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情動状態が注意に及ぼす影響
一始発的共同注意の発達によせて一
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　　Infants　are　bom　with　some　preferences　to　some　specific　stimulation　to　extract　lmpo直ant　info㎜ation　from　the

environment　to　the　adjustment　and　the　living　by　priority．　This　limits　environmental　stimulation　and　the　experience

that　infants　receives，　and　prov童de　constant　directionality　in　development．　In　early　infancy，　infants’various　abilities

and　the　behavior　styles　of　infants　are　acquired　based　on　this　percep1ional　and　behavioral　bias．　The　abili重y　of

responding　to　joint　the　attention　was　also　considered　to　develop　based　on　infants’visual　perceptiona豆bias．　How－

ever，　the　development　base　of　another　side　of　joint　attention－initiating　joint　attention－was　not　clarified　yet．　In　this

thesis，　the　effect　of　emotional　state　on　infants’attention　was　considered　as　the　trigger　of　infants’initiating　join

attentlon．

Keywords：attention，　emotion，　joint　attention，　initiating　joint　attention，　gaze　shift

はじめに
　乳児はある時期から他者の注意の方向をモニターし，

他者と注意の対象を共有しようとし始める。この「ある

対象に対して二者が注意を向けており，かつ相手が自分

の注視対象と同じものに注意を向けていると知っている」

状態を“共同注意”（joint　attention：JA）と呼ぶ。この

共同注意の成立は乳幼児期における他者の心の理解の萌

芽を示す指標となりうることから，その発達時期の確定，

および発達メカニズムの解明は近年の乳幼児研究のホッ

トトピックのひとつであった。多くの研究により，乳児

がどのようにして他者の視線を理解し，その注視対象に

注目できるようになるのかという“応答野共同注意”

（responding　to　joint　attention：RJA）の発達メカニズムは

ひとまずその概要を見せ始めている。しかしながら，応

答的共同注意の発達基盤を問う研究が白熱する中で，乳

児が自らの行動によって他者の注意をひきつけ，乳児自

身の注視対象へと巻き込む“始発的共同注意”（initiating

joint　attention：IJA）がどのようにして獲得されるかとい

う問題は長らく置き去りにされてきた。本論文ではこの

忘れられた視点に光を当てることを目的として，まず未

知の環境の中で生きる乳児にとっての“注意”の重要性

に触れ，次に応答的共同注意の発達メカニズムを概観す

ることで，始発的共同注意の発達メカニズムを再考する。

この過程において，情動の高まりが乳児の始発的共同注

i意のきっかけとなりうるというAdamson＆Russell

（1999）らの魅惑的な提言を検討することで，共同注意

発達における情動の新たな役割について考察していきた

い。

注意の機能

　私たちを取り巻く環境は，常に多くの情報を内包して

いる。これらの情報は刺激として私たちの感覚器官に常

時降り注いでいるが，それを処理するために我々に備わっ

た処理資源は決して無限ではない。受容されるすべての

情報を常時処理しつづけることができない以上，そこに

選択の必要性が生じる。私たちは生存や適応といった観

点から，重要度の高い情報を優先的に選択・処理するこ

とで処理の負荷を減らし，少ない情報資源を効率的に使っ

て環境への適応を有利にしているのである。この，環境

内に存在する玉石混交とした情報の中から個体にとって

最も必要とされる情報を選択する機能を持つものが“注

意”である（岩崎・大原2003）。

　このような注意の機能は，特に処理資源の小さい乳児

の場合において重大な意味を持つ。乳児は生まれた瞬間

からそれまでに経験したことのない未知の環境に曝され

るが，この膨大な未知の情報の宝庫から優先度の高い情

報を選択的に取り込んでいくことが，処理資源の小さい

乳児の適応を容易にするからである。それでは，環境に

対してナイーブな乳児はどのようにして，自身にとって

重要な情報を判断するのだろうか。

　自らの適応に必要な情報を選択する際において，注意

の働き方には二つのモードがある（岩崎・大原，2003）。
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一つは当面する課題に関連した情報を選択しようとして

我々の内部で内生的（endogenous）に生じる注意の切り

替えである。これは，自らある対象を見ようとする志向

性を持って注意を焦点化するものであることから，能動

的に駆動される注意と言える。もう一つのモードは，外

界に存在する有用な情報それ自体が強制的に注意をひき

つける“注意の捕捉”（attentional　capture）というモード

である。こちらは注意主体の意図とは関係なく，外界に

存在する刺激の変化・特徴などによって外生的
（exogenous）に注意の焦点化が生じる点で，自動的に駆

動される注意と言うことができる。この自動的な注意の

捕捉を生じさせるものの一つに，突然の刺激の変化や出

現，移動，他の刺激とは異なるユニークな特徴（単一要

素）等のほか，他者の視線方向や感情価を含む情報が挙

げられる。

　例えば，von　GrOnau＆Anston（1995）は，眼の画像

（視線刺激）を用いた視覚探索課題を用いた実験によっ

て，正視（directed－gaze）刺激の中から逸事（averted－gaze）

刺激をみつけるより，逸聞刺激の中から正視刺激をみつ

けるほうがはやいことを報告した。またこの実験におい

て，ターゲットが正視刺激である場合は妨害刺激数の増

加に応じて反応時間が長くなる傾向を示したのに対して，

ターゲットが逸視刺激の場合ではこのような増加傾向が

少なく，正視刺激は逸視刺激の中からポップアウトする

ことが示されたD。このような正視刺激のポップアウト

は“群衆の中の凝視効果”（stare－in－the－crowd　effect）と

呼ばれている（von　GrOnau＆Anston，1995）。

　また，空間的手がかり課題を用いた研究では，他者の

視線方向が観察者の空間的注意を反射的に単方向ヘシフ

トさせることが報告されている。例えば，Fdesen＆

Kingstone（1998）の実験では，視線手がかりの示す方

向へ注意のシフトが生じたことにより，視線手がかり方

向でのターゲット処理が促進された。このような他者の

視線方向の知覚によって生じる注意のシフトは注意の共

同定位（joint　orienting　of　attention），もしくは“反射的視

覚定位”（renexive　visual　orienting）と呼ばれている

（Driver　et　aL，1999；Friesen＆Kingstone，1998；Langton＆

Bruce，1999）。

　このような他者の視線方向の情報はその人間が何を見

D青山・小川・八木（2003）の物品刺激群から顔刺激を探索す

る課題では，正面顔と左右を向いた顔の場合との間で探索効率

に差は認められず，どちらにおいても妨害刺激に依存した探索

時間の増加傾向が確認された。このことから青山ら（2003）は，

正視刺激のポップアウトは前注意的な検出によるものではなく，

課題要求などのトップダウン的な要因によるもの，つまり注意

の能動的な構えが備わっているのではないかと推察した。しか

しながら，青山ら（2003）の実験でも回視刺激より正視刺激の

ほうが検索時間は早いことから，正視刺激は前注意的に検出さ

れるのではなく，焦点的注意，あるいは探索後の符号化処理を
促進させる効果を持つと考えられる（岩崎・大原2003）。

ているか，ひいてはその人間が何に興味を持っているか

を潜在的に示していると考えられるため，社会的環境に

おいて有用な視覚情報となりうる（Emery，2000）。特に

自分（観察者）自身に向けられた視線（directed－gaze）は，

他者が自分に対して興味を抱いていることを示すため，

その視線が意味するものが敵意であっても好意であって

も，個体にとって重要である。また，自己に向けられて

いない他者の視線も，他者が注意を向けている外的対象

を知るという意味で社会的に重要である。このため，私

たちの視線方向への敏感性は，環境に適応し生存してい

くために進化的に作り上げられてきたものであると考え

られてきた。

　それでは，このような特定の刺激情報への敏感性は本

当に生まれつき組み込まれているものなのであろうか。

かつて乳児の最初期の心を“咲き誇るガヤガヤとした混

乱”（the　blooming　and　bussing　confusion）や“いまだ何

も刻まれていない石版”（blank　slate）と考え，経験によ

る学習がすべてと仮定した厳密な経験主義の時代は既に

遠く，近年では乳児がなんらかの刺激を選択的に好み，

あるいは回避するという知覚・行動上のバイアスを生得

的・遺伝的に持って生まれてくることを想定している

（Pinker，2002；Richardson，1998；遠藤，2005；下條，19

88）。しかしながらこれは，乳児がある種の情報処理や

行動様式のプログラムを前生的に組み込まれて生まれて

おり，発達の過程において既に完成された状態で組み込

まれたプログラムがある特定の刺激を環境から受けるこ

とで発現するという　“最終状態生得論（final　state

nativism）”の視点とは一線を画している（遠藤利彦，20

05）。

　例えば，視線手がかりの示す方向への注意シフトは，

その発達の最初期から存在しているわけではない。乳幼

児において反射的視覚定位が生じるのは生後3ヶ月頃か

ら（Hood　et　aL，1998）であるが，このころの他者の視線

方向への追視は静止した逸視刺激だけでは生じず，他者

が正視している状態から視線が移動することによって誘

発されるもののようである（Farroni，　Mansfield，　Lai，＆

Johnson，2003）。これに対し，正視刺激による注意の捕

捉は生後まもない乳児においても観察される。生後数時

間の乳児でも目を閉じた顔よりも目を開けた正視顔に注

意を向ける（Batki，　Baron－Cohen，　Wheelwright，　Connellan，

＆Ahuluwalia，2000；Farroni，　Csibra，　Simion，＆Johnson，

2002）ことに始まり，生後2～5日頃には他者の正視と

逸視を区別できるようになる（Farroni　et　aL，2002）。この

ことから，視線方向そのものが生得的に視線を移動させ

るのではなく，初期には正視顔による注意捕捉，また正

視状態からの視線の移動に含まれる運動情報によって視

線追従が誘発されていたものが，学習によって視線方向

そのものに意味を持たせるのではないかと考えられる。
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このように，成人の反応を見る限りでは完全にモジュー

ル化された一連の反応様式に思える反射的視覚定位も，

乳児期にある特定の特性を持つ刺激に優先的に注意を向

けるシステムを持つことで，受容される環境刺激や経験

の幅に制約ができ，その結果として発達に一定の方向性

が生まれて形づくられたものであると想定される。この

ような乳児の初期状態の捉え方は，発達を方向付けるきっ

かけとなるいくつかの原初的な能力を乳児が予め備えて

生まれてくるという意味で“初期状態生得論”（starting

state　nativism）と呼ばれている（遠藤利彦，2005）。

　この初期状態生得論で想定されている知覚・行動バイ

アスは，環境に適合した情報処理プログラムを作り上げ

るためのツールのようなものである。ヒトの知能を，様々

な適応上の難題にそれぞれ迅速・的確に対応するのに適

した処理装置（＝“ナイフ”）の束，すなわち“スイス・

アーミーナイフのようなもの”（Cosmides＆Tooby，

1994；Mithen，1996；Pinker，2002；遠藤，2005）に喩え

るならば，この生得的な知覚・行動上のバイアスはその

最も小さな，かつ基礎的な刃の一つであり，より大きな，

もしくは複雑な機能を持った刃を削りだすためにあらか

じめ装備された基本ツールだと考えることができるだろ

う。

　近年の乳幼児研究における興味深い争点は，乳幼児期，

そして成人期に見られるヒトの能力がどこまで生得的な

のか，そして後天的に獲得されると考えられる能力はど

のような知覚・行動バイアスによって形成されるのか，

またどのような環境要因によって影響されるのか，といっ

た問題である。このような流れの中で，能動的注意と自

動的注意にまつわって議論の同上にあがっているものに

共同注意（joint　attention）という概念がある。

　共同注意とは，広義には複数の生物個体が同一の対象

に対して同時に注意を向けている状態を指す（遠藤，20

05）。より限定的には，複数の生物個体が一つの対象に

対して同時に注意を向けているだけでなく，お互いが同

一対象に注意を向けていることに気がついている（覚知

している）ことをもって共同注意と定義する立場もあり，

乳幼児研究においては，この後者の共同注意の出現が他

者の心の理解の萌芽を示すものとして注目されてきた。

この共同注意には，他者の注意に追従する“応答的共同

注意”（Responding　to　Joint　Attention：RJA）と，自らの

注意対象に他者を巻き込む“始発的共同注意”（Initiat－

ing　Joint　Attention；IJA）の二つの側面がある（Mundy，

Fox，＆Card，2003）。本論文では，この二つの共同注意

の発達メカニズムを概観するとともに，それぞれの共同

注意行動を獲得させる知覚・行動バイアスおよび学習の

可能性について展望していきたい。

共同注意の発達

他者の注意を読み取る　一応答的共同注意一

　乳児が他者の注意対象に気づきそれに注意を向けるこ

とで成立する三項関係は，共同注意の中でも特に応答的

共同注意（Mundy，　Fox，＆Card，2003；Mundy，　Card，＆

Fox，2000）と呼ばれでいる。この応答的共同注意の成

立には，他者の注意対象を検出し，’それに追従する能力

が必要とされている。

　応答的共同注意の最：初の指標は，乳児が他者の視線を

目で追う現象，すなわち視線追従（gaze　following）とい

う形で現れる（Butterworth，2001；Butterwo曲，1995）。

Baron－Cohen（1995）はこれを乳児が生得的に有する傾

向であると考え，この現象に視線検出器（Eye　Direction

Detector：EDD）と注意共有メカニズム（Shared　Attention

Mechanism：SAM）という二つのメカニズムを想定した。

視線検出器とは，他者の目や頭部の方向から視線の方向

を読み取る機能であり，注意共有メカニズムとは自分と

他者が同じものに注意を向けているかどうかを同定する

機能を指している。乳児はこの二つのメカニズムによっ

て他者の視線を検出し，自分自身の目を正確に他者の注

視対象に向けることを可能にするのである。しかし前述

のように，乳児は誕生の直後から自分以外の対象物を見

ている他者の視線を追えるわけではない（Farroni　et　aL，

2003）。むしろ生後数時間から見られる開眼正視顔への

選好（Batki　et　al．，2000；Farroni　et　aL，2002）や生後2～

5日頃から見られる正視と逸視の弁別（Farroni　et　aL，

2002），動きへの選好（Sumioka，　Hosoda，　Yoshikawa，＆

Asada，2005）を基盤として他者の視線を追う行動様式

を身につけるのであろうと考えられる．乳児を注視し

ている状態の他者の視線が左右いずれかに逸れたときに

それを固視する傾向は生後4ヶ月頃には観察される
（Farroni　et　aL，2003）が，この段階での視線追従は，正

視によって捕捉された注意が他者の眼の動きによって反

射的に視線方向へと誘導されているにすぎないのである。

　このような，他者の視線やその動き，頭部の回転な

どの外的な要素によって誘発される外生的な共同

注意をButterworth＆Jarrett（1991）は“生態学的”

（ethologica1）共同注意と呼んだ。この段階では乳児は他

者の視線や頭部の方向や動きを手がかりにその注視方向

に視線を向けることができるが，他者の視線方向に複数

の対象がある場合には正確な注視対象を同定することは

できない。乳児が自発的・能動的な内生的共同注意を見

せ始めるのは，他者の頭部や眼という“点”とその先に

ある対象という“点”とを想像上の“線”で結び付けら

れるようになる“幾何学的”（geometrical）共同注意

（Butterwo曲＆Jarrett，1991）の段階からである（遠藤利

彦，2005）。生後9ヶ月を越えた頃から，乳児はただ他
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者の視線の方向を辿るだけでなく，他者の視線方向に自

分が発見したものと，他者が実際に見ているものが同じ

であるかどうかを振りかえって確認する様子を見せるこ

とがある。このような行動は，他者が特定の対象を志向

して見ていること，また他者が見ている対象が自分の見

ている対象とは異なる可能性があることに乳児が気づき

はじめた兆候と解釈することができる。ここにおいて乳

児は，他者が「見る」という振る舞いにおいて何らかの

意図を有し，その視覚世界が自分とは異なる視点を持ち

得ることを理解し始めていると考えられるのである

（Tomasello，1995）。しかし，この時期の共同注意におい

ても，他者の注視対象が乳児の視野外にある場合には，

乳児はまだ自分の背後などを振りかえって対象を探すこ

とはできない。これが可能になるのは生後12ケ月頃から

であり，空間表象が明確に成り立っていないと生じ得な

いという意味で“空間表象的”（spatial－representational）

共同注意と呼ばれている。この時期までには，乳児は他

者の視線が何らかの対象を指し示しているという明確な

理解を有するのではないか考えられる。Corkum＆
Moore（1995；1998）は，他者の視線方向とその先にある

対象物との関連は，強化学習によって習得されるのでは

ないかと考え，6～11ヶ月児を対象に振り向き条件付け

パラダイムを用いた実験を行った。この実験では，まず

ベースラインにおいて乳児と対面した大人が視線を動か

し，乳児がその視線方向を振り向くかを観察した。次に，

実験条件においては，乳児が他者の視線方向と同じ方向

を振り向くことができたときに，その方向に置いてある

玩具が光って動いた。この結果，6～7ヶ月児はベース

ラインにおいて自発的な視線追従を行わず，条件づけが

行われた後も，大人の視線方向を面白い事象を見るため

の手がかりとして利用することが出来なかった。一方8

～9ヶ月児では，ごく少数の乳児がベースラインで大人

の視線方向を事済し，条件づけ後はかなりの割合が大人

の視線方向を追視した。また，10～11ヶ月児はほとんど

の乳児がベースラインにおいて自発的に視線追従を行い，

条件づけによって学習する必要がなかった。これらの結

果から，乳児は8～9ヶ月頃に他者の視線が指し示す先

に興味深いものがあるという学習を始めるのではないか

と想定される。

　このような学習による他者の視線と対象物の理解が完

成される前，生後6ヶ月の乳児は，他者の視線方向を手

掛かりにそのおおまかな注意方向を追呈することはでき

るが，ひとたび他者の視線方向にある玩具を発見すると，

その玩具のみに夢中になり，養育者の存在を忘れてしま

いがちである。この時期の乳児の注意は人か対象のどち

らかに固執しやすく，人と物の両方に同時に注意を払う

ことは難iしいと考えられる（Adamson＆Bakeman，1995；

塚田，2001）。この段階にある乳児は，他者と同じ対象

に注意を向けてはいるが，自分と他者がその対象に対す

る注意を共有していることを理解しているかどうかは定

かではない。しかし，このような乳児の行動に対しても，

養育者は様々な手段を用いて働きかけ，乳児の注意を独

占している対象物を操作するなどして乳児と対象の二項

関係に介入し，対象を介した三項的なやりとりへと展開

していく（Adamson＆Bakeman，1985；Adamson＆Rus－
sell，1999）。

　このような養育者の対象を連合した関わりかけを繰り

返し経験するうちに，乳児は生後9ヶ月を越えると，あ

る対象物を見つめている養育者と，その注視対象である

対象物との間で，まるで養育者の注視対象を確かめるよ

うに交互に視線を往復させる様子を示すようになる。こ

れが，応答的共同注意の重要な指標である，交互凝視

（gaze　altemation）または交互注視（altemative　looking）

と呼ばれる行動である。9ヶ月児におけるこの交互凝視

の出現は，乳児が人と物という二つの対象に対して注意

を維持できるということの証明であると同時に，乳児が

「ある対象を見ている他者」の存在に気づいたことの証

でもあると考えられる（塚田，2001）。こうして，乳児は

視線追従という生得的傾向を基盤として養育者の注意に

応答し，養育者からの≡：項的な働きかけに曝されること

で，12ヶ月前後には，指さしのようなシンボリックな行

動の指示的性質の理解も含めて共同注意の能力を完成さ

せていくのである。

乳児から働きかける共同注意　一始発的共同注意一

　一方，乳児が自分の注意対象を他者に指し示し，その

対象に他者の注意を向けさせることで成立する三項関係

は，始発的共同注意と呼ばれる（Mundy　et　al．，2003）。こ

こでは，他者の注意に追従することが必要とされた応答

的共同注意とは異なり，他者の注意を喚起・操作する能

力が必要となる。その主な方略としては，12ヶ月前後に

出現する指さし行動や，興味のある対象を養育者に差し

出す呈示・手渡し行動が挙げられる。これらの行動の出

現は，より鮮明な他者の意図性・注意状態への理解を反

映しており，他者の注意を操作しようという乳児の明確

な意図が読み取れる。

　では，このような乳児始発の共同注意行動はどのよう

にして獲得されるのだろうか。初期の段階では，この三

項関係を開始するものは，乳児が注意を向けている対象

から養育者へと視線を振り向けるという行動，すなわち

視線転換であると考えられる。

　Jones，　Collins＆Hong（1991）は10ヶ月児が視線転換

の前に“すでに笑った表情”（already－smiling　face）を表

出してから他者をふりかえることを報告し，この笑顔が

他者をふりかえるまえに前もって表出される点から，乳

児が他者の反応を予め期待している可能性があると解釈
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した。このことから，Jonesらはこの視線転換に先行す

る微笑を“予期的微笑”（anticipatory　smile）と名づけ，

他者の顔に反応してふりむいたあとに産出される笑顔

（reactive　smile）と区別した。また，　Venezia，　Messinger，

Thorp＆Mundy（2004）は，乳児の始発的共同注意行

動（ここでは玩具を操作している最中に実験者に向けら

れたアイコンタクト，及び玩具と実験者の間での交互凝

視）における予期的微笑の割合が，8ヶ月払では32％と

少ないが10ヶ月児では68％まで増加し，12ヶ月児でも73

％と安定した値を示すことを報告した。この結果から

Venez孟aらは，乳児が他者からの反応を期待して対象物

（玩具）についてのポジティブな感情を共有しようとす

る能力は生後8ヶ月から10ヶ月の間に発達すると提言し

た。しかしながら，視線転換に先行して微笑が表出され

ることのみをもって，乳児の意図性の萌芽と解釈するこ

とは妥当なのだろうか。Jonesらは，10ヶ月面において

“すでに笑った表情”でのふりむき頻度が養育者からの

注目がある条件において，養育者が本を読んでいて乳児

に注目していない条件よりも増加すること　（Jones，

Collins，＆Hong，1991），また8～10ヶ月児において予

期的微笑の産出が手段・目的理解（means－end　understand－

ing）と相関する（Jones＆Hong，2001）ことから，乳児

の自発性・意図性が保障されるとしている。しかし，養

育者への視線転換は，その行動それのみを観察しても，

他者の注意を操作しようという乳児の意図を真に反映し

ているかどうかは判然せず，他者の注目による聴衆効果

が確認されていない10ヶ月児以下の乳児においては，視

線転換に先行するすべての微笑を意図的な視線転換の萌

芽として解釈するだけの根拠は薄い。

　とはいえ，この不明確な乳児からの働きかけに対して

も，養育者は敏感に応答し，あたかも乳児が意図的に養

育者の注意をひいたかのように振る舞う。それは例えば，

その対象によって喚起された乳児の内的状態の解釈であっ

たり（「わんわんかわいいね」「ボールほしいの？」等），

対象そのものへの言及や，その対象を用いた遊びへの誘

いかけであったりする。その応答の多くは，乳児の視線

転換とその直前の注意対象を連合させるものであり，そ

こには随伴的で一貫した秩序が存在する。乳児は，この

ような，乳児を心ある存在と見なして熱心に働きかけて

くる養育者の一貫した関わりをくりかえし経験するうち

に，次第にその働きかけになんらかの期待を抱くように

なり，養育者の働きかけと，それに及ぼす自らの行動の

影響にある種の構造が潜在することに気づいていく。こ

のような一貫した連合に幾度となく曝されることで，乳

児はその未だ断片的な内的世界に秩序や構造を取り入れ

ていき，三項的な関わりかけへと移行していくと考えら

れている。

乳児の視線転換を支えるもの

　このように，養育者への視線転換は，そこに養育者と

対象を共有しようという乳児の意図が存在するか否かに

関わらず，乳児一対象一他者（養育者）という三項関係

の契機となりうる。この視線転換という行動は，（1）現

在注意を向けている注視対象から注意を解放する，（2）

次の注視対象を選択し，そこに視線を定位する，という

プロセスにより構成されている。このような，目の前の

対象から視線を外し，他の対象へ移動するための能力は

生後2～4ヶ月頃に急速に発達し，6ヶ月頃までにはほ

ぼ成人同様に完成することが明らかになっている
（Matsuzawa＆Shimojo，1997；常田・陳，2001）。

　ところが，応答的共同注意の項でも紹介したように，

対象物に興味を持ち始める生後6ヶ月頃の乳児は，乳児一

養育者の二項的相互作用の最中であっても，そこにモノ

が入り込むと注意がモノに固着してしまい，養育者に注

意が向きにくくなることが指摘されている（Adamson＆

Russell，1999）。

　この2つの報告から，6ヶ月以降の乳児たちは，目の

前の対象から目を転じる能力を持っているにもかかわら

ず，モノと他者にバランス良く注意を配分することには

困難を有していると考えられる。では，玩具に夢中になっ

ている最中の乳児の視線をその対象から解放し，環境内

の数ある対象物の中から養育者へと向かわせるものはな

んなのであろうか。

　この疑問に一つの示唆を与えてくれるのが，以下に紹

介するStem（1985）のエピソードである。そのエピソー

ドは，9ヶ月の女の子がある玩具に興奮し，それに辿り

着くところがら始まる。彼女はその玩具をつかむとはち

きれるような喜びの声を上げ，喜びの表出とともに母親

に目を転じる。すると母親も乳児を見つめ返し，ダンス

のように体をゆらして乳児と同等の喜びの表出を返し，

両者の間で情動の共有が成立したのである。

　このエピソードは一見して，Jonesらの提言する予期

的微笑を伴った視線転換のエピソードとして読むことが

出来る。しかしながら，Adamson＆Russe11（1999）は

このエピソードから，このような快情動の高まりそのも

のが，乳児が興味を抱いている対象から母親に目を転じ

るきっかけになりうるのではないかと考えた。個体内で

の情動的な負荷の高まりが，注意を切り替える機能を有

しているのではないかというのである。

情動と注意

注意をひきつける情動

　情動と注意の関係性を扱った研究は，認知心理学，感

情心理学の分野で多くなされてきたが，これまでの先行

研究の多くは，情動情報を含む刺激が注意の捕捉を引き
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起こすというものであった。中でも，怒りの表情は注意

を捕捉する力が強いことが知られている。例えば，複数

の妨害刺激の中からターゲット刺激を探索させるFox　et

al．（2000）の実験では，怒り顔の中から中性顔を探すよ

りも，中性顔の中から怒り顔を探す場合のほうがターゲッ

トの検出が速いことが示された。また刺激配列がすべて

同じ刺激からなる（ターゲットがない）場合には，中性

顔より怒り顔のときのほうが反応時間は遅かった。これ

らの結果から，怒り顔は注意を補足しやすく，またいっ

たんそこに注意が向けられるとそこからの注意の解放

（disengagement）が生じにくく，他の刺激への注意への

移動は抑制されると考えられる。

　また，Posnerタイプの空間的注意実験法を用いた実験

でも，怒りの表情が注意を捕捉することが示されている

（Mogg＆Bradley，1999）。この実験では，凝視点を挟ん

で左右の周辺視野の一方に表情刺激（怒り顔もしくは笑

顔）を，もう一方に中性顔刺激を提示し，その後，両刺

激をマスク刺激で隠すことによりほとんど弁別できなく

した。次にどちらか一方の位置に出現するターゲット刺

激の位置弁別を求めた結果，申事顔よりも怒り顔のあっ

た位置に出現したターゲットに対する反応時間が速かっ

た。このことから，怒り顔はひきつけた注意を保持

（hold）する力がつよいことが示唆される。

　さらに，佐藤・吉川（1999）は表情刺激が知覚処理を

促進することを示している。この実験では，成人を対象

とした見本照合課題の実験：において，中心視野に注視が

固定された状態で，周辺視野に不快（怒り）・快（幸福）

・中性のいずれかの表情を持つターゲットを100msだけ

瞬間提示した。表情刺激提示後にターゲットと同一の刺

激を含む刺激配列の中からターゲットと一致するものを

選択させると，ターゲットが中性表情の場合よりも表情

顔（快・不快ともに）の場合に正答率が大きく向上した。

また，表情刺激の中では不快表情のほうが快表情よりも

知覚されやすいことが示された。佐藤ら（1999）の実験

で興味深いのは，ターゲットとなる表情刺激の呈示時間

が100msと短いにもかかわらず，それが単に視覚的注意

をひきつけるだけでなく，その部分の形態的情報処理を

促進することを示した点にある。ここでも不快表情（怒

り）による促進効果が強く示されたが，その一方で快表

情（幸福）もまた，中性顔に比較して大きな促進効果を

示している。

　これらの研究は，快・不快ともに情動情報を含む表情

刺激は注意を捕捉しやすいことを示しており，これは情

動情報が進化的・適応的に個体にとって重要な意味を持

つからだと解釈されている。しかしながら，何故刺激中

の情動情報が注意をひきつけるのかというメカニズムの

段においては，刺激中に含まれる形態的な特徴そのもの

が直接的に注意を捕捉するのか，それとも刺激から引き

起こされる情動経験が被験者の注意に影響するのかは明

らかではない。

注意を駆動する情動

　このような「何が注意をひきつけるか」という情動情

報への注意バイアスを主眼とした研究の流れだけでなく，

近年では，注意主体の情動状態が注意プロセス（注意を

焦点付ける，選択肢の中から不正解を選別する，ある焦

点から別の場所へと注意を転換する能力など）・に与える

影響についての研究が現れはじめている。このような研

究は，注意主体の情動状態は注意を処理する基礎的な認

知プロセスにも影響しうるという視点に立っている。し

かしながら，注意をある焦点から他へと転換する認知的

能力と気分状態の関連をシステマティックに調べた研究

は未だ僅少である。Compton（2000）は，成人を対象と

した注意定位課題に際して，被験者に悲しい映像を見せ

てから感情の変化をネガティブーポジティブの二極尺度

で評定させた。この結果，ネガティブ感情の増大および

ポジティブ感情の減少が大きい人は，有効手がかり位置

よりも無効手がかり位置のターゲットへの反応が遅いこ

とが示された。このことからネガティブ感情の増大ある

いはポジティブ感情の低減は注視位置から他の位置への

注意転換を遅くすることが示唆された。しかしながら，

この研究ではポジティブ感情とネガティブ感情を個別に

測定しておらず，一次元的な尺度で測定しているため，

ポジティブ感情の低減とネガティブ感情の増大のどちら

が注意の柔軟性を阻害しているのかを確認することがで

きなかった。

　この問題点を改善したCompton，　Writz，　P句oumand，

Claus，＆Heller（2004）の研究では，ポジティブ感1青と

ネガティブ感情を別々に測定し，“隠された注意定位課

題”（covert　attentional　orienting　task）を実施した。この

結果，ポジティブ情動が低い状態にある人は，ターゲッ

ト刺激出現前に提示される手がかり位置に注意を向けや

すく，たとえその手がかりが無効だったとしてもそこに

注意をひきつけられ続けることが示された。一方，ネガ

ティブ感情は位置手がかりとの問に有意な関係がなかっ

た。これらの結果から，注意の柔軟性を阻害するもめは

ネガティブ感情の高まりではなく，ポジティブ情動の低

減であることが示唆された。この結果は，ポジティブ情

動の低い状態ではある刺激に注意を向けるとそこから注

意を外しにくくなることを示しており，ポジティブ情動

がある焦点から別の場所へと注意を転換する能力と関連

していることを示唆している。また，近年注目を集めつ

つあるポジティブ心理学の視点からも，ポジティブ情動

が注意を含んだ認知の柔軟性を増大させるという報告

（Freddckson，　2001；　Freddckson　＆　　Branigan，　2005；

Fredrickson＆Joiner，2002）が散見され始めている。
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　ポジティブ情動が注意の柔軟性を促進するという知見

について解釈をするにあたっては，感情は生体が環境に

適応するために備わったプログラムである（須田，1999）

という考え方が最もよく適合するように思われる。「不

安」「恐怖」「怒り」などのネガティブ情動が環境中に脅

威が存在するときに発動し，「監視」「逃走」「攻撃」と

いった行動の準備状態を作り出すのに対し，ポジティブ

情動は生体にとって安全な状況下で発動するプログラム

である。このため，ネガティブ情動が思考と行動のレバー

トリを特定の種類に制限する働きを持つ（Fre面ckson，

2001）のに対し，ポジティブ1青蝿は生体の注意を多様な

環境刺激に向けさせ，遊びや探索活動を積極的に行わせ

る機能を持つと考えられる（宮崎，2005）。

始発的共同注意の発達における情動の役割・

　このようなポジティブ情動の機能を考慮に入れて乳児

の共同注意行動を見直すとき，共同注意の成立に先立っ

て乳児がポジティブな情動を経験することの重要性が浮

かび上がってくる。また，「乳児が養育者の反応を予期

している」（Jones＆Hong，2001；Venezia　et　al．，2004）

と解釈された予期的微笑（対象物から養育者に目を転じ

る前に微笑が生じる現象）についても，必ずしも養育者

の反応への予期のみによって微笑が生じたとは限らず，

対象物によって生じたポジティブな情動こそが乳児の視

線を次の刺激（養育者）へと向かわせた，という解釈も

可能となってくる。

　これを受けて，玩具を起点として人へ向かう視線転換

と対象物へと向かう視線転換の頻度を情動状態（快・中

性）を比較した実験では，ポジティブ情動表出時には注

視対象が人であるか物であるかに関わらず乳児の視線転

換が増加することが示され，ポジティブ情動そのものが

注視点からの注意解放を導くことが示唆された（Kuroki，

2004，2005；黒木，2005）。また，生後6，9ヶ月児では

注意解放後の次の注視対象として人を選択する頻度と物

を選択する頻度に差がないことが示され，この時期にお

ける「すでに笑った表情」での他者への視線転換は必ず

しも他者の反応を予期したものではなく，ポジティブ情

動によって駆動された視線転換が偶然人へと辿りρいた

ものである可能性を提起した。一方で生後12ヶ月児はポ

ジティブ情動表出時に有意に多く人を見る傾向にあり，

また生後9ヶ月と12ヶ月の間でポジティブ情動表出時の

養育者への視線転換が大きく増加したことから，他者の

反応への予期を伴った視線転換は生後9ヶ月から12ヶ月

（Veneziaらの結果を考慮するなら10ヶ月）の間に急激

に発達することが示唆される。

　これらの知見から推測されるのは次の二点である。①

ポジティブ情動の喚起は注意の解放傾向を有し，生後9

ヶ月以前の乳児はこれによって玩具遊び中に他者へ目を

転じるきっかけを得ている。このため，生後9ヶ月以前

の乳児のふりむきに先行する笑顔は必ずしも養育者の反

応を予期したものとはいえない。②生後10～12ヶ月児は，

ポジティブ情動表出時には選択的に（物ではなく）人へ

と目を転じており，これは単にポジティブ精動によって

駆動されるだけではなく，他者からの反応を予期して意

図的に視線を分配している可能性が高い。このことは10

ヶ月児においてalready－smiling　faceでのふりむき頻度が

他者からの注目の有無によって増加すること（Jones　et

al．，1991）からも支持される。残された課題としては，

推測①における9ヶ月以下の乳児のふりむきの非意図性

の確認が挙げられるだろう。

　また，9ヶ月から10ヶ月にかけての劇的な変化を可能

にする要因の解明もまた，始発的共同注意の発達におけ

るひとつのトピックとなりうるであろう。つまり，乳児

はどのようにして他者からの社会的応答を予期して意図

的・能動的に人へと視線を転ずるようになるのかという

問題である。この問題に対する一つの回答として，

Jones＆Hong（2001）が挙げた手段・目的理解の発達が

考えられる。もちろん，自らの視線転換が他者の応答を

得るための手段として機能することを理解することは重

要である。しかしながら，これだけですべてを説明する

ことはできない。忘れてはならないのは，手段（視線転

換）と目的（他者からの応答を得る）の関連を学習する

ためのインプットの存在である。ここにおいて，乳児の

視線転換に反応を返すものとしての養育者の重要性が浮

かび上がってくる。基本的に，「物」は乳児が「見た」

だけでは反応を返すことはないが，「人」，特に養育者は

乳児からの視線に敏感に反応する。この養育者の随伴的

な応答性が視線転換における乳児の手段・目的理解の獲

得に貢献しているであろうことは想像に難くない。ここ

で再度ポジティブ情動の機能に注目したい。ネガティブ

な情動が不快状態を示すことで他者を操作し，苦痛の軽

減を図るというような生存的観点からの個体維持の機能

を強く有するのに対し，ポジティブな情動は，笑い

（laugh）や微笑（smile）といった表出によって他者をひ

きつけ，他者からの関わりかけを引き出す社会的な関係

性を調律する機能を有している。このことから，微笑を

伴った乳児の視線転換は，その情動価によって養育者か

らの応答を促進する可能性があると考えられる。玩具遊

び中のポジティブな情動の生起が乳児の視線を玩具から

転換させるだけでなく，他者からの働きかけを引き出す

際にも有利に働くならば，ポジティブ情動は予期の獲得

に必要とされるインプットを得るための重要な要素にな

りうるのではないだろうか。始発的共同注意の発達過程

を解明するうえでは，情動が乳児の注意に及ぼす影響と，

乳児の情動表出が他者からの応答に及ぼす影響について

より詳細な検討が待たれるところである。
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