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Abstract - A challenge to Augmented Reality (AR) is to provide proper depth perception when an inner virtual 

object image is overlaid on a real object. To improve depth perception in stereoscopic AR, we focus on the 

“stereoscopic pseudo-transparency” effect induced by a method that overlays a random dot mask on the real object 

surface. This method conveys to the observers the illusion of observing the virtual object through many small 

holes and makes We expect that our proposed method improves not only the perception of the spatial relationship 

between a real object surface and an inner object, but it also improves the depth perception (i.e., observers can 

distinguish the distance between them). Through the series of experiments, we investigated that (1) the occlusion 

and density of the mask affects depth and transparency perception, respectively, (2) the proposed method is 

effective for improving the depth perception between the real object surface and the virtual object compared to 

existing methods, and (3) the proposed method can be used with motion cues. 
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1. はじめに 

拡張現実感 (Augmented Reality; AR) 分野における実

用的なアプリケーションの一つに，「シースルービジョ

ン」がある．これは，実物体の内部にある物体を仮想物

体として実物体表面に重畳描画することで，現実であれ

ば手前の物体に遮られて見えない内部の物体を観察可能

にする手法であり，医療 [3][4][7][10][12] や工業 [11][17] 

分野において有用であると考えられている． 

こうしたアプリケーションでは「いかにして，仮想物

体が実物体の背面にあるように見せるか」が課題となっ

ている．ビデオシースルー型のステレオディスプレイを

用いる場合，単純に実物体の内部にある仮想物体を実物

体の表面に重畳描画すると（図 1 (a)），両眼視差からは

「仮想物体は実物体表面よりも奥にある」と知覚される．

一方，遮蔽手がかりからは，仮想物体が何にも遮蔽され

ずに見えていることから，「見えている仮想物体は実物体

表面よりも手前にある」とも知覚されてしまう．このよ

うな 2 つの知覚の間に生じた矛盾によって，ユーザは実

物体と仮想物体の前後関係や相互の距離が正しく知覚で

きないのである[9][13]． 

本研究では，ステレオ AR におけるこの問題に対し，

ランダムドットマスクを実物体表面に付与する（図 1 

(b)）ことによって，あたかも「実物体表面に開いた多数

の小孔越しに内部の仮想物体を観察している」ように観

察者に知覚させる（図  2 ）， Stereoscopic Pseudo- 

Transparency（ステレオ疑似透過）を提案する．また，実

験によって，提案手法が透明知覚と奥行き知覚に与える

効果を示す．ただし本論文における「奥行き知覚」は，

特に，実物体表面と仮想物体の前後関係と，それらの間
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(a) 内部の仮想物体を実物体に重畳描画した様子 

(a) Overlaying the inner virtual object on the real object. 

 
(b) ランダムドットマスク（提案手法）を用いた様子 

(b) Using the random dot mask (proposed method). 

図 1 ステレオ AR 環境における「ステレオ 

疑似透過」の例（交差法による立体視画像） 

Fig. 1  An example of “Stereoscopic Pseudo-Transparency” 

in stereoscopic AR (cross-eyed stereo). 

 

 
図 2 多数の小孔越しに内部の仮想物体を 

観察するように知覚させる 

Fig. 2  Making an observer perceive as observing the 

virtual object through many small holes. 
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の距離に関する知覚を意味するものとする． 

本論文ではまず 2 章で関連研究について述べる．続い

て 3 章では，ランダムドットマスクの適切なデザインに

ついて，透明知覚および奥行き知覚という観点から検討

する．4 章では 3 章の実験で得られた知見に基づいてデ

ザインしたランダムドットマスクを利用し，既存手法と

比較することによって提案手法の有用性を確認する．5

章では移動視差が生ずる環境における提案手法の効果を

調べる．最後に 6章で本研究のまとめを述べる． 

2. 関連研究 

シースルービジョンにおいて仮想物体の奥行きを正確

に知覚できないという問題に対し，実物体表面に仮想の

窓を作成し，その窓越しに仮想物体を観察する手法があ

る [5][11][12]．また，Bichlmeier らは実物体表面の一部に

半透明の窓を作成し，その窓から内部の仮想物体を観察

できるようにしている [3]．これらの研究では，各手法に

よって物体間の前後関係が把握可能になることは確認さ

れているが，実物体表面から仮想物体までの距離知覚の

精度に与える影響に関する分析はおこなわれていない．

実物体表面の特徴的な部分のみを強調し，それ以外の部

分を半透明にして仮想物体に重畳描画する手法も提案さ

れている [2][7][8]．強調した表面特徴と仮想物体を重ね

ることで，それらの位置関係の把握が容易になる．しか

し，これらの手法は，実物体表面に特徴のない場合（な

めらかな人体の皮膚，広い壁面など）には利用できない．

これらの問題に対し，本研究ではランダムドットマスク

を表面特徴として付与することを提案する． 

我々が注目したのは，Pseudo-Transparency（疑似透過）

と Stereo-Transparency（ステレオ透過）という現象である

[1][15][16]．Pseudo-Transparencyは，ある物体が不透明な

素材からできていても，それがレース状になっていてと

ころどころ光が通過する場合は，その物体を通して向こ

う側が透けて見えるように知覚する現象であり，たとえ

ば網戸がこれに相当する．Stereo-Transparencyは，ランダ

ムドットステレオグラムによって複数のレイヤが重なっ

た図形を両眼立体視すると，あたかも奥のレイヤに対し，

手前にあるレイヤが透けたように知覚される」という現

象である． 

本研究ではこれらの知見に基づき，新たに Stereoscopic 

Pseudo-Transparency を提案する．これは，図 2 に示すと

おり，実物体表面にランダムドットの穴を開け，その穴

を通して背面の仮想物体が見えるようにする方法である．

これによって， 

1. 手前の実物体表面が擬似的に透過しているように

見えるとともに， 

2. 実物体表面のランダムドットをステレオ視させる

ことでその面の知覚を向上させ，実物体表面と仮想

物体の相対的な距離を知覚しやすくなる 

ことが期待できる． 

提案手法は，ランダムドットを表面特徴として付与す

ることで，実物体の表面テクスチャの有無によらず使用

可能であるとともに，仮想の窓をあける方法では困難な，

元の物体の形状や色をある程度残すことができるという

利点がある（図 3）． 

Zollmann ら [17] も，AR 環境において実物体表面にテ

クスチャを付与し，背面の仮想物体の奥行き知覚を向上

させる手法を提案しているが，どの程度効果があるかと

いう定量的な評価は行っていない．これに対し本研究で

は後述する 3 つの系統的な実験によって，提案手法で用

いるランダムドットマスクの適切なデザインを検討する

とともに，提案手法が透明知覚と奥行き知覚（実物体表

面と仮想物体の前後関係，およびそれらの距離の知覚）

の向上に有効であることを定量的に調査する． 

3. 実験 1：マスクデザインの検討 

3.1 実験概要 

実験 1 では，マスクを構成する各ドットの大きさと，

マスクにおけるドットの密度，およびオクルージョンの

有無を様々に組み合わせて比較することによって，適切

なマスクのデザインを検討した．この実験は 2 つの小実

験から構成される．実験 1-1 では，仮想物体が実物体の

表面近くにある場合に，マスクデザインによって奥行き

知覚の感度がどのように変化するかを調査した．実験 1-2

では，仮想物体が常に実物体の背面にある場合に，マス

クデザインの違いによって，「実物体が透明になったよう

な感覚」と「仮想物体が背面にあるような感覚」がどの

ように変化するかを定量的に調査した． 

3.2 刺激の作成と提示 

実験 1 における全ての提示刺激の生成と提示には，

Windows 7 Professional OSとNVIDIA Quadro 600を搭載し

た PC，Visual C++ 2010，そして OpenGLを用いた．各刺

激は 23 インチ LCD ディスプレイ（ASUS VG236HE, 解

像度 1920×1080 [px]，リフレッシュレート 120 [Hz]），

NVIDIA 3D Vision Systemを用いて提示され，被験者は 3D 

Vision 2 Glasses によって，刺激を立体的に観察可能であ

った．実験の様子を図 4に示す． 

Inner 
virtual object Real object

Virtual window method

Proposed method
 

図 3 仮想の窓を作成する方式 [5][11][12]（右上）と 

提案手法（右下）の比較 

Fig. 3  Comparing between the virtual window method 

[5][11][12] (upper right) and the proposed method (bottom 

right). 
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実験で用いた刺激の例を図 5に示す．ここではランダ

ムドットマスクを実物体表面に重ね，この領域をマスク

領域と呼称した．この領域のサイズは 140×140 [px]，刺

激の提示範囲は 200×490 [px] であった． 

本来ARでは，実物体に対して仮想物体を重畳するが，

以降の実験では実験に使用した液晶ディスプレイの実験

領域を単色（肌色）で塗りつぶし，これを「シミュレー

トされた実物体（以後，肌色面）」とした． 

実物体と仮想物体によって実験を実施した場合，ヘッ

ドトラッキングの精度，ディスプレイやカメラの解像度

などの要因も奥行き知覚に影響してしまう．本実験では

そうした不確定要因を排除し，マスクデザインの影響の

みを調べるため，この仮想の平面を用いて実験を行った． 

肌色面は，ステレオ立体視した時に視差 0 の位置に表

示した．仮想物体には壁の中の配線や皮膚の下の血管な

ど，仮想物体が比較的微細で知覚しづらい状況を想定し，

青色の円環を用い，肌色面の手前（被験者側），あるいは

背面に配置した．このとき，被験者が距離を判断する際

に仮想物体の大きさを手掛かりにしないよう，距離によ

らず，見かけの大きさは常に一定とした． 

実験で用いた全刺激を図 6に示す．実験では，マスク

領域におけるドットサイズ，ドット密度を様々に変更し

た．ドットサイズはマスク領域の 1 辺を何分割したか

（例：1/20の場合はランダムドットパターン生成に 20マ

ス×20マスのグリッドを使用する）を示し，ドット密度

はマスク領域を占めるドットの割合を示している．ドッ

トサイズ，密度はいずれも独立の変数である． 

また，仮想円がマスク領域の背面に位置する場合は「オ

クルージョンあり／なし」の 2 種類の描画方法を設定し

た（図 7）．オクルージョンありの場合は，マスク領域の

黒いドットの部分のみ仮想円が見える．これは 1 章で述

べた疑似透過 [15][16]，すなわち，レース状の実物体を

透かして見ている状態に相当する．一方，オクルージョ

ンなしの場合は，仮想円と実物体表面の前後関係にかか

わらず，常に仮想円の全体が見える．仮想円がマスク領

域の前面に位置する場合には，いずれのオクルージョン

条件でも見え方は同じである． 

3.3 被験者 

被験者は裸眼，もしくは眼鏡によって正常な視力を持

つ University of Toronto の 21歳以上の大学院生 15名（男

性 12名，女性 3名）であった．また，実験開始時に NVIDIA 

3D stereo vision test によって，システムで立体視ができて

いることを確認した． 

3.4 実験 1-1 

3.4.1 実験目的と手順 

マスク領域のデザインが奥行きの弁別能力におよぼす

影響について調査した．具体的には恒常法 [6] を用い，

マスク領域のデザインが JND（Just-noticeable difference：

丁度可知差異）に影響を及ぼすかどうかを比較した． 

被験者には，マスク領域に対して仮想円を前面に配置

 
図 4 実験風景 

Fig. 4  Experimental setup. 
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（140 x 140px）
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Black dot
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図 5 提示刺激の例 

Fig. 5  An example of stimulus. 

 

[0] DS1/20, D25, nOC [2] DS1/40, D25, nOC

[10] DS1/60, D25, OC

[1] DS1/20, D50, nOC [3] DS1/40, D50, nOC [4] DS1/60, D25, nOC [5] DS1/60, D50, nOC

[6] DS1/20, D25, OC [7] DS1/20, D50, OC [8] DS1/40, D25, OC [9] DS1/40, D50, OC [11] DS1/60, D50, OC
 

図 6 実験 1-1，1-2で用いた刺激（実験 1-1では#2-5, #8-11を用い，実験 1-2では全刺激を用いた） 

DS=ドットサイズ，D=ドット密度，OC/nOC=オクルージョンあり／なし 

Fig. 6  Stimuli for experiment 1-1 and 1-2. Only 8 stimuli (#2-5 and #8-11) in four right columns were used in 1-1.  

All Stimuli were used in 1-2. DS=Dot size, D=Density, OC=With Occlusion; nOC = No Occlusion. 
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した場合と背面に配置した場合をランダムに提示し，仮

想円がマスク領域の前面にあるか背面にあるかを回答さ

せた．マスク領域から仮想円までの距離は背面 2 種 

(-0.002, -0.001) [m]，前面 2種 (+0.002, +0.001) [m] の計 4

種類とし，マスク領域はドットサイズ 2種 (1/40, 1/60)×

ドット密度 2種 (25%, 50%)×オクルージョン 2種（あり

／なし）=計 8 種類を用い，各刺激は 5 回ずつ提示した．

被験者 1人あたりの試行回数は 4×8×5=160試行となる．

なお，これらの値は予備実験によって決定した．実験 1-1

で用いた刺激は図 6の#2-5, #8-11である． 

以降，全ての実験において，事前に，実験とは異なる

データセットを用いた練習フェーズを設け，被験者に刺

激や回答方法を理解させた．回答時間については特に上

限を定めないが，妥当な時間で回答するよう指示した．

各刺激の間には黒画面を 500 [ms] 表示し，前の刺激の影

響を受けないようにした． 

3.4.2 結果 

結果を図 8，図 9 に示す（図 9 は図 8 における横軸

の 0 付近を 50 倍に拡大したものである）．縦軸は被験者

が「前面」と答えた割合，横軸が実際に提示された仮想

円の位置を示している．先述の通り，マスク領域は 0 の

位置にある． 

得られた回答より，正規補間法による推定を行い，PSE

（Point of subjective equality: 主観的等価値）を算出した．

図中に×印にて PSEを示す．正しく前面／背面の判定が

できている場合は，仮想円の位置が 0 の時に「前面」と

答えた割合が 0.5になる（Point of objective equality (POE): 

客観的等価値）はずである． 

まず，オクルージョンありとなしについては，なしの

方が「仮想円が前面である」と判定される傾向にある（図 

8 (a)）のに対し，ありの場合は明らかに POEと近い結果

を得ている（図 8 (b)）．このことから，オクルージョン

ありの方が誤差の小さい前後判定ができていると言える．

また，ドットサイズとドット密度についてみてみると，

オクルージョンありの場合はほとんど差が見られなかっ

たが，オクルージョンなしの場合は，ドットサイズは大

きい場合より小さい場合，ドット密度は低い場合より高

い場合の方が，より PSEが POE に近く，被験者がより誤

差の小さい前後判定ができている傾向にあった（図 8，

図 9）． 

次に，UT（Upper threshold: 上側弁別閾）と LT（Lower 

threshold: 下側弁別閾）を算出し，JND を比較した（図 10）．

JND が小さければ，各被験者はより敏感に奥行きの変化

に反応できていたと言える．結果より，オクルージョン

ありの場合はなしの場合に比べて JNDが小さく，精度の

高い前後判定，すなわち，前後判定の回答に被験者間の

ばらつきが小さかったことがわかる．また，オクルージ

ョンなしの場合に着目すると，ドットサイズが大きく，

ドット密度が低い組み合わせ（ドットサイズ 1/40，ドッ

ト密度 25%）の場合に最も JND が大きく，前後判定が困

難であったことがわかった． 
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(a) オクルージョンなし 

(a) Without occlusion 
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(b) オクルージョンあり 

(b) With occlusion 

 

図 8 実験 1-1結果 

Fig. 8  Result of experiment 1-1. 

 

0

0.25

0.5

0.75

1

-0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03

Pr
o

p
o

rt
io

n
 o

f p
er

ce
iv

ed
  

"f
ro

n
t"

Behind     <---Circle pos. [m] --->     Front

-0.003 -0.002 -0.001 0.001 0.002 0.003

P
ro

p
o

rt
io

n
 o

f 
p

er
ce

iv
ed

  
"f

ro
n

t"

 
(a) オクルージョンなし 

(a) Without occlusion 
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(b) オクルージョンあり 

(b) With occlusion 

図 9 実験 1-1の結果について，横軸を 50倍に拡大したもの 

Fig. 9  Result of experiment 1-1, different scale version. It has 50 

times width of graph. 
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図 10 実験 1-1における JND の算出結果 

Fig. 10  JND in experiment 1-1. 

 
(a) オクルージョンあり 

(a) With occlusion 

 
(b) オクルージョンなし 

(b) Without occlusion 

図 7 オクルージョン条件の例 

（交差法による立体視画像）． 

Fig. 7  Examples of Occlusion condition 

 (cross-eyed stereo). 
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3.5 実験 1-2 

3.5.1 実験目的と手順 

実験 1-2 では，サーストンの一対比較法 [14] を用いて

マスク領域のデザインが透過知覚に及ぼす影響を尺度化

した．この実験では，仮想円は常にマスク領域の背面，

一定距離（-0.01 [m]．この距離は予備実験によって決定

した）に配置した．被験者は 左右に並べて表示された刺

激対を比較し，以下の 2項目の質問に回答した． 

Q1. 仮想円がマスク領域の背面にあることが知覚しやす

い刺激はどちらか 

Q2. マスク領域がより透明に見える刺激はどちらか 

本来，2 つの質問に回答させるためには，質問ごとに

刺激を提示する必要があるが，本実験では試行回数が多

く，実験中に被験者が疲労するのを避けるために 2 つ同

時に回答させることにした．ただし，刺激は常に提示し

たままにし，2 問の回答中にいつでも参照できるように

した． 

実験では，マスク領域のデザインはドットサイズ 3 種 

(1/20, 1/40, 1/60) ×ドット密度 2種 (25%, 50%) ×オクル

ージョン 2種（あり／なし）=計 12種類を用いた（図 6）．

被験者は全組み合わせについて判定を行うため，1 人あ

たりの試行回数は 12C2=66 試行である．刺激の提示順序

は被験者ごとにランダムとした． 

3.5.2 実験結果 

得られた回答より，(1) 仮想円がマスク領域の背面に

あることの知覚しやすさ (Ease of perceive behind; EPB)，

(2) マスク領域がより透明に見える度合い  (Appearant 

Transparent Scale; ATS) を尺度化して縦軸とし，横軸をそ

れぞれドットサイズ，ドット密度，オクルージョンの有

無とした場合の結果を図 11に示す．いずれのグラフも，

縦軸の値が大きいほど，各質問に対して被験者の同意が

多く得られたことを意味している． 

項目 (a) EPBについて，得られた結果に対して 3要因

（ドットサイズ，ドット密度，オクルージョン）分散分

析を行ったところ，ドットサイズとドット密度 (p<0.05)， 

ドット密度とオクルージョンの有無 (p<0.005) に交互作

用が見られた． 

ドットサイズとドット密度について，単純効果の検定

を行ったところ，ドット密度が 25%, 50%の場合のいずれ

でも，ドットサイズに単純主効果が見られた (p<0.001)．

これについて，Ryan の方法で多重比較を行った結果，い

ずれのドット密度の場合でも，ドットサイズ 1/20と 1/40，

1/20と 1/60の間にそれぞれ有意差が見られ，ドットサイ

ズがより小さい場合に有意に評価が高くなった (p<0.05)．

また，ドットサイズが 1/40, 1/60 のとき，ドット密度 25%

と 50%に有意差が見られ，より密度の高い場合に，有意

に評価が高くなった (p< 0.005)． 

ドット密度とオクルージョンの有無の間の交互作用に

ついて，単純効果の検定を行ったところ，オクルージョ

ンのない場合に，ドット密度が高い方が有意に高い評価

を得た (p<0.001)．また，ドット密度にかかわらず，オク

ルージョンの有無に主効果が見られ，オクルージョンあ

りの場合の評価が有意に高くなった (p<0.001)． 

これらの結果より「ドットサイズがより小さく (1/40

または 1/60)，ドット密度がより高く (50%)，オクルージ

ョンありの方が，なしの場合よりも背面にあると知覚し

やすい」ことがわかった． 

一方，項目 (b) ATS について，(a) EPB同様，得られた

結果に対して 3 要因分散分析を行ったところ，ドットサ

イズ (p<0.01) とドット密度 (p<0.001) にそれぞれ主効

果が見られた．ドットサイズについて，Ryan の方法で多

重比較を行った結果，ドットサイズ 1/20と 1/60，1/20と

1/40 の間にそれぞれ有意差が見られ (p<0.05)，より小さ

いドットサイズの場合に，より高い評価を得た．また，

       
(a) 仮想円がマスク領域の背面にあることの知覚しやすさ (Ease of Perceive Behind; EPB) 

 

       
(b) マスク領域がより透明に見える度合い (Apparent Transparent Scale; ATS) 

図 11 実験 1-2結果 

Fig. 11  Result of experiment 1-2. 
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ドット密度については，より高いドット密度の場合に有

意に高い評価を得た (p<0.005)．これらの結果から，オク

ルージョンの有無にかかわらず「ドットサイズが小さく，

ドット密度が高い方が，より透明である」と知覚された

ことがわかった． 

これら EPBと ATS の結果より，「背面にあるように知

覚される」ことと「透明であると知覚される」ことは必

ずしも同一ではないと言える．例えば，ドットサイズ 1/20，

ドット密度 50%，オクルージョンありの場合のように，

仮想円が背面にあるように知覚された場合でも，その全

容が把握できない場合は，マスク領域部分が透明である

と知覚されにくいことがわかった． 

3.6 実験 1のまとめ 

実験 1-1 の結果より，今回実験で用いた刺激において

は，オクルージョンあり，ドットサイズは 1/40または 1/60，

ドット密度は 25%よりも高い 50%のマスクが前後判定に

有効であることがわかった． 

また，実験 1-2 の結果より，背面にあると知覚される

ためには，オクルージョンあり，ドットサイズは 1/40ま

たは 1/60のマスクを，また，表面が透明になったと知覚

されるためには，より小さいドットサイズ (1/40 または

1/60)，より高いドット密度 (50%) のマスクを用いる必要

があることがわかった．この実験では，ドットサイズ 1/40

と 1/60の間に有意差が見られなかったため，EPBの評価

の平均値がわずかに高かったことから，以降の実験では

ドットサイズ 1/60，ドット密度 50%，オクルージョンあ

りのマスクを用いることとした． 

4. 実験 2：提案手法の有効性の確認 

4.1 実験目的と仮説 

実験 2 では，関連研究で提案されている手法と提案手

法を比較することによって，以下の 3 項目の仮説につい

て確認することを目的とした． 

(1) 提案手法を用いて実物体表面に対する知覚を向上

させることにより，仮想物体が背面にあることが知

覚しやすくなる 

(2) 提案手法を用いることで，実物体表面に特徴のない

場合でもその存在を知覚させることが可能となる 

(3) 上記 (1), (2) が正しければ，実物体表面および仮想

物体の両方に対する知覚が向上するため，その結果，

実物体表面と仮想物体の前後関係，および距離の知

覚精度が向上する 

以降，仮説 (1), (2) を確認するための実験を実験 2-1，

仮説 (3)を確認するための実験を実験 2-2と呼称する． 

4.2 刺激の提示 

全ての刺激の生成と提示は実験 1 と同様の機器構成で

行った．提示刺激も実験 1 と同様に，青色の仮想円と肌

色の仮想平面を用いた．その上で，マスクなし，および

図 12 に示す 4 種類のマスクを重ねた条件を比較した．

各条件について以下に記述する． 

(a) マスクなし（シンプルな AR）：仮想円と肌色面の位

置関係に関わらず，常に仮想円を肌色面に重畳描画

する． 

(b) ランダムドットマスク（提案手法）：実験 1 で最も

評価の高かったデザインを用いる（ドットサイズ

1/60，ドット密度 50%，オクルージョンあり）．被

験者は黒いドット部分にのみ，背面の仮想円を透か

して見ることができる． 

(c) カットアウェイ：被験者は，仮想円より一回り大き

いサイズの穴から仮想円の全体を見ることができ

る．これは文献 [5][11][12] で使用されている手法

である． 

(d) 半透明マスク：透明度 50%のマスクをアルファブレ

ンディングで描画する．AR 環境において，実物体

に隠蔽されている仮想物体を見せるための典型的

な手法である [5]． 

(e) 半透明ランダムドットマスク（提案手法）：(b) と 

(d)を組み合わせたマスクである．ここでは，透明度

75%と 25%のドットを 50%ずつ混在させる．この方

式であれば，(b) では欠けてしまう仮想物体の一部

も見せることができると考えられる． 

4.3 被験者 

実験 2 の被験者は裸眼，もしくは眼鏡によって正常な

視力を持つ筑波大学の大学生・教員 15 名（男性 14 名，

女性 1 名）であった．また，実験 1 と同様の手法で立体

視ができていることを確認した． 

4.4 実験 2-1：仮説 1, 2の確認 

4.4.1 実験手順 

被験者はディスプレイの前に着席し，50 [cm] の位置に

設置された台に顎を載せた状態で実験を行った．これら

 
(a) マスクなし 

（シンプルな AR） 

(a) Without mask 

(Simple AR) 

 
(b) ランダムドット 

（提案手法） 

(b) Random dot  

(Proposed method) 

 
(c) カットアウェイ 

(c) Cut-away 

 
(d) 半透明 

(d) Semi-transparent 

 
(e) 半透明ランダム

ドット（提案手法） 

(e) Semi-transparent  

random dot 

(Proposed method) 

図 12 実験 2で用いるマスクの種類 

Fig. 12  Mask types in experiment 2. 
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の条件は実験 2-2も同様であった． 

この実験では，全ての刺激において，仮想円は肌色面

の背面，一定距離 (-0.02 [m]) に表示し，マスクのみを異

なる種類にしたものを左右に並べて被験者に提示した．

提示順序は被験者ごとにランダムとした．被験者には，

各刺激ペアに対して次の 2つの質問に「左」または「右」

で回答させた． 

Q1. 「青い円が平面の後ろにある」と知覚しやすいのは

どちらか 

Q2. 「平面を透かして青い円を見ている」とより感じる

のはどちらか 

Q1は，そもそも仮想物体が背面にあると知覚している

かどうかを問う質問であり，Q2は提案手法によって肌色

面の存在を知覚した上で，仮想円を背面にあると知覚し

ているかどうかを問う質問である．質問の提示方法，回

答方法は実験 1-2と同様とした． 

この実験では，マスク条件 5 種類から 2 種類選ぶ 5C2

＝10種類のペアに対し，それぞれ 2回繰り返し評価させ

るため，被験者 1人あたりの試行回数は計 20回となった． 

4.4.2 実験結果 

実験 1-2 と同様，得られた回答をサーストンの一対比

較法 [14] によって尺度化したものを図 13に示す．横軸

は尺度値を示し，値が大きくなるほど多くの同意が得ら

れたことを示している． 

Tukey’s HSD post-hoc test によって，Q1については「半

透明ドット」および「ランダムドット（提案手法）」の両

方が「マスクなし（シンプルな AR）」よりも仮想円が肌

色面の後ろにあることが有意に知覚しやすいという結果

が得られた (p<0.05)．「カットアウェイ」と「マスクなし」

については有意傾向が見られ，「カットアウェイ」がより

高い評価を得た (p<0.1)．一方，Q2については，「半透明

ドット」が「マスクなし」よりも有意に肌色面を透かし

て青い円を見ていると知覚しやすく(p<0.05)，また，「ラ

ンダムドット」と「マスクなし」の差については有意傾

向 (p<0.1) が見られ，「ランダムドット」がより高い評価

を得た． 

以上の結果より，ステレオ AR 環境において，仮説 1

（仮想物体が背面にあることが知覚しやすくなる）と仮

説 2（実物体表面に特徴のない場合でもその存在を知覚

させることが可能となる）が支持された． 

4.5 実験 2-2：仮説 3の確認 

4.5.1 実験手順 

肌色面の位置を 0として背面 (-0.02, -0.01, -0.001) [m] 

もしくは前面 (+0.02, +0.01, +0.001) [m] の位置に仮想円

を表示し，マスクの種類を変えたものを被験者に提示し

た．被験者には，各刺激に対して仮想円の位置を回答さ

せた．各被験者の試行回数は，マスク条件 5 種類×仮想

円の距離 6 通り×3 回繰り返し=計 90 試行であった．こ

の実験も，実験 1 と同様に，刺激の提示順序は被験者ご

とにランダムとした． 

4.5.2 実験結果 

得られた回答から，仮想円の各位置における，マスク

の種類ごとの正答率を算出した（図 14）．2 要因（マス

クの種類，仮想円の位置）分散分析を行った結果，要因

間に交互作用が見られた (F(20, 280) = 6.08, p<0.001)．各

位置において，t検定（ボンフェローニ補正）を行った結

果，位置0.01 [m]，0.02 [m] において「マスクなし」の

正答率が他のマスクに比べて有意に低かった．また，位

置-0.001 [m] においては「マスクなし」の正答率が「カ

ットアウェイ」以外の他のマスクに比べて有意に低く 

(p<0.05)，「カットアウェイ」に対し「ランダムドット」

および「半透明ランダムドット」の両方が有意に高い正

答率であった．位置が+0.001 [m]の場合は，有意差は見ら

れなかった． 

これらの結果より，少なくとも位置0.01 [m]，0.02 [m]

においては「マスクなし」の場合よりも，マスクがある

場合の方が，被験者がより正確に仮想円の位置を判別で

きていたと言える．また，仮想円が肌色面のすぐ背面に

ある場合 (-0.001 [m]) には，「ランダムドット」「半透明
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図 14 実験 2-2結果 

Fig. 14  Results of Experiment 2-2. 
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a circle through the surface?” 

図 13 実験 2-1結果 

Fig. 13  Results of Experiment 2-1. 
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ランダムドット」を用いることで「マスクなし」や「カ

ットアウェイ」よりも正確に距離が判別できることがわ

かった．以上より「ランダムドットマスク（提案手法）

は移動視差のないステレオ AR 環境において実物体表面

と仮想物体の前後関係，および距離の正確な把握を可能

にする」という仮説が支持された． 

一方，位置+0.001 [m] における「マスクなし」の正答

率が極端に高い．これは「マスクなし」の場合，被験者

にとって仮想円が肌色面の前面にあるか背面にあるかを

判別するのが困難であり，結果として，仮想円の位置に

関わらず+0.001 [m]（肌色面よりごくわずかに手前）と答

える傾向があったためである．「カットアウェイ」と「半

透明マスク」については，肌色面と仮想円の間に重なり

がなく，距離を直接参照する手がかりがないため距離を

正しく判別できなかったと考えられる． 

5. 実験 3：移動視差との併用 

5.1 実験目的 

実験 1，2は，ランダムドットマスクの効果のみを調査

するために，被験者の頭部は固定した状態で実施した．

しかし実際の AR 空間においては，ユーザは頭部を自由

に動かすことが可能であり，AR 空間における奥行き知覚

は移動視差によって向上することが知られている [5]．そ

こで実験 3 では，移動視差による奥行き手がかりが併用

可能な条件において，提案手法の効果を確認した． 

5.2 提示刺激 

本実験では，ユーザの頭部をトラッキングし，それに

応じた映像を生成できる環境が必要である．全ての刺激

は Windows 8.1 OS, Intel Core i5 4460 3.2 GHz CPU，8G 

RAM, NVIDIA GTX 650 を搭載した PCを用いて生成，提

示した．各刺激はステレオ視可能なヘッドマウントディ

スプレイ Oculus Rift DK2上に提示され，被験者は刺激を

立体的に観察可能であった．また，Oculus Rift DK2 本体

内部の赤外 LEDと付属の赤外カメラによって，被験者の

頭部動作に応じた移動視差の生成を可能とした． 

提示刺激も実験 1，2と同様に，青色の仮想円を肌色面

の手前または背面に配置した．これを，頭部移動 2 条件

（あり／なし）×マスク 2 条件（あり／なし）の 4 条件

で被験者に観察させた．頭部移動ありの場合には，被験

者は着座した状態で頭部の移動に応じて視点位置を変更

することができたが，なしの場合には頭部を移動させて

も視点は移動しないようにした．マスクありの場合は，

実験1で最も効果の高かったマスク（ドットサイズ1/60，

ドット密度 50%，オクルージョンあり）を用いた． 

5.3 実験手順 

実験 2-2と同様に，肌色面の位置を 0として背面 (-0.02, 

-0.01, -0.001) [m] もしくは前面 (+0.02, +0.01, +0.001) [m] 

のいずれかの位置に仮想円を表示し，被験者にその位置

を回答させた．この実験も，刺激の提示順序は被験者ご

とにランダムであった．各被験者の試行回数は，マスク

2 条件（あり／なし）×移動視差 2 条件（あり／なし）

×距離 6種類×繰り返し回数 3回=計 72回であった． 

また，頭部の移動については，着席した状態で前後左

右上下に自由に動かしても良い，と説明した． 

5.4 被験者 

実験 3 の被験者は裸眼，もしくは眼鏡によって正常な

視力を持つ筑波大学の大学生 13 名（男性 13 名）であっ

た．また，実験 1，2と同様の手法で立体視ができている

ことを確認した． 

5.5 実験結果 

得られた回答は実験 2-2 と同様に，マスクの有無，移

動視差の有無，および仮想円の各位置における正答率を

算出し，比較した（図 15）．3要因（マスク，移動視差，

仮想円の位置）分散分析を行った結果，3 要因間に 2 次

の交互作用が見られた (F(5, 60) = 2.437, p<0.01)．単純交

互作用の検定の結果，マスクなしにおける仮想円の位置

と移動視差の有無 (F(5, 120)=3.255, p<0.05)，移動視差な

しにおける仮想円の位置とマスクの有無 (F(5,120)=5.117, 

p<0.001)，仮想円の位置が-0.01 における移動視差の有無

とマスクの有無 (F(1,72)=10.291, p<0.01) の間に単純交

互作用が見られた，続いて，各要因について，単純・単

純主効果の検定の結果，有意差が見られた箇所を図 15

に示す． 

その結果，仮想円の位置が0.02，-0.01，-0.001の場合

に移動視差の有無によらず「マスクあり」の正答率が「マ

スクなし」よりも有意に高くなった．また，仮想円の位

置が+0.01，+0.001で，移動視差がない場合に「マスクあ

り」の正答率が「マスクなし」よりも有意に高くなった．

このことから，移動視差が利用可能なステレオ AR 環境

において，提案手法は「マスクなし」の場合よりも（特

に，背面に配置された）仮想円の位置をより正確に判別

できるようになること，移動視差のない場合でも提案手

法によって，「マスクなし」の場合よりも正確に仮想円の

位置が判別できるようになることを確認した． 

一方，移動視差の有無に関してはいずれの位置におい

ても有意差が見られなかった．その理由として，今回の

実験では，被験者の初期位置から実物体表面までの距離

がおよそ 50 [cm]であったのに対して，実物体表面から仮

想物体までの距離が最大 2 [cm] であったため，移動視差
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図 15 実験 3結果 

Fig. 15  Results of Experiment 3. 
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による手がかりが奥行き知覚には大きく寄与しなかった

のではないかと推測される． 

6. 考察 

我々は，ステレオ立体視可能な AR 環境において実物

体の内部にある物体を仮想物体として重畳描画した時に，

ユーザが実物体と仮想物体の前後関係や相互の距離を正

しく知覚できないという問題を改善するために，

Stereoscopic Pseudo-Transparency（ステレオ疑似透過）を

提案した．具体的には，ランダムドットマスクを実物体

の表面に重畳描画することによってその面の知覚を向上

させ，そのマスクを透して背面にある仮想物体を観察さ

せた． 我々は本手法によって，ユーザは実物体表面が疑

似的に透過したように感じ，それによって透明知覚と奥

行き知覚（実物体表面と仮想物体の前後関係，およびそ

れらの距離の知覚）が向上すると期待した．そこでこの

手法の効果を確認するために，3つの実験をおこなった． 

まず，実験 1 では，ランダムドットマスクの適切なデ

ザインについて，透明知覚および奥行き知覚という観点

から検討した．その結果，より精度よく前後判定をする

ためには，オクルージョンあり，ドットサイズは比較的

小さく（今回比較した中では 1/40 または 1/60），ドット

密度が比較的高いマスク（今回比較した中では 50%）の

効果が高いという結果が得られた． 

続いて実験 2では，実験 1で得られた知見に基づいた

ランダムドットマスクを利用し，既存手法と比較するこ

とによって提案手法の有用性を確認した．その結果，実

験 2-1 の一対比較の結果より，提案手法によって，実物

体表面および仮想物体の両方に対する知覚が向上するこ

とがわかった．さらに実験 2-2 の距離知覚の評価実験に

よって，実物体表面と仮想物体の前後関係，および距離

知覚の精度が向上することが確認できた．これは，提案

手法によって，2 つの対象物の知覚が同時に向上したこ

とと，それらを重畳して表示したことによって，位置の

比較が容易になったことに起因すると考えられる． 

また，実験 3 においては，移動視差が生ずる環境にお

ける提案手法の効果を確認した．この結果から，移動視

差の有無によらず，仮想円が実物体表面の背面にある場

合に，提案手法によって，「マスクなし」の場合よりも仮

想円の位置の知覚が向上することを確認した． 

以上の結果から，本論文が提案するステレオ疑似透過

は，ステレオ立体視可能な AR 環境における奥行き知覚

の向上に効果がある可能性を示すことができた．しかし

ながら，本手法がより多様な AR 環境に適用可能である

ことを示すためには，今後検討すべき課題がいくつか存

在する． 

まず，仮想物体の見やすさの問題である．提案手法は

ランダムドットを通して背面の仮想物体を見ることにな

るため，カットアウェイやマスクなしよりも仮想物体が

見づらくなってしまう．今後は，仮想物体の視認性も考

慮したランダムドットマスクを検討する必要がある．こ

のために，半透明ランダムドットマスクの利用について

さらに検討するほか，視認性と奥行き知覚を両立させる

という観点から，あらためて適切なドットの密度とサイ

ズを調査することや，目的に応じて動的にパラメータを

調整できるマスクを検討することも考えられる． 

2 つ目の問題は，本実験で使用した実物体表面と仮想

物体が 1種類であったことである．3.2節でも述べたとお

り，本研究において仮想物体の形状を円環としたのは，

壁の中の配線や皮膚の下の血管など，仮想物体が比較的

微細で知覚しづらい状況を想定したためである．しかし，

色や形状が異なる実物体と仮想物体の組み合わせにおい

ても同様の結果が得られるかどうかについては，今後実

験を重ねて知見を集積する必要がある．今後は様々な形

状と色の組み合わせで実験をおこない，物体の特性と最

適なランダムドットのデザインとの関係について，より

詳細に検討する必要がある． 

3 つ目は，本実験においては実験の統制を容易にする

ために，実物体の表面ではなく，シミュレートされた実

物体表面を用いたことである．これについては今後「実

際の」実物体を用いた実験を行い，提案手法の有用性を

確認する予定である． 

7. むすび 

本研究では，ステレオ立体視可能な AR 環境において

実物体に仮想物体を重畳描画した時に両眼視差から生じ

る奥行き知覚と，オクルージョンによって生じる奥行き

知覚の矛盾を低減させる手法として，ステレオ疑似透過

を提案した．具体的には，ランダムドットマスクを実物

体の上に重畳描画し，そのマスク越しに背面にある仮想

物体を観察する手法を提案した．これによって，観察者

は 1) 実物体を透過して仮想物体を見たかのように知覚

できる（疑似透過）ことと，2) 手前の実物体表面と奥の

仮想物体の両方の知覚を向上させることによって，両者

の前後関係だけではなく，その間の距離の知覚も向上さ

せられることを確認した． 

本研究では，ステレオ AR 環境を対象としたが，実験 2

において従来手法として比較したカットアウェイは，ス

テレオ AR 環境のみならず[12]，移動視差を含む単眼視環

境においてもその効果が確認されている [5]．本提案手法

についても，Stereo-Transparencyの効果が使えない単眼視

AR 環境でも，Pseudo-Transparency の効果が期待できる．

今後は，そうした環境においても提案手法の有効性を確

認することも検討している．さらに，考察で述べた課題

の検討や，光学シースルー型 HMD やプロジェクション

を用いた AR 環境において，提案手法の有効性を調査す

ることによって，実用性を高める予定である． 

 

におけるステレオ疑似透過が透明知覚と奥行き知覚に与える効果に関する研究
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