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1．はじめに

社会の中で助け合いや向社会性を持続的に機能
させ，社会の成員が互いに援助し合うような仕組
みを整えていくためにはどうすれば良いのだろ 
うか。このような問題に対して，協調性や共感性
を，社会における持続的な向社会性の基盤として
位置づけ （Batson, 1991；Graziano et al., 2007）， そ
の発達過程を明らかにしたり，それを高めること
を目指す取り組みが行われたりすることがある。
例えば，登張ら （2018） は保育園児や幼児園児の
協調性と親の子育てスタイルを調査し，協調性の
発達過程を検討している。また，西村・村上・櫻
井 （2015） は対人援助職に求められる特性として
共感性に着目し，介護福祉系の専門学校生を対象
として共感性を高める教育的介入プログラムを実
施し，その効果を検証している。

その一方で，向社会的な行動は必ずしも協調性
や共感性に見られるように純粋に他者の利益を 
高めるような利他的な動機で行われるわけでは 
ない。向社会的行動は，その反対に利己的な動機
で行われることもある （Batson, Ahmad, & Stocks, 

2011）。Batson et al. （2011） は，向社会的行動の動
機を整理する中で，利己的な動機として （1） 物
質・社会・自己に関わる利益を享受するため  

（2） 物質・社会・自己に関わる罰を回避するため 
（3） 嫌悪感情を低減させるため，の 3 つを挙げて
いる。

本稿では，利己的なパーソナリティ特性に焦点
をあてて，社会における持続的な向社会性につい
て議論したい。社会における向社会性を議論する
上で利己的なパーソナリティ特性についての議論
を深めることで，向社会性の基盤として協調性や
共感性だけでなく，新たな観点から社会における
向社会性を捉え直す機会となることが期待され
る。まず，利己的なパーソナリティ特性として代
表的な Dark Triad1)（マキャベリアニズム，自己
愛傾向，サイコパシー傾向）パーソナリティを紹
介し，その概念内容について概説する。そして，
Dark Triad の利己的な特徴について，その代表的
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な知見を概観する。さらに，Dark Triad のような
利己的なパーソナリティ特性が向社会的行動とし
て現れることを示した知見を紹介し，議論する。
以上の議論をもとに，社会において向社会性を持
続的に機能させるために必要と考えられる観点を
論じる。

2．利己的なパーソナリティ特性 
―Dark Triad

利己的なパーソナリティ特性としては様々な特
性が挙げられるが，その中でも特に数多くの知見
が蓄積されているのが，Dark Triad と呼称される，
マキャベリアニズム，自己愛傾向，サイコパシー
傾向の 3 特性である （Paulhus & Williams, 2002）。
これらの 3 特性は異なった学術的背景を持ちなが
らも，いずれも共通して利己的で冷淡，かつ他者
を自分の思い通りに操る傾向性にあることから，
人の「ダークさ」を表したパーソナリティ特性と
して “Dark” Triad と総称されている （増井・浦，
2018；Paulhus & Williams, 2002）。従来はそれぞ
れ各特性が別個の関心のもとで研究されてき 
たが，近年では「ダークさ」の下位次元として
Dark Triad の 3 特性がまとめて研究されてきてい
る。ここでは，これら 3 特性の学術的背景，測定
指標，そして Dark Triad に至る概念的変遷を概説
する。

2.1　マキャベリアニズム
マキャベリアニズム （Machiavellianism） とは，

Christie and Geis （1970） によって提唱された，15
世紀の政治思想家である Niccolò Machiavelli の思
想をもとにした他者操作的なパーソナリティ特 
性である。概念内容としては他者を戦略的に操 
作することや，操作する際に伴う情動的浅薄さ，
シニカルな世界観，達成欲求などが含まれる

（Rauthmann & Will, 2011）。
マキャベリアニズムは，元々は信奉者を巧みに

操る過激派グループのリーダーに特徴的な特性へ
の関心から提唱されたものであった（Christie & 
Geis, 1970）。20 世紀半ばの当時は，他者を巧み
に操作するリーダーの特徴を説明する上で素朴心
理学や精神病理学の影響が大きかった。その一方
で，Christie and Geis （1970） は，他者を巧みに操

作するリーダーの特徴を明らかにするためにその
ような先入観を排して，その人物像の特徴をリス
トアップした。その結果，（1） 対人関係における
感情の欠落，（2） 慣習的な道徳観の欠如，（3） 全
般的な精神病理の欠如，（4） イデオロギー上の傾
倒の低さ，の特徴を挙げ，いくつかの面接調査や
古典から現代までの権力関係に関する著作に基づ
いて，これらの特徴が妥当であることを示した。

そして Christie and Geis （1970） は，古典から現
代までの著作の中でも Machiavelli の『君主論』
や『ローマ史論』に，上述した特徴も含む首尾一
貫した記述が見られることから，これらの著作の
数節を尺度項目として構成し，マキャベリアニズ
ム尺度を作成した。著作から節を抜き出す際に 
はそれぞれの一節を文章としてわかりやすいよう
に再構成しており，例えば，「重要な人物の機嫌
を取るのは賢明なことである」（Christie & Geis, 
1970；中村ら， 2012） や，「人には皆， 邪悪な性質
があり，機会があればそれが現れるものだと考え
るのが一番無難だ」（Christie & Geis, 1970；中村
ら， 2012） といった項目で構成される。そして，
その尺度の心理測定学的性質を検討し，各項目が
単一の構成概念にまとめられることを示し，こ 
れを「マキャベリアニズム」とした（Christie & 
Geis, 1970）。

Christie and Gies（1970） は “Mach” と呼ばれる
一連のマキャベリアニズム尺度を作成している
が，その中でも，現在でもスタンダードな尺度と
して用いられているのが Mach-IV である（Fehr, 
Samson, & Paulhus, 1992；Jones & Paulhus, 2009；
Paulhus & Jones, 2015）。なお，中村ら （2012） に
よって日本語版の Mach-IV も作成されている。

2.2　自己愛傾向
自己愛 （narcissism） は，古くから精神分析理論

の中で取りあげられてきた心理的機能の 1 つであ
り，Raskin and Hall（1979）によってパーソナリ
ティ特性（i.e., 自己愛“傾向”） として扱われるよ
うになった概念である。自己愛傾向の概念内容 
には，誇大性や特権意識，自己顕示欲，反応的な
攻撃，自己中心性などが含まれる （小塩・川崎， 
2011；Raskin & Hall, 1979）。

自己愛の諸特徴を自己愛性パーソナリティ障害
の操作的診断基準としてリスト化したのが『精神
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の生活を送ることが困難で，社会に重大な被害を
与える行動をするような人が「サイコパス」と呼
ばれてきたことを踏まえ，表面的魅力や情動の浅
薄さなど，その特徴をさまざまな症例をもとに定
式化した。

その後，Cleckley （1941, 1976） の臨床的記述を
もとに，いくつかのサイコパシーの診断手法が開
発され （e.g., Hare, 1985），その臨床場面で用いら
れる自己報告式の尺度が一般成人に適用された。
その結果，サイコパシーは一般的なパーソナリ
ティ特性（i.e., サイコパシー “傾向”） として扱わ
れるようになっていった。なお現在，スタンダー
ドに用いられる尺度が Self-Report Psychopathy 

（SRP） で あ る（Paulhus & Jones, 2015；Paulhus, 
Neumann, & Hare, 2016）。SRP についてはその短
縮版の日本語版の尺度も作成されている（柳田・
荒井・藤，2018）。

2.4　Dark Triad
これらマキャベリアニズム，自己愛傾向，サイ

コパシー傾向は Paulhus and Williams（2002） に
よって，人の「ダークさ」を表すパーソナリティ
特性として位置づけられた。マキャベリアニズ
ム，自己愛傾向，サイコパシー傾向は，上述のよ
うにそれぞれ異なる学術的背景を持つパーソナリ
ティ特性である。しかし，その概念内容には共通
する部分があり，これらの 3 特性はいずれも他者
に対する共感性が低く，社会に被害を与えるよう
な側面を有する （Paulhus & Williams, 2002）。この
ため，Paulhus and Williams （2002） は，このよう
な「ダーク」な特徴に基づき，マキャベリアニズ
ム，自己愛傾向，サイコパシー傾向の 3 特性を
Dark Triad と総称した。

人の 「ダークさ」 を理解する上で， Dark Triad の
3 特性は 1 つの研究で同時に測定することが推奨
されている （Furnham, Richards, & Paulhus, 2013）。
そこで，Dark Triad の 3 特性を同時に測定する簡
便な尺度として，Dark Triad Dirty Dozen （DTDD: 
Jonason & Webster, 2010）や Short Dark Triad（SD3: 
Jones & Paulhus, 2014）が開発されている。なお，
これらの尺度はいずれも日本語版尺度が作成され
ており， DTDDについては田村ら （2015）， SD3に
ついては下司・小塩（2017）で作成されている。

障害の診断と統計マニュアル』の第三版（DSM-
III; American Psychological Association: APA, 1980）
である。DSM-III では自己愛性パーソナリティ障
害の操作的な診断基準として，（1） 自己の重要性
や特別さに関する誇大な感覚，（2） 限りない成功，
権力，才気，美しさ，あるいは理想的な愛の空想
にとらわれている，（3） 顕示欲：常に注目や賞賛
を求める，（4） 冷淡さや批判に対する怒り，劣等
感，恥，屈辱感，空虚感，他人に対して無関心
だったり，打ち負かそうとしたりする，（5） 対人
関係における障害（特権意識，対人搾取，極端な
対人評価，共感性の欠如）といった項目が設けら
れている（APA, 1980）。このように，DSM-III に
よって体系的に自己愛に関する行動基準が整理さ
れた。

自己愛傾向はこの DSM-III の基準をもとに，自
己愛性パーソナリティ障害からパーソナリティ特
性として適用された。Raskin and Hall （1979） は，
DSM-III の基準から項目を選定し，Narcissistic 
Personality Inventory （NPI） と呼ばれる自己愛傾向
尺度を作成した。NPI は現在でも自己愛傾向尺 
度のスタンダードな尺度として用いられている

（Paulhus & Jones, 2015）。なお，宮下・上地（1985），
大石 （1987）， 小塩 （1998, 1999）， 小西・大川・橋
本（2006）などによって NPI の日本語版尺度が作
成されている。

2.3　サイコパシー傾向
サイコパシー（psychopathy） という用語は，古

くは反社会的に関わる全般的な障害を指す曖昧 
模糊な用語として扱われてきた歴史を持つが 

（Patrick, 2018），Cleckley （1941, 1976） によってそ
の用語の指し示す範囲が同定されて成立した概念
である。サイコパシー傾向の概念内容には，逸脱
した行動傾向，浅薄な情動性，良心の欠如などが
含まれる（Patrick, 2018）。

サイコパシーは，Cleckley（1941, 1976）によっ
て定式化されたパーソナリティ障害である。
Cleckley （1941, 1976） は，（1） 精神障害へ進行し
ている病気に苦しんでいる人， もしくは （2） 良い
学業能力を持っている一方で一般的に根拠がない
とされる信念や多くの人に不合理もしくは妄想と
さえ思われるような信念を持つ一般市民，といっ
たカテゴリーに該当しないにもかかわらず，通常
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のであり，また，現実的な理想（金や権力など）
を求めるか，自己に関する抽象的な理想（自分自
身における人生の意味など）を求めるかの違いを
表したものである。

時間的志向性の観点からは，マキャベリアニ 
ズムと自己愛傾向・サイコパシー傾向を分けるこ
とができる。マキャベリアニズムは Machiavelli
の『君主論』における戦略的記述にみられるよう
に長期的な観点に基づく傾向性を反映しており，
その一方で自己愛傾向やサイコパシー傾向はその
対人搾取的な特徴から，衝動的で短期的な観点に
基づく傾向性を反映したものと考えられる（Jones 
& Paulhus, 2011）。このような差異は， 実証的な知
見においても支持されている （e.g., Jones & Paulhus, 
2011；Kiire, Matsumoto, & Yoshida, in press）。

同一性希求の観点からは，自己愛傾向とマキャ
ベリアニズム・サイコパシー傾向を分けることが
できる。自己愛傾向は，古典的な精神分析理論の
理論的記述に見られるように誇大な自己という理
想に対する同一性希求を反映したものと考えられ
る一方で（Jones & Paulhus, 2011），マキャベリア
ニズムやサイコパシー傾向に関しては，Christie
and Geis （1970） や Cleckley （1941, 1976） の記述か
らはそのような同一性希求は想定されない。マ
キャベリアニズムやサイコパシー傾向はむしろ，
現実的な利益（e.g., 金銭， 名誉等） を求める傾向
にあると考えられる （Jones & Paulhus, 2011）。ま
た， 実証的な知見においても， これを支持する
知見が蓄積されている （Jones & Paulhus, 2010；
Furnham et al., 2013；Paulhus, 2014）。

以上の相違点を踏まえれば，Dark Triad の利己
性は，各特性によってその様相が異なることが考
えられる。マキャベリアニズムは現実的な利益を
得るために長期的な観点からときに他者の利益を
蔑ろにして戦略的に行動する傾向にある一方で，
サイコパシー傾向は目先の利益を得るために衝動
的に他者を搾取したり，利用したりする傾向にあ
ると考えられる。また，自己愛傾向は他者の迷惑
を顧みずに自身の誇大性を強引に誇示する傾向
にあると考えられる。そこで次に Dark Triad の利
己性を示す代表的な知見（Jones & Paulhus, 2017）
を紹介し，Dark Triad の各特性に特徴的な利己性
を論じたい。

2.5　まとめ
本節では，Dark Triad の学術的背景，概念内容，

測定尺度について概観した。概観してきたように
Dark Triad の 3 特性は多くの心理学的構成概念と
は異なり，概念的定義を基にした概念ではなく，
それぞれ歴史的・臨床的な人物像を基にした概念
である。したがって統一的な概念的定義はなく，
操作的定義で構成されるパーソナリティ特性であ
ると言える。そして，実証的な知見が蓄積される
につれて，それぞれの概念が共通して「ダーク」
であることが指摘され，Dark Triad と総称される
に至った。現在では Dark Triad を簡便に測定する
尺度が作成されてきており，Dark Triad に関する
研究知見が蓄積されてきている。

3．Dark Triadの 3特性の相違点と利己性

前節で概観したように，Dark Triad は助け合い
や向社会性とは反対に，他者の利益を蔑ろにして
自分の利益を求めるような利己性と関連する概念
である。それでは，具体的に Dark Triad の 3 特性
における利己性の様相はどのようなものであろう
か。これについて議論する前に，そもそも Dark 
Triad の 3 特性はどのような動機づけをその利己
性の背景としており，またその動機づけ側面を含
め，全体としてどのような概念上の差異があるの
かを概観したい。ここでは Dark Triad の 3 特性の
相違点に関する議論を整理し，Dark Triad の各特
性の利己性に関する，代表的な知見を概観する。

3.1　相違点
Jones and Paulhus （2010） は Dark Triad の 3 特性

の概念内容に関する理論的・実証的知見をレ
ビューした上で，Dark Triad の 3 特性をそれぞれ

（1） 時間的志向性 （temporal orientation）， （2） 同一
性希求（identity need）の観点から大局的にその
差異を整理している。時間的志向性は長期的な 
観点に基づいて行動するか，短期的な観点に基づ
いて行動するかの違いを表したものであり，「イ
ソップ物語」におけるアリ （長期的な観点に基
づいて行動） とキリギリス （短期的な観点に基づ
いて行動） の話に喩えることができる （Jones &
Pauhus, 2010）。同一性希求は自己に関する理想に
対して同一性を求めるかどうかの違いを表したも
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な嘘行動と関連しないと考えられる。これらの仮
説を検討するため， 研究 2 （Jones & Paulhus, 2017）
では，オンライン実験自体は研究 1 と同様のもの
であったが，実験時の利己的な嘘行動のリスクが
操作された。具体的には，実験参加者がコイン投
げを複数回行ったかどうかについて，各参加者の
データを実験者がランダムにチェックすること 
が伝えられ，もし複数回行っていた場合には実験
参加者にペナルティが課せられることが教示され
た。その実験の結果は仮説を支持しており，Dark 
Triad の 3 特性を独立変数，嘘行動を従属変数と
した回帰分析の結果，サイコパシー傾向が利己的
な嘘行動と正の関連を示した。したがって，サイ
コパシー傾向はリスク状況下においても利己的な
嘘行動をとることが示唆される。

他方で，マキャベリアニズムの利己的な嘘行動
は戦略的かつ慎重で，Dark Triad の他の 2 特性に
比べて認知資源を多く消費することが考えられ
る。このため，仮に認知資源が乏しい状況下にお
いてはマキャベリアニズムの利己的な嘘行動は 
他の 2 特性と同様のものである可能性がある。こ
のような仮説を確かめるために研究 3（Jones & 
Paulhus, 2017） では，研究 1・2 と同様のオンライ
ン実験を用いた上で認知負荷の程度が操作され
た。具体的には，実験参加者は実験群と統制群に
分けられ，どちらの群も 3 分間の英語以外の言語
で話されている英語字幕付きのインタビュー動画
を視聴するものの，実験群は英語字幕を無視する
ように，統制群は単に動画を視聴するように教示
された。その後，研究 1，研究 2（Jones & Paulhus,
2017） と同様にコイン投げの結果を申告する実験
が行われた。この時，英語字幕を無視するように
教示された実験群の方が，認知資源が奪われると
考えられた （Baumeister, Vohs, & Funder, 2007）。実
験の結果，マキャベリアニズムと操作条件の交互
作用が確認され，自己愛傾向やサイコパシー傾向
と操作条件の交互作用は確認されなかった。ま
た，マキャベリアニズムと利己的な嘘行動との関
連性は，実験群の方が統制群に比べて効果が大き
いことが示された。以上の結果から，マキャベリ
アニズムは認知資源が乏しい状況下においてサイ
コパシー傾向や自己愛傾向と同様の利己的な嘘行
動をとることが示唆された。

コイン投げの結果を申告させる実験はシンプル

3.2　利己的な嘘行動
人は一般に，自分の利益を享受するために嘘を

つくことがある （Mahon, 2008）。このような嘘行
動も，自分の利益のために他者に誤った情報を伝
える行為であり，利己的であると言えよう。Dark 
Triad の 3 特性はいずれも共感性が低く， 他者を操
作する傾向にあるため（Jones & Figueredo, 2013），
このような利己的な嘘行動との正の関連も示唆さ
れる。

Jones and Paulhus （2017） は，様々な条件下にお
ける Dark Triad と利己的な嘘行動との関連を検討
している。この研究は 5 つの研究で構成されて 
おり，研究 1 ではオンライン実験を用いて Dark 
Triad の 3 特性が利己的な嘘行動と正の関連を示
すかどうかが検討された。実験参加者は画面上で
行われるコイン投げの結果に基づいて報酬が与え
られるようになっており，表が出れば報酬がもら
えること，そして表が出た場合にはそれを申告す
るように教示された。それと同時に，コイン投げ
はプログラムの故障により複数回投げることが可
能になってしまっているが，公平性のために一度
だけ投げるよう教示された。コイン投げの結果に
ついては実験者が事前にプログラムを組んで操作
されており，一度だけ投げた場合には裏が，二回
目投げた場合にも裏が，三回目投げた場合には表
が出るように操作された。もし実験参加者が三回
投げて表が出たことを申告すれば，本当は三回投
げて表が出たところを一度だけ投げたと偽ってい
ることになるため，利己的な嘘行動とみなすこと
ができる。そしてこの利己的な嘘行動とDark Triad
の 3 特性との関連を検討した結果，Dark Triad の
3 特性はいずれも利己的な嘘行動と正の関連を示
した。この結果から，Dark Triad の 3 特性はいず
れも現実場面において利己的な嘘行動をとる傾向
にあることが示唆される。

Dark Triad の 3 特性はいずれも利己的な嘘行動
をとる傾向にあることが示唆されたものの，その
様相はそれぞれの特徴によって異なることが考え
られる。まず，前述したように Dark Triad の中で
もサイコパシー傾向は衝動的に現実的な利益を得
ようとする傾向にあるため，リスク状況下におい
ても画面上でコイン投げを複数回行うことが考え
られる。その一方で，マキャベリアニズムや自己
愛傾向はこのようなリスク状況下において利己的
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的な利己的な嘘行動との関連性が明らかにされ，
Dark Triad の利己性の様相が示唆された。全体と
して，マキャベリアニズムは戦略的かつ慎重に利
己的な嘘行動をする傾向に，サイコパシー傾向は
衝動的かつ近視眼的に利己的な嘘行動をする傾向
に，そして自己愛傾向は自己欺瞞的に利己的な嘘
行動をする傾向にあることが示唆された。

3.3　まとめ
Dark Triad の 3 特性はそれぞれに特徴的な傾向

があり，それは （1） 時間的志向性，（2） 同一性希
求の観点から弁別することができる。また，これ
らの特徴に基づいた利己的な嘘行動との関連が確
かめられてきており，この知見からマキャベリア
ニズムは戦略的かつ慎重に自分の利益を求め，そ
の過程で他者に不利益を被るようなことがあって
もそれを顧みずに利己的に行動することが考えら
れる。また，サイコパシー傾向は目先の利益を得
るために近視眼的に行動し，リスクを顧みずに他
者を欺いたり，搾取したりする傾向にあると考え
られる。自己愛傾向はリスクを考慮に入れながら
も誇大な自己を維持するために時に自己欺瞞的に
行動したりすることで，利己的な行動をとる傾向
にあると考えられる。

4．Dark Triadの向社会性

ここまで，Dark Triad の 3 特性について利己的
で反社会的な行動傾向に焦点をあてて論じてきた
が，他方で，一般に反社会的な特性であるとされ
る Dark Triad の 3 特性も，その利己的な特徴から
すれば自分の利益に繋がるのであれば向社会的と
みなされる行動をとる傾向にあると考えられる。
実際に数は少ないながらも Dark Triad と向社会的
行動との関連を示した知見は蓄積されてきている

（増井・浦，2018）。広範なレビューについては増
井・浦 （2018） に譲るとして， 本節では Dark Triad
の 3 特性のそれぞれの特徴に応じた向社会性に着
目し，各特性の研究領域においてこれまでに蓄積
されてきた知見を概観するとともに，それぞれの
特性に特徴的な向社会性について論じる。

4.1　マキャベリアニズムの向社会性
マキャベリアニズムは戦略的かつ狡猾に他者を

ではありながらも，意図的に利己的な嘘行動を
とっているのか，それとも自己欺瞞的に（例え
ば，「自分は，結局は上手くいくはずだったんだ」
というように）嘘行動をとっているのかが不明瞭
であるという問題があった。前述の同一性希求に
関する相違点を踏まえると，Dark Triad の 3 特性
の中でもマキャベリアニズムやサイコパシー傾向
は意図的に利己的な嘘行動をとっていると考え 
られる。これを確かめるために，研究 4（Jones & 
Paulhus, 2017）では，コイン投げの結果を申告さ
せる実験とは別に，異なるオンライン実験が行わ
れた。実験参加者はオンライン上で 3 つのドアの
中から 1 つしかない「あたり」のドアを選ぶよう
に求められ，あたれば報酬がもらえる，もしく
は，はずれれば報酬が少なくなるように教示され
た。そして実験参加者は全 5 回のうち何回あたっ
たのかを申告するように求められた。ただし，実
際には 1 回しか当たらないようにプログラムされ
ており，2 回以上あたったと申告した場合は嘘行
動だとみなされた。この実験はコイン投げの結果
を申告させる実験とは異なり過去の結果を「無
かった」ことにすることができないため，嘘の申
告をすることは意図的でかつ利己的な嘘行動であ
ると考えられた。実験の結果，Dark Triad の 3 特
性の中でも，マキャベリアニズムやサイコパシー
傾向のみが利己的な嘘行動との関連が確かめられ
た。したがって，マキャベリアニズムやサイコパ
シー傾向は意図的に利己的な嘘行動をとる傾向に
あることが示唆される。

研究 4（Jones & Paulhus, 2017）の結果では，自
己愛傾向は意図的でかつ利己的な嘘行動とは関 
連を示さなかった。これは，自己愛傾向が自己欺
瞞的に嘘行動をとっているからだと考えられる。
これを確認するために研究 5 （Jones & Paulhus, 
2017） では，自己欺瞞的な嘘行動を測定する尺度 

（Paulhus et al., 2003） を用いて，Dark Triad の 3 特
性と自己欺瞞的な嘘行動との関連が確認された。
Dark Triad の 3 特性を独立変数とした時，自己愛
傾向のみが自己欺瞞的な嘘行動との正の関連を示
した。したがって自己愛傾向は現実場面において
意図的というよりも自己欺瞞的に嘘行動をする傾
向にあることが示唆される。

Jones and Paulhus （2017） では，以上の 5 つの研
究により，Dark Triad の 3 特性とそれぞれに特徴
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示したり，守ろうとしたりするために （Back et al., 
2013），この特性も反社会的な特性であるとみな
されることがある （Paulhus & Williams, 2002）。し
かし，マキャベリアニズムと同様に，必ずしも自
己愛傾向の概念内容に反社会性が含まれているわ
けではない（Raskin & Hall, 1979）。自己愛傾向は
基本的には他者に自分の誇大性を示す傾向にあ
り，それ自体は反社会的な傾向ではないと考えら
れる （Back, 2018）。他方で，自己の優位性や誇大
性が脅かされているような状況下においては，自
己愛傾向は他者に攻撃をすることによって優位 
性や誇大性を維持しようとする傾向にあるため
に，反社会的な傾向が顕現することが考えられる

（Back et al., 2013；Back, 2018；Jones & Paulhus, 
2010）。したがって，自己愛傾向の場合には自分
の誇大性や素晴らしさを単に他者に示す場合に，
向社会性が顕現する場合があることが示唆される。

それを示した代表的な知見として， Konrath, Ho, 
and Zarins （2016） は自己愛傾向と向社会的行動と
の関連を検討している。この研究は 3 つの研究で
構成されており，研究 1 では，自己愛傾向と 「ア
イス・バケツ・チャレンジ」への参加有無との関
連が検討された。「アイス・バケツ・チャレンジ」
とは 2014 年に始められたアメリカを起源とした
SNS 上における慈善活動の一種である （アイス・
バケツ・チャレンジ， 2019）。SNS 上で繋がって
いる人物からこの活動への参加を指名された人
は，氷水を頭から被るか，萎縮性側索硬化症患者
を支援する ALS 協会への寄付，もしくは，その
両方を行うことが求められる。そして，氷水を
被った場合にはそれを動画として SNS 上にアッ
プロードし，次の参加者を指名する。ここで，氷
水を被ったという事実は SNS 上で公表されるが，
ALS 協会へ寄付すること自体は公表されない。
したがって，氷水を被ることは公的な慈善活動で
あるのに対して，寄付をすることは匿名上の活動
であると言うことができる。

もし，自己愛傾向が他者に自分の誇大性や素晴
らしさを示す場合にのみ向社会性を示すのだと 
すれば，氷水を被って SNS に投稿し，寄付はし
ない傾向にあることが考えられる。Konrath et al. 

（2016） は，このアイス・バケツ・チャレンジへ
の参加内容に応じて調査対象者を分類し，自己愛
傾向との関連を検討した結果，氷水を被って SNS

利用するような概念であり （Christie & Geis, 1970；
Fehr et al., 1992；Jones & Paulhus, 2009；Rauthmann 
& Will, 2011），自分の利益を得るためには手段を
選ばない傾向性であるため，一見すると反社会的
な特性であるようにも思われる。しかし，マキャ
ベリアニズムの概念には必ずしも反社会性の側面
は含まれておらず （Paulhus, 2014）， したがってマ
キャベリアニズムが反社会的な傾向を示すかどう
かは，自分の利益を最大化する上で反社会的な行
動が必要な状況かどうかに依存する可能性があ
る。もし仮に他者を助けることで得られる利益が
他者を助けることのコストを上回るような状況で
あれば，マキャベリアニズムは向社会的な傾向を
示すことが考えられる。他方で，他者を助けるこ
とのコストが利益を上回るような状況であれば，
マキャベリアニズムは反社会的な傾向を示すこと
が考えられる （Bereczkei, Birkas, & Kerekes, 2010）。

Bereczkei et al. （2010） はこの点を実験によって
検討している。実験参加者は大学のゼミの講義を
受けている学生であり，講義中に，慈善活動の代
表者に慈善活動への参加を依頼され，その慈善活
動に参加するのか，もしくは参加しないのかを選
択することが求められた。慈善活動に参加するか
否かを選択する際の状況が操作されており，ある
群では選択結果が他の学生に開示されることに
なっていた。そしてもう 1 つの群では，選択結果
が匿名になるように操作された。選択結果が開示
される場合には慈善活動に参加することは社会的
評判に繋がる可能性がある。他方で，選択結果が
匿名である場合には慈善活動に参加することは開
示される場合に比べてコストが大きく見積もられ
る可能性がある。そしてマキャベリアニズムとの
関連を検討した結果，マキャベリアニズムと状況
との交互作用が示され，匿名である場合には慈善
活動への参加と負の関連を示すが，開示されてい
る場合には慈善活動への参加との間に関連性は認
められなかった。以上の結果から，マキャベリア
ニズムは状況によって向社会性を示すかどうかが
変わることが示唆された。

4.2　自己愛傾向の向社会性
自己愛傾向は誇大な自己を維持することを中 

心として構成される概念であり （c.f., Morf & 
Rohdewalt, 2001）， 自己の優位性や特権性を他者に
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コパシー傾向はその下位側面も含め全般的に匿名
の向社会性や利他的な向社会性と負の相関，公的
な向社会性と正の相関が認められている。White

（2014） はさらに共感性を媒介変数として媒介分
析をしており，その結果，サイコパシー傾向は共
感性の低さを媒介して公的な向社会性の高さと 
関連することを示した。公的な向社会性は利己的
な報酬によって動機づけられる行動であるため
に，このような結果が得られたと解釈されている

（White, 2014）。
サイコパシー傾向の概念内容に反社会的な側面

があることから，向社会的な傾向との正の関連に
ついては解釈が難しいものの，サイコパシー傾向
は向社会的な援助を受ける人の感情を考えず，利
己的な報酬のみに焦点をあてて向社会的な行動を
行う傾向にあると解釈できる可能性がある。ただ
しその行動は必ずしも向社会的行動とは限らず，
その被援助者が迷惑であると感じれば，反社会的
行動だとみなされると考えられる。すなわち，サ
イコパシー傾向が向社会性を示す場合は，偶発的
で一方的な向社会的行動であることが考えられ
る。これは White （2014） の結果からも示唆され
るところであり， White （2014） はサイコパシー傾
向の下位側面である反社会性が共感性の低さを媒
介して向社会的行動の高さに関連することを示し
ているが，この時，直接効果は有意に負の効果を
示していた。サイコパシー傾向は被援助者への共
感性の低さを背景とした一方的な向社会性を示す
傾向にあると示唆される。

4.4　まとめ
本節では，Dark Triad の 3 特性が状況によって

は向社会的な傾向にあることを示す知見を概観し
た。全般的に，Dark Triad の 3 特性は他者から見
られているような状況下において向社会的行動を
とる傾向にあることが示されてきた。他者から見
られているような状況下においては，向社会的行
動をとることが自分にとっての利益となるため
に，Dark Triad の 3 特性はそれぞれ向社会的行動
と正の関連を示したと考えられる。

また，理論的には，Dark Triad の 3 特性はそれ
ぞれ向社会性においても異なる様相を示すことが
考えられる。例えば，マキャベリアニズムは状況
に応じて反社会性と向社会性を使い分ける傾向 

上にアップロードしたものの，寄付はしなかった
と回答したカテゴリーの参加者の自己愛傾向が他
のカテゴリーの参加者の自己愛傾向よりも有意に
高い値を示した。以上の結果から，自己愛傾向は
他者からの注目を浴びるために向社会性を示すこ
とが考えられる。

先の研究 1（Konrath et al., 2016）では，自己愛
傾向が公的な慈善活動に従事し，匿名の慈善活動
には従事しない傾向にあることが示唆された一方
で，この検討ではその関連性の背景にある傾向性
や動機づけについては検討できていなかった。も
し自己愛傾向が自分の素晴らしさを他者に注目し
てもらうために向社会的行動をする傾向にあるの
だとすれば，自己愛傾向は全般的に公的な向社会
的行動の高さ，および匿名の向社会的行動の低さ
と関連することが考えられる。また，動機づけと
の関連では利他的な動機とは負の関連を示すこ 
とが考えられる。そこで研究 2， 3（Konrath et al., 
2016）では，質問紙調査によって向社会的傾向や
その動機づけと自己愛傾向との関連が検討され
た。その結果，自己愛傾向は公的な向社会的行動
と正の相関，匿名の向社会的行動と負の相関を示
し，利他的な動機づけとは負の相関を示した。以
上の結果から，自己愛傾向が向社会的行動と関連
するのは利他性によるものではなく，その向社会
的行動が注目を集められるからであることが示唆
された。

4.3　サイコパシー傾向の向社会性
サイコパシー傾向は他者への冷淡さや衝動性，

反社会性を中心に構成される特性であり （Gordts 
et al., 2017；Jones & Paulhus, 2011）， マキャベリ 
アニズムや自己愛傾向とは異なり，その概念内容
に既に反社会性が含まれた概念である。そのた
め，サイコパシー傾向全体の向社会性についての
議論は乏しい（サイコパシー傾向の部分的な側面
における向社会性については，Patton, Smith, and 
Lilienfeld （2018） を参照）。

しかし，サイコパシー傾向も，自分の利益に結
びつく場合には向社会的な傾向として顕現する 
可能性も考えられる。実証的な知見として White

（2014） は質問紙調査により，サイコパシー傾向
と匿名の向社会性，利他的な向社会性，公的な向
社会性との関連を検討している。その結果，サイ
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て利益になるのであれば向社会的行動になりう
る。このような一種の偶発的な向社会的行動は特
にサイコパシー傾向において顕著であると考えら
れ，サイコパシー傾向の目先の利益を求める傾向
性が，受け手の解釈によっては向社会的な行動と
してみなされることがありうる。

第 3 に，そのような Dark Triad の向社会性を上
手く利用することが重要であると考えられる。
Dark Triad は，状況に介入しなければその利己性
が繰り返され，社会へのダメージが蓄積されるこ
とが考えられる。例えば，Dark Triad はゴミがあ
る状況下においてゴミをポイ捨てする行動と関 
連することが示唆されているが（下司・吉野・小
塩， 2019），状況が変わらなければ，そのポイ捨
て行動によってゴミが蓄積されていくことが考え
られる。Dark Triad 自体の個人差を変化させるこ
とは困難であるものの（Lyons, 2019），Dark Triad
が向社会的な行動として現れやすい状況を作り出
すことは可能であると考えられ，そのような状況
を積極的に作り出すことができれば，社会の中で
向社会性を高く維持できる可能性がある。

そのためには，共感性や協調性への介入だけで
なく，よりインセンティブを重視した介入や政策
にも同時に着目する必要がある可能性がある。前
述した Konrath et al.（2016）において「アイス・
バケツ・チャレンジ」への挑戦と自己愛傾向が関
連したことからも，Dark Triad の向社会的な行動
におけるインセンティブの重要性が窺える。「ア
イス・バケツ・チャレンジ」や「ふるさと納税」，

「クラウド・ファンディング」などは，このよう
なインセンティブを上手く利用した向社会的行動
を促進させる仕組みであると言えるかもしれな
い。マキャベリアニズムやサイコパシー傾向に対
しては現実的なインセンティブを，自己愛傾向に
ついては社会的なインセンティブを喚起させるよ
うな仕組みを整えることで，向社会性が促進さ
れ，結果として，社会の中で向社会性を高く維持
できることが考えられる。
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