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第 14章 事例研究：情動の進化理論 

 

14.1 情動に関するダーウィンの研究 

 

・ Darwin の The Expression~に見られるように、情動研究は進化の産物に関する、大量

の経験的で詳細な記述に基づいてきた。したがって情動研究は、人間の心についての進化

的なアプローチが持つ、力と限界の両者に関して、優れた事例研究となる。 

 

・ ダーウィンの時代において情動や顔面表出は人間特有のもので、動物にはそれらが欠け

ていると考えられていた。だがダーウィンは、他の霊長類に見られる顔面表出を改良した

ものが人間の顔面表出である、という事を示そうと企てた。進化の初期段階で、顔面表出

は明らかな実践的機能を持っており、現在では種内のメンバーとコミュニケーションを取

るために用いられている。 

 

・ ダーウィンは、情動表出が 3 つの進化的原理によって説明されうると信じていた。(1)

多くの表出は、対応する情動を誘発する状況への実際の反応として始まり、そのすぐ後に

は信号（合図）となった。チンパンジーは驚いたときに、目を大きく開き、驚きの対象と

なった音もしくは動きの方向へ目を向ける。また戦いの能力を誇示するものとして、彼ら

は攻撃しようとする仲間に対して歯をむき出しにする。人間もこれらの行動を見せるので、

おそらく、チンパンジーと人間の共通祖先からこれらの行動を受け継いでいる。しかし人

間は、喧嘩をしかける際に相手の歯の大きさを気にする事はほとんどない。この違いに対

して、情動と相関関係にあるどのような行動も、信号として作用する、という説明が考え

られる。そのような信号に価値があるのであれば、これらの行動が持つ他の機能とはあま

り関係がなくても、この行動は信号として保持されるだろう。 

 

・ (2)二つ目は、正反対の原理(principle of antithesis)による説明である。 

 

The principle of Antithesis. Certain states of the mind lead to certain habitual 

actions, which are of service, as under our first principle. Now when a directly 

opposite state of mind is induced, there is a strong and involuntary tendency to 

the performance of movements of a directly opposite nature, though these are 



of no use; and such movements are in some cases highly expressive. 

 

心のある種の状態は、第一の原理[有用なる連合性習慣の原理-the principle of 

Serviceable associated Habits-]の場合のように、有用なある習慣的動作につながる。

そこで、これと正反対の心の状態が誘発させられるときには、前と正反対の、しかも

何の役にもたたぬ運動を遂行しようとする強い不随意的傾向がある。そしてこのよう

な運動は、ある場合においては強く表出される。(『人及び動物の表情について』、浜中

浜太郎訳、岩波文庫、1931、p.50。） 

 

・ (3)三つ目の説明によれば、「超過した神経力」が「溢れ出る」事として、情動行動は説

明される。たいていの同時代人と同様、神経システムは水力学的システムと似たようなも

のだとダーウィンは考えていた。 

 

14.2 社会生物学と進化心理学 

 

・ 一部の社会生物学者は、一般的な進化モデルを利用して、社会的コントロールのメカニ

ズムとしての情動の役割について、仮説を発展させようとした。 

・ トリヴァース「互恵的利他行動の進化」：欺きや欺きを見地する複雑なシステムが、個体

が恩恵をやりとりする共同体の中で生じるだろうと主張。たとえば罪悪感は、それがなけ

れば反故にされてしまうような同意に、人々を縛り付ける。→フランクによる情動のコミ

ットメント説 

 

・ トゥービーとコスミデス：情動は、頻繁に生じる、社会的環境に制限されずともそのよ

うな環境を含む環境状態に反応して展開されるような行動プログラムであることが明ら

かになるだろう。 

 

・ 驚くべきことは、社会生物学者や進化心理学者が進化理論を用いて、情動に関して発見

されるであろうことを予測しようとしていること。他方ダーウィンは、進化してきたこと

を記述することから始め、それを説明しようとした。前者は心の探求のために、発見法的

に適応的思考を用いている。そしてこのアプローチの方法には、すでに指摘したようにい

くつかの問題がある。 

 



・ たとえばシェパードによる色彩知覚の選択力についての説明を見てみよう。彼によれば、

二種類や四種類ではなく、三種類の色彩受容体がある。対象が一貫して同じ色を保つよう

に見えるのであれば、視覚システムは、背景照明における三種類の変化を埋め合わせなけ

ればならないからである。 

・ 情動についての議論は、ある点では古代ギリシャ時代の視覚理論と同じくらい原始的な

ものである。情動が分類される方法は、文化間でのかなりの変化を見せているし、情動の

分類について科学的な同意は存在しない。その表現型の性質そのものがうまく定義できて

いないのに、情動の適応的な重要性と選択の歴史の関係を調べ始めることなど到底できな

い。 

 

・ テストされていない、情動の「素朴理論」に情動の進化理論が依存していることは、プ

ラチックの議論に明らかである。プラチックによれば、情動はある円周上に配置すること

ができ、おのおのの角が反対側にある情動の「対極的」状態を表すような外周をもってい

る。プラチックの進化理論によれば、動物行動は 4ペアからなる適応的なカテゴリーに分

類される。そしてこの 4ペアの適応的機能に対応するような 4ペアの情動が存在する。 

・ 一見すると、プラチックの「情動立体」は、適応の最適化分析の略式バージョンのよう

にも見える。彼は、どのような種類の情動システムが、生物体の適応的必要性をもっとも

満たしうるのかということを考え、われわれが人間に見る情動システムとは対立するよう

な情動進化のモデルをテストしてきた。そしてこのモデルは人間の情動システムを正しく

予測することによって、テストを通過してきたのである。 

 

・ しかしこの印象はただの幻想である。まず、モデルの予測がいかにして現実と比較され

たのか、についてみておく必要がある。このモデルは英語で表現される情動表現から成り

立っている。つまり、この情動立体は、英語を話す人々が情動について考えていることの

モデルに過ぎないかもしれない。このモデルが、英語を話すわれわれにとって情動を分類

する最適のモデルであったとしても、情動の性質に関する常識的判断が、情動のもっとも

重要な特徴を捉えているとはかぎらない。また、英語を話す文化に特有のモデルであった

としても、情動に関する何らかの共通した真理のようなものを捉えているのでは、という

可能性も考えられなくはない。だが、情動立体が導かれた後、プラチックはある種の進化

的な意味をなすような機能的な分類の観点から、この情動立体を解釈した。進化理論は独

立に導かれたのではなく、データに合うように構築されたのである。 

 

 



14.3 モジュール的情動 

 

・ 情動モジュール説について（強制的、不透明さ、情報遮蔽性、領域特異性）。すくなくと

も人間の情動は、これらモジュール的認知特有の特徴をいくつか持っているように思われ

る。 

・ ダーウィンは、モジュール的情動によって生み出された特徴的な顔面表出を同定してい

た。 

・ エクマン、ソーレンセン、フリーセンの実験：ボルネオとニューギニアの文字を持たな

い、隔離された二つの文化で顔面表出の認知を調査。従来の実験（情動表現と表出を結び

付けるというもの）が抱えていた、記憶と翻訳不可能性という問題を、表出と物語を用い

ることで克服。 

・ フォア族にはヨーロッパ人の顔面表出を見せ、またアメリカの学生にはフォア族の表情

を見せて実験。 

・ エクマンらの実験はほかの実験でも確証されている。イレネウス・アイブル=アイベスフ

ェルトによる、生まれつき耳が聞こえず、目が見えない子供での実験。 

 

・ これらの実験は、ヒューマン・ユニヴァーサルの発見と言えるだろうか？「普遍的

-universal」という用語はあいまい。もし「普遍的」という言葉が「すべてもしくはほと

んどの文化で生じる形質」を意味するのであれば、それらの形質は「汎文化的」と呼んだ

ほうがわかりやすい。すべての人間がその形質を有する、という意味で「普遍的」という

言葉を使うのであれば、この形質についても単型的-monomorphic-であると呼んだほう

がわかりやすい。 

 

・ モジュール的情動はアフェクトプログラムの形態をとる、という理論をエクマンは提唱

してきた。アフェクトプログラムとは、多くの異なる生理学的反応を含む、複雑で、調節

され、さらには自動化された反応のことである。あるアフェクトプログラムの諸要素には、

顔面表出、刺激に対するひるみや順応のような反応、声の調子の変化、内分泌システムの

変化、結果として生じたホルモンレベルの変化、神経システムの自動的変化、主観的な情

動の感じ方、そして注意の方向としての認知的現象が含まれるかもしれない。アフェクト

プログラムを生み出すシステムはモジュール的認知システムの性質を持っている。 

 

・ 進化心理学者はエクマンのアフェクトプログラム理論を、情動についての彼らの予測を



確証するものとみなしている。しかし、エクマンのアフェクトプログラムは彼らの予測に

対して、正確に適合しているわけではない。トゥービーとコスミデスの提案によれば、情

動は、進化上の非常に個別な問題に対する解決策である。しかし、モジュールの出力、つ

まり情動反応が典型的でかつ汎文化的であったとしても、モジュールへの入力、つまり情

動刺激は非常に柔軟で、文化間と個人の間で変化する。アフェクトプログラムをコントロ

ールする「刺激評価メカニズム」は、トゥービーとコスミデスが記述している状況のよう

に、個別の刺激を与える状況に反応するようプログラムされていない。アフェクトプログ

ラムは、進化上のかなり一般的な問題に対処するようプログラムされている。 

 

・ 学習は非常に複雑な能力であり、進化的な歴史を持っている。古典的な恐怖症を引き起

こすような刺激は学習されているに違いないが、これらの刺激と恐怖という情動の間の結

びつきは、容易に獲得されるかもしれないし、恐怖とほかの刺激、たとえば花や色を持っ

た形のようなものとの間の結びつきよりも失われることが難しいかもしれない。情動刺激

がどの情報源から学習されているのか、というのは興味深い問題である。 

 

・ 前章で議論した、進化心理学が抱える多くの問題は、情動刺激の例からもたらされる。

情報刺激が学習される方法を適応的に解釈することは明らかに可能である。アフェクトプ

ログラムシステムは、変化する世界における柔軟性の必要性と、代償の大きい数多くの試

行なしに学習する必要性の間での微妙な妥協かもしれない。また、情報刺激の例は進化心

理学の「粒度問題」を例証する。侵略者への恐怖は、進化心理学において単一の進化的問

題として扱われてきたが、進化はこの恐怖を、恐怖一般というより大きな、単一の問題の

一部分として扱ってきた。 

 

14.4 モジュール的情動を超えて 

 

・ アフェクトプログラムで扱えないような情動をどう扱うのか？ 

・ 基本情動説→基本情動の融合によって、複雑な情動を説明 

・ 問題点(1)多くの情動は、個別の、典型的な出力を持たない。(2)多くの情動は、アフェ

クトプログラムのように短い反応ではなく、持続する。(3)たとえば嫉妬や道徳的義憤を

誘発するようなさまざまな状況では、それらの情動が含む危険、同種の相手、有害さなど

の割合だけが異なるわけではない。それらの状況は、その生物体にとって個別の重要性を

持つ。(4)基本情動を混合するだけでは、認知的に含まれる何かほかのもの生み出せない。 



 

・ 進化心理学がより幅広い情動を説明しようとするのであれば、ほかの特化した認知メカ

ニズムを明らかにする必要があるだろう。このような説明としては、フランクによる情動

のコミットメントモデルが挙げられる。このモデルでは、情動が、目先の報酬についての

冷静な、合理的計算と対立する動機であるとされる。 

 

・ フランクによれば、多くの情動は、そのような情動がなければ、目先の自己利益の計算

によって維持されないような、強力な戦略にコミットすることを強制するようデザインさ

れている、強力で自然な動機であるかもしれない。 

 

・ 進化心理学者は、全ての精神活動が目的一般的なメカニズムによってコントロールされ

ているという、「社会科学の標準モデル」とかれらが呼ぶところのものと、彼ら自身の見

解を対比させたがる。このような標準モデルで述べられるメカニズムは、個別の適応的な

問題を解決するようデザインされていない。フランクの提案は、典型的なこの対比を含ん

でいる。彼のコミットメントモデルにおいて、情動はコミットメント問題を解決するよう

デザインされた特殊なメカニズムであるとされる。伝統的なモデルでは、ある特定の状況

における欲求は、より一般的な目的に対する手段を表す。他方フランクによれば、ある種

の状況は、より一般的な目的に由来しない、特殊で、突発的な動機を生じさせる。 

 

・ フランクの理論は、個体が互いに情動と、彼らの行動傾向を伝える能力に依拠している。

口頭での脅しや約束では不十分である。というのも、将来の行動を保障しないからだ。誰

かが忠実であるもしくは執念深いかどうかを見極める最善の方法は、彼らの過去の行動を

研究することだが、これはしばしば実行不可能である。表情行動と情動のつながりは、こ

のギャップを埋める助けになるかもしれない。愛情もしくは脅威の表出は、口頭の脅しや

約束よりは信頼できるかもしれない。フランクの実験いくつかは、人々が、無関係な社会

的相互作用を通じて、将来のゲームにおいて誰が欺くかについての情報を得ているという

ことを示唆している。 

・ しかし、進化的な観点からすると、意図を表す信号（合図）は、進化的に不安的である。

信号表出を行わず（ここすんません、分かりません）、協力するという意図を表すことの

できる（signal）個体は、損害を被ることなく搾取を阻止し、協力の同意がもたらす報酬

を手にするだろう。この模倣戦略は、信号が行動と結びつかなくなるまで拡大するだろう。

このような事態が生じれば、その信号に反応することはますます利点を持たなくなる。結



果的に、信号システムは崩壊するだろう。 

・ フランクはゲーム理論の枠組みで、欺きを行う個体（以下個体 C）と正直に信号を送る

個体とが均衡状態になりうることを示している。もし Cを探知することができるのであれ

ば、C は正直な個体を駆逐できないだろう。しかし、Cを探知する際にコストがかかるの

であれば、Cは自分たち自身を排除することもないだろう。C の割合は、C と正直な個体

が出会う可能性が、Cを探知するコストを支払うのに見合うほどに小さくなる地点にまで

減っていく、というだけである。 

 

14.5 情動、進化、進化した心理学 

 

・ 情動の進化における粒度問題に対する解決策は、心が目的特殊的な認知的適応の集合で

あるとするならば、非常に重要なものとなる。心的メカニズムの進化の粒度は、不幸な事

に、生物体が既に持っている認知的能力から、少なくとも部分的に決定されるしかない。 

 

・ 適応的思考を発見法的に利用できるか？情動の場合、この考えは楽観的過ぎるように思

われる。多くの情動は、それ自体が人間の心理進化、そして社会進化の産物であるような、

進化的な問題を解決するようにみえる。そしてこの「問題」が最もハッキリとした形で特

定されるのは、その解決策を見つけだす事によってである。 

 

・ ダーウィンが情動について打ち立てた説明のパターンでは、ある機能をもった行動が、

別の機能を果たすために保持されている、というものだった。このパターンは、進化の過

程に関する、歴史的、系統発生的な視点の重要性をはっきり示している。適応はある特定

の歴史的文脈で生じ、真なる「適応的思考」は進化史の連続的な段階を再構成することで

ある。 

 

 


