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Abstract

From the standpoint of behavior analysis, the present author defined culture as a

set of behavioral contingencies, behaviors shaped and maintained by the

contingencies, and products of these behaviors in a given group. Then, he

enumerated six characteristics of Japanese culture in behavior analytic terms as

follows: (1) Behavioral contingencies inside the inner group to which one belongs

(内
uchi

) are quite different from behavioral contingencies outside the inner group (外
soto

).

(2) Behaviors that maintain the harmony of the inner group are likely to be

reinforced, and behaviors that disturb the harmony of the inner group are likely to

be punished. (3) Self-assertive, argumentative, or confrontational verbal behaviors

are seldom reinforced, and outstanding or uncommon behaviors are usually

punished. (4) Verbal behavior without words is dominant inside the inner group.

(5) Discriminative stimuli inside the inner group are subtle, and discriminative

stimuli outside the inner group are explicit. (6) The activation level of operant

behavior of Japanese people is relatively low．Finally, he characterized Japanese

culture as rice agricultural culture.
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本稿の目的は行動分析学の立場から文化の概念を考察し、そこで得られる枠組から日本文化

の分析を試みることにある。この問題は、私が1974年にはじめて海外に出て異文化に接した

際に関心をもつようになり、小文をしたためたりもし（佐藤, 1976）、最近それが渡辺（2002）

により引用されたが、その後それを発展させずにいたところ、2000年末に20世紀の終末を記

念して台北で行動主義の国際会議が開催されることになりそこでの講演を依頼された折に、適

切なテーマと思われたので四半世紀ぶりにこの問題を取り上げた（Sato, 2000）。翌2001年には
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ヴェネチアでの別の国際会議で再論する機会をもった（Sato, 2001）。本稿はこれらを踏まえた

ものである。

行動分析学の創始者B.F.スキナーは、｢結果による選択｣と題する論文において、結果による

選択は生物界にのみ認められる因果の様式であるとした（Skinner, 1981）。スキナーによれば、

三種類の結果による選択が認められる。自然選択とオペラント選択と文化の選択である。パー

スとエプリングはこの三種類の結果による選択を次のように図式化している（Pierce and

Epling, 1999）。

生態的環境：遺伝子型→生殖のベネフィット/コスト

図1.1 生存の随伴性

図1.1は第一の結果による選択を示している。この図によれば選択されるものは遺伝子型で

ある。しかし、遺伝子型自体は、環境とは直
じか

の相互交渉はないので直接には選択されない。環

境と相互交渉をもつのはある種に属する個体であるから、環境により選択されるのは個体であ

る。もしある遺伝子型を共有する個体の集合が選択されたとすれば、その遺伝子型は間接的に

選択されたことになる。したがって、選択されるものは何かについては、刻々と選択されるも

のと究極的に選択されるものとを区別しなければならない。第一の結果のよる選択においては

刻々と選択されるものは個体であり、究極的に選択されるものは遺伝子である。すべての結果

による選択は何かの進化をもたらすが、第一の選択によって進化するのは種である。この選択

は生物界においてなされている。

状況：オペラント→強化/罰

図1.2 強化の随伴性

図1.2 は第二の結果による選択を示している。この図によれば選択されるものはオペラント

である。しかし、オペラント自体は直接には選択されない。オペラントとは共通の結果をもた

らす反応のセットだからである。第二の結果のよる選択においては刻々と選択されるものはあ

るオペラントに属する反応であり、究極的に選択されるものがオペラントである。すべての結

果による選択は何かの進化をもたらすが、第二の選択によって進化するのはその個体の行動レ

パートリィである。この選択は個体においてなされている。
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技術的環境：文化の営み→集団の存続

図1.3 メタ随伴性

図1.3は第三の結果による選択を示している。この図によれば選択されるものは文化的営み

である。文化的営みとは何であろうか。パースとエプリングは文化的営みを次のように定義し

ている。

文化的営みは、ある共同体における個々の人々の行動が他の成員の行動を支える、

絡み合った社会的な随伴性として定義できる。この絡み合った随伴性から生じる行動

のパターンが文化的営みのタイプ（その共同体で人々がなすこと）である。（Pierce

and Epling, 1999, p.390）

この定義によれば、文化的営みとは絡み合った行動随伴性によって制御されているある共同

体における人々の行動の集まりである。換言すれば、文化的営みとはオペラントの一種である。

それでは、第二の選択と第三の選択とはどこが異なるのであろうか。第三の選択においては、

刻々と選択されるものは各成員の個々の文化的営みであり、究極的に選択されるものは文化的

営みであろう。ある共同体における各成員の個々の文化的営みは各成員のあるオペラントに属

する反応ではあるが、その結果の集積としてのその共同体の文化的営みの選択に着目するのが

第三の選択である。第三の選択によって進化するのは文化である。この選択は集団においてな

されている。

表1は三種類の結果による選択についてのまとめである。

表1 三種類の結果による選択

１

ここで、文化の概念の考察に移ろう。スキナーは文化について次の二つの定義を示してい

る。

刻一刻と何が選択されるか 究極的に何が選択されるか 何が進化するか どこで起こるか
(Ⅰ) 自然選択 個体 遺伝子 種 生物界

(Ⅱ) オペラント選択 オペラントに属する反応 オペラント 行動レパートリィ 個体内
(Ⅲ) 文化の選択 各成員の個 の々文化的営み 文化的営み 文化 集団内
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文化は、ある集団によって維持されている社会的強化随伴性として定義できよう。

（Skinner, 1987, p.74）

私は、文化を、物理的環境に加えてある集団の新しい成員の行動レパートリーを決

定する、社会的環境、すなわち、その集団において維持されている強化随伴性である

と定義している。（Catania and Harnad, 1988, p,47）

社会的強化随伴性が文化の中核であることは確かであろう。しかし、スキナーの定義は狭す

ぎるように私には思われる。文化と文化的営みとは異なるであろうが、両者は密接不可分な関

係にある。このことを考慮に入れて、私は文化を次のように定義したい。

文化とは、ある集団における、（1）行動随伴性と、（2）その随伴性により形成・維

持されている行動と、（3）その行動が生み出した産物とからなるセットである。この

文化的セットはその集団において世代を越えて引き継がれる。

文化のもっとも重要な特性の一つは、世代を越えて引き継がれる点である。オペラント行動

による環境への新しい適応の仕方は、人から人へと次の世代にわたって伝えられさらに改良さ

れる。ここにヒトという種が遺伝子を変えることなしに、すなわち異なる種になることなしに

地球上のさまざまな環境に適応し、棲息地を広げてきた所以がある。スキナーが繰り返し強調

しているように、これは音声筋肉組織がオペラント制御の下に置かれ、言語行動が獲得され、

言語的環境が生み出されたためである。

私の定義によれば、文化は、行動随伴性、行動、および行動の所産という三つの構成要素か

ら成っている。（私が強化随伴性ではなく行動随伴性という用語を用いるのは、オペラント行

動は強化随伴性のみならず弱化（罰）随伴性によっても制御されているからである。）行動随

伴性には、自然的随伴性、社会的随伴性、および偶発的随伴性の三種がある。文化の分析にお

いては、社会的随伴性が重視されているが、三種すべての随伴性が考察されるべきである。

食物、住居、衣服などの生活の様式は自然的随伴性によって制御される部分が少なくない。

余暇活動の一部も、温泉旅行やお花見など考えれば明らかなように、自然的随伴性によって制

御されている。偶発的随伴性によって形成、維持されているのが迷信行動であるが、慣習行動

の中には、今日あまりみられなくなったが「照る照る坊主」を吊るすといった迷信行動が認め

られる。

自然的随伴性と偶発的随伴性の考慮なしには文化の分析は不充分ではあるが、社会的随伴性

がもっとも重要であることは言を俟たない。それでは社会的随伴性とは何であろうか。狭義に

は、オペラント行動の結果（強化あるいは弱化）が社会的であるものが社会的随伴性である。
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しかしながら、文化の分析においてはより広義な次の定義が適切であろう。

社会的随伴性とは、弁別刺激、オペラント、および/あるいは結果が社会的である

随伴性である。

社会的随伴性をこのように定義することによって、社会的行動とは何かを明らかにすること

ができる。まず、社会的行動は、社会的随伴性によって制御される行動と、社会的随伴性を制

御する（社会的随伴性を産み出す）行動とに二分される。そのそれぞれは表2のように下位分

類される。

表2 社会的行動の種類

社会的に機会が与えられる行動とは、社会的弁別刺激、すなわち他者が産み出した弁別刺激

により制御される行動である。他者が産み出した弁別刺激とは、他者のレスポンデント行動、

オペラント行動、あるいはオペラント行動の産物が弁別刺激として機能するものである。社会

的に遂行される行動とは、他者と共になす行動で、共同作業、争いなどさまざまなものがあろ

う。社会的に遂行される行動は、社会的随伴性によって制御されている行動とみることができ

ると同時に、社会的随伴性を制御する行動とみることもできる点において、社会的行動の中で

も独特のものといえよう。社会的に強化/弱化される行動とは、他者が強化/弱化する行動で、

スキナーによればこれは言語行動である（Skinner, 1957）。他者の行動の機会を与える行動と

は、他者にとって弁別刺激となる行動であるから、レスポンデント行動とオペラント行動の両

者がある。同様に、他者の行動を強化/弱化する行動にもレスポンデント行動とオペラント行

動の両者がある。同一の行動が同時に幾種類かの行動であることは稀ではなく、言語行動は、

社会的に強化/弱化される行動であると同時に、他者の行動の機会を与える行動でもある。ま

た、他者の言語行動を強化/弱化する行動は、社会的に機会が与えられる行動でもある。

行動随伴性は物体ではなく関係であるから、それを直接には観察することはできない。しか

しながら、それをタクト（記述）したルールとしては知ることができる。いかなる文化も、格

言などとしてさまざまなルールをもっている。また法律として公に随伴性を規定しているルー

ルもある。これらのルールを分析することも文化の研究にとって有用であろう。

社会的随伴性によって
制御される行動

社会的随伴性を
制御する行動

弁別刺激 社会的に機会が与えられる行動 他者の行動の機会を与える行動
オペラント 社会的に遂行される行動
結果 社会的に強化/弱化される行動 他者の行動を強化/弱化する行動

佐藤：日本文化に関する行動分析学的一試論
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２

それでは、上述の枠組から日本文化について分析してみたい。

日本文化の中心的キーワードは、〈「内
ウチ

」と「外
ソト

」〉であるように思われる。節分の豆まきで

の「福は内、福は内、鬼は外」がこのことを象徴している。これを念頭におき日本文化の特徴

を挙げれば、以下の6点が指摘できよう。

（1）「内」と「外」とでは行動随伴性が異なる。

（2）「内」の和を保つ行動は強化され、和を乱す行動は弱化される傾向が強い。

（3）「内」においては、自己主張的、あるいは抗争的な言語行動はほとんど強化されず、

通常でない特異な行動は弱化されることが多い。

（4）「内」においては、語ないし文章を用いない言語行動が多い。

（5）「内」における弁別刺激は微妙で、「外」における弁別刺激は大仰である。

（6）日本人のオペラント行動の活性水準は比較的低い。

（1）を如実に示すことわざが｢旅の恥はかき捨て｣であろう。R・ベネディクト以来、日本

文化は恥の文化といわれるが、これは｢内｣にあってのことで、｢外｣では恥も外聞もないのであ

る。日本人にとっては、｢内｣と｢外｣とは異なる文脈、すなわち異なる条件性弁別刺激として機

能している。

（2）と（3）は一まとめにすることもできる。（3）は（2）の具体例である。聖徳太子の憲

法十七条の第一条冒頭は「一に曰く、和を以て貴しと為し、忤ふること無きを宗と為す」であ

る。和を乱す「出る杭は打たれる」のである。小宮（1999）は七字回文集の日本文化という章

で、均一社会と題して｢目立つ奴だめ（めだつやつだめ）｣という作品をあげている。

（4）と（5）も一まとめにできる。ここでは、（4）が（5）の具体例である。｢以心伝心｣と

いうことわざや「腹芸」という語は、「内」における弁別刺激が微妙であることの証しである。

ところが、「外」である街頭や車内などでは何と大げさで不必要な弁別刺激の多いことか（中

島, 1996）。

（6）を私が思いついたきっかけは、日本のタクシーの自動ドアであった。私の知る限り乗

客の手を煩わせずにドアが開閉されるタクシーは日本だけのようである。ボタンを押すだけで

一瞬にして開閉のできる傘は、日本ではなく台湾での発明だそうで、欧米ではほとんど普及し

ていないというが（アイデアル株式会社営業部員談）、日本人に好まれるのもオペラント行動

の活性水準の低さを物語るものであろう。

このような日本文化の特徴は何に由来するのであろうか。日本文化は水稲栽培的文化である

とする説が福沢諭吉や石田英一郎らによって主張されているが（荒木, 1973；俵木, 2001）、こ

8



れは行動分析学的見地からも首肯することのできるものである。紀元前約300年に朝鮮半島か

ら水稲耕作が伝わった弥生文化の始め以来、農耕は日本経済の要であった。水稲栽培をつつが

なく行うためには、集落的共同社会における人々の「和」が何よりも大切である。そのため、

ウチが、自分
ウ チ

（関西弁）や自分の家
ウチ

から共同社会としての「内」へと拡大していったのであろ

う。

植物を相手とする農耕と、それとは対照的である動物を相手とする狩猟や牧畜との相違を行

動分析学の理論的枠組である三項随伴性から比較してみると、日本文化の特徴は水稲栽培にそ

の源があることを裏づけてくれるように思われる（表3）。

表3 農耕と狩猟・遊牧

農耕における弁別刺激が狩猟・牧畜におけるそれ比べて静的でより繊細であることが、日本

文化の特徴の（4）と（5）をもたらしたのではなかろうか。農耕における観察オペラントは主

として見る（look）ことである。微妙な弁別刺激を見極めねばならない。これに対し、狩猟・

遊牧においては動物の動きを見守る（watch）ことが要求される。日本人はアイコンタクトを

あまりしないというのもこのことと関連するのかもしれない。農耕における操作オペラントが

狩猟・牧畜におけるそれと比べてより受動的であることが、特徴の（6）と結びつくのではな

かろうか。農耕における操作オペラントの最終的な結果（収穫）は狩猟・牧畜におけるそれ

（捕獲、乳搾り等）に比べて長く遅延される。したがって、農耕作業はいくつものリンクから

なる刺激反応連鎖とみることができる。刺激反応連鎖においては、それぞれのリンクは前のリ

ンクの条件性強化となり後のリンクの弁別刺激となるという二重の機能をもつ事態で結びつい

ている。農耕作業におけるこのような事態は微細なものであろうから、このことも特徴の（4）

と（5）と無関係ではなかろう。

∞

20世紀には科学と技術が急速な進歩を遂げ、すべての文化における行動随伴性が急激に変化

を遂げた。このこととグローバリゼーションとやらがあいまって、現在、地球上のさまざまな

文化が均質化しつつあるように思われる。日本文化もこの例外ではない。このことは喜ばしい

農耕 狩猟・遊牧

弁別刺激 静的・繊細 動的・明瞭
観察オペラント 見る 見守る

オペラント 操作オペラント 受動的 能動的
結果 遅延長し 遅延短し
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ことであろうか、嘆かわしいことであろうか。私には非常に嘆かわしいことであるように思わ

れる。ホモサピエンスは、新たなる種に変わることによってではなく、それぞれの環境に適し

た文化を発展
イヴォルヴ

させることによって、地球上のあらゆる地域にその棲息域を広げてきた。さまざ

まな文化の均一化は、均一化した文化はいかなる自然環境にも適さず、自然環境の保存なしに

はホモサピエンスを含むいかなる生命体も生存し難いが故に、重大な危機である。
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