心理学における 3次元視研究の動向 ‑2001‑
The Trends in the Research of 3-Dimensional Perception in 200L
林 部 敬 吉

Keikichi HAYASHIBE

抄録 :視 覚心理学 にお ける 3次 元視研 究 の動 向 を運 動 要 因 に よる 3次 元視 ,両 眼立体視 ,絵 画的要
因 に よる 3次 元視 ,視 空 間構造 ,そ の他 の 3次 元視 に分類 して報告 した。 と くに,両 眼 立 体視 の研
究領域 での対応 問題 ,立 体視処理 にお け る持続系 と過渡系 の役割 ,背 反す る輝度対応 での立 体視 問題
な どの研 究 で着実 な進 展 がみ られて い る。
Abstract: The papers of 3‑dilnensional visual perception in 2001 were reviewed in the flelds of depth from
modon cue,stereoscopic宙 sion,picto五 al cues and vimal reality.There was the steady progress ofthe research
in the regions of the correspondense problenl,the physiological role of sustained and transient pathway,and
anti― correlated

stcreograΠ l problem in stereoscopic vision.

る。実験 の結果,闘 値 はノイズギャップが小 さ

序 口はじめに

くなるに伴 い直線的 に増大す る ことが示 され

,

また0.33,0.87c/dの 2種 類 の空間周波数 のそれ
本報告 には,3次 元知覚 に関連 した論文 を

,
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か ら抽出 し,3次 元視研究 の各領域 に分類 して

ぞれで,ノ イズ効果が消失す る帯域幅 は 1.4オ ク
ターブである ことが示 された。運動視差 は狭 い
う

運動要 因 による

3次 元 視

1.1.運 動視差のための空間周波数チャ
ンネル
択特性 が どの よ うな ものかが ,マ ス ク刺激法 を
et al 181に

よって しらべ られ

た。方法 は,図 1に 示 された よ うに,観 察者 の
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頭部運動 と連動 させ て提示す る と,サ イ ン波状
の 凹凸が 出現 す るシグナル刺激条件 ,お よび こ
れ にノイズ刺激 を加 算 した ノ イズ 。シグナ ルカ日

Vertical position̲

波状 の 凹凸知 覚 が崩 れ るか ,そ の 閾値 を測定 し

図 1
観察者 の頭部運動 と連動 させて提示す ると,サ イ ン波
状 の凹凸が出現するシグナル刺激条件 ,お よびこれに
ノイズ刺激 を加算 した ノイズ 。シグナル加算条件 .ノ
イズ量は ノイズ とノイズ間の距離 (ノ イズギャップ)

た。 空 間周波数 は,0。 33,0。 87c/dの 2条 件 で あ

で操作す る (HOgeⅣ orst,Mo

算条件 とを設定 し,ノ イズ とノイズ 間 の距離 (ノ
イズ ギ ャ ップ)を 変化 させ た時 ,ど こで サ イ ン

A,ct a1 2000)。
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帯域幅 を持 つ複数 のチャンネルで伝達 されてい
て,こ れは両眼視差 のそれ と一致 してい る。

1.2.運 動 視差 と両 眼視 差 の 課 題 依 存 型
ス トラ トジー
従来,運 動視差 ,両 眼視差,パ ースペ クティ
ブ要因な ど奥行手 がか りが豊富 になるほど,絶
対的あ るい は相対的奥行距離知覚 は正確 になさ
れると考 えられてい る。Bradshaw et a1 0は ,知

0

図2

テクスチャ要因と運動視差要因の奥行手
がかり優位性
水平,垂 直,格 子状の3種 類のサイン波形の空間周波数
パターンで奥行傾斜面が作成された。ただし,球 は実験
場面では提示されない(olB五 en,J.&Johnston,A.2000)。
.

覚 される奥行距離 の正確 さは,奥 行手 がか りの
種類 に依存す るのではな く,相 対的奥行距離 に

ン波形 の空間周波数パ ター ンを使用 して,テ ク

関 わる課題 に依存す るのではないか と考 えた。

スチ ヤによる奥行 と運動視差 による奥行 を作成

そ こで,相 対的奥行距離課題 として,(1)あ る等

し,ど ちらの要因が奥行傾斜面 の知覚 に対 して

しい奥行距離 に設定 された 2つ の ターゲ ッ トの

手がか り優位性 が あるかを しらべ た。実験 は,基

中央 にテス トターゲ ッ トを配置 し,テ ス トター

準 となる奥行傾斜面

ゲ ッ トを奥行方向 に移動 させ,3つ のターゲ ット

ト傾斜面 を提示 し,ど ちらが傾斜 して知覚 され

が前額 に平行 になる位置 を求める課題 ,(2)3つ

るかを求める「継時的恒常法」 で行 われた。そ

のターゲ ッ トが観察者 か ら見 て三角形 を形成す

の結果,視 えの奥行傾斜面 は,テ クスチャ要因

るように配置 し,別 に同様 な 3つ の ターゲ ッ ト

によって優位 に規定 されていることが示 された。

を用意 し,頂 点 の一つ を移動 させてに同一の三

Braunsteinら の結果 とこの結果 との不一致 は,テ

角形 になるよ うに調整 させ る課題 ,(3)3つ の

クス チ ャパ ター ンの相違 に求 め られて い る。

ターゲ ッ トが観察者 か ら見 て三角形 を形成す る
ように配置 し,前 額 に平行 に配置 した底辺 の距

0'BHenら の実験 では,テ クスチ ャとして レイ ト
レース されたパ ター ンが使用 されてい るので

離 と三角形 の高 さとが等 しくなるように,頂 点

大 きさや密度勾配が奥行傾斜 について一定 であ

に当たるひとつのターゲ ッ トを移動 させ る課題

るため,奥 行効果が大 きいためと考 えられる。

(45°

)を 提示 し,次 にテス

,

がそれぞれ設定 された。
奥行手がか り条件 は,頭
部運動 を伴 う単眼視条件 ,頭 部運動 を伴 わない
両眼視条件 ,頭 部運動 を伴 う両眼視条件 である。
実験 の結果,奥 行手 がか り条件 による差 は出現

1.4.運 動立体視 (kinetic depth)に よる
奥行 キ ャプチ ャ (depth capture)

せず ,課題 の種類 による差が生 じた。 このこ と

運動立体視 と両眼立体視 (steropSiS)は ,共 通
の現象や特性 をもつ。たとえば,神 経生理学的

から,視 覚 システムは課題 ごとにそのス トラテ

領域 では,霊 長類 の視覚領 は,両 眼視差 と運動

ジー を変 えてい ると考 えられる。

方向に特異的に反応するニ ューロンが存在す る
こ とが報告 されてい る (Mauunsell&Van Essen

1.3.テ クス チ ャ要 因 と運 動 視 差 要 因 間
の 手 が か り優 位 性

1983,Bradley et a1 1995,DeAngelis et a1 1998)。

視

覚心理学的領域 では,運 動立体視 ,両 眼立体視

テクスチ ヤ要因 と運動視差要因間の手がか り

ともに,明 瞭な運動立体要因や両眼視差要因が

優位性 については,こ れまで,運 動視差要因が優

存在 しないの に,内 挿 によって立体 や奥行 が知

位 であるとされて きた (Braunstein 1968,Young et

覚 される (Sddpour et d 1992)。 Khaln&Blake(ゆ

江1993).0'B五 en&Johnston(り は,図 2に 示 さ

は,ス テレオキャプチャ (両 眼視差 が存在 しな

れたような水平 ,垂 直,格 子状 の 3種 類 のサイ

い領域 が両眼視差 のある領域 に囲 まれると,そ
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の部分が視差領域 に捉 えられて立体的に知覚 さ

1.5.オ ブテ ィカル・ モー シ ョンによる
対象 の面の奥行 についての知覚

れる現象)と 同様 な現象が運動立体視 で も生 じ
る ことを図 の ような刺激条件 で明 らかに した。
図 3(a)と (b)の 左図では,中 央 の円筒形が運
動立体視 によって 3次 元的 に知覚 され,中 央 の
水平 の帯 も円筒 の湾 曲面 にまきついて湾曲 して

3次 元空間における前額 に平行 な表面は,次
の式で表す ことができる。
Z(x,y)=ZO+χ sin
(こ

τtan σ +ycos τtan σ

こで,σ (slant)は 視線 と前額平行面 との

見 える。図 (a)と (b)の 右図では,帯 が垂直 に
配置 されてい るためにキヤプチ ヤは生 じない。

間の角度 ,τ (dlt)は 前額平行面 の垂直軸 か らの
逸脱角度,ZOは 対象表面 か らイメー ジ化 された

これ らの観察結果 か ら,運 動立体視 と両眼立体

面 までの視線 上の奥行距離 をそれぞれ示す)

視 は,と もに共通 のメカニズム を持 つ ことが確

ジ化 された面 についての奥行 (Z)が ,水 平方向

認 される。

の位置 と垂直方向の位置 の簡単 な関数式 で表す
…
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直軸 を中心 として回転す るとき,対 象 のイメー
ジ面上のすべ ての点 の速度 (V)は ,次 の式 で与

上式 か ら X軸 方向,あ るい は Y軸 方向のイメー
ジ上の各点 の速度 は

,

′
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は, もし,正 射影条件下 で前額 に平行 な面が垂

V(x,y)=ω (Zo+χ sin τtan σ十ッCOS τtan σ)
(こ こで,ω は 3次 元空間内の角速度 を示す)
′

…

ことがで きる ことを示 してい る。Ullman(1977)

えられることを示 した。
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図3
図 (a)と (b)の 左図では,中 央 の円筒形が運動立体
視 によつて 3次 元的に知覚 されるため中央 の水平の帯
も円筒 の湾曲面 にまきついて湾曲 して見える。図 (a)
と (b)の 右図では,帯 が垂直 に配置 されてい るために
立体 キヤプチ ヤは生 じない (Khaln,K.&Blake R.2000)

sin τtan σ ,Vy=ω sin τtan σ

で表 される。 これを変形す ると
,

tan

τ=Vx/Vy,tan σギ (Vx2+vyう ノω

が得 られる。 この式 によれば,dlt(τ )は 2種
類 の速度勾配 か ら確定で きるが,slant(σ )は
角速度勾配 (ω )が不明 なので確定 で きない。こ
,

れを確定す る一つの方法 は,図 4に 示 されたよ
うに,Vlか らV4ま での局所的 な個 々の速度 か ら

Vo(運 動速度 の平均 ),Vx(水 平方向の速度勾
己),Vy(垂 直方向の速度勾配)を 算出す れば
酉

,

饉lt(τ )は 一義的 に決 まり,ま た slant(ω )が
あ る既定値 をとると仮定す れば,7(Vx2+vy2)
に比例 して増大する と予測 される。

Todd&PeЮ tti。 3)は , 図 5の ようなパ ター ン
・

V。

M oV2'V.● V」 4
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図4

Vv‐ Ⅳ,● V.‐

V3・

VJD▼

運動か らの立体視 を可能 にする 3種 類
の運 動 図式
Vlか らV4ま での局所的な個々の速度からVo(ト ランス
レーシヨンの平均),Vx(水 平方向の速度勾配),Vy(垂
直方向の速度勾配)を 算出(Todd,J.T.&Perotti,V。 1999)。
.

で vlか らV4の 部分 の速度 を変化 して楔形状 を
提示 し,そ の dltと slantの 角度 を測定 した。そ
の結果 ,tiltは 正確 に知覚判断 されたが ,slantの
知覚判断 には大 きな誤差が生 じる ことが示 され
ている。
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2.両 眼立 体 視
2.1.対 応する要素が存在しない領域の
両眼対応問題と立体出現
ス テ レオ グラムの左 右 の対 応す る領域 を構成
す る刺激要素 の輝度 が反対 で ある場合 には,両
眼立 体視 にお け る対応 が原理 的 には存在 しない
の に,立 体 印象 が生 じる こ とが 報告 されて い る

図5

(Nakayalna&Shim可 o1990,Anderson 1994,Liu,ct
d1994)。

運動からの立体復元に使用された運動パ
ターン.(TOdd,J.T.&Pero■ i,V。 1999)。

この 問題 は,実 際 の世 界 で は,対 象 は

遮蔽 されて隠 され る こ とが 多 いの で ,こ の部分
が両 眼 間 で対応 しない領域 とな り, しか もこの
部分 は対象 間 の奥行 関係 を規定す る手 がか りな
る と考 え られて い る。これ に対 して,Tsai&Vic¨
tor。 の

は,図 6に 示 された よ うに,観 察者 と対

象 との 間 に遮 蔽物 が あ り,そ の遮蔽物 を通 して

い国

対象 を観察す る場合 ,遮 蔽物 が 両眼 の こめ かみ
側 の視野 を隠す ので ,左 右眼 には全 く異 な った
網膜像 が投 影 され る こ とが 幾何 光学 的 には生起

電
̀

right eye

国

す る.こ の場合 ,遮 蔽物 に注視点が あれ ば,遠
くの対 象 の左 右 の網膜 へ の投影点 は左 右 で対応
す る (aと が,bと げ).a,b(が ,ピ )の なす 角度

図6

左右のステ レオ グラムで対応が存在 しな
い事態 が生 じる幾何光学的条件
観察者 と対象 との間に遮蔽物があ り,そ の遮蔽物を通
して対象 を観察する場合,遮 蔽物が両眼のこめかみ側
の視野 をを隠すので,左 右眼には全 く異なった網膜像
が投影 されることが幾何光学的には生起する(Ts五 ,J.J.
.

は遮 蔽物 の水平方向 の 間隔距離 に等 しくなるの
で ,こ の全 く対応 を持 たない領域 と遮蔽物 との
間 の相対 的奥行距離 は遮蔽物 の水平方 向 の 間隔
距離 に拘 束 され る こ とになる。 この仮説 を検証

&Victor,J.D.2000).

す るため に,図 7に 示 され たス テ レオグラムが
考案 された。 このス テ レオグラムの周辺領 域 は
額縁 の よ うな遮蔽物 を構成 し,そ れ を通 して小
さなタイル を張 り付 けた面が設定 されてい るが

,

この個 々の タイルの輝度 は左右 のス テ レオグラ
ムで背反 (and̲correlated)し て い る。これ を両 眼
立 体視 す る と,対 応 を持 たない領域 が 遮蔽物 よ
り手前 に浮 き出 て視 える。この種 の立 体視 は,水
平両眼視差 で も,ま た生 態光学 的 な遮 蔽効果 で

図7

も説明がで きない新 しい現象 の発 見 と考 え られ

このス テ レオグラムの周辺領域 は額縁 の よ うな遮蔽物

る。

左右領域で対応をもたないステレオグラム

.

を構 成 し,そ れ を通 して小 さな タイル を張 り付 けた面
が 設定 されて い るが ,こ の個 々の タイルの輝度 は左 右
のス テ レオ グラムで反対

(anti―

る (Tsai,J.J.&Victor,J.D.2000)。

correlated)と な ってい
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2.2.ガ ボールバター ンステレオグラム
の対応問題

ら構成 された もので ,両 眼立 体視す る と 2本 の
線分 が 奥行位 置 を異 に して視 える。 この現象 を

1次 元 のガボールパ ター ンか ら構成 されたス

説 明す る仮 説 と して ,二 重 融 合 仮 説 とカモ フ

テ レオグラムの対応問題が,Prince&Eagle(10に

ラー ジ ュ仮説 (Howard&Ohni 1992)が あ る。二

よって詳 しくしらべ られた。使用 されたステ レ

重融合仮 説 (図

オグラムは,図 8に あるような 1次 元 のガボー
ルプロフィールか ら構成 され,そ の コン トラス

b)と は,片 眼 の 1本 の線分 が他眼 の 2本 の線
分 の両方 と融合す る点 で は一 致 して い るが ,二

ト・エ ンベロープの大 きさ

重融合仮 説 で は対応点 を もたな くて も擬似 的 に

(σ

)が 変 えられた。

実験 では,同 量 の両眼視差 をもつが,そ の奥行

a)と

カモ フラー ジ ュ仮説 (図

融合す る線分 は鼻側 と仮定す るの に対 して ,カ

出現方向 はそれぞれ反対 を示す (交 差視差 また
は非交差視差 )2種 類 のステ レオグラムを提示
し,そ の正答率 を求めた。実験 の結果,(1)コ ン
トラス ト・エ ンベロー プの大 きさが大 きい とき
には (σ =2.Odeg),奥 行方向の正答率 は両眼視差
と405°

,

で高 く,225° ,270° ,315° と585°

,

量 (phase disparity)が
450° ,495°
630°

,675°

45°

,90° ,135°

で低 く,こ の ように正答率 と両眼視

差量 とは循環的 に変化す る こと,(2)コ ン トラス
ト・エ ンベ ロー プの大 きさが小 さい ときには
=0.49deg),奥 行方向の正答率 は両眼視差量 に
関係 なく高いこと,(3)コ ン トラス ト・エ ンベロー
(σ

プの大 きさが中程度の ときには (← 0.98deg),奥
行方向の正答率 は両眼視差量

(315°

以下)が 小

さい ときには循環的 に変化 し,こ れ よ り視差量
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図 8 1次 元のガボール プ ロフ ィール
ステ レオグラムでは,両 眼視差 は phase disparityで 操
作 され,ま た コン トラス ト・エンベロープの大 きさ
(0が 変えられた (Prince,s.J.D。 &Wagle,R.A.2000).
.

が大 きい ときには正答率 は常 に高 いこと,(4)奥
行方向の正答率 は,両 眼視差量が 0‑180° ,360‑
の範囲では常 に正 しく,こ れ以
の
外 視差範囲で,し か もコン トラス ト・エ ンベ

540°

,720‑900°

A国

画 m…

Bo Cmo17fle｀甲』口曲

下

ロー プが大 きい ときには,悪 くなる こと,な ど

d

が示 された。奥行方向の正答率 が高 い と言 うこ

差量 とコン トラス ト・エ ンベロー プの大 きさ と

国
ヽ

2.3.パ ー ヌム の 半 端 な ス テ レオ グ ラ ム
問題 (:imtting case)
パーヌムの半端 なステ レオグラム問題 (■miting
case)と は,図 9の ように片眼のステレオグラム

には 2本 の線分 ,他 眼 のそれには 1本 の線分 か

□

G画円四述電 inw′

が相互に影響 してい る ことを示す。

日
日
／
呻

R山 l晰

れることを意味す るので,対 応問題 には両眼視

ぃ
︑
円

とは,左 右 ステ レオグラムの対応 が正 しく行 わ

9

二 重 融 合 仮 説 (図 a)と 力'モ フ ラー ジ ュ
仮 説 (図 b).
両仮説 とも片眼の 1本 の線分が他眼 の 2本 の線分 の両
方 と融合す る点では一致 してい るが,二 重融合仮説で
図

は対応点 をもたな くて も擬似的に融合す る線分 は鼻側
と仮定す るのに対 して,カ モフラー ジュ仮説 ではそれ
をこめかみ側 と仮定す る (shimonO et」 1999)。

心理学 にお ける 3次 元視研究 の動向 ‑2001‑

モフラー ジュ仮説 ではそれをこめかみ側 と仮定

された。 この結果 は,二 重融合仮説で は融合線

す る。 したが って,図 9に も明示 されてい るよ

分 と擬似的融合線分 の奥行定位関係 は支持す る

うに,二 重融合仮説 では擬似的融合線分 は,対

が,2本 線分 のステ レオグラムの線分間隔距離 と

応点をもつ融合線分 の背後 に定位 されると仮定

奥行量 との 関係 は支持 せ ず ,ま た カモ フラー

するが,カ モフラージュ仮説 ではそれを手前 に

ジュ仮説 では融合線分 と擬似的融合線分 の奥行

定位 されると仮定す る。また, どちらの仮説 も

定位関係 ,並 びに 2本 線分 のス テ レオグラムの

片眼の 2本 線分 のス テ レオグラムの線分間の間

線分間隔距離 と奥行量 との関係 の両方 を支持 し

隔距離 に比例 して融合線分 と擬似的融合線分 と

てい ない。そ こで,Shimono達 は,新 たな仮説 を

の視 えの奥行距離 が増大す る こ とを予測す る。

提示 し検証 した。それによれば,片 眼の 2本 の

,2つ の仮説 の

線分 のいずれかは他眼の 1本 の線分 と融合 して

いず れが正 しいかを,疑 似的融合線分 と融合線

定位 されるが,他 方 の線分 は対応線分 をもたず

分 との奥行関係 ,2本 線分 のステ レオグラムの

擬似的融合 しない。そ して融合線分 は刺激面 に

線分間距離 と奥行距離量 との関係 を検討 した結

定位 されて知覚 されるが,非 融合線分 は輻榛面

果,二 重仮説条件 では融合線分 は擬似的融合線

に定位 されると仮定す る (図 10参 照)。 この
「誤 つ

分 の手前 に,カ モフラージユ仮説 では融合線分

た輻榛 による奥行定位説」 を実験的に検証す る

と擬似的融合線分 とは同一の奥行距離 に定位 さ

ために,両 眼視差 は融合線分 (視 差 はゼ ロ)と

れて知覚 される こと,ま た 2本 線分 のステ レオ

実際 の輻榛面 との間 に くるように操作 し,融 合

グラムの線分間距離が増大 して も融合線分 と擬

線分 と他 の非融合線分 との奥行位置関係 ,お よ

似的融合線分 との奥行 量は変化 しないこ とが示

び輻榛誘導 に伴 う両眼視差 と融合線分 ―非融合

Shimono,Taln&Nakamizo(201は

線分 との間の奥行定位量 を二重融合仮説条件 と
カモフラー ジユ仮説条件布置 のステ レオグラム
Nonfused stimulus

でそれぞれ測定 した。その結果 ,二 重融合仮 説
条件 とカモフラー ジュ仮説条件 のステ レオグラ
ム とも,融 合線分 と非融合線分 の視 えの奥行位
Stimulus plane
Fused stimulus

置関係 ,お よび片眼の 2本 線分 のステ レオグラ
ムの線分間距離 と奥行量 との関係 は,予 測 され
た通 りの結果 を示 した。 このことか ら,パ ーヌ
ムの半端 なステ レオグラム問題 には,ス テレオ
グラムの刺激布置 ,片 眼の 2本 線分 のステレオ

□』
＼Retinalimages/□

た両眼視差要因が ともに関係 してい る ことが 明
らかにされ,こ の新 たな仮説が支持 されてい る。
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ノく
一 ヌム の 半 端 ス テ レオ グ ラ ム 問題 に
つ いての新 た な仮説
片眼の 2本 の線分のいずれかは他眼の 1本 の線分 と融
図

グラムの線分間距離 に加 えて,輻 軽 に誘導 され

.

合 して定位 されるが,他 方 の線分 は対応線分 をもたず
擬似的にも融合 しない。融合線分 は刺激面 に定位 され
て知覚 されるが,非融合線分 は輻榛面 に定位 されると
仮定 し,ま た融合線分 と非融合線分 の間の奥行定位量
は輻榛 に誘導 された両眼視差量 (融 合線分 と輻榛面 と
の間の視差量 )と ともに増減す ると予測す る (shimon。
et a1 1999)。

2.4.左 右 網膜上 で の対 応 す る 位 置 に投
影 され た対 象 の 視 え方
Whettstone(1838)の 古典的論文 には,左 右 の
網膜上での非対応な位置に投影 された対象 は両
眼融合 され,あ るひとつの奥行位置 に定位 して
視 えること,ま た左右 の網膜上での対応す る位
置 に投影 された対象 は相異 なる奥行位置 に定位

林部敬吉

されて視 える ことを定式化 した.Ono

et al(り

は

,

2.5.対 極 コ ン トラス トで作成 され たス

と くに左右網膜 で対応す る部分が相異 なる位置
に定位 して知覚 される ことを検証す るために

,

テ レオ グ ラムの立体 視
片眼用 のステレオグラムが黒色 ,他 眼 のそれ

図 Hの 上 図 ような RDSを 作成 した。 このステ

が 自色 で作成 されたステレオグラム (対 極 コン

レオグラムでは,垂 直 な破線 で表示 した対象が

トラス トのステレオグラム)を 両眼立体視す る

,

左右 の網膜上で対応する。図の下図 は,こ のス

と,そ れが フイギ ュラルステ レオグラムの場合

テ レオグラムの 2つ の可能な視 え方 を示す。下

には立体視 が成立するが,RDSで は立体視 は成

図の左 は網膜上で対応す る部分が 2つ の相異 な

立 しないこ とが確認 されてい る (Julesz 1971,

る位置 (方 向)に 視 える Wheatstoneの 定式 に

Stuart et a1 1992)。

そ った知覚的解決 を示 し,右 はどちらかの網膜

ス トステレオグラムで立体視が可能 なのは,対

上の対象 の方向が全体 の視 えの方向 を優位 に規

極 コン トラス トの輪郭 についての対応 が可能 な

定す るとい う考 え方 にそった知覚的解決 を示す。

か らではな く,対 極 コン トラス トに近似 した輪

観察 の結果,Whettstoneの 定式 にそ った視 えが

郭 が,実 際 には検出 されるか らと考 え られた。

生 じる ことが確認 された。

RDSタ イプの対極 コン トラス トステ レオグラム

フイギ ュラルな対極 コン トラ

で立体視 が不能 なのは,輪 郭 の検出が フイギ ュ
ラルタイプに比較 して複雑す ぎるか らと説明 さ
れる。
そ こで,Pope et al(01ま ,コ サイ ン波形 と矩
形波形 の輝度変化 をもつ対極 コン トラス トス テ
レオグラムで,左 右 ステ レオグラムのコン トラ
ス ト比 を40%,60%,80%,100%の 4段 階,刺
激提示時間を0.2,0.5,1,2,4秒 の 5段 階 に設
定 し,正 しい立体視 の生起頻度 を求 めた。その
結果,(1)低 コン トラス ト条件 では,刺 激提示時
＝Ｈ口 田

間が短 い場合 にのみ,立 体視 が可能 となること
,

(2)し か し,高 コン トラス ト条件 で も,コ サイ ン

波形 のステレオグラムの刺激提示時間 を長 くす
ると立体視 が可能であ ること,(3)低 コン トラス
噸
学

t摯

図 11
上 図 :こ のステ レオグラムでは,垂 直 な破線で表示 し
た対象が,左 右 の網膜上で対応す る位置 に投影 される
(実 際 はラ ンダム・ ドッ ト・ ステ レオグラムであ る)。
下図 :こ のステ レオグラムの 2つ の可能な視 え方 を示
す。下図の左 は網膜上で対応す る部分が 2つ の相異 な
る位置 (方 向)に 視 える Whcttstoneの 定式 にそ つた知
覚的解決 を示 し,右 はどちらかの網膜上の対象 の方向
が全体 の視 えの方向 を優位 に規定す るとい う考 え方 に
そ った知覚的解決 を示す (OnO,ct J 2000)

ト条件 で,矩 形波形 のステ レオグラムの刺激提
示時間 を長 くす ると立体視 が可能 となること

,

などが見 いだされた。 これ らの結果か ら,両 眼
立体視 には,ト ランジエ ン トとサステイ ン ドの 2
つのメカニズムが存在 し,前 者 は対極 コン トラ
ス トステ レオグラムで輪郭 を検出で きるが,後
者 は検出で きない と考 えられる。

2.6.生 態光学的に無効な単眼領域 と

RDS立 体視
刺激対象 を立体視するとき,そ の大 きさが眼
球間距離 より大きい場合 には,各 眼で固有の相
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互に対応 の ない遮蔽領域がで きる。ステ レオグ

眼遮蔽領域 が立 体 出現す る対象や背景 にある

ラムで対象 を水平方向 にシフ トして水平視差 を

ドットパ ターンと同一の RDSと ,そ れが相違す

作 り出 した場合 ,ス テ レオグラムのそれぞれの

る条件 では,後 者 の方が立体出現 の潜時 は有意

対象 のこめかみ側 には両眼間で対応 の無 いこの

に長 くなった。そ こで,単 眼遮蔽領域 に付加す

種 の遮蔽領域が必ず で きる。 これまで,こ の種

るパ ター ンに生態光学的 に適切 な条件 と不適切

の領域 は両眼間で対応 を持 たないため,両 眼立

条件 (立 体出現す る対象 の遠/近 に対 して単眼

体視 の成立 を困難 にす ると考 えられて きたが

遮蔽領域 に付加 したパ ター ンの密度 を変化 し生

,

RDSの 左右 の対象 のこめかみ側 に単眼遮蔽領域

態光学的適切性 を操作 )を 設定 した RDSを 作成

を設定す ると,そ の立体出現 の潜時が短 くなる

し (図 12),そ の潜時を測定 した ところ,生 態光

ことが示 された (Glllaln&Borsing 1988),生 態

学的 に適切条件 の RDSは 不適切条件 よ り有意 に

光学的 に生起する単眼遮蔽領域 は両眼立体視 の

短 いこ とが示 された。 このことか ら,単 眼遮蔽

成立 を促進す ると考 えられて きた。

領域が両眼立体視 に影響す る要因であるかを論

これに対 して,Grove&Onoけ )は ,Ginalnら

じる場合 には,そ の領域が生態光学的に適切 な

の研究 と同様 に,左 右 のステレオグラムの一方

パ ター ンが設定 されてい るか どうかの観点か ら

の単眼遮蔽領域 を空 白に した条件 ,そ れを立体

検討す る必要性が示唆 されてい る。

出現する対象 や背景 にある ドッ トパ ター ンと同
一 に した条件 ,そ れを立体出現す る対象 や背景

2.7.背 反 す る輝 度 対 応

にある ドットパ ター ンと相違 した条件 の 3種 類

correlated)条 件 の立 体視 と
(an暫 ‐

の RDSを 作成 し,そ の立体出現 までの潜時 を測

運 動 視 にお ける対 応 問題

定 した ところ,Gillamら の結果 とは相違 し,単

左右 のステ レオグラムか ら立体 を復元す るに

眼遮蔽領域 にパ ター ンが存在す る ことによる立

は,左 右パ ターンのどれ とどれが対応す るかを

体視促進効果 は得 られなかったとい う。ただ,単

解決 しなければならない。この対応問題 は,2つ
のフレーム にまたがる ドッ ト・パ ターンか ら特
定のパ ター ンを復元す るときにも同様 に生 じる。
立体視 のシステムと運動か らのパ ター ン復元 の
システム との間 には,明 るさ対比感受性 ,立 体
視や運動 か らのパ ター ン復元 に関わる閾値 であ
る Dm銚 と D面 n,ラ ンダム・ ドッ トの密度 と ドッ
トの大 きさについての視覚特性 が類似す ること
が明 らかにされてい る

(Glennerster 1998)。

さら

に,こ の 2つ のシステムの間 には,空 間周波数
チ ャンネル特性 が神経生理学的,あ るい は精神
物理学的 に類似す る (Eagle 1997,Prince et al
しか し,背 反する輝
つい
ては
システムは
に
その特性
度対応条件
,両
1998,Yang&Blake 1991)。

図 12
交差視差 で両眼融合 した場合,右側 のパ ネルが左側の
パ ネルよ り近 くに出現 して視 える RDSで ,そ の単眼
遮蔽領域 の ドッ ト密度 を粗/密 に変化 して,生 態光学
的 に適切 な条件 (a)と 不適切条件 (b)を 設定 してあ
る (Grove,P.M.&Ono,H.1999)。

が異なる。
背反輝度ス テ レオグラムの場合 ,ド ッ
ト密度が粗 い場合 には,立 体視 が正 しく生起す
るが (COgan et a1 1995),

ドット密度が濃 い場合

には,立 体視 は成立 しない (Julesz 1971,Cullll― g
et d 1998)。

運動視 の場合 には,映 画 の ように 1
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フレームご とに背反す る輝度 か らなる ドッ ト・

た。刺激 は,フ ー リエ空間で,1次 元 (垂 直方向)

パ ター ンを提示 して も,奥 行方向の反転が起 き

と 2次 元 の画像パ ター ンが作成 された

る ものの,明 瞭 な運 動 が知 覚 で きる (Anstis

実験 の結果 ,1次 元パ ター ン条件 では,背 反輝度

(図 13).

1970,Sato 1989)。

Read&Eagle u"は ,背 反輝

ステ レオグラム と背反輝度 キネマ トグラム とも

度 ス テ レオグラム

(and¨ coΠ elated

奥行方向 と運動方向 の弱 い反転 を伴 う ものの

stereogram)と

,

,

背反輝 度 キ ネマ トグ ラム (anti― corelated

立体視 と運動視が生起 したが ,2次 元パ ター ン

kinematogram)と を作成 し,立 体出現時 の奥行方

条件 では,背 反輝度 キネマ トグラム条件 では反

向 (交 差/非 交差)も しくは運動出現時 の運動

転 を伴 う運動視が明瞭に知覚 されたが,背 反輝

方向 (右 方向/左 方向)の 判断 を被験者 に求め

度 キネマ トグラム条件 では,立 体視 は生 じな
か った。 このような相違 は,視 覚 システムが対
応問題 の解決 を試 みるとき,方 向が異なる空 間
周波数情報 の統合 の問題 に関係 して生起すると
論 じられてい る。

図 13

背反輝度ステレオグラムと背反輝度キネ
マ トグラムで使用 された刺激パターン
右側 の 図 は 1次 元 (垂 直方向 )の パ ター ン,左 側 は 2
.

次元 パ ター ン (Rcad,J.C.A.&Eaglc,R.A.2000)。

2.8.両 眼 立体視 処 理 過 程 にお け る持 続
系 (sustained pathway)と 過渡
系 (transient pathway)
外佃1膝 状体 には,大 細胞層 (magnocellular
pathway)と 小細胞層 (parvocellular pathway)が
あ り,前 者 は比較的大 きな受容野 をもち,過 渡
的 な刺激 に対 して感受性 が高 いが,一 方,後 者
は高解像度特性 があ り, しか も持続的 な刺激 に
感受性 をもつ。 これまで,サ ル を対象 とした研
究 から,両 眼立体視処理 は大細胞層 で行 われて
い ると考 えられてきた (Hubel&Livingston 1987,
Livingston&HubeH987)。

しか し,大 細胞層 は

外傾1膝 状体 ニ ューロンの10%程 度 しかないこと
を考慮す ると,両 I艮 立体視 とい う大容量 の情報
処理 を担 っているとは考 えに くい。神経 生理学
的には,大 細胞層 は,両 眼立体視処理 の中の解
像度 の低 い しか しダイナ ミックな レベ ルの処理
に適 し,小 細胞層 は解像度 の高 い しか も静止刺
激 の処理 に適 してい る。Kontsevich&Tyler(H)
図 14

ダイナミ ック・ランダム・ ドッ トか ら構
成 され ,そ の ドッ トに持続系 ,過 渡系の
それぞれ に適 した変調をかけたステ レオ
グラム
実験では,テ ス ト刺激 として設定 した矩形の大さと視
差を操作 して,そ れがダイナミック・ランダム・ ドッ
トで構成 された背景の手前 に見えるか,背 後 に見える
かが しらべ られた(Kontsevich,L.L.&Tyler,C.W.2000).
.

は, ダイナ ミック・ ラ ンダム・ ドッ トか ら構成
されたステ レオグラムを作成 し,そ の ドッ トに
持続系 ,過 渡系 のそれぞれに適 した変調 をか け
て提示 した。実験 では,図 14に 示 されたように

,

テス ト刺激 として設定 した矩形 の大 さと視差 を
操作 して,そ れが ダイナ ミック・ラ ンダム・ ドッ
トで構成 された背景 の手前 に見 えるか,背 後 に
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見えるかが しらべ られた。矩形 の大 さと視差 と

るとき基本的問題 である。い ま,図 16の ような

の トレー ドオフは,大 細胞層 の場合 と小細胞層

サイ ン波形 の空間周波数か ら作成 されたス テ レ

の場合 とで,図 15の ように異 なると予想 される。

オグラムの対応問題 を考 えるとき,左 眼のステ

実験 の結果 は,こ の予想 を支持 し,両 眼立体視

レオグラムの A点 ともっとも対応す る可能性が

は,持 続系 で処理 されてい ると結論 されてい る。

高 いのは,右 眼 のステ レオグラムの B点
分離)と で,次 が c点 との対応

2。

9.対 応 問題 と トラ ン ジ ェン ト系

270°

ステ レオグラム において左右眼 の どの部分が
対応 をもつかは,両 眼立体視 の処理過程 を考 え

(360°

の

(90°

‑90° で

)で あ る。このステ レオグラム を使用 し,ス

テ レオグラムの大 きさを 15°

と30° の 2段 階

,

空間周波数 をo。 3,0.6,1.8cPdの 3段 階,刺 激提示
時間 を o。 4秒 と 9秒 の 2段 階 をそれぞれ設定 し

Pam

∞

Magno contro:

rtmi

T笙

て,実 際 にはどのような対応が選択 されるかが
しらべ られた (Edwards&Schor 6))。

sa/.

≧

(1)刺

その結果

激時間が短時間な場合 には最適対応

﹂ｇａ

対応)と 次善対応

(A―

,

(A― B

C)対 応が生 じるが,そ れ

が長 い場合 には最適対応 しか生 じないこ と,(2)
両眼視差 を小 さ くする と次善対応が生 じに くく
Bar価

Bar"udth

図 15 矩形の太 さ と視差 との トレー ドオ フ
大細胞層の場合 と小細胞層の場合 とでは,そ れらの関
,

係 は 異 な る と予 想 さ れ る (Kontsevich,L.L.&Tyler,CoW.

なる こと,(3)最 適対応 に関係す る両眼視差 は空
間周波数 にお け る位相要因が重要である こと

,

などが明 らかにされた。 これ らの結果 か ら,両
眼視差 に同期す る検出器 のモデルが提案 された

2000).

(図

17)。

ここでは,2つ の検出器が仮定 され,一

つ は狭帯域 に同期す るもの (実 線 で表示),他 は
広帯域に同期するもの (破 線 で表示)で ,前 者
Lm‐ Eye

は小 さい視差 に対応 し,後 者 は大 きい視差 に対

tte

応 す る。 実験 で 使 用 され た ス テ レオ グ ラ ム

RIntoEye har
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サイ ン波形の空 間周波数か ら作 成 され
たステ レオ グラム
この対応問題を考 えるとき,左 眼のステレオグラムの
A点 ともっとも対応する可能性が高いのは,右 眼のス
テレオグラムの B点 (90° の分離)と で,次 が c点
との対応 (360° ‑90° で 270° )で ある (Edwards,M
図

.

&Schor,C.M.1999)。

図 17 両 眼 視 差 に同 期 す る検 出器 の モ デル
ここでは,2つ の検出器が仮定 され,一 つ は狭帯域 に同
.

期す るもの (実 線 で表示),他 は広帯域に同期するもの
(破 線 で表示)で ,前 者 は小 さい視差 に対応 し,後 者 は
大 きい視差 に対応す る(Edwards,M&Schor,C.M.1999)。

林部敬吉
(stimulusl)で は,最 適対応 は 90°
270°

,次 善対応 は

に設定 されていたので,狭 帯域検出器 は最

適対応 を検出す るが,次 善対応 は狭帯域外なの
で検出 しない。 しか し,検 出感度 は広帯域検出
器 による ものの方 が大 きい。対応 が 22.5° と
337.5°

のステ レオグラムのケース (stimulus2)も

0‐ 暉 赳

Of融
…

忘Я

同様 に説明で きる。

2.10.両 眼立体視 下 で 面 の 形状知 覚 を不

0田 躙回おOf…

O St―

能 にす る最大両 眼視 差量 の大局 的
図

規 定要 因
大局的両眼立体視 で出現 させた面 の形状が識
別 で きな くなる最大両眼視差量 の規定要因 とし
て,空 間周波数視差 (disparity spaid hqucncy)

―

Of mmo allllls
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(a)運 動 か らの対象復元手法 で作成 して提示 した対
象 。これをは じめに観察 させ ,引 き続 き 2次 元的手が
か り単独 ,3次 元的手が か り単独 ,2次 元的手が か り
と 3次 元的手がか りの両方で成立 している対象 を提示
し,最 初 の対象 を正 しく識別 で きるか をテス トす る。

と視差勾配 (disparity gradent)と が挙げ られて
い る。視差勾配 とは,水 平方向視差量 とキクロ

(b)運 動 か らの対象復元手法 で作成 された対象 と両眼
視 差 か らの 対 象 復 元 手 法 で 作 成 され た対 象

ピア ン距離 の比 をいい,キ クロピアン距離 とは

(Phinney,RoE.&Siegel,R.M。 1999)。

立体視出現時の 2つ の対象間の距離 をさす。 こ
れまでに,視 差勾配 の値が 1を 越 えると両眼融

るために,ま ず運動 か らの対象復元手法 で作成

合が不能 となる こと,立 体視 が可能 なサイ ン波

した対象 を観察 させ ,引 き続 き 2次 元的手がか

形 の最大振幅 は空間周波数 と反比例 の関係 にあ

り単独 ,3次 元的手がか り単独 ,2次 元的手 がか

る理 由 を視差勾配 で説明 で きる こと (Burt&

りと 3次 元的手がか りの両方 で成立 させた対象

Julesz 1980)な どが明 らかにされてい る。Ziegler
al。 0は ,こ の視差勾配で両眼立体視 された面

を提示 し,最 初 の対象 を正 しく識別 で きるかを
検討 した。この手続 きでは,対 象 についての2次

の形状 の識別が不能 になる最大視差量 を説明で

元的手がか りを全 く欠 く運動刺激 か ら形成 した

きるかを検討 した。ステ レオグラムは台形波形

三角波形 ,サ イ ン波形 ,矩 形波形 で構成 し,そ

対象 の内的表象 を,2次 元的手がか り (ド ットで
構成 される輪郭や シルエ ット),3次 元的手 がか

の振幅 を操作 して,立 体視 が不能 となる最大視

り (両 眼視差),あ るいは両方 の手がか りで示 さ

差振幅 (dmax)を 測定 した。その結果 ,大 局的両

れた対象 と照合 させ ることがで きるかが試 され

眼立体視下 での面 の形状知覚 を不能 にする最大
両眼視差 は,視 差勾配 によつて規定 されてい る

た。実験 で使用 した手続 きと対象図形 は図 18に
示 されてい る。実験 の結果 ,2次 元的手がか り単

ことが確認 されてい る。

独条件 ,3次 元的手がか り単独条件 ,2次 元的手

et

,

がか りと 3次 元的手がか り加算条件 のいずれに

2.11.観 察者 中心記 述 と対 象 中心記 述

おいても正 しいマ ッチイングが行 われる ことが

い的 に 2次 元
対象 の認知 の研究 では,対 象が′

示 された。人 間の視覚 システムは,対 象 の内的
記述 とのマ ッチ イングでは,3次 元的手がか り

で記述 されてい るか (観 察者中心記述),そ れが

Phimey&Siegel(0は ,最 初 に提示 した対象 か

単独 で も正 しい結果 を出す ことがで きることを
示 した ことか ら,観 察者中心記述 モデル,あ る

ら形成 される内的表象 を,次 に提示す る対象 か

い は対象中心記述モ デルのいず れにおいて も,3

ら形成 された内的表象 と照合で きるかを検討す

次元的 な手がか りにもとづ く内的記述が利用可

3次 元 であ るか

(対 象中心記述)が 問題 となる。
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能なモデルで なければならない。

これ らのステ レオグラム を,交 差条件 ,非 交差
条件 で観察 させた結果,(1)両 眼視差 のあ る円弧

2.12両 眼視 差 情報 と単 眼 的奥 行 情 報 の
統合

の奥行方向 について 15%の 誤 りが生 じ,そ の誤
りの60‑80%が 視差 の指示す る奥行方向が半球

両眼で ものを見 るとき,両 眼視差情報 と単眼

に対 して凸で円弧 に対 して凸の条件 で,円 弧が

的奥行情報 とが統合 され,ひ とつ の矛盾 しない

凹 とい う誤 りが生 じる こと,(2)視 差 の指示す る

シー ンが知覚 される。 ここでの問題 は両眼視差

円弧が前額平行条件 で も,そ れを凹 とす る誤 り

情報が どのように して単眼情報 をも統合す るの

が幾分優勢 に生 じること,(3)単 眼的要因の円弧

かその しくみを明 らかにす ることであ る。 この

で も,60%以 上で視 えの湾曲反応が生 じ,さ ら

ような統合 についての研究が,Ninio(3)に よっ

にこの湾曲反応 は,半 球が凸の背景 で しか も円

て図 19の ようなステ レオグラムで行 われた。こ

弧が鼻側 に配置 した条件 で生起す る こと,(4)円

のステレオグラムでは,凹 あるいは凸 に視 える

弧が鼻側 に位置 ししか もその向 きが内側 にある

半球 を背景 に,2本 の円弧が配置 され,そ の うち

場合 には凸に知覚 され,逆 に円弧 の向 きが外佃

1本 は湾 曲 して視 えるように両 眼視差 を付 けて

にある場合 には凹に知覚 されるのは,ス テ レオ

あ り,他 は前額 に平行 に視 えるように視差 をつ

グラムの視差 を非交差条件 と仮定すると幾何学

けてあ るか もしくは単眼的要因 となってい る。

的推論 と一致す る こと,な どが明 らかにされた。

1

と くに,片 眼 に捉 えられた鼻側 の刺激 は,他 眼
の鼻側 と対応 を持 ちやすい とい う偏向が示 され

,

このことか ら視差 の対応過程 は鼻側 の刺激要素
か ら開始 される ことが示唆 される。

2.13.奥 行 関係 を規定 す る基準 面 と両 眼
立 体 視 の中 の奥 行 関係

Gibson(1950)は ,そ の生態光学的奥行理論
の なかで,対 象 の奥行関係 を規定する基準面 は
人間が行動する地上面な どの「表面」 であ るこ
とを強調 した。た とえば,中 程度 の奥行距離 の
知覚では,対 象 までの視 えの絶対的奥行距離 は

,

基準 となる「表面」が不U用 で きる事態 で もっと
も精確 となる。He&Ooi

Oは ,近 距離 の奥行手

がか りである両眼視差 に規定 されたステ レオグ
ラム における 2つ の対象 の奥行定位 にお いて

,

この種 の「表面」が基準枠 となるかについて,図
20の ようなステ レオグラムで検討 した。ここで
図 19
このステ レオグラムでは,凹 あ るい は凸 に視 える半球
を背景 に,2本 の円弧が配置 され,そ の うち 1本 は湾
曲 して視 えるように両眼視差 を付けてあ り,他 は前額
に平行 に視 えるように視差 をつ けてあるか,も しくは
単眼的要因 となってい る (Ninio,J。 2000)。

は,テ ス トデ イス プレー (a),比 較 デイス プレー
(b),統 制刺激 ディス プレー (c)の 3種 類 のステ
レオグラムが用意 されていて,両 眼立体視時 の
視 え方 は,図 の右 の欄 に示 されてい る。2つ のテ
ス ト線分 の奥行 の差 は,比 較 デイスプレー と統
制 デイス プレー に比較 してテス トデ イス プレー
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図 20
ステ レオグラム における 2つ の対象の奥行定位問題 で
使用 されたステ レオグラム。ここでは,テ ス トデ イス
プレー (a),比 較 デ イス プレー (b),統 制刺激 デ イス
プレー (c)の 3種 類 のステ レオグラムが用意 されて
いて,両 眼立体視時の視 え方は,図 の右 の欄 に示 され
てい る (Hc Z.E.&Ooi,T.L.2000)。

nstc
図

で小 さい。 これ らのステ レオグラム を観察 した
結果 ,(a)で はテス ト線分 の視 えの相対的 な奥行

21

(a)で は,遮 蔽物 が顔形状 の前 にあるために形状 が補
完 されるが,(b)で は遮蔽物が顔形状 の後 ろにあるた
めに補完 されず顔 を知覚 で きない (Takeuchi,H.1999)。

差 は (b),(c)に 比較 して小 さくな り,ま た新 た
にパースペ クテイブ条件 を加 えると,そ れは大
きくなる。 これ らの結果 は,テ ス ト線分 の奥行
位置 を規定す る「表面」 が どのように知覚 され
るかに依存 していて,(a)で は「表面」の視 えの
奥行傾斜 が過小視 され,パ ースペ クテ ィブを追
加す ると,そ れが過大視 されるため と考 えられ
る。 このことか ら,ス テ レオグラムの両眼立体
視事態 で も「表面」 が対象 の奥行関係 を規定す
る基準面 となることを示す。

2.14.ス テレオグラム立体視条件下での
形状補完 (oompleJon)
図21の (a)で は,遮 蔽物が顔形状 の前 にあるた

一

めに,形 状が補完 されるが,(b)で は遮蔽物が顔
形状 の後 ろにあ るために補完 されず顔 を知覚 で
きない。一方 ,楕 円状 に穴 の空 いた ものを,図
22の ように,そ の穴 を通 して円盤 の一部が視 え
るように回転 させ なが ら観察 させ ると,楕 円状
の遮蔽輪郭が視 える時 には円盤が リジッ ドに知
覚 されるが,楕 円状 の遮蔽輪郭 を視 えない よう

図
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穴 の空 い た楕 円 を通 して円盤 の一 部 が視 えるように回
転 させ なが ら観察 させ る と,楕 円状 の遮蔽輪郭が視 え
る時 には 円盤が リジ ッ ドに知 覚 され るが ,遮 蔽輪 郭 を
視 え な い よ う にす る と もはや 円盤 には視 え な くな る
(Takeuchi,H.1999)。
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にす る と,も はや 円盤 は視 えな くなる。これは

,

形状 知覚 システムが 遮 蔽物 に属す る輪郭 と被遮
蔽物 (円 盤 )に 属す る輪郭 とを識別 し,被 遮蔽
物 の輪 郭 を補完す るため と考 え られ る。 遮蔽物
の輪郭 が視 えない場合 には,遮 蔽物 が被 遮蔽物
よ り手前 に知覚 され たの と同一 とな り,被 遮蔽
物 の形状補完が失 われ る と考 え られ る。 この よ
うに考 える と,両 眼視差 に よる奥行 が存在す る
か 否 か は ,形 状補 完 とは直接 には 関係 しな い 。
Takeuchi 1221は ,被 遮 蔽物 に人 間 の顔 を,遮 蔽物

は穴形状 を持 つ楕 円 を回転 させ なが ら,顔 に両
眼視差 をつ け て楕 円 よ りは手前 にあ るい は背後
に視 える よ うに設定 して,顔 の マ ッチ ングを求
めた。そ の結果 ,被 遮蔽物 で あ る顔 が遮 蔽物 で
あ る楕 円 の手 前 あ る い は背後 に視 える こ とと

,

顔 のマ ッチ イグ とは無 関係 な こ とが 示 され た。
この こ とか ら,両 眼視差 に よる立 体視 が形状補
完 に決定 的 な役割 を持 ってい ない こ とが 示 され

図
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RDSで 作成 され た 3次 元形状楕 円面

(上 の 2種 類 )や

双 曲面 (下 の 2種 類 )で ,そ れぞれ上か らテ クスチ ャ
有 りとテ クスチ ャ無 し条件 で あ る (Watanabe,H.et al
1999)。

て い る。

2.15.ノ t― チャルに提示 した 3次 元形状

(2)3次 元湾曲面が十分 に大 きい ときには,最 大

湾曲面 の触運動 的方法 による測定

の湾曲面 と最小 の湾曲面が どの方向 に位置す る

3次 元形状 の楕円面や双曲面

(馬 の背形状)

は,次 式 (Euler)の 定式,de v五 es(1994)で 記
述で きる。
KN〓

か,そ の方向 を正 しく知覚で きるが,ゼ ロ湾曲
面 は正 しく知覚 で きないこ と,(3)テ クスチャ要
因は 3次 元湾曲形状 の知覚 に影響 していること
,

(4)触 運動的方法 による 3次 元形状 の知覚 と視覚

Kmax coS2 α +Khnsin2 α

あるいは凸 を判断 させる)に よるそ

(臨 αとKnhは 基本 曲率 の最大 と最小 を示 し,α

的判断

は Ln欲 と当該 の曲線 との間 になす角度 をい う)

れ とは,結 果が相違す る こ と,(5)単 独 で提示 さ

(凹

上記 の数式 で記述 された 3次 元形状楕円面や

れた 3次 元 曲線 と湾曲面 に埋め込 まれた 3次 元

双曲面 を RDS(図 23)で 作成 し,こ れを両眼立

曲線 では,知 覚的形状 が異 なる こと,な どが明

体視 させたものの視 えの 3次 元形状 が Wttanabe

らかにされてい る。

et al 1251に

よって測定 された。奥行手がか りは

両眼視差 のほかに,テ クスチ ャ,陰 影

,

(mll cuc)

とし,こ の条件 か らテクスチャを除い た条件 を
設定 した。視 えの 3次 元形状 の測定 は,先 端 に

2.16.両 眼立 体視 にお けるシー ンの 水平
と垂 直方 向 の 大 き さの歪 み
図 24の ステ レオグラムの (A)を 両眼立体視

赤外線 ダイオー ドのペ ンでバーチ ャル に知覚 さ

し,中 央 の黒色円盤

れてい る湾曲面 をなぞ らせ る触運動的方法 で行

平 の縁間の大 きさ と左右 の垂直 の縁間の大 きさ

われた。その結果 ,(1)人 間の視覚 システムは

を,背 景 に配置 した方眼紙 の升 日でカウ ン トす

Eulerの 定式 で記述 した 3次 元形状湾曲面 を,こ

ると,水 平方向の距離 には 8個 の升 目があ り,垂

の種 の触運動的方法 で正 しく再現 で きる こと

直方向のそれは 9個 の升 目があ る。 これは水平

,

,

(オ

クルー ダ)の 左右 の水

林部敬吉

方向 よ り垂直方向の方が広 く知覚 される ことを
示すが,実 際 には中央 の黒色円盤 は楕円ではな
く円盤 に視 える。一方 (B)の ステ レオグラムで
同様 に,黒 色矩形 で遮蔽 された背景領域 の左右
の水平方向の縁間距離 と垂直方向の上下間の縁
間の距離 を升 目でカウ ン トす ると,水 平方向の
距離 は遮蔽物 の左右 ともそれぞれ升 目で 6個 あ
り,遮 蔽物 の横幅が 3個 なので総計 15個 となる
が,垂 直方向のそれは 14個 なので,こ こでは垂
直方向 よ り水平方向の方が広 く知覚 される こと
を示すが,実 際 には背景 の矩形 は正方形 に視 え

畢

町響
「

る。 このように,遮 蔽物 の水平方向 と垂直方向

n
図

鴨
『

の両端間の大 きさ比 の変化 ,あ るいは遮蔽物 の

24
クルー ダ)

図 (A)を 両眼立体視 し,中 央 の黒色円盤 (オ
の左右 の水平 の縁間の大 きさと左右 の垂直の縁間の大
きさを,背 景 に配置 した方眼紙 の升 目でカウン トす る
と,水 平方向の距離 には 8個 の升 目があ り,垂 直方向
のそれ は 9個 の升 目があ る。(B)の ステ レオグラムで
同様 に,黒 色矩形 で遮蔽 された背景領域 の左右 の水平
方向の縁間距離 と垂直方向の上下間の縁間の距離 を升
目でカウ ン トす ると,水 平方向の距離 は遮蔽物 の左右
ともそれぞれ升 目で 6個 あ り,遮 蔽物 の横幅が 3個 な
ので総計 15個 となる (Ec,van E.&Erkelens,C.J.2000)。

背景領域 の同様 な大 きさの比 の変化がなぜ起 き
るかについて,Erkelens et a(1996)は 次 の よう
な仮説 を提示 した。すなわち,図 25に 示 された
ように,両 眼で Fを 注視す るとき,遮 蔽物 A'B'
の背後 にある視野の左端 (A)と 右端 (B)は ,遮
蔽物 によって隠 され,A点 は左眼のみで,B点
は右眼 のみで知覚 されので,Aと A:,Bと B'は

,

あたか も同一直線上にあるように視 える。 ここ
0,

A'B'=α +β =γ +δ
(AD OCCluder shape

γ=α +β ―γ
となる。前景の遮蔽物の水平方向の距離をsと
す れば ,背 景 の前景 に対 す る比 は

,

background/foreground=(S―

δ)/S

で表 され る。 もし,遮 蔽物 と背景 間 の両眼視差

(lldo$ed

(B) Bsckgmund Shapo

(δ

)が 0.5°

と し,前 景 の水平方 向 の大大 きさ

が 5。 2° とす れば,背 景 の前景 に対す る比 は
4.7/5.2=0。 9

となるので ,背 景領 域 の水平方 向 の大 きさが垂
直方向 よ り縮小 されて視 える こ とになる。
一 方 ,両 眼 立 体視 条件 で はな く単眼視 条件 で
図 25

遮 蔽 物 と遮 蔽 さ れ た 背 景 ,お よ び両 眼 の
視 方 向 との 関係
両眼で Fを 注視す るとき,遮 蔽物 A'B'の 背後 にある視
野 の左端 (A)と 右端 (B)は ,遮 蔽物 によって隠され
A点 は左眼のみで,B点 は右眼のみで知覚 されので,A
と A',Bと B'は ,あ たか も同一直線上 にあるように視

も遮蔽物 の背景領 域 の水平 ,垂 直方向 の大 きさ
の比が変化す る錯視 が存在す る。図 26(A)の 上

.

,

える (Ec,van E.&Erkelens,C.J.2000)。

図 で は,Kanizaの 矩形 圧縮錯視 で ,遮 蔽物 の背
後 の矩形 の水平方向 の大 きさは圧縮 されて過小
視 され ,下 図 で は垂直方 向 が圧縮 され過小視 さ
れて知 覚 され る。図 26(B)は ポゲ ン ドル フ錯視
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A日

Btt Z

もある一定 の速度 で点滅

□
図

リッカ)し て変化

ンを液晶 シヤッタ眼鏡 を通 して各眼 に別 々 に提
示 した。 この時,両 眼 に入力 される刺激パ ター

図 IEE

ロロ

(フ

するダイナ ミック・ラ ンダム・ ドッ ト・パ ター

ンの対応す る要素 に位相差 を導入す ると,垂 直
軸 を中心 として回転す る透 明なテクスチヤ面 を
もつ円筒が立体的 に知覚 されることが示 された。

26

図 (A)の 上 図 は Kanizaの 矩形圧縮錯視。ここでは遮
蔽物 の背後 の矩形 の水平方向の大 きさは圧縮 されて過
小視 され,下 図では垂直方向が圧縮 され過小視 されて
知覚 される。図 (B)は ポゲ ン ドルフ錯視 。 ここでは
遮蔽物 の背後 にある直線が遮蔽の前後 で逸脱 して視 え
る (Ec,van E.&Erkelens,C.J.2000)。

この種 のモー ションーステ レオ視 をもた らす最
小 の位相差 は 5‑10° の範囲であ る こと,ま た
この最小 の位相差 は,眼 球間の遅延 に置 き換 え
る ことが可能であ り, しか もこの眼球間の遅延
はフリッカ頻度 を増大 させ ると縮小 で きる こと
も示 された。 この結果 か ら,モ ー ションーステ

前後 で逸脱 して視える.Erkelens et J(1966)の

レオ視 においては,眼 球間遅延要因 よ りは位相
差要因が重要であ ると考 えられる。モー シ ョン

仮説 によれば,遮 蔽形状 の水平 ,垂 直方向の大

ーステ レオ視 を可能 にする最適 な位相差 は60‑

きさの比 は,遮 蔽物 と遮蔽 された背景間の距離

90°

で,こ こでは遮蔽物 の背後 にある直線 が遮蔽の

,

の範囲であ る。

凝視点 までの奥行距離 に比例 して変化す ると予
測 されるが,Ee&Erkelens Oの 実験 では予測 は

2.18.奥 行手 がか り間の コ ンフ リク トに

支持 されなか った。 さらに,Kanizaの 矩形圧縮

及 ぼす時 間要 因
両眼視差 とパースペ クティブ要因 とがそれぞ

錯視 とポゲ ン ドルフ錯視 をステ レオグラムで提

ンフ リ

示 し両眼立体視す ると,錯 視が消失す ることが

れ背反する奥行方向を指示 した場合

明 らかにされた。これ らの結果 か ら,Erkelens et

ク ト条件)に ,ど ちらの要因が優位 になるかが

al(1966)の 仮説 は否定 され,3次 元空間の水平
垂直方向の大 きさの比 を規定す るメカニズムと

ステ レオグラムが提示 されてか ら安定的 な奥行

,

,

遮蔽物 の左右両端が左眼あ るいは右眼 の網膜上
での方向か ら形状 の歪みを規定す るメカニズム

(コ

,

が成立するまでの時間的経過 のなかで しらべ ら
れた (Allison&Howard ②)。 提示 された奥行面
は,垂 直軸 を中心 とした傾 き

(ス

ラ ン ト,slant)

ンクリネー ショ

とは,そ れぞれ別個 の しくみであることが示唆

と水平軸 を中心 とした傾 き

される。

ン,inclination)で ,ス ラ ン トは水平大 きさ視差
で,イ ンクリネー ションは水平剪断視差 で,そ

2。

17.眼 球 間 の 位相 差 とモ ー シ ョン ース

(イ

れぞれの傾 きが操作 された。パースペ クテイブ

プルフ リッチ (Purrich)現 象 は,左 右 の眼球

要因は,格 子状 パ ター ンと不規則 なテクスチャ
パ ター ンで操作 され,前 者 ではパースペ クテ イ

間の刺激入力 に時差 を生 じさせ ,こ れが水平視

ブ要因が強 く,後 者 は弱 く作用す るように企図

差 を誘導 して立体効果が生 じると説明 されて き

された。時間的要因は,ス テ レオグラムを静止

た。しか し,両 眼 にス トロボ的に刺激 を与 え,両

して提示す る条件 と,ス テ レオグラムが指示す

眼間の時差 がほとん ど存在 しない条件 で も立体
視 が生 じる ことが報告 されてい る (Lce 1970,

る奥行面が前額平行 か ら最大奥行傾斜角 までの
間 をサイ ン波形 に振 幅 (オ シレー ト)し て提示

テ レオ 視

Morgan&Thompson 1975)。

Morgan&Fahle(1"

は,個 々の要素 の輝度 がサイ ン波形状 に,し か

する条件 とを設定 した。両眼視差 とパースペ ク
テイブ要因 との奥行手がか り間条件 は,両 眼視

林部敬吉

差単独有効条件 ,パ ースペ クティブ単独有効条

対象の面形成 は,面 ,線 ,エ ッジ,頂 点な どの間

件 ,両 眼視差 とパースペ クティブ要因 とが 同方

で生 じる奥行関係 を曖味なものに しない とい う

向の奥行 を指示す る一致条件 ,そ して両眼視差
とパースペ クティブ要因 とが背反す る奥行方向

内的拘束 の枠内で処理 されてい ると,Albe■

を指示す る コンフ リク ト条件 である。視 えの奥

の解釈 が可能な ときには,次 の諸点 か らシー ン

行傾斜面 の測定 は,両 眼立体視 された奥行傾斜

理解が選択 される。(1)2つ の対象が奥行関係 で
近接 して い るほ どシー ン解釈 上で選択 され る

面 を,こ れ とは別 に提示 した実傾斜面 の角度 を

(1)

は主張す る。もし,2次 元画像 の奥行関係 で複数

回転操作 して行 うマ ッチイングによった。実験
の結果,(1)コ ンフ リク ト条件 では,パ ースペ ク

あるほどシー ン解釈上で選択 される

テイブ要因の方が両眼視差要因 よ り,優 位 に奥

性)。 (3)形 成 された面が前額平行 な面 ,あ るい

行方向 を規定す ること,(2)こ の傾向 は,静 止条

は地面に近似 してい るほどシー ン解釈上で選択

件 よ リオシレー ト条件 で強 く現 れる こと,(3)両

される (前 額平行面 もしくは地面選択性 。(4)観

眼立体視 の観察時間経過 での奥行手 がか りの優
位 については,パ ースペ クテ イブ要因の優位 は

察者 の関心 ,あ るい は注視点 はシー ン解釈上で
選択 される。シー ン理解 に関す る研究 は,人 間
の知覚 ばか りでな くコンピュー タ・ ビジョンの

観察初期

(0。

1秒 か ら 1秒 前後)に 強いこ と,な

どが明 らかにされた。 このことか ら,複 数の奥

(近 接性 )。 (2)形 成 された面が平面的で滑 らかで
(ス

ムース

上からも重要であ る。

行手がか りが コンフ リク ト条件 に存在す る場合
の知覚的解決 には,そ の解決過程 の初期 にパー

3.2.視 点 と遠 近法 にお け る投 影点

スペ クテイブ要因が奥行方向 を規定 してい ると

写真 はある撮影点からのシー ンを写 し取 るが

考 えられる。

3.絵 画 的 要 因 に よ る 3次 元 視

,

この撮影点 は投影 の中心点 となる。したが って

,

これ以外 の視点 に対 しては,そ の写真 は幾何学
的に変形 したシー ンを構成 しなお さなければな
らない。人間の視覚 システムは,他 の多 くの視

3.1.2次 元画像における対象の面の形
成に及ぼす奥行要因
図 27の (a)を み る と 2つ の楕 円形があ り,そ

点か ら見 た変形 されたパースペ クテ ィブ・ シー
ンを正 しく知覚す ることがで き,こ れはパース
ペ クテ イブに対 す る強靭性 (rObustness of

れ らの面 は同方向 を示す が ,こ れ を (b)の よ う

perspective)と

な 2つ の組 み合 わ された立 方体 の あ る面 に組 み

視覚 システムが,あ たか も投影 の中心点 か ら見

入れ る と,そ れ らの面 の示す方向 は,(a)と は異

たシー ンであるかの ようにシー ン構造 を知覚す

な って視 える。この よ うに,2次 元画像 にお け る

るように補償す るか らと説明 される (パ ースペ

呼 ばれる。この強靭性 は,人 間の

クテイブの強靭性についての補償理論 compensa―
tion theory of perspect市e robusmess)。

図 28は ,観

察者 の視点が変 わると, どの ように対象 の見 え
′

方が変化す るかを図解 した ものであ る。記号 0
は投影点 ,Pは 投影面 ,0'は 位置変化 した投影
点 である。(a)は 投影点か らのシー ン構造,(b)

図 27
(a)2つ の楕円形があ り,そ れ らの面は同方向 を示す。
(b)2つ の組み合 わされた立方体 のある面 に (a)を 組
み入れると,そ れ らの面 の示す方向 は (a)と は異なっ
て視 える (Albert,M.K.1999).

は投影点 を投影面 によ り近づ けた場合 と遠 ざけ
た場合 ,(c)は 投影点 を片側 に寄せた場合 をそ
れぞれ示す。 ここでは d(0'A')ノ d(0!P)は 一定
に, d(0?)/d(OP)は 最大比/最 小比 を示す。
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パースペ クテイブ強靭 陛の補償理論 については

点 までの距離 を変 えた条件 では,こ のパースペ

対象 の面が視 えて い る と きには,対 象 の傾 き
(Rosinski,et a1 1980),シ ー ンの空 間的構造

クテ イブの強靭性 についての補償理論 を支持 し

,

(Goldstein 1987),箱 形状 の長方形 の程度

ない結果 も報告 されてい る。Yang&Kubovy(%)
は,パ ースペ クテイブの強靭性 についての補償

(Perkins 1973)を それぞれ正 しく知覚 で きる こ

理論 を検証す るために,投 影点 までの奥行距離

とが支持 された。 しか し対象 の面が視 えない と
きには,こ の種 の知覚的補償 が作用 しないこ と

を変 えたときに対象 の面 の形状 の知覚 は,ど の
程度正 しくなされるか,さ らに還元 ス クリーン

また,投 影点 を片倶1に ず らすのではな く,投 影

を使用 して視野 を制限する ことによつて対象 の

,

□ Ｗ ｙ

面が視えない条件下では対象 の面 の形状 の知覚
は, どの程度正 しくなされるかを検討 した。使
用 した刺激 は図 29に 示 されてい る。図中,X軸
は投影点 と投影面 とのなす角度 (視 角)を ,Y
軸 は対象 のパースペ クテ イブ・コンバージェン
ス角 をそれぞれ示す。
実験 では,ど の条件 で もっ
と も立方体 らし く知覚 されるかが しらべ られ
,

ral

lbJ

その結果 ,視 角 とコンバー ジェンス角 とが対応

rcP

図 28
パースペ クテイブ
の
わることによって
が
観察者 視点 変
が変化 した場合 ,ど のように対象 の見え方が変化す る
かを図解 した もの。記号 0は 投影点,Pは 投影面,0'
は位置 変化 した投影点である。 (a)は 投影点 か らの
シー ン構造 ,(b)は 投影点 を投影面 によ り近づ けた場
合 と遠 ざけた場合,(c)は 投影点 を片側 に寄せた場合
をそれぞれ示す

(Yang,T。

&Kubovy,M。

1999)。

してい る場合 に,も っともそれ らしい知覚が得
られた。また還元 ス クリー ンを使用 し対象 の面
の知覚 を制限 した場合 には,単 眼視 ,還 元 ス ク
リー ン,暗 視野条件 は,両 眼視 ,還 元 ス クリー
ン無 し,明 視野条件 に比較 してパースペ クテイ
ブの強靭性 の補償 がなされなか った。このこと
か ら,対 象 の面が視 えない条件 では,パ ースペ
クテイブの強靭性 は補償 されないこ と, しか し
対象 の面が視 える条件 では,そ れは十分 に補償

mre 42
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されることが明 らかにされた。

4。

視空間構造

4.1日

能動 的 ,受 動 的 な 自己受 容情 報 と
エ ンメル トの残 像法 則

ｍ
岬・

エ ンメル トの残像法則 とは,残 像 の視 えの大
きさは残像投影面 までの視 えの奥行距離 に比例
6

18

80

す るとい うものである。 この法則 によれば,残

42

像 の視 えの大 きさは,残 像 の投影面 までの奥行

Angu:ar Subtense ldegree⇒

図 29
図中,X軸 は投影点 と投影面 とのなす角度 (視 角)を
Y軸 は対象のパースペ クテイブ・コンバージェンス角 を
,

それぞれ示す,実 験ではどの条件でもっとも立方体 らし
く知覚 されるかが しらべ られた (Yang,T.&Kubovy,M.
1999)。

手がか りが変化すれば,そ の大 きさも変化す る
ことを意味す る。暗室内で視覚的手がか りが見
えなければ,非 視覚的手がか りが視 えの大 きさ
に影響す る ことも,Gregory(1959)に よつて見
いだされてい る。Bross Oは ,暗 室内で被験者

林部敬吉

の手 および手 に持 たせた対象 に対 して陽性 の残

のに分離 して知覚 されるが,(d)で はエ ッジの連

像 を形成 し,そ の手 を視線 にそ って能動的あ る

続性 ,面 の質的類似性 の両方が存在 しないため
つは
に形状 の知覚的統合 は生 じない。Yin et」 。

いは受動的 に移動 させた後 ,視 えの大 きさを測
定 した ところ,そ れはエ ンメル トの法則 に従 っ

,

て変化す ることが示 された。
興味深 いこ とには

面 の質的類似性 が存在す れば, まとまりのあ る
形状 として知覚的 に統合 される傾 向 をしらべ る

手 の残像 は、ある大 きさ以下には小 さ くな らな

ために,刺 激パ ター ンをステ レオグラムで提示

いことも明 らかにされた。
視覚 システムには,手

し,両 眼視差 による奥行的分離 と面 の質的類似

については一定 の大 きさを維持す る しくみがあ

性 による知覚的統合 をコンフリク トさせる方法

ることが示唆 される。

で,そ の傾向の強度 を測定 したところ,両 眼視

,

差 の指示す る奥行的分離 に抵抗 して面 の質的類

5.そ の 他

似性 による形状 の知覚的統合 を維持す る力が存
在す ることが示 されてい る。

5.1.面 の質的類似性と奥行分離
図 と地 の 問題解決 を行 う とき,図 を規定す る
ものはエ ッジ と面 で あ る。 エ ッジが どの形状 に
属す るか は,ゲ シタル ト要 因の 中の 良 い連続 の

5.2.図 ―地 分 離 に対 応 す る脳 部 位
WRIを 用 いて,図 一地分離 を担 う脳部位 の同

要 因 に よって規定 され る。 一 方 ,面 が どの形状

定が,Skiera et al ol)に よって試 み られた。使用
した刺激図形 は,図 31に 示 されたようなパ ター

に属 す るかは,面 上 の 質的類似性 に よって規定

ンで,実 験 では図 一地分離が生 じない等質 なパ

され る。 面 の 質的類似性 とは,色 ,明 る さ,テ

ター ンか ら図 ―地分離が生 じるパ ター ンに連続

クス チ ャの類似性 を指 し,こ れ らが類似 して い
る もの はひ とつ の まとまった形状 と して知 覚 さ
れ る。た とえば,図 30の (a)は エ ッジの連続性
性 のみ によつて ,(c)は 面 の質的類似性 のみ に

晰←
鼈←
晰

と面 の 質的類似性 によって,(b)は エ ッジの連続

Hl

よって ,そ れぞれ遮 蔽す る もの と遮 蔽 され る も

IHl

(a)Udty frOm edgestand

(b) Unity from edges

surFace features

H2

d酢

陽

(C)Unity from surface Features (d)Absence of unity

図 30
(a)は エ ッジの連続性 と面の質的類似性によって,(b)
はエ ッジの連続性 のみによって,(c)は 面の質的類似性
のみによって,そ れぞれ遮蔽す るもの と遮蔽されるもの
に分離 して知覚 されるが,(d)で はエ ッジの連続性 ,面
の質的類似 性の両方が存在 しないために形状の知覚的統
合は生 じない (Yin,C.,Kehan,PJ.&Shipley,T.F.2mO)。

IH2

図 31

図 一地分離 を担 う脳部位の同定のため
の 刺激 図形
等質なパ ターンから図―地パ ターンヘ と連続的に変化
させる (Skiera,G.et」 2000).
.
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的に変化 させ ,そ の間の脳部位 の反応が しらべ
られた。その結果,両 側 の Vl領 域が顕著 に図 ―

る「誤 つた輻軽 による奥行定位説」 が提案 され
た こと,(4)両 眼立体視 には トラ ンジエ ン トとサ

地分離対応 して応答す る こと,ま た v2領 域 も

ステイ ン ドの 2つ のメカニズムが存在 し,前 者

若干 の応答がある こ とが明 らかにされた。 この

は対極 コ ン トラス トステ レオグラムで輪郭 を検

ことか ら,図 一地分離 は,視 覚情報処理 の初期

出で きるが,後 者 は検出で きないこと,(5)フ ー

の段階で行 われると考 えられる。

リエ空間で,1次 元 (垂 直方向)と 2次 元 の画
像パ ターンを使用 して背反輝度 ステ レオグラム

6.お わりに

と背反輝度 キネマ トグラム とを作成す ると,1
次元パ ター ン条件 では,背 反輝度 ステ レオグラ

運動要因にもとづ く3次 元視 の研究領域 で新

ムと背反輝度 キネマ トグラム とも,奥 行方向 と

たに得 られた知見 は,(1)運 動視差 は狭 い帯域幅

運動方向の弱 い反転 を伴 うものの,立 体視 と運

を持 つ複数 のチ ャンネルで伝達 されていて,こ

動視 が生起 したが,2次 元パ ターン条件 では背

れは両眼視差 のそれ と一致 してい る こと,(2)視

反輝度 キネマ トグラム条件 では反転 を伴 う運動

覚 システムは,奥 行 に係 わる知覚判断課題 が変

視 が明瞭 に知覚 されたが,背 反輝度 キネマ トグ

わると,そ れに利用す る主たる奥行手がか りを

ラム条件 では立体視 は生 じないこと,(6)サ ル を

変 えてい る,す なわちそのス トラテジー を変 え

対象 とした研究 か ら,両 眼立体視処理は大細胞

てい ると考 えられる こと,(3)テ クスチ ャ要因 と

層 で行 われてい ると考 えられて きたが,人 間 を

運動視差要因間の手 がか り優位性 につい ては

対象 とし, ダイナ ミック・ ラ ンダム・ ドットか

これ まで,運 動視差要因が優位 であ るとされて

ら構成 されたステレオグラムの ドットに持続系

きたが,視 えの奥行傾斜面 はテクスチャ要因に

過渡系 のそれぞれに適 した変調 をかけた実験 か

よって優位 に規定 されること,(4)ス テ レオキャ

ら,両 眼立体視 は,持 続系 で処理 されてい る こ

プチ ヤと同様 な現象が運動立体視 で も生 じる こ

と,(7)大 局的両眼立体視下での面 の形状知覚 を

とか ら,運 動立体視 と両眼立体視 は,と もに共

不能 にする最大両眼視差 は,視 差勾配に よって

通 のメカニズム を持 つ こと,(5)オ プテイカル・

規定 されてい る こと,な どが新 たに明 らかにさ

モー ション事態 では,tiltは 正確 に知覚判断 され

れた。

,

たが,slantの 知覚判断 には大 きな誤差が生 じる

,

この他 に,WRIを 用 いて,図 一地分離 を担 う
脳部位 の同定 が試 み られ,両 側 の Vl領 域が顕

こと,な どであ る。
両眼立体視 に関す る領域 では,(1)ス テ レオグ

著 に図 ―地分離対応 して応 答す る こ と,ま た

ラムの左右 の対応す る領域 を構成す る刺激要素

V2領 域 も若干 の応答があ ることが明 らかにさ

の輝度 が反対 であ る場合 には,両 眼立体視 にお

れ,図 ―地分離 は,視 覚情報処理 の初期 の段階

ける対応が原理的 には存在 しないが,観 察者 と

で行 われてい る ことが確認 されてい る。

対象 との間 に遮蔽物 があ り,そ の遮蔽物 を通 し
て対象 を観察す る場合 には,対 象 の輝度 は左右
のステ レオグラムで背反

(anti― corelated)し
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