
輝ける見えない表面

我々はありもしない明暗をみることがある。
それはなぜなのか、なんの役に立っているのか
をみてみよう



カニッツァの主観的な三角形

問：何が見えるか ?



一部を隠すとどうなる ?

三角形は消える



問：ここに何がみえるか ?



明るさの違いを生ぜずに輪郭が見える場合

問：どの様な「輪郭」が見えるか ?



輪郭無しに明るさの差が見える場合



雪中烏鷺
礒田湖竜斉

鷺の輪郭は
描かれていないが
輪郭があるように
見える



デューラー
サテュロスの家族

木版画。
輪郭は描かれて
いない。
「主観的な輪郭」
の使用。

木版画の一般的な
手法



紀元前２万 2000 年前：ウクライナ出土

マンモスのキバ製のブレスレット

赤丸の部分に輪郭が見える

どこに輪郭が見えるか ?



紀元前３万年前〜 2万年前の洞窟壁画



主観的な輪郭の例 : 何が見える ?

円 左は四角、
右は丸

小丸が
三角形の上を
浮いている



こんな場合にも見える主観的な輪郭



背景に何かが描いてあろうが
点滅しようが見える



1. 主観的輪郭について考えよ。

レポート

２．主観的輪郭の例を作れ



付録：「主観的な輪郭」の生理学的な基礎
B. R. Sheth et al, 
              Science vol.274 (1996) p2110

視覚野の神経細胞の興奮を計測 ( ネコ )

主観的輪郭が
見えている

主観的輪郭が
見えてない



実際は両者の中間で細胞毎に違うだろう。

頻
度

角度差

主観的な輪郭が
見える傾向

主観的な輪郭が
見えない傾向



個々の神経細胞の反応

縞模様

主
観
的
輪
郭

非主観的輪郭



視覚野の反応の様子 ( 黒が強く反応した細胞 )

両方に同じ反応をしている神経細胞は
確かにある。



いろいろな場合の重ね描き
( 同じ色が主観的輪郭的反応 )

どの場合も似ている



もっとも反応する角度の差の空間分布

差が少ない ( 主観的輪郭が見える ) 場合が多い。



横棒の間隔が拡がると主観的輪郭は消滅
頻
度

角度差

結論：主観的輪郭は細胞レベルで
                               検出されている



まず、皆が考えてきた「主観的な輪
郭」理論を説明しあおう。



主観的輪郭の理論

対称性の法則： ( カニッツァ ,1955)

一番右は「主観的な正方形」が見えない。
理由： 左の 2 つは正方形があると思うと
円が下にあることになるが、右はそうではない。



「対称性の法則」はしかし、
後に間違いと解った。
しかし、良く考えればこれは当然である。
「対称性のいい図形」などというものはごく
近代になって出現したものであるのに対し、
主観的な輪郭はもっと前の進化の過程で
出現したものだ ( ネコにもあるんだから !)

だから、対称性のよい図形を復原する
ための法則など進化するわけが無い。

問： 対称性の法則を破る「主観的な輪郭」の例を
     考えよ 。 (5 分間 )



対称性の法則は満たさないが
主観的な輪郭がある例：何が見える ?

左：
白いクッションと円形

右：
不定型のかたまり



対比の法則：

まん中の円の灰色はどちらが濃いか ?

答え：どっちも同じ



今まで登場した主観的な輪郭の共通した特徴

「黒い面や線に囲まれた白い部分」

( 一部例外あり )

だとすると、黒い部分が多い程、
白い部分はくっきりと見えるはず。

実はこれも間違い。
問：適当な反例を考えよ (５分間 )



反例その 1 ：
黒の部分が少ない程、主観的な輪郭が見える例

右が一番、黒が少ないが、主観的な正方形は
一番はっきり見える。



反例２：
黒い例がわずかに多くなるようにしたのに
主観的な正方形が消える例。

右の方が黒い部分が多いが、主観的な正方形は
ほぼ消滅。



Shipley & Kellman, 1990
「周囲の図形の輪郭に、急激に折れ曲がっている
部分があると、主観的な図形の構築が誘発される」



劣端には 2 つのタイプがある。

突劣端が重要



突劣端を丸めると主観的な輪郭は弱まる。



反例もある：
突劣端がなくても主観的な輪郭が見える例

こっちは見えない



前ページ左の図は周囲の黒は「しみだしている」
ように見える、という点で今までと違う。
右は凸劣端があっても主観的な輪郭は見えない。

法則 11 ：
主観的な図形が周囲の線や面の一部を
隠す形で構築されるのは、凸劣端が
存在する場合だけである。

問： 2次元から３次元を構築する必要上という
観点からこの法則を説明せよ。 (５分間 )



答え：
3次元で何かが何かを隠すと隠された方の
外縁には凸劣端が発生する。このため、
凸劣端があると主観的な輪郭が構成されやすい。



法則 11 にはまだ例外がある。

主観的輪郭無し 主観的輪郭あり

問：足りないものは何か ?



2 つの図は
・対称性
・隙間の間隔
・全長と隙間の比率
の全てが共通である。

問：何が違うのか ?



ヒント：この場合の違いは何か ?

輪郭あり輪郭無し



主観的な輪郭で不足している法則：
「偶発的でない関係」

こんな風に線がある
          ↓
安定性の法則：
実際に並んでいるとみなす
          ↓
こんなことは偶然とは思えないので
これらは「まとまった１つのかたまり」
とみなす。



例：物体と縁の区別

問：どっちが物体でどっちが縁 ?



他の偶発的でない関係の例
・平行な直線
・対称な曲線
・対称な曲線で位置だけがずれている、などなど。

法則 12 ：
2 つの視覚的な構造が偶発的でない関係に
あれば、それらをひとまとまりのものだとみなし、
その間を埋める実体があると考える。



問：どう見えるか ?

答え：依然として黒、または、白の帯が
      一体となって見える。
      ペアになる縁は３次元的には同一物。
       VI はそれを見のがさない。



偶発的な関係から見た主観的な輪郭：

主観的な輪郭無し：
理由：
黒が一体に見える。

主観的な輪郭無あり：
理由：
黒が一体に見えない。



問：偶発的な関係から、下記の 2 つの図の
主観的な輪郭の有無を論ぜよ。

答え：左は外縁と内縁が平行なので一体に見える。
右は外縁と内縁が平行でないので内縁同士が
一体に見える → 主観的な輪郭の形成



問：以下の 3 つの主観的な輪郭の有無を
偶発的でない関係から説明せよ。
( ヒント：安定性の法則も使う )( ５分間 )

答え：まん中と左では、線の端が揃っている。
これは偶然ではおきない。だから、主観的な正方形
があってかまわない。しかし、左の図に主観的
な正方形を構成すると安定性の法則に反する。



安定性の法則から派生する法則：

法則 13 ：
3つもしくはそれ以上の湾曲線が図中の 1点で
交わっている場合にはそれらが三次元空間でも
1点で交わっていると解釈する。

前ページの右の図で主観的な正方形を構築すると
外の線分２本と正方形の辺の計 3本が一点で
交わる。よって、これらは接している。
となると、正方形はぴったり線分とどういつ表面上に
ある。これは滅多にないので安定性の法則に反する。
だったら、正方形など見えない方がいい !



問：まん中の図だけ主観的な輪郭が消える
    理由は ?(５分 )



問：主観的な三角形と普通の三角形には
                       どんな違いがあるか ?

答：何も違わない。

→ 反論：でも、主観的な三角形は、
          描かれていないが
          普通の三角形は描かれているのでは ?



この様な考え方は根本的に間違っている。
三角形は描かれているかもしれないが、
  我々には見えない。

「グレ」という魚の視細胞群

もともと、我々が
見ているのは点。
それを「線」と
解釈しているだけ。

視細胞



スーラの絵

実際は
点々の集合。
我々には
「絵」に見える



視細胞
桿体：明暗
１億 2000 万個
錘体：色
700 万個

{



左の様な結像があったときの
実際の視細胞の反応は右図



構築の他の例：両目視による３次元構築

ステレオグラムによるカニッツァの三角形



我々が見ているものは全て
構築されたものであり
現実そのものではない。

反論をいくつか考えよ (５分間 )



反論１：
見ているものが構築されたもので
現実ではないなら、なぜ、皆が
同じものを見るのか ?

答：
構築の法則が皆同じだから。

例：主観的な輪郭



反論２：
我々がどう思おうが物体は現実に存在していて
変えることは出来ない。だから、紙に描かれた
三角形は実際に存在しているのだ。

答：
この主観的なネッカーキューブ
だって、見ることをやめることは
できない。
だから、変えられないから
存在するとは言えない。



万人の持つ構築の法則が
同じなら、全ての見えるものが
構築されたものでもなんの問題もない



VIが暴走するとありもしないものが
勝手に構築される ( 例えば、チャールズ・ボネット
症候群というものがある ) 。
ありもしない、こどもや、バスが見えてしまう。
しかし、この人は頭が狂っているわけではなく
妄想にかられているわけでもない。
単にありもしないものを構築してしまうだけ
なのである。


