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概 要 :視 覚心 理 学 にお け る 3次 元視研 究 の 20餌 年 の動 向 を、両眼立体視 、運動 要 因 に よる 3次 元視 、
絵 画 的要 因 に よる 3次 元視 、3次 元視 空 間 の知 覚 に分 類 して報告 した。
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輻軽運動 を制御 して次 に細 かな視差 の検出 を誘
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はじめに

導す る。両眼視差検出 システムは、粗 い視差 か
ら細 かな視差 を反復 して検出 し、最終的 にもっ

本報告 には、心理学 にお ける 3次 元視知覚 の

とも細かな視差 を検出 して過程 を終 える。

研究論文 を、Psychologic」 Absttact誌 の 2004年

粗 い視差 か ら細かな視差へ と対応問題 を解決

運動要因に よる 3次
両眼立体視、
版 か ら抽出 し、

して視差検出がお こなわれるとするこのモデル

元視、絵画的要因に よる 3次 元視、奥行距離 の

は、マス キ ング法 (Campbell&Kulikovski 1966,

知覚 に分類 して紹介 した。

CIlennerster aι Parker 1997,Juleszぞ

Prince et al.1998,ShioH et al。

2口

両 眼立体視

1983,Yang&Blake1991)、

%Miller 1975,

1994,Wilson et al。

順応法 (Blakemore&

Campben 1969,Regan&Beverley 1983 1985,Regan

2.1.粗 い視差と細かい視差の間の
相互作用
ラ ン ダム・ ドッ ト・ス テ レオグラム (RDS)の

1982)、

閾下刺激法 (Grahaln&Robson 1987)で

「粗
検討 され、広 く受け入 れ られてい る。一方、
一密」視差間の相互作用 については、い まだ明

対 応 問題 を解 決 す る た め の Marr&Poggio

らかにされてい ない。Gheorghiu&Erkelens(5)

(1979)に よって提 唱 された計算 モ デ ルは次 の よ

は、刺激提示 の時間 を操作 してサステイ ン ド型

うな手順 に よる。まず、両眼 に投影 された像 は、

と トラ ンジェン ト型 の刺激 に対す る両眼立体視

視 差 の 粗 ―密 に基 づ く空 間周 波 数 に 同期 した
チ ャ ンネル を通 して分析 され、両眼 間 で対応 が

反応が どの ように変 わるかを しらべ た。実験 で
は、図 1に 示 されたように、 ダイナ ミック・ ラ

検 出 され る。この時、視差 の粗 ―密 に従 い 、粗 い

ン ダム ・ ドッ ト・ ス テ レオグラム

視差 同士 、細 か い視差 同士 で対応 が検 出 され る

復 して提 示す る条件

が、 は じめ に粗 い視差 が検 出 され、 これが 眼球

(ト

1回 のみ提示す る条件

(DRS)を 反

ラ ンジ ェ ン ト条件 )と 、
(サ ス テイ ン ド条件 )と
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ネー︶

の時、粗 ステ レオグラムには24 minarcの ドッ ト
か ら構成 されたものを、密 ステ レオグラムには
12 minarcと 6 miniarcの

ドッ トで構成 されたもの

を使用 した。前刺激が提示 され次 いで後刺激が
提示 されて終了す るまでの時間は、14〜 168 ms
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1 サステイン ドと トランジェン ト刺激提示条件で
の視差検出におけるステレオグラムの構成要素
の「粗 ―
密」提示順序の影響を調べる実験パラ
ダイム。A:コ ラレー ト・ステレオグラム、B:
アンチコラレー ト・ステレオグラム、C:左 右
ペアで対応のないステレオグラム (Gheorghiu

&Erkelens 2004)

の範囲で 14 msス テップで 12段 階 に変化 した。
トランジェン ト条件 は、前刺激 に続 く後刺激 の
提示 は 1回 のみ とす る以外 は、サステイ ン ド条
件 と同等 に設定 された。
立体閾値 の測定 は、後刺激提示後 の四角形 が
ス テ レオグラムの右/左 のいず れにあるかの判
断 を被験者 に求めるこ とで行 われた。その結果、
立体視 のためのス テ レオグラムの左右ペ ア間の
対応 の検出 には、 (1)サ ス テイ ン ド条件 の時間
特性 とパ ターンの粗/密 とは無関係 であること、

(2)サ ス テイ ン ド条件 で関係す るのは、前刺激
と後刺激間のパ ター ンの粗 ―密 の相対的 な差で
あ ること、(3)ト ラ ンジェン ト条件 の時間特性
とパ ター ンの粗/密 条件 とは互 い に無 関係 であ
ること、(4)ト ラ ンジェン ト条件 で関係す るの
は前刺激 と後刺激間のパ ター ンの粗 ―密 の相対
的な差 である こと、 (5)ト ランジェン ト条件 で
の視差検出の抑制 は コラレー ト・ステ レオグラ
ム とア ンチ コラ レー ト・ス テ レオグラムの提示
順序 に規定 される こと、 (5)眼 球運動 はステレ

で 、四角形が立体視 されて検 出 で きるか ど うか

オグラムパ ター ンの粗 い条件 か ら細 かな条件 ヘ

が しらべ られた。

の視差検出に関係 しないこ と、 (6)粗 いステ レ

サ ス テイ ン ド条件 で は、最初 に左 右 のス テ レ

オグラムの検出過程 は細かなス テレオグラムの

オペ アで対応 の あ るス テ レオグラムが提示 され

検出過程 を強力 に抑制す るが、細かなス テ レオ

た後 、 (1)左 右 のペ アで 明 る さ コ ン トラス トが

グラムの検 出過程 は粗 いステ レオグラムの検出

反対 とな る ア ンチ コ ラ レー トス テ レオ グ ラ ム

過程 を抑制す る力 は弱 いこ と、な どが 明 らかに

(anticorrelated stereogram)を 提示す る条件 、 (2)

された。

左右 のペ アで対応 を持 たないス テ レオグ ラム を

これ らの結果 か ら、粗 い視差 と密 な視差 の検

提示 す る条件 が設 定 された。 ステ レオグ ラムの

出は眼球運動 に規定 されて処理 されるのではな

粗 ―密 は、 ドッ ト (実 際 は小 さな矩形 )の 大 きさ

く、高次視覚中枢 での視差検出のための粗 ―
密処

を 24,12,6 arcminの 3段 階 に変化 させ、前刺

理 システムによっていることが示唆 されている。

激 と後刺激 間 の 関係 を (1)両 刺激 とも等価 、(2)
前刺激が粗 ス テ レオ グラム、後刺激が密 ス テ レ
オグア ム、 (3)前 刺激 が密 ス テ レオグラム、後
刺激 が粗 ス テ レオグ ラムの条件 を設定 した。 こ

2.2.形 状 復元 にお ける両 眼視差 と運 動
視 差 の相 互 作 用
両眼視差 に もとづい て形状 を復元す る場合、
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対象 までの観察距離、眼球間距離 などの手がか

2.3.両 眼視 差 によ る対 応検 出 と運 動 に

りが必要 とされ、また、運動要因 にもとづ く形

お け る立 体視 の対応検 出 で の 相 互

状復元 で も眼球 の回転、観察者 の運動 について

作用

の手がか りが必要 とされる。 しか し、両眼視差

両眼視差立体視 が可能 になるためにはステ レ

と運動視差 とが 同時 に利用 で きる条件 では、 こ

オグラムの左右ペ ア間の対応問題 を解決す る必

の 両 要 因 だ け で 形 状 の 復 元 が 可 能 とな る

運
要がある。同様 に運動視 における立体視 で も、

一方、両眼視差 と運動視差 の両

動 を検出す るためには時系列上で、ある時刻 の

(Richards 1985)。

方 か ら得 られた視 覚的観察距離 の手 がか りは、

運動要素 とその後 の運動要素 の位置変化 を検出

形状復元 には何 らの影響 を与 えないことも報告

す る必要がある。とくに、運動視差立体視 では、

された (Brenner&van DaIIme 1999,Brenner&

この対応問題 を解決が求 め られる。両眼視差 と

Landy 1999)。

運動視差 とが密接 に関連 してい ることは、両眼
。(2)は 、両眼視差 と運動視差

視差 と運動視差か らの奥行情報が統合 されてひ

の両要因 による形状 の立体視 とこの条件 か ら運

とつの立体視 が成立す る ことか らも明 らかにさ

動視差要因 を除いた条件 での形状 の立体視 を反
復提示 した場合 の両要因の相互作用 について検

れ た (Bradshaw&Rogers 1996,Comilleau― Peres&

Droulez 1993,Hibbard&Bradshaw 2002,Johnston,

討 した。実験 は、楕円 をシミュレー トして提示

et d。 1994,Landy,et」

Chalnplon et」

。
1995,Richards

1985)。

また、

し、X軸 に関 して回転 させて提示 した。楕円のX

運動刺激へ の順応 はテス ト刺激 とした奥行方向

軸 とY軸 は等価 に設定、Z軸 (奥 行)を 他 の軸 に

に回転す る多義的 な 3次 元形状 の知覚 に影響す

対 して長、短、等価 に変化 させた。楕円のテク
スチ ャとしては小 さな三角形 を貼 り付 けた。 こ

る こと (Nawrot&Blake 1989,1991a,1991b)、

の三角形 は楕 円が球 の場合 には正三角形 とし、

ことなど (Ansis&Harris 1974,Verstraten,et al.

楕円の場合 には長軸 にあわせて三角形 の一辺 の

1994)が 示 され、いずれ も両眼立体視 と運動視

長 さを伸張 させてそれぞれ提示 した。実験 では、

との相互作用 を支持 した。

さら

に運動残効 は両眼視差量 に規定 されて出現す る

楕円の視 えの幅 (長 軸 )と 奥行 とをマ ウスの操

しか しなが ら、両眼視差 の対応問題 と運動視

作 で視 かけ上、球 に復元す る方法 で形状知覚 の

での立体視 における対応問題が、視覚処理過程

正確度 を測定 した。楕円は両眼視差 と運動視差

の どの段階で生起す るかは、すなわち、両眼視

とで作 られているが、観察では運動す る楕円 と

差 と運動視 の対応が、それぞれ独立 した過程 で

静止 した楕円 とが交互 に提示 された。楕円の提

最初 に処理 され、その後 で統合 されるのか、あ

示距離 は40 cmと 80 cmと し、実験 ではラ ンダ

るいは最初 か ら統合 されて対応問題が処理 され

ムに提示 された。結果 の予測 としては、運動す

Muller
るのかい まだに不明である。

る楕円の観察後、
静上 した楕円を観察 した場合、

運動視 と両眼立体視 における対応が どの程度強

その楕円の提示距離が異 なる条件 に比較 して運
動す る楕円 と同一距離条件 の方が形状復元 は正

固 に結合 してい るかをノイズ を妨害刺激 として
操作す る こ とで実験的 にしらべ た。刺激 は、ラ

確 に行 われると考 えられた。 しか し、実験結果

ンダム・ ピクセル・パ ターンとし、それを 2台

両
は この予測 を支持 しなか った。このことか ら、

のデイスプレー を通 し、ハー フミラー を挟 んで

眼視差 と運動視差が同時 に提示 されて も後続す

融合 させて提示 された。 ノイズパ ターンは、刺
左
実験条件 は、
激パ ター ンに重ねて提示 された。

る刺激 に運動視差が伴 わない と、両要因の相互
作用 による効果 は生起 しないこ とが確認 されて
い る。

et al。

(18)は 、

右眼へ の刺激が対応 をもつ条件 と対応 をもたな
い条件 が設定 された。両眼視実験 では、左右へ
の刺激 には視差 は導入 されず、 また刺激 は運動
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条件 と静止条件 とで提示 された。 さらに、対応

と考 えた。 これは、近方 の対象 の色彩が遠方 の

す る刺激要素 を制限するために矩形 の観察窓が

対象 の一部 の色彩 と同一 な場合 に、片眼 に投影

設けられ、その大 きさと縦横比が変 えられた。
被

された遠方 の領域 の色彩 は近方 のそれ と共有 し

験者 は、 この観察窓 を通 して左右眼 に別 々 に提

あ って融け合 い、結果 として一種 のカモフラー

示 される運動 あるい は静止 パ ター ンを観察 し、

ジュが生起 し、両眼間で対応 しない部分が生 じ

運動パ ター ンでは運動が知覚で きるかについて、
両眼視差パ ター ンではそれ らに対応 があるかに

ることを言 う。

(A)

ついて判断 した。刺激提示 は、2つ の刺激 を継時
Depth from monccubr background lnmsl● n

的 に提示 し、 どちらかの刺激 を強制的に選択す

NasJ rfal

る 2刺 激強制選択法で行 われた。運動視 と両眼

TempOral(neaり

18

視差 での対応問題 を比較す るために、刺激 の平

鑢￨

時間的、空間的条件 は、運動視実験 と両眼視差
(13)

実験 とで同等 に設定 された。
実験 の結果、 (1)ノ イズ を加 えると、両眼視

贖

差対応 の方が運動視 での対応 よ り強 い影響 を受

d

ける こ と、(2)、 面積 を固定 したまま観察窓の形
状 (縦 横比 の変化 )を 運動方向に対する長 さを

Ap€rture

短 くす るように変 えると、運動視で の対応 の検

\

辣
帥
︱¨
Ｊ﹁

均輝度、運動速度、両眼視差 (ゼ ロ視差 )な ど

出は減少す るのに対 して両眼視差 での対応検出
は低下 しないこ と、 (3)両 眼視差 と運動視での
対応検出閾値がそれぞれ等価 になる刺激条件 を
選 び、両条件で両眼視差 と運動視 の対応検 出力

-\

を比較す ると、運動視 の刺激条件 は両眼視差 の
対応 を促進す るのに対 して、両眼視差刺激条件
は運動視 での対応 を促進 しなかった。 これ らの

図2

結果 か ら、視覚 システムは、 まず運動視 のため
の対応 を検出 し、次 いでその対応情報 を両眼視
差検出に役立ててい ると推測 される。

条件

ステレオプシスのための
ステレオグラム、(B)両 眼立体視で生 じる視え
方。進入角度 (lntrusion angle)を 大きくす
ると出現する奥行が深くなる (Cook,M.&

Gillam:B.2004)

2.4.ダ・ ヴィンチ ステレオプシスの
ダ 。ヴィンチ

(A)ダ ・ヴィンチ

図 2は 、 カモ フラー ジュ・ オ クル ー ジ ョンの
ス テ レオグラムで ある。図中 (a)の ス テ レオ グ

ス テ レオプシス とは、両眼で

ラム を両眼立体視 す る と、左 右 のス テ レオグラ

光景 を見 るとき、近方 にある対象が遠方 の対象

ムで対応 しない部分 が あ るに もかかわ らず、観

の一部 を遮蔽す るように片眼 に投影 され (単 眼
オクルージ ョン条件 )、 この ときに両眼間 に対応

察者 の前方手前 にス ク リー ンが視 え、 そのス ク

しない部分が生 じて も両眼立体視 が成立す る こ

るように視 える。観察の結果、手前 にあるスク
リーンの穴 を通 して背後の対象が視 える進入角

とをさす。cOok&Gillaln(6)は 、ダ・ヴィンチ
ス テ レオプシスには、単眼オクルー ジ ョンの
他 に、 カモフラージュ 。オクルージ ョンがある

リー ンの穴 を通 して背後 に ター ゲ ッ トが 出現す

度

(intrusion angle)を

大きくすると、対象まで

の奥行 も深 くなることが示された。ただ、ステ
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レオグラムは遠方 の対象が鼻側 に見 える条件 と
(al T iunction

こめかみ側 に見 える条件が作成 されたが、少数
の被験者 は、一方 の条件 のステ レオグラム しか

ンチ・ステ レオグラムで両眼立体視 が可能 とな
るのは、図 3に 示 されたように、ステ レオグラ
ムのパ ター ンのT型 の不連続部分 が蔽―
遮蔽関係

(b)CydOpean T iunCliOn

として解釈 されるため とCookら は説明す る。平
面図形 の場合 (a)、 T接 合構造 を持 つ部分 は蔽 ―

鉾
呻

立体視 が出現 しないこ とも明 らかにされた。 こ
れらの結果 から、カモフラージユ型 のダ・ ヴイ

遮蔽関係 を持 つ部分 として解釈 されるので立体
的 に知覚 される。同様 に、ステ レオグラムの立
体視 の場合 (b)に も、右眼 と左眼の網膜像 か ら
T型 に類似 した構造、キクロピア ンT接 合構造が
遮蔽関係 にあるもの として解
生起 し、これが蔽―
釈 される。 この仮説 は、 カモフラージユ型 のス

図

3 カモフラージユ型のダ・ヴインチ ステ レオグ
ラムで両眼融合が可能 となる説明原理 (CoOk,

M.&Gillam,B,2004)

テ レオプ シスを認知的推 理 で説明す る もので、
興味深 い。今後 の検証 が必 要 とされる。

2.5口

窓 枠 で 視 野 制限 した事 態 で の
両 眼視 差 対 応

ス テ レオグラムの左右 のペ ア間 にある両眼視
差対応 が複数ある場合、視覚 システムはどの よ
うな解決 を図 るのであろ うか。図 4に 示 したよ
うなステ レオグラム (黒 色線 は片方 のステレオ
ペ アを、灰色線 は他方 のそれを示す)を 両眼立
体視す ると、中央 の斜線分が左右 の窓枠 の手前
あるい は背後 に立体出現す る。 この ような窓枠
で視野制限 した事態 での視差対応 は、次 のよう
に 4通 りあ る。 (1)水 平対応 :観 察者 の水平方
向で視差対応が図 られる (図 中 1で 表示 )、 (2)左
右 ステ レオペ アの線分間の垂直方向で視差対応
が図 られる

(図

中 2で 表示)、 (3)左 右 のステ レ

オペ アの線分 の先端 で視差対応が図 られる
中 3で 表示 )、
られる

(図

図

(図

(4)窓 枠 の主方向で視差対応が図

中4で 表示 )。 視覚 システムが どの よ

うな視差対応方略 をとるかで立体出現時 の奥行
量が異なる。そ こで、van Daln&van Ee(25)は 、
立体出現時の奥行量 を別 に提示 したプローブ刺
激 の視差量 とのマ ッチ ングで測定 した。測定 で

4 窓枠で視野制限 した事態での両眼視差対応。黒
色線は片方のステ レオペアを灰色線は他方のそ
れを表す。視差対応 は次のように 4通 りある。
(1)水 平対応 :観 察者の水平方向で視差対応 が
図られる、(2)左 右 ステ レオペ アの線分間の垂
直方向で視差対応 が図られる、(3)左 右の ステ
レオペ アの線分の先端で視差対応 が図 られる、

(4)窓 枠の主方向で視差対応が図られる (van

Dam&van Ee 2004)

心理学 にお け る 3次 元視研 究 の動 向‑2005

は、窓枠 の主方向を左右 でo°

20°

45°

90°

の8

段階 に変化 し、窓枠 も左右各 1本 の平行線分、
左
右 で一対 の格子縞パ ターン、お よび窓枠 の ない
条件 をそれぞれ設定 した。格子縞窓枠 では水平
視差 と垂直視差 とで奥行が明瞭に規定 されたが、
平行線分窓枠 では水平視差 のみで奥行が規定 さ
れた。実験 の結果、測定 された斜線分 の奥行量
は、窓枠 のない条件 では、左右ペ アの斜線分 の
先端 で視差対応が とられること、 しか し格子縞
窓枠 条件 では、斜線分 の視差対応 は水平対応 が
取 られること、さらに格子窓枠 が垂直方向か ら
離れた条件お よび平行線分窓枠 では斜線分 の先
端間で視差対応が とられていることをそれぞれ

図 5 両眼視差と陰影要因間の手がかり相互作用を調
べるための空間周波数パターン (W「 ight&

Ledgeway 2004)

示 した。 これ らの結果 は、窓枠 の奥行が視差 で
明瞭 に規定 されてい る場合 には窓枠内の視差対

一 奥行方 向 を指示す る)。 実験 で は、信号検 出理

応 は水平方向に取 られるが、その奥行があい ま

論 の測定 に準拠 し、陰影が両眼視差 と同方 向 の

いな場合 には、窓枠内の斜線 と窓枠 の縁 との交

奥行 を もつパ ター ン、 お よび陰影が両眼視差 と

差 が左右 ペ アの斜線 の対応 の方向 を規定す るこ

異方向 の奥行 を もつパ ター ンの 2条 件 で 、両眼

とを示 してい る。

視差検 出閾値 が 2刺 激強制選択法 で求 め られた。
そ の結果 、視差検 出閾値 の低 下 は、予想 に反 し

2.6.両 眼視 差 と輝 度 要 因 間 の 手 が か り
相 互作 用

て 、陰影 と視差 が異 方 向条件 で生 起 した。 一 方
で 、陰影 と視差 とが 同方 向条件 と異方 向条件 と

立体 を復元す るための手 がか りには、両眼視

で 、立体視 出現 時 の立 体感 を評価 させ る と、同

差、運動視差、眼筋要因、絵画的要因があるが、

方 向条件 での立 体感 は極 めて高 い こ と も示 され

これ らは単独 で手 がか りとして機能す ると同時

た。 これ らの結果 か ら、両眼視差 は陰影要 因 に

に、手がか り間で相互 に影響 を与 え合 う。奥行

よって影響 を受 けず、立体形状 を正 確 に伝 達す

手がか り間の相互作用 については、これまで、両

る独立 した処理構造 を もつ と示唆 され る。

パースペ クティ
眼視差 と運動視差 間、
両眼視差、
ブとテクスチ ャ間、両眼視差 と陰影間で明 らか

3.運 動 要 因 による 3次 元視

にされてい る (Rogers&Graham 1979,1982,

3.1=フ ァントム運動残効

Bradshaw&Rogers 1996,Cunllning ct al.1993,
Johnstone et al.1993,Bulthoff̀と

Ma1lot 1988,Todd

et al.1997,Doorshot et al.2001,Tittle,et al。 1998)。

Wright&Ledgeway(30)は

、両 眼視 差 と陰影

運動視 は中枢 での階層的処理 を経 て成立す る。
まず、vl野 で狭 い受容野 (視 角 2度 以下)に あ
る検出器 で対象 の局所的な位置変化が検 出され

要 因 間 の 手 が か り相 互 作 用 につ い て 実 験 的 に検

る

討 した。刺激パ ター ンは、図 5に あるようなサ

容野 (視 角 20度 まで)を もつ MT野 で大局的な

イ ン波形状 の空 間周波数 (0.2あ るいは0.4c/deg
で、両眼視差 と陰影がパ ター ンの凹凸に関 して

運動が検出 される

同方向あるい は異方向の奥行 を提示す るように
作成 された (視 差 は同方向、異方向条件 とも同

(Cavanaugh et al.2002)。

次 にもう少 し広 い受

(Tanaka et al.1986)。

さらに

広 い受容野 を形成す るMST野 (視 角 100度 まで

)

では、観察者 の 自己運動や眼球運動 によって生
起 したオプティク 。フロー を伴 う複雑 な運動 を

林部
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この

が ゼ ロ になる時 間周波数 を求 め る方法 で測定 し

よ うに、運動視 システムは局所 的 な処理 か ら大

た。そ の結果 、 フ ア ン トム運動残効 は、 中心視

局的運動 、放射運動 、 回転運動 へ と段 階 を追 っ

よ り周辺視 で よ く生 起 し、従来型 の運動残 効 と

て処理 されてゆ く。 この よ うな運動視 システム

同様 で あ る こ と、 また従 来型 の運動残効 は時 間

の 階層構造 は神経 生理 学 的方法 で検証 され る と

周波数 に規定 され るが 、 フ ァ ン トム運動 残効 は

ともに、運動残効 を利用 した精神物理学 的方法

時間周波数 に規 定 されない ことが見 い だ された。

で も明 らか に されて い る。運動視 にお け る残効

さらに、順応刺激 パ ター ンの弧 の大 きさを変化

で あ る フア ン トム運動 残効 (phantom mOtion

した追加実験 (従 来型 の順応刺激で は40° 〜360°

大局的 に検 出す る (Duffy&Wunz 1991)。

a■ ereffect)も

、運動視 シス テ ムの 階層構造 を実

証す る ものの一 つ で あ る (Price,et al.(21))。
Test

h

の範囲で変化、ファン トム型 では80° 〜280° の範
囲 で変化 )を 実施 した ところ、運動残効量 は弧
の大 きさに依 存 して変化 しなか った。 これ には
個 人差 があ り、あ る観察者 は弧 の大 きさが 増大
す る と従来型 での運動残効 は増大 し、 フ ァ ン ト
ム型 での それ は減少 を示 したが 、一 方、別 の観
察者 では この 関係 が 反対 とな り、従来型 では弧
の大 きさが増大 して も運 動残効 は減少 し、 フ ァ
ン トム型 でのそれは増大 を示 した。 この こ とか
ら、 フ ァン トム運動残効 は、局所 的 な運 動視処

図6

フアン トム運動残効のための順応刺激とテス ト
刺激。Concrete:従 来型の運動残効に使用す
る順応刺激とテス ト刺激 :Phantom:順 応刺
激パターンが存在 しない領域で生起させる運動
残効。テス ト刺激は視野の中心も しくは周辺に
提示 される。順応刺激 は拡大運動で提示される

(Pttce et al.2004)

理過程 で はな く大局的 な過 程 で処理 されて い る
と考 え られ る。

3.2.フ リッカー、
テクスチャ、コン トラス
0モ
ト ジュレー ションか ら構成され
た運動刺激 による運動視差立体視
運動視 の刺激 には、第 一順位 運動刺激

フア ン トム運動残効 とは、図 6に 示 された よ

order― motion

(irst̲

stimulus)と 第 二 順位 運動 刺 激

うに、順応刺激 パ ター ンが 存在 しない領域 で生

(second̲Order―

起す る運動残効 をい う。 そ のため には、順応刺

第 一順位運動刺激 とは、運動 を知覚 させ る刺激

激 として使用す るパ ター ンの一 部 の領域 を空 白

要素 が 輝 度 要 因 で規 定 され て い る もの をいい 、

と し、 一 方、 テス ト刺激 には、 そ の 空 白領域 に

と くに注意 して観察 しな くて も位 置変化 が検 出

テ ス トパ ター ンを提示 す る。 フ ァ ン トム運動残

で きて、運 動視 が成立 す る もの をい う。一 方、第

効 は、 中心視領域 (テ ス ト刺激 の 内円 と外 円 の

二順位運動刺激 とは、運動 を知覚 させ る刺激要

直径 は 0.5° と 5° )と 周辺領域 (テ ス ト刺激 の

素 が テ クスチ ャ、フ リッカ ー、コン トラス ト。モ

内円 と外 円 の直径 は5° と7° )で しらべ られた。

ジ ュ レー シ ョンな どで規定 されて い て、刺激 を

順応刺 激 の 空 間周波数 は 1.5〜 18 cpdの 範 囲 で

構成す る分散 配置 された各要素 の位 置変化 を視

変化 、 また放散型拡大運動 の時 間周波 数 は 0〜

覚 的 に注意 を集 中 して検 出 し追尾 す る こ とで 、

24 Hzの 範 囲 で変化 した。順応 刺 激 は 30s提 示

運動が知 覚 で きる もの を言 う。
第二 順位 運動刺激 によって運動視差 を誘導 し

運動残効量 はテス ト刺激 の縮小 〜拡 大 に関す る

た場合 に も、第 一順位運動刺激 と同等 の奥行 が

時 間周波数 を変化

出現 す るかが 検討 され た (Ichikawa,et al.2004

(‑0。 5〜 l Hz)さ せ 、運動 残効

ｎ
Ｆ Ｉ︲

され、引 き続 きテ ス ト刺激 が 0.4s提 示 された。

motion stimulus)と が 区別 され る。

ｏ
田い
田
Ｍい
ｏ
閻
ｏ
鱚
Ｍい
Ｍい
閻
ｏ
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愉

動 してい る最中 に対象が観察者 に対 して近づい
た り遠 ざか った りす る時、自己運動 の網膜流動

パ ター ンに重ねられた運動 による対象 の網膜像

ｈ

の大 きさと方向の変化 は、移動する観察者が対

象 の運動速度 と方向 を知覚す るための手が か り
図 7 第二順位運動刺激による運動視差立体視。(a)フ
リッカー刺激パターン、(b)テ クスチャ刺激パ
ターン、(c)明 るさコン トラス ト刺激パターン、
(d)輝 度格子パターン (第 一順位運動刺激 )
(lchikawa et al.2004)

(12))。

運動刺激 と しては、図 7に 示 された よ う

に、第二順位 運動刺激 で あ るフリッカー刺激、テ

となる。
d。 (7)は 、図 8に 示 されたような網
ー ンに対象の運動による変化 を重ね
パ
タ
膜流動

Gray,∝

て提示 し、観察者に対 して接近あるいは後退す
る対象の視 えの速度 と方向をしらべた。
その結果、(1)自 己運動 と対象運動が同方向
の場合 には対象の速度が増大するに伴い、対象

クス チ ヤ刺激 、明 る さ コン トラス ト刺激 が用 い
られ 、対 照刺激 として輝度格子 パ ター ン (第 一
順位運動刺激 )が 加 え られた。 デ ィス プ レー に
提示 された運 動刺激 を、観察者 は顎 のせ 台 に顎
をのせ 、頭部 を運 動 させ て観察 し、運 動視差 を
誘導 した。運動視 差量 は運動速度 を変 える こ と
で操作 された。観察者 には格子縞 間 の視 えの奥
行 の順序 、視 えの奥行距離 を報告 させ た。そ の

結果、 (1)奥 行順序 は運動視差が規定す る順序
に正 しく視 えてい ること、 (2)格 子縞間の視 え
の奥行量 は運動視差量 に依存 しては変化 しない
こ と、 (3)第 二順位運動刺激 の要素 を操作 して
位置 の視覚的追尾 を困難 にす ると、奥行順序 の
判断がで きな くなる ことが明 らかにされた。 こ
のことか ら、第二順位運動刺激で構成 されたパ

メ

￨

｀

図 8 自己運動と対象運動の相互作用をしらべるため
の刺激パターン。自己運動は放射状の流動パ
ターンで表され、対象運動は中央の四角形の大
きさ変化で示される (Gray et al.2004)

ター ンの運動視差立体視 は、第二順位運動刺激
を構成す る要素 を視覚的 に追尾す る こ とで成立

の知覚速度 も増大 し、 自己運動 と対象運動 が 反

するが、 しか し運動視差量 に対応 した奥行視 は

対方 向 の場合 には、対象 の速度 は遅 く知覚 され

で きない と考 えられる。 これ らの結果 は、第二

る よ うになる こ と、 (2)自 己運動 と対象運動 の

順位運動刺激 を用 いて回転 した対象 を提示す る

速度比 が増大す る と対象 の知覚速度 はす みやか

キネテ ィック・ デプス条件 での結果 (Prazdny

に刺激頂 に達 して しまう こ と、 (3)対 象 の知覚

1986)と も一致す る。

された運 動方 向 は、放射状流動 パ ター ンの 中心
に変位 す る傾 向 が あ るこ と、 (4)対 象 の知覚 さ

3.3.観 察 者 と対 象 との 衝 突 知 覚 にお け

れた速 度 と方 向 の偏 向 は両眼視差 要 因 を導入す

る 自己運 動 と対 象 運 動 の 相 互作 用

る と修 正 で きる こ と、 な どが 明 らか にされて い

観察者が移動す るとき網膜上 には放射状 の流
パ
動 ター ンが形成 され、これが 自己運動 の速度、
方向 を決 める手がか りとなる。同時 に、 自己運

る。

林部

3.4.人 型 の モー シ ョン・ キ ャプチ ャに

敬吉

一 にとるこ とが示唆 される。

お け る姿 勢 の 奥行 方 向判 断

3.5.バ ー チ ャル・

人間の頭、顔、四肢 の主要部分 を点光源 のみ
で表示 し、それ らの点光源全体 を協調 して人間

リア リテ ィ条 件 で の

奥行 方 向 で の仮 現 運 動
バーチャル・ リアリテイ条件 での奥行方向の

が歩行運動す るように動 かす と、それ らはあた
か も人間が歩行 してい るように知覚 で きること

仮現運動 の特性 が検討 された (Lcwis&McBeath

は、 よ く知 られてい る。 この事態 で、点光源が

(14))。

奥行 を示す手がか りが何 も存在 しない場合、人

示 されたように、視野 の周囲 は、 トンネル状 に

間は人型 の点光源 の運動パ ターンか ら、それが

知覚で きるように細長 い二等辺 三角形あ るい は

どちらを向 き、 どの方向に歩行す ると知覚す る

ダイヤモ ン ドで構成 されたテクスチャで構成 さ

のであ ろ うか。vande,et al.(20)は 、図 9に 示

れパースペ クテイブをつ けてある。仮現運動 は、

バーチヤル・リアリテイ空 間は、図 10に

したような人型の一組 の点光源 を作成 し、人 間
が歩行す るようにアニ メー ションを用 いて動 か
した 。 こ こで はパ ー ス ペ クテ ィブや オ クル ー
ジ ョンな どの奥行 手 が か りは存在 しな いの で 、
図

10

ノヽ
一チ ャル ・リアリティ条件で奥行方向への
仮現運動を しらべ る実験事態 (Lewis &

McBeath 2004)
トンネ ルパ ター ンで構成 された配 置 を継 時的 (2
フ レー ム)に 変化 して提示す る ことで生起 させ
図9

た。観察者 は液晶 シヤッター眼鏡 をか け、奥行
人型のモーシ∃ン・キャプチャにおける姿勢の
奥行方向判断。これらの点光源を人間が歩行す
るようにアニメーションで提示すると、身体の
姿勢の向きが観察者に向いているか (右 側の
図)あ るいは向こう側に向いているか (左 側の
図)、 2通 りの知覚的解決が可能 (Va∩「ie,et

al,2004)

方 向 の仮現運動 を報告す る。刺激 は、視覚 的運
動方 向 とは反対 方 向 に段 階的 に位 置変化 を増幅
させ、視覚 的運動方 向 が 反転す る まで続 け られ
る。実験 の結果 、 トンネルの 内壁 は観察者 に接

近する ように運動す る偏向があること、また、ト
ンネルの内壁 の刺激要素 をパースペ クテイブが

図 で は、身体 の姿勢 の 向 きが こ ち ら側 (右 側 図)

強調 されるように配置す ると

か 向 こ う側 (左 側 図)か 、2通 りの知覚 的解決が

三角形 の鋭角 を構成す る頂点 を観察者側 に配置

可能 で あ る。観察 の結果 、身体 の姿勢 の 向 きは

す る)、 運動方 向の偏向 は大 きくなることが示 さ

観察者側 に向 か って歩行す る よ うに知覚 され る

れた。2次 元面上 の仮現運動 で も左右方向に対

こ とが頻繁 に起 きた。この姿勢 の視 えの 向 きは、

して視 えの運動方向の偏向が存在す ると同様 に、

後 ろ向 き方 向 で も同様 で あ った。ただ、オクル ー

奥行方向 についても偏向が存在す ることをこの

ジ ョン とパ ー スペ クテ ィブを付加 して奥行 に関

結果 は示す。

(た

とえば二等辺

す る曖昧性 を除去 す る と、それ らの奥行手 がか
りが指示す る姿勢 の 向 きを正 しく知 覚 させ る効

3.6.奥行 絶 対距 離知 覚 に与 え る 観 察者

果 を もった。 これ らの結果 か ら、視覚 システム
は、
キャ
接 近 あ るい は後退が曖味 なモ ー シ ョン。

奥行絶対距離知覚 はそこに関与す る奥行手が

プチ ヤ条件下 では、観 察者 に接 近す る方略 を第

か りで規定 されるだけでな く、観察者 の意図的

の 意 図行 動
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行動 が 関係す るこ とをwi■ ,ct」 。(20)は 明 らか

が示 された。そ こで、高齢者 では運動視差に誘

にした。それに よると、対象 までの奥行絶対距

導 された凹凸面 の立体量が縮小 されて知覚 され

離 を見積 もらせる場合、事前 に重 いボール もし

てい るかが検討 された。提示 した凹凸面 の深 さ

くは軽 いボール を使用 したボール投 げをあ らか

は、2,4,6cmで 、測定 は別 に提示 した棒状 の

じめ設定 した目標 に向かって反復 して行 う と、

もの さしでのマ ッチングによった。その結果、高

重 いボール を使用 した条件 の方がボール投げの

齢者群 と若年者群 との間では、知覚 された奥行

目標 までの奥行絶対距離 の過大視 が生 じた。一

量 に有意 な差 はみ られなかった。このことから、

方、事前 にボール投 げを反復 し、テス トでは 日
隠 ししてボール投 げの 目標 までの奥行絶対距離

運動視差 にもとづ く立体視 は、基本的には、加

の見積 もりをさせ ると、事前 のボール投 げの影

し凹凸形状識別能力 は低下す る こと示 された。

齢 にともなって損 なわれる こ とはないが、 しか

響 はあ らわれなかった。 さらに、オプティック
フロー を除去 して トッレ ドミルで歩行 させ、そ

4.絵 画 的 要 因 に よ る 3次 元 視

の後 で 日隠 し歩行 あるい はボール投 げを実施、
最後 に奥行絶対距離 の見積 もらせた ところ、日

4.1.奥 行傾斜面と湾 曲面の知覚のため

隠 し歩行条件 のみ過大視が生起 した。

の積層皮質モデル (Laminar oor

Jca!modei)

これ らの結果か ら、奥行絶対 距離知覚 は、 ま
ず奥行手がか りによる処理過程があ り、次 に観

奥行傾斜面の知覚に関わる神経生理的領域 は、

察者が次 にとる行動 の意図、 さらにはその意図

外線状皮質にある。マ カクのv2領 域 には両眼視

にもとづ く遂行行動 によって規定 されると考 え

差 に応答す る細胞 (■omas et d.2002)、 両眼視
差 のエ ッジに応答す る細胞 (von der Heydt et」

られる。

.

2000)、

角度 に対す る応 答細胞 (Pasupathy&

3.7.カ ロ
齢要因と運動視差

Comor 1999)、 境界 にあ る縁が 2つ の図形領域

運動視差 にもとづ く立体視が加齢 によって影

の どち らに属 す るか につ い て応 答 す る細 胞

響 を受けるか否 かが検討 された (Noman,et d

2000)、 図―
地関係 に対す る応答細胞
(Zhou,∝ 」。

(19))。

運動視差 は観察者 の頭部運動 に連動 して

(Bakin et al.2000)が 見 つか ってい る。 さらに、

画面 の ドッ トを運動 させ ることで提示 された。

奥行傾斜面 の境界 に対す る応答細胞 は V4領 域

そ こに出現す る凹凸パ ター ンは、水平方 向 にサ

(IIinkle&comor 2001)に 、湾曲面 に対 し応答

イ ン波型 の凹凸、
水平お よ 垂直方 向の凹凸 (縦
ザ
と横 に並列 された卵状 の凹凸)、 同心円状 に広 が

するもの もv4、 F,頭 頂皮質 の各領域 (Pasupathy
&Comor2001,Janssen a d.2000,Taira∝

る凹凸の リングで遠方 に行 くにつ れて凹凸程度

に存在す る。

d。

2000)

が深 くなるパ ター ン、そ してその逆 に近づ くに

奥行傾斜面 の知覚 に関す る精神物理的研究 で

つれて深 くなるパ ターンの 4種 類 である。観察

は、両眼視差 によって生成 した奥行傾斜面上の

者 の頭部運動 に連動 して運動す る ドッ トの出現

ターゲ ッ トは前注意的に検 出される ことか ら、

時間は、 100

視覚 システムでの両眼視差が重 要 な手がか りで

ms、 600 ms、

そ して無制限の 3条

件が設定 された。被験者 は、高齢者群 (平 均年

ある こと (H01liday&Braddick 1991,He&

齢 72.1歳 )、 若年者群 (平 均年齢 22.9歳 )で あ る。

Nakayallna 1995,Nakayama&Silverlnan 1986)、

実験 では、4種 類 の凹凸パ ター ンが正確 に知覚

た、3次 元 の視覚的残効 は、順応刺激 とした視差

ま

で きるかが試 された。その結果、高齢者群 の成

量 に対応 して変化す ること(Ryan&Gmam 1993,

績 は若年者群 に比較 して ドッ トの出現時間条件

Lee 1999)も 見 い出された。さらに、知覚的群化

のいず れにおいて も凹凸形状識別 では劣 ること

(グ ルー ビング)で は、奥行 や立体が どの ように
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構成 されてい るかで群化 の原理が異 なる ことが

受ける。 このモデル を神経生理学的構造 に当て

示 された (Nakayama&Shim● o1992)。

はめると図 (b)の ようになる。図中、Dl,D2,

これ らの神経生理学的そ して精神物理的研究
の成果 を踏 まえ、
Grossberg&Swminathan(8)は 、
奥行傾斜面や湾曲面 を検出す るための神経生理
学的モ デルである積層皮質モデル

D3は 種 々な奥行量 を表 し、白い円 と三角 は興奮
を黒 い円 と三角 は抑制 を示す。
このモ デルは、 (1)刺 激パ ター ン内で共有 さ

(Laminar cor―

れる線分 と角度 を検出で きる こと、 (2)奥 行傾

tical modcl)を 提唱 した。図 H(a)に 示 された

斜面刺激の角度 と両眼視差勾配からパ ター ンの 3

ように、 このモデルでは、入力 された刺激 は外

次元境界 を形成 で きる こと、 (3)充 填効果が生

側膝状体 (LGN)の オ ン中心、 オフ中心受容野

起 して面が形成できること、などを説明す る。こ

で処理 を受ける。次 いで、刺激内の角度 と線分

のモデルをネッカーの立方体知覚 に当てはめる

によって Vlの 2/3A領 域で角度細胞

と、その奥行反転が どのようにして生起 す るか

と線分共有両極細胞

(anglc ccll)

(collinear bipolar cell)が

活

も説明で きるとい う。

性化 される。角度細胞 と線分共有両極細胞 とは

これは神経生理学的根拠 にもとづ く実体 モデ

Vlの 2/3A領 域内の水平方向の広範囲の層 で相

ルであ り、奥行 に関す る他 の知覚現象 をどの程
度 まで説明で きるか、今後 の展開 に関心 を払 い
たい。

4.2.絵 画 的要 因 間 の 加 算 効果
絵画的要因間の加算効果 については、図 12に
示 されたように、4通 りの加算方式が考 えられ
る。その 1は 、
「蓋然的加算効果」で、各絵画的
要因はそれぞれが ノイズの影響 を受けるものの、
独 立 したモジュールで処理 される。したがって、
酬０

ひとつ の絵画的要因は他 の絵画的要因の検出 に

図

11

全 く影響 を与 えないので、加算的効果 は生 じな
奥行傾斜面と湾曲面の知覚のための積層皮質
モデル (Lamlnar cortical model)。 (a)モ
デルのブロックダイアグラム、(b)3次 元の領
域群化のための積層型サーキ ッ ト

(Grossberg&Swaminatha∩ 2004)

い。その 2は 「理想的加算効果」 で、各絵画的
要因はそれぞれが単独 で手がか り効果 を持 つ と
共 に、加算 された手がか り効果 も持 つ。 ここで
は、2つ の絵画要因があれば加算効果 をもち、ど
ちらかの要因のみがあ つて も、手がか り効果 は

互 に影響 を与 え合 う。共有両極細胞 は両 眼視差

「線形加算効果」で、各
失 われない。その 3は 、

勾配細胞 を活性化 し、Vlの 角度細胞 は V2の 角

絵画的要因 は単独 では手 がか り効果 をもたず、

度細胞 を活性化す る。角度細胞 と両眼視差勾 配

各要因が加算 されては じめて手がか り効果が生

細胞 とは V2の 2/3A領 域 内 の水平方 向 の層 の広

じる。その 4は 、同様 に「線形加算効果」 であ

範囲で相互 に影響 を与 え合 う。両眼視差勾配細
胞 の グルー プは、刺激 の位置 と視差 にもとづ き

るが、 ノイズ は各要因の処理過程 で掛 かるので
はな く、加算が行 われた後 に掛 かる。Meese&

刺激 パ ター ンの境界 を形成す る。 この刺激 パ

Holmes(17)は 、 どの種類 の加算方式が妥当か

ター ンの境界 は V4領 域 で行 われ る充填作用

を図13に 示 されたようなパ ター ンで実験的に検

in)の 限界 を決 めるための一種 の障壁 と

討 した。 ここで は、水平方向の勾配要因、大 き

なる。v4で の充填作用 の情報 は外側膝状体 か ら

さの勾配要因、そ して明るさの勾配要因が操作

(■ 1ling―
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Ideal summatlon

激 時 間 間隔強制 選択 法 (two― interval forced―

chioce,21FC)で 行 われ 、一 方 の刺激 は常 に手 が
か り効力 の な い刺激 を提示 し、他方 の刺激 には
手 がか り効果 を増 強 した刺激 を提示 した。そ の
結果、 (1)大 きさ勾 配要 因が明 る さ コン トラス
ト勾 配要 因 と組 み合 わ された場合 には、奥行方
向 の勾 配変化 が広範 囲 で あ って も「理想 的加算
C)Linear sumnlaion

D)Linear summation

効果」 が 示 され る こ と、 (2)大 きさ勾 配要 因 と
線遠近 的要 因が組み合 わ され た場合 には、奥行
方向 の勾 配が 中程度 の 時 にの み 加算 的効果 が 示
され、奥行 方 向 の勾 配要 因が小 あ るい は大 の場
合 には加算効果 は消失す る こ と、 (3)一 方 の刺
激が奥行手が か りを含 んで い ない場合 、あ るい

Summation = 6dB

図 12 奥行手がか りのカロ
算 モデル。A:確 率的カロ
算モ
デル、B:理 想的加算モデル、Cと D:線 形加
レ (Meese&Homes
算モデリ

2004)

は奥行手 が か りが抗争 的条件 にある ときは、加
算効果 は消失す る こと、な どが 明 らか にされた。
これ らの結果 を踏 まえて、図 14に 示 された よ
うな 2通 りの包括 的 な奥行手 がか り加算 モ デル
が提示 され た。 このモ デ ル Aで は、Slの 回路 の
みが 閉 じて い る と「蓋然 的加算効果」(図 の Aに
該 当)が 生起 し、Slと S2の 回路 が 閉 じて い る と
「理想 的加算効果」(図 の Bに 該 当)が 生起 し、S2
の 回路 のみ が 閉 じて い る と「線形加算効果」(図
「理
の Cに 該 当 )が 生起 す る。一 方 モ デ ル Bは 、

想的加算効果」 の変形 モデルであ り、それ との
違 いは、 ノイズの加 わる位置が出力後 に移 され
た こと、また加算後 の出力後 にもノイズが付加
された ことであ る。
この研究 は、絵画的要因間に加算的効果が存
在す る こ と、 さらに各絵画的要因は独立 したモ
図 13 絵画的要因か ら構成されたパターン。A:奥 行
効力 を持 たないパ ター ン (null― gradle∩ t
pattern)、

B:大 きさ勾配を付加 したパターン、

C:水 平方向の勾配を付加 したパターン、D:明
る さ コ ン トラス ト勾 配 を付 加 したパ ター ン

(Meese&Homes 2004)

ジュール構造 を持 つ と共 に加算回路 もfiF設 され
ている ことを示唆 してい る。
また、奥行手がか りの加算効果が奥行順序 の
判断の正確度 と速度に関係するかが検討 された
(Mtther&smith(15))。 奥行手がか りは明 るさ
コン トラス ト、オクルージ ョンそ して輪郭線 の

されてい る。図中 (A)で は、勾配要因が効力 を

ボケとし、テス ト図形 として、図 15に あ るよう

持 たない ように操作 されてい る。 (B)で は大 き

に、これ らの要因が単独、2要 因の組 み合 わせ 、

さ勾配が、(C)で は水平方向の勾配が,(D)で

3要 因の組 み合 わせの各条件 で、重な りをもつ 3

は明 るさ勾配が、それぞれ (A)の パ ター ンを基

枚 のプレー トに視 えるように刺激パ ター ンが作

に増強 されてい る。測定 は、
信号検出理論 の 2刺

成 された。実験 では、被験者 は 3枚 のプレー ト
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果、視覚 的 な重 な り順序 の判 断 の正確 度 は複 数
の手 がか りが組 み合 わ された条件 で高 い が、 オ
ク ル ー ジ ョン単独 条件 は他 の 条件 に比 較 して
劣 っていた。 また 、重 な り判 断 のための反応 の
速 さの差 は、最初 に反応 す るまでの潜時 に表 れ 、
単独手 がか り条件 (1.41s)に 較 べ て 3種 類 の手
がか りが 組 み合 わ された条件 (0.84s)の 方 が 短
い こ とが 示 された。 この こ とか ら、各奥行 手 が
か りは単独 モ ジ ュール で処理 され、それ らが 手
がか りご とに重 み づ け られて加算 され、最終 的
な奥行 。立 体効果 を生 み出す と考 え られ る。

(B)

4.3.色 彩 要 因 による立 体 効果
色彩要因の立体効果が実験的 に確 かめ られた
(Guibal&Dresp(9))。

それによる と、(1)色 彩

(赤 )の 明 るさの コン トラス トは無色 の明 るさコ

ン トラス トと同様 な凸の立体効果 を持 つ こと、

(2)色 彩 の明 るさの コン トラス トを大 きくす る
と立体効果 は高 ま り、立体 に気 づ くまでの潜時
を短 くす る こと、 (3)色 彩 の明 るさの コン トラ
図
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2通 りの奥行加算モデル (Meese
&Holmes 2004)
修正 した

ス トが弱 くて も、それにオクルー ジ ョン要因が
加 わると強い凸の立体効果が生起する こと、(4)
明 るさコン トラス トを固定 した場合、明 るい背
景下の赤色 は、オクルージ ョン、重な り、視野
の配置 のいず れかの奥行手がか り要因 と組 み合
わされ場合、緑色や白色 の場合 よ りも強 い凸の
立体効果 をもつこと、(5)背 景が暗い場合 には、
重 な りと組 み合 わされた赤色 の場合 よ り、オク
ルージ ョンと組 み合 わされた緑色 や 白色 の方が
強 い凸の立体効果が現 れる こ と、 などが見 いだ
された。 このことか ら、色彩要因は単独 で立体

図 15 奥行手がか りのall算 効果を しらべ るために、
明るさコン トラス ト、オクルージ ョンおよび輪
郭のボケの各要因の組み合わせから作成 したテ
ス ト図形 (Mathere&smith 2004)。

効果 をもたず、明 るさコン トラス トとオクルー
ジ ョン、重な り、視野 の配置要員 など他 の奥行
手がか りと組 み合 わされた場合 にのみ立体効果
をもつ と考 えられる。

のなかで上位 にある よ うに視 えるプ レー トに
カー ソルを置 いてクリックし、次 いで下位 にあ

4.4.テ クス チ ャの傾 き効 果

るよ うに視 える もの にカー ソルを動 か して ク

絵画的要因の なかで もテクスチャ要因は効果

リックす るように求め られ、 さらにこれを可能

的な奥行印象 を生起 させる。テクスチ ャパ ター

な限 り速 く応答するように求め られた。その結

ンには、図 16に 示 されたように、様 々 な種類 が
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あ り、それ らが どれ も同等 の奥行効果 を持 つ か
は不 明 で あ る。そ こで Rosas,et al.(22)は 、9種
類 のテ クス チ ャパ ター ン (規 則 的 ドッ ト配列 、5
ピクセル逸脱 ドッ ト配列 、10ピ クセル逸脱 ドッ
ト配列 、円形不規則配列、亀 甲配列 、格子配列 、
1/fノ

イズ配列、パ ー リ ンノ イズ 配列 、豹模様 配

列 )を 用 い て、26° 、37° 、53° そ して 66° の
奥行 方 向 の傾 き (数 値 が小 さい ほ ど前額 に平行
な面 となる)を もつ 面 を作成 し、その視覚 的傾
きを測 定 した。測 定 は、 同種 のテ クス チ ャで構
成 された 2通 りの奥行傾 き面 を継時的 に提示 し、
どち らの刺激 の傾 きが 大 きいか を強制 的 に選択
す る 2刺 激強制選択 で行 われた。そ の結果 、(1)
すべ ての種類 のテ クスチ ャにお い て 、奥行傾 き
角度 が 大 き くな る と傾 きは正 確 に知覚 で きる よ
うになる こ と、 (2)奥 行 の傾 きが 前額 に平行 な
傾 き面 の場 合 には、 テ クスチ ャの種類 に よって
視 覚的傾 き判 断 に差が生 じる こ と、 (3)円 形不
規則 配列が もっ とも奥行効果 が強 く、 ノ イズパ
ター ンが もっ とも弱 い こ と、 な どが 見 い 出 され
て い る。

4.5.形 態 盲 患 者 の 平 面 画 像 の 立 体 視
形態盲患者 の平面 画像 の立体視 が 報告 されて
い る (Tumbull,ct al.(24))。

患者 は 19歳 で 、交

通事故 で頭部損傷 と脊髄損傷 を調査 の 3年 前 に
負 った。この患者 には言語 障害 は見 られ ない し、
視野 も正 常 の範 囲 を持 ってい る。 また、 短期記

碕斬眩紗
薇輻晰餃
笏滸痣鶯
饂吻鍼貪
翔祗藤囃

鯰絋ポは
鯰鰤夢餞
⑮蔓不門
蝠鱚鰈蟷
図
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視覚的傾 きを測定するための様々なテクス
チ ャ。上か 引順に、規則的 ドッ ト酉
、5ピ ク
己
夕」

の もの を記憶 で きない。 さ らに、形態知覚 につ

セル逸脱 ドッ ト配列、 10ピ クセル逸脱 ドッ ト
配列、円形不規則配列、亀甲配列、格子配列、1/
fノ イズ配列、パー リンノイズ配列 (有 機的 し

い ては、声 を手 が か りにす る と家族 を識別 で き

みパターン)、 豹模様配列である (Rosas,et

憶 とワー キ ングメモ リは正 常 で あ るが 、数分前

るが 、眼 で は家族 の顔 を認識 で きない。 立 体知

al.2004)

覚 につ い て詳細 に調 べ てみ る と、外界 を線画 で

はで きなか った 。 また 、 Y軸 を 中心 と した 奥 行

描 くこ とはほぼ正 常 にで きる。立 体 図形 の心 的

方 向 の 心 的 回転 で立 体 図形 を 同 一 と判 断 す る こ

ン タル ロー テ ー シ ヨン)も 回転

と、不 可 能 な立 体 図形 (ペ ンロ ー ズ の 3角 形 )が

軸 が Z軸 で 、回転 が前額 に平行 で あれ ば問題 は

描 かれて い るか ど うか を判 断す る こ と も、それ

な い。 しか し、平面画像 か ら立 体 を知覚す る こ

ぞれ難 しい こ とが 示 された。 さ らに、遠近法 的

とはで きない。た とえば、図 17の よ うな立体 図

錯視 で あ る ミュー ラー・ リエ ル錯視 、 ポ ンゾ ー

形 に 2点 を描 き、 いず れ の点が手前 にあ る よ う

錯視 を見 せ て も、錯 視 が生起 して い な い こ とが

に視 えるか をテス トす る と、正 しく応 える こ と

わか った。 これ らの ことか ら、 この形態盲患者

回転 テ ス ト

(メ
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象 の奥行 は、両眼視差 を操作 して oか ら 17′ の
範 囲 で 7通 りに変 え られた。観 察者 には、視 覚
的奥 行 の 判 断 を対 象 の 高 さの 半 分 との 比 較 で
「長 い」 か「 短 い」 か 、 を求 めた。実験 の結果 、
対象が小 さい場合 には、対象 の高 さに対 す る視
えの奥行比 は、1以 下 を示 し、逆 に対象 が 大 きい
場 合 には、それ は 1以 上 を示 した。この傾 向 は、
シ リ ンダー と くさび形状 で顕著 に示 され、 直方
体 では示 され なか った。直方体 の場合 には、個
人差 が顕著 に出現 した。 これ らの結果 は、形 の
恒常性 が成立 しな い こ とを示す。

5.3次

元 視 空 間 の知 覚

5.1.対 象までの視覚的絶対奥行距離と
対象の視覚的大きさとの関係
図

1フ

形態盲患者に対する平面画像からの立体視テ
ス ト (丁 u「 nbu‖ ,et a1 2004)

対 象 までの視覚 的絶対 奥行距離 と対 象 の視覚
的大 きさとの 関係 は、従来、大 きさ―
距離 関係 の
問題 と して検討 されて きた。 これ まで は、次式

には、2次 元画像 か ら 3次 元知 覚 を得 る ことに

で この種 の 関係 が規定 されて い た。

対す る障害 が起 きて い る と考 え られ る。
S' = D7 (S/D)一

― ― ― ― ― 一 ― ― ― ― ― ― ― ― 一 一 一 ―

(1)

4.6.形 の 恒 常性 にお よ ぼす 対 象 の
大 き さ と形 状

ここで 、Stは 視覚 的大 きさ、D'は 視 覚的絶対距

大 きさの恒常性 とは異な り、両眼視差要因の

離 、Sは 対象 の物理 的大 きさ、Dは 対象 までの物

みで作成 された条件 では形 の恒常性 は生起 しに

「S/D(θ
理 的距離 を示す。

くい。 これは、両眼視差 の場合、観察距離が正

比例 して変化す るので 、s'は D:と θの 関数 とな

し く知 覚 され な い た め と指 摘 され て い る

る。

(Johnston 1991)。

また、対象 の大 きさは観察距離

)」

は、対象 の視角 に

この式 は、実測値 に適合 しない こ とが い くつ

の知覚に影響 し、 このこ とが形 の恒常性 の成立

かの研究 で報告 されて い る (Kaufman 1974,Foley

に関与す るとも考 えられる

1968,1972)。 そ こで 、Foley ct al.(3)は 、(1)式

(cOllctt ct d 1991)。

そ こで、両眼視差 で形状 を作成 し、その大 きさ

か ら次 の よ うな式 を導 出 した。

を変化 させた場合、形 の恒常性が どのように成
立す るかが検討 された (champion et J.(4))。 対
象刺激 は、 ラ ンダム・ ドッ トで作成 された直方
体、三角柱 (横 長 の くさび形状)、 半円の円柱 (横
長 のシ リンダー形状 )で 、観察者 に対 して横長

S'ij= {(RIi) + (R lj)… 2 RIi R[j cOs

ここで 、S町 は、図 18の

Bの 2点

θ

ij}05̲(2)

(I,J)間 の視

に提示 された。それ らの大 きさは、横方向の長

覚的大 きさ、R'iと Rjは 、対 象 Riと 町 の視 覚的
奥行絶対距離距 離 、 θJは 対象 iと jの 間 の視角

さを固定 し

をそれ ぞれ示す。

(6.07°

)、

高 さをo.72° か ら5.73°

の範囲で 5段 階 に変えられた。3種 類 の刺激対

さらに、 (2)式 の なかの θを次 に示す もの に
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るべ く求め られるので、 ここに、 このモデルの

入れ替 えた。

問題が残 ると考 えられる。
S"ij={(R"i)十

(R"j)‑2R"iRち

cos

θ "増 }Q5̲(4)

5.2.凸 面 鏡 に投 影 され た対象 の 視 覚 的
ここで、Qと Pは 定数 を表す。(2)と (3)か ら

大 き さ と奥行 距 離

Higashiyallna&Shimono(H)は 、自動車 のサ

次式が導 かれる。

イ ドミラーのような凸面鏡 に投影 された対象 の

θ"ij= θij

tt Q

θpij

(3)

視覚的大 きさ と視覚的奥行距離 との関係 を実験
的 にしらべ た。凸面鏡 の世界 では、対象 の鏡像
の大 きさは実距離が増大す るに伴 い急激 に小 さ

また、R'は 次式 で 求 め られ る。

くなるのに対 して、鏡像 の距離
R'i = Ri/(F + GRi)

(5)

(凸 面鏡面 か ら

鏡像 までの距離)は 実距離が増大 して も緩やか
に しか縮小 しない。一方、平面鏡 の世界 では、対

ここで 、Fと

Gは 定数 で あ る。

A

B

象 の鏡像 の大 きさは実距離が増大 して も変化 し
ないの に対 して、鏡像 の距離 (凸 面鏡面 か ら鏡
像 までの距離)は 実距離 に正比例 して増大す る。
実験 1で は、平面鏡 と凸面鏡 (大 きさは直径 25
cm、

曲率 は半径 で 0.65mと 1.Omの 2種 類 )に

5種 類 の大 きさの赤色 の長方形
10×
cm、

15 cm、

(高

さと横幅が

20X30cm、 30X45cm、 40× 60

58× 72 cm)を 鏡 から lo mと

20mの 距離

か ら投影 し、視 覚的大 きさ と視 えの奥行絶対距
図
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大きさ ―距離関係のモデルのための概念図。
(A):旧 モデルための概念図、(B)新 たなモデ
レ (tangle model)の ための概念図 (Foley
リ

et al.2004)

離 をメー トル尺 の該当す る 目盛 りを指 さす方法
でマ ッチイングさせて測定、さらに実験 2で は、
平面鏡 と凸面鏡 (大 きさは直径 20
径 で 0。 22mと

0。

cm、

曲率 は半

60mの 2種 類 )に 6種 類 の大 き

さの赤色 の三角形 (高 さと底辺 が32×

16 cm、

48

(4)式 の妥 当性 が 実験 的 に検討 され た。実験

X24cm、 72X36cm、 40X60cm、 108X54cm、

は 自然環境下、2個 の対象 (杭 状 の棒 )ま での視

162× 81 cm)を 投 影 し、そ の実距離 を 2.5mか

覚的奥行絶対距離及 び 2つ の対象間の距離 を、
単眼視 と両眼視条件 を設定 して言語報告 (メ ー

ら45mま で増大 して、視覚 的大 きさと視 えの奥
行 絶対 距離 をメ ー トル尺 で報告 させ た。 そ の結

トル単位 で評価 )で 求 める こ とによつて行 われ

果、 まず、凸面鏡条件 での視 覚 的大 きさは、平

た。その結果、(4)式 と (5)式 は測定値 によく

面鏡 と同様 に、対象 まで の実距離 が 45mま で増

適合す る ことが示 された。

大 して も一 定 の 大 きさを保 つ こ とが 示 され た 。

このモデル (tangible model)の 特徴 は、物理
的視角 (θ l)に 代 えて θ"1を 用 いてい ることで

平面鏡 の場合 には、理 論 的 に も視 覚 的大 きさは

「θ"J」 は「θl」 の値 よ り大 きく、いわば
ある。

は実距離 の増大 に伴 って急激 に縮小 され るので

視覚的視角 を意味す る。しか し、θ"1の Qと Pの

理論 的予測 に反 して い る。次 に、視覚 的奥行絶

定数 は測定値 か ら直接求 めるのではな く、(2)式

対距離 は、実距離 に比 例 して直線 的 に増大す る

から求 め られる実験式 を実測値 によ り近似 させ

が 、すべ て過小視 され る。 また曲率 が 大 きい 凸

一 定 となるので妥 当 で あ るが 、凸面鏡 の場合 に

林部 敬吉

面鏡 では、曲率力Ⅵヽさい鏡あるい は平面鏡 に比

を報告 させ るものである。
実験 はバーチャル・リ

較 して過小視 の程度が小 さく、対象 は遠 くに定

アリテイ条件 と、 この条件 を現実空間へ と忠実

位 されて視 えた。さらに、大 きさ―
距離不変仮説

に反映 させた現実空間条件 とで実施 され、バー

に関 しては、視覚的距離 に対す る視覚的大 きさ

チ ャル・ リア リテ イ条件 では球 はワイヤ ー フ

の比率 は対象 の視角 のベ キ関数 になる こと、凸

レームモデルで作成 され、 また両眼視差が奥行

面鏡 では平面鏡 に比較 してベ キ指数値 が小 さい

手がか りとして導入 された。
両条件 とも球 は、最

ことが示 された。

初に観察者 の正中線上 に提示 し、次 いで観察者

これ らの結果 か ら、近刺激 (prOximd)の レベ
ル (曲 率 と視角)、 遠刺激 (dis皿 )の レベ ル (実

は球 の移動後 に、 ポイ ンター を回転 させること

に対す る移動角度 を変 えて提示 された。観察者

際 の大 きさと実距離)、 そ して鏡像 (vimd)の
レベ ル (鏡 像 の大 きさと距離)の それぞれで、視

大 きさ、観察者 に対す る移動軌跡 の角度が操作

覚的大 きさと視覚的距離 との相関関係が分析 さ

された。その結果、バーチ ヤル・ リアリテイ条

れた。その結果、視角 は視覚的大 きさと正 の相

件 と現実空間条件 とも対象 の移動が正中線 に近

関 を、視覚的距離 とは負 の相関 を、 また曲率 は

い場合 には、視覚的移動角度 は正 中線方向 に近

視覚的大 きさと正の相 関 をそれぞれ もつ こと、

寄 るように逸脱す る ことが示 された。 この結果

さらに視覚的大 きさと視覚的距離 との間 には正

は、球が移動 した後 で、その軌跡 を再現 して得

の相関がある ことが示 された。 これは、視角 は

られたものであ り、対象が移動 してい る最中で

視覚的距離要因 を考慮 して後 に視覚的大 きさに

も対象 の移動軌跡が逸脱 してい るかは不明であ

変形処理 される とす る視覚的距離考慮 モ デ ル

る。 キャッチボール にみ られるように、人 は正

ltaking‐ into― account

modd,Epstein 1973)を 支持

確 にボール を捕捉す ることがで きるので、移動

す る。ただ、遠刺激 の レベルの相関分析 では、実

す る対象 の軌跡 を逸脱 して知覚 しては、対象 の

験 1で は視覚的大 きさと視覚的距離 との間 に正

捕捉 は不可能であろう。

で視 えの移動角度 を再現 した。実験 では、球 の

の相関があ つたが、実験 2で は視覚的大 きさと
視覚的距離 との間 に正の相関がみ られず、 した
が って実験 2の 結果 のみ直接知覚 モ デル (視 覚
的大 きさは視覚的距離要因 を推論す るのではな
く、実際 の大 きさで規定 されるとする直接知覚
モデル

(direct percep●

on nlodel,Gibson 1979)を

5.4。

バー チ ャル 0リ ア リテ ィ空 間 で の
想 定 され た観 察 位 置 と奥 行 絶 対 距

離 知覚
バーチャル・ リアリテイ空 間で対象 までの奥
行絶対距離 を知覚す る場合、観察者 は 自己の位

支持す る。凸面鏡像 にもとづ く知覚世界 は、実

置 をバーチャル・ リアリテイ空 間内の どこかに

世界 に近似 した世界 が知覚 されてい る。

バー
想定 して置 かなければならない。この とき、
チャル・ リアリテイ空 間は視覚的情報 のみで構

5.3.観 察者 に対 す る接 近 対 象 の 移 動 軌

成 されてい るので、バーチ ャル・ リアリテイ空
間 とい う「場」 に観察者 は強 く依存す る こ とに

跡 の 知覚
観察者 に対 して接近す る対象 が どの時点で観

なる。
「場
「場」依存 に関 しては個人差が大 きく、

察者 と衝突す るかの見積 もり知覚 は、正確 であ

依存型」 と「場独 立型」 とが知 られてい る。
「場

る ことが確認 されてい る (Gray&Regan 1998,

依存型」 は視覚的「場」 を構成す る視覚情報 に

そ こで、接近対象 の移

強 く規定 されて垂直方向 などの視覚的判断がな

動軌跡 について も観察者 は正確 に知覚 している

「場独 立型」は視覚以外 の重
されるのに対 して、

かが検討 された (welchman,et狙 。(28))。 実験 は

力的手がか りや 身体的手 がか りな どにも規定 さ

球 を観察者 に接近 させ、その際の球 の移動軌跡

れて視覚判断をす る

Rushton&Wann 1999)。

(Witkin 1959)。 Vianin et d.
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「場独立型」の観察者 は「場依存型」の
(26)は 、

統合す る。 このようにして、次 々と広が り面 の

者 よ り、 自己の観察位置 をバーチ ャル・ リアリ

統合 をはか り、眼前 に水平 と奥行方向 に広 がる

テイ空 間内 に想定 で きないので、奥行絶対距離

面が形成 される。 この仮説 によると、遠方 に位

知覚が正確 に行 われない と予測 した。実験 では、

置 した対象 と観察者 の間にテクスチャの連続性

撮影 したカメラ位置 を観察者 の正中線 か ら31°

を断ち切 る遮蔽物がある と、視覚的広が りが正

偏位 させた実験 シー ンを提示 し、その 中の対象

しく形成 で きず、対象 までの視覚的奥行絶対距

までの奥行絶対距離 を距離等分法 でマ ッチング

離が不正確 になると予想 される。そ こで、芝生

させた。 この場合、正確 な奥行絶対距離 を知覚

が生 えてい るグラウ ン ド上 に、観察者か ら 2m

をす るには、観察者 の想定位置 も31° 偏位 させ

に遮蔽物 (高 さ0.51m、 横幅 1.65m、 奥行 0.54m)

た ところに置 く必要があ る。実験 の結果 か ら、

を配置 し、対象物 を 4、

ロ ッドフレームテス トで「場独 立型」 とされた

別 に比較刺激 を 5、

「場依存型」に比較 して奥行絶対距離が正
者 は、

グ法 によって視覚的奥行絶対距離力澱1定 された。

しく知覚 されないこ とが示 された。

その結果、遮蔽物がある事態 では、視覚的奥行

6、

5、

6、

7、

8mに 設定 し、

7mに 提示 してマ ッチ ン

絶対距離 の有意 な過小評価が示 された。これは、

5.5.遮 蔽物 が あ る条 件 で の 対 象 まで の

「連続的 一面 一統合化仮説」 を支持す る。

奥行 絶対 距 離知 覚
地上 の面 を構成す る規則的なテクスチ ャ勾配
は、その面 に置 かれた対象 までの奥行絶対距離
の知覚 を可能 にす る。He,et

J。 (10)は 、観察者
へ
の眼前 に水平 と奥行方向 の広 が りをもつ視覚

的な面が どの ような視覚処理 を経 て構成 される
か に つ い て 、「 連 続 的 一 面 ― 統 合 化 仮 説
(sequendd̲surface― integration hypothesis)」

を提唱

5.6.自 然 空 間 にお ける 対象 間 を 結 ぶ方
向 の 知覚 判 断
自然空間に置かれた対象 の奥行絶対距離 (観
察者 と対象)、 奥行相対距離 (対 象 と対象)、 奥
行絶対方向 (観 察者 と対象)、 奥行相対方向 (対
象 と対象)に ついての知覚判断 は、その物理的
な対応 とは異なる。Kelly

et」

.(13)は 、自然空

した。この仮説 によれば、図 19に 示 されたよう

間における奥行相対方向の知覚判断について測

に、視覚的な広が りをもつ面 は、 まず、両眼視

定 した。実験 は、観察者 の前方にポス トを放射

差、運動視差、眼筋的要因な どの奥行手がか り

状 (正 中線方向をo° とし、45° のステップで左

を利用 して 2mか ら 5mの 範囲内の広 が り面が

側 2段 階、右側 1段 階)に 、奥行 5、

形成 される。その次 に、この面 を拠点 (ア ンカー)

mの 各位置 に設置 して行 われた。奥行相対方 向

にして、テクスチャ勾配 の手がか りを用 いて、こ

の知覚判断 は、16本 のポス トか ら 2本 を実験者

れに隣接す る広 が り面 に拡延 しこの 2つ の面 を

が任意 に指定 し、その 2本 を結 ぶ方向の延長 に

10、

15、

20

見える物体 を報告 させる方法 と観察者 の姿勢 の
向 きを変 えることで示 させる方法 とで行 われた。
同時 に、2本 のポス ト間の視覚的な奥行相対距
離、お よびどちらかのポス トまでの奥行絶対距
離 も報告 させた。その結果、視覚的方向判断の

９
︲

逸脱が最 も大 きく生起 す るのは、2つ のポス ト
間の奥行絶対距離比 (観 察者か ら各 ポス トまで

もつ視覚的な面がどのような視覚処理を経て構
成されるかについての「連続的 一面 一統合仮説

の奥行距離 の比)が o。 75の 場合 であ り、それが

(sequentla卜 surface― lntegratiOn

もっとも小 さいのは、その距離比が 1.3か ら 1.5

hypothesis)」

(He,et al.2004)

の条件 であ った。また、視 覚的方向判断の逸脱
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が無 くなるのは、距離比が 1(2つ のポス トが観

件 の場合 にも生起す る(Johnston

察者 か ら等距離 に位置)あ るい は 2か ら 3の 条

1995,Norman&Todd 1993,Todd&Bressan 1990,

件 (2つ のポス トが観察者 か らの放射線状 に位置

Todd&Norlnan 1991)。 それでは、対象 の形状知

す る)で あ った。対象 までの奥行絶対距離 と相

覚 の歪みが生起する場合、対象 までの奥行絶対

対距離 の判断 は、視覚的 な奥行相対方向 に影響
しないことも示 された。 これ らの結果 は、奥行

距離知覚 の歪み も生起 してい るのであろ うか。
Binghanl,dd。 (1)は 、バーチ ャルな球形 を奥行

相対方向判断 は奥行絶対距離 と相対距離 の各判

距離 を違えて提示 し、形状知覚 の歪みを測定 し

断 とは異なる処理過程 と考 えられる。

た。対象 までの提示距離 は被験者 の手 の届 く最

5.7.自 然 空 間 にお け る 前 額方 向 で の奥
行 相 対 的距 離 知 覚
観察者か ら奥行方向 にある対象 を眼で観察 し、

1991,Tittle et d.

大範囲の0.5か ら0。 9mの 間で 5段 階 に設定 され
た。刺激対 象 はヘ ッド・マ ウ ン ト・デイス プ レー
に提示 され、動的両眼立体視条件 (観 察者 の頭
部運動 に伴 い刺激対象が変化、両眼視差 と運動

その後閉眼 してそ こまでの奥行距離 を歩行 で再

視差有効 )、 動 的単眼視条件 (運 動視差 のみ有

現 させた場合、それが 20m程 度離 れていて も、
正 確 に 再 現 され る こ とが 報 告 され て い る

効 )、 静的両眼立体視条件 (頭 部静上条件、両眼

(Loomis et al 1992,Rieser et al.1990,勁 ompson
1983)。

この場合、対象 までの視覚的 な奥行絶対

視差 のみ有効 )で 観察 させた。対象 の形状 と奥
行位置 の測定 は、バーチャルな鉄筆 を動 か して、
対象 として提示 した球 の前 ・後 。左 。右 を触 れ

囲では 50%以 上になる (Beusnlans 1998,Loomis

させる方法 で行 われた。測定 では、バーチ ャル
な鉄筆が測定中提示 されない条件 (非 フイー ド

1992,NorIIlan et al.1996,Toye 1986,Wagner

バ ック条件 )お よびバーチ ヤルな鉄筆 で対象 の

距離 は過小視 され、それ は 10mか ら20mの 範

et al。

1985)。

そ こで、奥行絶対距離 ではな く奥行相対

距離、 と くに前額 に平行 な 2つ の対象間の視覚
的 距 離 と歩 行 再 現 距 離 とが し らべ られ た
(Philbeck,et J。

(20))。

2つ の対象間距離 は、4

各測定点 に触 れた後 でそれをバーチャル空間に
提示 し、対 象 に正確 に触 れてい るか どうかを確
認 させ る条件

(フ

イー ドバ ツク条件 )を 設定 し

た。

10mの 3種 類 であ り、観察者 に対象

測定 したデー タは、TS(thin plate spline)法

間距離 を観察 させ 、その後閉眼 させ歩行 でその

で分析 された。 これは、 まず、測定前 の対象 の

距離 を再現 させた。併せて、視 えの相対距離 も
言語報告 させた。その結果、歩行再現距離 は 70

標識 を 2次 元 の座標 にプロ ッ トし、次 いで標識
の測定値 を同様 にプロ ッ トす る。分析 では、測

%超 の過大 となるのに対 して、視 えの相対距離

定前 の対象 の標識 を測定後 の標識が一致す る位

は幾分過小視 される ものの正確 であった。 この

置 に座標 の方眼線 を変形 させることで移動 させ

ことか ら、歩行再現距離 の過大 は、視覚情報が

る。 このような座標 の方眼の変形 は、その変形

運動情報へ と伝達 される過程で起 きてい ると示

が最小 になるように行 われる。分析 の結果、3通
りの奥行手 がか り条件 のすべ てで座標の方眼線

m、

7m、

唆 される。

の変形 は、 フイー ドバ ック条件 と非 フイー ド

5.8.対 象 の 形状知 覚 の歪 み と奥 行 距 離
知 覚 との 関係

バ ック条件 との 間で相違す る ことが示 された。
この相違 は、 フイー ドバ ック条件 では対象 の位

対象 の形状知覚 は、観察距離が近 い ところで

置知覚 を改善す るが、対象 の形状知覚 を変 えな

は、実際 の形状 よ り奥行方向 に拡張す るように

いことにあ らわれた。 これ らの結果 か ら、対 象

知覚 される。 これは、奥行手がか りが両眼視差

の形状知覚 と奥行絶対距離知覚 は、それぞれが

立体視条件 の場合 にも、 また運動視差立体視条

異なる過程 で処理 されてい る ことを示唆す る。
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5.9.視 覚障害 と手がか り効果

種類 (赤 、緑、青)用 いて しらべ た。40人 の被

脳内出血、脳腫瘍 などによって右脳が損傷 を
いろいろな視覚障害が生 じる。そ
受けた患者 は、

験者 には、自身が知覚 してい る色彩、明 るさ、空

のような障害のなかで、
「線分の半等分 テス ト」

報告 させた。その結果、視 えの明 るさの低下、色

(水 平線分 を半分 に等分する)お

よび両端 に刺激

間特性、身体感覚、運動感覚 そ して情動状態 を
彩 の退色 と鮮明 さの低下が頻繁 に報告 されると

があるのみで他 は空白になっている「ギャップ

ともに、「霧 に囲 まれてい る」、「視 空間が重 た

半等分テス ト」(水 平 に置かれた空 白部分 を半分

い」、「外 の世界 が 日の前 に近づいた」 などの表

に等分する)を 実施すると、前者では、テス ト
で見 られた中点が右方向へ大きく逸脱 してしま

現 で報告 された。赤色照明条件 では、他 の色彩
条件 に比較 して、筋肉の緊張、不快感、身体 の

小
うが、しかし後者でのそれは逸脱するものの、
さい。 この結果は、線分の半等分課題 は大 きさ

前傾 が報告 された。 ガンツフェル トをは じめて

知覚 に、ギャップ半等分テス ト課題 は距離知覚
に関係することから、 この種の患者では大きさ

体験 した被験者 は、 ガンツフェル トについての
知識 をもつ者 お よび知識 と経験 をもつ者 に比較
して、身体 や情動 に関す る反応 を多 く報告 した。

と距離知覚の分離が生起 しているためと説明さ

また、 ガンッフェル ト観察時 の瞳孔反応が測定

れた。そこで、Mchtosh et al(16)は 、右脳 に
「線分の半等分 テス ト」で逸
障害 を持 ち、かつ、

され、照明が明 るい場合 には、最初 に瞳7Lの 縮

「変形線分の半
脱 を示す 17名 の患者 に対 して、
「変形ギャップ半等分テス ト」を
等分テス ト」と
「線分の半等分テス ト」では、視覚的
実施 した。

小 が起 き、やがて正常 の大 きさに復帰す るのに
対 して、照明が暗い場合 は終始一定 の大 きさが
維持 された。さらに、赤色照射条件 で 30分 間の
連続観察が実施 され、その間 に生起す るすべ て
の知覚体験 の報告 が被験者 に求め られた。その

注意 を引 くために線分の各端 に赤 もしくは緑で
彩色 を施 した。また「ギャップ半等分テス ト」に

結果 か ら、 ガンツフェル ト知覚現象 は、次 のよ

も、
実
各端の短線分 を赤 もしくは緑 に彩色 した。
験の結果、彩色条件では「線分の半等分テス ト」

うなフェーズで進行す ることが明 らかにされた。
「対
「視空間の面 の歪み」―
「堅固なものの知覚」―

および「ギャップ半等分テス ト」 とも、中点の
右方向への逸脱は有意 に減少 した。 このことか

「何 か漠然 としたものの接近 (何
象性 の喪失」―
―何 か漠然 と
か障壁 が形成 されるような経験 )」 「

ら、線分半等分課題での逸脱がギヤップ半等分
課題 よりも大 きいとい う結果は、 この種の患者

「外界 との一体化 (融 合 )」 。こ
したものの接触」…
れ らのフェーズ は、視覚が外 の世界 と自己の内

が線分の全体 を知覚することができないことに

界 とが不可分 に一体化 した状態か ら、観察者 の

よると考 えられる。

アクティブな行動 によつて外界 と自己の内界 と
が分離 し、最終的 には外 の世界 の外在化 が生起

5.10。 ガンツフ ェル ト条件 で生起する知

覚現象
ガンツフェル ト (全 体視野)と は、輪郭、テ
クスチ ャ、小刺激などをすべて除去 した一様 に

す ることを示唆する。

6.お わ りに

奥
照射された空間をい う。このような事態では、

6.1.両 眼立体視問題

行の不明瞭な霧に囲まれたような視空間しか知
覚できず、場合 によつては明るさも感 じられな

3次 元視 の今年度 の動向 をまとめると次 のよ
うになる。両眼立体視 の研究分野での主要 な研

いブランクアウ トが生 じると報告 されている。

究課題 は、視差 の対応問題、視差 か らの立体 の

(23)は 、このようなガンツフェル ト

復元問題、視差 の処理過程 の問題、両眼視差 と

TStti,Ct al。

照明の色を3
事態で生起する知覚現象 について、

運動視差 の相互作用 の問題、両眼視差 の検出の
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ための神経生理学的過程 の問題 などである。

えられる。

視差 の対応問題 では、粗 い視差 か ら細 かい視
差へ と対応が解決 され、
処理 されてい くことが、

が、
視覚処理過程 のどの段階で生起するかは、す

サス テイ ン ド条件 と トラ ンジェン ト条件 での比

なわち、両眼視差 と運動視 の対応 が、それぞれ

較 を通 して明 らかにされた。視差 の検出は、視
差 の粗 ‐
密 に従 い、粗 い視差同士、細 かい視差同

独立 した過程 で最初 に処理 され、その後 で統合

士で対応が検 出されるが、は じめに粗 い視差が

問題 が処理 されるのかは、い まだに不明であ る。

検出 され、 これが眼球輻榛運動 を制御 して次 に

Muller et J。

細 かな視差 の検出 を誘導す る。両眼視差検出 シ

ける対応が どの程度強固 に結合 してい るかをノ

ステムは、粗 い視差 か ら細 かな視差 を反復 して

イズ を操作す ることで実験的 にしらべ た結果、

検出 し、最終的 にもっとも細 かな視差 を して検

ノイズ を加えると、両眼視差対応 の方が運動視

出過程 を終 える。Gheorghiu&Erkelens(5)は 、

での対応 よ り強い影響 を受ける こと、また両眼

刺激提示 の時間 を操作 してサス テイ ン ド型 と ト

視差 と運動視 のそれぞれで対応関係 を検出す る

ランジェン ト型 の刺激 に対 しての視差検 出が ど

力 を相互 に比較す ると、運動視 の刺激条件 は両

のように変 わるかをしらべ た結果、視差検出 に

眼視差 の対応 を促進す るのに対 して、両眼視差

関係す る要因は、サス テイ ン ド条件 では前刺激

刺激条件 は運動視 での対応 を促進 しないこ とを

と後刺激間のパ ター ンの粗 ―密 の相対的な差 で

明 らかにした。 これ らの結果 は、視覚 システム

あ ること、 トランジェン ト条件 では前刺激 と後

は、まず運動視 のための対応 を検出 し、次 いで

刺激間のパ ター ンの粗 ―密 の相対的な差 で ある

その対応情報 を両眼視差検出に役立 ててい ると

こと、 また、粗 いス テ レオグラムの検出過程 は

示す。

しか し、両眼視差 と運動視 にお ける対応問題

されるのか、あ るい は最初 か ら統合 されて対応

(18)は 、運動視 と両眼立体視 にお

細 かなステ レオグラムの検出過程 を強力 に抑制

この他 に、ダ 。ヴインチ・ステ レオプシス問

す るが、細 かなス テ レオグラムの検出過程 は粗

題、多義的視差 の知覚的解決問題、両眼視差 と

いス テ レオグラムの検 出過程 を抑制す る力 は弱
いこ となどを明 らかに した。これ らの結果 から、

輝度要因間の手がか り相互作用問題が検討 され
てい る。 ダ 。ヴィンチ・ス テ レオプシス問題 で

粗 い視差 か ら細 かな視差 の検出は、高次視覚中
枢 での両眼立体視 の粗 ‐密処理 システムによる

は、単眼 オクル ー ジ ョン型 の他 にカモ フラー
ジュ 。オクルージ ョン型がある ことを明 らかに

ことが明 らかにされている。

し、 この型 で両眼立体視が可能になるのは、ス

視差 か らの立体復元問題 の領域 では、立体復

テ レオ グラムパ ター ン内の不連続部分が蔽 ‐遮

元 に与 える両眼視差 と運動視差 の手 がか りの相

蔽関係 を持 つ と認知 されることが示唆 されてい

互作用の問題が検討 された。champion et」 。(2)

る (C00k&Gi■ alll(6))。 両眼視差 と輝度要因間

は、 は じめに両眼視差 と運動視差 か ら作成 され

の手がか り相互作用問題 では、陰影が両眼視差

た立体 を提示 し、次 いで運動視差要因のみを除

と同方向の奥行 をもつパ ター ン、お よび陰影が

去 した場合、 この操作 が立体形状 の復元 にどの

両眼視差 と異方向の奥行 をもつパ ター ンの 2条

ような影響 をあたえるか否かについて検討 した。

件で両眼視差検出閾値 を求めた結果、視差検出

実験 の結果、両眼視差 と運動視差 の両要因によ

閾値 の低下 は、陰影 と視差 が異方向条件 で生起

る立体復元 は、後続す る刺激 に運動視差 が伴 わ

した。この結果か ら、両眼視差 は陰影要因に よっ

な くなると、両要因の相互作用効果 は消失 して

て影響 を受けず、立体形状 を正確 に伝達す る独

しまうことが明 らかにされた。両要因はそれぞ

立 した処理構造 をもつ ことを示す (Wright&

れ単独 な処理過程 を持 ち、両要因が 同時 に存在

Ledgeway(30))。

す る場合 にのみ加算的手がか り効果 をもつ と考
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6.2.運 動 立 体視 問題

で表示 し、それ らの点光源全体 を協調 して人 間

運動立体視 の研究領域 では、 フレーム間の刺

が歩行運動す るように動 かす と、あたか も人 間

激対応問題、運動視差 か らの立体復元問題、両

が歩行 してい るように知覚 で きることは、 よ く

眼視差な ど他 の奥行手がか りとの相互作用問題、

知 られてい る。 この事態 で、点光源が奥行 を示

運動視 の神経生理学的過程 の問題 などがある。

す手がか りが何 も存在 しない場合、人間 は人型

運動視 の刺激 には、第一順位運動刺激 と第二

の点光源 の動 きか ら、それが どちらを向 き、 ど

順位運動刺激 とが 区別 される。第二順位運動刺

の方向 に歩行す ると知覚す るかが van五 e,et

激 によって運動視差 を誘導 した場合 にも、第一

(27)に よって明 らかにされた。それに よると、

順位運動刺激 と同等 の奥行 が出現す るかが検討

視覚 シス テムは、接近あ るい は後退 のいず れか

された (Ichikawa,et」 。
2004(12))。 その結果、

が曖味なモ ー シ ョン・キャプチャ条件下 では、
観

奥行順序 は運動視差が規定す る順序 に正 しく視

察者 に接近す る方略 を第一 にとってい る。

al.

えてい ること、視 えの奥行量 は運動視差量 に依
存 して変化 しないこ と、第二順位運動刺激 の要

6.3.絵 画 的要 因 によ る立 体視 問題

素 を操作 して位置の視覚的追尾 を困難 にす ると、

絵画的要因 による立体視問題 には、絵画的要

奥行順序 の判断がで きな くなる こ とが見 いださ

因の単独 の奥行手がか り効果、奥行手がか りの

れ、第二順位運動刺激 で構成 されたパ ター ンの

加算効果、絵画的手がか りの生得対習得、絵画

運動視差立体視 は、第二順位運動刺激 を構成す

的要因の神経 生理学的過程 などの問題があ る。

る要素 を視覚的に追尾する ことで成立す るが、

Grossberg&Swminathan(8)は 、 これまでの

しか し運動視差量 に対応 した奥行視 はで きない

神経生理学的そ して精神物理的研究 の成果 を踏

ことが明 らかにされてい る。

まえ、奥行傾斜面や湾曲面 を検出す るための神

運動視は中枢 での階層的処理を経て成立する。
まず、vl野 で狭 い受容野 にある検 出器 で対象 の

経 生 理 学 的 モ デ ル で あ る積 層 皮 質 モ デ ル

局所的 な位 置変化が検出され、次 にもう少 し広

(Laminar cortical model)を 提唱 した。 このモ デ
ルは、 (1)刺 激パ ター ン内で共有 される線分 と

い受容野 をもつ MT野 で大局的な運動が検 出さ

角度 を検 出で きる こ と、 (2)奥 行傾斜面刺激 の

れ、 さらに広 い受容野 を形成す る MsT野 では、

角度 と両眼視差勾配か らパ ター ンの 3次 元境界

観察者 の 自己運動や眼球運動 によって生起 した

を形成 で きる こと、 (3)充 填効果が生起 して面

オプティク・ フロー を伴 う複雑 な運動 を大局的

が形成 で きる こ と、などを説明で きる。 このモ

に検出す る。Price,dJ.(21)は 、運動視 にお け

デルで奥行 に関す る知覚現象 をどの程度 まで説

る残効 で ある ファン トム運動残効 を利用 して、

明で きるか、今後 の展開 に関心 を払 いたい。

運動視 シス テムの階層構造 を精神物理学的方法

次 ぎに、絵画的要因間の加算効果 につい て、

で実証 した。 ファン トム運動残効量 は弧 の大 き
さに規定 して変化せず に、
観察者 ごとに異 な り、

Meese&Hohnes(17)は 、実験結果 を踏 まえて、
2通 りの包括的な奥行手 がか り加算 モ デルを提

あ る観察者 は弧 の大 きさが増大す ると従来型 で

示 した。モ デル Aで は、絵画的要因 Slと S2が

の運動残効 は増大 し、 ファン トム型 でのそれ は

手がか りとして有効 な場合、Slの 回路が閉 じて

減少 を示す の に対 して、別 の観察者 ではこの関

い ると「蓋然的加算効果」が生起 し、Slと S2の

係が反対 となることが見 い だ された。 これは

回路が両方閉 じていると「理想的加算効果」 が

ファン トム運動残効 が局所的 な運動視処理過程

生起 し、S2の 回路が閉 じてい ると「線形加算効

ではな く大局的な過程 で処理 される ことを示唆

果」が生起す る。モデルBは 、
「理想的加算効果」

し、運動視 の階層的処理 を支持す る。

の変形 モデルであ り、それ との違 いは、 ノイズ

人間の頭、顔、四肢 の主要部分 を点光源 のみ

の加 わる位置が出力後 に移 された こと、また加

林部 敬吉

算後 の出力後 にもノイズが付加 された ことであ

か ら直接求 められるのではな く、実験式 を実測

る。 この研究 は、絵画的要因間 に加算的効果が

値 によ り近似 させて求め られるので、ここに、こ

存在す ること、 さらに各絵画的要因は独立 した

のモデルの問題 が残 ると考 えられる。

モジュール構造 を持 つ と共 に加算回路 も併設 さ
れてい る ことを示唆 してい る。

また、この視覚的大 きさ―
距離不変仮説 は、凸
面鏡 に投影 された対象 の視覚的大 きさと奥行距

の判断の正確度 と速度 に関係するかが検討 され

離か らもHigashiyalna&Shimono(11)に よつて
検討 された。測定実験 の結果 にもとづ き、近刺

た (Mather&smith(15))。 奥行手がか りは明 る
さコ ン トラス ト、オクルージ ョンそ して輪郭線

激 (prOxima)の レベ ル (曲 率 と視角)、 遠刺激
(distal)の レベ ル (実 際の大 きさと実距離 )、 そ

のボケ とし、これ らの要因が単独、2要 因の組 み

して鏡像 (vimal)の レベ ル (鏡 像 の大 きさと距

合 わせ 、3要 因の組 み合 わせの各条件 が設定 さ

離)の それぞれで、視覚的大 きさ と視覚的距離

れ、各条件 で重な りをもつ 3枚 のプレー トに視
えるように刺激パ ター ンが作成 された。実験 の

との相関関係 が分析 された。その結果、視角 は

さらに、奥行手がか りの加算効果が奥行順序

視覚的大 きさと正 の相関 を、視覚的距離 とは負

結果、視覚的 な重な り順序 の判断の正確度 はす
べ ての手がか り組 み合 わせ条件 で高 いが、 オク

の相関 を、 また曲率 は視覚的大 きさ と正の相関

ルージ ョン単独条件 は他 の条件 に比較 して劣 つ

との間 には正の相関がある ことが示 された。 こ

ていた。 また、手がか りの組み合 わせ条件 によ

れは、視覚的距離考慮 モデル ltaking― into― accomt

る重な り判断のための反応速度 の差 は、最初 に
反応す るまでの潜時 に表 れ、単独手がか り条件

mOdel)を 支持す る。ただ、遠刺激 の レベ ルの相
関分析 では、一 部 のデ ー タは直接 知覚 モ デル

に較べ て 3つ の手がか り組 み合 わせ条件 の方が

(direct perception model)を

をもつ こと、さらに視覚的大 きさと視覚的距離

支持 してい る。

さらに、 ガンツフェル トについての観察実験

短 いこ とが示 された。 このことか ら、各奥行手
がか りは単独 モジュールで処理 され、それ らが

が報告 された

それぞれ奥行手がか りごとに重みづ け られて加

照射条件 で30分 間の連続観察が実施 され、その

算 され、最終的 な奥行 ・立体効果 を生み出 して

間 に生起す るすべ ての知覚体験 の報告 が被験者

い る。

に求め られた。その結果 か ら、 ガンツフェル ト
知覚現象 は、次 のような フェーズで進行す るこ

この他、色彩要因の立体効果、 テクスチ ャの

(Tstti,∝

d。

(23))と くに、赤色

傾 き効果、形態盲患者 の平面画像 の奥行視 が研

とが明 らかにされた。
「堅固なものの知覚」一
「視

究 されてい る。

空間の面 の歪み」 一「対象性 の喪失」 ―「何 か
漠然 としたものの接近 (何 か障壁が形成 される

6.4.3次 元 視 空 間 の 問題

ような経験 )」 ―「何 か」漠然 とした ものの接触」

3次 元視空間 に関わる研究問題 としては、視

―「外界 との一体化 (融 合 )」 。 これ らのフェー

知覚恒常性問題、
視
覚的大 きさと距離 との関係、
バー
・
の
チヤル
ア
リ リテイ空間
空間 双 曲特性、

ズは、視覚 は外 の世界 と自己の内界 とが不可分

と現実空間の比較 などがある。

行動 によって外界 と自己の内界 とが分離 し、最

視覚的大 きさと距離 との関係 については、大
きさ ―距離不変仮説が Foley et al。 (3)に よつて

終的 には外 の世界 の外在化 が生起する ことを示

再検討 され、新 しいモ デル (tangible model)が
提唱 された。 このモ デルの特徴 は、物理的視角

この他 の研究 では、観察者 に対す る接近対象
の移動軌跡 の知覚、バーチヤル・ リアリテイ空

に代 えて、 いわば視覚的視角 を用 いてい ること

間での想定 された観察位置 と奥行絶対距離知覚、

にある。 しか し、視覚的視角 θの定数 は測定値

遮蔽物があ る条件 での対象 までの奥行絶対距離

に一体化 した状態 か ら、観察者 のアクテイブな

唆す る。
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知覚、 自然空間における対象間を結ぶ方向の知
覚判断 などの問題が報告 された。

44,1147‑1187.
(9)Guibal,Co Ro C.&Dresp,B。 2004 hteracdon of
color and geometnc cues in depth perception:
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