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●ショートノート●

　表情認知における共感性の影響

井藤 寛志・中根 志穂美　

To recognize another person’s emotion from facial expressions is important for so-

cial learning, as well as for understanding the behavior and mental state of others in

a broad context. We investigate the effects of empathic traits in recognizing emotion

facial expressions. The participants were divided into high trait-empathy and low trait-

empathy groups on the basis of their scores of the Emotional Empathy Scale and the

Emotional Experience Scale. The participant’s task was to categorize the visually pre-

sented facial expressions and to select one emotional label from the seven emotional

expressions (neutral, happy, surprise, anger, fear, sadness, disgust). The result indi-

cated that the percentages of correct answer for the anger and fear expressions in the

high trait-empathy group were higher than those in the low trait-empathy group. These

results suggest that the empathy for other people is related to emotional processing for

facial expressions.

Keywords: recognition of facial expression（表情認知）, emotion（感情）, empathy（共
感性）

1. 序　論

1.1 はじめに
表情は我々が他者の心的状態を理解し，他者に
対して適切な行動を遂行するための重要な手が
かりである (Marsh, Kozak, & Ambady, 2007;

Mayer, DiPaolo, & Salovey, 1990; Montagne et

al., 2005)．近年，複数の神経科学的 (e.g., Baron-

Cohen et al., 1999; Sato, Kubota, Okada, Murai,

Yoshikawa, & Sengoku, 2002; Sato, Yoshikawa,

Kochiyama, & Matsumura, 2004）あるいは心理
学的研究（e.g., Ashwin, Wheelwright,& Baron-

Cohen, 2006; Fox, Mathews, Calder, & Yiend,

2007; Gery, Miljkovitch, Berthoz, & Soussignan,

2009; Marsh et al., 2007)は，表情を読み取る側の
感情システムの機能や状態，あるいは性格特性の違

Effects of Empathy in Recognizing Emotion from Fa-
cial Expressions, by Hiroshi Ito (Department of Psy-
chology, Faculty of Letters, Aichi University), and
Shihomi Nakane (Japan Agricultural Cooperatives in
Nishimikawa).

いが他者の感情を読み取る正確性に影響を及ぼすこ
とを報告している．
本研究では，そのような表情認知と個人特性との

関係を解明する端緒として，他者の表情に表れる感
情からその人物の気持ちに共感する性格特性の違い
に注目する．具体的には，表情を読み取る側の性格
特性である他者への共感性の高低が表情認知の正確
性に及ぼす影響を検討することを目的とした．

1.2 表情認知と共感性
一般的にわれわれは他者の表情から感情を推定し，

その人物の気持ちに共感することがある．共感的な
行動はヒト以外の動物を対象とした研究においても
報告されている (e.g., Preston & de Waal, 2002;

Watanabe & Ono, 1986)．他個体の情動（感情の
動的側面）に共鳴する認知機能は，様々な動物にお
いて共有されていると考えられ，複数の研究分野に
おいて注目されている (e.g., Blair, 2005; Decety

& Jackson, 2004; Eisenberg & Miller, 1987; 福島，
2009)．
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共感の定義とその構成要素に関しては議論がある
が，共感が多次元の構成要素（他者の情動的手がか
りに反応してある感情状態を自分のことのように
経験すること，他者の主観的体験の理解，他者への
気づかいや思いやりという他者志向的感情である同
情，他者の心理的観点を取る視点取得，他者の苦し
みに対する苦痛感や不快感に関する自己志向的感情
である個人的苦痛，仮想の状況・場面に自分を置き
換えて想像すること）からなる現象であり (Davis,

1983; Decety & Jackson, 2004; Hoffman, 1984)，
意図せずに他者の感情や心的状態を経験する情動
的共感 (emotional empathy)と，他者の視点に立
ちその感情や心的状態，そして行動を推し量って理
解する認知的共感 (cognitive empathy)とに区別さ
れることが多い (福島, 2009; Preston & de Waal,

2002)．これに対して本研究では，共感を情動と認
知の両側面を統合したものとしてとらえ，「ある他者
の気持ちを推察し，その他者と同様の感情を体験お
よび理解すること」と定義し，そのような性格特性
の高いことを指し「共感性」という用語を使用する．
共感性と表情認知の関係は，共感性を含む社会
性に障害のある自閉症者や精神病患者と健常者の
比較 (e.g, Ashwin et al., 2006; Baron-Cohen et

al., 1999; Blair, 2005; Montagne et al., 2005)，あ
るいは反社会的行動を示す人と健常者の比較 (e.g.,

Marsh & Blair, 2008; Gery et al., 2009)において
検討されてきた．
たとえば，Baron-Cohen et al. (1999)は，他者
の意図を読み取るなどの社会性に障害のある自閉症
者と健常者を対象として，様々な感情を浮かべた顔
写真から目の周りを切り取った刺激を用い，その写
真の人物の心的状態を最も適切に表現した言葉を 2

つの選択肢から選ぶ課題を実施した．その結果，彼
らは自閉症者の課題成績が健常者のそれと比較して
低いことを確認した．
また，Gery et al. (2009)は，性犯罪者，一般犯
罪者（窃盗など），そして健常者を対象として，共
感性に関する複数の質問紙を用いてそれらの被験
者の共感性得点を測定した上で，6種類の基本感情
（喜び，驚き，怒り，恐れ，悲しみ，嫌悪）および
感情的に中立な表情を用い，それらの表情に対する
認識課題を実施した．その結果，彼らは共感性得点
の低い性犯罪者の課題成績が一般犯罪者および健常
者のそれらと比較して低いことを報告している．特

に，性犯罪者は「驚き」，「怒り」，「恐れ」，「嫌悪」
の表情を正確に認識できないことが確認された．
これらの研究に対して，一般的に健常者において

も他者に対する共感のしやすさという性格特性には
個人差が認められることから (Baron-Cohen, 2004;

Fukushima & Hiraki, 2009)，健常者における共感
性の個人差と表情認知の正確性との関係が検討され
ている (Marsh et al., 2007)．たとえば，Marsh et

al. (2007)は，表情認知の正確性（特に，「恐れ」表
情）と共感的反応である向社会的行動（他者への援
助など）の生起頻度とが関連することを確認してい
る．彼らは，「恐れ」表情における苦痛の視覚的手が
かりを正確に読み取ることが向社会的行動の生起を
促す可能性を指摘している．
しかしながら，健常者における共感性の個人差

と表情認知の正確性との関係はまだはっきりとは
明らかになっていない．特に，表情認知において
表情の種類により選択的に異なるメカニズムの働
く可能性が指摘されており (e.g., Adolphs, Tranel,

Damasio, & Damasio, 1994; Adolphs et al., 1999;

Marsh et al., 2007; Phillips et al., 1997; Whalen

et al., 2001)，共感性の個人差がいずれの表情の認
知に影響を及ぼすのかについては検討の余地が残さ
れている．そこで，本研究では，健常者における共
感性の高低という性格特性が他者の感情を表情から
読み取ることの正確性にどのように影響するのかに
ついて検討した．

1.3 本研究の目的
本研究の目的は，表情を読み取る側の性格特性の

違いである他者への共感性の高低が表情認知の正
確性に及ぼす影響を検討することであった．具体的
には，まず，実験参加者を共感性尺度の得点に基づ
き共感性の高群と低群に分けた．次に，それらの 2

群に対して，視覚呈示された人物の表情が，無表情
（中立），喜び，驚き，怒り，恐れ，悲しみ，嫌悪
の 7 種類のいずれに当てはまるのかを判断する表
情認知課題を実施した．もし，共感性の高い人が他
者の感情を表情から正確に読み取ることができるな
らば，共感性の高い群の課題成績が低い群のそれよ
りも高くなると予測される．
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2. 方　法

2.1 実験参加者
健常な大学生 24名（男性 6名，女性 18名）が個
別に実験に参加した．平均年齢は 21.4歳であった．

2.2 実験計画
共感性の高低（高群，低群）と表情（無表情，喜
び，驚き，怒り，恐れ，悲しみ，嫌悪）からなる 2

要因混合計画を用いた．第 1要因は被験者間要因で
あり，第 2要因は被験者内要因であった．

2.3 材　料
2.3.1 共感性を測定するための尺度
本研究では，実験参加者の共感性を測定する尺度
として，情動的共感性尺度 (加藤・高木, 1980) と
共感経験尺度改訂版 (角田, 1994) を用いた．
情動的共感性尺度 (加藤・高木, 1980) は 22 項
目の質問からなり，他者の感情（情動）に対する共
感性を測定するための尺度であった．この尺度は，
Mehrabian & Epstein (1972)が作成した情動的共
感性尺度を日本人の生活条件や生活感情にふさわし
い内容に修正し，共感性の一般的傾性を測定できる
よう構成されていた．回答方法は 7件法であり，例
えば，“私は愛の歌や詩に深く感動しやすい．”とい
う質問項目に対して，“ 7：全くそうだと思う”から
“ 1：全くちがうと思う”のいずれか 1つを選択す
るように求めた．
共感経験尺度改訂版 (角田, 1994)は 20項目から
なり，過去の経験に基づき個人の共感性のタイプを
評価するための尺度であった．この尺度は，他者理
解に通じる共感が成立するために必要であると考え
られる，他者との感情を分かちもつ共有機能と，自
他の個別性の認識がなされる分離機能に着目し，共
有経験と共有不全経験の 2 種類の下位尺度から構
成されていた．回答方法は 7 件法であり，例えば，
“腹を立てている人の気持ちを感じとろうとし，自
分もその人の怒りを経験したことがある．”という
質問項目に対して，“ 6：とても当てはまる”から
“ 0：まったくあてはまらない”のいずれか 1つを
選択するように求めた．
共感経験尺度改訂版 (角田, 1994) は，情動的共
感性尺度 (加藤・高木, 1980)との相関から基準関連
妥当性が確認されていた (角田, 1991)．これらの 2

種類の尺度の項目順序を尺度ごとにランダム化し，
A4用紙にそれらの項目を尺度別に印刷した質問冊
子を作成した．

2.3.2 表情画像
本研究では，女性 7名の表情 7種類（無表情，喜

び，驚き，怒り，恐れ，悲しみ，嫌悪）を刺激セッ
トとして，合計 49種類の表情画像を用いた．画像
の大きさは，すべて縦 480×横 640ピクセルであっ
た．表情のモデル人物は，表情の表出について特別
な訓練を受けたことのない一般大学生であった．
本研究では，モデル人物に対して表情の作り方に

関する詳細な教示は与えなかった．ただし，本研究
では，吉川・森崎 (1999)を参考に，無表情を除く 6

種類の表情について，感情を喚起させる状況説明文
に対応する表情を表出するよう求めた．具体的には，
モデル人物はデジタルカメラ（PC1209, Canon社
製）の前に座り，1頁に 1項目ずつの感情項目（た
とえば，“喜び：テストを返してもらったら予想外
に点が良かったので嬉しい”）がランダムな順に印
刷された冊子を見て，それぞれの感情を表す表情を
デジタルカメラに向かい表出した．モデル人物の表
情はデジタルカメラで撮影された．

2.4 装　置
実験参加者の反応取得および表情画像の呈示は，

Windows XPを OSとするノート型パーソナルコ
ンピュータ（NT350, EPSON社製）によって行わ
れた．液晶画面のサイズは 12.1インチであった．

2.5 手　続
実験参加者は，まず集団で情動的共感性尺度 (加

藤・高木, 1980)と共感経験尺度改訂版 (角田, 1994)

の質問紙への回答を求められ，その後，個別に表情
認知課題へ参加した．質問紙および表情認知課題の
それぞれの実施前には，すべての実験参加者に対し
てインフォームドコンセントを実施した．
表情認知課題において，49種類の表情画像がノー

ト型パーソナルコンピュータによって，実験参加者
から約 50cm の距離に位置するモニター上の中央
に連続的に呈示された．実験参加者の課題は，モニ
ター上に呈示された人物の表情が「無表情」，「喜
び」，「驚き」，「怒り」，「恐れ」，「悲しみ」，そして
「嫌悪」のいずれの感情を表しているのかをできる
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だけ正確に判断することであった．判断までの時間
制限は設けなかった．実験参加者の反応は，呈示さ
れる表情画像が 7種類のいずれの感情を表現してい
るかを，表情画像の右側に表示された 7種類のラジ
オボタンから 1種類を選択することで取得された．

1試行は以下のとおりであった．まず，注視点 (+)

が試行の開始を告げる合図として 1秒間呈示され，
その直後に 1種類の表情画像が持続呈示された．表
情画像の呈示は実験参加者の反応によって停止され
た．実験参加者の反応直後にモデル人物の意図した
感情（正解）が文字としてモニター上に呈示され，
回答に対する正解のフィードバックが与えられた．
その後 1秒間で次の試行が開始され，全 49試行後
に実験が終了した．
各実験参加者は，実験者の 7種類の表情画像を用
いた練習試行の後，本試行に参加した．本試行にお
ける表情画像の呈示順序は，実験参加者ごとにラン
ダム化された．各実験参加者が全実験の遂行に要し
た時間は約 20分であった．

3. 結　果

3.1 共感性の高低群
情動的共感性尺度と共感経験尺度のそれぞれの尺
度ごとに，各項目への回答値（選択肢の数値）を合
計し，実験参加者ごとに尺度得点を算出した．ただ
し，複数の実験参加者の内省報告から，彼らが共感
経験尺度の下位尺度である共有不全経験の質問を単
に逆転項目として判断し，質問の意図を正確に理解
していなかった可能性があり，本研究ではより直接
的に共感経験の多さを尋ねた共有経験の尺度におけ
る得点のみを分析に用いた．
最終的に，情動的共感性尺度と共感経験尺度（共
有経験のみ）の合計得点を共感性の得点とした．そ
して，実験参加者ごとの合計得点を算出し，それら
の合計得点の中央値を境に実験参加者を共感性の
高群と低群とに分けた（以下，単に高群と低群と呼
ぶ）．高群と低群の平均得点は，それぞれ 176 点
(±16)と 143点 (±14)であった（括弧内の ±を伴
う数値は標準偏差を示す）．

3.2 表情からの感情理解の正確性
実験参加者が各表情条件において選択した表情
の割合を算出し，表情条件ごとに平均選択率を求め
た．呈示された表情と実験参加者が選択した表情と

が一致している場合に正解とみなした．図 1は，モ
デル人物が表現した感情（刺激表情）に対して，実
験参加者が推定した感情（選択表情）を示す．本実
験の結果は，表情からの感情理解の正確性が表情ご
とに異なることを示した．このことは，正確性が低
い表情条件において，実験参加者が呈示された表情
画像からモデル人物の表現した感情とは異なる感情
を推定した可能性を示唆する．
そこで，実験参加者が刺激表情に対していずれ

の表情を選択したのか，また，共感性の高群と低群
の平均選択率の間に違いが認められるか否かを検
討するために，共感性の高低群 (2)×刺激表情 (7)

×選択表情 (7) からなる 3 要因の分散分析を実施
した．その結果，選択表情の主効果のみが有意であ
り (F (6, 132) = 50.44, p < .01)，1 次の交互作用
は，刺激表情と選択表情との間においてのみ有意で
あり (F (36, 792) = 168.50, p < .01)，さらに，2

次の交互作用も有意であった (F (36, 792) = 1.63,

p < .05)．
2次の交互作用が有意であったので，刺激表情ご

とに高低群間の成績パターンの違いを検討するため
に，刺激表情の条件別に，下位検定として共感性の
高低群 (2)×選択表情 (7)の単純交互作用について
分析を実施した．
その結果，刺激表情が「無表情」の条件では，選択

表情の単純主効果のみが有意であった (F (6, 924) =

237.64, p < .01)．群の単純主効果および単純交互
作用は有意ではなかった (群: F < 1; 単純交互作
用: F < 1)．選択表情の単純主効果が有意であった
ので，下位検定としてライアン法を用いた多重比較
を実施した結果，正解である「無表情」の選択率が
その他の表情条件よりも有意に高いことのみが確認
された (すべて p < .05)．
刺激表情が「喜び」条件では，選択表情の単純

主効果のみが有意であった (F (6, 924) = 384.61,

p < .01)．群の単純主効果および単純交互作用は有
意ではなかった (群: F < 1; 単純交互作用: F < 1)．
選択表情の単純主効果が有意であったので，下位検
定としてライアン法を用いた多重比較を実施した結
果，正解である「喜び」の選択率がその他の表情条
件よりも有意に高いことのみが確認された (すべて
p < .05)．
刺激表情が「驚き」条件では，選択表情の単純

主効果のみが有意であった (F (6, 924) = 169.01,
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図 1 モデル人物の感情（刺激表情）に対して実験参加者が推定した感情（選択表情）の平均選択率．
エラーバーは標準偏差を示す
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p < .01)．群の単純主効果および単純交互作用は有
意ではなかった (群: F < 1; 単純交互作用: F < 1)．
選択表情の単純主効果が有意であったので，下位検
定としてライアン法を用いた多重比較を実施した．
その結果，正解である「驚き」の選択率が最も高
く，次に「無表情」と「喜び」の選択率がその他の
表情条件よりも有意に高いことが確認された (すべ
て p < .05)．
刺激表情が「怒り」条件では，選択表情の単純主
効果，および群と選択表情との単純交互作用が有意
であった (選択表情: F (6, 924）= 97.24, p < .01;

単純交互作用: F (6, 924) = 4.12, p < .01)．群の
単純主効果は有意ではなかった (F < 1)．単純交互
作用が有意であったので，7種類の表情における高
低群についての下位検定を行った結果，群の単純・
単純主効果は「怒り」と「嫌悪」においてのみ有意
であった (「怒り」: F (1, 1078) = 19.34, p < .01;

「嫌悪」: F (1, 1078) = 5.61, p < .05)，その他の
表情において，群の単純・単純主効果は有意ではな
かった．これらの結果は，正解である「怒り」にお
いて，高群の平均選択率が低群のそれよりも高いの
に対して，「嫌悪」では，低群の平均選択率が高群の
それよりも高いことを示す．
刺激表情が「恐れ」条件では，選択表情の単純主
効果，および群と選択表情との単純交互作用が有意
であった (選択表情: F (6, 924) = 5.43, p < .01; 単
純交互作用: F (6, 924) = 3.01, p < .01)．群の単純
主効果は有意ではなかった (F < 1)．単純交互作用
が有意であったので，7種類の表情における高低群
についての下位検定を行った結果，群の単純・単純
主効果は「無表情」，「恐れ」，そして「嫌悪」にお
いて有意であった (「無表情」: F (1, 1078) = 5.61,

p < .05; 「恐れ」: F (1, 1078) = 5.60, p < .05;

「嫌悪」：F (1, 1078) = 4.78, p < .05)．その他の
表情において，群の単純・単純主効果は有意ではな
かった．これらの結果は，「恐れ」と「無表情」にお
いて，高群の平均選択率が低群のそれらよりも高い
のに対して，「嫌悪」において，低群の平均選択率が
高群のそれよりも高いことを示す．
刺激表情が「悲しみ」条件では，選択表情の単
純主効果のみが有意であった (F (6, 924) = 38.81,

p < .01)．群の単純主効果および単純交互作用は有
意ではなかった (群: F < 1; 単純交互作用: F < 1)．
選択表情の単純主効果が有意であったので，下位検

定としてライアン法を用いた多重比較を実施した．
その結果，正解である「悲しみ」の選択率が最も高
く，次に「喜び」と「嫌悪」の選択率がその他の表
情条件よりも有意に高いことが確認された (すべて
p < .05)．
刺激表情が「嫌悪」条件では，選択表情の単純

主効果のみが有意であった (F (6, 924) = 68.53,

p < .01)．群の単純主効果および単純交互作用は有意
ではなかった (群: F < 1; 単純交互作用: F < 1)．
選択表情の単純主効果が有意であったので，下位
検定としてライアン法を用いた多重比較を実施し
た．その結果，正解である「嫌悪」の選択率がその
他の表情条件よりも有意に高いことが確認された
(p < .05)．
表情認知課題の分析結果は，共感性の高低群に差

が認められたか否かの観点から，次の 2 点に要約
される．第 1 に，「無表情」，「喜び」，「驚き」，「悲
しみ」，「嫌悪」の各刺激表情条件では，実験参加者
は共感性の高低に関わらず，モデル人物が表現した
正解となる感情（刺激表情）を多く選択していた．
第 2 に，「怒り」と「恐れ」の条件では，高群が正
解を選択する割合は低群のそれらよりも高かった．
「怒り」条件では「怒り」表情の選択率が他の表情と
比較して高く，かつ，高群が低群よりも正確に「怒
り」表情を選択することが確認された．また，「怒
り」条件の結果は，低群が高群に比べて「怒り」表
情を「嫌悪」と誤って回答する割合の高いことを示
した．これに対して，「恐れ」条件では 7 種類の表
情それぞれの選択率がほぼチャンスレベル (14.3%)

に近い値を示したものの，高群が低群よりも正確に
「恐れ」表情を選択する一方で，低群が高群に比べ
て「恐れ」表情を「嫌悪」と誤って回答する割合の
高いことが確認された．

4. 考　察

本研究の目的は，表情を読み取る側の性格特性の
違いである他者への共感性の高低が表情認知の正確
性に及ぼす影響を検討することであった．実験の結
果は，「無表情」，「喜び」，「驚き」，「悲しみ」，「嫌悪」
の各刺激表情条件では，実験参加者は共感性の高低
に関わらず，モデル人物が表現した正解となる感情
を多く選択することを示した．これに対して，「怒
り」と「恐れ」の刺激表情条件では，正解の表情を
選択する割合が低群よりも高群において高いことが



206 Cognitive Studies June 2012

確認された．これらの結果は，健常者における共感
性の高低という性格特性が他者の感情を表情から読
み取ることの正確性に影響し，特に，「怒り」と「恐
れ」の両表情において共感性の高い群の表情認知が
低い群のそれよりも正確であることを示唆する．
特定の表情カテゴリー（「怒り」と「恐れ」）に
おいて共感性の高低群間に差が認められる原因とし
て，それらの表情カテゴリーに特有のメカニズムが
関与する可能性と，観察対象である表情の曖昧性に
基づく難易度の違いが関与する可能性とが考えられ
る．以下では，まず，共感性の高低によって表情認
知の正確性に違いが認められた「怒り」と「恐れ」
表情の認知メカニズムについて考察し，次に，表情
の曖昧性に基づく難易度の問題について議論する．
表情認知課題の選択率に関する本研究の結果は，
共感性の高群が低群と比較して「怒り」と「恐れ」
の表情を正確に認知することを示した．これらの結
果は，反社会的な行動を示す共感性の低い人が「怒
り」や「恐れ」を含む不快な表情の認識成績の低い
ことを示した先行研究の知見と一致する (Marsh &

Blair, 2008; Gery et al., 2009)．
「怒り」表情に対する認知の特徴は，「怒り」表情
が速くかつ正確に検出されるという知覚優位性とし
て知られている (Fox, Russo, Bowles, Pichler, &

Dutton, 2000; Hansen & Hansen, 1988; 佐藤・吉
川, 1999)．「怒り」をすばやく検出し正確に認知す
ることは，他者から向けられる脅威に適切に対応す
ることを可能にするメカニズムとして適応的である
（吉川, 2007）．共感性という他者との円滑なコミュ
ニケーションの基礎を成す性格特性が「怒り」表情
を正確に知覚することに関係するという本研究の結
果は，これらの先行研究の結果と矛盾しない．
共感性の高い人が「怒り」表情を正確に読み取る
認知メカニズムについて本研究の結果のみから断
定することは難しい．しかしながら，「怒り」の知
覚優位性が「怒り」表情を特徴づけるつり上がった
眉や下がった口元などの部分情報のみの呈示では
生じないことが報告されており (Fox et al., 2000;

Tipples, Atkinson, & Young, 2002)，共感性の高
い人は「怒り」表情における部分特徴のみならず顔
の全体処理において優れている可能性が考えられ
る．また，Gery et al. (2009)は反社会的な行動を
示す共感性の低い人が「怒り」表情を「嫌悪」表情
と混同することを報告し，彼らは両表情における形

態的な類似（眉の形）による表情解釈の誤りが生じ
ている可能性を指摘している．本研究の結果もまた，
共感性低群は高群と比較して「怒り」を「嫌悪」と
判断する割合が相対的に高いことを示した．このこ
とは，共感性が相対的に低い人は表情に対する全体
的な処理ではなく，部分の特徴に依存した処理傾向
を持つ可能性を示唆する．
「恐れ」表情においても，共感性の高い群が低い
群と比較して正解の表情を選択する割合の高いこと
を確認した．つまり，共感性の高い人は「恐れ」表
情に含まれる他者の苦痛に関する知覚的特徴をより
正確に読み取ることができると考えられる．この結
果は，「恐れ」表情に対する認知の正確性の高さが
共感的反応である向社会的行動の生起頻度の高さと
関係するという結果 (Marsh et al., 2007)と矛盾し
ない．他者の苦痛に関する手がかりを正確に同定す
ることは，他者に対する思いやりなどの共感的な関
心を高め，苦痛な状態にある人を助ける動機を生じ
させると考えられる (Marsh et al., 2007; Nichols,

2001)．
ただし，両群とも「恐れ」表情の選択率がチャン

スレベル (14.3%) に近い値を示し，かつ，その他
の表情の選択率もほぼチャンスレベルに近い値を示
した．これらの結果は，両群の「恐れ」表情に対す
る認知がその他の表情と比較して正確には行われて
いなかったことを示唆する．つまり，共感性の高い
人は低い人と比べて，表情に表れた他者の恐れを相
対的に敏感に捉えうるが，共感性の低い人と同様に
その他の表情と混同しやすい傾向にもあると考えら
れる．
最後に，「怒り」と「恐れ」の両表情において共感

性の高低群間に差が認められる別の原因として，観
察対象である表情の曖昧性に基づく難易度の違いが
考えられる．本研究では，一般大学生のモデル人物
に対して表情の表出を求めており，表情を意図的に
表出することが困難であった可能性がある．特に，
「怒り」や「恐れ」などの不快な表情を日常的に表
出することは社会的に抑制されており，表情の違い
を明確に表現することが難しかったと推察される．
そのため，表出の難しい「怒り」と「恐れ」では，
各表情が表出の容易な「喜び」などと比較して曖昧
になり，その曖昧性の高さが共感性の高低群間の成
績に違いを生じさせた可能性がある．つまり，共感
性の違いが認識の難しい曖昧な表情において認めら
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れたのであり，表情カテゴリーに特有な結果ではな
いという解釈が成り立つ．
しかしながら，本研究の結果は，「怒り」表情と比
較して正解表情を選ぶ割合の低い「悲しみ」表情に
おいて，高低群間の選択率の差が認められないこと
を示している．単純に認識の難しい曖昧な表情が高
低群間の差を生じさせているならば，「悲しみ」表情
においても「怒り」と「恐れ」と同様に高低群間の
差が認められると考えられる．また，複数の研究が，
表情の種類により選択的に異なるメカニズムの働く
可能性を報告しており (e.g., Adolphs et al., 1994;

Adolphs et al., 1999; Marsh et al., 2007; Phillips

et al., 1997; Whalen et al., 2001)，本研究の結果
は表情カテゴリーに特有の性質を反映していると解
釈される．ただし，この解釈を受け入れるには，表
情カテゴリーごとの認識の難易度を揃え，厳密に刺
激表情の曖昧性を統制した実験の実施が必要である
と考えられる．
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