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モラル・ルールの発達過程を進化理論の視点から見る

社会生活を営んでいく上で、われわれは、自己の欲求や意思と他者のそれらとが葛藤する場

合、内面化した行動規準に照らして自分の行動を制御している。発達心理学の概念で自己制御

機能（self-regulation）と呼ばれるこの機能の獲得過程は、行動規準が子どもに獲得される過程

とその行動規準に合わせて自らの行動を統制する過程との２つの過程に分けて考えられるが、

前者の過程、すなわち、行動規準の獲得過程とは発達主体が依拠するモラル・ルールを形成し

ていく過程である。Sears, Maccoby, & Levin（1957）以降、この行動規準の獲得過程に働く要

因については、子どもの社会化のメカニズムに焦点を当てた研究によって、親のしつけ方略や

子どもの気質などが指摘され、多くの実証データが蓄積されてきている（Gralinski & Kopp,

1993; Hoffman, 1970; 1988; Kochanska, 1991; 1993; 1995; 1997）。それらの研究は、子どもが獲得

すべき行動規範は社会化のエージェント（親を仮定することが多い）が内容を決定し子どもに

伝達すべきものとして捉える。ゆえに、社会化のエージェントの行動規範が子どもに内面化さ

れる過程が、子どもにモラル・ルールが獲得されていく過程と考えている。

これに対して、ヒトがどのようにモラルやルールを発達させていくのかという視点から近年

ゲーム理論を応用した経済学や進化心理学の考えを取り入れた研究がなされるようになった。

それらは、行動規範は、ヒトが実際に日常生活を営んでいる社会集団において進化するもので

あると考える。ゆえに、子どもが獲得していく行動規範は、親の行動規範をそのまま内面化す

るのではなく、子ども自らがその一員となっている社会集団の中で進化するものと考えられる。

例えば、ポズナー（2002）の協力と規範生成のモデルとしてのシグナリング・モデルは行動規

範の形成過程を以下のように説明する。社会集団の中においては、コストのかかる行動は何で

もシグナル（すなわち、評判を確立し維持するメカニズム）になりうるとして、以下のような

事例をあげる。『第０期において、あるクラスのほとんどの男の子と女の子が「たまたま」別

の側で髪を分けており、その行動に対して道徳的な意味は全く与えられていなかったとしよう。
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第１期で、規範仕掛け人的なある子どもが、自分は男の子の規範に逸脱した子を拒否するコス

トを負うことができるので、自分はよいタイプなのだ、ということを他の人に示す。別の人を

拒否したり避けたりするのは、協力による利益を得る機会を手放すことになり、しかも報復を

覚悟しなければならないので、コストがかかる行動である。悪いタイプだといわれるのを避け

るために、他の人がリーダーを真似るとすれば、統計的規範から道徳的規範が発生するであろ

う（ポズナー，2002，p46）』。このように、社会学で区別されている「統計的規範（道徳とは

関係のない行動パタン）」と「道徳的規範」について、シグナリング・モデルはランダムに現

れた統計的規範が如何にして道徳的規範となっていくかを説明するのである。そして、子ども

の社会的集団の中で、新たな行動規範が成立しそれが集団全体に広がっていくさまを描いてみ

せる。事実、子どもが幼稚園などに通い出すとそれまで家庭では使っていなかったような言葉

を使ったり家庭では見たこともない行動をとったりするなどの例に見られるように、子どもは、

親ではなく仲間集団によって社会化されると考えた方が妥当だと思われる例には事欠かない。

このことについて、ピンカー（2003）は、以下のように言う。『子どもはどんな年齢層でも、

さまざまな遊び仲間やなかよしグループ・趣味や利害の共通する仲間や悪さをする集団などを

作り、その中で、有利な地位を得ようとする。それらはそれぞれ、外部から慣習を吸収して独

自の慣習を生み出す文化である。子どもの文化は、ときには何千年にもわたって子どもから子

どもへと継承される。……中略……なぜ子どもたちは親の言いなりにならないのだろうか。私

（ピンカー）も、トリヴァースやハリスと同様に、それは子どもの遺伝子の利害が親の遺伝子

の利害と部分的にしか重なっていないからではないかと考えている。……中略……家のルール

はしばしば、きょうだいやこれから生まれるきょうだいのために、その子どもにとっては不利

になっている。それに繁殖について言えば家庭には展望がない。子どもはいずれ配偶相手を競

わなくてはならないし、その前に相手を見つけてひきつけておくのに必要な地位を競わなくて

はならない。その競争の場は、家とは別のルールで動いている。したがって、子どもはそれを

マスターしたほうがいい（ピンカー，2003）』。

以上のように、行動規範は子ども集団の中で進化すると考える立場の背景には、人間の行動

を生物としてのヒトの行動と捉える進化理論の視点がある。この視点を、長谷川・長谷川

（2000）に従って解説するならば以下のようになる。１）ヒトは生物である、という基本的事

実から出発し、２）人は進化の産物である、となれば、３）ヒトは、他の生物と同様に、おも

に適応的な進化の過程によって形作られてきた、ので、４）生物に共通の進化と適応の原理を

考慮しなければならない。ゆえに、５）ヒトの心や行動の成り立ちを説明するためには進化理

論が不可欠な基本原理になる。つまり、行動規範は子ども集団の中で進化すると考える立場は、

ヒトの心の働きやヒトの社会集団の中で形成されていくモラルやルールを進化と系統発生的な

視点を取り入れて考えようとするものなのである。
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本稿の目的

筆者は、こうした立場、すなわち、進化理論の視点を取り入れてわれわれが獲得していくモラ

ルやルールの獲得過程を考えることにより、子どもの社会化研究の枠組では「社会化の失敗」

とされていた状況がより適切に説明がつくのではないかと考える。また、発達心理学の分野で

「配慮のモラル（ギリガン，1996）」と「公正のモラル（Kohlberg, 1969; 1984）」として論争さ

れていた問題がより明瞭な形で整理されるのではないかと考える。そこで、本稿においては、

まず、進化と系統発生的な視点に基づいてモラルやルールの発達過程を考える理論や概念につ

いて概説する。そして、そうした理論や概念でモラルの発達過程を考えた場合と基本的に社会

化のエージェントの行動規範を内面化するのがモラルの発達であると考えた場合の解釈の違い

について議論したい。そのうえで、「配慮のモラル」と「公正のモラル」についての議論を展

開したい。

系統発生の過程で進化した社会的知性

進化と系統発生的な視点からヒトの心の働きを考える進化心理学の視点を取り入れた研究

は、お互いに譲り合ったり他者の欲求や意思を自分のそれよりも優先させたりする現象や自分

が何らかの損失を被っても他者の利益になるような行動をとる現象、すなわち、モラルやルー

ルが発生してくる過程について以下のように説明する。非血縁者に対する利他行動の進化は、

特定の個体間で時間をおいてやり取りされる互恵的利他行動を考えると理解しやすい。互恵的

利他行動は、相互的扶助行動とは違って、行動のやり手がその時点では損失を被り、その損失

が将来のある時点で埋め合わせられるという特徴を持つ。ゆえに、将来損失が埋め合わせられ

ることを確実にするためにいくつかの条件が必要となる。それらの条件とは、特定の個体間の

社会関係が長期にわたって続くこと、動物が互いに個体識別し、過去にどんな行動のやり取り

があったかを記憶できるような認知能力を持っていること、行為者が被る損失よりも行動の受

け手が受ける利益の方が大きいことである（Trivers, 1971）。こうした互恵的利他行動はヒトが

進化の過程で身につけてきたと考えられ、ヒトより系統発生的に前の段階にあたる他の生物に

もこれに類した行動が見られることが報告されている。例えば、互恵的利他行動についてはチ

スイコウモリが血の貸し借りをする（Wilkinson, 1984）ことが知られているし、霊長類で見ら

れる利他行動についての事例は多い（ドゥ・ヴァール，1998）。こうした互恵的利他行動が見

られる種の社会集団では、そこで発生したモラルやルールに忠実なメンバーがいる一方で、そ

うしたモラルやルールを逸脱するメンバーすなわち他者から利益を受けるだけでお返しをしな

かったり他者を欺き自分だけ利益を受けようとするメンバーが出てくる。なぜならば、互恵的

利他行動が社会集団の中で進化するような種は大脳新皮質が発達していることが知られており

（社会脳仮説あるいはマキアベリ的知能仮説（Byrne & Whiten, 1988））、「社会的知性」が発達

すると考えられるからである。ここで、『「社会的知性」は他者との社会的関係の中でいかにう
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まく振舞うかに関連して必要になる知性（藤田，2000）』と定義され、それには、競合的場面

で必要になる「欺き」・「駆け引き」・「出し抜き」、協力的な場面で必要になる「思いや

り」・「利他行動」・「手伝い」と「同盟」を行う知性が含まれる。例えば、社会的知性とし

ての欺き行動や駆け引きの例としては、ヒヒの群れで観察された「戦術的な欺き」（バーン，

1998）がある。さて、欺き行動などの社会的知性の基本にあるのは、同じ社会集団に属する他

の仲間の心の状態を推測する能力である。すなわち、他者が自分とは異なる視点からものごと

を見るという事実が理解できる必要がある。そして、自分とは異なる視点からものごとを見て

いる他者が自分とは異なった信念を抱くということが推測できる能力が必要である。

Premack＆Woodruff（1978）が、チンパンジーなど霊長類の動物に欺き行動の例が見られ他の

仲間の心の状態を推測しているかのような行動することを報告し、そこに働く心のメカニズム

を「心の理論」という概念で解釈することを提唱して以来、ヒトの子どもについての社会的知

性の獲得研究も精力的に行われてきている。

ヒトの子どもの社会的知性の発達

さて、ヒトの子どもはいつ頃からこうした社会的知性を獲得するようになるのだろうか。こ

の問いについては、子どもはいつ頃から「騙すこと」ができるようになるかという研究によっ

て回答を示すことができる。Sodian（1991）は、子どもが故意に他人に誤信をもたせるように

行為している（すなわち、「騙す」）のかどうかを知るために、以下のような実験状況を作った。

子どもは、自分の目の前で金貨が２つの宝箱のうちの１つに入れられるのを見る。その後で、

人形（王様の人形と泥棒の人形）がやって来て、子どもにどこに金貨が隠されているかを尋ね

る。ここで、子どもは、泥棒の人形が金貨を取るのを阻止し、かつ王様の人形が金貨を見つけ

るのを助けなければならない。こうして、子どもが１人（人形）を騙し、もう１人を助ける

（正直に答える）状況が作られた。子どもを動機づけるために、泥棒は金貨を見つけたら自分

が取ってしまうが、王様は金貨を見つけたらもう１枚新たな金貨を自分の宝袋から取り出して

２枚とも子どもにくれるという設定になっている。２個のおもちゃの宝箱のどちらかに金貨が

隠されてから、人形が場面に登場した。子どもは金貨の場所を知っているが、人形は知らない。

ここで、人形が子どもに、「金貨はどこにある？」と尋ねた時の子どもの反応が観察された。

子どもが泥棒には嘘を言ったり空の宝箱を指さしたりして、泥棒が金貨を取らないようにでき

るかどうか、そして王様には金貨の入っている宝箱を教えて、王様が金貨を見つけるのを助け

られるかどうかが調べられた。４歳児はこの課題に通過したが、３歳児はできず、泥棒と王様

のどちらにもいつも金貨のある方を教えた。Sodian（1991）は、この課題と平行して、泥棒が

金貨を取るのを阻止して王様が見つけるのを助けるために、子どもがどちらか一方の宝箱に鍵

をかけなければならない課題も行った。その課題では、泥棒と王様は怠け者で、どちらも片方

の宝箱しか開けないという設定になっている。そして、子どもには、どちらかの宝箱に鍵をか

けて、泥棒が金貨を取らないように王様が金貨を手に入れるようにすることが求められた。３
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歳児がこの課題に成功するためには、王様を助けるために空の宝箱に鍵をかけなければならな

い。結果は、３歳児が成功する割合は、先の課題（騙す課題）よりも多いことを明らかにした。

さて、この結果は以下のように解釈できる。この課題では子どもは、自分が物理的状況を制御

し他人の行動を変えることが求められている。先の課題では子どもは、情報を制御し他人の信

念を変えることが求められていた。３歳児にとって難しいのは、他人の信念を変えるよう情報

を制御する（騙す）ことだったのである。なぜなら、鍵をかける課題に成功する３歳児は多く、

３歳児が先の課題（騙す課題）を理解しており、金貨をもらえることに興味は持っていた（が、

課題に失敗した）ことが明らかだからである。子どもが「騙すこと」ができるようになること

は、その子どもが他者の目的・意図・知識・信念・思考を推測できるようになったことを意味

している。それは、Premack＆Woodruff（1978）によれば、子どもが「心の理論」を持つよう

になったと言いかえることができる。この「心の理論」については、誤った信念（false belief）

課題（Wimmer ＆ Perner, 1983）と呼ばれる技法を使用して数多くの実証研究がなされており、

このような一連の研究の結果をまとめたPerner（1991）によれば、「心の理論」の出現の時期

がおよそ4歳頃からであると結論されている。以上、見てきたように、ヒトの子どもは幼児期

後期になると社会的知性を獲得し、仲間集団の中で適応していく術を洗練させていくと考えら

れている。

ヒトの社会集団内におけるモラル・ルールの発達

それでは、次に、基本的な社会的知性を身につけたヒトが、自分が所属する社会集団の中で

どのようにモラルやルールを発達させていくのかについて見ていきたい。他者を欺いたり出し

抜いたりする知性を身につけたからといって、われわれは常に自分の欲求を他者のそれよりも

優先させるわけではなく、多くの社会集団のメンバー間で協力行動や利他行動が進化していく

ことが確認されている。なぜ、われわれは自分の欲求や意思よりも集団内の他のメンバーのそ

れらを優先させるような行動をとるのであろうか。

われわれが日常的に参加する社会集団内では同一個体間で何度も交渉が繰り返される状況に

なっている。こうした状況は、反復囚人のジレンマゲームの状況となっている。コンピュータ

によるシミュレーション研究は、こうした状況でどのような戦略が有効であるかを解析してい

る。そうした研究によると、TFT戦略（Tit-for-Tat，しっぺ返し戦略）が集団中に広まること

ができ、その結果、われわれの所属する社会集団でも協力行動が進化する可能性が証明された

（Axelrod, 1984; Axelrod & Hamilton, 1981）。ここで、TFT戦略とは、初回は必ず協力、次回から

は相手方の取った戦略を自分が繰り返すというものである。すなわち、初回は協力し、その時

相手方も協力なら自分も次回は協力、その時相手方が非協力なら自分も次回は非協力を選択す

る。ただし、相手が途中で協力に転ずれば自分も協力に転ずるというものである。このような

戦略をとることによって、非協力の侵入を阻止し、互恵的利他行動が集団内で進化する可能性

が出てくる。また、Axelrod & Hamilton（1981）によれば、TFT戦略が大勢を占めている時に
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は、「常に非協力」という戦略は進入できないこと、互いに繰り返し付き合う確率が高くなれ

ば「協力と非協力を交互に繰り返す」という戦略は進入できないことが明らかになっている。

つまり、お互いが繰り返し付き合う確率が高い集団内では協力行動の進化が容易であることが

明らかにされている。それに加えて、われわれは、コストを払うことなく恩恵だけを受ける裏

切り者を検出する心理的メカニズムを持つようになっている（Cosmides, 1989）。ゆえに、お互

いが他者を個体識別できる社会集団内では互恵的利他行動は進化しうるのであり、モラルやル

ールが発達していく可能性を持っている。

進化理論の視点から見たモラルの発達と子どもの社会化研究の枠組でのモラルの発達

上述してきたような進化理論を取り入れた視点から考えたモラル・ルールの発達過程に関す

る理論や概念は、仲間集団や学級集団といった個体識別が相互にされうる規模の社会集団での

モラルやルールの発達を考えた場合、非常に有益な見解を提供する。そして、子どもや青年の

集団の中で彼らの親の世代とは異なった行動規範が発生し進化する現象をより適切に説明する

ことができる。従来から行われてきた子どもの社会化研究の枠組では、こうした現象は、親が

伝える行動規範のメッセージがうまく伝わらない現象と解釈され、その原因の究明に焦点が当

てられる傾向にあった。それまでの子どもの社会化研究のレビューをした上で、Grusec &

Goodnow（1994）は、行動規範が子どもに獲得されるメカニズムは、世代を超えて価値観がど

のように合意されるのかという過程の分析から示唆を得られると述べている。それによると、

世代間の価値観が類似したものになるか否かは２つの過程に依存するとされる。１つは、親の

メッセージが正確に子どもに受け取られるかという過程である。もう１つは受け取られたメッ

セージが受容されるか拒否されるかという過程である。親の行動規範伝達が行われる時の状況

がこれら２つの過程に影響を与える。例えば、子どもの注意が親からのメッセージに向けられ

ていなければ、親からのメッセージの正確な受け取りはできないだろう。また、親のメッセー

ジが正確に受け取とられるためには、そのメッセージが明確で適切なものでなければならない

だろう。そして、親のメッセージが子どもに正確に受け取られたとしても、そのメッセージが

受容されるかあるいは拒否されるかは親子の関係性の質に影響されるだろう。Grusec &

Goodnow（1994）は、このように、子どもに行動規範が獲得される過程を、親からのメッセー

ジの受け取り過程とそのメッセージの受容過程との２つの過程に分けて考えることが有益であ

ると述べる。なぜならば、子どもが行動規範の獲得に失敗した理由が、子どもが正確に受け取

ったメッセージを拒否したからではなく親のメッセージを聞き損なったり理解できなかったか

らであるならば、親のメッセージを明確なものにすることによって解決できるからである。ま

た、ある程度力に訴える方略を使用して、子どもの注意を親のメッセージに引きつけることに

よって、親からのメッセージの受け取り過程に影響を与えることができる。いずれにしても、

伝統的な子どもの社会化研究の枠組では、親の行動規範が子どもに伝達されそれが子どもの行

動規範として内面化されるという前提に立つので、親の世代と異なった行動規範が子どもに獲
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得された場合、それは行動規範の内面化過程で何らかの問題が発生したと考えられるのである。

しかしながら、現実には、子どもは親が価値を置くものを正しく認識しているがそれに自分自

身は価値を置かないという理由で、それを自らの行動規範とすることを拒否するということは

よく見られる。そして、そうした事態が自分と同世代の社会集団の中で広まった行動規範に影

響されて引き起こされているという事例にも事欠かない。こうした事態は、子どもの社会化に

親の世代が失敗したせいではなく、社会的知性を獲得した子どもが自分の所属する社会集団の

中で独自のモラルやルールを発達させていく必然的な結果として起きると考えた方がより適切

であろう。

社会的知性としてのモラル：配慮のモラル

さて、進化理論を取り入れた視点から考えたモラル・ルールの発達過程に関する理論や概念

は、「配慮のモラル」がヒトという種に備わったモラルと考えられることを示唆する。ここで、

「配慮のモラル」とはギリガン（1996）の概念を指すが、ギリガン（1996）は女性のアイデン

ティティの形成過程に組み込まれたものとして配慮のモラルを考えた。配慮のモラルは結びつ

きのネットワークの中で考えられるものであること、コミュニケーションを通して他者が何を

欲しているのかを知ったのであればそこから他者が求めていることに対して責任が生じると考

えるのが配慮のモラルであることを考慮すると、個体識別が可能な社会集団の中で行われるコ

ミュニケーションを通して他者の欲求に応えるべきであるとの配慮のモラルが進化する余地が

ある。そこでは、ギリガン（1996）が言うように配慮のモラルの発達を敢えて性アイデンティ

ティ形成過程に結びつけなくとも、コミュニケーションを通してお互いを認識できるメンバー

間では互いの欲求を知り、それに配慮し、求められた場合にはその欲求に応える責任を負うよ

うなモラルがヒトの社会集団の中で進化する可能性が生まれてくる。事実、道徳性の性差に関

連してなされた研究をレビューしメタ分析を行ったJafee & Hyde（2000）によれば、配慮のモ

ラルには有意な性差は認められないことが報告されている。こうしたことから、実証研究によ

ってさらなる検討が必要であることは認めるが、理論的には、配慮のモラルは、女性が自らの

性アイデンティティを形成していく過程で発達させていくモラルではなく、社会的知性を獲得

したヒトが社会集団を形成して生活を営む過程で自然に発達させていくモラルであると考えら

れる。

以上のように、配慮のモラルは、社会的知性の一つとして、個体識別可能なヒトの社会集団

の中で進化する可能性が示唆された。一方、「公正のモラル」の発達は、これと同様の理論で

は説明できない。以下に、そのあたりの事情について説明していく。

教育されるモラル：公正のモラル

現代社会に生きるわれわれは、もはや個体識別可能な規模の社会集団内だけでは生活できな

くなっている。すなわち、われわれは、仲間集団や学級集団といったお互いが個体識別可能な
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社会集団に所属する一方で、民族や国家といった匿名性が保証される社会集団にも所属すると

いう現状に生きている。集団のメンバー間で匿名性が保証されるこうした状況は社会的ジレン

マ状況（メンバーの戦略が皆「裏切り」であれば、個人の得点は上がるが、社会全体としては

損失になるという状況）と呼ばれ、簡単には協力行動が出てこない。また、ヒトは、進化の過

程で社会的知性を身につけてきたがそれはせいぜい150人程度の集団生活に必要な社会的知性

であった。現在の複雑化した社会では幾世代も先の人々をも含んだ非常に大きな社会集団を維

持すると同時にその集団内で適応していくのに必要な知性が求められている。高度に文明化し

複雑な社会制度に囲まれた現代に生きるわれわれは、ヒトが進化した当時の環境とは非常に異

なった状況に置かれているのである。こうした不特定多数の匿名性が保たれたままの他者と日

常的に接触しなければならない社会集団の中では、どのようにモラル・ルールは進化していく

のであろうか。

筆者は、匿名性が保証される不特定多数のメンバーからなる社会集団の中で利他行動が進化

するためにはモラル・ルールに対する教育が不可欠だと考える。とりわけ、その社会集団のす

べての人がすべての他者の観点から何が公正かを考えるという意味での公正のモラルを集団の

メンバーが獲得するようになるには、ヒトが進化の過程で獲得しえた社会的知性だけでは対処

しきれないだろう。なぜならば、ヒトが進化した当時よりはるかに複雑かつ大規模な社会集団

に属するわれわれには、個体識別不可能な他者の視点を取るような知性が求められているから

である。しかし、人間は、不特定多数のメンバーからなる大規模な社会集団内で利他行動や協

力行動を維持させていくのに必要な心の仕組みを進化を通して獲得してはいない。これは、ピ

ンカー（2003）がギアリー（デイヴィット・ギアリー）を引用しながら数学教育に関して指摘

していることに類推して考えることができる。数学教育に関するピンカー（2003）の指摘の要

旨は以下のようになる。子どもたちは、自然淘汰によって基本的な数学力、すなわち、小規模

な数量の判断、「以上」・「以下」などの関係や小さい数の序列の理解、小さい数の足し算と

引き算、数字を使った数の勘定や軽量や計算、を与えられている。しかし、備わっているのは

そこまでである。ギアリーによれば、子どもたちは、大きな数字、十進法、分数、多列の足し

算や引き算、繰上げ、繰り下げ、掛け算、割り算、ルート、べき指数などを操るようには、生

物学的にデザインされていない。こうした技能はゆっくりと不均等に発達するかもしれないし、

まったく発達しないかもしれない。学校数学の内容は歴史的に見て新しく、また少数の文化で

のみ考案されたものであるから、ヒトゲノムに刻印されるには新しすぎるし局所的過ぎる。こ

れらの発明は、最古の農耕文明において、余剰農産物の記録や取引から生まれた。そして正規

の教育や文字のおかげで、何千年にも渡って累積され、簡単な運用が次第に複雑な形になって

いった。こうした経緯を考えると、人がどのようにして石器時代の頭脳で高度な数学を駆使で

きるのかを考えなければならない。一つは心のモジュールをそれが対象とするようにデザイン

されたのではない対象に向ける方法によって可能になると考えられる。例えば、数に関わる能

力は、多量の物を分析するのに用いられていたのだが、一山の石に含まれる石の数という限定
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的な概念から量という一般的概念を抜き出すためには、数の感覚を、最初は不適切と感じられ

る対象に適用しなくてはならない。数学の能力に至るもう一つの道は訓練である。数学の概念

は、もともとある概念を組み合わせて新たに有益な構成をするところからくる。しかし、その

もとからある概念は、より古い概念から組み立てられている。多数の訓練とともに、概念がま

とまって大きな概念になり、一連のステップがまとまって単一のステップになる。レシピにソ

ースの作り方は書いてあってもスプーンの持ち方やビンのあけ方までは書いてないように、数

学は、過剰学習された慣例的な手順を組み合わせて学習されるものであり、情け容赦のない積

み重ねで数を10まで数えたころまでさかのぼる。すなわち、数学に必要なさまざまな技能は文

明が後で取り付けた付属品であるので、進化的に人間に備わった特性すなわち工場で組み込ま

れた装置ではない。生得的な心のモジュールを、それが扱うようにデザインされていない題材

を扱うように設定するのは難しい。ゆえに、数学の概念を子どもが習得していくためには、子

どもに自ら数学の知識を構成させるような方法（構成主義による数学教育）では対処できない。

数学教育には、知る方法のつながりをはっきり示す良いカリキュラムと、もたもた時間のかか

る一連のステップをかたまりにまとめ反射のようにしてしまう練習が必要なのである。以上の

ように、ピンカー（2003）は、数学教育に携わる者は、進化心理学の知見からわれわれが進化

してきた環境の中で心が何をするようにデザインされたのかを理解し、適切な対策を立てる必

要を説いている。同じ趣旨のことが公正のモラルに対する教育についても言えるというのが筆

者の見解である。なぜならば、公正のモラルは、具体的現実的な自己の置かれた立場を一旦離

れ、より客観的抽象的観点で社会集団内のあらゆるメンバーと「理想的発話状況」のもとでデ

ィスクルス（ハーバマス，1983）を行う能力を必要とするからである。この能力は、数学と同

様の客観的抽象的概念を操作する知識や技能から構成されており、進化的に人間に備わった心

の仕組みではないからである。

上述してきたように、進化理論の視点を取り入れてモラルの発達について考えた場合、配慮

のモラルに関しては子どもが遊び仲間という社会集団に参入しそこで適応していく過程でヒト

という種に組み込まれた心の仕組みを使用することによって獲得可能だが、公正のモラルに関

しては、それを獲得するのに必要な概念や技能を教育と訓練によって身につけていかなければ

ならないと筆者は考える。

さて、公正のモラルは、「自由」・「生命」など人間としての普遍的な権利を保障する契

約・合意・法律によって社会組織は成立すべきであると考える。その際に、そうした契約・合

意・法律は、すべての人間を手段としてではなく目的として扱い（その人格を尊重し）、理想

的役割取得によって決定されるべきものと考える。そして、こうした観点から現存の契約・合

意・法律さらには社会組織の是非を批判的に検討する。そこで、公正のモラルの獲得には、

「自由」・「公共の福祉」・「生命」・「平等」・「権利」・「義務」・「責任」などの概念

の理解が必要とされ、そうした概念を現実の紛争解決や社会的合意の形成過程に自由に駆使で

きる思考方法が技能として必要となる。これらの概念を理解するだけの見識やこれらの概念を
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紛争解決や社会的合意形成過程に駆使できる技能は、ヒトという種に生物学的にデザインされ

たものではなく、ヒトが社会集団から社会制度を発達させ社会制度の多様性や複雑性が増大し

ていくのと平行して洗練させてきた概念や技能だという経緯を持っている。ゆえに、こうした

概念や技能を獲得するには、数学教育に関してピンカー（2003）が指摘したと同様な教育と訓

練を必要とする。

ここで、公正のモラルについての教育ということに関して現状に目を向けてみる。アメリカ

合衆国では1964年にCenter for Civic Educationがカリフォルニア大学ロサンゼルス校と共同で公

民教育の学際的研究を始め、1969年には初等教育から中等教育段階までの一貫する教育カリキ

ュラムを発表している。このカリキュラムは、公正のモラルを獲得するのに必要かつ基本的な

概念である「権威」・「プライバシー」・「責任」・「正義」について概念的アプローチを展

開しており、子どもたちがこれらについてどのように考えるべきか、どのように分析し、生活

の中でどのように効果的に解決すべきなのかを活動を通して身につけられるように考えられて

いる（公民教育センター，2001）。ただし、これは、厳密には法教育カリキュラムであり、公

正のモラルの教育カリキュラムではないので、社会組織の是非を批判的に検討する能力まで射

程に入れているわけではない。だが、社会組織の是非を検討する能力の前提となる基礎的な概

念や技能を修得するための教材が豊富に用意されていること、市民としての責任と権利を理解

することが公正のモラルの基本であることを考えると、これを参考に公正のモラルの教育カリ

キュラムを作成することが有益であろう。わが国でも、裁判員制度の導入が現実のものになる

に従って、裁判員になるための意義や知識を教育する必要性は高まっていくであろう。裁判員

に求められるのは、まさに「自由」・「公共の福祉」・「生命」・「平等」・「権利」・「義

務」・「責任」などの概念を現実の紛争解決に自由に駆使できる技能である。これらの概念や

技能を修得するための教育カリキュラムの作成が求められている。
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