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概要： 本研究は，笑顔における目の表情変化の検出が笑顔の印象にどのように影響するかを検討する

ことを目的とした。目の変化と口の変化のインターバルを inter-change interval（ICI）とし，目の変化（2

条件，変化ありと変化なし），口の変化（12条件，ICI = 0，±50，±200，±400，±600，±800，口の

変化なし）の条件をかけ合わせ刺激を作成した。刺激を見た参加者は目の変化の有無についての質問

と，笑顔について 3択（作り笑い，真の笑顔，口の変化なし）の質問に答えた。分析の結果，口の変化

がなかった時に比べて，ICI = -50，ICI = 0 において目の検出感度が有意に低下した。また，目の変化あ

りの場合の ICI = -50，ICI = 0，ICI = 50において Realの回答率が有意に高く，特に Hitの試行において

Realの回答率が上がった。これらの結果により，目の変化があり，かつ目の変化の直前や直後に口角が

変化する場合に真の笑顔と判断されやすくなること，目の変化の検出ができた場合には真の笑顔と回答

する傾向があることが示された。 
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1. 序論 

表情から他者の気持ちを適切に読み取る表情認

知は，日々の対人関係を円滑にする上で，また社

会的な場面において重要な役割を担っている。し

かし，日常生活の中では笑顔によって真意が隠さ

れる場合がある。また，真の笑顔と作り笑いの間

には眼輪筋収縮の有無という形態的な違いがある

ことが示されている（Duchenne, 1990; Ekman, 

Davidson, & Friesen, 1990）。人が形態的な違いを

認識し，笑顔の真偽判断に利用しているのであれ

ば，目の変化を検出できない場合にはその笑顔が

作り笑いであると判断されやすくなることが予想

される。本研究では，目の変化と口の変化のイン

ターバル ICIが目の変化の検出にあたって重要で

あるとした Iwasaki & Noguchi（2016）の研究をも

とに，複数の ICI条件を用いてその効果を検討し

た。 

 

2. 方法 

参加者は大学生の男女 49名（男性：28名，女

性：21名，平均年齢 20.77歳（標準偏差 2.20））

であった。そのうち教示が十分に伝わらなかった

4人のデータを除外した。 

条件は目の変化（2条件，変化ありと変化な

し），口の変化（12条件，ICI = 0，±50，±200，

±400，±600，±800，口の変化なし），刺激の人

物の性別（2条件，男女）の 3種類をかけ合わ

せ，計 48条件あり，刺激は条件に応じて作成さ

れた。参加者は刺激を見た後，二つの質問に回答

するように教示された。一つ目の質問では刺激の

人物の目の変化の有無を問われた。二つ目の質問

では刺激の人物の口角が上がった場合，その表情

が作り笑いに感じたか，真の笑顔に感じたか，口

の変化がなければ笑っていないという選択肢を選

ぶよう求められた。映像を観て 2項目の質問に回

答するまでを 1試行として，参加者は 1ブロック

につき 96試行繰り返した。ブロックの間に休憩

を挟みながら 5ブロック，計 480 試行行った。 



 

3. 結果 

目の変化の検出について分析した結果，目の検

出感度 d’は，口の変化なし条件（d’ = 2.87, SD = 

0.81）に比べて，ICI = -50（d’ = 2.21, SD = 0.97, 

t(44) = -6.05, p<.001），ICI = 0（d’ = 2.52, SD = 0.83, 

t(44) = -3.45, p<.05）の方が有意に低かった。 

目の変化あり条件，なし条件のそれぞれについ

て，各 ICI条件における Real, Fake, Not Smile の

全体の回答率を求めた。Realの回答率に注目する

と， ICI = -50（M = 0.48, SD = 0.27），ICI = 0（M 

= 0.47, SD = 0.29）, ICI = 50（M = 0.48, SD = 0.30）

の時に他の ICIに比べて Realの回答率が高い傾向

があった。 

 

図 1. 目の変化ありの各 ICI条件の笑顔についての回答率 

（エラーバーは標準誤差を示す）。 

 

 目の変化があった試行を HitとMissの場合に

分けて Realの回答率を求めると，Hitの場合にお

いてのみ ICI = -50，ICI = 0，ICI = 50 の時に他の

ICIに比べて Realの回答率が高い傾向があった。 

 

4. 考察 

本研究の目的は，目の表情変化の検出が笑顔の

印象にどのように影響するかを検討することであ

った。笑顔に関する回答の Realの回答率につい

て分析したところ，目の変化があり，かつ目の変

化の直前や直後（ICI = -50，ICI = 0, ICI = 50）に

口角が変化する場合に心からの笑顔と判断されや

すくなることが示唆された。また，目の変化があ

った試行を HitとMissの場合に分けて Realの回

答率を条件間で比較したところ，ICI = -50，ICI = 

0, ICI = 50の条件において，目の変化の検出がで

きた場合（Hitの場合）には心からの笑顔と回答

する傾向があることが示された。 

総合的に捉えると，真の笑顔か作り笑いかを判

断する際には，目の変化の知覚が重要であると言

える。真の笑顔と作り笑いでは形態的な違いがあ

ることが今まで明らかにされてきたが，その違い

が笑顔を表出する側だけではなく，表情を認知す

る側にとっても重要であるということが分かっ

た。 

今後は，目の表情を怒りなどに変えた刺激や，

目の変化を保った刺激で同様の実験を行うことで

さらに理解が深まる。また，瞳孔反応などの生理

指標を測定し潜在的な判断についても検証するこ

とは有意義である。 
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