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1.	 社会的な動物としてのヒト	 

 人間は社会的な動物である―アリストテレスの言葉に表されるように、私たち人間は集団を利用

し、その中で生活してきた。しかし、いったん人間以外の動物に目を向けると、群れを形成して生

活する種ばかりではない。このことは、生物が生きる上で「群れ」の形成は必須の条件ではないこと

を意味している。こうした観点から考えれば、人間が群れ生活という特有のスタイルをとっている背

景には、それを可能にする何らかの特性が備わっているはずである。例えば、イギリスの進化生物

学者である Robin Dunbar は、人間が大きな群れの中での生活に適応する形で脳を進化させてき

たという説を提唱している。Dunbar は様々な霊長類の大脳新皮質（ヒトでは知覚や認知、判断、言

語、思考、計画などのいわゆる精神活動を担っているとされる場所）の大きさを調べていたところ、

平均的な社会集団の規模が大きい種ほど、大脳新皮質のサイズが大きいという関係性を見いだし

た。ヒトはその中でもとりわけ大脳新皮質が大きく、そのサイズからはおおよそ 150 人ほどの群れサ

イズをマネージメントできると推定されるという（Dumbar, 1998） 。ここから、ヒトの持つ大きな大脳新

皮質は複雑な社会的相互作用、つまり、血縁関係にない他者を含む集団において他者と協調し

たり競合したりする中で進化してきたものであると考えられている。また、Nicholas Humphrey もヒトを

含む類人猿の適応環境は自然環境というより社会環境であると指摘する。類人猿は最も知的な存

在である一方で、採餌や天敵から身を守るといった生存に関わる知性を用いることの必要性は最も

低いように見える。実際に類人猿は食べ物も豊富で、楽に収穫ができ、捕食者も事実上ほとんどい

ないに等しい。ではなぜ類人猿は他の種から際立って高い知性を持っているのか。Humphrey はヒ

トを含む類人猿が持つ高度な知性は群れにおける同種他個体との利害対立やそれに伴う交渉、さ

らに余計な対立を避け協調するといった社会的行動が要請したものであろうと論じている
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（Humphrey, 1988） 。言い換えれば、私たちの持つ様々な認知的・情動的特質は集団生活の中

に存在する適応課題を解くように形作られてきたと言えよう。 

2.	 社会的知性	 

 このように、集団生活において成員同士が互いに協調したり競合したりする中で進化的に獲得さ

れてきた心的機能であり、複雑な社会的相互作用を支える基盤の一つとして考えられているのが

「マキャベリ的知性 Machiavellian Intelligence」や「心の理論 Theory of Mind」と呼ばれる社会的知

性である （Byrne, R. & Whiten, 1988）。ヒトは、目に見える他者の行動の背景には、目に見えない

願望・意図・信念・知識といった心的状態があることを理解することができ、また、他者の行動に基

づいてそうした心的状態を推論する能力を持っていると考えられている。他者が持つ意図や知識

について適切に推測することは、他者との競合場面や協調場面において効率的に振る舞うために

重要である。なぜなら、他者の意図を知ることができれば、目の前にいる相手の現在の行為に対応

できるだけでなく、これからの行動を事前に予期して対処することができるからである。こうした能力

は競合場面で相手の裏をかいたり、相手からの搾取を防いだりするためには必要不可欠である。

もちろん、協調が必要な場面においても、他者の意図・願望を推論し、相手に合わせることができ

れば効率が高まるに違いない。 

 ヒトだけでなく社会を形成する近縁種であるチンパンジーもある水準の心の理論を持つことを示

す証拠が近年提出されている。例えば、Yamamoto らは、チンパンジーが同種他個体の相手がど

の道具を必要としているかを推論し、相手の要求に応じて適切な道具を選び出せることを明らかに

した（Yamamoto et al., 2012）。このように、チンパンジーが相手の意図や目的を理解する心の理論
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を持つことは他の様々な実験研究からも明らかになってきている（see Call & Tomasello, 2008, for 

review）。ただし、Yamamoto らの研究ではチンパンジーは相手からの要求がないときには道具を

渡す行為を示さなかったことも報告されており、こうした心の理論が必ずしも自発的な協力行動に

結びつくとは限らないことも同時に示唆されている。加えて、観察個体が知っている事実と対象（行

為個体）が持っている信念との間にズレがある場合に、対象が持つ「誤った信念」に基づいて対象

の行動を予測すること、いわゆる「誤信念」と呼ばれる複雑な信念の理解については現在のところヒ

トに限定された能力であるという考えが主流である（e.g.,子どもが食べかけのチョコレートを棚にしま

って外に遊びに行った。その後、母親がそれに気がついてチョコレートを冷蔵庫に移した。という場

面で「外から戻ってきた子どもはチョコレートがまだ棚にあるという信念を持っている」ことを理解す

る能力。）（Call & Tomasello, 2008）。 

 これらの知見を総合すると、チンパンジーでは、ヒトが理解することができる「誤信念」の理解は困

難とされており、積極的な（相手からの要求を必要としない）協力は示さないものの、あるレベルの

心の理論は獲得していることがわかってきている。先述したように、こうした社会的知性は大型類人

猿に限定された認知機能であり、社会の中で柔軟かつ効率よく立ち回るために必要不可欠な認知

特性であると考えられている。このように、他者の言動に常に注意を払い、他者が何を考え、意図し

ているかを絶えずモニタリングして自身の振る舞いを調整する「社会的知性」を私たちは兼ね備え

ているのである。 
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3.	 社会的感受性	 

 一方、こうした思考や意図のモニタリング能力に加えて、他者の苦しみや不遇、幸福を無視でき

ない心的性質も併せ持つ証拠が様々な領域から提出されてきた。ヒトが見ず知らずの他者に対し

てさえ、その人の福利を改善しようとする特性を持つことは経済学における実験研究から示唆され

ている。独裁者ゲームと呼ばれる経済ゲームでは、二人の参加者が実験に参加し、参加者 A が一

定額のお金（e.g., 10 ドル）を渡され、それをもう一方の参加者 B との間でどのように分配するかを決

定する。こうした場合、相手の福利を全く考慮しない人物を仮定すれば、当然決定する側の A が

100％のお金を得て、決定権を持たない B の取り分は 0％となる。しかしながら Forsythe らが行った

実験では、おおよそ８割の参加者はこのような選択をせず、自分には 50%〜90%の額、相手には

10%〜50%の額を分配することが示されており、その中で自分と相手が同額になるような分配（50%

の分配）をする参加者が２割以上いた（Forsythe et al., 1994）。また、研究により金額や比率は異な

るものの、多くの人が相手の取り分を 0%にしない、つまり相手の福利をある程度考慮した分配を行

うことはその後の研究でも繰り返し示されている （Fehr & Schmidt, 1999）。 

 また、誰かの笑顔を見て幸福な気持ちになる、ふさぎこんだ友人といると自分まで悲しい気持ち

になる、というようにある人の情動反応が他の人の情動を引き起こす「情動伝染」と呼ばれる現象も

広く知られている。Hatfield らは情動伝染を自動的で無意識的な原始的現象として捉えており、次

のようなステップで生じると論じている。1. 情報の受け手が送り手と相互作用をしている際に、送り

手の情動表出を知覚する。2. それにより受け手は自動的に知覚した情動を彼ら自身の身体状態

（表情や姿勢など）に変換する。3. このような他者の情動反応を知覚することによって生じた自己

の身体状態の変化を介して、受け手は送り手が経験したものと同様の情動を感じるようになる。こう
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したプロセスを経て、互いの情動が次第に似通ってくるという（Hatfield et al., 1994）。実際に、他者

の表情を無意識に模倣する表情模倣（facial mimicry） と呼ばれる現象が実験研究により繰り返し

示されており、Hatfield らが想定するプロセスの妥当性が示されている。実験では、写真やビデオ

などで人物の感情表情を提示すると、観察者の表情がそれに応じて変化することが示されており、

それは非常に早いタイミングで生じる（多くの場合１秒以内）ため、Hatfield らの主張のように自動

的・反射的なプロセスであると考えられてきた（e.g., Dimberg et al., 2000; Hess & Blairy, 2001）。 

 さらに、機能的磁気共鳴画像法（Functional Magnetic Resonance Imaging：fMRI）を用いた研究

により、表情の一致にとどまらず、人々が情動状態を自他の間で共有する仕組みを持つより直接

的な証拠も提出されている。ある人物が不快な異臭を嗅いでいる映像を見ている際の被験者の脳

活動を調べたところ、自分が同じような不快な経験をしている時と共通の神経回路が活性化し

（Wicker et al., 2003）、他者が電気ショックを与えられる場面では、自分が電気ショックを受ける際

に活動する脳領域が活動することが示されている（Singer et al., 2004） 。つまり、ある人が嫌悪や

痛みといった情動を感じているときに、それを見ている人にまで同様の情動を生じさせる神経メカ

ニズムが存在するのである。 

4.「共感」の心的モデルー研究者・研究領域による違い	 

 こうした社会的知性や社会的感受性の多くは社会心理学や社会神経科学において、「認知的共

感（cognitive empathy; Povinelli, 1993）」、「情動的共感（emotional empathy; Mehrabian and 

Epstein, 1972）」、「共感的苦痛（empathic distress; Hoffman, 1981）」「共感的配慮（empathic 

concern；Batson, 2011）」など、「共感 empathy」というキーワードで言及されてきた。「共感」を巡る
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議論は社会科学や生物学、心理学、神経科学といった多岐の領域にまたがり、共感の各要素（i.e., 

社会的知性・社会的感受性）が持つ機能について様々な観点から議論されてきた。 

 社会神経科学者である Tania Singer と神経経済学者である Ernst Fehr は、他者の心的状態の推

論に基づき他者の行動を予測する認知能力（上述した社会的知性に当たる）を発揮することが、社

会的交換場面において互恵的に振る舞う他者との協力関係を築く助けになることを認めつつも、

他者の情動状態を共有するシステム（上述した社会的感受性に当たる）が人々の他者志向的な振

る舞いを自動的に誘発すると主張している。彼らは次のような議論を展開する。まず、知覚された

他者の情動状態が自動的に私たちの情動に関わる神経回路を駆動させるというプロセスにより、

私たちは思考を経ずに他者の心的状態を共有する。心的状態の変化はその人の動機や行動に

強く影響を及ぼすがゆえに、このように他者と心的状態を共有した結果、他者志向的な動機が生じ

る。また、こうしたプロセスは私たちが認識する以前に自動的に生じるため、「他者志向的な衝動

“other-regarding impulses”」は抑制されることなく、人々を他者志向的な振る舞いへと導く（Singer 

& Fehr, 2005）。つまり、彼らの主張によれば、情動共有システムのような社会的感受性は他者志向

的な行為を自動的に誘発する心的特性であると考えられる。 

 生物学者であるFrans de Waalも社会的感受性の重要性を指摘する。彼は、他者の情動反応から

影響を受けて自身の情動状態が変化するプロセスがすべての共感現象に共通し、最も根幹に位

置する特徴であると述べている（de Waal, 2008）。自他間で情動を共有する現象（情動伝染など）

はげっ歯類（Langford et al., 2006）やハト（Watanabe & Ono,1986）でも見られ、多くの種で共通す

るプロセスであると考えられている一方、自他弁別を要する他者への配慮行動や、相手に合わせ

た援助行動は高次認知を持つ種でしか生じないと考えられている（see Preston & de Waal, 2002, 
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for review）。de Waalによると、他者への配慮行動や相手に合わせた援助行動は調査などでクジラ

や象、大型類人猿など一部の高等哺乳類において観察される行動であるとされるが（弱った個体

の身体を支えることや、ハンターの攻撃を妨げることがあるという報告が証拠として挙げられている）

（de Waal, 2008）、研究者の中ではヒト特有であるとする立場もある（e.g., Batson, 2011）。de Waalは、

共感は多層的なものであり、多くの種で共通するプロセスである情動共有システムを核とし、系統

発生の過程の中で（おそらく個体発生においても）、高次認知機能の獲得に伴い、自他弁別を要

する他者への配慮行動（動物では慰め行動が該当すると想定されている）や、相手に合わせた援

助行動が可能になるというモデルを提唱している（“Russian Doll Model”, de Waal, 2008）。「すべて

の向社会行動は、仮にそれが前頭前野の機能に依存するものであっても・・・情動共有を核に持つ」

（Preston & de Waal, 2002）という記述からも分かるように彼のモデルは社会的感受性を全ての共感

現象の核とみなすものである。 

 Singer and Fehr（2005）や de Waal（2008）がボトムアップの自動処理である情動共有システムを向

社会行動の基盤として考えているのに対し、心理学者である Daniel Batson は高次認知である視点

取得（社会的知性として想定される機能の一つ）の重要性を指摘している（Batson, 2011）。彼によ

ると、他者に共感する際にどのような視点をとるのかによって、生じる共感が質的に異なる可能性が

あるという。人が他者の視点を取得する際には、「他者が置かれている状況に自分が置かれた場

合にどのように感じるかをイメージする」視点取得と「他者がどう考えているか、感じているかをイメ

ージする」視点取得との２つの方法があり、前者は「imagine-self」と呼ばれ、後者は「imagine-other」

と呼ばれる（Stotland, 1969）。Batson（2011）は「imagine-self」によって共感が引き起こされた場合は、

不遇な状況に置かれた相手の状態へ注意が向けられるのではなく、自己投影により生じた自分自
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身のネガティブな情動の方に注意が向いてしまうため、かえって適切な援助や向社会行動が阻害

されかねないと指摘する。この共感によって引き起こされる情動状態は「personal distress」と呼ばれ

る。一方、「imagine-other」は他者の状態に注意を向けさせるため、他者志向的な思いやりや同情

を引き起こし、困っている他者のニーズに適切に反応させるという。この視点取得によって生じる共

感は「empathic concern」と呼ばれる。実験研究からも、「imagine-self」を促すような教示をした場合

と「imagine-other」を促すような教示をした場合で、主観的に感じる感情（Batson et al., 1997）や脳

活動（Lamm, et al., 2007）が異なることが示されており、他者に共感する場面において視点取得が

重要な役割を果たすことが示唆されている。 

 このように、共感については様々な領域の研究者が関心を持ち、さかんに研究が行われてきたが、

領域間で重点を置く心的性質が異なっている点には注意したい。社会神経科学者であるSingerと

Fehrは、自他間で情動を共有する仕組みが向社会的な衝動をドライブすると主張しており、de 

Waalもまた情動共有が全ての共感現象の核であると論じている。実際に、社会神経科学領域にお

ける「自他の間に“共通の痛みの回路”が存在する」という知見（Singer et al., 2004, 2006; Jackson et 

al., 2005）や、生物学におけるラットやマウスを始めとする哺乳類の共感現象を報告する研究（see 

Preston & de Waal, 2002, for review）は「共感」と呼ばれる複雑な現象群の身体的･生理的基盤･進

化的基盤を明らかにするという意味で極めて重要である。しかしながら、こうした進化的視点あるい

は社会神経科学的アプローチは、情動的回路を中心とする自動的（ボトムアップ的）な側面を重視

しがちであり、Batsonを始めとする、共感を高次の認知過程（トップダウンの過程）として捉える傾向

のある心理学の着想とは距離があることが見てとれる。そこで本稿では、両者の視点を接合し、共

感と呼ばれる現象の心的モデルを実験研究により再検討することを目的の一つとする。具体的に
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は、他者に対する共感を検討する上で、実験参加者に要請する高次認知のレベルを課題により操

作しつつ、非意識的・反射的に生じる情動反応を生理計測により評価するという実験パラダイムを

採用することで、情動的／自動的なボトムアップの過程と認知的／制御的なトップダウンの過程の

相互関係について検討する。 

 

5.	 社会における共感がもつ影響性	 

 また、別の観点から捉えると、共感の中でも特に誰かの感情状態から何らかの影響を受ける社会

的感受性は、自分—他者という二者間で生じる思いやりや同情を超えて、他の第三者に影響を及

ぼす可能性もある。Fowler and Christakis（2008）は、大規模な調査研究により興味深い知見を提

出している。彼らは社会的ネットワークを介して他者と互いに影響を与え合うことによって幸福感が

“伝染”し、集団内で幸福度が収斂していくことを示した。調査により、本人が幸福である確率は、

近傍に幸福である人間がいるかどうかに大きく依存することを明らかになったのである。例えば、本

人が幸福である確率は、直近の友人が幸福である場合に、友人の友人が幸福である場合よりも高

い。同様に、本人が幸福である確率は、友人の友人が幸福である場合に、友人の友人の友人が幸

福である場合よりも高いという結果が得られた。さらに、個人が幸福になる確率は 0.5 マイル以内の

近隣に住んでいる人が幸福である場合に最も高く、幸福である人物との距離が離れるほど低下す

ることも分かり、社会的距離だけではなく、地理的距離も大きく影響することが明らかになった。この

ように、情動状態が人から人へと伝播する過程は、集団においてマクロレベルの影響を生じさせる

可能性がある。 



15 

 こうした集団における共感がもつ影響性については、近年、人類学における「儀式の役割」に関

する研究でも注目されつつある。禊や火渡りなど、苦痛や恐怖を伴う行為を集団で行う儀式は

様々な民族に共通して見られる。あえて自ら苦痛を体験するこれらの行為は、一見非合理的に見

えるが、近年の研究により集団内の絆を深める役割をもつのではないかと考えられるようになってき

た（Xygalatas et al., 2013; Fischer et al., 2014）。実験室実験でも、他者と共に苦痛を経験すること

によって、参加者は互いの絆が深まるように感じ、各人の協力率が高まることが示されており

（Bastian et al., 2014）、共感が双方向的に生じることで向社会的行動の基盤である個人間の絆が

強まる可能性が示唆されている。 

 他方、社会心理学においては、怒りや不安が共有されることが集団パニックのようなネガティブな

帰結をもたらす可能性について議論されてきた。例えば、火災が生じた時などに、落ち着いて避難

すれば全員が助かる状況でも、集団はパニックに陥ることがある。こうした集団パニックが生じる背

景には、不安情動が個人間で伝染するプロセスが働いていると考えられてきた（Mintz, 1951; 

Shultz, 1965）。双方向的に共感が生じることは時として集団パニックのような集団の秩序の瓦解を

引き起こす可能性をも孕むかも知れない。 

 Fowler and Christakis（2008）の知見は社会的ネットワークの中で情動状態が影響を与え合う過程

を描き出した点で極めて興味深いが、調査研究であるため、情動状態が伝播するメカニズムや法

則性について厳密に検討したものではない。また、多くの実験研究は他者の情動状態を刺激とし

た際の、それに対する観察者の情動反応を計測するという、一方向的なアプローチが主流であり

（e.g., Jackson et al., 2005; Singer et al., 2004, 2006; Wicker et al., 2003）、個人（個体）間の相互作

用については十分に検討されてこなかった。そのため、どのようなメカニズムで集団における情動
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伝播が生じ、どういった条件のもとで、どのようなマクロレベルの帰結を生み出すかについてはほと

んど実証的な検討が行われていない。 

6.	 「共感」を巡る二つの問い	 

 これまでの議論を整理すると、共感を巡る２つの問いが導出される。一つ目は、共感が向社会行

動の背景にあるという議論に関するものである。情動共有システムが自動的に向社会行動を促進

するものであるという議論や（Singer & Fehr, 2005）、情動共有が向社会的配慮や相手に合わせた

援助行動を支える核であり、後者は自他弁別の能力の発達に応じて可能になるという多層性のモ

デル（de Waal, 2008）がある一方、Batson は視点取得の重要性を強調し、視点取得の仕方によっ

て、向社会行動を誘発する他者志向的な共感が引き起こされるのか、自己志向的な共感が生じて

他者への配慮が阻害されるのかが分かれるという議論を展開している（Batson, 2009）。ここから、

（１）ボトムアップに生じる情動共有システムとトップダウンの認知処理である他者の心的状態の理

解（心の理論・視点取得）はそれぞれ向社会的行動、あるいはそれをドライブする向社会的配慮の

芽生えにどのような寄与しているのか、という問いが導かれる。まず第１章では、「共感」と呼ばれる

現象群について、社会神経科学の知見に基づいて整理し、第２章、第３章において実験室での行

動実験から得られたデータを示しながらこの問いについて議論していく。 

 二つ目は、（２）個人間で情動が共有される過程がマクロレベルでどのような帰結を生むかという

問いである。現実のコミュニケーション場面では人々は互いの反応を参照できるため、「誰かの不

遇や苦痛を見て、その人物に対して共感する」というプロセスだけでなく、相互に影響を与え合うこ

とが想定される。言い換えれば、他者の反応から影響を受けたことによって生じる自身の反応が、
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表情・しぐさなどを通して表出され、再び他者の反応に影響を及ぼすという双方向的なダイナミクス

が想定され得る。このような双方向的なダイナミクスがどのように生じ、マクロレベルでどのような帰

結を生むのかを検討することは、個の振る舞いの単純な総和として捉えきれない集団行動（see 村

田・亀田, 2015, for review）を予測する上で重要な示唆を提供するだろう。第４章では、実験室内

で相互作用場面を設定し、情動反応が双方向的に影響を及ぼすプロセスを捉えた実験について

紹介し、マクロレベルの影響性についてデータをもとに議論する。最後に第５章においてこれまで

の実験研究について総合的な考察を加えながら、将来の展望について議論する。 
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1.	 「共感」の多元性	 

 共感と向社会的配慮との関係性を探るためには、「共感」と呼ばれる現象群のうちどの要素が、相

手の福利を考慮し、改善しようとする動機の礎であるのかを慎重に検討する必要がある。例えば、

日常的に使われる「共感」という言葉は、相手に対し深い理解を示し、手を差し伸べる、といった思

いやりや他者への配慮に結びつくような好意的な印象を抱かせる。しかし、「共感」という言葉は思

いやりや同情心を表すだけでなく、上述したように、他者の感情を認知した際に同じ感情を抱く現

象を表す場合や、相手の感情や思考を推論し理解する能力を表す場合もある。しかしながら、実

際にはこれらの特性全てが協力・協調といった向社会的行動に直結する心性であるとは言い難い。

例えば、誰かが動揺してパニックを起こしている時に、自分までパニックに陥ってしまったら、相手

の動揺を鎮めることは一層困難になるに違いない。また、他者の感情・思考の推論に最も優れた人

物は、社会において賢く立ち回れると同時に、人を騙して相手から搾取する詐欺師としての才に秀

でているとも考えられるだろう。では、「共感」と呼ばれる現象群のうち、どの要素が向社会的行動を

下支えしているのだろうか。 

2.	 社会認知神経科学による「共感」の要素の整理	 

 近年の神経科学の発展は、このような多元的な共感を実証的に切り分け、整理するのに有効な

手がかりを提供した。機能的脳画像撮像 （Functional Magnetic Resonance Imaging：fMRI） 技術

を用いた実験研究により、他者の心的状態を推論させる課題（e.g., 誤信念課題）を行った際には、

高次認知機能を担う神経回路 （e.g., temporo-parietal junction, precuneus, medial prefrontal cortex） 

が活動する一方（see Mitchell, 2009, for review）、他者が感じている感情と同じ感情を抱く際 （e.g., 

他者が苦痛を与えられる場面を観察する課題） には、情動や経験に関わる神経回路  （e.g., 
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anterior insula, anterior cingulate cortex, inferior frontal gyrus） が活動することが示されている 

（see Lamm et al., 2011, for review）。つまり、他者の立場に立ち、他者の心的状態を推論する過程

と、他者と情動を共有する過程は異なる神経回路によって実装されていることが示されてきた。前

者は、メンタライジング（Mentalizing）や、心の理論（Theory of Mind）とも呼ばれ、後者は、情動伝

染（Emotional Contagion）や経験共有（Experience Sharing）と呼ばれる。Zaki and Ochsner（2012）

は、情動共有システムと他者の心的状態を推論するシステムの一方、または両方が機能することが、

向社会行動を導く可能性について触れ、システム間の相互関係を検討することの重要性を指摘し

ている。しかしながら、従来の研究の多くは、明示的に他者の心的状態の推論を要求する課題を

行うか、他者が苦痛を受ける場面を観察した際の受け手の反応を計測するかのどちらか一方の手

法のみを用いていたため、他者の心的状態の推論と情動共有を担う回路が独立した回路であるこ

とを明らかにしたものの、システム間がどのように相互作用しているのかについては十分に検討さ

れてこなかった（see Zaki & Ochsner, 2012, for review）。したがって、向社会行動を生じさせる心的

プロセスを包括的に理解するためには、まず、情動共有と他者の心的状態の推論の二つのシステ

ムがそれぞれどのような場面で要請されるか、また、相互に干渉し合うのかについて実証的に明ら

かにする必要があるだろう。 

 第２章では、情動共有のプロセスの一つであると考えられている反射的・自動的に生じる表情模

倣（facial mimicry）が、相手の気持ちを推測するように明示的に促される（i.e., 心的状態の推論が

要請される）ことにより修飾を受けることを示した実験研究について紹介する。第３章では、第２章で

紹介した実験で確認された、情動共有システムと他者の心的状態を推論するシステムの相互関係

が向社会的配慮にどのように寄与しているのかを検討した実験研究について紹介する。具体的に
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は、より高度な心の理論が要請される状況として、「自分とは異なる感受性をもつ他者」の心的状態

を推測させる場面を設定し、心の理論と情動共有システムの相互関係を探ると同時に、２つのシス

テム間の相互作用が向社会的配慮の示しやすさとどのような関係にあるかを検討した。 
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第２章 

他者の心的状態を推測しようとする目標設定が 

無意識的な表情模倣に及ぼす影響 
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1.	 序論	 

 序章でも述べたように、他者の表情を観察しただけで観察者も同様の表情を表出する現象であ

る表情模倣は、自他の間で情動を共有するシステムの一端を担うと考えられている（Hatfield et al., 

1994）。他者の表出を知覚することで自身の表情筋活動を変化させるこの現象は、脳の感覚運動

領域において外界からの知覚を自動的に自身の行為に変換させる仕組みによって生じると考えら

れている（Schutz-Bosbach & Prinz, 2007）。神経科学の知見から、サルにおいて、行為をする時と

他者（他個体）行為の観察をする時で共通に発火する神経細胞であるミラーニューロンが発見され

（Rizzolatti et al., 2001）、その後類似した神経回路がヒトにおいても確認された（Iacoboni & 

Dapretto, 2006）ことから、こうした知覚—行為の自動的な連合を担う神経活動が存在する証拠も示

されてきた。こうした知見と整合して、表情模倣が意図的な制御を超えた自動的・反射的な反応で

あることは多くの行動実験研究が示してきた。例えば、表情刺激を意識できないくらいの短時間提

示（閾下提示）した場合でさえも表情模倣が生じることが示されており（Dinberg et al., 2000）、また、

ヒトでもチンパンジーでも発達の非常に初期の段階から生じる現象であることが知られている

（Meltzoff & Moore, 1977; Myowa-Yamakoshi et al., 2004）。 

  しかしながら、近年いくつかの研究によって、表情模倣が常に自動的に生じるとは限らないこと

が明らかになってきている。例えば、Bourgeois and Hess（2008）は内集団メンバーの表情は外集団

メンバーの表情に比べて模倣されやすいことを示している。また、Hofman et al.（2012）は他者が公

正な判断をする人物かどうかによって表情模倣の程度が変わるか検討したところ、不公正な人物

の怒り表情は模倣されやすいのに対し、公正な判断をした人物の怒り表情は模倣されにくいことを

示した。これらの知見は、無意識的な表情模倣が社会的な文脈や要請によって影響を受ける可能
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性を示唆している。なぜこのように特定の社会的文脈の影響が生じるのだろうか。共通して考えら

れることは、表出者の感情が受け手にとって重要なものであるということかも知れない。例えば、内

集団メンバーとは頻繁に資源の交換を行うため、彼らの感情状態を正確にモニタリングことは外集

団メンバーの感情を理解することに比べて重要であるかも知れない。同様に、不公正な行為や不

正直な行為をする個人と相互作用する場合には、他者のなかにある攻撃性や搾取の動機に対し

てより敏感になる必要があるだろう。こうした視点をとれば、不公正な相手のネガティブな感情を模

倣することは、相手から搾取または攻撃されるリスクに対処するために有効なのかも知れない。一

方、公正な相手の怒り表出に対して怒りで応じることは、潜在的に利益を孕む友好な相互作用を

かえって壊してしまう可能性もあるだろう。 

 もちろん、これらの解釈は推測の域を超えない。しかし、身体化認知仮説（Theory of Embodied 

cognition, see Niedenthal, 2007, for review）によれば、観察者が知覚した他者の表情を模倣するこ

とは、それにより他者の情動を自分の身体を通じて再現（シミュレート）し、感情状態を感じとること

を助けると考えられている。実際に、ペンを咥えさせる実験操作により、参加者の口角を上げる表

情筋が動かないように固定される（笑顔をブロックされる）と、他者の喜び表情を認知する精度が低

下することも示されており（Oberman et al., 2007）、表情模倣が他者の感情を認識する手助けをして

いるとする身体化認知仮説と整合的な知見が得られている。この観点から Hofman et al. （2012）の

知見を解釈すると、公正な個人と不公正な個人に対する模倣の程度の違いの背景には、相手の

情動状態が受け手にとって重要であるか否かといったインセンティブ構造の違いが存在するのかも

知れない。もしこの解釈が正しいとすれば、他者の感情状態を理解し、それに応じた振る舞いをす

る必要性が高い時に人々はより表情模倣を示しやすいと考えられる。言い換えれば、感情状態を
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理解する目標に応じて自動的・無意識的に生じる表情模倣が調整されると考えらえる。本研究で

はこの仮説を直接的に検討するために、他者の感情を推測するよう要請される場合とそうでない場

合における表情模倣を比較する実験を実施した。実験１では、Electromyography （EMG）を用い

て、参加者が明示的に対象人物の感情を推測するよう教示される場合では、明示的な教示がない

場合に比べて、どの程度表情模倣が生起するかを検討した。実験２では、実験１で得られた結果

の頑健性を検証するために、EMG に比べて侵襲性の低い Facial Action Coding System（FACS）を

用いて表情筋の活動を計測し、統制条件として、感情とは関係のない外見の特徴（例えば、年齢、

性別、体型、人種）について質問をする条件を導入し、感情について質問する条件との間で表情

模倣の生起頻度に違いがあるかを検討した。もし上述の仮説が正しければ、対象人物の感情状態

を推測するという目標があるときには、特定の目標がないとき、または別の目標があるときに比べて

表情模倣がより頻繁に生起するだろう。 

2.	 実験１/	 方法	 

実験参加者 

 北海道大学の学生５２名（男性２６名、女性２６名）が参加し、実験終了後に参加謝礼として１０００

円を受け取った。なお、２名は EMG の装着不備のために分析から除外したため、５０名（男性２５名、

女性２５名）のデータを分析に用いた。 

 

刺激 

 ATR 顔表情データベース DB99（ATR-Promotions, Inc.）を用いて作成した表情のモーフィング映
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像を各参加者に２４回提示した。モーフィング映像は８名のモデル（男性４名、女性４名）のニュート

ラル表情の画像と６種類の感情表情（喜び  happiness ・悲しみ  sadness ・怒り  anger ・嫌悪 

disgust ・恐怖 fear ・驚き surprise）の画像を用いて作成した。参加者はそれぞれの感情表情に

つき４つのモーフィング映像（男性２名、女性２名）を提示された（Table. 2.1 に６種類の表情刺激作

成時に８名の対象人物の顔がどのように用いられたかを記載）。 

Table 2.1. Assignment of the eight target persons to each of the six emotional expressions. 

Target’s gender 
Target’s ID in the ATR Facial 
Expression Image Database DB99 

Emotional expressions 

Female 

f3 anger  disgust  fear  surprise 
f10 happiness  sadness  surprise 
f13 anger  disgust  fear 
f16 happiness  sadness 

   

Male 

m1 happiness  sadness  disgust 

m6 happiness  disgust 

m9 sadness  anger  fear  surprise 

m10 anger  fear  surprise 

 

 

Facial EMG 

 モーフィング映像を観察している際の参加者の顔筋の活動を EMG により記録した。Figure 2.1 に

示すように、電極は標準的な手続き（Fridlund & Cacioppo, 1986）に準拠し、関心がある４つの筋

の活動を計測するため、参加者の顔面左側４箇所に装着した。電極（Ag / AgCl miniature surface 

electrodes, EL254S, BIOPAC Systems Inc.） には電極用のジェル（electrolyte gel, Elefix, Nihon 
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Kohden）を着け、電極を装着する箇所はアルコール消毒された後に研磨ジェル（Skin Pure, Nihon 

Kohden）で角質除去された。EMG データは、記録・解析用ソフトウェア AcqKnowledge System によ

り、記録時に 1-500Hz の範囲を超えたノイズ信号が除去され、200Hz のサンプリングレートで記録さ

れた後、12.5Hz のサンプリングレートで積分値に変換された。分析の際には、モーフィング映像提

示前後のデータについて、100ms ごとに平均値を算出したものを用いた。 

 

 

Figure 2.1. EMG electrode placement and emotional expression measurement in Experiment 1.  

Activity of the Zygomaticus major was measured to assess smiling （related to happiness）; 

activity of the Corrugator supercilii was measured to assess frowning （related to anger, disgust, 

sadness, and fear）; activity of the Levator labii Superioris was measured to assess upper lip 

raising （related to disgust）; and activity of the Lateral frontalis was measured to assess 

eyebrow raising （related to surprise）. 

Lateral frontalis

Zygomaticus major

Corrugator supercilii

Levator labii superioris

 Surprise 
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 Sadness 
Anger 
Fear 
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 Disgust 
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手続き 

 実験は北海道大学社会科学実験研究センターの感覚システム実験室で行われた。参加者は対

象人物の感情状態について明示的に尋ねられる Emotion-inference 条件か教示が提示されない

Passive 条件のどちらか一方にランダムに配置された。実験室に到着後、参加者は個室で実験の

説明を受けて同意書への署名を求められた。その後、参加者は防音室に案内され、コンピュータ

の前に座った。EMG は体の動きや瞬きなどによるノイズの影響を受けるため、課題中の参加者の

表情以外の顔の動きや体の動きを検出する目的で、参加者の様子はコンピュータの横に置かれた

ウェブカメラ（Qcam Orbit AF, Logitech）1によって記録された。 

 実験課題の流れは Figure 2.2 に示す。課題は８つのブロックから構成されており、それぞれのブ

ロックでは１名の対象人物のモーフィング映像が２〜４種類連続して提示された（２〜４試行/１ブロ

ック）。対象人物の顔に慣れてもらうため、各ブロックの開始時に対象人物の笑顔の写真と「私は橋

本と言います」というような自己紹介文が提示された（5000ms）。ブロックや刺激の提示は参加者ご

とにカウンターバランスされていた。Emotion-inference 条件では、各試行は対象人物の感情状態

を明示的に尋ねる教示（e.g., 「橋本さんはどんな気持ち？」）を 2000ms 提示した後にモーフィング

映像を提示した。Passive 条件では教示の代わりに注視点を 2000ms 提示した（B in Figure 2.2）。モ

ーフィング映像はニュートラル表情の静止画（2000ms）、ニュートラルから感情表情への変化の動

画（1000ms）、感情表情の静止画（900ms）を繋ぎ合わせて作成された。その後、グレーバックが

5000ms 提示され、次の試行に移行した。つまり、教示を除き、２つの条件では同一の手続き・刺激

が用いられた。 
                                            
1 実験中にカメラで参加者の様子を録画する旨は事前に同意書に記載されており、同意した
参加者のみが実験に参加した。 
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Figure 2.2. Task flow in Expetiment 1. At the beginning of each block, an introduction-picture 

was presented, followed by the trials. （A） In the Emotion-Inference condition, the instruction 

“How does XXX （e.g., Hashimoto） feel?” was presented in Japanese. （B） In the Passive 

（control） condition, a fixation cross was presented.  
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データ処理・解析 

 各試行につき、モーフィング映像提示開始後 4000ms の EMG データを解析に用いた。４箇所の

顔筋のデータを比較するために、参加者ごと、筋ごとに EMG データを z 変換した。試行ごとに、モ

ーフィング映像の表情変化開始後からモーフィング映像終了までの 1900ms を応答範囲とした。ウ

ェブカメラで撮影した映像に基づき、応答範囲の間で表情と関連のない顔の動き（瞬き、あくび、目

の動きなど）が観察された際、それにより生じた EMG の信号をノイズとみなし除去した。また、EMG

の信号は電極の装着不備（電極が外れるなど）の際に極端な値を示すことがあるため、それぞれの

参加者の各筋の EMG の値（z 値）の平均が全体の平均値から３SD 以上離れていた場合には、装

着不備による異常値とみなし全ての試行について欠損値とした。それぞれの参加者の試行ごとに

1900ms の応答範囲の間の EMG の値（z 値）の平均値を算出し、筋活動の指標として解析に用い

た。もし参加者が対象人物の表情を模倣していたとしたら、刺激の表情に対応した表情筋が選択

的に活動するはずである。そのため、以降の解析では、刺激に用いた各感情表情で特異的に活

動している「Targeted 筋」（Figure 2.1）の活動とそれ以外の「Non-targeted 筋」の活動を比較すること

で、表情模倣が生起したかどうかを検討した。 

 解析には一般化線形モデル（generalized linear mixed effects models: GLMM）を用いた。EMG

の応答範囲の z 値の平均を従属変数とし、条件（Condition; Emotion-inference vs. Passive）、筋の

種類（Muscle Type; Targeted vs. Non-targeted）、感情（Emotion; anger, disgust, fear, happiness, 

sadness, surprise）を固定効果としてモデルに投入した。なお、本実験では同一参加者に対して反

復測定を行ったことから、試行が各参加者にネストしているデータ構造であるため、試行（Trials）と

参加者（Participants）をランダム効果としてモデルに投入した。従属変数である EMG の値は負の
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値から正の値をとる連続変量であるため、SAS version 9.4 （SAS Institute, Cary, NC）の GLIMMIX

プロシジャにより、ガウス分布を用いてモデルのあてはめ行った。GLMM 解析では固定効果のす

べての組み合わせについてそれぞれモデルをあてはめ、Akaike 情報量基準（AIC）に基づいてモ

デル比較を行った（Akaike, 1974; モデル選択の詳細は Table 2.2 に記載）。もし、予測通り、表情

模 倣 が 条 件 に よ る 修 飾 を 受 け て い る と す れ ば 、 最 適 モ デ ル は 条 件 （ Passive 条 件  vs. 

Emotion-inference 条件）と筋の種類（Targeted vs. Non-targeted）の交互作用項を含むモデルとなる

はずである。 

3.実験１/	 結果	 

 Figure 2.3 に、６感情、２条件について各筋（Targeted vs. Non-targeted）の筋活動の値（EMG の z

値の平均値）を示す。Emotion-inference 条件では、Non-targeted 筋の活動に比べて Targeted 筋の

活動が概して高い値を示したのに対し、Passive 条件では筋の種類による違いははっきりとは見ら

れなかった。つまり、仮説と整合して、Emotion-inference 条件では表情模倣が生起しやすく、

Passive 条件では表情模倣が生起しにくかったことが読み取れる。GLMM 解析はこうした概観を支

持するものであった。AIC に基づき選択された最適モデル（see Table 2.2）は条件×筋の種類の交

互作用効果（F3, 4580 = 8.71, p < .0001; 最適モデルのパラメタ推定値について Table 2.3 に記載）

を含むものであった。また、感情の主効果も同様に有意であり（F5, 4580 = 2.62, p = .023）、筋の活動

自体が刺激の感情により異なることが示唆された。 
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Figure 2.3. Z scores of EMG activity for each muscle type （targeted or non-targeted） in （a） 

the Emotion-Inference condition （N = 26） and （b） the Passive condition （N = 24）. 

Error bars represent standard error of the mean.  

 

 さらに、感情を推測する目標設定の有無がどのように表情模倣の生起に影響を与えたかをより詳

細に見るために、EMG 信号の時系列の変化を検討した。Figure 2.4 に二つの条件における各筋

（Targeted vs. Non-targeted）の EMG 信号の時系列変化をプロットした。Emotion-inference 条件で

は、Targeted 筋の活動と Non-targeted 筋の活動の違いがモーフィング開始後 500-1000ms の範囲

で生じている。それに対し、Passive 条件ではどの時点においても、Targeted 筋の活動と

Non-targeted 筋の活動の間にはっきりとした違いは見られなかった。ここから、参加者は対象人物

の感情を推測するよう教示されたときには、刺激（モーフィング）開始後、非常に早いタイミングで表

情模倣が生じていることが示唆された。 
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Table 2.2. Model selection by Generalized Linear Mixed Model analysis of EMG data using 

GLIMMIX procedure with Laplace approximation （k: number of parameters, log L*: 

Maximum log likelihood, AIC: Akaike information criterion, RankAIC: rank order by AIC）.  

 

Model Random effects Fixed effects k 
Deviance Residual 

AIC RankAIC 
−2 log L* deviance 

model 1 Participants 

Trials 
Null 1 9078.16 62.71 9082.16 15 

model 2 Condition 2 9070.33 54.88 9076.33 13 

model 3 Muscle type 2 9067.51 52.06 9073.51 11 

model 4 Emotion 6 9064.99 49.54 9078.99 14 

model 5 Condition   Muscle type 3 9059.68 44.23 9067.68 7 

model 6 Muscle type   Emotion 7 9054.53 39.08 9070.53 8 

model 7 Condition   Emotion 7 9057.08 41.63 9073.08 10 

model 8 Condition   Muscle type   Emotion 8 9046.61 31.16 9064.61 3 

model 9 Condition x Muscle type 4 9052.03 36.58 9062.03 2 

model 10 Emotion x Muscle type 12 9044.78 29.33 9070.78 9 

model 11 Condition x Emotion 12 9048.97 33.52 9074.97 12 

model 12 Condition x Muscle type   Emotion 9 9038.94 23.49 9058.94 1 

model 13 Condition   Muscle type x Emotion 13 9036.84 21.39 9064.84 4 

model 14 Condition x Emotion   Muscle type 13 9038.47 23.02 9066.47 6 

model 15 Full 24 9015.45 0 9065.45 5 

Note. We have also conducted a GLMM analysis with participant’s gender as an additional 

fixed effect. The AIC of the model that contained the effect of gender （fixed effect: Condition 

x Muscle type, Emotion, Gender, AIC: 9057.31） was slightly smaller than the AIC of model 12, 

but the contribution of the effect of gender was statistically marginal （F1,4580 = 3.69, p = .054）. 

The marginal effect of gender was that females tended to be more facially reactive than males, 

consistent with a previous study （Dimberg & Lundquist, 1990）. Notice that the Condition x 

Muscle type interaction effect was obtained without including gender. Thus, for the sake of 

simplicity, we did not include those models that incorporated participant’s gender in Table 2.2. 
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Table 2.3. Parameter coefficients of the best-fit model in Experiment 1 （i.e., model 12 in Table 

2.2）. 

Parameter coefficients related to the condition x Muscle type interaction effect were calculated 

with the activities of non-targeted muscles in the Passive condition as a baseline. Parameter 

coefficients related to the effect of emotion were calculated with the activities related to 

surprised expressions as a baseline. Although AIC values were used for model selection （Table 

2.2）, we also report marginal F-test statistics for the fixed factors of the selected model （model 

12） to show the relative contribution of each effect. 

 

model 12 	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Parameters 	  	  Coefficient SE 95% Confidence Limits df F p 

Intercept   0.017 0.03 -0.06765 0.101 3   

Condition x Muscle type （Condition） （ Muscle 

type） 

	  	  	  	  	  8.71 <0.0001 

 Emotion inference Targeted 0.142 0.03 0.08494 0.1998 4580   

  Non-targeted 0.02 0.02 -0.02427 0.06353 4580   

 Passive Targeted 0.008 0.03 -0.05172 0.06759 4580   

  Non-targeted 0       

Emotion 	  	  	  	  	  	  	  2.62 0.0225 

 anger  -0.033 0.03 -0.0967 0.0312 4580   

 disgust  -0.05 0.03 -0.1143 0.01527 4580   

 fear  -0.028 0.03 -0.09208 0.03649 4580   

 happiness  -0.111 0.03 -0.1751 -0.04756 4580   

 sadness  -0.05 0.03 -0.1141 0.01377 4580   

	  surprise 	  0 	  	  	  	  	  	  
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Figure 2.4. Time course of EMG activities of targeted and non-targeted muscles from the 

morphing onset in （a） the Emotion-Inference condition and （b） the Passive condition. 

The horizontal axis shows time elapsed from the morphing onset （in milliseconds）, and the 

vertical axis shows z-score of EMG amplitude for each muscle type. Error bars represent 

standard error of the mean at each time point.  

	 

	 

4.実験２/	 導入 

 実験１で確認された、表情模倣の生起が他者の感情を推測しようとする目標による修飾を受ける

という知見の頑健性を確認するために、方法論的に改良を加えて実験２を実施した。第一の改良

点として、刺激提示時の参加者の表情変化を検出する際に EMG の代わりに Facial Action Coding 

System （FACS）を採用した。実験１で用いた EMG は、視認できる筋活動だけでなく視認できない
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微細な筋活動も検出できる繊細で感度の高い指標であると同時に、感情とは関連のない顔・身体

の動き（瞬き、あくびなど）の影響を強く受けるため、多くのノイズ信号を含む。一方、FACS は視認

に基づくコーディングであり、目に見える筋活動だけを検出する手法であるため、EMG よりもノイズ

が小さい。さらに、FACS を採用することで、目標設定による表情模倣の修飾が外から視認できる表

情反応においても確認されるのかを検討することができる。 

 また、実験１で確認された感情推測を促す教示の効果については、感情を推測しようとする動機

が表情模倣の生起を促したという解釈以外の解釈も可能である。参加者は特定の教示を与えられ

ない Passive 条件では受動的に刺激を見ていたのに対し、Emotion-inference 条件では能動的に刺

激を見ていた。その結果、両条件における課題への集中の程度が異なっていたために、表情模倣

の生起に違いが生じたという解釈も完全には否定できない。そこで、この問題に対処するために実

験２では、第二の改良点として、統制条件でも実験条件（Emotion-inference 条件）と同様に課題遂

行時に質問を提示するように変更した。具体的には、実験２では統制条件において、刺激提示前

に対象人物の感情とは関係のない外的な特徴（年齢、性別、体型、人種）について尋ねることで、

課題への集中度合いが条件間で大きく変わらないように設定した。 

5.	 実験２/	 方法	 

参加者 

 北海道大学の学生５５名（男性２９名、女性２６名）が参加し、実験終了後に参加謝礼として１０００

円を受け取った。参加者は実験条件（Emotion-inference 条件）か、統制条件である、外的な特徴

について尋ねられる条件（Trait-Judgment 条件）のどちらかにランダムに配置された。 
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手続き 

 手続きは以下に記述する改良箇所以外は、実験１とほぼ同様であった。第一に、課題遂行中の

参加者の表情は、電極ではなく、コンピュータ画面の上部に装着したウェブカメラ（Webcam Pro 

9000, Logitech）により撮影した映像を基に FACS を用いてコーディングされた。第二に、

Trait-Judgment 条件の参加者は、各試行において、刺激提示前に感情と関わりのない外的な特徴

（年齢・性別・体型・人種）について尋ねる質問文が提示され（see Table 2.4）、その後質問への回

答を求められた。一種類の感情表情につき４名の対象人物の刺激があり、４つの質問（年齢・性

別・体型・人種）はそれぞれにランダムに割り振られた。Emotion-inference 条件の参加者は刺激提

示前に対象人物の感情状態に関する質問を提示され、刺激提示後に回答を求められた。実験２

の表情刺激や刺激提示時間・順序は実験１と同様であった。 

 

Table 2.4. Instructions used in Experiment 2. In the Emotion-Inference condition, the question 

used was identical to the one in the Emotion-Inference condition of Experiment 1. In the 

Trait-Judgment condition, one of the four questions below was presented before the video clip 

was started. Response options for each question are shown on the right.  

Condition  Question （in Japanese）  Choices 

Emotion-Inference “How does this person feel? ” 
happy / sad / angry / disgusted / fearful / 
surprised 

Trait-Judgment 

“Is this person female or male” female / male / hard to tell 

“How old is this person?” 10's / 20's / 30's / 40's / 50's / 60's 

“What is this person’s ethnic 
background?” 

European / Asian / African / Oceanian / 
Arabian 

“What body shape does this person have?" tall and lean / average / stout / stocky 
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Facial Action Coding System （FACS） 

 参加者の表情は課題中撮影され、Facial Action Coding System Manual （Ekman et al., 2002）に

基づいてコーディングされた。FACS は解剖学に基づくシステムであり、Action Units （AUs）を単

位として視認できる顔筋の活動を評定するものである。実験２では、実験１における Targeted 筋に

対応する５つの AU についてコーディングを行った：AU 4 は Corrugator supercilii （眉を寄せる筋

肉であり、怒り、悲しみ、嫌悪、恐怖表情に関連する）、AU 12 は Zygomaticus major （口角を上げ

る筋肉であり、喜び表情に関連する）、AU10 は Levator labii superioris （上唇を挙げる筋肉であり、

嫌悪表情に関連する）、AU2 は Lateral frontalis （眉尻を上げる筋肉であり, 驚き表情に関連する）

に対応する。また、EMG では検出が難しいため実験１では計測しなかったが、目を見開く際に動く

（上瞼を上げる）筋肉である AU5 も、驚き表情と恐怖表情の際に動くことが知られているため（Coan 

& Gottman, 2007）、実験２では測定対象とした。  

 

データ取得・解析 

 コーディングは、モーフィング映像提示時（ニュートラル表情から感情表情に変化する 1900ms の

間）の参加者の映像に基づき、FACS の訓練を受けたスコアラー２名が条件の情報を伏せられた状

態で行った。各スコアラーは１試行ごとに５つの AU について動いたかどうかを２値（0: 動かなかっ

た、1: 動いた）で評価した。スコアラー間で判断の不一致が生じた試行については、それぞれ独

立に再評価を行ってもらった。スコアラー間の評価の信頼性が十分に高かったため（Cronbach’s 

alpha: AU2, 0.95; AU4, 0.94; AU5, 0.85; AU10, 0.82; AU12, 0.97）、以降の解析ではスコアラー間

で一致している評定値を使用した。なお、参加者の顔の一部が彼らの手や髪で隠れていた場合に
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は、隠れていた AU の評定値は欠損とした。実験１と同様に解析には GLMM を用いた。実験２で

は表情模倣の生起頻度を評価するために、AU の反応率をそれぞれの感情表情刺激につき算出

し（各 AU が４試行中何試行で動いたか）、従属変数とした。条件（Condition; Emotion-inference vs. 

Trait-Judgment）、AU の種類（AU Type; Targeted vs. Non-targeted）、感情（Emotion; anger, disgust, 

fear, happiness, sadness, surprise）を固定効果とし、参加者（Participants）をランダム効果として投入

した。従属変数が比率データであるため、SAS の GLIMMIX プロシジャを使い、二項分布、logit リ

ンク関数を用いてモデルをあてはめた。実験１同様、固定効果のすべての組み合わせについてそ

れぞれモデルをあてはめ、AIC に基づいてモデル比較を行った。 

6.	 実験２/	 結果	 

 はじめに、参加者が課題に従事する際に求められる集中度について条件間で統制がとれている

かを確認するために、条件間で課題の難易度が異なっていなかったかどうかを検討した。その結

果、どちらの課題でも参加者の正答率は同程度だったことから（Emotion-Inference 条件：M=0.80, 

SD=0.014, Trait-Judgment条件：M=0.80, SD=0.015, 詳細は S Figure 2.2.を参照）、課題が要請

する集中度の程度は条件間で統制できていたと考えられる。 

 ６種類の感情表情刺激に対する条件ごとの各 AU の反応率を Figure 2.5 に示す。図に示したよう

に、Emotion-inference 条件では、Targeted AU は Non-targeted AU に比べて概して反応率が高か

った。それに対し、Trait-Judgment 条件ではこの効果は顕著ではなかった。GLMM 解析でもこうし

た概観を支持する結果が得られた。AIC に基づき選択された最適モデル（see Table 2.5）は条件×

AU の種類の交互作用項（F3, 52 = 40.86, p < .0001）と感情の主効果（F5, 270 = 5.55, p < .0001）を含
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むものであった（モデル選択の結果は Table2.5, 最適モデルのパラメタ推定値について Table 2.6 

に記載）。つまり、実験２でも実験１と同一の構造のモデルが最適モデルとして採択された。したが

って、EMG に代わり FACS コーディングを用い、Passive 条件に代わり Trait-Judgment 条件を用い

た場合でも、感情推測の目標設定に基づく表情模倣の修飾が生じることが明確に示された。 

 

 

Figure 2.5. Mean rate occurrences of each AU type （targeted and non-targeted） when 

participants were （a） inferring emotional states （N = 28） or （b） judging external traits 

（N = 27） of the targets. Error bars represent standard error of the mean.  

	 

	 

	 

targeted
non-targeted

M
ea

n 
Oc

cu
rre

nc
e 

Ra
te

 o
f A

Us
 

0

0.05

0.15

0.20
(a)

(b)

0.10

0

0.05

0.15

0.20

0.10

0.25

0.25

anger disgust fear happiness sadness surprise



42 

Table 2.5. Model selection by Generalized Linear Mixed Model analysis of FACS data using 

GLIMMIX procedure with Laplace approximation （k: number of parameters, log L*: 

Maximum log likelihood, AIC: Akaike information criterion, RankAIC: rank order by AIC）.  

 

Model Random effects Fixed effects k 
Deviance Residual 

AIC RankAIC 
−2 log L* deviance 

model 1 

Participants 

Null 1 1165.95 175.52 1169.95 14 

model 2 Condition 2 1162.36 171.93 1168.36 13 

model 3 AU Type 2 1061.51 71.08 1067.51 10 

model 4 Emotion 6 1152.38 161.95 1166.38 12 

model 5 Condition   AU Type 3 1057.83 67.4 1065.83 9 

model 6 AU Type   Emotion 7 1033.17 42.74 1049.17 6 

model 7 Condition   Emotion 7 1148.81 158.38 1164.81 11 

model 8 Condition   AU Type   Emotion 8 1029.5 39.07 1047.5 5 

model 9 Condition x AU Type 4 1046.16 55.73 1056.16 8 

model 10 Emotion x AU Type 12 1019.86 29.43 1045.86 4 

model 11 Condition x Emotion 12 1146.99 156.56 1172.99 15 

model 12 Condition x AU Type   Emotion 9 1017.37 26.94 1037.37 1 

model 13 Condition   AU Type x Emotion 13 1016.17 25.74 1044.17 3 

model 14 Condition x Emotion   AU Type 13 1027.45 37.02 1055.45 7 

model 15 Full 24 990.43 0 1040.43 2 

Note. We also conducted a GLMM analysis with participant’s gender as an additional fixed 

effect. However, none of those models provided a better fit to the FACS data in terms of AIC 

than model 12 in the table. Thus, for the sake of simplicity, we did not include those models that 

incorporated participant’s gender in Table 2.5. We also conducted a GLMM analysis 

incorporating trials as random effects and treating FACS coding in each trial as a binary score. 

However, five of these models did not converge numerically to maximum likelihood estimates 

due to excessive zero frequencies. To solve this problem, we used the rate of AU movements in 

response to each emotional expression （out of 4 trials per emotion） as a measure of the degree 

of facial mimicry in the GLMM analysis. 
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Table 2.6. Parameter coefficients of the best-fit model in Experiment 2 （i.e., model 12 in Table 

2.5）. 

Coefficients related to the Condition x AU Type interaction effect were calculated with the 

activities of non-targeted AUs in the Trait-Judgment condition as a baseline. Parameter 

coefficients related to the effect of emotion were calculated with the activities related to 

surprised expressions as a baseline. Although AIC values were used for model selection （Table 

2.5）, we also report marginal F-test statistics for the fixed factors of the selected model （model 

12） to show the relative contribution of each effect. 

 

model 12 	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Parameters 	  	  Coefficient SE 95% Confidence Limits df F p 
Intercept 

  
-4.916 0.38 -5.6807 -4.1504 54 

  
Condition x AU Type （Condition） （AU Type） 	  	  	  	  	  40.86 <0.0001 

 Emotion-Inference 
Targeted 2.238 0.42 1.3893 3.0869 52 

  
 

Non-targeted 0.05 0.44 -0.8356 0.9354 52 
  

 Trait-Judgment 
Targeted 1.025 0.36 0.4961 1.5537 52 

  
 

Non-targeted 0 
      

Emotion 	  	  	  	  	  	  	  5.55 <0.0001 

 
anger  

0.363 0.26 -0.1401 0.8664 270   
 

disgust  
-0.482 0.28 -1.0238 0.06082 270   

 
fear  

-0.657 0.29 -1.2324 -0.08071 270   
 

happiness  
-0.063 0.28 -0.6082 0.483 270   

 
sadness  

0.573 0.25 0.08619 1.059 270   
	  surprise 	  0 	  	  	  	  	  	  
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7.	 考察	 

 二つの実験の結果は一貫して参加者が対象人物の感情を推測しようとする目標を持つときに表

情模倣が促進されることを示した。実験１では、対象人物の感情について尋ねられた後に刺激が

提示された場合には、そうした目標設定がない場合に比べて、それぞれの感情表情に特異的に

活動する表情筋の活性化が EMG により確認された。また、先行研究（Dimberg et al., 2000; 

Hofman et al., 2012）と同様に、EMG によって検出された表情模倣は刺激提示直後の非常に早い

タイミング（モーフィング開始後 500-1000ms）で生起していることが分かった。Figure 2.4 から分かる

ように、感情推測を促す教示の有無による EMG の活動の差異についても同様に刺激提示後の早

い時点で確認された。これらの結果を総合すると、他者の感情状態を推測しようとする目標が設定

されることにより、刺激表情へ注意を向けさせるような準備状態が意識的であれ非意識的であれ事

前に形成され、結果として、自動的な表情模倣の生起が促進されたというプロセスが働いたと解釈

できるのではないだろうか。しかし、実験１では Passive 条件の参加者は明確な目標設定を与えら

れていなかったために課題や刺激に対する集中度が相対的に低く、そのため表情模倣が生じな

かったという可能性を排除できないという方法論的な問題点があった。そこで、実験２では刺激に

対する集中程度を条件間で揃えるために、統制条件で刺激提示前に外的な特徴に関する質問を

加えるという改良を行った。加えて、EMG の代わりに FACS を用いて視認できる筋活動を計測する

ことで、感情推測の目標が表情模倣を目に見えるレベルで促進するかどうかを検討した。実験２の

結果は明瞭に実験１の知見を再現しており、表情模倣が課題に対する全般的な注意レベルが高

まったことによって促進されたのではなく、対象人物の感情状態を推測しようとする特定の目標によ

って促進されたこと、またそうした修飾が視覚的に認識できるレベルでも生じていたことが示された。
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以上の結果を総合すると、これまで自動的・反射的に生じると考えられてきた表情模倣が、他者の

心的状態の推論という特定の社会的文脈による修飾を受けることが明らかになった。Hess and 

Fischer（2013）は表情模倣について、「無意味な筋の動きの同期現象ではなく、文脈の中における

感情の理解や、相手との関係性の調整に関わるプロセスである」  （Hess & Fischer, 2013: 

pp.144-146）と述べている。言い換えれば、感情表情の模倣は、単純な運動模倣を超えて、社会的

に特別な意味合いを持つと考えられる。特定の目標の有無に伴って柔軟に表情模倣を調整するこ

とで、様々な社会的場面に応じて効率的に振る舞うことが可能になるのだろう。 

 本研究では、複数の感情に共通して、表情模倣が他者の感情を推論しようとする目標によって修

飾を受けることが示されたが、その一方で、表情表出の強度（各筋の筋電位や AU の活動）におい

て感情間で差異が確認された。つまり、ある感情表情刺激に対しては表情が表出しやすく、ある感

情表情刺激に対しては表情が表出しにくいという結果であった（Study2 を例に挙げると、Anger, 

Happiness, Sadness, Surprise に対しては筋活動が大きく、Disgust, Fear に対しては筋活動が小さか

った）。先行研究でも、Disgust や Fear の表情模倣が安定して確認されていないことが指摘されて

いることから（see Hess & Fischer, 2013, for review）、感情表情によって参加者の反応のしやすさが

異なる可能性も考えられる。ただし、ほとんどの先行研究では２種類を超える感情表情刺激が用い

られてこなかったため（see Hess & Fischer, 2013, for review）、感情間による違いがどの程度頑健

なものなのか、そして、なぜそのような差が生じるのかを検討することは今後の課題である。 

 また、発達心理学の知見から、幼児の場合は相手の感情状態を推測しようという特定の目標がな

くても自動的に表情模倣を示すことが知られてきたが（e.g., Meltzoff & Moore, 1977）、本研究に

おいては大人の参加者は特定の目標の有無による影響を受けていた。このような大人と幼児の間
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の違いは、乳幼児期において反射のような自動的なプロセスであった模倣が、発達の過程で認知

的制御プロセスが作用し始めることによって社会的文脈に応じたより複雑な反応へと変化していっ

たことにより生じたのかも知れない。こうした解釈と整合するような他者感情理解を担う二つの異な

る神経回路の存在が神経科学者により特定されつつある。対象人物の内的状態を自身の身体感

覚によりシミュレートする際に活性化する情動共有システムは、anterior insula （AI）、anterior 

cingulate cortex （ACC）、inferior frontal gyrus （IFG） （see Lamm et al., 2011, for review）を中心

としており、他者の心的状態の推論に関わる神経回路は medial prefrontal cortex （MPFC）、

temporo-parietal junction （TPJ）、medial parietal cortex を中心としている（see Mitchell, 2009, for 

review）。さらに、こうした二つの回路の相互作用が高次のヒトの共感性を支える要件として注目を

集めているが、第 1 章でも述べたように、どのようなメカニズムで二つのシステムが相互作用してい

るかを検討する実証研究は数少ない（see Zaki & Ochsner, 2012, for review）。本研究において一

貫して示された、他者の心的状態を推論しようとする目標設定に依存して表情模倣が促進されると

いう知見は、こうしたボトムアップの情動共有システムが他者推論に関わるトップダウンのシステム

によって修飾を受けているという相互作用関係があることを示唆する一つの重要な証拠となるだろ

う。 

 では、これらの二つのシステムの相互関係は向社会的配慮とどのような関わりを持っているのだ

ろうか。冒頭で挙げた Batson（2011）の議論に基づくと、他者の視点を取得する仕方が向社会的配

慮に大きく寄与するという。彼によれば、「imagine-other」の視点取得に基づいた共感こそが他者の

福利の改善に寄与し、「imagine-self」の視点取得によって共感が引き起こされた場合には、自己

投影により生じた自分自身のネガティブな情動の方に注意が向いてしまうため、むしろ相手の状態
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を配慮することが困難になるという。しかし、本研究を含め、従来の研究の多くは対象人物と観察

者の感受性の間に不一致を想定していない課題構成であったため、観察者である参加者の共感

反応が「imagine-other」に基づくものなのか、「imagine-self」に基づくものなのかを区別することがで

きなかった。次の第３章では、この二つを弁別可能にするために、感受性が異なる他者に対する共

感反応を計測する実験パラダイムを用いた研究について報告し、向社会的配慮との関連について

データを基に議論する。 
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第３章 

感受性の異なる他者に対する「痛み」の共感 

―高次認知・情動共有の交絡関係と向社会的配慮との関連 
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1.	 序論	 

 私たちは自分とは異なる感受性をもつ他者に対しても、相手に合わせて共感を示し、相手が必

要とする助けを提供することができるのだろうか。それとも、異なる感受性を持つ相手に対して共感

しようとするとき、「自分だったらどうか」という自己中心的な自己投影により、相手が感じている程度

と比べてはるかに弱い反応（必要とされる助けを行わないなど）を示したり、必要以上に強い反応

（必要とされない助けを行うなど）を示したりするのだろうか？本研究では、人々が感受性の異なる

他者に対して、自己中心的な自己投影を制御し、相手の感受性に合わせた共感を示すことができ

るのか検討した。 

 他者の苦痛に対処するためには、適切な自他弁別に基づく共感が重要であることが指摘されて

いる（Batson, 2011）。医師が患者に過度に自己投影することは効果的な治療を阻害する要因とな

りかねず（e.g., Cheng et al., 2007）、親が自分自身の問題を子どもに投影してしまえば、子どもにと

って本来必要な養育を施すことが困難になるかも知れない（e.g., Gordon, 2000）。序章で言及した

ように、Batson （2011）は、自己投影によって PD（personal distress）が生じると、共感によって生じ

た自分自身の情動状態に注意を向けさせるため、相手の経験や状態に対する注意はかえって向

きにくくなり、援助に結びつきにくいと論じている。したがって、思いやりや同情など不遇な状況に

置かれた他者の状態を改善するような向社会的動機（EC: empathic concern）は，PD のような自己

志向的な共感からは芽生えず，寧ろ PD による反応を制御し，他者の感受性に基づいた他者志向

的な視点取得である「imagine-other」をとることによって生じると主張する。  

 例えば、薄暗くて混み合っている地下鉄のプラットホームで白杖を持つ全盲の人が歩いていると

ころ見かけたとしよう。私たちはその人が置かれている外部環境から、彼（彼女）を煩わすであろう
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状況や事象についてある程度推測することはできるかも知れない（点字ブロックを障害物で塞がれ

ると困るなど）。しかし、その人自身が実際にその状況をどのように感じとっているのかについて知

ることはできない。このような状況では、完全に「imagine-other」の視点を取ることはできないが、相

手の状態（目が見えない）に関する一般的な知識を使うことで、相手に対して適切な推論や反応を

示す必要があるだろう。こうしたプロセスは高次の認知・実行機能を要するものであり、また、認知

機能に基づく制御能力には個人差が想定される（Cheng et al., 2007; Eisenberg & Eggum, 2009）。

こうした「自分と異なる感受性をもつ他者に対してどのように共感するのか」という問いは、共感と援

助を巡る問題において中心的な議題である（de Vignemont & Singer, 2006）にもかかわらず、著者

の知る限りでは、これまで実証的に検討されることはほとんどなかった。その中で数少ない例外とし

て、Lamm, et al.（2010）による社会神経科学研究が挙げられる。 

 彼らは、「手に鋭い刺激（注射）を当てられても痛みを感じないが、弱い刺激（綿棒）を当てられる

と痛みを感じる」患者に対して、通常の感覚をもつ実験参加者がどのように共感するかを機能的脳

画像撮像（functional magnetic resonance imaging: fMRI）を用いて検討した。結果、この患者が痛

みを感じる場面（患者が綿棒を当てられる場面）を観察した時には、通常の感覚をもつ対象人物が

痛みを感じる場面（健常者が注射を当てられる場面）を観察した時と同様に「痛みの回路（the pain 

matrix）」を含む神経回路の活性化が確認された（insula, anterior cingulate cortex）。特に興味深か

ったのは、患者にとってはニュートラルな刺激だが、観察者である参加者にとっては痛みを伴う刺

激（＝注射）が当てられる場面を観察した際には、高次認知に関わる神経回路（right inferior 

frontal cortex, dorsomedial prefrontal cortex）が活性化していた。この結果は、人々が異なる感受性

をもつ他者に対して共感する際に、自分自身の感受性（注射に対して痛みを感じる）に基づく自己
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投影的な反応を、自他弁別を支える認知・実行機能によって抑制している可能性を示唆している。 

 本研究では、Lamm et al.（2010）による研究を発展させる形で概念的追試を行うことを目的とした。

まず、Lamm et al.（2010）では神経活動に着目していたのに対し、本研究では自律神経系の生理

的な喚起水準に焦点を当てた。具体的には、交感神経系の活性化による指先の末梢血管の収縮

を反映する指尖容積脈波（Blood Volume Pulse：BVP）を指標として用いることで参加者の情動反

応を客観的に評価した。また、Lamm et al.（2010）の実験状況に比べて異なる感受性を持つ他者

が刺激を受ける映像を観察する際に必要とされる認知的制御がいっそう難しい状況を作り出した。

第一に、Lamm et al.（2010）では実験者による教示のみで参加者の感受性に関する情報を伝えて

いたのに対し、本研究では相手が自分とは異なる感受性をもつことを視覚的にも分かるように工夫

し、対象人物が物理刺激を受けるまでの一連の流れを映像にして提示したことで、より直感的に課

題に従事できるような設計にした。第二に、映像を観る前の参加者に、対象人物が映像の中で受

ける物理刺激を経験してもらい、事前に参加者自身の刺激—反応則を形成させることによって、自

己投影に基づく反応の抑制が困難な状況を作り出した。こうした方法論的改良を加えてもなお参

加者は自身の情動反応を相手の感受性に応じて変化させることができるのだろうか。 

 本研究では、観察者である参加者とは感受性が異なる全盲者と、感受性が類似している晴眼者

を対象人物とし、それぞれの対象人物が視覚刺激・聴覚刺激を受ける映像を提示した際の情動反

応を末梢の生理反応から測定した。視覚刺激はストロボの強いフラッシュを用い、聴覚刺激はヘッ

ドホンから流される高圧音を用いたため、どちらも通常の感覚をもつ参加者にとってはストレスを伴

う（生理的喚起水準が高まる）刺激であった。もし参加者が対象人物の感受性に基づいて共感する

のであれば、全盲者／フラッシュの場面では、全盲者／高圧音、晴眼者／フラッシュ、晴眼者／高
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圧音の場面に比べて生理的喚起水準が低くなると考えられる。一方、もし参加者が自己投影に基

づいて共感するのであれば、場面に関わらず参加者の生理反応は喚起すると予測される。 

 また、上述したように、もしこうした場合に認知機能に基づく制御ができたとしても、その能力には

個人差が想定される。適切な自他弁別に基づく認知制御が不遇な他者に対する配慮を支えるとい

う議論（Batson, 2011）や、自身の情動を制御する能力が高い人ほど相手の苦痛に対して PD では

なく同情（EC）を経験する傾向が高い（Eisenberg et al., 2004）という議論に基づけば、本研究にお

いても、相手の感受性に応じて情動反応を認知的に制御する能力の個人差は、共感性属性のう

ち、自己志向的な PD ではなく他者に同情する傾向である EC に関連すると予測される。 

2.	 方法	 	 

参加者 

 通常の視力・聴力をもつ北海道大学の女子学生５１名が参加し、実験終了後に参加謝礼として１

０００円を受け取った。参加者は全盲者の映像を見る「Blind 条件」・晴眼者の映像を見る「Sighted

条件」のどちらかにランダムに配置された。 

 

実験デザイン 

 条件は２（刺激の種類：強いストロボの光／高圧音）×２（対象人物：晴眼者／全盲者）の要因配

置とした。参加者は全盲者・晴眼者どちらか一方の対象人物が、強いストロボの光を受ける場面と

高圧音を聴かせられる場面の二つの動画を提示された。また、それぞれの場面を観察する前に、

参加者には映像の中で使用している物理刺激を事前に経験する機会が与えられた。刺激の直接
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経験および映像の提示順については参加者の間でカウンターバランスをとった。 

 

課題の流れ 

 課題の開始時に、Blind 条件の参加者は「全盲者を対象とした心理物理学実験の映像を提示さ

れる」と教示され、Sighted 条件の参加者は「心理物理学実験の映像を提示される」とだけ教示され

た。その後、一つ目の映像の中で使用している物理刺激を経験するよう求められ（参加者は自分

で操作してフラッシュ／高圧音を経験した）、２分間の休憩の後に映像が提示された。映像は、実

験者役の女性が対象人物役の女性を実験室へ案内するところから開始した。その際、Sighted 条

件では案内される対象人物は実験室に何も持たずに歩いて入ってくるのに対し、Blind 条件では、

白杖を使いながら入ってくる構成にしたことで、参加者が「全盲者」であることを直感的に理解でき

るよう工夫した。その後、対象人物は防音室に案内されて着席し、実験者役による口頭のカウント

ダウン（ “5, 4, 3, . . . ” ）の後に、ストロボから出されるフラッシュか、装着したヘッドホンから流れる

高圧音を提示された。そこで映像は一旦終わり、参加者は二つ目の映像の中で使用している物理

刺激を経験するよう求められ、２分間の休憩の後に次の映像が開始した。二つ目の映像は対象人

物が着席した状態から開始し、実験者役によるカウントダウンの後に装着したヘッドホンから高圧

音を提示されるかストロボで正面からフラッシュを提示されるという流れであった（Figure 3.1）。した

がって実験では、晴眼者あるいは全盲者が、フラッシュを最初に（または２番目に）、高圧音を後に

（または最初に）提示された。条件（Sighted 条件／Blind 条件）および物理刺激（フラッシュ／高圧

音）の映像の提示順は参加者の間でランダムに配置された。なお、どちらの映像も、対象人物の顔

がはっきりと映り込まないように主に背中側から撮影されており、対象人物が物理刺激を受けた瞬
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間に終了するような構成になっていたため、参加者は対象人物の情動表出を観察することはなか

った。 

 

生理的喚起水準の指標 

 恐怖を喚起させる刺激や、忌避すべき刺激に対しては交感神経が活性化し、末梢の血管抵抗が

高まり、末梢の血圧上昇・血流量の低下が生じることが知られている（Martini et al., 2011）。指先に

特定の周波数の光を照射することにより、脈動に伴うヘモグロビン濃度の変動を計測することによ

って末梢の血流量の変化を間接的・非侵襲的に計測することができる。そこで、本研究では、参加

者の指先に BIOPAC 社製の脈拍測定トランスデューサ（TSD200）を左手中指の第一関節部分に

装着し、BIOPAC 社製 MP150 システムを用いて BVP を計測した。BVP のローデータは 2000Hz

のサンプリングレートで 0.05Hz の High Pass フィルタをかけて抽出され、BIOPAC 社のソフトウェア

である acqknowledge により記録された。また、BVP の波動の振幅がベースライン（安静時）から比

較して収縮した程度から、交感神経の活性化に基づく生理的喚起水準の変化を評価できると考え

られているため（Iani et al., 2004; Salimpoor et al., 2009; 澤田, 1999）、同ソフトウェアを用いて波動

の振幅値を 125Hz のサンプリングレートで算出し、分析に用いた。 

 

分析単位 

 BVP データは、最初の休憩時間（2 分間）の開始 1 分 40 秒後から 1 分 50 秒後までの 10 秒間の

平均値を「ベースライン時の BVP 値」とし、映像の中の刺激提示時前後の（刺激を提示するカウン

トダウン開始直後からの）10 秒間の平均値を「間接経験時の BVP 値」とした。また、実験参加者が
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フラッシュや高圧音を直接経験した直後の 10 秒間の平均値を「直接経験時の BVP 値」とした。な

お、BVP の定量的評価には一般的に用いられることが多い％収縮値を用いた。BVP％収縮値の

算出方法を以下に示す。BVP はストレス反応が高いほど（血管が収縮するほど）値が小さくなると

いう性質をもつので、BVP％収縮値が高いほどストレス反応が大きいと解釈できる。 

 

直接経験時の BVP％収縮値＝（１− 直接経験時の BVP／ベースライン時 BVP）×100 

間接経験時の BVP％収縮値＝（１− 間接経験時の BVP／ベースライン時 BVP）×100 

 

手続き 

 実験は北海道大学社会科学実験研究センターの感覚システム実験室で実施した。１セッション

につき１名の参加者が実験に参加し、「全盲者を対象とした心理物理学実験」の映像を提示される

Blind 条件か、ただ「心理物理学実験」の映像を提示されるとだけ教示される Sighted 条件のどちら

かにランダムに配置された。参加者は個室で実験の説明を受けて同意書に署名をした後、防音室

で、コンピュータ画面を前にして着席するよう案内された。その後、以前に行われた心理物理学実

験の映像を観てもらうこと、その際の生理反応を計測することについて口頭で説明を受け、左手中

指の第一関節に電極を装着された。以降実験者は防音室から退室し、教示はコンピュータ画面上

で行われた。映像提示に先立って、参加者は対象人物が受ける物理刺激を経験するよう求められ

た。また、映像開始前にどのように感じたかを想像するよう促す教示がコンピュータ画面上に提示

された（S Figure 3.1）。 
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Figure 3.1. Task flow in Experiment. 

Before the video was started, participants were provided opportunities to directly experience the 

same stimulus that was used in “the previous experiment.” After the direct experience and a 2-min 

rest period, the first video scene was started.  

 

 

 フラッシュは撮影用のストロボ（32GN）により提示され、高圧音の提示の際はヘッドホンから高周

波のホワイトノイズ（4000 Hz）が最大音量で出力された。また、映像提示時までに BVP の振幅値が

正常値へと戻るように、参加者自身が直接刺激を経験した後には２分間の休憩を設けた。その後、

映像が提示された。一つ目の映像が終了すると、二つ目の映像で対象人物に提示される物理刺

激を経験するよう求められた。再び２分間の休憩をはさみ、二つ目の映像が開始するという流れで

あった。二つ目の映像が終了すると、参加者は電極を外され、別室でマニピュレーション・チェック

と共感性尺度（Interpersonal Reactivity Index [IRI]; Davis, 1983）を含む質問紙への回答を求めら

Headset	 
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れた。 

 

・Interpersonal Reactivity Index [IRI] （Davis, 1983） 

 共感を多元的なものとして捉え、PT （Perspective Taking）、FS （Fantasy）、PD （Personal 

Distress）、EC （Empathic Concern）の４次元に分類した尺度である。それぞれ４つの下位尺度の

内容は以下の通りである。また、項目はそれぞれの下位尺度につき 7 項目あり、全 28 項目で構成

されている。本研究の主眼は不遇な他者への同情や配慮を示す傾向である EC と、自己志向的な

共感を示す傾向である PD にある。 

 

１．PT （Perspective Taking）： 他者の立場に立って、他者の行動や思考を推測する能力 

２．FS （Fantasy）： 本や映画に出てくる架空の人物に、あたかも自分がその人物になったかのよう  

               に想像し、感情移入する傾向 

３．PD （Personal Distress）： 緊急事態に直面した際に、不安や動揺などの情動反応が生じる傾

向 

４．EC （Empathic Concern）： 不幸な他者、困っている他者に対して思いやりや関心を抱く傾向 

 

3.	 結果	 

直接経験時の生理反応 

 本研究で着目するのは対象人物が刺激を受ける映像を観察した際の情動反応であるが、映像

観察時の生理反応の条件間比較をする前に、参加者が各条件に無作為に配置できていることを

確認するため、直接経験に対する反応値について条件間に差異がないかを検討する分析を行っ
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た。直接経験時の BVP％収縮値を算出し、分布の偏りを対数変換により補正し分析に用いた。直

接経験時の BVP％収縮値は、フラッシュに対しては平均 33％であり、高圧音に対しては平均 41％

であり、どちらも有意に 0 より大きかった（どちらも ps < .001、ウィルコクソンの符号順位検定による）。

直接経験に対する BVP％収縮値を従属変数とし、２（条件：Sighted vs. Blind）×２（刺激の種類：フ

ラッシュ vs. 高圧音）の repeated ANOVA を行った結果、刺激の主効果（F 1,49 = 4.61 p < .05）のみ

有意で、条件の主効果および条件×刺激の交互作用効果は有意ではなかった（それぞれ、F1,49 = 

0.12, n.s., F1,49 = 0.68, n.s.）。つまり、参加者自身が直接物理刺激を受けた際の生理的喚起水準は

高圧音（M = 41%）の方がフラッシュ（M = 33%）に比べて高いことが読み取れる。ただし、条件の効

果は見られなかったため、以降で映像観察時の生理反応における条件の効果を検討する際に、

単に物理刺激に対する個人差による効果であるという解釈の可能性が排除できる。 

 

間接経験時の生理反応 

 対象人物が映像の中で物理刺激を受けるのを観察した際には参加者はどのような反応を示した

のだろうか。もし正常な視聴力をもつ参加者が自分の感受性に基づいて自己投影による共感を示

すのであれば、フラッシュが提示される場面でも高圧音が提示される場面でも、対象人物の感受性

に関わらず生理的喚起水準が高まると予測される。一方、自己投影による情動反応を抑制し、相

手の感受性に基づいた共感を示すことができるのであれば、Sighted 条件では両場面で参加者の

生理的喚起水準が高まるのに対し、Blind 条件ではフラッシュの場面を観察した際の喚起水準は

高圧音の場面の観察時に比べて低くなると予測される。 
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 Figure 3.2. Acute arousal in response to the observed events. 

 

 Figure 3.2 に映像の中の対象人物（Sighted or Blind）がフラッシュ（flash）／高圧音（sound）を受け

る場面を観察している際の参加者の BVP%収縮値の平均値を示す。BVP%収縮値（対数変換した

もの）について、２（条件：Sighted vs. Blind）×２（刺激の種類：フラッシュ vs. 高圧音）の repeated 

ANOVA を行った結果、刺激の主効果が有意であり（F1, 49＝4.20, p ＜.05）、対象人物の主効果は

有意傾向であった（F1, 49 = 3.28, p = .08） 。さらに、物理刺激×対象人物の交互作用効果が確認

された（F1, 49 = 5.35, p < .05）。Figure 3.2 に示すように、BVP%収縮値は晴眼者／フラッシュ、晴眼

者／高圧音、全盲者／高圧音の場面では有意に０より大きかった（全て ps < .05、 ウィルコクソン

の符号順位検定による）のに対し、全盲者／フラッシュの場面では０と有意な違いが見られなかっ

た。つまり、Blind 条件の参加者は対象人物（全盲者）がフラッシュを提示される場面ではベースラ

インと比べて末梢の生理的喚起水準が高まらなかった。この結果は、平均的な参加者は自己投影

に基づく反応を抑制し、対象人物の特性に基づいた反応ができることを示唆するものである。 
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Table 3.1. Spearman Rank Correlation Coefficients2 Between Participants’ Acute Physiological 

Arousal （Percentage Constriction in BVP Amplitude） in Response to Observing the Blind Target 

Exposed to the Flash, and Their Scores on Four Subscales of Davis’s （1983） IRI 

	 

	 

	 

Note. N = 25.   

*p < .10. **p < .05. 

 

自他弁別に基づく生理反応と共感性特性の個人差 

 前述したように視点取得の際の自他弁別は不遇な他者に対する適切な援助をする際に鍵となる

要素であると考えられている。適切な自他弁別は不遇な他者に対する配慮（EC）を支えるという議

論（Batson, 2011）や、自身の情動を制御できる人ほど他者の苦痛に対して PD ではなく EC を示す

傾向が高い（Eisenberg et al., 2004）という議論を踏まえると、自他弁別に基づく情動制御と個人特

性としての共感性の関わりを検討することは重要であるだろう。平均的な参加者は全盲／フラッシ

ュの場面において自己志向的な自己投影に基づく反応を抑制していたが、これらの議論に基づけ

ば個人特性としての共感性によって、自他弁別に基づいて情動を制御できる程度が異なると考え

られる。個人特性としての共感性を測定するために本研究では IRI（Davis, 1983）を用いた。Table 

                                            
2直接刺激に対する感受性の個人差の効果を統制するために、直接反応時の BVP値を共変
量に入れて、偏相関係数を算出した（S Table 3.1も同様）。 
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3.1 に全盲者がフラッシュを提示される場面を観察している際の参加者の生理的喚起水準と IRI の

４つの下位尺度の間のスピアマンの順位相関係数を示した。興味深いことに、EC が高い人ほど、

全盲者がフラッシュを提示される場面を観察した際に生理反応が喚起しにくいことが分かった（ρ 

= -.43, p < .05）。なお、FS との間にも有意傾向の相関関係が確認されたが、FS の得点は EC の得

点と正相関することがわかっている（Davis, 1983）ことから、他の変数との間の相関パターンも連動

しやすいと考えられる。ここでは特に Batson（2011）の議論の中心にある EC に焦点を当てる。上述

の相関パターンについて、より詳しく検討するために、全盲者条件の参加者を EC の得点の高さで

中央値分割し、EC が高い群（Higher empathic concern: n=13）と EC が低い群（Lower empathic 

concern: n=12）に分類し、映像観察時の情動反応の違いを検討した。Figure 3.3 に各群の参加者

の映像観察時の BVP％収縮値の平均値を示す。２（条件：Sighted vs. Blind）×２（EC: High vs. 

Low）の repeated ANOVA を行った結果、交互作用効果と刺激の主効果が有意であった（それぞ

れ、F1, 23 = 4.26, p < .05、 F1, 23 = 6.32, p < .05）。Figure 3.3 からわかるように、EC が高い参加者は

全盲者が高圧音を提示される場面とフラッシュを提示される場面とで弁別的な情動反応を示して

いるのに対し、EC が低い参加者は二つの場面で似たような情動反応を示していた。この結果から、

日常生活で EC を抱きやすい特性をもつ参加者は、全盲者／フラッシュ場面において自己志向的

な情動反応を抑制し、相手の感受性、状況に即した反応ができるが、EC を抱きにくい参加者は自

己志向的な情動反応の抑制ができていないことが示唆された。 
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Figure 3.3. Dispositional empathic concern and acute arousal when observing the blind target 

exposed to the flash or the sound. 

 

	 

4.	 考察	 

 自分と類似性が低い他者に対する共感は、様々な立場、民族、社会経済的背景が異なる他者と

関わる機会が少なくない現代社会において本質的に重要であろう。本研究では、自分とは異なる

感受性を持つ他者に対して、自己志向的な自己投影バイアスを制御し、相手に合わせた共感を

示す能力について検証した。結果、Lamm et al. （2010）の研究の概念的追試により、平均的な参

加者は対象人物の感受性に応じて情動反応を制御できることが示された。 

 本研究では、情動反応の指標を変更したことに加え（中枢の神経活動／末梢の生理反応）、二
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つの方法論的改良を行ったことで、Lamm et al. （2010）よりも情動反応の認知的制御が困難な状

況を設定した。第一に、本研究の参加者は映像を観察する前にストレス刺激を自身で経験する機

会が与えられた。このように事前に刺激を経験することにより、参加者の記憶における刺激−反応

の関連付けが強まると考えられるため、Lamm et al.（2010）の実験状況に比べ、他者が刺激を受け

る場面を観察しているときに、自分の中に形成された刺激—反応則の影響を乗り越えることが困難

な状況を作り出した。第二に、Lamm et al. （2010）では、対象人物が観察者である参加者とは異な

る感受性をもつことが教示のみによって伝えられており、認知的な理解を促すものであったが、本

研究では感受性が異なる他者の特徴を視覚的に示すことで直感的に理解できるような動画を作成

したため（映像の中の刺激人物は、白杖で周囲の状況を確認しながら実験室に入ってきた）、明示

的に自他弁別を促すような構成ではなかった。 

 注目すべきことに、このように自他弁別に基づく認知的制御が困難な状況にも関わらず、人々は

平均的には自己投影に基づく自己志向的な情動反応（Batson, 2011）を制御し、相手の特性に応

じた反応を示すことができた。また、こうした自己投影バイアスの制御には個人差があり、相手の感

受性に応じて自己投影的な情動反応を抑制した程度と、個人特性である共感性の高さが関連した

（Table 3.1）。特に興味深いことに、他者の福利を配慮する傾向である EC 得点が高い参加者は、

全盲者が音刺激を受ける場面では情動反応を示し、光刺激を受ける場面では情動的な反応を抑

制していたが、それに対し EC 得点が低い参加者は二つの場面で同程度の情動反応を示していた

（Figure 3.2）。また、純粋な情動共有であると考えられる「晴眼者」に対する共感反応と EC 得点の

間にはっきりとした相関関係が見られなかった（see S Table 3.1）点も注目に値する。この知見は、

情動共有システムが自動的に同情や配慮を引き起こすとは限らず、状況に応じて情動反応を調整
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する制御機構が同情を抱く際に重要な役割を果たすことを示唆している。これは、自己投影的な

情動反応が制御できる人ほど他者への同情を示しやすく、道徳的に望ましい形で他者と関わるこ

とができるという議論（Eisenberg et al., 1994; Ochsner & Gross,2005）とも整合する。 

 Eisenberg and Eggum （2009）によれば、注意を適切に配分でき、制御能力に優れた人物は、自

身の情動喚起水準を適正に保つことによって、相手へ同情を示しやすく、自身の情動を制御でき

ずに過度に情緒的になりがちな人物は、同情ではなく PD を感じやすいという。本実験の結果はこ

うした議論とも整合的であり、日常生活で同情（EC）を抱きやすい特性をもつ参加者は情動反応を

相手の感受性、状況に即した形で制御できることが示された。しかしながら、PD 得点と情動反応の

制御については、方向性は Eisenberg and Eggum（2009）の議論と一貫しているものの有意な相関

関係は見られなかった（Table 3.1）。Decety and Lamm （2009）でも IRI の PD 得点と神経活動の相

関関係がみられなかったことが報告されており、使用した指標は異なるものの、本実験でも同様の

ことが起きたと考えられるだろう。ここから、IRI における PD 得点が Eisenberg and Eggum（2009）の

議論における PD 傾向を計測する指標として適当ではない、ないしはノイズが大きいという可能性

が考えられるかも知れない。主観報告である以上、質問紙に基づく結果を解釈する際には慎重に

なる必要がある。神経活動や生理反応で計測される情動反応の制御と、日常生活における共感的

振る舞いの関連を厳密に検討するためには、フィールドにおける共感行動の観察・コーディングか

ら得られたデータと実験における神経活動や生理反応のデータを組み合わせて検討することが望

まれる。熟練の医師や看護師に見られるように、適切な自他弁別をすることは他者の苦痛に対して

適切に対応する際に重要となるだろう。異なる感受性をもつ他者に対する共感を検討することは、

人々が他者に共感を示す際にどのように自他弁別を維持し、認知機能に基づいて情動を制御し
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ているのかという、共感を巡る中心的な理論的問題に重要な示唆を提示するだろう（Batson,2009; 

Decety & Lamm, 2009）。また、現実社会では身体的・精神的な状態や、価値観・立場が異なる

人々に対して理解が求められるような場面が少なくない。こうした場面では、尊厳や個人の主体性

を尊重しながら、相手が求めるニーズを適切に汲み取り応えられるかが重要となってくる。現代社

会において自他弁別に基づく共感はいっそう重要な役割を担っているに違いない。 
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第 4 章 

相互作用場面における「痛み」の共有過程 
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1.	 序論	 

  「痛み」は刺激に対する生理的な反応の現れであり、個人の主観的体験であるが、社会神経科

学領域において、他者の痛み表出を知覚することで、痛みに関わる神経回路が活動することが発

見され、他者の「痛み」を共有する神経基盤を持つことが明らかになった。例えば、隣にいる恋人が

電気ショックを受ける場面では自分が電気ショックを受けたときと共通の神経回路（anterior insula 

（AI）、anterior cingulate cortex （ACC））が活動し（Singer et al., 2004）、誰かの手や足が痛みを受

ける場面（ドアに指を挟むなど）の写真を観察しただけでも、同様に自身が痛みを感じた際と同じ

神経回路が活動することが示されてきた（Jackson et al., 2005）。 

 これらの研究では、「他者が痛みを感じる状態」を刺激とした際にそれに対する観察者の情動反

応を計測するというアプローチによって、他者の痛みの知覚により自分にも類似した情動が生じる

というプロセスの存在が示されてきた。しかしながら、こうした他者の痛み反応により自身の情動反

応が影響を受けるプロセスは双方向的な影響を生じさせる可能性もある。現実のコミュニケーション

場面では、人々は互いの反応を参照できるため、相互に影響を与え合うことが想定される。つまり、

他者の反応から影響を受けたことによって生じる自身の反応が、表情・しぐさなどを通して表出され、

再び他者の反応に影響を及ぼすという双方向的なダイナミクスが想定され得る。実際に現実社会

では個人の行動・認知・心理特性の単純な総和としては説明できないマクロな現象が数多く存在し

ており（e.g., Fowler & Christakis, 2008; Glaeser et al, 1995）、近年、こうした個人間で生じる双方向的

なダイナミクスの理論的重要性が論及されるようになってきた。 

 Akerlof and Shiller （2009） は著書「Animal Spirits」において、インフレやデフレ、大恐慌といっ

たマクロ経済現象の背景には、数値情報としては現れてこない安心や不安といった「市場心理」が
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大きな要因の一つとして働いていることを指摘する。人々が消費を１ドル減らすと、社会においてそ

れはさらなる消費支出の低下を生み出し、それがさらに低下を生み出し…といった波及効果が生

じるように、安心もまた一旦何らかのきっかけで失われると、そのことがさらなる安心の低下を生むと

いう連鎖的な波及効果が生じ、最初のショックをはるかに超えた影響、「乗数効果」を消費行動など

にもたらしうるという。彼らはマクロ現象の予測において「アニマルスピリット」、つまり人間がもつ非

経済学的な動機や不合理な心理的性質が無視できないものであることを強調し、社会的相互作用

の中で市場心理が伝播することによって、個人がもつ行動特性や動機の単純な総和では説明しき

れない、マクロレベルの効果が生じうることを指摘する。また、社会的認知（social cognition）に関す

る議論では、社会において相互作用する個人同士は、“we-mode”と呼ばれる集合的な認知モード

において、互いの心的状態を共有しているという着想もあり、こうした認知特性は個人内の認知能

力（心の理論など）のみを対象にした研究では測りきれないものであると主張される（Gallotti & 

Frith, 2013）。これらの議論から着想を得て、苦痛情動の共有についても、個人間の相互作用場

面における反応を対象とすることで初めて捉えられる現象があるのではないかと考えた。 

 しかしながら、冒頭で言及した社会心理学のパニックに関わる古典的理論や人類学のフィールド

におけるデモンストレーションはあるものの、著者の知る限りでは、情動反応の双方向的な影響が

どのようなメカニズムで生じ、どのような効果を持ちうるか実験的に検討した研究はほとんど行われ

ていない。数少ない例外としては、マウスを用いた実験研究において、苦痛情動の共有が個体間

で双方向的に与える影響について検討した研究が挙げられる。Langford et al.（2006）は、二個体

のマウスに痛みを誘発する刺激を与え、その際の痛みに関わる行動（身悶えなど）を計測した。そ

の結果、二個体同時に痛み刺激を提示した場合は、二個体のうち一個体が痛みを与えられた場
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合や、一個体が単独で痛みを与えられた場合に比べて、痛みに伴う行動が増加することが示され

た。また、この痛みの増幅は二個体の間に不透明な板を置くことで視覚情報を遮断すると生じなく

なることが示された。さらに、二個体に異なる強度の痛み刺激を与えた場合には、相手が表出する

痛みの強弱に合わせて痛み表出が増減したことから、痛みに伴う情動が二個体の間で双方向的

に影響を与え合っており、その結果として各個体の痛み刺激に対する反応が変容することが示唆

された。この知見は、従来の一方向的なアプローチでは捉えきれなかった興味深いものであるが、

こうした双方向的な影響が人間においても観察されるかどうかは検討されていない。また、

Langford et al.（2006）は痛みに伴って生じる「行動」のみを指標としており、痛み刺激に対する情動

反応は計測していないため、痛み表出の増幅が彼らの主張する通り情動伝染によって生み出され

ものであるという直接的な証拠も得られていない。そこで、本研究では人間を対象とし、参加者の

自律神経系の生理反応を測定することにより、二者間で情動反応の連動が生じるのか、またそうし

た情動反応の相互作用が痛みに対する反応の変化をもたらすかを検討した。 

 実験１では、向かい合った二者に熱刺激を同時に繰り返し提示し、刺激に対する情動反応を自

律神経系の生理反応（BVP）と主観評定により計測した。その際、Langford et al.（2006）に倣い、互

いの反応を観察できるように向かい合って座る条件と互いの反応を観察できないように二者の間に

パネルを設置する条件を設定することで、互いの反応の参照が二者の情動反応の連動を引き起こ

すかを検討した。また、そうした情動反応の相互作用が痛みの感じ方にどのような影響を与えるか

を調べた。実験２では、実験１で確認された二者間の情動反応の連動の頑健性と、それがどのよう

な時系列で生じるのかを検討するため、実験１に方法論的改良を加えた追試を行った。 
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2.	 実験１/	 方法	 

実験参加者  

 北海道大学の学生 80 名（女性 36 名、男性 44 名）が参加し、実験終了後に参加謝礼として２００

０円を受け取った。 

条件  

 痛みに伴う情動反応の相互作用を観察するために、参加者が互いの反応を参照できるように向

かい合って座る Face-to-Face 条件を設定した。また、統制条件として、互いの反応が参照できない

よう、相手の上半身が隠れるようなパネルを設置した Panel 条件を設定した。初対面の同性の参加

者２名がリクルートされ、Face-to-Face 条件か Panel 条件のどちらか一方の条件にランダムに配置さ

れた。 

 

刺激 

 対面する参加者に熱刺激を二人同時に繰り返し提示した。熱刺激は、２本のアルミ製の棒を湯の

入ったビーカーに入れ、アルコールランプで加熱し、湯が一定の温度に達した時点でその中に入

れていたアルミ棒を取り出し、２名の参加者の右手前腕の内側に同時に一秒未満提示した。した

がって、向かい合った二人の参加者には同じ強度の熱刺激が提示された。痛みの有無に関わら

ずアルミ棒の提示自体に驚くことで参加者の生理的喚起水準が高まる可能性も考えられたため、

初めにアルミ棒を当てられることへの馴化を目的とし、「最初に人肌程度の温度を提示します」と教

示した上で 40℃の湯から取り出したアルミ棒を 1 度提示した。その後はアルコールランプで湯を温

めることにより 2 試行おきに５℃ずつ温度を上げて、合計１2 試行行った（刺激系列は S Figure 4.1
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に示す）。なお、参加者は具体的な温度については知らされないまま課題を行ったが、アルコール

ランプで徐々に加熱される様子を視認できたため、刺激が上昇系列であることと、相手と同じ強度

の刺激を受けていることは認識できる状況設定であった。Panel 条件でも Face-to-Face 条件と同様

に、どちらの参加者もアルコールランプで湯が徐々に加熱される様子を確認することはできたため、

小さなパネルにより相手の様子は参照できないという点以外は条件間で共通していた。 

 

実験手続き 

 実験は北海道大学社会科学実験研究センターの感覚システム実験室で行った。２名の参加者

は一人ずつ個別ブースに案内され、実験の説明を受けた後、同意書に署名をした。その後、２名

は防音室に案内され、防音室内で向かい合って着席した。まず、実験状況に慣れてもらうため、二

人で会話をするセッションが設けられた。実験者が提示した簡単なテーマに沿って、約２分間二人

で話すよう指示された（e.g., 「この前の週末は何をしていましたか？」）。会話セッションは防音室の

扉を閉めた後に始めるよう教示され、実験者は一度退室した。２分後、実験者は扉をノックして入

室し、参加者の左手に生理計測用の電極を装着した。防音室内で熱刺激を提示するための準備

としてアルコールランプやビーカーを設置し、主観的な痛みの評定をしてもらうためにタブレットの

準備、操作方法の説明を行った。Panel 条件では、この際に参加者同士が互いの様子を確認でき

ないようにするために、二人の間に小さなパネルを設置した。なお、以降の課題は扉を開放した状

態で実施した。熱刺激の準備ができると、「最初に人肌程度の温度を提示します」と教示した上で、

５秒間のカウントダウン（ “5, 4, 3, . . . ” ）の後に 40℃の湯から取り出したアルミ棒を二人の参加者
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の右腕前腕部の内側に同時に提示した3。その後、本試行に移った。 

 

痛みに対する反応の評価 

 研究１と同様に指尖容積脈波（Blood volume pulse: BVP）を計測することで、熱刺激に対する自

律神経系の生理反応を計測した。課題中、参加者の指先に BIOPAC 社製の脈拍測定トランスデュ

ーサ（TSD200）を左手中指の第一関節部分に装着し、BIOPAC 社製 MP150 システムを用いて

BVP を計測した。BVP のローデータは 2000Hz のサンプリングレートで 0.05Hz の High Pass フィル

タをかけて抽出され、BIOPAC 社のソフトウェアである acqknowledge により記録された。その後、

Matlab（MathWorks 社）により波動の振幅値を 100Hz のサンプリングレートで算出し、分析に用い

た。また、各試行における熱刺激の提示後に、右手で主観的に感じた痛みの程度（０：全く痛くな

い〜３０：我慢できないほど痛い）についてタブレット端末を使って報告させた。なお、タブレットに

は覗き見防止フィルムが貼ってあり、参加者の主観報告の内容は、実験者からも他の参加者からも

見えないようになっていた。 

 

データ解析 

 BVP の計測不備のため、６ペアのデータを解析から除外した（計 34 ペアとなる）。本研究では、

二者に同時に同じ強度の刺激を提示しているため、もし二者の情動反応が正相関したとしても、刺

激強度によって誘発された疑似相関である可能性を排除できない。したがって、対面した二者の

間の相互作用によって生じた情動反応の相関を評価するためには、刺激により誘発される相関と

                                            
3熱刺激の提示は実験者（女性）一人がカウントダウンをし、二人でタイミングを合わせて同時に提

示した。 
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比較した際により強い相関を示していることを確認する必要がある。そこで、実際のペアになった相

手以外のすべての参加者同士で総当たりの組み合わせ（仮想ペア）を生成し、比較対象とした。仮

想ペアの場合、経験した刺激強度は同一であったが、相手との相互作用はなかったため、二者間

の情動反応の相関は純粋に刺激のみによって誘発されたものであると解釈できる。もし、実際のペ

アにおける情動反応の相関が仮想ペアに比べて高ければ、相互作用によって二者の情動反応が

連動したと解釈することができるだろう。二人の参加者の刺激に対する情動反応の相関を検討する

ために、１試行ごとに刺激提示開始 11 秒前から、刺激提示 8 秒後までの計 19 秒間を整理反応の

応答範囲として設定した。波動の振幅値は 100Hz のサンプリングレートで算出されたため、1 試行

ごとの振幅値は 1900 のデータポイントをもつ時系列データである。試行ごとに、ペアの二者間の振

幅値の時系列変動が類似しているかを検討するため、実際のペア及び仮想ペアの振幅値の相関

係数を算出し（＝１２個の相関係数 / 1 ペア）、解析に用いた。 

 

3.	 実験１/	 結果	 

 まず、全試行を通して互いの反応が観察可能な Face-to-Face 条件（17 ペア）および Panel 条件

（17 ペア）において、実際のペアにおける二者の情動反応の相関が仮想ペアに比べて高いかどう

かを検討するため、BVP 振幅値の相関係数の確率分布について比較を行った。解析の結果、互

いの反応が観察不可能な Panel 条件では、実際のペアと仮想ペアの相関係数の間に統計的に有

意な違いは見られなかった。それに対し、互いの反応が観察可能な Face-to-Face 条件では、実際

のペアと仮想ペアの相関係数は統計的に有意に異なっており、実際のペアの方が二者の BVP の

相関が高いことが示唆された。ここから、対面状況において、互いの反応を観察し、参照することに
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より、情動反応が連動するという現象が確認された。 

 さらに、こうした対面状況における情動反応の連動がどのような時系列で生じたのかを検討する

ため、課題を前半（1-6 試行）と後半（7-12 試行）に分けて同様の解析を行った。ペアの BVP 値の

相関係数（前半・後半各 6 データ / 1 ペア）について、実際のペアと仮想ペアの間の相関係数の比

較を行った。互いの反応が観察不可能な Panel 条件では、前半、後半どちらにおいても実際のペ

アと仮想ペアの相関分布の間に統計的に有意な違いは見られなかった。それに対し、互いの反応

が観察可能な Face-to-Face 条件では、前半では実際のペアと仮想ペアの間の相関係数の差異は

はっきりとは見られなかったのに対し、後半では実際のペアの方が仮想ペアに比べて統計的に有

意に相関が高かった。つまり、互いの様子が観察できる Face-to-Face 条件では、試行を経ることで、

二者の情動反応が類似するようになったと考えられる。 

 さらに、Langford et al.（2006）の知見に基づき、相互作用場面における二者の情動反応の連動

が痛みの増幅を引き起こすかどうかを調べるため、二者の情動反応の相関と、痛みの主観評定

（主観的痛み）との関係を検討した。その結果、Face-to-Face 条件では BVP の相関係数の平均値

が高いペアほど、主観的痛みの平均評定値も高かったのに対し、Panel 条件ではペアの情動反応

の相関係数と主観的痛みの間に統計的に有意な相関は見られなかった。つまり、ペア単位で見る

と、互いの情動反応が連動したペアほど平均的に痛みを高く評価することが示唆された。 

実験２/	 導入	 

 実験１において、二者が互いの様子を観察できる Face-to-Face 条件では実際のペアの情動反応

は仮想ペアに比べて高い相関を示したが、互いの様子が確認できない Panel 条件ではこうした効
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果は見られなかった。つまり、二者が互いの様子を観察することで、刺激に対する情動反応の連動

が生じるという現象が確認された。また、Face-to-Face 条件で観察された情動反応の相関は前半に

比べ後半においてはっきりと確認された。この結果から、試行を経る中で、参加者同士が刺激に対

する互いの反応を繰り返し参照することによって、二者の情動反応が次第に似通っていったという

可能性が考えられる。しかしながら、実験１では熱刺激は上昇系列で提示していたため、前半は温

度が低く、後半になるにつれ刺激の温度が高まるという実験デザインであった。そのため、実験１に

おける「後半になるにつれて二者の情動反応の連動がはっきりと確認された」という結果は、二者

の相互作用の頻度が高まることによって生じたものであるのか、刺激の温度が高まることによって生

じたものであるのかを区別することができない。そこで実験２では、温度の効果を統制し、相互作用

の頻度の効果を検出できるようにするために、同一温度の刺激を繰り返し提示するという実験デザ

インを採用した。 

実験２/	 方法	 

実験参加者  

 東京近郊の学生 30 名（女性 10 名、男性 20 名） が参加し、実験終了後に参加謝礼として２００

０円を受け取った。 

条件・刺激  

 相対的に高い温度の刺激を繰り返し受ける条件（High temperature 条件）と、低い温度の刺激を

繰り返し受ける条件（Low temperature 条件）を設定した。High temperature 条件では、６０℃の刺激

が繰り返し提示され、Low temperature 条件では５０℃の刺激が繰り返し提示された。同性の参加
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者２名（友人同士）がリクルートされ、High temperature 条件か Low temperature 条件のどちらか一

方の条件にランダムに配置された。 

 痛みに伴う情動反応の相互作用を観察するために、実験１の Face-to-Face 条件と同様に、参加

者には互いの反応を参照できるように向かい合って座ってもらった。実験１同様、対面する参加者

に熱刺激を二人同時に繰り返し提示した。ただし、同一温度の熱刺激を繰り返し提示することが参

加者に分かってしまうと、刺激に対する馴化により生理的喚起水準が低減してしまう恐れがあった

ため、アルコールランプの代わりに IH クッキングヒーターを使い、ビーカーの代わりにホーロー鍋を

使うことで、熱刺激の温度を推測されにくいように工夫した。毎試行同じ温度の刺激が提示されると

いう予期を形成できないようにするために、IH クッキングヒーターを参加者から加熱メニューの表示

が見えないように設置した上で保温機能を使い、毎試行水を入れながら温度調整を行った。試行

と試行の間は目安として３０秒以上となるようにした。時間の経過と温度の再確認をした後、２名の

参加者の前腕の内側に同時に熱刺激を一秒未満提示した。なお、痛みの有無に関わらずアルミ

棒の提示自体に驚くことで参加者の生理的喚起水準が高まる可能性が高いため、最初に馴化を

目的としてアルミ棒を一度提示し、その後６試行4を行った。 

 

実験手続き 

 実験は東京大学社会心理学研究室の実験室で行った。２名の参加者は一人ずつ個別ブースに

案内され、実験の説明を受けた後、同意書に署名をした。その後、２名は実験室中央のスペース

に移動を促され、向かい合って着席した。実験１と同様、実験状況に慣れてもらうため、二人で会

                                            
4 同一の温度の刺激を繰り返し提示する課題であったため、試行数が多いと刺激への馴化に
より反応が生じにくくなると予測し、６試行に設定した。 
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話をするセッションが設けられた。実験者が提示した簡単なテーマに沿って、約２分間二人で話す

よう指示された（e.g., 「この前の週末は何をしていましたか？」）。会話セッション開始時に実験者は

一旦退室し、２分後にノックして実験室の扉を開き入室した。その後、参加者の左手に生理計測用

の電極を装着し、課題の準備を行った。刺激は実験１同様、５秒間のカウントダウン（  “5, 4, 

3, . . . ” ）の後に二人同時に提示した。 

 

実験２/	 結果	 

 後半になるにつれて二者の情動反応の連動が強まるという実験１の知見が、刺激強度を統制し

てもなお再現されるかどうかを検討するために、課題を前半（1-3 試行）と後半（4-6 試行）に分けて

解析を行った。ペアの BVP 値の相関係数（前半・後半各 3 データ / 1 ペア）について、実際のペア

と仮想ペア（実験１と同様、実際のペア以外のすべての組み合わせから作成）の間の相関係数の

比較を行った。Low temperature 条件では、前半では実際のペアと仮想ペアの間で相関係数に統

計的に有意な差異が見られなかったのに対し、後半では実際のペアの方が仮想ペアに比べて有

意に相関が高かった。High temperature 条件でも同様の傾向が見られ、前半では実際のペアと仮

想ペアの間で相関係数に統計的に有意な差が見られなかったのに対し、後半では実際のペアの

方が仮想ペアに比べて相関が高い傾向があった。ここから、実験１において確認された、ペアの情

動反応における時系列の効果は、刺激の強度の変化によるものではなく、相互作用の回数を経た

ことで生じたものであると解釈できる。 
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４.	 考察	 

 本研究の結果から、対面状況において、人々は互いの反応を参照することにより、情動反応が次

第に似通ってくるという現象が確認された。実験１において、二者が互いの様子を観察できる条件

では実際のペアの情動反応は仮想ペアに比べて高い相関を示したが、互いの様子が確認できな

い条件ではこうした効果は見られなかった。したがって、Langford et al.（2006）によるマウスの知見

と同様に、二者が互いの様子を視覚により参照することで、刺激に対する情動反応の類似性が高

まることが示された。また、興味深いことに、こうした情動反応の相関は実験１でも実験２でも一貫し

て後半の試行になるにつれて強まる傾向があった。このことは、情動反応がすぐさま無条件に個人

間で連動するわけではなく、互いの刺激に対する反応の参照を繰り返す中で次第に似通っていっ

た、謂わば、「情動反応の収斂」が生じたことを示唆している。総合すると、本研究で確認された、

相互作用場面において二者間の情動反応が連動する現象の背景には、人々が相手の情動反応

についてなんらかの視認可能なシグナルを（おそらく非意識的に）拾い合い、そのシグナルに基づ

いて自分自身の刺激に対する情動反応を相手の反応に合わせる形で調整するといったダイナミク

スが働いていると考えられるかも知れない。実際にどのようなシグナルを用いているかは、今回の

実験からは明らかにされていないため、今後の検討課題である。 

 加えて、Face-to-Face 条件において、情動反応の相関が高かったペアほど主観的に感じる痛み

を高く評価する傾向があったことから、情動反応の連動に伴って主観的に感じる痛みが増幅するこ

とが示唆された。この結果は Langford et al.（2006）がマウスを用いて示した知見と整合的であり、マ

ウスで確認された二個体の痛み表出の増幅が「情動伝染」によって引き起こされたとする Langford 

et al.（2006）の説に対して、より直接的証拠を提供するものだろう。ただし、本研究では Langford et 
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al.（2006）とは異なり、情動共有プロセスが駆動しない Panel 条件と情動共有プロセスが駆動する

Face-to-Face 条件の間で主観的な痛みについてはっきりとした違いが見られなかった点は留意す

べきである。もし、二者の刺激に対する情動反応が連動することによって、主観経験である痛みが

増幅するという現象が生じたのであれば、情動共有プロセスが駆動する Face-to-Face 条件では情

動共有プロセスが駆動しない Panel 条件に比べて、主観的な痛みの報告値や BVP で測定される

生理的喚起水準が高まるはずである。全体的なパターンはこうした予測に合致してはいたものの、

有意な効果は見られなかった。今後、痛みの増幅を生じさせやすい環境要因や条件について、慎

重に特定していくことが望まれる。 

 本研究において、全般的に人間においてもマウスと類似した知見が得られたことから、苦痛の情

動反応の連動・それに伴う苦痛への感受性の変化は、群居性の哺乳類が共通に直面する適応課

題を解いている可能性が高いと考えられるかも知れない。しかし、この現象の機能的側面について

はまだ謎のままである。伝統的な儀式の中には、禊や火渡りなど、集団で同時に苦痛を伴う経験を

行うことがあり、近年人類学者を中心として、苦痛を共有することのもつ役割に注目が集まっている。

実際に、自他間で苦痛を共有することにより、他者との間の絆が深まるように感じ、協力率が高まる

ことも示されている（Bastian et al., 2014）。このように苦痛の共有が集団生活における絆形成を促進

するという可能性も考えられるかも知れない。今後、本研究や Langford et al.（2006）で確認された、

情動伝染に伴って苦痛に対する感受性が変化する現象がもつ役割については、さらなる検討が

望まれる。 
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1．ヒトの向社会的行動と共感	 

 ヒトが築いてきた高度な文明は、技術や知識の蓄積もさることながら、大規模集団での共同なしに

は存在しえなかっただろう。集団（群れ）を形成する種はヒト以外でも数多く存在するが、しばしば

血縁関係や相互に見返りが期待できる互恵関係にある者同士では協力するものの、こうした特定

の関係性に留まらない不特定多数の他者との積極的な共同はヒト特有のものであるだろう。自分と

遺伝子を共有する血縁者に対する協力行動は、遺伝子の共有度が高いほどその相手の生存のた

めに尽くすことは自身の適応度も高めるため、生物学的合理性に適った行動となり得る 

（Hamilton, 1964）。自分が協力すればいつか相手からもお返しが返ってくるという互恵関係にある

他者に対する協力行動もまた、結果的に自己の利益を高め得るため、生物学的に合理的な行動

であることが知られている （Trivers,1971）。しかしながらヒト社会において、非血縁他者や見返りが

期待できない相手に対して積極的に手を差し伸べるという行動がなぜ生じるかについては、いくつ

かの説明可能性は論じられているものの （Tennie et al., 2010 ; Bartlett & DeSteno, 2006）、いまだ

統合的な説明原理は得られていない。「共感」はこうしたヒト特有であると思われる、血縁・互恵関

係を超えた向社会行動を支える至近的な心性の一つであると考えられてきた（Batson, 2011 ; de 

Waal, 2008 ; Fehr & Singer, 2005 ; Smith, [1759] 2009; Watanabe et al., 2014）。 

 しかし、冒頭でも述べたように「共感」とは多元的な概念であり、思いやりや同情心を表すこともあ

れば、他者の感情を認知した際に同じ感情を抱く現象を表す場合や、相手の感情や思考を推論し

理解する能力を表す場合もある。だが、実際にはこれらの特性全てが上述したような向社会行動

に直結する心性であるとは言い難い。他者の動揺が移り、自分まで不安に駆られたら、その人の動
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揺を鎮める助けは一層困難になりかねないし、他者の心的状態の推論は人を騙して搾取する際に

も力を発揮する。では、「共感」と呼ばれる現象群のうちのどの要素が非血縁集団における向社会

的行動を下支えしているのだろうか。 

 本稿の第２章と第３章では、これまで独立に検討されることが多かった（see Zaki & Ochsner, 2012, 

for review）、高次の認知過程である他者推論と、自動的・反射的に他者の心的状態を共有する生

理過程である情動共有システムの二つのシステムに着目し、向社会的配慮との関わりを検討した。

第２章では、自動的・反射的な情動共有システムであると考えられている表情模倣が、他者の心的

状態を推論しようとする目標設定による修飾を受けていることを示し、ⅰ）ボトムアップの情動共有

システムとトップダウンの他者推論システムとの間に相互作用関係があることを示す一つの証拠を

提供した。また、第３章では、より高次の視点取得が求められる、「感受性が異なる他者」の苦痛に

対する共感反応を測定し、向社会的動機との関わりを検討したことで、ⅱ）自己投影に基づく情動

共有ではなく、トップダウンの高次認知に基づく情動共有システムの制御過程が向社会的配慮

（EC）の基盤となることを示唆する知見を得た。これらの知見は、冒頭で紹介した Singer and Fehr

（2005）による、情動共有システムが自動的に「他者志向的な衝動“other-regarding impulses”」を駆

動させ、向社会的な振る舞いを誘発する、という議論とは整合しないが、「imagine-other」の視点取

得に基づいた情動反応の制御が向社会的配慮（EC）を支えるとする主張（Batson, 2011）を支持す

るものであった。なお、de Waal（2008）の議論はこの中間に位置しており、彼はボトムアップの情動

共有システムの重要性を指摘しつつ、向社会的行動の達成には自他弁別に関わる高次認知の獲

得を待たねばならないと論じているため、第３章の知見とは矛盾しないが、彼の理論の妥当性を厳

密に検証するためには、比較認知研究や発達認知研究に基づいた慎重な検討が必要になるだろ
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う。 

 このように、第３章で取り上げた知見は、これまでの共感と向社会行動に関わる理論を精査し、整

理する上で重要な示唆を与える。しかしながら、著者が用いた向社会的配慮は主観報告に基づい

て測定される個人特性であったが（Davis, 1983）、現実社会では、向社会的行動を行う個人と行わ

ない個人がいるという見解は必ずしも適切ではないかも知れない。むしろ、向社会的行動を行う場

合と行わない場合があり、また向社会的行動を行う際に働く認知・情動処理が状況に応じて異なる

と考えることもできるだろう。 

2.	 向社会行動の種類と共感	 

 例えば、アフリカの子どもたちを支援する寄付行為のような向社会行動について考えてみよう。ニ

ュースなどで伝染病や飢饉、紛争などで子どもたちが置かれた状況の悲惨さを目の当たりにすれ

ば、心苦しく感じ、時には涙し、同情心が高まり、彼らのために寄付しようと思うかも知れない。しか

しながら、仮に同じ日本国内で大規模災害やテロ事件が起きたときのことを考えてみれば、日本人

が感じ、表明する同情や配慮の程度は比べものにならないだろう。社会神経科学によって、他者

が苦痛を被る場面を観察したときに自分が痛みを感じたときと共通の神経回路が活動することが明

らかにされているが （Jackson, et al., 2005 ; Singer et al., 2004） 、この「痛み共有回路」は内集団メ

ンバー（自分が応援しているサッカーチームのファン）に対しては活動しやすい一方、外集団メン

バー（ライバルチームを応援しているファン）に対しては活動しにくくなることが示されている （Hein 

et al., 2010）。また、報酬を分配するゲームにおいて自分に対して公平な提案をしてくれた相手が

痛みを与えられる場面では「痛み共有回路」が賦活するが、（特に男性参加者の場合）不公平な提
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案をしてきた相手に対しては賦活しないことも示されている （Singer et al., 2006）。このように、情動

共有は相手への印象や関係性による影響を受けるため、もし利他行動が情動共有のみによって導

かれているとすれば、その範囲はある程度限定的なものになると考えられる。したがって、自分にと

って身近な存在ではないアフリカの子どもたちへの利他行動には、彼らが置かれた状況について

想像を巡らせる視点取得が不可欠なのではないだろうか。 

 とはいえ、見ず知らずの他者への協力は相手の状況を客観的に思い浮かべる視点取得のみに

よって可能になるかといえばそうではないかも知れない。例えば、アフリカの子どもたちの生活状況

に関わる統計情報が提示されたとしよう。我々は、こうした数値情報から相手が置かれた状況を客

観的に捉えることができる。しかし、実際にその数値情報のみで寄付は集まるのだろうか。募金活

動の専門機関であるユニセフや赤十字社が作る広告では必ずと言っていいほど、現地の人々の

写真や映像が全面に出されている。これは、現地の人々が貧困や飢餓、伝染病に苦しむ姿を目に

することで、寄付が促されると期待できるためであろう。 

 おそらく、情動共有システムと視点取得のような他者の心的状態の推論過程のどちらか一方が重

要と言い切れるわけではなく、第 2 章、第 3 章で確認された二つのシステム間の相互作用を可能に

する“系”によって、人々は相手との関係性や相手のニーズに応じた配慮を示すことが可能になる

のではないだろうか。言い換えれば、どちらのシステムをどのように駆動させるのか、状況に応じて

柔軟に変化させているのかも知れない。もちろん、こうした議論は推測の域を出ないものである。向

社会的行動を行う際に働く認知・情動処理が社会的文脈、条件に応じてどのように異なるかを検討

するためには、今後、高次認知過程と情動過程の相互作用を捉えられる神経活動の計測と、社会

的文脈の影響を量的に測定できるような行動実験パラダイムを組み合わせて検討する必要がある
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だろう。 

3.どの感情に共感するか	 	 

 第２章では、６種類の感情について、情動共有システムの一端を担うと考えられている表情模倣

における社会的文脈の効果を検討した結果、全感情で表情模倣が確認されたものの（実験２の結

果に基づく）、表情表出の置きやすさが感情によって異なっていた。また、第３章、第４章では、とも

に苦痛を中心とした急性のストレス刺激に対する自律神経系の生理反応を計測したが、ここで得ら

れた知見が他の感情（喜び・悲しみなど）にも当てはまるかどうかはわからない。例えば、刺激に対

する単純な生理反応である苦痛に比べ、喜びや悲しみはより社会的で複雑な感情のようにも思わ

れる。今後、共感という現象を扱う上で、こうした感情間の違いは無視できないものであり、慎重に

検討する必要があるだろう。 

4.共感のもつ集合的効果	 

 第４章では、相互作用場面における苦痛の共感を測定した結果、人々が互いの反応を参照する

ことにより、情動反応が次第に似通ってくるという興味深い現象が確認された。また、こうした情動

反応の相関が相互作用の回数を経る中で強まることが示されたことから、互いの刺激に対する反

応の参照を繰り返す中で次第に情動反応が似通ってくる、謂わば、「情動反応の収斂」が生じたこ

とが示唆された。何より、注目すべき点は、「痛み」は刺激に対する生理的な反応の現れであり、個

人的な経験であるため、相手の情動反応に合わせることのメリットが見出しにくいということであろう。

実験場面においても、他者の状態に目を向けるよう促す課題は課されておらず、自身が主観的に

体験した「痛み」を報告させるといった手続きであったのに、なぜ参加者は他者の情動反応から影
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響を受けたり、その結果として個人的経験であるはずの痛みの評価を変容させたりしたのだろうか。

この現象の機能的側面についてはまだ謎のままであるが、興味深いことに、類似した現象は社会

心理学の古典的な研究でも報告されている。 

5.相互作用による感受性の収斂	 

 Muzafer Sherif は、個人的な経験であると考えられている錯覚を用いて、他者から受ける社会的

影響の強さを例証した。彼は、自動運動現象と呼ばれる錯視に着目し、集団における社会的影響

を測定した。自動運動現象とは、完全な暗室の中で小さな光を見つめたときに、実際には静止して

いるにも関わらず、光点が動いているように見える錯視のことである。実験では、まず被験者が１人

で暗室に入り、光点の移動距離を報告した。100 試行ほどすると、認知される移動距離は一定の幅

に落ち着くことが知られている。このように被験者ごとに判断が収束した後、実験者は判断幅の大

きく異なる３名を１組として新たな集団状況を作った。この集団状況では、互いの判断が聞こえる形

で新たに 100 試行の判断が求められた。試行が進むにつれて、最初大きく異なっていた 3 名の被

験者の判断は、次第にその集団特有の範囲に収束していくことが見いだされた。つまり、個人的な

経験であるはずの錯視でさえも互いの判断が影響を与え合い、集団内で共通の準拠枠を形成す

るというわけである。しかもこうして集団内のマイクロな相互作用の結果生じた準拠枠は、その後集

団を解消して再び個別に判断を求めた際にも維持されることが示された（Sherif, 1936）。このことは、

集団内において人々が相互作用した結果、個人的な経験であるはずの錯視が集団内で収束し、

個人にとっての「見え方」まで持続的に変容したことを意味している。 

 



90 

6.	 相互作用による価値判断の形成—アダム・スミスの視点	 

 実は、他者との相互作用の中で環境に対する自身の「感じ方」を変容させるというプロセスへの関

心は、１８世紀の著名な哲学者であり経済学者であるアダム・スミスまで遡ることができる。彼は、著

書「道徳感情論（アダム・スミス, [Smith, 1759] 2009）」において、次のように言及している。 

 

人里離れた場所で育ち、他の人間といっさい交流せずに大人になった人間がいたとしたら、この人

は・・・自分の感情や行動が適切かどうかも考えられないだろう。・・・自分の性格や行動を映し出し

てくれる鏡を人間は与えられていないのである。だが人間社会に連れて来られたとたんに・・・鏡は

手に入る。この鏡は共に暮らす人々の表情やふるまいの中にあり、人々が共感できるかできないか、

是認できるかできないかを絶えず映し出す。・・・自分の情念の一部は人々に是認され、一部は嫌

悪されることに気づく。（p.272, l.14-p.274,l.2） 

 

 このようにアダム・スミスは、人々は自己の情動の表出や行動に対して他者からの共感というフィ

ードバック（鏡）を得ることで、適切な感情・行動に対する基準や相場についての知識を得ると考え

た。また、次のように論じていることから、こうしたプロセスを繰り返す中で、価値基準や行動の相場

が自己の中で内面化され、定着すると考えていたことが窺える。 

 

自らの情念と行動を仔細に検討し、他人の立場からどんな風に見えているのかを想像する・・・そし

て自分を自己の行動の観察者と仮定し、その視点から見たら自分が自分の行動をどう受け止める

か、想像しようと努力する。（p275, l.7-10） 
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 もちろん、アダム・スミスが「共感 Sympathy」と呼ぶものは本稿で扱った「苦痛の情動共有」に比

べて、より高次の意識的なプロセスを多分に含むものであろう。しかし、本稿で取り上げた、社会的

相互作用の結果として個人的経験であるはずの刺激に対する情動反応が収斂する現象が、何ら

かの社会的・集合的機能を持つ可能性があると考えさせるような、示唆に富む洞察である。彼は、

「共感」という人間が本来持つ社会的感受性と、他者からの「共感」や「承認」を欲する心性（以下に

関連する記述を記載）があることで、社会において人々が相互作用した結果、社会において自然と

適切な感情や行動が採用されるようになると考察している。 

 

共感、行為、是認をもって他の人から見られ、遇され、認められること−私たちが・・・得ようとする利

益はこれに尽きる。（p148, l.11-13） 

 

 既に述べたように、社会神経科学において、「共感」の神経基盤は繰り返し示されてきた（e.g., 

Jackson et al., 2005; Singer et al., 2004, 2006; Wicker et al., 2003）。また、同時に他者からの承認を

報酬と感じる神経基盤をもつことも明らかになっている（Izuma et al., 2008）。つまり、アダム・スミス

が想定した心性が、実際に私たちの認知システムに組み込まれていることが実証されてきたと言え

る。第４章の研究から示された「情動反応の収斂」も、アダム・スミスが想定する、他者という「鏡」を

通したフィードバック・ループのメカニズムの一端であるのかも知れない。これまでの共感の社会的

機能に関わる議論は主に他者に対する向社会的行動の促進という観点からなされてきたが（e.g., 

Batson, 2011; Eisenberg & Eggum, 2009; Singer & Fehr, 2005）、もし今後、共感という心性をもつエ

ージェントが相互作用することにより生じる社会的影響が、秩序のような人間社会を形作るのに欠
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かせない素地を形成する、というアダム・スミスの着想を実証的に検討することができれば、共感研

究は社会科学において中心的な役割を果たすと期待できよう。 

 

 

 

	  



93 



94 

  



95 

 

 

 

 

 

 

 

引用文献 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

	 



96 

Akaike, H. （1974）. A new look at the statistical model identification. Automatic Control, IEEE 

Transactions on, 19（6）, 716-723. 

Akerlof, G. A., & Shiller, R. J. （2009）. Animal spirits: How human psychology drives the economy, 

and why it matters for global capitalism. Princeton University Press. 山形浩生	 （訳）	 （2009）	 

アニマルスピリット-人間の心理がマクロ経済を動かす.	 東洋経済新報社.	 

Bartlett, M. Y., & DeSteno, D. （2006）. Gratitude and prosocial behavior helping when it costs you. 

Psychological science, 17（4）, 319-325. 

Bastian, B., Jetten, J., & Ferris, L. J. （2014）. Pain as Social Glue Shared Pain Increases 

Cooperation. Psychological science, 25（11）. 2079-2085 

Batson, C. D., Early, S. & Salvarani, G. （1997）. Perspective Taking: Imagining How Another Feels 

Versus Imagining How You Would Feel. Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 

751-758.  

Batson, C. D. （2009）. These things called empathy: Eight related but distinct phenomena. In J. 

Decety & W. Ickes （Eds.）, The social neuroscience of empathy （pp. 3-15）. Cambridge, 

MA: MIT Press. 

Batson, C.D. （2011）. Altruism in Humans. New York : Oxford University Press. 菊池章夫・二

宮克美	 （訳）	 （2012）	 利他性の人間学--実験社会心理学からの回答.	 新曜社. 



97 

Bourgeois, P., & Hess, U. （2008）. The impact of social context on mimicry. Biological psychology, 

77（3）, 343-352. 

Byrne, R., & Whiten, A. （1989）. Machiavellian intelligence: social expertise and the evolution of 

intellect in monkeys, apes, and humans. Oxford science publications. 

Call, J., & Tomasello, M. （2008）. Does the chimpanzee have a theory of mind? 30 years later. 

Trends in cognitive sciences, 12（5）, 187-192. 

Cheng, Y., Lin, C. P., Liu, H. L., Hsu, Y. Y., Lim, K. E., Hung, D., & Decety, J. （2007）. Expertise 

modulates the perception of pain in others. Current Biology, 17, 1708-1713. 

Coan, J. A., & Gottman, J. M. （2007）. The specific affect coding system （SPAFF）. In J.A. Coan 

& J.J. B. Allen （Eds.）, Handbook of emotion elicitation and assessment （pp.267-285）. New 

York : Oxford University Press. 

Davis, M. H. （1983）. Measuring individual differences in empathy: evidence for a 

multidimensional approach. Journal of personality and social psychology, 44（1）, 113. 

de Vignemont, F., & Singer, T. （2006）. The empathic brain: How, when and why? Trends in 

Cognitive Sciences, 10, 435-441. 



98 

de Waal, F. B. （2008）. Putting the altruism back into altruism: the evolution of empathy. Annu. Rev. 

Psychol., 59, 279-300. 

Decety, J., & Lamm, C. （2009）. Empathy versus personal distress: Recent evidence from social 

neuroscience. In J. Decety & W. Ickes （Eds.）, The social neuroscience of empathy （pp. 

199-213）. Cambridge, MA: MIT Press. 

Dimberg, U., & Lundquist, L. O. （1990）. Gender differences in facial reactions to facial 

expressions. Biological psychology, 30（2）, 151-159. 

Dimberg, U., Thunberg, M., & Elmehed, K. （2000）. Unconscious facial reactions to emotional 

facial expressions. Psychological science, 11（1）, 86-89. 

Dunbar, R. I.（1998）. The social brain hypothesis. Evolutionary Anthropology. 6（5）, 178–190.  

Eisenberg, N., Fabes, R. A., Murphy, B., Karbon, M., Maszk, P., Smith, M., O’Boyle, C., & Suh, K. 

（1994）. The relations of emotionality and regulation to dispositional and situational 

empathy-related responding. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 776-797. 

Eisenberg, N., & Eggum, N. （2009）. Empathic responding: Sympathy and personal distress. In J. 

Decety & W. Ickes （Eds.）, The social neuroscience of empathy （pp. 71-83）. Cambridge, 

MA: MIT Press. 



99 

Eisenberg, N., Valiente, C., & Champion, C. （2004）. Empathy related responding: Moral, social, 

and socialization correlates. In A. G. Miller （Ed.）, The social psychology of good and evil: 

Understanding our capacity for kindness and cruelty （pp. 386-415）. New York, NY: 

Guilford. 

Ekman, P., Friesen, W. V., & Hager, J. （2002）. Emotional facial action coding system. Manual and 

investigator’s guide CD-ROM. Salt Lake City: A Human Face. 

Fehr, E., & Schmidt, K. M. （1999）. A Theory of Fairness, Competition, and Cooperation. The 

Quarterly Journal of Economics, 114, 817-868.   

Fehr, E., & Singer, T. （2005）. The neuroeconomics of mind reading and empathy. American 

Economic Review, 95（2）, 340-345. 

Fischer, R., Xygalatas, D., Mitkidis, P., Reddish, P., Tok, P., Konvalinka, I., & Bulbulia, J. （2014）. 

The （Fire） Walker’s High: Affect and physiological responses in an extreme collective 

ritual. PLoS One. 9（2）: e88355. 

Fowler, J. H., & Christakis, N. A. （2008）. Dynamic spread of happiness in a large social network: 

longitudinal analysis over 20 years in the Framingham Heart Study. Bmj, 337, a2338. 

Forsythe, R., Horowitz, J. L., Savin, N. E., & Sefton, M. （1994）. Fairness in simple bargaining 

experiments. Games and Economic behavior, 6（3）, 347-369. 



100 

Fridlund, A. J., & Cacioppo, J. T. （1986）. Guidelines for human electromyographic research. 

Psychophysiology 23; 5: 567-589. 

Gallotti, M., & Frith, C. D. （2013）. Social cognition in the we-mode. Trends in cognitive sciences, 

17（4）, 160-165. 

Glaeser, E. L., Sacerdote, B., & Scheinkman, J. A. （1995）. Crime and social interactions （No. 

w5026）. National Bureau of Economic Research. 

Gordon, T. （2000）. Parent effectiveness training. New York, NY: Three Rivers. 

Hamilton, W. D. （1964）. The genetical evolution of social behaviour. II. Journal of theoretical 

biology, 7（1）, 17-52. 

Hatfield, E., Cacioppo, J. T., & Rapson, R. L. （1994）. Emotional contagion. Cambridge university 

press. 

Hein, G., Silani, G., Preuschoff, K., Batson, C. D., & Singer, T. （2010）. Neural responses to 

ingroup and outgroup members' suffering predict individual differences in costly helping. 

Neuron, 68（1）, 149-160. 



101 

Hess, U., & Blairy, S. （2001）. Facial mimicry and emotional contagion to dynamic emotional facial 

expressions and their influence on decoding accuracy. International journal of 

psychophysiology, 40（2）, 129-141. 

Hess, U., & Fischer, A. （2013）. Emotional mimicry as social regulation. Personality and Social 

Psychology Review, 17（2）, 142-157. 

Hoffman, M. L. （2001）. Empathy and moral development: Implications for caring and justice. 

Cambridge University Press.  

Hofman, D., Bos, P. A., Schutter, D. J., & van Honk, J. （2012）. Fairness modulates non-conscious 

facial mimicry in women. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 

279（1742）, 3535-3539. 

Humphrey, N. K. : Machiavellian Intelligence Social Expertise and the Evolution of Intellect in 

Monkeys, Apes, Humans （Byrne, R. & Whiten, A. Eds. ）, Oxford University Press, 1988. 

藤田	 和生ほか（訳）（2004）	 マキャベリ的知性と心の理論の進化論.	 pp.12-28,	 ナ

カニシヤ出版.	 	 

Iacoboni M, & Dapretto M. （2006）. The mirror neuron system and the consequences of its 

dysfunction. Nature Reviews Neuroscience, 7（12）:942-51. 



102 

Iani, C., Gopher, D., & Lavie, P. （2004）. Effects of task difficulty and invested mental effort on 

peripheral vasoconstriction. Psychophysiology, 41, 789-798. 

Izuma, K., Saito, D. N., & Sadato, N. （2008）. Processing of social and monetary rewards in the 

human striatum. Neuron, 58（2）, 284-294. 

Jackson, P. L., Meltzoff, A. N., & Decety, J. （2005）. How do we perceive the pain of others? A 

window into the neural processes involved in empathy. Neuroimage, 24（3）, 771-779. 

Lamm, C., Batson, C. D., & Decety, J. （2007）. The neural substrate of human empathy: effects of 

perspective-taking and cognitive appraisal. Journal of Cognitive Neuroscience, 19（1）, 42-58. 

Lamm, C., Meltzoff, A. N., & Decety, J. （2010）. How do we empathize with someone who is not 

like us? A functional magnetic resonance imaging study. Journal of Cognitive Neuroscience, 

22, 362-376. 

Lamm, C., Decety, J., & Singer, T. （2011）. Meta-analytic evidence for common and distinct neural 

networks associated with directly experienced pain and empathy for pain. Neuroimage, 54 

（3）, 2492-2502. 

Langford, D. J., Crager, S. E., Shehzad, Z., Smith, S. B., Sotocinal, S. G., Levenstadt, J. S., ... & 

Mogil, J. S. （2006）. Social modulation of pain as evidence for empathy in mice. Science, 

312（5782）, 1967-1970. 



103 

Martini, F. H., Nath, J. L., & Bartholomew, E. F. （2011）. Fundamentals of anatomy and physiology 

（9th ed.）. San Francisco, CA: Benjamin Cummings. 

Mehrabian, A., & Epstein, N. （1972）. A measure of emotional empathy1.Journal of personality, 40

（4）, 525-543. 

Meltzoff, A. N., & Moore, M. K. （1977）. Imitation of facial and manual gestures by human 

neonates. Science, 198（4312）, 75-78. 

Mintz, A. （1951）. Non-adaptive group behavior. The Journal of abnormal and social psychology, 

46（2）, 150. 

Mitchell, J. P. （2009）. Inferences about mental states. Philosophical Transactions of the Royal 

Society B: Biological Sciences, 364（1521）, 1309-1316. 

村田・亀田（2015）. 集団行動と情動. 渡邊正孝・船橋新太郎（編）, 情動と意思決定（pp. 

132-163）. 朝倉書店 

Myowa‐Yamakoshi, M., Tomonaga, M., Tanaka, M., & Matsuzawa, T. （2004）. Imitation in 

neonatal chimpanzees （Pan troglodytes）. Developmental science, 7（4）, 437-442. 

Niedenthal, P. M. （2007）. Embodying emotion. Science, 316（5827）, 1002-1005. 



104 

Oberman, L. M., Winkielman, P., & Ramachandran, V. S. （2007）. Face to face: Blocking facial 

mimicry can selectively impair recognition of emotional expressions. Social neuroscience, 2

（3-4）, 167-178. 

Ochsner, K. N., & Gross, J. J. （2005）. The cognitive control of emotion. Trends in Cognitive 

Sciences, 9, 242-249. 

Povinelli, D. J. （1993）. Reconstructing the evolution of mind. American Psychologist, 48（5）, 493. 

Preston, S. D., & De Waal, F. （2002）. Empathy: Its ultimate and proximate bases. Behavioral and 

brain sciences, 25（01）, 1-20. 

Rizzolatti G, Fogassi L, & Gallese V. （2001）. Neurophysiological mechanisms underlying the 

understanding and imitation of action. Nature Reviews Neuroscience, 2（9）:661-70. 

Salimpoor, V. N., Benovoy, M., Longo, G., Cooperstock, J. R., & Zatorre, R. J. （2009）. The 

rewarding aspects of music listening are related to degree of emotional arousal. PLoS One, 4

（10）, e7487. 

澤田	 幸展（1999）.	 指尖容積脈波再訪.	 生理心理学と精神生理学 17（1）,33-46	 

Schultz, D. P. （1965）. Theories of panic behavior: A review. The Journal of social psychology, 66

（1）, 31-40. 



105 

Schutz-Bosbach S, & Prinz W. （2007）. erceptual resonance: action-induced modulation of 

perception. Trends in cognitive sciences, 11（8）:349-55. 

Sherif, M. (1936). The psychology of social norms. (New York: Harper Collins). 

Singer, T., Seymour, B., O'Doherty, J., Kaube, H., Dolan, R. J., & Frith, C. D. （2004）. Empathy for 

pain involves the affective but not sensory components of pain. Science, 303（5661）, 

1157-1162. 

Singer, T., Seymour, B., O'Doherty, J. P., Stephan, K. E., Dolan, R. J., & Frith, C. D. （2006）. 

Empathic neural responses are modulated by the perceived fairness of others. Nature, 439

（7075）, 466-469. 

Smith, A. （[1759] 2009）. The theory of moral sentiments. Penguin.	 村井章子・北川知子	 （訳）	 

（2014）	 道徳感情論.	 日経 BP 社.	 

Stotland, E. （1969）. Exploratory investigations of empathy. In L. Berkowitz （Ed.）, Advances in 

experimental social psychology （Vol. 4, pp. 271-313）. New York, NY: Academic Press. 

Tennie, C., Frith, U., & Frith, C. D. （2010）. Reputation management in the age of the world-wide 

web. Trends in cognitive sciences, 14（11）, 482-488. 

Trivers, R. L. （1971）. The evolution of reciprocal altruism. Quarterly review of biology, 35-57. 



106 

Watanabe, T., Takezawa, M., Nakawake, Y., Kunimatsu, A., Yamasue, H., Nakamura, M., ... & 

Masuda, N. （2014）. Two distinct neural mechanisms underlying indirect reciprocity. 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 111（11）, 3990-3995. 

Wicker, B., Keysers, C., Plailly, J., Royet, J. P., Gallese, V., & Rizzolatti, G. （2003）. Both of us 

disgusted in my insula: the common neural basis of seeing and feeling disgust. Neuron, 40（3）, 

655-664. 

Xygalatas, D., Mitkidis, P., Fischer, R., Reddish, P., Skewes, J., Geertz, A. W., ... & Bulbulia, J. 

（2013）. Extreme rituals promote prosociality. Psychological science, 24（8）, 1602-1605. 

Yamamoto, S., Humle, T., & Tanaka, M. （2012）. Chimpanzees’ flexible targeted helping based on 

an understanding of conspecifics’ goals. Proceedings of the National Academy of Sciences, 

109（9）, 3588-3592. 

Zaki, J., & Ochsner, K. N. （2012）. The neuroscience of empathy: progress, pitfalls and promise. 

Nature neuroscience, 15（5）, 675-680. 

 

	 

	 



107 

 

 

 

 

 

 

 

付録 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

	 



108 

付録	 /	 第２章	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S Figure 2.1. Examples of facial stimuli used in the two studies. Correspondence between the 

targeted muscles in Experiment 1 and the targeted AUs in Experiment 2 are shown. The 

electrode placements for each of the targeted EMG measurements in Experiment 1 are shown 

on the right side of each picture, in red. The targeted Action Units in Experiment 2 are shown 

on the left side of each picture, in blue. AU4: Corrugator supercilii （CS; brow lowering, 

targeted AU for anger, disgust, fear, and sadness）, AU2: Lateral frontalis （LF; brow raising, 

targeted AU for surprise）, AU5: an additional code to measure widening of the eyes （targeted 

AU for fear and surprise）, AU10: Levator labii Superioris （LS; upper-lip raising, targeted AU 

for disgust）, and AU12: Zygomaticus major （ZM; lip-corner raising, targeted AU for 

happiness）. 
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S Figure 2.2. Accuracy rate of each question under both conditions 

The recognition accuracy of each emotion in Emotional-Inference condition is plotted in left 

side （Gray）. The recognition accuracy of each question5 is plotted in Trait-Judgment condition 

in right side （Black）. 

	 

	 

	 

	 

                                            
5 Trait-Judgment条件では体型に関する質問も提示していたが、厳密に正解を定義できな
い刺激でたったため、正答率は算出していない。 
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S Figure 3.1. 課題の流れ 

参加者に提示された教示の内容と課題の流れ 
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S Table 3.1 Spearman Rank Correlation Coefficients6 Between Participants’ Acute Physiological 

Arousal （Percentage Constriction in BVP Amplitude）  in Blind condition and Response to 

Observing the Target （Blind / Sighted） Exposed to the Flash, and Their Scores on Four Subscales 

of Davis’s （1983） IRI 

 

IRI（Davis, 1983） 
Mean % Constriction 
 in BVP Amplitude 

 
Blind Sighted 

Perspective taking 
（PT） .03 -30 
Empathic concern 
（EC）  -43** .12 
Personal distress （PD） .19 -.10 
Fantasy （FS） -.40* .15 
      

 

Note. Blind condition: N = 25, Sighted condition: N = 26.     

*p < .10. **p < .05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6直接刺激に対する感受性の個人差の効果を統制するために、直接反応時の BVP値を共変
量に入れて、偏相関係数を算出した。 
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S Figure 4.1. 各条件における実験状況と刺激系列 

二者が机を挟み向かい合って座り、机の上のタブレットで痛みの評価を行う。Face-to-Face 条件で

は互いの顔が見えるが、Panel 条件では互いの顔はパネルで遮られて見えない状況であった。 

 

 

 


