8)」を提示できようが、公民館の一室やロビーなど、既

存の限られたスペースにこうした大掛かりな設備を導入設置することは予算の側面か

らも物理的な側面からも不可能である。 

しかし、デジタル技術によるシャッター方式が開発されてからは、専用のスクリーン

を必要としない室内の壁面投影も可能となり、多面投影型のシステムを構築し、S3Dに

よる広視野映像表現をすることも可能である。このことを踏まえ、限られたスペースに

おいても多面投影型システムを用いて S3D 映像コンテンツを提示し、鑑賞者の興味や

関心をひく、「包囲感」を創出する映像表現が実現できると考える。 

 
包囲感とは、自己の周りに空間的な拡がりを感じる感覚であり、その空間に埋没 

する没入感、あるいはその場の雰囲気を感じる空気感も包囲感の一種と考えられる。 

 
安藤らは「臨場感の知覚認知メカニズムと評価技術」において、包囲感についてこの

ように述べている（図 0.1）9)。 

 
図 0.1	 臨場感指標（構成要素と要因） 

                                            
8) 竹田らの研究では、「映像の視野が広くなるほど臨場感が強くなる」とし、視野が広がる映像を「広視野映像」と表
記している。竹田仰、金子照之、「広視野映像が重心同様に及ぼす影響」、テレビジョン学会誌、50巻 12号、1996、
pp. 1935-1940 
9)安藤広志他, 臨場感の知覚認知メカニズムと評価技術、超臨場感コミュニケーション特集、Vol. 56 Nos. 1/2、2010、
p159 
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近年その進歩がめざましい、ヘッドマウントディスプレイ（HMD）を装着するよう

な VR技術も、神楽の臨場感を創出するためには有効であると考えるが、頭を回転させ

なくても、自然に眼に入る周辺視野のイメージは、その視野角の制限から、VRでは味

わうことはできない10)。約 200度もある人間の視野を覆うような、その場にいるかのよ

うな鑑賞環境を、既存のスペースを用いて実現できないだろうか。 

このような背景から、本研究では、自ら実践した S3D映像コンテンツ制作を通して、

S3D 映像の多面投影による包囲感を創出する提示手法と、その提示に適した映像表現

手法を追求する。 

 
 
3. 文化財の視覚的記録・表現における関連研究 

文化財を何らかの形で保存し、後世に伝え、さらには保存したものを広く一般に公開

展示するために、デジタルアーカイブの研究、事業が盛んに行われている。実物の文化

財から記録したデジタルデータは、形状などの正確な数値データの保存や、それを用い

て展示システムを設計など、目的に応じた視覚情報の提示が可能となる。 

デジタル技術による記録法には、現物そのものをデジタルスチルカメラやデジタルビ

デオカメラで記録する方法、形状の持つ正確な数値データを 3Dスキャナで取得する方

法、踊りや所作などの動きをモーションキャプチャシステムで取得する方法などがある。 

3D スキャナは、主に非接触型のレーザースキャナによって、現物に接触することな

く正確な形状データを取得できるため、有形文化財のデジタル化に広く活用されている。

レーザースキャナによるデータ取得は、完全な状態の現物を、そのままの状態でデジタ

ルデータ化し、後世に伝えるための資料として活用されるだけでなく、経年による損傷

が認められるものに対しても、デジタル化することによって、本来どのような形状であ

ったかを推測するための重要な補助資料として扱う研究もある。 

知足らの研究11)では、大分県英彦山山中に存在する梵字が岩に菩薩形の立像である磨

崖仏を対象とし、現状では崩落し散在している右半分の石仏と残存する磨崖仏との関連

性を示すため、デジタルスチルカメラによる記録と画像解析、および非接触型レーザー

スキャナを活用し崩落前の全体像をシミュレーションし再現しようとしている（図 0.2）。 

                                            
10) Sonyの VRヘッドセット PSVRは視野角が 100度で、市場で入手できる VRゴーグルは大きくても 100度前後で
ある. http://www.jp.playstation.com/psvr/features/	 （2018.1	 参照） 

11) 知足美加子、英彦山修験道美術の復原および地理的関連性の考察－今熊野窟磨崖仏、清水磨崖仏、青木磨崖仏－、 
芸術工学研究、九州大学大学院芸術工学研究院紀要、vol.21、 2014、pp.1-12 
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図 0.2	 今熊野窟と覆屋(左)	 阿弥陀三尊像 3D データの組み合わせ(右) 

 
金らは、国の重要文化財に指定されている長崎県対馬の黒瀬銅造如来坐像を対象とし、

３次元デジタイザを用いて形状データを測定した12)。火災に遭い本体は変形し、台座は

一部が残存している状況で、デジタルデータを用いて損傷箇所や歪曲箇所を歴史資料に

もとづいて CGによって修復を行った。また九州国立博物館所蔵の多宝千仏石幢の形状

データを取得し、博物館来館者の主体的鑑賞を支援する、タブレット端末用の展示解説

コンテンツの制作とその有効性の検証を行っている（図 0.3）。 

 
図 0.3	 多宝千仏石幢のデジタイズ(左)	 タブレット端末の鑑賞行動モデルイメージ(右) 

 
無形文化財に対しては、源田らの研究13)においては、歌舞伎の見得を中心とした所作

について、その特徴を探るため、モーションキャプチャによって歌舞伎役者の舞いを正

確なモーションデータとして記録を行っている。また韓国の伝統芸能“サムルノリ”を

対象としてモーションキャプチャを行い、得られたモーションデータに基づいて物理的

                                            
12) 金大雄、博物館における利用者主体の展示支援システム開発の技術的課題と最適化の研究、九州大学芸術工学研究
院博士論文、 2012、pp108-123 
13) 文部科学省特定領域研究「江戸のものづくり」A4情報技術による知的支援システムの構築班、2002-2006 
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かつ視覚的パターンをシミュレーションする CG アニメーション作品を制作14)するな

ど、デジタルアーカイブとしての蓄積だけでなく、得られた情報をいかに視覚情報とし

て提示するかの手法論の追求も行っている（図 0.4）。 

以上のような研究においては、デジタルアーカイブとしてのデータ蓄積のみにとどま

らず、取得したデジタルデータをどのように鑑賞者に提示すべきか、また学習用ツール

としてだけでなく、芸術的表現の側面からのアプローチによって、データをメディアア

ート作品として活用するなど、記録、制作、提示（展示）を包括して研究を行っている。

こうしたアプローチは、本研究においても参考となっている。 

 
図 0.4	 CGアニメーション作品「SAMULNORI」(左)	 サムルノリ演者のデジタイズ(右) 

 
近年のデジタルカメラの小型化、高画質化に伴って、カメラ２台を並列した立体撮影

が比較的容易になってから、S3D映像による文化財の記録も行われるようになった。対

象の形状や動きを多面的に捉えることが可能となる CG を用いた視覚情報提示に対し、

立体映像は現物の視覚的要素そのものを記録しており、自由な視点移動は困難であるが、

解像度の高精細化によってより現実のものに近いイメージを鑑賞者に与えることがで

きる。文化財の S3D 映像化に関する研究、映像コンテンツの制作は行われているもの

の、前述のような記録、制作、提示までを一貫した事例はほとんどみられない。本研究

においては、文化財を対象とした S3D 映像コンテンツ制作における表現構成、そして

それを効果的に提示するための表現設計について検討する。 

なお、文化財を対象とした S3D映像活用に関する先行研究や先行事例、および S3D

映像提示に関する先行研究や先行事例については、第１章で説明する。 

                                            
14) 源田悦夫、石井達郎、崔智英、アニメーション作品「SAMULNORI」受賞：EUROGRAPHICS2005	
ANIMATION Grand Prix、Eurographics、2005 
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4. 研究の目的 

本研究の目的は、「S3D映像を用いた多面提示手法による包囲感創出の効果と、S3D

映像による多面提示に適した表現手法について検証する」ことである。本研究において

は、文化財を対象として記録したデータを S3D 映像コンテンツとして効果的に見せる

ための提示手法について検討を行う。スクリーンやモニタといった既存の規格を用いて

見せることで、資料としての情報提供はなされる。しかし資料そのものの情報のみを提

示すれは十分な場合もあるが、資料が本来置かれていたその場の周辺の状況までを情報

として提供する必要がある場合もある。	

本研究を遂行する前段階として行った研究では、既に記録された単画面を用いた、正

面一面の提示領域内での広視野映像表現を試みたものの、効果的な表現手法を追求する

に至らなかった15)。視野を覆い尽くし、その場にいるかのような感覚を創出するために

は、視野を覆い尽くすだけの撮影領域および提示領域が必要である。	

近年では VR技術の進展によって、ヘッドセットを装着するだけでその場にいるかの

ような臨場感を創出できる。しかしその一方で、視聴時間が限られたり、表示視野角の

制限で視野を覆うようなイメージを提示できていない。鑑賞者が頭を回転させなくても、

自然と目に入る周辺視野のイメージ。本研究では周辺視野イメージの表現を追求する。

その場にいるかのような包囲感を感じることができる提示環境は、半球ドームや全周映

像などといった大掛かりかつ専用のスペースが必要となる。	

本研究においては、文化財（神楽）の舞台における舞いの様子がメインとなり、周辺

におかれる舞台の外や風景は、周辺視野の情報になる。その周辺視野の視覚情報を提示

するか否かで、包囲感が変化するものと仮説を立てて検証する。また本研究においては、

専用のスペースを必要とせず、最小限の機材を用いて、投影スペースの室内壁に多面投

影することで、包囲感を創出させるための広視野映像提示の効果を検証する。これによ

り、いわゆる「ハコモノ」といった専用スペースを必要としない、地域の公民館の一室

においても効果的に包囲感を創出する広視野 S3D 映像表現が実現できる。本提示技法

は専用の装置を必要としないことが前提となり、こうすることによって地方の自治体な

どでも導入しやすいシステムの提案が可能となる。	

実験の流れとして、スクリーンと室内壁の投影に関するレイアウトを設計した上で、

                                            
15) 参考論文、Tatsuro ISHII, Daewoong KIM, Effect of Scene Emphasis by Pseudo Displacement of Viewing 
Distance in Stereoscopic Image, International	 Journal of Asia Digital Art and Design, Vol.18 No.02, 2014, 
pp.12-17  
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映像刺激を提示し、被験者の印象評価と視線計測を合わせて行い、その関連性も考察し

た上で効果を検証する。	

また本研究では、多面提示を検討する前段階として、単画面による S3D 映像コンテ

ンツ制作の実践を通した有形・無形文化財の S3D 映像コンテンツに対する鑑賞者の興

味度や関心度を検証する。そして S3D 映像コンテンツの必要性を確認し、同時に、単

画面による臨場感創出に関する課題を明らかにした上で、多面投影による広視野映像表

現の検討を行う。 

地域に存在する文化財をいかに魅力的な形で分かりやすく、価値を伝承するために、

そして文化財に関心を深めるきっかけとして、さらには地元以外の県外の人々にも広く

周知させるため、資料館などが設置され活用されている。それらの展示場には、一部 S3D

映像も含め、映像コンテンツが必須項目のように展示上映されている。文化財を、その

ままのイメージに近い形で提示できる実写 S3D 映像は、デジタル処理によって、効率

的に高精細なコンテンツ制作ができるようになった。 

S3D 映像コンテンツは、10 分 20 分もあるものを、それ自体を評価してもらうため

には、実際にコンテンツとして制作し、上映を行ったうえで、アンケート等により、鑑

賞者の主観的な評価をまとめることが現実的である。また S3D 映像コンテンツの制作

においては、定まった制作ガイドラインなどは存在せず、制作者が制作の現場で実務経

験を通してそのノウハウを蓄積していくしかないのが現状である。 

本研究においては、多面投影による包囲感創出の S3D 映像表現手法の検討に至る前

段階として、実際に S3D 映像コンテンツの制作をとおして、撮影、編集、における実

験および実践を反復しながら独自に設計した制作の手法論を明らかにするとともに、有

形・無形文化財の S3D 映像コンテンツに対する鑑賞者の興味度や関心度を検証し、ま

た提示に関する問題点について考察することから始める。 
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5.論文の構成 

本研究においては、実践的なコンテンツ制作を通した文化財 S3D 映像コンテンツの

効果に関する検証と、単画面での S3D 映像表現の課題について考察する。そして多画

面提示による広視野映像表現の効果について検証を行い、S3D 映像コンテンツの制作

から提示までを総括した効果的な表現設計について検討する。	

実際の S3D映像コンテンツの制作を通して、一般公開により S3D映像コンテンツの

効果を検証し、多面投影による包囲感を創出する S3D 映像提示の効果について検討す

る、序論に 4つの本論と結論を加えた 6つの章で構成している。 

序章においては、本研究の着想点となっている、文化財を対象とした S3D 映像コン

テンツにおける制作段階の表現技法、提示段階における包囲感を創出する S3D 映像表

現の必要性を感じた背景を述べ、筆者が関わった文化財の視覚的記録・表現に関する先

行研究、および本研究の目的および位置づけを明確にする。 

第 1章においては、本論文を構成する上で説明しておくべき S3D映像の基本的な原

理について述べる。そして有形・無形文化財を対象とした S3D 映像の適用に関する先

行研究や、S3D映像コンテンツ制作事例について述べる。 

第 2章においては、単画面構成による S3D映像コンテンツの制作段階における表現

設計の検討と課題について考察する。第 2章では、有形文化財を対象とした S3D映像

コンテンツの表現設計において、世界遺産に登録された宗像・沖ノ島と関連遺産群の

S3D 映像コンテンツの実践的な制作を通した立体表現構成について検討する。またコ

ンテンツの一般公開を通して、鑑賞者の興味度・関心度を調査し、沖ノ島 S3D 映像コ

ンテンツの効果について考察する。そして単画面における沖ノ島 S3D 映像コンテンツ

の映像表現の課題に関して述べる。 

第 3章においても、単画面構成による S3D映像コンテンツの制作段階における表現

設計の検討と課題について考察する。無形文化財を対象とした S3D 映像コンテンツの

表現設計において、福岡県指定無形民俗文化財として登録されている福岡県豊前市の伝

統芸能、豊前岩戸神楽の S3D 映像コンテンツの実践的な制作を通した立体表現構成を

検討する。そしてコンテンツの一般公開を通して、賞者の興味度・関心度を調査し、豊

前神楽 S3D 映像コンテンツの有効性について明らかにする。そして単画面における豊

前神楽 S3D映像コンテンツの映像表現の課題について述べる。 

第 4章においては、多画面提示による広視野 S3D映像表現の検討を行う。周辺視野

の情報の追加を前提として、包囲感を創出するための多面提示による S3D 映像の広視
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野表現に関する検討を行い、その効果を検証する。 

第 5章においては	 第 1章から第 4章にわたる考察や検証に基づいて、S3D映像コ

ンテンツの効果検証から S3D 映像の多面提示による広視野表現の効果と課題について

考察し、結論とする。また本論文において残された課題と今後の展望について述べる。 

 
本論文の全体の構成を図 0.5に示す。 

 
図 0.5	 本論文の全体構成 

多画面構成のS3D映像コンテンツの表現設計と課題

序　論

結　論

第３章
無形文化財を対象とした立体映像コンテンツの表現設計と評価

第２章
有形文化財を対象とした立体映像コンテンツの表現設計と評価
-沖ノ島と関連遺産群の立体映像コンテンツ制作を通して-

-豊前岩戸神楽の立体映像コンテンツ制作を通して-

第 5章

単画面構成の S3D映像コンテンツの表現設計と課題

立体映像を用いた多面提示手法による包囲感創出の効果と課題

第１章
有形・無形文化財を対象とした立体映像の適用に関する先行事例

第 4章
包囲感を創出するS3D映像の多面提示による広視野表現の検討
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1. 両眼立体視映像（S3D 映像） 

本研究の核となる立体映像について、まずは本研究と関連する基本的な S3D 映像の

仕組みについて説明を行う。 

 
1.1. S3D 映像の原理と表示方式 

人が目の前に映る風景に奥行きを感じる、立体感の手がかりとして、単眼による立体

知覚と両眼による立体知覚がある。本研究においては、両眼立体視による S3D 映像提

示を用いる。S3D映像は、両眼視差を利用し、右目用のイメージと左目用のイメージの

持つ視差量（ズレ）を手がかりにして立体感を創出する技術である。実際のスクリーン

は左右イメージの視差（ズレ）のないポイント、「コンバージェンスポイント」となる。

スクリーン面を起点として、鑑賞者から離れていく奥行きの情報を「正の視差」、飛び

出しの情報を「負の視差」とよび、これらの視差量の調整によって立体設計を行うこと

ができる（図 1.1）。 

 
図 1.1	 正および負の視差量による立体視のちがい 

 

S3D 映像制作において、基本的に導入されるシステムが、カメラ 2 台を並列、ある

いは垂直に配列、固定して、左右の視差量を保ちながら撮影するステレオ撮影システム

である。人間の両眼の距離は瞳孔間距離、あるいはステレオベースとよばれ（以降ステ

第 1 章 有形・無形文化財を対象とした立体映像の適用に関する

先行事例 
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レオベースと表記する）、左右で約 65mm離れている16)。カメラ 2台によるステレオ撮

影の場合、カメラレンズが人間の眼の役割を担うため、カメラのステレオベースも

65mm に設定する必要がある。しかしカメラの仕様等によって必ずしもステレオベー

スを 65mm に設定できない場合もある。その場合は被写体との撮影距離と視差量を考

慮しながら撮影を行い、編集によって視差量の再調整を行い、自然な立体感を設計する。 

ステレオ撮影の手法として、「平行法」と「交差法」がある（図 1.2）。平行法は、カ

メラの光軸が平行になるようにカメラ 2台を平行に配置する方法である。交差法はカメ

ラの光軸を交差させることで、予めコンバージェンスポイントを設定しておく撮影法で

ある。平行法の場合、撮影した S3D 映像は、そのままであると無限遠方となり、被写

体全てが飛び出して見える（負の視差）。そのため撮影現場などにおいて、その場での

立体確認ができない。一方交差法は、コンバージェンスポイントを設定し、奥行き、飛

び出し量が既に決定されているため、撮影現場において確認が容易であるが、カメラ光

軸を交差させるためにおきる「キーストーン歪み17)」によって、左右のイメージのパー

スペクティブの違いによって、見難い S3D映像の一因ともなる（図 1.3）。平行法によ

る S3D 映像は、左右のパースペクティブの違いは生じないため、撮影した左右の映像

を、編集で水平位置を移動させ、任意のコンバージェンスポイントを設定する技法が一

般化している18)（図 1.4）。 

 
図 1.2	 ステレオ撮影（平行法・交差法） 

                                            
16) 成人の場合。子供は約 50mm。３Dコンソーシアム、「3DC安全ガイドライン」、
http://www.3dc.gr.jp/jp/scmt_wg_rep/3dc_guideJ_20111031.pdf	 （2015.2	 参照） 
17) 河合隆史、田中見和、「次世代メディアクリエータ入門１ 立体映像表現」、カットシステム、2003、p.108 
18) 宮島英豪、よくわかる S3D映像制作-実例から学ぶ立体視の作り方-、ワークスコーポレーション、2011、pp43-44 
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図 1.3	 交差法によるキーストーン歪みの発生イメージ 

 
図 1.4	 平行法による編集段階における視差調整イメージ 

 
S3D映像は、モニタ、あるいはスクリーンなどに、右目と左目の映像を同時あるいは

交互に提示し、それを独立した左右のイメージに分離して、人の左右の眼に入力する。

左右のイメージに分離する技術は、スコープ式、メガネ式、裸眼式に大きく分けられる

19)（表 1.1）。 

 
 
 

                                            
19) 河合隆史、盛川浩志、太田啓路、阿部信明 (共著)「3D立体映像表現の基礎-基本原理から制作技術まで」、オーム
社、 pp.26-45、2010 



第 1章 | 16  
 

表 1.1	 S3D映像の表示方式 

 
スコープ式や裸眼式は、専用の特殊装置を用いるため、一人あるいは少数人で鑑賞す

る制約がある。映画館などで使用される表示方式は、専らメガネ式であり、偏光フィル

タ方式、分光フィルタ方式、液晶シャッター方式が導入されている。表示方式によって

一長一短があり、偏光方式は、比較的セッティングは容易で、専用フィルタやメガネも

安価であるが、指向性の高いシルバースクリーンが必須となり、さらに左右のイメージ

をそれぞれ投影する 2台のプロジェクタが必要となる。分光方式は、プロジェクタの 3

波長（RGB波帯）を左右の波長に 2分割する方式で、ドイツのダイムラークライスラ

ー社が開発し、Infitec社が販売している20)。分光方式は、光の指向性を求めず、既存の

ホワイトスクリーンでも表示、立体再現が可能となっているが、フィルタ、メガネ共に

高額で一般的な普及は期待できない。液晶シャッター方式は、専用のプロジェクタと液

晶シャッターメガネがあれば、スクリーンの材質にも制限なく、さらに壁面投影も可能

である。メガネが偏光方式より高価ではあるが、近年では価格も抑えられ、プロジェク

タ自体も高輝度高画質のスペックを有する機器が増加してきた。 

 
 

                                            
20) Infitec社	  http://www.infitec.net/index.php/en/ （2014.10参照） 

スコープ式 ステレオスコープ 専用の装置 

ヘッドマウントディスプレイ 専用の装置 

メガネ式 アナグリフ	 （赤・青など） スクリーン、ディスプレイに 

制限無し、印刷物にも対応 

偏光フィルタ（円偏光・直線偏

光） 

シルバースクリーンが必要 

分光フィルタ（波長分割） 通常のホワイトスクリーンも使用可

能 

液晶シャッター（時間分割） 3D機能搭載のモニタ 

プロジェクタであれば、基本的に投影

面に制限がない 

裸眼式 パララックスバリア 専用の表示装置 

レンチキュラ 専用の表示装置 
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1.2. S3D の歴史と現状 

S3Dの技術は、写真と専用の装置による両眼立体視を含めると 1800年代にさかのぼ

る。投影技術を用いたものとしては 1858年に The Power of Love が、赤と青のフィル

タをグラスに装着した、アナグリフ方式で世界初の静止画の S3D 映像として上映され

た21)。 

S3D 映像の歴史においては、ブームといえる隆盛期が、これまでに 3 期あった22)。

1950 年代に第一期の S3D 映画ブームがアメリカで起こり、多くの S3D 映画が制作さ

れ劇場をにぎわせた。しかし、1952年頃に始まったこのブームは、1954年まで続いた

後、1950年代半ばの家庭用テレビの急速な普及によって、その制作数が減り、1955年

以降に衰退、終わることとなった。第二期となる 1980年代には、アメリカにおいて家

庭へのケーブルテレビの普及によって多チャンネル化が進み、コンテンツ不足を補うた

めクラシック映画をアナグリフ方式で視聴できるように放送したことを機に S3D 映画

ブームが再燃することとなる。しかし、立体映像ならではの飛び出し効果を多用した極

端な視差量で鑑賞に堪えがたいものであり、またホラーやパニック映画などのジャンル

に偏りすぎてクオリティも陳腐なコンテンツばかりであったため、永く受け入れられる

ものではなかった。このため第二期も短い期間で収束してしまう。そして 2009年、ハ

リウッド映画「アバター」の興行的な成功により、S3D映画ブームは第三期に突入し、

2010年は「3D元年23)」と呼ばれるようになる。前の 2期と異なるのは、前 2期がフィ

ルムによる立体映像投影技術であったのに対し、第三期は、デジタル３Dと呼ばれる新

しい方式が導入されたことである。昨今の急速なデジタル技術の進展によって、S3Dの

映画コンテンツを制作する上でコスト面も制作作業面においてもフィルムよりも格段

に条件が改善されており、今後ますますの普及が期待されていた。家電メーカーもこぞ

ってハイビジョンテレビにアクティブシャッター方式（一部は偏光方式）の S3D 表示

の技術を基本的機能として導入した。しかし現状は、テレビ局における S3D コンテン

ツの放映はほとんど見られず、テレビは購入しても専用のメガネまで購入することが稀

で、一般家庭に普及しているとは言いがたい。ハリウッドにおいては、継続して S3D映

                                            
21) 1830年代にステレオスコープ（立体鏡）が発表された	 渡辺昌宏、深野暁雄、3Dの時代、岩波書店、2011、p11 
22) 本田捷夫監修、「立体映像技術-空間表現メディアの 新動向-」、シーエムシー出版、2008、pp.165-166 
23) 河合隆史、盛川浩志、太田啓路、阿部信明 (共著)「3D立体映像表現の基礎-基本原理から制作技術まで」、オーム
社、2010、 p3 
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画コンテンツは制作されているものの、その制作数は減少しており、3D 元年とまで謳

われた今回の第三次ブームも、衰退していると考えられる。 

しかしながら、デジタル化による S3D 映像は、映像プロダクションなどのプロフェ

ッショナルにしか制作できないような特権的なものではなくなり、一般に販売されてい

る 2眼式のカメラと専用ソフトがインストールされた PCさえあれば、一般のユーザー

さえも制作可能な状況になっている。商業映画などのメインストリームに乗じなくても、

かつては鑑賞することしかできなかった立体映像を、多くの人が、自らの手でつくり表

現する機会を広く与えられた現状において、ブーム自体は去っても立体映像技術は、劇

場だけでなく、医療分野やアトラクション、博物館、歴史資料館などで活用され続ける

と考えられる24)。 

 
1.3. 3D 安全基準 

立体映像表示機器の開発や普及、そして S3D コンテンツの普及促進を図ることを目

的として 2003年に設立された 3Dコンソーシアム25)において、コンテンツ制作におけ

るガイドラインの策定の一環として、2004年に「3DC安全ガイドライン」を公開した
26)。本ガイドラインは、2005年に策定された国際標準機構（ISO）の映像の安全性に関

するガイドライン「ISO IWA3」 （国際的にオーソライズされた立体映像をふくむ映像

全般に関する唯一の指針）に基づき、立体映像関連項目においてその安全基準を取り決

めたものである。S3D映像コンテンツに関わる制作者、機器製造者、さらには視聴者に

周知すべき 小限の知識や方針、ルールをまとめており、快適な S3D 鑑賞環境の実現

を目指している。 

ここでは、光軸ズレやサイズの不均衡、色や輝度の差、上下ズレなど、両眼立体視を

構成する左右のイメージの不適切な視覚的情報差に対する注意確認を促す基本的な項

目から、制作者側へのガイドラインとして、開散方向の視差制限や快適視差範囲、融合

限界など、鑑賞者にできる限り快適に S3D 映像を提示するための設定を具体的な数値

を上げて説明している。スクリーン面（コンバージェンスポイント、ゼロ視差）から奥

行きの視差は可能な限り瞳孔間間隔 50mm 以下にすること（100 インチ相当のスクリ

                                            
24) 医療分野においては、手術支援ロボット「ダヴィンチ」に S3D映像をみながら医師が遠隔操作でアームを操作で
きる画期的な機能を採用している	 http://www.intuitivesurgical.com/ （2014.9参照） 
25) 幹事会社シャープほか 5社で組織し,立体表示機器の開発,普及や 3Dコンテンツの拡大の促進を図ることを目的とし
ている	 http://www.3dc.gr.jp/jp/ （2014.9参照） 
26)第一版は会員限定、現在 2010年 4月 10日改訂版を一般Web公開、英語版、韓国語版、中国語版も発行している 
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ーンで 43ピクセル相当）とした。第 2期の S3D映画ブームで多用された、過度な視差

量による過度な飛び出し効果も、長時間の鑑賞による疲労を招いたためにブームの衰退

を促進する一要因となったためか、近年のハリウッドを中心とした S3D 映画は、見易

さを重視するため、奥行き方向と飛び出し方向の視差量を画面幅に対する比率で 2パー

セント程度にしており、特に奥行き方向の表現を重視している（図 1.5）。 

 

 
図 1.5	 3D安全基準における推奨視差量 

 
今後、プロフェッショナルによる制作以外にも、映像制作経験の浅い一般ユーザーに

よる立体映像コンテンツを鑑賞する機会は増えると考えられ27)、快適な S3D 映像を見

せるためのガイドラインは有用かつ重要なものである。しかし、この安全基準における

数値設定は、あくまでも「そうすることが望ましい」という表現にとどめており、長時

間の過度な視差量設定を行っていなければ、瞬間的な、過度な飛び出しは演出的に効果

がある場合もある。	  

また、こうした基準は、研究実験ベースでは、特定のパターンをいくつか提示してそ

の反応を主観的あるいは客観的に分析していくものであり、いわば映像作品中における

単体の「ショット」に対する評価となる。そして立体映像コンテンツを評価するには、

ショットで構成されるシーン、そしてそれらを包括するコンテンツ全体を鑑賞したうえ

での評価となる。本安全基準においても、研究を通しての結論もあれば、制作現場での

                                            
27) 世界 大級の映像視聴サイト youtubeにおいて、サイドバイサイドやアナグリフ表示による立体視可能な映像コン
テンツは多数アップロードされている。（youtube による検索キーワード“stereoscopic 3D side by side”で 41600件
ヒット、“stereoscopic 3D anaglyph”で 53000件ヒット） 
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経験値をもとに設定したものも見受けられる。安全基準は参考にしつつも、S3Dコンテ

ンツ全体を通した立体表現において、どの程度の過度な演出的表現が許容されるのかは、

制作者の経験則と、そのコンテンツ全体を鑑賞した上での、鑑賞者の評価を積み重ねて

いった上に明らかになるものと考える。 

本研究においては、3D コンソーシアムの策定した 3D 安全基準に準じながら、基準

値を超える演出的な立体表現も取り入れつつ、実際に S3D コンテンツを制作し、鑑賞

者からの評価によりその有効性、妥当性について検討を行っている。 

 
 
2. 文化財を対象とした立体映像コンテンツ制作、提示に関する先行事例・研究調査 

本研究の目的である、S3D 映像コンテンツの制作から提示までを総括した表現技法

について検討した研究等はこれまで見られないが、制作段階と提示段階に分け、本研究

の参考とすべき事例について以下に説明する。さらに先行研究における S3D 映像表現

の問題点を明らかにし、本研究における S3Dコンテンツ制作の検討課題とする。 

 
2.1. 世界遺産 3D Grand Tour 

本コンテンツは、その前身である長寿ドキュメンタリー番組THE世界遺産 28)のS3D

版で、2011 年 4 月よりスタートした。タイトル名どおり、ユネスコで採択、登録され

た世界遺産を立体映像技術で記録し、コンテンツ化したものである。番組のスポンサー

はソニー一社であり、ソニーの高画質記録装置を全ショットに活用している。世界遺産

2D版において既に記録している世界遺産の中から、S3Dならではの立体的視覚効果を

創出しやすい候補地を改めて選択し、ステレオ撮影システムを構築して再撮影を行って

いる29)。コンテンツは全 24 回で、日本国内においては４カ所の登録遺産が紹介されて

いる。撮影システムは、主に二つの Full HD30)カメラ 2台によるビームスプリッタ方式

のステレオリグを構築して撮影に用いている（図 1.6）。建造物や自然物など被写体から

3〜10mほどの中距離で記録を行い、効果的な立体感の演出に注力したそうだ。また近

接距離や水中撮影など、2台のカメラを用いたサイズの大きいステレオリグでは立体撮

影が困難な状況においては、2011 年当時に開発された、機動力に優れた小型の二眼式

                                            
28) 1996年より TBSより、2000年より BS-TBSにてオンエアされた。 
29) THE世界遺産 3D GRAND TOUR【メイキング秘話】http://www.bs-tbs.co.jp/genre/detail/?mid=KDT1102700
（2014.10参照） 
30) 横 1920ピクセル, 縦 1080ピクセルの解像度 
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ステレオカメラが導入され、水中撮影を導入するなど立体表現のバリエーションが広が

った31)。 

 
図 1.6	  THE 世界遺産 3Dにおけるビームスプリッタリグを用いたステレオ撮影 

本コンテンツにおけるカメラワークは、パンやズームを用いるのではなく、クレーン

やドリー移動、スティディカムなどの撮影用特機を活用した撮影を行っている。またコ

ンテンツを構成しているショット毎の表示時間は長く、カット割りでアングルごとに切

り替えるのではなく、移動ショットを用いて１ショットの表示時間が長くなっても冗長

にならない、視聴者を映像内に引きつけるような演出となっている。 

文化財を対象とした S3D 映像コンテンツとして、さらにはテレビ番組として広く一

般に知られる作品として考えられ、本研究におけるコンテンツ制作の参考としている。 

 
2.2. 奈良豆比古神社「翁舞」S3D 記録 奈良が誇る文化財の保全事業 

奈良県地域貢献サポート基金（奈良県協働推進基金）におけるアサヒビール株式会社

からの寄付金を活用した「奈良が誇る文化財の保全事業」として、関東学院大学の海老

根研究室が、奈良県奈良阪に伝わる日本 古の「翁舞（おきなまい）」、山添村春日神社

申祭りの翁舞を立体映像で記録したプロジェクトである32)。奈良豆比古神社翁舞は、能

楽の原点といわれており、2000 年に国の無形民族文化財に指定された33)。この地域に

おける翁舞の舞い手は高齢化が進み、伝統芸能の継承が難しくなっている。またこうし

た地域に根付いた貴重な文化財を紹介、案内できる人材も来訪者も少ない。こうした中

で、立体映像技術を用いて記録活動を行い、オーサリングした 3Dブルーレイ（Full HD	

                                            
31) ソニー製HXR-NX3D1J 小型の３Dカメラが発売。本研究におけるコンテンツ制作でも使用した。 
32) 「能楽のふるさとを伝え残そう」http://www.aoniyoshi.us/layerbox/110923-noufuru.htm	 （2014.9参照） 
33) 「奈良豆比古神社翁舞」、奈良県庁観光プロモーション課、http://www3.pref.nara.jp/kankou/1625.htm	 （2014.9
参照） 
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フレームパッキング方式）を配布するなど、文化保全の側面からの S3D 映像の可能性

を模索している（図 1.7）。 

 
図 1.7	 配布用３Dブルーレイ「能楽のふるさとを伝え残そう」（右）と本編タイトル（左） 

本コンテンツは、奈良豆比古神社における翁舞奉納、山添村春日神社申祭りの翁舞奉

納、そして奈良県磯城郡田原本町にある村屋坐弥冨都比売神社（むらやにいますふみつ

ひめじんじゃ）にて奉納される神楽を記録しており、関連する地域や神社などその地に

伝わる能楽の歴史についても言及しながら立体映像で紹介する構成となっている34)。現

地での撮影には、パナソニック製の二眼一体型 3Dカメラ（Panasonic AG-3DP1G、AG-

3DA1）を 2台導入している35)。豆比古神社における翁舞奉納においては、コンテンツ

を見る限り、1 台の 3D カメラで撮影を行ったようである。1 台のみの記録で、編集に

おけるカット割りを意識したからか、ズームを多用した表現構成になっている。また被

写体のサイズを画面いっぱいに記録しており、神楽の奉納を執り行う舞台である神楽殿

全体を含めたその場の雰囲気が伝わるようなショットが見られなかった（図 1.8）。翁舞

の所作など動きの把握などには適したサイズであるが、そのアングルのみで構成すると、

S3D映像であれば特に狭小感を誘発するような表現になってしまうと考えられる。 

 
図 1.8	 「翁舞」本編 S3D映像	 ひとつの撮影ポイントより、ワイド端（左）ズームアップ（右） 

                                            
34) Full HD、フレームパッキング方式、19分 42秒 
35 )関東工学院大学のHPトピックスより http://kougaku.kanto-
gakuin.ac.jp/modules/news1/index.php?storytopic=28&start=15 （2014.9	 参照） 
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また村屋坐弥冨都比売神社にて奉納される神楽の記録においては、巫女が社殿で神楽

を舞う姿が S3D で表現されているが、舞をフォローする横回転（パン）を中心として

ズーミングも取り入れたカメラワーク、被写体である舞い手の動きの早さから、立体視

では見難い表現となっていた。カメラワークにおけるパンや、被写体の横方向の動きを

S3Dで記録、表示する場合、映像中の被写体のエッジ部分にちらつきが発生し、立体視

する際に左右のイメージのフレーム以下（フィールド値）の表示ズレが発生し、立体映

像として鑑賞に堪えがたいショットとなってしまう（図 1.9）。 

 
図 1.9	 被写体フォローによるパン（左）演舞の激しい動きによる上下ズレ（右） 

本研究においても、豊前岩戸神楽を対象とした S3D 映像記録実験を行ったが、この

翁舞の立体映像プロジェクトにおける問題点を明らかにした上で、神楽の記録に適した

S3D撮影技法およびコンテンツ制作技法について検討した。 

本研究における撮影技法およびコンテンツ制作技法については、第 3章で説明する。 

 
2.3. 藤沢市白旗神社「湯立神楽」の S3D 映像記録 

文教大学情報学部広内研究室が行った、湘南地区の歴史遺産を観光資源としてデジタ

ルアーカイブ化する研究における、神楽の立体映像記録に関するものである。 

神奈川県藤沢市にある白旗神社で奉納される、無形民俗文化財に指定されている「湯

立神楽」を S3D 映像記録し、さらに立体映像コンテンツ制作までを研究の対象として

いる36)。撮影にはハンディタイプのフルHDカメラ（Canon iVIS HG10）を二台用い

てステレオ撮影を行っている。広内らの研究においては、神楽を対象とした S3D 映像

コンテンツ制作のワークフローを、実際の制作を通して詳細に解説している。このコン

テンツにおいては、前述の翁舞コンテンツとは違い、映像による説明を優先するため、

神楽の奉納中に解説用のナレーション等を挿入しないことを表現手法としている。S3D

映像は、如何に映像中の世界観、その場の雰囲気を鑑賞者に感じさせるかが重要な要素

                                            
36) 高田哲雄 他、立体映像による湘南観光資源アーカイブの構築の研究、湘南フォーラム：文教大学湘南総合研究所
紀要 12、2008、pp124-129 
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となっているため、特に、こうした伝統芸能の記録、提示においては、記録した映像そ

のものを提示し、それ以外の BGM や解説ナレーションなどは極力避けるべきである。 

本研究で行った豊前岩戸神楽の S3D 映像記録、および提示においても、解説テロッ

プを演目の前に表示し、本編は現場の音と記録した映像のみで表現構成を行った。 

 
2.4. 天草ロザリオ館 キリシタンの歴史紹介 S3D 映像 

長崎の教会群とキリスト教関連遺産が 2014年にユネスコ世界遺産センターに推薦さ

れ注目を集めている。隠れキリシタンの里として知られる熊本県天草市には、教会群の

ひとつに指定されている津崎集落がある。キリシタン資料館天草市立天草ロザリオ館は、

その津崎集落に近い大江にあり、300年余りの歴史をもつ天草キリシタンの歩みを紹介

する史料館である。そこに、隠れキリシタンの歩みを S3D 映像で紹介する上映システ

ムが設置されてある（図 1.10）。 

 
図 1.10	 キリシタン資料館天草市立天草ロザリオ館における 3D上映システム 

S3D映像コンテンツは、隠れキリシタンたちが当時厳しい取締りの中、如何に進行を

守りつたえてきたのか、アニメーションと実写による表現構成で制作されている。過去

の写真資料を用いて擬似的に S3D 化した表現技法も用いられている。上映システムは

直線偏光式となっており、250インチの巨大スクリーンを用いて迫力ある映像提示を行

っている37)。幅 5500mm を超える大型スクリーンは、視野を覆いつくすようなイメー

ジで鑑賞者を圧倒する。大型スクリーンを用いることで臨場感を創出できる。またこの

システムは、表示方式が偏光方式のため、シルバースクリーンが必須となる。本研究に

                                            
37) ロザリオ館においては、館の職員への電話インタビューのほか、上映システムを導入したパイオニアのホームペー
ジで調査を行った	 http://pioneer.jp/biz/dvd/case/index.php	 （2014.9参照）  
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おいては、限られたスペースで包囲感（それが臨場感につながる）を創出できる、多面

提示の広視野 S3D 映像表現を追求するため、スクリーンの制約を受けない、室内の壁

面全体に投影しても S3D 映像鑑賞できる環境を構築するため、アクティブシャッター

方式を採用している。 

 
2.5. 日本科学未来館 全天周 S3D 映像コンテンツ「FURUSATO」 

東京都江東区の日本科学未来館には、半球状の映像シアターであるドームシアター

「ガイア」が設置されている。日本初の全天周、超高精細 S3D 映像を用いたコンテン

ツなどを上映している38)（図 1.11）。	  

 
図 1.11	 ドームシアターガイア	 （ドーム直径 15.24m、ドーム傾斜角 23.5度） 

FURUSATOは、世界遺産を 4K3Dデジタルシネマカメラで撮影し S3Dコンテンツ

化したもので、対象となった世界遺産は、ニュージーランドの自然遺産、エジプトのピ

ラミッド、広島の厳島神社、同じく広島の原爆ドームの 3ヵ所である。全天周スクリー

ンに投影する S3D 映像とリクライニング式の椅子により、頭から足先まで多い尽くす

ような圧倒的な視覚刺激により没入感を創出する。表示方式は偏光方式のようにスクリ

ーンの素材に左右されない分光立体方式を導入している。プロジェクタ 2台で一画面を

構成し、立体視用に更に 2台を設置している39)。分光方式は通常のスクリーンでも投影

可能なため、可動式の大型スクリーンの構築も容易にできるが、プロジェクタからの光

の透過効率が悪いこと、専用フィルタや専用メガネが高額なことから、大型劇場等にお

ける用途に限られ、一般的な普及は期待できない。 

また半球ドームに S3D 映像を投影する場合は、ドームの隅、映像の端になると視差

量が増加し、立体感が破綻する問題も発生する。本研究においては、既存の施設内に簡

易的に設置できる多面投影の映像提示システムの構築を目的とし、直方体形状の上映ス

ペース設計となる。このためビューポイントからのパースペクティブの整合性や多面撮

                                            
38) 日本科学未来館、ドームシアターガイア https://www.miraikan.jst.go.jp/exhibition/theater/	 （2014.9参照）  
39)五藤科学研究所、立体視システム導入事例	 http://www.goto.co.jp/video/3d/	 （2014.9参照）  
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影用カメラシステムの設計も行う必要がある。 

同じく分光方式を用いたドームスクリーンを導入している科学技術館（東京都千代田

区）において、シンラドームと呼ばれる全周 S3D 映像コンテンツで用いられている提

示手法に、映像のエッジ部分は2Dにして視差量をなくすことで、破綻を回避していた。

立体情報はもっぱらスクリーンの中心部に置き、エッジ部分は周辺視野の情報として注

視率が低いことを想定しての効果的な提示手法であると考える。ドームシアターなど投

影面を拡大するほど発生する問題が「ドーム内反射」である。プロジェクタの光で投影

面が乱反射し、全体的に白っぽい画面となり、コントラストが低下する現象である。こ

れを解消するために、夜や室内のショットを多用し、全体が白くならないような工夫が

必要であるが、本研究においては多面提示による広視野表現に関する研究の際にこの問

題に直面せざるを得ず、その上で効果的な提示形式を検討する必要があった。この詳細

は第 4章で述べる。 

 
2.6. トッパン VRシアター 

トッパン小石川ビル（東京都文京区）にある VRシアターは、トッパン株式会社が取

り組んでいるデジタルアーカイブ事業を基盤として、三次元形状計測や色彩計測、高精

細画像処理技術によって世界各国の文化財をコンピュータグラフィックス化した映像

を提示するシステムである。高精細な CG映像をリアルタイムで生成し、水平 12m、垂

直４m の巨大な三面カーブドスクリーンに投影する映像によって臨場感と没入感を創

出する。CG映像のリアルタイム生成によって、映像コンテンツのように用意されたス

トーリーをなぞるのではなく、コントローラーを用いて自由にその空間内を移動できる

インタラクティブ性を取り入れている。このシステムは S３D映像コンテンツを提示す

るものではない２Dの CGコンテンツであるが、臨場感と没入感を体験させるため、水

平視野を広げたカーブドスクリーンを採用している。シネラマをはじめ、劇場のスクリ

ーンも、曲率の違いはあるが、カーブドスクリーンとなっている。またサムスンと LG

は 2014年に、曲面の 4K液晶テレビを発表し、それに続くようにソニーも曲面ディス

プレイを発表した。水平視野を広げた映像が、平面の映像よりも視野角が広がり、没入
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感を増すということが過去の実験等で明らかにされている40) 41) 42)。本研究においては、

水平視野の広がりが臨場感と没入感を創出する要素の一つと捉え、限られた広さのスペ

ースにおいても室内壁面への多面投影によって包囲感を得られるような提示手法を検

討する。 

 
 

3. 地方における文化財関連資料展示の現状 

本研究における S3D 映像コンテンツ制作の対象のひとつである「神楽」は、地域に

根ざした古くから伝わる民俗芸能である。全国に多数の神楽団体が存在しており、それ

ぞれの地域で、神楽関連の資料館を建設したり、公民館など既存の施設のスペースを利

用して資料展示コーナーを設置するなど、神楽の保存、継承に努めている。 

 
3.1. 神楽関連資料展示施設の映像展示例 

以下、神楽関連資料展示施設の映像展示の例を示す。 

 
椎葉民俗芸能博物館 

	 	 神楽舞台の模型ジオラマ前方に設置されたハーフミラーに、モニターの映像 

	 	 （神楽の舞）を投影し、舞台で舞っているような表現の「マジックビジョン」 

	 	 形式で展示されている。 

芸北民俗芸能保存伝承館 

	 	 神楽関連資料展示コーナーにモニターを設置し、神楽の概要を映像で紹介。 

	 	 また神楽の舞を記録した DVDを貸出し、閲覧コーナーで鑑賞できる。 

神楽門前湯治村 かむくら座「神楽資料館」 

神楽公演が行われる舞台にスクリーンを設置し、公演が行われない平日に 

記録映像が上映される。 

大迫郷土文化保存伝習館 

神楽舞台の側にモニターが設置され、資料映像を鑑賞できる。 

                                            
40)井出真司他、「仮想スクリーンを用いた広視野映像における表示画面形状の検討」、映像情報メディア学会技術報告 
21(63)、一般社団法人映像情報メディア学会、1997、pp1-6 
41)森田裕介他、「簡易式没入型提示システムの効果的な利用に関する一検討」、日本教育工学会論文誌 29(Suppl)、日
本教育工学会、2006、pp73-76  
42)清川清、「バーチャルリアリテイにおける視覚提示技術」、知能と情報 : 日本知能情報ファジィ学会誌 19(4)、日本
知能情報ファジィ学会、2007、pp73-76  
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久喜市郷土資料館神楽ライブラリー 

	 	 神楽の舞を記録したビデオを貸出し、ライブラリー室内のモニタで鑑賞できる。 

道の駅波野 神楽館 

	 	 60 人収容のスペースに設置されたスクリーンで、記録した神楽の舞を鑑賞でき

る。 

梼原町歴史民俗資料館 

	 	 神楽関連資料展示スペースに設置の説明パネルに組み込まれたモニターに静止

画の資料映像をスライド形式で提示される。 

吉備高原神楽民俗伝承館 

	 	 神楽舞台の側に設置されたモニターとプレーヤーを用いて鑑賞できる。 

ほろわの里資料館 

	 	 映像展示はなく、秋田県横手市が撮影した神楽の映像を Youtube で配信されて

いる。 

豊後大野市神楽会館 

	 	 常設の映像展示はなく、会館での神楽公演時に、ロビーにモニターを設置し過去

の神楽公演の模様を記録した映像を上映している。 

九州国立博物館 

	 	 毎年開催している九州の神楽の紹介イベント期間中、会議室を使用して豊前神楽

の S3D映像コンテンツを上映している。 

佐伯市歴史資料館 

	 	 映像展示はなく、同資料館のHPで神楽の模様を記録した映像を閲覧できる。 

大元神楽伝承館 

	 	 公民館の一部を改修して設置された資料展示スペース。モニターが設置され、近

年では舞うことが減少した演目の再現映像などを鑑賞できる。 

 
3.2. 豊前神楽における資料展示施設の現状と課題 

本章 3.1.において、神楽関連資料展示施設の例を示した。神楽関連の映像展示形式と

しては、モニターと DVDなどのプレーヤーといった簡易的なものが多く、また映像展

示自体を行わず、動画配信サイトで記録動画を配信するといった形式も見られるように

なった。映像資料として閲覧するには十分であるかもしれないが、神楽がまさに行われ

ているその場の環境を感じることはできない。 



第 1章 | 29  
 

本研究における S3D 映像コンテンツ制作の対象としている、豊前岩戸神楽の里、福

岡県豊前市においても、神楽の面や衣装、歴史について説明したパネル、そして資料映

像を閲覧できるスペースがある。この資料展示スペースは、多目的ホールである豊前市

立多目的文化交流センター43)の一階ロビースペースの一部を利用しており、神楽を専ら

紹介するための歴史資料館は存在しない（図 1.12）。そのスペースの一角にパーティシ

ョンで仕切られた資料映像閲覧コーナーがある。ここでは、PCに収められた、豊前市

内の神楽団体（神楽講という）の紹介ダイジェスト映像をタッチパネルで選択し閲覧す

るものと、演目を長時間収めた長尺映像の DVDを事務から借用して DVDプレーヤー

で閲覧するものがある。京築地区に存在する（けいちく）神楽団体の奉納の様子をホー

ムビデオカメラで収めた資料映像は多数あり充実しているが、それらを鑑賞するのは、

50インチのディスプレイに提示する簡易的なシステムである（図 1.13）。 

 
図 1.12	 豊前市立多目的文化交流センター内	 豊前神楽紹介スペース 

 
図 1.13	 神楽資料映像閲覧コーナー 

                                            
43)	 豊前市立多目的文化交流センター	 http://www.city.buzen.lg.jp/sisetu/bunka/tamokuteki-bunkakoryu.html	
（2014.9参照）  
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神楽は、その実際を目の当たりにして、勇壮さを感じる。資料映像においても、そう

した感覚を創出させる視覚的な強調性をもったイメージの提示が重要だと考える。地方

の文化財資料の展示における状況は、コスト面からも、大掛かりな上映スペースや映像

機器の導入は難しい。しかし、資料館といったハコモノを設置する必要はなく、多目的

ホールの一区画であっても、包囲感を創出する資料映像展示の設計は可能である。本研

究の目的は、S3D映像コンテンツを制作し、それを効果的に提示する技法を検討するだ

けでなく、さらにそれを博物館の一室や公民館のスペースに搬入し上映できる、簡易的

でコスト面でも大きな負担のないシステムの構築を目指すことである。本研究の成果に

よって、このような展示スペースをより魅力のある資料展示スペースにすることは可能

である。 

 
 
4. まとめ 

本研究の目的は、文化財を対象とした、S3D映像コンテンツの制作技法の検討と有効

性の検証、そして単画面構成での S3D 映像提示における効果と課題についての考察を

通して、多面投影による広視野 S3D映像提示の効果について検討を行うことである。 

テレビ番組などの、知名度の高い S3D 映像コンテンツに関しては、演出から撮影、

編集にいたるまで、プロフェッショナルである制作スタッフの、「現場の感覚」によっ

てコンテンツ制作が遂行される。撮影や編集現場におけるその場の判断で立体情報の設

定が決められるので、安全基準などに準拠しつつも、演出的、感覚的に強調、省略の設

計が行われているため、共通のガイドラインやマニュアルなどは存在しない。また研究

ベースでは、文化財に対して S3D 映像を活用することの効果を定性的あるいは定量的

に分析するが、それは単体としてのあるパターンや 1ショットに対する評価であり、シ

ョットのつながりであるコンテンツ全体の評価にはつながらないと考える。本研究にお

いては、S3D映像コンテンツの実際の制作を通して、そのコンテンツ全体を俯瞰したう

えでの妥当性や効果について検討する。 

こうした目的をもとに、第１章においては、関連する S3D 映像コンテンツの先行事

例について調査し、実際の制作を通した表現技法についての考察を通して、本研究にお

ける参考点を明らかにした。また文化財を対象とした S3D 映像技術の活用に関する研

究について調査し、表現手法に関する本研究との相違点を明らかにした。 

「世界遺産 3D」においては、文化財を対象とした S3D映像コンテンツとして、さら
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にはテレビ番組として広く一般に知られる作品であり、本研究のコンテンツ制作におけ

る表現手法の参考とする。 

「奈良豆比古神社「翁舞」S3D記録」および「村屋坐弥冨都比売神社の神楽 S3D記

録」においては、撮影アングルやカメラワーク、記録フォーマットの面から、映像表現

における問題点を分析し、本研究におけるコンテンツ制作に関する表現手法の課題とし

た。 

「日本科学未来館」「科学技術館」におけるドームシアターの S3D映像コンテンツ表

現手法に関しては、映像のエッジ部分は 2Dにして視差量をなくすことで、破綻を回避

しており、本研究における多面映像提示の参考とした。 

「キリシタン資料館天草市立天草ロザリオ館」、「トッパン VRシアター」に関しては、

大画面提示による臨場感創出の効果を明らかにし、広視野映像表現の効果を確認し、本

研究における多面提示手法の参考とした。 

紹介した諸研究、事例における S3D 映像の制作技法、表現技法について問題点を考

察し、本研究における課題とした。 

また神楽関連の資料館における映像展示に関する現状調査を行い、現状と問題点を明

らかにし、本研究における多面投影による包囲感を創出する広視野 S3D 映像提示技法

の必要性について述べた。
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1. 本章の目的 

本研究においては、まず文化財を対象とした S3D 映像コンテンツの制作を通して、

その制作技法の検討と、コンテンツ全体に対する評価を考察する。対象となる文化財に

おいても、建造物や美術工芸品などの「有形文化財」そして神楽や能楽といった民俗芸

能などの「無形文化財」に大きく分けてその表現設計の検討を行うこととする44)。有形

文化財と無形文化財に分けた理由であるが、巨大な建造物や構造物、文化的景観などの

静止物を被写体とした場合と、神楽などの人の動作や所作を被写体とした場合とは、立

体撮影の計画が異なるからである。景観や、それを含めた構造物を撮影する場合は、奥

行きのある立体設計をして空間に広がりをもたせるが、人の所作を撮影する場合は、逆

に奥行きをつけすぎて被写体の見た目のサイズを小さく感じさせることのない立体設

計を心がけなければならない。本章においては、有形文化財を対象とした S3D 映像コ

ンテンツの表現設計と制作技法の検討、コンテンツ全体を俯瞰した有効性、効果につい

て考察を行うことが目的である。 

本研究において対象とする有形文化財は沖ノ島である。沖ノ島の S3D 映像コンテン

ツ化は、九州大学芸術工学研究院金大雄研究室と、福岡県、宗像市、福津市との共同に

よる「宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界遺産登録プロジェクトの一環として遂行された。

一般人は決して立ち入ることのできない絶海の孤島の姿を、これからも現地を見ること

ができない人々に、その島の有する長い歴史や実態を、如何に視覚的に表現すべきか。

沖ノ島と関連する遺産群は本研究における有形文化財の S3D 映像コンテンツ制作技法

の検討対象として適している。 

本章の流れは、まずはコンテンツ制作を通して、沖ノ島が有する壮大な景観をいかに

表現設計していったかを明らかにする。そして制作した S3D 映像コンテンツの上映実

験を通してのコンテンツ全体に対する評価について考察する。さらに、既存の知名度の

高い S3D 映像コンテンツを評価基準として、本コンテンツの立体情報設計の妥当性を

                                            
44)	 文化庁HP、文化財の紹介、 http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/	 （2014.9参照）  

第 2 章 有形文化財を対象とした立体映像コンテンツの 

表現設計と評価 

-沖ノ島と関連遺産群の立体映像コンテンツ制作を通して- 
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考察する。そして単画面構成による広視野表現の問題点を明らかにする。 

なお本遺産は、2017年に「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」として、世界遺

産に正式登録された。 

 
 
2. 「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」 

 

2.1. 概要 

玄界灘の洋上に浮かぶ沖ノ島は、宗像市神湊より約 57km、韓国のプサン市からはお

よそ 145 kmに位置し、日本と朝鮮半島をはじめとする大陸とを結ぶ海上交通の要所と

なっていた（図 2.1）。島の周囲はおよそ 4 km、幅の広いほうで 1.55 km、狭いほうで

0.88 kmの、北東から南西に向かって紡錘形（ぼうすいけい）を成している。標高は 243

ｍで、もともとは改定の堆積岩を地下のマグマが押し上げて急峻な島を形成し、平地は

ほとんどない45)。島の周囲のほとんどは、鋭く切り立つ断崖絶壁となっており、「玄界

灘に浮かぶ絶海の孤島」と呼ぶに相応しい姿を今に残している。沖ノ島は、島そのもの

がご神体であり、古くから島内において祭祀が行われていた。島の中腹には宗像大社沖

津宮が鎮座してある。宗像大社は、沖ノ島の沖津宮、大島の中津宮、そして九州本土、

宗像にある辺津宮の三宮からなる46)（図 2.2）。 

 
図 2.1	 沖ノ島と九州，韓国との位置 

 
図 2.2	 宗像大社と三宮 

                                            
45)	 環境省、「国指定沖ノ島鳥獣保護区沖ノ島特別保護地区指定計画書（環境省案）」、2003  
46)	 武藤正行著、「海の正倉院 沖ノ島―よみがえる建国の神々」、世界日報社、1993  
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沖ノ島において一般人の上陸が許可されるのは毎年５月に行われる現地大祭のみと

なっている。また島に上陸した全員が海でみそぎをしないといけないこと、一木一草一

石たりとも持ち出してはならないこと、女人禁制で女性は島に上陸できないこと、島内

で見聞きしたことを一切口外してはならないこと「不言様(おいわずさま)」など、今も

なお継承され続けている禁忌が、この沖ノ島の荘厳な姿、太古の自然をそのままに残し

ている47)。 

沖ノ島は航海を行う上で、重要な位置にある。ヤマト王権は、4世紀以降、朝鮮半島･

中国大陸との交通によって高度に発達した大陸文化を輸入していた。そのころ現在の釣

川（つりかわ）流域の豊かな穀倉地帯を本拠地とし、後に胸形君（むなかたのきみ）と

呼ばれる地元豪族は、地元の海人たちをもたばね、玄界灘の海域を勢力範囲としていた。

朝鮮半島の加耶（かや）・百済（くだら）との連合をめざすヤマト王権にとって、玄界

灘沿岸から壱岐・対馬を経て朝鮮半島へと結ぶ海の道を支配していた胸形君と手を結ぶ

ことは不可欠だった。このような背景から、宗像の勢力範囲にある沖ノ島を、神宿る島

として崇め、航海の安全を祈願する祭祀が始まった。 

1954 年に開始された沖ノ島の学術調査によって沖津宮社殿周辺に 23 箇所の祭祀遺

跡が見つかり、4世紀後半からおよそ 500年にわたって大きく 4段階に祭祀形態が変遷

することが判明した48)（図 2.3）。沖ノ島内には、島特有の形成要素である巨岩が点在し

ており、過去の人々はそれらに神が宿ると信じ、岩陰や岩上で祭祀を長年にわたって続

けていた。その祭祀において、沖ノ島に奉献品として奉げられた宝物（ほうもつ）は約

8万点あり、それらは全て国宝と認定されている（図 2.4）。沖ノ島が「海の正倉院」と

呼ばれる所以である。 

 
図 2.3	 4号遺跡（岩陰祭祀）	 	 	 	 	 	 	 	 図 2.4	 三角縁神獣鏡（18号遺跡より出土） 

  
 

                                            
47)	 沖ノ島HP、沖ノ島の禁忌、http://www.okinoshima-heritage.jp/	 （2018.1参照）  
48)「岩上祭祀」「岩陰祭祀」「半岩陰・半露天祭祀」「露天祭祀」と祭祀形態が変遷する。 
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2.2. 世界遺産登録 

歴史的にも学術的にも価値の高い資産群は、海を介した古代祭祀の実体を示す貴重な

資料として、また東アジアにおいてもっとも保存状態が良い例で、日本固有の信仰の変

遷を確認できる資産である。このような背景から、2009年 1月に、ユネスコの世界遺

産暫定リストに「宗像・沖ノ島と関連遺産群」として記載された。これを機に、福岡県、

宗像市、福津市は協同で世界遺産推進会議を設置し、県民、経済団体などと共に、世界

遺産登録に向けた官民一体の取り組みを推進した。そして 2017年、「『神宿る島』宗像・

沖ノ島と関連遺産群」として、世界遺産に正式登録された。 

 
 

3. 本章における S3D 映像コンテンツの制作意義 

国家形成の礎を築いたともいえる海上交通の要衝として、沖ノ島は歴史的にも学術的

にも貴重な資料を今に残している。一般人が立ち入れない厳格なしきたりが、太古の姿

を維持できている所以であるが、そのような沖ノ島の荘厳なイメージを視覚的に表現す

るために、S3D映像技術を活用したコンテンツを制作し、実物に近い形で人々に提示す

ることが効果的である。 

 
 

4. 沖ノ島と関連遺産群に関する先行研究 

沖ノ島の S3D 映像コンテンツ化は、九州大学芸術工学研究院金大雄研究室と、福岡

県、宗像市、福津市との共同による「宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界遺産登録プロジ

ェクトの一環として遂行された。2009 年に世界遺産暫定リストに登録され、今後も世

界遺産に向けた官民一体の取り組みを推進していく本プロジェクトにおいて、金らは

S3D 映像コンテンツ制作以前に、フルハイビジョンカメラおよび４K カメラによる記

録や、S3D映像を用いた体験型展示システムを開発し、沖ノ島や関連遺産群の文化的価

値を視覚的に表現し、広く一般にその魅力を伝達するための技法について検討している。 

 
4.1. 映像コンテンツ『神宿る島-沖ノ島-』 

本コンテンツは、「宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界遺産登録プロジェクトの一環と

して、広報用に制作されたハイビジョン映像コンテンツである（図 2.5）。「宗像・沖ノ

島と関連遺産群」の世界遺産登録へ向けての広報利用映像で、沖ノ島にたいする知識と
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文化財としての価値の理解を促進する目的である。本コンテンツにおける表現構成は、

沖ノ島の概略、祭祀遺跡の紹介、関連遺産群の紹介を、ハイビジョンによる実写や専門

家のインタビューを主軸において構成している。また祭祀遺跡の分布や、当時の祭祀の

様子、沖ノ島に伝わる神話を視覚的に分かりやすくするために、3DCGやアニメーショ

ンを用いて表現している。本作品においては、主要言語がナレーションとして収められ

た DVDパッケージの制作、国際シンポジウム会場での上映、Webでのアップロードな

ど、コンテンツ制作だけでなく、公開提示のための検討まで包括的に行っている。 

 
図 2.5	 「神宿る島	 沖ノ島」ビデオパッケージ 

 
文化財を対象とした映像コンテンツを制作する主たる目的は、「記録保存」「伝承・後

継者育成」そして公開のための「広報・普及」に集約される。本コンテンツは、これを

パッケージ化して配布、上映、Web公開といった形で、広く一般に見てもらい、沖ノ島

に対する新たな発見、興味や関心をもってもらうために制作された。またそれを鑑賞し

た人々がどのように感じたのか、評価の基準として活用実績も上げ、本作品の評価、妥

当性を検討した。われわれの研究における S3D 映像コンテンツにおいても、金らの研

究を参考に、実際に制作したコンテンツに対するアンケート実施、さらに資料館で上映

された 2年超の実績をまとめ、コンテンツに対する評価、妥当性を明らかにする。 

 
4.2. 体験型 S3D 映像展示システムの開発 

先行作品「神宿る島-沖ノ島-」において課題となったのは、2Dによる提示であると、

沖ノ島の有する荘厳な姿を鑑賞者に伝達しづらいという提示技法であった。そこで S3D

映像技術を用いて、先行作品では表現できなかった沖ノ島のありのままの姿に近い形で

立体的な視覚情報を表現するコンテンツの制作を行った。それが本研究における沖ノ島

の S3D 映像コンテンツ制作プロジェクトに参加した経緯である。その中で、記録され
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た立体映像を用いた体験型の S3D映像展示システムの開発も遂行した。 

沖ノ島は古来より伝わる禁忌によって立ち入りが厳しく制限されている。一般人は当

然島に上陸して自由に見て回ることはできない。鑑賞者が、あたかも現地に赴いて実際

の光景を目の当たりにしているかのような感覚を与えることのできる、体験型 S3D 映

像展示システムを開発した。本システムは、アクティブシャッター方式で S3D 映像を

鑑賞できる 50インチモニタと、タッチパネルを組み合わせたインタラクティブなもの

で、タッチパネルに表示された沖ノ島の3DCGとアイコンメニューを直感的に操作し、

島に点在する祭祀遺跡や沖津宮などの S3D映像を鑑賞できる（図 2.6）。また本システ

ムは 2010年に金らが開発した同様のシステムを、タッチパネルから 3Dモニタまでの

観視距離の設定、タッチパネルの傾斜設定など、鑑賞者にとって見やすく、また鑑賞に

集中できるような条件について実験を通してブラッシュアップしたものである49)。 

 

 
図 2.6	 体験型 3D映像展示システム 

 
システム構築のための基礎的実験で明らかにしたのは以下のとおりである。 

３Dディスプレイ高、男女の平均身長、靴底の平均高によって算出した床面から眼球

までの平均高を 3Dディスプレイの中心線高とした。その結果 153cmとなった。3Dデ

ィスプレイまでの観視距離	 システムで使用する50インチの3Dディスプレイに対し、

被験者にディスプレイ前を直線的に自由に前後移動してもらい、一番見やすい位置の回

答を集計し平均値を算出した。結果、202cmとなり、50インチディスプレイの垂直高

62.2cmの 3倍、186.6cmに近い数値となった。これはハイビジョンテレビ鑑賞時の推

奨距離である、画面高の 3倍の距離（3H）に近い値となった（図 2.7）。 

                                            
49)本システムは、現在宗像市に設立した「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の関係資料を展示する「海の道むなかた館」
に設置している  
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図 2.7	 体験型 3D映像展示システム構成イメージ 

 

これを元に、宗像市に設立した「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の関係資料を展示する

「海の道むなかた館」に本システムを設置し、常設展示を行っている。アンケート評価

の結果、沖ノ島の自然や祭祀遺跡の S3D 映像に立体感を強く感じ、また海からの遠景

や島の頂からの俯瞰イメージに対しては空間の広がりを感じたと評価を受けた。また、

自ら操作し任意の視覚情報を獲得させることのできる本システムは、実際に立ち入りが

困難な沖ノ島を理解するうえで有効であった50)。 

 
 

  

                                            
50)	 本システムの有効性は、金大雄	 著の博士学位論文「博物館における利用者主体の展示支援システム開発の技術的
課題と最適化の研究」第２章「体験型３D映像展示システムの開発」で明らかにされている。  
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5. 「沖ノ島」S3D 映像コンテンツ制作における設計 

 
5.1. 沖ノ島 S3D 映像コンテンツの制作プロセス 

本コンテンツ制作に際しての制作プロセスを図 2.8に示す。本コンテンツ制作におい

ては、沖ノ島の歴史のみならず、自然や生態系、宗像本土に点在する古墳、関連する今

に伝わる神事など、解説、紹介すべき情報が多岐にわたっている。それらを一つのコン

テンツにまとめあげる場合、1時間近くの映像コンテンツとなる。資料館の映像展示に

は適さず、長時間の S3D映像の鑑賞は避けるべきであると判断し、テーマを 3つに分

けてコンテンツ制作を遂行した。 

 

 
図 2.8	 沖ノ島 S3D映像コンテンツ	 制作プロセス 
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5.2. 沖ノ島 S3D 映像コンテンツの表現構成 

本コンテンツの制作においてテーマ別に分けた 3コンテンツの構成を示す 

 
5.2.1 「聖なる島 沖ノ島 -大陸と日本をつなぐ生命線-」 

3つのコンテンツの中でもメインのテーマとなる、沖ノ島の全貌をまとめたものであ

る。沖ノ島の地理的位置、海上交通の歴史、信仰、祭祀形態の変遷、出土品、古墳など

関連遺産の紹介といった情報を端的にまとめ上げ、18 分のコンテンツとして制作した

（図 2.9）。 

 

 
図 2.9	 「聖なる島 沖ノ島 -大陸と日本をつなぐ生命線-」	 制作フロー 
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5.2.2 「人々の信仰と祈り 宗像大社の神事」 

沖津宮、中津宮、辺津宮の宗像大社を形成する三宮において古来から伝わり今もなお

執り行われつづけている神事について紹介、解説した 13 分のコンテンツである（図

2.10）。 

 

 
図 2.10	 「人々の信仰と祈り 宗像大社の神事」	 制作フロー 
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5.2.3 「太古の姿をそのままに 沖ノ島の自然」 

1926年、島を形成している自然が、「沖の島原始林」として、国の天然記念物に指定

され、さらに国指定の鳥獣保護区でもある沖ノ島の、太古から変わることのないありの

ままの姿を表現した、約 7分のコンテンツである（図 2.11）。 

 

 
図 2.11	 「太古の姿をそのままに 沖ノ島の自然」	 制作フロー 
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5.3. 第一回撮影実験における立体撮影条件の設定 

S3D撮影を行うには、二眼式の一体型 3Dカメラを用いるか、2台のカメラをステレ

オリグに装着して使用する。2 台のカメラを用いて S3D 撮影を行う際に注意、確認す

べき項目は、①光軸のずれ（上下ずれ）②回転ずれ（左右の水平が不均衡）③明るさ・

色の違い（ホワイトバランスの設定誤りなど）④同期ずれ（フィールド値のずれ）⑤過

度な視差量（カメラ間光軸が大きい）⑥画角ずれ（左右のズーム設定の誤りなど）と多

岐にわたり51)、左右のカメラの設定を詳細に揃えておく必要がある52)。二眼式一体型 3D

カメラは、前述のステレオ撮影における諸条件をカメラ一台の設定で容易にできるため

活用しやすいが、ステレオベースは固定されている。ステレオベースは、基本的に人の

左右の眼の間隔は 6.5cm（子供はおよそ 5cm）であり、撮影するカメラのステレオベー

スも同様に設定すれば自然な立体感が得られるが53)、より立体感を意識させるため、あ

るいは近接撮影で過度な視差量を抑えるために、ステレオベースの調整が行われる。本

研究においては、島全体といったスケールの大きい被写体から、植物などの近接距離で

撮影する必要のある被写体まであり、撮影条件を変更する必要がある54)。そのため、ス

テレオベースの固定された二眼式一体型 3Dカメラだけでなく、多様な被写体の撮影に

対応できるステレオベースを可変できるステレオリグの構築も必要となった。 

 
5.3.1 立体撮影法 

S3Dの撮影方法には、平行法と交差法がある。交差法による撮影は、被写体の立体設

定が把握しやすいため、多くの撮影で用いられていたが、カメラを内側に向けコンバー

ジェンスポイントを決定しているため、編集においてコンバージェンスポイントの設定

を変更した場合、前後に過度な視差量が発生する場合もある。また左右のイメージ端に

おいて台形歪みが発生するため、画面端になると左右イメージの上下ずれが顕著になり、

鑑賞者に視覚的疲労を感じさせるなどの不具合が生じてしまう。これを解消するには、

左右イメージの台形歪みを補正し条件をそろえることが考えられるが、補正に時間がか

かること、またレタッチによって画質の劣化が発生するなどの問題がある。一方で平行

法は、カメラを並列して平行光軸で撮影する手法で、交差法による左右の台形歪みの差

                                            
51)「3Dテレビに関する検討会」	 最終報告書、総務省、 2012、p27  
52)平行法は編集で調整できるが、イメージをレタッチする都度に解像度に影響がでるため画質の劣化が発生するた
め、編集での調整は最小限にとどめるべきである。 
53)影条件だけでなく、表示サイズなども設定する必要がある 
54)遠景は立体感を出すためにはステレオベースを大きくする。近接撮影の場合は、ステレオベースを小さくする 
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異は発生しない。ただし平行撮影のため無限遠となり、そのままで立体表示すると、イ

メージ全てが飛び出しの方向に再現される。そのため撮影現場などでのリアルタイムな

確認は困難であるが55)、編集過程でコンバージェンスポイントをある程度自由に変更で

きるメリットがある56)。よって本コンテンツ制作においては、撮影後の飛び出し、引っ

込みの設計を自由に設定できるように平行法を採用する。 

 
5.3.2 立体撮影システムの検討と設計および撮影実験 

2010年 10月 12 日より 14 日まで、沖ノ島にて第一回撮影実験を行った。撮影実験

において採用したカメラシステムと設計したステレオリグについては、付録 2に詳細を

示す。 

 
5.3.3 第一回撮影実験における課題と考察 

AG-HPX375ステレオリグ57)に関しては、まず機動力に問題がある結果となった。沖

ノ島は、その内陸部においては起伏が激しく、ステレオリグからカメラを外して移動す

る必要があった。撮影ポイントに到着後、カメラを装着し立体調整を行う作業が発生し

たために、予定していた撮影項目を省略せざるを得なくなった。また、カメラ 2台の同

期を取るための機構がなかったため、ズームは当然不可能で、Recボタンを手動で同時

に押すために同期が取れず、編集過程での調整が必要となるといった制約が発生した。

またシステムのサイズにより、撮影場所やカメラワークに制約が多い点も問題となった。 

AG-3DA1カメラレコーダー58)においては、上下の光軸ずれ、回転ずれ、画角ずれに

関しては、二眼一体型であるために解消できており、撮影ポイントでの立体設定が容易

に進めることができた。近接撮影の限界が 2.9ｍであったため、大きさのある植物に対

しては、距離をおいて効果的な立体撮影が行えたが、20－30cm程度の小さな植物に対

しては、さらに接近した撮影が必要となるため、本機器ではサイズがルーズになるなど

立体感を出すのが困難であった。また、広角側が 47.1mmと狭く、島内に展開する原生

林を広いイメージで捉えることが困難あり、課題も残った。 

                                            
55)S３D再生ソフトウェア Stereoscopicplayerを用いれば、撮影現場におけるリアルタイムな視差調整確認は可能であ
るが、視差調整時における左右映像のサイズ拡大によって、正確な立体情報の確認はできない。	

http://www.3dtv.at/Index_en.aspx	 （2014.9参照） 
56)左右イメージの水平移動によってコンバージェンスポイントを決定するため、左右端に隙間が発生してしまう。そ
れらはマスクで左右そろえて切り取るか、小規模なイメージの拡大によって画面サイズを維持できる。 
57)付録 2「第２章における撮影実験で採用した S3Dカメラシステム」を参照 
58)付録 2「第２章における撮影実験で採用した S3Dカメラシステム」を参照 
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5.4. 第二回撮影実験における立体撮影条件の設定 

2011年は、小型で高画質、高感度の記録が可能な、ハンディタイプの業務用 Full HD

カメラレコーダーが市場に登場した。第一回撮影実験における課題を踏まえ、機動力が

あり、かつ立体調整の容易なハンディタイプのカメラを用いたシステムについて検討し、

ステレオリグを新たに構築した。また S3D 撮影において重要な設定項目である記録時

の同期、そしてズーム等の同期したレンズ操作を可能とするコントローラも構築した。 

 
5.4.1 立体撮影システムの検討と設計 

第一回撮影実験において浮き彫りとなった問題点について検討し、第二回撮影実験に

向けて新たな S3D カメラシステムを設計構築した。撮影実験において採用したカメラ

システムと、設計したステレオリグについては付録 2に詳細を示す。 

 
5.4.2 第二回撮影実験 

2011年 5月より 4回に分けて第二回撮影実験を行った。 

（1）2011年 5月 26日、27日	 沖ノ島 

（2）2011年 8月 1日〜4日	 沖ノ島 

（3）2011年 8月 7日、8日	 大島 

（4）2011年 10月 1日〜3日	 宗像大社 

 
5.5. 編集における立体条件設計 

本研究で制作した S３D映像コンテンツは、宗像大社の向かいにある沖ノ島と関連遺

産群の関連資料を展示している「海の道むなかた館」にある 3Dシアターにて常設上映

することが企画段階で決定していたため、このシアターに導入する上映システムの仕様

に適した S3D映像コンテンツを制作することとなった（図 2.12）。上映システムの仕様

は、2台のプロジェクタを用いた直線偏光の上映方式で、投影サイズは 150インチのシ

ルバースクリーンである。シルバースクリーンとプロジェクタは、実際にシアターに設

置する実機を編集過程における確認作業用として借用し、実際の上映環境を構築した上

での立体調整、編集作業を遂行した。 
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図 2.12  海の道むなかた館	 3Dシアター 

表示するスクリーンサイズは決定していたため、3D コンソーシアムの安全基準に従

う形で、スクリーン横幅（1869mm）の 2パーセント分を飛び出し、奥行きの視差設定

として、コンテンツに使用する各ショットの視差調整を行った（図 2.13）。しかし、飛

び出し効果は S3D 映像の魅力であり、2 パーセントを超える飛び出し設定も本編中の

数ショットに対して行った。過度な飛び出し表現の直後のショットに、視差量の少ない

ロングショットなどをつないで鑑賞者の視覚的疲労を軽減させるなどして、効果的な立

体演出を行うことが重要である。本コンテンツの再生時間は 15分前後と、商業 S3D映

画等と比較しても短いことから、視覚的な疲労は発生しないと想定した。コンテンツ全

体の立体表現構成が、効果的かつ視聴に適していたかどうかは、実際にコンテンツを制

作し、然るべき場で上映を行った上で、アンケート調査やインタビュー調査で鑑賞者の

主観的な評価を数多く集計することで有効性を検証する。 

 
図 2.13  視差量の調整 
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150インチスクリーンの横幅は 3322mm、Full HD解像度の横ピクセル数 1920pixel

となり、ステレオベースは 65mmとする。このときの眼の幅（X）に相当するピクセル

数は以下のように求められる（図 2.14）。 

 
 

図 2.14  150インチスクリーン投影時のステレオベース相当のピクセル数 

 
よって、150 インチスクリーン投影時のステレオベース 65mm 相当のピクセル数は

38pixel となる。この数値を本研究における奥行きの限界値とする。また飛び出しにつ

いては、スクリーン横幅の 2％以下を限界値とし、以下の数値を本コンテンツ制作にお

ける基準値と設定する。 

 

奥行き限界値 38 pixel 

飛び出し限界値 60 pixel 

 
 
 
 

  

X = 1920 / 3322 * 65 = 37.56 
→	 38 pixel 
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6. 「沖ノ島」S3D 映像コンテンツの上映と評価 

本研究において重要なのは、コンテンツ制作における表現構成の検討を行うのみでな

く、制作されたコンテンツ自体が、当該対象をテーマとしたコンテンツ表現として有効

であるのか、鑑賞者に本コンテンツへの興味・関心を持たせることができるのかを確か

めることである。沖ノ島コンテンツは、公共施設での一般公開が決まっていたため、現

地での観客に対する印象評価を行い、本コンテンツの有効性について検証する。 

 
6.1. 海の道むなかた館における常設上映と来館者状況 

制作された３つのコンテンツは、宗像市にある宗像市強度文化学習交流館“海の道む

なかた館”にて、2014年 4月より一般公開された（図 2.15）。2018年 1月現在に至る

まで継続して常設上映が行われている59)。３Dシアターの視聴者数は 2012年で 17806

名、2013年 16613名、2014年 7月時点で 4974名と、年間 15000名以上が本コンテ

ンツを視聴していることになる。これは前述の 3つのコンテンツに、現在制作している

フル CGS3Dアニメーションの 4話を加えた計 7コンテンツの鑑賞者総計である60)。上

映プログラムは基本的に組まれておらず、鑑賞者が集まり次第、係員の任意で、あるい

は客の要望によってコンテンツを上映する。また初めての来館者が多く、上映するコン

テンツは沖ノ島と関連遺産群を総括して紹介した「聖なる島 沖ノ島 -大陸と日本をつ

なぐ生命線-」の上映回数が多い。 

 
図 2.15  海の道むなかた館	 3Dシアターにおける上映 

                                            
59)2016年には豊富な映像素材を用いた改訂版を制作し、現在も上映している。   
60)各コンテンツの年間鑑賞者数に関しては、付録 2を参照。   
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本研究で遂行したアンケート調査の期間中も、「聖なる島 沖ノ島」の上映回数が多か

ったため、アンケート調査は本コンテンツ一本に絞って行った。 

 
6.2. 沖ノ島 S3D 映像コンテンツの評価 

本研究が目指す研究目的の達成状況と、沖ノ島 S3D 映像コンテンツ制作および表現

構成の効果について検証し、さらに単画面における映像表現の問題点について明らかに

する。 

・立体感が表現できているか 

・沖ノ島を対象とした S3D映像コンテンツは有効であったか 

・「聖なる島 沖ノ島」以外の S3Dコンテンツ鑑賞に対する興味 

・本コンテンツ鑑賞における見易さ、疲労感 

・自由回答による本コンテンツに対する問題点の抽出 

 
6.3. 鑑賞者に対するアンケート調査 

海の道むなかた館において、上映回数の多い「聖なる島 沖ノ島 -大陸と日本をつな

ぐ生命線-」を対象として、沖ノ島 S3D映像コンテンツ制作および表現構成の効果につ

いて検証し、さらに単画面における映像表現の問題点について考察する。 

	 検証は以下の 3日間行った。 

 
沖ノ島 S3D 映像コンテンツに関する評価実験 

・実施期間：2014年 9月 30日〜10月 2日 

・実施場所：海の道むなかた館	 ３Dシアター 

・回答者：一般の来館者	 75名 

アンケート調査のプロセス	  

(1) コンテンツ上映前に鑑賞後の評価依頼を鑑賞者に事前アナウンスする 

(2) コンテンツ上映終了後、評価用紙を配布、その場で記入してもらう 

(3) シアター出口で評価用紙を回収 
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6.4. アンケート評価結果と分析 

前述の評価実験で回収した評価用紙を集計し、その結果と考察を行う。 

 
今回のアンケート評価における回答者は 75名（男性 31名、女性 44名）で、世代別

回答者数では 60代が 44％で、続いて 70代、50代と、50歳以上が大半を占めた61)。 

 
世代別回答者数（左：割合 右：人数） 

 
 
 

  

                                            
61)75名中 71名が年齢を記入、4名は無記名であったため 71名で集計した。   
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質問 1	 3D（立体）映像を見るのは初めてですか？ 

 
質問１のねらい：日常生活において 3D映像をみたことがあるかどうかを検証する。3D

映像鑑賞経験の有無によって、以降の質問の反応に評価の差が出てい

るか、比較ができる。 

 
質問１ 3D（立体）映像を見るのは初めてですか？ 

 
 
質問１の分析：半数以上の回答者が、これまでに 3D 映像を見たことがあると答えた。

2010 年より 3D テレビやゲーム端末の普及が期待されていたが、コン

テンツ不足により一般家庭への普及は成功していない。しかし映画館や

アトラクションなど、3D コンテンツを鑑賞できる機会は増えているこ

とが考えられる。 
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質問 2	 3D映像を見て、映像が飛び出したり奥行きを感じたりしましたか？ 

 
質問 2のねらい：コンテンツを、立体映像として認識できたかを検証する。 

 
質問 2 3D 映像を見て、映像が飛び出したり奥行きを感じたりしましたか？ 

 
 
質問 2の分析：ほとんどの回答者が立体映像を認識できた。「とても思う」「まあまあ思

う」が多数を占めていることから、本コンテンツは立体設計に問題がな

いと分析する。ただし、18 分のコンテンツ中、どのショットがどの程

度立体感があったか、など詳細については、後述の自由記述による意見

を参照する程度となり、こうした長尺のコンテンツにおけるショットご

との立体感の検証法について今後検討する必要がある。 
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質問 3	 沖ノ島や宗像大社など、現地の様子を感じ取ることができましたか？ 

 
質問 3のねらい：本コンテンツの表現構成によって、現地の雰囲気を感じることができ

たかを検証する。 

 
質問 3 沖ノ島や宗像大社など、現地の様子を感じ取ることができましたか 

 
 
質問 3の分析：「とても思う」「まあまあ思う」が多数を占めており、ほとんどの回答者

が現地の雰囲気を S3D 映像によって感じ取ることができた。序論でも

述べたが、立ち入りが禁止されている場所、特定の時期に特定の場所で

のみ催行される民俗芸能など、実物を見ることができない対象を S3D

映像で表現することは、その対象となる現場の様子を、平面映像よりも

立体、奥行きを加えることで臨場感のあるものとして、対象への理解度

や、興味、関心を促進させるための有効な手段であることが検証されて

いる。S3D映像コンテンツとして、構成する映像の組み合わせ、表現構

成を整えることで、鑑賞者のコンテンツに対する興味を持続させ、その

物語の世界に引き込むことができ、それが結果として現地の様子を感じ

取ることにつながったと分析する。 
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質問 4	 沖ノ島や宗像大社を知る上で、この立体映像は有効だと思いますか？ 

 
質問 4のねらい：本研究の目的となる、有形文化財を対象として S3D映像コンテンツ

を制作し、提示することが果たして有効なのかを検証する。それはま

た対象である沖ノ島への興味を抱かせるきっかけとして有効である

かを意味する。 

 
質問 4 沖ノ島や宗像大社を知る上で、この立体映像は有効だと思いますか？ 

 
 
質問 4 の分析：「とても思う」「まあまあ思う」が 80％以上を占めており、沖ノ島（有

形文化財）を対象として S3D 映像コンテンツを制作する意義はあると

考える。海の道むなかた館を訪れるまで、沖ノ島に関する知識がなく、

またその存在すらも認識していなかった来館者もいる。本コンテンツを

鑑賞することで、沖ノ島の様子を感じ取ることができた、といった感想

も聞かれた。また、一般人は立ち入りが禁止されているからこそ、沖ノ

島の様子を S3D映像で再現する意義は高い。 
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質問 5	 機会があれば他の 3D映像も見たいと思いますか？ 

 
質問 5 のねらい：質問 4 に続き、沖ノ島への関心、S3D 映像に対する関心の程度を検

証する。 

 
質問 5 機会があれば他の 3D映像も見たいと思いますか？ 

 
 

質問 5の分析：「とても思う」「まあまあ思う」が合わせて 90%近くとなっており、ほと

んどの回答者が他のコンテンツへの興味を示した。このことからも、質

問 4で検証した沖ノ島を対象とした S3D映像コンテンツの制作意義は

高く、S3D映像コンテンツの制作は有効であるといえる。また、コンテ

ンツ制作において表現構成の如何によって、鑑賞者が興味をもつかどう

かが決定されるので、冗長な表現構成にならない工夫が必要である。本

コンテンツにおいて設計した表現構成は妥当であるといえる。 
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質問 6	 3D映像を見て、眼の疲れや気分が悪くなりましたか？ 

また感じた場合、どのような映像にそう感じましたか？ 

 
質問 6 のねらい：本コンテンツの、S3D 映像としての安全性を検証する。本コンテン

ツを制作する上で設計した視差調整の、鑑賞者の反応を検証する。 

 
質問 6 3D 映像を見て、眼の疲れや気分が悪くなりましたか？ 

 

 
自由記述より： 

・とくにどの場面でというのではなく時間とともに違和感を感じました。 

・遠近の感じが激しいとき 

・風景の場面（岩や社）では感じないが、動物（鳥）や人が動く場面では目が疲れる 

・岩石によっていくところ、空撮の所等 

・草や巨岩、鳥など 

 
質問 6の分析：コンテンツとしての評価は高く、違和感がなかった（「まったく思わな

い」「あまり思わない」）と答えた回答者も 70%であり、立体表現に問題

はないといえるが、11名の回答者が「まあまあ思う」「とても思う」と

回答しており、全ての鑑賞者に違和感のない S3D 映像を提示できたと

はいえない。安全基準に則して本コンテンツを制作したが、視差調整の

再検討が必要である。また本コンテンツは、高画質を可能な限り保つた

め、フォーマットは Full HD のプログレッシブに設定している
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（1920×1080/30p）。被写体は基本的に静止物であり、比較的スローな

カメラワーク、レンズワークを採用しているためフレームレートは 30p

で問題なかったが、自由記述にあるように、鳥の飛翔ショットなどでは、

コンテンツ中比較的に素早いカメラワークを採用したため、30pでは被

写体の素早い動きが捉えられず、立体視し辛い映像となったと考えられ

る。今後はフレームレートを 60pなどにあげるなど、記録フォーマット

についても検討課題としたい。 

 
 
6.5. アンケート評価についての考察 

沖ノ島を対象とした S3D 映像コンテンツは、宗像市郷土文化学習交流館“海の道む

なかた館”において、2014年 4月より一般公開されており、年間 15000名以上の人々

に鑑賞されている。アンケート評価の結果から、沖ノ島を対象とした S3D 映像コンテ

ンツの制作意義は高く、S3D映像コンテンツの制作は有効であると考察する。 

臨場感、没入感など、その場に居合わせるかのような感覚を創出するには、一面のみ

の、2Dの投影形式の場合、IMAXなどの大型の映像提示によって実現可能であるが、

本コンテンツを上映しているシアターの 150インチのスクリーンでは、2D提示である

と臨場感を創出することは困難である。そこで S3D 映像で提示することで、鑑賞者の

コンテンツに対する興味を持続させ、その物語の世界に引き込むことができ、それが結

果として現地の様子を感じ取ることにつながると考える。 

しかし、立体感はあるものの目を覆い尽くすような、臨場感に繋がる包囲感の創出に

は至っていない。大型スクリーンを設置できない環境において包囲感を創出するために

は、多面投影など、提示段階での表現手法の検討も行うことが必要である。 
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7. まとめ 

本コンテンツに対するアンケート評価を実施し得られた結果より、どの質問に対して

も高い評価を受けていることから、この沖ノ島という文化資産を対象として、S3D映像

コンテンツを設計、制作することは有効であるということが明らかになった。 

しかし、評価が高い一方で、立体視の違和感を感じた鑑賞者もおり、フレームレート

やカメラワークの再検討など行う必要があることがわかった。 

また本コンテンツを常時上映している海の道むなかた館のシアターは、40 人程度収

容のスペースで、150インチのスクリーンに投影している。S3D映像の提示により立体

感や、現場の様子を感じ取ることができたと評価した鑑賞者は多数であったが、「目を

覆い尽くすような」広視野のイメージを提示できてはいない。単画面構成の場合、大型

スクリーンであればそれは可能だが、本シアターでは大型スクリーンの設置は不可能で

ある。そうしたスペースの広さの制約の中で、包囲感を創出する広視野イメージを提示

できる方法として、多面投影が考えられる。 

多面投影により周辺視野の情報までを提示することで、立ち入ることのできない場所

の臨場感をより感じることができると考える。 
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1. 本章の目的 

第 2章において、有形文化財を対象とした立体映像コンテンツの表現設計が有効であ

るか、実際の S3D 映像コンテンツの制作を通して明らかにした。本章においては、無

形文化財を対象とした S3D映像コンテンツの表現設計と制作技法を検討し、S3Dによ

る映像コンテンツ制作が有効であるかどうかを検証すること、そして単画面構成による

広視野表現に関する課題点を明らかにすることが目的である。 

無形文化財を対象として S3D映像に記録することは、2D映像にはない立体情報、奥

行き情報が付加されることで、その対象への理解を深めることができ62)、それが「継承」

に繋がると考える。さらに文化財をプレゼンテーションする有効な提示方式でもある63)。 

本研究において対象とした無形文化財は、福岡県豊前市の伝統芸能、豊前岩戸神楽で

ある。豊前岩戸神楽は、17 世紀に入ってからの神楽奉納は確認されており、その歴史

は深い64)。1999 年には、福岡県指定無形民俗文化財として登録され、福岡県は豊前岩

戸神楽を有する豊前市と、その周辺地域における神楽団体もふくめ「京築神楽」（京築

地区	 説明）として、地域振興のための活動に尽力している65)。そして 2016年には国

指定の重要無形民俗文化財となった。本研究においては、豊前岩戸神楽の継承を目的と

した S3D 映像記録とアーカイブ化の一環として、記録した映像資料を蓄積するだけで

なく、地域振興に資する S3D 映像コンテンツの制作にも取り組んでおり、地域の公民

館や国立博物館などへの出張上映を遂行している。神楽といった対象では、前章におけ

る沖ノ島を対象とするような、スケール感のある立体表現構成は採用しない。神楽の舞

いは、約 4m四方の神楽殿と呼ばれる神社に設けられた舞台で繰り広げられる。舞台袖

の至近距離で見る行為や、数メートル離れて神楽殿全体を捉えながら舞いを楽しんでい

                                            
62)石川洵、「博物館における立体映像の利用―空間映像を考える」、日本写真学会誌、72 巻 4号、2009、pp.266-272 
63)本田捷夫監修、「立体映像技術―空間表現メディアの 新動向」、シーエムシー出版、2008、pp.163-164 
64)「ぶぜんの神楽」、福岡県指定無形民俗文化財『豊前の岩戸神楽』調査報告書、求菩提資料館、2009	   
65)福岡県広域地域振興課では、神楽をはじめとした京築地区の PRに尽力している。	
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4200203/	 （2014.10	 参照）  

第 3 章 無形文化財を対象とした立体映像コンテンツの 

表現設計と評価 

-豊前岩戸神楽の立体映像コンテンツ制作を通して- 
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る状況を、S3D映像でいかに表現するか。沖ノ島の S3Dコンテンツ制作とは異なる撮

影技法、制作のプロセスで表現構成を検討した。 

本章の流れとして、まずは神楽をその場で鑑賞しているような映像表現について検討

を行った。そして現地における実際の神楽奉納の撮影実験、コンテンツ制作および上映

を通して、問題点について検討した。検討修正後、神楽奉納の撮影実験を再度行い、同

じくコンテンツ制作・上映を通してその効果について検討した。制作した S3D 映像コ

ンテンツの上映実験を通してのコンテンツ全体に対する評価について、アンケート集計

によって考察し、地域振興に資するコンテンツとして有効であるか明らかにする。また

単画面構成による S3D映像コンテンツ提示の問題点について考察する。 

 
 

2. 豊前岩戸神楽 

福岡県豊前市にある伝統芸能「豊前岩戸神楽」は、その起源は古く中世の時代には存

在していたと考えられるが、文献でその内容が確認できるのは江戸時代以降である66)。

豊前岩戸神楽は、1999年に福岡県の指定無形民俗文化財として登録され、2016年には

国指定の重要無形民俗文化財となった。現在、「神楽講」と呼ばれる６つの保存団体に

よって伝承されている67)。 盛期には８つの神楽講が活動していた。豊前岩戸神楽が興

った過程は定かとなっていないが、歴史をたどると、同じく豊前市の求菩提山で盛んに

行われていた修験道の影響が見られ、17 世紀初頭の古文書には、山伏が神楽の秘伝を

伝授したと記されている。また、出雲流の特徴を有するとも言われているがこれも明確

なものではなく、この地方の神楽の特徴を明らかにするものでもない。江戸時代までは、

代々神社の神職が社家神楽として伝えていたが、明治時代における神仏分離令とそれに

伴う廃仏毀釈によって、神職から地元の住民、氏子で組織する神楽組に受け継がれ、現

在の神楽講や神楽社へ伝承されてきた。豊前市では、毎年 9月から 12月にかけて、６

つの神楽講が、市内に点在する 50あまりの神社に赴き、神楽奉納を執り行う。神楽奉

納の日は、早朝から始まり、その日を過ぎた深夜零時以降まで延々と舞いが繰り広げら

れる。 

豊前岩戸神楽は、演目が「三十三番」といわれ、「式神楽」と「奉納神楽」に分かれ

る。（三十三番の図）式神楽は、古くからのしきたりを今に残した祓いの舞いを中心と

                                            
66)豊前市の大富神社の古文書には、享保四年、1719年に神楽の演目が記録されている。  
67)岩屋神楽講，山内神楽講，黒土神楽講，大村神楽講，三毛門神楽講，中村神楽講	 の６つの神楽講がある．  
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したもので、早朝から始まる舞い始めは壱番神楽と決まっており、岩戸神楽は奉納の日

の 後に舞われる。午前からの式神楽が一通り終了すると、次は氏子の祈願のために舞

う奉納神楽が舞われる。奉納神楽は、演目のスケジュールなどは特になく、氏子が任意

に演目を選択し、その演目の奉納料を支払ったうえで舞いが奉納されるという、独自の

方法で奉納が執り行われる。それはつまり、地元の住民、神楽講の舞い手もふくめた氏

子たちが神楽を今に継承し続けている地元への愛着の証でもある。 

神楽は、豊前市だけでなく、周辺の市町村でも盛んに行われ、京築地区68)全体におけ

る神楽団体は 30を超える。京築地区では、この京築神楽を地域の財産として、神楽の

里作りに取り組んでいる。今では、京築神楽は国立博物館や公民館など各地に出向いて

神楽講演を行い、京築の魅力を伝えている（図 3.1）。 

 
図 3.1	 京築地区における神楽分布図 

 

3. 本章における S3D 映像コンテンツの制作意義 

豊前市を含めた京築地区の神楽団体は、地元地域の神社の奉納や公民館等における講

演だけでなく、市外、県外へ出向き神楽講演や奉納を積極的に行っており、神楽を見る

機会は増加している。しかし、実際の地元の神社とそこに併設された神楽殿で執り行う

奉納は、地元の氏子と共に神楽を継承し続けようとする一体感が生まれ、他の場所で行

われる奉納とは違った勇壮さが感じられる。こうした地元における神楽奉納の光景を立

                                            
68)	 福岡県東部、北九州地方南東部の苅田町、行橋市、みやこ町、築上町、豊前市、上毛町、吉富町の２市５町の総
称。  
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体映像で記録し、その勇壮さを S3D 映像で伝えることが可能であると考える。そこに

本研究における豊前神楽を対象とした S3Dコンテンツ制作の意義はある。 

 
 

4. 「豊前岩戸神楽」S3D 映像コンテンツ制作における設計 

2012 年より始めた本研究において、６つある豊前市の神楽講の中から黒土神楽講の

協力によって、地元の岩清水八幡神社にて執り行われる神楽奉納の様子を記録すること

となった。 

記録実験に先駆けて、実際の神楽奉納を現場で鑑賞しているかのような視覚表現を実

現するための、S3Dカメラの選定、および撮影ポイントの検討を行った。 

S3D撮影は、左右のイメージを記録するための２つのカメラ、一体型二眼式カメラで

あれば２つの記録部のステレオベースの距離によって、過度の視差量を発生させないた

めの、距離をおいた撮影ポイントを設定する必要がある。しかし神楽の奉納においては、

地元の氏子たちは、神楽殿を覆い尽くし、舞台袖、いわゆる「かぶりつき69)」で神楽を

鑑賞している。その状況を映像で表現するための S3D撮影技法についても検討した。 

また第 1章で紹介した翁舞の S3D映像コンテンツにおける問題点として、カメラ一

台ないし２台による撮影で、舞台全体を捉えられていないための狭小感、アングルのバ

リエーションの少なさから、冗長に陥らないような、多面的な撮影が重要であると考え、

撮影するカメラ台数に関しても検討した。 

 
4.1. 第一回撮影実験 

第 1 章で述べた、「翁舞」の立体撮影において明らかにした問題点に基づいて、神楽

を撮影する際の、 適な撮影手法の検討を行う必要がある。第一回撮影実験では、まず

４ｍ四方の神楽殿を想定したスペースを設定し、舞い手の動きを再現しながら 適な撮

影ポイントについての検討を行った。そして 2012 年 10 月、第一回撮影実験として、

実際の神楽奉納の模様の記録実験を行った。 

 
4.1.1. カメラの選定および撮影ポイントの検討① 

神楽奉納の実際の撮影実験にさきがけて、神楽の舞いを撮影するための 適なアング

                                            
69)	 「かぶりつき」、劇場の 前列の席（舞台をかぶりつくようにしてみる）、三省堂Web Dictionary、 
http://www.sanseido.biz/	 （2018.2	 参照） 
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ル、撮影ポイントの検討を行った。2012 年４月、九州大学大橋キャンパス多次元棟に

てカメラアングル検討のための撮影実験を行った。 

本実験に用いたカメラ 

・Sony	 PMW-TD30070)	 ２台 

・Sony  HXR-NX3D1J71)	 １台 

撮影実験において採用したカメラシステムと、設計したステレオリグについては付録

3に詳細を示す。 

上記のカメラを用いて撮影実験を行った（図 3.2）。 

 
図 3.2	 学内における撮影ポイントの検討 

 
4.1.2. 撮影ポイントの検討結果 

豊前岩戸神楽は、約４m 四方の神楽殿舞台を余すところなく縦横無尽に舞う演目が

主である。立体撮影を行う際は、被写体である舞い手を注視させるため、その手前に遮

るオブジェクトなどがあると立体映像として見辛い表現となってしまう。神楽殿の柱や

鈴緒によって舞いを遮らないような撮影ポイントを設定した（図 3.3）。 

撮影ポイント A 

神楽殿横、東側より舞台全体がカバーできる撮影ポイントを決定した。ここでは、舞

い手の全体の動きを把握するだけでなく、神楽殿に入るまでの渡り廊下もおさめること

ができ、御仙神楽のように渡り廊下までを舞いのスペースにするような演目にも 適な

撮影ポイントとなる。 

撮影ポイント B 

神楽殿正面より、舞台全体と北側祭壇をカバーできる撮影ポイントである。鈴緒が設

置されており、神楽殿を正中心に捉えると、画面中、鈴緒が中心を占領することになり、

                                            
70)	 付録 3「第 3章における撮影実験で採用した S3Dカメラシステム」を参照 
71)	 付録 3「第 3章における撮影実験で採用した S3Dカメラシステム」を参照 
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それによって奥の舞いの様子が見辛くなるため、中心より東側、撮影ポイント A 側に

移動させた位置に設定した。 

撮影ポイント C 

神楽殿正面を基本とした移動撮影ポイントをもうけ、舞台全体および舞い手の全身を

捉えるための前述の２つのポイントに対し、舞い手のより詳細な所作を捉えるため、神

楽殿に接近した撮影ポイントを設定した。 

 
図 3.3	 撮影ポイント見取り図 

 
4.1.3. カメラの選定および撮影ポイントの検討② 

神楽殿からある程度離れて、舞いの全体を眺めるような視覚的表現をするための撮影

ポイント、また舞い手の所作に注目できるような、舞台に近寄った形で鑑賞するような

視覚表現をするための撮影ポイントは決定したが、神楽殿の舞台袖でかぶりつくように

見るような、舞台にきわめて近い位置からの撮影に関する検討がさらに必要となった。

PMW-TD300および HXR-NX3D1J であれば、ステレオベースの短さから、舞台に近

づいて撮影は可能であるが、焦点距離が舞台袖から舞台全体をカバーできるものではな

い。カバーできない部分はパンなどのカメラワークを多用すればいいが、立体撮影の場

合、カメラワークの多用によって立体映像として眼の疲労を起こす等の不具合を生じさ

せる原因となる。舞台袖で、しかも固定した形で舞台全体を捉えることのできるのは、

標準ではなく広角レンズを有するカメラを使用することである。広角映像による立体表
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現は、奥行きが強調されたり被写体の見た目のサイズが小さくなる等の違和感を生じる

場合があるが、神楽の舞いの迫力を感じ取るには、やはり舞台袖で見ることが重要であ

り、それを映像で再現するには、同じく舞台袖で撮影すべきである。本研究においては、

超広角レンズを有するカメラによるステレオ撮影システムを構築、導入し、舞台袖から

の広角撮影実験を行った。この試みは、無形文化財の S3D記録において例をみない。 

 
Gopro Hero2 ステレオリグ 

高さ 42㎜、幅 60㎜、奥行き 36㎜の小型ながら、FullHDの高画質記録を可能とし

た、いわゆるアクションカムの先駆けである。画角を 90度（ナロー）、127度（ミドル）、

170度（ワイド）の３設定が可能で、海のダイビングやスカイダイビング、バイクのド

ライバーのヘルメットに装着するなど、これまでに見たことのないアングルからの勇壮

な映像を記録することができる（図 3.4）。 

このカメラを並列したステレオ撮影によって、神楽の至近距離からの撮影を実験的に

行った。なお撮影における画角設定は、舞台を十分にカバーできる 127度（ミドル）に

設定した。本機機には、左右同期した立体撮影を可能とするハウジングがあり、それを

採用して撮影実験に臨んだ。ステレオベースは 34 ㎜で約 100cm の至近距離から神楽

殿全体をカバーできるステレオ撮影が可能となる（図 3.5）。 

 

 
図 3.4	 Gopro Hero 2          	 	 	   	 図 3.5	 Gopro Hero 2 ステレオリグ 
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4.1.4. 追加した撮影ポイントの検討結果 

撮影ポイント D 

神楽殿東側手前の支柱横、舞台袖からの広角立体撮影。舞台袖からの撮影で、他の鑑

賞者の妨げにならないように、サイズをなるべく抑えられるステレオカメラリグの検討

を行った結果、Gopro Hero2 ステレオリグによるステレオ撮影を採用することとした

（図 3.6）。 

 
図 3.6	 撮影ポイント Dの追加 

 
4.1.5. 第一回撮影実験 

第一回撮影実験は、2012年 10月 20日、黒土神楽講の地元神社である岩清水八幡神

社にて行った。本コンテンツ制作においては、神楽の歴史や地元地域の紹介などはいっ

さい省き、神楽奉納そのものの壮大さを視覚的に表現するため、演目すべてを記録する

こととした。一つの演目が、短くても 20分程度、長いのは 2時間程度もある。当日は

およそ 20演目が奉納された（図 3.7）。 

 
 



第 3章 | 67  
 

 
図 3.7	 神楽奉納の第一回撮影実験 

 
 

4.1.6. 検証用コンテンツ制作および上映実験 

豊前岩と神楽の S3D 映像コンテンツを一般公開する前に、超広画角立体映像による

広視野表現やコンテンツ全体に関する評価を検証するため、神楽奉納の撮影実験に関わ

った学生、および映像に関わる研究、制作に関わっている学生を募り、コンテンツのプ

レビューを行い、口頭によるインタビュー評価を行った。映像制作や映像に関する研究

に携わる学生を選定した理由は、一般の鑑賞者よりも映像に関わる研究や作品制作等、

技術的な評価をさせるためである。 

撮影実験において記録した素材から、舞い手の人数、舞いの所作の違いを考慮に入れ、

以下の演目を 3分前後に編集し、学内で学生 15名に対して上映実験を行い、口頭によ

るインタビューで評価を受けた。 

上映実験で用いた S3D上映システムの構成を以下に示す（図 3.8）。 
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図 3.8	 上映実験における S3D上映システム構成 

 

 
上映実験に用いた検証用の S3D映像コンテンツは以下のとおりである（表 3.1）。 

記録した 20演目から、舞いにおける所作のバリエーション、舞い手の人数、人気の

ある演目を選定基準として、以下の 7 演目を選定し、それぞれ 1 分〜3 分で編集した。 

 
表 3.1	 検証用の S3D映像コンテンツにおける選定演目と上映時間 

上映順 演目 時間 

1 壱番神楽 1：30 

2 花神楽 1：10 

3 駆仙神楽 2：00 

4 神迎神楽 1：30 

5 湯立神楽 2：00 

6 盆神楽 3：00 

7 大蛇退治 2：30 

 
 

映像再生：	 Macbook Pro  
            Brackmagic UltraStuio 3D 
映像投影：	 BenQ SH940 (4000lm, Full HD) 	 2台 
スクリーン：	 100インチ	 シルバースクリーン 
立体表示方式：	 直線偏光方式 
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4.1.7. 検証用コンテンツに対する評価および考察 

検証用コンテンツに対する評価を口頭でインタビューした結果、撮影ポイント D か

らの超広画角イメージは、神楽の勇壮さを伝えるために有効な映像表現であることが明

らかになった。そのためこの撮影技法は効果的であると判断し第二回撮影実験において

も採用することとした。 

しかし問題点として、横の動きに左右の若干のずれがあるのか、鑑賞しづらい場面が

あったとの指摘があった。神楽は、舞台を円を描くように回る動作が多用される。激し

い動きや回転など、神楽には横の動きが多数あり、それを立体表現すると見難くなると

いうことは、神楽の S3D 映像コンテンツを制作する上で致命的ともいえる。この原因

について検討し、改善策を追求する必要がある。第一回撮影実験およびコンテンツ制作

は、関係者、および映像制作、研究経験者による評価実験とし、一般公開は控えること

とした。 

 
4.2. 第二回撮影実験 

第一回の撮影実験および上映実験について、コンテンツに対する評価は高かったとい

えるが、問題点として、被写体が横を移動する際の見難さが明らかになった。まずこの

原因を考察し、第二回撮影実験に反映することとした。 

 
4.2.1.撮影条件の再検討 ハイフレームレート 

神楽は、舞台の上を縦横無尽に舞い、激しい動きもみせる。激しく、素早い動きを撮

影するとき、フレームレートを通常の 30FPSから 60 FPS 、120 FPSと上げて動きの

詳細を捉えるように設定する。本研究における S3D撮影に際してのカメラ記録設定は、

すべて 1920/60i72)であった。インターレース方式は、奇数と偶数のフィールドに、交互

にイメージを記録するため、静止画像にすると解像度は下がるが、素早い動きの被写体

を撮影する場合に適している。しかしどの程度の動きまで詳細に記録できているかは明

確でなく、神楽の舞いの激しさを S3Dで記録する場合、1920/60iでは捉えきれていな

いことが考えられる。 

第二回撮影実験においては、この点をふまえ、フレームレート値を上げた設定で記録

を行うことを検討した。フレームレート値を上げる場合に生じる問題がある。解像度を

                                            
72) インターレース方式。２フィールドで１枚のイメージを構成するので、一秒に 30フレームとなる。  
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Full HDからHDサイズに下げることである。現行の Full HDカメラレコーダーのス

ペックは、 高で 1080/60i（30フレーム/秒、60フィールド）あるいは 1080/30p（プ

ログレッシブ 30フレーム/秒）記録である。1秒間に 60枚、つまり 60pで記録する場

合、映像サイズはHDの横 1280縦 720ピクセルに下げる必要がある（720/60p）。激し

い動きへの対応策としてこの設定が適していると考えるが、解像度の違いによる印象の

違いも発生する恐れがあるので、第二回撮影実験に向けて事前の撮影実験を行った。 

2013年春、学内と、岩清水八幡神社にて、横移動する被写体に対して 1080/60i、お

よび 720/60pによる撮影実験を行った（図 3.9）。 

 
図 3.9	 学内における撮影実験（左）と岩清水八幡神社における撮影実験（右） 

 
撮影実験で記録した素材を用いて、映像に関わる研究を行っている学生 10名を募っ

て投影実験を行い、どちらの立体映像が見やすいか口頭によるインタビューを行った。

結果、10名全員が 720/60pで記録した S3D映像が見やすく、解像度に対しても、その

違いがないとの評価であった。よって、第二回撮影実験において、撮影に用いるカメラ

システムに 720/60pで設定した。 

 
4.2.2. 立体撮影システムの再検討 

Gopro hero2を用いた超広画角のステレオ撮影は、神楽の激しい舞いを舞台袖から見

ているかのような感覚を映像表現できているが、コンパクトな筐体のため撮像素子サイ

ズも小さく、画質に限界があった。しかし、2013年には新たに Gopro hero3がリリー

スされ、画質が向上したため、第二回撮影実験において、本機種を用いたステレオリグ

を製作した。 
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Gopro Hero3 ステレオリグ 

第一回撮影実験に採用した Gopro Hero2 の後継機種で、撮像素子の性能、解像度と

もに向上している。本機対応の立体撮影用ハウジングは開発されていなかったため、ス

テレオリグを構築した。舞台への近接撮影であるため、ステレオベースを可能な限り小

さくするため、カメラ２台を挟みつつ、カメラの取り外し、取り付け、メモリカードや

バッテリの脱着がスムーズに行えるリグを製作した。またビデオアウト端子も接続でき、

ノート PCによるその場での視差調整も可能とした（図 3.10）。ステレオベースは 31㎜

で、画角は 95度（ミドル）と設定した。 

 

 
図 3.10	  Gopro Hero3 ステレオリグ 

 
4.2.3. 第二回撮影実験 

第二回撮影実験を 2013年 10月 19日、豊前市岩清水八幡神社において実施した（図

3.11）。第一回撮影実験と撮影ポイントの変更はなかった。 

ポイントA,B,Cの記録設定を 720/60pに、撮影ポイントBのNXカメラに関しては、

S3D の撮影においては 720/60p の設定がなく、離れた位置から舞台全体を固定撮影す

るため、撮影に支障はないと判断して 1080iの設定のままとした。 
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図 3.11	 第二回撮影実験の様子 

 
4.3. コンテンツの表現構成 

第二回撮影実験において記録した神楽奉納の素材を用いて、一般への上映実験実施に

向け、S3D映像コンテンツとして編集を行った。黒土神楽講の神楽奉納においては、演

目の時間は、短いものでも 20分はあり、長いものになると２時間に及ぶ演目もある。

（湯立神楽や天岩戸は長い）早朝から深夜まで舞われる演目は 20を超えるため、全て

を再生することは難しい。また上映時間は 30 分以内と設定した。記録した 20 超の演

目の中から 10演目を選定し、本コンテンツ制作を行った。各演目とも 2分から 4分程

度に収め、五行神への拝礼といった神楽を執り行う上で不可欠な所作を時系列につなぐ

ことをベースとして、激しい動きなど、鑑賞者に興味を持たせ注視させるための表現も

取り入れた。 

また本コンテンツにおいては、実際の神楽を見ているような表現で、鑑賞者を映像に

集中させるため、映像とそれに対応した囃子の音と氏子の声などの現場音のみを使用し

た。各演目を上映する直前に、演目名と簡易的な説明文をテロップとして提示した（図

3.12）。 
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図 3.12	 表現構成の一例 
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本コンテンツにおいては、各撮影ポイントでコンバージェンスポイントを設定してお

り、視差の変化は激しくなく、通して鑑賞しやすい立体表現構成となっていると考えら

れるが、コンテンツ全体を俯瞰した評価に加えて、超広角ショットが効果的で有効な表

現手法なのかを検討する必要がある。 

 
 

5. コンテンツの一般公開（上映実験）と評価 

制作した豊前岩戸神楽 S3D 映像コンテンツは、博物館や公民館において一般公開さ

れた。その際に、鑑賞者に対してのアンケート評価を行い、コンテンツ全体を俯瞰した

評価に加えて、超広角ショットが効果的で有効な表現手法であるかを検証した。 

 
5.1.コンテンツの一般公開およびアンケート調査の実施 

一般公開およびアンケート調査、口頭インタビューによる聞き取り調査は以下の 3ヶ

所で行った73)。 

 
（１）「京築神楽の里フェスティバル」における一般公開およびアンケート・口頭イン

タビュー評価 

・メインイベント：「京築神楽の里フェスティバル」 

・実施期間：2013年 11月 30日 

・実施場所：京築神楽伝統文化会館内 1Fスタジオ 

・鑑賞者：一般の来場者	 約 300名	  

そのうち回答者として	 75名にアンケート・口頭インタビューによる評価依頼 

アンケート調査のプロセス	  

1.コンテンツ上映前に鑑賞後の評価依頼を鑑賞者に事前説明し評価用紙を配布 

2.コンテンツ上映終了後、評価用紙を配布、その場で記入してもらう 

3.上映室出口で評価用紙を回収 

 
 

 

                                            
73) 2013年 8月 31日の「京築神楽	 九州国立博物館公演」（開催場所：九州国立博物館）にて一般公開の予定であっ
たが、当日台風のために神楽公演自体が中止となり、本コンテンツ上映も中止となった．  
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（２）特別展「国宝 大神社展」開催記念イベント“神社の伝統 いざNOW!”におけ

る一般公開および口頭インタビューによる聞き取り調査 

・メインイベント：特別展「国宝 大神社展」開催記念イベント“神社の伝統 いざ

NOW!” 

・実施期間：2014年 2月 1日 

・実施場所：九州国立博物館	 1F研修室 A 

・鑑賞者：一般の来場者	 約 200名	  

※出口における口頭インタビューにより評価依頼 

 
（３）九州国立博物館公演「京築神楽」における一般公開および口頭インタビューに

よる聞き取り調査 

・メインイベント：九州国立博物館公演「京築神楽」 

・実施期間：2014年 8月 30日～8月 31日 

・実施場所：九州国立博物館	 1F研修室 A 

・鑑賞者：一般の来場者	 約 250名	  

※出口における口頭インタビューにより評価依頼 

 
一般公開の様子を以下に示す（図 3.13, 3.14） 

 
図 3.13	 2013年 11月 30日の一般公開 
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図 3.14	 2014年 8月 30日の一般公開 

 
以上の 3ヶ所における一般公開のうち、2013年 11月の「京築神楽の里フェスティバ

ル」で行った上映実験では、上映のタイムスケジュールを組み、基本的に入れ替え制と

してアンケートによる調査を実施した。また九州国立博物館においては、タイムスケジ

ュールを組まず、インターバルを設定せずに繰り返し上映し、途中の出入りを自由にし

たため、コンテンツ全体の評価は得ることが困難と判断し、アンケートによる調査は行

わず、鑑賞者の観察と観賞後の口頭インタビューを行い、評価を受けた。 
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5.2. アンケート評価結果 

2013年 11月 30日の「京築神楽の里フェスティバル」で実施したアンケート評価を

集計し、その結果と考察を行う。 

 
今回のアンケート評価における回答者は 75名（男性 29名、女性 42名、無回答 4名）

で、世代別回答者数では 60代が 17％で、続いて 60代 16％、30代 16％、10代 14％

と、幅広い年代から回答を受けることができた。 

 
世代別回答者数（左：割合 右：人数） 

 
 
男女比（左：割合 右：人数） 
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質問 1	 3D（立体）映像を見るのは初めてですか？ 

 
質問１のねらい：日常生活において S3D 映像をみたことがあるかどうかを検証する。

S3D 映像鑑賞経験の有無によって、以降の質問の反応に評価の差が

出ているか、比較ができる。 

 
質問１ 3D（立体）映像を見るのは初めてですか？ 

 
 
質問１の分析：第 2章の沖ノ島 S3D映像コンテンツの一般公開時のアンケート調査と

比較すると、本調査では 3D鑑賞経験の有無がほぼ半数に分かれた。こ

れは、年代別回答者数からみると、高齢者が比較的多く、立体映像を鑑

賞する機会がないことが考えられる。 
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質問 2	 実際に神社などで神楽を見たことがありますか？ 

 
質問 2のねらい：実際に神楽を見たことがあるかどうかによる、本コンテンツに対する

印象評価の違いを検証する。また以降の質問に対する神楽鑑賞経験者

の実経験との比較を知ることができる。 

 
質問 2 実際に神社などで神楽を見たことがありますか？ 

 
  

質問 2の分析：地元豊前でのアンケート調査を行ったためか、神楽の鑑賞経験者が圧倒

数を占めた。豊前の一般公開でアンケート調査を行った狙いは、制作し

た豊前神楽 S3D 映像コンテンツに対し、実際の神楽を見た人が興味・

関心を持つのかどうかを検証することである。実際の神楽を見るという

経験より臨場感のあるものはなく、そうした実経験を有する人に対し、

映像でいかに実経験に近づけられるかが重要である。経験を有する者の

評価は重要である。 
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質問 3	 3D映像を見て、映像が飛び出したり奥行きを感じたりしましたか？ 

 
質問 3のねらい：本コンテンツを立体映像として認識できたかを検証する。 

 
質問 3 3D 映像を見て、映像が飛び出したり奥行きを感じたりしましたか？ 

 
 
質問 3 の分析：「まあまあ感じた」55％、「とても感じた」31％と 9 割近くが立体感を

感じることができた結果となり、本コンテンツの立体表現および提示は

基本的に問題がないことが考えられる。しかし、「あまり感じなかった」

「分からない」は 10％あり、それが回答者の体質によるものなのか、

本コンテンツの立体表現構成について再検討すべきであるのかは判明

できていない。また質問 5の立体の違和感にも関係し、その結果によっ

て再検討すべきかどうかを判断する。 

  

55%

31%

5% 5% 4%

���
� �����
�
����
���� ���	�
����
����� ���

41

23

4
0

4 3
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

���
� �����
�
����
���� ���	�
����
����� ���



第 3章 | 81  
 

質問 4	 実際に神社で神楽の奉納を見ているような感覚になりましたか？ 

 
質問 4のねらい：本コンテンツの映像表現によって、現地の雰囲気を感じ取ることがで

きたかを検証する。 

 
質問 4 実際に神社で神楽の奉納を見ているような感覚になりましたか？ 

 
 
質問 4の分析：「とても感じた」が 54％、「まあまあ感じた」が 37％と、9割以上の回

答者が実際の現場の雰囲気を感じ取ることができたと回答し、本コンテ

ンツの構成は有効であると考える。しかし、50 名は収容できる（椅子

を配置した状態で）スタジオスペースにおいて、移動上映に用いるシル

バースクリーンは 100インチである。自由回答でもあるように、画面サ

イズの小ささを指摘する回答者もいたため、スクリーンサイズを拡大で

きれば、より高い評価が得られることも考えられる。 
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質問 5	 3D映像を見て、眼の疲れや気分が悪くなりましたか？ 

また感じた場合、どのような映像にそう感じましたか？ 

 
質問 5 のねらい：本コンテンツの、S3D 映像としての安全性を検証する。本コンテン

ツを制作する上で設計した視差調整の、鑑賞者の反応を検証する。 

 
質問 5 3D 映像を見て、眼の疲れや気分が悪くなりましたか？ 

 
 
自由記述より 

・花神楽、おろち 

・長く見てると目が疲れる 

・大蛇が飛び上がっているところ 

・おろちの火 

・下からのアングルで映す時にズレを感じた 

・子どもを抱える場面 

 
質問 5の分析：「あまり感じなかった」45％、「まったく感じなかった」40％と 85％の

回答者が違和感を感じなかったと回答しており、本コンテンツの立体表

現構成は有効であると考える。しかし自由記述のように、演目「大蛇退

治」において大蛇（おろち）が口から火花を吐く場面や、舞台袖の鑑賞

者（カメラ方向）に向かって身を高める場面においては違和感を感じる

回答者がいた。火花が細かいパーティクル要素であるので立体視しづら

かったものと考えられる。 
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質問 6	 機会があれば今後も神楽の立体映像を見たいと思いますか？ 

 
質問 6 のねらい：神楽への関心に加え、S3D 映像に対する関心の程度を検証する。ま

た評価の高低により、神楽を対象とした S3D 映像コンテンツが有効

な手段であるか、本コンテンツの表現技法が有効であるかを探る。 

 
質問 6 機会があれば今後も神楽の立体映像を見たいと思いますか？

  
 
質問 6の分析：「とても感じた」が 56％、そして「まあまあ感じた」が 29％と、合わせ

て 85％となり、S3D映像に対する関心の高さがうかがえる。またコンテ

ンツ表現の如何によって、関心の程度に差が生じると考えられるため、

本コンテンツの表現構成は概ね有効であると判断する。無形文化財であ

る神楽を対象とした S3D 映像コンテンツの表現技法の追求は達成でき、

神楽を S3D映像で記録、提示することの意義はあると確認できた。今後

は、本コンテンツで採用した表現構成を他の無形文化財を対象として採

用し、その効果を検証していきたい。 
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5.3. アンケート評価についての考察 

本コンテンツに対するアンケート評価を実施し、えられた結果より、どの質問に対し

ても高い評価を受けていることから、豊前岩戸神楽を対象として、S3D映像コンテンツ

を設計、制作することは非常に有効であるということが明らかになった。また本コンテ

ンツにおいて設計したコンテンツの構成が妥当であることも確認できた。 

また本章において採用した超広画角の S3D 映像表現に関しては、自由記述より「近

くで観ている感じがした」などの評価があり、また口頭インタビューで「はじめて見た

アングルで迫力があった」との高評価もあったため、効果的な表現手法であることが明

らかになった。一方で違和感を問う質問 5 において、「下のアングルからの映像にズレ

を感じた」との意見もあり、改善の余地もあることが分かった。今後の検討課題とした

い。 

また質問 3で S3D映像を認識できなかった鑑賞者の、その原因が個人の視機能によ

るものなのか、鑑賞した位置によるものなのか、今後検証する必要がある。 

違和感に関する意見で多かったのが、演目「大蛇退治」における大蛇の描写について

であった。特に大蛇が吐く火花の場面で違和感を感じた回答者が多かった。S3D映像表

現で立体提示が困難な要素にパーティクル表現がある。火花はパーティクルのように細

かなエレメントが撒き散らされている状態なので、見づらさを感じた鑑賞者は少なくな

いと考える。今後は更にフレームレート値を上げてより詳細の動きを捉えることで、パ

ーティクル要素に対しても違和感のない立体表現が可能であるかを探りたい。 

また「鬼が子供を抱える場面」で見難かったとの意見もあった。この場面では、鬼が

舞台から境内に降り、子供たちを追い回す様子を、三脚に固定したカメラを外し、ハン

ディで記録していた。映像表現としてブレの多いハンディ撮影は、S3D映像で立体表現

すると見難くなる場合がある。鬼が子供を追い回す場面は、捕まえることで子供がご利

益を授かるという、神楽において不可欠な場面であるので、違和感のない立体表現を実

現するため、スティディカムを導入するなどブレのない移動撮影を検討する必要がある。 

なお、アンケート調査における自由記述は、付録 3にまとめている。 
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6. まとめ 

本研究において制作した豊前岩戸神楽 S3D 映像コンテンツは、博物館や公民館など

の施設へ持ち込んで上映する、いわゆる「出張上映」を主体としている。これまで数回

の一般公開を通して、多数の来場者が鑑賞し、本コンテンツへの関心の高さが伺えた。

実際の神楽鑑賞を経験した来場者が圧倒的に多数であった豊前市においてアンケート

調査を行った。勇壮な神楽の舞い、神社や神楽殿を取り巻く神がかり的な雰囲気を知る

実際の神楽鑑賞経験者の評価は非常に貴重なものである。 

アンケート評価を実施し、えられた結果より、どの質問に対しても高い評価を受けて

いることから、豊前岩戸神楽を対象として、本研究に S3D 映像コンテンツの設計、制

作が有効であるということを明らかにした。また本コンテンツにおける構成が有効であ

ることが確認できた。 

課題としては、大蛇が火を吹く演出で用いられる花火の場面で、違和感を感じる声が

多く聞かれ、光のちらつきの処理を適切に行う必要があることがわかった。また立体映

像の手持ち撮影（ハンディ）は、映像表現としてブレが発生するため立体映像提示得る

と見づらくなるため、基本は三脚に固定し、安定したカメラワークが必要であることが

わかった。カメラの動きは制約されるが、かぶりつきのアングルや撮影ポイントを増や

すなどして、冗長にならない神楽の S3D 映像コンテンツ制作を追求することが重要で

ある。 

また、評価の中には、画面（スクリーン）が小さいため迫力感がない、といった意見

も散見された。３０〜５０人を収容できる規模のスペースにおいて、１００インチ程度

のスクリーンで上映したところで、かぶりつきの近接距離から見ている、といった映像

表現は実現できてはいない。単画面で臨場感を創出するには、IMAXなどの大型スクリ

ーンを導入して広視野映像を提示することで実現できるが、本研究においては、既存の

施設で設置可能な映像提示環境を設計するため、大型スクリーンは導入不可能である。

また本実験においては、偏光方式を採用したことで、シルバースクリーンを必要とする

ことが必須となってしまい、それが制約となっている。シルバースクリーンを大きくす

るためには、それなりの大掛かりなフレームが必要となる。 

また、同じサイズ規格のスクリーンに超広角と標準画角のイメージを混在させて上映

することが有効なのかという疑問もある。アングルとしては勇壮な様子を捉えることが

できて有効なのは証明できたが、前述のように、広画角になればなるほど、奥行きは強

調され被写体の見た目のサイズが小さくなってしまう（そういった意見は見られなかっ
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たが、広角イメージの特徴である）。広角イメージの歪んだパースペクティブを補正し、

トリミングすることで、被写体のサイズを調整はできるが、そうすると目前に広がるイ

メージの感覚が損なわれてしまう。神楽の勇壮さと視野の広がりを表現するためにどう

すべきか。 

そこで次章では、神楽の勇壮さ、さらに視野の広がりを表現できる多画面投影による

広視野表現について検討する。S3D 映像だけでなく、今後の映像表現を追求する上で

は、映像コンテンツの制作だけでなく、提示の方法についても検討すべきである。本研

究では、シルバースクリーンが必須となる偏光方式では制約があると判断し、アクティ

ブシャッター方式に移行した。アクティブシャッター方式は専用のスクリーンは必要と

しないため、室内の壁面やオブジェクトなど、投影対象に制限がない。本研究で追求す

る多画面提示による広視野表現には 適である。 

多画面提示による広視野表現に関する実験とその結果は、次章で明らかにする。 
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1. 本章の目的 

第 3章において制作された豊前神楽の S3D映像コンテンツに関して、勇壮な神楽の

舞いを鑑賞してもらうためには、広視野で舞台の至近距離からとらえた S3D 映像が不

可欠であると考えている。実際に、制作したコンテンツの上映会で行った鑑賞者へのア

ンケート評価では、舞台そでからの広視野映像表現が有効であることが確認できた。 

しかし、本コンテンツを上映する専用のスペースはなく、既設の会議室や多目的室を

用いた上映であったこと、偏光方式による 100インチのスクリーンへの投影、といった

提示サイズの制約から、「臨場感」のある提示になっておらず、既設スペースにおける

S3D映像提示環境の課題が残った。 

ここでいう臨場感とは、「あたかも自分がその場にいるかのような感覚74)」である。 

前出の豊前神楽 S3D 映像コンテンツは、通常の映像上映施設と同じく、正面のみの

単画面投影である。単画面で臨場感を創出するには、IMAXなどの大型スクリーンを用

いた提示が必要であるが75)、本研究においては、既存スペースでの上映を前提としてい

るため、大型スクリーンの導入は不可能である。 

既設スペースにおいて単画面で臨場感を創出するための映像提示手法として、筆者は

広視野で舞台そでからの近接撮影と舞台から離れ舞台全体を捉えた中・遠距離撮影とい

った撮影する「距離」に着目し、舞台に近接した広視野映像は、鑑賞者により近く提示

し、舞台から離れた中・遠距離の映像は、広視野映像より遠い位置に提示することで、

場面の強調感を増幅させたり、視野角を広げて近接距離で見ている感覚を創出でき、そ

れが臨場感につながると仮説を立て、検証を行った76)。実際のスクリーンを、映像のシ

ョット毎に位置を移動させることは不可能であるが、映像そのものを「擬似スクリーン」

として、視差を付加して鑑賞者からの観視距離を擬似的に変化させることで、舞台袖の

                                            
74) 安藤広志他、「臨場感の知覚認知メカニズムと評価技術」、超臨場感コミュニケーション特集、Vol. 56 Nos. 1/2、
2010、p158 
75)一般財団法人日本ジャイアントスクリーン協会（JGSS）は、IMAXを「世界で も臨場感がある」と説明してい

る。	 http://www.jgss.jp/large.html	 （2018.2 参照） 
76) Tatsuro Ishii, Daewoong Kim, Effect of Scene Emphasis by Pseudo Displacement of Viewing Distance in 
Stereoscopic Image, International	 Journal of Asia Digital, Art and Design, Vol.18 No.02 2014, pp.12-17 
付録 1を参照（日本語版） 

第 4 章 包囲感を創出する立体映像の多面提示による広視野表現 
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映像を、より間近で見ているように感じるのか、そしてそれが臨場感につながるのかを

検証した（図 4.1、図 4.2）。 

 
図 4.1	 実物スクリーンと擬似スクリーンの概念図 

 

 
図 4.2	 ショットそのものを擬似スクリーンと設定し、ショットの切り替えで 

擬似的に奥行き位置を変化させる（カット表一部抜粋） 
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結果として、画面のサイズが拡大されたり縮小されたりと、平面的に捉えられるので

なく、擬似スクリーンによる擬似的な観視距離の変化は認知され、近接距離の広視野シ

ョットは、より近くで見ている感覚となった、との評価が得られたものとなり、単画面

を用いたこの表現手法は、観視距離の擬似的変位によってショットの強調を促すことが

可能であるということを明らかにした。しかし、臨場感を構成する一要素である「奥行

き感77)」を「距離感」と考えこの検証を行ったがその距離感が、臨場感に繋がったかを

確認できるまでには至らなかった。 

そこで既存のスペースを用いて臨場感を創出できるような提示手法に必要な要素は

空間要素である「包囲感」を創出させることが必要であるのではないかと考えた。包囲

感を映像で表現するために必要なのは、周辺視野の視覚情報である。人の眼の隅に自然

と入る周辺視野のイメージが、映像の中の世界に自分がいると自然に思い込める状況を

作り出せると仮説を立てた。標準的な人間の水平方向の視野は、左右合わせて 188度、

垂直方向は、下限が 70〜80度、上限が 50〜55度である78)。 

本章における目的は、周辺視野の確保のための多面撮影を行った上で、S3D映像を用

いた多面提示手法による包囲感創出の効果と、S3D 映像による多面提示に適した表現

手法について検証するものである。 

 
 

2. 本研究のながれ 

本研究において、周辺視野を表現するための多面 S3D 映像提示システムおよび多面

S3D撮影システムを設計し構築する。そしてそのシステムを用いて撮影実験を行い、さ

らに多面提示実験を行いその有効性を検証する。第一の工程として周辺視野を提示でき

る投影スペースの設計から行う。本研究では、公民館や施設のロビーなど、一般の既設

スペースに設置できる多面提示システムの構築することを目的としているため、投影環

境に影響がない状況を確保するために、提示スペースの内側にプロジェクタを設置する

前提で、本投影システムの設計および構築を行う。第二の工程として、周辺視野をカバ

ーするための、カメラシステムを構築する。神楽の映像コンテンツでの主たる鑑賞の対

象は、言うまでもなく神楽の舞いである。本カメラシステムを設計構築する上で、正面

                                            
77) 安藤広志他、「臨場感の知覚認知メカニズムと評価技術」、超臨場感コミュニケーション特集、Vol. 56 Nos. 1/2、
2010、p158 
78)小松原明哲著、「ヒューマンエラー 第 2版」、丸善、2008、p27 



第 4章 | 90  
 

カメラは、神楽殿で繰り広げられる神楽の舞を捉える前提で、高画質で記録が可能で、

かつコンパクトなカメラを採用し、周辺視野においては、正面のイメージをシームレス

に接合（以降“スティッチング”と記す）しやすく、かつ超広角で記録できるアクショ

ンカメラと呼ばれる、小型で高画質な映像を記録できるカメラを採用する。本カメラシ

ステムは、S3D撮影を行うことが条件であり、正面、左右、上下を２台ずつ、合計 10

台のカメラを用いて設計し構築する。そして構築したカメラシステムを用いて撮影実験

を行う。撮影実験は、毎年神楽の奉納を撮影している、豊前市の神楽団体、黒土神楽講

に協力いただき、実際に神楽が奉納される豊前市久路土の石清水八幡神社において撮影

実験を行う。 

記録した映像は、投影スペースにて編集を行い、パースペクティブの確認をしながら

映像データを補正し、正面のイメージから左右、上下に繋がるシームレスなイメージ設

計を行う。制作した多面投影用の映像を刺激映像として用いて、被験者に対した面提示

実験を行う。実験は、第一回提示実験として、１ショットの提示を行い、被験者の多面

提示に対する印象評価を行う。第３章の神楽の撮影実験で設定した撮影ポイントより、

神楽殿に近接したポイント、神楽殿の横からのポイント、神楽殿から距離を置いて正面

に見据えるポイントの３つのポイントからのショットを刺激映像として用いた。また映

像コンテンツは、１ショットを提示し続けるだけのものはなく、一連のショットのつな

がりであるシーンが存在するので、第一回提示実験で用いた３ショットから２ショット

を選択し、シーンとして編集したものを２パターン制作し、多面提示映像のシーンとし

てのショットの切り替えに対する印象評価を第二回提示実験として行う。なお本実験に

おいては、印象評価に加え、生体情報として視線計測も同時に行い、被験者の視線につ

いて調査し、印象評価との関連性について考察する。 
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3. 本研究に関する先行事例 

本研究を行うにあたって、その着想や参考になった先行事例について以下に示す。 

 
Expedia “DREAM ADVENTURES”  

旅行会社大手のエクスペディアが企画した全面投影による実写コンテンツで79)、ガン

や重度の病気を患い入院中で、旅行することが困難な子供の患者を対象に、病院生活か

ら抜け出し少しでも癒しとなるように、壁、床、天井全面に投影した、大自然や海中の

映像を鑑賞させることで、あたかもその場にいるかのような感覚を与える。この発想は、

本研究においても大いに参考にした。豊前神楽は、神社の神楽殿で舞う行事が年間を通

して頻繁に行われるわけではない。実物を見る機会を逃した人に対し、その場で見てい

るような感覚を創出する状況を設計し提示することで、神楽を見ることの楽しさ、神聖

さ、文化財としての大切さを感じてもらうようなコンテンツ設計を目指している。なお

DREAM ADVENTURES は２D 提示となっており、本研究においては実写の S3D 提

示を設定している（図 4.3）。 

 

 
図 4.3	  Expedia “DREAM ADVENTURES” 

 
 

                                            
79)	 Expedia “DREAM ADVENTURES”，https://www.expedia.com/dreamadventures （2018.1参照）	   
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ScreenX 

韓国 CJグループが運営しているシネマコンプレックス CGVが開発した３面マルチ

プロジェクションによる商業映画の上映形式である80)。日本では東京お台場のユナイテ

ッドシネマアクアシティお台場に導入されている。通常映画館では正面のスクリーンで

鑑賞するが、ScreenXは正面に加えて左右の壁面にも映像が投影され、270度の視界で

映画を鑑賞することができ、映画の世界に没入していくような臨場感を体験できる（図

4.4）。 

映画館の大スクリーンを用いての広視野表現なので、周辺視野をカバーできる迫力あ

る映像体験が可能となる。なお本システムは、長編映画の全編を常時３面投影している

わけではなく、主要なシーンのみでの３面提示で、左右の映像は、撮影素材や素材とベ

ースとして CGで再現した映像が用いられている。またこのシステムは、上映スペース

内にプロジェクタを設置し投影する方式なので、本研究においてプロジェクタの設置位

置などを参考にしたが、本研究においては、左右壁面だけでなく天井、床への実写 S3D

映像の多面提示を前提となるので、上下の投影を取り入れると５面全てにおいてプロジ

ェクターが見えない位置の設置の検討が必要となる。 

 

 
図 4.4	 ScreenX 

 

                                            
80)	 ScreenX，http://screenx.co.kr/ （2018.1参照）	   
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Universe of Nikon ニコンがひらく世界 

東京品川にある Nikon が展開するニコンミュージアム内に設置されたシアタースペ

ースである81)。ニコンの技術と製品の世界を映像を通して体感する（図 4.5）。ここで着

目したのは、その投影形式である。投影面は直径 6.7m高さ 3.5m、視野角 120度の半

円形の空間になり正面から足元を見下ろす位置まで映像が投影される。上面よりも下面

への映像投影によって、鑑賞者は自分がその場を浮遊しているかのような感覚になる。

足元を見て自分の存在場所を確認させるという演出手法は、本研究においても参考とし

た。本研究では、神楽が催行されている神社で神楽の舞を鑑賞している感覚を創出させ

るため、床及び天井への投影も設定している。 

 

 
図 4.5	  Universe of Nikonニコンがひらく世界 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
81)	 ニコンミュージアム, http://www.nikon.co.jp/corporate/museum/exhibitions/index.htm （2018.1参照）	   
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4. 本提示手法の概念 

本研究の目的は、自然と視界に入る周辺視野の映像表現法について検討し、包囲感を

創出させることである。臨場感の構成要素となる包囲感を創出できる提示環境は、半球

ドームや全周映像、大型スクリーンなど、大掛かりかつ専用のスペースが必要となる。	

本研究においては、文化財（神楽）の舞台における舞いの様子がメインとなり、周辺

におかれる舞台の外や風景は、周辺視野の情報になる。その周辺視野の視覚情報を提示

するか否かで、包囲感が変化するものと仮説を立てて検証する。また本研究においては、

専用のスペースを必要とせず、 小限の機材を用いて、投影スペースの室内壁に多面投

影することで、包囲感を創出させるための広視野映像提示の有効性を検証する。これに

より、いわゆる「ハコモノ」といった専用スペースを必要としない、地域の公民館の一

室においても効果的に包囲感を創出することができる広視野表現が実現できる。本提示

技法は専用の装置を必要としないことが前提となり、こうすることによって地方の自治

体などでも導入しやすいシステムの提案が可能となる。 

 
 

5. 投影システムの設計および構築 

 
5.1. 投影システムの設計 

本研究を遂行する上での条件は、公民館や施設のロビーなど、一般の既設のスペース

に設置できる S3D の多面提示システムを構築することである。先述の DREAM 
ADVENTURES などにおいては、専用のスタジオに提示スペースを構築し、外部から

プロジェクタ投影する仕様になっている。これはスタジオ全体を暗室にすることを前提

としており、公民館の一部スペースを用いる場合、投影のために施設全体を暗室にする

ことは不可能なので、こうした形式は適切ではない。既設のスペースに多面提示の仕組

みを導入するには、内側からの投影が必須となる。 

本研究においては、豊前市多目的文化交流センターに常設の豊前神楽関連資料展示ス

ペースを参考として、そこに設置できるサイズを想定して投影システムの設計を行った

（図 4.6）。 

本投影システムを設計するにあたり、以下のことに留意した。 

（1）リア投影でなく、提示スペース内でプロジェクタを設置、投影すること 

（2）人間の水平視野、垂直視野を映像でカバーできること 
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（3）水平視野、垂直視野内にプロジェクターを設置しないこと 

※なお、水平、垂直視野は、正面を固定で観た場合の範囲とする。 

以上の条件から、プロジェクターは全て鑑賞者の後部に配置する必要がある。鑑賞者

にその場にいる感覚を与えるために、プロジェクターの存在をなくすことは 低限の条

件である。 

 

 
図 4.6	 投影状況をシミュレーションした CGイメージ 
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5.2. S3D 映像多面提示スペースの構築 

提示スペースは、九州大学大橋キャンパス内の、幅 4m、高さ 2.34m、奥行き 7mの

実験室を用いて、正面が幅 3.65m、高さ 2.33m、左右壁面が、幅 3.5m、高さ 2.33mの

投影面を確保できるように設計した。正面となる壁面には、コンセントや配線カバーが

壁に設置され、右面となる壁には、バルコニーに通じる窓がある。それらを隠すために、

木枠とスチレンボードで新たに壁面を制作し、市販されている白色の壁クロス82)を貼り

付けた。また床面にも同じく壁クロスを貼り、天井には薄手のスチレンボードを貼りつ

けた（図 4.7）（図 4.8）。 

 
図 4.7	 グリッド表示による投影範囲の確認 

 

 
図 4.8	 壁面用木枠の制作 

                                            
82)	 シンコール	 ビッグエース	 プロジェクター用クロス	 BA6529  



第 4章 | 97  
 

5.3. 提示実験における観視位置および提示範囲の設定 

プロジェクターを設置する前に、本研究における提示実験で、観視位置を設定した。

高さ 30cmの椅子に座り鑑賞する形式で、観視距離を 2.5mと設定した。そこから、座

位内眼角高の平均値を加えた高さからの視点で83)、水平視野 188 度、垂直下方 80 度、

垂直上方 55度を超える範囲を提示エリアとして設定した（図 4.9）。 

 
図 4.9	 提示実験における映像提示範囲 

 
5.4. プロジェクターの設置 

観視位置の設定に合わせ、プロジェクタの位置設定を行った。本章 4.1.の留意点より、

鑑賞者からプロジェクターの存在を無くし、さらに鑑賞者の影が提示面に反映しないよ

うな位置に設定する必要がある。 

本提示実験に用いたプロジェクターは BebnQ製 TH682ST である。FullHD 単焦点

プロジェクターで、1.5mの投射距離で 100インチの大画面提示が可能である（図 4.10）。 

プロジェクターの設置状況を以下に示す（図 4.11）。 

                                            
83)「座位内眼角高」は成人男女平均 7759mm、AIST人体データベース 1991-1992、
https://www.dh.aist.go.jp/database/91-92/data/list.html 	 （2018.1参照）  

座位内眼角高 (776mm)
+

椅子座面高 (300mm)

観視距離

床面奥行

1076mm

中
央
面 2500mm

2500mm （幅 3650mm）

（幅 3650mm）

高 2330mm
（幅 3650mm）

（高 3650mm）
側面（左右）奥行 3500mm

天井面奥行 2500mm

55°

80°

94°
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図 4.10	 BenQ TH682ST 
 
 
床への投影に関して、天井高の制限から十分な投射距離を確保できず、１台のプロジ

ェクタでは床面全てを投影できないことが判明し、２台プロジェクタを併設して床面全

てをカバーできるようにした。また天井への投影は、鑑賞者の背後から、曲面ミラーを

用いて反射させ、天井面全てをカバーできるように設置した（図 4.12）。 

 
図 4.11	 プロジェクターの配置図 	 	 	 	 	 	 	 図 4.12	 上面からの２台並行投影と曲面 

ミラーを用いた反射投影 
 

鑑賞者 

観視距離 
2.5m 

プロジェクターを鑑賞者の
後方に配置 
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6. カメラシステムの設計および構築 

 
6.1. 360 度 VR カメラの現状と本実験における撮影システムとの違い 

本研究における S3D 多面撮影システムの説明の前に、VR分野における 360 度撮影

可能なカメラシステムの現状について述べる。近年では 360 度どこでも見渡せる映像

コンテンツが Youtube でも配信され、鑑賞者は所有のスマートフォンに簡易ゴーグル

を装着することで簡単に VR環境を手軽に楽しむことができるようになった。その環境

を体験するには、まず 360 度の映像を記録しなければならない。自前で 360 度の映像

を撮影してスマートフォンで楽しむ自己完結の仕組みを作った先駆けとして、Ricohが

開発した 360度カメラ“THETA”がある84)。2013年に発売された第一世代の THETA

は、静止画像であるが 360度のイメージが記録できるものであった。2014年には動画

も記録できる第二世代が発売、以降記録画質や機能を大きく進化させ、2017 年現在で

は 4K30Pの高画質 360度撮影が可能となった。なお本製品は、S3D映像記録のスペッ

クは有していない。S3D記録も可能な 360度カメラは、NOKIAが開発した“OZO85)”

や Shenzhen Arashi Vision Co., Ltd が開発した“Insta360”などがある86)。OZOにつ

いては、視野角は 195°レンズを搭載、8個の 2K×2Kセンサーを持ち、シームレスな

全天周映像を生成できる。アクションカメラと呼ばれる小型で４K映像が記録できるよ

うになり、高画質化が進んでいる。しかし、これらを本研究において撮影機器として導

入しなかった。高画質になってはいるが、センサー自体が小型であるので、暗部の再現

に弱かったり、夜の場面であるとゲインが上がりノイズが入る（図 4.13）。また、OZO

のように S3D 記録が可能な機種もあるが、S3D 記録は 360 度すべてに渡ってではな

く、正面を中心とした限られた部分のみで、周辺は２Dにシフトするような仕様となっ

ている。本研究においては、第３章で述べたように、様々なアングルからの撮影を前提

としており、360度カメラでは、十分な画質を確保できず、カメラワークにも制限が発

生してしまう。また正面イメージ用はレンズ交換型のカメラを採用しなければならない。

そして正面、左右上下すべてを基本 S3D で再現する仕様となっているので、360 度カ

メラは採用せず、本実験専用の S3Dカメラリグシステムを設計、構築した。 

                                            
84) Ricoh THETA V，https://theta360.com/ja/about/theta/v.html.	  （2018.1参照）  
85) NOKIA “OZO”, NOKIAは OZOの開発を終了したと発表。2017.10	   
86) “Insta360”, https://www.insta360.com/product/insta360-pro/?inspm=77c1c2.77102f.0.0	  （2018.1参照） 
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図 4.13	 Insta360による夜間撮影。暗部のゲイン上昇により動きの解像度が粗くなる 

 
6.2. 撮影テストによるシステムに採用するカメラの選定とシステム構築 

第３章における豊前神楽の S3D 映像コンテンツ制作における有効性の検証より、近

接撮影から距離を置いた撮影まで、複数のアングルから神楽殿を捉える形式が 適であ

ることから、本研究における撮影システムは、中心をレンズ交換型の小型 FullHDカメ

ラを用いることにした。また周辺視野の記録部に関しては、同じくレンズ交換型の同型

カメラを採用するか、小型のアクションカメラを採用するかを決定するために、撮影テ

ストを行った。 

 
6.2.1. プロトタイプ①構築と第一回撮影テスト 

（1）プロトタイプ①の構築 

プロトタイプ①を以下の機器を用いて構築した（図 4.14）。 

使用した機器 

・中心部	 カメラ：Blackmagic Micro Cinema Camera	 ２台 

	 	 	 	 	 レンズ：Samyang 3.5F/7.5mm フィッシュアイレンズ	 ２個 

・周辺視野	 （左右）も同じ仕様	  

・確認および記録用モニタ：Blackmagic Video Assist	 ２台 

 
上記カメラを２台並列固定した S3D リグを、加工したアルミ板上の３箇所に固定し



第 4章 | 101  
 

た。左右のリグは、筐体と配線が干渉しあわない程度に、間隔を詰め、中心リグから 45

度左右に傾けた状態で固定した。 

なお、第一回撮影テストにおいては、上記のカメラを採用するか、また中心と左右の

イメージ結合が可能かどうかを確認するため、左右の周辺視野部のみの記録にとどめ、

上方および下方を記録するカメラは設置していない。 

 

図 4.14	 プロトタイプ① 
 
（２）第一回撮影テスト 

第一回撮影テストを、実際に神楽の奉納行事が行われた豊前市の石清水八幡神社にて

行った。 

・撮影日：	 2016年	 10月 15日 

・撮影場所：	 豊前市久路土	 石清水八幡神社 

・撮影設定（フォーマット）：	 1080/60p 

 
本研究においては、神楽の舞を近接距離から撮影する広視野表現を実現することが必

須であるから、第一回撮影テストにおいては、本撮影システムを用いて近接撮影のみを

行い、左右のイメージがシームレスに中心の映像とスティッチできるかを確認した。 

 
（３）第一回撮影テストの結果 

Blackmagic Micro Cinema Cameraは、コンパクトなカメラでありながら、センサ

ーが大きく、高画質な映像を記録できる。中心部だけでなく、左右も同じく、昼夜を問

わず高精細な映像を記録することができた。しかしコンパクトとはいえ、中心と左右の
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リグの距離があり、近接撮影でのシームレスなスティッチングはできなかった（図 4.15）。	  

このことから、中心部は高画質かつレンズ交換可能な Blackmagic Micro Cinema 

Cameraを採用したままで、周辺視野部はよりコンパクトで高画質な記録が可能なアク

ションカメラを用いて、中心との距離を縮小する設定とし、第二回撮影テストを行った。 

 

 
図 4.15	 プロトタイプ①の撮影結果	 近接撮影になるとスティッチングに十分なのりしろがなくなる 

 
6.2.2. プロトタイプ②構築と第二回撮影テスト 

（1）プロトタイプ②の構築 

プロトタイプ②を以下の機器を用いて構築した（図 4.16）。 

使用した機器 

・中心部	 カメラ：Blackmagic Micro Cinema Camera	 ２台 

	 	 	 	 	 レンズ：Samyang 3.5F/7.5mm フィッシュアイレンズ	 ２個 

・周辺視野部	 左右カメラ：Gopro Hero 3+ 	 4台（右 2台、左 2台） 

	 	 	 	 	 	 	 専用 S3Dケース	 2台（左右） 

・周辺視野部	 上下カメラ：Gopro Hero 3	 	 ４台（上方 2台、下方 2台） 

・確認および記録用モニタ：Blackmagic Video Assist	 ２台 

 
Blackmagic Micro Cinema Cameraを２台並列固定した S3Dリグを、第一次撮影テ

ストで用いたアルミ板上に固定。左右のリグは、中心リグが記録できるイメージの端２

０パーセント程度に重なるように、中心リグから左右に 45度傾けた状態で固定した。

また上方と下方のカメラリグも、同じく中心イメージの端 20パーセントが重なるよう

に中心リグから上方、下方に傾けた状態で固定した。 
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図 4.16	 プロトタイプ② 

 
（２）第二回撮影テスト 

第二回撮影テストを、九州大学大橋キャンパス内にて行った。 

撮影日：	 2017年 5月 26日 

撮影場所：	 九州大学	 大橋キャンパス内	 各所 

撮影設定（フォーマット）：	 1080/60p 

 
第一回撮影テストと同様、近接撮影でシームレスなスティッチングを可能とするシス

テム構築を目指しているため、神楽殿での撮影状況をある程度再現できる場所で撮影テ

ストを行った。 

 
（３）第二回撮影テストの結果 

中心を高画質記録が可能な Blackmagic Micro Cinema Cameraとし、周辺視野部は

さらにコンパクトな Gopro アクションカメラを用いて、中心リグとの距離を縮小し、

シームレスなスティッチングが可能となるようにしたが、中心リグとの距離は必ず発生

するため、手前と奥の見えの差、「視差」が発生していた（図 4.17）。通常のパノラマ撮

影では、被写体からある程度の距離を置いた遠景などの撮影で、違和感のないシームレ

スなスティッチングが可能となる。しかし本研究で必要な近接撮影になると、手前の被

写体と奥の被写体の左右の視差が大きくなり、スティッチングが困難となることが第二

回撮影テストで明らかになった。 
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図 4.17	 プロトタイプ②の中央リグと左右リグの視差の差 

 
6.2.3. プロトタイプ③構築と第三回撮影テスト 

第二回撮影テストで明らかになった左右の視差を解消するためには、“No Parallax 

Point”の設定が必要となる。No Parallax Pointとは、視差のない点という意味で、パ

ノラマ写真撮影時に用いられる（図 4.18）。通常カメラ本体を三脚に固定し、左右にパ

ンしながら撮影したイメージをスティッチする場合、手前の被写体と奥の被写体に左右

の視差が生じる。これが第一回、第二回撮影テストで生じている。これを解消するため

に、カメラ本体を軸にするのではなく、レンズとセンサーの間を中心に回転させる機構

を施し、撮影すると、視差のズレのない（少ない）イメージが獲得でき、シームレスな

パノラマ写真が作成できる。	  

 
図 4.18	 No Parallax Point 
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ただし、この手法はパノラマの「静止画」を作成する場合に有効であり、動画になる

と同じNo Parallax Pointに設置して撮影することは物理的に不可能である。 

そこで第三回撮影テストでは、中心リグのNo Parallax Pointを確認し、縦位置に左

右のリグを設置することで、左右の視差をなくす（軽減する）ことが可能になると仮定

し、新たなシステムを構築した。 

 
（1）プロトタイプ③の構築 

プロトタイプ②を以下の機器を用いて構築した（図 4.19）。 

使用した機器 

・中心部	 カメラ：Blackmagic Micro Cinema Camera	 ２台 

	 	 	     レンズ：Samyang 3.5F/7.5mm フィッシュアイレンズ	 ２個 

・周辺視野部	 左右カメラ：Gopro Hero 5session 	 4台（右 2台、左 2台） 

	 	 	 	 	      	 	        専用 S3Dリグ	 2台（左右） 

・周辺視野部	 上下カメラ：Gopro Hero 3+	 	 ４台（上方 2台、下方 2台） 

・確認および記録用モニタ：Blackmagic Video Assist	 ２台 

 
Blackmagic Micro Cinema Cameraを２台並列固定した S3Dリグを、金具板で固定

し、その上下に、左右の周辺視野イメージを捉える S3Dリグを写真のように固定した。 

中心 S3Dカメラリグの No Parallax Pointを確認し、そのポイントの縦位置に設置

できるように、左右のリグを設計し、３Dプリンタで作成した（図 4.20）。 

 
図 4.19	 プロトタイプ③ 
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図 4.20	 3Dリグ CAD制作と３Dプリンタで出力した３Dリグ 

 
（２）第三回撮影テスト 

第三回撮影テストを、豊前市の石清水八幡神社にて行った。 

撮影日：	 2017年 7月 1日 

撮影場所：	 豊前市久路土	 石清水八幡神社 

撮影設定（フォーマット）：	 中心リグ、上方リグ、下方リグ：1080/60p 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    左右リグ：４K/30P 

 
（３）第三回撮影テストの結果 

第三回撮影テストでは、中心リグの設定は継続し、S3D 動画撮影における No 

Parallax Pointを設定し、それに合わせた設定でシステムを構築した。結果、左右の視

差はほぼなくすことが可能となり、違和感のないスティッチングがある程度可能となっ

た（図 4.21）。ただし左右のリグを縦位置に配置することで、上下の視差が発生するこ

ととなった。これは撮影時に遠近の対象の差異の少ないアングルを設定することで軽減

可能であるので、このシステムを本研究における多面提示実験の映像素材撮影用システ

ムとして採用することとした（図 4.22）。 

 

 
図 4.21プロトタイプ③のスティッチ結果	 左右リグの視差がほとんどなくつなぎ目は良好だった 
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図 4.22 撮影実験用に再調整した S3Dカメラリグ 

 
 

7. 撮影実験 

三回にわたる撮影テストの結果、採用したプロトタイプ③の S3D 撮影システムを用

いて多面提示実験用の撮影実験を行った。本撮影実験は、豊前神楽の黒土神楽講のメン

バーに協力いただき、実施に奉納が行われる豊前市久路土石清水八幡神社の神楽殿にて

行った。 

本実験においては、近接撮影だけでなく、コンテンツ制作に沿った形で実験を行う為、

標準レンズを用いた撮影実験も行う。このため、近接撮影用のフィッシュアイレンズに

加え標準ズームレンズも用いて、ショットごとに切り替えながら撮影を行った。 

 
（１）使用した機器 

・中心部	 カメラ：Blackmagic Micro Cinema Camera	 ２台 

	 	 	 	 	 	  レンズ近接撮影用：Samyang 3.5F/7.5mm fisheye	 ２個 

	 	 	 	 	 	  レンズ中遠距離撮影用：Panasonic Lumix G vario 12-32mm/F3.5-5.6  

ASPH./MEGA O.I.S.レンズ	 ２個 
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・周辺視野部	 左右カメラ：Gopro Hero 5session 	 4台（右 2台、左 2台） 

	 	 	 	 	      	 専用 S3Dリグ	 2台（左右） 

・周辺視野部	 上下カメラ：Gopro Hero 3+	 	 ４台（上方 2台、下方 2台） 

・確認および記録用モニタ：Blackmagic Video Assist	 ２台 

 
（２）撮影日時および場所 

撮影日：	 2017年 7月 23日 

撮影場所：	 豊前市久路土	 石清水八幡神社 

 
（３）撮影設定（フォーマット）：	 中心リグ、上方リグ、下方リグ：1080/60p 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  左右リグ：４K/30P 

 
本撮影実験において、第 3章で設定した撮影ポイントから、神楽 S3D映像コンテン

ツ制作で用いる頻度の高い３箇所を選択し、撮影を行った（図 4.23）。 

①神楽殿の縁側そばの近接撮影（アップ）	  

②神楽殿横位置の中距離撮影（ミドル） 

③神楽殿正面の遠距離撮影（ロング） 

 
図 4.23	 撮影実験における撮影ポイントと撮影イメージ 
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本撮影実験において舞ってもらった演目は「駆仙（みさき）神楽」であった。また構

築した専用の撮影システムは１セットのみで、神楽の舞を同時に複数アングルから撮影

できなかったため、各撮影ポイントでそれぞれ同じ演目の舞の一部の所作（型）を繰り

返し舞ってもらった。 

 
 

8. 提示実験に用いる刺激映像の制作 

 
8.1. 刺激映像の制作 

撮影実験で記録した映像素材を用いて、多面提示スペースに合わせた提示実験に用い

る刺激映像を制作した。この刺激映像を制作するためには、実際のビューポイント87)か

らの正確なパースペクティブを提示するため、提示実験における被験者の観視位置で調

整作業を行う必要がある。 

 
 
刺激映像制作に用いた機器およびソフトウェアを以下に示す。 

・編集、調整用 PC：Windows10ベースの自作 PC 

（CPU:Intel Core i7、 メモリ：32GB、ストレージ：１TB SSD、 

GPU:AMD RADEON RX580 8GB） 

・編集、補正ソフト：Adobe After Effects CC 2017 

・レンダリングソフト：Adobe Media Encoder CC 2017 

・多面映像出力機器：Matrox Triple head 2go DPバージョン	 2台 

 
刺激映像の制作においては、まず正面の画面構成を優先的に決定して、それに合わせ

る形で左右上下の周辺視野の調整、スティッチング作業を行った（図 4.24）。 

 

                                            
87)「鑑賞者から見たイメージのパースペクティブが正確（に見える）ポイント 
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図 4.24	 スティッチング作業 

 
ここで補足しておくが、これは鑑賞者がその場にいるかのような包囲感を創出させる

ことを可能とする S3D 映像の多面提示による広視野表現の追求であり、正確な実寸の

再現ではない。例えば、撮影実験で記録した「神楽殿の縁側そばの近接撮影（アップ）」

を本実験において提示する場合、正面に提示される映像の被写体のサイズは、近接撮影

のために実寸より大きく、特に床面については縁側の板の並びが大きく提示され強調さ

れている（図 4.25）。 

 
図 4.25	 近接撮影で強調された縁側の板張り 

 
8.2. 刺激映像：各ショットの種類とパターン 

刺激映像は、本章６の撮影実験にて記録した、「神楽殿の縁側そばの近接撮影（アッ

プ）」「神楽殿横位置の中距離撮影（ミドル）」「神楽殿正面の遠距離撮影（ロング）」の
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3ショットを用いて、各ショットに対し５つのパターンを刺激映像として制作した。 

各ショットの名称を、ショット「U」ショット「M」ショット「L」と設定し、それに

続いて５パターンを以下の①〜⑤とする。 

・刺激動画フォーマット 

3820*720 / 60p（1280*720を三画面連結した解像度）を２出力 

・出力構成（図 4.26） 

出力１：中央、左、右	 	 出力２：天井、床 1、床 2（床面は２画面に分割） 

 
図 4.26	 刺激動画の出力構成 

 
・提示パターン（表 4.1） 

表 4.1	 提示パターン 

ショット 

「U」「M」「L」毎の提示パターン 

中央 右 左 天井 床 

パターン１（「U1」「M1」「L1」） S3D - - - - 

パターン 2（「U2」「M2」「L2」） S3D S3D S3D - - 

パターン 3（「U3」「M3」「L3」） S3D 2D 2D - - 

パターン 4（「U4」「M4」「L4」） S3D S3D S3D S3D S3D 

パターン 5（「U5」「M5」「L5」） S3D 2D 2D 2D 2D 
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・ショット「U」の内容（図 4.27） 

	 再生時間：15秒 

 
図 4.27	  ショット「U」の内容 

 
・ビューポイントから見た 5面提示のショット「U」（図 4.28） 

 
図 4.28	 ビューポイントから見たショット「U」 
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・ショット「M」の内容（図 4.29） 

再生時間：10秒 

 
図 4.29	  ショット「M」の内容 

 
・ビューポイントから見た 5面提示のショット「M」（図 4.30） 

 
図 4.30	 ビューポイントから見たショット「M」 
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・ショット「L」の内容（図 4.31） 

再生時間：10秒 

 
図 4.31	  ショット「L」の内容 

 
・ビューポイントから見た 5面提示のショット「L」（図 4.32） 

 
図 4.32	 ビューポイントから見たショット「L」 
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9.本提示システムにおける課題：ドーム内反射によるコントラストの低下 

本研究における提示実験の刺激映像を制作する過程で発生した問題が、「ドーム内反

射」である88)。プラネタリウムなどのドームシアターにおいて、大画面で映像表示する

と曲面スクリーンの光の反射によって、映像自体のコントラストが低下する89)。先述の

DREAM ADVENTURES などにおいては、外部からプロジェクターで投影する仕様に

なっている、透過型スクリーンを用いたリアプロジェクションであるため、スクリーン

での光の反射によるコントラストの低下がない90)。本研究における提示システムは、ド

ームシアター同様、提示スペース内部からのプロジェクター投影になるため、ドーム内

反射によるコントラストの低下が確実に発生する。 

この問題は完全に解消することは不可能であり、軽減するために、注視させる映像領

域の周辺を段階的にレベル下げたり、演出として室内や夜間のシーンを多用するなどし

て、スクリーンの光の反射を軽減し、コントラスト低下を抑えるなどの処理を行う。 

本研究における対象は、神社の神楽殿で奉納される神楽の舞であり、神楽の奉納は、

早朝から深夜にかけて催行される。日が暮れた後の夜のシーンは周囲が暗いため多面投

影によるコントラストの低下は少ないが、日中のシーンはコントラストの低下が予測さ

れる。撮影実験は、日中の、曇天下で行ったため、多面投影においては、悪条件となる。

しかし、この条件のもとで記録した映像素材を用いて提示実験をすることで、コントラ

ストの低下がどこまで許容されるのかを確認することができる。提示実験においては、

このコントラストの評価についても確認する。 

 
 

9.1.  刺激映像を用いたスクリーン面の輝度計測 

ドーム内反射によるコントラスト低下を要因とする刺激映像への評価の影響を確認

するため、刺激映像として制作したパターンより１面、３面、５面それぞれの提示にお

ける正面スクリーンの中心の輝度値を計測した。計測結果を以下に示す（表 4.2）。 
 
 
 

                                            
88)ドーム内反射の問題. 360度映像制作ガイド, オリハルコンテクノロジーズ 

http://www.orihalcon.co.jp/technologies/documents/how_to_make_immersive_movies.html	 （2018.1	 参照）  
89) 金澤勝他、「ドームシアターでの映像表示コントラストの測定報告」、2010年映像情報メディア学会年次大会、 
2010	   
90) 西田信夫監修、「プロジェクターの技術と応用」、シーエムシー出版、 2010  
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表 4.2	 各ショットの提示画面数ごとの輝度値 

ショットU １面提示 19	 lx 

３面提示 22	 lx 

５面提示 25	 lx 

ショットM １面提示 9	 lx 

３面提示 16	 lx 

５面提示 27	 lx 

ショット L １面提示 13	 lx 

３面提示 18	 lx 

５面提示 32	 lx 

使用した測定器：SANWA LX2 環境測定器／照度計 

 
結果、１面投影より３面、５面と提示面数の増加により照度の上昇が確認された。シ

ョットUに対し、ショットM、ショット Lの上昇が著しい。これはショットUが近接

撮影により、周囲イメージの大半の領域が建造物であり、空の領域が少ないためで、M、

Lは空（曇天）の領域が広いためである。 

この条件において、コントラストの低下が多面投影の評価にどのように影響するのか、

印象評価と被験者に対する口頭インタビューで明らかにする。なお、口頭インタビュー

では「コントラスト」と直接的で誘導的な表現を使わず、「画質・解像度に関する印象」

として、被験者自ら、コントラストに関連した語句が発せられるか確認する。 

 
 

10.第一回提示実験：1ショットに対する評価および検証実験 

本研究で確認することは、立体映像を用いた周辺視野を提示することの有効性につい

てである。本実験では、周辺視野情報がどこまで必要なのかを検証するため、正面のみ

の１面、正面と左右の３面、正面、左右、上下の５面の提示パターンを用意し、どれが

適なのかを検証する。また眼の隅に入る視覚情報は平面であっても違和感ない可能性

もある。周辺視野は必ずしも S3D表示でなく２D 表示でも違和感なく鑑賞できる可能

性があることも想定し、正面の映像は S3D で固定した上で、左右上下の周辺視野の映

像は S3Dと２Dを切り替え提示してその見えの違いについて検証を行う。 
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10.1. 提示実験で用いた刺激映像 

刺激映像は、本章 7.2.で述べた３ショット５つのパターンを用いる。 

 
10.2. 視線計測 

本実験においては、鑑賞者の印象評価および口頭インタビューの主観評価に加えて、

生理情報としての視線計測も行った。鑑賞者の視線の移動と滞留時間を計測することで、

主観による評価と定量的な結果との関係について検証するためである。鑑賞者の周辺視

野としての視覚情報の観視パターンを視線計測によって分析する。例えば、正面の映像

のみを見ている時間が長く、ほとんど左右を見て（振り向いて）いないにもかかわらず、

印象評価が５面提示や３面提示を高く評価していた場合、眼の隅に入ってくる周辺視野

のイメージを自然の状態であると認識していると関連づけができる。こうした主観評価

と定量的な結果との相関についても考察する。 

本研究において導入した視線計測装置は、株式会社ナックイメージテクノロジー社の

アイマークレコーダー「EMR-9」である。EMR-9は角膜反射法の、瞳孔/角膜反射法を

採用している。装着した本機器を装着した帽子を被り、眼球に赤外線光を照射させ、角

膜と眼球の回転中心の差を検出、同時に瞳孔中心も検出し、精度の高い視線計測が可能

となる。また装置には前方カメラも設置されており、装着者が実際に映像のどの部分を

見ているのかをリアルタイムに確認、記録できる（図 4.33）。 

 

 
図 4.33	 EMR-9  上部の視認性を上げるため、帽子の“つば”を一部切除した 
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10.3. EMR-9 を用いた視線計測方法 

アイマークレコーダーEMR-9 などの視線計測装置は、限られた範囲の視線計測が可

能となっている（測定範囲：水平±40°、垂直±20°）。それに対し、本研究において

は、正面のスクリーンだけでなく、左右上下にも映像提示があり、鑑賞者はどこを向い

て見ても構わないと設定している。EMR-9 は、正面スクリーンに対しては特定の対象

に対する注視時間の計測は可能であるが、左右上下への視線計測は、“エラー”として

記録される。この時、EMR-9に装着された正面カメラを通した視線マーカーの状態は、

例えば左に眼球を回転させた場合、画面の左端にマーカー全てが寄ってしまう。正面カ

メラの領域外に視線がいって、どこを注視しているか判別できない状態で、通常はエラ

ーとして扱われる。しかし本研究においては、このエラーの情報も有用なデータとして

カウントすることとした。どこを注視しているか判別できないが、眼は明らかにマーカ

ーが寄って行った方向を向いている。つまり周辺視野の領域に眼がいっているというこ

とがわかる（図 4.34）。本研究では、周辺視野の方向にどの程度の時間眼をやっている

のかについて、このエラー情報をカウントすることで得る。 

 
 図 4.34	 通常の検出（左）と視線が隅（左画面）に移動した際のマーカーの状況   
 
また本実験においては、アクティブシャッター方式による３Dメガネを装着した状態

で計測を行うため、3D メガネの反射に加え、被験者がメガネやコンタクトレンズを装

着している場合、その反射も加わり、正確な視線計測が行えない場合も発生する。本実

験においては、このことを考慮し、計測されたマーカーの動きの状態から、注視時間を

計測できるかどうかを判断した。このため、被験者全ての計測データが採取できないと

予測されるが、有効なサンプルのみを用いて印象評価との相関を考察する。 
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10.4. 第一回提示実験：1ショットに対する評価と検証 

提示実験に用いた機器およびソフトウェアを以下に示す（図 4.35）。 

 
・刺激映像提示用 PC：Windows10ベースの自作 PC 

（CPU:Intel Core i7、 メモリ：32GB、ストレージ：１TB SSD、 

GPU:AMD RADEON RX580 8GB） 

・刺激映像提示用ソフト：Resolume Arena 6 

・多面映像出力機器：Matrox Triple head 2go DPバージョン	 2台 

・映像提示用プロジェクタ：BebnQ TH682ST	 6台 

・視線計測用装置：ナックイメージテクノロジー	 EMR-9 

・視線計測状況リアルタイムキャプチャ用 PC：Windows8ベースの自作 PC 

 

 
図 4.35	 実験機器の構成図 
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（１）実験期間 

	 	 2018年 1月 9日（月）〜1月 14日（日） 

 
（２）実験対象 

	 	 実験場所：九州大学	 大橋キャンパス内	 実験室 

	 	 被験者：九州大学内の学生	 ２４名 

 
（３）評価手法 

評価手法として、一対比較と口頭インタビューを用いた。一対比較の尺度構成法と、

被験者本人の発言内容を合わせて考察を行い、提示刺激に対する評価の信頼性を持たせ

ることとした。一対比較は、5 件法を用いて、比較する二つの刺激について、「好まし

さ」と「空間的な広がり」の 2項目について、「とても感じた」、「やや感じた」を選択

させ、どちらか一方を選択できない場合は、「どちらでもない」を選択させる。評価項

目を好ましさ」と「空間的な広がり」の２項目とした理由は、「空間的広がり」を感じ

たから「好ましさ」に繋がるのではない。また「好しさ」に含まれる要素は、立体感で

あったり臨場感であったり、他の要因も考えられ、何をもって好ましいのか明確ではな

いが、項目を詳細に分けて、実験中の鑑賞者の評価判断に迷いを生じさせないために、

要因を総括した「好しさ」とし、「好しさ」に含まれる要因が何であるのか、口頭イン

タビューによる聞き取り調査で考察することとする。 

口頭によるインタビューは提示実験後に行う。口頭インタビューは、自由に発言させ

るだけでなく、事前に「立体感（奥行き感）」「包囲感」「質感・解像度」のキーワードを

見せ、それらについて感じることについて聞き取りを行う。また、本章 8で述べたよう

に、ドーム内反射によるコントラストの低下が多面投影の評価にどのように影響するの

か、印象評価と被験者に対する口頭インタビューで明らかにする。なお、口頭インタビ

ューでは「コントラスト」と直接的で誘導的な表現を使わず、「画質・解像度に関する

印象」として、被験者自ら、コントラストに関連した語句が発せられるか確認する。 

 
（４）生理計測：視線計測 

提示実験を通して、帽子装着型のアイマークレコーダーEMR-9を被験者に装着させ、

提示実験中の被験者の視線計測を行う。なお実験の仕様上、正確なデータが採取できな

い被験者も発生することが確実にあるが、キャリブレーション時にデータ採取不可能と
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判断した場合でも、被験者にはその旨を伝えず、EMR-9 を装着させたまま提示実験を

行う。視線計測装置を装着した状態で鑑賞する、という状況を統一するためである。 

 
（５）実験刺激の提示概要 

実験刺激の提示は、アクティブシャッター方式の３Dメガネを装着し、映像はトップ

アンドボトム方式での高速切り替え表示とする。各ショット、５パターンの実験刺激に

関して、S3D表示の場合はそのまま右眼用映像と左眼用映像の切り替え表示であるが、

２D表示の場合は、両眼に左眼用の映像を表示させ、視差をなくし２D表示の設定にし

た。これにより、被験者は３Dメガネを装着したままの条件で統一され、提示実験を行

うことができる。 

 
（６）実験の流れを表 4.3に示す。実験の様子を図 4.36に示す。 

表 4.3	 実験の流れ 
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図 4.36	 提示実験の様子 

 
10.5. 第一回提示実験の結果 

本提示実験で用いた一対比較の結果において、Friedman 検定(ノンパラメトリック

法)を行った。視線計測で得られた有効なサンプル数は 12件であった。視線計測におい

ては、視線滞留対象を表 4.4のように分け、その視線滞留時間をカウントした。 
表 4.4	 視線滞留の対象 

視線滞留対象 ショット 提示面 

演者①鬼 U、L  中央 

M 左 

演者②神官 U、M、L 中央 

囃子 U、M、L 中央 

正面構造物 U、M、L 中央 

鈴紐賽銭箱 U、M、L 中央 

落下物（紙片） M 中央 

左画面 U、M、L 左 

右画面 U、M、L 右 

上画面 U、M、L 天井 

下画面 U、M、L 床 
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カウント方法については、本実験における視線計測は特殊なもので、EMR-9 に付属

の解析ソフトウェアは使えない。専用のソフトウェアには、録画された視野映像にイン

ポーズされた視線マーカーの任意の対象の視線滞留時間を手動でカウントする専用の

ソフトウェアも付属している。しかしそのインターフェイスや、記録された動画サイズ

が SDサイズと画質もいいとは言えない為、今回の分析用に、独自に視線の滞留時間を

フレーム単位でカウントするアプリケーションを開発した（図 4.37）。このアプリケー

ションは Openframeworksで開発された（ソースコードを付録 5に示す）。EMR-9に

装着された被験者の目線を表した映像は、視線マーカーの移動データとともに本体に挿

入された SDカードで記録されるが、記録された映像は、640×480 の標準サイズで詳

細を確認できない恐れがある。そこで本実験において、EMR-9 本体のビデオ出力端子

から、映像キャプチャ専用の PCを用いて FullHDサイズにブローアップして記録でき

るシステムを構築した。その映像を用いて今回開発したアプリケーションでカウント作

業を行った。 

 
図 4.37	 開発したアプリケーションのインターフェイス 

本実験においては、被験者は一つのパターンを、１セッションで 4 回見ることにな

る。順序効果による繰り返し提示によって、２セッション合計 8回同じパターンを見て

いる。本アプリケーションは、1回目から 8回目までのそれぞれの視線滞留時間をチェ

ックでき、さらにそれを合計した平均値も確認できるようにした。 

その結果と、印象評価と視線の関連性についての考察を以下に示す。 
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10.5.1. ショット「U」に対する評価 

ショット「U」の再生時間は 15秒で、内容として、演者である鬼と神官が、4m四方

の神楽殿を、神官が鬼を追う形で順に旋回していく動作で、その様子を舞台袖の縁側か

ら広視野で表現したものである。鬼と神官は、旋回中にカメラに近接するため、中央の

提示面いっぱいに鬼と神官が横切る状況となる。なお、神官が中央提示面を横切る直前、

左提示面に表示され、左提示面から中央提示面をまたぐ形となる。 

 
（１）評価項目「好しさ」 

評価項目「好しさ」 の並行座標プロットとボックスプロット（図 4.38）による中央

値の順位を示す（表 4.5）。 

 
 

図 4.38	 ショット U評価項目「好しさ」の並行座標プロットおよびボックスプロット 

 
表 4.5	 ショットU評価項目「好しさ」の順位 

順位 提示面数 中央 右 左 天井 床 

U5 5 S3D 2D 2D 2D 2D 

U4 5 S3D S3D S3D S3D S3D 
U2 3 S3D S3D S3D - - 

U3 3 S3D 2D 2D - - 

U1 1 S3D - - - - 

 
また刺激間に有意差が確認された（p＜0.001）ためボンフェローニ補正をしたウィル

コクソンの順位和検定で下位検定した結果、刺激U3と刺激U5の間で有意差が確認で

きた（p＜0.01）（表 4.6）。 

Friedman chi-squared = 18.694, df = 4, p-value = 0.0009025 
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表 4.6	 ショットU評価項目「好しさ」のウィルコクソンの順位和検定による下位検定 

 

（２）評価項目「空間的広がり」 

評価項目「空間的広がり」 の並行座標プロットとボックスプロット（図 4.39）によ

る中央値の順位を示す（表 4.7）。 

 
 

図 4.39	 ショット U評価項目「空間的広がり」の並行座標プロットおよびボックスプロット 

 
表 4.7	 ショットU評価項目「空間的広がり」の順位 

順位 提示面数 中央 右 左 天井 床 

U4 5 S3D S3D S3D S3D S3D 
U5 5 S3D 2D 2D 2D 2D 

U2 3 S3D S3D S3D - - 

U3 3 S3D 2D 2D - - 
U1 1 S3D - - - - 

また刺激間に有意差が確認された（p＜0.001）ためボンフェローニ補正をしたウィル

コクソンの順位和検定で下位検定した結果、刺激U1と刺激U2,U3,U4,U5の間に有意

差が確認できた（p＜0.01）。刺激U2とU4,U5の間で有意差が確認できた（p＜0.01）。

刺激U3と刺激U4,U5の間で有意差が確認できた（p＜0.01）（表 4.8）。 

  *  *
  *  

Friedman chi-squared = 62.777, df = 4, p-value = 7.562e-13 

*p<0.05,  **p<0.01 
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表 4.8	 ショットU評価項目「空間的広がり」のウィルコクソンの順位和検定による下位検定 

 

 
（３）視線計測結果 

視線は主に、動きに誘導されていることがわかった。特にこのショットはヨリのショ

ットであり、被写体が正面の画面を大きく横切るアクションがある。そのためどのパタ

ーンも、１５秒中１０秒以上が中央画面の動きのある被写体に集中している（囃子の演

奏も含める）。また左右上下の画面はいずれも１秒にも満たず（0.5秒前後）、被験者は

多くの時間、中央画面に集中していた（表 4.9）。また周辺画面（左右上下）の視線滞留

時間の合計値の順位が、①U4（2.64秒）、②U5（2.59秒）、③U2（1.57秒）、④U3（1.36

秒）、⑤U1（0.13秒）、と 5面提示の２パターンが長い結果となった。 
表 4.9	 ショットUにおける視線滞留時間 

 
 
 
 
 

 
 
   *
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*p<0.05,  **p<0.01 
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（４）ショット「U」の考察 

中央値の順位では「好しさ」「空間的広がり」ともにU4、U5が高かった。「好しさ」

ではU3、U5に有意差が見られたことから、S3D、２Dの違いに関係なく、５面提示の

効果が確認できた。これは下位検定による３画面提示（U2、U3）、５画面提示（U4、

U5）の各提示形式内での刺激間に有意差が見られないことからも、S3D、２D の違い

が評価に影響を及ぼしていないと考察する。 

また視線計測の結果から、周辺画面（左右上下）の視線滞留時間の合計値の順位が、

①U4（2.64秒）、②U5（2.59秒）、③U2（1.57秒）、④U3（1.36秒）、⑤U1（0.13秒）、

と 5面提示の２パターンが長い結果となり、周辺イメージへの視線の滞留時間が長いほ

ど、高評価につながっていると考察する。	  

 

 
10.5.2.  ショット「M」に対する評価 

ショット「M」の再生時間は 10秒で、内容として、演者である鬼と神官が神楽殿で

舞っている様子を、横の位置から神楽殿全体を中央画面に収める構図で表現している。

社務所から神楽殿に続く渡り廊下が、神楽殿の後方にあり、奥行きのある構図となって

いる。 

 
（１）評価項目「好しさ」 

評価項目「好しさ」 の並行座標プロットとボックスプロット（図 4.40）による中央

値の順位を示す（表 4.10）。 

 
 

図 4.40	 ショットM評価項目「好しさ」の並行座標プロットおよびボックスプロット 

Friedman chi-squared = 31.844, df = 4, p-value = 2.059e-06 
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表 4.10	 ショットM評価項目「好しさ」の順位 

順位 提示面数 中央 右 左 天井 床 

M4 5 S3D S3D S3D S3D S3D 

M5 5 S3D 2D 2D 2D 2D 
M2 3 S3D S3D S3D - - 

M3 3 S3D 2D 2D - - 

M1 1 S3D - - - - 
 

また刺激間に有意差が確認された（p＜0.001）ためボンフェローニ補正をしたウィル

コクソンの順位和検定で下位検定した結果、刺激M 1と刺激M4, M 5の間で有意差が

確認できた（p＜0.01, p<0.05）。刺激 M 2 と刺激 M 4 の間で有意差が確認できた

（p<0.05）。刺激M 3と刺激M4、M 5の間で有意差が確認できた（p<0.05）（表 4.11）。 
表 4.11	 ショットM評価項目「好しさ」のウィルコクソンの順位和検定による下位検定 

 
 
（２）評価項目「空間的広がり」 

評価項目「空間的広がり」 の並行座標プロットとボックスプロット（図 4.41）によ

る中央値の順位を示す（表 4.12）。 

 

 
 

図 4.41	 ショットM評価項目「空間的広がり」の並行座標プロットおよびボックスプロット 

* * * *
*  
*  
*    
*    

*p<0.05,  **p<0.01 

 

Friedman chi-squared = 62.336, df = 4, p-value = 9.36e-13 
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表 4.12	 ショットM評価項目「空間的広がり」の順位 

順位 提示面数 中央 右 左 天井 床 

M4 5 S3D S3D S3D S3D S3D 

M5 5 S3D 2D 2D 2D 2D 
M2 3 S3D S3D S3D - - 

M3 3 S3D 2D 2D - - 

M1 1 S3D - - - - 
 
また刺激間に有意差が確認された（p＜0.001）ためボンフェローニ補正をしたウィル

コクソンの順位和検定で下位検定した結果、刺激M1と刺激M2、M3、M4、M5の間

に有意差が確認できた（p＜0.01, p<0.05）。刺激M2とM4、M5の間で有意差が確認で

きた（p＜0.01）。刺激M 3と刺激M 4, M 5の間で有意差が確認できた（p＜0.01）（表

4.13）。 

 
表 4.13	 ショットM評価項目「空間的広がり」のウィルコクソンの順位和検定による下位検定 

 
 
（３）視線計測結果 

	 視線は主に、動きに誘導されていることがわかった。しかしショット U よりも中

央画面の動きのある被写体に視線が偏っているわけではなく、１画面のM1が６秒を超

えた以外は、３面提示、５面提示はいずれも４秒程度であった。このショットは、中央

画面が神楽殿全体を提示しており、ミドルショットのため、画面に占める被写体の動き

の領域もショット U より小さい。そのため演者の動きに注視しつつも周囲を見渡す余

裕ができたものと考察する。またこのショットの左画面は、右画面よりも空間が開けて

いる（左は境内を見渡せる。一方右は建造物が密集している）ためか、左画面への視線

が１秒を超えるパターンもあった。全体として、動きのある被写体への視線の平均値が

ショット U より下がっているにもかかわらず、他への視線は微増であったことから、

* * * *
*  
*   
*    
*    

*p<0.05,  **p<0.01 
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被験者は視線移動を頻繁に行っていたと考察する（表 4.14）。また周辺画面（左右上下）

の視線滞留時間の合計値の順位が、①M5（2.52秒）、②M4（2.51秒）、③M2（1.68秒）、

④M3（2.02秒）、⑤M1（0.07秒）、と 5面提示の２パターンが長い結果となった。 
表 4.14	 ショットMにおける視線滞留時間 

 
 

（４）ショット「M」の考察 

中央値の順位では「好しさ」「空間的広がり」ともにM4、M5が高かった。「好しさ」

では刺激M 2と刺激M 4の間で有意差が、刺激M 3と刺激M4、 M 5の間で有意差

が見られたことから、このミドルショットに関しては、５面提示の S3D は３面提示の

S3D よりも効果的であり、５面提示の S3D、および２D 混在の両パターンは、３面提

示の２D 混在よりも効果的であると考察する。また下位検定による３画面提示（U2、

U3）、５画面提示（U4、U5）の各提示形式内での刺激間に有意差が見られないことか

ら、同じ提示形式内での S3D、２Dの違いが評価に影響を及ぼしていないと考察する。 

また視線計測の結果から、周辺画面（左右上下）の視線滞留時間の合計値の順位が、

①M5（2.52 秒）、②M4（2.51 秒）、③M2（1.68 秒）、④M3（2.02 秒）、⑤M1（0.07

秒）、と 5 面提示の２パターンが長い結果となり、周辺イメージへの視線の滞留時間が

長いほど、高評価につながっていると考察する。 
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10.5.3.  ショット「L」に対する評価 

ショット「L」の再生時間は 10秒で、内容として、演者である神官は神楽殿で舞って

いる一方で、鬼は、神楽殿に続く渡り廊下で舞う様子を神楽殿の正面から捉えた構図に

なっている。渡り廊下は左画面に提示されているため、鬼は、M１の中央画面のみのパ

ターンには登場しないことになる。 

 
（１）評価項目「好しさ」 

評価項目「好しさ」 の並行座標プロットとボックスプロット（図 4.42）による中央

値の順位を示す（表 4.15） 

 
 

図 4.42	 ショット L評価項目「好しさ」の並行座標プロットおよびボックスプロット 

 

表 4.15	 ショット L評価項目「好しさ」の順位 

順位 提示面数 中央 右 左 天井 床 

L4 5 S3D S3D S3D S3D S3D 

L5 5 S3D 2D 2D 2D 2D 

L 2 3 S3D S3D S3D - - 
L 3 3 S3D 2D 2D - - 

L 1 1 S3D - - - - 

 
また刺激間に有意差が確認された（p＜0.001）ためボンフェローニ補正をしたウィル

コクソンの順位和検定で下位検定した結果、刺激 L1と刺激 L4、L 5の間で有意差が確

認できた（p＜0.01, p<0.05）。刺激 L2と刺激 L4の間で有意差が確認できた（p<0.05）。

刺激 L3と刺激 L4, L5の間で有意差が確認できた（p<0.01）（表 4.16）。 

Friedman chi-squared = 31.844, df = 4, p-value = 2.059e-06 
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表 4.16	 ショット L評価項目「好しさ」のウィルコクソンの順位和検定による下位検定 

 

 
（２）評価項目「空間的広がり」 

評価項目「空間的広がり」 の並行座標プロットとボックスプロット（図 4.43）によ

る中央値の順位を示す（表 4.17）。 

 
 

図 4.43	 ショット L評価項目「空間的広がり」の並行座標プロットおよびボックスプロット 

 

表 4.17	 ショット L評価項目「好しさ」の順位 

順位 提示面数 中央 右 左 天井 床 

L4 5 S3D S3D S3D S3D S3D 

L5 5 S3D 2D 2D 2D 2D 
L 2 3 S3D S3D S3D - - 

L 3 3 S3D 2D 2D - - 

L 1 1 S3D - - - - 
 

 
 
 
 

* * * *
*  
*  
*    
*    

*p<0.05,  **p<0.01 

 

Friedman chi-squared = 62.336, df = 4, p-value = 9.36e-13 
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また刺激間に有意差が確認された（p＜0.001）ためボンフェローニ補正をしたウィル

コクソンの順位和検定で下位検定した結果、刺激 L1と刺激 L2、L3、L4、L5の間に有

意差が確認できた（p＜0.01, p<0.05）。刺激 L2と L4、L5の間で有意差が確認できた

（p＜0.01）。刺激 L3と刺激 L4、L 5の間で有意差が確認できた（p＜0.01）（表 4.18）。 

 
表 4.18	 ショット L評価項目「空間的広がり」のウィルコクソンの順位和検定による下位検定 

 
 

 
（３）視線計測結果 

視線は主に、動きに誘導されていることがわかった。しかしショット U よりも中央

画面の動きのある被写体に視線が偏っているわけではない。このショットは、中央画面

に演者①神官が舞い、演者②鬼は、中央の神楽殿から左画面に続く廊下で舞っている構

図であった。なのでパターン L1には中央の演者①神官のみが提示されている状態であ

る。そのためか、ショット M よりさらに動きのある被写体に対する視線滞留時間が減

少している。ショットの構図としては、神社境内を正面から捉え、さらに神楽殿を中心

に神社の建物全体を収めた構図となっているため、探索する要素は上下左右に広がって

いる。また画面に占める被写体の動きの領域もショット M よりさらに小さいため演者

の動きに視線をやりつつも、本ショットにおいても周囲を見渡す余裕ができたものと考

察する。またこのショットの左画面は前述の通り演者②が舞っているため、演者②と左

画面を合計すると２秒を超えて右画面よりも明らかに視線滞留時間が増加している。ま

た全体として、動きのある被写体への視線の平均値がショット U より下がっているに

もかかわらず、他への視線は微増であったことから、被験者はショット M と同様に視

線移動を頻繁に行っていたと考察する（表 4.19）。また周辺画面（左右上下）の視線滞

留時間の合計値の順位が、①L4（2.9秒）、②L5（2.67秒）、③L2（1.71秒）、④L3（1.55

秒）、⑤L1（0.1秒）、と 5面提示の２パターンが長い結果となった。 

 

* * * *
*  
*   
*    
*    

*p<0.05,  **p<0.01 
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表 4.19	 ショット Lにおける視線滞留時間 

 
 

（４）ショット「L」の考察 

中央値の順位では「好しさ」「空間的広がり」ともに L4、L5 が高かった。さらにい

ずれも L4 が高いことから、このショット Lに関しては、被験者は５面提示の S3D 形

式の立体感を認識していたものとある程度認識できていたのではないかと考察する。し

かし、下位検定による３画面提示（L2、L3）、５画面提示（L4、L5）の各提示形式内で

の刺激間に有意差が見られないことから、このショットに関しても、一概に同じ提示形

式内での S3D、２Dの違いが有効性があるとは断言できない。「好しさ」では刺激 L 2

と刺激 L 4の間で有意差が、刺激 L 3と刺激 L4、 L 5の間で有意差が見られたことか

ら、ショットMと同様、５面提示の S3D は３面提示の S3D よりも効果的であり、５

面提示の S3D、および２D 混在の両パターンは、３面提示の２D 混在よりも効果的で

あると考察する。 

また視線計測の結果から、周辺画面（左右上下）の視線滞留時間の合計値の順位が、

①L4（2.9秒）、②L5（2.67秒）、③L2（1.71秒）、④L3（1.55秒）、⑤L1（0.1秒）、

と 5面提示の２パターンが長い結果となり、周辺イメージへの視線の滞留時間が長いほ

ど、高評価につながっていると考察する。 
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10.5.4. 口頭インタビューに関する考察 

口頭インタビューは、自由に発言させるだけでなく、事前に「立体感（奥行き感）」 

「包囲感」「質感・解像度」のキーワードを見せ、それらについて感じることについて

聞き取りを行った。被験者自らが発言した「臨場感」「動き」「画面のエッジ」「パース

ペクティブ」が数件あったため、それも加えて項目別にリスト化した。なお、本章８で

述べたドーム内反射によるコントラスト低下の影響を想定した「コントラスト」と直接

的で誘導的な表現を使わず、「画質・解像度に関する印象」として、被験者自ら、コン

トラストに関連した語句が発せられるか確認した。 

「臨場感」は提示面数の増加につれて評価も高くなっており、「パースペクティブ」

に関しても、３面、５面ともにつながりがあって違和感がないという評価であった。「画

面のエッジ」に関しては、特に中央画面と左画面を演者がまたぐ時に、違和感を感じた

という感想が多く聞かれ、それが評価の低下につながっているものと考察する。 

また「質感・解像度」に関する発言が、「提示面が増えるにつれて画面が白っぽくな

る」、「色が薄くなるように感じる」など、コントラストの低下について言及したものが

ほとんどを占めた。コントラスト低下に伴い、「立体感が薄らいだ」という意見もあり、

これが S3Dと２Dの判別がつかない原因である可能性も高い。「質感・解像度」は、映

像の彩度の濃さの好みにも関連している。パターンに対する印象評価は、いずれのショ

ットにおいても５面提示が も高かったので、コントラスト低下の影響は少ないと考え

られるが、コントラストに関する発言には「５面提示が１面提示の彩度であれば一番臨

場感があると思う」というものが多く聞かれたため、このコントラスト低下の解決策も

検討する必要がある。 
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11.第二回提示実験：シーン、2ショットの切り替えに対する評価および検証実験 

第一回提示実験は、1ショットに対する評価について検証した。一つのアングルから

ショットの切り替え無しで、ワンショットで長時間流し続ける映像コンテンツであれば

有効であるが、通常映像コンテンツは、ショットの切り替え、ショットの集まり、いわ

ゆる「シーン」で構成される。第二回提示実験においては、多面提示による広視野表現

で、視野を覆うイメージが、突然切り替わることで被験者はどのような印象を受け評価

するのかを検証する。 

 
11.1. 提示実験で用いた刺激映像 

刺激映像は、第一回提示実験で用いた、ショット「U」、ショット「M」、ショット「L」

の 3ショットから２ショットを用いて切り替えの編集を行った。編集した各シーンの名

称を、シーン「ED01」、 シーン「ED01」と設定し、それに続いて５パターンを以下の

①〜⑤と設定した。 

・シーン内容 

シーン「ED01」: アップショットU →ミドルショットMの切り替え 

シーン「ED02」: ロングショット L→ミドルショットMの切り替え 

・刺激動画フォーマット 

3820*720 / 60p（1280*720を三画面連結した解像度）を２出力 

・出力構成（図 4.44） 

出力１：中央、左、右	 	 出力２：天井、床 1、床 2（床面は２画面に分割） 

 
図 4.44	 刺激動画の出力構成 
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・提示パターン（表 4.20） 
表 4.20	 提示パターン 

シーン 

「ED01」「ED02」毎の提示パターン 

中央 右 左 天井 床 

パターン１（「ED01_1」「ED02_1」） S3D - - - - 

パターン 2（「ED01_2」「ED02_2」） S3D S3D S3D - - 

パターン 3（「ED01_3」「ED02_3」） S3D 2D 2D - - 

パターン 4（「ED01_4」「ED02_4」） S3D S3D S3D S3D S3D 

パターン 5（「ED01_5」「ED02_5」） S3D 2D 2D 2D 2D 

 
・シーン「ED01」の内容（図 4.45） 

再生時間：26.5秒 

 
図 4.45	  シーン「ED01」の内容 
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・シーン「ED02」の内容（図 4.46） 

再生時間：19.5秒 

 
図 4.46	  シーン「ED02」の内容 

 
11.2. 視線計測 

本実験においても、被験者の印象評価および口頭インタビューの主観評価に加えて、

生理情報としての視線計測も行った。鑑賞者の周辺視野としての視覚情報の観視パター

ンを視線計測によって分析する。第一回提示実験と同様、株式会社ナックイメージテク

ノロジー社のアイマークレコーダー「EMR-9」を用いて視線計測をおこなった。 

第一回提示実験と同様の計測方法とする。本実験においても、被験者全ての計測デー

タが採取できないと予測されるため、有効なサンプルのみを用いて印象評価との相関を

考察する。 
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11.3. 第二回提示実験：シーン、2ショットの切り替えに対する評価と検証 

提示実験に用いた機器およびソフトウェアは、第一回提示実験と同じ仕様である。 

 
（１）実験期間 

	 	 2018年 1月 16日（火）〜1月 21日（日） 

 
（２）実験対象 

	 	 実験場所：九州大学	 大橋キャンパス内	 実験室 

	 	 被験者：九州大学内の学生	 ２２名 

 
（３）評価手法 

本実験では、S3D 映像を用いた多面提示による広視野表現のショットの切り替えが

違和感など感じさせるのか、こうした広視野表現手法が有効であるのかどうかを確認す

ることに重きを置いた。評価手法として、第一回提示実験と同様、一対比較と口頭イン

タビューを用いた。一対比較の尺度構成法と、被験者本人の発言内容を合わせて考察を

行い、提示刺激に対する評価の信頼性を持たせることとした。一対比較は、5件法を用

いて、比較する二つの刺激について、「好ましさ」と「空間的な広がり」の 2 項目につ

いて、「とても感じた」、「やや感じた」を選択させ、どちらか一方を選択できない場合

は、「どちらでもない」を選択させた。また口頭によるインタビューを提示実験後に行

った。インタビューは、自由に発言させるだけでなく、事前に「立体感」「奥行き感」

「包囲感」「質感」「解像度」「ショットの切り替えの自然さ」のキーワードを見せ、そ

れらについて感じることについて聞き取りを行った。 

 
（４）生理計測：視線計測 

帽子装着型のアイマークレコーダーEMR-9 を被験者に装着させ、提示実験中の被験

者の視線計測を行った。なお実験の仕様上、正確なデータが採取できない被験者も発生

することが確実にあるが、キャリブレーション時にデータ採取不可能と判断した場合で

も、被験者にはその旨を伝えず、EMR-9 を装着させたまま提示実験を行った。視線計

測装置を装着した状態で鑑賞する、という状況を統一するためである。 
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（５）実験刺激の提示概要 

実験刺激の提示は、アクティブシャッター方式の３Dメガネを装着し、映像はトップ

アンドボトム方式での高速切り替え表示とした。各ショット、５パターンの実験刺激に

関して、S3D表示の場合はそのまま右眼用映像と左眼用映像の切り替え表示であるが、

２D表示の場合は、両眼に左眼用の映像を表示させ、視差をなくし２D表示の設定にし

た。これにより、被験者は３Dメガネを装着したままの条件で統一され、提示実験を行

うことができる。 

 
（６）実験の流れを表 4.47に示す 

表 4.47	 実験の流れ 
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11.4. 第二回提示実験の結果 

本提示実験で用いた一対比較の結果において、Friedman 検定(ノンパラメトリック

法)を行った。視線計測で得られた有効なサンプル数は 13件であった。視線計測におい

ては、視線滞留対象を表 4.48のように分け、その視線滞留時間をカウントした。 
表 4.48	 視線滞留の対象 

視線滞留対象 シーン 提示面 

演者①鬼 ED01、 

ED02(２ショットめ)  

中央 

ED01(1ショットめ) 左 

演者②神官 ED01、ED02 中央 

囃子 ED01、ED02 中央 

正面構造物 ED01、ED02 中央 

鈴紐賽銭箱 ED01、ED02 中央 

紙飾り ED01、ED02 中央 

左画面 ED01、ED02 左 

右画面 ED01、ED02 右 

上画面 ED01、ED02 天井 

下画面 ED01、ED02 床 

 
カウント方法については、第一回提示実験と同様に、独自に開発したアプリケーショ

ンを用いてカウントした。 

その結果と、印象評価と視線の関連性についての考察を以下に示す。 

 
11.4.1. シーン「ED01」に対する評価 

シーン「ED01」の再生時間は 26.5 秒で、 初のショットが、4m 四方の神楽殿を、

神官が鬼を追う形で順に旋回し、その後舞台中央で両者が対峙する。その様子を舞台袖

の縁側から広視野で表現している。鬼と神官は、旋回中にカメラに近接するため、中央

の提示面いっぱいに鬼と神官が横切る状況となる。なお、神官が中央提示面を横切る直

前、左提示面に表示され、左提示面から中央提示面をまたぐ形となる。そして 15.5 秒

で後続のショットに切り替わる。後続のショットは、神楽殿の横側より、両者が対峙し

た所作から、次の所作に動き出す一連の舞の動作となっている。 
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（１）評価項目「好しさ」 

評価項目「好しさ」 の並行座標プロットとボックスプロット（図 4.47）による中央

値の順位を示す（表 4.49） 

 
 

図 4.47	 シーン ED01評価項目「好しさ」の並行座標プロットおよびボックスプロット 

 
表 4.49	 シーン ED01評価項目「好しさ」の順位 

順位 提示面数 中央 右 左 天井 床 

ED01_4 5 S3D S3D S3D S3D S3D 

ED01_5 5 S3D 2D 2D 2D 2D 

ED01_ 2 3 S3D S3D S3D - - 

ED01_ 3 3 S3D 2D 2D - - 
ED01_1 1 S3D - - - - 

 
また刺激間に有意差が確認された（p＜0.05）ためボ１ンフェローニ補正をしたウィ

ルコクソンの順位和検定で下位検定したが、結果として刺激間での有意差が確認できな

かった（表 4.50）。 
表 4.50	 シーン ED01評価項目「好しさ」のウィルコクソンの順位和検定による下位検定 

 
 

    
 
 
   
  

Friedman chi-squared = 10.09, df = 4, p-value = 0.03893 

*p<0.05,  **p<0.01 
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（２）評価項目「空間的広がり」 

評価項目「空間的広がり」 の並行座標プロットとボックスプロット（図 4.48）によ

る中央値の順位を示す（表 4.51）。 

 
 

図 4.48	 シーン ED01評価項目「空間的広がり」の並行座標プロットおよびボックスプロット 

 
表 4.50	 シーン ED01評価項目「空間的広がり」の順位 

順位 提示面数 中央 右 左 天井 床 

ED01_4 5 S3D S3D S3D S3D S3D 
ED01_5 5 S3D 2D 2D 2D 2D 

ED01_2 3 S3D S3D S3D - - 

ED01_3 3 S3D 2D 2D - - 

ED01_1 1 S3D - - - - 
 
また刺激間に有意差が確認された（p＜0.001）ためボンフェローニ補正をしたウィル

コクソンの順位和検定で下位検定した結果、刺激 ED01_1 と刺激 ED01_2、ED01_3、

ED01_4、ED01_5の間に有意差が確認できた（p＜0.01）。刺激 ED01_2と ED01_4の

間で有意差が確認できた（p＜0.01）。刺激 ED01_3と刺激 ED01_4、ED01_5の間で有

意差が確認できた（p＜0.01）（表 4.52）。 

 
 
 
 
 

Friedman chi-squared = 57.55, df = 4, p-value = 9.484e-12 
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表 4.52	 シーン ED01評価項目「空間的広がり」のウィルコクソンの順位和検定による下位検定 

 
 
 

（３）視線計測結果 

視線は主に、動きに誘導されていることがわかった。ED01は神楽殿舞台袖の近接シ

ョットから、神楽殿横からのミドルショットへのカッティングシーンであり、被写体が

正面の画面を大きく横切るアクションがある。そのためどのパターンも、 初のショッ

トには中央画面に集中し、次のショットから動きの被写体を中心に、周囲に視線を配る

ようになった。また提示画面数の増加に伴い、動きのある被写体に対する視線滞留時間

が減少している一方で、全体の滞留時間の合計に変化がないことから、被験者は提示時

間中に上下左右の周辺視野の詳細を探索していたものと考えられる（表 4.53）。また周

辺画面（左右上下）の視線滞留時間の合計値の順位が、①ED01_4（5.29秒）、②ED01_5

（5.25秒）、③ED01_3（2.8秒）、④ED01_2（2.75秒）、⑤ED01_1（0.05秒）、と 5面

提示の２パターンが長い結果となった。 
表 4.53	 シーン ED01における視線滞留時間 
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*p<0.05,  **p<0.01 
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（４）シーン「ED01」の考察 

中央値の順位では「好しさ」「空間的広がり」ともに５面提示の ED01_4、ED01_5が

高かった。その中でもED01_4が高かったものの、下位検定による３画面提示（ED01_2、

ED01_3）、５画面提示（ED01_4、ED01_5）の各提示形式内での刺激間に有意差が見

られないことから、S3Dの 3面提示内と５面提示内の効果は明確にできなかった。 

「空間的広がり」においては刺激 ED01_2 と刺激 ED01_4 の間で有意差が、刺激

ED01_3と刺激 ED01_4, ED01_ 5の間で有意差が見られたことから、この ED01に関

しては、５面提示の S3Dは３面提示の S3Dよりも効果的であり、５面提示の S3D、お

よび２D混在の両パターンは、３面提示の２D混在よりも効果的であると考察する。一

方で「好しさ」「空間的広がり」ともに３面提示に高い評価をつけた被験者もいる。 

視線計測の結果から、３面提示、５面提示ともに、中央画面に視線が集中しながらも、

S3D、２D表示に影響されず上下左右のイメージを周辺視野のイメージとして自然に見

ているのではないかと考察する。また１ショット目のアップから２ショット目のミドル

への切り替えにより、急に視野が開けた感覚となり、前半は動きに集中し、後半は周囲

を見回す時間が多くなったということが考えられる。 

また周辺画面（左右上下）の視線滞留時間の合計値の順位が、①ED01_4（5.29秒）、

②ED01_5（5.25秒）、③ED01_3（2.8秒）、④ED01_2（2.75秒）、⑤ED01_1（0.05秒）、

と 5面提示の２パターンが長い結果となり、周辺イメージへの視線の滞留時間が長いほ

ど、高評価につながっていると考察する。 

 
 

11.4.2.  シーン「ED02」に対する評価 

シーン「ED02」の再生時間は 19.5秒で、 初のショットが、演者である神官は神楽

殿で舞っている一方で、鬼は、神楽殿に続く渡り廊下で舞う様子を神楽殿の正面から捉

えた構図になっている。渡り廊下は左画面に提示されているため、鬼は、シーン ED01_1

の中央画面のみのパターンには登場していない。そして 9秒で後続のショットに切り替

わる。後続のショットは、神楽殿の横側より、鬼と神官が舞台上で舞った後、両者が対

峙する所作となる。次の所作に動き出す一連の舞の動作となっている。シーン ED01_1

の場合、鬼は 初のショットには存在せず、後続ショットで急に登場する流れとなる。 
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（１）評価項目「好しさ」 

評価項目「好しさ」 の並行座標プロットとボックスプロット（図 4.49）による中央

値の順位を示す（表 4.54） 

 
 

図 4.49	 シーン ED02評価項目「好しさ」の並行座標プロットおよびボックスプロット 

 
表 4.54	 シーン ED02評価項目「好しさ」の順位 

順位 提示面数 中央 右 左 天井 床 

ED01_4 5 S3D S3D S3D S3D S3D 

ED01_2 5 S3D 2D 2D 2D 2D 

ED01_3 3 S3D S3D S3D - - 

ED01_5 3 S3D 2D 2D - - 
ED01_1 1 S3D - - - - 

 
また刺激間に有意差が確認された（p＜0.05）ためボンフェローニ補正をしたウィル

コクソンの順位和検定で下位検定したが、結果として刺激間での有意差が確認できなか

った（表 4.55）。 
表 4.55	 シーン ED02評価項目「好しさ」のウィルコクソンの順位和検定による下位検定 

 

 

    
  
  
     
   

Friedman chi-squared = 14.875, df = 4, p-value = 0.004968 

*p<0.05,  **p<0.01 
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（２）評価項目「空間的広がり」 

評価項目「空間的広がり」 の並行座標プロットとボックスプロット（図 4.50）によ

る中央値の順位を示す（表 4.56）。 

 
 

図 4.50	 シーン ED02評価項目「空間的広がり」の並行座標プロットおよびボックスプロット 

 
表 4.56	 シーン ED02評価項目「空間的広がり」の順位 

順位 提示面数 中央 右 左 天井 床 

ED01_4 5 S3D S3D S3D S3D S3D 

ED01_5 5 S3D 2D 2D 2D 2D 
ED01_2 3 S3D S3D S3D - - 

ED01_3 3 S3D 2D 2D - - 

ED01_1 1 S3D - - - - 

 
また刺激間に有意差が確認された（p＜0.001）ためボンフェローニ補正をしたウィル

コクソンの順位和検定で下位検定した結果、刺激 ED02_1 と刺激 ED02_2、ED02_3、

ED02_4、ED02_5の間に有意差が確認できた（p＜0.01）。刺激 ED02_2と ED02_4の

間で有意差が確認できた（p＜0.01）。刺激 ED02_3 と刺激 ED02_4、ED02_ 5 の間で

有意差が確認できた（p＜0.01）（表 4.57）。 

 
 
 
 
 

Friedman chi-squared = 58.301, df = 4, p-value = 6.599e-12 
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表 4.57	 シーン ED02評価項目「空間的広がり」のウィルコクソンの順位和検定による下位検定 

 
 
（３）視線計測結果 

視線は主に、動きに誘導されていることがわかった。このシーンは、神楽殿を正面に

捉えたロングショットから、神楽殿横からのミドルショットへのカッティングシーンで

あり、演者①鬼が左画面のみに登場する。そのため、ED02_1の１画面提示の場合、１

ショット目は正面神楽殿の演者②神官（および囃子）しか登場しておらず、２ショット

目に神楽殿の上で、演者①鬼が登場することになる。そのため、左画面に対する視線滞

留時間が、ED02_1は 0.1秒程度であるのに対し、ED02_2以降は滞留時間が急増して

いる。これは左画面の鬼に注目する時間が増加したためとみられる（表 4.58）。周辺視

野の中では鬼が表示されている左画面が も滞留時間が多く、左画面のみの視線滞留時

間の順位が、①ED01_3（1.95 秒）、②ED01_5（1.61 秒）、③ED01_2（1.45 秒）、④

ED01_4（1.38秒）、⑤ED01_1（0.13秒）、と 3面の２D提示、5面の 2D提示の２パ

ターンが上位となった。 
表 4.58	 シーン ED02における視線滞留時間 

 

* * * *
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*p<0.05,  **p<0.01 
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（４）シーン「ED02」の考察 

評価項目「空間的広がり」はともに ED02_4、ED02_5が高かった。刺激 ED02_2と

刺激 ED02_4の間で有意差が、刺激 ED02_3と刺激 ED02_4、 ED02_ 5の間で有意差

が見られたことから、この ED02に関しては、５面提示の S3Dは３面提示の S3Dより

も効果的であり、５面提示の S3D、および２D混在の両パターンは、３面提示の２D混

在よりも効果的であると考察する。これは ED01と同様の結果となった。 

ED02においても「好しさ」は、すべての刺激間での有意差がなく、中央値の順位で

は ED02_4、ED02_2、と 5面と 3面の S3D提示が高かった。 

また視線滞留時間を見ると、周辺視野の中では鬼が表示されている左画面が も滞留

時間が多く、左画面のみの視線滞留時間の順位が、①ED01_3（1.95 秒）、②ED01_5

（1.61秒）、③ED01_2（1.45秒）、④ED01_4（1.38秒）、⑤ED01_1（0.13秒）、と 3

面の２D提示、5面の 2D提示の２パターンが上位となり、「好しさ」の評価の逆となっ

た。この結果から、注視させたい被写体（この場合は神楽の舞い手）が周辺視野エリア

で表示され、後続のショットで中央画面に表示された場合、周辺視野への視線滞留時間

が長いほど後続のショットの状況把握が困難となり、評価に影響するのではないかと考

察する。 

 
11.4.3.  口頭インタビューに関する考察 

第二回提示実験の口頭インタビューにおいては、自由に発言させるだけでなく、事前

に「立体感（奥行き感）」「包囲感」「質感・解像度」「ショットの切り替え」のキーワー

ドを見せ、それらについて感じることについて聞き取りを行った。被験者自らが発言し

た「臨場感」「動き」「画面のエッジ」「パースペクティブ」が数件あったため、それも

加えて項目別にリスト化した。また第一回提示実験と同様、 “ドーム内反射によるコ

ントラスト低下”の影響を想定した「コントラスト」と直接的で誘導的な表現を使わず、

「画質・解像度に関する印象」として、被験者自ら、コントラストに関連した語句が発

せられるか確認した。 

「パースペクティブ」は、３面、５面ともに評価が高く、「パースペクティブの違和

感はない」と言った感想が多かった。本実験の刺激映像制作における調整法に問題はな

いものと考えられる。また本実験で確認すべき重要な事項である、「ショットの切り替

え」に関しては、ショットのつながりに違和感を感じていない被験者が多かった。しか

し、マイナス評価となったのが全て ED02の画面構成であった。ED02は、１ショット
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目に演者①鬼が左画面の、神楽殿に続く廊下で舞っている。一方演者②神官は、中央画

面の神楽殿で舞っている構図となり、両者の距離が離れている。そして２ショット目に

入ると、両者は神楽殿内で舞っている。このシーンを制作した意図は、ダイジェスト編

集が多面提示に適しているかどうか、という確認をすべきと考えていたからである。本

研究で制作している神楽の S3D 映像コンテンツは、神楽の奉納行事が早朝から深夜ま

で続き、一つの演目が１時間程度と長時間なため、上映会で全てを見せることは不可能

で、１演目につき３分程度のダイジェストでまとめて全体を３０分程度に収めたコンテ

ンツである。ED01は１ショットと２ショットのつながりを動作のつながりに違和感の

ないタイミングで編集しているため、違和感を訴える被験者はいなかった。一方で

ED02は、ダイジェストというスタイルで、同じ演目であるが、ショットの切り替えで

時間の経過が一瞬にして発生する。一部の被験者は、「鬼の位置が急に近づいて違和感

があった」と訴えた。中央画面だけに動きを集中させずに、周辺視野にもアクション要

素を取り入れる、多面提示ならではの表現であり、１ショットのみであれば効果的であ

る一方、別ショットとの組み合わせによっては違和感を生じさせる要因となることがわ

かった。ただこうした効果的なショットであるので、破棄せずに、つながりのショット

について違和感を生じさせない構図について検討する必要がある。 

「画面のエッジ」に関しては、特に中央画面と左画面を演者がまたぐ時に、違和感を

感じたという感想が多く聞かれ、それが評価の低下につながっているものと考察される。

動きのある被写体は、画面をまたがずに１画面の中でなるべく収めることが必要である

ことがわかった。また本実験においてもコントラストの問題について発言する被験者は

多かった。 「質感・解像度」に関する発言が、「提示面が増えるにつれて画面が白っぽ

くなる」、「色が薄くなるように感じる」など選択する言葉は様々であったが、コントラ

ストの低下について言及したものがほとんどを占めた。これが S3D と２D の判別がつ

かない原因である可能性も高い。「質感・解像度」は、映像の彩度の濃さの好みにも関

連している。パターンに対する印象評価は、「好しさ」の評価が３面、５面ににおいて

大きな差がなかったため、このコントラストの影響は少なからずあるものと考察する。

またコントラストに関する発言には「５面提示が１面提示の彩度であれば一番臨場感が

ある」と本実験でも多く聞かれたため、このコントラスト低下の解決策が 優先の課題

である。 
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12. まとめ 

本章では、包囲感を創出するための多面提示による S3D 映像の広視野表現に関する

検討を行い、S3D 映像による多面提示に適した表現手法について検証することを目的

とした。 

第一回提示実験では、1ショットに対する印象評価および口頭インタビュー、そして

視線計測を行いその相関について考察した。その結果、アップショット「U」、ミドルシ

ョット「M」、ロングショット「L」全てにおいて、包囲感を創出するためには 1面、3

面提示より５面提示が効果的であったことが明らかになった。その中でも、口頭インタ

ビューによる被験者への聞き取りから、２D、S3D提示の判別は気にしていなかったと

いう感想が多く、それを裏付ける形で、５面提示内のパターン間の有意差は認められな

かったのだが、中央値は S3D の５面提示（U4、M4、L4）が評価が上となっていた。

左右上下の周辺イメージへの視線の滞留時間はいずれも短かったが、観た瞬間に少なか

らず立体感を得ていたものと考察する。また提示面増加に伴うコントラストの低下の影

響も評価に影響することとなったと考える。コントラストが も低下する５面提示で、

「色彩が薄くなると立体感も低くなる感じがした」との意見が見られた。それが５面提

示のパターン間での優位な差が出なかった一因でもあると考察する。 

第二回提示実験では、2ショットのつながり、シーンに対する印象評価および口頭イ

ンタビュー、そして視線計測を行いその相関について考察した。その結果、シーン「ED01」

では,評価項目「好しさ」において、刺激間の有意差は確認できず、「空間的広がり」に

おいては確認できた。提示形式内での刺激間の有意差はないものの、中央値では 5面で

全面 S3D提示の ED01_4が も高く、ED01においては S3Dの５面提示の有効性がう

かがえた。またシーン「ED02」においても、評価項目「好しさ」において、刺激間の

有意差は確認できず、「空間的広がり」においては確認できた。提示形式内での刺激間

の有意差はないものの、中央値では 5面で全面 S3D提示の ED01_4が も高く、ED02

においても S3Dの５面提示の有効性が確認できた。しかし、“好しさ”において、３面

提示を高く評価している被験者もいたので、３面提示と５面提示の効果の違いについて

さらに検証する必要がある。またシーンにおけるショットの切り替えによる違和感につ

いては、概ね「違和感なし」であったが、ED02の、ショット切り替え時の演者の瞬間

的な移動に違和感を感じた被験者もいた。意図的なダイジェスト編集によるシーン設計

であったが、５面提示の場合は、こうした動きのある被写体の配置も考慮した編集が重

要であることが明らかになった。 
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本研究における多面提示の S3D映像表現を行う前提としての撮影条件として、「被写

体の動作の範囲を一画面内に収める」こと、「シーンにおけるショットの切り替えを考

慮した被写体の配置画面を検討する」ことが重要であることがわかった。また注視する

「動きのある被写体」が周辺視野に散在しない表現設計が重要であることが明らかにな

った。 

また本研究において、中央画面および周辺視野への視線滞留時間の長さと、印象評価

に相関があると考察できたため、今後、この関連性についてさらに精査し、映像に対す

る主観評価と客観データの相関について明らかにしていきたい。 

２回の提示実験を通した共通の課題は、ドーム内反射によるコントラストの低下であ

る。２回の提示実験を通して、ほとんどの被験者が、口頭インタビューで「コントラス

ト」という直接的なキーワードを提示していなかったにもかかわらず、「白っぽかった」

「明るくなった」「色が薄くなった」など、コントラストが要因となる発言をしていた。

ただし、インタビューによる聞き取りで、コントラストは正面一面の提示時が も好ま

しいとした一方で、許容であるのは正面と左右の三面提示時のコントラストであること

がわかり、今後本格的に行う S3D多面提示映像コンテンツ制作の参考とする。 

しかし、許容に甘んじて制作に取り組まず、 も好ましいコントラストを五面提示で

どのようにキープするかをまず検討すべきである。そのためには、投影スペースの再設

計、再構築が重要である。提示空間外からリアプロジェクションする方式を取り入れ、

プロジェクターは超単焦点の投影距離を短縮できるものを導入し、プロジェクションス

ペース自体も含め、コンパクトな暗室を構築するなども検討する。 
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1. 結 論 

地域に存在する文化財をいかに理解しやすく、価値を伝承するために、そして文化財

に関心を深めるきっかけとして、さらには地元以外の県外の人々にも広く周知させるた

め、民俗歴史資料館などが設置され活用されている。それらの展示場には、一部 S3D映

像も含め、映像コンテンツが必須項目のように展示上映されている。しかし地方の資料

館では数十インチ程度のモニターに資料映像を映し出すといった形式が多く、文化財の

状況を十分に伝えられているか、定かではない。本研究においては、文化財をそのまま

のイメージに近い形で提示できる実写 S3D映像に着目し、有形、無形文化財を S3D記

録した上で、それを映像コンテンツとして制作し公の場で上映を行なっている。その中

で、形式的で大きな空間では極小な 100インチ程度のスクリーンに投影することで、果

たして文化財のありのままの姿を、あるいはそれに近い形で、伝えられているのか疑問

に感じていた。これが本研究の出発点となり、多画面構成の提示による広視野表現の追

求を行った。文化財を対象とした S3D 映像コンテンツを制作する際の表現構成の必要

性を感じたこと、またコンテンツ制作だけでなく、文化財がまさに催行されているその

場の状況を鑑賞者にいかに感じてもらうか、それが、文化財の姿を視覚的に伝えるため

に重要である。 

本研究は、S3D映像技術を用いたコンテンツ制作を通して、「包囲感」を創出する S3D

映像の多面提示手法と、それに適した S3D映像表現手法について検証した。 

 
1.1. 有形・無形文化財を対象とした立体映像の適用に関する先行事例の調査 

第１章においては、関連する S3D 映像コンテンツの先行事例について調査し、実際

の制作を通した表現技法についての考察を通して、本研究における参考点を明らかにし

た。また文化財を対象とした S3D 映像技術の活用に関する研究について調査し、表現

手法に関する本研究との相違点を明らかにした。さらに、紹介した諸研究における S3D

映像の制作技法、表現技法について問題点を考察し、本研究における課題とした。また

神楽関連の資料館における映像展示に関する現状調査を行い、問題点を明らかにし、本

第 5 章 総 括 
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研究における多面投影による包囲感を創出する広視野 S3D 映像提示技法の必要性につ

いて述べた。 

 
1.2. 実践的なコンテンツ制作を通した文化財 S3D 映像コンテンツの表現設計と評価 

ここでは、制作段階における S3D映像コンテンツの表現設計の検討を行った。 

 
（１）有形文化財を対象とした S3D 映像コンテンツの表現設計の検証 

第 2章においては、2017年に世界遺産に登録された宗像・沖ノ島と関連遺産群の S3D

映像コンテンツの実践的な制作を通した立体表現構成の検討、および一般公開を遂行し

一般鑑賞者による主観評価を集計し、沖ノ島を対象とした S3D コンテンツ制作が有効

であるか検証した。 

150インチのシルバースクリーンを用いた偏光方式の常設上映であるが、アンケート

評価を実施し得られた結果より、鑑賞者の立体感の印象は強く、本コンテンツについて

良い評価を受けていることから、この沖ノ島という文化資産を対象として、S3D映像コ

ンテンツを設計、制作することは有効であるということが明らかになった。 

また本コンテンツにおいて設計した表現構成の妥当性も確認できた。しかし、評価が

高い一方で、立体視の違和感を感じた鑑賞者もおり、その原因を究明することも必要で

ある。 

なお 2016年 4月には、本コンテンツ制作において記録した、豊富な撮影データを再

利用して、沖ノ島の S3D 映像コンテンツを新規に制作した。この 新版では、先のア

ンケート調査で明らかになった課題にできる限り対処する形で、視差調整や色彩調整を

行なっている。これについては未だその有効性、効果について検証を行っていないので、

今後アンケート調査を実施したい。 

 
（２）無形文化財を対象とした S3D 映像コンテンツの表現設計の検証 

第 3章においては、2016年に国指定重要文化財に指定された福岡県豊前市の伝統芸

能、豊前岩戸神楽を対象として、無形文化財の S3D 映像コンテンツの表現設計と制作

技法の検討、コンテンツ全体を俯瞰した有効性、効果について考察を行った。 

アンケートによる調査を実施し得られた結果より、立体感を楽しみ、また臨場感も感

じ取っていた鑑賞者が多数で、良い評価を受けていることから、豊前岩戸神楽を対象と

した S3D 映像コンテンツの設計、制作が有効であるということを明らかにした。また
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神楽における縁側に座って間近で見る「かぶりつき」の表現についても良い評価であっ

たため、広角 S3D撮影による広視野表現構成の妥当性も確認できた。 

本研究では、沖ノ島という「自然」、神楽という「踊り」を対象とした限定的なもの

であったが、有形、無形問わずに文化財を S3D 映像で記録し、コンテンツを制作する

ことは、文化財の現状を鑑賞者に伝えるために有効であることが明らかになった。また、

対象となる文化財の、伝えるための文化財そのものの本質を調査し見極め、対象のあり

のままを S3D 映像で表現するために、事前の入念な表現設計は重要な作業であること

を再確認した。さらに記録、コンテンツ制作だけにとどまらず、文化財の現状、迫力を

視覚的に伝えるためには、提示技法にも着目し、検討、設計する必要があることを強く

感じた。 

 
1.3. 包囲感を創出する S3D 映像の多面提示による広視野表現の検討 

第 4 章においては、先述のコンテンツ制作による実践的な研究から提示技法に着目

し、神楽を対象とした多画面提示による広視野表現に関する検討を行った。その現場に

いる状況を視覚的に表現するためには、「包囲感」を創出させることが必要であるので

はないか。そこで包囲感を表現するために必要なのは、周辺視野の視覚情報であり、人

の眼の隅に入る周辺視野のイメージが、映像の中の世界に自分がいると思い込める状況

を作り出せると仮説を立て、多面提示撮影用の S3D カメラシステムを設計、構築し、

さらに多面提示用の実験ブースを設計、構築して実験を行い、検証した。 

中央画面１面、中央と左右３面、中央と左右と上下５面の提示形式を設定し、中央以

外の周辺視野部は S3D 表示、あるいは２D 表示を切り替えながら、その有効性につい

て印象評価および口頭インタビューによる聞き取り調査を行った。さらにそれと並行し

て視線計測による、鑑賞中の被験者の眼の動きを採取し、印象評価との関連性について

検証した。 

その結果、有意差は確認できなかったが、S3D による５面提示が も評価が高かっ

た。映像コンテンツは「編集」を通してショットの切り替えによる「シーン」が形成さ

れる。多面提示は周辺視野までを覆い尽くす映像表現技法であるため、ショットの切り

替えによる違和感の発生も考えられたが、概ね違和感のない結果となった。 

多面提示における映像構成として、「被写体の動作の範囲を一画面内に収める」こと、

「シーンにおけるショットの切り替えを考慮した被写体の配置画面を検討する」ことが

重要であることがわかった。また注視する「動きのある被写体」が周辺視野に散在しな
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い表現設計が重要であることも明らかになった。 

また、５面提示の評価が高い一方で、３面提示を高く評価する傾向も無視できない。

今後は１面提示は除外し、３面提示、５面提示で効果の差をさらに調査する。 

本研究では提示実験を２回行った。その中で共通の課題となったのは、ドーム内反射

による“コントラストの低下”である。実験における印象評価で、コントラストの影響

は少なからずあることが明らかになったので、このコントラスト低下の解決策が今後

優先の課題である。 

 
1.4. まとめ 

「自然」「踊り」と対象は限定的であったが、有形、無形問わずに文化財を S3D映像

で記録し、コンテンツを制作することは、文化財の現状を鑑賞者に伝えるために有効で

あることを明らかした。また、対象となる文化財の、伝えるための文化財そのものの本

質を調査し、対象のありのままの状況を S3D 映像で表現するために、事前の入念な表

現設計は重要な作業であることを再確認した。 

さらに記録、コンテンツ制作だけにとどまらず、文化財の姿、迫力を視覚的に伝える

ためには、提示技法にも着目し、検討、設計する必要があることを強く感じた。 

コンテンツ制作者にとって重要なのは、制作したものを制作完了後に手放しにするも

のでなく、鑑賞者からの評価、感想等を受け、さらにコンテンツの表現手法をブラッシ

ュアップしていくことである。 

資料館や博物館における S3D 映像の主な役割は、実際に見ることができない、事象

を映像で紹介し、可能な限りありのままの姿を視覚的に伝えるものである。しかし、実

際の S3D 映像の導入例では、更新できないなどの理由から客離れが起きることもしば

しばある。こうした問題を解決すべく、本研究で構築した提示システムは臨場感といっ

た S3D 映像の特性を生かした通常の展示スペースでも対応出来る小規模で導入しやす

い S3D 多面提示システムであることを目指した。有形、無形問わずに実際に現地で見

ることができない文化財の現状や価値を本システムで発信することが有効であると本

研究で確信した。またコスト面からも、今後地方の資料館等で導入しやすく活用しやす

い、普及の可能性を示唆したことの意義は大きい。 

映像表現に関する評価研究は、既存の、他者が制作した映像に対し行うものが多く、

自ら制作した映像コンテンツを用いた表現研究は見られない。それは自分の主観で制作

したものを主観で評価させる、自己完結の研究に陥りがちだからかもしれない。しかし
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本研究においては、自身の制作した映像コンテンツを、公の場で公開し、一般の鑑賞者

からの公正な評価を受けた上で、有効性を確認し、さらなる表現手法の追求のために実

験研究を行う、制作から提示までを総括した実践的研究である。 

 
2. 今後の課題 

先述のように、多面提示手法はコントラスト低下の課題解決が 優先項目である。許

容されるコントラストの状態は把握できたが、被験者はほとんどが、１面提示のコント

ラストが５面提示で再現できれば も高く評価できるということであった。 

今後は、多面提示システムの設計の再検討から行う。リアプロジェクションも視野に

入れ、さらにコンパクトで会議室や多目的室、公民館のロビーなど、既存のスペースに

設置可能な提示システムの設計、構築を行う。 

また本研究で設計した多面提示システムは、多人数が同時に楽しめるシステムにする

ことが 終的な目標である。そこで検証が必要となるのが「ビューポイント」である。

本システムにおいて、鑑賞者がほぼ正確なイメージのパースペクティブを獲得できる位

置は限られた範囲である。その中で、どの範囲までが違和感なく自然に鑑賞できるのか、

パースペクティブに対する違和感を創出しない観視領域についても今後検討していく

必要がある。なお５面提示の場合はパースペクティブの変化が激しいが、３面提示の場

合は、左右のパースペクティブの変化が緩やかで比較的許容される範囲が広いと考えて

いる（図 5.1）。今後は５面提示を中心に、今後は効果的な多面提示の広視野表現につい

て追求していくが、多人数に対する上映の場合は３面提示で対応するなど、状況に応じ

た提示形式についても検討していく。 

 
図 5.1	 ショットUをビューポイントより左に５０cm移動して撮影 

上面のパースペクティブの変化は激しい（柱に注目）が、左右の変化は少ない 
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3. 今後の展望 

現在、豊前市と公民館の展示スペースにおける展示のあり方について検討している。

そこで本研究で開発したシステムを実際に導入し、現地で検証することを予定している。 

その前に、実験で得られた課題を解決し、再実験した上で提示システムの仕様を決定

し、それを導入した上で現地で実際に上映しながら鑑賞者の評価を受けさらにコンテン

ツの表現手法を追求したい。 

また、同じく豊前市には求菩提山という修験道ゆかりの山があり、その資料館が麓に

ある。これについても、有形資産の多面提示による広視野表現の有効性を検証した上で

豊前市にシステム導入を提案する予定である。 

神楽は、神社に設置された「神楽殿」で、五穀豊穣や豊漁などを感謝し、地域に住む

氏子の生活の安定を祈り、地域で祀られている神々への信仰心を舞で表現したものであ

る。こうした「神楽の舞」だけでなくそれが執り行われる舞台周辺の状況までを映像で

提示し、臨場感を創出することでその地域に伝わる神楽の文化財としての重要さが伝わ

るものと考える。 

本研究を始めたきっかけは、豊前市で数年にわたり、現在も継続している神楽の映像

記録とコンテンツ制作を通して、豊前市の文化交流センターにおける豊前神楽に関する

の資料展示の現状から、国の重要無形文化財に指定されているにもかかわらず、それを

十分にアピールできていないと感じたことである。重要文化財に指定されたところで、

その広報手段が拡充されるわけではない。こうしたところに、映像コンテンツを用いて、

文化財のありのままの姿を広く知ってもらうための一助になれば、コンテンツの実践的

研究を行う意義は大きい。 
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「立体映像における観視距離の擬似的変位による場面強調の呈示技法の検討」 

 

※本資料は、参考論文である	

“Effect	of	Scene	Emphasis	by	Pseudo	Displacement	of	Viewing	Distance	in	

Stereoscopic	Image”	

(International	 Journal	of	Asia	Digital,	Art	and	Design,	Vol.18	No.02	2014,	

pp.12-17)	

	

を日本語訳で再編集したものである	
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1. 本章の目的と流れ 

テレビモニタやスクリーンで立体映像を鑑賞するとき、2D の映像コンテンツと同じ

く、提示される映像は、通常イメージのサイズやアスペクトは固定されている。映像コ

ンテンツにおいては、切り替わったショットごとに、撮影素材の、被写体に対する撮影

距離、また視野角に準ずる視野角は常に変化している。 

同じ被写体を同じサイズで撮影する場合、広角レンズのカメラは標準レンズのカメラ

で撮影するよりも、被写体までの距離が短くなる。広角レンズによる広視野角のイメー

ジは、撮影アングルによって迫力感を強調できるため、ショットの印象をさらに強める

効果的な要素となる。 

S3D映像の場合、奥行情報が加わるため、同じサイズの被写体を撮影した標準視野の

立体映像と広視野の立体映像を比較すると、パースペクティブの違いから、広視野映像

の被写体のほうが標準視野映像よりも小さく感じてしまう。これは、広視野は、奥行き

が標準よりさらに強調され、立体映像における箱庭効果が生じるためである。立体映像

にすることで、本来ダイナミズムを感じさせる広視野映像が、逆にそれを欠いてしまう

結果をおこしてしまう。しかし、至近距離のダイナミックな表現を可能とする広視野映

イメージを取り入れることで、立体映像のショットの印象を効果的に強めることも可能

であると考える。本研究では視野角に合わせて立体映像の設定を変更することで、鑑賞

者に、至近距離で立体映像を見る感覚を与えることができるかを検証する。こうした表

現技法が効果的であるかを検証することである。 

第 3章において制作した、豊前岩戸神楽の S3D映像コンテンツを、神楽の持つダイ

ナミックさを損なわずに鑑賞してもらうためには、広視野で舞台の至近距離からとらえ

た迫力ある立体映像が不可欠であると考えている。実際に、立体映像の上映会で行った

鑑賞者へのアンケート評価では、舞台そでからの広視野立体映像に対する評価が高かっ

た。しかし現状では、標準画角の立体映像と超広画角の立体映像の混在したコンテンツ

を、サイズやアスペクトの固定されたスクリーンに投影しており、標準視野に比べて広

視野の被写体が小さく感じたという意見も聞かれた。 

立体映像における観視距離の擬似的変位による 

場面強調の提示技法の検討 

-豊前岩戸神楽の立体映像コンテンツ制作を通して- 
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奥行き情報をもつ両眼立体視 S３Dによる映像提示の場合、広視野角の近接距離のイ

メージと標準視野角の離れた距離からのイメージを同じサイズ、アスペクトで提示した

場合、「間近で見ている感覚」が得られにくいのではないか。 

また標準画角と超広画角の映像を編集した立体映像コンテンツにとっては、サイズや

アスペクトを固定した表示方法は適していないのではないかと考える。 

広視野角で至近距離で撮影した映像は標準視野角のそれより鑑賞者に近く提示する

ことによって「近接距離でみている感覚」がより強調できるのではないかと考える。 

しかし、実物のスクリーンを瞬時にして前後移動させることは、現実的ではない。そ

こで本章では、立体映像の特性を生かし、S３Dイメージそのものを疑似スクリーンと

して立体空間に配置し、カットの条件に合わせて奥行設定を変位させて提示することで、

ステージそばで見ている感覚を強調させることができるのかを検証した。 

 

2. 本章に関する先行研究・先行事例 

立体映像の中に立体映像を配置する、といった表示手法に関する研究は見られない。

立体映像作品では、Encounter in the Third Dimensionという IMAXフォーマットの

立体映像作品において、部屋（立体表示）の中に、立体モニターが置かれ、その空間（部

屋）から、立体モニターに表示された立体映像の世界の中に飛び込んでいく、というシ

ーンがある（図 1）。 

 

 
図 1	  Encounter in the Third Dimension 

ここでは、実体のスクリーンに構築された立体の空間内に、さらに擬似的に立体映像

が配置されることによって、鑑賞者は２つの奥行情報を持つ立体映像を同時に見ること
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となり、奥行き感がより強調される。しかし、仮想の立体モニターの周辺、部屋の中に

は多様な立体物、要素が配置されているため、長時間鑑賞すると視覚的な疲れが発生し

やすくなると考えられる。本研究における提示手法では、鑑賞者に注視させる立体映像

は、“擬似スクリーン”であり、それをとりまく周囲の環境は、奥行き感の把握、とい

う 低限の視覚情報のみである。そうすることで、長時間でも疲労しない２つの奥行情

報を持つ立体映像の提示が可能であると考えた。また Encounter in the Third 

Dimensionでは、一連の動きがつながっているひとつのショットで構成されており、基

本的に本研究の提示手法とは表現方法が異なる。 

本手法においては、擬似スクリーン自体がショットの切り替えに合わせてその位置を

変化させている。 

ここで考えられるのが、ショットごとに見た目の大きさが変化するため、モンタージ

ュとしての、ショットの繋がりやシーンとしてのまとまりを認識できなくなる可能性で

ある。しかし、擬似的な奥行き情報が付加され、スクリーンが近づいてきた、という感

覚が強調されることで、ショットのつながりを認識できると考える。 

本研究では、観視距離の擬似的変化に伴う場面強調の効果について検証するだけでな

く、映像コンテンツを制作する上で重要な、モンタージュの観点から、観視距離の違う

ショットのまとまり（シーン）が、モンタージュとして認識されているかどうかの検証

も行う。 

尾藤らの研究では、立体映像における鑑賞者の絶対定位について分析を行っている70)。

これは、ある位置において撮影された立体映像から、別の位置で撮影された立体映像が

切り替わった場合、鑑賞者があたかも自分の鑑賞位置が瞬時にして変更されたと感じて

いるかどうかの検証であった。このような実験においては、スクリーンに表示される立

体映像は固定されているため、撮影条件や提示条件によって、鑑賞者自身が受動的かつ

擬似的に映像に含まれる環境にあわせて自分の鑑賞位置が変わってしまうという感覚

が生じてしまうことが考えられる。しかし本研究においては、立体映像を提示している

スクリーンそのものを移動させるため、鑑賞者が感じるであろう鑑賞位置の変更の感覚

を減らすことができるのではないかと考える。 

 
 

                                            
70)「尾藤峯夫他，複数カメラによる立体番組制作の検討，映像情報メディア学会技術報告, 21.64 巻, pp.1-6, 1997  
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3. 本提示手法の概念 

通常、S3D 映像はスクリーンに提示された映像そのものが奥行のあるものとなって

いるが、本研究においては、立体映像で構成される空間内に、さらに立体映像を提示し

ているスクリーンを配置するという 2段構造になっている。 

この表示手法の設定の流れは、まず擬似スクリーンに表示されるメインの立体イメー

ジを、通常の立体映像の編集のように、右眼、左眼それぞれ同期した映像編集を行う。 

実際のスクリーンには、擬似スクリーンを含めた周辺の環境全体の立体映像を表示す

るため、仮想の立体空間を構築し、その中に擬似スクリーンを配置する。レンダリング

は、仮想のステレオカメラを用いて、右眼カメラには擬似スクリーンの右眼の映像をレ

ンダリングさせ、左眼カメラには、同じく左目の映像をレンダリングさせることで、立

体空間の中にさらに S3D映像を配置するというイメージとなる（図 2）。 

 
図 2 Concept of “Pseudo-screen in S3D space” display method 

 
4. 実験①：擬似スクリーンに最適な表示パターンの検証 

立体映像の中に立体映像を配置する場合、疑似スクリーンと周辺の立体空間の視覚的

情報はどのようなパターンが適切なのか。まずこの提示手法に適した、擬似スクリーン

周辺の奥行情報を認識させるためのパターン設定について検証することとした。 

 
4.1. 実験①における刺激映像の設計 

注視させる映像は、疑似スクリーンに表示されている S3D イメージである。周囲の

視覚情報に関しては、Encounter in the Third Dimensionのように、周囲の立体要素
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を多くすると見づらくなることが考えられるので、奥行き感が認識できる簡素な視覚情

報とした。 

奥行を認識させるための視覚的情報は、いくつかのパターンが考えられるが、線遠近

法をベースとした、単純な線や面による奥行き表現が本手法に適していると判断した。 

本手法においては、3通りの奥行き情報を設定した。 

1) pseudo-screen を奥行きの起点として、スクリーンのエッジ（あるいはコーナー）

から線（あるいは面）が手前に拡張している奥行き表現（LD、PD） 

2) pseudo-screenの前後に空間が展開されている表現（EW,	 SP） 

3) pseudo-screenのみがブランクの空間に配置されている表現（NB） 

これらの設定から、5パターンの視覚刺激を制作した（図 3）。 

疑似スクリーンに提示する映像は、実写の神楽の舞をおさめた立体映像を用いた。こ

れらの映像刺激は、アドビのアフターエフェクト 5.5およびプレミア 6.0を用いて作成

した。 

イメージ拡張型パターン 「EW」 

提示する映像の建造物等の周辺の構造物等を参考としてフレーム外にそれらの延長

線をワイヤーフレームとして簡略的に表現したパターン 

映像の中の構造物からの延長線をワイヤーフレームで表現 

直線的奥行きパターン 「LD」 

映像のコーナーを基点として、ワイヤーフレームが手前に延長している 

平面的奥行きパターン 「PD」 

提示する映像のエッジを基線としてプレーンイメージが手前に伸びている、いわゆる

筒状のものを覗き込んでいるような状態のパターン 

３D空間配置型パターン 「SP」 

３D 空間上に 低限のグラウンド認識パターンとしてのグリッドイメージを配置し、

そこに擬似立体スクリーンを配置するぱたん。 

背景無しパターン 「NB」 

周囲の奥行き情報として、何ら表示せず、擬似スクリーンの奥行きのみで表示したパ

ターン 
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Extended Wireframe Type EW	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Linear Depth Type LD 

  
Planar Depth Type PD	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Space placement Type SP 

 
No Background Type NB 

 

図 3	 映像提示刺激パターン 

 
4.2. 実験①の流れ 

実験１には、男性 10 名（平均年齢）、女性４名（平均）の日本人の大学生、合計 14

名が参加した。いずれも、立体映像の鑑賞経験があった。またいずれも、両眼視差によ

る立体映像を認識できていた。実験は、映写スタジオにて照明を消した状態で行った。 

実験に使用した機器 

・Macbook Pro 

・Brackmagic Design Intensity 

・BenQ SP890 4000 Lumens DLP HD Projector 

・偏光フィルタおよび偏光眼鏡による両眼立体視方式 
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パターンの印象評価実験には、一対比較法を用いた。5つのパターンから、2つのパ

ターンを一組として、パターンから、2パターンを１対（先行をＡ、後続を Bとした）

として、各パタンを 10秒づつ提示した。提示した刺激映像は無音状態である。 

各パターンを提示する前に、先行のパターンに A、後続に B と識別用のテロップを

４秒提示した。５つのパターンを、前後の順序も含めすべて組み合わせて比較実験を行

った（合計 20ペア）。先に提示した刺激（A）と後の刺激（B）について「奥行」「見た

目の大きさ」「見やすさ」の３つの要因について５段階の評価尺度（どちらでもない−と

ても感じる）を用いて被験者に評価させた。評価尺度は日本語で表示した（図 4）。 

 
図 4	  Evaluation sheet for experiment 1 

 

4.3. 実験①の結果分析および考察 

集計したデータをもとに、評価点によるランク付け、および分散分析を行った。（要

因Ａ：表示パターン）分散分析の結果、「visibility」「depth」ともに危険率 1パーセン

ト以下で有意差がみられた。「visual size」に関しては有意差が見られなかった（図 4）。 

要因「visibility」「depth」ともに、ＥＷ、ＬＤ、ＰＤは評価が高かった。特にＥＷに

関しては、擬似スクリーンの前後に拡張される建物のワイヤーフレームに、奥行きを感

じた被験者は多く、評価点も高かった（図 5）。 

一方で、ＳＰ、ＮＰは評価がかなり低かった。理由として、ＳＰの場合は、３Ｄ空間

にスクリーンが浮かんでいるように見えて、違和感があったという意見が多かった。 

ＮＰに関しては、周辺の奥行き情報がない為に、擬似スクリーンがどこに位置してい

るのか判断できなかったという意見が多かった。視覚的な違いとして、ＥＷ、ＬＤ、Ｐ

Ｄは擬似スクリーンを基点としてワイヤーフレームや平面が拡張しているので、奥行き

の把握がしやすかったと考えられる。 

以上のことから、ＥＷ、ＬＤ、ＰＤの 3つのパターンが、本研究の提示手法に適して

いると判断し、次の実験に用いることとした（ＳＰ、ＮＰは除外）。 
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図 4	  Analysis of variance table (“visibility” and “depth”) 

 

 
図 5	  ranking by evaluation point 

 
5. 実験② 擬似立体スクリーンによるシーン表現の効果検証 

印象評価の対象となる映像刺激は、次の実験では、本手法に適していると判断された

イメージ拡張型パターンＥＷ、直線的奥行きパターンＬＤ、平面的奥行きパターンＰＤ

を用いた。 

 

5.1. 実験②における刺激映像の設計 

各パターンとも、実際のスクリーンをゼロ視差とした奥行き空間に擬似スクリーンを

配置した。標準視野映像をショット１とし、それに続く広視野映像をショット 2 とし

て、一つのシーンを作成した。擬似スクリーンの位置設定は、ショット２の場合は、ゼ

ロ視差の位置、すなわち実際のスクリーン位置に置き、ショット１は、実際のスクリー

ンよりも奥に配置した。これにより、ショット１からショット２に切り替わるとき、ス

visibility ** p<0.01

Source SS df F
betw een 6.31644 4 11.84333 **

w ithin 5.33333 40
total 11.64977 44

depth ** p<0.01

Source SS df F
betw een 5.86666 4 7.14285 **
w ithin 8.21333 40
total 14.08 44
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クリーン自体が鑑賞者に接近したような感覚を与える。 

また広視野映像と標準視野映像の奥行き位置の差の違いが、ショットの印象にも影響

を与える可能性も考慮し、標準視野映像の奥行き位置を 2つ設定した（図 6）。 

よって、各パターンとも、標準映像の奥行き設定が異なるシーンが 2つ、合計６つの

シーンが実験刺激として作成された。作成した手順は、第一実験１と同様である。 

シーンの構成は、全刺激ともショット１が 10秒、ショット２が 10秒の合計 20秒と

した（図 7）。 

 
図 6	  concept of experiment 2 

 
図 7	 Visual stimuli for experiment 2 



付録資料 − 1 | 180  
 

5.2. 実験②の流れ 

実験 2には、男性 15名（平均年齢）、女性 5名（平均）の日本人の大学生、合計 20

名が参加した。いずれも、立体映像の鑑賞経験をもっている。またいずれも、両眼視差

による立体映像を認識できていた。実験は、映写スタジオにて照明を消した状態で行っ

た。 

実験室および、実験に使用した機器は、第一実験と同じである。 

映像刺激の印象評価実験には、一対比較法を用いた。6つの刺激から、２つの刺激を

1ペアとして、先行をＡ、後続を Bとして、各シーンを 20秒提示した。提示した刺激

映像は無音状態である各タイプを提示する前に、先行のタイプに A、後続に B と識別

用のテロップを４秒提示した。6つのタイプを、前後の順序も含めすべて組み合わせて

比較実験を行った。（合計 30ペア）ランダム提示で、15回を 1セッションとして、休

憩（２分）を挟んで 2セッション行われた。 

実験 2では、視野角の変化にあわせて位置を変化させる擬似スクリーンのショットの

組み合わせによって、鑑賞者からの観視距離が変化し、それがショットおよびシーンの

強調につながっているかを検証する。 

先に提示した stimuli（A）と後の stimuli（B）について、以下の５項目について 5

段階の評価尺度（どちらでもないーとても感じる）を用いて被験者に評価させた。評価

尺度は日本語で表示した（図 8）。 

１「visibility」：当該表示手法が、見やすかったか 

２「close-up」：広視野のショットで pseudo-screen の位置が手前に切り替わったと

き、鑑賞者が近くで見ている印象を受けたか 

３「montage」：モンタージュとしてのショットの意味的まとまりがあったか 

４「depth」：pseudo-screenの位置を含め、鑑賞者が奥行きを認識しているか 

５「size」：被写体の大きさに違和感を感じたか 

 
図 8	  Evaluation sheet for experiment 2 
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5.3. 実験②の結果分析 

集計したデータをもとに、評価点によるランク付けと分散分析を行った（図8, 図9）。 

全ての評価項目において、要因Ａ表示パターンと要因Ｂ奥行き位置との相互作用は認

められなかった。「visibility」および「montage」については、要因Ａおよび要因Ｂと

もに有意差が認められなかった。 

「close-up」については、表示パターンにおける水準間の有意差 level がみられた。

奥行き位置の水準間の有意差は認められなかった 

「depth」については、奥行き位置における水準間の有意差が見られた。表示パター

ンにおける水準間の有意差は認められなかった。 

「size」については、表示パターンにおける水準間の有意差がみられた。奥行き位置

の水準間の有意差は認められなかった 

 
図 8	  Analysis of variance table (“close-up”, “farness” and “size”) 

 

 

 
図 9	  Ranking with average scores 

 
 

closeup *p<0.05

Source SS df F

Factor 1 1.63 2 3.53111 *
Factor 2 0.00375 1 0.01624

interaction 1.39 2 3.01119

depth * p<0.05

Source SS df F

Factor 1 0.07583 2 0.13817

Factor 2 1.17041 1 4.2651 *
interaction 0.00583 2 0.01062

size * p<0.05

Source SS df F

Factor 1 1.21583 2 3.24318 *
Factor 2 0.66666 1 3.5566

interaction 0.28583 2 0.76244

rank average score visibility close_up m ontage depth size
1 LD 2 0.66 LD 2 PD 1 LD 2 EW 1 LD 2
2 LD 1 0.64 LD 1 LD 1 PD 2 LD 1 PD 2
3 P D 1 0.5825 PD 2 LD 2 PD 1 PD 1 LD 1
4 P D 2 0.55 PD 1 EW 1 LD 1 EW 2 EW 2
5 EW 1 0.525 EW 2 EW 2 EW 2 LD 2 EW 1
6 EW 2 0.49 EW 1 PD 2 EW 1 PD 2 PD 1

farness 
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5.4. 考察 

「visibility」については、有意差は認められなかったもの、評価点によるランキング

では、実験１と同様に、パターンＬＤで構成するシーンが評価が高かった。単純な線で

パースペクティブを表現したパターンが、ショットのつながりにおいても見やすいとい

うことが考えられる。 

「montage」についても有意差は認められなかったが、実験において口頭によるイン

タビューも行ったところ、被験者全員が、いずれのシーンタイプに対しても、ショット

１とショット２のつながりにモンタージュとしてのつながりに違和感を持っていない、

ということが分かった。異なるスクリーンサイズによるショットのつながりであっても、

モンタージュとしてのまとまりはあるということが考えられる。 

「close-up」については、パターンＰＤ1 が も評価がたかく、パターンＬＤ２が続

いた。 

奥行き位置が長い（遠い）ほど、ショット１からショット 2 に切り替わったときに、

スクリーンがより近づいたように感じられるということが考えられる。 

また「depth」についても、ＥＷ１、ＰＤ１、ＬＤ１が評価が高いことから、擬似ス

クリーンの位置が奥行き感に影響を及ぼしていることが分かった。 

一方で、「size」については、ＰＤ１がもっとも低かった。スクリーンが近づいたとも

っとも認識できたパターンであるが、被写体の大きさの違和感生じた結果となった。結

果として、擬似スクリーン位置が離れすぎても、パターンによっては被写体の大きさの

変化に影響を及ぼしかねないことが分かった。また総合平均点をみると、ＬＤ１、２が

高く、このことから、擬似スクリーン周辺は、パースペクティブが 低限認識できるよ

うな視覚的情報を用いたほうが見やすいことが分かった。 

 
6. まとめ 

結論として、立体映像において観視距離を擬似的に変化させる本技法は、擬似スクリ

ーンの位置を認識させるための、周辺の奥行き情報については、擬似スクリーンの立体

映像に注視させる為にはワイヤーフレーム等で構成された 低限のパースペクティブ

表現が適していることが分かった。また擬似スクリーンの位置の変化は、モンタージュ

としてのショットのつながりに影響を及ぼさないことも分かった。このことから立体映

像コンテンツ制作において本技法の適用は効果的であると考えられる。しかし、被写体

サイズの統一感に影響を与える為、擬似スクリーンの奥行き位置の設定について今後再
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度検討する必要があると考える。 

また、本研究は擬似スクリーンのアスペクトを固定したままで、奥行き位置を変化さ

せることで近くで見ている感覚を与えられるかを検証するにとどまった。 

被写体の大きさに違和感を感じた原因は、単純なスクリーンの移動による見た目の大

きさの変化によるものとも考えられる。スクリーンが奥に移動すれば、画面上の見た目

の大きさは縮小する。 

これを解決するために、アスペクト比の変更による効果についても検証する必要があ

る。広視野で収録された映像は、ひずみが発生するが、その歪みを修正すると、標準よ

りもワイドアスペクトに変わる。標準と広視野で、スクリーンの形状が変化する、とい

うことである。奥行き位置の変化は 小限にとどめ、水平視野を広げることで、よりダ

イナミックさを強調できると考えられる。 
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第２章における各資料 
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第２章における撮影実験で採用した S3D カメラシステム 

 
Panasonic AG-HPX375 ステレオリグ 

2010 年に発売された、パナソニック独自の記録技術 P2 メモリを採用した Full HD

カメラレコーダーである（図 1）。イメージセンサに 1/3 Full HDピクセルU.L.T撮像

素子を採用し、ハイエンドカメラに迫る高感度、高画質を実現している1)。ショルダー

タイプだが、コンパクトで軽量なため、機動力がある。ハンディタイプよりもサイズは

大きいが、2011 年当時は、ハンディタイプで高画質を実現できるカメラレコーダーが

なかったため、画質優先で本機器をステレオ撮影に採用した。軽量ではあったが、ショ

ルダータイプのカメラであるので、構築したステレオリグも堅牢な仕様に設計した。本

ステレオリグの構成図と使用状況を以下に示す（図 2）。 

 
図 1	 panasonic AG-HPX375 

 
図 2	 panasonic AG-HPX375 ステレオリグ 

本カメラは並列した際のステレオベースが 170 ㎜と広いため、遠景の撮影のみに使

用した。 

                                                
1) http://panasonic.biz/sav/p2/ag-hpx375/ （2014.9 参照）  
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Panasonic AG-3DA1 

2010 年に発売された、世界初の一体型二眼式 FullHD３D カメラレコーダーである
2)。入念な調整作業を必要とするステレオリグで構築された S3D 撮影システムよりも、

本機器はレンズ、カメラヘッド、記録部が一つのボディに一体化しているため、調整が

しやすく高い機動力を有する（図 4）。 

ステレオベースは 60㎜で、カメラから近い距離の被写体は 2.9メートルまで可能で

あるので、近接撮影を中心に使用した。 

 

 
図 4	  panasonic AG-3DA1 

AG-HPX375ステレオリグに関しては、まず機動力に問題がある結果となった。沖ノ

島は、その内陸部においては起伏が激しく、ステレオリグからカメラを外して移動する

必要があった。撮影ポイントに到着後、カメラを装着し立体調整を行う作業が発生した

ために、予定していた撮影項目を省略せざるを得なくなった。また、カメラ 2台の同期

を取るための機構がなかったため、ズームは当然不可能で、Recボタンを手動で同時に

押すために同期が取れず、編集過程での調整が必要となるといった制約が発生した。ま

たシステムのサイズにより、撮影場所やカメラワークに制約が多い点も問題となった。 

AG-3DA1カメラレコーダーにおいては、上下の光軸ずれ、回転ずれ、画角ずれに関

しては、二眼一体型であるために解消できており、撮影ポイントでの立体設定が容易に

進めることができた。近接撮影の限界が 2.9ｍであったため、オオタニワタリなど、あ

る程度大きさのある植物に対しては、距離をおいて効果的な立体撮影が行えたが、20－

30cm程度の小さな植物に対しては、さらに接近した撮影が必要となるため、本機器で

はサイズがルーズになるなど立体感を出すのが困難であった。また、広角側が 47.1mm

と狭く、島内に展開する原生林を広いイメージで捉えることが困難あり、課題も残った。 

                                                
2) http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn100107-3/jn100107-3.html （2014.9 参照）  
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2011年は、小型で高画質、高感度の記録が可能な、ハンディタイプの業務用 Full HD

カメラレコーダーが市場に登場した。第一次撮影実験における課題を踏まえ、機動力が

あり、かつ立体調整の容易なハンディタイプのカメラを用いたシステムについて検討し、

ステレオリグを新たに構築した。また S3D 撮影において重要な設定項目である記録時

の同期、そしてズーム等の同期したレンズ操作を可能とするコントローラも構築した。 

 
Canon XA10 ステレオリグ 

放送用カメラレンズの高画質技術を応用した高品位レンズを採用した Full HD のハ

ンディ型カメラレコーダーである。小型ながらも高解像度、また広角端が 30.4mm と

いった放送用レンズに近接した広い画角を実現した、業務ユース対応のハイエンド機と

なっている（図 5）3)。 

 
図 5	 canon XA10 

ステレオリグの構築にあたり、以下の事項を満たすものとした。①カメラ本体とリグ

を完全に固定し、持ち運びを用意にする（メモリの差し替えも固定したまま行えるよう

にする）②カメラに搭載されたモニタを左右とも確認できるようにする③可能な限り

ステレオベースを短くする以上の設定次項から、右側のカメラを上下逆に配置し、リグ

を構築した。XA10の記録モードには上下左右を反転して記録できるモードがあるため、

ステレオ撮影には支障はない。ステレオベースは 72㎜となり、約 3m以上の近接、中

距離撮影用に用いた。 

また第一期の撮影実験で明らかになった、左右のカメラの同期について、XA10に付

属の赤外線方式のリモコンを用いて、リモコンからの発光部に、光デジタルのオブチカ

ルケーブル端子を分岐させる形で 2 本配置し、左右のカメラのリモコン受光部に接続

させた。これにより、記録開始、終了の完全な同期がとれるだけでなく、ズーミングの

同期したレンズワークも可能になった（図 6、図７）。 

                                                
3) http://cweb.canon.jp/prodv/lineup/xa10/hi-quality.html （2014.9 参照）  
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図 6	 canon XA10	 ステレオリグ	 撮影状況 

 
図 7	 canon XA10	 ステレオリグ	 構成図 

また赤外線撮影にも対応しており、暗所撮影を可能にするモードを搭載している。鳥

獣保護区でもある沖ノ島は、オオミズナギドリの繁殖地でもある。オオミズナギドリは、

巣作りは樹木の上でなく地表に巣穴を掘り、親鳥は日も上がらない未明から餌を求め海

に出て行くが、地表から飛翔することができず、樹木に這い登って枝から滑空する形で

飛び立つ。こうしたオオミズナギドリのユニークな生態を記録するためには、暗所で威

力を発揮する赤外線撮影が必要となる。本機器はその撮影にも適しており、さらに赤外

線による立体撮影という、他に例をみない撮影を行うことができた。後述する canon 

XF105についても、赤外線による暗所撮影が可能であるため、2システム体制でオオミ

ズナギドリの生態撮影を遂行した。 

	  
Canon XF105 ステレオリグ  

XF105も、XA10と同じく、放送用カメラレンズによる高画質技術を応用した、高解

像度、高感度の FullHDカメラレコーダーである（図 8）4)。1/3インチ、207万画素の

撮像素子を使用し、ハイビジョン映像と同じ画素数で撮影するため、リサイズ処理が不

要となり、解像度の低下を抑えられる。ダイナミックレンジも拡大し、階調表現力が向

                                                
4) http://cweb.canon.jp/prodv/lineup/xf105/usability.htm （2014.9 参照）  
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上した。また S3D 撮影を意識した設計で、光軸調整機能を搭載している。2 台のカメ

ラ間に生じる光軸のズレを、カメラの設定で行うことができる。また先述のように、赤

外線による暗視撮影も可能である。本機においては並列によるステレオリグを用いた

（図 9）。（レッドロックマイクロ）ステレオベースは 120mmとなり、被写体から 5m

以上の中距離－遠距離撮影に用いた。本リグにおいても、光学リモコンを使用した、オ

プチカルケーブルを経由した 2台同時操作によって、左右映像の完全同期、およびズー

ム操作を可能とした（図 10, 図 11）。 

 

 
図 8	 canon XF105	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 9	 redrockmicro マイクロ 3Dステレオリグ 

 
図 10	 canon XF105ステレオリグ	 撮影状況 

 
図 11	 canon XF105ステレオリグ	 構成図 
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Sony HXR-NX3D1J 

Full HDの S3D撮影が可能な一体型二眼式カメラレコーダーの中では 小クラスの

本機は、ステレオベースが 31mmで、 短 80cm（広角端）まで被写体に接近して S3D

撮影を可能としている（図 12）5)。総質量が 1.2kgのハンディサイズで、撮影困難な場

所でも活用できる6)。カメラに装着されたモニタは、3.5インチの視差バリア式裸眼 3D

液晶パネルで、撮影しながら奥行きの確認が容易にできる。 

本機では、その特性を活かし、植物やカメラの設置が困難な狭小地における、1m程

度の近接距離の撮影中心に行った（図 13）。 

 

 
図 12	 sony HXR-NX3D1J 

 
図 13  sony HXR-NX3D1J	 撮影状況 

 
 

  

                                                
5) http://www.sony.jp/nxcam/products/HXR-NX3D1J/ （2014.9 参照）  
6)世界遺産 3D においては、⽔中撮影で活⽤された   
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海の道むなかた館来場者状況 

 

海の道むなかた館	 3Dシアターにおける鑑賞者数 

平成 25年度	 集計分 

 
A「聖なる島 沖ノ島 -大陸と日本をつなぐ生命線-」 

B「人々の信仰と祈り 宗像大社の神事」 

C「太古の姿をそのままに 沖ノ島の自然」 

本研究の調査対象とした Aの視聴回数が多数である 
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沖ノ島 S3D コンテンツの鑑賞者に対するアンケート調査に使用したシート 

 
  

沖ノ島　３D映像上映に関するアンケート（実写）

以下の質問の、該当する部分に○印を記入してください

1.　３D（立体映像）を見るのは初めてですか？

2.　この立体映像を見て、映像が飛び出して見えたり、奥行きを感じたりしましたか？

例

①　はい　　　　　　②　いいえ

「はい」と答えた方に質問です。　どこで見ましたか？（複数回答も可）

①映画館　　②博物館などの展示館　　②テーマパーク　③ゲームセンター　④携帯電話
⑤携帯ゲーム　⑥パソコン　⑦その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

わからない あまり思わないまあまあ思う まったく思わないとても思う

年齢（　　　）歳　　性別（　□男　□女　）

再生コンテンツ

九州大学　大学院芸術工学研究院　石井研究室ご協力、ありがとうございました

わからない あまり思わないまあまあ思う まったく思わないとても思う

わからない あまり思わないまあまあ思う まったく思わないとても思う

わからない あまり思わないまあまあ思う まったく思わないとても思う

わからない あまり思わないまあまあ思う まったく思わないとても思う

まあまあ思う

3.　沖ノ島や宗像大社など、現地の様子を感じることができましたか？

4.　沖ノ島や宗像大社などを知る上で、この立体映像は有効だと思いますか？

感じたとこたえた方に質問です。
どのような映像（動きや場面など）に感じましたか？　思い当たることをお書きください。

6.　立体映像を見て、目の疲れや気分が悪くなるなど感じましたか？

5.　機会があれば沖ノ島関連の他の立体映像も見たいと思いますか？

A ( 沖ノ島紹介 )  　　　B ( 宗像大社の神事 ) 　 　　C ( 沖ノ島の自然 )　

実写用
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沖ノ島 S3D コンテンツの鑑賞者に対するアンケート調査における自由記述まとめ 

 
自由感想（評価用紙への記述、口頭インタビューによる） 

 
・大変面白かったです 

・画像とてもきれいでした。 

・立体的で自分がその場にいるように感じた。 

・音が大き過ぎる 

・画像の解像度がもう少し細かいほうがよい 

・臨場感あってよかった 

・絵が観客の目の前まで飛び出してくるような感覚の映像が見たいです 

・気分が悪くなった 

・鳥や波（海の泡）等、3Dを強調する映像で、島に直接関係の無いものはあまり必

要ないと思います 

・立体感と躍動感を体感した 

・実際には見ることができない島内の様子が、平面より 3Dでよりリアルに感じよか

ったです。 

・人物などが小さめに感じた 

・割とゆっくりでよかった 

・昔々、立体映画（？）が出始めた頃に映画から動物などが飛び出してくるような感

じたときにほんの少し酔っ払ったような気分でしたが今回は大丈夫でした 

・少し違和感 

・建築物や鳥の飛んでいるところは非常に立体的だと思う 
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第３章における撮影実験で採用した S3D カメラシステム 

 
ソニー PMW-TD300 

撮像素子に 1/2 型３CMOS センサーを左右の記録部に搭載し高い解像度とともに、

好感度、低ノイズ、広いダイナミックレンジを実現した、一体型二眼式のカメラレコー

ダーである70)。左右レンズのフォーカス、ズーム、アイリス動作を連動させて操作する

ことができ、裸眼３D液晶ビューファインダーを搭載し、過度な視差量に対して警告表

示されるなど、スムーズな立体撮影が行えるための機能を備える。コンバージェンスポ

イントは、45 ㎜となっており、被写体にも 1.2 メートルの距離まで接近して撮影する

ことが可能である（図 1）。 

 
図 1	 sony PMW-TD300 

	

Sony HXR-NX3D1J 

前章における沖ノ島の S３D 映像コンテンツ制作時に使用した機器と同様のものを

本撮影実験でも採用した。 

 
	 	

                                            
70) http://www.sony.jp/xdcam/products/PMW-TD300/feature_1.html	 （2014．10参照）．  
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豊前神楽 S3D コンテンツの鑑賞者に対するアンケート調査に使用したシート 

	

	 	

京築神楽　３D映像上映に関するアンケート

1.　３D（立体映像）を見るのは初めてですか？

3.　立体映像が飛び出して見えたり、奥行きを感じたりしましたか？

①　はい　　　　　　②　いいえ

2.　実際に神社などで神楽を見たことがありますか？ ①　はい　　　　　　②　いいえ

わからない まあまあ見えたあまり
見えなかった よく見えたぜんぜん

見えなかった

年齢（　　　）歳　　性別（　□男　□女　）

九州大学
大学院芸術工学研究院

4.　実際に神社に行って神楽の奉納を見ているような感覚をもちましたか？

わからない まあまあ感じた よく感じたぜんぜん
感じなかった

あまり
感じなかった

5.　立体映像を見ていて目の疲れ、気分が悪くなるなど感じましたか？

感じたと応えた方に質問です。
どのような映像（動きや場面など）に感じましたか？　思い当たることをお書きください

わからない まあまあ感じた よく感じたぜんぜん
感じなかった

あまり
感じなかった

6.　機会があれば今後も神楽の立体映像を見たいと思いますか？

わからない まあまあ思う よく思うぜんぜん
思わない

あまり
思わない
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豊前神楽 S3D コンテンツの鑑賞者に対するアンケート調査における自由記述まとめ 

	

自由記述	 (原文のまま) 

・大変良かったと思います	

・実際、黒土で見るためか、よく分かります。すいません	

・よく神楽を見に行きます。	 盆神楽は素晴らしく技術のいる神楽だと思いますが大

変良かったです。湯立ては毎年神社に見に行きます。	

・カットによって質感が違うのが気になる（色み、シャッタスピードなど）奥行きの

ある面はとても効果的に感じる（気前に柱や人を配置してる絵など）今後も研究が

んばってください！ 

・とても面白くみました。神楽が好きになりました。 

・たのしかった。 

・湯立て神楽がおもしろかった 

・剣の舞がすごかった 

・前、中央の人などが特にうき出て見えた 

・ぼんかぐらとてもステキでした。スバらしい曲芸です。有がとうございました 

・近づかないと 3Dを感じられないのが残念です。大きな画面だったら面白いと思い

ます。どうしても映画館の 3Dのイメージで目に入っているんで、はく力が少し・・・

という感じでした。 

・もう少しスクリーンが大きければ迫力を感じるかも 

・神社で神楽を見たくなりました。現場では、わからない細かい所がわかって、良か

ったです 

・実際に見ている様な迫力があった。 

・大蛇等が立体的で迫力が感じられた。全体的に集中力と迫力を感じて良かった 

・実際に実物を見ている様なさっかくを思える様でした。有難う御座いました。 

・どれもすばらしかったがお盆にお米を入れて廻ってさま、すばらしい綱渡りのさま 

・昔（50 年前）アメリカ映画で南太平洋のパノラマ（メガネ付）をみた時を思い出

しました。今と全く 3Dはメカから異なると思いますが今の３Dの方が良いと思う 

・あまりみらないおにを見れてよかった。 

・もう少し立体があればよかった！！ 
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・すごく迫力があり面白かった。人物がやや小ぶりに見えたのは何故でしょう 

・居間の神楽は 3Dを感じたが夜の神楽はそこまで・・・。だけど大蛇は飛びでた感

じが出て印象に残った。 

・臨場感溢れる映像でとても良かったです。また見たいです。 

・ヘビの口から火が出てる（千歳）。すごいね。実際に見ている以上に、きれいで、

奥行きもはっきり見えてビックリした。 

・見どころある場面ばかりでとてもいい体験ができました。ありがとうございました。

湯立神楽が良かったです。 

・盆神楽やおろちがでる神楽など楽しく見ました。 

・手前にいる人が 3Dに見えてはくりょくがありました 

・奥よりも手前の画像はすぐ近くに見えて迫力があった。とてもよかった。実際より

近くで感じた。 

・奥行きがあってよかった 

・目の前で演じていると思った 

・神楽の説明を流す時間が短かったので少し長くしたほうが、よく分かると思う 

・すばらしかった 

・面目の前の方におどる人が来たときや刃などが前の方に来たときおろちが出た感

じがした。 

・前面に来た時などすごく立体を感じました。良かったです。 

 

 
	



付録資料 − 4 | 199  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

付録資料 – 4 
 
 

第４章における各資料 
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第一回呈示実験、第二回呈示実験で使用した評価シート 

 

 

実験評価表

2018

この実験は、スクリーンに表示される映像の「好み」や「奥行き感」がどのように変化す
るのか、を調べようとするものです。
皆さんの理解力を測るものでなく、正解や不正解はありませんので、見て感じたまま応答
してください。

これから映像サンプルを２つずつ呈示していきます
先に表示された映像（A）と次に表示される映像（B）について下記の質問で【どちらが
どの程度感じた】のか、そのレベルに○印を記してください。

A

3

B
好ましさ

例

どちらでもない やや
感じた

やや
感じた

とても
感じた

とても
感じた

A B
空間的な広がり

どちらでもない やや
感じた

やや
感じた

とても
感じた

とても
感じた

科研 C

No

年齢

視力

性別 男

歳

女

裸眼 コンタクト

立体映像の鑑賞経験 ある ない

A

1

B
好ましさ

どちらでもない やや
感じた

やや
感じた

とても
感じた

とても
感じた

A B
空間的な広がり

どちらでもない やや
感じた

やや
感じた

とても
感じた

とても
感じた

A

2

B
好ましさ

どちらでもない やや
感じた

やや
感じた

とても
感じた

とても
感じた

A B
空間的な広がり

どちらでもない やや
感じた

やや
感じた

とても
感じた

とても
感じた

A

3

B
好ましさ

どちらでもない やや
感じた

やや
感じた

とても
感じた

とても
感じた

A B
空間的な広がり

どちらでもない やや
感じた

やや
感じた

とても
感じた

とても
感じた

A

4

B
好ましさ

どちらでもない やや
感じた

やや
感じた

とても
感じた

とても
感じた

A B
空間的な広がり

どちらでもない やや
感じた

やや
感じた

とても
感じた

とても
感じた

A

5

B
好ましさ

どちらでもない やや
感じた

やや
感じた

とても
感じた

とても
感じた

A B
空間的な広がり

どちらでもない やや
感じた

やや
感じた

とても
感じた

とても
感じた

A

6

B
好ましさ

どちらでもない やや
感じた

やや
感じた

とても
感じた

とても
感じた

A B
空間的な広がり

どちらでもない やや
感じた

やや
感じた

とても
感じた

とても
感じた

A

7

B
好ましさ

どちらでもない やや
感じた

やや
感じた

とても
感じた

とても
感じた

A B
空間的な広がり

どちらでもない やや
感じた

やや
感じた

とても
感じた

とても
感じた

A

8

B
好ましさ

どちらでもない やや
感じた

やや
感じた

とても
感じた

とても
感じた

A B
空間的な広がり

どちらでもない やや
感じた

やや
感じた

とても
感じた

とても
感じた

A

9

B
好ましさ

どちらでもない やや
感じた

やや
感じた

とても
感じた

とても
感じた

A B
空間的な広がり

どちらでもない やや
感じた

やや
感じた

とても
感じた

とても
感じた

A

10

B
好ましさ

どちらでもない やや
感じた

やや
感じた

とても
感じた

とても
感じた

A B
空間的な広がり

どちらでもない やや
感じた

やや
感じた

とても
感じた

とても
感じた
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第一回呈示実験における口頭インタビュー結果 

 

	 	 L

D L

D D P L

1

L

	 	 1 L

L

L

L

1

L

1 D

1

L

1

L

L

L

L

	

L

D D

1

L 	 	

L

L S L D

L

1 L 	 	

L

D

	 D 	 D L

L

D

L



付録資料 − 4 | 202  
 

 

P

P

P

P

P P

P

D

P

P

P



付録資料 − 4 | 203  
 

 

	

D U 1

	

U R

U

U U

U U U F3

FU L3F

F

F 5D

F

M U

D 1 U 1 U

3

L3F

R 1 3F3

1

3 U

L 1 F3FU

U U U U

U

L

U F

FU L3F F3FU

F

1 1 5D 5

1 1 U U

1 1 F D F

1 3

1 U

1 3U 1 5 M

M

U U D F

F U

U

F

U F

F F 1D U

F

U 1 U D

M 1 F3FU

UR F

F

F

M

1

F F F

F F

1 DF



付録資料 − 4 | 204  
 

 

D

M U

	

1

	 	

1

M

	 	

M



付録資料 − 4 | 205  
 

・第二回呈示実験における口頭インタビュー結果 
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第４章において開発した視線滞留時間集計アプリケーションのソースコード 
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Openframeworks のライブラリ群を使用し、Xcodeで開発 

 
#pragma once 
 
#include "ofMain.h" 
#include "ofxTrueTypeFontUC.h" 
class ofApp : public ofBaseApp{ 
     
public: 
    void setup(); 
    void update(); 
    void draw(); 
     
    void keyPressed(int key); 
    void keyReleased(int key); 
    void mouseMoved(int x, int y ); 
    void mouseDragged(int x, int y, int button); 
    void mousePressed(int x, int y, int button); 
    void mouseReleased(int x, int y, int button); 
    void mouseEntered(int x, int y); 
    void mouseExited(int x, int y); 
    void windowResized(int w, int h); 
    void dragEvent(ofDragInfo dragInfo); 
    void gotMessage(ofMessage msg); 
    void exit(); 
     
    ofVideoPlayer video; 
    ofxTrueTypeFontUC font; 
    ofxTrueTypeFontUC font1;//小さめの文字 
    ofxTrueTypeFontUC font2;//より小さめの文字 
     
    int frame; 
    int selectedObject; 
    int selectPattern; 
    int watchingTimesCheck[5][20000]; 
    float watchingTimes[5][11]; 
    float separatedWatchingTimes[20][11]; 
     
    vector<string> objectName; 
    string fileName; 
    ofImage saveImage; 
     
    ofFile saveTxt; 
    ofFile states; 
     
    string test; 
     
    bool isComp; 
     
    string AB[2]; 
    int combi; 
    vector<string> combiName; 
    vector<int> combiPattern[4]; 
    int setNum; 
}; 
 
#include "ofApp.h" 
 
//-------------------------------------------------------------- 
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void ofApp::setup(){ 
    
    //フォントをインポート 
    font.load("ヒラギノ角ゴシック W4.ttc", 20); 
    font1.load("ヒラギノ角ゴシック W4.ttc", 15); 
    font2.load("ヒラギノ角ゴシック W4.ttc", 10); 
    objectName={"選択されていません","演者１鬼","演者２神官","囃子","正面構造物","左画面","右画面","
上画面","下画面","鈴紐＆賽銭箱","正面落下物"}; 
     
    //各種文字列を設定 
    AB[0]="A"; 
    AB[1]="B"; 
    combiName={"1-1","1-2","2-1","2-2"}; 
     
    //組み合わせごとのパターン番号を設定 
    combiPattern[0]={2,4,4,5,1,3,3,5,2,3,1,4,2,5,1,2,3,4,1,5}; 
    combiPattern[1]={1,3,3,5,4,5,2,4,1,5,2,3,3,4,1,2,2,5,1,4}; 
    combiPattern[2]={2,1,4,2,5,3,4,3,5,1,3,2,5,2,3,1,4,1,5,4}; 
    combiPattern[3]={5,3,4,1,3,2,5,1,2,1,4,2,5,2,4,3,3,1,5,4}; 
     
    //各種パラメータの初期値を設定 
    combi=0; 
    frame=0; 
    selectedObject=0; 
    isComp=0; 
} 
 
//-------------------------------------------------------------- 
void ofApp::update(){ 
    //動画を更新 
    video.update(); 
    //選択されているパターンを更新 
    selectPattern=combiPattern[combi][setNum]-1; 
} 
 
//-------------------------------------------------------------- 
void ofApp::draw(){ 
    //現在のフレーム数を記録 
    frame=video.getCurrentFrame(); 
     
    //フレーム数がマイナスになっていたら 0に修正 
    if(frame<0){ 
        frame=0; 
    } 
     
    //背景色を描画 
    ofBackground(50); 
    //動画の表示領域を描画 
    ofSetColor(20); 
    ofDrawRectangle(50, 75, 600, 450); 
    ofSetColor(255); 
     
    //動画を描画 
    float viewerHeight=video.getHeight()/video.getWidth()*600; 
    video.draw(50, 300-viewerHeight/2,600,viewerHeight); 
     
    //選択オブジェクトのチェック数を計算 
    for(int j=0;j<5;j++){ 
        for(int i=1;i<11;i++){ 
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            watchingTimes[j][i]=0; 
        } 
    } 
    for(int j=0;j<5;j++){ 
        for(int i=0;i<video.getTotalNumFrames();i++){ 
            if(watchingTimesCheck[j][i]==1){ 
                watchingTimes[j][1]+=1; 
            } 
            else if(watchingTimesCheck[j][i]==2){ 
                watchingTimes[j][2]+=1; 
                 
            } 
            else if(watchingTimesCheck[j][i]==3){ 
                watchingTimes[j][3]+=1; 
            } 
            else if(watchingTimesCheck[j][i]==4){ 
                watchingTimes[j][4]+=1; 
            } 
            else if(watchingTimesCheck[j][i]==5){ 
                watchingTimes[j][5]+=1; 
            } 
            else if(watchingTimesCheck[j][i]==6){ 
                watchingTimes[j][6]+=1; 
            } 
            else if(watchingTimesCheck[j][i]==7){ 
                watchingTimes[j][7]+=1; 
            } 
            else if(watchingTimesCheck[j][i]==8){ 
                watchingTimes[j][8]+=1; 
            } 
            else if(watchingTimesCheck[j][i]==9){ 
                watchingTimes[j][9]+=1; 
            } 
            else if(watchingTimesCheck[j][i]==10){ 
                watchingTimes[j][10]+=1; 
            } 
             
        } 
    } 
     
    //選択中のセルを色付け 
    ofFill(); 
    ofSetColor(120, 50, 50); 
    ofDrawRectangle(800+selectPattern*50, 165+selectedObject*30, 50, 30); 
    ofDrawRectangle(800+selectPattern*50, 165, 50, 30); 
    ofDrawRectangle(700,165+selectedObject*30, 100, 30); 
    ofSetColor(255); 
     
    //セルの描画 
    ofNoFill(); 
    ofSetLineWidth(1); 
    ofDrawRectangle(700, 165, 350, 330); 
    for(int i=0;i<10;i++){ 
        ofDrawLine(700, 195+i*30, 1050, 195+i*30); 
    } 
    for (int j=0; j<5; j++) { 
        ofDrawLine(800+j*50, 165, 800+j*50, 495); 
    } 
    ofFill(); 
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    //インフォメーション 
    font1.drawString("組み合わせ: "+combiName[combi], 700, 100); 
    font1.drawString("現在のセット数: "+ofToString(setNum/2+1)+"-"+AB[setNum%2], 700, 130); 
    font1.drawString("ファイル名："+fileName, 50, 50); 
    for(int i=1;i<11;i++){ 
        font2.drawString(objectName[i], 710, 185+i*30); 
    } 
    for (int j=0; j<5; j++) { 
        ofDrawBitmapString("("+ofToString(j+1)+")", 810+50*j, 180); 
    } 
    for (int j=0; j<5; j++) { 
        for(int i=1;i<11;i++){ 
            ofDrawBitmapString(ofToString(watchingTimes[j][i]),805+50*j,180+i*30); 
        } 
    } 
    font1.drawString("操作方法",700,530); 
    font1.drawString("^キー：組み合わせパターンを選択", 700, 560); 
    font1.drawString("↑↓キー：前 or次のパートに進む",700,590); 
    font1.drawString("＜キー：１フレーム戻す",700,620); 
    font1.drawString("＞キー：１フレーム進める",700,650); 
    font1.drawString("］キー：10フレーム進める",700,680); 
     
    if(isComp){ 
        font.drawString("Complete!", 275, 300); 
    } 
     
    //シークバーとフレーム情報の表示 
    ofSetLineWidth(5); 
    ofSetColor(30); 
    ofDrawLine(50, 600, 650, 600); 
    ofSetColor(255); 
    ofDrawCircle(50+ofMap(frame, 0, video.getTotalNumFrames(), 0, 600), 600, 10); 
    font1.drawString(ofToString(frame), 30, 570); 
    font1.drawString(ofToString(video.getTotalNumFrames()), 630, 570); 
    //五分ごとにオートセーブ 
    if(video.isLoaded()&&ofGetElapsedTimef()>300){ 
        saveImage.grabScreen(0, 0, 1280, 800); 
        
saveImage.save(fileName+"_autoSave/autoSave"+ofToString(ofGetHours()*100+ofGetMinutes())+".jpg
"); 
        ofResetElapsedTimeCounter(); 
    } 
     
     
} 
 
//-------------------------------------------------------------- 
void ofApp::keyPressed(int key){ 
     
    //キー入力時の応答を設定 
    if(key==','){ 
        for(int i=0;i<2;i++){ 
            video.previousFrame(); 
            frame=video.getCurrentFrame()+i; 
        } 
         
    } 
    else if(key=='.'){ 
        for(int i=0;i<2;i++){ 
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            video.nextFrame(); 
            frame=video.getCurrentFrame()+i; 
            for(int j=0;j<5;j++){ 
                watchingTimesCheck[j][frame]=0; 
                 
            } 
            watchingTimesCheck[selectPattern][frame]=selectedObject; 
        } 
         
    } 
    else if(key==']'){ 
        for(int i=0;i<10;i++){ 
            video.nextFrame(); 
        } 
    } 
     
    //------オブジェクトショートカットキー設定 
     
    else if(key=='1'){ 
        selectedObject=1; 
        for(int j=0;j<5;j++){ 
            watchingTimesCheck[j][frame]=0; 
        } 
        watchingTimesCheck[selectPattern][frame]=selectedObject; 
    } 
    else if(key=='2'){ 
        selectedObject=2; 
        for(int j=0;j<5;j++){ 
            watchingTimesCheck[j][frame]=0; 
        } 
        watchingTimesCheck[selectPattern][frame]=selectedObject; 
    } 
    else if(key=='3'){ 
        selectedObject=3; 
        for(int j=0;j<5;j++){ 
            watchingTimesCheck[j][frame]=0; 
        } 
        watchingTimesCheck[selectPattern][frame]=selectedObject; 
    } 
    else if(key=='4'){ 
        selectedObject=4; 
        for(int j=0;j<5;j++){ 
            watchingTimesCheck[j][frame]=0; 
        } 
        watchingTimesCheck[selectPattern][frame]=selectedObject; 
    } 
    else if(key=='5'){ 
        selectedObject=5; 
        for(int j=0;j<5;j++){ 
            watchingTimesCheck[j][frame]=0; 
        } 
        watchingTimesCheck[selectPattern][frame]=selectedObject; 
    } 
    else if(key=='q'){ 
        selectedObject=6; 
        for(int j=0;j<5;j++){ 
            watchingTimesCheck[j][frame]=0; 
        } 
        watchingTimesCheck[selectPattern][frame]=selectedObject; 
    } 
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    else if(key=='w'){ 
        selectedObject=7; 
        for(int j=0;j<5;j++){ 
            watchingTimesCheck[j][frame]=0; 
        } 
        watchingTimesCheck[selectPattern][frame]=selectedObject; 
    } 
    else if(key=='e'){ 
        selectedObject=8; 
        for(int j=0;j<5;j++){ 
            watchingTimesCheck[j][frame]=0; 
        } 
        watchingTimesCheck[selectPattern][frame]=selectedObject; 
    } 
    else if(key=='r'){ 
        selectedObject=9; 
        for(int j=0;j<5;j++){ 
            watchingTimesCheck[j][frame]=0; 
        } 
        watchingTimesCheck[selectPattern][frame]=selectedObject; 
    } 
    else if(key=='t'){ 
        selectedObject=10; 
        for(int j=0;j<5;j++){ 
            watchingTimesCheck[j][frame]=0; 
        } 
        watchingTimesCheck[selectPattern][frame]=selectedObject; 
    } 
    else if(key==' '){ 
        selectedObject=0; 
        for(int j=0;j<5;j++){ 
            watchingTimesCheck[j][frame]=0; 
        } 
        watchingTimesCheck[selectPattern][frame]=selectedObject; 
    } 
     
} 
 
//-------------------------------------------------------------- 
void ofApp::keyReleased(int key){ 
     
    //キー入力時の応答を設定 
    if(key==OF_KEY_UP){ 
        setNum-=1; 
        if(setNum<0){ 
            setNum=0; 
        } 
    } 
    //パターンを次に送るごとに一つ前のパターンのステータスを保存 
    else if(key==OF_KEY_DOWN){ 
         
        saveImage.grabScreen(0, 0, 1280, 800); 
        saveImage.save(fileName+"_save/save.jpg"); 
         
        for(int i=1;i<11;i++){ 
            int sumWatchingTime=0; 
            for(int k=0;k<5;k++){ 
                sumWatchingTime+=watchingTimes[k][i]; 
            } 
            separatedWatchingTimes[setNum][i]=sumWatchingTime; 
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            for(int j=0;j<setNum;j++){ 
                separatedWatchingTimes[setNum][i]-=separatedWatchingTimes[j][i]; 
            } 
        } 
         
        saveTxt.open(fileName+"_state_"+combiName[combi]+"_"+ofToString(setNum/2+1)+"-
"+AB[setNum%2]+".txt",ofFile::WriteOnly); 
        saveTxt << fileName+"¥n"+combiName[combi]+"_"+ofToString(setNum/2+1)+"-
"+AB[setNum%2]+"¥n¥n"; 
        saveTxt << 
ofToString(ofGetYear())+"/"+ofToString(ofGetMonth())+"/"+ofToString(ofGetDay())+" 
"+ofToString(ofGetHours())+":"+ofToString(ofGetMinutes())+"¥n¥n"; 
        saveTxt<< "frame:"+ofToString(frame)+"¥n¥n"; 
        saveTxt << "pattern"+ofToString(selectPattern+1)+"¥n"; 
        for(int i=1;i<11;i++){ 
            saveTxt<< objectName[i]+":"+ofToString(separatedWatchingTimes[setNum][i])+"¥n"; 
        } 
        saveTxt.close(); 
         
        setNum+=1; 
        if(setNum>19){ 
            setNum=19; 
        } 
    } 
     
    else if(key=='s'){ 
        if(video.isLoaded()){ 
            saveImage.grabScreen(0, 0, 1280, 800); 
            saveImage.save(fileName+"_save/save.jpg"); 
             
            for(int i=1;i<11;i++){ 
                int sumWatchingTime=0; 
                for(int k=0;k<5;k++){ 
                    sumWatchingTime+=watchingTimes[k][i]; 
                } 
                separatedWatchingTimes[setNum][i]=sumWatchingTime; 
                for(int j=0;j<setNum;j++){ 
                    separatedWatchingTimes[setNum][i]-=separatedWatchingTimes[j][i]; 
                } 
            } 
             
            
saveTxt.open(fileName+"_save_state_"+combiName[combi]+"_"+ofToString(setNum/2+1)+"-
"+AB[setNum%2]+".txt",ofFile::WriteOnly); 
            saveTxt << fileName+"¥n"+combiName[combi]+"_"+ofToString(setNum/2+1)+"-
"+AB[setNum%2]+"¥n¥n"; 
            saveTxt << 
ofToString(ofGetYear())+"/"+ofToString(ofGetMonth())+"/"+ofToString(ofGetDay())+" 
"+ofToString(ofGetHours())+":"+ofToString(ofGetMinutes())+"¥n¥n"; 
            saveTxt<< "frame:"+ofToString(frame)+"¥n¥n"; 
            saveTxt << "pattern"+ofToString(selectPattern+1)+"¥n"; 
            for(int i=1;i<11;i++){ 
                saveTxt<< 
objectName[i]+":"+ofToString(separatedWatchingTimes[setNum][i])+"¥n"; 
            } 
            saveTxt.close(); 
             
        } 
    } 
    else if(key==OF_KEY_RETURN){ 
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        if(isComp){ 
            isComp=0; 
        } 
        else{ 
            isComp=1; 
        } 
    } 
     
    else if(key=='^'){ 
        combi+=1; 
        if(combi>3){ 
            combi=0; 
        } 
    } 
     
     
} 
 
//-------------------------------------------------------------- 
void ofApp::mouseMoved(int x, int y ){ 
     
} 
 
//-------------------------------------------------------------- 
void ofApp::mouseDragged(int x, int y, int button){ 
     
} 
 
//-------------------------------------------------------------- 
void ofApp::mousePressed(int x, int y, int button){ 
     
} 
 
//-------------------------------------------------------------- 
void ofApp::mouseReleased(int x, int y, int button){ 
     
} 
 
//-------------------------------------------------------------- 
void ofApp::mouseEntered(int x, int y){ 
     
} 
 
//-------------------------------------------------------------- 
void ofApp::mouseExited(int x, int y){ 
     
} 
 
//-------------------------------------------------------------- 
void ofApp::windowResized(int w, int h){ 
     
} 
 
//-------------------------------------------------------------- 
void ofApp::gotMessage(ofMessage msg){ 
     
} 
 
//-------------------------------------------------------------- 
void ofApp::dragEvent(ofDragInfo dragInfo){ 
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    //動画ファイルをドラッグでインポート 
    ofLog()<<dragInfo.files[0]; 
    frame=0; 
    video.close(); 
    video.load(dragInfo.files[0]); 
    for(int j=0;j<5;j++){ 
        for(int i=1;i<11;i++){ 
            watchingTimes[j][i]=0; 
        } 
    } 
    for(int j=0;j<5;j++){ 
        for(int i=0;i<20000;i++){ 
            watchingTimesCheck[j][i]=0; 
        } 
    } 
    fileName=dragInfo.files[0]; 
    ofResetElapsedTimeCounter(); 
    test=ofBufferFromFile(fileName+"_exit/state.txt"); 
} 
 
void ofApp::exit(){ 
    if(video.isLoaded()){ 
        saveImage.grabScreen(0, 0, 1280, 800); 
        
saveImage.save(fileName+"_exit/exit"+ofToString(ofGetMonth()*100+ofGetDay())+ofToString(ofGetHo
urs()*100+ofGetMinutes())+".jpg"); 
        if(!isComp){ 
            saveTxt.open(fileName+"_exit/state.txt",ofFile::WriteOnly); 
        } 
        else{ 
            saveTxt.open(fileName+"_state_complete.txt",ofFile::WriteOnly); 
        } 
        saveTxt << fileName+"¥n¥n"; 
        saveTxt << 
ofToString(ofGetYear())+"/"+ofToString(ofGetMonth())+"/"+ofToString(ofGetDay())+" 
"+ofToString(ofGetHours())+":"+ofToString(ofGetMinutes())+"¥n¥n"; 
        saveTxt<< "frame:"+ofToString(frame)+"¥n¥n"; 
        for(int j=0;j<5;j++){ 
            saveTxt << "pattern"+ofToString(j+1)+"¥n"; 
            for(int i=1;i<11;i++){ 
                saveTxt<< objectName[i]+":"+ofToString(watchingTimes[j][i])+"¥n"; 
            } 
            saveTxt << "¥n"; 
        } 
        saveTxt.close(); 
         
        states.open(fileName+"_exit/state_num.txt",ofFile::WriteOnly); 
        states<<frame; 
        states<<","; 
        for(int j=0;j<5;j++){ 
            for(int i=1;i<11;i++){ 
                states<<watchingTimes[j][i]; 
                states<<","; 
            } 
        } 
        states.close(); 
    } 
} 




