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心理学における陰影知覚研究の動向と展望

河邉　隆寛　九州大学大学院人間環境学府

三浦　佳世　九州大学大学院人間環境学研農博

The　review　and　perspective　of　the　study　of　the　shading　perception

Takahiro　Kawabe（Graduate　schoo’qプ　Hu’ηoη一Environmen’∫tud’es，κw∫転びniversめり

Kayo　Miura（Facult．v（）f’　Hu’η‘〃1－Envir（川ne’lt　S’udies，κvμ∫加U’1iversitv）

　　Progress　and　issueg．　of　the　study　on　the　shading　perception　are　reviewed．　Shading　is　the　gradual　change　of　the

luminous　intensity　which　is　often　generated　on　an　object　when　the　light　source　（e．g．　the　Sun）　illuminates　it．　Our　visual

system　is　able　to　recover　three－dimensional　world　by　using　the　shading　information　as　a　depth　cue．　lt　has　been　consid－

ered　that　the　shading　information　is　processed　in　the　higher－order　visual　process．　However，　recent　studies　suggest　that

the　information　can　be　also　extracted　in　the　lower－order　visual　process　and　these　proposals　are　supported　by　some

neurophysiological　evidences．　This　review　is　organized　as　follows：　（1）　two　constraints　in　the　shading　perception，　（2）

the　research　method　to　investigate　the　shading　perception．　（3）　the　processing　of　the　shading　information　in　the　higher

and　lower－order　vision，　（4）　the　predominance　of　the　left　light　source，　（5）　the　g．　hading　perception　in　animal　and　infant

vision．　and　（6）　neurophyg．　iological　evidence　of　the　shading　perception．

1　はじめに

　人間の視覚システムは，2次元平面として網膜上に投

影された像から，様々な手がかりを用いて3次元世界を

再構成しなければならない。3次元世界の知覚は，単一

の手がかりに基づく場合もあれば，複数の手がかりに基

づく場合もある。例えば，単眼手がかりのみ，もしくは

両眼手がかりにのみ基づく場合もあれば，両者を組み合

わせた手がかりに基づく場合もある。

　奥行きや3D形状についての強力な単眼手がかりであ

る陰影の知覚では，これまで様々な観点から研究が進め

られてきている。特に最近の知見においては，それまで

高次の視覚過程のアウトプットであるとみなされてきた

陰影知覚が，視覚系の低次段階においても処理されるこ

とが示されている。加えて，これまで確立されていな

かった陰影知覚のメカニズムを，照明方向という観点か

ら考察している研究も発表され，多くの後続する研究も

照明方向をベースとした考えに従っている。また，陰影

知覚における照明方向依存性は最近の神経生理学的研究

からも支持されている。

　本論文においては，これまでの陰影研究を検討しなが

ら，陰影知覚における照明方向の役割，およびその脳内

基盤についての最新の知見を踏まえ，これまでの研究に

関する考察および検討を行う。

　　　2．陰影知覚における2つの制約条件

　陰影（shading）とは，光が物体にあたることによって

生じる明るさ強度の変化勾配のことを指す。直接光があ

たっている面，すなわち光源方向に面している領域はよ

り明るく，逆に光があたらない面すなわち光源方向から

それた方向に面している領域は暗くなる（Gibson，1950，

1979）。我々はこのような物理的性質を利用することに

よって物体表面に関する情報（曲率，形状など）を得て

いると考えられている。

　我々は，陰影の輝度極性によって異なる奥行きを知覚

する。Figure！は，明るさが少しずつ変化している輝度勾

配をもつ円が描かれており，この輝度勾配を視覚系は

「陰影」と解釈する。Figure　1において左側の円は上部が

明るい陰影，右側の円は下部が明るい陰影を持つ。我々

は一般的に，左側を「凸」，右側を「凹」と知覚される傾

向がある。

　この知覚は，物理的性質に関する推論に加え，2つの

制約条件の下で成り立つものであると考えられている
（Ramachandran，　1988；　Kleffner　＆　Ramachandran，　1992）o

第1の条件として照明方向は一つである，というものが

ある（単一照明方向の制約）。Kleffner＆Ramachandran

（1992）は，左が明るい陰影を付加された円と，右が明

るい陰影を付加された図形を上下に呈示し，どちらが

「凸」に，どちらが「凹」に知覚されるかを観察者に報

告させた。その結果，一方が「凸」と知覚された場合に

は，一方は「凹」と知覚された。つまり，両方が一斉に

「凸」，もしくは「凹」と知覚されることはなかった。こ

の知覚には，照明方向は一つである，という制約の存在

が推測される。

　しかし，第1の制約条件だけではFigure　1における，左

側が「凸」，右側が「凹」と知覚される傾向を説明でき
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Figure　1　陰影が施された円刺激。一般に左側は「凸」，

　　　右側は「凹」と知覚される。この知覚には，「単

　　　一照明方向の制約」並ひに「上方光源の制約」が

　　　関与している（Kleffner＆Ramachandran，1992）。

ず，第2の制約条件である「上方光源の制約」が必要と

なる。この制約条件は，光源は常に頭一しに存在するとい

うものである。この制約条件が働いて初めて，Figure　1に

おいて左側が「凸」，右側が「凹」と知覚されるのであ

る。このことは，Flgure　1を90。傾けて観察してみると，

先ほどまで頑健であった奥行きの力向が曖昧になること

からもわかる。これは，上方光源の制約が無くなったこ

とによって，単一照明方向の制約のみで奥行きを決定し

なくてはならなくなるためである。このことは，同時に

上方光源制約の頑健さを示してもいる。

　　　3．陰影知覚に関する研究法の変遷

　ここでは，これまで行われてきた，陰影知覚研究法で

用いられてきた方法の変遷について要約する。個々の研

究についての詳細は以降の節を参照。

　視覚心理学において，陰影知覚の研究は，1980年代あ

たりまではあまり盛んではなく，主に動物・発達研究に

絞られていた。発達研究においては，幼児の陰影知覚が

いつ頃獲得されるのかという問題を解決するために，ふ

くらみに触れようとする幼児の行動傾向を利用したリー

チング法による研究が行われてきた（Benson＆Yonas，
1973，　Granrud，　Yonas　＆　Opland，　1985）o

　l980年代になると，陰影知覚と照明方向との関係が論

点となり，大人の被験者を用いて，陰影知覚と光源位置

もしくは照明方向との関係について，高次処理の点から

検討するようになった。例えば，陰影を施した円の周囲

に，暗黙的に光源位置を知らせるキャストシャドウを付

加したり，光源の位置を鏡によって変化させたりして，

形状の判断がいかに変化するかを検討した（Berbaum，
Bever　＆　Chung，　1983，　1984）o

　1980年代後半から1990年代にかけては，陰影知覚と低

次視覚処理との関係が考えられるようになった。これら

の研究では，主に視覚探索課題や，検出課題が用いられ

ている　（Kleffner＆Ramachandran，1992，Wenderoth＆

Hickey，　1993；　Symons，　Cuddy　＆　Humphrey，　2000）o

　最近，Kawabe＆Miura（2001）は，陰影知覚が添地の

分子に与える影響を検討している。彼らは，陰影を施し

た円で様々な図地反転図形を構成し，図地の判断課題を

そJつた。その区割，「凸」と知覚される円て満たされた領

域は，手前に知覚されると同時に図としても知覚される

ことを示しており，陰影知覚がその他の視覚情報処理に

も影響することを示唆している。

　神経生理学的アプローチとしては，脳画像解析法を用

いた研究がいくつか見られる（詳しくは，8節）。主に，

機能的磁気共鳴映像法（fMRI）や視覚誘発電位（VEP）

を用いた研究法である。また，単一の視覚細胞の発火を

調べた研究も宥在するが一・卜した結果が得られておら

ず，さらに知見を増やすことと同時に一貫しない結果の

原因を調べることも必要であると考えられる。

4　視覚の低次過程における陰影情報の抽出

　ここでは，陰影情報と低次知覚の関係について主に視

覚探索課題を用いた研究を概説する。陰影知覚は，当初

は高次過程に依存したものであると考えられてきた（詳

しくは，5節を参照）が，近年，Kleffner＆Ramachandran

（1992）は，視覚探索課題を用いることによって，陰影

情報が高次の視覚過程のみではなく，低次の視覚過程に

おいても処理されていることを示した。

　視覚探索課題とは，複数の妨害刺激の中から一つの目

標刺激を検出する課題であり，反応時間や正答率が主な

指標として用いられる。この課題において，目標刺激を

検出する際の反応時間が妨害刺激の数に依存せすに…定

である場合は，視野の中から並列的に探索されていると

考えられている。言葉を換えると，その目標刺激は

「ポノプアウト」していると表現される（Trelsman＆

Gelade，1980）。ポノプアウトするような視覚的特徴（線

分方向や大きさ，色，明るさ，運動など）は，視覚の初

期段階で処理されていると主張されている（詳しくは，

熊田．横澤（1994），およびWolfe（2000）を参照）。

　また，目標刺激と妨害刺激の関係を逆転させると反応

時間が劇的に変化する場合があり，探索非対称性と呼ば

れている。例えば，目標刺激Aを妨害刺激B群がら検出す

るのは容易であるが，逆に目標刺激Bを妨害刺激A群がら

検出するのは困難である，といったものである。探索非

対称性は多くの視覚的特徴において観察されている
（Treisman　＆　Souther，　1985；　Treisman　＆　Gormican，　1988）o

また，探索非対称性が起こる視覚的特徴は，視覚の初期

段階で処理されている可能性が高いということも指摘さ
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れている（Trelsman＆Souther，1985）。

　探索非対称性は，その特徴次元内の逸脱度によって決

定されると説明されている。線分方向の例を挙げると，

斜め45。の線分は垂直線分群の中から検出されやすい

が，逆は困難であるということが示されている（Tre且sman

＆Gormican，1988）。これは，斜め45。の線分が「標準」

的な垂直線分離から，いわば「逸脱」した存在であるた

めに検出が促進され，逆に「標準」的な垂直線分は「逸

脱」した45。の線分群から検出されるのが困難であるた

めと考えられている（特徴逸脱度とは異なった考え力も

存在する。詳しくはWolfe（1994）を参照）。

　このような探索非対称性は，陰影を施した刺激（Flgure

2）でも観察されることから（Kleffner＆Ramachandran，

1992），陰影1青報も視覚の低次過程で処理されていると考

えられる。Kleffner＆Rdmachandrdn（！992）の糸r11果にお

いて，目標刺激が「凹」で妨害刺激群が「凸」である場

合は，妨害刺激の数によらす反応時間は一・定で目標刺激

は並列に探索されるが，逆の場合は妨害刺激の数に依存

して反応時間が増加し，直列的に処理されることが示唆

された（Aks＆Enm，！992も参照）。彼らはこの探索非対

称性は，「凹」が「凸」から「逸脱」した存有であるため

に生しると説明した。日常世界においては，「凸」形状が

数多く存在するために，「凸」は「標準」と認識され，逆

に「凹」は「逸脱」と認識される，というのが彼らの主

張である。しかしながら，「凸」が日常的であり「凹」が

非日常的という説は，彼らの結果を蝉に記述しているに

過ぎないので，この解釈には議論の余地がある

　Ramachandran（1988，1990，1992）の陰影知覚に関す

る示唆は，このような視覚探索課題のみにととまらな

かった。Ramachandran（1988）は，陰影知覚は雨避や仮

現運動にも負献ずることを示し，陰影晴服が視覚の比較

的初期の段階で処理されていることを実験的に証明した。

　彼の研究以降，様々な研究者が陰影知覚は低次の視覚

過程においてもなされていることを示してきた。

　ます，注目すべき事柄は，陰影知覚が重力軸ではな

く，網膜軸に従うことである（Howard　et　aL，1990）。これ

は，照明力向の判断は，重力方向を認知的に推測した結

果行われるものではなく，網膜に投影された像に基づい

てそiわれることを示唆している。彼らの結果は，

Wenderoth＆Hickey　q993）の実験結果からも支持されて

いる。またHoward・et・al（1990）は，網膜上の垂直軸から

1照男力向が60。すれると立体形状の判断が暖昧になるこ

とも示している。これは，視覚探索課題においてSymon～，

Cuddy＆Humphrey（2000）や，三浦・川畑（1999）が示

した結果とほほ一一貫しているG

　三alj・川畑（1999）は，目標刺激の照明方向と妨害刺

激の昭明プJ向を独立に変化させた刺激を用いて視覚探索

課題をイ］つた（Figure　3）。その結果，目標刺激と妨害刺

激の照明方向差か60。になると80％の割合で目標刺激と

妨害刺激の区別が可能となった。彼らはこの結果から，

一ヒ力光源の制約条件は，広い照明方向の範囲（±60。）に

おいて成立することを示した。また，その後の研究にお

いて、三浦・川畑（2000）は、照明方向の検出は、Fij＊IJ

激に含まれるエノシの力向検出によってなされることを

明らかにした。

　陰影知覚の低次知覚処理は，シンメトリー検出課題で

も百lI明されている。　Wendeioth＆Hickey（1993）は，陰影

刺激で構成されたシンメトリー図形を用いて実験を行

い，照明プ」向が．Lゐ光源の制約に従う際には，シンメト

リーの検出が促進されるが，Hl．J明力向が横方向に設定さ

れている条件においては，検出率はチャンスレヘル（50

％）にまて低トすることを示した。また，彼らの研究で

　　　繕滋・：’＼・：L：1　．1’・・’　　　勃論㌧／＜熱だ’匝面

Figure　2　Kleffner＆Ramachandran（1992）が用いた刺激を模した図。（左）目標刺激：「凹」，妨害刺激：「凸」，（右）

　　　目標刺激：「凸」，妨害刺傲：「凹」。左側の目標刺激は，妨害刺激の数に依存せず並列に探索され，一方，右側

　　　の目標刺激は，妨害刺激の数が増加すると探索にかかる時間がヒ昇する。
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Figure　3　三浦・川畑（1999）が用いた刺激を模した図。（左）目標刺激は，妨害刺激から15。それた照明方向を持つ

　　　　ているが検出は困難てある。（右）目標刺激は，妨害刺激から600それた照明方向を持っている。この条件

　　　　ては検出率はおよそ80％にまて上昇する。

は，刺激の皐示時間が制限（333ミリ秒）されていたの

で，眼球運動なしに，かつその奥行きを意識することな

くシンメトリーを知覚することが出来ると主張してい

る。しかしながら，彼らの研究においては，「凸」「凹」

どちらの要素がシンメトリー検出の主な要因であったか

は考慮していないので，更に検討の余地がある。

　陰影情報処理が視覚の初期段階において処理されてい

るという知見は，滑らかな輝度変化をもつ陰影（smooth

shading）のみではなく，立干体の3つの可視表面に施さ

れた不連続的な輝度変化の陰影手がかりにおいても見ら

れる。Enns＆Renslnk（1990）は，上部，および下部が明

るい立方体の2つを用い視覚探索課題を行った（Figure

4）。その結果，士部が明るい立方体を探索する際には，

妨害刺激が増えるに従って反応時間も一L昇したが，下部

が明るい立方体を探索する際には，妨害刺激の数に依存

せず，ほぼ一定の反応時間で検出された。すなわち，立

方体形状においても，探索非対称性が見られたのであ

る。彼らはこの結果を特徴逸脱度によって説明した。す

なわち，典型的な照明方向を持つ一ヒ部の明るい立方体は

いわば「標準」で，逆に非典型的な照明方向を持つ一卜部

の明るい立方体は，いわば「逸脱」であるために，探索

非対称性が生じたのである。

　Sun＆Perona（1997）は，　Enn～＆Rensmkと類似した刺

激を用いて，呈示時間を制限し，Enns＆Renslnkと同様の

〔画調 ［EilS

噸〔蜜

Figure　4　Enns　and　Renslnk（1990）が用いた刺激を模した図。（左）目標刺激は妨害刺激に比へ，「逸脱」した照明

　　　　方向を持っているために検出されやすい。（右）目標刺激は妨害刺激に比べ「標準」的な照明方向を持って

　　　　　いるために検出が難しい。
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結果を示した。彼らの実験では，刺激は130ミリ秒から

200ミリ秒でしか呈示されなかったものの，Enns＆
Rensinkと同様の非対称な結果を得た。彼らの結果から，

立方体に施された陰影情報も，滑らかな輝度変化の陰影

と同様に，視覚系の比較的早い段階で処理されているこ

とが推i’1則される　（Sun＆Perona，1996a）。

　しかしながら，Sun＆Perona（1996b）は立方体に施さ

れた陰影情報の知覚には文脈情報が影響することを示唆

している。彼らの研究では，ある部屋を模した画像内に

立方体が存在するような刺激布置をもつ刺激が用いられ

ている。検出課題において，立方体が床に接しているよ

うに知覚される条件での正答率は，これまでの研究結果

と変わらなかったが，立方体が天井に接しているように

描かれた条件における正答率は低下した。天井に接して

いる立方体においては，その上方に光源があると知覚す

るのは不自然なので光源の位置が曖昧になる。そのため

に，立方体の形状を認識するのに時間がかかるのに加

え，照明方向を決定するのにも時間がかかるために，反

応の精度が低下したのではないかと考えられる。

　陰影情報が視覚の低次過程で処理されるのは確かであ

るものの，文脈情報やその他の認知的要因によって変化

することもまた事実である。陰影知覚について解明する

ためには，高次知覚と低次知覚の複雑な交互作用を検討

する必要がある。

5．高次処理に基づいた陰影知覚

　陰影情報は，今でこそ重要な奥行き手がかりであるとみ

なされているが，心理学において本格的に研究が始まった

のは1980年代あたりからである。心理学者によって研究さ

れる以前の陰影研究は，主に芸術家達によってなされてき

た。特に，レオナルド・ダ・ピンチは，遠近法と同様に絵

画の原理の中に光と影の使用を積極的に導入し，それに

よって自然な立体を表現した（Boring，1942）。

　心理学における初期の研究においては，陰影情報のも

たらす立体情報は比較的曖昧であり，立体形状知覚は，

認知的要因もしくは眼球の運動によって変化するという

ことが強く主張されていた（Gregory，1966；Morris，

1996）。その代表例が有名なHollow－face錯視（Gregory、

1973）である。この錯視では，演劇で使うような仮面に

裏側から光を当てた際，実際は凹んでいる仮面が，通常

の顔のように膨らんで知覚される。この際，表の面に上

方から光を当てた際には，観察者は光源が上に位置して

いると知覚するが，裏の面に上方から光を当てた際には

観察者は，光源が下に位置していると錯覚してしまう。

これが膨らんだ顔の知覚を引き起こしているのではない

かと考えられている。また，このような知覚は，我々の

視覚系が膨らんだ対象を見ることを好むために，光源位

置をシフトさせているために生じるのではないか，とい

う主張もなされている（Hill＆Bruce，1993）。

　同様に，Berbaum，　Bever，＆Chung（1983）は，照明方

向についての認知的解釈および記憶が，実際の凹凸形状

に対する奥行きの判断を変化させると主張した。彼らの

実験では，観察者は実験が始まる前に光源の位置を知る

ことが出来た（光源は被験者の上部後方に位置してい

た）。観察者は，光源から光が直接あたる条件において

は，正確に立体形状を知覚できたが，光源からの光が鏡

によって反射させられることによって下から光があたる

条件では，光源が上方にあるというバイアスから，立体

形状を正確に把握することが出来なかった。この結果か

ら，Berbaum　et　al（1983）は，光源位置に関する認知的

な記憶が奥行きの判断を曖昧にしたと結論した。しか

し，彼らの実験結果は，3節で述べたように，陰影知覚

が重力軸ではなく，網膜方向軸に従うという知見
（Howard　et　aL，1990）によっても説明可能であることか

ら，更なる検討が必要である。

　また，Berbaum、　Bever．＆Chung（1984）は，一ヒで述べ

た研究を発展させ，立体形状の知覚が，周囲に存在する

キャストシャドウによって与えられる照明方向によって

変化することを示した。彼らの研究では，立体形状を周

囲の情報なしで判断する際には，上方に光源が存在する

と推測して立体形状が判断されたが，光源位置を表す

キャストシャドウの情報が明示的に与えられた際には，

立体形状の判断はキャストシャドウの示す光源位置に基

づくことが示された。これは，光源方向を「暗黙的」に

推測することによって，陰影情報に基づく形状復元がな

されることを示しており，高次の視覚過程によって立体

形状の知覚が変化させられることを示している。

6．左方光源の優位性

　陰影情報処理においては，左方光源の優位性が指摘さ

れている。Kanizsa（1979）の陰影のデモンストレーショ

ンにおいて，左から光があたったように描かれている

ヨーロッパ大陸の地図をさかさまにすると，それが大陸

であるという知識を持っているにもかかわらず，へこん

で見える。また，Sun＆Perona（1997）は，左から光が

あたっているように描かれた立体図形の方が，右から光

があたっているように描かれている立体図形に比べて立

体が復元しやすく，この左方光源の優位性が視覚の低次

過程に組み．込まれている可能性を示唆している。加え

て，Sun＆Perona（1996c）は，この左方光源の優位性

が，ルネサンス，バロック，および印象派の画家が描い

た絵画においても見られることを指摘している。彼らが

描く絵画においては，光源は左方の30。から60。付近に

位置しているように表現されているという。彼らは，こ

のような左方光源の優位性は生得的なものではなく経験

によって形成されるものであると主張している。Sun＆
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Perona（1996c）は，学校の教室において，学生が教師に

向かっている場合は，窓は左側に位置している場合が多

く，このような状況の中で育っていくにつれ，左方光源

の優位性が生まれてくるのではないか，と推測している。

　しかしながら，Cuddy　et　al（2000）は，視覚探索課題

を用いて，左方光源の優位性を否定した。彼らは，指標

として反応時間を指標として用いた研究の結果，探索結

果は照明方向ではなく，探索アイテムの立体に依存し

た。すなわち，照明力向に関わらす，「凹」と知覚される

アイテムの検出は早く，「凸」と知覚されるアイテムの検

出は時間がかかったのである。Cuddy　et　al．（2000）は，

Sun＆Perona（1996c）の結果との違いは，反応の指標の

差異によると考察している。Cuddy　et　a1の指標は反応時

間であったが，一一力，Sun＆Perona（1996c）の指標は

ターゲノト検出閾である量一時間およびISI（Inter－Stlmu－

lug　lnterval）であった。この違いが，差異を牛み出したの

た，とCuddy　et　alは主張している。しかしながら，両者

の差異が結果の違いを生み出すような理由になる根拠は

薄：く，他の要因の関与している可能性が考えられる。

　最近，Mamassian＆Goutcher（2001）は再び左方光源の

優位性についての研究を報告した。彼らは視覚探索課題

や検出課題では，純粋に左方光源の優位性を検討できな

いと主張し，より単純な図形（Flgure　5）を用いて，立体

の判断課題を行っている（Mamassian＆Landy，2001）。そ

の結果，左から光があたっているように知覚されている

面領域は手前に知覚され，逆に，右から光かあたってい

るように知覚される面領域は奥に知覚された。彼らは，

このような左力光源の優位件は，一一種の制約条件とし

て，我々の視覚システム内に組み込まれている可能性も

あると述べている。

　少なくとも，左h光源の優位性が存右．していることは確

かであろう。しかしながら，とうしてこの優位性が視覚探

索課題においては機能しないのかについては，はっきりと

した高及はなされておらす，今後の検討課題である。
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7．陰影知覚についての動物研究，および発達研究

　ここまで述べてきた陰影知覚は，すべて，人間の大人

の被験者についての研究であったが，他の動物において

も同様に成立するのだろうか。また，人間における陰影

知覚はどのように発達していくのだろうか。

　陰影知覚における発達の問題に最初に取り組んだのは，

Hess（1950）であった。　Hess（1950）は，ニワトリを

（1）上から光があたる環境，（2＞下からのみ光があたる

環境の2群で育て，陰影知覚が，生得的なものであるの

か，経験的なものであるのかを検討した。その結果，

（2）の環境において育てられたニワトリは，約7週目に

なると，下から光があたっているように描かれた餌をつい

ばむようになったという。彼は，この結果から，陰影の知

覚は経験的，および獲得的なものであると結論付けた。

　ところが，Hershberger（1970）は彼と異なった結，果を

発表した。彼らはHess（1950）とほぼ同様の条件で追試

を行った結果，Hessが示したような傾向は観察されず，

むしろ生得的な「上方光源の制約」が確認された。Hess

（1950）とHershberger（1970）の紀1果は，完全に食い

違っており，その真偽の判別はつかないが，その後の研

究は進んでいない。

　また，Tomonaga（1988）は，チンパンジーを使った陰

影知覚の実験において，面白い結果を報告している。彼

はチンパンジーにKleffner＆Ramachandran（！992）と同

様の視覚探索課題を行わせ，また，ヒトとの結果を比較

した。その結果，ヒトにおいては，垂直方向の陰影が施

された刺激，すなわち，上方光源の制約に従った刺激に

対する反応時間の方が，水平方向の陰影が施された刺激

に対する反応時間に比べ短くなるという従来と同様の結

果（Kleffner＆Ramachandran，1992；Cuddy　et　al．，　2000）を

得た。・一方，チンパンジーを用いた実験においては，ヒ

トとはまったく逆の結果，すなわち，水平方向の陰影が

施された刺激に対する反応時間の方が，垂直方向の陰影

が施された刺激に対する反応時間よりも短いという結果

を得た（Tomonaga，　2001）。これは，人間とチンパンジー

の陰影情報の処理の枠組みが異なっていることを端的に

表したものである。しかしながら，彼は，‘この結果が，

チンパンジーが立体を知覚していないために生じた結果

なのか，それとも，チンパンジーの陰影方向の参照軸が

水平方向にあるために起こる現象なのかは未解決である

と述べている。

　人間の陰影知覚の発達についても検討がなされてお

り，比較的高年齢の時期から，陰影知覚が成り立つ可能

性のあることが示唆されている。

　Benson＆Yonas（1973）は，3歳児から7歳児までの

幼児の陰影知覚について検討した。被験児は本試行に入

る前に，実験者が指示した実際の凹凸形状に触る練習を

行い，正しく触ることが出来た場合には，飴を報酬とし

て受けとった。本試行では，陰影を施された円の写真が

提示され，実験者が指示した形状に被験児は手を伸ばす

ことが求められた。その結果，3歳児から7歳児までの

幼児のほとんどがこの課題を達成することが出来た。こ

れは，この年代の幼児ではすでに陰影による形状復元が

可能であるということを示唆している。

　また，Granrud，Yonas＆Opland（1985）は，生後5ケ月

と7ヶ月の幼児が陰影によって立体を復元できるかどう

かを検討した。彼らは，幼児が凸形状に手を伸ばす傾向

があることを利用し，絵画の中に描かれた立体を陰影情

報のみで判別できるかどうかを検討した。その結果，生

後5ヶ月の幼児においては，凸形状と凹形状の選好は見

られなかったが，生後7ヶ月の幼児では，凸形状に触ろ

うとする傾向が見られた。彼らはこの結果をふまえ，陰

影から形状を復元する能力は，生後5ヶ月から7ヶ月の

問に発達するのではないか，と主張している。

8．陰影知覚の脳内基盤

　ここでは，陰影知覚における神経生理学的アプローチ

について述べる。陰影知覚についての脳内基盤は最近に

なって解明されつつあり，ニューラルネットワークなど

によるアプローチも見られる（Lehky＆Sejnowski、

1988）。もっとも陰影情幸艮に基づく立体感をつかさどる脳

内の部位は，研究者によって様々に主張されており，今

後のさらなる検討が必要である。

　Humphrey，　Symons，　Herbert，＆Goodale　（1996）は，一

酸化炭素中毒によって脳に障害を負った患者D。Eの陰影

知覚について調べた。Humphrey　et　al．は，　Figure　6のよう

な刺激をD．Eに提示し，中心領域を周辺領域から分離す

る分凝課題を行わせた。その結果，陰影が施された円刺

激に対するパフォーマンスは，脳に障害を持たない被験

者と変わらない成績であったが，明暗極性刺激および輝

度変化が不連続な陰影が施された立方体に対する成績

は，障害を持たない被験者に比べ，著しく低下した。彼

らはこれらの結果から，陰影知覚は単に輝度の極性につ

いて処理を行っているというわけではないと主張した。

すなわち，陰影情報の処理と明暗極性の処理は，神経生

理学的に分離したものである可能性を示したのである。

また，陰影の施された立方体に対する反応が悪かった結

果について，彼らは，D．Fの視覚的機能の中で，高空間

周波数成分への反応が鈍いために立体処理段階への入力

が出来なかったのではないか，と考えた。これらのこと

から，同じ陰影の処理についても，物理的特性によって

処理経路が異なることが実験的に示唆された。

　陰影知覚について，脳画像解析法を用いて調べた研究

もあるQHumphrey，　Goodale，　Bowen，　Gati，　Vilis，　Rutt，＆

Menon（1997）は，機能的磁気共鳴映像法（fMRI）を用
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いて陰影刺激を被験者に見せた際，脳のとの部位か盾動

ずるかを観察した。その結果，V1や，その周辺の低次な

領域に盾動か見られた。しかし，その幽幽は王に水平力

向の陰影に反応したものてあり，．ヒ方光源の制約を支持

するような垂直力向の陰影に対する反応は観察されな

かった。この結果についてHumphrey　et　alは，垂直方向

の陰影は，日常的てあるために，非日常的な水平方向の

陰影に比へ脳内の活動か減少するのてはないか，と考察

している。また，彼らは，将末的に史に高次領域との父

互竹用を検討するZ要かあることを指摘している。

　Hanazawa＆Komatgu（2001）らは，サルの大脳の視覚

細胞の発火を調へることにより，陰影i青報か処理される

部位について検討した。彼らは，陰影刺激をサルに呈示

し，V4の細胞の発大を観察した。その結果，車直方向の

陰影に反応する細胞およひ上部か明るい陰影，下部か明

るい陰影に選択的に反応する細胞とを発見した。上部お

よひ下部か明るい陰影か含んでいる周波数成分か等し

い。したがってこれらの細胞の発火は周波数を検出する

機構（Julesz，1981）ては説明てきない。つまり，これら

の細胞は輝度そのものの勾配に反陀していると考えられ

る。これは，直接的に陰影知覚に結ひつく重要な発見て

ある。また，Hanazawd＆Komat～u（2001）は，陰影の方

向に関しては，さりに低次の領域（V1，　V　2）て1Sti2か抽

出され，V4て統合されている可能目を小唆しており，こ

のような方向の抽出かHumphrey　et　dl（1997）研占果に現

れたのてはないか，と推測している。

　しかしながら，Connor（2001）は，　Hanazawa＆

komdtsu（2001）の結果について，いくつかの疑問占を挙
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Figure　6　Humphrey　et　al（1996）か用いた刺，敷を模した図。（a）は輝度勾配，（b）は立方体における昭明方向，（c）

　　　　　は円刺，敷の極1生の貞において周囲の領域と中心の領域か異なっている　患者DFは，（a）の領域は分離可

　　　　　能てあったか，（b）およひ（c）は不可能てあった
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げている。一つは，Hanazawa＆Komatsu（2001）らの刺

激は，これまで用いられてきた刺激と陰影情報に相違点

の見られることである。これまで用いられてきた刺激は

滑らかな明るさの勾配を持つ陰影刺激（例えば，Figure

1）であった。しかしながら，Hanazawa＆Komatsuが用い

た刺激は，明暗の極性をもつ円形のディスクをほかした

ものであった。もう一つは，これまで用いられてきた刺

激とHanazawa＆Komatsuが用いた刺激から得られる立体

感が異なっているということである。Connor（2001）は

さらに，Hanazawa＆Komatsuが用いた刺激において，上

が暗く，下が明るいディスクは，「上から光があたった

凹」というよりは，「下から光があたった凸」として知覚

されると指摘している。また，Hanazawa＆Komatsuらの

刺激は，キャストシャドウを持っているように知覚され

ることも同時に指摘している。

9．結 び

　ここまで述べてきた陰影情報処理に関する研究は，一ヒ

方光源の制約，および左方光源の優位性など，照明方向

に注目したものであった。また，このような照明方向に

依存した陰影知覚は，神経生理学的にも支持されつつあ

ることも述べてきた。

　しかし，これまでに得られた結果はあくまで理想的な

条件でのみ成り立つ現象を調べているに過ぎない。例え

ば，Ramachandran（ユ988）が用いた刺激は，面の反射率

がすべて等しく，かつ凹凸面を真正面から観察した場合

を想定しているため，我々が日常下で行っている陰影知

覚と一致するとは考えられない。

　陰影情報とその他の奥行き手がかりを組み合わせた場

合の知覚について検討の必要であり，実際にこれらを考

慮にいれた研究も行われている。例えば，Reiche1＆Todd

（1990）は，より複雑なパターンを用いて，上方光源の

制約のみでは説明できないような陰影知覚について述べ

ている。彼らは，陰影の知覚は遮蔽やその他のテクス

チャー手がかりとの関係によって決定されることを示唆

している（Curran、＆Johnston，1996a，　b，；Johnston＆Curran，

1996も参照）。加えて，Freeman（1994）は陰影の知覚に

は視点の影響が大きいことを示唆している（Mamasg．・ian＆

Landy、2001）。先に述べたようなキャストシャドウとの関

連（Allen，1999；Cavanagh＆Leclerc，1989；Mamasian，　Knill，

＆Kersten，1998）についても検討する必要があると考え

られる。

　陰影の知覚については，未だ検討不足の部分が存在す

る。最近の研究においては，主に低次知覚における陰影

処理に焦点があてられているために，高次知覚との関連

についていまだ不明な点が多く，検討しなければなちな

い。芸術面においても，どうして左方光源の優位性が見

られるのか，どうして左なのか，左方光源と右方光源と

の間にどのような差異が見られるのかを検討することも

必要であろう。

　我々は，光を利用して物体を見ることが出来る。そし

て，光があるところには必ず影が出来る。陰影の研究

は，まだ始まったばかりであるが，我々がものを見る限

り，陰影を処理することからは逃れられない。この観点

から，陰影情報処理について研究を重ねることは，視覚

系の機能的原理を解明するのに非常に重要であり，今後

の進展が望まれる。
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