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人は, 顔からさまざまな情報を得るが, その主な情報

として, 人物に関する情報と表情に関する情報の 2つが

あげられる｡ 人物情報からは, その顔を持つ人物の認知

を行い, 表情情報からは, その人物の感情状態の認知を

行う｡ いずれの認知過程も他者とコミュニケーションを

とる上で重要な過程である｡

これまでの顔認知研究では, 人物情報の認知過程と表

情情報の認知過程は独立しており, さらに両過程間に干

渉は存在しないと考えられてきた｡ それは, さまざまな

研究分野から, 両過程の独立を示す研究結果が報告され

ていること, また両過程間の干渉の存在を示す結果が報

告されてこなかったことによる｡ しかし近年, この両過

程間には干渉が存在するというデータが報告されてきて

いる (レビューとして, 小松・箱田�2007�)｡

選択的注意課題による検討

������	
�����������(1998) は, 選択的注意課題

を用いて, 表情認知過程と人物認知過程間の干渉の存在

について検討した｡ ������	
�����������(1998) が,

両過程間の干渉について検討するために用いた選択的注

意課題とは, 以下のような課題である｡ まず, 課題は 2

つのブロックから構成されており, 一つは課題非関連情

報統制ブロック (��	������	�����	) であり, もう一つ

は, 課題非関連情報変化ブロック (�������	����	�����	)

である｡ 統制ブロックとは, 顔画像がもつ表情情報と人

物情報のうち, 課題に無関係な情報が統制された条件で

判断課題を行うというものである｡ 例えば, 表情判断課

題の統制ブロックでは, 継時的に呈示される顔画像の人

物情報が統制されている｡ すなわち, 実験参加者は常に

同じ人物についての表情判断を行う｡ 一方, 変化ブロッ

クとは, 課題に関係する情報だけでなく, 無関係な情報

もランダムに変化するという条件で課題を行うものであ

る｡ 例えば, 表情判断課題の変化ブロックでは, 表情だ

けでなく, 人物情報もランダムに変化する条件下で, 表

情にのみ選択的注意を向けて判断を行う｡ もし, 統制ブ

ロックよりも変化ブロックにかかる反応時間の方が長け

れば, 一方の情報がもう一方の情報の判断過程に干渉し

ていることが明らかになる｡

������	
�����������(1998) は, 上記のような選

択的注意課題を用いて, 表情判断と人物判断間の影響に

ついて検討した結果, 人物判断では, 統制ブロックと変

化ブロックの反応時間の間に, 有意差が見られないこと

を明らかにした｡ すなわち, 人物判断には, 表情情報は

影響しないということである｡ しかし, 一方の表情判断

では, 統制ブロックよりも変化ブロックの反応時間が有

意に長く, したがって, 表情判断に人物情報の干渉が見

られるという結果が得られた｡ このように, 表情判断に
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のみ人物情報の干渉が見られるという結果は, 同様に選

択的注意課題を用いたその他の研究でも明らかにされて

おり (���������	
�	��	����� ������1999��������

��	��������	
�������	���� �	�����2002), また, 日

本人の顔を用いて実験を行った小松・箱田 (2007�) の

研究においても同じ結果が得られている｡

表情認知過程の 2段階説

���������	
�	�����(1999) では, このように人物情

報が表情判断に影響する理由について, 表情判断時に,

表情による顔の見かけの変化量を計算するために, 人物

情報を参照する必要があるからではないかと考察してい

る (��
�1 参照) ｡ すなわち, 人物情報をベースライン

として, そこからの変化量を計算し表情判断を行ってい

るということである｡ ���������	
�	�����(1999) によ

ると, 選択的注意課題における変化ブロックでは, 顔の

人物が変化するたびに人物情報を参照し直す必要がある

ため, 統制ブロックに比べて反応時間が長くなると述べ

ている｡

この���������	
�	�����(1999) の仮説に従うと, 表

情判断過程には, 表情による変化量を計算するために人

物情報の参照を行う段階と, それに続いて, 参照に基づ

き変化量を計算して表情を判断する段階の 2段階が存在

するということになる｡ 選択的注意課題の変化ブロック

では, 顔の人物が変化するたびに人物情報参照段階から

始めなければならないが, 統制ブロックでは常に同じ人

物が呈示され, それ以前の試行においてすでに人物情報

の参照が行われているため, 新たに人物情報の参照を行

う必要がなく, その分, 判断にかかる時間が短くなると

考えられる｡

先行呈示される顔の人物情報が及ぼす影響

しかし , ���������	
�	 � ���� (1998) や

���������	
�	�����(1999) が用いていた課題は, 継時

的に呈示される各顔画像に対して連続して表情判断を行

う課題であった｡ 継時的に呈示される過程において, 統

制条件では人物情報が常に同じであり, 変化条件では人

物情報がランダムに変化した｡ この方法では, 直前に呈

示された顔画像の人物情報が影響しているのか, それと

も, 継時的に呈示される過程において人物情報が影響す

るのかについて明らかでない｡ そこで本研究では, 表情判

断を行う前に, 同じ人物もしくは異なる人物の顔画像を

一度, 先行呈示するという課題を用いる｡ ���������	
�	

�����(1998) の研究結果から予測される本研究の結

果は, 同じ人物を先行呈示した方が異なる人物を呈示す

るよりも, 後に呈示される顔の表情判断が速くなるとい

う結果である｡

さらに, 本実験では, ���������	
�	�����(1999) の

表情認知過程の 2段階説についても検討するために, 実

験 1と 2において, 先行刺激に顔を呈示しない条件を設

けた｡ この条件を設定した理由は, ���������	
�	�����

(1999) の仮説が正しい場合, 顔を呈示しない条件にお

いても, まず人物情報の参照を行う段階から始まると考

えられるので, 結果として異なる人物を呈示した条件と

の間に差は生じないが, 同じ人物を呈示した条件に比べ

て反応時間が長くなることが予想されるためである｡ こ

の点に関して検討するために, 本研究では, 先行刺激に

顔を呈示しない条件を設けた｡

また, 実験 1および 2においては, 先行刺激をただ観

察する条件で実験を行うが, 実験 3では, 先行刺激に対

して表情判断を行った場合について検討する｡

���������	
�	�����(1998) の用いた選択的注意課

題では, 毎試行ごとに表情判断が行われていた｡ したがっ

て, 先行刺激をただ観察するだけでは不十分で, 先行刺

激に対して表情判断を行うことにより, 初めて人物情報

の影響が見られ, 同じ人物の表情判断を行えばその後に

呈示される顔刺激の表情判断は速くなることが予測され

る｡ この点に関わる先行研究として, ����������� �!�

(2000) の研究がある｡ ������� ���� �!�(2000) は,

継時的にかつランダムに呈示される顔画像 (女性 3名の

喜びと怒りの表情) の表情判断を行った｡ そして分析の

際に, 一つ前に呈示された顔刺激 (先行刺激) とその次

に呈示された顔刺激 (後続刺激) の人物の組合せが, 同

じ人物の場合と異なる人物の場合に分けて分析を行った｡

その結果, 先行刺激と後続刺激の表情が同じ場合には,

人物が同じ場合よりも異なる場合の方が表情判断が有意

に遅くなったが, 表情が異なる場合には, 有意傾向では

あるものの, 人物が同じ場合の方が長かった｡ �������

���� �!�(2000) の中では, この結果の理由については

特に考察されていないが, 表情の同異によって人物情報

の影響が異なる可能性が考えられる｡ しかし, �������

���� �!�(2000) では, ���������	
�	�����(1998)

と同じように, 継時的に呈示される顔の表情判断を行っ
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ているため, 直前に一度呈示される先行刺激の影響につ

いて検討する必要がある｡

本研究の目的

本研究は, 表情判断に及ぼす人物情報の影響が, 表情

判断の前に一度, 顔を先行呈示することで生じるのかに

ついて検討することを目的とした｡

まず実験 1と 2において, 先行刺激にターゲット刺激

と同じ人物の顔を呈示する条件, 異なる人物の顔を呈示

する条件, および顔を呈示しない条件の計 3条件を設け

て, それらがターゲット刺激の表情判断に及ぼす影響に

ついて検討する｡ 実験 3では, 先行刺激に対しても表情

判断を行うことで, 先行刺激の人物の同異がターゲット

刺激の表情判断に影響を及ぼすのかについて検討する｡

実 験 １

目 的

先行刺激として呈示される人物がターゲット刺激の人

物と同じである条件, 異なる条件, また, 顔を呈示しな

い条件において, 後のターゲット刺激の表情判断の反応

時間に差が生じるかどうかについて検討した｡

方 法

実験計画 先行刺激が, ターゲット刺激と同一人物の

顔画像である �同じ人物条件�, 異なる人物である �異

なる人物条件�, 先行刺激として顔が呈示されない �人

物なし条件�の 3条件を設定した｡ すなわち, 先行刺激

条件 (被験者内要因) の 1要因 3水準の計画であった｡

実験参加者 大学生, 大学院生 11 名 (男性 4 名, 女

性 7名)｡

装置 刺激の呈示や反応の測定には, パーソナルコン

ピュータ (���������	�
���7100�) および 17

インチ ��ディスプレイ (���� �����230) を用い

た｡ また, 実験には �������社の ������7�0 および

����� �!"社の�����"#を用いて作成されたプログラム

を使用した｡

刺激 人物の顔画像としては, 表情画像データベース

(小川・尾田, 1998) に収められている日本人男性 (男

性の平均年齢 21�2 歳)の顔画像から, 2 名の人物の顔画

像を用いた｡ いずれの顔画像も正面から撮影されたもの

であり, 眼鏡やアクセサリーは外されていた｡ また, 人

物情報として, 顔以外の髪型の情報が手がかりとならな

いように, 髪型全体が見えないよう顔の部分を楕円形に

切り抜いた画像を用いた｡ 先行刺激としては, 上記の２

名の男性の真顔の画像 2枚と, 人物なし条件のためのグ

レーの画像の計 3枚を用いた｡ またターゲット刺激とし

ては, 2 名の男性の顔画像の喜び, 怒りの 2表情, それ

ぞれ 2パターン (口を閉じた表情と開いた表情) の計 8

枚を用いた｡

手続き まず始めに画面中央に注視点が 1500$ 呈示

された後, 先行刺激が200$ 呈示された｡ 続いて, マス

ク刺激 (ランダム・ドット・パターン) が 500$ 呈示

された後, ターゲット刺激が呈示された｡ 実験参加者は,

このとき, ターゲット刺激の表情が喜びか, 怒りかをキー

ボードのキーを押すことで判断した｡ ターゲット刺激は

参加者の反応が終了するまで呈示され, 反応が終了する

と, 次の試行の注視点が呈示された｡ 先行刺激画像とター

ゲット刺激画像の組合せは, 3×8 の 24 通りであり, 組

合せの呈示順はランダムであった｡ また, 同じ組合せを

8回繰り返した｡ したがって, 一名の参加者に対し, 先

行刺激 3 条件×ターゲット刺激 8 枚×8 回反復の, 計

192 試行が行われた｡

参加者は, できるだけ速く正確に判断を行うように教

示されており, 判断にかかった反応時間と回答が記録さ

れた｡

結果と考察

分析には, ターゲット刺激に対する表情判断の反応時

間を用いた｡ 2 回目以降に反復された試行のうち, 正答

のみの反応時間を分析対象とした｡ ここで 1回目の試行

を分析対象からはずしたのは, 実験参加者が課題遂行に

なれておらず, そのために反応時間が長くなっている可

能性が考えられたためである｡ さらに, 平均値から 2%&

外にある反応時間は外れ値として分析対象から除いた｡

この結果, 全体の 2�56'が除かれた｡

これらの反応時間について, 先行刺激条件の要因につ

いて検討するために, 1 要因分散分析を行った結果, 先

行刺激条件の主効果は, 有意傾向であった (((2)20)*

2�78)+,�10)｡ 各条件の反応時間を-�.�2 に示す｡

実験 1の結果, 先行研究から予測されていた, 先行刺

激として異なる人物よりも同じ人物の顔画像を呈示した
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方がターゲット刺激の表情判断の反応時間が短くなると

いう結果は得られなかった｡ この点に関して実験参加者

の内観報告から, 先行刺激にターゲット刺激の人物と同

じ人物, あるいは異なる人物が呈示されていたことに気

づかなかったという報告があった｡ 実験 1では, 先行刺

激の呈示時間が 200��と短かったことからも, 先行刺

激に注意が向けられていなかったために, ターゲット刺

激の表情判断に影響が見られなかった可能性が考えられ

る｡ すなわち, 先行刺激に注意を向けなければ, ターゲッ

トの表情判断に先行刺激の影響が見られないと考えられ

る｡ したがって, 実験 2では, 先行刺激に十分に注意を

向けられるように, 先行刺激の呈示時間を 1000��にし

て実験を行った｡

実 験 2

目 的

実験 1と同様, 先行刺激の人物の同異がターゲット刺

激の表情判断に及ぼす影響について検討した｡ 先行刺激

に注意を向けさせるため, 先行刺激の呈示時間を 1000

��にし, また, 先行刺激に注意を向けるようにという

教示を加えた｡

方 法

実験計画 実験 1と同じく, 先行刺激条件 (被験者内

要因) の 1要因 3水準の計画であった｡

実験参加者 大学生, 大学院生 14 名 (男性 6 名, 女

性 8名)｡ うち, 4名の参加者が, 実験 1と重複していた｡

装置 実験 1と同じであった｡

刺激 実験 1と同じであった｡

手続き 各試行の始めには, �スペースキーを押して

ください�という教示が書かれた試行開始画面が呈示さ

れた｡ 参加者がスペースキーを押すと, 画面中央に注視

点が 1000��呈示された｡ その後, 先行刺激が 1000��

呈示され, マスク刺激 (ランダム・ドット・パターン)

が 500��呈示された後, ターゲット刺激が呈示された｡

実験参加者は, このとき, ターゲット刺激の表情が喜び

か, 怒りかを判断した｡ ターゲット刺激は参加者の反応

が終了するまで呈示され, 反応が終了すると, 次の試行

の開始画面が再び, 呈示された｡ 先行刺激画像とターゲッ

ト刺激画像の組合せの呈示順は実験 1と同様, ランダム

であり, 同じ組合せを 8回繰り返した｡ 一人の参加者に

対し, 先行刺激 3条件×ターゲット刺激 8枚×8 回反復

の, 計 192 試行が行われた｡

参加者は, できるだけ速く正確に判断を行うようにと

いう教示の他に, 先行刺激に注意を向けるようにと教示

された｡ 判断にかかった反応時間と回答が記録された｡

結果と考察

分析には, ターゲット刺激に対する表情判断の反応時

間を用いた｡ 2 回目以降に反復された試行のうち, 正答

のみの反応時間を分析対象とした｡ さらに, 平均値から

2��外にある反応時間は外れ値として分析対象から除い

た｡ この結果, 全体の 3�99�が除かれた｡

これらの反応時間について, 先行刺激条件の 1要因分

散分析を行った｡ 分析の結果, 先行刺激条件の主効果は,

有意であった (	(2
26)�4�72
��05)｡ 多重比較 (����

法) を行った結果, 人物なし条件と他の 2条件の間に有

意差があり, 人物なし条件は他の 2条件に比べて反応時

間が有意に長いことが明らかになった｡ しかし, 同じ人

物条件と異なる人物条件の間には有意差は見られなかっ

た｡ 各条件の反応時間を����3 に示す｡

実験 2では, 先行刺激に注意を向けさせるために, 先

行刺激の呈示時間を 1000��にし, また, 先行刺激に注

意を向けるように教示を行ったが, 先行研究から予測さ

れた同じ人物条件よりも異なる人物条件の方がターゲッ

ト刺激の表情判断にかかる反応時間が長くなるという結

果は得られなかった｡ このことから, 先行刺激をただ観

察しただけでは不十分で, 先行刺激に対して表情判断を

行うことで初めて, 後続の顔刺激の表情判断に人物情報

が影響することが考えられる｡ そこで, 実験 3では, 先

行刺激に対しても表情判断を行うことで, 人物情報がター

ゲットの表情判断に影響するかについて検討した｡

実 験 3

目 的

実験 3は, 先行刺激に対して表情判断を行うことで,

先行刺激の人物情報の同異がターゲット刺激の表情判断

に影響を及ぼすかについて検討することを目的とした｡

また, 先行刺激とターゲット刺激の表情情報の同異によ

る結果の違いについても検討を行った｡
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この実験 3では, 実験 1および 2で検討してきた先行

刺激として, 顔を呈示しないという条件は設けなかった｡

この条件は, ���������	
�	�����(1999) の表情認知過

程の 2段階説について検討するために設けた条件であっ

た｡ しかし, 本研究の実験 1および 2において, 異なる

人物を先行呈示した方が同じ人物を呈示するよりも表情

判断が遅くなるという人物情報の干渉が見られなかった｡

したがって, まずは, 人物情報が表情判断に与える干渉

が, 直前に一度顔を呈示するという本研究の課題におい

て見られるかどうかを検討するために, 実験 3では, 先

行刺激の人物情報の同異に関する条件のみを取りあげ,

先行刺激を呈示しない条件を除いた｡

方 法

実験計画 先行刺激とターゲット刺激の表情の同異(2)

×人物の同異(2)の 2 要因計画 (いずれも被験者内要因)

であった｡

実験参加者 大学生, 大学院生 14 名 (男性 6 名, 女

性 8名)｡ うち, 5 名の参加者が実験 1と, 2 名の参加者

が実験 2と, 4 名の参加者が実験 1および 2と重複して

いた｡

装置 実験 1と同じであった｡

刺激 先行刺激, ターゲット刺激ともに, 実験 1, 2

においてターゲット刺激として用いられていた 2名の男

性の顔画像の喜び, 怒り表情, それぞれ 2パターン (口

を閉じた表情と開いた表情) の計 8 枚を用いた｡ この 8

枚の刺激画像を, 2 名の人物それぞれの喜び, および怒

りの表情が含まれるように 4枚ずつの 2組の組合せに分

け, 実験参加者の半分には, 一方の 4枚を先行刺激, も

う一方をターゲット刺激として呈示し, 参加者の残り半

分には, その逆の組合せで呈示した｡

手続き 各試行の始めには, �スペースキーを押して

ください�という教示が書かれた試行開始画面が呈示さ

れた｡ 参加者がスペースキーを押すと, 試行が開始され,

まず画面中央に注視点が 1000��呈示され後, 先行刺激

が 200��呈示された｡ 先行刺激が消えると白いブラン

クの画面に変わり, 実験参加者はこのブランクの画面が

呈示されている間に, 先行刺激の表情が喜びか, 怒りか

をキー押しで判断した｡ 参加者の反応が終了すると, 再

び注視点が 1000��呈示され, その後, ターゲット刺激

が呈示された｡ ターゲット刺激は参加者の反応が終了す

るまで呈示され, 反応が終了すると, 次の試行の開始画

面が呈示された｡ 先行刺激画像とターゲット刺激画像の

組合せは, 4×4 の 16 通りであり, 組合せの呈示順はラ

ンダムであった｡ また, 同じ組合せを 8回繰り返した｡

したがって, 一人の参加者に対し, 先行刺激4通り×ター

ゲット刺激 4通り×8回反復の, 計 128 試行が行われた｡

参加者は, できるだけ速く正確に判断を行うように教

示されており, 判断にかかった反応時間と回答が記録さ

れた｡

結果と考察

分析には, ターゲット刺激に対する表情判断の反応時

間を用いた｡ 2 回目以降に反復された試行のうち, 先行

刺激に対する表情判断とターゲット刺激に対する表情判

断ともに, 正答している試行の反応時間のみを分析対象

とした｡ さらに, ターゲット刺激に対する表情判断にお

いて, 平均値から 2��外にある反応時間は外れ値とし

て分析対象から除いた｡ この結果, 全体の 2�74�が除

かれた｡

これらの反応時間について, 先行刺激とターゲット刺

激の表情の同異の要因, 人物の同異の要因 (いずれも被

験者内要因) の 2要因の他に, 先行刺激とターゲット刺

激に用いた刺激画像の組合せの違いによって結果に差が

ないかどうか調べるために, 刺激画像の組合せの要因

(被験者間要因) を加え, 3 要因の分散分析を行った｡

分析の結果, 人物の同異の主効果, および表情の同異

と人物の同異の交互作用が有意であった (順に, �

(1�12)�5�27����05��(1�12)�33�21����001)｡ 刺激画像

の組合せの効果は有意ではなかったため, 刺激画像の違

いに関係なく, これらの人物の同異, 表情の同異の影響

が見られたと言える｡ ��
�4 に, 刺激画像の組合せの要

因を平均した各条件の平均値を示す｡

表情の同異と人物の同異の交互作用について, 下位検

定を行った結果, 先行刺激とターゲット刺激の表情が同

じ場合と異なる場合で, 結果が異なった｡ まず表情が同

じ場合では, 人物の同異の単純主効果は有意傾向であっ

た (�(1�24)�3�08����10)｡ 一方, 表情が異なる場合は,

人物の同異の単純主効果は有意であり (�(1�24)�28�77�

���001), 異なる人物の方が同じ人物の場合よりもター

ゲットの表情判断時間が短かった｡
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以上の実験 3の結果をまとめると, 表情が異なる場合

においてのみ, 人物の同異の影響がみられ, 異なる人物

を先行呈示した方がターゲットの表情判断が速くなると

いう結果が得られた｡ この結果は, ���������	
�	�

����(1998) の研究から予測される, 同じ人物を先

行呈示した方がターゲットの表情判断が速くなるという

結果とは逆の結果であった｡

全体的考察

本研究は, ���������	
�	� ����(1998) の研究結

果から明らかになった, 表情判断に及ぼす人物情報の干

渉が, 表情判断の直前に人物の顔を一度呈示することで

生じるかどうかについて検討した｡ ���������	
�	�

����(1998) の研究から予測される本研究の結果は,

先行刺激として同じ人物を呈示した方が異なる人物を呈

示するよりも, ターゲット刺激の表情判断の時間が短く

なるという結果である｡

まず実験 1において, 先行刺激にターゲット刺激と同

じ人物の顔を呈示する条件, 異なる人物の顔を呈示する

条件, また, 顔を呈示しない条件の計 3条件を設けて,

先行刺激を 200��呈示し, ターゲット刺激の表情判断

に及ぼす影響を検討した｡ その結果, 先行刺激の効果は

有意ではなかった｡ この理由として, 先行刺激に十分な

注意が向けられていなかったことが考えられた｡ そこで

実験 2では, 先行刺激の呈示時間を 1000��にし, さら

に先行刺激に注意を向けるように教示した｡ その結果,

先行刺激の要因の効果は有意であったが, 人物が同じ条

件と異なる条件の間には有意差はみられなかった｡ この

ことから, 先行刺激の人物情報がターゲット刺激の表情

判断に影響するためには, 先行刺激をただ観察するだけ

では不十分で, 先行刺激に対しても表情判断を行う必要

があると考え, 実験 3では先行刺激に対しても表情判断

を行い, 後のターゲット刺激の表情判断への影響を検討

した｡ 実験の結果, 先行刺激とターゲット刺激の表情が

異なる場合にのみ人物情報の影響が見られ, 同じ人物を

呈示するよりも異なる人物を呈示した方が表情判断の時

間が短くなるという, ���������	
�	� ����(1998)

の研究から予測される結果とは逆の結果が得られた｡

以上のように本研究における実験結果から,

���������	
�	� ����(1998) の研究で見られた人物

情報が表情判断に及ぼす干渉は, 直前に一度顔が呈示さ

れるだけでは生じないことが明らかになった｡ このこと

から, 人物情報は, ���������	
�	� ����(1998) で

用いられた課題のように, 複数回刺激の呈示を繰り返す

ことによって, 表情判断に干渉していることが考えられ

る｡ また, 本研究の結果のみでは, ���������	
�	�����

(1999) の表情認知過程 2段階説について検討できなかっ

たが, もし, この仮説が正しかった場合, 人物の参照に

は, 複数回の顔の呈示もしくは表情判断の反復が必要だ

と考えられる｡ 今後, どの程度の反復が必要なのかなど

について詳細に検討し, 人物情報が表情判断に干渉する

メカニズムについて明らかにしていく必要がある｡

本研究の実験 3の結果, 先行刺激とターゲット刺激の

表情が同じ場合において, ������� ��������(2000)

の研究結果と異なっていた｡ ������� ��������(2000)

の研究結果では, 表情が同じ場合に, 同じ人物が先行呈

示される方が異なる人物が呈示されるよりも, 有意に後

続刺激の表情判断が速くなった｡ しかし, 本研究では有

意差が見られなかった｡ この結果の不一致は, �������

��������(2000) では, 先行刺激と後続刺激において,

表情が同じであり, かつ同じ人物が先行呈示される条件

では, 全く同一の画像が繰り返し呈示されていた｡ 一方,

本研究では先行刺激とターゲット刺激に同一の画像が呈

示されることはなく, この画像の同一性の違いが, 本研

究と������� ��������(2000) の結果の不一致の理由

であると考えられる｡

一方, 表情が異なる場合では, 本研究の結果, 同じ人

物が先行呈示される条件の方が異なる人物と比べて有意

に表情判断が遅かったが, ������� ��������(2000)

においても有意傾向ではあるが, 異なる人物よりも同じ

人物の方が表情判断が遅いという結果を得ている｡ この

ように, 先行刺激とターゲット刺激の表情が異なる場合

に, 異なる人物よりも同じ人物を呈示する方が表情判断

が遅くなるという結果は, これまでに明らかでなかった

人物情報と表情認知の関係を示していると考えられる｡

この結果は, 同じ人物について連続して異なる表情の判

断を行うことが, 人間にとって非常に困難であることを

表した結果であると考えられる｡ 異なる人物の異なる表

情を判断することは, 日常的に十分にあり得ることだが,

同じ人物が今回の課題のように短時間で異なる表情にな

るということは, 個人内の感情の急激な �変化�を意味

しており, そのことが判断を困難にしたのではないかと

考えられる｡ これについては, 今後, さらに検討してい

く必要がある｡

本研究では, ���������	
�	� ����(1998) の研究

で見られた, 表情判断への人物情報の干渉について検討

するために, 表情判断を行う前に, 一度, 同じ人物もし

くは異なる人物の顔画像を呈示するという課題を用いて

検討したが, ���������	
�	� ����(1998) の結果か

ら予測される, 同じ人物よりも異なる人物を呈示する方

が表情判断が遅くなるという結果は得られなかった｡ こ

のことから, 直前の一度の呈示では, 人物情報は表情判

断に干渉せず, 複数回の呈示もしくは表情判断を繰り返

すことによって干渉すると考えられる｡ 今後の研究にお

いて, 反復呈示をするという課題を用いて, さらに検討
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していく｡ そして, 表情認知に及ぼす人物情報の干渉メ

カニズムについて明らかにし, 最終的には, 人物情報の

影響を考慮に入れた表情認知過程のメカニズムを明らか

にしていきたい｡
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