
コンピュータグラフィックス

科目作成の経緯

高校の情報免許に「コンピュータグラフィックス」
という科目が必要だった。

しかし、物理学科の科目で「技術」なんて
教えたくない。もっと原理的なことを説明したい。
なんとかならないか ?

「視覚の文法」という本を読んだ



「視覚の文法」の内容
( ドナルド・ホフマン著、紀伊國屋書店、 2003)

人間の視覚には Visual Intelligence
 ( 以下 VI と略記 ) という機能がある。
これが無いと目には見えても見たものを
認識することが出来ない。

例： P 氏の事例 ( 「視覚の文法」 p5 より )
「目や鼻、口は、それぞれはっきり見えるんだ。
でも、全体としてとらえることが出来ない。まるで、
黒板に描かれた顔の落書きだとでも
言えばいいかな。男なのか女なのかも
解らないから、洋服や声で判断しなきゃならない。
ヘア・スタイルやヒゲを手がかりにするとかね ... 。」



なぜ、こんなことが起きるのか ?

答：脳の中で「顔」と「建物」を認識する部位は
別の部位である。

M. L. Gorno-Tempini and C.J. Price (2001)
Identification of famous faces and buildings
A functional neuroimaging study of semantically unique items
Brains, vol.124m 2087-2097

顔： fusiform gyri ( 紡錘回 )
建物： lingual gyri ( 舌状回 )

         Parahippocampal gyri( 海馬傍回 )s



01. 上前頭回、　 02. 梁下野、　
03. 終板、　 04. 視床下部、　 0
5. 脳弓、　 06. 下前頭回、　 07. 
外側溝、　 08. 側頭葉、　 09. 上
側頭回、　 10. 半月 回、　 11. 
扁桃体、　 12. 海馬白板、　 13. 
海馬、　 14. 海馬傍回鈎、　 15. 
中側頭回、　 16. 海馬溝、　 17. 
海馬傍回、　 18. 下側頭回、　
19. 滑車神経、　 20. 中脳水道
と第４脳室への移行部、　 21. 外
側後頭側頭回、　 22. 小脳前葉
虫部、　 23. 前頭極、　 24. 帯状
回、　 25. 中前頭回、　 26. 島輪
状溝、　 27. 前障、　 28. 島、島
葉、　 29. 線条体底、　 30. 第三
脳室、　 31. 大脳脚底、　 32. 側
脳室下角、　 33. 黒質、　 34. 中
脳被蓋、　 35. 青斑、　 36. 側副
溝、　 37. 視索、　 38. 小脳前葉
半球、　 39. 第一裂、　 40. 小脳
後葉半球
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紡錘状回 (Fusiform Gyrus)



M. L. Gorno-Tempini and C.J. Price (2001)
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顔や建物の
有名、無名
画像を
見せて
判断させる

2 つの図が
同じかどうか
判断して
ボタンを押す



反応時間の結果

顔

建物

有名

無名

スクランブル

有名、無名は
関係ない。
スクランブルは
判断しにくい

ミリ秒



顔の方が
活動度が高い部位

建物の方が
活動度が高い部位

今はこんな風に「何かを認知したときどこが
活動してるか」を直接に計測できる



.... と言っても別に、本講義で脳の構造を
どうこうしようというつもりは毛頭無い。
ただ、脳の直接観測技術が進んだ結果、
VIの様な概念の研究も進んで来た。
それについて議論してみたい。



本講義で取り扱うであろうトピックスの例

・２次元の映像から３次元空間を
  認知できるのはなぜか ?

・動きをどうやって認識しているのか

・何かを「見た」と思うとき、「何か」はどうやって
  認識されているのか

・人間の身体は連続なのに、なぜ、我々は
 手、指、鼻、などの「部分」を認識するの
 だろうか ?



コンピュータグラフィックス (CG) は、結局のところ
この様な原理を活用して 2次元の画像から
目の前に３次元があるように「錯覚」させるため
の技術にすぎない。映画を見ているときに
スクリーンの中に「世界」を作りだしているのは
あくまで我々の脳であり、映写機でもコンピュータ
でもない。つまり、 CG とは脳の視覚を
効果的にコントロールするための刺激を
計算機で作りだすための「技術」に
過ぎないのである。
この講義では「技術」の裏にある「原理」つまり
「視覚の文法」について説明する。



我々の脳が現実を解釈していることの実例

この絵を思うこと

グラディエーションが
かかった色紙の上に
薄く格子が描かれている

実際には単色の
カラータイルを並べただけ。
並べ換えると
グラディエーションは
消えてしまう。



右の図で A、 Bと書かれた部分に対応する左の
図の部位では、どちらが色が薄いか ?

答：同じ。なぜ、左が薄く見えるのか ?
       → 世界解釈の問題



周囲に黒い線があるときだけ、まん中に薄い
「赤いディスク」
が見える。これも世界解釈のせいである。

右図では黒い線が加わると「青いバンドが」
うっすらとみえるだろう。



この講義の履修について：

毎回、出席をとる。

遅刻、欠席は厳禁

就職活動は原則として遅刻、
欠席の理由にならない。
重なった場合は講義を優先のこと。
どうしても都合がつかない場合
(企業に日程の変更を申しでたが
  受け入れられない、最終面接まで
  進んだので、どうしても抜けられない )
などは事前に申し出て許可をうけること。
無断欠席・遅刻は認めない。



講義の内容は
http://www.phys.chuo-u.ac.jp/public/tag/kougi/2004/CG/
で公開する。随時、見ること。

評価はレポートによる。
レポートを１回にするか複数回にするかは
まだ未定である。



第一章 視覚創造の天才

平面なのに「波紋」が見える。 2次元から３次元
を構成すると言う「ミス」を犯している。
更に部分まで見える。

部分が見えるのは点線のせいか ? 
上下反対にすると ....

点線は「谷」から「山」へ。
部分の認知は点線と無関係



・どう頑張っても「波紋」を平面と見ることは出来ない

・ VI は波紋を勝手な「部分」に分けてしまう。

・ VIがどう「部分」を分けるかは形だけではない
  複雑な情報処理で決まっている。

→ 我々の VIが絶え間なく情報を「解釈」し
   続けていると言う証拠である。



これは VIの誤りなのか ? それとも、
なんらかの「法則」の結果なのか ?

魔法の四角形

四角が見える。
まん中が明るい

四角が見える。
まん中が明るい

四角は見えない。
しかし、これは
左の 2 つを
重ねただけ



実際にはありえない四角を VI は作りあげている。
これが、線分によってもたらされているのは
確か。にも関わらず、倍の数の線分では
四角は強化されずに消えてしまう。

線の数が倍なのに、なぜ、四角は見えなくなるのか ?

波紋や魔法の四角形には一貫した法則があるのか ?



悪魔の三角形

この図形は立体に見えるだろう。しかし、あり得ない。
あり得ないものがなぜ、立体に見えるのか ?
「あり得る」ようにするには ?

左端を隠すと．．．．



答： VIは常に「でっちあげ」を行っている。
というかでっちあげ無しには我々はそもそも「見る」
ことが出来ない。

それでは我々が「見て」いるものはそもそも
何なのか ? 「でっちあげ」なしに見ることが
できないなら、我々が何かを「見る」ことは
本当の意味では不可能ではないのか ?



VIの本質

「構築すること、法則に基づいて構築すること」

人間が見るものは例外なく、色も、濃淡も、
質感も、動きも、形も、ひとつひとつの
物体も風景全体も、すべて VI が構築した
ものである。

「我々が見るもの」の 2 つの意味：
１． 視覚に何が映るか ? ：現象論的
２． 実際にあるもの ： 関係的 

例：ピンクのゾウが見えるアル中患者



Vi は現象論的な意味での「我々が見るもの」
に関係している。

視覚

実在物

アイコン

ソフトウェア

ソフトウェアを意識せずに、アイコンは扱える。
同様に、実在物を意識しなくても視覚によって
行動できる。つまり、視覚とは実在物を
人間に解りやすく翻訳したユーザインターフェイス
の様なものである。



Vi の翻訳能力は天才的だが、知能の高低に
関わらずすべての人間に存在する。
勿論、動物にも .....

例：ハチ (  http://cvs.anu.edu.au/andy/beye/gallery.html )





その他：
金魚、ミツバチ：色の受容体が 4 つ → 色の恒常性
ミツバチ：紫外偏光の識別
ハエ：動体視覚
などなど。

無能な視覚の例：
ガチョウのヒナ：孵化後、最初に見た動体を親と認識

クロウタドリのヒナ

ママ ママでない ママでない



ガチョウ タカ

ニワトリとアヒルの飛行物体認知

ヒキガエルの動体認知

獲物 天敵



動物の「愚かな」構築と我々の「悪魔の三角形」
は同レベル。ただ、我々の方が賢いので、
見た目をそのまま信じないだけ。

「なぜ、構築なんかするんだ ? そのまま見れば
いいじゃないか ? 」 → 不可能

「構築のない視覚は存在しない」

「視覚による認知は無意識の推論で構成される」
( アルハーゼン )



VIによる構築がなければ「絵画」は存在できない。
VIによる構築が無い場合、我々は絵画を「紙に
べたべたと色が塗られている代物」としか認識
できないだろう。

乳児の VI ：
生後一ヶ月：目にあたりそうになるとまばたき
三ヶ月：目で物を追う。
４ヵ月：立体視
７ヵ月：奥行、形状の認知
一歳： VIの完成

乳児であっても「視覚の根本問題」を解決している



視覚の根本的な問題とは ? ：

目に入ってくる像に関しては、
無数の解釈が可能。

目に入って来る像＝網膜上の結像

網膜上の結像 (２次元 ) から３次元を構築する
方法は無限にある。なぜなら、我々は奥行 (距離 )
を見ることができないからだ。

なぜ、我々は無数の可能性のなかから皆同じ
3次元世界を構成できるのだろうか ?



答：構築の方法は遺伝的に決まっているから。
      → 「普遍的視覚の法則」

cf. ノーム・チョムスキー 「普遍文法」

使用例を経験するだけで同じ文法を
構築できるのは最初から雛型を
もっているからだ。



本書のテーマ：

Vi を構成する普遍的視覚の法則
( 視覚的情報処理の法則 ) を明らかにして、
その構造とルールを解説すること。


