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共感性や罪悪感の著しい欠如、利己的で操作的、
攻撃的で衝動的という特徴を持つ個人特性（Hare, 
2003） 
 

サイコパシー傾向の高い人の対人方略 

 他者と金銭を分配する状況において、自分の取
り分が多くなるような提案を行う（Koenigs 
et al., 2010） 
 

 囚人のジレンマゲームでの協力率が低い
（Mokros et al., 2008） 

 

 

 

サイコパシー傾向の高い人は他者に非協力的で、
自己中心的な対人方略 

 

しかしながら、高サイコパシー傾向者は、いつい
かなる状況においても利己的に振る舞うわけでは
ない 

 

彼ら・彼女らは、時に利己的な行動よりも利他的
な行動を優先する 

 

 

 援助対象が明らかに自分よりも弱い場合 

ケガをした人物に対しては積極的に援助行動を行う
（Mahmut & Cridland, 2012） 

 

 衆目下である場合 

サイコパシー傾向の高い人ほど、他人が見ている状況では援助
行動を行うと回答（White, 2014） 

※逆に他者が見ていない場合には、援助行動を行わないと回答 
 

 衆目下かつ、集団間葛藤状況である場合 

衆目下かつ、集団間葛藤状況である場合に高サイコパシー傾向
者は自身の利益よりも集団の利益を優先（横田・増井, 
2014） 

 

 

 

 

 

 

高サイコパシー傾向者は、常に利己的というわけでは
なく、状況に応じて、戦術的に利他的な振る舞いをす
ることができる 

 

本発表では、高サイコパシー傾向者が利己的な行動よ
りも利他的に振る舞うことを優先する状況要因をより
詳細に検討した実験結果を報告し、本シンポジウムの
テーマである「サイコパシー傾向の進化的適応」につ
いて議論したい 

 

高サイコパシー傾向者の不公正な状況への介入、
非介入に及ぼす賞罰の影響 

Masui, Iriguchi, & Ura (2014). IJPS, 6, 56-64. 
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高サイコパシー傾向者は、状況に応じて利他的な振る
舞いを優先することが可能 

 

どのような状況の時に利己的＜利他的になるのだろう
か？ 

 

本研究では、利己的な振る舞いに不利益が生じるよう
な状況を実験的に設定し、そのような場合に高サイコ
パシー傾向者が利他的な行動を優先するかを検討 

 

 

本研究では、「他者間に存在する不公正な状況への介
入」を利他的行動の指標とし、「他者間の不公正を見
逃し、自身の利益を優先すること」を利己的行動の指
標とする 
 

・利他的行動としての介入 

われわれは、他者間に存在する不公正な状況に遭遇し
た場合、たとえコストを支払ったとしても第三者とし
て介入し、公正性を維持しようとする(e.g., Fehr & 

Fishbacker, 2004) 

e.g., 第三者罰（third-party punishment） 

   援助行動（helping behavior） 

 

 

・利己的行動としての非介入 

ヒトは、常に他者間の不公正な状況に介入するわけで
はなく、自身の利益のために不公正を見逃すという利
己的な行動を選択することもある 

 

先行研究では、第三者として他者間の不公正な状況へ
介入した程度は6割程度であった(Fehr & Fishbacker, 
2004) 

 

本研究では、他者間の不公正な状況への非介入に賞
罰を与え、いかなる状況において高サイコパシー傾
向者が利他的な振る舞い（第三者として他者間の不
公正な状況へ介入）を選択するか、もしくは選択し
なくなるかを検討 

不公正な状況 

非介入 
（利己的行動） 

第三者として介入 
（利他的行動） 

or × 

本研究のデザイン 

手持ち金額の増加 
or 

手持ち金額の減少 

参加者 

 実験参加者 
大学生40名(男性17名;平均年齢=18.64歳) 
 
 

 サイコパシーの測定 
日本語版Levenson Self-Report Psychopathy 
scale (Levenson et al., 1995; 杉浦・佐藤, 
2005)を使用(26項目・4件法) 
（e.g., どんなことをやっても，とがめを受けずにすめば，私にとっては
正しいことである） 
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 他者間の不公正な状況への介入、非介入の測定 

介入課題 

“分配者”と“受け手”と“第三者” で金銭のやり
取りを行う課題（全参加者は“第三者” であった） 

 

①分配フェイズ 

“分配者”が“受け手”との間で一定金額を分配するた
めの分配比を決定 

“分配者”の決定はコンピュータによるプログラム 

 
 

 

 ①分配フェイズ 

分配比は８:２、７:３、６:４、５:５の4種類 
各分配比の選択頻度は同じ 

2000円を分配しています 

分配者が分配比を選択中です 

５：５ ８：２ 

分配者は ８：２ を選択しました 

分配者の取り分    1600円 
 

受け手の取り分      400円 

②介入フェイズ 

“第三者”が自身の手持ちから「“分配者”の手持
ちを減らす」、「“受け手”の手持ちを増やす 」、
「介入しない」のいずれかを選択 

「介入しない」を選択した場合には、“第三者”の
手持ちが増えるor減る機会が与えられた 

 ②介入フェイズ 
“第三者”は400円受け取る 

どういう風に介入しますか？ 

分配者の取り分    1600円 
 

受け手の取り分      400円 

-100 
-150 

100 
150 

受け手の取り分 

を増やす ルーレットを回す 
分配者の取り分を
減らす 

1 2 3 

 ②介入フェイズ 
“第三者”は400円受け取る 

どういう風に介入しますか？ 

分配者の取り分    1600円 
 

受け手の取り分      400円 

-100 

-150 

100 

150 

受け手の取り分 
を増やす ルーレットを回す 

分配者の取り分を
減らす 

1 2 3 

投資額の３倍，分配者の取り分が減ります。 

いくら投資しますか？ 

最終的な分配結果です 

分配者の取り分    1000円 
 

受け手の取り分      400円 
 

あなたの取り分      200円 

“分配者”の手持ちを減らす（罰）
場合 

分配者の取り分    1600円 
 

受け手の取り分      400円 
 

あなたの取り分      400円 

100 

1 2 3 

200 300 400 
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 ②介入フェイズ 
“第三者”は400円受け取る 

どういう風に介入しますか？ 

分配者の取り分    1600円 
 

受け手の取り分      400円 

-100 

-150 

100 

150 

受け手の取り分 
を増やす ルーレットを回す 

分配者の取り分を
減らす 

1 2 3 

投資額の３倍，受け手の取り分が増えます。 

いくら投資しますか？ 

最終的な分配結果です 

分配者の取り分    1600円 
 

受け手の取り分    1300円 
 

あなたの取り分      100円 

“受け手”の手持ちを増やす（贈与）
場合 

分配者の取り分    1600円 
 

受け手の取り分      400円 
 

あなたの取り分      400円 

100 

1 2 3 

200 300 400 

4 
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 ②介入フェイズ 
“第三者”は400円受け取る 

どういう風に介入しますか？ 

分配者の取り分    1600円 
 

受け手の取り分      400円 

-100 

-150 

100 

150 

受け手の取り分 
を増やす ルーレットを回す 

分配者の取り分を
減らす 

1 2 3 

最終的な分配結果です 

分配者の取り分    1600円 
 

受け手の取り分      400円 
 

あなたの取り分      500円 

介入をせずルーレットを回す（非介
入）場合 

ルーレットを回しています 

停止するまでお待ちください 

-100 

-150 

100 

150 

今回は+100円です 

 条件によるルーレットの目の違い 

-100 

-150 

100 

150 

50 

100 

100 

150 

-50 

-100 

-100 

-150 

全ての目がプラス 全ての目がマイナス 
半分の目がプラス 
残り半分がマイナス 

イーブン条件 プラス条件 マイナス条件 

※参加者はルーレットの目を見たうえで介入、非介入を選択 

 分析デザイン 

サイコパシー（高・低：参加者間）×介入の種類
（罰・贈与・非介入：参加者内）×条件（イーブ
ン・プラス・マイナス：参加者内）の3要因混合デ
ザイン 

 

 従属変数 

一回の介入に使用した「金額」 

介入、非介入の「回数」 

サイコパシー低群 サイコパシー高群 

罰 贈与 罰 贈与 

イーブン 166.36 168.98 176.89 179.84 

プラス 150.22 113.29 122.42 140.08 

マイナス 158.28 176.47 179.26 171.65 

 一回の介入に使用した「金額」を従属変数とした分
散分析の結果、有意な主効果、交互作用はなし 

 介入、非介入の「回数」を従属変数とした分散分析
の結果、介入の種類×条件の交互作用が有意 

F (4, 152) = 70.47, p < .001, hp
2 = .65 

 

プラス条件： 非介入＞罰＝贈与 

マイナス条件：非介入＜罰＝贈与 

 

 サイコパシー×介入の種類×条件の交互作用が有意 

F (4, 152) = 3.36, p = .01, hp
2 = .08 

 

条件ごとの非介入の回数 

* p = .04 
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本研究の結果・・・ 

 

 高サイコパシー傾向者は、利己的な振る舞いによっ
て自身が損をする場合には、低サイコパシー傾向者
と同様に他者間の不公正な状況へ介入 

 

 一方で、彼ら・彼女らは、確実に報酬を得られる場
面では、自身の利益を優先し、利己的行動を優先 

 

利己的行動を選択することで自身が確実に損をする状
況において高サイコパシー傾向者の利他的行動の程度
が低サイコパシー傾向者と同程度であったという本研
究の結果は、 

彼ら・彼女らが「確実に自身が損をするのであれば、
不公正な人物を罰したい、もしくは不公正を被ってい
る人を助けたい」と考えていた可能性 
 
 

⇒先行研究と同様に、高サイコパシー傾向者であって
も時と場合によっては利他性を示すことを示唆 
 

しかし、高サイコパシー傾向者は、利益を確実に獲得
できる状況では利己的行動を優先 

 

高サイコパシー傾向者は自身の報酬に対して敏感(e.g., 
Newman et al., 2009) 

 

高サイコパシー傾向者は、状況に応じて利己的行動と
利他的行動を巧みに使い分け、自身の利益を確実に獲
得し、損失を最小限に留めようとした 

状況に応じて利他性と利己性を使い分けるという高サ
イコパシー傾向者の特徴は、生存という観点において
極めて合理的 

 

したがって、戦術的な利他性を用いることのできる高
サイコパシー傾向者は進化的に適応した個体である可
能性 

 

今後の検討課題 
 

高サイコパシー傾向者は、中長期的な対人関係におい
ても特定の状況では利他的な振る舞いを優先すること
が可能か？ 

 

戦術的な利他性を用いることのできる者とできない者
がいるのはなぜか？ 
 

 

入口将一君（広島大学大学院総合科学研究科修了生） 
 

浦 光博教授（広島大学大学院総合科学研究科、現所
属・追手門学院大学心理学部） 

 

お二人に深く謝意を表します 
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ご清聴ありがとうございました 


