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研究は、生理指標（特に脳波）によるものも含め多くあ

要旨

る

。一方、乳児がある特定の対象へと注意を向ける

［10，
11］

われわれの注意は他者の視線や表情といった社会的シ

過程、すなわち注意の移動（定位）における他者からの複

グナルから大きな影響を受けることが知られている。し

合的な社会的シグナルの影響については、まだまだ検討

かし、その発達過程や脳内機序についてはまだ不明な点

すべき点が残されている。

が残されている。特に視線と表情を組み合わせて呈示し

社会的シグナルの中でも他者の「視線」
が注意の移動に

た場合に顕在的定位、すなわち眼球運動をともなう注意

果たす役割は大きい。発達心理学の分野では、乳幼児期

の移動にどのような影響が現れるかについての発達的知

の視線追従や共同注意に関する研究が広く行われてき

見は少ない。そこで本稿では、先行知見を概観するとと

た。成人においても、他者の視線方向へと反射的な注意

もに、乳児と成人を対象に行った筆者らの研究を紹介す

の移動が生じることが知られている。街中で見知らぬ人

る。その後、これまでに得られてきた脳科学的知見をふ

の視線についつられた経験をお持ちの方も少なくないだ

まえつつ、複合的な社会的シグナルが脳内でどのように

ろう。実験的には「視線手がかり法（gaze cueing para-

処理され顕在的定位に影響を与えているのか、その脳内

digm）」と呼ばれるパラダイムによる検討が行われてお

機序および発達過程について考察する。

り、他者が視線を向けている方向へ何らかの対象が呈示
されると、そうでないときと比べ反応時間が短くなる
「視
線手がかり効果（gaze-cueing effect）」が見られることが

1．はじめに

報告されている

。この視線手がかり効果は乳児でも

［12，
13］

わたしたちは日常の中で他者の表出する視線や表情、

見られることが報告されているが 、乳児における反応

声色、身振り、言語などの社会的シグナルの影響を受け

は成人とは異なる点もあることを本稿では指摘したい。

ながら生活している。それは乳児も同様で、生後間もな
くから他者の視線方向に敏感であったり

さらに社会的シグナルは単体ではなく組み合わされて

、成長とと

用いられることも多い。本稿の主眼とするのは、社会的

、他者の視線

シグナルが組み合わされて呈示されたとき、具体的には

、他者の示す表

表情を伴う視線手がかりが呈示されたときに注意が受け

［1，
2］

もに表情を弁別できるようになったり

［3，
4］

方向へ注意を向けるようになったり

［6］

［5，6］

。たと

る影響についてである。表情の中でも、
「恐怖」
に関する

えば社会的参照は、視線や表情といった社会的シグナル

情報は生存とも関わることから優先度の高い情報とされ

によって、乳児がある特定の対象への評価や接触行動を

る。では他者が恐怖の表情を浮かべながらある一点を見

変えることを示す最たる例である。またアイコンタクト

ているとき、われわれの注意は他者の視線の先へと素早

や対乳児発話といった明示シグナル（ostensive signals）

く向けられるだろうか、あるいは、なにも変わるところ

が乳児の視線追従反応や対象の学習を促進させることも

はないだろうか。本稿では、関連する先行研究を概観す

近年報告されている 。ある特定の対象を処理するため

るとともに、筆者らが乳児および成人を対象に行った研

には、その対象へと注意を向けることが必要となる。た

究から得られた知見を紹介する。そのうえで、視線およ

とえば社会的参照のように、既に乳児が注意を向けた対

び恐怖表情という複合的な社会的シグナルが脳内でどの

象の処理における社会的シグナルの影響を検討した先行

ように処理され注意の移動に影響を与えているのかにつ

情や声色を利用して行動を変化させたりする

［7，
8］

［9］
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いて、発達認知神経科学的観点から議論を行う。

とした先行研究からは、表情が中立である場合に限り、
一致条件における反応時間が不一致条件時より早くな

2．視線手がかりによる影響

る、すなわち視線手がかり効果が見られることが一貫し
て報告されている

。

［12，
13，
18，
19］

他者の視線手がかりが注意の移動に与える影響につい

乳児においても、成人と比べれば数は少ないものの、

ては、主に以下の2つの手法から検討されてきた。1つは

視線手がかり法による検討が行われている。その代表例

他者が実際に参加者の目の前である対象へと視線を向け

が Hood ら（1998） によるものであろう。Hood らは生

る動作を行い、それによって生起される視線追従反応を

後10〜28週（生後3〜7ヵ月相当）の乳児を対象とした実験

測るものである。この手法は主に乳幼児を対象とした研

を行い、視線手がかり効果が見られたことを報告してい

究でよく用いられ、視線以外に頭部の回転なども注意移

る。対象となった月齢の乳児らの注意解放
（disengage）

動の手がかりとなることから、生後半年頃より視線を追

機能が未熟であることからターゲット呈示前に顔刺激が

従するような反応が見られる

。しかし、開眼・閉

消去されるといった成人実験とは異なる手続き的工夫が

眼や目隠しなど、他者の視線状態をより精査することが

必要であったものの、低月齢の乳児でも視線手がかり効

求められる状況下では、1歳頃になるまで正確な視線追

果が見られたことから、この研究は数多く引用されてい

従反応は見られない

る。その一方で、
「乳児でも視線手がかり効果が見られた」

［5，14，15］

。もう1つは
「視線手がかり法」

［16，17］

［6］

によるものである
（図1）
。視線手がかり法は、視線が左

との結果が独り歩きしている印象も否めない。実際、

右あるいは正面に向けられた顔刺激の呈示後、顔刺激の

Hood らの実験は生後3〜7ヵ月頃の比較的広い月齢の乳

左右いずれかにターゲット刺激が呈示される。そして

児を対象としており、得られた結果は必ずしも生後3ヵ

ターゲット刺激への反応をボタン押しあるいはサッケー

月「から」視線手がかり効果が見られることを保証するも

ドで行い、反応に要する時間を測定する。条件は顔刺激

のではない。また Hood らの実験で見られた視線手がか

における視線方向とターゲット刺激呈示位置の対応関係

り効果は、刺激の呈示方法により眼球の仮現運動
（黒目

より、一致
（congruent）・不一致
（incongruent）・手がか

が動いたように見える状況）が生じていたことからもた

りなし
（straight / neutral など）に分けられ、成人を対象

らされたものである可能性も指摘されている 。すなわ
［20］

図1 視線手がかり法の模式図
顔刺激の呈示後にターゲットが呈示され、視線方向とターゲット呈示位置の対応関係より、一致、不一致、手がかかりなし条件に分けられる。
また顔刺激には線画や写真、3D 画像などのバリエーションがある。
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ち、
生後数ヵ月頃の乳児で見られた視線手がかり効果は、

と嫌悪表情間で視線追従頻度に差が見られなかったこと

先述した視線追従や共同注意に関する先行研究からも示

を報告している。また視線手がかり法を用いた検討とし

されているように

、
「視線」よりも「動き」の要素に強

て は、 次 節 で 述 べ る 筆 者 ら が 行 っ た も の 以 外 に は、

く反応した結果と考えられる。そして成人では眼球の仮

Niedźwiecka & Tomalski（2015） が9〜12ヵ月児を対

現運動がなくとも視線手がかり効果が生じることか

象に行ったものがある。実験では怒り・幸福・恐怖の3

ら 、視線手がかりによる注意の移動には発達的変化が

つの表情が用いられ、Hood ら
（1998）と同様に眼球の仮

あると考えられる。

現運動が生じる形での刺激呈示であったが、一致条件の

［16，17］

［18］

［32］

幸福表情呈示時におけるサッケード反応時間が怒り表情

3．表情を伴う視線手がかりによる影響
前節では、中立表情を伴う視線手がかりについての知

呈示時と比べ短かったことが報告されている。

が組み合わされた場合には、どのような影響が見られる

4．恐怖表情を伴う視線手がかりによる影
響：乳児および成人での検討

だろうか。成人では特に恐怖表情を用いた検討が多く行

ここまで先行研究の知見を紹介してきた。本節では、

われている。直感的には、恐怖表情を伴う視線手がかり

恐怖表情を伴う視線手がかりが注意の移動に与える影響

が呈示されることで、中立表情時と比べターゲットへの

について、筆者らが視線手がかり法をベースに乳児およ

反応時間が短くなるように思われる。だが予想に反し、

び成人を対象に行った研究を紹介する。

見を紹介してきた。では中立以外の表情と視線手がかり

一貫した結果は得られていない。たとえば、Hietanen

注意の移動は、眼球運動を伴うことなく対象への定位

& Leppänen（2003） は、中立・恐怖・幸福・怒りの4

を行う「潜在的定位（covert orienting）」と、眼球運動を

つの表情において視線手がかり効果が見られたが、視線

伴い対象を中心窩に入れる形での定位を行う「顕在的定

手がかり効果の度合い
（一致条件と不一致条件間の反応

位（overt orienting）」に分けられる

時間の差）に表情による違いは見られなかったことを報

を対象とした視線手がかり法を用いた先行研究は、眼球

告している。また他の研究では、不安傾向や自閉スペク

運動をなるべく行わないよう教示し、ターゲットへの反

トラム症傾向などの参加者の特性によって表情を伴う視

応をボタン押しで行わせるものがほとんどであった。つ

線手がかりへの反応に違いが見られることが報告されて

まり、社会的シグナルによる潜在的定位への影響を見た

いる

ものであった。しかし、視線手がかりが顕在的定位にも

［21］

。たとえば Mathews ら（2003） は、中立およ

［22-27］

［24］

。前節までの成人

［33］

び恐怖表情を伴う視線手がかりを呈示し、各表情におけ

影響を与えることを示す知見や

る視線手がかり効果の度合いを比較した。その結果、不

の影響は顕在的注意により強く現れることを示す近年の

安傾向特性（Anxiety trait）
の高い参加者は低い参加者と

知見などから

比べ、恐怖表情による視線手がかり効果の度合いが大き

ケード反応における複合的な社会的シグナルの影響を測

かったことを報告している。その他、顔刺激の呈示時間

ることとした。乳児を対象とした実験では、成人のよう

の操作やモーフィングによる表情や視線手がかりへの動

に口頭で教示を与えることは不可能であるため、顕在的

的要素の付加によって、恐怖表情における視線手がかり

定位における影響を見ることとなる。筆者らは乳児およ

効果の度合いが他の表情と比べて大きくなることも報告

び成人で複合的な社会的シグナルによる顕在的定位への

されている

影響を見ることで、その発達的変化についての知見を得

。

［27-29］

、恐怖に関する刺激

［18，
19］

、筆者らは顕在的定位、すなわちサッ

［34-36］

一方乳児では、複合的な社会シグナルが注意の移動に

ることも目的とした。実験では、中立あるいは恐怖表情

与える影響を検討したものはほとんどない。数少ない先

を示しながら視線を左右または正面に向けた顔刺激を呈

行研究としては、Flom & Pick（2005） らが7ヵ月児を

示し、刺激の呈示形式は Hood ら
（1998）と異なり眼球の

対象に行ったものや、De Groote ら（2007） が3〜9ヵ月

仮現運動を生じさせないものとした。

［30］

［31］

児を対象に行ったものが挙げられる。ただしいずれも視
線手がかり法ではなく、実験者が対面で表情を表出しな

4-1

サッケード反応時間

がら目の前の対象へと視線を向ける動作を行い、その際

まず、アイトラッカーより記録した、ターゲット刺激

の視線追従頻度を表情間で比較するものであった。また

へのサッケード反応時間についての結果を報告する。実

刺激として恐怖表情は用いられていない。Flom & Pick

験参加者は6ヵ月児、12ヵ月児および成人であった

。

［37，38］

（2005）
は、中立表情における視線追従頻度はチャンスレ

まず6ヵ月児および12ヵ月児においては、中立・恐怖表

ベルより高いが幸福および悲しみ表情においてはチャン

情のいずれにおいても視線手がかり効果は見られなかっ

スレベルであったことを、De Groote ら
（2007）は、幸福

た。また6ヵ月児においては表情によるサッケード反応
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図2 サッケード反応時間の結果
視線方向とターゲット呈示の位置関係における一致・不一致・手がかりなし条件における a）6ヵ月児、b）12ヵ月児、c）成人の結果である。
黒丸が中立表情呈示、白四角が恐怖表情呈示におけるサッケード反応時間を示す。

時間の差も見られなかったが
（図2a）、12ヵ月児において

サッケード反応時間が短くなっていた。これは社会的参

は恐怖表情呈示時のサッケード反応時間が中立表情呈示

照研究からも示唆されるように、1歳頃の乳児が恐怖表

時と比べ全体的に短くなるとの恐怖表情による反応の促

情の持つ危険や脅威を示すシグナルとしての役割を理解

進が見られた（図2b） 。成人においては、中立・恐怖

していることによるものと考えられる。また12ヵ月児の

表情の両者において視線手がかり効果が見られるととも

サッケード反応時間に、視線手がかりと表情による交互

に、視線手がかりと表情による交互作用が見られた。具

作用は見られなかった。すなわち、1歳頃の乳児の脳内

体的には、一致条件におけるサッケード反応時間が恐怖

では視線手がかりと恐怖表情に関する情報が独立に処理

表情呈示時において中立表情呈示時と比べ有意に短いと

され、顕在的定位に影響を及ぼしている可能性が示唆さ

の結果が見られた（図2c） 。

れた。成人においては、中立および恐怖表情で視線手が

［37］

［38］

以上よりまず、動きの要素を持たない視線手がかりに

かり効果が認められるとともに、一致条件における恐怖

よる顕在的定位への影響は、生後12ヵ月頃になってもま

表情呈示時のサッケード反応時間が中立表情呈示時と比

だ見られないことが明らかとなった。これは、視線追従

べ短くなっていた。この結果は、潜在的定位ではなく顕

および共同注意に関する先行研究の知見とも一致す

在的定位における影響を検討したことで、即時的に現れ

る

る恐怖表情の影響を顕著に捉えることができたものと考

。また成人では表情に関わりなく視線手がかり効

［16，
17］

果が見られたことから、視線手がかりによる顕在的定位

えられる。

への影響には発達に伴う変化があることが示唆された。
さらに、恐怖表情が顕在的定位に強い影響を与えること

4-2

ERP

も明らかとなった。特に興味深いのは、恐怖表情に対す

続いて、視線手がかりと恐怖表情が顕在的定位に与え

る反応にも発達的変化が見られた点である。まず6ヵ月

る影響についての脳内機序を検討するため、12ヵ月児を

児ではサッケード反応時間に表情による差が見られな

対象に ERP（Event-related potentials：事象関連電位）

かった。これは表情弁別が生後7ヵ月頃よりできるよう

を指標とした脳活動計測実験を行った。手続きには視線

になるとの知見と一致するものであろう

。12ヵ月児

手がかり法を用い、顔刺激の呈示時および呈示された

においては、恐怖表情呈示時に中立表情呈示時と比べ

ターゲットへのサッケード開始時を起点とする ERP を

［4，
39］
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図3

ERP の結果

a）顔刺激呈示を起点とした ERP 成分（N290、P400、Nc）の波形と b）ターゲットへのサッケード開始時点を起点とした ERP
成分（SP）の波形である。

50

分析した。その結果、第4-1節で述べた12ヵ月児におけ

領域などがある

るサッケード反応時間の結果と同様、ERP においても、

動の実行制御に関わる脳部位としては、SC（superior

視線手がかりと恐怖表情に関する情報が脳内で独立に処

sulcus：上丘）、小脳、SEF（supplementary eye field：

理され顕在的定位に影響を与えていることを示唆する結

補足眼野）、FEF（frontal eye field：前頭眼野）
などがあ

果が得られた。具体的には、乳児期の顔刺激に対する代

り （図4 灰色背景）、これらの脳部位と顔処理に関わる

表的 ERP である N290、P400、
Nc（Negative Central）

脳部位間には双方向性の神経連絡が存在することが確認

成分においては、視線方向による振幅差のみが見られた

あるいは想定されている

［40-42］

。また顕在的定位、すなわち眼球運

［48，
49］

［50］

。そのため、恐怖表情を伴

［50，
51］

（図3a）
。またターゲットへのサッケード開始時を起点と

う視線手がかりによる顕在的定位への影響には、これら

した ERP であり、皮質上におけるサッケードの実行制

の脳領域間の連携や機能的発達が密接に関わることが想

御を反映するとされる SP（Spike Potential）成分

定される。

に

［43，
44］

おいては、表情による振幅差のみが認められた（図3b）。

近年の研究では、新生児期よりヒトの顔情報に FFA

いずれの ERP においても、視線方向とターゲット呈示

や STS などの皮質上にある脳部位が反応しているよう

位置の一致性による違いや、視線手がかりと表情におけ

な様子が見られることが報告されている

る交互作用は見られなかった。

は発達初期より視線方向への敏感さも見せることか

以上から、まず N290、P400、Nc 成分において視線

。また乳児

［52，53］

ら

、視線処理に関わるとされる STS は、生後半年頃

［1，
2］

方向による振幅差が見られたように12ヵ月児においても

には既に十分機能しているのではないかと考えられる。

視線方向の違いは十分に処理されていると考えられる。

しかし、生後6ヵ月および12ヵ月時点では、
行動指標
（サッ

しかし SP 成分の結果からは、顕在的定位すなわちサッ

ケード反応時間）においても生理指標（ERP）
においても、

ケードを実行する段階においては恐怖表情による影響が

視線手がかり効果は見られなかった。すなわち生後1年

強く生じていることが示唆された。乳児は新生児期より

頃までは、STS において処理された視線方向の情報が

他者の視線方向に敏感であり、この敏感さは12ヵ月児に

顕在的定位、すなわち眼球運動の制御に関わる IPS や

おいても保たれているものと考えられる。しかし、動き

FEF、SEF などへと伝達される経路がまだ十分に発達

の要素を持たない視線手がかりによる顕在的定位への影

していない可能性が考えられる（図4 赤色）
。また成人の

響、すなわち視線手がかり効果は、ERP を指標とした

OFC（orbitofrontal cortex：眼窩前頭皮質）損傷患者に

実験においてもやはり見られなかった。このことから視

おいて、空間的手がかりによる反応促進効果は保たれて

線方向を処理し、それを顕在的定位に利用するとの一連

いたが、視線手がかり効果は確認されなかったことが報

の反応は、発達に伴い獲得されていくものと考えられる。

告されている

ではこれらの他者の視線手がかりおよび恐怖表情は脳内

の移動に FEF や SEF 以外の前頭領域も関与することを

でどのように処理され、顕在的定位に影響を与えている

示唆するものであろう。OFC は刺激の評価や報酬の予

のであろうか。また、その脳内機序はどのような発達過

測に関わる部位でもある

程をたどるのであろうか。

おいて他者の視線の先へと注意を向けることで何か得る

。この知見は視線手がかりによる注意

［54，
55］

。そのため、成長の過程に

［56，
57］

ものがあったなどの正のフィードバック経験を通じ、

5．社会的シグナル処理と顕在的定位に関
する脳内機序

OFC を含む視線手がかりによる顕在的定位に関わる

fMRI（functional magnetic resonance imaging：機能

また乳児期のヒトの顔処理には、先述した FFA や

的磁気共鳴画像法）をはじめとした脳機能計測研究や脳

STS といったの皮質上の脳部位だけでなく、扁桃体な

損傷患者を対象とした研究から、ヒトの顔は不変的情報

どの皮質下の脳領域も関わることが想定されてい

（アイデンティティや構造）と可変的情報
（表情、視線、

ネットワークが発達していく可能性が考えられる（図4
赤色）。

る

。扁桃体は表情処理においても大きな役割を果た

［58，
59］

口など）
に分けて処理され、FFA（fusiform face area：

すとされ 、生後7ヵ月未満の乳児においても表情弁別

紡錘状顔領域）や STS（superior temporal sulcus：上側

がなされたとの知見もある。ただしそれらの低月齢の乳

頭溝）がそれらの処理に関与することが想定されてい

児における知見では、恐怖表情ではなく幸福表情に対す

る

る感度の良さが主に報告されている

。また顔処理に関わる脳部位としては FFA や

［45，
46］

［60］

。発達における

［61，
62］

STS 以外にも、視線方向に関する情報によって賦活さ

恐怖表情も含めた表情弁別のターニングポイントは、先

れる注意制御ネットワークに含まれる IPS（intraparietal

行研究からも示されているように生後7ヵ月頃であろう。

sulcus：頭頂間溝）や 、恐怖表情の素早い処理に関わ

生後7ヵ月以前は乳児自身の行動範囲がまだ狭く自ら危

るとされる扁桃体（amygdala）を中心とした皮質下の脳

険な状況を生み出すことも少ないため、他者
（主に養育

［47］

51

図4 恐怖表情を伴う視線手がかりの処理および顕在的定位への関与が想定される脳部位
灰色の背景色で示されたものは、サッケードの実行に関わるとされる脳部位である。青色の枠線ま
たは背景色で示されたものは、恐怖表情の処理およびそれに伴うサッケードの実行に関わることが
想定される皮質下に位置する脳部位である。赤色の枠線または背景色で示されたものは、視線手が
かりの処理およびそれに伴うサッケードの実行に関わると考えられる脳部位である。

者）からの恐怖表情表出を経験する機会が少ないと言わ

視線手がかりによる顕在的注定位に関わるであろう IPS

れている

。そのため恐怖表情による顕在的定位への影

や OFC、FEF、SEF などの前頭領域を含む皮質上のネッ

響が見られなかった生後6ヵ月時点では、恐怖表情に対

トワークが十分に機能した状態にあると考えられる。さ

する扁桃体の反応特性がまだ確立していない段階にある

らには、一致条件におけるサッケード反応時間が恐怖表

のではないかと考えられる。

情呈示時において中立表情呈示時と比べ短くなっていた

［63］

続いて生後12ヵ月頃になると顕在的定位における恐怖

ことから、想定される2つの脳内ネットワークで処理さ

表情の優位性が見られた。これは恐怖表情を素早く優先

れた情報が素早く統合されている可能性も考えられ

的に処理するとされる扁桃体から、同じ皮質下領域にあ

る 。サッケードの実行に関わる顕著性マップ
（saliency

る眼球運動の実行制御に関わる SC などへと、視床枕

map）における、視線手がかりや恐怖表情などの複合的

（pulvinar）などを介した情報伝達が素早くなされること

社会的シグナルの表象については今後のさらなる検討が

で生じている可能性が考えられる（図4 青色）。また頭部

必要となるが、ここまで述べてきたような広範な2つの

や体の動きといった「動き」
の要素を手がかりとする視線

ネットワークが、視線手がかりおよび恐怖表情による顕

追従反応も発達とともにより確かなものとなってくるこ

在的定位に関与しているのではないかと考えている。

［64］

とから、身体的な動きの検出に関わるとされる STS か
ら注意の移動に関わる IPS への神経回路も生後1年頃に
はさらに成熟してきているであろう。しかし、生後12ヵ

6．今後の展望

月時点でも動きのない視線手がかりによる顕在的定位へ

以上、筆者らの研究や先行研究の知見をもとに、視線

の影響、すなわち視線手がかり効果は依然として見られ

手がかりおよび恐怖表情が顕在的注意に与える影響につ

なかったことから、先述した OFC などを含む前頭領域

いて、その脳内機序および発達過程を論じてきた。最後

を介したネットワークが生後12ヵ月時点ではまだ十分に

に今後の課題を4つ提起し結びとする。

機能していないのではないかと考えられる（図4 赤色）。

第一は、他の表情における検討である。筆者らは、社

最後に成人においては、顕在的定位における視線手が

会的参照のような対象の処理や学習への影響を検討する

かりおよび恐怖表情の影響が顕著に見られた。このこと

上で恐怖表情がよく用いられていること、また成人を対

から成人では、恐怖表情を素早く処理し眼球運動の実行

象とした視線手がかり法による一連の研究で恐怖表情に

制御につなげる扁桃体を含む皮質下のネットワークと、

よる影響がしばしば検討されていたことから、中立表情
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と恐怖表情のみを比較の対象とした。そのため、他の表

とが報告されている

情が顕在的定位に与える影響は不明である。第5節にて

特性による恐怖表情への反応の違いは、ボタン押し反応

脳内機序の一部として想定した扁桃体は、恐怖表情だけ

による潜在的注意への影響を検討した研究において報告

でなく幸福表情の呈示にも反応することが知られてい

されているものである。ボタン押しによる反応時間は

る 。しかしその反応潜時は、恐怖表情に対してより早

サッケード反応時間と比べ長いため、前頭皮質による

い

トップダウンな調整がかかることで特性による反応の違

［65］

。第5節で提示したように、もし恐怖表情による顕

［66］

。ただし、このような参加者の

［22，
24］

在的定位への影響に扁桃体を中心とした皮質下のネット

いがより顕著に生じている可能性もある

ワークが関与しているとするならば、他の表情における

時的な影響を捉えることに長けている顕在的注意では、

影響を検討し、それらと先行研究における脳科学的知見

参加者の特性による反応の違いを十分に捉えられないこ

を組み合わせることで、複合的な社会的シグナルによる

とも想定される。しかしながら、視線手がかり法という

顕在的定位に関わる脳内機序がより一層明らかになるこ

極めてシンプルな課題で測定できる指標を用いつつ、そ

とが期待される。

れらと乳児の気質や社会性の発達などとの関係性を検討

第二は、乳児期から成人期にいたるまでの発達的変化
の解明である。ボタン押し反応を行うよう教示し、潜在
的定位における影響を測ったものであるが、7歳以上の

。そのため即

［73］

していくことは、養育や療育場面における応用も期待さ
れる。
ヒトを対象とする実験、特に乳幼児を対象とする実験

児童において、さまざまな表情
（中立、怒り、恐怖、喜び、

では、呈示する刺激の量や質を統制し成人と同様の厳密

悲しみ、驚き）を伴う視線手がかりによって視線手がか

さを担保しつつ実験を行うか、ある程度の統制はしつつ

り効果が見られたことや、視線手がかり効果の度合いに

もなるべく日常に近い状況で実験を行うか、そのバラン

表情間で違いが見られたことが報告されている

スが悩ましいところである。特に本稿で扱ったような他

。だが、

［67］

表情の影響がより顕著に現れると予想される顕在的定位

者との相互作用的要素が含まれる研究テーマではなおさ

における影響や、幼児期における影響を検討したものは、

らである。今回は視線手がかり法という古典的な手法か

筆者の知る限りではない。第5節の脳内機序についての

ら得られた知見を中心に議論を進めてきたが、実験手法

考察でも述べたように、もし視線手がかりによる顕在的

の改良も今後の課題であろう。近年は技術発達により、

定位に OFC などを含む前頭領域のネットワークも関与

さまざまな計測装置の小型化や携帯化が随分と進んでき

しているとするならば、前頭葉が大きく発達するとされ

た印象がある。今後はそのような技術も取り入れつつ、

る幼児期におけるデータを積み重ねることで、その脳内

日常に近い状況下におけるデータと実験室環境で得られ

機序についての新たな手がかりを得られることが期待さ

るデータを組み合わせる形での検討を進めていきたい。

れる。
第三は、明示手がかりによる影響の検討である。第1
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