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Measurement of Static Convergence and 
Accommodation Responses to Images of 
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イ ンテグラル方式は，被写体からの光線情報を再現することにより光学像を空間に再生
する立体映像方式である。本稿では，インテグラル方式，２眼立体方式，実物体のそ

れぞれによる視標を視距離450mmから900mmの範囲に提示し，各視標観視時の輻
ふく

輳
そう

・
調節応答の静特性を測定した。その結果，インテグラル方式および２眼立体方式の輻輳応答
は，実物体観視時と同じ傾向を示した。一方，調節応答については，インテグラル方式の方
が２眼立体方式よりも実物体観視時に近い結果が得られた。以上より，立体映像観視時の輻
輳・調節応答の静特性については，インテグラル方式の方が２眼立体方式よりも実物体観視
時に近いことが示された。

要 約

I ntegral photography is a method to display 3D optical images by 
reproducing exactly same light rays which are emitted from the objects. In 

this study, the static convergence and accommodation responses were 
measured comparing three types of targets of integral photography images, 
binocular stereoscopic images, and real objects. Those targets were 
indicated to be placed at visual distances ranging from 450mm to 900mm. 
The results showed that the convergence responses for the integral 
photography and binocular stereoscopic images exhibited the same 
tendency as for the real objects. On the other hand, the accommodation 
responses to the integral photography images showed more similar tendency 
to those to the real objects, while the responses to the binocular 
stereoscopic images showed less similarity to those to the real objects. 
These results suggested that the static convergence and accommodation 
responses to the integral photography images showed more similarities to 
those to the real objects compared with those to the binocular stereoscopic 
images.
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を測定するための実験装置，視標提示方式，実験手順に
ついて述べる。次に，インテグラル方式，２眼立体方式，
実物体の各視標観視時の輻輳・調節応答の測定結果を示
す。最後に，実験結果から各視標観視時の輻輳・調節応
答について考察する。

２．実験の概要

本実験では，奥行き提示位置の異なる視標を両眼で観
視した場合の輻輳・調節応答を測定した。視標には，イン
テグラル方式による立体映像，２眼立体方式による立体映
像，実物体による視標の３種類を使用した。インテグラル
方式と２眼立体方式の輻輳・調節応答を比較するために，
視標の提示位置および解像度を決定した。視標提示位置
は，視距離600mmに立体映像表示装置を配置し，表示装
置から±0.56D＊７の範囲で８点の奥行き位置とした。視標
解像度は，インテグラル方式と２眼立体方式で同程度にな
るように調整した。測定時は，視標を提示位置に固定し，
輻輳・調節応答を同時に計測した。

１．まえがき

両眼視差＊１を利用した２眼立体方式による立体映像が，
映画などで普及している。２眼立体方式では，視差画像を
観察者の両眼に入力するために，特別なメガネまたはレン
チキュラーレンズ＊２などの左右眼に異なる映像を提示する
仕組みが必要である。観察者は，両眼視差によって立体視
することが可能であり，観察者の輻輳＊３は立体映像の提示
位置に一致する。一方で，観察者のピント調節位置はディス
プレー付近にあるため，輻輳と調節の不一致による疲れが
指摘されている１）。

一方，インテグラル方式２）は，被写体からの光を光線情
報として取得・再生するため，原理的に輻輳と調節の不一
致が起きないと考えられている。これを裏付ける研究結果
として，これまでに，インテグラル方式による立体映像観
視時の調節応答＊４を測定した結果が報告されている３）４）。
我々は，インテグラル方式による立体映像観視時の主観的
に感じる奥行き量と，調節応答を測定して得られた奥行き
量が，一定の奥行き範囲において矛盾がないことを明らか
にしている５）。また，インテグラル方式では，表示素子の
画素間隔，レンズアレーのレンズ間隔などによって立体映像
として表現できる最大の空間周波数が制限される６）が，我々
は，主観的な奥行きも立体映像の解像度によって異なるこ
とを報告している７）。しかしながら，インテグラル方式によ
る立体映像観視時の輻輳応答＊５と調節応答の関係に関し
ては報告されていない。そこで今回，インテグラル方式によ
る立体映像観視時の輻輳・調節応答の静特性を測定した
ので報告する。比較のために，２眼立体方式および実物体
による視標＊６に対しても同様の測定を行った。

本稿では，はじめに実験の概要として，輻輳・調節応答

＊１	 ある物体を注視した場合，他の物体の網膜上の位置が左右の眼でずれ
ること。

＊２	 かまぼこ状の縦長のレンズを多数並べたレンズアレー。

＊３	 物体を注視した場合，左右の眼球が中心を向くように回転し，両眼の視
線が物体上で交差すること。

＊４	 注視物体までの距離に応じて，眼球の水晶体の厚みを変えることで変化
する焦点位置の時間変化量。

＊５	 注視物体までの距離に応じて，両眼の視線が交差する位置の時間変化量。

＊６	 輻輳・調節応答を測定するために，観察者が注視する画像。

＊７	 D（Diopter）は，メートルの逆数で距離を表す単位。

１図　本実験で用いた実験装置

観察者
ホットミラー※ 可視光

視標

3Dディスプレー

ミラー
赤外光 輻輳・調節応答測定装置

※ 赤外光に対しては全反射し，
可視光に対しては通過させる
特性を持つミラー。
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報告 01

２．１　実験装置
１図に本実験で用いた実験装置を示す。実験装置は，

輻輳・調節応答測定装置および視標提示用の立体映像表
示装置から構成される。

輻輳・調節応答測定装置には，Photo-reflection法８）＊８

を利用したPlusoptix社製のPowerRef3を用いた。本測定
装置は，実験参加者（観察者）から光学的に1.0m離れた位
置に配置し，赤外線を用いて測定を行う。測定装置から実
験参加者までの間に，実験参加者側からホットミラーおよ
びミラーが配置されている。ホットミラーは，赤外光に対し
ては全反射し，可視光に対しては通過させる特性を持つミ
ラーである。そのため，実験参加者が視標を注視している
際の輻輳・調節応答を，赤外光を用いて測定することがで
きる。また，観察者から1.0m離れた位置に測定装置が配
置されるため，調節応答の測定結果には+1.0Dが含まれる。

本実験で使用した立体映像表示装置は，液晶ディスプ
レーおよびレンズアレーから構成される。液晶ディスプレー
の画素数は1,920（水平）×1,080（垂直）画素，画素間隔は
55.5µm，画面サイズは対角4.8インチ，画素構造はRGBス
トライプ＊９，駆動速度は60Hzである。レンズアレーは，六
角形の微小レンズがハニカム状（蜂の巣状）に規則正しく配
列され，各レンズの焦点距離は3.0mm，水平方向のレンズ
間隔は1.0mm，垂直方向のレンズ間隔は0.866mm，レンズ
数は106（水平）×69（垂直）個である。レンズアレーの焦点
距離の位置が，液晶ディスプレーの表示面となるように両者
を固定して立体映像表示装置とした。１表に本実験で用い
た輻輳・調節応答測定装置（PowerRef3）および立体映像
表示装置の仕様を示す。

２．２　視標提示方式
立体映像表示装置を用いた視標提示方式について述べ

る。インテグラル方式および２眼立体方式では，２図（a）に
示すように立体映像表示装置を実験参加者から600mm離
れた位置に配置し，８点の異なる奥行き位置に各立体方式
によって生成した視標を提示した。被写界深度＊10（約±0.2
～0.3D９））における輻輳性調節＊11よる輻輳・調節応答への
影響を検討するために，各視標の提示位置は，実験参加
者から450mm（‒2.22D＝‒（1/0.45）D），500mm（‒2.00D），
550mm（‒1.82D），600mm（‒1.67D＝表示面），650mm

（‒1.54D），700mm（‒1.43D），750mm（‒1.33D），900mm
（‒1.11D）の８点とした。これらの提示位置は，立体映像表
示装置から最大で±0.56Dの範囲になる。一方，実物体に
よる視標は，２図（b）に示すように立体映像表示装置の表
示面に視標を表示し，立体映像表示装置を上記の視標提
示位置に動かすことで提示した。以上の方法により，イン
テグラル方式，２眼立体方式，実物体のそれぞれによる視
標を同一の表示装置で提示した。

次に，各視標の作成方法について説明する。本実験では，
白色のMaltese cross 2Dパターン＊12の視標を使用した。視
標サイズは，主観的な奥行き知覚の要因を抑制するために，
すべての視標提示位置で同じ大きさに見えるように視角で
約1.9度とした。これは，３図に示すように視距離600mmの
位置にある立体映像表示装置の表示面上では，視標サイズ
が20mm×20mmになることを意味する。

前述のように，インテグラル方式では，表示素子の画素
間隔およびレンズアレーのレンズ間隔によって，立体映像と
して表現できる最大の空間周波数が制限される６）。また，
２眼立体方式による視標観視時の調節応答に関しては，視
標の解像度が低いほど，調節位置が輻輳位置に誘導され
ることが報告されている10）。この輻輳性調節による輻輳・
調節応答への影響を２眼立体方式とインテグラル方式で同
程度とするために，本実験では２眼立体方式による視標の
解像度をインテグラル方式による視標の解像度と同程度と
した。具体的には，はじめに各奥行き位置におけるインテ
グラル方式による視標を計算機シミュレーションによる幾何

＊８	 観察者の眼球に赤外光を投射し，反射して戻ってくる赤外光を，赤外線
カメラを用いて測定する方法。

＊９	 １画素の中にR，G，Bの各色を表示する素子がストライプ状に配置さ	
れている構造。

＊10	視標位置と焦点調節位置が一致していなくても焦点が合う（ボケを感じ
ない）範囲。

＊11	焦点調節位置が輻輳位置の影響を受けること。視標の解像度が低いほ
ど強く働く。

＊12	４つの二等辺三角形の頂点が１点で重なり，十字の形をしたパターン。

１表　実験装置の仕様

実験装置のパラメーター 値
輻輳・調節応答測定装置（PowerRef3）

瞳孔サイズ （mm） 4.0 ～ 8.0

測定速度 （Hz） 50

液晶ディスプレー
画素数 1,920（水平）×1,080（垂直）

画素サイズ （µm） 55.5

ディスプレーサイズ （インチ） 4.8

画素構造 RGBストライプ

レンズアレー
焦点距離 （mm） 3.0

水平間隔 （mm） 1.0

垂直間隔 （mm） 0.866

レンズ数 106（水平）×69（垂直）

レンズ配列 ハニカムパターン
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視標提示位置を変更して測定するまでに10秒以上の休憩時
間を取り，１シーケンスごとに５分以上の休憩時間を取って
測定した。実験参加者には視標の奥行き位置を知らせず，
視標が二重像にならないように見るように教示した。実験
は暗室にて行ったため，実験参加者の瞳孔は散開するが，
人工瞳孔等は用いていない。実験参加者は，正常な視機
能を有する20歳以上30歳以下の女性４名である。実験参加
者 の 視 力は， 両 眼とも裸 眼で1.0以 上である。Stereo 
Optical社のステレオフライテスト＊13を用いることで，実験
参加者は両眼立体視ができることを確認した。

光学的な光線追跡で生成し，その後，インテグラル方式に
よる視標から２眼立体方式による視標を生成することで両
方式の解像度特性をそろえた。２眼立体方式による視標の
生成には，実験参加者から立体映像表示装置までの視距
離および実験参加者の瞳孔間隔の情報が必要になる。本
実験では，視距離を600mm，瞳孔間隔を65mmとした。
実物体による視標の解像度は，視標提示位置におけるレン
ズアレーの形状を実験参加者が認識できることに加えて，
立体映像表示装置の表示面に視標を表示することから，視
標提示位置におけるレンズアレーの解像度と同じにした。

２．３　実験手順
本実験では，静止した視標を提示し，実験参加者が両

眼で視標を観視しているときの輻輳・調節位置の変化を10
秒間測定した。各視標の提示は，視標の種類（インテグラ
ル方式，２眼立体方式，実物体）ごとに行い，視標提示位
置はランダムに切り替えた。１シーケンスの測定は，１種類
の視標に対して８点の奥行き位置の測定とした。測定結果
の精度を上げるために，同じ視標提示条件に対して時間を
置いて４回測定した。したがって，実験参加者１人当たり
の測定回数は，視標提示方式３種類，視標提示位置８点，
繰り返し数４回の積になるため，合計96回となる。また， ＊13		偏光メガネを使用して，立体視力の測定を行うテスト。

２図（b）　実物体における視標提示方式

２図（a）　インテグラル方式および２眼立体方式における視標提示方式

３図　立体映像表示装置の表示面上における視標サイズ

20mm

20mm

観察者

視標
3Dディスプレー

視距離0mm 450mm
（-2.22D）

600mm
（-1.67D）

900mm
（-1.11D）

1.9°

観察者

視標
3Dディスプレー

視距離0mm 450mm
（-2.22D）

600mm
（-1.67D）

900mm
（-1.11D）

1.9°
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報告 01

５図　調節応答の結果

４図　輻輳応答の結果
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加者Cの２眼立体方式による視標観視時の輻輳応答は， 
視距離500mmから900mmの範囲（視標位置が‒2Dから
‒1.11Dまでの範囲）では他の実験参加者と同様の傾向を示
したが，視距離450mm（視標位置＝‒2.22D）においては異
なる傾向が示され，実物体観視時の輻輳応答と比較して約
0.5MAの差が生じた。

また，５図に示す実験結果から，各視標提示位置にお
ける調節応答は，各実験参加者および左右眼で個人差が
見られた。視標提示位置の変化に対する調節応答の全体
的な傾向は，インテグラル方式の方が２眼立体方式よりも
実物体観視時の調節応答に近い結果が得られた。

４．考察

輻輳および調節応答の結果には個人差があるため，視標
提示位置との関係から，インテグラル方式の視標観視時の
輻輳・調節応答が実物体観視時と同様に働いたことを判断
することは難しい。そこで，輻輳および調節応答の個人差
の影響を取り除くために，実物体観視時の輻輳・調節応答
を基準にして，インテグラル方式および２眼立体方式による
視標観視時の輻輳・調節応答を比較した。

３．実験結果

４図および５図にインテグラル方式，２眼立体方式，実
物体による視標観視時の輻輳・調節応答に関する実験参
加者４名（A，B，C，D）の実験結果をそれぞれ示す。グ
ラフの横軸は視標提示位置，縦軸は視標観視時の輻輳ま
たは調節位置の結果を示している。輻輳・調節応答測定装
置で測定した両眼の輻輳位置，および左眼（L）と右眼（R）
それぞれの調節位置は，実験参加者の眼からの距離を示し
ている。図中の傾き１の実線は，輻輳・調節応答の測定結
果が視標提示位置と一致することを示す。各シンボルは視
標の種類を表し，それぞれインテグラル方式（I3D：○），
２眼立体方式（S3D：△），実物体（RO：×）である。エラー
バーは，標準偏差を示している。なお，調節の単位D

（Diopter）と輻輳の単位MA（Meter Angle）は，表記は異
なるが，どちらも距離（m）の逆数を表し，同じ量を表す単
位である。

４図に示す実験結果から，各視標提示位置における輻
輳応答は，すべての視標提示方式において，視標提示位
置よりも遠方の位置に誘導された。しかしながら，視標提
示位置の変化に対する輻輳応答は，視標提示位置に一致
する傾き１の実線と同様の傾向を示した。ただし，実験参

６図　輻輳応答の比較
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り，傾きが約0.1だけインテグラル方式の方が２眼立体方式
よりも実物体観視時に近い輻輳応答を示した。この要因と
しては，視距離450mm（視標位置＝‒2.22D）での実験参加
者Cの２眼立体方式による視標観視時の輻輳位置が，実物
体観視時の輻輳位置と大きく異なっていたことが考えられる

（４図参照）。実験参加者Cを除いた３人のインテグラル方
式および２眼立体方式による輻輳応答の傾きの平均値は，
それぞれ0.995および0.950であり，その差は0.045と僅かで
あった。この結果より，今回の測定範囲においては，実験
参加者Cを除いた実験参加者の輻輳応答に関しては，イン
テグラル方式と２眼立体方式の測定結果に大きな差は無
かった。

４．２　調節応答
７図では，５図に示す調節応答の結果から，横軸に実物

体観視時の調節応答を取り，縦軸に，対応するインテグラ
ル方式（I3D）と２眼立体方式（S3D）の視標観視時の調節
応答をプロットした。図中の傾き１の実線は，実物体および
立体映像による視標観視時の調節位置が一致することを示
す。また，各視標提示方式の結果に対して最小二乗法を用
いて求めた近似直線を同時に示した。３表に，実験参加者
ごとに求めた近似直線の傾きの結果を示す。左右眼で調節

４．１　輻輳応答
６図では，４図に示す輻輳応答の結果から，横軸に実

物体観視時の輻輳応答を取り，縦軸に，対応するインテグ
ラル方式（I3D）と２眼立体方式（S3D）の視標観視時の輻
輳応答をプロットした。図中の傾き１の実線は，実物体と
立体映像による視標を観視したときの輻輳位置が一致する
ことを示す。また，各視標提示方式の結果に対して，最小
二乗法を用いて求めた近似直線を同時に示した。２表に実
験参加者ごとに求めた近似直線の傾きの結果を示す。イン
テグラル方式および２眼立体方式による全実験参加者の近
似直線の傾きの平均値は，それぞれ0.982および0.894であ

２表　実物体に対する立体映像の輻輳応答の近似直線の傾き

実験参加者 インテグラル方式 ２眼立体方式

A 1.015 0.881

B 1.115 1.127

C 0.943 0.728

D 0.855 0.841

平均値 0.982 0.894

７図　調節応答の比較
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体方式よりも実物体観視時に近い調節応答が得られた。

４．３　輻輳・調節応答の相互関係
本節では，輻輳応答と調節応答の相互関係や，視標の

解像度も考慮に入れながら，各実験参加者の実験結果に
ついて，より詳細に考察する。

参考文献11）では，輻輳と調節の制御機構は完全に独立
しているわけではなく，互いに影響し合うことが知られてお
り，２眼立体方式における調節応答は，輻輳性調節と眼光
学系の被写界深度を考慮することで説明可能であると述べ
られている。具体的には，人間の眼の被写界深度は±0.2
～0.3D程度と言われており９），この範囲であれば２眼立 
体方式でも輻輳性調節によって網膜上に焦点が合うと考 
えられる。本実験では，視標提示位置が500mm（‒2D）か
ら750mm（‒1.33D）までは，立体映像表示装置の表示面

（‒1.67D）から約±0.33Dの範囲になり，上記の被写界深度
におおむね入る。一方，450mm（‒2.22D）および900mm

（‒1.11D）の視標提示位置では，立体映像表示装置の表示
面から約±0.56Dの位置になるため被写界深度外になる。
そのため，実験参加者Cの２眼立体方式による視標観視時
の調節応答が，450mm（‒2.22D）および900mm（‒1.11D）
の視標提示位置で特に低下したと考えられる（５図）。

しかしながら，５図に示すように，実験参加者Aの調節
応答の結果は，すべての視標提示位置において視標提示

応答の傾きは異なるが，傾きの平均値は，インテグラル方
式では0.825（左眼），0.788（右眼），２眼立体方式では0.588

（左眼），0.615（右眼）であった。これより，インテグラル方
式と２眼立体方式の傾きには，左右眼ともに約0.2の差が生
じており，インテグラル方式の方が２眼立体方式よりも実物
体観視時に近い調節応答が得られた。また，調節応答の傾
きが小さかった実験参加者Dを除いた３人の平均値は，イン
テグラル方式では0.924（左眼），0.874（右眼），２眼立体
方式では0.676（左眼），0.694（右眼）であった。この結果
から，４人中３人（A，B，C）の実験参加者による調節応答
の傾きの両眼平均値は，インテグラル方式では約0.9，２眼
立体方式では約0.7となり，インテグラル方式の方が２眼立

３表　実物体に対する立体映像の調節応答の近似直線の傾き

実験
参加者

インテグラル方式 ２眼立体方式

左眼 右眼 左眼 右眼

A 1.009 1.012 0.859 0.970

B 0.862 0.846 0.587 0.579

C 0.902 0.765 0.581 0.534

D 0.526 0.529 0.326 0.376

平均値 0.825 0.788 0.588 0.615

８図　視標の解像度特性の理論値
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視標提示位置に誘導されやすい状況での実験条件だった。
調節位置は，視標に含まれる高周波成分を注視することで
誘導されることを考慮すると，解像度の低下を引き起こさな
い立体映像表示装置の開発が必要であると考えられる。実
物体観視時の輻輳・調節位置が視標提示位置に追従した
ことからも，立体映像表示装置の高解像度化によって，イ
ンテグラル方式での調節応答が実物体観視時に近くなると
考えられる。一方，２眼立体方式では，立体映像の解像
度が高くなることによって輻輳性調節の効果が低下するた
め，実物体観視時の調節応答と異なり，２眼立体方式の
調節応答は，被写界深度までの追従になることが予想さ
れる。

５．おわりに

インテグラル方式による立体映像観視時の輻輳・調節応
答を測定し，２眼立体方式および実物体による視標観視時
の輻輳・調節応答と比較した。その結果，インテグラル方
式および２眼立体方式による輻輳応答は，実物体観視時と
大きな差は無かった。一方，調節応答の実験結果では，イ
ンテグラル方式と２眼立体方式で応答特性に違いが見ら
れ，インテグラル方式の方が２眼立体方式よりも実物体観
視時に近い結果が得られた。これらの実験結果は，インテ
グラル方式の方が，２眼立体方式と比較して実物体観視時
に近い自然な立体視ができることを示唆している。また，
実験結果の詳細な分析から，今後，インテグラル方式によ
る立体像の解像度が高くなれば，インテグラル方式での調
節応答は実物体観視時により近くなっていくと考えられる。

方式の違いによる差がほとんど見られなかった。２眼立体
方式による視標観視時の調節応答は，視標の解像度低下
に伴って輻輳性調節による調節応答の範囲が広くなること
が知られている10）。８図に本実験で使用したインテグラル方
式および２眼立体方式による視標の解像度特性の理論値を
示す。８図より，視標の解像度はディスプレーの表示面か
ら離れるほど低下しており，実験参加者Aの２眼立体方式
による視標観視時の調節応答が実物体観視時と同じように
変化したのは，視標の解像度低下に伴う輻輳性調節が要因
であったと考えられる。また，他の要因としては，実験参
加者Aの輻輳性調節による誘導が他の実験参加者よりも強
かったことや，眼光学系における被写界深度が深かったこ
とも考えられる。

８図に示すように，本実験で使用した立体映像表示装置
の性能では，表示面から離れるほどインテグラル方式の視標
の解像度が低下してしまう。４図と５図の結果から分かるよう
に，インテグラル方式による視標観視時の調節応答の結果は，
輻輳応答と比較すると視標提示位置への誘導効果が小さ
かった。特に，視距離450mm（‒2.22D）における調節応答の
結果は，２眼立体方式だけでなく，インテグラル方式におい
ても実物体観視時の調節応答の結果とのずれが大きかった。

インテグラル方式では，視標の解像度が高い方が視標
提示位置への調節の誘導効果が大きいことが報告されてい
る３）。一方で，２眼立体方式では，視標の解像度が低い方
が視標提示位置への調節の誘導効果が大きいことが報告さ
れている10）。本実験では，インテグラル方式の視標の解像
度に合わせて，２眼立体方式の視標の解像度を低下させ
た。これにより，調節応答の観点からは，２眼立体方式は
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