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要約
本研究では、専門家でない人々の量刑判断において重要な役割を担う可能性があると思わ
れる概念である人々の「厳罰傾向」および「公正世界観」の理解へ向けて、大学生を対象と
した質問紙調査を行い各測定尺度の改善・検討を試みた。その結果、厳罰傾向については人
間観との関連はみられなかったものの（調査１）
、権威主義的パーソナリティがその１要因
であると考えられること（調査２）
、公正世界観については公正か不公正かといった１次元
では説明できないものを含む、様々な形態の公正世界観を検討していく必要性があること、
そして、おそらくその際には「不公正の可解性」という概念が重要となるであろうことが示
された（調査２）
。また、人間観のうちの１つである可変的人間観の低さは、現状をより不
公正でないとする世界観（調査２）や、軽犯罪を厳しく罰しようとする傾向（調査１、２）
との関連がみられた。
キーワード：厳罰傾向、公正世界観、人間観、権威主義的パーソナリティ、裁判員制度
問題
2004年５月に成立・公布された裁判員法によって2009年５月から裁判員制度が導入され、
特定の刑事事件については職業裁判官と無作為に選出された有権者である裁判員が共に評議
を行い、被告人について有罪無罪の判断や量刑判断を行うこととなった。現状では被告人が
有罪であることを認めていることから裁判員の仕事の中心は量刑に関することになると思わ
れ、裁判員裁判における量刑に注目が集まっている。白井・黒沢（2009）は専門家でない
人々の量刑判断において、参加者の「厳罰傾向」と呼べる個人変数が重要な要因の１つであ
ること、また参加者の「公正世界観」が重要な役割を担う可能性があることを示した。厳罰
傾向とは「異なる犯罪に対する処罰へ一貫して示される個人の態度の指標」のことであり、

― 113 ―

ある人が持つ犯罪全般に対する厳しさの程度とも言える。厳罰傾向が強い人はそうでない人
よりも、ある特定の事件について量刑判断をする際に厳しい量刑を下す傾向にある。つまり、
厳罰傾向はある特定事件の量刑判断における予測変数として用いられてきた。しかしながら、
その測定方法については犯罪レベル（重犯罪～軽犯罪）の考慮や質問項目の具体性など不十
分な点がいくつか挙げられ、これらの問題を改善する新たな測定尺度の作成が必要である。
それと同時に、この厳罰傾向自体にどのような要因が考えられるかといったこともまた、厳
罰傾向の理解において重要な点であろう。現段階において厳罰傾向と最も関連が予測される
変数は、Adorno et al.（1950）によって提唱された権威主義的パーソナリティ（以下、権威
主義）である。これは「自己の所属する集団・社会の権威や伝統、上位者や強者に対して無
批判的に同調、服従し、他集団や下位者、弱者に対して敵意を向け、絶対的服従を要求する
傾向を持ち、思考の硬さや反内省的態度、迷信などの尊重やステレオタイプ的信条などの特
性を示す（高木, 2002）
」パーソナリティのことであり、偏見を抱きやすいとされるその性質
から陪審裁判に関する研究において重要な変数とされてきた。Nemeth（1981）は多数の研
究報告の概観から、被告人が権威的存在からの命令に従った場合のような例外を除き、概し
て高権威主義者は被告人を有罪とみなす傾向があり、また有罪とした被告人をより厳しく罰
する傾向があると述べている。これらの検討を行う際に、本研究ではもう１つの焦点である
公正世界観についてもより深い理解を試みた。公正世界観（Belief in a just world）とは、
「この世界は人々が彼らに値する報いを得る公正な場所であり、たいていの人々は得るもの
に値しているという主張」
（Hafer＆Choma, 2009; Lerner, 1980; Rubin＆Peplau, 1975）であ
る。しかしながら、公正世界観の内容的解釈においては文化差の考慮が必要であろうこと、
また、公正世界観の個人差測定尺度については多次元性を考慮する必要性が指摘されている
こと（Furnham, 1989; Hafer & Begue, 2005）から、これらの点を考慮した上で、改めて日
本における公正世界観の形態を検討することは重要であろう。本研究では厳罰傾向および公
正世界観の理解へ向けて、各測定尺度の改善・検討を試みた。
―調査1. 人間観との関連性―
方法
【参加者】都内にある私立大学の学生男女109名。
【人間観】参加者の人間観を測定するものとして、人間性哲学尺度（Wrightsman, 1964）に
おける６つの基本次元（信頼性、利他性、独立性、意志の強さと理性、複雑性、可変性）を
参考としながら独自に18項目から成る人間観尺度作成した。回答は「全く同意しない」
（０）
～「強く同意する」
（100）の９件法とした。
【厳罰傾向】参加者の厳罰傾向を測定する尺度作成のための第１段階として、万引きなど一
般的に軽犯罪と考えられるものから、殺人などの重犯罪までを含む20種類の簡単な事件記述
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を作成した。回答は「起訴猶予」
（１）～「死刑」
（100）として、適切と思う量刑の位置に
１ヶ所しるしをつけてもらった。なお起訴猶予については「記録として残すが裁判・処罰は
しない」という簡単な説明を記した。
【手続き】2008年５月、授業時間の一部を用いて質問紙を配布した。参加者はまず人間観測
定尺度18項目に回答し、その後20種類の事件記述について回答した。参加者には調査への参
加が当該授業の加点対象になることが告げられており、質問紙の最後のページに調査出席カ
ードを添付したが、回答の匿名性を保つため回収時には質問紙と調査出席カードを別々に回
収した。所要時間は15分程度であった。２つ以上の欠損値がみられたデータは無かったた
め、回収した全てのデータを分析に使用した。分析の際には欠損値を系列平均値で補った。
結果と考察
【因子分析】人間観測定尺度の18項目について固有値やモデルの適合度から３因子解の因子
分析（最尤法、プロマックス回転）を行った。その際は共通性が.1に満たない２項目（項目
5,12）を削除し再度プロマックッス回転を施した後、複数の因子に.30以上の負荷を示した
３項目（項目9,14,15）を除外し、再度プロマックッス回転を施して最終解としてTable １
に示した。
Table 1

人間観測定尺度における最終解
項目

F2

F3

.67

.02

.13

.60

-.07

.06

人は基本的に責任感がある

.58

.23

-.13

19.88

人は基本的に理性的でない

-.38

.01

.14

23.64

人は自分の行動の多くをコントロールできる

.37

.00

.30

72.23

20.30

人の興味は時間がたてば変わる

.03

.66

.02

78.95

16.83

状況が変われば人がとる行動は大いに変わる

.07

.59

-.17

76.94

17.99

どんな人でも状況によっては犯罪者になり得る

-.10

.49

.19

76.58

18.42

人を理解するのは難しい

.07

.44

-.03

47.01

23.92

人はいつも単純な原理で動いている

.02

-.03

.58

37.88

23.64

人は皆似たような考えを持っている

.18

-.13

.53

69.24

20.85

人は基本的に利己的である

-.25

.20

.41

39.94

24.52

人は心から悔いても改心できない

-.06

.03

.37

F1

-.19

-.22

F2

.09

M

SD

45.25

20.15

人は基本的に道徳的である

36.98

22.58

人は基本的に信頼できる

53.78

20.77

45.31
37.88

F1

r

因子負荷が.35以上の部分を囲った

【尺度得点】まず、人間観については各因子の項目内容から因子１を肯定的人間観（α
=.63）
、因子２を可変的人間観（α=.61）
、因子３を一律的人間観（α=.53）と命名し、それ
ぞれ負荷の高い４項目を合計して因子尺度得点を算出した。肯定的人間観と一律的人間観に
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は、弱い負相関が有意傾向で示された（ r =-.18, p<.10）
。
次に、20種類の事件記述に対する量刑について、各平均値と標準偏差をTable 2に示した
（この値に関しては、2008年７月に大学生の男女187名から得たデータを合わせた計296名分
のデータから算出した）
。この結果を参照しながら平均値の高い上位２つの事件記述を重犯
罪、平均値の低い下位２つの事件記述を軽犯罪、これらの中間に位置する値に最も近い２つ
の事件記述を中程度の犯罪とし（重犯罪２項目の量刑平均=84.6、軽犯罪２項目の量刑平均
=31.9、中間値=58.2）、これら６つの事件記述に対する量刑値の合計を厳罰傾向（α=.71）
、
またそれぞれ２項目ずつの合計を重犯罪得点（α=.55）
、中程度の犯罪得点（α=.54）、軽
犯罪得点（α=.56）として算出した。
Table 2

各事件記述における量刑平均と標準偏差
事件

M

SD

１

泣き止まない子供に腹が立ち、食事を５日間与えず衰弱死させた

85.92

15.09

２

口論の末、友人を包丁で殺害した

83.25

14.83

３

保険金を騙し取ろうと、事故に見せかけて自宅に放火した

71.68

20.96

４

不当に拳銃を所持し、街中で動物に向けて発砲した

69.73

19.52

５

道ですれちがった人の頭を、突然後ろから殴った

67.51

20.10

６

児童に対してわいせつな行為をした

67.20

20.97

７

知人を脅迫して残高120万円の預金通帳をまきあげた

58.47

18.35

８

偶然居合わせた人をナイフで脅し、現金３万円を奪った

58.13

19.55

９

知人の個人情報を、わざとインターネット上に流出させた

54.77

21.31

10

飲酒して泥酔した状態で、車を運転した

53.23

24.19

11

偽札をつくり海外で使用した

53.03

20.53

12

好奇心から、覚せい剤を買って使用した

52.89

23.74

13

満員電車で痴漢をした

50.17

22.07

14

留守中の家を狙ってピッキングで侵入し、手帳や写真など私物を盗んだ

49.54

19.15

15

バイクで後ろから歩行者に近づき、バッグをひったくった

48.22

20.36

16

電車で寝ている人のポケットから、財布を盗んだ

46.57

21.17

17

上司にわいろを贈り、不当に昇進した

45.93

22.17

18

偽のブランド品を、本物といつわって販売した

38.90

20.99

19

店で飲食した後、トイレに行くふりをして食い逃げした

36.80

21.28

20

100円ショップで、400円相当の万引きをした

27.03

24.58

【重回帰分析】人間観における３つの因子尺度得点を予測変数とし、これらと厳罰傾向の関
連を調べるため重回帰分析を行った。しかしながらどの変数も、厳罰傾向との有意な関連を
示さなかった。そのため今度は各予測変数と重犯罪得点、中程度の犯罪得点、軽犯罪得点の
関連をそれぞれ調べた。その結果、可変的人間観と軽犯罪得点には有意な関連（df=1/107,
B=-.16, β=-.20, p<.05）がみられ、人の可変性を低く評定した参加者ほど軽犯罪を厳しく罰
しようとすることが示された。人の可変性に対する人々の見方については、Dweck（2006）
が固定論（Fixed－mindset）および成長論（Growth－mindset）という２つの思考傾向に
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ついて論じている。努力などによって常にレベルが改善され得るとする成長論的な見方とは
異なり、固定論的な見方では、人々はある特定レベルの能力をそれぞれ持っており、そのレ
ベルを変えることはできない。このような人の特性を固定的とする見方においては、ある行
為（ここでは軽犯罪を指す）は行為者の固定的特性を強く反映するものとして捉えられやす
い（Dweck, Chiu, & Hong, 1995）
。そのため、可変的人間観の低い参加者がそうでない人よ
りも犯罪者をより厳しく罰しようとすることは十分に考えられるが、重犯罪や中程度の犯罪
においては、このような傾向はみられなかった。
―調査2. 公正世界観および権威主義との関連性―
方法
【参加者】都内にある私立大学の学生男女187名。
【可変的人間観】調査１で作成した４項目を用いた。
【公正世界観】参加者の公正世界観を測定するものとして、今野・堀（1998）のワーディン
グを参考にしながら新たに作成した８項目から成る公正世界観尺度を用いた。この尺度は
「正の投入には正の結果が伴う」
、
「負の投入には負の結果が伴う」といった因果関係の公正
さに関する２項目、運や偶然など因果関係を否定する２項目、
「正の投入に正の結果が伴わ
ない」
、
「負の投入に負の結果が伴わない」
、
「正の投入を伴わず正の結果」
、
「負の投入を伴わ
ず負の結果」といった公正な因果関係に沿わない現状に関する４項目から成る。回答は「全
く同意しない」
（０）～「強く同意する」
（100）の９件法とした。
【権威主義的パーソナリティ】参加者の権威主義を測定するものとして、Lane（1955）が作
成した４項目から成る尺度を堀・上瀬・下村・今野・岡本（2003）が日本語訳したものを用
いた。可変的人間観および公正世界観の項目と併せて呈示するため、回答方法は他の尺度と
統一した。
【厳罰傾向】調査１で作成した６項目を用いた。
【手続き】2008年11月、授業時間の一部を用いて質問紙を配布した。参加者はまず可変的人
間観、公正世界観、権威主義についてランダムに混ぜ合わせた項目（順序効果をより緩和す
るため、質問紙は項目順序を入れ替えた２種類をほぼ同数用意した）に回答した後、厳罰傾
向の項目について回答した。所要時間は15分程度であった。回収したデータから、欠損値が
２つ以上みられたもの、10項目以上に連続回答をしていたもの、また３種類以下の選択肢で
のみ回答されているものなど計７部を除外し、残りの180名分のデータを分析に使用した。
分析の際には欠損値を系列平均値で補った。
結果と考察
【因子分析】公正世界観８項目についての因子分析（主因子法）を行った。Table 3は、固有
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値が１を超える２因子解にプロマックス回転を施し、最終解として示したものである（この
分析に関しては、2008年12月に他研究で大学生の男女から得られたデータを合わせた、計
322名分のデータを用いた）
。
Table 3
M
69.80

公正世界観測定尺度における最終解
SD

20.86

F1

F2

世の中には、悪いことをしていないのに酷い不幸を背負わされる人が数多くいる

項目

.66

.05

72.75

22.43

世の中には、理不尽なことをしても一切責任を問われない人が数多くいる

.60

.04

65.68

22.64

世の中には、いくら頑張っても報われないままでいる人が数多くいる

.52

-.12

63.40

24.16

世の中には、努力や実力を伴わないで高い評価を得る人が数多くいる

.46

-.07

38.35

20.49

世の中で起こる出来事の大部分は偶然によるもので、努力ではどうにもならない

-.13

-.75

47.34

25.62

この世の中では、幸福になるか不幸になるかは偶然の運によって決まる

.03

-.54

55.14

24.57

この世の中では、努力した人はいつか報われるようになっている

-.11

.45

51.16

26.34

この世の中では、悪いことをした人は必ずその報いを受ける

-.13

.42

F1

.48

r

因子負荷が.35以上の部分を囲った

【尺度得点】まず、可変的人間観（α=.47）と権威主義（α=.42）についての各測定尺度に
おける項目得点を合計した。その際、可変的人間観については尺度の整合性を低下させた１
項目（「人を理解するのは難しい」
）を、権威主義については同様の理由で１項目（
「法律や
議論よりも、一部の強力な指導者によってこの国はもっとよくなる」
）を除いた。次に、厳
罰傾向（α=.80）における項目得点を合計し、また、重犯罪得点（α=.77）
、中程度の犯罪
得点（α=.64）および軽犯罪得点（α=.81）も併せて算出した。公正世界観については、
Table 3の結果を参照しながら因子１を「現状の不公正性」
、因子２を「因果の公正性」と命
名し、本調査で得られたデータにおけるこれらの合計得点を算出した（現状の不公正α=.60,
因果の公正性α=.68）。現状の不公正性と因果の公正性には弱い負相関が（ r =-.23, p<.01）
、
現状の不公正性と可変的人間観には中程度の正相関がみられた（ r =.48, p<.01）
。Dweck
（2006）は人の特性を固定的とする観方、つまり、人の種類を明快に分類することがより秩
序立った世界に住んでいる快適さにつながり得ることを指摘しており、本調査において人の
可変性を低く評定した参加者がそうでない人よりも現状をより不公正でないと評定していた
ことは、この知見に反さない。なお、可変的人間観および公正世界観における両下位尺度得
点と権威主義に有意な相関はみられなかった。
また、公正世界観については固有値が１を超える２つの因子がみられたことや、下位尺度
である現状の不公正性と因果の公正性の負相関が弱かったことから、これらを多次元的に解
釈する必要があるだろう。Figure 1は、現状の不公正性における尺度得点（X軸：とり得る
値=０～400, 中間値=200）と因果の公正性における尺度得点（Y軸：とり得る値=-200～200,
中間値=０）の散布（322名分）を示したものである。
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① 公正世界観

② 可解的不公正世界観

現状の不公正性

③ 不公正世界観

Figure 1

公正世界観における２つの尺度得点の散布

Figure 1から見て取れるように本研究で測定した公正世界観には、現状の不公正性得点が
低く因果の公正性得点が高い領域①、現状の不公正性得点が高く因果の公正性得点が低い領
域②、そして、現状の不公正性と因果の公正性が共に高得点である領域③の３つの形態が考
えられる。領域①は現状をより不公正でなく、そして因果はより公正であるとする「公正世
界観」
、領域②は現状をより不公正とし、因果はより不公正であるとする「不公正世界観」
と考えられ、これらは対をなす関係となっている。しかしながら、現状をより不公正とし因
果はより公正であるとする領域③は、この１次元上では捉えられない。このような形態の世
界観を考察するにあたり、Maes（1998）が提起したBelief in ultimate justiceは大いに参考
となるだろう。Belief in ultimate justiceとは、
「現状の不公正はいつか解決され、どこかで
その埋め合わせがなされる」という公正世界観の一形態であり、人々が現在ある不公正に耐
えることを可能にする（Maes, 1998; Maes & Cals, 2002）
。現段階では、考えられる領域③
の１つの解釈可能性として「不公正の可解性」に注目したい。ここでの可解性とは、人々が
置かれた不公正な状態あるいは不公正そのものに改善の余地があるとすることを指す。つま
り、不公正を解決するための努力は、たとえ直接的解決に結びつかなくとも何らかの形（他
の部分）で報われ、人々は不公正な状態から解かれ得るとする主張の形態を考えることがで
き、また不公正そのものに改善の余地があるとすることは、現状の不公正が解決可能な原因
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に由来しているとする前提や、現在とは異なる将来の予測を導くだろう。領域③と不公正世
界観（領域②）は同様に現状をより不公正であるとするが、領域③は不公正を可解的なもの
であるとする点において不公正世界観と区別される。また、領域③と公正世界観（領域①）
は同様に因果をより公正であるとするが、領域③は現状における不公正の存在を否定しない
点で公正世界観とも区別される。
【重回帰分析】厳罰傾向と各尺度得点の関連を調べるため重回帰分析を行った。その結果、
厳罰傾向と権威主義には有意な関連が示された（df=1/178, B=.57, β=.29, p<.01）
。また権威
主義と罰の厳しさの関連は軽犯罪得点（df=1/178, B=.25, β=.29, p<.01）
、中程度の犯罪得点
（df=1/178, B=.14, β=.16, p<.05）および重犯罪得点（df=1/178, B=.18, β=.23, p<.01）それぞ
れにおいて示された。Ryckman et al.（1986）は男子大学生を対象とした研究において、高
権威主義者が低権威主義者よりも厳しい刑のストラテジーを好む傾向が、犯罪がシリアスで
ない場合には、いくつかのストラテジーにおいて違いがみられなかったことを報告している。
しかしながら、本調査の結果においては犯罪のレベルに関わらず権威主義と犯罪を厳しく罰
しようとする傾向に一貫した関連がみられており、権威主義的パーソナリティは厳罰傾向に
おける１要因であることが考えられる。
また、本調査においても可変的人間観と軽犯罪得点には、権威主義を統制した上で有意な
関連が示された（df=1/178, B=-.19, β=-.19, p<.01）
。しかしながら、前回と同様に重犯罪お
よび中程度の犯罪得点との関連はみられなかった。したがって、可変的人間観と罰の厳しさ
の関連については特定レベルの犯罪においてのみ示されるものとして、厳罰傾向の要因とは
一定に区別する必要があるだろう。なお、公正世界観については両下位尺度得点共に厳罰傾
向との有意な関連はみられなかった。
全体的考察
本研究では、専門家でない人々の量刑判断において重要な役割を担う可能性がある「厳罰
傾向」および「公正世界観」の理解へ向けた第一歩として、各測定尺度の改善・検討を試み
た。その結果、権威主義的パーソナリティについては罰の厳しさとの関連が犯罪のレベルに
関わらず一貫して示されたことから、厳罰傾向の１要因であると考えられた。また公正世界
観については、現状をより不公正でないとする世界観と、人の特性をより固定的であるとす
る観方に関連がみられること、そして、多次元的な形態を考える際には、おそらく「不公正
の可解性」という概念が重要となるであろうことが示された。しかしながら、本研究におけ
る検討は全般的に探索的性質が強いため、結果の再現性や一般化可能性など多くの課題が残
されている。また、尺度の妥当性や信頼性についても改めて見直す必要があるだろう。本研
究結果の慎重な適用と、今後の更なる検討が重要である。
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付記

人間観および公正世界観尺度の回答方法（９件法）に関して、これは、５段階の数字（0・25・

50・75・100）の呈示に加え、各数字間にも回答できるようにしたものである。
本研究結果は一部を除き、日本社会心理学会第50回大会・日本グループ・ダイナミックス学会第56
回大会合同大会において発表された。
ご指導頂きました今野裕之先生、黒沢

香先生、大島

尚先生、安藤清志先生、匿名差読者の方に

感謝いたします。ありがとうございました。
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For Conceptual Understanding in
“Personal Severity to Crime”and“Just World Beliefs”
【１】
SHIRAI, Miho

In anticipation of Saiban-in Seido, the study attempts to improve the scales“Personal
Severity to Crime”and“Belief in a Just World”
, which are important factors in lay people
sentence. Results from two investigations in undergraduates indicated that the new scale of
personal severity to crime related to authoritarianism. The new scale of belief in a just
world indicated multidimensional structure, and it would necessary to consider“Just World
Beliefs”
, that classify as just world, unjust world, and soluble unjust world. Implications to
conceptual understanding in the factors were discussed.
Keywords: p ersonal severity to crime, view of human variability, just world beliefs,
authoritarianism, the new trial system
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