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本稿の目的は，社会学，社会心理学を中心に，社会  

秩序のシミュレーションによる研究を概観することで  

ある．焦点は2つある．1つは「シミュレーション」，  

もう1つは「社会秩序」である．  

思考実験としてのシミュレーション  

本稿が扱うシミュレーションとは，理論的な説明モ  

デルとしてのコンピュータシミュレーションである．  

2点を補足しよう．第1に，社会科学や行動科学では  

シミュレーションの語は人間被験者を使った模擬的な  

ゲーム実験，ないしrole－playingを指すことが多い  

（Jones，1985）が，本稿の対象外である［広瀬  

（1997）を参照］．第2に，本稿が述べるのは理論的  

なシミュレーションの利用である．シミュレーション  

はシステムの評価や予測といった実用的な利用に供す  

ることが多い．実用的なシミュレーションでは特定の  

現実をいかに再現するかが決定的に重要だ．しかし以  

下の理論的利用では，再現すべきは現実そのものでは  

ない．ゲーム理論がそうであるように，扱うのは現実  

が内蔵する構造である．   

シミュレーションモデルは，自然言語によるモデル，  

数理モデルに続く，第3の説明的なモデルの様式と位  

置づけることができる（Ostrom，1988）．モデルが可  

能にするのは，一定の前提から何を導出できるかを思  

考実験することである．シミュレーションモデルの最  

大の長所は，derivation machineとして，この思考  

実験を効率的に実行できる点にある．シミュレーショ  

ンモデルのその他の長所は，数理モデルに比べ，モデ  

ル構築の柔軟性が高いこと，モデルの変更や要因の追  

加が容易なこと，言語的アイディアのモデル化を容易  

にすること，などである（Taber＆Timpone，  

1996）．欠点は，その導出が数理モデルほどの一般性  

をもたないことである．   

シミュレーションを用いた研究例は社会心理学，社  

会学の範囲でも多岐にわたる．対人記憶（Hastie，  

1988），ステレオタイプ形成（Smith，1991），恋愛関  

係（Kalick＆Hamilton，1986），社会的影響（Nowak，  

Szamrei＆Latane，1990），群集（Johnson＆Fein－  

berg，1989），歩行群集（矢守D杉万，1992），集団討  

議（Stasser，1988），集団内統制（Flache＆Macy，  

1996），組織（Carley＆Prietula，1994），社会的デ  

イレンマ（Messick＆Liebrand，1995），集団間対立  

（Suleiman＆Fischer，1996），集落や地域構造の形  

成（Penn＆Dalton，1994），などである．適用の範  

囲は今後確実に増えるはずだ．  

創発的な社会秩序  

以下に述べる社会秩序とは，社会に観測できる  

regularities程度の意味である．人間はこれまで多数  

の社会を出現させた．その具体的な構造は社会によっ  

て異なる．にもかかわらず社会は繰り返し観測できる  

秩序をさまざまな側面で示してきた．人々は家族や部  

族など多くの集団を形成し，その中で高い利他性や協  

力性を発現させる．分業を形成するとともに規範を生  

成し，権力や富の不平等を常とした．こうした秩序が  

社会になぜ実現するかは創設以来の社会学の根本問題  

だといってよい．Functionalist，Conflict，Inter－  

actionistといった理論的視点が争ってきたのも，ま  

さにこの根本問題をめぐってである（Vander Zan－  

den，1993）．しかし従来の社会学がこの根本問題の解  

決に迫ることはなかった．適切な方法論を欠いていた  

からである．   

社会秩序のシミュレーションとは，計算機上で作っ  

た社会に社会らしい秩序を再現するにはいかなる前提  

が必要かを思考実験することで，社会のメカニズムを  

理解しようとする試みである．この研究のコンセプト  

は「人工社会（artificialsocieties）」（Epstein＆  
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Axtel191996），‘multi→agent Sim山atiom，（Shoham，  

1994）9「分散された人工知能（DÅ‡）」（のoran，  

1996）と表現されるが9 表現の相違は重要ではない。  

共通しているのは9 ある環境の中に複数のエふ㍉ジュン  

ト（行為者）をおき，そのエー¶ジュントがbottom仙叩  

に作り出す創発的な社会秩序を観察することである。   

社会秩序のシミュレ山ションは次の3つを特色とす  

る紗 第1に，エージェントは独自な行動を可能にする  

ルール（ないし戦略）を持っている。単純な反応のル  

ールだけを仮定する場合から9 DÅⅠのように9 ある  

程度の認知作用を仮定する場合まで，さまざまである。  

しかしヲ 限定的な（botlmde郎 認知い計算能力だ£ナを  

仮定することが多く（Comte＆Caste且f柑mC丑ni，1995a），  

経済学のように完全情報（処理能力）を仮定すること  

はまずない。第2に，シミ ュレーションモデルはエー  

ジェントの行動ルールと環境のルール（環境「エージ  

ェントのル、直－－－－ルを含む）だけから構成されるのが原則  

だ。社会レヴュルの挙動を直接支配するルー・ルを組み  

込んではならない。社会秩序はエージェントがboト  

tom】upに新たに作り出すもの，つまり社会の創発的  

特性でなければならないからである。第3に，社会秩  

序のシミュレ←ションはほとんどの場合「進化の論  

ヨ墾」を備えている。エーmジュントのルールをある種の  

遺伝子とみなす。そして適応度（fi血ess）が高いルー  

ルを持つエージェントが世代交代ごとに増加すると考  

える。この進化は，通常の進化のように，より適応し  

たエージェントが多くの子孫を持つことで生じてもよ  

い。より適合したル両ルを他のエージェントが（観  

察）学習することで生じてもよい由 このルール分布の  

変化が収束した状態がモデルの均衡点である。進化と  

いう装置は均衡解を求める計算的手法である佗   

社会秩序のシミュレーーションの背景には少なくとも  

2つのヨ塑論的関心がある。第且はマイクローマクロ問  

題である（Alexamder et a且。，1987；山岸，1992）。  

マイクロの水準での相互作用が，意図せざる結果とし  

て，マクロ水準でどのような帰結をもたらすか？肝  

この間題は社会科学全般で重要な研究トピックと認識  

されているゆ 社会秩序のシミュレーションはこのマイ  

クロ仙マクロ問題への主要な担い手として登場したこ  

とになる。第2の背景は複雑系への関心である印 複雑  

系という議論は子細に見れば多様なアプローチを内包  

した複合的な思潮である（。しかし，その中心的なアイ  

ディアは局所的なルールが集合体の水準で新たな創発  

的特性を生むことにある（Epsteim＆二ÅⅩtel且，  

39儲（28）  

1996；Waldrop，1992）勘 社会秩序のシミュレーショ  

ンはこの複雑性の課題を社会科学で遂行する研究（の  

1つ）と位置づけることができる匂 複雑系はすでに一  

時の熱狂を失いつつあるとはいえ，社会科学の分野で  

は貢献の余地は大きい廿   
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以下，主要な結果を概説しよう。  

（胤）群居 人間社会は群居の上に成り立つ。Parisi  

et alu（1994）およびEpstein＆Axtell（1996）は  

平面上にエ血ジュントと食糧が分布する平面（sugar－  

scape）を舞台としてシミュレーションを実施した。  

エ山ジュントは視界内の食糧のある場所に移動しヲ 食  

糧を摂取することで適応度を保つ血 結果は食糧クラス  

タにエージェントの群居が生じること，食糧の再生率  

に応じて移民の波が生じること，視力の良いエージェ  

ントは渡り鳥型の移動をし視力の悪いエージェントは  

冬眠定住型になること，食糧採．取に伴う公害（負の外  

部性）が集合的移動を生むこと，などを見出している。   

Parisiらはさらに，群居が他者からの有益な情報を  

もたらす効果に着目する。他者と近接すれば捕食者か  

らの逃避のシグナルを得やすく，また生存技術の学習  

も容易になる心 緒果は以上の効果から近接傾向がエー  

ジェント間に進化することを示している∩  

（2）分厳 群居と表裏をなすのは分居（segregaq  

tiom）である由 Epsteiヱ1＆Axtell（1996）は分居に  

関する有名なScheliimg（1971）のアイディアをシミ  

ュレーションによってデモンストレイ卜した。平面上  

に2色のエージェントを分布させ，各エージェントは  

自分の近隣の同色比率に対する選好を持つ。エージェ  

ントにはその選好にしたがった移動の機会がある。こ  

のとき，エーージュントが差別主義者ではない（同色は  

50％以下でよい）としてもマクロには分居が生じてし  

まうふ   

より興味深いのは1次元のsugarscape（ただし輪  

状）を用いたEpstein＆Axtell（1996）の結果であ  

る。この輪上の空間では，特別なルールを導入しなく  

ても，エージェントは複数集団に分思する傾向を示す。  

（3）協劾憎三 2人の囚人のジレンマ（PD）は非協  

力（裏切り）への誘因が存在する状況で2個体間に協  

力が生じるかどうかを分析するのに適している。主に  

椚Dのシミュレーーションを通して，社会に協力が進化  

し得ることを示したのが，著名なAxelrod（19B4）  

の研究であるの Axelrod（1984）の主要な結論は，将  
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力者を罰する選択肢を持つ（規範ゲーム）．この条件  

のままでは，いったんは協力が実現に向かうものの，  

社会の科罰水準は低下し，結果，規範は崩壊する．科  

罰の維持という2次的デイレンマを解決できない．だ  

がエージェントがメタ規範の戦略（罰に加わらない者  

も罰の対象にする）を持てば，科罰水準とともに協力  

状態が進化する．   

メタ規範は「敵の味方は敵とみなして差別せよ」と  

いう原則の別の表現といえる．高木（1997）は一般交  

換のシミュレーションを通して，この原則が進化可能  

な，社会的な便益システムを実現する原則の1つであ  

るとみなす．他方，Yamagishi＆Takahashi（1994）  

はエージェントの科罰水準と協力水準が連動すること  

でメタ規範なしに協力が達成されると考える．  

（5）宮の不平等 Epstein ＆ Axtell（1996）は  

sugarscapeにおいて富の不平等が進化する（ジニ係  

数が上昇する）傾向を観測している．富の相続や（複  

数資源の）取引可能性を導入することで不平等はさら  

に増大する．収入に関する算式を予め仮定するシミュ  

レーション（Nielsen，1995）とは異なり，bottom－up  

にこの結果を導いている点に意義がある．  

（6）親族組織 家族を含め親族組織は社会秩序の中  

核であり続けた．親族組織の普遍性はHamilton  

（1964）以来の血縁選択説によって説明できる．血縁  

者に排他的に利他的になる遺伝子は包括適応度を高め  

るために進化しやすい，とする説である．Parisiet  

al．（1995）は家族間の愛着という進化心理学の観点  

（Simpson＆Kendrick，1997）からも興味深い分析  

を行った．エージェントは採集した資源を子供に与え  

ることができる．子供に与え過ぎると自らの生存と生  

殖が危機に瀕し，子供に与えなければ子孫は死滅する．  

シミュレーションは，子供への親の利他性と，子供の  

側の親への接近傾向が，ともに進化することを示した．   

Treuil（1995）は子供の系統帰属が集団内の合意か  

ら形成されることを前提として親族組織の進化をシミ  

ュレートしている．結果は，多くの場合ある程度整合  

的な親族組織が生れることを示す．ただし得られた組  

織が現実の親族組織に近いとはいえない．  

（7）利他性 利他性（altruism）とは自己犠牲の下  

に他者を利する行動傾向である．既述の血縁選択説は  

血縁利他性の出現を予測している．他方，非血線的利  

他性の進化を説明しようとするのが相互利他性  

（Trivers，1971）である．相互利他性は返礼に遅れを  

伴う2者間の社会的交換と考えてもよい．de Vos＆  

（29）391   

釆の接触の見込みがある程度存在すればtiトfor－tat  

戦略（TFT）が安定的な解になり，非協力的戟略の  

侵入を防げることである．この結論はメタゲームや超  

ゲームの解析的結論とともに，社会に協力が実現する  

可能性があることを示す．   

Axelrod（1984）の結果は多数の戟略が社会の中で  

競い合う状況を想定しておらず，ノイズ（反応の誤  

り）の可能性を排除している（Suleiman，1996）．  

Nowakらは，TFTは協力の優勢をもたらす触媒作  

用を果たすものの，その後はより寛容な（非協力を許  

しやすい）TFTが優勢になること，パブロフ戦略  

（win－Stay，losershift）が最終的には優越すること，  

などを見出した（Nowak＆Sigmund，1992，1993；  

Nowak，May＆Sigmund，1995）．また，単一の戦略  

の優越によってではなく，複数の戦略の共進化によっ  

て社会に協力性がもたらされる可能性もある（Lom－  

borg，1994）．なお戦略の空間的分布の進化は群居／  

分居の観点からも興味あるパタンを示している  

（Lomi＆Larsen，1997；Nowak＆May，1992）．   

YamagishiらはPDにおける協力／非協力だけで  

なく PDのパートナーも選択できるゲームを考案して  

いる（Yamagishi＆Hayashi，1996）．たとえば  

Yamagishi，Hayashi＆Jin（1994）は，パー トナ  

ーの選択にTFTのような条件を付けた（OFT）協  

力的な戦略の優位を導いている．   

Hegselmann（1996a，b）はリスクを抱えた移動可  

能なエージェント間でのサポート（協力）関係の成立  

を検討した．サポート関係は隣接者間で生じる．シミ  

ュレーション結果はサポートのネットワークが出現す  

ること，類似したリスク水準のエージェント間でネッ  

トワークが生じやすいこと，などを示した．  

（4）規範形成 Conte＆Castelfranchi（1995）は  

エージェントが平面上にある食糧を採取する状況で所  

有規範の機能を検討している．エージェントは食糧を  

摂取するごとに強さを増し，食糧をめぐる紛争では強  

いエージェントが勝利する．「見つけた者勝ち」の規  

範がある場合は，相互の強さの考慮あり／なしで攻撃  

をする場合に比べ，攻撃は生じにくく，エージェント  

の福祉は高く，不平等も少ない．ただし規範自体の進  

化はシミュレートしていない．   

規範の形成に重要な洞察を加えるのはAxelrod  

（1986）である．エージェントは社会的デイレンマに  

直面し，協力体制の実現を望みながらも自らは非協力  

ヘの誘因を持つ．エージェントはコストを払って非協  
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Zeggelink（1994）のシミュレーションは，相互利他  

性の戦略（遺伝子）が9 八闇が小さく初期の相互利他  

者率が高い場合に，利己的戦略を抑えて進化できるこ  

とを示している¢ ただし相互利他性の存在は既述の  

Pゎにおける協力として理解した方がよいだろう。 

無条件的利他戦略から成り立つ利他性は排除不可能  

な公共財として機能する。そのためフリーライダーに  

よる崩壊の危機に直面する。無条件的利他性が生じる  

ためにはエージェント間に特殊な八日構造を仮定せざ  

るを得なくなる（M¢rgam，1錮5）。   

高木（1994），Takag亙（1996）は利他性がfreegift  

からなる一般交換だと考えた中 各エー山ジュントが自分  

の資源を自由に分割し他者に与えたり自已消費できる  

状況を想定する。資源を与えるか否かにより，エージ  

ェント閤にはpD型の利得構造が生じる。無条件的利  

他戦略は利己主義の侵略を容易に許す叫 利他的な者だ  

けに利他的になる条件つき利他戦略も，敵（利己主義  

者）に利他的になる老を排除しないため，安定的に進  

化できないり 利己的環境の中で安定的に進化できるの  

は9 利他主義者にだけ利他的になる老だけに利他的に  

なる内集団利他戦略である。同戦略は社会を利他主義  

者と逸脱者に二分し9 前者だけのクラブ財として利他  

性を立ち上げる。この内集団利他性は，適度の将来の  

接触の可能性や相互の行動の観察可能性だけで出現で  

き，所得（資源）の不確実性によって顕著になる。   

高橋む山岸（199釦 は利他性を鎖状の－一般交換であ  

ると考え9 同様に利ノ他性の成立を説明している心 ただ  

し当人の利他水準と利他性を及ぼす相手の選択基準と  

が見合うという制約があることが，利他性成立の前提  

となる。この制約を外せば，高木（且994）のような内集  

団利他戦略の存在が要請されるはずである¢  

（8）基礎社会 上記の利他性（一般交換）が生じる  

社会圏を基礎社会（communalsocieties）と呼ぶ。  

Takag亙（1996）の重要な含意は，一般交換，したが  

って基礎社会がエージェント間の戦略的進化を経て創  

発的に出現する可能性があることである。さらに高木  

（且997）は9 同種のシミュレーション分析をもとに，  

この一般交換が基礎社会の中に次のような特性を自動  

盤成していくという可一能性を指摘する¢（a）集団中心  

主義（groⅥp－Cemtrism）：特定の標識（groupmarkers）  

によって識別される諸集団のそれぞれの内部で一般交  

換が成立することを指す。標識とは宗教や言語など，  

社会成層がみな認識するような特性である① 集団中心  

主義の優越はヲ 人間ノ社会の利他性が普遍的利ノ他性とし  

3国選（30）  

てではなく差別的利他性として顕現することを意味す  

る（Hardim，1982）。（b）社交の階層化：富の不平等  

（階層化）を前提に，一般交換が各階層内で維持され  

るような社会分化の形態を指す。ただしこの秩序は，  

基礎社会の中では次の傾向によって相殺されるかも知  

れない◎（c）弱者のサポートニ弱者とは資源を持たず，  

山般交換の中で貢献できない着であるp 基礎社会はそ  

うした弱者をサポートするシステムを備える。この弱  

者サポートシステムが一般交換を単なる互酬以上の地  

位に押し上げている。（d）正義：一般交換は分配正義  

の観念と規範を生み出す可能性がある。シミュレーシ  

ョン結果ほ資源が確実な場合には衡平（e耶ity）が，  

リスクを伴う場合は平等が進化しやすいことを示す。  

（e）社会的デイレンマの解決能力こ社会的デイレンマ  

に直面する社会にあって，ディレンマでの協力を一般  

交換の受益の要件とする戦略が進化する。その結果，  

一般交換とともに基礎社会には社会的デイレンマの解  

決能力が備わる（Takagi，且997）。社会的デイレンマ  

の理論は山様に公共財の過少供給や共有資源の枯渇を  

予測する。にもかかわらず現実の人間社会である程度  

公共財が供給され9 共有資源が管理できたのは，基礎  

社会にこの能力が備わっていたためと想像できる。  

（9）権力構造 社会秩序のシミュレ血ションが解決  

すべき当面の貴重要課題は権力の発生である。しかし，  

この点では際だった研究は見当たらない。近いうちに  

いくつかの試論が登場するだろう。関連する研究に  

Axelrod（1995）がある。輪状の1次元空間に位置す  

るエーージュント（国家など）が近隣エージェントに貢  

ぎ物を要求できる。要求を受けたエージェントは従う  

か戦うかを決定し，負ければ貢ぎ物を出す。貢ぎ物の  

やりとりがあるエージェント間では戦いでも同盟するふ  

このシミュレーションは多様なシナリオを産出してい  

る小1つの覇権国が成長することもあれば「帝国の過  

大拡張」によって最大の覇権国が凋落することもあるゆ  

（且の分業 社会秩序のシミュレーションが最終的  

に導くべきは分業秩序である。複雑な前提を要するが  

ゆえに満足すべき研究はまだ見当たらない。  

Ⅲr喝Ou且＆『erber（1994a，b）は蟻の社会のシミュ  

レhションを試みた。エージェントの蟻は刺激（例二  

空腹の蟻）によって活性化された反応（例：食事を与  

える）を選ぶようにできている。結果，機能特化した  

5つのエー血ジュント集団による分業を見出している申   

分業秩序に近い世界を作り出しているのはEp－  

steim＆Axtel且（1996）による，ワルラス的調整機構  
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