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コミュニケーション科学の新展開

は じ め に

私たちは，目の前にある物体が何で
あるかを簡単に認識することができま
す（物体認識）．それに加えて，その
物体がどのような素材でできているか
についても瞬時に認識することができ
ます（質感認識）．10年ほど前の視覚
科学分野では物体認識が盛んに研究さ
れており，多くの学術的知見が生み出
されました．しかし，その一方で質感
認識はあまり注目されていなかったた
め，脳がどのように物体の質感を認識
しているのか，という問題はよく分
かっていませんでした（1）．最近になっ
て視覚科学やコンピュータグラフィッ
クス（CG），コンピュータビジョンな
ど多くの分野で質感認識が精力的に研
究されはじめ，質感認識を支える映像
情報や視覚メカニズム，計算アルゴリ
ズムなどが解明され続けています（２）．

過去の質感認識研究は，形状が時間
とともに変化しない物体の質感を主に
取り扱ってきました．その一方で，私
たちの身の周りには，水，煙，炎など，
決まった形を持たない素材も多く存在
します．このような形を持たない素材

（非剛体素材）を脳がどのように認識
しているのか，という問題は未解明の

重要な問題として残っていました．本
研究では，非剛体素材の中でも，液体
に注目して研究を進めることにしまし
た．本稿ではまず，科学的見地から質
感認識を調べた研究を紹介し，その後，
科学的知見を活かした質感操作の可能
性について議論します．

液体粘性の認識

私たちは，研究の第一歩として，液
体の代表的な物理特性である粘性に焦
点を当てることにしました．例えば温
度が２0 ℃の場合，蜂蜜の粘性の度合
い（粘度）は水の粘度より高いのです
が，粘度を物理的に測定せずとも，私
たちはそれらを見ただけで，蜂蜜のほ
うが水よりも粘性が高いということが
分かります．つまり，脳は目に入って
きた情報（映像情報）だけからでも液
体の粘性を認識しているようです．

では，どのような映像情報を用いて
脳は液体の粘性を識別しているので
しょうか．例えば私たちは，新聞広告
などの写真の蜂蜜や水などの液体の粘
性の違いを見分けることができます．
つまり，静止した映像情報からも粘性
を認識することができるのです．一方
で，目の前で蜂蜜が流れていく様子を
見ると，写真で見るのとは違った流動

の印象を持ちます．このような体験も
踏まえつつ，私たちが考えたこととし
ては，静止した映像情報のみならず，
動的な映像情報も利用しながら脳は液
体の粘性を認識しているのではないか
ということでした．この考えに基づき，
本研究では映像中の動きの情報が粘
性の認識に与える影響について調べま
した（3）．

研究を進めるにあたり，まず液体が
流動するシーンを収めた映像が必要で
した．そのため，まず流体力学に基づ
いて液体流動のシミュレーションを
行いました（図 １（a））．その際，液体
の動粘性係数＊ 1 を操作しました．そ
の後，CG技術を用いてシミュレー
ションした液体流動を映像化しまし
た．そこから，映像中の画素の動きの
情報であるオプティカルフローフィー
ルド＊ ２を計算しました（図 1（b））．そ
して，計算したオプティカルフロー
フィールドを使い，視覚科学でよく用
いられてきたノイズ刺激が運動する映
像（ノイズ運動映像）を作成しました

（図 1（c））．ノイズ運動映像では，元の

視　覚 質　感 液　体

＊1	 動粘性係数：物質の粘りの度合いを示す指
標で，絶対粘度を密度で割ったもの．

＊2	 オプティカルフローフィールド：映像中の
画素が異なるフレーム間でどの程度移動し
たかの指標．

質感認識の科学と制御
──液体質感をもたらす映像中の動き情報の探求
目の前の物体を見たとき，私たちはその物体を構成する素材の柔らかさ
や輝き，重さなどの質感を感じ取ることができます．では，脳はどのよう
な画像情報に基づいて物体の質感を認識しているのでしょうか．NTTコ
ミュニケーション科学基礎研究所では，映像中の動きの特徴量から人間が
液体の粘性や透明感といった質感を認識することを発見しました．また，
その特徴量を操作することで，映像中の液体質感を操作することのできる
技術を提案しましたので紹介します．
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映像に含まれる静止した映像情報がす
べて取り除かれています．そのため，
ノイズ運動映像を用いることで，映像
に含まれる動きの情報の効果を調べる
のに大変有効であると考えました．ノ
イズ運動映像を実験参加者に提示し，
その映像に含まれる流動液体の粘性を
評定させました．すると，ノイズ刺激
では一切の静止した映像情報が取り除
かれているにもかかわらず，実験参加
者は液体の粘性を高い精度で判断する
ことができました．つまり，人間は動
きのみからでも液体の粘性を判断でき
るということが分かりました．また，
ノイズ運動映像に含まれるノイズの動
きの速さを遅くしたり速くしたりする
と，感じられる粘性が強くなったり弱
くなったりすることが分かりました．
つまり映像中の速さの情報を利用し
て，脳は液体の粘性を判断していると
考えられます．

液体らしさの認識

映像中の動きの速さによって液体の

粘性を判断していると述べましたが，
私たちはゆっくり動く物体すべてに粘
性を感じるわけではありません．そこ
で，動きが持つ情報のうち，速さ以外
の情報を用いて，脳は動きの液体らし
さを認識しているのではないか，と考
えました．先に紹介したノイズ運動映
像では，15×15のノイズ運動のパッチ
がマトリックス状に並んでいたのです
が，パッチの位置をランダムに入れ替
えると，液体の印象が大きく損なわれ
ることが分かりました（図 ２ ）．そして，
この条件下では運動ベクトルの離散ラ
プラシアン＊ 3 という統計量が高くな
ることが分かりました．そこで本研究
では，運動ベクトルの離散ラプラシア
ンを操作したときに，液体らしさの印
象がどのように変動するかを観察しま
した．その結果，液体らしさの印象評
定値と運動ベクトルの離散ラプラシア
ンとの間に高い負の相関がみられまし
た (r＝−0.65)．また，離散ラプラシ
アンが高いノイズ運動映像では，粘性
の判断が難しくなることも分かりまし

た．運動ベクトルの離散ラプラシアン
が低いと，映像中の動きは空間的に滑
らかに感じられます．つまり脳は，映
像に含まれる動きの滑らかさを吟味し
つつ，動きの速さも考慮に入れながら，
液体の粘性を認識しているのです．

透明な液体の認識

これらの研究では，映像中の不透明
な液体流動が持つ動きの情報が，液体
印象や粘性の印象をもたらすことを示
してきました．一方で，多くの液体は
透明です．透明な液体も不透明な液体
と同様にその表面で光を反射しますの
で（図 ３（a）），両者が同じように流動
した場合，部分的には等質な動きの情
報を映像中に生成すると思われます．
また，透明な液体は光の一部をその内
部に取り込みます．取り込まれた光は
液体底面において反射しますが，液体

図 1 　CG映像から画像の動き情報を抽出し，ノイズ刺激を作成する過程

（a）　液体の流れを
　　シミュレーション

（b）　オプティカルフロー
　　フィールドを計算

（c）　ノイズ運動映像を作成

ノイズの動きを見るだけで
液体の流れだと認識できる！

＊3	 離散ラプラシアン：映像中のある画素（中
央画素）の値と，上下両隣の画素との差分
をとった値を重み付けして加算して計算さ
れる値．
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表面から空気に抜ける際に屈折が生
じ，その方向を変えます（図 3（a））．
屈折が起こると，液体波面の形状に応
じて液体底面シーンが変形します（図
3（b））．液体が流動すると，液体波面
が変形しますので，結果的に液体底
面シーンの変形が動的に生じますが，
そのシーンの変形は，液体表面で反射
する光が生成する動きとは異なるパ
ターンの動きの情報を映像中に生成し

ます．
本研究では，液体底面シーンがもた

らす動的変形が液体認識に影響するか
どうかを調べました（4）．まず液体流動
をシミュレーションし，その後水と同
じ屈折率を持つ透明液体の映像を作成
しました．その際，液体底面シーンが
もたらす動的変形の純粋な効果を調べ
るため，液体表面で反射する光を映像
から取り除きました．

このように作成したシミュレーショ
ン映像を実験参加者に観察させ，同時
に透明液体印象を評定してもらいまし
た．その結果，表面で反射する光の動
きがなくとも，液体底面シーンの動的
変形のみから実験参加者は透明液体印
象を持つことが分かりました（図 ４

（a））．その一方で，シミュレーション
映像から 1 枚の映像フレームだけを取
り出して実験参加者に提示しても，彼
らはごく弱い透明液体印象だけしか報
告しませんでした（図 4（a））．この実
験結果は，液体底面シーンの変形から
液体を認識するためには，映像中の動
的な変形情報が必要であるということ
を示しています．次に，各映像フレー
ム間に100 msの時間間隔を挿入した
映像を観察してもらいました．映像中
に時間間隔を挿入すると，視覚情報処
理の中でも比較的初期に存在する運動
検出器が働きにくくなることが知られ
ています（5）．実験参加者は100 msのイ
ンターバルの挿入された映像を観察し
た際には弱い透明液体印象のみを報告

図 3 　屈折とそれによる画像の変形

（a）　屈折の説明 （b）　屈折による画像の変形

オリジナル画像

液体表面

液体底面シーン

表面での反射

屈折

透明液体によって
歪んだ画像

図 2 　動きの空間パターンと液体印象との関連

滑らかな運動成分

液体に見えやすい

滑らかでない運動成分

液体に見えにくい
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しました（図 4（a））．つまり，初期の
運動検出が何らかのかたちで透明液体
知覚に関与しているようです．最後に，
シミュレーション映像の映像フレーム
をランダムに並び替えた映像を作成
し，それを実験参加者に観察してもら
いました．すると驚いたことに，映像
フレームの順序を入れ替えても，元の
映像とほぼ同程度の透明液体印象を報
告しました（図 4（a））．

最後の実験結果は，ランダムな動的
形状変化であっても，何らかの条件を
満たせば人間はそこに透明液体を認識
する可能性を提示しています．映像を
解析したところ，運動ベクトルの時空
間周波数＊ 4 という映像特徴が決め手
になるのではないかと考え，この映像
特徴を操作した実験を行いました．運
動ベクトルの時空間周波数の部分的な
帯域を含んだ変形映像を画像処理で作

成しました．それを実験参加者に提示
し，透明液体に見えるかどうかを尋ね
ました．その結果，透明液体を認識す
るために決定的な運動ベクトルの時空
間周波数の帯域をつきとめました．具
体的には，図 4（b）における黄色で塗
られた時空間周波数帯域における振幅
スペクトル成分の有無が，透明液体報
告の有無と有意に相関していました．
これらの結果から，脳は液体底面シー
ンの動的変形に存在する運動ベクトル
の時空間周波数情報を利用して，透明
液体を認識しているということが分か
りました．

質感の操作と今後の展望

ここまでは，脳が液体を認識すると
きにどのような映像情報を利用してい
るのか，という問題について科学的に
取り組んだ研究事例をいくつか紹介し

てきました．最後に，科学的に解明さ
れた質感認識の特性を逆にうまく利
用することで，映像や印刷物の質感
を容易に操作することのできる技術に
ついて紹介します．映像中の動きの速
さに基づいて脳が液体の粘性を判断し
ている例を紹介しましたが，この脳の
特性を踏まえ，時間周波数成分を操作
することで，映像に含まれる液体の粘
性を操作できることが分かりました．
具体的には，映像中の高時間周波数成
分の振幅を減衰させることで，液体の
見かけの粘性を高くすることができま
す（6）．また，前述した透明液体認識に
関する知見を利用することで，撮影さ
れた映像が透明な液体流動の向こう側

図 4 　CG映像を用いた各実験結果

（a）　CG映像を用いた透明液体印象評定実験の結果

透明液体印象評定値

N＝8（Bars: ±1 SEM）

N＝11（n＝6600）
64

（cpi）

32

16

8

4

2

1

0

8.23 0.2

0.15

0.1

0.05

0

－0.2

－0.15

－0.1

－0.05

（cpd）

4.12

2.06

1.03

0.51

0.26

0.13

0
0 1 2 3 5 10 15 （Hz）

シミュレーション映像

静止フレームのみ

運
動
ベ
ク
ト
ル
の
空
間
周
波
数

運
動
ベ
ク
ト
ル
の
空
間
周
波
数

相
関
係
数100 msの時間間隔を

挿入した画像

フレーム順序を
ランダムにした映像

1 2 3 4 5

（b）　変形の時空間周波数を操作した実験結果

運動ベクトルの時間周波数 (*：p＜0.05)

＊4	 通常は映像中の画素値の時空間周波数を問
題にするが，ここでは運動ベクトル（画素
の移動量）の時空間分布の時空間周波数に
ついて3次元フーリエ変換を用いて算出．
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にあるような効果を与えることができ
ます（図 ５ ）．

最近，透明液体知覚の研究成果に基
づき，拡張現実場面での新しい情報提
示手法を提案しました．透明液体を見
たとき，私たちは透明な液体層と背後
の静止したシーンを分けて認識してい
ます．NTTコミュニケーション科学
基礎研究所では，この ２ つの認識に対
応する映像情報を分離することを目指
しています．現在，流動する透明液体
映像を 3 次元フーリエ変換＊ 5 するこ
とで得られる運動成分が透明液体の認
識に対応し，同時に得られる静止

（DC）成分が静止したシーンの認識に

対応するのではないかと仮説を立てて
います．本研究ではこの仮説を逆手に
とり，静止したシーンを印刷物として
提示しつつ，ビデオプロジェクタを用
いて運動成分を静止シーンに重ねて投
影することで，あたかも印刷物の前に
液体が存在するかのような印象を与え
られる技術を提案しました．この投影
技術を用いることで，壁や床面などの
質感を操作することもできますし，静
止媒体における広告表現に動きを与
え，新しいかたちの広告を考案するこ
ともできるかもしれません．

質感認識を支える脳情報処理の解明
を行いつつ，その研究成果を映像操作
技術へ応用することにより，脳の仕組
みの理解に根ざし，視覚的にリアルな
質感映像を伝達できる情報提示技術の
実現を目指して，さらに研究を深化さ

せていきたいと思います．
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図 5 　光投影により，写真や絵画などに描かれた
物体を変形させる技術の概要図　　

投影パターン

写真や絵画を動きの情報を投影して変形しているように見せることで，
液体の中にあるように錯覚させることができます

液体

写真・絵画写真・絵画

＊5	 3 次元フーリエ変換：時空間に分布する運
動ベクトルについて，時間（1次元）と空
間（ 2次元）の 3次元で行ったフーリエ変
換のこと．

（左から） 西田  眞也/ 河邉  隆寛/  
 丸谷  和史/ 澤山  正貴

私たちは質感の認識を支える脳の仕組み
を研究しています．この仕組みを深く理解
し，逆にその仕組みを巧みに利用すること
で，心理的にリアルな質感映像を伝達する
情報提示技術の実現を目指しています．
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