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1.運動要因 による 3次 元視

1.1.運動 による立体視 (Kineuc

Depth,KD)に おける剛体性問題

2次 元上 を運動す る要素 か ら 3次 元形状 を復元する問題 を計 算理論で考 える とき、 その解 は無数
ある ことにな り、何 らかの拘束条件 を設 定 しない限 り解 けない。剛体性 (Rigitity)と は、物体 は運動
あるい は移動 して も、その大 きさや形状 を変 えない とい うもので ある。人間 の知覚 で も、 2次 元上
での運動要素 か ら 3次 元形状 を復元す る際 には、同様 な知覚傾 向 をもつ と仮定 される。 さらに、 こ
の とき、 どの要素同士が時間的変化 に ともなって対応す るか (対 応問題 )も 解決 されてい なければ
な らない。 ここに、 ひ とつ の問題 が生 じる。す なわち、対応 が とれやす い とい う ことと 3次 元形状
の復元 とは独立 した過程 なのか、あるい は相互 に関連 した過程 なのであろうか。Ganis,Casco&
Roncato(11)は 、図 1に 示 された螺旋状 の 3次 元形状 を 4個 の ドッ トで シ ミュレー トし、隣接す る
ドッ トのサイ ン波軌道 の差 (φ )、 お よび 1フ レーム ごとの回転角度 (R)を 操作 して、剛体性 を評
定 させた。 φ については、図 1‑aに 示 された ように、 この値 を小 さ くす るとドッ トのパ ター ンは、
棒状 の螺旋 (側 面図)と な り、 また この値 を大 き くとると、奥行 が深 い螺旋 となる。棒状 の螺旋 を
つ くる場合 には、 ドッ トは円形 に配 され るので対応 が とられやす いが、奥行 の深 い螺旋 をつ くる場
合 には、 ドッ トは不規則 に配 され るので対応 が とりに くい。 フ レーム数 を 3回 に限定 して実験 した
ところ、剛体性 の ある KDは φ が72° 以上で Rが 25‑30min/arc以 下 の条件 で、剛体 性のない KDは
φ が72° 以下 の条件 (Rは 無関係 )で それぞれ生 じた。
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図1

4点 でラセン形状 をシミュレー ト。(a)隣接 したドッ ト間のフェーズの差

18° 、(b)
隣接 した ドッ ト間のフェーズの差126° 。 (Ganis,G。 ,Casco,C.&Roncato,S.1993)
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1.2.オ プテ ィック.フ ロー と頭部方向の知覚
観察者 が動 き廻 る と、網膜投影像 はそれ につれて流動 (optic flow)す る。この種 の流動 パ ター ンに
は、観察者 が前進 した ときに生 じるフロー と観察者 が頭部 (眼 球、身体 )を 回転 した ときに生 じる
フロー とを区別す る ことがで き、前者 は トラ ンス レイ トリァ・ フロー (TranslatOry flow)、 後者 は
ロー テイ シ ョナル・ フロー (rotational flow)と 呼 ばれ る。 トラ ンスレイ トリー・ フローは、凝視点
を中心 としての放射状 の流動 であ り、 ロー テイ シ ョナル・ フロー は、水平方向へ の流動 である。 い
ま、図 2に 示 された ように、地点 Hに 頭部 を向 けて歩 いてい る ときに眼球 を地点 Fに 動 か した とす
ると、 トラ ンス レイ トリー・ フロー とロー テイ シ ョナル・ フロー とが生 じるので、観察者 は 自己の
頭部 の向 きを求 め られれ ば、全体 のオプテ ィック。 フローか ら トラ ンスレイ トリー・ フロー を検出
しなければな らない。 この とき、 2通 りのモ デル が考 えられ る。 ひ とつ は、 フロー の網膜 上での速
度差 を手 がか りとす る理論 で ある。 ロー テイ シ ョナル・ フロー は網膜 上での横方向へ の シフ トなの
で、対象 の奥行距離 が異な る ことによる速度差 が生 じないが、 トラ ンスレイ トリー・ フローでは、
この意味 での速度差 が生 じる。 このモ デル によれば、観察者 は隣接 した対象 の速度差 を手 がか りと
して 自己の頭部方向 を知覚す る こ とになる。一 方、 もうひ とつのモデルによれば、水平線 の ような
視野 の枠組 となる要素 が 自己 の身体方向 を知覚す る重 要 な手 がか りと主張 され る。 なぜ な ら、 この
点 は、 トラ ンスレイ トリー・フロー のなかではシフ トしない部分 として存在す るか らである。 もし、
この ように観察者 が 自己 の定位 をして い るな らば、水平線、パ ースペ クテ ィブゃテクスチ ュアな ど
の静止 した奥行情報 を流動す るオプテ ィック・ フロー と結合 させて定位 してい る ことになる。 もし
この よ うで あれば、可視可能 な水平線 までの奥行距離 が縮小 されれば、観察者 は自己の頭部 の方向
定位 を正確 には行 えな くなると予測 され る。Van den Berg&Brenner(34)は 水平線、面 お よび観
察者 の運動 を ドッ トを用 いてシ ミュレー トし、観察者 が 自己の頭部方向を何 を手 がか りとして知覚
す るか を しらべ た。 その結果、可視 で きる地面 の範囲が縮小 され ると、頭部方向 の知覚 は凝視点 よ
りに歪 めれ る こ と、 また、オ プテ ィック・ フローの みでは、 ノイズに対 して十分 な対応 がで きな く
視覚以外 の眼筋的手 がか りの関与 がみ とめ られ る ことが明 らか にされた。

図 2

トランス レイ トリー・ フロー とローテ イシ ョナル・ フロー。地点 Hに 頭部 を向けて
歩 いてい るときに眼球 を地点 Fに 動 か した ときに生 じる トラ ンス レイ トリー・ フ
ロー とローテイシ ョナル・ フロー。 (Van Den Berg,A.V.&Brenner,E.1994)
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運 動視差 に よる 3次 元形状 の 識 別 の た めの 刺激 パ ター ン。各 パ ター ン を構 成 す る
ドッ トは、割 当 て られ た速度 差 を もって観察者 の 頭部運動 と連動 してシフ トす る。

(Van Damme,WoJo M.&Van De G面 nd,Wo A.1993)

1.3.観察者 の頭部運動 と 3次 元形状 の識別
運動視差 で提示 され た 3次 元形状 を人 間 は どの程度 正 確 に識 別 して い るのか に つ い て、Van
Damme&Van De Grind(33)に よって検討 された。 3次 元形状 はラ ンダム・ ドッ トで CRTに 提
示 され、観察者 が頭部 を運動 させ なが ら観察 す る と、 それ に連動 して各 ドッ トは割 り当て られた速
度 でシフ トす る。 3次 元形状 は、図 3に 示 された ように、凹面あ るい は凸面 をもつ双 曲面 と放物面
を 8段 階的 に変化 させて提示 し、それ に対応す る 8種 類 のカテ ゴ リー を用意 して類 同判断 を求 めた。
その結果、人間 は凹あるい は凸 いずれ の放物面 をよ く識別 で きるが、双 曲面 の識別 は難 しい こと、
また、 この 3次 元形状 の識別 には形状 の曲率 は関係 しない ことが見 い出 された。

1.4.ダ イナ ミック・ ヴ ィジュアル・ ノイズ

(Dynamic Visual Noise DVN)に よる立体視

両眼立体視 と運動 による立体視 (Kinetic Depth,KD)と は、共通 の神経生理学的基盤 をもつ こと
を示唆す る研究 が多 くなってい る。例 えば、両眼立体視で順応 させ る と、KDに バ イア スがかか る こ
と(Smith 1976,Nawrot&Blake 1989)、 両眼立体視 と KDか らの手がか りとが立体 をつ くるの に

・ステ レオプシス と KD
加算的 に働 いてい る こと(Tittle&Braunstein,1990)、 さらにダイナ ミック
とは、 ある条件下 では区別 がで きない こと(Narot&Blake 1993)、 な どである。 これ らの結果 を
説明す るために、運動方向 と相対的奥行 に選択的 に反応す るユニ ッ ト群 (ネ ッ トワー ク)を 考 え、
もし、異なる方向 に運動す る一群 の刺激要素 が あれば、 それ らのユニ ッ ト群 はその異 なる運動方向

にもとづいて異 なる奥行 を指示す るユニ ッ トに分離 し、 これが KDと して知覚 され ると仮定 された
(Nawrot& Blake(24))。 TVの 空チ ャンネル の ようにあ らゆる方向 に無秩序 に運動す る ドッ ト
(DVN)が あるときには、 この ネ ッ トワー クは特定 の活動 パ ターンを示 さず、 したがって KDも 生
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じない。 しか し、 ある方向に運動す る刺激 に順応 させておけば、 ユニ ッ トはその方 向 には反応 しに
くくなるので、この ときには、
順応 されてい ないユニ ッ トが DVNに 対 してある運動方 向 をもつ よう
にセ ッ トされ ると考 えられ る。
この仮説 は、ステ ンオス コ ッピ ック
・アダプテイ シ ョンを順応手続 とし、DVNを 左右眼 に別 々 に
しか も眼球間遅延 (15も しくは30ms)を 設 けて提示す るダイナ ミック・ステ レオヴィジ ョンをテス
ト刺激 として検証 された。1原 応手続 としたステ レオス コ ッピック・ アダプテイシ ョンは、左右方向
に運動す る ドッ トか ら構成 され、 これ を両眼立体視す る と、厚 さのある透明な シー トの前面 と後面
上の ドッ トが それぞれ反対方向 に運動 して視 える。テス ト刺激 として提示 したダイナ ミック・ ステ
レオヴ ィジ ョンでは、DVNを 左右眼間 に遅延 を設 けて提示す る と、円筒 が 回転 して い るように視 え
るが、DVNを 左右眼 に同時 に提示す る と、不規則、無秩序 に運動す る ドッ トしか視 えない。 もし、
ステ ンオ ス コ ピ ック・ アダプテイ シ ョンに順応 させ 、次 いで遅延 を設定 しないダイナ ミック・ ステ
レオヴ ィジ ョンを提示 した とき、視 か けの奥行が報告 されれば、 ここに KDが 生 じた と考 える こと
がで きる。実験 の結果、順応刺激 が時計廻 り方向へ運動す る場合 には反時計廻 りの運動 を もつ KD
が、順応刺激 が反時計廻 りで は時計廻 りの KDが 出現 した。ここで は、仮説 が支持 され る とともに、
両眼立体視 と KDと が共通 の基盤 を もつ ことを示唆す る。
1.5。 オキ ュラー・ オ クルージ ョン (ocular Ocdusion)

対象注視点 と眼球運動 の回転 の中心 は一致 して い ない (図 4)。 この間 の距離 は約 1lmmの で、頭
部 を動 か さないで眼球 を回転 させた ときには、わず かに視差 が生起す る。 これは、オキ ュラー・ パ
ララ ックス (ocular parallax)あ るい はオキ ュラー・ オクルージ ョン (ocular Occulusion)と よばれ、
これは、簡単 に確 かめることがで きる。 い ま、頭部 を動かさない ようにして左 眼 を閉 じ、顔面 か ら
2‑3 cmの ところで左手 に もった鉛筆 を鼻先近 く右眼 でみえるところまで左か ら右方向 に動 か し
て止 め、 その位置 を確認 し、次 いで右眼 の視線 をまっす ぐに直す と、鉛筆 は、消失する。 この種 の
視差 は、対象 が眼球 か ら数 セ ンチメー トル の範囲 におかれて い る ときには効果的 で ある ことが指摘
されてい る。奥行距離 30cmに ある対象 と観察者 の鼻 との間 に成立 す るオキ ュラー 0パ ララ ックス
は、鼻 の形 と大 きさによって異 なるが、 おお よそlo度 で ある (Mapp&OnO,1986)。 オキ ュラー・
パ ララ ックス (α )は 、次式 で求 め られ る。
α=arctan[E+ysi聟 9/L2ycOsβ ]「 arctan[ysi郵 3/L2 ycOsβ ]
ここで、Eは 次式 で規定 され る。

E=(L2 Ll)yshF/Ll― yco〔 β
Bingham,GoP。

(2)は 、前面

(200,300,400mm)と 後面 (240‑1000mmの 間 で12段 階)の 奥行距離 が
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オキ ュラー・ オ クルージ ョン。対象注視 点 と眼球運動 の 回転 の 中心 とは一 致 しな い
ので 、頭部 を動 か さな い で 眼球 を回転 させ る とわ ずか に視差 が生 じる。 (Bingham,

Go P.1993)
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変 わ るとき、 この種 の視差 が予測通 りに出現するかを調整法 と強制選択法 で測定 した。測定 は、後
面 を赤領域 と白領域 に縦 に等分 し、頭部 を固定 し、赤領域が前面 に隠 される ところをまず求 め、次
いで眼球 を20度 、30度 、あ るい は40度 の いずれか に回転 させ、 この ときに、後面 の赤領域 が 出現 し
て視 えた場 合 には、 その赤領域 の範 囲 を後面 を左右 に移動 させ る ことによって (こ の場合 には、赤
領域 が再度視 えな くなる点)を 測定 した。 その結果、強制選択法 によって得 られた値 が理論値 と一
致す る ことが示 された。 さらに、 このオ キ ュラー・ オクルー ジ ョンが、奥行 の手 がか りとなるかに
ついて も検討 された。この手 がか り以外 の奥行手 がか りを除 いた事態 で、前面 と後面 の奥行識別 を、
頭部 を固定 し、眼球 のみを中央 か ら周辺 に何回か 回転 させ なが ら求 めた ところ、奥行順序 について
は不正確 な ものの、前面 と後面 の奥行識別 は可能 で あ った。 この ことか ら、 オキ ュラー・ オクルー
ジョンが奥行手 がか りとして機能す る と考 えられ る。

2.両 眼立体視 の メカニズム
2.1.ス テ レオグラム における位置要素 と方向要素 の効果
ス テ レオグラムの画素 に ドッ トで はな く短線分 を用 い る と、 その配置 (規 則的/不 規則的 (i))、
方向 (水 平 (H)、 垂直 (V)、 あるい は不規則 (R))、 傾斜 (対 応部分 で傾斜 に関 して同角度 (― )あ る
い は異角度 (十 ))を 操作す ることがで きる。図 5に 示 された ように、 た とえば、方向が不規則 な短
線分 でその対応部分 の傾斜 が異角度 の画素 か らで きたステ レオグラム を作成 し、両眼立体視する と
出現 した立体表面 に画素線分 が滑 らか に張 り付 いて視 える。 また、同様 な画素 でその対応部分 の傾
斜 が 同角度 にす る と、画素 は前額 に平行 とな り出現 した立 体面 に突 き刺 さるよ うに視 える。 Her‐
bomel&Ninio(14)は 、 これ らの 3要 因 に十文字形 (C)を 加 えて組 み合 わせ 、16種 類 のステ ンオ
グラム (R十 ,R― ,CR+,CR― ,V+,V― ,Vi+,Vi一 ,H+,H― ,Hi十 ,Hi,C+,C― ,Ci十 ,Ci― )を 作成 し、
立体 出現 の容易 な ものはどの条件 の ものか をしらべ た。 その結果、対応部分 の線分角度 が 同角度 で
しか も線分 が規則的 に配置 されてい る条件 を除 くと、垂直線分画素 のほ うが水平 のそれ よ り立体視
が容易 である こと、 また、配置 の不規則性 は誤 った対応 を抑制 す る こと、 さらに対応部分 の線分角
度 が相互 に異角度 な場合 には立体視 が安定的であることが示 された。 これ らの ことは、安定的 な立
体視 のためのステ ンオグラム を作成 す る要素 が何 か を示唆す る。

2.2.方 向視差 の役割
方向視差 とは、対応す る画素 での角度差 をい う。図 6‑aは 、左右 で方向を反対方向 に傾 けてある
ので、両眼立体視 す る と水平軸 を中心 として傾斜 して視 える。図 6‑bは 、左右 で縮小 あるい は拡大
してあるので、両眼立体視す る と垂直軸 を中心 として傾斜 して視 える。 これ は左右 で方向視差 をつ
けてあるためである。図 7に 示 された ように、 い ま、一 方 の格子 を歪めた とす ると、垂直方向 と対
角線方向 とに方向視差 が生 まれ る。垂直方向か ら対角線方向 を経 て水平方向 までの間 で、方向視差
が どの ように生 じるか は、図 8に 示 されて い る。 ここでは、水平 あるい は垂直軸 を中心 としてある
面 が 1度 傾 いてい る とき、線分 の方向 に対 して方 向視差 が どの ように変化す るかが図示 され、水平
軸 での傾 き条件 で は方向視差 は S字 上 の変化 をす るのに対 して、垂直軸 での傾 き条件 でのそれ は山
型の変化 をす る。 この図か ら、水平軸中心 の傾 きでの方向視差 は、垂直軸中心 のそれ より、 (1)最
大方向視差 については 2倍 である こと、 (2)0度 か ら90度 までの方向視差 の平均 については57%大
きい こと、(3)方 向が45度 の ときは両方の方向視差 は同一で ある こと、が予測 され る。Cagene1lo&
Rogers(3)は 、位置視差 を固定 し、方向視差 を操作 した ス テ レオグラム を作成 し、傾 きが変 わつて
視 える ところの閾値 を瀕1定 した ところ、予測通 りの結果 が得 られ る ことを見 い出 した。視覚 システ
ムは方向視差 を利用 して い る。
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図 5 短線分を画素 とするステレオグラム。図中、Rは 短線分の角度が不規則なことを、H
はそれが水平なことを、 Vは それが垂 直なことを、また (十 )は 対応部分の線分が
左右で同角度であることを、 (― )は それが異角度であることを、 さらに (i)は 線
分の配置が不規則 であることを各々示す。 (Herbomd,P.&Ninio,J.1993)
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図 6

方向視差 の有効性 を検証するためのステ レオグ ラム。 (a)左 右 で方向が異な るステ
レオグラムで、両眼立体視す ると水平軸 を中心 とした傾 きが生 じる。 (b)左 右 で水
平方向の大 きさが異 なるステ レオグラムで、両眼立体視す ると垂直軸 を中心 とした
傾 きが生 じる。 (C)水 平あるいは垂直軸 を中心 として 1度 傾斜 した面 に生 じる方向
視差 を表わす。水平軸 を中心 として傾 いている場合 には、 0度 (水 平 )か ら90度 (垂
直)ま での線分 の方向 に対す る方向視差 は S宇 型の変化 を示すのに対 して、垂直軸
中心 のそれは45度 を頂点 とする山型 の変化 をする。 (Cagend10,R.&Rogers,B.J.

1993)

△090

△°45

﹈δ

図 7

方向視差 の原理。矩形 を一方向 に歪めると、元 の矩形 との 間 で垂 直方 向 (△ θ90)と
対角線方向 (△ θ45)と に方向視差 が生 じる。 (Cagnel10,R.&Rogers,B.J.1993)
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方向視差 の 勾配。水平 (点 線 )あ るいは垂 直軸 (実 線 )を 中心 と して 1° 傾 い たあ る
面 の 方 向視差 が 面上 の 線分 角度 とともに どの よ う に変 化 す るか が 示 され て い る。

(Cagnel10,R.&Rogers,B.J.1993)

図9

2重 像下での両眼立体視融合。(a)ド ッ ト矩形を右眼に自色矩形を左眼に提示する
と、両眼融合が起 きないにもかかわらず上段 と下段のペアは交差視差 をつ くるため
下段の方が手前に視える。 (b)同 様 に左右眼に別々に提示すると、上段 と下段のペ
アは 交差視差 をつ くるため下段の方が遠 くに視える。(SiderOv,J.&Harwerth,R.

S.1993)
'卜

2.3.2重 像下 での両眼立体視
図 9‑aの ドッ トで埋 め られた矩形 を右眼 に、 自色 の矩形 を左眼 に提示 し、上段 (標 準刺激)と 下
段 (検 査刺激 )の ステ レオペ ア間 の奥行 を報告 させ る と、両眼視融合 が起 きない に もかかわ らず、
上段 に較 べ て下段 のステ ンオペ アは、交差視差 となって い るためよ り手前 に、一 方、図 9‑bで は、
下段 のペ アが非交差視差 で あるため、上段 のペ ア より遠 くに視 える。 この ような条件 で、標準刺激
の視差 を凝 視点 をゼ ロ として変化 させ る と(pedestal disparity)、 奥行弁別閾値 は、 この pedestal
disparityの 増大 と ともに指数 関数 的 に大 き くな る こ とが示 され て い た (Ogle 1953,Blakenlore
1970,Krekling 1974)。 近年、DOG関 数 (ガ ウス関数 の差 )刺 激 で刺激提示 し、 この関係 を測定 し
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た ところ、pedestal disparityが 2 minま では単調増カロし、それ以 降 は平準化する ことを示 し、凝視
点近辺 での視差処理過程 と凝視点 か ら離れた位置でのそれ とは異 なる ことが示唆 された (Badcock

&Schor 1985,McKee,Levi&Bowne 1990)。 Siderov&Harwerth(29)は 、 2種 類 の視差処 理過
程 が働 いて い るような結果が生 じたのは、標準 と検査刺激 を構成す る刺激対 の間 の間隔距離 の違 い
が手 がか りとして働 いてい るため と考 えた。 そ こで、 この種 の手 がか りを消すために、各眼 に別 々
の刺激 を継時提 示で きる ビデオハ プ ロス コープ とオプテ ィカル 0シ ャッターシステム とを組 み合 わ
せた装置 を用 いて、検 査刺激の各刺激 を継時的 に提 示 した ところ、pedestal disparityと 奥行弁別閾
値 とは単調増加 の指数関数 となることが示 された。両眼立体視過程 での奥行弁別 は、 ホ ロプ ターか
ら離 れ るにしたが い悪 くなって い る。

2.4.両 眼立体視過程 での方向特性 についての応答選択性
両眼立体視過程 では、空間周波数特性 についての応答選択性 が存在 する ことは、順応法 や マ ス キ
ング法 な どで確認 されてい るが、方向特性 については、 い まだに、 その存在 が不確定 で ある。 ラン
ダム・ ライ ン・ ステ レオグラム を用 い、 その一 方 の線分 を回転 させ、両眼間 にお よそ40度 を超 える
方向差 が生 じる と、立体視 は損 なわれた (Frisby&Roth 1971,Frisby&JulesZ 1975)。 また、各眼
に 1本 の短線分 を両眼間で直交す るように提 示 し、 その線分 の長 さを大 き くす る と、 ある長 さ (視
角約 5分 )を 超 える と両眼立体視力 が落 ちた (Mitchell&0'Hagen 1972)。 これ らは、 いずれ も方
向 についての選択的応答特性 を示唆す るが、両眼間 で刺激 の方向を変 えた り、長 さを変 えると、そ
の こと自体 が奥行 の出現程度 を低下 させ るので、方向の選択的応答特性 を一 義的 に説明 で きない。
とくに、 ランダム・ ライ ン・ ステ レオグラム を用 い ると、線分 の断端 で大 きな明 るさ コ ン トラ ス ト
が生 じるので、 た とえ、効果 が 出現 して も、それが線分検 出 メカニ ズムに帰属 す るものか、あるい
は等方向性 の ドッ ト検出 メカニ ズムによるかは決 め られない。Mayhew&Frisby(1978)は 、RDS
を 2方 向性 (0度 と90度 )の フ ィル ターで帯域通過 し、 そのステ レオグラムの片方 に刺激方向性 を
操作 したマ ス キ ングノイズ をか けた ところ、 マ ス ク刺激 の方向性 がステ レオグラムの それ と同等 あ
るい は異 なって も、立体視 は成立 す るものの、不良 とな り、方向 の選択的応答特性 が存在 しない こ
とを示唆 した。

Mansfield&Parker(20)は 、 ターゲ ッ トである矩形 が立体 出現す る RDSを 0度 の方向性 フ ィル
ター (垂 直 のテクスチ ュアが得 られ る)あ るい は90度 の方向性 フ ィル ター (水 平 のテクスチ ュアが
得 られ る)で 帯域通過 し、 さらに左 右 のステ レオペ アのそれぞれ に 0度 か ら180度 のマ ス クノイズを
左右 が対応 しない よ うにして付加 し、 ターゲ ッ トとなる刺激 の明 るさコ ン トラス トを変化 させ、 マ
スキ ングにもかかわ らずターゲ ッ トとなる立体 が明瞭 に識別 で きるところを求 める こ とによって方
向の選択的応答特性 の再検討 を試 みた。 その結果、 ターゲ ッ トとマ スク との方向性 が等 しい (0度 )
近辺 で、コ ン トラス トを強 めない と立体 の奥行識別 がで きず、マ スク効果 が大 きい ことが示 された。
これ は、両眼立体視過程で も方向についての選択的応答特性 が ある ことを示 して い る。
2.5。 両眼立体視運動残効 (stereos∞ 画C mOtion aftereffect)

両眼立体視運動残効 とは、両眼立体視提 示 した刺激 パ ター ンを網膜像視差 を固定 した まま左 右 に
連続的 に変化 させ る ことによって生 じた運動対象 へ の順応効果 をい う。 この種 の運動残効 が本 当 に
出現 す るか について は不確定であ つた。Patterson,et al.(25)は RDSを 用 いて単眼視手 がか りを除
去 した条件 で、両眼立体視す ると運動す る縦縞 が 出現す る順応刺激 を用 いて検討 した。 その結果、
(1)1頁 応時間が20秒 程度 で 2‑3秒 の運動残効 が、 120秒 の順応 で は 9秒 程度 の残効 が 出現す る こ
と、(2)運 動速度 が 2 deg/secで 約 2秒 の、31.4deg/secで 約 8秒 の残効 が生 じる こと、(3)残 効 は、
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順応刺激 の運動方向で差 が生 じるが (左 右方向 よ り上下の運動方向で大 きい)、 しか し、空間周波数
あるい は網膜像視差 には影響 を受 けない こと、 (4)こ の種 の残効 には、転移効果、す なわち、両眼
立体視運動 に順応 させ、次 いで明 るさ残効 の検 査刺激 で検 査す ると、明 るさ残効 が生 じる こと、 ま
た この逆 の場合 に も同様 な残効 が生 じる こ とが明 らか にされた。 とくに、両眼立体視 と明 るさ過 程
間 の 2つ の異 なる領域間 に知覚的残効 が生 じることは、 この両過程 が 同一の神経組織 によって媒介
されて い る可能性 を示唆す る。

2.6.両 眼立体視対応 と異眼間マスキ ング
異眼間 マ ス キ ング とは、図 10‑aに 示 された ように、検査刺激 とマ スク刺激 とを別 々の眼 に提示す

(A)

(3)

Dichoptic mrsking

Dichoplic masking

with erlre brr

図 10

異眼間 マス キ ングの パ ラダイム。 (a)左 眼 にマス ク刺激 、右眼 に検査刺激 が提示 さ
れ る。 (b)左 眼 にマス ク刺激 、右眼 には検査刺激 の 他 に別 のマス ク刺激 が追加 され
る。 (McKee,S,P.et al.1994)
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図11 左眼のマスク刺激 と右眼の検査刺激、追加刺激 との対応関係。マスク刺激は検査刺
激 と追加刺激の両方 と対応する可育ヨ性を持つ。 (McKee et al,1994)
るものであ り、単眼 マ スキ ングや両眼 マ ス キ ング条件 よ り、ターゲ ッ ト刺激 の閾値 は上 昇す る こと
が知 られてい る。Legge(1984a,b)は 、単眼 あるい は両眼 マ ス キ ングより異眼間 マ ス キ ングの コ ン ト
ラス ト閾値 が上昇す る ことを、 2乗 和 モ デルで説明 しようと試 みた。 2乗 和 モ デル は、各眼 の刺激
入力 は、両眼間 の結合 がなされ る以 前 に、 2乗 のエ ネル ギー をもち、最終的 な出力 は 2乗 和 に近似
する とい うもので ある。McKee et al.(21)は 、図 aに 示 された異眼間 マ ス キ ングパ ラダイムで、検
査刺激 の コ ン トラス ト閾値 を測定 した ところ、 マ スク刺激 の コン トラス トの増大 にともなって上ヒ例
的 に上昇す る ことが確認 された。そ こで、図11‑bに 示 された ように、マ スク刺激 を網膜像視差 をつ
けて付加 し、同様 な コン トラス ト閾値 を測定 した ところ、 マ ス ク刺激 と付加刺激 との間 の視差 が20
min以 内 にあれば、閾値 の上 昇 は消失す る ことが示 された。 これは、次のように考 えられ る。 この
ステ レオグラムでの左右 の対応 は、図11に 示 された ように、左眼 のマ スク刺激 は右眼 の検 査刺激 と
付加刺激 の両方 と対応す る可能性 を もつ。 この とき、左右 のステ レオペ アの要素 は互 い に一 つの対
応 しか とれない とい うユニ ー クネ ス条件 を受 け入れ、さらに視線方向の対応 は抑制 され るとすれば、
左眼のマ スク刺激 は右眼 の付加刺激 とのみ対応 を もつ ので、 マ スク刺激 の効力 は失われる ことにな
る。 そ こで、付加刺激 の コ ン トラス トを変 えてマ スク効果 を測 定 した ところ、付加刺激 の コン トラ
ス トが マ ス ク刺激 のそれの %に なる と、検 査刺激 の閾値 が上昇す る ことが示 された。この結果 は、
両眼立体視 の対応 には、対応す る刺激対 の間 の コ ン トラス ト閾値 が重要で、 5倍 以上 コン トラス ト
が相違すれ ば、対応 は成立 しない ことを示唆す る。

2.7.両 眼立体視過程 と単眼視過程
Juleszの RDSは 、両眼視 過程 と単眼視過程 を分離 し、単眼 での形態知覚 と両眼立体視 とが別 々の
過程である こ とを示 した。これ は RDSで 作成 された幾何学的錯視図形 で も同様 で、両眼融合 させて
はじめて錯視 が生起す る (Papert 1961)。 この ことか ら、錯視 は両眼立体視 の成立後 に生 じると考 え
られた (Julesz 1971)。 これに対 して、Glerlnerster&Rogers(12)は 、図12に 示 された ように、付
加線分 が外向 の ミュー ラー リエル 図形 を片眼 に、他眼 には内向 の付加線分 を もつ図形 を提示 し、両
眼立体視 させた ところ、その付カロ
線分 が短 い場合 には ミュー ラー リエル図形 は前額平行 には視 えず、
い
に
て
奥行方向 傾
視 える (y軸 を中心 として傾 い て視 える)こ とを示 した。 これは、両眼立体視 での
幾何学的誘導効果 (線 分 の長 さが若干異 なるものを左右眼 に別 々に提示 し両眼融合 させ る と、奥行
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図12(a)両 眼立体視すると、y軸 を中心 として奥行方向に傾いて視えるミュラーリエル
錯視図形。 ここでは、主線分が等 しいにも関わらず、錯視 によって大きさ誘導効果
が生 じている。 (b)ミ ュラー リエル錯視図形のフィルター (ガ ウス関数の粗い尺度
のラプラシアン)処 理結果。 ここで、 (a)は 22.5分 の空間定数 (C)で 、 (b)は
45分 の空間定数 (d)で 処理された。(Gttnnerster,A.&Rogers,B.J.1993)
方向 に傾 いて視 える)を 応用 した もので、 ミュー ラー リエル 図形 で この種 の誘導効果 が生 じるとい
う こ とは、主線分 の長 さは客観的 には等 しいので、線分 の視 か けの長 さによって奥行方向 の傾 きが
生 じる ことになる。ここで は、両眼立体視 が成 立す る以 前 に長 さ錯視 が生 じてい る。Glerlnersterら
は、両眼立体視過程 と単眼錯視過程 とを別個 に想定 し、 どち らが先行す るかを考 えるのではな く、
各眼 に入力 された線分 の長 さあるい は図形特性 を △2Gフ ィル ターの粗 いス ケールで処理す る過 程
を導入 した。両眼立体視 は この ように して処理 された各眼 の図形特性 の差異 に もとづ くと考 えた。
RDSで 作成 された ミュー ラー リエル図形 を △2Gフ ィル ターの粗 いス ケール で処理す る と、内向図
形 よ り外向図形 の方 が主線分 の長 さが長 くなる。 この ように、粗 いスケールでの △2Gフ ィル ター処
理過程 を導入す る と、 2次 元刺激、 3次 元刺激 (フ ィギ ュラル・ ス テ レオグラム)そ してキクロ ピ
ア ン刺激 (RDS)の 結果 が すべ て説明 で きる とい う。

2.8.左 右逆転視野 と両眼立体視
左右逆転 眼鏡 を10‑11日 間装着 させ、 その 間 の両 眼立体 視 の 出現方向 が し らべ られた (Ichik‐
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awa&Egusa(16))。 左右視野 を逆転 させ ると、交差視差 では凸 に、非交差視差 では凹 になるが、
しか し、運動視差、オ クルー ジョンや線遠近法的関係 は従来 の関係 を維持 す る。両眼立体視 は、RDS、
フ ィギ ュラル・ステ レオグラムの両方 でテス トされた。その結果、RDSを 含 めて装着 5日 頃 までは、
視差 と奥行方向の関係 の逆転 が、装着 の終期 で は視差 と奥行方向 の関係 の再逆転 (ノ ーマル な関係
へ の復帰 )が 示 された。 この再逆転時 に、 2つ の対象 を奥行位置 を違 えて提示 し、 その遠近 をテス
トす る と、正 しい奥行判断がなされていた。 この ことか ら、装着当初 は、網膜像視差 とその他 の奥
行手 がか りが抗争状 態 とな り、網膜像視差 の指示す る奥行関係 が優勢 となるが、順応 が進 む ととも
に運動視差 な ど他 の手 がか りが優勢 となるよ うな複数 の手 がか り間 の統合 が 行 われ る と考 え られ
る。この実験 で は、RDSで も視差 と奥行方向 との関係 の逆転 が起 きて い る点 が注 目され る (Shimoio
&Nakaiima(1981)に よれば、RDSで は この種 の逆転 は生 じない と報告 されて い る)。

2.9.ス テ レオブライ ン ドとプル フ リッチ現象
Thompson&Wood(20)は 、 ステ ンオブライ ン ドの者 を対象 として、 プル フ リッチ現象の有無 を
しらべ た ところ、 これ らの者 は RDS立 体視 と異眼間運動残効 が生 じな い に もかかわ らず、 プル フ
リッチ現象 は生 じてい る ことを明 らかにした。 ステ レオ ブライ ン ド者 はある程度 の両眼立体視力 を
残存 して い る。これ は、高精度 の立体視力 を もつ小細胞処理系 の両眼立体視機能 は失われて い るが、
粗 い精度 の大細胞系 のそれは機能 してい る ことを示唆す る。
2.10。 視野闘争 と両眼立体視

両眼立体視 の直前 に視野闘争 を挿入す ると、立体視 の成立 は阻害 され るであろうか。図13に 示 さ
れた実験 パ ラダイムで、Harrad et al,(13)に よって この問題 が検討 された。 このパ ラダイムでは、
まず、左眼 にターゲ ッ ト刺激、右眼 に 6本 の斜線分 を提示 して視野闘争 を起 こして左 眼 を抑制 し、
その後 で右眼 にもターゲ ッ ト刺激 (左 眼のそれ とは網膜像視差 をつ くる)を 重ねて提示 し、両眼立
体視 が成立 しター ゲ ッ ト刺激 の奥行方向 の判断がで きるまでの潜時 が測定 され る。実験 では、図14
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(a)

(b)

図14 両眼立体視 に与えるマスキングと視野闘争の効果。(a)RDS提 示の直前に視差 をも
たないマスク刺激が提示 される (十 字形は注視刺激)。 (b)RDSの 直前に視野闘争
パターンが導入 される。 (Harrad,R.A.et al.1994)
に示 された手続 とパ ター ンが用 い られ、 また統制条件 として、 ターゲ ッ ト刺激 が単独 で提示 され る
条件 とマ ス キ ング条件 が導入 された。視野闘争条件 で は、統制条件 と比較 して、両眼立体視が成立
するまでの潜時 は、約 150‑200ms程 度長 くなる ことが示 された。 これ は、マ スク効果 で はな く、視
野闘争の結果 としての抑制 によるもので ある。同様 な実験 パ ラダイムで副尺視力 をターゲ ッ ト刺激
とした実験 で も、副尺視力判 断 までの潜時 は一 層長 くなった。さ らにターゲ ッ ト刺激 に RDSを 用 い
た場合 には、視野闘争抑制条件 で はマ ス キ ング条件 と比 較 して、RDS立 体視 での奥行判断の成立 ま
での潜時 が有意 に長 くなった。 これ らの結果 か ら、両眼立体視 は視野闘争の抑制効 果 を終 わ らせ る
ので、 よ り優位 な機能 として位置 づ けられ るが、 しか し視野闘争 による抑制 は両眼立体視の成立 を

200‑300msの 範囲 で阻害す る こ とがわか る。

2.11.ス テ レオ・ キ ャプチ ュア
ステ レオ・ キャプチ ュアとは、交差視差 のステ レオグラムを両眼立体視 したとき、ステレオグラ
ムの「地」 を構成す る規則的なパ ターンが、 それ 自体 には視差がないのに立体面 にとらわれて視 え
ることをい う。 この現象は、はじめ、主観的輪郭図形のステ レオグラムでみつ けられ (Ramachan‐
dran&Cavanagh 1985,Ramachandran 1986)、

次いで実輪郭図形で も確認 された (Mather 1989)。
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(b}

図15 ステレオキャプチュアのためのステ レオグラム。(a)内 側 と真ん中の矩形 とは交差
視差を、また、真ん中 と外側 とは交差視差 をなす。(b)内 側 と真ん中の矩形 とは非
交差視差を、 また、真ん中 と外側 とは非交差視差 をなす。 (lshigushi,A.&Wdfe,J.

M.1993)
このステ レオ・ キャプチ ュアでは、交差 と非交差視差 で現象 の現われ方が異 な り、非交差視差 では
パ ター ン要素 が立体面 に密着 せ ず、背景 もしくは立体図形 を含む ひ とつの面 にすべ て載 つて視 える。
Ishigushi&Wolfe(17)は 、 この違 い を説明す るために、交差視差 では、その効果 が 1方 向 に拡 が る
のに対 して、非交差視差 で は、 それがあ らゆる方向へ と拡散す るか らではないか と考 えた。交差視
差 は対象 の立体 隆や凸性 を、非交差視差 は陥没 や凹性 のへ の視差拡散 は、妥当 な もの とい える。図
15の ような ス テ レオグラム をい くつか作成 し観察 させた とこ ろ、交差視差 にのみ ス テ ンオ キャプ
チ ュアが生 じる こ との多 い ことが確認 された。
2.12。 両眼立体視 での奥行残効 と視差 勾配 (Dispattty Gradent)

両眼立体視 で提示 された奥行傾斜面 に順応 させ、次 いで前額 に平行 な面 を提示す ると、反対方
向 に奥行傾斜す る残効が単眼視 条件下 と同様 に生 じる。Ryan&Gillam(28)は 、奥行傾 斜面 の残効
量が網膜像視差 によって規定 され るので はな く、視差勾配 によって規定 されてい ると考 えた。視差
勾配 とは、 2つ の対象 のキクロ ピア ン距離 と網膜像視差量の比 をいい、 この値 が 1を 超 えると両眼
視融合 が困難 となるもので、両眼融合域 の指標 として用 い られ る。Ryanら は、 2つ の対象間 の網膜
像視差 を固定 した まま、水平距離 を変 えた とき、奥行残効 が どの ようになるか検討 した。奥行残効
が視差 にのみ規定 されて い るな らば、残効 量 は1原 応刺激 の対象間 の水平距離 とは無関係 となるが、
視差勾配 に規定 され るな らば、 それ は順応刺激 の水平間距離 に反比例す ると予測 され る。 2つ の対
象間 で 固定 した視差 を もち、同時 にその水平距離 が変 えられ るステ レオグラム を順応刺激 として90
秒間順応 させた後 に、視差 ゼ ロのテ ス ト刺激 を提示 し、視 か け上、それが前額 に平行 になる位置 を
求 めた ところ、残効 量 は、水平間距離 に反比例 す る ことが示 された。 この結果 は、奥行傾斜面 の残
効 が網膜像視差 で はな く、視差勾配 に規定 され る ことを裏 づ ける。

2.13.両 眼立体視 での時空的補間 (SpauO― Temporal

lnterpda■ on)
仮現運動提 示 で も、 そ こに滑 らかな運動 が知覚 され るのは、視覚 システムがその時空間隙 を補間
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(b)

図 16 時 空的補 間 を しらべ るための刺激 パ ター ン。各眼 の上線 分 と下 線分 が垂 直 に提示 さ
れ、その 線分 は時差 を もって提示 され る とともに、両眼 で反対方向 にシ フ トされ る。

(Fahle,M.&De Luca,E.1994)
す るか らである。 Pulfrich現 象は、片眼 に装着 したデ ンスティ・ フ ィル ターのため両眼 間 に入力時
差 が生 じ、結果 として網膜像視差 が生 まれ るためであるが、ここで も時 空的補間 が働 く。Pulfrich現
象 では、両眼 に入力 され る刺激 は共 に同方向 に運動 して い るが、共 に反対方向で も同様 な補間 が生
じ立体視 が可能 になるで あろうか。 もし可能 な とき、 この補間 は単眼過程 と両眼過程 の いずれで起
きて い るのであろうか。Fahle&De Luca l101は 、図 16の ように、各眼 に上線分 と下線分 を問隙 をあ
けて提示 し、 それ を両眼 で反対方向 となるように継時的 にシフ トさせ る。同時 に各眼 の上線分 と下
線分 に時差 を設 けて提示す る。 この ような空 間的問 隙 と時差 とが単眼処理過程 で補間 されれば、上
線分 と下線分 か らなるパ ター ンは、全体 として奥行方向 に運動 して視 えると同時 に上線分 と下線分
の どち らかが手前 に視 えるはずである。実験 では、上線分 と下線分 の長 さ、線分間 の間隙、線分間
の時差、線分 のシフ ト距離、線分 の運動速度 が変 えられ、各条件下 での上線分 と下線分 の奥行識別
の関値 が求 め られた。 その結果、奥行閾値 は、 (1)線 分 の長 さが長 い と小 さ くなる こと、 (2)線 分
間 の間隙 が 5‑20min arcで 最小 となること、 (3)線 分 のシフ ト距離 が1.5‑3 min arcで 最小 と
なる こ と、(4)線 分 の運動速度 が0.5‑0.8deg/secで 最小 となることが見 い出 された。これ らの こと
か ら、時空的補間 は両眼過程 よ りは単眼過程 で行われ、 しか もこの補間 は刺激 が両眼 で反対方向 に
シフ トして も可能 であ り、 さらに各眼 で処理 された ものが両眼過程 で対応 され、立体視 され ると考
えられ る。

2.14.ス テ レオモーシ ョン (stereomOuOn)の メカニズム
ステ ンオ モー シ ョン とは、単眼的奥行手 がか りが無 い条件 での奥行方向 の運動視 をい う。 この事
態 では、 (1)連 続的 な網膜像視差 の変化 と(2)両 眼間 での網膜像 の速度差 がステ レオモー ションの
手 がか りとなる。 この 2つ の手 がか りが、 どの ように処理 され るかについては 2通 りを考 える こと
がで きる。 ひ とつ は、両眼間 の網膜像速度差 と網膜像視差 とがそれぞれ独立 に処理 され る と仮定す
るもので、 ステ レオ モー シ ョンは各眼 で検 出 された速度 の差分 に もとづ く。他 は、両眼 での速度差
分 が網膜像視差処理過程 で検 出 され ると考 えるものである。 この関係 は図 17に 示 されて い る。 ステ
ンオモーシ ョンにつ いての精神物 理 学的 お よび神経 生理 学的研究 が行われ て きてい るが、明確 な結
論 は得 られて い ない。 それ は、両眼間 の網膜像速度差 と網膜像視差 とが分離 して提示 され ていない
・ステ レオグラム (DRDS)
ためである。Cunlming&Parker(9)は 、 ダイナ ミック・ランダム・ ドッ ト
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図17 ステレオモーシ ョンのメカニズム。 (a)両 眼間の網膜像速度差 と網膜像視差 とがそ
れぞれ独立に処理 されると仮定 され、ステレオモーシ ョンは各眼で検出された速度
の差分にもとづ く。 (b)両 眼での速度差が網膜像視差処理過程で検出されると仮定
される。 (Cumming,B.G.&Parker,A.J.1993)
は縮小 され るが、ドッ トは フレーム ごとに新 しくされ るので前 のフ レーム との対応 がな く、したがっ
て単眼的 な運 動視 の手 がか りは存在 しない。DRDSと RDS(こ こで は、同一のランダム・ ドッ トが
フレーム ごとに視差 は変わ るものの、そのパ ター ンを変 えないで提 示 される)で のステ ンオ モーシ ョ
ンの閾値 をしらべ てみ る と、DRDSの 方が若干低 い ことが示 された。
これ まで の研究 では、 ステ ンオ モー シ ョンが どち らのメカニズムによって検出 されてい るかが明
らかにで きてい ない。 それ は、刺激 の設定 に際 して網膜像視差 と両眼 での網膜像速度差 とが明瞭 に
・ ステ レ
分離 されて いないためである。 そ こで、Cummingら は、 ダイナ ミック・ ラ ンダム・ ドッ ト
オグラム (DRDS、 RDSで 提示 され るが フ レーム ごとに ドッ トパ ター ンが書 き換 えられ るので時 間
的対応関係 は存在 しない。 ただ し、網膜像視差 は増大 あるい は縮小 される)と RDS(こ こでは視差
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は増大 あるい は縮小 され るが 、 ドッ トパ ター ンはフ レーム ごとに書 き換 えられないので時間的対応
は関係 づ けられ る)と を用 い、 ステ レオ モーシ ョンの閾値 を測定 した ところ、DRDSの 方 が小 さ く
なる ことをみつ けた。 また、運動視 の単眼的手 がか りは存在す るが、両眼立体視 のための時間的分
解能力 を超 えた条件 (時 間的周期 を操作 し、両眼立体視 の成立 を妨 げる)を 設定 した ところ、 ステ
レオモー ションは不成立 で あ った。両眼立体視 のための空 間的分解能力 を妨 げる条件 (空 間周波数
を操作 す る)で も、 同様 で あった。 これ らの ことか ら、 ステ レオモー ションは、網膜像視差 の時間
的変化 をはじめに検 出す る こ とによって成立す る ことが示 されて い る。

Comilleau Peres&Droulez(6)も 、両眼間 の網膜像速度差 の要因 をモーシ ョン
・ディスパ リティ
(Motion disparity)と 名 づ けて、奥行 や立体 の手 がか りとなるかを検討 した。観察者 に前額 に平行 に
なるように球面 をシ ミュレー トし、各眼 に別 々 に提示す るが、 この とき各眼 に入 力 した ドッ トは左
右 で対応 しない ように設定 された。 この刺激事態 で、「運動視差 +モ ーシ ョン
・デ ィスパ リテ ィ」条

件 と「運動視差 」条件 を設 けて、球面/平 面 の選択 を課 した ところ、知覚判断 の正確度 については
両条件 で は違 いが生 じなかった。 これ は、 モー シ ョン・ デ ィスパ リテ ィが手 がか りとして有効 に利
用 されていない こ とを示 す。
2.15。 両眼立体視 での単眼的要因 の抑制

健常な両眼立体視能力 をもつ ものは、ステ レオグラムのなかの単眼的要因 を抑制す る傾向 をもつ。
これ はフュー ジ ョナル・ サプ レ ッシ ョン (fusional suppression)と よばれ る。 た とえば、図18に 示
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す。 (McKee,S.P.&Harrad,R.A.1993)
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された ような両眼立体視 お よび単眼視 の両条件 で、副尺視力的位置変化 を起すのには線分 の一 方を
どの程度動 か した らよいか を測定 してみる と、両眼立体視条件 ではそれがかな り大 きい値 をとる。
単眼視条件 では、 これ は副尺視力測定 に相 当す るので、両眼立体視条件 では、単眼的位置情報 が抑
制 されて い る と考 えられ る。 この現象 を利用 して、両眼立体視能力 を欠 く者 の視覚特性 が しらべ ら
れた (McKee&Harrad(22))。 図18に 示 した ように、左眼 に副尺視力 を測定するテ ス ト線分 を、
右眼 にはそれ と両眼立体視的対応 を もつ刺激パ ター ンが提 示 された。 ステレオグラムの左右対 が左
右対称 であれば、上線分 と下線分 は奥行 が異 なるだ けで上下 は重 なるように視 える。 この とき、上
線分 の一 方 を どの位 シフ トすれば、 ズ レて視 えるか、その副尺視力的閾値 が測定 された。上線分 の
視差 は 0か ら60minの 範囲で変 えられ、 また下線分 は常 に両眼 の 中心富 に位置対応す るように提示
された。副尺的閾値 は、健常 な両 眼立体視能力 をもつ ものでは、視差 が20minま では上 昇 し、融合
限界 (40‑60min)を 超 えるに従 い下降 を示 した。副尺視力的閾値 を測定す るテス ト刺激 を左 あるい
は右眼 のいずれ に提示 して も、健常 な両眼立体視能力 をもつ ものでは、 この フュージョナル・ サプ
レ ッシ ョン傾 向 は、左右眼 で対称 的変化 をした。一 方、両眼立体視能力 に異常 のあるステ レオアノ
マ リー な ものは、 このフュージ ョナル・ サプ レ ッションが左右眼で非対称 で あ つた。す なわち、 テ
ス ト刺激 を片眼 に提 示 し、 その ときのフュー ジ ヨナル・ サプ レ ッシ ョンをみると、健常者 と同一の
0サ プ レ ッションは生起
結果 を示すが、テス ト刺激 を他眼 に提示 して測定す ると、 フュージ ョナル
しなかった。 これ らの結果 か ら、両眼立体視 を担 うユニ ッ トは、単眼の刺激位置情報 を担 うユニ ッ
トよ り強 い反応 をもち、 この単眼的 ユニ ッ トを抑制 してい ると考 えられ る。 ステ ンオアノマ リーの
場合、単眼的手 がか りに特異的 に反応す るユニ ッ トは、常 に片眼 か らの情報 が優位 になるように限
定 されてい るので、 この種 のテス ト刺激 が優位眼 に提示 された場合 には、他眼 の視差情報 か らは影
響 を受 けないが、劣位眼 にテス ト刺激 が提 示 された ときには、他眼 に提 示 された視差情報 に抑制 さ
れ、結果 として劣位眼 の副尺視力 が弱 くなる と説明 される。

2.16.ス テ レオグラムの対応部 分 の明 るさコン トラス トの逆転条件 での両眼立体視
図19の ス テ レオグラム をみる と、対 応部分 の明 るさが逆転 して い る。 これを両眼立体視 す ると、
(a)の ヘ ルムホルツのステ ンオグラム と(C)の RDSス テ レオグラムでは、立 体視 が不可能 である
が、 (b)の ラ ンダム・ ドッ トの密度 を減 じたステ ンオグラムで は可能 で ある。Cogan,Lomakin&

Rossi(4)は 、図20に 示 した ような実験 パ ラダイムで この問題 を検討 した。それは、明 るさ対応 をも
つ RDSス テ レオグラム と明 るさ対応 を もたない RDSス テ レオグラム を左右眼 に提 示す る ときに
時間的遅延 を設定 して提 示する ことで あつた 鰊J激 は常 に フラッシュ提 示 され る)。 この ようにす る
と、明 るさ対応 の ある RDSス テ レオグラム (ド ッ ト密度50%)で は、左右眼 へ の入 力遅延 が45msec
以上 になる と立体視 は失われ るのにた い して、明 るさ対応のない RDSス テ ンオグラムで は、60msec
の入力遅延 で逆 に明瞭 な立体視 が生起 した。 一方、 ドッ ト密度 が 1‑2%の 明 るさ対応 のないステ
レオグラムで は、左右入力 に遅延 を設 けな くて も立体視 が可能 であった。 この とき、 ドッ ト密度 を
高 めると立体視 は消失 した。明 るさ対応 のある RDSス テ レオグラムで は、入力遅延 が長 くなる とフ
ラッシュ提 示 されてい るので陰性 残像 が生 じ、 したが つて対応部分 の明 るさが逆転す るが 、明 るさ
対応 のない RDSス テ レオグラムでは逆 に陰性 残像 が生 じる ことによって明 るさ対応 がで きるよう
になる。 これ らの結果 か ら、局所 的立体視過程 では明 るさ対応 のないス テ レオグラム を処理 で きる
のに対 して、大局的立体視 過程で はそれが不可能 で ある こと、 また ドッ ト密度 が小 さい ときは局所
的過程 で、 そ して密度が 高 くなる と大局的過程 で処理 され る ことが示唆 され る。
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図 19対 応 部 分 の 明 る さ コ ン トラ ス トが 逆 転 して い るス テ レオ グ ラム (Cogan,A.L

Lomakin,A.J.&Rossi,A.F.1993)
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図20 明るさコン トラス トが左 右 で逆転 した RDSの 立体視実験 のパ ラダイム。左右眼 ヘ
は刺激遅延 を設定 して入力す る。明 るさコ ン トラス トが左 右 で対応す る RDSで は
45msec以 上の据孤 で両眼立体視 は不能 となるが、明 るさコ ン トラス トが左右で逆
転 した RDSで は60msec以 上 の遅延 で明瞭 な立体視が成立する。 (Cogan, A.￨.,

Lomakin,A.J.&Rossi,A.F.1993)

2.17.両 眼立体視能力 を欠 いた者 の 出現頻度
両眼立体視能力 を欠 いた者 の出現頻度 が しらべれた (Coutant&Westheimer(7))。 検 査 は、Key‐
Hexagon dot stereotestが 用 い られた。前者 は 6行 5列 の位置 に様 々な
形状 のパ ター ンが提示 され、各行 のなかで最 も浮 き出 てい るものを答 えさせ るテス トであ り、後者

stone plate stereo testと

は星状 に配置 された ドッ トに対 して中央 の ドッ トの奥行 を判断 させ るテス トで ある。188名 の無作為
に抽 出 した学生 を対 象 として検 査 した ところ、97.3%の もの は2.3min以 下 の視差 を検 出 で きる こ
と、 また少 な くとも80%の 者 は30secの 視差 を弁別 で きた とい う。

2.18.両 眼立体視 を担 う神経生理学的過程
両眼立体視 は、交差視差、非交差視差 お よび注視面 のそれぞれ を検 出す る神経 ユニ ッ トに担われ
て い る考 えられて きた。 これ は、交差 あるい は非交差 に特異的 に反応 しないステ レオアノマ リーの
発見 (Richards1970,1971)、 お よびサル の Vlと V2の 単一神経細胞 での同様 な 3種 類 の視差 に特
異的 に応 答す るユニ ッ トの発見 (Poggio&Fisher 1977)に もとづいていた。 しか し、最近、 この
ような 3種 類 の視差 ユニ ッ ト仮説 を否定す る研究 が あらわれ た (LeVay。 &Voight 1989)。 すなわ
ち、ネ コの視覚領 の神経 ユニ ッ トをしらべ た ところ、 3種 類 の明確 に区別 され るユニ ッ トがあるの
ではな く、 ひ とつの連続 した視差 ユニ ッ トが存在 して い る とい う。
そ こで、Corhack,Stevenson&Schor(5)は 、精神物理学的 に視差 ユニ ッ トをしらべ た。視
覚 の神経 生理的過程 を精神物 理学的 にしらべ るには、順応法、 マ ス キ ング法があるが、 ここで は、
刺激閾下加 重法 (subthreshold sunmation)が 用 い られた。 この方法 は、図21‑aに 示 された よう
に、 ひ とつの刺激 がひ とつ のチ ャンネル に対応 してい る場合 には、刺激強度 が一定 の値 を超 えれば
重効果が生 じるので、そのチ ャンネ
反応 が 出現す る。 この とき、第 2刺 激 が追加 されれば刺激 のカロ
ル は半分 の刺激強度 で反応 す る (図 21‑b)。 さらに、 この追加 された第 2刺 激 が別 のチ ャ ンネル を
活性化すれ ば、 その ときの刺激強度 は、単一刺激条件 (図 21‑a)の 場合 と刺激加 重条件 の間 の刺激
強度 でそのチ ャ ンネルが反応す る と予測で きる。刺激 にはダイナ ミック・ ラ ンダム・ エ ンメ ン ト・
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図21 刺激閾下加重法の原理。図 a.ひ とっの刺激がひ とつのチ ャンネルに対応 してい る
場合 には、刺激強度 が一定 の値 を超 えれば反応 が 出現す る。図 b.第 2刺 激が追カロ
されると、刺激 の加重効果が生 じるので、 そのチ ャンネル は半分の刺激強度で反応
する。図 C.追 カロされた第 2刺 激が別 のチ ャンネル を活性化すれば、それは単一刺
激条件 (図 a)の 場合 と刺激加重条件の間の刺激強度 で反応する。 (Cormack,L.K。
,

Stevenson,S.B.&Schor,Co M。 1993)
ス テ レオ グ ラ ム が 用 い られ 、刺 激 強度 として は左 と右 のステ レオ グ ラムの対 応度 が 変 え られ た (対
応度 50%か ら100%の 間 で変化 )。 単 一 面 が 表 出 す る条件 と 2つ の奥行 面 が 表 出す る条件 とで立 体 視
出現 す るの に必 要 な刺 激 強度 (左 右 ス テ ンオ グ ラム の対応 度 )が 測 定 され た 。 その結果 、刺 激加 重
は提 示 され た 2つ の視差 間 の程 度 に よって変 化 す る こ とが示 され た 。刺 激加 重 は、 2つ の視差 間 の
差 が ゼ ロ あ るい はほ とん ど類 似 して い る ときに最 大 とな り、 その差 が 増 大 す るに連 れ て減 少 し、 さ
らに増 大 す る と逆 に抑制 が 生 じた 。 網膜 像視差 に同期 す るチ ャ ンネ ル は、相互 抑制 あ る い は 中心 ―
周辺型 特性 を もつ と考 え られ る。
サ ル を対 象 とした 電 気生理学 的研 究 に よれ ば、 Vlと

v2が 局所 的立 体視 に強 く関係 し、 また大
V2を 除去 す る と両 眼立体

局 的立体 視 に も若 干 関係 して い る こ とが 報 告 され て い る。 また 、 Vlと

視力 は悪 くな るが 、大局 的立体 視 は健 常 な まま残 され るの に対 して 、inferotemporal cortexを 両側
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とも除去す る と大局的立体視 が失われ る。 これ は、両側 の pOstOriOr cortexに 損傷 を受 けた思者 が
両眼立体視力 を失 う ことか らも裏付 けられてい る。一 方、側頭葉 を失 った患者、 と くに右半球 のそ
れ を失 った患者 は局所 的立 体視 は健常 な ままで残 るが大局的立体視 は損 なわれ る。 そ こで、PET
(PositorOn Emission Tomography)を 利用 して両眼立体視 を担 う大脳部位 が しらべ られた (Ptito,
et al,(26))。 実験 で は、被験者 に RDSを 観察 させ、奥行判断 をしてい る最中の血 流変化 が、両眼

立体 視 を伴 わない 2次 元形状知覚条件 あるいは無刺激条件 と比較 された。その結果、血流の増加 は、
右半球 の17、 18野 で観察 され、逆 に血 流 の減少 は、右 の inferotemporal cortexで み られた。この こ
とか ら、両眼立体視 は右半球 の視覚領 の後部 ,striate∞ rtexお よび prestriate cortexで 処理 が開始
され る こと、 また網膜像視差 の処理 は右半球 にかた よってい る ことが示唆 されて い る。
また、 ネ コの両側 の lateral suprasylvian cortexの い ろい ろな部 位 を除去 し、単眼 と両眼奥行視
へ の影響 が しらべ られた (Kruger,Kiefer,&Groh(19))。 奥行視 は跳躍法 でテス トされ、その結果、
lateral suprasylvian visual area(LSA)と 領域 7が 両眼奥行視 に関係 してい る ことが明 らかにされ
た。 と くに、LSAを 除去す ると両眼的手 がか りによる奥行視 は残存 で きるが、単眼的手 がか りによ
る奥行視 は大 き く損 なわれ、領域 7を 取 り除 くと両眼奥行視 は回復 されない ことが明 らかにされて
い る。

3次 元表示 のための有効 な方法
がデ
人間
ィスプ レイ上 に表現 された立体形状 や奥行配置 を容易 に識別 す るためには、 コン ピュー
タによる 3次 元表示技法 を工 夫す る必要がある。 3次 元表示 のためには、人間が 3次 元属性 を知 る

2.19。

ための主たる奥行手 がか りである網膜像視差 や運動視差 をデ ィスプ レイ上 に提 示 しなければな らな
い。網膜像視差 を提示する技法 には、左右眼 に視差 をもつ刺激 を提 示す る方法 (デ ィスプ レイに左
右像 を交互 に提示 し、 それ と同期す るシヤ ッター をもつ眼鏡 を装着 する技法、あるい はデ ィスプ レ
イ に左右像 を交互 に提示 し、 デ ィスプ レイの前面 にシヤ ッター を設置 し、偏光 グラス をか けて視 る
方法 な どがある)、 デ ィスプ レイに網膜像視差 (水 平視差 あるい は垂 直視差 の いずれ か)を もつ左右
像 を交互 に提 示 し、 それを両眼同時観察 させ る技法 (autOstereoscopic technique or alternating
・フ ィル タを装着 さ
parallax technique)、 および Purfrich効 果 を利用す る技法 (片 眼 にデ ンスティ
せ る)が ある。運動視差 は、形状 を構成 す る要素 を観察者 か らの奥行程度 に応 じて速 度差 を設定 し
て提示 され る。Adelson et al。 (1)は 、 これ らの 3次 元表示技法 のなかで、 いずれが形状や奥行配
置 を識別 す るために効果的 か をしらべ た。 その結果、奥行位置 の正確度 とその反応時間 を指標 とし
て手 がか りの有効性 をみ ると、網膜像視差、運動視差 が効果的 で ある こと、altemating parallax技
法 は前面 と後面 の識別 に有効 で はあるが奥行 を直感 させ る手 がか りとはな らない ことな どがが示 さ
れた。 この ことか ら、奥行識別 のためには網膜像視差 が、形状認知 のためには網膜像視差 と運動視
差 が有効 で ある ことが わか る。

3.複 数 の奥行手 がか りの統合

3.1.運 動要因 と肌理要因の統合
奥行 や立体 を知 るための手 がか り要因 は、通常、複数個存在 し、 それ らを統合 して 3次 元視 が成
立す る。 この とき、複数 の要因 が どの ようにして統合 され るかについて、手 がか りの弱 い統合 モ デ
ル (weak fusiOn model)と 手 がか りの強 い統合 モ デル (strong fusion model)が 考 えられて い る
(Clark&Yuille 1990)。 手 がか りの弱 い統合 モ デル とは、 その場面 に存在す るい くつかの手 がか
りが それぞれ独立 した モ ジ ュールで処理 され、次 いで、 それぞれで算出 された奥行 が結合法則 にも
とづ いて統合 され ると考 えるものである。手 がか りの強 い統合 モ デル は、 それぞれの手 がか りか ら
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の情 報 が 協 調 的 に処 理 され て ひ とつ の奥行 を算 出 す る と考 え る。奥行 手 がか りが複 合 して い る場 合 、
それ らの手 が か りは非線形 の相 互 作 用 を して い る と手 が か りの 強 い統合 モ デ ル は予測 す るが 、手 が
か りの 弱 い統合 モ デ ル で は この よ うな相 互 作 用 は排 され る。 2つ の奥行 手 が か りを抗 争 させ た 結果
は、 その統合 が 複雑 な こ とを示 した 。 そ こで 、手 が か りの弱 い統合 の修 正 モ デル (modified weak

fusion model)が 提 唱 され た (Maloney&Landy 1989)。

ここで は、 それ ぞれ の奥行 手 が か りは、

単独 で 処理 され て それ ぞれ に奥行 を算 出 し、次 い で それ らの奥行 が 重 み づ け され て加 算 され る と仮
定 され る。個 々 の手 が か りにつ け られ た重 み づ けは、 その手 が か りの視 か けの信頼 性 とい う意 味 を
もつ 。 い ま、仮 に肌理 (dt)と 運動 要 因 (dm)と い う 2つ の奥行 手 が か りが あ る とすれ ば、奥行 (d)は 、

d=α tdt+α mdm
で示 され る。 ここで

、 輸 は肌理 と運 動 要因 の重 みづ けを表 わ す。 ここで 、 名 と 輸 は、

名 +α m=1
の 関係 を もつ 。

dmを 固定 し、 dtを 変化 させ て奥行 (d)を 測定 す る と、
dl= dtl+a7mdm

d2=名 dt2+α mdm
が 得 られ 、 したが って 、
銑 =(d2

dl)/(dt2 dtl)=△ d/△ dt

が 求 め られ る。
同様 に して 、 輸 も求 め る こ とがで きる。

Young,Landy&Maloney(36)は 、 図 22に 示 した よ うに、 円筒 の 肌理勾配 と円筒 の傾 き運 動 要因
(x軸 を中心 に ‑15度 〜 +15度 の 間 で 運 動 す る)の 2要 因 の 中、 一 方 を固定 し (奥 行 6.6cm)、 他 方
を変化 させ て (奥 行 4.4‑8.8cm)円 筒 の奥行 を判 断 させ た 。 円筒 の奥行判 断 は、 2要 因 が と もに6.6

cmの 奥行 を示 すパ タ ー ン を標 準 として それ よ りも「深 い」か あ るい は「 浅 い」か の強制選択 に よっ
た。測 定 され た奥行 は、 2つ の奥行 手 が か りの重 み づ け られ た ものの加 算 的総和 と一 致 した 。 また 、
肌理 要 因 もし くは運 動 要 因 にノイズ をか けて 、 同様 に奥行 を求 めた と ころ、 ノ イ ズの あ る手 が か り
の重 みづ けは低 下 し、逆 に ノ イ ズの無 い要因 の重 み づ けは増 大 した 。 これ らの結 果 か ら、手 が か り
の弱 い統合 の修 正 モ デ ル が 支持 され た 。

Eコ
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肌理 と運動 の 2要 因 を操作 したパ ター ン。 ここでは円筒 の直径 の大 きさに対応 して
肌理 が どのよ うに変わ るかが示 されてい る。運動要因 は x軸 についてある角度 の範
囲 で反復運動 させる。下段の数字は同筒 の丸みの程度 (深 さ/幅 )を 表す。 (Young,

M.J.,Landy,M.S.&Maloney,L.T.1993)
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3.2.網 膜像視差 と運動要因
複数 の奥行手 がか りが どの ように統合 され るか については、次 の ようにまとめる こともで きる。
一つは、 ある強力 な手がか りが他 の弱 い手 がか りの上 にたち、一 方的 に奥行 あるい は立体形状 を規
定す る とい うものである (否 認型、Veto Type)。 奥行手 がか り間 に抗争事態 が起 きてい る ときには、
ある手 がか りが他 の手 がか りよ り優位 になる ことによって奥行や立体形状 が きめ られ る。二つ めは、
奥行や立体形状 が複数 の手 がか りのそれぞれ に重 みづ けがなされた上で、 その総和 で規定 され ると
い う考 え方 (加 算型、Accumulation Type)で ある。 ここで は、 それぞれの手がか りは独立 したモ
ジュールで処理 され ることを前提 とす る。三つめは、奥行や立体形状 が得 られ る以前 に複数 の手 が
か り間での協調 を認 めるものである (協 調型、Cooperation Type)。 ここでは、 ある手 がか りが不
十分 な ときには他 の手 がか りが それ を補完 あるい は助長す る ことがで きる。Johnston,Cummihg&
Parker(18)は 、図23に 示 された ように、網膜像視差 とテクスチ ュア とを操作 して奥行手 がか り間 の
統合過程 をしらべ た ところ、 (1)テ クスチ ュアが網膜像視差 によって否認 されて しまうとい う こと
は起 きない こと、 (2)そ れ よ りは重みづ けをもつカロ
算的総和 で説明 され うる こと、 (3)こ の とき、
いが
ュ
い
て
ス
られな
、観察距離 が200cm程 度 になる とテクスチ ュ
テク チ アに低 重 みづ けしか割 り当
アに対す る重みづ けが増大 する ことな どを明 らかに した。
一 方、複数 の奥行手 がか りの統合 での 4番 目の考 え方 として、奥行曖昧性解消型 (Disambiguation

匿コ23

テクスチ ュア を操作 したステ レオグ ラム。 (a)適切 なテクスチ ュア勾配 をもつステ
レォグラムで、両眼立体視する と水平方向位置 におかれた円筒が出現する。被験者
には円筒 の幅 に対す る奥行 の比 を報告 させ る。 (b)前 額平行面 でのテクスチュアを
もつステ レオグラム。 (JohnstOn,E.B.,Cumming,B.G.&Parker,A.J.1993)
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Type)が 提唱 されて い る (Andersen&Braunstein 1983)。

これによる と、 それぞれの奥行手 がか

りはそれ らに固有 な奥 行 曖昧性 を解 消 しあ う。例 えば、運動 か らの形状 知覚 (Structure From

Motion,SFM)は 知覚 された対象間 の奥行位置関係 は曖味 にしか指示 しないが、 これに網膜像視差
による情報 が加われ ば この曖昧性 が解消 され る (Richards 1985)。 Tittle&Braunstein(31)は 、 こ
の複数 の奥行手 かが り間の統合過程 を網膜 像視差要因 と SFMと に限定 して検討 した。刺激 には、水
平軸 を中心 として回転す る透 明 な円筒 (表 と裏側 の両面 が表示 され る)を SFMと 網膜像視差 を用 い
て構成 し、 ドッ トで シ ミュレー トした ものを用 いた。運動要因 については、SFM情 報 が存在す るよ
(ロ ー テイ シ ョン条件、円筒 の表面形状 が表 示 され るように ドッ トを操作 した条
は水
を
平軸 中心 として回転 して視 える)と SFM情 報 が存在 しない よ うに正射影投影 で ドッ
件、円筒
トを操作 した条件 (ト ランス レー シ ョン条件、 ドッ トは円筒 の表側 と裏側 で常 に反対方向で横 に等

うに設定 した条件

速度 並進す る。 ここには円筒 の表面 の奥行や形状 を指示す るものは存在 しない)と が設定 された。
円筒 の半径 に対す る奥行 の視 かけの割合 を求 めた ところ、 ロー テイ ションお よび トラ ンス レー ショ
ン条件 とも、網膜像視差単独条件 よ りはヴ ェ リデ ィカルな立体 が知覚 された。SFM情 報 が存在 しな
い トラ ンスレー ション条件 で も立体視 が増進 した ことか ら、SFM情 報 が単独 で網膜像視差 の奥行
曖昧部分 を解消 して い ると考 えるよ りは、SFM情 報 は両眼 立体視 を促進 す るように働 い て い る と
考 えられ る。と くに、テクスチ ュアの密度 を高 める と、網膜像視差単独条件 および トラ ンスレー ショ
ン条件 では、立体感 が減少す るのに対 して ロー テイ シ ョン条件 では安定 した立体視 が得 られた。 こ
れ らの結果 か ら、SFM情 報 は両眼立体視 の対応 を容易 にす るような作用 をもち、両要因 は協調的関
係 にある と結論 され る。
また、網膜像視差 と運動視差 との関係 も、両要因 が抗争的条件 において検討 された

(Uomori&

両要因 の抗争 は、水平軸 中心 に回転 して視 えるラ ンダム・ ドッ トの 円筒 を網膜像視
で
垂
差 、 直軸 中心回転 は運動視差 で作成 (KDE)す る こ とによって設定 した。観察者 は両要因 で作成
Nishida(32))。

された 円筒 を視 て、円筒 の中心 はどの軸 かが求 め られた。 その結果、観察当初 には運動視差で作成
された 円筒 が、 その後 は網膜像視差 で作成 された 円筒 が優位 に視 えた。網膜像視差 で作成 された形
状 は、本来、運動視差 のそれ よ りも優位であるが、しか し両眼対応 を行 うまでに時間がかかるので、
はじめに運動視差で作成 された形状 が視 えたのか、あるい は運動要因 についての順応 が網膜像視差
のそれ よ りも早 くまた強力 なために、 しだ い に運動視差 による立体効果 が減衰 し、 この結果 となっ
たので あろうか。運動刺激 に順応 させた場合 と網膜像視差 に1贋 応 させた場合 で、順応後 に両要因 で
作成 した検査刺激 を提示 し、 どの中心軸 の円筒 が視 えるかをしらべ た ところ、運動刺激 に順応 させ
た条件 でのみ運動視差 に対 す る強 い抑制効果 が 出現 した。 さらに、様 々な運動刺激 (速 度差 の ある
運動条件、一様 な速 度 で運動す る条件、不規則 な速 度 で運動す る条件、運 動方向が交替 す る条件、
運動位置が交替す る条件 な ど)に 事前 に順応 させ、 その後 に同様 な検査刺激 を提示 した ところ、速
度差 のある運動条件 の運動視差 に対 す る抑制効果 が大 きい ことが示 された。 これ らの ことか ら、運
動視差 は、 はじめに相対的 な速 度差 の検 出か ら処理過程 がスター トす る と考 えられ る。

3.3.両 眼立体視過程 と運動要因 による立体視過程 は同一のメカニズム によるか
網膜 像 視 差 に も とづ く奥 行 (depth frOm disparity,DS)と 運 動 要 因 に も とづ く奥 行 (Kinetic

depth,KD)と が、神経生理学的 に同一のユニ ッ トで担われて い る可能性 を示す い くつか の証拠 が報
告 されて い る。 た とえば、ダイナ ミックな両眼立体視 に順応 させ、 その後 で運動要因に もとづ く奥
行 を曖昧 な事態 (奥 行 に関 して一義的 に決 め られない条件 )を テス ト刺激 として提示す ると、 その
奥行判 断 は先行刺激 に影 響 を受 け る (Smith
1989,1993)。

1976,Rogers&Graham 1984,NawrOt&Blake
Nawrot&Blake(1991)に よれば、DSと KDを 担 う神経 ユニ ッ トは方向 と網膜像視
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DS

図24 両眼立体視過程 と運動要因による 3次 元視過程が同一の神経ユニッ トで担われてい
ることを検討するためのプライミング・ パ ラダイム。はじめに、相互に反対方向に
運動する ドッ トに交差 と非交差視差をつ けて 1秒 間提示す る (こ のよ うにする と
ドッ トは時計あるいは反時計廻 りに奥行回転 して視える)。 この後、相互 に反対方向
に等 しい速度で運動する ドッ トをゼ ロ視差面に提示する。 (Nawrot M.&Blake,R.
1993)
差 に選択的 に反応す る。換言すれ ば、 この神経 ユニ ッ トは網膜像視差 あるい は運動視差 のいずれで
′
も活′
性化 され る可能 性をもつ。Nawrot&Blake(23)は 、DSを あ らか じめ提示 し、次 にあい まい
な KDを 提示 した ときに KDの 奥行関係 の知覚 が DSに 規定 されるか否 か、あ るい は KDを あ らか
じめ提示 し、あい まい な DSを 提 示 した ときの奥行関係 が どの ようになるかをしらべ るプライ ミン
グ・ パ ラダイムを通 して、 この仮説 の検証 を試 みた。前者 については、図24に 示す ように、あ らか
じめ DS(交 差 と非交差 の視差 を もつ ドッ トの帯 が相 互 に反対方向 に運動す るので、全体的 には時計
廻 りあるい は反 時計廻 りしてい るように視 える)を 提示 し、次 いで曖昧な KD(ゼ ロ視差 に提 示 され、
あたか も中心軸 を中心 として回転 す る球 の ように視 えるが、運動方向は互 い に反対方向 の ものを混
在 させてあるので、回転方向は曖味 となって い る)を テス ト刺激 として提示 し、 その奥行関係の知
覚 (こ こで は、球 が時計廻 りあるい は反 時計廻 りかの判断)を しらべ る。後者 については、あ らか
じめ KD(運 動視差 を もちいて時計廻 りあるい は反時計廻 りす る球 )を 提示 し、次 いで DS(運 動す
る ドッ トを交差 あるい は非交差 で提示 す るが、 ドッ トの多 くはゼ ロ視差 で しか も運動方向 は相互 に
反対 )を 提示 し、 その奥行関係 につ いて しらべ る。 その結果、DSは KDに 対 してプライ ミング効果
を もつ こと、あるい はその逆 に KDは DSに 対 して同様 な効果 を与 える ことが示 された。両眼立体視
過程 と運動要因 による 3次 元視過程 とは共通 の神経 ユニ ッ トで担 われてい ると考 えられ る。

4.絵画的要因 による 3次 元視

4.1.テ

クスチ ュアか らの形状 の知覚
ユアは 3つ の要因か ら成立 してい る。 テクスチ ュアを構成 す る刺激要素 の面積勾配、要
スチ
テク
素 の密度変化 お よび要素 の形態圧縮率 (形 態 の縦 /横 の比 率 )で ある。 これ らの 3要 因 を独立 に変
化 させ 、 どの 要因 が テ ク スチ ュアか ら形 状 を知覚 す る場 合 に もっとも効果 的 かが し らべ られた

(Cumming,JOhnston&Parker(8))。

図25に 示 された ように、 (1)密 度要因 (Density)、

(2)面

積勾配 (area)、 (3)形 態圧縮率 (comoression)、 (4)密 度 と形態圧縮率、 (5)面 積勾配 と形態圧縮
率などの組合せ条件が設定 され、これを水平におかれた円筒の表面 とみなして、その丸みの程度 (半
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図25 テクスチ ュアか らの形状知覚。 (A)密 度要因のみで表現、 (B)面 積勾配 (area)の
みで表現、 (C)密 度 と形態圧縮率 (テ クスチ ュア要素の縦/横 比率 )で 表現、面積
勾配 は除外、 (D)面 積勾配 と形態圧縮率で表現、密度 は除外。 (Cumming,B.G.,

Johnston,E.B.&Parker,A.J.1993)

径 に対 す る奥行 の程度 )が 測定 され た (観 察 はス テ レオ グラ ム を用 い て両 眼立体視 条件 で 試行 )。 そ
の結 果 、形 態圧縮 率 が 単独 で存在 す る条件 、 あ る い は他 の 要 因 に形 態圧縮 率 が 絡 む条件 で 、 テ クス
チ ュ アか らの形状 知 覚 が効 果 的 で あ る こ とが 明 らか に され た。
さて 、表 面 に散 在 す るテ クスチ ュ アか ら面 の形状 (こ の場 合 には 円筒形 の丸 み)が 知 覚 可能 なの
は、 3次 元形状 を もつ対 象 の 表面上 の テ ク ス チ ュアが 2次 元面 に投影 され て い る と仮 定 して い るか
らで 、 もし対 象 の 面上 の 要素 自体 が 変 形 して い るな らば、誤 った 知覚 を して しまう。 テ クスチ ュア
か らの形状 の復 元 に は、対 象表面 が どの ような特性 を もつ か につ い ての仮 定 が 必 要 とな る。 この仮
説 には 2通 り考 え られ る。 ひ とつ は、Gibsonが 指摘 した よ うに、対 象表面 は、あ たか もタイ ル を敷
き詰 めた よ うに、同形 、同大 の刺 激 で 満 た され て い るので 、その幾何 学 的特性 は一 様 (homOgeneOus)
で あ り、 したが って対 象表面 の テ クスチ ュ ア要 素 の 密度 は一 定 と仮 定 す る もので あ る。 もうひ とつ
は、対 象表 面 自体 に は対 象 の奥行 特性 を表 示 す る要 素 は何 もな く等 方 的 (isotorOpic)と 仮 定 す る も
ので あ るる。 い ま、対 象表面 が 円形 の小 石 を敷 き詰 めた よ うな外観 を もつ としよ う。観 察者 が この
対 象表 面 を一 様 で あ る と仮 定 す れ ば、観 察者 は一 部 の 円形 が どの よ うに変 形 して い るか 、 す なわ ち
円 の縦 /横 比 率 の 変化 (楕 円 の程 度 )か ら、表 面 の形状 を判 断す る こ とが 可能 とな る。 しか し、観
察者 が 対 象表 面 には奥 行 特性 を表示 す る もの は存在 せ ず等 方的 で あ る仮 定 すれ ば、対 象表面 には 円
形 の小 石 の他 に楕 円 の小 石 も存在 す る こ とにな り、全 体 の形 態圧 縮率 を視 る こ とで しか 表面形状 は
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テクスチュアの形態圧縮率 を変化 させた条件での形状表現。 (A)テ クスチュア要素
が一定方向 で圧縮率 1.5、 (B)テ クスチ ュア要素が一定方向で圧縮率3.0、 (C)テ ク
スチ ュア要素がランダムな方向で圧縮率3.0。 (Cumming,B.G.,Johnston,E.B.&

Parker,A.J.1993)

3次 元視研究 の動向‑1995‑

知覚 で きない。Cumming,Johnston&Parker(8)は 、図26に 示 された よ うに、形態圧縮 の勾配 は一
定 とした まま、個 々の要素 の最大圧縮率 を変 え、 また圧縮 の方向 も、水平方向 (図 a、 b)の み と
ランダム方向 (C)と を設 定 して、 その表面 の形状判断 (水 平 におかれた 円筒 の半径 に対す る奥行 の
程度 )を 求 めた。 その結果、最大圧縮率 が増大 す ると表面の形状判断 は悪 くなる こと、 しか し圧縮
の方向 をラ ンダムに して も形状判断 は悪 くな らない ことが示 された。 この ことか ら、人間 の視覚 シ
ステムは対象表面 のテクスチ ュアが一様 で はな く等方的 で あると仮定 して、 テクスチ ュアか ら表面
の形状 を知覚 して い ることを示唆す る。

4.2.Hollow Faceの 錯覚
Hollow Faceの 錯覚 とは、人間の顔 のマ スクの ような凸状 の対象 をその背後 か ら照 明 し、そ して
lmな い し1.5m程 度 の観察距離 か ら視 る と、奥行 の反転 が生 じてマ スクが窪 んで視 える現 象 をい う。
陰影 の手 がか りは、 それ 自体、曖昧 な特性 をもち、一義的 には奥行方向を支持 しない。凹面 で もあ
る照 明方向か ら照射 され る と凸面 に視 えるし、逆 に凹面 が実際 とは反対方向か ら照 明 されて い るよ
うに視 えることもある。陰影要因 の この ような曖昧な特性 が、Ha1low Faceの 錯覚 を導 く。 この錯
覚 を起 こす要 因 の うち、照明方向 と対象 の提示方向 につ いて吟味 された (Hill&Bruce(15))。 正立
方向 にマ ス クが提示 され、照明が上 方向 の時 に、明瞭 な錯覚 が生 じること、 しか し、 マ ス クを倒立
提示 して も、ある程度 の錯覚 が生 じる ことが示 された。 この錯覚 では、人間 の顔 とい う情報 が 凹あ
るい は凸 として知覚 の成立 に影響 して い る。
5。

その他 の 3次 元視研究

5.1.螺 旋運動残効
回転 す る螺旋形状 パ ター ンの運動残効 は、回転方向 とは反対 の運動印象が生 じるが、 この とき、

2次 元 での拡大 (縮 小 )と 3次 元での進 出 (後 退 )と が知覚 され る。円の中心点 で45度 で交叉す る
8本 の点線 パ ター ンを回転 させて運動 を作 る と、両眼視条件 では主 として 2次 元での運動残効が、
単眼視条件 では 3次 元での運動残効 が多 く観察 され るとい う(Wright&Day(35))。 3次 元視情報
の程度 が運動残効 の出現 の在 り方 に影響 して い る。

5.2.手 動水平位置固持操作 と誘導運動
CRT上 に水平 に提示 された線分 を、その周囲 を囲 む ドッ トが 回転 した状態 で水平 に保 つ ことは難
しく、 ター ゲ ッ ト線分 を回転方向へ と傾斜 させ るある種 のバ イアスが生 じる。 これ はターゲ ッ ト刺
激 の周囲 の 回転 による局所的な知覚的誘導運動 に もとづ くのか、 あるい は、 それが観察者 自身 の姿
勢 の傾斜 を誘導 し、 その結果 として この種 のバ イアスが起 きるのかが、Prebic&Donnelly(27)に
よつて検討 された。 ターゲ ッ ト刺激 の周囲 に回転 す る ドッ トを提示す るが、 この時、 ターゲ ッ ト刺
激 と周囲 との間 に奥行 を設 けた。 その奥行 はターゲ ッ ト刺激 の前、後、 お よび同一 面 に両眼立体視
で提示 された。観察者 には、回転 す る周囲 の中 に提示 されたターゲ ッ ト線分 を水平 に固持す るよう
に求める とともに、誘導運動 と観察者 自身 の傾 きを報告 させた。 その結果、手動 で水平位 置 を固持
する操 作 へ のバ イアス と誘導運動 とは密接 に関連 し、 どち らもターゲ ッ ト刺激 と同一 あるい はその
背後 の周囲 に提示 された 回転運動 に強 く影響 され る ことが示 された。

6.お わ りに
立体 や奥行 を知 るための手 がか り (cue)は 、観察者側 と刺激側 の両方 で複 数個存在 し、視覚 シス
テムはそれ らを統合 して視覚世界 を認識 して い る。 しか し、視覚心理実験 では、条件 を統制す る必
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要 か ら、 それ らの手 がか りを可能 な限 り制限 し、単独 での立体効果 を分析 するのを常道 とす る。 こ
こに、複数 の手 がか りが存在す る事態 での手 がか り統合 過程の問題 が生 じる。 この問題 は、視覚 シ
ステム を解 明 す る上 に も、 また これ ら奥行 手 がか りを VR(virtual reality)や CAD(computer―
aided design)に 応用 し、 リア リテ ィの高 い 3次 元空 間 を表現す るために も必要 となる。

奥行手 がか り統合 モ デル には、弱 い統合 モ デル と強 い統合 モ デル とが提唱 されてい る。弱 い統合
モ デル では、 それぞれの手がか りはそれ固有 のモ ジュールで別 々 に処理 された後 に結合法則 に もと
づいて統合 され る。結合法則 は、単純加算 あるい は重 みづ け加 算 とし、手 がか り間 の相 互作用 は想
定 しない。一 方、強 い統合 モデルで は、 それぞれの手がか りが協調的 に処理 されてひ とつの奥行 を
算定 す る。 ここで は、手 がか りは非線形 の相 互 作用 をして い る と仮定 され る。Young,Landy&
Maloney(36)の 運動要因 と肌理要因 とを操作 した研究 は、視 か けの奥行 が 2つ の手 がか りの重みづ
け加 算的総和 と一致 した ことか ら弱 い統合 モ デル を支持する。
これに対 して、Tittle&Braunstein(31)の 研究 によれば、それぞれの手 がか りには守備範囲 のよ
うな ものがあ り、単独 では立体 や奥行 を表現 で きず曖昧な部分 が残 る。 た とえば、網膜像視差 は奥
行位置関係 は正確 に支持す るが、立体形状 は曖味 な部分 が残 る。一 方、運動視差 は形状 は正確 に表
現 され るが、奥行位置関係 は曖昧 となる。視覚 システム は これ らの手が か りを相互 に補完 しあ うこ
とによって 3次 元 を再現す る。網膜像視差 とKD(kinetic depth)を 組 み合 わせ ると、それぞれが単
独 で提示 された ときよ りは正確 に立体形状 と奥行 が知覚 され る ことか ら、奥行手がか りは協調的関
係 にあ り、 ここでは強 い統合 モ デルが支持 され る。奥行手 がか りについての 2つ のモ デルの検証 は
これか らの課題 であろう。
近年、両眼立体視 (網 膜像視差 )と 単眼運動立体視 (運 動視差 )と は、同一の神経 生理過程 で処
理 されて い る ことを示す精神物 理学的 そして神経 生理学的デー タが多 くなって きてい る。 プライ ミ
ング・ パ ラダイム を用 いての Nawrot&Blake(23)の 研究 によれば、網膜像視差 に もとづ く先行刺
激 は運動視差 に もとづ くテス ト刺激 の視 えにプライ ミング効果 をもち、 またその逆 も成立す る こと
が示 され、 これ ら 2つ の立体視過程 が 同一の神経 ユニ ッ トで処理 されて い る可能性 が示唆 された。
網膜像視差 と運動視差 とは、 3次 元立体 や空 間 を再現す る 2つ の主要な要因であ り、 もし これ らが
同一の神経 生理過程で処理 されて い るのであれば、立体や奥行視 の起源 は運動視差 にあるとも考 え
られ るので興味深 い。
絵画的要因 の立体効果 については、あいかわ らず、研究 が少 ないが、陰影、 テクスチ ュア、パ ー
スペ クテ ィブな どの要 因 は、VRや CADで の 3次 元表現 に必要 な ものであ り、その奥行手 がか り効
果 を定量的 に確定 す る とともに、 これ らの手 がか りが 3次 元 の再現 に効果 を持 つ ことは確認 されて
い るので他 の手 がか りと組 み合 わ された事態 で どの ように作用す るかが これか らの検討課 題 とな
る。 これに関 しては、Cumming,JohnStOn&Parker(8)が 、 テクスチ ュアについて詳細 な分析 を試
み、 テクスチ ュアか ら立体形状 を知覚す るのに主要な要素 が形態圧縮率 (テ クスチ ュアを構成す る
要素パ ター ンの縦/横 比 率 )で ある ことを指摘 したが、 これは 3次 元表現 を考 える上で重要 であろ
う。
心理学 にお ける 3次 元視研究 の領域 では、 これか ら VR技 術 が導入 され るので、視覚過程 の研究
とともに、VR技 術 へ の応用的側面 の研究 も進展す ると期待 され る。
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