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「見る・見せる」技術の最先端

知覚意識を支える脳情報処理

眼を開くと周囲の光景が見えます．

それは単に網膜のセンサが光に反応し

て，その信号が刻々と脳に伝えられた

からだけではありません．映像が私た

ちの意識に上るのは，さまざまな情報

をまとめ上げ不要な情報を捨てた結果

です．脳は究極の画像圧縮装置といえ

ます．

この意識下の情報処理の第一段階，

つまり光の集まりに過ぎない映像を符

号化し分析する仕組みは，ここ数十年

の研究で徐々に明らかになっています．

その成果の一部は現在の画像技術にも

応用されています（1）．しかしその後の

段階，つまり分析結果が統合されて１

つの意識的な知覚に至る仕組みは謎の

ままです．この段階でも相当な情報の

縮約が行われていると考えられますが，

いったいどのような情報が何を基準に

選択され意識に上るかすら現在の科学

では分かっていません．見ている人の

注意こそが基準だと主張する人もいま

すが，映像そのものの中に基準がある

可能性もあります（2）,（3）．

私たちは最近の研究で，映像に含

まれる時間的な変化についての情報が，

ある瞬間に何が意識に上るかを決定付

ける強力な基準になっていることを見

出しつつあります．そのきっかけと

なったのは，私たちが新たに発見した

２つの錯視です（4）,（5）．これらは研究

所内の著者のホームページでも体験で

きますが（6），本稿ではそれらを紹介し

ながら，変化信号が意識的な知覚に及

ぼす役割を述べます．

変化は意識的知覚の必須条件

私たちが普段見ている映像は変化に

満ちています．こうした変化について

の情報は，私たちが外界の「変化」や

「動き」を知覚するために役立つと考

えられますが，実はそれだけではありま

せん．変化の情報はそもそも，何かが

「見える」という意識体験にとって必

須なのです．

何もないまっさらな背景に，明暗の

濃い（コントラストの強い）図形が

ゆっくりと現れるとします．通常の状

態では，その図形はとてもはっきり見

えます．ところが，あらかじめパタパタ

と動くパタンを20秒ほど観察した後に

図形が現れると，今度は図形が全く見

えなくなってしまいます．どんなにコン

トラストを強くしてもダメです．ただパ

タパタする刺激をしばらく見ただけな

のに，正常な視力を持つ人々がしば

らくの間一種の盲状態に陥ってしまい

ます（4）（図１）．

強い刺激に長時間さらされると光や

色への感度がいくらか低下するのはご

存じだと思います．順応と呼ばれる効

変化のシグナルが知覚の扉を叩く
――錯視が明らかにする脳の情報選択戦略

脳は映像に含まれる膨大な情報を処理しますが，私たちが意識的に「見る」
のはそのごく一部です．我々が発見した新錯視は，映像に含まれる変化の信
号が意識的な視覚体験の鍵であることを示しています．
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図１　順応誘発盲錯視 



「見る・見せる」技術の最先端

NTT技術ジャーナル 2010.924

果です．しかし，ここで図形が見えな

くなったのは，眼や脳の初期段階の

視覚センサが順応によって反応しなく

なったせいではありません．意識下で

は図形の形や色がちゃんと分析されて

いるという証拠があるからです（図

２）．垂直のパターンを少し傾いた縞

模様で囲むと逆方向に傾いて見えると

いう現象があります．私たちは，この

「方位の対比効果」が，順応によって

周囲の縞模様が見えない状態でも起こ

ることを見出しました．もしセンサが

周囲の縞模様に反応しなくなったせい

で見えないのだとしたら，対比効果は

起こらないはずです．この「順応誘発

盲」錯視はただの順応効果ではありま

せん．初期段階では刺激をきちんと分

析しているのに，その分析結果が意識

に上らなくなる現象なのです．

なぜこのようなことが起こるのでしょ

うか．順応誘発盲は，静止画像を

じっと見た後や，ターゲットの図形が

突然現れる場合には起こりません．こ

のことから私たちは，初期段階で分析

された視覚情報は変化の信号なしには

意識に上らない，という仮説を提案し

ています（図３）．

脳のどこかに，意識下で処理された

視覚情報を意識に上らせるかどうかを

決めているゲート（関門）のような働

きをするメカニズムがあり，それを開く

には変化の信号が必要だと考えると，

錯視が起こる理由を簡単に説明できま

す．通常の状態では，ゆっくりした刺

激もある程度の変化信号を含んでいる

ので，ゲートが開き図形は意識に上り

ます．ところがダイナミックな刺激に

順応して変化に対する感度がいくらか

でも下がってしまうと，ゆっくりと現

れる図形は，たとえ意識下で形や色が

分析されたとしても，ゲートを開くの

に十分な変化信号を生まないために意

識に上らないというわけです．刺激画

像に含まれる変化の情報は，単に映像

の変化や運動を認識するためだけでな

く，刺激そのものが意識的に見えるか

どうかを決める基準となっていると考

えられます．

このゲート回路は極めて単純なもの

ですが，過去に報告されてきた「見え

る」「見えない」にかかわるさまざまな

現象の説明（7）とも高い整合性を持っ

ています．特に興味深いのは，位置や

タイミングの処理にかかわる頭頂部の

脳の領野に損傷を受けると，視野の一

部で刺激が視界から完全に消えてしま

う「消去」という現象が起こることで

す（8）．いくつかの研究で，見えなく

なった刺激は意識下で処理されている

ことが確認されています（9）．この現象

は順応誘発盲とそっくりです．ゲート

機構は頭頂部にあり，後頭部や側頭

部で処理された情報が意識に上るかど

うかをコントロールしているのかもしれ

ません．私たちは現在，いくつかの方

法を用いて，この生理学的基盤を解明

しようとしています．

変化信号が知覚内容を決める

過渡的な変化の信号が持つ別の重

要な役割を示す錯視があります（5）（図

４）．ある大きな面の色が緑から赤へ

と１秒ほどの間に滑らかに変化すると

します．普通に観察すれば色の変化が

明瞭に知覚されます．ところが，変化

の途中に輪郭線を突然表示すると，そ

の輪郭で囲まれた領域だけ変化が0.2

秒ほど完全に止まって見えます．周り

の色はちゃんと変わって見えるため，輪

郭の内と外では色が違って見えます．

同じことは色だけでなくパタンの形や

サイズなどさまざまな特徴で起こりま

す．例えば回転する縞模様の中に輪郭

図形を表示すると，図形の中の縞模様

はある方向で止まって見えます．輪郭

の出現という強い変化の情報によって，

実際には変化している色やテクスチャ

の情報がある時点のものに固定されて

知覚されるわけです．

脳はビデオカメラと違って入力され
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た画像を刻々と表現しているわけでは

ありません．実は，パタンや色といっ

た情報は脳の中でばらばらなタイミン

グで表現されています．この「フリー

ジング」錯視は，顕著な変化の信号

が，ばらばらの情報を統合して一貫し

たものや出来事の知覚をもたらす，同

期信号のような役割を果たすことを示

唆しています．順応誘発盲のところで

紹介したゲート・メカニズム（図３）

を参照すると，ゲートを開くごとに，

特定の時間範囲での形や色の情報を

知覚的に同時のものとして統合して意

識に上らせていると考えることができ

ます．フリージング錯視が安定して起

こる0.2秒間というのは，その「知覚

的な同時」の範囲を意味しているのか

もしれません．

サリエンシーに基づく視覚表現

日常生活でも，光景の中に突然現

れる変化は格別に目立ちやすく，ほと

んど自動的に注意を引きつけます．逆

に，じっとしたものやゆっくりとしたも

のは目立たず，意図的に注意を向けな

いと見落としがちです．注意の研究で

は，目立ちやすさのことを「サリエン

シー」と呼び，それを静止画や動画か

らどのように算出するかが盛んに研究

されています（10）．

本稿で紹介した２つの錯視は，サリ

エンシーがすでに見えている多くのもの

の中の１つに注意を向けるためだけで

なく，もっと感覚的な「見える」とい

う体験そのものを決定付ける要素であ

ることを示しています．知覚の有無や

内容が変化信号のもたらすサリエン

シーの強さやタイミングによって大きく

変わるからです．

今回の研究結果から，初期段階以

降の視覚情報の表現について１つのヒ

ントが得られます．脳は，色やパタン

や動きといった内容に関する情報は時

間的にも空間的にもゆったりと表現し

ていて，それを別の経路で抽出された

サリエンシーの信号から参照し統合す

ることで，あたかも時空間的に連続し

た視覚世界をつくり出しているのかも

しれません．これを逆に考えると，サ

リエンシーの位置やタイミングをきちん

と特定できていれば，動画の色やパタ

ンや動きのデータを今よりもずっと少

ないコマ数で伝送できるという可能性

もみえてきます．
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意識下で進む脳の知覚情報処理メカニズ
ムには私たちの世界観の基盤やコミュニ
ケーションの原理が隠れていると考えてい
ます．それをつかむことを目指して日々研
究を進めています．
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図４　フリージング錯視 


