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研究成果の概要（和文）：　発達初期や後年に受けた刺激の種類が、コミュニケーション基盤にどのような影響が与え
るかを調べ、以下の点を明らかにした。対面での音声知覚における視聴覚統合が母語環境によって異なることを、乳幼
児における視線行動の発達、成人における事象関連電位、反応時間、視線行動、fMRIで示した。人工内耳装用者のノイ
ズ下での音声知覚では、聞き取りの高成績群は低成績群に比べ、健聴者に近い脳活動を回復し始めていることを、事象
関連電位で示した。共感の脳内基盤に関して、自身の母親の表情認知に特有な脳活動を、fMRIで示した。高社交不安群
の特徴と認知行動療法による介入効果を、眼球運動、fMRI、NIRSによって示した。

研究成果の概要（英文）：This study investigated how different types of experiences in early and later in l
ife affect human communication bases. The results are as follows. The type of native language (Japanese ve
rsus English) affects auditory-visual integration in speech perception, as evidenced by gaze behavior in i
nfancy, adult brain responses (ERP, fMRI) and behavior (RT and gaze). In cochlear implant user's speech pe
rception, good performers' brain responses (ERP) showed a component similar to that of normal hearing, ind
icating the beginning of restoration of speech perception in noise, as compared with poor performers. Conc
erning neural bases of empathy, fMRI revealed an own-mother-specific activation for recognizing facial exp
ressions. A cognitive behavioral therapy program for students with high social anxiety indicated an interv
ention effect in brain responses (NIRS).
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１． 研究開始当初の背景 
(1) 経験による脳の可塑性 
対面でのコミュニケーションには、言語情

報として、音声の聴覚的な音韻情報と口の動
きに関する視覚的な読唇情報、非言語情報と
して、声のトーンや表情などが大きな役割を
果たす。このような手がかりを認知できるコ
ミュニケーション基盤の獲得過程では、音声
を聞き口の動きを見る感覚言語経験や、情動
的に安定した社会的経験が必要と考えられ
る。近年、「経験によって脳が形作られる」
ことを示す脳科学研究への関心が高まって
いる（e.g., Mayr et al., 2005）。これらの研
究を鑑みれば、コミュニケーション基盤の成
立は、その人が発達初期にうけた感覚刺激・
言語刺激・社会的刺激による脳の可塑的な変
化に基づくととらえることができる。特に、
発達初期に生じた可塑的変化は、後年までそ
の影響が続くことはよく知られている（Best 
et al., 1995; O’Connor et al., 2000; Werker 
& Tees, 1984）。一方、このような初期経験の
影響に比べ、その後の経験がどの程度の脳の
可塑性をもたらすかは、よくわかっていない。 
 

(2) 視聴覚音声知覚の視点から 
代表者は、マガーク効果（McGurk & 

MacDonald, 1976）と呼ばれる「矛盾した口
の動きの映像が音声の聞こえを変える」イリ
ュージョンを用い、日本語母語者は視覚的な
読唇情報を英語母語者ほどは用いないこと
を見出した（e.g., Sekiyama & Tohkura, 
1991; 1993）。このような読唇情報利用度へ
の母語の影響は６歳以降と比較的遅く出現
するが（Sekiyama & Burnham, 2008）、本
研究では、このような発達の道筋をより精細
にとらえることもめざしている。 
最近急速に普及してきた人工内耳の埋め

込み手術は、聴覚野の可塑性および音声知覚
の可塑的変化を調べる恰好の臨床例である。
行動的には、一定の装用期間後に音声知覚の
改善がみられるが、その脳内基盤はまだ十分
に研究されておらず、発展の余地が大きい。 
 
(3) コミュニケーションの情動面に関して 
分担者の篠崎は、fMRI を用いて、自分の

母親や他人の母親の表情を見たとき、共感性
の強い人ほど自身の母親の笑顔をみたとき
に扁桃体が強く活動することを見出した（篠
崎ら, 未公刊）。この手法は、コミュニケーシ
ョンにとって重要な機能である共感を研究
する上で、大きな可能性を秘めている。 
分担者の松本と伊丸岡は、臨床的に問題に

なるコミュニケーション不安に関して、実験
心理学と脳科学の手法を併用した介入研究
を開始している。認知行動療法による介入で
生じる脳の可塑的変化には、興味がもたれる。 
 
２．研究の目的 
本研究では、コミュニケーションに必要な

言語情報や感情を認知する基本的機能を「コ

ミュニケーション基盤」と定義し、1)発達初
期に受けた刺激の種類によってコミュニケ
ーション基盤にどのような差異が生じるの
か、2)その後新たに経験する感覚言語刺激・
社会的刺激によってコミュニケーション基
盤にどのような可塑的変化が生じるのか、を
検討することを目的とした。具体的には、次
に示す５つの研究項目を設定した。 
A. 視聴覚音声知覚の発達 
B. 視聴覚音声知覚の脳内過程の言語間比較 
C. 人工内耳装用者の音声知覚 
D. 共感の脳内基盤とその個人差 
E. 社交不安への介入効果 
 
３． 研究の方法 
A. 視聴覚音声知覚の発達 
乳児の注視行動発達について、日本語環境

下で養育された 6ヵ月齢から 3歳の乳幼児を
対象に視線計測実験を行った。この実験では、
女性話者による 10 秒程度の子どもに向けた
発声を、ノイズ無、ノイズ小（S/N=+4）、ノ
イズ大（S/N=-4）の 3条件で呈示し、その間
の視線データをアイトラッカー（TobiiX120）
で記録した。ノイズはピンクノイズを用い、
ノイズ条件の呈示順序（なし→小→大、大→
小→無）は被験者間で相殺した。 
 
B. 視聴覚音声知覚の脳内過程の言語間比較 
B-1. 脳波実験 
 母語による視聴覚音声知覚の脳内過程の
違いを調べるために、英語母語者（11 人）と
日本語母語者（23 人）の比較を行った。刺激
には、2 名（英語母語者と日本語母語者）の
話者が発話する/ba/と/ga/のムービーを使用
した。/ba/と/ga/のどちらに知覚したかを反応
してもらう課題を、AV（視聴覚一致）条件、
AO（聴覚のみ）条件で実施した。この課題
を用い、事象関連電位実験、反応時間実験、
視線計測実験をおこなった。 
 
B-2. fMRI 実験 
 視聴覚音声知覚時の脳賦活部位の言語間
比較をおこなうために、英語母語者 22 人と
日本語母語者 22人を対象に fMRI 実験を行っ
た。課題は、B-1 とほぼ同様であった。刺激
条件として、AV（視聴覚刺激）、AO（音声の
み刺激）、VO（動画のみ刺激）を用い、これ
らをブロック内に配置したデザインとした。
fMRI撮像にはATRの3テスラスキャナを用い
た。撮像された機能画像について SPM8 にて
個人解析および集団解析を行った。脳内ネッ
トワークの検証のために DCM を用いた。 
 
C. 人工内耳装用者の音声知覚 
 長期使用でも困難を伴うノイズ下での音
声知覚向上に関連する脳活動基盤を調べる
ために、人工内耳装用者 17 名、健聴統制群
12 名の事象関連電位、ならびに行動実験を行
った。脳波実験では、/ba/と/ga/の音声刺激
を用いたオドボール課題をおこない、逸脱音



声の察知に関わるミスマッチ陰性電位、なら
びに
の事象関連電位
を含めた音声知覚
 
D. 共感の脳内基盤とその個人差
 共感という因子が、情動の生起に
与する
めに、健常被験者
行った。共感に関連するさまざまな情動を惹
き起こすために、被験者自身の母親の怒り・
中性・幸福表情を、非常に短い提示時間（
ms）に提示した。対照として、他の被験者の
母親顔表情および自身の友人の顔表情を提
示した。実験デザインは事象関連デザインと
し、被験者は
fMRI撮像には札幌医科大学の
ナを用いた。
SPM8
 
E. 社交不安への介入
 社交不安および不安への介入が社会的情
報処理過程に与える影響
動刺激を用いた眼球運動
対人場面を用いた
参加者は社交不安の高さによって分類を行
い、高社交不安群では認知行動療法的手法に
よる介入の前後で測定を実施した。
では
2 種類の表情刺激に対する視線定位課題を行
った。対人場面実験では
デオカメラのみ・聴衆一名あり
でスピーチ課題を行い、課題中および課題前
後の脳活動を
 
４． 研究成果
A. 視聴覚音声知覚の発達
乳児の視聴覚音声知覚時の視線を計測し、

声と口の動きが一致している連続音声の知
覚時に、音声が聞き取りにくくなると話者の
口への注視が増加する傾向の発達的変化を
調べた。その結果、
増大するという英語圏の乳児に比べ、日本語
母語の乳児は口への注意の発達が少し遅い
傾向がうかがわれた。また、
に目への注視が増大することが分かった。
 
B. 視聴覚音声知覚の脳内過程の言語間比較
 顔と声による音声知覚で視覚情報への依
存度に差異が報告されている日本語母語者
（低依存）と英語母語者（高依存）の脳内処
理過程の違いを明らかにするために、脳波
験と
 
B-1. 
脳波（事象関連電位：

Potentials, ERP
と/ga/
性成分である

声の察知に関わるミスマッチ陰性電位、なら
びに P3 の生起を調べた。最終的に、これら
の事象関連電位と単語知覚（
を含めた音声知覚

共感の脳内基盤とその個人差
共感という因子が、情動の生起に

与するのか、その神経基盤を明らかにするた
めに、健常被験者
行った。共感に関連するさまざまな情動を惹
き起こすために、被験者自身の母親の怒り・
中性・幸福表情を、非常に短い提示時間（
）に提示した。対照として、他の被験者の

母親顔表情および自身の友人の顔表情を提
示した。実験デザインは事象関連デザインと
し、被験者はボタン押しで表情を分類し

撮像には札幌医科大学の
ナを用いた。撮像された機能画像について
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動刺激を用いた眼球運動
対人場面を用いた
参加者は社交不安の高さによって分類を行
い、高社交不安群では認知行動療法的手法に
よる介入の前後で測定を実施した。
では fear（高情動価）
種類の表情刺激に対する視線定位課題を行

った。対人場面実験では
デオカメラのみ・聴衆一名あり
スピーチ課題を行い、課題中および課題前

後の脳活動を NIRS

研究成果 
視聴覚音声知覚の発達
乳児の視聴覚音声知覚時の視線を計測し、

声と口の動きが一致している連続音声の知
覚時に、音声が聞き取りにくくなると話者の
口への注視が増加する傾向の発達的変化を
調べた。その結果、
増大するという英語圏の乳児に比べ、日本語
母語の乳児は口への注意の発達が少し遅い
傾向がうかがわれた。また、
に目への注視が増大することが分かった。

視聴覚音声知覚の脳内過程の言語間比較
顔と声による音声知覚で視覚情報への依

存度に差異が報告されている日本語母語者
（低依存）と英語母語者（高依存）の脳内処
理過程の違いを明らかにするために、脳波
と fMRI 実験で検討した。

1. 脳波実験 
脳波（事象関連電位：

Potentials, ERP）実験では、聴覚刺激
/ga/）の立ち上がりから起算し、刺激誘発

性成分であるN1, P2, 

声の察知に関わるミスマッチ陰性電位、なら
の生起を調べた。最終的に、これら

と単語知覚（
を含めた音声知覚成績の相関関係を調べた。

共感の脳内基盤とその個人差
共感という因子が、情動の生起に

のか、その神経基盤を明らかにするた
めに、健常被験者 12 人を対象に
行った。共感に関連するさまざまな情動を惹
き起こすために、被験者自身の母親の怒り・
中性・幸福表情を、非常に短い提示時間（
）に提示した。対照として、他の被験者の

母親顔表情および自身の友人の顔表情を提
示した。実験デザインは事象関連デザインと
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視聴覚音声知覚の発達 
乳児の視聴覚音声知覚時の視線を計測し、

声と口の動きが一致している連続音声の知
覚時に、音声が聞き取りにくくなると話者の
口への注視が増加する傾向の発達的変化を
調べた。その結果、4～8か月で口への注視が
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傾向がうかがわれた。また、2
に目への注視が増大することが分かった。

視聴覚音声知覚の脳内過程の言語間比較
顔と声による音声知覚で視覚情報への依

存度に差異が報告されている日本語母語者
（低依存）と英語母語者（高依存）の脳内処
理過程の違いを明らかにするために、脳波

で検討した。 

脳波（事象関連電位：
）実験では、聴覚刺激

の立ち上がりから起算し、刺激誘発
N1, P2, および制御的成分であ

声の察知に関わるミスマッチ陰性電位、なら
の生起を調べた。最終的に、これら

と単語知覚（CI2004 テスト）
成績の相関関係を調べた。

共感の脳内基盤とその個人差 
共感という因子が、情動の生起にいかに関
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D. 共感の脳内基盤とその個人差
共感の脳内基盤とその個人差の検討では、

痛みを予期させる視覚刺激
を fMRI
痛み経験に伴って活動レベルが変化するこ
と、この帯状皮質の活動は共感性尺度と相関
があることが示された。しかし、被験者数を
さらに増やして実験を行ったところ、痛み経
験に伴う帯状皮質の変動および共感性尺度
との相関は傾向としてはみられたが、統計的
有意性をもって示すことはできなかった。
次に、母親の笑顔・真顔・怒り顔を用いた
実験のプロトコルを検討し、実験を開始した。
また、参加者の共感性を調べるのに適切な心
理尺度を選定した。
に、心理
また、
度の刺激提示時間に
て自身の母親の怒り
顔を提示すると、外
側眼窩皮質が賦活さ
れることがわかった
（右図）
怒り顔によってひき
おこされる共感に関
与しているかもしれない。
 
E. 社交不安への介入効果
社交不安が高い被験者について、脅威表情

認知の脳内基盤と不安傾向の関係を質問紙、
眼球運動を用いて、また社交場面で感じる不
安の脳内基盤を
を用いて脅威表情認知の脳内基盤と不安傾
向の関係を検討した。不安水準の違いによっ
て脅威表情認知課題中の脳活動の強さが異
なる領域が複数
次に、高社交不安者に対す

による介入が脳活動および眼球運動に与え
る影響を
計測を行った。その結果、高社交不安者で不
安喚起事態に見られる特徴的な眼球運動が
介入群で消失、変化することが示された。

社交場面にお
ける不安に対す
る介入の
定では、不安群
で課題前に見ら
れた右前頭の活
動が介入によっ
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