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研究成果の概要（和文）：ヒト同士の相互作用を規定する重要な要因である高次感情の進化の過程を明らかにす
るために、ヒト以外の動物種も、「思いやり」や「不公平感」、「嫉妬」、「罪悪感」などの高次感情を持つの
か、さらに、第三者間の交渉を観察することにより、「賞賛」や「義憤」を感じるのかを検討した。結果、新世
界ザル、げっ歯類、伴侶動物において、高次感情に関連すると考えられる反応が見られた。本研究で確立された
手続きをより多くの動物種に適用することにより、より詳細な高次感情の進化を解明することができるであろ
う。

研究成果の概要（英文）：High-order affects including compassion (thoughtful considerations to 
others), sense of fairness, jealousy, and guilt, are important factors for establishing social 
relationships among  humans. This study investigated whether non-human animals  share these affects 
with humans. We also examined whether they could express “praise” or “righteousness” when 
observing third-party interactions. The results indicated that New world monkeys, including capuchin
 and squirrel monkeys, rodents, and companion animals manifested reactions associated with these 
high-order affects. Applying the study procedure established in this study to more species could 
reveal the evolution of high-order affects in more detail.

研究分野： 比較認知心理学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

1． 研究開始当初の背景 
ヒトは喜び、悲しみなどの基本感情に加え

て、思いやりや妬みなどの、高次感情あるい
は社会的感情と呼ばれる複雑で多様な感情
を抱く。高次感情は、ヒトどうしの相互作用
を規定する重要な要因であり、その進化の過
程を明らかにすることは、ヒトを理解する上
で根源的な問いの１つである。しかし、従来
の動物の感情研究のほとんどは齧歯類を用
いた恐怖や報酬の脳内機構の探究に限られ、
高次感情に関しては、少数の霊長類研究を除
けばほとんどおこなわれていないのが研究
開始当初の状況であった。 

 
2. 研究の目的 
本研究では、霊長類のほか、齧歯類、伴侶

動物を対象に、高次感情を示す行動が出現す
るか否か、またどのような状況で出現するか
を、自身が相互交渉の当事者である場合と第
三者である場合の両場面で分析し、複雑な感
情の進化に関するより大規模な研究への足
がかりを得ることを目的とする。 

 
3. 研究の方法 
研究は、当事者が持つ高次感情と、第三者に
対してもつ高次感情に分けて行った。まず、
当時者が持つ高次感情として、思いやり、不
公平感、嫉妬、罪悪感を調べた。 
 
(1) フサオマキザルにおける食物分配行動 
他個体に対する「思いやり」行動として、

自分の食べ物を他者に分配するかを調べた。
2頭のフサオマキザル（n=7）を隣接するケー
ジにいれ、一方のサル（ドナー）がペアのサ
ルのために自身の餌を分け与えるか、またペ
アのサルに餌が渡るように餌箱を開けてあ
げるかを調べた。 
(2) リスザルにおける不公平感 
不公平感は協力行動の基盤となる感情で

あると考えられている。野生下においてリス
ザルが他者と協力する行動は観察されてい
ない。このような種も他者に対して不公平感
を持つのだろうか。自分の報酬よりも他者に
渡る報酬の質が高い場合、リスザルが他者に
餌が渡るようにふるまうかを調べた。２頭の
リスザル(n=8)を隣接するケージに個別に入
れ、その前に報酬の置かれたトレイを設置し
た。トレイは一方のサル（ドナー）のみが引
き寄せることができた。報酬量に差がある場
合、ドナーが相手個体のためにトレイを引き
寄せるか否かを調べた。 
(3) デグーにおける不公平感 
齧歯類のデグーを対象に、レバーを押すこ

とで報酬が得られることを訓練し、同じレバ
ー押しでも自身と他者では得られる報酬の
価値が異なる場面で、レバー押し反応がどの
ように変化するかを調べた。もしデグーが自
分と他者の報酬量の差に不公平を感じるの
であれば、レバー押しの反応数が減少すると
予測できる。 

(4) ネコにおける嫉妬 
イヌは、飼い主がぬいぐるみを撫でる様子

に嫉妬を示唆するような行動（対象に対する
攻撃行動）を示すことが報告されている。イ
ヌと同様に伴侶動物であるネコも同様の感
情をもつのだろうか。飼い主との関係による
反応の違いも調べる為に、家庭でペットとし
て飼育されている家庭ネコと、ネコカフェで
飼育されているカフェネコを対象に研究を
行った。飼い主と見知らぬ人がネコを前に座
り、それぞれがリアルなネコのぬいぐるみと
クッションを撫でる様子をネコに観察させ
た後、ネコがどのような行動をとるかを分析
した。 
(5) イヌにおける罪悪感 
 イヌが飼い主に禁止された行動をとった
ときに見せる劣位行動（尻尾を下げ、おなか
を出し、耳を伏せるなど）は、しばしば飼い
主にとってはイヌが「罪悪感」を感じている
かのように受け取られがちである。しかし、
先行研究では単に飼い主に叱られることを
予測した反応に過ぎないと結論づけられて
いる。そこで、飼い主に食べることを禁止さ
れた餌をイヌ自身が食べた後と、隣の実験者
が食べた後で、同じように飼い主にイヌが叱
られる場面を設け、条件間でイヌの反応に違
いがみられるかを調べた。 
(6) フトアゴヒゲトカゲにおけるストレスと

体温変動 
変温動物である爬虫類のフトアゴヒゲト

カゲを用い、情動変化が体温変化で計測可能
かどうかを検討した。先行研究ではトカゲの
直腸に体温計を挿入し、体温がストレスによ
って変動することが示されている。本研究で
は、サーモグラフィーを使って観測した体表
面の温度に、情動に対応した変化が見られる
かを調べた。まず常温にトカゲを置き、体温
が一定になるのを待ち、ストレス刺激（15 秒
間実験者によるハンドリング）を与えた後の
体温変動を観測、分析した。 
 
つぎに、第三者に対してもつ高次感情に関

して、賞賛と義憤を伴侶動物を対象に検討し
た。 
(7) フサオマキザルにおける第三者評価場面

での協力行動の生起について 
 フサオマキザルは、第三者間のやり取りに
おいて、不公平なやり取りをする他者や、非
協力的な他者を忌避することが先行研究で
示唆されている。そこで、自身の振る舞いが
第三者に観察されている場面と、観察されて
いない場面で、協力行動の生起に変化がある
かどうかを検討した。協力行動として、2 頭
が同時にロープを引くことで、ロープに取り
付けられているトレイが近づき、トレイの上
にある報酬が得られる装置を用いて行った。 
(8) イヌにおける積極的協力者に対する選好

について 
イヌは飼い主の協力要請に応じない他者

（ヒト）を忌避することが先行研究によって



示されているが、協力に応じる他者（ヒト）
に対する有意な選好は示されていない。本研
究では、飼い主に対して積極的に協力を申し
出る演技者を登場させ、その演技者に対する
選好が見られるか否かを検討した。 
(9) ネコにおける第三者評価 
 イヌが飼い主に対して非協力的な人物を
忌避することは先行研究で示されている。本
研究では、イヌで行われた研究と同様の手続
きを用い、ネコが飼い主の協力要請に従う演
技者と拒否する演技者から餌を提示された
ときに、どちらの演技者から餌を得るかを調
べた。 
 
４．研究成果 
（1）フサオマキザルにおける食物分配行動 
フサオマキザルは、相手に自分の餌を積極

的に分け与えるといった「思いやり」に関連
するような行動を生起することはなかった
が、自分の餌が確保されている場合には、他
者からのリクエスト行動（相手を見ながら餌
箱を触る）に応じて、相手個体に餌が渡るよ
うに餌箱を開ける行動をとった。自分の報酬
が確保されてさえいれば、他者の利益のため
に労力をはらって協力することが示された
（Bucher, Bourgeois, Anderson, Kuroshima, 
& Fujita, in preparation）。 
(2) リスザルにおける不公平感 
自分と相手の報酬量が 1:1 の場合と 1：2

の場合には、トレイを引き寄せ、他者にも報
酬が渡るようにふるまったが、自分と相手の
報酬量が 0:1 の場合には、相手が隣のケージ
にいないときと比較して、相手がいるときの
方がトレイを引く回数が極端に減少した。リ
スザルは自己の報酬が確保されていない場
面に限り、不公平感を持つことが示唆された
（Bucher, Bourgeois, Anderson, Kuroshima, 
& Fujita, in preparation）。 
(3) デグーにおける不公平感 
 テストではレバー押しを学習したときに
得られた報酬の価値よりも低いものが提示
された。他者と交互にレバーにアクセスする
ことができる場面において、他者は相変わら
ず高価値報酬が得られている場面を観察す
る場合と、他者はおらず報酬だけが提示され
る場合において、レバー押し反応の頻度に変
化があるかを調べた結果、他者が高価値報酬
を得ている場合の方が、より反応が持続する
ことが予備的に示された。しかし、実験装置
に問題点があることが示唆され、現在その改
善と調整を行い、さらなる検討を進めている。 
(4) ネコにおける嫉妬 
家庭ネコ、カフェネコ共に、演技者（飼い

主、見知らぬ人）がクッションを撫でた場面
を観察しても、大きな行動の違いは示さなか
ったが、飼い主がぬいぐるみを撫でた後には、
他の条件よりもぬいぐるみに長く接近し、匂
いを嗅ぐなどの行動が見られた。この傾向は、
家庭ネコの方が多く見られた。しかしながら、
イヌで報告されたような攻撃行動のような

嫉妬に関連するであろうとみられる行動は
観察されなかった。嫉妬という感情がどのよ
うな行動に反映されるかは種によって異な
るのかもしれない。 
(5) イヌにおける罪悪感 
 イヌは、隣の実験者が禁止された餌を食べ
た後よりも、自分が食べた後に飼い主に叱ら
れた方が、長く飼い主を直視し、その場から
動かなかった。逆に、隣の実験者が食べた場
合には、自分が叱られているにも関わらず実
験者の方に向かう行動が見られた。これは単
に飼い主に叱られるというネガティブな状
況だけがイヌの行動を規定しているわけで
はないことを示している。イヌの罪悪感に伴
う行動指標を確定するために統制条件を加
えた実験も必要である。 
(6) フトアゴヒゲトカゲにおけるストレスと

体温変動 
 トカゲにとってストレスになると考えら
れるハンドリングを行った後の体表面の温
度変動を観測した結果、背側表面上において
最も高い温度になる背中の温度と鼻の温度
の差が、統制条件に比べて有意に拡大するこ
とがわかった。この結果は、体表面温度の身
体部位間の差に、不快情動に対応した変化が
見られることを示している。今後、不快情動
だけではなく、快情動でも温度変化が生じる
かを検討し、変温動物において体表面温度が
情動変化の指標として有用かを検討する必
要がある。 
(7) フサオマキザルにおける第三者評価場面

での協力行動の生起について 
第三者のサルを向かいにおいて、ペア個体

の協力行動が促進されるか否かを検討した
が、第三者の存在が協力行動に影響を与える
ことはなかった。フサオマキザルは自己が他
者を観察する場面では、他者の協力行動に敏
感であるが、今回の結果は、立場が逆の場面
では、自己が他者からどう見られているのか
を感知しないことを示唆している。協力行動
の認知的基盤を検討する上で興味深い結果
である。 
(8) イヌにおける積極的協力者に対する選好

について 
 イヌは、飼い主が困難な様子をみて積極的
に協力を申し出る演技者を特に選好すると
いう結果は得られなかった。第三者評価に関
しては、非協力的な他者や不公平な他者など、
ネガティブな情動に関するキャラクターに
のみ適応されるのかもしれない。「敵の敵は
味方」といった、同じネガティブな情動につ
ながる行為であっても、文脈によって異なる
評価を下すか否かを検討していく必要があ
る。 
(9) ネコにおける第三者評価 
 イヌとは異なり、ネコでは飼い主の協力要
請を拒否した演技者を有意に忌避するとい
う結果は得られなかった。また特に協力的な
演技者に対して有意に選好を示すという結
果も得られなかった。ただし、ネコに演技を



観察させることの難しさもあったため、実験
手続きを改善して、イヌとは異なるアプロー
チで検討していく必要があると考えている。 
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