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"Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos gigantum umeris insidentes, ut possimus plura eis et 

remotiora uidere, non utique proprii uisus acumine, aut eminentia corporis, sed quia in altum subuehimur et 

extollimur magnitudine gigantean”  

 

  ( , 2002)  

- Metalogicon (John of Salisbury, 1159) 

  本論文の目的は人類の示す文化の漸進的な発展の機序を、生物学で使われる進化の枠組み

と、心理学における実験室実験を通して、多角的に検討することである。ここでの文化とは信

念、技術、科学、美術、制度、規範といった様々な社会的情報の総体である。この文化の漸進

的な発展は数ある生物種の中でも、人類にしか観察されていない (Dean, Vale, Laland, Flynn, & 

Kendal, 2014)。他の生物種を観察しても、鉄道を走らせ、携帯電話を操作し、多様な政治制度を

執行し、多様な感覚に訴える美術作品を創出し、世界の真理を解き明かすための知識を探求す

る種は一つも発見されていない。ではなぜ人間のみがこうした文化の蓄積を行えるのか。シャ

ルトルのベルナールの言葉を借りるとしたら、なぜ人間のみが「巨人の肩に立ち」、過去の偉

人が未だ見渡してこなかったような未知の世界を覗くことができるのか。 

 ここ 40年ほどでこの問いへの科学的な検討が急速に行われ始めている (詳細は第 1章)。この

急速な発展の背景には社会科学と自然科学を結びつける、一つの統合的な知識の枠組みが挙げ

られる。その枠組みとは生物学において誕生した進化論である (Mesoudi, 2011)。人から人へと伝

達される文化を、個体から個体へと伝達される遺伝子に例える。すると、文化を分子・集団遺

伝学や数理生物学で培われてきた遺伝子ベースのモデルや理論を使って、解釈することができ

るようになる。また、これらのモデルから導出される結果を実験室実験や調査のデータと照ら

し合わせることで、そのモデルの確からしさを検討することが可能になる。この進化論に基づ

いたモデルの構築と、実験や調査によるモデルの検証と修正によって、包括的な文化の理解へ
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とつながっているのである。今では、文化を進化論の枠組みで捉え研究する分野を文化進化学

と呼び、人類学、言語学、心理学といった社会科学の研究者と生物学、遺伝学、認知科学とい

った自然科学の研究者が手を組んで積極的な学際研究を行っている。本論文は、この新たに誕

生した文化進化学の一研究として位置づけられる。 

 本論文は、複数の研究を通して、文化アトラクターと総称されるメカニズムが世代交代を伴

う文化の累積的発展へ、どのように寄与するのかを多角的に検討することを目的とする (詳細は

第 2章)。文化は人から人へと伝達される。他個体から伝達される文化を受け取る側の個体は必

ずしも完璧な状態で受けとることはできない。つまり、受け手の個体が持つバイアスによって

歪められて受け取られる可能性がある。もし、ある文化があるとし、その文化がいくつもの個

体の間に伝達されると、個体が持つバイアスの篩（ふるい）にかけられ、文化はバイアスに応

じて変化していくことが期待される。このように、文化を個体が持つバイアスに合致するよう

変化させる幾重もの認知バイアスの篩を文化アトラクターと呼ぶ (Atran, 1998; Boyer, 2003; 

Buskell, 2017; Claidière & Sperber, 2007; Sperber, 1996)。累積的な文化の発展を支えるメカニズム

を明らかにする研究は数多くのある中、この文化アトラクターがどのように影響するのか検討

した研究は未だにない。よって、本論文では、この文化アトラクターが累積する文化の発展に

どのような影響を与えるのかを文化の中でも特に、技術、美術、そして科学に着目し、探索的

な実験を行った。 

 研究 では、文化の中でも技術に着目し、累積的に発展する技術において、世代交代時に生

じる文化アトラクターがどのような影響を与えるのかを検討した (第 3章)。技術は科学と並び、

現代社会を成り立たせる上で必要不可欠な文化形質1である。しかし、文化アトラクターがこの

重要な文化形質の発展にどのような影響を与えるのか未だにわかっていない。研究Ⅰでは三つ

                                                        

1 文化は技術や科学、芸術、規範、信念等複数の概念の総称として用いられる。本論文では上位
カテゴリーの文化の中に含まれる下位カテゴリーを指す場合、「文化形質」という言葉を用い
て表すとする。 
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の実験を通して、この技術の発展における文化アトラクターの影響を検討した。その結果、文

化アトラクターによって学びやすい技術が創発することで累積的文化進化が生じることが示さ

れた。 

 研究 では、累積的に発展する美術に着目し、世代交代時に生じる文化アトラクターがどの

ような影響を与えるのか検討した (第 4章)。美術において、作品が持つ構造や構図が重要な役割

を果たすことが知られている。研究Ⅱでは、従来の心理学者が見出してきた前提、すなわち文

化アトラクターのみで美術に構図が生じるのか、それとも言語学者が見出した前提、つまり文

化アトラクターと機能性を追求させる淘汰圧が合わさることで美術も累積的に進化するのか検

討した。その結果、言語学者の前提である文化アトラクターと機能性の淘汰圧が合わさること

で、累積的な美術進化が生じることが示された。 

 研究 では、累積的に発展する科学に着目し、世代交代時に生じる文化アトラクターがどの

ような影響を与えるのか検討した (第 5章)。高度な知識の総体である科学を、世代交代を伴いな

がら発展させる上で、知識の枠組みであるパラダイムが重要であることが科学哲学では知られ

ている。しかし、このパラダイムはときに知識の蓄積を阻害してしまうことも報告されてい

る。この研究では、パラダイムを文化アトラクターとして捉え、同じパラダイムを共有する集

団のなかで研究成果を文化伝達させていった結果、パラダイムにとらわれずに正しい知識が蓄

積されるのか検討した。その結果、文化アトラクターとして働くパラダイムは知識の獲得には

影響を与えないものの、それを意味のある結果として後世に残そうとするかどうかの部分に働

きかけることがわかった。さらに、このパラダイムの影響は一度に知識を伝達する集団のサイ

ズによって減衰することが追加の実験から示された。 

 以上の結果を総括したうえで総合考察を行う (第６章)。すべての研究から明らかになったこと

は、累積的文化進化を考える上で、文化アトラクターを考慮することは有効であること。そし

て、文化アトラクターはときに累積的文化進化を支えるメカニズムとして働く場合 (研究Ⅰと研
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究Ⅱ)と、阻害する場合があることが示された (研究Ⅲ)。さらなる、考察を行った上で、今後の

文化進化学について言及し、本論文の結びとする。 
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第１章：背景 
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1.1 本章の紹介 

 文化の世代交代を介した蓄積の機序に関する包括的な理解は、1980年代を境に急激な進歩を

遂げている。その背景にはあるのは、意外にも社会科学の理論の発展ではなく、生物学におけ

る進化論の転用によってもたらされている。つまり、文化の累積的な発展の機序は進化論をベ

ースとした理論と、その理論に基づくモデリングや実験によって明らかになり始めている。こ

の取り組みを勢力的に行っている文化進化学はダーウィンや彼を継承した新ダーウィン主義者 

(Neo-darwinist) がもたらした進化論を礎にしている (Boyd & Richerson, 1988; Cavalli-Sforza & 

Feldman, 1981; Mesoudi, 2011)。したがって、文化進化学の積み上げた知見や本論文の研究の背景

を理解するためには生物学における進化とはなにかをある程度理解する必要がある。理論的背

景に加えて、進化論に根ざして開発された様々な研究方法も同じく理解しておく必要があるた

め、以下では事例を交えながらダーウィンが提唱した進化の原理をなるべく簡潔にまとめる。

本論文では生物学の教科書を書き上げることを目的とはしていないため、あくまで紹介する内

容は文化進化を理解する上で必要な部分のみである。その上で、文化とはなにか、文化進化と

生物進化の相違点、そして文化進化学の主要な知見を順に説明していく。そこから、本論文を

説明する上で必要な文化進化の研究を挙げ、それらの問題点を指摘し、本研究の目的の説明に

移る。 

1.2 生物進化 

 現在まで発見されている生物の数はおよそ 870万種である (Mora, Tittensor, Adl, Simpson, & 

Worm, 2011)。これらの生物は個々に多様な特徴を示しながらも、種間で多くの類似点も示す。

西欧の学問ではこうした多様性や類似性、さらに彼らが示す環境への類まれな適応能力を説明

する包括的な原理を求める作業が、古くはギリシア哲学から行われ続けてきた (Nei & Kumar, 

2000)。そのような中、チャールズ・ダーウィンはそれまでの研究者の主張などを取り入れなが

ら、ごく僅かな法則の基で生物の多様性、類似性、適応能力を説明できることを「種の起源 
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(Darwin, 1859)」の中で記した。彼がこの書物の中で提唱した原理のうち、遺伝、変異、生存競

争（後の自然選択）の三つのは現在の進化論を下支えしている重要な概念である。 

1.2.1 ダーウィンの提唱した三つの法則 

 ダーウィンが生物の多様性と類似性、そして個々の生物が見せる環境への適応能力を説明す

るために用いた法則の 1つが遺伝 (inheritance) である。遺伝とは親から子へと特性が忠実に受け

継がれることを指す。例えば、親鳥のスズメが大きく頑丈なくちばしを持っていたら、その子

も同じようなくちばしを持つはずである。こうして親と同質の特性を子も持っていればそうし

た特性は遺伝によって獲得されたと考える。当時では遺伝子や DNAといった知識がなかったた

め、ダーウィンはとりあえず目で見てわかる特性について記述し、ある程度世代間を超えて類

似している特性は遺伝によって生じると考えた。 

 第二の法則は変異 (mutation) である。変異とは親の形質が完璧に子供へと引き継がれるのでは

なく、遺伝の途上で多少特性に変化が起きることを指す。例えば先程のスズメの例で考える

と、親のくちばしが大きく頑丈であったとしても、子供はそこから少しだけ頑丈であったり、

もしくは貧弱になったりする。変異は基本的にランダムに働くため親の意思や子供の意思によ

って変化に方向性が加わることはない。 

 第三の法則は生存競争 (survival of the fittest)、または自然選択 (natural selection) である。ダー

ウィンは環境が無限の資源を提供するのではなく、限られた許容量しか持ち合わせていないた

め、ある地域に生息できる個体数には限りがあると考えた。その制限によって生じるのが生存

をかけた競争である。その競争に勝つために、優位な特性を持った個体は他の個体に比べより

多くの子孫を残すことができ、劣位の特性を持った個体はそれに比べ少ない子孫しか残せな

い。その結果、数世代と同じ環境の競争が生じると劣位の特性を持った個体は淘汰され、優位

の特性を持った個体が集団を占めることになる。ここで優位個体を選択し、劣位個体を淘汰さ

せる外部の要因のことを淘汰圧と呼ぶ。 



 

 

9 

1.2.2 三つのプロセスが機能していることを示す例 

 三つのプロセスをまとめると、生物は遺伝によって親から子へと特性を引き継ぎながら、変

異によって徐々に変化していく。しかし、環境は誕生したすべての変異個体を生存させるわけ

ではない。淘汰圧が加わることによって優位に立つ個体と劣位に立つ個体を作り出す。優位な

個体は劣位の個体に比べより多くの子孫を残す結果、集団に優位な形質を持った個体が増え

る。一方、劣位な特性をもった個体は子孫を多く残すことができずに淘汰される。 

 これら三つのプロセスが実際に働いていることを示す良い例として用いられるのがダーウィ

ンフィンチ (Geospizinae) である。Grant & Grant (1994, 1995, 2002) は、ダラパゴス諸島に生息す

るダーウィンフィンチのくちばしの大きさの分布が環境変動によってどのように変化するのか

を長期間に渡って観察した。ガラパゴス諸島では 1977年に干ばつが発生し、大幅な食料の減少

が確認された。この食料の減少はダーウィンフィンチへの淘汰圧となり、1200羽いたフィンチ

も干ばつの影響で 180羽に激減した。生き延びたフィンチのくちばしを確認したところ、今まで

確認されていた細いくちばしのフィンチは絶滅し、硬質な実を開けられる大きなくちばしをし

たフィンチのみが生き残っていた。さらに、生き残ったフィンチの子供も、干ばつ前のくちば

しよりも 5％大きかったことが判明した。つまり、たった 5％のくちばしの大きさの違いだけ

で、生死が決まったのである。しかし、翌年の 1978年、次はガラパゴス諸島を大雨が襲った。

その結果、食料は増え、今度は大きすぎるくちばしは小さいくちばしを持っている個体に比べ

相対的に不利になった。その結果、フィンチのくちばしの平均的な大きさは例年通りの大きさ

に戻ったのである。 

 上記の例では 2つの異なる淘汰圧とそれによって選択された形質も 2つ存在する。最初の淘汰

圧が干ばつであり、この淘汰圧によって選択されたのは大きなくちばしを持ったフィンチ、逆

に細いくちばしを持ったフィンチは淘汰された。この淘汰圧は細いくちばしを持ったフィンチ

に何の食料も残さなかったために、細いくちばしのフィンチは絶滅せざるを得なかった。もう 1

つの淘汰圧が大雨による食料の増加である。この場合、大きいくちばしを持ったフィンチは生
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き残ることができるが、相対的に細いくちばしを持つフィンチよりも不利であるために、数が

相対的に減っていったのである。言い換えるならば、細いくちばしをもったフィンチのほうが

大きいくちばしを持ったフィンチよりも適応的だった、つまり相対的に有利であったと言うこ

とができる。 

1.2.3 新ダーウィン主義の進化の理解  

 ダーウィンは「種の起源」をきっかけに進化論を成熟させていった。しかし彼自身も自著で

述べているように、技術的な問題やデータの不足などで、彼が存命の間に彼が唱えた主張は完

全に証明されることはなかった。進化論は後の研究者によって引き継がれ、データを持ってダ

ーウィンの主張を補強するのみならず、技術的な革新によってダーウィンさえも観察できなか

った様々な現象を明らかにしていった。以下では、ダーウィンの後継者が数多くの知見をもた

らした中で、本論文の研究に関わり合いがある内容のみを取り上げる2。 

遺伝学との融合 ダーウィンは遺伝、変異、自然選択の三つの原理を特性から導き出したが、

実際に観察できる特性を生み出す原因を解き明かすことができなかった。この原因が特定され

るのはダーウィンの種の起源からおよそ半世紀が経ってからである。20世紀初頭の研究者はダ

ーウィンの提唱した進化論3とほぼ同時代の研究者であるメンデルの遺伝の法則を組み合わせて

現代の認識に限りなく近い進化論の認識を作り上げた。遺伝子 (gene) とはほとんどの生物が保

有している DNA 内の塩基配列によってコード化された情報である。遺伝自体は 1865 年にメン

                                                        

2 本文ではとりあげないが、文化進化学を理解する上で必要な知識は他にも存在する。例えば、
系統学やニッチ構築がそれにあたる。しかし、本論文における研究とは直接関係のないため、
ここでは扱わない。 

3 ダーウィンはそもそも進化という言葉をほとんど使用していない。また、進化と進歩を同義で
あると考えてしまうことから社会進化論 (social Darwinism) などが生まれてしまい、進化論に対
して誤解を生んだだけでなく、不要な批判を生み出してしまうことになる。この混同の原因は
ダーウィンよりむしろ同時代に活躍していたスペンサーや彼を参考に文化進化的な発想を提唱
したテイラーやモーガンといった人類学者が起因である。詳細は Laland & Brown (2011) 、
Mesoudi (2012) などを参照。 
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デルが発見していたが、この遺伝の原理とダーウィンが提唱していた進化の定義が交差するの

は 1900年代からである。つまり 20世紀以降、遺伝子に対して淘汰圧が加わることが認められる

ようになっていく。言い換えると、遺伝子が淘汰圧のかかる特性を作り出し、作り出された特

性同士で競争がおき、競争に勝てる特性を持った個体の遺伝子が集団の中に広まっていく。こ

のとき、遺伝子の情報は遺伝子型と呼び、遺伝子型の情報によって形作られる形質のことを表

現型と呼ぶ。 

進化の含意する意味 ダーウィン以降、「ある形質が進化する」といった場合、学問によって

それが含意する意味が異なる。集団遺伝学や行動生態学といった集団を単位とした研究を推し

進める分野で「ある形質が進化する」といった場合はある形質が集団の中で広まることを指

す。例えば上記のダーウィンフィンチの例でいうと、環境変動によって淘汰圧が代わり、太い

くちばしのフィンチが集団の割合のほとんどを占めることを集団遺伝学や行動生態学では「太

いくちばしが進化した」という。一方、メンデルの系譜から発生した分子遺伝学などの分野の

場合、進化という言葉はある形質が変化していくことを指す。よって、集団の中で広まるとい

うことを必ずしも含意していない。Mesoudi (2011) は遺伝子レベルでの進化を小進化 (micro-

evolution)、そして集団レベルの進化を大進化 (macro-evolution) と使い分けて解説しているが、本

論文ではこうした使い分けはせず、いずれの意味においても進化という言葉を使って説明して

いく。 

1.3 文化進化 

 ダーウィンが示し、新ダーウィン主義の研究者が拡張した進化論の法則は必ずしも生物にお

いてのみ当てはまるものではない。この法則性が生物以外に当てはまる良い例として、近年に

なり注目を集めているのが文化である。ダーウィン自身も「人間の進化と性淘汰 (The descent of 

man, and selection related to sex)」の中で、人間の文化形質の 1つである言語が生物進化の多様性

と類似性の特徴に似ていることを指摘している (Darwin, 1871)。しかし、ダーウィンのこの洞察
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は社会学者のスペンサーや人類学者のタイラーやモーガンの誤った認識により長らく弾圧され

ていた (cf. Mesoudi, 2011)。 

 その状況を打破し、再度進化論で文化を研究する波が出てきたのは 1980 年代である4 (Boyd & 

Richerson, 1985; Cavalli-Sforza & Feldman, 1981; Sperber, 1996)。この時代の研究者は人間や複数の

社会性動物が示す文化変容の背後に潜むメカニズムとはなにか、さらにそれらのメカニズムが

どのような条件が揃うと進化するのかといった多岐にわたる疑問を投げかけた。彼らはそうし

た疑問を数理モデルとモデルに合致するようなデータを収集することで解き明かそうとした。

彼らや彼らの後継者の尽力により、文化進化学と呼ばれる新たな学問が誕生することとなる。

では、文化進化学の研究者は研究している文化をどのように捉えているのだろうか。 

1.3.1 文化とは 

 文化 (culture) という言葉は元来、耕す (cultivate)という意味から派生しており、キケローがト

ゥスクルム荘対談集 (Tusculanae Disputationes) の中で真の人間とは何かを答える際に、耕す動物 

(Cultura animi) であるとしたことから始まっている (cf. 角田, 2008; Szaif, 2003)。この言葉は後に

社会 (civilization) と区別され (Velkley, 2002)、人類学者によって近代的な定義付けがなされる。

Tylor (1871) は文化を「知識、信念、技術、倫理、規範、風習、および社会の一員としての人間

によって獲得される、その他のあらゆる能力や習慣を含む複雑な総体」とした5。文化進化学に

おける文化の定義も概ねこの定義に従っている。 

                                                        

4 Dawkins (1976) は彼らよりも速く文化と遺伝子の類似性に着目し、文化をミームと呼びミーム
がどのように進化するのかを考えた。そこから派生したミーム学は一時期アカデミアの中で急
送に流行った。しかし、以降で説明する文化進化論によって淘汰された。より詳しいことは 
Laland & Brown (2011)を参照。 

5 文化人類学などでは文化の定義を嫌い、文化不要論などが叫ばれているため、必ずしも人類学
のすべてのデパートメントでこの定義が受け入れられているわけではない (cf. Brumann, 1999)。
また逆に文化をなるべく詳細に定義する動きも人類学では現れた (e.g. Weiss, 1973)。 
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 文化進化学が Tylor (1871) と合意している部分は文化を様々な形質として表出される複雑な総

体と捉え、何が文化であって、何が文化でないかといった厳密な定義を避けている点である。

例えば文化進化学の研究を始めたとされる Cavalli-Sforza & Feldman (1981) は「刷り込み、条件

付け、観察、模倣、あるいは直接的教示のいずれによるかを問わず、あらゆる非遺伝的過程に

よって学習される形質に対して、文化的という語を適用する (訳：、斜体は筆者によるもの)」と

定義している。ここで特徴的なのは、まず「文化は～である」と言うよりも、非遺伝的過程に

よって学習される形質が文化的である (cultural) と述べ、文化をはっきりとした形で定義するこ

とをしていないことである。似たように、フェルドマンらとともに文化進化学を創始した Boyd 

& Richerson (2005) は「文化とは教育や模倣といった様々な社会伝達を通して個人が同じ種のメ

ンバーから獲得し、個人の行動に影響しうる情報である (斜体は筆者によるもの)」とし、文化を

社会的に共有される情報であると、ある種の定義付けをしているが、この情報がどのように表

出されているのか (または遺伝子型のように特性として表出されない情報も含むのか) に関する

明言を避けている。 

 あくまで文化を社会的に共有される複雑な情報の総体であると明確な文化の定義を避けるこ

とには利点がある。その最大の利点とは知識、信念、技術、倫理、規範、風習のみならず、美

術や宗教といったありとあらゆる文化形質をとりあえず文化としてくくりあげることで、今ま

で社会科学の中で独自に検討されてきた各文化形質を同じ俎上で議論することができることで

ある (Mesoudi, 2011)。社会的な情報であり、教育や模倣、刷り込みといった学習によって伝達さ

れるのであれば、それぞれの文化形質は同じような制約を受け、変化を示してもおかしくな

い。よって、この前提の基にモデルを構築し実験などで予測を検討することができれば、節約

的に社会科学の様々な問いに対して答えることができるかもしれない。また、そうしたモデル

や実験のデータに逸脱するような文化形質が現れたとしても、なぜ他の文化形質と異なる振る

舞いをするのかといった大きな視点から文化を考えることができるようになる。つまり、文化

を単位としたモデルや実験データから、実際に作り出される文化を観察するとトップダウン的
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なアプローチを取ることで社会科学の統合が望めると文化進化学の研究者は考えている 

(Mesoudi, 2011)。  

 文化進化学者は Tylor (1871) やその他の人類学者の定義に一定の賛同はしているものの、彼ら

の定義とは異なる部分もある。Tylor (1871) の定義では「人間によって」と文化の定義の中に一

見、人間のみが文化を用いうるように述べているが、文化進化学における定義ではこうした制

限を設けていない。すなわち、人間以外の他の種も人間同様に文化を用いうることを許容して

いる。これは文化を社会的に伝達される情報と捉えたら、何も人間に限定させる積極的な理由

がないこが自明だからである。例えば、ニホンザルによる芋洗行動などは洗う集団と洗わない

集団がいることから地域差が有ることがわかっている (Hoppitt & Laland, 2013)。さらにこうした

行動が長い年月をかけて集団の中に広まり、世代を超えて観察されることからこうした行動は

文化的と呼んでも差し支えはないはずである。こうして文化進化は、文化を人間以外にも適用

できるように再定義することで比較認知的に文化を研究することに成功したのである6。 

1.3.2 生物進化と文化進化・自然選択と文化選択・ダーウィン的適応と文化適応 

 文化進化学において、文化は社会的に伝達される情報の総体である。これを念頭に入れなが

ら、次に整理しなくてはならないことは、文化進化と生物進化の区別である。一見、これだけ

では整理するまでもないことのように思えるが、文化進化を考える際には何かとこの二つの単

位は混同しやすい。なぜなら、文化形質によっては生物に有利に働く (ダーウィン的適応) もの

もあれば (e.g. ある鏃の作り方を覚えた狩人のほうが多くの獲物を獲得し、結果的に多くの繁殖

可能な子孫を残す)、ダーウィン的適応はないが頻度として広まる文化形質もあるからである 

(e.g. Pokémon-Goの大流行)。つまり、留意しなくてはならないことは文化進化を語る際には進化

の対象は文化であるということである。 

                                                        

6 本論文では動物の研究を積極的に取り上げないが、人間以外の動物がどれほど文化的な行動を
示すのかに関しては Hoppitt & Laland (2013) や Laland & Galef (2009) などを参照。 
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 よって、いくつかの用語を使い分けて生物進化の話をしているのか、それとも文化進化の話

をしているのかを明確に区別できるようにしなければならない。そこで、文化進化学では生物

の遺伝子の頻度を変化しうる外的な圧のことを自然選択、文化の頻度を変化しうる外的な圧の

ことを文化選択と呼ぶ。また、繁殖可能な子孫を何人残せるかといった単位を引き合いに論じ

る場合はダーウィン的適応、そして文化の広まりやすさを論じる場合は文化適応と呼んでこれ

らを区別する。こうして文化が進化の単位であることを念頭に入れながら、言語を例として文

化進化がどのように機能するのかを次のセクションで見ていくことにする。 

1.3.3 文化進化の考え方の例：言語 

 文化を社会的に伝達される情報であると定義した上で、次に考えなくてはならないのはそう

した社会的情報が遺伝的情報と同じような振る舞いをするのか、言い換えれば文化も遺伝子と

同じように進化するのかを考察しなければならない。そのためには生物進化で示した三つの現

象、すなわち遺伝、変異、そして自然淘汰が働いているのかを文化の事例から見つけ、そうし

たアナロジーが適用可能であることを示さなくてはならない。このセクションでは、文化も進

化のアナロジーから理解できることを示すために、言語を例として解説する7。  

 文化は社会的に伝達されている。文化進化ではこうした社会的な伝達の方法を如何様な形 (教

育、模倣、刷り込み等) をとったとしても文化伝達 (cultural transmission) と総じて呼ぶ。この文

化伝達が遺伝と変異については似た振る舞いを示すことができれば、文化も生物と同じように

進化のアナロジーが使えることが理解できるはずである。社会的に伝達される情報である以

上、どの文化も同じように遺伝と変異のプロセスを通るわけだが、中でも直感的にわかりやす

い例が言語である。現在、世界各国で 6909カ国語の言語が使われているとされる。この多様性

にもかかわらず、例えば英語とドイツ語といった西欧で使われやすい言語や韓国語や日本語と

                                                        

7言語が文化進化を説明する上で好例である理由は、言語はそれ自体が意味を伝達するのに使わ
れるだけでなく、伝達される言語自体がそれ自体の情報 (i.e. 文法・単語)  を含んでいるため、文
化の中で最も遺伝子と似た性質を持っているからである (Fitch, 2010)。 
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いったアジア圏で使われる言語の間には類似性が数多く見られ、前者などはインド・ヨーロッ

パ語族のように語源を基に、クラスター化されることもある。つまり、生物同様、言語でも多

様性と類似性が見られる。 

 こうした多様性と類似性は長い年月をかけて、言語が文化伝達されることで形成されていっ

たことから、遺伝と変異が多くの言語でも起きていることが分かる8。すなわち、子供は社会的

な手がかりを基に言語を習得するが (遺伝)、必ずしも親の世代とまったく同じように言語を使用

するわけではなく、すこし変わった形で言語を使用する (変異)。これを数年繰り返すことで、言

語は目に見える形で進化するのである。 

 言語族の進化だけでなく、小さい文法や単語レベルで遺伝と変異が起きていることを具体例

から見てみる。例えば、日本語のひらがなやカタカナといった文字はもともと漢字であったも

のが徐々に崩れていって現在のような形へと変異したことが知られている。ひらがなやカタカ

ナ以外にも似たように文化伝達の途上で書き方が進化することは報告されている (Changizi & 

Shimojo, 2005)。他にも例えば英語ではもともと 'hussy' という言葉は貴族の女性を指す言葉であ

ったが歴史とともに品位ない女性を意味する言葉に変容していったことがわかっている (Fitch, 

2007)。他にも 'knight' はもともとドイツ語で単なる男性や男の子を意味していたにもかかわら

ず、イギリスで貴族の男性を意味するように変異した (Fitch, 2007)。小さい変異はよりマクロレ

ベルで見たときに、インド・ヨーロッパ祖語から各地域へ人々が移住していく過程でドイツ

語、イタリア語、ヒンドゥー語といった数多くの言葉を生み出していった。こうした言語の系

                                                        

8 言語の中には、グラゴル文字、ハングル、エスペラントのように明確な目的の元に 1から作成
された言語がある。こうした言語の場合の変異と文化伝達の途上で生じる変異では意味合いが
違うように考えられるが、現時点での言語進化学ではこの 2つの変異を同じ変異としてまとめて
いる。無論、こうしたまとめ方をすると、生物学が念頭に入れているランダムな変異と文化の
変異の意味合いが異なってしまう懸念もあるが、どちらも同じ変異とみなしても、モデルから
導出される結果は現実の言語の構造をある程度予測できることから、この 2つの変異は区別され
ていない。 
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統樹はまさしく言語において遺伝と変異が働いていることを示す最も有用な例であるとされ

る。 

文化に自然淘汰は働くのか 文化において遺伝と変異のプロセスが介在することは上記でわか

ったが、はたして動物のように自然選択が働くことで文化の頻度が増えたり減ったりするのだ

ろうか。言語の機能とはなるべく多様な概念を表現することである。つまり、この多様な概念

を発話できるようになることが一種の淘汰圧になる。また、この淘汰圧は地域によってその働

き方が異なる。例えば、日本語には「空から降ってくる液体」を「雨」「霙」「雪」「雹」

「霰」というふうに使え分けることが知られている。一方、カナダのイヌイットは日本語で

「雪」と表現されるものをさらに細かく分類し、「降雪=カニク」、「溶かして水にする雪=ア

ニウ」、「積雪=アプト」、「きめ細やかな雪=プカク」、「吹雪=ペエヘトク」、「切り出した

雪塊=アウヴェク」の 6種があると言われている9 (宮内, 1987)。これはイヌイットたちが生活す

る環境ではこうして雪を区別することが重要 (強い淘汰圧) となるため雪を表現する際に独自の

言葉がいくつも進化したと推測できる。逆に、イヌイットでは日本のようにさまざまなタイプ

の雨が降らない事から日本語ほど「空から降る液体」を表現する方法が生まれない、または生

まれたとしても使用する意味がないため淘汰される可能性が考えられる。 

 他にも例は考えられる。例えば、単語の使用頻度も淘汰圧となり得ることが Lieberman, 

Michel, Jackson, Tang, & Nowak (2007)によって指摘されている。Liberman et al. (2007) は英語にお

ける過去形の進化に着目した。英語では過去を表すために「~ed」を主に用い、場合によっては

特殊な方法で変化していく (e.g. fly/flown; see/saw; teach/taught)。彼らは使用頻度によってある動

詞が「~ed」で表記されるのか特殊系で表せられるのかといった予測がある程度できることを示

                                                        

9 ここで重要なのが、イヌイットは雪の表現を装飾語なしに使い分けているという点である。つ
まり、語幹としてこれらの言葉が使用されているのに対し、日本語で同じような表現をしよう
としたとき、これらが語幹としてないため合成語でしか表現ができないという意味でより多様
な方法で表現されていると解釈する。 
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した。つまり、使用頻度が多い動詞は高い忠実性のもとに伝達されるため、特殊系のまま伝達

されやすく、一方でそこまで使用されない動詞は変異の可能性が高くなってしまう。こうした

使用頻度の低い動詞は「～ed」を使う淘汰圧がかかってしまうため、一旦「~ed」に変異してし

まうとそれ以上の変異は起こさなくなってしまう。つまり、英語では動詞が「~ed」で終わるよ

うな過去形へと変異する淘汰圧がかかり、一度その形に変異してしまうと他の形へと変異する

確率が減ってしまう。しかし、使用頻度が高い動詞は常に使われ続けるために、変異に対して

強くなる。よってたとえ誰かが「~ed」で発話したとしても (e.g. teached)、その他多くの人が特

殊系で使い続けるために「~ed」の均衡に陥らない。 

 言語を俯瞰してみてみると、生物と同様なプロセスによって形質の変化や維持が世代を超え

て見られることがわかった。つまり、言語にはアナロジーとして進化の理論̶遺伝、変異、自

然淘汰̶が適用可能であることがここから明らかになった。こうして進化論をアナロジーとし

て用い、形質の変化と維持を説明できる対象は必ずしも言語に限定した話ではなく、技術 

(Basalla, 1988) や美術 (Haddon, 1914)、文学 (Martindale, 1986)、科学 (Mesoudi, 2011)、政治 

(Ridley, 2015)、宗教 (Atran & Norenzayan, 2004) と様々な文化形質で適用可能であることが指摘さ

れ始めている。これらの主張を整理し、同じモデルで検討しようとする試みを始めたのが文化

進化学である (Mesoudi, 2011)。 しかし、文化進化学と言っても内部は一枚岩ではなく、大きく

分けて二つの学派に分かれている。次のセクションでは、この二つの学派がどのような研究者

によって構成され、どのような手法を用いて研究を進めてきたかを簡単にまとめ上げる。 

1.4 文化進化学における二つの学派 

 文化進化学は主に、二つの学派によって構成されている。一方が数理生態学・集団遺伝学と

いった生物学出身の研究者や進化人類学出身の研究者から構成されている(cf. Cavalli-Sforza & 

Feldman, 1981; Richerson & Boyd, 1988)。主に、文化進化学は彼らの知見によって大きく進歩した

ため、主流派と呼べるかもしれないが、本論文では彼らをもう一方の学派と平等に区別するた

めに、文化遺伝学者 (cultural genetists) と呼ぶこととする。もう一方の学派は認知人類学や心理
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学出身の研究者によって構成されている (Sperber, 1996)。本論文では、Buskell (2017) に従い彼ら

を文化疫学者 (cultural epidemiologists) と呼ぶことにする。 

 文化遺伝学者と文化疫学者はそれぞれ、独自の視点と方法論から、文化進化の中でも異なる

トピックについて研究してきた。文化遺伝学者は、世代交代を伴う文化の継承で見られる文化

の変化や維持を集団遺伝学や進化生物学で用いられる数理モデルで説明を試み、その数理モデ

ルで表現される変数を操作した実験室実験を行う。さらに、彼らは人間のみが示す文化の特徴

にも関心があるため、他種との比較を用いて、なぜ人間のみがある種の文化を用いうるのかを

説明しようとしている。もう１つの特徴としては、彼は少数のモデルでなるべく多くの文化的

諸現象を説明しようとするため、文化形質を積極的に分けて研究することはない。一方、文化

疫学者は陶器に使われるデザイン (Haddon, 1914; Wagoner, 2017)や宗教に見られる超自然的存在

の特徴 (Barrett & Nyhof, 2001; Norenzayan, Atran, Faulkner, & Schaller, 2006) など、個々の文化形質

に分けて、それぞれの性質を記述し、それらの文化を生み出すメカニズムの解明にあたった。

文化疫学者は主に実データの収集と心理学実験を用いて彼らの関心のある現象を明らかにする

ことを目的とした。 

 以下のセクションからは、個々の学派で蓄積された文化進化の知見を順に説明していく。特

に、文化遺伝学者がもたらした知見からは、人間のみが示す文化の世代を超えた累積性、文化

進化学が累積的文化進化 (cumulative cultural evolution) と呼ぶ現象について紹介する。ただ、その

前に累積的文化進化を生み出すとされる伝達方法の研究や学習戦略の話を簡単にまとめてか

ら、累積的文化進化の研究の紹介に移る。次に、文化疫学者がもたらした知見の紹介に移る。

文化疫学者らの研究からは、文化アトラクター (cultural attractor) と呼ばれる現象について詳細に

説明する。 

1.5 文化遺伝学者による文化進化の基礎的研究 

 Cavalli-Sforza & Feldman (1981) や Richerson & Boyd (1988) は文化遺伝学者の代表格である。彼

らが作り上げた数理モデルをベースとした文化進化の研究は数理モデルを基礎としつつも 
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(Kempe, Lycett, & Mesoudi, 2014; Kendal, Giraldeau, & Laland, 2009; Lewis & Laland, 2012; Rendell et 

al., 2010)、実験室実験 (Caldwell & Millen, 2008; Derex, Beugin, Godelle, & Raymond, 2013; Kirby, 

Cornish, & Smith, 2008; Mesoudi & O’Brien, 2008; Morgan, Rendell, Ehn, Hoppitt, & Laland, 2012; 

Muthukrishna, Shulman, Vasilescu, & Henrich, 2014; Tamariz, Ellison, Barr, & Fay, 2014) や民族誌的な

調査研究 (Guglielmino, Viganotti, Hewlett, & Cavalli-Sforza, 1995; Henrich & Henrich, 2010; Hewlett, 

Fouts, Boyette, & Hewlett, 2011; Mathew & Boyd, 2011) 、考古学的な研究 (Acerbi & Bentley, 2014; 

Beheim, Thigpen, & Mcelreath, 2014; Henrich, 2001; Kline & Boyd, 2010; Shennan & Wilkinson, 2001; 

Turchin, Currie, Turner, & Gavrilets, 2013)、そして人間以外の生物を用いた比較認知研究 (L. G. 

Dean, Vale, Laland, Flynn, & Kendal, 2014) と数多くの知見を生産した。急激に発展を遂げている

分野のすべての文献を虱潰しにレビューすることは不可能であるため、ここでは本論文を理解

する上で必要な主要論文のレビューおよびそれらの論文の背景にある理論などに焦点を当てて

いく。 

図 1.5.1 文化伝達経路の例。丸と三角で関われたイメージが個体、矢印が文化伝達の方向を
示している。また、上段が第一世代、下段が第二世代、左の列が血縁関係の家族A、そして
右の列が異なる血縁関係の家族Bがあると考える。aの経路が垂直伝達を示す。ｂが傾斜伝
達、そしてｃが水平伝達を示す。 

第一世代 

第二世代 

家族 A 家族 B 

a b 

c 
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1.5.1 文化伝達の経路 

 文化進化における文化と生物進化における遺伝子の振る舞いを分け隔てるものの一つが伝達

経路の種類である。生物進化では主に親から子へと遺伝子は遺伝する、所謂垂直伝達が主であ

るが、文化は垂直伝達以外にも様々な伝達経路が存在する10。Cavalli-Sforza & Feldman (1981) は

文化進化に見られる様々な伝達経路をモデル化し、モデルの予測と合致する文化形質が何かを

明らかにしようとした11。 

 Cavalli-Sforza & Feldman (1981) はある個体が文化伝達のどの経路によって文化を獲得したかに

応じで経路に名前をつけていった (図 1.4.1)。まず親から子へと文化が伝達される経路のことを

垂直伝達 (vertical transmission) と呼んだ。次に、子が親と同世代の親とは異なる個体から学ぶ経

路のことを傾斜伝達 (oblique transmission)、そして子と同世代の個体から社会学習する経路のこ

とを水平伝達 (horizontal transmission) と呼んだ。彼らはそれぞれの経路に応じ、個体にとって適

応的な文化形質が集団の中にどれほどの速度で広まりやすいのか検討した。この時、文化を古

典的なメンデルの法則に従う 2形質の表現系を取ると仮定した場合と、連続的に変容しうる表現

型を取ると仮定した場合とで、経路によってどのような違いが見られるのかを検討した。 

 ここでいう適応的な文化とは、例えば農民が新しい肥料を使って農業を営むかといった場面

で、従来のように肥料を使わずに耕すか新しく開発された肥料を使って耕すかといった問題に

相当する。もし新しく開発された肥料が多くの作物を育てることができ、その結果その農家が

                                                        

10 生物においても垂直伝達が唯一の伝達経路ではない。ダーウィンの時代ではあくまで親から子
へと遺伝すると過程されていた。つまり、親以外の個体から情報が伝達され、個体の表現系に
影響を及ぼすことは想定されていなかった。たしかに、ほとんどの生物は有性生殖を行うた
め、子供はその親からしか遺伝の情報を伝達されない。しかし、単細胞生物など有性生殖を行
わないいくつかの生物においては親のみならず近隣他個体と接触することで遺伝情報を伝達し
あっていることがわかった (Mesoudi, 2011)。 

11 この意味では、Cavalli-Sforza & Feldman (1981) は文化形質ごとに分析を行っている数少ない文
化遺伝学的研究である。これ以降の研究ではさほど、区別されることなく扱われるようにな
る。 
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より多くの子供を残すことができるのであれば、肥料を使うことは適応的な文化といえる。

Cavalli-Sforza & Feldman (1981) は垂直伝達と傾斜伝達、水平伝達とで適応的な文化の広まる速度

を比較したところ、親から子へと直接文化を伝達する垂直伝達が最も遅く、水平伝達が最も早

く広まり、その間に傾斜伝達が来ることがわかった。つまり、親から子へと伝達する垂直伝達

ではたとえ子供が適応的な文化を獲得したとしても、集団の他のメンバーはその適応的な文化

を獲得するすべがないため、広まりは遅くなる。一方、水平伝達や傾斜伝達は親以外からも学

べるため、集団内の他のメンバー（水平伝達では同じ世代のメンバーであり、傾斜伝達では前

世代の親以外のメンバー）が適応的な文化を保有していたら、その文化が集団の中に広まる確

率が高くなる。また、垂直伝達では親は子のみにしか影響を及ぼすことができないが、水平伝

達や傾斜伝達では一人のメンバーがその他多くのメンバーに影響を与えることができる。例え

ばマスメディアなどがその例に当たる。もし一人のメンバーがその他多くのメンバーに影響を

与えられるような状況を作り出すと、水平伝達や傾斜伝達による文化の流布の進化速度は上昇

する。 

 Cavalli-Sforza & Feldman (1981) はこうしたモデルを構築したあと、モデルの予測に合致する文

化形質を見つけるためにスタンフォード大学の学生対象に大規模なアンケート調査を実施し

た。このアンケートでは、回答者の政治的な思想やのめり込んでいる趣味やスポーツ、日常の

習慣などを尋ね、さらに同じアンケートを学生の親と友人にも実施し、どの経路からどの文化

が広まりやすいのかを探索的に検討した。その結果、宗教的信念などは垂直伝達、特に母親か

らの伝達が強く働いていることがわかり、なぜ宗教的信念が数世代にも渡り変化せず残ってい

るのかについての重要な知見が得られた。つまり、垂直伝達は上記でも示したとおり、水平伝

達や傾斜伝達よりも変化に鈍く、多様性が維持される。キリスト教やプロテスタント、ユダヤ

教やイスラム教といった宗教的信念が長いことを変わらないのはこうした変化に鈍い伝達シス

テムによって支えられてきたからであると考えられる。一方、その他の文化形質、例えば映画

の趣味や好きなスポーツなどに関してはほとんどが友人による影響であることがわかり、これ 
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らの文化形質が世代とともに変化しやすいことと水平伝達のモデルの予測が概ね一致している

ことがわかった。 

1.5.2 社会学習メカニズム 

 Cavalli-Sforza & Feldman (1981) は垂直伝達、傾斜伝達、そして水平伝達の三つの伝達経路で文

化の拡散の速度や、文化の多様性の度合いなどを網羅的に検討した。特に傾斜伝達と水平伝達

の二つは文化を急速に広める働きを示し、実データとの比較から多くの文化的特徴はこうした

親以外の個体から学習する経路によって広まっている可能性が示された。しかし、人間は誰彼

表 1.5.1 how戦略の代表的なメカニズムの一覧 

戦略名 説明 

刺激強化 (stimulus enhancement; 

Heyes & Galef, 1996) 

他個体が作成した刺激を観察した結果、観察した個体が

刺激と同じモノを作成する確率が上昇すること 

局所強化 (local enhancement; 

Thorpe, 1963) 

ある場所で他個体がいた事により、個体がその場所に行

く確率が高くなる結果、そこで作成されたモノを作成す

る確率が高くなる 

エミュレーション (emulation; 

Tomasello, 1990) 

他個体がある目的のために行った動作を観察した後、個

体が同じ目的を達成しようとするが、観察した他個体と

は異なる動作で達成しようとすること 

合理的模倣 (imitation;(Buttelmann, 

Carpenter, Call, & Tomasello, 2007)) 

他個体がある目的のために行った動作を観察した後、無

駄だと思える動作を模倣せず、重要だと思える動作のみ

を模倣すること 

過剰模倣 (over-imitation;(McGuigan, 

Makinson, & Whiten, 2011)) 

他個体がある目的のために行った動作を観察した後、一

見無駄だと思える動作も模倣してしまうこと 

教育 (teaching;(Forgarty, Strimling, 

& Laland, 2011)) 

他個体がコストを払い個体に動作といった文化を教える

こと。 
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構わず他者の情報を学習しているわけではなく、名声や権威がある個体から学んだり、内集団

の文化を優先して学んだり、大勢の人々が使っている方法を学んだりと何かしらの手がかりを

基に学習していることが数多くの心理学の研究から明らかになっている。 

 何かしらの手がかりを優先することをバイアスと呼び、そうしたバイアスのみならず人間が

ある方法を使って他者から社会的に学習することを文化進化学では戦略と呼ぶ。文化進化にお

いて戦略を考える際は決して誰から学ぶといったもののみが研究の対象となるわけではない

(Dean, Kendal, Schapiro, Thierry, & Laland, 2012; Laland & Plotkin, 1990; Whiten et al., 1999)。

Mesoudi & Whiten (2008) は文化伝達の際には様々な戦略が取られるが、そうした戦略を大きく分

けて「誰戦略  (who)」、「何時戦略 (when)」、「何戦略 (what)」、「どのように戦略 (how)」の

四つに分けられると指摘している12。各戦略の中にはより細分化された学習方法やバイアスが含

まれている。文化進化の研究者はそれぞれの戦略がどのような状況で進化しうるのか (e.g. 

Henrich & Boyd, 1998; Henrich & Gil-White, 2001)、またそうしたバイアスによって集団内の文化は

どのように進化していくのか (e.g.Barrett & Nyhof, 2001; Norenzayan, Atran, Faulkner, & Schaller, 

2006) といった様々な研究がなされてきた。以下では本論文に直接関係する how 戦略のみを紹介

する (他の戦略は付録 2.1を参照)。 

 文化はときに複雑な情報をはらむことがある。例えば、鉄器職人や陶器職人は言語化も難し

い複雑な技術を用いて作品を作り上げられ、そうした技術なしでは人間の適応を上げるような

文化は作られない場合がある。師匠から弟子が学ぶとき、文化は様々な方法で伝達されると考

えられる。文化進化学では、文化がより正確に伝達されることが重要であると考える。なぜな

ら、より忠実に文化が伝達されれば、人間の適応度を上昇させうる複雑な上昇を次世代へ継承

することができ、次世代はそこから更に適応度を上昇させるような改良を行うことが期待でき

                                                        

12 分け方は研究者によって様々である。例えば Henrich & McElreath (2003) は文脈バイアスと内
容バイアスの二つにバイアスを区分している。 
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るからである (Lewis & Laland, 2012; Tennie, Call, & Tomasello, 2009)。文化進化学では現実に見ら

れる伝達方法の記述と、そうした伝達方法で文化はどのように進化するのかを明らかにしてき

た (表 1.4.1)。 

 チンパンジーなどの観察研究から、最も単純な how戦略は他個体が作成した文化や刺激を観

察し、それと同じような文化を作成しようとする刺激強化 (Heyes & Galef, 1996) や他個体、例え

ば母親がよく訪れる場所に子供もたまたま来ることで、そこにある刺激を観察し、断片的な手

がかりから文化を再構成する局所強化 (Thorpe, 1963) などがあることが明らかになった13。ま

た、霊長類研究者や発達心理学者は他個体の動作を真似る模倣に様々な分類があることを見出

した (cf. Whiten, 2017)。最も原初的である模倣はエミュレーション (emulation)、または目的志向

模倣 (goal oriented imitation) と呼ばれ、模倣する個体は他個体を観察したとき、他個体の動作ま

で模倣するのでなく、あくまで他個体が何を目的としていたのかを考え、それと同じ目的を完

遂しようとする行動を指す (Dean, Kendal, Schapiro, Thierry, & Laland, 2012; Laland & Plotkin, 1990; 

Whiten et al., 1999)。エミュレーションはよくチンパンジーで観察されることが知られるが、同

じようにチンパンジーで観察される行動が合理的模倣 (rational imitation) である (Bering & 

Bjorklund, 2004)。合理的模倣とは、他個体が行っている行動を観察したあと、他個体が行ってい

た行動の中で、無駄であると考えられるような動作を省いてしまう模倣の仕方を指す。これに

対し、人間においてのみ見られる模倣の仕方が過剰模倣 (over imitation) である (cf. Andrew 

Whiten, 2017)。過剰模倣とは、他個体が示す、一見無駄であるような動作も一緒に真似てしまう

ことを指す。過剰模倣は人間では幼少期から見られることが知られ  (Gergely, Bekkering, & 

                                                        

13 刺激強化や局所強化は文化伝達として機能しているのかに関して度々議論がなされる。その理
由として、刺激強化や局所強化の場合、単純に道具や場所のみの情報から新たに文化を個人学
習から作り直さなくてはならないため、遺伝子のように忠実な情報の伝達がなされていないと
考えられているからである。しかし、例えばチンパンジーにおけるナッツ割り行動が刺激強化
や局所強化がない場合に比べてナッツ割行動がより見られる確率が高くなるのであれば、刺激
強化も局所強化も十分文化伝達になりえる。ただ単に、ここで社会学習の比率と個人学習の比
率とで個人学習の比率が高くなっているだけである。 
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Király, 2002)、また大人のほうが子供よりも過剰模倣を多用することが知られている (McGuigan, 

Makinson, & Whiten, 2011)。 

 上記では、how 戦略の中でも伝達の忠実度が最も低い順から紹介していった。そして、現在

最も忠実度が高い伝達の方法として考えられているのが教育である (Castro & Toro, 2004; 

Forgarty, Strimling, & Laland, 2011)。教育は文化を伝達する個体が伝達される個体へコストを支払

って、文化を伝達することを指す。教育行動は生物界の中で見てもごく僅かな種でしか観察さ

れていない。特に人間は教育行動を多用する。この教育行動と過剰模倣をともに考えると、人

間において忠実性の高い文化伝達は他の種に比べ重要なメカニズムである可能性は高い。で

は、なぜ人間はこれほどまでに忠実な模倣能力を進化させるに至ったのか。その鍵となるのが

人間のみに観察されている現象、すなわち累積的文化進化である。 

1.5.4 累積的文化進化 

 近年の研究で、文化は様々な動物種の中で見られることが示されてきた。例えば、チンパン

ジー (Whiten et al. 1999)、オランウータン (van Schaik et al., 2003)、フサオマキザル (Perry et al., 

2003)、文鳥 (Fehér, Ljubičić, Suzuki, Okanoya, & Tchernichovski, 2017)、ミヤマガラス (Bird & 

Emery, 2009)、ニューカレドニアカラス (Hunt & Gray, 2003)、クジラやイルカ (Rendell & 

Whitehead, 2001) とそのリストは年々増加している。しかし、文化が社会性動物でよく見られる

としても、人間のそれとでは異なる点がある。 

 人間とその他の社会性動物が作り出す文化を隔てるものは文化における蓄積性である (Dean, et 

al., 2013)。つまり、人間は世代交代を伴いながら徐々に過去の文化を改良していき、一人の天才

が一生を掛けても作り上げられない文化を作り出すことに成功した唯一の生物なのである。こ

の世代交代を伴う文化の累積的な発展のことを文化進化学では累積的文化進化 (cumulative 

cultural evolution) と呼ぶ。累積的文化進化の特徴は、ある任意の世代で発明された文化が忠実に

次世代へと受け継がれていく。受け継いだ世代の成員が過去の文化に新たな改良を加え、また

次の世代へと忠実に伝達していく。まるでつめ車のつめが文化の劣化を防ぎながら、徐々に改
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良を加えていくさまから累積的文化進化はラチェット効果とも呼ばれる (Tennie, Call, & 

Tomasello, 2009; Tomasello et al., 1993)。 

 文化進化学の萌芽期から累積的文化進化に対する関心は高く (cf. Richerson & Boyd, 2005; 

Tomasello, 1999)、なぜ人間のみが累積する文化を有するのか、言い換えれば累積的文化進化を

生じさせるために必要な基盤とはなにか検討する研究が数多く生み出されてきた (cf. Dean, et al. 

2013)。この節では、初期に提唱された理論を最初にまとめ上げ、そこから派生したシミュレー

ション研究や実験研究を概観する。 

文化伝達の忠実性 文化進化学における累積的文化進化の研究はマイケル・トマセロと彼のグ

ループが行った一連の観察研究や実験研究の示唆から始まっている (e.g. Boyd & Richerson, 1996; 

Tennie, Call, & Tomasello, 2009; Tomasello, 1990; Tomasello et al. 1992; Tomasello et al. 1993)。彼ら

の一連の研究では近縁種であるチンパンジーと人間の子供対象に実験を行い、この 2種の文化伝

達の方法などでどのような質的違いがあるのか検討した。まず一つ挙げられるのが、チンパン

ジーが概ね局所強化を使って学習しているのに対し、人間の子供は模倣 (彼らの論文では具体的

にどのような模倣を使っているか明言していない) を使って学習していることがわかった (Galef, 

1988; Tomasello et al. 1993; Visalberghi & Tomasello, 1998; A Whiten & Ham, 1992)。つまり、チンパ

ンジーは他の個体がある場所で残したヒントを基に自ら文化を学び直す必要があるが、人間の

場合は観察学習を行うため、一から学び直す必要がない。また、局所強化の場合、改良があっ

てもその改良は伝達されないためラチェット効果は生じないが、模倣の場合は改良を観察でき

ることから次世代へと改良が受け継がれると考えられた。よって、なぜチンパンジーには累積

的文化進化がなく、人間にのみ見られるのかはこうした文化伝達の忠実性によるものであると

結論付けられた14。 

                                                        

14 先でも述べた通り、今ではチンパンジーやオランウータンも観察学習を行える可能性が示唆さ
れ始めている (Dindo, Stoinski, & Whiten, 2011)。あくまで上記で記したことは、当時のエビデン
スから得られた結論を載せているに過ぎないことに留意したい。 
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 この文化伝達時の忠実性が重要であることを示した研究として知られるのが Lewis & Laland 

(2012) である。彼らは文化伝達時に生じる改良のプロセス (新しい発明が開発される・既存の文

化を組み合わせることで新しい文化を創発する・既存の文化に改良を加えて文化をより良くし

ていく) と文化伝達時に生じる文化の消失の内、どの要因が累積的文化進化をより強く説明する

のか検討した。具体的には、まずある架空の集団を想定する。この集団は最初に文化の「種 

(seed)」と呼ばれる原初的な文化の形質をランダムに 2個渡される。集団はある任意の確率でこ

の 2個の文化とは別に新たな文化を作り出したり (この事象を p1と呼ぶ)、ある確率で既存の 2

個の文化を組み合わせて新たな文化を作り出したり (p2)、ある確率で既存の文化の中から 1個選

び、それを改良したりすることができる (p3)。また、集団はある確率で既存の文化を失うことが

ある (p4)。1つの世代では、これらのイベントの内、必ず 1つが生じるように確率が見積もられ

ている (つまり、P(p1+p2+p3+p4)=1)。1つの世代のイベントが終わると、また次のイベントが繰

り返され、これを 1000世代分行う。この 1000世代分のレプリケーションをここでは 1チェーン

と呼ぶことにし、このチェーンを 10チェーン分繰り返す。累積的文化進化の指標として作成さ

れた文化の数、文化の複雑さ、文化系統樹の長さ等複数の指標を取り、それらの指標に基づい

た主成分分析を行い、第一主成分を累積的文化の指標として取り出した。この取り出した値を

従属変数にし、p1から p4までの確率を独立変数とした重回帰分析を行ったところ、累積性を予

測する変数は伝達の忠実性のみであったことがわかった。つまり、累積的文化進化を引き起こ

す上で、改良を促しそうな能力よりも必要なのは、 どれほど過去の文化を忠実に伝達できるか

であることが示された。 

 Lewis & Laland (2012) やそれに類似したシミュレーション研究 (e.g. Acerbi & Tennie, 2016; 

Enquist & Ghirlanda, 2007; Enquist, Strimling, Eriksson, Laland, & Sjostrand, 2010; Kempe et al., 2014) 

ではあくまで文化伝達の忠実性を確率として表現しているため、実際に人間が持つどのような

認知メカニズムがこうした忠実性を担保しているのかはこれらの研究からはわからない。そこ

で上述した How戦略の知見と合わせながら、様々な実験研究や観察研究が行われるようになっ

た。例えば、Dean et al. (2012) は人間の子供、チンパンジー、そしてフサオマキザルの 3種の動
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物に対して同じ課題を行わせ、どの種で累積的文化進化が観察されるのか、そして累積的文化

進化が観察されたとしたら、その原因はどういう認知メカニズムによるものなのかを探索的に

検討した。彼らは順序を伴うパズルボックスを用意し、各種の集団にそのパズルボックスを解

くことを求めた。パズルボックスは 3つのステージからなっており、1つずつ開けていかないと

次のステージへ進むことができなかった。また、各ステージで報酬が用意され、ステージが上

がるにつれてより良い報酬が得られるようになっていた。実験の結果、チンパンジーもフサオ

マキザルもたった 1個体のみが最後にステージまでたどり着いたのに対し、人間の子供の多くが

最後のステージまでたどり着くことに成功した。また、なぜ人間の子供においてのみここまで

成功率が高いか調べたところ、一回でも最後までたどりたどり着いた参加者が他の参加者に教

えたり、報酬を分け与えたりする行動が見られ、さらには解き方を知っている個体を積極的に

模倣する行動も人間の子供においてのみ顕著に見られた。つまり、従来の研究が示唆してきた

ような教育 (Tennie, Call, & Tomasello, 2009) や模倣 (Galef, 1992)、さらに言語 (Tennie, Call, & 

Tomasello, 2009) や向社会性 (Boyd & Richerson, 1985) などによって伝達の忠実性が担保されるこ

とによって累積的文化進化が見られている可能性が初めて示唆された。 

 Dean et al. (2012) の研究は探索研究であったため、実際に教育や模倣といった各社会学習戦略

を個別に検討することができなかった。それぞれの戦略を異なる条件として設定し、実験を行

った初期の研究として Caldwell & Millen (2009) がある。Caldwell & Millen (2009) では参加者にな

るべく飛距離が出るような紙飛行機を作成することを求めた。また、文化伝達を実験室に再現

しながら、異なる文化伝達メカニズムでどれほど飛距離の成績が異なるか確かめるためにいく

つかの条件を設けて実験を行った。 

 Caldwell & Millen (2009) は文化伝達の際に前世代の参加者が飛行機を作成する動作が見られる

条件 (≒模倣)、前世代が作成した飛行機の完成物しか見られない条件 (＝局所強化)、そして前世

代の参加者が教育者となって教えられながら作成する条件 (＝教育)、またここで示した模倣、刺

激強化、教育の様々な組み合わせによって作られた条件の計 7条件 (動作のみ、完成物のみ、教
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育のみ、全て込み、動作と完成物のみ、動作と教育のみ、完成物と教育のみ) の内、どの条件で

累積的文化進化が見られるのか、もしくはどの条件で最も飛距離がでる飛行機が作られるのか

を検討した。その結果、すべての条件で世代が進むとともに飛行機の飛距離が伸びることが示

され、さらに条件間の差や交互作用がなかったことから、いずれかの条件でのみ特異的に飛距

離が伸びるようなことがないことが示唆された。この結果はおそらくこの実験で使用した飛行

機課題が単純すぎたため、どれほど情報を失くしたとしても次の世代が簡単に改良を加えるこ

とができたためと考察された15。  

  上記の研究ではどのような伝達プロセスでも累積的文化進化が確認されてしまい、結局のと

ころ動作の学習や教育が必要であるか否かについて疑問を呈することになったが、より困難な

課題で教育や動作模倣が必要であることをより鮮明に示した研究が Morgan et al. (2014) の研究で

ある。この研究では実際に人類が作成してきたオルドワン石器に着目し、オルドワン石器が作

成され、伝達されるプロセスにどのような伝達メカニズムが必要であるかを実験的に検討し

た。伝達の方法は Caldwell & Millen (2009) に似て、完成物を見せるのみの条件、前世代の参加

者が作成しているところ見せる条件、そして教育の条件があった。ただし、教育の条件はさら

に 3つに細分化され、指差しや言語を介さないで教える条件、ジェスチャーで教えられるが言語

は使えない条件、そして言語も含めて教えられる条件が設けられた。また、最初の世代の参加

者は実際に多くの石器を作成している研究者の石器を見る、または本人から教えられたため、

Caldwell & Millen (2009) のときのように最初の世代が一から作り出すような状況とは異なってい

た。伝達を 5世代分繰り返した結果、すべての条件で徐々に石器の完成度が減少していったが、

完成物のみを観察できる条件と動作のみを観察できる条件で減少が顕著にみられた。一方、教

育を行った 3つの条件ではさほど減少は見られず、特に言語ありの教育の条件ではほとんど減少

は見られなかった。ここから Morgan et al. (2014) は少なくともオルドワン石器を作っていた時代

                                                        

15 似たような結果は (Zwirner & Thornton, 2015) からも報告されている。 
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には初期の教育行動があったのではないかという示唆を示した。また、オルドワン石器のよう

な難易度の高い課題では、伝達の忠実性に応じて石器の完成度が異なることを初めて示した研

究になった。 

集団サイズ ここまで、累積的文化進化には伝達の忠実性が必要であり、それを担保するよう

な伝達のシステムや学習方略がなにかを検討した研究を紹介してきた。伝達の忠実性を担保す

るために検討されてきたことは上記に挙げたような認知プロセスのみならず、集団構造なども

研究の対象となってきた。つまり、一人ひとりは優れた認知能力を要していないとしても集団

が自己組織的に累積的文化進化を生じさせるといった考え方である。その代表的な理論が集団

サイズである。 

 Henrich (2004) はオーストラリアの南方に位置するタスマニアにおける文化消失16の原因を集

団サイズの減少によるものであるとし、単純なモデル研究からこれを裏付けるような結果を示

した。まず仮に N人の集団を考える。各個体 iは文化!" を知っているとする。z は 0 から無限大

までの範囲を持つ値であり、z の値が高いほど優れた文化を持っていると仮定する。例えば、よ

り高い zの値はより優れた鏃を意味しても構わないし、またはより多くの文化レパートリーを知

っているといった量的な違いでも構わないとする。個人は前世代の中で最も優れた文化!# を知

っている個体から学習しようとすると考える。つまり成功者バイアス (最も成功した個体から学

ぼうとするバイアス) が働いていると考える。しかし、!#から学習しようとしても、そこには不

完全な文化伝達から生じる学習のエラーがかかると考える。大体の場合、社会学習は不完全で

あるため、!#から学習した次世代の z の平均! は前世代の!#よりも下回る。しかし、稀に前世代

                                                        

16 タスマニアは 1～2万年前の最終氷河期の終焉とともにオーストラリア大陸から分断されてし
まう。このとき、タスマニアにいたアボリジニも同時に大陸から孤立してしまう (Bowdler, 1974; 
Jones, 1984)。この孤立が生じた後にタスマニアにおける文化の消失、つまり今まで文化のレパ
ートリーとして保持していた技術 (釣り道具、釣り編み、造船技術、ブーメランなど) が失われ
てしまう (McGrew, 1987)。つまり、環境はオーストラリアとほとんど変わらないにもかかわら
ず、オーストラリアではそれらの文化が維持されたのに対し、タスマニアでは文化の消失が起
きてしまったのである。 
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の最も優れた個体よりも高い文化を作り出す個体が現れるとする。次世代の!は!#を下回るが、

稀に!#を越える zを発明する個体が出てくるような状態は確率密度関数として描ける。Henrich 

(2004) は低い値に近い方が、密度が高くなるガンベル分布で文化の獲得のしやすさを表現した。

ガンベル分布は 2つのパラメータ αと βによって定まる。基本的に分布の平均は常に !# よりも

低いと仮定する。よって、!# – αが成り立つとする。この分布から乱数を発生し、N分のデータ

を取得したのが次世代における z、そしてその平均が ! 、最も高い値が !# となる。もし、Nが

少ないと !# を上回る個体が出現する確率は落ちる。なぜなら、!# – α分の文化伝達のロスが生

じているため、!#を上回る個体が出てくるにはある程度の個体数が必要であるからである。よ

って、文化は世代を進むとともに劣化していく。逆に十分の Nがいると、!# を越える個体が出

てくる確率が徐々に上がるため、累積的文化進化が生じる。しかし、文化伝達の忠実性が高い

ならば (α ≡ 0) 、Nの人数がさほど大きくなくても文化は累積するが、複雑な文化を伝達しなけ

ればならなくなるほど忠実性は失われると考えるならば、集団サイズを大きくする必要性が出

てくる。この研究の特徴は、累積的文化進化を考える際は集団の人数と伝達の忠実性の両方を

考慮しなければならないことを初めて示したことにある。この研究を受け、数多くのモデル研

究が、集団サイズと累積的文化進化について検討を行い、似た結果を示している (Powell, 

Shennan, & Thomas, 2009; Kempe, Lycett, & Mesoudi, 2014; Kobayashi, Ohtsuki, & Wakano, 2016; 

Shennan, 2001) また、観察研究による理論の当てはめ (Bettencourt, Lobo, Helbing, Kühnert, & West, 

2007; Hill, Wood, Baggio, Hurtado, & Boyd, 2014; Kline & Boyd, 2010)、そして観察研究とシミュレ

ーション研究をつなぐ実験室実験の研究からも集団サイズの重要性が示されてきた (Derex et al., 

2013; Muthukrishna et al., 2014)。 

 実験研究の 1つとして挙げられるのが Muthurishna et al., (2014) である。彼らは Henrich (2004) 

のモデルにおける集団サイズと文化の消失、および累積的進化の両方の側面に着目し、集団サ

イズが十分に大きくないといくら優れた文化が進化したとしてもそれが失われていくこと、ま

た十分に大きければ累積的に進化することを実験的に示した。彼らは Caldwell & Millen (2009) 

と同じように文化伝達実験を用いた。伝達する文化は山登りに使われる紐結びの方法を複数伝
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達するか Gimpと呼ばれる画像編集ソフトで作成する絵画課題であった。最初の世代の参加者は

トレーニングを受けた実験者が紐結び、または Gimpの使い方をレクチャーされ、そのレクチャ

ーに基づいて紐結び、または絵画を作成した。作成した後、次の世代の参加者のためにどうや

れば完璧な紐結び、または絵画が描けるかに関する説明書を書くことを求められた。条件はい

ずれの課題でも二つあり、一方の条件では線形伝達法を用い、伝達が一人から一人へと一子相

伝のように行われたのに対し、もう一方の条件では多重線形法を用い五人ずつの文化伝達が行

われた。多重線形法とは、五人の参加者が独立に課題を行い、説明書を書き、そして次の世代

の参加者はそのすべての説明書を閲覧することができた。10世代まで伝達を行った結果、紐結

び課題では一人から一人へと伝達していった条件では技術が劣化し複数あった紐結びも徐々に

減っていったのに対し、五人で伝達していった条件では文化は有意に消失しなかった。一方、

GIMPを用いた絵画課題では最初の世代でどちらの条件も参考にしていた絵画とはかけ離れたも

のが作成された。一人条件ではその後世代が進んでも一度劣化した絵画の作成技法は復活しな

かったが、五人条件では世代が進むとともに絵画の技法が進化し、最終世代では大本の絵画と

ほとんど変わらないものが描かれるようになった。つまり、紐結び課題では文化の消失が見ら

れ、十分な集団サイズが担保されなければ、文化は衰退していくが、逆に集団サイズが十分に

大きければ文化は維持されていくことを示した。一方、絵画課題では一人条件でも五人条件で

も最初の世代では書き方がわからず、目指す絵画とは到底似つくような絵画は描かれなかっ

た。一人条件では、たとえ天才が現れて絵画をきちんと書き、次世代へわかりやすい説明書が

書かれたとしても、次の世代の参加者がちゃんと受け継ぐことができなければそこで文化は潰

えてしまう。しかし五人条件では、たとえそういう参加者が一人や二人いたとしても正しく受

け継ぐことができた参加者が一人でもいればまた次世代へと技術は伝達されていく。よって五

人条件では平均しても一人条件よりも優れた絵画が累積的に進化したと考えられる17。 

                                                        

17 集団サイズの増大による累積的文化進化の促進や消失についていくつかの異論も存在する。例
えば (Riede, 2008) は、ラーハー湖の噴火による集団サイズの減少が北ヨーロッパに生息してい
た人類の技術革新をむしろ促進したとするデータを示している。また、Collard, Buchanan, 
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適応度地形と社会ネットワーク 集団サイズ以外にも累積的文化進化のマクロ研究の中で扱わ

れているのが社会ネットワークである。この社会ネットワークの構造を通じた累積的文化進化

を理解するためには、生物学において発展した適応度地形と呼ばれる概念と、経済学において

発展したハーディングと呼ばれる現象を理解しておく必要がある。この二つの概念は本論文の

目的や実験の結果を理解する上でも必要のため、ここで詳細に紹介しておく。 

 適応度地形とはもともとある遺伝子型に応じて定まる適応度 (繁殖成功率・ダーウィン的適応) 

を可視化するために開発された架空の地図である (cf. Svensson & Calsbeek, 2012)。例えば図 

1.4.2a のように横軸にある任意の値 (値は例えばダーウィンフィンチのくちばしの硬さや、キリ

ンの首の長さでも等を表すとする)、縦軸に適応度を取るような図が典型的な適応度地形であ

る。図の中に描かれている曲線は横軸の各値に定められた適応度 (これは平均適応度の場合もあ

る) を示している。図 1.4.2aのような適応度地形の場合、山が一つ突き出ていて、頂上から遠ざ

かるほど適応度が落ちていく。こうした適応度地形は単峰型の適応度地形と呼び、もし図 1.4.2b 

のように複数の頂上からなる適応度地形である場合は多峰型の適応度地形と呼ぶ。適応度地形

が便利なのは、例えばダーウィンフィンチのくちばしの大きさで考えた場合、ある任意の大き

さのくちばしを持っているフィンチの子供が仮に親よりも 1cmくちばしが大きくなった場合、

その子供が残せるであろう子供の数がわかりやすく可視化できる。また、例えば平均気温によ

                                                        

O’Brien, & Scholnick (2013) は現存する狩猟採集民が使用する道具の数と集団サイズとの相関を
求めたときに正の相関があることを確認したが、他の要因を同時に投入して重回帰分析で集団
サイズの効果を調べたところ、他の要因 (資源の豊富さや道具がどれほど携帯しやすいか) に打
ち消されて集団サイズの効果がなくなることを示した。この結果は違うサンプルでも示されて
おり (Collard et al., 2013; Buchanan, O’Brien, & Collard, 2016)、未だに問題は解決していない 
(Henrich et al., 2016; Vaesen, Collard, Cosgrove, & Roebroeks, 2016)。しかし、Henrich et al. (2016) が
指摘するように、集団サイズに関する異論の多くは累積的文化進化に関わっているだろう集団
サイズと分析に用いられる社会全体の集団サイズの乖離と分析の対象となる文化のレパートリ
ーに依存している可能性は高い。また、Henrich (2004) における αと βは人間の認知能力によっ
て定まるだけでなく、例えば対象となる文化がどれほど獲得しづらいか (弓矢を作成技術と原子
力空母を作成する技術では高い認知能力を持っていたとしても後者のほうが、伝達がしにくい
だろう) にも依存するだろう。どのような文化形質であればより累積的に進化させやすいのかと
いった問題は今後、実際の文化がどれほど伝達しづらいかといった観察研究や実験研究を行う
余地があるフィールドであると考える。 
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ってフィンチのくちばしの大きさの適応度が変わるといったことを想定した場合、適応度地形

に新たな次元を増やすことで簡単に拡張が可能になる。この適応度地形は必ずしも遺伝子型と

適応度のみに当てはまるものではなく、文化でも簡単に当てはめることができる。Mesoudi & 

O'Brien (2008) などは人間が作り出す鏃には複数の属性があり (太さ、長さ、返しの有無など)、

それぞれの組み合わせによって複雑な適応度地形が描けることを示している。 

 Henrich (2004) のモデルやそれ以降のモデル・実験室実験の状況で想定されている、所属する

全成員の情報が閲覧できるような社会構造は単峰型の適応度地形を登るのには最適であること

が知られている。しかし、多峰型適応度地形のようないくつもの局所最適解が存在し、かつ最

も高い山がどこに存在するかわからないといった状況では完全に全成員の情報が閲覧できるよ

うな社会構造ではなく、むしろ情報の共有が不完全であるほうが良いことが指摘されている 

a 

 

b 

図 1.5.2 適応度地形の例。横軸が異なる表現型、縦軸がそれぞれの表現型に対する適
応度であると考える。a は単峰型適応度地形を示す。b は多峰型適応度地形を示す。 
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(Balkundi & Harrison, 2006; Coleman, Katz, & Menzel, 1957; Isett, Mergel, LeRoux, Mischen, & 

Rethemeyer, 2010; Lazer & Friedman, 2007; Leavitt, 1962; Levinthal & March, 1993)。 

 ではなぜ、多峰型の適応度地形では完全に情報を共有しないほうがむしろうまくいくのか。

ここで理解しなければいけない概念が探索と収穫のジレンマ (exploration and exploitation dilemma) 

である (March, 1991)。ここでの探索とは例えば一度も訪れたことがない料理屋に行ってみるこ

とを指し、収穫とはすでに行ったことがありどれほど美味しいかわかっている料理屋に行くこ

とを指す。つまり、探索とは未知の選択肢をあえて選ぶことを意味し、これにはコストが伴う

場合がある (新しい店に行って失敗する等)。一方、収穫は既知の選択肢を選ぶことを意味するた

めコストは探索に比べてないか低い。上記の例では新しい料理屋に行くか新たに開拓をするか

といったシナリオであったが、社会的な場面でも探索と収穫のジレンマは当てはまる。例えば

個人学習によって適応度地形の中を探し回るのは探索にあたり、誰かがすでに探索した結果を

観察学習、または模倣することは個人学習よりもコストが掛かっていないため、収穫と言え

る。人間は成功している他者 (成功者バイアス)、他者から評価を受けている他者 (名声バイアス; 

Henrich & Gil-White, 2001)、数多くの人々が選んでいる選択肢 (同調バイアス; McElreath, Bell, 

Efferson, Lubell, & Richerson, 2008) といった様々なバイアスを持っている。完全に集団の全成員

の情報が入ってくるような環境では、こうしたバイアスによって全員が収穫を行う結果、探索

が行われなくなり、場合によってはよりよい選択肢が発掘されることがなくなってしまう。こ

うした状況を経済学ではハーディング (herding) と呼ぶ (Celen & Kariv, 2004; Smith & Sørensen, 

2000)。ハーディングは単峰型の適応度地形では集団のパフォーマンスを向上させるが、多峰型

適応度地形では確率的に局所最適解に導き、よりよい選択肢の発掘を妨げてしまう。 

 このハーディングを防ぐ仕組みとして情報を完全に共有するのではなく、情報の流れを制限

することで十分な探索が行われるようにすることが想定された。例えば Lazer & Friedman (2007) 

はシミュレーションによって、どのような社会構造であれば十分な探索が担保され、複雑な適
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応度地形でも集団のパフォーマンスが維持されるのか検討した。彼らは社会ネットワーク18にお

いて定式化された完全ネットワーク、線形ネットワーク、そしてランダムグラフの 3つのネット

ワークのパフォーマンスを調べた。各エージェントは最初に適応度地形の中をランダムに探索

する。探索した結果の成績が出てきたときに、もし自分よりも成績の良いエージェントがいた

場合はそのエージェントの探索していた場所を模倣する。もし自分よりも成績の良いエージェ

ントがいなければ近視眼的に適応度地形の探索を続ける。つまり、自分のいた地点からなるべ

く離れない場所の探索を行う。この探索と社会学習のプロセスを複数回繰り返し、社会ネット

ワークごと、そして課題ごと (単峰か多峰か) に成績がどのように異なるのか確かめた。その結

果、単峰型適応度地形の場合、完全ネットワークの成績が試行の序盤から急激に良くなる。一

方、線形ネットワークやランダムグラフでは、最もよい地点の共有が遅いため、完全ネットワ

ークほど早く最適解に収束しない。多峰型適応度地形の場合、完全ネットワークは局所最適に

とどまってしまい、ハーディングが起きることで成績が何試行続けたとしても上昇しなかっ

た。しかし、線形ネットワークでは最初の試行における急激的なパフォーマンスの上昇は見ら

れないものの、試行が進むとともに完全ネットワークの成績を上回った。この研究結果は異な

るモデルや実験室実験でもいくつか再現されている (Derex & Boyd, 2015, 2016; Lazer & Bernstein, 

2012; Mason, Jones, & Goldstone, 2008; Shore, Bernstein, & Lazer, 2015; Wisdom & Goldstone, 2011; 

Wisdom, Song, & Goldstone, 2013); ただしMason & Watts, 2012 ではネットワークによって変わら

ないというデータも出ている)。  

                                                        

18 社会ネットワークとは社会の構造を個人 (ノード) と各ノードを結びつける糸 (リンク) によっ
て人々の関係性を地図のように表現する方法である。社会ネットワークの初期の研究は実社会
の人々のつながりにはどのような法則性があるのか (Travers & Milgram, 1967; Watts, 2004)、また
社会のネットワークとそれ以外のネットワーク、例えばインターネットのネットワーク (Albert, 
Jeong, & Barabási, 1999) や発電所のネットワーク (Pagani & Aiello, 2013) などとどのような相違が
あるのか、そして新しい情報が生じたときにネットワークごとそうした情報はどのように広ま
っていくのかといった多岐にわたる研究が発展してきた (Coleman, Katz, & Menzel, 1957; Ryan & 
Gross, 1950; Walker, 1969)。 
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1.6 文化疫学者による文化進化の基礎的研究 

 文化遺伝学者は数理モデルをベースに理論を成形し、そうした数理モデルに沿った実験研究

を積み上げてきた。一方、時を同じくして認知人類学者や心理学者は文化の自然主義的な説明

を行うプロジェクトを始め、特に文化伝達時に人間の認知メカニズムによって文化の表象がど

のように変化していくのかについての解明を試みた (Claidière & Sperber, 2007; Mesoudi, 2011)。

彼らの多くは古典的な心理学実験の方法 (Bartlett, 1932) を用いて、物語 (Mesoudi & Whiten, 2004; 

Mesoudi, Whiten, & Dunbar, 2006) や宗教的な概念 (Barrett & Nyhof, 2001b; Norenzayan, Atran, 

Faulkner, & Schaller, 2006)、信念 (Fessler, Tiokhin, Holbrook, Gervais, & Snyder, 2014; Morin, 2013)、

美術作品 (Morin, 2013)、素朴生物学や素朴社会学 (Sperber & Hirschfeld, 2004) といったありとあ

らゆる文化形質の形成の上で人間の認知的なバイアスが文化形質自体の表象を変えてしまうこ

とを指摘してきた。この節ではまずこの文化疫学者と呼ばれる学派が理論の基盤としている文

化アトラクターと呼ぶ概念を解説する。そして、この文化アトラクターに基づいて研究された

文化伝達の実験研究を紹介する。 

1.6.1 文化アトラクター 

 文化アトラクター (cultural attractor) とは文化的な表現 (cultural expression, Buskell, 2017: 外界に

存在する表象) が文化伝達されると、人間の心的表象 (種の中で普遍的に備わっている像・バイ

アス) と合致するように再構成され進化する過程を指す (Sperber, 1996)。ここで言う、バイアス

とはバイアスのレパートリーとして考えても差し支えない。言うならば、推論バイアス 

(Griffiths, Kalish, Lewandowsky, 2008)、単純化バイアス (Chater & Vitányi, 2003)、文脈バイアス 

(Wood, Kendal, Flynn, 2012)、といったありとあらゆるバイアスが文化アトラクターに該当する。

例えば、Bartlett (1932) が行った古典的な実験がある。彼は図 1.5.1 のような抽象的なイメージを

参加者に数秒間呈示し、呈示後に見たイメージを再生するよう指示した。再生されたイメージ

は次の参加者に呈示する刺激として使われ、この作業を複数回繰り返すことで文化伝達を再現

した。イメージは参加者の中を複数回伝達される中で、抽象的なイメージだったものが徐々に
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動物を模すように進化し、最終的には黒猫として再生され続けた。この実験を複数回繰り返し

たところ、同じように黒猫が描かれるように進化する傾向が見られた。もし、人間になんらバ

イアスが存在せず、あくまでイメージの変化が「ランダムなエラー」として表出するのであれ

ば、複数のチェーンで黒猫が再現される確率はごくわずかのはずである。しかし、黒猫がいく

つものチェーンで再現されたということは、人間には何かしらの普遍的なバイアスがあり、そ

のバイアスに従ってイメージが徐々に進化したと考えることができる。特定の文化アトラクタ

ーが複数世代 (または同じ世代の中でも複数の人物) の間、文化に繰り返し作用することで文化

は文化アトラクターに合致するように進化する。 

 実際に文化アトラクターによって進化するとされる文化形質として上記でも挙げた物語 

(Mesoudi & Whiten, 2004; Mesoudi, Whiten & Dunbar, 2006) や宗教的な概念 (Boyer & Ramble, 2001; 

Barrett & Nyhof, 2001; Norenzayan et al., 2006)、信念 (Fessler et al., 2014)、美術作品 (Morin, 2013)、

素朴生物学や素朴社会学 (Sperber & Hirschfeld, 2004) などが示されている。研究者は主に実デー

タを分析し、文化アトラクターが駆動しているであろう文化を特定するか、実験室実験を用い

てある文化形質にどのような文化アトラクターが駆動するのかを検討してきた。実データを基

に文化アトラクターを検討した研究として例えば、Morin (2013) がある。彼はルネサンス期にお

ける肖像画に着目し、肖像画が文化アトラクター―ここでは視線を合わせている人間のほうが

合わせていない人間よりも好むバイアス―にしたがって進化し、さらに文化アトラクターに沿

った絵画のほうが多くの参考書に記載されていることを示唆した。 

 他にも、Norenzayan et al. (2006) は民話の進化を対象に調査を行った。民話や神話には超自然

的な存在が登場するが、そうした存在の多くは MCI (minimally counter-intuitive; Boyer & Ramble, 

2001) といった特徴を持っている。MCIとは人間の素朴物理学や素朴心理学を最小限に逸脱する

概念のことを指す。例えば、「空を飛ぶ牛」という存在は飛ぶはずのない存在 (牛) が素朴物理

学を破る「空を飛ぶ」という特徴を備えているのでMCIと呼べる。一方、「空を飛び、目から

光線をだし、半透明になる牛」は素朴物理学を数多く破るために、MCIとは呼べない。MCIは

まったく反直感的でない存在や上記の例のように数多くの反直観的な特徴を持つ存在よりも記
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憶されやすいことが指摘されている (Boyer & Ramble, 2001; Norenzayan et al. 2006)。実際、より

多く語り継がれている民話とそうでない民話の比率を調べたところ、より多くの国で伝達され

ている民話にはMCIの特徴を持つ存在が登場し、そうでない民話ほど直感に合致する存在のみ

が登場するか、多くの特徴を逸脱する存在が登場することが Norenzayan et al. (2006) の調査から

示された。つまり、文化アトラクターは文化伝達の過程でMCIを作り出すことを示したのであ

る。 

 上記の二つの研究 (Morin, 2013; Norenzayan et al. 2006) からも分かる通り、伝達される文化形

質 (上記では肖像画と民話) によってどの文化アトラクターが駆動するのかは異なる。よって、

文化疫学者は数理モデルから検討するのではなく、数多くの実験室実験を繰り返し、どの文化

形質にどのような文化アトラクターが駆動するのかを多角的に検討することを目指した。これ

ら多くの実験は文化伝達法を用い、繰り返し文化を伝達していくことで文化自体がどのような

図 1.6.1Bartlett (1932) が行った連続再生法実験の結果。左上から始まり、最後が右
下の絵である。 
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進化を経るのかを検討している。よって以下では、文化アトラクターを検討する実験法の大本

となっている Bartlett (1932) の連続再生法から解説を始め、文化進化学が誕生する前に行われた

研究と文化進化学が誕生してから行われた文化伝達実験を分けて紹介する。 

1.6.2 文化アトラクターを検討した実験室実験 

 文化伝達研究は文化進化が今のように組織的に研究されるようになる前から心理学の中で芽

生え始めていた。この文化伝達研究の先駆けはケンブリッジ大学の実験心理学を創始したとさ

れるバートレットである。バートレットは「Remembering (Bartlett, 1932)」の中で文化伝達を連

続再生法 (method of serial reproduction) と名付け、いくつかの実験を報告している。連続再生法

とはある参加者 A に何かしらの刺激、例えばスポーツ記事、を見せ、その刺激を A に再生して

もらう。そして他の参加者 B に A が再生した刺激を見せ、それをさらに B に再生してもらう。

そして B が再生した刺激を新たな参加者 C に見せる。このプロセスを繰り返し行い、再生され

続ける刺激がどのように変化したのかを観察する。 

 Bartlett は「幽霊の戦争 (The War of the Ghosts)」と呼ばれるネイティブ・アメリカンの物語

や、当時の参加者 (ケンブリッジ大学の学生) に馴染み深い童話、戦争を題材とした物語、スポ

ーツに関する新聞記事、科学的知識が書かれた論説、そして文章ではなく馴染み深くもない絵

画も使用し、それらの刺激がどのように文化伝達の中で変化するのかを観察した。その結果、

彼はすべての刺激の変容についてある共通した法則があることに着目した。１つは単純化 

(simplification) であり、情報が伝達の過程で徐々に削ぎ落とされていく、または変化していくこ

とを発見した。特に、この単純化は刺激の全体像、例えば物語の大筋を掴むために必要な情報

にはさほど起きず、大筋には関係ないような情報、または伝達を行っている成員によって馴染

みない情報でより起きやすいことを見出した。もう１つの法則性が合理化 (rationalisation) と呼ば

れ、つぎはぎになった情報は伝達された参加者によって整合性が取れるように変化が加えられ

てしまうことを発見し、興味深いことにこの合理化が絵画や物語では起こりやすいものの、ス
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ポーツ記事や科学論文の一説など、単に情報が記述されているような刺激ではほとんど起こら

なかったことが判明した。 

 こうして Bartlett (1932) は文化伝達の実験室での再現、および様々な刺激 (＝文化) が文化伝達

の篩にかかることでどのように変化するかを事細かく分析した。個人が刺激を与えられ、その

個人がどのような反応を示すかと行った古典的な社会認知研究に比べ、文化伝達研究はよりダ

イナミックに文化や刺激が変化するのか検討できることから Bartlett (1932) 以降、様々な形で彼

の研究の追試や発展した研究が行われるようになった (Kashima, 2000)。 

 例えば Allport & Postman 1947) は Bartlett (1932) で述べられていた、スキーマに合致しない情

報は合致するように変容しやすいという知見から身なりの良い黒人を脅している白人の絵を参

加者に見せ、絵の状況を別の参加者に説明し、次の参加者はまた異なる参加者へと聞いた情報

を伝達していった。その結果、最初は白人が身なりの良い黒人をカッターで脅していたにもか

かわらず、文化伝達を経ると、黒人が身なりの良い白人をカッターで脅していたと情報が変化

することがあった。Allport & Postman (1947) はこうして口頭による情報の文化伝達はステレオタ

イプに合致するように情報を変容させてしまうことを明らかにし、噂 (rumor) の形成過程を文化

伝達の形で初めて例証した。こうした噂の文化伝達研究は Mesoudi, Whiten, Dunbar (2006) でも行

われ、噂といった社会情報のほうが、社会情報を含まない情報やある個人について列挙した情

報よりも精度が高い状態で伝達されることが明らかになった。また、Allport & Postman (1947) の

ようなステレオタイプの形成研究は他にも Kashima (2000), Lee, Gelfand, & Kashima (2014 Lyons 

& Kashima (2003) も同様に行っており、似たような結果を見せている。さらに、上記で示した

MCIなどの研究なども、数多くが Bartlett (1932) が用いた連続再生法を用いて実験的に検討し、

頑健性を示している(Boyer & Ramble, 2001; Norenzayan, Atran, Faulkner & Schaller, 2006)。 

 Griffiths, Kalish, Lewandowsky (2008) は文化アトラクターを、ベイズ理論を使ってモデル化

し、文化アトラクターとして機能する推論バイアスが文化を繰り返し変える状況で、文化がど

のように進化するのか検討した。このモデルでは、人間を、思い込みを持つベイジアンエージ
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ェントとして表現した。エージェントはある xという変数の値が渡されたとき、その帰結 yがど

のような値を取るのか推論する必要があった。この状況は例えば、エージェントが医者であ

り、患者の体温が xiだったとき、どれほど薬 yを与えるべきかといった場面に相当する。人間

は二つの変数 xと yがあったとき、この二つには正の相関があると暗黙のうちに推論してしまう

バイアスがあることが指摘されている。Griffiths, Kalish, Lewandowsky (2008) はこの事実に基づ

き、ベイズエージェントが x と yの間に正の相関があるように判断してしまう思い込みを持つよ

うモデル化した。ベイズエージェントをモデル化した後、そのベイズエージェントに様々な x 

と yが無相関のデータ、正の相関のデータ、または負の相関のデータを用意し、xをエージェン

トに渡し、ｙを予想させたあと、実際の yの値を教え込み、次の xを渡すことを繰り返した。ベ

イズエージェントが答えた xに対する yの値は次のベイズエージェントに教え込むデータ・セッ

トとして用いられ、これを繰り返すことで文化伝達を表現した。この繰り返しベイズエージェ

ントの文化アトラクターを経たデータは、ベイズエージェントが当初持っている思い込み、つ

まり正の相関が xとｙにあると捉える推論バイアスに合致するように進化したことが示された。

さらに人間を用いた実験室実験で同様のことを行うと、人間でもどのようなデータを最初の参

加者に見せても最後の世代の参加者では正の相関を持つデータに変わってしまうことが示され

た。 

 これらの実験から、文化伝達を経る中で文化アトラクターが駆動し、文化アトラクターに合

致する形で文化が進化してしまうことが示された。また、どのような文化アトラクターがどの

ような文化形質で働くかといったカタログを作り出すことによって、文化形質特有の進化のプ

ロセスを明らかにすることができた。つまり、文化疫学者は、社会に見られる文化を詳細に分

析し、その中から想定される文化アトラクターを特定した上で、実験室実験を行い、様々な文

化の成り行きを記述することに成功したのである。 
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第２章： 目的 
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2.1 現在までの文化進化学における未検討事項 

 この章では本論文の目的を明確にするため、現在の文化進化学が抱える問題点を指摘し、未

検討である問いについて触れる。文化進化学は創設されてからまだ 40年と経っていない。その

ため、未検討である事柄や研究上の問題点、研究者ごとに合意が得られていない概念などが数

多く存在する(Acerbi & Mesoudi, 2015; Buskell, 2017; Miton & Charbonneau, 2018)。その中でも本論

文では、文化進化学の主流な二学派の対立により、未だ十分な研究がなされていない問いを扱

う。その問いとは、世代交代を伴いながら文化を漸進的に改良する現象の中で、文化伝達時に

生じる文化アトラクターによる情報の歪みがどのような影響を与えるか、である。すなわち、

累積的文化進化における文化アトラクターの探索的な検討が本論文の主題である。以下では文

化進化学の主流な二学派の間に生じた理論的問題を解説し、その結果として生じた未解決な問

題について紹介する。 

2.1.1 理論の相違から生じた研究活動の隔たり 

 前章で述べてきたように、文化進化学を牽引する研究者をあえて二つの学派に分けるとした

ら、数理生態学や進化人類学出身の研究者で構成される文化遺伝学と、認知人類学や心理学出

身の研究者で構成される文化疫学がある。文化遺伝学者の代表者は Cavlli-Sforza & Feldman 

(1981) や Boyd & Richerson (1988) であり、主に数理モデル研究に使用されるパラメータやそれに

よって導出される予測の妥当性を、考古学的な調査や実験室実験によって明らかにしようとし

ている。文化疫学者の代表者は Sperber (1996) や Boyer (1994)、Atran (1990, 1998)であり、主に実

験室実験や実データの相関研究などから理論の検証を行っている。この二つの学派は文化伝達

や文化といった様々な概念についての相違により長らく対立していた (Acerbi & Mesoudi, 2015; 

Buskell, 2017)。以下では各概念の相違点について一つずつ解説していく。 

遺伝と変異 両学派は文化が遺伝子のように個体から個体へと伝達され、その途上で文化が変

化していくことについては合意しているが、文化伝達を構成する「遺伝」と「変異」に対する

考え方で対立している (Acerbi & Mesoudi, 2015; Buskell, 2017; Scott-Phillips, 2017)。文化遺伝学者
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は文化伝達における遺伝と変異のプロセスは遺伝子におけるそれと同質であると主張する。つ

まり、文化は個体から個体へと遺伝子のように忠実に伝達されるが、伝達の過程でランダムな

エラーが生じることで徐々に変異する。よって、文化遺伝学者は何が忠実な伝達を担保してい

るのかを検討し、過剰模倣 (Csibra & Gergely, 2006) や成功者バイアス (Laland, 2004) といった認

知プロセスや集団サイズ (Henrich, 2004) や社会ネットワーク (Derex & Boyd, 2015) といった社会

プロセスによって忠実な伝達が維持されている可能性を明らかにした。一方、文化疫学者は文

化伝達における遺伝と変異のプロセスは遺伝子におけるそれと同質でないと主張する。つま

り、文化は個体から個体へと遺伝子のように忠実に伝達されるのではなく、文化を引き継ぐ個

体が自らの中で文化を再構成 (reconstruction) すると考える。再構成では、文化は遺伝子の変異の

ようにランダムに変わるのではなく、文化アトラクターに応じて方向性のある変異を引き起こ

す。Bartlett (1932) の研究以降、文化遺伝学者はどのような文化形質に対してどのような認知的

アトラクターが作用するのかを網羅的に検討してきた (Atran, 1998; Boyer, 1994; Mesoudi & 

Whiten, 2008)。 

分析のスコープ 上記の区別を端的にまとめるならば、文化遺伝学者は変異がランダムである

と仮定し、人間がどのようなプロセスによってこのランダムに起きる変異を抑制し、文化を累

積的に進化し、人間社会の発展に寄与しているのか問うてきた。一方、文化疫学者は変異がラ

ンダムでないと仮定し、どのような文化アトラクターがどのような文化形質に対して働くの

か、またそこで働く文化アトラクターがなぜ人間の認知モジュールの中に存在するのかを問う

てきた。この変異に対する発想の違いは、実験室実験を行った際の分析にまで影響を及ぼして

いる。例えば、文化遺伝学系の Muthukrishna et al. (2013) では、結べた紐結びの数や作成した絵

画が元の絵とどれほど似ているかといった尺度を用いて、文化消失 (紐結び課題) と累積的文化

進化 (絵画作成課題) を実験室実験で再現した。この時、個体から個体へと伝達されているの

は、前の参加者が作成した動画、または説明書である。文化疫学者がこの実験を行ったなら

ば、動画や説明書がどのように変異したのか、またその変異が文化アトラクターによるものな

のかなどを細かく分析するが、Muthukrishna et al. (2013) はそのような分析を一切せず、集団サ
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イズが累積的文化の維持に必要であることのみを示している。逆に文化疫学者が行った実験を

文化遺伝学者が行ったらどうなっていただろうか。例えば、Mesoudi & Whiten (2004) は階層的に

なっている物語を文化伝達すると下位の階層にある情報は失われやすく、より上位の階層の情

報は維持されやすいことを見出した19。仮に、文化遺伝学者がこの研究で扱った刺激を用いて伝

達実験を行ったとしても、物語の変化量を測定し、物語が文化伝達とともに劣化していくこと

のみを報告するだろう。Acerbi & Mesoudi (2015) はこの両学派の分析のスコープ (unit-of-analysis) 

が違うことが、互いの理論の誤解を招きやすい状況を作り出していることを批判している20。 

注目する文化形質 文化の扱い方がそもそも異なる最大の理由は文化進化学の研究と言っても

注目している文化形質が文化遺伝学者と文化疫学者とで違うからであると考えられる。文化遺

伝学者 (Cavalli-Sforza & Feldman, 1981 などの少数を除き) は、主に個体の適応に影響する文化形

質の進化に焦点を当ててきた。例えば、文化遺伝学者による研究は主に石器 (Morgan et al., 2015) 

や鏃 (Mesoudi & O'Brien, 2008; Derex Godelle, & Raymond, 2013)、釣り編み (Derex et al. 2013) とい

った技術の進化に重きをおいている。一方、文化疫学者は絵画21 (Morin, 2013)、宗教的な概念 

(Boyer & Ramble, 2006)、物語 (Mesoudi & Whiten, 2006) といった文化形質を研究の対象としてき

た。これらの研究で共通していることは必ずしも遺伝子の適応に直結するような文化形質を研

                                                        

19 アレックス・メスーディー (Alex Mesoudi) は文化遺伝学的な研究 (e.g. Mesoudi & O'Brien, 2008) 
と文化疫学的な研究 (e.g. Mesoudi & Whiten, 2004) を両方行っている数少ない研究者の一人であ
る。よって彼自身をどちらの学派に所蔵するかを区別することは困難であるが、各研究がどち
らに属しているのかを強引に分けることができる。それは各研究がどちらかの学派の関心に焦
点を当てて研究を行っていることが明確だからである。 

20 ただし、彼らはかなり文化遺伝学よりに論文を書いているため、文化疫学者からは批判も受け
ている (Buskell, 2017)。 

21 Muthukrishna et al. (2013) は絵画作成課題を行ってるが、彼らは絵画を「技術 (technology)」と
呼んでいることに留意したい。課題は GIMPと呼ばれる複雑な画像編集ソフトを用いてできるだ
けモデルとなる絵画に近い絵画を書くことを求めた。参加者は作成する絵画をできるだけモデ
ルとなる絵画に近づけるのかが目的であり (技法の進化)、より美しい絵画を作成するといった目
的では課題を行ってはいないことから、文化疫学学者が絵画を対象に実験を行うときとは目的
が違う。 
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究しているのではなく、むしろ文化アトラクターによって説明できるものを選択的に選んでき

たと言うことができる。 

注目するメカニズム 文化伝達の捉え方だけではなく、文化進化を駆動するメカニズムとして

重要視しているメカニズムもこの両学派で違うことが指摘できる。両者ともに個人レベルのメ

カニズムが集団レベルの現象を引き起こすことに合意しているが、どの個人レベルのメカニズ

ムが文化進化のドライバーとして重要かに関して意見が分かれる。文化遺伝学者は主に who戦

略や when戦略に関心があり、文化疫学者が関心のある文化アトラクターを軽視する傾向がある 

(cf. Henrich & Boyd, 2002; Henrich & McElreath, 2003; Henrich, 2015)。一方、文化疫学者はその逆

であり、文化アトラクターを重要視するが、文化遺伝学者の関心はそこまで重要視しない 

(Claidière & Sperber, 2007; Scott-Phillips, 2017)。 

融合に向けた歩みとその障壁 二つの学派の中には両者の違いを理解し、融合に向けた歩みを

始めている研究者もいるが、この学派間の対立は未だ解決の糸口が見つかっていない。例え

ば、文化遺伝学者は文化が遺伝のプロセスではなく、再構成のプロセスに近いことを認め始め

ている (Henrich, Boyd, & Richerson, 2008; Acerbi & Mesoudi, 2015)。ただ、文化遺伝学者は文化ア

トラクターや再構成という考え方を彼らの考案する誘導される変異 (guided variation) という概念

が包含することを主張し、これに対し文化疫学者から反発が起きている (Scott-Phillips, 2017; 

Buskell, 2017a)。誘導される変異とは他者から獲得した文化を個人学習による試行錯誤によって

改良することを指す (Boyd & Richerson, 1985)。反発が起きている理由はこの誘導される変異の定

義と文化アトラクターの定義が相容れないことから来ている。文化アトラクターは文化伝達の

時に変容が生じるのに対し、誘導される変異は定義上、伝達された後に変異が起きる。また、

誘導される変異は概ね改良されることを念頭に入れているが文化アトラクターは改良を必ずし

も念頭に入れていない。そうした違いにもかかわらず、文化遺伝学者は無理に文化アトラクタ

ーを誘導される変異に落とし込もうとするため、反発が起き、こじれた関係は未だに解消され

ていない。しかし、誘導される変異と文化アトラクターによる再構成を別途のものであると認

識し、異なる文化形質で遺伝的に文化伝達を捉えるべきなのか、再構成として捉えるべきなの
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かを切り分けることができれば (Mouden, André, Morin, & Nettle, 2014)、この二つの学派の関係は

より改善されていくはずである。 

2.1.2 未検討な問い 

 文化遺伝学者は体系的な理論の構築のために、個々の文化形質に応じて駆動する文化アトラ

クターの影響を考慮の対象外とし、忠実な文化伝達を担保するメカニズムの同定に力を注い

だ。一方、文化疫学者は文化伝達が不忠実で、認知バイアスに沿って変異してしまうことを許

容し、どのような文化形質にどのような文化アトラクターが駆動するかのカタログを作成する

ことに注力した。この極端な研究志向の結果、取りこぼされた問いがある。それが、累積的文

化進化における文化アトラクターの影響である。 

 文化進化において文化アトラクターが影響することは文化疫学者が数多くの研究から明らか

にしてきた。この文化アトラクターが文化進化の一種の現象である累積的文化進化において何

かしらの影響を与えないとは考えづらい。しかし、文化アトラクターが累積的文化進化にどの

ような影響を与えるのか検討した研究は文化進化学の本流では検討されていない。そうした中

で、ある文化形質では唯一、文化アトラクターの影響をモデル化し、累積的文化進化に与える

影響を検討した学問がある。それが進化言語学である22。進化言語学では文化アトラクターと機

能性を求める淘汰圧が同時に存在する場合で、言語によく見られる統語が生じることをモデル

や実験室実験から明らかにしてきた。累積的文化進化を考える上で、如何に文化アトラクター

を考慮する必要があるかを理解するため、以下では簡単に進化言語学が見出した、累積的文化

進化における文化アトラクターの影響を検討した研究を紹介する。 

言語進化における文化アトラクターの影響 言語が如何に進化したのかを問うということは一

般的な心理学のように人間が持っている認知メカニズムや身体構造だけを理解するだけではな

                                                        

22 言語進化は文化進化学とは独立に始まったため、文化遺伝学者と文化疫学者の対立から生じる
隔たりの影響をほとんど受けていない。 
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く実際に使用されている言語が文化進化の途上でどのように変化したのかを理解する必要があ

る (Scott-Phillips & Kirby, 2010)。認知的基盤や身体構造の仕組みなどは認知言語学や音声学によ

って研究が進められているものの、どのように祖語 (proto-language) から現代の人間が使用する

ような構造を持つ言語に至ったのかを理解するためには技術や美術といった文化よりも考古学

的な証拠は少なすぎる。そこで言語学、とりわけ計算機科学的言語学 (computational linguistics) 

や進化言語学では機械学習を用いたエージェント・ベース・シミュレーションや実証実験を通

じて言語の進化に迫ろうとしている。 

 計算機科学的言語学者のサイモン・カーヴィーと彼の共同研究者は言語進化の問題の中でも

とりわけ、言語に含まれる構造がどのように進化したのかについての画期的な仮説を提唱し、

その仮説を上記で挙げたようなシミュレーションと実験室実験を通して検討している。言語の

構造、すなわち統語とは端的に言えば文法や接尾接頭語、偏と旁など、概念をその概念を構成

する下位概念の組み合わせによって表すことを指す。人間はこうした下位概念の組み合わせて

寄って無限とも呼ばれるほどの表現能力を獲得したのである。従来の考え方ではこうした文法

は普遍文法 (universal grammar) と呼ばれる特殊な認知機能によって人間は獲得していると考えら

れてきた (Chomsky, 1957)。しかし、カーヴィーらは文化アトラクターとして働く単純な推論能

力と情報劣化を促す文化伝達があれば、複雑な認知機能を想定しなくともこうした構造は累積

的に創発することを見出した (e.g. Kirby, Dowman, & Griffiths, 2007; Kirby, Tamariz, Cornish, & 

Smith, 2015)。 

 例えば Kirby, Cornish, & Smith (2008) は実験室実験を用いて、文化アトラクターと機能性を求

める淘汰圧が同時に作用することで統語が創発することを示している。彼らは参加者に異なる

動き (直線に動く、曲線に動く、丸く周回する)、異なる色 (黒、青、赤)、そして異なる形 (四

角、丸、三角)  の組み合わせからなる物体をいくつか参加者に呈示し、それらにつけられた名前

を覚えさせた。覚えさせた後に、刺激が再度呈示され、参加者はそれにできるだけ正確に名前

を再生するよう求められた。このとき、参加者には合計 27 (3 x 3 x 3 = 27) のうち、半分の刺激

だけを覚えさせた。残りの半分は再生する段階で初めて呈示され、参加者は知らない間に新規
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物体へ名前をつけることを求められた。参加者が再生した名前はそのまま次の参加者への刺激

として使用された。この作業を複数回繰り返し、最初の段階でランダムに付けられた名前がど

のように進化するのか確認した。暗記だけに基づいて言語を進化させていった結果、多様性が

急激に失われ、複数の物体が同じ名前がつけられるように進化することがわかった。つまり、

新規個体に対して推論バイアスのみで名前をつけていくと、物体の名前が少数の名前に収斂し

てしまうことがわかった。ここで、参加者がつけた名前のうち、重複している名前をランダム

なものに置き換えて、機能性の淘汰圧を加えた。その結果、属性に応じて統語が創発した。例

えば、黒く曲線に動く四角い物体は「nereplo」と名付けられ、これが青くなると「laneplo」にな

り、赤くなると「replo」になった (図 2.1.1)。他の組み合わせを見てみるとパターンがあること

が分かる。まず、黒い物体はすべて「n」から始まり、青い物体は「l」、そして赤い物体は

「r」から始まる。また、直線で動く物体は概ね「ki」、曲線が「plo」、そして丸が「pilu」であ

る。また、物体の形によっても違いが見られることから、統語が創発したことが分かる。つま

り、統語を生み出すためには、人間に備わっている文化アトラクターである推論バイアスと多

様性を求める淘汰圧が合わさることで生じることを例証した。 

 カーヴィーらは似たような実験を繰り返し行い、文化伝達による学習可能性の淘汰圧とより

多様な概念を発話しなければならない機能性の淘汰圧が同時に存在すると言語自体に構造が累

積的に進化することを示してきた (Kirby, Dowman, & Griffiths, 2007; Kirby, Cornish, & Smith, 

2008)。つまり、彼らの研究は文化伝達による文化 (=言語) の進化が累積的文化進化に及ぼす影

響を実験的に示した数少ない例の 1つである。言語以外の文化を見渡してみると、このように実

験室実験を通して、文化伝達が累積的文化進化に与える影響を文化アトラクターに着目する形

で検討した研究は未だにない。しかし、技術や美術といったその他の文化も歴史的に見て言語

と同じように進化し、また累積的に発展した文化である。つまり、累積的文化進化の多角的な

理解を深めるためには言語だけでなく、その他の累積的に進化した文化における文化伝達の影

響を調べる必要があるだろう。 
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図 2.1.1 Kirby, Cornish, Smith (2008) で得られた実験結果の例 

 黒 青 赤  

直線 

nereki lereki renana 四角 

neheki lahoki reneki 丸 

nekeki lakeki raheki 三角 

曲線 

nereplo laneplo replo 四角 

nehoplo lahoplo rehoplo 丸 

nekiplo lakiplo rahoplo 三角 

丸 

nepilu lanepilu repilu 四角 

nehopilu lahopilu rehopilu 丸 

nekipilu lakipilu rahopilu 三角 

 このように文化アトラクターと環境の淘汰圧が文化を別の方向へと引っ張り合う結果、文化

の状態が思いもよらぬ形へと進化することがある。しかし、どういった文化形質で文化アトラ

クターと環境の淘汰圧が同じ方向を向くのか、どの文化形質で異なる方向を向くのかに関する

研究は言語以外の文化形質で乏しい。その理由は上記で示したように、累積的文化進化に関心

のある研究者と文化アトラクターに関心のある研究者が互いの理論を受け入れない状態が長ら

く続いたため、言語以外でこうした研究がなされてこなかったことが原因である。つまり、現

在の文化進化学の研究で検討すべき問いの一つは、文化伝達時に駆動する文化アトラクターが

累積的文化進化の軌道をどのように左右しているのか、であり、累積的文化進化を遂げたとさ

れる文化形質ごとにこの問いを多角的に検討することが必要であると考えられる。 

2.2 本研究の目的 

 本研究の目的は、累積的文化進化を遂げたとされる三つの文化形質に着目し、それらが進化

する過程で文化アトラクターがどのように作用するのかを多角的、かつ探索的に検討を行うこ
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とである。さらに、各文化形質において、繰り返し検討を行うことで、発見された現象の頑健

性を確認する。 

 Sperber (1996) や Henrich & McElreath (2003) が指摘するように、文化形質ごとに異なる文化ア

トラクターが駆動すると考えられる。つまり、言語学で統語を生み出した文化アトラクターが

ほかの文化形質でも働くとは必ずしも言えない。例えば肖像画作成においてはデッサンを行っ

たモデルよりも作成された肖像画のほうが、幼く書かれることが知られている (Costa & Corazza, 

2002)。これは言語学で見られた学習しやすさではなく、人間がより幼い顔を選好してしまうネ

オテニーのような文化アトラクターが駆動した結果である可能性が高い (Morin, 2013)。よって、

一つの文化形質のみに着目し、文化アトラクターの影響を調べただけでは、文化アトラクター

の影響を把握しきれない。無論、調べきるには膨大なデータが必要であり、すべてを一つの論

文で調べ上げることは不可能である。よって、本論文では主要な文化形質を取り上げ、探索的

な検討を行うことを目的とした。本論文で扱う文化形質とは技術、美術、そして科学である。 

 まず研究 では累積的技術進化における文化伝達と文化アトラクターの影響を検討する。文

化進化学で最も研究が盛んに行われている文化形質が技術と物質文化 (material culture) であるが

文化伝達時に生じる文化アトラクターが累積的技術進化にどのような影響を与えているのかに

ついて検討した研究は少ない。それは上述したように、多くの研究が文化遺伝学者によって行

われ、文化アトラクターが研究のスコープとして扱われてこなかったからである。累積的文化

進化研究の上で最も盛んに研究が行われ、実験方法が確立されているからこそ、最初に検討す

る文化形質として技術を選んだ。 

 次に研究 では累積的美術進化における文化アトラクターの影響を検討する。美術は、そう

認識されることが少ないが、累積的に進化してきた文化形質の一つである。また、「美しさ」

といった、認知的メカニズムに訴えかける文化形質の創発を目的とした文化形質でもあること

から累積的美術進化には文化アトラクターの影響があることは明白である。しかし、美術進化

における研究は考古学的調査 (Haddock, 1914) や相関研究 (Morin, 2013) にとどまっており、実験
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室実験を使った体系的な検討がなされていない。また、累積的に美術が進化することを、実験

室実験を用いて検討した研究は筆者が知る限りない。そこで研究 では文化アトラクターがど

のように累積的美術進化に影響を与えるのか探索的に検討した。 

 最後に、研究 では累積的科学進化における文化アトラクターの影響を検討する。科学は技

術とともに現代の生活を成り立たせる重要な文化形質の 1つである。にもかかわらず、科学進化

についての研究は文化進化学界隈の中では乏しい (ただし Bartlett, 1932を除く)。認知科学におけ

る科学的発見の分野では、長らく科学的発見がどのようなプロセスによって生じるのかの研究

が盛んに行われてきたが、実験室内で文化伝達を再現し、文化アトラクターが科学的に発見を

促進するのか、それとも阻害するのかに関しての研究は未だに行われていない。そこで本論文

の最後の研究では、現実世界で実際に発見された科学的知識を題材として、文化アトラクター

がその科学的知識の獲得、維持にどのように作用するのかを探索的に検討した。 

 それぞれの研究の最初の実験はすべて探索的に行われている。何かしらの仮説を持って検証

せずに、探索的に行った理由は、どのような現象が見られるのか、今まで研究がほとんど行わ

れていないことから予測を立てることが難しいからである。各文化形質においてどのような文

化アトラクターが機能しそうなのかについてはそれぞれの研究の冒頭で言及しているが、実際

に文化伝達を実験室で観察してみなければ、そうした文化アトラクターが本当に機能するのか

は分からない。よってすべての研究の最初の実験は探索的に行われ、なるべく詳細に現象の記

述を行うことを目的とした。それ以降に続く実験は実験１の結果から導出された仮説を検討す

る形で行われている。この探索的な実験から仮説検証型の実験という流れを取ることで再現性

の是非を検討していく。 

 これらの研究を通して、累積的文化進化において文化アトラクターを考慮することは必要で

あることが繰り返し見出された。さらに、文化形質を超えて普遍的に影響するような文化アト

ラクターや個別に影響する文化アトラクターも導き出すことができた。最終考察では、これら
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の点に触れながら、累積的文化進化を検討する上で、文化アトラクターを考慮することの重要

性、および、今後の文化進化学研究の展望を述べ、本論文の結びとする。 
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第 3章：研究Ⅰ技術 
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3.1 序論 

3.1.1 本章の概要 

 研究Ⅰでは、技術に焦点を当て、累積的文化進化における文化アトラクターの影響を探索的

に検討していく。具体的には、文化アトラクターの影響を操作し、技術進化において、文化ア

トラクターが果たす役割を検討していく。実験１では、先行研究の方法を踏襲しながら、新た

に文化アトラクターを統制した条件を設け、文化アトラクターの有無によって累積的文化進化

に違いが見られるのか、また見られなかったとしても異なる現象が生み出されるのかを記述し

ていくことを目的とした。実験２と３では、実験１の結果を受け、新たに条件を設けて実験１

で得られた結果の再現を試みた。 

 累積的文化進化のモデル研究の多くは主に技術の累積的進化を想定し (Arthur & Polak, 2006; 

Derex, Perreault, & Boyd, 2018; Henrich, 2004; Kempe et al., 2014)、また実験研究でも技術が最も盛

んに研究されている (e.g., Caldwell & Millen, 2008; Derex & Boyd, 2015, 2016; Derex, Godelle, & 

Raymond, 2013; Mesoudi & O'Brien, 2008; Muthukrishna et al., 2013; Wasielewski, 2014)。これらの研

究の多くは変異がランダムに生じると暗黙に想定する文化遺伝学者の手によって行われたもの

が多いため、現在に至るまで文化アトラクターがどのような影響を及ぼすのかといった検討は

なされてこなかった。よって、本研究ではまず多くの研究がなされてきた「技術」に焦点を当

て、累積的文化進化における文化アトラクターの影響を検討する。 

 この節は以下のように進めていく。まず始めに文化形質の一つである技術を定義した上で、

従来行われてきた技術の累積的進化に関する実験研究を紹介していく。次に、なぜ文化アトラ

クターが累積的技術進化を研究する上で考慮する必要があるのかを説明していく。最後に、本

研究の目的を簡単に要約した上で、実験の説明に進む。 
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3.1.2 累積的技術進化研究の現在とその問題点 

 技術23 (technology)とは個体、または集団のいる環境を自分に適するよう操作するための「手

段」に関する知識の総体である (山崎・道家, 1978; Mitcham, 1994; Simon, 1969)。例えば、「より

速く、かつ多くの物を運ぶ」手段のために、人間は手押し車、馬車、自動車、飛行機と、前世

代まで蓄えられた技術を維持しながらも、そこに改良を加えることでよりよい手段を獲得して

きた。つまり、技術は累積的に進化する文化形質24であることがわかる (Arthur, 2007; Basalla, 

1988)。 

 技術の特徴の一つは累積性が測定しやすい点である。例えば、上記の例でいうと、前世代ま

で使用してきた技術よりも積載量が a kg 増え、かつ速度が b km/h 早くなれば、累積的に技術が

進化したと考えることができる。よって、文化遺伝学者が多くの累積的文化進化モデルや実験

で技術を例として用い、参加者に操作させた文化は概ね技術である。例えば、Henrich (2004) は

                                                        

23 学問における技術への関心は文化進化学以前からあり、用語として使われるようになった時期
は技術 (technē) を命名したアリストテレスまで遡ることができる。西欧社会で流行し始めたのは
1772年にゲッティンゲン大学教授のベックマン (Johann Beckmann) が「技術学」を教育の科目と
して採用して以降だとされる (山崎・道家, 1978)。これ以降に発展する技術論や技術哲学は主に
社会において技術はどのように扱われるべきといった問いを探求する学問になり、技術はなに
かといった本質的な問いを探求することが長らく行われなかった (Mitcham, 1994)。しかし、
1960年代以降から、技術とは何かを問う「分析的」な技術哲学 (philosophy of technology) が誕生
して以降、技術や工学 (engineering) の本質的な理解が進められてきた (Meijers, 2009)。本論文で
は Skolimowski (1966)、及び Simon (1969) の科学と技術の区別に際に用いた定義を使用する。彼
らは自著の中で技術を "in technology we create a reality according to our designs (Skolimowski, 1966; 
斜体は本文のまま)" や "(technology is concerned) with how thing ought to be (Simon, 1969; 括弧内は
筆者が加筆)" と定義している。つまり、技術は個体、または集団のいる環境を自分に適したよ
うに操作するための「手段」に関する知識の総体であると考えることができる。 

24 人類による技術の累積性がどこで初めて見られたか考えるのかについては議論がなされてお
り、未だ合意が得られていない。アーシュリアン石器を主に用いていたホモ・エレクトゥス 
(Homo erectus) はアーシュリアン石器を開発して以降、特に石器を発展させていないことから、
累積性があったとみなさない立場もいる (Jelinek, 1977)。同じようにアーシュリアン石器を改良
しムスティエ (Mousterian) 石器を開発したネアンデルタール (Homo neanderthalensis) 人も同じよ
うにムスティエ石器以降、何百年と改良を行った形跡がないことから (Akazawa, Aoki, & Bar-
Yosef, 1998) 累積的文化進化の例に入らないとされることもある。よってアーシュリアン石器も
ムスティエ石器も累積性に入らないと考える研究者はホモ・サピエンス (Homo sapiens) の登場に
よって生じた後期石器時代の到来まで累積的進化はなかったとしている (Nakahashi, 2013)。 
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モデルで使用したパラメータを説明する際に、タスマニアにおける技術のレパートリー (e.g. 釣

り竿、槍、編み、筏 etc.) を例として用いている。また、Mesoudi & O'Brien (2008) では、参加者

はヴァーチャル鏃実験と称した技術を高めていく課題を行っている。 

 技術を介した累積的文化進化研究によっていくつかの重要な知見が見出されている。例え

ば、単峰型適応度地形の場合と多峰型適応度地形によって、適応的な学習戦略 (成功者バイアス

を用いるのか個人学習のみ用いるのか) が異なることが示され (Atkisson et al., 2012; Mesoudi & 

O’Brien, 2008)、また社会学習戦略の使用頻度に文化差が示され、それが社会生態学的な要因や

規範の文化伝達によって引き起こされている可能性が示唆されている (Mesoudi, Chang, Murray, 

& Lu, 2015)。また、条件ごとに使用できる学習戦略 (教育、模倣、局所強化) を操作し、技術の

累積性にモデル研究 (Kempe, Lycett, & Mesoudi, 2014; Lewis & Laland, 2012) が示してきたような

忠実な文化伝達が必要であるか検討した研究がいくつかあり、必要であると主張する研究 

(Morgan et al., 2015; Wasielewski, 2014) と必ずしも必要でないと主張する研究 (Chrisine A. 

Caldwell & Millen, 2008; Derex, Beugin, Godelle, & Raymond, 2013; Kirby, Cornish, & Smith, 2008; 

Mesoudi & O’Brien, 2008; Morgan, Rendell, Ehn, Hoppitt, & Laland, 2012; Muthukrishna, Shulman, 

Vasilescu, & Henrich, 2014; Tamariz, Ellison, Barr, & Fay, 2014) が混在し、適応度地形や使用した課

題の難易度などから様々な批判がなされている (Miton & Charbonneau, 2018)。学習戦略よりもよ

り頑健性が高い研究として見られるのが集団サイズの影響であり、集団サイズの増大によっ

て、累積的技術進化が引き起こされることが数多くの研究から示されている (Derex et al., 2013; 

Mesoudi & O'Brien, 2008; Muthukrishna et al., 2014)。また、社会構造をネットワークで表現し、課

題の性質、つまり課題が描く適応度地形によっては集団の成員が全員、お互いの情報を見られ

る状況よりも、成員ごとに閲覧できる他の人間の情報が違うほうが累積的進化が引き起こされ

やすいといった知見もある (Derex & Boyd, 2015; Derex & Boyd, 2016)。 

 これら多くの研究は、累積的技術進化に興味を持つ文化遺伝学者によって行われた。よっ

て、累積的文化進化のメカニズムを明らかにする際に用いられた要因は社会学習メカニズムや

集団のサイズや構造といった数理生態学とその応用に基づくモデルから導かれたものが大半を
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占めている。つまり、文化疫学者が想定するような、文化伝達中に見られる認知バイアスに基

づいた文化の篩である文化アトラクターの影響は筆者が知る限り検討されていない。 

 文化アトラクター、及び文化アトラクターによってもたらされる文化の再構成のプロセスは

文化進化における文化形質の維持と変化を説明する上で重要な役割を担うことが数多くの実験

研究によって示されている (Griffiths, Kalish, & Lewandowsky, 2008; Kirby et al., 2008; Scott-Phillips, 

2017)。しかし、技術と呼ばれる文化形質にどのような文化アトラクターが介在するのか、また

そうした文化アトラクターが累積的技術進化を阻害するのか、それとも適応的に働くのかは実

証的な研究が少ない故、明確な仮説を立てて実験を行うことは困難である。よって、本実験で

はまず累積的文化進化が再現されてきた実験パラダイムを用いる。その中で文化アトラクター

を操作し、累積的技術進化において駆動する文化アトラクターを特定し、どのような機能を果

たすのか、探索的に検討していく。 

3.1.3 本章の目的 

 本研究では、文化遺伝学者が培った実験パラダイムを転用し、文化伝達時に生じる文化アト

ラクターの有無を操作して累積的技術進化において文化アトラクターがどのような影響を与え

るか探索的な検討を行う。累積的技術進化ではすでに様々な実験パラダイムが考案され、いく

つかの実験では頑健に累積的技術進化が実験室内で再現されている。その中でも、文化アトラ

クターを検討するに適した実験が Caldwell & Millen (2008) が行ったパスタ塔課題である。パス

タ塔課題は自由度が比較的高いがため参加者が様々な技術を文化伝達の途上で開発できる。一

方、Mesoudi & O'Brien (2008) などが使ったヴァーチャル実験では選択肢が限られてしまうだけ

でなく、技術を支えているであろう言語化できない細かい技術などが捨象されてしまう。その

ため、文化アトラクターを検討する上で適した課題とは言えない。以下では、本研究が参考と

した Caldwell & Millen (2008) のパスタ塔課題を解説する。その上で、彼女たちが作成された技

術の解析から明らかにした現象を紹介し、その現象が文化アトラクターによって導かれた可能

性を示した上で、本研究の実験の詳細を紹介する。 
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 Caldwell & Millen (2008; 2009; 2010; 及び Matthews, Roberts, & Caldwell, 2012) は累積的文化進化

を実験室に再現するために、文化伝達の手法の一つである入れ替え法を用いた (図 3.1.1)。入れ

替え法では一つの世代に複数の参加者が参加し、参加者は協力して一つの課題に取り組む。課

題が一回終わると、一人の参加者が取り除かれ、新たな参加者が参入し、同じ課題を行う。参

加者が世代の中で重なり合っているため、模倣や観察学習だけでなく、経験者からの教育など

も文化伝達の中で行われるのがこの文化伝達法の特徴である。Caldwell & Millen (2008) はこの伝

達法を用いて実験を行った。最初の実験ではパスタと粘土を参加者に渡し、これら二つの材料

を使ってできるだけ高い「塔」を作ることを求めた。参加者はペアとなり、いずれかの課題に

取り組んだ。課題が終わった後、一人の参加者が実験を終え、新しい参加者がペアを形成し、

新たな材料の基、新しいパスタ塔を作成した。ペアがパスタ塔を作成している間、今後課題に

参入する参加者二名が課題を行うところ観察した。観察しているペア同士と課題を行っている

ペア同士は会話ができたが、課題を行っている参加者と観察している参加者の間での会話は禁
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止していた。観察しているペアは社会の子供を想定しており、子供は世代が経るにつれて大人

となって課題に取り組む模様を実験室で再現した。 

 課題を 10世代分行った結果、塔の高さが、世代が進むとともに上昇した、つまり累積的文化

進化が実験室において再現された。彼女らはこの塔の高さの上昇は文化伝達を行う過程で技術

が正確に伝達されながら、次の世代の参加者が改良を加えることで得られたと考えた。また、

彼女らは他にも興味深い結果を示した。パスタ塔の写真を各世代で撮影し、これらの写真を実

験に参加していない参加者に対し対呈示して、二つの塔の類似性を評定させた。この対呈示を

すべての写真の組み合わせで行ったところ、同じチェーン 25 中で隣接する世代同士の比較を行

った場合、類似性が世代が進むとともに上昇することがわかった。つまり、技術が世代を経る

ごとに固定化し、似たような技術が後半の世代で使われ続けたことがわかった。さらにチェー

ン間の比較の結果、比較するチェーン間の世代が進むとともに、チェーン間の類似性が上昇す

ることが示された。つまり、独立した社会の中で蓄積された技術が世代が上昇するとともに同

じ形へと収斂したことがわかった。Caldwell & Millen (2008) はこの現象を生物学における収斂進

化と同じであると考察した。収斂進化とは遺伝的にも構造的にも類似していない二種の生物に

同じ淘汰圧が加わることで構造的に似てくることを指す (e.g., 魚類とクジラ目など)。 

 Caldwell & Millen (2008) は上記のように、異なるチェーンで作成された塔の形を同じ世代内で

比較した結果、塔の類似性が高まったことから、その現象を収斂進化と呼んだが、果たしてど

れほどこの収斂化の結果は生物学で見られる収斂進化と同質のものなのだろうか。もし、生物

学的な収斂進化が生じたとしたら、それは課題の性質上 (二人の参加者のみで行う、1分 30と短

い時間で行う、粘土とパスタに限りがある等) 生じると予測できる。つまり、このパスタ塔課題

                                                        

25 チェーンとは世代交代を行う一つの独立した社会であるとみなすことができる。もしくは伝言
ゲームで考えた場合、40人の参加者が 4つのグループを作成し、グループごとに伝言ゲームを
行ったとすれば、各グループがチェーンであり、この場合 4つのチェーンの中に 10人の参加者
が参加したとみなすことができる。 
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は抽象的に考えて単峰型適応度地形を描いており、参加者は試行錯誤を行って技術を改良すれ

ば、必ず同じ構造の塔が作成されるということになるはずである。一方、もう一つの可能性と

して考えられるのが文化アトラクターによる収束である (e.g. Bartlett, 1932; Griffiths, Kalish, & 

Lewandowsky, 2008)。つまり、人間のもつ認知的な制約に従って、たとえ最も適応的な形質でな

くてもある技術へと収束してしまった可能性も考えられる。しかし、Caldwell & Millen (2008) で

は文化アトラクターを統制した条件を設けていないため、そのような差異を分析することが不

可能であった。よって、本研究では文化アトラクターによって塔の構造が収束したのか、それ

とも課題の性質上収束し、Caldwell & Millen (2008) が主張するように収斂進化によって説明でき

るのかを検討する。 

3.2 実験 1 

3.2.1 目的 

 実験 1 の目的は Caldwell & Millen (2008) の課題を用いて、技術において働く文化アトラクタ

ーを特定するとともに、文化伝達時に繰り返し篩として機能する文化アトラクターが技術をど

のように進化させるのかを探索的に検討することである。上記の目的のために、本研究では 

Caldwell & Millen (2008) が行わなかった文化アトラクターの操作を試みた。文化アトラクターは

定義上、人から人へと文化が伝達される際に生じる (cf. Sperber, 1996)。よって、文化伝達を行う

条件と行わない条件を設ければ、文化アトラクターの影響を調べることができるだろう。 

 使用する課題は Caldwell & Millen (2008) が用いたパスタ塔課題である。本研究では文化アト

ラクターを操作するために三つの条件を設けた。1つ目の条件は Caldwell & Millen (2008) の追試

である伝達条件である。この条件では Caldwell & Millen (2008) 同様、入れ替え法を用いて参加

者を入れ替えながら二人の参加者が同時に課題を行った。この条件では文化アトラクターの影

響が繰り返し生じるため、もし文化アトラクターが技術に作用を起こすとしたら、この条件で

観察できるはずである。2つ目の条件はペア条件と呼び、文化アトラクターの影響を統制するた

めに、この条件では文化伝達を行わない。この条件では二人の参加者が入れ替わらず、伝達条
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件と同じ回数課題を行う。文化アトラクターは文化伝達が行われるときに文化に影響を与える

ため、文化伝達を行わなければ、生じる変異は個人学習による変異のみになる。文化伝達を行

うことで文化アトラクターの淘汰圧が生じる場合と文化伝達を行わず、文化アトラクターの淘

汰圧が生じない場合とで比較し、文化アトラクターの影響を探索的に検討する。また、3つ目の

条件は個人条件と呼び、ペア条件と同じように一人の参加者が繰り返し課題を行った。この条

件はペア条件と同じ目的のために設けたが、二人ではなく一人でパスタ塔課題を行った場合、

塔がどのように進化するかを確認するために設けた。 

 注意しなくてはならないことは、ここで使っている文化伝達の操作による文化アトラクター

の影響の操作が完璧ではないことである。理想であれば、文化アトラクター、つまりなにも思

い込みもなく学習する人間がいたとしたら、そのような人間を参加者として用い、文化アトラ

クターの有無を操作するほうが適当であるが、思い込みやバイアスのない人間など存在しない

ため、そのような操作を行うことは不可能である。文化伝達を操作することで、例えば文化伝

達時に生じるランダムな変異や、文化伝達を行わないことで生じる課題への慣れなどは操作で

きない。しかし、それを踏まえた上で文化アトラクターの有無によって進化する技術にどのよ

うな差が生まれるのかを明らかにすることが本実験の目的である。 

 伝達条件では、Caldwell & Millen (2008) の結果が追試されるだろう。つまり、世代が進むとと

もに塔の高さは高くなるだろう。一方、ペア条件、および個人条件でも、経験が蓄えられる結

果、試行を重ねていくうちに塔の高さが高くなる可能性が考えられる。つまり、累積的文化進

化はすべての条件で見られるだろう。しかし、どの条件でより加速度的に塔の高さが高くなる

のかは未知である。 

 さらに、伝達条件では Caldwell & Millen (2008) が示した収斂化も見られるだろう。つまり、

世代が進むとともに、異なるチェーンで作成される塔の特徴は似ていくだろう。もし、この現

象に文化アトラクターが介在していなければ、ペア条件でも個人条件でも収斂化は見られるだ

ろう。しかし、文化アトラクターによって収斂化が見られているのであれば、ペア条件と個人
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条件では収斂化は見られないだろう。また、収斂化の背後のメカニズムを検討するために、本

研究では、塔の構造を詳しく記述した。その方法などは以下で示していく。 

3.2.2 方法 

参加者 本実験の趣旨を知らされていない大学生、及び大学院生 71名 (女性 45名、平均年齢 = 

20.90, SD = 2.06) が参加した。 

実験デザイン 条件 (3水準：伝達、ペア、個人)と世代 (計 6世代) を独立変数、塔の高さを従属

変数とした 3 × 6 の混合デザインであった。1つのチェーンに参加した人数は条件によって異な

り、伝達条件で 5名、個人条件で 1名、そしてペア条件で 2名の参加者が同じチェーンで実験を

行った。よって、集めたデータは集団条件では 7チェーン分、個人条件で 12チェーン分、そし

てペア条件で 12チェーン分であった。 

課題 本課題では参加者に、パスタ 500g (1.65mm) と油粘土 700g を渡し、それらの素材を用い

て 2分 30秒以内にできるだけ高い塔を作ることを求めた。時間が許す限り、塔が一旦崩れたと

しても作り直すことができた。塔を作成するための土台として 45Lゴミ袋の上に載せたアクリ

ル板が用意された。油粘土が手に付着するのを躊躇う参加者がいた場合に備えビニール手袋が

用意された。 

 制限時間が経過した後、30秒間塔が立ち続けるのか確認した。もし 30秒間、塔が立ち続けた

場合、塔の高さを測定した。測定した結果は参加者に伝えられた。塔の高さの測定が終わった

後、塔の写真を撮影した。撮影は後に塔の高さの目安となる 10cmのブロックを置き行った。写

真は 2方向から撮影され、また塔に何かしらの特徴的な部分があった場合、それも追加で撮影し

た。もし 30秒間の間に塔が崩れた場合、倒壊したことを記録し、最も高い部分が土台からどれ

ほど垂直に離れているかを測定した。また、倒壊したとしても写真は撮影され、かつ同じよう

に特徴的な部分などがあればそれも一緒に撮影された。 
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 撮影が終了したあと、塔は実験者によって土台から外され、分解された。分解の作業は次の

試行の間、または始まる前に参加者から見えないところで行われた。パスタの中でまだ使える

と判断されたものは次の試行でも使用され、折れていたりした場合は破棄された。粘土も同様

に乾燥し使えなくなったものは破棄された。 

手続き (伝達条件) 伝達条件では、 指定の人数の参加者が実験室に到着してから参加者に実験

の同意書を配り、同意が得られたら参加者に本実験に関する説明マニュアルを配布し、教示を

音読しながら説明した。伝達条件では、後の世代の参加者が塔を作ることを事前に知って対策

を練られることを防ぐために、ある課題を行ってもらうと教示するにとどめ、後々に具体的な

課題の説明を行った。  

 説明が終わった後、参加者は Aから Eの記号入ったクジを引き、それに応じて課題を行う順

番が割り当てられた。以降、世代交代を再現するために、参加者は割り当てられた記号の順番

に実験室に入室及び退室し、1 試行ごとに参加者の入れ替えを行った。実験の目的である「でき

図 3.2.1 本実験で使用した入れ替え法。参加者は 5人が参加し、それぞれにAから E
までのくじをランダムに割り振った。参加者はアルファベット順に実験室に入り、課
題を行った。 
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るだけ高い塔を作成する」という教示は、参加者が改めて実験室に入室した際に行われた。実

験室内では、参加者は順番に塔の観察者、実行者の役割を果たした。第 1試行では実行者が１

名、観察者が 2名参加し、第 2、第 3試行では実行者が 2名、観察者が 2名参加した。第 4試行

では実行者は 2名だが観察者は 1 名になり、第 5試行以降では観察者は居なくなり、第 5試行で

は実行者 2名、第 6試行では実行者 1名が参加した (図 3.2.1)。 

 実行者は、協力して塔を作成した。観察者は、実行者が塔を作成する様子を観察した。実行

者間、観察者間でのコミュニケーションは自由であったが、実行者と観察者との間でコミュニ

ケーションは行わないよう指示した。ただし、塔を作成する実行者側の声は観察者にも聞こえ

るよう大声で話してもらい、観察者の声は実行者に聞こえないようなるべく静かに話すことを

求めた。個人条件とペア条件では、同じ参加者が繰り返し課題を行ったため入れ替えなどはな

かった。また、ペア条件の参加者は協力して課題に取り組み、自由に会話が許された。 

 課題終了後、参加者に事後質問紙を配布した。事後質問紙では「この作業は楽しかった。」

や「「高くする」という目標に対し、意欲的であった。」などの質問を「1.全く当てはまらな

い」「2.やや当てはまらない」「3.どちらともいえない」「4.やや当てはまる」「5.当てはま

る」の 5件法で尋ね、モチベーションが低い参加者がいた場合、そのセッションの実験を除外で

きるようにした。 

手続き (ペア、及び個人条件) ペア条件と個人条件では伝達条件とほとんど変わらない手続き

を踏んだ。ただし、伝達条件のように複数の参加者が入れ替わりながら実験を行わなかったた

め、これら二つの条件では、参加者が同意書を書き終え、実験の説明を行い始めたところで、

具体的な課題の内容を説明した。また、これら二つの条件では、同じ参加者が繰り返し課題を

行ったため、各参加者は計 6回課題を行った。 

写真評定 上記の実験が行われた後、塔の形の類似性を Caldwell & Millen (2008) に則って測定

するために、本実験に参加していない参加者が写真評定を行った。以下にその詳細を述べる。

参加者は写真の類似度を評価した参加者は実験の目的を知らされていない大学生、大学院生 30
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名（男性 12名、女性 18名）であった。呈示する写真は、塔作成課題で撮影したパスタ塔の形状

の写真の中で各条件、各試行で撮影された 2枚の写真のうち最も形状が分かりやすく、また塔が

全壊していない写真、計 168枚を使用した。また、写真は塔以外の背景、人物等の情報は排除し

て利用した。これらの刺激はMacBook Proを用いて呈示し、プログラムはMatlab R2009aと 

PsychoToolbox 3を用いて作成した。 

 手続きとしてははじめに実験の簡単な説明を行い、実験参加者に左右に並べた写真がどの程

度類似しているかを「5.かなり似ている」「4.まあまあ似ている」「3.どちらでもない」「2.あ

まり似ていない」「1.全く似ていない」の 5段階を「1～5」のキーを押して答えるように教示し

た。画面に 9cm×11.8cmの縦長の長方形の枠を 2つ横に並べ、中央には常に注視点として

1cm×1cmの「＋」を呈示した。各試行でははじめに枠と注視点を 700ms呈示し、次に注視点の

左右の枠内に写真を呈示した (図 3.2.2)。参加者が写真を評定した後、再び枠と注視点のみを

700ms呈示し、次の写真を呈示した。比べた写真は以下の 2つのパターンに限られた。1つは同

図 3.2.2 写真評定実験に参加した参加者が実際に見た刺激の例。 
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じチェーンの中で異なる世代を比較した場合。もう 1つが異なるチェーンだが、同じ世代に作成

された塔の比較であった。 

 写真評定課題は 48試行を 1ブロックとし、計 5ブロック 247試行行った。全てのブロックに

おいて写真は全て異なる組み合わせで呈示された。また、1人の参加者ではすべての組み合わせ

を見ることが困難であると考えたため、1人の参加者は全ての組み合わせの一部のみを評価し、

すべての組み合わせが少なくとも 10回評価されるように調整した。 

3.2.3 結果 

作成された塔の詳細 

 全 186試行 (伝達条件＝計 42試行、個人条件＝計 72試行、ペア条件＝72試行) のうち、19試

行 (伝達条件＝計 4試行、個人条件＝計 11試行、ペア条件＝計 4試行) で塔が測定の前に倒壊し 

図 3.2.3 塔の高さの推移を世代と条件ごとに図示した。a はチェーンごとに図示した
場合。b は条件ごとに箱ひげ図を作成し、その上にLMMによる回帰直線と信頼区間
を図示している。 
 

a 

b 
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表 3.2.1 高さを従属変数とした LMMの結果 

変数名 β SE t p 

切片 (伝達条件の第 1世代) 29.44 8.52 3.46 <.001 

個人条件 -3.95 10.72 -0.37 .713 

ペア条件 15.37 10.72 1.43 .154 

世代 6.78 1.98 3.42 <.001 

個人条件ｘ世代 -1.87 2.49 -0.75 .455 

ペア条件ｘ世代 -4.32 2.49 -1.73 .085 

た。個人条件で多いことから、個人でこの課題を行うことが困難であった可能性が伺えた。塔

の形にはある程度のばらつきが見られるが、チェーン内ではそこまでばらつきがないようにも

見られた。以後ではまず Caldwell & Millen (2008) に従い、塔の高さが世代を経るとともにどの

ように進化したのか、また塔の類似性が、世代が進むとともに収斂するのかを分析した。 

条件間による高さの比較 

 Caldwell & Millen (2008) では、文化伝達によって人から人へと技術を伝達していった結果、塔

の高さが、世代が経るとともに上昇することを見出した。本研究でもこの結果が再現されるの

か、またこの伝達条件とペア条件、および個人条件で比較した場合、塔の高さの上昇率などに

差があるのか確認した。図 3.2.3.a では各チェーンで作成された塔の高さを世代ごとに図示して

いる。倒壊した塔の影響などで上下を繰り返しているが、すべての条件で概ね上昇しているよ

うにも見える。ただし、チェーン間でのばらつきも見られるため、そうしたチェーン間誤差を

考慮した分析を行う必要があると考えた。そこで応答変数に塔の高さ (cm)、説明変数に条件 (基

準に伝達条件)、世代、そしてこれらの交互作用項、ランダム変量にチェーン IDを入れた線形混

合モデル分析 (以後、LMM) を行った (図 3.2.3.b、及び表 3.2.1)。その結果、世代の効果が有意で

あり、世代が進むとともに塔の高さが高くなることがわかった (β = 6.78, t = 3.42, p < .001)。ま

た、ペア条件と世代の交互作用が有意傾向であり、ペア条件における塔の上昇率は伝達条件に

比べ緩やかだった可能性が考えられた (β = −4.32, t = -1.73, p = .085)。この 2つの項以外はすべて 
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有意ではなかった。つまり、世代の効果を考慮せずに条件間の差があるか確認したところ、伝

達条件と個人条件 (β = -3.95, t = -0.37, p = .713)、伝達条件とペア条件 (β = 15.37, t = 1.43, p = .154) 

では有意な差が見られなかった。また、個人条件と世代の交互作用項も同じように有意ではな

いことから伝達条件と比べ、個人条件の世代を通した塔の上昇率に変化がないことがわかった 

(β = -1.87, t = -0.75, p = .455)。ここから、文化アトラクターの有無にかかわらず、この課題にお

いては累積的技術進化が見られることが示された。 

収斂化 

 Caldwell & Millen (2008) は異なるチェーン間で作成された塔の構造が世代を通して類似する、

いわゆる収斂化の現象を見出した。この現象がいわゆる生物学的な収斂進化であったのか、そ

れとも文化アトラクターによってもたらされた収斂化したのかを確認するために、同じ世代内

の異なるチェーン間の類似性を第三者が評定した。評定者間のばらつき、および比較した写真

の組み合わせによるばらつきを統制するためにこの分析においても LMMを使用した。応答変数

に評価、説明変数に条件 (基準に伝達条件)、世代とこれらの交互作用項、ランダム変量に比較し

たチェーン間の IDペア、評価者 IDを投入した LMMを行った (図 3.2.4、および表 3.2.2)。その

結果、世代が有意であり、世代が進むとともに類似性が上昇することがわかった (β = 0.199, t = 

3.49, p < .001)。また、ペア条件における世代との交互作用が有意であり、かつ係数が世代の係数

と合わせるとほぼ 0であることからペア条件では世代が進んでも類似性が上昇しない、または緩

表 3.2.2 塔の類似度の評価を従属変数とした LMMの結果 (収斂化) 

変数名 β SE t p 

切片 (伝達条件の第 1世代) 2.19 0.24 9.20 < .001 

個人条件 0.05 0.26 0.18 .857 

ペア条件 0.24 0.26 0.95 .345 

世代 0.20 0.06 3.49 < .001 

個人条件ｘ世代 -0.09 0.06 -1.39 .166 

ペア条件ｘ世代 -0.20 0.06 -3.17 .002 
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やかに減少することがわかった。上記の 2つの項以外はすべて有意ではなかった。世代を考慮し

ないで条件のみの比較を行うと伝達条件と個人条件 (β = 0.05, t = 0.18, p = .857)、伝達条件とペア

条件 (β = 0.244, t = 0.95, p = .345) に有意な差が見られなかった。また、個人条件と世代の交互作

用項も有意でなかったことから、類似性の上昇率が伝達条件と個人条件で差がなかったことが

わかった (β = -0.90, t = -1.39, p = .166)。以上のことから、伝達条件と個人条件でのみ類似性の収

束があることがわかり、類似性の収束は生物学的な収斂化ではなく、文化アトラクターによっ

てもたらされた可能性が示された。 

伝統化 

 Caldwell & Millen (2008) では同じチェーン内の隣接した世代で作成された塔の類似性を測定し

た時、比較する世代が後半に差し掛かるほど類似していくことを発見した。本研究ではこの現

象を伝統化と名付け、この伝統化が本研究の伝達条件でも見られるのか、また他の条件でどの

ような振る舞いが確認できるかを検定した。そこで、応答変数に評価、説明変数に条件 (基準に

図 3.2.4 チェーン内における類似度を世代と条件ごとに図示した。条件ごとに箱ひげ
図を作成し、その上に LMMによる回帰直線と信頼区間を図示している。 
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伝達条件)、比較した世代の位置、これらの交互作用項、ランダム変量にチェーン ID、評価者 ID 

を投入し LMMを行った (図 3.2.5、および表 3.2.3)。その結果、世代が有意であり、比較する世

代が後半に差し掛かるほど隣接した世代同士の類似度が高まることがわかった (β = 0.39, t = 2.72, 

p = .007)。また、伝達条件と比べて個人条件 (β = 1.55, t = 2.50, p = .014)、ペア条件 (β = 1.29, t = 

2.19, p = .030) ともに平均して類似度が高いことがわかった。さらに、ペア条件と世代の交互作

用が有意傾向であり、係数を考慮すると、ペア条件では世代が進むとともに類似度が一定であ

った可能性が考えられた (β = -0.32, t = -1.83, p = .070)。一方、個人条件と世代の交互作用は有意

ではなかったことから、伝達条件と同じように世代が経るとともに類似度が上昇した可能性が

考えられた (β = -0.28, t = -1.52, p = .132)。 

ここまでのおさらい 

 上記の結果、どの条件においても塔の高さは世代が進むとともに上昇することが示された。

しかし、同世代における異なるチェーンで作成された塔の比較を分析したところ、文化アトラ 

図 3.2.5 世代間の類似度を隣接した世代の位置と条件ごとに図示した。条件ごとに箱
ひげ図を作成し、その上に LMMによる回帰直線と信頼区間を図示している。 



 

 

74 

表 3.2.3 塔の類似度評価を従属変数とした LMMの結果 (伝統化) 

変数名 β SE t p 

切片 (伝達条件の第 1世代) 1.40 0.49 2.84 .005 

個人条件 1.55 0.62 2.50 .014 

ペア条件 1.29 0.59 2.19 .030 

世代 0.39 0.14 2.72 .007 

個人条件ｘ世代 -0.28 0.18 -1.52 .132 

ペア条件ｘ世代 -0.32 0.18 -1.83 .070 

クターの有無によって差が確認できた。ペア条件では塔の類似性は上昇しなかったのに対し、

個人条件と伝達条件では世代がすすむにつれ、チェーン間の類似性が高まることが確認でき

た。 

 伝達条件における収束と個人条件における収束は異なるメカニズムによって示された可能性

があるため、まず、二人の参加者が共同で塔を作成していた伝達条件とペア条件の差に注目す

る。ペア条件においても伝達条件においても二人の参加者が共同して塔を作成したため、「手

の数」だけで考えると塔を作成する難易度は変わらないはずである。よって、どちらの条件で

も世代が進むとともに塔の高さ上昇したにもかかわらず、伝達条件においてのみ塔の類似性に

収束が見られたことは生物学的な収斂化では説明できないことがわかる。つまり、文化アトラ

クターによって一方は収束したのに対し、もう一方は収束しなかったと考えることができる。 

 一方、個人条件では、一人で塔を作成するには難易度が高かったため、ある形状の技術のみ

が個人学習の選択によって選ばれた。その結果、形状が収束したと考えることができるのでは

ないか。言い換えれば、 Caldwell & Millen (2008) が収斂化と呼んだ現象は、この個人条件で見

られた塔の類似性の収束に最も近いと考えることができる。 

 また、伝統化を調べてみたところ、文化アトラクターが生じる条件では後半の世代に差し掛

かるとともに隣接した世代間の類似性が高まるのに対し、個人条件とペア条件では世代を通し

て塔の類似性は高かった。収斂化の結果と伝統化の結果を合わせて考えると、すべての条件の
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最初の世代では、チェーンごとに異なる形状の塔が作成されたと考えることができる。しか

し、世代が進むと、伝達条件では文化アトラクターが駆動しある構造へと塔の形が収束するよ

う進化した。また、個人条件では難易度の制約上、世代が進むとともにある一つの方法に収束

したが、その変化の速度が伝達条件よりも緩やかであったため、伝統化のような現象は見られ

なかった可能性が考えられる。そしてペア条件では、最初の世代で見られたチェーン間の多様

性が保たれたまま、塔が累積的に進化した可能性が考えられた。 

 では、個人条件と伝達条件ではどのような塔の構造へと収束したのか。この塔の構造の特徴

を明らかにすることができれば、どのような文化アトラクターが働いたことで伝達条件におけ

る類似性の上昇と累積的技術進化が説明できるかもしれない。よって、以下では塔の構造解析

を試みた。 

(

(  

1 

1 3 

3 

 

 

図 3.2.6 柱と階層を数え上げた例。左の塔は 1つの階層、1つの柱で作成されてい
る。右の塔は 3の階層、3つの柱でできている。どちらの塔も、1つの階層で使用さ
れている柱の数は同じである。 
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単純化 

 上記の現象の背後にある理由を探るために塔の構造解析を行った。具体的には塔に使用され

ていたパスタの柱の数を数え上げ、その数が条件ごとに異なるか、または世代を通して変化し

ていくのか検討した。ここで柱とは「作成者が意図的に構築したパスタの束」を意味する。柱

は結合部 (粘土) とつながっているパスタ１本で構成されていることもあれば、数本～数十本の 

(１本または束) 束で構成されている。もし、ある程度離れた状態で結合部に複数のパスタがつな

がれている場合、別々の柱として数え上げた (図 3.2.6)。これらを数えた後、さらに 1つの塔に

いくつの階層があるかを数え上げ、1つの階層あたりの部品の数を求めた。ここで言う階層と

は、例えば図  3.2.6 で示したように結合部から次の高さの結合部へとつなげている束の部分を指

す。柱の数は解析のために実験の内容を知っている 2人の実験者が独立にコーディングした。一

方、階層数は同じ 2人の実験者が相談の上で 1つの塔が何階層で作られているかを判断した。こ

うして得られた束数、階層数を用いて 1つの階層あたりに使用されているパーツの数が世代が進

むとともに変わるのか、また条件ごとに違いが見られるのかを検討した。 

 柱の数は塔の階層数に応じて必ず増えてしまうため、たとえ同じ構造であったとしてもより

高い塔のほうが柱の数は自ずと増えてしまう。この問題を解消するために、本分析では一般化

線形混合モデルを使用し、階層数によるばらつきを統制しながら、構造の解析にあたった。ま

た、従属変数がカウントデータであったため、分布は正規分布ではなく、ポアソン分布を仮定

した。よって、この分析では応答変数に柱の数、説明変数に条件、世代、そしてこれらの交互

作用項、ランダム変量にチェーン IDと評価者 ID、オフセット項に階層数、分布としてポアソン

分布を仮定した一般化線形混合モデル (以後、GLMM) を行った (図 3.2.7)。その結果、世代の効

果が有意であり、世代が進むとともに 1つの階層あたりに使用される柱の数が減少することが分

かった (β = -0.17, z = -4.54, p < .0001)。さらにペア条件と世代の交互作用が有意であり、係数から

判断して伝達条件では世代とともに減少したものの、ペア条件では 1つの階層あたりに使用され

ている柱の数が減らない、またはより緩やかに減っていく可能性が考えられた (β = 0.12, z = 2.91,  
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p = .004)。世代を考慮せずに条件間の差を見た場合、伝達条件と個人条件 (β = -0.34, z = -1.00, p 

= .318)、伝達条件とペア条件 (β = -0.34, p = .456) の間には有意な差が見られなかった。また、個

人条件と世代の交互作用は有意でなかったことから個人条件も伝達条件と同じように世代が進

むとともに 1階層あたりの柱の量が減っていった可能性が考えられた。これの結果から、個人条

件と伝達条件では、塔に使用されるパーツが減少していくことが示された。この世代とともに

パーツが減っていく減少をここでは単純化と呼ぶことにし、まとめに移りなぜ単純化が伝達条

件と個人条件でのみ見られたのかを考察する。 

3.2.4 まとめと考察 

 本実験の目的は文化アトラクターが技術の累積的文化進化に与える影響を探索的に検討する

ことであった。実験では文化伝達を実験室の中で再現し、文化アトラクターの有無を操作しな

がら、文化アトラクターの累積的文化進化に対する影響を分析した。その結果、文化アトラク

ターの有無にかかわらず、世代が進むとともに累積的技術進化が観察された。すなわち、高さ

の結果からだけでは、累積的技術進化において、文化アトラクターは適応的に働くとも働かな

いとも言えないことが示された。 

 しかし、塔の構造を調べたところ、条件間で異なる結果が得られた。伝達条件とペア条件、

すなわち同じ人数で課題を行ったが、一方は文化アトラクターの影響があり、もう一方は文化

アトラクターの影響がない条件の比較を行ったところ、文化アトラクターがある条件では世代

表 3.2.4 一階層ごとの柱の数を従属変数としたGLMMの結果 

変数名 β SE z p 

切片 (伝達条件の第 1世代) 1.11 0.26 4.20 < .001 

個人条件 -0.17 0.04 -4.54 < .001 

ペア条件 -0.34 0.34 -1.00 .318 

世代 -0.24 0.33 -0.74 .456 

個人条件ｘ世代 0.04 0.05 0.74 .457 

ペア条件ｘ世代 0.12 0.04 2.91 .004 
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が進むとともにチェーン間の塔の類似性が高まり、かつ隣接した世代間の塔の類似性も高まる

ことが見られたのに対し、ペア条件では世代が進んでも変化が見られなかった。塔の構造解析

を行ったところ、文化アトラクターがある条件では塔の形状は単純化したのに対し、文化アト

ラクターがないペア条件では単純化は見られなかった。以上のことから、文化アトラクターは

塔の構造を単純化させながら累積的文化進化を引き起こしていた可能性が示されたのに対し、

文化アトラクターがない条件では単純化を必要としない方法で累積的文化進化が見られた可能

性が示された。 

 一人で課題を行い続けた個人条件はこれら二つの条件と異なるパターンが観察された。一人

で行うには難易度が高いこの課題において、塔を高くするためには塔の構造を単純化せざるを

得なかった可能性が考えられる。そのため、チェーン間で最初の世代では異なる構造の塔が作

成されたとしても、徐々に単純な塔へと進化していった。その結果、文化アトラクターがある

条件と似た結果が得られた可能性が考えられた。つまり、一人条件では課題の性質上、必ず単

図 3.2.7 一階層あたりに使われる柱の数の推移を世代と条件ごとに図示した。条件ごとに箱ひ
げ図を作成し、その上に LMMによる回帰直線と信頼区間を図示している。 
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純化せざるを得ない可能性が考えられ、こうした状況は生物学における収斂進化と類似してい

る。生物学における収斂進化も大抵の場合、環境からの淘汰圧が加わり、物理学的な制約上、

形状が類似していくことがほとんどである。よって、Caldwell & Millen (2008) が指摘した収斂進

化は個人条件には当てはまることが考えられる。 

 ではどのような文化アトラクターが駆動すると塔の単純化は見られたのだろうか。考えられ

る候補は、物事を単純に記憶しようとしてしまう推論バイアス (Griffiths, Kalish, & Smith, 2008) 

や 単純化バイアス (Bartlett, 2931; Culbertson & Adger, 2014; Culbertson & Kirby, 2016) だろう。複

雑な塔の構造は伝達が困難である、すなわち学習が困難であることからそうした複雑な塔が文

化アトラクターによってふるい落とされ、単純な構造のみが進化した。このように、学習しづ

らい文化や情報が淘汰され、より学習しやすい文化が累積的に進化する現象は技術以外の文化

形質でいくつか報告されている。例えば、目的でも示した Griffiths, Kalish, & Lewandowsky 

(2008) は推論バイアスに合致しない情報はふるい落とされ、合致するもののみが文化伝達されて

いくと、伝達される情報は推論バイアスに合致するように進化することを報告している。ま

た、言語進化でも統語が生じる条件の 1つに Griffiths, Kalish, & Lewandowsky (2008) と似た推論

バイアスを挙げている (Kirby, 2004; Kirby, Cornish, & Smith, 2008; Kirby et al., 2015)。言語進化は

単純な規則で概念をまとめようとする推論学習のメカニズムと、より多くの言葉を発話しなけ

ればならない淘汰圧、そして不完全な文化伝達によって機能的でありつつ学習しやすい構造、

つまり統語が創発することを複数の実験や数理モデルによって示している。ここで重要なの

が、文化アトラクターである推論バイアスと機能性の淘汰圧はそれぞれが単独で働くとまった

く異なる言語が進化することである。つまり、推論バイアスは極端に働くとすべての概念を同

じ言葉で言い表そうとしてしまうし、逆に推論バイアスがなく、概念をよりおおく発話できる

ようにする淘汰圧のみが働くと言語は統語を失う。このモデルは言い換えると言語をより単純

な法則性で表現しようとするメカニズムとより多くの概念を多様に発話することを求める淘汰

圧のバランスにより、統語が創発することを表している (Kirby et al., 2015)。 
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 似たようなことが本実験でも当てはまるのではないだろうか。例えば、ペア条件は文化アト

ラクターが働かない、つまり推論バイアスが働かない状況であると考えることができる。こう

した状況の場合、高さを求める淘汰圧のみが働くため、多様な塔の構造が進化してしまう。実

際、ペア条件では累積的技術進化は見られたが、構造は多様であった。一方、伝達条件は文化

アトラクターと高さを求める淘汰圧が同時に働く状況である。この場合は、累積的技術進化を

示しつつ、単純化が見られた。 

 つまり、言語進化における統語の創発と本実験で示された単純化の創発は似たプロセスによ

って生じた可能性が考えられる。しかし、推論バイアスのみが機能し、高さを求める淘汰圧、

言い換えると機能性の淘汰圧が働いていない状況がないため、言語進化で見られるような予測

が技術においても成立するか否かはこの実験だけではわからない。よって、実験 2では実験 1で

見られた現象の頑健性を確かめるとともに、文化アトラクターの淘汰圧と機能性の淘汰圧を両

方操作し、言語進化で見られるような現象がどこまで技術進化にも当てはまるのか検討する。 

3.3 実験 2 

3.3.1 目的 

 実験 2では、文化アトラクターとして機能する推論バイアスの淘汰圧と機能性を高めなければ

ならない淘汰圧が合わさることで実験 1の単純化が見られたのか確かめるために、文化アトラク

ターと機能性の淘汰圧の双方を操作する。もし、言語進化における統語の創発のように、推論

バイアスと機能性の淘汰圧が同時に存在するときでなければ塔の構造の単純化が見られないの

であれば、その他の状況では塔の単純化は観察されないはずである。言語進化では、推論バイ

アスのみが淘汰圧として機能する場合は、すべての概念が一つの単語で表現されるように進化

し、また機能性の淘汰圧のみが存在する場合は、個々の概念に固有の単語が符号され、構造は

生み出されない。この状況が技術の累積的進化にも当てはまるのかを検討しつつ、実験 1の結果

を追試することが実験 2の目的である。 
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 もし、言語進化における統語の創発と同じメカニズムによって単純化が見られたのであれ

ば、文化アトラクターと機能性の淘汰圧が同時にある場合に限り単純化は見られるだろう。ま

た、文化アトラクターはないが機能性の淘汰圧がある場合は、実験 1におけるペア条件同様、累

積的進化は見られるが、単純化は生じず、また異なるチェーンで異なる構造の塔が作成され続

けるだろう。機能性の淘汰圧がない場合、文化アトラクターの淘汰圧の有無にかかわらず高い

塔は累積的に進化しないだろう。しかし、構造については言語進化のように、一つの単純な構

造へと進化するとは限らないため、機能性の淘汰圧がない条件の結果は探索的に見ていくこと

にする。 

3.3.2 方法 

 方法は実験 1と同様のものを使った。ただし、いくつか変更を加えた部分があるため変更を加

えて点のみ以下に追記する。 

参加者 参加者は実験の主旨を事前に知らされてない大学生 140人 (女性 = 54人、不明 = 3人、

平均年齢 = 20.21、SD = 1.01) であった。 

実験デザイン 実験は文化アトラクターの淘汰圧 (あり、なし) と機能性の淘汰圧 (あり、な

し)、そして世代 (計 7世代) を独立変数、塔の高さを従属変数とした 2 × 2 × 7 の混合デザインで

あった。文化アトラクターの淘汰圧がある条件は文化伝達を含んでいたため、1チェーンに 8

人、そして文化アトラクターの淘汰圧がない、すなわちペアで実験を行った条件では 1チェーン

に 2人の参加者が参加した。よって、文化アトラクターと機能性の淘汰圧が両方ある条件 (以降

伝達̶機能性あり条件) は 56人、文化アトラクターの淘汰圧があるが、文化淘汰の淘汰圧がな

い条件 (以降伝達̶機能性なし条件) では 56人、文化アトラクターの淘汰圧はないが文化淘汰の

淘汰圧がある条件 (以降ペア―機能性あり条件) では 14人、そして両淘汰圧がかかっていない条

件 (以降ペア―機能性なし条件) に 14人が参加した。 
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手続き 使用したマテリアル、そして手順は実験 1とほぼかわらなかった。ただし、実験の目

的の部分で教示を変更した。実験 1では「粘土とパスタを用いてできるだけ高い塔を作成してく

ださい」と教示したが、この実験では機能性の淘汰圧も操作していたため、高さを想像してし

まう「塔」を使うことを避けた。よって教示は機能性の淘汰圧がある条件では「粘土とパスタ

を用いてできるだけ高い建造物を作成してください」に変更した。一方、機能性の淘汰圧がな

い条件では「粘土とパスタを用いて建造物を作成してください」と教示した。さらに本実験か

らは、参加者が 

塔を作成している場面も記録に残すために、塔を作成する前に三脚を立ててカメラを設置し、

作成する過程をビデオとして録画した。 

写真評定 写真評定も実験 1同様の方法を用いた。本実験において写真評定に参加者した参加

者は実験の目的を知らされていない大学生 47名（男性 21名、女性 26名）であった。本実験に 

図 3.3.1 塔の高さの推移を世代と条件ごとに図示した。a はチェーンごとに図示した場合。b 
は条件ごとに箱ひげ図を作成し、その上に LMMによる回帰直線と信頼区間を図示してい
る。 

a 

b 
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おける評定課題では、伝統化と収斂化に応じて評定した参加者が異なり、伝統化では、23人の

参加者が各 612組の組み合わせに対して比較を行った。一方、収斂化では 24人の参加者が各

720組の組み合わせに対して比較を行った。 

3.3.3 結果 

条件間による高さの比較 

 図 3.3.1a に各条件で作成された塔の高さの推移をチェーンごとにプロットしている。すると、

機能性の有無によって明らかな差が見られる。しかし、機能性のある条件にはかなりばらつき

があり、累積的進化が再現されているのかはこれだけでは判断できない。よって実験 1と同様

に、機能性の淘汰圧がある条件で世代が進むとともに塔の高さが高くなったのか、また機能性

のない条件で、世代が進んでも高い塔が進化しなかったのか確認するために、応答変数に高さ 

(cm)、説明変数に機能性の有無 (基準として機能あり)、伝達の有無 (基準として伝達)、世代、こ

れらの交互作用項、ランダム変量にチェーン IDを投入した LMMを行った (図 3.3.1b)。その結 

表 3.3.1 高さを従属変数とした LMMの結果 

変数名 β SE t p 

切片 (機能―伝達の第 1世代) 49.04 6.08 8.07 < .000 

世代 1.13 1.31 0.86 .388 

機能性の有無 -22.43 8.20 -2.74 .007 

伝達の有無 -10.28 8.18 -1.26 .210 

世代 x 機能性の有無 -1.73 1.77 -0.98 .330 

世代 x 伝達の有無 3.17 1.78 1.78 .076 

機能性の有無 x 伝達の有無 6.00 11.35 0.53 .598 

二次交互作用 -2.51 2.48 -1.01 .314 
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果、機能性の有無が有意であり、機能性がある条件の方がない条件よりも塔の高さが高かった 

(β = -22.43, t = -2.74, p = .007)。つまり、当初立てていた機能性の有無に関する仮説は支持され

た。またペア条件と世代の交互作用が有意傾向であり、ペア条件の方が世代が進むほど塔の高

さが高くなることが分かった (β = 3.17, t = 1.78, p = .076)。しかし、それ以外の項はすべて有意で

はなかった。まず世代が有意でなかったことから、基準である機能性を追求した伝達条件で世

代が進んでも塔の高さが上昇しなかったことが分かった (β = 1.13, t = 0.86, p = .388)。また、伝達

の有無によって塔の高さに有意な差は見られなかった (β = -10.28, t = -1.26, p = .210)。最後に伝達

の有無と機能性の有無の交互作用 (β = 6.00, t = 0.53, p = .598)、機能性の有無と世代の交互作用 (β 

= -1.73, t = -0.98, p = .330)、二次の交互作用 (β = -2.51, t = -1.01, p = .314) の世代と伝達の有無以外

のすべての交互作用が有意ではなかった。まとめると、実験 1において見られた、文化アトラク

ターの有無にかかわらず累積的文化進化が見られる現象は再現されず、累積的文化進化はペア

―機能性あり条件でのみ再現され、伝達―機能性あり条件では世代を通して塔の高さは一貫し 

図 3.3.2 チェーン内における類似度を世代と条件ごとに図示した。条件ごとに箱ひげ図を作成
し、その上にLMMによる回帰直線と信頼区間を図示している。 
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表 3.3.2 塔の類似度の評価を従属変数とした LMMの結果 (収斂化) 

変数名 β SE t p 

切片 (機能―伝達の第 1世代) 2.77 0.18 15.73 < .001 

世代 -0.01 0.04 -0.15 .880 

機能性の有無 -0.97 0.18 908.83 
< .001 

伝達の有無 -0.49 0.19 -2.61 .009 

世代 x 機能性の有無 0.03 0.04 908.85 .559 

世代 x 伝達の有無 0.16 0.05 3.37 .001 

機能性の有無 x 伝達の有無 0.21 0.23 0.91 .365 

二次交互作用 -0.17 0.06 -3.09 .002 

ていた。また、機能性のない条件では予想通り、塔の高さは世代を通して変化することはな

く、かつ高さは一貫して機能性あり条件よりも低かった。 

収斂化 

 実験 1で見られたような収斂化が実験 2でも見られるのか、また機能性がない伝達条件でも収

斂化のような現象が見られるのか検討するために応答変数に評価、説明変数に機能性の有無 (基

準としてあり)、伝達の有無 (基準として伝達)、世代、これらの交互作用項、ランダム変量に比

較したチェーンの組み合わせ ID、評価者 IDを投入した LMMを行った (図 3.3.3)。その結果、伝

達が有意であり、ペア条件の方が伝達条件より類似性が低いことが分かった (β = -0.49, t = -2.61, 

p = .009)。また、機能性も有意であったことから、機能性がない方が、機能性があるときよりも

類似性が低いことが分かった (β = -0.97, t = 908.83, p < .001)。さらに、世代と伝達の交互作用 (β = 

0.16, t = 3.37, p < .001)、世代と伝達と機能性の二次の交互作用 (β = -0.17, t = -3.09, p = .002) が有

意であったことからペア条件では世代が進むとともに類似性が高まる、いわゆる収斂化が起き

た可能性がしめされ、さらにペア条件の機能性がない条件では係数から判断できるように世代

を通しても類似性が一定であった、または世代が進むとともに類似性が低くなった可能性が考

えられた。一方、世代は有意でなかったことから、基準である伝達ありの機能性あり条件では
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世代が進んでも類似性が高まることが見られなかった (β = -0.01, t = -0.15, p = .880)。つまり、実

験 1の再現はできなかった。機能性と世代の交互作用も有意ではなく、機能性がない条件では世

代とともに類似性が変わることはなかった (β = 0.03, t = 908.85, p = .559)。また、伝達の有無と機

能性の有無の交互作用も有意でなかったことから伝達がなく機能性もない条件と伝達があり機

能性がある条件の間に類似性の違いがなかった可能性が考えられた (β = 0.21, t = 0.91, p = .365)。

つまり、収斂化でも実験 1の結果は再現されず、伝達̶機能性あり条件では塔の類似性は世代と

ともに高まることはなく、逆にペア―機能性あり条件で収斂化が観察された。一方、機能性の

ない両条件では収斂化は見られなかったことから、文化アトラクターの有無にかかわらず、機

能性がない限り収斂化が生じない可能性が示された。 

伝統化 

 実験 1の伝達条件では世代が進むとともに隣接する世代間の類似性が高まることが見出され

た。本研究でも同じ結果が再現されるのか確かめるために応答変数に評価、説明変数に機能性 

図 3.3.4 世代間の類似度を隣接した世代の位置と条件ごとに図示した。条件ごとに箱ひげ
図を作成し、その上にLMMによる回帰直線と信頼区間を図示している。 

 



 

 

87 

表 3.3.3 塔の類似度の評価を従属変数とした LMMの結果 (伝統化) 

変数名 β SE t p 

切片 (機能―伝達の第 1世代) 3.65 0.52 7.02 < .001 

世代 -0.11 0.15 -0.76 .450 

機能性の有無 -1.13 0.60 -1.90 
.059 

伝達の有無 -1.10 0.62 -1.77 .079 

世代 x 機能性の有無 0.13 0.17 0.80 
.427 

世代 x 伝達の有無 0.43 0.18 2.40 .018 

機能性の有無 x 伝達の有無 0.59 0.76 0.77 .440 

二次交互作用 -0.38 0.21 -1.78 .076 

の有無 (基準としてあり)、伝達の有無 (基準として伝達)、世代、これらの交互作用項、ランダム

変量にチェーン ID、評価者 IDを投入した LMMを行った (図 3.3.4)。その結果、世代は有意では

なく、機能性のある伝達条件では世代が進んでも隣接する世代間の類似性は上昇しないことが

わかった (β = -0.11, t = -0.76,  p = .450)。よって、実験 1の結果は再現できなかった。一方、世代

と伝達の有無の交互作用が有意であり、機能性のあるペア条件では世代が進むとともに隣接す

る世代間の塔の類似性が上昇することがわかった (β = 0.43, t = 2.40, p = .018)。つまり、上記の結

果だけみると実験 1と伝達条件とペア条件の効果が逆になっていることが示された。伝達の有無

が有意傾向であり、ペア条件の方が伝達条件よりも類似性が低い可能性が示された (β = -1.10, t = 

-1.77, p = .079)。また、機能性も有意傾向であり、機能性のない条件の方がある条件よりも類似

性が低い傾向が見られた (β = -1.13, t = -1.90, p = .059)。二次の交互作用も同じく有意傾向であ

り、機能性のないペア条件において、世代が進むとともに隣接する世代間の類似性が低くなる

可能性が見られた (β = -0.38, t = -1.78, p = .076)。伝達の有無と世代の交互作用の有意傾向と合わ

せて考えると、機能性のあるペア条件では類似性が比較する世代が後半にさしかかるとともに

類似性が高まるが、機能性のないペア条件ではその傾向がそれにくらべ緩やかである可能が示

唆された。機能性の有無と世代の交互作用 (β = 0.13, p = .427)、伝達の有無と機能性の有無の交

互作用 (β = 0.59, t = 0.77, p = .440) はいずれも有意ではなく、機能性のない条件では世代が進んで
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も隣接した世代間の類似性は上昇しなかったとともに機能性のないペア条件の類似性は機能性

のある伝達条件と類似性が変わらなかった可能性が示された。よって、伝統化でも実験 1の再現

はならず、伝達̶機能あり条件では伝統化が生じないのに対し、逆にペア―機能あり条件で伝

統化が生じることが示された。一方、機能性のない両条件では伝統化が生じないことがわかっ

た。 

単純化 

 本実験の単純化の解析では機能性のない条件を除いて分析を行った。その理由としては、実

験 1のコーディングスキームを使用しようとする場合、粘土のみで作成された建造物が数多く存

在するため、柱の数や結合部の数、また階層などを写真だけからは判断できなかったからであ

る。よって、機能性のある条件のみを使用し、実験の詳細を知らないコーダー 2 人に実験 1と同

じ手順を用いて柱、結合部を数えてもらい、実験の内容を知っているコーダー2人が別途に数え

ていった。実験 1の時と同じように世代が進むとともに 1つの階層で使われる柱の数が減少する 

図 3.3.4 一階層あたりに使われる柱の数の推移を世代と条件ごとに図示した。条件ごとに箱ひ
げ図を作成し、その上に LMMによる回帰直線と信頼区間を図示している。 
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か確認するために応答変数に柱の数、説明変数に世代、伝達の有無 (基準に伝達条件)、そしてこ

れらの交互作用ランダム変量にチェーン IDと評価者 ID、オフセット項に階層、そして分布とし

てポアソン分布を仮定した GLMMを行った (図 3.3.5)。その結果、世代 (β = -0.03, p = .264)、条

件 (β = 0.07, p = .807)、交互作用 (β = -0.01, p = .744)、いずれも有意ではなかった。つまり、世代

が進んでも柱の数は変わらず、また条件間でも変わらないことが示された。 

3.3.4 まとめと考察 

 実験 2では言語進化における統語の創発のプロセスに介在する機能性の淘汰圧と文化アトラク

ターの淘汰圧を操作し、両方の淘汰圧が存在する場合にのみ技術進化において単純化が見られ

るのか検討した。さらに他の条件においても言語進化における統語の創発のメカニズムから予

測される現象が確認されるのか検討した。つまり、機能性の淘汰圧の有無によって作成される

塔の高さに差が見られるのか、また文化アトラクターの淘汰圧の有無によって作成される塔の

複雑さに差があるのかを検討した。以下では、まず機能性の淘汰圧を操作した結果、淘汰圧の

有無で塔の高さや構造にどのような変化が見られたのかについてまず言及する。その後に、最

も重要な仮説である機能性の淘汰圧と文化アトラクターの淘汰圧が同時に存在するときにのみ

単純であり機能的な塔の構造が創発したのかについて考察する。 

機能性の有無 塔の高さの分析の結果、機能性の淘汰圧の有無によって作成される塔の高さに

差が見られ、淘汰圧があったほうがないときよりも塔の高さが高くなることが示された。よっ

て、最初に立てた仮説である、機能性の淘汰圧が働くと高い塔が累積的進化し、ない場合は高

表 3.3.4 一階層ごとの柱の数を従属変数としたGLMMの結果 

変数名 β SE z p 

切片 (機能―伝達の第 1世代) 0.80 0.20 3.96 < .001 

世代 -0.03 0.03 -1.12 .264 

伝達なし 0.07 0.28 0.24 
.807 

世代と伝達なしの交互作用 -0.01 0.04 -0.33 .744 
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さに関係のない建造物が作成されることが支持された。実際、機能性のない条件で作成された

建造物を見てみると、人形や馬といった、いわゆる粘土遊びになっていることが分かる通り、

高さと関係のないものが作成されている (図 3.3.6a)。無論、高さを追求していないからといっ

て、まったく塔の形をした建造物が作られなかったわけではない。興味深いことに、機能性な

し条件で作成された塔の一部は機能性あり条件で作成された最も高い塔に匹敵するほどの高い

塔が作成されたこともあった (図 3.3.6b)。つまり、機能性がなくなると多様な建造物が進化する

ことを許容することになる。この示唆は伝統化や収斂化の結果からも支持されている。 

 この機能性がない場合に文化伝達の有無にかかわらず多様な建造物が創発する現象は言語進

化と比較する際に興味深い示唆を提供する。言語進化では機能性の淘汰圧がなく、文化伝達に

よる情報の欠如がない場合 (本実験のペア―機能なし条件に相当)、毎回世代で同じ言語が創発さ

れるため、初期の複雑な言語が伝達され続けるだけになる。一方、機能性の淘汰圧がなく、文

化伝達が不完全である場合 (伝達―機能なしに相当)、推論能力による情報の単純化によってすべ

ての概念は同じ単語で表現されるようになり、言語としての機能を完全に失う。つまり、言語

進化のメカニズムを単純に技術進化の実験に当てはめて見るならば、ペア―機能なし条件では

最初の世代で作成される技術が多少の変化があっとしてもそのまま作り続けられるはずであ

り、伝達―機能なし条件では、作りやすい建造物が作成された後、その最も作りやすい建造物

が作られ続けるはずである。しかし、そのような結果には見えない。おそらく言語進化のモデ

ルから乖離する理由は主に二つの理由が考えられる。 

  一つは機能性の淘汰圧がかかっていないため、この課題における適応度地形に山がなくな

り、その平野となった適応度地形をランダムに探索した可能性である。例えば、人間の学習ア

ルゴリズムをモデル化した研究では (Rieskamp, Busemeyer, & Laine, 2003)、適応度地形のように

ある程度近い地点同士の利得が相関しているような課題の中で学習を行う場合、利得の高い地

点を発見した個体は、たどり着いた地点を最大の利得が得られる場所と考え、そこから離れれ

ば離れるほど利得が落ちていくように適応度地形を見積もっていく。そうしたエージェントは

その期待利得に応じて探索行動を行い、もし到達した地点が前の時点で得た利得よりも低かっ
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たり高かったりしたら、それに応じて期待利得の分布を調整していく。ここで重要なのは、利

得と分散のパラメータに応じてどれほど遠くまで探索するのかが調整されることである。も

し、利得がまったく更新されず常に何も得られない場合は、適応度地形をランダムに探索して

いくことになる。機能性の淘汰圧がかからない条件では、正しい建造物が存在しないため、参

加者は何も学習することがなくなる。よって探索空間を自由に動き回った結果、様々な形の建

造物が生じた可能性が考えられる。 

 ただ実験の結果から明らかなように、機能性の淘汰圧がないからといって参加者は完全にラ

ンダムな探索を行ったとは言い難い。機能性のない条件の参加者が作成した建造物を見てみる

と、「人形」、「馬」、「家」、「塔」と何かしらの意味を持つ建造物を作っていることがわ

かり、完全にでたらめな建造物をつくっていないことがわかる。よって、探索空間の中でも意

味をもつ建造物のみを探索した痕跡があることから、ここで想定している推論バイアスの文化

アトラクターとは異なる文化アトラクターが機能していた可能性が考えられる。どのような文

化アトラクターであれば、今回の実験で見られたような建造物を生み出すのかは議論が必要で

ある。ただ、どのような文化アトラクターが機能性の淘汰圧がないときに意味をもたせる建造

物を作らせるのかは本研究のスコープを超えてしまうため、ここではあえてさらなる議論を避

け、次の結果のまとめに移る。 

実験 1の結果の再現の有無 では、機能性の淘汰圧があった場合、実験 1の結果が再現される

のか。つまり、文化アトラクターの淘汰圧がない条件では世代が進んで累積的進化が見られる

が、塔の単純化は見られず、個々の参加者が最も作りやすい方法を使い続けるため収斂化も見

られなかったのか。また、機能性の淘汰圧のあり、文化アトラクターの淘汰圧もある場合、異

なる状態へと引っ張る二つの淘汰圧の影響で単純であり機能的な塔が進化するのか。 

 実験の結果、実験 1の結果の再現には至らなかった。ここからは機能性の淘汰圧がある二つの

条件に絞って考察を行っていく。まず高さの結果、ペア条件では実験 1と同じように世代が進む

とともに塔が高くなる結果が得られた。つまり、累積的文化進化がペア条件で確認された。一
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方、伝達条件では世代とともに塔の高さが高くなるという結果は得られなかった。つまり、伝

達条件で累積的文化進化が見られなかったのである。続いて、収斂化や伝統化を見ていくと、

実験 1とは逆の結果が得られた。ペア条件で収斂化と伝統化が見られ、世代が進むとともに塔の

構造が異なるチェーンの間で類似し、かつ世代が後半に差し掛かるほど隣接する世代同士の塔

の構造が似ていることがわかった。一方、伝達条件では、収斂化も伝統化も観察されなかっ

た。つまり、世代が進んでもチェーン間の類似性は上昇せず、また類似性の比較する世代が後

半になっても、類似性は高まらなかった。また、塔の単純化も、ペア条件では結果が再現さ

れ、世代が進んでも塔の構造は単純化しなかったが、同じように伝達条件でも塔の構造は単純

化しなかった。ではなぜここまで実験 1と実験 2で異なる結果が得られてしまったのか。この問

題を考える際の出発点となるのは単純化の結果であると考える。よって単純化の結果の解釈か

ら初めて、なぜ塔が伝達条件において累積的に進化しなかったのか、一方ペア条件では進化し

たのか、そしてその結果としてなぜペア条件で収斂化伝統化が見られたのにたいし、伝達条件

ではこれらの結果が再現されなかったのかについて言及していく。 

塔の構造はなぜ進化しなかったのか 機能性のある両条件において作成された塔の構造を最初

の世代から最後の世代まで俯瞰してみてみると、よく使われている形が見られた。それは、土

台となる最初の階層が 3本の柱で構成され、そして上に上がるに連れて一つの柱になっていく構

造である。この構造は実験 1でもよく見られたが、実験 1の伝達条件の場合、主に土台もその上

の階層も一つの柱で構成されていくように収斂した。つまり、単純化が見られなかった理由の 1

つは、最初から最後まで決まった三本の柱をベースにした塔の構造が好んで使用されたからで

ある可能性が考えられる。また、もう一つ気になる点としては、塔の構造における柱の数の分

散が最初から少ない点である。実験 1では最初の世代では様々な数のベースが使用されたが、実

験 2ではそのような分散はどの条件でも見られなかった。ではこの分散の違いはどこから生じた

のか。 

 一つ考えられるのは実験を行った母集団が違うことである。最初の実験は東京の私立大学生

対象に行なったのに対し、次の実験では北海道の国立大学の学生を対象に行った。しかしなが
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ら、北海道の大学生のほうが東京の大学生よりも三本の柱をベースとする塔を好んで作成する

理由が見当たらないことからこの仮説は棄却できるものと考えられる。もう一つありえるとし

たら、大学生の学部の違いである。この実験を実行した実験者の経験上、工学部に所属する学

生のほうが複雑な塔を作成しようとする傾向にあるように見える (しかし、各学部のサンプルが

少なすぎる故、統計的な処理はしていない)。しかし、どちらの実験においても学部の偏りはな

かったため、この仮説も棄却できるものと考えられる。 

 もし、参加者の属性による違いでないのであれば、外部要因によって分散の少なさが生じた

可能性が考えられる。つまり、実験 2では三本柱を作ることを要請するような外部要因があった

のに対し、実験 1ではそのような外部要因がなかったため、最初の世代では様々な塔が作成され

た可能性が考えられる。では、その外部要因として尤もらしい変数はなにか。三本柱をプライ

ミングさせてしまう尤もらしい理由として考えたのがビデオカメラを設置した三脚である (図 

3.3.7)。三脚は塔を作成する参加者の目前に常に設置されていた。よって参加者がこの三脚を参

考にし、塔を作成していた可能性は捨てきれない。よってここでは三脚による刷り込みを三脚

プライミングと呼び以下の考察を行っていく。 

 この三脚プライミング仮説を前提として得られた結果を解釈すると納得の行くことがいくつ

かある。まず塔の構造の単純化の結果を考えてみる。どの条件においても塔の構造が最初の世

図 3.3.5 実験中に使用された三脚 (a) と本実験でよく作成された塔の代表的な例 (b)。 
 

a b 
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代から三本柱に収斂していた理由として、最初の世代から三脚がおかれていたためそれを参考

にし、塔を作成したと考えれば納得がいく。また、ペア条件は最初に作成した塔の構造からそ

こまで逸脱しないことは実験 1からも得られていたため、塔の構造がそれ以降一貫して変化しな

いのはうなずける。伝達条件の場合、参入してくる参加者が毎回三脚プライミングを受ける。

もしこの三脚プライミングのほうが文化アトラクターの淘汰圧よりも強い文化アトラクターで

あるならば、技術は一向に単純化せず、同じ構造が使い続けられる可能性が考えられる。 

 次に、この三脚プライミングによって三本柱が両条件で使い続けられることを所与として、

他の結果の解釈を行っていく。実験を行った実験者の経験上、三本柱にはトレードオフが存在

する。三本柱は一本柱よりも安定し、崩れることを防止する一方、時間がかかるため累積的な

進化を妨げてしまう。しかし、三本柱を効率的に作成することが可能であれば、一本柱ほどで

ないにしろ、高さを稼ぐことができる。故に、三本柱で累積的な進化を行うためには細かいテ

クニックが必要になる。もし、技術の伝達が必要なければ、三本柱を作成するテクニックは蓄

積してくだろうが、伝達を行わなければならない場合、この細かいテクニックは簡単に失われ

てしまう可能性がある。特に本研究のように一人の参加者がたった二回しか課題を行わないの

であればなおさらこの細かい技術は伝達されずに終わるだろう。実際、ペア条件ではこうした

細かいテクニックが蓄積されることでより高い三本柱の塔が世代が進むと共に作成されたのに

対し、伝達条件ではテクニックが失われてしまうため、ある程度高い塔が作成されて以降、累

積的な進化は観察されなかった。 

 次に、三脚プライミングによって生じた三本柱の継続的な使用、その結果として三本柱を作

成する技術を伝達しなければならない状態が生じたと前提を置いた上で、収斂化と伝統化の結

果を解釈してみる。ペア条件ではすべてのチェーンで三本柱を作成する技術が世代を経るごと

に累積的に上達していく。その結果、効率的な三本柱の塔が作成されるようになる。もし、効

率的な三本柱の塔の構造がどれも似ていたら、世代を経るごとにペア条件の塔の類似性は高ま

るはずである。よって収斂化が確認されるだろう。また、三本柱の作成技術が世代を経る途中

で「完成」されたら、試行錯誤がなくなるため、隣接する世代同士の類似性の比較を行った場
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合、塔の類似性は高くなるだろう。一方、伝達条件ではどうか。伝達条件では毎回三本柱を作

成するためのテクニックを実行者が再発明する必要がある。つまり、試行錯誤によって、例え

ば三本柱が使われ続けたとしても塔の類似性は低まるだろう。また、各チェーンの任意の世代

で、参加者ごとに試す建築方法が異なれば、いくら世代が進んだとしても類似性は横ばいにな

ってしまう。また、毎回異なる方法で三本柱を立てていたとしたら、隣接する世代間の類似性

も低い状態を維持するだろう。 

 よって、実験 2で実験 1の結果を再現できなかった最大の理由は三脚プライミングであると考

えられる。すなわち、文化アトラクターとして三脚プライミングのほうが文化アトラクターの

淘汰圧よりも強かった結果、機能性の淘汰圧と拮抗して働いた淘汰圧が文化アトラクターから

三脚プライミングに入れ替わった可能性が考えられた。よって次の実験では、第一に三脚を参

加者の見えない場所に移して、プライミングとして働かないように調整する必要がある。ま

た、機能性の淘汰圧がない場合は塔とは全く関係のない建造物が作成されることが確認できた

ため、次の実験では機能性の淘汰圧がある条件のみで行う。そのかわりに新たな条件を設けて

実験を行うことを計画した。 

3.4 実験 3 

3.4.1 目的 

 Muthukrishna et al. (2013) ならびに Morgan et al. (2015) では、最初の世代の参加者に最も優れた

文化を見せて、それが進化していく様を利用して集団サイズの影響や教育の影響を示した。本

研究でも似た方法を用い、最初の世代の参加者に複雑、または単純な塔の作り方を示した場

合、伝達条件とペア条件で違いが見られるか検討した。そのために、最初の世代の参加者に最

も効率的であるが、塔のバランスを保つことが難しい一本柱をベースとした塔の技術を教示

し、ペア条件ではその技術が保たれるが、伝達条件では世代が経るとともにその技術は徐々に

失われていき、塔の高さが減少していくのか検討する。また、最も効率的な塔の作り方を学習

した伝達条件では、伝達の途中でバランスの悪さを考慮し三本柱の塔が作成される可能性も上
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昇するだろう。よって、ペア条件では最初に教示した方法が使われ続ける結果、最も効率的な

一本柱が世代を通して使われ続け、塔の構造は変化しないだろう。一方、伝達条件では世代の

途中で技術の維持ができなくなるためいくつかのチェーンで三本柱を使うことが見られるだろ

う。その結果、ペア条件に比べ、塔の構造は複雑化していくだろう。 

 この最も効率的な方法を教示する条件の対となる条件として同じ量の階層を作成可能である

が、まったく効率的ではなく、かつ作成する技術が困難である条件を設けた。もしペア条件で

教示された塔の技術が使われ続けるのであれば、最初は技術を獲得するのが困難であり、最も

効率的な方法を教示したペア条件よりも低い塔から始めたとしても、徐々に作成する方法を覚

えていき、塔の高さは漸進的に高くなるはずである。一方、塔の構造は教示した塔の構造とほ

ぼ変わらないだろう。複雑な方法を教示した伝達条件では、文化アトラクターの淘汰圧が働く

ことによって複雑な塔の技術は失われていき、単純な塔の技術が進化するだろう。その結果、

塔の高さは漸進的に高くなり、かつ塔の構造は世代が進むとともに単純化してくだろう。 

 ここで一旦、条件の整理をしながら、今一度仮説を述べていく。条件は 2 (最初の世代に教示

する方法が複雑か単純か) ×2 (従来と同じ伝達とペア) のデザインを取る。予測としては、複雑な

塔を教示された両条件では、実験 1の結果が再現されると考える。なぜなら、複雑な技術はペア

条件では維持され、伝達条件では淘汰され単純化されていくと予想できるからである。また塔

の高さはペア条件で試行錯誤による伝達不可能な高度な技術が進化する結果、累積的な技術進

化が観察されるのに対し、伝達条件では単純化による技術の累積的な進化が見られるだろう。

一方、単純な方法を教示する条件ではどうか。単純な方法を教示されたペア条件では、教示さ

れた方法を覚えたまま、徐々に独自の試行錯誤による伝達が難しい技術が進化する結果、徐々

に累積的な技術の進化が見られるだろう。一方、伝達条件では、単純な方法であっとしても、

細かい技術が伝達の過程で失われるため、塔の高さは進化しない、または減少してくだろう。

また、塔の構造は文化アトラクターの淘汰圧によって変わらないだろう。もしバランスを考慮

するチェーンが現れた場合、三本柱の塔が作成されるようになり、結果として単純な方法を教

示されたペア条件よりも塔の構造はすこし複雑になるだろう。 
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3.4.2 方法 

 方法は実験 1とほぼ変わらない。ただし、いくつか変更を加えた部分があるためここで記して

おく。 

参加者 参加者は実験の主旨を事前に知らされてない大学生 194人 (女性 = 55人、不明 = 2、平

均年齢 = 20.38、SD = 2.31) であった。 

実験デザイン 実験は文化アトラクターの淘汰圧 (あり・なし) と教示する内容 (複雑・単純)、

そして世代 (計 6世代) を独立変数、塔の高さを従属変数とした 2 × 2 × 6 の混合デザインであっ

た。文化アトラクターの淘汰圧がある条件は文化伝達を含んでいたため、1チェーンに 7人、そ

して文化アトラクターの淘汰圧がない、すなわちペアで実験を行った条件では 1チェーンに 2人

の参加者が参加した。伝達条件で 11チェーン分、ペア条件で 10チェーン分のデータを取得した

ため、文化アトラクターの淘汰圧があり、複雑な技術を教示した条件 (以降伝達―複雑条件) は

77人、文化アトラクターの淘汰圧があり、単純な方法を教示した条件 (以降伝達―単純条件) で

は 77人、文化アトラクターの淘汰圧はなく複雑な方法を教示した条件 (以降ペア―複雑条件) で

は 20人、そして文化アトラクターの淘汰圧があり、単純な方法を教示した条件 (以降ペア―単

純条件) に 20人が参加した。 

手続き 使用したマテリアル、そして手順は実験 1とほぼ変わらなかった。ただし、ペア条件

では参加した二人の参加者に、そして伝達条件では最初の課題に取り組んだ実行者二人にビデ

オを見せて、塔の作成方法を教示した (図 3.4.1)。参加者にはこの実験は異なる日に実施された

実験の続きであり、先日の参加者が最後にどのように塔を作成したのかをビデオで見てもらう

と教示し、ビデオを見せた。ビデオにはパスタ塔を作成したことのある第三者が複雑な技術、

または単純な技術で塔を作成する場面を示した。いずれの塔も比較的難易度が高い 3階層からな

る塔を作成してもらい、なるべく両方の塔の高さがおなじになるように作成してもらった。複

雑な技術を教示するビデオでは実験 1と実験 2で見られたピラミッド型の塔を作成した。この塔

は時間がかかりなかなか高さを稼ぐことができないが、安定しており、倒壊することがほとん
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どない。よって、一旦技術を獲得してしまえば、比較的安定的に塔の高さを稼ぐことができ

る。一方、単純な技術を教示するビデオでは実験 1と実験 2で見られた一本柱の塔を作成した。

この塔は不安定であるが、すばやく塔の高さを稼ぐことができるため、多くの参加者によって

作成された。不安定であるが故、細かい技術がないと安定的に塔を立たせることが難しい。ペ

ア条件の両参加者、または最初の世代で課題に取り組む参加者がこの動画を見た後、パスタと

粘土が準備され、課題が開始された。伝達条件の場合は、ビデオの教示が終わった後に廊下で

待機していた最初の観察者が実験室に入り、課題が開始された。それ以降の手続きは実験 1と同

じものとなっている。 

図 3.4.1 最初の世代、およびペア条件の参加者が見た動画の一部。a 単純条件の参加者が
見た動画の一部。b 複雑条件の参加者が見た動画の一部。 

a 

b 
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 また実験 2で問題となった三脚は参加者から見えないように仕切りを三脚の前に置いた。も

し、三脚が実験 2の結果の原因であるならば、三本柱を作成する参加者の数はこの操作によって

減るはずである。 

 さらに、実験 3では単純化の評定を行ったものの、類似度評定課題を行わなかった。その理由

としては、最初の世代で複雑、または単純な塔の作り方の技術を教示しているため、チェーン

間でも最初から類似度が高い上に、チェーン内でも大きく変わるとしたら伝達―複雑条件であ

り、そのほかの条件ではほとんどかわらないだろうと予測したためである。また、ほとんどの

写真の比較が変わらなければコーディングを行う参加者のモチベーションも落ちて適当な評価

になってしまう危険性もあったため、実験 3では評定課題を行わなかった。 

 

図 3.4.2 塔の高さの推移を世代と条件ごとに図示した。a はチェーンごとに図示した場合。b 
は条件ごとに箱ひげ図を作成し、その上に LMMによる回帰直線と信頼区間を図示している。 

 

a 

b 
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表 3.4.1 高さを従属変数とした LMMの結果 

変数名 β SE t p 

切片 (複雑―伝達の第 1世代) 45.91 7.36 6.24 < .001 

世代 7.09 1.80 3.94 < .001 

伝達の有無 -14.45 9.78 -1.48 .142 

開始した構造 37.47 11.34 3.30 .001 

世代 x 伝達の有無 1.30 2.40 0.54 .588 

世代 x 開始した構造 -8.94 2.66 -3.37 .001 

開始した構造 x 伝達の有無 2.79 14.86 0.19 .851 

二次交互作用 4.72 3.56 1.33 .187 

3.4.3 結果 

条件間による高さの比較 

 条件によって塔の高さの進化にどのような違いがあったのか検討するために、応答変数に高

さ (cm)、説明変数に世代、伝達の有無 (基準として伝達)、複雑さ (基準として複雑)、これらの

交互作用項、ランダム変量にチェーン IDを投入した LMMを行った (図 3.4.2、表 3.4.1)。その結

果、世代が有意であり、世代が進むとともに塔の高さが高くなることがわかった (β = 7.09, t = 

3.94, p < .001)。同じく複雑さも有意であり、単純な技術を教示された条件の方が複雑な条件より

も高い塔が作成されたことが分かった (β = 37.47, t = 3.30, p = .001)。一方、伝達の有無によって

高さは有意に変わらなかった (β = -14.45, t = -1.48, p = .142)。交互作用項を見ると、複雑さと世代

の交互作用が有意であり、伝達―単純条件で塔の高さが世代が進むとともに減少していくこと

がわかった (β = -8.94, t = -3.37, p = .001)。これ以外の交互作用はすべて有意ではなく、伝達の有

無と複雑さの交互作用がなかったことからペア―単純条件と伝達―複雑条件に差がなかった可

能性が示された (β = 2.79, t = 0.19, p = .851)。また、伝達の有無と世代の交互作用が有意でなかっ

たことからペア条件と伝達条件で世代による上昇率が変わらなかった可能性が示唆された (β = 

1.30, t = 0.54, p = .588)。最後に二次の交互作用が有意でなかったことからペアの単純条件におけ
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る世代の効果が伝達の複雑条件と変わらないことが示された (β = 4.72, t = 1.33, p = .187)。つま

り、図 3.4.2 が示すとおり単純条件の方が、複雑条件よりも出だしの世代では高く、ペアの単純

条件ではそれが維持されたものの、伝達の単純条件では世代が進むとともに、高さが落ちてい

った。一方、複雑な塔の作り方を教示された両条件を見てみると、世代が進むとともに高さが

徐々に上昇していることが示された。 

単純化 

 ペア条件では一旦獲得された方法から逸脱する必要がないことから塔の構造はあまり変わら

ないはずである。一方、伝達条件では複雑な方法を教示された条件と単純な方法を教示された

条件で異なる結果が得られるはずである。複雑な方法を教示された条件では世代が進むととも

に文化アトラクターの淘汰圧がかかり、塔の構造は単純化するだろう。しかし、単純な方法を 

図 3.4.3 一階層あたりに使われる柱の数の推移を世代と条件ごとに図示した。a は各
チェーンごとに図示した場合。b は条件ごとに箱ひげ図を作成し、その上にGLMMに
よる回帰直線と信頼区間を図示している。 
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表 3.4.2 高さを従属変数とした LMMの結果 

変数名 β SE t p 

切片 (複雑―伝達の第 1世代) 2.03 0.16 12.48 < .001 

世代 -0.28 0.03 -10.56 < .001 

伝達の有無 -0.05 0.22 -0.22 .827 

開始した構造 -1.23 0.25 -4.98 < .001 

世代 x 伝達の有無 0.15 0.03 4.64 < .001 

世代 x 開始した構造 0.24 0.04 5.60 < .001 

開始した構造 x 伝達の有無 -0.63 0.34 -1.85 .064 

二次交互作用 -0.11 0.06 -1.90 .057 

教示された条件ではそもそも文化アトラクターの淘汰圧がかかっても塔の構造は篩にかかるこ

とはないことから構造は世代を経ても変化しないだろう。 

 この仮説を検討するために、応答変数に柱の数、説明変数に世代、伝達の有無 (基準として伝

達)、複雑さ (基準として複雑)、これらの交互作用項、ランダム変量にチェーン ID、評価者 ID、

オフセット項に階層、分布としてポアソン分布を仮定した GLMMを行った (図 3.4.3、表 

3.4.2)。その結果、世代が有意であり、世代が進むとともに柱の数が減少していくことが分かっ

た (β = -0.28, t = -10.56, p < .001)。また複雑さも有意であり、単純な構造を教示された条件のほう

が複雑な構造を教示された条件よりも柱の数が少なかったことがわかった (β = -1.23, t = -4.98, p 

< .001)。しかし、伝達の有無によって柱の数に差があることは確認できなかった (β = -0.05, t = -

0.22, p = .827)。交互作用を見てみると、伝達の有無と世代の交互作用が有意であることからペア

条件では世代が進むごとに柱の数が増えていくことがわかった (β = 0.15, t = 4.64, p < .001)。世代

の係数と一緒に踏まえると伝達条件では減少していくが、ペア条件ではそれに比べ緩やかに減

少している可能性が考えられる。また複雑さと世代の交互作用が有意であり、単純条件では世

代が進むに連れて柱の数が増えていったことが分かった (β = 0.24, t = 5.60, p < .001)。この結果も

世代の係数と同時に考えると、複雑条件では世代が経るとともに減少していくが単純条件では

減らない、または緩やかに減少していくことが示された。伝達の有無と複雑さの交互作用は有
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意傾向であり、ペアの単純条件は伝達の複雑条件よりも柱の数が少なかった可能性が示された 

(β = -0.63, t = -1.85, p = .064)。最後に二次の交互作用も有意傾向であり、ペア―単純条件では伝

達―複雑条件に比べ柱の数が世代とともに減少していった可能性が示された (β = -0.11, t = -1.90, 

p = .057)。しかし、上記でも示した伝達の有無と世代の交互作用の結果、複雑さの有無と世代の

交互作用の結果と合わせて考えると、伝達の複雑条件より世代とともに減っているという解釈

よりも伝達―複雑条件より緩やかに減少している可能性が高いことが伺えた。まとめると、単

純な構造を教示された条件では、構造が世代を通して一定であったため、仮説は支持された。

また、複雑な構造を教示された条件では伝達の有無にかかわらず一つの階層で使用される柱の

数が減少していったが、伝達条件のほうが減っていった可能性が示されたことから仮説は部分

的に支持されたといえることができるだろう。 

3.4.4 まとめと考察 

 実験 3では、最初の世代に複雑、または単純な塔の技術を教示し、文化アトラクターの篩を掛

けた場合と掛けない場合とで累積的技術進化にどのような変化が見られるのか、また塔の構造

にどのような影響を及ぼすのかを検討した。文化アトラクターの淘汰圧がないペア条件では、

複雑条件・単純条件ともに試行錯誤による高度な技術の進化の結果、累積的進化が見られると

予測した。またこの両条件では塔の構造は世代を通して変わらないと予測した。一方、文化ア

トラクターの淘汰圧がある伝達条件では、教示した技術に応じて異なる傾向が見られるだろう

と予測した。複雑な技術を教示した伝達条件では、累積的技術進化が見られ、塔の高さは世代

とともに漸進的に上昇するだろうと予測した。またその原因は淘汰圧による塔の単純化にある

と考えた。つまり、文化アトラクターの淘汰圧が生じる結果、単純であり機能的な塔の作成方

法が創発し、塔の累積的な進化につながると考えた。単純な塔の技術を教示された伝達条件で

は、文化アトラクターの淘汰圧はほとんどかからないと予測した。もともと教示された塔の形

が効率化されているため、伝達を行ってもほとんど構造が変わることはないと予測した。ま

た、塔の高さは細かい技術が伝達の過程で失われる結果、場合によって塔の高さは減少してい
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くと予測した。予測が多いため、以下では単純な技術を教示した条件の結果から考察し、その

次に複雑な技術を教示した条件の結果を考察する。 

単純な技術を教示した条件 高さの分析の結果、ペア―単純条件では塔の高さが漸進的に上昇

したのに対し、伝達―単純条件では世代が進むとともに高さは減少していったことがわかっ

た。つまり、ペア―単純条件では累積的技術進化が示されたのに対し、伝達―単純条件では

徐々に累積的文化が消失していたことが示された。目的や方法でも述べたとおり、一本柱の技

術は効率的に塔の高さを上昇することができるが、その分不安定であり、高度な技術がないと

高さを維持しながら安定した塔を作成することが困難である。参加者に教示したビデオでは何

回も単純な塔を作成し、高度な技術を持つ実験者が一本柱の塔を作成した。よって、それを観

察した参加者は観察学習から安定する一本柱の塔の作り方を覚えたと考えられる。その結果、

最初の世代ではペア―単純条件および伝達―単純条件ともに塔の高さが高く、複雑な技術を伝

達した条件よりもこの二つの条件のほうが高いことがわかった。 

 ペア―単純条件の参加者はさらに試行錯誤を行うことで、高度な技術を蓄積し、さらに累積

的な進化を促すことに成功した可能性が考えられる。一方、伝達―単純条件では最初の参加者

は熟練の実験者から観察学習を使って塔の技術を学んだため、高い塔を作成することに成功し

たが、この高い塔を作成するための技術は伝達とともに失われていったと考えられる。興味深

いことに、最初の世代の参加者はあくまでビデオを通して学習しているため、ここで機能して

いる学習戦略は観察学習のみである。また、どの条件にかかわらず最初の世代の参加者はとり

あえずビデオの見本を模倣することから始めている。録画したビデオを確認したところ、多く

の参加者が「とりあえずさっきの作りますか？」など模倣することを要請する発言をすること

が見られた。つまり、模倣のみで学習しているにもかかわらず、伝達―単純条件の最初の参加

者はより多くの情報を得ているはずのそれ以降の参加者よりも高い成績を収めたことになる。 

 ではなぜ模倣のみを行った参加者のほうがより高い塔を作成することができ、それ以降の参

加者は伝達の過程で技術が失われていったのだろうか。一つの原因はより高い塔を作らなけれ
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ばならない課題であったため、技術の保全よりも技術の改良に注意が向けられてしまい、高度

な文化が失われてしまった可能性がある。最初の世代の参加者は模倣のみに注意して課題に取

り組んだため、実験者の高度な技術を獲得することができた。では、実験者が行うビデオを見

ていないそれ以降の参加者はどのように最初の世代以降の実行者を見ていたのか。彼らは忠実

に模倣することよりも、如何に改良を加えられるかに焦点をおいて観察学習を行っていた。こ

の間接的な証拠として、いくつかの伝達チェーンで見られた現象として、塔を作成することを

経験した参加者が次の参加者に教育するのではなく、逆に新しく参入した参加者がこうすれば

いいのではないかとアドバイスする場面が録画されている。つまり未経験者がアドバイスすれ

ばするほど過去の技術は失われ、安定的な塔の作成方法が失われてしまった可能性が考えられ

る。一方、ペア―単純条件では最初に模倣によって獲得した高度な技術に加えて独自に改良し

た方法が合わさる結果、伝達条件よりも高い塔が作成された可能性が考えられる。つまり試行

錯誤を行って新たな方法を試すとしても必ず必要な高度な技術は失われていないため、ラチェ

ット効果 (Tennie, Call, Tomasello, 2009) のように歯止めがかかりながら新たな改良を加えること

に成功した可能性が考えられる。 

 単純な技術を教示された場合の塔の構造はどのように進化しただろうか。ペア―単純条件で

は世代が進むとともに、塔に使用されるパーツが減少する、すなわち単純化が生じている可能

性が示された。一方、伝達―単純条件では世代が進んでも塔の構造は変わることはなかった。

ペア―単純条件において塔の構造が若干ではあるが減少していくことは仮説と合致しない結果

であった。おそらく、ペア―単純条件で単純化が生じた理由としては最初に教示したビデオが

アンカーとなって、それに近く、かつ高い塔を作成しようとした結果、一本柱の塔の作成に世

代の後半で達成された可能性が考えられる。しかし、有意傾向であったため、そこまで深く考

察することはできない。一方、伝達―単純条件で世代を通して同じ複雑さの塔が作成されるこ

とは仮説を支持する結果となった。つまり、文化アトラクターによって塔が複雑化することが

防がれた可能性が考えられる。 
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複雑な技術を教示した条件 次に、複雑な技術を教示したペア条件、ならびに伝達条件につい

て考察していく。高さの分析の結果、ペア―複雑条件、並びに伝達―複雑条件で世代が経ると

ともに塔の高さが上昇することが確認された。つまり、両条件において累積的技術進化が見ら

れたことが示唆された。これは仮説通りの結果であり、かつ伝達―複雑条件の結果から実験 1で

示された結果が異なる形で再現されたと考えることができる。複雑な技術の条件では、単純条

件と同じように熟練の実験者が作成したピラミッド型の塔の作成方法を教示している。このピ

ラミッド型の塔は安定しているが、その分高さを稼ぐにはあまり向いていなく、高さを求めよ

うとすると一本柱の塔よりも遥かに高度な技術が必要となる。つまり、一回の観察学習だけで

は模倣しきれないほどの技術が詰め込まれているため、最初の世代で教示されてビデオほどの

高さを求めることは困難である。実際、複雑な技術を教示された条件では、単純な技術を教示

された条件よりも最初の世代における高さが有意に低い。 

 ではペア―複雑条件ではその後どのように塔は進化したのだろうか。ペア―複雑条件では、

世代が進むとともに塔の高さが上昇したことから、参加者の中で塔を高くするための技術が累

積的に進化したことが示された。また、塔の構造がさほど変わっていないことから、ピラミッ

ドに近い形が採用され続けながら塔の高さを上昇させた可能性が高い。実際、ペア条件の参加

者が作成した塔を一つずつ見ていくと、三本柱を用いて塔の高さを上昇させている参加者もい

たことから、最後までピラミッドの影響を受けながら改良を加えていった可能性が考えられ

る。つまり、一旦は模倣のみの学習によって失われた技術も試行錯誤によって再び獲得し直さ

れた可能性がある。この現象は Boyd & Richerson (1985) が呼ぶ誘導される変異よりも Sperber 

(1996) が呼ぶ文化の再構成に近い現象であると言えるだろう。誘導される変異はラマルク的進化

のように前世代の文化が忠実に伝達され、そこに改良を加えることで累積的な進化を示す原理

である。一方、Sperber (1996) の文化の再構成とは、前世代までが獲得した文化は遺伝のように

忠実に学ばれるのではなく、不完全に伝達され、そこからは個人学習によって再構成されてい

くとする理論である。今回のペア―複雑条件を見てみると、ビデオで教示された技術はその不

完全な伝達経路が原因で一部が失われてしまう。しかし、全体的な構造は獲得されているた
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め、ビデオでみたものと近い塔は作成されるが不完全である。ここから参加者は独自に技術を

改良していった結果、累積的技術進化が見られたと解釈することができる。 

 次に伝達―複雑条件を見ていく。伝達―複雑条件では塔の高さが世代が進むとともに上昇し

ている。つまり累積的技術進化がこの条件でも見られている。さらに、塔の構造も世代が進む

と共に単純化していることから、当初の仮説である、文化アトラクターである文化アトラクタ

ーの淘汰圧と文化淘汰である機能性の淘汰圧が同時に働くことで単純で機能的な塔が創発する

ことがこの実験からも示された。最初の世代の参加者はペア―複雑条件の参加者同様、観察学

習と模倣から教示された塔と近いが不完全であるものを作成した。しかし、それ以降の参加者

は教示されたビデオの影響を受けていない上に、文化アトラクターの淘汰圧がかかることから

塔の構造は徐々に単純化していったと考えられる。事実、伝達―複雑条件の塔の構造は最終世

代に差し掛かるところで伝達―単純条件とほぼ変わらないほどの複雑さまで減少している。伝

達の両条件で同じ複雑さに近づいたことを考えると、文化アトラクターの淘汰圧と機能性の淘

汰圧によって進化する塔の構造は両条件の最終世代で得られた構造に収束してくと考えること

ができるだろう。すなわち文化アトラクターと文化淘汰の淘汰圧が同時に塔の構造に影響する

ような場面では適応度地形が限りなく単峰型の適応度地形に近づいているため、どのような塔

の構造から伝達を開始しても最終的に伝達の両条件が至った構造に収斂する可能性が示され

た。 

3.5 考察 

3.5.1 研究Ⅰのまとめ 

 研究Ⅰでは、技術進化においてどのような文化アトラクターが駆動するのか、また駆動した

文化アトラクターが累積的技術進化に寄与するのかを探索的に検討した。3つの実験を行った結

果、文化アトラクターとして、推論バイアス、または単純化バイアスが働くことでより学びや

すい構造の塔が創発することがわかった。同時に、文化アトラクターは累積的技術進化を生み

出す上で特に突出した機能を果たすことがないことが示された。 
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 実験 1 では文化伝達の有無を操作し、文化アトラクターの有無で累積的技術進化の様相がど

のように変わるのかを探索的に検討した。その結果、文化伝達の有無にかかわらず、言い換え

れば文化アトラクターの有無にかかわらず、累積的文化進化は示された。よって、文化アトラ

クターが累積的文化進化に必ず必要な要素であるとは限らないことが示された。一方、塔の構

造には文化アトラクターの有無で違いが見られた。文化アトラクターがない条件では、各チェ

ーン内で作成された塔の構造が世代を超えてある程度一貫していたことが示された。よって同

じ世代内で異なるチェーンの塔の構造を比較したところ、多様性が確認され、その多様性が世

代を通して維持され続けた。文化アトラクターがある条件では、ない条件と同じように最初の

世代では異なる塔の構造が異なるチェーンの中で使われていたが、世代が進むと共に塔の構造

は収斂していった。つまり、塔の収斂化は文化アトラクター、ここでは推論バイアスや単純化

バイアスによって引き起こされた可能性が示された。したがって、Caldwell & Millen (2008) が示

した収斂化は収斂進化とは異なり、文化アトラクターによって進化した可能性が例証された。 

 実験 2 では、実験 1 で得られた結果をさらに細かく検討するために、文化アトラクターの淘

汰圧に加え機能性の淘汰圧、つまり、塔を高くする淘汰圧を操作して実験を行った。その結

果、実験 1の結果が再現されず、文化アトラクターのある条件では累積的技術進化が観察され

ず、文化アトラクターのない条件でのみ累積的技術進化が再現された。また、収斂化も見られ

ず、単純化も見られなかった。その原因として考えられたのが、参加者の前に常に置かれた三

脚である。この三脚プライミングが推論バイアスや単純化バイアスよりも強い文化アトラクタ

ーとして機能した結果、機能性の淘汰圧が存在する条件で世代を通して三本柱の塔が作成され

やすくなった結果、従来の結果が再現されなかった可能性が示された。 

 実験 3 では、機能性の淘汰圧を操作することではなく、最初の世代の参加者に複雑な塔の作

成方法、または単純な塔の作成方法を教示した。文化アトラクターの淘汰圧が存在する条件で

は、複雑な塔は文化伝達の過程で単純化され、累積的技術進化を示しながら、塔の構造は単純

化すると予想した。同じように複雑な塔の教示を受けた文化アトラクターの淘汰圧がない条件

では、複雑な塔の構造は保存され、世代を通して他の条件よりも複雑な塔が作成されつづける
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と予想した。単純な塔の構造を教示された条件では、文化アトラクターの有無にかかわらず、

世代をとして単純な塔が作成され続けながら、累積的技術進化が見られると予想した。実験の

結果は予想に合致し、単純な塔の作成方法を教示された両条件では単純な塔が作成され続け、

また累積的技術進化が再現された。また、複雑な塔を教示された文化アトラクターのない条件

では、累積的技術進化を示しながら、複雑な構造が世代を通して維持された。一方、文化アト

ラクターのある条件では、世代が進むと共に塔の構造が単純化し、それとともに累積的技術進

化が再現された。 

 三つの実験から明らかになったことは三つある。まず始めに、Caldwell & Millen (2008) が示し

た収斂進化は収斂進化とは異なるメカニズムで示されたこと。収斂進化は主に環境から生じる

淘汰圧によって異なる系統の種が似たような表現型を獲得することを指す。この実験における

収斂化は収斂進化のように物理的な制約上生まれたのではなく、認知的な制約によって生み出

されたことが示された。 

 第二として、収斂化をもたらす文化アトラクターが推論バイアスや単純化バイアスであった

ことが塔の構造解析から示された。文化伝達を経るとともに、複雑で学習しづらい構造が文化

アトラクターによって淘汰される。その結果、文化アトラクターがある条件では、単純でかつ

累積的な技術が創発することが示唆された。 

 最後の点として、文化アトラクターが学習しやすく、機能的な構造を選択するものの、これ

が累積的技術進化の必要条件ではなかったことが示された。文化アトラクターのない条件で

は、多様な塔の構造が独立したチェーンで作成されたが、いずれも累積的に進化した。よっ

て、少なくともこの課題では、単純化は累積性の必要条件ではなく、あくまで単純化は文化ア

トラクターによって引き起こされていることが示された。 
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3.5.2 研究Ⅰのインプリケーション、限界点と今後の展望 

収斂化をもたらす二つの力 本研究から明らかになったことは、累積的技術進化において観察

される収斂化は機能性の追求によって生じる場合と、文化アトラクターによって生じる場合の

二つの可能性があることが示された点である。文化遺伝学者は累積的文化進化において、課題

の描く適応度地形が単峰型であった場合は、チェーンの最初の参加者が適応度地形のどこから

始めたとしても、文化伝達を経るとともに文化は単峰の最適解に向かって収斂することを見出

している (Mesoudi & O’Brien, 2008)。また、文化疫学者も累積的文化進化の文脈ではないもの

の、文化アトラクターによって文化が収斂することを報告している。例えば、Bartlett (1932) 

は、見慣れない物語を参加者の間で文化伝達していくと、すべてのチェーンで聞き慣れた物語

へと修練することを見出し、この収斂が文脈化効果によるものであると考えた。 

 よって、いずれの学派でも収斂化は報告されている。ただ、本研究のように累積的技術進化

において文化アトラクターの影響で、たとえ他の技術も累積的に進化しうるときでも、技術が

収斂化することを報告している研究はない。複雑な技術であっても、文化アトラクターがなけ

れば累積的に進化するということは、少なくともパスタ塔課題は複数の局所最適解を持つ多峰

型適応度地形である可能性が示された。つまり、文化アトラクターはたとえ課題の構造が多峰

型適応度地形を描いていたとしても、一つの構造へと収斂するように働く新たな淘汰圧となり

得ることを本研究は示した。これは、独立した社会で同じ文化形質が累積的に進化しながら収

斂していったとしても、二つの可能性が考えうることを示すきっかけとなるだろう。例えば、

切石積 (正方形や長方形に削った石を積み上げて作成する壁) はエーゲ文明、インカ帝国、近世

日本など、独立した社会で度々見られる。こうした収斂の背景を考える際に、機能性による収

斂進化と文化アトラクターによる収斂化のいずれかが考えうることを本研究は示唆することが

できた。 

文化アトラクターの影響力 技術の累積的進化に推論バイアスや単純化バイアスが働くことは

一連の実験で例証できた。しかし、忘れてはならないことは実験 2の結果である。実験 2では、
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三脚の影響で本来見られるであろう推論バイアスや単純化バイアスの影響が消え失せ、三本足

を持った塔が作られ続ける現象が見られた。ここから、何かの参照点、ここでは三脚が世代を

通して常に影響するような状況では、推論バイアスや単純化バイアスは技術にさほど影響しな

い可能性が考えられる。また、この結果は文化アトラクターの種類に応じて、累積的文化進化

を妨げるようなものも存在することを意味していると考えられる。 

技術における構造 検討するべき事項の一つとして考えられるのが、技術進化において進化し

た構造とはなにかである。言語進化では文化アトラクターと機能性の淘汰圧が同時に働くこと

で統語と呼ばれる構造が創発することがわかった。統語はインドヨーロッパ語族で見られる接

尾接頭語や漢字における偏旁のようにある概念を複数の下位概念の組み合わせによって表現す

るシステムである。では、この課題において単純化を促している構造とはなにか。一つの可能

性は手順の回帰化である。回帰とは入れ子のようにある規則の中に大抵同じ規則が繰り返し現

れることを許容する規則である。例えば言語で考えると、「I think that he thinks that she thinks 

that he thinks that …」のように無限に同じ規則を入れ子のように使用できることを指す (Fitch, 

2010)。この回帰性は動作にも見られることが知られ、アーシュリアン石器が使用されていた頃

には回帰的動作がすでに行われていたことが示唆され、言語の回帰的文章を作成するために必

要な領域であるブローカ野が回帰的動作を行うときでも賦活することが知られている (Stout & 

Chaminade, 2012; Stout, Hecht, Khreisheh, Bradley, & Chaminade, 2015; Stout & Khreisheh, 2015; 

Sumner, 2011; Toya & Hashimoto, 2018; Uomini & Meyer, 2013)。本研究で使われた一本柱の構造は

まさしく回帰的動作によって作成されている可能性がある。つまり、【粘土を置く→柱を粘土

に刺す】という動作を繰り返し行うことで一本柱の塔は作成される。また、この動作はさらに

細かい動作へと細分化することもでき、例えば【粘土を置く】も【粘土を置く→粘土を下部の

パーツに親指で押し当てていき隙間を埋める→粘土の上部に柱を設置するくぼみを作る】のよ

うに細分化ができ、この中の動作もまた細かい動作へと細分化できる。さらに、【親指を使っ

て押し固める】動作などの複数の分岐の中で使われていたらこれは複雑な階層をもった回帰的

動作によって作成されていると言うことができる。階層性が複雑になればなるほど、より階層
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の低い階層の情報は失われることが言語進化研究 (van Trijp, 2013) や物語研究 (Mesoudi & Whiten, 

2004) から示されている。また、言語進化の研究から、下位の階層が回帰的な構造を持っている

場合は、そうした情報ロスが減少することも示されている。 

 本研究の文化伝達条件でも同じような現象が見られたのではないか。最もわかりやすいのは

実験 3である。実験 3 の伝達条件では単純、または複雑な構造の技術を受け継いだ。この受け継

いだ作成方法は二人の熟練した実験者が積み上げた技術である。この二人の実験者は繰り返し

一緒に塔を作った経験を持ち、単純な塔の作り方であっても複雑な塔の作り方であっても非常

に高度で不透明な技術を使用していた可能性がある (Csibra & Gergely, 2006)。こうした不透明な

技術は観察しても取得が困難であるが故に回帰的に実行できる動作に置き換えられたと推測で

きる。この複雑な技術を回帰的な動作で行えるように進化されることを複数世代繰り返すと全

体的な動作が回帰的な動作で行えるような技術が進化するのではないか。そしてその結果が本

研究のパスタ塔課題では一本柱で作成される塔になったのではないか。 

 本研究の実験 2と実験 3 ではビデオカメラを設置し、参加者の動作などを録画した。よって、

参加者の動作をコーディングすることができれば、参加者の動作が世代を経るとともに回帰的

になるのかを確認できると考えていた。しかし、すべての動画が参加者が自由に動き回り、カ

メラに対して背中を向けることが多く、完全に分析することが不可能であった。よって、今後

の研究として、参加者に常にカメラを向いてもらう状態で課題に取り組んでもらい、動作をコ

ーディングすることが望まれるだろう。  
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第 4章：美術 
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4.1 序論 

4.1.1 本章の概要 

 研究 では美術の累積的進化における文化アトラクターの影響を探索的に検討する。ただ、

探索といっても、本研究では心理学と言語学で示された異なる仮説を美術という文化形質で検

討することを試みる。実験１では、美術の累積的進化において、心理学が想定しているような

メカニズムが必要なのか、それとも言語学が想定するようなメカニズムが必要なのかを文化ア

トラクターの観点から探索的に検討した。実験２では、実験１の方法に新たな条件を設けて、

さらに同じ仮説を検討した。 

 美術も技術や言語同様、文化伝達によって個体から個体へと伝達される文化である。よっ

て、美術もまた、言語や技術と同じように進化のアナロジーが適用できる文化形質である 

(Haddon, 1914)。また、様々な思想や時代背景によって、その実態を包括的に捉えることは困難

であるが、美術は人類が累積的に発展させた文化形質の一つである。しかし、累積的美術進化

はおろか、美術進化自体の研究は文化進化学の研究者によってほとんど行われていない。よっ

て、本研究では、累積的美術進化の研究を行う土台づくりのため、新しい実験を考案し、累積

的美術進化における文化アトラクターの影響を検討する。 

 この章は以下のように進めていく。まず、美術が研究の中でどのように扱われてきたかを紹

介した後、歴史学や生物学で美術がどのように研究されてきたかを簡単にまとめる。そして、

今までの研究の問題点を指摘したところで、本研究の目的を説明する。また、この説明の中で

目的を理解する上で必要な知識もいくつか紹介していく。 
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4.1.2 累積的美術進化研究の現在とその問題点 

 美術 (fine arts) は本論文において、(Collier, 1882) の定義、すなわち「目の保養となる作品を作

る営み」に加え、「また、そうした過程で作成された作品」と定義する26。ここでの作品はあく

まで視覚的な作品に限り、例えば絵画や彫刻などに焦点を限定する。よって、美術を包括する

概念である芸術 (arts) とは切り離して考えていくことを念頭に入れておく必要がある27。また、

文化とは、作成される過程とその過程を通して作成されたモノも包括的に文化と呼ぶため、

Collier (1882) の定義に「そうした過程で作成された作品」と改めて修正を加え定義付けを行っ

た。 

 美術に関係した研究は多くの学問領域で独立に行われている。例えば、分析美学では「芸術

とは定義できるのか」について議論する中で、美術作品が必要最低限持ち合わせ無くてはなら

ない要素とは何かを議論し (Gaut, 2005; Stecker, 2006)、神経美学では、芸術や美術の定義付けを

避けながら、人がどのような刺激に対し「美しい」と感じるのかを多角的に検討している 

(Palmer, Schloss, & Sammartino, 2013; Vygotsky, 1974; Zeki, 2000; 三浦, 2010)。これらの学問はあく

まで、どのようなモノを芸術と呼べるのか、またはどのようなモノを美しいと判断するのかに

とどまっており、社会の中でどのように美術が蓄積され、広まっていくのか、すなわち美術の

進化のダイナミクスを検討するに至っていない。 

                                                        

26 美術の学術的な「正しい」定義は未だになされていない。例えば、Collier (1882) の定義を用い
ると「美醜」と呼ばれる美術作品の類が美術の定義に含まれなくなる。しかし、分析美学や神
経美学では美術と評した場合、人間にとって美しいと感じられる作品を大抵意味することが多
いため、ここでもこの定義を用いることにする (Bullot & Reber, 2013; Palmer et al., 2013)。 

27 芸術は美術と同様に学術的に定まった定義がなされていない (cf. Stecker, 2005)。また、美術を
芸術の一部と考えるべきなのかといった問題も解決が見えないため、ここでその議論に入るこ
とを避ける。しかし、芸術や美術の定義がなぜここまで論争を生み出しているのか、また、現
在の分析美学でどれほどまで合意に至っているのかを知りたい読者は付録 2.2 の芸術の定義にお
ける歴史的な問題を参照されたい。 
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 一方、西洋美術史や日本美術史を概観すれば、歴史家が―使用する用語は異なるが―文化伝

達や淘汰圧を丁寧に記述していることがわかる。例えば、中山 (2014) や安村 (2013) は江戸中期

から明治初期に活躍した江戸の町絵師における文化伝達のメカニズムを記述し、伝統と革新が

江戸時代の美術で絵手本による文化伝達によって生じていたことを考察している。また、中野 

(2011) は中国や日本で数多く描かれた鳳凰図に着目し、その描き方の変化から、当時の流行や情

報伝達がどのように行われていたかを示している。高橋 (1997) や内藤 (2014) は、美術家とパト

ロンの間に生じるダイナミクスを細かく記述し、文化進化で言うところの淘汰圧としてパトロ

ンが機能していたことを示唆している28。 

 また、美術に関心のある生物学者も美術が進化のアナロジーで整理できることを指摘してい

る。生物学者のアルフレッド・ハドン (Haddon, 1914) は装飾品 (decorative art) に着目し、歴史的

に変化していった装飾品は進化論の枠組みで捉え直すことができることを初めて主張した研究

者である29。Haddon (1914) は器などに使われる装飾品が伝達を経ると抽象化していくことを示

している。この抽象化の背景に Haddon (1914) は認知的なメカニズムを想定しており、初期の文

化アトラクター研究とも言える重要な知見である。似たように、Morin (2013) は文化アトラクタ

ーとして視線の向きを挙げ、鑑賞者を見つめている肖像画のほうが、見ていない肖像画よりも

高く評価されると考え、実際に初期ルネサンスから後期ルネサンスに至るまでに絵画が徐々に

鑑賞者を向くように進化したことを見出した。 

 つまり、歴史家は文化進化学特有の用語を用いずに文化進化学において重要な知見を数多く

提示し、生物学者はこれらの知見や独自に集めた資料に基づき美術の諸現象も技術や言語と同

                                                        

28 江戸時代における浮世絵はその数の多さと文献の豊富さから、誰がいつ、誰の影響を受けたの
か、また伝達のプロセスが刺激強化だったのか、それとも教育によるものなのかといったこと
細かい情報がわかっている。よって、浮世絵から江戸時代における美術の進化をたどることは
比較的安易である。そこで付録 2.2 では、浮世絵をもとに、美術も進化の枠組みで捉えられるこ
とを考察している。 

29 Haddon (1914) の研究は重要であるため、付録 2.2 に詳細を記載している。 
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じように進化のアナロジーで説明しうる可能性を示した。こうして、美術と進化を結びつける

間接的な証拠は数多く示されているものの、進化の理論を念頭に入れながら美術の進化を検討

した実証的な研究が極めて少ない。それは、偏に美術作品を作成する過程の創造的な側面が強

調されるあまり (Winner, 2018)、体系的な研究を行うことが困難であると見られがちだからかも

しれない。 

 創造性の強調は同時に美術が示してきたような累積的な発展への関心を薄めている。例え

ば、ルネサンス期における美術作品には明らかな累積性が見て取れる。ルネサンス期の描法

は、代表的なところで透視法やキアロスクーロ、フスマートなどがあるが、こうした描法は約

300年の月日をかけて累積的に進化し、最終的にはマニエリスムで体系化する (Hauser, 1999)。つ

まり、数多の芸術家の手を経て描法が伝達されるうちに、これらの描法は徐々に改良されてい

ったのである。また、美術の累積性は違う角度からも検討されている。例えば、西洋美術史や

日本美術史では美術の教育の是非が長らく議論されている (古くは桑山玉洲による 1799年の

『絵事鄙言』や伴蒿蹊による 1804年の『閑田次筆』もある; 安村, 2013)。創造性や独自性が重ん

じられる美術では、過去の描法を教えすぎるあまり、個々人の創造性や独自性が失われるので

はないかと懸念する歴史家や評論家が数多く存在する。この問題は文化進化学で異なる形で問

われ、社会学習と個人学習のトレードオフとして数多くの研究がなされている (Boyd & 

Richerson, 1995; Kobayashi et al., 2016; Rogers, 1988)。こうした歴史的な関心があるにもかかわら

ず、累積的な美術進化を実証的に検討している研究は筆者が知る限り存在しない。 

 よって、本研究では、美術進化の中でも観察しやすい改良の基準を設け、どのような条件が

そろうと累積的美術進化が文化伝達の中で観察されるのか実験的に検討する。まず、本研究で

は改良の指標として、心理学者や感性工学者が見出してきた、構図を用いる (Arnheim, 1971; 

Berlyne, 1971; Taylor et al., 2007)。ルネサンス期におけるフスマートやキアロスクーロなどは、高

度な技術のため実験室の中で再現することは困難である。一方、構図であるならば、数多くの
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心理学実験で用いられていることからも分かる通り、操作がしやすい分、本実験に適している

と考えた。また、本研究では、二つの条件を設ける。美術進化の中では、少なくとも二つの理

論がある。一つは心理学者が示してきた、文化アトラクターのみの淘汰によって累積的に進化

する現象 (Bartlett, 1932)。もう一つは言語学者が示してきた、文化アトラクターと機能性の淘汰

による構図の進化である (Kirby, 2004)。つまり、一方では文化アトラクターの淘汰のみで累積的

に美術は進化するとしているが、もう一方では、機能性の淘汰もないと累積的進化は見られな

いとしている。では、どちらが正しいのかに関しては検討が不十分なため、未だにわかってい

ない。よって本研究ではこの二つの理論を条件として落とし込み、検討を行った。 

4.1.3 本章の目的 

 本章の目的は、実験室の中で文化伝達を再現し、美術を伝達していったときに、文化アトラ

クターに応じて累積的な美術進化が見られるのかを探索的に検討することである。第 1章でも紹

介したように、文脈や内容によってどの文化アトラクターが機能するのかは異なる。美術にお

ける文化アトラクターも例外ではなく、文脈や内容に応じて異なる文化アトラクターが機能す

ると予想される。よって、本研究では焦点を 1つの文化アトラクターに絞る。その文化アトラク

ターとは美術の構造を生み出す認知バイアスである。 

a b 

図 4.1.1 抽象画の例。a がモンドリアンの「Composition 2 (1930)」、b がポロックの       
「Convergence (1952)」。 
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 美術において構造、または構図は様々な形で現れる。典型的な例はモンドリアン (Piet 

Mondrian) やポロック (Jackson Pollock) による抽象画である。モンドリアンの絵画は直線と三原

色の組み合わせで精巧な美しさを表現している (図 4.1.1.a)。ポロックはモンドリアンと同じよう

に抽象画を描いたが彼の場合は様々な色を用いた曲線のみを使用し表現している (図 4.1.1.b)。こ

れらの絵画には印象派以前に見られたような物語性も無ければ、浮世絵や印象派が描いた風景

画とも異なる。つまり、何かしらの意味を付与せず、限りなく抽象的・単純化を行い構図の美

しさを追求している。 

 モンドリアンやポロックが手がけたような構造は絵画以外でも実に多様な文脈で使われてい

る。例えば、Haddon (1914) が見出した装飾品も、具象的な絵柄から徐々に抽象的な絵柄へと進

化しているが、最終的に抽象化された絵柄にはもはや意味もなければ、物語性もない。しか

し、そこにはどこか美しさを感じさせる特徴があるが故に進化したと考えることができる。こ

うした抽象的で意味を持たないパターンは古代から用いられ、またそうしたパターンの使用は

文化普遍的に存在しているとされる (Bullot & Reber, 2013; Bundgaard & Stjernfelt, 2015; Palmer et 

al., 2013)。 

 ゲシュタルト心理学者は良いとされるパターン (goodness of a pattern) にはどのような特徴があ

るのか検討してきた (Koffka, 2014)。その一つが対称性 (symmetry) である。対称性とはある絵画

を中央から半分に分けた時、二つの部分が鏡のように構図が一致するものを指す。物体が対称

的に描かれているほうが、非対称的に描かれているときよりも、美しい、綺麗、または心地よ

いと判断されることが示されている (Locher & Nodine, 1989; Wagemans, 1997)。他にも、美術作品

を情報の一種と捉え、芸術に表現されている情報の「不確かさ (uncertainty)」を熱力学および情

報理論で使用されるエントロピーで定量化し、例えば絵画にどれほどの不確かさが観察される

かに応じて美しさや綺麗さが異なることを検討した一派も存在する (Berlyne, 1971; Arnheim, 

1971)。例えば、モンドリアンのような線と単色の色で表現される絵画のエントロピーを算出す

る方法を見出し、その算出方法からコンピュータを用いて自動的に絵画を生成し、そうした絵
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画の美しさ評定を行った結果、選好とエントロピーには逆 U字型の関係があり、エントロピー

が低すぎても高すぎても選好は上がらずその間に選好が最も高くなる点があることを示した研

究などがある (Burns, 2015)。またエントロピーと同じように数学の原理のフラクタルを用いてフ

ラクタル次元と絵画の選好にはエントロピーと同じように逆 U字型の関係があることを示し 

(Alvarez-Ramirez, Ibarra-Valdez, & Rodriguez, 2016; Spehar, Clifford, Newell, & Taylor, 2003)、さらに

ポロックの絵画を解析し、ポロックの絵画が彼の年齢が上昇するとともに洗練されていくよう

にフラクタル次元が上昇していくことを見出した (Taylor et al., 2007)。 

 対称的である美術作品、エントロピーが高すぎず、低すぎない美術作品は美しいと判断され

ることがわかり、これらが文化アトラクターとして機能する可能性が示されたが、では人間は

どこまでこの文化アトラクターに従って作品を描くようになるのか。Fechner (1876) は人間が作

り出す絵画にどのような特徴があるかを分析する必要性を訴えてきたが、現在までにこの主張

に則って得られた知見は少ない。例えば、Stobbe, Westphal-Fitch, Aust, & Fitch, (2012) は参加者に

6×6に配置されたパネルで作られた絵画を見せ (図 4.1.2)、それをできるだけ美しくなるように変

更を加えて行くことを求めた。参加者が実際に作成した絵画をいくつかのパターンに分類した

結果、多くの参加者が作った絵画には階層的なパターンや対称性があり、コンピュータがラン

ダムに作成した絵画よりもエントロピーが低いことが示されたが、参加者が描いた絵画がどれ

ほど美しかったのか検討はしていない。また、参加者が作成した絵画を他の参加者に伝達する

図 4.1.2 Westphal, et al. (2013) が課題で使用した絵画の例。絵画は6×６のパネル上の
図形で作られており、各パネルは白と黒の三角形で表現されていた。 
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といった文化伝達を行っていないため、累積的に芸術作品が良くなるかも明らかになっていな

い。 

 そこで本研究では、Stobbe, Westphal-Fitch, Aust, & Fitch (2012) が用いたものと類似した課題を

用いて、美術進化の文化伝達実験を行った。つまり、美術における構図に着目し、文化アトラ

クターによって構図を持たない美術作品に構図が創発するのか実験的に検討していく。使用す

る課題は、Stobbe, et al. (2012) とはいくつかの点で異なる。第一に参加者が作成した絵画を他の

参加者に見せて、そこに新たに手を加えてもらうことで文化伝達を再現する。さらに、単に絵

画を描いてもらうだけでなく、本研究ではさらに第三者に作成された絵画を評定してもらう。

評定してもらうことで、文化伝達を経るとともに美術作品が美しくなるのかを検討する。 

 また、本研究では二つの条件を比較する。本研究が対象としている文化アトラクターはエン

トロピーを変化させ、対称的である絵画を進化させるはずだが、この文化アトラクターによる

累積的な進化は機能性を追求する、つまりより美しいように絵画を変化させる淘汰圧がなけれ

ば機能しないのかを探索的に検討する。言語進化における構造の創発では、文化アトラクター

と機能性を追求する淘汰圧が同時に働くことで構造が創発することを見出している (Kirby, 

2004)。また、研究 では、文化アトラクターと機能性の淘汰圧が同時に存在することで単純化

が生じることを見出している。もし、美術においてもより美しい絵画を作成する淘汰圧がなけ

れば、文化アトラクターによる構図の創発が起きたとしたら、機能性の淘汰圧がかからない状

況では美しい構図は生まれないのではないか。これは言い換えてみれば、Haddon (1914) が見出

したような、装飾品の抽象化には、より美しくするような淘汰圧が必要であったのか、それと

も意図しない変異の蓄積にのみに駆動されたのかを実験的に明らかにすることができるだろ

う。この機能性の淘汰圧がない条件を設けるもう一つの重要な理由は、唯一文化伝達を行いな

がら、絵画の進化を分析した Bartlett (1932) は例えば機能性の淘汰圧がなくても、文化アトラク

ターが駆動することで絵画が進化することを見出している。しかし、この結果は再現性が乏し

いことも指摘され、未だに文化アトラクターがどのような条件がそろうことで駆動するのかわ
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かっていない (Carbon & Albrecht, 2012)。よって、この混乱を解消するために、二つの条件を設

けて実験を行う。 

4.2 実験 1 

4.2.1 目的 

 実験 1の目的は、実験室実験の中で美術の文化伝達を再現し、文化アトラクターと機能性の淘

汰圧が同時に加わることで美しいと判断されるような構図が創発するのかを探索的に検討する

ことである。この実験では二つの条件を設けて実験を行う。一つの条件では Bartlett (1932) のよ

うに前の参加者が描いた絵画をなるべく正確に暗記してもらい、再生した絵画を次の参加者の

刺激として使って文化伝達を再現する。もう一つの条件では、各世代の参加者に前の世代が描

いた作品により美しい、または綺麗だと思えるように改良を加えることを求めた。この二つの

条件を設けることで、機能性の淘汰圧を操作し、前者では機能性の淘汰圧がない条件とし再生

条件と呼び、後者を機能性の淘汰圧がある条件とし、改良条件と呼ぶことにした。 

 参加者の器用さなどによって絵画の評価が変わらないよう統制するため、課題は 4×4に配置

されたパネルの色を変更していくような簡単な仕組みにした (図 4.2.1)。実際に多くの文化圏で

見られるようなデザインを描く課題であると、コンピュータ上で簡易的な課題を作成すること

が困難の上、たとえ芸術経験を統制したとしても、どれほど過去にいいデザインを見てきたか

という余剰なノイズを取り除くことが困難になることを考慮し、こうした課題を選択した。 

 さらに、改良条件において一つの世代に変更が加えられるパネルの数に制限を設けた。理由

は二つある。一つは一つの世代で変更できる色の数を再生条件となるべく揃えることで再生条

件と改良条件で変化率に差がなくとも、改良条件でのみ、累積的に美術が進化するのかを見る

ためである。もう一つの理由は歴史的に美術進化の変遷を見てみると、美術は技術や言語同

様、徐々に進化していったことがわかっている (Buckley & Boudot, 2017; Tehrani, 2011)。よっ
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て、なるべく現実の美術進化を実験室に再現するために、改良条件では一つの世代に変更が加

えられるパネルの数に制限を設けた。 

 また、研究 と同じように複数の文化伝達チェーンを各条件で実施し、各世代、各チェーン

で描かれた絵画を第三者に評価してもらうことでそれぞれの平均的な美しさを算出した。そし

て絵画が持つパターンを様々な方法を用いて定量化し美しさとパターンの関係性を書く条件で

分析することを目的とした。一つが、エントロピーである (Stamps, 2004; Stobbe et al., 2014)。も

し、従来の研究が正しいのであれば、エントロピーが高い絵画から文化伝達をした場合、エン

トロピーは徐々に減っていき、最適なエントロピーの値で落ち着くだろう。さらに、Stobbe et 

al., (2014) が指摘した絵画の回帰性（細かいパーツの組み合わせによって絵画が構成されてい

る）や対称性（絵画が左右、または上下、または斜めに同じ構図で描かれている）も測定し

た。もし、文化アトラクターの影響によって、文化伝達とともに美術が累積的に進化するので

あれば、回帰性が上昇し、また対象性も上昇する可能性が考えられる。さらに、回帰性や構造

の指標として画像圧縮も用いた。もし、絵画に構図が進化するのであれば、圧縮された画像フ

ァイルのバイトサイズは減っていくと考えられる。これらの指標と世代、および評価の関連を

分析していく。 

図 4.2.1 第一世代の参加者が見た絵画。使用できるすべての色がなるべく均等に使われる
ようにし、また配置はランダムであった。第一世代の参加者はこの絵画を参考にし、新たな
絵画を作成した。 
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 4.2.2 方法 

参加者 参加者は色覚に問題をかかえない大学生 98名 (女性 22名、平均年齢 = 21.47, SD = 1.38) 

であった。また、実験を開始する前にすべての参加者が芸術系の部活やサークルなどに所属し

ていないことを確認し、芸術経験による差などが実験の結果を左右しないよう考慮した。  

文化伝達方法 本研究では世代間の文化伝達を実験室で再現するために線形伝達法 (linear 

transmission method) を用いた (Mesoudi, 2011, Hoppit & Laland, 2013)。線形伝達法とは Barrett 

(1932) が用いた連続再生法と同じであり、伝言ゲームのように人から人へと情報を伝達していき

ながら、情報がどのように変化していくかを分析するために使用する方法である。本研究の第

１世代の参加者は実験者があらかじめ用意した絵画を観察し、それを基に次の世代の参加者が

見る絵画を作成した。研究Ⅰ同様、一回のレプリケーションをチェーンと呼び、1つのチェーン

では 7世代分のデータを集め、各条件で計 7チェーンずつ実験を実施した。  

課題 本実験では参加者に 4×4の格子状にパネルが配置されている「絵画」に色を付加してい

くことを求めた。付加できる色は全部で 9色 (赤 (R: 255, G: 0, B: 0)、オレンジ(R: 255, G: 127, B: 

0)、黄緑  (R: 127, G: 255, B: 0)、緑 (R: 0, G: 255, B:0)、アジュール(R: 0, G: 127, B: 255)、スプリン

図 4.2.2 作成したプログラムの初期画面 (再生条件) 
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ググリーン(R: 0, G: 255, B: 127)、青 (R: 0, G: 0, B: 255)、すみれ色 (R: 127, B: 0, G: 255)、ディープ

ピンク(R: 255, G: 0, B: 127)) あり、条件によってどのように色を変えていくかが異なった。図 

4.2.1 では最初の世代が観察した絵画を載せている。最初の世代の参加者に提示した絵画では色

の使用率をほぼ均等にし、さらにそれらの配置もランダムにした。 

 再生条件では図 4.2.2 に載せたような画面がコンピュータ上に表示された。参加者はこれから

暗記の課題を行うと教示され、20秒間のあいだ前世代の参加者 (第 1世代の場合、実験者が作成

した絵画) が作成した絵画を 20秒間観察した。制限時間が経過したところで絵画から色が消さ

れ、参加者はできるだけ正確に元の絵画を復元することを求められた。この再生課題は全ての

パネルに色を付けなければ終わらなかった。もし、色をつけていないパネルがあった状態で実

験を終了しようとした場合はエラーが表示された。この再生課題を行っている最中は制限時間

を設けなかった。 

 もう一方の改良条件では前世代の参加者、または実験者が作成した絵画を「より綺麗・美し

い」と思えるように変更を加えることを参加者に求めた。この改良課題を行っている最中、参

加者が見ている画面の左側には常に前世代の絵画 (第一世代の場合は実験者が作成した絵画) が

呈示され、参加者は右にある同じ絵画に 1つずつ色を変更しながら改良を加えていった (図 

4.2.3)。この条件では一人の参加者は最大で 6箇所の色を変更できた。 6箇所にした理由として

は、事前に再生条件と同じ課題をプレ実験で行った際、参加者の誤答数が平均して 6 であった

図 4.2.3 作成したプログラムの初期画面 (改良条件) 
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ことを踏まえ、再生条件と平均的に 1世代で同じ数の変更しかできないようにするため最大 6箇

所の変更とした。 

手順 参加者は実験室に到着次第、同意書を確認し、問題がなければ同意書に署名し実験が開

始された。参加者が座った席の前にはコンピュータ (Surface Pro 3; OS: Microsoft Windows 8.1 Pro) 

が置かれ、コンピュータの周りは参加者が課題に集中できるように写真撮影などで使用される

仕切りを設置した。 

 同意書を回収後、実験者が実験の説明が書かれている用紙を配布し、それを参加者が黙読し

た。配布した資料は条件によって記述が異なった。再生条件では提示される絵画をできるだけ

正確に覚えるよう求め、さらに覚える時間が 20秒間しかないことを告げた。改良条件では最初

に 20秒間絵画が提示され、その後にその絵画の色を最大 6箇所変更できることを伝えた。読み

終わった後、参加者に質問がないか尋ね、なければ課題へと進んだ。 

 課題はすべてプログラム (Visual Studio 2017: Microsoft で作成) 上で行われた。プログラムを起

動し参加者 IDを記入したところで課題が開始した。再生条件では開始ボタンを押したところで

絵画が呈示され、20秒間の記憶時間が開始した。時間が経過したところで色の付いた絵画の各

パネルがグレーになり、再生課題が開始した。参加者が完了ボタンを押したところで課題は終

了した。 

 改良条件では開始ボタンが押されたときに、図 4.2.3 の右のパネルに色が付与され、20秒間そ

れを観察した。そのあと左のパネルにも同じ絵画が映し出された。一方の絵画が編集可能であ

り、参加者はそれに変更を加えていき、改良が終わり次第、決定ボタンを押して課題を終え

た。もし編集中に修正が必要と考えたときは、やり直しボタンを押して最初から絵画の編集を

行えた。 
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 両条件において、課題が終了した後に実験者が学部、年齢、性別を訪ね、さらに実験の意図

などを説明するデブリーフィングが行われた。この実験では参加者は一切報酬を受け取ってい

ない。 

絵画の評価 絵画の作成実験が終了した後、すべての絵画を実験の内容を知らない第三者が評

価した。絵画の評価に参加した評価者は色覚に問題をかかえない大学生 35名 (男性 13名、女性 

22名) であった。 

 評価は 7件法のリッカート尺度を用い行われ、アンカーは 1(綺麗でない・美しくない) から 7 

(綺麗・美しい) であった。絵画はそれぞれ A4用紙 1枚に印刷され、絵画の下にその絵の評価を

記入する欄を設けた。評価が必要な絵画が多かったため、1人の参加者は 28枚の絵画の評価し

か行わなかった。各参加者が評価する絵画になるべく世代・条件・チェーンの偏りが生じない

ように評価用の冊子を作成し、さらに提示順番も各参加者によって偏りがでないようにランダ

マイズした。最終的にすべての絵画に 10人の評価者が評価を付けた。ただ、参加者が作成した

絵画の中にはまったく同一の構図の絵画も存在した。これらの絵画が二重に評価を受けること

を防ぐため調整を加え、10人の参加者が一つの絵画を評価した。よって、評価を受けた絵画は

全部で 91枚であった。参加者がすべての評価を行ったあと、参加者の学部、年齢、性別を尋ね

て実験は終了した。絵画作成実験同様、この実験に参加した評価者は一切の報酬を得ていな

い。 

表 4.2.1 評価を従属変数としたベイズ推定の結果 

変数名 β SE CI2.5% CI97.5% Rhat 

切片 (改良条件の第 1世代) 3.58 0.21 3.16 4.01 1.00 

条件 0.08 0.30 -0.52 0.68 1.00 

世代 0.18 0.04 0.11 0.26 1.00 

交互作用 -0.21 0.05 -0.31 -0.10 1.00 
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使用した分析方法 本実験ではランダム効果を考慮した媒介分析などを行う必要性があったた

め、ハミルトニアンモンテカルロ法を使った階層ベイズモデルを用いて線形混合モデルを行っ

た。分析は全て R上で行い、ベイズ推定のために Stanを用いた (媒介分析の結果が重回帰とほと

んど変わらなかったため結果は章末付録 4.5.1に載せている)。 

4.2.3 結果 

条件と世代による評価の変化 

 機能性の淘汰圧の有無によって、進化した絵画の評価に変化が見られるのか検討するために

応答変数に評価、説明変数に条件、世代、そして条件と世代の交互作用項、ランダム変量にチ

ェーン IDを投入したベイズ推定を行った (図 4.2.4、及び表 4.2.1)。その結果、世代と交互作用項

の信用区間が 0を含んでいなかった (世代: β= 0.18, CI = [0.11 ~ 0.26]; 交互作用: β= -0.21, CI = [-

図 4.2.4 評定結果の推移を世代と条件ごとに図示した。a はチェーンごとに図示した場合。b 
は条件ごとに箱ひげ図を作成し、その上に LMMによる回帰直線と信用区間を図示している。 

 

a 

b 
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0.31 ~ -0.10])。一方、条件の信用区間は 0を含んでいた (β = 0.08, CI = [-0.52 ~ 0.68])。これらの結

果から世代が経るにつれ、再生条件の評価は変化しない、または下降した一方で、改良条件で

は世代が進むにつれ評価が高まっていったことが示された (図 4.2.4b)。つまり、絵画がより美し

いと判断されるように進化するためには絵画の記憶と再生だけでは足らず、美しいと判断され

るように変更を加えるといった淘汰圧が必要である可能性がこの結果から示された。 

構造の創発による絵画の漸進的改良 

 改良条件、及び再生条件で描かれた絵画にはどのようなパターンが描かれたのか。もし従来

の研究が正しければ、美しいと判断された絵画には対称性やある程度低いエントロピーなど、

何かしらのパターンが創発され、美しくないと判断された絵画にはそうしたパターンが創発し

ていないはずである。図 4.2.5 では、各条件に置いて描かれた最も評価の高い絵画と低い絵画を

比較している。これを見てみると、確かに、評価の高い絵画には対称性やエントロピーの減少

が見られる。よって、以下では様々な観点からパターンを計算し、評価との関連を分析した。

よって、本実験で使用した課題から構造を抽出するために大きく分けて 3つの指標を定量化し

図 4.2.5 両条件で描かれた絵画の例。条件ごとに4つの例を示した。左2列は第 1世代、
右 2列は第7世代を示し、上段がその世代の中でも低評価だったもの、下段が高評価だっ
たものを示している。 

再生条件 改良条件 

評価＝3.0 評価＝2.5 

評価＝4.3 評価＝4.2 

評価＝3.6 

評価＝4.7 

評価＝3.2 

評価＝6.0 
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た。さらに、間接的に構造化や複雑さを測るために使用されるデータ圧縮も加えて、計四つの

方法で構造を指標化し、尤も得られたデータを説明する変数を検討した。以下には使用した変

数の説明を行う。 

エントロピー 構造とは言い換えれば、規則性があり、乱雑さがないということを指す。ある

データに規則性があるのか、それとも乱雑さがあるのかを指標化するために情報理論などでは

エントロピーを用いることがある。エントロピーは本来、熱力学における分子や気体の状態量

を指す。ある確率変数 Xのエントロピー H(X) は次式で表現される：  

'()) = −./(0)log/(0)
4∈6

   (1) 

 

ここで、P(A) はある記号 Aが生成される確率を指す。熱力学や情報理論では状態が「乱雑」で

あるほどこのエントロピーの値は高くなる。例えば細工のないサイコロなどは出る目がすべて

等確率のため、エントロピーは高くなる。一方、6が出やすくなるよう細工されているサイコロ

は「偏り」が生じるためエントロピーは低くなる。背景でも述べたようにエントロピーは絵画

の複雑さを解析し、複雑さと美しさの関連を調べるためにしばしば使われる方法である 

(Berlyne, 1971; Burns, 2015)。 

図 4.2.6 エントロピーが同じ絵画の例。a ボーダ柄の絵画。b 同じエントロピーだが、色の配置
がランダムな絵画。 

 

a b 
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 今回はエントロピーを用いることで、絵画の構造を指標化した。まずエントロピーを計算す

るために、本実験では 1つの絵画に使用されている色の使用頻度を求めた。使用頻度を求めた

後、この使用頻度を確率に変換しエントロピーを算出した。例えば図 4.2.6a にあるようなボーダ

ー柄の絵画が作成されたとする。この絵画は使用可能な 9色の内、4色 (黄緑、アジュール、

青、すみれ色)を均等に使って絵画が描かれている。この絵画を上記の式 (1) に当てはめてみる

と以下のようになる： 

よってこの絵画のエントロピーは約 1.386になる。一方、最初の世代の参加者に呈示した絵画 

(図 4.2.1) をエントロピーの式 (1) に当てはめると最初の絵画のエントロピーは 2.133になる。こ

の指標はあくまで色の使用頻度の偏りを測っているものであり、どの位置にどの色が使用され

図 4.2.7 エントロピーと世代・評価の条件ごとの散布図。直線は一般線形モデルの単回帰直線を
示し、グレーの区間は 95%信頼区間を表す。a： エントロピーと世代の散布図。b：エントロピ
ーと評価の散布図。 

 

a 

b 
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ているかなどの情報は含まれない、よって図 4.2.6b にあるような 2つの絵画は構図が違っていた

としてもエントロピーは等しくなることに注意が必要である。 

 すべての絵画についてエントロピーを求めたあと、世代と評価との関係性を個別に見るため

に散布図と相関係数を求めた (図 4.2.7)。条件を考慮せず、評価とエントロピーの相関を求めた

ところ、負の相関が確認され、エントロピーが低いと評価が高いことがわかった (r = -.47, p 

< .001)。また、条件ごとに相関係数を求めたところ、改良条件では負の相関が見られたが、再生

条件ではそのような関連は見られなかった (改良条件: r = -.59, p < .001; 再生条件: r = -.10, p 

= .523)。再生条件では見られなかった理由は、再生条件において評価とエントロピーの分散が小

さいからである可能性が図 4.2.7b の散布図から見て取れる。 

 次に世代とエントロピーの相関を見たところ、条件を考慮しない場合と改良条件では負の相

関が見られ、世代が進むとともにエントロピーが減少することがわかったが (全体: r= -.28, p 

= .005; 改良条件: r= -.44, p = .002)、再生条件のみではそのような関連は見られなかった (r = -.10, 

p = .480)。エントロピーと世代・評価の関係性を総合的に考えると、改良条件においてのみエン

トロピーは世代が進むとともに減少し、減少した結果、評価が高まった可能性が考えられる。 

 次に世代の評価に対する効果をエントロピーがどれほど説明しうるか確認するために改良条

件のみのデータ用い、応答変数に評価、説明変数に世代とエントロピー、ランダム変量にチェ

ーン IDを投入したベイズ推定を行った。その結果、世代の効果の信用区間は 0を含んでいなか

ったが、エントロピーがない場合の係数に比べ (β = 0.18, CI = [0.12 ~ 0.25]) 、係数は減少してい

ることがわかった (β = 0.13, CI = [0.05 ~ 0.20])。さらに、エントロピーの信用区間も 0を含まなか

った (β = -0.78, CI = [-1.38 ~ -0.19])ことから、世代の評価に対する一部の効果はエントロピーに

よって説明されうる可能性が示された。言い換えると、改良条件では世代が進むとともに絵画

の色の複雑さが減少し、その結果美しさが上昇した可能性が示された。 

再帰的チャンク ボーダー柄やチェック柄などは同じ色の組み合わせが複数回使用されること

で絵画の中に表現されている。言い換えると、同じ組み合わせの色が多ければ多いほど、その
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絵画には構造があるといえる。よって、次の構造の指標として用いたのはこの繰り返し出現す

る色の組み合わせの数である。 

 本実験で使用した絵画は 16枚のパネルによって作成されていた。この性質を使い、隣接する

パネル同士を 1つの「チャンク」として括った。こうして 2色のパネル同士をまとめたチャンク

が同じ絵画の中に何回現れたかを数え上げることで、構造の指標として用いた。ここで、2回以

上出現するチャンクのことを再帰的チャンクと命名し、この再帰的チャンクの頻度を指標化し

た。ここではその指標を占有率と命名し、再帰的チャンクによって 1つの絵画の何割が描かれて

いるのかを割合として求めた。 

 占有率の求め方は以下の通りである。まず左右に隣接しているパネル同士を１つのチャンク

としてまとめ上げた (図 4.2.8a, 4.2.8b)。次に、再帰的チャンクごとに合計何回現れたかを数え上

a b 

c 

図 4.2.8 占有率を求める際に行った手順の解説。a: 1 つの絵画において、隣接するパネル同士を
1つのチャンクとして結合した。結合は上下、左右、斜めのすべての方向で行った。b: a の絵画
で横にチャンキングを行った場合得られるすべてのチャンクを図示している。c: b で得られたチ
ャンクの中で再帰的に表れるチャンクを数え上げ、その総数を持って固有値とした。 
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げた (図 3.8.c)。この作業を、上下に隣接しているパネル、斜めに隣接しているパネルのすべて

において求めた。最後に、1つの絵画における全ての占有値を合算し、全てのチャンクの数で割

った値を占有率とした。 

 まず、占有率と評価・世代の関係性を調べるために、図 4.2.9 で示したような散布図並びに相

関係数を求めた。評価と占有率の相関係数は有意であり、占有率が高いほど評価が高いことが

わかった (r= .60, p < .001)。条件ごとにわけて相関係数を求めると、改良条件は同じように正の

相関を示したが、再生条件は相関を示さなかった (改良条件: r = .63, p < .001; 再生条件: r = .22, p 

= .132)。再生条件では占有率と評価の関係性が見られないのはそもそも再生条件で高い占有率を

持つ絵画が描かれなかった、並びに評価も 3~4点に推移し分散がなかったからであると考えら

れる。 

図 4.2.9 占有率と世代・評価の条件ごとの散布図。直線は一般線形モデルの単回帰直線を示
し、グレーの区間は95%信頼区間を表す。a：占有率と世代の散布図。b：占有率と評価の散
布図。 

 

a 

b 
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 世代と占有率の相関係数も有意であり、世代が進むとともに占有率が高まる関係が見られた 

(r = .23, p = .021)。条件ごとに相関係数を求めたところ評価と同じように改良条件は条件をまと

めた結果と同じ方向で有意であったが、再生条件は有意ではなかった (改良条件: r = .34, p = .017; 

再生条件: r= .11, p = .453)。つまり、世代とともに改良条件では占有率は高まったが、再生条件

では高まらなかった。 

 次に世代から評価への影響をどこまで占有率が説明できるかを判断するために、応答変数に

改良条件の評価、説明変数に世代と占有率、ランダム変量にチェーン IDを投入したベイズ推定

を改良条件のデータに対して行った。その結果、占有率を投入しないモデルのときに比べ占有

率を投入したときのほうが世代の効果が若干減少した (投入しない: β = 0.18, CI = [0.12 ~ 0.25]; 投

入する: β = 0.12, CI = [0.04 ~ 0.19])。また、占有率の係数は β = 1.19, CI = [0.63 ~ 1.74]となり、こ

ちらの信用区間も 0を含んでいなかった。つまり、占有率が部分的に世代の評価に対する効果を

説明していることがわかった。 

対称性 ボーダー柄やストライプ柄、チェック柄などはそれぞれ俯瞰すると線対称になってい

る。つまりボーダー柄の中央に縦の線を引き中央から折りたたむと左右の色は一致する。もし

ストライプ柄であるならば横に線を引き、左右に折りたたむと色が一致し、チェック柄だと斜

めに折りたたむと柄が一致する。この性質を指標化したのが対称性である。例えば図 4.2.10a の

ようなボーダー柄の場合、中心から絵画を左右に分け時に左右の柄は鏡のように対称的にな

る。これが例えば図 4.2.10.b のようなチェック柄である場合は中心から斜めに絵画を分割した時

に対称的な柄になることがわかる。このように任意のパネルと線対称になっているパネルの色

が同じである場合を数えていき、より対称的になっている絵画ほど評価が高いのか検討するた

めに作成したのが対称性と呼ぶ尺度である。 

 対称性は以下の方法で定量化した。まず、絵画を中心から左右に分割し、折りたたむ。折り

たたんだ時に接しているパネル同士が同じ色である箇所を数え上げていく。同じ作業を上下で

折りたたむ場合も行う。斜めに折りたたむ場合は、対角線上に並ぶパネルを取り除き、残った
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部分を斜めに折りたたんで同じように対称的になっているパネルを数え上げる。対称性は柄に

よってどの角度の向きが最大であるかが異なる。例えばボーダー柄である場合は左右に対称的

であるが、斜めに折りたたむと対称的はなくなる。同じようにチェック柄も左右では対称的で

はなくなるが斜めには対称的である。よって、1つの絵画がどれほど対称性を持っているかを判

断する際、左右、上下、斜め右、斜め左で最も対称性が高かった方向をその絵画の対称性の指

標として用いた。この際、上下・左右と斜めで最大値が異なっているため (上下・左右は 8、斜

めは 6)、割合として算出してから、最も対称的な角度を算出していった。 

 対称性が世代・評価とどれほど関係しているのかを確かめるために散布図と相関係数を求め

た (図 4.2.11)。まず評価との相関係数を見てみると、条件を考慮せずに分析した場合、正の相関

が認められ、対称性が高いほど評価が高いことがわかった (r = .65, p < .001)。条件ごとに分けて

も、似た傾向が見られ、改良条件では有意 (r = .70, p < .001)、再生条件では有意傾向として正の

a b 

c 

図 4.2.10 対称性を測る際に使用した手順。1つの絵画を上下、左右、斜めの 4通りで分割し、折
りたたんだ時に最も一致率が高かった角度の値をその絵画の対称性の値として用いた。a: 縦に分
割した場合が最大となり対称性の値は１。b: 斜めのいずれも完全な対称性であり、値は１。c: 左
下から右上に分割した場合とその逆で１つずつ対称性なパネルがあることから対称性の値は
1.67。 
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相関が見られた   (r = .26, p = .071)。つまり、条件にかかわらず対称的な絵画は好まれる傾向にあ

り、そうでないものは評価が低いことが示された。 

 世代と対称性の相関を分析したところ、条件を考慮しない場合は有意に正の相関が見られた 

(r= .28, p = .005)。つまり、世代が進むに応じて絵画に対称性が生じることを示唆した。条件ごと

に分けて分析を行った場合、改良条件では有意であったが (r= .38, p = .007)、再生条件では有意

でなかった (r= .22, p = .137)。つまり、世代が進むとともに対称性は改良条件の絵画に現れた

が、再生条件ではそのような傾向はないことが示された。 

 世代が進むとともに対称性が進化し、その結果評価が高まった可能性が考えられたので、応

答変数に改良条件の評価、説明変数に世代と対称性、ランダム変量にチェーン IDを投入したベ

イズ推定を行った。その結果、世代の係数は世代のみのモデルのときの係数 (β= 0.18) に比べ落

図 4.2.11 対称性と世代・評価の条件ごとの散布図。直線は一般線形モデルの単回帰直線を示
し、グレーの区間は95%信頼区間を表す。a： 対称性と世代の散布図。b：対称性と評価の散
布図。 

a 

b 
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ちていることがわかった (β= 0.10, CI = [0.03 ~ -0.17])。また、対称性の信用区間も 0を含んでお

らず、対称性が高いほど評価が高くなることを示唆した (β = 1.34, CI = [0.80 ~ 1.87])。 

データ圧縮 次の指標として用いたのは計算機科学で発明されたデータ圧縮である。データ圧

縮とはデータのやり取りの際に写真やファイルをそのまま受信者に送るのではなく、簡略化し

た状態で送ることで通信性をしやすくするために開発された道具である。そもそも絵画に規則

性がある場合、その規則に則って画像を圧縮できるため、圧縮されたデータのバイト数は減少

するはずである。一方、規則性がない画像データはそのような規則に従ってデータを圧縮でき

ないため画像のバイト数は増えるはずである。このデータ圧縮の性質を使って、絵画にどれほ

ど規則性があるのかを間接的に評価した。 

 

図 4.2.12 圧縮したファイルのバイト数と世代・評価の条件ごとの散布図。直線は一般線形モデル
の単回帰直線を示し、グレーの区間は95%信頼区間を表す。a：バイト数と世代の散布図。b：バ
イト数と評価の散布図。 

 

a 

b 
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表 4.2.2 評価を従属変数としたベイズ推定の結果 

変数名 β SE CL2.5 CL97.5 Rhat 

切片 4.81 1.15 2.57 7.02 1.00 

世代 0.09 0.04 0.001 0.17 1.00 

エントロピー -0.36 0.42 -1.17 0.45 1.00 

占有率 -0.17 0.61 -1.34 1.05 1.00 

対称性 1.18 0.44 0.32 2.08 1.00 

バイト数 -0.0002 0.0001 -0.0005 0.0001 1.00 

 様々なデータ圧縮が開発されているが本実験ではよく使用される ZIPを使用した。またすべて

の画像をノイズなしで圧縮するためにもともとの絵画にあったフレームを除き、色だけが含ま

れた画像ファイルを新たに作成し、圧縮を行った。すべての画像はビットマップとよばれる拡

張子のファイルに変換した上でデータ圧縮を行った。ビットマップとは画像の各ピクセルにど

の色が入っているかを左上から右下へと記述したファイルであり、どのような画像であっても

同じピクセルサイズで描かれているのであればすべて同じファイルサイズになる。ビットマッ

プを使うことですべての画像が同じピクセルサイズであることをまず確認した。 

 ZIP とは複数のファイルを同時に圧縮するために使われる道具である。ZIPは主にハフマン符

号を使用したレンペル・ジヴアルゴリズム (LZSS) と呼ばれる圧縮手法を組み合わせた方法でデ

ータ圧縮を行う。ハフマン符号とは最も頻度の多い成分に短い符号化 (例えば赤が最も使われて

いる場合は赤に 1という符号を与える) を行って書き換えてしまい、頻度の少ない成分には長い

符号化を行う (例えばすみれ色があまり使われていないのであれば 0010という符号を与える)。

LZSS では現在読み込んでいるのと同じ符号を検出した場合、事前に辞書に保存している元の符

号の位置と長さを示したポインタと呼ばれる符号に置き換える。これを繰り返し、辞書に含ま

れている符号の頻度をハフマン符号によってさらに圧縮することでデータサイズを小さくして

いく。頻度の多い規則を数え上げ、それに従って圧縮していくという意味では上記の占有率と

似たような指標になっているが、占有率は色の種類に応じてチャンキングを行っているのに対
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し、データ圧縮では RGB値に従って圧縮をしているため必ずしもこれらの指標は一致しないこ

とに注意が必要である。 

 ZIP化された絵画のバイト数と評価・世代の関係を散布図 (図 3.15) で図示し、さらに相関係数

を求めた。評価と ZIPの相関係数を求めたところ、条件を考慮しない場合と再生条件では関連が

見られなかったものの (全体: r = -.08, p = .414; 再生条件: r= -.07, p = .632)、改良条件のデータのみ

では負の相関が見られ、バイト数が小さいほど評価が高いことがわかった (r= -.41, p = .003)。図

4.2.12 の散布図を見れば明らかなように、改良条件において１つのデータだけ特異的にバイト数

が小さい絵画が存在した。これはボーダー柄の絵画であり、データ圧縮の場合ボーダー柄は非

常に圧縮がし易いことから外れ値として表現されてしまうことがわかった。そこでこのボーダ

ーを外しても改良条件の相関関係が有意のままであるか確かめたところ、外しても改良条件の

有意は変わらなかった (r = -.17, p = .003)。 

図 4.2.13 主成分分析から得られた第一・第二主成分の寄与率と各データの分布。図 4.2.14 に上
記で示した 4つの絵画を代表例として載せている。  
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 世代と ZIPのバイト数との相関関係を調べたところ、条件を考慮しない場合は負の相関が見ら

れ (r= -.23, p = .023)、条件ごとでは改良条件で負の相関関係が有意であったが (r= -.29, p 

= .042)、再生条件では有意な関連が見られなかった (r= -.16, p = .261)。ただし、上記で述べた外

れ値としてのボーダーをデータから外すと、全体の相関も改良条件のみの相関関係も有意では

なくなった (全体: r = -.17, p = .090; 改良条件: r= -.21, p = .155)。よって、ZIPファイルでデータ圧

縮をしたバイト数は世代と評価の間の関係性を説明しうるような変数ではないことが示され

た。  

主成分回帰によって構造の変数をまとめた場合の効果 

 上記で示した説明変数同士は、高い相関があり、同じ重回帰分析に投入しようとすると多重

共線性の問題が生じる危険性が高かった (多重共線性を示す VIFを調べたところ、 エントロピー

が 3.21、占有率が 6.10、対称性が 3.92といずれも高く、また最も高い占有率を取り除いたとし

ても 2.06と高い値が出ているため、結果が不安定になっている可能性が考えられた)。そこで、

これら 3つの変数間の主成分を抽出し、その主成分を「構造の指標」とした場合、この指標が評 

低い 高い 

第一主
成分 

第二主
成分 

条件：再生 

世代：1 

チェーン：5 

エントロピー：2.13 

占有率：０ 

条件：改良 

世代：７ 

チェーン：11 

エントロピー：1.39 

占有率：０.33 

条件：改良 

世代：7 

チェーン：14 

エントロピー：1.25 

占有率：0.67 

条件：再生 

世代：７ 

チェーン：2 

エントロピー：1.77 

占有率：０.14 
図 4.2.14主成分分析から得られた第一・第二主成分の中で、最も主成分得点が低かったも
のと高かったものの比較。 
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表 4.2.3 評価を従属変数としたベイズ推定の結果 

変数名 β SE CL2.5 CL97.5 Rhat 

切片 3.72 0.20 3.35 4.12 1.00 

世代 0.11 0.04 0.04 0.18 1.00 

第一主成分 0.24 0.05 0.14 0.34 1.00 

第二主成分 0.14 0.10 -0.06 0.33 1.00 

価を説明するのか、また世代の効果を打ち消すのか確認した (分析は Rの FactoMineR パッケー

ジを使用して行った)。主成分分析を行った上で、主成分得点を説明変数とした回帰分析を行う

ことの利点は、互いに相関している変数を一つの主成分得点としてまとめ上げ、多重共線性の

問題を除外できる。また、解釈が難しくなるものの、主成分分析に投入した変数間の弱点を補

えられるというのも主成分回帰の強みである。 

 主成分分析の結果は図 4.2.13 並びに図  4.2.14にまとめた。主成分分析の結果から第一主成分 

(寄与率:  85.83%) と第二主成分 (寄与率: 10.31%) で 96.13% のデータのばらつきが説明できるこ

とが示された。図 3.17 から見て取れるように、第一主成分は構造の度合いを示した指標になっ

ており、対称性や占有率、エントロピーが高いほど主成分得点が高くなることがわかる。一

方、第二主成分はエントロピーの中でも、色彩や色の方より度合いを表した成分になってお

り、構造とは別に彩りの複雑さを示した成分になっている可能性が伺えた。そこでこの 2つの主

成分を使い、評価に対する世代の効果がこれらの主成分によって説明できるか確認した。そこ

で応答変数に評価、説明変数に世代、そしてさきほどの主成分分析で得られた二つの主成分、

ランダム変量にチェーン IDを投入したベイズ推定を行った (表 4.2.3)。その結果、世代の効果は

未だ認められたものの (β = 0.11, CI = [0.04 ~ 0.18])、世代のみで評価を予測しようとした場合に

比べ係数が落ちていたことが確認された (β = 0.18, CI = [0.12 ~ 0.25])。また第一主成分の効果も

認められ、主成分得点が高いほど、言い換えるならばより構造が絵画に見られれば、評価が高

まることがわかった (β = 0.24, CI = [0.14 ~ 0.34])。一方第二主成分の信用区間は 0を含んでいたこ

とから、色彩は絵画の評価に影響を与えていないことがわかった (β = 0.14, CI = [-0.06 ~ 0.33])。 
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絵画同士の類似性の分析 

 研究Ⅰ・実験Ⅰでは同世代内の異なるチェーン間のパスタ塔の類似性を求めたところ、世代が経

るごとにチェーン間の類似性が改良条件で高まる「収斂化」とも言うべき現象が見られたこと

を確認した。本実験でも似たようなことをより客観的に求めることができるため、絵画同士の

類似性を求めて技術進化で見られた 3つの現象が芸術進化でも見られるか検討した。 

 本実験で類似性を求める際に使用した方法は情報理論で扱われるジェンソン・シャノン情報

量 (Jensen-Shanon divergence) (以降 JSD) である。JSDとは端的にいうと「2つの確率分布の差

異」を表す指標であり、確率分布 Pと Qの差異は以下の式で表される： 

 

図 4.2.15 各条件・世代における平均 JSDの推移。箱ひげ図の中央のバーは中央値を示し、描か
れている直線はベイズ推定によって得られた推定値、及び信用区間を図示している。 
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ここで、DKL(・) はカルバック・ライブラー情報量 (Kullback-Leibler divergence、以後 KLD) を表

す。KLDも２つの確率分布の差異を表す際に使用される指標であるが、異なる確率分布PとQ

がある場合、DKL (P||Q) ≠ DKL (Q||P)が成り立つため、本研究では不適切である。よって、P=Q

の対象性が取れている JSDを本研究では用いた。 

 収斂化 

 同じ世代の中でも、異なるチェーンで描かれた絵画はどれほど似ているのか。これを検討す

るために同じ世代内で描かれた絵画同士を JSDに基いて絵画の特徴量の差異を求めた (図 

4.2.15、表 4.2.4)。そして応答変数に JSD、説明変数に世代と条件 (基準値として改良条件)、これ

ら２つの交互作用項、ランダム変量に比較したチェーン間 IDを投入しベイズ推定を行った。そ

の結果、改良条件のほうが再生条件よりも JSDが高いことがわかった (β= 0.0246, CI = [0.0073 ~ 

0.0427])。また改良条件では世代が進むとともに JSDが上昇することがわかり (β= 0.010, CI = 

[0.0071 ~ 0.0127])、再生条件では緩やかに下降する、または上昇しないことがわかった (β= -

0.0102, CI = [-0.0142 ~ -0.0062])。つまり、改良条件では世代が進むとともに多様な絵画が描かれ

るのに対し、再生条件ではある程度一貫した絵画が描かれ続け、場合によって世代が進むとと

もにより似通った絵画が描かれることが示された。つまり、収斂化の逆で多様化が観察された

可能性が考えられた。 

4.2.4 まとめと考察 

 Bartlett (1932) は初期の文化伝達実験の中で、抽象的な絵画を記憶させ、再生させることを繰

り返していくと抽象的な絵画が具象的になり、参加者の住む社会的な規範に沿って進化するこ

とを見出した。つまり、参加者から参加者へと刺激を再生させるだけで、意味をほとんど持た

ない刺激から意味のある刺激へと進化したのである。文化アトラクターの観点から考えると、

文化伝達時に生じる情報劣化を補う際に文化アトラクターが駆動し、より具象的な絵画 (黒猫、

人の顔等) へと進化させると考えられる。文化伝達時の情報劣化によって文化アトラクターに文

化形質が近づくことは絵画だけでなく、物語や言語でも見られている。ではこの情報劣化が繰 
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表 4.2.4 JSDを従属変数としたベイズ推定の結果 

変数名 β SE CL2.5 CL97.5 Rhat 

切片 (改良条件の第一世代) 0.03 0.01 0.02 0.05 1.00 

世代 0.01 0.001 0.01 0.01 1.00 

再生条件 0.02 0.01 0.01 0.04 1.00 

交互作用 -0.01 0.002 -0.01 -0.01 1.00 

り返されることで累積的に芸術は良くなるのか。それとも累積的に芸術を進化させるために

は、外的な淘汰圧も同時に駆動する必要があるのだろうか。実験 1 では芸術の中でも抽象画に

着目し、抽象画に見られる好まれる構造が情報劣化だけで創発するのかそれとも、美しいと判

断できるような淘汰圧が同時に駆動する必要があるのかを探索的に検討した。 

 本実験では機能性の淘汰圧を操作し、文化伝達時に機能性のある条件とない条件とで進化す

る芸術、ここでは絵画にどのような違いが見られるのかを探索的に検討した。その結果、機能

性の淘汰圧がない条件では文化伝達を行っても美しいと判断される絵画は創発しなかったが、

機能性の淘汰圧がある条件では世代が進むと共に美しいと判断される絵画が創発した。各世代

で描かれた絵画を分析したところ、機能性の淘汰圧がある条件では、文化伝達が進むとともに

構造が創発したのに対し、機能性の淘汰圧がない条件ではそうした構造は創発しなかったこと

がわかった。より細かい分析を行ったところ、世代による漸進的な美しさの進化の一部はこの

構造化によって説明できる可能性が示された。以下では条件ごとに結果の解釈を行い、次の実

験の目的を述べていく。 

改良条件 改良条件では文化伝達の過程で構造が生じることにより累積的な芸術進化が実験室

内で再現された。また、絵画の構造を複数の指標から分析することにより、どのような絵画で

あるほど美しいと判断されるのかが示された。まず、エントロピーの結果から色の使用頻度に

偏りがあったほうが美しい絵画になる可能性が考えられた。また、再帰的チャンク（占有率）

の結果から同じパターンで 1つの絵画が描かれていた方がこの美しいと判断される傾向が示され

た。似たように、対称性の結果から絵画は線対称なほど美しいと判断されることが示唆され
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た。これらを総合すると、2色で描かれたボーダーやチェックなどが最も好ましいと判断される

可能性が出てきた。または、さらに極端に考えればすべてのパネルが同じ色によって描かれる

絵画が最も美しいと判断されるのかもしれない。しかし、そうした絵画は参加者によって描か

れなかったことからその可能性は低いことが考えられる。また、Berlyne (1971) の仮説、すなわ

ち絵画の複雑性と美しさの関係が逆 U字型を描き、最適な複雑さの値が最もの複雑な状態と単

純な状態の間にあるとしたら、同じ色だけで描かれる絵画は好まれないだろう。 

 さらに、興味深い結果として、構造の指標は世代が進むに連れて収斂したものの、各世代で

描かれた絵画の類似性を測定したところ、世代が進むと共に類似度は減少していったことがわ

かった。つまり、同じ法則性の元で多様な絵画が描かれた可能性が考えられた。この結果の解

釈についてはこの章の考察で述べる。 

再生条件 再生条件では、世代が進むとともに評価が上昇する結果は見られなかった。また、

構造も世代が進むとともに変化を示さなかったことと、改良条件において構造化とともに評価

が上昇したことと鑑みれば、構造化が生じなかったことにより、評価が上昇しなかったと考え

られる。情報劣化は最初の世代から生じ、むしろ世代が進むとともにむしろ上昇している傾向

が見られた。つまり、絵画に変化が生じていないことから、評価が上昇しなかったとは言えな

い。この結果から、情報劣化のみでは文化アトラクターによる絵画の漸進的な改良は起きない

ことがわかった。ここで、特に着目しなければならないことは、評価よりも構造である。 

 従来の研究では繰り返し文化伝達の中で刺激を記憶し、再生することによって、文化アトラ

クターに合致した構造が生まれることが示されてきた (Bartlett, 1932; Mesoudi & Whiten, 2004)。

しかし、情報劣化によって絵画が変化したとしても、この課題では構造は生じなかった。ここ

から考えられる一つの理由は、情報劣化が起きたとしても、その影響が最小限に留まったた

め、構造が創発しなかった可能性である。つまり、課題をより困難にし、情報劣化が生じやす

い状況を作り出せば、記憶し、再生するだけでも構造が生じ、その結果、美しいと判断される

絵画が生まれるのかもしれない。よって、次の実験では、実験 1で行った課題を用いながら、よ
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り情報劣化が生じやすい状況を作り出し、情報劣化がより起きるような状況でも構造が創発し

ないのか検討した。 

4.3 実験 2 

4.3.1 目的 

 実験 2 では、実験 1で行った実験を追試しつつ、新たな条件を設けて実験を行った。この新た

な条件では情報劣化を実験 1の再生条件よりも促進させるため、記憶と再生の間に遅延時間を設

けた。遅延時間を設けることで記憶の中にある絵画が劣化し、穴だらけになった記憶を文化ア

トラクターに準じて色を埋めていく結果、構造化が生じるのかを検討した。 

4.3.2 方法 

参加者 参加者は色覚に問題をかかえない大学生 162名 (男性 90名、女性 72名、平均年齢 = 

19.21, SD = 0.88) であった。また、実験を開始する前にすべての参加者が芸術系の部活やサーク

ルなどに所属していないことを確認し、芸術経験による差などがでないように考慮した。  

文化伝達方法 実験１と同様に線形伝達法を使用した。ただし、実験１では各条件 7世代・7チ

ェーン分のデータを取ったが、分析の安定性を考慮し本実験では各条件 6世代・9チェーン分の

データを取った。 

課題 使用した課題は実験１と変わらなかった。ただし、条件は実験１の改良条件および再生

条件に加えて遅延条件を設けた。遅延条件では課題の説明、課題に使用したプログラムは再生

条件とほとんど変わらなかったが、参加者が前の世代の参加者の絵画を記憶したあと、30秒間

の遅延時間を設けた。30秒間の遅延が終わったところで、参加者は灰色に変わった絵画に色を

付け加えることができるようになり、すべてのパネルに色を配色し、終了ボタンを押したとこ

ろで課題が完了した。30秒間とした理由は、実験 1のプレ実験において、30秒間の遅延を設け



 

 

148 

た場合、すぐに再生するよりも正答率が下がったことからである（n数が少なかったため、検定

は行っていない）。 

手順 実験 Ⅰ とほぼ同様の手順を使用した。ただし、本実験では実験環境の統制のために、北海

道大学人文社会科学総合研究棟にある個別実験室を使用し、実験を行った。この個別実験室で

は同時に複数の参加者を実験することが可能であり、本実験では 1人から 6人の参加者が同時に

実験を行った。また、この実験では実験の終了したところで参加者は参加報酬として 300円を得

た。 

絵画の評価 実験 1 同様、作成された絵画を第三者が評価した。評価は色覚に問題をかかえな

い大学生 19名 (男性 7名、女性 11名) が行った。方法は実験 1とは異なり、質問紙に記入して

いくのではなく、本課題同様プログラム上で表示される絵画に 1 (綺麗でない・美しくない) ～7 

図 4.3.1 参加者が絵画を評定する際に見たプログラムの画面。参加者は1から7の間で絵画を評
定した。 
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(綺麗・美しい) の評定を該当するボタンを押すことで決定した (図 4.3.1)。評定を行った後、次

と書かれたボタンを押すことで次の絵画が映し出され、再度評価を行った。各参加者はすべて

の絵画について評価を行った。また、評定においても参加者は課題を終えたところで参加報酬

として 300円を得た。 

構造の評価 実験 Ⅰ 同様、エントロピー、再帰的チャンク、対称性、データ圧縮のすべての方法

で定量化を行い、分析に用いた。 

絵画同士の類似性の分析 実験 Ⅰ と同様の方法で絵画同士の類似性を求めた。 

使用した分析方法 実験  と同じくランダム効果を考慮した媒介分析などを行う必要性があっ

たため、ハミルトニアンモンテカルロ法を使った階層ベイズモデルを用いた。分析は全て R上 

図 4.3.2 最初の絵画と任意の世代の絵画の変化量を世代と条件ごとに図示した。箱ひげ図とその上に
LMMによる回帰直線と信用区間を図示している。 

 

a 

b 
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表 4.3.1 最初の絵画との累積変化を従属変数としたベイズ推定の結果 

変数名  SE CL2.5 CL97.5 Rhat 

切片 4.70 0.66 3.40 5.99 1.00 

世代 1.62 0.14 1.34 1.91 1.00 

再生条件 3.22 0.94 1.43 5.08 1.00 

遅延条件 3.67 0.94 1.85 5.61 1.00 

世代ｘ再生条件 -0.63 0.20 -1.03 -0.23 1.00 

世代ｘ遅延条件 -0.55 0.20 -0.94 -0.17 1.00 

で行い、ベイズ推定のために Stanを用い、必要に応じて Stanのコードを容易に操作できる brms

ラッパーを用いた。 

4.3.3 結果 

条件による絵画の変化率 

 本実験では、実験１での再生条件よりもより絵画が変化しやすい遅延条件を設け、変化しや

すい条件で構造がより顕著に見られるのかどうかを分析することを目的とした。よって、実験

１で行った分析に先立ち、どれほど遅延条件で実際に絵画が変化したのか見てみる必要があ

る。そこで、2つの分析を行った。一方は、最初の世代の参加者に見せた絵画と各世代の参加者

が描いた絵画の違いを求め、世代を通して累積的にどれほど絵画が変化したかを分析した。も

う一方の分析では、ある任意の世代の絵画とその前の世代に描かれた絵画を比較し、変化の度

合いが世代を通してどのように変化したのか検討した。 

 まず、前者の分析結果を説明する。最初の絵画との変化の度合いは、各パネルの色が最初の

絵画と異なるか否かを求め、変化した絶対数を指標とした。つまり、最初の絵画と全く同じで

あれば、0となり、仮にすべての色が最初の絵画と異なる場合は 16となる。応答変数にこの指

標を入れ、説明変数に世代、条件（基準に改良条件）、そしてこれらの交互作用を投入し、ラ

ンダム変量にチェーンを入れたベイズ推定を用いた LMMを行った。その結果、すべての項にお 
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表 4.3.2 ある世代の絵画と前世代の絵画との変化量を従属変数としたベイズ推定の結果 

変数名  SE CL2.5 CL97.5 Rhat 

切片 4.80 0.93 2.99 6.60 1.00 

世代 0.05 0.24 -0.41 0.50 1.00 

再生条件 2.05 1.31 -0.55 4.65 1.00 

遅延条件 4.16 1.31 1.58 6.71 1.00 

世代ｘ再生条件 -0.39 0.33 -1.03 0.27 1.00 

世代ｘ遅延条件 -0.74 0.33 -1.37 -0.08 1.00 

いて信用区間が 0をまたがっていなかった。世代の効果が見られ、世代が進むと共に最初の絵画

から描かれる絵画が乖離していくことがわかった (β= 1.62, CI = [1.34 ~ 1.91])。また、改良条件に

比べ、再生条件 (β= 3.22, CI = [1.43 ~ 5.08])、および遅延条件 (β= 3.63, CI = [1.85 ~ 5.61]) に差が見

られ、再生条件と遅延条件の方が改良条件にくらべ最初の絵画とは異なっていたことがわかっ

図 4.3.3 ある世代の絵画と前世代の絵画の変化量を世代と条件ごとに図示した。箱ひげ図とその上に
LMMによる回帰直線と信用区間を図示している。 

 

a 

b 
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た。また、再生条件と世代の交互作用 (β= -0.63, CI = [-1.03 ~ -0.23])、遅延条件と世代の交互作用 

(β= -0.55, CI = [-0.94 ~ -0.17]) から、これら二つの条件では、世代による変化率が改良条件に比

べ、なだらかであったことがわかった (表 4.3.1、及び図 4.3.2参照)。 

 次に、ある任意の世代の絵画とその前世代の絵画を比較した時、どれほど変化したかを求め

た指標を用いて、条件間の差を分析した。応答変数に世代間の変化度合い、説明変数に世代、

条件（基準に改良条件）、世代と条件の交互作用、ランダム変量にチェーンを投入したベイズ

推定を用いて LMMを行った。その結果、改良条件と遅延条件の間に差が見られ、遅延条件の方

が改良条件より世代間の絵画に違いがあったことがわかった。また、遅延条件と世代の交互作

用も効果が確認され、上記の分析同様、変化の度合いが世代を追うごとに少なくなっていった

ことがわかった。再生条件の効果、及び改良条件の世代の効果は確認されなかった (表 4.3.2、及

び図 4.3.3参照)。 

図 4.3.4 評定結果の推移を世代と条件ごとに図示した。a はチェーンごとに図示した場合。b は条
件ごとに箱ひげ図を作成し、その上にLMMによる回帰直線と信用区間を図示している。 

 

a 

b 
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表 4.3.3 評価を従属変数としたベイズ推定の結果 

変数名  SE CL2.5 CL97.5 Rhat 

切片 3.90 0.13 3.66 4.16 1.00 

世代 0.11 0.03 0.05 0.17 1.00 

再生条件 -0.41 0.18 -0.76 -0.06 1.00 

遅延条件 -0.34 0.18 -0.69 0.02 1.00 

世代ｘ再生条件 -0.15 0.04 -0.24 -0.07 1.00 

世代ｘ遅延条件 -0.14 0.04 -0.23 -0.06 1.00 

 以上の結果から、遅延条件の方が改良条件よりも絵画が変化していたことが確認できた。た

だし、遅延条件を基準にして同じ分析を行ったところ、再生条件と変化する度合いは変わらな

かったことがわかった (章末付録参照)。よって、当初の目的である遅延時間を設けることで変化

する度合いを増やすことはこの操作では達成できなかった。 

世代と条件の効果 

 図 4.3.2 では各条件の第一世代および第六世代で描かれた最も評価の高い絵画を提示した (表 

4.3.1)。ここから分かるように、全ての条件の第一世代では評価がどちらでもない以上を獲得し

た絵画はなく、また第六世代においてもどちらでもない以上を平均的に獲得しているのは改良

条件のみであることが分かる。図 4.3.3 a で示した各チェーンの評価の推移を見てみると同じよ

うなことが言えることがわかる。ただし、実験 Ⅰ の改良条件よりも本実験における改良条件の方

が評価にばらつきがある可能性も見られる。そこで応答変数に評価、説明変数に条件 (基準を改

良条件)、世代、そしてこれらの交互作用項、ランダム変量にチェーン IDを投入しベイズ推定を

おこない、改良条件の方がそれ以外の条件よりも高い評価を得ていて、かつ世代による効果が

見られるかどうか検討した。その結果、世代の効果が認められ (β= 0.11, CI = [0.05 ~ 0.17])、改良

条件において世代が進むとともに評価が高くなることがわかった。また、2つの交互作用項も効

果が認められ (再生―世代: β= -0.15, CI = [-0.24 ~ -0.07]; 遅延―世代: β= -0.14, CI = [-0.23 ~ -

0.06])、基準値である改良条件に比べ再生条件も遅延条件も世代が進むとともに評価が一定、ま
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たは減少していくことがわかった。一方、改良条件を基準とした場合、再生条件の効果が認め

られたものの (β= -0.41, CI = [-0.76 ~ -0.06])、遅延条件の効果は認められなかった (β= -0.34, CI =   

[-0.69 ~ 0.02])。つまり、世代を考慮せず条件だけで比べると改良条件より再生条件のほうが評価

が低いが、改良条件と遅延条件では評価の差が見られなかった。よって、実験 Ⅰ の結果は再現さ

れるとともに、遅延条件では再生条件と同じように評価が、世代が進むともに減少することが

示されたが改良条件と評価が変わらない可能性が示された。 

構造の効果 

 遅延条件では改良条件と比べると評価に差が見られなかったものの、世代が進むと評価が落

ちていくことが見られた。これは再生条件よりも評価が平均的に高かったことを示す可能性も

考えられる。もしそうであるならば、その評価の差は遅延条件において記憶の劣化に伴う構造

化が行われ、構造化された絵画の評価が高くなることで再生条件よりも改良条件に近い評定が

図 4.3.5 エントロピーと評価・世代との関係。a 評価とエントロピーの散布図及び、条件ごとの回帰
直線と信頼区間を図示している。ｂエントロピーと世代の場合の図示。 

 

a 

b 
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なされた可能性が考えられる。よって、実験 1にならい、構造の指標を作成し、実験 1の結果が

再現されるか確認するとともに、遅延条件で構造が生じた絵画の評定が高く評価されたのか確

認した。 

エントロピー 実験 1と同じように重回帰分析や媒介分析に先立ち、エントロピーと世代・評

価の間の散布図、相関を求めた (図 4.3.4 a)。条件を考慮せず、評価とエントロピーの相関を求め

たところ、負の相関が見られ、エントロピーが低いと評価が高いことがわかった (r = -.43, p 

< .001)。また実験 1と一貫し、改良条件で負の相関が見られ (r = -.71, p = .001)、一方、再生条件

でも関連が見られなかった (r = .04, p = .752)。遅延条件は改良条件と同じように評価とエントロ

ピーの間に負の相関がある傾向が示された (r = -.25, p = .06)。つまり、遅延条件では改良条件と

同じように、低いエントロピーの絵画が描かれた場合、高く評価された可能性が示唆された。

図 4.3.3b を見てみると、そもそも遅延条件のエントロピーの分散が他の 2つの条件に比べて小さ

いことから、この結果が生じた可能性も考えられる。 

 エントロピーと世代の関係を、条件を考慮せずに見てみた場合、負の相関が確認され、世代

が進むとエントロピーが下がることが示された (r = -.49, p < .001)。また、条件ごとに見るとすべ

ての条件において世代が進むとともにエントロピーが減少する関連が見られた(改良：r = -.29, p 

= .031、再生：r = -.52, p < .001、遅延：r = -.33, p = .014)。再生条件でもエントロピーが世代の進

行とともに減少していくことは実験 1の結果と異なる。つまり、色の偏りというかたちで構造を

分析すると、すべての条件において色の偏りが生じていることが示された。また、エントロピ

ーと評価との関係も考慮して考えると、エントロピーが減少するからといって必ずしも評価が

高くなる絵画が生じるわけではない可能性が示された。 
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 実験 1 同様、エントロピーがどれほど世代の効果を説明しうるか確認するために、改良条件

のみのデータを用いて応答変数に評価、説明変数に世代とエントロピー、ランダム変量にチェ

ーン IDを投入したベイズ推定を行ったところ、エントロピーを入れずに世代のみで評価を予測

した場合に比べ (β= 0.11, CI = [0.03 ~ 0.19])、世代の効果は減少し、信用区間が 0を含むことがわ

かった (β= 0.03, CI = [-0.03 ~ 0.09])。また、エントロピーの効果も見られ、世代が進むとともに

エントロピーは減少していく可能性が考えられた (β= -1.59, CI = [-1.97 ~ -1.17])。 

再帰的チャンク 占有率と評価・世代との関係を図 4.3.4 a に図示した。条件を考慮せずに評価

と占有率の関係を調べたところ正の相関が見られ、占有率が高いほど評価が高いことがわかっ

た (r= .60, p < .0001)。条件ごとに相関を求めた場合、改良条件で正の相関が見られたものの、他

の 2つの条件では相関が確認されなかった (改良: r= .78, p < .0001; 再生: r= -.20, p = .144; 遅延: 

図 4.3.6 占有率と評価・世代との関係。a 評価と占有率の散布図及び、条件ごとの回帰直線と信頼
区間を図示している。ｂ占有率と世代の場合の図示。 

 

a 
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r= .17, p = .218)。よって、改良条件では占有率が上がるとともに評価が高くなることがわかった

が、その関係が再生条件と遅延条件で得られなかった。 

 条件を考慮せず占有率と世代の相関を分析したところ、正の相関が確認され世代が進むと占

有率が高くなることがわかった (r= .24, p = .002)。次に、条件ごとに相関を求めたところ、改良

条件では有意傾向であったものの、すべての条件に正の相関が見られた (改良: r= .25, p = .071; 再

生: r= .28, p = .037; 遅延: r= .36, p = .007)。つまり、すべての条件で世代が進むとともに占有率が

上昇した可能性が伺えた。改良条件で有意傾向であった理由として考えられるのはチェーン間

でばらつきが多かったことと、改良条件の第五世代で上がった占有率が複数のチェーンで急激

に落ちため、生じた可能性が考えられた (図 4.3.4b)。 

 次に、応答変数に評価、説明変数に世代と占有率、ランダム変量にチェーン IDを投入したベ

イズ推定を行い、世代の評価に対する効果を打ち消すのか確認した。その結果、世代の効果は 

図 4.3.7 対称性と評価・世代との関係。a 評価と対称性の散布図及び、条件ごとの回帰直線と信頼
区間を図示している。ｂ対称性と世代の場合の図示。 

 

a 
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β= 0.11, CI = [0.03 ~ 0.19] から β= 0.04, CI = [-0.02 ~ 0.09] に減少した。また、占有率の信用区間は

0を含んでいなかったことから、世代が進むことによって占有率が上昇し、占有率が上昇した結

果、評価が高まった可能性が出てきた (β= 1.35, CI = [1.02 ~ 1.68])。 ただし、再生条件、遅延条

件でも世代が進むとともに占有率が高まったことを考えると、占有率が評価を説明する直接要

因であることではない可能性も念頭に入れなければならない。 

対称性 対称性を評価・世代の関係を分析するために、散布図と相関を求めた (図 4.3.5)。条件

を考慮せず対称性と評価の相関を求めたところ、正の相関がみられ、対称性が高いほど評価が

高いことがわかった (r= .54, p < .0001)。また条件ごとに分析すると、改良条件で相関が見られた

ものの、再生・遅延条件では相関が見られなかった (改良: r= .46, p = .0005; 再生: r= .10, p = .462; 

遅延: r= -.17, p = .226)。つまり、改良条件では対称性が高まるとともに評価は高まったが、再生

条件と遅延条件ではそのような関係がないことが示された。 

 条件を考慮せずに世代と対称性の相関を求めたところ、正の相関が確認された (r= .19, p 

= .014)。よって、世代が進むとともに対称性が高まることがわかった。次に、条件ごとに相関関

係を求めたところ、改良条件で有意に正の相関が確認されたものの、再生・遅延条件では有意

ではなかった (改良: r= .37, p = .006; 再生: r= .07, p = .639; 遅延: r= .18, p = .037)。対称性と評価の

関係と一緒に考えると、改良条件においてのみ世代が進むとともに対称性が高まり、高まった

結果評価が高くなったが、再生条件と遅延条件では世代が進むからと言っても対称性は上がら

ず、またたとえ対称性が上がっても評価が高くなることはない可能性が考えられた。 

 次に、対称性の評価に対する効果が世代の評価に対する効果を説明するのか検討するために

改良条件のデータを使い、応答変数に評価、説明変数に世代と対称性、ランダム変量にチェー

ン IDを投入しベイズ推定を行った。その結果、世代の効果は対称性を投入しない場合 (β= 0.11, 

CI = [0.03 ~ 0.19]) に比べ減少し (β= 0.04, CI = [-0.03 ~ 0.12]) 、また対称性の信用区間も 0を含ん

でいないことがわかった(β= 1.01, CI = [0.56 ~ 1.49]) 。つまり、世代の評価に対する効果は対称性

が上昇することで得られた可能性が考えられた。 



 

 

159 

主成分回帰 

 実験１同様、各説明変数同士の関係を VIFによって求め、多重共線性の問題が生じるか調べ

たところ、エントロピー (2.73) と占有率 (3.46) が 2 以上であり対称性も (1.6) 少なからず高かっ

たことから、多重共線性の問題が生じる可能性が考えられた。そこで実験 1同様、主成分回帰を

行い、これらの問題を取り除いた上で世代の効果を説明できるか確かめた。しかし、実験 2のデ

ータを用いて再度主成分分析をしてしまうと主成分の意味が異なってしまう可能性も考えられ

たので本実験では実験 1で得られた主成分軸をそのまま実験 2で得られたデータに当てはめて、

寄与率などを確かめた。実験 2のデータに実験 1の主成分軸を当てはめたところ、第一主成分の

寄与率は 74.85％ (実験 1 では 85.83%)、第二主成分の寄与率は 16.84% (実験 1では 10.31%) と合

計すると全体のバラツキの 91.70% が説明できることがわかった。図 4.3.6 に第一主成分と第二

主成分におけるデータの散布図と特に主成分得点がいずれかに高かった絵画の条件・世代を図

図 4.3.8 主成分分析から得られた第一・第二主成分の寄与率と各データの分布。図4.3.6 に上記
で示した4つの絵画を代表例として載せている。  
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示した。図 4.3.7 で顕著に主成分得点が高かった絵画を見てみると、実験 1と同じように第一主

成分にそって構造の軸があり第一主成分の得点が低いほど乱雑で高いほど構造があることが分

かる。一方、第二主成分の場合得点が低いほど彩りが偏っていて、高いほど色がまんべんなく

使われていることが分かる。 

 次にこの主成分得点を基に改良条件のデータのみを用いて応答変数に評価、説明変数に世

代、第一主成分、第二主成分、ランダム変量にチェーン IDを投入した主成分回帰のベイズ推定

を行った。その結果、世代の効果は打ち消され (β= 0.02, CI = [-0.05 ~ 0.09])、第一主成分と第二

主成分の信用区間はともに 0を含んでいなかった (第一主成分: β= 0.30, CI = [0.22 ~ 0.37]; 第二主

成分: β= -0.17, CI = [-0.34 ~ -0.01])。第一主成分の係数が正であったことから構造が絵画に含まれ

るほど評価が高いことがわかった。また第二主成分の係数が負であったことから彩りが少ない

ほど評価が高いことがわかった。実験 Ⅰ では第一主成分のみが効果を持っており、第二主成分は

効果を持たなかったので、一部の結果が再現されたといえる。 

 

低い 高い 

第一主
成分 

第二主
成分 

条件：再生 

世代：2 

チェーン：21 

エントロピー：2.13 

占有率：０.05 

条件：遅延 

世代：5 

チェーン：13 

エントロピー：1.46 

占有率：０.21 

条件：改良 

世代：6 

チェーン：5 

エントロピー：1.04 

占有率：1 

条件：再生 

世代：6 

チェーン：9 

エントロピー：2.08 

占有率：０.14 
図 4.3.9 主成分分析から得られた第一・第二主成分の中で、最も主成分得点が低かったものと高かった
ものの比較。 
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表 4.3.4 評価を従属変数としたベイズ推定の結果 

変数名  SE CL2.5 CL97.5 Rhat 

切片 4.07 0.14 3.80 4.35 1.00 

世代 0.02 0.03 -0.05 0.09 1.00 

第一主成分 0.30 0.04 0.22 0.37 1.00 

第二主成分 -0.17 0.09 -0.34 -0.01 1.00 

類似性 

 実験 1の改良条件では世代が進むとともに異なるチェーンで異なる絵画が描かれる結果、再生

条件に比べ絵画の多様化が生じることを示した。また、研究 Ⅰ とは異なり、より良いものを作成

しようとしても、伝統化が生じることはないが、比較する世代間の距離が遠ざかるほど異なる

絵画が描かれるようになることも示唆した。これらの結果が実験Ⅱでも再現できるか確認するた

め各絵画の類似性をジェンソン・シャノン・ダイバージェンス (JSD) を用いて指標化し、1つの

世代内の異なるチェーン間の類似性 (多様化) と同じチェーン内の異なる世代間の類似性 (伝統化

と変異を伴う継承) を分析した。 

多様化 

 まず、実験 Ⅰ で見られた多様化が本実験でも観察されたか確かめるために、応答変数に JSD、

説明変数に世代と条件 (基準は改良条件) とこれらの交互作用項、ランダム変量に比較したチェ

ーン IDを投入したベイズ推定を行った (図 4.3.8、及び表 4.3.3)。その結果、世代の効果が見られ 

(β = 0.007, CI = [0.005 ~ 0.009])、改良条件において世代が進むと多様性が高まることがわかっ

た。条件間の差も見られ、改良条件よりも再生条件 (β = -0.022, CI = [-0.035 ~ -0.009])、遅延条件 

(β = -0.041, CI = [-0.054 ~ -0.027]) の方が多様性が低いことがわかった。さらに、改良条件を基準

とした時、遅延条件と世代の間に交互作用が見られ (β = 0.004, CI = [0.001 ~ 0.007])、改良条件に

おける世代の効果に比べ遅延条件における世代の効果の方がより高い、言い換えるならば遅延

条件では世代による多様化が改良条件よりも強く生じている可能性が考えられた。一方、再 
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表 4.3.5 JSDを従属変数としたベイズ推定の結果 

変数名  SE CL2.5 CL97.5 Rhat 

切片 0.05 0.01 0.04 0.06 1.00 

世代 0.006 0.001 0.004 0.009 1.00 

再生条件 -0.02 0.01 -0.04 -0.01 1.00 

遅延条件 -0.04 0.01 -0.06 -0.03 1.00 

世代ｘ再生条件 0.000 0.002 -0.003 0.004 1.00 

世代ｘ遅延条件 0.005 0.002 0.001 0.009 1.00 

生条件と世代の交互作用は見られなかったため (β = -0.0004, CI = [-0.0037 ~ 0.0028])、再生条件で

は改良条件と同じように多様化が進んだ可能性が考えられた。 

4.3.4 まとめと考察 

 実験 2 では実験 1 の再現とともに新たな条件を設け、より情報が劣化しやすい状況を作り出

した場合、改良条件のように構造が生じ、その結果美しいと判断されやすい絵画が進化するの

か検討した。 

 実験の結果、改良条件は実験 1 と一貫した傾向が見られた。評価は世代が進むとともに上昇

し、その上昇の理由は絵画の構造化である可能性が示された。また、本実験では世代の効果が

構造を指標化した各変数によって完全に打ち消されることが分析から示された。さらに、構造

と彩りの 2 つの成分を構造の指標間の主成分分析から摘出し、主成分回帰で世代の効果がどれ

ほど説明できるか確認したところ、実験 1では第一主成分、つまり構造の主成分のみの効果が見

られたが、本実験では第二主成分である彩りも効果を示した。この結果は、各絵画の評価を行

う際に使用した方法の違いによってもたらされたかもしれない。実験 1では紙に印刷したものを

使用し、本実験では PC上で表示される絵画を評価してもらった。紙に印刷する際に彩りは劣化

するため実験 1では考慮されなかったのではないか。一方、実験 2ではコンピュータ上で表示

し、彩りがより鮮明であった分彩りも考慮されるようになったのではないか。 
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 改良条件は大筋で実験 1の再現がなされたが、再生条件は異なる傾向を見せた。絵画に対する

評価は世代が進んでも一定であることから実験 1を再現できたと言える。一方、エントロピーは

世代とともに減少し、占有率は世代とともに上昇した。これは実験 Ⅰ と一致しない結果である。

ただし、対称性は一貫した結果を示し、評価とも世代とも相関が確認されなかった。また、絵

画間の類似性を求めた際、実験 1では多様性が見られず、世代を通して類似性が一定、または収

斂が見られたが、本実験では改良条件と同じように多様化が進んだ。 

 遅延条件の結果は再生条件とほぼ変わらない傾向だった。つまり、評価は世代が進んでも一

定して低く、また構造の指標との相関が評価との間で見られなかった。また、再生条件と同じ

ように、世代との相関を取ると世代とともに変化することがわかった。さらに、類似性におい

ても基本的に再生条件と似た振る舞いを見せた。 

図 4.3.10 各条件・世代における平均 JSDの推移。箱ひげ図の中央のバーは中央値を示し、
描かれている直線はベイズ推定によって得られた推定値、及び信用区間を図示している。 
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4.4 考察 

4.4.1 研究Ⅱのまとめ 

 研究 Ⅱ では文化形質の中でも美術に着目し、累積的美術進化において情報劣化と文化アトラ

クターが美術を生み出す中でどのように機能するのかを探索的に調べた。美術は文化の一形質

であり、また歴史を紐解けば、技術や科学同様、累積的に進化した文化である可能性が伺え

る。Bartlett (1932) は、筆者の知る限り唯一、文化伝達による美術進化を検討し、文化伝達時に

生じる情報劣化と劣化した分を補おうとするときに生じる文化アトラクターの淘汰圧によっ

て、抽象的で無意味な刺激が、徐々に具象的で意味を持つ刺激へと進化することを実験的に見

出した。こうした情報劣化時に生じる文化アトラクターの影響は他にも伝達される文化形質に

文化アトラクター特有のパターンを生み出すことが知られている (Mesoudi & Whiten, 2004; 

Mesoudi, Whiten, & Dunbar, 2006)。ではこうした構造化は美術においてどのような影響を与える

のだろうか。少なくとも、現在の感性工学の研究では、構造がある視覚刺激のほうが、構造が

ないランダムな刺激よりも美しいと評価されることがわかっている (Stobbe, Westphal-Fitch, Aust 

& Fitch, 2012)。また、この構造化に対する選択的選好は我々の認知がそうした刺激が効率的に処

理できるために好まれる可能性が示唆されている (Arnheim, 1971)。つまり、文化アトラクター

として構造が生じる可能性が考えられる。研究 Ⅱ では二つの実験を行い、情報劣化と文化アト

ラクターが累積的美術進化に与える影響を探索的に検討した。二つの研究では多少なりとも異

なる結果が得られたものの大筋の結論には影響を与えるものではなかった。以下では、一つず

つわかった現象に対する考察を行ったあとに、本研究の限界点、ならびに展望を述べていく。 

 先行研究では、文化伝達時に生じる情報劣化と情報を補おうとする際に駆動する文化アトラ

クターの篩の結果、伝達される文化形質は徐々に文化アトラクターに合致する方向へと進化す

ることを見出した。本研究では、美術作品における美しさもこうした情報劣化と文化アトラク

ターの効果のみで創発するのか検討した。着目した文化アトラクターは構造化である。感性工

学では様々な尺度を用いて美術における構造化を測定しているが、本研究では特にエントロピ
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ー (Berlyne, 1971)、対称性 (Locher & Nodine, 1989)、そして、回帰性 (Stobbe, et al., 2013) に着目し

て実験を行った。もし、情報劣化が生じ、それを補う際に駆動する文化アトラクターが、上記

のどれかであれば、美しいものを描こうとしなくても、勝手に絵画は美しくなっていくと予想

される。しかし、もし情報劣化が生じてもこれらの文化アトラクターが駆動しなければ、美し

い絵画は創発しないだろう。 

 一連の実験の結果、機能性の淘汰圧がないと、たとえ文化アトラクターが駆動していたとし

ても累積的美術進化は起きないことがわかった。つまり、より美しいと思えるように絵画を変

化させることを意識しなければ、絵画に構造化は生じず、その結果美しいと判断される絵画は

累積的に進化しないことが示された。一方、機能性の淘汰圧があると、絵画には感性工学で示

されてきたような構造が生じ、その結果累積的美術進化が観察されることが例証された。 

 では果たして、機能性の淘汰圧がない条件ではなにが起きていたのか。少なくとも情報距離

の結果から、絵画が変わっていなかったから構造化も美しさの累積的進化も見られなかったと

いうことはできない。ではどのような文化アトラクター、言い換えれば認知バイアスが加わる

ことで絵画は進化したと考えられるのか。機能性の淘汰圧がない条件、すなわち再生条件で描

かれた絵画を見てみると、主に絵画は二つの方法で変わっているのがわかる。 

 再生条件で、色を変えていった文化アトラクターとして想定できる 1つ目のメカニズムは色の

差し替えである。つまり、ある特定のパネルの色が異なる色へと置き換えられる現象である。

色の差し替えが起きる場合、単に色が異なる色へと変わるのではなく、隣接する色とは異なる

色が使用されることが多い。この場合、参加者はあるパネルに付与された色は覚えていない

が、少なくとも隣接したパネルとは違う色であることは覚えていた可能性が高い。よって、不

正確な色であるが、隣接したパネルの色とは違う色を選ぶことになる。もし、この色の差し替

えのみで文化伝達が行われていたら、世代が進んでも絵画は長いあいだ高いエントロピーを持

ち、占有率も低く、対象性もそこまで見られる確率は高くなるだろう。この色の差し替えは実

験 1 の再生条件にてよく行われた可能性が高い。しかし、実験 2 では異なる傾向が見られた。
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実験 2 では、世代が進むとともにエントロピーと占有率が変化し、絵画の評価と負の相関を示

した。この現象の背景には色の差し替え以外の文化アトラクターが存在した可能性が考えられ

る。 

 もう一つの方法とは色の侵略である。色の侵略とはある任意のパネルに見られた色が隣接す

るパネルに侵入し、任意のパネルの色と同色の色が使われることをここでは指す。これはある

特定の色がある領域において使われていたことは覚えているが、それが正確に覚えられていな

かったために起きる現象であると考えられる。色の侵略が文化伝達の中で繰り返されると、使

用される色の数は減り、かつ同じ色がまばらに見られるのではなく、一箇所にまとまって使わ

れるようになる。また、一旦侵略が広範囲で起きてしまうと、再生条件ではそれが覚えやすく

なり正確に次世代へと伝達されてしまう。エントロピーと占有率が変化した理由はおそらくこ

の侵略が原因であると考えられる。 

 エントロピーは色の使用頻度が少数の色に偏ることで減少していく。侵略が起こると使用さ

れる色の多様性は極端に減り、かつ同じ色が繰り返し使われることから機能性のある絵画と似

たエントロピーを持つようになる。一方、占有率もほぼ同じ原理から値が上昇する。占有率は

隣接するパネルと組み合わせて一つのチャンクを作り、そのチャンクが一つの絵画の中で何度

出てくるかで指標化している。もし、色の侵略が進み、同じ色が多くのパネルで使用されると

図 4.4.1 再生、及び遅延条件で描かれたエントロピーや占有率が低い絵画の例。 
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占有率は上昇していく。つまり、エントロピーと占有率は色の侵略に対して脆弱な指標である

と言うことができる。 

 これに対し、対称性は色の侵略に対して脆弱性を見せなかった。しかし、だからといって対

称性のみを使用すればいいというわけにはならない。なぜなら、対象性が見られた絵画の中に

も評価の低い絵画があったからである (図 4.4.1)。つまり、各指標の弱点を補う代替案として考

えられるがこの章でも行った指標の主成分だけ取り出す方法である。無論、主成分分析で取り

出した成分は言語化することが困難であるが、どのような絵画が評価の高い絵画であるかと同

定するだけで良いのならこの方法は工学的に有効であると考えられる。 

 よって、再生条件や、実験 2 における遅延条件では、色の差し替えや色の侵略によって絵画

が進化した可能性が考えられる。言い換えれば、これら二つの文化アトラクターが絵画を変化

させるため、構造化や規則化と呼べるような現象は見られなかった可能性が考えられる。故

に、Berlyne (1971) が提唱したような絵画の構造化による美しさの創発を導くためには Bartlett 

(1932) が行ったような記憶と再生では生じないことが示された。Bartlett (1932) は記憶と再生の

ような単純な文化伝達を経ても、概念化 (conceptualization) と呼ばれる現象が見られることを示

したが、少なくとも構造化を概念化と置き換えて考えることができるのであれば、美術の進化

において記憶と再生だけでは概念化が起きない可能性を示すことができたことは美術進化にお

いて重要な基礎研究であるといえるだろう。  

4.4.2 機能性の淘汰圧と構造化による多様性の累積的進化 

 機能性の淘汰圧がある条件、すなわち改良条件は世代が進むととみに、構造化が生じ、美し

いと判断される絵画が創発した可能性を示した。また、情報距離を求めて、各チェーンで描か

れた絵画を比較してみると、世代を経るとともに多様な絵画が描かれるようななったことがわ

かった。構造化が進むが、多様性が上昇するという一見矛盾するように見える現象はどう説明

できるのだろうか。 
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 規則は可能性を縛り付けるのではなく、規則によって無限の表現力を可能としている文化形

質に言語がある。言語学では言語の文法は規則でありながらも、規則を柔軟に組み合わせ、使

用する単語を変えていくことで無限の表現力を獲得したと考えられている。おそらく美術でも

同じことが起きていると考えられる。この研究における規則は open-ended、つまり、規則を設け

ているが、その規則の中でどのような色を使用しても構わなければ、どのように規則を使うか

も自由であった。例えば、チェック柄とボーダー柄を考えてみる。どちらも柄としては全く異

なるものであるが、どちらもエントロピー、占有率、対称性ともに構造化された柄であること

がわかる。よって、規則があるからといって、美術家の表現は制限されるのではなく、むしろ

規則の中で自由に表現ができ、そうした絵画をどれも美的であると感覚的に捉えられることが

できるからこそ、美術は発展したと考えることができるのではないか。 

4.4.3 本研究の限界と美術進化研究の展望 

 本研究の問題点の一つとして挙げられることは、本実験で第三者に絵画の評価を求める際、

構造がある絵画と構造がない絵画の総数に偏りがあったことである。つまり、構造がない絵画

のほうが構造がある絵画よりも多かった。美的評価を下す際、より希少なものに高い美的価値

を見出してしまう可能性も考えられる。この影響によって、構造がある絵画がより良く評価さ

れやすい状況にあったかもしれない。今後、文化伝達を行った後に評価を第三者に決定しても

らう際は実験者がランダムに作成した絵画で構造がある絵画とない絵画の数を揃えた上でやっ

てもらう必要があるかもしれない。 

 今回の実験でも様々な方法で構造を指標化したが、課題が正方形のパネルに色を付けてい

く、また色が RGB値の等間隔の色のみを使用可能だったなどの制限によって使えなかった構造

の指標がいくつか存在する。それらの指標を使うとするならことなる課題を用いて実験を行う

必要があるだろう。ここでは例としてフラクタル解析を説明する。フラクタルとはおおよそ自

己相似的、言い換えれば同じ要素の入れ子、になっている文様を指す。自然の風景 (リアス海岸) 

にも見られ、その優れた性質から構造物などにも使われる。また、美的価値の観点から言う
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と、よりフラクタル性が高い写真ほど好まれることが知られている (Spehar et al., 2015)。さらに

ジャクソン・ポロックの作品などはフラクタル性があることが知られており、彼の晩年の作品

ほどフラクタル次元が高いことが知られている (Taylor et al., 2007)。よって、フラクタルは絵画

にどれほど構造があるか判断する際に使える指標であるが、本研究で使用した絵画は文様を摘

出するには単純すぎ (正方形のパネルの使用のため)、色を解析するには複雑すぎ (RGB値を用い

たフラクタル解析はまだ定まった方法がない)、フラクタルを行うことが困難であった。もし、

フラクタル解析を通じた文化伝達の実験を行うならば、たとえば異なるサイズの円を積み重ね

ることで絵画を作成し、かつ色を使わず、白から黒の間のグレーのみを使用した実験を行え

ば、簡単にフラクタル解析を行うことができ、フラクタル次元の観点から絵画の構造を評価す

ることができる。 

 本実験では再生条件、つまり記憶に基づいて絵画を作成した場合と比べ、改良しようとする

淘汰圧がどれほど作成される絵画に影響をおよぼすか検討した。その結果、ただ記憶に元いて

絵画を描いていくよりも改良しようとする淘汰圧がかかる方がより美しい作品が描かれるとと

もに、その背後に構造が影響していることが示された。本研究で研究  のように文化伝達の有

無を条件に盛り込んだ実験を行わなかった理由は美術における経験の差が懸案事項であったか

らである。このことを考慮した上での実験は困難を極めるため本研究では避けた。経験による

差などを統制できる実験が実施可能であれば今後文化伝達の有無による文化伝達の多角的な検

証が望まれる。 

 本研究では最も単純な一子相伝とも言うべき線形伝達法を使用して美術の進化に迫った。も

っとも単純な方法で美術を伝達した場合、現実の何が説明でき、何が説明できないかをボトム

アップ型に検証できる分、非常に優れたツールであるからである。しかし、美術史を見てみれ

ば分かる通り、美術は必ずしも一子相伝型の文化伝達で成り立っているわけではない。ルネッ

サンス期のボッテガでは師匠の指導の基、その弟子に技術が引き継がれているだけでなく、街

の 1つの区画のほとんどが絵画作成を営んでいたことから他のボッテガの影響を弟子が受けてい

た可能性も伺えられる。日本画の伝達においても、ほとんどの町絵師は木挽町狩野家の絵手本
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を参考に描いていたが、著名な町絵師 (北斎や若冲) が登場すれば、彼らの絵手本を参考に描い

ていたことがわかっている。よってより現実場面に近い伝達方法で実験を行うならばより多様

な伝達方法を仮定し、多角的な検証が必要である可能性が考えられる。 

4.5 章末付録 

4.5.1 実験 1の媒介分析 

エントロピー 改良条件において、世代の効果をエントロピーが説明するのか検討するため

に、媒介分析を行った。評価を応答変数、説明変数に世代、媒介分析にエントロピー、そして

ランダム変量にチェーンを投入したベイジアン線形混合モデルを行った。その結果、エントロ

ピーは部分媒介することが示された (間接効果 β = 0.05, CI = [0.01~0.12])。よって、エントロピー

は世代の効果を一部説明することが示された (図 4.5.1)。 

占有率 改良条件において、世代の効果を占有率が説明するのか検討するために、媒介分析を

行った。評価を応答変数、説明変数に世代、媒介分析に占有率、そしてランダム変量にチェー

ンを投入したベイジアン線形混合モデルを行った。その結果、占有率は部分媒介することがわ

かった(間接効果 β = 0.07, CI = [0.01~0.14])。よって、占有率は世代の効果を一部説明することが

示された(図 4.5.2)。 

対称性 改良条件において、世代の効果を対称性が説明するのか検討するために、媒介分析を

行った。評価を応答変数、説明変数に世代、媒介分析に対称性、そしてランダム変量にチェー

ンを投入したベイジアン線形混合モデルを行った。その結果、対称性は一部媒介することがわ

かった (間接効果 β = 0.07, CI = [0.01~0.14])。よって、対称性は世代の効果を一部説明することが

示された (図 4.5.3)。 
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4.5.5 実験２の媒介分析 

エントロピー 改良条件において、世代の効果をエントロピーが説明するのか検討するため

に、媒介分析を行った。評価を応答変数、説明変数に世代、媒介分析にエントロピー、そして

ランダム変量にチェーンを投入したベイジアン線形混合モデルを行った。その結果、エントロ

ピーは完全媒介することが示された (間接効果 β = 0.08, CI = [0.002~0.151])。よって、エントロピ

ーは世代の効果を説明することが示された (図 4.5.4)。 

占有率 改良条件において、世代の効果を占有率が説明するのか検討するために、媒介分析を

行った。評価を応答変数、説明変数に世代、媒介分析に占有率、そしてランダム変量にチェー

ンを投入したベイジアン線形混合モデルを行った。その結果、占有率は媒介することがなかっ

た (間接効果 β = 0.003, CI = [-0.025~0.036])。よって、占有率は世代の効果を説明することはなか

った (図 4.5.5)。 

対称性 改良条件において、世代の効果を対称性が説明するのか検討するために、媒介分析を

行った。評価を応答変数、説明変数に世代、媒介分析に対称性、そしてランダム変量にチェー

エントロピー 

世代 評価 

β = 0.18, CI = [0.12~0.25]→ 

β = 0.13, CI = [0.06~0.19] 

β = -0.07,  

CI = [-0.12~-0.02] 

β = -0.78,  

CI = [-1.28~-0.31] 

図 4.5.1 エントロピーを用いた媒介分析の結果。 

β = 0.05,  

CI = [0.01~0.12] 
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ンを投入したベイジアン線形混合モデルを行った。その結果、対称性は媒介することが示され

た (間接効果 β = 0.07, CI = [0.01~0.16])。よって、対称性は世代の効果を説明することが示された 

(図 4.5.6)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

占有率 

世代 評価 

β = 0.18, CI = [0.12~0.25]→ 

β = 0.11, CI = [0.05~0.17] 

β = 0.06,  

CI = [0.01~0.10] 

β = 1.24,  

CI = [0.80~1.71] 

図 4.5.2 占有率を用いた媒介分析の結果。 

β = 0.07,  

CI = [0.01~0.14] 
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対称性 

世代 評価 

β = 0.18, CI = [0.12~0.25]→ 

β = 0.12, CI = [0.06~0.17] 

β = 0.05,  

CI = [0.004~0.103] 

β = 1.26,  

CI = [1.26~1.67] 

図 4.5.3 対称性を用いた媒介分析の結果。 

β = 0.0７,  

CI = [0.01~0.14] 

エントロピー 

世代 評価 

β = 0.11, CI = [0.06~0.15]→ 

β = 0.03, CI = [-0.02~0.08] 

β = -0.05,  

CI = [-0.10~-0.02] 

β = -1.61,  

CI = [-1.9~-1.3] 

図 4.5.4 エントロピーを用いた媒介分析の結果。 

β = 0.08,  

CI = [0.002~0.151] 



 

 

174 

 

 

  

占有率 

世代 評価 

β = 0.11, CI = [0.06~0.15]→ 

β = 0.11, CI = [0.05~0.17] 

β = 0.04,  

CI = [-0.02~0.09] 

β = 0.06,  

CI = [-0.64~0.76] 

図 4.5.5 占有率を用いた媒介分析の結果。 

β = 0.003,  

CI = [-0.025~0.036] 

対称性 

世代 評価 

β = 0.11, CI = [0.06~0.15]→ 

β = 0.04, CI = [-0.04~0.11] 

β = 0.07,  

CI = [0.01~0.13] 

β = 1.09,  

CI = [0.64~1.54] 

図 4.5.6 対称性を用いた媒介分析の結果。 

β = 0.0７,  

CI = [0.01~0.16] 
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第５章：研究Ⅲ科学 
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5.1 序論 

5.1.1 本章の概要 

 研究 では、科学の累積的進化における文化アトラクターの影響を探索的に検討していく。

具体的には、科学哲学で提唱されたパラダイムの影響を文化伝達の中で検討する。パラダイム

にそぐわない知識が文化伝達の中で蓄積されていくのか否かを確かめた上で（実験１）、知識

の累積性が集団サイズによる情報量の多さによって維持されるのか、つまりラチェット効果が

集団サイズの増大で見られるのか検討する（実験２）。 

 科学哲学 (Findlay & Thagard, 2012; Kuhn, 1970; Sarton, 1916; Simon, 1973) や認知科学 (Darden, 

2001; Simon, 1969; Thagard, 1988) といった分野では科学がいかにして進歩したのかを明らかにす

るために理論を組み立て、数理モデルや実験室実験、そして観察研究を行ってきた。一方、文

化進化学では科学的知識の発展の機序は技術と同列に扱われることが多く (e.g. Derex & Boyd, 

2016)、科学哲学などが行ってきた研究との接点が未だにない。そこで、本研究では文化進化学

の知識と実験方法を用いながら、科学哲学が問題にしてきたような累積的科学進化の問題に焦

点を当て実験を行う。 

 この章は以下のように進める。まず、科学を科学哲学や科学技術論の知見を引き合いに出し

ながら定義していく。次に、科学における発展を厳密に定義し、科学哲学や認知科学が見出し

た知見を整理していく。最後に、これらの知見がはらむ問題点を指摘し、本研究の目的を述べ

ていく。 

5.1.2 累積的科学進化研究の現在とその問題点 

 科学30 (science) とは、観察と実験から世界の仕組み、または我々の五感で感じ取れる経験を説

明する理論を構築するために進化した文化形質である (Bogen, 2017)。科学には主に二つの重要

                                                        

30 科学の営みは、古くはアリストテレスまで遡ることができるが、科学とは何かを本格的に体
系化しようとする試みはフランシス・ベーコン (Francis Bacon) やロバート・ボイル (Robert 
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なプロセスがあるとされる (Darden, 2001; Klir & Simon, 1991; Thagard & Croft, 1999)。それは、科

学的発見 (scientific discovery) と科学的正当化 (scientific justification) である。科学的発見とは、既

存の科学者集団になかった知識が発見されるプロセスを指し、科学的正当化とはそうして発見

された新しい知識の正当性を、検証実験を繰り返すことで確かめる作業を指す。主に、科学の

累積性といった場合、科学的発見が焦点となるため (Kuhn, 1970; Schickore, 2018)、本研究でも累

積的科学進化といった場合、科学的発見を指すものとする。そして、科学的に発見された知識

が次世代にも淘汰されずに残ることを持って、科学のラチェット効果31 (Tennie, Call & Tomasello, 

2009) と呼ぶ。 

 科学的発見における「発見」は通常、正しい知識の獲得、または示唆を意味する。この場

合、ただ正しい知識を「観察」しただけでは科学的発見とは呼ばず、その正しい知識の観察と

その知識が正しい知識であると認識されることを持って、科学的発見と呼ぶ (Schickore, 2018)。

観察しただけでは科学的発見と呼ばない理由は新しい事象が観察されても、それを「偶然に生

じたエラー」や「既存の知識の枠組みで無理やり説明する」といった行動が取られる場合、そ

の事象はまだ正式には「発見された」と呼べないからである (Kuhn, 1970)。 

 では、科学的発見はどのような状況が揃うと発生するのか。この問いこそが、研究者の議論

を引き起こした。興味深いことに、科学的発見を研究する多くの研究者は文化疫学者に似て、

人間のバイアスといった内部プロセスに注目し、多くの知見を生み出してきた。つまり、科学

                                                        

Boyle) といった 17世紀の科学者や哲学者の登場まで行われなかった。例えばベーコンは観察や
実験から得られる主観的な経験が科学的な発見を行う上では重要であると記し、19世紀の科学
者のウィリアム・ウィーウォル (William Whewell) やジョン・スチュワート・ミル (John Stuart 
Mill)、そして 20世紀のジュディア・パール (Judea Pearl) といった統計的因果推論を定式化した
研究者もこれに賛同している (Pearl, 2009; Spirtes, Glymour, & Scheines, 2001)。 

31 ラチェット効果とは、蓄積された文化が文化伝達を経ても劣化せず、次世代へと伝達されるメ
カニズムを指す。より詳しい内容は序章を参照。 
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における発見は文化アトラクターによってもたらされると考える研究者がその大半を占めてい

る。しかし、そこまでに至るには科学哲学の萌芽から約 300年もの時を要している。 

 科学的発見の機序を明らかにしようする試みは Bacon (1606) など、17世紀の研究者からすで

に見て取れる。彼らは、観察や実験から得られる洞察を基に理論を精緻化していくと、新しい

発見につながる可能性を指摘してきた。これに対し、Whewell (1996) と彼の後継者は科学的発見

が一部の天才によって偶然にもたらされると考えるようになった (Popper, 1959; Reichenbach, 

1938)。Whewell (1996) は「嬉しい発想 (happy thought)」、現代で言う「エウレカ32 (eureka)」は

「運の良い知識人にもたらされる嬉しい発想の根源は辿ることができない。よって、発見につ

ながる処世術は存在しない。(‘some happy thought, of which we cannot trace the origin; some 

fortunate cast of intellect, rising above all rules. No maxims can be given which inevitably lead to 

discovery’)」と述べていることからも分かる通り、科学的発見を導く嬉しい発想は正しい知識を

既に持った天才にのみ「偶然」起こることを強調している。 

 近代になると、認知科学の知見が蓄積し、科学的発見が偶然ではなく、体系的に行われるこ

とを指摘する研究者が登場する。例えば、 Simon (1973) は科学的発見が問題空間を探索しなけ

ればならない探索問題33の一種であると捉え、どのようなヒューリスティックを用いれば、広大

                                                        

32 「エウレカ (eureka moment)」とは新しい発見によってもたらされる感情の高揚を指す。エウ
レカを研究対象としてきた 20世紀前後の科学哲学者はより極端に科学的発見のランダムさを強
調してきた。並行的に、Reichenbach (1938) 以降に続く、科学哲学の発見と正当化の区分によっ
て、科学的発見の研究は急速にその数を減らすこととなる。その決定打を与えたのはカール・
ポパー (Karl Popper) である。彼は個別の発見に至る経緯は（臨床）心理学者によって重要な問
題かもしれないが、科学哲学や知識獲得の科学において科学的発見は非合理的に行われる故に
研究の対象でないと言及した (Popper, 1959)。他にも、進化論を社会科学で根付かせようとした 
Campbell (1960) も異なる文脈において知識の生成は遺伝子における変異と同じであり、それ自
体を考察することは無意味であることを指摘している。 

33 この問題空間は場合によって、仮説空間 (hypothesis space) と実験空間 (experiment space) を区
別することもある。仮説空間とは、ある問題に取りうるすべての仮説の集合になる。例えば、
身長がなぜ伸びるかという問いに対して、「カルシウムを摂取すること」や「よく寝ること」
といった仮説がすべて仮説空間に含まれるとする。これらの仮説は実験空間を占める実験によ
って検討される。実験空間は実験可能な方法の集合である。もし先程の身長の問題であれば、
カルシウムを摂取する条件と摂取しない条件を設けることや睡眠時間が長い条件と短い条件を
設けるなどがこれに当たる。仮説空間と実験空間が分けて表現される理由は、一つの実験で得
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な問題空間を効率的に探索できるのかを検証した34。また、Thagard (2012) はアナロジーを用い

ると効率的な科学的発見が行われると考えた。アナロジーとは、あるドメインの知識を異なる

ドメインの知識に当てはめて考えることであり、例えば本論文でも主張している進化を文化に

当てはめることも、このアナロジーに入る。Thagard (2012) は、実際に行われた多くの発見の

内、約 200種の発見が、このアナロジーによってもたらされたことを指摘している。 

 多くの研究者は上記のように認知モデルを通して科学的発見のプロセスを解き明かすことを

目指してきたが、認知モデルに縛られるがあまり、科学的発見が社会にどのように支えられて

きたのかについての言及が比較的少なかった。そうした中で、文化遺伝学者のように社会的な

営みとして科学的発見を定式化したのが Kuhn (1970) である。彼は、科学的発見が社会的なダイ

ナミクスによって生じることを指摘した。彼は同じ科学的発見が同時代に複数の研究者が指摘

したという歴史的事実に基づき、一人の天才によって科学的発見がもたらされることも否定し

た。Kuhn (1970) はある時代において研究者集団が共有して持つ知識の枠組みのことをパラダイ

ムと呼び、このパラダイムの移行を促す重要な要素がアノマリー35の科学的発見であると指摘し

た。この場合、科学的発見はその時代で共有されているパラダイムによって説明できない諸現

                                                        

られる結果が場合によってどの仮説をより支持するものであるかが不透明な場合があるからで
ある。この仮説空間と実験空間の場合、ある実験によって得られたデータの妥当性によって各
仮説の利得が変わると考えることができる。 

34 どのようなヒューリスティックが介在することで効率的な解決策の提案ができるのかをモデル
化した。彼らは科学的発見を問題空間 (problem space) における探索問題であると考えた。ここ
での問題空間とは前章などでも述べてきた適応度地形に類似した概念である。例えばチェスで
例えるならば、問題空間とは取りうるすべての手を樹形図のように表した空間になる。手によ
って有利に働くものと不利になる物があるため、各手には利得がついていると考える。ヒュー
リスティックによる探索とは、なるべく悪い結果を選ぶことなく、最も効率的な方法、または
事実を探し求める手段を指す。Simon et al. (1981) や Kulkarni & Simon (1988) では人間がとりうる
ヒューリスティックをコンピュータ上にモデル化し、そうしたモデルが実際に人間が発見して
きたような科学的発見を「再発見」できるのかを検討した。その結果、BACONと呼ばれるモデ
ルはケプラーの第三の法則を再発見することに成功し (Langley, Bradshaw, & Simon, 1981)、
KEKADA と呼ばれるモデルはクエン酸回路を再発見することに成功した (Kulkarni & Simon, 
1988)。 
35 アノマリーとは現状の理論に沿わないデータや事象を指す。 



 

 

180 

象を指す。例えば古典力学では説明できなかった量子的振る舞いは量子論が定式化される前か

ら報告されているが、古典力学の世界観が支配的であった当時では、こうした結果は無視され

るか特別なケースとして扱われることが多かった (Ridley, 2017)。しかし、一定の知見が研究者

集団で蓄積されていくと、同時代で似た指摘をする研究者が現れる。量子の場合はプランクや

アインシュタイン、ボーア、ル・ブロイ、ハイゼンベルク、シュレディンガーなどがこれに相

当する。これらの指摘は科学的発見として認められ、最終的にはパラダイムの移行が生じる。

このパラダイム・シフトは通常、科学革命と呼ばれ、後の時代で称賛されることがある。 

 科学哲学や認知科学における科学的発見の先行研究や議論を概観すると、文化進化学におけ

る文化遺伝学者と文化疫学者との対立に類似した構図があることがわかる。初期の科学的発見

研究では、文化遺伝学者のように科学的発見を遺伝子における変異と同じように、ランダムな

確率によって生じると考え、科学的発見の分析的な研究を放棄するよう主張してきた (e.g. 

Popper, 1959; Campbell, 1960)。一方、20世紀中盤以降は文化疫学者のように科学的発見が法則性

の元で起きていることを指摘し始めた36。現在では、後者の立場を取る研究者が多いことから、

科学的発見を考慮する際、文化アトラクターの影響を考慮することはこの領域の研究者にとっ

て、ある程度前提になっていることがわかる。 

 文化進化学的に現在の科学における累積的進化の理論を見てみると、累積性において重要な

要素が欠けていることがわかる。それは、文化伝達時に生じる知識の劣化、またはラチェット

効果と文化進化学で呼ばれている現象である。従来の科学哲学や認知科学では発見のプロセス

や正当化のプロセスに注力するがあまり、蓄積されてきた知識が如何に維持されているのかと

いった議論が不足している。すなわち、累積的科学進化における文化伝達の研究がまったく行

われていないのである。それは、科学哲学者が暗黙の前提として、知識は後世に劣化なく伝達

                                                        

36 クーンや彼の後継者も認知科学者と同様に科学的発見はランダムではなく規則性のもとに行わ
れていると主張していることからわかるように、文化アトラクターの影響を考慮し、分析的な
議論を提唱している。 
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されていくと考えられてきたからである (Sarton, 1916)。しかし、多くの文化進化学のモデルが

示している通り、累積的文化進化における世代間の文化伝達では、劣化を防ぐプロセスと改良

を行うプロセスの両方を考慮する必要がある (Lewis & Laland, 2012; Tennie, Call, & Tomasello, 

2009)。この前提に疑問を投げかけたのが Kuhn (1970) である。Kuhn (1970) の主張が当時、議論

を巻き起こした理由の一つが、今まで暗黙の前提として捉えられてきた知識の忠実な伝達や、

科学者によるデータの正当な評価を真っ向から否定し、科学者がパラダイム、つまり既存の知

識の枠組みを前提とした文化アトラクター、に縛られる限り、伝達されるであろう知識も歪め

られ、データの解釈もパラダイムに従って歪められると考えた。しかし、Kuhn (1970) の主張を

検証した実験研究は未だにない。 

 もう 1つ、現在の科学哲学や認知科学に足りない要素は、Kuhn (1970) のように科学的発見を

マクロの視点から捉えている理論と、Simon (1973) や Thagard (2000) のように科学的発見をマイ

クロの視点から捉えている理論をつなぐ研究が乏しいことである。マクロ研究、すなわち社会

的要因を探ろうとする研究は主に観察研究を用い、実際に数多くの研究を生み出している研究

室や学会に出向き、文化人類学者が手がける民族誌のような形で科学の発展に必要な要素を見

つけようとしている (Sternberg & Davidson, 1995; Thagard, 1990, 1994)。 または、論文の出版数や

特許の申請数などを科学的発展の指標として用い、どのような研究室や研究室ごとの関係がど

のような構造であれば、発展が早いのかを調べている (Chen, Chen, Horowitz, How, Lie, & 

Pellegrino, 2009)。一方、科学的発見を個々人の認知メカニズムから検討する研究は、主に実験室

実験を使い、一人の参加者に研究者が実際に発見してきたような科学的知識が「再発見」され

るにはどのような条件が必要かを明らかにしようとしている (Anzai & Simon, 1979; Dunbar, 1993; 

Dunbar, Fugelsang, & Stein, 2007; Thagard & Holyoak, 1985)。従って、マクロとマイクロを独立に

検討した研究は数多く存在するが、これらをつなげるような客観的データは筆者が知る限り見

出されていない。 
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5.1.3 本章の目的 

 研究 の目的は、科学哲学や認知科学で行われてきたマクロ・マイクロ研究を文化進化学で

使われている文化伝達法を用いてつなぎ、累積的科学進化を行う上で、文化伝達がどのように

機能するのかを探索的に検討した。繰り返しになるが、ここにおいての累積的科学進化とは、

科学的発見、もしくはパラダイム・シフトにつながる新しい知識の発見である。つまり、本研

究の意図することとは、文化アトラクターとして機能するパラダイムが常に影響するような状

況下で知識の文化伝達を行った場合、正しい知識は創発するのか、また一旦正しい知識が創発

したとしても、その知識がパラダイムの影響を受けた人間を通して伝達される際に失われない

か検討することである。ここで重要なことは、単に正しい知識が発見されることだけでなく、

それが文化アトラクターの篩を受けたとしても、正しい知識が残るか否か検討することであ

る。もし、 正しい知識が獲得されたとしても、それが次の世代で失われるようなことがあれ

ば、Kuhn (1970) の指摘するように、科学的知識の忠実な伝達は所与として考えるべきではな

く、失われるプロセスも込みで考えていく必要がある。故に、研究 は研究 同様、働く文化

アトラクターを実験的に想定した上で、世代交代を伴う知識の累積的進化と維持が見られるか

どうかを探索的に検討する。 

 実験では、科学哲学や認知科学で行ってきた研究のように、実際に観察された科学的発見を

題材とした課題を用いた。本研究で用いた課題は、 Dunbar (1993) が行った遺伝子制御における

抑制遺伝子の発見課題である (以後遺伝子課題)。この遺伝子課題はもともとノーベル生理学賞を

受賞した Jacob & Monod (1961) の発見に基づいて作成された。課題の細かい説明の前にまず、研

究の性質を理解するために Jacob & Monod (1961) がどのような発見をし、なぜノーベル賞を取る

までになったのかを解説する。 

 Jacob & Monod (1961) は大腸菌 (E. coli) におけるラクトース分解酵素の分泌に着目し、どのよ

うに遺伝子が細胞の働きを制御しているのか明らかにしようとした。彼らは大まかに二つの遺

伝子が影響し合うことでラクトースの分解を効率よく行っていることを示した。その二つの遺
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伝子とは構造遺伝子と調節遺伝子である。構造遺伝子とは、ここではラクトースを分解するた

めに必要なタンパク質を発現するために必要な遺伝子群を指す。この構造遺伝子がない大腸菌

はラクトースを分解する酵素である βガラクトシダーゼ (以後、βガル) を分泌することができな

くなる。そして調節遺伝子とは、ここでは構造遺伝子の発現を抑制するために必要なタンパク

質を発現する遺伝子群を指す。この調節遺伝子はラクトースが大腸菌の中にないとき、構造遺

伝子による βガルの分泌を抑制する。一方、ラクトースが大腸菌の中にあるとき、構造遺伝子へ

の抑制を弱めることで構造遺伝子によるラクトース分解を促す。より細かく調節遺伝子を見て

いくと、調節遺伝子はインヒビター (inhibitor、以後 I遺伝子)、オペレーター (operator、以後 O

遺伝子)  とプロモーター (promotor、以後 P遺伝子) の三つの遺伝子によって構成されている。正

常な大腸菌 (すべての調節遺伝子を持つ個体) が、ラクトースのない環境にいるとき、I遺伝子が

分泌し続けている調節タンパク質は O遺伝子に結合する。O遺伝子に結合すると、O遺伝子に

隣接している P遺伝子と RNAポリメラーゼの結合を阻害する。その結果、P遺伝子による構造

遺伝子への βガルを作る信号が渡らなくなり、βガルは分泌されなくなる。一方、正常な大腸菌

が周りにラクトースがある環境にいるとき、I遺伝子が分泌し続けている調節タンパク質はラク

トースと結合する。すると、RNAポリメラーゼと P遺伝子が結合し、構造遺伝子に βガルを分

泌する司令が伝達される。その結果、βガルが分泌され、ラクトースがグルコースへと分解さ

れ、大腸菌がエネルギーを摂取することになる。  

 Jacob & Monod (1961) の時代では、微小なメカニズムを観察する方法がなかったため、急速に

個体を増やす大腸菌の内、調節遺伝子に突然変異が起き、I、P、O遺伝子のいずれかが不足した

大腸菌の働きの違いを観察しながら、Iと O遺伝子が βガルの抑制に働いていることを発見した 

(当時では P遺伝子の働きはわからなかったが、後の研究で明らかになった)。また、大腸菌の中

にはオペロンの調節遺伝子領域を一つ持つ個体 (Haploid、単相遺伝子) と二つ持つ個体 

(Diploid、複相遺伝子) を作り出し一つしかない構造遺伝子へ、単相と複相の場合どのような変

化が見られるかを観察した。その結果、複相の場合、構造遺伝子を持つ DNAに I遺伝子がなく

ても、もう一方の DNAに I遺伝子があれば正常に βガルが分泌されることから、I遺伝子は化学
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作用を伴い (実際は調節タンパク質) 抑制していることを発見した。さらに、構造遺伝子がある

DNAに O遺伝子がない場合、たとえもう一方の DNAに O遺伝子があったとしても、正常な β

ガルの分泌が行われないことから、O遺伝子は物理的に構造遺伝子に作用することで βガルの調

節を行っていることを見出した。Jacob & Monod (1961) の業績は、今まで遺伝子間の調節は促進 

(P遺伝子が行っているような、ある遺伝子が異なる遺伝子へタンパク質を作ることを促す効果) 

のみで制御されていたと思われていた中で、抑制 (I遺伝子や O遺伝子のように、結合すること

でタンパク質の発現を押し止める効果) の働きをする遺伝子を見つけたことである。つまり、

「促進のみ」のパラダイムから彼らの研究を境に「促進と抑制」のパラダイムへと移行したの

である。 

 Dunbar (1993) はこの抑制効果を発見するために必要なメカニズムが何かを明らかにするため

に、実験室で遺伝子制御の課題を再現した。具体的には、抑制遺伝子の発見以前の知識の状態

を実験室の中で作り出し、課題を繰り返すことで正しい知識、すなわち抑制効果の知識を獲得

できるのかを確かめた。まず、参加者に遺伝子の働き方の方法を教えながら、遺伝子が他の遺

伝子へと「促進」によって影響することを強く強調した。こうすることで、Jacob & Monod 

(1961) が抑制効果を発見した当時のパラダイムを実験室に再現した。さらに、Jacob & Monod 

(1961) が行っていた突然変異による個体差を観察できるような課題空間を再現するために、コン

ピュータ上で遺伝子を操作できる仮想実験室を作り出した。そこで参加者は架空の大腸菌の遺

伝子を操作しながら、調節遺伝子 (I、P、O遺伝子) の働き方を説明することを求められた。実

験は 20名の生物学専攻の大学生対象に行われた。その結果、たった 4人しか抑制効果を発見す

ることができなかった。つまり、この課題は一人の参加者が繰り返し行ってもなかなか正しい

知識へとたどり着けない可能性が示された。 

 この実験を本研究でも使用した理由は以下の通りである。まず、実際に発見された知識を題

材とした課題を用いているため、現実に近い環境で科学的発見に至るプロセスを検討できるか

らである。また、多くの累積的文化進化研究が抱えている問題、すなわち一人でも解決できて
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しまう課題を文化伝達で行うことが現実の問題の何を反映しているのかわからなくなるといっ

た問題もこの課題では考える必要がなくなる。なぜなら、すでに多くの研究で、一人の参加者

が行っても正しい知識の獲得に至る可能性が低いことが指摘されているからである (Dunbar, 

1993; Okada & Simon, 1997)。また、参加者は最終的に課題の解答を書く必要があるため、その解

答を用いて次の世代へ伝達することができる。問題に対する解答のみを伝達することは 

Muthukrishna et al. (2013) が GIMP課題で用いた状況とまったく同質のものになる。 

 まとめると、本実験では、既存のパラダイムにそぐわない新しい知識が観察できる実験を繰

り返し文化伝達の中で行っていった場合、文化アトラクターとして機能するパラダイムの篩を

越えて新しい知識が伝達されていくのかを確認する。本研究では、Dunbar (1995) の課題 を用

い、参加者が書いた解答を次世代の参加者へと伝達していく。また、各参加者は Jacob & Monod 

(1961) が発見した当時のパラダイムを獲得させるために、遺伝子の促進効果について強調しなが

ら教示した。もし、文化アトラクターとして働くパラダイムの影響が強く知識の獲得に働くの

であれば、文化伝達を行っていっても累積的な科学進化は起きないだろう。一方、パラダイム

の影響が弱ければ、知識の獲得は安易になり、累積的な科学進化が見られるだろう。 

5.2 実験 1 

5.2.1 目的 

 実験 1の目的は、科学的知識を文化伝達によって繰り返し伝達していったときに、正しい知識

が獲得されるのか、また一旦獲得された知識が文化伝達を経ても維持され続けるのかを検討す

るために行った。この実験で機能する文化アトラクターは既存の知識の枠組みであるパラダイ

ムであると考える。このパラダイムが文化伝達の中で常に機能する場合、新しい知識の獲得と

維持が果たせるのかを検討することが目的である。 
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5.2.2 方法 

参加者 本実験には、40 人（年齢 = 18.93, SD = 1.06; 女性 = 12 人）の大学生が参加した。その

内、7人はオペロン説を大学に入学する前からすでに学んでいた。しかし今回の実験ではオペロ

ン説に関して知っていて、それによって正しい解答がなされたとしても、それが正しく伝達さ

れるか不明であったため、知っていたとしても除外せずに実験を行った。Dunbar (1993) や 

Okada & Simon (1997) では生物学部の生徒を使っていたが、本研究では特に生物学部に限定せず

に実験を行った。また、日本の教育上すでに高校の生物学の知識として事前に知っていた可能

性があったため、生物学部のみで行うことが難しかった。また、本研究では 1つのチェーンで 4

世代分行ったため、合計 10チェーン分のデータを取得した。 

練習課題 Okada & Simon (1997) では参加者は実験を行うにあたって、考えたことや思いついた

ことをすべて声に出すことが求められた。先行研究の方法で実験を行うために本研究でも参加

者に考えを声に出して実験に取り組んでもらった37。しかし、考えていることをすべて声に出す

ことは日常ではあまりないことから、本実験も先行研究の方法を踏襲し、実験が始まる前に声

をだす練習課題を参加者は行った。 

 声を発するために使用した練習課題では参加者に架空のスケジュールを作成することを求め

た。参加者はスケジュール表と予定リストの２枚の紙が渡され、予定リストにある予定 (靴を買

いに行く、郵便局に行く、晩御飯を買いに行く等) をスケジュール表に効率的に埋めていくこと

が求められた。予定リストに記載されてある予定のすべてを埋めることは不可能だが、効率的

にスケジュールを埋めれば、多くの予定を処理できるように予定の量を調整した。さらに課題

                                                        

37 問題解決課題に対して思考の言語化にはアメリカ人とアジア人で異なる作用があることが知ら
れている (Kim, 2002)。アメリカ人は思考を言語化すると問題解決能力がしゃべらない場合に比
べ、変わらない (Kim, 2002)、または上昇するのに対し Chi, Leeuw, Chiu, & Lavancher (1994)、ア
ジア人は思考を言語化すると問題解決課題において成績が落ちることが示されている。Dunbar 
(1993) ならびに Okada & Simon (1997) はアメリカ人学生を対象にし実験を行い、本研究では日本
人を対象に実験を行っているため、思考の言語化は異なる結果を示す可能性があった。しか
し、本研究はあくまで追試を目的としたため、このような文化差を考慮せずに実験を行った。 
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を遂行中、頭の中で考えていることをすべて声に出すよう求められた。参加者にわかるよう、

説明文の中で考えとは「何についてどのように悩み、どのように考え、どういった結論を出

し、何のために何を考えようとしているか、といったすべての思考」と教示した。もし、声が

小さい場合や声を出さなくなってしまった場合は参加者の後ろに待機している実験者がその都

度、指摘した。制限時間５分が経過するか、参加者が終了の合図を出した時点で練習課題は終

了した。 

実験プログラム 参加者が実験で操作したプログラムは Dunbar (1993) をベースに作成された仮

想実験プログラムであった。この実験プログラムは Visual Studio 2013 用いて、Surface Pro 3 

(Windows 8) 上で操作した。参加者は Surface 専用のペンを用いながら、ボタンを押していき、

自由に実験を行うことが可能であった。メイン画面には操作できる遺伝子 I, P, Oと βガラクト

シダーゼを分泌する遺伝子が表示されていて、 ボタンを押すことで、I, P, O のいずれかの遺伝

子を破壊することができた。さらに、参加者は単相遺伝子、複相遺伝子を選択することがで

き、単相遺伝子を選んだ場合、雌遺伝子として上記に説明した遺伝子の羅列のみが表示され

図 5.2.1 参加者が見た実験プログラムのスクリーン。下に操作パネルがあり、右に表
示されている白いリストに実験を行うたびに履歴が残された。 
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た。複相遺伝子を選んだ場合、雌遺伝子の上に雄遺伝子が表示され、新たに I, P, O が雌遺伝子

の上に表示されるようになっていた（図 5.2.1）。 

 また、参加者は細胞に注入したい乳糖の量を 0 から 300 の間、50刻みで選択することができ

た。参加者が任意の遺伝子を破壊し、さらに乳糖の量を選択した後、実験開始ボタンを押すと

残った遺伝子と乳糖の量に応じたアニメーションがながれ、実験の結果が表示された。実験の

結果の履歴は常に横に表示されており、いつでも過去のデータを参照することができた。制限

時間、または参加者が解答ボタンを押したところで実験プログラムは終了した。  

手順 参加者が実験室に到着後、同意書に署名してもらい実験の説明書を渡した。実験の説明

書には練習課題と本実験の 2つの課題を行う趣旨が書かれていた。また本実験を実際に行う前に

実験プログラムをどのように操作するかの簡単な説明が行われることをここで伝えた。 

 大まかな説明が終わった後に練習課題の詳しい説明が行われた。特に質問があるか参加者に

聞いたあと、予定リストとスケジュール表の 2枚の紙が渡され課題が開始した。練習課題が行わ

れている時、本実験と同じようにボイスレコーダーと参加者の手元だけを写している動画を録

音・録画した。練習課題は参加者が終了を宣言するか制限時間 5分が経過するまで行われた。 

 練習課題が行われたあと、本実験で使われるプログラムの操作を説明するフェーズに移行し

た。ここでは架空の生物の遺伝子を操作して、ボタンの使い方や結果のみかたなどを説明し

た。Dunbar (1993) や Okada & Simon (1997) ではこのフェーズであえて遺伝子間の促進効果を強

調することによって、参加者を Jacob & Monod (1961) が抑制効果を実際に発見した当時の研究者

のパラダイムを再現した。本研究においても同じように促進効果をここの説明フェーズであえ

て強調した。具体的には、ある架空の微生物が A、B、Cと呼ばれる遺伝子を持っており、その

遺伝子の働き方を教えながら、促進効果について教え込んだ。この A、B、C、はそれぞれ I、

P、O、と似た働き方をするが、それらはすべて促進効果のみもっていた。つまり、Aが欠損す

ると、乳頭の有無にかかわらずベータガラクトシダーゼが分泌されなくなる。この分泌されな

いことを確認しながら、参加者に実験プログラムの方法を解説するとともに、促進効果につい

て刷り込んでいった (具体的な流れは付録参照)。 
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 本実験を実際に行う前に、参加者に本実験の目標を教示した。参加者に渡した説明書には、

参加者の目標が「遺伝子がどのような働きをしているのか、そのメカニズムを明らかにするこ

と」であると述べられ、さらに実験者から、「課題が終わったあとで表示される解答欄では、

わかったことをすべて書き入れるようにしてください」ということと、「他のひとでも理解で

きるように書いてください」と強調した。 

 第 2世代以降の参加者には前世代の解答が渡された。この解答は実験中いつでも閲覧すること

が可能であった。ただし、第 1世代の参加者は参考にする解答がなかったため、何も渡されずに

本実験が開始された。 

 本実験は最初の世代が 60分、残りの世代が 50分の間で実験を繰り返した。実験を行っている

最中はボイスレコーダーとビデオレコーダーで参加者の発言を記録した。また、本実験を行っ

ている最中は紙のメモを取ることが許されていた。よって参加者は考えを声に出しながら思い

ついたことをメモに書きとめ、実験プログラム上で実験を繰り返した。 

 制限時間が経過、もしくは参加者が解答ボタンを押した時点でプログラムを使用した実験は

終了した。参加者の解答はワードファイルに書きとめられ、ワードファイルには各遺伝子がど

のように作用しているか書くことが求められる欄と、そこで書き留められなかったことを書く

欄の 4つにわかれていた。参加者が解答を書く直前に前の参加者が書いた解答は実験者によって

回収された。参加者がこの解答をすべて書き終わった後、事後質問紙に解答してもらい、すべ

ての実験が終了した。事後質問紙では年齢や学部などの簡単なデモグラフィックと今回の実験

で行ったようなことを過去に聞いたことがあるか質問した質問項目があった。 

分析方法 参加者が書いた解答を得点化するために、Okada & Simon (1997) による評定方法に従

い、参加者の解答を 0点から 4点の間で採点した (以後、OS得点)。採点は加点方式を用いて行

い、まず I遺伝子と O遺伝子に関する抑制効果について言及されていなかった場合 0点、I遺伝

子または O遺伝子が抑制効果を持つことを言及しているがいずれかが間違っていた場合 1点、

抑制効果についての仮説が正しいが、I遺伝子と O遺伝子がどのように抑制しているかについて

の仮説が間違っていた場合 2点、抑制効果についての仮説が正しいが、I遺伝子が間接的に抑制
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していること、または O遺伝子が直接的に影響していることのいずれかを間違えていた場合 3

点、そして抑制効果の記述とともに I遺伝子と O遺伝子がどのように抑制しているのかについ

て言及していた場合 4点とした。評価は実験の内容を知っている実験者 3人によって独立に行わ

れた。 

5.2.3 結果 

文化伝達による科学の累積的進化 

 科学的知識を文化伝達していったとき、正しい知識は獲得され、また一旦獲得された知識は

劣化せずに伝達されるのか 。図 5.2.2 a では世代を通して OS得点がどのように推移したかをチ

ェーンごとに図示している (各点は 3人の評定者の平均値)。ここからわかるように、最初の世代

から得点にばらつきがあることがわかり、また、一旦知識が獲得されたとしても、ある程度得

点が上下することが示された。チェーンごとのばらつきを考慮しつつ、成績が世代を通して上

図 5.2.2 得点の推移を世代と条件ごとに図示した。a はチェーンごとに図示した場
合。b は棒グラフを作成し、その上に LMMによる回帰直線と信頼区間を図示してい
る。 

 

a 

b 
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昇するのか確かめるために、応答変数に OS得点、説明変数に世代、ランダム変量にチェーン

IDと評定者 IDを投入し LMMを行った。その結果、世代の係数が有意であった (β = .31, p 

= .027)。つまり、世代が進むとともに、OS得点は上昇した、所謂累積的文化進化が生じたこと

が示された (図 5.2.2b)。よって、一人では困難な課題であったとしても文化伝達を行えば漸進的

に知識が得られることが示された。 

世代の効果を説明しうる変数の同定 

 文化伝達とともに、科学的知識の累積的進化が見られたが、どのような要因によってこの累

積性は生み出されていたのか。ここでは、いくつかの要因を確かめるために作成した変数と世

代、そして OS得点との関係を調べた。そして最後にそれらの変数と世代を同時に投入した重回

帰分析を行い、いずれかの変数が世代の効果を打ち消すのか検討した。 

実験空間の探索度合い Simon (1973) や Dunbar (1995) は研究者がデータに基づいて新たな仮説

を生成するとき、その仮説はどれほどの組み合わせの実験を行ったかに依存して変わることを

指摘した。実験の組み合わせはときに実験空間と呼ばれ、この実験空間の探索度合いを調べる

ことで正しい知識に至ったかを調べることができることが複数の実験から示されている (Anzai 

& Simon, 1979; Chen et al., 2009)。よって、本研究でも世代が進むとともに、実験空間の探索度合

いが増えることで、累積的な科学進化が見られたかどうかを検討した。ここでは、実験空間を

実験可能な遺伝子の組み合わせの総数で構成と考えた。参加者が本課題において実験すること

ができた遺伝子の組み合わせの総数は、40通りであった。ここでは、ラクトースの有無を考慮

しているが、どれほどのラクトースを投入したかは考慮していない。その理由としてはどれほ

どのラクトースを投入したとしても、実験の結果にさほど影響しなかったからである。この

内、いくつの実験を参加者が行ったかに応じて、実験空間の探索度合いを求めた。この実験空

間の探索度合いと OS得点との相関を求めたところ、相関は見られなかった (r = -.10, p = .548)。

よって、どれほど実験空間を探索したかは、OS得点には影響しないことが示された。また、実
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験空間の探索度合いと世代の関連も相関分析から示されなかった (r = .048, p = .774)。よって、世

代が進んでも実験空間の探索度合いに変化がないことが示された。 

検証方法 参加者は事後質問紙で予め立てた仮説を検証する形で実験を行ったか、それともデ

ータを取得した上で仮説を立てていったかの度合いを 6件法 (1：かなりデータ駆動、2：データ

駆動、3：どちらかといえばデータ駆動、4：どちらかといえば仮説駆動、5：仮説駆動、6：か

なり仮説駆動) で答えた。この検証方法と OS得点、または世代に関連があるのかを確かめるた

め、それぞれで相関分析を行った。その結果、OS得点 (r = .03, p = .835) とも世代 (r = -.10, p 

= .527) とも相関は見られなかった。つまり、仮説駆動型で実験を行っても、仮説駆動型で実験

を行っても OS得点と世代に関係は見られなかった 。 

参考資料の影響 参加者は事後質問紙の中で、「参考資料 (前世代が書いた解答) のおかげで整

理ができた」、「参考資料のおかげで新しい発想ができた」、「参考資料はわかりやすかっ

た」、そして「参考資料は満足できた」の 4つの質問に対して 5件法 (1: 全くそう思わない～5: 

とてもそう思う) で回答した。参考資料の影響を確かめるため、個別に OS得点と世代との相関

を求めた。その結果、すべての質問と OS得点、および世代には相関が見られなかった。つま

り、参考資料によってデータを整理できたことと OS得点 (r = -.001, p = .995) 、ならびに世代 (r 

= -.27, p = .155) には有意な関連は見られなかった。また、参考資料のわかりやすさと OS得点 (r 

= -.24, p = .203)、世代 (r = -.23, p = .225) にも有意な関連は見られず、新しい発想との関連も OS

得点 (r = .21, p = .270)、および世代 (r = -.04, p = .839) で示されなかった。また、参考資料は短い

時間で課題を解くために役立ったという質問に対す回答と OS得点 (r = .06, p = .741)、世代 (r = 

-.16, p = .398) との相関も有意ではなかった。最後に、参考資料に満足できた度合いと OS得点 (r 

= .18, p = .339)、世代 (r = .04, p = .84) との関連も有意ではなかった。 

世代以外の変数を投入した重回帰 念の為、上記の変数、および統制変数を投入しても世代の

効果が打ち消されないか確認するために、上記の単回帰式に学部 (基準に理系)、年齢、事前にオ

ペロン仮説に関して知っていたか (基準に知っていた)、課題の試行数、そして実験空間の探索率

を説明変数に加えて LMMを行った (表 5.2.1、事前に VIFを求め多重共線性の問題があるか確認 
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表 5.2.1 OS得点を従属変数とした LMMの結果 

変数名 β SE t p 

切片 2.91 5.05 0.58 0.566 

世代 0.65 0.26 2.53 0.013 

文理 -0.05 0.60 -0.09 0.932 

事前に知っていたか -0.74 0.57 -1.29 0.201 

探索空間の探索度合い 0.00 0.03 -0.01 0.994 

年齢 -0.15 0.28 -0.54 0.588 

検証方法 -0.04 0.21 -0.19 0.848 

参考資料で整理ができた 0.24 0.25 0.94 0.350 

参考資料で新しい発想ができた 0.24 0.23 1.03 0.307 

参考資料はわかりやすかった 0.13 0.31 0.42 0.677 

参考資料に満足できた -0.20 0.19 0.65 0.298 

したところすべての変数が 2 以下であったため全てを使用した)。その結果、世代は有意であ

り、単回帰で示された結果が打ち消されなかった (β = .65, p = .013)。一方、新たに加えた説明変

数はすべて有意ではなかった。つまり、理系の方が文系よりも OS得点がよかったことや事前に

オペロン仮説について聞いたことがあると答えた参加者のほうがそうでなかった参加者よりも

OS得点がよいといったことはなかったことがわかった。 

参加者の回答の記述内容を詳しく分析 

 単回帰と重回帰の両方の結果から文化伝達を行うことによって科学的知識、ここでは遺伝子

作用における抑制効果についての正しい知識が漸進的に進化することが示された。では参加者

が伝達していった回答にはどのような特徴があったのだろうか。本実験では参加者それぞれが

書いた回答を分解し、参加者間で共通して出て来る遺伝子作用に関する知識 (以後アイデア) を

まとめ、アイデアをカテゴリ化していった。この作業を実験について知っていた実験者 3 名が
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独自に行い、カテゴリについて相違があった場合は話し合いを行い最終的な合意を得た38。こう

してできたアイデアは計 55 種類であった (表 5.2.2 a,b)。これらのアイデアに基づいて、複数の

分析を行い、文化伝達の中で回答がどのように進化したのか探索的に検討した。 

                                                        

38 評定者が評定している解答がどの世代のどのチェーンに位置しているものなのかといった情報
はアイデアをまとめている間にはわからないようになっていた。 



 

 

  

5.2.2a アイデアの種類 
ID 内容 ID 内容 
It1 ベータガルの分泌に影響 Pt2 単相で変化がない 
It1-1 I は（存在すると）ベータガルの分泌を抑制 Pt3 ーメスで変化がない 
It2 I は（欠損すると）ベータガルの分泌増加 Pt4 ー欠損させても（有無に関わらず）βの分泌量に変

化がない/差がない／同じ結果 
It2-1 I がなくてもβは出る Pt5 乳糖量によって変化がない 
It3 I は（メスの）Oと相互作用 Pt6 複相で変化がない 
It4-1 I が乳糖があるとベータガルが半分 Pt7 ーオスで変化がない 
It4-2 I が乳糖がないとベータガルが出ない Pt8 ーメスで変化がない 
It4-3 I が乳糖を認識する Pt9 オスメスで変化しない 
It4-4 乳糖の量に応じて／乳糖に反応してベータガ

ル分泌 
Pf1 ーI と相互作用 

It5 オスとメスの Iが同じ働きをする／オスかメ
スに Iがあれば機能する／オスとメスが互い
を補う／違う染色体上のXにも機能する 

Pf2 ーOと相互作用 

It6 IP、IPOの組み合わせの記述 Pf3 ーIO と相互作用 
If1 P と相互作用 Pf4 ーIorO と相互作用 
If2 PO と相互作用 Pf5 働きを持つ・関係する・影響する・増加される 
Pt1 働きはない/関係しない/影響しない Ot1-1 乳糖量によって変化がない 



 

 

1 

 

5.2.2b アイデアの種類 (続き) 
ID 内容 ID 内容 
Ot1-2 複相で変化がない Ot7-1 ーP とは異なる 
Ot1-4 ーオスで変化がない Ot7-2 ーI と同じ 
Ot1-5 ーメスで変化がない Of1 P と同等の働き 
Ot1-6 オスメスで変化しない Of2 P と相互作用 

Ot2 
（Oがないとき）出続ける・６００前後・
止まらない Of3 I,P との相互作用 

Ot2-1 ーOがなくてもβがでる Of5-1 ー乳糖の処理に限度 
Ot3 I との相互作用 Of5-2 ー乳糖があると分泌 

Ot4-1 
ー乳糖量に対してβが半分・すくなくな
る・正常になる Of5-3 ー乳糖の吸収を早くする 

Ot4-2 ー乳糖がないとβがでなくなる Of5-4 ー乳糖によって抑制される 
Ot4-3 ー乳糖に対するベータの制御 Of6-1 ー作成されない 
Ot4-4 ー乳糖を検知する Of7-1 ーオスのOは増加させる 
Ot5 オスのOは意味が無い Of7-2 ーオスは制御する 
Ot6 メスのOでのみ抑制 Of7-3 ーオスメスが両方ないと出ない 
Ot7-1 ーP とは異なる Of7-5 ーオスメス両方ないとさらに過剰に出る 
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カテゴリに基づいたOS得点の再評価 

 上記で行った OS得点の指標は 3人の評定者が Okada & Simon (1997) の採点方法に準拠して、

0 から 4 点の間で参加者の回答を評価していった。ここで作成したアイデアには OS得点を評価

する上で必要な 4つの作用―I遺伝子における抑制効果、O遺伝子おける抑制効果、I遺伝子にお

ける化学的作用、O遺伝子における物理的作用―に関する知識も含まれていた。そこで、分類す

ることで得られたアイデアに準拠して Okada & Simon (1997) の評定を行った場合、評定者が行っ

た採点と一貫した結果が得られるのか検討した。まず分析に先立ち、分類したアイデアで得ら

れた項目に基づいて新たに採点項目を作成した。項目は OS得点を算出するために各作用につい

て、ある任意の参加者が記述していたか、または記述していなかったかを元にした。こうして

できた各作用についての知識の有無に基づき記述における評定と同じ要領で各参加者の得点を

算出した。 

 まず、評定によって得られた OS得点とこのアイデアの項目に基づいて得られた OS得点を比

較した。相関分析を行ったところ、評定による OS得点とアイデアの項目から得られた OS得点

との間には正の相関があり、記述上の OS得点が高いほど、アイデア上の OS得点も高いことが

わかった (r = .23, p = .012)。よって、相関係数は低いものの、評定上の OS得点と似た傾向を示

す可能性が示された。 

 次に、アイデアに基づく OS得点を応答変数、説明変数に世代、ランダム変量にチェーン ID

を投入した LMMを行った。その結果、世代は有意ではなかった (β = -0.14, p = .196)。つまり、

アイデアに準拠して OS得点を算出した際、文化伝達によって正しい知識は累積的に進化してい

なかった可能性を示唆した。 

 なぜ評定とアイデアに基づく OS得点に異なる結果が見られたのか。Okada & Simon (1997) の

評定方法はそもそも抑制効果について言及していない場合 0点になり、I遺伝子か O遺伝子のい

ずれかの遺伝子に関する抑制効果について言及している場合は 1点である。つまりここから読み
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取れるのはアイデア上では抑制効果について言及していないと判断された参加者が記述の OS 得

点では抑制効果について言及していると判断された可能性があることである。考えられる理由

としては、ただ回答を読んで採点した場合、微妙なニュアンスなどを汲み取ることができるか

ら抑制効果について言及していたように読み取れたということである。もう一つ考えられる理

由としては採点していたのが実験者であり、採点する際は順番をランダマイズしていたが、無

意識にどの世代の回答を採点しているかを意識してしまい高い点数を付けてしまった可能性で

ある。いずれにしても既存のデータからはどちらが原因であるかを判断するのは難しい。よっ

て文化伝達によって抑制効果についての正しい知識が累積的に進化するかはさらなる実験が必

要である。 

解答傾向の移りやすさの記述的分析 

 次に、OS得点に必要な 4つの要素の内、どの要素が文化伝達の中で失われやすいのか、また

は獲得されやすいのかを可視化するために、ネットワーク図を描いた。ネットワーク図はノー

図 5.2.3 アイデアに基づいた評定結果の推移を世代ごとに図示した。棒グラフが平
均、直線が LMMに基づいた回帰直線、そして回帰直線の周りが信頼区間を示す。 
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ド (点) とエッジ (辺) と呼ばれる二つの要素で描かれる関係図である。ここでのノードとは各参

加者が書いた解答の状態である。例えば、「I遺伝子における抑制効果」、「I遺伝子による化

学的作用」、「O遺伝子における抑制効果」、「O遺伝子による物理的作用」についてすべて正

しく解答している参加者もいれば、「I遺伝子における抑制効果」だけ間違えている参加者もい

る。それぞれの正負の組み合わせを状態として描いて、次の世代の参加者が至った状態をエッ

ジで結びつける。より多くの参加者が至った状態のノードを大きく描き、またより多くの参加

者が通ったエッジをより太い線で描けば、どの状態に最も参加者が推移しやすく、またどの方

向へ推移しやすいのかも可視化できる。状態と移動の推移を描いた図が図 5.2.4 になる。この図

では四つの項目を 2進法で表現している。「I遺伝子における抑制効果」の項目は 4桁目、「I

遺伝子による化学的作用」の項目は 3桁目、「O遺伝子における抑制効果」の項目は 2桁目、そ

して「O遺伝子による物理的作用」の項目は 1桁目で表現されている。書いてあった場合は 1で

表現され、逆に書いてなかった場合は 0で表現されている。この分析はあくまで記述的であり、

統計的な処理が行えないことも考慮する必要がある。よって、注意して解釈する必要がある。 

 参加者の人数が少ないため、全ての状態があるわけではない。また、状態数が少ないため状

態「0011」のように「I遺伝子における抑制効果」と「I遺伝子による化学的作用」に関しては

書いていないが「O遺伝子における抑制効果」と「O遺伝子による物理的作用」に関しては書い

ている状態に一度入ってしまうとそこから抜け出せないような推移も見られる。この可視化を

行うことでどの状態に最も推移しやすく、また、その状態が繰り返し現れてくるのかがわか

る。 

 図 5.2.4 を見てみると、最も推移しやすい状態がすべての項目が書かれた状態 (10/40)、I遺伝

子の抑制効果についてだけ言及していない状態 (12/40) であったことがわかった。その他の状態

の頻度は 4以下であった。また、上記の二つの状態は次の世代で同じようになりやすいことがわ

かった。全項目が書かれている状態 (「1111」) から次の世代でも同じ状態に行く確率は 2/6 (同
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じ状態に次世代でも推移した回数 / 全項目が書かれている状態から推移した全回数) であった。

よって、次の世代で同じ状態で保たれる可能性もあるが、2/3 の確率で他の状態に推移すると考

えると、そこまで頑健ではない可能性も考えられる。 

 また、「0111」から次世代でも同じ状態になる確率は 4/9 であったことから、「0111」の状態

に入ると、他の状態へ推移しづらい可能性が伺えた。さらに「0111」から「1111」に推移する

確率は 1/9 であることから、「0111」に至ると、全て正解の状態に推移する確率は低いことがわ

かった。細かくデータを見てみると、「I遺伝子における抑制効果」の項目が書かれていない状

態の数が 23/40 と半数以上のであったことがわかった。つまり、「I遺伝子における抑制効果」

についての知識は比較的文化伝達の中で失われやすい可能性が示された。 

図 5.2.4 評定結果に使用したアイデアの移り行きをネットワークで図示した。２進法で０が
「アイデアが含まれていない」、１が「アイデアが含まれている」を指す。4桁のうち、１
桁目がO遺伝子の物理的作用、2桁目がO遺伝子の抑制効果、3桁目が I 遺伝子の化学的作
用、4桁目が I 遺伝子の抑制効果の知識を表現している。 
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 あくまで少ない推移データからの推測の域を超えないが、「I遺伝子における抑制効果」は文

化伝達の中で失われやすいことが示された。また、状態としては「I遺伝子における抑制効果」

以外の項目がある状態になりやすいことから、OS得点がアイデアに基づいて判断されると低い

状態のまま推移した理由が推測される。つまり、「I遺伝子における抑制効果」のみが書かれて

いない状態では OS得点が 1点になる。よって、この状態に推移しやすければ、世代が進んでも

累積的進化は見られないだろう。また、全項目が書かれる状態も次世代で再現される可能性が

あるが、一人から一人へと伝達していった場合、他の状態へもかなりの確率で推移してしまう

可能性が示された。 

正しいアイデアは累積的に増えたか 

 アイデアのカテゴリを用いると OS得点で見たような抑制効果に限らず、遺伝子実験を行うこ

とで知り得るそれ以外の知識についても分析できる。OS得点はあくまで Jacob & Monod (1961) 

が発見した主要な知見である遺伝子における抑制効果についてのみ評定しているが、参加者が

書いた回答にはそれ以外の周辺的な知識も含まれていた。もし文化伝達によって知識が蓄積し

ていくのであれば抑制効果についての知識のみならずそれ以外の知識も蓄積されていくのでは

ないか。そこでアイデアの中でも遺伝子実験によって知り得る正しい知識のみを取り出し、そ

の正しい知識の総数が、世代が進むにつれ増えていくのか検討した。応答変数に正しいアイデ

アの総数、説明変数に世代、ランダム変量にチェーン IDを投入した LMMを行った (図 5.2.5)。

その結果、世代の効果は有意ではなかった (β = 0.07, p = .649)。つまり、世代が進んでも正しい

知識の総数は増えることはなかった。蓄積していないことから、ある任意の世代の参加者は前

世代の参加者が書いた回答の知識を完全には引き継いでいなかったことが示された。これは参

加者が前世代の参加者の回答を理解していたがあえて記述しなかったのか、それともその知識

を書く段階では忘れていたかは定かではないが、少なくとも科学的知識の文化伝達が行われて

いない可能性をこの結果は示したと言える。 

参加者間のアイデアの類似性  
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 参加者それぞれが持っていた知識がどれほど他の参加者と似ていたのか求めることで、世代

間でどれほど保有していた知識が似ていたか、またチェーン間でどれほど知識が似ていたかな

どを求めることができる。たとえば、ある世代 t の参加者が保有していた知識とその前世代 t-1 

の参加者が保有していた知識が類似していたら、その世代 t の参加者の知識は世代 t-1 の知識を

引き継いだと言え、逆に類似していないとしたら、独自に知識を獲得したと考えることができ

る。またあるチェーン内で蓄積された知識と異なるチェーンで蓄積された知識が、世代が進む

ごとに類似していくことがあれば、知識の収斂が起きていると考えることができ、もし類似性

が減少していくならば多様な知識がチェーンごとに蓄積されていっていると考えることができ

る。そこでこの類似性を参加者が書いたアイデアから算出するためにユークリッド距離に基づ

いた類似性の定量化を行った。 

 ユークリッド距離は 4章の研究Ⅱでも紹介したように、N次元上に座標を持つ 2点間の距離を

測定するために使用される。本研究のアイデア項目はすべて書かれていた (1) か書かれていなか

図 5.2.5 正しいアイデアの総数の平均の推移を世代ごとに図示した。棒グラフが平
均、直線が LMMに基づいた回帰直線、そして回帰直線の周りが信頼区間を示す。 

 



 

 

204 

った (0) のいずれかでコーディングされていた。全 65項目の項目を 65次元の空間であると捉え

直し、参加者の項目の反応をこの 65次元上のどこかに位置する座標であると考える。すると二

者の座標間の距離をユークリッド距離を用いて計算できる。本実験では、この 65次元上の距離

を用いて同じ世代の参加者間の距離、または、同じチェーンの参加者間の距離を求めて、研究Ⅰ

や研究Ⅱで見てきた収斂化と伝統化を確かめた。 

 まず収斂化や多様化といった現象が見られるか検討するために、同じ世代内の異なるチェー

ンのアイデアからユークリッド距離を求めた。このユークリッド距離を応答変数、説明変数に

世代、ランダム変量に比較したチェーン間 IDを投入し、LMMを行った (図 5.2.6)。その結果、

世代の効果は有意ではなかった (β = 0.003, p = .888)。つまり、一定してチェーン間のアイデアの

類似性が保たれていたことが示された。言い換えると、研究Ⅰで見られた収斂化も研究Ⅱで見ら

れた多様化も見られなかった。 

図 5.2.6 アイデアのユークリッド距離の平均の推移を世代ごとに図示した。箱ひげ図
が中央値と分散、直線が LMMに基づいた回帰直線、そして回帰直線の周りが信頼区
間を示す。 
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 次に伝統化、もしくは隣接した世代間の類似性が比較する世代が後半に差し掛かるほど似て

いくのかを検討するために、同じチェーン内の隣接した世代間のユークリッド距離を求めた。

このユークリッド距離を応答変数、説明変数に世代、ランダム変量にチェーン IDを投入した

LMMを行った (図 5.2.7)。その結果、世代の効果は有意ではなかった (β = -0.12, p = .464)。つま

り、隣接する世代のユークリッド距離は比較する世代が後半になっても類似することがなかっ

たことが示された。 

5.2.4 まとめと考察 

 本実験は科学的知識の累積的進化に着目し、文化伝達を行うことで一人では発見困難な知識

も獲得されやすくなり、また世代を通して獲得された知識が維持されるのかを検討した。さら

に、単に成績を分析するのではなく、実際に参加者が書いた解答や事後質問紙を分析すること

図 5.2.7 アイデアのユークリッド距離の平均の推移を比較している世代ごとに図示し
た。棒グラフが平均、直線が LMMに基づいた回帰直線、そして回帰直線の周りが信
頼区間を示す。 
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で文化アトラクターとして働くパラダイムの影響を検討しながら、累積的な科学進化が観察さ

れるのか検討した。 

 文化伝達を行うことで、一人では発見しづらい科学的知識も発見されやすくなり、また一度

発見された知識が淘汰されずに残るのか検討したところ、頑健な結果は示されなかった。三人

の評定者が Okada & Simon (1997) に従い、独立に評定を行った成績に基づき分析を行うと、累積

的進化は観察されたが、参加者の解答をアイデアごとに分類し、分類したアイデアで似たよう

な分析を行った結果、上記の結果とは異なり、累積的科学進化は示されなかった。 

 なぜアイデアに分類したときに、成績がここまで低かったのかネットワークを用いて記述的

に分析したところ、Jacob & Monod (1961) が発見した調節遺伝子の働きの内、「I遺伝子による

抑制効果」についての知識が文化伝達の中で消失しやすいことがわかった。つまり、一旦正し

い知識が獲得されたとしても、I遺伝子による抑制効果についての知識が文化アトラクターの淘

汰圧に淘汰されやすい可能性が示された。つまり、参加者がすでに理解しているパラダイムと

伝達されてきた解答が整合しないため、抑制効果についての記述を過小評価した可能性がある

ことが示唆された。「I遺伝子が化学的作用によって影響する」ことや「O遺伝子が物理的作用

によって影響する」ことは参加者が持っているパラダイムとは不一致を起こさないため 、その

部分は継承されやすい。しかし、相反する結果は、なかなか受け入れられないことが数多くの

認知心理学実験や、科学哲学による実際の現場での動向からも示されている (cf. Kuhn, 1970)。よ

って、相反する結果が無視される結果、抑制効果についての言及が減少し、累積的科学進化が

見られなかった可能性が考えられる。 

 収斂化 (同じチェーンの中で書かれた解答がどれほど似ているか) を調べたところ、一定して

解答は世代を通して変化していることがわかり、収斂化も多様化も見られないことが示され

た。これは、実データを見てみても、前世代まで書かれていた項目が突然消えたり、それまで

書かれなかったことが突然現れたりと、特に規則性のようなものは見られなかったことから、

こうした変化は文化アトラクターによって左右されていると言うよりも、文化遺伝学者が指摘

するような突然変異によって変化する可能性が伺えた。つまり、本質的に重要ではない知識は
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淘汰圧がかかるわけでもないため、現れたり消えたりを繰り返す。その結果、一定して参加者

間の解答に変化が見られた可能性が考えられる。同じように、伝統化も本実験では見られなか

った。理由は収斂化と同じように、本質的には関係のない情報が突然変異によって現れたり消

えたりする結果、一定の変化が見られるが、その変化率に世代を通した変化が見られない可能

性が考えられる。 

 本実験にはいくつかの問題点が挙げられる。まず、各チェーンの世代数が 4と従来の文化進化

研究の中でもかなり数が少ない。その理由は一回の実験の参加者の人数が限られていたため、

世代数を増やすことができなかった。もしかしたら、累積性が見られなかった理由が世代数の

少なさである可能性も考えられる。よって、次の実験では世代数を増やして、累積性が世代数

を増やしても見られないことを確認する必要がある。 

 また、科学的知識は一人から一人へと文化伝達するには伝達困難な知識である可能性があ

る。つまり、一人から一人へと文化を伝達していった場合、文化が消失する可能性が考えられ

る (Muthukrishna et al., 2013)。科学的知識の場合、文化アトラクター (既存のパラダイムに合致し

ないデータは無視する) によって、累積的文化進化が阻害されている可能性が考えられる。よっ

て、この文化アトラクターの影響を減らすには Kuhn (1070) の指摘する社会的なプロセスが必要

なのではないか。Kuhn (1970) はアノマリーが報告されるようになると、多くの研究者が同時多

発的に似たような理論を提唱し始めることを指摘している。そしてその結果、パラダイム・シ

フトが起き、新たなパラダイムが共有されるようになる。もしこの結果を引き起こすためには

集団サイズが必要であれば、集団サイズを増やすことで安定して蓄積された知識が維持される

可能性が考えられる。集団サイズによって、科学が累積的に進化していることを示す実データ

に基づいたモデル研究もいくつかあることから、集団サイズを検討することの妥当性は高いと

考えられる (Fleming, King, & Juda, 2007; Guimerà, Uzzi, Sprio, & Amaral, 2005; Rosenkopf & 

Almeida, 2003; Wuchty, Jones, Uzzi, 2007)。 

 最後の問題としては、解答からアイデアを項目として取り出して、分析を行ったことにより

研究者の恣意性が結果に反映された可能性である。この問題点を解決するために、実験 2 では
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世代をさらに増やし、また集団サイズを操作する。世代数は実験 1の倍の 8世代分行い、また実

験 1 のように一人から一人へと伝達する条件と 3人の参加者が同時に伝達していく条件の二つの

条件を設けて実験を行う。そうして、世代の数によって累積性が見られなかったのか、さらに

もし世代数を増やしても見られないのであれば、集団サイズを増やすことで累積性が見られる

のかどうか確認する。 

5.3 実験 2 

5.3.1 目的 

 実験 1 の結果、文化伝達によって累積的に正しい知識が獲得され、維持されていくのかに関

して明確な示唆が得られなかった。一つの原因として考えられるのが、実験 1 における世代数

が足りなかったため、累積性が見られなかった可能性である。よって、実験 2ではさらに世代数

を増やして追試を行う。また、もう一つ累積的科学進化が見られなかった理由として考えられ

るのが一人で獲得することが難しいような科学的知識は文化伝達を経ると簡単に劣化してしま

い、累積的な進化を遂げた文化を維持することが困難であった可能性である。つまり、一人か

ら一人へと文化伝達していった場合、知識が劣化し、成績は個人の能力にのみ依存して上下し

た可能性が示された。よって、実験 2 では世代数を増やすだけではなく、集団サイズを操作

し、一人から一人へと伝達する条件と、三人から三人へと伝達する条件を設けた。もし、パラ

ダイムの影響が集団サイズによって減衰するのであれば、三人条件で累積的科学進化が見ら

れ、一人条件では、たとえ世代数を増やしたとしても、累積性は確認されないだろう。 

5.3.2 方法 

参加者 

 本実験には、298 人（平均年齢 = 19.32, SD = 1.09; 女性 = 122 人）の大学生が参加した。本実験

ではオペロン仮説について知っている参加者を除外したため、61名がデータとして使うことが

できなかった。オペロン仮説を知っているか否かは各参加者の実験が終わった後に事後質問紙
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から判断した。参加者を除外した場合、除外した参加者が所属していたチェーン・世代に新た

な参加者を参加させ、実験を継続した。 

課題 

 基本的に実験 1と同じ課題を使用した。ここでは、変更を加えた点のみを記述する。実験 1で

は参加者が自分の考えを声に出しながら課題を行った。よって、他の参加者と同じ時間に実験

を行うことが困難であった。そこで、本実験からは同時に複数の参加者が参加できるよう、音

声の録音をやめて、そのかわりに参加者にできるだけ細かく実験のノート取るように求めた。

よって、本実験の前に行った声を出させる練習はこの実験では行わなかった。 

 実験中にとったノートはなるべく詳細に書くように求め、音声レコードとできるだけ同じよ

うな状況を再現した。ノートは従来の課題の画面の下に表示され、自由に書くことができた (図 

5.3.1)。さらに、書いたノートは課題を繰り返す中で画面の右側に蓄積されるようになってい

た。ノートには自分が書いた情報以外にも、何回目の実験にどのような遺伝子の組み合わせ、

およびラクトースの量で実験を行ったか、さらにその実験の結果、どれほどの βガルが分泌され

たかが自動で記述されていた。 

手順 

 参加者は最大 9人同時に実験を行った。参加者はまず大型の部屋に案内され、そこで同意書の

記入を行った。同意書を書いたあと、プロジェクターを用いて、遺伝子の働き方のレクチャー

を行った。ここで使用した説明は実験 1と同じものを使用した。違いは集団で行ったこと、さら

にコンピュータ画面で架空の生物の遺伝子 ABCの作用を解説したことだけである。 

 架空の生物の遺伝子 ABCの説明が終わり次第、参加者は全員個別のブースがある部屋に案内

され、一人ひとり各ブースへと案内された。ブースに入ると他の参加者が何をやっているのか

見えない状況が作られた。ブースの中には課題を行うためのコンピュータが一台おいてあっ

た。第一世代の参加者の場合、ブースに入った後、科学実験の操作方法を学んだ。操作方法の
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学び方は実験 1と同じであった。ただし、実験者はブースの外から参加者全員に指示しながら行

った。全員が理解しているかを確認するために、実験者はブースを回りながら説明を行った。

実験の操作法を覚えた後、最初の世代の参加者はそのまま実験に取り組んだ。一方、最初の世

代以外の参加者は実験の説明を受け、操作法を覚えた後、前世代の参加者の解答を渡され、そ

れを読む時間を与えられた。時間は一人条件、三人条件ともに 5分間であった。5分間が過ぎて

後、実験が開始された。前世代の解答は実験を行っている間も閲覧することができた。 

 45分が過ぎ、実験が終わったあと、参加者はまず記述の解答を書いた。解答を書く前に、前

世代の解答を持っていた場合は、その解答用紙が実験者によって回収された。解答を書いてい

る間は右側のスクリーンに自分がノートに書いた情報が履歴として残っていた。実験 1同様、I

遺伝子、P遺伝子、O遺伝子のそれぞれに対して独立にそれらの遺伝子がどのように働いていた

かを尋ねられた。参加者が記入し終えたあと、次に事後質問への解答が求められた。最初の部

図 5.3.1 実験 2の参加者が見た課題の画面。 
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分では実験 1で得られたアイデアに基づいて作成された質問に対して「正しい」、または「正し

くない」で答えていった (付録 2.3 参照)。この時、参加者の書いたノートは表示されていなかっ

た。すべての質問に対し答えたあと、実験 1でも使用した事後質問紙に解答し、実験は終了し

た。 

5.3.3 結果 

成績の上昇 

 実験 1では評定者が Okada & Simon (1997) の評定方法に則り各参加者の解答を評定した結果、

世代が進むとともに評価が累積的に上昇したことを示した。本実験の一人条件で同じ結果が再

現されるのか、また三人条件で仮説通り一人条件よりも成績が高くなるのかを確認するため

に、応答変数に評定結果、説明変数に世代、条件（基準に一人条件）、これらの交互作用項、

ランダム変量にチェーン IDと評定者 IDを投入した LMMを行った (図 5.3.2、 及び表 5.3.1)。そ 

図 5.3.1 評定結果の推移を比較している世代と条件ごとに図示した。棒グラフが平
均、直線が LMMに基づいた回帰直線、そして回帰直線の周りが信頼区間を示す。 
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表 5.3.1 OS得点を従属変数とした LMMの結果 

変数名 β SE t p 

切片 0.99 0.36 2.72 0.011 

世代 0.06 0.04 1.53 0.127 

条件 0.21 0.49 0.43 0.670 

交互作用 0.09 0.05 1.81 0.070 

の結果、同じ解答を第一世代で使用していたため、条件の効果は有意ではなかった (β = 0.21, p 

= .670)。つぎに、世代の効果を確認したところ有意ではなく、一人条件では世代が進んでも成績

は上昇しなかった (β = 0.06, p = .127)。一方、交互作用が有意であり、係数が正であったことか

ら三人条件では世代が進むとともに成績が上昇したことが示された (β = .09, p = .070)。 

 次に、条件を分けて分析を行ったところ、三人条件では有意であったものの (β = .15, p 

< .0001)、一人条件では有意傾向であった (β = .06, p = .056)。つまり、実験 の結果は一人条件の

みで分析した場合有意傾向として再現されたが、その効果は弱い可能性が考えられた。また、

三人条件では成績が、世代が進むとともに上昇するという仮説は支持された 。 

 参加者が回答した事後質問紙にも Okada & Simon (1997) の評定に必要な 4つの項目 (Iの抑制

効果、Iの化学的作用、Oの抑制効果、Oの物理的作用) について尋ねていた。この質問紙の上

でも世代が進むに連れ成績が上昇したか確認するために、先程のモデルの応答変数に質問紙か

ら得られた OS得点を投入して分析を行った (図 5.3.2、 及び表 5.3.2)。その結果、いずれの効果

も有意ではなかった (条件: β = 0.40, p = .343; 世代: β = 0.09, p = .162; 交互作用: β = 0.0003, p 

= .997)。一方、条件ごとに同じ分析を行うと、一人条件では同じように世代の効果は有意ではな

いが (β = 0.09, p = .203)、三人条件では有意であった (β = 0.09, p = .033)。つまり、三人条件では

記述上の OS得点と同じように世代が進むとともに得点が累積的に上昇した可能性が考えられる

が、一人条件ではそのような蓄積がなかったことがこの分析からも明らかになった。両条件と

もに世代の係数が同じであることから、一人条件では世代ごとにかなり得点にばらつきがあっ

た可能性が考えられた。言い換えるならば、三人条件の場合、質問紙の上でも文化伝達による
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蓄積が見られた可能性が考えられ、一人条件では文化伝達による効果がさほどなかったことか

ら参加者個人の能力によってばらつきが生じていたことが示唆された。 

 記述上の OS得点と質問紙上の OS得点の相関を分析することでどこまで参加者の回答が一貫

していたのか求めた。こうすることで、参加者が実際知識として知っていたのに記述に書かな

かったことで文化伝達がなされなかった知識があったのか、または本当はちゃんと理解してい

ないが、記述上ではわかっていたかのように描いていたのかなどを見ることができる (図

5.3.3)。記述上の OS得点と質問紙上の OS得点の間には相関が見られ、一方で高い得点を得てい

た参加者はもう一方でも高い得点を得ている関係が見出された (r = .27, p < .0001)。この相関は両

条件を分けても見られた (一人条件: r = .35, p = .002; 三人条件: r = .21, p = .006)。しかし、いずれ

も相関が .35 以下であったことからそこまで強い相関ではなかった。図 5.3.3から、その原因が

質問紙上で 4 点を獲得したとしても記述上の OS得点に参加者ごとにばらつきが見られたからで

あると推察できる。つまり、各参加者は遺伝子の働きに関して正しい知識を得ていた可能性が 

図 5.3.2 事後質問紙に基づいた評定結果の推移を比較している世代と条件ごとに図示
した。棒グラフが平均、直線が LMMに基づいた回帰直線、そして回帰直線の周りが
信頼区間を示す。 
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表 5.3.2 事後質問紙に基づくOS得点を従属変数とした LMMの結果 

変数名 β SE t p 

切片 2.36 0.34 6.85 <0.001 

世代 0.09 0.07 1.40 0.16 

条件 0.40 0.42 0.95 0.34 

交互作用 0.00 0.08 0.00 1.00 

あるが、それが記述上に反映されていなかったが故に正しい回答に関して不完全な文化伝達が

行われた可能性が考えられた。 

 最後に質問紙にあったすべての質問に関して正しく回答する傾向が世代や条件ととも変化す

るのか検討するために、応答変数に全質問の正答数、説明変数に世代、条件 (一人条件を基準

に)、これらの交互作用項、ランダム変量にチェーン IDを投入した LMMを行った (図 5.3.4、及

び表 5.3.3)。その結果、世代の効果が見られ、世代が進むとともに成績が上昇することがわかり 

(β = 0.70, p = .031)、条件間で差がなかったことから、第一世代での成績は条件間で変わらないこ

とがわかった (β = 2.30, p = .275)。また、交互作用も見られたことから、三人条件では世代が進

んでも成績が上昇しなかった可能性が示された (β = -0.68, p = .085)。 

 以上の結果をまとめると、一人条件では記述上でも質問紙上でも Okada & Simon (1997) に関す

る 4つの知識については世代が進んでも上昇しなかったものの、細部までも尋ねた質問紙すべて

の回答に関しては累積的に成績が上昇した。つまり、一人ひとりが情報を伝達しあうと細部の

知識などは蓄積していくが、遺伝子の働きの根本である抑制効果についての発見は難しいこと

が示された。一方、三人条件では記述の回答は一人条件よりも世代とともにより上昇し、質問

紙上でも世代とともに成績が上昇した可能性が考えられた。しかし、遺伝子実験の細部まで尋

ねた質問紙全体の成績は世代が進んでも横ばいであった。ここから、集団で科学的知識を探求

しようとすると、遺伝子の抑制効果などの根本的な働きについての知識は累積的に上昇するも

のの、細部知識はむしろ獲得の阻害をされている可能性が示された。言い換えるならば、三人
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条件では前世代の参加者が書いた抑制効果に関する知識の妥当性を検証することにのみ専念し

たため、細部の知識を重視しなかった可能性が考えられた。 

重回帰によるその他の変数の検討 

 記述上の OS得点、質問紙上の OS得点、質問紙における総合成績のすべての従属変数に関し

て、世代以外の変数がどれほどデータの予測を挙げるのか検討するために、重回帰分析を行っ

た。この重回帰式では、実験 Ⅰ でも測定した実験空間の探索率、試行数、検証方法 (仮説駆動型

またはデータ駆動型)、学部 (分析では理系を基準とした)、学年、前参加者の回答のわかりやす

さを世代とともに投入することで検討した。事前に多重共線性の問題が生じるか確かめるため

に各説明変数間の VIFを求めたところ、試行数と実験空間の探索率に高い相関が生じているこ

とが確認された。よって試行数を除き、すべての変数の VIFが 2以下であることを確認した上

で重回帰を行った。また、交互作用を含めたモデルだと解釈が難しくなることから本分析では

図 5.3.3 参加者の解答から得られた評定結果と質問紙上の評定結果の関係を示した散
布図。条件ごとに色分けされている。 
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それぞれの条件ごとに重回帰を行ってそれぞれの条件で最もデータを説明するモデルを特定し

た。 

 まず、記述上の一人条件の OS得点を応答変数、上記に上げた変数と世代を説明変数、ランダ

ム変量にチェーン IDと評定者 IDを投入した LMMを行った (表 5.3.4)。世代のみを説明変数に

投入した場合、世代の効果は有意傾向であったが (β = 0.06, p = .056)、この重回帰式では効果が

打ち消されていた (β = 0.02, p = .714)。よって、世代が進んでも一人条件では累積的に記述上の

OS得点が上昇することはないことが示された。その代わりに学部 (β = -0.56, p = .006)、前世代の

回答のわかりやすさ (β = -0.22, p = .032)、検証方法 (β = 0.16, p = .038) が有意であった。つまり、

理系の学部であるほど得点が高く、前世代の回答がわかりやすい (事後質問紙から得られた 5件

法の結果; 実験 1の方法参照) ほど得点が低く、また仮説駆動型であるほど得点が高いことがわ

かった。一方、実験空間の探索度合いが有意でなかったことから一人条件ではいくら探索をし

たとしても記述の OS得点を上昇させることはないことが示唆された (β = -0.01, p = .422)。 

図 5.3.4質問紙上の問題の成績の推移を世代と条件ごとに図示した。棒グラフが平
均、直線が LMMに基づいた回帰直線、そして回帰直線の周りが信頼区間を示す。 
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表 5.3.3 事後質問紙に基づく合計得点を従属変数とした LMMの結果 

変数名 β SE t p 

切片 50.55 1.69 29.92 <.001 

世代 0.70 0.32 2.17 .031 

条件 2.30 2.10 1.10 .275 

交互作用 -0.68 0.39 -1.73 .085 

 次に、三人条件のデータに対して上記と同じ回帰式を当てはめた (表 5.3.5)。その結果、世代

を用いた単回帰式の場合に有意であった効果が依然として有意であった (単回帰: β = 0.15, p 

< .0001; 重回帰: β = 0.16, p < .0001)。つまり三人条件における世代の効果は他の統制変数などを

投入しても残ることが示された。同じく、検証方法 (β = 0.23, p = .006) と前世代の回答のわかり

やすさ (β = 0.16, p = .002) が有意であったことから、仮説駆動型であるほど記述の OS得点が高

くなること、そして一人条件とは逆に前世代の回答がわかりやすいほど記述の OS得点が高くな

ることが示された。また一人条件とは異なり、学部の効果は有意ではなかった (β = -0.21, p 

= .220)。つまり、三人条件では学部によって記述上の OS得点が異なることはなかった。さらに

一人条件同様、実験空間の探索度合いは三人条件のデータに関しても予測力を持たなかった (β = 

-0.01, p = .631) 。 

 ここで一旦記述上の OS得点に関する結果をまとめると、世代の効果については一人条件では

他の変数によってその効果が打ち消され、三人条件では依然としてその効果が残っていた。学

部の効果も考慮すると、一人条件では一旦実験を理解していない参加者 (e.g. 文系) が表れると突

如として蓄積した知識がなくなる可能性が示された。一方、三人条件では学部の効果がなく、

世代の効果が有意であったことから、文系でも過去に蓄積された知識を伝達し得た可能性が見

られた。つまり三人条件では三人の内、一人でも理系がいて、その理系が知識の蓄積を行って

いたのではなく、文系も交えて知識の蓄積が行われていた可能性が見出だせた。 

 最も解釈が難しいのが前世代の回答のわかりやすさである。三人条件ではわかりやすいほど

次世代の得点は上昇し直感的にもわかりやすい結果だが、一人条件ではむしろわかりやすい方 
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表 5.3.4 一人条件における記述上のOS得点を応答変数とした LMMの結果 

変数名 β SE t p 

切片 3.98 2.29 1.73 .085 

世代 0.02 0.05 0.37 .714 

実験空間 -0.01 0.02 -0.81 .422 

検証方法 0.16 0.08 2.09 .038 

前世代のわかりやすさ -0.22 0.10 -2.16 .032 

学年 0.00 0.29 0.01 .991 

年齢 -0.11 0.12 -0.94 .349 

学部 (基準が理系) -0.56 0.20 -2.80 .006 

が、得点が減少した。これは、わかりやすいと感じた参加者はパラダイムに合致している知識

が伝達されてきたと思い、誤った回答を行った結果、成績との負の関係が見られた可能性が考

えられるが、そもそも実験１では見られなかった結果のため、頑健性は乏しい可能性もあるた

め、今後、さらなる検討が必要になるだろう。 

 また、両条件ともに検証方法によって得点が異なることがわかった。つまり、データ駆動型

に実験を行うのではなく、仮説駆動型に実験を行ったほうが記述上の OS得点が高くなることが

示された。この結果を生み出す理由は 2つ考えられ、一方で仮説駆動型の方がデータ駆動型より

も抑制効果の発見がしやすかった可能性と、もう一方は仮説駆動型の方が回答を書く際に抑制

効果についての仮説に言及しやすかった可能性が考えうる。もし前者であるならば、検証方法

の差異は質問紙上の OS得点にも影響を及ぼしているはずで後者であるならば、質問紙上では検

証方法による差はないはずである。よって次に質問紙上の OS得点を応答変数に入れた重回帰式

を検討した。 

 まず、一人条件のデータを用い、応答変数に質問紙上の OS得点、説明変数に上記で使用した

変数、ランダム変量にチェーン IDを投入した LMMを行った (表 5.3.6)。その結果、もともと単

回帰で有意でなかった世代の効果はこの重回帰式でも有意ではなかった (単回帰: β = 0.09, p  
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表 5.3.5 三人条件における記述上のOS得点を応答変数とした LMMの結果 

変数名 β SE t p 

切片 -1.94 1.45 -1.34 .182 

世代 0.16 0.04 4.16 < .0001 

実験空間 -0.01 0.01 -0.48 .631 

検証方法 0.16 0.05 3.14 .002 

前世代のわかりやすさ 0.23 0.08 2.75 .006 

学年 -0.03 0.17 -0.16 .871 

年齢 0.11 0.07 1.54 .125 

学部 (基準が理系) -0.21 0.17 -1.23 .220 

= .203; 重回帰: β = 0.13, p = .228)。さらに、世代以外の変数もすべて有意ではなかった。つま

り、検証方法の差異によっても、前世代の回答がわかりやすくても、文系理系問わず、一人条

件における質問紙上の OS得点を説明するものはなかった。 

 三人条件のデータにおける質問紙上の OS得点がどの変数によって説明されるのか検討するた

めに上記と同じ回帰式を用いて分析した (表 5.3.7)。その結果、世代の効果は単回帰の結果と一

貫し有意であった (単回帰: β = 0.09, p = .033; 重回帰: β = 0.10, p = .043)。よって三人条件では世代

が進むとともに質問紙上の OS得点は上昇することがわかった。また、記述上の OS得点と一貫

し検証方法が有意であり (β = 0.45, p < .0001) 、学部の効果は有意ではなかった (β = -0.31, p 

= .174) 。つまり、仮説駆動型の方がデータ駆動型よりも質問紙上の OS得点が高く、理系・文系

によって得点が異なることはなかった。一方、前世代の回答のわかりやすさは有意傾向であり 

(β = 0.12, p = .071) 、わかりやすいほど次世代の参加者の質問紙上の OS得点が高い可能性が見出

された。 

 質問紙上の OS得点の結果を記述上の OS得点の結果と関連付けてまとめる。まず、三人条件

では質問紙上の OS得点は記述上の OS得点と同じ変数が効果を持っていた。まず前世代の回答

がわかりやすいほど次世代の参加者の記述上と質問紙上の両方の OS得点を上昇させていたこと 



 

 

220 

表 5.3.6 一人条件における質問紙上のOS得点を応答変数とした LMMの結果 

変数名 β SE t p 

切片 1.71 5.10 0.34 .739 

世代 0.13 0.11 1.22 .228 

実験空間 0.05 0.03 1.60 .114 

検証方法 -0.04 0.17 -0.23 .818 

前世代のわかりやすさ -0.05 0.22 -0.22 .825 

学年 -0.12 0.66 -0.19 .853 

年齢 -0.01 0.26 -0.04 .971 

学部 (基準が理系) 0.01 0.44 0.03 .980 

から、前世代の回答がわかりやすいほど抑制効果についての正しい理解につながるだけでな

く、それをちゃんと次世代へと伝えられるような記述が書けていたことが示された。また、仮

説駆動型であるほど質問紙上の OS得点が上昇した可能性があることからどのような検証方法を

用いるかで抑制効果についての正しい知識の獲得が変わってしまう可能性が示された。 

 一方、一人条件では質問紙上の OS得点を説明する説明変数が一つもなかった。つまり、世代

が進んでも質問紙上の OS得点は記述上の OS得点と同様に上昇しないことがわかった。また、

特筆すべきは学部の効果もなかったことから、文系 (M = 2.8, SD = 1.57)・理系 (M = 2.7, SD = 

1.56) 問わず質問紙上の成績が変わらなかったことである。記述上の OS得点と一緒に考えると

文理問わず抑制効果についての正しい知識はいずれも保持していたが、その知識を表現する方

法に理系は長けていたのに対し、文系はそれほど正確に知識を表現できなかった可能性が示唆

された。三人条件で記述上も質問紙上も文理問わず成績が変わらなかったのはそもそも文理で

正しい知識の獲得に差がなかっただけでなく、それを表現する方法が世代による蓄積で獲得さ

れていったからである可能性も同時に示唆した。また、一人条件では仮説駆動型の方が記述上

の OS得点は高かったが、質問紙上の OS得点ではそのような差は見らなかった。つまり、検証

方法問わず正しい抑制効果についての正しい知識は獲得されていたが、仮説駆動型の参加者の

方が抑制効果について言及することが多かった、もしくはしやすかった可能性が示された。三 
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表 5.3.7 三人条件における質問紙上のOS得点を応答変数とした LMMの結果 

変数名 β SE t p 

切片 -1.15 1.89 -0.61 .544 

世代 0.10 0.05 2.05 .043 

実験空間 -0.01 0.02 -0.31 .761 

検証方法 0.12 0.07 1.82 .071 

前世代のわかりやすさ 0.45 0.11 4.02 < .0001 

学年 -0.02 0.23 -0.09 .932 

年齢 0.12 0.09 1.26 .210 

学部 (基準が理系) -0.31 0.22 -1.37 .174 

人条件における質問紙上の OS得点では検証方法は有意傾向であったことから、仮説駆動型の方

が抑制効果についての正しい知識に辿り着きやすい可能性も考えられたが、検証方法が最も頑

健に効果を見せるのはどのように得た知識を記述するかであることが 2つの結果から見えてき

た。 

 最後の重回帰式では先程の質問紙上の OS得点を求めた際の説明変数とランダム変量を用い、

応答変数に質問紙上で得た全ての質問の正答数を投入し LMMを行った。三人条件のデータを用

いて分析した結果、世代の効果は単回帰と同様に有意ではなく、世代が進んでも正答数が増え

ることはなかった (単回帰: β = 0.02, p = .916; 重回帰: β = -0.21, p = .652, 表 5.3.8) 。一方、前世代

の回答のわかりさすさ (β = 1.88, p = .002)、検証方法 (β = 0.94, p = .011)、実験空間の探索度合い 

(β = 0.32, p = .001) が有意であった。つまり世代問わず前世代の参加者の回答がわかり易いほど

次世代の参加者の正答数は上昇したことを示した。また、仮説駆動型の参加者の方がデータ駆

動型の参加者よりも正答数が増え、実験空間をより探索した参加者ほど質問紙全体の正答数が

上昇することがわかった。 

 一人条件の場合、単回帰では有意であった世代の効果が重回帰式になると有意ではなくなっ

た (単回帰: β = 0.70, p = .024; 重回帰: β = 0.31, p = .456, 表 5.3.9) 。つまり、他の統制変数によって

世代の効果が説明された可能性が示された。世代に変わり有意となった変数は実験空間の探索 
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表 5.3.8 三人条件におけるすべての質問の正答数を応答変数とした LMMの結果 

変数名 β SE t p 

切片 41.69 9.98 4.18 < .0001 

世代 -0.12 0.27 -0.45 .652 

実験空間 0.32 0.09 3.43 .001 

検証方法 0.94 0.36 2.59 .011 

前世代のわかりやすさ 1.89 0.60 3.13 .002 

学年 0.73 1.21 0.61 .545 

年齢 -0.23 0.50 -0.46 .646 

学部 (基準が理系) 0.70 1.19 0.59 .557 

度合い (β = 0.53, p < .0001)、有意傾向となったのが検証方法であった (β = 1.22, p = .070)。つま

り、実験空間をより探索した参加者ほど正答数は上昇し、仮説駆動型の検証方法を使っていた

参加者ほどデータ駆動型の検証方法を使っていた参加者より正答数が高かった可能性が示され

た。また、一人条件における世代と検証方法に正の相関があること (r = .42, p = .0001)、さらに重

回帰式から検証方法を外した場合世代の効果が有意傾向になることから (β = 0.70, p = .063)、世

代の効果の一部は検証方法によって説明される可能性が示された。 

 質問紙上のすべての質問に対する正答数の結果をまとめると、三人条件、一人条件問わず実

験空間の探索度合いと検証方法によって正答数が上下することがわかった。いずれの条件でも

実験空間をより探索した、言い換えるならばさまざまな組み合わせの遺伝子実験を行った参加

者の方がそうでない参加者よりも細かい知識に関する質問まで答えることができたことを示し

た。また、仮説駆動型の方がデータ駆動型の参加者より質問紙全体の正答数が高いことから、

なんらかの仮説に基づいて課題に取り組んだほうが、より細かい知識まで知ることができ、デ

ータを集めてから何かしらの知識を獲得しようとしても結局なにも分からずじまいになる可能

性が示された。 
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表 5.3.9 一人条件におけるすべての質問の正答数を応答変数とした LMMの結果 

変数名 β SE t p 

切片 52.31 19.40 

 

2.70 .009 

世代 0.31 0.41 0.75 .456 

実験空間 0.53 0.12 4.24 < .0001 

検証方法 1.22 0.66 1.85 .070 

前世代のわかりやすさ -0.65 0.86 -0.76 .450 

学年 -0.04 2.49 -0.02 .988 

年齢 -0.55 1.00 -0.55 .582 

学部 (基準が理系) -1.68 1.69 -0.99 .324 

 

解答傾向のネットワーク分析 

 最後に実験 1 同様、参加者の OS得点に基づいたネットワーク解析を行った。本実験では、条

件ごとにネットワークを可視化し、その上でネットワーク中心性39などを分析した。一人条件で

は実験 1と同じように旧パラダイムの知識のほうが新しいパラダイムよりも中心性が高いのか確

かめた。一方、三人条件では新しいパラダイムが維持されやすい結果、一人条件よりも新パラ

ダイムのネットワーク中心性が高いのか確かめた。三人条件では三人の参加者が同時に異なる

解答を書いていたため、一意に一人条件と同じ方法を使ってネットワークを描くことが困難で

あった。よって、三人の解答をなにかしらの方法で合成し、その合成された知識の状態の推移

をネットワークで描くことにした。ここでは、各知識 (I遺伝子の抑制効果、I遺伝子の化学的作

                                                        

39 ネットワーク中心性とはネットワークにおけるノードの中で、どれが中心にあるのかを表すた
めに使われる指標である。次数中心性といった場合、あるノードがどれほど他のノードとつな
がっているのか表す指標である。今回の場合、あるノードに向かっているエッジの次数を次数
中心性として使っている。 
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用、O遺伝子の抑制効果、O遺伝子の物理的作用) の有無を三人の解答の多数決から導き出し

た。つまり、2人、または 3人の解答に知識が入っていればそのチェーンの世代では知識があっ

たとして、逆に 2人、または 3人の解答に知識が入っていなければ、そのチェーンの世代では知

識が不足していたと考えた。 

 まず一人条件のネットワークを見ていく (図 5.3.5)。図 5.3.5 から知識「0000 (すべての知識が

不足している状態)」と「1111 (すべての知識が含まれている状態)」、「0101 (作用の記述はある

ものの抑制効果について言及していない状態)」の頻度が高いことがわかる。自己ループを除

き、他の状態から知識「0000」と「1111」、「0101」に至る回数、すなわち自己ループを除い

た次数中心性を調べてみたところ、それぞれ、7、8、10と比較的近い数値であったことがわか

った。つまり、文化伝達によって、知識が変化するとき、これら 3つの状態は比較的等確率で出

図 5.3.５一人条件の参加者の解答から得られた評定結果から解答の推移をネットワー
クとして図示した。２進法で０が「アイデアが含まれていない」、１が「アイデアが
含まれている」を指す。４桁のうち、１桁目がOの物理的作用、２桁目がOの抑制効
果、３桁目が I の化学的作用、４桁目が I の抑制効果の知識を表現している。 
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現しやすいことが示された。また、自己ループの次数を調べることで、ある状態がどれほど文

化伝達を経ても維持されやすいのかを確認できる。上記の三つの状態の自己ループの次数を調

べたところ、「0000」が 12、「1111」が 6、そして「0101」が 4と旧パラダイムでありかつ遺伝

子の作用が書かれていない状態である「0000」が最も維持されやすい可能性が示された。 

 では一人条件の知識ネットワークを世代の前半と後半に分けた場合、文化伝達による影響は

どのように変わったのか確かめた (図 5.3.7)。まず、図 5.3.6 のように、前後半に分けたとして

も、「0000」、「1111」、そして「0101」の状態が最も現れやすいことがわかった。前半で

は、各状態に向かうリンクの数がそれぞれ 3、2、4 とさほど変わらない傾向であったが、後半

では 3、6、5と「1111」と「0101」の状態に移る頻度のほうが「0000」よりも多いように見え

図 5.3.6 第１世代から第４世代までの一人条件の参加者の解答から得られた評定結果
から解答の推移をネットワークとして図示した。２進法で０が「アイデアが含まれて
いない」、１が「アイデアが含まれている」を指す。４桁のうち、１桁目がOの物理
的作用、２桁目がOの抑制効果、３桁目が I の化学的作用、４桁目が Iの抑制効果の知
識を表現している。 
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る。つまり、一人条件でも文化伝達を十分に行えば、旧パラダイムから新しいパラダイムへ移

行する確率が上昇する可能性が示された。また、自己ループの頻度を求めたところ、前半が 6、

3、1であったのに対し、後半 4、3、3 であった。よって自己ループの頻度も前半世代では

「0000」が多いように見えるのに対し、他の状態はそれほどのばらつきを示さなかった。 

  次に、三人条件の知識ネットワークを求めた (図 5.3.8)。まず、明らかに一人条件と違うのは

ノード、つまり状態の数である。一人条件では 13の状態があったのに対し、三人条件では 7つ

の状態しかないことがわかった。これは、そもそもデータの数が一人条件では 80なのに対し、

三人条件では 56であった可能性もある。もう一つ顕著に違うことは、「0000」の頻度が一人条

件に比べ少ないことである。自己ループを除いた次数中心性を調べたところ、「0000」が 1、

図 5.3.7 第 5世代から第 8世代までの一人条件の参加者の解答から得られた評定結果
から解答の推移をネットワークとして図示した。２進法で０が「アイデアが含まれて
いない」、１が「アイデアが含まれている」を指す。４桁のうち、１桁目がOの物理
的作用、２桁目がOの抑制効果、３桁目が I の化学的作用、４桁目が Iの抑制効果の知
識を表現している。 
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「1111」が 10、そして「0101」が 6であった。つまり、抑制効果に関する記述がない状態が一

人条件よりも少ないことがわかった。これは、上記でも示した世代を横軸、そして平均 OS得点

を縦軸に置いた分析でも確認された結果がネットワークでも改めて見られたことを示すもので

ある可能性が高い。また、自己ループの次数を調べたところ、「0000」が 1、「1111」が 13、

そして「0101」が 2と新しいパラダイムである「1111」が維持される傾向が強いことが示され

た。 

 では、三人条件のネットワークを前後半に分けた場合、どのような状態が見られるだろう

か。図 5.3.9 では、世代を前後半に分けた場合の三人条件のネットワークを示している。前半の

世代から、「1111 (自己ループを除いた次数中心性 =  6)」と「0101 (自己ループを除いた次数中

心性 =  4)」の次数中心性が高いことがわかった。また、興味深いことに、一旦「1111」にたど

図 5.3.8 三人条件の参加者の解答から得られた評定結果から解答の推移をネットワー
クとして図示した。２進法で０が「アイデアが含まれていない」、１が「アイデアが
含まれている」を指す。４桁のうち、１桁目がOの物理的作用、２桁目がOの抑制効
果、３桁目が I の化学的作用、４桁目が I の抑制効果の知識を表現している。 
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り着くと、そこから抑制効果が失われることがないことがわかった。ただし、段階的に失われ

る場合 (「1111」→「1110」→「0001」など) もあることから、一旦知識の劣化が生じてしまう

と、正しい知識を維持することが困難である可能性も示された。最も次数が多かった「1111」

と「0101」の自己ループの次数を調べたところ、両者とも１であったことから、同じ知識に留

まることはどちらの場合でも困難であった可能性が示された。 

 最後に、後半世代を見てみた (図 5.3.10)。三人条件の後半世代ではそもそも「0000」の状態が

ないことがわかる。つまり、三人条件の後半世代では少なくとも三人の解答を合成すると、知

識が一つもない状態がないことがわかった。つぎに、自己ループを除いた次数中心性を見てみ

ると、「1111」が 3、「0101」が 2と比較的少なかった。また、前半世代である種文化アトラク

ターとして機能していた「1110」も 1と少なかった。また、ほとんどのチェーンにおいて、

図 5.3.9 第１世代から第４世代までの三人条件の参加者の解答から得られた評定結果から
解答の推移をネットワークとして図示した。２進法で０が「アイデアが含まれていな
い」、１が「アイデアが含まれている」を指す。４桁のうち、１桁目がOの物理的作用、
２桁目がOの抑制効果、３桁目が Iの化学的作用、４桁目が Iの抑制効果の知識を表現して
いる。 
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「1110」から「1111」への推移が第 4世代から第 5世代へ移る場面で起きていたことがわかった 

(次数は 7)。一方、自己ループの次数を求めたところ、「1111」が 8、「0101」が 1、そして

「1110」が 1であった。つまり、後半世代ではすべての知識が存在する状態で維持されることが

わかった。 

 5.3.4 まとめと考察 

 実験 2 では、集団サイズを操作して、累積的科学進化におけるラチェット効果が集団サイズ

の上昇によって示されるか確認した。集団サイズの影響は文化進化学 (Henrich, 2001; 

Muthukrishna et al. 2013) だけでなく、科学哲学や科学技術論でも重要な役割を担っているとの指

摘がある (Kuhn, 1970)。集団サイズを実験 1のように一人のみの条件と三人で一斉に伝達する条

図 5.3.10 第 5世代から第 8世代までの三人条件の参加者の解答から得られた評定結果から解答
の推移をネットワークとして図示した。２進法で０が「アイデアが含まれていない」、１が「ア
イデアが含まれている」を指す。４桁のうち、１桁目がOの物理的作用、２桁目がOの抑制効
果、３桁目が I の化学的作用、４桁目が I の抑制効果の知識を表現している。 
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件を設けて実験を実施した結果、集団サイズの増加によって累積的科学進化が観察された。一

人条件では実験 1同様、ラチェット効果が見られず、新パラダイムへの移行が見られたとして

も、次の世代で失われる確率も多く、維持されることが困難であった。一方、三人条件では、

ラチェット効果が見られ、一度新しいパラダイムへの移行が達成されると、その新しい知識が

維持される確率が上昇することがわかった。 

 また、ネットワークによる記述的な分析を行ったところ、三人条件では一度抑制効果につい

ての言及がなされると、次世代の参加者の多数は抑制効果についての言及を高い頻度で行い、

少なくとも本実験では抑制効果の言及が淘汰されることがないことが示された。一方、一人条

件では実験 1同様、一度抑制効果についての正しい言及がなされたとしても、その記述が次の世

代で失われやすいことが頑健に示された。つまり、正しい知識の損失を防ぐラチェット効果に

ついて考えてみると、集団サイズは正しい知識を失わせてしまうパラダイムの影響を弱める効

果がある可能性が示された。 

 さらに、実験 2でもたらされた興味深い結果は、参加者に実験でわかったことを記述してもら

ったあと、質問紙形式で参加者が発見した知識を書き込んでもらった。すると、条件を問わ

ず、最初の世代から抑制効果についての正しい観察がなされていたことがわかった。つまり、

世代を通して、正しい知識は獲得されているが、文化アトラクターが影響してくるのは、正し

い知識の認識の部分ではなく、それが記述されるか否かの部分であることがわかった。また、

集団サイズの増加は正しい知識の獲得を促進するのではなく、正しい知識の記述を促すために

必要である可能性がある。 

 同じ事後質問紙から明らかになったことは、参加者に刷り込んだパラダイムとは関係のない

周辺情報に関する知識は、一人条件で累積的に進化するが、三人条件では累積的に進化しない

ことが示された。この結果、そして実験空間の探索度合いによる成績の差が示唆することは、

集団サイズが増加すると、参加者が探索する実験の組み合わせが減少し、本質的には関係のな

い知識の蓄積がなされなくなる可能性がある。協力して研究を行う研究集団の規模が小さいほ

ど、分野の前進を阻害し、規模が大きくなるに連れて、分野の研究を促進させるといったモデ
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ル研究はあるが  (Wu. Wang, & Evans, 2017)、探索空間が集団サイズによって変わることを指摘

する研究は、筆者が知る限り、存在しない。よって、この結果の頑健性を確かめながら、これ

が何を意味するのか、今後も検討が必要だろう。 

 よって、実験 2の結果を要約すると、文化アトラクター、ここでは既存のパラダイムの影響は

正しい知識の獲得には影響を与えないが、それが重要であると認識され、後世に書き残される

か否かに影響する。集団サイズの影響は、文化アトラクターによる正しい知識の淘汰を弱め、

正しい知識の伝達に寄与するが、同時に、周辺的な知識への探索を弱めてしまう。その結果、

パラダイム・シフトは促すが、細かい知識の蓄積を阻害してしまう可能性が示された。 

5.4 考察 

5.4.1 研究Ⅲのまとめ 

 研究 , では、文化形質の一つである「科学」に着目し、科学の累積的文化進化において文化

アトラクターがどのように作用するのか探索的な検討を行った。科学哲学ではパラダイムと呼

ばれる概念がある (Kuhn, 1970)。パラダイムとはある科学集団が共有する知識の枠組みであり、

このパラダイムがあることで、科学者同士の円滑な会話や知識の効率的な体系化が行われると

考えられている。しかし、パラダイムは現時点での世界観に沿わない知識の発見を妨げること

が知られている。よって、累積的科学進化においてはパラダイムが文化アトラクターとなり、

累積性を阻む要因にもなりうると考えた。そこで、本研究では、実験室実験を用いて、既存の

パラダイムとは整合しない正しい知識が文化伝達の中で創発するのかを探索的に検討した。  

 実験 1 では、Dunbar (1993) の実験を追試するとともに、文化伝達を行うことで、Jacob & 

Monod (1961) が発見した遺伝子の抑制効果についての新しい発見が再発見されるのか検討し

た。その結果、文化伝達を行うと参加者によってはパラダイムの影響を受けながらも、新しい

知識の獲得に至るが、次世代でその新しい知識が維持される可能性が低いために、累積的文化

進化を引き起こす上で必要なラチェット効果 (Tennie, Call, & Tomasello, 2009) が見られないこと

がわかった。 
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 その理由の一つとして考えられるが、正しい知識を獲得しようとするモチベーション、他の

研究と照らし合わせて考えると、機能性への淘汰圧が足りなかったからだと考えることもでき

る。参加者には確かに、得られた知識をできるだけ正確に書くよう求めたが、それだけでは正

しい知識を求めようとするモチベーションが上がらなかった可能性が考えられる。しかし、参

加者の感想などを見ると、かなり熱心に課題に取り組んでいたことがわかった。また、課題を

行った回数も多いことから、正しい知識を得ようとするモチベーションは高かった可能性が考

えられる。もし、必要とあれば今後の研究で、正しい知識に至った場合は追加で報酬を渡すな

どして、モチベーションを上げ、それの違いによって成績が変わるか確認してもいいだろう。 

 ラチェット効果が見られない要因の一つとして考えられたのが、各世代の参加者に行われた

旧パラダイムの刷り込みである。Dunbar (1993) では Jacob & Monod (1961) が抑制効果、つまり

ラクトースオペロンを発見した当時の状況を再現するために、参加者に遺伝子間の促進効果に

ついて強調して教え込んだ。この旧パラダイムの刷り込みがあることで、たとえ実験で抑制効

果を示唆するようなデータが出たとしてもそれを正しく解釈できなくする働きがあると考えら

れた。本研究でもこの手法を踏襲し、各世代の参加者全員にこの刷り込みを行い、旧パラダイ

ムの状態を実験室に再現した。すると、文化伝達の途上の参加者はその旧パラダイムの知識

と、次世代から伝達される 2つの知識を持っていたと考えることができる。もし、前世代の参加

者が旧パラダイムの知識に合致する知識を伝達していた場合、旧パラダイムの考え方は強化さ

れる可能性がある。よって、次世代の参加者は抑制効果に関しての正しい知識を得る確率が減

っただろう。一方、前世代の参加者が抑制効果に関する正しい知識を伝達していた場合はどう

なるか。次世代の参加者には旧パラダイムの知識と前世代から渡された新パラダイムの知識が

両方存在することになる。その結果、次世代でも新しいパラダイムを維持することが困難にな

り、新パラダイムが維持される確率と正しい知識が劣化した状態で伝達される確率がほとんど

変わらない可能性が考えられる。つまり、一人から一人へと科学的知識を伝達していった場

合、旧パラダイムの知識が文化アトラクターとして機能するため、たとえより真実に近い知識

が進化しても、それが失われてしまう可能性が示された。 
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 実験 2では、実験 1の結果を再現するとともに、集団サイズの影響を検討した。もし、前世代

の成員の多くが、正しい知識を獲得することができれば、実験 1では見られなかったラチェット

効果が起きると予想し、一人が一人へと文化伝達する条件と三人が三人に文化伝達を行う条件

を設けて実験を行った。その結果、一人条件では実験 1同様、累積的科学進化は見られなかった

ものの、三人条件では累積的科学進化は見られた。ただし、この実験から明らかになったこと

は、文化アトラクター、ここでは既存のパラダイムはパラダイムに合致しないデータの認識に

は影響を与えず、あくまでそれが後世へと伝達されるか否かの部分で影響することが示され

た。また、集団サイズの増加はパラダイム・シフトを促し、それを維持するラチェット効果と

して機能する半面、パラダイムとはさほど関係のない周辺的な知識の蓄積を阻害してしまう可

能性が示された。 

5.4.2 研究Ⅲの限界と今後の展望 

 実験 2から、文化アトラクターの影響は集団サイズの増大とともに減衰し、結果として正しい

知識の獲得と維持につながることが示された。この結果は過去の累積的文化進化研究 (Henrich, 

2004; Muthukrishna et al., 2016; Powell, Shennan, & Thomas, 2009) と整合性が取れる。この研究の新

しい点は、文化進化学の中では、単純な伝達経路でも集団サイズが増加すれば一人では見出す

ことが困難な科学的知識でも発見される可能性が高いことを示したことである。また、科学哲

学や認知科学にもたらした知見は、文化伝達の途上でパラダイムの影響を受けると正しい情報

はすぐ失われてしまうことから、正しい知識が伝達されていくことは所与として考えるのでは

なく、情報の獲得と維持の両面を同時に考慮することが今後、求められる可能性を示したこと

が重要であるとことである。 

 ただし、本研究にはいくつか今後改良できる点などが含まれている。それらの限界点を挙げ

た後に、今後の科学進化に向けた展望を述べていく。 

 本研究ではパラダイムを文化アトラクターとして捉え、文化伝達の中で知識が伝達される中

で、パラダイムが正しい知識の獲得を阻害することを見出した。これはすべての世代の参加者

に Jacob & Monod (1961) が発見したラクトースオペロンの知識がある前の時代のパラダイムを教
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え込むことによって見出された。では、最初の世代の参加者以降は前世代の参加者が見出した

研究結果のみを伝達した場合はどうなっていただろうか。予測としてはパラダイムの知識的枠

組みがないため、次世代以降の参加者は本研究の参加者よりも簡単に抑制についての言及をし

ていた可能性が考えられる。しかし、本研究ではパラダイムを教え込む条件と教え込まない条

件を設けなかったため、確かなことは言えない。今後は、異なるパラダイムを文化伝達の途上

の参加者に教え込むと予測される効果が見られるのか検討していく必要があるだろう。 

 もう一つ、今後も考慮をしていく必要があるのが、どのような条件がそろうと、科学的発見

がなされるのかである。本研究の結果、確かに集団サイズは正しい科学的知識が後世に記述さ

れることを支える重要な要素になることがわかった。しかし、集団サイズが科学的知識の発見

の促進に役立っているとは言いづらい。なぜなら、初めて新しい科学的知識が集団の中で記述

される際は、定義上前世代の参加者は皆矛盾した記述をしているはずだからである。そこで、

どのような条件が揃うと科学的知識の獲得を促進するか分析したところ、実験１と実験２で異

なる結果が得られた。実験１では、科学的知識の獲得に至る要因を調べた結果、検討した要因

はすべて影響がないことが示された。一方、実験 2では仮説駆動で実験を行った参加者のほうが

データ駆動で実験を行うよりも正しい知識を記述する割合が増えることが示された。つまり、

既存の知識から仮説を生成し、それに合致しないデータが得られたと気づいた参加者ほど、正

しい知識を記述する、つまりパラダイム・シフトを起こすに至った可能性が考えられた。この

結果は、条件に問わず見られたことから、一貫性が見られるが、実験１では見られなかったた

め、今後より多くのデータを取得し見ていく必要があるだろう。 

 また、本研究では、集団サイズを一人と三人で検討したが、先行研究のように、集団サイズ

の増大が累積的な文化進化を促進するのかより細かく見ていくにはより大きな集団による文化

伝達も行っていく必要があるだろう。例えば、Derex et al. (2016) は 1人、3人、6人集団を比較

している。このように連続的に集団サイズを変えていった場合に、集団サイズの影響が人数に

比例して良くなるのか、それともある人数を超えると頭打ちになるのかなどを検討できる。集

団サイズを変化させながら、例えばある集団サイズの人数を超えると、前世代の参加者の多く
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が従来のパラダイムに合致した記述のみをしている場合、新しい知識の記述が出てくる確率が

減り、累積的化学進化が見られなくなるのかなどの検討ができるようになるだろう。 

 最後に検討しなければならないことは、学部生の参加者によって見出されたこの結果が、ど

れほど科学一般へと一般化できるかどうかである。学部生と研究者とでは、経験といった様々

な差が生まれてくる。それを勘案しても、本研究で得られた結果は妥当であると言い切れるの

か。科学的発見の分野では、こうした実験室実験の一般化に疑念を抱き、フィールド調査に方

法を変える動きもあることから、こうした疑問に答える必要性があることが伺える (Dunbar, 

1995)。本研究の場合、文化伝達を行いつつ、集団サイズの影響を検討していることから、この

妥当性の問題を巨視的（集団サイズが大きい場合、累積的科学進化が見られる）な視点と微視

的（各参加者がどのように課題に取り組んだか）な視点から考えることができる。巨視的な結

果を考えると、集団サイズによる科学の発展は様々な調査研究からも明らかになりつつあるこ

とがわかっており、この現象自体一般化できるものと考えている。言い換えるならば、フィー

ルド調査で明らかになってきていることを、本研究は実験室実験で例証することができたと言

える。では、微視的な結果はどうだろうか。研究者と学部生とでは確かに、考える方法や経験

などによって同じ課題を行わせたとしても違う結果がでるかもしれない。しかし、Kuhn (1970) 

が指摘するように、科学者こそパラダイムの影響を直に受けるため、既存のパラダイムに合致

しない結果を無視するのである。つまり、科学者の方が、単に数分のレクチャーを受けた参加

者よりもパラダイムの影響によって正しい知識を獲得できない可能性がある。ただ、本研究だ

けでは、どれほど学部生と科学者との間に違いがあるのか不明のため、詳しいところまでは分

からない。よって、今後は参加者の属性などを考慮した実験研究が必要となるだろう。 
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第６章：総合考察 
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6.1 研究のまとめ 

 本論文では、三つの研究を通じて、累積的文化進化における文化アトラクターの影響を検討

してきた。累積的文化進化は現代の人間社会を成り立たせる礎である。また、自然界の中では

人間においてのみ観察される現象である。累積的文化進化は数理生態学や進化人類学と言った

モデルベースの研究を盛んに行う文化遺伝学者の手によって多くの知見がもたらされてきた。

彼らは文化における変異を生物学における変異、つまりランダムに生じるものと見立てモデル

を構築した。そのため、認知人類学者や心理学者によって構成される文化疫学者が提唱してき

た文化アトラクター、すなわち、認知バイアスによる文化へのランダムでない変異の影響を検

討してこなかった。 

 よって、本論文では、累積的文化進化における文化アトラクターの影響を検討することで、

これら二つの学派の間に生じた研究の溝を埋めることを目的とした。以下では、各研究の目的

と、見出された知見をおさらいする。その後に、これらの研究をまとめ、累積的文化進化と文

化アトラクター研究に本論文がどのように寄与したのかを考察する。最後に、文化進化学が標

榜している「社会科学の統合」に向けて、今後文化進化学が何をすればよいのか、本論文から

得られた知見などを含めて考察し、本論文の結びとする。 

6.1.1 技術進化 

 研究Ⅰでは、技術の累積的文化進化における文化アトラクターの影響を検討した。技術は文

化遺伝学者によって数多くの知見が残されている文化進化学の代表的な文化形質である。文化

疫学者は、記述的に文化形質に対する文化アトラクターの影響を検討してきたが、技術の累積

的進化において文化アトラクターがどのように機能するのか検討してこなかった。よって、本

論文では検討する最初の文化形質として技術を選び、技術の累積的文化進化における文化アト

ラクターの影響を検討した。 

 研究Ⅰでは文化遺伝学者である Caldwell & Millen (2008) が使用したパスタ塔課題を用いた。

実験 1では、文化アトラクターの影響を受ける条件、すなわち文化伝達を伴う条件と、文化アト

ラクターの影響を受けない条件、すなわち文化伝達を伴わず、同じ参加者が繰り返し課題を行
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う条件を設けて実験を行った。その結果、文化アトラクターの有無にかかわらず、累積的技術

進化が生じることが示された。ただし、塔の構造には条件によって差が見られ、文化アトラク

ターが機能する条件では塔の構造が異なる社会で世代交代とともに収斂していくことがわかっ

た。一方、文化アトラクターが機能しない条件ではそうした収斂は見られず、異なる社会で異

なる構造の塔が使い続けられることが示された。また、伝達条件で見られた収斂を詳しく分析

すると、文化アトラクターが機能する条件では世代が進むに連れて塔の構造が単純化していっ

たことが示された。 

 また、実験 3では、実験 1と同じように文化アトラクターを操作しつつ、最初の世代の参加者

に、複雑、または単純な塔の作成方法を伝授し、文化伝達実験を行った。その結果、この実験

でも文化アトラクターの操作にかかわらず累積的技術進化が示された。また、文化アトラクタ

ーが機能し、かつ最初の世代で複雑な塔の作成方法を伝授した条件では塔の構造は単純化し、

最終世代では、単純な塔の作り方を伝授された条件と似た構造が使用されるようになることが

示された。一方、文化アトラクターが機能しておらず、複雑な塔の作成方法を伝授された条件

では単純化が他の条件に比べ起こらなかったことから、実験 1で見られた結果が再現されたと考

えることができる。 

 実験 1と 3をまとめると、文化伝達を伴う、すなわち文化アトラクターが機能する条件では、

塔の構造が単純化しながら累積的に進化する。これに対し、文化アトラクターが機能しない条

件では、最初に使用された塔の構造が採用され続ける結果、文化アトラクターが機能する条件

で見られた単純化は見られないものの、個人学習の蓄積によって累積的技術進化が見られるこ

とが示された。よって、文化アトラクターは技術の累積的文化進化において、より後世の世代

の人々が学びやすく、機能的な文化を選択する淘汰圧として機能している可能性が示された。

この現象は、言語進化で見られる統語の創発のプロセスと類似していることが示された。 

 ただし、この技術の単純化が見られる状況はいくつかの条件が揃わないと生じない可能性も

同時に示された。例えば、課題の難易度が高い場合 (実験 1の個人条件)、文化アトラクターの有

無によらず 、塔の構造は収斂してしまう。これは生物学における収斂進化と同じように、環境
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の淘汰圧によって最も機能的な技術を作ろうすると自ずと一つの解しか残らなくなるからであ

ると考えられる。 

 もう一つの制限は推論バイアスを妨げる異なる文化アトラクターの影響である。実験 2の実験

状況では、参加者は常に塔の作成の仕方に影響を与えうる外部の刺激が呈示されていた (カメラ

の三脚)。その結果、推論バイアスによる収斂化も塔の単純化も観察されなかった。つまり、世

代を超えてある種の思い込みなどが引き継がれてしまうと、それがアンカーとなり、推論バイ

アスが機能しなくなる可能性が示された。 

6.1.2 美術進化 

 研究Ⅱでは、文化形質の中でも美術に着目し、累積的美術進化において文化アトラクターの

影響を検討した。歴史を振り返ると、美術も累積的に進化した文化形質である。そこで、本研

究では美術の構図に着目し、美術における構図を生み出すためには、言語学で知られているよ

うに、機能性の淘汰圧 (ここではより美しい絵画を作成する淘汰圧) と文化アトラクターの淘汰

圧が同時に働く必要があるのか、それとも、従来の文化疫学者の研究のように、単純な暗記と

再生だけでも創発するのかを探索的に検討した。 

 実験 1では、前世代の参加者が描いた絵画をただ暗記し、再生する条件と、前世代の参加者が

描いた絵画を美しくなるよう修正する条件を比較し、絵画がどのように進化するのか検討し

た。その結果、美しさは機能性の淘汰圧がかかっている条件でのみ上昇し、再生するだけの条

件では美しさは上昇しなかった。また、美しさの背後にある要因を検討したところ、従来の研

究が指すように、構図が重要であることが示された。これらのことから、機能性の淘汰圧があ

る条件でのみ構図が創発することで美しさが累積的に進化した。これに比較して、再生条件で

は構図が創発しなかったことから、美しさが上昇しなかったことが示された。また、同じ絵画

から開始し、個々の社会で独自の進化を遂げた結果、同じ規則性の元、絵画の多様化が示され

た。 

 実験 2では、暗記と再生の間に遅延時間を設けて、記憶しておくことがより困難な状況で構図

が創発するのかを追試とともに行った。その結果、たとえ遅延時間を設けて、より再生率が落
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ちるような状況を作り出したとしても、美しいと判断される構図は創発しないことが示され

た。一方、実験 2では、定量化した構図の値的にはほぼ同じ程の複雑さであったものの、再生条

件で作られた絵画は美しいと判断されず、機能性の淘汰圧がある条件で描かれた絵画は美しい

と判断されることが見られた。これは、現在までに作られた構図の指標に脆弱性があることを

意味するか、それとも構図の中でも人間にとって美しいと判断されやすい構図と判断されにく

い構図があるか、今回の実験だけでは判別できなかった。今後、指標の精緻化と、様々な構図

の中でも人間にとって美しいと判断されやすい構図とはなにかの二つの方向からより洗練され

た研究が必要であることが考えられる。 

6.1.3 科学進化 

 研究Ⅲでは、文化形質の中でも科学、特に科学的発見に着目した。累積的科学進化の指標で

ある科学的発見を行うためには、アノマリーとして観察されるデータを適切に処理する必要が

ある。しかし、文化アトラクターとして機能するパラダイムは観察されるアノマリーを既存の

知識の枠組みで説明させようとするがあまり、科学的発見を阻害する場合がある。パラダイム

が共有される人々の中でアノマリーを含む知識が伝達されていった場合、正しい知識は獲得さ

れるのか、または、一旦正しい知識が獲得されたとしても、文化伝達の途上で正しい知識は失

われてしまうのか検討した。 

 実験 1では、Jacob & Monod (1961) が発見したオペロン仮説を「再発見できる」課題を用い、

参加者は自分が課題から知り得た知識を文化伝達していった。ただし、各世代の参加者は常に

新しい発見が行われる前のパラダイムを教え込まれていた。つまり、文化アトラクターが常に

機能している中で、一人では発見することが困難な知識でも発見できるのか、また、そうした

知識が文化伝達の篩を通しても淘汰されずに残るのか検討した。科学的知識を伝達していった

結果、新しい知識が文化伝達の末に進化する頑健な結果は得られなかった。その理由は、参加

者が持つパラダイムに合致しない知識が伝達の途上で失われやすいからであることが示され

た。つまり、文化伝達の途上で保持することが困難である情報はパラダイムによって淘汰され

ることが示唆された。 
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 実験 2では、文化伝達の途上で生じる正しい知識の劣化が文化進化学で示されてきた集団サイ

ズによって防がれるのか検討した。一人が一人へと伝達する条件と三人が三人に伝達する条件

を比較した結果、三人で伝達すると累積的科学進化が見られることが示された。また興味深い

ことに、事後質問紙で事前のパラダイムに沿っていない知識を保持していたか尋ねたところ、

多くの参加者が新しい知識について認識していたことがわかった。つまり、文化アトラクター

として働くパラダイムは新しい知識の発見には影響せず、それが後世に伝えられる形で伝達さ

れていくかどうかに作用することが示された。さらに、副次的な分析の結果、三人条件のほう

がパラダイムに合致しない結果についての知識獲得にはつながるが、課題に直接関係しない周

辺的な知識の獲得を阻害することが示された。 

6.2 文化遺伝学者と文化疫学者の対立 

 本論文では、文化伝達時に生じる文化アトラクターの影響を考慮しつつ、文化アトラクター

が人間のみが示す累積的文化進化にどのような影響を及ぼすのか一貫して検討してきた。そも

そも、累積的文化進化は数理生物学などのフィールドからのモデルをベースに研究を進めてき

た文化遺伝学者によってその機序が検討されてきた。彼らは、文化における変異がランダムに

生じると仮定した上で、集団サイズ (Henrich, 2004; Muthukrishna, Shulman, Vasilescu, & Henrich, 

2014; Powell, Shennan, & Thomas, 2009) や社会ネットワーク (Derex & Boyd, 2015, 2016; Lazer & 

Friedman, 2007) といったマクロな視点から、誰から学ぶか (Muthukrishna, Shulman, Vasilescu, & 

Henrich, 2014; Powell, Shennan, & Thomas, 2009)、いつ学ぶか (Laland, 2004; Laland & Galef, 2009; 

Rendell et al., 2010) といったマイクロな社会学習戦略までを細かく検討し、累積的文化進化のメ

カニズムの理解に貢献してきた。しかし、彼らは変異がランダムに生じると仮定してしまった

がために、ランダムでない変異、つまり文化アトラクターの検討を後回しにしてきた。 

 一方、文化疫学者は文化アトラクター、所謂認知的なバイアスによる文化への淘汰圧を検討

し、物語 (Wagoner, 2017) や宗教的概念 (Barrett & Nyhof, 2001; Norenzayan et al., 2006; Stubbersfield 

& Tehrani, 2013) が文化アトラクターによってどう進化するのかを数多くの実験を通して列挙し
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てきた (cf. Mesoudi & Whiten, 2008)。しかし、文化疫学者は累積的文化進化に関わる文化形質に

おいて文化アトラクターがどのように影響するのかを検討してこなかった。 

 本論文の研究は、二つの学派が取りこぼしてきた問いに関して多角的に検討し、それぞれの

文化形質で固有の知見を見出すことができたと言える。文化疫学者のように、研究対象とする

文化形質を挙げ、そこで働く文化アトラクターを想定した上で、文化遺伝学者が主に関心を持

つ累積的文化進化への影響を多角的に検討した研究は筆者が知る限りこれが初めてである。で

は、この結果はそれぞれの学派にどのようなインプリケーションがあったと言えるのか。 

 まず、本論文がもたらした重要な知見は、ランダムでない文化の変異である文化アトラクタ

ーが累積的文化進化を促進する場合 (研究Ⅰ・Ⅱ) があることを示したことである。文化アトラ

クターが機能性の淘汰圧と合わさることで学びやすく機能的な統語を生み出すことは、言語進

化研究で既に見出されていた (Kirby, Griffiths, & Smith, 2014; Kirby, Tamariz, Cornish, & Smith, 

2015; Tamariz & Kirby, 2016; Verhoef, Kirby, & de Boer, 2016)。本研究は言語だけでなく、技術や

美術においても似たような淘汰圧が加わることで累積的文化進化が生じることを示唆した。特

に技術は言語に似て、様々な技法が適応的である中でも、学習しやすい技術のみが文化アトラ

クターの影響により進化する結果、単純化が生じることを見出した。美術の場合、宗教的概念

や物語のように、記憶と再生だけでは、文化アトラクターに合致した形質が創発しないことを

示唆した。むしろ、技術や言語と同じように、文化アトラクターとともに機能性の淘汰圧が同

時に選択圧として働くときに限り、多くの人間にとって美しいと判断される構図が創発するこ

とがわかった。したがって、集団サイズ (Henrich, 2004) や社会学習戦略 (Hoppitt, Laland, 2013) 以

外にも文化アトラクターが累積的文化進化を生み出している要因の一つである可能性が示され

たことは、文化進化学には重要な知見になったと言える。 

 ただ、文化アトラクターは累積的文化進化を阻害することも示された (研究Ⅲ)。科学進化で

は、文化アトラクターとして働くパラダイムが正しい知識の伝達を阻害する場合があることが

示された。たとえ、正しいメカニズムが認識されたとしても、それが重要でないと判断され伝

達されなければ、科学的知識の累積的進化は起きない。研究Ⅲから例証されたように、文化伝
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達を行う集団サイズを増やすと、既存のパラダイムに合致しない情報が前世代から数多く送ら

れてくることで、一度蓄積した知識が劣化せずに次の世代へと伝達されていくことが示され

た。この集団サイズによる蓄積された文化の維持は、従来の文化遺伝学者が行ってきた研究の

結果と一致する (Muthukrishna, et al., 2014)。ただし、従来の文化遺伝学者の研究のように、変異

がランダムに起き、文化が失われるといった前提ではなく、文化アトラクターによって生じる

劣化が集団サイズによって防がれることを見出したことは本研究が初めてである。 

 もう一つ、文化遺伝学者による集団サイズの考え方と、本研究の集団サイズの考え方の差異

を挙げるとしたら、文化遺伝学者は集団サイズの影響を考える上で、成功者バイアス、または

名声バイアスが働くことを前提としているのに対し、本研究では、頻度バイアスを前提にして

いることである。つまり、文化遺伝学者は最も成功している個体から次世代が学び、集団サイ

ズが一定以上大きければ、前世代の最も成功した個体よりもすこし成績のいい個体が現れる確

率は上昇すると考える (Henrich, 2004)。本研究では、文化アトラクターによるデータへの偏った

見方が、前世代の多くの個体の知見によって正されると考える。その結果、正しい知識は維持

されていくと考えた。その意味では、研究Ⅲのもう一つの意義は、集団サイズの影響は頻度バ

イアスによってももたらされる可能性を示唆した点にもあるだろう。 

6.3 文化遺伝学者と文化疫学者の対立の解消に向けた考察 

 文化遺伝学者は変異をランダムであると前提を置き、さらに文化疫学者が検討してきたよう

な文化アトラクターの影響を考慮してこなかった。その理由は、なるべくシンプルなモデル

で、様々な文化形質の進化を説明できるよう努めてきたからである (Cavalli-Sforza & Feldman, 

1981)。実際、異なる文化形質でも同じモデルによってその進化の振る舞いを説明、予測するこ

とができるならば、文化進化学者が標榜するような社会科学の統合が進化論を用いることでで

きるかもしれない (Mesoudi, 2011)。 

 一方、文化遺伝学者のこうした前提に批判的な立場をとっているのが文化疫学者である。彼

らは変異がランダムではなく、文化アトラクターの影響によりランダムでない形で進化するこ

とを指摘してきた (Buskell, 2017; Claidière & Sperber, 2007; Scott-Phillips, 2017)。 文化疫学者は文
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化遺伝学者とは異なり、抽象的な形で文化を捉えるのではなく、実際に観察される個々の文化

形質の特徴を生み出す機序を明らかにしようとしている。その結果として、人間の持つバイア

スに注目し、これらのバイアスが個々の文化形質をどのように進化させたのかを説明しようと

心がけてきた。しかし、この取り組みには統合的な視点が欠如していることが文化遺伝学者か

ら批判されることがある (Henrich & McElreath, 2003)。 

 これら二つの学派の主張を受け、文化における変異はランダムとして考えていいのだろう

か、それともやはり文化アトラクターを考慮する必要があるのだろうか。つまり、文化アトラ

クターを考えなくては文化を説明したことにはならないのか。また、文化は文化形質ごとに見

ていくことが重要なのだろうか。それとも、総合的な視点からの研究が必要なのだろうか。以

下では、ランダムな変異として文化進化を研究するべきか文化アトラクターを考慮しながら研

究するべきかについて、考察した後、二つの学派が対立する根源に存在する文化の抽象度につ

いて簡単に述べ、考察を行っていく。 

6.3.1 ランダムな変異か文化アトラクターか 

 少なくとも、本論文における重要な知見の一つは、文化アトラクターを考慮すると、個々の

文化形質の進化の振る舞いを予測できる可能性を示すことができた。その意味では、文化疫学

者の指摘する文化アトラクターの重要性を見出すことができたと考えることができる。この知

見が最も影響するのはラチェット効果を検討している、主に生物学者で構成された文化遺伝学

者であると筆者は考える。今までの文化遺伝学者は累積的文化進化を生み出すにはラチェット

効果、つまり忠実な文化伝達を行い情報のロスを防ぎつつ、新たな蓄積を行うことが重要であ

ることが指摘されてきた (Lewis & Laland, 2012; Tennie, Call, & Tomasello, 2009)。しかし、文化ア

トラクターによって学びやすい技術が創発するのであれば、生物学者が想定しているような忠

実な伝達システムは必ずしも必要ないのではないか。また、美術や言語のように文化アトラク

ターが機能性に直接影響するような文化形質では、文化アトラクターに合致した文化形質はそ

もそも覚えやすいことから、忠実な伝達システムは必要としていないはずである。この文化ア

トラクターによる効率的な文化伝達はランダムな変異と仮定してしまうと検討できなかった効
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果であるため、累積的文化進化を考える際は文化アトラクターを考慮する、良いきっかけにな

るはずである。 

 しかし、モデルによっては必ずしも文化アトラクターを考慮する必要がない場合も考えられ

る。例えば、働き方は文化アトラクターを考慮した場合と考慮しない場合で違えど、人類学者

で構成された文化遺伝学者が提唱した集団サイズ (Henrich, 2004) や社会構造 (Derex & Boyd, 

2016) は文化アトラクターを考慮する積極的な必要性がないように思われる。言い換えれば、文

化アトラクターを考慮したからと言って、集団サイズの影響がなくなることや、集団サイズの

影響が逆に累積的文化進化を阻害することにつながるとは本論文の研究からは考えづらい。よ

って、従来のマクロ・ダイナミクスを考慮したモデル研究にはおいては、文化アトラクターを

モデルに導入する積極的な意義はないように思われる。では、マクロ・ダイナミクスにおける

モデルでは完全に文化アトラクターを考慮しないほうがいいのだろか。おそらく、それは違

う。もし、マクロ・ダイナミクスにおいて、技術における単純化や言語における統語が集団の

中でどれほど広まりやすいか、といった研究関心があれば、自ずと文化アトラクターの考慮は

必要となるだろう。つまり、研究者が対象としている問題空間に応じて、文化アトラクターを

マクロ・ダイナミクスにおいて考慮する必要があるか否かが異なると予想される。今後、マク

ロ・ダイナミクスにおいて、文化アトラクターの考慮が必要であるかを念頭に実験やモデルを

組み立てていく必要があるだろう。 

 以上のことをまとめると、文化アトラクターを累積的文化進化研究で考慮する場合、ラチェ

ット効果のような忠実な文化伝達の背後に存在するメカニズムを明らかにするようなリサーチ

プログラムでは文化アトラクターを念頭に入れながら研究する必要があるだろう。一方、集団

サイズのような社会構造による累積的文化進化の機序を明らかにするリサーチプログラムの場

合、必ずしも文化アトラクターを考慮する必要がないため、ランダムな変異ととりあえず仮定

することはモデルを単純にするため必要であると考えられる。もし、モデルで文化アトラクタ

ーに関連した文化形質を研究する場合は、マクロ・ダイナミクスにおいても文化アトラクター

を考慮するべきだろう。 
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6.3.2 文化の抽象度 

 文化をどのレベルの抽象度で考えるかが、おそらく、文化遺伝学者と文化疫学者を分離して

いる最も根源的な理由であると筆者は考える。文化遺伝学者は統合的な視点から文化を研究し

たいからこそ、文化形質の諸特徴や文化形質ごとの差異を一旦脇においているが、文化疫学者

にとっては、そうした諸特徴や差異こそが説明されるべき現象であると考えている (Acerbi & 

Mesoudi, 2017; Atran, 1998; Buskell, 2017; Sperber, 1996)。現在の文化遺伝学者は、Campbell (1960) 

のように、文化の変異も生物の変異と同等にランダムであることを強く主張したいわけではな

く、とりあえずランダムであると仮定すると、同じモデルで様々な現象を予測、説明できるこ

とを主張している。しかし、文化疫学者はそうした前提を置くことでないがしろにされている

文化進化こそが説明されるべき対象であると考えるため、こうした争いが起きていると考えら

れる。 

 ではこの混乱を収めるにはどのような取り組みが必要であるか。おそらく、本論文の研究は

その一助になると筆者は考えている。つまり、二つの学派は最も興味のある対象にズレが生じ

ているからこそ、互いの研究の意義について捉えきれていない可能性が考えられる。もし、そ

のような観点から両学派の分離が起きているとしたら、それらの関心の接点を探し、そこを埋

めていくことで円滑なコミュニケーションが行われるのではないか。本論文は一貫して、文化

疫学者が関心を持つ文化アトラクターが、文化遺伝学者が関心を持つ累積的文化進化にどのよ

うな影響を与えるのかを検討してきた。このような取り組みがより促進されれば、文化進化学

はよりまとまった分野として確立するのではないか。文化進化学の研究者が共通のパラダイム

の元、同じ方向を向いて研究を行うことができれば、研究Ⅲが示したように、社会科学の進展

に向けたさらなる知識の蓄積が行えるだろう。 

6.4 文化進化学の今後の展望 

 最後に本論文の知見を振り返りながら、文化進化学が標榜する「進化論に基づいた社会科学

の統合」に今後求められることは何かを予想し、本論文の結びとする。Mesoudi (2011) は進化論
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に基づく文化の説明は個々に研究されている社会科学諸分野を統合するに足ると述べ、この進

化論に根ざした統合的枠組みが根付けば、社会科学も生物科学同様に統合されるのではと予想

している。では、その障壁となるものはなにか。文化進化学が取り組まなくてはならない課題

とはなにか。以下では、現在まで進化論がなぜ社会科学で広まりを見せなかったのか、その歴

史を簡単に述べた上で、文化進化学が社会科学の中で進化論を広めるためにやらなければなら

ないことを考察していく。 

6.4.1 進化論が社会科学で根付くまでの障壁 

 ダーウィンやスペンサーといった進化論自体を作り出していった研究者も人間社会に対する

進化論の当てはめを考慮し (Hodgson, 2004)、Dawkins (1976) や E. O. Wilson (1975) 、なども社会

科学で問われる諸現象は進化や進化によるアナロジーによって説明しうることを主張してき

た。つまり、進化論の社会科学への当てはめは繰り返し研究史の中で出現しては消えている。

ここまで繰り返し行われてきた進化論の社会科学への当てはめはなぜ浸透していないのか。 

 最も重要な理由は、進化論が誤った方法で用いられたため、優生学や差別へとつながったこ

とである (Bannister, 2010)。現代では、こうした誤った進化論の人間社会への当てはめを社会的

ダーウィニズムと呼ぶが、この否定的な態度が蔓延しているがあまり、進化論に基づいた社会

科学的な研究は偏った認識のもとで評価されている (Laland & Brown, 2011)。 

 問題は社会科学のみにあったのではない。そもそも、進化論を過剰に社会科学的な問いに当

てはめてきたのは社会学者だけでなく、生物学者も行ってきた40。よって、社会科学者による偏

った見方だけに原因を求めることはできない。生物学者や社会学者が主導で行ってきた社会科

学への進化論の当てはめは、進化論の誤った認識と、どのような社会科学的な問いが進化論で

                                                        

40 ことの発端はスペンサーによるラマルク的進化の社会に対する当てはめである (Hodgson, 
2004)。彼は、表現型で変化した形質がそのまま遺伝すると仮定して進化論を考えた。そのロジ
ックを社会の進化に当てはめ、ヨーロッパ的な「発展した社会」と植民地諸国で見られた「野
蛮な社会」を比べ、ヨーロッパ社会が発展している理由はこうしたラマルク的進化を上り詰め
たためであり、野蛮な社会は未だに上り詰めていないと考えた。 
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考慮されるべきか、の線引きがきちんと行われないまま知見が積み上げられたために生じた悲

劇である。こうした悲劇を繰り返さないためにも文化進化学は、進化論の正しい知識の理解

と、どのような文化形質に対して、進化論が当てはめられるのかといった議論が展開されるべ

きである。そのためにも、文化遺伝学者と文化疫学者との見解の違いはなるべく速く解消する

必要があるだろう。 

6.4.2 文化進化学が考慮するべきこと 

 文化進化学による社会科学の統合を妨害するもう一つの障壁は、生物学者など、社会科学的

な問いに関心のある研究者が、社会科学が積み上げてきた知見と接合しない形で独自の研究を

積み上げてきた結果、進化論が浸透していないことである (Laland & Brown, 2011)。文化進化学

は学際領域として社会科学の研究者と生物科学の研究者が集い、活発な研究を進めている。で

は、この問題は文化進化学の発展によって解消されていくのだろうか。 

 本論文では三つの文化形質に焦点を当てた。一つは技術であり、文化進化学でも数多くの知

見が示されている。それだけでなく、実際に作成された鏃の形状の分散を説明したり等 (e.g. 

Mesoudi & O’Brien, 2008)、考古学データと結びつけながら研究が盛んに行われている。しかし、

残りの文化形質―美術と科学―については、文化進化学における知見は乏しい。それは、文化

遺伝学者のモデルで、美術や科学が説明できるか未知数であることと、文化疫学者による文化

アトラクターの研究では一般化された議論を作り上げることが困難であったからであると考え

られる。言い換えるならば、美術の歴史の説明を行っている美術史学や科学の歴史を説明しよ

うとしている科学哲学には現時点で文化進化はほとんど貢献ができていない。 

 一方、文化進化学がこれらの学問から学ぶべきことが多いことは本論文のそれぞれの研究を

紹介する上で示してきた。例えば、美術の進化を考える際に、西洋美術史はどのような文化伝

達が行われてきたか、その伝達の結果、どのような技法が進化したのかなどを詳細にまとめ上

げている (Hauser,1999)。また、日本美術史では、同じく文化伝達の方法や美術が進化する際に

加わった淘汰圧が示されている (中山, 2014; 高階, 1997; 安村, 2013)。異なる文脈ではあるが、感

性工学者やゲシュタルト心理学者は人間にとって何が美しいと感じられるかを明らかにし、美
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術作品が美しいと判断される条件などを示してきた (Bullot & Reber, 2013; Bundgaard & Stjernfelt, 

2015; Palmer et al., 2013)。こうした知見が美術史学や感性工学で積み上げられているにもかかわ

らず、こうした知見に触れ、文化進化学的な関心のもとで行われた研究は非常に少ない。この

緻密であり、膨大にある知見を、考慮しながら、文化進化学の強みである進化論との融合こそ

が今後の文化進化学に求められている課題であるだろう。その中で、本論文における研究は美

術史学で見られる文化伝達を考慮し、どのような条件がそろうと感性工学で指摘されてきた構

図が創発するのか検討しているため、美術史学者や感性工学者にも意義のある知見を生み出し

たと言えるだろう。今後、構図の進化のみならず、美術史学者がしてきた文化伝達法が美術進

化にどのような影響を与えるのかや、ルネサンス期に進化した技法がどのような条件で進化す

るなど、多岐にわたる問を文化進化学的な方法で検証可能だろう。筆者は今後のこのような研

究を遂行していき、美術と文化進化学との融合を目指すことを目的としている。 

 同様のことが、科学においても言える。科学においては新しい知識が発見されるのは偶然に

よるものなのか、それとも条件がそろうと高い確率で発見されやすくなるのか議論してきた 

(Schikore, 2018)。つまり、発見がランダムな変異によって生じるのか、それとも文化アトラクタ

ーのような条件が加わることで発見が促進されるのかは科学哲学で文化進化が誕生する前から

議論されてきたものの、そうした知見を考慮した研究は未だにない。つまり、文化進化学が内

部で行っている議論を科学哲学者はより多くの時間をかけて行ってきたのである。よって、文

化進化学としては、彼らの議論を考慮しつつ、自らが得意とする進化論を元に、科学的発見の

機序を明らかにすることができれば、文化進化学だけでなく、科学哲学や認知科学にも十分意

味ある研究できることだろう。その中で、本論文における科学的知識の研究は、Kuhn (1970) の

指摘するパラダイムを念頭に、社会的に科学的知識が創発され、維持されることを実験的に示

した研究として、文化進化学だけでなく科学哲学や認知科学にも意義のある研究になったと言

えるだろう。しかし、本論文で行った研究は科学哲学が積み上げてきた一部の問を検討したに

過ぎない。今後は、 Simon (1962) のように、問題空間として科学を抽象的にモデル化し、どの

ような条件がそろうとパラダイム・シフトが起こるのか、その一般的な法則性を検討すること
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が求められるだろう。筆者の今後の目的は、文化進化学の方法を用いながら、こうした科学哲

学の問を検討することで、この二つの分野の統合を目指すことにある。 

6.5 結び 

 上記に挙げたように、文化進化学は文化の累積的な進化の背後に潜むメカニズムを検討して

いるものの、一部の研究者は社会科学で長年蓄積されてきた知見を十分に活用することができ

ていなかった。また、文化進化学が積み上げてきた知見も、社会科学の諸分野に対して、還元

できていない。社会科学におけるこうした知見を生み出した研究者と文化進化学における研究

者との積極的なコミュニケーションがあれば、人類学者が積み上げてきたような頑健なモデル

が今後も蓄積されていくことが考えられる。 

 生物学者は、自らの理論に依拠するあまり、社会科学で蓄積されてきた知識をないがしろに

した過去がある。この生物学者が行ってきた過ちを文化進化学も繰り返さないためには、進化

論を文化に当てはめることを推し進めるとともに、過去の社会科学者の知識との融合を検討し

ていく必要があるだろう。つまり、社会科学に点在する理論を理解し、社会科学に点在する巨

人たちの肩に立つことを怠らなければ、文化進化学は進化論に根ざした真の意味での社会科学

の統合が目指せるはずである。 

  



 

 

251 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用文献 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

252 

Acerbi, A., & Bentley, A. R. (2014). Biases in cultural transmission shape the turnover of popular traits. 

Evolution and Human Behavior, 35(3), 228–236. 

https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2014.02.003  

Acerbi, A., & Mesoudi, A. (2015). If we are all cultural Darwinians what’s the fuss about? Clarifying 

recent disagreements in the field of cultural evolution. Biology & Philosophy, 30(4), 481–503. 

https://doi.org/10.1007/s10539-015-9490-2  

Acerbi, A., & Tennie, C. (2016). The role of redundant information in cultural transmission and cultural 

stabilization. Journal of Comparative Psychology, 130(1), 62. https://doi.org/10.1037/a0040094  

Akazawa, T., Aoki, K., & Bar-Yosef, O. (1998). Neandertals and modern humans in western Asia. New 

York, NY: Plenum Press.  

Albert, R., Jeong, H., & Barabási, A.-L. (1999). Internet: Diameter of the World-Wide Web. Nature, 

401(6749), 43601. https://doi.org/10.1038/43601  

Allport, G. W., & Postman, L. (1947). The psychology of rumor. New York, NY: Henry Holt & Co. 

Alvarez-Ramirez, J., Ibarra-Valdez, C., & Rodriguez, E. (2016). Fractal analysis of Jackson Pollock’s 

painting evolution. Chaos, Solitons & Fractals, 83, 97–104. 

https://doi.org/10.1016/j.chaos.2015.11.034  

Anzai, Y., & Simon, H. A. (1979). The theory of learning by doing. Psychological Review, 86(2), 124. 

https://doi.org/10.1037/0033-295X.86.2.124  

Arnheim, R. (1971). Entrooy and Art: An Essay on Disorder and Order. Berkeley, CA: University of 

California Press.  

Arthur, B. W. (2007). The structure of invention. Research Policy, 36(2), 274–287. 

https://doi.org/10.1016/j.respol.2006.11.005  

Arthur, B. W., & Polak, W. (2006). The evolution of technology within a simple computer model. 

Complexity, 11(5), 23–31. https://doi.org/10.1002/cplx.20130  



 

 

253 

Atkisson, C., O’Brien, M. J., & Mesoudi, A. (2012). Adult Learners in a Novel Environment Use Prestige-

Biased Social Learning. Evolutionary Psychology, 10(3), 147470491201000320. 

https://doi.org/10.1177/147470491201000309  

Atran, S. (1990). Cognitive foundations of natural history: towards an anthropology of science. 

Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.  

Atran, S. (1998). Folk biology and the anthropology of science: Cognitive universals and cultural 

particulars. Behavioral and Brain Sciences, 21(4), 547–569. 

https://doi.org/10.1017/s0140525x98001277  

Atran, S., & Norenzayan, A. (2004). Religion’s evolutionary landscape:  Counterintuition, commitment, 

compassion, communion. Behavioral and Brain Sciences, 27.  

Bacon, F. (1620). Novum Organum. Ed. by Joseph Devey (1902). New York, NY: P. F. Collier & Son.  

Balkundi, P., & Harrison, D. A. (2006). Ties, leaders, and time in teams: strong inference about network 

structure’s effects on team viability and performance. The Academy of Management Journal, 

49(1), 49–68.  

Bannister, R. (2010). Social Darwinism – science and myth in anglo-American social thought. 

Philadelphia, PA: Temple University Press. 

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 Soiety 

B: Biological Sciences, 284(1856), 20170358. https://doi.org/10.1098/rspb.2017.0358  

Barrett, J. L., & Nyhof, M. A. (2001a). Spreading Non-natural Concepts:  The Role of Intuitive Conceptual 

Structures in Memory and Transmission of Cultural  Materials. Journal of Cognition and Culture, 

1(1), 69–100. https://doi.org/10.1163/156853701300063589  

Barrett, J. L., & Nyhof, M. A. (2001b). Spreading Non-natural Concepts: The Role of Intuitive Conceptual 

Structures in Memory and Transmission of Cultural Materials. Journal of Cognition and Culture, 

1(1), 69–100. https://doi.org/10.1163/156853701300063589  

Basalla, G. (1988). The evolution of technology. New York, NY: Cambridge University Press. 



 

 

254 

Beheim, B., Thigpen, C., & Mcelreath, R. (2014). Strategic social learning and the population dynamics of 

human behavior: the game of Go. Evolution and Human Behavior, 35(5), 351–357. 

https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2014.04.001  

Bering, J. M., & Bjorklund, D. F. (2004). The Natural Emergence of Reasoning About the Afterlife as a 

Developmental Regularity. Developmental Psychology, 40(2), 217. https://doi.org/10.1037/0012-

1649.40.2.217  

Berlyne, D. (1971). Aesthetics and Psychobiology. New York, NY: Appleton Century Crofts.  

Bettencourt, L. M., Lobo, J., Helbing, D., Kühnert, C., & West, G. B. (2007). Growth, innovation, scaling, 

and the pace of life in cities. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(17), 7301–

7306. https://doi.org/10.1073/pnas.0610172104  

Bird, C. D., & Emery, N. J. (2009). Insightful problem solving and creative tool modification by captive 

nontool-using rooks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(25), 10370–10375. 

https://doi.org/10.1073/pnas.0901008106  

Bogen, J. (2017). Theory and Observation in Science. In Zalta, N. (ed.) Stanford Encyclopedia of 

Philosophy. Stanford, CA: Stanford University. https://plato.stanford.edu/ 

Bowdler S. (1974). Pleistocene date for man in Tasmania. Nature, 252(5485), 697. 

https://doi.org/10.1038/252697a0 

Boyd, R., & Richerson, P. J. (1988). Culture and the evolutionary process. Chicago, IL: The University of 

Chicago Press. 

Boyd, R., & Richerson, P. J. (1995). Why does culture increase human adaptability? Ethology and 

Sociobiology, 16(2), 125–143. https://doi.org/10.1016/0162-3095(94)00073-G  

Boyd, R., & Richerson, P. J. (2005). The origin and evolution of cultures. New York: NY, Oxford 

University Press. 

Boyer, P. (1994). The naturalness of religious ideas: a cognitive theory of religion. University of 

California Press. Berkeley, CA: University of California Press.  



 

 

255 

Boyer, P. (2003). Religious thought and behaviour as by-products of brain function. Trends in Cognitive 

Sciences, 7(3), 119–124. https://doi.org/10.1016/S1364-6613(03)00031-7  

Boyer, P., & Ramble, C. (2001). Cognitive templates for religious concepts: cross-cultural evidence for 

recall of counter-intuitive representations. Cognitive Science, 25(4), 535–564. 

https://doi.org/10.1016/s0364-0213(01)00045-3 

Brumann, C. (1999). Writing for culture. Current Anthropology, 40, S1-S27.  

Buchanan, B., O’Brien, M. J., & Collard, M. (2016). Drivers of technological richness in prehistoric 

Texas: an archaeological test of the population size and environmental risk hypotheses. 

Archaeological and Anthropological Sciences, 8(3), 625–634. https://doi.org/10.1007/s12520-

015-0245-4 

Buckley, C. D., & Boudot, E. (2017). The evolution of an ancient technology. Royal Society Open Science, 

4(5), 170208. https://doi.org/10.1098/rsos.170208  

Bullot, N. J., & Reber, R. (2013). The artful mind meets art history: Toward a psycho-historical framework 

for the science of art appreciation. Behavioral and Brain Sciences, 36(02), 123–137. 

https://doi.org/10.1017/S0140525X12000489  

Bundgaard, P. F., & Stjernfelt, F. (2015). Investigations into the Phenomenology and the Ontology of the 

Work of Art. New York, NY: Springer International Publishing.  

Burns, K. (2015). Entropy and optimality in abstract art: an empirical test of visual aesthetics. Journal of 

Mathematics and the Arts, 9(3–4), 77–90. https://doi.org/10.1080/17513472.2015.1096738  

Buskell, A. (2017). What are cultural attractors? Biology & Philosophy, 32(3), 377–394. 

https://doi.org/10.1007/s10539-017-9570-6  

Buttelmann, D., Carpenter, M., Call, J., & Tomasello, M. (2007). Enculturated chimpanzees imitate 

rationally. Developmental Science, 10(4), F31–F38. https://doi.org/10.1111/j.1467-

7687.2007.00630.x  

Caldwell, Chrisine A., & Millen, A. E. (2008). Experimental Models for Testing Hypotheses about 

Cumulative Cultural Evolution. Evolution and Human Behavior, 29, 165–171.  



 

 

256 

Caldwell, Christine A, & Millen, A. E. (2009). Social Learning Mechanisms and Cumulative Cultural 

Evolution. Psychological Science, 20(12), 1478–1483. https://doi.org/10.1111/j.1467-

9280.2009.02469.x  

Campbell, D. T. (1960). Blind variation and selective retentions in creative thought as in other knowledge 

processes. Psychological Review, 67(6), 380–400. https://doi.org/10.1037/h0040373  

Carbon, C.-C., & Albrecht, S. (2012). Bartlett’s schema theory: The unreplicated “portrait d’homme” 

series from 1932. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 65(11), 2258–2270. 

https://doi.org/10.1080/17470218.2012.696121  

Castro, L., & Toro, M. A. (2004). The evolution of culture: From primate social learning to human culture. 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(27), 10235–10240. 

https://doi.org/10.1073/pnas.0400156101  

Cavalli-Sforza, L., & Feldman, M. (1981). Cultural transmission and evolution: a quantitative approach. 

Monographs in Population Biology, 16, 1–388.  

Çelen, B., & Kariv, S. (2004). Observational learning under imperfect information. Games and Economic 

Behavior, 47(1), 72-86.  

Changizi, M. A., & Shimojo, S. (2005). Character complexity and redundancy in writing systems over 

human history. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 272(1560), 

267–275. https://doi.org/10.1098/rspb.2004.2942  

Chen, C., Chen, Y., Horowitz, M., Hou, H., Liu, Z., & Pellegrino, D. (2009). Towards an explanatory and 

computational theory of scientific discovery. Journal of Informetrics, 3(3), 191–209. 

https://doi.org/10.1016/j.joi.2009.03.004  

Chi, M., Leeuw, N., Chiu, M.-H., & Lavancher, C. (1994). Eliciting self-explanations improves 

understanding. Cognitive Science, 18(3), 439–477. https://doi.org/10.1016/0364-0213(94)90016-7  

Chomsky, N. (1957). Syntactic Structures. Portland, OR: Mouton & Co. 



 

 

257 

Chudek, M., Heller, S., Birch, S., & Henrich, J. (2012). Prestige-biased cultural learning: bystander’s 

differential attention to potential models influences children’s learning. Evolution and Human 

Behavior, 33(1), 46–56. https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2011.05.005  

Claidière, N., & Sperber, D. (2007). The role of attraction in cultural evolution. Journal of Cognition and 

Culture, 7(1), 89–111. https://doi.org/10.1163/156853707X171829  

Coleman, J., Katz, E., & Menzel, H. (1957). The diffusion of an innovation among physicians. Sciometry, 

20(4), 253–270.  

Collard, M., Buchanan, B., O’Brien, M. J., & Scholnick, J. (2013). Risk, mobility or population size? 

Drivers of technological richness among contact-period western North American hunter–

gatherers. Philosophical Tranaction of the Royal Society B: Biological Sciences, 368(1630), 

20120412. https://doi.org/10.1098/rstb.2012.0412  

Collier, J. (1882). A Primer of Art. London, United Kingdom: Macmillan.  

Costa, M., & Corazza, L. (2002). Aesthetic Phenomena as Supernormal Stimuli: The Case of Eye, Lip, and 

Lower-Face Size and Roundness in Artistic Portraits. Perception, 35(2), 229–246. 

https://doi.org/10.1068/p3449  

Coussi-Korbel, S., & Fragaszy, D. M. (1995). On the relation between social dynamics and social learning. 

Animal Behaviour, 50(6), 1441-1453.  

Csibra, G., & Gergely, G. (2006). Social learning and social cognition: The case for pedagogy. Processes 

of Change in Brain and Cognitive Development. Attention and Performance XXI, 21.  

Culbertson, J., & Adger, D. (2014). Language learners privilege structured meaning over surface 

frequency. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(16), 5842–5847. 

https://doi.org/10.1073/pnas.1320525111  

Culbertson, J., & Kirby, S. (2016). Simplicity and Specificity in Language: Domain-General Biases Have 

Domain-Specific Effects. Frontiers in Psychology, 6, 1964. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01964  

Darden, L. (2001). Discovery Science, 2226, 3–15. https://doi.org/10.1007/3-540-45650-3_2  



 

 

258 

Darwin, C. (1859). On the origin of species. London, United Kingdom: John Murray. 

Dawkins, R. (1976). The selfish gene. New York, NY: Oxford University Press. 

Dean, L. G., Vale, G. L., Laland, K. N., Flynn, E., & Kendal, R. L. (2014). Human cumulative culture: a 

comparative perspective. Biological Reviews, 89(2), 284–301. https://doi.org/10.1111/brv.12053  

Dean, L., Kendal, R., Schapiro, S., Thierry, B., & Laland, K. (2012). Identification of the Social and 

Cognitive Processes Underlying Human Cumulative Culture. Science, 335(6072), 1114–1118. 

https://doi.org/10.1126/science.1213969  

Derex, M., Beugin, M.-P., Godelle, B., & Raymond, M. (2013). Experimental evidence for the influence of 

group size on cultural complexity. Nature, 503(7476), 389. https://doi.org/10.1038/nature12774 

Derex, M., & Boyd, R. (2015). The foundations of the human cultural niche. Nature Communications, 

6(1), 8398. https://doi.org/10.1038/ncomms9398  

Derex, M., & Boyd, R. (2016). Partial connectivity increases cultural accumulation within groups. 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(11), 2982–2987. 

https://doi.org/10.1073/pnas.1518798113  

Derex, M., Perreault, C., & Boyd, R. (2018). Divide and conquer: intermediate levels of population 

fragmentation maximize cultural accumulation. Philosophical Tranaction of the Royal Soiety B: 

Biological Sciences, 373(1743), 20170062. https://doi.org/10.1098/rstb.2017.0062  

Dunbar, K. (1993). Concept discovery in a scientific domain. Cognitive Science, 17(3), 397–434.  

Dunbar, K., Fugelsang, J. A., & Stein, C. (2007). Do Naïve Theories Ever Go Away? Using Brain and 

Behavior to Understand Changes in Concepts. In Carnegie Mellon symposia on cognition. 

Thinking with data. Mahwah: NJ: Lawrence Eribaum Associates Publishers.  

Efferson, C., Lalive, R., Richerson, P. J., McElreath, R., & Lubell, M. (2008). Conformists and mavericks: 

the empirics of frequency-dependent cultural transmission. Evolution and Human Behavior, 29(1), 

56–64. https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2007.08.003  



 

 

259 

Enquist, M., & Ghirlanda, S. (2007). Evolution of social learning does not explain the origin of human 

cumulative culture. Journal of Theoretical Biology, 246(1), 129–135. 

https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2006.12.022  

Enquist, M., Strimling, P., Eriksson, K., Laland, K., & Sjostrand, J. (2010). One cultural parent makes no 

culture. Animal Behaviour, 79(6), 1353–1362. https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2010.03.009  

Fay, N. & Ellison, T. M. (2013). The cultural evolution of human communication systems in different 

sized populations: usability trumps learnability. PloS ONE, 8(8), e71781. 

Fehér, O., Ljubičić, I., Suzuki, K., Okanoya, K., & Tchernichovski, O. (2017). Statistical learning in 

songbirds: from self-tutoring to song culture. Philosophical Transaction of the Royal Society B: 

Biological Sciences, 372(1711), 20160053. https://doi.org/10.1098/rstb.2016.0053  

Fessler, D., Tiokhin, L. B., Holbrook, C., Gervais, M. M., & Snyder, J. K. (2014). Foundations of the 

Crazy Bastard Hypothesis: Nonviolent physical risk-taking enhances conceptualized 

formidability. Evolution and Human Behavior, 35(1), 26–33. 

https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2013.09.003  

Findlay, S. D., & Thagard, P. (2012). How parts make up wholes. Frontiers in Physiology, 3, 455. 

https://doi.org/10.3389/fphys.2012.00455  

Fitch, T. W. (2007). Linguistics: An invisible hand. Nature, 449(7163), 665. 

https://doi.org/10.1038/449665a  

Fitch, T. W. (2010). The evolution of language. New York, NY: Cambridge University Press. 

Fleming, L, King, Charles III, & Juda, A. I. (2007). Small worlds and regional innovation. Organizational 

Science, 18(6), 938-954.  

Forgarty, L., Strimling, P., & Laland, K. N. (2011). The evolution of teaching. Evolution, 65(10), 2760–

2770.  

Gaut, B. (2005). The Cluster Account of Art Defended. The British Journal of Aesthetics, 45(3), 273–288. 

https://doi.org/10.1093/aesthj/ayi032  



 

 

260 

Gergely, G., Bekkering, H., & Király, I. (2002). Rational imitation in preverbal infants. Nature, 415(6873), 

755–756. https://doi.org/10.1038/415755b  

Grant, P. R., & Grant, R. B. (1994). Phenotypic and genetic effects of hybridization in Darwin Finches. 

Evolution, 48(2), 297–316. https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.1994.tb01313.x 

Grant, P. R., & Grant, R. B. (1995). Predicting microevolutionary responses to directional selection on 

heritable variation. Evolution, 49(2), 241–251. https://doi.org/10.1111/j.1558-

5646.1995.tb02236.x 

Grant, P. R., & Grant, R. B. (2002). Unpredictable evolution in a 30-year study of Darwin’s finches. 

Science, 296.  

Griffiths, T. L., Kalish, M. L., & Lewandowsky, S. (2008). Theoretical and empirical evidence for the 

impact of inductive biases on cultural evolution. Philosophical Transactions of the Royal Society 

of London B: Biological Sciences, 363(1509), 3503–3514. https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0146  

Guimerà, R., Uzzi, B., Spiro, J., & Amaral, L. A. N. (2005). Team assembly mechanisms determine 

collaboration network structure and team performance. Science, 308, 697-702. 

Guglielmino, C., Viganotti, C., Hewlett, B., & Cavalli-Sforza, L. (1995). Cultural variation in Africa: role 

of mechanisms of transmission and adaptation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 

92(16), 7585–7589. https://doi.org/10.1073/pnas.92.16.7585  

Haddon, A. (1914). Evolution in art: As illustrated by the life-histories of designs. New York, NY: The 

Walter Scott Publishing Co. 

Hauser, A. (1999). The Social History of Art. Oxon, United Kingdom: Routledge.  

Henrich, J. (2001). Cultural Transmission and the Diffusion of Innovations: Adoption Dynamics Indicate 

That Biased Cultural Transmission Is the Predominate Force in Behavioral Change. American 

Anthropologist, 103(4), 992–1013. https://doi.org/10.1525/aa.2001.103.4.992  

Henrich, J. (2004). Demography and cultural evolution: how adaptive cultural processes can produce 

maladaptive losses - the Tasmanian case. American Antiquity, 69(2), 197–214.  



 

 

261 

Henrich, J., Boyd, R., Derex, M., Kline, M. A., Mesoudi, A., Muthukrishna, M., … Thomas, M. G. (2016). 

Understanding cumulative cultural evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences, 

113(44), E6724–E6725. https://doi.org/10.1073/pnas.1610005113  

Henrich, J., & Henrich, N. (2010). The evolution of cultural adaptations: Fijian food taboos protect against 

dangerous marine toxins. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 277.  

Henrich, J., & McElreath, R. (2003). The evolution of cultural evolution. Evolutionary Anthropology: 

Issues, News, and Reviews, 12(3), 123–135. https://doi.org/10.1002/evan.10110  

Hewlett, B. S., Fouts, H. N., Boyette, A. H., & Hewlett, B. L. (2011). Social learning among Congo Basin 

hunter–gatherers. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological 

Sciences, 366.  

Heyes, C. M., & Galef, B. (1996). Social learning in animals: the roots of culture. Cambridge, MA: 

Academic Press. 

Hill, K. R., Wood, B. M., Baggio, J., Hurtado, M. A., & Boyd, R. T. (2014). Hunter-Gatherer Inter-Band 

Interaction Rates: Implications for Cumulative Culture. PLoS ONE, 9(7), e102806. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0102806  

Hodgson, G. M. (2004). Social Darwinism in Anglophone academic journals: a contribution to the history 

of the term. Journal of Historical Sociology, 17(4), 428-463. 

Hoppitt, W., & Laland, K. N. (2013). Social learning: an introduction to mechanisms, methods, and 

models. Princeton, NJ: Princeton University Press.  

Hunt, G. R., & Gray, R. D. (2003). Diversification and cumulative evolution in New Caledonian crow tool 

manufacture. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 270(1517), 867–

874. https://doi.org/10.1098/rspb.2002.2302  

Isett, K., Mergel, I., LeRoux, K., Mischen, P., & Rethemeyer, R. (2010). Networks in Public 

Administration Scholarship: Understanding Where We Are and Where We Need to Go. Journal of 

Public Administration Research and Theory, 21, i157–i173. 

https://doi.org/10.1093/jopart/muq061  



 

 

262 

	 	 98 ) 0 737

Jacob, F., & Monod, J. (1961). Genetic regulatory mechanisms in the synthesis of proteins. Journal of 

Molecular Biology, 3(3), 318–356. https://doi.org/10.1016/s0022-2836(61)80072-7  

Jelinek, A. J. (1977). The Lower Paleolithic: Current Evidence and Interpretations. Annual Review of 

Anthropology, 6(1), 11–32. https://doi.org/10.1146/annurev.an.06.100177.000303  

Jones, R. (2009). Hunters and history: a case study from western Tasmania. In Schrine C. (ed.) Past and 

Present in Hunter Gatherer Studies. Oxon, United Kingdom: Routledge. 

角田 幸彦. (2008). 体系的哲学者キケローの世界―ローマ哲学の真の創設―. 文化書房博文社. 

Kashima, Y. (2000). Maintaining Cultural Stereotypes in the Serial Reproduction of Narratives. 

Personality and Social Psychology Bulletin, 26(5), 594–604. 

https://doi.org/10.1177/0146167200267007 

Kempe, M., Lycett, S. J., & Mesoudi, A. (2014). From cultural traditions to cumulative culture: 

parameterizing the differences between human and nonhuman culture. Journal of Theoretical 

Biology, 359, 29–36. https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2014.05.046  

Kendal, J., Giraldeau, L.-A., & Laland, K. (2009). The evolution of social learning rules: Payoff-biased 

and frequency-dependent biased transmission. Journal of Theoretical Biology, 260(2), 210–219. 

https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2009.05.029  

Kirby, S., Cornish, H., & Smith, K. (2008). Cumulative cultural evolution in the laboratory: An 

experimental approach to the origins of structure in human language. Proceedings of the National 

Academy of Sciences, 105(31), 10681–10686. https://doi.org/10.1073/pnas.0707835105  

Kirby, S., Dowman, M., & Griffiths, T. L. (2007). Innateness and culture in the evolution of language. 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(12), 5241–5245. 

https://doi.org/10.1073/pnas.0608222104  



 

 

263 

Kirby, S., Tamariz, M., Cornish, H., & Smith, K. (2015). Compression and communication in the cultural 

evolution of linguistic structure. Cognition, 141, 87–102. 

https://doi.org/10.1016/j.cognition.2015.03.016  

Kline, M. A., & Boyd, R. (2010). Population size predicts technological complexity in Oceania. 

Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 277.  

( 	 . 2 15  

Simon, H. (1962). “The architecture of complexity,” Proceedings of the American Philosophical Society, 

ISSN 0003-049X, 106(6): 467-482. 

Kim, S. H. (2002). We talk, therefore we think? A cultural analysis of the effect of talking on thinking. 

Journal of Personality and Social Psychology, 83(4), 828-842. 

岸 文和. (2001). 江戸の遠近法 浮世の錯覚. 勁草書房. 

Kobayashi, Y., Ohtsuki, H., & Wakano, J. Y. (2016). Population size vs. social connectedness — A gene-

culture coevolutionary approach to cumulative cultural evolution. Theoretical Population Biology, 

111, 87–95. https://doi.org/10.1016/j.tpb.2016.07.001  

Koffka, K. (2014). Principles of Gestalt Psychology. Milano, Italy: Mimesis Edizioni. 

Kuhn, T. (1970). The Structure of Scientific Revolutions (2nd Edition). Chicago, IL: University of Chicago 

Press.   

Kulkarni, D., & Simon, H. A. (1988). The processes of scientific discovery: The strategy of 

experimentation. Cognitive Science, 12(2), 139–175. https://doi.org/10.1016/0364-

0213(88)90020-1  

Laland, K. N. (2004). Social learning strategies. Learning & Behavior, 32(1), 4–14.  

Laland, K. N. & Brown, G. R. (2011). Sense and nonsense: Evolutionary perspectives on human 

behaviour. New York, NY: Oxford University Press. 

Laland, K. N., & Galef, B. G. (2009). The question of animal culture. Cambridge, MA: Harvard University 

Press. 



 

 

264 

Laland, K., & Plotkin, H. (1990). Social learning and social transmission of foraging information in 

Norway rats (Rattus norvegicus). Animal Learning & Behavior, 18(3), 246–251. 

https://doi.org/10.3758/BF03205282  

Langley, P., Bradshaw, G. L., & Simon, H. A. (1981). BAC0N.5: the discovery of conservation laws. 

Proceedings of the Seventh International Conference on Artificial Intelligence, 1.  

Lazer, D., & Bernstein, E. S. (2012). Problem solving and search in networks. In Todd, P. M. & Robbins, 

T. (Eds.), Cognitive Search: Evolution, Algorithms, and the Brain, 261-273. Cambridge, MA: 

MIT Press. 

Lazer, D., & Friedman, A. (2007). The Network Structure of Exploration and Exploitation. Administrative 

Science Quarterly, 52(4), 667–694. https://doi.org/10.2189/asqu.52.4.667  

Leavitt, H. J. (1962). Unhuman organizations. Harvard Business Review, 40(4), 90-98.  

Lee, T. L., Gelfand, M. J., & Kashima, Y. (2014). The serial reproduction of conflict: Third parties 

escalate conflict through communication biases. Journal of Experimental Social Psychology, 54, 

68–72. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2014.04.006  

Levinthal, D. A., & March, J. G. (1993). The myopia of learning. Strategic Management Journal, 14(S2), 

95–112. https://doi.org/10.1002/smj.4250141009 

Lewis, H. M., & Laland, K. N. (2012). Transmission fidelity is the key to the build-up of cumulative 

culture. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 

367(1599), 2171–2180. https://doi.org/10.1098/rstb.2012.0119  

Lieberman, E., Michel, J.-B., Jackson, J., Tang, T., & Nowak, M. A. (2007). Quantifying the evolutionary 

dynamics of language. Nature, 449(7163), 713. https://doi.org/10.1038/nature06137  

Locher, P., & Nodine, C. (1989). The perceptual value of symmetry. Computers & Mathematics with 

Applications, 17(4–6), 475–484. https://doi.org/10.1016/0898-1221(89)90246-0  

Lyons, A., & Kashima, Y. (2003). How Are Stereotypes Maintained Through Communication? The 

Influence of Stereotype Sharedness. Journal of Personality and Social Psychology, 85(6), 989. 

https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.6.989  



 

 

265 

March, J. G. (1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning. Organization Science, 2(1), 

71–87. https://doi.org/10.1287/orsc.2.1.71  

Martindale, C. (1986). Aesthetic evolution. Poetics, 15(4-6), 439-473. 

Mason, W. A., Jones, A., & Goldstone, R. L. (2008). Propagation of innovations in networked groups. 

Journal of Experimental Psychology: General, 137(3), 422. https://doi.org/10.1037/a0012798  

Mathew, S., & Boyd, R. (2011). Punishment sustains large-scale cooperation in prestate warfare. 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(28), 11375–11380. 

https://doi.org/10.1073/pnas.1105604108  

Matthews, C., Roberts, G., & Caldwell, C. A. (2012). Opportunity to assimilate and pressure to 

discriminate can generate cultural divergence in the laboratory. Evolution and Human Behavior, 

33(6), 759–770. https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2012.06.004  

McElreath, R., Bell, A. V., Efferson, C., Lubell, M., Richerson, P. J., & Waring, T. (2008). Beyond 

existence and aiming outside the laboratory: estimating frequency-dependent and pay-off-biased 

social learning strategies. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: 

Biological Sciences, 363(1509), 3515–3528. https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0131  

McGrew, W. (1987). Tools to Get Food: The Subsistants of Tasmanian Aborigines and Tanzanian 

Chimpanzees Compared. Journal of Anthropological Research, 43(3), 247–258. 

https://doi.org/10.1086/jar.43.3.3630525  

McGuigan, N., Makinson, J., & Whiten, A. (2011). From over‐imitation to super‐copying: Adults imitate 

causally irrelevant aspects of tool use with higher fidelity than young children. British Journal of 

Psychology, 102(1), 1–18. https://doi.org/10.1348/000712610X493115  

Meijers, A., ed. (2009) Philosophy of technology and engineering sciences. (Handbook of the philosophy 

of science, volume 9). Amsterdam, North Holland: Elsevier 

Mesoudi, A. (2011). Cultural evolution: How Darwinian theory can explain human culture and synthesize 

the social sciences. Chicago, IL: University of Chicago Press. 



 

 

266 

Mesoudi, A., Chang, L., Murray, K., & Lu, H. (2015). Higher frequency of social learning in China than in 

the West shows cultural variation in the dynamics of cultural evolution. Proceedings of the Royal 

Society B: Biological Sciences, 282(1798), 20142209. https://doi.org/10.1098/rspb.2014.2209  

Mesoudi, A., & O’Brien, M. J. (2008). The cultural transmission of Great Basin projectile-point 

technology 1: an experimental simulation. American Antiquity, 73(1), 3–28.  

Mesoudi, A., & Whiten, A. (2004). The Hierarchical Transformation of Event Knowledge in Human 

Cultural Transmission. Journal of Cognition and Culture, 4(1), 1–24. 

https://doi.org/10.1163/156853704323074732  

Mesoudi, A., & Whiten, A. (2008). The multiple roles of cultural transmission experiments in 

understanding human cultural evolution. Philosophical Transactions of the Royal Society of 

London B: Biological Sciences, 363(1509), 3489–3501. https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0129  

Mesoudi, A., Whiten, A., & Dunbar, R. (2006). A bias for social information in human cultural 

transmission. British Journal of Psychology, 97(3), 405–423. 

https://doi.org/10.1348/000712605x85871  

Mitcham, C. (1994). Thinking through technology: the path between engineering and philosophy. 

University of Chicago Press. Chicago: IL: University of Chicago Press.  

Miton, H., & Charbonneau, M. (2018). Cumulative culture in the laboratory: methodological and 

theoretical challenges. Proceedings of the  Royal Society B: Biological Sciences, 285(1879), 

20180677. https://doi.org/10.1098/rspb.2018.0677  

三浦 佳世. (編) (2010). 知覚と感性 (現代の認知心理学).北大路書房. 

宮内 伯人. (1987). エスキモー―極北の文化誌. 岩波新書. 

Mora, A., Tittensor, D. P., Adl, S., Simpson, A. G. B., & Worm, B. (2011). How many species are there on 

Earth and in the ocean? PloS Biology, 9(8), e1001127. 



 

 

267 

Morgan, T., Rendell, L., Ehn, M., Hoppitt, W., & Laland, K. (2012). The evolutionary basis of human 

social learning. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 279(1729), 

653–662. https://doi.org/10.1098/rspb.2011.1172  

Morgan, T., Uomini, N., Rendell, L., Chouinard-Thuly, L., Street, S., Lewis, H., … Laland, K. (2015). 

Experimental evidence for the co-evolution of hominin tool-making teaching and language. 

Nature Communications, 6(1), 6029. https://doi.org/10.1038/ncomms7029  

Morin, O. (2013). How portraits turned their eyes upon us: Visual preferences and demographic change in 

cultural evolution. Evolution and Human Behavior, 34(3), 222–229. 

https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2013.01.004  

Mouden, E. C., André, J. ‐B., Morin, O., & Nettle, D. (2014). Cultural transmission and the evolution of 

human behaviour: a general approach based on the Price equation. Journal of Evolutionary 

Biology, 27(2), 231–241. https://doi.org/10.1111/jeb.12296  

Muthukrishna, M., Shulman, B. W., Vasilescu, V., & Henrich, J. (2014). Sociality influences cultural 

complexity. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 281(1774), 

20132511. https://doi.org/10.1098/rspb.2013.2511  

内藤 正人. (2014). 浮世絵のパトロン. 慶應義塾大学出版会. 

中山 創太. (2014). 歌川国芳研究―19世紀浮世絵における文化交渉のかたち―. 関西大学博士論

文. 

Nagell, K., Olguin, R. S., & Tomasello, M. (1993). Processes of social learning in the tool use of 

chimpanzees (Pan troglodytes) and human children (Homo sapiens). Journal of Comparative 

Psychology, 107(2), 174. https://doi.org/10.1037/0735-7036.107.2.174  

Nakahashi, W. (2013). Evolution of improvement and cumulative culture. Theoretical Population Biology, 

83, 30–38. https://doi.org/10.1016/j.tpb.2012.11.001  

中野 晶子. (2011). 鳳凰の足「対趾足」図像の起源と伝播. 言語社会, 5, 304-324. 



 

 

268 

Nei, M., & Kumar, S. (2000). Molecular evolution and phylogenetics. New York, NY: Oxford University 

Press. 

Norenzayan, A., Atran, S., Faulkner, J., & Schaller, M. (2006). Memory and mystery: the cultural selection 

of minimally counterintuitive narratives. Cognitive Science, 30, 531–553.  

Okada, T., & Simon, H. A. (1997). Collaborative Discovery in a Scientific Domain. Cognitive Science, 

21(2), 109–146. https://doi.org/10.1207/s15516709cog2102_1  

Pagani, G., & Aiello, M. (2013). The Power Grid as a complex network: A survey. Physica A: Statistical 

Mechanics and Its Applications, 392(11), 2688–2700. https://doi.org/10.1016/j.physa.2013.01.023  

Palmer, S. E., Schloss, K. B., & Sammartino, J. (2013). Visual Aesthetics and Human Preference. Annual 

Review of Psychology, 64(1), 77–107. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100504  

Pearl, J. (2009). Causality. New York, NY: Cambridge University Press.  

Perry, S., Baker, M., Fedigan, L., Gros‐Louis, J., Jack, K., MacKinnon, K. C., … Rose, L. (2003). Social 

Conventions in Wild White‐faced Capuchin Monkeys. Current Anthropology, 44(2), 241–268. 

https://doi.org/10.1086/345825  

Popper, K. (1959). The Logic of Scientific Discovery. London, United Kingdom: Routledge.  

Powell, A., Shennan, S., & Thomas, M. G. (2009). Late Pleistocene Demography and the Appearance of 

Modern Human Behavior. Science, 324(5932), 1298–1301. 

https://doi.org/10.1126/science.1170165  

Reichenbach, H. (1938). Experience and Prediction. An Analysis of the Foundations and the Structure of 

Knowledge. Chicago: IL: University of Chicago Press.  

Reindl, E., Apperly, I., Beck, S., & Tennie, C. (2017). Young children copy cumulative technological 

design in the absence of action information. Scientific Reports, 7(1), 1788. 

https://doi.org/10.1038/s41598-017-01715-2  



 

 

269 

Rendell, L., Boyd, R., Cownden, D., Enquist, M., Eriksson, K., Feldman, M., … Laland, K. (2010). Why 

Copy Others? Insights from the Social Learning Strategies Tournament. Science, 328(5975), 208–

213. https://doi.org/10.1126/science.1184719  

Riede, F. (2008). The Laacher See-eruption (12,920 BP) and material culture change at the end of the 

Allerød in Northern Europe. Journal of Archaeological Science, 35(3), 591–599. 

https://doi.org/10.1016/j.jas.2007.05.007  

Rieskamp, J., Busemeyer, J. R., & Laine, T. (2003). How Do People Learn to Allocate Resources? 

Comparing Two Learning Theories. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and 

Cognition, 29(6), 1066. https://doi.org/10.1037/0278-7393.29.6.1066  

Rogers, A. R. (1988). Does Biology Constrain Culture? American Anthropologist, 90(4), 819–831. 

https://doi.org/10.1525/aa.1988.90.4.02a00030  

Sarton, G. (1916). The history of science. The Monist, 26(3), 321–365. 

https://doi.org/10.1126/science.49.1273.497  

Schickore, J. (2018). Scientific Discovery. In Zalta, N. (ed.) Stanford Encyclopedia of Philosophy. 

Stanford, CA: Stanford University. https://plato.stanford.edu/ 

Schlag, K. H. (1998). Why Imitate, and If So, How? A Boundedly Rational Approach to Multi-armed 

Bandits. Journal of Economic Theory, 78(1), 130–156. https://doi.org/10.1006/jeth.1997.2347  

Scott-Phillips, T. C. (2017). A (Simple) Experimental Demonstration that Cultural Evolution is not 

Replicative, but Reconstructive — and an Explanation of Why this Difference Matters. Journal of 

Cognition and Culture, 17(1–2), 1–11. https://doi.org/10.1163/15685373-12342188  

Scott-Phillips, T. C., & Kirby, S. (2010). Language evolution in the laboratory. Trends in Cognitive 

Sciences, 14(9), 411–417. https://doi.org/10.1016/j.tics.2010.06.006  

Shennan, S. J., & Wilkinson, J. R. (2001). Ceramic style change and neutral evolution: a case study from 

Neolithic Europe. American Antiquity, 66(4), 577-593.  



 

 

270 

Shore, J., Bernstein, E., & Lazer, D. (2015). Facts and Figuring: An Experimental Investigation of 

Network Structure and Performance in Information and Solution Spaces. Organization Science, 

26(5), 1432–1446. https://doi.org/10.1287/orsc.2015.0980  

Simon, H. A. (1969). The sciences of the artificial. Cambridge, MA: MIT Press.  

Simon, H. A. (1973). Technology and Environment. Management Science, 19(10), 1110–1121. 

https://doi.org/10.1287/mnsc.19.10.1110  

Skolimowski, H. (1966). The Structure of Thinking in Technology. Technology and Culture, 7(3), 371. 

https://doi.org/10.2307/3101935  

Smith, L., & Sørensen, P. (2000). Pathological Outcomes of Observational Learning. Econometrica, 68(2), 

371–398. https://doi.org/10.1111/1468-0262.00113  

Spehar, B., Clifford, C., Newell, B. R., & Taylor, R. P. (2003). Universal aesthetic of fractals. Computers 

& Graphics, 27(5), 813–820. https://doi.org/10.1016/S0097-8493(03)00154-7  

Spehar, B., Wong, S., van de Klundert, S., Lui, J., Clifford, C. W., & Taylor, R. P. (2015). Beauty and the 

beholder: the role of visual sensitivity in visual preference. Frontiers in Human Neuroscience, 9, 

514. https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00514  

Sperber, D. (1996). Explaining culture: A naturalistic approach. Cambridge, MA: Cambridge University 

Press.  

Sperber, D., & Hirschfeld, L. A. (2004). The cognitive foundations of cultural stability and diversity. 

Trends in Cognitive Sciences, 8(1), 40–46. https://doi.org/10.1016/j.tics.2003.11.002  

Spirtes, P., Glymour, C., & Scheines, R. (2001). Causation, Prediction, and Search (2nd. Edition). Denver, 

CO: Bradford Publishing.  

Stecker, R. (2006). Aesthetic Experience and Aesthetic Value. Philosophy Compass, 1(1), 1–10. 

https://doi.org/10.1111/j.1747-9991.2006.00007.x  

Sternberg, R. J., & Davidson, J. (1995). How scientists really reason: scientific reasoning in real-world 

laboratories. In Mechanisms of Insight. Cambridge: MA: The MIT Press.  



 

 

271 

Stobbe, N., Westphal-Fitch, G., Aust, U., & Fitch, T. W. (2012). Visual artificial grammar learning: 

comparative research on humans, kea (Nestor notabilis) and pigeons (Columba livia). 

Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 367(1598), 1995–2006. 

https://doi.org/10.1098/rstb.2012.0096  

Stout, D., & Chaminade, T. (2012). Stone tools, language and the brain in human evolution. Philosophical 

Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 367(1585), 75–87. 

https://doi.org/10.1098/rstb.2011.0099  

Stout, D., Hecht, E., Khreisheh, N., Bradley, B., & Chaminade, T. (2015). Cognitive Demands of Lower 

Paleolithic Toolmaking. PLOS ONE, 10(4), e0121804. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0121804  

Stout, D., & Khreisheh, N. (2015). Skill Learning and Human Brain Evolution: An Experimental 

Approach. Cambridge Archaeological Journal, 25(4), 867–875. 

https://doi.org/10.1017/S0959774315000359  

Subiaul, F., & Schilder, B. (2014). Working memory constraints on imitation and emulation. Journal of 

Experimental Child Psychology, 128, 190–200. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2014.07.005  

Sumner, A. T. (2011). Psychological components of middle paleolithic technology: The proceduralization 

of lithic core reduction. Journal of Anthropological Archaeology, 30(3), 416–431. 

https://doi.org/10.1016/j.jaa.2011.04.003  

Svensson, E., & Calsbeek, R. (2012). The adaptive landscape in evolutionary biology. New York, NY: 

Oxford University Press. 

Szaif, J. (2003). Plato on the “Cultivation of the soul” through philosophical knowledge. In Detel, H. A., 

Becker, A., & Scholz, P. Ideal and culture of knowledge in Plato. Stuttgart, Germany: Franz 

Steiner Verlag Stuttgart. 

高階 秀爾. (1997). 芸術とパトロンたち. 岩波新書. 



 

 

272 

Tamariz, M., Ellison, M. T., Barr, D. J., & Fay, N. (2014). Cultural selection drives the evolution of human 

communication systems. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 281(1788), 

20140488. https://doi.org/10.1098/rspb.2014.0488  

Taylor, R. P., Guzman, R., Martin, T. P., Hall, G. D. R., Micolich, A. P., Jonas, D., … Marlow, C. A. 

(2007). Authenticating Pollock paintings using fractal geometry. Pattern Recognition Letters, 

28(6), 695–702. https://doi.org/10.1016/j.patrec.2006.08.012  

Tehrani, J. J. (2011). Patterns of Evolution in Iranian Tribal Textiles. Evolution: Education and Outreach, 

4(3), 390–396. https://doi.org/10.1007/s12052-011-0345-2  

Tennie, C., Call, J., & Tomasello, M. (2009). Ratcheting up the ratchet: on the evolution of cumulative 

culture. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 364(1528), 2405–

2415. https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0052  

Thagard, P. (1988). Computational Philosophy of Science. Cambridge, MA: MIT Press.  

Thagard, P. (1990). Philosophy of science. Philosophy of Science, 57, 183–209.  

Thagard, P. (1994). Mind, society, and the growth of knowledge. Philosophy of Science, 61(4), 629–645. 

Thagard, P., & Croft, D. (1999). Model-Based Reasoning in Scientific Discovery, 125–137. 

https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4813-3_8  

Thagard, P., & Holyoak, K. (1985). Discovering the wave theory of sound: inductive inference in the 

context of problem solving. Proceedings of the 9th International Joint Conference on Artificial 

Intelligence, 1.  

Thorpe, E. W. (1963). Learning and instinct in animals (2nd Ed.). London, United Kingdom: Methuren. 

Tomasello, M. (1990). Cultural transmission in the tool use and communicatory signaling of chimpanzees? 

In S. T. Parker & K. R. Gibson (Eds.), "Language" and intelligence in monkeys and apes: 

Comparative developmental perspectives (pp. 274-311). New York, NY, US: Cambridge 

University Press. 



 

 

273 

Toya, G., & Hashimoto, T. (2018). Recursive Combination Has Adaptability in Diversifiability of 

Production and Material Culture. Frontiers in Psychology, 9, 1512. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01512  

Travers, J., & Milgram, S. (1967). The small world problem. Psychology Today, 1(1), 61-67.  

Turchin, P., Currie, T. E., Turner, E. A., & Gavrilets, S. (2013). War, space, and the evolution of Old 

World complex societies. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(41), 16384–

16389. https://doi.org/10.1073/pnas.1308825110  

Tylor, E. (2010). Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, 

art, and custom. New York, NY: Cambridge University Press.  

Uomini, N., & Meyer, G. (2013). Shared Brain Lateralization Patterns in Language and Acheulean Stone 

Tool Production: A Functional Transcranial Doppler Ultrasound Study. PLoS ONE, 8(8), e72693. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0072693  

Vaesen, K., Collard, M., Cosgrove, R., & Roebroeks, W. (2016). Population size does not explain past 

changes in cultural complexity. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(16), 

E2241–E2247. https://doi.org/10.1073/pnas.1520288113  

van Schaik, C. P., Ancrenaz, M., Borgen, G., Galdikas, B., Knott, C. D., Singleton, I., … Merrill, M. 

(2003). Orangutan Cultures and the Evolution of Material Culture. Science, 299(5603), 102–105. 

https://doi.org/10.1126/science.1078004  

van Trijp, R. (2013). Linguistic Assessment Criteria for Explaining Language Change: A Case Study on 

Syncretism in German Definite Articles. Language Dynamics and Change, 3(1), 105–132. 

https://doi.org/10.1163/22105832-13030106  

Velkley, R. L. (2002). Being after Rousseau: philosophy and culture in question. Chicago, IL: Chicago 

University Press. 

Visalberghi, E., & Tomasello, M. (1998). Primate causal understanding in the physical and psychological 

domains. Behavioural Processes, 42(2–3), 189–203. https://doi.org/10.1016/S0376-

6357(97)00076-4  



 

 

274 

Vygotsky, L. S. (1974). The Psychology of Art. Cambridge, MA: MIT Press.  

Wagemans, J. (1997). Characteristics and models of human symmetry detection. Trends in Cognitive 

Sciences, 1(9), 346–352. https://doi.org/10.1016/S1364-6613(97)01105-4  

Wagoner, B. (2017). What makes memory constructive? A study in the serial reproduction of Bartlett’s 

experiments. Culture & Psychology, 23(2), 186–207. https://doi.org/10.1177/1354067X17695759  

Watts, D. J. (2004). Six degrees: the science of connected age. New York, NY: W. W. Norton & 

Company. Inc. 

Wasielewski, H. (2014). Imitation Is Necessary for Cumulative Cultural Evolution in an Unfamiliar, 

Opaque Task. Human Nature, 25(1), 161–179. 

Weiss, G. (1973). A scientific concept of culture. American Anthropologist, 75(5), 1376-1413.  

Whewel, W. (1996). The philosophy of the inductive sciences. Oxon, United Kingdom: Routledge. 

Whiten, A, Goodall, J., McGrew, W., Nishida, T., Reynolds, V., Sugiyama, Y., … Boesch, C. (1999). 

Cultures in chimpanzees. Nature, 399(6737), 21415. https://doi.org/10.1038/21415  

Whiten, A, & Ham, R. (1992). On the nature and evolution of imitation in the animal kingdom: reappraisal 

of a century of research. Advances in the Study of Behavior, 21, 239-283.  

Whiten, Andrew. (2017). Social Learning and Culture in Child and Chimpanzee. Annual Review of 

Psychology, 68(1), 129–154. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010416-044108  

Whiten, Andrew, Custance, D. M., Gomez, J.-C., Teixidor, P., & Bard, K. A. (1996). Imitative learning of 

artificial fruit processing in children (Homo sapiens) and chimpanzees (Pan troglodytes). Journal 

of Comparative Psychology, 110(1), 3. https://doi.org/10.1037/0735-7036.110.1.3  

Wilson, E. O. (1975). Sociobiology: the new synthesis. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Winner, E. (2018). How Art Works: A Psychological Exploration. Oxford University Press. New York: 

NY: Oxford University Press.  

Wisdom, T. N., & Goldstone, R. L. (2011). Innovation, imitation, and problem-solving in a networked 

group. Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences, 15(2), 229–252.  



 

 

275 

Wisdom, T. N., Song, X., & Goldstone, R. L. (2013). Social Learning Strategies in Networked Groups. 

Cognitive Science, 37(8), 1383–1425. https://doi.org/10.1111/cogs.12052  

Wuchty, S., Jones, B. F., & Uzii, B. (2007). The increasing dominance of teams in production of 

knowledge. Science, 316, 1036-1039. 

山崎 俊雄・道家 達将. (1978). 科学技術史概論. オーム社. 

安村 敏信. (2013). 江戸絵画の非常識―近世絵画の定説をくつがえす（日本文化 私の最新講

義）. 敬文舎. 

Zeki, S. (2000). Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain. New York: NY: Oxford University 

Press.  

Zwirner, E., & Thornton, A. (2015). Cognitive requirements of cumulative culture: teaching is useful but 

not essential. Scientific Reports, 5(1), 16781. https://doi.org/10.1038/srep16781  

  



 

 

276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

謝辞 

 

 

 

 

 

 



 

 

277 

 この博士論文は筆者の力だけで書かれたものではない。数多くの先生、院生、学部生が時間

を割き、研究の草案から実験の実施、結果の解釈までを手伝ってくれた。この場を借りて、彼

らに感謝の意を伝えたい。以下では、プライバシーを勘案し、名字のみで手助けしてくれた

人々に感謝の意を伝える。彼らがこれを読んだ時、自分であると気づいてくれれば幸いであ

る。 

 研究Ⅰ実験１は、上智大学の学部時代を一緒に過ごした平山さん、加藤さん、鷹野くん、村

澤さんとの共同研究である。彼らとの研究がなければ、筆者は文化進化の研究をやっていなか

っただろう。研究Ⅰ実験２と３は、北海道大学の修士時代でお世話になった大家さん、加村く

ん、土田くん、豊川さん、中分さん、堀田さん、三浦さん、山西くん、そして学部生の小渕さ

ん、加藤さん、熊谷さん、中鉢さん、前井さんに手伝ってもらった。北海道大学という新転地

で右も左も分からない中、辛抱強く協力してもらった彼らのおかげで研究Ⅰは大成した。 

 研究Ⅱ実験１と２は、北海道大学の博士時代の学部生である、片山さん、千坂さん、中島さ

ん、そして一緒に研究を考えてくれた中分さんとの共同研究である。なんとなくミーティング

室で話した内容が、瞬時に実験へと変貌し、素晴らしい研究へと昇華できたのも、彼らの知識

と発想があったからこそである。 

 研究Ⅲ実験１と２は、北海道大学の博士時代の学部生である、片山さん、木下さん、笹川さ

んとの共同研究である。実験 1は模索しながらの研究であったため、木下さんと笹川さんにはだ

いぶお世話になった。片山さんにはこちらのわがままで条件を加えることになり、他の人より

もより多くの実験を担ってもらった。 

 博士論文を書き上げる上で、佐藤 (ヨハン) さん、中田くん、鎌谷さん、上田さん、片山さ

ん、土田くん、松島くんに校正を頼んだ。彼らが迅速に校正してくれたからこそ、想定より速

く博士論文を書き上げることができた。特にヨハンさんと議論ができたことは、楽しかっただ

けでなく、今後の研究に役立つことがたくさんありました。ありがとうございます！ 
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 筆者が博士論文を書き上げる上、そして筆者がまともに院生生活を送る上で欠かせなかった

三人の人物がいる。最初に、上智大学からお世話になっている竹澤先生に感謝の意を伝えた

い。竹澤先生が上智大学に来なければ、そして北海道大学に移らなければ、今とは異なる人生

を送っていただろう。おそらく、竹澤先生から一番の影響を受けたのは研究への姿勢である。

常に、アンテナを張って、自分の専門分野以外の分野も知っておく。最初はまとまりもなく、

他人から見れば、無駄と言われそうなこともいつかは繋がる。繋がれば、他の研究者よりもよ

り大きな視野で研究することができる。こうした地道な取り組みは無駄ではないことが、筆者

が特別研究員を取れたことに示されている。今後もお世話になると思いますが、よろしくおね

がいします。 

 次に、同じく上智大学からお世話になっている中分さんに感謝の意を伝えたい。文化進化と

いう新しい分野は日本でほとんど研究されていない。その中で、唯一話が合い、同じパラダイ

ムの元、会話が成立したのは中分さんである。中分さんとの研究の話し、他愛のない話しが、

今の筆者を作っている。あまり、本人の前では言わないかもしれないが、ここで感謝の意を伝

えたい。 

 院生生活を送る上で欠かせなかった最後の人物が土田くんである。土田くんは修士時代の同

期の中で唯一、一緒に博士課程まで残った。筆者が特別研究員の身分を使って、自由気ままに

過ごしている間、多くの負担を土田くんに背負わせてしまった。筆者が彼に何をしてあげられ

たかわからないが、彼に助けられたことはたくさんある。本当にありがとう。その土田くんを

残し、先に北海道を出てしまうことが唯一の心残りであるが、彼なら必ず脱北41できると信じて

いる。頑張ってくれ！ 

 

                                                        

41 北海道大学を修了することを文学研究科人間システム科学専攻行動システム科学講座の院生内
では脱北大、略して脱北と呼んでいる (Nakawake, et al., 2014)。 
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最後に、ここまで育ててくれた両親に感謝の意を伝えたい。こんなバカ息子を信じ、やりたい

ことを自由にやらせてくれた彼らがいたからこそ、この博士論文が書けた。いつになれば、彼

らを支えられる側になれるかわからないが、もう少しの間だけ筆者を信じて待ってくれればと

思う。これまで、いろいろとありましたが、今までありがとうございます。今後もよろしくお

ねがいします。 

 

 

 

 

 

須山  巨基  
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 本論文は、文化伝達時に淘汰圧として機能する文化アトラクターが、技術・美術・科学と総

称される文化形質の発展にどのような影響を与えてきたのか検討することを目的とした。文化

アトラクターとは、人から人へと文化 (社会的に共有される情報の総称) が繰り返し伝えられる

際、バイアスといった認知的な制限によって情報が変化し続け、認知的に処理しやすい文化へ

と進化してしまう、文化に対する認知的な淘汰圧の総称である。この認知的な淘汰圧である文

化アトラクターが、人類のみが示してきた世代を越えた文化の発展、累積的文化進化と呼ばれ

る現象に、どのような影響を与えるのか検討した研究は文化形質の一つである言語を除き、行

われていない。そこで、本論文は人類が進歩させてきた文化の中でも、技術・美術・科学に着

目し、文化アトラクターが文化の発展を妨げるのか、それとも促進するのかを多角的に検討し

た。 

 本論文の第 1章では、本実験の目的や枠組みを理解するために、背景知識を解説する。文化の

理解は、生物学における進化論をアナロジーとした研究によって、ここ 40年ほどで目覚ましい

発展を遂げている。文化進化学と呼ばれる分野では、人から人へと伝達される文化を、個体か

ら個体へと伝達される遺伝子に例える。そうすることで、文化を分子・集団遺伝学や数理生物

学で培われてきた遺伝子ベースのモデルや理論を使って、説明することが可能となる。また、

これらのモデルから導出される結果を実験室実験や調査のデータと照らし合わせることで、そ

のモデルの確からしさを検討することができるようになる。この進化論に基づいたモデルの構

築と、実験や調査によるモデルの検証と修正によって、包括的な文化の理解へとつながってい

るのである。 本論文は、この新たに誕生した文化進化学の一研究として位置づけられる。 

 第 2章では、文化進化学が抱えている現時点での問題点を指摘した上で、本論文の目的を明ら

かにする。人類による世代を越えた文化の累積的な発展は累積的文化進化と呼ばれ、その機序

を明らかにする試みが行われ続けた。この試みは主に数理生態学をベースとした文化遺伝学者

の手によって行われてきた。一方、文化疫学者と呼ばれる一派は、心理学をベースとし、認知

的な淘汰圧である文化アトラクターが文化の表現型をいかに変えてしまうのかを詳細に記述し

ていった。理論的な背景から、この 2つの学派は長らく対立していたため、累積的文化進化にお
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ける文化アトラクターの影響は検討されてこなかった。よって、本論文では、この文化アトラ

クターが累積する文化の発展にどのような影響を与えるのかを文化の中でも特に、技術、美

術、そして科学に着目し、探索的な実験を行った。 

 第 3章では、技術に着目し、累積的に発展する技術において、世代交代時に生じる文化アトラ

クターがどのような影響を与えるのかを検討した。技術は科学と並び、現代社会を成り立たせ

る上で必要不可欠な文化形質である。研究Ⅰでは三つの実験を通して、この技術の発展におけ

る文化アトラクターの影響を検討した。その結果、文化アトラクターによって学びやすい技術

が創発することで累積的文化進化が生じることが示された。 

 第 4章では、美術に着目し、累積的に発展する美術において、世代交代時に生じる文化アトラ

クターがどのような影響を与えるのか検討した。美術において、作品が持つ構造や構図が重要

な役割を果たすことが知られている。研究Ⅱでは、従来の心理学者が見出してきた前提、すな

わち文化アトラクターのみで美術に構図が生じるのか、それとも言語学者が見出した前提、つ

まり文化アトラクターと機能性を追求させる淘汰圧が合わさることで美術も累積的に進化する

のか検討した。その結果、言語学者の前提である文化アトラクターと機能性の淘汰圧が合わさ

ることで、累積的な美術進化が生じることが示された。 

 第 5章では、科学に着目し、累積的に発展する科学において、世代交代時に生じる文化アトラ

クターがどのような影響を与えるのか検討した。高度な知識の総体である科学を、世代交代を

伴いながら発展させる上で、知識の枠組みであるパラダイムが重要であることが科学哲学では

知られている。しかし、このパラダイムはときに知識の蓄積を阻害してしまうことも報告され

ている。この研究では、パラダイムを文化アトラクターとして捉え、同じパラダイムを共有す

る集団のなかで研究成果を文化伝達させていった結果、パラダイムにとらわれずに正しい知識

が蓄積されるのか検討した。その結果、文化アトラクターとして働くパラダイムは知識の獲得

には影響を与えないものの、それを意味のある結果として後世に残そうとするかどうかの部分
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に働きかけることがわかった。さらに、このパラダイムの影響は一度に知識を伝達する集団の

サイズによって減衰することが追加の実験から示された。 

 第 6章では、以上の結果を総括したうえで総合考察を行う。すべての研究から明らかになった

ことは、累積的文化進化を考える上で、文化アトラクターを考慮することは有効であること。

そして、文化アトラクターはときに累積的文化進化を支えるメカニズムとして働く場合 (研究Ⅰ

と研究Ⅱ)と、阻害する場合があることが示された (研究Ⅲ)。さらなる、考察を行った上で、今

後の文化進化学について言及し、本論文の結びとする。 
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実験の説明(個人) 
 

本日はお忙しい中実験に参加していただき、誠にありがとうございます。 
以下に実験内容の説明があります。最後までよくお読みください。 

 

【実験内容】 

参加者の目的は、一つです。 

制限時間以内に、用意された粘土とスパゲティを使って、できるだけ高いタワーを作ってくださ

い。 

制限時間は、１つのタワーにつき 2分 30秒です。 

制限時間が終了したら、そのタワーが 30秒間立ち続けていたことを確認してから、実験者がその

高さを測定します。 

 

 以上の課題を、計６回行っていただきます。 

ですから、実験終了時には６つのタワーが出来上がっていることになります。 

毎回、前回より高いタワーになるように努力してください。 

 

・材料は、いくら使ってもかまいません。 

・タワーの形状は問いませんが、測定時には粘土とスパゲティだけで自立していなくてはいけませ

ん。 

・課題開始・停止の合図等は、実験者の実際の指示に従ってください。 

 

では目的の再確認です。 

参加者は、 

★ とにかく可能な限り高いスパゲッティ・タワーを作る。★ 
 

がんばってください。 
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実験の説明(集団) 
 

本日はお忙しい中実験に参加していただき、誠にありがとうございます。 
以下に実験内容の説明があります。最後までよくお読みください。 

 

【実験内容】 

参加者の目的は、ある課題を行うことです。 

ある課題とは、制限時間以内に、ある材料を使ってできるだけ高いある物体をつくること
です。 

ある物体がなんであるのかは、実験室入室後に説明します。 

 

・課題の制限時間は 2分 30秒です。 

・制限時間が終了したら、その物体が 30秒間立ち続けていたことを確認してから、その高さを測定

します。 

・材料は、いくら使ってもかまいません。 

・物体の形状は問いませんが、測定時には、物体を構成する材料だけで自立していなくてはいけませ

ん。 

 

また、実験中、参加者の皆様には実行者と観察者の２つの役割を経験していただきます。 

実行者の役割 

制限時間内に、他の実行者 1名と協力しながら、1つの物体を作ります。 

実行者同士は、自由にコミュニケーションをとり、できるだけ高い物体を作るよう努力してくださ

い。 

しかしその間、観察者側とは絶対に交流してはいけません。（交流：会話、アイコンタクト、ジェス

チャー等） 

 

観察者の役割 

他の観察者 1名と一緒に、実行者の作業を観察してください。 

観察者同士は、実行者の作業を観察しながら、どうすればより高い物体を作れるか等相談してくださ

い。 

しかしその間、実行者側とは絶対に交流してはいけません。笑い声も立てないでください。 

相談も、なるべく実行者側に聞こえないようにお願いいたします。 

 

【実験の手順】 

・右図のような方法で,  

観察者と実行者が入れ替わりながら実験が進んで   

いきます。右例）実験参加者が ABCDEの 5人の場合。 

 

（図の説明） 

段階 1. ABCが入室。Aが 2分 30秒以内に物体を 1

つ作る。その様子を観察者 Bと Cが観察する。 

制限時間終了後、Aが作った物体を測定する。Dが実験室に入る。 

段階 2. 今度は Aと Bが実行者となり、新たな物体を制限時間以内に作る。その様子を観察者 Cと Dが

観察する。 

Aと Bが作った物体の高さを測定。測定後、Aは退室。Eが入室。 

段階 3. Bと Cが実行者となり、物体を作る。その様子を観察者 Dと Eが観察する。 

Bと Cが作った物体の高さを測定する。Bは退室。 

（以降、繰り返し） 

  段階 6. Eが実行者となり、物体を作る。観察者はいない。物体の高さを測定し、実験終了。 

★まとめると、 

トップバッターの Aさんは、 

“実験室入室→実行者２回経験→退室” 

2人目の Bさんは、 

段階no. 時間 （分） 実行者 観察者 控え室
1 0:00-2:30 A B,C D,E
2 2:30-5:00 A,B C,D E
3 5:00-7:00 B,C D,E
4 7:00-10:00 C,D E
5 10:00-12:30 D,E
6 12:30-15:00 E

実験室
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“実験室入室→観察者 1回経験→実行者２回経験→退室” 

他全員は、 

“実験室入室→観察者２回経験→実行者２回経験→退室” 

という流れです。 

 

【その他】 

・ 参加の順番は、くじ引きで決めます。 

・ 実行者は、物体をつくる際に、前の実行者の技術を参考にしてもしなくてもかまいません。 

・ 課題の開始や停止、役割を入れ替わるタイミング等の細かい手順は、実験者の実際の指示に従っ
てください。 

 

説明は以上です。 

では目的の再確認です。 

 

★ 同じ役割同士で協力し、可能な限り高い“ある物体”を作る。★ 
 

そして、Aさん以外の入室後の最初の役割は、観察者です。 

 

がんばってください。 
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課題の説明 

 

“ある課題”とは… 

 

粘土とスパゲッティを使って 

可能な限り高いタワーを作ること 
 

 

 

 

【役割のおさらい】 

観察者  

・他の観察者１名と一緒に、実行者がタワーを作るのを観察します。 

・観察をもとに、どうすればもっと高くできるか、実行者に聞こえないように相談

します。 

・実行者側と交流禁止です。 

 

実行者 

・他の実行者 1名と協力して、実際にタワーを作ります。 

・制限時間は２分３０秒です。 

・観察者側と交流禁止です 

 

 

 

  



 - 6 - 



 - 7 - 
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課題の説明 
 

“ある課題とは”・・・ 
 

粘土とスパゲッティを使って 
可能な限り高い 1 つの建造物を作ること 

 
 
 
 
 
 
 

【役割のおさらい】 
実行者の役割 
・ 制限時間内に、協力しながら課題を実行します。 

・ 実行者同士は、自由に会話をして課題を達成するよう努力してください。 
・ しかしその間、観察者側に話しかけてはいけません。 
 
観察者の役割 
・ 他の観察者１名と一緒に、実行者の作業を観察してください。 
・ 観察者同士は、実行者の作業を観察しながら、どうすればよりよい物を作れるか等相

談してください。 
・ しかしその間、実行者側に話しかけてはいけません。会話が実行者に聞こえないよう

注意し、笑い声も立てないでください。 
 
※ また、課題を行なっていない間は会話をしないようにしてください。 
※ 特に、廊下で待っている間、他の参加者とは絶対に話をしないようにしてください。 
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課題の説明 
 

“ある課題とは”・・・ 
 

粘土とスパゲッティを使って 
1 つの立体的な建造物を作ること 

 
 
 
 
 
 
 

【役割のおさらい】 
実行者の役割 
・ 制限時間内に、協力しながら課題を実行します。 

・ 実行者同士は、自由に会話をして課題を達成するよう努力してください。 
・ しかしその間、観察者側に話しかけてはいけません。 
 
観察者の役割 
・ 他の観察者１名と一緒に、実行者の作業を観察してください。 
・ 観察者同士は、実行者の作業を観察しながら、どうすればよりよい物を作れるか等相

談してください。 
・ しかしその間、実行者側に話しかけてはいけません。会話が実行者に聞こえないよう

注意し、笑い声も立てないでください。 
 
※ また、課題を行なっていない間は会話をしないようにしてください。 
※ 特に、廊下で待っている間、他の参加者とは絶対に話をしないようにしてください。 
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課題の説明 
 

“ある課題とは”・・・ 
 

粘土とスパゲッティを使って 
可能な限り高い 1 つの建造物を作ること 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

【役割のおさらい】 
・ 制限時間内に、協力しながら課題を実行します。 

・ 自由に会話をして、課題を達成するよう努力してください。 
 
※また、課題を行なっていない間は会話をしないようにしてください。 
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課題の説明 
 

“ある課題とは”・・・ 
 

粘土とスパゲッティを使って 
1 つの立体的な建造物を作ること 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【役割のおさらい】 
・ 制限時間内に、協力しながら課題を実行します。 

・ 自由に会話をして、課題を達成するよう努力してください。 
 
※また、課題を行なっていない間は会話をしないようにしてください。 
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実験の説明 
本日はお忙しい中実験に参加していただき、誠にありがとうございます。 
以下に実験の内容を説明いたします。最後までよくお読みください。 

 
【実験内容】 
参加者の目的は、ある課題を行うことです。 
ある課題とは、制限時間以内に、２人で協力し、ある材料を使って特定の物を作ることです。「特定
の物」が何を示すのか、実験開始の直前に説明します。 

 
・ 課題を行う際は自由に会話をして構いません。しかし課題を行なっていない間での
会話はしないようにしてください。 

・ 材料はお渡しした量の範囲内であればいくら使っても構いません。 

・ 課題の制限時間は 2分 30秒です。 

・ 制限時間が終了したら、作成した物が 30秒間、形を維持し続けるか確認します。 

・ その後、作成した物を実験者が写真撮影します。その間、皆さんには一時的に退室
していただきます。 

 
【参加者の役割】 
実験では、皆さんに実行者と観察者の２つの役割を経験してもらいます。 
 
実行者の役割 
制限時間内に、他の実行者１名と協力しながら、特定の物を作ります。自由に会話して相談しながら
作成してください。 

 
観察者の役割 
他の観察者１名と一緒に、実行者の作業を観察しながら、どうすればよりよい物を作れるか、相談し
てください。 
 
・ 観察者同士、実行者同士は互いに会話することができますが、他の役割の人達には話しかけな

いでください。アイコンタクトやジェスチャーも禁止です。 

・ 実行者は大きな声で自由に話すことができますし、その会話が観察者に聞こえても構いませ
ん。 

・ 観察者は相談する時、なるべく実行者側に聞こえないようにお願いします。笑い声も立てない
でください。 

 
＜裏に続きます＞ 

【実験の流れ】 
以上の課題を、計 6 回繰り返します。毎回、新しい材料をお渡ししますので、その都度、新しい物を
作って頂きます。実験は以下のローテーションを組んで行います。番号は皆さんに渡した名札番号を
示します。 
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図の説明 
課題 1回目 1, 2, 3, 4番が入室。1, 2番が特定の物を作る。その様子を観察者 3, 4番が観察する。 
課題 2回目 2, 3, 4, 5番が入室。2, 3番が特定の物を作る。その様子を観察者 4, 5番が観察する。 

＜以下、繰り返し＞ 
課題 6回目 6, 7番が入室。6, 7番が特定の物を作る。この回のみ観察者はいない。 

 
【その他】 

・ 実行者は、特定の物を作る際に、前の実行者の技術を参考にしてもしなくても構いませ
ん。 

・ 課題の開始や終了、役割を入れ替わるタイミング等は、実験者の指示に従ってください。 

・ 実験の様子はビデオで撮影します。 
・ 実験者の指示がない限り、参加者同士で決して話をしないで下さい。この実験では最初に

課題を行った人から、後の人に課題内容が伝わってしまうと、全てのデータが利用不可能
となってしまいます。くれぐれも参加者同士での会話はなさらないよう、ご注意くださ
い。 

 
説明は以上です。 

では目的の再確認です。 
 

同じ役割同士で協力し、特定の物を作ってください。 
 

それでは頑張ってください！ 
  

課題 実行者 観察者

１回目 1, 2 3, 4

２回目 2, 3 4, 5

３回目 3, 4 5, 6

４回目 4, 5 6, 7

５回目 5, 6 7

６回目 6, 7

実験室
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実験の説明 
本日はお忙しい中実験に参加していただき、誠にありがとうございます。 
以下に実験の内容を説明いたします。最後までよくお読みください。 

 
【実験内容】 
参加者の目的は、ある課題を行うことです。 
ある課題とは、制限時間以内に、２人で協力し、ある材料を使って特定の物を作ることです。 
「特定の物」が何を示すのか、実験開始の直前に説明します。 
 

・ 課題を行う際は自由に会話をして構いません。 

・ 材料はお渡しした量の範囲内であればいくら使っても構いません。 

・ 課題の制限時間は 2分 30秒です。 

・ 制限時間が終了したら、作成した物が 30秒間、形を維持し続けるか確認します。 

・ その後、作成した物を実験者が写真撮影します。その間、皆さんには一時的に退室
していただきます。 

 
【実験の流れ】 
以上の課題を、計６回繰り返します。毎回、新しい材料をお渡ししますので、その都度、新しい物を
作って頂きます。 

 
【その他】 

・ 特定の物を作る際に、前の回の技術を参考にしてもしなくても構いません。 

・ 課題の開始や終了などは、実験者の指示に従ってください。 

・ 実験の様子はビデオで撮影します。 
・ 実験者の指示がない限り、参加者同士で決して話をしないで下さい。参加者が自由
に話をできるのは課題を行っている最中だけですので、ご注意ください。 

 
 

 
説明は以上です。 

では目的の再確認です。 
 

お互い協力し、特定の物を作ってください。 
 

それでは頑張ってください！ 
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概要 
 

本日は社会心理学実験にご協力いただきありがとうございます。 
 本実験は、人が色の組み合わせをどのように捉えるかを調べることを目的としています。 
これから実験参加者には、コンピュータ課題を行っていただきます。まず、４×４の 16 マスにラ

ンダムな色のパターンが表示されます。それをより美しい/綺麗な色のパターンに変えていただきま
す。変更できるマスの数は６マスのみです。 
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操作手順 
 

画面の説明 

 
 
 
 

① 初めにこのような画面が表示されるので、説明を読んで「OK」を押してくださ
い。 

 
 

② 「開始」ボタンを押すと、４×４の 16マスに色が表示されます。 
  

マス 

パレット 

開始ボタン 

決定 
ボタン 

やり直し 
ボタン 
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③ 左側に表示されている「見本」を見ながら、より美しい/綺麗な色のパターンの
組み合わせになるように、右のマスの色を６ヶ所だけ変更してください。 
下のパレットから使いたい色をクリックし、そのあとにマスの変更したい個所を
クリックすると、マスがその色に変わります。一度色を変えたマスは、「やり直
し」ボタンを押さないと変更できません。 
マスの色を６ヶ所以上変更すると、それ以上は変更することができません。 
「やり直し」ボタンを押すと、色の変更をはじめからやり直すことができます。 

 
 
④ 色の変更が終わったら「決定」ボタンを押してください。 
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概要 
本日は社会心理学実験にご協力いただきありがとうございます。 

 本実験は、人が色の組み合わせをどのように捉えるかを調べることを目的としています。 
これから実験参加者には、コンピュータ課題を行っていただきます。まず、４×４の 16 マスにラ

ンダムな色のパターンが 20 秒間表示されます。その後、どのようなパターンだったか記憶をもとに
再現していただきます。 
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操作説明 
画面の説明 

 
 
① 初めにこのような画面が表示されるので、説明を読み、「OK」ボタンを押してください。 

 
 

 
② 「開始」ボタンを押すと、４×４の 16 マスに 20 秒間色のパターンが表示されます。 
どのマスにどの色が表示されていたか記憶してください。 

 

マス 

開始ボタン 

決定ボタン やり直しボタン 

パレット 
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③ ５秒ののち、マスの色は元の色に戻ります。 
  下に表示されている 9 色のパレットを使い、先ほど表示された色のパターンを再現してくださ

い。思い出せない場合も、すべてのマスを埋めてください。 
色のパレットの中から使いたい色をクリックした後、色を置きたいマスをクリッ
クするとマスにその色がつきます。一度色をつけたマスを他の色にしたいとき
は、パレットから他の色をクリックし、再び色をつけたいマスをクリックしてく
ださい。 
「やり直し」ボタンを押すと、すべてのマスが色のついていない状態に戻りま
す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤  16マスすべて色を塗り終わったら「決定」ボタンを押してください。 
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概要 
本日は社会心理学実験にご協力いただきありがとうございます。 

 本実験は、人が色の組み合わせをどのように捉えるかを調べることを目的としています。 
これから実験参加者には、コンピュータ課題を行っていただきます。まず、４×４の 16 マスにラ

ンダムな色のパターンが 20 秒間表示されます。その後、どのようなパターンだったか記憶をもとに
再現していただきます。 
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操作説明 
画面の説明 

 
 
① 初めにこのような画面が表示されるので、説明を読み、「OK」ボタンを押してください。 

 
 
 

 
 

② 「開始」ボタンを押すと、４×４の 16 マスに 20 秒間色のパターンが表示されます。 

マス 

開始ボタン 

決定ボタン やり直しボタン 

パレット 
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どのマスにどの色が表示されていたか記憶してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ ５秒ののち、マスの色は元の色に戻ります。 
  そこから 30 秒経過すると、マスが操作できるようになります。 
  下のような画面が表示されている間は操作ができません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④ 操作ができるようになったら、下に表示されている 9 色のパレットを使い、先ほど表示された色

のパターンを再現してください。思い出せない場合も、すべてのマスを埋めてください。 
色のパレットの中から使いたい色をクリックした後、色を置きたいマスをクリッ
クするとマスにその色がつきます。一度色をつけたマスを他の色にしたいとき
は、パレットから他の色をクリックし、再び色をつけたいマスをクリックしてく
ださい。 
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「やり直し」ボタンを押すと、すべてのマスが色のついていない状態に戻りま
す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥  16マスすべて色を塗り終わったら「決定」ボタンを押してください。 
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練習課題 
 
 
まず、練習問題を解く目的を説明します。 
 
 
あなたには後ほど、目の前にあるパソコンを使って、ある課題に取り組んでいただきます。その課題
は、考えを巡らせて、推論を重ねることで、解答を導いていくものです。 
 
私たちは、その課題において、あなたがどのような思考を経て解答に至ったのかをみる必要がありま
す。そのため、あなたが課題を解いているときに考えていることを、すべて言葉に出して、周りの人
にわかるようにしてもらう必要があります。そこで、ここで行う練習を通して、考えながらそのとき
考えていることを言葉に出すことに慣れてもらいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ここまで読み終えたら、教えてください。 
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【練習課題の内容】 
 
この課題で使うものは、いま配布した「スケジュール表」と、後ほど配布する「予定リスト」の２点
です。 
 
後ほど配布する予定リストには、架空のスケジュールが書かれています。そこには、あなたがやらな
ければならないことが箇条書きされています。すべての予定を終わらせることは難しいですが、効率
的に順序と時間を決めれば、多くの予定を終わらせることができます。あなたには、それらの予定を
効率的に実行するために、どのようにスケジュールを組めばよいのか、言葉に出しながら考えてもら
います。なお、この課題に正解や不正解はありません。 
 
あなたは、予定をうまく組み、配布したスケジュール表にどんどん書き込んでいってください。その
際、考えていることは、どんな些細なことでもすべて言葉に出すようにし、IC レコーダーが記録で
きるよう大きな声で話してください。 
 
なお、ここで言葉にしてもらう「考え」とは、あなたが何についてどのように悩み、どのように考
え、どういった結論を出し、何のために何を考えようとしているか、といったすべての思考です。頭
の中に浮かんだこれらのことを、できる限り言葉に出すよう心がけながら、練習課題を解いてくださ
い。 
 
 
 
 
【スケジュール表の使い方】 
 
スケジュール表は 15 分刻みで書かれています。この表に、表の下部にある記入例のように、矢印と
予定リストの番号を記入してもらいます。スケジュールはひとつずつこなすこととし、２つ以上の矢
印が重ならないようにしてください。なお、何も予定がない時間ができてしまっても構いません。 
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予定リスト 
 
＊注意 
・移動時間も考慮してください。 
・場所の指定がない項目は、自分で場所を決めてください。 
・予定はひとつずつこなすこととして、重ならないようにしてください。 
 
 
＊リスト 
 
学校の授業を 12 時に終え、22 時に北 18 条の自宅へ帰ることとします。 
その間にできる限り多くの予定をこなせるようスケジュールを組んでください。 
 

① 札幌駅付近にある 2つのデパートに洋服を見に行く 

② 北 18条にある大将で友達と夕食を食べる 
③ 大通にある修理屋に腕時計を取りに行く 
④ 札幌駅構内にある本屋で予約特典のある本を予約する 
⑤ 新鮮な野菜をスーパーで買う 

⑥ コンビニで週刊少年ジャンプを買う 
⑦ 桑園にある札幌市立病院に入院中の友達に、花束を買っていく 
⑧ 13 時、15 時、17 時から放映される、本日最終放映の映画を、ステラプ
レイスの映画館に見に行く（放映時間：2時間） 

⑨ 13時から 17時まで営業している、自宅近くの歯医者に行く 
⑩ 資料をとりに大通の市役所に行く 

⑪ 図書館で本を借りる 
⑫ 光熱費を払う 
⑬ お昼ごはんを食べる 
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説明書 

 
 
 
これからあなたには、パソコン上で動く仮想実験室プログラムを使って、分子生物学の実

験に取り組んでいただきます。 
 
皆さんの目標は、PC上での仮想実験を通じて、遺伝子がどのようなはたらきをしている
か、そのメカニズムを明らかにすることです。 
 
 
⚫ この実験では、分子生物学の詳しい知識を持っている必要はありません。 
⚫ 課題を解く（＝メカニズムを明らかにする）ために必要な情報は、次頁以降で紹介し

ます。 
⚫ 生物学の知識がなくても、データを収集し、論理的に推論していけば課題を解くこと

ができます。 
⚫ 課題を説明する段階でわからないことがあれば、いつでも実験者に質問することが出

来ます。 
 
 

これからの手順 
 

1. 皆さんに取り組んでいただく課題について説明します。 
2. 続いて仮想実験室プログラムの操作方法を説明します。 
3. 課題を開始する前に、仮想実験室プログラムを試しに操作します。 
4. 全て理解できたところで、実験を開始します。 
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【実験の詳細】 
 
実験の対象となるのは大腸菌です。 
 
皆さんには、大腸菌の遺伝子からβガラクトシダーゼ（以後 β-Gal(ベータガル)）という酵素
が生み出されるメカニズムを解き明かしてもらいます。 
 

 
背景 
• 大腸菌は、グルコースを栄養分として活動しています。 
• 大腸菌は、自然界に存在する乳糖という物質を分解して、栄養分となるグルコー

スを作り出しています。 
 

 
図１：実験対象の全体像 

 
乳糖を分解するためには、β-Galという酵素が必要になります。大腸菌は、この β-Galを生み
出す遺伝子を持っていることがわかっています。 
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次に、これまでの研究で明らかになっていることを説明します。 
 
●遺伝子のはたらきに関してわかっていること 
 
 

 
図２：I+P+O+という染色体 

 
1. 遺伝子 Xが β-Galを分泌する 

・図２は４つの遺伝子が染色体上に並んでいる様子を示しています。一番右側にあ
るのが、遺伝子 Xです。 
・ 遺伝子 Xは β-Galを分泌することが分かっています。 

 
2. 遺伝子 I, P, O が遺伝子 X を操作して β-Galの分泌量を決定しているらしい 

・ 図２の左側に、3つの遺伝子が並んでいます。I, P, Oの 3つです。 
・ これまでの実験により、この 3つの遺伝子が、遺伝子 Xに作用して β-Gal の分泌
量を決定しているらしいことがわかってきました。 

・ しかし、3つの遺伝子が遺伝子 Xに作用している、そのメカニズムは明らかとな
っていません。これを解き明かすのが目標です。 

・ ただし、遺伝子 X への作用に関わっているのが、I, P, O全てなのか、そのうちの
一部だけなのかも、わかっていません。 

・ また、I, P, Oの間で起こっていることも、わかっていません。 
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次に、この課題を解くために必要な、技術を解説します。 
 
 
１）遺伝子操作技術により、特定の遺伝子を持たない大腸菌を作ることができま

す。 
 
図３を見てください。これは、遺伝子 Iが欠損し、P と O の 2 つだけを持つ大腸菌です。 
 

 
図３：I－P+O+という染色体 

 
この大腸菌を、正常な大腸菌（図２：I, P, O の 3 つを全て持つ）と比較することで、遺伝子
Iの働きを推測することができます。 
 
ただし、一度に一つの遺伝子しか欠損させることができません。 
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2）遺伝子操作技術により、2本の染色体を持つ大腸菌を作ることができます。 

 
図 4（オス：I+,P+,O+, メス：I－,P+,O+） 

 
普通の大腸菌は、染色体を一本しか持ちません。しかし、オスとメスの大腸菌を掛けあわせ
て、染色体が 2 本ある大腸菌を作ることができます。図 4 にあるのは、3 つの遺伝子全てを
持つオスと、遺伝子 Iを持たないメスから作られた大腸菌です。 
 
・染色体が一本の状態を単相(たんそう)、染色体が二本ある状態を複相(ふくそう)といい
ます。 
・遺伝子 Xはメスの染色体にしか存在できません。 
 

 
単相遺伝子と複相遺伝子を比較すると、I, P, O それぞれの遺伝子がもつ特性がわかるかもし
れません。様々なパターンを試し、これらの遺伝子の働きを明らかにしてください。 
 
 
 
 

それでは、ここまでの説明を理解したことを確認するために、 

実際に実験の様子を見てもらいます。 
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事後質問紙 
 

学年：  年 
学部・学科・専攻：                             
性別（丸をつけてください）： 男  ・  女   
年齢：        
 
これから、あなたが課題に取り組んでいるときのことや、あなたが過去に生物学に関わった経験につ
いて、お聞きします。 
 
 
問１．あなたが実験中に考えていたことを思い出してください。 
あなたは、A あらかじめ「遺伝子はこのようなメカニズムをもつだろう」と仮説を立ててから、それ
に合うデータを探そうと実験をしていましたか。それとも、B 実験を繰り返してデータを集め、そこ
からわかったことをもとに、メカニズムに関する仮説を立てようとしていましたか。 
あなたの実験中の考え方に最も近いと感じる番号に、○をつけてください。 
 

 １    ２    ３    ４    ５    ６  
かなり Bに近い  Bに近い  どちらかといえば どちらかといえば  Aに近い  かなり Aに

近い 

                  Bに近い     A に近い 
 
 
問２．高校、または中学校で、生物学に関連する科目を履修しましたか。 
以下のうち、履修したことのあるものすべてに○をつけてください。なお、それ以外にも生物学関連

の科目を履修したことがある場合は、⑦その他に○をつけ、科目名をカッコ内に明記してください。 

 

①生物Ⅰ  ②生物Ⅱ  ③理科基礎  ④理科総合 

⑤生物基礎  ⑥生物  ⑦その他（科目名：   ） 

 

 

問３．大学で、生物学に関連する教科を履修しましたか。 

以下のうち、履修したことのあるものすべてに○をつけてください。なお、それ以外にも生物学関連

の教科を履修したことがある場合は、⑫その他に○をつけ、教科名をカッコ内に明記してください。 

 

①分子生物学  ②遺伝学  ③分子遺伝学  ④集団遺伝学 

⑤免疫学  ⑥栄養学  ⑦病理学  ⑧薬理学  ⑨生理学 

⑩生物学  ⑪生物科学  ⑫（教科名：      ） 

問４．そのほかの日常生活で、生物学に関わった経験がありますか（塾で生物を習ったことがある、

幼いころ趣味で生物の本を読んでいた、親や知人に関係者がいてよく話を聞く、など）。 

はいかいいえに○をつけ、はいと答えた方は、その詳細を枠内に書いてください。 

 

・はい 

・いいえ 

 

 

詳細： 
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問５．あなたは、今回の実験で扱った遺伝子の現象に似ている現象を、知っている、または聞いたこ

とがありますか。 

はいかいいえに○をつけ、はいと答えた方は、その現象の内容を枠内に簡単に書いてください。 

 

・はい 

・いいえ 

 

 

問６．あなたが、ゼミで研究している内容を、簡単に教えてください。（なければ空欄で構いませ

ん。） 

 

 

 

以上で終了となります。実験者をお呼びください。 
  

 

詳細： 
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事後質問紙 
 

学年：  年 
学部・学科・専攻：                             
性別（丸をつけてください）： 男  ・  女   
年齢：        
 
これから、あなたが課題に取り組んでいるときのことや、あなたが過去に生物学に関わった経験につ
いて、お聞きします。 
 
 
問１．あなたが実験中に考えていたことを思い出してください。 
あなたは、A あらかじめ「遺伝子はこのようなメカニズムをもつだろう」と仮説を立ててから、それ
に合うデータを探そうと実験をしていましたか。それとも、B 実験を繰り返してデータを集め、そこ
からわかったことをもとに、メカニズムに関する仮説を立てようとしていましたか。 
あなたの実験中の考え方に最も近いと感じる番号に、○をつけてください。 
 

 １    ２    ３    ４    ５    ６  
かなり Bに近い  Bに近い  どちらかといえば どちらかといえば  Aに近い  かなり Aに

近い 

                  Bに近い     A に近い 
 
 
問２．渡された解答は、あなたが実験をする上で、どの程度役に立ちましたか。 

以下の項目について、それぞれあなたの考えに最も近いと思う番号に○をつけてください。 

 

 

(ア) 渡された解答は、課題を短い時間で解くために役立った。 

 １    ２    ３    ４    ５  
全くそう思わない  そう思わない   どちらとも言えない    そう思う    とてもそう思う 

 

 

(イ) 渡された解答は、いま自分が考えていることを整理するのに役立っ

た。 

 １    ２    ３    ４    ５  
全くそう思わない  そう思わない   どちらとも言えない    そう思う    とてもそう思う 
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(ウ) 渡された解答は、新しい発想を思いつく上で役立った。 

 １    ２    ３    ４    ５  
全くそう思わない  そう思わない   どちらとも言えない    そう思う    とてもそう思う 

 

 

(エ) 渡された解答は、内容がわかりやすかった。 

 １    ２    ３    ４    ５  
全くそう思わない  そう思わない   どちらとも言えない    そう思う    とてもそう思う 

 

 

(オ) 渡された解答は、満足のいく解答であった。 

 １    ２    ３    ４    ５  
全くそう思わない  そう思わない   どちらとも言えない    そう思う    とてもそう思う 

 
 

問３．高校、または中学校で、生物学に関連する科目を履修しましたか。 
以下のうち、履修したことのあるものすべてに○をつけてください。なお、それ以外にも生物学関連

の科目を履修したことがある場合は、⑦その他に○をつけ、科目名をカッコ内に明記してください。 

 

①生物Ⅰ  ②生物Ⅱ  ③理科基礎  ④理科総合 

⑤生物基礎  ⑥生物  ⑦その他（科目名：   ） 

 

 

問４．大学で、生物学に関連する教科を履修しましたか。 

以下のうち、履修したことのあるものすべてに○をつけてください。なお、それ以外にも生物学関連

の教科を履修したことがある場合は、⑫その他に○をつけ、教科名をカッコ内に明記してください。 

 

①分子生物学  ②遺伝学  ③分子遺伝学  ④集団遺伝学 

⑤免疫学  ⑥栄養学  ⑦病理学  ⑧薬理学  ⑨生理学 

⑩生物学  ⑪生物科学  ⑫（教科名：      ） 
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問５．そのほかの日常生活で、生物学に関わった経験がありますか（塾で生物を習ったことがある、

幼いころ趣味で生物の本を読んでいた、親や知人に関係者がいてよく話を聞く、など）。 

はいかいいえに○をつけ、はいと答えた方は、その詳細を枠内に書いてください。 

 

・はい 

・いいえ 

 

 

問６．あなたは、今回の実験で扱った遺伝子の現象に似ている現象を、知っている、または聞いたこ

とがありますか。 

はいかいいえに○をつけ、はいと答えた方は、その現象の内容を枠内に簡単に書いてください。 

 

・はい 

・いいえ 

 

 

問７．あなたが、ゼミで研究している内容を、簡単に教えてください。（なければ空欄で構いませ

ん。） 

 

 

 

以上で終了となります。実験者をお呼びください。 
  

 

詳細： 
 
 

詳細： 
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説明書 

 
【注意】 
 
 
・実験者の指示があるまで開かないで下さい 
 
・読み進める際は実験者の指示に従って下さい。先に読み進めてはいけません 
 
・この説明書には何も書き込まないでください 
 
・説明の中でわからないことがあれば、いつでも実験者に質問することが出来ます 
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概要 
 
これからあなたには、PC上で動く仮想実験室プログラムを使って、分子生物学の実験に取
り組んでいただきます。 
 
皆さんの目標は、PC上での仮想実験を通じて、遺伝子がどのような働きをしているか、そ
のメカニズムを明らかにすることです。 
 
尚、この実験では分子生物学の詳しい知識を持っている必要はありません。 
データを収集し、論理的に推論することで、課題を解くことができます。 
 
 
 

これからの手順 
 
1．この説明書に沿って、皆さんに取り組んで頂く課題内容について説明します 
2．続いて仮想実験室プログラムの操作方法について説明します 
3．説明が終わったら、実験のために別の部屋へ移動します 
4．操作確認のため、実際に仮想実験室プログラムを操作します 
5．実験を開始します 
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課題：大腸菌の遺伝子の働きを解明する 
 
皆さんには、大腸菌の遺伝子がどのように栄養素を分解し、エネルギーへと変えているのか
解き明かしてもらいます。 
 

 
背景 
• 大腸菌は『グルコース』という物質をエネルギーとして活動しています 
• 大腸菌は、自然界に存在する栄養素である乳糖を摂取し分解することで、グルコ

ースを作り出しています 
 

 
図１：乳糖を摂取した大腸菌の図 

 
この乳糖を分解するプロセスで必要になるのが、βガラクトシダーゼ（以後βガル）という
酵素です。大腸菌はこのβガルを分泌することで、乳糖をグルコースに分解しています。 
 
大腸菌のβガル分泌には、複数の遺伝子が関与しているのですが、詳しいことはよくわかっ
ていません。この実験の目的は、大腸菌からβガルという酵素が生み出される遺伝子メカニ
ズムを解き明かすことです。  



 - 41 - 

βガル分泌における遺伝子の働きについて分かっていること 
 
 

 
図２：I+P+O+という染色体 

 
2. 遺伝子 Xが βガルを分泌する 

・図２は４つの遺伝子が染色体上に並んでいる様子を示しています。一番右側にあ
るのが、遺伝子 Xです 

・ 遺伝子 Xは βガルを分泌することが分かっています 
 

2. 遺伝子 I, P, O が遺伝子 X に作用して βガルの分泌量を決定しているらしい 
・ Xの左側に、3つの遺伝子が並んでいます 

・ これまでの実験から、この 3つの遺伝子が、遺伝子 Xに作用して βガルの分泌量
を決定しているらしいことがわかってきました 

・ しかし、3つの遺伝子が X遺伝子にどのように作用しているのかは明らかにされ
ていません 

・ そもそも X 遺伝子への作用に関わっているのが I,P,O 全ての遺伝子なのか、その
うちの一部だけなのかもわかっていません 

・ また、I,P,O それぞれの遺伝子の間で起こっていることについても、何もわかっ
ていません 

 
このように、I,P,O 遺伝子に関しては「βガルの分泌量決定に関与しているらしい」という
ことだけがわかっています。 
 
皆さんには、この I,P,O 遺伝子がどのようなはたらきを持つのか、そのメカニズムを解明し
て頂きます。 
 
次に、この課題を解くために必要な、技術を解説します。 

 
実験中の遺伝子操作について 
 
実験では、遺伝子操作によって、特殊な大腸菌を作ることが出来ます。以下に 2 つのテクニックを紹
介します。 

 



 - 42 - 

■特定の遺伝子を持たない染色体を有する大腸菌を作る 
 
下の図は、I遺伝子が欠損し、P,O,X の 3 つの遺伝子からなる染色体を表しています。 

 
図３：I－P+O+という染色体 

 
この大腸菌を、正常な染色体を持つ大腸菌（図２：I+P+O+）と比較することで、遺伝子 I
の働きを推測することができます。 
 
欠損させることの出来る遺伝子は I,P,O のいずれかです。 
一度の試行において、一つの染色体につき一つの遺伝子のみ欠損させることが出来ます。  
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■二本の染色体を持つ大腸菌を作る 
普通の大腸菌は、染色体を一本しか持ちません（これを単相と呼びます）。しかし、オスと
メスの大腸菌を掛けあわせて、染色体が 2 本ある大腸菌を作ることができます（これを複相
と呼びます）。 
 
二本の染色体のうち、X 遺伝子を持つ染色体は一本のみです。この X 遺伝子を持つ染色体
をメスの染色体、X 遺伝子を持たない染色体をオスの染色体と呼びます。 
 

 
図 4（オス：I+,P+,O+, メス：I－,P+,O+） 

 
図 4 は、3 つの遺伝子全てを持つオスの染色体と、I遺伝子を持たないメスの染色体からな
る大腸菌を表しています。 
 
単相遺伝子と複相遺伝子を比較すると、I, P, O それぞれの遺伝子がもつ特性がわかるかもし
れません。様々なパターンを試し、これらの遺伝子の働きを明らかにしてください。 
 
 
 
 

それでは、続いて実験プログラムの操作説明に移ります。 
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次ページから研究Ⅲ実験 2の最後で参加者が回答した質問項目を載せている 
 



 - 45 - 

識別番号 
正誤 (1=
正、0=誤) 質問 

I1 1 大腸菌が乳糖に反応してベータガルを分泌するためには、I 遺伝子が必要である 

I2 0 I 遺伝子が存在すると、ベータガルの分泌が促進される 

I3 1 I 遺伝子が存在すると、ベータガルの分泌が抑制される 

I4 1 I 遺伝子が存在しないと、ベータガルの分泌量が増える 

I5 1 I 遺伝子が存在しなくても、ベータガルは分泌される 

I6 1 I 遺伝子は O 遺伝子と相互作用して、ベータガルの分泌量を調整する 

I7 0 I 遺伝子は P 遺伝子と相互作用して、ベータガルの分泌量を調整する 

I8 1 I 遺伝子はメスの O 遺伝子と相互作用して、ベータガルの分泌量を調整する 

I9 0 I 遺伝子はオスの O 遺伝子と相互作用して、ベータガルの分泌量を調整する 

I10 0 I 遺伝子はメスの P 遺伝子と相互作用して、ベータガルの分泌量を調整する 

I11 0 I 遺伝子はオスの P 遺伝子と相互作用して、ベータガルの分泌量を調整する 

I12 1 I 遺伝子が存在すると、与えられた乳糖の半分の量のベータガルが分泌される 

I13 1 I 遺伝子が存在すると、乳糖が与えられない限り、ベータガルは分泌されない 

I14 1 I 遺伝子が存在しないと、大腸菌は投与された乳糖を認識できない 

I15 1 I 遺伝子のみではベータガルの分泌量の制御はできない 

I16 1 ベータガルが正常に分泌されるためには、オスとメスのどちらかに I 遺伝子が存在すれば良い 

I17 0 複相遺伝子の場合、オスとメスの両方に I 遺伝子が存在しないとベータガルは分泌されない 

I18 1 複相遺伝子の場合、I 遺伝子がオスの遺伝子にのみ存在していても、ベータガルの分泌量の調整を行うことができる 

I19 0 I 遺伝子は P 遺伝子と O 遺伝子の両方と相互作用して、ベータガルの分泌量を調整する 

I20 0 I 遺伝子は O 遺伝子と同じ働きをしている 

I21 0 I 遺伝子は P 遺伝子と同じ働きをしている 

I22 0 I 遺伝子が存在していると、乳糖の分解が早くなる 

I23 0 乳糖が大腸菌に投与されると、I 遺伝子の働きが抑制される 

I24 1 I 遺伝子が存在しない場合、分泌されるベータガルの量は、投与された乳糖の量と関係がなくなる 

I25 0 オスの I 遺伝子はベータガルの分泌量を増加させる働きを持つ 

I26 1 オスの I 遺伝子はベータガルの分泌を抑制する働きを持つ 
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識別番号 
正誤 (1=
正、0=誤) 質問 

   

I27 0 オスとメスの両方に I 遺伝子があると、その働きが強まる 

P1 0 大腸菌が乳糖に反応してベータガルを分泌するためには、P 遺伝子が必要である 

P2 0 P 遺伝子が存在すると、ベータガルの分泌が促進される 

P3 0 P 遺伝子が存在すると、ベータガルの分泌が抑制される 

P4 0 P 遺伝子が存在しないと、ベータガルの分泌量が増える 

P5 1 P 遺伝子が存在しなくても、ベータガルは分泌される 

P6 0 P 遺伝子は O 遺伝子と相互作用して、ベータガルの分泌量を調整する 

P7 0 P 遺伝子はメスの O 遺伝子と相互作用して、ベータガルの分泌量を調整する 

P8 0 P 遺伝子はオスの O 遺伝子と相互作用して、ベータガルの分泌量を調整する 

P9 0 P 遺伝子が存在すると、与えられた乳糖の半分の量のベータガルが分泌される 

P10 0 P 遺伝子が存在しても、乳糖が与えられない限り、ベータガルは分泌されない 

P11 0 P 遺伝子が存在しないと、大腸菌は投与された乳糖を認識できない 

P12 0 P 遺伝子のみではベータガルの分泌量の制御はできない 

P13 0 ベータガルが正常に分泌されるためには、オスとメスのどちらかに P 遺伝子が存在すれば良い 

P14 0 複相遺伝子の場合、オスとメスの両方に P 遺伝子が存在しないとベータガルは分泌されない 

P15 0 複相遺伝子の場合、P 遺伝子がオスの遺伝子にのみ存在していても、ベータガルの分泌量の抑制を行うことができる 

P16 0 P 遺伝子は O 遺伝子と同じ働きをしている 

P17 0 P 遺伝子が存在していると、乳糖の分解が早くなる 

P18 0 乳糖が大腸菌に投与されると、P 遺伝子の働きが抑制される 

P19 0 P 遺伝子が存在しない場合、分泌されるベータガルの量は、投与された乳糖の量と関係がなくなる 

P20 0 オスの P 遺伝子はベータガルの分泌量を増加させる働きを持つ 

P21 0 オスの P 遺伝子はベータガルの分泌を抑制する働きを持つ 

P22 0 オスとメスの両方に P 遺伝子があると、その働きが強まる 

O1 1 大腸菌が乳糖に反応してベータガルを分泌するためには、O 遺伝子が必要である 

O2 0 O 遺伝子が存在すると、ベータガルの分泌が促進される 
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識別番号 
正誤 (1=
正、0=誤) 質問 

   

O3 1 O 遺伝子が存在すると、ベータガルの分泌が抑制される 

O4 1 O 遺伝子が存在しないと、ベータガルの分泌量が増える 

O5 1 O 遺伝子が存在しなくても、ベータガルは分泌される 

O6 1 O 遺伝子が存在すると、与えられた乳糖の半分の量のベータガルが分泌される 

O7 1 O 遺伝子が存在すると、乳糖が与えられない限り、ベータガルは分泌されない 

O8 0 O 遺伝子が存在しないと、大腸菌は投与された乳糖を認識できない 

O9 1 O 遺伝子のみではベータガルの分泌量の制御はできない 

O10 0 ベータガルが正常に分泌されるためには、オスとメスのどちらかに O 遺伝子が存在すれば良い 

O11 0 複相遺伝子の場合、オスとメスの両方に O 遺伝子が存在しないとベータガルは分泌されない 

O12 0 
複相遺伝子の場合、O 遺伝子がオスの遺伝子にのみ存在していても、ベータガルの分泌量の抑制を行うことができ

る 

O13 0 O 遺伝子が存在していると、乳糖の分解が早くなる 

O14 0 乳糖が大腸菌に投与されると、O 遺伝子の働きが抑制される 

O15 1 O 遺伝子が存在しない場合、分泌されるベータガルの量は、投与された乳糖の量と関係がなくなる 

O16 0 オスの O 遺伝子はベータガルの分泌量を増加させる働きを持つ 

O17 0 オスの O 遺伝子はベータガルの分泌を抑制する働きを持つ 

O18 0 オスとメスの両方に O 遺伝子があると、その働きが強まる 
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2.1 本文では紹介しなかった学習戦略 

who戦略 (Coussi-Korbel & Fragaszy, 1995) は霊長類の観察研究からある任意の個体が社会学習

を行う確率は参考としている他個体との社会的な関係 (階級社会のどこに位置するかや、親類で

あるかなど) や性別、年齢などによって社会学習を行う確率が変動し、そうして変動が社会全体

の文化の変動に影響を与えると考えた。この観察研究などに続いて、進化生物学者や進化人類

学者は動物界、及び人間は誰からより学びやすいのかについて多くの研究が残された。 

 上記の観察研究からも明らかなように、who 戦略は数多くの戦略が一緒にまとめられてい

る。その中でも最も単純な戦略が成功者バイアス (copy the most successful/ pay-off bias) である。

この戦略では、一つ前の世代の個体、または同世代の個体の中から最も成功している個体の文

化をそのまま学習1する (Schlag, 1998; Laland, 2004)。もし、何を成功と呼ぶかが明確であり、成

功している他者が他の個体から見て明確な場合はこの学習戦略は好んで使われることが知られ

ている (Mesoudi, 2011)。また、こうしたバイアスを持った個体に占められた集団の文化はすぐに

多様性がなくなり、皆が同じ形質の文化を持ち始めることが知られている (Mesoudi & O’Brien, 

2008)。 

 しかし、成功している個体がわかっていたとしても、なぜその個体が成功しているのかがわ

からない場合や、そもそも誰が成功しているのかがわからない状況などは現実の世界ではよく

あることである2。こうした場合は成功者バイアスが使えない。よって、他のバイアスが使われ

                                                           
1 文化進化学、特に文化遺伝学者はこうした場合、学習という用語よりも「模倣 (copy/ imitate) 
する」を好んで使用する。その理由は、個体から個体へと文化が伝達される場合、ほとんどの
劣化や変化がなく伝達されることを想定し、個体が教育なしに劣化のない伝達を行える最たる
例が模倣だからである。ただ、模倣だとかなり限定された状況を暗黙のうちに想定してしまう
可能性があるため、本論文では模倣ではなく学習と言い換えて使用する。 

2 Schlag (1998) は成功者バイアスが実際に成功している人を正確に知ることができれば適応的で
あるが、誰がどれほど成功しているかの情報にノイズがかかる場合、最も成功している他者で

はなく、自分より少しでも成功している人から学習したほうが適応的であることを実験から示
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る。代表的な戦略が二つあり、どちらも心理学では馴染みのある戦略である。一つが名声バイ

アス (prestige bias) であり、もう一つが同調 (頻度) バイアス (conformity bias/ frequency bias) であ

る。 

 名声バイアスでは、他の個体が高い評価をつけている個体の文化を学習することを指す 

(Henrich & Gil-White, 2001)。誰が成功しているのかが不確実な場合、他の個体の他個体に対する

評価はシグナルとして機能する。もし、成功者と最も評価の高い個体が一致していれば、成功

者バイアスと似た集団的振る舞いが観察される。人間は幼少から名声バイアスを持ち (Chudek, 

Heller, Birch, & Henrich, 2012)、不確実な場面では名声バイアスをよく使うことが実験から明らか

になっている (Atkisson, O’Brien, & Mesoudi, 2012)。 

 一方、同調バイアスは文化進化学で最も勢力的に研究されているバイアスの一つである 

(Richerson & Boyd, 1985; McElreath, Lubell, Richerson, et al., 2005; Hoppit & Laland, 2013)。同調バイ

アスとは、集団の中で多くの個体が持つ文化を過剰に学習するバイアスのことを指す (McElreath 

et al., 2005)。Richerson & Boyd (1985) ならびに Henrich & Boyd (1998)、 Henrich (2002) では社会学

習が自然選択によって選択されるような状況下では同調バイアスも同時に進化しやすいことを

数理モデルによって示した。実証的な研究としては (Efferson, Lalive, Richerson, McElreath, & 

Lubell, 2008) の研究がよく知られる。 Efferson et al. (2008) では参加者は赤か青のボタンのうち最

も利得が高いと期待できるボタンを押した。利得は正規分布から生成され、一方のボタンのほ

うがもう一方よりも常に期待値が高いように設定されてあった。社会学習を行える参加者は事

前にこの課題を行った 5人の参加者押したボタンを知ることができた。社会学習を行える参加者

の多くは同調バイアスを示し、個人学習を行った参加者の中で多数が押したボタンを過度に見

                                                           
した。この自分よりも成功している個体から学習する戦略は copy-if-better戦略として知られ、
様々な状況下で適応的な振る舞いができることが数理シミュレーションなどから示されている 
(Rendell et al., 2010)。 
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積もって参考にしていたことがわかった。つまり、個人学習を行った参加者たちの回答が赤 5、

青 0であったとしても赤 3、青 2だっとしても高い確率で多くの参加者が選んだ選択肢をそのま

ま真似て選ぶ傾向があることがわかった。また、この実験では同調バイアスを示さなかった参

加者もいた。こうした参加者は平均すると同調バイアスを示さなかった参加者よりも平均利得

が低かったことから、同調バイアスが適応的であることが示唆された。 

when戦略 人はどのようなときでも社会学習を行うわけではない。例えば、自分の方法が他の

個体が使っている方法よりもうまくいくと信じている個体は社会的な学習をそもそも行わない

だろう。逆に自分の方法が正しいのかわからない場合や自分の知っている方法に不満を感じて

いる場合などは他者の行っている方法を学ぶ可能性が高くなるだろう。つまり、状況に応じて

人間は社会学習を行うのか個人学習のみ使うのかが異なるだろう。こうした戦略は when 戦略と

していくつか重要な知見が知られている。 

 代表的な戦略は、 copy when uncertain 戦略と copy if better 戦略である(Rendell, et al., 2010; 

Hoppitt & Laland, 2013; Mesoudi, 2011)。Copy when uncertain 戦略は自分の既存の方法が最大の利

得を生み出しているか不確実な状況や、そもそもどの方法を使えばいいかわからない状況など

で社会的な学習を行おうとする戦略である。この戦略はあくまで不確実時に社会的な学習を行

うことをさすため、社会学習の方法は場合によって上記の名声バイアスや同調バイアスを使っ

たりする。つまり、状況に応じて他の戦略と組み合わせる。例えば人間は不確実時のみに同調

バイアスを使う戦略などは数多くの実験で示されている。McElreath et al. (2005) は Efferson et al. 

(2008) と似た課題を用いた。この実験の課題では参加者が二つの選択肢から一つを選ぶ際、他の

参加者が過去にどの選択肢を選んだかを閲覧してから選び、選んだ選択肢に応じて得られた利

得が示された (Efferson et al. (2008) では個人の選んだ選択肢の利得は表示されていない)。また、

この実験では環境変動を入れて、最大利得が得られるボタンが課題の途中で変わったりする条

件と環境変動がなく、最大利得が得られるボタンが固定である条件を設けた。その結果、どの
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条件でも同調バイアスは見られ、多数が選んだ選択肢を自らも選ぶ傾向が見られたが、環境変

動がある条件でより同調バイアスは見られた。つまり、個人学習による利得の最大化が難しい

場面で同調バイアスを使う傾向が強くなったことが示された。 
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2.2 美術進化の具体例 

美術進化の歴史 美術が進化の枠組みで研究できることは技術が進化の枠組みで研究できると

指摘される (Basalla, 1988) よりも前から主張されてきた (美術では Haddon, 1914; 文芸では

(Martindale, 1986)。生物学者のアルフレッド・ハドン (Haddon, 1914) は装飾品  (decorative art) に

着目し、歴史的に変化していった装飾品は進化論の枠組みで捉え直すことができることを初め

て主張した研究者である。装飾品に用いられるパターンは社会の中で継承される文化である。

こうした文化は社会間で異なり、かつ社会内である程度一貫することが知られることから、こ

うした装飾は忠実な文化伝達によって維持されていると推測できる。しかし、必ずしも毎世代

同じようなパターンが描かれるというわけではなく、若干の変化が世代とともに伴い、場合に

よっては何かしらの淘汰圧がかかることによってある方向へと作品が進化していくことを 

Haddon (1914) は論じた。 

図 2.2.1 Haddon (1914) がチリクイ部族から収集した装飾パターンの一部。すべてのパターンは
もともとワニを示す具象的なパターンから始まったとされる。  
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 例えば図 4.5.1 では Haddon (1914) が中央アメリカのチリクイ (Chiriqui) 部族から収集したお皿

などを装飾する柄を示している。ここに図示されているすべてのパターンの大本は図 4.5.1 a の

「ワニ」である。このワニは繰り返し装飾品に描かれる中でいくつかの独特のパターンへと進

化したと Haddon (1914) は考えた。一つの系統は図 2.2.1 a から d まで続くパターンで、ここでは

ワニの頭と尻尾を表す部分が対称的に描かれるようになった結果、最終的にはワニと判別でき

ない抽象的なパターンへと進化していった。他にも 図 4.5.1 e から j では同じようにワニのパタ

ーンから始まっているが、輪郭が強調されるようになり、最終的にワニは消え、抽象的な波柄

のみが描かれるようになっている。Haddon (1914) はこうした文化伝達による「抽象化 (iconic)」

を複数の事例の中から見つけ出し、装飾品は抽象的なパターンを描くよう、なにかしらの淘汰

圧がかかっているだろうという結論を導き出した。この装飾の抽象化に似た現象は言語進化で

も最近になって報告されている (Fay & Ellison, 2013)。 

 こうした進化のプロセスは必ずしも装飾品にのみ当てはまるものではない。例えば、絵画に

も同じように遺伝、突然変異、淘汰圧による進化が起きていることが伺える。例えば、中野 

(2011) は日本で描かれた鳳凰に着目した。鳳凰ははじめ中国で始めるようになった神獣であり、

様々な時代の画家が多様な方法で描いたことで知られている。特に、鳳凰の足は大まかに二つ

の方法で描かれていた。漢代から描かれている方法は三前趾足と呼ばれ、地につく４本の指の

図 2.2.2 三前趾足と対趾足の例。左が墓門右門扇画像の一部 (後漢)。右が色絵鳳凰図大皿 
(1640~50年代)。 
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うち３本が前、１本が後ろを向いている (図 2.2.2 a)。この形の足は多くの鳥類が共通して持って

いる形質である。もう一方が対趾足と呼ばれ、２本が前、２本が後ろを向き、主にオウムなど

に見られる (図 2.2.2 b)。鳳凰図は日本で描かれ始めた頃では、漢代に習い三前趾足が採用されて

いた。しかし、江戸時代に入ると宋代で描かれるようになった対趾足が大阪と長崎で描かれる

ようになる。この対趾足を日本で描き始めた画家は大岡春卜、ならびに橘守国と江戸初期を代

表する町絵師であった。彼らが描いた鳳凰の書き方は瞬く間に広まり、今まで三前趾足で描か

れていた鳳凰の足は対趾足に塗り替えられていった。つまり、この例から絵画においても、遺

伝（伝達）と変異（三前趾足から対趾足へと変異する）、さらに進化（対趾足へ変異したあと

対趾足が広まった）が見られることがわかる。 

 美術史家は進化論の用語を用いていないが絵画が遺伝、突然変異、淘汰圧によってある方向

に絵画が進化していくことを考察している。その中でもわかりやすい例が上記でも示した江戸

時代の日本絵画、特に浮世絵である。江戸時代の浮世絵は数多くの作品が世界中で保管されて

いるため、データが豊富であり、かつ絵画から誰が誰を参考に描いたかがある程度推測できる

ため、絵画の進化を理解するために使用しやすい。また鈴木重三のように、進化論の用語を用

図 2.2.3 橘守国による唐獅子 (左, 1720) と初代歌川豊国の獅子 (右, 1812)。 
 



 - 52 - 

いていないが、似たような関心から浮世絵を考察した研究者が多くの資料を残している (鈴木, 

1972; 中山, 2014)。よって、以下では紙面を割いて、浮世絵に見られる美術の進化を具体的に記

述していく。 

4.5.2 累積的美術進化 

浮世絵とは 浮世絵とは主に江戸中期から明治初期までに江戸や大阪、京都の町絵師が中心と

なって描いてきた絵画の総称である。浮世絵の中には二大分野と呼ばれる役者絵と美人画の他

に例えば風景画、武者絵、花鳥画、戯画、風刺画などが含まれ、こうした画風はすべて 19世紀  

(幕末頃) には確立されていたと言われている (中山, 2014)。しかしこうした絵画は突如として日

本で誕生したわけでなく、町絵師たちによる忠実な文化伝達と試行錯誤などから生まれる突然

変異によって徐々に多様化していったことが伺える。では浮世絵はどのように確立されていっ

たのか。その背後にあるメカニズムは文化進化学で扱えるような進化のアナロジーで考えるこ

とができるのだろうか。 

浮世絵の伝達：刺激の模倣 まず、町絵師はある派閥に属していた (e.g. 歌川派、鳥居派など) か

否か (e.g. 伊藤若冲、葛飾北斎、大岡玉山など) に問わず駆け出しの時期では今までの偉人が残し

た絵画の忠実な模倣から始めていたことがわかっている。忠実な模倣はランダムに作品を選ん

で模倣するのではなく、大抵の場合絵手本や粉本 (以後、総称として絵手本を使用する) と呼ば

図 2.2.3 春卜による少年と牛 (左、1740) と国貞による少年と牛 (右、1830)。 
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れる参考書にかかれている描法の忠実な模倣から始まったとされている。絵手本とはもともと

中国や朝鮮から伝来してきたもので、それを本格的に広めたのは狩野派の日本画家であった橘

守国や大岡春卜、吉岡周山であったとされている。 

 特に守国の絵手本「絵本写宝袋 (1720)」や春卜の絵手本「画巧潜覧」は後世にも非常に人気で

あり、多くの浮世絵師の手によって模倣されていることが知られている (図 2.2.2)。例えば、守

国作の「絵本写宝袋 (1720)」巻之九・上 (4 丁・裏) は初代歌川豊国によって模倣され、「妹背山

長柄文臺 (文化 9 年・1812) 」後編中冊 (10 丁・裏) における獅子の図に大きな影響を与えていた

ことがわかる (図 4.5.3)。中山 (2014) 曰く、「唐獅子の 渦模様や鬣、尾の巻き毛などに改変をく

わえておらず、本画風の筆触をそのまま踏襲している (p. 10)」とし、これら 2つの作品おける類

似性を紹介している。しかし、似ているだけでなくそこにははっきりとした試行錯誤の痕跡も

見られる。守国の唐獅子のたてがみは躍動感あふれる体の動きに反してそこまでの動きを見せ

ないのに対し、豊国の獅子のたてがみは獅子の飛び立った方向を示すかのようにたなびいてい

る。 

 他にも、春卜の絵手本である「画巧潜覧 (元文 5 年・1740)」巻之四 (19 丁・裏、20 丁・表) を

模倣したとされる作品として歌川派の歌川国貞が挿絵を担当した「恵土錦廓春風 (天保元年・

1830頃 )」前編 (1 丁・裏、2 丁・表) などが知られている (図 4.5.4)。これらの作品では木の上で

寝そべる少年とその下で横たわる牛が描かれているのだが、少年、木、牛のすべての描き方そ

のまま模倣されていることがわかる (中山, 2014)。重要なのは、ただ構図が似ているというだけ

でなく、筆の使い方さえも精巧に模倣していることがこれらの作品からはわかる。しかし、上

記の例のように完全に似ているというわけではなく、違いもある程度確認できる。例えば、木

と少年の配置が二つの絵画で違うことがひと目でわかる。春卜の方では、少年は牛と距離があ

るのに対し、国貞の絵画では牛の真上に見下ろすように寝そべっていることがわかる。しか
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し、枝の伸び方や、少年の体を支えている足の位置などはほとんど変わらずに描かれているこ

とがわかる。 

 絵手本による模倣という意味では、同じ時期に活躍していた狩野派と町絵師ではさして差は

見られないが、町絵師による浮世絵を一層際立たせるのは西洋の模倣も行ったことである。例

えば透視法で知られている遠近法の描法はもともと中国から渡来し、日本では浮絵3として親し

まれていた。中国から伝達された絵画の多くが劇場図であったため、浮絵を日本で創始したと

自称する奥村政信などは市村座などの劇場をこの浮絵描法を用いて書いたことで有名である。

政信や菱川師宣といった初期の浮世絵師がどのように中国の透視法を用いた絵画を参考にした

かは定かでないが、こうした初期の浮世絵師の努力は後世に受け継がれ、歌川派の創始者であ

る歌川豊春の時代では描法が確立されたといっていいほどの浮絵描法をつかった絵画が多く誕

生する。 

浮世絵の伝達：教育 伝達経路という意味では、絵画の模倣以外にも重要な役割を担っていた

とされるのが教育である。日本画の歴史において、本格的に教育が施され始めたのは狩野探幽

が京都から江戸に移ってからだとされている。探幽は江戸時代に入り政権が安定したことで急

増した受注をこなすために、血族のみに継承してきた描法を多くの門下に教えたとされてい

る。つまり、日本において初めてルネサンス期に見られたような絵画作成における大規模工房

化が生じたのである。探幽は多くの門下に絵手本を用いた模倣学習を推進させ、誤った箇所な

どを探幽や熟練した弟子が修正することで描法の保全を図ったとされる。 

 こうした大規模工房は世代交代を行っても描法を保全できるため、重要であったとされてい

る反面、探幽以降の狩野家の絵画は「保守的」であり「つまらない」とも評されることがある

                                                           
3 浮絵と呼ばれる由来は「「むかふへくぼみて見ゆ」る奥深い空間に、前景の事物が浮いて見
え」るような絵画であるからであるとされる (cf. 岸, 2004)。 
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ように変化が乏しくなったことで知られている。例えば、1693年に狩野永納が書いた「本朝画

史」では「本雪舟ノ風ヲシレタヒテ狩野ノ風ヲ一変セルモノナリ」と探幽を絶賛しつつも、そ

の後に彼の後世では彼ほど秀でたものが出なかったことを指摘している (cf. 安村, 2013)。同じ

く、1804年に伴蒿蹊によって版行された「閑田次筆」では探幽の絵画を「うはべかろしくし

て、しかも千斤の力」と評するものの、以降の江戸狩野家の絵画は「ただうはべのかろきと、

形をのみ」と評し、形はできているがそこには探幽ほどの力強さがないと酷評した。探幽亡き

あと、狩野家の停滞は探幽の甥である常信が成長し切るまで続いたとされる。しかしながら、

安村 (2013) が指摘するように、絵手本学習と教育がなければ、常信に見られるような復活はあ

りえなかっただろうし、また江戸狩野派が江戸狩野派たらしめられたのも、こうした絵手本学

習と教育が狩野派の内部で保全されていたからである可能性は高い。よって、一概に絵手本学

習とそれに基づく教育は否定出来ないのである。 

 さらに絵手本学習とそれに強く結びついている教育が否定できない理由は二つある。まず一

つに、橘守国、大岡春卜、尾形光琳や伊藤若冲といった町絵師も元をたどると狩野派で教育を

受けて独立したことがわかっている (中野, 2011; 中山, 2014)。つまり、狩野派で得られた技術を

発展する形で若冲などは自分の描法を大成したのである。もう一つは、絵手本学習に基づいた

教育は狩野派に限らず行われており、土佐派にも円山派にも、そして町絵師内でもこうした教

育プログラムがあったことが知られている。顕著な例が歌川派である。歌川豊春から始まる歌

川派では、探幽と同じように絵手本学習に基づいた教育が使用され、先述した守国や春卜とい

った狩野派の絵手本のみならず、北斎が手がけた「北斎漫画」を使用したことがわかってい

る。すなわち、探幽以降の狩野家の没落は絵手本学習に基づく教育以外にもとめなくてはなら

ない。すなわち、文化伝達の方法ではなく、町絵師による浮世絵と狩野家による日本画で異な

る淘汰圧がかかっていた結果、一方は隆盛し、一方は没落した可能性が考えられる。 
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浮世絵における淘汰圧 狩野家、特に奥絵師と呼ばれる狩野四家 (中橋狩野家、木挽町狩野家、

鍛冶橋狩野家、浜町狩野家) は幕府の庇護を受けており旗本と同じほどの権力をもっていたとさ

れ、将軍のお目見えの際は画家であるものの帯刀が許されていた。この奥絵師とその次に格式

が高かった表絵師は主に障壁画や寺院の天井画など大規模な受注を受けていた。こうした場面

で狩野家が求められていた仕事は新奇性の追求よりも安定継続の意味を込めて、従来と変わら

ない絵を書くことであったとされる (安村, 2006)。つまり、主だった狩野家へかかっていた淘汰

圧は、新しい物を描くことでも、より美しい物を描くことよりも、今までと変わらない物を描

くことであった可能性が考えられる。すると、絵手本学習がなによりも重視され、その結果、

小林 (1975) の言う、「質画」よりも「学画」の重視が生じたと考えられる。質画とは探幽のよ

うな天才が想いのまま描く絵画を指し、学画とはある程度の修練を積めば凡才でも描ける絵画

のことを指し、狩野家が学画を目指した結果、同じような絵画が描かれ続けるようになった

が、美術品としての評価は低迷したと考えた。 

 一方、町絵師、または狩野家の中でも町狩野と呼ばれる町民のために絵画を書いていた集団

は奥絵師や表絵師といった御用絵師とはまったく異なる淘汰圧がかかっていた可能性が考えら

れる。町絵師の場合、将軍家や旗本といった限られた人々に対して描くだけでなく、江戸町民

や京都民といった不特定多数が見ることが前提であった。特に江戸町民は新奇性を好む傾向が

強いと呼ばれ、御用絵師たちにかかっていた保守的な淘汰圧とは真逆の淘汰がかかっていた可

能性が考えられる。例えば先述した浮絵は当時の日本では一度も見られなかった描法であり、

一度使われ始めたら多くの絵画が使われるようになった。それだけでなく、浮絵を新奇的であ

り、話題を読んだことは浮絵が一大事件であると取り上げられたことからもわかる (岸, 2004)。 

 新奇性だけでなく、同じように重視されていたとされるのが躍動感といった動きを表す描法

である。主に町絵師の絵は挿絵に使われたり、役者絵や武者絵に使われたことからもわかる通

り、何かしらの物語の一部分をその絵で伝えることが求められていた。また、肉筆と呼ばれる
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一点物の絵画以外に、町民に浮世絵が広まった原動力となったのが多色刷りの木版画錦絵の誕

生である。木版の場合、線によってものを強調することが必要であった。その結果、線の描法

が多彩になり、さまざまな動きなどを線で描くことができるようになった。そうした線の影響

は西欧に渡り、グラフィックアートの単純のきっかけになったと言われている。実際、西欧に

おいてポスターが広まると同時に、こうした線を強調した絵は、ひと目見ただけで目を惹くこ

とから従来のカリカチュア的な描法より多用されたとされる。 

まとめ ここまでで、浮世絵の歴史を通して美術においても進化のアナロジーが使えることを

示した。少なくとも江戸時代の浮世絵の世界では過去の偉人の絵画を模倣することで描法を学

ぶことが知られ、絵画集団に所属していた場合は師の指導のもとで模倣を行うことで描法を学

習していたことがわかった。現代の美術大学などでもデッサンは重要な役割を担っており、美

術館に行き、作品を模倣することは強く奨励されている。つまり、刺激強化と教育によって美

術は世代から世代へと伝達されていることがわかった。さらに、浮世絵が絵師から絵師へと伝

達される過程で変異を起こし、徐々に変わっていくことがわかった。ただ、変異したどの絵画

も平等に存在していたのではなく、町民の趣味に応じて新規性の高い絵画が数多く残されたこ

とがわかった。しかし、浮世絵の進化の中では累積的に描法が進化したかについては明確な答

えを見つけることができない。それは歴史的資料が累積性を示しているかいないかを断定でき

るほど大量に蓄積されていないからである。しかし、異なる時代、国では大量の資料が残って

いることから累積性がある程度起きていたことを示すものがある。それが事項で説明するイタ

リアのルネサンスである。 

4.5.3 ルネサンスにおける累積的美術進化 

 芸術は遺伝と突然変異を繰り返しながら多様化し、様々な形質を残してきた文化であること

が浮世絵の進化についての節によって明らかになった。では、芸術は技術のように累積的に進
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化している文化と言えるのだろうか。多くの芸術史学者が論じているように、芸術は様々な時

代背景によって何が芸術として求められているかが異なるため、石器時代から現代にかけて

徐々に蓄積されていった文化であると断定することは極めて難しい。美術において何が累積的

進化を促す淘汰圧になっているのかといった問は芸術史学や分析美学では問われてこなかっ

た。しかし、美術における淘汰の問題意識はよく時代と雇い主、そして芸術家といった三者関

係で論じられることが多く、芸術家は美を追求するが、時代や雇い主との関係上、他の要素 (た

とえばビザンツ様式の場合キリスト教絵画に従って平面的に書かなければいけないなど) を取り

入れなくてはならない場合がある (e.g. Hauser, 1951)。 

 そうした中でも、政変による規制の緩和などで芸術家が自由に美的なものを追求することが

でき、かつそうした追求によってある方向へと芸術作品が累積的に進化していったことを示す

具体例が歴史の中でもいくつか垣間見える。以下ではわかりやすい例としてルネサンス期にお

けるイタリアの芸術進化を挙げる。 

ルネサンスとは ルネサンス期とその前の時代とされる中世をどのように線引きそればよいの

かについては長きにわたる議論が存在するので割愛するが、少なくとも大筋の合意があるとす

れば、ルネサンス期とはトレチェント (14世紀) からセイチェント (17世紀) まで続き、最盛期が

クアトロチェント (15世紀) やチンクエチェント (16世紀) であるとされる。少なくとも、芸術、

とりわけ視覚芸術はトレチェントからチンクエチェントまでの間に大きな変化を遂げている。
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それはそれ以前の絵画には見られないような写実性や自然性がさまざまな技法を駆使して表現

されていることである。つまり、ルネサンス期の芸術を評価するならば、従来の「象徴一本槍

ではなくなり、超越的事実との関連抜きでただ現世的事物をそのまま描き出すだけで意義と価

値とをうるように (Hauser, 1995)」なった。では具体的にどのような技法が累積的に進化したの

だろうか。 

ルネサンス期の累積的芸術進化の例 ルネサンス期に誕生、または大幅な改良がなされた技法

の中で特に重要でかつ時代とともに徐々に精緻化されたものとして知られているのが、4大技法

として知られるキアロスクーロ (Chiaroscuro)、スフマート (Sfumato)、カンジャンテ 

(Cangiante)、ウニオーネ (Unione)、そして遠近法・空気遠近法 (Perspective)である。本論文では

特にキアロスクーロと二つの遠近法について言及する。 

図 2.2.5 キアロスクーロの例。左がマサッチオの「楽園追放 (1426-1427)」。右がラファエロの
「ラ・フォルナリーナ (1518-1520)」。 
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 キアロスクーロ (Chiaroscuro) とは明暗を使い分けて登場人物などに立体感を付与する方法を

指す (図 2.2.5)。元々、ローマ帝国後期の紫色に染められたベラム革 (Vellum) を使った写本をル

ネサンス期で復活させたものである。ルネサンス期ではマサッチオ (Masaccio) がこの技法を使

って登場人物に立体感や感情を表現するために使用したことで有名である。しかし、キアロス

クーロが精緻化され、本格的に使い分けされ始めるのはマサッチオのトリチェントではなく、

チンクエチェントである。 

 盛期ルネサンスにおけるラファエロは二つのキアロスクーロを使い分けることで有名であ

る。一つが光の射し方によってグラデーションを表現する方法である。もう一つが人物と、背

景の植物の配色を使い分けることで人物像をより鮮明に描き出す方法である。同じようにダ・

ヴィンチもキアロスクーロを使うことで有名であり、「白貂を抱く貴婦人 (図 4.5.6)」などはラ

ファエロ同様の技法を彼が使っていたことを印象づける。また使い分けはマニエリスムにおけ

図 2.2.6 キアロスクーロの例。左がダ・ヴィンチの「白貂を抱く貴婦人 (1490)」。右がジョバン
ニ・バグリオーネの「聖愛と俗愛 (1602)」。 
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るジョバンニ・バグリオーネなどが巧みに使うことで名高く、まるで写真によって撮られたか

のような立体感と躍動を感じさせる (図 2.2.6)。 

 ルネサンス期におけて最初に透視法を用いたとされるのがトレチェントのジョット (Giotto) で

ある。彼と彼の弟子であるロレンツェッティ (Lorenzetti) はともに遠近法を追求したが、数学的

にみても直感的に見てもいびつな部分があることがわかる (図 2.2.7)。透視法を発展させたのは

トレチェントにおいてジョットの影響を受けたとされるマサッチオである。彼が描いた「聖三

位一体」は当時の遠近法の技術の最高峰のものである (図 2.2.7)。回廊を下から見た構図が写実

的であり、かつそれが前に貼り付けにされたキリストを際立たせている。しかし、それでも絵

画の全体と回廊の角度を見たとき、不均一な遠近になっていることがわかる。また、マサッチ

オと同じくクワトロチェントの初期ではピエロ・デラ・フランチェスカ (Piero della Francesca) な

どが独自に透視法を研究し、一人で空気遠近法を完成させた。空気遠近法とは遠ざかるほど物

体がぼやけて見える現象であり、彼の「ウルビーノ公夫妻の肖像」などにはそうした仕組みが

図 2.2.7 透視法の例。左がジョットの「カナの婚礼 (1304-1306)」。右がマサッチオの「聖三位
一体 (1427)」。 
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巧みに使われている事がわかる (図 2.2.7)。最終的にこうした試行錯誤はダ・ヴィンチによって

大成される。彼の「カーネーションの聖母」を見れば明らかなように、ジョットから継承され

た透視法とフランチェスカによって開発された空気遠近法を組み合わせている (図 2.2.8)。つま

り、透視法と空気遠近法がそれぞれジョットとフランチェスカによって開発され、およそ 100年

の時を経て、ダ・ヴィンチによって大成されたのである。 

ルネサンス期の緩やかな淘汰圧の変化 前の節では浮世絵が多様化し、構成に影響を与えるま

で進化した原因、または淘汰圧として、江戸町民などが新奇性追求の精神が強くなったこと

と、技術革新の結果として躍動感あふれる描法が確立されたことを挙げた。ではルネサンス期

においてキアロスクーロや透視法を累積的に進化させた淘汰圧はなんだったのか。その背景に

図 2.2.8 空気遠近法の例。ピエロ・デラ・フランチェスカの「ウルビーノ公夫妻の肖像 (1452-
1458)」。 
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はイタリアにおける政治・経済的な要因とそうした社会的な要因によって現れた人々の価値観

の変化がした要因の二つがあるとされる (Hauser, 1951)。 

 政治や経済の面ではイタリアは非常に恵まれていたと言える。地中海貿易で覇権を握っただ

けでなく、十字軍の収容拠点としてあり続けた結果、西洋諸国の資金がイタリアに集中するこ

とになった (Henri, 2004)。それだけでなく、そうした資金の効率的な運営のために世界初の銀行

がメディチ家によって創設された。また、イタリアは歴史的に見ても騎士制度や封建制度が発

達しなかったため、富豪階級を中心とした都市国家が隆盛した。その結果、複数の富豪が競っ

て芸術家のパトロンになろうとし、芸術家の発達に大きく寄与することになる。つまり、芸術

家のパトロンが王家や宗教団体から富豪へと変化していったのである。またこうした都市国家

の体制が長く続くことによって、その分、芸術家がそれだけ長く芸術を探索することに成功し

たのである。 

 政治経済面が先か、価値観が先かは定かではないがイタリアにおける市民の価値観は大きく

変化した。それまでにも萌芽がみられた自由主義的・肉欲主義的な気風がイタリアで客観的科

学観と結びつくことで市民全体に浸透するようになった。その結果、キリスト教的世界観の面

影は徐々に潜めていくことになる。主にパトロンが宗教関係者、または王族であったときは描

かれる絵画もそれに即して抽象的でどこか神々しい描き方をしていたが、自由主義的・肉欲主

義的な気風が浸透し、写実的で、より陰影が好まれるようになっていく。つまり、先述したキ

アロスクーロや透視法、それ以外の描法がイタリアで先に進化した理由は写実を極めることで

この自由主義的・肉欲主義的な気風に答えるためであったと考えられる。 

ルネサンス期の文化伝達 ルネサンスにおける文化伝達は江戸時代の狩野探幽が示したような

教育方法が取られていたことがわかっている。つまり、大規模の工房がいくつか点在し、それ

らの中で親方から弟子へと教育がなされていた (Hauser, 1951)。また、こうした大工房はボッテ
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ーガ (Bottega) と呼ばれ、ただ絵画を描くに限らず、彫刻、建築、装飾品など数多くのモノづく

りをしていたことがわかっている。よって江戸時代の画家集団のように画家に特化していたと

いうよりも、より広範囲の芸術作品を手がけていたことがわかっている。 

 ボッテーガは主に家族経営がされていたことから、一見、垂直伝達が主に使われていたよう

に見られがちであるが、ボッテーガを運営する家庭で生まれた子供は親戚や近くのボッテーガ

に行き修行を積んでいたことから傾斜伝達も重要であったことがわかっている。また、弟子は

同じボッテーガで修行し続けるわけではなく、場合によっては複数のボッテーガを行き来す

る。その理由としては、あるボッテーガが建築などの大型の受注を受けた場合に他のボッテー

ガやフリーランスの芸術家を雇っていたからであるとされる。しかし、一時期に属するボッテ

ーガは大抵一つであった。 

 弟子が親方から学習する際は、江戸時代の絵手本学習のように弟子がひたすら先達の描き方

を模倣し、誤っていたら適宜親方が教えるのでなく、親方が担当してほしい部分を弟子に命じ

図 2.2.9 透視法の例。ダ・ヴィンチの「カーネーションの聖母 (1507)」。 
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てそこを描いていく作業を行う。出来上がったあとに親方が最終的な手入れを入れて絵画を完

成させていく。弟子の技量が上がっていけば行くほど任される部分が増えていき、最終的には

全体的な絵画を弟子が書き、それを親方が直していく。 

 主にある程度の上達を見せた弟子は自然とボッテーガを去り、異なるボッテーガで修行した

り、または自分のボッテーガを開いて弟子を募集するようになる。しかし稀に弟子が急激な上

達を見せ親方の技量を超える結果、ボッテーガ内で親方が完全に弟子に任せ、自身は引退する

場合がある。例えば、ジョットの親方であるチマブーエ (Cimabue) はジョットが画家として大成

した後、彼に絵画を完全に任せる傾向があり、同じことがヴェロッキオ (del Verrocchio) とダ・

ヴィンチ、ラファエロとフランチア (Francia) にも言える。しかし引退と言ってもそれは弟子が

親方を超えた分野に限る。例えばジョットやダ・ヴィンチの場合、絵画の分野で親方を超えた

ため、親方が絵画の注文を受けた場合に彼らのその仕事を任せていた (Hauser, 1951)。 

 また、同じ世代の芸術家同士の交流も盛んであったことから水平伝達もある程度機能してい

た可能性が伺える。芸術家は時に特使の役割を担いながら他の都市国家に派遣され、そこで他

家との連絡係を努めたり、場合によってはその地方で絵を書くことがあった。その中で、地方

ごとに作られた芸術家集団との横断的な交流があった可能性がある。 

まとめ 芸術においても累積的文化進化が起きていることが間接的な証拠を集めることで示す

ことができる。特に、政治・経済的に安定した時代が長く続いた地域ではそうした発展を見つ

けることがたやすい。ここまででルネサンス期において見られた描法が世代交代を伴いながら

漸進的に改良されることを示すとともに、その背後にあった淘汰圧と累積性を可能にした文化

伝達の方法を取り上げた。ルネサンス期のイタリアでは財政的に安定し、政治が宗教者や王族

から市民階級へと移り変わり、芸術の価値観がそれまでのビザンティンやゴシックとは異な

り、自由主義的・肉欲主義的な価値観の基に自然主義的、合理的になっていった。その結果、
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写実的な絵画が好まれるようになり、透視法やキアロスクーロといった描法が世代交代を伴い

ながら進化したことが示された。 

 


