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The concept of empathy comprises emotional and cognitive components. The organizational model of
empathy describes its mechanism as integrating individual diﬀerences, implicit processing, and social behavior. Although studies in various research areas have revealed the genetic, neural, and psychological mechanisms of empathy, these mechanisms are often investigated independently. An imaging genetics approach,
which combines genotyping and brain function measurement, investigates these multi-layered mechanisms.
Here, we review a multi-layered mechanism of empathy by combining the organizational model of empathy
with an imaging genetics approach. This review presents a comprehensive perspective integrating the genetic, neural, and psychological mechanisms of empathy.
Key words: empathy, imaging genetics, gene polymorphism, brain function

1.

のような認知的側面（cognitive empathy）から構成
される複合的な構成概念である（Decety & Svetlova,
2012; Zaki & Ochsner, 2012）
。 こ れ に 関 し て Batson
（2009）は，共感を扱う研究グループ間で用語の定義
が統一されていないと指摘している。本論文中の共感
の定義は，比較的広く共感を定義する立場（Decety
& Svetlova, 2012; Zaki & Ochsner, 2012） と 同 様 の
定義であるが，これとは異なる定義をしている研究
グループにおいても，他者理解やそれに応じた行動
の背景には他者との感情の共有や他者への同情の喚
起，及び他者の信念の推論が関与することについて
概ね同意しており，そのうちどの範囲に共感という
用語を適用するかという点で異なっている。共感の
心理学的モデルの 1 つとして，組織的モデル（organi-

はじめに

「共感（empathy）
」は，他者の感情や心的状態の
理解を助け，それに応じた行動を促すため，社会的
生活に重要な概念の 1 つである。共感とは，他者と
の感情の共有や他者への同情の喚起のような感情的
側面（emotional empathy），及び他者の信念の推論
Correspondence concerning this article should be sent to:
Toshiyuki Himichi, Department of Cognitive Psychology in
Education, Graduate School of Education, Kyoto University,
Yoshida-Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606‒8501, Japan (e-mail:
thimichi@people.kobe-u.ac.jp)
1
本論文の執筆にあたり，京都大学教育学研究科の野村理朗准
教授に御指導いただいたことを感謝いたします。また，本論文
で記載のある 2 つの研究（第 4 節・第 5 節）における遺伝子解析
に関して，広島大学医歯薬保健学研究科の金子雅幸准教授，野
村 淳特任助教，千葉科学大学薬学部の大熊康修教授，久留米大
学医学部の野村靖幸教授と共同研究をさせていただいたこと感謝
いたします。さらに本論文で記載のある後者の研究（第 5 節）に
関して，京都大学教育学研究科藤田弥世さんと共同研究をさせて
いただき，神戸大学人間発達環境学研究科の古見文一さんには
Director 課題に関して多くの御指摘・御助言をいただきましたこ
と，感謝いたします。最後に本論文は，日本学術振興会特別研究
員奨励費（13J05732）の助成を受けました。

2

本論文は，日本感情心理学会第 23 回大会 大会企画シンポ
ジウム「感情の脳科学」における発表内容に基づいたものであ
る。本論文には，一部論文として未公刊の研究に基づいた議論が
含まれるため，これらの知見及び関連する議論の妥当性は，慎重
に解釈される必要がある。また本論文の内容は，著者の博士論文
の内容と重複している。
3
現在の所属は神戸大学である。

38

日道：共感の多層的なメカニズムの検討

zational model; Davis, 1994 菊池訳 1999; 改訂版とし
はなく，一塩基多型の差異が脳機能に影響し，それ
て Davis, 2006）が提唱されており，これは「先行条
が行動出力や心理的特性に影響するといったように，
件（antecedents）
」
・
「 過 程（processes）」・「 個 人 内
互いに連関している（Hariri, Drabant, & Weinberger, 2006）
。よってこれらの方法論を統合し，共感の遺
的 な 結 果（interpersonal outcomes）」・「 対 人 的 な 結
伝的・神経的・心理的基盤の連関メカニズムを検証す
果（intrapersonal outcomes）」［これらの用語の訳は
ることが重要であると考えられるが，そのような統合
Davis（1994 菊池訳 1999）に基づいた］の 4 つの構
成概念から，共感を包括的に記述するモデルである。 的な方法論として，一塩基多型解析・脳機能計測・行
動指標を組み合わせた「イメージング・ジェネティク
より具体的に，先行条件は共感者の個人特性（例．共
ス（Imaging genetics）
」的方法論がある（Hariri et
感者のパーソナリティ）のような個人的要因や共感者
al., 2006; 野村，2008）
。なお，同様の用語に「ジェノ
のおかれている状況（例．共感者と被共感者の類似
ミック・イメージング（genomic imaging）
」や「イ
性）といった状況的要因を含み，これが過程という後
メージング・ジェノミクス（imaging genomics）
」と
の共感の結果を生じさせる自動的な処理過程（例．模
いう用語があるが，これらはイメージング・ジェネ
倣）や認知的な処理過程（例．役割取得）に影響する
ティクスと同様の方法論を指す（Canli, 2009; Hariri
（Davis, 1994 菊池訳 1999）。続いて，そのような過
& Weinberger, 2003; 野村，2008）
。このようなイメー
程が個人内に生じる反応（例．感情の共有）である個
ジング・ジェネティクス的方法論は，異なるレベル
人内的な結果に影響し，やがて対人的な結果として外
（遺伝・神経・心理）の連関メカニズムを検証すると
的に表れる社会的行動（例．援助行動）が出力される
いう点で，共感のメカニズムを多層的に検証できると
（Davis, 1994 菊池訳 1999）。組織的モデルはこのよ
いう利点や，今まで検証がすすんでいなかった共感の
うに，個人差から対人的行動に至るまで異なる構成概
組織的モデルの詳細なメカニズムにアプローチ可能だ
念同士の連関を重要視した点で特徴的である（Davis,
という利点があると考えられる。具体的に一塩基多型
1994 菊池訳 1999）が，モデルに包含される構成概念
は，組織的モデルのうち先行条件の個人的要因と対
の範囲の広さから，その連関メカニズムの詳細は未だ
応すると考えられる。続いて脳機能に関して，登張
不明確な点が多い。具体的に，どのような過程や個人
（2014）の指摘するように，過程及び個人内的な結果
内的な結果が援助行動を促進するかいまだ不明確であ
の両者に関与すると考えられるが，現状ではどの脳領
るといったように（Singer & Lamm, 2009），その詳
域が過程，個人内的な結果のどちらに相当するかとい
細な連関メカニズムを理解するためにはさらなる検証
う細かな区分は難しいと考えられる。よって本論文で
が必要である。
も脳機能に関して，そのような区分は行わずに論をす
共感は現在，心理学のみではなく遺伝学（e.g. Ro
drigues, Saslow, Garcia, John, & Keltner, 2009） や
すめる。最後に，行動指標は対人的な結果と対応する
神 経 科 学（e.g. Singer, Seymour, OʼDoherty, Kaube,
と考えられる。本論文では，共感の組織的モデルとイ
Dolan, & Frith, 2004）でも注目されている。遺伝学
メージング・ジェネティクス的アプローチを融合させ
は主に一塩基多型解析により，共感の遺伝的基盤を
ることで，共感の多層的なメカニズムを統合する視点
検証している。一塩基多型（SNP: single nucleotide
を提供することを目的とした。そのために，組織的モ
polymorphism） と は，4 つ の 塩 基［A（adenine）・
デルの各構成概念とこのアプローチの対応を概説した
G（guanine）
・C（cytosine）・T（thymine）］ の 配 列
うえで，著者の行った 2 つの研究に関して簡単に紹介
のうち 1 つの箇所に生じる塩基の置換をいい，これ
を行う。
により個体の形質に影響が生じる。また，神経科学
2. 先行条件と遺伝・環境
は機能的磁気共鳴画像法（fMRI: functional magnetic
resonance imaging）や機能的近赤外分光法（fNIRS:
組 織 的 モ デ ル（Davis, 1994 菊 池 訳 1999） の 先
functional near-infrared spectroscopy）のような脳機
行条件の個人的要因には，共感者の一塩基多型によ
能イメージング法や，経頭蓋磁気刺激法（TMS: tranる 個 人 差 が 対 応 す る と 考 え ら れ る。 行 動 遺 伝 学 的
scranial magnetic stimulation）のような脳刺激法に
研究から，共感の個人差のうち約 20‒45％ほどが遺
より，共感の神経的基盤を検証している。遺伝学的な
方法論は共感の個人差が生じる生物学的なメカニズム
を，神経科学的な方法論は共感の潜在的処理メカニズ
ムをそれぞれ検証可能であるという意味で，これらの
研究知見は心理学的研究と関係が深い。
共感の遺伝的・神経的・心理的メカニズムは互い
に独立して検証されることが多いが，これらのメカ
ニズムそれ自体は互いに独立しているというわけで

伝的要因により説明されうることが示されている
（Knafo, Zahn-Waxler, Davidov, Van Hulle, Robinson,
& Rhee, 2009; Rushton, Fulker, Neale, Nias, & Ey-

senck, 1986）。これは，少なくない程度に遺伝的要因
が共感の個人差に影響を及ぼすことを示唆する結果で
あり，同時にその影響メカニズムの検証の重要性を示
していると考えられる。これに関して，セロトニン
（serotonin）神経系やオキシトシン（oxytocin）神経
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系に関与する一塩基多型が共感の個人差に影響を与え
3. 過程・個人内的な結果と脳機能及び
る可能性があるとされている（Abu-Akel & Shamay対人的な結果と行動指標
Tsoory, 2011; Kumsta & Heinrichs, 2013; Meyer 組 織 的 モ デ ル（Davis, 1994 菊 池 訳 1999） の 過
Lindenberg, Domes, Kirsch, & Heinrichs, 2011）。
程・個人内的な結果には，脳機能が相当すると考え
共感は遺伝的要因にのみ影響を受けているわけでは
られる。上記のように，共感には感情的側面と認知
なく，同時に環境的要因からの影響も受ける（Knafo
的 側 面 が あ る が， 脳 損 傷 患 者 を 対 象 と し た 研 究 か
et al., 2009; Rushton et al., 1986）。組織的モデルのう
ら，これらの神経基盤はある程度独立していること
ち，状況的要因は共感者のおかれている状況の要因か
が示されている（Shamay-Tsoory, Aharon-Peretz, &
らの影響を指すが（Davis, 1994 菊池訳 1999），これ
Perry, 2009）。他者との感情の共有に関して，知覚運
を広く「共感者の外的要因からの影響」と定義した場
動モデル（Perception Action Model: Preston & Hofe合，この状況的要因は環境的要因とみなすことができ
lich, 2012; Preston & de Waal, 2002）によると，自己
ると考えられる。環境的要因からの影響に関して，周
と他者の内的状態をマッチングさせることで，共感者
囲の他者が強い苦境におかれている場面では共感者
にも他者と同様の感情状態が共有される。これに関す
自身にも強い苦痛が喚起され（個人的苦痛：personal
る fMRI 研究として，他者の痛みの共有に対して，自
distress）
，後の共感や援助行動が生起されにくくなる
己の痛みの処理に関与する前部帯状皮質（ACC: anteとされている（Decety & Svetlova, 2012; Eisenberg
rior cingulated cortex）や前島（AI: anterior insula）
& Eggum, 2009）
。これを間接的に支持する研究と
が関与することが示されている（Jackson, Meltzoﬀ, &
して，強い苦痛にある患者の心的状態を理解し適切
Decety, 2005; Singer et al., 2004）
。さらに痛みの共感
な対応が求められる医療従事者は非医療従事者と比
に関する脳機能研究のメタ分析では，他者の痛みが描
べて，他者の痛みを共有しにくいことが示されてい
かれている画像を用いたパラダイムにおいて痛みの
る（Cheng, Lin, Liu, Hsu, Lim, Hung, & Decety, 2007;
シグナルを用いたパラダイムと比べ，下前頭回（IFG:
Decety, Yang, & Cheng, 2010）。
inferior frontal gyrus） や 下 頭 頂 皮 質（IPC: inferior
これらの遺伝的要因と環境的要因は独立して共感に
parietal cortex）といった脳領域の活動が高いことが
影響を及ぼすのではなく，互いに交互作用し，共感
示されている（Lamm, Decety, & Singer, 2011）
。こ
に影響を及ぼすと考えられる。このような遺伝×環
境の交互作用に関して，「Diﬀerential Susceptibility」 れらの脳領域は，自他の運動表象のマッチングに関与
するミラーニューロン・システムの一部であることか
という考え方が提唱されている（Belsky, Jonassaint,
ら（Iacoboni, Woods, Brass, Bekkering, Mazziotta, &
Pluess, Stanton, Brummett, & Williams, 2009）。これ
Rizzolatti, 1999）
，実際に他者に相対した場面におい
は，一塩基多型の差異による精神疾患のリスクの差
異を「脆弱性（vulnerability）」と捉えるのではなく， て特に自他の表象のマッチングが生じやすいことが示
環境的要因からの影響の「感受性（susceptibility）」 唆される。このように，ミラーニューロン・システム
及び痛み関連領域が，自他の表象のマッチングによる
として捉えなおそうとする考え方であり，具体的には
他者との感情の共有という過程・個人内的な結果を支
環境的要因からの感受性の高い多型保有者はリスクの
えていると考えられる。
高い環境下では他の多型保有者と比べて精神疾患のリ
共感の認知的側面は「心の理論（theory of mind）
」
スクが高まる一方で，リスクの低い環境下では精神疾
と同様の概念であり，神経基盤も「心の理論」と同
患のリスクが比較的低くなるといった遺伝×環境の交
様に上側頭溝（STS: superior temporal sulcus）
・側
互作用をいう（Belsky et al., 2009）。例として，うつ
頭頭頂接合部（TPJ: temporoparietal junction）
・前頭
病のリスクが高いとされていたセロトニン・トランス
前野内側部（mPFC: medial prefrontal cortex）が関
ポ ー タ ー（serotonin transporter） の short/short 多
与するとされている（Decety & Svetlova, 2012; Zaki
型保有者の女性は，リスクの高い環境下（例．家庭の
& Ochsner, 2012）
。様々な「心の理論」課題の脳機能
収入や健康，親の教育歴上の問題など）で育った場
研究のメタ分析において，特に mPFC と TPJ がほと
合はうつ病のリスクが高いが，リスクの低い環境下
んどの課題に共通して関与することが示されており，
で育った場合はリスクが低い傾向にあることが示唆
これらの脳領域が共感の認知的側面に特に重要な脳
されている（Eley et al., 2004）。また，共感において
領域であると考えられる（Schurz, Radua, Aichhorn,
も遺伝×環境の交互作用が示されており，オキシト
Richlan, & Perner, 2014）
。TPJ は 他 者 視 点 の 取 得
シン受容体（OXTR: oxytocin receptor）遺伝子多型
（rs53576）の GG 多型保有者において，文化的規範に （Samson, Apperly, Chiavarino, & Humphreys, 2004;
Samson, Apperly, & Humphreys, 2007）
，mPFC は自
よる共感への影響が比較的強く生じる可能性が示され
己や他者に関連する情報の判断（Denny, Kober, Waている（Luo et al., 2015）。
ger, & Ochsner, 2012）に関与しているとされており，
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mPFC や TPJ はこれらへの関与を介して，他者の心
的状態の推論という過程・個人内的な結果を支えてい
ると考えられる。
このように，共感の感情的側面・認知的側面の神
経基盤は異なっているとされているが，それぞれの
側面に対する前頭前野外側部（lPFC: lateral prefron-

て共感の感情的側面に影響を及ぼすこと（Lamm et
al., 2010; Nomura et al., 2010）
，共感が援助行動を促
進すること（Hein et al., 2010; Masten et al., 2011）が
示されているが，加えて，他者の苦境に共感してい
る間の左 lPFC に基づく感情調整が，後の援助行動を
促進することが示唆されている（Himichi & Nomu-

tal cortex）の役割が注目されつつある。感情的側面
に関して，lPFC は自己の感情状態の調整（emotion
regulation）に関与することが示されており（Buhle
et al., 2014）
，lPFC が 感 情 調 整 機 能 を 介 し て 共 感
の 感 情 的 側 面 に 関 与 す る と さ れ て い る（Engen &
Singer, 2013）。これに関する研究として，痛みの知
覚システムが自分とは大きく異なる他者の感情を共
有する場合や（Lamm, Meltzoﬀ, & Decety, 2010），通
常は感情の共有が困難と考えられる不公平な他者の
感 情 状 態 を 共 有 す る 場 合（Nomura, Ogawa, & No-

ra, 2015）
。この研究は，左 lPFC による感情的共感の
調整機能という過程・個人内的な結果が，後の援助行
動のような対人的な結果に影響を及ぼすことを示唆し
ているが，このような左 lPFC 機能に影響を与えうる
先行条件，特に遺伝的要因に関しては未だ不明確な点
が多い。本研究では，その要因の 1 つとして 5HT2A
受容体遺伝子多型に着目した。5HT2A 受容体遺伝子
多型は lPFC 機能に関与するとされており（Nomura
& Nomura, 2006）
，実際に Go/Nogo 課題を用いた研
究において GG 多型保有者が AA 多型保有者と比べて
当課題の成績が高いことが示されている（Nomura et
al., 2006）
。 本 研 究 で は，Himichi & Nomura（2015）
のデータセットに参加者の 5HT2A 受容体遺伝子多型
の解析結果を加えて再解析を行い，5HT2A 受容体遺
伝子多型が共感の感情的側面に関与するか否か検証し
た 4。
遺伝子解析の結果，解析対象者は AA 多型保有者 12
名（ 男 性 6 名， 女 性 6 名； 平 均 年 齢：20.17 歳， ＝
0.83）
，G 多 型（GG 多 型 及 び AG 多 型 ） 保 有 者 16 名
（男性 4 名，女性 12 名；平均年齢：20.81 歳， ＝1.80）
だった。なお，GG 多型保有者のサンプルサイズが比
較的小さかったため（ ＝5），AG 多型保有者と 1 つの
群にまとめた。参加者は，2 名の他者が PC 上でカー
ドゲームを行う場面を 1 名の他者（共感ターゲット）
に共感しながら観察したが（共感課題），共感ター
ゲットがゲームに負けて金銭を没収される条件と引き
分けて金銭のやりとりが発生しない条件が設定されて
いた。共感課題の後，参加者は共感ターゲットと金銭
分配を行い，参加者は分配者として共感ターゲットへ
の金銭分配額を決定した。共感課題中の PFC 活動を
fNIRS により測定し，金銭分配額を援助行動の指標と
した。その結果，群と条件の交互作用は有意傾向だっ
たものの，共感ターゲットが負ける条件において，G
多型保有者の方が AA 多型保有者と比べて左 lPFC 活
動が高かった。これは，AA 多型保有者が G 多型保有
者と比べて左 lPFC に基づく感情調整が困難である可
能性を示していると考えられ，当多型保有者は lPFC
機能が比較的低いという研究（Nomura et al., 2006）
と一致した結果だった。さらに，負け条件において
AA 多型保有者のみ，左 lPFC 活動が金銭分配額と有

mura, 2010）に，lPFC の活動が上昇することが示さ
れている。また認知的側面に関して，人は他者の心的
状態を推論する際に優勢な自己の視点情報によるバイ
アスが生じるが（Epley, Keysar, Van Boven, & Gilovich, 2004; 古 見・ 子 安，2012; Keysar, Barr, Balin, &
Brauner, 2000）
，lPFC はこのような自己視点情報を
抑制することで他者の心的状態の推論を支えることが
示されている（Samson et al., 2007; Samson, Apperly,
Kathirgamanathan, & Humphreys, 2005; Samson,
Houthuys, & Humphreys, 2015; van der Meer, Groenewold, Nolen, Pijnenborg, & Aleman, 2011）。lPFC
は知覚や記憶，感情に関する情報を統合し制御する
役割を担うとされており（Ray & Zald, 2012; Tanji
& Hoshi, 2008）
，共感の両側面においてもその情報統
合・制御機能は重要であると考えられる。
組織的モデルの対人的な結果には行動指標が当ては
まると考えられ，特に援助行動に関する研究が多く行
われている（Davis, 2006）。苦境にある他者への共感
は援助行動を促進するとされており（Decety & Svetlova, 2012; Zaki & Ochsner, 2012），これを支持する
研究として，他者の知覚的・社会的痛みを観察して
いる間の AI や mPFC の活動が，後の援助行動と関連
があることが示されている（Hein, Silani, Preuschoﬀ,
Batson, & Singer, 2010; Masten, Morelli, & Eisenberger, 2011）
。しかし，Singer & Lamm（2009）が
指摘するように，共感が援助行動を促進する詳細なメ
カニズムは未だ不明な点が多い。
4.

5HT2A 受容体遺伝子多型と共感の感情的側面

以降の内容では，著者が行ったイメージング・ジェ
ネティクス的方法論に基づいた 2 つの研究の概要を紹
介する。まずは，セロトニン（5HT）2A 受容体遺伝
子多型（rs6311）と共感の感情的側面に着目した研究
を紹介する。上記のように，lPFC は感情調整を介し

4
当研究の内容は論文として未公刊のものであるが，著者の博
士論文にはこの研究の内容が含まれている。なお，当研究のサン
プルサイズは充分に大きいといえないため，独立した大規模サン
プルにより本研究の結果が再現される必要がある。
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意な正の相関関係，自身の悲しみ感情評定とは有意傾
向ではあるが同様に正の相関関係にあった。この結果
は，特に AA 多型保有者において，lPFC 機能が共感
の感情的側面及び後の援助行動に重要であった可能性
を示していると考えられる。本研究の結果を組織的モ
デル（Davis, 1994 菊池訳 1999）と合わせて考える
と，5HT2A 受容体遺伝子多型による先行条件が lPFC
に基づく感情調整という過程・個人内的な結果に影響
し，援助行動という対人的な結果に影響するという連
関メカニズムが示唆される。
5.

第1号

Nomura, 2015）
。これは，不快感情という先行条件の
状況的要因からの影響が，左 lPFC に基づく自己視点
情報の抑制という過程・個人内的な結果に影響する可
能性を示していると考えられる。いくつかの研究か
ら，OXTR 遺伝子多型の G 多型保有者は環境的要因
からの影響の感受性が高い可能性が示されていること
から（Kim et al., 2010; Luo et al., 2015）
，不快感情の
共感の認知的側面への影響も G 多型保有者において顕
著にみられる可能性がある。本研究の 2 つ目の目的と
して，この点を検証した。まとめると，本研究は Hi-

michi et al.（2015）のデータセットに参加者の OXTR
遺伝子多型の解析結果を加えてデータの追加解析を行
い，OXTR 遺伝子多型が共感の認知的側面及びこれ
に対する不快感情の効果の感受性に関与するか否か検
証した 4。
遺伝子解析の結果，解析対象者は AA 多型保有者
が 女 性 8 名（ 平 均 年 齢：21.38 歳， ＝1.41）
，G 多
型 保 有 者 が 女 性 16 名（ 平 均 年 齢：21.06 歳， ＝
1.39）だった。なお，日本人を対象とした先行研究
（Nishina, Takagishi, Inoue -Murayama, Takahashi,
& Yamagishi, 2015; Ohtsubo, Matsunaga, Komiya,
Tanaka, Mifune, & Yagi, 2014） と 同 様 に，GG 多 型
保有者のサンプルサイズが比較的小さかったため
（ ＝5），AG 多 型 保 有 者 と 1 つ の 群 に ま と め た。 参
加者は，感情喚起動画（中性・不快・快；Schaefer,
Nils, Sanchez, & Philippot, 2010）により感情状態を
操作された後，
「心の理論」課題の 1 つである Direc-

OXTR 遺伝子多型と共感の認知的側面

2 つ 目 に 紹 介 す る 研 究 は，OXTR 遺 伝 子 多 型
（rs53576） と 共 感 の 認 知 的 側 面 に 関 す る 研 究 で あ
る。OXTR 遺伝子多型は社会的行動に重要な構成概
念（例．他者信頼）に関与することが示されている
が（Kumsta & Heinrichs, 2013; Meyer-Lindenberg et
al., 2011）
，いくつかの研究から共感にも関与するこ
とが示されている。具体的に，OXTR 遺伝子多型の
G 多型保有者は AA 多型保有者と比べて，他者の眼周
辺の情報から当該他者の感情状態を推論すること（Rodrigues et al., 2009）や，他者の痛みの共有（Smith,
Porges, Norman, Connelly, & Decety, 2014） が 得 意
であることが示されている。しかし，OXTR 遺伝子
多型の共感への影響は感情的な側面が多く検証されて
おり，認知的側面に OXTR 遺伝子多型が関与するか
否か不明確であるため，本研究の 1 つの目的としてこ
の点を検証した。
周囲の他者が強い苦境にさらされている場合，共感
者に強い不快感情が喚起され，後の共感が困難となる
とされている（Decety & Svetlova, 2012; Eisenberg
& Eggum, 2009）
。これに関して，lPFC が自己視点情
報の抑制機能を介して共感の認知的側面に関与する
が（Samson et al., 2005, 2007, 2015; van der Meer et
al., 2011）
，このような lPFC 機能は不快感情により妨
害されることが示唆されている（Himichi, Fujita, &

Figure 1.
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tor 課 題（Dumontheil, Apperly, & Blakemore, 2010;
古 見・ 子 安，2012; Keysar et al., 2000） を 行 っ た。
Director 課 題 中 の PFC 活 動 を，fNIRS に よ り 測 定 し
た。その結果，G 多型保有者は中性の感情状態におい
て，統制条件と比べて他者の心的状態の推論が重要な
条件（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で，中性の感情状態と
比べ不快感情状態において左 lPFC 活動が低下してい
た。これらの結果は，G 多型保有者が中性の感情状態

イメージング・ジェネティクス的方法論と組織的モデルを組み合わせたモデル図（Davis, 1994 菊池訳
1999 および Davis, 2006を加筆・修正）
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では lPFC 機能を効果的に働かせていた一方で，不快
感情による lPFC 機能の妨害が生じやすいことを示唆
していると考えられる。本研究の結果を組織的モデル
（Davis, 1994 菊池訳 1999）と合わせて考えると，先
行条件のうち，OXTR 遺伝子多型のような個人的要
因と共感者の感情状態という状況的要因からの影響
が，交互作用的に lPFC に基づく自己視点抑制機能と
いう過程・個人内的な結果に影響するという連関メカ
ニズムを示唆していると考えられる。
6.

おわりに

共感を個人差や状況の要因から処理過程，個人内・
対人間に生じる結果まで包括的に記述する組織的モデ
ル（Davis, 1994 菊池訳 1999）は，共感のメカニズム
をそれぞれの連関という点から統合的に理解するうえ
で重要である。本論文は，イメージング・ジェネティ
クス的方法論が，共感の各構成概念の連関メカニズム
を多層的（遺伝・神経・心理）に理解するために重要
であることを述べた。本論文ではこの方法論を採用し
た著者の 2 つの研究を紹介したが，これらは幅広い共
感の多層的なメカニズムのごく一端にアプローチを試
みたにすぎない。今後の研究では，ゲノムワイド関連
解析（genome wide association study）による共感の
個人差に効果的な一塩基多型の検証や，fMRI などを
用いた共感を支える脳ネットワークの因果関係の推定
など，より精緻に共感のメカニズムを検証可能な方法
論からその連関メカニズムに迫ることが重要であると
考えられる。このような研究の実施には，遺伝学・神
経科学・心理学が共同で行う大規模な学際的研究が必
須であると考えられる。本論文で述べた組織的モデル
とイメージング・ジェネティクス的方法論を組み合わ
せた視点が（Figure 1），これらの学問領域の共感に
対する共通の枠組みを提供し，学際的な研究を推進す
る一助となることを期待する。
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