
行ってきました！「 京
みやこ

まなびミーティング」

その模様をマナビィが御報告します！④

日 時 ： 平成２４年１月２３日（月）午前１０時～１２時

場 所 ： 親と子のこころの電話相談員研修

講 師 ： 吉川 左紀子委員（京都大学こころの未来研究センター長）

テーマ ： 心をつなぐ仕事：２種類の共感力を育てる

○ イントロダクション

私は認知心理学が専門で，人間が物事を認識し，頭

に記憶し知識にして，それを使って生活をするプロセ

スを実験的な方法で調べる研究，特に顔・表情認識の

研究をしています。

「京都大学こころの未来研究センター」に勤務して

おり，2007 年にセンターができて５年目になりま

す。どうしてこの名称になったのかとよく聞かれます。

こころを研究するのに，かっちりとした名前（心理学

研究所など）だと最初から枠や制約を作ってしまうこ

とになりますが，「こころの未来」とつけた途端，あ

やふやさが漂います。自分たちもこれをやると断言で

きるものがたくさんあったわけではなく，あやふやな

部分がありました。この名称にして良かったことは，

大学以外から「こういう研究ができないか」「こうい

うことを知りたいけれど扱っているか」という問合せ

が来るようになったことです。大学という高い塀の中

の組織に「窓」をつけられたような気がします。教育

学研究科の教員をしていた 10 年ほどとセンターで

の５年では入ってくる情報も自分の考えも大きく変

わりました。

○ 京都大学こころの未来研究センターの目指すもの

目指しているのは，「いろいろな学問領域をつなぎ

たい」ということです。大学の研究というのは，見え

ないブロックのように区分けされていて，専門家はそ

れぞれのブロックの中で仕事をするようなしくみに

なっています。そこで，こころの未来のようなセンタ

ーでは，異なる研究分野をつなぐことで見えてくる，

新しい問いを取り上げるような研究がしたいと考え

ています。また，研究結果ができるだけ広く活用され

るように，社会に向けて情報発信したい。今日のよう

に，直接お話をしたり，インターネットや論文・書籍

でもセンターの研究成果を発信しています。

研究としては，次の５年に向けて，センターでは３

つの知，「伝統知」「実践知」「潜在知」を大事にして

いこうと思っています。

人間が作り出してきた文化や歴史の中に，これから

の人間の生き方を考える手がかりがあるのではない

か，というのが「伝統知」を重視する理由です。古い

ものの中から現代的なもの，未来につながるものを探

そうということなのですが，具体的な取組としては，

４月からブータン仏教の研究室を立ち上げて，研究を

していきます。最近，京都にもブータン国王が来られ

て話題になりました。私は京都大学のブータン友好プ

ログラムの世話人をしていますが，ブータンは不思議

な国で，一度ブータンに行った多くの日本人がまた行

京都市社会教育委員が学校や地域に出張し，各専門分野に関する特別授業や公開討議を行う「京
みやこ

まなびミーテ

ィング」。第４回目は，吉川左紀子委員の御担当です！またまた，わたくしマナビィが取材してまいりましたので

御報告します！

親と子のこころの電話（075－801－1177）とは…

〇 昭和 59 年に京都市 PTA 連絡協議会・京都市生涯学習振興財団・京都市教育委員会の

共催により開設された電話相談機関です。

〇 訓練を受けたボランティアの相談員が，育児や親子関係，友達や進路のことなど様々な

悩みを抱えた親や子どもたちの相談に，受話器のむこうにある「心」に寄り添いながら，

丁寧に耳を傾けています。

〇 青少年の健全育成と相談員自身の生涯学習及び研修成果の家庭・地域への還元を目的と

して活動しています。



きたいと言います。人口約 70 万人，面積は九州より

ひとまわり小さい発展途上国で，まだ電気のない地域

もあります。北は中国，南はインドで「象とライオン

の間にはさまれた蚊」などと揶揄されるほど小さい国

ですが，日本に来た若い国王は，国会で素晴らしい演

説をして多くの国会議員のこころを動かしました。ブ

ータン国王の国会演説はインターネットでも映像が

見られますので，一度御覧になってください。本当に

素晴らしい演説なのです。これはひとつの例なのです

が，他にも人のこころを掴む要素をブータンはたくさ

ん持っています。私たち日本人の今までの生き方や価

値観は本当にこれでよかったのかと考え直すための

手がかりがたくさんある国です。

きます。口角が上がっているから楽しい気持ちなんだ

とか，みけんに皺が寄っているから怒っているな，と

いったように，シンプルなパターン認識のようなしく

みで理解しているわけではありません。表情認識につ

いてはまだいろいろな問題が残されています。

○ 共感力

「共感」には大きく分けて「認知的共感」と「情動

的共感」の２つがあります。

ブ

ブ

平成 23 年に，国賓として来日してくださった

ータン国王と王妃は素敵だったな… 大好きな
チベット仏教の研究者が，チベット仏教とブータン

仏教のつながりを研究テーマにしたいということで，

センターで研究室を準備しました。これからの日本人

のこころの未来を考えるときに，ブータンの「伝統知」

がとても役立つのではないかと思います。

「実践知」については，こころのケアや発達障害の

子供さんの支援などさまざまな実践の中で得られた

知識を社会に発信していこうと考えています。

「潜在知」については，おもに脳科学のアプローチ

で，人間の意識にのぼらないレベル（意識下）でのさ

まざまなこころの働きを明らかにしていこうと思っ

ています。

こころの未来研究センターでは，この３つの知を中

心にして，活動していきます。

○ これまでの研究について

私はこれまで顔や表情の認識に関する研究をして

きました。はじめの頃は，顔の記憶の仕組みに関心が

あって，人はどうやってたくさんの顔を覚えるのか，

といった記憶方略の問題を心理実験で調べていまし

た。

最近は，表情認識の研究が中心です。私たちは，家

族や仕事場の同僚の顔を見て，今日は機嫌がいいとか、

ちょっと元気がないとか，すぐにその人のこころの状

態が分かります。でも，表情のどんな特徴から「気持

ち」を理解しているのか，その理解は果たして正確な

のか，といったことはまだよく分かっていないのです。

「共感する」とか「こころを理解する」と一言で言

いますが，「なぜ自分は家族や知り合いの気持ちが分

かると思えるのか」と改めて考えると，意外に根拠が

分かりません。分かっていると思い込んでいるだけか

もしれないですね。表情には自然な感情が表れるだけ

でなくて，作り笑いもできるしポーカーフェイスもで

○ 認知的共感について

「認知」とは，見たり聞いたり考えたり記憶したり，

といったような，知的なこころのはたらき全体を指す

ことばです。認知的共感は，他者の視点にたってもの

ごとを考えることを言います。たとえば，人が今，何

に注意を向けているかを知るには，相手の視線の方向

に何があるのか，そこにあるものが相手の目にはどう

映るのかを考えることになります。バスに乗ろうとし

て走っている人の目の前でドアが閉まれば，その状況

での自分の気持ちを想像して，その人が「がっかりし

ている」と推論することができますね。こんなふうに，

他者のこころの状態を理解するプロセスを私たちの

こころは持っています。人の行動や言葉などを手がか

りに，その人のこころの状態を推測できるのは，とて

も大事なこころのはたらきです。

私たちは，日常，何となくまわりの人のこころがわ

かっているような気で暮らしているのではないでし

ょうか。ですが，たとえば，自分の子どもや配偶者，

親が，どんなことを考えているのか，とか，何を一番

大切にしているのか，とか，そういったことを自分は

どれくらい理解できているかを改めて考えると，意外

によく知らなかったりします。

認知的な共感で大事なことは，まず「相手の存在に

注意を向けてよく考える」ということです。表情をよ

く見たり，行動を観察したり，相手の言葉の１つ１つ

のもつ意味をよく考えたりする必要があります。

○ 情動的共感について

「情動的共感」は，喜んでいる人を見て自分もうれ

しくなったり，悲しんでいる人を見て自分も悲しくな

る，というように，自然に人と同じ気持ちになること

を指し，「認知的共感」とは性質が異なります。

ータンのお話をされる吉川委員は楽しそう！



最近の脳科学の研究から，「情動的共感」を担う脳

の領域と「認知的共感」を担う脳の領域は違っている

ことがわかってきました。相手のことを理解するとか，

人の気持ちを考えるときには，その２つの共感のバラ

ンスがとても大事です。共感力には個人差があります

し，どちらかの共感が苦手，といったこともあります。

○ 「ミラーニューロン」とは？

「情動的共感」に関して，話題になっているのが「ミ

ラーニューロン」です。

脳には，入力情報を処理する領域と，運動などの出

力に関わる領域がそれぞれあるのですが，他人の行為

を見ている時（つまり入力時）と，自分がそれと同じ

行為をする（つまり出力時）とで同じニューロン（神

経）が活性化することが最近知られるようになりまし

た。物を持つときに活性化する脳の領域が，他人が物

を持つのを見ている時にも活性化する。こういうニュ

ーロンがサルの脳にあることをイタリアの神経科学

者が 199０年代に発表して，「ミラーニューロン」と

名付けました。人の場合は，「ミラーニューロンシス

テム」とか「ミラーシステム」と呼ばれています。

では，相手の表情を見ている時に脳の中で何が起こ

るのか。表情を見て相手の感情がわかるということを

「認知的共感」で理解すれば，まゆが寄って口がへの

字になる＝怒りと認識するやり方かもしれません。一

方「ミラーシステム」による共感のしくみがはたらく

とすれば，相手の表情の変化を見ている時に，自分の

表情を動かす仕組みが脳の中で活性化する可能性が

考えられます。本当にそんなしくみがはたらくのか，

実際に調べてみました。

ＭＲＩ装置の中にいる人が，寝た姿勢のまま表情の

画像が見えるような仕掛けを作り，それを見ている時

の脳活動を計測しました。すると，真顔から笑顔とか，

真顔から恐怖の表情に変化する動画を見ている時に，

表情の静止画を見た時と比べて運動前野が活性化し

ていることが分かりました。運動前野というのは，運

動の準備に関わる脳領域で，ミラーニューロンシステ

ムが存在すると言われています。変化する表情を見て

いるときにこの領域が活性化することから，他者の表

情を見ているときに，自分も表情を動かす準備をして

いる，つまり相手の感情を自分の表情の動きでなぞら

えて理解するしくみがあるのかもしれない，と考えま

した。

次に，表情の変化を見ている人の表情はどのように

変化するのか（しないのか）を調べる研究を行ってみ

ました。

実験協力者の人が，自分の表情がカメラで撮られて

いることを意識してしまうと自然な表情が出ないの

で，プロンプターという装置（モニターの後ろにカメ

ラが隠してあり，モニターにはハーフミラーで映像が

出る装置）を使って，実験協力者には何もせずじっと

モニターに映る短い表情動画を見てもらい，その時の

表情を撮影しました。すると，変化する表情を見てい

るときに，その映像の表情と同じようにみけんに皺が

寄ったり，笑顔を見ているときに口角が上がるといっ

たような，同調する動きがみられることが分かりまし

た。

さらに，実際のコミュニケーションにより近い状況

でも実験をしてみました。友達同士で実験に参加して

もらい，Ａさんはカメラに向かっていろいろな表情を

作り，Ｂさんには「Ａさんがいろいろな表情を作るの

で，どういう感情を表しているか考えてください」と

依頼して，A さんの感情を考えながら表情を見てい

る B さんの表情がどう変化するのかを撮影したので

す。

すると，短い表情動画を見ているだけの先の実験よ

りも，相手の表情と類似した表情の変化がよりはっき

りとみられることが分かりました。また，そうした表

情の同調がみられた人が自分の表情の動きに気づい

ているかというと，そうではないようです。実験の後

で「自分の表情の変化に気づきましたか？」とＢさん

に聞くと「別に…」という返事なのです。無意識に同

じ表情になっているんですね。

視覚的な情報を分析して，口角が上がる＝笑顔，み

けんにしわが寄る＝怒りというような，認知的判断で

の理解ではなく，相手の表情に思わず自分の表情が合

ってしまう，それによって相手の気持ちを直接感じ取

るというのは，表情に表れた他者の感情を自分の感情

にシミュレートする（なぞらえる）ことで理解する情

動的共感といえるでしょう。

実は「認知的共感」も「情動的共感」も非常に個人

差が大きく，全員が同じように相手の気持ちに対して

共感するといったものではありません。実験を用いた

心理学の研究では，個人差を扱うのが得意ではないの

で，個々人の共感力の違いをどう説明するのか，共感

力をどう育てたら良いのか，といった疑問に応えるに

はさらに研究を進める必要があります。



顔や表情認識の研究は，私が大学院生だった３０年

前はあまり進んでいませんでしたし，そうした研究テ

ーマに関心をもつ研究者も少なかったのです。ですが，

ｆMRI のような脳画像イメージング研究がさかんに

なってきた 2000 年代になると，研究論文数が急激

に増えてきました。人間のこころや感情，共感力に対

する関心が，社会的にも高まっていると思います。他

者のこころを理解するとはどういうことなのか，共感

するとはどういうことなのか，といった基本的な問い

かけに対する心理学研究も，顔・表情認識や共感，ソ

ーシャルブレーン（社会脳）をキーワードに多くの研

究がおこなわれています。これからいろいろなことが

わかってくると思います。

○ カウンセリング対話の研究から

こころの未来研究センターではカウンセリング対

話の研究も行っています。私はカウンセリングの専門

家ではないので，カウンセラーとの対話を通してクラ

イエントのこころの状態が大きく変化していくのは

どうしてなのか，とても不思議に思っていました。そ

れで，聴き手の専門家であるカウンセラーの聴き方に

ついて研究をしています。

模擬カウンセリングを行い，発話の内容を分析する

のではなく，発話の長さや沈黙の時間パターンなどを

手掛かりに行動分析をしました。対人不安がある大学

生が高校の先生（非専門家）あるいはカウンセラー（専

門家）に相談に来たというシチュエーションです。

非専門家が悩み相談を受けた場合，相談を受ける側

の発話がかなり多いことがわかりました。悩み相談の

典型的な形は，話し手であるはずのクライエント（相

談者）があまり話せず，相談を受ける側がたくさん話

してしまうケースです。

これが，専門家の場合は，まったく様相が変わって

きます。特徴的なのは，話の最中に比較的長い沈黙が

入ることです。電話相談の場合は，沈黙の時間を取る

というのは難しいと思いますが，専門家の聴き方を分

析して顕著だったのは，クライエントが黙ったときに，

遮らないのです。それが本当にすごいと思いました。

核心部分となる非常に大事なことをクライエントが

話している時，ことばを見つけられずに途中で黙り込

んでしまっても，専門家は次の言葉をずっと待ってい

ます。専門家によると，日常の対話はシャワーを浴び

るようにどんどん流れるけれど、カウンセリングは風

呂に水を溜めていくようなもので，相手の言ったこと

がバスタブに溜まり，そこに２人で入っている感じな

のだということでした。２人で入っているということ

は，相手の対話と自分のこころの中で起こっているこ

とが区別されない，ある種一体感を作りながら，相手

の話を聴きとっていくことなのかと思います。

カウンセラーとクライエントが話す時間，沈黙の時

間などを機械的に計っていきましたが，聴き手の専門

家であるカウンセラーが話す時間はとても少なくて

クライエントが話す時間が多く，沈黙の時間が５０分

間の対話の間，少しずつ増えていきます。非専門家の

場合は全く逆で，どんどん話す量が増えていきます。

一生懸命アドバイスし，最後のほうではくたびれて話

す量が少なくなります。専門家の場合は，クライエン

トがゆっくりと自分の中の思いと向き合いながら，カ

ウンセラーに話をしています。対話と言うより自問自

答の中にもう一人見守り手が入っている，そういう感

じやりとりになっているということがわかりました。

このように，専門家と非専門家とでは同じシチュエー

ションを設定しても対話の仕方がかなり違うことが

わかってきました。

もう１つ調べたのが，身体の動きの同調，という点

です。カウンセリング後，カウンセラーが「今回は話

が深まった」と思うとき（高評価）と「深まらなかっ

た」と思うとき（低評価）の事例を取り出して，カウ

ンセラーとクライエントの体の動きがどれくらい同

調しているかを分析しました。すると，高評価の事例

ではクライエントの動きにカウンセラーが合わせて

いる同調が大変多く見られ，低評価の事例ではあまり

同調がみられないという結果になりました。

カウンセラーの自己評価は，言葉の深まり・対話の

深まりで判断されていると思うのですが，身体の動き

の同調という面でも，すぐれた専門家は，専門家らし

さを反映した結果になっていました。専門家の聴き方

には，発話の長さ，沈黙の長さなどに非専門家と大き

な違いがありますが，身体の動きのような非言語的な

部分にも独特の特徴がみられることがわかってきま

した。
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プロは相談者の話をじっくり聴くけれど，普通

人はたくさんアドバイスをしてしまう…こころ
エントが語るどんな話でもしっかり受け止

いうことは，すごく大変です。恐らく，人は

も話すほうが楽だと思います。すぐれたカウ

は，どんな球でも受け止めるキャッチャーの

割をしているのではないかというのが，私の

。どこからどんなふうに投げられるかわから

ル（悩みを語ることば）をしっかりと受け止

た，相手が受け止められるような強さで，ボ

いづちのことば）を投げ返す。そうしたすぐ

家の聞き方の特徴がどういうところにあり，

とどう違うかをきちんとデータで示すこと

ンセリングとは何かを理解するうえで意味が

っています。

たりがあるかも？！



○ 最後のまとめへ～対話の知～

ある熟練のカウンセラーは、クライエントの話を

「聴くこと」には心構え，覚悟がいる，と言っておら

れました。相手の感情に焦点を当てて聴くことが大事

だとも言われていました。例えば，クライエントが「何

もありません」と言葉では言っていても感情はどうか。

そこに焦点を当てて聞くと，言葉の表面だけの理解で

はない聴き方になるでしょう。電話なら，声のトーン，

力強さ，話すスピード，その人のこころの何かを表し

ている，言葉そのものではない情報を，言葉とともに

受け取る。

見守り，共に寄り添う人として，「あなたと私」で

はなく，「私たち」という感覚をもつことも大切です

ね。相談は，ときには非常に厳しい内容のやりとりに

なるかもしれませんが，相手に対し一貫してポジティ

ブな関心を持つことが大事，ということも、多くのカ

ウンセラーが言っています。

また，「認知的共感」にも関わりますが，クライエ

ントとカウンセラーの間の文化や世代の違いが，こと

ばの表現や行動に現れているかもしれない，というこ

とを念頭におきながら話を聴くことも大事です。

カウンセリング対話の行動分析を通して，臨床の現

場の人たちも自分たちのやっていることを振り返り，

さらに深めてブラッシュアップしていくことができ

るのではないかと考えています。

私は，これからの社会では，こころについての豊富

な科学的知識を持ち，それを実践に使える人が、今よ

りももっと必要になってくるのではないかと思いま

す。実験による研究を通してこころの働きを知ろうと

する，私のような心理学者は，地道な実証研究の成果

をお伝えすることで，学校の先生や看護師さんなど，

直に患者さんや子どもと接する仕事をしている人た

ちを，支える人（サポーター）でありたいと思います。

今日のお話が皆さんの電話相談のときに何か少し

でも役に立つものであればとてもうれしいと思いま

す。どうもありがとうございました。

親と子のこころの電話相談員さんは本当に熱心に吉

川委員のお話に耳を傾けておられました！普段なか

なか聞くことのできない専門的な心理学の視点から

のお話に，たくさんの質問が出ていましたよ。


