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What kind of person are you?
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そんなありきたりで抽象的な質問は、あなたの脳

をフル回転させ、その回答が⼈⽣を分岐するかの

ように、企業や⾯接官が好むであろう「私」を語

る。善も悪もない本当の私は⼼の奥底に沈殿さ

せ、社会という空気に対して受動化したことで獲

得するポジション。 本当にそれで良いのか。疑問

を抱きながら⽣きてきた平成が終わり、同調的な

その重い空気は、テクノロジーやサイエンスによ

って変えられようとしています。

あなたは

どんな⼈ですか

What kind of person are you?

遺伝子検査「RESUme」をご利用いただいた皆様は、自分がど
んな人なのかを本質的に思考し、その沈殿物をかき混ぜよう
とする勇気ある自己分析者です。遺伝子という先天的な設計
図は、あなたを構成する底辺となり、後天的な環境と複雑に
絡み合っています。今回の遺伝子検査では、主に感性（性
格）に関与・影響すると考えられる代表的な遺伝子の説明と
遺伝子型の検査結果を関連する項目ごとに掲載しています。
検査結果では、検査結果アドバイスをはじめ、ストレス社会
を生き抜く私たちに役立つ情報を掲載しております。日々の
仕事やプライベート活動によって “大人”として成長してい
く私たちですがそれには周りの環境が大きく影響します。私
たちの将来とより良い生活環境のために目的を持って自己啓
発・適材適所に身を置くことが大切です。

GENETIC TESTING

この遺伝子検査により、あなたの個性や能力を伸ばすための
自信と確信を得ることができますが、人間の才能や能力は、
ひとつの遺伝子で決まるものではありません。複数の遺伝子
や脳などの生物学的な機能、そして後天的な環境要因などが
複雑に絡み合って生み出されているものです。RESUmeで、今
まであきらめていた才能や、伸ばしたいと思っていた事に自
信を持たせ、チャレンジする一歩を踏み出せます。踏み出さ
なければ気づかずに眠らせてしまう、自分の性質を理解し、
可能性を拡げて下さい。
解析した遺伝子は、各項目に深く関与していることが多数の
研究や論文で発表されていますので、一つの目安としてご参
考にしていただき、今後のあなたの成長、またご家族の方々
や仕事先にとって少しでもお役立ちできることを心より願っ
ております。

遺伝⼦検査という⾃⼰分析

可能性を広げる前提解釈

RESUmeレ ジ ュ ミ
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遺伝子というベールは、十数年前迄は
謎に包まれ、姿を見せること無く私た
ちの人生を大きく左右してきました。
多くの人が幼少の頃から、スポーツや
学習に対して無差別にチャレンジし、
時間とお金と労力を費やし、成果の出
ないものから切り捨てていく。こうい
った才能の発見方法が一般的でした。
もちろん私たちには、才能開花のチャ
ンスは平等に存在しますが、好みや努
力、周囲環境で大きく差がつきます。
では、最初の選択(何かを始めるきっか
け)は、どのような基準だったのでしょ
うか？多くは、親によって決定されて
います。

ヒトの遺伝子は約2万個。遺伝子には、たんぱく質の設計図として構
成するものがあり、適切な時期に発現し協調的に働ています。ここ
では遺伝子検査と才能の関係をベースにしながら、その意義にたど
り着きましょう。

遺伝子検査の意義
/ The genetic examination of adult's abilities.

才能で定義する遺伝子

両親から得る判断基準

Genetic testing

検査結果の多様な「相関遺伝子」や「遺伝子型」は、
世界的に共通認識されている名称が表記されています。※1

��とつながる���

局面によって判断基準も変化し、難し
い選択に戸惑うことも少なくないでし
ょう。しかし、いつでも選択権はあな
たにあり、結果もあなた次第。
自分自身と向き合い、多くの判断基準
からより良い選択をするのはとても難
しいかもしれません。それは、自分を
見つめ直す、自分と向き合うことがで
きるツールの中に遺伝子検査がなかっ
たことが一つのファクターとして考え
らます。なぜなら、先天的な才能や感
性は、30％〜50％を遺伝が占めると言
われているからなのです。遺伝子によ
っては、60％〜80%もの影響を与えると
まで言われています。

自分と向き合うツール

例えば “お父さんが野球好きだから”と
か、“お母さんは歌が苦手だから”と
か。こういった判断基準から子どもの
進む道にきっかけが与えられていま
す。これも立派な判断基準です。“好き
こそものの上手なれ”なので、それ自体
を嫌いでは決して能力は開花されませ
ん。好きになるために身近なお父さん
も野球好きという頭の認識が、自身も
野球にのめり込ませていくのです。

そして、大人になった私たちには、現
代社会において、政治、経済、生活、
等が目紛しく変化し、その局面毎に乗
り越えたり、回避したり、引き返した
りと様々な選択を強いられます。その

自分自身をしっかりと理解するために
は、今まで自身が培ってきた経験や成
果、失敗などに合わせて先天的な“自
分”を見ることも大切です。
遺伝子検査の意義は、あなたの大切な
人生の分かれ道や登り道で少しでもロ
ジカルな勇気を与えることです。過去
を振り返り、未来に活かす。この遺伝
子検査は、活かすも殺すもまたあなた
次第です。〈RESUme〉では、今の自分
と先天的な自分とのギャップも楽しめ
るようにと願いを込めて結果を記載し
ています。

勇気を持ってロジカルに

成功の条件

多様な成功のために企業や研究者は
様々なツールを開発してきました。教
育カリキュラムや参考書に始まり、ヘ
ルスケアやメンタリズムなど成功に向
けた試行錯誤に終わりはありません。
今回の遺伝子検査も同様に、被験者の
成功に導くために開発され、これから
もアップデートし続けるでしょう。し
かし、どんな時でも変わらない成功の
条件は、核心的で物事の本質だと、開
発者のわたしたちを唸らせます。

DNA FACTOR 社が行うワークショップの様子/遺伝子
検査を通じて、自分の個性を改めて見つめ直し、論
理的な思考で性格分析する。分析した結果を仲間と
共有することで、自尊心を高め、他者に対して理解
を深めることができる。

わたしたちの社会における「成功」や「幸せ」の定義は多様

Message by Dr.

検査ドクターからのメッセージ

成功した人間は、絶対に諦めな
かった人。成功できなかった人
間は、途中で諦めた人。言い換
えると、自分に才能がある（結
果が出せる）と信じ切った人で
ないと成功はできない。但し、
信じ切った人全てが成功するわ
けではない。そして、自分の才
能を信じ切れなかった人は100％
結果を出せない。
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文 系 タ イ プ

あなたは文系タイプです。学習能力の
領域で理系より文系を好むタイプで
す。話す・書く・聞くと言った文系的
な能力に優れています。人を慮り、社
会的な空気を読むことが得意です。分
析的、構造的に課題を洗い出し、論理
的な組み立てが苦手です。

�査�果では下�のような

タイプ別��を採⽤しています。

今回の遺伝子検査で良い結果、又は期
待に添わない結果が出たとしても、そ
れは先天的な特徴のみを表したもの。
生まれた時から繰り返される経験や成
功体験など、継続的な自己啓発などが
今のあなたを成しています。よって、
輝く将来を手に入れるための要と成り
得るのは、どれだけ熱意や興味を持っ
て取り組むことが出来るかということ
になります。そのため当検査結果で
は、全ての方が、“新たな可能性”を秘
めているという意を込めて、下記のよ
うな表現方法やタイプ別の表現方法を
採用しています。

検査方法について

複製に必要な核酸の断片)、耐熱性DNA
ポリメラーゼ、およびDNAのモノマーで
ある4種のデオキシリボヌクレオチド三
リン酸などを混合し、温度の上げ下げ
を繰り返すことによって、特異的な領
域のみを試験管内で効率よく増幅する
技術であり、熱変性、アニーリング、
伸長反応の3ステップを1サイクルとし
て、通常20～30サイクル繰り返す方法
のことです。PCR反応は通常のDNA複製
過程を模しており、向かい合った１組
のプライマーを使うことで、特異的領
域のみ増幅することを実現していま
す。DNAシークエンシングとは、DNAを
構成するヌクレオチドの結合順序（塩
基配列）を決定することを言います。
DNAシークエンシングは、遺伝子情報を
解析するための基本手段となっていま
す。

検査結果評価で用いる表現方法

遺伝子検査で使用するPCR機/DNAを増幅させる過程
で使用される。電子レンジのように温度調節を秒単
位で調節し、一定の温度変化を何回も繰り返す設定
ができる。民間企業によるサービスの用途以外に
も、医療や研究の用途でウィルスの発見など多様な
検査で使用される。

検査結果の遺伝子型に書かれているア
ルファベット、数字は遺伝子型を表し
ています。父親と母親の遺伝子型から
それぞれ1個ずつの配列を受け継ぎま
す。遺伝子は、遺伝子塩基配列の違い
により、遺伝子機能の違いを引き起こ
します。より信憑性の高い遺伝子を再
抽出しているため、従来の一覧表と遺
伝子名や項目名が一部変更になってお
ります。例えば両親の遺伝子多型が共
にAG型である場合はその子ども達は、
両親のA配列とG配列を1本ずつ受け継ぐ
ことになり、図のように3通りのSNP型
が存在することになります。

遺伝と遺伝子型

遺伝子型の遺伝図

AG AG

AG GG

AA

MotherFarther

Child Child

Child

AG型とGG型の親の場合、AG型、AA型、GG型の子どもが
生まれる可能性があります。

0.1%の個性

ヒトの遺伝子情報は、あなたと私で
は、99.9％同じです。ヒトによって髪
の色や目の大きさが違ったりするの
は、わずか0.1％以下の遺伝子の差に関
係しています。遺伝子情報は、A、T、
C、Gという４つの塩基の長い羅列とし
てDNAの上に書き込まれ「遺伝子」とい
うユニットを形成し、例えば、塩基一
つが抜けていると奇形や疾患などの異
常となって現れる。しかし1つが、他の
塩基に入れ替わっているだけであれば
ほとんどの場合、個性として表れるに
過ぎないのです。これが個人向け遺伝

子検査で見ているSNP(一気塩基多型)と
呼 ば れ て い る 遺 伝 子 型 で あ
り“RESUme”もこの中に含まれます。
自らの能カを駆使して主体的に生きて
ゆくために最も重要なことは、自分の
個性を知り、その個性を何らかの仕事
に使うことができるほどの能力にまで
発展させることです。ただし、一言に
個性と言っても奥は深いです。まず
は、ヒトそれぞれの遺伝子は、大きく
変わらないということ。ヒトとヒトと
の個性の差は、以下に小さな領域かを
理解しましょう。そういった前提を踏
まえそして、この小さなの領域の個性
を最大限に発展させるその過程(努力)
こそが、大きな成長を育むのです。

解析は「PCR、DNAシークエンシング遺
伝子解析」とういう実験方法を採用し
ています。PCR法とは、鋳型となる
DNA・2種類のプライマー(DNAの合成・

成功するには、授かった才能よりも計画的且つ
持続的な努力を続ける性質が重要であるという
研究結果も発表されている。
アンダース・エリクソン / 卓越したパフォー
マンスの獲得に果たす役割
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GENETIC TESTING
Direct sequence

現存する検査方法の中で最も精度の高い
ダイレクトシークエンス法を採用

〈遺伝子検査の方法〉

世界の果てに潜む遺伝子/ direct sequence

およそ30億ある塩基対のうち、1つを読み取るのが遺伝⼦検査（SNP解析）

の基本⼿段。これは⾔い換えると世界中すべての男性の中から⽬的の⼀⼈を

⾒つけ出して、名前を聞くような果てしない作業のようであり、かつては地

球の外からその⼀⼈を直接探し出すことは限りなく不可能だった。

そんな世界で確実的な遺伝子解析を行
うためには「 DNAの増幅 」というステ
ップが重要となるが、DNA FACTOR はダ
イレクトシークエンス法を採用するこ
とで、他の検査方法にはない圧倒的な
精度を維持している。これはDNAの増幅
のステップの時に周囲の情報も一緒に
増幅して読み取れるというところにあ
る。一人一人のDNAから得られる成果物
は、全く同じ方法を行っても微妙なズ
レが生じる。それはまるで種類として
は同じなのに産地や時期によって味が
変化する料理のようだ。料理は時折の
成果を楽しめば良いが、遺伝子検査
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遺伝情報は A・T・G・C の4つの塩基の
並びで判断することができる。それが
全部で30億も数珠のように並んでい
る。ダイレクトシークエンス法では次
の図のような結果を得ることができ
る。知りたいのは赤で囲んだところ。
これが例えに出てきた“１人の男性” に
あたる。

❶ 4つの塩基を確認する

は全く同じ成果を上げ続けなければな
らない。そのために必要なのは「微妙
なズレ」に気付くこと。ちょっとした
そのズレは、現代のテクノロジーを持
ってしても発見することができない。
DNA FACTORでは、ダイレクトシークエ
ンスという検査方法を使用し、最終的
な解析を分子生物学に精通したDr.によ
って最終解析することで、その制度を
限りなく高めている。ここでは、ダイ
レクトシークエンスの特徴とメリット
を紹介。

遺伝子（SNP）のタイプが［ GG ］であ
れば黒い山だけになり［ AA ］であれ
ば、緑の山だけになり［ AG ］であれ
ば黒と緑が重なった山になる。XY染色
体以外の染色体は2つずつあるので結果
は［ GG ］［ AG ］［ AA ］ の3種類
に分類される。一方、ダイレクトシー
クエンス法以外の方法は、赤く囲んだ
ところの情報しか読み取れまない。全
体的に黒ならば［ GG ］、緑ならば［
AA ］、黒と緑が混じっていれば［ AG
］と判断する。

❷ 読み取る範囲の違い

問題となるのは、その信号が不鮮明な
とき。実は100回に一回くらい下記のよ
うなデータが取れる。遺伝子検査では
口の中の唾液や口腔内粘膜から細胞を
採取することが多いが、採取のクオリ
ティにはどうしても個人差があり、そ
の数が少なかったり不純物が多く含ま
れていたりするケースは少なくない。
そうすると検査をしても最終的に曖昧
な結果シグナルになってしまう。方法
論の問題ではなく、採取したサンプル
の状態が悪いときに起こるのだ。

❸ トラブルが起きた時の対策

❹ ダイレクトシークエンスの
最大の利点

他の検査方法では目的の遺伝子の場所
しか見ることができないため下記のよ
うな信号しか取れない。

ダイレクトシークエンス以外の方法だ
と［ AG ］と判断されて解析されてし
まうが、実はこの場合の正確な検査結
果は［ GG ］。他の検査方法では目的
の場所の遺伝子しか読み取れないため
その結果自体が正確な信号なのか不正
確な汚い信号なのかを判断するところ
までは持ち合わせていない。 ダイレク
トーシークエンス法 を使えば目的の周
囲の信号も同時に読み取れるため、
「これは、不正確な結果（信号）だ。
やり直そう。」という判断が選択肢と
して残されている。

GENETIC TESTING

DIRECT 
SEQUENCE
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Analysis Result
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セロトニンは気分を調節する重要な神
経たんぱく質です。5-HTとはセロトニ
ンのことであり、5-HTTはセロトニント
ランスポーターの略語になります。ト
ランスポーターとは細胞外に放出され
たセロトニンを再度細胞に取り込むた
んぱく質のことをさします。その機能
が落ちれば、細胞外のシナプス間隙に
あるセロトニンが増えて、セロトニン
シグナルがより持続的に伝わりますか
ら、セロトニンの機能が上がると考え
られます。今回調べたのは、セロトニ
ントランスポーターの発現量を調節す
るプロモーターという領域の違いにな
ります。参考文献によると、長いタイ
プの人がうつ病になりにくく、短い人
の方がなりやすい傾向にあったとあり
ます。しかし、病気になるほどの差は
ないという報告もあり、もうひとつの
参考文献では、うつ病のなりやすさと
セロトニントランスポーターの関係は
若い人だけに当てはまるのではと考察
しています。これらの報告をどう評価

RESUmeで採用した5つの遺伝子について
紹介します。学習的な能力に関係する
遺伝子や性格を表すような脳機能に関
係する遺伝子など、様々な遺伝子的要
因があなたを構成しています。遺伝子
は、個人にどんな歴史があってもトラ
ウマがあったとしても、私たちの知ら
ないところで絶えず先天的な影響を与
えているのです。

SNAP25は、脳の神経細胞がネットワー
ク間で連絡を取る時に利用される物質
の分泌を助けるたんぱく質です。例え
ば、リンゴを見て、それがリンゴだと
認知する際の神経から神経への伝達に
関係する遺伝子ということです。オラ
ンダにおいて、平均年齢12.4歳の391個
の家族、平均年齢37.3歳の276個の家族
という独立した2つの試験でSNAP-25の
遺伝子が調べられました。その結果、
「知性」と関連したものが見つかりま
した。今回調べたのはその中でも、一
番強く相関していたSNAP25遺伝子にな
ります。SNAP25遺伝子は動作性IQと深
く関係しています。

遺伝子DAT1は、特定の神経伝達物質回
転体配列です。繰り返し配列すること
により、遺伝子の伝達に影響します。
この遺伝子はやる気と関連します。
DAT1はドーパミントランスポーターの
略です。ドーパミンはやる気や報酬系
に関わるもっとも重要な神経たんぱく

検査対象遺伝子

SNAP25
Synaptosomal-associated protein 25

MAOA
monoamine oxidases　A

DAT1
dopamine transporter 1

COMT

遺伝子COMTは、ある特定の神経伝達物
質転化酵素配列です。大脳の神経細胞
のシナプスの間に幅広く存在していま
す。この遺伝子の機能は脳の情報処理
速度と顕著に関連しており、思考スピ
ードに影響します。COMTはドーパミ
ン、エピネフリン、ノルエピネフリン
などやる気に関係する脳内物質を分解
する酵素です。

catechol-O-methyltransferase

5-HTT
5-Hydroxytryptamine Transporter

遺伝子MAOAはセロトニン、ノルアドレ
ナリン、アドレナリン、ヒスタミン、
ドーパミンなどのモノアミン神経伝達
物質の酸化を促進させる酵素であり、
主にノルアドレナリンとセロトニンの
バランスを調整する役割があります。
この遺伝子発現を調節するプロモータ
ー領域は30文字のフレーズが2回(2R)、
3回(3R)、4回(4R)、5回(5R)反復するプ
ロモーターがあり、この繰り返し配列
の数によって、遺伝子発現量が変わ
り、結果的にメンタルの強さなどに影
響してきます。

質で、脳内の神経細胞の前シナプスに
存在します。前シナプスから分泌され
たドーパミンは、後シナプスの受容体
にくっつくか、自然になくなるか、ド
ーパミントランスポーターという入り
口からもとに戻ってくるかの３パター
ンがあります。前シナプスから分泌さ
れたドーパミンを再度取り込んでしま
うはたらきからDAT1はドーパミンの量
を制御するはたらきがあります。

とした病気にまでならなくとも、スト
レス耐性の差としては傾向があるので
はないかくらいの受け止め方がリーズ
ナブルでしょう。するかですが、うつ
病というはっきり

個性を生む命の設計図
生まれ持った遺伝子が教える未来をあなたはどこまで知りたいですか？
知ったあと、どんな活用をしたいですか？

人には、ヒトゲノム。フグにはフグゲノム。

〈生命の歴史を刻む多様なゲノム〉

ゲノムとは、ひとつの生物がもつ遺伝情報全体のこ
とです。ゲノムの情報からタンパク質が作られるし
くみは、すべての生きものに共通です。一方で、生
きものは、それぞれの種に固有のゲノムをもってい
ます。ヒトならヒトゲノム。イヌならイヌゲノム、
大腸菌なら大腸菌ゲノム。長い時間をかけて、ゲノ
ムそのものが少しずつ変化することによって、生き
ものの多様性が生み出されました。ゲノムの違いを
調べると、進化の道筋をたどることができるので
す。これまでに、生物学・医学の基礎研究に適した
［モデル生物］、感染症の原因となる微生物、農
業、発酵産業などで重要な生物など、2600種以上の
ゲノムが解読されています。
ゲノムは英語表記で「GENOM」と書きます。「GENE」
に「OME(全体）」を繋げた「遺伝子の全部」という
意味です。今回、検査対象となった遺伝子は、ゲノ
ムのほんの一部であり、他全ての遺伝子（ヒトゲノ
ム）の謎を解明する研究は今もまだ続けられていま
す。
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認知機能を助ける伝達遺伝子

文系タイプ

文理系タイプ

理系タイプ

目的の達成に必要なモチベーションをご褒美や見返り
がある方が持続しやすいです。物事を進めるにはギブ
アンドテイクの方が性に合っています。共同体感覚に
優れ、複数人とチームを組み、関わりを保ちながら行
うワークスタイルに適正があります。報酬がなければ
やる気が出にくいタイプです。

全ての検査結果タイプを一覧にしました。あなたがどのタイプに
なるのか想像しながら見てみましょう。そして、検査結果を確認
した後、もう一度振り返り、該当したタイプにチェックしてみま
しょう。全部で5つの遺伝子を検査しました。

やる気を起こさせる
ドーパミン遺伝子
遺伝子名：DAT1

遺伝子の
検査結果一覧

知性・認知

脳内の神経細胞がネットワーク間で伝
達をするときの物質分泌を促すたんぱ
く質遺伝子です。わたしたちにとって
とても身近な認知機能に関係し、例え
ば、リンゴを見て、リンゴだと認知す
るときのような神経から神経への伝達
など能力を担っています。

遺伝子名：SNAP25

学習能力の領域で理系より文系を好むタイプです。話
す・書く・聞くと言った文系的な能力に優れていま
す。人を慮り、社会的な空気を読むことが得意です。
分析的、構造的に課題を洗い出し、論理的な組み立て
が苦手です。

理系と文系のハイブリットです。日本的な社会に順応
した人間性とテクノロジーやデータサイエンスの領域
で必要なロジカルな思考性も兼ね備えています。文
系、理系に偏っている人への理解力も高い傾向があり
ます。

分析的、構造的に文章や話を理解して課題を洗い出す
能力が高く、論理的な構成から口頭および文章にて明
確に伝える表現力が高いです。場の空気を読み、角が
立たないコミュニケーション、生き方が苦手です。

自己啓発タイプ

報酬要求タイプ

報酬要求

特定の神経伝達物質回転体配列です。
繰り返し配列することにより、遺伝子
の伝達に影響します。この遺伝子はや
る気と関連し、ドーパミントランスポ
ーターと言われています。注意欠陥や
多動性など多様な行動のファクターと
して影響を与える遺伝子です。

目的の達成に向かって必要なモチベーションを自発的
に意識し持続することができます。自分の意見を尊重
し、考えを具体的な行動に移す能力に長けています。
スピード感のあるワークを得意とし、主体的なアイデ
ィアを優先する傾向があります。

遺伝子と項目と説明 タイプ タイプの概要

STUDY 情報を深く理解するために検査結果の解説や
コラムなどを正しくインプットしましょう。

WORK 新たな発見や再認識のために、ペンなどで記
しながらアウトプットしましょう。

WORK
後半ページの検査結果を見ながら該当する
自分のタイプに　　　を入れてみましょう。

⾃⼰��

Genetic
Testing

始めよう

「STUDY」マークと「WORK」マークに
注目してポイントを押さえて読み進めていきましょう。
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タイプ表記：この検査結果では、皆様の遺伝子の配列の違いから、
様々なタイプ別標記をさせて頂いております。 / 遺伝子型：Webや書
籍などで遺伝子の略語を検索した際に、当該遺伝子の概略や配列など
の詳細情報が確認できる名称を検査結果に使用させて頂いておりま
す。検査結果に表記されている、「AA型」等のアルファベットや数字
は、検査を受けられた方の遺伝子型の発現結果を表しています。



繊細タイプ

温和タイプ

自己中心タイプ

気持ちを左右する遺伝子

幸福感を与える遺伝子
遺伝子名：5HTT セロトニンの分泌量が比較的多く、米国や欧州の人種

に多い落ち込みにくい傾向があります。幸福感を感じ
やすく、アジア人にはめずらしい遺伝子型です。トラ
ブルや逆境に強いポジティブ人間です。

集中力

神経伝達物質転化酵素配列です。脳の
情報処理速度と顕著に関連しており、
思考スピードに影響します。ドーパミ
ン、エピネフリン、ノルエピネフリン
などやる気等に関係する脳内物質を分
解する酵素です。

遺伝子名：COMT

集中力を左右するドーパミンが脳内で分解されにく
く、集中力が高く、物事を考え、意欲や活力を起こす
ことが得意です。常に少し緊要気味で持続的にストレ
スを抱えやすい傾向があります。

脳内のドーパミン濃度が標準的で、気持ちのバランス
が良く、安定的な集中力とやる気、ストレス分解力を
持っています。効率よくドーパミン分泌ができれば、
高い人間力に繋がり人を支える貴重な役回りを熟せま
す。

脳内ドーパミンが分解されやすく、些細なことを気に
しないタイプです。ストレス分解力が高く、失敗を恐
れずに突き進めるタイプです。しかし、やる気が起き
にくく集中力も持続しにくい傾向があります。

悲観タイプ

楽観タイプ

落ち込みやすさ

セロトニンという気分を調節するため
に重要な神経たんぱく質遺伝子です。
5-HTTとはセロトニンのことであり、5-
HTTはセロトニントランスポーターの略
語になります。幸福感が高い人にはあ
セロトニンの分泌が比例して高いこと
が報告されています。

セロトニンの分泌量が少ない、アジア人に典型的なメ
ンタルタイプです。米国や欧州の人種に比べて落ち込
みやすい傾向があります。その分、人の気持ちに共感
し寄り添える素養があります。

アドレナリン分泌を
促進するストレス遺伝子
遺伝子名：MAOA

不安を抑制するメンタルバランスが弱く、ストレス耐
性が低い傾向があります。安定したメンタルバランス
を保つには、厳しい言葉や対応よりも、肯定的な対応
や褒められる方が効果的です。思いやりがあり、人の
気持ちを汲む能力が高いですが、自尊心は比較的に低
い可能性があります。

我慢強いタイプ

不安やストレスに
敏感なタイプ

メンタルバランス

セロトニン、ノルアドレナリン、アド
レナリン、ヒスタミン、ドーパミンな
どのモノアミン神経伝達物質の酸化を
促進させる酵素であり、主にノルアド
レナリンとセロトニンのバランスを調
整する役割を持っている遺伝子です。

ストレス耐性に必要なセロトニンの活性があり、人よ
りも我慢強いタイプです。良好な対人関係の構築に必
要なメンタルバランスが高く、良き仲間に恵まれると
切磋琢磨しながら相乗的に成長していけるタイプで
す。モチベーションも高く自己啓発的な素質を持って
います。ストレスに弱い人への気持ちの配慮などは苦
手な可能性があります。

セロトニンの分泌量が多く、アジア人にはとてもにめ
ずらしい遺伝子型です。楽観的で幸せを感じやすい傾
向があります。明るい気質でタフな性格は、周囲も明
るくしますが、悲観的な共感力は少ない傾向がありま
す。
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生きものから生きものに受け継がれて
きたバトン。それは、すべての生きも
のが共通して持っているDNA（デオキシ
リボ核酸）という物質が役割を果たし
ています。DNAには、生きものの体を作
ったり、その生きものが生きる上で必
要なすべての情報（遺伝情報）が書き
込まれていて、親から子へと受け継が
れていきます。たくさんの文字で文章
が書かれて一冊の本になるのと同じよ
うに［塩基］という物質が文字のよう
な働きをして、その並び方によってDNA
の中に遺伝情報が書き込まれているの
です。この文字（塩基）は、A・T・G・
C　という4種類しかありません。この
塩基の並び方はいろいろと違ってい
て、その並び方によって、作られる物
質の種類や作られる時期などを決めて
いるのです。その結果こんなにも複雑
な生きものを作ることができているの
です。もちろんDNAは、動物や植物、微
生物だけでなく地球上のすべての生き
ものが持っています。
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▽ 二重らせんの間に対応関係にある二つの塩基が
並んでいます。

塩基は、2本の分子の鎖の間にペアで並
んでいて、
 
　◆ アデニン（A）
　◆ チミン（T）
　◆ グアニン（G）
　◆ シトシン（C）
 
があり［A］は［T］とペアになり［G］
は［C］とペアになって手を繋ぐように
して並んでいます。こうした塩基のペ
アを［塩基対］といいます。

DNAは、2本の細長い鎖がからみあった
ような“二重らせん”と呼ばれる形をし
ています。これは、“デオキシリボース
（糖）”、“リン酸”からできている長い
分子の鎖で、この2本の間に［塩基］と
いう物質が並んでいます。

誰もが持っているDNAですが、生きもの
によって違いがあります。例えば、わ
たしたちヒトは、両親からそれぞれ1セ
ットずつ受け継いだDNAを2セット持っ
ています。1セットのDNAには約30億の
塩基対が並んでいます。生きものによ
って数百万かた数百億まで塩基対の数
が違い、そのうえ、塩基の並び方も
様々です。
塩基の並び方が少し違うだけで、組み
合わせのパターンもすごく多くなりま
す。生きものごとにDNAの遺伝情報が違
っていてこれを“ゲノム”と呼びます。

〈生物別の1setの塩基の数〉
DNA1セットの全塩基対の数は生きものの種類によって違う。

3.9億

12億

33億

30億

1.8億

1.8億

受け継がれる “バトン”

STUDY

単純な生きものほどゲノムが小さい

約40億年前の原始的な生命のゲノムは
かなり小さかったと考えられていま
す。進化を経て、ゲノムの大きな生き
ものが登場しました。そのため、単純
な生きものほどゲノムが小さい傾向に
あるとは言えますが、マウスのゲノム
がヒトよりも数億大きかったり、ユリ
のゲノムが1200億塩基対もあるなど、
ゲノムが大きいからといって複雑な生
きものであるとは限りません。

ヒトゲノム計画は、ヒトゲノムのすべ
ての塩基配列を調べるプロジェクト
で、1989年にアメリカで始まりまし
た。最終的にヒトゲノムは約30億もの
塩基対からなることがわかりました
が、それらすべてを調べるには膨大な
時間と予算が必要です。そのため、国
際的な協力により進められ、2003年に
ヒトゲノムの全塩基配列の読み取りが
完了しました。
解読されたゲノムは、NCBIやUCSC、お
よび Sanger Center などの研究機関で
参照することができます。これまでに
ワーキング・ドラフトを発表し、現在
もその改良版の発表が継続して行われ
ています。ヒトゲノムすべてを本に印
刷したら、本棚にすべて収まります。
これを多いと思うか少ないと思うか
は、ヒトそれぞれですが、ゲノムに
は、研究者の探究心をくすぐる魅力が
秘められているようです。

ヒトゲノム計画



次のページからあなたの遺伝子検査結果を記載しています
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あなたの知性や認知のタイプ

◇◇さんは、今回の遺伝子検査の結
果、言語性IQが高い可能性がありま
す。SNAP25は、頭の中（脳）のシナプ
スの伝達に重要な役割を果たしてい
て、人間の認知機能や知能に深く関係
しています。GG型やAG型は、動作性IQ
を評価するテストで、非常に好成績を
おさめた人たちと同じ遺伝子型を保有
しています。知性や認知の判断処理ス
ピードが速く、直感的能力にも長けて
いる傾向があります。所定時間内にパ
ズルを完成させる作業や、積み木など
を立体的に積み上げることが得意で
す。逆にAA型は、言語性IQの評価に際
立って優れる可能性があります。言語
性IQとは、言葉に関する“理解力”で
す。限られた時間の中での表現力を評
価する指標のことを指します。これが
高いとスピーチや講演、物の説明、ア
ドリブ、作文などに能力を発揮しま
す。また、未来予想やアイディアを出
すのが得意です。「もし、こうなった
ら」と予想したり、グローバルに考え
たり、様々なアイディアを創り出す力
があります。その為、無計画な人が多
く、既成概念に囚われず自由に発想し
ます。興味のないことには無頓着で集
中できない傾向にありますが、一度面
白さが分かると途端にやる気をだしま
す。「なるほど」と理解出来ることに
快感を感じる為、仕事でもプライベー
トでも知識を吸収したい欲が強く、知
識を得る事で、また新しいアイディア
が浮かびます。

同じ遺伝子配列をしている人の割合

学習能力の領域で理系より文系
を好むタイプです。話す・書
く・聞くと言った文系的な能力
に優れています。人を慮り、社
会的な空気を読むことが得意で
す。分析的、構造的に課題を洗
い出し、論理的な組み立てが苦
手です。

知性・認知

SNAP25は、脳内の神経細胞がネットワーク間で伝達
をするときの物質分泌を促すたんぱく質遺伝子で
す。わたしたちにとってとても身近な認知機能に関
係し、例えばリンゴを見て、リンゴだと認知すると
きのような神経から神経への伝達など能力を担って
います。この遺伝子で、あなたの理系の度合いをカ
テゴライズすることができます。

文系タイプ

遺伝子型：AA 
言語性IQが高い可能性がある

認知機能を助ける伝達遺伝子

文系タイプとは

　AA型

遺伝子名：Synaptosomal-associated protein 25

言葉や表現力を左右する
言語性IQが高い可能性があります

機能的な解説

話す・書く・聞くという能力は
時代変化の煽りを受けづらい
文系的感性に長けている

あなたは、文系を得意とする
思考タイプであることが分かりました
数学や物理学や機械工学などに必要な
システマチックでロジカルな力より
も、文学や芸術などの感性的な力に溢
れているタイプです。文系の思考力と
は、文脈や行間を読み解く力を意味
し、社会的スキルの大事な基盤となり
得ます。どんな理系的な学問であって
も、母国語や外国語を読み解いて学ん
でいく必要があります。専門性が高い
分野ほど、高度な読解力が求められて
いきます。読解力に加え、文系タイプ
の人は言語的理解力が高い素質を持っ
ているため、周囲の人との相互理解に
も長けています。相手から話を引き出
すインタビュアーや相手に寄り添うカ
ウンセラー、さらにはプロジェクトを
推し進めるディレクターなど、様々な
コミュニケーターのプロとしての才能
を備えています。そのため、文系タイ
プの人は仕事やプライベートを通して
様々な人とコミュニケーションを交わ
す習慣を持っていたいところです。

能力的な解説

文学系のスキルは
役に立つのか

理系的分野はテクノロジーの変遷によ
って身に付けた技術が廃れたり、新し
い流れの影響を常に受けますが、文系
的感性における「話す・書く・聞
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最近では、オンラインでの映画やドラマ等の様々な
映像コンテンツが視聴できるサービスを気軽に利用
できるようになりました。中には、スタンドアップ
コメディのような、グローバルな教養と言語が同時
に学べるようなコンテンツも身近になりました。従
来のような、通い型の“学び”学びではなく、オンラ
インでのスキルアップを目指す人も増えています。

く」という能力は時代変化の煽りを受
けづらいスキルです。情報化社会によ
って、個人も企業もどんどん発信をし
ていく必要があるからこそ、文系的思
考力に富んだ人の価値は高まるばかり
です。AA型であるからこそ、大人にな
ってからもそのスキルを磨き続けれ
ば、社会的に突出した人材となり得る
でしょう。

あなたの素質を活かすには
インプットとアウトプットを
きちんと繋ぐことにある

ロジカルな環境か
人間味のある環境か

文系タイプは、感性や創造性を自然に
重視してしまう感覚派の側面を持ちま
す。普段から他人の価値観や世界観に
興味を持つ癖を付けておくと、自分の
感性がみるみる磨かれていき、様々な
ビジネスシーンで成功を後押ししてく
れるようになります。情緒という面で
は、潜在的に様々な人の心に注目する
ため、人から好かれやすいのもAAタイ
プの特長と言えます。その反面、文系
タイプ的な素質が強すぎてしまうと、
感情的になることもあるでしょう。ロ
ジカルシンキングに重きを置く人とは
相性が悪い一面もあります。職場環境
においては、社内の制度や仕組みがシ
ステマチックな環境は冷たく居心地が
悪いと感じてしまう傾向にあります。
ある程度、自由で融通が利く環境を選
ぶと良いでしょう。数値やデータでお
互いの利害をはっきりさせるサバサバ
した関係よりも、人間味のある温かい
関係の中で自分を発揮できる可能性が
高いと言えます。文系タイプと聞く
と、一般職や総合職を思い浮かべる人
も多いかもしれません。企業の仕事は
言語能力を中心に回っています。ソー
シャルスキルとして最も重要視される
コミュニケーション能力も言語能力の
一つです。総合職を含めた文系的キャ
リアを高めるには、この「読む・書
く・聞く・話す」の力を底上げするこ
とが最も重要になります。特に「書
く」と「話す」という行為は、今後の

時代に求められるアウトプットスキル
でもあります。単に読書をしたり、講
演を聞いたりするのではなく、インプ
ットした内容を何かに書いたり、誰か
に伝えたりということを増やしてみて
下さい。文系タイプの素質を活かして
いる人とそうでない人の違いは、イン
プットとアウトプットを繋いでいるか
どうかにあります。何しからしの分野
に特化した知識を深め、それを上手に
アウトプットできるようになれば、フ
リーランスや専門家としてより主体的
な社会活動で成功を収めることができ
るようになります。

コラム

頭が良いかどうかを判断する“知能”で
すが、その定義はさまざまで決定づけ
ることは難しいです。抽象的な思考力
なのか、学習する能力なのか、新しい
環境に適用する能力とも考えられま
す。そんな知能には3層に分かれる因子
があり、それぞれを一般因子・広範な
知能因子・特殊な能力因子に分類する
ことができます。これらの能力を検査
（算出）する方法として、WISCという
検査（テスト）が用いられます。その
中でもWISC-Ⅲという検査で、SNAP25遺
伝子に関係する動作性IQ(PIQ)が検査さ
れています。

知能とは

動作性をみる尺度として「知覚統合」
と「処理速度」があります。それら
は、「絵画配列」「絵画完成」「積木
模様」「行列推理」「符号」「記号探
し」「組合せ」という7つの検査を行う
ことで評価していきます。目で見た情
報を処理し、動作を使って答える能力
を測ることができます。また、新しい
状況に適応する能力とも関係が深いと
言われています。また、私たちが普段
から目にする“IQ”とは、動作性IQと言
語性IQを合わせた総合IQと呼ばれるも
のになります。

動作性IQ

今、日本では、世界に比べて理工系の
人材不足という問題が懸念され、その
数を増やす意向が強くなり始めていま
す。中国では既にアメリカに匹敵する
ほどの理工系の人材が育成され、単純
なコードを書くようなエンジニアでは
なく、大量のデータを把握し、統計的
に情報処理する能力は、文系タイプの
あなたの価値を高める重要なファクタ
ーとなります。
文系のタイプの人は、日常生活で論理
的な発想が身につくように「疑問を持
つ」ことを意識しましょう。例えば、
コップに入った水を見て、「この水は
なぜ冷たいんだ？」→「冷蔵庫に入っ
ていた？」→「いや、水道から直接入
れた。水道管が冷えてるのか？」
→「いや、今は夏だ。成分のせい
か？」→「いや、それなら全ての水が
冷たくなる。氷が入っていたのか？」
のような会話や疑問の流れが論理的な
スイッチを入れる訓練になります。

●理系的な思考も身に付けたいとき

グローバルな言語力の教養

あなたはこうすれば成長する
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37%

目的の達成に向かって必要なモ
チベーションを自発的に意識し
持続することができます。自分
の意見を尊重し、考えを具体的
な行動に移す能力に長けていま
す。スピード感のあるワークを
得意とし、主体的なアイディア
を優先する傾向があります。

報酬要求

特定の神経伝達物質回転体配列です。繰り返し配列
することにより、遺伝子の伝達に影響します。この
遺伝子はやる気と関連し、ドーパミントランスポー
ターと言われています。注意欠陥や多動性など多様
な行動のファクターとして影響を与える遺伝子で
す。

あなたの報酬要求のタイプ

自己啓発タイプ

遺伝子型：9R型
モチベーション（やる気）が上がりやすい

やる気を起こさせるドーパミン遺伝子

自己啓発タイプとは

　9R型

遺伝子名：dopamine transporter 1

◇◇さんは、今回の遺伝子検査の結
果、9R型の［自己啓発タイプ］となり
ました。DAT遺伝子は、脳のシナプス
（前シナプス膜上）に存在していてシ
ナプスとシナプスの隙間（シナプス間
隙）を流れるドーパミンを細胞の内へ
と素早く移動させる（再吸収させる）
ことで細胞間の情報伝達を行う働きを
持っています。また、DATはコカイン
（cocaine）等の精神作用を持つ薬剤に
よって機能を阻害されます。これらの
薬はシナプス間隙のドーパミンの流れ
を悪くして高濃度状態に保ち、依存性
の高い快感効果をもたらすことがわか
っています。注意欠陥・多動性障害や
トゥレット症候群、大鬱病においては
DATのタンパク質が過剰に存在すること
が知られています。逆にパーキンソン
病患者においてDATのタンパク量が低下
していると言われています。このよう
に脳の様々なファクターになるのがDAT
遺伝子でありドーパミンです。ヒトの
行動にも大きな影響を及ぼすためマウ
ス実験でもよくフォーカスされる遺伝
子です。
9R型は「ドーパミンの伝達されやす
さ」による報酬依存性が低い傾向があ
ります。何か目的を達成するためにわ
ざわざ報酬を約束しなくても脳内のド
ーパミンが伝達されやすい体質がある
ので“やる気”が出やすい（モチベーシ
ョンが上がりやすい）タイプです。集
中力も高く、記憶力においても有効に
働く脳内環境が整っていると解釈する
ことができます。自己啓発力が高

自己啓発好きで向上心が高い

機能的な解説

マニュアルやルールにあまり縛
られずに、自分の意見や考え尊
重してもらえる環境にフィット
する

やる気が出やすい

DAT1遺伝子は、様々な研究でドーパミ
ンの量を調節や輸送に大きく関わって
いることが指摘されています。ドーパ
ミンの輸送に長けていると、日常的な
出来事にやる気を溢れさせることが上
手になります。一方で、ドーパミンの
輸送が滞ると、特別な報酬をすぐに求
めやすくなります。こうした遺伝子の
仕組みから、DAT遺伝子は、アルコール
依存症や性的依存などに強く関わるこ
とが様々な実験によって示されていま
す。DAT1遺伝子には、9回繰り返す
(Repeat)9R型と、10回繰り返す10R型が
あることが判明しています。自己啓発
タイプは、やる気を出すためのドーパ
ミンの輸送力に優れているタイプで
す。このタイプは全体の約37.%に分類
されます。

能力的な解説

く、遺伝子的には向上心のある感性の
持ち主です。
ただし、ドーパミンが必要以上に伝達
されてしまうと興奮しやすく周囲が目
を向けることを忘れることもあるかも
しれません。感情コントロールできず
に突き進んでしまうときはブレーキが
かかりづらいので要注意です。

015 RESUme_Genetic Testing_Analysis Result_2020_DNA FACTOR INC. 

あなたはこんな人

同じ遺伝子配列をしている人の割合

STUDY

Analysis result



遺伝子的には、日常から楽しみを見つ
けることができ、理性的で、他人への
依存度は低いことが分かりました。セ
ルフモチベーションマネジメントに長
けているので、自分の意見や考えを尊
重してもらえる職場や仕事がフィット
します。マニュアルやルールが厳格で
融通が利かない組織の中では、自分自
身のやる気が空回りし、息苦しさを感
じてしまう傾向にあります。営業職や
士業のように、個人で仕事に向き合う
要素が強い職種向きです。講師やコン
サルタントのように、上の立場(専門的
立場)から自分の教えや分析をどんどん
述べていくようなコミュニケーション
スタイルでは大きく力を発揮していき
ます。

主体的な成果が目に見えるアウ
トプットスキルとアイデア力を
磨けば、加速的な成長を遂げて
いく

チームプレーに注意

自己啓発タイプは、自分の主体性が結
果や成果に結びつくことによって、モ
チベーションをどんどんアップさせて
いきます。特に、アウトプットスキル
を身に付けると、自分の潜在能力をよ
り強く開花させていきます。例えば、
デザインやプログラミングのスキルが
あれば、パンフレットやアプリケーシ
ョンなど、形に残るものを作ることが
できます。機械系のモノづくりのスキ
ルも同様です。努力の成果が鮮明に形
に現れていくため、どんどん嬉しくな
ってモチベーションを高まるのです。
さらに言えば、自分のアイデアとアウ
トプットスキルを組合わせたものが、
より自己啓発力を引き上げてくれま
す。組織内でマニュアルで定められた
仕事をオペレーションするよりは、マ
ニュアルでは定めづらいような個人の
創造性や分析力や行動力が求められる
仕事が向いているのです。こうした観
点からあなたは、常に自分の身をクリ
エイティブな環境に置くことが重要で
す。これまでにアウトプットスキル

に注目してこなかったのであれば、ラ
イティングやプレゼンテーションなど
の言葉に関するアウトプットスキルを
再訓練すると、多くの分野で活用し、
多くの分野でより価値のある存在へ成
り上がっていきます。アウトプットス
キルとアイデア力が、DAT1のモチベー
ションにとてつもない相乗効果を与え
ていくでしょう。これからの時代は
「個」の時代に突入しています。周囲
の環境に流されずに、個人として様々
な社会活動を乗り越えるために、自己
啓発は最も重要なスキルの一つとなり
ます。やる気は行動の質が高まること
によって、加速的な成功を後押ししま
す。行動の質は、世の中を捉える思考
力・分析力が鍵を握ります。多くの人
の成功体験を分析したり、様々な成功
事例をディベートしたりし、思考の質
を普段から磨くようにして下さい。す
ると、より狙いを定めて成果や結果を
出せるようになっていきます。

コラム

まず「快感」や「やる気」に大きな影
響を与えます。また、学習能力や記憶
力といった部分にも影響を与えます。
学習能力があるというのは、一度ドー
パミンが分泌されるような快感に結び
つく経験をすると、それが記憶される
ということです。このことが意味して
いるのは、もう一度同じことを行いた
いという衝動が起きたり、より上を目
指してがんばるモチベーションにつな
がったり、さらに好きなことに没頭で
きたりなど、良い効果が生まれるとい
うことです。しかし、この学習能力が
マイナスの影響となることもありま
す。たとえば、タバコやアルコール、
ギャンブルなどの依存症と結びついて
しまうことが指摘されています。そし
て、ドーパミンが切れるとイライラし
て、ストレスがたまる原因ともなりま
す。

ドーパミンの役割とは？

主な効果には運動、学習など人の行動
を促す役割があります。この分泌量が
減少すると運動がしにくくなり物覚え
も悪くなります。深刻化すると皮質下
痴呆という人との交流を嫌う症状や、
パーキンソン病などを発症する可能性
があります。こうした働きは快感神経
系が刺激され、過度の興奮状態になる
と脳内を覚醒状態にすることで集中力
などを高める効果があります。また過
剰分泌により発言や行動のコントロー
ルができなくなる症状をひきおこす場
合もあります。多くドーパミンを摂取
する方法にアルコール、ニコチンも作
用します。多量に摂取していると物足
りなくなり、十分あっても欠乏状態と
錯覚して依存してしまいます。
ドーパミンの分泌が大量に放出される
と、逆に副作用といえる症状がおきて
しまいます。あるものに夢中になり興
奮して口から泡をだしたり、場合によ
っては軽い痙攣をおこすこともありま
す。
スポーツ界や若者の間でもゲームなど
に夢中になり、興奮状態が長引くと危
険です。依存症、過剰興奮状態の副作
用が理性の低下を招き、脳内物質のバ
ランスを崩して異常行動、異常言動な
どが目立ってきます。

ありのままの自分を表現する

ドーパミンの主な効果

ドーパミンの不足や減少が起こる原因

ドーパミンは体内に重要な役割を果たす神経伝達物
質のひとつであり、なんらかの原因により減少し、
不足すると体に様々な影響を与えます。
そもそもドーパミンとは、快感や意欲、運動機能や
学習能力の働きに大きく関わってくる神経伝達物質
です。このドーパミンが減少して体から不足する原
因の多くは、強いストレスを受けることです。この
物質は快感により意欲をうみだし、ストレスを打ち
消してくれる性質があります。しかし、まったく反
対の性質であるストレスが強く加わると、ドーパミ
ンが減少して不足する原因となり、脳内での神経伝
達物質の分泌やホルモンの分泌を抑え、私たち人間
の体に様々な影響を与えます。
ドーパミンが体内で効果的に働くとストレスによる
悪影響は受けにくくなるので、日常生活の中でうま
く分泌させることが重要です。また、不足やストレ
スの原因は日常生活が大きく関わり、毎日の食事も
ダイエットや偏食によって減少する可能性があるの
です。また腸内環境も少なからず関係があり、生活
習慣が乱れることで不足してしまうので、注意が必
要です。また足りなくなることで強い病気を引き起
こすこともあるので、気を付けましょう。

あなたはこうすれば成長する
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同じ遺伝子配列をしている人の割合
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◇◇さんは、今回の遺伝子検査の結
果、AA型の［繊細タイプ］となりまし
た。遺伝子COMTは、ある特定の神経伝
達物質（ドーパミン・エピネフリン・
ノルエピネフリンなど）転化酵素配列
です。大脳神経細胞のシナプスの間に
幅広く存在しています。この遺伝子の
機能は脳の“情報処理速度”と顕著に関
連していて、思考スピードに影響する
と言われています。この機能が脳内物
質、つまりストレス（ドーパミンな
ど）の分解にも深く関係するため「や
る気」などのモチベーションも左右し
ます。AA型の［ドーパミンが分解され
にくいタイプ］は、遺伝子COMTの活性
が低く、前頭葉での細胞外ドーパミン
濃度が高い可能性があります。ドーパ
ミンの役割には一長一短あります。下
記のようなイメージです。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注意が必要なのは、COMT遺伝子はドー
パミンなどの“分泌”ではなく“分解”と
関係しています。つまり、AA型はこう
いった脳内物質の分解に時間がかかり
ます。そのため、分泌されるドーパミ
ンなどが少なくても【B】である傾向が

集中力を左右するドーパミンが
脳内で分解されにくく、集中力
が高く、物事を考え、意欲や活
力を起こすことが得意です。常
に少し緊要気味で持続的にスト
レスを抱えやすい傾向がありま
す。

集中力

神経伝達物質転化酵素配列です。脳の情報処理速度
と顕著に関連しており、思考スピードに影響しま
す。ドーパミン、エピネフリン、ノルエピネフリン
などやる気等に関係する脳内物質を分解する酵素で
す。

あなたの集中力のタイプ

繊細タイプ

遺伝子型：AA型
集中力が高かまりやすく、意欲が持続する

気持ちを左右する遺伝子

繊細タイプとは

　AA型

遺伝子名：：Catechol-O-methyltransferase

ドーパミン濃度が高く、集中力が高い

機能的な解説

コミュニケーションを含めたア
ウトプットスキルが繊細さを大
きな強みにする

本質を見抜く感受性

繊細なタイプのあなたは、あらゆる物
事に対して心配性的な働きかけを行う
傾向にあります。心配性とは、「心を
配ることのできる性質」であり、この
性質は他の個性やビジネススキルと組
み合わせることによって、大きな特長
にもなり、弱点にもなり得る要素で
す。例えば、あなたがコミュニケーシ
ョン能力に長けていれば、あなたの繊
細さは「最適な気遣い」を多くの人に
振る舞うことができるでしょう。エス
コートが上手な人は、相手の本質に気
づく感受性と、実際に相手に投げ掛け
るコミュニケーションが豊かです。

能力的な解説

高いです。基本的には集中力が高くや
る気も高いので、仕事を行うのに有利
なタイプです。その反面、嫌なことを
処理するときに不利なメンタル特性が
あります。ドーパミンがなかなか分解
されず、心配性なことが多いとされて
いますのでネガティブになり過ぎない
ように意識することが大切です。※AA
型：Metタイプとも言う
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【A】ドーパミン濃度が低い

【B】ドーパミン濃度が高い

やる気が出ない/集中できない/ス
トレスを感じにくい/心配しない/
ポジティブ思考

やる気が出やすい/集中力がある/
ストレスを感じる/心配性になる/
ネガティブ思考

アウトプットして価値を高める

自身の繊細さを活かすには、繊細さを
アウトプットして表現するスキルが必
要なのです。繊細さを価値に返るアウ
トプットスキルがないケースでは、単

STUDY

Analysis result



WORK

繊細タイプ

温和タイプ

自己中心タイプ

自己啓発
タイプ

集
中
力
（
CO
MT
）

6

3

5 4

5

4

に気にして殻に閉じ籠ってしまうこと
になります。繊細さが強すぎると、マ
イペースな場所が与えられたとして
も、自由に主体的に行うことへの罪悪
感が強くなり、クリエイティブさを失
ってしまいます。AA型の繊細さを大き
な強みにするには、アウトプットスキ
ルなのです。アウトプットスキルと
は、話す、語る、書く、描くという何
かしらの形にする力です。繊細な人は
感じ取れる情報や心情が広く深いた
め、アウトプットスキルがそのまま自
身の大きな成功をダイレクトに引き上
げます。社会人生活の中で、こうした
アウトプットへの鍛錬に重きを置いて
いないAA型の人は、これからさらなる
高みを目指すチャンスと言えます。

繊細タイプは、検査・解析・ヒアリン
グなど「気づき」が重要とされる仕事
に適任です。また、創造性も高い傾向
にあるため、クリエイティブな業界で
も力を発揮します。繊細であるがゆえ
に、他人を気にすることがない「個」
として活動できる仕事を好む特性も持
っています。その繊細さは内向的側面
も持ち合わせています。繊細に感じる
という行為は、自身の感覚に他人より
も深く多く向き合う「内なる作業」で
す。そして、内向的な人は外向的な人
に比べて、対人関係で不利のように扱
われますが、これはむしろ逆です。対
人関係の引き出しは、自分の感じた事
柄が大きく左右されます。何を喋る
か、何を尋ねるかは、何を感じたかに
よって決まるということです。結果的
に、コミュニケーション能力を備えた
内向的な人間が、最も多くの人から好
意的な関係を築くことができます。繊
細でもコミュニケーション能力があれ
ば、相手は「外向的で人当たりの良い
人」と認知してくれるようになりま
す。繊細タイプのあなたが、自分のこ
とをそこまで繊細だと感じていないの

なら、繊細さを何かの力でうまくカバ
ーしていると言えます。繊細な人は社
会の中で長期的な成功を得るために
は、「自尊心」で繊細さをカバーする
ことが大切です。自分で自分を敬える
心があれば、どんな状況でもあなた
は、自分を肯定できるようになり、失
敗もさほど傷つかなくなります。一歩
踏み出すことに慣れていけば、起業や
独立をして活躍することもできます。
自尊心を積み上げる方法は、知識とス
キルを身に付け、「自分にはこれがあ
る！」と思えるレベルに達することで
す。そして、知識とスキルを使ってア
ウトプットの習慣を付ければ、自然に
成功体験が増えていきます。アウトプ
ット・コミュニケーション・自尊心の
三本柱が強くなれば、あなたはよりあ
なたらしい幸福を選んでいくことがで
きるようになるのです。

社会の中で長期的な成功を得る
ためには、「自尊心」で繊細さ
をカバーすること コラム

COMT遺伝子とDAT1遺伝子（P15）は、共
に、ドーパミンに影響を与えることが
分かっています。COMT遺伝子は“分
解”、DAT1遺伝子では“伝達”というアプ
ローチからドーパミン濃度を左右して
いるのです。そのため片方の遺伝子で
は、ドーパミン濃度が高く、もう片方
の遺伝子では低いといった、相違する
結果になることも稀ではありません。
ここでは、2つの遺伝子の検査結果を見
比べて総合的に結果を解釈するため下
記の表に自身の結果を書き込んでみま
しょう。

2つの遺伝子で総合判断する

ありのままの自分を表現する

あなたはこうすれば成長する
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報酬要求と集中力の結果を見て該当する
タイプをチェックしてみよう。

報酬要求
タイプ

報酬要求（DAT1）

6

3

5

4

点数別の総合判断

集中力、意欲、モチベーションなどの能力がかなり
高い（ドーパミン分泌濃度が非常に高い）です。そ
の性質を活かす方向性を模索しながら、興奮状態に
陥ることのないように心がけて冷静さを保ちましょ
う。

集中力、意欲、モチベーションなどの能力が2番目に
高いです。ご自身の普段の生活の中で思い当たるよ
うなシチェーションはないですか？先天的な性質と
実際に感じるご自身の性質を比較しながら、その能
力を高めていく方向性をとっていきましょう。

集中力、意欲、モチベーションなどの能力が中間的
である（もしくは、モチベーションなどの起伏が激
しい）可能性があります。もし、モチベーションが
上がらないということがあれば、どちらかの遺伝子
が影響しているのかもしれません。その反面、ポジ
ティブで冷静さを持続できる性質を持っています。

集中力、意欲、モチベーションなどの能力が低い可
能性があります。その代わり、ポジティブ思考が強
く、感情も穏やかな素養が表に出やすくなると考え
られます。ご自身の集中力さえ保てるのであれば、
バランスの取れた人格者になれます。

ヴァンダービルド大学の研究では、
「行動的な人」と「怠け者」の脳をマ
ッピングしました。その結果、報酬の
ために労を惜しまない行動派では、線
条体と前頭前皮質という、どちらもや
る気と報酬に影響を及ぼすことが知ら
れている2つの領域で、ドーパミン濃度
が高いことがわかりました。一方、怠
け者の場合は、前部島皮質という感情
や危険認識に関係する脳領域にドーパ
ミンが見られました。ソロモン教授
は、「人でも動物でも、ドーパミン濃
度が低いと、物事に取り組もうという
気が起きにくくなります。このことか
ら、ドーパミンは快楽そのものではな
く、やる気や費用対効果の分析に関係
していると言えます」と説明していま
す。

怠け者の脳

頭の後ろに手を回すポーすは、幸福度や仕事への意
欲を与えるパワーポーズとされている。どうしても
やる気が起きない時は、怠け者になることも大切な
のかもしてませんね。参考：（パワーポーズ）が最
高の自分を創る/エイミー・ガディ 著



◇◇さんは、今回の遺伝子検査の結
果、SS型の［悲観タイプ］となりまし
た。5-HTTは2,500人以上の26年間にわ
たる人生を調査する研究で、“落ち込み
やすさ”との関係性が報告された遺伝子
です。SS型というのは“short”の略で、
2 本 あ る DNA の 両 方 と も が “ 短 い
（short+short）”ということを指しま
す。つまり遺伝子の長さで特徴に差異
が生じます。［悲観タイプ］は、ひど
い悲しみなどのストレスがあったとき
に深く落ち込みやすいということが報
告されています。大きなストレスに対
しては耐性が低く、トラブルにあった
時に考え込んでしまう傾向がありま
す。言い換えれば、感受性が強く、1つ
の物事に対して深々と考え、人の痛み
や気持ちを察することのできる優しい
遺伝子の持ち主です。
また、5-HTTは、メディアでは「幸福の
遺伝子」とも掲載されています。自身
が 「 幸 福 だ 」 と 思 う 人 に は 、
LL（long+long）型の方が多いと報告さ
れています。セロトニンの分泌量が脳
内における感情を司るためです。
アジア人の多くがSS型と言われ、アメ
リカやヨーロッパなどの他国はLL型が
多いとされています。ただし、あくま
で個々人の幸福レベルを形成するため
に役立っている遺伝子の1つであり、私
たちの幸福はこの1つの遺伝子によって
決定されているわけではなく、他の遺
伝子や特に人生の過程における体験も
含めて個人の幸福を決定付けているこ
とをしっかりと認識しながら、自身が

��

81.8%

��

18.2%

セロトニンの分泌量が少ない、
アジア人に典型的なメンタルタ
イプです。米国や欧州の人種に
比べて落ち込みやすい傾向があ
ります。その分、人の気持ちに
共感し寄り添える素養がありま
す。

落ち込みやすさ

セロトニンという気分を調節するために重要な神経
たんぱく質遺伝子です。5-HTTとはセロトニンのこと
であり、5-HTTはセロトニントランスポーターの略語
になります。幸福感が高い人にはあセロトニンの分
泌が比例して高いことが報告されています。

あなたの落ち込みやすさのタイプ

悲観タイプ

遺伝子型：SS型
悲観的になりやすい

幸福感を与える遺伝子

悲観タイプとは

　SS型

遺伝子名：：5-Hydroxytryptamine Transporter

セロトニンの分泌量が低く
幸福を感じにくい

機能的な解説

そもそも自分は落ち込みやすい
ということを自認するだけで物
事の捉え方や行動が大きく好転
する

全体主義的な共感性を持っている

SS型は、5-HTTの2本あるDNAの両方とも
が“短い（Short+Short）”であることを
示します。このタイプは全体のタイプ
の約81%と、かなりの多数派に分類され
ます。遺伝子的には、他の2タイプに比
べ最も落ち込みやすいタイプですが、
周囲の多くがこの遺伝子型に分類され
ます。遺伝子タイプが多数派であるた
め、パートナーの友人や家族もSS型で
ある確率は高くなります。そのため、
SS型はパートナーの友人や家族との付
き合いの中でも、深く共感し合うこと
ができます。

能力的な解説

幸せだと思えるような環境づくりや気
持ちのスタンスを持つ事を優先的に考
えましょう。
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多数派の考え方

もし、あなたが落ち込みやすいと感じ
ているのなら、それはあなただけでな
く、かなり多くの人が逆境や困難や失
敗に対して落ち込んでしまうという風
に考えを変えるようにしましょう。す
ると、気分が沈んだ際に、「自分だけ
じゃなく、みんなも同様に苦しんでい
る」と心を切り替えられるようになり
ます。そして、あなたが少しでも強く

同じ遺伝子配列をしている人の割合

STUDY

Analysis result



なれば、81%の遺伝的特性をそのまま引
き継いだ人を出し抜いて、成功を勝ち
得る確率も高まっていきます。「そも
そも自分は落ち込みやすい」というこ
とを自認すると、気分の浮き沈みを同
僚や上司のせいにしたり、パートナー
にいらいらして当たるということも減
ってくきます。最初は億劫な物事で
も、知識やスキルを着実に身に付けて
しまえば、不安を少なくして、行動に
移すことができます。知識やスキルが
増えれば、SS型の豊かな感性を発揮す
る場面も増えていきます。

悲観的なタイプは、結果にメンタルが
左右されやすい傾向があります。言い
換えれば、あなたは結果を感受性豊か
に捉える能力があるのです。SS型は失
敗に対して創造性を発揮することがで
きます。ですから、失敗に漠然と落ち
込むのではなく、失敗の真相や詳細と
向き合えば、あなたは失敗を生かして
大きく成長することができます。失敗
に関して、自分の内面と深く向き合う
のです。そして、落ち込むこと自体は
まったくもって悪いことではありませ
ん。くよくよして、少々次の行動が遅
くなるかもしれませんが、先ほど指摘
したように、失敗に敏感なら、失敗に
じっくり向き合う習慣をつけたほう
が、成功や成長のセンスが著しく磨か
れていきます。落ち込んでしまうと、
手っ取り早く精神安定できるモノや人
を求めがちです。そのため、SS型は寂
しがり屋で、周囲へ強い共感や肯定を
求めてしまう一面もあります。仕事や
趣味、パートナー以外の友人や仲間と
の人間関係で自己肯定感を高めおき、
一部の人へ過度な負担を与えないよう
にしたいところです。ストレスや困難
に繊細であるということは、相手の弱
い部分に共感し、寄り添える力に優れ
ているとも言えます。自分自身が落ち

んだ精神を回復する術をと相手をケア
するコミュニケーションを鍛えること
で、幅広いマネジメント能力が備わっ
ていきます。落ち込むことに真摯に向
き合う習慣とは真逆の「落ち込むこと
を徹底的に避けるために努力する」と
いう方法もSS型らしい成功術です。落
ち込む体験を避けたいという欲求が、
あなたの努力の質と量をぐんと増やし
ていきます。単に失敗から逃げるので
はなく、その失敗から逃げるために努
力した先に、別の分野や世界で輝きを
放つというような行動を設計すると、
世の中をかなり上手に渡り歩いていけ
るでしょう。

失敗に対して創造性を発揮する
ことができ、相手の弱い部分に
共感し、寄り添える力に優れて
いる

コラム

幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが
欠乏すると、ネガティブになったり、
不眠症に陥ったり、さまざまなうつ症
状が起きるといわれています。現代人
はパソコンの浸透によって、知らない
うちにセロトニンが分泌されにくい生
活に陥りがちだということもわかって
います。

幸せホルモン

失敗を活かす

あなたはこうすれば成長する
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セロトニンは気分を調節する重要な神
経たんぱく質です。5-HTとはセロトニ
ンのことであり、5-HTTはセロトニント
ランスポーターの略語になります。ト
ランスポーターとは、細胞外に放出さ
れたセロトニンを再度細胞に取り込む
たんぱく質のことをさします。その機
能が落ちれば、細胞外のシナプス間隙
にあるセロトニンが増えて、セロトニ
ンシグナルがより持続的に伝わります
から、セロトニンの機能が上がると考
えられます。
今回の遺伝子検査では、セロトニント
ランスポーターの発現量を調節するプ
ロモーターという領域の違いを調べま
した。参考文献によると、この遺伝子
の繰り返される配列の長さが長いほど
ストレス耐性があり（うつ病にもなり
くい）、短い人の方がストレスに弱い
傾向にあったとあります。

セロトニントランスポーター

運動不足もセロトニン欠乏の原因の一
つ。運動をすることで、セロトニンの
分泌には効果的なのです。単純なリズ
ム運動がセロトニン神経を活性化させ
る、最も重要な因子です。特にウォー
キングがおすすめです。他には、ジョ
ギング、スクワット、自転車をこぐの
もいいでしょう。また、ちょっと意外
なところでは、ゆっくりと簡単な動き
を繰り返すフラダンスもいいです。激
しく小刻みに動くようなダンスなどの
有酸素運動は、肥満や糖尿病予防など
には効果があります。ですが、セロト
ニン神経の活性化には、単純な動きを
繰り返すことが必要なのです。ですか
ら、激しい運動をしても、難しい動き
をしても、セロトニン神経の活性化に
は効果がないのです。リズム運動は最
低5分くらいでも効果的です。そして、
最高でも30分以内でやめること。疲労
しない程度で終えることがポイントで
す。ただし、このとき大切なのはしっ
かりと集中すること。セロトニン神経
の活性化には集中が不可欠なのです。
例えばウォーキングをするなら、人通
りの少ない時間帯や場所を選んでくだ
さい。早朝の公園や、自然の多い場所
などは、気が散りにくくて良いでしょ
う。
毎朝30分歩けば太陽の光も浴びれるの
で一石二鳥です。これを3カ月程度続け
れば、成果が出てくるといわれていま
す。何となく気分が落ち込みぎみだっ
たり、寝られないといった症状に悩ま
されている場合は特に効果的です。

セロトニン神経の活性を高める

〈単純なリズム運動がセロトニンを活性化させます〉

※病気としてのリスクというほどの差
はないという研究報告もあり、さらに
他の参考文献では、うつ病のなりやす
さとセロトニントランスポーターの関
係は若い人だけに当てはまるのではと
考察されています。日常生活の中での
ストレス耐性の差として解釈すること
が妥当です。
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◇◇さんは、今回の遺伝子検査の結
果、3R型の［我慢強いタイプ］となり
ました。MAOA遺伝子は脳の中の神経伝
達物質（ノルアドレナリンやセロトニ
ン、ドーパミン等）の“酸化”に深く関
係していることが分かっています。“酸
化”というと少し難しいので、言い換え
ると“バランス”です。つまり脳の中の
神経伝達の強弱バランスを調整する役
割を持っているのです。私たちの脳の
中の神経伝達物質のバランスが崩れる
と精神的なバランスに直結します。逆
にバランスが安定すると精神も安定し
ます。人によってこの神経伝達物質の
「分泌」が多かったり少なかったりす
るのですが、MAOA遺伝子が脳内の神経
伝達物質を丁度良いくらいに「分解」
してくれます。ですが、これにも個人
差がありMAOAの遺伝子の活性が高いほ
どバランス調整能力に優れているとい
うことにより“性格（感性）”に差が生
まれるのです。この遺伝子の配列の繰
り返される数によって性格を分類する
ことができます。“3R”とは、ある一定
の遺伝子配列が3回繰り返されているこ
とを指しています。脳内の神経伝達物
質のバランス調整が上手くできるタイ
プです。もしくは脳内神経伝達物質が
分解されやすいタイプということで
す。比較的ストレスに耐性があるの
で、逆境やハードルに対しても前向き
に捉えることのできる傾向がありま
す。マイナス要因に対して悲観的にな
ることはあまりなく、それを乗り越え

人よりも我慢強いタイプです。
良好な対人関係の構築に必要な
メンタルバランスが高く、良き
仲間に恵まれると切磋琢磨しな
がら相乗的に成長していけるタ
イプです。モチベーションも高
く自己啓発的な素質を持ってい
ます。ストレスに弱い人への気
持ちの配慮などは苦手な可能性
があります。

メンタルバランス

MAOAは、セロトニン、ノルアドレナリン、アドレナ
リン、ヒスタミン、ドーパミンなどのモノアミン神
経伝達物質の酸化を促進させる酵素であり、主にノ
ルアドレナリンとセロトニンのバランスを調整する
役割を持っている遺伝子です。

あなたのメンタルバランスのタイプ

我慢強いタイプ

遺伝子型：3R型、3.5R型、4R型、5R型
メンタルバランスが高い可能性がある

アドレナリン分泌を
促進するストレス遺伝子

我慢強いタイプとは

　3R型

遺伝子名：：monoamine oxidases　A

逆境に前向きで
何事もに我慢できる

機能的な解説

同僚やパートナーに恵まれると
持ちつ持たれつでお互いが上昇
する相乗効果の関係を築くこと
ができる

社会システムやルールに
順応できる我慢強さの持ち主

我慢強いタイプは、ストイックな環境
に対して好戦的で、比較的忍耐強く乗
り切るタイプです。周囲との関係で安
心感を得ることよりも、自分の達成感
が行動力の源になることも多くなりま
す。幅広いシーンで自分の感情を押し
殺しながらも、物事に立ち向かうこと
ができます。また、組織の一員として
働く適性を持っています。その場のル
ールやシステムを受けいれ、ルールや
システムの中で頑張ることができるか
らです。同僚やパートナーとの関係に
ついても、違和感や不条理をぐっと飲
み込み、堪えて活動することができま
す。良き同僚やパートナーに恵まれる
と、持ちつ持たれつでお互いが上昇す
る相乗効果の関係を築くことができま
す。

能力的な解説

た先の幸福感や達成感を見据えて先行
的に考えることのできるタイプです。
アジア系では比較的多くの人が3R型の
傾向があります。
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あなたはこんな人

同じ遺伝子配列をしている人の割合

STUDY

Analysis result



セロトニン

MAOA(モノアミンオキシターゼA）は、
アドレナリンやドーパミン、セロトニ
ン等の神経伝達物質のバランスを調整
します。このバランスが崩れると精神
的安定に影響を及ぼします。ストレス
に対する耐性や我慢強さを測る指標に
することができます。

ノルアド
レナリン

モノアミン
オキシターゼ

A

モノアミンオキシターゼA

分解

分
解

しかしながら、劣悪な人間関係の下で
も耐え続けてしまう傾向もやや持ち合
わせています。断るタイミングを失っ
た際に、ずるずると流され、自分が損
失を追ってしまう確率が高くなるので
す。ですから、「必ずしも我慢をすれ
ば良いというわけではない」と肝に銘
じておきましょう。3R型は比較的スト
レス耐性が高い傾向にありますが、本
来ストレスは、短時間に急上昇し、短
時間に消えることが理想とされていま
す。ただし、現代社会は基本的にスト
レスが長期間にわたり、慢性化してい
きます。我慢強さは定期的な休息があ
ってこそ、持続されます。我慢強く行
動したと感じたら、自分自身に休息を
与えるようにして下さい。

あなたは、他の人と比較すると、独立
して行動することに不安を抱く傾向が
低いです。そのため、周囲に流される
ことなく、自己対話をしながら成長し
ていくことが多少得意です。自分で頑
張ったことに対して自画自賛し、自分
の成長を見守ることがモチベーション
になっていきます。大切な人から褒め
られたい願望や、コミュニティでの承
認欲求は若干弱めです。ストレスに対
する逃避欲求も少ないため、ストレス
をそのまま受け入れがちです。ストレ
スから逃れることを強いエネルギー源
に行動するといったことは、少し苦手
かもしれません。我慢強いタイプは、
ストレスを負のエネルギーにするので
はなく、そのまま流してしまうので
す。ストレス耐性が輝くのは、自分が
やりたいこと、自分が好きなことを見
つけたときです。嫌いなこと、アイデ
ンティティとは逸れたことでも我慢し
て続けていると、将来的には「あの
時、あれをやっておけばよかった」と
後悔することが多くなります。時代の
移り変わりがスピーディーで、本業や

日常に追われることも多いかもしれま
せんが、自分の好きな事を積極的に見
つけるようにしていきましょう。仕事
に直接結びつかなくても一生を通じて
深めたいことなら、それは必ずあなた
の力になります。趣味を別の学問から
に掘り下げてみるのも良いでしょう。
まったく異なる趣味でも掘り下げてい
けば、必ず両者が掛け算となり、仕事
や人間関係にプラスの成果をもたらし
ていきます。また、自己主張やプレゼ
ンテーションなどの攻めのコミュニケ
ーションスキルを磨いておきたいとこ
ろです。相手から本音を引き出し、自
分の本音を自然に入れ込むことに長け
れば、ストレスレベルが低い段階で相
手に主張を訴えることができるように
なります。単に我慢しているより、本
音をぱっと言ってくれるほうが愛着を
抱かれることも多くなります。ここぞ
という時はより自分で自分を救えるよ
うになっていきましょう。ストレスに対して受け身で流さ

れがちだからこそ、好きな事に
対して深く向き合っていく

ありのままの自分を表現する

あなたはこうすれば成長する
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セロトニンは腸内に90％、血液中に
8％、そして脳内に2％の割合で分布し
ていると言われています。このたった
2％の脳内セロトニンは別名『幸せホル
モン』とも呼ばれていて、心の安らぎ
を感じるためには過不足なく分泌され
る必要があります。セロトニン自体は
肉体の健康にも影響しますが、脳内2％
のセロトニン減少は精神に大きく影響
してしまうと言われています。

脳内物質セロトニンとは

我慢し過ぎに要注意

怒りっぽい、キレやすい
感情的になりやすい
衝動的になりやすい
イライラする
ストレスが溜まりやすい
依存症になりやすい

コラム

セロトニン不足の二次的な影響

セロトニン不足の一次的な精神影響

やる気が出ない、無気力
ボーッとしている
集中力がない
落ち込みやすい

セロトニンは体温調節中枢にも関わっ
ていて、セロトニンが欠乏すると体温
が低下し、低体温や冷えにつながりま
す。その低体温がさらに精神を悪化さ
せるという悪循環を作るのです。

また、この遺伝子は先天的に上記のよ
うなバランス機能を設計している遺伝
子で、あらかじめその特性を知ること
で、環境整備や人とのコミュニケーシ
ョン方法などに活用に期待されていま
す。
セロトニン：精神を安定させる
ノルアドレナリン：注意や衝動性に関
わる



WORK

悲観タイプ

楽観タイプ

楽観タイプ
（LL型）

我慢強い
タイプ

6

3

5 4

5

4

MAOA遺伝子と5HTT遺伝子は、共に、幸
福やストレスなど感情に深く影響する
遺伝子です。当然のことながら、私た
ちは幸福であるために日々活動してい
ます。少し堅いですが、生物学的なア
プローチではセロトニンという脳内物
質がどれだけ分泌されているのかがそ
の指標となります。だから、同じだけ
の幸せでも不幸せでも人によって、感
じ方が違います。それぞれにカスタマ
イズされた幸せに出会うために、幸せ
を感じやすい遺伝子なのか総合的に判
断してみましょう。

幸福度の総合判断

メンタルバランスと落ち込みやすさの結果を
見て該当するタイプをチェックしてみよう。

不安やストレス
に敏感タイプ

メンタルバランス（MAOA）

6

3

5

4

点数別の総合判断

日本人ではとても珍しい遺伝子配列の持ち主です。
遺伝子の結果だけを見れば、完全なる楽観主義者で
す。持ち前の幸福感を周囲の人に振り撒きながら、
失敗を恐れず、チャレンジしてください。

悲観性よりは楽観性の方が強く、幸せを感じやすい
性質を持っています。ただし、MAOAが2Rだった場合
は、少し注意が必要です。過度にストレスを伴うと
うな仕事や環境は、不安が増大し、心身ともに影響
を与える可能性があります。

最も多くの人が、この結果となる可能性が高いで
す。典型的な日本人気質（性格）だと言えるでしょ
う。あまり気にせず、私も周りも同じだと解釈する
ことが前提で、少しの努力や環境の変化で周囲より
飛び抜ける可能性を前向きに捉えておきましょう。

悲観的な性質が顕著に現れています。日々の生活、
仕事、対人関係など、ストレスを感じる環境を避け
る方が、あなたのパフォーマンスは高い可能性があ
ります。無理をせず、自分のことをおざなりにせ
ず、ストレスレスを心がけましょう。

落
ち
込
み
や
す
さ
（
5H
TT
）
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 自分の近況・生活に関係する情報を投稿する
 自分の仕事・ビジネスに関係する情報を投稿する
 自分の趣味・関心事に関係する情報を投稿する
 他の人が投稿した画像・動画・記事・情報などで、自分が『よい』と思ったものを共有する
 友人・知人・家族などとコミュニケーションをとる
 仕事仲間やビジネス上のつながりの人とコミュニケーションをとる
 好きな有名人・アーティスト・スポーツ選手などとコミュニケーションをとる
 SNS上のみでつながりのある人とコミュニケーションをとる
 不特定多数の人とコミュニケーションをとる
 友人・知人・家族などが発信する情報を見る
 仕事仲間やビジネス上のつながりの人が発信する情報を見る
 好きな有名人・アーティスト・スポーツ選手などが発信する情報を見る
 SNS上のみでつながりのある人が発信する情報を見る
 不特定多数の人が発信する情報を見る

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

私たちの社会は、戦後、急速な都市化
とマスメディアの急拡大をバックグラ
ウンドとして一人一人が大衆社会に依
存していた時代を終え、個人の主体性
や多様性による再生が叫ばれているに
も関わらず、ヒトは、不安や鬱屈と共
存し全体主義による排外性や攻撃的な
姿勢はいまだに目立っています。イン
ターネットは高速化し、人の気持ちを
優先し空気を読み、人の好む「自分」
を演じる能力は急激に上昇し、人間よ
りも人間らしい機械に愛を求め始めて
います。遺伝子検査〈RESUme〉は、
遺伝子による自己分析を通して、あな
たの感情を呼び戻し、他者に預けてい
た価値観を取り戻すために開発されま
した。複雑な社会で、親や教育によっ
て今まで体に取り込み続けた「当たり
前」を吐き出しながら、自分の頭でフ
ァクターを並べて、導き出した「考
え」を取り込み、行動することで、今
という時代に合った「幸せ」を感じて
欲しいと思います。

全体と比べて、Z世代は「自分の趣味・関心事に関係する情報を投稿する」割合が特に高く、「自分の近況・生活
に関係する情報を投稿する」、「好きな有名人・アーティスト・スポーツ選手などが発信する情報を見る」、「他
の人が投稿した画像・動画・記事・情報などで、自分が『よい』と思ったものを共有する」、「自分の趣味・
関心事に関する情報を収集する」などの割合も高い。

自分を偽る能力なんていらない

私たちが生きる社会という空想

Special column

Society and Fantasy

Z世代のSNSの利用目的

誰かのいいねが怖いから、私は嫌いな

⾊の服を着る。誰かの⼈⽣がキラキラ

して⾒えるから、私の焦りと悩みは膨

らみ続ける。誰かが⾃由な考えを持っ

ているから、私はこんなに我慢してい

る。知らない間に誰かが私の中に⼊っ

てきて、私の⼼を制御して劣化してし

まった感情が、明⽇も私を創りだす。

感情が介在しない幸福

37.3%

4.6%

37.6%

21.4%

36.9%

4.2%
8.1%

14.9%

4.5%

25.0%

2.7%

24.1%

11.8% 11.6%

n=2824

Z世代とは、1990年代後半から2000年生まれの世代のことである。“デジタルネイティブ”と呼ばれ、高速イ
ンターネット、スマートフォン、ゲーム、そしてSNSとともに生きてきた。「モノが売れない」と言われる
昨今、次の消費トレンドを担う存在として新しい価値観を持つZ世代に注目が集まっている。

参考：ブランドデータバンク 第29期調査

下記のグラフの傾向は、価値観が自分に向けられていることを示すものではなく、ど
んな自分だったら相手が納得するのかを仮説検証するために、相手（知人、友人、家
族など）の価値観をセンサーのように拾い上げる作業だと示唆できます。
私たちは今、SNSを通して「苦手な人とうまく付き合う技」や「できるだけ多くの人か
ら好評価をもらえる所作」などをインプットし続けています。そのため、本来は「個
性」というカテゴリーに属する思考や発言（行動）が、容易に「短所」と結びつき、
イイネの数がそれを根拠づけているかのような空想の中で浮遊しているのです。
 
あなたの「個性」を本当に「個性」と捉えてくれている仲間や上司はどれだけいます
か？もし、あなたの近しい人が、時に社会ルールを破ってでもあなたを称えてくれる
ならば、その人は、本当にあなたに信頼と愛情を与えてくれる仲間であり、あなたの
価値観をあなた自身に委ねさせてくれる大切な存在です。

SNSから考える
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