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Ⅰ．知覚心理学

参考文献

鈴木光太郎 錯覚のワンダーランド 関東出版会

シェパード 視覚のトリック 新曜社

下條信輔 視覚の冒険 産業図書

松田隆夫 視知覚 培風館

（０）知覚とは

・知覚の重要性

知覚系

人は，眼（視覚）・耳（聴覚）・鼻（嗅覚）・舌（味覚）・皮膚（触覚）などの感

覚器を通して外界の情報を摂取する．その中から自らの行動を遂行するのに必要な

外界の情報だけを抽出し，外界の表象を再構成する．

この過程を知覚系と呼ぶ．この情報を元にして個別の知識に基づいた対象の同定

がなされ，対象や事象に関する情報が認知系に記憶される．

→外界の情報なしに人は広い意味の行動（思考・感情を含む）することはできない

→心の働きを理解するためには重要

・錯視の例

ミュラー・リヤーの錯視

● ●

立体視 主観的輪郭

不可能図形
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（１）知覚の一般的特徴

☆知覚の基本的テーゼ：生体にとって重要な差の検出

①相対弁別閾と絶対閾

＜事例＞ 重さを感じられるか？

目をつぶって，空のビニール袋を持って，そこに硬貨を 1 枚入れてもらおう．重

くなったと感じるはずである．今度は 100 枚ほど硬貨が入っているビニール袋に，

硬貨 1枚足してもらおう．重くなったとは感じないはずである．

・絶対閾

外界に物理 /化学的エネルギーがあっても，それが感じられるようになるには，あ

る一定量以上の刺激が必要となる．この感覚を生じさせる最小の刺激強度．

・相対弁別閾＝重要 ← 差のないところには何もない

強度の異なる２つの刺激があるとき，その違いを感じることができる最小の刺激強

度差を指す ＝重要 ← 差のないところには何もない

☆ウェーバーの法則

重さの相対弁別閾が，最初に存在している重さ（弁別の基準となる標準刺激）

によって異なる．この標準刺激の強度(I)と相対弁別閾(△ I)の比(△ I／ I）は，

感覚ごとにほぼ一定の値を取ることがわかっている．比で表されるこの値をウェ

ーバー比と呼ぶ．△Ｉ／Ｉ＝Ｃ（一定）の関係は，ウェーバーの法則と呼ばれる．

→弁別の対象となる刺激の強度が大きくなると相対弁別閾も増大する．重さ

でいえば，もともと重いものを持っていれば，軽いものを持っているとき

に比べ，増量分が大きくないと重さが増えたことに気づかない．＜事例＞

→ 生体にとって重要な変化とは？ ：

②対比効果

＜事例＞ 同じ灰色のはずなのに

黒い折り紙と白い折り紙（色の付いていない裏でよい）と灰色の折り紙を用意しよ

う．灰色の折り紙を同じ大きさの正方形になるように１/４に切っておこう．そして，

黒い折り紙の上と白い折り紙の上にその灰色の折り紙を１枚づつ置いてみよう．灰色

の折り紙の明るさはどのように見えるだろうか．

・対比効果

同一の感覚器官に入る刺激が複数ある時に，それらが相互作用し，その違いが顕著に

なるように知覚されることがあるという効果

→差の強調

☆知覚以外にも対比効果が生じる － 説得研究
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③順応

＜事例＞ 暖かい？ 冷たい？

氷水の入った洗面器と，水道水の入った洗面器と，手を入れられるくらいの温度の

お湯の入った洗面器を用意してほしい．まず最初に，右手を氷水の容器に，左手をお

湯の容器に入れてほしい．2 分ほどそのままにした後で，両手を水道水の入った洗面

器に入れてほしい．どのように感じるであろうか．

・順応

感覚器官がある一定の刺激を与え続けられると，感受性が鈍くなってしまう傾向

<例>空調の音，真夏でのクーラーの入った部屋

＝外界からの刺激の状態に応じて感覚機能の鋭敏－鈍感を決めるようになること

＝必要な情報に対して鋭敏に不必要な情報に対して鈍感になる

＝デフォルトの状態に対しては鈍感，変化には敏感

<例>45℃のお湯に手を付けた後に 10℃と 2℃の違いに気付くことはできないが，5
℃の氷水に手を付けた後では違いに気付くことができる．

④残効

＜事例＞

下の絵を頭や眼球を動かさず１分ほどじっと見た後で，右の白い部分に目を移して

みよう．そこに何が見えるであろうか（数回まばたきをするとみえやすいであろう）．

・残効とは

感覚器官がある一定の刺激が与えられていると，その刺激が消失しても，しばらくは

その刺激の影響を受けること．

運動残効：滝の落下する水を 2 分くらいずっと注視した後で，周りの風景に目を

やると，周りの風景が上昇して見える．これは滝ばかりでなく，何かが一定の運

動をしているところを注視した後で，細かいきめを持ったもの眼を移すと，はじ

めに注視した運動の方向とは逆の方向に運動がおこっているような感覚が経験さ

れる．

色残効：ある色を注視することによって生じる残像は，もとの刺激とはほぼ反対の

性質を持った補色が見える

・上記の例＝陰性残効：もとの刺激と逆の方向の感覚

説明：感覚器官はある一定の刺激を与え続けられると感受性が鈍くなってしまう順応

によって説明できる．感覚の受容器官では，受容された刺激の性質に応じて化

学的変化が生じる．そのため順応がおこるが，その状態から通常の状態に戻る

のには時間がかかる．その間は，感覚システムに組み込まれた，拮抗している

システムが働き，それとは反対の性質を持った感覚が経験される．
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☆残効を生じさせる生体内の生理的変化は予期だけでも生じる

・麻薬の急性中毒が起こる状況

・なぜ同じジェットコースターに乗り続けるとつまらなくなり，もっと刺激の強いも

のを求めるのか？

→ 慣れるとはどのようなことか

⑤恒常性

＜事例＞ 大きさの恒常性

映画館で SFX 映画を見ているとき，戦闘機が小さな点に見えていたものが，急に

大きくなるように映し出されるのを見たことがないであろうか．その時，戦闘機が自

分の方に向かってくるように感じられれないだろうか．

・位置や方向の恒常性：眼や頭を動かしたり姿勢を変えながら外界を見ると，外界にある

ものの相対的な位置の見えは様々に変わる．しかし，わたしたちは，外界が動いてい

るのではなく，自分が動いているのであり，外界は基本的に安定した静止した世界で

あると感じている．

・明るさの恒常性：眼に入ってくる光の量が異なっていても同じ明るさに感じられる．

・大きさの恒常性

車が遠くの方から自分の方に向かってくるとき，車の見かけの大きさはどうなっているだ

ろうか．遠くにある車は小さく，近くにある車は大きいはずである．しかし，車が大きくな

ったり小さくなったりするとは感じられない．車の大きさは変わらず距離が変わったと感じ

られるはずである．このような現象は大きさの恒常性と呼ばれる．物体の大きさは視対象ま

での距離を考慮して知覚されるのである．逆に，物体の大きさが急激に変化する経験をする

ことが少ない．このことから，＜事例＞は理解できる．スクリーンに映っていた小さな点が，

急に大きくなった場合，それが急に大きくなったと感じるのではなく，物体が近づいてくる

と感じられる．

＝必要な違いの検出／必要でない違いの無視

・恒常性が何故生じるのか？

①これまでの経験であり，明るさや大きさや形についての情報が既にあり，このこと

によって，一定の明るさや大きさや形に感じられる．

→外界の情報からのみ知覚が成り立っているわけではない

②対象との相対的位置関係に関する情報の利用．距離や角度といった情報や，自分の

運動の情報が自動的に処理され，一定の大きさや形に感じられる．

→知覚・運動情報の統合

☆「事例」の場合でも，その場で大きくなったと感じることがある

←大きくなる加速度の違い（加速：接近 減速：拡大 一定：接近）

＝現実世界で多く起こる事象の再構成 ＆ 必要な情報の検出
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（２）様々な錯視

・月の錯視

：水平線や地平線にある月が大きく見え，天中にある月が小さく見える

・幾何学的錯視

(1)ミューラー・リヤーの錯視：矢羽

(2)ポゲンドルフの錯視：斜めに横切る線

(3)ツェルナーの錯視：平行線に見えない（たくさんの矢）

(4)ミュンスターバーグの錯視：平行線に見えない

(5)ヘリングの錯視：平行線に見えない

(6)ブントの錯視：逆のパターン

(7)ザンダーの錯視：平行四辺形

(8)ブント・フックの錯視：縦線と横線は同じ長さ

(9)ティチナーの錯視：円の大きさ

(10)ジャストロー錯視

(11)ポンゾの錯視：２本の平行線

○角度や方向による錯視

ミュラー・リヤーの錯視

ポゲンドルフの錯視 ツェルナーの錯視：平行線に見えない（たくさんの矢）

（斜めに横切る線）

ミュンスターバーグの錯視
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○歪曲錯視

へリングの錯視 ブントの錯視

○大きさの錯視

ザンダーの錯視 ブント・フックの錯視

ティチェナーの錯視 ジャストロー錯視 ポンゾの錯視

・主観的輪郭

シューマンの矩形

カニッツァの三角形
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（３）視覚システムの仕組み

① 2次元の二つの像から 3次元のひとつの世界を作り上げる

→様々な仕組みを使う ＝ 奥行き知覚の問題 後述

＝世界の構成

②周囲の光の量に応じて感度の調整を行う

－カメラの自動絞りを持っている

－映画館で席を探すとき

－暗順応 明順応 ：暗順応の方に時間がかかる

→トンネルで 入り口付近は多くの照明，出口付近ではまばら

③目や頭や身体の動きによって，網膜に映る像はたえず動いているが，外の世界を静止し

たものとしてみる傾向 恒常性

←ビデオの像を考えてみて下さい

＝自分の目や頭や身体の動きを想定して世界を構成

④視覚システムは，欠けているものを補充

＝盲点

目の網膜には視細胞があり，視神経と呼ばれるケーブルによって脳に伝えられる

→ケーブルのために視細胞がないところがある

→両目でみることや，運動することにより補っている

☆欠損部分の補完的知覚

×

⑤視点や距離や照明の変化によって，網膜に映る対象の物理的特徴も変化するが，それら

の特徴を不変のものとしてみる傾向－恒常性

⑥輪郭や違いを強調する－対比効果 （例：マッハの帯）

⑦視野の中のものを図と地に分離する

背景とまとまり

白い部分に隠されている「E」の文字は，図と地の分化がなされれば図として浮

き出て見えてくるはずである．Bの黒い部分に注目すれば「人の顔」が知覚され，

白い部分に注目すれば「杯」が知覚される．一時にはどちらかのみしか知覚でき

ない点に注意
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（４）奥行き知覚

☆ 2つの眼に入る 2次元の網膜上での情報から 3次元のひとつの世界を作り上げる

→様々な仕組みを使う ＝ 奥行き知覚の問題 ＝世界の構成

A．静止している場合

①単眼からの手がかり

②両眼からの手がかり

B．運動している場合（単眼でも可能）

☆ヒトは両眼からの手がかりが重要

目が 2つあることの利点

1)視力の上昇

2)広い視野の獲得

3)両眼立体視（両眼からの手がかり）が可能

→ 2)と 3)は相互背反的

←ヒトの眼と他の動物（草食動物 vs. 肉食動物）との違い

①単眼からの手がかり

1)生理的手がかり

モノを見ているときには，その距離に目のレンズの焦点を合わせる

→レンズの厚みを調整する筋肉がどうなっているかの情報の利用

2)絵画的手がかり

①大きさの手がかり：経験的に大きさを知っていれば可能

②相対的位置関係：後ろにあるモノは前のモノに隠される

③線上透視：平行線は遠くにいくほど間隔が狭く見える＝西洋絵画

④大気遠近法：遠くにあるほどぼやけて見える＝山水画

⑤きめの勾配：きめの密度があらかれば近く細かければ遠く
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②両眼からの手がかり

1)生理的手がかり

輻輳角

両目で焦点を合わせる

→両目の向きのなす角（輻輳角）

近くは大きく遠くだと水平 － この筋の調整情報

● ●

a)視対象が近くにある場合 b)視対象が遠くにある場合

2)両眼視差

両目が６センチほど離れてついている

→右目と左目とでは網膜に映る像がずれている

→ある対象が網膜の真ん中に映っている時

：対象が近くにあるほど像のズレも大きくなる

☆この情報を利用

→３Ｄステレオグラムはこの原理を利用

＝ずらした絵を左右の別の目でみることにより奥行き感を知覚

● ●

左眼のみえ 右眼のみえ
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③移動しながらみるとわかる

運動視差

移動することによってズレが生じる－そのズレを判断

－片目でも顔が動かせる場合には距離感がわかる
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（５）錯視の奥行き知覚からの説明

・月の錯視

間に様々なものがある → 月までの距離が遠いと判断

（または焦点が遠いものにあっている）

様々なものがない → 焦点は近い状態

（月は無限距離のため，焦点は関係ない）

天空 地平

網膜上の大きさ ＝

距離の情報 近い ＜ 遠い

→ 3次元世界での通常 ＜

主観的見え ＜

← 網膜上で同じ大きさのものは遠くのものは通常の場合現実には大きいた

め，加工することにより「主観的見え」を実際の大きさに合致させる．

・幾何学的錯視：グレゴリーによる説明

＝２次元の平面に３次元を想定してしまう

①ポンゾの錯視

平行線は網膜上では収斂する

→狭くなるところは遠い

→網膜上で同じ大きさならば，遠くにあるものは現実には大きい

遠い＋網膜上の大きさ →

通常の現実に沿った見え

近い＋網膜上の大きさ →

②ミューラリヤーの錯視

建物を考えてみましょう：左は壁がある角に見えるはずです

遠い 近い
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☆しかし，この説明では必ずしもうまくいかない場合がある

☆脳の細胞レベルによる説明も最近登場

③ポッゲンドルフの錯視

a)ポッゲンドルフの錯視 b)鋭角のみ c)鈍角のみ d)想定される面

④主観的輪郭

遮っている面があると知覚される ＝ 遮蔽

←欠けた図形であると，欠けている原因の探求 （完全と不完全）

←図が不完全であると知覚されることが重要

＝前に何かある
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☆前に何かある

＝浮き上がって見える

＝差の強調 → 明るさの違い

☆どちらの○の方が大きく見えるか？

→ 網膜上に同じ大きさの像の対象物は近くにあるものほど小さいため，それに

あった見えが生じる

◎錯覚の仕組みについては完全には分かっていないが奥行き知覚の観点から部分的に説明

できるものが相当数存在する
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（６）立体視から見た視覚過程の適応的意味

☆奥行き知覚ではどの情報が優先されるのか？

①ランダムドット・ステレオグラム

RDS：片目で見ると何も見えないが，両眼で融像して両眼視差の検出が行われては

じめて輪郭が見える

＝他の奥行き手がかりがなくても見える

→脳が「無意識」に非常に緻密な計算をしてその結論だけを意識できる

☆従来の考え方

片眼の網膜像からまずものの輪郭の計算処理をしてその後で両眼の輪

郭を比べ，両眼間で形が微妙にずれていることから奥行きを計算する

→いきなり個々の両眼の対応点から両眼視差がわかってしまう

→両眼視差が先でその後に輪郭や面が見えてくる

②遮蔽という問題－まとまりとの関係

手前のまとまりと後ろのまとまり－遮蔽するものと遮蔽されるもの
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③すだれの後ろの顔

融像法によって異なるが，顔が後ろにくるようにすると人の顔が見えるが，

顔が前に来るようになると人の顔は見えない．

＝「奥行き」→「遮蔽関係」→「まとまりと分化」

④主観的輪郭

a)：主観的輪郭が見えるのは，□が前面にあるときだけ，□が後ろにあると円の

後ろに□が見えるようになる．→黒い面はどこにあるのか？

b)：主観的輪郭やその誘導エッジには視差が付いていない．内側にある 3 つの点

のみ視差がある →主観的輪郭の三角形はどこにあるのか？

→「視差によって個々の点や奥行きが定まり，それが集まって面や物体が三次元に見

える」わけではない！

→遮蔽エッジと点や線の視差とがある規則に従った相互作用を起こし，その結果，首

尾一貫した面・物体の知覚がおこる

a)

b)
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⑤ダビンチ・ステレオシプ

長方形と線の関係がどう見えるのか？

－対応する線分はない

平行法：２だと位置が確定する

交差法：１だと位置が確定する

－何故そうなるのか？

－現実の環境であり得るものとあり得ないもの

1 棒

遮蔽面

2

左目 右目

☆これら現象からわかること

人の視覚は，外界から入力された情報に，過去に経験した現実の環境で起こりやすい

状況に合うように加工を加えて，外界を再構成している

→このような加工を可能にするようなメカニズムが人には生得的に備わっている可能性

が高い


