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概要
　進化論的な観点からみると、人間の社会性に関して最
も顕著なのは、その多種多様な協力形態である。ここで
は、最近のいくつかの研究、それは主に私たちの研究室
からの研究だが、その概要を紹介する。人間の子供と最
も近い生き物である大型類人猿での、向社会性行動、適
合性、集団志向性（例：社会規範を守ったり、強要した
りすること）などの協力のさまざまなテストの比較であ
る。これは、2つの順序付けられたステップを含む仮想
的な進化的シナリオで行われる。すなわち、初期の人間
が毎日の狩猟採集生活において独特な方法で他者と共同
作業を開始する第1ステップと、現代の人間が文化集団
を形成し始めた第2ステップである。人間の独特の社会
性の形態は、彼らの独特な形態の認知と道徳性を説明す
るのに役立つ。
©2014。著者。ジョン・ウィリー・アンド・サンズ社発
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　ホモ・サピエンスを「社会的な動物」（例えば、Aron-
son、1980）と呼ぶのは一般的である。しかし、多くの動
物種は多くの異なる方法で社会的であるため、この名称
が何を意味するのかは必ずしも明確ではない。
　人間の超社会性は、人間の超協力的な生活様式を支援
するために進化した、認知的でも動機づけ的でもある特
別な心理的メカニズムに基づいている。

　本稿では、人間がいかにして超協力的になったかにつ
いて、可能な一つの進化論的な説明を与える。この説明
の根拠として、最近の研究で、人間の子供たちと最も近
い霊長類の親戚である大型類人猿との間で、協力のスキ
ルと動機を比較している。私は、人間の特殊なスキルと
協力の動機が、いかにして独特の認知と道徳を創造する

のに役立ったのかについて、いくつかの憶測をもって結
論づける。

1．霊長類の背景
・社会生活の親密さはまた、資源の競争の増加をもたら
す。
・競合する2つの集団が潜在的に相互にダメージを受け
る戦いを回避することが支配階層の普及につながった。
・同種によって好意的に扱われる個体は、競争と支配に
最良な個体である。
・重要なのは、食品（および性的パートナー）のための集
団内競争は、個人が単独、または一緒に行動するかど
うかにかかわらずゼロサムゲームである。
・チンパンジーおよびボノボ（ごく少数例）で観られる、
サルの狩猟に協力的な行動は例外である。一個体では、
難しい捕獲が協力することで可能になる。ただし、捕
獲者が支配的で非捕獲者はそのおすそ分けに預かる程
度。
・人間の場合、相互に助け合い、食事を均等に分け合う。
その説明に二段階の進化的系列を提案する。
　1．�おそらく個人が自分で得ることのできる食物源を

著しく減少させたり排除したりする生態学的変化
に適応するため、狩猟採集の共同作業の新しい方
法が生まれた。それは協力していたか、死んでいた。

　2．�多かれ少なかれ大規模な社会的（文化的）な集団の
すべてのメンバー間の協力で、おそらくほかの人
間集団との競争の激化により、2人または数人の協
力に拡大していった。

2．協力
・チンパンジーの集団によるサルの狩猟と人間の共同狩
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猟採集は、両方ともゲーム理論からスタッグ・ハント
の一般的枠組みに適合する。
・この状況で進化的に安定した戦略になるためには、次
の3つの基本的課題を満たされなければならない。
　1．�全員が互いに満足する戦利品の共有方法が必ずあ

ること。
　2．�決定を調整するなんらかの方法が必要であること。
　3．�フリーライダー（詐欺師）は戦利品の共有から除外

されなければならないこと。
・オスのチンパンジーの小さな集団のサルの狩猟は長い
期間安定しており、3つのチャレンジに適合している。
しかし、それぞれのケースで、彼らがやる方法は、ヒ
ト、特に子供たちですらやる方法と異なる。

2.1　戦利品を共有する
・チンパンジーの集団によるサルの狩猟では、多くの異
なる個体が捕獲されたサルの肉をいくばくか得る。一
体の捕獲者が独占できないのは、非捕獲者からの嫌が
らせやそのほかの肉食動物からの襲撃を回避できない
こと。これは、戦利品の分割よりも食品競争に似てい
る。
・ヒトとの違いは、両方の個体がロープの2つの端で同
時に引っ張った場合にのみ得られるプラットフォーム
上に、到達不能な食物を含む実験で明らかになった。
・ヒトの3歳児ペアとチンパンジーのペアで、各個人の
前に1つずつ2つの食べ物があるとき、ともに協力した
が、プラットホームの真ん中に1つの山ほどの食べ物
があったときは、チンパンジーの場合、支配的な個体
がすべての食物を独占し、このことにより他方は協力
する意思を失い、破断したが、ヒトの3歳児では協力
して分け合った。それぞれの試行で、子供達は最終的
に満足できる分裂を成し遂げることができると信じて
いた。
・別の実験では、報酬の配分が異なるいくつかケースを
設定し、あるケースではヒトの3歳児がチンパンジー
的傾向を示す場合があり、別のケースでは、ヒトの3
歳児は、合理的な分配を示す傾向がみられた。
・幼い子供たちは協調活動に密接に結びついている分配
的正義という感覚をもっている（両親から教えられて
いる訳ではなく）。

2.2　調整とコミットメント
・チンパンジーにパートナーとの協力や単独での行動に
よって食物を得る選択肢が与えられたとき、ほとんど
は単独で行動することを選択した。対照的に、人間の
子供たちは、たびたび協力することを選んだ。
・協力によって、よりよい報酬（鹿）が得られることを訓

練されたチンパンジーペアは、相互に信頼（？）しあっ
てか、コミュニケーションなしに9割くらい協力した
が、ヒトの4歳児では、悪い報酬（兎）を手放すまでコ
ミュニケーションをとった。
・人間は共同作業を決断すると、共同目標のようなもの
を形成する。18ヵ月の幼児でさえも、相手が協力を停
止すると、さまざまな手法を用いて協力を継続させよ
うと務めるが、チンパンジーしない。協力をやめると
き、ヒトの子供は事前通知もしくは了解をとっている
が、チンパンジーはしない。
・役割交替もヒトの子供の場合はジェスチャーやポイン
ティングなどの非言語手段を用いており、役割の鳥瞰
図をもっているようである。この概念的組織は、双方
向の言語慣習から公的に作成された共同目標と、誰に
も満たされる個々の役割をもつ社会組織に至るまでの
すべてのための基礎となる。
・結局、人間は協調的な状況、特にコミュニケーション
を通じて、意思決定を調整するといえるかもしれない。
いったん決定すると、大型類人猿がしない方法で最後
までやり抜く。認知的には、人間は多くの複雑な人間
の制度的構造の組織を事前に把握する方法で、共同活
動を協働（共同目標と注意）と個性（個々の役割と視点）
の二重レベルの構造として理解しているようである。

2.3　フリーライダーを除く
・余分な労力を必要としないスタッグ・ハントの状況で
は（成功するためにはすべての人が必要）、フリーライ
ダーの可能性がない。人間の協同狩猟採集の初期の出
現は、彼らの参加が必要であると信じていた非常に少
数の協力者が関与していたため、フリーライドにあま
り脆弱ではなかったと考えられる。現代の子供たちは、
協力に参加すること自体が有益であるようにみえるた
め、フリーライドに実質的に関心がないようである。
・チンパンジーの狩猟では、捕獲者やその周辺者、傍観
者、遅れてきたものの順に肉が減る。重要な点は、捕
獲時の殺しにどれだけ近くにいたかにある。
・この仮説は、チンパンジーの対が再びロープ付きボー
ド装置で働いた最近の研究によって支持されている。
結果は完全に明確で、協力したか否かは、どれだけ食
べ物を得たかとは無関係で、食べ物が到着したときに
どれだけ近かったかだけに依存する。3歳の人間の子
供は、協力すること以外の活動を以前に選択した人を
除外した。
・毎日の観察や子供との研究から、人間がフリーライ
ダーに対して否定的な態度をもっていることは明ら
か。チンパンジーは、他者が食べ物を食べようとした
ときにそのことを好まないが、このことは、彼らの仕
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事への貢献には何も関係していないようだ。したがっ
て、初期の人間にパートナーの選択肢があれば、仕事
の貢献を最小限に抑え、報酬を最大限にしようとした
人は除外される。

2.4　向社会的行動
・人間進化における義務的な共同狩猟採集の出現は、向
社会的行動の新しい基盤となり、相互依存性を助長し
た。基本的な考え方は、個人が協力したり死んだりす
る必要がある場合、個人のパートナーは非常に貴重な
ものになるため、パートナーを気をかける必要がある
ということである。重要なのは理論的な観点から、こ
の説明は互恵主義に基づいていない。コスト計算やお
互いの有益な行為のためでもない。相互依存性は、個
人が直接的な適合利益を得るためにほかの人を助ける
動機付けを作り出す。
・1歳と2歳の幼児でさえ、ほかの人をほとんど無差別に
援助するために本質的に動機付けられていることが判
明。幼い子供が他者を助けるための具体的な報酬を受
け取ったとき、その報酬が取り除かれれば、実際に助
ける行動が減る（最初に報われなかった子供たちと比
較して）。ほかの現象の研究では、このような結果の
パターンは、子供たちが、外部報酬が害する（過剰調
整効果）何かをする内発的な動機をもっていることを
意味すると解釈される。それに関連して、幼い子供た
ちは、母親やほかの人たちが自分自身を見たり、助け
る行動を薦めたりすると、そうでないときより助ける
行動をしないことがみられる。
・幼い子供の内発的に動機づけられた援助行動が、ほか
の人に対する同情的な懸念のようなものの下にあると
いう非常によい証拠もある。覚醒、瞳孔拡張の直接的
な生理学的尺度を用いて、幼児は、彼らが困っている
人を助けるとき、もしくは、その人が第三者によって
助けられているのをみるとき、その人がまったく助け
られていないときよりも、これらの両方の場合に満足
していることがわかっている。幼い子供たちの動機づ
けは、困った人を助けるのみではなく、その人が助け
られるのをみることにもある。これは、自分への評判
と互恵主義への懸念が、幼児の援助行動の主な動機に
はなりえないことを意味する。
・結局、人間の子供でさえも、多くの状況で他人を助け
る動機づけが本質的にあるようにみえる。可能なとき
に、他者を助けることは単に内発的動機付けである。

3．文化
・初期の人間の小規模でアドホックな共同狩猟採集特性

は、しばらくの間、安定した適応戦略であった。それ
は本質的に2つの人口統計的要因によって不安定化し
た。
　1．�最初はほかの人間との競争で最終的な結果は集団

闘争であった。
　2．�人口の増加。より小さな集団に分割され、そのな

かのいくつかの異なる部族組織がスーパー集団ま
たは「文化」となった。これは、自身が属するある
文化的集団からの他者の認識が、また自分自身が
他者からの認識されることの確信も必要かつ重要
な意味をもつことになった。文化的集団のメンバー
だけが自分のスキルと価値を分かち合うことがで
き、集団防衛を含め、信頼できる協力団体となる
ことができるため、両方向でのそのような認識は
重要であった。現代人は、集団のアイデンティティ
を示す多様な方法をもっているが、元のやり方は
主に行動レベルであると考えられる。

3.1　適合性
・初期の人間の模倣スキルは、近代的な人間の積極的な
適合性となり、集団内のアイデンティティをより効果
的に調整し、集団のアイデンティティを呈示すること
で、他者が知的で信頼できるパートナーとして人を選
ぶようになった。他人に、おそらく特に子供に適切な
方法を教えることは、集団内での彼らの働きを助け、
その過程でより一層の適合性を確保するよい方法と
なった。
・大型類人猿は社会学習のいくつかの形態に従事し、行
動的伝統のいくつかの形をもっている。大型類人猿の
「文化」は、個人がみられていることさえ知らないかも
しれない他者から社会的に学ぶ（主に教授法と適合性
をもつ協調的な人間文化とは対照的に）という点で主
に「搾取的」であることが人と異なる。ボールを挿入し
て報酬を得るために3つの穴のどれを選ぶかを決める
という比較的簡単な作業を考えると、チンパンジーと
人間の子供の両方が大多数を追うように偏っている
が、フォローアップ研究では、被験者は最初に自分自
身の学習を通じてホールの1つで成功を収めたのち、3
人のデモ隊が別の穴で成功を収めたのをみたとき、た
とえほかの穴が高い報酬を得たとしても、チンパン
ジーは過去に成功した穴を使い続けたが、人間の子供
たちは大多数、高いほうの報酬をえた。
・4歳のヒトの子供の有名なAsch パラダイム実験：大
人のようにほかの人たちが明らかに不合理な意見を表
現している場合でもそれに適合する。また、大人のよ
うに、子供たちは、自分の行動が観られているときに
はるかに適合する。チンパンジーでこのような研究は
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行われていないが、協調的または利己的な行動に従事
する機会が与えられれば、同胞によってみられている
かどうかにかかわらず同じ行動を取る。これとは対照
的に、予想通り、5歳の子供たちは、みられていると
きにより非社会的ではない向社会的かつ行動をとる。
同じ年齢の子供たちは、集団外のメンバーよりも集団
内のメンバーとの評判にはるかに関心がある。

3.2　社会規範の遵守
・人間は他者から学ぶだけでなく、他者と積極的に、そ
して真実性をもって真剣に適合する。これは、ほかの
霊長類ではみられない。集団に参加したいとの願望や、
適合性を期待している集団メンバーの否定的な制裁を
避けることに基づいているかもしれない。集団内の相
互の期待、すなわち、すべてが相互に知られ、すべて
が期待する行動基準は、たびたび社会規範と呼ばれる。
そして、これらの期待は、逸脱した人たちが、少なく
とも、評判の否定的な評価のなんらかの否定的な結果
に苦しむという意味で、実際に規範的である。
・社会規範に従って子供が成長するのかは明らかなの
か。しかし、彼らはまた、3歳頃から、他人の社会規
範を強制し始める。この場合、行動が修正されている
がゆえに反対や報復しようとしている人物に対して、
社会的規範を強制することが危険になる可能性がある
ので、彼らの行動の慎重な理由をみつけることは困難
である。それにもかかわらず、3歳頃から幼い子供は
以下の状況下で異議を唱え、介入する。（1）他人の作
品を破壊する準備をすること、（2）誰かが誰かの財産
を盗むことに脅威を感じるとき、（3）彼らが知ってい
るような規則に従わないような方法で斬新なゲームを
始めるとき。したがって、幼い子供たちは、道徳的お
よび慣習的な規範（ここで道徳的な規範ではなく、慣
習的な規範は、権威または異なる文化的集団によって
認可されれば子供自身によって変更可能であると考え
られる場合）を強制する。
・しかし違いがある。Turiel（1998）の理論的アイディア
に基づいた実験で、慣習的な規範（ゲームルール）と道
徳的規範（害を生み出す）の両方に違反することを観察
したところ、驚くべきことに、幼い子供たちは、集団
内と集団外の両方に均等に道徳的規範を強制したが、
集団内には、慣習的な規範も強制した。したがって、
幼い子供たちは集団内を好んだ（それゆえ、低い基準
で許される）としても、集団外のメンバーが「自分たち」
の正しく行動する方法を知ることができないため、自
分たちの集団内では、より高い基準（いわゆる黒い羊
の効果）を強いる。さらに驚くべきことに、3歳の子供
ですら、他者の資格を守ることに関与している。すな

わち、ある個人が何かをする権限を与えられたとき、
第二の個人がそれを行えないと異議を唱えたとき、そ
の第二の人の異議に介入した。これは、他人の権利に
立ち向かうために、子供が不正な異議に反対する一種
の二次的規範である。
・社会規範の最も注目すべき特性の1つは、それが特に
罪悪感と恥の感情に内在化されているゆえに、自己に
も適用されるということである。進化的には、すぐさ
ま、内部的にそれを処罰することによって将来的に罰
せられる行動を避けるのを助ける気持ちとして罪悪感
と恥を考えられるかもしれない。しかし、罪悪感と恥
の呈示は異なる機能をもっている。それらの呈示は、
（罪のある人がどれだけ悪いと感じているかを他者が
共感しているので）他者が呈示者を現場で罰すること
や罪悪感や恥の元である破られた社会規範を呈示者が
無視しし、無礼であると判断することを回避する。し
たがって、罪悪感と恥の呈示は、宥和と親和的な機能
を果たす。大人や幼い子供たちが、犯行後に罪悪感を
表明したりしなかったときに違った判断を下すかどう
かを検討した結果、大人と同様、5歳の子供でさえも、
彼らが引き起こした危害に対して後悔を表明した人た
ちのほうに、そうでなかった人たちと比べて、より好
ましい評価を示した。
・社会的規範の問題は、相互に共有される期待を楽しま
せる認知能力をもたないため、大型類人猿では実際に
は起こらない。しかし、より行動的なレベルでさえ、
彼らは重要な要素を欠いている。チンパンジーは食糧
を盗んだ個体に対して報復するが、第三者から食糧を
盗もうとしている個体に介入したり、処罰したりする
ことはない。大型類人猿が第三者の視点から状況に介
入しなければ、そのことは、大型類人猿は中立的な方
法ですべての個体に適用される社会的規範を守ってい
ないことを意味する。彼らが他者からどのように評価
されているかを気にしていないという事実と組み合わ
さって、社会規範のプレッシャーを感じ、それを破る
ことに対して罪を感じることは期待できない。社会的
規範、罪悪感、そして恥は、少なくとも部分的に、自
身の集団によって受け入れられる必要から生み出され
た人間独特の現象である。

3.3　集団意識
・現代人はこのようにして文化的集団を積極的に特定す
る。彼らはその慣習と規範に準拠し、社会制度に参加
する。文化的集団の一員が特に注目すべきことをすれ
ば、彼らは集団的な誇り、恥、罪悪感を感じる。これ
らが、政治的な勢力から脅かされると、国家や言語の
アイデンティティーの問題に関わるようになる。彼ら
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は彼らの文化の歴史、そしてその未来を気にしている。
現代人は、ほかの人との協力のための一般的なスキル
と傾向に加えて、徹底的な集団意識を有しており、自
身の集団を独立した実体として深く配慮している。

4．認知と倫理の含意
・かくして、人間は2つの進化的ステップにより超社会
的になった。
　1．�個人が他者に対してより協力的になった。
　2．�個人が文化的集団の慣習、規範、制度において、

より明確に同定された。これらの新しい超社会的
な生活様式は、それ自身では注目に値するが、現
在の仮説では、人間が（i）世界について考える、（ii）
社会的だけではなく道徳的な個体であることを招
いたと考えられる。

・ほかの動物種と比較して、人間は特別に考えているこ
とは明らか。
　1．�猿類やほかの霊長類は、少なくともある程度抽象

的に状況や実体を認知的に表現できるが、人間だ
けが同じ状況を概念化することができる。矛盾す
る社会的視点（最終的には「客観性」の感覚につなが
る）の下で、この知覚能力は、協調的かつコミュニ
ケーション的な相互作用（共通の意図的な認知プロ
セスを与えられていると仮定して）の間に、他人と
調整しようとする個人の試みに起因する。

　2．�多くの霊長類は外的事象について単純な因果的か
つ意図的な推論を行うが、人間だけが他者や自分
の意図的状態について社会的に再帰的かつ自己反
映的な推論を行う（例えば、彼女は私が思うと思
う…）。これらの特殊な推論は、人間が「私の意図
的な状態に向かって他者が意図しているもの」を識
別しなければならない、人間の独自の形態の協調
的コミュニケーションの一部である。

　3．�多くの動物は道具の操作的な成功に関して彼ら自
身の行動を監視し評価するが、人間だけが他人や
集団の規範的な見方や基準（「理由」）に関して自分
自身の考えを自己監視し評価する。そのような社
会的自己監視は合理性に関する人間の規範を担う。

・人間は社会的にも特別な方法で互いに関係しており、
そのうちのいくつかは一般的に道徳的と呼ばれてい
る。このように、前述のように、義務的な共同狩猟採
集は、自分自身の幸福がそのパートナーに依存するた
め、潜在的なパートナーを気にする必要がある。相互
依存は利他主義を生み出す。さらに、共同作業者がパー
トナーを選択できる場合、パートナーを賢明に選択し、
自分がよい協力パートナーとして認識されるようにす

ることは、各個人の関心事である。これを行う1つの
方法は、共同狩猟採集の戦利品を均等に分配すること
である。しかし、個人は公平ではなく、戦略的にほか
の人を喜ばせるだけであり、同じように自分自身を判
断し、集団内で共有された価値観に基づいて判断す
る -彼らは良心をもっている。そしてもちろん、個人
は、文化的集団のよいメンバーになるためには、役立っ
たり、公正だったりするだけでなく、それを順守しな
ければならないということに理解もしている。人間の
道徳は人間の超社会的な存在意義と密接に結びついて
いる。
・大型類人猿やほかの霊長類は高度に社会的であるが、
人間と同じように相互に依存しないため、人間と同じ
ように向社会的ではない。彼らは共同狩猟採集を義務
としないので、分配の公正問題を扱っていない。彼ら
は彼らの社会的集団を同定しないので、彼ら自身の目
的として集団の慣習と規範に従うような集団意識を
もっていない。人間の道徳は、人間の超協調的な生き
方とあり方を構造化する、内在化された相互作用的プ
ロセス（認知的および動機づけの両方）を表している。

5．結論
・したがって、H. サピエンスは、非常に特殊な方法で「社
会的な動物」である。われわれの見解は、生態学的条
件の変化によって義務的な共同狩猟採集者になること
を強いられた超自然的、協調的な経路を人間が切り開
いたことである。人間は、彼らの社会的行動だけでな
く、彼らの認知プロセスを変化させる方法でお互いに
依存していた。ほかの大型類人猿は複雑な社会的相互
作用や認知プロセスに従事するが、結局のところ、個
体の個人的利益を目的とした道具的合理性の一種にす
ぎない。人間の多様性の間の相互依存は、人間が一種
の複数主体として世界をともに行動し理解した共通の
意図的行為に頭を合わせるように人間を導いた。個人
は一緒に働いているとき、互いに約束と義務を感じる
ようになった。彼らは協力的であると認識されたかっ
たからであり、他者を判断しているのと同じように自
分自身を判断していたからである。そして、このすべ
ては、個人が相互依存的な協力のより大きな社会的文
脈において、彼らの文化的集団内で自身を同定するよ
うなったとき、さらに激しくなった。
・人間を「社会的動物」と呼ぶことは正確であるが精緻で
はない。最も有益な選択肢は、「協力動物」や「超社会
的動物」のようなより具体的なものかもしれない。こ
れらの用語は、独特の進化経路のなにかをより正確に
捉えている。その経路によって、人間が共有意図の種
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独特のプロセスを介して認知的に世界と相互作用し、
対人的および集団道徳の種固有のプロセスを介して社

会的に相互作用するようになった。


