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Facial cognition as risk-management
Midori TAKAHASHI
Long before social scientists started paying attention to the problem of “ risk ”, we human-beings have been facing various risks that
potentially inﬂuence our ﬁtness (adaptation) to the environment. Recently, it is suggested that if the risk we face today is comparable
to what our ancestors had confronted in the past, we could manage them successfully with the particular psychological system we had
developed. In particular, because of the social nature of human, it is natural to conceive that human may have repetitively experienced
avoiding/handling particular social risks that emerged from social interactions, which reaction is assumed to be domain speciﬁc (e.g.
cooperation, seeking to mating partner, and self-protection from other people), in order to adapt to the past environment. Considering that
face has various and numerous information of others, it is possible to construe our face cognition (e.g. bias and heuristics in recognition
of expression, impression formation, attractiveness ratings, and facial memory) as risk-management strategies in social interaction.
Individual/situational differences in face congnition are also discussed from the risk-management perspective.
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Ⅰ．はじめに
我々の生活環境は多種多様なリスクで満ち溢れてい
る。リスクに関する心理学研究のハンドブック『人間
の安全とリスクマネジメント（Human Safety and Risk
1)
Management [2nd ed.]』
ではこのように述べられてい
る。“リスクやベネフィットという言葉は，生命のダン
スの大部分を描写することに利用可能である。全ての
生き物は，意識するかどうかに関わらず，それぞれの
種の生活領域の中で生存や繁殖に対するベネフィット
を得るためにリスクをとっている。このような意味で，
リスクはヒトやその祖先が出現して以来，認知や行動
にとってなくてはならないものである。上手なリスク
テイキングは生物学的な成功に寄与してきただけでな

く，現代人にとっても，様々な社会的相互作用―例え
ば，異性とのやり取りをはじめ，起業することやキャ
リアに関する意思決定，旅行やスポーツ，国内外の貿
”。
易に至るまで―にとって中心的な関心事である（p15）
しかしながら「リスク」という言葉が社会科学領域
で注目されてきたのは，実は比較的最近になってから
である2)。様々な事象の生起確率（死亡率や倒産リス
ク）の測定や，不確実性の存在する状況下（例えばゲー
ムの展開によって確率的事象が変化するカードゲーム
等）での最適なリスクテイキングの考察といった確率
的事象の研究それ自体については，確率論に大きな進
歩がもたらされた17世紀以降，統計学の進歩も伴いな
がら，目覚ましい発展が遂げられてきたという3)。ただ
し，とりわけ「リスク」に対する社会的関心が高まり，
多くの社会科学領域でリスクに関する考察が進展して
きたのは，ベック（Ulrich Beck）が「危険社会」
（1986
“
”
年）の中で リスク社会の到来 をセンセーショナル
に指摘したことが発端であると考えられている2)。ベッ
クは，産業や科学技術が高度に発達し，グローバル化
が進行した結果として，現代社会はこれまでになく深
刻な環境・公害・衛生そして社会安全リスクに取り囲
まれるようになったと主張した。その後，この発言に
触発されるかたちで様々な領域，具体的には経済学（経
営や金融）
，法学（予見可能性と法的責任の追及・補償
の問題）
，健康・医療（医療事故や治療方針の決定，疾
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病予防）
，社会保障（保険や福祉制度の設計）
，環境（禁
止薬物や災害対策）
，交通・安全などの領域でリスク
研究が本格的に行われるようになってきたのだという
1)2)3)
。
心理学においては，上述したような各研究領域に
存在するリスクを一般の人々がどのように評価してい
るかというリスク認知の問題を中心に，リスク認知に
おける個人差や経験・学習の効果，効果的なリスク認
知を促す環境設計や，人々の間でリスクに関する情
報がどのように伝達されていくのかということに関わ
るリスク・コミュニケーションのあり方が扱われてき
た3)4)。こうした心理学におけるリスク研究の中でも特
に関心を集めてきたものの一つが，ヒューリスティッ
ク研究に代表されるような，不確実性のある / 確率的な
状況下での意思決定における非合理性であると考えら
れる⑴ 3)。例えば，人々はリスク評価に関わる確率・頻
度的情報を正確に利用できず，事前の情報を無視した
り，逆に関連のない事前情報を確率判断に利用してし
まう傾向にあることが指摘されている。また，同じ確
率的情報であってもそれらがどのように呈示 / 描写され
るかで全く異なる判断を下しやすかったり，低頻度な
事象の生起確率を実際よりも高く評価するようなバイ
アスをもっているという。また，事象をイメージする
ことによって生起する恐怖の大きさといった感情的成
分も，確率判断やリスク認知に大きく影響することが
知られている3)4)5)。このように心理学におけるリスク研
究，中でも不確実性のある状況下での意思決定を扱う
領域では，人間のリスク認知における非合理性の側面
に焦点が当てられてきたわけであるが，その一方で最
近では進化心理学的な観点に依拠する研究者を通じて，
ヒトの意思決定における生態学的合理性（ecological
rationality）の探求（例えば6)）という形で，ヒューリ
スティックやバイアスに対する否定的 / 一面的な見方の
問い直しが行われてきている。

Ⅱ．リスクに対する進化心理学的アプローチ
リスクに対する進化的アプローチは，リスクのモデ
ル化やリスクマネジメントに関する他のアプローチ
（経済学的，心理計量，文化的，社会構成主義的アプ
ローチ）とは独立に成立した，比較的新しい領域であ
る（進化に関する研究領域においても最近になってリ
スクの問題が注目されるようになってきた；Glendon
et al.,2006, p571））。こうしたアプローチでは，まず，
自然淘汰を通じてヒトを含む動物は過去経験（進化
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的適応環境における行動とその帰結）に基づく予測力
を備え付けてきたのであり，したがって不確実性（あ
るいはリスク）の下での意思決定は進化的に形成され
た心理生理学的プロセスに基づいていることを想定す
る。その上で，生存と繁殖という究極的目標の達成に
関わる個別の至近的目標（配偶者選択や関係性の維
持，子育て，協力，社会的地位の獲得や維持，保身な
ど）を達成するための領域固有（ domain-speciﬁc ）
な意思決定メカニズムとして，特定の環境・状況を特
徴づける適切な手がかりが入力された場合には出力と
して適応的な特定の選択（行動）を確実に生み出すよ
うな情報処理プロセスが選択された可能性を指摘す
る ⑵ 6)。つまり「リスク」という言葉が注目され，リ
スクマネジメントが学術的・社会的に意識されるよう
になる以前から，ヒトを含む生物は多種多様なリス
クに晒されてきたのであり，進化的環境に存在してき
た特定のリスクに関してはそれを敏感に察知し，適切
に対処するためのメカニズム（適応的な意思決定に向
けた心理的メカニズムとしてのリスクマネジメント方
略）が獲得されてきたということである⑶ 。
こうした立場によれば，ヒトは特定の問題領域にお
いて適切な環境情報が与えられた場合には，生物学的
適応性の観点からみて非常に合理的な意思決定が行え
るのであり，これまで意思決定における非合理性の問
題として扱われてきたヒューリスティックや知覚・認
知上のバイアスは，むしろ迅速かつ倹約的な認知処理
を通じた適切な判断の実現を支えるものとして捉えら
れるのだという。すなわち，各生物は進化史を通じて
特定のタイプのリスクや脅威を知覚し，他の個体より
もよりよく対処しなければならなかった（例えばヒト
では毒物を摂取しない，捕食者や敵対関係にある外
集団メンバーから身を守る等が挙げられる）
。それゆ
え，意思決定メカニズムは必要最低限の認知的処理に
よって，その生物の生活史全体からみて適応的な行動
が実現するような単純な基本的構成要素から成り立つ
ヒューリスティックに基づいているのだという。その
ような意思決定メカニズムは（環境や文化からの入力
による学習機構も含めて）その種に “備え付けられた
built-in ” ものであり，したがってリスク認知もまた
リスクに応じた態度や行動が過去の進化史を通じて適
切なものになるよう特定の環境・状況の入力と不可分
に結びついたものが “ 組み込まれて hard-wired ” い
ると仮定される（例えば乗り物に対する恐怖反応に比
べてヘビに対するそれが非常に迅速で消し去り難いも
のであるように1)6) ）
。
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Wilke & Todd6) によれば，こうした適応的な意思
決定メカニズムを支える下位要素は各生物種によって
様々であるが，その中でも特に重要なものとして，知
覚（音への定位づけや物体の追跡など）
，探索（資源
の探索活動など），学習（危険な事物や親密な他者を
瞬時に学習することなど），記憶（人物や重要事物の
再認や効果的な忘却など）
，そしてヒトにおいては特
に社会的知性（ social intelligence ）（血縁者を含む
他者との協力や地位・評判を追求すること，集団への
同一視など）が含まれるという。ヒトは複雑な社会生
活を営む種であり，他者は個人の生物学的適応性を大
きく左右する存在である。そして，対人相互作用の各
領域（配偶者選択や血縁者との関係性，仲間との協
力）には種々のリスク（裏切りや拒絶，パートナー以
外の異性と関係をもつことや暴力など）が伴われるた
めに，それらに適切に対処することを可能にする社会
的知性を獲得していくことは非常に重要な課題であっ
たと考えられる。実際に，進化心理学的観点に依拠し
た最近の研究を通じて様々な社会的認知の特異性―対
人相互作用に関わるリスクを伝える社会的刺激への
敏感性や選択的注意，情動的反応 / 感情経験という形
での自動的 / 無意識的な行動（あるいは行動の方向づ
け），リスクを伝える社会的刺激に対する記憶能力の
向上，そして生物学的適応性を大きく阻害する特定の
リスクを過大推定する傾向など―が次々報告されてい
るが（例えば7)8) ）
，これらは特定のリスクが包含され
ている各対人相互作用領域における適応的な意思決定
を支える社会的知性の一部としてみなすことができる
のではないだろうか。

Ⅲ．リスクマネジメントとしての顔認知
顔は人種や年齢，性別をはじめ感情や健康状態，注
意の方向といった社会的相互作用を方向づける重要な
情報を発する器官である（多重情報発信体としての
顔）
。これまでに顔という社会的刺激に対する認知に
は，様々な特異性（敏感性や選択的注意，ヒューリス
ティック的な処理や記憶のバイアス）が存在すること
が指摘されている。こうした顔認知研究の中には進化
的心理学的視点に依拠しているものが散見されるが，
個別の領域で行われているのが現状である。しかしな
がら，実際のところ各研究が明らかにしてきた特異的
な顔認知様式は，対人相互作用上のリスクに対処する
ためのリスクマネジメント方略として統合的な視座か
ら捉えることができるかもしれない（我々の顔認知の
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あり様を，“生物学的適応性に鑑みて合理的な” 意思決
定メカニズムを構成する社会的知性の一部とみなせる
可能性）
。以下では顔認知の具体例（表情認知，印象評
価，魅力知覚，記憶）を挙げながら，それらが社会的
関係上のリスクに対するいかなる対処方略となりうる
のかについて考察する。その際，顔認知における一般
的傾向だけではなく，個人差や状況・文脈における差
異についても吟味する。これは，リスクの大きさ（自
身の生物学的適応性を阻害する事象の生起確率やそれ
が生じた際の損害）は，個人の資質や状態，その場の
状況や環境，およびそれらの組み合わせによって変化
すると考えられるためであるが（最適なリスクテイキ
ングは環境と個人の能力の相互作用によって決まる9) ）
，
実際に先行研究はリスクの大きさを規定する要因が顔
認知の差異と関連することを示唆している。

１．表情認知
表情認知の領域では，怒り表情が他の表情に比べて
より迅速に検出されること（怒り表情の探索的優位性）
が明らかにされている（例えば10)11)；総説として12)13) ）
。
怒り表情に対する知覚的敏感性は，他者の脅威（暴力
による傷害や死の危険という保身リスク）を素早く察
知し，回避行動を促すための適応であると考えられて
いる。実際に，他者の怒り表情は恐怖感情や回避行動
を引き起こすこと，そして，進化的環境において脅威
となったことが想定される特定の生物（クモやヘビ）
についても怒り表情と同様の探索的優位性が存在する
ことが示されている14)15)。
怒りは，それがどのような人物から向けられている
かに応じて，保身リスクの大きさが変化する（身体的
により強靭な人物からの暴力は，そうでない人物に比
べて，より重大な傷害や場合によっては死に至るリス
クが大きい）
。したがって，自身に対して身体的脅威を
及ぼしうる能力をもつ人物が怒りを示している場合に
は，それを素早く / 正しく検出したり，保身リスクを
大きく見積もる必要があると考えられる。こうした見
方に符合する知見として，怒り表情の検出スピードや
表情強度の認知が，顔のもつ属性によって変化するこ
とが報告されている。具体的には，女性顔に比べて男
性顔の方が，子ども顔に比べて大人顔の方が，怒り表
情が素早く同定されること，操作した表情強度が同じ
であっても認知者側にはより強い怒りが認知されるこ
とが明らかにされている16)。また，同性内であっても，
身体的強靭性の手がかりをもつ顔（男性的な顔の特徴
をより多く備える顔）に対して，怒り表情がより強く
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/ 素早く認知されることが明らかにされている16)。更に，
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もっている / 示しているかどうか intention to harm/
以前より無表情状態において顔の形態的特徴が特定の
valence evaluation，②支配性 dominance；脅威を与
表情に似ているだけで，認知者側には当該の表情が認
える能力をもっているかどうか ability to harm/threat
知されてしまうという現象 ( 表情の過般化効果）が報
evaluation）から顔の印象を評価していること，そし
17)
告されてきたが ，男性特有の顔の特徴（性的二形） て ２ つの印象評価次元は特定の形態的特徴と対応関係
は怒りの表情表出と類似しており，それゆえそうした
にある（どのような容貌にいかなる印象を抱きやすい
かということについて人々の間で共通の判断基準が存
形態的特徴をより多く備える男性顔（非常に男性的な
在する）ことが指摘されている24)。信頼性と支配性の査
印象を与える男性顔）は本人が無表情であっても怒り
18)
定が印象評価の中心を成しているということは，我々
が認知されやすいことが明らかにされている 。一部
が他者の裏切りリスクおよび保身リスクに対して特に
の研究者（例えば19) ）は，怒り表出がむしろ身体的強
敏感であることを示唆していると言える。また，印象
靭性のシグナルを模すように進化した可能性を指摘し
評価に関する判断に共通性が存在することは，特定の
ている。しがたって，怒りの表出は，発信者側が保身
容貌に基づくリスク（信頼性の低さや脅威性）の査定
リスクを伝える形態的特徴に対する認知者の反応特性
がある程度妥当なものであることを示唆している。実
を利用する形で，リスクの存在を積極的に喧伝してい
際に，顔の印象評価に関する研究を通じて，顔から与
る動的情報であると言い換えることができるかもしれ
えられる印象が実際に顔の持ち主の性格特性や能力に
ない。
対して予測力をもつことを示す知見が得られている。
以上で挙げた知見はヒトの怒り表情認知における全
具体的には，顔から評価された異性の短期的性戦略に
般的傾向性を扱ったものであるが，その一方で，怒り
対する指向性が，持ち主の自己報告と関連するという
表情の認知様式には個人差が存在すること，特に不安
知見25) や，信頼性の評価が協力ゲームにおける実際の
傾向にある個人は怒り表情に対して特に敏感であるこ
協力行動を予測するという知見26)，顔に基づく身体的
とが指摘されている。不安は脅威事象の予期よって引
19)
強靭性が身体能力のパフォーマンス（特に闘争能力と
き起こされるネガティブな感情状態 ，すなわち，個
関連する上半身の筋力）を予測するという知見27) など
人の中で保身リスクが活性化している状態（保身に対
が報告されている。これらは我々が顔というわずかな
する動機づけの高まり）と言える。実際に，社会不安
手がかりから，他者の裏切りリスク，関係性リスク，
（ social phobia ）を示す個人は，face-in-the crowd パ
保身リスクを査定できる可能性を示唆する証拠と言え
ラダイム（複数の表情刺激が呈示された際にその中か
る⑷ 。Berry28) や Penton-Voak ら29) は，外見がもたらす
ら １ つだけ異なる表情を見つける課題）において，怒
20)
り表情の検出が他の表情に比べてより迅速である 。 印象がその人物に関する “真実の核心 kernel of truth”
を反映している可能性を指摘している。しかしながら
また，アタッチメント不安の強い個人は，無表情から
その一方で，顔に基づく印象評価は本人の特性を直接
怒り表情に徐々に変化する動画においてより素早く怒
反映しているというよりむしろ，顔が伝える別の情報
り表情への変化を検出できる21)。加えて，公共の場で
のスピーチを予期すると（一時的な社会不安の喚起）
， （表情や年齢，性別など）が相互作用において非常に重
要であったために，顔の持ち主の容貌がそれらと類似
怒り表情に対する反応が迅速になることが明らかにさ
しているだけで，表情や性別に結びついた性質（行為
れている22)。なお，不安傾向にある個人は，怒り表情
傾向や特性）を備えていると知覚者側がステレオタイ
だけでなく，逸視状態の恐怖表情（他者が脅威事象に
プ的に判断してしまうだけである（童顔の人物は無邪
直面していることを示す情報）を素早く検出するとい
23)
気で騙されやすいといた “子どもっぽい” 性格特性を，
う知見も報告されている 。
中性的な男性は優しさや温かさといった “女性的な” 性
格特性をもっていると推論してしまう ) とする立場もあ
２．印象評価
⑸ 17)30)
る（性別や年齢の過般化効果）
。こうした見方を支
我々は初対面の人物の容貌を元に様々な印象を形
持する知見として，無表情時の容貌が表情に類似して
成し，それは時に（とりわけ当該人物に対する情報が
いると，感情の行為傾向に関連した印象（怒りとの類
相対的に希薄な場合には）
，その後の相互作用のあり
似性は支配性や攻撃性，笑顔との類似性は親和や信頼
方を大きく方向付ける17)。最近の研究を通じて，我々
性）がもたらされることが明らかにされている。
は他者の顔を目にしたとき，大きく分けて ２ つの次
顔の印象評価で重要な ２ つの次元（信頼性と支配
元（①信頼性 trustworthiness；脅威を与える意図を

リスクマネジメントとしての顔認知

性）については，個人差（および個人内変動）が存在
することが報告されている。例えば，オキシトシン
（恐怖感情を抑制する効果をもつ）を投与されると，
参加者の未知顔に対する信頼性評定が高まるという知
見が報告されている31)。恐怖感情はリスク認知に影響
を与えるため，オキシトシン投与と信頼性評定の関連
性は，他者の裏切りリスクに対する敏感性の低下に起
因するかもしれない。なお，信頼性の評価については
評定者と容貌の組み合わせの効果が存在する可能性が
指摘されている。具体的には顔の類似性（評定者と評
定対象となる顔の容貌が似ていること）は，高い信頼
性評定をもたらすことが明らかにされている ⑹ 32)。先
行研究では一連の結果を血縁者に対する協力行動の文
脈から捉えているが（血縁者に対する協力行動は生物
学的適応性に対するベネフィットとなる），裏切りリ
スクの低さとしても解釈できるかもしれない（血縁者
であれば裏切りが生じた際の生物学的適応性に対する
損失が少ない）。また，支配性の印象評定についても
個人差が指摘されている。Watkins らの研究33) では男
性に支配性の高さ（身体的強靭性や攻撃性，地位の高
さ）の手がかりとなる形態的特徴をどのくらい備えて
いるかが少しずつ異なる男性顔を対呈示して，二人の
男性どちらがより支配的であるかを尋ねた。その結
果，評定者である男性自身が支配性の手がかりとなる
形態的特徴をより多く備えているほど，２ 名の男性の
間の支配性の差異に鈍感であった（支配性手がかりの
差異を検出できなかった）。この結果は，保身リスク
の差異（支配性の低い男性ほど，男性間の支配性の差
異に敏感である必要がある）から解釈することができ
るかもしれない。

３．魅力知覚
顔から形成される印象の中でも最も集中的に検討
が行われてきたのが魅力である。どの顔が魅力的で
あるかという判断には文化や年齢，性別を超えた普
遍性があることが明らかにされてきた（共通の魅力判
34)
断基準の存在）
。そしてこれまでに，特定の形態的
特徴（平均性 averageness；パーツの大きさや形が集
団構成員の中で平均的なものであること，左右対称
性 symmetry ）が高い魅力評価に寄与することが示さ
れてきた。進化心理学的観点に依拠する研究（例え
ば35) ）は，ある顔の特徴に共通して魅力が知覚される
のは，そうした特徴が知覚者の生物学的適応性に対す
る利益の手がかりであるためであると捉えており（魅
力を通じた自身の適応を促進しうる他者の検出）
，実際
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にヒトにおける魅力と資質の関連に対する証拠や他動
物種の知見は，適応主義的アプローチの見方を支持し
ている⑺ 35)。その中で，思春期以降に性ホルモンの作用
を通じて形成される顔の性的二形（男性 / 女性に特有
の特徴）を同性内でもより強く備えていること（男性
的 / 女性的な印象を与える顔の特徴をより多く持って
いること）が魅力評価に寄与する可能性が，理論駆動
的に，とりわけ異性選択の文脈で検討されてきた（総
説として35) ）
。これは，性的二形を示す顔の特徴が繁
殖力のシグナルである可能性が指摘されると共に，他
動物種の一部でも異性選択に影響を与えることが明ら
かにされているためである36)。しかしながら，実証研
究は，女性については女性的な顔の特徴が高い魅力評
価に寄与する一方で，男性では男性的な顔の特徴が概
してそれほど魅力的でないことを明らかにしてきた37)。
これは，男性顔において男性的な特徴は，繁殖力（健
康および優れた遺伝子）という女性の適応性に寄与す
る資質の手がかりである一方で，短期的性戦略に対す
る指向性（関係性リスク）
，および支配性の高さ（保身
リスク）といった，適応性に対してネガティブな効果
を与える資質の手がかりでもあるためだと考えられて
いる。こうした見方を支持する知見として，これまで
に，長期的関係性に対するリスク（子育てに向けた資
源が投資されない危険性）の大きさに関わる女性側の
個人差要因が，男性的な特徴をもつ男性顔に対する魅
力評価に影響を与えることが明らかにされている。具
体的には，短期的性戦略に対する指向性が高い女性や，
既にパートナーがいる女性が短期的関係性を想定する
場合，および自身が異性として魅力的だと評価してい
る女性ほど，より男性的な男性顔を選好することが示
されている35)。同時に，男性的な男性を配偶者として
選択することに伴う利益が大きい場合，具体的には妊
娠可能時期（月経サイクル中の一定期や，初経から閉
経まで）には他の時期に比べてより男性的な男性に魅
力を感じることが明らかにされている（総説として
35)
）
。また，保身リスクの認知（怒り表情 / 脅威性の知覚）
が男性的な男性顔の魅力を抑制していること，笑顔や
逸視といった保身リスクが相対的に小さくなる条件で
は，男性的な男性顔の魅力が高まることが指摘されて
いる18)。また，保身リスクは男女関わらず生物学的適
応性に対してネガティブな効果をもつために，保身リ
スクの大きさは男性評定者においても同性である男性
顔の魅力評価に影響を与えることが想定されるが，実
際に身体的強靭性が低い男性ほど，それほど男性的で
ない男性顔に対して魅力を感じるという結果が報告さ
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れている38)。認知・感情次元での魅力評価は，近接行
動をもたらす39)40)。したがって，男性的な男性顔に対
する魅力評価の一般的傾向および個人差は，男性的な
容貌をもつ男性との相互作用において見込まれるリス
クの差異の反映として捉えることが可能かもしれない
（リスクマネジメントの結果としての魅力知覚）
。

４．記憶
記憶に関するモデルでは，一般的に，記銘時に多く
注意を向けられた刺激が再認されやすいとされてい
る。しかしながら最近，生物学的適応性に対する重大
なリスクと結びついた特定の刺激については，場合に
よってはほとんど注意が向けられなくてもより良く再
認されることが明らかにされている。具体的には，こ
れまで他人種の顔の再認は，自人種に比べて難しい
ことが指摘されてきたが41)，脅威がプライミングされ
た場合には，外国人男性（保身リスクと強く結びつい
た刺激）に対してほとんど注意が向けられていなく
ても，自人種の男性と同レベルで顔をよく再認でき
ることが明らかにされている42)。Kenrick らはこの結
果を，一般的な情報処理モデルでの仮定（注意がより
多く向けられたものが次の認知処理過程で精緻化さ
れる）に違反するものとして，“認知的分離 cognitive
disjunction ” と呼んでいる42)。また，表情と記憶に
関する先行研究では笑顔が記憶成績を高めることが報
告されてきたが，外国人男性については笑顔を示して
いる場合に比べて，怒り顔の方が再認成績が良いとい
う結果が得られている42)。過去の進化史を通じて，外
集団メンバーの中でも，とりわけ男性は保身に対して
大きな脅威となったことが想定される7)。保身リスク
と深く結びついた他者（とりわけ怒りを示す外国人男
性）を目撃した場合に，当該人物に凝視されないよう
にしながら，人物の特徴をより良く記憶し，正確に再
認できることは，適応に寄与したと考えられる。した
がって、上記 ２ つの congnitive disjunction の例は，
外集団メンバーからの脅威（保身リスク）に対する知
覚・認知上のリスクマネジメント方略とみなすことが
できるかもしれない。
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る社会的知性の一端として包括的に捉えられる可能性
について論じてきた。その上で，顔認知における個人
や状況による違いを，個人の資質や置かれている環境
に応じたリスク（およびリスク認知）の差異から記述
できる可能性を提案した。進化的環境を通じて存在し
た，様々な対人相互作用の文脈におけるリスクに注目
し，いかなる顔認知様式がそうしたリスクに対する効
果的な対処方略となりうるのかを意識することは，こ
れまで個別の領域で行われてきた研究をリスクマネジ
メントの観点から接合することや，新たな顔認知様式
を発見することにも寄与しうるのではないか。ただし
後者については，特に進化的環境と現代の環境の齟齬
に着目する必要があると考えられる。例えば，不安傾
向にある個人が示す脅威表情に対する敏感性は，進化
的環境においては適応性に寄与し得た可能性がある一
方で，現代においてはむしろ対人相互作用場面におい
て関係性や社交場面での過剰な撤退という形で反機能
的である可能性も考えられる。我々の顔認知のあり様
を，過去の進化史を通じて獲得されたリスクマネジメ
ント方略と現代の環境とのマッチング／相互作用とし
てみなすことは，（生存・繁殖の成功という生物学的
な文脈に限らない広い意味での）適応や，意思決定に
おける合理性の問題を，今後更に考察していく際の，
有効なアプローチの １ つになりうるかもしれない。
注
⑴

不確実性のある状況下での意思決定研究は1970年代（リスク
という言葉が脚光を浴びるより以前）より隆盛を誇ってきたが3)，
リスク認知の文脈でそれが議論されるようになったのは，ベック
の主張とほぼ同時期のことであると考えられる（論文検索サービ
ス『 Web of Knowledge 』でタイトルに “ risk ” と “ bias ” ある
いは “ heuristic ” をキーワードに含む論文を検索したところ，意

⑵

思決定に関するものは1980年代半ば以降に登場していた）
。
進化心理学的アプローチにおいて，“リスクは特定の至近的な
通貨(カロリーや金銭)における結果の分散によって操作される
が，リスクへの適切な対処は，それとは非線形の関係にあるより
遠因的な通貨（経済学における ʻ効用ʼ や生物学における適応と
いった言葉で表されるような，至近的な通貨に比べてそれほど直
接的には測定できないもの）において見込まれる期待値を最大化
する問題として解釈できる(p1) ”43)。すなわち，意思決定状況下で
の共通通貨は（遺伝子の維持拡散という）生物学的適応度におけ

Ⅳ．まとめと今後の展望

る予測値であり，リスクというタームは至近的な不確実性や危険
と同様に，結果の分散(至近的な危機への適切な対処を通じた帰

本論では，これまでに報告されてきた顔認知におけ
る様々なバイアスやヒューリスティックに焦点を当
て，それらが種々の対人相互作用上のリスクに対処
するための，“ 生態学的に合理的な ” 適応戦略を支え

結としての，生存・繁殖の成功における差異)を含む，統合的な
意味をもつことになる。

⑶

こうしたアプローチでは，過去の進化的環境に存在したリスク
については，それに合致した適切な情報の入力が存在すれば適応

リスクマネジメントとしての顔認知

的な判断や反応が導かれることを仮定する一方で，進化的に新奇
なリスクについては，適応的な反応を導く心理的メカニズムが獲
得されていないために（非合理性に関する研究が主張してきたよ
うに），的確なリスク認知や反応が行えない場合があることを指
しかしながら，もし集団中の多くの人々が特定の容貌に基づい
て裏切りリスクや関係性リスクを査定するようになれば，人々の

Personality and Social Psychology, 78, 81-91.

れるようになると考えられる（人々から信頼性を高く評価される

Tactics of mate attention. Journal of Personality and Social

人物が裏切り戦略をとる場合など）。ただ，特定の容貌を種々の
リスク査定に利用していた人々の生物学的適応性が低下すること

Psychology, 54, 616-628.
10）Hansen, C H. & Hansen, R. D. 1988. Finding the face in the crowd:

になれば，結果として徐々に集団中の構成員の割合が少なり，今

An anger superiority effect. Journal of Personality and Social

度は人々の心理的傾向性を利用する者が利益を得られる機会が低

なおZebrowiz自身は，顔の持ち主が容貌に対するステレオタ

Psychology, 54, 917-924.
11）Fox, E., Mathews, A., Calder, A. J.,& Yiend, J. 2007. Anxiety and
sensitivity to gaze direction in emotionally expressive faces. Emotion, 7,
478-486.
12）Vuilleumier, P. 2002 . Facial expression and selective attention.
Current Opinion in Psychiatry, 15, 291-300.
13）Green, M. J.,& Phillips, M. L. 2004. Social threat perception and the
evolution of paranoia. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 28,
333-342.
14）Öhman, A., Flykt, A.,& Esteves, F. 2001 . Emotion Drives

イプ的信念をもつことで，元々の性格特性が異なっていた場合で

Attention: Detecting the Snake in the Grass. Journal of Experimental

も，予言の自己成就的にステレオタイプに合致する性格特性を身
に着けてしまい，それが結果的に “ kernel of truth ” の実現を導

Psychology: General, 130, 466-478.
15）Öhman, A. 2008. Fear and Anxiety. Lewis, M., Haviland-Jones, J.
M.,& Barrett L. F. (Eds.)『 Handbook of Emotions 』[3ed edition],

を報告しているが，その一方で（静止画の場合には特に）容貌か
ら得られる印象の，実際の性格特性に対する予測力はそれほど高
くはない。こうした知見は，容貌と性格特性の関連性における複
雑性を示していると言える。顔の持ち主が容貌に対するステレオ
タイプとは逆の性格特性を意図的に表出する可能性については7)，
も考察を加えている。

いている可能性を指摘している。
異性の顔では，信頼性と同じポジティブな印象であっても性的

The Guilford Press, New York/London.

魅力は高まらないという結果も示されている(とりわけ短期的な，

16）Hess, U., Adams Jr, R. B., & Kleck, R. E. 2009. The face is not an

パートナーシップを伴わない文脈下では性的魅力は低下する)，

empty canvas: how facial expressions interact with facial appearance.

これは近親相姦リスクの回避に向けた適応として解釈されてい
る。

⑺

A new perspective on biases in cross-sex mind reading. Journal of

９ ）Buss, D. M. 1988. The evolution of human intrasexual competition:

は，容貌と性格特性の間に統計的に有意な相関が認められること

⑹

Handbook of Evolutionary Psychology』Oxford University Press, UK.

心理的傾向性を利用する者が大きな適応上のベネフィットを得ら

下することになる。容貌と性格特性の関連性を検討した実証研究

⑸

evolution of decision making. Psicothema, 22, 4-8.

７ ）Schaller, M., Park, J. H.,& Kenrick, D. T. 2007 Human evolution and
social cognition (chapter33). Dunbar R. I. M. & Barrett, L.『 Oxford
８ ）Haselton M. G. & Buss, D. M. 2000. Error management theory:

摘している。

⑷
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ただし，魅力の知覚は優れた他者の積極的検出としてではな
く，むしろ（感染症に罹患しているなどの理由により）適応性を
低下させうる他者の回避として機能している可能性を指摘する論
者もいる44)。こうした論者によると，顔の魅力評価に影響を与え
る基準（平均性やシンメトリー性）は適応性が極端に低い個体の
示す手がかりを回避する際に利用される基準が，他の多くの個体
に対して般化されているだけなのだという。

Philosophical Transactions of The Royal Society. B, 364, 3497-3504.
17）Zebrowitz, L. A. 1997.『 Reading Faces: Window to the Soul? 』
Westview Press, New York.

18）高橋翠・遠藤利彦 2013 脅威性の知覚が男性顔に対する魅力
評定に与える影響. 認知心理学研究, 10(2), 165-173.
19）Becker, D. V., Kenrick, D. T., Neuberg, S. K., Blackwell, K. C., &
Smith, d. M. 2007. The Confounded Nature of Angry Men and Happy
Women. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 179-190.
20）Gilboa-Schechtman, E.,& Foa, E. B. 1999. Attentional biases for
facial expressions in social phobia: The face-in-the-crowd paradigm.
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