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 Abstract: 発達心理学からあきらかになってきたことは、他者の心を理解することは、す

くなくとも２つの構成要素を持つ認知の特定領域を構成するということ。それらは、目標

や知覚と情動について推論するための早期‐発達システムと、信念の内容を表象する後期

‐発達システムである。ニューロイメージング研究から、次のような証拠を提供してこの

見解を強化し精緻化する。 

(a) 領域固有の脳領域が信念の内容を表象するために存在する。 

(b) この領域は目標や行動の推論に従事する領域とは明らかに違うもの。 

（2つの発達段階は、ひとつのシステムの精緻化というより、2つの別個のシステムの出現

（創発）を映し出していると提起する） 

(c) これらの領域は抑制制御やシンタックス処理の脳領域とも違ったものである。 

これらのプロセス間の明確な神経系の区別は、信念の帰属が、抑制制御にもシンタック

スのどちらにも依存しないという証拠であるが､心の理論に特化した神経システムによ

って役立てられるもの。 

INTRODUCTION： 

・ 心の理論（ToM）とは、目標、思考、感情のような内的心的状態を互いに帰属させ、 

行動の心的原因について推論する人間の能力。25年にわたるおおきな研究論点である。 

・ fMRIを用いることで ToMのへアプローチは大きく飛躍するだろう。 

この論文は心の理論の発達における 2つの段階に従って、2つの章に分かれる。 

・論文の前半は信念の帰属（図 1. 右）： 

3,4歳の子どもは思考、信念、知識のような表象的認識的心的状態を互いに帰属させる 

・論文の後半は 3歳以前におきる早期の発達的心的推論（図 1. 左）： 

乳幼児は心と人間の行為について推論するが、彼らは欲求、知覚、情動をふくむ心的状

態概念の非常に少ないレパートリーでそれをおこなう。 

論文の各セクションで､最初に発達心理学で生じている問題や知見について要約し、次に

機能的ニューロイメージングの貢献を考える。 
・特に、２つの課題またはプロセスは共通のメカニズムか別のメカニズムなのか。 

・たとえば、統語論（シンタックス）説は、信念の概念の発達は文章補語のシンタックス

を表象する能力に依存すると提起した（*¹e.g. , de Villiiers, 2000)。 

（これは、子どもたちは、大人が使う言語の理解ができるまでは信念を学ぶことができないためか、あ
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るいは、信念の帰属が、真に（大人になっても）文章補語のシンタックスを文法的に説明できるための

認知神経的メカニズムに依存しているためにおきているのか、どちらなのかが問題である） 

・もし、信念の帰属とシンタックスが別の脳領域に含まれるのなら、両方に単一の機能的

メカニズムが関わっていることはほとんどない。 

 

 
機能的ニューロイメージングは認知の基本的な疑問に答えるのに有効であるが同時に、

いくつかの陥穽や多義性を仮定しているので以下ではそれを論じる。 

機能的ニューロイメージング：証拠と推論の基準（データの使用上の注意として） 
・2つの課題が行われ、それらが同じ脳領域を活性化したとき、共通の心理的メカニズムが

起きている証拠とするには、2つの問題がのこる： 

1．何が同じ脳領域とみなされるのか? どのような種類のデータなら、同じ活性化、又は、違う活性化

であることを支持しうるのか？ 

2．脳領域と心理学的メカニズムとの間の関係性とは何なのか？ 

・1の問題として：2つの課題が同じ一般的脳領域で活性化したとしても、それらの活性化

は完全にオーバーラップしているか。 

個々人の脳の物理的な違いは、正確に何が 2 つの違った脳における同じ場所として見積

もられるか。 

個人分析：同じ被験者の脳のまさに同じ立体画素の部分（同じスキャンからの）が 2 つ

の違った課題のそれぞれによって有意に活性化したときは、脳の同じ領域がおこなって

いるという強力な証拠となる。 

個々の被験者内で、特定の課題の比較にもとづいて、最初にそれぞれ機能的に ROI（region 

of interest）を限定（被験者の多様な ROIの統計的分析を可能にするもの）。 

ROI（関心領域）を限定する場所を選ぶさいに、この場所が脳のなかの意味ある機能的ユ

ニットを選びだしているという存在論的仮定を行っている。 
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図１. 他者への心的状態の帰属 
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集団分析：ニューロイメージングでは一般的で、12 人ぐらいのブレインイメージを共通

空間に整列させ、被験者間を統計的に分析する。この方法は被験者間で一致したパター

ンがあるかどうかを問うことはできる。個人分析より優れた統計力だが、物理的に違う

脳なので必然的に不完全な記録がなされる（活性化の図がぼやける、物理的解剖学的分析だけで

なく、集団平均のデータで不鮮明である、個々人では完全にオーバーラップしてはいないと思われる活

性化でも同じデータが被験者間で平均されれば、高度にオーバーラップすることもありうる）。 

・ 集団分析は有用だが、2つの課題が、脳の同じ場所を活性化させているというためには、

それらが個人被験者内または個別に定義された ROI 内の分析にもとづいているときが

最も説得力がある（2つの課題それぞれが、同じ大きな解剖的脳領域内のどこかで活性

化を生み出しているというときは、最も説得力を欠く）。 

・ 別個の皮質領域が 2つの別々の課題でおこなわれていると考えるのは、 

それぞれあるいは共通したエラーを受けやすい。 

課題 Aは領域 Xを有意に（統制条件に比べ）活性化するが、一方課題 Bはそうではないので別個のメ

カニズムに従事していると論じることは、議論それ自体無意味（有意差は有意な違いではない）。 

課題 Aと課題 Bによる領域 Xの異なる活性化を論じるためには、2つの活性化を直接比較の必要。 

・ 2の問題として：適切な分析的証拠となると、難しい理論的問題が残る（心理学的理論

が心理的プロセスに関わっているが一方で、ニューロイメージングのデータは皮質のボ

クセルの活性化をテストするのみである）。 

共通の活性化から共通のメカニズムを推論するとき：2 つの関係は何なのか? 通常は

ボクセルは数十万のニューロンを含んでいる。だから、そのボクセル内では 2 つの課

題によって完全に別個のニューロン集団で従事されていても、2つの違った課題によっ

てひとつのボクセル内で共通の活性化が生じうる。 

・ もし、近接したボクセルの全体的集合が、2つの違った課題のそれぞれに活性化を示す

なら、別個のニューロン集団が含まれているにせよ、それらは機能的には関連性がある

とおもうのがリーズナブル。 

・ 逆の推論があることも注意が必要：もし2つの課題が別個の皮質領域を活性化するなら、

明らかに別の脳のハードウエアが 2つの課題をこなしているが、これは 2つの課題が質

的に違った心理学的プロセスを含むという必要はない。 

・ 皮質レベルでの乖離が、心理学的レベルのプロセスでの質的な差に呼応しているかどう

かは、もっと広い理論的文脈の考察と、他のどのような課題がこの 2つの領域を活性化

させるかのような利用可能な実験的証拠を必要とする難しい判断となる。 

以上、データの使用上の注意をうながしたので、ToM発達の論文のレビューへ。 

発達心理学：信念の帰属 
・ 大人には、他者の行動の原因について推論するのに、他者の信念や思考の理解が中心的

な役割を果たす。（たとえば、彼女はカップが空だと思ったのでコーヒーを注いだ。彼は家の鍵を

置き忘れたと考えたので家へ行こうとしている） 
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・ 大人は行動を説明するときには信念を中心にするが、子どもたちは 3,4歳になるまでは

信念を用いて行動を説明しない。 

・ 行為者の信念で行動を説明する能力のもっとも一般的なテストは誤信念課題： 

マキシの課題では、主人公の信念の内容を報告させ、行動を予測させ、行動を補完して説明させる。 

・ 誤信念課題に成功するということは、どのようなことを表しているのか? 

1．3,4 歳の子供が他者について推論するのに用いる概念が真に変化し、以前にはなかった信念の表象

的概念を獲得し、誤信念課題に成功するようになる可能性。 

2．子どもたちは信念の概念はすでに幼児期に表れているが誤信念パラダイムでは課題をうまく遂行す

るためのほかの能力が未成熟のため、表現されていないという可能性。 

これには２つの、抑制制御とシンタックス的知識の能力が関わっていると考えられて

いる（Astington & Jenkins 1995, 1999; Carlson & Moses 2001; de Villiers & Pyers, 2002; 
Watson et al. 2001）。 
抑制制御と信念の帰属 
・ 誤信念問題にパスするには、物事の現実の状態と主人公の頭に表象された現実という 2

つの競合する表象を操り、不正確だが思わず釣り込まれそうな答え（対象の本当の場所）

を抑えることができねばならない。 

・ マキシのチョコは移動する代わりに食べられてしまったり、チョコの本当の場所は知ら

されなかったり、これらのバージョンでは子供たちの成績はすべてよくなっている

（Wellman et al. 2001）。逆に主人公の動機を変えてネガティブな欲求にして抑制要求を

増やすと（たとえば、主人公の欲求は見つけることではなく、標的を避けること）4~6

歳でも一貫して正答できない（Leslie 2000, Leslie & Polizzi 1998）。 

・ 誤信念課題は未熟な抑制制御によって制限されるという解釈は論争が残る（Perner et al. 

1990）が、 

・ たとえ顕著度を変えても 3歳児の成績はチャンスレベル以上にはならない、しかし、現

実の優勢な表象概念から離れることのできる子どもは心的表象に焦点をあわせそれを

学ぶことができるから、抑制制御は他者の心の領域での知識の獲得と概念変化を促進し

うるだろう（Moses, 2001, Wellman et al. 2001）。 

・ IC は誤信念課題の成功に必要なものなのか? それはあらゆる信念の推論にもっと全般

的に必要とされるものなのか? このような抑制の場は主に周辺的なもの（反応の葛藤

を解決する）それとも非常に優勢な表象を抑制する認知的なものなのか?  

・ 結果的には、信念の推論におけるEFや ICの役割はまだ調査の必要（Perner & Lang 2000)。 

どちらにしても、もし、実行（抑制）制御 が子どもの早期の心の学習にのみ寄与するの

なら、大人が信念の帰属や抑制制御にかかわるときと同じ脳領域を用いることは期待でき

ないことになる。 

言語と信念の帰属 
・ 言語と ToMの発達能力における因果関係の示唆： 
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▮ 言語能力は ToMの必須の先駆となるもの（de Villers & de Villiers 2000）。 

▮ ToMは言語発達の先駆（Baron-Cohen et al. 1985, Bloom 2000, Happé 1992）。 

・ de Villiersによれば、言語は、誤信念の概念をサポートできる唯一の表象システム（言

語は命題的であり、それゆえ命題の誤謬と埋め込まれたものとを捕捉できる）。子ども

たちの統語論的構造の産出と理解は誤信念課題の標準的、非言語的課題の両方の成績に

先行し、強く予測する（de Villiers 2000; de Villeirs & de Villiers 2000a,b; but see Bartsch & 

Wellman 1995, Ruffman et al. 2003）。 

・ 言語によって子どもは心についてしゃべることを学ぶので、言語スキルが単に誤信念の

推論に相関するだけとも考えられる? 

それでは大人が、信念について推論するときの言語の役割は何か? 

もし、埋め込まれた命題構造のシンタックスを構成することがあらゆる信念の推論に必要

であるならば、2 つのプロセスをつなぐ課題によって同じ神経構造が用いられているか? 

これらの予測は後に述べる。 

誤信念を超えて 

・ 健常な子どもでは誤信念課題では一貫した結果と説明がえられている。 

・ しかし、Bloom & German(2000)は誤信念課題を信念帰属の基準にするのに反対： 

1．子どもたちは信念の概念より誤信念の課題で成功するのはもっと難しい。 

2．誤信念課題にパスすることより信念概念にもっと意味がある（ToMの推論は、ほとん

ど真実の信念（およびほとんど合理的な行動）を他者に帰属させなければならない）。 

推論としては、誤信念課題は信念の概念発達の計測方法として上限の道具に過ぎない。 

・では、信念概念のはっきりとした出現の証拠はあるのだろうか? 

Bartsch & Wellman(1995)が子どもたちの自発的な信念についての会話を指摘： 

 “何を知っているの?”と会話で子どもたちの使い方を確認（予測と結果を対比した“考

えているかあるいは知っている”を用いる文章や物語や現実や違いなどで）。 

思考と信念とを最初に参照するのは 3 歳ごろである。しかし、半年後にはこどもは自発

的に信念の言葉で行動を説明し（Bartsch & Wellman 1995）、誤信念課題にパスすることも

ある（e.g., Wellamn et al. 2001）。 

・ このような実験的課題や自発的言葉からの証拠は 3歳か 4歳でおきてくる信念について

の推論の変化につながっている。 

この発達は信念推論のための特別なニューロンの基盤に反映されるのだろうか? それな

らこのニューロン基盤と抑制制御に役立つ脳領域の関係は? それは言語だろうか? 

ニューロイメージング：信念の帰属 
最初の問題は、成人の被験者が他の人に信念を帰属させるとき、活性化を示す特定の脳

領域はあるか? 

・ 誤信念課題（言語，非言語）を用いた発達心理学的方法による大人のニューロイメージ
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ングの研究例（（Fletcher et al. 1995, Gallagher et al. 2000, Saxe & Kanwisher 2003, Vogeley et 

al. 2001）がある。 

1．被験者は人びとに関連した出来事の簡単な記述が与えられ、それについてその人たちの動機や感情や

行動を理解しようと努力するように教示される（Festl & von Cramon 2002）。 

2. 被験者は、コロンブスがある絵に描かれた物の機能を確認できていたかを判断するよう求められる

（Goel et al. 1995）。 

・被験者は誤信念またコロンブスの知っていたこと、知らなかったことを推論しなけれ

ばならないとき、次のような脳領域 prefrontal cortex (BA9：前頭前野) の内側部、 temporal 

poles bilaterally (BA38: 両側頭部) 、 superior temporal sulcus (BA22:上側頭溝) の前部、 そ

して superior temporal sulcus (上側頭溝) の後部へ広がる temporo-parietal junction (前頭‐

側頭連結部)の両側部（BA39/40/22）で一貫したパターンで血液量が増加。 

・これらの脳領域は、信念の推論の神経基盤に特定されることができるか? 

その活性が信念の帰属に関係しているための脳領域での 2つの基準として： 

1．その領域では信念、誤信念の帰属を示すいかなる刺激も活動が増加するはず。 

2．その反応は信念の帰属に特有のもののはず。その脳領域は、人の存在やまたは反対に非心的誤表象に

ついて推論している間は高く反応しない、他の心的状態概念を表象しているもの、たとえば感情や目標

などのような発達の早期に現れているものからは区別される。 

・1．としては、真実の信念課題でも同じ脳領域が活性化：真実の信念の帰属に関連したニ

ューロンテストは少ないが、状況の真実の信念や知覚にもとづく統制条件を含む研究は

多く（Fletcher et al. 1995, Gallagher et al. 2000, Saxe & Kanwisher 2003）、誤信念ストーリー

で増加が示されている脳領域は真実信念ストーリーでも活性を示した（Fletcher et al. 1995, 

Gallagher et al. 2000）。 

・ temporo-parietal junction（TPJ:前頭‐側頭連結部）、 superior temporal sulcus （STS:上側

頭溝）、medial prefrontal cortex（前頭前野内側部）は、真実信念と誤信念双方の帰属で強

く活性化。被験者個人と ROI分析からも強く確認された（被験者個人の同じ立体画素が

真実と誤信念帰属に活性化）。 

・ 2.では、信念の帰属に特定化している該当領域も同じように特定している、すなわち、

信念の帰属を必要としない、論理的に同じである統制条件間では高い反応はない。 

このような統制条件として、 

1 信念と行動の論理的構成要素は、目に見えない因果的メカニズムを推論する必要。 

2 その論理的構成要素としては、誤表象の概念も必要。 

これにもと基づいて、我々が用いた 2つの統制条件のストーリーは、 

“自動的推論ストーリー”は、被験者が目に見えない力の操作（たとえば、錆びること、蒸発）を推論 

“誤写真統制ストーリー”は、発達心理学での誤写真パラダイムに基づくもの 

誤写真シナリオは、ある場面をとった写真（たとえば緑の戸棚のチョコ）、目標のものが動かされて

から（青い戸棚へと）は、被験者は誤信念の推論に似た、外界と写真での対照的な事態を推論。 
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・ 誤信念ストーリーに強く反応している脳領域はこれらの論理的統制条件のどちらにも

反応を示さなかった。 

・ これらの脳領域は信念の帰属には反応するが、誤表象や隠れた原因には反応しないとい

う仮説に一致。 

・ 信念の推論に特化したどの脳領域でも、人の単なる提示を判断するために反応はしなか

った(Fletcher et al. 1994, Gallagher et al. 2000)。 

・ temporo-parietal junction（TPJ）の両側領域と superior temporal cortexの後部および前部 と 

temporal pole を含んだ脳領域は、信念の帰属の神経的基盤に基礎的な基準となっている。 

・ これらの脳領域は、人についてのいかなる推論よりも、非心的誤表象または隠れた原因

全般の推論よりもむしろ、信念と誤信念の帰属双方に、特に、信念の帰属に対して基礎

的基準の役割を果たしていると思われる。 

・  

ニューロイメージング：信念の帰属と IC 
信念の帰属に関係した脳領域の特徴的なパターンの活性があったので、次の理論的問題

へ取り掛かれる。 
・ ICに関係する脳領域は信念の帰属にも用いられるか? 

 IC は、多数の構成要素を持ち、それぞれが競合する表象や反応の間の葛藤を管理し探索しながら、

正しい反応を選び、正しくない反応を抑制して、誤信念の帰属に貢献。 

・ 最新のニューロイメージング研究はこれら構成要素の神経的相関を明確にしようとし

ている。 

Botvinickら（1999）は、被験者の選択的注意が比較的リラックスしたときに、 anterior cingulated cortex

（ACC：前部帯状皮質）の反応は一致した試行に続く不一致試行での反応が高く、強い葛藤反応を引

き起こしたことを報告。 

Milham ら(2001)は、あるストループ課題での ACC の活性は、反応セットにある色で単語に名前をつ
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ける（たとえば割り当てられた反応でしか色が選べない）ときは、反応セットの中にない色の名前を

つけるときより最大化されると葛藤反応を報告。 

GO/NO-GO課題を含む、ある領域の課題は、葛藤反応は ACCの活性が強く相関（Braver et al. 2001）

と報告。 

・ このような知見は ACCの活性は葛藤反応の指標であるという考えに一致。 

他にも ICに関連して活性化する脳領域はあるが、これらのどの脳領域も信念の推論に

は関係しない。 

・ 非心的誤表象を記述したストーリーも、信念帰属に関係した領域での反応を誘発しない。 

・ 信念の帰属はこのような葛藤反応、選択、ICに反応する領域とは異なる神経領域に依存。 

・ 少なくとも大人は、課題の遂行中、誤信念の帰属は ICに依存していないといえる。 

・ これについては、IC は、子どもたちが、心を学ぶ際に役に立つということであれば、

Wellman et al.(2001)の ICと ToMの間の発達的相関の解釈と一致するだろう。 

・ 例外は目標探索パラダイム（target detection paradigm）である。被験者はめったにない、

予測できない、または期待していない目標に反応する必要があるとき脳活性は

temporo-parietal junctionで増加する（誤信念課題で活性する領域の近く）。 

・ この 2つを一緒に実験した研究はない。信念帰属と目標探索に含まれる、temporo-parietal 

junctionの別個だがすぐ近くの下部領域はあるのだろうか? それともこの 2つの課題に

機能的な関係があるのだろうか? このことはまだ先の研究として残るものである。 

ニューロイメ－ジング：信念帰属と言語 
・ deVillersたちは、言語と信念帰属の間のある仮説を提示した： 

言語は誤信念概念をサポートできる唯一の命題的システム、それゆえに埋め込まれた文章補完のシン

タックス的構造をもつ。 

・ もしそうなら、信念の帰属とシンタックスの文章レベルの両方が同じ神経構造を用いて

いる?  

・ 信念帰属にきわめて近接な脳領域はないようである。しかし、2つの別の領域がシンタ

ックスに関係しているという研究（Ferstl & von Cramon 2002他）があるがそれは、側頭

部付近の左の  superior temporal sulcus（STS:上側頭溝）の前部とウエルニッケ野付近の

superior temporal sulcus（STS:上側頭溝）の後部領域である。 

・ シンタックスに関連する STS の領域を、信念に関連する STS の領域とどのように比較

するのか? （ Ferstl & von Cramon（ 2002）は被験者に 2つの条件の一つでは文章のペアを読ませ

ながらスキャン。論理的条件では被験者はメカニカルな因果的シークエンスを記述している 2 つの文

章を読むそして、そのシークエンスは一貫性があったかどうか問われる。ToM 条件では、実験の途中

で被験者は人々を含むイベントを記述する文章を読み、彼らの感情、動機そして行動を理解しようと

するように求められた。統制条件は疑似言語による文章であった。） 

・ この統制条件に比べて論理条件と ToM 条件は、後部と前部の STS と TPJ（前頭‐側頭

連結部）の同じ領域の脳活性の増加を誘発した。 
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・ これはシンタックスと信念は同じ pSTSを用いていることを意味しているのか? 

（彼らはシンタックスに反応する SPSの部分を孤立させているので明らかではない） 

・ 集団分析でのシンタックスに関連した活性化の焦点は、信念帰属に関連した活性化の

焦点の前の通常 2,3センチの所に位置した。 

・ シンタックスと信念帰属のニューロンの相関の関係性については調査の必要があるが  

シンタックスと信念帰属がおなじ脳領域を利用するという結論はありえないと思われる 

・ Varley & Siegal （2000）と Varley et al.（2001）は、発作に続いて、シンタックス形成が

ひどく損なわれる 2人の失語症の患者が、それにもかかわらず、信念を帰属でき、非言

語の誤信念課題にも成功することを示している。 

 

信念帰属：結論  
・ 発達心理学では子どもは信念の新奇な表象的概念を 3歳ごろ使用し始め、4歳ごろには

概念は誤信念課題で成功できるほど頑健性を持つ。 

・ ニューロイメージング研究では、大人の信念の帰属は medial prefrontal cortex（前頭前野

内側部）と tempo-parietal junction（TPJ: 前頭‐側頭連結部）を含む脳領域に関係。 

・ 誤信念帰属の出現の理論的問題は、それがどの程度、他の能力の成熟に依存するのか

ということ（誤信念課題の成績は ICとシンタックス構造の双方に相関していた）。 

・ 我々はこれらの能力が違う脳領域を使っていることを示し、別個のメカニズムが信念

帰属と IC とシンタックスに関わっていることを指摘した。 

・ 発達上の相関は、成熟した ICまたは言語スキルをもつ子どもたちは、心について知識

の発達を促進することを反映しているのかもしれない。 

・ しかし信念概念の後期の発達と欲求や知覚や情動を含む早期の他者の心的状態の帰属

の発達とは、ToM の発達においてはっきりと乖離している（e.g., Bartsch & Wellman 

1995）。Wellman (1995)は、この違いを欲求心理学から信念―欲求心理学への移行とし

て特徴づけている（e.g., Bartsch & Wellman 1995）。ToMの多くのモデルは同様の区別を

含むが、正確な特徴化と発達時間のコースが違っている（Baron-Cohen 1997, Leslie 2000, 

Tager-Flusberg & Sullivan 2000）。 

次章は ToMの推論で使われる脳領域が同じ特徴をもつかどうかを事例を挙げて裏付ける。 

発達心理学：欲求、知覚、情動 
・ 誤信念課題の通過は十分な証拠だが心の理論を持つことの必要条件ではない。 

・ Premack & Woodruff(1978)の最初の基準に従うなら、幼児は乳児ですらも、自分や他者

の目に見えない心的状態を推論でき、これらの心的状態と行動を予測する一貫した枠

組みとして用いることができるため、彼らは十分な心の理論を所有する。 

・ この早期の ToMの中核概念は欲求や目標の概念で、知覚（または注意）や情動の概念

もふくむ。 

・ 子どもの能力の２つの説明：心的（rich）解釈によれば、幼児は、行動を予測し説明するために他
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者に心的状態を帰属する。無駄のない（Lean）解釈では、子どもは単に、ある種の身体的手がかりへ

の敏感性を発達させる（あるいは生得的に持つ）、それは視線やほほえみを交わしたりするがしかし、

心的状態の帰属はない（Povinelli 2001）。 

子どもは実際に、欲求/目標、知覚と情動の、一貫した因果的に相互関係した心的状態の

帰属をするというこの章での証拠は、次の章で“ニューロイメージング欲求/目標、知覚と

情動で検証されるニューロイメージング研究に基準を設定することになるだろう。 

欲求と目標（Desires/ Goals） 

・ 2歳までには自発的なおしゃべりのなかで欲求についてのべることができる、その半年

以後には信念についても述べる（Bartsch & Wellman 1995） 

・ 2 歳児は他の人の欲求に、それらが子ども自身の好みを違ったときでも、適切に反応。

e.g. 実験者はブロッコリーがクラッカーより好きとわかる（Repacholi & Goppnik 1997） 

15 ヶ月児はある行為の目的（intended goal）と偶然の結果がわかる、目標を選んで真似ができる

（Meltzoff 1995,Carpenter et al. 1998）さらに、幼児の目標の帰属は人間だけでなく、たまたま相互作用

した人間でないものも含む（see Legerstee & Barillas 2003）。 

・ 特に、目標の概念は前言語の乳児に使われている。 

・ この欲求/目標の早期の概念の性質とはどんなものか？  

Astington（2001ｂ）によれば、乳児は、ある行為や対象に結びついた意欲的な状態（またはコネーシ

ョン：動能）の未分化の概念を持つ。乳児はアンのりんごについての知識や信念（“アンはりんごがあ

ると思っている”）を帰属しない、しかし、アンの行動を予測するのにアンからりんごへの意欲的関連

（ほぼ、“アンはりんごがほしい”に近い）を足した自分の外界への知識（“りんごがある”）を単純に

使っている（Bartsh & Wellman 1995, Wellman & Cross 2001）。 

・ 欲求/目標の概念は最初の 2年間は本当に変化せず、単にもっと頑健になるのか、それと

も、特定の手の動きの目標の表象から、欲求のより普遍的な概念へと真に概念的変化が

あるのだろうか? 

・ 幼児は欲求と目標を信念のずっと前から帰属させることができる。しかし、ToMの重要

な基準では、行動の説明や予測をさせるために、違う心的状態帰属が一貫した因果的な

枠組みの中で相互作用する。 

次に我々は欲求/目標、知覚、情動のような早期の概念間の相互作用の証拠を提示する。 

知覚： 
・ 欲求/目標の概念と同じく知覚の基礎的概念（何かを見たり眺めたりする能力）は、信

念の帰属以前に用いられている。 

・ 乳児は他者の目に敏感であるという最も早い証拠は、3ヶ月以前に開いた目の顔の選好

性（Bakti et al. 2000）と前に見た顔の視線の方向への志向性（Hood et al. 1998）。 

・ しかし、早期の他者の視線への行動的敏感性は rich or lean解釈のどちらにもできる。 

・ Rich な解釈によれば、乳児は心的状態として見ることを理解し、行為者に外界の選択

的視覚的アクセス（そしてそれについての可能な知識）を与える。 
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・ Lean な解釈では反対に、視線に従うことはいかなる心的理解も示さない、むしろ、視

線に従うという乳児の傾向は、大人の視線の方向と外界の面白い出来事が関係してい

ることを学んでいるとか組み込まれた反射能力によるのである（see Povinelli 2001）。 

・ 子どもたちはいつ知覚の真の心理的概念を持つようになるのか? 

・ 2 歳の初めまでには、子どもたちの知覚概念は彼らの ToM に 2 つの特徴が組み込まれ

ている。 

・ 知覚の概念が参照性を持つことは視線は何かに向けられている（つまり、見ることは

ある人とものの間に関係性にある）ということ。 

最近の一連の研究は 12ヶ月から 14ヶ月までの乳児は他者の視線を参照するものとして解釈している

と報告（Brooks & Meltzoff 2002, Caron et al. 2002 ） 

   BrooksらはWoodward の目標志向的行為を参照された知覚理解で測るというパラダイムを採用。 

・ 乳児は、視線の心的理解を単語学習に使う。 

Baldwin（1993）は、14~18 ヶ月児におもちゃを与え、もうひとつのおもちゃを実験者の前のバケツ

に入れておいた。乳児が自分のおもちゃを見ているときに実験者がバケツを見ながら、「ブリケット

よ」と新奇な単語を叫んだ。これは乳児の手のなかにあるおもちゃと新奇な単語との知覚的関連性

を生むことになる。しかし乳児はこの関連性を学ばずに、実験者が見ているところを見るため視線

を上げた。その 1 歳児は新しい単語を自分の手の中にあるものではなく、実験者が見ているものに

関連付けた。 

・ 早期の知覚の概念は参照を伴うかもしれないが、表象的なものではない。 

・ 目標については、幼児は他人の知覚については、人と外界のものを直接関連付けるもの

として考えているようである。 

・ このように分けて考えれば、14ヶ月ごろの、知覚は対象志向的であるという（参照的）

理解から、4,5歳になってから、知覚は不正確なことも部分的でもありうるので、誤表

象へ向かうこともあるという（表象）観念へたどりつくまで長くかかることが説明で

きる（e. g., Gopnik & Astrington 1988, Lalonde & Chandler 2002）。 

情動： 
・ 新生児は、他者の情動に対して、敏感性と共時性を示す：他者が泣くときに泣き、う

れしいのか悲しいのかのいくらかは分かっている（Field & Walden 1982） 

・ 6ヶ月までには、表情を識別する（Caron et al. 1988, Nelson 1987） 

・ 1歳までには、親の表情（e.g. 恐怖のような表情）を自分の行動をガイドするものとし

て用いる（“社会参照”Feinman 1992）。 

・ 情動表現の識別は leanな非心理的解釈からは異議がある。（e.g. 情動表現の身体的配置

は、知覚者にとっては（学習上 or生得的に）固有の報酬あるいは罰を構成する（e.g., Blair 

2003）。 

・ では、いつ、他者への情動は、乳児の ToMに組み入れられるのか?  

・ ひとつのホールマークは、帰属された心的状態の一貫した組み合わせを形成する能力
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であり、そしてそれは 14ヶ月ごろ現れてくる。 

・ 14 ヶ月までには乳児は、人の目標の推論、自身の行動の方向付けの両方に、人の視線

と情動についての情報を組み合わせることができる。 

e.g., Phillips ら(2002)実験では、乳児を大人がある２つのうちのひとつを見て微笑むというイベントに

馴化させた。テストではその大人は古い方でも新しい方でもどちらも見て微笑んで、新しい方を持っ

ているところを見せた。乳児はその大人が古いほうをみたのちに新しい方をとったとき、より長く見

た、このことは、乳児は行為者の視線と情動の手がかりを続いておきる目標を推論するために用いて

いることを示唆。 

・ 乳児は情動表現を以前の目標を推論するのにも用いることができる。 
Tomasello et al. (1996)の研究は、大人があるものを見つける意図を知らせるのにある非単語を用いた。

その大人は最初、あきらかにがっかりした様子であるものをとってそしてはねのけた。それから大喜

びで次のものをとった（すべて、無言で）。16 ヶ月児は、新奇な単語が楽しい情動の対象をさすこと

を学習した、そのことは、乳児が、他者がうれしいのは目標の達成からきたのだと知っていることを

示唆。 

・ Moses et al. (2001)は Baldwinの単語学習（1993）のパラダイムを使って乳児がある
情動メッセージの参照に大人の視線方向を用いるということを示した。 
大人がネガティブな情動的音を出すとき、12~18 ヶ月児は、大人の視線方向を決めるために、彼の

手の中の新奇な対象から目を上げ、その結果、大人の視線の焦点となっていた対象のみを避けた。 

・ 子どもたちがしゃべり始めると、情動と欲求の帰属の間の因果的関係も現れる。 
e.g., 24 ヶ月ごろ、子どもたちは自発的に自分の情動の原因を言い始める（Bretherton et al.1986, 

Wellman et al. 1995）、それは特に、欲求不満であったり、ネガティブな心的状態である（Dunn & Brown 

2001, Lagattuta & Wellman 2001）。 

・ 知覚と欲求の概念と同様に、子どもたちの情動の理解は 2歳をすぎても発達を続け
る。 

・ プライドや困惑や罪の意識のような複雑な社会的情動は 5歳から 14歳の間に適当
に帰属されはじめる（e.g., Berti et al. 2000）。 

・ 基礎的な情動と欲求と知覚を伴ったその因果関係を帰属する枠組みは、人生の 2年
目にはすでに現われる。 

これらは共通それとも別個のメカニズムなのだろうか？ 
・ 2～3歳時に乳幼児は、豊富に一貫して行動についての推論をする 

・ そして基礎的（そして因果的関係がある）欲求/目標、知覚そして情動の 3 つの心的概

念を用いる 

・ これらの早期の概念は、信念の推論より有意に早く出現するが、これらのどの程度が

別個あるいは共通の部分なのか? 

・ Leslie(1994)は、知覚と目標を表象された行動的特性としてひとまとめにしている。 

・ Carpenter（1998）らが 9~15ヶ月児の研究で、注意と視線の追従（知覚の帰属）の出現
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と新奇な行動の模倣（目標帰属）は互いに相関しているが対象の永続性のような同時

発生的非社会的発達とは相関がないと提示。視線と行動の心的理解は背後にあるのは

同じ現象であると示唆。 

・ Baron-Cohen(1994,1997)は、反対に、この領域を 2つの別個の構成要素に分けている。 

“意図検出器 I D”は、目標としての行動を表象しているが、一方“視線方向検出器 E D D”は目を検

出し、主体が見ている方向を表象する。どちらのモデルも情動帰属のメカニズムは含まない。 

ニューロイメージング；欲求、知覚そして情動  
以上の記述からニューロイメージングを用いるときの 3の問題点を指摘： 

1．信念の推論は欲求、知覚、情動の帰属を含む早期の ToMより後に発達する、後で現れて

くる能力は早期の推論を支えたのと同じ神経システムを使うのだろうか? 

・もしそうなら、たとえば、欲求の帰属には、信念帰属で含まれていると前の章で確認された同じ脳領域

が使われているだろうと予測される。 

・反対に、信念の推論は、別のシステムや能力にたよるなら、欲求の帰属は信念帰属に関連した領域では

活性化を生み出さずに、別の脳領域を使っているかもしれない。 

2．早期の ToMのモデルは Leslie(1994)と Baron –Cohen(1994,1997)によって提示されたが、

知覚と目標の帰属は共通したものか、2つの別個のモデルなのか? 

解決の予備的アプローチは、これらの機能が大人では同じまたは違う脳領域を使ってい

るかどうかを問うこと。 

3．情動と他の心的状態との関係は何であるか? 

ニューロイメージング；欲求と目標の帰属 
・ キャラクターの目標、欲求、意図などを記述するヴィネットと漫画とアニメは信念の

帰属と関係する脳領域（medial prefrontal cortex and pSTS）での適当な活性の増加が通常

は相関。 

・ この証拠の最たる重要な弱点は研究では刺激のどれもが信念の帰属を排除するように

デザインされていない。将来の研究は課題での違った心的状態についてのヴィネット

がはっきりと対比されていることが必要である。 

・ ゲームは、それらが刺激を目標‐帰属と目標なし条件のあいだで正確にマッチさせる

ので、目標帰属の調査にむいたパラダイム。 

このロジックを用いた２つの PET研究では、コンピューター相手の試行に比べて競争相手が人間だ

ったとき、内側前頭前野の領域で増加した活性化が見られた（Gallagher t al. 2002, McCabe et al. 2001）。

しかし、この比較は広すぎて目標帰属を特定（隔離）できないでいる。 

・ 脳活性の違いは、上記のように信念帰属を写すことができるか、あるいは人間相手の

切実な存在の必要性を映し出すかの差である（Saxe ら（2003）は内側前頭前野の領域では人

を、その身体的描写を含む、内容とするストーリーのほうが人間のいないストーリーよりももっと反

応と報告）。 

・ これまでは、ゲームの文脈で信念と目標帰属を直接比較した研究はなかった。 
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・ 意図的あるいは目標‐志向的行為の知覚に向かっている研究を提示する。 
目標－志向的行為の表象が調査されている文脈は模倣（imitation）である（Chaminade et al. 2002, Decety 

et al. 2002, Koski et al. 2002）。Koskiたち（2002）は被験者にターゲットドットあり、なしのどちらか

をみて人差し指でたどらせた。ゴール目標の存在は両側の前頭前野内部の活性を増加した（buccino

たちは、手と口の動きを真似ること：対象‐方向性ではブローカ野でも活性することを報告(2001)）。

TMS（transcranial magnetic stimulation）によるブローカ野の瞬間的妨害は模倣に干渉するが目標志向

的な指の動きの手がかりのある実行には干渉しなかった。 

・ ブローカ野は信念の帰属に関係する脳領域ではない、そのことは、少なくとも、目標は
信念についての推論にふくまれる脳領域とは違う脳領域を使って帰属されるという予

備的証拠を与える。 

・ 身体の全体の動きの解釈または segmentationと関連する脳領域の 2つの研究： 
Zacksら（2001）は複雑な目標志向的行為の下位目標の間の推移とイベントの境界に相関した活性を報

告。Saxe らは行為者に数秒間、大型の本棚の後ろで、突然に休止するように指示することで単純な意

図行為の構造を変えた。これはおそらく、被験者たちに彼らの行動の解釈を再構成する必要を生じさ

せた。両方の研究は右 pSTSでの分節運動（action segmentation）の際の活性化を報告している。 

・ 同じ近辺での活性化を Decetyらが報告（2002）。 

実験では被験者らは、他の人の手が被験者が同時におこなっている手の動きと同じある動きをしてい

るのを見たときは、その行為をしている自分自身の手をみながら比べた。 

・ 意図的行為の分析に関係する pSTSの領域は、信念の帰属に関連した近接領域と同じも

のだろうか?  

・ Saxeらは 2つの領域は別個であること、信念のストーリー（temporo-pareital junctionに

ダビングされる）の間と中止したウォーキング行動（行動の pSTS視覚的分析にダビン

グされる）の間で増加した活性を示している領域は、個々の被験者では解剖学的には

オーバーラップせず、ROI分析で違った機能的プロファイルを示した。 

・ 観察された行為の目標あるいは意図の解釈が、行為者へ信念をわりあてることに関係

する脳領域とは別個の脳領域であるという証拠は多い。 

・ それでも欲求と信念の帰属は共通であるという証拠もないではない、それは欲求と信

念をごっちゃにした傾向がある。 

・ 脳は目標（単純な視覚的運動的行為）の別個の表象を含んでいるが、それは 5~8 ヶ月

児に用いられるような目標の概念、そして 1 歳以後にも用いられる欲求（もっと一般

的にあてはまる）と類似したものではないか。この検証は今後の研究に待つ。 

・ 要約すれば、目標指向的行動を表象するのに含まれる脳領域（pSTS and Broca’s area）

と信念帰属に関係する脳領域(temporo-parietal junction and medial prefrontal cortex)は別

個のものである。 

・ このように、脳活性のパターンは、目標と信念の帰属に別個のメカニズムを提示する

発達心理学と一致している。 
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まとめれば、目標指向的行動の理解は乳幼児にもできることだが、一方、信念の帰属は 3

歳以後でなければ出現しない（Wellman et al. 2001）。この図式では欲求の位置づけが重要な

問題として残ったままである。 

・ 乳児は信念を話す前にもっと早く欲求について話す（Bartsch & Wellman 1995）そして、

外界への直接の意欲のかかわりとして、欲求と目標を同じように思っている（Astington 

2001 a,b）、そのことは欲求の帰属は、目標の帰属と同じであるが、信念の帰属とはちが

うものであることを示唆している。 

・ 大人にとっては反対に信念と欲求の帰属は単に分けられないものである。 

ヴィネットと漫画とアニメとゲームを用いたニューロイメージングの研究では、信念と欲求の帰属は

同じ脳領域を誘発するようである（信念と欲求の刺激がごっちゃになっているのだけれど） 

・ 欲求は信念の表象的処理へ概念移行するその表象の一部分として再分析されるのかも

知れない。 

・ 大人の素朴心理学では、我々は特定のクラスの特定のりんごを（たとえば、おいしい食

べ物としてのりんごを表象しながら）欲求するとも考えられる。 

・ 今後の研究では大人の頭での“自然な種類”の正しい区分は、欲求を目標におくのか

それとも信念に置くのかを決める必要がある。 

ニューロイメージング：知覚の帰属 
・ 発達心理学のなかで、目標の帰属と知覚の帰属はひとつのシステム（ Leslie, 1994）か

それとも 2つの別個のシステム（Baron-Cohen, 1997）なのかという論争がある。 

・ この解決法は 2つは同じ脳領域か違う脳領域を使っているのかを問うこと。 

e.g., 右 pSTS は顔への視線の知覚に関連している：この領域は、チェッカーボードの動きより目の動

きに対して（Puce et al. 1998）あるいは顔の確認の変化でも（Hoffman & Haxby 2000）強く反応する、 

開いた目は閉じた目より（Wicker et al. 1998）そして被験者は顔の確認よりむしろ視線に注意する時に

強く反応する（Hoffman et al. 2002）。 

・ しかし視線の敏感性は知覚の帰属を示唆するには十分でない。知覚は参照されるもの

だが、視線方向性はあるものに向けられている。 
最近の研究では Pelphrey ら（2003）は、目の動きへの右 pSTS の反応はターゲット（キャラクター

の顔の右方と左方の小さなチェッカーボード）との相互作用にモジュール化されている。キャラク

ターがすばやく、ターゲットの方向（一致）ではなく、ターゲットから目をそらすとき（不一致）、

右 pSTSの反応は数秒間長く維持された。不一致試行では観察者の予測は妨害されて、STSでの活性

が長く引き伸ばされた、このことはおそらく、予測の再構成に関連していると示唆している。 

・ 視線変化とほかの意図的行為の知覚に関係している STS の領域間にはどのような関係

性があるのか?  

目標志向的な手や足の動きと視線変化の動きを組み合わせた研究はないが、Puce et al. （1998）らは目

と口の動き movement（目標なしでの）が同じ STSの部分を活性化させることを、手と身体の動き action

を用いた他の研究では、STS のもっと側頭部および前頭部の活性を生み出すようであると報告してい
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る。反対に、予期せぬ視線変化（Pelphreyたち）には、そして予期せぬ行動変化（Saxe ら）には中央

部の活性が解剖学的にも概念的にも類似していると報告されている。 

マカクザルの前頭部 STSニューロンの発見から組み合わせられたニューロン表象が、行為者の視線が

その行為にむけられているときのみ、目標志向的な手の動きに増加して反応するということ示唆され

ている（Jellema et al. 2000）。 

・ このようなニューロン研究が、参照された視線と目標志向的行為の帰属が、共通の脳領

域か別個なのかを決定するのに役に立つ（それはこの２つの行動は“背後にある同じ現

象”をうつすものだという Carpenterたち（1998）の結論と一致している） 

ニューロイメージング：情動の帰属 

・ 信念、目標、知覚に関係している脳領域が顔の情動の知覚にも関わっているかどうかに

ついては、pSTSは行為と知覚の表象に関わっていた。 

・ 行為と知覚の表象の研究では、右 pSTSの活性の増加が見られた。行為者がポジティブ

な情動の顔と音声の表現を用いてネガティブな経験を列挙するときその付近の領域が

強く反応した。 

・ このようなナラティブの内容と情動の間の不一致は情動領域での行動の予測の妨害と

なる（さらに、pSTSと情動帰属との間の関係の証拠がある（see Narumoto et al. 2001） 

・ この領域が、目標、知覚そして情動の帰属にも共通の神経的メカニズムを持つのか今後、

研究の必要がある。 

 

要約：欲求、知覚そして情動 
・ 発達心理学からの証拠は、信念の帰属のメカニズムと、他者への欲求/目標、知覚、情

動の帰属は別個の心理学的メカニズムであることを支持。 

・ ニューロイメージング研究の結果は、脳領域の間の類似の区分を示唆している。単純

な目標志向性のビデオは、すぐ近くの信念帰属と関係している temporo-parietal junction 

とは別個の pSTS領域での活性を引き起こした（Decety et al. 2002, Saxe, Xiao, Kovacs, 

Perrett, & Kanwisher submitted） 

・ pSTS の類似の領域も知覚の帰属おそらく情動の帰属にも関係してきた（Decety & 

Chaminade 2003, Narumoto et al. 2001）。 

・ 将来の研究は、これが実際に、人が目標を追ってそれらを行為させようとし、環境に

反応し、そして相互作用するような、いわゆる行為の特性をすべて表象する単一のメ

カニズムを映し出すものかどうかを決定する必要があるだろう。 

結 論： 
・ 実質的行動の証拠が、他者の心を理解することは、人生の初めの 2 年という早期に他

者の目標、知覚そして情動についての推論のためのシステムが出現し始め、4歳位で後

期発達の他者の信念の内容を推論するシステムが始まる、ある特徴的な発達的軌跡に

したがっていることを指摘。 
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・ 最初にニューロイメージングは、人々が他者の信念の内容を推論するとき時、選択的

に従事している脳領域を確認。この知見は、ToM が認知の固有領域を構成し、それ自

体の領域固有的プロセス機構を備えているという議論を強化するもの。 

・ 次に、信念の帰属に関係している脳領域は、人々が他者の目標について推論している

ときの脳領域とは違うこと、それは、発達の 2 つの段階は、ひとつのメカニズムの段

階的成熟化というよりも、2つの違うメカニズムの結果からきたものであることを示唆。 

・ 3 つ目は、信念の帰属に関係する脳領域は、IC やシンタックスプロセスで従事する脳

領域とはちがうものだと思われる。この知見は、信念を帰属するときにはこれらの機

能が必ず従事しているという仮説には対立するものである。 

・ ニューロイメージングのデータでは、ToMと ICとシンタックスとの報告されているよ

うな相関は、信念について学ぶためのシステムの必要条件であることを示しているか

も知れないことを示唆している。 

・ 他にもかなりの解明されていない問題が残っている。 

1.もし我々が信念についての推論に従事せずに、欲求についての推論に従事できるとすれば、信念の

帰属に関係した脳領域を見ることができるだろう、そしてそのことは共通のメカニズムの存在を提起

しているのか、それとも、我々は信念と欲求の推論が現実に乖離しているから同じ脳領域には従事で

きないということだろうか? 

 2に、他者の目標､知覚、情動を理解する早期発達の能力は単一のシステムに基づいているのかそれと

もいくつかの違うシステムに基づくのか?  

3に、厳しい個人‐被験者分析が、適用されるときに、違うがしかし近傍の、temporo-parietal junction

の下位領域は信念の帰属と目標探索に含まれるのだろうか? もしその代わりに、これらの課題が重

なり合った領域に従事しているなら、共通のプロセスは重なり合う何を説明するのだろうか?  

ニューロイメージング研究の今後の展望は、主体の知覚や神経表象のような他者の心

の理解の別の重要な側面にも発展しうるもの（Csibra 2003; Farrer & Frith 2002; Farrer 
2003; Johonson 2000, 2003; Ruby & Decety 2001; Tremoulet & Feldman 2000）。 
その他にも行動知覚や行動計画の関係（Rizzolatti et al. 2003, Wolpert et al. 2003）、心の
理論が擬似科学理論かあるいはシュミレーションなのか（Bartsch 2002, Gallese & 
Goldman 1998, Nichols et al. 1996, Stich & Nichols, 1998）、道徳的認識と情動との間の関係
（Greene & Haidt 2003, Moll et al. 2002）、（人間性のような）永続的な特徴への帰属と個
人の瞬間的な目標、情動のような状態との関係（情動と目標のような、e.g. Winston et al. 
2002; etc.）などに貢献できるだろう。                   
以上 

 
 
 

 


