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背 景
富の寡占と不平等をめぐる
問題
– 格差社会

• 格差と健康
– E.g., Wilkinson (2009) 「格差社会
の衝撃」

• 反格差デモの世界的拡散
– Occupy Wall Street （2011年9月

17日）

→ 世界82カ国に拡散

– 先進国における最重要の
政治的・経済的課題
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 いかに分けるか
• 国会の議席数をどう割り当てるか

• 国家予算をどこにどれだけ措置するか

• 航空会社への空港発着枠の割当て

• お花見での場所取り

• 子供同士の遊び場をめぐるいさかい …

「正しい分配のあり方」をめぐる議論
人文社会科学における規範的・倫理的な検討（〜べき）

>>>> 人々の実際の行動・認知・神経機序（〜である）に
ついての検討

⇒ 規範（〜べき）と実証（〜である）の関係をどう考え
るか？

分配の正義
(distributive justice)
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本プロジェクトの目的

富や資源の配分など，「社会のあり方」につい

ての倫理・価値判断を支える行動・認知・神経

科学的メカニズムを，人文学・社会科学の規範

的理論との対応を考慮しつつ，明らかにする．

こうした協同を通じ，法・政治哲学，倫理学，

行動・認知科学，脳科学，生物学，情報科学を

含む多様な領域の間で，実証を基盤とした文理

融合の先端的なコミュニティを形成する．
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脳イメージング実験
（玉川大学脳科学研究所・
東京大学総合文化研究
科）
・機能的磁気共鳴画像(fMRI)法に
よる検討
・眼球運動計測との組み合わせ

→ 坂上雅道，樋口さとみ，
小川昭利ほかPD・大学院生の
研究協力者

規範理論的な検討
（北海道大学法学研究科・京都大学文学研究科）
・実践的エージェンシーの概念を軸に，「分配の正義」をめぐる
概念とそのバランシングに係る検討

→ 長谷川晃，児玉聡ほかPD・大学院生の研究協力者

行動/認知/生理実験
（東京大学人文社会系研究科・北海道大学
社会科学実験研究センター・大阪大学社会
経済研究所）
・行動選択実験（眼球運動計測を含む）
・ゲーム実験（各種の実験ゲームの実施）
・集団実験（分配原理選択実験，熟議民主主義実験）
・内分泌データ（ホルモン，唾液中αアミラーゼ）
・末梢自律神経系反応データ（皮膚電気活動，血流量）

→ 唐沢かおり，犬飼佳吾, 小川昭利ほかPD・大学院
生の研究協力者

全体統括
→ 亀田達也

海外研究協力者
Hackjin Kim
(Korea University, 
Neuroscience)
Reid Hastie (University 
of Chicago, Decision 
Science)
Steven Stich
(Rutgers University, 
Philosophy)

計算論モデル構築
（奈良先端科学技術大学
院大学） H27.2〜
→ 数理情報科学の研究者
（池田和司・為井智也）
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I.  社会的価値の形成に関する基礎プロセスの検討

1) 規範理論的な検討
• Adam Smithの共感論

2) 計算論モデルの構築
• 強化学習モデル（自分−相手についての内部モデル）

3) 実験的検討
• 行動選択，視線計測，生理計測（内分泌を含む）を組み合わせた

インタラクティブな実験

• 「価値の相場」や規範の形成についての認知・生理・ｆMRI実験

II. 高次の社会価値の働きに関する検討

1) 「分配の正義」を範例とする規範理論的な検討
• John Rawlsの正義論

• 実践的エージェンシーと価値のバランシング

2) 分配の価値に関する認知・神経的基盤の実証

研究内容・経過 (H26年度～H29年度)
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分配の正義を範例とする検討
John Rawls (1971) 『正義論』

– 平等主義的な分配のパラダイム

20世紀の規範的正義論の中でもっとも大きな
インパクト

– 統治・立憲の理論（社会設計の基本原理）

– 功利主義(utilitarianism)に替わる規範的倫理学

– その後の政治哲学の論争はこの書を軸に展開
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Rawls と分配の正義
－富の分配を使った例示

功利主義 (utilitarianism)
– 「ある行動の道徳的価値はそれがもたらす

幸福（効用）の総和によってのみ決まる」

• “最大多数の最大幸福” (Bentham)

– トリアージの考え方

• 多数の傷病者が一度に発生する緊急場面で，限ら
れた医療資源を助かる可能性のある者に優先的に
配分し救命をはかる． 8

Bentham Mill

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9b/John-stuart-mill-sized.jpg


社会における所得分布の選択問題
所得政策A, B, C, Dのどれが望ましいか？
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社会における所得分布の選択問題
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条件・環境について一切
知り得ない立場（= 原初
状態）にいるとしたら?
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本来の面目如何」

漱石『門』



Rawlsの議論

人々は“無知のヴェール”のもとで，

(A) もっとも悪い可能性に目を向けるようになる

 自分がもっとも恵まれないグループに生まれ落ちる可能性を
考える（リスク回避的）

(B) 最悪(min)の可能性の中でもっとも良い（ましな）結果を
与える(max)選択肢を好む

⇒マキシミン（Maximin)原理に基づく個人選好

すべての人がこのように考える結果，

– 「社会の中でもっとも恵まれない人々にとっての利益
を最大化するような政策」が全員一致で合意される 12
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悪い可能性に目を向ける
（リスク回避的）

悪い可能性の中でもっと
も“まし”な選択肢を好む

（マキシミン原理に基づく
個人選好）

すべての人が同じように
考える結果，もっとも恵
まれない人々にとっての
利益を最大化するような
政策(マキシミン基準）が

全員一致で選択

Rawls主義的な選択



Rawls正義論の経験的基礎

資源の安定供給とリスクヘッジ

– “無知のヴェール”という人工的な仕掛けを用いた思考
実験（哲学的な直観）

– 予期できない飢えや不遇に対するリスク分散装置として
の社会的分配

• 狩猟採集社会における肉の平等分配

• 現代の社会保障制度

→ 分配の意思決定とリスク下の意思決定（ギャンブルなどが代
表例）では，共にリスクヘッジが重要なポイント

– 無知のヴェールという人工的な仕掛けを使わなくても，
最不遇・最悪の状態にとくに留意するというマキシミン
的な認知処理が，リスク下の意思決定と社会的分配で
共通して自発的に（自然に）行われるという可能性?
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３段階の検証
（１）行動実験

他者への社会的分配，自分にとってのリスク意思決
定（ギャンブル）課題を同一の実験参加者に課し，判断
の異同を見る．個々の参加者の行動選択を Quasi-
Maximin Model (Charness & Rabin, 2002, Quart. J. Econ.) 
により分析

U =  α ・Min [π1, π2, π3] +  (1 – α ) ・ (π1 + π2 +π3).

（２）認知実験

課題遂行中の情報探索のパターンをMouselab と
呼ばれる技法で検証

（３） fMRI実験

課題遂行中の脳活動を Quasi-Maximin Modelに
基づき解析
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一連の実験の結果
• 「Maximin的な思考」は、社会的分配とリスク
意思決定に共通して，強い自発的（自然的）
アンカーとして作用する．

Minimumへの注意
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米国科学アカデミー紀要（PNAS, 2016)
“Rawls正義論の経験的基礎を示した世界最初の論文”

朝日新聞 2016.10.2 朝刊
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経験的知見と照応した，
規範理論的な検討

長谷川晃：共感的な価値形成を基盤とした「実
践的エージェンシー」による複合的な価値判断
のあり方に関する論考
– “Interactive Reason in Law” (Archiv für Rechts- und 

Sozialphilosophie, 2017)

児玉聡：人々の選択への「介入(nudge)」に関す
る，功利主義の観点からの論考
– “Rethinking Nudge: Libertarian Paternalism and 

Classical Utilitarianism”, The Tocqueville Review/La 
Revue Tocqueville, 2016)
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３年間の成果（集計）
I.  論文・著書

• 28篇の学術論文（英文22篇，和文6篇）
• 4つの著書
• 23の基調・招待講演（海外16，国内7）
• 200超の国内外の学会発表

II．若手研究者の育成と，共通アジェンダの設定
• 神経経済学ワークショップ, 実験社会科学カンファレンス

III. 文理の壁を超えた先端的な研究者コミュニティの形成

• 行動経済学，神経経済学，認知科学，心理学，社会心理学，
法・政治哲学，倫理学，哲学，社会脳科学，動物行動学，進化生
物学，内分泌学など，多岐にわたる研究者とのフォーラム

IV. 社会的還元
• 一般書の執筆
• サイエンスカフェ，ライブラリートーク
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異分野共同を通じて学んだこと（1）

異なる言語系・概念系を理解することはたいへん
だが，長期的に極めて有意義
• “文系”の概念を“理系”に理解してもらうためには，まず
“文系”が“理系”の基礎概念を学ぶことが必須

• 基礎的な教科書や（専門家の書いた）新書の学習と理解
の相互確認

メタレベルの視点の共有
• “重要な問題”が，なぜ，どのように重要か

• 問いをどのように言い換えられるか

• どのようなアプローチが有効（必要）か
20



「協同は協同を生む」という力学

• 新学術領域 「共感性の進化・神経基盤」（長谷川
寿一代表：H25-29）

• 基盤S 「集合行動の認知・神経・生態学的基盤の
解明」（亀田達也代表：H28-R3）

• CREST 「脳領域/個体/集団間のインタラクション
創発原理の解明と適用」（津田一郎代表：H28-R5）

⇔ 行動科学（心理学・認知科学），社会科学（経済
学・法学・政治学），人文学（哲学・倫理学），生物科
学（生理学・神経科学・遺伝学），数理科学（数学・情
報科学）の先端研究者を横断するチーム
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異分野共同を通じて学んだこと（2）



若手・研究者コミュニティへの波及

• 規範と実証との相補的なループ
– 数理的な問題設定

– 行動・認知・神経・生理反応を含むマルチレベルの実証

– 規範理論にフィードバック・批判的吟味

– さらなる展開

• こうした相補的なループを，若手・研究者コミュニ
ティに広く開示
– 規範理論の研究者と実証の研究者による共同の叢書

（岩波書店 「ソーシャル・サイエンス」シリーズ 近刊）
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