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京都大学

論文題 目

博 士(文 学) 氏名 中 尾 央

文化進化研究における統合 された研究プログラムに向けた

方法論的多元性

(論文内容の要 旨)

本論は主 に人間の文化進化 について,方 法論的な(あ るいは研究 プログラムに関す

る)考 察 を行 な う.具 体的には,ま ず,こ れまで人間行動 の進化 に関 して提唱 されて

きた三つの研究 プログラム,進 化心理学(evolutionarypsychology,第1章),人 間

行動生態学(humanbehavioralecology,第2章),遺 伝子 と文化 の二重継承説

(dualinheritancetheory,第3章 前半)に ついて検討す る.こ れ ら三つの研究プ ロ

グラムは(二 重継承説 を除き)直 接的 に文化 を考察 しているわけではないが(た とえ

ば進化心理学は遺伝的適応形質 としての心 に焦点 を当ててい る),そ れぞれが文化の進

化に関しても重要な含意を持ち,あ るいは文化の進化 に関しても何 らかの予測 を行なっ

てきている.

第1章 では進化心理学に関す る原理的な批判 を検討 し,そ れ らを論駁す ることで進化

心理学の擁護 を試みた.進 化心理学では更新世における適応環境で数多 くの心的モジュー

ルが進化 した とい う仮説のもとで研究が進め られ てきているが,こ うした想定 に対 し

ては,(1)更 新世 はそもそも変動が大きい環境で,適 応形質 を進化 させ られ るよ うな安

定した適応課題は存在 しなかった,(2)も し安定 した適応課題が多数存在 したとしても,

そこか ら数多 くの心的モジュールの進化が直接予測できるわけではない,(3)過 去の適

応課題か ら現在のわれわれが備 えているであろ う心的モジュール を推測す ることには,

かな りの困難 がつきま とう,と い う批判がな され てきた.本 章ではこれ らの批判 に対

して,(1)不 安定な環境でも十分安定 した適応課題 が存在 しうること,(2)直 接予測で

きない としても,そ れ は進化心理学 を遂行不可能 な研究 プログラムにす るほ どの問題

ではない こと,(3)こ うした批判は進化心理学だけでなく考古学や古生物学 にも当ては

まるものであ り,進 化心理学だけの問題 として批判す るのは不 当である,な どとい う

応答 を行 なった.

第2章 では人間行動生態学 と呼ばれる人間行動の進化 を考察す る研究プログラムの一

つに関 して,そ こで用い られてい る方法論,す なわち背後 にある心理 を軽視 して人間

行動 のみに焦点 を当て,そ の行動 に最適化モデル を使用 して分析 を行 うとい う方法論

が正 当化 できるか どうか を検討 した.人 間行動生態学 におけるこうした前提や方法論

は,人 間行動生態学の前身である人 間社会生物学(humansociobiology)か ら引き

継がれたものである.人 間社会生物学でもや は り行動 そのものが最適化 されている と

考えられ,そ の背後 にある心理 メカニズムについては考察の対象 になってこなかった.

しかし,こ うした人間社会生物学の方法論に関しては,こ れまでKitcherやSterelny
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といった哲学者か らい くつかの批判 がな されてきた.す なわち,進 化の過程 で選択 さ

れ るのは我々の心理メカニズムであって,行 動だけが選択 されて最適化 されるよ うな

ことはあ りえない,と い う批判である.と はいえ,現 在 の人間行動生態学 においては,

人間社会生物学 とほぼ同様 の方法論 が,(人 間以外 の動物 を対象 にした)行 動生態学 に

おける表現型戦略によって正当化できると考 えられてきてい る.本 論文 ではまず,こ

の表現型戦略でも人間行動生態学の方法論が上手 く正 当化 できていない ことを論 じ,

KitcherやSterelnyの 批判 をこの戦略では乗 り越 えられていない ことを指摘 した.し

か しそれ でもやは り,次 のよ うな理 由か ら最適化モデル を用いた分析 は有用 であるこ

とを論 じた.す なわち,(1)最 適化モデル を使用 した分析 には行動の安定性や適応性 を

明らか にす る,な ど一定の意義 を持 ってい ること,さ らには(2)さ まざまな具体例の

検討 を通 じて,別 の観点か ら人 間行動生態学 における最適化モデル を使用 した分析が

発見法的な意義,す なわち,背 後 にある心理 メカニズムの分析や過去のわれわれの行

動の推測 などに結びついてい る,と い う理 由である.

第3章 では文化 と遺伝子の二重継承説 と教育の関係 を論 じた.二 重継承説 は文化の累

積的進化 を説 明す る枠組み としては,お そ らくもっとも一般的かつ有用 なものであろ

うが,こ れで文化 の累積的進化 を説 明す るのに十分か と言 えばそ うではない.教 育な

ど他 のメカニズム(も う一つの候補である罰 に関 しては第4章 で扱 った)に よって さら

に強化 され,文 化 の累積的進化 がよ り確実なものになってい る可能性 は高い.す なわ

ち,教 育 を通 じて摸倣や個人の学習 だけでは困難 な技術 ・文化 がよ り効率 よく伝 え ら

れて文化 の遺伝/継 承可能性が保証 され,よ り多 くの文化伝達 が可能 になっている と

考え られ る.た だし,本 章で検討 したように,い かに教育が重要だ とはい え,ナ チ ュ

ラル ・ペ ダゴジー(naturalpedagogy)の よ うな教育に特化 した適応形質 を想定す る

には時期 尚早 であると考 えられ る.そ れ は,主 にこの仮説 を支 える実験的証拠が様々

な問題 を抱 えていることが原因である.も しここまでの議論が正 しく,ナ チュラル ・

ペダゴジー説 が正し くない とすれば,明 示的なシ グナル を伴った教育が重要なものに

なったのは,比 較的近年の事であると考 え られ る.さ らに,ナ チ ュラル ・ペダゴジー

なしで も,た とえば学習環境の整備 な どによって,か な り高度 な文化の伝達 が可能で

あるか もしれ ない.こ うした可能性 はSterelny(2012)に よる徒弟学習(apprentice

learning)モ デル,あ るいは狩猟採集民のデータに見 られ る促進 的教育(facilitative

teaching)な どから示唆できるもので,過 去数千年や数万年前頃までは,こ れ らの要

因によって人間の複雑な文化の累積的進化が支えられていた可能性 も十分 あるだろ う.

また,こ うした教育の進化 を具体例 にしてこれまで検討 してきた研究 プログラムを振

り返 ると,い ずれ かの研究 プログラムが正 しい,と い うよ うな単純 な議論はできない

か もしれ ない.実 際,次 章で論 じる罰の進化 を含 め,そ の他の さま ざまなケースに関

しても,ど れ か一つ 「だけ」が上手 く説 明を与 えられ るよ うなケース はそれほ ど多 く

ないよ うに思われ る.
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第4章 では罰の進化 を検討 した.罰 は協力行動などの利他行動,さ らには道徳的行動

などの維持 にとって非常 に重要な役割 を果た してきてい る.た とえば,公 共の場面 に

おいて,罰 則 がなけれ ば多 くの人は無秩序な行為 を働いて しま うかもしれない し(停

学処分などがなければもっ と多 くの学生がカ ンニングなどの不正 を行 うかもしれない),

刑罰 もまた,犯 罪抑制 に一定の効果 を上 げてい る可能性は十分に考 えられ るだろ う.

さらに,親 による子 どもの しつ けやペ ッ トの しつけな ど,こ うした話 は公共の場面 に

限った話 ではない.こ のように,罰 は(も しかす ると道徳や しつけ以外の文脈 も含 む)

きわめて広い文脈 において人々の行動 を修正す るような機能 を持っている.こ れは人

間だけに限った話 ではな く,多 くの研究者は人間以外 の動物 においても,罰 がそ うし

た行動修正機能 を持っていると考 えてきた.こ の ように,従 来罰の進化 に関 しては,

上記の ような理 由を踏 まえた行動修正仮説(behavior-modificationhypothesis),

すなわち,罰 による相手の行動修 正がもた らす利益のおかげで,た とえば罰 にコス ト

がかかっても,そ の罰が進化 し うるとい う仮説が大 きな影響 を持っていた.こ れは人

間だけでなく,他 のさまざまな動物において適用可能 な仮説であると考 えられてきた.

しかし,本 章ではバクテ リアか ら脊椎動物,あ るいは人間に至 るまでのさまざまなケー

ス を確認す ることによ り,罰 の進化 に関 しては行動修正仮説ではな く,む しろ相手 に

コス トを課 した りあ るいは 自分 にか か る コス トを削減 した りす る損失 削減 戦 略

(loss-cuttingstrategy)あ るいは損失負荷戦略(cost-imposingstrategy)と し

て罰が進化 してきた とい うこ とを論 じた.最 後 に,こ の罰 の進化 を具体例 としなが

ら,3章 までの研究プログラムを振 り返 った.罰 に関して より直観的な判断を可能 にし

ている心理メカニズムは,損 失削減や損失負荷戦 略とい う機能 に特化 したものである

と考 えた方が整合的な解釈が可能である.さ らに,現 代社会ではこの罰 が裏切 り者の

行動 を修正す ることもあ り,そ れは適応的な結果 を生 みだ しうる(た とえば,第 三者

への罰による大規模集団における協力行動の維持な ど).他 方,協 力行動以外の文脈で

は,非 適応的な行動 を強制す る場合 も考 え られ る(た とえば,身 体的 にも技術的にも

不適切な訓練 を罰 によって強制す る,と い うのはスポーツの世界な どでもよく目にす

る話である).こ のように,罰 の心的モジュール は副産物 として現代社会でも適応的な

行動 を生みだす ことがあ り,そ れはなおかつ,大 規模集団における協力行動 の累積的

進化 にも大 きな影響 を与 えている,と 考 え られ るかもしれない.こ のよ うな意味にお

いて,罰 の進化 に関 しては進化心理学,人 間行動生態学,二 重継承説な どの各研究 プ

ログラムが提案 しているモデルが,そ れぞれ部分的に裏付けられる結果 となっている.

第5章 では文化の進化的パターンを扱 う文化系統学 について考察した.ま ずは系統学

の基礎 を確認 し,そ の上で文化 に対 していかなる形で系統学的手法を適用 してい くの

か,そ れ を文化系統学 の歴史 を振 り返 りなが ら考察 した.ま た,パ ター ンとプロセス

の関係 についても考察 し,パ ター ンの考察か らここまで論 じてきた ようなプロセスに

関す る研究プ ログラムの妥 当性 に関して検討が行 えることを指摘 した.ま た,現 時点
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で文化系統学 が抱 える方法論的問題 についてもい くつ か言及 した.

最終的に,第6章 では各研究 プログラム同士の競合関係について考察 した.た とえば

罰や教育,あ るいはさまざまな現実のケースが示 してい るよ うに,そ れ ぞれの研究 プ

ログラムはどれか一つが正 しい とい うようなものでものでもない.む しろ,罰 や教育,

あるいはその他の複雑なケースを考察す る際に,「 誤ったモデル」(Wimsatt1987),

すなわち単純化/理 想化 されてはいるものの,複 雑で完全 な情報が得 られ にくい よう

な現象 を説明す る際の出発点 として機能す るモデル を提供 して くれるものとして,こ

れ らの研究プ ログラムは重要なものなのであ り,ま た今後 も同様の役割 を果 たしてい

くべきである,と い うことを論 じた.
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(論文審査の結果 の要旨)

進化生物学 の進展は、生物学 とい う狭い範囲 を超 え、様 々な学術分野 に影響 を及 ぼ

してい る。 と りわけ、人間文化 に進化生物学 の知見や手法が どのように適用 できるか

とい う問題 は、 ここ20年 余 りの問に大 きな注 目をあつめるよ うになってきた話題であ

り、各種 のアプローチによる研究の進展 も著 しい。 しかし他方、 さまざまなアプロー

チの妥当性や相互関係 など、基本的な方法論的問題 については未整理な状態 が続いて

い る。本論文 は、こ うした現状 に鑑み、文化進化研究 のさまざまなアプローチ を個々

に吟味す るとともに、 この分野 の来 るべき全体像 を描 き出そ うとす る野心的な試みで

ある。

簡単 に章立 てを追 う。本論文第一章では進化心理学 とい うアプローチが検討 されて

い る。進化心理学やそれ と密接 な関係のある文化 の疫学モデル は心の構造 に関するモ

ジュール集合体仮説や文化 の蓄積的進化 の否定な ど、刺激的な主張を多 く行 なってお

り、哲学者か らの批判 も多い。論者 はこれ に対 し、モジューノ喋 合体仮説 を捉 え直す

ことで一定の擁護 を試みてい る。

第二章 では人間行動生態学の研究 プログラムが検討 されている。 これ はある行動形

質が実現 され る心理メカニズムを一旦不 問にして、適応度の最大化 とい う観点か ら分

析 しよ うとい うものである。論者は、 この研究 プログラムには、例 えばある部族 のカ

メ狩 りの行動 をコス ト信号モデル と呼ばれ る性選択のモデルで分析す るといった成功

例があることを指摘 しつつ も、問題点 も多 く適用範囲が限 られている とい う全体的な

評価 を行 なっている。

第三章 は二重継承説 の検討である。二重継承説 とは、社会の中の有力者や多数派 を

模倣す るバイアス とい う遺伝 的な形質が文化 の継承 とお互い に影響 しあいなが ら進化

してい くとい うモデル であ り、現在 もっ とも有力視 されてい るアプローチでもある。

著者 はこの立場の全体的な議論 を検討す る とともに、ナチュラル ・ペ ダゴジー と呼 ば

れ る特定 の仮説 に対す る詳細な検討 も行 なっている。ナチュラル ・ペ ダゴジー とは、

教育 による知識の受け渡 しに特化 したような生得 的な形質を人 間が持つ とい う仮説で

あ り、幼児 を使った実験な どもあって注 目されている。 しかし論者 の分析は、ナチ ュ

ラル ・ペ ダゴジー説 とは食い違 うような証拠 もあ り、受 け入れには慎重 になる必要が

あるとい うものである。 こうした批判 的検討 はまだほ とん どな されてお らず、 この箇

所は本論文のオ リジナ リティの高い部分 であるとい える。

第四章 では、罰 の進化の問題 が取 り上 げ られている。罰 は規範の進化 において重要

な役割 を果たした と想定 されてい る。 しか し、他人 を処罰す るとい う傾 向そのものは

どのように進化 しえたのか。これについて、既存の説 明では、相手を罰す ることによっ

て相手の行動 が改変 され、それ によって適応度が上昇す る、 とい う 「行動修正戦略」

としての罰が進化 したもの と想定 されてきた。 しかし、 ヒ ト以外の生物 も視野 に入れ

て広 く 「処罰」 と呼べる行動 を観察す ると、相手 の行動の修正 を伴わない処罰行動が
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多 く見 られ、損失削減戦略ないし損失負荷戦略 として解釈 できる。 こうした証拠 をふ

まえて ヒ トに関す る証拠 を見直す と、 ヒ トにおいても実は罰は行動修正戦略 として進

化 したのではないのではないか、 とい う見通 しが得 られ る。本章の分析 も論者のオ リ

ジナ リティが大変際立つ部分であ り、本論文 の読み どころの一つ となっている。

第五章では文化系統学 と呼ばれる、ここ10年 あま りに発達 してきた分野の成果が検

討 されてい る。 ここまでで紹介 されてきたのが文化進化のプロセス(ど のよ うな要因

が働いて進化 が進 んできたか)の 研究であるのに対 し、 この章で検討 され るのは文化

のパ ターン(進 化 の過程で どのよ うな系統分岐が生 じてきたか)の 研究 である。現在

のところ、文化のプロセスの研究 とパター ンの研究は相互 にまった く連絡な く行われ

ているが、論者はプロセスについての仮説が こうしたパター ン研究 の結果 によってテ

ス トされ る場合 もあることを指摘 し、 よ り密接な関係 を構築する方 向性 を示唆 してい

る。

第六章 では、 ここまでで紹介 されてきた競合す るプログラムが簡単 には統合できな

い ことを指摘 しつつ も、い くつ かのプログラムのアプローチ を組み合わせ ることでよ

り実 りある研究が可能 になることを指摘 してい る。 と りわけ 「誤ったモデル」 とい う

概念 を使 うことで、極端なモデル にも研究上 の役割があることを指摘 している点 が興

味深い。

本論文 は、 このよ うに、現在 開拓 中の分野における方法論的問題 の整理 と見通 しの

提示、 とい う、科学哲学な らではの貢献 を 目指 したものであ り、その 目標は十分達せ

られていると考 える。ナチュラル ・ペダゴジーや罰の進化 な ど、個別のテーマ につい

てのオ リジナルな分析 だけでな く、文化進化 の統合 された研究 プログラムとい う傭目敢

的な視点 からの分析 も行なってい る点は高 く評価 できる。もちろん、細 か く見てい け

ば未 だものた りない部分は存在す る。た とえば競合す る研究プ ログラムに対す る評価

の基準が必ず しも一定 していない ように見 え、そのため特定のプログラムを優遇 して

い るよ うに見えてしま う点や、タイ トル にもある 「統合 された研究 プログラム」のイ

メージがまだ非常に漠然 としてい る点な どが気 にかかる。 しか し、 こうした点は論文

全体 の価値 を損な うものではな く、む しろ論者の研究 の今後の進展への期待 を抱 かせ

るものとなっている。

以上審査 した ところによ り、本論文は博士(文 学)の 学位論文 として価値 あるもの

と認められ る。平成二十五年二 月九 日、調査委員三名 が論文内容 とそれ に関連 した事

柄について口頭試 問を行った結果、合格 と認めた。
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