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研究成果の概要（和文）：本研究では、犯罪や非行、攻撃行動などの反社会的行動に至る行動決定過程を意図性の観点
から分類し、各過程による説明力の差異を明らかにした。さらに、行動決定過程と常習反社会性との関連を、再犯者と
非再犯者や一般少年との比較分析や、サイコパシーとの関連分析により明らかにした。続いて、再犯性の予測や矯正プ
ログラムの改善への貢献を視野に入れ、行動決定過程についての査定バッテリーを開発した。

研究成果の概要（英文）：This project classified behavior making mental processes eliciting antisocial 
behaviors into three different levels of intentionality and compared the predictive power of these three 
processes for antisocial behaviors. The influences of behavior making mental processes on recidivism were 
revealed by comparing these processes of repeat offenders to those of first offenders and junior-high 
school students, and examining the relationship to psychopathic tendencies. Finally, an assessment 
battery of behavior making mental processes was developed as a tool for predicting recidivism risks, and 
improving correctional interventions.

研究分野： 社会心理学、犯罪心理学、教育心理学
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１．研究開始当初の背景 
 
 平成 21 年中の刑法犯および刑法犯少年の
検挙人員は減少傾向にあるものの高い水準
を維持し（警察庁, 2010）、児童・生徒の暴力
行為の発生状況は近年顕著な増加傾向にあ
る（内閣府, 2009）。なかでも、刑事司法手続
きの各段階で 5 割前後を占める再犯者の問題
は深刻であり、平成 21 年版犯罪白書におい
て「再犯防止施策の充実」といった特集が設
けられるなど、再犯者が社会に与える脅威と
被害は極めて大きい（法務省法務総合研究所, 
2010）とされる。常習犯罪者により全一般犯
罪の 50％、凶悪犯罪の 70％が行われている
という報告（大渕, 2006）もなされており、
こうした再犯者・常習犯罪者の犯行に至る心
的過程を明確化することは犯罪件数の減少
のために急務の課題である。 
 これまでの研究では、犯罪白書などにおい
ても指摘のある非行少年の社会を捉える認
識の問題としての社会的情報処理の誤りや
歪みと、利己的な行動をコントロールする際
の問題としての自己制御能力の低下に着目
し、これらの要因と反社会的行動との関連を
検討してきた。また、情報処理や自己制御へ
の影響要因として、親の養育態度やしつけ、
地域共同体における集合的有能感や共同体
暴力との関連を検討してきた。 
 これらの研究は、反社会的行動を導く社会
的情報処理や自己制御などの社会性の問題
を明確化するだけではなく、こうした能力を
高める環境からの働きかけに関する具体的
示唆を提供したという点で一定の成果を得
た。しかし、反社会的行動を行う者の意思決
定や行動決定における意識的な側面のみを
検討してきた問題が指摘できる。多様な社会
的行動が無意識的・自動的な意思決定により
導かれる（Bargh & Chartland, 1999）ことから、
近年反社会的行動に関する研究においても、
自動的処理が及ぼす影響が明らかにされ始
め て い る （ e.g., Bargh & Raymond,1995; 
Berkowitz, 2008; Todorov & Bargh, 2002）。意識
的処理よりも自動的処理による攻撃行動の
予測力が高いという指摘がなされる（Richetin 
& Richardson, 2008）など、意思決定の自動性
が反社会的行動に果たす重要な役割が示唆
されている。 
 加えてこれまでの研究では、反社会的行動
の意図的な選択と認知・情動・行動制御にお
ける機能的な欠陥とが明確に区分されてい
ないという問題もある。攻撃性研究では、道
具的攻撃性と敵対的攻撃性といった区分（e.g., 
Berkowitz, 1993, 1998; Dodge, 1991）がなされ
ているが、こうした区分は前者を意図的な行
動の選択、後者を自らの情動や表出行動の制
御における失敗と捉えなおすことができる。 
 
２．研究の目的 
 
 本研究では、反社会的行動に至る行動決定

過程に意図性の観点から 3 つの異なる過程を
弁別する。第 1 の過程は道具的攻撃性に代表
される意図的な行動選択過程であり、随意性
行動決定と命名する。第 2 の過程は意識的な
過程であるものの、行為者の行動に対する統
制感が欠如した認知・情動・行動制御におけ
る機能的欠陥により生じる過程であり、機能
欠陥行動決定と命名する。第 3 の過程は無意
識的・自動的な過程であり、制御に失敗した
という自覚の生じない過程であることから、
不随意性行動決定と命名する。本研究では、
意図性の観点から 3 過程を弁別し反社会的行
動の予測性を比較する。その際、多くの反社
会的行動に関わる常習反社会性の行動決定
過程の解明を主眼とする。最終的に、再犯性
の予測や矯正プログラムの改善に貢献する
行動決定過程の分類に対応した査定・介入シ
ステムの構築に関する提言を行う。 
 これら 3 過程の反社会的行動への寄与を明
らかにすることは、以下の点で有益だと考え
られる。不随意性行動決定に基づく反社会的
行動を弁別できることにより、再犯者の更生
を目的とした矯正教育に新たな手掛かりを
提供できる利点である。再犯の根本的な問題
として、矯正教育を受けて一度は更生したか
に見える者が、再犯を繰り返している現実が
ある（法務省法務総合研究所, 2010）。再犯者
は、自らの行動の意思決定に意識的な過程、
すなわち随意性行動決定が関わっていると
認識しがちであるが、実際は機能欠陥行動決
定や不随意性行動決定のプロセスに基づい
ている可能性がある。Aarts et al. (2009) は、
無意識的に設定された目標で生じた行動に
も関わらず、自分のとった行動の原因が意識
的な目標により導かれると自己知覚してし
まう self-agency 現象を確認している。こうし
た知見に基づくと、再犯者らは自らの反社会
的行動が不随意性行動決定に基づき生起し
たにもかかわらず、それが随意性行動決定も
しくは機能欠陥行動決定に基づくものと誤
認してしまう恐れがある。その結果、施設入
所中には意識的側面への介入プログラムに
終始することで、その効果があったかのよう
に見られるものの、根本的な不随意性行動決
定が改善されないまま出所することで、再犯
を繰り返してしまうと考えられる。本研究の
3 過程を弁別する試みは、反社会的行動を行
う者の行動決定過程の差異に応じた介入の
手がかりを提供するものであり、再犯者の問
題に解決の糸口を見出すものである。 
 
３．研究の方法 
 
（1） 反社会的行動の予測力の比較研究 
 本研究では、多サンプルへの実施を可能と
する紙筆版潜在連合テスト（岡部他, 2004）
を参考とした不随意性行動決定の測定法を
開発した。随意性行動決定は個人が有する意
図的な行動規範を反映した社会的ルールの
知識構造や、認知的歪曲（吉澤・吉田, 2004）、



規範的攻撃信念（吉澤他, 2009）を用いて測
定した。機能欠陥行動決定は、反社会的行動
との関連が強い脳の前頭前野に局在する実
行認知機能の評価尺度（ Frontal Systems 
Behavior Scale; 吉住他, 2007）や神経心理学的
検 査 （ Behavioural Assessment of the 
Dysexecutive Syndrome）の DEX により測定し
た。扁桃体と関連の強い情動認知機能を評価
する Six Emotional recognition Test（e.g., Sato et 
al., 2002）の日本語紙筆版、自己制御能力の
欠陥（原田他, 2008）を併せて測定した。 
 アナログ研究として一般青年（中学生と大
学生）を対象とした行動決定 3 過程と反社会
的行動傾向との関連の検討と、一般青年と触
法少年（少年鑑別所）とで 3 過程の差異を比
較する研究を行った。 
 
（2） 再犯者と非再犯者との比較研究 
 再犯者の矯正教育では、意識的側面に働き
かける認知的介入やスキルなどの能力補完
型の取組の効果には一定の限界があるが、こ
うした限界は行動決定 3 過程が弁別されてい
ないことに起因する。再犯者も自分自身の気
づかないレベルで行動決定をしている可能
性は大きい。本研究では、行動決定 3 過程に
ついて、少年鑑別所入所の再犯者と非再犯者
とで比較し検討した。 
 
（3） 行動決定過程の発達的変化の検証 
 Moffit (1993) は、人生早期に発現し生涯に
わたり継続する生涯型反社会性と、青年期限
定の青年期型反社会性との分類を提唱した
が、前者の問題には認知的能力が深くかかわ
っている（Piquero & White, 2003）。本研究で
はアナログ研究を用い、行動決定 3 過程の発
達的変化を検討した。 
 
（4） サイコパシーとの関連検討 
 サイコパスは、情動面、対人関係面、行動
面の複合的成分から構成される障害であり、
脳の機能不全から反社会的行動を説明する
概念として多くの研究がなされている。しか
し、彼らの反社会的行動の直接的動機である
道具的性質は、機能不全のみにより説明され
るわけではない。本研究では、アナログ研究
と施設入所者対象の研究を併用し、行動決定
3 過程とサイコパス傾向（サイコパシー）測
定尺度（Levenson et al., 1995）の邦訳版との
関連を検討した。 
 
（5） 査定バッテリーの開発研究 
 上述の研究で開発された行動決定 3 過程の
測定法を発展させ、法務技官などが簡易的に
活用できる査定バッテリーを開発した。行動
決定過程の弁別により、再犯リスクの効率的
な査定が可能となる。不随意性行動決定の測
定方法の簡略化が重要となるが、紙筆版潜在
連合テストなどを用いて集団実施を可能と
した。 
 

４．研究成果 
 
（1） 反社会的行動の予測力の比較研究 
 不随意性行動決定過程を測定する方法と
して反社会性潜在連合テストの紙筆版を開
発し、大学生対象に併存的妥当性をパソコン
版との関連から確認した。また、鑑別所入所
少年と中学生を対象に潜在的反社会性と認
知的歪曲、規範的攻撃信念、非行経験との関
連を検討した結果、非行経験のみとの関連が
認められ、他指標と異なる独自の説明力を有
することが明らかになった。鑑別所入所少年
と中学生との比較では、潜在的反社会性の指
標において鑑別所入所少年の得点が有意に
高いことも確認された。 
 
（2） 再犯者と非再犯者との比較研究 
 上述の鑑別所入所少年と中学生を対象と
した調査データを用い、再入所群、初入所群、
中学生群の 3 群を基準変数、3 つの行動決定
過程に該当する各指標を説明変数にしたロ
ジスティック回帰分析を行った。その結果、
潜在的反社会性は独自の群説明力を有して
おり、再犯リスクの予測に有効であることが
明らかとなった。 
 
（3） サイコパシーとの関連検討 
 一般中学生を対象に、機能欠陥行動決定過
程を統制した上で、随意性行動決定過程によ
るサイコパシーの予測力が存在するか否か
を検討した。分析の結果、機能欠陥行動決定
過程に該当する前頭葉機能および扁桃体機
能の統制後も、随意性行動決定過程に該当す
る社会的情報処理指標とサイコパシー指標
とに多くの有意な関連が残り、特にサイコパ
シーの一次性特性（情緒性の欠如）と自己中
心的な認知の歪みや一般攻撃信念との間に
強い関連が存在した。したがって、機能欠陥
行動決定過程とは異なる予測力が随意性行
動決定過程に存在することが明らかにされ
た。 
 不随性行動決定過程である潜在的反社会
性との関連の分析結果では、潜在的反社会性
と一次性サイコパシーとの間に有意な正の
関連が認められた。 
 
（4） 行動決定過程の発達的変化の検証 
 随意性行動決定過程である社会的情報処
理の発達的変化は、青年期型反社会性の発達
的変化に対応させた分析を行う前提として
検討する必要があった。そのため、社会的情
報処理の発達的変化に関して得られた知見
を、学術誌（応用心理学研究）にて報告した。
中学生と高校生とを対象とした比較検討の
結果、高校生において知識構造の構造的側面
の指標が高い値を示し、認知的歪曲の指標が
低い値を示していた。両サンプルを比較する
構造方程式モデリングを用いた分析を実施
した結果、高校生においてのみ、知識構造の
構造的側面が認知的歪曲を媒介して社会的



行動の適応性を促進することが明らかとな
った。本結果から、青年期後期における適応
的な社会的行動を説明する上で、随意性行動
決定過程における知識構造の構造的側面が
重要な役割を果たすとする示唆が得られた。 
 
（5） 査定バッテリーの開発研究 
 これまでの研究で開発・実施された各測定
法を簡易化し、音声教示 CD を用いてどのよ
うな実施環境で、どのような実施者でも実施
ができる行動決定過程の査定バッテリーを
開発した。音声教示 CD と測定法ブックレッ
トをパッケージ化した試作版を完成させた。 
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