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顔検出過程研究の展望

遠藤光男

MitsuoEndo

FacedetectiomAreview．

顔認識の諸過程の中で、顔検出過程に対する研究は比較的少なく研究の進

展も認めにくい状況にある。本論文では、これまでの顔検出過程の心理学的

研究を概観した上で、顔認識の特殊性を考察する際の枠組みが顔検出過程の

研究にも有用であることを提案した。そして、それに沿った最近の研究を紹

介した。さらに顔検出過程の生得性と神経基盤に関する最近の研究を概観し

た。

キーワード：顔検出過程、顔同定過程、カテゴリーレベル、熟達

１．導入

顔を顔として認識・分類する過程や顔を検出する過程（以下、両過程を統

一して顔検出過程と呼ぶ）の研究は、個々の顔を識別する同定過程や表情判

断過程の研究と比較すると、数が少なく大きな進展がない状況にある。顔研

究の文献において最も引用されている顔認識モデルにBruceandYOung

(1986）のものがある。彼らのモデルには、顔認識過程の最初の段階として

顔を顔として分類する過程は明示されていないが、顔分類過程を明示すべき

かどうかに関しては、今後の検討課題の一つであることを指摘している。し

かしながら、この問題は、現在でも解決されていない。また、Burton，

BrucaandHancock（1999）が提出した最近の顔認識過程のシミュレーショ

ンモデルにおいても、入力画像は方向や大きさを一定に正規化したものを用
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いており、入力情報の中から大きさや角度が様々に異なる顔を検出する過程

は含まれていない。本論では、この顔検出過程についてのこれまでの心理学

的研究を概観し、今後の研究課題や研究上の問題点について考察することを

試みる。

２．顔検出過程の特性

まず、顔検出過程の特性を探ることを試みた代表的な研究を概観する。

2-1．スクランブル顔との弁別課題

顔検出過程の研究として比較的多くの実験が試みられているのが、通常の

顔と顔の内部特徴の配置をスクランブルした刺激（以下、スクランブル顔)’

とを弁別する課題（顔分類課題）である。この課題では、人物同定過程が

反映される顔再認課題や既知性判断課題といくつかの点で異なる結果が得ら

れることが報告されている。例えば、顔分類課題では、顔の示差性（dis

tinctiveness）の効果が顔再認課題や既知性判断課題と異なる様相を示す

(valentine＆Bruce，1986)。すなわち、顔再認課題では、平均顔から逸脱

した示差性の高い顔の方が、平均的で示差性の低い顔より記憶成績がよいが、

顔分類課題では、逆に示差性の低い顔の方が早いことが示されている。また、

顔再認課題では自人種の顔の方が他人種の顔より成績がよいことが示されて

いるが、顔分類課題では人種の効果が認められない（valentine＆Endo，

1992)。さらに顔分類課題への倒立提示の効果は既知性判断への倒立効果に

比べて弱いことも指摘されている（Lewis＆Edmonds,2003)。

通常の顔とスクランブル顔の弁別課題は顔と他の物体との識別というより

むしろ内部特徴の適切性を判断する課題であり、より厳密な顔判断を求めら

これまで様々なタイプのスクランブル顔が実験に用いられてきているが、顔とス
クランブル顔の弁別課題で一般的に用いられているスクランブル顔は、両目が左右
の水平な位圃にあるなど左右対称性を保ちながら目鼻口の上下の位置関係をスクラ
ンブルしたものである。
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れる課題である。従って、この課題は、一般的な顔検出過程を反映していな

い危険性がある。Young，Hay，ａｎｄＭｃＷｅｅｎｙ（1985）は、顔とスクラン

ブル顔との弁別課題では左視野優位（すなわち、右半球優位）であるが、顔

とボタン、電球など他の物体との弁別課題では半球間機能差が認められない

ことを示している。

2-2．視覚探索課題

顔の検出が並列な前注意過程によって無意識的自動的に行われている可能

性を検討するために視覚探索課題を用いた研究が行われている。視覚探索課

題では、妨害刺激の中からターゲットを検出することが課せられる。そして、

妨害刺激の増加に伴う探索反応時間の増加、すなわち、探索勾配が主な指標

として測定される。探索勾配がほとんどＯで、妨害刺激の数にかかわらず一

定の早さでターゲットを検出できた時は、ポップアウトが生じ、ターゲット

の探索が前注意過程によって行われたとみなされる（Triesman＆Souther，

1985)。

顔をターゲットとした視覚探索課題の実験では、妨害刺激として、ターゲッ

トと異なる表情や倒立顔、スクランブル顔を用いた場合、ポップアウトの基

準を満たす探索勾配（10,sec/item以下）は得られずより大きな傾きの探索

勾配となった（Nothdurft，1993；Kuehn＆Jolicoeur，1994)。Brown，

Huey，andFindlay（1997）は、並列的視覚探索の指標として、探索勾配

よりも感度のよい方法、すなわち、ターゲット及び、妨害刺激を同心円上

に配列した刺激の中心からなるべく早くターゲットに視線を動かすことを課

した時に最初のサッケードでターゲットを検出する確率とサッケード潜時を

用いて、顔の視覚探索過程を検討した。その際、妨害刺激として、倒立顔や

左右非対称のスクランブル顔を用いた。いずれの結果でも早くしかも正確な

ターゲット検出は認められず、ポップアウトの証拠は見いだせなかった。以

上から、顔検出過程は前注意過程ではなく、その後の段階の系列的な焦点的
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注意過程によって行われることが示唆されている。しかし、妨害刺激を顔以

外の物体にしたり、内部特徴を地図に聞き換えたものにするとボップアウト

することが示され、より自然な条件では並列的な前注意過程によって顔検出

が行われている可能性も示されている（Kuehn＆Jolicoeur,1994;Elgavi‐

Hershler＆Hochstein,2002)。ただし、このような条件の場合には、顔の

一部の視覚的特徴の検出が結果に反映されている可能性があるとしばしば批

判されている。

威嚇の表情など生体にとって脅威となる信号の素早い検出や反応は、生物

学的に価値があり、それを可能にするメカニズムが系統発生的にかなり古い

段階から準備されている可能性がある。このような考えから、威嚇の表情は

無意識的自動的に処理され、反射的な反応を生み出していることが予測され、

この点について検討した研究が近年盛んに行われている（吉川・佐藤、

2000；遠藤、２０００；桐田・遠藤,２００１を参照)。それらの研究の一環として、

視覚探索課題を用いて、怒りの表情の検出が他の表情の検出と比較して優位

性を示すのかという点と、怒りの検出が前注意的過程によって並列的に行わ

れ他の刺激からポップアウトするのかという点が検討されている。

最初に怒り顔の探索課題の研究を報告したHansenandHansen（1988）

の実験では、幸福の表情の中から怒りを探索する場合は、ディストラクタの

増加に伴う反応時間の増加が２，sec/itemになった。一方、怒りの表情の中

から幸福を探索する場合は６０msechtemとなった。この結果をもとに

HansenandHansenは怒りの検出は、ポップアウトすると主張した。彼

らの研究は、その後、比較する表情の検出においてディストラクタの表情が

統制されていない点や、明るさなど表情以外の刺激特性が表情刺激間で統制

されていないなどの不備が指摘されている。これらを統制した実験、すなわ

ち、中性の表情をディストラクタとして採用し、刺激の統制がしやすい図顔

を用いた実験においては、怒り顔の検出の優位性がほぼ一貫して示されてい

るが、ボップアウトするかという点については、依然、矛盾した結果が得ら
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れている。例えば、Ｆｏｘｅｔａｌ．（2000）の研究では、中性表情のデイストラ

クタ内の怒りや幸福のターゲットを探索する条件の両方で探索勾配がｌ０

ｍＢｅｃ/item以上となり、ポップアウトしているとはいえない結果となった。

一方、White（1995）の実験では、ターゲットが不安の表情でも幸福の表情

でも、さらには倒立提示条件でも、l0mseditem以下の探索勾配を示し、ポッ

プアウトが怒りの表情に特異的に見られる現象ではないことを示唆する結果
となっている。以上の怒りなど威嚇表情の視覚探索課題の研究においても、

前述した表情を考慮しない顔の視覚探索課題研究と同様に妨害刺激には顔刺

激を用いており、顔以外の物体を妨害刺激にした時の怒り顔検出の優位性や

ポップアウトの可能性について検討した研究は見あたらない。

2-3．顔検出効果（fhlcedetectioneffbct）

PurceUandStewart（1986,1988）は、顔図形を短時間提示して、閾値

付近での検出課題の成績を倒立顔やスクランブル顔と比較した。そして、通

常の顔の方が倒立顔やスクランブル顔より検出閾が低いこと、閾値付近の刺

激提示条件での検出がより正確なことを示した。彼らはこれを顔検出効果

(fbLcedetectionefYbct）と呼んで、全体的な文脈情報が刺激検出に促進的

効果を持つことを示した。しかし、彼らはこの効果を顔に特殊なものではな

く、WeissteinandHarris（1974）によって示された物体優位性効果

(objectsuperiorityeEfbct）と同じタイプのものとみなしている。物体優位

性効果は、線分などの刺激の構成要素が２次元的で有意味性の低い刺激文脈

内に提示されるより、３次元的で有意味性の高い刺激文脈内に提示された方

が弁別成績がよいことをいう。この効果は、３次元的な幾何学図形のみなら

ず単語や顔の文脈でも認められ、それぞれ単語優位性効果（wordsupenor‐

ityeffbct)、顔優位性効果（fncesuperiorityeffbct）と呼ばれている（単

語優位性効果：Reicher，1969；Wheeler，1970；顔優位性効果：Ｈｏｍａ，

Haver,＆Schwartz，1976)。顔検出効果についても、顔ばかりではなく単
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それぞれ

detection

物体検出

語、及び、３次元的幾(ﾛI学図形でも同様の効果が報告されており、

単語検出効果（worddetectionefTect)、物体検出効果（object

eflbct）と呼ばれている（単語検出効果：Doyle＆Leach，1988；

効果：Purcell＆Stewart，1991)。

2-4．シーンの中の顔検出

これまで紹介してきた研究は、背景を取り去って顔のみを単独で、または、

複数同時に提示する人工的な刺激提示条件で実験を行っていた。Lewisand

Edmonds（2003）は、より自然で日常的なシーンの中での顔検出過程を検

討している。彼らは、テレビドラマから人を含むシーンをいくつか抽出して

刺激とした。妨害刺激はシーンを３ｘ３のブロックに分割して、顔のあるブ

ロックを顔のないブロックに置き換えたものを使用した。まず、シーンの配

置を変化させない条件とシーンの配置をブロック単位でスクランブルした条

件で比較すると、変化させない条件の方が有意に早く顔を検出することがで

き、顔以外のシーンの文脈が顔検出を促進することが示された。さらに、倒

立提示と明度の反転（ネガ化)、色相の反転の影響を比較したところ、明度

の反転、倒立提示、色相の反転の順で強い影響が見られた。同定過程では、

ネガ効果よりも倒立提示効果の方が強いことが示されており（Hole，

George，＆Dunsmore，1999)、顔検出過程では両者の効果の強さが逆転し

ている。

2-5．知覚的バイアスとしての「相貌的知覚」

前述したようにBruceandYOung（1986）の顔認識モデルには、顔検出

過程は明示されていない。しかし、同年に提出されたEllis（1986）の顔認

識モデルには顔認識過程の最初の段階として、顔と顔以外を分類する過程を

｢構造的符号化」として明示している。そして、Ellisは、顔検出過程の特徴

を３点あげている。1つは、この過程は生得的に備わっていることである。

－５２－
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２つめは、顔検出過程は頑健でほとんど障害を受けないことである。３つめ

は、顔以外の刺激をも顔としてみてしまうような強い知覚的バイアスがかかっ

ていることである。最初の顔検出過程の生得性は、生後数時間の新生児が顔

パターンに対して特別の反応性を示すことを根拠としている。２つめの顔検

出過程の頑健性については、身近な人の顔の認識が不可能になる相貌失認の

患者も顔を見ていることは認識していることや日常の顔認識の失敗例にも顔

を他のパターンと見間違えたり、顔を見逃した例が報告されていないこと

(Young，Hay，＆Ellis，1985）をその証拠としている。最後の知覚的バイ

アスについては、雲や煙のような暖昧なパターンをしばしば顔としてみてし

まうといった日常の観察や薬物によって引き起こされる幻覚にしばしば顔が

報告されることがもとになっている。

遠藤・阿部・丸山（1987）は、Ellis（1986）が指摘した顔以外の視覚パ

ターンを顔としてみる知覚的バイアスを「相貌的知覚」と呼んでその探索的

研究を行っている。相貌的知覚（physiognomicperception）は、よれよれ

のコートを見て「疲れている」と知覚するなど生命のない物体に感情表出的

特質を直接に知覚することをいい、幼児期の特質の一つとされている

(Wemer，1948)。「相貌的知覚」も顔としてのニュアンスを読みとっている

ので感情表出的特質の知覚を伴うが、顔そのものを知覚する点が相貌的知覚

と異なる。遠藤らは、チョウの羽模様で眼状紋を持ち顔パターンに類似して

いるものを我々が知覚する際に自発的に「相貌的知覚」が行われるのかを検

討するために、眼状紋を持ち顔に見えやすい羽模様と眼状紋を持たず顔との

類似性の低い羽模様を用意して、それらの再認記憶を比較した。もし自発的

に「相貌的知覚」が生起している場合には、眼状紋を持つ羽模様の再認成績

に顔の再認記憶に認められるような特性が認められることが予測された。最

初の実験では、テスト時の倒立提示の効果を比較した。顔の再認記憶には他

の視覚刺激と比較して、著しい倒立効果があることが示されている（レビュー

として、遠藤，1995)。結果は、顔との類似性の高い顔に強い倒立効果の傾
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向が読みとれたが、統計的には有意とならなかった。次に、顔との類似性の

違いによって記憶の手がかりとしての全体的印象の重要性に違いないか検討

した。顔認識の特性として全体的情報の利用が指摘されている（遠藤,1993)。

ここでは、テスト時に刺激の右半分のみを提示することによって再認成績が

どの程度低下するかをもとに全体的情報の利用を査定した。結果は、顔との

類似性の高い羽模様の方が類似性の低い羽模様より部分提示による成績の低

下が有意に強い傾向があった。従って、顔に類似した視覚パターンを自発的

に顔として見るような「相貌的知覚」が実際に生起していることが示唆され
た。

３．顔認識過程とその他の物体認識過程の関係

顔認識過程は、顔自体の生物学的重要性や認識の卓越性から他の刺激クラ

スの認識とは異なり特殊ではないかということがしばしば議論され、顔認識

研究の重要なテーマとなってきている。顔認識の特殊性を議論する時、顔認

識と他の物体認識は、図１のように刺激クラスの違いに加えて、カテゴリー

化のレベルと熟達性の少なくとも２つの次元において異なることを考慮する
必要がある（Tanaka＆Gauthier，1997)。

我々は一つの物体をいくつかのカテゴリーレベルで認識することが可能で

ある。例えば、ギターは、楽器、ギター、クラッシックギターなどのいくつ

かのカテゴリーレベルで認識できる。それらのカテゴリーレベルの中でも我々

の認識過程において最も頻繁に用いられるレベルは中間のカテゴリーレベル

で基礎レベルといわれている（RoschetaL，1976)。基礎レベルのカテゴ
リーは、カテゴリー内の類似性とカテゴリー間の類似性の比が最も大きくカ

テゴリー間識別が最も容易なレベルである。通常の物体認識では、この基礎
レベルの認識が行われている。顔の場合は、顔検出過程が基礎レベルの認識

に、同定過程が下位レベルの認識に対応している。さらに同定過程は、我々

が日常生活の中で人と接する機会を10年以上積み重ねることによって達成さ
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れた熟達した過程であるとされ（Carey＆Diamond，1994)、熟達を要し

ない基礎レベルの認識と異なっている。従って、顔の同定過程の特殊性を問

う場合、単純に一般の物体認識と比較するのではなく、認識のカテゴリーレ

ベルと熟達の程度を統制した物体認識との比較が必要になる。そして当初顔

認識過程の特殊性を示すと考えられてきた著しい倒立効果などの特性がカテ

ゴリー化のレベルと熟達性の両次元で顔と同等のレベルにある場合には他の

物体認識においても認められることが示され、顔独自の特性とはみなされな

くなってきている（Diamond＆Ｃａ1℃y，1986;遠藤，1993)。

刀他藤

／ 出？頌穂

}ルー

／
基

定

下

／

図１．顔認織と他の物体認職との関係
(Tanaka＆Gauthier（1997）を改変）

さて、以上のような顔認識と物体認識の関係は、顔検出過程を研究する際

にも研究の枠組みとして有用であり、これまでの研究の位置づけや今後の研

究課題について重要な視点を提供する。例えば、前節で概観した研究は、顔

検出過程そのものの特性を明らかにすることや、顔検出過程と同定過程の比

較を行った研究といえよう。

さらに、前述のように顔認識過程の特性を下位レベルの認識に熟達した時

－５５－



琉球大学法文学部紀要人間科学第17号2006年３月

の一般的特性とみなした場合、これまでの顔検出過程の研究として取り上げ

られなかった問題として、ある領域の下位レベルの認識に熟達した場合、そ

の基礎レベルの認識に何らかの変化が生起するのかという点があげられる。

すなわち、顔検出過程は図ｌの④のレベルにあると考えるべきか、②のレベ

ルにとどまるのかという問題である。この点を検討するには、まず、顔検出

過程が他の基礎レベルの物体認識と比較して何らかの異なる特性を持つのか

を明らかにする必要がある。さらに、もし異なる特性がある場合、他の物体

でも下位レベルのカテゴリーの認識に熟達した時、基礎レベルの認識におい

て顔と同等の特性を持つようになることが予測される。実際にそのようにな

るのか、それともその場合でも顔の独自性を持ちうるのかということが次の

課題になってくる。

次節以降では、カテゴリーレベルと熟達性を考慮した物体認識過程や顔検

出過程の研究を概観する。

４．熟達とエントリーポイント

物体が最初に認識されるカテゴリーレベル、すなわち、最初にアクセスさ

れる記憶表象のレベルをエントリーポイントという（Jolicoeur，Gluck，＆

Kosslyn，1984)。一般の物体の場合、エントリーポイントは基礎レベルのカ

テゴリーである。Ｒｏｓｃｈｅｔａｌ．（1976）は、エントリーポイントは刺激環境

の構造によりある程度決定されているが、それは文化や経験によって変化し

うるものであり、下位レベルがエントリーポイントとなることもあると推測

している。さらに、経験によってエントリーポイントの変化が起きている可

能性のある有力な候補として顔をあげている。

顔認識のエントリーポイントは基礎レベルの顔検出か、それとも下位レベ

ルなのかについては、前述した顔認識モデルに顔検出過程を明示するべきか

否かの問題と関連するが、この問題を直接検討する研究は最近までな行われ

ておらず、現在でも未解決の状態である。
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ある刺激クラスの認識に熟達することによってエントリーポイントが変化

するのかという問題に関して、顔では直接に検討することは困難である。顔

の場合、顔認識に熟達していない人がほとんどいないため、熟達者と未熟達

者の比較ができないためである。そのため、これまでの研究では、イヌや鳥

の認識に対して熟達した人（例えば、イヌのブリーダーやパードウォッチャー）

と一般人の未熟達者でエントリーポイントを比較する研究が行われている

(Johnson＆Mervis，1997；Tanaka＆Taylor，1991)。イヌや鳥の認識に

対する熟達者は、熟達した領域の認識において著しい倒立効果など顔認識と

同等の認識特性を示すことが知られている（Diamond＆Carey，1986；

Rhodes＆McLean，1990)。

エントリーポイントを探る課題としては、提示された物体に対し自由に命

名することを課し（自由命名課題)、どのカテゴリーレベルの命名をするか

をみることや、最初にあるレベルのカテゴリーラベルを提示し、その後提示

された刺激がそのラベルと一致しているかどうかを判断することを課して

(検証課題)、各レベルの検証に要する時間を比較することが行われてきた。

そして、自由命名課題では、提示された刺激に熟達していない被験者すなわ

ち未熟達者は、７０～80％の命名が基礎レベルであったが、熟達者の場合は、

基礎と下位レベルの命名が同程度になるか、下位の方が多いという結果となっ

た。検証課題では、熟達していない領域では、基礎レベルの方が下位レベル

より判断が早いが、熟達者では両レベルの判断に差がなくなる結果が示され

ている。自由命名課題の結果は、熟達によってエントリーポイントが変化す

る可能性を示唆するが、この課題は認識過程よりもむしろ熟達者の命名のバ

イアスを反映しているかも知れない。そのため、検証課題の結果をもとに、

熟達によって下位レベルの記憶表象へのアクセスが容易になり、基礎レベル

の記憶表象へのアクセスとほぼ同等になる、すなわち、基礎レベルと下位レ

ベルの両方がエントリーポイントとなると考察されている。

顔認識のエントリーポイントについては、Tanaka（2001）が、上述と同
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様の方法で検討している。その結果、自由命名課題では、８６％の命名が性別

か人名であった。検証課題では、基礎と下位レベルに差が認められなかった。

これらは、上述の顔以外の刺激を用いた研究と一貫している。Tanakaは、

さらに、最初に提示したカテゴリーラベルがその後対提示された刺激のマッ

チング課題に促進効果をもたらすプライミング効果を基礎レベルと下位レベ

ルで比較する実験を行っている。そして、顔以外の熟達していない領域の刺

激では、基礎レベルと下位レベルでプライミング効果の強さに差が認められ

なかったが、顔では、基礎レベルより下位レベルのカテゴリーラベルに

(｢顔」と「有名人の名前」の比較)、より強いプライミング効果が得られた。

この結果は、顔の場合、下位カテゴリーのラベルがその記憶表象を活性化し、

それがマッチング課題を促進したことを示唆している。以上の結果をもとに

Tanakaは顔認識のエントリーポイントは下位レベルであると主張している。

しかしながら、顔認識のエントリーポイントが下位レベルであると積極的に

主張するためには、基礎レベルのエントリーポイントが消失していることを

示す必要があると思われる。

５．基礎レベルの物体認識過程と顔検出過程の比較

３節で述べたように、顔検出過程を図ｌの②に位置づけるべきか④に位置

づけるべきかの問題を解決するには、まず、基礎レベルの認識と顔検出過程

に何らかの違いがあるのかを検討する必要がある。ここでは、この点につい

て検討した筆者らの研究を紹介する。

5-1．パートーペース処理と全体的処理の比較からの検討

基礎レベルの認識過程は、物体の構成要素（以下、部品）の符号化に基づ

いて行われる（パートーベース処理）（Biederman，1987)。一方、顔の同定

過程は、部品の空間配置や部品間の相互関係といった全体的情報が重要な役

割を果たすことが明らかになっている（遠藤，1993)。顔検出過程について
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Iま、基礎レベルの物体認識と同様にパートペース処理が行われているとされ

ているが（Rhodes，Brake，＆Atkinson，1993)、この点に関する明らかな

証拠は提出されていない。そこで、遠藤・桐田・阿部・高野（2001）は、顔

の部品検出に対する顔の文脈効果を検討し、顔検出過程がパートーベース処

理によって行われているかどうかを検討した。もし、顔の検出がパートーベー

ス処理によって行われているなら、顔の文脈は部品検出に影響を与えないと

予測されるが、顔検出に全体的処理が関わるなら、顔の文脈は部品検出に促

進的効果を持つと予測された。

最初の実験において、目鼻口のいずれかを検出するのに要する時間を、部

品が単独で提示される条件と、顔の文脈内に提示される条件で比較した。そ

の結果、いずれの部品の検出でも、単独提示の場合よりも顔の文脈内に提示

された方が有意に早く検出された。従って、顔の部品検出に対し、全体的情

報による促進効果が認められた。これは、顔の検出過程が部品の検出から開

始されるばかりではなく、全体的処理も行われている可能性を示唆している。

さらにこれらの効果は、刺激を倒立提示しても認められ、顔検出過程には倒

立効果が弱いというこれまでの知見と一致した。

ここで得られた顔の全体的情報による促進効果は、従来から知られている

顔優位性効果（facesuperiorityeffbct）とは異なる現象であると考える。

顔優位性効果は、前述のように短時間提示された顔の部品の識別が、それが

単独提示された時や、顔の部品の配置をスクランブルさせた文脈内に提示さ

れた時より、通常の顔の文脈内に提示された方がよいことをいう。この場合

の識別課題は、例えば何種類かの目の候補の中から提示された目を選択する

ものであり、今回の実験のように提示される目の形にかかわらず目として反

応する課題とは異なる。

さらに、この全体的情報による促進効果に顔の示差性や既知性の影響があ

るかどうか確かめたところ、いずれも影響を与えないことが明らかとなった

(遠藤11998；遠藤・桐田・阿部・高野，1999)。従って、顔検出に対する全
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体的情報による促進効果には人物同定過程の特徴は反映されておらず、人物

同定過程は関わっていないことが確かめられた。

顔の部品検出に対する全体的`情報による促進効果は、顔検出過程はパートー

ベース処理のみに依存しているのではないことを示唆しているが、この効果

は顔以外の物体認識にも観察され、顔独自のものではない可能性が残る。そ

こで、遠藤・桐田・阿部・高野（2001）は比較刺激として家（線画）を用い

て、部品検出に対する全体的情報の促進効果が顔に特に顕著にみられる現象

かどうか検討した。家は．顔と同様に、通常単一方向（屋根が上）で観察さ

れている点や、同定が可能な程度に容易に言語化できない等の特性を持つた

め、顔の比較刺激として頻繁に用いられている。家の中の検出すべき部品は、

目の検出と比較するため、横に対提示された窓とした。結果は、目の検出に

おいては全体的情報による促進効果が認められたが、窓の検出においては家

の文脈による促進効果が認められなかった。従って、今回得られた全体的情

報の促進効果は、顔の部品の検出に特に顕著な現象で、顔検出過程における

全体的情報の利用は、他の基礎レベルの認識にはみられない独自の特性であ

ることが示唆された。

5-2．カテゴリー的空間関係の利用からの検討

基礎レベルの認識はパートーベース処理によって行われるが、要素間の関

係の情報がその認識にまったく関与しないわけではない.物体認識において

行われる構成要素間の空間関係のコード化には、２つの方法がある。一つは、

要素間の相対的関係を上下左右のようにカテゴリー的にコード化するもので、

もう一つは要素の位置を準拠点からの座標を用いて正確にコード化するもの

である。そして、基礎レベルの認識にはカテゴリー的空間関係が用いられて

いることが示されている（Ｈｕｍｍｅｌ＆Stankiewicz，1996)。

CooperandWOjan（2000）は、顔検出過程と同定過程においてどちらの

空間関係のコード化が行われているかを顔写真の片目のみを上に移動した刺
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激（カテゴリー的空間関係の変形）と、両目とも上に移動した刺激（座標的

空間関係の変形）を用いて検討した。その結果、顔検出課題では片目移動条

件の方が反応時間が遅かったが、人物同定課題では逆に両目移動条件の方が

遅かった.これは、顔検出過程ではカテゴリー的空間関係のコード化が、人

物同定過程では座標的空間関係のコード化がそれぞれ用いられていることを

示唆している。しかし、彼らの顔検出課題の結果では、原画の条件と比較し

て両目移動の条件でも反応が遅くなる傾向が読みとれ、顔検出過程に座標的

空間関係が関与している可能性があったが、彼らはそれについては分析をし

ていない。

そのため、遠藤・桐田（2005a，2005b）は図顔を用いてCooperand

WOjan（2000）の顔検出課題の結果を再確認することを試みた。加えて、図

形回転の効果をもとに空間関係のコード化の方法を検討することを試みた。

カテゴリー的空間関係のコード化を用いる場合、回転角度と反応時間の関係

は135゜と225゜付近で最も遅くなるＭ字型関数になることが知られている

(Cooper＆Brooks,2005；Cooper＆WOjan,2000)。結果は、顔としての

判断が片目移動条件において他の刺激タイプ条件より有意に遅くなり、

CooperandWOjanの結果と一貫した。一方、両目移動条件においても原

画条件に比べ反応時間が遅くなる場合があることが示され、顔検出過程に座

標的空間関係が関与していることが示唆された。刺激回転の効果は、全体的

に弱いために関数の型を判断することはできなかった。この点は、これまで

顔検出過程において倒立効果が弱いことが示されてきたが、顔検出過程には

回転効果自体が弱いことを示唆している。

5-3．今後の繰題

以上の結果からは、顔検出過程は一般的な基礎レベルの認識と異なる特性

を持つことが示唆された。今後、この点に関してより詳細に検討していく必

要がある。さらに、前述した顔検出過程をどこに位置づけるべきかというこ
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とに関しての検討が必要である。この問題を解決するためには図１の①と③

の比較、すなわち、他の物体の下位レベルの認識に対して熟達レベルにある

人とそうでない人で基礎レベルの認識の比較をする必要がある。もし、両者

に違いがある場合は、熟達によって基礎レベルの認識が変化することになり、

顔検出は④の位置にあるといえるだろう。その場合はさらに、３節で述べた

ように図１の③と④の比較、すなわち、顔以外の物体認識への熟達者が示す

基礎レベルの認識と顔検出過程に違いが認められるかどうかを検討する必要
があろう。

６．顔検出過程の生得性と神経墓騨

前節では、熟達性とカテゴリーレベルの観点からの顔検出過程の研究につ

いて概観し、今後の研究の方向性について考察してきたが、一方で、前述の

ように生後すぐに顔に対する特別の反応性を示すことから、顔検出過程は生

得的であるとしばしば指摘されている。従って、顔検出過程の生得性に関す

る検討も必要になる。最近の顔認識に関する乳幼児研究では、顔に対する反

応性についていくつかの異なる主張がされている状況にある。さらに、

fMRIのような脳イメージング法による研究で、顔認識に特に関与する脳部

位が明らかになってきているが、その部位が、顔認識過程のどの機能を担っ

ているのかに関しては研究者間で一致しない状況にある。本節では、これら

の状況について概観する。

6-1．乳幼児期の顔潔織

Goren，Sarty，ａｎｄＷｕ（1975）は、生後９分の新生児に顔図形やスクラ

ンブル顔を提示してそれを動かした時の追視行動を観察した。そして、顔図

形により長く、且つ、頻繁に追試行動が行われることを示した。それ以来、

たくさんの顔図形に対する乳幼児の反応性について検討した研究が報告され

てきた。そしてその結果は必ずしも一貫していなかった。Mortonａｎｄ
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Johnson（1991)，JohnsonandMorton（1991）は、これまで報告された

顔図形に対する乳幼児の反応性についてまとめた上で、顔認識の発達に関わ

るメカニズムについての仮説を提出している。彼らによれば、顔図形に対す

る乳幼児の反応性は誕生後から生後３ヶ月までの間に以下のように変化する。

まず、生後1ヶ月までは顔に対する追視行動が一貫して認められ、その時の

追視行動は提示する顔図形の部品が目鼻口の形状であっても単純化した四角

形の部品であっても変化はなかった。その後、生後１ヶ月から２ヶ月の間は

顔図形に対する偏好反応は消失する。生後２ヶ月を過ぎると再び顔図形への

偏好を示すが、この時期の顔への偏好は、生後１ケ月のものと質的に異なる。

すなわち、この時期には偏好反応が図形への追視行動よりも静止した図形の

注視時間によって示され、さらに、顔部品が四角形の顔図形よりも通常の顔

部品から構成される顔図形により強い偏好反応が認められた。

以上の顔図形に関する乳幼児の反応性の発達経過をもとに、Mortonand

Johnson（l991LJohnsonandMorton（1991）は、顔認識の発達にコン

スペック（CONSPEC）とコンラーン（CONLERN）の２つのメカニズム

が関わっているという仮説を提出した。コンスペックは皮質下にその神経基

盤を持ち、周辺視野内に提示された顔に自動的に注意を向けることを可能に

するメカニズムである。このコンスペックが生後１ヶ月の幼児の顔図形への

追視行動を可能にしている。コンラーンは、新皮質にその神経基盤を持ち、

誕生後顔を観察する経験をもとに作られ、顔に関する精練化された表象を有

し、その後の人物同定を可能にするものである。生後２ヶ月以降のより正確

な顔図形に対する注視行動はコンラーンを反映したものである。生後１ヶ月

から２ヶ月までの顔図形への偏好反応が消失する時期は、コンスペックが抑

制され、コンラーンに置き換わる時期だが、コンラーンの機能がまだ十分に

機能していないために顔図形への偏好が顕在化しないものとみなされる。彼

らはコンスペックとコンラーンの神経レベルのつながりはなく、それぞれ独

立で、コンスペックが乳幼児に顔を観察する機会を多く持たせた結果として
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コンラーンが作られると仮定している。

顔検出過程と同定過程との関係をみると、コンスペックは生得的な顔検出

機構といえ、同定過程はコンラーンによって行われるものと考えられる。上

述のようにコンスペックの機能は生後２ヶ月には抑制されると仮定されてい

る。それではその後の顔検出はどこが担うのであろうか。この点に関して、

JohnsonandMorton（1991）は、コンラーンにはsimilarityconlernと

difYbrenceconlernの２つの機能があると仮定している。前者は乳幼児が経

験した種々の顔から平均的な顔の表象を作り、顔に対する素早い反応や顔以

外のものへの顔反応エラーを誘発する。後者は個々の顔の違いを符号化し、

同定過程に関わるものである。従って、コンラーンは顔検出と同定過程の両

方の機能を持つものとされている。

MortonandJohnson（l991LJohnsonandMorton（1991）の顔認識

の発達に関する仮説は、乳幼児が最低限の生得的機構と乳幼児にとっての典

型的な環境との相互作用によって領域固有の認知的機構を発達させるとする

神経構成主義アプローチ（neuroconstructivistapproach）と一貫している

(KarmiloffLSmith，1992)。しかしながら、近年彼らの仮説と一貫しない結

果が数多く提出され、今後の検討の必要性が指摘されている。例えば、新生

児の顔図形への偏好は、コンスペックのような生得的に有している顔表象に

よるものではなく、コントラストのような物理的特性によるとする報告

(Ineiner，1987）や上部の刺激的複雑さや内部特徴の配置と輪郭の形状の一

致性などの構造的特性によるとする報告がある（Simion，MacchiCassia，

Turati，＆Valenza，2003)。その一方で、生後３日以内の乳幼児でも魅力

的な顔への偏好が認められるという報告もある（SlateretaL，1998)。魅

力的な顔は一般に平均的であり、乳幼児のもつプロトタイプ的な顔表象と一

致するために魅力的な顔への偏好が生じると考えられている。従ってこの結

果は乳幼児が極めて精練化した顔の表象を有していることを示唆している。

また、生後数時間で個人を識別し、母親の顔への偏好を示すことが報告され
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ており（例えば、Bushnell，2001)、かなり早い時期から顔認識の学習が進

行していることが示唆されている。

6-2．ＦＦＡ（fusiformfacearea）

ＰＥＴやfＭＲＩによる脳活動の計測によって紡錘状回外側部（lateral

fusifbrmgyrus）や上側頭満（superiortemporalsulcus）などが顔認識に

関与する皮質部位として報告されている（Sergent，Ohta，＆MacDonald，

1992；Haxby，Hoffinan，＆Gobbini，2000)。このうち、上側頭溝は視線や

表情認識に関わりを持つが、紡錘状回外側部は顔検出や個体識別に関わる部

位としてＦＦＡ（fUsifbrmfacearea）と呼ばれて注目されている。ＦＦＡは

消極的観察やマッチング課題など様々な課題条件で家や手など顔以外の物体

が提示されたときより、顔が提示された方が有意に強く活性化することが示

されている（Kanwisher，McDermott，＆Chun，1997；McCarthy，Puce，

Gore，＆Allison，1997)。Ｔｏｎｇｅｔａｌ．（2000）は、ＦＦＡが正面の顔ばかり

でなく横顔、図顔、目のない顔など様々な顔にほぼ同様の活性化を示すが目

の単独提示や後ろ向きの顔には活性化が弱いことを報告している。

以上のようにＦＦＡが顔一般への強い反応性を持つことから、McCarthy

etaL（1997）やKanwisher（2000）は、ＦＦＡは領域固有の顔処理機構が

存在する領域とみなしている。しかし、ＦＦＡの機能に関しては、他の２つ

の異なる考えが提出されている。1つは、ＦＦＡが顔以外の物体に反応性を

持つことや、ＦＦＡ以外の近接領域（紡錘状回中央部、内側部）の顔以外の

物体への強い反応性を示す領域でも顔に対して他の物体と異なる反応パター

ンが認められることから、ＦＦＡは顔に特化しているのではなく、近接領域

を含めて複数の物体表象が重複分散表現されているという考えである

(Chao，Haxby，＆Martin，1999；ＨａｘｂｙｅｔａＬ，2001；ＩｓｈａｉｅｔａＬ，1999)。

もう１つは、ＦＦＡは顔に固有の領域ではなく熟達した下位レベルの認識一

般に関わるものであるという考えである（Tarr＆Gauthier，2000)。この
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考えは、他の物体の観察時にも下位レベルの認識課題を課すとＦＦＡの活性

化が認められること（GauthieretaL，1997）や自動車やトリの熟達者に

顔認識と同程度のＦＦＡの活性化が認められること（Gauthier，Skudlarski，

Gore，＆Anderson，2000）などをその根拠としている。

ＦＦＡの厳密な機能が何であれ、ＦＦＡが顔認識過程の一部を担っているの

は明らかである。それでは、顔認識過程のどの段階を担っているのであろう

か。これに関して、Maurer，LeGrand，andMondloch（2002）は、ＦＦＡ

は顔一般のコンフィグレーション、すなわち、カテゴリー的な空間配置に反

応し、主に顔検出に関わる可能性を示唆している。その根拠として、ルビン

の反転図形などの多義図形を観察する際や左右視野間での視野闘争が生起し

ている状態で、被験者が顔を知覚しているときにのみＦＦＡの活性化が認め

られることや（Hasson，Hendler，Bashat，＆Malach，2001；Tong

Nakayama,Vaughan，＆Kanwisher，1998)、顔を倒立提示してもＦドハの

活動性が余り低下しないこと（Kanwisher，Tong，＆Nakayama，1998）

などをあげている。最後の点については、顔の再認記憶や人物同定過程では、

著しい倒立効果が示されているが(遠藤，1995)、顔としての認識は可能であ

る。ＦＦＡの活動性への倒立効果は後者を反映したものとみなしている。

しかし、ＦＦＡの活動性への倒立効果については異なる解釈も提出されて

いる。TarrandGauthier（2000）は顔認識は倒立によって大きな影響を

受けるが、チャンスレベル以上の認識は可能で、ＦＦＡの活動性への弱い倒

立効果によって、ＦＦＡが顔検出過程を反映していることの証拠にはならな

いと主張している。Aguirre，Singh，andDEsposito（1999）とHaxbyet

al．（1999）は、顔を倒立提示してもＦＦＡの活動性に変化はないが、近隣の

紡錘状回中央部や内側部など顔以外の物体に反応する領域の活性化が増大す

ることを示した。これについてＨａｘｂｙｅｔａＬは、倒立顔の場合、FFYkのみ

では顔認識が困難で、他の物体認識システムの処理資源がそれを補助してい

る状態を示すのではないかと考察している。そして、ＦＦＡの活動は、相貌
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的情報の検出と個体識別の過程が進行していることを反映していることを示

唆している。この考えに従えば、ＦＦＡの活動にはBruceandYoung
（1986）の顔認識モデル内での少なくとも構造的符号化の過程が反映されて

いることになる。問題は、その次の段階の既知顔の記憶表象である顔認識ユ

ニットの活性化まで含まれるかという点である。これについて、HofYman

andHaxby（2000）は、倒立顔に対するＦＦＡの活性化が正立顔に対するも

のと変化がないことから、ＦＦＡでは個々の既知顔の表象を生成するまでは

含まないと考えている。

しかし、Sergentetal．（1992）によるＰＥＴ研究では、未知顔を用いた

性判断課題と比較すると、すべて既知顔を用いた職業判断課題（俳優かどう

かの判断）では、紡錘状回を含む領域の活性化が認められ、紡錘状回が個々

の顔の同一性の知覚に関与することを示唆している。ただし、ＦＦＡに対す

る既知性の影響については一貫した結果が得られているわけではない。

Henson，Shallice，ａｎｄＤｌａｎ（2000）は既知顔を反復提示するとＦＦＡの反

応が減少するが、未知顔の場合は、反復提示によって逆にＦＦＡの反応が増

大することを示し、ＳｅｒｇｅｎｔｅｔａＬ（1992）と同じくＦＦＡの反応が顔の既

知性によって変化することを示している。これら２つの研究結果について

Gorno-TempmiandPrice（2001）は、それぞれ手続き上の問題点を指摘

している。Sergentetal．（1992）の実験では、未知顔への課題と既知顔へ

の課題が同じではないことを問題点としている。Ｈｅｎｓｏｎｅｔａｌ．（2000）の

実験では、消極的観察の事態での既知性の検討であるため、既知顔へのより

強い注意を喚起する可能性を指摘している．GornoTempiniandPriceは

これらの問題点を踏まえて、維持提示された顔のマッチング課題を行った際

のＦＦＡの活動を計測し、既知性の効果を検討した。その結果、ＦＦＡの活性

化に既知性の影響がないことを示している。

紡錘状回外側部や上側頭溝と比較すると報告の一貫性はないが、顔刺激に

対する反応性を持ち、さらにこれらの２つの領域よりもより初期の顔認識過
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程を反映している可能性が指摘されている領域として、下後頭回（infbrior

occipitalgyri）がある（Sergenteta1.,1992；ＨａｘｂｙｅｔａＬ，1999；

Hoffman＆Haxby，2000)。Ｈａｘｂｙｅｔａｌ．（2000）は、これまでのＰＥＴや

fMRIによる脳活動の計測研究の知見をもとに顔認識の神経システムモデル

を提出している。彼らのモデルは視覚的分析を行うコアシステムと意味情報

や感情処理など他の神経システムと協同でその後の顔認識処理を行う拡張シ

ステムから構成されている。コアシステムは下後頭回（inferioroccipital

gyri)、紡錘状回外側部、上側頭溝の３つのシステムからなる。下後頭回は

顔部品の初期知覚を担うもので紡錘状回外側部と上側頭溝の両方に連結を持

つものとして示されているが、下後頭回が顔認識過程においてどのような役

割を担っているかについて明確にすることは今後の課題の一つであるとして

いる。Sergentetal．（1992）の研究では、未知顔を用いての性判断課題で

は、コントロール課題（グレーティングの方向判断）より下後頭回を含む領

域の活性化が認められており、下後頭回が顔一般の全体的特徴の知覚、すな

わち、顔検出と、性などのカテゴリー化に関与する可能性を示唆している。

6-3．顔刺激特有の事象関連電位

事象関連電位（ERP：event-relatedbrainpotential）を用いた研究にお

いても顔に特殊な電位変化が何種類か報告されている。その中で、潜時が

200,s以下で顔検出過程と関連があると思われるＥＲＰには、頭皮上の電極

から抽出されたものとしては、正中線上中心一頭頂部に認められる潜時l50

ms～200,ｓの陽性成分（VPP：vertexpositivepotential）や（Jeffrey8,

1989；B6tzel＆GrUsser，1989)、左右後側頭部に認められる潜時約１７０，ｓ

の陰性成分（Ｎ170）がある（Bentineta1.,1996；Ｒｏｓｓｉｏｎｅｔａ1.,2000)。

さらに、頭蓋内の皮質表面に直接電極をおいて測定されたものでは、紡錘状

回を含む腹側後側頭皮質（ventraloccipitotemporalcortex）に潜時200,ｓ

以下の陰性の電位（Ｎ200）が報告されている（Allisoneta1.,1994；
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Allison，PucaSpencer，＆McCarthy，1999)。これらのＥＲＰは、顔以外

の物体では生起せず顔にのみ生起するか、または、顔以外の物体よりも顔刺

激において有意に振幅が大きいことが示されている。さらに、その他の面で

も、比較的類似した特性が報告されている。まず、顔の部品の削除や部品の

単独提示によっては、潜時の遅延（Ｎ170：Ｂｅｎｔｉｎｅｔａ1.,1996；VPP：

Jeffreys,1989）や振幅の低減（Ｎ200:McCarthy,Puce,Belger,＆Allison，

1999）が認められている。倒立提示に対しては、一貫して潜時の遅延が報告

されているが、振幅については増強する傾向がある（VPPJeffreys，1993,

1996；RossionetaL，1999；Nl70：Eimer，2000a，2000b；ＢｅｎｔｉｎｅｔａＬ，

1996；RossionetaL，1999；RossionetaL，2000；Ｎ200：ＭｃＣａｒｔｈｙｅｔａＬ，

1999)。消極的観察とマッチングなどの積極的観察など、顔観察時の課題の

影響は受けないが（Ｎ170：Eimer，2000b；Bentin＆Deouell，2000；Ｎ200：

Puce，Allison，＆McCarthy,1999)、目などの一部の特徴に注意を集中さ

せる課題でＮ１７０の潜時に遅延が認められたり（ＪａｍｅｌｅｔａＬ，1999)、顔と

同時に提示された文字列の識別課題を課すとＮ１７０の振幅が増強することが

報告されている（Eimer,2000b)。

さらに、これらの潜時の短いＥＲＰは、人物同定過程など顔認識過程のよ

り後期の段階を反映すると考えられている潜時の長いＥＲＰ（頭皮上のＥＲＰ：

N400fP600f頭蓋内のＥＲＰ：Ｐ290,Ｐ350,Ｎ700）と異なる特性を持つこ

とが示されている。例えば、潜時の長いERPは、既知顔のみに生起する傾

向があるが、Ｎ１７０やＮ２００には既知性の影響がない（Ｎ170：Benten，＆

Deouell，2000；Eimer，2000b，2000c；Ｎ200：ＰｕｃｅｅｔａＬ，1999).また、

潜時の長いＥＲＰでは顔刺激の反復提示によって振幅の低減があるが、Ｎ１７０

やＮ２００には反復提示の影響はないことが示されている（Ｎ170：Eimer，

2000.Ｎ200：Ｐｕｃｅｅｔａ1.,1999)。

潜時200,s以下のＥＲＰが顔認識過程の何を、または、どの段階を反映し

ているのかという点に関しては、顔の構造的符号化の段階を反映していると
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いう点では研究者間で一致している。しかし、顔の構造的符号化にも、部品

の検出、顔検出、後の人物同定過程に用いられる顔の構造的記述等の諸段階

が含まれることが指摘され、そのどの段階を反映しているかは、研究者間で

一貫はしていない。Ｂｅｎｔｉｎｅｔａｌ．（1996）は、目を単独提示させても正立

の顔全体を提示した場合と比較して潜時に遅延は認められるものの振幅はむ

しろ増強することを示し、Ｎ１７０は目の検出を反映している可能性を示唆し

ている。しかし、Ｅｉｍｅｒ（1998）は、顔刺激の中から目のみを削除した刺激

によっても通常の顔と同じ振幅のＮ１７０が認められたことから、Ｎ１７０は単

に目の検出を反映しているものではないと主張している。また、Ｅｉｍｅｒ

(2000a）は、正面や横顔のほうが斜め後ろや後方からの顔刺激より、顔全

体のほうが内部特徴のみの刺激や外部特徴のみの顔刺激よりＮ１７０の振幅が

大きく潜時も早いことを示し、Ｎ１７０が構造的符号化過程の後期段階と関係

し、後の顔認識過程に用いるための全体的表象を形成する過程を反映してい

るのではないかと主張している。EimerandMcCarthy（1999）は、顔の

知覚マッチングや、未知顔の再認記憶、有名人の同定など広範な顔認識障害

を持つ相貌失認の患者の顔観察時のＥＲＰの測定を行った。その結果、正立

顔、倒立顔の両方でＮ１７０の生起が認められなかった。この患者は顔と家の

カテゴリー間識別にはエラーが観察されなかったので、顔の検出は可能であっ

たと思われる。従って、彼らの結果もＮ１７０が構造的符号化のより後期の段

階を反映するという考えと一貫していると言える。

以上の結果から、ｆMRIにおいて認められるＦＦＡの活性化やＮｌ７０に代

表される比較的潜時の短いＥＲＰは、顔認識過程の比較的初期の構造的符号

化過程を反映していると考えるのが妥当であると思われるが、それは単に顔

を検出する過程や顔かどうかの判断過程を反映しているものではなく顔とし

ての認識過程や情報処理が開始されていることを反映しているとみるべきも
のと思われる。
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ここで取り上げた生理的指標の研究では、前述した顔以外の視覚パターン

を顔としてみる「相貌的知覚」との関連で、興味深い知見が報告されている。

例えば、前述のようにＨａｓｓｏｎｅｔａｌ（2001）は、ルビンの壷のような多義

図形の観察中にこれらの図形を観察者が顔としてみているときにＦＦＡの活

性化が認められることを報告している。JeffreysandTukmachi（1992）

は、果物など顔の特徴以外の物体を顔のように配置した刺激（彼らの用語で

は、illusoryface）でもＶＰＰが観察されたことを報告している。さらに、

BenitinandGolland（2002）は、単純な線で描かれた顔図形の配置をスク

ランブルさせて提示すると、Ｎ１７０が認められないが、通常の顔図形を観察

した後に同じスクランブル顔を提示した場合は、Ｎ１７０が生起したことを示

した。この結果についてBenitinandGollandは、１種のプライミング効

果ととらえ、顔の構造的符号化の段階への認知的制御過程の浸透性、すなわ

ち、トップダウン的影響の存在を示すものと考察している。以上の知見は、

正確な顔刺激でなくてもＦＦＡの活性化やＮ１７０の生起が認められることを

示唆している。従って、これらの指標は、「相貌的知覚」が生起しているこ

とや顔が検出されたことの証拠として用いることが期待できる。
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