
Abstract
The present study aims to explore the correlation between empathic ability and attitude to-
ward an out-group from a different cultural background. The hypotheses in this study were
as follows: (1) the motivational component of empathic ability has a positive correlation
with one’s behavioral intention toward an out-group, (2) individuals with high empathy
tend to perceive more similarities with the out-group than individuals with low empathy,
and (3) individuals with high emotional empathic ability tend to guess the emotions of out-
group members more sensitively than individuals with low emotional empathic ability. In
order to verify these hypotheses, a gaming simulation that simulates intergroup communi-
cation between two different cultures was used.

The participants in the simulation were 118 university students (32 males, 96 fe-
males). Their empathic ability was measured before the simulation. We used a newly devel-
oped empathy scale (Empathic Ability Scale (EAS)) consisting of the following three fac-
tors: Cognitive Empathic Ability (CEA), Emotional Empathic Ability (EEA), and Motiva-
tional Empathic Ability (MEA). After the simulation, the participants were required to re-
spond to a questionnaire in order to assess their behavioral intention toward the out-
group, their feelings and out-group members’ feelings during the interaction in the gam-
ing, and to identify as many similarities and differences between the two groups as possi-
ble. Subsequently, we examined the correlation between an individual’s empathic ability
and attitude toward the out-group in the simulation. The result indicated a significant posi-
tive correlation between MEA and “understandings,” CEA and “the perception of similari-
ties,” as well as between EEA and “the perception of differences,” and EEA and “out-
group members’ mood of non-active pleasant.” The results marginally supported the above
hypotheses.
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1．問題

1.1 はじめに

近年の移動手段、交通・通信技術の発達はあまりにも目覚しく、人々の感覚の中

で、地球は日に日に小さくなってきている。私たちは今や、目の前のパソコンの小さ

な画面上で、世界各地の衛星写真を眺めることすらできる。異文化間コミュニケー

ションという言葉も、一般的になってしばらくの年月が経った。異なる文化との接触

や交流に関する心理学的なアプローチとしては、1950年代以降、米国を中心として異

文化適応やカルチャー・ショックに関する研究が蓄積されてきた（スミス・ボンド,

1993など）。日本では特に 1990年代以降、留学生を対象とした適応に関する調査が数

多く実施されている（田中・藤原, 1992など）。また最近では、異文化接触時に生じ

る問題にいかに対処できるかという観点から、「異文化コミュニケーション能力」「国

際適応力」（マツモト, 1999）などと呼ばれる能力が注目されている。この能力に関して

は、これまで教育現場で重視されてきた言語や知識などの知的能力にかわって、情緒

面、感情面での能力の重要性が指摘されるようになったことが一つの大きな躍進であ

ろう（Brislin & Kushner, 1997など）。たとえば、山岸・井上・渡辺（1992）の「異文

化対処力」のモデルの中にも、その中核をなす要素として「感受性」が置かれている。

この「感受性」には、「感情移入」や「他人に対する配慮」、「他人に対する感受性」、

「共感性」、「文化的共感性」が含まれるとされる。

また別の言い方をすれば、これまでの異文化に関する心理学的研究は、留学生や単

身赴任者などの事例から、異文化接触時にどんな心理状態が生じるのか、それは時間

とともにどのように変化するのか、よりスムーズな適応のためには何が必要なのか、

といった事柄の解明に主眼が置かれている。そして、それらの多くは、「個人が異文

化へ適応する」というパースペクティブに基づいて進められてきた。しかし、異文化

接触という文脈においては、常に「異文化を持つ人々を受け容れる」（「異文化受容」

と呼ぶ）側の存在も無視できない。同じ「異文化対処力」を持った人間でも、訪れる

場所、対象によって生じる心理状態はまったく異なるものとなるだろう。だがこれま

での研究は、前者の「個人が異文化へ適応する」ほうが主であり、「異文化受容」の

側からのアプローチは少ない。特に日本では、日系ブラジル人を対象に行われた地域

社会の事例研究（小内・酒井, 2001など）のほかは、「異文化受容」について心理学

的見地から十分に検討されていない。

そこで本研究では、「異文化受容」という方向性に焦点をあて、文化の異なる人々
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を受容する態度（「異文化受容態度」とする）について検討したい。とはいえ、「異文

化適応」と「異文化受容」は完全に切り離して捉えられるものでもないため、両者を

複眼的に考察していくことを試みる。ここでは、特に「異文化受容」に関連すると考

えられる感情特性として、「共感」という概念に着目する。

1.2 共感に関する先行研究

Lipps（1903）が“Einfühlung”を「感情移入」の意味で用いて以来、共感という概

念に関する研究は、心理学の分野で比較的古くから関心を集めてきた。共感の捉え方

に関して先行研究を大別すると、3種類の立場が存在している。1つは、共感を「他

者の心理状態に対する代理的な情動反応」とする情動的側面を強調した立場であり

（Mehrabian & Epstein, 1972）、2つ目は「他者の心理状態を正確に判断する認知能力」

のように認知的側面を強調する立場である（Hogan, 1969）。3つ目は、これら 2つを

統合的に捉える立場である（Davis, 1983）。最近では統合的立場に関連して、共感性

を多次元的に測定しようとする尺度の開発が盛んに行われている（Davis, 1994；鈴

木・木野・出口・遠山・出口・伊田・大谷・谷口・野田, 2000；登張, 2003など）。

共感性を測定する尺度開発の新たな試みとして、Maemura, Kosugi & Fujihara（2007）

は、これまでに多くの研究者たちが作成した測定項目を集め、項目反応理論 3を用い

てそれらを洗練し、共感力スケール（EAS: Empathic Ability Scale）4を作成した。EAS

は 3因子構造であり、下位尺度は「認知的共感力（CEA: Cognitive Empathic Ability）」

「情動的共感力（EEA: Emotional Empathic Ability）」「共感動機（MEA: Motivational

Empathic Ability）」である。CEAとは、他者の感情について理解する認知的能力（共

感できる力）である。EEAとは、他者の感情を見聞きして、同じような感情が引き起

こされる能力、同情する力（他者感情を感じる力）を指す。MEAは、他者の感情、

態度、自分と異なる立場を理解しようと心がける力、動機（共感しようとする力）を

意味する。本研究では、EASで測定された共感力を感情特性の 1つの指標とする。

1.3 異文化受容態度の定義

異文化受容といっても、法律、社会制度、行動などさまざまな枠組みや段階が考え

られる。本研究ではよりミクロな個人レベルで異文化受容を捉え、個人の行動の先行

要因となりえる「態度」に焦点を当てる。Rosenberg & Hovland（1960）によると、態

度は「感情成分」「認知的成分」「行動的成分」から成るとされ、社会心理学では現在

この 3成分による捉え方が一般的である。そこで、本研究で焦点を当てる「異文化受

容態度」を「異なる文化をもつ人々またはその集団に対する態度」と簡単に定義した

上で、感情・認知・行動の 3成分からの測定を試みることとする。
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1.4 本研究の目的と仮説

本研究の目的の 1つは、感情特性としての共感力が、異文化受容態度において有効

なのかどうかを確かめることである。「異文化受容のためには相手への共感的理解が

大切だ…」といった言説が存在しているが、果たして本当にそうなのかを実験的に検

証していこうとするものである。さらに、共感力のそれぞれの下位因子が、異文化受

容態度のどの側面に関連するのかについても、より詳細に検討していく。改めて、本

研究で扱う 2つの概念「共感力」と「異文化受容態度」の位置づけについてまとめる

と、こうである。まず、本研究において前者は状況に特化しない一般的な個人の能力、

後者は特殊な状況（ここでは異文化状況）における個人の態度と捉える。そのため、

後者は前者に内包されるものではなく、別の構成概念として取り扱う。そして、「共

感力」の下位要素（認知・情動・動機）と、「異文化受容態度」の下位要素（認知・

感情・行動）との関連性を探る。その際、以下 3点の仮説を立てた。

仮説 1）共感動機（MEA）は、他者の感情を理解しようと心がける程度の指標であ

り、他者感情に心理的な働きかけをする能力を意味する。態度の行動的成分は一般

に「行動意図」として測定されるが、こちらは個別的な対象への具体的な行動レベ

ルにおける働きかけを意味する指標である。いずれも外に対して働きかける力に関

連する点で共通しているため、相関があると考えられる。また、他者を理解しよう

とするために、相手との接触、行動を求めるとも考えられる。したがって、MEAと

異文化受容態度の行動的成分との間には正の相関関係が見出せるだろう。つまり、

MEAの高い人は、異なる文化を持つ相手と積極的に行動しようとするだろう。

仮説 2）認知的共感力（CEA）は、態度の認知的成分と関連するだろう。CEAは他

者感情を理解できる力であるが、それは、対象とできるだけ同じ目線に立つことと

関連しているのではないか。たとえば、ある対象が自分と「違う」と認知しすぎる

ことは、それを理解できないという感覚につながると予想される。実際、カル

チャー・ショックを軽減し、異なる文化を受け容れるために、自文化と相手文化の

類似性を認知することの重要性が指摘されている（Triandis, 1994）。したがって CEA

の高い人は低い人に比べて、異文化と自文化の類似点を多く見つけ出すと考えられる。

仮説 3）情動的共感力（EEA）は、態度の感情的成分と関連するだろう。したがっ

て、EEAの高い人は、低い人よりも、異文化から来る人々の感情に敏感だろう。そ

の他、感情に関しては、自分が異なる文化へ行く場合に経験する感情と、異なる文

化からやって来る他者の感情の知覚がどう影響し合い、どう異なるかを探索的に検

討した。
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1.5 本研究の手法について：ゲーミング・シミュレーションによる実験

上述した目的を、本研究ではゲーミング・シミュレーションによる実験によって検

討した。ゲーミング・シミュレーションとは、「現実を抽象化した仮想空間を舞台に

して、複数の参加者が決められたルールに従い、コミュニケーションにより情報を交

換しながら、意思決定や決断を行うことで一定の課題を解決するプロセス」である

（藤原, 2007, p.i）。本研究では、ゲーミング・シミュレーションの 1つである、異文化

交流シミュレーションを用いた。その理由は、つぎのとおりである。まず、共感力と

異文化受容態度の関連性を調べるにあたり、状況要因（範囲外変数）をできるだけ除

外したかったからである。たとえば異文化体験の事例を収集して分析することも可能

であろうが、その際は個人間の条件統制が困難である。また、共感力を算出し、態度

との関連性をみる、といった量的分析においては、データ数がある程度必要であり、

時間や人数の統制のとれる手法が望ましかった。ゲーミング・シミュレーションは現

実の臨場感を残しながら、ある程度の条件統制が行えるという利点があり、本研究の

目的に合致していた。さらに、実験参加者はゲームの中で自らが模擬的な異文化体験

をすることになるため、教育効果が期待できることも利点の 1つであった。

2．方法

2.1 実験手続き

本研究では、前村（2007）で用いられた異文化交流ゲーミング・シミュレーション

を使用した 5。これは、Shirts（1977）の BaFáBaFáに実験条件を組み込んだものであ

り、異なるルール（文化）を教示された 2つのグループのメンバーが、一定時間自分

のグループから文化の異なる相手グループを訪問し、擬似的な異文化体験をするもの

である。1回のゲームの流れはつぎのとおりである。

まず、参加者を 2つのグループ（a 文化・ b 文化）に分け、別々の部屋でそれぞれ
のルールの説明を受ける。a ・ b それぞれのグループは異なる価値や価値観、慣習を
持っているが、相手のルールについては一切知らされない。参加者全員が自分のグ

ループのルールを習得したら、ゲーム開始となる。基本的にはそれぞれのグループの

部屋の中で与えられたルールのゲームを行っている 6が、途中で 2、3名ずつ両グルー

プのメンバーを交換し合う。ファシリテーターから指名を受けたメンバーは「訪問者」

として相手グループを一定時間訪れ、自分のグループに戻って相手グループで観察し

たことや体験したことを報告する。相手グループを訪問（観察）する際は、相手グ

ループの文化を理解し、うまくやりとりをするよう努めることが教示される。グルー

プのメンバー全員が 1度ずつ相手グループを訪問し終わったら、ゲーム終了となる。

その後、参加者は質問紙に回答し、ディブリーフィングを受ける。ルールの教示は録
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音（カセット・テープ）によってなされるが、ゲームの練習や訪問者の派遣・交換、

タイム・キーピング、質問紙の配布、ディブリーフィング等は毎回 2名以上のファシ

リテーターが誘導した。なお、参加者は事前に共感力スケール（Maemuraほか, 2007）

に回答するよう求められた。また、1回のゲームに与えられた時間の都合上 7、共感力

スケール以外の調査項目については 2種類の実験（実験 1・実験 2）に分けて実施し

た。

2.2 実験 1の概要

2.2.1 実験時期

2006年 11月初旬�2007年 12月中旬にかけて、上述したゲーミング・シミュレー

ションを 3コース 8、それぞれ別の実験参加者に実施した。

2.2.2 実験参加者

日本人大学生 74名（男性 18名、女性 56名）が参加し、平均年齢は 19.03歳

（SD�.81）であった。74名は 6グループに分けられ、2グループずつを a ・b のペア
とし、3コースのゲーミング・シミュレーションを同時に実施した。1グループの人

数は 10名�12名であった。

2.2.3 調査項目

①共感力スケール

「共感力スケール（Maemura, Kosugi, & Fujihara, 2007）9」44項目について「1．全く

あてはまらない」�「5．非常にあてまはる」の 5件法で回答を求めた。下位尺度は

「認知的共感力（CEA: Cognitive Empathic Ability）」、「情動的共感力（EEA: Emotional

Empathic Ability）」、「共感動機（MEA: Motivational Empathic Ability）」であった（表 1

参照）10。

②相手グループへの行動意図

異文化受容態度の行動的成分について検討するための指標として、ゲーム中に相手

グループのメンバーとどのように行動したいと思ったかについて尋ねた。その際、「あ

なたはゲーム中、相手グループの人々に対してどう思いましたか」と質問文を提示し、

相手グループとの交流中の態度について回答するよう口頭にて強調した。質問項目は、

藤原（1987）の 14項目 11のうち、「デートしたい」「結婚したい」など、ゲーム状況

には不適切であると考えられるものを省いた 10項目（「話しかけたい」「互いに協力

したい」など）について、5段階（「1．全くそう思わなかった」�「5．非常にそう

思った」）で評定させた。

③相手グループとの類似点・相違点への気づき

共感力と、自文化と相手の文化の類似点や相違点を認知する程度の関連性について

調べるため、ゲーム中に 2つのグループの間の類似点と相違点にどのくらい気づいた

かを測定した。具体的には、自分のグループと相手グループの似ている点・異なって
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いる点それぞれについて、自由記述形式でできるだけ多く箇条書きをさせた。

2.3 実験 2の概要

2.3.1 実験時期

2007年 12月中旬�2008年 3月中旬にかけて、2コースのゲーミング・シミュレー

ションを実施した。

2.3.2 実験参加者

日本人大学生 54名（男性 14名、女性 40名）が参加し、平均年齢は 19.59歳

（SD�.86）であった。54名は 4グループに分けられ、2コースのゲーミング・シミュ

レーションを実施した。1グループの人数は 11名�13名であった。

2.3.3 調査項目

①共感力スケール

実験 1と同様、ゲームを実施する前に「共感力スケール」の 44項目について 5段

階で回答させた。

②自分が経験した感情・相手が経験した感情の予測

共感力とゲーム中に引き起こされた感情、および相手が経験した感情の予測との関

連性を調べるため、相手グループを自分が訪問したときに経験した感情と、相手グ
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表 1 共感力スケール〈日本語版〉

項目例

第 1因子：「認知的共感力」（CEA: Cognitive Empathic Ability）
―相手の態度から感情を読み取ることができるほうだ
―相手の話し方でその人の心の状態がわかる
―表情を見ることで、相手がどんな気持ちでいるかわかる
―人の心の動きに敏感である
―友達の気分の変化を見抜くことができる
―ほかの人のちょっとした表情の変化でも見逃さない

第 2因子：「情動的共感力」（EEA: Emotional Empathic Ability）
―まわりに困っている人がいても気にならない（R）
―困っている人を見ても気の毒に思わないときがある（R）
―ほかの人に不幸なことが起こっても、自分に直接関係なければ気にしない（R）
―相手が幸せそうに話をするときに、その幸福な気持ちを感じとろうとしたことはない（R）
―相手が悲嘆しているときに、その人の気持ちを感じとろうとしたことはない（R）
―困っている人を見るとすぐ手助けしたくなる

第 3因子：「共感動機」（MEA: Motivational Empathic Ability）
―人づきあいでは相手の気持ちをよく考えるようにしている
―人々の感情や気持ちを理解しようと心がけている
―他者の態度や表情に気をつけるようにしている
―どのような考え方をしているのか想像することで、友達をより理解しようとする
―人の話を聞くときは、その人が何を言いたいのか考えながら話を聞く
―相手の立場に立ってものを考えることにしている



ループのメンバーが自分のグループを訪れたときに経験したと考えられる感情につい

て評定を求めた。具体的には、多面的感情尺度（寺崎・岸本・古賀, 1992）より、8

種類の感情因子（抑鬱・不安、敵意、倦怠、活動的快、非活動的快、親和、集中、驚

愕 12）から性別に関わらず因子負荷量の高かった「不安な」「敵意のある」「のんびり

した」など、8項目を選んだ。これらの項目を用いて、自分と相手の感情それぞれに

ついて、「1．全く感じていない）」�「5．はっきり感じている」の 5段階で評定させ

た。

2.4 分析の手続き

共感力については、項目反応理論により、実験 1・ 2の参加者計 118名の共感力の

潜在特性値を、これまでに蓄積された 704名のパラメータから推定した（分析には

PARSCALE 4.0を使用）。算出された潜在特性値（CEA, EEA, MEA）を個人の共感力

スコアとして後の分析に用いた。実験 1では、相手グループへの行動意図を因子分析

し、得られた下位因子と共感力スコアとの相関関係を検討した。相手グループとの類

似点・相違点の認知に関しては、自由記述で挙げられた項目を数え、その数と共感力

との相関をみた。実験 2では、共感力スコアと、ゲーム中に自分の経験した感情・相

手の経験した感情の評定値との相関関係について検討したあと、共感力の高低による

感情（自分・相手）スコアの違いを分散分析モデルで比較した。なお、相関係数など

の算出には SPSS 12.0Jを、分散分析には ANOVA4 on the webを用いた。

3．結果と考察

3.1 共感力の平均値と標準偏差

項目反応理論（IRT）を用いて実験参加者の共感力の潜在特性値が推定された。潜

在特性値の算出には、これまでの研究（Maemuraほか, 2007）で得られたパラメータ

が用いられた。表 2に示す値は各実験における実験参加者の平均値（SD）である 13。

実験 1と実験 2の実験参加者の共感力には、いずれの下位因子にも有意な差はみられ
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表 2 共感力の平均値（SD）

CEA EEA MEA

実験 1（n�74） �0.0009 �0.1444 �0.0744
(0.9726) (1.0220) (1.0223)

実験 2（n�54） 0.1587 0.0642 0.0961
(0.8962) (1.0356) (0.9729)

全体 0.0187 �0.1575 �0.0931
(0.9401) (0.9958) (0.9945)



なかった（CEA: t(126)��.95, n.s., EEA: t(126)��1.13, n.s., MEA: t(126)��.95, n.s.）。した

がって、実験 1と実験 2の実験参加者の共感力は同程度であったとみなして以下の分

析を進めた。また、どの下位因子の平均も 0に近い値を示していることから、本研究

の実験参加者は、一般的に中程度の共感力を持つ集団であったと考えられる。

3.2 相手グループへの行動意図の因子分析結果

相手グループへの行動意図 10項目を因子分析した結果（主因子法・プロマックス

回転）、3因子が抽出された。第 1因子は「かかわりたくない（反転）」「話しかけた

い」など相手との接触を持つか否かの段階を示していることから、「接触」因子と命

名された。第 2因子は「思いやりのある態度で接したい」などであり、「協力」因子

とした。第 3因子は「理解したい」「うちとけたい」で構成され、「理解」因子と命名

された（表 3参照）。

3.3 共感力と相手グループへの行動意図、相手グループとの類似点・相違点の認識

との関連性 14

共感力と相手グループへの行動意図や、相手と自分の類似点・相違点との間に関連

があるかどうかを検討するため、これらの相関係数を算出した。相手と自分の類似

点・相違点は、各実験参加者が記述した類似点・相違点の総数を分析対象とした。そ

の結果、行動意図では共感動機（MEA）と「理解」に相関がみられ（r(74)�.27,
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表 3 「相手グループとの行動意図」の因子分析結果のパターン行列
（主因子法・プロマックス回転後）

項目 I II III

第 1因子「接触」（a�.85）
―かかわりたくない（R） .94 .02 �.17
―避けたい（R） .70 �.03 .09
―話しかけたい .65 �.22 .42
―距離をおいて接したい（R） .63 .19 �.16
―仲間に加えたい .49 .29 .01

第 2因子「協力」（a�.63）
―思いやりのある態度で接したい .15 .70 �.09
―信用したい �.08 .49 .11
―互いに協力したい .04 .41 .29

第 3因子「理解」（a�.64）
―理解したい �.18 .04 .70
―うちとけたい .20 .20 .51

累積寄与率 42.221 47.703 51.87
因子間相関

I .65 .66
II .44



p�.05）、認知的共感力（CEA）と「理解」には相関の傾向がみられた（r(74)�.23,

p�.10)。したがって、仮説 1）は「理解」においてのみ支持されたこととなる。「理

解」以外の因子において共感力と相関がみられなかった理由としては、次のように考

える。「接触」因子は、「話しかけたい」「避けたい（R）」など、相手グループとのよ

り具体的な行動を示している。本研究でシミュレートした 2つの文化間には、価値観

やルールのほかに、言語の違いも存在した。Maemura, Kato, & Fujihara（2007）は、異

文化交流の初期段階において、言語は文化が異なる相手と行動するための重要なツー

ルであり、行動意図に強い影響を及ぼすと述べている。「接触」においては共感力よ

りも、言語の違いの影響が大きかったのではないか。また、「協力」因子と共感力と

の関連がみられなかったことは、本研究における 2つのグループ間の関係が一時的な

ものであり、協力行動を取る必要がなかったことに起因すると考えられる。実験を行

う際、ゲーム中に特に相手グループと仲良くするよう教示したわけではなく、ゲーム

の性質上、2つのグループは相互依存関係や利害関係にあるわけでもなかった。その

ため、相手グループとの交流の仕方は個人に任されており、場合によってはまったく

交流しないという選択肢もあった。また、グループ間の交流は各自 1回ずつであり、

長期的な集団間関係とはいえなかった。グループ間の関係性を変化させたり、より長

期的な交流をさせたりするような実験を行えば、違った結果が得られる可能性は残さ

れている。

また、自分のグループと相手グループとの類似点や相違点の気づきに関しては、認

知的共感力と類似点の数、情動的共感力と相違点の数に有意な相関がみられた（表 4

参照）。つまり、認知的共感力が高いほど、自文化と異文化の類似性に着目しやすい

ことが明らかになった。よって、仮説 2）は支持された。なお、情動的共感力と相違

点の数にも相関があったことは予想外であった。情動的共感力は、個人の敏感さを表

す指標でもあるため、敏感な人ほど相手との違いに気づきやすいことを意味している

と解釈できる。類似点・相違点に気づきやすいことが結果として何をもたらすのか

（ポジティブ／ネガティブなど）については、今後詳細な検討が必要であろう。
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表 4 共感力と相手グループとの行動意図、類似点・相違点の認識との相関係数（n�74）

CEA EEA MEA

接触（M�3.45, SD�.90） n.s. n.s. n.s.
協力（M�3.13, SD�.82） n.s. n.s. n.s.
理解（M�4.14, SD�.78） .23� n.s. .27*

似ている点（数）（M�2.05, SD�.91） .24* n.s. n.s.
異なる点（数）（M�2.76, SD�1.17） n.s. .24* n.s.

� p�.10, * p�.05

行
動
意
図

認
知



3.4 共感力と自分の感情・相手の感情（の予測）との関連性

共感力の各因子と自分の感情・相手の感情それぞれに対して 8つの感情の得点との

相関係数を算出したところ、共感動機と自分の「疲労」に負の相関（r(54)��.28,

p�.05）、情動的共感力と相手の「非活動的快」に負の相関がみられた（r(54)��.50,

p�.001）。その他は有意な相関はみられなかった。このことは、他者の気持ちを理解

しようと心がけている人ほど、自分が異なる文化を訪れたときに疲労感を感じにくい

ということを示唆している。また、他者の感情を感じる力の高い人ほど、異なる文化

を持つ人々が自分の文化を訪れたときに感じる緊張感に敏感である傾向も示されてい

る。仮説 3）は部分的に支持されたといえる。

本研究の実験参加者は異文化交流シミュレーションにおいて、自分が異なる文化を

訪れる立場・異なる文化を持つ人々を受け入れる立場の両方を経験している。した

がって、同じ感情について評定させた場合に、自分が異文化で経験した感情が、相手

の感情を知る際の手掛かりとされている可能性がある。また、手掛かりとする程度に

は共感力が影響している可能性もある。これらについて検討するため、共感力（高／

低）×感情（自分／相手）の 2要因 4水準の分散分析（混合計画）を行った 15。

表 5は、各条件の平均値と標準偏差の一覧である。「抑鬱・不安」（F(1,52)�5.68,

p�.05）、「敵意」（F(1,52)�3.20, p�.10）、「集中」（F(1,52)�6.92, p�.01）、「活動的快」

（F(1,52)�5.05, p�.05）、「親和」（F(1,52)�3.71, p�.10）において感情要因の主効果およびそ

の傾向がみられ、いずれも自分の感情より相手の感情をより強く評定する傾向があっ

た。つまり、共感力の高低に関わらず、自分が相手グループへ訪れたときに感じた不

安や敵意、慎重さ、元気さよりも、相手が自分のグループに来たときに同じ感情を強

く感じていると予測される傾向がみられた。「親和」においては、共感力要因

（F(1,52)�4.52, p�.05）の主効果もみられた。平均値から読み取れるように、共感力の

低い人のほうが高い人よりも親和感情（ここでは、相手グループに対するあこがれ）

を強く感じる傾向がみられた。共感力が低い人は高い人と比べ、相手グループを多面

的に理解していない可能性があり、その不確かさが、「あこがれ」という形で差を生
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表 5 自分の感情・相手の感情スコアの平均値（SD）（n�54）

自分の感情 相手の感情

共感力 低 高 低 高

抑鬱・不安（不安な） 3.73 (1.16) 3.50 (1.19) 3.91 (0.97) 4.28 (1.02)
敵意（敵意のある） 2.68 (1.04) 3.19 (1.20) 3.27 (0.99) 3.41 (1.19)
集中（慎重な） 3.09 (1.19) 2.81 (1.26) 3.50 (1.10) 3.59 (1.10)
活動的快（元気いっぱいの） 2.27 (1.24) 2.59 (1.24) 3.00 (0.82) 3.03 (1.18)
驚愕（驚いた） 4.18 (0.91) 3.94 (1.16) 4.18 (0.66) 4.31 (0.97)
親和（あこがれた） 2.18 (1.05) 1.56 (0.80) 2.36 (1.00) 2.13 (1.16)
非活動的快（のんびりした） 2.14 (0.89) 2.28 (1.17) 2.86 (1.17) 2.16 (1.17)
倦怠（疲れた） 3.36 (1.36) 3.16 (1.21) 3.59 (0.96) 4.13 (0.72)



じさせた可能性がある。ただし、平均値はいずれも高くないため、今後は自分のグ

ループへの親和得点も測定して比較する必要があるだろう。「驚愕」では、条件間に

有意な差はみられなかった（F(1,52)�0.07, n.s.）。

「非活動的快」では、共感力と感情要因に交互作用の傾向がみられたため

（F(1,52)�3.68, p�.10）、下位検定を行った。その結果、共感力低群において自分の感情

スコアと相手の感情スコアに有意な差がみられた（F(1,52)�5.36, p�.05）。また、相手

の感情に着目すると、共感力高群よりも低群でスコアが高かった（F(1,104)�5.22, p�.05）。

このことは、共感力の低い人は、自分が異文化を訪れる場合よりも、異文化から相手

が来る場合に、その相手は自分よりのんびりしていると評価することを意味する。ま

た、共感力の高い人は低い人よりも、相手がのんびりした気持ちではないと考えてい

ることが示された（図 1参照）。

「倦怠」においても、感情要因の主効果（F(1,52)�10.48, p�.01）および交互作用がみ

られたため（F(1,52)�3.90, p�.05）、下位検定を行った。結果として、共感力高群にお

いて自分が感じる倦怠スコアよりも、相手が感じると予測される倦怠スコアが高かっ

た（F(1,52)�13.58, p�.001）。また、相手の倦怠スコアを共感力の高低で比較すると、高

群のスコアが低群よりも高い傾向がみられた（F(1,104)�2.87, p�.10）。これらのことか

ら、共感力が高い人は異文化から来る相手の疲れに対して敏感であり、自分が異文化

で経験する以上に相手が疲れを感じるだろうと予測する傾向があることが示された

（図 2参照）

概して、共感力の高い人ほど、異文化を経験している相手（他者）の特にネガティ

ブな感情（疲れた、のんびりできない）に対して敏感であったといえる。本研究の条

件では、本当にその相手がネガティブな感情を経験したのかどうか（その予測が当
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図 1 共感力の高低による「非活動的快」スコアの比較



たっているのか、実際に感じる必要があるのか）は確かめられていない。だが、異な

る文化から来るマイノリティのネガティブな感情を理解し受け容れられる可能性を示

唆するものである。つまり、異なる文化からやって来る他者を受け容れる際の、共感

力の重要性を裏付ける結果となった。だが一方で、極度に共感する力が低いことがア

スペルガー障害と呼ばれるのに対し、必要以上の共感はときに強いストレスや、共感

疲労（compassion fatigue）を引き起こす可能性があるといわれる（今・菊池, 2007）。

弱者のネガティブな感情に敏感すぎることは、共感疲労につながる危険性もある。共

感力が高いことがすべて、そのまま良いというのではなく、どのレベルであれば適応

的なのかについても今後検討していく必要があるだろう。

4．まとめと今後の課題

本研究は、異文化交流シミュレーションを実験として用い、共感力と異文化受容態

度との関連性を検証することを主な目的としていた。実験の結果、共感力は異文化受

容態度の一部と正の関連性がみられ、共感力の高い人ほど異文化受容態度がポジティ

ブである傾向がみられた。また、その下位因子である共感動機は、異文化受容態度の

行動意図の「理解」因子と関連し、認知的共感力は異文化と自文化の類似点の認知に

影響を与えていた。情動的共感力は、異文化受容の際、特に異文化から来る人々のネ

ガティブな感情を知覚することに影響を与える傾向がみられた。仮説はおおむね支持

された。
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図 2 共感力の高低による「倦怠」スコアの比較



最後に、本研究の課題と今後の展望について述べておく。本研究ではデータ数の限

界から、共感力と異文化受容態度の下位因子それぞれの関連性をみるにとどまったが、

それぞれの因子同士の関連性や因果関係についても検討する必要がある。行動意図の

下位因子の信頼性係数の低さについても、データ数や項目数を増やして再検討する余

地がある。ファシリテーターの人数や実験する環境が許せば、行動意図ではなく実際

の行動を観察し測定することも意義深いだろう。今後は、データ数を増やして、行動

指標も含めた因果モデルの検討を行いたい。また、ゲーミング・シミュレーションと

いう手法を用いることは、先述したような利点も多いが、参加者に与える自由さゆえ

に、実験として活用した場合には、完全な条件統制は難しいのも事実である。たとえ

ば、本研究では複数のゲームで得たデータを使用したが、それぞれのゲームじたいの

特性や要因を考慮せずに分析しているため、要因統制に関しては弱いと言わざるを得

ない。とはいえ、場面想定法などを用いた実験では得られない臨場感を実験刺激とし

て実験参加者に与えられ、実験じたいがトレーニングとなっているため、応用可能性

は大いに期待できる。

今後は、ゲーミング・シミュレーションの技法の新たな発展と、そこで得られた知

見を利用して、異文化適応だけでなく、異文化受容に焦点をあてたトレーニングの開

発も望まれる。

注
1 本研究は、文部科学省 21世紀 COEプログラム「人類の幸福に資する社会調査」の助成により
行われた。

2 本研究の一部は、2007年 7月に第 7回アジア社会心理学会大会（7th Conference of Asian Asso-
ciation of Social Psychology, Kota Kinabalu-Malaysia）にて発表された。

3 項目反応理論（IRT）とは、1つ 1つの項目の弁別力（識別力）と困難度に焦点を当てて記述
した数学モデルであり、従来の古典的テスト理論に代わる新しいテスト構成理論として着目さ
れてきている。その利点としては、1）実験参加者の能力を対象となる集団依存ではなく、テ
ストそのものに依存して推定できること、2）項目の性質や尺度の性質についてより詳細に検
討できること、3）データを間隔尺度ではなく順序尺度として扱い、それぞれの項目に最適な
段階数を決めることができるため、心理学の尺度構成における等間隔性の問題も回避できるこ
と、などである。

4 EASは実験参加者の能力測定に優れた数学的背景を持つことから、本研究ではこれ以後、共感
する能力の意で「共感力」という語を用いる。

5 ルールの詳細については、著作権等の関係上、ゲーム・キットを購入の上でマニュアルを参照
されたい。（本研究で用いた実験用のルール等について関心のある方は、著者に直接問い合わ
せてください）

6 各グループでは、グループの価値観に関連した目標に基づいて、簡単なゲームが行われてい
る。ゲームのルールについては相手グループには一切知らせない。

7 本研究のゲーミング・シミュレーションは基本的に大学の講義時間に実施されたため、1回の
ゲームは 90分�100分程度におさめられた。

8 1コースとは、交流する 2グループ（a ・ b）を示す。
9 紙面の都合上、詳細な項目に興味をお持ちの方は、著者まで問い合わせられたい。
10第 2因子（EEA）に反転項目（R）が多いのは、先行研究でもともと反転されていたものが、

Maemura, Kosugi, & Fujihara（2007）でなされた分析の結果多く残ったためである。EASでは、
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各項目とその反転項目は別のものとして扱われているため、本研究でも項目の方向を EASか
ら変えずに使用した。

11 BD法（Behavioral Differential Method）と呼ばれ、Triandis（1964）によって態度の行動的成分
を測定するために開発された。田中（1966）が邦訳し、藤原（1987）が外国人と日本人に対す
る心理的距離を測定するために改訂した。

12 8種類の感情因子の名前（抑鬱・不安、敵意、倦怠、活動的快、非活動的快、親和、集中、驚
愕）は、寺崎ほか（1992）が命名したものを踏襲した。

13値は 0を中間（共感力が一般的な人々と比べて平均的であるという意味）として、通例ではお
よそ �3から �3の値をとる。マイナスであれば共感力が低く、プラスであれば高いというこ
とを意味する。

14本研究で使用したゲーミング・シミュレーションには、a 文化と b 文化という二通りのルール
が存在し、実験参加者はいずれかに割り振られた。共感力や行動意図など、本研究で測定され
た全ての指標において、a と b による違いはみられなかったため、ここではルール（文化）の
影響を無視して論を進める。

15実験参加者を共感力の平均値 0で 2分し、0未満を低群（n�22）、0以上を高群（n�32）とし
た。
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