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Abstract (in English) 
 
Sudden changes in the environment convey critical information for organisms' 
survival. Visual animals are equipped with neural machineries that facilitate the 
processing of the information marked by visual sudden changes, or transients. 
Here, I review visual phenomena whereby transients alter the percept for the 
constant stimulus and then discuss their functions in the context of saccadic eye 
movements. Transient-induced perceptual fading and alternation are understood 
as consequences of resetting previously established visual representations, and re-
evaluation of the input is prompted. The resetting of previous percepts is likely 
useful for avoiding false temporal integration of visual inputs across saccades. 
Based on the observation that saccadic eye movements are accompanied by the 
appearance of a new stimulus and the disappearance of an old stimulus on the 
retina, I propose that transient-induced visual illusions are due to the resetting 
function which normal works for erasing persistence across saccades. 
Furthermore, I propose that co-evolution with the oculomotor system made the 
visual system optimized for processing information efficiently using the temporal 
patterns of onset and offset transients produced by saccades. This framework 
offers an integrative view of diverse phenomena known in visual neurosciences. 
 
Keywords: visual transients, perceptual fading, saccades, visual awareness, 
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要約 
 
我々の身の回りの視覚環境において、突然の変化には生物の生存にとって重要な情報が含ま
れていることが多い。視覚的な動物はそのようなトランジェントと呼ばれる突然の変化によ
ってもたらされる情報を選好的に処理するような仕組みを持っている。本稿では、まず始め
にトランジェントによって引き起こされる知覚が変化する現象について概観し、 その後にト
ランジェントがなぜそのような現象を引き起こすのか理解するため眼球運動の文脈から考察
する。トランジェントによって引き起こされる知覚の消滅や変化は、トランジェント呈示直
前までに確立されていた知覚をリセットし、新たな知覚の形成を促すことによって引き起こ
されていると解釈ができる。そのようなリセット機能はサッカードと呼ばれる急速な眼球運
動の前後での情報の混合を避けるために有用であると考えられる。実際に、サッカードが生
じるたびに網膜のレベルでは、古い刺激が消えて新しい刺激が現れるというトランジェント
信号が生じている。このことから、トランジェントによって引き起こされる錯視は、サッカ
ード間での視覚的痕跡（persistence）の継続を断つという本来の機能が根底にあるのでは
ないかと提案する。眼球運動の制御系と視覚処理系はお互いを制限条件として共進化してき
た結果、サッカード時に生じるオンセットとオフセットのトランジェントを視覚系はリセッ
トのシグナルとして有効に利用するようになったのだと考えられる。ここでの、眼球運動と
視覚処理の相互関係の枠組みは様々な視覚神経科学で知られている現象を統一的に機能的側
面から理解するのに役立つであろう。 
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1．トランジェントとは 
 
視覚情報処理において、重要な情報は「変化」にある。 よく知られているのは、脳の第一次
視覚野では、ニューロンは線分やエッジといった空間的に変化に対して反応し、一様な平面
などに対する反応を示すニューロンは比較的少ない。これは明るさや色が一様なところより
も、空間的な変化を含む部分が重要な情報を持つため、エッジを基に視覚入力を表現するこ
とが、効率がいいと考えられている。空間における視覚情報の効率的な表現という考え方は、
視覚の科学においては歴史が長い。Attneave （１９５４）やBarlow（１９６１）は第一次
視覚野では情報を数少ないニューロンの発火により効率的に表しているという仮説を提唱し
た。その後、より計算論的な形式化によって、教師なし学習のアルゴリズムによって、ニュ
ーロン間の統計的独立性を高めることで、スパースコーディングが行われているという仮説
に発展した (Olshausen & Field, 1996; Bell & Sejnowski, 1997; Simoncelli & 
Olshausen, 2001)。 
 
空間的処理におけるエッジのコーディングの議論を時間的処理に当てはめると、トランジェ
ントは時間的変化に対しても重要な情報を含んでいると考えられる。コンピュータ画面上に、
突然物体を呈示して、一定時間経過した後、画面から取り除くという状況は、神経生理学的
研究でも、心理物理学における研究でも頻繁に用いられてきた刺激呈示方法であり、ヴィジ
ュアル・トランジェントに対する視覚ニューロンの反応が大きいということは長年知られて
来た。オンセット・トランジェントとオフセット・トランジェントは、それぞれ物体の出現
と消失というクリティカルな情報を含んでいるという点で、時間的なエッジともとらえるこ
とができる。 
  
しかし、実世界での体験と照らし合わせてみると、物体が急に現れたり消えたりする状況と
いうのは非常に珍しい。テレビやパソコンの画面や信号機などの人工物以外で、突然物体が
現れたり消滅したりすることはほとんどない。むしろ、トランジェントが実際に網膜上で起
きるのは、我々が目を動かしているときがほとんどだといっても過言ではないだろう。急速
な眼球運動はサッカードと呼ばれ、我々は毎秒２、３回サッカードをしているといわれてい
る。本稿では、トランジェントがもつ脳内の状態をリセットするという機能をまず紹介し、
そして、そのリセット効果と眼球運動の関係を論じる 。 
 
 
２.トランジェントによって引き起こされる知覚現象 
 
これまでの私自身の研究で、ヴィジュアル・トランジェントが数々の視覚イリュージョンを
引き起こすことがわかってきた。本稿での目標は、それらのイリュージョンを統一的に理解
するための仮説提案することである。まず、ここでトランジェントが引き起こす知覚現象を
解説する。 
 
 
2.1．主観的な物体の消失がトランジェントによって引き起こされる 
 
通常、我々は常に眼を動かして、周囲の状況を確認しているのだが、瞬きせずに一点を注視
し続けると視覚処理の弱点が浮き彫りになる。図２のような刺激をじっと見つめていると、
黒い部分がだんだんうすくなって見えてくる。そして、最終的にはすべてが消えてなくなっ
てしまったように見えるだろう。このような現象は「トロクスラー効果」と呼ばれ(Troxler 
1804)、持続的な刺激入力のために刺激に反応しているニューロンの反応性が下がってくる
ために、主観的な知覚が消えてしまうのだと考えられている。 
 



トロクスラー効果によって、知覚の消失が生じるまでの時間は、対象となる刺激の特徴やさ
まざまな条件によって変わってくるが、大雑把に言って、まず１０秒程度かそれ以上の時間
がかかり、さらに試行間でのばらつきも大きい。 
 
 

 
 
 

図1：トロクスラー効果（左）と、トランジェントによる知覚消失（右). 
 
 
トランジェントによって引き起こされる、現象の一つとして、トロクスラー効果のような知
覚の消失がある (Kanai & Kamitani, 2003; Moradi & Shimojo, 2004; Wilke et al., 2003) 
図1に示してあるように、瞬間的にトランジェントな視覚刺激（ここでは白いディスクのフ
ラッシュ）を呈示することで、それまで呈示されていた赤いディスクが消失したように見え
る。この現象を以下ではトランジェント・インデュースト・フェイディングと呼ぶことにす
る。 
 
その後の研究で、トランジェントによって引き起こされる知覚消失(transient-induced 
fading)はオンセット・トランジェントではなく、オフセット・トランジェントによって引き
起こされているということがわかった(Simons et al., 2007)。オンセットもオフセットと似
たような大きな反応を引き起こすのだが、この点においては両者の機能は別で、対称的では
ない。 唯一の例外が一般フラッシュ抑制(Generalized flash suppression, Wilke et al., 
2003)と呼ばれる現象で、視野全体にたくさんの動いている光の点を提示した場合には、オ
ンセット・トランジェントも知覚の消失を引き起こす（この違いについては、後に詳述す
る）。 
 
 
2.2. 主観的な知覚の反転がトランジェントによって引き起こされる 
 
解釈が曖昧な視覚入力に対して、入力刺激が一定なままでも主観的知覚が変化し続ける現象
が知られている。このような双安定（バイステイブル）な知覚を引き起こす刺激の例を図2
に示した。これらの刺激に共通なのは、複数の解釈が可能であり、可能な解釈の間で、知覚
が常に反転してしまうということである(Leopold & Logothetis,1999; Blake & 
Logothetis, 2002)。知覚の変化は、ある程度注意によってコントロールすることが可能だ
が、一つの知覚を維持しようとしても、しばらくすると反転してしまう（inevitability)。ま
た、同時に複数の解釈が知覚されずに、ひとつの解釈が知覚されているときは、他の解釈は
抑制され意識にのぼらない（排他性、exclusivity）。トロクスラー効果と同様に、反転まで
の時間にはばらつきがあるため、次の反転がいつ起きるかは予測することが難しい。 
 



 
 
 
図2：バイステイブル知覚の例．（左上）運動からの３次元構造の知覚（Structure-from-motion, 
SFM)では、回転している３次元の円筒の表面上に配布されたドットを二次元に投影することで作られ
るバイステイブルな刺激である。回転方向が二次元情報だけからでは曖昧なため、手前の面が右に動い
ているようにみえる回転方向と、逆の回転方向の知覚が交互に生じる.（右上）垂直な縞模様同士での
両眼視野闘争（Binocular Rivalry, BR). （左下）ネッカーキューブ(Necker Cube, NC)．（右
下）対応関係が曖昧な仮現運動（Apparent Motion, AM). 
 
 

 
 
図3：トランジェントによって引き起こされるバイステイブル知覚の反転. 知覚の反転の頻度がフラッ
シュ呈示後の時間の関数として表されている。 それぞれのグラフが対応するバイステイブルな刺激に
ついては図２を参照。 
 
バイステイブル知覚における知覚的反転は、通常はランダムな振る舞いをみせるが、ヴィジ
ュアル・トランジェントを呈示することで知覚的反転を引き起こすことができる(Kanai et 
al., 2005)。トランジエントが呈示された直後に、知覚的反転の起きる確率があがっている
のが図3に示されている。 
 
 
 
 
 



2.3. トランジェントが引き起こす知覚変化の共通点 
 
上記の二種類のトランジェントによって引き起こされる知覚変化には、いくつかの共通点が
認められる。 
 
【局所性】  
トランジェントの効果は空間的に局所的であることである。トランジェント・インデュース
ト・フェイディングでは、提示されるフラッシュがターゲットのディスクに近ければ、強力
な効果が得られるが、フラッシュが離れたところに提示された場合には、ほとんど知覚の消
失は得られない。同様に、知覚の反転も、フラッシュがターゲット刺激の近くに提示された
場合は高い確率で反転が引き起こされるが、フラッシュが離れてしまうと、ほとんど知覚の
反転は観察されない。 この局所性から、トランジェントと既存の脳内での刺激との表象のイ
ンタラクションは、受容野の小さな初期視覚処理過程、または頭頂葉の空間的処理に関わる
部位で起きていると予想される。 
 
【知覚的グルーピングの効果】 
一つの物体として認識されている刺激の一部にトランジェントを提示することで、その物体
全体の消失を引き起こすことができる。また、共通の特徴をもつ刺激が二つ同時にターゲッ
ト刺激として提示されている場合、一方をトランジェントで消失させてやると、もう一方も
消失する確率が高い（Vergeer & van Lier,2007）。知覚反転については、二つの
structure-from motion刺激を提示したときに、両者が一つの物体としてグループ化されて
いる場合は、一方でトランジェントによって引き起こされた反転が、もう一方の刺激へと伝
搬する。もし両者の刺激がグループかしないように別の方向の軸を中心に回転していた場合
は、そのような伝搬は生じない(Kanai et al., 2005)。このグルーピングの効果から、単純な
入力に近い低次処理過程での信号伝搬の阻害だけでは説明のつかない、特殊なリセットが行
われていることが示唆される。 
 
 
2.4. トランジェントに対する非対称的なオンとオフ処理 
 
これらのトランジェントによって引き起こされる知覚消失は、オフセット・トランジェント
が、既に成立していた視覚の表象を一度リセットすることによって生じるのではないかと考
えられる。それに加えて、オンセット・トランジェントが新たな計算を始めるときに使われ
ていると仮定すれば、トランジェントの引き起こす知覚変化の現象を説明することができる。
詳しく説明するために、オンセットとオフセットによるダイナミクスを図4に示した。図4に
従って、状況を順に解説していく。 
 

 
 
図4：オンセットとオフセットのトランジェント・インデュースト・フェイディングにおけるダイナミ
クス。詳細は本文を参照。 
 



1. 赤のディスクの出現（オンセット）。赤のディスクによって引き起こされる、スパ
イクがボトムアップに高次視覚野まで伝わる。この時点では、まだ処理は無意識に
行われている。 

 
2. 赤のディスクの表象が、高次視覚野からの低次視覚野のフィードバックを介して安
定する。この時点で、赤のディスクに対する意識的知覚が生じる。 

 
3. 白のディスクの出現（オンセット）。白のディスクについての情報がボトムアップ
に高次視覚野まで伝わる。 

 
4. 白のディスクの表象が、高次視覚野からのフィードバックにより安定し、意識的に
知覚される。 

 
5. 白のディスクの消失（オフセット）。白ディスクのオフセットシグナルにより、こ
れまでに成立したフィードバックループによる安定して表象が崩される。そのこと
により、白ディスクの消失のみならず、赤ディスクの知覚も消えてしまう。 

 
6. その後、赤ディスクのボトムアップのシグナルは、入ってきているが、赤ディスク
は最初に呈示されたときのようなオンセットシグナルを伴わないため、再び意識的
に知覚されるようになるには、時間がかかる。 

 
以上のように、オフセット・トランジェントによって、それまで成立していた知覚が一度リ
セットされると考えることで、トランジェント・インデュースト・フェイディングを説明す
ることができる。ここでの、ボトムアップでの処理がフィードバックにより安定することで
意識的知覚が生じる。 
 
 
 
３．眼球運動との関係 
 
これまでの観察から、トランジェントは直前まで成立していた知覚の表象を一度崩し、新た
な表象の成立を促すという仮説をたてた。しかし、トランジェントの機能を十分に理解する
ためには、生物がいかなるときにトランジェントの入力を受けているかを考えなければなら
ない。 
 
 
3.1.  眼球運動がトランジェントを引き起こす 
 
自然界で物体が急に現れたり消えたりすることは、非常に稀である。むしろ、実際にトラン
ジェントが網膜上で生じるのは、サッカードと呼ばれる高速の眼球運動を行っているときが
ほとんどである。 我々は毎秒２～３回のサッカードをしているといわれている。ということ
は、一回のサッカードごとに３００ミリ秒から５００ミリ秒の凝視(fixation)があり、それぞ
れの凝視はサッカードの大きさにもよるが、数十ミリ秒程度のサッカードによって隔てられ
ている。 
 
この一度の凝視が３００ミリ秒から５００ミリ秒だということから、脳における視覚処理は
この短時間に行われ、実験室で行われるトロクスラー効果の実験のように、１０秒間も一点
を見続けるような状況は、極めて稀であるといえよう。むしろ、脳は５００ミリ秒以内に、
一連の視覚処理のサイクルをこなして、物体を認識し、次のサッカードのターゲットを決定
し、次のサッカードが始まる。サッカードが始まったと同時に、オフセット・トランジェン
トが網膜上に生じ、直前の凝視中に形成された安定したニューラル表象がリセットされ、次
の凝視の際の新しい入力の処理に備える（図４）。 
 



眼球運動の文脈で考えることで、前節で議論したオフセットによるリセット効果も機能的に
理解することができる。 サッカード時にその直前までの凝視における処理の結果をリセット
することで、誤った時間的情報の統合を避け、サッカード終了時のオンセット・トランジェ
ントとともに入ってくる新たな情報の処理を促進することができる。 
 
 
 
３.２. 意識生成の逆階層モデルと視覚処理のスピードについて 
 
一度の凝視が0.5秒弱ということから、視覚脳がこの時間内でたいていの日常的な処理を行
っているということがわかる。この時間スケールは速いと思われるかもしれないが、実際に
短時間でかなり複雑な処理が脳内では行われているようである。この文脈で特に興味深いの
は、Simon Thorpeらの研究 (Thorpe, et al. 1996)である。Thorpeらの研究では、呈示さ
れた写真のなかに動物がいたかどうかを答えるという物体のカテゴリー化を伴うタスクで、
誘導電位（ERP）が刺激の呈示後１５０ミリ秒後にはすでに、動物がいたかどうかによって
反応に違いがあるということが示された。この処理のスピードは非常に驚異的な速さで、物
体のカテゴリーなどが明示的に表現されていると考えられている下側頭葉(Inferior 
temporal cortex, IT)まで、網膜からのシグナルが到達するまでに、それぞれの中継地点で
時間をかけずに、フィードフォワードの処理をするだけの時間しかない。途中のニューロン
がそれぞれ一回ずつ発火する程度の時間しかないのである。 
 
このフィードフォワードの処理は速いが大雑把であり、意識にはのぼっていないようである。
むしろ最初にどのようなものが視野にあるのかの大雑把な内容を高次視覚野が理解すること
で、その後フィードバックによりその仮説を確認しより安定した表象を獲得するのに役に立
っているようである。そして、仮説が低次視覚野のボトムアップの情報とマッチすることが
確認されて、意識にのぼる。サルでの神経生理学的実験とヒトでのTMS実験（Pascual-
Leone & Walsh, 2001; Silvanto et al., 2005）により低次視覚野へのフィードバックが意
識的知覚には重要であることが示唆されている。 
 
このように、初めに大雑把な内容を高次エリアがとらえて、その後フィードバックによって
吟味されるというモデルは逆階層モデル(reverse hierarchical model、Hochstein & 
Ahissar, 2002)や、DiLolloらのマスキングのリエントラント・モデル(reentrant model)な
どと共通したアイデアである。ここでの私の主張は、トランジェントの機能は意識に上る安
定したフィードバックのループを遮断しリセットすることであり、またそのように考えるこ
とで数多くの視覚的現象の本来の機能の理解の助けになるということである。 
 
 
3.３. サッカードによる視覚的痕跡のリセット 
 
ここまでサッカードによって生じる、網膜レベルでのトランジェントが脳内の視覚表象をリ
セットすると議論してきた。網膜の入力のレベルではなく、サッカードを出力するという信
号をもとに視覚脳領域でのリセットを促すことも可能ではないだろうか。また、サッカード
間での無関係な情報の統合を避けるために、直前の凝視中に得た情報のパーシステンスを取
り除くのも重要である (Averbach & Coriell, 1961; McConkie & Rayner, 1976)。網膜で
のトランジェントではなく、サッカードを行うこと自体によって、それまで見えていた刺激
が消えてなくなる心理物理的現象が知られている。その一つとして、一点を見つめているこ
とで生じた残像がサッカードを行うことで一時的に消えることが知られている（Kennard et 
al., 1970; Ditchburn, 1973; McDougall, 1903)。 
  
サッカード中に網膜上では高速で入力映像が変化しているのにも関わらず、我々はそれに気
づくことがないという観察から、サッカード中は何らかの方法で入力刺激が遮断されている
ようだと考えられ、その現象はサッカード抑制と呼ばれる(Dodge, 1900; Burr et al., 
1994)。サッカードによるリセット機能を論じる上で重要な視覚現象として、サッカード抑



制が知られている。サッカード抑制の神経メカニズムには、サッカードを引き起こすコマン
ドシグナルによって引き起こされる遠心性メカニズムと、網膜上の急速な変化による求心性
メカニズムの両者が存在する。遠心性のサッカード抑制は、完全に真っ暗で網膜からの入力
がない状態でも、電気生理学的にV1などでスパイク発火の抑制が観察されることから示され
ている(Lee & Malpeli, 1998)。心理物理学的には、サッカードが始まる直前から既にプロ
ーブ刺激に対する感度が落ちていることから、網膜刺激によって引き起こされるのではない
という議論もあるが、これは決定的な根拠ではない。というのは、サッカード中の入力がバ
ックワード・マスキングを起こしているからだとも考えられるからだ。逆に、サッカード抑
制と似たような発火の抑制は、サッカード中の視覚入力をシミュレートした刺激を呈示する
だけでも引き起こすことができる（Toyama, Komatsu & Shibuki, 1984）。 
 
サッカード抑制が求心性か遠心性という議論は、神経回路にどのようにサッカード抑制が組
み込まれているのかを理解する上で重要な問題ではあるが、おそらく両方あると考えられ、
ここでは両者が協調的に作用することで過去の視覚表象をリセットしていると考える。トラ
ンジェントの効果を考える上で特に重要なのは、サッカード中の視覚入力をシミュレートし
た刺激がサッカード抑制状の発火抑制を視覚皮質で引き起こすということだ。仮説ではある
が、オフセット・トランジェントはまさにサッカード抑制を局所的に引き起こすことで知覚
の消失を引き起こしているのではないだろうか。また、このように考えることで、唯一の例
外であった一般フラッシュ・サプレッションだけがなぜオンセットで知覚の消失を引き起こ
すのかも理解できる。というのは、 一般フラッシュ・サプレッションでは視野全体に動いて
いるドットを呈示するので、これは非常にシミュレートされたサッカードと近い視覚入力に
なっている。 
 
図４で示した、オンセットとオフセットの繰り返しからなる意識的知覚形成のサイクルは、
サッカードと凝視のサイクルに対応しているといえよう。サッカードによってあらたな視覚
入力のオンセットがもたらされ、それを数百ミリ秒の内に無意識の内にフィードフォワード
で高次視覚野までたどり着き、処理された結果がフィードバックにより初期視覚野へ戻って
くる。その時点で、安定したフィードバックループが形成され、意識に情報が上る。それと
平行して、次のサッカードのターゲットが選定され、サッカードのトリガー信号と、サッカ
ード開始による網膜状のオフセット・トランジェントにより意識的知覚となっているループ
がリセットされる。そして、また新たなオンセットから始まるサイクルが繰り返される。私
は、このサッカードと視覚処理のサイクルが視覚処理の機能の本質だと考えている。 
 
 
3.４. サッカード直後の視覚処理の促進  
 
ここまで、サッカード間での情報の融合を避けるために、サッカード毎に前回の凝視中の情
報を一度リセットする必要性と、そのようなメカニズムの存在について論じてきた。この部
分は、オフセット・トランジェントのリセット効果と対応している。図４に示した私の仮説
では、視覚処理はオンセット・トランジェントによって引き起こされ、継続的な刺激はオン
セットを伴わないので、意識に上りにくいと議論した。この部分は、サッカード直後、あら
たな凝視の始まりに対応している。 
 
では、サッカード直後の新たな凝視の始まりでは、この仮説が示唆するような視覚処理の促
進が起きているのだろうか。サッカード直後に刺激に対するニューロンの反応性が、継続的
に凝視している状態よりも促進していることが、電気生理学的な研究からネコのLGN (Lee 
& Malpeli, 1998)、マカクザルのLGN(Ramcharan et al., 2001; Reppas et al., 2002)や
マカクザルのMTとMST (Ibbotson, et al., 2006)などで報告されている。心理物理実験で、
刺激検出のタスクなどにより、サッカード直後に視覚感度が上がっているという報告は、い
まのところないが、サッカード直後に呈示された刺激に対する知覚に関するデータは少ない
(Park et al., 2001など)ので、今後研究する意義がある。だが、アカゲザル(rhesus 
monkey)を用いた追随性の眼球運動(ocular following)の研究では、サッカード直後に促進
が起きていることが示されている（ Kawano & Miles, 1986）。 



 
 
 
3.5．ラピッド・アダプテーションについて 
 
通常の凝視の時間が３００ミリ秒程度ということを考慮すると、心理物理実験で頻繁に用い
られるような数十秒間同じ刺激を見つめることで引き起こされるアダプテーションは、日常
では生じないような特殊な状況だと考えられる。一方、一凝視の時間内でも様々なアダプテ
ーションが生じている(Sekuler & Littlejohn, 1974; Kanai & Verstraten, 2005; 
Brascamp et al., 2007)。後に詳述するように、サッカードと視覚処理系が進化の過程で相
補的に最適化されてきたと考えると、一秒未満の短時間で生じるアダプテーションは、凝視
一回あたりの時間と同等の時定数を持つことで、次のサッカードの開始時には視覚的痕跡
(visible persistence)を消去しやすいレベルに達していると予想される。その傍証として、
一回の凝視の後半に呈示された刺激の視覚的痕跡は消えにくく、短時間で生じるアダプテー
ションがかかっていないためだとも解釈できる(Davidson, Fox, & Dick, 1973; Irwin, 
Brown, & Sun, 1988)。 

 
 
3.6．マイクロサッカード（凝視微動）との関係 
 
我々が眼を動かさずに一点を見つめているときでも、眼球は細かく動き続けている。凝視中
の眼球運動は三種類に分類され、トレマー、ドリフト、マイクロサッカードから構成される。
トレマーというのは２００Hzぐらいの細かな振動であり、知覚との関係は現時点ではほとん
ど研究されていない。ドリフトとは、ゆっくりとした眼球方向のぶれを指し、眼球を制御す
る神経系と筋肉の調整が不完全であるためにアンバランスが生じることで、生じていると考
えられている。マイクロサッカードは、普通のサッカードのように弾道的（ballistic)な速い
眼球運動であり、古典的にはドリフトによりずれてしまった眼球の方向を補正しているだけ
だとも考えられていたが、最近の研究は視覚処理と知覚において重要な役割を果たしている
という実験証拠がいくつか報告されている(Sabrin & Kertesz, 1980,1983; Martinez-
Conde et al., 2006; van Dam & van Ee,2005,2006)。 
 
これまでトランジェントは眼球運動の密な関係について論じてきたが、トランジェントな刺
激の呈示は逆に眼球運動に影響をあたえる。Engbert & Kliegel(2003)の研究から、トラン
ジェントな刺激呈示後から約２００ms間、マイクロサッカードの抑制が起き、その後さらに
２００msの間マイクロサッカードの促進が起きることが明らかになった（図７）。現在進行
中の私自身の研究では、視覚的なトランジェントに限らず、突発的な聴覚刺激によっても同
等のマイクロサッカードの抑制が生じることがわかってきた。トランジェントが知覚にあた
える効果は局所的（ローカル）だから、マイクロサッカードの抑制自体が直接に「物体の消
失」や「知覚の反転」を引き起こしているわけではない。むしろ、マイクロサッカードの機
能は、通常より長い凝視が必要とされた時に、瞬間的に生じるアダプテーションの効果を一
度リセットすることだと考えられる。 
 
 
 
3.7. ループの外では 
 
ここまで述べてきたヴィジョン・サッカード・サイクルの仮説の最大の要点は、サッカード
をするたびに初期視覚処理系とサッカードプログラミングの二つのシステムが一度リセット
され、新たな情報を取り入れるということだった。そして、長時間の凝視においては、マイ
クロサッカードがアダプテーションなどの効果を補うために随時内的なリセットを行ってい
ると主張して来た。当然ながら、脳内すべてのシステムがサッカードのたびにリセットされ
ているわけではない。ワーキングメモリのような刺激が消えた後で情報を処理するシステム



は、リセットされずに継続的に機能しなくてはならない。単一の凝視によって物体認識が完
了せず、複数のサッカード間での情報の統合が物体認識などに不可欠な場合もある(Hayhoe 
et al., 1991)。顕在的なワーキングメモリなどの記憶の他にも、プライミングなどに代表さ
れるような潜在的な知覚記憶が多数存在する (Leopold et al., 2002; Melcher & Morrone, 
2003; Kanai & Verstraten, 2005; Brascamp et al., 2008)。 
 
 
 
4.  進化的観点から見た断続的な視覚処理の合理性 
 
ここまで、スナップショットとしての凝視(one fixation)ごとに視覚情報が取り込まれてい
ると議論してきた。この仮説は一見世界が連続的に感じられているという直感に反するかも
しれないが、このようなストラテジーは進化の過程で多くの動物がとっている。 
 
眼球運動の研究者の間ではサッカードは中心窩(fovea)という視細胞が密集した空間分解能の
高い部位を視野の中心に持っていくのが目的だと論じられることが多いが、サッカードのよ
うな断続した視野の変化は 中心窩を持たない動物や昆虫でも知られている。頭部に対する相
対座標として眼球の位置が滑らかに変化しているような場合でも、体の方向、頭の方向、眼
球の方向を総合して視線が周囲の環境の中でどのように変化しているかを調べると、中心窩
を持たない動物でもサッカードと同じような視野の変化を体験している（Land, 1999; 
Land & Nilsson, 2002）。図５では、身体全体の動きと眼球の動きを足し合わせて視線方
向のみをグラフ化している。ここでは、キンギョとカニの例を示しているが、どちらの場合
も、視線方向は、一定時間特定の方向に固定され、その後に断続的に次の凝視点へ移動して
いる様子が見て取れる。 
 
 
 

 
図5：Land (1999) より抜粋。四種の動物の視線方向のデータが示されている。キンギョ（左上, 
Easter et al., 1974）とカニ（右上）とコウイカ（左下）とクロバエ（右下） 。ここに示した動物
では、頭部の方向、頭部に対して相対的な眼球の方向を総合した視線方向(GAZE)がある期間一定に保
たれたのちに、サッカード状に次のターゲットへと移動している様子が見て取れる。 
 
このようなストラテジーは、スナップショットとして周囲の環境を視覚的にとらえるという
のは視覚情報を効率的に得ることができる。連続的なスキャンを行うシャコの一種も知られ
ている（Land et al., 1990; Mantis shrimp Odontodactylus)が、 それは一次元の線状の
眼をもっている特殊なケースである。多くの動物は網膜のような２次元のシート状の眼をも
っており、断続的な視覚情報のサンプリングを行っている。おそらく、空間的に隣接した部
分同士では、情報が重複しているため、ある程度距離の離れた場所を断続的に処理した方が



効率よく視覚環境からの情報抽出ができるからであろう。このように、断続的空間情報抽出
は普遍性のある行動様式なので、これに伴って視覚脳も進化してきたと考えられる。 
 
 
５. まとめ 
 
本稿では、トランジェントが引き起こす知覚の消失と反転現象を紹介した。なぜ、トランジ
ェントがそのようなリセット現象を引き起こすのかを理解する上で、トランジェントが網膜
状で生じている状態、すなわちサッカードとの関係を理解することが重要だと主張した。視
覚処理の典型的な時間的サイクルは、まずサッカードによってもたらされた新たなオンセッ
トによりボトムアップの無意識の処理が行われ、それが高次領域に辿り着いた後に初期視覚
野へフィードバックされ、安定した表象となった時点で意識的知覚が生成される。それと同
時に、次のサッカードのターゲットが無意識の内に決定され、サッカードの開始時にそこま
での凝視中に確立されたフィードバックのループが遠心性のサッカード抑制と網膜状でのト
ランジェントによって一時的に壊される。そのことによって、次のサッカードの着地点での
サッカード間での情報が混ざり合うのを避け、新たな入力に対する感度を促進している。こ
のような、視覚処理とサッカードのサイクルを考慮することで、脳内での視覚処理経路と眼
球運動制御系の時間的制限と、それぞれの機能の目的を理解することができる。サッカード
のような断続的な環境情報のサンプル法は、視覚的生物全般に共通する普遍的な方法なので、
我々人間や、サルやネコやリスなど高等な視覚機能を持つ生物において、視覚処理系と眼球
運動系は共進化し、お互いに機能を最適化してきたに違いない。サッカード時における、内
的表象のリセットは、そのような視覚情報のサンプルを実現する上で必須の機能であり、視
覚処理とサッカードのサイクルは脳内での視覚処理を理解する上での概念的枠組みとして有
用である。 
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