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～
 

錯覚から見えてくる
 「見る」ことの偉大さと危うさ

 
～



人は、絵や写真から

奥行きを

たやすく理解できる。



初めて見たシーンでも奥行きを理解できる。



普通の絵
 

だまし絵



不可能立体：だまし絵を立体化したもの



普通の絵
 

だまし絵





普通の絵
 

だまし絵











人には不可能に見える立体が

実際には作れることもある。

本当に絵を理解して

いるのだろうか？



だまし絵を

立体化するトリックは

昔からあった。



ペンローズの三角形









影からトリックがわかる









第1のトリック
 

奥行き不連続のトリック
 

つながっているように見える
 

ところを不連続に作る。











第2のトリック
 

曲面のトリック
 

平面のように見えるところに
 

曲面を使う。







不連続のトリックや

曲面のトリックを

使わなくても

だまし絵を立体化できる。





















不可能立体から

不可能モーションへ













不可能モーション



不可能立体、不可能モーション

人は、実際とは違う立体を

思い浮かべる。



人は、絵や写真から

奥行きを

たやすく理解できる。



人は、絵や写真から

奥行きを

たやすく理解できる。
勝手に解釈している。



絵を理解するコンピュータ



コンピュータ

絵を使ったコンピュータとの対話

デザイナー



絵から立体の構造を認識させたい



凸稜線

凹稜線

輪郭線





頂点の周りで許されるラベルの組合せ
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頂点辞書

線の解釈

どんな立体？



頂点辞書

線の解釈



頂点辞書

線の解釈

頂
点
辞
書





ラベル付による絵の解釈



ありえない立体



ラベルがつかない

ありえないと判定できる





ラベルがついてしまう

頂点辞書だけでは不十分



？

与えられた絵を投影像にもつ立体は？

方程式の解集合



正しく立体を表しているのに、なぜ
だまし絵だと思ってしまうのか？



3組の平行線しか使われていない



3組の平行線しか使われていない



3組の平行線しか使われていない

面と面が直角に接続していると
勝手に思ってしまう. 



脳は直角が大好き



脳は直角が大好き

不可能立体・不可能モーションは

直角に見えるところに、

直角以外の角度を使っている

非直角のトリック



ベスト錯覚コンテスト２０１０優勝作品



錯覚コンテスト世界大会



錯覚コンテスト世界大会

評価の観点

視覚研究に役立つもの

簡潔さ、美しさ、意外性、面白さ

選考方法：

1次審査で上位10作品を選ぶ。

錯覚祭で1，2，3位を決める。



錯覚コンテスト世界大会

評価の観点

視覚研究に役立つもの

簡潔さ、美しさ、意外性、面白さ

選考方法：

1次審査で上位10作品を選ぶ。

錯覚祭で1，2，3位を決める。

観客全員の投票



なんでも吸引4方向すべり台

Magnet-Like Slopes

私は炭坑夫です。
地面を掘っているとき、
超磁石を見つけました。



撮影:佐藤隆夫



撮影:佐藤隆夫



撮影:佐藤隆夫









スペースが欲しい！



計算錯覚学の構築

錯覚を、数学を使って研究します。
そのために、研究スペースが欲しい。

ＪＳＴ，ＣＲＥＳＴ「数学」領域で採択



計算錯覚学のロゴ



研究活動拠点スペースを確保
（千代田区神田淡路町）

せっかくだから、一般にも開放したい

研究の内容を知って欲しい
錯覚を楽しんで欲しい
新作の錯覚作品の反応を見たい

錯覚美術館



明治大学錯覚美術館
5月14日（月）オープン

（当分は毎週土曜日開館）







明治大学先端数理科学インスティテュート
錯覚と数理の融合研究拠点／錯覚美術館
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淡路町駅

小川町駅

Tully’s Coffee

み
ず
ほ
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行

Starbucks Coffee

駐車場

場所：〒101‐0063 東京都千代田区神田淡路町１－１
神田クレストビル2階

道順：都営新宿線小川町駅、または東京メトロ丸ノ内線
淡路町駅下車、Ａ５番出口から徒歩1分



当面は

毎週土曜日

10:00～17:00

開館



反重力すべり台のいろいろ

柱が垂直だという思い込み

長い柱ほど高いところを支えている



柱のないスロープ







柱のない反重力すべり台



柱のない反重力すべり台

2011年出展

こんどは、
煙突掃除夫だ！



柱のない反重力すべり台

予選落ち

2011年出展

こんどは、
煙突掃除夫だ！





私の夢：
 

不可能立体を建物に！



ありがとうございました
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