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１　視線コミュニケーションを支える認知的基盤�

　ヒトの目の形態は他の生物種と比べ非常にユニークな特徴をもっている。「目は口ほどに

ものを言う」という言葉があるように，私たちヒトにおいては，視線の動きから，相手が何

に関心を向けどのような思いで何をしようとしているのか，相手の心の状態についてかなり

の程度読み取ることができる。ヒトの目は単に外界の事物に関する視覚情報の入力装置であ

るにとどまらず，視線方向を積極的に示すことで他者とコミュニケーションするための出力
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装置にもなっているのである（Ｋｏｂａｙａｓｈｉ ＆ Ｋｏｈｓｈｉｍａ， １９９７， ２００１）。�

　視線コミュニケーションが成り立つためには，視線は何か特定の対象に注がれるものであ

るということ，つまり視線の志向的・指示的性質を理解する必要がある。目が「心の窓」と

なりうるのは，相手の目の動きからその人が現在注意を向けている対象が何であるかを知る

ことができるからである。Ｂｕｔｔｅｒｗｏｒｔｈ ＆ Ｊａｒｒｅｔ（１９９１）は，ヒトの乳児における，相手

の目と頭の動きに反応して相手と同じ方向を見る視線追従行動には，６～１８カ月までの間に

３つの段階があることを示した。この実験では，まず大人が乳児と向かい合って座り，乳児

としっかりアイコンタクトをとった後，黙って頭を動かし部屋のさまざまな位置に置いてあ

るターゲットを見た。そして，このような大人の視線の変化とそれに伴う自然な胴体の動き

に対する乳児の反応が記録された。その結果６カ月児は，大人の視線の変化に反応して大人

が見ているのと同じ方向を見るが，その方向に複数の対象があった場合，最初に目に入る対

象で視線を止めてしまい，大人が見ているターゲットを正確に捉えることはできない。これ

に対して１２カ月児は，同一方向に複数の対象がある場合でも，大人が見ているのと同じター

ゲットを正確に見ることができる。そして１８カ月になると，大人が乳児の後方など乳児の視

野外のターゲットを見たときでも，もし乳児の視野内に対象物が何もなければ，振り返って

大人が見ているターゲットを探すことができるようになる。�

　こうした視線追従行動は，ヒトだけでなく他の霊長類にも見られる。たとえば Ｉｔａｋｕｒａ ＆ 

Ａｎｄｅｒｓｏｎ（１９９６）は，フサオマキザル，チンパンジー，オランウータン，ヒト乳児（１８～

２４カ月）を対象として，これらの種が実験者のジェスチャーを選択課題の手がかりとして使

用できるかどうかを調べた。実験者が与えるジェスチャーは次の５つであった。①実験者が

正しい方の対象物を人差し指で軽くたたく（タップ条件），②実験者が正しい方の選択肢を

指さす（指さし条件），③実験者が正しい方の選択肢に顔を近づけて見る（視線条件１：顔

と選択肢との距離約１５㎝），④実験者が正しい方の選択肢を見る（視線条件２：顔と選択肢

との距離約６０㎝），⑤実験者が頭を動かさないで目だけ動かして正しい選択肢を見る。その

結果，チンパンジー，オランウータン，ヒト乳児では，目だけの指示でも正しい選択肢を選

ぶことができた。Ｉｔａｋｕｒａ ＆ Ａｎｄｅｒｓｏｎ（１９９６）の研究では，実験者の視線に対して正しい

応答をしたのは類人猿だけであったが，同種間であればアカゲザルなど類人猿以外の霊長類

でも他個体の視線を追従するという報告もある（Ｔｏｍａｓｅｌｌｏ ｅｔ ａｌ．，１９９９）。これらのこと

から，ヒトを含めた霊長類一般は，他者の視線に対してきわめて高い感受性を示し，他者の

視線を有効な情報として利用することができると考えられる。�

　Ｂａｒｏｎ－Ｃｏｈｅｎ（１９９５／１９９９）は，爬虫類からヒトに至るまで動物一般には眼様刺激に対

して敏感に反応する視覚メカニズムが備わっているが，このメカニズムは，複雑な社会関係

を形成する高等霊長類，特にヒトおいて，「視線検出器（Ｅｙｅ Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ Ｄｅｔｅｃｔｏｒ： ＥＤＤ）」

として飛躍的に進化してきたのだと主張している。ＥＤＤには，①環境に潜む目および眼様刺

激を検知すること，②視線方向（正視・逸視等）を計算すること，③“何かを見ている”と

いう心的状態を視線の送り手に対して帰属すること，の３つの機能がある（Ｂａｒｏｎ－Ｃｏｈｅｎ， 

１９９５／１９９７）。そして，このＥＤＤを基礎にして，ヒトの個体発達上ではやや遅れた時期に，

自己と他者が同じ対象に注意を向けているかを同定しその対象に対する他者の意図性を読み

取る機構である「注意共有メカニズム（Ｓｈａｒｅｄ Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ：ＳＡＭ）」が発現す

るという。Ｂａｒｏｎ－Ｃｏｈｅｎは，上側頭溝（Ｓｕｐｅｒｉｏｒ Ｔｅｍｐｏｒａｌ Ｓｕｌｃｕｓ：ＳＴＳ）にある特定の
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細胞が頭部の視覚的な見えに反応することなどから，ＥＤＤが特定の神経回路（おそらくＳＴＳ）

に局在する視線処理のための神経認知システムであることを示唆している（Ｂａｒｏｎ－Ｃｏｈｅｎ， 

１９９５／１９９９）。�

　このように他者の目に対する敏感性が脳神経学的基盤に支えられていることを示す証拠と

して「反射的注意シフト」と呼ばれる現象が注目されている。ヒトの成人では，視線方向な

どの社会的手がかりが示された場合，それと同じ方向に反射的に注意を向ける現象が見られる。

これはたとえば次のような実験において示すことができる。被験者はスクリーン上の左もし

くは右端に呈示されるターゲットを検出することが求められる。このターゲットが出現する

直前に，左もしくは右方向に視線を向けている顔写真刺激を呈示する。このとき，顔刺激呈

示とターゲット呈示との間隔が短く，顔刺激の視線方向とターゲットの位置が合致している

場合に，被験者の反応がより速くなるという（Ｄｒｉｖｅｒ ｅｔ ａｌ．，１９９９； Ｌａｎｇｔｏｎ ＆ Ｂｒｕｃｅ， 

１９９９）。被験者は，意識できないほど瞬間的な呈示であっても顔刺激の視線方向に反応する

ことから，他者の目に対する敏感性は脳神経学的基盤によって支えられていると考えること

ができる。�

　反射的注意シフトの現象は，ヒトにおいては成人のみならず乳児においても見られるとさ

れている。Ｈｏｏｄ ｅｔ ａｌ．（１９９８）は，３～７ヵ月の乳児を対象に，コンピュータ処理された

顔の連続画像（正面を見ている女性が一度目を閉じてから左もしくは右を見る）を呈示し，

それが消えた後にターゲット刺激を左もしくは右端に呈示した。このときターゲット刺激が

出現してから乳児がターゲットを見るまでの潜時が測られた。その結果，ターゲットの出現

位置が顔刺激の視線方向と一致する条件の方が不一致の条件よりも潜時が短かった。また不

一致の条件では，乳児は顔刺激の視線方向と同じ方向を見るためにターゲットを検出できな

いというエラーをおかした。さらに，顔刺激をスクリーン上に残したままターゲット刺激を

呈示したところ，ほとんどの乳児が顔刺激を見続けターゲットに視線を移行させることがで

きなかった。Ｈｏｏｄらは，３ヵ月の乳児であっても他者の視線方向と同じ方向に反射的に注意

を向けるという結果は，Ｂａｒｏｎ－Ｃｏｈｅｎ（１９９５／１９９９）が主張するＥＤＤメカニズムの存在

を支持するものだと述べている。そして反射的注意シフトの現象が，Ｂｕｔｔｅｒｗｏｒｔｈ ＆ Ｊａｒｒｅｔ

（１９９１）が行ったような，人による実験場面で観察できないのは，発達早期では，他者の視

線方向を区別することはできても，サッケード（ある注視点から別の注視点への素早い眼球

運動）をコントロールするシステムが未熟なので，顔への固視をやめて顔の外にある対象に

視線を移すことができないためだとしている。�

　さらに，反射的注意シフトはヒト以外の霊長類にも見られることを示す研究もある（板倉，

２００５）。その研究では，チンパンジーを対象として以下のような実験が行われた。刺激装置

として大きなボードパネルが用いられた。このパネル中央には，左もしくは右を見ている顔

写真が設置され，その左右にターゲット刺激としてバナナやリンゴの写真が呈示された。タ

ーゲット刺激は，実験者によってパネルの背面から動かすことができた。このパネルを檻越

しにチンパンジーに見せ，ターゲット刺激を操作すると，チンパンジーは動く刺激を追視する。

このとき中央に示された顔写真の目の向きによってチンパンジーの追視方向が影響されるか

どうかが検討された。結果は，チンパンジーは視線の方向と一致したターゲット刺激を見る

傾向があるというものだった。このことから板倉は，チンパンジーにも反射的注意シフトの

メカニズムが存在するのではないかと推測している。�
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　しかしながら同時に板倉（２００５）は，ヒト以外の霊長類における反射的注意シフトの存在につ

いて否定的な結果が出されていることも指摘している。たとえばある実験（Ｆａｇｏｔ ＆ Ｄｅｒｕｅｌｌｅ，

２００２）では，ヒヒに対してスクリーンの左もしくは右端にアルファベット（ＴまたはＦ）を

呈示し，その直前に左もしくは右を見ている顔刺激を呈示した。ヒヒはターゲット刺激を同

定して進むか，進まないかどちらかの反応をしなければならなかった。もしヒヒが反射的注

意シフトのメカニズムをもっているのであれば，顔刺激と同じ方向にターゲットが出現した

ときにはヒヒの反応はより速くなるはずであるが，そのような影響は全く見られなかった。

これに対して，顔刺激の視線方向とターゲットの出現位置が完全に一致する条件では，ヒヒ

はそれを学習し視線方向をターゲット検出の手がかりとして利用することができた。また，

板倉と友永の私信によれば，チンパンジーにおいて同様の実験を行ったところ，そこでも反

射的注意シフトの存在を支持する結果は得られなかったという。これらの結果から，ヒト以

外の霊長類では，他者の視線方向を識別しそれに対して敏感に反応するが，そうした視線への

反応が脳神経学的基盤によって支えられた生理反射的なものであるかどうかは現時点では結論

づけることはできないといえるだろう。もしかしたら彼らは，Ｐｏｖｉｎｅｌｌｉ ＆ Ｂｅｒｉｎｇ（２００２）が

指摘するように，賢い行動主義者とでもいうべき存在で，他者の視線方向がもたらす情報を

自らの行動に利用することができるということなのかもしれない。�

　他方，ヒトの乳児における反射的注意シフトについても，その背景にあるメカニズムはヒト

の成人におけるものとは異なることを示唆する結果が出されている。Ｆａｒｒｏｎｉ ｅｔ ａｌ．（２０００）

は，４～５ヵ月の乳児を対象にＨｏｏｄ ｅｔ ａｌ．（１９９８）と同様の実験を行った。その中で，正面

を見ている女性が一度目を閉じてから左もしくは右を見るという瞳の動きがある刺激を用い

た条件では，乳児は顔刺激の視線方向と同じ方向のターゲットを見たが，瞳の動きがない顔

刺激（静止した逸視の画像）を用いたところ， 乳児はターゲットを見ることができなかった。

このことからＦａｒｒｏｎｉらは，乳児が他者の視線方向を追従するためには，“動き”を知覚する

ことが重要なのではないかと述べている。またＭａｎｓｆｉｅｌｄ ｅｔ ａｌ．（２００３）は，ヒトの成人を

対象にＦａｒｒｏｎｉ ｅｔ ａｌ．（２０００）で用いられた２条件（瞳の動きがある条件と瞳の動きがない条

件）を比較したところ，どちらの条件でもターゲットへのサッケードが生じたことから，ヒ

トの成人と乳児では，表面的には同じような注意シフトが見られたとしても，その背景にあ

るメカニズムは異なるのではないかと結論づけている。�

　これまで述べてきた反射的注意シフトの現象に関する研究結果を合わせて考えてみると，

ＥＤＤといえるようなモジュール化された視線処理のメカニズムをもっていると仮定できるの

は，ヒトの成人だけであると思われる。遠藤（２００５）は，視線に関する研究の厖大なレビュ

ーにおいて，目や視線の処理に関する認知メカニズムそのものは多くの種に認められるが，

それと同時にそれぞれの種ごとに特化した入力情報を処理するよう変容されており，そうし

た質的変化は個体発生の中で起こると考えられること，そして，ヒトの大人における視線処

理メカニズムは，個体発生の過程において“漸成的にモジュール化されてきた”可能性があ

ることを示唆している。�

　またもうひとつ考えなければならないのは，他者と同じ対象を見るということと視線が他

者の視覚的注意の方向を示すものであることを理解して他者の視線を追うということの間に

はギャップがあるということである。なぜ子どもは大人の視線に追従しようとするのか，大人

の注視は子どもにとってどのような意味をもっているのかを問う必要があるだろう。Ｆａｒｒｏｎｉ



１３９�乳児との共同注意行動の発達に寄与する養育者の行動特徴�

ら（２０００）が示したように，乳児は単に相手の“動き”に反応しているだけだとすれば，少

なくとも発達早期には乳児は他者の視線を視覚的注意の方向を示すものとは理解していない

ということになる。Ｂｕｔｔｅｒｗｏｒｔｈ ＆ Ｊａｒｒｅｔｔ（１９９１）は，６カ月児の視線追従は，他者の頭

部回転や対象物の存在といった知覚的・生態学的手がかりによって引き起こされるが，１２カ

月になると，他者の視線の動きから他者が見ている対象を正確に割り出すことができるよう

になると指摘している。これは，空間内に対象物がない状態で（主に相手の頭の動きを手が

かりにして）確実に相手の視線方向を追従しようとし始めるのは１２カ月以降であるとする   

Ｃｏｒｋｕｍ ＆ Ｍｏｏｒｅ（１９９５）の結果とも一致している。つまり，視線は視覚的注意の方向を示

しているのだと理解するがゆえに，対象物が存在していない状況でも，相手は何かを見てい

るはずだと想定して相手が見ているモノを見つけようとする行動は１歳くらいにならないと

出現しないということである。それ以前の時期では，他者の動きや対象物の性質などの物理

的刺激に反応する過程で結果的に他者と同じ対象を見ているにすぎないのだといえよう。こ

の点に関して，少なくともチンパンジーなど類人猿における他者の視線に対する行動は，単

なる物理的刺激への反応ではなく，能動的に選択されたものだと考えられる。ではヒトの乳

児において，単なる動きへの反応から出発して視覚的注意としての視線理解を促し，それを

認知的モジュールのレベルにまで発達させるものは何なのだろうか。�

�

２　共同注視から共同注意へ：視線コミュニケーションの個体発達�

　これまで，視線追従に関する実験室研究では，実験中の大人の行動は厳しく統制され，そ

の従属変数としての子どもの行動が測られてきた。近年では独立変数としての大人の行動を

より正確に呈示するためにコンピュータ処理した画像が用いられるようになった（例えば

Ｆａｒｒｏｎｉ ｅｔ ａｌ．，２０００； Ｈｏｏｄ ｅｔ ａｌ．，１９９９など）。しかしながら，視線追従の現象を日常の

文脈にもどして考えたとき，子どもと相互交渉する大人が黙って視線や頭の動きだけを“呈

示する”ようなことはありえないだろう。対面相互交渉において子どもと“共に”対象を見

る大人は，子どもの様子を常にモニターし子どもの状態に合わせて自らの注意や行為を調整

しているはずである。つまり自然状況では，純粋な視線追従という現象はありえず，常に「共

同注視」の状態が生起しているのだといえる。�

　視線追従に関する先行研究では，相互交渉における子どもと大人の行動を細分化し，大人

の行動のどのような要素が子どものサッケードを引き起こすのかを突き止めようとしてきた

と考えられる。このように現象を分析して要素に還元するアプローチは単純な因果関係の解

明には有効であるが，現象の発達や生成の過程を捉えるには問題のあることが多い（陳，２００４）。�

　これに対し，常田・陳（２００１），Ｔｓｕｎｅｄａ ＆ Ｃｈｅｎ（２００２）は，共同注視の現象を二者

相互交渉システムの中に生起する特定の状態として捉える考え方を提起している。通常，対

面相互交渉に参加する個人は，両者が同一の対象に注意を向ける状態を生起させるために，

相手の行動に合わせて自らの注意や行為を調整する。ところが発達早期の子どもは姿勢制御

に大きな制約があり，できる動作の範囲が限られている。また視力も弱く，サッケードなど

視覚的注意のコントロールも未熟である。しかしながら，まだ首のすわらない乳児であっても，

養育者が首を支え抱くことで乳児の視界を安定させるとか，養育者が子どもの中心視野にお

もちゃを入れて子どもの注意をひきつける，音を鳴らして注視の状態を維持するなどという

ことは日常生活の中で頻繁に観察される。つまり養育者は，子どものその時の姿勢や行動状
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　また共同注視成立時の母親・子ども・対象の位置関係に関して，（ａ）子ども・対象物・母

親の顔が一直線に並んでいる，（ｂ）対象がａの範囲から外れ子どもの顔の前に位置する，（ｃ）

態を認識・評価し，共同注視の状態を成立させるために，対象への自律的定位や姿勢保持な

ど子どもがまだできない部分を代わりに行う形で，子どもの注意を導いているのである。こ

のような養育者の注意に関する支持的行動が，子どもの注意のあり方に影響を及ぼさないと

は考えられない（陳，２００４）。�

　常田（２００７）は，このような養育者の注意に関する支持的行動に焦点を当て，１組の母子

の自然な遊び場面を子どもが２～９カ月の時期にわたって縦断的に観察した。�

　それによれば，共同注視の成立には５つのパターンがあり，それぞれのパターンの出現率

は月齢によって異なっていた（Ｆｉｇｕｒｅ １）。母親が自分へ向けられた子どもの視線の中に対

象を呈示することによって共同注視が成立するパターン（ａ）は２カ月の時期にしか見られな

かった。このパターンでは，子どもは受動的に対象物を見せられているだけで，母親が全面

的に共同注視成立の主導権を握っている。つまり形式的には二者が同一の対象物を見ている

状態ではあるが，子どもの主観としては単なる対象物への注視でしかない。一方３～４カ月

では，母親が子どもの前方に対象を呈示すると子どもが視線の方向を変えて対象を見る（ｂ），

子どもが見ている対象を母親も見る（ｃ）といった，母子が協働するパターンにより共同注視

が成立していた。単なる“注視”から“共同注視”へと二者の注意の質が変化したといえる。

また４カ月２９日（日齢１４９日）からは，母親が注意喚起する前に母親が手に持っている対象

を子どもが見る（ｄ）という子どもが相手の行動に合わせるパターンも見られるようになった。

さらに８カ月（日齢２５６日）には，子どもが母親の見ていない対象を呈示することによって

母親の視線の方向を変える（ｅ）という子ども主導の共同注視成立パターンも見られた。�
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対象がｂの範囲から外れ子どもの体の前に位置する，（ｄ）対象がｃの範囲から外れ子どもの

体軸を中心として子どもの背後を含む直径２ｍ程度の範囲内に位置する，という４つのカテ

ゴリを定義し，これを子どもの姿勢制御能力の発達に基づいて分けた４つ時期で比較したと

ころ，月齢が高くなるほど共同注視が成立する空間が広がることが示唆された（Ｆｉｇｕｒｅ ２）。

これは，子どもと養育者の間に成立する共同注視の質が，子どもの姿勢制御能力の発達によ

って制約を受けることを示唆している。ここで注目したいのは，子どもの姿勢制御能力が未

熟なときにも共同注視は成立するという点である。子どもが自律的・能動的に周囲の対象物

を見ることが難しいときにも，母親は子どもを仰向けに寝かせ，その上に覆い被さるような

姿勢をとって子どもに対象を見せるという調整をすることによって共同注視の状態を成立さ

せる。そして，首すわりや座位の安定により，子どもが自律的・能動的に周囲にある対象物

を見るようになると，それに伴って母親の注意喚起方法および共同注視の成立パターンも変

化し，その結果子ども－対象－母親によって構成される共同注視の空間が拡大していくのだ

と考えられる。共同注視空間の広がりは，子どもの身体的発達とそれに合わせた母親の調整

の両方があって達成されるものだといえよう。�

　さらに共同注視が成立した後の母子の相互交渉の内容を見てみると，姿勢制御能力の発達

に基づいて分けた４つの時期においてそれぞれ前の時期には見られなかった新しい相互交渉

パターンが出現した。２カ月には＜母親が対象を見せ子どもが見る＞という相互交渉パター

ンだけであったが，３～４カ月には＜母親の要求に子どもが応じる＞というパターンが新た

に発生した。子どもは，母親が対象物に注意をひいたときには対象物を注視し，対象物に働

きかけるよう促したときには対象物に働きかけ，母親自身に注意をひいたときには母親を見た。

また５～７カ月前半には＜子どもが母親の要求とは異なる自律的行動をする＞というパター

ンが生じた。子どもは母親からの促しがあるなしに関わらず自発的に対象物に働きかけ，ま
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た母親を注視するので，母子間に行動のズレが見られるようになった。さらにこの時期から，

対象物を見た後母親を見て情動表出するという子どもの注視と情動表出のパターンが観察さ

れ始めた。そして７カ月後半～９カ月には＜ターンテーキング＞の相互交渉パターンが新た

に発生した。子どもは母親に導かれながら母親と交替で対象物に働きかけ，母親を見て情動

表出した。このような子どもの行動および注視と情動表出のパターンは，母親から「子ども

が何かを伝えようとしている」ものとして解釈され応答されることによって，二者間に対象

物に関連した情動状態が共有されていた。このことから７カ月後半～９カ月の時期の母子の

注意の対象は外的対象物のみならず心内対象を含むものと考えられる。�

　先行研究では共同注視（ｊｏｉｎｔ ｖｉｓｕａｌ ａｔｔｅｎｔｉｏｎ）と共同注意（ｊｏｉｎｔ ａｔｔｅｎｔｉｏｎ）という用

語ははっきり区別せずに使われてきた。しかし，「共同注視」は二者による物理的対象への同ヽ

時ヽ注ヽ視ヽの状態を意味するものとして，「共同注意」はある対象を同時に見るだけでなく視線

の動きや表情・発声を用いてその対象にまつわる情動的メッセージを相手に伝えることによ

り心
ヽ
内
ヽ
対
ヽ
象
ヽ
を
ヽ
共
ヽ
有
ヽ
している状態を指すものとして，区別して使うべきである（陳，２００４）。

そうした区別により，いかなるプロセスを経て共同注視から共同注意が生まれるのか，言い

換えれば，対象物への同時注視から相手の「心」の理解につながる注意の共有がいかにして

生起するのかを問うことが可能になるだろう。�

　常田（２００７）の研究から，次の３点を指摘することができる。①共同注視の状態は発達の

非常に早期（生後２カ月）から見ることができるが，その成立の仕方は子どもの加齢に伴っ

て変化する。発達早期には母親による全面的な調整によって共同注視の状態が成立するが，

後期には子ども主導で成立するようになる。②子どもの加齢に伴って共同注視が成立する空

間が広がる。これは子どもの姿勢制御能力が発達し，そのような子どもの状態を認識・評価

して母親が注意喚起のやり方を変えることによって達成される。③子どもの加齢に伴い相互

交渉における母子の注意の質は共同注視から共同注意へと移行する。この移行を導くのは，

子どもの自発的な対象物・母親への注視と，それによって生じる母子間の行動のズレ，そし

てそのズレを修正しようとして工夫される母親の支持的行動である。�

　Ｔｓｕｎｅｄａ（２００６）は，Ｖｙｇｏｔｓｋｙ（１９９８／２００２）の「発達の安定期－危機期」という概

念に照らし合わせて共同注視から共同注意への移行がいかにして起こるのかを考察している。

子どもの発達においては，それまでできていたことができなくなる，あるいはしようとしな

くなる時期（「発達の消極的性格」＝危機期）が必ず幾度か観察される。上に述べた生後５

～６カ月の時期の乳児と養育者のコミュニケーションのズレは，共同注意の発達過程におけ

る危機期＝教育困難期と捉えることができる。�

　生後５～６カ月の乳児は，それまでに獲得してきた＜大人の要求・促しに対して子どもが

応じる＞形式のやりとりから逸脱し，相手からの促しのあるなしに関わらず自発的に対象に

働きかけたり，能動的に相手の要求とは異なる行動をしたりするようになる。そのため，養

育者の側も，子どもに対してこれまでとは異なった働きかけをすることを迫られる。生後６

カ月の後半からは，養育者の注意喚起はそのほとんどが養育者自身ではなく対象物に対して

向けられるようになる（常田，２００７）。養育者は，対象物に子どもの注意をひき，対象物の

動きから構成される事象の展開の面白さによって，共同注視から始まる相互交渉を持続させ

ようとするのである。このような相互交渉において，乳児は自分が養育者と共に見ている対

象に対して養育者が表している情動的態度も同時に見ることになる。乳児が自発的・能動的
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３　養育者による注意に関する支持的行動がもつ形成的役割�

　このような自然場面における母子の注意状態の縦断的観察から，子どもの姿勢や行動状態

を認識・評価し，それに合わせる形で子どもの注意を導いて相互交渉しようとする養育者の

行動が，子どもにやりとりの流れに沿ってモノと人へ注意配分するよう促し，他者の注意に

関する子どもの理解を促進させているのではないかと考えられる。Ｔｏｍａｓｅｌｌｏ（１９９９／２００６）

は，ヒトと似た文化的環境でヒトによって育てられた類人猿が，これといった訓練を受けな

くとも，自然の生活環境や通常の飼育環境下では発達しない，ヒトと類似したスキルを発達

させることについて指摘し，ヒトと似た文化的環境では，類人猿は「注意の社会化」と呼ぶ

べき影響を受けるのではないかと論じている。上に述べた養育者による注意に関する支持的

行動は，この「注意の社会化」の具体例を示している可能性がある。�

　Ｅｍｅｒｙ（２０００）は，視線が潜在的にもっている社会的シグナルの機能という観点から，視

線をＦｉｇｕｒｅ ４のように分類している。図中の（ａ）左に示されている相互注視（ｍｕｔｕａｌ ｇａｚｅ）

は二者の注意がお互いに向かっているのに対し，右に示されている視線回避（ａｖｅｒｔｅｄ ｇａｚｅ）

は下の者は上の者を見ているが，上の者の注意はどこか別のところへ向かっている。（ｂ）視

線追従は，下の者は上の者が自分を見ていないのを知って，空間内のある点に注がれている

であろうその視線を追う。（ｃ）共同注意は視線追従と同じだが，上の者の視線の先には具体

的な対象があるので下の者は同じ対象を見る。（ｄ）共有注意は，相互注視と共同注意が組み

合わされたもので，両者の注意はお互いと対象物の両方に向かっている。（ｅ）心的状態の帰

属もしくは心の理論は，（ａ）から（ｄ）の注意プロセスの組み合わせによる高次の認知的方略

である。個人は，相手がその対象に対して何をしようとしているか，その対象について何を

信じているのかを推測することができるような特定の刺激に注意を向けている。�

に対象物や母親の顔を見ること，そして対象物の動きによって子どもに特定の情動を引き起

こし相互交渉を持続させようとする養育者の試みは，子どもに対象物の操作から生まれる自

己の情動とやりとりの流れに沿って母親の顔を見たときに示される母親の情動的態度とを結

びつけさせ，養育者と心内対象を共有する土台を提供すると考えられる。�

　このような生後５～６カ月の危機期を中心とした，対象物を用いた相互交渉における大人

と子どもの注意状態の変化を図式化すれば，Ｆｉｇｕｒｅ ３のようになるだろう。�
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　本研究で定義した共同注意の状態は，Ｅｍｅｒｙの分類でいうところの（ｄ）共有注意に相当す

ると思われる。共同注意（共有注意）においては，相手の注意の方向をたどることができる

だけではなく，他者と注意を「共有する」つまりその対象へ自分も注意を向けているのだと

いうことが相手にも伝わらなければならない。そのためには，個人は相手（人）と対象（モノ）

の両方に注意を配分し，対象を見た後相手の顔を見て発声や情動表出をし、再び対象を見る

などの一連の注視と情動表出のパターンを示す必要がある。ヒトの個体発達において，乳児

は養育者によって注意の方向を操作されることを通じて，このような目線の使い方や情動表

出のタイミングについて学んでいるのではないかと考えることができる。�

　では養育者は，具体的にどのようにして，そうしたモノと人への注意配分を導いているの

だろうか。特にモノを見た後人を見るという子どもの注視パターンはどのようにして引き出

されるのだろうか。これについて常田（２００８）は，８カ月から１９カ月齢の子どもとその母

親２７組を対象として実験的に調べている。�

手続き　課題は個別の部屋で実施された。部屋の床中央に注意のターゲットとなるぬいぐる

みが置いてある状態で母子に入室してもらい，課題を行った。母子の姿勢や座る位置，ぬい

ぐるみの使用方法についてはいっさい指示しなかった。母親から「どのように座ったらよいか」

「どのように使えばよいか」などの問い合わせがあった場合には「お母さんがやりやすいよ

うに自由にしてください」と教示した。全ての試行においてビデオ録画を行った。�

課題　母親に，１０×１０㎝の大きさのぬいぐるみ（第１回目は水色のクマ，第２回目は紫色

のナス，どちらも音は鳴らない）を使って子どもが母親自身の顔を見るよう子どもの注意を

ひいてもらった。子どもが母親の顔をしっかり見ている（２秒程度）と母親が判断した時点

（ａ）相互注視　対　視線回避�（ｂ）視線追従� （ｃ）共同注意�

（ｄ）共有注意� （ｅ）心的状態の帰属�
　　　もしくは心の理論�

Ｆｉｇｕｒｅ４　視線の分類（Ｅｍｅｒｙ，２０００より）�
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で母親の方から実験者に合図をするよう教示し，合

図があった時点で課題を終了した。母親からの合図

がない場合には２分間課題を継続した。課題は約４

カ月の期間をおいて２回実施した。第１回目と第２

回目における子どもの月齢と人数はＴａｂｌｅ １の通り

である。�

結果と考察　子どもが母親の顔を見ていると母親が

判断して実験者に合図を送ったケースについて，母

親・子ども・対象物の位置関係および母親と子ども

の行動と発話を記述した（Ｔａｂｌｅ ２）。ここからは，

モノから相互交渉の相手へ子どもの注意をシフトさ

せるためには，まずモノと人の顔が空間的に近接し

た状態をつくりだす必要があることがわかる（Ｔａｂｌｅ ２ 下線）。典型的には母親の顔の前に

モノを配置するのである。そのうえで母親が，子どもが対ヽ象ヽへヽ働ヽきヽかヽけヽるヽよヽうヽに促す発話や

行動（Ｔａｂｌｅ ２ 太字）をすることによって，母親への注意を維持しつつモノに注意を向ける

構造をつくりだしているのではないかと推測される。�

　チンパンジーにおける模倣の研究によれば，チンパンジーが対象物を扱う他者の行為を模

倣する場合，モデルの体の動きよりも操作される物の動きに注意を向けることがわかってい

くーま�

「こんにちは」クマにおじぎをさせる�

「ママにおいしいちょうだい」�

対象を食べるマネ�
「Iちゃん“見つけた”して」�

「これ何だった？」�
「Ｍちゃんナス好き？」�
「これなぁに？」�
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