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京都大学こころの未来研究センター 研究報告会 2012 

「こころを知り未来を考える ～感情と身体～」 

プログラム 

 

 

13:00-13:15 挨拶：吉川左紀子 (こころの未来研究センター長) 

13:15-14:00 「ものの好みはなにで決まる？」  

         船橋新太郎  (こころの未来研究センター教授・神経生理学，神経科学) 

14:00-14:45 「看護師の燃え尽き：こころが職場に及ぼす影響」  

         カール・ベッカー (こころの未来研究センター教授・倫理学, 宗教学) 

14:45-15:30 ポスターセッション（稲盛財団記念館 3階大会議室） 

15:30-16:15 「＜『はじ』の文化＞再考～『古事記』からルース・ベネディクトまで」  

         鎌田東二 (こころの未来研究センター教授・宗教哲学, 民俗学) 

16:15-16:45 指定討論 

         加藤忠史（理化学研究所脳科学総合研究センター シニア・チームリー

ダー・精神医学，脳科学） 

16:45-17:30 総合討論 

 

（ポスターは 12 時すぎから稲盛財団記念館 3階大会議室でご覧いただけます。） 

 

  



ものの好みはなにで決まる？ 

船橋新太郎 （こころの未来センター 教授） 

 

 気に入った風景の場所に行けば、何時間でもそこに佇んでいられるし、気に入った音楽

ならば何度聞いても飽きない。好きな絵画、好きな風景、好きな音楽は、私たちの情動系

に働きかけ、心地よさ、快感、喜びなどの positive な感情を生み出す。しかし、同じ絵画

や彫刻であっても、光の当て方や写真の撮り方により、物の表面の明るさ、色味、光沢、

粗さなどを変化させると、同じ物であっても印象が変化し、好みも変化する。本研究では、

物の質感の変化がその選好性に与える変化と、このような選好性の変化を生じる神経メカ

ニズムに注目して研究を実施しようと計画している。 

 先行研究で、約 300 種のフラクタル図形を使用し、これらの図形に対するサルの選好性

を行動実験により検討した。ランダムに選択した２枚の図形をモニター上に同時に呈示し、

サルが一方の図形を１秒以上見続け、さらにモニター中央に呈示されたその図形を最長 12

秒間見続けた場合、その図形は選択されなかった図形に比べて選好性が高いと判断した。

その結果、図形によって選好性の強さに違いが見出されたが、図形に対する選好性はセッ

ションを通して維持されることがわかった。 

 今回、使用する視覚刺激を FMD Database の中から 50 枚選択し、先行研究と同様の方

法を用いて選好性を検討した。刺激による選好性の違いが見られるが、これが刺激のどの

要素により影響されているのかを決定する目的で、各図形の Photoshop を用いて加工した

ものを用意し、同一図形の色付き（オリジナル）条件 vs モノクロ条件での選好性の比較、

細密条件 vs粗大条件での選好性の比較、輪郭の明確さの異なる条件などでの選好性の比較

を２頭のサルで実施した。その結果、サルにより刺激の選好性が異なるが、色付きか否か

は選好性に特に影響を与えないが、輪郭の明確さは選好性に影響し、同じ刺激であれば輪

郭の明確なものが選択される傾向の強いことが示された。50 枚の刺激を使った選好性の検

討では、選好性の強さは刺激に依存すると同時に、個体差の影響を大きく受けることが明

らかになっている。 

  



看護師の燃え尽き：こころが現場に及ぼす影響 

カール・ベッカー（こころの未来センター 教授） 

 

人口の高齢化と疾病構造の複雑化に伴い、高度な医療技術と質の高い看護が求められ、

患者のニーズが 多様化するなか 、看護師の役割も 多様化し、そのストレスが問題となっ

ている。また、 労働環境の厳しさや過重労働、不規則な勤務時間、人員不足はなお改善さ

れない状況が続いている。 

看護師を取り巻く過酷な状況の中で、心身の疲弊と感情の枯渇を主徴とする症候群とし

て、バーンアウトの現象は欧米でも注目され、看護師の健康のみならずケアの質をも低下

させると考えられている。日本では、若年看護師のバーンアウト率の高さが指摘され、新

人に対する教育介入の必要性が高まってきたが、まだ研究は十分とは言えないのが現状で

ある。 

去年までの在宅介護における介護者のバーンアウト研究では、不眠や認知度よりも SOC 

（Sense of Coherence ＝首尾一貫感覚）がバーンアウトに深く関わっていることを示した。

これを踏まえ本研究では、 その関連を看護師の現場についても調査することにした。本研

究では、近畿圏内の承諾を得られた 114 の病院における 1,330 人の新人看護師に対し、３

年間にわたるアンケート調査を実施している。この質問紙では、①  SOC（Sense of 

Coherence ＝首尾一貫感覚）尺度、② 職業性ストレス尺度、③ バーンアウト尺度を用い

ており、また勤務場所、勤務形態、学歴、ストレス解消手段、食生活等をも質問項目とし

ている。これまでに回収したデータは都度分析を重ね、ＳＯＣ研究会で臨床や新人育成に

携わる看護師との議論を重ねてきた。統計学的分析は未完成ではあるが、可能な限り図表

などを使い、分かり易く紹介したい。 

 いかにして仕事上の負担や職場環境等のストレスを低減できるかのみならず、いかにス

トレス対処能力や SOC を高められるかが、今後の課題となってくる。今回の分析結果に基

づき、入職から 3 ヵ月までの間に焦点を当てた教育プログラムの開発と実践が急務と言え

よう。引き続き皆様の知恵を拝借して看護支援に努めたい所存である。  



＜『はじ』の文化＞再考～『古事記』からルース・ベネディクトまで 

鎌田東二（こころの未来センター 教授） 

 

 ルース・ベネディクトが 1946年に出版した『菊と刀――日本文化の型』は、日本の占領

統治を目的として「日本文化」を研究した成果物で、1948 年に翻訳されてベストセラーに

なった。その著作の中で、彼女は、「道徳の絶対的標準を説き、良心の啓発を頼みとする社

会」を「罪の文化」とし、対して、「他人の行動の中に看取されるあらゆる暗示に油断なく

心を配ること、および他人が自分の行動を批判するということを強く意識する」（例えば、

昨今に言う「空気を読む」なども含まれるだろう）社会や文化を「恥の文化」と位置付け

た。彼女はまた、「真の罪の文化が内面的な罪の自覚にもとづいて善行を行なうのに対して、

真の恥の文化は外面的強制力にもとづいて善行を行なう。恥は他人の批評に対する反応で

ある」、「日本人は恥を原動力としている」、「（日本人にとって）恥は徳の根本である」（長谷

川松治訳、講談社学術文庫）などと述べている。この日本人の心と行動パターンを、「日本文化

の型」として文化人類学的に研究した著作は、今日の文化心理学や社会心理学から見ても

興味深く、見過ごすことのできない「古典」的な著作である。 

 さて、本年、2012 年は、『古事記』編纂 1300 年、『方丈記』著述 800 年という節目の年

に当たり、両「古典」を様々な角度から読み解く著作やシンポジウムが開催された。わた

しも『超訳 古事記』（ミシマ社、2009年）に続いて、『古事記ワンダーランド』（角川選書、2012

年）を上梓した。そこで、『古事記』を題材にすると、ルース・ベネディクトの言う「恥の

文化」が思いもかけない相貌で立ち現われてくることに改めて気づかされた。 

 本年度の研究報告会のテーマである「感情と身体」に即して言えば、「はじ（辱・恥）」

という「感情」は、「神々」の「身体」のある種の異様さに伴って強烈に生起する、と『古

事記』や『日本書紀』には記されていたのであった。ベネディクトは記紀神話を題材にし

ていないが、それを題材にする限り、「はじ」とは外面的・社会的制裁力などという言葉で

まとめることのできないほど強力に「神々」の「感情」を激発させる源泉となっている。 

第一に、女神イザナミノミコトが自分の姿（死体）を夫イザナギノミコトに見られた時

に「吾に辱見せつ」と怒りと悲しみの感情を激発させて、呪いと共に絶縁している。また、

海神の娘のトヨタマビメが出産する際、本国の姿の「鰐（鮫）」の姿になって出産するが、

その時、夫のホヲリノミコト（山幸彦）に見られたために、「いとはづかし」と言い残して、

海の国に還ってしまって、二人はその後二度と会うことはなかった。 

一方、『日本書紀』には、大物主神が「小蛇」の姿となった自分の正体を「神妻」のヤマ

トトトヒモモソヒメに驚かれた時に、「汝不忍令羞吾。吾還令羞汝」（汝が私に恥をかかせ

たので、私も汝に恥をかかせよう）と「感情」を激発させ、それが元でヒメは箸でホト（女

陰）を突いて死んだことが記されている。 

このような、記紀神話に「神々」の激烈な「感情」として表出される「はじ」の「感情」

がみな「身体」に喚起されて現われていることをどう捉えることができるのか。ルース・

ベネディクトの「恥の文化」論を記紀神話の「はじ」の表現の考察を通して批判的に再吟

味してみたい。そして、その「負の感情」の鎮め方が「歌」や祭祀を通してであったこと

にも注目してみたい。 

 



指定討論  

 

加藤 忠史先生 プロフィール 

 

理化学研究所 脳科学総合研究センター精神疾患動態研究チーム シニア・チームリーダー 

専門分野：精神医学、脳科学 

1988年東京大学医学部卒業。同附属病院にて臨床研修後、1989年滋賀医科大学精神科助手。

1994年同大学にて博士（医学）取得。1995-1996年文部省在外研究員としてアイオワ大学

で研究に従事。1997 年東京大学医学部精神神経科助手、1999 年同講師。2001 年理化学研

究所脳科学総合研究センター 精神疾患動態研究チームチームリーダー。2008年同センター

疾患メカニズムコアコア長（兼任）。2009年より同センター シニア・チームリーダー（現

職）。2009 年広島大学客員教授、2010 年東京大学客員教授。2011 年文部科学省 脳科学

研究戦略推進プログラム プログラムオフィサー（兼任)。著書に『動物に「うつ」はある

のか 「心の病」がなくなる日』（PHP 新書 2012 年）、『脳と精神疾患』（朝倉書店 2009

年）、『うつ病の脳科学～精神科医療の未来を切り拓く』（幻冬舎新書 2009 年）、『双極性障

害 躁うつ病の対処と治療』（ちくま新書 2009年）など。 

 

  



No. プロジェクト名 研究代表者 

1 快感情の神経基盤 船橋新太郎 

2 メタ認知に関する行動学的および神経科学的研究 船橋新太郎 

3 不正直な行動の神経生物学的基盤の研究 阿部修士 

4 脳機能イメージングと心理学実験設備の整備と運用体制の構築 阿部修士 

5 他者理解に関わる感情・認知機能 その１ 吉川左紀子 

6 他者理解に関わる感情・認知機能 その２ 吉川左紀子 

7 発達障害の学習支援・コミュニケーション支援 その１ 吉川左紀子 

8 発達障害の学習支援・コミュニケーション支援 その２ 吉川左紀子 

9 信頼・愛着の形成とその成熟過程の比較認知研究 森崎礼子 

10 こころ学創生：教育プロジェクト センター全体 

11* ストレス予防研究と教育 カール・ベッカー 

12* 治療者・社会・病に関する意識調査 カール・ベッカー 

13* 新人看護師のストレス予防とＳＯＣ改善調査 カール・ベッカー 

14* 内観心理療法は生きがい感の向上に有効か？ 千石真理 

15* 甲状腺疾患におけるこころの働きとケア 河合俊雄 

16* 発達障害へのプレイセラピーによるアプローチ 河合俊雄 

17* 大人の発達障害への心理療法的アプローチ 畑中千紘 

18* 負の感情研究－怨霊から嫉妬まで 鎌田東二 

19* 
こころ観の思想史的・比較文化論的基礎研究（人類はこころをど
のようにとらえてきたか？） 

鎌田東二 

20* こころとモノをつなぐワザの研究 鎌田東二 

21* 
ブータン仏教研究プロジェクト（BBRP：Bhutanese Buddhism 
Research Project)  

鎌田東二 

22* 東日本大震災関連プロジェクト～こころの再生に向けて～ その１ 鎌田東二 

23 癒し空間の比較研究 鎌田東二 

24 
被災地のこころときずなの再生に芸術実践が果たしうる役割を検
証する基盤研究 

大西宏志 
（京都造形芸術大学） 

25 東日本大震災関連プロジェクト～こころの再生に向けて～ その２ 内田由紀子 

26 農業・漁業コミュニティにおける社会関係資本 内田由紀子 

27 コミュニケーションの言語・文化的基盤 内田由紀子 

28 文化と幸福感：社会的適応からのアプローチ 内田由紀子 

29 察するコミュニケーションと表すコミュニケーション 
宮本百合 
（ウィスコンシン大学） 

30 
他者を察するこころ、他者から学ぶこころの形成過程：表情認知
課題を用いた文化心理学的研究 

増田貴彦 
（アルバータ大学） 

連携プロジェクト ポスター番号一覧 

* 上廣こころ学研究部門の研究です。 



ポスター会場 
稲盛財団記念館 ３F 大会議室 

 
ポスター会場オープン １２: ００～１７:３０ 
ポスターセッション    １４: ４５～１５:３０ 

研究報告会終了後のポスターは，こころの未来研究センターで保管いたします（センターの廊下などに
掲示させていただきます）。終了後の撤去はセンターのスタッフが行います。 
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 ■上廣こころ学研究部門とは ■ 
 こころの未来研究センターのミッションである「こころ学創生事
業」において、倫理と生き方に関わる人文科学分野の研究を推進す
ることを目的とし、2012年4月に上廣倫理財団のご寄附により上廣こ
ころ学研究部門が設置されました。今回の報告会でも、研究部門か
ら12のプロジェクトが、ポスターにより研究成果を提示しています。
現代社会における実践知・伝統知・潜在知のあり方を探求し、研究
成果をさまざまな形で発信していきたいと考えております。 



～～memo～～ 
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