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A　review　of　studies　on　fosterjng　children’s　empathy
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　　The　purpose　of　this　anicle　is　to　propose　a　framework　for　elementary　school　teachers　to　foster　children’s　empathy

in　the　classroom．　After　discussing　the　necessity　of　fostering　children’s　empathy，　we　reviewed　past　studies　on　ernpathy，

from　five　perspectives；　（1）　the　genesis　of　the　concept　and　its　historical　changes，　（2）　the　biological　foundation，　（3）　the

generation　process，　（4）　the　development　of　empathy，　and　（5）　the　experimental　interventions　for　advancing　the

children’s　empathy．　Based　on　the　reviews，　we　proposed　a　new　framework　which　can　overcome　the　past　issues　and　have

higher　ecological　validity　than　previous　frarrieworks，　and　suggested　future　directions．
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1．問題と目的

　私達が他者と共同で生活して行く上で重要となる態度

の一つに「共感性」と呼ばれるものがある（e．g．，　Davis，

1999；　Hoffman，　2001）o

　共感性とは，感情体験をしている他者をみたり，その

情報に接した側に生じる心的な過程である。現在の心理

学研究の中では，共感性は，「“他者の感情状態を想像す

る”認知的な側面と，“他者の感情を代理的に経験する”

情動的な側面から成る心的な過程である」と概念化され

ている（Eisenberg，2000）。例えば，自分達が遊んでい

る側で1人寂しそうにしている他者（一感情体験をして

いる他者）を見た時に，“悲しい気持ちでいるんだろう

なあ”という認知的な側面と，“自分自身も悲しい気持

ちになる”情動的な側面とが生起している状態がそれに

該当する（本稿では，この2つの側面が同時に生起して

いる状態を，その個人の中で共感性が成立している，と

呼ぶ）。

　このような共感性が，私達が他者と共同で生活して行

く上で重要となるのは，共感性の成立は，感情体験をし

ている他者が，その状況を適応的に乗り越えていくこと

を支えるような「行動」を引き起こすものとして強く作

用する（e．g．，　Eisenberg＆Miller，1987；Hoffman，1981）

からであるDここで言う「行動」とは，従来の研究の中

で「向社会的行動（Eisenberg＆Mussen，1989）」や「思

いやり行動（菊池，2008）」として概念化されてきたも

のに対応している。すなわち，「他者を助けようとした

り，他者のためになることをしょうとする行動」として

説明されるものである。もちろん，そのような「行動」

を実際に行う上では，その状況での他者の視点や意図を

理解する思考力や判断力も必要（Strayer，1987）とされ

るが，共感性の成立は，そのような「行動」を引き起こ

す要因として強く機能していることが明らかにされてい

る。従って，共感性は，私達が生きる世界の中では，具

体的な行動に結びついた時に初めて意味をもつものであ

り，それは，私達が互いに適応的に生活することを支え

ている，と言える且。

　しかしながら近年の教育現場では，“発達的には共感

性が成熟した段階にあると想定される児童であってもしt，

共感性の未発達（未成熟）さを示す児童が増加しており，

そのことが様々な対人関係上の問題を引き起こすことに

繋がっているのではないか”，との指摘がなされるよう

になっている。例えば，澤田（1992）は，共感性の未発

達（未成熟）さが，“他者との付き合い方が分からず，

うまく人聞関係を築くことが出来ない子どもが増加して

いるという問題”に繋がっていることを指摘している。

また文部科学省（2008）は，共感性の未発達（未成熟）

さが，“いじめ問題”や“学級に居場所が無い児童が増

加しているという問題”に繋がっていることを指摘して

いる。このような指摘は国外においてもみられ，例えば

イギリスやアメリカでは，児童達の共感性の未発達（未

成熟）さが，いじめ問題や暴力問題に繋がっていること

1「他者との協働／利他性」に関しては，今の社会環境を踏まえれ

ば，それ自体，現代社会を生き抜く上で必ずしも最適な戦略と
はなり得ない場合もあるとの指摘もある（e，g．，　Tomasello，2009）。

だが，共感性が重要であるという立場は，私達が他者と繋がり

を持って生きる以上，否定しようのない立場である（de　Wall，

2010）と考える。よって本稿ではその立場に立って論を進める。

2共感性は6－9歳頃には発達していることが確認されている。
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が指摘されている（e．g，，　Stephan＆Finlay，1999）。

　そのような指摘を背景に，教育現場では，「児童達の

未発達（未成熟）な共感性を，発達（成熟）した共感性

へと変化させていくこと（本稿では，このことを「共感

性の育成」と呼ぶ）」が重要な教育問題（課題）として

位置付けられるようになっている。つまり，「児童達が，

現実世界を生きる中で出会う“感情体験をしている他

者”に対して，共感性を発揮できるようになること」，

の実現が強く求められている。だが，これまでの研究の

中では，「学校教育の中で，いかにしたら児童達の共感

性の育成を実現できるのか」という問題については，十

分に系統立てて考えられていない現状にあるのではない

かと筆者らは考えている。

　そこで本稿では，従来の共感性研究を概観した上で，

児童の共感性の育成を図る際の枠組みを提案し，今後の

研究の展望を示すことを目的とする。本論文の構成は次

のとおりである。第2節では，児童の共感性の育成を考

える際の背景となる共感性研究をレビューする。具体的

には，共感性概念の歴史的変遷，共感性の生物学的基礎，

共感性の成立過程，共感性の発達，児童の共感性の向上

を意図した実験的介入，に関する知見を整理する。それ

らの知見を踏まえて，第3節では，学校教育の中で，教

師が児童達の共感性の育成を図る際の枠組みを提案し，

今後の研究の展望を示す。

2．共感性研究の概観

2．1．共感性概念の誕生と歴史的変遷

　心理学研究の領域で共感性が概念化される以前から，

現在の共感性概念に近い概念は，哲学，倫理学，美学な

どの領域で扱われてきた。心理学研究における共感性の

概念化は，Lipps（1903）が，ドイツ美学にその起源を

持つ感情移入（empatheia）の概念を心理学的に定式化

したことが始まりとされている（e，g．，　Davis，1994）。

Lippsは，私達人間が，複雑な認知処理をしなくとも，

他者の感情を代理的に経験する（自分のことのように感

じる）能力を持っていることを強調した。だが，認知的

な見解を強調する研究者の台頭に伴って，共感性の認知

的側面が重視される認知シフト（明田，1999）が生じる

ことになる（例えば，K6hler（1929）は他者の感情の理

解を強調し，Mead（1934）は自己を他者の立場におい

てものをみる役割取得能力を強調した）。しかし，1970

年前後に，実験室場面で他者の感情体験を観察させ，そ

の時に起こる「他者の感情の代理的経験」を測定する研

究（Stotland＆Dunn，1963；Stotland，1969）が行われる

ようになってから，再び，共感性の情動的側面が強調さ

れるようになった。

　このような変遷の中で，共感性概念には，「他者の思

考，感情，行為の中に自分自身を想像的に置き換えて，

その人のあるがままの世界を構築する（Dymond，1948）」

という認知的側面を強調する定義と，「他者が経験して

いるか，また経験しようとしている情動状態を知覚した

ために，観察者にも生じた情動的反応（Stotland，1969）」

という情動的側面を強調する定義の両方が存在していた。

しかし，共感性の成立過程（Davis，1999）や発達理論

（Hoffman，1987，2001）が明確化されるにつれて，共感

性には認知的側面と情動的側面の両方が深く関わってお

り，どちらも重要である（Eisenberg，2000）との見方が

定着するようになった。従って，現在の心理学研究では，

共感性は，「“他者の感情状態を想像する”認知的側面と，

“他者の感情を代理的に経験する”情動的側面から成る

心的な過程」として定義されている。本稿においてもこ

の定義を用いることにする。なお，認知的側面の称呼に

ついては「役割取得」「視点取得」「認知際目感性」，情

動的側面の称呼については「並行的感情反応」「情動薄

煙感性1というように研究者によって違いがみられる。

本稿では，認知的側面は「認知的共感性」，情動的側面

は「情動的共感性」と呼ぶことにするが，先行研究を引

用する箇所では，その研究が使用している用語を用いる

ことにする。

2．2．共感性の生物学的基礎3

　私達が示す「共感性の成立に基づいた行動」に似た行

動は，進化論的に人間に近い哺乳類や霊長類においても

みられることが報告されている（e．g．，　de　WaH，2010）。

従って，共感性は，生物学的，進化論的基礎をもつもの

であり，人間においても共感性の成立を支える生物学的

基礎が存在すると考えられている。その点についての議

論は，心理学研究の中で，共感性概念が誕生した頃から

行われてきた。例えば，Lipps（1903）は，私達は，無

意識のうちに自己を他者と同化し，他者の経験を我が事

のように感じる能力を生得的に有しているという見解を

示し，それが共感性の基礎をなしていると述べた。だが，

そこでの議論は，感覚的で実証性に乏しいという問題が

あったため，認知的な見解の提唱明達の強硬な抵抗にぶ

つかり，その後の理論的発展はみられなかった。

　しかしながら近年，神経科学の研究領域において，共

感性の成立と密接に関連していると考えられる脳細胞，

すなわち，ミラーニューロンが発見されたことにより

（Rizzolatti，　Fadiga，　Gallese，1996），再びこの問題に注目

が集まるようになった。ミラーニューロンとは，ある行

3本目は，児童の共感性の育成を考える際の背景となる共感性
研究をレビューすることが目的である。従って共感性の生物学

的基礎について議論では，この領域の研究動向を記すまでに留

める。詳細な知見についてはIacoboni＆Dapretto（2006）やde
Wa11（2010）が詳しい。
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為を自分がする時だけでなく，他者が同様の行為をする

のを見ているだけでも活動するニューロンのことである。

ミラーニューロンは，例えば，物を投げる，という動作

を自分がした時だけでなく，他者が物を投げる動作をす

るのを見ただけでも活性化する。ミラーニューロンの活

動は，他者の行為を自己の脳内に表象していると考えら

れる。従って，私達が他者の心的状態や感情を理解した

り感じ取ったりする上で重要な役割を担っていると考え

られている（lacoboni＆Dapretto，2006）。また神経科学

の研究領域では，近年，共感性の神経基盤を探る機能的

磁気共鳴画像（負mctional　magnetic　resonance　imaging，

fMRI）を中心とした機能画像研究が行われ始めている

（e．g．，　Jackson　et　aL，2006；Morrison　et　al．，2004）。それら

の研究では，他者が痛みを感じているような状況や苦し

んでいる状況を被験者に提示し，その際に活性化する脳

領域を特定するという方法が用いられている。今後，こ

の領域の研究知見が蓄積されることにより，共感性の神

経基盤が解明されることが期待される。

2．3．共感性の成立過程

　共感性が成立する過程についてDavis（1979，1983a，

1999）は，主に社会心理学における様々な共感性研究
（Dymond，　1949；　Hoffinan，　1987，　2001；　Stotland，　1969；　Coke

et　aL，1978）の成果を踏まえた上で，共感性がどのよう

な先行条件のもとで，どのような過程によって起こり，

どのような結果を生むかを示す組織モデルを示した
（Fig．1）o

　組織モデルは4つの上位構成概念，すなわち，先行条

件，過程，個人の内的結果，対人的結果からなる。第1

の先行条件には，「個人の要因」（共感性が成立すること

についての個人の傾向等）と「状況の要因」（感情体験

をしている他者との関係性や感情手がかりの強さ等）が

含まれている。第2の過程と第3の個人の内的結果には，

現在の共感性研究の中で共感性概念として捉えられてい

る側面が含まれている。ここでは，「他者の感情状態を

想像する」認知的側面は第2の過程に，「他者の感情を

代理的に経験する」情動的側面は第3の個人の内的結果

に位置付けられている（認知的側面は視点取得，情動的

側面は並行的感情反応と呼ばれる）。第2の過程には，

役割取得以外の要素も含まれているが，これは，「他者

の感情の代理的な経験（並行的感情反応）」はこれらの

要素によっても引き起こされることを意味している（つ

まり，他者の表情を無意識に模倣する「運動的マネ」，

過去に共感性が生起した時に形成された「条件付け」，

自分自身の類似の体験の想起による「直接連合」，他者

の話を聞いた際，言語を手がかりに自分自身の類似の体

験を想起する「言語媒介的連合」によっても他者の感情

の代理的な経験が生起することを意味している）。また

第3の個人の内的結果には，他者の感情を代理的に経験

したことで，他者指向的な感情反応に至るのか（例えば，

他者の苦痛を代理的に経験し，他者の苦痛を軽減したい

という気持ちになるのか），自己指向的な感情反応に至

るのか（例えば，他者の苦痛を代理的に経験し，自分が

感じた苦痛を軽減したいという気持ちになるのか）とい

う側面まで含まれている。なお，理論的には，役割取得

と並行的感情反応は一方向的な関係ではなく，双方向的

な関係であると考えられている。第4の対人的結果には，

感情体験をしている他者に向けられる行動的な反応が含

まれている。

　共感性の成立過程を問題にした従来の研究を，この組

織モデルと対応づけて整理すると，従来の研究は，大き

く，（1）「先行条件」に焦点を当てた研究，（2）「過程

（視点取得）」と「個人の内的結果」の関係に焦点を当て

た研究，（3）「個人の内的結果」内の関係に焦点を当て

た研究，（4）「過程（視点取得）」「個人の内的結果」と

「対人的結果」との繋がりに焦点を当てた研究，の4つ

に整理できる。それぞれの知見を以下に記す。

　（ユ）「先行条件」に焦点を当てた研究では，共感性の

成立がより促される状況の要因が検討されている。そこ

では，まず，次のような理論的想定を基に，3つの要因

が共感性の成立に強く影響すると考えられている（e．g，

Hoffrnan，2001）。すなわち，共感性の成立は，感情体験

をしている他者が表出している“感情手がかり”や，そ

の他者が置かれている“状況”を知覚することから始ま

先行条件 過程 個人の内的結果 対人的結果

｝1憲 援助行動

愛他的行動

向社会的行動

冥感性概念とし’t’deえられでし、る側面

Fig．1共感性の成立過程に関する組織モデル（Davis，1999）と先行研究の知見
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るので，まずは，それらの「明確さの程度」が影響する

と考えられている。とりわけ，“感情手がかり”や“状

況”が明確である程，共感性の成立は促されると考えら

れている。なぜなら，例えば，感情体験をしている他者

の「感情状態」が，表情や仕草（動き）に顕著に表れて

いれば，それを見る側は，無意識のうちに（自動的に）

他者の表情や仕草（動き）を模倣することを通じて他者

の感情を代理的に経験することが可能になると想定され

るからである。また，他者が置かれている状況が，その

他者の「感情状態」を端的に表すような状況（例えば，

一人だけ孤立しており，周囲から特別視されているよう

な状況）であれば，それを見る側は，他者の感情状態を

スムーズに想像，理解することが可能になると想定され

るからである。従って，第1の要因として，「“感情手が

かり”や“状況”の明確さ」が関係すると考えられてい

る。ただし，いくらそれらが明確であったとしても，そ

れを見る側が，その他者の状況に関与しないでも良いよ

うな状況にいるとすれば，その個人の中での共感性の成

立には至らないと考えられる。よって第2の要因として，

「他者の状況への関与度（責任性）」が関係すると考えら

れている。さらに，私達の認知的資源には限界があるの

で，全ての人に対して平等に接することは難しいと考え

られる。従って，感情体験をしている他者が自分とどの

ような関係性にある他者なのか，という要因も関係する

と考えられている（「他者との人間的関係性（要因3）」）。

　これら3要因に関する従来の研究の知見をまとめると，

一つめの要因に関しては，「今実際に感情体験をしてい

る他者」の状況に直面した時が，他者の“感情手がか

り”や“状況”が最も明確であり，共感性の成立が強く

促されること（Batson　et　al，，1995）。二つめの要因に関

しては，他者の状況への関与度（責任性）が強まる程，

共感性の成立が強く促されること（Geer＆Jammecky，

1973；Weiss　et　al．，1973）。三つめの要因に関しては，感

情体験をしている他者が見知らぬ他者ではなく，家族や

内集団メンバー，友人など自分と親近性のある他者であ

る時に，共感性の成立が強く促されること（Costin＆

Jones，1992），がそれぞれ明らかにされている（Fig．1：

知見（1））。

　（2）「過程（視点取得）」と「個人の内的結果」の関係

に焦点を当てた研究では，①視点取得特性の高さは，自

分の苦境を訴える人の放送を聞いた後での苦痛や共感を

表す形容詞への反応強度と正に相関すること（Batson　et

al．，1986），②悲しみや敵意を喚起するドラマのフィル

ムを視聴した際の刺激に対する感情反応は，視点取得特

性の高い群の方が低い群より視点取得条件では多く，客

観的に見るという条件では少なく，教示条件の効果が感

情反応の強さに影響すること（Davis＆Oathout，1987）

が示されている（Fig．1：知見（2））。

　（3）「個人の内的結果」内の関係に焦点を当てた研究

では，他者の感情の代理的な経験と，他者志向的な感情

反応との関係性が検討されている。その結果，同情を喚

起する映像を見た時の悲しみの表情（Eisenberg　et　al．，

1988），同情を喚起する映像を見た時の皮膚伝導度

（Elsenberg　et　aL，1991），感情喚起性の高い映像を見たと

きの心拍数（Eisenberg　et　al．，1994）が他者志向的な感情

反応と正に相関することが示されている（Fig．1：知見

　（4）「過程」「個人の内的結果」と「対人的結果」との

繋がりに焦点を当てた研究では，①「苦境を訴える人の

情報を注意深く聞く」という条件ではその人への援助の

意志を高める効果を持たないが，「その人の気持ちを想

像して聞く」という視点取得条件では援助の意志を高め

る効果を持つこと（Davis，1983b），②苦境にある他者の

情報に接し，他者志向的感情反応を顕著に示す人は，援

助せずに容易に逃避できる条件と逃避しにくい条件のい

ずれにおいても援助することが多いこと（Batson　et　al．，

1981，1983；Toi＆Batson，1982）が明らかにされている

（Fig．1：知見（4））。

2．4．共感性の発達

（1）共感性の発達理論

　共感性の発達に関する理論を体系的に整理したのは

Hoffman（1987，2001）である。　Hoffmanの発達理論で

は，生後間もない乳児であっても，他者の感情を代理的

に経験する能力，或いはその基礎となる能力を有してい

るとされる。だが，自他が未分化な状態の時期において

は，他者の苦痛を見て自分も同様の苦痛を感じるが，軽

減したいのは自分の苦痛であるというような自己志向的

な感情反応が中心となる。しかし，認知能力や自他意識

の発達に伴って，児童期後期には，他者の立場に立って

他者の状況をより正確に想像し，他者の経験している苦

痛を軽減したいというような他者志向的な感情反応を示

すようになるとされる。Hoffmanは，他者の苦痛を感じ

た際に，自分の苦痛ではなく，他者の苦痛を軽減したい

というような他者志向的な感情反応が生じるようになる

ことには，自他の意識の発達が関係していると説明して

いる（Hoffman，2001　p98）。つまり，子どもが自分自身

と他人とのイメージを区別するようになると，子どもが

感じる苦痛は，少なくとも部分的に犠牲者の苦痛を補う

ような配慮の感情に変換され，自分を慰めようとする動

機はそれに応じて犠牲者を助ける動機に変換される。こ

の時から，子どもが感じる苦痛はいつも同情的な要素を

含むものとなり，そうなる限りにおいて子どもは相手を

助けようとする，と説明している。Hof㎞anによれば共

感性は，次の4つの段階を経て発達するという。

　第1の段階は，生後約1年間の，対人的永続性が獲得
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される以前の時期にみられるものである。この時期から

乳児は，例えば，「他者が転ぶのをみると自分も泣き出

す」「他者が泣いているのをみると自分も泣き出す」と

いうように，他者の感情を代理的に経験していることが

示されている（Martin＆Clark，1982；Sagi＆Hoffman，

1976）。他者の苦痛を手がかりに，自分自身も苦痛を感

じているのである。しかし，この時期の乳児は，未だ，

自分と他者を区別できないので，目撃した他者の苦痛が

自分自身に起きているかのように反応している状態であ

る。　　　　　　　　　　　．

　対人的永続性が獲得され始めると，子どもは，自分で

はなく他者が苦しんでいることを認知できるようになる。

しかし，この段階の子どもは，自分自身の内的状態（考

えや感情）と他者の内的状態を区別できず，他者の内的

状態を自分自身のものと同一であると考える傾向がある。

この時期にみられる反応が第2の段階である。自分の内

的状態を他者に投射する傾向は，子どもが他者を援助し

ようとする時，自分にとって快いものを他者に与えよう

とすることの中によく現れている。例えば，泣く子を慰

めるのに「自分が可愛がっている人形を差し出す
（Radke－Yarrow＆Zahn－Walxier，1984　P90）」「自分の母親

を呼んでくる（Hoffman，1978）」といった行動はその一

例である。

　第3の段階（2－3歳）になると，子どもは，他者を

自分とは独立した内的状態をもつ者として捉え始める。

この頃から発達し始める役割取得能力の形成と関連して，

徐々に他者の感情がその入自身の欲求や事象の解釈に基

づいていることを認知できるようになる。泣いている子

を慰めるために「その人のおもちゃを差し出す」「その

人の母親を呼びにいく」というような他者の欲求や感情

に基づく反応が生じ始める時期である。この時期から児

童期にかけて，子どもの役割取得能力は発達し続け，次

第に，他者の立場を想像・推測した上での他者志向的な

感情反応を示すことができるようになる。

　児童期後期になると，子どもは，他者は特定の状況に

おいてのみ感情をもつのではなく，特定の状況を超えて

広がる人生経験の中で様々な感情を持つということを認

知できるようになる。従って，この時期の子どもは，あ

る場面に直接遭遇することでのみ共感的な反応を示すの

ではなく，日常的に慢性的に続いている他者の苦しみや，

一般的な条件からくる苦しみに対しても共感的な反応を

示すことができるようになる。これが第4の段階である。

（2）実証的な発達研究

　共感性の発達を実証的に検討した研究では，主に2つ

のタイプの測度が用いられている。1つは，絵とストー

リー提示による方法である。この方法は，ある仮想的な

入物の感情状態（喜び，悲しみ，怒り等）を描写した一

連のストーリーを提示し，登場人物の感情がどんなもの

であるか，さらには自分自身がどのような感情を感じる

かを報告させるものである。登場人物と同一の，或いは

類似した感情を自分も感じると報告した時，共感反応が

生じたものとして得点化される（従って，この方法を用

いた研究では情動的共感性が測定されている）。また1

つは，質問紙による方法で，共感性を測定する項目に対

して，自分がどの程度当てはまるかを評定させるもので

ある（この方法を用いた研究では，認知的共感性と情動

的共感性の両方，またはどちらか一方が測定されている）。

用いられている測度事に先行研究の知見を整理すると次

のようになる。

　絵とストーリー提示による方法を用いた研究では，例

えば，3歳半から6歳までの子ども達の間では年齢の増

加とともに共感性得点が有意に増加すること（Mascus　et

al．，1985；Le㎜on　et　al．，1986），小学校1年生から3年生

にかけては得点の増加が見られるが，3年生から6年生

にかけてはやや減少すること（浅川・松岡，1987）が示

されている。一方で，就学前から小学校低学年・中学年

にかけては共感性得点がほとんど増加しないことを報告

する研究もある（Feshbach＆Feshbach，1969）。

　質問紙法を用いた研究の知見を述べる。児童期を対象

にした研究では，年齢とともに，認知的共感性（役割取

得・視点取得）得点と情動的共感性得点が高まっていく

という結果が多数報告されている（e．g．，　Bryant，1982；

Strayer，　1993；　Litvack－Miller，　McDougall，　＆　Romney，　1997）o

ただし，小学校の中学年から高学年にかけては得点が減

少するという結果を示す研究も報告される（浅川・松岡，

1984）。中学生や高校生，大学生を対象とした研究では，

一貫した結果は得られておらず，それぞれの側面に関し

て，得点の増加を示す研究と，得点の減少を示す研究が

ある。

　以上の結果を関係づけるならば，小学校中学年頃まで

は認知的共感性と情動的共感性の両得点が増大するが，

それ以降はほとんど変化がみられない，と結論づけるこ

とができよう。従って，児童期後期までに共感性が発達

するというHoffmanの発達理論は，実証研究の知見と

もある程度整合する理論であると捉えることができる。

（3）共感性の発達に影響を与える要因

　共感性の発達に影響を与える要因としては，母子間の

安定した愛着関係（Mussen＆Eisenberg，1977），親の共

感性（Tomkins，1963），親の養育態度（Du㎜，1987），仲

間との社会的経験（Barnett，1987）等が指摘されている。

このうち，親の共感性が子どもの共感性の発達と関係し

ていることは，これまでの研究の中で明らかにされてい

る（e．g．，　Barnett　et　al，1980；渡辺・瀧口，1986）が，他

の要因に関しては理論的な説明に留まっている。以下で

は，それぞれの要因が共感性の発達にどのように影響を

与えるのかについて述べる。
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　母子間の安定した愛着関係＝養育者との初期の関係性

の在り方は，その後，子どもが他者と関係をもつ際の原

型的モデルとなる（Bolby，1969）。従って，養育者の敏

感な，一貫性のある応答を通して過去に自分の感情的欲

求が満たされてきた子どもは，他者の感情的欲求に調子

を合わせて，共感的に反応できるようになる（Mussen＆

Eisenberg，　1977）o

　親の共感性：親の共感的な反応が同一視，模倣などモ

デリングの過程を通して子どもに伝達される（Tomkins，

1963）o

　親の養育態度：両親が，他者に対して共感的に応答す

ることに価値を置いているとすれば，その価値を，両親

は，日常の会話やしつけの中で顕在的／潜在的に伝える。

それを通じて子どもは共感性を身に付けていく（Du皿，

1987）o

　仲間との社会的経験：Barnett（1987）によれば，仲間

は共感性の発達にとくに影響力をもつ社会化のエージェ

ントであるという。すなわち，幼児化から児童期にかけ

て増加する同年代の仲間との関わりの中で，同一の経験

を共有し合い，親密に交流し合うことによって共感性が

高められることが期待されている。なぜなら，第1に，

彼ら（仲間の誰か）が共感的な人物であるならば，彼ら

の示す行動は子どもにとってモデルとなるため，モデル

への同一化やモデリングの過程を通じて共感性の発達が

促されると考えられるからである。第2に，仲間とやり

とりする中では，様々な感情的対立や葛藤が生じ，言い

争いをしたり，喧嘩をしたりする。そのような対立や葛

藤を解消する過程では，相手の心的状態や感情を理解す

る認知的共感性の発達が促されると期待されるからであ

る。また同時に，相手の気持ちを思いやる行動や，相手

に協力したり，相手を援助したりする行動を行うことを

通じて，相手の気持ちを共有したり，配慮したりする情

動的共感性の発達も促されると考えられるからである。

2．5．児童の共感性の向上を意図した実験的介入

　従来の共感性研究の中には，僅かではあるが児童の共

感性の育成を試みた実験的介入研究がある　（Iannotti，

1978；0’connor，1977；Brigeman，1982）。ただし，認知的

共感性と情動二期感性の両側面から検討を行っている研

究はIannotti（1978）だけで，残りは認知的共感性の変

化のみを検討している。

　例えばlannotti（1978）は，道徳や友情をテーマとす

る一連の物語をロールプレイさせ，その後，自分が演じ

た登場人物がとった行動の背後にある心理状態や他者に

対する感情を推測させる学習に取り組ませることによっ

て，その前後では認知的共感性と情動的共感性に向上が

みられるか否かを検討している（1回の学習は約25分，

10日間継続して実施）。6歳児（30名）と9歳児（30名）

を対象に，それぞれ各5人から成るグループを構成し，

その学習に取り組ませる実験群と，同じ教材を読み，そ

の内容についての理解確認を行う統制群の間で結果を比

較している。その結果，認知的共感性については，どち

らの年齢においても実験群のみ得点が有意に増加してい

ることが示された。しかし，情動日共感性については，

実験群，統制群ともに有意な得点の増加は確認されなかっ

た。

　認知的共感性の変化を検討した研究では，0’connor

（1977）は，劇や人形劇を行うことを通じて様々な感情

状態を体験させる学習や，ある状況で感情体験をしてい

る他者の気持ちや，その気持ちの原因を推測させる学習

によって，子ども達の認知的共感性に向上がみられるか

否かを検討している　（1回の学習は約15分，その学習

を2か月の間に24回実施）。3歳半から4歳半の子ども

42人を対象に，その学習を行う実験群と，学習は行わ

ずに本の読み聞かせを行う統制群の間で結果を比較した

ところ，実験群において役割取得得点の有意な増加が確

認された。またBrigeman（1982）は，ジグソー学習

（Aronson　et　al．，1979）によって，児童の認知的共感性の

向上がみられるか否かを検討している。小学校5年生

（150人）を対象に，社会化の授業1単元を，ジグソー

学習によって授業を行う学級（実験群）と，教師中心の

教え込みによって授業を行う学級（統制群）に分けて結

果を比較したところ，ジグソー学習を行った学級におい

てのみ，役割取得得点の有意な増加が確認されている。

　このように，従来の研究では，一時的な介入により，

児童の認知三共感性が向上することが明らかにされてき

た。ただし，情動的共感性について検討を行った

Ia皿otti（1978）では，ロールプレイによる学習は，情

動的共感性の向上には繋がらなかった。この結果からは，

ロールプレイが行われる学習状況では，児童の情動的共

感性が十分に生起していない可能性も示唆される。本稿

では，認知争鳴感性と情動聞耳感性の両方を育成する枠

組みを提案することを目的としている。よって，次節で

は，児童の認知的共感性と情動的共感性の成立という点

も踏まえて，共感性の育成を図る際の枠組みを議論して

いく。

3．教育現場で，教師が児童達の共感性の

　　　育成を図る際の枠組みの提案

　本節では，教育現場で，教師が児童達の共感性の育成

を図る際の枠組みについて議論する。以下では，まず，

本稿が考える共感性の育成の枠組みを示す。次に，その

枠組みと従来の実験的介入研究の枠組みとの差異につい

て論じる。
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3．1　本稿が考える共感性の育成の枠組み

　本稿では，共感性の育成を考える前提として，共感性

は，単に知識として教えれば身に付くものではなく，共

感性の成立をベースとする行動を通して，その行動の意

味や重要性を理解することで獲得される，という立場に

立って論を進める。それは，共感性は，あくまで個人内

で生じる心的な過程であり，私達が生きる世界の中では，

具体的な行動に結びついた時に初めて意味を持つもので

あるため，行動とセットでその意味や重要性を理解して

いくことで，児童達は，普段の生活の様々な場面で共感

性を発揮しながら他者とやりとりできるようになると想

定するからである。

　では，その立場に立った時には，どのような枠組みで

学習を構成していけば良いのだろうか。その枠組みを考

える上では，次の2点，すなわち，（1）児童の学習内容，

（2）児童の学習を支える教師の手立て，について整理す

る必要があると考えられる。それら2点を整理したもの

をFig．2に示した。以下では，　Fig．2を参照しながらそれ

ぞれの点について論じていく。

（1）児童の学習内容

　児童の学習内容を考える上では，まず，その学習の場

で，「共感性の成立をベースする行動」が行われること

をどのように保証していくか，という点を明確にする必

要がある。それは本稿では，共感性の成立をベースとす

る行動を通して児童達は共感性を獲得する，という立場

に立っているため，そこで行われる行動が確かに共感性

の成立をベースとしている，ということが保証されなけ

ればならないからである。

　この点に関しては，共感性の成立過程を問題にした研

究の知見（Fig．1：知見（1））が参考になる。その研究の

中では，①今，実際に感情体験をしている他者に直面し

た時に（Bats・n　et　al．，1995），②感情体験をしている他

者の状況への関与度（責任性）が強まる程（Geer＆

Ja㎜ecky，1973；Weiss・et・al．，1973），③感情体験をしてい

る他者が見知らぬ他者ではなく，自分と親近性のある他

者（家族や仲間等）である時に（Costin，　Jones，1992；

Klein，1971），それぞれ共感性の成立が強く促されるこ

とが明らかにされている。この知見を基に考えるならば，

この3つの要因を満たす状況，つまり，「“今，実際に”

感情体験をしている“仲間”に対して，その仲間の状況

を解消する“責任性がある”状況」では，1）児童達の

共感性が成立した状態にあり，2）そこで行われる行動

（仲間の状況を解消する行動）は，共感性の成立をベー

スとする行動である，と理論的に想定することが可能で

はないかと考えられる。従って，児童の学習の内容は，

「今，実際に感情体験をしている仲間に対して，仲間の

状況を解消する責任性を持ち，実際に解消する行動を行

うこと」を中心に考えていく必要があると考える
（Fig．2：Phase1）。以後，共感性の成立をベースとする行

動のことを，共感的行動と呼ぶことにする。

（2）児童の学習を支える教師の手立て

　では，児童達が，共感的行動を通して，その行動の意

味や重要性を理解していくためには，教師はどのような

働きかけを行っていく必要があるのだろうか。そこでは

特に，児童達が，①共感的行動（「共感性の成立」から

「行動」）を行えるようになること，そして，②共感的行

動の意味や重要性（以後，「共感的行動の価値」と呼ぶ）

を理解できるようになること，の2点を支える働きかけ

が必要になると考えられる。

　①共感的行動を行えるようになることを支える働きか

け　まず「共感性の成立」の側面に関しては，その学習

の場で，「今，実際に感情体験をしている仲間」が自分

達の目の前にいるという状況はあったとしても，そこで

児童達が「その仲間の状況を解消する責任性」を認識し

ていない可能性も想定される。従って，教師が，児童達

に責任性を背負わせる働きかけ（例えば，自分達でその

仲間の状況を解消しなければ，その場が動いていかない

ような状況に児童達を追い込む等）を行い，児童達の

　教師の働きかけ①

響町坤軸顯即言継癬蹴になる
ドコ

轡轡轡淋巴鳶

　教師の働きかけ②一　　　　一　　一　・　一・・

i墾聯畿購購騰藩になる

臨鰯ｹ’
ｲ
1

Phase2　，

灘懸：幅出

Fig．2本稿が考える「共感性の育成」に向けた学習の枠組み
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共感性の成立を促す必要があると考えられる（Fig．2：

Phase1，働きかけ①：責任性の付与）。次に，「行動」の

側面に関しては，具体的な行動を行う上では，その状況

での仲間の視点や意図を理解する思考力や判断力も必要

になると想定される（Strayer，1987）。そのため，児童か

ら具体的な行動が生じない場合には，教師が，仲間の視

点や意図を理解することを促す働きかけを行い，児童達

が具体的な行動を行えるようにサポートしていく必要が

あると考えられる（Fig．2：Phase1，働きかけ①：仲間の

視点（意図）の理解の促し）。

　②共感的行動の価値を理解できるようになることを支

える働きかけ　上述した教師の働きかけによって，児童

達が共感的行動を行えるようになったとしても，児童達

は，自力では共感的行動の意味や重要性を理解できない

可能性が考えられる。従って，児童達から具体的な行動

が生じた際には，教師が，その行動が持つ意味を言語化

し，児童達に伝える働きかけを行う必要があると考えら

れる（Fig．2：Phase2，働きかけ②）。つまり，共感的行

動が「なぜ必要なのか」，「どういう意味（良さ）がある

のか」という点についての意味づけを教師が行うことが

重要になると考えられる。そのような教師の働きかけに

よって，児童達はスムーズに共感的行動について省察で

き，その中で，その意味や重要性を理解していくのでは

ないかと想定される。

　本稿では，以上のような枠組みで学習を構成し，実践

することで，徐々に児童達の共感性は育まれるのではな

いかと想定する。ただし，本稿では，具体的な行動を行っ

た児童だけが共感性を獲得する（Fig．2：Phase2，学び

（1））わけでなく，その学習の場を共有している児童達，

具体的には，「行動を行う児童を観察する立場の児童」

や，「共感的行動を受ける側の立場の児童」も共感性を

獲得する可能性があると想定する。なぜなら，観察者の

立場にいる児童は，その場を共にする限り，理論的には

共感性が成立している状態にあると見なすことが可能で

あるので，たとえ自分が行動できなくても，他者の行動

をモデリングする中で，共感的行動の価値を理解してい

くことを想定できるからである（Fig．2：Phase2，学び

（2））。また，共感的行動を受ける側の児童であれば，そ

の立場に立つことで「困った状況に追い込まれる人の気

持ち」や「そこで誰からも援助してもらえない人の気持

ち」を理解できたり，「他者から援助されることの喜び」

を実感できたりすると考えられるので，それらの体験を

通じて，共感的行動の価値を理解していくことを想定で

きるからである（Fig．2：Phase2，学び（3））。従って本稿

では，児童達は，これら3つの学びの立場から，また，

それぞれの立場を行き来しながら，徐々に共感性を獲得

していくのではないかと想定する。

3．2　本稿の枠組みと従来の研究の枠組みとの差異

　本稿の枠組みと，従来の実験的介入研究の枠組みとの

差異について述べる。従来の研究を，本稿の枠組みと対

応づけて整理したのがTable　lである。従来の研究は，

認知的共感性と情動重質感性の両側面を問題にしている

Iannotti（1978）を基に整理した（その研究では，一連

のストーリーを児童達でロールプレイする中で，ある児

童が「感情体験をしている人物」を演じる。その後，児

童達は，その人物の気持ちを想像したり，その人物に対

して抱いた感情を言語化したりする）。

　本稿の枠組みと従来の研究の枠組みの第一の差異は，

本稿の枠組みでは，共感性の成立に重要な役割を果たす

3要因が十分に満たされた状況の中で児童の学習を構成

している。それに対して，従来の研究の枠組みは，それ

ら3要因が十分に満たされていない状況で児童の学習を

構成している，という点にあると考える。それは，先行

研究の学習状況を，共感性の成立に重要な役割を果たす

3要因の観点から捉え直すと，以下のような問題点を指

摘できるからである。

　まず，要因①（感情体験をしている他者の“感情手が

かり”や“状況”の明確さ）の観点から指摘される問題

点を述べる。要因①に関して従来の研究では，「今実際

に感情体験をしている他者」の状況に直面した時が，他

者の“感情手がかり”や“状況”が最も明確であり，共

　　　　　　　　　　　　　Tab且e　1

本稿が提案する枠組みと，従来の実験的介入研究の枠組みとの差異

本研究の枠組み 先行研究の枠組み

共感性育成を

捉える視点

（a｝学習内容

（b）教師の役割

「共感的行動を通して，その行動の価値を理

解する」ことで獲得される

今，実際に感情体験をしている仲間に対して，

仲間の状況を解消する責任性を持ち，行動を

行う

・責任性を付与，視点（意図）の理解の促し

・共感的行動が持つ価値を伝える

「共感性の成立を体験し，共感性の成立につ

いて認知的に理解する」ことで獲得される

設定の上で感情体験をしている仮想の他者を

相手に，自己内で生じる共感性について省察

する

共感性の成立について省察させるための質問，

望ましい回答の提示
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感性の成立が強く促されること（Batson　et　al．，1995）が

明らかにされている。先行研究の学習状況においても，

児童達は，「感情体験をしている他者」に接している。

しかしながら，そこで児童達が接しているのは，あくま

で“設定の上で”「感情体験をしている他者」である。

すなわち，“今実際に”感情体験をしている他者ではな

い。従って，その学習の場では，感情体験をしている他

者の“感情状態”（例えば，“悲しい・寂しい・辛い”等）

が，「表情や仕草（動き）」，また，「その人物が置かれて

いる状況」に十分に表れない可能性を指摘できる。

　次に，要因②（感情体験をしている他者の状況への責

任性）の観点から指摘される問題点を述べる。要因②に

関して従来の研究では，他者の状況への関与度（責任性）

が強まる程，共感性の成立が強く促されること（Geer＆

Jarmecky，1973；Weiss　et　aL，1973）が明らかにされてい

る。先行研究の学習状況では，まず，児童達には，ロー

ルプレイ上の自分の役割を演じること，つまり，課題を

遂行する責任性が付与されている。そして，その状況で

の実験者の役割は，児童の省察（＝自己内で生じる共感

性の成立についての省察）を促すことが中心になってい

る。それを踏まえれば，その学習状況は，児童達が，

「感情体験をしている他者の状況への責任性」を認識す

る状況としては十分に位置付いていない可能性を指摘で

きる。すなわち，たとえ児童達がその学習の場で「責任

性」を認識したとしても，それは，「感情体験をしてい

る他者の状況への責任性」ではなく，「課題遂行への責

任性」であることを推測できる。

　最後に，要因③（感情体験をしている他者との人間的

関係性）の観点から指摘される問題点を述べる。要因③

に関して従来の研究では，感情体験をしている他者が見

知らぬ他者ではなく，家族や内集団メンバー，友人など

自分と親近性のある他者である時に，共感性の成立が強

く促されること（Costin＆Jones，1992）が明らかにさ

れている。先行研究の学習状況では，児童同士でロール

プレイを行うため，その点では，「感情体験をしている

人物」を演じているのは自分達の仲間であると捉えるこ

とができる。ただし，その学習の場で「感情体験をして

いる」主体は，あくまで“設定の上で”「感情体験をし

ている仮想の他者」である。つまり，自分達の仲間が感

情体験をしているわけではない。従って，「感情体験を

している他者が自分と親近性のある他者である」という

点についても，先行研究の学習状況では，十分に保証さ

れているとは言えないと考える。

　以上のような理由から，本稿では，従来の研究の枠組

みでは，共感性の成立に重要な役割を果たす3要因が十

分に満たされていない状況で児童の学習が構成されてい

る，と考える。先述したように先行研究では，そのよう

な枠組みで学習を構成し，児童に取り組ませることで，

その学習の前後では，認知的共感性には変化が示される

ことが明らかにされているが，情動的共感性については

ほとんど変化が生じないという結果が報告されている。

このような問題がなぜ生じるのかを考えてみると，その

原因の一つとして，先行研究の学習状況は，共感性の成

立に重要な役割を果たす3要因が十分に満たされていな

い状況にあるので，その学習の中では，児童の共感性が

十分に成立することなく，学習が展開していること，が

あるのではないかと推測される。それに対して本稿の枠

組みでは，共感性の成立に重要な役割を果たす3つの要

因が十分に満たされた状況の中で児童の学習を考えてい

るので，児童の共感性は十分に成立した状態で学習が展

開すると理論的に想定することができる。従って，その

点において，本稿が考える枠組みは，従来の研究の問題

点を克服できる可能性のある枠組みであると捉えること

ができる。

　また，本稿の枠組みと従来の研究の枠組みの第二の差

異は，本枠組みでは，共感性は私達が生きる世界の中で

は具体的な行動に結びついた時に初めて意味をもつもの

であるという前提を踏まえて，共感性と行動を一連の行

為として捉え学習を構成している。それに対して従来の

研究の枠組みでは，「共感性」と「行動」を切り離して，

共感性を単一のものとして扱い，学習が構成されている。

よってその点では，本枠組みは，従来の研究の枠組みよ

りも生態学的妥当性の高い枠組みであると見なすことが

できる。

4．今後の研究の展望

　本稿では，従来の共感性研究の知見を整理し，児童の

共感性の育成を図る際の枠組みを提案した。今後は，本

稿が示す枠組みの中で実際に児童の共感性が育成される

のか，という点についての実証的な検討を行うことが必

要なると考えられる。特に本稿の枠組みが機能するため

には，一つには，“今実際に感情体験をしている児童の

状況”があること，二つには，その状況で教師が児童達

に対して働きかけを行っていくことが可能であること，

の2点が満たされる必要がある。そのような状況として

は，例えば，「授業」の中で“特定の児童が発言過程で

困ってしまい，その場が一時的に止まってしまう状況”

や，「授業外の状況」で“児童同士のもめごとやいざこ

ざをきっかけに，特定の児童が，困った立場に追い込ま

れる状況”等があげられる。そのような「状況」で，本

稿が示す枠組みが機能すれば，児童達の共感性が向上す

るのか否かを明らかにする必要がある。そして本稿が示

す枠組みの精緻化という点では，低学年から高学年とい

う児童の発達段階に応じた状況設定や教師の働きかけの

内実についても検討し，発達段階に応じた枠組みを構成
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していくことも必要になると考えられる。そのような問

題を検討し，理論と実践の融合した枠組みを構築してい

くことが今後の研究に大いに期待される。

　また，本稿で提案する枠組みを基にした教育介入を，

教育の現場に根付かせていくためには，本稿の枠組みに

よって育まれる共感性を評価する視点も重要になると考

える。米国では，1960世代から教育介入の効果を追跡

的に検討する研究が盛んに行われている。そこでは，

「教育介入が持つ効果の持続性」や，「教育介入がその後

の生活の質に与える影響」等が，教育介入を受ける群

（実験群）と受けない群（統制群）との間で，数十年と

いった長期的な期間をかけて追跡的に検討されている

（例えば，1960年代のPerryプレスクール計画，1970年

代のAbecedarian計画等）。ただし，1980年頃からは，

教育介入を受けない群（統制群）を設けて介入研究を行

うことは非倫理的であるとの考えから，準実験計画法と

呼ばれる方法での比較が行われている（例えば，1980

年代のシカゴ長期計画等）。Mervis（2011）によれば，

それらの研究成果の蓄積は，その後の教育介入の在り方

を方法づける上で，また教育介入を促進する上で重要な

役割を果たしていると言う。このような米国の動向を踏

まえて考えるならば，本稿の枠組みによって育まれる共

感性を評価する際には，「本稿の枠組みによって育まれ

る共感性は，どの程度持続的な効果を持つのか」という

視点と，「本稿の枠組みによって育まれる共感性は，“文

脈や状況を超えて”児童達の生活の質にどのような影響

を与えるのか」という視点で評価を行うことが重要にな

ると言えよう。その際には，「（無作為割り当てによらな

いまでも）教育介入を受けていない児童達」との比較分

析や，「教育介入を受けた期間の違い」に着目した比較

分析など，教育介入の効果について可能な限り明確な評

価を下せるような工夫を行う必要がある。

引用文献
明田芳久（1999）共感の枠組みと測度一Davisの共感組

　　織モデルと多次元共感性尺度（IRI－R）の予備的検

　　四一上智大学心理学年報，23，19－31．

浅川潔司・松岡砂織（1984）共感性に関する発達的研究．

　　兵庫教育大学研究紀要，3，97－105．

浅川潔司・松岡砂織（1987）児童期の共感性に関する発

　　達的研究，教育心理学研究，35，231－240．

Batson，　C．　D．，　Bolen，　M，　H．，　Cross，　J．　A．，　＆　Neuringer－

　　Benefiel，　H．　E．　（1986）　．　Where　is　the　altruism　in　the　al－

　　truistic　personality？　Journal　of　Personality　and　Social

　　Psychology，　50．　212－220．

Batson，　C．　D．，　Duncan，　B．　D．，　Ackerman，　P．，　Buckley，　T．，　＆

　　Birch，　K．　（1981）　．　ls　empathic　emotion　a　source　of

　　altruistic　motivation？　Journal　of　Personality　and　Social

　　Psychology，　40，　290－302．

Batson，　C，　D，，　Klein，　T．　R．，　Highberger，　L．，　＆　Shaw，　L．　L．

　　（1995）．　lmmorality　from　empathy－induced　altruism：

　　When　compassion　and　justice　conflict．　Journal　of

　　Personality　and　Social　Psychology，　68，　1042－1054．

Batson，　C．　D．，　O’Quin，　K．，　Fultz，　J．，　Vanderplas，　M．，　＆　lsen，

　　A．　M．　（1983）　．　lnfiuence　of　self－reported　distress　and

　　empathy　on　egoistic　versus　altmistic　motivation　to　help．

　　Journal　of　Personality　and　Social　Psychology，　45，　706－

　　718，

Barnett，　M．　A．　（1987）．　Empathy　and　related　responses　in

　　children．　ln　N．　Eisenberg　＆　J．　Strayer　（Eds．），　Empathy

　　and　lts　Development．　Cambridge　University　Press．

Barnett，　M．　A．，　Howard，　J．　A．，　King．　L．　M．，　＆　Dino，　G，　A，

　　（1980）．Antecedents　of　empathy：Retrospective　accounts

　　of　early　socialization．　Personality　and　Social　Psychology

　　Bulletin，　6，　361－365．

Bowlby，　J．　（1969），Attachment　and　Loss：　Vol，1．　Attachment．

　　New　York：　Basic　Books．

Bridgeman，　D．　（1982）．　Enhanced　role　taking　through

　　cooperative　interdependence：　A　field　study．　Child

　　Development，　52，　1231－1238．

Blyant，　B．　K．（1982）．A皿index　of　empathy　for　children　and

　　adolescent，　Child　development，　53，　413－425．

Coke，　J，　S．，　Batson，　C．　D．，　＆　McDavis，　K．　（1978）　．　Empathic

　　mediation　of　helping：　A　two－stage　model．　Journai　of

　　Personality　and　Social　Psychology，　36，　752－766．

Costin，　S．　E．，　＆　Jones，　C．　J．　（1992）．Friendship　as　a　facilita－

　　tor　of　emotional　responsiveness　and　prosocial　interven－

　　tions　among　young　children．　Developmental　Psychology，

　　28，　941－947．

Davis，　M．　H．，　（1979）．　lndividual　Differences　in　Empathy：

　　A　Multidimensional　Approach，　Michigan：　UMI

　　Dissertation　Service，

Dayis，　M．　H．　（1983a）．　Measuring　individual　differences　in

　　empathy：　Evidence　for　a　multidimensional　approach．

　　Journal　of　Personality　and　Social　Psychology，　44，　113－

　　126．

Davis，　M．　H，　（1983b），　The　effects　of　dispositional　empathy

　　on　emotional　reactions　and　helping：　A　multidimensional

　　approach．　Journal　ofPersonality，　51，　167－184．

Davis，　M．　H．，　＆　Oathout，　H．　A．　（1987）　．　Maintenanoe　of　sat－

　　isfaction　in　romantic　relationships：　Empathy　and　rela－

　　tional　competence．　Journal　of　Personality　and　Social

　　Psychology，　53，　397－410．

Davis，　M．　H．（1999）．共感の社会心理学（菊池章夫，訳）．

　　東京：川島書店．（Davis，　M．　H．（1994）．Empathy；　A



尾之上・丸野：児童の共感性育成研究の展望 21

　　　　Social　Psychological　Approach．　Madison，　WI：　Brown　＆

　　　　Benchmark．）

Dunn，　J．　（1987）　．　The　beginnings　of　moral　understanding：

　　　　Development　in　the　second　year．　ln　J．　Kagan　＆　S．　Lamb

　　　　（Eds，），　The　Emergence　qズルわrα’めノ加Young　Children．

　　　　The　University　of　Chicago　Press，

Dymond，　R．　F，　（1948）．A　preliminary　investigation　ofthe　re－

　　　　lation　of　insight　and　empathy．　Journal　of　Consulting

　　　　Psychology，　12，　228－233．

Eisenberg，　N，　（2000）　．　Empathy　and　sympathy，　ln　M．　Lewis

　　　　＆　J．　M．　Havilland－Jones　（Eds．），Handbook　ofEmotions

　　　　C2nd　ed，）．　New　York：　Guilford　Press．　Pp，677－691．

Eisenberg，　N，，　Fabes，　R．　A．，　Murphy，　B．，　Karbon，　M．，

　　　　Maszk，P．，　Smith，　M．，　O’Boyle，　C，，　＆　Suh，　K．　（1994），

　　　　The　relations　of　emotionality　and　regulation　to

　　　　dispositional　and　situational　empathy－related　responding．

　　　　Journal　of　Personality　and　Social　Psychology，　66，　776－

　　　　797．

Eisenberg，　N．，　Fabes，　R．　A，，　Schaller，　M．，　Miller，　P，，　Carlo，

　　　　G，，　Poulin，　R．，　Shes，　C．，　＆　Shell，　R．　（1991）．Personality

　　　　and　socialization　correlates　of　vicarious　emotional　re－

　　　　sponding．　Journal　ofPersonality　and　Sociai　Psychology，

　　　　61，　459－470．

Eisenberg，　N．，　＆　Miller，　P．　（1987），　The　relation　of　empathy

　　　　to　prosocial　behaviors．　Psyehological　Bulletin，　101，　91－

　　　　119．

Eisenberg，　N．，　＆　Mussen，　P．　H．　（1989）．　The　Root　of

　　　　Prosocial　Behavior　in　Children．　Cambridge：　Cambridge

　　　　University　Press．

Eisenberg，　N，，　Schaller，　M．，　Fabes，　R．　A．，　Bustamante，　D，，

　　　　Mathy，　R．　M．，　Shell，　R．，　＆　Rhodes，　K．　（1988）．

　　　　Differentiation　of　personal　distress　and　sympathy　in　chil－

　　　　dren　and　adults．　Developmental　Psychology，　24，　766－

　　　　775．

Feshbach，　N．　D．，　＆　Feshbach，　S．　（1969）．　The　relationship　be－

　　　　tween　empathy　and　aggression　in　two　age　group．

　　　　Developmental　Psychotogy，　1，　102－107，

Geer，　J．　H．，　＆　Jarmecky，　L．　（1973），　The　effect　of　being　re－

　　　　sponsible　for　reducing　another’s　pain　on　subjects’　re－

　　　　sponse　and　arousal．　Journal　of　Personality　and　Social

　　　　Psychology，　26，　232－237．

Hoffman，　M，　L．　（1978）．　Empathy，　its　development　and

　　　　prosocial　implication．　ln　C．　B，　Keasey　（Ed．），Nebraska

　　　　5ン僻posiu〃10nルfbtivation，25，169－218．

Hoffinan，　M．　L．　（1981）．　ls　altruism　part　of　human　nature？

　　　　Journal　of　Personality　and　Social　Psychology，　40，　121－

　　　　137，

Hoffinan，　M．　L．　（1987）．　The　contribution　of　empathy　to

　　　　justice　and　moral　judgment．　ln　N，　Eisenberg，　＆　J．

　　　　Strayer　（Eds．），　Empathy　and　lts　Development　（pp，47－

　　　　80）．　Cambridge：　Cambridge　University　Press，

Hof負nan，　M．　L．（2001）．共感と道徳性の発達心理学：

　　　　思いやりと正義とのかかわりで（菊池章夫・二宮克

　　　　美，訳）．（Hoffinan，　M．　L．（2000）．Empathy　and　Moral

　　　　Development；　lmplications　for　Caring　and　Justice，

　　　　Cambridge：　Cambridge　University　Press．）

Iacoboni，　M．　＆　Dapretto，　M．　（2006）．　The　mirror　neuron　sys－

　　　　tem　and　the　consequences　of　its　dysfunction．　Nature

　　　　Reviews　Neuroscience，　7，　942－951，

Iannotti，　R．　（ユ978）．　Effect　of　role－taking　experiences　on

　　　　role　taking，　empathy，　altmism，　and　aggression．

　　　　Developmental　Psychology，　14，　119－124．

Jackson，　P．　L．，　Brunet，　E．，　Meltzoff，　A．　N．，　＆　Decety，　J．

　　　　（2006）　．　Empathy　examined　through　the　neural　rnecha－

　　　　nisms　involved　in　imagining　how　1　feel　versus　how　you

　　　　feel　pain．　Neuropsychologia，　44，　752－761．

菊池章夫（2008）社会的つながりの心理学一ぼくの社会

　　　　心理学ノート〈3＞川島書店

KOhler，　W．　（1929）．　Gestalt　Psychology．　New　York：

　　　　Liveright．

Lennon，　R．，　Eisenberg，　N．，　＆　Carroll，　J，　（1986）　．　The　rela－

　　　　tion　between　empathy　and　prosocial　behavior　in　the　pre－

　　　　school　years．　Journal　of　Applied　Developmental

　　　　Psychology，　7，　219－224．

Litvack－Miller，　W．，　McDougall，　D．，　＆　Romney，　D，　M．，

　　　　（1997）　．　The　structure　of　empathy　during　middle　child－

　　　　hood　and　its　relationship　to　prosocial　behavior，　Genetic，

　　　　Social，　and　General　Psychology　Monographs，　123，　303－

　　　　324．

Tomasello，　M．　（2009）．　PVIty　Me　Cooperate．　The　MIT　Press．

Marcus，　R．　F．，　Roke，　E．　J．，　＆　Bruner，　C．　（1985），Verbal　and

　　　　nonverbal　empathy　and　prediction　of　social　behavior　of

　　　　young　chiidren，　Perceptual　and　Motor　Skills，　60，　299－

　　　　309．

Martin，　G．　D．，　＆　Clark，　R．　D．　（1982），　Distress　crying　in　in－

　　　　fants：　Species　and　peer　specificity．　Developmentai

　　　　Psychology，　18，　3－9．

Mead，　G．　H．　（1934），　Mind，　Self　and　Society．　Chicago：

　　　　University　of　Chicago　Press．

Merbis，　J．　（2011）．　Past　successes　shape　effort　to　expand　early

　　　　intervention，　Science，　333，　952－957．

文部科学省（2008）人権教育の指導方法等の在り方につ

　　　　いて［第三次とりまとめ］〈http：〃wwwmextgojp／b＿

　　　　menufhoudou／19／08／07080133．htm＞2008年6月29日）

Monison，　1，，　Lloyd，　D．，　Di　Pellegrino，　G．，　＆　Roberts，　N．

　　　　（2004）．　Vicarious　responses　to　pain　in　anterior　cingulate



22 九州大学心理学研究　第13巻　2012

　　　　cortex：　ls　empathy　a　multisensory　issue？　Cognitive，

　　　Affective　＆　Behavioral　Neuroscience，　4，　270－278，

Mussen，　P，　＆　Eisenberg－Berg，　N．　（1977）．　Roots　of　Caring，

　　　　Sharing，　and　Helping：　The　Development　of　Pro－social

　　　　Behavior　in　Children．　SanFrancisco：　W，　H．　Freeman，

　　　　菊池章夫訳思いやりの発達心理金子書房1980．

O’Connor，　M．　（1977）．　The　effect　of　role－taking　training　on

　　　　role－taking　and　social　behavior　in　young　children．　Social

　　　　Behavior　and　Personality，　5，　1－11．

Radke－Yarrow，　M．，　＆　Zahn－Walxler，　C．　（1984），　Roots，　mo－

　　　　tives，　and　patterns　in　children’s　prosocial　behavior．　ln　E，

　　　　Staub，　D．　Bar－Tal，　J．　Karylowski，　＆　J，　Reykowski

　　　　（Eds．），　Development　and　Maintenance　of　Prosociai

　　　　Behavior　（pp．81－99）．　New　York：　Plenum）

Rizzolatti，　G．，　Fadiga，　L．，　Gallese，　V．，　＆　Fogassi，　L，　（1996）．

　　　　Premotor　cortex　and　the　recognition　of　motor　actions，

　　　　Cognitive　Brain　Research，　3，　131－141．

Sagi，　A．，　＆　Hoffinan，　M，　L．，　（1976）．　Empathic　distress　in　the

　　　　newborn．　Developmental　Psychology，　12，　175－176．

澤田瑞也（1992）共感の心理学　そのメカニズムと発達

　　　　　　世界思想社

Stephan，　W．　G．，　＆　Finlay，　K　（1999）．　The　role　of　empathy　in

　　　　improving　intergroup　relations，　Journal　ofSocial　lssues，

　　　　55，　729－743．

Stotland，　E．　（1969）．　Exploratory　investigation　ef　empathy．

　　　　In　L．　Berkowiz　（Ed．），Actvances　in　Experimental　Social

　　　　Psychology　（Vol．4，　pp．271－314）　New　York：　Academic

　　　　Press．

Stotland，　E．，　＆　Dunn，　R．　（1963）．　Empathy，　self－esteem，　and

　　　　binh　order．　The　Journal　of　Abnormal　and　Social

　　　　Psychology，　66，　532－540．

Strayer，　J．　（1987），　Affective　and　cognitive　perspectives　on

　　　　empathy，　ln　N．　Eisenberg　＆　J　Strayer　（Eds．），　Empathy

　　　　and　lts　Development　（pp．218－244）　New　York：

　　　　Cambridge　University　Press．

Strayer，　J，　（1993）．　Children’s　concordant　emotions　and

　　　　cognitions　in　response　to　observed　emotions，　Child

　　　　Development，　64，　188－201．

Toi，　M．　＆　Batson，　C．　D．，　（1982）．　More　evidence　that　empa－

　　　　thy　is　a　source　of　altruistic　motivation．　Journal　of

　　　　Personality　and　Social　Psychology，　43，　281－292．

Tomkins，　S．　S．　（1963）．　Affect，　Imageりy，　Consciousness．：

　　　　VoL2．　The　negative　affect，　New　York：　Springer　Verlag．

de　Wail，　F．（2010）．共感の時代へ動物行動学が教えて

　　　　くれること（柴田裕之，訳）．（de　Wall，　F．（2009）．

　　　　The　Age　of　Empathy：　Nature　’s　Lessons　for　A　Kinder

　　　　Society，　Crown．）

渡辺弥生・瀧口ちひろ（1986）幼児の共感と母親の共感

　　　　との関係．教育心理学研究，34，324－331．

Weiss，　R．　F．，　Boyer，　J．　L．，　Lombardo，　J．　P，，　＆　Stitch，　M．　H．

　　　　（1973）．　Altruistic　drive　and　altruistic　reinforcement．

　　　　Journal　of　Personality　and　Social　Psychoiogy，　25，　390－

　　　　400．


