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題目:「共感が援助行動を促進する心理・神経・遺伝的メカニズムの検討」 

日道 俊之 

 

 本論文は，遺伝子多型解析・機能的近赤外分光法 (fNIRS: functional 

near-infrared spectroscopy)による脳機能計測・行動/主観指標を組み合わせたイメ

ージング・ジェネティクス的研究から，共感が援助行動を促進する心理・神経・

遺伝的メカニズムを考察した。 

 第一章では，共感の組織的モデルとイメージング・ジェネティクス的方法論

の対応を概説する。「共感(empathy)」は，他者との感情共有及び同情の喚起か

ら成る「感情的共感(emotional empathy)」と，他者の心的状態の推論から成る「認

知的共感(cognitive empathy)」から構成される複合的な概念であり，他者理解や

援助行動を促進する(Decety & Svetlova, 2012; Zaki & Ochsner, 2012)。このような

共感の心理学的モデルのひとつに「組織的モデル(organizational model; Davis, 

1994 菊池訳, 1999; 改訂版として Davis, 2006)」がある。具体的にこのモデルで

は，共感者の特性(例. パーソナリティ)やその場の状況(例. 他者の不快感情の

程度)の要因である「先行条件(antecedents)」，共感の結果を引き起こす自動的・

低次/高次認知的処理過程(例. 模倣，古典的条件づけ，役割取得)を反映する「処

理(processes)」，処理の結果個人内に生じる感情・認知・動機的な反応(例. 同情

の喚起，原因帰属，赦し)をさす「個人内的な結果(interpersonal outcomes)」，さ

らに対人的行動 (例 . 援助行動 )として生じる結果である「対人的な結果

(intrapersonal outcomes)」の 4 つの構成概念から共感のメカニズムを記述する

(Davis, 1994 菊池訳, 1999)。 

 共感の組織的モデルは包括的に共感のメカニズムを記述することで多くの共

感研究を統合する役割を果たすだけではなく(Davis, 1994 菊池訳, 1999)，学際

的な研究を促進するものであると考えられる。近年，共感の心理的メカニズム

だけではなく，神経・遺伝的メカニズムも明らかになりつつある。遺伝的要因

が神経基盤への影響を介して行動に影響するといったように心理・神経・遺伝

的メカニズムは連関しており(Hariri, Drabant, & Weinberger, 2006)，そのような連

関メカニズムを検証する方法論として，遺伝子多型解析と脳機能測定を組み合

わせた「イメージング・ジェネティクス(imaging genetics; Hariri et al., 2006; 野
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村, 2008)」がある。このようなイメージング・ジェネティクス的方法論は，共

感を個人差から処理過程，対人的な結果を含めて包括的に記述する組織的モデ

ルと親和性が高いと考えられる。具体的には，当モデルの先行条件の個人的要

因には遺伝子多型，状況的要因には環境的要因があてはまると考えられる。続

く処理及び個人内的な結果は 2 つの構成概念の区分が難しいが(登張, 2014)，脳

機能があてはまり，対人的な結果には行動指標があてはまると考えられる。 

 第二章では，本論文で扱う問題と目的について概説する。共感の心理・神経・

遺伝的メカニズムは，それぞれ独立して検証されており，未だこれらのメカニ

ズムを組み合わせて検証した研究は少ない。先述のように，先行条件から対人

的な結果に至るまで共感の多層的なメカニズムが連関しあっていると考えられ

るため，その連関メカニズムを検証する必要がある。よって本研究では，組織

的モデルを背景とし，イメージング・ジェネティクス的方法論から，共感や援

助行動のメカニズムを多層的(心理・神経・遺伝)に検証することを目的とした。

そのうえで，本研究では共感の神経的基盤として，前頭前野外側部(lPFC: lateral 

prefrontal cortex)に着目した。従来の研究では，感情的共感と認知的共感の独立

性が示される研究が多かったが(Shamay-Tsoory, Aharon-Peretz, & Perry, 2009)，

lPFC は感情的共感・認知的共感の両者に関連するとされている(Engen & Singer, 

2013; van der Meer, Groenewold, Nolen, Pijnenborg, & Aleman, 2011)。よって，lPFC

機能に着目することで，感情的共感・認知的共感の両者に共通するメカニズム

を検証することができると考えられる。 

 まず，lPFC の感情的共感への影響に関して，lPFC は自身の感情状態の強度

などを調整する「感情調整(emotion regulation)」の神経的基盤の 1 つであり(Buhle 

et al., 2014)，これを介して感情的共感に影響するとされている(Engen & Singer, 

2013)。共感の主な神経的基盤である前島(anterior insula)や前頭前野内側部

(medial prefrontal cortex)が援助行動を促進することが示されているため(Hein, 

Silani, Preuschoff, Batson, & Singer, 2010; Masten, Morelli, & Eisenberger, 2011)，

lPFC に基づく感情調整が感情的共感への影響を介して援助行動を促進する可

能性があるが，その点は未だ不明確である。よって研究 1 から研究 3 ではその

点を検証した。また，lPFC 機能に影響を及ぼす遺伝的要因としてセロトニン

(5HT)2A 受容体遺伝子多型があるが(Nomura & Nomura, 2006)，当遺伝子多型が
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感情的共感における lPFC 機能や，その後の援助行動に影響するか否かについ

ては不明確である。よって，研究 2 ではその点を検証した。 

 続いて lPFC の認知的共感に対する影響に関して，lPFC は実行機能への関与

を介し，他者の心的状態を推測するうえで妨害要因となる自己視点情報を抑制

するとされている (Samson, Apperly, & Humphreys, 2007; Samson, Apperly, 

Kathirgamanathan, & Humphreys, 2005; Samson, Houthuys, & Humphreys, 2015; van 

der Meer et al., 2011)。また実行機能及び lPFC 機能は，不快感情の喚起により妨

害されることが示されている(Qin, Hermans, van Marle, Luo, & Fernández, 2009)。

よって，認知的共感における lPFC 機能が不快感情の喚起により妨害される可

能性が考えられるため，研究 4 ではその点を検証した。これは，不快感情の過

度な喚起が後の共感や他者への援助行動を抑制するという主張 (Decety & 

Svetlova, 2012; Eisenberg & Eggum, 2009)を検証するという点でも重要であると

考えられる。また，感情的共感(Rodrigues, Saslow, Garcia, John, & Keltner, 2009; 

Smith, Porges, Norman, Connelly, & Decety, 2014)や，社会環境的要因の影響に対

する感受性(Kim et al., 2011; Kim et al., 2010)に影響するとされるオキシトシン

受容体(OXTR: oxytocin receptor)遺伝子多型が，認知的共感やそれに対する不快

感情の効果に影響するか否か不明確である。よって，研究 5 ではその点を検証

した。 

 さらに近年，認知的共感における lPFC 機能について，社会的場面に固有な

処理過程と領域一般の処理過程のどちらに関与しているかという点で議論が行

われており(Hartwright, Apperly, & Hansen, 2012; Samson et al., 2015)，lPFC に対す

る不快感情の影響に関しても，これが領域固有的に生じるか領域一般的に生じ

るか否か不明確である。よって，研究 6 及び研究 7 ではその点を検証した。 

 第三章では，感情的共感における lPFC 機能と援助行動の関係を検証した 2

つの研究について述べる。まず研究 1 では，苦境にある他者に共感している間

の lPFC 機能が，援助行動と関連するか否か検証した。参加者は，架空の 2 名

がゲームを行っている場面を，1 名(共感ターゲット)の気持ちにたって観察した

後(共感課題)，当該他者と金銭分配を行った。共感課題では，共感ターゲット

のゲームでの勝敗を操作し，ターゲットが負けて金銭を失う条件と引き分けて

金銭のやりとりが発生しない条件が予め設定されていた。また，共感課題中の
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PFC 活動を fNIRS で測定し，金銭分配額を援助行動の指標とした。その結果，

ターゲットが負けた条件において，左 lPFC 活動が参加者自身の感情評価(快・

不快)及び金銭分配額と正の相関関係にあった。この結果は，他者の苦境に共感

している間の左 lPFC 機能が，感情的共感を調整し援助行動を促進することを

示すと考えられる。また研究 2 では，5HT2A 受容体遺伝子多型が，感情的共感

における lPFC 機能と援助行動に影響するか否か検証した。本研究では，研究 1

の一部の参加者を対象に当遺伝子多型について解析し[AA多型/G多型(GG多型

及び AG 多型)保有者]，データの追加分析を行った。その結果，AA 多型保有者

は G 多型保有者と比べて，負け条件において左 lPFC 活動が低かった。さらに

負け条件の AA 多型保有者において，左 lPFC 活動と金銭分配額が正の相関関係

にあった。これらの結果は，5HT2A 受容体遺伝子多型が感情的共感における

lPFC 機能及び援助行動に影響することを示すと考えられる。研究 1 及び研究 2

の結果をまとめると，5HT2A 受容体遺伝子多型が左 lPFC に基づく感情調整の

上方調整に影響し，それが感情的共感や援助行動に影響することが示されたと

考えられる。 

 第四章では，lPFC に基づく感情調整が感情的共感及び援助行動に影響するか

否かについて検証した研究について述べるとともに，研究 1 から研究 3 の結果

をうけて感情的共感の心理・神経・遺伝的メカニズムに関して考察する。研究

1 及び研究 2 の限界点として，実験的に感情調整の方略が操作されていないた

め，他者の苦境に共感している間の lPFC 機能が，感情調整を反映するか否か

不明確な点があげられる。よって研究 3 では，実験的に感情調整方略を操作し

この点を検証した。研究 3 では，参加者は貧困で困っている人々が描かれてい

る画像を観察したが(Ochsner et al., 2004)，その観察方法により参加者を 2 群に

分けた。1 つ目はただ画像を注視する条件(観察群)であり，2 つ目は画像の人物

の幸福を願いながら画像を観察する条件(調整群; Weng et al., 2013)だった。なお，

この間の PFC 活動を fNIRS で測定した。その後，参加者はターゲットが呈示さ

れたら素早く反応をする単純反応時間課題を 2 回行い，1 回目と比較した 2 回

目の課題成績上昇分に応じて，慈善団体への寄付額が決定された。本研究では，

この課題成績の上昇度を援助行動の指標とした。結果として，調整群において

左 lPFC 活動と成績上昇度の関係を主観的な不快感情評定が媒介していた。こ
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の媒介モデルは，左 lPFC に基づく不快感情の下方調整が，感情的共感及び援

助行動に影響することを示すものだった。 

 先述とおり，研究 1 及び研究 2 では左 lPFC に基づく感情調整の上方調整が，

研究 3 では下方調整がそれぞれ援助行動を促進することが示された。この結果

の相違は，他者の苦境の状況を考慮に入れることで，統一的に理解できると考

えられる。これらの研究では共感対象の不快感情の程度が異なっており，他者

の不快感情が強い場合には下方調整が重要であるが，これが弱い場合は上方調

整が援助行動に重要であると考えられる(Decety & Lamm, 2006)。研究 1 から研

究 3 の結果をまとめると，感情的共感において，5HT2A 受容体遺伝子多型は

lPFC に基づく感情調整への影響を介して感情的共感や援助行動に影響するこ

とが示され，さらに他者の苦境の程度により感情調整と援助行動の関係性が調

整されることが示唆されたと考えられる。 

 第五章では，認知的共感において，不快感情が lPFC 機能に及ぼす影響を検

証した 2 つの研究について述べる。研究 4 では，参加者は感情喚起動画により

感情状態を操作された後(中性/不快/快; Schaefer, Nils, Sanchez, & Philippot, 2010)，

Director 課題(Dumontheil, Apperly, & Blakemore, 2010; 古見・子安, 2012; Keysar, 

Barr, Balin, & Brauner, 2000)を行った。なお，Director 課題中の PFC 活動を fNIRS

で測定した。その結果，中性条件では認知的共感が重要でない統制条件と比べ

これが重要な実験条件において，左 lPFC 活動が上昇していた。さらに，実験

条件の左 lPFC 活動は，中性条件と比べて不快条件において低下していた。こ

れらの結果は，左 lPFC 機能が認知的共感に重要であるが，不快感情によりこ

れが妨害されることを示すと考えられる。また研究 5 では，OXTR 遺伝子多型

が，認知的共感における左 lPFC 機能及びそれに対する不快感情の効果に影響

するか否か検証した。本研究では，研究 4 の参加者の一部を対象に当遺伝子多

型について解析を行い(AA 多型/G 多型)，データの追加分析を行った。その結

果，G 多型保有者は中性条件において，統制条件と比べ実験条件で左 lPFC 活

動が上昇していた。さらに，G 多型保有者は実験条件において，中性条件と比

べて不快条件で左 lPFC 活動が低下していた。これらの結果は，感情的共感が

高い G 多型保有者は(Rodrigues et al., 2009; Smith et al., 2014)，中性の感情状態で

は認知的共感において左 lPFC が効果的に働く一方で，不快感情による左 lPFC
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への妨害効果が生じやすいことを示すと考えられる。研究 4 及び研究 5 の結果

をまとめると，不快感情が認知的共感における左 lPFC 機能を妨害するが，こ

の効果は OXTR 遺伝子多型により調整されることが示されたと考えられる。 

 第六章では，認知的共感に対する不快感情の影響の領域固有性を検討した 2

つの研究について述べるとともに，研究 4 から研究 7 の結果をうけて認知的共

感の心理・神経・遺伝的メカニズムに関して考察する。研究 6 では，不快感情

が認知的共感に及ぼす影響の領域固有性と視点取得傾向の影響に関して，行動

実験から検証した。参加者は，対人反応性指標(IRI: inter-individual reactivity 

index; Davis, 1980; 明田, 1999)の視点取得(perspective taking)傾向の高低により 2

群に分けられた。手続きは研究 4 と同様だったが，本研究では Director 課題の

視点の参照点を操作することで課題の社会性を操作した(人条件/カメラ条件)。

その結果，実験条件から統制条件の反応時間(RT: response time)を減算した RT

遅延に関して，視点取得高群の人条件において，中性条件と比べて不快条件で

RT 遅延が短かった。この結果は，視点取得傾向の高い者において，認知的共感

に対する不快感情の促進効果が領域固有的に生じることを示すと考えられる。

研究 7 では，認知的共感における lPFC 機能に対する不快感情の影響の領域固

有性を検討した。手続きは研究 4 と同様であるが，感情状態の操作を参加者間

で行い(中性群/不快群)，研究 6 のように視点の参照点を実験的に操作した(人条

件/図形条件)。その結果，不快群の人条件において，左 lPFC 活動が主観的な不

快感情と正の相関関係，RT と負の相関関係にあった。これらの結果は，認知的

共感における左 lPFC 機能に対する不快感情の促進効果が，領域固有的に生じ

ることを示すと考えられる。研究 6及び研究 7から，認知的共感における左 lPFC

に基づく自己視点情報の抑制への不快感情の促進効果が領域固有的に生じるこ

と，さらにこれには視点取得傾向による調整効果が生じることが示されたと考

えられる。 

 上記のとおり，研究 4 及び研究 5 では認知的共感における左 lPFC 機能に対

する不快感情の妨害効果が，研究 6 及び研究 7 では促進効果がみられた。これ

らの研究では反応のタイムプレッシャーが大きく異なっていたため，この要因

が左 lPFC 機能に対する不快感情の効果の方向性を調整した可能性が考えられ

る。研究 4 から研究 7 の結果をまとめると，認知的共感において，OXTR 遺伝
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子多型は左 lPFC 機能に対する不快感情の効果を調整すること，このような不

快感情の効果は領域固有的に生じることが示され，さらに認知的共感を行う環

境によっては不快感情の効果の方向性が異なることが示唆された。認知的共感

は援助行動に重要であることを考えると(Batson, Eklund, Chermok, Hoyt, & Ortiz, 

2007)，不快感情は認知的共感に対する lPFC 機能への影響を介し，援助行動に

影響する可能性が考えられる。 

 第七章では，本研究の総合考察を行う。本研究は組織的モデルに基づき，イ

メージング・ジェネティクス的方法論から，共感が援助行動を促進する心理・

神経・遺伝メカニズムを包括して検証した。本研究のように，共感に関して心

理学的なモデルとイメージング・ジェネティクス的方法論を組み合わせた研究

は多くない。よって，本研究は共感の個別のメカニズムを統合する視点を与え

るという点で，共感のメカニズムをより俯瞰的に捉えるアプローチを提供する

とともに，より学際的な共感研究を推進しうるものであると考えられる。しか

し，そのような包括的なモデルが抱合する範囲は広大であるため，本研究はそ

の一端を捉えたにすぎないと考えられる。今後の研究では，遺伝・神経的メカ

ニズムに関してさらに洗練された方法論(ゲノムワイド関連解析，機能的磁気共

鳴画像法)を用い，本研究のモデルを精緻化していく必要がある。 




