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１．はじめに 
 社会的規範とは、特定の集団や⽂化、社会の中に存在する暗黙のルール体系である。
⼈々はルールに従って⾏動することが期待され、ルールから逸脱した⾏為は、しばし
ば他の集団成員から怒りや困惑の感情を引き起こし、逸脱者に対して罰が与えられる。
社会科学においては、社会的規範は重要な概念として扱われてきた。それは、社会的
規範が⼈々の⾏動を導く役割を果たすと同時に、それが存在していることによって、
社会全体の福利が向上していることが多いため、すなわち社会的規範によって社会に
利益がもたらされていることが多いためである（Bicchieri, Muldoon, & Sontuoso, 
2018）。だが「社会に利益をもたらしているから」という理由では、社会的規範の存
在を説明したことにはならない。それは社会的規範が存在することから⽣じる結果に
過ぎないからである。社会規範という暗黙のルール体系が、個⼈間の相互作⽤からど
のように創発し、維持されているかが説明されなければならないのである。 
 現代の社会科学は、こうした⽴場から社会的規範の存在を解明することにチャレン
ジしてきた（e.g., Bowles & Gintis, 2011）。その中で中⼼的な役割を果たしてきたの
が、進化ゲーム理論である。個⼈に利益をもたらす形質（⾏動や⼼の性質）が社会の
中に拡散していく結果、均衡状態として社会の中に規範が発⽣すると考えることで、
理論・実証の双⽅において⼀定の成果をあげてきた。本特集号の焦点は、同⼀社会内
で複数の価値や規範が混在する状況にあてられているが、本稿ではその基礎的な背景
知識を提供することを⽬的として、進化という観点から社会規範の⽣成と維持につい
て、どのような知⾒が蓄積されてきたのか、主に実証的な研究の紹介を通しながら紹
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介する。 
まず第 2 節では、多くの実証的な知⾒が蓄積されてきた 2 つの社会的規範、すなわ

ち名誉の⽂化と協⼒規範を紹介し、規範が持つ 2 つの側⾯を論ずる。第 1 に、社会規
範とは同⼀の社会内で共有された暗黙のルールであり、世代を超えて維持されていく
存在であること。第 2 に、社会規範には⽂化差がみられること（すなわち社会によっ
て異なる規範が維持されていること）。そして、進化という観点から規範を説明しよ
うとする際には、これら 2 つの側⾯について説明されなければならないことを指摘
する。 

続いて、第 3 節では規範が同⼀の⽂化内で維持・伝達されることを保証する 2 つの
メカニズムについて論じる。それは罰と社会化である。これら 2 つのメカニズムにつ
いては、進化という観点からかなりの理解が進んでいることを紹介し、なぜ、またど
のようにして規範が世代を超えて維持・伝達されているのかを論じる。 

第 4 節では、まず罰と社会化という 2 つのメカニズムは、規範が同⼀社会内で再⽣
産されていくことを説明できても、規範にみられる⽂化差がなぜ存在するのか、説明
できないことを論ずる。そして、進化⼼理学や⽂化⼼理学、⽂化進化論における最新
の研究を紹介しながら、規範の⽂化差の存在に対して、どのような説明が提供されて
いるのかを紹介する。最後に第 5 節で規範の⽂化差の存在について、未だ解決されて
いない問題について議論する。 
 
２．社会的規範には⼤きな⽂化差がみられる 
 社会的規範には、ある⼤きな特徴が存在している。それは、ある特定の集団や社会、
⽂化に属する成員間で共有されたルールの体系であるが、社会や⽂化によって何が規
範とされるかが異なるという点である。すなわち、社会的規範を説明するためには、
それが集団内で共有されていることを説明するだけでなく、どのようにして⽂化差が
⽣じるのかをも説明しなければならない。以下では、そうした⽂化によって異なる社
会的規範の例を２つ紹介したい。名誉の⽂化と協⼒規範である。 
 
2. 1. 名誉の⽂化 
 名誉の⽂化（Culture of honor）とは、アメリカ南部において観察される⾏動体系
であり、⾃分や家族の名誉を守ることに⾼い価値を置き、侮辱によって名誉が汚され
た場合には暴⼒による報復をも辞さないという価値観や⾏動の体系である（Nisbett 
& Cohen, 1996）。⽂化と呼ばれているが、その実態を詳しく⾒ていくと、むしろ名誉
の規範と呼ぶ⽅が適切であろう。たとえば、名誉の⽂化が存在するアメリカ南部では、
侮辱されたにも関わらず他者へ報復しない者、すなわち名誉の⽂化という規範から逸
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脱した者は他者から⾮難の対象となる。⼀⽅、侮辱されたことが理由で殺⼈を犯した
としても、そうした者は名誉を守った誇り⾼い⼈間として他者から⾼く評価される。
また名誉の⽂化は、特に⺟親が⼦供に厳しく教えていくことで、世代を超えて伝達さ
れていくことも知られている。このように、名誉の⽂化は、それに従うことが社会の
成員から期待された社会的規範である。 
 だがなぜ名誉の⽂化は、アメリカの中でも南部において特異的に存在し、他の地域
には⾒られないのだろうか？それは、開拓当時のアメリカ南部においては、牧畜が主
な⽣業であり、そのような社会においては、名誉の⽂化を内在化することが個⼈に対
して利益をもたらしていたからだという。たとえば開拓時代のアメリカ南部の牧畜は、
放牧によって家畜を育てるため、容易に盗難が発⽣し、また盗まれた家畜を取戻すの
は困難であった。当時のアメリカ南部では、警察などの公権⼒が未発達であったため、
貴重な財産である家畜の盗難を抑⽌することが⽣存のために重要な課題であった。そ
して、そのような社会では、⾃らの財産を守るために、侮辱されたら確実に報復する
⼈物であるとの評判を打ち⽴てることが、有効な⼿段になったという。すなわち、財
産の盗難に限らず、⾃らや家族の名誉が汚された場合には、損得を考えずに暴⼒をも
辞さずに報復する⼈物であるとの評判が広まれば、合理的な盗⼈は、そのような⼈物
の財産に⼿を出すことを躊躇するだろう。だが、そうした評判を打ち⽴てるには、名
誉を守ることを⼝にするだけではなく、いざ名誉が汚されるような事態が⽣じた場合
には、決してひるむことなく、躊躇せずに⾏動を起こさなければならない。 
 実際、名誉の⽂化が存在するアメリカ南部出⾝の⼤学⽣は、実験室の中でサクラか
ら侮辱を受けると、ストレスホルモンであるコルチゾールや男性ホルモンであるテス
トステロンのレベルが上昇するのに対し、北部出⾝の⼤学⽣の間ではそのような⽣理
反応は⾒られないという（Cohen, Nisbett, Bowdle, & Schwarz, 1996）。これは名誉の
⽂化の下で⽣まれ育った男性は、侮辱されたらそれを許さず、相⼿に報復できるよう
に⾝体が準備されていることを意味する。現代のアメリカ南部では、牧畜が主な⽣業
ではなくなったにも関わらず、今でもなお名誉の⽂化が⼈々の⼼の中に内⾯化されて、
伝達されているのである。1 
 
2.2. 協⼒規範 
 協⼒とは⾃⼰利益に抗して集団や他者の利益を増加させるための利他的な⾏為を
指す。協⼒という現象は、⼈間以外の動物においても様々な事例が存在している。だ
が、⼈間社会にみられる協⼒⾏動は、他の動物種よりも遥かに⼤規模に⾏われている。

                                                
1 名誉の⽂化に関する主要な知⾒については、⽯井（2017）において簡潔ながらも
詳細に紹介されている。 
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⼈間社会に特有の⼤規模な協⼒を説明することは、進化科学において⻑年に渡って探
求されている課題である。 
 ⼈間社会に⾒られる⼤規模な協⼒が持つ特徴は、それが社会的な規範として存在し
ている点である。たとえば⾝近に観察される協⼒の例として、⽬の前で怪我をして苦
痛にあえぐ⾒知らぬ他者に対して、助けの⼿を差し伸べるケースを考えてみよう。こ
うした援助⾏動は、他者に対する共感や哀れみという感情から⽣じていることだろう。
だがそもそも苦痛にあえぐ他個体に対する共感、そして共感に基づく援助⾏動は、⼈
間だけではなくラットにおいても存在している可能性が⽰唆されている（Sato, Tan, 
Tate, & Okada, 2015）。⼀⽅、⼤規模な協⼒として知られる戦争への参加や、村⼈が
総出で参加する灌漑施設の補修などの場合、⽬の前にいて苦境を訴える個⼈に対する
共感や哀れみによって⽣じているわけではない。こうした⼤規模な協⼒は、そうする
ことが社会の中に存在する規範であり(Fehr & Schurtenberger, 2018)、規範から逸脱
した者に対して、社会から様々な罰が与えられることで維持されている。 
 
§公共財問題ゲーム実験と協⼒規範 
 集団に対する⼤規模な協⼒が社会的規範であることは、繰り返しのある公共財問題
ゲームを⽤いた実験を通して⽰されてきた(e.g., Fehr & Gächter, 2002)。このゲーム
ではたとえば、4 ⼈の参加者が集団となり、実験者から受け取った元⼿となるポイン
トを、集団のために提供するか⾃分のものにするかを決定する。たとえば実験者から
20 ポイントを受け取ったとしたよう。1 ポイントを集団のために提供すると、それは
1.6 倍された後で 4 ⼈の間で平等に分配される。⾃分が⼿元に残したポイントと、集
団への協⼒から得られたポイントの合計が参加者⾃⾝の報酬額となる。1 ポイントを
提供すると、それを失う代わりに 1×1.6/4 = 0.6 ポイントを得るので、参加者にとっ
ては提供すればするほど⾃分の受け取るポイントが減少していく。だがもし 4 ⼈全
員が 20 ポイントを集団のために提供すると、参加者はそれぞれ 20×4×1.6/4=32 ポ
イントを得る。誰も集団のために協⼒せずに、⼿元に 20 ポイントを残した場合より
も、多くの報酬が得られる。 
 この公共財問題ゲームを、複数試⾏繰り返すとしよう。試⾏が始まるたびに、参加
者は実験者から元⼿となる 20 ポイントを受け取り、そして互いに相⼿が誰なのか分
からない匿名状況で、このゲームを繰り返していく。多くの実験が⾏われ、ほぼ⼀貫
して共通の現象が⾒られるのだが、最初の試⾏では参加者は平均して元⼿の 40〜
60％を集団のために提供するものの、試⾏が進むにつれて提供額は減少し、⾮常に低
いレベルに達する。 
 ところが、各試⾏の最後に、罰を与える機会が提供されると全く別の⾏動が観察さ
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れることが知られている。罰がある繰り返し公共財問題ゲームの実験では、たとえば
参加者は 1 ポイントを実験者に⽀払うことで、別の参加者のポイントを 3 ポイント
引き下げることができる。このゲームの場合、最初の試⾏からより多くのポイントが
集団のために提供され、そして試⾏が進んでも提供額は減少することなく、⾼いレベ
ルに留まり続ける (Fehr & Gächter, 2002)。 
 罰がある繰り返し公共財問題ゲームにおいては、集団の中で他の成員よりも提供額
が少ない者に対して、より多くの罰が与えられる傾向がある。つまり、集団のために
協⼒を惜しむ者に対して、他の集団成員から与えられる罰によって⾼いレベルの協⼒
が維持されているのである。さらに重要なポイントとなるのは、罰がある条件の最初
の試⾏の提供額は、罰がない条件の最初の試⾏の提供額よりも多い点である。これは、
「罰を与える機会が存在する」という情報を与えられただけで、まだ誰からも罰を与
えられていないにも関わらず、実験参加者は罰を予期して協⼒するようになったこと
を意味する。 
 このように、繰り返しのある公共財問題ゲームの実験の結果は、集団に対する協⼒
が規範として維持されていることを⽰唆している。すなわち、集団に対して協⼒しな
い者に対しては罰が与えられ、そして実験参加者は、⾮協⼒者に対して罰が与えられ
ることを予期して、集団のために協⼒しているのである。 
 
§協⼒規範に⾒られる⽂化差 
 罰によって協⼒が維持される現象は、繰り返し⾒出されてきたが、研究が進むに連
れて、協⼒規範には、実は⼤きな⽂化差が存在していることが知られるようになって
きた。 
 Hermann, Thöni, & Gächter (2008)は、世界 16 カ国で罰のある繰り返し公共財問
題ゲームの実験をおこなった。いずれの国においても、10 試⾏に渡って協⼒率（提
供額）が減少することなく⼀定のレベルにとどまって推移していた（あるいは試⾏と
共に増加していった）。だが、最終的に達成された協⼒率には⼤きな⽂化差が⾒られ
たのである。たとえばアメリカ、デンマーク、スイス、イギリス、韓国、ドイツ、オ
ーストラリア、中国では最終試⾏における提供額は元⼿の 80〜90％に達していた。
⼀⽅、ベラルーシ、ロシア、ウクライナ、オマーンでは、提供額は 50〜60％に減少
し、さらにトルコ、サウジアラビア、ギリシャでは最終試⾏の提供額は元⼿の 30％
程度にしか達しなかったのである。 
 この⼤きな⽂化差は、罰と⼤きく関わっている。過去の実験で⾒出されたように、
すべての国において⾮協⼒者に対する罰が観察されたのだが、協⼒率が低い国々では、
他の集団成員よりも多く提供している者に対して罰が与えられていたのである。ヘル
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マンらは、これを反社会的罰（antisocial punishment）と呼んだが、各国の協⼒率と
反社会的罰の間には、⾮常に強い負の相関が観察されたのである（スピアマンの順位
相関係数ρ= ‒.90, n = 16, p = .000）。 
 ヘルマンらは、さらに世界価値観調査（World Value Survey）のデータを元に、実
験対象となった 16 カ国について詳細に検討している。そして、市⺠意識の低い国々
ほど（i.e., 脱税、⽣活保護の不正受給、公共交通機関のキセル⾏為が受容される程度
が⾼いほど）、また法に対する信頼が低い国々ほど（e.g., 契約の履⾏や警察、裁判所
に対する不信感の⾼さ）、反社会的罰が多く⾒られることを⾒出したのである。そし
て彼らは、市⺠意識や公共⼼が⾼い社会では、集団のために協⼒することが規範とし
て共有されているため、⾮協⼒者に対してのみ罰が⾏使され、その結果として⾼いレ
ベルの協⼒が実験室において観察されたのだと結論づけた。 
 
3. なぜ社会規範は、世代を超えて伝達されていくのか？ 
 ここまで、名誉の⽂化と協⼒という、2 つの異なるタイプの規範について紹介して
きたが、そこには 2 つの共通するメカニズムが関与していた。罰と社会化である。
⼈々は規範に従って振る舞うことが期待され、規範から逸脱した場合には他の成員か
ら罰が与えられる。そして、その罰が規範を維持する上で重要な役割を果たしていた。
名誉の⽂化の場合には、親が⼦供に対して、その規範を内⾯化するように繰り返し教
育を施していた。社会化（socialization）と呼ばれるこのプロセスは、おそらく協⼒
規範においても存在していることだろう。すなわち、親や周囲の⼤⼈から、不正は悪
であり社会のために協⼒することを教えられることで、⼦供は集団への協⼒を規範と
して内⾯化していることだろう。 
 いずれも、社会的規範の中核をなす要素として、⻑く議論されてきた (Bicchieri et 
al., 2018)。本節では、この 2 つのメカニズムについて以下の点を指摘したい。第 1
に、罰と社会化という 2 つのメカニズムに関与する⼼の仕組みは、いずれも適応とい
う観点から理解できていくことを議論する。第 2 に、⼈間が進化してきた中で獲得さ
れたであろう 2 つのメカニズムは、規範が世代を超えて維持されていくことを説明
することはできても、規範の⽂化差を説明できないことを指摘する。 
 
3.1. 罰によって維持される社会的規範 
 名誉の⽂化を例にとって考えてみよう。ニスベットらは、アメリカ南部では、侮辱
されたために殺⼈を犯して刑務所に収監されていた⼈に対して、⾎縁でも知⼈でもな
い⼈々が親切に振る舞い、その⾏動を称賛すらすることがあることを紹介している
（Nisbett & Cohen, 1996）。もし、名誉の⽂化に従うことによって、物質的、⾦銭的
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な利益が得られるならば、名誉の⽂化を内在化することは合理的な⾏為だと⾔えるだ
ろう。罰を回避することは、⼈間に限らず、すべての動物に備わった進化的に適応的
なメカニズムである。強化学習というメカニズムが⼈間に備わっているならば、規範
からの逸脱に対して罰が与えられる限り、⼈々が規範に従おうとすることは何ら不思
議な話ではない。 

罰は、規範の維持において強⼒な機能を果たす。興味深いことに、たとえば社会全
体の効率を減少させるような規範であっても、規範からの逸脱に対して罰が与えられ
るならば安定して維持されることが理論的に（Boyd & Richerson, 1992）、また実証的
に⽰されている（Abbink, Gangadharan, Handfield, & Thrasher, 2017）。これは、牧
畜が主要な⽣業ではなくなり、名誉を守ることが財産を守る機能を果たさなくなった
現代のアメリカ南部においても、依然として名誉の⽂化が規範として存在し続けてい
ることは、罰という仕組みによって説明できるかもしれない。 

だが、ここまでの議論においてすべての鍵となるのは、⼈間は規範からの逸脱者に
対して不快感をいだき、時として⾃らコストを負ってまでも罰を与えようとするとい
う前提である。次節で論ずる通り、⾎の繋がった親が、規範に従うよう⼦供を罰する
ことは、適応という観点から理解できる。規範に従うことが⼦の適応度を増加させる
ならば、親がコストを負って⼦に罰を与えることは、親⾃⾝の適応度を増加させるか
らである。だが、公共財問題ゲーム実験にみられるように、⼈間は⾎縁関係にない者
が規範から逸脱した時にも、コストを負って罰を与えようとする。だが⾃⼰利益の最
⼤化という観点からみれば、⾃らは罰を与えず、誰かがコストを負って罰を与えてく
れるのを待つ⽅が、合理的である。つまり、罰を与えることは協⼒することと同様に、
利他的な⾏為なのである。 

罰という⾏為は、不正に対する怒りや義憤といった感情から⽣じているとしても、
なぜそのような感情が⼈間の⼼に備わっているのだろうか？個⼈にとっての損得と
いう観点、すなわち、適応という観点からみて、規範からの逸脱者に対して罰を与え
ることはひとつの⼤きな謎とされてきた。だが、この問題については近年様々な理論
研究が進み、罰を与えることが⾏為者の適応度を増加させる条件が明らかにされつつ
ある。 

たとえば、市場経済が浸透してない近代以前の村落共同体を考えてみよう。そのよ
うな社会では、⾷料の⼊⼿から家の補修、あるいは農地の開拓に⾄るまで、村⼈が互
いに助け合わなければならない。そのような共同体において、たとえば灌漑施設の補
修など、村⼈全員が協⼒しなければならない作業において⾮協⼒者が発⽣したら、容
易に⾮協⼒者を罰することができる。他の村⼈たちが、⾮協⼒者に対して⽣活に必要
な⼿助けを差し控えれば良いからである（Johnson, Price, & Takezawa, 2008）。これ
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は、近代以前の村落共同体においては、⽇常的に⼀般交換（generalized exchange）、
ないしは間接互恵性（indirect reciprocity）と呼ばれる資源を提供し合う関係に、⽣
活を依存しているからである。理論的にも、⼀般交換のネットワークが社会の中に張
り巡らされている場合、公共財に資源を提供しない者に、誰も⼿助けをしなくなれば、
⾮協⼒者は淘汰されていくことが進化ゲーム理論モデルによって⾒出されている
（Panchanathan & Boyd, 2004）. 

協⼒規範からの逸脱者にとっては、罰を与えられたならば、いつまでも⾮協⼒し続
けるのではなく、協⼒に⾏動を転じて、罰を回避する⽅が合理的な反応といえるだろ
う。そして罰を与える側にとっては、⾮協⼒者がすぐに⾏動を転じて協⼒し続けるの
ならば、罰のコストを低く抑えることができる。さらに、実際に罰を与えずとも、「⾮
協⼒し続けるならば罰を与えるぞ」と脅すことで、⾮協⼒者の⾏動を変化させられる
ならば、罰に伴うコストはより⼩さなものとなるだろう。つまり、罰を与えることが
個⼈に⼤きな損失をもたらすか否かは、規範から逸脱した⾮協⼒者の反応に⼤きく依
拠している。実際、近年の社会神経科学の研究によれば、⼈間は仲間はずれにされた
り、他者から⾔葉を投げかけられるだけで、⾝体的な痛みを受けたのと同じような神
経科学的な反応を⽰すなど、それ⾃体は⾦銭的な損失をもたらさない象徴的な罰⾏為
に対して⾼度な感受性を有し、それらを回避しようとすることが⾒出されている（⾼
橋・⽵澤, 2014）。また進化ゲーム理論モデルによって、もし⾮協⼒者が罰に対して合
理的に反応して、協⼒が⾮協⼒よりも⾃⼰利益の増加につながる場合に協⼒すること
を選ぶならば、罰を与える⾏為が進化する可能性も⽰唆されている（Roberts, 2013, 
Tsuchida & Takezawa, in prep）。 
  
3.2. 社会化によって伝達される社会的規範 
 名誉の⽂化が存在する社会において、親が⼦供に名誉を守るために⽴ち上がるよう
しつけることは、親にとっては合理的かつ適応的な⾏為である。⾃らの遺伝⼦を受け
継いだ⼦供が、財産を守れずに社会的な落伍者となってしまったら、⺟親の適応度は
下がってしまう。たとえば、Chan & Tam (2016)の研究によれば、⾹港に居住する移
⺠の家庭においては、親は⾃らが内⾯化した⺟国社会の価値観を⼦供に教え込むので
はなく、⼦供が成功するために必要な、現在居住する社会の価値観や規範を教えると
いう。このように、社会規範に従うことが、⼦供の社会的成功に貢献するならば、適
応という観点からみて親による⼦の社会化は、何ら不思議ではない。 
 だが社会化というプロセスが成⽴するためには、⼦供の反応についても考察しなけ
ればならない。もし⼦供が親の教えなど無視し、親が教える⾏動や価値観を内⾯化し
なければ、社会化による価値や規範の伝達は⽣じ得ない。では、⼦供が親の教えに素
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直に従い、その内容がなんであれ親の教える規範や価値観を内⾯化することは、⼦供
にとって適応度の増加につながるのだろうか？  

Gintis (2003)は、たとえ協⼒規範のように個⼈の利得を引き下げるような規範であ
っても、親から教えられたのならばいかなる規範や価値観をも内⾯化する能⼒が進化
しうるのか、進化ゲーム理論を⽤いて検討している。そして、⽐較的現実的なパラメ
ータ領域において、そうした社会化の能⼒が進化することを⽰したのである。ここで
鍵となるのは、社会的学習という概念である。⽣物学や⼼理学においては、社会的学
習とは、個⼈で試⾏錯誤せず、他者の⾏動を模倣して情報を獲得するメカニズムであ
る。社会的学習の能⼒を持つことが適応的であることは、⾷べられるキノコを学習す
る例を考えれば理解しやすい。⾃ら、⼿当たり次第にキノコを⼝にして、⾷べられる
キノコを⾒つけようとしたらいくら命があっても⾜りないだろう。だが、社会的学習
によって、他の個体がいつも⾷べているキノコだけを模倣して⾷べるようにするなら
ば、毒キノコにあたる確率を最⼩限に抑えながら、⾷べられるキノコを知ることがで
きる。Gintis はこのロジックを発展させ、親が⽣存に役⽴つ情報を⼦供に伝達するな
らば、⼦供が社会化の能⼒（親の教えに素直に従う傾向）を持つことは適応的となる
ことを⽰した。そして、親が⼦供に伝達する情報や⾏動の中に、⼦供の適応度を減少
させるものが混ざっていたとしても、社会化の能⼒が進化することを⽰したのである。
興味深いことに、⼦供が⻑じてから、親から教えられた⾏動や情報の中で、個⼈に不
利益をもたらすものを捨て去ることがあるとしても、その傾向が強すぎない限りは、
社会化の能⼒は進化し、それによって個⼈の適応度を低下させる規範が社会の中に定
着することも⽰されている。 
 
3.3. 罰と社会化によって社会的規範の⽂化差を説明できるのか？ 
 罰と社会化は、社会の中に規範や価値観が定着し、世代を超えて維持されていくこ
とを保証するメカニズムである。罰というメカニズムは、罰を回避しようとする傾向
と規範逸脱者に対して罰を与えようとする感情という、⼼の仕組みによって⽀えられ
ている。社会化というメカニズムは、⼦供に規範や価値観を教え込もうとする親の⾏
動と、親の教えに従おうとする⼦供の傾向という、⼼の仕組みによって⽀えられてい
る。そして、ここでみた 4 つの⼼の仕組みは、そのどれもが⼈間が進化する中で獲得
された適応的な形質である可能性が⾼い。 
 だが、ここで⼀つ注意すべき問題がある。罰と社会化という 2 つのメカニズムは、
ある社会において規範が世代から世代を超えて伝達され、維持されていることは説明
できても、なぜ規範の⽂化差が存在しているのかを説明できないという問題である。
罰があれば、現在存在する規範からの逸脱が抑制される。社会化は、現在存在する規
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範が世代を超えて維持されることを保証する。いずれも、規範の維持を説明すること
しかできないのである。 

名誉の⽂化の場合には、牧畜社会という環境においては、名誉を守る⼼の性質を持
つことが個⼈に利益をもたらしていた。そして、名誉の⽂化が社会の中に広まると、
たとえ牧畜という⽣業が消えても、それは規範として維持されて伝達されていく。⼀
⽅、協⼒規範の場合には、⼤きな⽂化差が存在していることは知られていても、なぜ
そのような⽂化差が存在しているのか、説明されていなかった。こうした規範の⽂化
差は、どのようにして⽣まれているのだろうか？またそれを⽀える⼼の仕組みとは、
どのようなものなのだろうか？ 
  
4. 規範の⽂化差を説明する 
 
4.1. 規範の⽂化差は⾃然環境の違いによって説明できるか？ 
 この問題を考える上で⽰唆的な研究がいくつか存在している。近年、⽂化⼼理学や
進化⼼理学の領域で、様々な⼼の性質の⽂化差を、それぞれの⽂化が⽣まれた⽣態環
境の違いによって説明しようとする研究が登場してきた。こうした研究では、国や社
会を⼀つのデータポイントとみなし、たとえば集団主義と呼ばれる価値観や⾏動傾向
の強さを国ごとに測定し、そして集団主義の強さの違いが、各国が持つどのような特
徴と相関しているのかを分析する。 
 中でも注⽬を集めているのが、それぞれの⽂化を取り巻く⾃然環境の厳しさである。
たとえば近代医学が浸透するまで、感染症は⼈間の主要な死亡要因を占めており、そ
の脅威から逃れることは⽣存の上で重要な課題であった。Schaller (2011)や Murray 
& Schaller (2016)は、集団主義という価値観を持つことが病原体への感染を防ぐこと
につながるとの仮説を⽴て、100 年前に感染症での死亡率が⾼かった国ほど、集団主
義の傾向が強いことを⾒出した。同様に、Gelfand et al. (2011)は規範の強さという
概念に着⽬した。これは、規範からの逸脱が許されず⼈々が規範に従って振る舞うこ
とが期待される程度の強さを⽰し、⻄欧社会で弱く、中東やアジアで強い傾向がある。
Gelfand らは、この規範に従う傾向が強い国ほど、病原体の蔓延度が⾼い、⾃然災害
の発⽣率が⾼い、乳児死亡率が⾼いなど厳しい⾃然環境にさらされていることを⾒出
した。彼らは集団主義と同様に、⽣存が困難な⾃然環境においては、⽣存のために集
団で協⼒する必要があり、そのために規範によって⼈々の⾏動を統制する必要があっ
たからだと議論している。 
 このように、国を単位とした相関分析を通じて、様々な⽂化差が⾃然環境の違いに
起因することを⽰そうとする研究は近年増加しているが、ひとつの重⼤な⽅法論的問
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題を抱えている。それは空間的⾃⼰相関（spatial autocorrelation）が統制されないま
ま、統計解析が⾏われている問題である。たとえば⻄欧諸国など地理空間的に近距離
にある国々は、⽇本や中国、韓国など東アジアに属する国と⽐べて、社会のあり⽅や
考え⽅、⾏動、価値観が互いに似通っている。歴史的に共通の起源を持ち、過去から
現代に⾄るまで、⼈や情報の交流を通じて、互いに影響を与えあってきたからである。
だがこれは、統計分析の観点から考えると、深刻な問題を引き起こす。なぜならば、
多くの統計モデルにおいて前提とされる、データポイントの統計的独⽴性が失われて
いるからである。こうしたデータセットに対して、空間的⾃⼰相関を統制せずに相関
分析を⾏うと、偽陽性の発⽣率（本当は存在しないはずなのに、相関関係があるとの
結論が得られる確率）が⾼まってしまう。 
 これはゴルトン問題（Galtonʼs problem）として、⼈類学や⽂化進化の研究分野で
は、すでに 19 世紀から知られ続けてきた問題である (Mace & Pagel, 1994)。実際、
空間的⾃⼰相関を統計的にコントロールすると、集団主義と歴史的な感染症の蔓延度
との間の相関関係は消失することが⽰されている（Horita & Takezawa, 2018; 
Bromham, Hua, Cardillo, Schneemann, & Greenhill, 2018）。⾃然環境の違いが、社会
規範や価値観の違いを産み出すのか、さらなる検討が必要とされている。 
 また、これらの研究に依拠して協⼒規範の⽂化差を説明する上では、もうひとつの
問題が存在している。ここで紹介した研究では、集団主義的な価値観や、規範によっ
て⼈々の⾏動が厳格に統制されることで相互協⼒が促進されるとの前提が置かれて
いる。だが、Herrman らの実験研究で⽰されているのは、⻄欧の個⼈主義的な社会ほ
ど、市⺠意識や公共⼼が強く、そして互いに⾒知らぬ参加者の間で協⼒的な状態が発
⽣しやすいという現象である。つまり、協⼒規範の⽂化差は、いわゆる集団主義とは
無関係か、あるいは逆の相関パターンを⽰している。⽅法論的な問題が仮に存在しな
いとしても、本稿で説明の対象として選んだ協⼒規範の⽂化差を説明する上で、これ
らの研究は⼗分な説明を与えてくれない。 
 
4.2. 規範の⽂化差は社会制度の違いによって説明される 
 Herrman らの研究で⽤いられた実験では、参加者は完全に匿名な状況に置かれて、
⾒知らぬ者同⼠の中で相互協⼒が発⽣するかを検討されていた。こうした状況で測定
される協⼒⾏動は、友⼈や家族など普段から付き合いがある⾝近な者に対する⾝内び
いきとしての協⼒ではない。⾝内や特定の個⼈を超えた、⾒知らぬ匿名の他者との間
で協⼒的な関係を築けるかが測定されているのである。⼀般的に、こうした特定の個
⼈に依らない普遍的な協⼒に対する志向が強い国は、個⼈主義な志向が強く、⼀般的
信頼が⾼く、⾝内びいきの傾向が弱く、市⺠意識や公共⼼、遵法意識が⾼く、また脱
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税や汚職の発⽣率が少なく、匿名状況においてズルをせずに正直に振る舞う傾向が強
いことなどが知られている（Heine, 2016; Gächter & Schulz, 2016）。 
 この問題について、Schulz, Bahrami-Rad, Beauchamp, & Henrich (2018)の研究は
⾮常に興味深い可能性を⽰唆している。Schulz らは、こうした公平無私な協⼒規範の
⾼い国は、⻄欧や北⽶に特徴的に観察されること、さらにそうした国々には WEIRD
（Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic）と呼ばれる特定の⼼理的
傾向が共通して観察されることを指摘した上で、その起源について研究を⾏った。ま
ず Schulz らは、国を単位とした回帰分析を通して（ただし空間的⾃⼰相関は統制さ
れている）、⾎縁関係を基礎とした部族的な社会制度が強く根付いている社会ほど、
公平無私な協⼒規範や WEIRD 傾向が弱まることを説得的に描き出した。たとえば⾎
縁関係が強い社会とは、いとこ婚の容認、⼀夫多妻制、拡⼤家族や⼤家族制、単系制
などによって特徴づけられ、⼈間関係のネットワークが狭い⾎縁の中で閉ざされるよ
うに構築されていく。つまり Schulz らは、⾎縁関係が弱く⼈間関係のネットワーク
が広がって⾏きやすい社会ほど、公平無私な協⼒規範や WEIRD 傾向が強くなること
を⾒出したのである。⼀般的に、歴史を遡るほど⼈間社会は⾎縁関係に基づいて形作
られてきた。そのような社会の中から、どのようにして⾎縁関係が弱い社会が誕⽣し、
広まっていったのだろうか？Schulz らは、⻄欧の歴史に⽬を向けた。そして中世、特
にカロリング朝フランク王国が成⽴した時代以降、ローマン・カトリック教会が教会
の権⼒を強化するために、⾎縁に基礎づけられた社会制度の解体をシステマティック
に進めていたことを歴史的史料に基づいて指摘した。さらに、ローマン・カトリック
教会が古くから存在していた地域ほど⾎縁関係に基づいて社会が形成される程度が
低いことを、欧州内の地域を単位とした回帰分析を通して⾒出したのである。このよ
うに Schulz らは、ローマン・カソリック教会によって⾎縁主義的な社会制度の解体
が進められ、⾎縁を超えてネットワークを拡張していく社会が誕⽣した結果、そうし
た社会における WEIRD 傾向や公平無私な協⼒規範が誕⽣していったと主張してい
る。 
 
5. 最後に：社会的規範の維持と変化を同時に説明する理論体系を求めて 
 Schulz らの主張の妥当性については、より詳細な検討が必要とされるだろう。だが
少なくとも規範の⽂化差を理解する上では、このように過去に遡って歴史学の範疇に
まで踏み込む必要があることは確かだろう。今我々が⽬にする社会は、真空の中から
突然現れたのではなく、ひとりひとりの⼈間の振る舞いの集積が過去から現在へと蓄
積されてきたものだからである。ただし、単なる歴史学的な記述にとどまるのではな
く、そこから⾒出されたパターンに対して、理論的な論拠を与えていかなければなら
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ない。 
 この観点から⾒た時、協⼒規範の⽂化差については、まだいくつかの謎が残されて
いると⾔えるだろう。第 1 に、⼈々の関係性が⾎縁というくびきから解き放たれ、開
かれたネットワークが構築された社会において、⾒知らぬ⼈々に対する信頼や正直さ、
公共⼼が⾼いという相関関係が存在しているとしても、それがどのように発⽣したの
か詳細なメカニズムは明らかではない。第 3 節までで議論してきたように、規範から
の逸脱に対する罰と社会化は、いま存在する社会的規範の維持を説明できても、それ
が変化することを説明できない。ただ 3.2 節で紹介した Chan & Tam (2016)の研究が
⽰すように、親が⾃らに内⾯化された価値観や振る舞いをそのまま⼦供に教え込むの
ではなく、⼦供が社会的に成功するために必要と思えるものを取捨選択して教え込む
メカニズムは、価値観や規範の変化を⽣み出しうるだろう。同時に、Gintis (2013)が
⾔及したように、⼦供が⻑じて⼤⼈になった時、親から教わった価値観や規範が⾃ら
に不利益をもたらすことに気づいた時に、それらを捨て去ることもある。それもまた、
規範や価値観の変化を⽣み出すメカニズムだろう。これら 2 つは、社会的学習の⽂脈
では、利得に基づく社会的学習（payoff-biased social learning）と総称される伝達メ
カニズムである。そして利得に基づく社会的学習は、社会の中に新しい⾏動や伝統を
⽣み出す源泉となることが知られている(Barrett, McElreath, & Perry, 2017)。  
 だが、開かれた社会において⼀般的信頼や正直さ、公共⼼といった⼼の性質が拡散
し、それが協⼒規範となるまでの道筋は、いまだ明らかではない。また進化的視点か
ら社会的規範を説明しようとする研究の多くは、規範の⽂化差を説明しようとする段
階には⾄っていない。その意味においては、本特集号が焦点をあてる問い、すなわち、
複数の異なる規範が同⼀社会の中に存在する時、個⼈がどのように規範を獲得してい
くのか、どのような社会的帰結が得られるのかを解明することは、社会規範にまつわ
る最後の⼤きな謎の解明に貢献することが期待される。 
 
 
 
 
  



 14 

引⽤⽂献 
 
Abbink, K., Gangadharan, L., Handfield, T., & Thrasher, J. (2017). Peer punishment 
promotes enforcement of bad social norms. Nature Communications, 8, 609. 
http://doi.org/10.1038/s41467-017-00731-0  
 
Barrett, B. J., McElreath, R. L., & Perry, S. E. (2017). Pay-off-biased social learning 
underlies the diffusion of novel extractive foraging traditions in a wild primate. 
Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences, 284, 20170358. 
http://doi.org/10.1098/rspb.2017.0358 
 
Bicchieri, C., Muldoon, R., & Sontuoso, A. (2018). Social Norms, In E. N. 
Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/social-norms/ 

 
Boyd, R., & Richerson, P. J. (1992). Punishment allows the evolution of cooperation 
(or anything else) in sizable groups. Ethology and Sociobiology, 13, 171‒195. 
 
Bowles, S., & Gintis, H. (2011). A cooperative species: Human reciprocity and its 
evolution. Princeton University Press.  ⽵澤正哲（監訳）⼤槻久・⾼橋伸幸・稲葉
美⾥・波多野礼佳（訳）（2017）協⼒する種：制度と⼼の共進化 NTT 出版 
 
Bromham, L., Hua, X., Cardillo, M., Schneemann, H., & Greenhill, S. J. (2018). 
Parasites and politics: why cross-cultural studies must control for relatedness, 
proximity and covariation. Royal Society Open Science, 5, 181100. 
http://doi.org/10.1098/rsos.181100 
 
Chan, H.-W., & Tam, K.-P. (2016). Understanding the Lack of Parent‒Child Value 
Similarity. Journal of Cross-Cultural Psychology, 47, 651‒669. 
http://doi.org/10.1177/0022022116635744  
 
Cohen, D., Nisbett, R. E., Bowdle, B. F., & Schwarz, N. (1996). Insult, aggression, 
and the southern culture of honor: An "experimental ethnography". Journal of 
Personality and Social Psychology, 70, 945‒959. 



 15 

 
Fehr, E., & Gächter, S. (2002). Altruistic punishment in humans. Nature, 415, 137‒
140. http://doi.org/10.1038/415137a 
 
Fehr, E., & Schurtenberger, I. (2018). Normative foundations of human cooperation. 
Nature Human Behaviour, 2, 458‒468. http://doi.org/10.1038/s41562-018-0385-5 
 
Gächter, S., & Schulz, J. F. (2016). Intrinsic honesty and the prevalence of rule 
violations across societies. Nature, 531, 496‒499. 
http://doi.org/10.1038/nature17160 
 
Gelfand, M. J., Raver, J. L., Nishii, L., Leslie, L. M., Lun, J., Lim, B. C., et al. (2011). 
Differences Between Tight and Loose Cultures: A 33-Nation Study. Science, 332, 
1100‒1104. http://doi.org/10.1126/science.1197754 
 
Gintis, H. (2003). The Hitchhiker's Guide to Altruism: Gene-culture Coevolution, 
and the Internalization of Norms. Journal of Theoretical Biology, 220 407‒418. 
http://doi.org/10.1006/jtbi.2003.3104 
 
Heine, S. J. (2016). Cultural psychology (3rd Edision). W. W. Norton & Company.  
 
Herrmann, B., Thöni, C., & Gächter, S. (2008). Antisocial punishment across 
societies. Science, 319, 1362‒1367. http://doi.org/10.1126/science.1153808 
 
Horita, Y., & Takezawa, M. (2018). Cultural Differences in Strength of Conformity 
Explained Through Pathogen Stress: A Statistical Test Using Hierarchical Bayesian 
Estimation. Frontiers in Psychology, 9, 3089. 
http://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01921 
 
⽯井敬⼦ (2017). なめんなよ！社会・⽂化環境が⽣み出す名誉と暴⼒. ⼼理学ワー
ルド. ⼼理学ワールド, 77, 9-12. 
 
Johnson, D. D. P., Price, M. E., & Takezawa, M. (2008). Renaissance of the 
individual: Reciprocity, positive assortment, and the puzzle of human cooperation. In 



 16 

Crawford, C., & Krebs, D. (Eds.), Foundations of evolutionary psychology: Ideas, 
issues, applications and findings, (pp. 331-352). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 
 
Mace, R., and Pagel, M. (1994). The comparative method in anthropology. Current 
Anthropology. 35, 549‒564. doi: 10.1086/204317  
 
Murray, D. R., & Schaller, M. (2016). The behavioral immune system: implications for 
social cognition, social interaction and social influence. Advances in Experimental 
Social Psychology, 53, 75‒129. doi: 10.1016/bs.aesp.2015.09.002  
 
Nisbett, R. E., & Cohen, D. （1996）. Culture of honor: The psychology of violence 
in the South. Westview Press. ⽯井敬⼦・結城雅樹（編訳）（2009） 名誉と暴⼒: ア
メリカ南部の⽂化と⼼理 北⼤路書房 
 
Panchanathan, K., & Boyd, R. (2004). Indirect reciprocity can stabilize cooperation 
without the second-order free rider problem. Nature, 432, 499‒502. 
http://doi.org/10.1038/nature02978 
 
Roberts, G. (2013). When Punishment Pays. Plos One, 8, e57378. 
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0057378 
 
Sato, N., Tan, L., Tate, K., & Okada, M. (2015). Rats demonstrate helping behavior 
toward a soaked conspecific. Animal Cognition, 18, 1039‒1047.  
 
Schaller, M. (2011). The behavioural immune system and the psychology of human 
sociality. Philosophical Transactions in. Royal Society B Biological Science, 366, 
3418‒3426. doi: 10.1098/rstb. 2011.0029  
 
Schulz, J., Bahrami-Rad, D., Beauchamp, J., & Henrich, J. (2018). The Origins of 
WEIRD Psychology. Psyarxiv.com. http://doi.org/10.31234/osf.io/d6qhu 
 
高橋伸幸・竹澤正哲 (2014). 協力と賞罰	 安西祐一郎ら編著	 社会のなかの共存 
(岩波講座 コミュニケーションの認知科学 第 4巻). pp.121-144.	岩波書店	
 



 17 

Tsuchida, S., & Takezwa, M. (in prep). The co-evolution of punishment, cooperation, 
and the sensitivity to punishment.  
 
  



 18 

著者紹介 
⽵澤 正哲（⾮会員） 
2001 年に北海道⼤学⼤学院⽂学研究科において博⼠（⾏動科学）を取得後、マック
ス・プランク⼈間発達研究所・適応的⾏動認知研究センター・ポスドク研究員及びリ
サーチサイエンティスト（2001~2006）、ティルブルク⼤学社会科学部社会⼼理学科
助教授（2006~2010）、上智⼤学総合⼈間科学部⼼理学科准教授（2010~2012）を経
て、2012 年より北海道⼤学⼤学院⽂学研究科准教授。専⾨は社会⼼理学、進化社会
科学。社会的規範と協⼒の進化、⽂化進化に関する実験及び理論研究などに従事。 


