
2.運動による 3次元視 

2.1 オプティクフロー 

斜方向のオプティクフローによるベクションの強度 

 Fujii と Seno(2020)は、円形に提示したランダムドットパターンを 9 通りの水平から垂直まで

の角度（0°(up), ±30°, ±45°, ±60°, ±90°, ±120°, ±135°, ±150°, and 180° (down)）

でオプティクフローさせ、そのときの自己運動であるベクションの強度を測定した。ドットフ

ィールドは 80°、ドットサイズは 0.30°、ドット密度は 0.54/deg2 で背景色黒に白点で構成し

提示、一定の速度（33deg/s）で動かした。13 名の成人の被験者には注視点（赤の小光点）を

注視したままオプティクフローを観察し、ベクションの始点時間と持続時間をキーで示すよう

に教示し、テスト後は 100 点スケールの量推定法でベクションの強度を主観的に推定するよう

に教示した。 

 実験の結果、ベクションの強さを始点時間、持続時間および主観推定値でみると、斜方向の

オプティクフローは垂直あるいは水平方向に較べてベクションが有意に弱いことが示された。 

続いて実験 2 で斜め上方向 45°と垂直方向 0°の 2 条件でオプティクフローの滑らかさと主観

的速度を測ることでベクションの強度をしらべた。その結果、フローの滑らかさと主観的速度

に関し両方向条件で有意な差が生じなかった。 

これらの結果から、ベクションはパターンの運動方向に依存し、したがって異なるタイプの運

動処理システムが関係していないと示唆される。 

 

両眼間の速度による奥行方向の評価のための運動奥行視モデル 

 Wu et al. (2020)は運動奥行視（motion-in depth、MID) モデルを両眼の網膜像間の速度差

（inter-ocular velocity difference (IOVD)）と運動で変わる両眼視差の程度と輻輳・開散（changing 

disparity (CD)）、さらに網膜像の

大きさ(CS)の３要因から構築した

（図 28）。IOVD 要因は奥行の方

向に同期する 4 通りのチャンネル

として設定した。とくに、 IOVD

要因は、運動奥行視の方向を左眼

あるいは右眼の運動信号を計算す

ることによって直接に決めている。

もし、対象が観察者の両眼の中心

に接近すると、両眼の網膜上同じ

速度で反対方向に運動信号は動く

し、対象が後退すると網膜の中心

にそれぞれ近接するように動く。

また対象が左右のどちらでも横方向に動く場合には網膜上では対象と同方向に動く。左右のど

ちらかの視線上を対象が移動する場合には、移動する側の網膜像は不変で、反対の眼が運動シ

グナルを受ける。このように CD と CS 要因には奥行方向に沿った速度要因とともに横方向の速

 
図 28 運動奥行視（motion-in depth、MID) モデルのための視覚手がかり。

両眼の網膜像間の速度差（inter-ocular velocity difference (IOVD)）と

運動で変わる両眼視差の程度と輻輳・開散（changing disparity (CD)）、

さらに網膜像の大きさ(CS)の３要因(Wu et al.2020) 



度要因が運動視の方向を決めるために必要となる（図 28）。ここでは、運動視の知覚方向を主

として決める IOVD メカニズムのモデルを構築する。 

 このモデルでは Beverley and Regan (1973)および Regan and Cynader (1982)の研究に基づき運動

視のためのチャンネルを仮定した。

運動奥行視の処理過程の第１段階

では、V1 領域の左・右方向の単

眼運動検出器（チャンネル）が働

き、それぞれ 2 種類の速度

（0.5deg/s と 1deg/s）を検出する。

したがって、検出器はこれらを組

合せで４チャンネルが仮定される 

(図 29）。運動視の情報処理の 2

段階目では、これらの 4 通りのチ

ャンネルの組合せで接近あるいは

後退する運動が MT 野で検出され

る。最終段階ではチャンネルが検

出した情報を組み合わして運動方

向を決定する（図 29 では対象が

接近する例を表示）。低次の横方

向 の 運 動 検 出 (lateral motion 

detector、LMD)のために運動エナ

ジーモデル (Adelson & Bergen, 

1985;Watson & Ahumada, 1985)に基づいてガボール関数による空間時間フィルター（ST-filters）

が 4 つのチャンネルとして数式で規定された。この数式で規定された 4 つの左右の LMD フィル

ターを組合せてひとつの MID チャンネルを数式で規定した。これらの 4 チャンネルが右-遠、

右-近、左-遠、左-近を検出し、シンメトリカルであれば、頭部中央直線方向を検出する。色覚

知覚モデルで用いられるオポーネント過程(opponent process)、すなわち隣接するチャンネルの

ひとつのアウトプットから他のそれを差し引いて値を出力とする方法を用いて MID の方向が決

められるモデルが構築された。モデルでは、図 30（A）に示したように、運動奥行視の検出器

が配列される。横方向の運動は X 上の破線上の両眼網膜での同方向の運動シグナルで表示、ま

た奥行方向（Z 軸）の運動シグナルは両眼網膜像の反対方向への運動で表示（破線）され、感

受度のピークの方向は 8 個の MID チャンネル（接近と後退各 4 個）の矢印で表示された。図中

CRN_A は「右・近」刺激に感受性のある接近 MID チャンネルを、CRF_A は「右・遠」刺激に感

受性のある接近 MID チャンネルを、CRF_R は「右・遠」刺激に感受性のある後退」MID チャネ

ルを、CLF_R は「右・近」刺激に感受性のある後退」MID チャネルをそれぞれ示した。各 MID

チャンネルは LMD 検出器の組合せとなる（矢印横の各数字によって組合せの仕方を示す（例え

ば「-1:0.5」は右眼の「右・速」、左眼の「左・遅」と表示）。図の(B)には 8 個のチャンネルに

よって生じるオポーネント回路で同様に 8 個ある (Oleft,Ofront_left, Ofront, Ofront_right, Oright, 

Oback_right, Oback Oback_left)。灰色の実線と破線は接近あるいは後退チャンネルを、色を付け

 
図 29 運動の奥行視における方向の知覚に関するモデル(Wu et al.2020) 



た実線と破線は接近あるいは後退チャンネルで、その結果であるオポーネント反応を表示した。

結局、4 つの接近と 4 つの後退の運動チャンネルから 8 個のオポーネントが生成され全周囲の

奥行方向がカバーされる。 

 Giesel et al.(2018)は、図 31 に示した異なる

タイプのランダムドットステレオグラムパタ

ーン（RDPs）の心理物理的実験を試行してい

る。すなわち（1）完全手がかり RDPs（full 

cue RDPs、図 C）で、左右眼イメージのドッ

トの速度差（IOVD）と視差変化（CD）が対応、

（2）アンチコラレート RDPs（図 A）で、左

右眼イメージのドットコントラストが非対応

かつ単眼の視差変化は対応、(3)非対応の RDP

（図 B、ｄe-corrlated RDPs ）で左右眼のイメ

ージのドットは何ら対応していなく、左右眼

の運動は別個に視える、(4)ダイナミック RDS

（d-RDS、図 D）で左右眼のドットは対応する

が、フレーム間では非対応で単眼視しかでき

ない。anti-RDP と de-RDP はともに CD 手がか

りから IOVD 手がかりを分離するために、d－

RDS は IOVD から CS 手がかりを分離するため

にデザインされた。 

Wu et al.は、これを確証するためにこのオ

ポーネントモデルのシミュレーション実証を

計算式を立て、anti-RDP と de-RDPs の間に感

度の違いを区別できるか否かを検討した。計

算シミュレーションの結果、anti-RDP 、de-

RDPs および full-cue RDP の感度は類似、d-RDS 

(CD 条件)とは類似しないと予測されたが、心

理実験のデータとは一致しなかった。実証デ

ータでは、full-cue と anti-RPD の方向の弁別閾

値は de-RDP 条件より小さく、パフォーマン

スが高いことが示された。結局、Wu らの

IOVD モデルはこの 3 条件の閾値を同一と予測するために、anti-RPD と de-RDP の感度を IOVD の

反応のなかで潜在的に異なるものと予測することは困難と考えられる。 

 IOVD の手がかりに基づいた 4 通りのチャンネルからなる MID モデルは、奥行方向の弁別感

度を既存の心理実験データと良く一致するが、しかし他の手がかりと関連させ、それらと統合

の問題は今後の課題になる。 

 

 

 
図 30（A）運動の奥行視の検出器、（B）運動の奥行視にお

ける方向角度に対する８種のオポーネントチャンネルの反応

強度(Wu et al.2020) 



オプティクフロー、対象（歩

行者）のフロー、生態学的フ

ロ-の相互影響 

 観察者の頭部のオプティ

クフローは安全に移動する

ために重要で、もし別の対

象（歩行者）が別個に動い

ていればフローは不正確に

なる。Koerfer & Lappe(2020)

は観察者の頭部上のオプテ

ィクフローを新たな歩行者

の動きと絡ませて実験的に

解析した。図 32 に示された

ように、観察者おける 3 通

りの等距離歩行者および 3

通りの接近歩行者における

オプティクフローの変化が、

観察者の運動に一致する場

合と一致しない場合に分け

てそれぞれ図示されている。

この図では、背景シーンは

ランダムドットで表してあ

る地面と空である。白色矢

印は観察者の動きによるオ

プティクフローを示す。遠

方の空にはドットは描かれ

ない。「青色／緑色」の枠

（実験では描かれない）は

歩行者の身体フローを示す。

歩行者が「青色／緑」色の

方向に動くと、その身体は

形状が変わって移動し四肢

の関節も前方に動く。左端

のパネルは歩行者の動きと

一致するように歩行者のド

ットがその動きにそって動

く。中央パネルは歩行者の

動きと一致しない部分のフ

ローで、観察者と等距離の

 
図 31 ４通りのランダムドットパターンによる運動の奥行視(Wu et al.2020) 

 
図 32 3 通りの等距離および 3 通りの接近歩行者における部分的オプティクフロ

ー。背景シーンはランダムドットの地面と空である。白色矢印は観察者の動きによ

るオプティクフロー。遠方の空にはドットは描かれない。青色／緑色の枠（実験で

は描かれない）は歩行者の身体を示す。歩行者が青色／緑色の方向に動くと、その

身体は形が変わって移動し四肢の関節も前方に動く。左端のパネルは歩行者の動き

と一致するように歩行者のドットがその動きにそって動く。中央パネルは歩行者の

動きと一致しない部分のフローで、観察者と等距離の歩行者の右方向の動きにはす

べてのドットは一様に左方向に同じ速度で動かなければならない。歩行者が接近す

るとドットはあたかも歩行者の横方向の要素が右ではなく左方向へ動く。右端のパ

ネルは部分フローがフロー全体と一致し、歩行者の内部の動きはあたかもシーンの

一部で、歩行者の身体部分上の高さに位置するシーンが静止している。歩行者が観

察者に接近すればその頭上の範囲にあるドットの動きの方向は観察者の頭部にリン

クし、その速度は歩行者を背景から目立たせる(Koerfer et al.2020)。 



歩行者の右方向の動きにはすべてのドットは、一様に左方向に同じ速度で動かなければならな

い。歩行者が接近するとドットはあたかも歩行者の横方向の要素が右ではなく左方向へ動く。

右端のパネルは局所フローがフロー全体と一致し、歩行者の内部の動きはあたかもシーンの一

部で、歩行者の身体部分の真上の高さに位置するシーンは静止している。歩行者が観察者に接

近すればその頭上の範囲にあるドットの動きの方向は観察者の頭部にリンクし、その速度は歩

行者を背景から目立たせる。 

 これに基づいて 3 種類の実験、すなわち観察者の運動変化を示す領域のオプティクフローが

歩行者の動きを示すオプティクフローと一致する場合（実験１）、不一致の場合(実験２)、そ

して背景のフローと一致する場合(実験３)の 3 通りの事態で、観察者自身の動きを示すヘッデ

ィング知覚の正確さ（ヘッディングバイアス）をしらべた。12 人の被験者（男 7 人、女 5 人で

23 歳から 35 歳）は観察距離 1m のスクリーンに提示されたオプティクフローを観察し、キー

（左右、上下）操作で応えるように教示された。オプティクフローは静止した空の下、地上を

歩く観察者をシミュレートし、その動きにもとづいてドット位置が書き換えられた。観察者は

1.5m/s で直進、あるいは 5°または 10°左右に動く。ドット提示持続時間は 1.7s である。もう

ひとつの実験として、実人間のモーションキャプチャで記録した 18 点からなる地上歩行者から

なるオプティクフローを作成して提示した。その歩行者は 1.2m/s で左から右に 68 フレームで

回転歩行させた。刺激提示持続時間は 1.7s、1.5 回の回転歩行をした。歩行者の歩行は 2 条件と

し、等距離条件では歩行者は 1.2m 離れて左右に立ち、反対側 1.2m まで回転歩行した。歩行者

は±90°直面しその四肢の動きは横方向とし、また観察者から 1.5m の距離を維持しながら奥

行を変えた。被験者のタスクは、ヘッディング課題、フェーシング課題（顔の向き）、四肢課

題の 3 通りである。ヘッディング課題では被験者に観察者の頭部方向を垂直線をマウスで移動

させて、フェーシング課題では歩行者が顔を向けている方向を左あるいは右で、四肢課題では

歩行者の移動に関わらずにその四肢が前向きあるいは後ろ向きかを、それぞれキー押しで応え

させた。 

 実験１では、観察者のヘッディングの視え方向の結果を歩行者等距離事態で歩行者一致、不

一致、フローと一致の３つの条件でしらべた結果、歩行者等距離事態の歩行者一致条件のヘッ

ディングバイアス（角度）は平均 1.299°、不一致条件のバイアスは-1.112°となり、バイアス

の方向が反対になることからヘッディングバイアスはローカルオプティクフローによって決め

られていた。またフロー一致条件ではバイアスには有意差はなかった。 

 観察者のヘッディングの視え方向の結果を歩行者接近事態で「歩行者に一致」、「歩行者に

不一致」、「フローに一致」の３つの条件でしらべた結果、「歩行者一致」条件ではバイアス

に有意差はなく、しかし「歩行者に不一致条件」では歩行者の方向へのバイアス 1.301°が示さ

れた。この事態で「フローに一致」条件には有意差はなかった。これらのことから対象となる

範囲内の局所フローの形状が方向の知覚バイアスに関係していた。 

 実験２では実人間のモーションキャプチャによる生態学的運動で歩行者の姿が基本的オプテ

ィクフローから識別され、それが歩行者と知覚されるかを試した。フェーシングの手がかりと

なる刺激はランダムに前方あるいは後方に動くので、歩行は前方、あるいは後方にノーマル歩

いているように、あるいは月面歩行(moonwalking)のように知覚される。このような実験事態で

被験者には歩行者が顔を向けているのは右側あるいは左側を刺激の小差を考慮して応えるよう



に問うた。その結果、等距離歩行者事態で「歩行者に一致」条件では 94.5％の、歩行者接近条

件では 98.4％が正しく顔の向きを知覚した。「歩行者に不一致」条件では等距離歩行者事態で

85.2％、歩行者接近条件では 60.7％に留まり、顔の向き判断の正確度が落ちた。「フローに一

致」条件での正確度は等距離歩行者事態で 67.2％、歩行者接近条件では 60.4％と悪くなった。

これらの結果は、局所フローのなかの歩行者の形状がフローの中から分離しやすいのは「歩行

者に一致」条件で、また「歩行者に不一致」条件では悪くなり、背景のフローと一致する条件

では困難なことを示した。 

 実験３では生態的モーションフローによる四肢の向きの識別課題が実施された。その結果、

等距離歩行者事態で「歩行者に一致」条件では 94.3％の、歩行者接近条件では 96.1％が正しく

四肢の向きを容易に知覚した。歩行者一致事態では等距離歩行者条件で 53.0％、等距離歩行者

接近条件では 52.1％でチャンスレベル程度に留まった。「歩行者に一致」条件と「歩行者に不

一致」条件では両方チャンスレベルだった。この条件では、観察者が次々と変わる四肢の局所

フロー変化を検出して適確に識別できないことを示した。 

 これらの結果は、歩行者はシーン・フローから検出されるが、観察者のヘッディング知覚は

ローカルフローの乱れによって不正確なることを示し、ヘッディング知覚、歩行者の検出そし

て生態的モーションは別々の視覚経路で処理されていることを示唆した。 

 

オプティクフローによる群衆の中の自己の動きと生態的モーション知覚 

 オプティクフローから自己の向きのヘッデング(heading) 知覚は視覚世界がリジッド(rigid)であ

ることを仮定する。しか

しこの仮定は四肢の動き

からなる生態的モーショ

ン(biological motion)の手

がかりがある群衆の中を

移動すると成り立ちにく

い。しかし、視覚システ

ムはオプティクフローの

構造の中からヘッデング

に関係する情報を検出し

て自己が平行かあるいは

回 転 か を 知 覚 す る

（ Beintema & van den 

Berg, 1998; Lappe & 

Rauschecker,1993; Perrone 

& Stone, 1994）。しかし、

もし群衆が駅構内のよう

に勝手に動いたら観察者

のヘッデングにはバイア

スが起きる。Riddell and 

 
図 33 歩行者と観察者の運動を光点示す事態（１フレームを表示）。群衆を表す光点群

が前方にまとめって同時に移動（白色矢印）。観察者自身の運動は赤印で。（Hülemeier 

& Lappe 2020）。 



Lappe(2018)は四肢の動きのある多数の歩行者の生態学的オプティクフロー事態で観察者のヘッ

デングの能力を実験し、歩行者群の静止した事態に比較してバイアスが大きくなることを示し

た。これは歩行者群の生態的フロー事態では、歩行者の全体の動きが左あるいは右方向でない

ので観察者のヘッデングにバイアスが起きるからと考えられたが、しかし歩行者が単独でもバ

イアスが生起した。 Hülemeier & Lappe(2020)は、観察者のヘッデング知覚が、点光源で示した

歩行者群がすべて観察者に対して同一の方向で動く事態でもバイアスが生起するかを実験した。

ここでは、歩行者の四肢の動きと歩行方向を一緒に動かしてそのバイアスへの影響しらべた。

刺激として提示するシーンは歩行者の四肢（左右の足首、膝、尻、手、肘、肩）を表す 12 個の

白点光源で、一人の歩行者が地上を移動する姿勢をモーショントラッキングから採録して用い

られた。観察者は左右 12°（視角）の範囲で 1.1°/ｓの速度で移動した。歩行者は、観察者か

ら奥行 27.3m から 29.0m の間で 0.55m から 2.60m の間でスタートした。図 33 は歩行者と観察

者の運動を光点で示す事態（１フレームを表示）で、群衆を表す光点群が前方にまとまって同

時に移動（白色矢印）した（観察者自身の運動は赤印で示す）。歩行者のフェーシング(facing)

の角度は 15°の間隔で左右 24 方向とした。群衆の歩行者群に対するヘッデングの知覚角度が 4

通りの条件で測定された。条件１(静止条件)、歩行者は固定姿勢で立脚、条件２(自然な四肢＋

歩行条件)歩行者は地上を顔を向けている方向に移動、条件３（歩行者の動きのみ）移動するが

四肢は動かさず一つの姿勢を維持して移動、条件４(四肢の動きのみの条件)歩行者は四肢を動

かすが歩行はしない。実験は 21 人の成人の被験者に刺激をスクリーンに提示し、モーションの

提示後に観察者自身の移動の方向をカーソル(赤色の垂直プローブ)で指示するように教示した。 

 実験の結果、ヘッデングの知覚エラーは「歩行移動のみ」の条件に比較し、「自然な四肢＋

歩行条件」で有意に小さいことが示された。「自然な四肢＋歩行条件」で観察者がー15°、

０°、+15°を向いている場合のヘッデングの知覚エラーには有意な差がないこと、また－

180°から＋180°の間 45°ステップで観察者の向きを変えても有意な差が起きないことが示さ

れた。これは「自然な四肢＋歩行条件」がヘッデングの知覚エラーに対して強いことを意味す

る。被験者間の個人差をみると、多くの者のヘッデングの知覚エラーは小さいが、少数の者は

ヘッデング角度が 30°を越えると大きくなった。さらに、「歩行移動のみ」の条件と「四肢の

動きのみ」の条件の結果を「自然な四肢＋歩行」条件の結果とそれぞれ比較すると大差はなく、

歩行移動と四肢の動き要因の組合せで「自然な四肢＋歩行」の結果が十分説明できた。さらに、

「四肢の動きのみ」の条件では、観察者が移動しないためにヘッデングの知覚エラーが強く生

起し、その程度は「歩行移動のみ」の条件と同じ程度であった。生態的モーションである「四

肢の動きのみ」の条件で知覚バイアスを起こすのはどの要因か、さらには歩行移動との関連を

しらべる実験２が実施され、「自然な四肢＋歩行」条件では歩行者±90°（左、右の 90°およ

び 0°と 180°）ヘッデングの知覚エラーは非生態的モーション条件より小さくなるか、そして

「四肢の動きのみ」の条件での 90°のヘッデングの知覚エラーは歩行条件のみで生起し非生態

的モーション条件では起きないかが 12 人の被験者で試された。 

その結果、「自然な四肢＋歩行」条件」でのヘッデング知覚エラーは非生態的モーション条

件より「歩行のみ」の条件で小さいこと、また「四肢の動きのみ」の条件における特有な個人

差は「歩行のみ」の条件であらわれ非生態的モーション条件では表れないことが示された。ヘ



ッデング知覚のエラーは「歩行静止」と「歩行移動のみ」の条件では異ならないことから四肢

の動きによる知覚バイアスは生態的モーションに固有のものと考えられる。 

 これらのヘッデング知覚エラーの分析から、群衆事態におけるヘッデング知覚はそれぞれ

別々の知覚システムによってコントロールされ、また、移動方向の一致した群衆モーションは

オプティクモーションのヘッデング知覚の準拠枠としての影響をもつと考えられる。 

 

オプティクフロー事態でのへッデング(heading)知覚における Serial dependence バイアスと中心点バ

イアス（center bias） 

 オプティクフロー事態での自己の運動方向の知覚(heading)は視野の中心に誤差（center bias）

が生じ、これは現に生じている知覚が直前の連続した刺激に影響されたもの(serial dependence)

と考えられる。Sun et al.(2020)は center bias とは別に serial dependence の影響がオプティクフロ

ー事態での heading 知覚に別個

に影響するか（実験１）、さら

にノイズを追加したオプティク

フロー事態で center bias と serial 

dependence に影響するか（実験

２）をしらべた。center bias 効

果をしらべるために、観察した

heading エラーと heading 判断の

予測値を求めて比較する必要が

ある。もし center bias とは別に

heading 判断に serial dependence

の影響があるならばそれらの値

を差し引いたものが heading 

error となる。実験１と２に用い

たオプティクフローは、図 34 に

示した。図(a)には実験１に提示した 3D の雲状に構成した 200 個の白いドットの運動視野パタ

ーンを、(b)には実験 2 で提示した 50％のドットをランダム方向に運動するノイズに取り換えた

フローパターンをそれぞれ２D スクリーンに同一の速度と時間で運動させることを示す（矢印

はドットの速度でベクトル表示、青印 X は中心点で実際は表示されない）。刺激パターンはス

クリーンに投影され、運動視差と両眼視差のコンフリクトを避けるために単眼視条件で観察さ

せた。観察者の運動の方向は±32 degrees, ±16 degrees, ±8 degrees,±4 degrees, ±2 degrees, or 

0 degrees の左と右に 6 段階に変えた。被験者（4 人の男、20 人の女、18-26 歳）には heading

の方向をプローブである垂直線を水平に動かしてマウスで応えるように教示した。 

 実験の結果、知覚した heading の測定値は実際の heading 角度が増すとリニアに大きくなりし

かもディスプレーの中心にバイアスされ、実際の heading の方向の過小評価があった。また、

測定した heading のエラー（平均）も実際の heading の方向が大きくなるとリニアに増した。

serial dependence の影響を center bias を取り除いた相対的角度に対する heading のエラーをテス

ト時の試行と直前１回目の先行試行（1 back trial）あるいは直前 2 回目の先行試行条件（2 back 

 
図 34 実験に用いたオプティクフロー(実験１と２)。(a)3D の雲状に構成した

200 個の白いドットの運動視野パターンを、(b)50％のドットをランダム方向

に運動するノイズに取り換えたフローパターンをそれぞれ２D スクリーンに同

一の速度と時間で運動させる（矢印はドットの速度でベクトル表示、青印 X

は中心点で実際は表示されない）（Sun et al.2020）。 



trial）でそれぞれ求めると、両条件とも相対的 heading 角度が増すとリニアに大きくなるが、１

回目条件より 2 回目条件の方が小さくなる serial dependence の影響が有意にみられた。さらに、

残余 heading エラー（観察した heading エラーから予測 heading エラーを差し引いた値）を求め

ると、相対的 heading 角度が増大するとリニアな減少を有意に示した。 

これらの結果から知覚された頭部の方向は、ディスプレーの中心（頭上の延長）に歪められ、

明らかに center bias と serial dependence の影響も見いだされた。さらにこの serial dependence

の影響は１回目条件より 2 回条件目の方が減じる刺激ヒストリー効果（ repulsive serial 

dependence effect）があった。Heading 知覚におけるこの効果は center bias のネガティブな影響

を相殺すると考えられる。 

そこで実験２では、オプティクフローの動きに関わるシグナル一貫性（シグナル対ノイズ、

motion coherence））を変えることによって heading 知覚における center bias と serial 

dependence におよぼす効果しらべた。フローパターン刺激は図 34 の(b)に示したように、３D

の雲状のドットの一部を 4 段階（0%, 25%, 50%, or 75%)にランダムに変化しシグナル一貫性を 

(100%, 75%,50%, and 25%) の 4 段階に変化、さらに heading の方向を左右に±32、±16、±8、±

4、±2 、0° の６通りに変化させた刺激を事前あるいは事後に提示し、heading 方向の知覚角度

の判断を被験者に求めた。 

実験２の結果、モーションフローのシグナル一貫性（シグナル対ノイズ）に関しては実際の

heading の方向変化に対する heading エラーは、一貫性が大きくなると有意にリニアに増大した。

また、center bias の影響については、モーションフローの一貫性が 100％レベルより低くなると

有意に増大したがレベル間には有意差はなかった。serial dependence 効果をみるために残余

heading エラーは、先行（1-back）試行と現試行（current trial)の間の heading の相対的角度が大

きくなるとリニアに有意に増大し、しかもモーションフローの一貫性が大きくなると増大する

ことが示された。これはモーションフローの一貫性の各段階で heading 判断に serial dependence

効果の反発があることを示唆した。さらに、残余 heading エラーの反発がモーションフローの

シグナル一貫性のどの程度の段階で生起したかをみると、一貫性レベルが 25％段階まで大きく

なると serial dependence 効果の反発が有意に起きていることが示された。観察された heading

エラーの垂直方向の隔たりを heading エラーの２乗平均に対する serial dependence 効果をモー

ションフローの一貫性ごとにみると heading エラーの２乗平均が 100％と 75 条件は 25％条件よ

り有意に小さく、また 75％条件は 50％条件より有意に小さいことが示され、オプティクフロー

の一貫性が減じると２乗平均した heading エラーは増大する傾向が示された。 

これらの結果から、オプティクフローのシグナル一貫性のレベルをモーションドットのノイ

ズ数を増やすことによって center bias 効果が heading 判断で大きくなること、および serial 

dependence 効果があることが顕著に示された。これは事後の heading 判断が直前の知覚した

heading 判断の方へのバイアスがあることを示し、刺激間の時間差を効果的に縮小する知覚シス

テムがあること、さらに heading 知覚システムには事前の知識によって事後の知覚を修正する

ベイズの確率の枠組があると考えられる。 

 

 

 



シーン内の対象の運動とオプティクフローの間の解析と年齢効果 

 安全に動き回るためには対象の動きを知る能力が必要になる。しかし、網膜の運動が対象と

自身の動きの両方から生じるので難しい。Champion et al.(2020)は、シーンの対象の運動の検出

能力をオプティクフローの解析メカニズムを用いてしらべた。このメカニズムによってオプテ

ィクフローを解析しフロー内の自己の動きを同定し補完しなければ正確な判断はできない。こ

のために自己の動きを網膜に関連させ補完する視覚情報が用いられるとし、フロー解析仮説

（flow parsing hypothesis）が提案された (Rushton & Warren, 2005; Warren & Rushton, 2009)。この

仮説では、観察者の動きから生じる網膜の運動の補完はオプティクフローの感覚を基礎に行わ

れるとする。この純粋な視覚的解決は、自己の運動の視覚的手がかりが無いかあるいは少ない

場合でも他の対象の運動を同定できることから立てられた。このような状態では、脳はオプテ

ィクフローの観察者の自己運動による網膜運動要素を解析し同定する感覚を用いる。この働き

は網膜運動から自己運動のオプティクフローの要素を全フローから削除するしくみと考えられ

る。もし完全に削除できれば、オプティクフローの残りはシーン内の他の対象の動きを明瞭に

示すものとなる。このフロー解析仮説は多くの検証実験があり確かめられた（Rushton, 

Niehorster, Warren, & Li, 2018; Rushton, Chen, & Li, 2018)。さらに、Kavcic et al. (2011)は、オプティ

クフローによる heading と速度知覚における年齢に固有な障害を見つけた。さらに、高齢者と

若年者を比較すると運動方向の弁別に年齢差があり、とくに高コントラスト条件で年齢差が明

らかにされた(Betts et al. 2005) 。これはローカル(local)およびグローバル(global)な運動情報処理

過程に年齢による潜在的変化があることを示唆した。 

 Evans et al. (2020)は、そこで、視

覚のオプティクフローに限定し、

このメカニズムが年齢でどのよう

に変わるかを実験的にしらべた。

被験者は 30 名（男 19、女 11）で

平均年齢 49 歳、男 50 歳、女 47 歳、

認知テストでも年齢間に有意差が

なく平均的機能もっていた。刺激

は LCD モニターに提示されシャッ

ターグラスを通してステレオ視さ

れた。被験者は椅子に座り頭部を

静止するためにチンレストが使わ

れた。観察者の前方への運動はス

クリーン上のパターンを放射状に

動かしてシミュレートされた。実験１の刺激は、図 35 に示すように、３D ステレオで構成され

た 3 次元の赤色の 55 個のワイアーフレームで作られた対象のアレーを背景にもち、中心には注

視点の十字形と左右に動かすことができるプローブ球がランダムに注視点と同じ奥行位置に提

示された。シーンは始め１秒間静止し、次に被験者は注視点のクロスを注視したままプローブ

球の知覚した運動方向（左あるいは右）を判断するように教示された。実験条件は静止条件

（背景の対象と観察者静止）および運動条件（背景の対象とプローブが観察者の前方運動と同

 
図 35 実験１の提示刺激（単眼視分を表示）。刺激には３D ステレオで構

成された 3 次元の赤色のワイアーフレームでできた対象のアレーを背景に

もち、中心には注視点の十字形と左右に動かすことができるプローブドッ

トがある（Evans et al.2020）。 



じように運動）が設定された。これの

条件での刺激配置は、図 36 に示され

たように、観察者の位置を緑の球で表

示、観察者の注視は視野の中心である

（緑の点線で表示）白い点に向けられ

る。シーンの動きは灰色の矢印で示し、

観察者に向かっての動きとなる。白点

はプローブ球の最初の位置を示し、注

視点と同等の奥行に位置し、プローブ

シーン（白い矢印とともに動く）の動

きにつれて右あるいは左方向に動く

（赤矢印）。プローブが動いた結果の

位置は青で表示してある。被験者には

マウスを用いてシーンとともにプロー

ブが左あるいは右のどちらに動くかを

知覚し反応するように教示した。測定

は完全上下法によりプローブを左方向

スタートあるいは右方向スタートとし

て段階的に速度を変え、被験者の知覚された方向が反対方向になるところまで試行した。 

実験１の測定されたデータから主観的等価値（PSE）と閾値を求めた結果、運動条件の弁別閾

値（速度）は静止条件より有意に大きいこと、また PSE は静止条件でほとんどゼロ速度となり、

観察者はプローブを静止と知覚したが、運動条件では PSE はゼロでは無く実際は静止したプロ

ーブが左方向に動いているとバイアスをもって観察者は知覚した。閾値の年齢に対する影響を

FPI（静止条件閾値に対する運動条件閾値の比率）をとって年齢の増大に伴う変化をみると、ほ

とんど変化は示されなかった。年齢の

影響を静止と運動条件で比較しても差

は小さく有意ではなかった。 

 実験２ではグローバルなオプティク

フローの解析処理の過程をしらべるた

めに、図 37 の刺激布置での実験が行

われた。図(A)は提示刺激の１例で、視

野の右半分にフローおよび左半分に垂

直に上昇するプローブ（中心の矢印

90°で表示）が提示された。バーチャ

ルな 300 個の赤いドットのオプティク

フローは黒い背景の中を拡大しながら

流動させた。これに加えて、プローブ

ドットは注視点の-4°（左方向）ある

いは+4°（右方向）に提示された。プ

 
図 37（A）実験２の提示刺激の１例で、視野の右半分にフローお

よび左半分に垂直に上昇するプローブ（中心の矢印 90°で表示）

がある。（B）プローブの知覚した軌跡を表すためのパドルで座標

原点を中心に白線を時計あるいは反時計回りに被験者は回転させ

る。（C）知覚された軌跡と実際の軌跡の角度差を相対角度

(relative tilt)とする（Evans et al.2020）。 

 
図 36 実験１の刺激配置。観察者の位置は緑の球で表示、観察者の注

視は白い点に向けられ、視野の中心を示す（緑の点線で表示））。シ

ーンの動きは灰色の矢印で示し、観察者に向かっての動きとなる。白

点はプローブドットの最初の位置を示し、注視点と同等の奥行に位置

させ、プローブシーンともに動く（白い矢印）が、しかしシーンの動

きにつれて右あるいは左方向に動く（赤矢印）。プローブが動いた結

果の位置は青で表示（Evans et al.2020）。 



ローブの速度は 0.8cm/s で 75°、90°、105°方向に動かした。プローブの知覚した軌跡を表

すためのパドル(図 37(B)を設け、座標原点を中心に白線を時計あるいは反時計回りに回転させ

た。実験で示された被験者の知覚された軌跡と実際の軌跡の角度差を相対角度(relative tilt)とし

た（図 37(c)）。local および global 運動の処理メカニズムのためにフローフィールドは全フィー

ルド（視野全体）、視野の左半分、視野の右半分３条件を設定した。この刺激条件はプローブ

とフローが同一あるいは反対の半視野となり、local および global 運動の処理メカニズムでどち

らの運動要素が決定因かを同定できる。被験者には知覚したプローブの軌跡をマウスで示すよ

うに教示した。 

 実験２の結果に基づいての実際のプローブと知覚したプローブとの角度差(tilt)が求められた。

その結果、相対角度は全視野条件とプローブフロー同一の半視野条件で大きく、プローブフロ

ー反対側半視野条件で小さいこと、また知覚された角度は全視野とプローブフロー同一の半視

野条件の半分程度だった。さらに、オプティクフローを取り除いたグローバルな運動およびロ

ーカルな運動の効果の関連をしらべると、グローバルな運動での相対角度はローカルなそれよ

りも大きく、したがってグローバルなオプティクフローの解析メカニズムはローカルのそれよ

りも影響が大きいと考えられる。オプティクフローの解析能力と年齢の関係では、相対角度と

年齢の間には 3 通りのすべての条件で相関があり、年齢が高くなるほど相対角度がリニア-に大

きくなった。これは年齢が高くなるとプローブの知覚の歪みが大きくなることを示す。グロー

バル運動の相対角度に対する年齢の影響は年齢が高くなるとリニアーに大きくなったが、ロー

カルなそれにはその関係が示されなかった。これは年齢の伴う相対角度の変化はオプティクフ

ローを取り除いたグローバル運動に依存するためと考えられる。 

 これらの実験結果から、自己運動を伴うシーンの対象運動の知覚能力は年齢とは関係なく同

等の力があるが、しかしオプティクフローの解析能力は年齢に伴って変化することが示された。 

 

マカクにおける知覚された対象の方向のバイアスとオプティクフローの解析の予測値 

     

自己が動いている間、それとは別に

動く対象は網膜上に自己の動きと周

りの相対的運動ベクトルの合わさっ

たオプティクフローを生じる。この

フローを解析するメカニズムが仮定

され、そこでは網膜のフローから自

己の運動によって生じるオプティク

フローを差し引く働くがあると考え

られる（flow-parsing hypothesis）。こ

のメカニズムは、図 38 に示されたよ

うに、flow-parsing hypothesis 基づいて

自己運動中の対象の運動を計算する

しくみである。図（A）には自己が前

方に運動するとオプィクフローは中

 
図 38 flow-parsing hypothesis で、自己運動中の対象の運動を計算す

るしくみである。（A）自己が前方に運動するとオプティクフローは中

心から周囲に拡大し別個に動く対象の網膜上の運動はその周囲の運動ベ

クトルとその位置のオプティクフローベクトルの総和となる。 

図 A のように、もし対象が右視野の上方に動けば視野ぼ運動には右方向

の要素（赤の矢印）が加えられる（赤色表示）。（B）視覚システムは

対象の運動を計算するためには自己の運動のオプティクフローを差し引

く必要がある。左方向の要素（青印）が対象の別個に動く運動に付け加

えられる。（C）オプティクフローを解析した後に周囲に関連した対象

の相対的運動（紫色で表示）が知覚として残る（Peltier, Angelaki, & 

DeAngelis、2020）。 



心から周囲に拡大するのでこれとは別個に動く対象の網膜上の運動はその周囲の運動ベクトル

とその位置のオプティクフローベクトルの総和となる。図 A のように、もし対象が右視野の上

方に動けば視野の運動には右方向の要素（赤の矢印）が加えられる（赤色表示）。さらに図 B

のように、視覚システムは対象の運動を計算するためには自己の運動のオプティクフローを差

し引く必要がある。左方向の要素（青印）が別個に動く対象の運動に付け加えられる。したが

って図（C）のように、オプティクフローを解析した後、周囲に関連した対象の相対的運動（紫

色で表示）が知覚として残ると考えられる。この差引計算の結果、対象の運動は網膜上のフロ

ーに基づいて知覚されるので、対象の運動位置から逸れる方向バイアスが生じると推測される。

flow-parsing 仮説についての精神物理的研究はあるものの、その神経生理的研究は少なく、ニュ

ーロンのレベルでこの仮説を検証するものは少ない。 

 Peltier et al.(2020)は、人間と同じように flow-parsing 仮説に基づく行動がとられるかをマカク

を訓練して検証した。実験では、自己運動方向を変えた事態で予測される flow-parsing 仮説が

どの程度妥当するかをしらべた。そのために、図 39 のように、対象の運動方向を知覚し判断す

る課題を設定した。対象を視野の中心を起点として 11 の方向のなかの一つの方向に直線的斜め

上方向に動かし、被験体（サル M）にその運動方向を±40°あるいは別の被験体（サル P）に

は±20°の範囲で弁別させた（図の A）。はじめに被験体に対象を注視させた後に、斜め上方

にかつ自分が前あるいは後ろに動

く場合をシミュレートしたグロー

バルなオプティクフロー刺激を観

察させた（図 B）。観察後、被験

体には対象が右方向、左方向ある

いは真っ直ぐ上昇の 3 通りのタ

ーゲットのいずれかを提示し、そ

れに眼を動かすように強いた（サ

ッケード）。自己の運動は、周囲

の雲状のドットの集まりを通し被

験体と一定の距離をとって奥行方

向へ動くようにシミュレートして

設定した（図 C、上面図）。水平

方向のオプティクフロー要素が運

動方向知覚のバイアスとなるので、

そのフローのベクトル（u）は、 

   
で求められる。W：自己運動の速

度、X：水平方向のオプティクフ

ローベクトルの観察者に対する相

対的位置、Z2：オプティクフロー

ベクトルの観察者に対応した奥行。 

 
図 39 対象の運動方向知覚課題、（A）対象を視野の中心を起点として 11 の

方向のなかの一つの方向に直線的上方向に動かし、ひとつの被験体（サル

M）にその運動方向を±40°あるいは別の被験体（サル P）には±20°の範囲

で弁別させた。（B）被験体にはじめに対象を注視させた後に、斜め上方にか

つ自分が前あるいは後ろに動く場合をシミュレートしたグローバルなオプテ

ィクフロー刺激を観察させた。観察後、被験体には対象が右方向、左方向あ

るいは真っ直ぐ上昇の 3 通りのターゲットのいずれかを提示し、それに眼を

動かすように強いた（サッケード）。（C）被験体の自己運動の上面図で、被

験体と一定の距離をとって奥行方向へ周囲の雲状のドットの集まりを設定

し、それを通して自己の運動はシミュレートされた（Peltier, Angelaki, & 

DeAngelis、2020）。 



 2 個体の被験体（Macaca mulatta）には対象が右あるいは左方向のどちらに動いたか２強制選

択法(2AFC)で選択させたるために、眼球の運動を一眼の結膜に強膜コイルが埋められモニター

することによって被験体の眼球運動が測定された。被験体を特製の椅子に固定し刺激をスクリ

ーンに投影した。自己の運動のオプティクフローの flow parsing 仮説を検証するための刺激は、

図 40 に示されたように、3 通りの提

示刺激条件とし、それにもとづく方向

知覚判断の結果を予測することにした。

図の（A-C）には、小さなパッチ状の

ドットが弁別させる対象として提示し、

左方向、右方向あるいは真っ直ぐ上方

向に自己運動をシミュレーションで提

示した。また、円形窓内のマスク刺激

を対象と背景フローの間の運動の比較

を阻止するために提示した。図（A）

には、前方への自己運動の刺激条件で

オプティクフローは視野の中心から放

射状に拡大する事態を、図（B）には

後方への自己運動の刺激条件でオプテ

ィクフローは視野の中心から放射状に

収縮する事態を、図（C）には静止条

件で背景のドットは静止する事態をそ

れぞれ示してある。図（D-F）方向知

覚判断の結果予測で対象の運動方向角

度に対する右方向選択の頻度で 3 条件

のフロー解析(No flow parsing、Partial 

flow parsing、Complete flow parsing)の

結果予測を示す。そのうち図（D）に

は、被験体が flow parsing を全くしな

ければ、３条件間に差が生じないとい

う予測、図（E)には、もし被験体が部分的に flow parsing をすれば、対象の運動方向に対する右

方向選択頻度の曲線はｘ軸の水平方向にシフトするという予測。図（F）には、もし被験体が完

全に flow parsing すれば、対象の運動方向に対する右方向選択頻度の曲線では前方への動きと後

方への動きの判断値の曲線はｘ軸水平方向に大きく離れるという予測をそれぞれ示してある。

対象の運動は円形の窓（直径 10cm ほど）のなかにランダムドットを複数個提示し同じように

動かした。ドットは窓の縁に到達すると消失し、新しいドットが窓の反対の縁に出現した。こ

れは大きな対象が窓の背後に動くのと同じようにし、速度や方向は対象と同等に操作した。窓

枠で囲まれた部分のフローの運動は一定の網膜の位置に固定されるので、被験体は位置を手が

かりに方向弁別をすることはできない。2 頭の被験体の機能する脳半球がそれぞれ左あるいは

 
図 40 3通りの提示刺激条件と方向知覚判断の結果予測。（A-C）小さ

なパッチ状のドットが弁別させる対象で、左方向、右方向あるいは真

っ直ぐ上方向に自己運動をシミュレーションする。円形窓内のマスク

が対象と背景フローの間の運動の比較を阻止するために提示。（A）前

方への自己運動刺激条件でオプティクフローは視野の中心から放射状

に拡大する、（B）後方への自己運動刺激条件でオプティクフローは視

野の中心から放射状に収縮する、（C）静止条件で背景のドットは静止

する。（D-F）方向知覚判断の結果予測。対象の運動方向角度に対する

右方向選択の頻度で 3 通りのフロー解析機能(No flow parsing、

Partial flow parsing、Complete flow parsing)の予測を示す。（D）

被験体が flow parsing を全くしなければ、３条件間に差が生じない。

（E)もし被験体が部分的に flow parsing をすれば、対象の運動方向に

対する右方向選択頻度の曲線はｘ軸の水平方向にシフトする。（F）も

し被験体が完全に flow parsingすれば、対象の運動方向に対する右方

向選択頻度の曲線において前方への動きと後方への動きの判断値の曲

線はｘ軸水平方向に大きく分離する（ Peltier, Angelaki, & 

DeAngelis、2020）。 



右になるように対象に位置を変えた。対象を囲む周囲は眼球から奥行 5cm から 55cm に広がる

3 次元の雲状ドットとした。 

 実験の手続きは、被験体の眼前の中央の注視点を注視させ、その後で刺激を 2 秒間オプティ

クフローと対象を同時に動かして提示し、その後に刺激を消してブランクにし、すぐにターゲ

ットを注視点の左右に提示し被験体には右あるいは左方向の対象の運動のどちらを知覚したか

を眼球サッケードで示させた。正しい選択反応にはジュースを与えることで強化された。 

 実験１（自己運動の振幅の大きさ）の結果、眼球運動で知覚された自己運動の方向はオプテ

ィクフローの前進条件では右に後進条件では左方向へのバイアスが示された。左視野に対象の

位置がある場合、自己運動が前進するフローベクトルは、対象の方向を知覚する際にそのフロ

ーベクトルを差し引く結果、右方向バイアスとなる。後進条件の場合も同様にフローが解析さ

れ左方向バイアスとなる。被験体 M のケースでは右方向のバイアスが、被験体 P では左方向の

バイアスが対象の方向角度が大きく変化するにつれて増大した。自己運動振幅が増大すれば対

象の位置におけるフローベクトルが長くなるので知覚的バイアスが大きくなることが誘導され

たと考えられる。オプティクフローに誘導される方向と大きさのバイアスは自己運動の方向と

大きさ(振幅)によって決まり、flow parsing の仮説の通りになった。自己運動の異なる大きさご

とに知覚バイアスから PSE のシフトを求めると、測定から求めた PSE と予測から求めた値との

間には直線回帰があり、強い相関があった。自己運動のシグナルは対象の運動にノイズを増や

すことになるので、対象の知覚した方向の閾値は自己運動の

振幅が大きくなると増大すると予測されるが、これも両被験

体で有意に予測値と相関した。 

 実験２（対象位置の影響）で、図 41 に示すように、視野内

における対象のスタート位置は注視点をはさんで被験体 M に

は左側 5 箇所、被験体 P には右側 5 箇所と変化させた。オプ

ティクフローによる自己運動は前進あるいは後進、また速度

は 2 段階を設定した。自己運動の振幅は被験体 M が 2.5cm、

5cm、被験体 P が 5cm、10cm にとった。実験の結果、知覚さ

れた対象の方向のバイアスは右側条件と左側条件共に注視点

から距離が離れるにつれて増大し、対象の水平方向の位置に

よる PSE のシフトへの影響は有意に示された。これは flow 

parsing の仮説の通りになったが、仮説では垂直軸方向の位置

の違いによる PSE シフトへの影響は予測しないが、実験では

その影響が小さいものの有意示された。この垂直軸位置が水平軸方向の知覚バイアスに影響し

たのは自己運動の補償が十分ではないためと考えられる。対象の方向の知覚弁別の閾値は、水

平と垂直方向の対象位置の相違および自己運動の振幅で有意に増大した。このことから、flow 

parsing のしくみは長いオプティクフロー・ベクトルがあっても対象の位置を解析するのには感

度が低いと考えられる。  

実験３では、オプティクフローでの注視点から対象までの２次元距離の要因の検討（実験２）

ではなく、対象の観察者からの３次元距離要因の影響が検討された。実験の刺激設定は図 42 に 

示した。ここでは、奥行の異なる 2 つの遠・近対象の運動がシミュレーションされ提示された。 

 
図 41 視野内における対象のスター

ト位置で注視点をはさんで被験体 M

には左側 5 箇所、被験体 P には右側 5

箇所とした (Peltier, Angelaki, & 

DeAngelis、2020）。 



図（A）には、遠対象（50cm）は近対象（20cm）より大きく、また遠くに設定し、対象が運動

しても網膜上では一定を保持されるので、図（B）のように網膜上では対象の速度、大きさ、位

置が一定になるようにシミュレート

したステレオグラムを作成し、両眼

視差が単独の手がかりとなるように

した。対象の大きさ（円形）は注視

点に位置する場合には直径 10cm とし、

遠・近対象が運動しても同一の網膜

イメージを構成するようにシミュレ

ートした。対象は 11 方向、自己運動

は、前進、後進、静止の 3 条件とし

た。実験の結果、(1)対象の方向変化

に対する遠と近対象の弁別カーブは 2

頭の被験体で類似し、両眼視差でシ

ミュレートした対象の奥行は flow parsing の主たる要因ではないこと、(2)PSE に対する対象の３

Ｄ距離の効果は弱く flow parsing には影響しないこと、（3）３Ｄ距離要因は対象の方向弁別の

閾値に何らの影響も及ぼさないこと、(4)自己運動の振幅は対象の方向閾値に有意に影響するこ

となどが示された。これらのことから、対象の３Ｄ距離要因の PSE への影響は限定的である。 

実験４では被験体のリアルな自己運動の影響がしらべられた。すなわち、視覚によるフロー

に前庭感覚の手がかりを加えた条件（visual + vestibular）を設定し、そのために被験体から固定

した距離にスクリーンを装着したプラットフォームを設置した。こうすることによってフロー

の視覚情報と被験体の実際の移動による前庭感覚情報を合体させる実験事態を作った。被験体

M の実際の運動距離は５cm、被験体 P は 10cm とし、またその他の条件も前実験と同一に設定

した。実験の結果、両被験体とも、対象の方向知覚のバイアスは、「visual + vestibular」条件で

「visual」単独条件より大きいことが示された。また、刺激の感覚モダリティが視覚単独から視

覚に前庭感覚が加わると、対象の方向知覚の PSE の増大傾向へのシフトが有意に、また自己運

動の振幅にも見いだされ、さらに閾値も影響受けた。このように、視覚に前庭感覚の手がかり

が加わると flow parsing による解析が強くなると考えられる。 

flow parsing gain（ 観察された PSE のシフト／予測された PSE のシフト）は、トライアルの経

過が進むにつれて減じた。被験体 M では計算された gain 値は 1.0 以上を示し、対象の運動を判

断する場合に自己運動の過度な補償を示したが、後の実験では gain は 1.0 まで低下した。被験

体 P では gain 1.0 近辺からスタートし、経過につれて減じ、過小補償を示した。これらの結果

から flow parsing gain はトライアルの経過につれて徐々に 減少すると考えられる。 

これらの結果を総合すると、マカクの視覚システムは flow parsing 仮説で自己運動をともなう

対象の方向の知覚を行っていると考えられる。 

 

歩行中のシーンに関連した対象の動きの知覚における視覚と非視覚情報 

 自己の歩行中の対象の動きを知覚することは大切な働きである。これには視覚情報（オプテ

ィクフロー）と非視覚情報（前庭感覚、体性感覚、自己受容性感覚）の両方が関係し、自己運

 
図 42 奥行の異なる 2 つの遠・近対象のシミュレーション。（A）遠対

象（50cm）は近対象（20cm）より大きく、また遠くに設定し、対象が

運動しても網膜上では一定を保持する。（B）網膜上では対象の速度、

大きさ、位置は一定にシミュレートしたステレオグラム（背景にはフ

ローがあるがここでは描かれていない）、両眼視差が単独の手がかり

となる(Peltier, Angelaki, & DeAngelis、2020）。 



動による情報を網膜の運動情報から差し引くことによってシーンに関連する対象の動きを知覚

する。Warren and Rushton (2007, 2008, 2009)と Rushton & Warren(2005)は、視覚システムが自己

運動要素を解析し取り除いて残りの網膜上の運動をシーンに関連する対象運動と考え、この過

程ではオプティクフローが重要な役割をしているとし optic flow parsing となづけた。 

Xie et al.(2020)は、対象の動きを正確に知るためには、対象の網膜運動から自己運動の要素を

除く必要があるので、そのために motion-nulling method を用いて視覚と非視覚情報をシーン関

連の対象の運動の知覚への関わりの程度を測定した。実験では 3 通りの刺激条件を設定した。

視覚情報条件では、被験者が地上を前方にスムースに運動した事態をランダムドットでシミュ

レートし、ヘッドマウントを通して被験者を静止して実験した（図 43a）。非視覚情報条件で

は、被験者が実世界を実際に前方にスムースに運動すさせる事態を設定しオンラインで接続し

たヘッドマウント（HMD）を通して空虚な地上（視覚情報を欠いた）を真っ直ぐに歩行をシミ

ュレートして実験した（図 b）。視覚情報と非視覚情報結合条件では、被験者はランダムドッ

トの地上での実際の歩きをシミュレートしたバーチャルな空間を HMD を通して観察した。こ

れら３通りの刺激条件でシーン関連対象の運動方向知覚を測定し、motion-nulling method（図 c）

を用いて optic flow parsing の正確さをしらべた。もし非視覚情報が被験者の歩行に利用されて

いれば、対象の運動はプローブの網膜運動から自己の運動要素を控除するので、その値は非視

覚情報条件のゼロより大きくなると考えられる。またもし、オプティクフローによる視覚情報

が重要な役割を果たしていれば、より大きな自己運動が非視覚情報条件より視覚情報条件の方

がプローブの網膜上の運動よから控除されると仮説される。すべての視覚刺激は HMD を通し

て両眼視差の３Ｄで提示された。 

 実験１では、12 名の被験者（男 3 人、女 9 人、21 歳から 26 歳）で 3 通りの刺激条件を提示

し HMD を装着して観察実験した。被験者の身体と頭部が奥行方向を真っ直ぐに向いているこ

とを確認したら、実験手続きをスタートさせ、知覚されたプローブのベクトルを記録した。得

られたデータから motion-nulling method のよって Nulling PSE を算出した。    

その結果、Nulling PSE は視覚情報条件で有意に非視覚条件や視覚＋非視覚情報結合条件より

大きいことが示された。また、視覚システムが自己運動によるプローブの網膜上の運動要素を

控除する程度(compensation gain)を計算すると、非視覚情報条件(54%)、視覚条件(81%)、視覚＋

非視覚結合条件(98%)となり、予測通りに Nulling PSE が大きくなると compensation gain の程度

 
図 43 実験で用いた視覚刺激の型。(a)ランダムドットの地上シーン、(b)空の地上シーン、プローブ対象は右方向に運動、

(c)運動要素の nulling（ゼロ化）の手続き(Xie et al.2020) 



は小さくなった。このように、歩行中の自己運動要素がプローブの網膜運動から控除される程

度は実験条件によって異なり、シーンに関連した対象の知覚はリアルな環境におけるように視

覚＋非視覚情報結合条件で正確となると考えられる。 

実験２では、プローブの奥行距離によってプローブの奥行知覚が影響されるかを上述の３通

りの条件で検討した。背景にランダムドットが動く条件では空虚な空間より単眼的手がかりが

働き、プローブの奥行距離が近くに知覚されると考えられる。プローブの網膜運動における知

覚された自己運動要素は、プローブが遠くの距離にある場合でもプローブが近くにしかも小さ

く知覚されるので、より大きく自己運動の控除がなされてしまう。この場合、視覚情報条件と

視覚＋非視覚結合条件の compensation gain は非視覚情報条件の何もないグラウンドシーンより

ランダムドット・グラウンドシーンの方がより大きくなると予測される。実験の手続きは、図

44 に示したように、はじめに、空虚グラウンドを背景に奥行距離を試行毎に変えてプローブを

提示、その後、何もないマスク刺激を提示し、これも試行毎に揺れ角度(yaw)を変えたプローブ

をランダムドットグランドを背景にして提示し、最後の試行のプローブの奥行距離が最初の試

行の奥行距離より近いか遠いかを被験者にコントローラーを用いて答えさせた。 

 その結果から、PSE distance offset（2 通りのシーンの知覚奥行距離を等しくするために追加し 

た奥行距離の値を計算し、空虚な背景とランダムドット背景とでプローブの知覚奥行距離に有

意な差がないことが示された。これは両シーンの奥行手がかりが異なるのに奥行距離の知覚が

異ならないのは、どちらのシーンでも両眼視差が利いているからと考えられる。 

これらの実験結果から、被験者が歩行中のシーン関連対象の運動知覚の精度は非視覚情報条

件では悪く、また視覚情報単独でも十分ではなく、視覚＋非視覚情報結合した場合に高いこと

が optic flow parsing にもとづいて明らかにされた。 

 
図 44 実験２の手続き。空のグラウンドを背景にしたプローブを提示、その後何もないマスク刺激を提示し、プローブを

ランダムドットグランドを背景にして提示し、プローブまでの奥行距離を問う(Xie et al.2020)。 


