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　世界がいま大きく揺れている。ロシアが隣国
ウクライナに軍事侵攻し，ウクライナ各地で激
しい戦闘の火蓋が切られた。この軍事侵攻に
よって，世界はひとつの国家の消滅の危機だけ
でなく，第三次世界大戦の脅威までもが眼前に
突きつけられている。
　ウクライナ情勢をめぐっては，武力で他国の
人命や領土を奪うロシアに各国が次々と懸念を
表明し，いわゆる正義の名の下に対ロシア非難
が強められている。一方，こうした動きに対
し，ウクライナ侵攻がウクライナ国内における
ロシア人への差別や弾圧からの解放であるとし
て，逆に武力侵攻の正当性を訴える国や人たち
もいる。それは他でもない侵攻当事国のロシア
である。この主張の真偽はともかく，ここで重
要なのは，なぜ双方がともに正義を主張してい
るのかという点である。心の中に絶対的な「正
しさ」があるならば，ある立場からすると正し
くないことが，別の立場から見れば正しいとみ
なされるのはなぜであろうか。本稿では，人が
「許せない」として憤る心理と，その背後に存
在する「正しさ」の本質について考えてみたい。

人は本当に「義」から怒るのか
　正しさが引き金となって誘起される怒りとは
どのようなものであろうか。ある出来事，もし
くはそれに関与した人物の行動が道徳的に見て
違反であると認知されると，人は「けしから
ん」として激しい怒りを経験する。この怒りは
義憤（moral outrage）と呼ばれている e.g., 1。義

憤は行為の「善し悪し」に関わる感情のひとつ
で，加害者への加罰や被害者支援など社会的公
正を回復する行動を動機づけると言われている。
また，義憤は被害を被った当事者だけが経験す
るものではない。子どもの虐待死や他国におけ
る集団虐殺のニュースを見聞きしたときのよう
に，個人的被害がまったくない場合でも，不当
な加害行為の認知だけによって行為者への怒り
が喚起され，強い非難の衝動に駆られるように
なる。自分が被害者であろうとなかろうと，道
義にもとる加害者を無条件に怒るのが義憤の特
徴とされている。
　ただし，人々が必ずしも義憤で怒っているか
といえばそうとは言いきれない。紛争解決研究
によると，対人間や集団間で起きる対立や紛争
では敵意や憎しみが増幅されやすく，現実的に
は解決が困難であることが指摘されている。そ
の心理的障壁となっているのが公正バイアスで
ある。人は一般に正しくありたいと望んでいる
が，その正しさの判断は自分が有利になるよう
に歪められるため，自分こそが正義と信じてこ
れに強く固執する。その結果，対立はより深刻
さを増して激化していくと考えられる。実際，
葛藤経験において自他がとった行動を事後評価
させてみると，自分の行動の方が対立相手より
客観的にみて合理性があり正しかったと判断す
ることを示した研究もある 2。このように，正
しさのとらえ方は個人の主観により歪みやすい
ことから，義憤と呼ばれている怒りの感情も本
来の正しさとは別の観点から引き起こされてい
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自国民の拉致被害のときにしか強まらなかった
という結果は，道徳的違反に直面したときの怒
りが義憤以外の別の何かである可能性を示して
いる。

もうひとつの怒り
　先ほどの実験では拉致に対する怒りが自国民
のときにだけ強まっていたが，筆者らはこの理
由を次のように考えている。すなわち，日本人
拉致の出来事に対して大学生たちは「自分の安
全を脅かすものである」ととらえて怒った可能
性である。一見，仲間意識から生じたかのよう
に見えるこの怒りだが，大学生の日本国に対す
る内集団意識の影響力を分析時にコントロール
しても，怒りの反応パターンに変化は生じな
かった。したがって，自分が拉致被害に遭って
いたかもしれないとか今後もその被害に遭うか
もしれないという個人的理由から拉致や実行犯
に怒りを感じた可能性が多分にある。このよう
な，自分の利益が損なわれた（もしくはそのお
それがある）と知覚されたときにだけ引き起こ
される怒りを私憤（personal anger）と言う e.g., 4。
経験的には，道徳的違反を認知すると「許せな
い」という気持ちがわいて，義憤を経験してい
る感覚にとらわれることがある。しかし，その
とき経験している怒りがじつは私憤であること，
そこでは多少なりとも個人的な損得が関与して
いること，そして道徳的違反の認知は義憤を誘

る可能性がある。
　そこで筆者は以下の実験パラダイムからこの
問題を検討してみた 3。まず，日本人大学生に
拉致事件という第三国による国家犯罪を報じた
架空の新聞記事を読ませた。ここで重要なのは，
この実験に参加した全員が日本人ということで
ある。次に，その記事を読んだときに感じた怒
りの強さを「憤った」「怒った」「不愉快な」な
ど9項目の怒りに関連した形容詞（0から5の6
件法）で答えさせた。なお，これら9項目は7
つのフィラー項目と一緒にランダム提示されて
いるので，怒り感情が測定されていることに大
学生たちは気づいていない。
　図1は9個の怒り項目得点の平均値を条件別
に示したものであるが，全体としてみると，自
国の日本人が拉致被害者になった記事を読んだ
ときには大学生たちが強い怒りを報告している
ことが分かる。ところが，スロベニア人が同じ
拉致被害に遭った記事では，大学生たちの報告
する怒りが有意に弱まっていた。このとき，怒
りの評価に加え，拉致行為がどのくらい道徳的
に見て不当だと思うかもたずねたのだが，この
問いに対してはすべての条件で拉致行為への強
い道徳的違反の認識が示された。もし義憤と呼
べる怒りがあるのなら，拉致行為が道徳的に不
当であるという認知は大学生たちの間で無条件
に強い怒りを喚起させると予想することができ
る。しかし，怒りがそうした認知とは独立して
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図1　拉致行為に対する怒り
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起させる決定的な要因にならないことが示唆で
きる。
　興味深いことに，こうした怒りの反応パター
ンは人の道徳心にもまったく影響されなかっ
た。このとき道徳心の指標としたのは公正敏感
さ（justice sensitivity）で，この傾向が強い人は
不当行為を看過しにくく，損得抜きで違反者を
懲らしめる傾向がある 5。結果は図1の通りで，
正しさに敏感だからといって他国の拉致被害に
怒りが強まったわけではなく，義憤を生起させ
る上で道徳心のはたらきはきわめて弱いことが
浮き彫りとなった。

なぜ私憤なのか
　同じ被害でも，これを見聞きした人の側では
怒りが強まったり弱まったりするのはなぜであ
ろうか。道徳的違反の認知や道徳心が義憤を生
み出さないのはなぜであろうか。
　考えられる最大の原因としては，そもそも義
憤と呼べる怒りが存在しない点があげられる。
ウクライナ問題を振り返ってみても，たとえば
インドは国連によるロシア非難の全決議におい
て棄権することを表明したし，中国ではロシア
との同盟関係を再確認するために外相会談が行
われた。さらにフランス大統領選では，物価の
高騰を受け，ロシア制裁を掲げるマクロン氏よ
りも物価を下げる政策を打ち出したルペン氏の
支持が拡大し，肉薄の選挙戦が行われた。これ
らはすべて，道徳的危害よりも国や人の利害が
優先された結果の行動であると解釈できる。
　ではなぜ，人は義憤に訴えることがあるのだ
ろうか。一連の実験結果を受け，筆者の研究グ
ループでは，義憤が自分の行動を正当化するた
めのレトリックとして利用されている可能性を
考えている。攻撃や暴力を理解するための加害
者側の心理メカニズムのひとつに，道徳心が弛
緩することで加害行為に抵抗を抱かなくなると
いうものがある。これは道徳性の放棄（moral 
disengagement）として知られている 6。一方，
同じ道徳抑制心の低下が被害者側にも見られる。
この引き金となるのが道徳性の行使（moral 
engagement）である 7。個人的な危害や不利益

を被った被害者たちは「自分が被害者である」
という意識を強め 8，過ちを正すことにとらわ
れすぎて過激な行為にまで道徳性を拡張，適用
させようとする。道徳性が拡げられると，被害
者は自分の言動をこれに沿って知覚するように
なり，反撃を英雄視するなど，自己のあらゆる
行動が道徳的な目的のもとに行われていると幻
想を抱くようになる。そして，その拡張され
た道徳性によって，私憤の怒りまでもが正しさ
を纏っているかのように錯覚されると考えられ
る。このように，義憤というフレーズは個人的
都合を合理化するためのレトリックとして扱わ
れ，公正回復は個人利益が回復・維持される範
囲内でしか行われないのである。

「道徳的行動」のように見えるもの
　公正回復を試みるか否かが自益的観点から決
まるということは，当然，人の道徳的動機づけ
が別の何かに凌駕されているということを意味
している。私憤が優勢であるという知見からす
ると，シンプルにそれは利己的動機づけだと思
われるかもしれない。しかし，大学生たちの間
では道徳的違反の認知が一貫してはたらいてい
たことからすると，彼らの心の中で正しさを求
める気持ちがなかったわけでもない。道徳的に
行動すべき場面において生起する，道徳心と利
己心を単純に切り分けることのできない動機づ
けとはどのようなものであろうか。
　この疑問については道徳的偽善（moral 
hypocrisy）の研究が有益な知見を提供している9。
それによると，人が道徳的（に見える）行動を
とるのは，道徳性を履行すること自体を目的と
しているのではなく，あくまで別の利益追求の
ための手段になるからだとしている。この動機
づけを偽善動機づけ（道徳的行動をとりながら
もコストを回避し自己利益を追求しようと試み
る動機づけ）と言う。
　その古典的実験において 10，大学生参加者ら
は自分と別室の参加者をポジティブ課題（問題
に正解するたびに30ドルが当たるクジをもらえ
る課題）とニュートラル課題（問題に答えるだ
けのつまらない課題）にそれぞれ割り振る役割
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が与えられた。このとき大学生たちにはコイン
も与えられ，迷ったときにはそれをフリップし
て決めても構わないことが伝えられた。そのと
きの結果が表1で，コインフリップした大学生
のうち9割もの人が自分をポジティブ課題に割
り当てており，この割合はチャンスレベルから
大きく逸脱していた。これは，コインをフリッ
プしても，その結果を無視して自分をポジティ
ブ課題に割り当てた人たちがいることを意味し
ている。参加者らは愛他的に行動することも考
えたが（犠牲的に自分をニュートラル課題へ），
自益的関心を捨てきれず（自分をポジティブ課
題へ），うわべだけの正しさや道徳心を示すこ
とで（コインフリップ），利益追求に走ること
の正当性を担保したと推察できる。このように，
道徳性が求められる事象においては道徳心と利
己心が拮抗し，最終的に正しさは手続的に示さ
れるだけにとどまるのである。この実験を日本
人に追試しても同様の結果が得られているの
で 11，偽善の動機づけについては超文化的な特
徴が存在するものと思われる。

まとめ
　ある研究者たちは，道徳的に見える行動を
amoral（道徳観念とは無関係な何か）としてと
らえることを提案している 12。社会的弱者を庇
護する場合のように，正しさはときとしてア
ンフェアな行動を「正しい」とすることがある
からである。そうであれば，われわれの心の中
に絶対的な「正しさ」と呼べるものはあるの
だろうか。この答えの鍵となるのは，コインフ
リップに素直にしたがうような，道徳的誠実さ
（moral integrity）に動機づけられる人たちが実
際にいるか確かめることにあると思われる。
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表 1　各課題に自分を割り当てた人数

コインフリップ

あり なし

ポジティブ課題 9 9

ニュートラル課題 1 1


