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基本的なアイディア

【前提1】進化学は人間の心的本性の解明に役立つ。

【前提2】人間の心的本性の解明は倫理学に役立つ。

【結論】ゆえに、進化学は倫理学に役立つ。
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「役に立つ」が推移的な関係であるかぎり、この推論も妥当



人間の心的本性と倫理学

【規範命題】子どもの才能を伸ばすべきである。

【心的本性】誉めて育てると子どもの才能は伸びる。

【規範命題】誉めて育てるべきである。
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規範命題＆心的本性に関する事実命題
⇒新たな規範命題



いくつかの疑問

（1）進化学は人間の心的本性の解明に役立つ。

（2）人間の心的本性の解明は倫理学に役立つ。

（3）ゆえに、進化学は倫理学に役立つ。
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文化の影響は？ 心的本性とは？



基本的な主張
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人間の心的本性には、（少なくとも）
道徳的信念と道徳的アリーフの2つがある。

進化学は道徳的アリーフの解明に役立つがゆえに、倫理学にも役立つ

信念（beliefs） アリーフ（aliefs）



アリーフとはなにか
（Gendler 2008）
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高所で安全だと信じているのに震えてしまう

震え

ここは危険だ
（アリーフ）

ここは安全だ
（信念）

×齟齬 符号



アリーフに基づく行動の例
（Gendler 2008）

• スポーツのファンが、再放送試合だとわかっていなが
らTVの前で応援をする
• ホラー映画の観客が、映画だとわかっていながら悲鳴
を挙げて座席をつかむ
• 無神論者であっても、悪魔への契約書の署名にためら
う（Haidt）
• 無害だと知りつつ、殺菌済み便器内のレモネードを飲むこ
とをためらう（Rozin, Millmanm, & Nemeroff 1986）
• 雨のため車で通勤すべきという信念をもちつつ、いつもの
ようについ自転車に向かってしまう（Kriegel 2015, p. 165）
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アリーフの特徴（Gendler 2008）

特徴 備考
自動的
（Automatic）

アリーフは、意識的思考が介入せず
とも自動的に作動する

人間以外の動物と共有
（Animas）

環境に弁別的に反応できる動物は、
信念をもたずともアリーフをもつ

他の認知的態度に発達的にも概念的
にも先行する（Antecedent）

アリーフは信念や欲求よりも原始的
で、これらに分解できない

行為生成的
（Action-generating）

アリーフは欲求の仲介なしに、直接
行動を生成できる

感情負荷的
（Affect-laden）

アリーフには、表象的内容・感情的
内容・行動的内容が含まれる

… …

8

例：〈高所。危険で怖い！震える！〉
感情表象 行動



アリーフ説の擁護
（Kriegel 2015, pp. 165–167）
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システム2：
熟慮的＆正確

システム1：
直観的＆雑

アリーフ概念は行動の説明に有用なうえ、二重過程理論とも親和的

信念（beliefs） アリーフ（aliefs）



（※）Aliefの漢語訳
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既存の訳案
•偽念（日）1

•隠念（中）2

わたしの対案
• alief（名）：亜信念
• alieve（動）：亜信する

対案の利点
•「亜」は「似て非なるもの」のニュアンス
•「亜」は“a”の由緒ある音訳（亜細亜（Asia）、亚里士多德（Aristotle））
•動詞として通用しやすい

1 富田＆野山（2014）;   2 朱（2019）



道徳的アリーフに基づく行動
（Gendler 2008）

例：回避的人種差別（aversive racism）
• 意識的には平等主義を支持していながら、実際にはある人種に対して否
定的感情をもつこと（Dovidio & Gaertner 2004）

研究：
• 同一内容の履歴書でも、「黒人的」な名前のほうが「白人的」な名前よ
り面接に呼ばれにくい（Bertrand & Mullainathan 2003）

• 黒人の顔を見た白人被験者は、銃なのか曖昧な画像や銃でない画像を銃
と認識する傾向がある（Payne 2001）

• 米国の白人・黒人被験者は、同人種よりも異人種の画像を見たときより
活発な扁桃体活動（脅威探知に関連）を示す（Amodio et al. 2003）
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道徳的アリーフと進化の関係
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経験的アリーフ 生得的アリーフ

習慣 進化

信念同様、アリーフにも経験的なものと生得的なものがある（Gendler 2008b）
このうち生得的的なアリーフの多くは、進化に由来すると考えられる

アリーフ



最終的な主張

【前提1】進化学は道徳的アリーフの解明に役立つ。

【前提2】道徳的アリーフの解明は倫理学に役立つ。

【結論】ゆえに、進化学は倫理学に役立つ。
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特に、悪しき道徳的アリーフの解明を通じて倫理学に役立つ



ケース・スタディ：
Cottrell & Neuberg (2005)

仮説：
• 偏見情動とは、脅威から身を守るための防衛反応（が現実には脅
威のない場面で発動したもの）であり、進化的適応である
実験：
• ASUの欧系米国人学部生231人に、9つの集団（e.g., アフリカ系米
国人）が米国社会に与える脅威（e.g., 安全、健康）を評価させた

• そのうえで、各集団に対して抱く情動（e.g., 怒り、嫌悪、恐怖、
嫉妬）を報告させた
結果：
• 集団によって連想される脅威の種類が異なり、またそれに応じて
抱かれる偏見的情動の種類も異なった
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道徳的アリーフと倫理学

【規範命題】偏見をなくすべきである。

【心的本性】種類ごとに介入を変えると偏見はなくなる。

【規範命題】偏見の種類ごとに介入を変えるべきである。
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“この研究がもつ重要な実践的含意の1つは、異なる集団に対
する不適切な偏見を減らすためには、異なる介入を行う必要

があるかもしれないということだ”—Neuberg1

1 Arizona State University (2005)



可能な疑問と応答
#1. 反人種差別的信念と人種差別的アリーフとの持ち主を人種差別主義者とよぶのは
適切か（潜在的連合テストでは多くの人のバイアスが明らかにされた）。
• その種のアリーフは（定義上）行動に直接結びつくので、少なくともその種のア
リーフを変えることができるかぎりは、変えようと努めるべきである

#2. もし生得的なアリーフが人間に深く組み込まれたものなら、これを変えることは
できるのか。
• 極端な遺伝的決定論に立たないかぎり、生得的アリーフを変えることがまったく
不可能ということはないだろう

• Gendler (2008) 自身、訓練による克服法（Aristotle式）と想像力による克服法
（Descartes式）やその有効性に関する経験的知見を提示している

#3. 人種差別が悪いこと自体は、特に進化学とは関係なく最初からわかりきったこと
ではないのか。
• 本発表の主張は、進化学がすべての規範命題を基礎づけるというものではなく、
倫理学的な実践的三段論法の構築に役立つというものである
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結語

Kenrick (2013) Sex, Murder, and the Meaning of Life
• ”以下は、進化心理学者が自然なものだと主張するものの一部だ

—。男性は女性よりも殺人を犯す傾向がある、女性は排卵期によ
り不貞な傾向がある、また、先ほど論じたように、ハーレムやス
リランカのまったく無害な人々への偏見は、病気への恐怖や懸念
が引き金となって生じる。”1

• ”もしよりよい世界に住みたいなら、人間行動の実際の源泉につ
いて教えてくれる優れた偏りのない科学が必要だ。慰めにはなっ
ても間違っている観点など不要だ。なぜなら、そんなものは効果
のない介入を生み出すことにつながる可能性があるからだ。”2

171 Kenrick 2013, p. 57;  2 ibid.
ともに千葉の私訳
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ご清聴、
ありがとう
ございました
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