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道徳基盤理論による外国人に関する意識の研究 

A Study of Recognition of Foreigners in Japan : 

 Using the Haidt’s Moral Foundations Theory 

曺   慶 鎬 

Kyongho CHO 

 

 

要約 

 本論文は外国人に関する意識について、道徳基盤理論に基づいて分析するものである。ハイ

トらによる道徳基盤理論の測定尺度を利用した分析の結果、以下のことが明らかになった。ま

ず、外国人に関する肯定意識ならびに否定意識と関連する道徳基盤はそれぞれ異なった。また、

道徳基盤に基づいて分類された政治的志向性毎に外国人に関する意識に違いがあったが、その

違いは肯定意識で有意である一方で、否定意識では必ずしもそうと言えるほど大きくなかった。

政治的志向性を踏まえると、外国人に関する肯定意識と否定意識は必ずしもトレードオフの関

係にはなかった。 後に、必ずしも外国人に関して肯定意識が高いとは言えない「保守」的な

政治的志向性が主流を占めることがわかった。 
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１ はじめに 

 日本におけるナショナリズムと排外主義に関する量的調査データを用いた実

証研究は、ISSP や JGSS といった広範に利用可能な調査データが整備されたこ

ともあり、多くの知見を積み重ねてきた（濱田 2008; 金 2015; 永吉 2008; 

Nukaga 2006; 大槻 2006; 田辺 2010 など）。各論考の細部に異同はあるが、排

外主義を押し下げる要因は外国人との接触経験および学歴であり、押し上げる

要因は年齢であるという知見は概ね一致している。また、外国人を市場での競

争相手または国民統合の脅威として捉える認知が排外主義を押し上げる傾向に

あるとも指摘されている。 

 このように量的調査データに統計的分析をほどこすことで、排外主義の規定

要因をつきとめる研究は重要な知見を提供している。そのなかでも本論文が注

目するのが田辺の論考である。田辺は 2009 年と 2013 年の全国調査データを用

いて比較分析を行った論文で、中国と韓国に対する排外主義で日本的な愛国主

義の影響が強まっていると指摘している（田辺 2016）。そしてこのような変化

について、ジョナサン・ハイト（Haidt 2012＝2014）の道徳的判断に関する理論

である道徳基盤理論を援用し、日中、日韓の間の「領土紛争」をはじめとする

ナショナルなレベルの紛争に関する認知が、「国対国」というレベルの人々の集

団志向性を刺激した結果と指摘し、排外主義を緩和するための議論を展開して

いる（田辺 2016: 45）。この議論はナショナリズムと排外主義の理論的把握とい

う意味で説得的であるだけでなく、一つの社会的提言という意味で魅力的でも

ある。一方でハイトらは調査によって道徳基盤を測定するための各種の質問文

を用意しているが、田辺の議論ではそのようなものを利用せず、あくまでも知

見を援用しているにとどまっている1。 

 道徳基盤理論に関する質問文を用いた調査分析という点で興味深いのが木村

による一連の研究である（木村 2016, 2017a, 2017b）。木村はナショナリズムが

色濃い言説が広く流通しているネット空間の分析を行うなかで、道徳基盤理論

に基づいて日本と中国における政治的態度や志向性について調査研究している

（木村 2016）。また、木村は道徳基盤理論に関する質問文を採用した調査デー

タから、道徳基盤に基づいて析出される政治的志向性の違いが、ネットにおけ
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る人々の振る舞いと強く関連していることを指摘するなど、道徳基盤と政治的

志向性とネット行動の関連について示唆に富む議論を展開している（木村 

2017a，2017b）。 

 幸いなことに本論文執筆に際し、木村が分析に用いた調査データの利用が認

められた。そこで本論文では、排外主義に関する先行研究の知見を踏まえたう

えで、木村の研究を参考に、外国人に関する意識について道徳基盤理論に基づ

いた量的調査データを利用した分析を試みる。 

 

２ データセットと変数 

（１）データ 

 分析に利用するデータは、立教教大学社会学部・木村忠正研究室によって行

われた楽天リサーチ社モニターを対象としたウェブ調査のものである。調査期

間は 2016 年 7 月 29 日～8 月 1 日であり、調査対象は日本在住の 16～70 歳の男

女、有効回答数は 1,100 である。回答を集める際に地域、性、年代により割り

付けを行っている。まず、地域に関して、関東、東海、関西の 3 地域で人口比

に対応し、それぞれ 5 割、2 割、3 割となるよう割り付けを行った。関東が茨城

県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、東海が岐阜県、静

岡県、愛知県、三重県、関西が滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和

歌山県である。さらに、それぞれの地域で、5 歳間隔の 11 区分、男女で均等に

なるように割り付けられている。選択肢に無回答は存在しないため、すべての

項目の分析で 1,100 ケースを利用できる。本論文ではこのデータを用いて分析

を行っている。 

 

（２）変数 

 まずは外国人に関する意識を測定する変数について説明する。出発点とした

のは ISSP1995 と ISSP2003 の質問文である。ISSP データを利用してナショナ

ル・アイデンティティの国際比較を行った田辺は、そのなかで排外性について

検討している（田辺 2010: 92-96; 田辺 2008: 298-301）。本論文では、田辺が排

外性の検討に利用した変数を参考に、いくつかを入れ替えた上で、外国人を否
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定的に捉える否定意識と肯定的に捉える肯定意識にわけることとした2。 

 

表 1 否定意識と肯定意識の質問文 

質問文 平均 標準偏差

 否定意識   

日本に移住してくる外国人が増えれば、犯罪発生率が高くなる 4.09 1.16

日本に移住してくる外国人は、日本人から仕事を奪っている 3.23 1.03

不法滞在している外国人を、日本政府はもっと厳しく取り締まるべきだ 4.51 1.16

政府は、日本に移住してくる外国人の援助に金を使いすぎている 3.92 1.14

 肯定意識 

日本に移住してくる外国人は、全体としては日本の経済に役立っている 3.80 0.93

日本に移住してくる外国人は、新しい考えや文化をもたらし、日本の社会

をよくしている 
3.61 1.01

様々な民族的・文化的背景をもつ人々で構成される多文化社会になること

が望ましい 
3.66 1.03

日本に合法的に移住した外国人は、日本人と同じ権利を持つべきだ 3.80 1.15

 評定：1.強く同意する 2.同意する 3.まあ同意する 4.あまり同意しない 5.同意しない 6.全く同

意しない 

    計算にあたっては値の向きを反転させている 

 

 外国人に関する否定意識と肯定意識の質問文と記述統計を示す（表１）。「あ

なたは、次のような日本社会、日本人に関する意見についてどう思いますか」

という質問文のもとで、それぞれの項目について 6 件法で回答を得ている。値

が大きいほど同意、小さいほど不同意になるように値の向きを調整したうえで、

それぞれの質問項目をまとめて算出した主成分得点を否定意識と肯定意識とし

た3。それぞれの主成分得点が大きいほど、外国人に関して否定的な意識をもつ、

あるいは肯定的な意識をもつという意味になる。 

 なお、この外国人に関する二つの意識は、ナショナリズムと排外主義に関す

る実証的研究の今日の水準と照らし合わせると、概念構成が緻密とはいえない

（国際化と政治参加に関する研究プロジェクト 2016 など）。使用したデータの

制約上やむをえなかったことを補足しておく。 
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表 2 道徳基盤の質問文 

質問文 平均 標準偏差 
 ケア（ケア／危害）  
誰かが感情面・精神面で苦痛を受けたかどうか（●） 3.80 1.34 
弱い人や傷つきやすい人に対する配慮があったかどうか（●） 3.83 1.30 
その人が残酷・冷酷であったかどうか（●） 3.78 1.38 
困っている人や苦しんでいる人を思いやることは何よりも大切なことだ（○） 4.22 1.09 
無防備な動物を傷つけることは、人間として 悪の行動の 1 つだ（○） 4.60 1.27 
人の命を奪うような行為は、どのような状況においても許されない（○） 4.61 1.34 
 公平（公正／欺瞞）  
誰かが皆と違う扱いを受けたかどうか（●） 3.48 1.23 
不公平な行動をとっていたかどうか（●） 3.82 1.28 
誰かの権利が否定されたかどうか（●） 3.71 1.30 
政府が法律を作る際の第一原則は、全ての人が平等な扱いを受けることを保障
することだ（○） 

4.14 1.16 

正義とは、社会にとって必要とされる も重要なものだ（○） 3.95 1.05 
裕福な家庭の子だけが多額の財産を受け継ぎ、貧しい家庭の子は何も受け継が
ないというのは不公平だ（○） 

3.64 1.20 

 内集団（忠誠／背信）  
愛国心に基づいた行動であったかどうか（●） 3.48 1.23 
自分の所属する集団を裏切るような行為をしたかどうか（●） 3.82 1.28 
行動が忠誠心に欠けていたかどうか（●） 3.71 1.30 
私は、自分の国の歴史を誇りに思う（○） 4.14 1.16 
たとえ家族が間違ったことをしたとしても、家族に忠実であるべきだ（○） 3.95 1.05 
自己表現して目立つよりも、チームの一員として振る舞う方が大切だ（○） 3.64 1.20 
 権威（権威／転覆）  
権威への尊重が足りていたかどうか（●） 3.09 1.24 
社会の伝統に従っていたかどうか（●） 3.21 1.24 
行動によって、無秩序や混乱が生じたかどうか（●） 3.76 1.33 
子供たちは皆、我が国の歴史や伝統、社会的に認められた人などを敬うことの
大切さを教わる必要がある（○） 

3.88 1.11 

男性と女性には、それぞれ社会の中で果たすべき異なる役割がある（○） 3.90 1.14 
上司や先生の命令や指示に納得がいかなくても、義務である以上従うべきだ（○） 3.27 1.10 
 聖不浄（神聖／堕落）  
清らかさや礼儀・品位を損なっていたかどうか（●） 3.59 1.27 
きわめて不快で、人の気持ちを逆なでするようなことをしたかどうか（●） 3.95 1.34 
神が許さないような行動をしたかどうか（●） 2.96 1.40 
たとえ誰も傷つかないとしても、きわめて不快で、人の気持ちを逆なでするよ
うな行動をとるべきではない（○） 

4.46 1.19 

自然の道理に反している行為は間違っている（○） 4.03 1.11 
女性が性的に禁欲的であることは、重要で価値のある美徳だ（○） 2.98 1.16 
 生活様式自由（自由／抑圧 その 1）  
誰もが自由に望むことをできたかどうか（●） 3.44 1.25 
社会に何か言われなくても、各自が自分の生活に責任を持てれば、社会は も
うまくいく（○） 

3.80 1.07 

お互いの自由を侵さない限り、自分で自分の進むべき道を選ぶ自由があるべき
だ（○） 

4.30 1.10 

人々は、どのようなルールや伝統に従って生きていくか、自由に選べるべきだ（○） 3.92 1.08 
 経済的自由（自由／抑圧 その 2）  
個人で保有している財産が尊重されていたかどうか（●） 3.36 1.29 
ビジネスで成功している人は、本人が納得するまで報酬を得る権利がある（○） 3.70 1.08 
政府は私たちの日常生活にあれこれ口を出しすぎる（○） 3.40 1.08 
近隣住民を危険にさらさない限り、土地の所有者は自分の望むように土地開発
や住宅建設することを許されるべきだ（○） 

3.36 1.17 

 評定（●）：1.全く関係がない 2.あまり関係がない 3.わずかに関係がある 4.ある程度関係がある

5.とても関係がある 6.きわめて関係がある 

 評定（◯）：1.全く同意しない 2.あまり同意しない 3.さほど同意しない 4.ある程度同意する 5.まあ

同意する 6.強く同意する 
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 道徳基盤に関する質問文は、ハイトらの用意した質問文4や調査研究（Iver et. 

al., 2012）を参考に、木村（木村 2017b）が改良したものを利用している（表 2）。 

 末尾に「●」がついているものは、「ある人の行為が倫理的に正しいか間違っ

ているかを判断するときに、次のような判断材料は、あなたの考え方にどの程

度関係しますか」という質問文のもとで、それぞれの項目について 6 件法で回

答を得ている。値が大きいほど該当項目が正誤の判断に重要な関係をもつとい

う結果になる。 

 末尾に「○」がついているものは、「あなたは、次のような道徳、価値観に関

する意見についてどう思いますか」という質問文のもとで、それぞれの項目に

ついて 6 件法で回答を得ている。値が大きいほど該当項目に強く同意するとい

う結果になる。 

 ハイトらは各道徳基盤得点の算出に際し、該当する質問項目の合算を利用し

ているが、本論文では木村（木村 2016; 2017b）の研究にならって、「自由」基

盤を「生活様式自由」基盤と「経済的自由」基盤に分割しているため、各道徳

基盤の質問数が異なっており、同じ方法をとることはできない。そこで、合算

はせずに平均をとることで道徳基盤得点として代用している5。 

 各道徳基盤は木村による整理に基づくと、「ケア」基盤は弱者の保護や思いや

り、「公正」基盤は共有された規範に基づく正義、「内集団」基盤は所属集団へ

の忠誠や誇りと裏切者への怒り、「権威」は伝統や権威への服従と敬意、「聖不

浄」基盤は汚辱の忌避であり純潔や神聖さ尊守、「生活様式自由」基盤と「経済

的自由」基盤はそれぞれに対する抑圧への憎悪である（木村 2017b; Haidt 2012

＝2014）。それぞれの得点が髙いほど該当する道徳基盤が強いということにな

る。 

 

３ 分析 

（１）道徳基盤に基づく政治的志向性の分類 

 まずは道徳基盤と政治的志向性の関係について把握するために、回答者それ

ぞれの道徳基盤得点を利用して、回答者のクラスタリング（Kmeans 法）を行っ

た結果、6 つのクラスターにまとまった6。クラスター別の 7 つの道徳基盤得点
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の平均値の分布を示す（図 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 道徳基盤クラスターと 7 基盤得点の平均値の分布 

   すべての基盤でグループ間に有意な差（p<.01）がある 

 

 道徳基盤得点の分布と政治的志向性には関係があり、たとえばアメリカにお

ける「保守」は各基盤の強さがほぼ均等であり、「リベラル」は「ケア」基盤と

「公正」基盤および「生活様式自由」基盤が強いがそれ以外は弱く、「リバタリ

アン」は「生活様式自由」基盤ならびに「経済的自由」基盤が強く「内集団」

基盤や「権威」基盤は低いとされる（Haidt 2012＝2014; 木村 2016: 256）。木村

の研究によって、このような道徳基盤と政治的志向性の関係は、日本において

もアメリカとある程度共通の傾向があることがわかっている 7（木村 2016, 

2017b）。 

 このような知見を踏まえたうえで、本論文における各クラスターの政治的志

向性について考えてみる。クラスター1 から 4 は各基盤の分布のバランスがと

れている点から、「保守」としうる。だがクラスター3 と 4 は全ての道徳基盤得

点が中立点である 3.5 を下回っている。これを考慮するとクラスター1 と 2 は

「積極的保守」、クラスター3 と 4 は「消極的保守」と便宜的に区分することが

可能と思われる。 
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 分布が特徴的なものがクラスター5 と 6 である。クラスター5 は「ケア」基盤

と「公正」基盤と「生活様式自由」基盤の値の大きさと比較すると、「内集団」

基盤と「権威」基盤の値が小さいため「リベラル」とすることが可能である。

クラスター6 は二つの「自由」基盤、特に「生活様式自由」基盤の値が他の基盤

と比べて抜きんでて大きいため、「リバタリアン」と暫定的にする。 

 

（２）道徳基盤と外国人に関する意識 

 まずは外国人に関する二つの意識と、各道徳基盤得点の相関をみる（表 3）。

絶対値 0.1 を基準にすると、肯定意識は「ケア」基盤と「公正」基盤および「生

活様式自由」基盤と一定の正の関係があり、否定意識は「内集団」基盤および

「権威」基盤と正の関係がある（p<.01）。「ケア」基盤と「公正」基盤および「生

活様式自由」基盤が強いほど外国人を肯定的に捉える意識が強く、「内集団」基

盤と「権威」基盤が強いほど否定的に捉える意識が強いということである。 

 

 表 3 二つの意識と各道徳基盤の相関関係 

ケア 公正 内集団 権威 聖不浄 生活様式自由 経済的自由

肯定意識  0.154**  0.123** -0.055 -0.051 0.062*   0.168** 0.049 

否定意識 0.062* 0.063*    0.102**    0.150** 0.060* 0.037  0.072* 

 **p<.01  *p<.05  アミカケは絶対値で 0.1 以上 

 

 次に、道徳基盤に基づく政治的志向性のクラスターと外国人に関する二つの

意識についてみる。クラスター毎の二つの意識の平均値を示した（表 4）。まず

注目すべきは、各クラスター間で外国人に関する意識はそれぞれ違いがあるが、

肯定意識の差は有位（p<.01）である一方で、否定意識の差は有意ではなかった

ことである。政治的志向性のクラスター間には否定意識に大きな差がないと言

わざるをえない。この点に留保をつけた上で、外国人に関する二つの意識の符

号（正、負）の向きに注目して政治的志向性との関係について議論を進める。 

 「積極的保守」といえるクラスター1 と 6 は肯定意識が負の値を、否定意識

が正の値をとっている。これは外国人を肯定的に捉えず、否定的に捉える傾向
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にあるということである。その意味では排外性が比較的に強い層と思われる。 

 「消極的保守」といえるクラスター3 と 4 は肯定意識も否定意識も負の値を

とっている。これは外国人を肯定的にも否定的にも捉えない傾向にあるという

ことである。この層のなかでも特にクラスター4 は道徳基盤得点が全般的に低

かったことを踏まえると、外国人に対して単に無頓着である可能性もありうる。 

 「リベラル」といえるクラスター5 は肯定意識が正の値を、否定意識が負の

値をとっている。これは外国人を肯定的に捉え、否定的には捉えない傾向にあ

るということである。外国人との「共生」の主な担い手として想起される層で

ある。 

 興味深いのが「リバタリアン」といえるクラスター6 である。肯定意識も否

定意識も正の値をとっているが、これは外国人を肯定的にも否定的にも捉える

ということである。ただし、これに該当するのがそもそも 7 ケースしか存在し

ないことには注意が必要である。 

 

表 4 各クラスターと二つの意識 

クラスター 度数 相対度数 肯定意識 否定意識 政治的志向性 

1 118 10.7% -0.04 +0.12
積極的保守 

2 486 44.2% -0.05 +0.03

3 201 18.3% -0.11 -0.03
消極的保守 

4 47 4.3% -0.45 -0.36

5 241 21.9% +0.27 -0.02 リベラル 

6 7 0.6% +0.55 +0.10 リバタリアン 

 肯定意識はグループ間に有意な差（p<.01）があるが、否定意識に有意な差はない。ア

ミカケは符号がマイナスの値 

 

 後にクラスター毎の外国人に関する二つの意識と関連する道徳基盤との関

係をみる（表 5）。表では否定意識と肯定意識の高いものから順に並べ替えてい

る。一見、二つの意識と関連する道徳基盤の関係は把握しづらい。だが、道徳

基盤得点の分布がいびつであったクラスター5 と 6 の扱いに注意すると見え方
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が変わってくる。まず外国人に関する肯定意識では、クラスター5 と 6 を除い

た 1 から 4 は、肯定意識と「ケア」基盤と「公正」基盤および「生活様式自由」

基盤の高低の順がきれいに一致している。一方で、否定意識においては、クラ

スター6 を除いた 1 から 5 は、否定意識と「内集団」と「権威」の高低の順が

一致している。要するにクラスター5 と 6 が例外なのである。 

 

表 5 クラスター別の外国人に関する意識と道徳基盤 

クラスター 肯定意識 ケア 公正 生活様式自由 クラスター 否定意識 内集団 権威

6 0.55 2.26 1.48 4.36 1 0.12 4.37 4.62

5 0.27 5.05 4.49 4.32 6 0.10 1.74 1.95

1 -0.04 5.20 4.87 4.72 2 0.03 3.51 3.67

2 -0.05 4.11 3.77 3.89 5 -0.02 3.24 3.64

3 -0.11 3.16 2.98 3.24 3 -0.03 2.79 2.86

4 -0.45 1.62 1.57 1.71 4 -0.36 1.63 1.61

 アミカケは「リベラル」であるクラスター5 と、「リバタリアン」であるクラスター6 

 

４ 結果と議論 

 ここまでの分析結果をふまえていくつか検討する。外国人に関する二つの意

識と道徳基盤の関係であるが、否定意識を「内集団」基盤が押し上げることが

うかがえる。否定意識は排外主義を促進するだろうから、排外主義と「内集団」

基盤の関係に関する田辺（田辺 2016）の検討と親和的な結果となったといえる。

それに加えて本論文の分析では「権威」基盤も否定意識を押し上げる傾向にあ

った。権威主義と排外主義の関係は先行研究でも検討されているが、道徳基盤

理論における「権威」基盤は否定意識を押し上げることから、排外主義にも影

響を及ぼしうると想定できる。 

 外国人に関する肯定意識は「ケア」基盤と「公正」基盤および「生活様式自

由」基盤によって押し上げられることがうかがえる。「ケア」基盤と「公正」基

盤に関しては、いわゆるマイノリティへの「寛容」などが想起される。「生活様

式自由」基盤も肯定意識を押し上げるが、「経済的自由」基盤が有意な関係がな
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かったことには注意が必要である。外国人に関する肯定意識に、経済に関する

認識が必ずしも結びつくわけではない可能性がある。 

 道徳基盤に基づいて析出された政治的志向性毎に、外国人に関する二つの意

識に差があったが、肯定意識に統計的に有意な差があったのに比べ、否定意識

にそこまでの差はなかった。 

 それを踏まえた上で政治的志向性の内訳をみると、全回答者のうち「積極的

保守」が約 55%を占め、「消極的保守」の約 22％を合わせると、「保守」が占め

る割合は 75%を上回った。だが「保守」のなかでも外国人に関する意識はかな

り異なる。外国人について否定的な一方で肯定的ではないことから、排外性が

強いと思われるのは、道徳基盤が強い「積極的保守」のみである。道徳基盤が

全般的に弱い「消極的保守」は外国人に関する肯定意識と否定意識の両方が低

く、排外性は必ずしも強いとは想定できない。ここから外国人に関する二つの

意識は、政治的志向性という見地からは、一方が高ければ一方が低いという単

純な関係にはないことが示唆される。 

 一方で、外国人に関して肯定意識が高く、否定意識が低いという意味で、異

なる文化との「共生」の担い手の典型と期待されそうなのが「リベラル」であ

る。だが、この層は全体に占める割合が 22％と決して多くない。また、「リベ

ラル」において「内集団」基盤が必ずしも際立って弱いわけではないことには

注意してよいだろう。ハイトの議論では「リベラル」は「内集団」基盤が弱く

ナショナリズムから遠ざかる傾向にあると想定されているようだが、日本では

必ずしもそうとはいえない可能性がある8（Haidt 2012＝2014: 229）。 

 一方で、きわめて少数だが「リバタリアン」においては肯定意識が抜きんで

て高いが、否定意識も高い。たとえ「内集団」基盤が弱くとも、二つの「自由」

基盤のみが突出すると、否定意識が高まることがうかがえる。 

 外国人に関する肯定意識は「リベラル」と「リバタリアン」を、否定意識は

「リバタリアン」を除くと、関連する道徳基盤と強弱の順が一致する。いうな

れば、道徳基盤という観点からすると、全回答者のうちに占める割合が小さい

「リベラル」と「リバタリアン」が他とは異なる特異な傾向を示していること

が浮き彫りになる。木村の議論に引き寄せると、どの道徳基盤も強く、それら
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と外国人に関する意識との関係も整合的な「保守」こそが、本来的に主流とい

うことになる 9（木村 2017b: 138）。 
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注 
 1 田辺が分析に利用した調査データは継続調査のため、すでに決まったテーマがあり、道徳

基盤理論に関する分量の多い質問文を入れる余地はないと推測される（田辺編 2011; 国際

化と政治参加に関する研究プロジェクト 2016）。 

 2 濱田の論考（濱田 2016: 54）と永吉の論考（永吉 2008: 261-262）を参考にした。だが、使

用したデータの制約上、本論文の否定意識および肯定意識は、どちらの論考のものとも一

致していない。 

 3 否定意識と肯定意識はそれぞれの関連項目の主成分得点を算出して利用しているが、α 係数

は否定意識が 0.793、肯定意識が 0.809である。尺度内の内的整合性は許容範囲と思われる。 

 4 ハイトらは道徳基盤理論に関する質問文ならびに各国語訳を公開している

（http://moralfoundations.org/questionnaires 2017 年 12 月 6 日確認）。 

 5 各道徳基盤は関連項目の平均値を算出して利用しているが、α係数は「ケア」が 0.862、「公

正」が 0.823、「内集団」が 0.710、「権威」が 0.740、「聖不浄」が 0.712、「生活様式自由」

が 0.705、「経済的自由」が 0.536 である。「経済的自由」の係数が少し低いが、それを除く

と尺度内の内的整合性は許容範囲と思われる。 

 6 使用した分析ソフトは SPSS Ver.23 である。利用したソフトが異なるため、同一データに

基づいている木村の分析とは結果が異なる（木村 2017a，2017b）。 

 7 もちろん道徳基盤と政治的志向性との関係は、日米で異なる点もある。たとえばハイトら

による調査研究（Haidt 2012＝2014; Iver et. al., 2012）では「聖不浄」が政治的志向性の違い

の大きな分岐点の一つとなっているが、これはアメリカにおける宗教文化がかかわると思

われる。日本では必ずしもそのようにはなっていない。 

 8 田辺はナショナリズムをめぐる議論において、右派がナショナリズムを擁護するのに対し

て、左派はナショナリズムを否定するという単純な図式が受け入れられがちであると指摘

する（田辺 2011: 22）。 

 9 日本において異なる文化との「共生」が主張されて久しい。その担い手の典型として想定

されるのは、本論文の分析に基づくなら、外国人に関して肯定意識が高く、否定意識が低

い傾向にある「リベラル」層ということになるだろうが、このような人々は割合として決

して多くはない。人々が「リベラル」であることを過剰に期待しない、「共生」の構想が必

要であると思われる。  
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