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1．はじめに

他者を思いやって起こす様々な行動は，複雑な
心理的プロセスの結果である。人は援助を決断す
るにあたり次のような問いに直面する。その人は
助けを必要とし，希望しているのか。どのような
援助を必要としているのか。自分にはその求めら
れた援助を遂行する能力があるのか。自分よりも
的確に援助を遂行できる人がいるとしたら，自分
が余計な手を出すことは，本来受けられたはずの
援助を妨害することになるのではないか。その人
に手を差し伸べたとして，その人は，世間は，社
会は自分の行動を援助行動とみなすだろうか，そ
れともお節介だと評すだろうか。これらの問いか
らも見られるように，援助行動そのものは単純で
あったとしても，その行動の背景には複雑な認知
プロセスが存在する。そのために，援助行動とそ
の要因及び効果は社会的・文化的背景の影響を受
ける。本稿ではまず，助け合い行動の文化差をレ
ビューし，集団主義的・相互協調的な文化の方が
向社会的行動が多く見られるという知見と，個人

主義的・相互独立的な文化の方がより向社会的行
動が多いという知見の調和を試みる。次に，他者
に援助やサポートを求め，受けることの文化差に
ついて論じる。さらに，援助行動を促す要因の文
化差について考察し，文化心理学の視点を取り入
れた援助行動の研究の展望を示す。

1.1　助け合いとは
本稿で扱う助け合い行動の範疇をまず明らか 

にしておきたい。「助け合い」は社会心理学では
様々な専門用語に置き換えることができる。その
最も広義なものは向社会的行動（prosocial behav-
ior） であり，その中には援助行動 （helping behav-
ior），利他または愛他主義（altruism），ソーシャ
ルサポート（social support），協力（cooperation），
ボランティア・社会奉仕・慈善活動（volunteer-
ism; charitable behaviors）などが含まれる。

向社会的行動とは，他者の利益になる行動と定
義される（Dovidio et al., 2006）。ただし，Dovidio 
et al. （2006）は，一つの行動が向社会的であるか
の判断は，その時代の社会および政治制度による

助け合いの文化心理学

新　谷　　　優
法政大学

The cultural psychology of helping

Yu NIIYA
Hosei University

Although helping and cooperation are found in every culture, they are subject to many sociocultural 
influences.	This	review	shows	how	cultures	vary	in	the	occurrence	of	prosocial	behaviors,	in	the	likelihood	
of	asking	and	receiving	help,	and	in	the	factors	that	promote	or	prevent	helping.	Independent	and	inter-
dependent	cultures	differ	in	how	much	people	offer	help	to	ingroup	members	versus	outgroup	members,	
how	much	people	seek	help,	and	the	relationship	and	self-worth	concerns	they	have	about	receiving	help.	
In	this	regard,	differences	also	exist,	depending	on	whether	a	particular	culture	follows	a	person-centric	or	
a	normative-contextual	model	of	help.	Future	research	should	expand	its	scope	by	examining	helping	that	
does not involve apparent behaviors and that is invisible to the recipient. Future research should also con-
sider	 the	interchangeability	of	 the	provider	and	the	recipient	 to	better	reflect	 the	complexity	of	helping	
behaviors that seem more prevalent in interdependent cultures.

Key words: interdependent culture, independent culture, prosocial behavior, helping, cooperation, amae
キーワード：相互協調的文化，相互独立的文化，向社会的行動，援助，協力，甘え

yniiy
タイプライターテキスト
本著作物の著作権は心理学評論刊行会に帰属します。ご使用にあたっては著作権法に従ってください。引用情報：新谷優(2020). 助け合いの文化心理学. 心理学評論，63(3), 329-345.



心理学評論　Vol. 63, No. 3

— 330 —

としている。たとえば 1930年代のドイツでは，
不審者を警察に通報することは向社会的行動と見
なされていた。しかし，通報された「不審者」の
多くはユダヤ人，同性愛者，ジプシーなどであ
り，罪もなく収容所に送られ処刑されたことが明
らかになった現代から見ると，通報は向社会行動
とは言えない。さらに，同時代であっても，ある
集団の価値観からすれば向社会的行動とされるも
のが，他の集団からすれば無益な行動，場合に
よっては反社会的行動とみなされることもある。
どのような行動が向社会的行動であるかは，それ
ぞれの時代・文化・社会に依存することから，向
社会的行動をその文化的背景から切り離して議論
することはできない。

向社会的行動はさらに協力（cooperation），援
助行動（helping behavior），利他または愛他主義

（altruism）， の 三 つ に 分 類 す る こ と が で き る
（Dovidio et al., 2006）。協力は複数の人々が互いの
行動を調整しながら，同一の目標を達成するため
にとる行動のことを指す。援助行動は，実体のあ
る報酬を期待せずに，他者に利益やウェルビーイ
ングの向上をもたらそうとする意図的な行動と定
義される （Nadler, 2020）。McGuire （1994） の援助
行動の分類によると，日常的な些細な手助け（友
人にペンを貸すなど），実質的な援助（友人の
引っ越しを手伝うなど），情緒的な援助（友人の
悩みごとを聞くなど），緊急事態での援助（事故
現場で怪我人に手を貸すなど）は全て援助行動で
ある。ボランティア活動や寄付も援助行動に含ま
れる（Aydinli,	Bender,	&	Chasiotis,	2013）。他者か
らの感謝や自尊心の高揚，返報性を期待してこれ
らの行動に至ることもあるが，これらは実体のあ
る報酬ではないため，援助行動と呼べる。さらに

「援助者に利益や返報の期待がない」 という条件
を加えると，援助行動は愛他行動となる（Batson 
&	Shaw,	1991）。本稿での「助け合い」は，向社
会的行動の中でも文化差が主に議論されてきた協
力と援助行動を中心とする。

1.2　文化の枠組み
協力や援助行動の文化差を扱う研究は，個人主

義・集団主義，または相互独立的自己観・相互協
調的自己観に特徴づけられる文化を対比させて論
じるものが多い。個人主義的な文化では，個人は

集団との関わり合いが薄く，個人の目標を達成す
ることが重要とされる。集団主義的な文化では個
人は集団に対して義務があり，集団の目標を優先
させる （Hofstede,	1991；Triandis,	1995）。個人主
義・集団主義が文化の様相を表す次元であるのに
対し，相互独立的自己観・相互協調的自己観は，
人が自己を他者との関わり合いの中でどのように
理解しているかを表す。相互協調的自己観が主流
な文化では，人は他者との関係性の中で存在する
ものであるという人間観に基づき，周りの人や社
会からの役割や期待に応じた行動をとる （Markus 
&	Kitayama,	1991,	2010；増田・山岸，	2010）。こ
れに対し，相互独立的な自己観が主流な文化で
は，人はほかの人や周りの物事とは区別されて独
立に存在するという人間観に基づき，自分の性
格， 能力， 才能， 動機などの内的な性質に応じ 
た行動をとる （Markus	&	Kitayama,	1991,	2010；増
田・山岸，	2010）。個人主義・集団主義は文化間
の差異を説明する変数として，比較文化心理学の
研究で主に用いられるのに対し，自己観は個人の
行動や思考がどのように社会の在り方を形成し，
また社会が個人の行動や思考をどのように形成す
るかを明らかにしようとする文化心理学の分野で
用いられている。本来は区別されるべき概念であ
るが，東アジア文化圏は集団主義的かつ相互協調
的自己観が主流であり，欧米諸国を代表とする西
洋の文化圏が個人主義的かつ相互独立的自己観が
主流であり，向社会的行動の実証研究においては
これらの文化圏を比較したものが多いことから，
本稿ではこれらをまとめて「相互協調的な文化」

「相互独立的な文化」とする。

2．人を助けることの文化差

2.1　向社会的行動の文化普遍性
向社会的行動はどの文化においても普遍的に 

見られる。他者の苦しみに共感し，他者のウェル
ビーイングを高めることを目的とした行動は人 
間だけでなく，サルなどの動物にも見られる

（Preston & de Waal, 2002）。また，ヒトは利他的 
な 行 動 を と る た め の 生 物 学 的 な 基 盤 が あ り

（MacDonald,	1984），他者の苦しみを目撃すると，
その苦しみを取り除きたいという慈悲や思いやり
感情（compassion）が生じるよう進化してきた
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している。分配率に文化差が見られるものの，ど
の国でも折半またはそれに近い分配がなされて 
いることは興味深い。経済的により貧しいとされ
るインドネシアでも，人々は 40～43% の資源を
相手に分配し，元となる資源が 40 倍になっても
その数値は変わらないことが報告されている

（Cameron,	1999）。アフリカ・南アメリカ・オセ
アニアに点在する 15の小規模社会でも，分配の
平均は 26～58%であった（Henrich	et	al.,	2005）。
Feygina and Henry （2015） の示した 40～50%より
も幅はあるものの，協力はどの社会においても存
在することを示す知見である。

2.2　向社会的行動は相互協調的な文化に多いと
いう知見

向社会的行動はどの文化でも見られるものの，
その程度は文化によって異なる。向社会的行動の
文化差をレビューした Feygina and Henry（2015）
は，相互協調的な文化の方が相互独立的な文化よ
り向社会的行動が多いとする知見を紹介してい
る。たとえばイギリス人は最後通告ゲームにおい
て，自分の取り分を相手よりも多くしようとする
傾向があるのに対し，中国系マレーシア人は平等
の分配をする傾向が強いことが報告されている

（Chuah et al., 2009）。限りある自然資源を過剰利用
しないよう互いが協力して利用を抑制する必要が
ある状況（コモンズ・ジレンマ）では，日本人の
方がアメリカ人よりも 「他者も協力的である」 と
いう期待が強く，過剰な利用を控えるという報告
がある （Wade-Benzoni	et	al.,	2002）。Hayashi et al. 

（1999） は，日本人とアメリカ人をそれぞれペア
に割り当て，囚人ジレンマゲームをさせた。プ
レーヤーは実験者から 500円を受け，その 500円
をそのまま自分のものにするか，相手に与えるか
を選択するが，この時，双方が 500円を相手に与
える選択をすると，両者とも 1000円ずつ手にす
ることができるとした。結果，日本人の方がアメ
リカ人よりも相手に 500円を与える（相手に協力
する）傾向があり，この文化差は自分が相手より
も先に決断をするという条件において特に顕著で
あった。日本人はアメリカ人よりも，自分が協力
することで相手の協力行動を引き出すことができ
ると考えていることが伺える。交渉場面において
も，自分の行動の説明義務が生じると，相互協調

（Goetz,	Keltner,	&	Simon-Thomas,	2010）。 さ ら に
は自分の利益よりも他者に利益をもたらすことを
主目的とした共感に基づく愛他行動も普遍である
とされている（Batson	&	Shaw,	1991）。

人は血縁関係のない他者とも互いに協力する 
よう社会を進化させてきた（Boyd & Richerson, 
2009）。向社会的行動を取ることが個人にも利益
をもたらし，向社会的行動を取らないことが他者
からの報復や処罰をもたらすようなシステムが構
築され，現代のような大規模な社会が形成される
に至った。Henrich を代表とする研究チームは，
社会が市場に取り込まれている程度やコミュニ
ティの大きさによって，向社会的行動の出現率が
異なることを独裁者ゲームや最後通告ゲームを世
界多数の地域で行い明らかにした（Henrich et al., 
2001,	2004,	2005；まとめは Feygina	&	Henry,	2015
を参照）。同時に，程度の差はあるものの，どの
文化においても人は自己の資源を他者に分配する
ことから，向社会的行動はどの社会にも存在する
ことも明らかにした。独裁者ゲームや最後通告
ゲームでは，実験参加者は通常，見知らぬ別の参
加者とペアになり，与えられた金額のうち好きな
額を相手に分け与えることができる。受け手は独
裁者ゲームでは与えられた額を受け入れるしかな
いのに対し，最後通告ゲームでは受け取りを拒否
することができる。最後通告ゲームで受け手が分
配された額を拒否すると，分配者も受け手も報酬
がもらえないため，受け手は自分の報酬を減らす
というコストを支払ってでも相手に罰を与え，協
力を促すことができる。Feygina and Henry（2015）
によると，独裁者ゲームでの分配率は平均で
20～30% ほどで，最後通告ゲームは 40～50%ほ
どである。最後通告ゲームでは，20% の分配を
提示された受け手の約半数はこれを拒否するた
め，独裁者ゲームよりも分配率が高くなる。アメ
リカ，日本，イスラエル，ユーゴスラビアの参加
者に最後通告ゲームを同じ相手と 10回行わせた
実験では，初回に半々の分配を行った人はどの 
国においても 25%以上いた（Roth	et	al.,	1991）。
10回分の結果をまとめて見ると，アメリカとユー
ゴスラビアでは 50%の分配が最も多く，イスラ
エルと日本では 40% の分配が最も多かった。
Roth et al. （1991） は日本で分配率が低かったの
は，受け手の拒否率が低かったためであると考察
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Charity Aid Foundation （CAF） は十年以上にわた
り毎年，世界 140以上の国々からそれぞれランダ
ムに抽出された 1000人を対象に，過去一カ月の
うちに （1） 見知らぬ他者を助けたことがあるか，

（2） 何かの団体にボランティアとして時間を提供
したか，（3） 慈善事業などに寄付をしたかをた 
ずね，「したことがある」と回答した者のパーセ
ンテージを思いやり指数（World	Giving	Index） と 
し，世界ランキングを発表している。2009 年か
ら 2018年までの 10年分のデータをまとめた報告
では，上位 10か国のうち 7か国は相互独立的で
あるとされる欧米文化圏（アメリカ， ニュージー
ランド， オーストラリア， アイルランド， カナダ，
イギリス，オランダ）であり，相互協調的な文化
圏は 3 か国に留まる（ミャンマー， スリランカ， 
インドネシア）。日本は総合ランキングで 126か
国中 107位，見知らぬ他者に対する援助に関して
は最下位であった。Smith （2015） が CAF の 2013
年のデータを分析したところ，内集団びいき （自
己の属さない外集団よりも自己の属する内集団に
より多くの資源を分配しようとする傾向）と不確
実性回避（不確かで未知な状況に脅威を感じる傾
向）が顕著な国ほど，思いやり指数は低かった。
Levine, Norenzayan, and Philbrick （2001） は，自己
報告ではなく，他者の落としたペンを拾う，足を
怪我した人が落とした書類を拾う，目の不自由な
人が車道を渡るのを手伝うといった実際の援助行
動の頻度を世界 23 カ国の大都市において測定し
た。専門家が評定した各国の相互協調的な度合い
と援助行動の頻度には相関が見られなかったが，
後に Knafo, Schwartz, and Levine （2009） が行った
研究では，個人がソーシャルネットワークに組み
込まれている度合いが高い国ほど（つまり相互協
調的な文化であるほど），援助行動が少ないこと
が報告されている。

また，日本人とアメリカ人の成人に，見知らぬ
他者に対して援助行動（例えば満員電車の中で 
妊婦のように見える女性に席を譲る，道端でしゃ
がみこんでいる病人らしき人に声をかける） をと
る可能性を尋ねた研究（Niiya, Handron, & Markus, 
in prep）では，アメリカ人の方が日本人よりも援
助を申し出る傾向が見られ，この文化差は援助の
ニーズが最も不確かな状況（女性が妊婦である確
率や，しゃがみこんでいる人が病人である確率が

的な傾向の強い人ほど相手の提案に譲歩すること
が報告されている（Gelfand	&	Realo,	1999）。カナ
ダ・中国・香港で行った公共財ゲームを用いた実
験では，匿名の条件ではどの国でも協力率が同程
度に低かったものの，個人が特定される条件で
は，中国人と香港人の方がカナダ人よりも協力的
であった（Kachelmeier	&	Shehata,	1997）。

ビジネスの分野では，相互協調的な傾向が強 
いアメリカ人ほど自分の職務の範囲外であっても
同僚や後輩の仕事を手伝うといった組織市民行動

（Organizational Citizenship Behavior） に従事するこ
とが確認されている （Moorman	&	Blakely,	1995）。
アメリカの住宅協同組合の組合員を対象にした調
査では，相互協調性は半年後の援助行動を予測し
ていた（Dyne et al., 2000）。

相関研究以外にも，相互協調的・独立的な文化
をプライミング操作して，文化の効果を検証した
研究がある。個人主義・集団主義をプライミング
した研究のメタ分析を行った Oyserman and Lee

（2008） によると，集団主義は向社会的な志向や
他者に対する責任感，社会的感受性を高める。香
港人は，アメリカの文化をプライミングされた時
よりも，中国の文化をプライミングされた時の方
が，囚人ジレンマゲームで自己の属する集団に対
して協力的になった（Wong	&	Hong,	2005）。オラ
ンダ人も，相互協調的自己観をプライミングされ
た学生の方が，相互独立的な自己観をプライミン
グされた学生よりも，相手により多くの金銭を分
配することが報告されている（Utz, 2004）。

2.3　向社会的行動は相互独立的な文化に多いと
いう知見

相互協調的な文化では，相互独立的な文化より
も向社会的行動が多く見られるという知見がある
一方，一貫した文化差が見られないとする知見
や，反対に相互独立的な文化の方により多くの向
社会的行動が見られるとする知見もある。アメリ
カ人の方が日本人よりも見知らぬ他者を含めた 
他者全般に対する信頼が高い（Yamagishi,	1988；
Yamagishi	&	Yamagishi,	1994）。前述の Hayashi et al. 

（1999）が行った囚人ジレンマゲームでは，相手
が先に決断をし，それが協力か否かわからない状
況ではアメリカ人の方が日本人よりも協力率が高
かった。
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研究（Moorman	&	Blakely,	1995）や住宅共同組合
員の援助行動を調べた調査（Dyne et al., 2000）で
は，向社会的行動の相手は明らかに今後も友好な
関係性を持続する必要のある内集団成員である。
また，自然資源の摂取を控える程度を協力行動の
指標として扱った研究 （Wade-Benzoni	et	al.,	2002）
でも，相手は同業者という設定であり，関係性が
持続するということが暗示されていた。内集団び
いきが顕著な国ほど思いやり指数が低いという 
先述の Smith （2015） の報告でも，思いやり指数
が見知らぬ他者に対する援助や，慈善事業への寄
付など外集団に向けた行動を反映していたため
に，相互協調的な文化では向社会的行動が少ない
という結論に至ったと言える。

内集団と外集団に向けられる向社会的行動を 
直接比較した研究もある。たとえば中国人は内集
団に対しては，貢献度の少ない相手に対しても平
等に報酬を分配するのに対し，外集団に対しては
貢献度の少ない相手には報酬を少なく分配する

（Leung	&	Bond,	1984）。また，中国の文化をプラ
イミングされた香港人は，アメリカの文化をプラ
イミングされた香港人よりも協力的になるが，そ
れは相手が友人である場合でのみ見られ，相手が
見知らぬ他者である場合はプライミング条件によ
る差は見られなかった（Wong	&	Hong,	2005）。ア
メリカ，中国，韓国， トルコ， 日本の中学生と高
校生を対象に向社会的行動を調べた研究でも，知
人に対する援助は中国と韓国の方がアメリカより
も高く，日本はアメリカと同程度であったのに対
し，見知らぬ他者に対する援助はアメリカの方が
日本・中国・韓国よりも優位に高かった（松井・
中里・石井，	1998）。相互協調的な文化の人々は，
向社会的行動の対象者と今後も友好的な関係を維
持する必要があるかどうかによって行動を変化さ
せるために，相互協調的な文化の方が向社会的行
動が多いという知見とそうでないという知見が混
在していると考えられる。

なお，内集団と外集団のバウンダリーが文化 
によって異なることにも留意する必要がある。
Buchan, Croson, and Dawes （2002） は相互独立的な
傾向を持つ人ほど，実験で作られた即席の内集団
の成員であっても信頼し，協力する傾向があるの
に対し，相互協調的な傾向を持つ人ほど，即席の
内集団に対しては外集団と同じように信頼しない

10%であると明示された状況）で最も顕著であっ
た。見知らぬ他者の援助のニーズが不確かな状況
を示したシナリオ （前を歩いている人が躓いて転 
んだ，飛行機の頭上の荷物棚に荷物を入れられな
い人がいる） を提示した場合も，アメリカ人の方
が日本人よりも援助を申し出る傾向が強かった。

相互独立的な文化ほど向社会的行動が多いとい
う知見は，アメリカ国内の州ごとの相互独立性の
度合とボランティア活動と寄付行動を調べた研 
究でも確認できる （Kemmelmeier, Jambor, & Letner, 
2006）。宗教団体のためのボランティア活動と寄
付行動には相互独立性との相関が見られなかった
ものの，非宗教団体におけるボランティア活動と
寄付活動は相互独立的な文化をもつ州ほど多かっ
た。アメリカの各州と世界 42か国からのデータ
をメタ分析したAllik and Realo （2004） も，相互独
立的な文化的傾向が強い州や国ほど対人的なつな
がりが強く，市民活動に従事することが報告され
ている。

2.4　矛盾をどう理解するか
向社会的行動は相互協調的な文化の方が多いと

いう知見と相互独立的な文化の方が多いという知
見が混在するが，「どちらの文化の方がより向社
会的か」という問いの立て方にそもそも問題があ
る可能性がある。向社会的行動が複雑な動機や認
知過程の結果であるとすれば，「どちらの文化が」
という文化の主効果ではなく，「どのような条件
で文化差が生じるのか」という文化と状況の交互
作用を検討すべきであろう。

相互独立的な文化よりも相互協調的な文化にお
いて向社会的行動が多く見られるのは，相手との
関係性が持続する状況である。先述の Gelfand 
and Realo （1999） の研究で相互協調的な傾向の強
い人が交渉場面で相手に譲歩したのは，自分の行
動に説明義務が生じたとき，つまり自分が向社会
的な人間かどうかを他者に評価される可能性のあ
る状況であった。Kachelmeier and Shehata （1997）
の公共財ゲームを用いた実験でも，中国人と香港
人がカナダ人よりも協力的になったのは，個人の
匿名性が低い状況であった。Hayashi et al. （1999）
の囚人ジレンマゲームの実験では，日本人は自分
の選択した行動が相手に伝わることが明らかな条
件で最も協力的であった。組織市民行動を扱った
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手を貸す，辛い気持ちを聞くなどであり，ソー
シャルサポートの研究で扱うのは大概明示的なサ
ポートである。一方，暗黙的なサポートは，被援
助者が自分の抱えている悩みや問題を相手に開 
示することなく，他者と時間や空間を共にするこ
とで情緒的なサポートを得る場合を指す（Taylor  
et	al.,	2007）。例えば職場でストレスを抱えていて
も，それを打ち明けずに家族と楽しいひと時を過
ごすことで元気を回復するようなケースは暗黙的
なサポートと言える。ヨーロッパ系アメリカ人は
明示的なサポートを求める傾向が日本人よりも強
いのに対し，日本人は暗黙的なサポートを求める
傾向がヨーロッパ系アメリカ人よりも強かった

（Ishii	et	al.,	2017）。この文化差の理由として，
Ishii et al.（2017）はアメリカでは日本よりも自己
の行動によって他者を含めた周りの環境に影響を
与えようとする傾向が強く，そのために自尊心を
回復するための明示的なサポートを求める傾向も
強いことを示した。一方，日本ではアメリカより
も自己の行動を他者に合わせようとする傾向が強
く，そのために関係性の悪化を回避できる暗黙的
なサポートを求める傾向が強いことが報告されて
いる （Ishii	et	al.,	2017）。

文化的に不適合なサポートを求めると，ストレ
スが軽減されないばかりか，かえってストレスが
増えてしまうことになる。強いストレス状況にお
いてヨーロッパ系アメリカ人に明示的なサポート
を求めさせる （親しい他者にアドバイスを求める
手紙を書かせる） と心理的ストレスが低下するの
に対し，アジア系の人々に明示的なサポートを求
めさせると，心理的ストレスが上昇する （Taylor 
et	al.,	2007）。ストレスの生理学的な指標である
コーチゾルも，アジア系の人々に明示的なサポー
トを求めさせると高まった（Taylor	et	al.,	2007）。

アジア系の人々が援助を求めることに抵抗があ
る理由として Kim ら （Kim et al., 2006；Kim et al., 
2008；Taylor et al., 2004）は関係性の悪化に対す
る懸念を挙げているが，援助の希求がどのように
関係性を悪化させるのか，実際に関係を悪化さ 
せるのかについては議論の余地がある。日本 
では，大人の甘えは「不適切な行動」とみなされ
る （Yamaguchi, 2004）が，甘えられる側は甘えを
好ましく感じることもある（Niiya, Ellsworth, & 
Yamaguchi, 2006）。友人が自分に甘えてきた状況

ことを報告している。また，日本人は外集団成員
であっても共通の知り合いがいる可能性がある場
合は，内集団成員と同じだけ信頼するのに対し，
アメリカ人は共通の知り合いがいる可能性があっ
ても，外集団の成員は信頼しない（Yuki et al., 
2005）。相互独立的な文化では一般的信頼が高く，
見知らぬ他者も簡単に内集団になりうるために向
社会的行動の対象となるが，相互協調的な文化で
は内集団成員および内集団になりうる可能性のあ
る他者のみが向社会的行動の対象となる。

3．人に助けられることの文化差

援助行動は行為者が自ら取ることもあれば，援
助を必要とする人の要請に応える形で生じること
もある。ここでは援助要請の文化差についてレ
ビューし，さらに援助が被援助者に与える影響の
文化差について論じる。

3.1　援助を求めることの文化差
アジア人，およびアジア系アメリカ人はヨー

ロッパ系アメリカ人よりも援助を求めることに 
抵抗があることが知られている（まとめは Kim, 
Sherman,	&	Taylor,	2008を参照）。韓国とアメリカ
の大学生にストレスの軽減方法について自由記述
で回答を求めた研究（Taylor et al., 2004）ではヨー
ロッパ系アメリカ人の 6 割近くがソーシャルサ
ポートを挙げていたのに対し，韓国人では 4 割弱
にとどまっていた。アメリカ在住のアジア人およ
びアジア系アメリカ人は，ヨーロッパ系アメリカ
人に比べ，ソーシャルサポートは役に立たないと
感じており，ソーシャルサポートを求めると関係
性を悪化させてしまうという懸念があることも明
らかにされている （Kim et al., 2006；Taylor et al., 
2004）。アジア系の人々が援助を求めない理由と
して，その他にも，求めなくても援助が得られる
という信念や自分の問題は自分で解決すべきだと
いう信念も挙げられるが，これらの信念はソー
シャルサポートの文化差を説明するには至らな
かった（Kim et al., 2006）。

求めるサポートの種類もヨーロッパ系アメリカ
人とアジア系の人々では異なる。ソーシャルサ
ポートの種類には，明示的なものと暗黙的なもの
がある。明示的なサポートはアドバイスをする，
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究で示されている。たとえばヨーロッパ系アメリ
カ人はサポートを受けると誇らしい気持ちや自尊
感情などのポジティブ感情が高まると予測したの
に対し，日本人は恥ずかしい，申し訳ないなどの
ネガティブな感情が高まると予測していた（Ishii 
et	al.,	2017）。日本人が援助を受けるとネガティブ
な感情を抱くのは，関係性の悪化を懸念するため
だけでなく，交換規範（exchange	norms） を遵守
していることも一因として挙げられる。ヨーロッ
パ系アメリカ人，日本人，インド人を比較した研
究では，日本人とアメリカ人は友人から援助を受
けた際にその恩恵を返報する義務があるという 
交換規範に従うのに対し，インド人は相手の必要
に応じて援助を行うべきであるという共同規範

（communal norms）に従うことが示された（Miller, 
Akiyama,	&	Kapadia,	2017）。また，友人から援助
を受けるシナリオを読ませたところ，日本人が最
もネガティブな反応を示し，関係性の悪化の懸念
も最も強かった。交換規範に従う人ほど援助を受
けることで関係性が悪化することを危惧し，関係
性の懸念がネガティブな反応を予測していた。興
味深いことにアメリカ人と日本人はどちらも恩恵
を返報することを重視していたが，「返報」の意
味が異なっていた。日本人にとって恩恵の返報
は，受けたものと同じだけのコストを伴う援助を
援助者に返すことであり，援助者との関係を維持
するための方策として捉えられていた。一方，ア
メリカ人にとっての返報は援助者に感謝の意を示
すことで相手の自尊心を高めることであり，自己
の独立性を維持するための方策として捉えられて
いた。Miller et al.（2017）の結果は，同じアジア
人であっても，日本人とインド人では援助に対す
る捉え方が異なること，そして同じ交換規範に
従っている日本人とアメリカ人でも，返報性の内
容や理由が異なることを示した点で重要な知見と
言える。

アジア文化圏の人々は関係性の悪化に対する 
懸念や返報の義務感から援助を受けることに対 
して消極的になることがうかがえる。しかし，
Miller et al.（2017）は援助やサポートが被援助者
の要請によってなされたもの（solicited support）
なのか，相手が勝手に提供してくれたものなのか

（unsolicited support） を区別して検討していない。
Mojaverian and Kim（2013）は，アジア人が援助

を読んだ日本人は，友人が他の友人に甘えた状況
や誰にも甘えなかった状況を読んだ者よりも，ポ
ジティブ感情が高く，相手に対して親しみをより
強く感じていた。友人に甘えられて嬉しいと感じ
るのは，相手に対して親しさを感じ，状況に対す
るコントロール感が高まるためである （Niiya & 
Harihara,	2012）。実験において，サクラに援助を
求められた日米の大学生は，その前後でサクラ 
に対して好意と親しみをより強く感じるようにな
り，社交的な印象をより強く持つようになった

（Niiya,	2016）。実験者がサクラを手伝うように指
示した場合は，そのような上昇は見られなかった
ことから，サクラに対する好ましさは相手を援助
したことによるのではなく，相手から援助を求め
られたためであると言える（Niiya,	2016）。これ
らの結果は，場合によっては援助要請をしても関
係性は悪化しないどころか，良くなる可能性があ
ることを示す。ただし，援助のコストが大きい場
合や，親しくない他者が援助を要請した場合はポ
ジティブ感情も援助要請者に対する親しみも低下
することから，援助要請が関係性を向上させるの
は限られた状況であると言える （Niiya & Ellsworth, 
2012）。

また，Kim らの研究では言及されていないが，
アジア系の人々が援助を求めることに抵抗がある
要因として，要請の断りにくさがあると考えられ
る。相互協調的な文化では密接な対人関係を維持
する必要があるからこそ，援助を求められれば都
合が悪くても援助をする義務が生じ，断るとして
も罪悪感や関係性の悪化は避けられない。関係性
の親しさを担保にした甘えであれば，なおさら断
りづらいことが予想される。アジア系の人々が援
助要請をしにくいのは，援助者に対する強制力と
負担が大きく，甘えのように関係性を促進させる
可能性があったとしても，関係性を悪化させるリ
スクの方が大きいためとも考えられる。

3.2　援助を受けることの文化差
アジア系の人々は，相手に心理的な負担や迷惑

をかけ，批判を受けたり関係性を害したりするこ
とを恐れるために明示的なサポートを求めない。
では，援助を受ける時の反応も文化によって異な
るのだろうか。

被援助者の反応に文化差があることは数々の研
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らの評価も悪かった（Thompson	&	Bolino,	2018）。
これらの研究は，アメリカ人も援助（特に目に

見える援助）を受けることに少なからず抵抗があ
ることを示すが，援助を好ましく思わない理由 
には文化差がある。アジア人には関係性の悪化に
対する懸念が挙げられるのに対し，アメリカ人に
は自己評価と自尊心に対する脅威が挙げられる。
知覚された情緒的サポート（perceived emotional 
support）とポジティブ感情はアメリカ・日本・
フィリピンの三カ国において正の相関があった
が，アメリカでの相関は日本やフィリピンでの相
関よりも弱かった（Uchida	et	al.,	2008）。さらに，
自尊心を統計的に統制すると，知覚された情緒的
サポートとポジティブ感情の相関は日本とフィリ
ピンでは有意のままであるのに対し，アメリカで
は無相関となった。アメリカでは援助を受ける時
に自尊心が重要な役割を担っており，自尊心を高
めるまたは低める程度によって援助の好ましさが
変わると言える。一方，アジアでは関係性を促
進・阻害する程度によって援助の好ましさが変わ
ると言えよう。

実際にアメリカでは援助者と被援助者の自律 
性が保たれる問題解決型の援助が好ましく，日本
では問題解決型の援助よりも関係性が維持され 
る情緒的な援助の方がより好ましく評価される 

（Morling,	Uchida,	&	Frentrup,	2015）。Morling et al. 
（2015） は状況サンプリング法により，アメリカ
と日本の大学生に援助を受けた最近の経験を思い
つく限りリストアップさせ，本人および別の日米
の参加者に場面の評価をさせた。アメリカでは問
題解決型の援助が日常的に生じており，好ましい
と評されていた。援助者は個人の自由意思で援助
を行っていると考えられており，被援助者も返報
できる能力があると評価されていた。日本でも問
題解決型の援助は情緒的な援助よりも多く経験さ
れていたが，問題解決型の援助に対する反応は情
緒的な援助に対する反応よりネガティブであり，

「お節介」であると評されていた。一方，情緒的
な援助は援助者の自由意思によるものと理解され
ており，援助者の負担も問題解決型よりは少ない
と考えられていた。日本人にとって情緒的な援助
の方が問題解決型の援助よりも受け入れやすいの
は，先の Mojaverian and Kim（2013） の研究にも
あるように，相手の負担と関係性が悪化するリス

を受けることに抵抗を示すのは，援助要請の結果
として援助が生じているためであり，援助の要請
をせずに相手が提供してくれる援助は関係性が密
接であることを示すため，好ましく感じると考
え，この仮説を検証した。予測通り，アジア系ア
メリカ人は要請を伴う援助を受けた時には，要請
を伴わない援助を受けた場合よりもストレスが高
く，ポジティブ感情が低かった。ヨーロッパ系ア
メリカ人は援助が要請されたものであっても，そ
うでなくてもストレスとポジティブ感情に差は見
られなかった。アジア系の人々にとって，援助を
受けることそのものよりも，援助を求めることで
援助者に負担をかけることの方がストレスフルで
あることがわかる。

ただし，アメリカ人も援助を受けることを必ず
しも好ましいと考えているわけではない。Bolger 
and Amarel（2007）はアメリカ人大学生にスピー
チの準備をさせるというストレスの高まる状況を
作った。この時，別の実験参加者（サクラ）から
目に見えないサポート （invisible support；サクラ
の実験者に向けた発話の中にストレス軽減のヒン
トがある）を受けると，サポートのない場合に比
べてストレスの上昇が抑制された。ところが，目
に見えるサポート （visible support；サクラが参加
者に向けた発話でストレス軽減のヒントを伝授す
る） を受けると，ストレスの上昇がサポートのな
い場合よりも大きくなっていた。さらに Bolger 
and Amarel（2007） は目に見えるサポートであっ
ても，援助者が被援助者の能力を高く見ているこ
とがわかる場合はストレスの上昇が抑制されるこ
とを見出した。つまり，アメリカ人がサポートを
受けるのを好ましく思わないのは，援助者から能
力が無いと評価される懸念があるためだと言え
る。また，アメリカ人は職場において，同僚から
の援助に対してネガティブな信念をもつことが報
告されている。Thompson and Bolino（2018）は援
助を受ける時のネガティブ信念として，「相手に
悪い印象を与えてしまうこと」，「返報の義務に対
する負担」，「自分の仕事は自分ですべきという意
識」，「同僚に対する不信感」，「同僚の無能さ」を
挙げ，これを測定するための尺度を開発した。援
助を受けることに対してネガティブな信念をもつ
人ほど，職場で援助を受けることが少なく，仕事
へのコミットメントが低く，業績も悪く，上司か



新谷：助け合いの文化心理学

— 337 —

4.1　個人中心型の援助（person-centric model of 
helping）

相互独立的な文化では，援助行動は各個人が自
律的に人を助けたいと思うことで生じるところが
大きい。人は他者に対して共感するほど援助を行
う （Batson	et	al.,	1988；Dovidio et al., 2006） が，イ
ギリス人を対象にした研究では，共感が援助行動
を促進するのは自ら相手を助けたいという自律的
な動機付け（autonomous motivation） を高めるため
であり，周りからのプレッシャーなどによる統制
的動機付け （controlled motivation） によるものでは
ないことが示された （Pavey, Greitemeyer, & Sparks, 
2012）。また，知人であれ家族であれ， アメリカ
人は相手に対して好意を感じるか否かで援助すべ
きであるかを判断する （Miller	&	Bersoff,	1998）。
命の危険に関わるような状況での援助や，親が 
子どものためにする援助に関してはアメリカ人も
道徳的な義務感を感じるが，それ以外の状況で 
は援助をする，しないの判断は個人の自由な選択
によるものと考えられている（Miller,	Bersoff,	&	
Harwood,	1990）。これらはアメリカ人が援助場面
を見た時，援助者が自由意思により行動をとって
いると考えることを示した Morling et al. （2015） 
の知見と一致する結果である。相互独立的な文化
では，ボランティア活動を説明する個人差変数の
中でも，共感性（other-oriented	empathy）や他者
に良い影響を与えたいという動機付け（prosocial 
power motivation）は重要な役割を果たす （Aydinli 
et	al.,	2014；Omoto,	Snyder,	&	Hackett,	2010；Penner, 
2002）。共感性はアメリカではボランティア活動
を予測していたが（Penner, 2002），香港では予測
しない（Aydinli-Karakulak	et	al.,	2016）。

相互独立的な文化では感情表現，高い自尊心，
自律性，個人の能力が重要とされるため，自尊心
の回復が援助の動機となる（Chen	et	al.,	2012）。
Chen et al. （2012） はアメリカ人と日本人大学生
に，最近，身近な人が経験したストレスの高い状
況について記述させ，その時に行った援助やサ
ポートおよびそれらに至った動機について尋ね
た。その結果，アメリカ人は相手の自尊心を回復
させたいという動機づけが，相手に親しみを感じ
てほしいという動機づけよりも強かったのに対
し，日本人は親しみを感じてほしいという動機づ
けの方が相手の自尊心を高めたいという動機づけ

クが少ないと知覚されるためであろう。また，情
緒的な援助は，援助要請の結果としてもたらされ
た場合でも受け入れやすかった。情緒的な援助は
親しい他者に求めることが多く，相手との親しい
関係を担保にした甘えであるがゆえに好ましいと
評価されていたのだろうと Morling et al.（2015）
は考察している。

4．助ける理由と助けない理由の文化差

ここまで，人を助けることには文化差があり，
それは対象者によって異なること，そして援助要
請に関する考え方や援助を受けることに対する反
応には文化差があることを論じてきた。この項で
は人が援助を行う，または躊躇する理由の文化差
について，Riemer et al. （2014） が提唱する個人 
中心型 （person-centric	model） と規範文脈依存型

（normative-contextual	model） の区別を用いて整理
する。

態度に関する研究は社会心理学の中でも古い歴
史があるが，Riemer et al. （2014） はそのほとんど
が相互独立的な文化の影響を受けたものであり，
態度を個人の好みとして扱ってきたことを指摘し
た。個人中心モデルでは，態度は個人の好みその
ものであり，社会的規範から独立して存在する。
態度（好み）は個人の中で一貫性があり，時間的
にも安定している。どのような状況においても個
人の態度（好み）の方が社会的な規範よりも行動
に影響力をもつ。個人の態度（好み） と社会的規
範が相反すると葛藤が生じ，社会的規範に則った
行動を取ると，自己の本来感（自分らしさが感じ
られること）が低下する。これに対し，規範文脈
依存モデルでは，その場の規範が個人の態度を形
成し，それが個人の好みとなる。その場の規範か
ら態度が形成されるので，規範と態度の間に葛藤
が生じることはない。個人の態度が行動を規定す
る場合も，態度は規範と一致していることから，
規範の行動への影響は大きいと言える。Riemer  
et al. （2014） の理論的枠組みを向社会的行動に当
てはめると，個人中心型の相互独立的な文化では
個人的な要因（態度や感情）が向社会的行動を導
くのに対し，規範文脈依存型の相互協調的な文化
では規範や状況，相手のニーズなどの外的な要因
が向社会的行動を導くことが見えてくる。
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環境に配慮した行動をとっていると思うか）が環
境に優しい商品を選ぶ傾向を予測していた。
義務感　インドでの援助行動は義務感によって

説明されるところが大きい。アメリカでは援助は
個人の自由意思によるものであり，自己のニーズ
を犠牲にすることなく，他者のニーズを満たせる
場合にのみ援助がなされるのに対し，インドでは
援助は義務であり，社会での個人の役割と捉えら
れている （Miller,	1994；Miller	&	Bersoff,	1998；
Miller,	Bersoff,	&	Harwood,	1990）。ただし，イン
ドでは義務を果たすことは個人のニーズを犠牲に
することではなく，本来の自己の使命を全うする
ことと理解される。アメリカ人は義務感から援助
した場合，個人の自由意思で援助した場合よりも
満足感が低くなるのに対し，インド人はいずれの
場合も満足感が高かった。この結果は，義務によ
り援助することはインド人にとっては，自由意思
で援助するのと同じほど好ましいことであるこ 
とを意味する。他者に骨髄の提供をする，また 
はしない状況をアメリカ人とインド人に提示し，
それに対する反応を調べた研究（Baron & Miller, 
2000）では，インド人の方がアメリカ人よりも援
助をする責任があると感じており，援助のニーズ
が最も低い条件（移植者が世界の反対側に住んで
いる見知らぬ他者で，自分の他にも 100万人適合
者がいる場合）においても，インド人の方がアメ
リカ人よりも骨髄の提供をする責任があると回答
していた（64% 対 30%）。援助に賛同する理由を
自由記述で求めたところ，アメリカ人はインド人
よりも提供者の自由意思 （25%対 12%） と関係の
近さ （26% 対 18%） を述べる傾向が強く，インド
人はアメリカ人よりも相手や社会にもたらす恩恵
について述べていた（12%対 29%）。
援助のニーズ　相互協調的な文化では，援助行

動の要因として，援助者の動機づけよりも被援 
助者のニーズが重要な役割を果たす。先述の
Morling et al. （2015） でも，日本人の被援助者は援
助が必要な場合ほど，援助を受けることを好まし
く感じていた。日本人とアメリカ人の見知らぬ 
他者に対する援助行動を比較した研究（Niiya, 
Handron, & Markus, in prep） では，日本人の方が
アメリカ人よりも相手の援助のニーズに対して敏
感であることが示された。日本人とアメリカ人に
満員電車の中で妊婦のように見える女性に席を譲

よりも強かった。さらに興味深いことに，アメリ
カでは相手の自尊心を高めたいという動機づけが
強い人ほど，情緒的なサポートも問題解決のため
のサポートも行う傾向があったのに対し，日本で
は自尊心を回復させたいという動機づけはいずれ
のサポートも予測しなかった。

先述の Morling et al. （2015） の研究ではアメリ
カでは，問題解決型の援助の方が情緒的な援助よ
りも多いという結果であったのに対し， Chen et al. 

（2012） の研究では，情緒的な援助の方が問題解
決型の援助よりも多いという矛盾した結果が報告
されている （日本人はどちらの研究でも問題解決
型の援助の方が情緒的な援助よりも多いという結
果であり，一貫している）。この矛盾は，Morling 
et al. （2015）が調査対象者に「援助を受けた時の
状況」 を想起させたのに対し，Chen et al. （2012）
は「親しい相手に援助をした時の状況」を想起さ
せたという立場の違いによって説明ができる。実
際は問題解決型の援助の方が頻繁だと考えられる
が，アメリカ人が援助をした状況を想起する場
合，相手の自尊心の回復が最も顕著な情緒的な援
助を想起しやすかったと推察できる。

4.2　規範文脈依存型の援助 （normative-contextual 
model of helping）

相互独立的な文化での援助は，援助者の共感性
や意思，他者の自尊心を回復したいという動機づ
けなど，個人の内的な要因によるところが大き
い。これに対し，相互協調的な文化での援助は援
助者個人の要因よりも，社会的規範・義務感・被
援助者のニーズ・他者からの評価などの外的な要
因によるところが大きい。
社会的規範　相互協調的な文化では，個人の意

思や信念よりも，その場の規範や他者の動向が行
動を規定する。環境保護活動も一種の向社会的行
動と言えるが，個人の環境問題に対する態度と環
境保護行動の相関は研究対象となった 47の国々
で .05から .40 まで大きくばらつきが見られ，相
互独立的な文化をもつ国ほどその相関は強かった

（Eom	et	al.,	2016）。さらにヨーロッパ系アメリカ
人では，環境問題が気になる人ほど値段が高くて
も環境に配慮した商品を選ぶ傾向が見られたのに
対し，日本人では環境問題を気にする程度ではな
く，知覚された社会的規範（周りの何人くらいが
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になると考えられる。良かれと思って行った向社
会的行動が，意図せずとも他者に被害を与えてし
まうことがある。たとえば目の不自由な人が横断
歩道を渡るのを手伝ったが，思いがけず相手を転
倒させ怪我をさせてしまった場合，相互独立的な
文化では行為者に援助の意図があったため，行為
者は責められることは少ないが，相互協調的な文
化ではたとえ行為者に援助の意図があったとして
も，悪い結果が生じてしまったために，咎められ
ることが往々にあると考えられる。相互協調的な
文化において人々が援助をする際に，相手のニー
ズに敏感になり，自分の行為が相手の利益になる
のか熟考せざるを得ない理由を示す知見と言える。
評判の維持　相互協調的な文化では，援助行動

を決定する際に他者からの評価を気にする必要が
ある。相互協調的な文化は関係流動性や居住地の
流動性の低い社会に多い。居住地の流動性は，あ
る社会・地域における人々の移住の頻度を指し，
居住地の流動性の低い社会では，多くの人々は生
まれ育った地域で暮らし，個人は閉鎖的かつ安定
したソーシャルネットワークに組み込まれてい
る。関係流動性とは，社会の中で自由に新たな 
対人関係を形成したり，既存関係を維持・解消で
きる程度のことを言う （e.g.,	Yuki	&	Schug,	2012；
Thomson	et	al.,	2018）。居住地の流動性の低い社会
では，関係流動性も低く，人々は新しい対人関係
を築く機会が少なく，既存の対人ネットワークか
ら抜け出すことは容易ではない。このように流動
性の低い社会では，内集団びいきが生じ，外集団
よりも内集団の成員に対して多くの援助を行う 
のに対し，関係流動性・住居地の流動性の高い社
会では，外集団の成員に対しても内集団の成員に
対するのと同様に援助をする （Li,	Li,	&	Li,	2019）。
さらに関係流動性の低い社会における内集団び 
いきは，他者からの視線がある場合にのみ生じる

（Mifune,	Hashimoto,	&	Yamagishi,	2010；Oda et al., 
2011）ことから，閉鎖的な社会においては他者か
らの評価が人々の向社会的行動を促していること
が伺える。

関係流動性や移住地の流動性の低い社会では，
どのような評判が向社会的行動を促すのだろう
か。関係流動性の低い社会では，新たな関係を築
くときに必要なポジティブ評判を得ることより
も，既存の関係から排除されないためのネガティ

るか尋ねる際に，その女性が妊婦である可能性
（援助のニーズの度合） を 10%から100%まで 10%
刻みで操作した。その結果，日本人もアメリカ人
も援助のニーズが高いほど援助をすると回答する
傾向が強くなるものの，そのニーズと援助の関係
は日本人の方がアメリカ人よりも顕著であった。
道端でしゃがみこんでいる人が病気である可能性
を同様に 10%刻みで操作した場合でも同様の結
果となった。これらは日本人の援助はアメリカ人
のそれよりも相手のニーズの度合に影響を受けて
いることを示す。また，援助のニーズが不明確な
状況において，日本人はアメリカ人よりも援助の
ニーズを低く見積もり，援助が相手にもたらす利
益も少なく見積もる傾向が見られた。援助のニー
ズが不明確な状況において，日本人がアメリカ人
ほど見知らぬ他者に対して援助を行わないという
文化差は，日本人の援助のニーズの見積もりの低
さと相手にもたらす利益の見積もりの低さで説明
された。さらに，「前を歩く人が転んだものの，
自分はそのまま通り過ぎた」というシナリオを日
本人とアメリカ人に提示し，足を止めなかった理
由を自由記述で求めたところ，日本人は相手が援
助を必要としていなかったと回答する人が 37%
で， アメリカ人の18%よりも高かった。一方， ア
メリカでは自分に帰する要因（自分は面倒くさが
りだから， など） を述べた者が 20% であり， 日本
の 4% よりも高かった。
援助の結果に対する懸念　相互独立的な文化で

は行為の責任は行為者の意思・意図に規定される
が，相互協調的な文化では行為の結果に規定され
る （Feinberg	et	al.,	2018）。従って，援助行動も個
人の意思や意図よりも，他者にもたらす利益の大
きさとその確実性の推測によって規定されると考
えられる。Feinberg et al. （2018） はある行為者が
他者に害を及ぼしたシナリオを中国人とアメリカ
人に提示し，行為者にどのくらい責任があると思
うか，どのくらいの処罰が妥当であると思うかを
尋ねた。アメリカ人は行為者に自由意思があると
思う人ほど，行為者に責任があると感じ，処罰も
重くすべきであると回答したのに対し，中国人は
損害が重大であるほど行為者に責任があると感
じ， 処罰も重くすべきであると回答した。Feinberg 
et al. （2018） は他者に害を与えた状況のみを検討
しているが，向社会的行動においても同様の結果
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5．文化心理学の視点を取り入れた 
助け合い研究の展望

最後に，助け合い研究が今後扱うべき課題につ
いて，文化心理学的な視点を取り入れて論じる。

5.1　援助行動の範囲を再考する
これまで向社会的行動は，「他者の利益になる

行動」と定義されてきた（Dovidio et al., 2006）。
また，Nadler （2020） は援助行動を「他者に利益
やウェルビーイングの向上をもたらそうとする故
意的な行動」としている。しかし，これまでの向
社会的行動や援助行動の研究は主に作為の行動に
焦点を当てており，行動を伴わない不作為の援助
に関しては研究が進んでいない。他者が援助を求
めていない状況では，「待つ」や「見守る」など，
直接手を出さないことが援助になることがある

（山村，2013）。満野・三浦（2010）は日本人大学
生に「親密な同性の友人に対してあえて思いやり
行動をしなかった状況」およびその理由について
自由記述で尋ねたところ，相手が余計に傷つきそ
うだったなどの「傷つけ懸念」，自分で解決した
方が相手のためになるといった「自力解決」，自
分ならそうしてほしいと思ったなどの「自己本
位」，その場の雰囲気が気まずくなるなどの「場
の尊重」などの回答が得られた。ほとんどの回答
は相手のニーズを推測した上で，行動を起こさな
いことが相手のためになると考えた結果であるこ
とを示す。また，山村（2013）は小学生と大学生
に，友人が明らかに困っている状況を提示し，そ
の中でも「援助しない」と回答した者の援助しな
い理由を分類した。その結果，共感的なものや，
他者の価値観の尊重などの利他的な理由が多く挙
げられていたことから，援助しないことが他者の
利益になる，つまり援助の一種であると指摘して
いる。教員が子どもたちの学習の一環として，あ
えて失敗を体験させるべく援助を控えるのも，見
えない形の援助だと言える。日本人は明示的なサ
ポートよりも暗黙のサポートを好む（Ishii et al., 
2017）ことを考えると，日本をはじめ相互協調的
な文化では，相手のニーズを反映した不作為の援
助が相互独立的な文化より多く生じていると考え
られる。しかし，このような行動を伴わない援助
は，援助研究ではほとんど扱われず，文化差に関

ブな評判を抑制することの方が重要であるとい 
う知見がある（Hashimoto	&	Yamagishi,	2015；岩
谷・村本・笠原，2016）。つまり，日本人がアメ
リカ人ほど援助行動を取らないのは，作為による
失敗の方が不作為による失敗よりもネガティブ評
判を呼ぶため，これを避けようとしていると考え
られる。山本・結城（2019）はトロッコ問題を用
いてこの仮説を検証した。その結果，日本人もア
メリカ人同様の倫理的な判断をする（一人を犠牲
にすることで五人の命を助けるべきだと判断す
る） ものの，行動の意図は日本人の方が低く， さ
らに関係流動性が低いと知覚する人ほどポジティ
ブ評判を期待しなくなり，それが行動意図を抑制
することが明らかになった。予測に反して，ネガ
ティブ評判は行動意図の文化差を説明しなかっ
た。独裁者ゲームにおいて，内集団の成員に均 
等な配分を行う理由を参加者に尋ねた研究（Oda 
et	al.,	2011）では，第三者に悪い評判を与え，罰
を受けることに対する危惧ではなく，第三者から
の良い評判を得ることが均等配分の主な理由であ
ることがわかった。つまり，Oda et al.（2011）の
研究においても，山本・結城（2019）の研究にお
いても，ポジティブ評判に対する期待が向社会的
行動を促していることになる。向社会的行動，と
りわけ援助行動に関しては，社会において賞賛さ
れる行動なので，関係流動性の低い社会において
も，ネガティブ評判のリスクよりもポジティブ評
判を得られる可能性の方が重要であると推察でき
る。ただし，見知らぬ他者に手を差し伸べるな
ど，自己の行為が相手のためにならない可能性が
少なからずある場合においては，ネガティブ評判
の回避がより重要になる可能性が考えられる。

まとめると，個人中心型の援助は，個人の価値
観や信念，その時の感情など，比較的シンプルな
要因によって生じるのに対し，規範文脈依存型の
援助は様々な外的な要因（社会的な規範・義務
感・他者のニーズ・援助の結果の予測・第三者か
らの評価の予測など）が複雑に作用しあった結果
として生じることがうかがえる。状況が明確な場
合は個人中心型でも規範文脈依存型でも援助行動
に差異は見られないが，状況が曖昧な場合におい
ては，文化によって援助行動，および行動に至る
までの心理的なプロセスの差が顕著になると考え
られる。
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「他者の利益」についても，より深い考察が必要
である。ある行動が他者の利益になるかどうかを
見定めるのは誰なのか。行為者が他者の利益にな
ると思えば，それで向社会的と呼べるのだろう
か。これまで欧米中心に進められてきた向社会的
行動の研究では，個人の意図や個人の感情（共感
性）次第でその行動を定義づけることができた
が，相互協調的な規範文脈依存モデルの視点を取
り入れると，向社会的行動の定義すら難しいこと
がわかる。規範文脈依存モデルでは，向社会的行
動は個人の意図や感情によって生じるものではな
く，規範や文脈によって生じるものである。行為
者が援助のつもりでとった行動も，他者のニーズ
に適合しない行動であれば，単なるお節介，はた
迷惑となってしまう場合もある。特に日本人は 
援助がときにお節介になりうることにも敏感であ
る。行為者は他者の利益になると信じて，自身の
行動を援助だと思っていたとしても，相手がその
行為を望んでおらず，相手にとって利益にならな
い場合は，その行為は援助ではなく，お節介とな
る。規範文脈依存型の援助が主流の日本では，自
己の視点だけでは，行為は「援助」とはなりえな
い。援助行動の定義に含まれる行為の範疇が文化
によって異なることを考えると，援助の頻度を文
化間で単純に比較することに果たして意味がある
のか再考する必要があるだろう。

難しいのは「他者の利益」は被援助者の判断に
よるものとも限らない点である。薬物中毒者に求
められるままに薬物を与える場合，受け手はその
行為が自分に利益をもたらし，援助だと認識した
としても，長期的に見ればその行為は相手の利益
にはならないため，第三者からすれば援助とは呼
べない。自殺願望のある人に「放っておいてほし
い」と言われた場合，本人の希望通りにそっと見
守ることが果たして本当に援助と言えるのだろう
か。自殺希少地帯の研究（岡，	2013） では，住民
は助けを求めずとも，近隣の人々が勝手に世話を
焼くことが記されている。被援助者がどう思うか
に関係なく，援助したいと思えば援助し，その結
果，相手にさらなるストレスを与えることもあれ
ば，人の命を救うこともある。つまり，行動とし
て表れない不作為の援助が他者の利益になること
がある一方で，「余計なお世話」が他者の利益と
なることもある。

する研究も進んでいない。
「見えないサポート」 に関しては， 先述のBolger 

and Amarel（2007）の研究をはじめ，欧米諸国で
も研究がなされている。これらの研究が扱うの
は，被援助者側から援助が見えないという意味で
の「見えないサポート」であり，実際は何らかの
作為の援助やサポート行動が取られていることが
多い。サポートを受ける側にとっては，サポート
が見える場合よりも，見えない場合の方が受ける
利益は大きい。たとえばアメリカ人のカップルを
一か月間追った調査では，強いストレスが生じる
状況において，一方はサポートをしたと報告して
いるのに対し，もう一方はそれを受けていないと
報告した日 （つまり見えないサポートが生じた
日） の翌日に，ストレス経験者の抑うつ状態が 
最も低下していた（Bolger,	Zuckerman,	&	Kessler,	
2000）。一方がサポートをしたと報告し，もう一
方もサポートを受けたと報告した翌日には，抑う
つ状態も不安も増加が見られた。目に見えるサ
ポートを受けると，その日のうちに関係満足度と
不安が同時に上昇するのに対し，目に見えないサ
ポートを受けると，その日のうちには何も変化が
なく，その翌日には関係満足度だけが上昇すると
いう報告もある （Girme	et	al.,	2018）。アジア系の
人々は関係性が悪化することに対する懸念や返報
の義務感により，援助を求めることにも受けるこ
とにも抵抗を示し （Kim	et	al.,	2008），明示的なサ
ポートよりも暗黙のサポートを好む （Ishii et al., 
2017）。見えないサポートは東アジア文化圏にお
いてことに重要であると考えられ，見えないサ
ポートを可能とする要因や効果のさらなる研究が
待たれる。

行動として表れない援助や，受け手に見えない
援助を促す心理的な要因は，受け手にも第三者に
も見える援助を促す心理的な要因とは異なる可能
性がある。返報性の期待や評判の期待・懸念など
の要因は見える援助をより強く予測し，他者への
思いやり，共感，関係性の調和などの要因は見え
ない援助をより強く予測する可能性がある。援助
を規定する要因が文化により異なることも含める
と，援助の種類・援助をもたらす心理的な要因・
文化の交互作用を細かく検討する研究が求められ
るだろう。

向社会的行動や援助行動がもたらすと言われる
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5.3　最後に
本論文では，向社会的行動，とりわけ協力と援

助行動を中心にどのような文化差が報告されてき
たかをまとめた。協力・援助行動はどの文化にお
いても普遍的に見られるものの，相互協調的な文
化の方が多いとする知見と，相互独立的な文化で
多いとする知見が混在する。相互協調的な文化で
は，他者との関係性によって協力・援助の度合い
が異なることを指摘し，どちらの文化の方がより
向社会的かという議論ではなく，どのような条件
で文化差が生じやすいかを検討していく必要があ
ることを指摘した。次に援助を求め，受けること
に着目し，相互協調的な文化の人々は援助を求め
受けることは関係性を悪化させる可能性があると
して抵抗があることを論じた。しかし，場合に
よっては甘えのように関係性を促進する可能性 
があることを指摘した。さらに援助行動を促進ま
たは躊躇させる要因の文化差について，相互独立
的な文化での援助は個人中心型であり，個人の意
思・価値観・感情・能力によって決定されるのに
対し，相互協調的な文化における援助行動は規範
文脈依存型であり，社会的な規範や他者のニー
ズ，他者からの評価などの外的な要因によって規
定されることを論じた。援助行動に至るまでには
複雑な社会的認知プロセスが存在することから，
援助行動はその文化背景に形成されていると言え
よう。今後は「援助」や「援助者」の枠組みにこ
れまで含まれていなかった相互協調的な文化で生
じやすい「行動を伴わない援助」や，被援助者に
気づかれない「見えない援助」にも焦点を当て，
これらの援助が生じる要因や効果の文化差につい
て検討していく必要があるだろう。また，「援助
者」と「被援助者」のダイナミックな関係性につ
いて，文化の視点を取り入れた研究がなされるこ
とを期待したい。
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