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要旨

体やパタンであっても、そこに目を見つけると、顔とし
て知覚するという強い傾向をもつ 。
［1］

顔は、社会的コミュニケーションの重要なツールの一

他にも、イタリア人画家ジュゼッペ・アルチンボルド

つであり、われわれにとって特殊な視覚刺激である。生

（Giuseppe Arcimboldo）の描いた人物画は、野菜や果

後まもなくから顔に対する選好がみられるなど、ヒト乳

物・生物などを組み合わせて顔を描いた
「寄せ絵」であ

児にとっても特別な視覚刺激の一つであると言える。こ

り、部分的に見ると人物画を構成する物体が知覚される

れまでの研究から、成人が有する洗練された顔認知能力

が、構成する物体を一つのまとまりとして見たときに初

の素地となる処理が生後約8ヵ月の期間で発達すること、

めて顔が知覚される。過去の研究から、物体失認患者は

さらにその神経基盤が脳機能イメージング手法によって

この絵画から物体は知覚できないが、顔を知覚すること

明らかにされつつある。本論文ではまず、顔認知とその

が知られている 。
［2］

神経基盤についてこれまでの知見を紹介する。さらに、

また、「2つの目、1つの鼻と口」という共通構造を持つ

乳児の顔認知能力の発達および、機能的近赤外分光法

顔同士を効率的に認識するため、他の物体とは異なる方

（fNIRS）によって明らかにされてきた乳児期の顔処理の

法で認識していると考えられている。われわれヒトの高

神経基盤の発達を概観する。最後に、fNIRS 計測を注意

い顔認識能力は、「部分処理（featural processing）
」
では

欠如・多動症（ADHD）児童に応用し ADHD 児に特異的

なく「全体処理（configural processing）」
が優位であるこ

な顔の脳内処理を明らかにした研究例を紹介し、fNIRS

とに特徴付けられる 。すなわち、各内部特徴を個別に

による顔処理メカニズムの解明可能性について考察する。

処理するのではなく、すべての内部特徴を一つのまとま

［3］

りとして処理し、内部特徴間の空間配置情報をもとに顔

1．顔認知とその神経基盤
われわれヒトにとって、
「顔」
は特殊な視覚刺激である。

を認識しているのである。全体処理の証拠としてあげら
れるのが、「倒立効果（inversion effect）」
である。顔を倒
立、つまり180度回転させると、正立した顔に比べ顔の

視覚刺激が「顔」であるかを素早く検出し、その顔が既知

検出や識別・再認の正答率が低下することや、反応時間

の人物なのか未知の人物なのか、その顔が誰であるかを

が延長することが知られている 。倒立にすることに

識別するだけでなく、その顔から性別や感情状態、おお

よって、上から
「2つの目 - 鼻 - 口」と並んでいた内部特

よその年齢などを認識することが可能である。たとえば

徴が
「口 - 鼻 -2つの目」という並びになることで本来の

人物を識別する際に、服装や髪形など手がかりにするこ

顔の空間配置が崩れ、空間配置情報の処理が阻害される。

とも可能であるが、これらの情報は日々変化することか

倒立顔では、個々の内部特徴の情報を手がかりとする部

ら有用性が低いため、変化が比較的少ない顔情報を手が

分処理のみで顔を認識せざるを得ないため、倒立効果が

かりにすることが重要になる。このように、顔を認識す

生じると示唆されている。この「倒立効果」
は顔以外の物

る能力は社会的な生活を営むうえで欠かせない能力であ

体では、顔ほど強く生じないため、顔の全体処理の指標

ると言える。そのため、ヒトは顔に対する非常に高い感

と考えられている 。

［4］

［3］

受性をもつ。例として、われわれヒトが顔以外の物体に

このような顔認知の基盤となる脳領域として、後頭か

も
「顔」
を知覚することがあげられるだろう。無生物の物

ら側頭にかけて特異的な領域が報告されている。下後頭

2

回
（inferior occipital gyrus：IOG）
、紡錘状回（fusiform

る

。よって、新生児期の顔選好は顔特有のメカニズ

gyrus：FG）、上側頭溝後部
（posterior superior tempo-

ムではなく、一般的な処理メカニズムに基づく反応であ

ral sulcus：pSTS）に顔特有の活動を示す領域があるこ

ると考えられる。

［15-17］

とが知られており、それぞれ OFA・FFA・pSTS face

このような新生児期からみられる能力は、視力の向上

area と呼ばれている 。これらの顔領域は左右両半球に

や、top-heavy パタンを好んで見る性質を通して
「顔」の

存在するが、顔観察時には左半球に比べ右半球の顔領域

視覚経験を蓄積するとともに、徐々に顔特有の処理メカ

で強い活動が示されるという、右半球優位性が報告され

ニズムが獲得され成熟していく。生後3ヵ月頃になると、

ている

新生児期にみられた模式顔図形や top-heavy パタンへ

［5］

。

［6-7］

これらの顔領域は、それぞれが顔の異なる情報を処理

の選好は消失し、よりわれわれが日常生活で目にする顔

することが示されている。有力な顔処理の神経モデルの

に近い顔写真のような刺激でないと選好を示さなくなる

1つとしてあげられるのが、Haxby らの提唱したモデル

といった変化がみられる

である 。このモデルでは、背側経路（視覚野―OFA―

ると弁別が困難になるという成人と同様の「倒立効果」

pSTS にいたる経路）と腹側経路（視覚野―OFA―FFA

も、生後4ヵ月で示されている

にいたる経路）という2つの顔処理経路を想定しており、

顔の処理方略が「部分処理」から、成人と同様の「全体処

背側経路では表情や視線といった顔のジェスチャーを認

理」に変化する 。さらに、生後9ヵ月ごろになると、日

識するために用いられる可変な顔情報を処理し、腹側経

常生活での視覚経験の偏りを反映する現象とされる顔弁

路では人物を同定するために用いられる不変な顔情報

別における知覚狭小（perceptual narrowing）がみられ

［8］

（アイデンティティや人種など）
を処理すると考えられて

。また、顔を倒立提示す

［13，
18-20］

。生後7ヵ月頃には、

［21-22］

［23］

る

。先行研究から、生後3ヵ月ごろの幼い乳児はど

［25-28］

いる。
近年では、この神経モデルを支持する脳機能イメー

んな種／人種／年齢の顔でも区別することができる一

ジング研究の知見も発表されている。顔認知課題中の全

方、生後9ヵ月になると成人と同様に、乳児が日常生活

脳の脳活動を fMRI で計測し、活動が見られた領域間の

の中で見慣れた特定のカテゴリの顔
（ヒトの顔、自人種

機能的結合を検討すると、Haxby らの提唱する腹側経

の顔、若年成人の顔）は区別できるが、見慣れないカテ

路と背側経路に一致する階層的ネットワークが同定され

ゴリの顔の区別が困難になる

ることがわかっている 。

認知能力は、生後3ヵ月までに顔に特化した処理メカニ

［9］

。このように乳児の顔

［25-28］

ズムが機能し始めたのち、生後9ヵ月までの間に生育環
境に適応した発達を遂げると考えられる。

2．乳児期における顔認知の発達

これらの研究の知見が日常生活の中でみられる乳児の

顔は、乳児においても顔以外の物体に比べ特殊である

行動の一つの例が、人見知りであろう。生後5ヵ月ごろ

ようである。特定の刺激を好んで長く見るという性質を

までは未知顔か既知顔かに関わらず顔に注目するが、生

利用した選好注視法
（preferential looking method）や、

後7ヵ月ごろから未知顔と既知顔を区別し始めるように

既知のものよりも未知のものにより注目するという乳児

なり「人見知り」がみられるようになるという行動の変化

の特徴を用いた馴化法
（habituation method）・親近化法

である。

（familiarization method）を用いた研究から、乳児期に
顔認知能力がめざましい発達を遂げることが明らかにさ
れてきた。

3．乳児期における顔認知の神経基盤の発達

顔認知能力の一部は、生得的なものであることが近年

このような生後1年の間にみられる乳児の顔認知能力

の研究で示されている。
「2つの目に1つの口」というヒト

の変化の基盤には、脳の発達があると考えられる。これ

の顔のような配置の模式顔図形に対する選好は、誕生後

までの、多くの研究では、成人で顔領域が報告されてい

間もないの新生児でみられることが示されており

、

る後部側頭領の活動に焦点を当てて検討されてきた。乳

これは特定の配置を持つ画像への選好は生後間もない段

児 の 脳 機 能 を 検 討 す る 方 法 と し て、 事 象 関 連 電 位

階から機能し始めることを示唆する。驚くことに、近年

（event-related potentials：ERP）や機能的磁気共鳴画像

この顔のようなパタンへの選好は胎児期でも報告されて

（functional magnetic resonance imaging：fMRI）
、脳磁

［10-13］

、顔パタンへの選好は乳児が生得的に持

図（magneto encephalography： MEG）
などさまざまな

つ能力であると考えられる。しかしこの新生児期にみら

方法があるが、本稿では機能的近赤外分光法
（functional

れる選好は、実は top-heavy パタン
（ある領域の中の下

near-infrared spectroscopy： fNIRS）を用いて明らかに

半分に比べ、上半分に要素が多く配置されている図形パ

されてきた顔処理の発達について概説する。

いることから

［14］

タン）への選好に基づくものであることがわかってい

fNIRS は脳血流の変化を計測する脳機能イメージング

3

技法の1つで、生体細胞を透過しやすい近赤外光
（波長

最初に、乳児の側頭領域で顔に特異的な脳血流反応が

700nm 〜1300nm）を頭皮上から照射し、頭蓋内で拡散

みられるかを検討した fNIRS 研究が Otsuka ら

した後頭皮上に戻ってきた光量を計測することで、大脳

研究である。生後5-8ヵ月の乳児が正立顔と倒立顔を観

皮質表面の酸素化ヘモグロビン（oxy-Hb）、脱酸素化ヘ

察している時の脳血流反応を計測し、顔認知の特殊性の

モグロビン（deoxy-Hb）
、総ヘモグロビン
（total-Hb）の

重要な指標である「倒立効果」、すなわち倒立顔に比べ正

相対的な変化を計測する装置である 。一般的に、活動

立顔に対して脳活動が上昇するかを検討した。顔ではな

している脳部位では脳血流量が増加すると言われてお

い物体（野菜）の画像観察時の脳血流反応を基準として、

り、oxy-Hb の増加と deoxy-Hb の減少が観察される。

正立顔および倒立顔画像観察時の脳血流反応を比較した

よって、課題中の oxy-Hb の増加が特定の脳部位で観察

結果、正立顔観察時には右半球の側頭領域でのみ oxy-

されることで、当該領域と特定の知覚・認知処理との関

Hb が有意に上昇した。一方、このような脳血流反応は

連を推測することができる。fNIRS は非侵襲性の脳機能

倒立顔観察時にはみられなかった。この結果は、側頭領

イメージング技法であり、参加者の身体や頭部を拘束す

域における顔特有の脳内処理が遅くとも生後5ヵ月まで

ることなく計測することが可能であり、多少の体動が

にみられること、さらにその処理は乳児期においても右

あっても計測できるという利点をもつ。よって、計測中

半球優位であることを示すものである。

［29］

に同じ姿勢を保持し続けるのが困難である覚醒下の乳幼

による

［33］

で は、 横 顔 を 顔 と し て 認 識 す る の は い つ だ ろ う

児の脳機能の計測をするのに適したイメージング技法と

か？

いえる。これらの点から、fNIRS はさまざまな研究で用

情報が全て含まれているのに対し、横顔は目が片方しか

いられ、乳児の知覚認知発達に関連する脳血流反応が明

見えず口も半分しか見えないなど、顔として認識するた

らかにされてきた

めの情報が非常に少ないため、横顔の認識は正面顔に比

。

［30-31］

正面から見た顔（正面顔）には目や口といった内部

べ非常に難しいと考えられる。Nakato ら

は、生後5ヵ

［34］

3-1

乳児の側頭領域における顔に対する脳活動

月児と生後8ヵ月児を対象に正面顔と横顔に対する後側

fNIRS を用いて乳児の顔処理の発達的変化を検討した

頭領域の脳血流反応を計測した。顔画像に対する脳血流

研究では、成人で顔特有の脳活動が報告されている側頭

反応は、Otsuka らの研究と同様に、野菜画像観察時の

領域の反応に焦点が当てられてきた。多くの研究では、

脳血流反応をベースラインとして比較された。
その結果、

顔以外の物体を観察している際の脳血流反応をベースラ

Otsuka らの結果と一致して、正面顔に対しては生後5ヵ

インとし、その活動と顔観察時の脳活動を比較し有意な

月児・8ヵ月児ともに、右半球の後側頭領域で oxy-Hb

変化が生じるかが検討され、一貫して乳児の側頭領域が

の有意な上昇が観察された。しかし、横顔観察時では発

顔に対して特異的に活動することを報告している （図

達的変化が示された。すなわち、生後5ヵ月児では横顔

1）。

に対する有意な oxy-Hb の上昇はみられず、生後8ヵ月

［32］

図1

4

乳児の顔認知に関連する脳活動を計測する際の計測位置（Kobayashi et al., 2011より改変）

児でのみ有意に上昇した。これらの結果から、横顔の処

神経順応パラダイムは、特定の脳領域における機能的

理は生後5-8ヵ月の間に発達すると考えられる。この横

な特性と、処理する情報の表象を検討する手法として

顔処理の発達のプロセスについて、さらなる検討を行っ

fMRI 研究などで確立された手法である。神経順応とは、

たのが Ichikawa ら

である。Ichikawa らは、生後3ヵ

同一の視覚刺激を反復提示することによって特定の

月から8ヵ月までの6ヵ月間にわたって正面顔と横顔に対

ニューロン集団において刺激に対する順応（慣れ）が生

する後側頭領域の脳血流反応を計測する縦断的研究を

じ、結果として fMRI で計測される信号の低下が生じる

行った。計測された脳血流反応を各乳児について回帰分

現象を指す

析を行った結果、横顔に対する oxy-Hb の上昇は生後5ヵ

変化に依存せず神経順応が生じ続けるかによって評価さ

月半を境に観察されるようになり、生後8ヵ月に向けて

れる。たとえば、ある刺激に順応させ特定の脳領域で脳

徐々に発達することが示された。
また正面顔に比較して、

活動の低下（神経順応）が生じた後、その刺激の大きさを

横顔に対する oxy-Hb の反応は生後より遅い時期に生起

変化させたにも関わらず神経順応が生じ続ける場合、そ

する一方より急峻に発達すること、横顔に対する反応は

の領域は大きさの変化の処理と関連がないことを表す。

幼い月齢では個人差が大きいものの発達とともに個人差

一方、大きさの変化に応じて神経順応から回復した場合、

が小さくなることを明らかにしている。

その領域は大きさの変化を処理すると考えられる。

［35］

上述の他にも、顔の内部特徴の配置に対する感受性

［36］

。皮質領域における表象は、刺激特性の

［45-48］

成人を対象とした fMRI 研究では、顔に特異的な反応

や、
点光源で表された顔のバイオロジカルモーション 、

を示す顔領域（OFA、FFA、pSTS face area）
でも、顔

アルチンボルドの顔のだまし絵 、母親顔

刺激に対する神経順応が生じることが報告されてい

［37］

［38］

や顔の表

［39-40］

情 に対する反応など、乳児の側頭領域における顔に対

る

する脳血流反応やその発達について検討されており、一

同一の顔刺激を提示し続ける条件では脳活動が低下する

貫して乳児の側頭領域が顔に特異的に活動することが示

のである。たとえば、FFA では同一人物の顔を反復提

されてきた。

示する条件では、複数人物の顔を提示する条件に比べ脳

［41］

。つまり、複数の顔刺激を提示する条件に比べ、

［48-50］

活動が低下することから、当該領域が顔がもつ人物情報

3-2

乳児の側頭領域における人物情報の処理

しかし、これらの研究では、乳児の側頭領域が顔のど
のような情報を処理しているのかについては明らかにさ

（アイデンティティ）を処理しており、その処理は大きさ
や提示位置など画像の低次特徴の変化に依存しないこと
が明らかになっている

。

［48，
49，
51］

れてこなかった。そこで筆者らは、神経順応パラダイム

著者らは、神経順応パラダイムを用いて、生後5-8ヵ

（neural adaptation paradigm）
と呼ばれる手法を初めて

月児の後側頭領域における人物情報を処理とその発達

乳児の fNIRS 計測に適用することで、側頭領域におけ

を、一連の fNIRS 研究から検討した

る顔処理特性の検討を行った

は、正面顔を刺激として用い、同一人物の顔を反復提示

。

［42-44］

。最初の研究で

［42-44］

図2 生後5-8ヵ月児の側頭領域における顔刺激に対する神経順応
（Kobayashi et al., 2011 Experiment 1の結果）
赤線は different-identity 条件での oxy-Hb の変化、青線は same-identity 条件での oxy-Hb の変化。縦軸の0はベースライン（野菜観察時）の
活動を表し、横軸0～10は顔刺激の提示区間を表す。左右両半球とも、different-identity 条件でのみベースラインに比べて oxy-Hb が有意に
上昇し、また different-identity 条件と same-identity 条件の間に有意差が示された。
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する
（same-identity）条 件 と 複 数 人 物 の 顔 を 提 示 す る

る（different-identity）条件の両条件に顔刺激の大きさの

（different-identity）条件で生じる脳血流反応を比較し

変化を加えた際にも、神経順応が生じるかを検討した。

た 。もし、乳児の後側頭領域が成人と同様に顔の人物

もし、後側頭領域が大きさの変化に依存せず人物情報を

情報を処理しているのであれば、different-identity 条

処理するのであれば、same-identity 条件における oxy-

［42］

件に比べ same-identity 条件の脳血流反応が低下すると

Hb の 低 下 が 生 じ る と 考 え ら れ る。 実 験 の 結 果、Ko-

予測された。実験の結果、生後5-8ヵ月の両半球の後側

bayashi ら

頭領域が different-identity 条件でのみベースラインに

頭領域で、same-identity 条件における oxy-Hb の有意

比較して有意な oxy-Hb の上昇を示し、さらに same-

な低下が観察されたことから、少なくとも生後5ヵ月の

identity 条 件 で different-identity 条 件 に 比 べ 有 意 な

時点で視距離の変化に依存せず、顔から人物情報を処理

oxy-Hb の低下、すなわち神経順応を示した（図2）。こ

することができると考えられる。

の結果から、神経順応パラダイムが乳児を対象とした

と同様に、生後5-8ヵ月児の両半球の後側

［42］

さらに、顔向きの変化 および表情の変化
［42］

に対する

［44］

fNIRS 計測に適用できること、さらに生後5-8ヵ月の後

神経順応も検討された。その結果、顔向きおよび表情の

側頭領域が顔の人物情報を処理していることが示唆され

変化を超えた人物情報処理には発達的変化が示された。

た。

すなわち、顔向きまたは表情を変化させると、生後5-6ヵ

次に、生後5-8ヵ月児の後側頭領域における人物情報

月児では different-identity 条件での oxy-Hb の有意な

の処理が、低次の画像特徴の変化に依存しないかを検討

上昇がみられず、different-identity 条件と same-identi-

するため、視距離の変化に応じて起こる刺激の網膜サイ

ty 条件間の有意差も示されなかった。一方、生後7-8ヵ

ズの変化に着目した

。すなわち、同一人物の顔を反復

月児では different-identity 条件で oxy-Hb が有意に上

提示する（same-identity）条件と複数人物の顔を提示す

昇し、same-identity 条件での神経順応も認められた
（図

［43］

図3

顔 向きの変化を加えた際の、生後5-6ヵ月児および生後7-8ヵ月児の側頭領域における顔刺激に対する神経順応
（Kobayashi et al.,
2011 Experiment 2の結果）
赤線は different-identity 条件での oxy-Hb の変化、青線は same-identity 条件での oxy-Hb の変化。縦軸の0はベースライン（野菜観察時）の
活動を表し、横軸0～10は顔刺激の提示区間を表す。生後7-8ヵ月児では、左右両半球で different-identity 条件でのみベースラインに比べて
oxy-Hb が有意に上昇し、また different-identity 条件と same-identity 条件の間に有意差が示された。一方、生後5-6ヵ月児では神経順応は
示されなかった。

6

3）
。これらの結果から、顔向きや表情の変化を超えた人

察時には oxy-Hb は上昇しなかった。これらの結果から、

物情報処理は生後7ヵ月ごろに発達すると考えられる。

これまで報告されてきた ADHD 児の怒り顔認知の困難

著 者 ら は 一 連 の 研 究 か ら、 神 経 順 応 パ ラ ダ イ ム は

さは、怒り顔に対する後部側頭領域の非定型な脳活動に

fNIRS 計測にも適用することができ、この方法によって

起因するものと考えられる。

顔に特異的に反応する後側頭領域が人物情報の処理関与

著者らは、Ichikawa ら

の研究を踏まえ、ADHD 児

［67］

すること、生後5-8ヵ月の間に高次な処理へと発達する

の表情観察時の脳内処理における治療薬の効果を検討し

ことが明らかにした。

た 。ADHD の行動特性や認知特性の一部はドーパミ
［68］

ンおよびノルアドレナリンの機能不全が関与していると
考えられており

、塩酸メチルフェニデート（MPH：販

［69］

4．発 達障害の顔処理―ADHD 児の表情
処理

売名はリタリン・コンサータ）などの精神刺激薬の服用

身体や頭部を拘束することなく計測できるという利点

ドーパミンの再取り込みを阻害することでシナプス間の

を生かして、神経発達症をはじめとした精神疾患患者を

情報伝達を高める働きがあるとされ、その結果 Go ／

対象とした fNIRS 計測も行われている

No-Go 課題などの認知課題のパフォーマンスや脳皮質

。たとえば、

［52］

自 閉 ス ペ ク ト ラ ム 症（Autism Spectrum Disorder：
ASD）児童

での情報処理を改善することが知られている

。

［70-71］

や神経性やせ症児童の自己顔に対する脳活

治療薬の服薬は認知課題のパフォーマンスだけでな

などが検討されている。本稿では神経発達症の1つ

く、表情同定課題のパフォーマンスも改善することが報

［53］

動

はもっとも一般的な治療の選択肢である。MPH は主に

［54］

である注意欠如・多動症
（Attention-Deficit ／ Hyperac-

告されている

tivity Disorder：ADHD）における表情認知障害とその

の脳内処理に及ぼす急性効果を検討するため、MPH お

神経基盤について取り上げる。

よびプラセボ服薬前と服薬90分後の怒り顔・幸福顔観察

ADHD は、もっともよく知られる神経発達症の1つで、
学童期における有病率が米国では約10％

、日本では

［55-56］

3-5％

。そこで著者らは、MPH の服薬が表情

［63］

時の側頭領域における脳血流反応を fNIRS で計測した
（図4）。さらに、確率的レジストレーション法

を用

［72-74］

と報告されている。その中核症状は多動性・衝

いて各計測チャンネルの脳皮質上の位置を推定すること

動性・不注意であることから、多くの ADHD を対象と

で、怒り顔および幸福顔観察時に有意な脳血流の変化が

した研究では実行機能や注意など、中核症状に関係のあ

生じた脳部位を明らかにする試みを行った。実験では、

る認知機能について検討されてきた。しかし近年、認知

ADHD と診断された8-12歳児を対象に、怒り顔・幸福

機能の障害に加えて、社会的認知の障害も報告されてい

顔条件における MPH およびプラセボ服薬前後の後部側

る

頭領域の脳血流反応を参加者内計画で計測した。ADHD

［58］

。

［58］

もっとも重要な社会的認知の1つとして、顔の表情か

児の怒り顔の同定成績が MPH の服用によって改善する

らの情動や感情状態の認知があげられる。われわれは他

ことを踏まえると

者との円滑なコミュニケーションのために顔の表情を利

血流反応が服薬後に上昇することが予測された。計測の

用しているが、学童期の ADHD 児の37％が表情認知の

結果、幸福顔観察時には服薬の種類や有無に関わらず、

障害をもつことがわかっている

。ADHD 児の表情認

右半球の下後頭回
（IOG）で oxy-Hb が有意に上昇した。

知の障害は特に、怒りや悲しみ、恐怖といったネガティ

一方怒り顔観察時では、服薬前は側頭のいずれの領域で

ブ表情で報告されている

［58，60-66］

。先行研究では、ADHD

も有意な oxy-Hb の上昇は示されなかったが、MPH 服

児は定型発達児に比べて怒り表情の同定が困難である一

薬後には左半球の IOG で oxy-Hb が有意に上昇するこ

方、幸福表情の同定成績には ADHD 児と定型発達児間

とが示された。さらに、このような oxy-Hb の変化はプ

に有意差がないことが示されている

ラセボ服用時にはみられず、MPH 特異的に生じた。

［59］

。

［60，61，63］

、怒り顔処理に関与する脳領域の脳

［63］

このような定型発達児と異なる ADHD 児の表情認知

表情は IOG の顔領域
（OFA）および上側頭溝の後部の

の神経基盤が、fNIRS を用いて検討されている。Ichika-

顔領域（pSTS face area）の背側経路で処理されると考え

wa らは、8-12歳の ADHD 児と定型発達児を対象に、

られているが 、OFA は顔の各内部特徴の形態情報を

怒り顔と幸福顔を観察している際の脳血流の変化を後部

処理する一方

側頭領域から計測した

。その結果、定型発達児では、

行っているとされる 。これを踏まえると、ADHD 児

物体ベースライン観察時に比べ怒り顔と幸福顔の両表情

の幸福顔の処理は定型発達児と同様に右半球優位ではあ

に対して右半球の後部側頭領域の有意に oxy-Hb が上昇

るが、pSTS face area での感情価の処理は弱く、IOG

した。一方 ADHD 児では、幸福顔観察時には右半球の

での顔の形態的情報の処理に依存することが示唆され

後部側頭領域の oxy-Hb が有意に上昇するが、怒り顔観

る。さらに、ADHD 児の怒り顔の処理は MPH によっ

［67］

［8］

、pSTS face area では感情価の処理を

［75-79］

［80］
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図4 Kobayashi et al.
（2020）の手続き、および ADHD 児が幸福顔・怒り顔観察時に脳活動が上昇した領域（Kobayashi et al., 2020から改変）
（a）服薬前の oxy-Hb の平均値とベースラインとの比較、（b）服薬後の oxy-Hb 値とベースラインとの比較、（c）服薬後と服薬前の oxy-Hb 値
の差分とベースラインとの比較。色付けしているチャンネルは、ベースラインに比較して Oxy-Hb が有意に上昇したことを示す（両側 t 検定）。

て改善されるが、この効果は形態的情報の処理を促進す

言えよう。上述の通り、特に顔認知課題においては、乳

ることによって生じるものであると考えられる。

児から学童期まで安定して側頭領域における活動が認め
られており、顔認知発達や障害の神経基盤を検討する

5．今後の展望

ツールとして fNIRS のさらなる活用が期待される。ま
た本稿では、神経順応パラダイムを乳児を対象とした

本稿では、fNIRS を用いて明らかにされてきた顔認知

fNIRS 計測に適用した研究例を紹介したが、この手法を

の発達過程と障害について概説した。乳児を対象とした

用いることで、乳児だけでなく ASD や ADHD など社

研究では、乳児期でも後側頭領域が顔特異的に活動する

会的コミュニーションや社会的認知に障害を持つ神経発

ことや、
顔処理の右半球優位性が示されてきた。さらに、

達症の顔処理特性を、より詳細に検討できるだろう。

神経順応を fNIRS 計測に適用することによって、乳児

顔認知は、われわれの社会的コミュニケーションにお

の後側頭領域における人物情報処理の発達過程が明らか

いて非常に重要な役割を果たしている。実験心理学の手

にされてきた。また、顔認知障害の例として神経発達症

法や fNIRS による脳機能計測は顔認知の発達や障害の

の1つである ADHD の表情認知を取り上げ、ADHD 児

解明に寄与し、ヒトの他者理解やコミュニケーションの

に特徴的な怒り顔の処理および、怒り顔の脳内処理に対

解明につながると期待される。

する治療薬の効果について紹介した。
fNIRS は、fMRI などに比べると空間解像度が低く、
脳皮質表層の血流反応に限定した計測であるという短所
もあるが、非侵襲性かつ身体や頭部の拘束することなく、

謝辞
これまで御指導を賜りました山口真美先生
（中央大

多少の体動があっても計測できるという利点から、同一
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能の神経基盤を解明するための手法として適していると

者らの研究は、日本学術振興会の研究助成を受けて行わ
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