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進化する不可能立体
—視覚の数理モデルを利用した錯視の創作
杉原 厚吉1,a)

概要：線画からそこに描かれている立体を認識する視覚システムの一つの数理モデルから出発して，多様
な不可能立体錯視が創作できることを紹介する．あり得ない形を描いただまし絵を実現する「だまし絵立
体」
，あり得ない動きが見えてくる「不可能モーション立体」
，鏡に映すと姿が激変する「変身立体」
，鏡に
映すと一部が消える「透身立体」
，鏡に映すとトポロジーが変わる「トポロジー攪乱立体」などである．創
作した作品例を通して立体錯視が起こる仕組みを探るとともに，遊具などへの応用についても模索する．

Evolution of Impossible Object — Creation of
Optical Illusion Based on a Mathematical Model of Vision
Sugihara Kokichi1,a)

Abstract: Various types of impossible objects can be created by a mathematical model of the vision system
for interpreting 2D pictures as 3D objects. They include “anomalous objects” that realize pictures of impossible objects, “impossible motion” that appear to be physically impossible, “ambiguous cylinders” whose
appearances change drastically when reflected in a mirror, “partly invisible objects” that disappear partially
in a mirror, and “topology-disturbing objects” whose topology changes in a mirror. We consider why these
illusions arise, and how they can be used in real world.

1. はじめに
不可能図形とよばれるだまし絵がある．これを見ると，

ような立体はあるはずがないという不思議な感覚が生まれ
る．これは立体錯視の一種である．一枚の画像には奥行き
の情報がない．したがって，与えれた画像と同じに見える

立体が描かれているという印象をもつが，同時にそんな立

立体には，無限に多くの可能性がある．そのすべてを特定

体は作れそうにないとも感じる．この立体の印象は不可能

できるコンピュータビジョンの手法と，その一部分しか思

立体とよばれる．すなわち，不可能立体とは，不可能図形

いつくことのできない人間の脳の違いが，この錯視を生ん

を見たとき脳に生まれる 3 次元構造の印象である．不可能

でいることがわかる．

立体は，オランダの版画家エッシャーをはじめとして，多

この知見から出発して，不可能立体のバリエーションを

くの芸術家が絵の中で素材に用いていることでも有名で

作ってきた．あり得ない動きが見えてくる「不可能モー

ある．

ション」，鏡に映すと姿が激変する「変身立体」などであ

一方，コンピュータビジョンの手法によってだまし絵を
解析すると，不可能立体の中には，実際に 3 次元立体とし
て作れるものもあることがわかる．これを実際に作ったも
のを見ると，目の前の立体を見ているにも関わらず，その
1
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る．これらの不可能立体の進化と，その遊具への応用など
についてまとめる．

2. 立体復元方程式
本章では，与えられた線画から，それを投影図にもつす
べての多面体を列挙する方法を復習する [4]．
対象とする立体は多面体（平面だけで囲まれた立体，凸
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とおく．頂点 vi が面 fj に乗っているときには，vi の座標
を上の方程式に代入して

aj xi + bj yi + cj + ti = 0

(2)

が得られる．頂点とそれが乗っている面のそれぞれの対に
対して同様の方程式が作られる．それらをすべて集めたも
のを
図 1

線画の例．

Aw = 0

(3)

と書く．ただし，w は未知数を並べた変数ベクトル

w = (z1 , . . . , zn , a1 , b1 , c1 , . . . , am , bm , cm )t
で，A は定数行列である（t は転置を表す）．
面 fj を含む平面が頂点 vk より視点に近いところを通る
場合には

aj xi + bj yi + cj + ti > 0

(4)

が得られる．遠近関係がわかっているそれぞれの頂点の面
の対に対して同様の不等式が得られる．それらをすべて集
めたものを
図 2

線画を投影図に持つ立体の探索．

Bw > 0

(5)

とは限らない）とする．これを一般の位置に視点を置いて
投影した線画が与えられたとする．また，線画の中のすべ
ての頂点がどの面に乗っているかがわかっており，さらに
部分ごとの相対的な遠近関係もわかっているとする．
線画の例を図 1 に示す．図の中の線は，+ のラベルを
つけた凸線（両側の面が見えていて山の尾根のように出っ
張って交わっている稜線の像），− のラベルをつけた凹線
（両側の面が谷底のように引っ込んで交わっている稜線の
像）
，矢印をつけた輪郭線（凸な稜線の像であるが，その稜
線を作っている二つの面のうちの一つが裏側へ回り込んで
いるもの）に分類されている．この分類から，頂点と面の
接続関係，相対的な遠近関係を読み取ることができる．与
えられた線画から，線の分類を自動的に行う方法は，三面
頂点多角形の線画 [1], [2]，影線を含む線画 [13]，隠線を含
む線画 [5]，折り紙細工の線画 [3] など多くの種類の線画に
対して提案されている．
図 2 に示すように，(x, y, z) 直交座標系の平面 z = 1 に
線画を固定し，原点 O に視点を置く．このとき，線画を
投影図にもつすべての立体は次の方法で特定することがで
きる．
線 画 に 表 さ れ た 頂 点 を v1 , v2 , . . . , vn と し ，面 を

f1 , f2 , . . . , fm とする．線画上での vi の像の座標を (xi , yi , 1)
とし，vi の座標を (xi /ti , yi /ti , 1/ti ) とおく．xi , yi は既知
であるが，ti は未知である．一方，面 fj が乗っている平面
の方程式を

aj x + bj y + cj z + 1 = 0
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とする．ただし B は定数行列である．このとき，次の定理
が成り立つ [4]．
定理 1．次の (1) と (2) は等価である．

(1) 線画を投影図にもつ多面体が存在する．
(2) 連立一次方程式・不等式 (3)，(5) が解をもつ．
解がある場合には，一般に無限にある．その解集合が，
線画を投影図に持つすべての立体の集合である．そして，
その中の任意の解から対応する立体を作ることができる．
以上は，基本的な考え方を単純化して示したものである
が，実用上は，克服すべき大きな課題が残っている．それ
は，上の方法で作った連立方程式が一般に冗長な方程式集
合となることである．私たちが連立方程式を立てるときに
は，対象の性質を表すのに必要かつ十分な式を集めるであ
ろう．そこに，それらに対して線形従属な方程式をわざわ
ざ付け加えるようなことはしない．しかし，頂点とそれを
含む面とのすべての対に対して機械的に方程式 (2) を作っ
て集めると，絵が正しい場合には線形従属なはずの式を加
えてしまう危険性がある．
理論的には線形従属な方程式は，連立方程式全体に何ら
新しい制約を加えるものではないから，問題はないように
見えるかもしれない．しかし，実際の画像データには頂点
の位置誤差が含まれ，さらに計算の途中でも誤差が発生す
る．したがって，線形従属であったはずの冗長な方程式が

(1)

線形独立となって，新しい制約を表すことになり，連立方
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(a)

(b)

(a)
図4

(b)

第 2 世代の不可能立体「不可能モーション」の例「止まり木と
錯覚知恵の輪 1」．

角に見えるところに直角以外の角度を使うというトリック
によって立体ができている．ただし，トリックとは言って
(c)
図 3

第 1 世代の不可能立体「だまし絵立体」の例「二つの L」．

も何か特別な工夫をしたわけではない．立体復元方程式に
は，角度に関する制約は含まれていないので，直角以外の
角度も許される世界で素直に立体の可能性を探ることがで
きている．

程式は意味のある解をもたなくなる．その結果，人が見る
と多面体を表していると解釈できる絵に対しても，方程式

4. 不可能モーション立体

に解がないために多面体を表さないと判定される不都合が

だまし絵ではなく，ありふれた立体の線画から連立方程

生じする．たとえば，三角錐台を上から見下ろした絵とい

式・不等式 (3)，(5) を作り，その解の中からもとの立体と

う単純な入力に対してもこのことが起こる．

は別の解を選んで立体化すると，だまし絵とは別の視覚効

したがって，頂点とそれを含む面のすべての対に対して

果を生み出すことができる．たとえば，斜面を玉が転がり

方程式を立てるのではなく，冗長ではない対に対してのみ

ながら登るように見えたり，あり得ない向きに棒が窓を貫

方程式を立てなければならない．しかし，それは簡単なこ

いたりである．このような視覚効果を，不可能モーション

とではない．冗長な方程式は，誤差のために見かけ上は線

錯視と名付けた．これは，第 2 世代の不可能立体とみなす

形独立になってしまうから，数値的に従属な方程式を見つ

ことができる．

けて除くという操作を試みても意味がない．数値計算に依

図 4 に不可能モーションの例を示す．(a) はありふれた

らない対象の組み合わせ構造的な性質に基づいて，冗長な

立体に不可能な向きに輪が絡んでいるように見えるとこ

方程式を除かなければならない．実はそれは可能である．

ろ，(b) はその状況を別の角度から見たところろである．

そのくわしい方法については [4] を参照されたい．

3. だまし絵立体

ところで，1 枚の画像には奥行きの情報はないから，そ
の画像を見た人は，創作者の意図した立体とは別のものを
思い浮かべる可能性がある．それでは不可能モーション錯

上の方法で，与えられただまし絵が立体化できるか否か

視を確実に設計することはできない．しかし，私は多くの

が判定でき，立体化できる場合は，その立体例を実際に作

観察から次の仮定が成り立つことが多いという感触をもっ

ることができる [6]．このようにして作った立体をだまし絵

ている．

立体と名付けた．これが第一世代の不可能立体である．例
を図 3 に示す．(a) はだまし絵，(b) はそれを実現する立体
の画像，(c) はその立体を別の方向から見たところである．

仮定 1．人は，絵から立体を読み取ろうとするとき，で
きるだけ直角を多く含む立体を思い浮かべる．

実際には立体として作れるのに，なぜ人はだまし絵を見
たとき作れそうにないと感じてしまうのであろうか．それ

この仮定を認めれば，ありふれた立体として，直角を多

は，だまし絵を見たとき人が思い浮かべることのできる立

く含む立体を採用し，その絵の立体復元方程式の解から直

体の世界が，立体復元方程式の解全体ではなくそれより狭

角をなるべく含まない立体を選ぶことによって不可能モー

いためであろう．このようなだまし絵の主要部分は，3 組

ション立体を設計できると期待できる．実際にこの方針で

の互いに平行な線だけを使って描かれている．それを見た

立体を設計し多くの場合に成功している．

脳は，面が互いに直角に接続されてできた立体の世界を

また，この観点から不可能図形を見直してみると，脳は

思い浮かべるように思う．実際，直角を組み合わせたので

直角のできるだけ多い立体を思い浮かべるために作れそう

は，これらのだまし絵と同じに見える立体は作れない．直

にないと感じるのだろうと推測できる．実際，不可能図形

c 2017 Information Processing Society of Japan
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(a)

(b)
(a)
図 6

(b)
変身立体「箱の中のパイプのたわむれ」．

(c)
図 5 多義柱体（変身立体）の作り方．

を立体化するときには，直角に見えるところを直角以外の
角度で作るからこそ作ることができる．

(a)

(b)

図 7

変身立体「かまぼこ屋根と二重三角屋根」．

図 8

鏡に映すと一部が消える「透身立体 VH」．

5. 変身立体
1 枚の絵には奥行きの情報はないから，それを投影図に
もつ立体は無数にある．このことは，もう一つの方向から
見たとき望みの形に見える立体を選択できる可能性をもっ
ている．このとき選択した形どおりに見た人に立体を思い
浮かべてもらいたいから直角を優先する脳の性質も考慮
しなければならない．これを実現する一つの方法は，高さ
が一定に見える柱体を作り，その端の形を軸に直交する平
面で切断した切り口に見せるという方法である．この方法
で，鏡に映すと全く違う形に見える立体を作ることができ
る．その具体的方法を次に示す [9]．
図 5(a) に示すように，空間に一つの垂直な平面 T を固

この方法で作った柱体は，二つの方向から見たとき別の

定する．そして，この平面上に始点と終点の一致する二つ

形に見えるので，多義柱体と名付けた．ただし，これは少

の曲線 A, B を指定する．ただしこれら二つの曲線は，水

しわかりにくい言葉なので，鏡に映すと姿が変わるという

平方向に単調なものを採用する．平面 T の外に二つの視

意味で，変身立体という名前も併用している．

点 E，F を選んで固定する．目標は，平面 T に垂直な軸を

図 6，7 に変身立体の例を示す．どちらも，(a) は立体の

もつ柱体で，その断面が視点 E から見ると曲線 A に見え，

後ろに垂直な鏡を立てて，二つの方向から見た姿を撮影し

視点 F から見ると曲線 B に見えるものを作ることである．

たものである．(b) はその立体を一般の方向から見たとこ

その構成法は次のとおりである．

ろである．

点 P を曲線 A に沿って始点から終点へ動かす．それぞ
れの P の位置に対して，次の計算を行う．

1. 3 点 P, E, F を含む平面 S を求める．
2．平面 S と曲線 B の交点 Q を求める．
3. 直線 EP と直線 FQ の交点 R を求める．
点 P を曲線 A に沿って動かすと，図 5(b) に示すように，

6. 透身立体
鏡に映すと一部が消えたように見える立体も作ることが
できる．これには透身立体という名前をつけた [11]．
図 8 は，透身立体の一例である．直接見た立体は正六角
柱を横向きに立てた形をしている．しかし，その後ろに垂

点 R は一つの空間曲線 C を描く．曲線 C は，視点 E から

直に立てた鏡には，正六角柱の上半分だけしか映っていな

見ると曲線 A に一致し，視点 F から見ると曲線 B に一致

い．下半分は机の面にめり込んだかのように消えてしまっ

する．

ている．同時に正六角柱の一番下に立っていたニワトリも

最後に，同図 (c) に示すように，平面 T に垂直な線分を

1 本選び，その一方の端が曲線 C に沿うように動かし，掃
き出す曲面 U を作る．この U が求める立体である．

c 2017 Information Processing Society of Japan
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消えている．
その作り方は次の一般的な性質に基づいている．図 9 に
示すように，水平な面 H の上に曲面 S が置かれているとす
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図 9 高さ反転定理．

v1

v2

S

図 11 「透身立体 VH」を一般の方向から見たところ．

y
D1

D2

S′
図 10

正六角柱とその投影図から透視立体を作る方法．

る．これを斜めに見下ろす視線方向を v1 とする．S を v1
方向に投影して得られる平面 H 上の投影像を D とする．
また，平面 H に関して S と面対称な曲面を S ′ とする．v1

図 12

トポロジー撹乱立体「縦列円柱」．

と反対方向から同じ角度で見下ろす視線方向を v2 とする．
このとき，v2 方向から見た投影像 D は，曲面 S ′ と一致す

影図に置き換えるという方法により，さまざまな透身立体

る．つまり，平面 H 上の図形 D を，v1 と v2 の二つの視

を作ることができる．

′

線方向から見た姿は，S と S という互いに高さが反転し
た立体の姿と一致する．この性質を高さ反転定理とよぶこ
とにする [10]．この定理を使うと次のように透身立体を作
ることができる．

7. トポロジー撹乱立体
鏡に映すと，つながっているところが離れて見えたり，
離れているところがつながって見えたりする立体も作るこ

図 10 に示すように，正六角柱を横向きに立てた仮想的

とができる．その一例を図 12 に示す．直接見た姿は，互

な状態を考える．この正六角柱の真ん中に平面 H が通っ

いに離れた二つの円柱であるが，鏡の中では交差する円柱

ていて，正六角柱は，H に関して面対称とする．この正

に変わっている．図形のつながり方はトポロジーとよばれ

′

六角柱の上半分を S ，下半分を S とする．視線方向 v1 に
′

るが，トポロジーは鏡に映すという変換のもとでは不変で

沿って，S と S を H へ投影してできる投影図を，それぞ

ある．このトポロジー不変性が乱されているという印象が

れ D, D′ とする．v1 と反対方向から同じ角度で見下ろす視

生じるので，この立体にはトポロジー撹乱立体という名前

線方向を v2 とする．

を付けた．
′

′

′

トポロジー撹乱立体「縦列円柱」の作り方を図 13 に示

から成る立体を考える．これは，v1 方向から見ると正六角

す．この図は立体を見たときの印象を真上から見下ろした

柱と一致するが，v2 方向から見ると，D′ が S の後ろに隠

図として表したものである．(a) が，立体を直接見たとき

れて見えなくなるため，上半分 S だけが残っているように

の印象で，(b) が，鏡の中の姿の印象である．まず，(b) の

見える．これが，図 8 の透身立体のからくりである．この

図形を互いに交差しない二つの図形に分離した (c) の図形

立体を一般の方向から見た姿を図 11 に示した．

を考える．ただし，この図では接触しているところを少し

正六角柱の下半分 S を投影図 D に置き換えて，S と D

正六角柱の上半分 S を投影図 D に置き換えて，S ′ と D

ずらして接触しない図形として描いてある．次に，(a) の

からなる立体を作ると，v1 から見たときは正六角柱に見

図形と (c) の図形との間で変身立体を作る．すなわち，円

え，v2 から見たときには上半分が消えたように見える透身

と下の欠けた三日月の間で第一の変身立体を作り，円と上

立体となる．S と S ′ を両方とも投影図 D, D′ に置き換え

の欠けた三日月の間で第二の変身立体を作る．最後に，こ

た構造を作ると，鏡に映したとき上半分と下半分が入れか

れら二つの立体を組み合わせるのだが，そのとき，図 14

わったように見える立体となる．

に示すように高さをずらす．第 1 の視点から見たときには

このように，上下対称な立体の上半分または下半分を投
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(a)
図 17
図 13

図 14

(b)
2 種類の不可能モーションが生じる立体．

トポロジー撹乱立体の作り方．

離れた点が接触しているという印象を作るための高さの調整．

図 18

点対称に映る変身立体．

8. 他のバリエーションの可能性
以上の不可能立体を組み合わせたり見方を変えたりする
と，不可能立体錯視のさらに多くのバリエーションが考え
られる．二つの例を示す．
その第一は，上下反転定理を利用して作れるもので，二
つの方向から見たとき，異なる不可能モーションが生じる
図 15 「縦列円柱」を一般の方向から見たところ．

立体である．図 17 の (a) と (b) は，同じ立体を二つの方
向から見たものである．(a) では二つの建物の屋根がつな
がっているように見えるが，(b) では三つの建物の屋根が
つながっているように見える．実際の屋根は，水平から少
しだけ傾いた 1 枚の平面でできている．そのため，そこに
玉を乗せると，一方の端から他方の端へ転がるが，見る方
向によって異なる不可能モーションが生じる [8]．
もう一つの例は，図 18 に示した立体である．右向きの

(a)
図 16

(b)
トポロジー撹乱立体「蜂の巣の変身」
．

矢印が鏡の中では左を向いている．これは，変身立体の作
り方を利用して作ったものであるが，鏡に映すと点対称な
図形に変わったという知覚を生じる [12]．そこで鏡を外し

て見えてほしい点が同一視線上に並ぶように高さを調整す

て，立体だけを垂直な軸のまわりで 180 度回転させると，

る．これによって，第 2 の視点から見たとき二つの三日月

やはり右を向くという新しい錯覚が得られる．

の角が接触しているように見え，その結果，交差している
という印象を作り出すことができる．この立体を一般の方
向から見たところを図 15 に示した．

9. 大型遊具の試作
不可能立体を見て錯視が生じる視点位置は，一般に非常

トポロジー撹乱立体のもう一つの例を図 16 に示す．こ

に狭い．そのため，机上に置ける程度の小さな立体で実現

の立体では，7 個の六角形の穴が 18 個の四角形の穴に変

するときは，片方の目だけで見る必要がある．両目で見る

わっている．

と，両眼立体視の機能によって，立体の本当の形がわかる
ため錯視は生じない．
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(a)

(b)
図 19

大型不可能立体の試作．
図 21

大型立体の視覚効果．

験を行った．まず，左右の視力がほぼ等しいか否かをたず
ね，23 名がほぼ等しいと答えた．この 23 名について，1 番
から 18 番までの位置で，中央が高く見えるか，低く見え
るか，どちらとも言えないかを答えてもらった．高く見え
る場合は 1，低く見える場合は −1，どちらとも言えない場
合は 0 を割り当て，この数値を 23 名について合計した結
果を図 21 にまとめた．各被験者は，1 番から 18 番までの
図 20

大型立体の視覚効果計測実験環境．

順と，18 番から 1 番までの順の往復について答えてもらっ
た．18 番から 1 番の順に見た場合を実線で，1 番から 18

両目で見て，さらに頭を固定しないで動かしてもよいと

番の順に見た場合を破線で示した．この図からわかるよう

いう自然な状況で錯視が起こり続けることができたら，不

に，1 番から 14 番までは，ほとんどの被験者が中央が低い

可能立体のエンタティメント分野への応用が広がるであろ

と答えた．高さが変わる 15 番から 18 番までの位置では錯

う．これを実現する一つの方法は，立体を大きく作って遠

視を生じる被験者は少ないが，それ以外の位置では錯視が

くから眺めることである．これを実際に試みてみた．

強く起こっているという事実が確認された．

図 19(a) は，反重力斜面の構造を，明治大学中野キャン

同じ形の立体を小さく作って両目で見ると，中央が盛り

パスの地面に設置したところを，一般の方向から撮影した

上がっていることはよく分かり，錯視は生じない．した

画像である．この立体を校舎の 3 階のベランダから見下ろ

がって，大きく作って遠くから眺めることは，錯視を強め

したのが，同図 (b) である．(b) の画像からは，地面に四

るために非常に有効である．

角の穴が掘ってあり，その中に 4 つの斜面が最も低い中央
へ向かって降りているという印象をもつ．しかし，実際に

10. おわりに

は，四角の穴は約 5 メートル四方のシートに描かれた絵

不可能図形のだまし絵の立体化から出発して，さまざま

で，その上に中央が一番高く，四方へ下っている 4 本の斜

な不可能性の印象を生む不可能立体を紹介してきた．さら

面が置かれている．したがって，斜面に置いた玉は，外へ

に，その立体を大きなサイズで作って遠くから眺めること

向かって転がり，あたかも重力に反して斜面を登るように

によって，片方の目を瞑ったり，のぞき穴を設けたりしな

見える．

いで，より自然な環境で錯覚が楽しめることも確認できた．

この大型立体の視覚効果を確かめるために，図 20 に示

これらの不可能立体を設計・製作することによって，人の

す状況で観察した．この図の (a) に示すとおり，地面に置

視覚システムに関していくつかの新しい知見や研究課題が

いた立体の中心から水平距離 a = 10 メートル離れた建物

見つかった．

の 3 階ベランダに立った被験者に，立体の中央が高く見え

第一に，これらの錯覚が生じる原因の一つは，脳が直角

るか低く見えるかを答えてもらった．地面から測った被験

が大好きであることがわかってきた．ほとんどすべての不

者の目の高さは，およそ b = 7.5 メートルであった．同図

可能立体錯視は，網膜上の平行四辺形を 3 次元空間の長方

の (b) に示すように，ベランダには 1 メートルおきに 1 番

形と解釈することによって生じると説明できる．そして，

から 18 番まで番号札を貼り，被験者はそれぞれの場所に

この知見は新しい不可能立体を創作するときにも指針と

順に立って両目で立体を見た．8 番が立体の正面で，理論

して役立つ．ただし，なぜ脳が直角を好むのかについては

的に最も強く錯視が起こる場所である．また，ベランダは

わかっておらず，これは視覚心理学の今後の課題の一つで

階段からつながっており，(b) に示すとおり，番号 15∼18

ある．

は階段にかかっており，高さは b メートルより小さい．
この状況で被験者 27 名の協力を得て，視覚効果測定実
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報処理は，知的で高度なものだと思いがちであるが．脳は

[7]

立体の本当の形に関する私たちの知識を無視し，勝手に別
の立体を思い浮かべてしまう．これは，人間の理性や論理

[8]

的思考がこの場面では働かないことを意味しており，脳に
関する重大な挑戦をつきつけられていると言っても過言で

[9]

はないであろう．
第三に，これらの不可能立体は，ものを直接見ることと，
それを撮影した映像を見ることが大きく異なることを再認

[10]

識する機会も与えてくれる．私たちは，目を二つもってい
て，両目でものを見ることにより立体視ができる．すなわ

[11]

ち，右目と左目の見え方の違いから対象までの距離がわか
り，立体の本当の形がわかる．一方，立体をカメラで撮影
すると，レンズ中心が一つしかないために，片方の目で見

[12]

た場合と等価な情報しか得られない．その結果，映像は両
目で見ても錯覚が起きる．現代社会の私たちは多くの映像
に囲まれて生活しているが，その映像から得られる情報は
ものを直接見る場合より格段に少ないことを忘れてはなら

[13]

Sugihara, K.: Design of solids for antigravity motion illusion. Computational Geometry: Theory and Applications, vol. 47 (2014), pp. 675–682.
Sugihara, K.: A single solid that can generate two impossible motion illusions. Perception, vol. 43 (2014),
pp. 1001–1005.
Sugihara, K.: Ambiguous cylinders: A new class of impossible objects. Computer Aided Drafting, Design and
Manufacturing, vol. 25 (2015), pp. 13–25.
Sugihara, K.: Height reversal generated by rotation
around a vertical axis. Journal of Mathematical Psychology, vol. 68-69 (2015), pp. 7–12.
Sugihara, K.: A new type of impossible objects that
become partly invisible in a mirror. Japan Journal of
Industrial and Applied Mathematics, vol. 32 (2016),
pp. 525–535.
Sugihara, K.: Anomalous mirror symmetry generated by
optical illusion. Symmetry, vol. 8 (2016), no. 4, 21; doi:
10.3390/sym8040021.
Waltz, D.: Understanding line drawings of scenes
with shadows. in P. H. Winston (ed.), The Psychology of Computer Vision, McGrawHill, New York (1975),
pp. 19–91.

ないであろう．
第四に，形の誤認から生じする事故を減らすためには，
必要のないところに直角以外の角度は使わないのがよいと
いうことがわかる．脳は見たものを，直角の多い立体とみ
なす傾向が強いから，直角以外の角度が直角と解釈されて
しまう危険性がある．だから，安全な社会を作るためには，
できるだけ直角を多く使うのがよいであろう．
第五に，不可能立体はエンタティメントのための素材と
しても期待できる．特に，本当の形がわかっても錯覚が起
こるから，立体錯視は何回でも楽しむことができ，さらに
大きく作って遠くから眺めれば，両目で見ても錯覚を楽し
むことができる．この特徴を利用して，新しい遊具を開発
することも，今後の課題の一つである．
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