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領域代表挨拶

Masami K.
Yamaguchi

山口 真美

（中央大学）

このシンポジウムの前には、横浜の大黒ふ頭に泊まるクルーズ船を、偶然にも車窓か
ら遠くに見、
「ダイヤモンドプリンセス」の文字をフランスの来訪者と同じ痛みと悲しみ
を分かち合って見ることになりました。ミラノやフランスの研究者たちを日本から送りだ
して帰国の無事を心配していたさ中、みるみるうちに彼らの国々の感染が日本を追い
越していきました。そんな中で、ヨーロッパでデータ収集中のグループも途中帰国を余
儀なくされ、それぞれの無事を祈りながらの年度末でした。
日本の日常生活も刻々と変わり、感染症と暮らす日々は、窓の外の風景ではなく、それ
ぞれの現実となっています。
感染症は、世界のつながりが強くなった今であるからこその、予想もしない速度と規

「トランスカルチャー状況下における顔身体学の構築―多文化をつなぐ顔と身体表現―
（略称：
「顔・身体学」
）
」領域は、中間評価を終えて後期公募班を迎え、後期の活動に
入りました。前期公募班と後期公募班それぞれのご報告とご対面も兼ねて、ニュース
レター第３号をお送りします。

模の広がりとなったと思います。それぞれの国がシャットダウンしていく中で、
「越境」
を目指すこの領域にいて、それとは逆方向の「新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)
による分断」という事態に出会うこととなりました。
私たちは、感染症の新たな歴史の中に、いやがおうもなく組み込まれています。この
ような状況にいることによって、
「人はつながりたい」のだということが、今までよりもよ

新たな公募班を迎えた門出となるはずの 2020 年 4 月は、思いもかけない状況であ

り強く実感されます。
「家にいろ」と何度も言われても、街や公園に人は集まろうとして

けました。
「顔・身体学」が目指す「トランスカルチャー」は海外との交流が前提です

います。この感染症の対策で一番難しいことは、人の「集まりたい」という欲求を抑え

が、その門戸は次々と閉ざされました。そんな現状に思いをはせる余裕もなく、大学で

ることが難しいということでしょう。

は準備する間もないままに遠隔授業が始まり、日常生活も混乱を極めています。

日本に先んじて自宅待機をしていた国々で、人ごみを避けて遠くの公園やビーチに行っ

領域の皆様は、いかがお過ごしでしょう。文化人類学では海外に行くこともかなわず、

たはずが、そこが人ごみになっていたという映像を目にしていたにもかかわらず、それと

実験心理系は対人実験がストップされ、気持ちが重くなることが続きます。

まったく同じ光景を、日本でも見ることになりました。集まる欲求を止めることは、いず

こんな時期であるからこそ、
「顔・身体学」領域にいてよかったと思って頂けるよう、研

れの国でも難しいのでしょう。

究の展開の一助となるイベントの提供を考えました。知識を提供・共有しあえる場とし

顔や身体が現実世界の中で触れ合うことが難しくなった今、私たちはどのように暮らし

て、Zoom を使った勉強会を企画しました。哲学・心理学・文化人類学の手技や主義・

ていくことになるのでしょうか。

カレントトピックを共有する「勉強会」は、既に配信されています。また、若手の研究

Zoom によるインターネットを介したつながりは、地域や国を超えます。電車や飛行

者のワークショップも Zoom で行う準備をしています。

機は不要で、時差に気をつければ、海外とのつがながりは、いっそう近くなった気がし

さらには、現代の状況について「顔・身体学」の立場から情報を発信する場として、
「顔

ます。サイバー空間で海外の人々と交流していると、オリンピックのように不特定多数

身体学通信」ブログを開始しました。それぞれの研究者の新型コロナウイルス感染症

の人が同じ場所に集まる大規模なイベントはできないにしても、むしろ、個人個人のつ

(COVID-19) による日常の変化について、記録を残しておく試みです。

ながりはより強く保てるような気がします。
しかし今のところ、こうしたサイバー空間でのつながりは、現実に会うよりも、疲れるの

私は現在、９月刊行予定の岩波ジュニア新書「心と身体（仮題）
」をまとめています。

ではないでしょうか。現実の身体が介在しないことに、まだ慣れていないせいかもしれ

私たちの身体にとって、感染症に起因した問題は、大きな意味を持つ事象です。そこ

ません。新しい状況を意識の上で理解しても、潜在的な側面である身体が追いつけな

で触れた話をまじえて、領域の皆様へのご挨拶とさせて頂きます。

い証拠のようにも思えてなりません。
これから先、人々はどのようにつながっていくのでしょう。閉ざされた国々と、どのよう

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) により、東京オリンピック・パラリンピックは

に窓をあけて交流を再開していくのか。これから先、そして、それぞれの国や地域で

延期、学校は休校。会社はリモートワーク、学校は遠隔授業と、人とのつながりは次々

今起きている様々な事象、
それらはすべて私たちの研究の対象になるのではないでしょ

に閉ざされ、“ 現実の身体どうしの接触 ” は希薄になっています。

うか。
「顔・身体学」では、顔と身体から個人と社会との関係を見つめ直し、社会や個

2020 年の年度末に企画していた、ミックスレイスの国際シンポジウムやジャカルタで

人の生き方を変える価値観を提供していく領域となります。

の国際シンポジウムは、開催直前に延期を決断せざるを得ない事態となりました。
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特にジャカルタの国際シンポジウムの延期は、
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)

本領域は、
人文社会分野の心理学・文化人類学・哲学が協力して研究を推進しています。

をめぐる象徴的な出来事であったと思います。開催予定の前週にジャカルタで大規模

この 4 月より、２５の公募班が加わりました。毎年２回開催される領域会議には異分

な洪水があり、現地スタッフと逐次連絡を取っていたのですが、その際の現地の目下

野の研究者が集い、定例になった沖縄で年末に開催される領域会議では、若手の参

の関心時は、
“ 洪水で多くの人を集めることができない”ということでした。
それが、
クルー

加を促す渡航支援の制度もあることから、１００名近い研究者が結集します。今年は

ズ船（ダイヤモンドプリンセス号）のインドネシアの船員の帰国から、状況は急激に変

６月の領域会議がウェブ開催となりますが、より強い分野間の連携を作りあげるため、

わり、シンポジウム延期という開催直前の決定となったのです。後日、現地の LIPI（イ

各分野の勉強会や分科会を企画しています。ウェブ開催だからこそ、気軽に質問しあ

ンドネシア科学院）の方々による、心を込めて準備された大会プログラムとグッズが送

える場が提供できるのではないかと思います。そして年末に沖縄でリアルに会えること

られました。延期というかたちで、これらのつがなりを生かしていきたいと思います。

を祈願し、この領域のメンバーとともに、健康に「顔・身体学」の追求を続けていけた

このように事態は急速に変化し、
各国はそれぞれの歩みで、
感染症の波を受けています。

らと思います。
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研究組織

顔身体学ブログの紹介
計画研究
研究班

計画課題

顔身体学領域では、
「顔・身体学通信」として、新型コロナウィルス感染症が及ぼしたこの社会の現状を、記録として残しておきたいと思います。
それぞれの研究生活にどのようにかかわっているのか、それぞれの地域ではどのような現状となっているのか、分断されている地域社会は今後どのように再

A01-P01

顔と身体表現の文化フィールドワーク研究

び連携し、それはどのようなかたちになっていくのか・・・。
人類学、心理学、哲学などさまざまな分野から領域に関わる人たちによるリレーエッセイを掲載し、この領域の貴重な発信として、後々の記録として残してい
A01-P02

きたいと思っています。
ブログ記事は全てウェブサイトで公開されています。ぜひご覧ください。

顔と身体表現の多文化比較フィールド実験研究

B01-P01

顔と身体表現の文化差の形成過程

B01-P02

顔と身体表現における潜在的・顕在的過程

B01-P03

顔と身体表現における感覚間統合の文化間比較

C01-P01

顔と身体表現の比較現象学

役割

氏名

所属

代表

床呂

郁哉

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

分担

西井

凉子

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

分担

吉田

ゆか子

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

分担

塩谷

もも

島根県立大学人間文化学部地域文化学科

分担

田中

みわ子

東日本国際大学健康福祉学部

代表

高橋

康介

中京大学心理学部

分担

島田

将喜

帝京科学大学生命環境学部

分担

大石

高典

東京外国語大学大学院総合国際学研究院

分担

錢

代表

山口

真美

中央大学文学部

代表

渡邊

克巳

早稲田大学理工学術院

九州大学持続可能な社会のための決断科学センター

琨

分担

大塚

由美子

愛媛大学法文学部

代表

田中

章浩

東京女子大学現代教養学部

分担

板口

典弘

静岡大学情報学部

代表

河野

哲也

立教大学文学部

分担

小手川

正二郎

國學院大学文学部

公募研究（後期 2020 〜 2021 年度）
研究班

お辞儀が印象形成に及ぼす影響の文化間比較

http://kao-shintai.sblo.jp/

氏名

所属

大杉 尚之

山形大学人文社会科学部

現代マサイ社会における身体表現と認識：相互行為の場に着目して

田 暁潔

筑波大学体育系

フィールド－ラボ循環型アプローチによる身体化された感性の研究

山田 祐樹

九州大学基幹教育院

イレズミ・タトゥーにおけるトランスカルチャー性の比較研究

山本 芳美

都留文科大学文学部比較文化学科

衛生マスクが生み出すポジティブ・ネガティブな顔遮蔽効果

河原 純一郎

北海道大学大学院文学院心理学研究室

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)と顔・身体学（山口真美）

コミュニケーション基盤としての顔－身体コーディネーション

工藤 和俊

東京大学大大学院情報学環・学際情報学府

●

明らかになった問題（河野哲也）

身体表現における複層的な演者間インタラクションの定量的検討

清水 大地

東京大学大学院教育学研究科

●

感染症への恐怖と人種差別（小手川正二郎）

脳内電極脳波による顔・身体学と情動・社会性の研究

飯高 哲也

名古屋大学脳とこころの研究センター

●

春なのに（山田祐樹）

複数人場面における関係性の認知：発達と文化特異的な認識の発生

上田 祥行

京都大学こころの未来研究センター

●

生活と業務の相互浸食の先に見えること（吉田優貴）

大脳皮質と皮質下における顔表情処理の比較：文化間の差異と普遍性に注目して

稲垣 未来男

大阪大学大学院生命機能研究科

●

新型コロナウイルス (COVID-19) 感染症と顔・身体学―東南アジアを研究する一人類学者の経験から（床呂郁哉）

顎骨形成術後の顔面頭頚部の知覚・運動と自己身体認知との間の因果関係

社 浩太郎

大阪大学大学院・歯学研究科／第二大阪警察病院

●

災禍と不条理 —— アルベール・カミュとモーリス・ブランショに想う（１）
（小谷弥生）

深層学習を用いた身体表現文化差の検討

内藤 智之

大阪大学大学院医学系研究科認知行動科学教室

●

オランダ滞在記（１）ヨーロッパでの感染拡大前後の期間を振り返って（河原美彩子）

対人インタラクションにおける脳・身体同期への文化差の影響

大須 理英子

早稲田大学人間科学学術院

●

オランダ滞在記（２）ごはんは心の支え編（大屋里佳）

相互注視の回避に関わる生理心理学的メカニズムの解明

磯村 朋子

Royal Holloway, University of London ／早稲田大学理工学術院

●

オランダ滞在記（３）学校が閉じる、そのとき（山本寿子）

意味・感情の身体表現のエッセンスを探る－ロボットを用いた検証と応用－

上田 悦子

大阪工業大学ロボティクス＆デザイン工学部

●

３月３０日、発熱（河原温の形式を借りて）
（金沢創）

パーソナルスペースの定量的な計測方法の開発

小池 耕彦

生理学研究所システム脳科学研究領域

●

A01

これまでの記事一覧（2020 年 5 月 31日現在）
●
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研究課題

B01

家族が暮らす国、スウェーデンの話（小林恵）

トランスカルチャーとしての発達障害者における顔・身体表現

和田 真

国リハ研究所脳機能系障害研究部

●

動きとわたし（吉田優貴）

扁桃体神経活動が霊長類の顔認知・情動反応・視覚皮質神経活動に及ぼす影響

宮川 尚久

量研機構放医研脳機能イメージング研究部

●

コロナ禍での変化（前田有香）

林 隆介

●

新型コロナによる国際シンポジウム延期を振り返って－東京とジャカルタを行き来する身体とその感覚の変容（吉田ゆか子）

顔・身体表現の情報工学に基づくトランスカルチャー比較

●

闘う英国（磯村朋子）

●

中東・湾岸アラブ諸国でコロナ禍に直面して（後藤真実）

●

フィールドワークとコロナ禍（島田将喜）

●

新冠徒然記～差別の輪から見た文化差（錢琨）

●

最後の三県に残って（塩谷もも）

●

COVID19 in アフリカ・マサイの今どき：国の緊急対策（田暁潔）

Embodiment, Ethics, and Humanism: The Face-Body Studies of Colonial Cinema 小田桐 拓志
「能」における感情移入と共同性の哲学的探求－面（顔）と所作（身体）を中心に－
C01

産業技術総合研究所人間情報研究部門ニューロリハビリ
テーション研究グループ
金沢大学国際基幹教育院

小谷 弥生

信州大学医学部医学科公正研究推進講座

トランスカルチャー状況下における身体化された自己

田中 彰吾

東海大学現代教養センター

障害者と家族間における文化の独自性の解明：家庭内／外相互行為の分析を通して

牧野 遼作

広島工業大学情報学部

表情・身体動作の理解と一人称報告の信頼性に関する哲学的・経験科学的研究

長滝 祥司

中京大学国際学部

縄文・弥生時代のトランスカルチャー状況（地域間交渉）と「顔・身体」装飾付土器

中村 耕作

國學院大學栃木短期大学
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前期公募班研究報告

顔色 - 表情知覚の相互作用の文化・世代間比較

身体化された情動の文化化を探る―中国雲南省少数民族の身体的心性―

南

山田

哲人

豊橋技術科学大学 情報・知能工学系

祐樹

九州大学基幹教育院

“顔を真っ赤にして怒る (be red with anger)”という慣用句に表現さ

であったかをタッチして選択した (2AFC)。実験は恒常法を用いて行

上=快、下=不快という関係性は世界中の文明化された地域で普遍

1月に開催された第三回犬山認知行動会議で口頭発表を行った(朱・

れるように、顔色と表情認知は密接に関係していると考えられる。怒

われ、各条件の心理測定関数から主観的等価値 (PSE) を比較した。

的であることを我々は以前の研究で実証していた。しかしながら、文

佐々木・姜・錢・山田,2020)。

りと恐怖といった2つの表情をモーフィングしたあいまいな表情画像

実験は、日本・マレーシア・ノルウェーの成人 (大学生) と小児 (8歳)

明化されていない地域では未だ確認が取れていなかった。特に、各

さらに我々は、トライポフォビアが生活環境の都市化と関連して生じ

の顔色を操作することにより、表情判別確率が変化するかを調べた

を対象に実施された。

地の少数民族はそれぞれ特殊な歴史的経緯や居住環境を持ってお

るとの仮説を検証するため、上述の少数民族に集合体画像を見せ、

先行研究では、顔が赤くなるほど怒り表情に知覚されやすくなるとい

各被験者群における、赤色表情と自然色表情の怒り知覚の閾値を比

り、それらは独特の身体化認知スタイルを形成している可能性が考

その気持ち悪さを評価してもらう実験も行った。すると、山岳地域に

う表情知覚における顔色効果を示した (Nakajima et al., 2017)。し

較した結果、日本とマレーシアでは、成人群は赤色表情が自然色表情

えられた。本研究はこれを検討すべく、中国雲南省のハニ族やタイ

住む少数民族では都市部の人々のように強いトライポフォビアが生

かしながら、この研究は、日本人の20代を中心とした実験協力者を対

に比べて怒りの閾値が有意に低いことが示された一方で、小児群に

族などを対象とし、身体化認知に関するフィールド実験研究を行っ

じないという結果を得た。この結果は都市化説を支持し、都市型生

象としたもので、このような顔色の効果が普遍的であるか、それとも特

はそのような差はみられなかった。また、ノルウェーでは成人・小児問

た。中国雲南大学と共同し、少数民族コーディネーターの協力を得

活による(皮膚)感染嫌悪の高まりがトライポフォビアの基礎にある可

異的なのかを調べることが求められている。本研究では、表情知覚に

わず赤色表情と自然色表情の怒りの閾値に差があるとはいえなかっ

つつ、紙と鉛筆を用いながらの実験であった。収集したデータを分

能性を示唆する。この発見は既に論文化され、査読付き国際学術誌

おける顔色の影響に関する調査を日本・マレーシア・ノルウェーの成人

た。

析したところ、少数民族の人々も従来の研究と同様に、上=快の関係

に掲載されている (Zhu, Sasaki, Jiang, Qian & Yamada, 2020,

と小児を対象に実施し、文化間・世代間での比較を横断的に行い、そ

これらのことから、表情知覚における顔色効果は発達段階において、

性を極めて頑健に示した。だが注目すべきことに、特に特殊な居住

PeerJ )。これらの研究は、実験室内での実験とは異なるエビデンス

の普遍性・特異性を調査した。

少なくとも8歳以降に獲得されるものであることが示された。また、こ

環境を持つヤオ族ではこの傾向は顕著でなかった。よって、上下と

と視座を我々に与えてくれる。たしかにデータ収集に苦労は伴うが、

実験には、怒り表情と恐怖表情を5段階にモーフィングした表情画像

の効果には文化差が存在し、表情における顔色効果の有無と各国に

感情の関連については、山奥に住む特殊な歴史的背景を持つ少数

このような苦労であれば買ってでもするべきであると実感した。

に対して、自然色と赤色の2種類の顔色に変化させたものを実験刺激

おける文脈文化との関連も示唆された。

民族にも一般化できるほど頑健である一方で、居住環境からの影響

として用いた。実験参加者は、顔刺激呈示後、表情が怒りまたは恐怖
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はさらなる検討の対象として興味深い。この成果については2020年

牧畜民社会における感情の身体表現とその変化：東アフリカ・マサイの事例から

美しい／かわいい／不気味：顔情報変異の布置を用いたヒト普遍性／文化間変異の検討

田

橋彌

暁潔

筑波大学体育系

和秀

九州大学大学院人間環境学研究院

本研究は、
マサイ社会を対象にして、日常における対面的・非対面的な

れらの情報を切り離して顔だけ描いて表現することは、彼らにとって

コミュニケーション・プラットフォームとしての顔に注目し、主に乳児期

大学赤ちゃん研究員」としてご登録を頂いている赤ちゃん・お子さんと

相互行為の中で、感情にかかわる表情とジェスチャーがどのような状

不完全であり、違和感さえ覚える経験であった。

の初期発達に関して研究をおこなってきました。これまでに9カ月児

保護者の方のご協力を頂きながら、個体の認知的・心理学的基盤が、

況において発生したのかを、フィールド調査から考察するものである。

そういった個々人の経験に基づくカラダの認識は、ライオン狩りを経

における自発的表情模倣の生起(Hashiya, etal, 2019)、乳児期にお

顔や身体を介して文化・社会と相互作用するプロセスを、行動実験の

2019年の調査は主に、
「フィールド実験を用いて『顔を描く』といった

験したマサイの身体についての語りからも見られる。植民地時代か

ける自己顔認知(Nitta & Hashiya, in revision)等の知見を取りま

手法を用いて引き続き検討し、あらたな知見と理論的な展望を議論さ

描画行為から見る身体認識と表現」、及び「マサイのライオン狩りに

ら、欧米の冒険家の記述によって、
マサイの身体的強さはよく彼らのラ

とめています。
「かわいさ」の認知に関するデータも蓄積し、分析中で

せていただきたいと考えています。

おける身体の捉え方」の二つの側面からマサイの身体認識と表現を検

イオン狩りと関連付けられる。一方、ライオンとの戦いには、家畜の被

す。また、1歳児期において、提示されたエージェントの空間的上下配

討した。

害に対する憤怒や、ライオンに突然襲われる恐怖、または自分の命が

置が社会的優位性予測に結びつくことを実験的に明らかにしました

フィールド実験を用いた調査では、異なる年齢帯のマサイに人の笑顔

救われた際の喜びなど、現場にいる当事者しか体感できない複雑な

(Meng, etal, 2019)(図)。上記の研究は、文化・社会的情報を個体

の写真を見せてその顔を描いてもらった。顔を描けと言われたからそ

感情がともなっている。個々人の経験を切り離して身体を理解するこ

が取り込む上での基盤となるプロセスに着目したものと言えます、一

の顔を描くというのは、われわれにとってごく普通のことだが、
マサイ

とは、
マサイ社会においては通用しない認識のあり方であろう。彼らの

方で、間接互恵性を背景とした評判操作に関わる認知(Kishimoto,

にとってはそうではなかった。実験に参加した多くのマサイは、描く前

身体と顔についての認識と表現を理解するためには、個々人を取りま

etal, 2018)や、
「これは何色？」→「これは？」といった連続する質問

に写真に写っている人の名前や仕事、経験などを確認した。描く際に

く多様な日常経験に寄り添いながら、フィールド調査を継続するほか

において後者の「これは？」を解釈する際に「色について尋ねている蓋

は、顔のほかに手や足、服、イヤリングなど写真にないものも含めて描

ない。

然性が高い」と語用論的に解釈する”能力”の発達の文化比較(Meng,

いた。
マサイにとって、顔と身体はカラダ全体として捉えるものであり、

etal, 2017;Murakami& Hashiya, 2019)等、幼児期以降の社会的

さらに、それを持つ個々人の社会的経歴や経験とも不可分である。そ

認知の発達的起源についても検討し、あきらかにしてきました。
「九州
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顔・身体表現から検討するトランスカルチャー下の装飾美

Non-verbal communication through yawning, walking, and dancing

山本

Chia-huei Tseng

芳美

都留文科大学文学部比較文化学科

本公募班では、イレズミ・タトゥーに着目し、そのトランスカルチャー性

をベースに企画展「沖縄のハジチ、台湾原住民族のタトゥー

歴史と

東北大学電気通信研究所

2019年度は、上記の研究課題のもと、以下の研究を実施した。

(collaborators: A. Bachrach, Kitamura, S. Shioiri)

１）
Non-verbal communication through yawning (collaborators:

We invited contemporary dancers to improvise their dance

S. Shioiri & E. Lau)

movements around the theme of “MA (間) in a laboratory

の解明につとめた。この公募班の立ち上げをきっかけに、イレズミ研究

今」の監修をおこなった（主催：株式会社Nansei）。研究協力者の南

に関わってきた文化人類学、芸術学、美術史などの研究協力者7名が

玲子氏（日本文化人類学会会員）は展示の実務に従事していた経験

一堂に会して情報交換の機会を持つことができた。数回の研究会の

があり、構成に関して専門知識を活かしてもらった。従来の写真展で

ほか、沖縄中部のタトゥースタジオに関する共同調査も実施した。

はなく、沖縄女性たちのイレズミの歴史として総合的に紹介する本展

アウトリーチ活動としては、国際シンポジウムと企画展をおこなった。

は、沖縄タイムスやNHKの県内ニュース、地元ラジオ局などでも取り

Asian countries. We observed that Japanese participants

Japanese MA) can still be communicated with significantly

2019年3月30日に国際シンポジウム「イレズミ・タトゥーと多文化共

上げられ注目を集めた。会期中の入場者は8000名を超え、同館で催

used more information at upper parts of the face when

higher success in Japanese when compared with non-

生 「温泉タトゥー問題」への取り組みを知る」を実施した。新聞欄

されたインディペンデント展として記録的な動員となった。2020年

judging yawning and other facial emotions (Left Figure).

Japanese audience. This suggests that culture plays an

２）
Non-verbal communication through walking (collaborators:

important role in our understanding of body movements.

やTwitterで告知した結果、一般の方を含め200名近くが会場に参集

10月以降は、沖縄県内数か所の博物館を巡回する予定である。関心

Cheng, Kato, Saunders)

した。2019年10月から11月にかけては沖縄県立博物館・美術館にお

のある人はぜひご見学をお願いします。

いて、研究代表者が約30年前に沖縄と台湾でおこなった調査・研究

We conducted behavioral experiments (psychophysical

with optical motion tracking system. We invited spectators

and eye-movement) to examine whether yawning contains

(general public or professional dancers) to watch the

social communication signals, and whether there is a cultural

recorded videos and the reduced point dancers (Right

difference between Japan, Western countries, and other

Figure), and discovered that abstract concepts (in this case,

Together with other personality
traits (e.g. autistic tendency,
g e n d e r, a g e ), w e r e p o r t e d
that pairs with a bet ter first
impression will synchronize their
steps better with their partner,
implying that walking has a social

ミニマルな顔表現の文化的差異に関する研究
金谷

一朗

func t ion even w hen w e are

長崎県立大学情報システム学部

unaware of it (Center Figure).
３）Non-verbal communication
through dance improvisation
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Figure caption: Facial expressions (e.g. yawning), paired walking, and dance improvisation all serve social communication
functions non-verbally.

本研究「ミニマルな顔表現の文化的差異に関する研究」は今後急速

ピング」と名付けた調査方法によった。本調査は長崎およびデンマー

に進歩、普及するとみられるヒューマノイドロボットの顔表現、顔デザ

クのオールボルグにおいて実施した。その結果、ミニマルな顔表現に

インに関するものである。工業生産的にはロボットハードウェアはシ

対する文化的差異のある表情ならびに無い表情についての知見が得

ンプルな方が好ましく、ヒトの顔もまた世界各地で異なる傾向がある

られた。本調査に基づき、ミニマルな表情の合成および翻訳の基本

ため、工業デザイン的にもミニマルな要素を組み合わせたほうが世界

的なデータセットを構築した。また本知見に基づき、
マスク等で顔を

各地の顔を模倣するよりも好ましい。

一部隠さなければならない環境においても感情を豊かに伝えられる

2者会話場面における物理的対面機能の分析：20代から40代の成人18

HMDを装着し、頭部にカメラモジュールを設置し直立、
④HMDを装着

一方で、顔の作り出す表情というソフトウェアの側面は、文化的に極

「表情マスク」の試作を実施し、公開した。
（図参照）

名を対象として、対面計測ウェアラブルデバイス２台を用いた、
実験者と

し、
頭部にカメラモジュールを設置して着座、
⑤HMDを装着し、
腰部にカ

めて重要であるにも関わらず、従来は工業デザイナあるいはエンジニ

の会話場面における対面の２者同時計測を実施した。席の配置条件（①

メラモジュールを設置して直立、
の５条件について、
Stop-distance法を

アによる直感と経験とに頼ってデザインされてきた。本研究提案は

対面：180°、
②横並び： 0°）
の２条件における物理的対面及び、
アイコンタ

用いて検討を行った。最もパーソナルスペースが大きく知覚されたのは、

従来の直感と経験に頼っていた部分に秩序と方法をもたらすことで、

クトの生起頻度について分析した結果、
２条件間でアイコンタクトの生起

⑤の条件であった。
これより、
姿勢及び視点変化が物理的対面の機能を

ヒューマノイドロボットの工業生産、工業デザインに対して世界的な

頻度に大きな違いは認められなかった。
その一方、
物理的対面は①対面

変化させる可能性が示唆された。

インパクトを与えるとともに、ヒトが顔をどのように認知しているかと

条件で多く生起したが、
②横並び条件ではほとんど生起しなかった。
この

自閉スペクトラム症児とロボットの物理的対面下における社会的行動の

いう問題に対してヒントを出す役割も併せ持つ。

結果より、
これまでほとんど研究がなされてこなかった
「顔を向かい合わ

分析：3-7歳の自閉スペクトラム症児5名を対象として、
実験を実施した。

本研究は幾何学的に抽象化された顔、
すなわち
「左目」
「右目」
「口」に相

せる」
という行動が、
「目を向かい合わせる」
という行動とは異なる機能を

(実験１)約３分間でロボットを数回点灯させた。従属変数は援助行動で

当する図形要素3点からなる「ミニマルな顔表現」 およびその動的表

有することが示唆された。

あった。
その結果5名すべてのASD児がロボットへの援助行動を示した。

現と、
その顔が表現する感情との対応の文化的差異を明らかにする。

視点変化による物理的対面の機能変化：ヘッドマウントディスプレイ

(実験２)２つの実験条件（随伴追従・非随伴追従）
下で自由にロボットと

本研究提案者らが日本において実施した予備的な調査を踏まえて、

（HMD）
とステレオカメラモジュール等で構成された視点変換デバイ

インタラクションした。随伴追従条件ではロボットのカメラに基づく追従

日本および海外での再調査を実施した。実施方法は複数のミニマル

スを用い、頭部運動を保存した状態での視点変化がパーソナルスペー

を行い、
非随伴追従条件ではカメラによる追従機能を切断した。
ロボット

な顔表現を提示し、被験者が感情を読み取る「静的ミニマル表現マッ

スの知覚へどう影響するか、
９名の保育士を対象として実験を行った。

への呼称、
接近、
ロボットへの注目、
身体接触について条件間で比較した

①HMDを装着せず、
裸眼で直立、
②HMDを装着せず、
裸眼で着座、
③

が、
大きな差は認められなかった。

計算論的行動計測技術に基づく顔と身体表現における物理的対面の機能とその障害の解明
松田

壮一郎

筑波大学人間系
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顔の色と情動認識の異文化比較

社会的顔認知とその多様性の心理物理学的解析

溝上

本吉

陽子

千葉大学大学院工学研究院

勇

東京大学大学院総合文化研究科

顔色は、健康状態や情動等の重要な判断に関わる。しかし、顔色の知

色素変化は表情認識に寄与すると考えられる。

顔認知研究の最も基本的な問題の一つは、観察者が画像に含まれる

のわずか1.2-1.5倍程度の反応から精度よく推定できます。

覚特性と、
それに基づく情動認識の特性は明確でない。また、人種や文

これらの結果は、
さらなる検証が必要であるが、
円滑な異文化コミュニ

どのような情報を用い顔の物理的・社会的属性を認識するか、
です。

(2) 顔認知研究では、顔画像の一部のみを可視にした刺激を用いて、

化により、顔の色分布や色変化の仕方、表情の出方が異なることから、

ケーションや化粧品、
医療等の分野への応用につながると考えられる。

本研究計画では、相貌、表情、社会的ステレオタイプなど顔に関する

可視であった部分と観察者の反応の関係を分析することにより観察

それらが顔の色知覚と情動認識の関係にも影響する可能性がある。そ

様々な属性の判断において、個々人の観察者が利用する顔画像のな

者が刺激中のどこの情報を利用していたかを数値化する逆相関法が

こで本研究では、顔の色・明るさ認識、顔色の変化に基づく情動判断の

かの情報をより効率的かつ快適に抽出することのできる新たな汎用

しばしば用いられてきました。しかし、従来の方法では刺激が明らか

検証と異文化比較を行った。

心理物理学的デコーディング手法群を開発・実装し、また、それらを

に不自然でかつ莫大な試行数を必要とするという問題がありました。

顔の明るさ認識に対する色相の影響に関する実験では、
同一の日本人顔

駆使して顔認知の個人差・文化差を定量化する新たな研究プラット

そこで私たちは、自然な見えをもつ顔画像への反応から観察者の情

だが、
異なる人種の平均色を持つ評価刺激画像を作成した。
それらの顔

フォームを構築することをめざしました。

報利用方略を明らかにするための方法を考え、初歩的な検証実験を

画像の色相のみを赤みと黄み方向に変調したテスト顔の明るさを判定す

(1) 顔認知研究では、多くの視覚刺激について「どれくらい○○か」

行いました。その結果、自然な顔画像を用いた表情認知の逆相関解

る実験を行った。
その結果、
日本人被験者には、
赤みを帯びた顔は黄みを

という心理値を集めることが重要です。複数の刺激間の比較判断の

析では、同一の観察者でも、一部しか可視でない刺激では口付近を

帯びた顔よりも明るく見える傾向が見られた。
しかし、
タイの被験者は逆

データから心理尺度を構成する古典的な方法に一対比較方法があり

重視するのに対して、全体が見える自然な刺激では目付近を重視する

の傾向、
中国とヨーロッパの被験者には明確な傾向は見られず、
色相が肌

ますが、刺激数にともない必要な反応数が爆発的に増加する問題が

ことが見出されました。

の明るさ知覚に与える影響は各国で異なった。結果の違いには、
各人種の

ありました。そこで私たちは、少数の試行に基づき多数の顔刺激に関

肌色分布や文化・環境、
顔印象の捉え方等が関係していると考えられる。

する任意の心理尺度を構成する心理物理学的実験手法を開発しまし

また、肌色を構成する色素であるメラニン・ヘモグロビン増減方向に

た。この方法では、任意の次元における数百の刺激の心理値を刺激数

変調したときの表情認識を調べたところ、色素増加方向に肌色を変
化させると、怒りの応答が高まる傾向が見られた。したがって、肌の

顔に由来する社会的価値が顔の記憶に与える影響とその神経機構の解明
月浦

崇

京都大学大学院人間・環境学研究科

社会的相互作用を支える無意識の対人間協調ダイナミクス
三浦

哲都

早稲田大学人間科学学術院

私たちの公募班では、
社会的相互作用において顔が他者に与える影響

たは背中合わせでじっと立つという課題を行った
（図1）
。
非線形時系列解

が、
身体運動に表出すると仮定し、
その影響を定量化することを目的とし

析を行った結果、
人は顔が近づきすぎないように全身を協調させて立っ

た。
この目的を達成するために、
いくつかの課題動作を用いて実験を行っ

ていることと、
その協調の仕方が距離に依存して変化することが明らかに

た。
その中から今回は、
二者が対面で立位姿勢を維持したときの姿勢動揺

なった。
著者らはこの結果を第24回日本顔学会
（フォーラム顔学2019）
に

に関する実験について報告する。

て
「顔を向き合わせることが無意識的な対人運動協調に及ぼす影響」
とい

近年、
二者が向かい合って立つと無意識的に姿勢動揺が同期することが

う題で発表し、
原島賞を受賞した。

報告され、
この同期が社会相互作用を支える神経系の機能として注目され
始めている。
しかしながらこれらの先行研究は、
姿勢動揺時系列データの
相互相関により同期を定量化するにとどまっており、
その背後に潜むダイナ
ミクスは検討していない。
つまり二者の身体の潜在的な協調ダイナミクス
と、
顔がそれに与える影響は不明である。
私たちの公募班は、
無意識の対人間協調ダイナミクスを探るために、
対面
静的立位課題中の姿勢動揺を、
動作解析装置および床反力計を用いて
計測した。
実験参加者は、
様々な距離で相手と向かいあってじっと立つ、
ま
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ヒトの顔には、表情や魅力、人物の属性などの多くの社会的情報が含

によって記銘された顔の記憶は、形態判断によって記銘された顔の記

まれている。そのような顔に由来する社会的情報は、顔の記憶に対し

憶と比較して有意に促進されていたが、PD群ではそのような顔記憶

て影響を与える重要な要因である。本研究では、顔に由来する社会的

の有意な促進効果は認められなかった（図）。また、意味判断や魅力

情報と顔記憶の間の関係の基盤となる神経メカニズムについて、主に

判断によって記銘された顔記憶の想起成績は、前頭葉機能や記憶機

健常成人を対象とするfMRIによる脳機能画像法と、神経疾患症例を

能の個人差と有意に関連していることも示された。

対象とする神経心理学的方法を用いて解明することを目的とした。
健常成人を対象とする脳機能画像研究では、人物の行動に由来する
信頼感の印象が顔の記憶に与える影響とその神経基盤についての研
究を実施した。その結果、行動によって低い信頼感が付与された人物
の記憶は有意に促進され、その神経基盤として文脈依存的な信頼感
の印象に関わる脳機能ネットワークと、記憶の精緻化に関連する脳機
能ネットワークとの間の相互作用機構の重要性が同定された。
神経疾患症例を対象とする神経心理学的研究では、パーキンソン病
患者群（PD群）と健常統制群（HC群）を対象とした顔記憶の研究を
実施した。その結果、HC群では、顔に関連する意味判断や魅力判断
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顔・身体認識理解への統合認知進化学的アプローチ：「発達－文化－進化」の観点から

大脳皮質処理と皮質下処理が顔認知に与える影響：計算モデルと心理実験による検討

友永

稲垣

雅己

京都大学霊長類研究所

未来男

大阪大学大学院生命機能研究科

2019年度は、上記の研究課題のもと、
以下の研究を実施した。

されるという探索非対称性を見いだした。この現象は口の部位の明るさの顕

霊長類で高度に発達した大脳皮質経路と進化的に古い皮質下経路

ラルネットワークは口などの大まかな陰影に注目して処理することが

１）チンパンジーにおける顔に基づく年齢の認知におよぼす幼児図式と幼児色

著性などでは説明ができず、
また、
倒立提示による効果の低減も示された。

は視覚的な顔の処理の異なる側面を担うと考えられる。これら2つ

分かった。脳を模倣したニューラルネットワークが示したこれらの知見

の影響(川口ゆり、
中村航洋らとの共同研究)

４）ハンドウイルカ、
ウマにおける種弁別（山本知里らとの共同研究）

の神経経路処理の働きを詳細に調べるために、人工的なニューラル

について、実際の脳の大脳皮質経路と皮質下経路における処理に関

チンパンジーを対象に、
CG合成したおとな顔と乳児顔を用いた条件性弁別課

昨年度に引き続き上記2種を対象として同時弁別課題を用いた自種と他種の

ネットワークによるモデル化を試みた。脳の構造的な特徴を調べた

しても同様の特性が存在する可能性がある。

題において幼児図式と幼児色が年齢のカテゴリ化にどの程度寄与しているか

視覚的カテゴリ化課題の研究を進めた。カテゴリのレベルに応じた知覚的処

神経解剖学の知見にもとづいて、大脳皮質処理を処理層の多い深層

を検討した(図)。その結果、幼児図式よりも幼児色の方がより強い手がかりと

理の変化について、
各種のテストを進めた。

型ニューラルネットワークで、皮質下処理を処理層の少ない浅層型

なっていることが明らかとなった。

５）チンパンジーにおける他個体の瞳孔の知覚(S. Lehtonenとの共同研究)

ニューラルネットワークでモデル化した。表情画像データベースを学

２）
アイトラッキング課題を用いたチンパンジーの身体知覚の検討（J. Gaoと

ヒトでは散瞳した瞳孔を持つ顔をより魅力的であると判断する傾向が強いとさ

習した各ニューラルネットワークの出力特性（特に空間周波数特性）

の共同研究）

れる。
このような現象の知覚的基盤を比較認知科学の観点から探るため、
チ

を、脳の機能的な特徴を調べた神経生理学の知見と比較した結果、

チンパンジーの身体知覚に関するアイトラッキング課題を実施した。その結

ンパンジーを対象にヒトおよびチンパンジーの顔写真を用いた瞳孔サイズの弁

深層型ニューラルネットワークは大脳皮質の高次視覚野と、浅層型

果、通常の写真よりも、
チンパンジーの手や足を別のところにつけかえた写真

別課題を実施した。
しかしながら、
この課題は極めて困難で、
チンパンジーにお

ニューラルネットワークは皮質下の扁桃体と類似した特性を示した。

や、
他種(ヒト)の手足と置き換えた写真の方をより長く注視することが明らかと

いては瞳孔のサイズが他個体の印象形成に重要な寄与を果たしていない可

さらにそれぞれのニューラルネットワークが恐怖表情のどのような特

なった。

能性が強く示唆された
（図）。

徴を処理しているのかを調べるために、ノイズ付加による心理学的

３）チンパンジーの表情知覚におけ

逆相関法を適用して特徴の可視化を行った。深層型ニューラルネット

る探索非対称性（D. Wilsonとの共

ワークは目・鼻・口といった顔のパーツの形状・輪郭に、浅層型ニュー

同研究）
チンパンジーの中立表情と情動表
出表情を用いた視覚探索課題にお
いて、
情動表情の方が効率的に検出
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可視的変形の手術後における自己顔の再認知過程
図：(左)年齢認知課題で用いた刺激セット、(右)表情知覚における探索非対称性

社

浩太郎

大阪大学大学院歯学研究科／第二大阪警察病院矯正歯科

複数人場面における個人特性と関係性の認知：表情手がかりの効果

＜目的と被験者＞

より感受性が高かった(P<0.05)。

上田

可視的に下顔面が前方あるいは側方に偏位した顎変形（VD）を有する

＜神経科学的方法及び結果＞

成人女性患者について、顎骨形成術で急性に変化した顔を再認知する

術後群については術前後の自己鏡面像を視覚刺激として、脳機能画

時の顕在的・潜在的過程を行動学的及び神経科学的方法で解明した。

像を記録（fMRI 1.5T）
・解析（SPM12）
した。一次的所見に基づいて

行動学的実験では術前群15名、術後群23名を選択した。神経科学的

関心領域を視床枕、島皮質、前帯状回、海馬傍回及び内側前頭回に絞

実験では、術後群19名を選択した。また、対照群20名を選択した。

り、PODと正規化皮質活動レベルとの間で単純相関分析した。

＜行動学的方法及び結果＞

術後群では対照群よりも海馬傍回の活動が高かった。また、術前より

日本人成人女性の平均像から被験者の自己鏡面像へ10%毎に自己成

術後で視床枕と内側前頭回の活動が高かった。海馬傍回の活動は

分が増加する画像を作成した。各画像をランダムに提示し、自己顔成

PODとの間に正の相関(r=0.50; P=0.03)を認めた。内側前頭回の活

分が優位か劣位かを判定させる2肢強制選択課題を行わせた。

動はPODとの間に負の相関(r=0.55; P=0.02)を認めた。

術後経過日数（POD）と自己優位と判定した確率との間には正の

＜研究成果の総括＞

相関（r=0.56; P=0.02）が、PODと判定時間との間には負の相関

(1)VDが解消した後の自己顔認知の更新には約1年半以上のPODが必

(0.61≦r; P≦0.01)が示された。また、術後群をPODで5段階に分

要であること、(2)術後自己顔の認知感度は約1年半で対照群よりも高

類し、術前群と対照群を含む７群間で、心理物理曲線の主観的等価

まること、(3)自己顔の脳内表現はPODに応じて、海馬傍回と内側前頭

点と反応時間を多重比較した結果、650日以上経過した3群は他群

回が関与して緩徐に形成されると示唆できること、が解明された。

祥行

京都大学こころの未来研究センター

本研究では、
1対1の対面場面での性格特性の認知と、
2者比較場面にお

ナントな人物であると判断された。
このことは、東アジア文化圏では、
自

ける関係性の認知について、文化的背景・規範による影響を検討した。
日

国の暗黙的な文化的背景・規範を過度に一般化
（overgeneralization）

本で実験を行ったところ、対面場面において、笑顔はその人物がドミナン

しやすいのに対して、
西洋文化圏では、
判断対象となる人物の特性に基

トな性格特性を持っていることを示す手がかりにはならないが、
2者比較

づいて判断基準を変えていることを示唆している。

場面では、
どのような表情の人物の前でも笑顔を作ることができる余裕

また、
日本と台湾では似た結果であったが、笑顔の人物が2者比較場面

があるという手がかりとなり、
相対的にドミナントな人物であると判断さ

でどれくらい強くドミナントと見なされるかには差があった。
日本では、笑

れた。
また、
この傾向は、
判断対象が東アジア人の人物である場合もコー

顔の人物は2者比較場面で非常にドミナントであると評定されたが、
台

カソイドの人物である場合も同じであった。

湾では、
日本ほど顕著ではなかった。
このことは、
同じ東アジア文化圏で

日本と同じ東アジア文化圏である台湾で、
同様の実験を行ったところ、
日

あっても、2者比較場面での対人認知において、
表情が文化共通のシグ

本での実験と同様の結果が得られた。一方、
西洋文化圏であるイギリス

ナルと文化特有のシグナルの両方を持っていることを示唆する。

では、
判断対象が東アジア人の人物である場合には、
日本・台湾の参加

これらの研究で使用した顔写真を、
心理実験またはコンピュータシミュ

者と同じ結果が見られたが、
判断対象がコーカソイドの人物である場合

レーション等に様々な研究者が使用できるように、
日本人表情画像の大

には、対面場面でも2者比較場面でも一貫して嫌悪の表情の人物がドミ

規模データベースとして公開した。
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個体関係認知の神経基盤とそのトランスカルチャー比較

他者心理の手がかりとしての表情理解に関する哲学的・認知科学的研究

岡本

長滝

正博

福島県立医科大学医学部

中京大学国際学部

我々の社会的生活は、他者や自分自身の性格や感情を読み取ること

究の結果と一致するものと考えられる。我々の行動や性格は多種多

人間が他者の行動や心的状態を理解する際に、多くの場合無意識

傾向性を推測しているときに、その表情や身体動作を自身の運動野

なしにはほとんど成立しない。しかし、性格や感情は直接知覚するこ

様であり、認知心理学的な手法を用いてこれらの関係を調べるには限

に、表情や身体動作を読み取ったり、それらをもとに他者に一定の

にマッピングしていた、と考えられる。これは、被験者が映像内の

とができず、言葉で表現することも難しい。多くの場合、われわれはさ

界がある。自然言語処理技術は膨大なテキストのなかから意味のあ

心的性質や道徳的性質を帰属させたりしている。本研究では、現象

作業者の表情や身体動作の模倣をしていたためだと解釈できる。ま

まざま手掛かりをもとに他者の内的な性質や状態を推測する。たとえ

る情報を網羅的に効率よく抽出できる可能性がある。本研究の結果

学や心の哲学を理論的背景として、心理学や脳科学の実証的方法に

た、alpha帯域におけるERDは、社会的状況の文脈を処理したり他

ば、我々は他者の行動から相手の性格や心情、意図や動機などを推

は、対人認知研究における自然言語処理技術の有用性を示すものと

よって得られたデータを用いながら、人間が無意識に行なっている

人の意図を評価したりすることに関与することが分かっている。本実

測する。さらには、そのような内面的性質を、他者の行動を生み出した

考えられる。また、自然言語処理技術は近年、物体のカテゴリなどの

そうした作業に基づく他者理解のメカニズムを解明することをめざ

験でもこれを裏づける結果が得られており、被験者は表情や身体動

原因とみなす。反対に、相手の意図や性格から行動を予測したりもす

言語的な概念に関係する神経活動の解明にも用いられており、対人

した。文献研究としては現象学の他者論、間主観性の理論や、素朴

作を模倣するだけでなく、作業者の表情や身体動作から、作業者の

る。このような推測や予測の存在は、他者の内面と行動とを結びつけ

認知の神経メカニズムの解明に役立つことが期待される。

心理学の理論化ともいえる近代の表情学、観相学などを参照した。

意図や感情などを読んでいたと考えられる。特筆すべきは、被験者

る認知的および神経科学的な機構があることを示す。では、これらは

さらに、人間の素朴心理学的能力の物理的基盤を明らかにするた

自身が事後的な内観報告をして、そこで指摘していた映像場面を視

どのように結びつけられているのだろうか。

め、ミラーニューロンにも注目した実証実験を行った。ミラーニュー

聴しているときに、上記のような脳内の活性が認められたということ

本研究では、他者を認識する際の行動と性格のむすびつきをテキスト

ロンを調べた過去の研究によれば、他人の単純な動作を見ていると

である。つまり、脳科学的なデータが事後的な一人称報告の信頼性

マイニングで抽出した。さらに、抽出された動作表現と性格特性語の

きの脳活動を測定すると、alpha帯域成分とbeta帯域成分において

をある程度裏づけたことになる。

関係を心理実験によって検証した。その結果、行動情報がある特定の

ERDが生じる。本研究では、より複雑な情報を含んだ表情や身体動

性格特性のもとで意味的な連合にもとづいてむすびつけられているこ

作を観察する課題を被験者が行ったが、alpha帯域におけるERDを

とが示唆された。この結果は、認知心理学的な手法をもちいた先行研

確認することができた。そこから、被験者は映像中の作業者の心的

顔面表情認知にしぐさ・姿勢が及ぼす影響に関する実験的検討

他者の視線が自己の行動に与える影響の文化差：二者同時記録ｆＭＲＩを用いた検討

渡邊

小池

伸行

金沢工業大学情報フロンティア学部心理科学科

耕彦

生理学研究所システム脳科学研究領域

本研究課題では、他者の顔から「喜んでいる」、
「怒っている」という

分析では、各画像に対する形容詞対ごとの評定値の平均値を算出

私達は、ヒトは目の前に他者がいる時に何ら意識することがなくと

タイムでの顔映像が呈示されている。顔映像の周囲には、上下左右

ような情動を読み取る顔面表情認知において、しぐさや姿勢がどの

し、因子分析を実施した。実験1では“評価性”、“活動性”の2因子、実

も、自発的な体の動きや瞬目が自動的に他者のそれに影響を受ける

に合計16個のガボールパッチが呈示されている。参加者は、
「この中

ような影響を及ぼすか、検討することを目的とした。2つの実験の結

験2では“評価性”、“活動性”、“力量性”の3因子が抽出された。各因

こと、そしてそのような他者と相互に影響し合う場面の神経基盤は

に輝度コントラストの異なるターゲット刺激が一つあり、それを探す

果を報告する。

子を軸とする因子空間における、画像の布置を確認したところ、いず

二者間での脳活動同期として調べうることを明らかにしてきた。それ

ように」と教示された。ドイツ人を対象とした実験の結果、画面にう

実験1 (渡邊・河崎, 2019)では、男女各1名のモデルによる、表情4

れの実験でも、“評価性”(快―不快) の軸上で表情ごとにまとまって

では、より複雑な課題を協力しておこなう場合にも、自分の行動は

つる相手の顔映像がリアルタイムでのパートナーのそれである場合

種類 (無表情、笑顔、驚き、怒り) としぐさ9種類 (手で口を覆う、腕

分布し、“活動性”(覚醒―沈静) や“力量性”(力強い―弱々しい) の軸

相手から影響を受けるのであろうか？また行動に後続する意思決定

(LIVE条件)と録画されたものである場合(REPLAY条件)を比較する

を組む、後ろ髪を触る、頬杖する (手のひら／拳)、鼻を人差し指で

上でしぐさや姿勢によって評価がばらつく傾向が示された。特に“腕

のレベルでも、相手から影響をうけるのであろうか？相手から受ける

と、LIVE条件で相手の視線の動きだけでなく、どこにターゲットが

触れる、鼻をつまむ、顔の前で指を組む、しぐさなし) を組み合わせ

を組む”に関しては、表情に力強い印象を加え、“活動性”や“力量性”

影響の量は、パートナーとの関係性によって影響を受けるのか？行

あったかを答える意思決定のフェーズにおいても強く影響を受ける

た演技を撮影し、72枚の画像を取得した。実験2 (未発表) では、女

の評価が上がる傾向が示された。

動および意思決定レベルでのパートナーからの影響量に、文化差の

ことがあきらかになった。この結果を受けて、日本人被験者を対照と

性1名をモデルとして、表情3種類 (無表情、笑顔、怒り)、姿勢7種類

以上のことから、しぐさや姿勢は表情認知において“活動性”や“力量

影響はあるのだろうか？これらの問いに答えるために、我々は二者が

したデータの収集を続けている。またCOVID-19による渡航制限お

(体を前に傾ける、体を後ろに傾ける、腕を組む、手を組む、手 (グー

性”に基づく評価に何らかの影響を与えることが示唆された。上記の

インタラクションしている最中の行動指標を、dual eye-tracking

よび実験への制限のため脳機能イメージング研究は延期されている

／パー) をテーブルの上に置く、姿勢無し) を組み合わせた演技を、

実験で取得した画像を用いた評価実験を継続して基礎データを収

システムにより計測する研究を、西欧文化圏と東洋文化圏にそれぞ

が、状況が改善次第、データ収集を開始する予定である。

4種類の背景 (背景なし、会議室、講義室、ラウンジ) で撮影し、84

集していくことで、非言語情報としてのしぐさや姿勢が表情認知に及

れ属するドイツおよび日本でおこなった。さらにその神経基盤を、二

枚の画像を取得した。実験では、画像をランダムに1枚ずつ呈示し、

ぼす影響について、さらに検討していきたい。

者同時記録MRI(Hyperscanning MRI)により計測する研究を計画

人物に対する印象を形容詞対を用いて評定してもらった。
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祥司

した。参加者の前におかれたディスプレイには、パートナーのリアル
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深層学習による顔・身体画像表現の異文化差の解明

身振り概念の変化のメカニズムに関する美術史的考察―古代ギリシア・ローマ美術から

林

田中

隆介

産業技術総合研究所人間情報インタラクション研究部門

咲子

新潟大学人文学部・教育学部

顔と身体表現の異文化を作りあげるメカニズムの一つとして、
各コミュニ

の表情解析を自動化する支援を行い、表情を形作るアクション要素の

本班では、絵画や彫刻などの造形表現において同一の身振りが意

行った（但し、台風19号により会場での開催が中止され、
『オリエン

ティー内での発達過程における視覚体験の違いがあげられます。視覚

文化差解明に協力しました。

味を変化させつつ継承される現象とその背景を、古代ギリシア・ロー

ト』62-2号pp.193-196での紙上発表となった）。田中の発表では、

体験の違いが、脳内情報表現にどのような違いを引き起こすのか、
情報

今後は、本新学術領域の他班メンバーと協力して、
さまざまな文化圏か

マ美術の事例から考察した。とりわけ着目したのは「（両）手を上げ

ギリシア美術においては両手を上げる身振りが祈願、哀悼、嘆願、

工学的に解明することは、
赤ちゃんを用いた発達研究や異文化間の比較

ら顔・身体・環境画像を収集し、文化による画像統計量の変化と、獲得

る」身振りである。というのもこの身振りは単純で基本的な身振りと

驚嘆の意味を持ち、儀礼的身振りと感情表現との二機能を担ったこ

心理学的研究とならび顔身体学の構築に不可欠な研究アプローチで

される顔・身体情報表現の違いを定量的に解析することにより、文化の

して、古代ギリシア・ローマのみならず幅広い文化圏に確認できるか

と、これら機能の転換の背景として時代様式や社会の心性の変化

あると考えています。本研究では、脳のモデルとして、深層ニューラルネッ

影響を作り上げる基礎的メカニズムを解明したいと考えています。

らである。造形表現における身振りは、実社会の慣習とは無関係に

を指摘した。小堀は、当該身振りが哀悼から祈りへと変化する過程

トワーク(Deep Neural Network, DNN)を仮定し、大規模な顔・身体

継承されることが多々ある。本研究では、形体の継承と意味の変化

を、帝室イデオロギーとローマ神学と関連付けて説明した。坂田は

画像データを教師なし学習したとき、
どのような顔・身体情報表現が自

を具体的事例から解明することを目標に掲げた。

ドゥラ・エウロポス遺跡（シリア北部）の壁画に着目し、中央ローマ

己組織的に獲得されるのか明らかにすることを目指しています。

本班は田中を統括に、協力者2名を加えた3人体制で行った。ギリ

の地方支配の一手段として地方的身振りの視覚化が利用されたこと

これまでに、独自に開発したDNNの教師なし学習により、脳と類似した

シア・エーゲ時代からヘレニズム時代半ばまでを田中が、ギリシア・

を指摘した。3名の研究を通じて、身振りの図像表現を規定するもの

階層的な特徴抽出が実現できることを明らかにしました。また、高橋班

ヘレニズム時代からローマ帝政期を小堀馨子（帝京科学大学准教

として、感情表現と規範概念、宗教的且つ政治的利用の側面を具体

と連携して西部タンザニア、
トングウェの人々の顔画像解析を行い、当

授）が、ローマ帝政期の属州美術を坂田道生（千葉商科大学非常勤

的に示すことができた。今回の成果は、各自が論文として執筆、投稿

地の顔描写様式に反映されている画像特徴を可視化したほか、田中班

講師）が担当した。2019年10月にはオリエント学会第61回大会に

の予定である。

てセッションを企画し、3名によるシンポジウム形式の口頭発表を

日本、中世の絵巻物にみる人物表現の顔と身体の表情に関する研究
宮永

美知代

東京藝術大学大学院美術教育（美術解剖学 II）研究室

「伴大納言絵詞」応天門の炎上場面に表現された人物の動的姿勢

2年目となり、義務づけられた夏冬計4本の発表のペースは追われる

の特徴を第26回美術解剖学会大会於東京芸大美術学部第1講義室

ようで、全く慣れないなりに、過去の研究知見を活かすことで何とか

にて口頭発表(2019年7月20日)

義務を果たし終えた。

「伴大納言絵巻」応天門炎上場面にみる顔と身体１をトランスカル

一方、会議での各研究者との交流は、大変刺激になった。

チャー状況下における顔身体学の構築—多文化をつなぐ顔と身体

美術からの顔・身体研究の可能性を大いに感じながら、研究として

表現—於：東京大学駒場キャンパス 21KOMCEE WEST B1Fホー

実現することの困難さを感じながらの2年間であった。

ル にて口頭発表・ポスター発表（8月3日）
「伴大納言絵巻」応天門炎上場面にみる顔をフォーラム顔学2019/
日本顔学会、北海道情報大学松尾記念館２Fスカイウェイ(江別市)
《キュリクス
「カッサンドラを殺害するクリュタイムネストラ」》
（部分）前430年頃 フェラーラ考古博

にてポスター発表(9月14日)
絵巻物の人物表現に関する計量的研究-絵巻物における表情認知の
研究１を日本顔学会誌19(2)に論文掲載 (12月)
絵巻物に表現された横顔の指示性と役割をトランスカルチャー状況
下における顔身体学の構築 第3回会議にてポスター発表沖縄県市
町村自治会館(那覇)(12月22日)
絵画に描かれた顔の２つの見方、その後を同前の会議にて口頭発表
(12月22日)
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図 「応天門炎上場面」の人々の顔の向きの指標化の一例
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計画班の研究報告と研究計画

計画班の研究報告と研究計画

A01-P01

A01-P02

「顔と身体表現の文化フィールドワーク研究」

研究代表者

研究分担者

床呂

西井

凉子（東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所・教授）

吉田

ゆか子（東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所・准教授）

郁哉

（東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所・教授）

塩谷

もも（島根県立大学人間文化学部地域文化学科・准教授）

田中

みわ子（東日本国際大学健康福祉学部・教授）

「顔と身体表現の多文化比較フィールド実験研究」

研究代表者

研究分担者

高橋

島田

将喜（帝京科学大学生命環境学部・准教授）

大石

高典（東京外国語大学・大学院総合国際学研究院・准教授）

康介

（中京大学心理学部・教授）

錢

研究協力者
吉田

優貴（東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所・研究員）

後藤

真実（東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所・学振 PD）

琨（九州大学持続可能な社会のための決断科学センター・助教）

研究協力者
氏家

悠太（中京大学心理学研究科・日本学術振興会特別研究員 PD）

本計画班では、実験研究を専門とする心理学者とフィールドワークを

画実験をさらに洗練させて、顔表現の多様性と通文化性の理解を深め

研究の概要と目的

手法と対象

専門とする人類学者らで研究グループを構成し、アフリカの諸地域を

る。これまで得られた描画データの定量的解析も引き続き進めていく。

本研究班は、人類学的フィールドワークを含むフィールドサイエンス

含む世界各地で認知心理学実験を実施して定量的データを収集する

もうひとつの方向性として、身体表現研究のためのジェスチャの記録、

域や国境を越えた流動や混淆（いわゆるトランスカルチャー的状況）が

の研究手法を駆使し、顔と身体表現について、現場の文脈に即した

とともに、人類学的視点からの解釈を積み重ねることで、コミュニケー

解析を実施する。これまでに積み残した課題として、タブレットを用い

顕著となっている。この状況は、私たちの顔や身体をめぐる経験にも大

調査研究を行う。顔や関係する身体表現に関して、イスラーム圏を含

ションの中での顔と身体表現の役割・機能・利用形態の通文化性と文

た眼球運動計測なども継続し、顔身体学後半戦での研究の収束をは

きな影響を及ぼしている。例えば、
私たちは今や電子メディア等を通じて、

むアジア（東・東南アジア）域内における異なる文化・社会的文脈に

化依存性について解明する。

かる。具体的なアウトプットが可能な研究成果も得られてきているの

これまでの社会にみられることのない規模で、
あらゆる／たくさんの顔（や

応じた比較研究を遂行する。狭義の顔はもちろん、顔を含む各種の

身体）のイメージにさらされるようになっている。その結果として、顔（や

身体的表現、衣服、装飾、仮面、ヴェール、スカーフ、さらに「カワ

前半の 2019 年度までにおいて、(1) 絵文字表情認知、(2) 図式的顔

学際融合について、これまでの我々研究チームのコラボレーションの

身体）に関する解釈や価値づけ、美意識等に関するグローバルな規模

イイ文化」
、
「オタク文化」に関係する顔や身体に関わる表象・表現な

イラスト表情描画、(3) 図式的顔イラスト表情認知、(4) 顔身体模写の

歩みや葛藤を明文化して次世代の研究へつなげる。

での標準化・画一化の圧力に晒されている。にもかかわらず、他方では

どに関して調査研究を実施し、地域や文化ごとの差異と共通性を析出

イラスト描画、(5) 顔の図式的表現の認識の多様性をカメルーン、タ

イスラーム圏におけるヴェールによる顔の隠蔽やバリ島における仮面芸能

する。

ンザニア、ケニア、中国、タイ、フィンランドなどのフィールドで実施し

本計画班ではフィールド研究を実施するなかで、実験とフィールドを結

てきた。この過程で、例えば顔認識の図式そのものの多様性といった

びつけた融合的活動、そしてフィールドで得られた知見をもとにしたア

興味深い発見がなされてきた。

ウトリーチ活動を継続している。たとえば計画班内外の関連研究者が

現在、インターネットなど電子メディアの発達によって、文化や情報の地

の持続などに代表されるように、ローカルな文化や個別の文脈ごとの顔

で、人類学的フィールドワークと実験心理学的なアプローチの越境的

や身体に関する独自の意味づけや実践なども逆に重要性を増しつつある

（※なお研究の実施に当たっては東京外国語大学アジア・アフリカ言

ようにも見える。本研究では、以上のような状況認識を前提としながら、

語文化研究所（AA 研）の基幹研究人類学班ならびに、AA 研の海

フィールドワークを含む文化人類学の手法を駆使することで、イスラーム

外拠点の一つであるコタキナバル・リエゾンオフィス（KKLO）などと

新学術領域後半ではこれまでの調査・実験結果を踏まえて、フィール

人類学双方の視点から捉え、議論を深めている。また研究者以外も

圏やヒンドゥー文化圏等を含むアジア域内の異なる文化圏や地域の実際

も協力しながら、各種の研究活動やアウトリーチ活動等の企画を実施

ド実験を実施する。顔身体学の領域全体の方向性として顔から身体へ

参加可能なサイエンスカフェやワークショップ
（写真）を開催して、
フィー

の生活現場における顔や身体的表現や実践をめぐる差異（と共通性）に

していくことを予定している。）

とシフトする中で、本計画班では２つの方向性の研究をすすめる。ひ

ルド研究の成果を広く還元することに努めている。後半でもこのような

とつは、これまでのフィールド実験で得られた知見をさらに深めるべく

活動を幅広く継続していくことを予定している。

関して具体的に比較検討することを目的としている。

集う人類心理会議を頻繁に開催しフィールド研究について心理学及び

「顔とはなにか」という根源的問題に立ち戻り、顔表現、顔認識の地
域、文化依存性を検証していく。この中では、新たに導入している描

写真１：バリ島の仮面劇（吉田ゆか子撮影）

写真２：ヴェールを着用したムスリム女性（フィリピン、マニラにて）。床呂郁哉撮影。

写真３：
「闇カワイイ」ファッ
ションを身に纏った海外のコ
スプレヤー（ロンドンにて）。
床呂郁哉撮影。
16

写真：ワークショップ「顔を描く・顔を描かれる・顔を知る」
（左、撮影錢琨）と絵画展「アフリカで描かれた顔と身体たち」
（右、撮影島田将喜）。共に 2019 年 12 月東京外国語大学にて。
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計画班の研究報告と研究計画

B01-P01

B01-P02

「顔と身体表現の文化差の形成過程」

「顔と身体表現における潜在的・顕在的過程」

研究代表者

研究協力者

山口

北山 忍（ミシガン大学・教授）

楊 嘉楽（中央大学研究開発機構・機構助教）

金沢 創（日本女子大学人間社会学部・教授）

都地 裕樹（中央大学研究開発機構・機構助教）

永福 智志（福島県立医科大学医学部・教授）

鑓水 秀和（明治学院大学心理学部・助手）

真美

（中央大学文学部・教授）

溝上 陽子（千葉大学工学部・教授）

Olivier Pascalis（グルノーブル・アルプ大学・教授）

松田 佳尚（白梅学園大学 子ども学部・教授）

Michael Webster（ネバダ大学リノ校・教授）

小林 恵（愛知県医療療育総合センター発達障害研究所・研究員）

Viola Macchi Cassia（ミラノビコッカ大学・教授）

中島 悠介（中央大学文学部・日本学術振興会特別研究員 PD）

研究代表者

研究分担者

渡邊 克巳

大塚 由美子（愛媛大学・法文学部・准教授）

（早稲田大学・理工学術院・教授）

研究協力者
石井 辰典（早稲田大学・理工学術院・研究院講師）

渡邊 伸行（金沢工業大学・情報フロンティア学部・准教授）

中村 航洋（早稲田大学・理工学術院・研究院講師）

松吉 大輔（放射線医学総合研究所・研究員）

磯村 朋子（早稲田大学・理工学術院・研究院講師）

三枝 千尋（花王株式会社・研究員）

小林 麻衣子（早稲田大学・理工学術院・研究院客員講師）

Roberto Caldara（フリブール大学・教授）

向井 香瑛（早稲田大学・理工学術院・助教）

Colin Clifford（ニューサウスウェールズ大学・教授）

佐々木 恭志郎（関西大学・総合情報学部・准教授）

研究の概要と手法

〇生後 5-8 ヶ月の乳児が、あくびを表情のような顔の動きの一つとし

顔と身体表現の相違や多様性の発達過程を検討する。社会・文化・
地域の差異の背景となる、顕在的な処理に隠れた潜在的な処理の発
達過程を解明する。研究手法としては、眼球運動計測・近赤外分光法

多様な人々が集い、異なる文化が交錯するトランスカルチャー状況にあ

例えば、
データベースの構築においては、
日本とスイスとで同一セットアッ

て知覚していることを、fNIRS を用いて検討し、顔に反応する側頭領

る現代社会において、顔と身体表現の差異と普遍性とを明らかにするこ

プにて欧州人・アジア人の顔画像・映像撮影を行い、早期に公開できる

域があくびに対しても活動することが示された。あくびの伝染現象の

とは、異文化理解とコミュニケーションの観点から特に重要である。こ

ように調整・検討を進めている。また、人の顔画像を画像処理によって

発達に先立ち、知覚機能は発達していることが示唆された。

れまで、人間は明示的には気付いていなくとも、微細な差を無意識に検

その形態特徴と表面特徴に分解し、主観印象を定量的に操作可能な顔

〇様々な潜在処理の基盤となる受容野機能の発達を検討した結果、

出して行動を変容させることが、単純な画像刺激や意思決定を対象とし

構造統計モデルの構築によって、魅力や脅威などの主観印象とほぼ対

生後半年頃まで、受容野の周辺抑制が未発達であることがわかった。

て示されてきたが、顔と身体表現という人間にとって真に重要な情報に

応する顔画像を自動生成できるようになった。そして、社会適応に関わ

周辺抑制は高齢者で低下していることが知られており、低月齢の乳児

ついて、どのように無意識的な潜在処理がなされるかは明らかでない。

る顔身体認知についても複数の研究を行い、その一部は学術論文とし

の視覚は高齢者と似ている可能性が示された。

本計画班では、顔と身体表現の文化差と個人差に注目して、顔認知の予

て公刊した。このような知見が、典型群とは異なる特性・傾向・志向を

測・記憶・選好に関する認知ストラテジーとダイナミクスを顕在過程・潜

持つ個人においてどのように異なるか、そしてトランスカルチャー状況下

これからの研究計画

在過程の観点から実証的に解明することを目的として、国際共同顔・表

においていかに変容するかを調べることで、相互作用という観点から顔・

身体に関する 2 つの研究を計画している。1）身体意識を構成する重

情データベースの構築、主観印象の顔構造統計モデル、社会適応に関

身体の統合的認知を捉えることができるだろう。

たのに対し、怒り顔は治療薬服薬後のみ左下後頭回の活動が上昇し

要な要素である身体所有感の獲得過程を解明するため、ラバーハンド

わる顔身体認知の社会・文化による影響などについて研究を進めている。

たことから、治療薬が怒り顔の脳内処理を促進することが示された。

錯覚を利用した実験を行う。2）身体接触を伴う社会相互作用の神

〇顔をめぐる視覚注意を調べるため高速逐次視覚提示課題を用い、

経基盤を明らかにするため、身体接触の伴う親子の脳活動ハイパース

7-8 ヶ月児では短時間 (100ms) でも複数の風景画像の中から個人の

キャニングを行う。

（fNIRS）・皮膚電位反応などを用いる。

2 年間の成果

主な結果を示す。
〇 ADHD 児の表情知覚の異方性（怒り顔認知の困難さ）に対する治
療薬（コンサータ）の効果を、fNIRS を用いて検討した。笑顔を観
察する際には一貫して顔活動部位である右下後頭回の活動が見られ

顔を検出し、かつ人物同定ができることが判明した。

18
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計画班の研究報告と研究計画

B01-P03

C01-P01

「顔と身体表現における感覚間統合の文化間比較」

「顔と身体表現の比較現象学」

研究代表者

研究分担者

田中

板口

章浩

（東京女子大学

現代教養学部・教授）

典弘（静岡大学情報学部・助教）

研究代表者

研究分担者

河野

小手川

哲也

正二郎（國學院大学文学部）

（立教大学文学部）

研究協力者
中村

杏奈（東京女子大学大学院人間科学研究科・特任研究員）

澤田

佳子
（東京大学大学院総合文化研究科・研究補助員）

山本

寿子（東京女子大学現代教養学部・日本学術振興会特別研究員 PD）

高木

幸子（常磐大学人間科学部・准教授）

山田

千晴（東京女子大学現代教養学部・研究員）

Mariska Kret（ライデン大学・准教授）

河原

美彩子（東京女子大学大学院人間科学研究科・大学院生）

Disa Sauter（アムステルダム大学・准教授）

大屋

里佳（東京女子大学大学院人間科学研究科・大学院生）

Beatrice de Gelder（マーストリヒト大学・教授）

大寺

輝（東京女子大学大学院人間科学研究科・大学院生）

2019 年度は、来年度発行予定の国際ジャーナル刊行のための準備、な

ウム「トランスカルチャーとは何か」での「ジェンダー変容下での顔身体＝

らびに映像分析アプリケーションのデータ収集を行うことで顔・身体に関

自己変容」の成果をまとめ、現象学的観点からトランスジェンダーの顔身

連する哲学的研究を推進した。そのなかで 2019 年 3 月には 2018 年か

体に関する意識や表象にアプローチする方法や利点を検討した。加えて

ら継続して「あいだ」に関するシンポジウムを「インゴルドと「あいだ」
」のタ

2020 年 2 月には国内外の哲学・人類学・心理学の研究者を招いて、
「ミッ

イトルのもとに、哲学、人類学、さらには芸術を横断するかたちで開催した。

クスレイスの顔身体表象――学際的研究を目指して」と題するシンポジウ

多様な文化的背景をもつ人々のグローバルな交流がますます加速する

チャー状況における「異質な他者」とは何かを考察するうえで重要な

現代社会において、円滑なコミュニケーションを実現するためには、

知見が得られた。今後は、1) 日本科学未来館で定期的に開催してき

つぎに、2019 年 8 月には、アメリカから身体性認知科学・哲学の専門家

ムを企画したが、コロナウィルス感染状況の拡大をうけて来年度に延期。

自身の感情の表出、そして他者の感情の知覚を媒介する顔と身体表

た実験イベントやトークイベントを継続しつつ、身体表現や触覚に対

であるアントニー・チェメロ氏（シンシナティ大学教授）を、フランスから

シンポジウム開催の準備にあたって、ミックスレイスの顔身体表象に関す

現の普遍性と文化特異性を知ることが不可欠である。本計画班では

象を拡大した研究を展開する。2) 感情の知覚を起点として生じる一

は哲学と認識論で澄明なジャン・ミッシェル・ロワ氏（リヨン高等師範学校

る多様なアプローチと学際的研究の必要性に関する検討を深めた。ほか

顔・身体の認識様式の文化的多様性の根源として、感覚間統合に着

連の心理・行動をシステムとして捉え、多感覚感情知覚が社会的行動

教授）を、さらに中国からはジン・ヒー氏（華東師範大学准教授）をはじ

にも 2019 年 10 月に阿部ふく子（新潟大学准教授）をお招きし池田記念

目して検討を進めている。

を変容する過程を検討する。3) 感覚間統合の異文化再適応過程につ

め数名の研究者を招聘し、日本からも公募班の長滝祥司（中京大学教授）

美術館（新潟）で、2019 年 12 月には領域代表の山口真美先生をお招き

これまでの国際比較実験の結果、オランダ人では顔を優先させて読

いて、海外から日本への移住者を対象に fMRI 実験を継続する。

を含め多数の研究者が参加した Radical Embodied Cognition, East

し顔身体カフェ「自分の顔が好きですか？顔を知ろう」
（ジュンク堂書店那

み取る「顔優位」であるのに対し、日本人では顔優位から児童期を通

また、身体と自己についてはショーン・ギャラガー教授を招聘したシ

and West と関連ワークショップを開催した。そのなかで 2020 年度に

覇店）などのアウトリーチ活動をするとともに、参加者同士のコミュニケー

して徐々に声優位にシフトすることを発見した。日本人の感情知覚の

ンポジウムで議論を深め、哲学で提唱された概念を実験心理学的に

本計画班が主体となって刊行予定の国際ジャーナル「Philosophy and

ションの映像・音声データの収集も行った。今後はこれらの活動を継続す

特徴として、話者の見た目がコーカソイドであっても、日本語を話し

実証する研究が加速した。今後は身体をテーマとした「サイエンス ×

Cultural Embodiment（仮）
」に関する打ち合わせを行った。加えて、8

るとともに、顔身体カフェなどから得られたデータを、映像分析アプリケー

ていれば声優位で感情を知覚することが明らかとなり、トランスカル

哲学カフェ」などの新たな試みを展開する。

月の顔身体科研領域会議では「トランスジェンダー現象学――ジェンダー

ションを使用し分析する作業や顔・身体に関わる国際ジャーナルの刊行を

変容下での顔身体」について、2019 年 3 月に開催された公開シンポジ

めざしたい。
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後期公募班計画

後期公募班計画

お辞儀が印象形成に及ぼす影響の文化間比較

イレズミ・タトゥーにおけるトランスカルチャー性の比較研究

大杉

山本

尚之

山形大学人文社会科学部

芳美

都留文科大学文学部比較文化学科

日本において、
「お辞儀」が第一印象に影響することは、学校教育や入社後

により印象が良くなるかを検討する。また、
お辞儀動作の 3 つのフェイズ

本研究は、研究代表者の山本芳美（都留文科大学）と研究協力者の山越英

女性調査、②ニュージーランド、マオリ民族のタ・モコについての調査、

の新人研修セミナーで特集を組まれるなど一般的に信じられている。しか

（屈曲、停止、伸長）モデルの人種を操作し、文化的背景が及ぼす影響

嗣
（早稲田大学人間科学学術院・助教）
、
秦玲子
（日本文化人類学会・会員 ) が、

③ 2019 年度 企画展「沖縄のハジチ、
台湾原住民族のタトゥー 歴史と今」

し、
お辞儀に関する実験的研究はほとんど行われてこなかった。申請者らは、

について検討する。研究 2 では、東洋の文化圏内における比較から、

これまでフィールドワークをしてきた沖縄や地域と民族について、イレズミ・タ

展にて新たに判明した施術事例の追跡調査と巡回展実施に伴う調査、④

日本人の大学生を対象とした実験を行い、お辞儀が顔の魅力を上昇させる

お辞儀の日常的な習慣が及ぼす影響を検討する。社会的文脈（挨拶場

トゥーをめぐる人々のトランスカルチャー的実践の研究をおこなうものである。

温泉タトゥー問題の実態調査、⑤明治期の日本人彫師の下絵データベー

ことを明らかにした。その原因について日本の文化的背景の影響を仮定して

面、謝罪場面、お礼場面）ごとの適切なお辞儀の深さ、長さも合わせ

本研究班は、2018 年に「顔・身体学」の公募班に採用された「顔・身体

ス構築を構想している。

きたが、日本人だけを対象とした実験では結論づけることはできない。そこ

て調べる。お辞儀の機能や日常的習慣の違いにより、お辞儀の効果量

表現から検討するトランスカルチャー下の装飾美」の後継プロジェクトであ

現状はフィールドワークが難しいため、まずは⑤を先行させる。国内の複数

で本研究では、複数の文化圏の集団に対してお辞儀が人物印象に及ぼす

がどのように変化するかを明らかにする。研究 3 では、お辞儀の習慣

り、さらに深化、発展させることを目指す。彫師とその客、ならびに客同士、

の所蔵機関で保管されている日本人彫師の下絵に着目して、データベース化

影響を検討し、この効果の文化依存性を明らかにすることを目的とする。

がない文化圏も含めて比較をすることで、お辞儀動作の文化普遍的な意

彫師や彫師同士の交流、さらに他の領域に広がる交流や拒絶、断絶に着

を目指して情報の整理、分析に取りかかる予定である。日本人彫師のものと

研究 1 では西洋と東洋の集団に対して、お辞儀が人物印象に及ぼす影

味づけについて検討する。頭を下げるという姿勢は相手への服従の意味

目し、その歴史的変遷や影響のあり方を解き明かす。研究代表者と研究協

確認されている下絵は、国内外で 6 か所の所蔵先にあるのみである。下絵

響を検討する。コンピュータグラフィック (CG) の人物モデルにお辞儀

も持つことから、お辞儀をする人物に対して東洋とは異なった解釈がな

力者がこれまでフィールドワークをしてきた地域について、人々の実践に着

は19 世紀後半から 20 世紀初頭の欧米を中心とした客と日本の彫師の交流

をさせ、動作後にその人物の印象（魅力、礼儀正 しさ、従順さ）を評

される可能性がある。以上のように多層的な比較により、お辞儀動作

目した研究をおこなう。COVID-19 により、
国内外の移動・調査が難しくなっ

の集積であるが、消耗品とされてこれまで収集や研究の対象とはなってこな

定する実験を行う。この条件と静止したままの条件を比較し、お辞儀

が持つ機能の文化依存性、普遍性を明らかにする。

ているため、柔軟に研究を見直す。

かった。文化人類学者のチームとしては手足を縛られた状況であるが、まず

2020 年度は、①沖縄本島中部でのタトゥーショップ調査と現代ハジチ

は「STAY HOME」でできる研究に着手するものである。

現代マサイ社会における身体表現と認識：相互行為の場に着目して
田

暁潔

筑波大学体育系

感情を表す表情や身ぶり、姿勢などの身体表現は、円滑なコミュニケー

2 年ごとに「マサイ・オリンピック」を開催するようになった。これには

ションの成立に重要な役割をもっている。
そのような身体を用いたコミュ

マサイのほか、国内外の観光客やスポーツ選手、野生動物保全とかか

ニケーションは、通信技術の発展によって時間・空間的な制限を超えた

わる活動家、研究者など、マサイにとっての文化的他者が多数集まる。

新たな交流様式にも存在しており、トランスカルチャー時代におけるコ

このイベントにおけるコミュニケーションと身体表現を理解するために、

ミュニケーションを理解するために、身体表現が重要な手がかりになっ

まず、マサイ・オリンピックの開催前後に、このイベントがいかに報道さ

ている。

れ、マサイの身体的なイメージがどのように描かれてきたのかを既存の

本研究は、東アフリカの牧畜民マサイに着目して、トランスカルチャー

研究や新聞記事などから収集・整理する。次に、参加者の文化的・社

的な状況におけるマサイと文化的他者との交流の場で、行為者たちがい

会的な背景、個人の生活史を理解するための聞き取り調査を実施する。

かに身体を表現・認識し、多様な状況でのコミュニケーションを成り立

さらに、イベントの当日に各場面におけるコミュニケーションを、言語的・

たせるのかを明らかにする。具体的には、マサイの伝統スポーツを利用

非言語的の両側面から記述・分析する。最後に、以上の３つのステップ

した「マサイ・オリンピック」を対象とする。

で収集できたデータを包括的に考察し、トランスカルチャー的な状況に

ケニアでは、マサイのライオン狩りを消滅させるために、2012 年から

おけるマサイの身体表現の特徴と役割を明らかにする。

衛生マスクが生み出すポジティブ・ネガティブな顔遮蔽効果
河原

純一郎

北海道大学大学院文学院心理学研究室

本研究は、衛生マスク（以下マスクと略す）の着用が対人認知に及ぼす

果はポジティブな側面もありうる。本研究は、マスク装着効果の測定

ポジティブ・ネガティブな影響を調べることを目的とする。世界的には

手法（Miyazaki & Kawahara, 2016）や態度推定手法（伊藤・河原 ,

健康な者のマスク装着はインフルエンザ感染予防効果なしとされている

2019）を拡張し、装着者の対人認知属性を測定することが第 2 の目的

にもかかわらず、この度の疫病を契機としてマスクを常時装着のまま他

である。特に、日本国内の異世代間認知、社会的文脈の効果を測定する。

人に接する機会が激増した。マスクの常時着用傾向は、わが国発祥で

申請者はパイロット研究を行い、マスクを装着することで不安を低減す

あるとも言える。世界的には少数派であるマスクの常時装着が、対人

る可能性があること、加えて初対面の人物に対して自己開示意図が増え

認知に及ぼす影響と、その背景にある仕組みはほとんど不明のままで

ることがわかった。そのため、第 3 の目的としてマスク顔の認知という

ある。本研究グループでは、遮蔽と不健康さの知覚がマスクを装着し

受動的な側面だけでなく、マスクを装着することによる対人行動の促進

た顔の認知に影響することを世界で初めて特定した。国内では、マス

や、対人場面での困難の緩和という能動的な側面の両面を扱う（これら

クの装着は知覚される不健康さを増すという点でネガティブな効果があ

は申請当時の案）。本研究は、顔を隠すというマスクのネガティブ面の

ることが見込まれるが、もともとマスクの文化がない国や地域での対人

許容度を国内・世代間・国際間で測定するだけではない。マスクは本来、

認知のバイアスは未知である。増大する外国人の流入の中で、マスク

護る機能をもつ。そのため、マスクのもつ能動的な対人相互作用にポジ

装着が及ぼすインパクトは知っておく必要がある。そこで、マスク装着

ティブな効果を引き出すことができれば、ストレスケアや対人不安といっ

効果の国際比較を行うことを第 1 の目的とする。一方、マスク装着の効

た領域にも日本発・世界初の突破口を開くことができる。

フィールド－ラボ循環型アプローチによる身体化された感性の研究

コミュニケーション基盤としての顔－身体コーディネーション

山田

工藤

祐樹

九州大学基幹教育院

和俊

東京大学大大学院情報学環・学際情報学府

我々は、これまでに中国雲南省のハニ族・タイ族に対して身体化された

性を真に理解するには、こうした特殊な環境や文化的背景がもたらす影

近年、ヒトにおける社会的行動の進化的起源として、対人間協調（コー

マルチモーダルな協調行動の定量的評価を行うことにより、対人間コ

感情について研究を行い、独特な文化的影響を炙り出してきた。一連の

響を明らかにする必要がある。本研究では、国内の特殊エリア（e.g.,

ディネーション）の役割が注目されている。ヒトを含む動物の協調に共

ミュニケーションにおける身体運動協調の役割を明らかにする。この際、

研究により構築された研究基盤を素地とし、本研究ではテーマを感情

神社仏閣や心霊スポット）や中国の少数民族（ハニ族・タイ族だけでは

通する特徴として、1）身体部位間の協調（体肢間協調）、2）外部環境

立位や歩行などヒトの基本的運動における対人間協調ダイナミクスを明

から感性に拡張して研究をすすめる。ここで言う感性とは、
「アイステー

なく、ミャオ族やチワン族などにも拡張する）の集落を対象としたフィー

からの感覚情報に合わせた運動の協調（感覚運動協調）、および 3）個

らかにするとともに、協調行動の発達的側面について検討するため、乳

シス（包括的、直感的に行なわれる心的活動およびその能力 )」に基づ

ルドワークと、そこで見出された要因を制御した実験室研究を同時並行・

体間の協調という重層性が存在することが挙げられる。これら複数の

児を対象とした観察研究を実施する。本研究では特に、協力行動など

くものであり（三浦 ,2013）、それは美学、感情、認知、知覚など様々

相互作用的に遂行し（フィールド - ラボ循環型アプローチ）、身体化され

階層にわたる協調行動に通底する組織化原理を記述するための数理科

向社会的コミュニケーション行動の発現に至るプロセスにおいて、体肢

をその範囲に含む。したがって、感性を理解するためには、多方面から

た感性の機序を明らかにすることを目指す。

学的方法論として力学系アプローチがある。また近年、動画認識技術

間、感覚運動、対人間の重層的協調行動に潜むダイナミクスの定量化

のアプローチが必要である（遊撃的研究：山田 ,2018）。

フィールドワークでは、集落で生活する人々や神社仏閣の内部者などを

が急速に発展し、撮影された動画から身体特徴点（顔や関節中心など）

を試み、これらが互いにいかなる関連のもとで発達するのか検討する。

感性は、不定形であり身を置く環境や文化的なバックグラウンドに応じ

対象に半構造化フォーカスグループインタビューによる質的調査とラップ

の座標を自動的に抽出することが可能になっている。これら数理解析手

また、協調行動の熟達化について検討するため、即興演劇俳優の演技

て、ダイナミックに変動する。一方で、感性研究は主に文明化された文

トップやタブレット端末を用いた認知実験を組み合わせた混合研究法を

法および工学的技術を用いることにより、異なる階層にわたる協調性の

に着目し、視線、表情、姿勢、呼吸等を含めた身体運動協調の個体内

化圏に属する人々を対象にし、日常的な環境下で得られたデータを基に

用いる。さらに、温度や湿度などの環境計測も行う。一方で、実験室

定量化および映像データからの協調行動抽出が可能になる。そこで本

および個体間ダイナミクスの熟達差を明らかにする。これらの研究を通

した議論に終始している。つまり、非日常的な環境や少数民族が有す

では主にフィールドワークで推定された諸要因を制御し、仮説検証的な

研究は、他者を含む環境と相互作用するヒトの協調行動に着目し、機

じて、身体の協調（コーディネーション）がコミュニケーションに果たす

るような独特な文化的背景を扱った研究はほとんど存在していない。感

研究を行う。

械学習技術を利用した身体部位認識および非線形力学系解析を用いた

役割を明らかにする。
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身体表現における複層的な演者間インタラクションの定量的検討

大脳皮質と皮質下における顔表情処理の比較：文化間の差異と普遍性に注目して

清水

稲垣

大地

東京大学大学院教育学研究科

未来男

大阪大学大学院生命機能研究科

身体表現芸術において複数名の演者は、複雑な関わり合いを営みつつ興

調の様相を定量的に検討する。具体的には、1：複数の表現媒体における

顔表情コミュニケーションには文化的な差異と普遍性の両方が存在する。

に大脳皮質処理と皮質下処理を計算モデル化して、2 つの脳内処理の

味深いパフォーマンスを披露する。この演者間の関わり合いは、表現の魅

演者間協調の有無・程度、2：各媒体における演者間協調の様相の共通性・

本研究は、表情の種類や特徴に関する文化的な差異ならびに普遍性に

特性を調べてきた。特に大脳皮質処理は処理層の多い深層型ニューラル

力を形成する重要な要素である。

差異、3：各媒体の協調間における高次な対応関係の有無・程度、の 3

対して、大脳皮質処理と皮質下処理がどのように影響するかの解明を目

ネットワーク、皮質下処理は処理層の少ない浅層型ニューラルネットワー

またこの関わり合いが関係性の強化や共同体の維持・発展に貢献したため、

点を検証する。その際、モーションキャプチャーシステムを用いて測定した

標とする。霊長類で特に発達した大脳皮質処理は、生まれた直後には未

クとしてモデル化した。今回の公募研究では計算モデルを使った研究を

身体表現芸術が社会・文化に広く普及したとする社会的起源も主張されて

リズム運動や空間内の移動等の媒体について、同期・協調の理論におい

熟であり成長とともに周囲の環境を学習して高度に成熟する。一方、進

さらに発展させて、文化的な差異と普遍性に与える影響の解明を目指す。

いる。実際に、国内外の教育においても、ハーバード大学のリベラル・アー

て適用されてきた線形・非線形の時系列解析（位相解析や交差再帰定量

化的に古い皮質下処理は大雑把ではあるが生まれた直後から機能してい

日本やヨーロッパなどの異なる文化圏の表情画像データベースを計算モ

ツ教育等で協調・共感能力の育成を目的として身体表現科目を取り入れる

化解析）を適用し、演者間協調の様相を定量的に検討する。なお本研究

る。大脳皮質処理と皮質下処理は異なる発達経過をたどることから、文

デルの学習に用いることで、各文化圏特有の表情特徴を計算モデル内に

試みが営まれている。しかし、この演者間の関わり合いがいかに営まれる

では、世界中で広く親しまれ、複数名による即興的な表現の披露が文化

化的な差異や普遍性の獲得に異なる貢献をする可能性がある。しかし、

獲得させる。さらにモデル内に学習された特徴を可視化する手法により

のか、その様相に関する定量的検討は十分には行われていない。近年、同

的に強く根づいているストリートダンスを対象とした。本研究により、複数

その解明には同時に並列的に働く 2 つの脳内処理の影響を切り分ける必

各文化圏特有の表情特徴を明らかにするとともに、大脳皮質モデルと皮

期・協調の理論を適用した検討が営まれているが、ピアニストの腕の運動、

の表現媒体の関連の重要性やその定量的検討手法が示唆・確立され、多

要がある。そこで 2 つの脳内処理を独立した計算モデルとして構築する

質下モデルが獲得する表情特徴を比較する。学習後に別の文化圏の表

ダンサーの頭部の運動といった単一の表現媒体（チャンネル）に着目した

様な身体表現芸術における演者間の関わり合いを捉える基本的な枠組み

ことで別々に解析・比較する研究を実施する。

情画像データベースをモデルへ入力した場合の汎化性能から、異なる文

検討が中心である。一方で身体表現では、表情・ジェスチャー・リズム運

が構築可能と考えている。以上を用いた関わり合いの領域間比較や文化

これまで前期公募研究において、神経解剖学と神経生理学の知見をもと

化圏における表情特徴の類似性も検討する。

動等の複数媒体を通して他演者との複雑な関わり合いが営まれると予想

間比較、熟達度による差異の検討は、トランスカルチャー状況下での顔

される。そこで本研究では、上記した複数の表現媒体における演者間協

身体学の発展に大きく貢献できるであろう。

顎骨形成術後の顔面頭頚部の知覚・運動と自己身体認知との間の因果関係
社

脳内電極脳波による顔・身体学と情動・社会性の研究
飯高

哲也

名古屋大学脳とこころの研究センター

ヒトの高次脳機能は情動や社会性を含む広範な概念であり、その障害

測することができる。てんかん患者の脳内電極脳波実験に加えて、健

は自閉スペクトラム症など精神疾患の病態にも関与している。情動や社

常者を対象とした非侵襲的脳機能計測（fMRI）も行う。fMRI の心理

会性の脳機能はヒトが単に生存するだけではなく、文化や生活に必要な

課題は脳内電極脳波実験と同等の内容とし、海馬と扁桃体を中心とし

こころの働きである。われわれは顔（表情筋）や身体（姿勢・身振り）

た領域の脳活動を調べる。これら 2 種類の実験結果を統合的に解析し、

に表出する様々な感情を認識し、日常的な行動に反映させていく必要

顔・身体反応のヒトにおける神経基盤を解明する。研究成果としては顔

がある。本研究では表情認知とその模倣、および姿勢・身振りの認知

認知や身体模倣など社会性に関わる脳内機構が明らかになることに加

とその模倣などについて、ヒトを対象とした脳科学的実験を行う。その

え、精神疾患により起きる症状の理解と発症機構の解明につながると

ために難治性てんかん患者の脳外科手術前に、脳内に埋め込んだ電極

考えられる。

を用いて海馬・扁桃体領域から神経活動を計測する。この電極から顔・

研究者ホームページ

https://neuroimage.wordpress.com/

身体にかかわる心理課題を遂行中のヒトの脳活動を、ミリ秒単位で計

浩太郎

大阪大学大学院歯学研究科／第二大阪警察病院

ヒトは主として顔面頭頸部の運動を通じて自己表現する。顔面頭頸部に

る機構は、知覚・運動の回復に応じて更新され、後に運動機能の改善

可視的変形（VD）を有する患者は表情表出・咀嚼・構音運動といった運

に寄与するのではないだろうか？実験群を縦断的にサンプリングし、顔

動機能が低い。患者に顎骨形成術を施すことによってそれらの機能が改

面頭頸部の (1) 触覚と運動の障害から回復、(2) 自己顔・身体の認知と

善する。では新しい自己身体認知は脳内表象の変化や、運動の回復・改

その脳内表現、を定量化して両者の相関を検証すれば、術後の顔面頭

善と如何に関連するのだろうか？術後の障害と回復及び機能改善を明

頸部の知覚・運動と自己身体認知との間の因果関係を解明できる。本研

確に示すのは、顔面表面の知覚麻痺・運動障害の出現と回復及び運動

究では、
「自己身体像と運動主体感から見た顔面頭頸部の自己身体認知

の改善である。我々の先行研究によると、術後約 2 年までに顎顔面の知

は、術後の顔面の触覚・運動障害の回復に応じて更新された後に運動機

覚や運動が回復し、咀嚼や表情表出の運動円滑性は対照群以上にまで

能改善の基盤となる」という仮説を検証するために顎骨形成術前後の顔

改善する例も多い。また、術後約 650 日までに新たな自己顔への感度

面の触覚麻痺と回復、運動円滑性の低下から改善までを定量化する。ま

が強まり、対照群よりも強くなることが示された。また術後群では術前

た、顔面頭頚部の自己身体認知の強さを身体像の精度と運動主体感の

群と比べて、視床枕と内側前頭回の活動が大きかった。回復した自己顔

強さから定量化する。加えて、(3) 自己顔成分の割合を視覚刺激強度と

に対する認知の感度が如何なる理由で約 2 年という長いプロセスで強く

した時の脳機能画像による関心領域の脳活動を神経科学的変量とする。

なるのだろうか？外科的侵襲後に顔面頭頸部を自己身体として再認知す

複数人場面における関係性の認知：発達と文化特異的な認識の発生

深層学習を用いた身体表現文化差の検討

上田

内藤

祥行

京都大学こころの未来研究センター

智之

大阪大学大学院医学系研究科認知行動科学教室

私たちは常に多くの他者と交流を持って生活している。円滑な社会生活

れた。関係性認知のメカニズムの水平方向の分散（文化差）が明らかに

ヒトはヒトの顔や身体表現に強い魅力を感じる。顔の魅力は、人類に共通

１）深層学習の1つである敵対的生成ネットワーク（GAN）を用いて、顔

のためには、相手の性格特性や意図を推測し、それに応じた行動を取

なる一方で、垂直方向の分散（発達段階）は未だ不明である。いくつか

の普遍的成分と個人ごとに異なる独自成分によって形成されていることが

の画像特徴を 512 次元ベクトルとして抽出する。2）被験者毎に顔画像魅

らなければならない。これらの推測の中で重要なものの一つは、社会

の研究では、児童期に文化特異的なモノの見方が育つという報告があ

報告されている。顔の魅力に関する普遍的特徴については多くの研究が報

力度評定課題のスコアを重みとした逆相関法を用いることで、個人が持つ

的な関係性の認知である。グループの中でドミナントな人物は影響力も

る。そこで本研究では児童を対象に、表情による文化特異的な社会的

告されているが、個人ごとの独自成分に関する知見は十分であるとは言い

魅力顔心的テンプレートに対応した特徴ベクトルを算出する。３）GAN の

大きく、グループの意思決定で大きな役割を担っている。表出される表

関係性の認知の発達を検討する。また、これまでの研究では二者場面

難い。これは顔や身体表現を特徴づける画像特徴が非常に高い次元で表

生成器に２）で算出した特徴ベクトルを入力することで、個人の魅力顔心

情と人物特性の関係を調べたところ、ある人物が「ドミナントな行動を

における関係性の認知を対象としてきたが、現実場面により近い、多く

現されるため、網羅的に画像特徴を検証することが困難であることが一因

的テンプレートを高精度自然画像として生成する。４）生成された画像を

取りやすい」と判断されるかどうかと「ドミナントな立場である」と判

の人がインタラクションする状況における集団内関係性の認知について

である。また顔魅力に関して、ヒトは理想的な魅力顔を心的画像（心的テ

含む顔画像魅力度評定課題を再度行うことで、生成された顔画像が個人

断されるかどうかには、異なる判断基準があることがわかった。さらに、

も明らかにすることを目指す。より具体的には、①どの発達段階から、

ンプレート）として保持していることが報告されている。この魅力顔心的テ

にとって高い魅力度を持つ顔であることを確認する。本研究により顔画像

このような関係性の認知には文化普遍的な側面（どの文化でも、怒り表

2 つの基準を区別し、文化特異的な関係性の認知を獲得するようにな

ンプレートは逆相関法を用いて、画像として可視化可能であることも報告さ

を特徴ベクトルとして定量的に扱えるようになるため、個人間、文化間の

情の人物はドミナントな行動を取りやすいと判断されるが、関係性を支

るのか、②関係性認知のメカニズムは、より多くの人物が関与している

れている。しかしこの手法を用いた魅力顔特徴の個人差を定量的に解析す

魅力顔の違いを特徴ベクトルの距離で定義できるという利点がある。その

配していると判断されるのは笑顔や真顔の人物であるということ）と文

状況でも同様に機能し、文化特異的な差異を産み出すのか、の 2 点を

ることは困難であるという問題あった。以上の問題を解決し、顔魅力の個

ため、これまで定性的にしか扱うことのできなかった顔魅力度判断におけ

化特異的な側面（笑顔や真顔の人物が集団の中でどの程度ドミナントな

検討する。

人ごとの独自成分あるいは文化毎の独自成分を定量化するために深層学習

る個人的要因と文化的要因の差や、個人間、文化間の魅力顔の違いを定

と心理物理学実験を組み合わせたアプローチで以下の研究を推進する。

量的に評価可能となることが期待される。

立場であると判断されるのかは文化によって異なる）があることが示さ
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対人インタラクションにおける脳・身体同期への文化差の影響

パーソナルスペースの定量的な計測方法の開発

大須

小池

理英子

早稲田大学人間科学学術院

耕彦

生理学研究所システム脳科学研究領域

対人インタラクションの場面において、脳活動が同期したり、身体が協

識的な社会的相互作用に及ぼす文化的影響を考察する。これらの結果

ヒトが対面でコミュニケーションをする際には、スキル以前に、最も重要

（Okazaki et al., 2015, PLoS ONE)。この結果、および起立状態が制

調的に動いたりすることが知られている。また、そのような同期協調ダ

は、
「身体的文化性」の近さを反映しうるかもしれない。神経科学にお

なのはどのような物理的距離で相手と接するかという点である。距離が

御される過程を外力の存在する場における倒立振子として理解する研究

イナミクスの程度は、インタラクションする二者間の社会的関係にも影

いて、対人文化差を導入するのは新しい試みであり、文化差の神経表現

近すぎれば「馴れ馴れしい」という印象を抱くし、遠すぎれば「よそよそ

を組み合わせて、申請者は、パーソナルスペースを他者が存在する場に

響を受けることがわかってきた。では、このような脳 - 身体の同期協調

は、トランスカルチャー状況下において、文化的アイデンティティーを

しい」という印象になる。この他者と対面する際の最適な距離は文化圏

おいて他者から受ける仮想的な外力として定量化することができるのでは

ダイナミクスに、文化や文化差はどのような影響をもたらすのであろう

確認する一つの手段となる可能性がある。

によっても明らかに異なっており、当然ながら二者の関係性によっても異

ないかと考えた。パーソナルスペースどころか 2m 以内に侵入することが

か。心理的・社会的な文化差や、身体表現・身体コミュニケーションの

なお、異文化条件での実験にあたっては、フィールドに強い計測シス

なっている。この最適な対人距離を理解する、すなわち「パーソナルス

できない 2020 年度開始時点の社会情勢を鑑みて、申請者らの過去の

文化差の影響を受けるであろうか。それとも、異文化の人どうしが向き

テムの構築が必要であり、本研究課題での研究項目の一つとしている。

ペース」として知られている「これ以上近づいてほしくない」という対人

研究で得られた二者対面場面の身体動揺データ（Okazaki et al., 2015）

合ったときに、文化の壁を越えた同期や協調が観察されるのであろうか。

脳活動の同期については、環境アーチファクトに脆弱な脳波ではなく、

距離を理解することができれば、他者とのコミュニケーションの向上に役

を、社会的な場によって発生する力を受ける倒立振子の動揺というモデ

また、そもそも、対人インタラクションにおける同期協調ダイナミクス

アーチファクトに比較的強い機能的近赤外分光計測装置（fNIRS）を使

立てることができるだろうが、主観的な評価以外の方法によりパーソナル

ルにより説明可能であるかを検討することから研究を始める。次いで、

の様相に文化差が存在するのだろうか。

用する予定である。また、身体協調ダイナミクスの解析には通常フォー

スペースを測ることはできていない。申請者は過去に行った研究で、他者

可能であれば対面での実験、もしくはヘッドマウントディスプレイを利用

これらの疑問に答えるため、本研究提案では、対人インタラクション課

スプレートと三次元位置計測装置を使用するが、可搬性がないため、

がパーソナルスペースの内側に侵入している際に、他者との距離をできる

した仮想空間での対面実験により、社会的な場により発生する力というア

題における脳活動および身体の同期協調ダイナミクスについて、同文化

加速度計とビデオ画像の AI 解析による手法の開発を試みる。

だけ確保するために体が反っており、あたかも他者が存在する「場」が力

イデアの妥当性を検証していく。

間のペアと異文化間のペアで比較することを目指す。それにより、無意

を発生させて体幹を押しているような状態になっていることに気がついた

トランスカルチャーとしての発達障害者における顔・身体表現
相互注視の回避に関わる生理心理学的メカニズムの解明
磯村 朋子

Royal Holloway, University of London ／早稲田大学理工学術院

コミュニケーション中の二者が相互に相手の顔を見合っている状態（相

互注視の回避」
（視線逸らし）には、持続的な相互注視に伴う身体の過

互注視）は決して持続的ではなく、1 回の相互注視の持続時間は 1.5

度な生理的覚醒を防ぐ働きがあるのではないかという仮説を立て、その

～ 3.6 秒と意外に短いことが報告されている。つまり、私たちはコミュ

検証に取り組む。それにあたり、二者間コミュニケーション時における

ニケーション時に相手の顔を見たり視線を逸らしたりする行動を交互

両者の視線運動と身体生理活動を同時計測し、それらの相互作用を時

に、短い持続時間で頻繁に生起させているようだ。顔や目は相手の感

系列的に分析することで、相互注視の回避行動の背景にある生理心理

情や意図を理解するのに最も有用な情報源であるにも関わらず、なぜ

学的機序を明らかにすることを目指す。さらに、コミュニケーションの担

私たちはコミュニケーション時に相手の顔や目を継続して見続けないの

い手がもつ文化的背景やコミュニケーションの手段といった多様性に潜

だろうか。

在するコミュニケーションの質的相違を顕在化することに取り組む。

本研究では、対人コミュニケーション時に頻繁に生起する無意識的な「相

和田

真

国立障害者リハビリテーションセンター研究所脳機能系障害研究部

発達障害者と定型発達者の間に存在するコミュニケーションの障害は、顔

象を答える課題にすると、ASD 者の半数で、複数の顔の全体の印象とし

を含む身体特性の違いにもとづいたプロトコルの互換性の問題に起因す

ての感情判断が苦手であることを発見しました（Chakrabarty & Wada,

るという仮説のもと、本研究では、顔・身体認知の時空間的な特徴や、コ

2020 Sci Rep）
。一方、身体性について、皮膚ラビット錯覚をもちいるこ

ミュニケーション障害との関連性を明らかにしていきます。
その知見を生か

とで、自閉スペクトラム症（ASD）の障害当事者の三分の一以上の方で、

すことで、発達障害者と定型発達者との間の「トランスカルチャー」な意

触知覚が身体外に定位されにくく、それ故に道具の身体化が困難である

思伝達を実現する支援手法の開発を目指します。

可能性を明らかにしました（Wada et al., 2020 Sci Rep）
。このように、

これまでの研究では、顔の認知と身体性について自閉スペクトラム症

ASD 者では、顔・身体の認知特性が TD 者とは異なることがわかってきま

（ASD）者の方の特徴を明らかにしてきました。例えば、ASD 者で苦手と

したが、その統合的な理解は進んでいません。しかも、コミュニケーショ

される「雰囲気」の知覚を明らかにするため、感情判断の空間的な特性

ン障害の原因は、そこに潜んでいる可能性が高いと推測されます。本研究

を調べました。画面中央に提示された顔の印象を答える課題において、感

では、顔・身体について、定型発達者とのプロトコルの違いを補完するこ

情課題では、周辺顔の影響が促進的に働くことを示しましたが、その効

とで、発達障害者と定型発達者の間の「トランスカルチャー」な意思伝達

果は ASD 者と TD 者の間で有意な差はありませんでた。一方、全体の印

を実現することを目指します。

意味・感情の身体表現のエッセンスを探る－ロボットを用いた検証と応用－

扁桃体神経活動が霊長類の顔認知・情動反応・視覚皮質神経活動に及ぼす影響

上田

宮川

悦子

大阪工業大学ロボティクス＆デザイン工学部

人が言葉を持たない太古の時代から、祈りや感情、詩など様々なもの

ど）を抽出し、意味表現動作プリミティブとしての定義を試みる。
（２）

を伝えるために用いてきた伝達手段の一つである古典舞踊をベースとし
て、舞踊の身体動作から「同じものを表現する身体動作」をキーとする

尚久

量研機構放射線医学総合研究所脳機能イメージング研究部

私たちヒトの社会的コミュニケーションを支える顔の視覚認知処理の神経

１）顔・表情知覚 ：扁桃体―顔パッチ連関が顔知覚に果たす役割

得られた意味表現動作プリミティブを用いて、小型ヒューマノイドロボッ

機構は、腹側視覚皮質を中心に理解が進められてきた。一方、これまで

２）神経基盤：扁桃体―顔パッチ連関の実態＝顔・表情の神経情報処理

ト（Alpha1S や PremaidAI）の自由度に応じたヒューマンロボットイ

情動に関連する脳領域とされてきた扁桃体が、顔や表情、視線などを素

と神経回路

「意味表現動作プリミティブ」の抽出と、プリミティブを用いて積極的な

ンタラクション用のロボット動作生成手法を提案する。研究のスタート

早く検知することから、無意識における顔情報処理に重要な役割を果たす

３）身体反応：扁桃体―顔パッチ連関が顔・表情認知に伴う情動反応に

インタラクションを実現するための「意味を持つ」ロボットの身振り生

は、古典舞踊を題材に進めるが、研究後半にはコンテンポラリーダンス

可能性が示唆されているが、その詳しい実態は不明である。本研究は、扁

果たす役割

成手法提案を研究目的としている。

での検証も予定している。コンテンポラリーダンスは、表現者個々の感

桃体が腹側視覚野と連関して、顔や表情、視線の視覚情報処理と情動身

具体的には、①標的部位の神経活動を一定時間、繰り返して抑制すること

本研究では、このような動作と意味の対応付けの問題をモデルベース手

情やパッションも動作に重なっていると考え、これらの感情やパッショ

体反応の相互作用を実現する仕組みについて、知覚、神経情報処理機構、

ができる化学遺伝学 (DREADD) 受容体 hM4Di をマカクザル扁桃体に導

法により解決していく。我々が現有するアジアの古典舞踊 8 種類・12

ンと意味プリミティブとの関係についても考察する。動作に着目して、

身体反応の３つの側面から統合的に明らかにすることを目的とする。その

入することで、扁桃体―顔パッチ連関を遠隔操作する。②腹側視覚皮質

名分のプロダンサーの意味を表現する動作データ（に加えて古典舞踊動

文化を超えた共通性や逆に越えられない違いを見出し、その結果をロ

ため、ヒト同様側頭葉が発達したマカクザルを対象とし、代表者らがこれ

に脳表型電極 (ECoG) を留置し、扁桃体―顔パッチの神経情報処理を解

作を追加収集する予定）を、特に表現力の大きい古典舞踊の腕や上半

ボット動作生成に応用することで、顔・身体学領域研究とロボット工学

まで開発した広範囲で神経活動を計測する ECoG 記録法と、現在成果を

析する。③サルに顔・物体を提示したり、弁別課題を遂行させ、扁桃体―

身の動きにターゲットをおいて、
（１）動作データを解析し、定量的に意

の融合をめざす。

挙げている最新の化学遺伝学による脳活動操作とイメージングの融合技

顔パッチ連関の操作による動物の知覚判断および情動的身体反応 ( 例 瞳

術により、次の３項目について特定する。

孔径変化や発汗など ) を解析する。

味でカテゴライズした際に有意に分類できる要素（角度の変化や速度な
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顔・身体表現の情報工学に基づくトランスカルチャー比較

トランスカルチャー状況下における身体化された自己

林

田中

隆介

産業技術総合研究所人間情報研究部門ニューロリハビリテーション研究グループ

彰吾

東海大学現代教養センター

顔と身体表現の異文化を作りあげるメカニズムの一つとして、各コミュ

DNN の教師なし学習により、脳と類似した階層的な特徴抽出が実現で

この公募班では、グローバル化した現代社会において「日本的自己」が

慣習には、対人場面で知覚・評価される身体（他人からどう見られるか）

ニティー内での発達過程における視覚体験の違いがあげられる。視覚

きることを明らかにした。生物学的に妥当な DNN の学習原理が設定さ

どのように変化しつつあるのか（または変化していないのか）
、身体性の

を強調する傾向がある。このような身体的経験への焦点づけは、他者

体験の違いが、脳内情報表現にどのような違いを引き起こすのか情報

れているのであれば、DNN の情報表現を解析することで、脳における

観点から解明することを目的としている。本研究が依拠するのは現象学

による評価を強く内在化させて自己を形成する契機になっている。哲学

工学的に解明することは、赤ちゃんを用いた発達研究や異文化間の比

顔や身体表現の手がかりが得られると期待される。そこで、後期公募

と認知科学の学際領域で発展してきた「身体化された自己」の理論で

者 J-P・サルトルは「客体としての身体」という概念に沿って、このよう

較心理学的研究とならんで、顔・身体学の構築に不可欠な研究アプロー

班研究では、DNN の教師なし学習によって獲得される、各階層におけ

あり、身体と環境の相互作用から創発する現象として自己を理解する。

な身体経験と自己の関連を現象学的に記述している。本研究では、まず、

チである。本研究では、脳のモデルとして、深層ニューラルネットワー

る視覚情報処理の諸特性を明らかにすることを最初の目標とする。

1970 年代に現れた日本的パーソナリティ論（たとえば「甘え」理論）や、

サルトルの身体論に沿って「日本的自己」の関係依存的な特徴を改めて

ク (Deep Neural Network, DNN) を仮定し、大規模な顔・身体画像

そして、本新学術領域の他班メンバーと協力して、さまざまな文化圏か

1990 年代に展開された比較文化心理学にもとづく自己論（たとえば「相

記述し直す。次に、この理論研究を踏まえて、ハワイに在住する日系移

データを教師なし学習したとき、どのような顔・身体情報表現が自己組

ら顔・身体・環境画像ならびに言語情報を収集し、DNN の文化別学習

互依存的自己」の理論）は、いずれも日本的自己の関係依存的な特徴

民へのインタビュー調査を実施する。ハワイは米国の一部でありながら

織的に獲得されるのかを明らかにする。そして、文化による画像統計量

ならびに機械学習手法を駆使し、文化間の情報表現形式を比較検討す

を指摘してきた。これらは貴重な考察を含むものの、
「欧米文化 vs 日本

アジア諸国から多くの移民を受け入れてきた歴史を持ち、グローバル化

の変化と、獲得される顔・身体情報表現の違いを定量的に解析するこ

ることで、文化差の定量化と文化差を生み出す基礎的メカニズムの科学

文化（非欧米文化）
」という二分法的な図式を暗に引きずっており、日本

の過程で多文化が混淆する現代のトランスカルチャー状況を具現する地

とにより、文化の影響を作り上げる基礎的メカニズムの解明をめざす。

的解明研究を推進したいと考えている。

文化に固有の変わらない本質があることを前提としているように見える。

域である。調査の焦点は、ハワイの日系移民が、日本の在住者と比較して、

本研究では、身体性に着目することでこのような図式的・本質的な見方

どのように異なるしかたで文化的自己を構築しているのか、という点で

を避け、身体的経験への焦点づけの違いによって、文化的自己がさまざ

ある。調査においては、衣服やタトゥーなど「客体としての身体」をめ

まなしかたで構築されうることを理論的に明らかにする。日本の社会的

ぐる人々の社会的実践に注目し、文化的自己に迫る予定である。

これまで、本学術領域に前期公募班員として参画し、独自に開発した

Embodiment, Ethics, and Humanism: The Face-Body Studies of Colonial Cinema
小田桐

拓志

金沢大学国際基幹教育院

This research project examines humanism as a theoretical-

that humanism, which is subconsciously represented in

phenomenological framework for face -body studies in

embodied images, is both historically and conceptually

transcultural conditions, with a dual focus on ethics and

connected to coloniality. The project will evaluate a few

media studies.

claims. Our experiences of being human are ethical or

障害者と家族間における文化の独自性の解明：家庭内／外相互行為の分析を通して

The premise of this project is that face-body experience

colonial constructs (Fanon), constituted by our bodily-

is fundamentally ethical. While behavioral sciences

facial images (of human beings). This embodied ideology of

牧野

(e.g., psychology and neuroscience) study facial-bodily

humanism is formed through the affective “haptic” (Marks)

私たちの日常生活は、様々な場所で、様々な他者との相互行為によって

やり方の検討の一環として、本研究では、身体知的重複障害者と家族

communication as a value-neutral phenomenon, this project

perception of our human self-images. Since the body is a

営まれている。このような相互行為の中で、人々は「相手が理解可能な

の日常的相互行為を対象に、相互行為における振る舞いの詳細な記述

focuses on normative or value-laden aspects meaningful

contingent construct open to cultural interpretations, images

形で振る舞い」、かつ相手の振る舞いを理解した上で他者の振る舞いに

に基づく定性的「相互行為分析」を行う。特に家庭内と家庭外で起こる

to t he subject , such as power, hegemony, and moral

of the body signify our colonial gaze toward the colonized

連ねるように振る舞う。例えば、人々が立ち話をするとき、相手の位置

相互行為を対象にビデオ収録・分析を実施する。家庭内の相互行為は、

responsibility. The project will involve creating a visual

and the animalistic. By evaluating these claims, the project

や移動に合わせ、自身の立ち位置を決め、変化させる。この相互調整

彼らの身体特性に合わせ生活環境の中で行われる。この身体特性と生

ethnography of body images that will include philosophical

investigates how coloniality and humanism are embedded in

を通して、
「相手を見ることができ、相手の発話を聞くことができる」か

活環境に調整された相互行為を収録・分析することを通して、家族内の

ref le c t ions ins pire d by va r ious p hen o m eno l o g ical o r

images (or conceptions) of the human body.

つ「相手が自身を見ることができ、自身の発話を聞くことができる」よ

独自の相互行為のやり方（＝家族という小集団における独自の文化）を

うに、人々は立ち話のための陣形を形成・維持している。人々の日常的

明らかにする。また家庭外において障害者 - 家族が他者と出会う場面

な相互行為は、周囲の環境や人々の特性に合わせて調整され変化する。

の収録・分析を行うことで、彼らの相互行為の独自性がどのように変容し、

単なる立ち話ではなく、展示物解説のようなモノを交えての会話であれ

その場その時の相互行為を展開しているかを検討する。これらの検討

ば、対象となるモノが適切に見えるように相互調整がなされる。また（大

を通して、障害者 - 家族が、その集団内で独自の文化を持つこと、また

人よりも背の低い）子供を交えた会話であれば、相手の目線の高さに合

その文化は他者と出会う中で、柔軟に変化しうることを明らかにする。

critical texts. In particular, the project attempts to show

「能」における感情移入と共同性の哲学的探求－面（顔）と所作（身体）を中心に－
小谷

弥生

信州大学医学部医学科公正研究推進講座

遼作

広島工業大学情報学部

わせるように姿勢の変更といった調整がなされる。

本研究は「顔・身体学」における根本問題として、
「顔とは何か」、
「身体

双方より、複合的な検討を行います。

とは何か」、そして「顔・身体とは何か」という問いを位置付け、哲学の

加えて、
「能」は観客と共に演出される（共同演出）とも言われますが、

視点よりこれらを探求することを基礎としています。具体的には、これ

能舞台において表現される感情は、いかにして観客に感受され、また

まで断片的な理解にとどまってきた「能」を研究対象とすることで、
「顔・

共同演出を実現するのでしょうか。本研究は前身として、世阿弥の能楽

身体学」が目指す〈顔と身体表現の無意識を意識化することによる、他

理論に記される「離見の見（りけんのけん）」のうちに、能楽師によって

者及び異文化理解の試み〉を実現するべく、哲学的探求による共有可

体現される自我の超越性を見出すとともに、感情移入を可能化する共同

能な理論化に取り組み、
〈日本発の新たな研究領域の構築〉への貢献を

性や相互主観性を観取・探求してきました。この研究経緯・成果を踏ま

目指しています。

え、本研究は「能」の舞台空間における感情をひとつの出来事として捉

「能」は、本来生身の感情の場である顔を覆い隠す仮面劇であるにもか

えるとともに、主観性、共同性、劇空間におけるドラマと現実化運動の

かわらず、その「面」はときに生身の顔以上に、多彩かつ微細な感情を

分析などを軸とし、
「顔」
「身体」そして「顔・身体」について検討します。

感受しうる対象となります。しかし「能」の極致である《花》が舞であ

こうした問題意識に立脚しつつ、
「顔・身体学」が提起する３つの位相（個

る以上、
「能」より感受する感情とは、面（顔）のみならず所作（身体）

人内・外・間）において、その共通性と異質性、相互性について、多層

と共に思考されなければ、真の理解は得られないはずです。この点を

的な研究を行います。

人々の相互行為における周囲の環境・人々の特性に合わせた相互調整の

踏まえ、
〈顔としての「面（おもて）」〉と〈身体表現としての「所作」〉の
28
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研究成果報告

表情・身体動作の理解と一人称報告の信頼性に関する哲学的・経験科学的研究
長滝

祥司

中京大学国際学部

われわれは、他人の表情や身体動作からその人の心的状態を直観的に理

掘り下げ、
日常経験を捉える現象学の理論や心の哲学との比較研究を行う。

解したり、性格傾向などを把握したりすることがある。こうした素朴心理

（イ）心理学的、脳科学的な実験を遂行し、そこで得られたデータを（ア）

「実験室とフィールドのウロボロス：中国での認知心理学的フィールド実験を通して」
A01-K103 山田班・九州大学基幹教育院

山田祐樹

学的能力を解明し精緻化しようとする学問上の関心も、科学革命の時代

の知見に照らし合わせて分析し、
（ウ）
客観主義
（科学的方法）
と
（ラーファター

の観相学や感情学から、19 世紀の骨相学やダーウィン進化論を経て 20

的な）主観主義を総合するような方法論を構築する。
（ア）の比較研究に

どうも！山田です。認知心理学者です。私は中国の雲南省に居住するハ

ところで私は「再現性問題」にもたまに手を出していまして、そこでは

ニ族やタイ族といった少数民族への実験心理学的研究を行う、という

再現不能な研究結果を少しでも減らすため、事前登録というものが推

プロジェクトを採択していただきました。身体と感情が密接に結びつい

奨されています。これは実験前に厳密にプロトコルを決定し、第 3 者

ていることはよく言われますが、その連合についてどれだけ一般性が高

機関にそれを登録しておいて、そこから逸脱しないように実験を実施す

世紀の精神分析、一部の感情心理学へと続いている。これらの学問で使

おいては、具体的な事例を記述するターミノロジーに注目して、哲学史に

われていたのは、基本的には日常の人間観察と当人の内観による一人称的

おいて素朴心理学的事象がどのように捉えられてきたかを精査する。ただ

報告である。本研究では、素朴心理学をめぐる以上の流れに配慮しつつ、

し、現象学と心の哲学のターミノロジーや方法論の違いには注意を払う必

現代の現象学や心の哲学を理論的背景として、実証的方法によって得られ

要がある。この二つを架橋しようとする際に、特に後者においてデカルト

たデータを用いながら、意識的、無意識的な表情・動作表出やそれらに

主義に基づく二元論的発想の残滓がある点には留意する。
（イ）
においては、

く頑健なのかを知るために、文化的背景が我々と大きく異なる人々を調

べしというお作法です。しかしフィールド実験ではそのような理想論は

よる他者理解のメカニズムの解明をめざす。その際、一人称的報告の信頼

内観による一人称報告の意義や射程を明らかにすることを念頭に置いてい

べたいと思いこの研究をはじめました。少数民族の村を訪ね、そこの人々

全く通用しませんでした。例えば現地の様々な微妙な事情で、調査地を

にタブレットや紙を用いて刺激呈示・反応取得をするという方法を用い

どこにするかというレベルで頻繁に変更が生じました。紙を使うかタブ

ます。現地にいたのはたったの 5 日間でしたが、ここでの経験は私の研

レットを使うかも、相手に合わせて選ぶことになりました。教示も通訳

究観を良い意味で大きくぶっ壊してくれました。

者を介してなのでちゃんと伝わっているか厳密にはわかりません ( こちら

我が班は小学校の時よく目にした「ひとり班」ですが、実験計画の具体

サイドは何を話してるのか誰も理解できない )。サンプルサイズも予定通

性を高めていくにつれて、明らかに 1 人では無理だなと感じるようにな

り集められるとは限りません。調査地を訪れて、実験を受けてもらえる

りました…。そこで実際に中国に行く段階では 3 名の助っ人に随行をお

程度に信頼してもらうまでにいろいろとあります。本計画遂行中、私は

願いしました。それぞれ、調査地である雲南省在住の朱さん、フィール

実験計画を「超厳密に遵守する規範」と「超寛容に強行する現実」との

ドワーカー ( と言っていいはず ) の錢さん、そして身体化認知研究で学

間を何度も行き来することになり、その振れ幅に何度もよろめきました。

位を取ったトッププロの佐々木さんです。そもそもハニ族には固有の文

しかし逆に、こんな経験をしている実験心理学者はほとんどいないと思

字がありませんし、中国語がわからない方もいます。したがってどう考

いますので、再現性問題をフィールドと絡めて考えるという
（例えばフィー

えても私一人で実験を完遂するのは不可能でした。数多くの協力者、コー

ルドで発見し、実験室で確証し、フィールドで交差検証するという循環

ディネーターを介した旅でしたので、彼らとも意思疎通をこなす必要が

型の混合アプローチなど）、全く新たな視座を得ることもできました。こ

ありますが、私の中国語はかなり「偏った」少々の言葉のみなのでそれ

れは予想していなかった本研究の収穫の一つです。予想外ばかりでした

も難しかったです。しかも現地は国境地帯で麻薬取締などもあって厳戒

ね。

性についても、脳科学的データによって擁護する。

る。
（ウ）が本研究のもっとも大きな課題であるが、
（ア）であげた哲学的

また、表情・動作表出と理解の職業文化的差異や文化間の違いにも実験

な成果を素朴心理学的なターミノロジーの精緻化にどう反映させ、またそ

的な手法を用いて解明の光をあてる。

れを科学的データ（特に脳科学のデータ）にどう関連付けていくか、とい

具体的には、( ア）観相学や感情学からダーウィンの表情論などに至る近

うことが問題となる。

代以降における素朴心理学の精緻化の歴史を哲学的・思想史的観点から

縄文・弥生時代のトランスカルチャー状況（地域間交渉）と「顔・身体」装飾付土器
中村

耕作

國學院大學栃木短期大学

みなさんは縄文土器と言えば「火焔土器」に代表するような立体的な複

現象を説明してみたいと公募研究に応募したのです。それまで抽象的な

雑な文様をイメージされるかと思います。確かに、縄文土器は、現代の

文様が多かったのに対し、交流が活発化すると「顔・身体」を表現した

われわれから見ると過剰・複雑な装飾を施すことがあり、その１つの方

のはなぜでしょうか。現時点では、社会がより複雑化する中で、より強

法として、顔や身体を表現することがあります。土器に土偶のような造

力なメッセージを持ったイメージ（造形）が求められたのかと考えてい

形を貼り付けることもあれば、土器自体を身体に見立てて顔などを付す

ます。

態勢で、怪しい日本人研究者は警察にマークされっぱなしでした。79

研究期間中に 3 回の調査を行い、最終的にトライポフォビアに関する

場合もあります。

具体的な検討内容としては、縄文～弥生時代の「顔・身体土器」を対

式サブマシンガンや 95 式アサルトライフルをあんな近くで見ることにな

論文を刊行するに至れました。あの気持ち悪いぶつぶつ模様を、どうや

本研究が注目しているのは、それらが、縄文時代後半期～弥生時代前

象に、１）従来の「これは顔か顔でないか」という二分法ではない段階

半期の中でも、限られた時期・地域に集中して作られていることです。

的な指標を作り、２）事例の集成による変化の量的な把握を行い、３）

るとは。結果的に錢さんのフィールド力に頼りまくることになり、朱さん

ら少数民族では気持ち悪いと思う人は少ないようです。これも意外な発

実はその時期は、文様の特徴から推測される各地域の集団の交流が活

顔・身体土器増加期の社会的な変化との比較を行います。そして、この

の地理感と現地友人ネットワーク、そして佐々木さんの専門知識に大き

見に基づいておりまして、とにかく私の研究観を良い意味で大きくぶっ

発化した時期に当たります。土器づくりでも各地の手法を折衷したり、

個別研究の成果を、心理学や文化人類学をはじめとする本領域の研究

く支えられました。このメンバーじゃなかったら本当に「なんの成果も！！

壊してくれました。本研究を実現することができて何よりの幸せです。

遠方の文様を持った土器が見つかったりしているのです。私は、この時

者の皆さんの知見とつきあわせ、また考古学のもつ長期スパンの変化

得られませんでした！！」となっていたと思います。というか帰って来れ

本領域からのご支援には心より感謝申し上げます。

期こそ、縄文世界における「トランスカルチャー状況」ではないかと考

の知見を提供しながら、人間とモノと、その境界域にある「顔・身体造形」

なかった可能性も大です。

えました。

を中心とした新たな顔・身体の考古学（物質文化研究）の構築の基盤

そこで、本研究では、こちらの共同研究で培われた視点を導入し、この

づくりを目指したいと考えています。

※もしも（私の中で）記念すべき初回調査の旅行記フルバージョンにご興味ありましたら note の記事もぜひ御覧ください。
https://note.com/momentumyy/n/n67515f2e0d6b
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イベントレポート
電子情報通信学会 HIP 研究会「顔・身体学セッション」（2019 年 8 月 20 日～ 21 日）

James Tanaka 先生講演会（2020 年 1 月 21 日

昨年に引き続き領域心理班若手が中心となり
「顔・身体学セッショ

顔認知の研究において世界的に著名な James Tanaka 教授
（カ

ン」を開催し、その中でお茶の水女子大学の今泉 修先生による

ナダヴィクトリア大学）の招聘に伴い、日本女子大学新泉山館に

招待講演と、8 件の口頭発表が行われました。口頭発表は顔や

て顔認知の全体処理（holistic processing）をテーマにしたシ

声などの視聴覚に加え、身体に関する触覚や運動をテーマにし

ンポジウムが開催されました（共催：中央大学人文科学研究所研

たものがありました。また、ヒトとキツネザルの活動の関連につい

究会「視覚と認知の発達」
）
。Tanaka 教授は、インパクトのある

ての発表もあり、普段あまり触れることのないテーマについても

研究一連の実験データを紹介しながら、顔認知のユニークな特

知ることができました。招待講演では自己が行為主体だという感

性である全体処理の重要性についてご講演頂きました。講演後

覚である主体感について網羅的にご紹介いただきました。主体感

はフロアからの様々な質問により、顔認知の様々な側面に関して、

を調べる実験手法は複雑ですが、それぞれの指標の特徴やこれ

多角的に議論が交わされました。

日本女子大学目白キャンパス）

までの研究を通してわかってきたことなど丁寧に説明していただ
きました。質疑では素朴な質問から遠慮のないつっこんだものま

第 4 回領域会議（2019 年 8 月 3 日〜 4 日

で様々なものがあり、活発な議論がなされました。

東京大学駒場キャンパス）

第 24 回日本顔学会大会公開サテライトシンポジウム「顔の科学：内側から見る顔」（2019 年 9 月 15 日）
本シンポジウムは、①河野先生による趣旨説明、②ジョナサン・
コール先生によるご講演、③茂木健一郎先生によるご講演（茂
木先生はコール先生のご著書「顔の科学（邦題）
」を監訳されて
います）
、④その後の全体討論という構成で開催されました。顔
学会参加者のみならず、北大生を含む一般の方も参加され、
「顔」
というテーマについての世間からの興味・関心の高さが伺えまし
た。コール先生は、
「顔」に関する哲学、臨床医学、実験心理
学、認知神経科学などの広い領域にわたる先行研究の丁寧なレ
ビューに始まり、先生ご自身が長期間にわたり接した対象者に生

第 5 回領域会議（2019 年 12 月 22 日〜 23 日

沖縄県市町村自治会館）

じた、顔と主体感にかかわる現象報告および鋭い洞察（例えば自
閉症者、メビウス症候群などの事例研究、実証研究）についてご講演頂きました。茂木先生は、顔とアイデンティティの関係について、哲学的に重要な
問題（例えば自己の時間的連続性）を提起され、聴衆を惹きつけました。講演後は河野先生も交えて活発な討論が続き、その後予定時間を過ぎてもフ
ロアとの質疑応答が続きました。

第 5 回顔身体カフェ（2019 年 12 月 21 日

ジュンク堂書店那覇店）

沖縄を会場に、顔身体カフェ「自分の顔が好きですか？顔を知ろ
う」が行われました。前半は領域長の山口先生から、顔の知覚
についての興味深い現象や研究を紹介するトークが繰り広げら
れ、ジュンク堂の来客者たちが次々と足を止めて話に聞き入る様
子が見られました。後半は椅子を円状に並べ、参加者一人一人が
これまで「顔」に対して考えてきたことを述べる自己紹介に始まり、
「顔」を軸にした議論が展開されていきました。ファシリテーター
の古賀先生は議論の流れを見据えて参加者の経験を見事にピッ
クアップされ、多様な経験を持つ参加者たちが一つのテーマにつ
いて思考を深めることができました。
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領域会議
ポスターアワード
受賞コメント
第 5 回領域会議では、
若手研究者の中から特に優れた
研究発表に対してポスターアワードが送られました。
受賞者のコメントを掲載します。

左から領域代表山口真美先生、最優秀賞の石井辰典さん、優秀賞の酒井麻衣子さん、優秀賞の大屋里佳さん、優秀賞の後藤真実さん

石井

辰典

大屋

（早稲田大学理工学術院総合研究所次席研究員・研究院講師）

里佳

（東京女子大学大学院人間科学研究科）

思えば、あれは 2018 年 6 月のこと、
「ちょっと一緒に研究したいと言って

味のあった私は、ぜひ未来館での研究を手伝わせてほしいと伝え、共同

このたびは、ポスターアワードにおきまして、優秀発表賞という名誉ある

打ち出した内容でした。発表を通じていかに触覚が興味深い感覚である

る人が来るから、案内してあげてくれる？」と研究代表の渡邊克巳先生に

研究がスタートしました。テーマは幼児の人物の顔記憶が、その人物のす

賞を賜り、ありがとうございます。賞創設のご案内を受けてからその座

かお伝えすることができたならば、こんなにうれしいことはありません。

“ 無茶振り ” されたのが始まりでした。

る行為によりどのように促進されるかというものでした。参加してくださった

を目指していただけに受賞の喜びは大きく、いただいた賞状を眺めては

領域会議は、私にとって分野を問わず同年代のみなさまのご活躍を知る

その 6 月は私が早稲田の渡邊ラボに着任して 2 ヶ月、右も左もまだ分かっ

お子さん・保護者の方といろいろな話をしながら進めた、これまでの中でも

励みにしております。まずは、顔身体学の先生方と、ご指導いただいて

場にもなっており、毎回刺激を受けております。第 5 回からは発表賞が

ていない状態で、さらにその案内の当日は、潜在研究プロジェクトとして入

ひときわ愛着のある研究に、若手最優秀発表賞をいただけたことは、大変

おります田中章浩先生、そして田中研究室のみなさまに、心より感謝申

創設されたことで、より一層切磋琢磨しあう雰囲気が高まったようにも

居している日本科学未来館で、私が企画を任されていた実験イベント（来

光栄に誇らしく思っています。選んでいただいた審査者の方々にお礼を申し

し上げます。

感じられ、身が引き締まる思いです。憧れの先輩方の背中はまだまだ遠

館者の親子に参加してもらい、所属する学部学生・大学院生みんで研究を

上げたいと思います。また孟さんとの共同研究の進展についても、別の機

今回の発表は、感情のコミュニケーションにおける触覚の役割を大きく

いですが、このたびの受賞を自信として、今後も精進してまいります。

実施する未来館公式のイベント）が開催される、
まさにその日だったのです。

会に発表できればと考えています。

なかなかに忙しい中、なんとか他の方の協力により案内する時間を作るこ

ところで、副賞としていただいたギフト券は、文化と世代を超えた交流（孟

とが出来ました。それが共同研究者の孟憲巍（同志社大学）さんでした。

さんのお子さんと自分の娘へのおもちゃ購入）のために使わさせていただ

彼の人柄と研究に対する熱意に魅力を感じ、もともと発達研究にとても興

きました。ありがとうございました。

後藤

真実

（東京外国語大学 アジア・アフリカ言語文化研究所・日本学術振興会特別研究員 PD）

酒井

麻依子

（筑波大学 人文社会系・日本学術振興会特別研究員 PD）
この度は若手優秀発表賞を頂き、ありがとうございます。哲学について他

もしれません。当日はこのように、研究についての洞察をさらに深めるこ

分野の方々の前でポスター発表するのは初めてでしたが、このような評

とができ、学術的交流を大いに楽しみました。

価をいただけたことを嬉しく思います。

ところで、本発表の背景には、多様な属性や来歴をもつ人々が不当な差

私の発表は、モーリス・メルロ = ポンティとジュディス・バトラーの理論

別や偏見に晒されることなく安心して自己実現できる社会をどのように作

2019 年 4 月より A01-P01 床呂班に研究協力者としてメンバーに加入

学班の先生方からも興味を持っていただくことができ、また他の若手研

の共通性に着目し、既存のジェンダー観を刷新する身体的表現の可能性

ることができるかという問題関心があります。しかし、今回の会議を通し

し、初めて参加した領域会議で若手ポスターアワード優秀賞を受賞で

究者とも新たな研究の可能性を議論できたことは大きな収穫となりまし

について考察するものでした。発表を聞いてくださった社会学系の先生か

て、そのような社会の実現はまだまだ遠いと感じさせられる経験もいたし

きたことは大変光栄でした。本ポスター発表では、ペルシャ湾岸地域

た。今年はより多くの方に仮面文化の多様性を知っていただくことを目

らは、ある現代芸術家の描画スタイルが、常にわずかずつ変化していく

ました。
「トランスカルチャー状況下における他者の受容」を目標に掲げ

に伝わる女性用仮面の伝統、特にアラブ首長国連邦のケースに着目し、

的として、東京外国語大学で「越境する仮面文化―ペルシャ・アラビア

ことによってその人の作品の固有性になっているというお話を聞きました。

る本プロジェクトが、理論面だけでなく実践面においてもこの目標を追求

宗教的な規範から「顔を隠す」という側面が取り上げられがちなムスリ

湾岸地域の女性たち―」と題した企画展を開催する予定です。今後も顔・

これは本発表のテーマであるジェンダー的な身体表現にも当てはまるか

し、健全に発展していくことを願っています。

ム女性の仮面に対し、実際には様々な社会文化的な意義や役割がある

身体学研究において蓄積が乏しい中東・湾岸地域の事例を通じて、文

ことを紹介しました。発表時には、普段あまり交流のない心理班や哲

化的多様性の理解に貢献していくことを目指します。
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書
評

（小手川正二郎著・トランスビュー 、2020）

悠太 （中京大学心理学研究科・日本学術振興会特別研究員）

「現実を解きほぐすための哲学」

氏家

日付

A01

B01

C01

o

種類

内容

アウトリーチ

未来館ビジョナリーキャンプ（山口真美・渡邊克巳メンター参加）

2019/03/30

o

シンポジウム

国際シンポジウム「イレズミ・タトゥーと多文化共生「温泉タトゥー問題」への取り組みを知る」

2019/06/29

o

シンポジウム

化粧文化研究者ネットワーク 50 回記念講演会「化粧文化研究の未来を考える」

2019/03

2019/07/30

o

シンポジウム

APCV シンポジウム「The early development of face and body perception」

2019/07/31

o

シンポジウム

APCV シンポジウム「Science of facial attractiveness」

2019/08/20-21

o

研究会

電子情報通信学会 HIP 研究会「顔・身体学セッション」

o

研究会

Radical Embodied Cognition ワークショップ

2019/08/27-28
2019/08/31

o

o

シンポジウム

Radical Embodied Cognition シンポジウム

2019/09/11

o

o

シンポジウム

日本心理学会シンポジウム「顔認知の発達と障害と」

2019/09/12

o

シンポジウム

日本心理学会シンポジウム「心理学における脳科学−基礎と臨床をつなぐ fNIRS 研究」

2019/09/15

o

o

シンポジウム

顔学会大会公開シンポジウム「顔の科学：内側から見る顔」

2019/09/16

o

o

研究会

臨床神経学と現象学ワークショップ

2019/09/17

o

研究会

北海道大学第 3 回人間知・脳・AI セミナー「経験を伝えること / 経験を共有すること」

o

アウトリーチ

特別企画展

2019/10

沖縄のハジチ、台湾原住民族のタトゥー「歴史と今」

2019/12/2-20

o

o

アウトリーチ

絵画展「アフリカで描かれた顔と身体たち」

2019/12/06

o

o

アウトリーチ

ワークショップ「顔を描く・顔を描かれる・顔を知る」

2019/12/07

o

o

シンポジウム

第 4 回公開シンポジウム「トランスカルチャー状況下における顔・身体学の構築」

2019/12/07

o

o

研究会

フィールドネットセミナー「学際的なフィールドワークから描画を考える」

差別や偏見は、歴史的・文化的背景のもとに社会において習慣化

ムにも隠れていることがわかってくる。例えば、知覚システムのひ

2019/12/21

されており、そこでの経験や学習を通して、私たちの考え方や振

とつである類型化があげられる。これは対象をある特徴や特性に

2019/12/22-23

より分類することであり、学習や経験により獲得されることから、

2020/01/21
2020/01/22

る舞いにも、意図しない形で潜んでいる。普段は意識されずに自
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活動報告

o

o

o

o

アウトリーチ

第 5 回顔身体カフェ（ジュンク堂書店那覇店）

o

o

会議

第 5 回領域会議

o

シンポジウム

James Tanaka 先生講演会（日本女子大学目白キャンパス）

o

研究会

心理班合同ワークショップ with Prof. James Tanaka

然と思われている言動を、歴史的・文化的背景をもとに、意識的

本書では、習慣化された差別や偏見のひとつとみている。人種の

にとらえなおすことで、現実に存在している差別や偏見の問題の

類型化はその顕著な例であり、
人を特定の人種としてみなすことは、

実相が見えてくる。本書では、性差や人種、難民をめぐる倫理的

周囲の環境やマスメディアを通じた学習により、意図せずに習慣

な問いに対し、一人称的視点からの経験の分析を通じて、差別や

化された観方であるという。このような人種化された知覚は、相

2020/04/17

偏見が潜む現実と自身とのかかわりを認識し、それらの問題に対

手の身体的特徴を人種と関連付け、また人種に関わる特徴以外

2020/04/25

する観方を、読者自身が見つめ直すことを目的としている。

を見えなくするため、あたかも人種は類型化が自然な反応である

2020/05/09

本書では、読者一人一人が、差別や偏見に関わる諸問題を自分の

と錯覚してしまうという。つまり、類型化そのものが差別や偏見の

2020/05/25

o

頭で考えるための道筋をはじめに示してくれる。自分の頭で考える

習慣化に基づいており、差別的な観方を強化する一因となる可能

2020/06/06

o

ためには、まず自身の経験を手がかりとして、差別や偏見が潜む

性がある。このような類型化とそれにもとづく振る舞いが、相手の

2020/06/13-14

o

現実と自身とのかかわりを認識することから始める。そして、自身

特徴に対する自然な反応であるとみなすことで、差別的な言動が

とは異なる立場の人々の経験にも耳を傾けることで、自分の経験

生まれるきっかけとなると筆者は指摘している。

を異なる角度から理解しなおす。ここで重要となるのは、自分や

これまでに、差別や偏見を是正する取り組みとして、法律や条例

他人の経験を一場面で切り取るのではなく、前後の経験の連続性

の制定や具体的な政策がいくつも行われてきたが、私たちの生活

C01-P01

河野

哲也

第 46 回日本賞優秀賞

や、歴史的・文化的・社会的背景から、個々人の経験を見つめな

に潜む差別や偏見に関する人の観方まで変えるまでには至ってい

A01-P02

高橋

康介

第 7 回野島久雄賞

おすことにある。これにより、他人の経験から自分の経験を捉え

ない。哲学では、自分の頭で考え理解することで、一人ひとりが

B01-P01

鶴見

周摩

日本基礎心理学会第 38 回大会学生オーラルセッション最優秀賞

なおし、普段は意識していない自分の経験のゆがみや一面性を認

変わることを可能にするという。哲学的な思考を通して自身の観方

B01-P01

鶴見

周摩

日本基礎心理学会第 37 回大会優秀発表賞

識することができる。こうした作業を通して、現実に存在する差別

が変われば、他人や現実とのかかわり方が変化し、それが周囲に

B01-P01

鶴見

周摩

令和元年度中央大学渋谷健一奨励賞

や偏見に対して、自分の観方の一面性や隠されている本音と向き

少なからず影響を与える。これを一人ひとりが実践することにより、

B01-P02

高尾

沙希

B01-P03

河原

美彩子・山本

合い、問い直し、変えていくことが可能になると筆者は示す。

社会が変わると筆者は主張する。本書のテーマである「自分の頭

B01-P03

澤田

佳子

2019 年電子情報通信学会 HCG シンポジウム優秀インタラクティブ発表賞

このような考え方の道筋に沿って、自身の経験を見直していくと、

で考えること」は、遠回りには見えるものの、社会を本当の意味

B01-K104

向井

香瑛

第 24 回日本顔学会（フォーラム顔学 2019）原島賞

差別や偏見に関わる習慣は至るところにあり、私たちの知覚システ

で変えるために重要な第一歩になると考えられる。

B01-K106

長

B01-K108

坂田

千文・上田

B01-K109

稲垣

未来男

2020/02/23

o

2020/03/01
2020/03/05

2020/06/29

o

o

o

シンポジウム

( 延期 ) 国際シンポジウム「ミックスレイスの顔身体表象ー学際的研究を目指して」

o

o

アウトリーチ

( 延期 ) サイエンス × 哲学カフェ「身体 × 心＝わたし？～哲学の課題を心理学実験と対話から探る」

o

o

シンポジウム

( 延期 ) ジャカルタ国際シンポジウム

研究会

Body motion and interaction: New technologies for transcultural study

研究会

Zoom レクチャー「哲学作法」

o

研究会

Zoom レクチャー「心理学作法」

o

研究会

2020 年度「顔・身体学」第１回心理班若手勉強会

研究会

Zoom レクチャー「文化人類学作法」

o
o

o

o

会議

第 6 回領域会議

o

o

研究会

2020 年度「顔・身体学」第２回心理班若手勉強会

受賞報告

美希・勝見

日本基礎心理学会第 37 回大会優秀発表賞
寿子・田中

梓・月浦

章浩

崇

祥行・森口

日本心理学会第 83 回大会特別優秀発表賞

日本心理学会第 83 回大会優秀発表賞
佑介

日本心理学会第 83 回大会特別優秀発表賞
2019 年度日本神経回路学会最優秀研究賞
37

新学術領域研究
「顔・身体学」
事務局
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