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概要： 他者の顔を認識するとき，その個人の顔に特徴的な情報を強調すると，その人物を同定しやすくなることが知られている 

(Caricature effect)。この原理を応用すると，記憶しやすい顔画像を生成することができる。実際に，顔の記憶課題において Caricature

化した顔を学習すると，Caricature を施していないオリジナルの顔刺激の再認成績が向上することが知られている (Reverse caricature 

effect; RCE)。本研究では，RCE がどのような条件下で生起するのかについて 3 つの実験を通して検証した。全ての実験を通して，

実験参加者は Caricature を施していないオリジナル日本人顔と 75% Caricature 化した日本人顔を観察し，その後それらの顔を再認す

ることが求められた。実験の結果，RCE は顔の記銘が意図的に求められていない場面でも頑健に生じ (実験 1 および 2)，顔の記銘か

ら 2 日後でも持続することが明らかになった (実験 3)。 
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1. はじめに  

ヒトの顔は個人間で類似した顔パーツとその配置関係を持

つにもかかわらず，人物同定や個人識別において非常に重要な

手がかりとして機能する  [1]。平均的特徴を持つ顔から逸脱し

た特徴を持つような示差的な顔は，識別性が高く，記憶に保持

されやすい。この現象は，顔空間モデルによって説明される  [2]。

個々人の顔は平均顔を原点とする顔空間内で表象される。顔空

間モデル内で個人の顔の特徴ベクトルについて，原点に対して

外挿をとると，その顔を特徴づける固有の性質をより一層強調

することができる  (Caricature)。Caricature 化を行った顔は顔空

間モデル内において元の顔よりも原点から離れた顔となるた

め，元の顔よりも認識されやすくなる  [3]， [4]。この効果は

Caricature effect として知られる。  

Caricature を施していないオリジナルの顔と Caricature 化し

た顔を，偶発学習事態において符号化すると，単にオリジナル

の顔を学習した場合に比べ，Caricature 化した顔を学習した場

合のほうが，オリジナル顔に対しての再認成績が向上すること

が知られている  [5]。この効果を Reverse caricature effect (以降

RCE) という。本研究では RCE の生起要因について 3 つの実験

を通して検証することを目的とした。  

2. 実験 1: 日本人顔モデルによる RCE の再現性の検証  

2.1. 目的  

日本人顔 3D モデルを用いて，RCE の再現性を検証しつつ，

RCE が生じるのに最適な Caricature の強度を決定する。  

2.2. 方法  

本研究では，FaceGen (Singular Inversions, Toronto, Canada)に

日本人の顔画像 80 枚（男性 40 枚、女性 40 枚）を読み込ませ

て生成した 3D モデルを用いた。日本人顔 80 名の顔の特徴量を

130 次元ベクトルで表され，以下の計算により，顔特徴ベクト

ルを標準化することで，個々の顔の示差性を一定に調整した。 
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（ f：個人特徴量ベクトル， fAVG：平均ベクトル，  

f’：標準化後のベクトル）  

Caricature 化は以下の計算に基づいて行った。  

𝒇𝑐 = 𝒇𝐴𝑉𝐺 + (1 + 𝛼)(𝒇′ − 𝒇𝐴𝑉𝐺) 

（ fc： caricature 後のベクトル，α： caricature level）  

すべての実験参加者について，提示された顔画像の中に友人

や知り合いの顔がなかったことを確認した  

本実験は学習フェイズとテストフェイズの 2 つの実験フェイ

ズで構成された。学習フェイズでは，参加者は提示された顔画

像に対して顔の魅力度および示差性について評価することが

求められた。この評価は偶発学習事態における方向づけ課題と

して行われた。提示される顔画像の Caricature level は 0%，50%，

75%，100%で ,Caricature level ごとに 10 枚の顔画像を割り当て，

合計 40 試行が行われた。学習フェイズを終えた直後にテスト

フェイズに移行し，参加者は学習フェイズで表示された顔と未

提示の顔各 40 名の正面顔画像に対して，それらが学習フェイ

ズで提示された顔であるか否かを回答することが求められた。 

2.3. 結果と考察  

信号検出力 d’について Caricature level を被験者内要因とし

た 1 要因の分散分析を行った結果，Caricature level の有意な主

効果が認められた  [F(3,72) = 3.71, p < .05]。多重比較の結果，

75％Caricature 顔は 0%および 50% Caricature 顔よりも有意に d’

が高いことが明らかになった  (ps < .05)。  

 実験の結果，日本人顔 3D モデルを用いて，RCE を再現可能

であることが確認された。100% Caricature において RCE が顕

著に観察されなかったことについては，過度な Caricature 化に

より，顔空間内において元の顔と Caricature 化された顔が同一

人物であるとみなせる範囲を超えてしまった可能性がある。  

図 1. 学習時の Caricature level と d’ 

（エラーバーは標準誤差）  
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3. 実験  2: RCE における学習時記銘意図の効果の検証  

3.1. 目的  

 記銘意図が RCE の生起に及ぼす影響について検討する。  

3.2. 方法  

主な手続きは実験 1 と同様であるが，本実験では，Caricature 

level は 0%と 75%の 2 条件であり，それぞれ 20 枚の顔画像を

無作為に割り当てた。加えて，学習フェイズにおいて，顔を記

憶するように教示された意図学習群  (n  = 17)と，実験 1 同様に

顔を記憶するように教示されない偶発学習群  (n = 15)の 2 群に

被験者は分けられた。  

3.3. 結果と考察  

 d’について学習条件を被験者間要因，Caricature level を被

験者内要因とした 2 要因の分散分析を行った。分析の結果，

Caricature level の有意な主効果が認められた  [F(1,30) = 54.94, 

p < .05]。一方で，学習群の有意な主効果  [F(1,30) = .30, p  =.59]

および Caricature level と学習群の有意な交互作用は認められな

かった  [F(1,30) = 1.64, p  = .21]。  

本実験の結果，偶発学習群と意図学習群の両方で RCE が生

起することが確認された。さらに，RCE の生起の仕方は，偶発

学習群と意図学習群の間で顕著な違いが認められなかったこ

とから，記銘意図に関わらず RCE が生起すると考えられる。  

4. 実験 3: RCE の時間的持続性の検証  

4.1. 目的  

RCE は学習後時間が経過しても得られる効果かを検討する。 

4.2. 方法  

主な手続きは実験１と同様であるが本実験では，Caricature 

level は 0%と 75%の 2 条件であり，それぞれ 20 枚の顔画像を

無作為に割り当てた。加えて，本実験では，実験 1 同様に学習

フェイズの直後にテストフェイズを行う直後再認群 (n  = 18)。

と，学習フェイズを終えてから 2 日後  (およそ 48 時間後 )にテ

ストフェイズを行った遅延再認群 (n = 21)の 2 群に被験者を分

けた。両再認群は偶発学習として顔を学習し，テストフェイズ

を実施することを事前に知らされていなかった。  

4.3. 結果と考察  

d’について，再認テスト条件を被験者間要因，Caricature level

を被験者内要因とした 2 要因の分散分析を行った。分析の結果，

Caricature level の有意な主効果が認められた  [F(1,35) = 12.45, 

p < .05]。再認テスト条件の有意な主効果は認められなかった  

[F(1,35) = .28,  p  = .60] 。  

 実験 3 の結果，RCE は顔の学習から少なくとも 2 日間後の再

認テストにおいても持続する効果であることが明らかになっ

た。本研究の結果は，RCE が学習直後の再認でなくても，ある

程度の時間的持続性を初めて明らかにしたことで，RCE が実社

会での応用場面でも有効である可能性を示すことができた。し

かしながら，本実験の結果において再認テスト条件の主効果が

認められず，直後再認と遅延再認での顔の再認成績に有意差が

認められなかったため，顔の再認において 2 日後は記憶痕跡の

減衰が生じていなかった可能性については十分に留意する必

要がある。現実場面を想定した RCE の長期持続性の効果を検

証するには，再認テストを学習フェイズからさらに大きな時間

的遅延を設けた時に RCE が生起するかを確認する必要がある。 

5. まとめ  

本研究では，RCE の生起における顔学習記銘意図および RCE

の時間的持続性について検討した。結果から，RCE は適切な

Caricature level を設定することができれば，学習意図によらず

頑健に生じ，ある程度の持続性を持つことが示唆された。本研

究の結果は，実社会での顔再認が求められる場面でも，予め最

適な Caricature 化を施した顔画像を生成することで，頑健に顔

再認記憶成績を向上させられる可能性を示唆している。  

本研究で検討した RCE は，繰り返し再現可能な頑健な現象

であることが示されたため，今後顔の再認に重篤な障害や困難

を示す人々を支援する目的で利用できる可能性があり，臨床応

用的な観点からもさらなる研究が期待される。  
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