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要約 

近年，集団間の致死的な葛藤が原動⼒となって，⼈間社会に⾒られる様々な制度が，
利他性という⼼の性質と共進化したことにより，いま我々がみるような⼈間社会が誕
⽣したとの主張が登場した．本稿では，経済学者であるボウルズとギンタスの主張を
紹介し，さらにそれに対する反論を紹介する．そして，ボウルズとギンタスが提唱す
るモデルがいくつかの問題を抱えているがために，戦争が利他性を⽣み出したとの主
張を反証することは，現状では困難であることを指摘する． 
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アフリカで誕⽣した現⽣⼈類が出アフリカを果たし，世界各地へ拡散していった
のは 10 万年から 5 万年前のことだという．それから 1 万年前にかけて現⽣⼈類の⼈
⼝は世界各地で着実に増加し続けていった（Lippold et al. 2014）．だが今から 8 千〜
5 千年前，現⽣⼈類の⼈⼝動態に⼤きな変化が⽣じたという．⽣殖に成功した⼥性
の⼈⼝（すなわち有効集団サイズ）は着実に増加し続けたのに対し，⽣殖に成功し
た男性の⼈⼝は 1/20 にまで急激に減少したのだという（Karmin et al. 2015）．これ
は，⽣殖に成功した男⼥の⽐率は ，⼥性 17 ⼈に対して男性は 1 ⼈に過ぎないとい
う極端なレベルである． 

こうした過去の⼈⼝動態は，⽗系を通して受け継がれる Y 染⾊体における遺伝的
多様性が減少していたことから推測されたものだが，遺伝的多様性の減少は様々な
原因によって⽣じうる．たとえば貧富の差がある社会において，⼀握りの富者のみ
が⽣殖に成功するならば，Y 染⾊体における遺伝的多様性は失われていくことだろ
う．だが Zeng et al. (2018)は，コンピュータ・シミュレーションを通して複数の説明
を⽐較した結果，この時期に世界各地において，⽗系⾎縁集団間で致死的な戦争が
頻繁に繰り広げられたことで，このような結果が得られた可能性が⾼いと結論付け
た．すなわち⽗系の共通祖先を持つ男性たちから構成される⾎縁集団間で戦争が⽣
じ，敗れた集団の男性は殺戮され，⼥性は勝利した集団に吸収されていくというモ
デルによって，Y 染⾊体における遺伝的ボトルネックが最もよく説明されることを
⽰したのである． 

これほど苛烈な痕跡を現⽣⼈類の遺伝⼦に刻み込むような集団間葛藤は，⼈類の
歴史においては極めて特殊な出来事だったろう．だが，部族，⺠族，国家など様々
なレベルにおいて，集団間での葛藤によって多くの⽣命が失われていく事例は，⼈
類の歴史を通して推挙の暇がない． 

近年，集団間の葛藤が，⼈間の⾏動や⼼の進化において重要な役割を果たしてき
たとの主張が注⽬を集めている．経済学者であるサミュエル・ボウルズとハーバー
ト・ギンタスは，A cooperative species: Human reciprocity and its evolution（Bowles & 

Gintis 2011)という著において，⼈間に特有の⾼度な利他性は，集団間葛藤という社
会環境に適応するために進化したと主張し，さらには，利他性と共に集団間の敵対
的な葛藤を引き起こす⼼の性質までもが共進化したとの主張を展開したのである．
ボウルズとギンタスの議論は，⼈間の進化に関⼼を持つ研究者の間で論争を巻き起
こしている．本稿ではまず，ボウルズとギンタスによる主張の⾻⼦を紹介したい．
続いて，戦争が⼈間の利他性の源泉であるとする主張に対する反論を紹介し，この
主張の妥当性を検討する． 
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1. プライス⽅程式から⾒る利他性の進化 

ボウルズとギンタスの出発点となるのは，プライス⽅程式である．ここでポピュ
レーション（population）とはある⽣物種の全個体が属する単位であるとしよう。こ
の⽅程式はポピュレーションにおいて任意の形質が広がっていく（すなわち進化す
る）ための条件を表す式であり，利他性の進化に限定されず適⽤可能な，⼀般性の
⾼い⽅程式である（Price, 1970）．さらにここでポピュレーションの中に複数の集団
（groups）があり，個⼈( i )はいずれかの集団 ( j )に属して相互作⽤する状況を考え
よう．そして個⼈は協⼒者（C）か⾮協⼒者（D）か，いずれかの遺伝的に伝達され
る形質を持つとする．こうした集団構造がある状況で，コスト c を負担して集団の
ために利益 b（ただし b > c）をもたらす形質がポピュレーションの中に広まってい
くのは，次の式が正の値を取る場合であることがプライス⽅程式から導かれる
（Henrich 2004; Bowles & Gintis 2011; Δ𝑝はポピュレーションにおける協⼒者の⽐率
の世代毎の変化，w はポピュレーションにおける平均適応度を指す）． 

 

𝑤Δ𝑝 = 𝛽&𝑉𝑎𝑟*𝑝+,-../..0
集団間淘汰

+ 𝛽2𝑉𝑎𝑟*𝑝34,55555555555-../..0
集団内淘汰

. 

 
1.1 正の同類性 

ここで⼀般的な公共財問題ゲーム，すなわち 1 ⼈の個⼈が集団のために協⼒して
得られた利益 b は協⼒者を含む n ⼈の集団成員の間で平等に分配されるとしよう
（協⼒が利他的であるために，b/n < c とする）．この時，式１における２つのパラ
メータの値は，𝛽& = 𝑏 − 𝑐, 𝛽2 = −𝑐となる（この２つのパラメータについては次節
で詳細に解説する）．次に説明する通り，𝛽&は正，𝑉𝑎𝑟*𝑝+,は正なので式１で集団間
淘汰と書かれた項は正の値となる．𝛽2は負，𝑉𝑎𝑟*𝑝34,55555555555は正なので，集団内淘汰と書か
れた項は負の値となる．ここで，b と c の値は固定されていると考え，𝑉𝑎𝑟*𝑝+,と
𝑉𝑎𝑟*𝑝34,55555555555が利他性の進化にどのような効果をもたらすかみていこう． 

 
𝑝+とは集団 j における協⼒者の⽐率であり，𝑝2+とは集団 j に属する個⼈ i が協⼒者

ならば 1，⾮協⼒者ならば 0 となる値である．𝑉𝑎𝑟*𝑝+,は各集団に属する協⼒者の⽐
率の「集団間」でのばらつき（分散）を⽰し，𝑉𝑎𝑟*𝑝34,55555555555は「集団内」における協⼒
者の分散の重み付け平均を表す． 

具体例を⽤いて説明しよう．たとえばここでポピュレーションの中に 100 ⼈の個
⼈がいて，そのうち 60 ⼈が協⼒者で残りが⾮協⼒者だとする．そしてポピュレーシ
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ョンの中には 10 ⼈の成員からなる集団が 10 個あるものとしよう．まず第 1 のケー
スとして，10 ⼈全員が協⼒者である集団が 6 個，全員が⾮協⼒者である集団が 4 個
存在するとしよう．この場合，協⼒者の⽐率*𝑝+,は集団間で⼤きくばらつく (𝑝+=1.0

の集団が 6 つ，𝑝+＝0.0 の集団が 4 つあるため)，𝑉𝑎𝑟*𝑝+,は⼤きな正の値となる．⼀
⽅で，各集団を⾒ると全員が協⼒者か⾮協⼒者かいずれかであるため，いずれの集
団においても協⼒者の分散（𝑉𝑎𝑟*𝑝2+,）は 0 となり，したがって𝑉𝑎𝑟*𝑝34,55555555555も 0 とな
る．このため，式全体が正の値を取り，協⼒的な遺伝⼦はポピュレーション内に拡
散していく． 

第 2 のケースとして，すべての集団に協⼒者が 6 ⼈，⾮協⼒者が 4 ⼈いるとしよ
う．この場合，「各集団に属する協⼒者の⽐率」は 0.6 で⼀致し，その分散
（𝑉𝑎𝑟*𝑝+,）は 0 となる⼀⽅で，𝑉𝑎𝑟*𝑝34,55555555555は⼤きな正の値となる．この場合，式全体
が負となるので協⼒者が進化することはない． 

ここには正の同類性（positive assortment）と呼ばれる現象があらわされている．
すなわち協⼒者と⾮協⼒者がランダムに集団を形成するのではなく，何らかのメカ
ニズムによって似た者同⼠が集まって集団を形成している状況が⽣じているなら
ば，利他的な協⼒は進化する．これは決して難しい話ではない．同じ集団の中に協
⼒者と⾮協⼒者が混在するならば，その⽐率にかかわらず，⾮協⼒者は協⼒者より
も常に⾼い利益を得る．協⼒の定義により，これは常に真である．だが集団の中に
多くの協⼒者がいるほど，集団は多くの利益を得られる．そのため協⼒者同⼠で集
まる傾向が⼗分に⾼ければ，相互協⼒の利益を謳歌する協⼒者が増加する．もちろ
ん，⾃らが属する集団において協⼒者の⽐率が⾼まるほど，⾮協⼒者はさらに多く
の利益を享受できる．だが協⼒者同⼠で集まる傾向が⼗分に⾼いならば，多くの⾮
協⼒者は⾮協⼒者同⼠で集まって集団を形成しているため，協⼒の利益を享受しに
くくなる．したがって，ポピュレーション全体で平均してみると，協⼒者は⾮協⼒
者よりも⾼い平均利得を得ることが可能となるのである（図 1）． 

これは，ハミルトンの⾎縁淘汰において⾎縁者同⼠がランダムよりも⾼い確率で
相互作⽤するならば利他性が進化することと同義であり，rb > c としてよく知られ
るハミルトン則はプライス⽅程式から導出できる．また⼆者囚⼈のジレンマにおけ
る互恵性の進化や間接互恵性の進化もまた，協⼒することでランダムよりも⾼い確
率で協⼒してもらえるような仕組みが存在すること，すなわち正の同類性と同じロ
ジックによって理解できることが知られている（Henrich 2004 の 4.3 節を参照）．  

ここでは，どのような仕組みによって正の同類性が⽣じているかについては，い
っさい議論していない点に注意していただきたい．ここでのポイントは，何らかの
メカニズムによって正の同類性が保たれることが，利他性の進化にとって必要であ



 

 5 

ることが，プライス⽅程式から導かれるという点である．そして正の同類性が利他
性の進化の鍵となること⾃体は，すでによく知られた話である点にも注意していた
だきたい． 

⼀般的に，利他性が遺伝的に伝達される形質である場合，なにか特別な仕組みが
ない限り，正の同類性を強く保ち続けることは難しい．たとえある時点において強
い正の同類性が⽣じていても，集団間で移住が⽣じるならば，たとえそれが⼩さな
動きであっても世代と共に集団間の分散は急激に減少していくためである（Henrich 

2004; Aoki 1982）．実際，⼈間社会における⺠族集団の遺伝的分化度を測定すると，
遺伝的な正の同類性は決して強くない．つまり⼈間社会において⾃然に維持されて
いる遺伝的な正の同類性によって，利他性が進化したと説明することはできない
（McElreath & Boyd 2007）． 

 
1.2.集団間葛藤 

ここまでは，式１右辺における４つのパラメータのうち，𝑉𝑎𝑟*𝑝+,と𝑉𝑎𝑟*𝑝34,55555555555の２
つのみで話を進めてきた．だが式全体が正となることが利他性の進化において重要
であるならば，当然のことながら残り２つのパラメータ𝛽& , 𝛽2も重要な役割を果た
す．前節では定義を省略していたが，𝛽&とは「利他的な遺伝⼦を持つ個体が増加す
ることがその集団全体の適応度に与える影響」である．⼀⽅，𝛽2とは「利他的な遺
伝⼦を持つことが個⼈の適応度に与える影響」である．公共財問題ゲームの場合に
は，それぞれ b – c, –c となることは既に述べた． 

厳密に𝛽&と 𝛽2の値を求めるためには複雑な計算が必要となる．だが，その意味す
るところは明確であろう．利他的な⾏為をおこなうために⼤きなコストが伴うほ
ど，式１の集団内淘汰の項は負の⽅向へ増⼤するので，利他性は進化しにくくな
る．⼀⽅，利他的な⾏為によって集団全体が得る利益が増⼤するほど，集団間淘汰
の項は正の⽅向へ増⼤するので，利他性は進化しやすくなる．⾔い換えるならば，
⼩さなコストで⼤きな利益を⽣み出せるならば，利他性は進化しやすくなる． 

 
さてここで，冒頭に挙げた，集団間で致死的な葛藤が存在する状況を考えてみよ

う．時折，２つの集団が戦争状態に突⼊し，破れた集団は全成員が抹殺されるもの
としよう．そして破れた集団が専有していた環境資源は，全て勝利した集団のもの
となる．つまり，戦争という⾏為に協⼒する利他的な個体が多い集団ほど，戦争に
勝利する確率が⾼くなる状況を考えてみよう．このような状況では，協⼒という⾏
為によって，「敗戦による確実な死」という最悪の状態から逃れる可能性が増⼤する
ので，協⼒という⾏為が集団全体にもたらす適応度の影響は⼤きなものとなるだろ
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う．そしてこれまでの議論から明らかなように，𝛽&が⼤きくなるほど正の同類性が
弱くても利他性は進化できる． 

もちろんこれは，かなり単純化した議論である．集団間の致死的な葛藤によって
利他性が進化するか否かは，様々な前提に依拠する．たとえば，協⼒者が多い集団
ほど戦争に勝利しやすいと前提するモデルもあれば，協⼒者が多い集団ほど絶滅し
にくいとみなすモデルもある．また集団が絶滅した跡地に，別の集団がまるごと移
住するとみなすモデルもあれば，ポピュレーション全体からランダムに個⼈が移住
してくるとみなすモデルもある．些細な違いに⾒えるかもしれないが，これらは
𝑉𝑎𝑟*𝑝+,と𝑉𝑎𝑟*𝑝34,55555555555の値に影響するので，「集団間で致死的な葛藤があれば利他性が
進化する」と単純に結論づけられるわけではない（McElreath & Boyd 2007 の 6 節が
詳しい）． 

 
2. 戦争が⽣み出す制度と⼼ 

簡単に整理しよう．利他性が進化するためには，⾼い正の同類性（つまり集団内
の分散𝑉𝑎𝑟*𝑝34,55555555555は⼩さく，集団間の分散𝑉𝑎𝑟*𝑝+,は⼤きいこと）が必要である．協⼒
が個体の適応度を減少させる程度（𝛽2）に対して，協⼒が集団全体の適応度を増加
させる程度（𝛽&）が⼤きいほど，利他性の進化に必要な正の同類性は⼩さくなる．
そして，集団間での致死的な葛藤は𝛽&に影響する．繰り返しとなるが，ここまでの
議論は，進化⽣物学では昔から知られたことばかりであり，決して⽬新しいもので
はない．ボウルズとギンタスの新しさは，ここまでの議論の中に，⼈間社会に⾒ら
れる制度や，戦争を引き起こす⼼の性質を組み込んでいった点にある．そして，戦
争が原動⼒となって，⼈間社会に⾒られる様々な制度が利他性と共進化したことに
より，今我々がみるような⼈間社会が誕⽣したのだと主張したのである． 

 
2.1. 制度と利他性の共進化 

⼈間社会には，狩猟採集社会における⾷物分配のような資源再分配制度が広く⾒
られる．また⼀夫⼀妻制といった婚姻制度は，優位オスによる繁殖機会の独占を防
ぐ効果を持つ．ボウルズとギンタスは，こうした様々な制度が存在しているため
に，⼈間社会では個体間での適応度が平均化され（繁殖均等化），利他的な個体が負
う適応度上の不利（すなわち𝛽2）が緩和されると指摘する．もちろん，ア・プリオ
リに「⼈間社会では利他的な個体が負う損失は緩和される」との前提を置いてしま
えば，利他性が進化しやすくなるのは当たり前の話である．ボウルズとギンタスの
主張で興味深いのは，集団間での致死的な葛藤が⽣じるならば，そうした制度が利
他性と共進化することを⾒出した点にある（Bowles & Gintis 2011, 第 7 章）． 
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ボウルズとギンタスは，社会化についても，同様の主張をしている．協⼒は個⼈
に不利益をもたらすため，個⼈が損得勘定によって⾏動を決定する限り，協⼒とい
う⾏為が選択されることはない．だが⼈間は，親やそれ以外の⼤⼈から教え込まれ
ることで，集団全体のために協⼒することを是とする価値観，道徳を獲得すること
がある．社会化と呼ばれるこのプロセスは，親や⼤⼈が教えることに従順に従う⼼
の性質，そして時間をかけて⼦供に価値観や道徳を教え込むための制度の 2 つが揃
って機能する．いずれも個⼈，あるいは社会に対して何らかのコスト（e.g., 認知コ
スト，教育制度の維持コスト）をもたらすと考えられるが，それらが存在している
ならば，集団内において，協⼒という利他的な⾏為の定着は促進される．もちろん
前述の通り，⼈間社会に社会化というプロセスが存在することをア・プリオリにお
くなら，⼈間社会において利他性が進化しやすくなるのは当然である．だがここも
でボウルズとギンタスは，集団間で致死的な葛藤が⽣じるならば，親や⼤⼈からの
教えに従う⼼の性質，コストをかけて⼦供に利他的な規範や価値観を伝達する制
度，そして利他的な協⼒⾏動の 3 つがすべて共進化することをモデルを通して⽰し
たのである（Bowles & Gintis 2011, 第 10 章）． 

 
2.2. 偏狭な利他主義の進化 

 ここまで，集団間の葛藤は，⼀定の確率で発⽣する外⽣的な事象であるものとし
て扱ってきた．集団間で致死的な葛藤が発⽣するならば，利他的な協⼒の進化を促
進する様々な制度と，利他的な協⼒が共進化する．だがそもそもなぜ，集団間で葛
藤が⽣じ，そして敗者が殺戮されるような事象が⽣じるのだろうか？ボウルズとギ
ンタスは，致死的な集団間葛藤を引き起こす⼼の性質そのものが，利他性とともに
共進化したと主張するのである． 

ここで彼らは，偏狭さ（parochialism）という⼼の性質を仮定した．ある集団の中
で，偏狭な個体の⽐率が⾼まるほど，その集団は他の集団に対して敵対的に振る舞
い，そして戦争を仕掛けるとしよう．そして戦争が開始された場合，偏狭な利他主
義者（偏狭で，かつ戦争への参加を厭わない個体）の数が多い集団ほど，戦争に勝
利する確率が⾼くなるとする．ボウルズらは，こうした状況下において，初期状態
において「寛容（つまり好戦的ではない）な⾮利他主義者（つまり戦争に協⼒しな
い）」によってポピュレーションが占められていても，時間が経つほど偏狭な利他主
義者が進化していくこと，その結果，集団間で致死的な葛藤が頻繁に⽣じる状況が
現出することを，エージェント・ベース・シミュレーションを通して⽰したのであ
る（Bowles & Gintis 2011, 第 8 章）． 
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改めて，ボウルズとギンタスの主張を整理しよう．⼈間の社会には，協⼒の進化
を促進する様々な制度が存在している．集団間で致死的な葛藤が⽣じるならば，協
⼒を促進する制度と利他的な協⼒は共進化する（第 7 章，第 10 章）．さらに，その
前提となる集団間の致死的な葛藤すらも，利他性と共進化する（第 8 章）．こうし
て，彼らは，⼈間社会に⾒られる利他性は，集団間での葛藤が原動⼒となって進化
し，また利他性，戦争，制度が互いに影響を与えあいながら共進化してきただのと
主張したのである． 

 

3. ⼈間の利他性は戦争によって⽣み出されたのか？ 

集団間の⾎で⾎を洗う葛藤こそが⼈間社会の源泉であるという主張．荒唐無稽に
も⾒えるが，彼らの主張には無碍に退けることができない強さが感じられる．第 1

に，⼈類の歴史は戦争と切り離すことができないという事実．第 2 に，⼈間は本来
的に家族，⾎縁，⺠族など⾃らが属する集団に対して愛着を感じ，しばしば集団の
ために⾃⼰犠牲をいとわない存在であるという，我々が持つ直感．偏狭な利他主義
者のモデルには，カリカチュアされているものの⼈間の本質が表現されているかの
ようにも感じられる． 

だがその⼀⽅で，彼らの主張に対しては激しい反対の声があがっている．そし
て，実証データに基づいて，彼らの主張を検証しようとする動きも出てきた． 

 
3.1. 先史時代において戦争は頻繁に⽣じていたのか？ 

戦争が利他性の⽣みの親であるとの主張に対する反論は，ふたつの形をとってい
る．第 1 に，考古学的なデータに基づけば，先史時代の⼈類においては集団間の暴
⼒はめったに⽣じていなかったが故に，ボウルズとギンタスが置く前提は事実に反
するというものである． 

ボウルズらは考古学的なデータと⺠族誌学的なデータの双⽅から，先史時代にお
ける戦争による死亡率（死亡者に占める戦争による死者の割合）を 12〜14％と⾒積
もった．そして，その数値を彼らのモデルに代⼊すると集団間の葛藤によって利他
性が進化しうるのだと議論している．だがこの推定値は⾼すぎるとの異論が出てい
る．たとえば Nakao et al. (2016)は，縄⽂時代（1 万 5 千〜2 千年前）の⽇本列島で
は，戦争による死亡率は 2%未満でしかなかったと推定している．また Fry & 

Söderberg (2013) は，21 の狩猟採集社会のうちほぼ半数において，複数の⼈間が関
与した殺⼈が全く⾒られないことを報告している．いずれも，⼈間社会はボウルズ
とギンタスが想定するよりも遥かに平和であるという指摘である． 

だが，こうしたデータによってボウルズとギンタスの主張を退けるのは困難に思
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える．たしかに集団間葛藤が存在する場合，戦争による死亡率が⾼くなるほど，利
他的な協⼒⾏動によって集団全体が得る利益は⼤きくなり，利他性の進化に有利と
なる．だが利他的な協⼒⾏動に伴うコストが⼩さいならば，戦争による死亡率が 12

〜14％という値より遥かに低くても，利他性は進化しうる．これは，ボウルズとギ
ンタス⾃⾝がモデルによって⽰している点である．したがって，戦争による死亡率
というパラメータに絞って反証を試みるだけでは不⼗分なのである． 

戦争による死亡率に関する研究が明らかにしているのは，⼈間社会では時代と地
域によって集団間葛藤による死亡率が変化するという事実であろう．ボウルズとギ
ンタスのモデルでは集団間葛藤の発⽣率は⼀定であったが，それが時とともに変化
するとみなしてモデルを作り直すことは当然可能である．もし，その場合でも利他
性が進化するのならば，戦争による死亡率がはるかに低い時代，地域があるという
データを⽰しても，モデルに対する反証とはなりにくいだろう． 

この問題は，定性的なモデルに対して，現実社会から推測されたパラメータ値を
代⼊することで，モデルを検証しようとする彼らのアプローチそのものに起因して
いるといっても良いだろう．定性的なモデルとは論理的な可能性を検証するために
構築され，現実には測定することが困難なパラメータがモデルの中に含まれている
ことも多い．⼀⽅，定量的なモデルでは現実に測定された値を代⼊することで，量
的な予測を⾏うことが可能となる．そもそも協⼒の進化におけるモデルは，そのほ
とんどが定性的なモデルであり，ボウルズとギンタスが試みたように，現実世界か
ら推定されたパラメータ値を代⼊して，その妥当性を検証するようには作られてい
ないことが多い．彼らのモデルには，協⼒に伴うコストの⼤きさだけでなく，協⼒
が⽣み出す利益の⼤きさや繁殖均等化などの制度の効率性など様々なパラメータが
含まれている．そのため，その中から単独の測定可能なパラメータを抽出して妥当
性を議論するのは困難なはずである． 

 
3.2. ⼈間は偏狭な利他主義者なのか？ 

第 2 に，ボウルズとギンタスのモデルから予測される偏狭な利他主義者という⼈
間像を巡る議論である．直感的に，⼈間は偏狭な利他主義者である，すなわち，外
集団成員には敵対的に振る舞い，内集団成員に対してのみ選択的に協⼒する存在だ
と考える⼈もいるだろう．ボウルズとギンタスは⼈間が偏狭な利他主義者であるこ
とは、実験的に検証されていると主張する。だがじつは、そのような考えを積極的
に⽀持する証拠は少ない（Yamagishi & Mifune 2016）． 

社会⼼理学では古くから，「どの画家の絵が好きか」という恣意的な基準で集団に
分けられただけでも，⼈間は⾃分と同じ集団に属する成員をひいきすることが⽰さ
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れてきた（Tajfel et al. 1971）．だがその後，そうした内集団に対して選択的に協⼒す
るのは，⾃らが属する集団に対して無条件で忠誠⼼や愛着を抱くからではなく，内
集団成員から互恵的に協⼒してもらえるだろうとの期待に⼤きく影響されているか
らであることが，実験を通して明らかにされてきた（神・⼭岸 1997; 清成 2002）．
また⼈間が，外集団成員に対して無条件で敵対的な振る舞いに及ぶことはなく，外
集団に対する攻撃⾏動が観察されても，それは外集団から攻撃されるという恐怖が
きっかけとなり，内集団を防衛するために⽣じるものであることなどが実験を通し
て明らかにされている（Yamagishi & Mifune 2016）．さらに，⼈間が偏狭な利他主義
者であることを⽰す最も直接的なデータ，すなわち「偏狭さ」と「利他性」が個⼈
内で相関しているという証拠は，まだ⾒出されていない（Corr et al. 2015; Yamagishi 

& Mifune 2016）． 

このように少なくとも現時点においては，⼈間が偏狭な利他主義者であることに
ついては否定的な証拠が⽀配的である．だがたとえ⼈間が偏狭な利他主義者でない
ことが実証されたとしても，「集団間葛藤が利他性の進化の源泉である」という主張
を否定できない可能性がある． 

第 1 に，偏狭な利他主義のシミュレーションを詳細に検討すると明らかなのだ
が，「偏狭な利他主義者」によってポピュレーションが占められ，集団間の葛藤が頻
繁に⽣じる状態が持続しつづけるわけではない．そうした状態と，「寛容な⾮利他主
義者（外集団に敵意を向けず，戦争に参加せず，誰とでも広く付き合う）」によって
ポピュレーションが占められ，集団間に平和が⽣じている状態とが，交互に⼊れ替
わり続けているのである．すなわち，ボウルズとギンタスのシミュレーションを厳
密に解釈するのならば，そこから導かれるのは，「⼈間はいついかなる時も偏狭な利
他主義者である」という結論ではない．むしろ「⼈間は偏狭な利他主義者である時
代もあれば，寛容な⾮利他主義者となる時代もある」という結論なのである．前節
の議論とも重なるが，ある時代のある地域において集団間の葛藤がほとんど⾒られ
なくても，また偏狭な利他主義者が存在していないとしても，それによってボウル
ズとギンタスの主張に反論することは困難である． 

第 2 に，利他的な協⼒によって，集団が戦争で勝利する確率が⾼まるとしても，
それは必ずしも外集団に対する攻撃⾏動という形を取る必要はない．現代社会を例
にするのが最も分かりやすいが，たとえば多くの⼈々が社会のために協⼒し，⾷糧
⽣産や経済活動，技術開発に従事するような国家は，経済的に富み栄え，軍事⼒も
⾼まる．結果的に戦争に勝利する確率が⾼まるだろう．戦争に勝利するために，多
くの国⺠が好戦的である必要もなければ，兵⼠として戦争に参加する必要もない．
先史時代の戦争においてどのような種類の協⼒⾏動が勝率向上に寄与するか，厳密
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に検討する必要はある．だが仮に，集団の境界を超えて誰に対しても協⼒的に振る
舞う成員が多い集団ほど，戦争に勝利する確率が⾼まるのであるならば，偏狭な利
他主義ではなく，普遍的に協⼒する⼼の性質が⽣まれてくる可能性がある．つま
り，「戦争が偏狭な利他主義者を⽣み出した」というボウルズとギンタスの結論が誤
りであるとしても，「戦争が⼈間の利他的な性質を⽣み出した」という主張は，いま
だ⼗分に反証されえないのである． 

 

 

4. 最後に 

⼈間の利他性は集団間葛藤が源泉となって進化したのだろうか？⼀般的には，理
論モデルがあるのならば実証データに基づいて検証すればよいはずである．だがボ
ウルズとギンタスのモデルは定性的なモデルであり，集団間葛藤によって利他性が
進化しうる可能性をデモンストレートしているに過ぎない．そうした定性的なモデ
ルから，検証可能な仮説を導出することは困難である．彼らは，現実社会から推測
された戦争での死亡率などのデータに基づいて，モデルの妥当性を検証したと主張
する．だが他のパラメータの値が変化すれば，利他性が進化するために必要な戦争
による死亡率の値も変化してくる．そのため，戦争による死亡率を精緻に推定し，
彼らが想定する値より⼩さいことを⽰すことができても，それによって彼らの主張
を反証することは難しい．同様に，⼈間が偏狭な利他主義者ではないことが明らか
になったとしても，戦争が利他性を⽣み出すという主張を反証できない可能性は⾼
い．これもまた，ボウルズとギンタスが整合性の低い複数のモデルを組み合わせて
議論を展開しているためであり，その理論構成に様々な瑕疵が潜んでいるからであ
る．だが，彼らのモデルがルーズだからという理由だけで，彼らの主張を無視すべ
きではないだろう．その主張の中には，我々が⼈間と社会について持つ直感と合致
した部分が含まれている．それが事実であるか検討するために，新たなモデル構
築，新たな議論が必要とされている． 

⽣物学者からしばしば聞こえる声の中に，ボウルズとギンタスは進化⽣物学にお
いて既に知られて知⾒を援⽤して議論を構築しており，彼ら⾃⾝が協⼒の進化に対
して何か新しい知⾒を⾒出してはいないという批判がある．確かに，ボウルズとギ
ンタスの著書では既存の概念に新たな⽤語を与えることで，あたかも新たな概念を
彼らが⽣み出したかのような誤解を読者に抱かせる箇所が多い．進化⽣物学が積み
上げてきた知の歴史に対し，充分な敬意が払われていない点については，弁解の余
地はないだろう．だが集団淘汰やマルチレベル淘汰という概念を，社会科学者を対
象として体系的に紹介したのは，おそらくボウルズとギンタスが初めてである．協



 

 12 

⼒の進化に関⼼を持つ社会科学者は多いが，たとえば⾎縁淘汰は⼈間以外の⽣物の
協⼒を説明する理論であり，⼈間の協⼒を対象とした研究は，⾎縁淘汰を中⼼とし
た進化⽣物学の理論とは関係が薄いと考える者が多い．そのような中で，進化⽣物
学の概念の重要性を社会科学者に気づかせた点は，⼤きな歴史的な⼀歩である．た
だ最初の⼀歩が，ややいい加減に踏み出されたことは，不幸な出来事だったかもし
れない．進化⽣物学の蓄積してきた豊穣な知⾒が，社会科学者に正しく提供される
ために，彼らの主張をきっかけとして，さらなる⼀歩が踏み出される必要があろ
う． 
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ポピュレーションにおける各戦略の期待利得(W) 

W(C) = 0.56, W(D)=1.44 

 

(b) 

 

 

 

 

 

 

 
ポピュレーションにおける各戦略の期待利得(W) 

W(C) = 1.04, W(D)=0.96 

 
図 1 正の同類性 10 ⼈のプレイヤー（協⼒者 C＝5 ⼈、⾮協⼒者 D＝5 ⼈）が、5

⼈ずつ 2 つの集団に分かれて公共財問題ゲームをプレイすると。集団のためにコス
ト 1 をかけて協⼒すると集団全体は 3 の利益を得て、それが全成員に等しく分配さ
れるとする。図において C / D はプレイヤーの戦略を表し、数値はプレイヤーが得
た利得を表す。(a) よりも(b)において正の同類性が強く、C 同⼠、D 同⼠で集まっ
て集団を形成する傾向が強い。4 つのすべての集団において、集団内では C よりも
D が⾼い利得を得る。(a)の場合、ポピュレーションにおける期待利得においても、
D の⽅が⾼い。だが(b)の場合、ポピュレーションにおいては D よりも C の期待利得
が⾼い。そのため、たとえ各集団の内部では D がより⾼い利得を得るとしても、ポ
ピュレーションにおいては淘汰によって C の⽐率が増加する。 
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