
特集政策科学

価値観の定量化

細貝康夫・佐野忠男

石油危機を契機として，わが国で、も資源の制約

が強まり，“使い捨て"“成長"と L 、ぅ言葉で示さ

れた価値観が大きく変化をとげた.かわって70年

代後半のイメージとして，“変動"“不安定"など

の動的・否定的な言葉が浮かびあがっている.行

動科学や多変量解析手法の発展にともない，価値

観の研究は心理学や社会学の分野で進められてき

た.決定科学と行動科学の結合をはかろうとする

政策科学においても，従来の“効率基準"だけで

は解決できない，価値観や日際観の対立競合とい

う問題に大きな関心をよせており，それが政策科

学の特徴の 1 つになっているのである1) ここで

は，言者科学の価値観の研究成果を吸収しつつ，政

策科学から見た価値観の定借化について考えてみ

よう.

1. 価値観と人聞の行為

人々が，同じ現実の利害状況に直面しても，各

人のいだく価値観によって，その行為にさまざま

な違いが出てくるであろう.人間の行為を理念と

利害状況の相関としてとらえたマックス・ウヱー

パーはつぎのようにいう. r人間の行為を i立接に支

配するのは，理念ではなく利害である.しかし理

念によってつくられた“世界像"はきわめてしば

しぼ転轍手として軌道を決定し，その軌道にそっ

て利害のダイナミックスが人間の行為を押し動か

してきた. Jそして，この理念には利害状況がすみ

ずみまで反映しているし，現実の利害状況にも理
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念が浸透しているのである 2)

2. モリスの価値観の類型

イギリスの心理学者チャールズ・モリスは 3

つの“価値の基本的次元"とよばれる要因を考え

た.それは， :� ディオニソス要因:そのときど

きの欲求のおもむくままに思う存分に行動する，

② プロメテウス要肉:外界を支配し変本するた

めに活動し勿力する，③ ブソダ要内:欲求を規

制することにより心の安らぎを保とうとする，の

3 つである.この 3 つの要内の組み合わせから 7

種類の価値観をみちびき出すことができる.モリ

スはこの 7 種類の価値観にもとづいて，世界各国

のさまざまな文化的背景をもった人々にアンケー

トを行なった結果，新たに 6 種類の価値観を見い

だし，最終的には 13の価値観となり，これを人生

の 13の道とした.以下，モリスの 13道を略称で示

す.もちろん略称は便宜上の命名であり，おのお

のの思想内容を表現しつくしたものではない.す

なわち，① 中庸型(アポローン神話と孔子の教

え)，②達観型(ブッタの教え)，③慈愛型

(キリストの教え)，④ 亨:楽型(ディオニソスの

教え)，⑤ 協同型(マホメツトの教え)，⑥ 努

力型(ブロメテウス神話とソ、ロアスター教)，⑦

多彩型(マイトレーヤの思想)，⑧ 安楽型(エピ

クーロスの教え)，⑨ 受容型(老子・広子の教え)，

⑩ 克己型(ストア派の教え)，⑮ 膜想型，⑫

行動却.J，⑬ 奉仕型.なお，最後の 3 つの道は，
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特定の思想家と結びつかない.

社会的背景

表 1 価値観の体系化

n 己本位 他者本位
3. 価値観の類型の分析

ランド研究所は，デルブァイ

法により生活の特色をあらわす

さまざまな単語を統合し，生活

の質(QOL)を示すブァグター

として収束させる研究を行なっ

た 3> 三菱総合研究所も，ラン

ド研究所の QOL ファグターと

モリスの価値観の関連併を検討

し，生活の質をあらわす MRI.

QOL インデ、ソケスを提案して

要 i-uザJ匂 l 現在帖
困 基本的価値 快

未来中心 | 現在中心 l 未米中心
矛IJ 愛 正

ディオユソス要因 享楽型 1

1瞳休〈安つ全息
楽型 諮受型 受符型

l官楽お能祭し的 ろぎ 他人への !やすらか
(依存り 同情的関心平和

む な享楽!共感的な愛 i 自然

テウス要肉 il身体行的動エ型ネノレ 克己型 努カ型 協同型

rギー I 
高い理想 I不断界の活動 友協情力(支配) 現在の興奮|気尊品 外を統制l

胃険 厳 集問活動

プツダ要内 i 膜想型|達観型 ldAL 本仕剤

(超 越敏内面感己生な活感識情 私自生己満活足 秩加序 l質誠謙実素遜自認 反省と摂想洗練 i 

いる 4) ,5 J 

ここでは，上記の研究を基盤として，異なった

視点、から価値観の考察を行なう.

モリスの 13の道は，経験的に見いだされたもの

であり，相互の関連が明らかでない.それぞれの

価値観を:互いに関連づけて説明できないだろう

カミ.

哲学や倫理学では，伝統的に“真言美"の凶式

が価値の類型とされてきた.しかし，価値の類型

は，相互に独立の概念としてではなく，より根元

的なものから総合的なものへ関連づけることがで

きる.価値判断におけるもっとも根元的な問題

は，時間的・社会的な価値判断の背景である 6)

はじめに時間的背景とは， m“現在"中心で、感情

本位の生き方(美を究極価値とする)と，②“未来"

中心で理性本位の生き方(真を究極価値とする)が

あり，つぎに社会的背景とは，①“自己"中心の生

き方(幸福を究極価値とする)と，②“他者"中心の

生き方(薄を究極価値とする)がある.

以上の時間的・社会的背景を組み合わせると，

もっとも基本的な 4 つの価値の類型が見いだされ

る.すなわち CD快:自己の欲求を即時的に充足

⑨利:自己の欲求を長期的に充足 ③愛:他者や

社会の欲求を即時的に充足 ⑨正:他者や社会の

欲求を長期的に充足
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ここで，この価値判断の時間的・社会的背景と

モリスの 3 安!なを結びつけると， 12の価値観を表

現することができる.モリスの価値観の類型を，

この立場から再解釈して体系化すると，表 l のよ

うになった.多彩型は，各要闘を同程度に合わせ

もつものと考えられるため， 12の価値観の類型の

中に含まれている.

4. 価値観の定量化

特定の個人の価値観を分析するには，その人の

価値観が 12の価値観のそれぞれに，どのように分

布するかを知れl正よい.それにはアンケートによ

り，モリスのヲ要因と価値判断の時間的・社会的

背景のそれぞれの要素に対する傾向を調べて得点

に換算し，各要素の得点の積を求めて， 12の価値

観の強度とする.

享楽型価値観の強度=(ディオニソス要因の得

/.0 x (自己本位の得点) x (現在中心の得点)

こうして各人の価値観の強度分1riがわかれば，

各価値観に対する全サンフ内ルの平均値を求めて，

特定集団の価値観分布とする.

価値観を以 l~のように表現すると， ~同人を無理

に 1 1重類の価値観に回定せず人の人聞が，い

くつもの異なった価値観を市ね合わぜてもってい

る状態を， 12の価値観のそれぞれの強度分布Iこよ

オベレーションズ・リサーチ© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



り特徴づけてあらわすことができる.

12種の価値観に対して， .• .t-:ßな強度分イ1) 乞もつ

タイソは，モリスのいう多彩型の価値観とみなす

ことができる.

5. 政策評価と価値観

ある政策決定がなされ社会的変化が生じたと

き，特定の価値観にもとづく行為が~ljlJ約を受ける

とすると，その特定の価値観の傾向をもっ人の生

活の質は低下するであろう.さまざまな社会的事

象や社会的変化が， どの価値観に影響を 7・えるか

を直接知ることは困難である.そこで，人セが生

活を営むうえで I主要な事項を分類整理してチェッ

ク・リストを作成し， とやの価値観がどの生活円、!と価

項目を坑視するかを関連づける. ここうして，ある

政策が， 12の価値観のそれぞれに与える満足・不

満足の度合を決定することが liJ能である.特定の

集団の価値観の強度分布と，政策が各価値観に U

える満足度を，それぞれ 12の製品4をもっベクトル

と考え 2 つのベクトルの|付績を求めて，これを

生活の質をあらわす l つの指標と考える.つまり

政策決定に際し，種々の取りうる政策の J

して，この指悼を役立てることができる.
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