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研究成果の概要（和文）： 
気づかぬうちに前頭部に貼られたマークを 2 歳児が鏡を通して取り除く際に，後頭部から探

し始めるというエラーを示すことがある．本研究では，この探索エラーが幼児の自己身体表象
の未熟性に起因する可能性を幼児の行動実験により示した．また，成人の行動実験により，身
体マッピング課題における反応時間・正答率がマークを付与する身体部位・マッピング対象に
より異なることが分かり，身体マッピングが複数の認知処理系統に支えられている可能性が示
された． 

  
研究成果の概要（英文）： 
 A colorful sticker was covertly placed on foreheads of young children, and then the 
place of the mark were presented by a mirror, some of them attempted to remove the sticker 
on the back of their heads, although it was placed on their forehead. A series of 
experimental examination in the young children revealed that the front-back error occur 
due to immature of somatosensory body topography. By the examination in the adult 
participants, the reaction time and success rate of body-to-body mapping differed 
depending on the target of body-to-body mapping. These results suggest that the 
body-to-body mapping has several strategies supported by several cognitive processes. 
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１．研究開始当初の背景 

自己の身体イメージ（自己身体表象）を生
成する能力は，他者理解や模倣による学習な
どを可能にする重要な認知能力である．本研
究では自己身体表象を乳幼児がどのように
発達させていくのかという問題について，発
達科学・認知科学の両側面からアプローチす
る．具体的には，自己像認知における探索エ
ラーに着眼する．2 歳児において，気づかれ
ないように前頭部にマークを貼り付け，鏡を
見せると，貼られたマークを探索する子ども
のうちおよそ 3割が後頭部から探し始めるエ
ラーを示す．このエラーの認知的背景を追究
することによって，自己身体表象の発達過程
の解明を目指す． 

図 1．身体マッピング課題 
（右：刺激映像，左：課題実施風景） 

制限時間 800ms 以内に☆マークの方向へ 
ジョイスティックを倒す課題 

 
４．研究成果 

自己像認知課題におけるマーク探索エラ
ーの発達的変化について下記 2点，ならびに
背景となる認知処理方略が複数存在するこ
とを明らかにした． 

 
２．研究の目的 

 
(1) マーク探索エラーの出現頻度は身体部

位によって異なる. 
 1 年目（平成 21 年度）においては，自己像
認知課題におけるマーク探索エラーの発達
的変化を明らかにすることを目的とした．2
年目（平成 22 年度）においては，自己像上
のマーク探索エラーを引き起こす背景にあ
る認知処理の解明を目指し，成人を対象とし
て，さまざまな対象の身体を自己身体に対応
づける身体マッピング課題を実施すること
を目的とした． 

 
 マークをおでこに付ける場合と鼻に付け
る場合とでエラーの出現頻度が異なり，マー
クを前頭部に付けた際に前後軸反転エラー
が起こりやすい傾向にあることが示された
(図 2)．この結果は体性感覚性の身体地図の
未成熟が関与している可能性を示唆する．  
  

３．研究の方法 
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 1 年目（平成 21 年度）においては，主に乳
幼児を対象とした行動実験を計画・遂行した．
使用した課題はマークテストと呼ばれる自
己認識の課題をアレンジした課題である．具
体的には次の 2つの問題を検討する実験を実
施した． 
 
(1) マーク探索エラーの出現頻度は身体部

位によって異なるか 図 2．身体部位の違いによる 
ファーストサーチ位置の出現割合 (2) 他者身体を自己身体表象の参照対象と

したとき，探索エラーの出現頻度は変化
するか 

 
(2) 他者身体を自己身体表象の参照対象と

したとき，探索エラーの出現頻度は変化
する. 

 
 2 年目（平成 22 年度）においては，自己像
上のマーク探索エラーを引き起こす背景に
ある認知処理の解明を目指し，まず成人を対
象として，さまざまな対象の身体を自己身体
に素早く正確に対応づける身体マッピング
課題（図 1）を考案・実施した． 

マークの貼りつけられている位置を他者
の身体部位のポインティングによって示さ
れた場合には，前後軸逆転エラーの出現頻度
は有意に低下した（図 3）．この結果は，身体
部位の対応づけにおいて自己像参照時と他
者身体参照時では異なる処理系統が駆動さ
れている可能性を示唆する．  

 
 

  
  
  
  
 



図 3．自己／他者条件における 
ファーストサーチ位置の出現割合 

 
(3)成人における身体マッピングには複数の

処理方略が存在する. 
成人を対象とした身体マッピング課題に

おける反応時間・正答率がマークを付与する
身体部位・マッピング対象により異なること
が分かった（図 4）．身体マッピングが複数の
認知処理系統に支えられている可能性が示
された． 

 

図 4．マッピング対象ごとの 
反応時間・正答率 
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