
交わる感覚

私たちの脳は「見る」「聴く」「触

る」「嗅ぐ」「味わう」という，５つの

感覚を駆使して世界を理解しようとし

ています．これらの感覚は各々が独立

に働くわけではありません．その証拠

に，２つの感覚入力が同時に与えられ

た場合に，ある感覚への入力が他方の

感覚入力の感じ方を変えてしまうとい

う錯覚現象がたくさん報告されていま

す．それではどのような原理に基づい

て，感覚は相互に影響し合うのでしょ

うか．この問題は十分に解明されてい

るとはいえませんが，本稿では，視覚

と聴覚の２つの感覚に焦点を絞りつ

つ，感覚どうしが影響し合っているこ

と，つまり相互作用していること，を

示す錯覚現象を紹介します．そして，

感覚どうしの相互作用を支える脳の情

報処理原理について，「知覚的群化」を

キーワードに議論したいと思います．最

後に，感覚を統合する脳の情報処理原

理を解明することで可能になる応用的

側面について述べたいと思います．

時空間における視覚と聴覚

古い研究では，視覚は空間に，聴

覚は時間に特化した感覚であると考え

られてきました．最近では，時間・空

間にかかわらず，脳は精度の高い感覚

に重みをおいて世界を把握することが

分かっています．

視覚と聴覚が時間や空間を超えて相

互作用することを示す錯覚が注目を集

めています．例えば時間次元でも空間

次元でも，等間隔で移動するアニメー

ション（図１（a））に不均一なリズムの

音列（図１（b））を付加します．する

と，実際は等しい空間間隔で動いたア

ニメーションが，等しくない空間間隔

で動いたように感じられます（図１

（c））．この錯覚は視聴覚タウ効果と呼

ばれています（1）．

この効果は大人だけではなく生後

５～８カ月の乳幼児においても生じる

ことが分かっています（2）．赤ちゃんは

同じ対象を繰り返し見せられると，飽
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「聴いて見る」錯覚体験をツールとした，
脳の情報処理原理の追求

脳は視覚や聴覚といった異なる感覚の情報を巧みに統合することで，世界
の有様を理解しています．本稿では「聴くこと」が「見ること」を変えてし
まう錯覚を紹介しながら，その錯覚の根底にある脳の情報処理原理を紹介し
ます．さらにそれを踏まえ，技術的応用への展望を述べます．

か わ べ たかひろ
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図１　視聴覚タウ効果 

時空間的に等間隔で移動するアニメーション（a）にタイミングのずれた音（b）を加えると，アニメーションの時空間間隔が変わって
見える（c）．この現象は聴覚信号の時間近接性に基づく群化が，視覚信号の群化に変化を引き起こすために生じると考えられる（d）． 
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きがきてその対象をあまり見なくなる

性質があります．この研究では，大人

には錯覚の起こることが分かっている

映像を赤ちゃんに繰り返し見せました．

その後で，錯覚と関係のあるパターン

と関係のないパターンを同時に提示し，

赤ちゃんがどちらを長く見たかを測定

しました．すると，赤ちゃんは錯覚と

関係のないパターンを長く見ました．

つまり，赤ちゃんでも錯覚が生じてい

たことを示しています．これらの結果

は，視聴覚タウ効果に関係する視覚と

聴覚の相互作用は，知識に関係する

レベルではなく，脳の情報処理段階で

もより早い段階に存在する処理に依拠

することを意味しています．

感覚をまたぐ知覚的群化

当初視聴覚タウ効果の原因は，脳

の中で「見た目」の時間間隔の長さが

音によって変えられてしまうことだと考

えられていました．一方で，主観的体

験と対応した時間情報が脳の中で表現

されていることを示す直接的な証拠は

まだ誰も示していません．そのため現

時点では，脳での時間表現が変化して

いること以外の説明を提案するほうが

適切であると考えています．

私たちは，「知覚的群化」が視聴覚

タウ効果を説明する有望な要因ではな

いかと考えています．知覚的群化とは，

時間や空間において近い情報どうし

や，属性の類似している情報どうしを

１つのグループとして処理する脳の仕

組みのことをいいます．

図１（b）のように，最初の２つの音

を時間的に近いタイミングで鳴らすと，

その２つの音は１つのグループとして

処理され，３番目の音はそのグループ

には入らないように感じられます．こ

のような音の知覚的群化が，映像の知

覚的群化にも影響すると考えられます

（図１（d））．ほかのグループに入ってい

る情報に比べて，同じグループに入っ

ている情報は近くにあるように判断さ

れます（3）．つまり音のまとまり方に

よって映像のまとまり方も変化し，そ

の結果として時空間的な近さの判断に

変容が生じることで視聴覚タウ効果が

生じると考えられます．

音は動きの見え方を変える

視野の左右にフラッシュを交互に表

示すると，私たちはフラッシュが左右

に動いているように感じます．この錯

覚を仮現運動と呼びます（図２（a））．

私たちはTVなどの映像上で対象の動

きを感じます．これは仮現運動が生じ

ているためです．この仮現運動を表示

している間，図２（b）のようなタイミン

グで音を鳴らすと，フラッシュが右方

向にだけ動いて見えます．

音によって動きの見え方が変わるこ

の錯覚を発見した研究者は，脳の中で

フラッシュのタイミングが音のタイミン

グに引き寄せられて表現されるために

片方の動きの方向が知覚されやすくな

ると主張しています（4）．一方で，私た

ちの研究グループでは，この現象も知

覚的群化で説明可能であると考えてい

ます（5）．図２（d）のように，時間的に

近い音どうしでグループ（黄色点線）

が形成されると，時間的に近くに提示

された視覚情報もグループとして処理

されます．そしてそのグループ内の動

きの方向が優勢に知覚される現象こそ

が，この錯覚そのものではないかと考

えています．

音は行動と効果の因果関係を

変える

私たちが日常コンピュータを使う際，

ボタンを押すと画面に何かが「因果的

に」表示されることを当然のように経

験しています．そこでは，「自分がボタ

ンを押すことで画面に何か表示された」

という主観的な因果性を私たちは感じ

ています．面白いことに，この因果性

の印象は脳がつくり出した錯覚なの

です．

私たちは，音を鳴らすタイミングを

工夫することで，この因果性が低下す

ることを発見しました（6）．具体的には，

ボタン押し，および画面表示の両方と

同期するように音を鳴らすと，ボタン

押しと画面表示との間の因果性が低く

見積もられることが分かりました．

この現象についても，我々は知覚的

群化を中心とした説明が可能ではない

かと考えています．音が鳴らない場合

（図３（a））には，ボタン押しと画面表

示とが１つのまとまりとして処理され

ます．その結果として遅延の判断が鈍

くなり，因果性も維持されるのではな

いかと考えています．その一方で，音
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図３　ボタン押しと画面表示との因果性を変化させる音 

（a）のように音が鳴らない場合には観察者はボタン押しと画面表示との間に高い因果性を感じるが，（b）のようにボタン押しと画面
表示との両方に音が付加される場合には因果性を低く感じる．これはボタン押しと最初の音，画面表示と２番目の音が知覚的に
まとまることで，ボタン押しと画面表示との群化が阻害されることが原因であると考えられる（c）． 
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図２　音による仮現運動方向の見え方の変化 

画面左右に交互に表示されるフラッシュ（a）にタイミングのずれた音（b）を加えると，片方の運動方向のみが感じられる（c）．音の時
間近接性に基づく群化が，フラッシュの群化に影響し，片方の運動方向が優勢に知覚されると考えられる（d）． 
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が鳴る場合（図３（b））には，最初の

音とボタン押しが１つのグループとし

て，２番目の音と画面表示がもう１つ

のグループとして処理されます．ボタ

ン押しと画面表示が異なるグループに

入ることから，遅延の判断が容易にな

り，結果的に因果性が低下すると考え

ています．

これまで因果性の判断のメカニズム

については異なる説明がなされてきま

した．その説明によると，自分の起こ

した行動がどのような結果を世界に生

じさせるかを脳があらかじめ予測する

ことが想定されています．そして，そ

の予測と実際の結果との整合性が高

い場合，因果性が高く見積もられる，

という説明モデルが提案されてきま

した（7）．

我々の結果は，予測と結果の整合

性だけではなく，行動後に入力される

情報の知覚的群化が因果性判断に影

響することを示しています．研究を続

けることで，因果性判断にかかわるメ

カニズムのさらなる解明に寄与するも

のと思われます．

今後の展開

このように私たちの研究グループで

は，異なる感覚に与えられた信号が脳

内でどのように統合されるか，という

問題の解明を目指しています．感覚統

合を支える情報処理原理が明らかにな

れば，いろいろなインタフェースへの

応用が可能だと考えています．具体的

には，映像に音を足すことで映像の

微細な表現を調節することが可能にな

ります．ワンセグや拡張現実で提示さ

れる映像情報の時間精度は悪く，表示

される映像も滑らかではない場合があ

ります．このような時間精度の悪い映

像情報に音を加えることで，映像の滑

らかさを高めたり，動きの印象を変化

させたりすることが可能になります．

また，音を使った因果性のコント

ロールも実現するかもしれません．自

分の行動に因果的につながっている情

報がどれかを認識するには，自分の行

動とは関係のない情報を行動と結び付

けないようにしなくてはなりません．本

稿で紹介したように，音を加えること

で，自分の行動と関係の薄い情報と

自分の行動とを知覚的に切り離すこと

ができます．つまり，音を足すことで

インタフェースの有用性を高めること

が可能になると考えられます．脳の情

報処理原理を理解することで，脳の，

ひいては人間の機能の延長上にある技

術の開発に貢献することを私たちは目

指しています．
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河邉 隆寛

人間が有する５つの感覚，その感覚の特
性を精緻に研究し，その成果を次世代の情
報通信技術に活かしていきたいと思います．
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