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　本稿の目的は，小西聖子が犯罪被害者支援に携わる精神科医としての「専門
性」をいかにして形成したのかを，精神的被害の管轄権とケアの非対称性に注
目して明らかにすることである．
　小西は，第 1 に，法学者や法律の実務家というほかの領域の専門職が 2 次被
害を予防するために精神的被害を理解する必要があるとしたうえで，法的な枠
組みにおいてとりこぼされる精神的被害を測定することによって，「専門性」
を担保しようとした．第 2 に，精神科医―クライエント間の関係の非対称性が
露呈することによって生じる 2 次被害を予防しながらも同時に治療効果のある，
有効な治療法を洗練することによって，「専門性」を担保しようとした．
　以上の 2 つの「専門性」は，誰に対する「専門性」なのかという点と，精神
科医の加害者性が問題になるか否かという点において，異なる水準のものだっ
た．しかしそれらが組み合わさることによってこそ，カウンセリングの実務に
従事しつつも法制定を求めるかたちで犯罪被害者支援に携わる，精神科医の「専
門性」が形成された．
　本稿は，これらの 2 つの「専門性」に注目することで，犯罪被害者支援の基
盤をつくった精神科医の活動がいかにして可能になったのか明らかにした．そ
のことによって，先行研究によって十分に検討されてこなかった，犯罪被害者
を対象にする福祉実践の基盤の歴史的な形成過程を明らかにした．

キーワード：犯罪被害者支援，「専門性」，精神的被害の管轄権，ケアの非対称
性，2次被害

1　問題の所在

1.1　犯罪被害者を対象にする福祉実践の歴史的な形成過程

　本稿の目的は，小西聖子が犯罪被害者支援に携わる精神科医としての「専門

おかむら いつろう—筑波大学大学院人文社会科学研究科博士後期課程・日本学術振興会—wtrpw909@yahoo.co.jp

犯罪被害者支援に携わる
精神科医の 2 つの「専門性」
　　精神的被害の管轄権とケアの非対称性に注目して

岡 村 逸 郎

自由論文



133福祉社会学研究 13

性」をいかにして形成したのかを，精神的被害の管轄権とケアの非対称性に注
目して明らかにすることである．
　近年，犯罪被害者支援に関する運動や立法が活発化している．たとえば全国
被害者支援ネットワークが 1999 年に出した「犯罪被害者の権利宣言」におい
て，犯罪被害者が「医療的，経済的，精神的及びその他の社会生活上の支援を
受ける」権利をもつと記された．また 2004 年 12 月 8 日に成立した「犯罪被
害者等基本法」において，犯罪被害者支援のために拡充されるべき施策が定め
られた1）．そして，この法律にもとづき，犯罪被害者支援に関する立法が推進
されてきた2）．
　法社会学ないし犯罪社会学の領域においては，近年の犯罪被害者保護ないし
支援の動きを，治安に関する社会意識の変容と関連づけて考察する研究がなさ
れてきた（土井 2003：268-277；河合 2004：232-235 など）．さらに，犯罪被
害者支援活動を，犯罪不安の恒常的な社会問題化ないし厳罰化を引き起こした
一因として検討する研究がおこなわれてきた（浜井 2004：19-21；Hamai and 

Ellis 2008：79-82 など）．また，被害者カテゴリーの相互行為的な構築過程や，
特定の被害者カテゴリーの歴史的な構築過程を記述する研究が蓄積されてきた

（Holstein and Miller 1990；狩谷 1998；Berns 2004；佐藤雅浩 2013 など）．
　以上の研究は，犯罪被害者支援を法ないし犯罪にかかわる現象として捉える
ことで，豊富な知見を蓄積してきた．しかしそこでは，犯罪被害者支援が，ケ
アや支援といった福祉と密接にかかわる現象でもある側面が見落とされてきた．
そのため，犯罪被害者「支援」という営為の歴史的な位置づけについては，十
分に検討されてこなかった．たとえば，犯罪被害者救済と犯罪被害者支援とい
う福祉実践としては意味づけの異なる複数の営為が，質的に同等なものとして
平板に解釈されてきた3）．
　そのなかで佐藤恵は，刑事司法的ないし経済的な支援によってとりこぼされ
る犯罪被害者支援の福祉実践としての側面に注目する（佐藤恵 2013：125）．
その側面を，セルフヘルプ・グループを対象にしたインタビュー調査などにも
とづき明らかにする．佐藤恵は，セルフヘルプ・グループの参加者によって，
語る―聴くという相補的な関係が形成されると考察する（佐藤恵 2008：54）．
そして，その関係において，専門家による解決主義的アプローチと異なる共同
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参与による物語生成がおこなわれると分析する（佐藤恵 2008：47）．さらに，
以上の「聴く」実践に加え，被害者と専門機関ないし支援制度とを「つなぐ」
実践，および一般市民を「巻き込む」ことで被害者支援に社会的な広がりをも
たせる実践がおこなわれると分析する（佐藤恵 2013：140-151）．
　佐藤恵の研究は，支援者の活動を相互行為論的な視点から観察することで，
犯罪被害者支援を福祉実践として分析する点に独創性がある．しかし，犯罪被
害者を対象にする福祉実践の思想上および実践上の基盤が歴史的にいかにして
形成されたのかという点については，十分に検討されてこなかった．

1.2　分析対象　　犯罪被害者支援に携わる精神科医の「専門性」

　そこで本稿は，犯罪被害者に対するカウンセリングを日本ではじめておこな
った，精神科医の小西聖子（1954-）に注目する4）．
　小西は，精神医学と臨床心理学を専門とする研究者である．学士号を東京大
学教育学部教育心理学科において 1977 年に取得した．心理判定員を東京都庁
民生局において 1977 年から 1980 年にかけて務めたのちに，筑波大学医学専
門学群に入学した．ついで，学士号および医師免許を 1988 年に取得した．さ
らに，女性殺人者を主題にした博士論文（小西 1991）を筑波大学大学院へ
1991 年に提出し，医学の博士号を 1992 年に取得した．そして，犯罪被害者
相談室5）の室長を 1993 年から 1998 年にかけて務めた．また，心理臨床セン
ター6）のセンター長を 1999 年から現在にかけて務めている．犯罪被害者相談
室と心理臨床センターは，犯罪被害者を対象にするカウンセリングに従事する
精神科医ないし臨床心理士を育成する実務上の拠点となってきた．
　精神医学ないし臨床心理学の領域においては，C. R. ロジャーズが「非指示
的カウンセリング（non-directive therapy）」（Rogers 1942＝1966：139-155），

「 ク ラ イ エ ン ト 中 心 療 法（client-centered therapy）」（Rogers 1951＝［1966］

1970：3-23），「共感的理解（empathic understanding）」（Rogers 1957＝1966：

127）などの概念を提唱して以降，クライエントの主体性にもとづくカウンセ
リングが有力な療法の 1 つとされてきた（氏原・村山編 2000 など）．またロジ
ャーズは，社会福祉学の援助ないしケアの基盤をつくった研究者の 1 人とし
て位置づけられてきた（稲沢 2002 など）．
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　小西は，ロジャーズ流のカウンセリングを，日本の犯罪被害者ケア7）におい
てはじめて展開した研究者である．犯罪被害者ケアは，犯罪被害者に対する経
済的な補償が刑事法学ないし被害者学の領域において 1970 年代に議論される
ようになったことで，はじめて問題化した．そこで支配的だった言説は，救済
するべき犯罪被害者を有責性がないという刑事法学上の基準にもとづいて選別
する，選別主義的な言説だった（岡村 2014：34）．小西は，この選別主義的な
犯罪被害者救済の思考を批判して，被害者の主体的な回復を援助する被害者援
助論を展開した．さらに小西は，ドメスティック・バイオレンスや犯罪被害者
支援に関する立法過程に直接かかわることで，法学者や法律の実務家というほ
かの領域の専門職とかかわってきた8）．
　小西の活動の特徴は，以上のように，カウンセリングの実務に従事する一方
で，立法過程に参与することでほかの領域の専門職とかかわったことだった．
小西は，その活動において，犯罪被害者支援に携わる精神科医の「専門性」を
いかにして形成したのだろうか．本稿は，そのことを明らかにする．
　本稿の構成は，以下のとおりである．まず第 2 節で，本稿が依拠する分析
視角を提示する．つぎに第 3 節で，小西が主体性と「対等な関係」にもとづ
く被害者援助論を展開した過程を記述する．さらに第 4 節で，小西が 2 次被
害の概念のもとで形成した 2 つの「専門性」を分析する．最後に第 5 節で，
本稿が提示した知見をまとめる．

2　分析視角　　ミクロな相互行為において用いられる 2つの「専門性」

2.1　言語的資源としての「専門性」

　本稿は，第 1 節で述べたように，精神科医の「専門性」に注目する．なぜ
ならば，本稿の分析対象である小西が，自らの活動を組織化するうえで「専門
性」という言葉を頻繁に用い，議論を「専門性」の問題に収斂させたからであ
る．そして，この「専門性」という言葉を用いた活動によってこそ，犯罪被害
者支援に従事する精神科医というあたらしい専門職の立ち位置が明確化され，
犯罪被害者支援の思想上および実践上の基盤がかたちづくられたからである．
　小西は，立法過程とカウンセリングの実務の双方に従事するなかで，「専門
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性」という言葉を 2 つの意味で用いた．すなわち，「専門性」という言葉を，
ほかの領域の専門職にかかわる文脈とクライエントにかかわる文脈という 2
つの文脈において使いわけて用いた．本稿は，これらの 2 つの「専門性」に
注目することで，犯罪被害者支援の基盤をつくった精神科医の活動がいかにし
て可能になったのか明らかにする．そのことによって，先行研究によって十分
に検討されてこなかった，犯罪被害者を対象にする福祉実践の基盤の歴史的な
形成過程を明らかにする．この点に，本稿の独創性がある．
　なお本稿は，「専門性」を実体的な概念としてではなく，ある活動がおこな
われるさいに用いられる言語的な資源として捉える9）．そのため，その言葉を，
一貫して括弧をつけて表記する．

2.2　本稿による「専門性」の位置づけ　　専門職論とケア論の検討から

　つぎに，以上で提示した本稿による「専門性」の捉えかたが，既存の研究の
なかでどのように位置づけられるのか検討する．
　専門職論においては，専門性を専門職システムという発想のもとで捉える研
究がなされてきた．E. フリードソンは，専門職集団の特徴を，その「自律性

（autonomy）」 に 求 め る（Freidson 1970＝［1992］2005：124-127）． 対 し て
A. アボットは，「専門職（professions）」を，「何らかの抽象的な知識を特定の
事例に適用する排他的な職業集団」として定義する（Abbott 1988：8）．また，
専門職と特定の職務との結びつきを，「管轄権（jurisdiction）」として定義する

（Abbott 1988：35-40）．さらに，専門職システムを，この管轄権が排他的なも
のであるために，複数の専門職集団が相互に依存することで成立するものとし
て捉える（Abbott 1988：86）．そのうえで，専門職システムが複数の専門職集
団が管轄権の領有をめぐって対立するなかで発展する過程を，歴史的に記述す
る視角を提示する（Abbott 1988：1-3）10）．
　対して本稿は，専門職システムというマクロな社会構造の水準の現象であっ
ても，「専門性」という言葉を用いた個々の行為者のさまざまな活動という，
ミクロな相互行為の水準の現象によって支えられるという視点に立つ．
　このようなミクロな相互行為の水準における「専門性」は，ケア論において
注目されてきた．その議論においては，ケア職―クライエント間の関係の対称
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性ないしその関係の非対称性が研究の主題にされてきた．野口裕二は，ナラテ
ィヴ・アプローチにもとづく近年の援助ないしケアにおいて，セラピストが物
語をクライエントと対等な立場から共同で制作する，「新しい専門性」が志向
されると述べる（野口 2002：144-152）．また上野千鶴子は，援助やケアを相
互行為の側面から捉える視点にもとづき，ケアする側とケアされる側との間の
非対称な関係が暴力性や抑圧性をはらむ側面を記述する（上野 2011：39, 62-

63）11）．
　以上のように，専門性をめぐる管轄権の闘争をマクロなシステムの水準から
分析する専門職論と，「専門性」をケアの対称性ないしその非対称性というミ
クロな相互行為の水準から分析するケア論をみた．本稿は，精神科医が福祉実
践を，犯罪被害者に対するカウンセリングと立法過程の双方に従事することで
法・犯罪と福祉・医療にまたがって展開した事例を検討する．そのうえで，こ
のような福祉実践において，「専門性」という言葉が，ほかの専門職との間で
の相互行為とクライエントとの間での相互行為という 2 つの異なる文脈のも
とで，いかにして用いられたのか明らかにする．

3　主体性と「対等な関係」にもとづく被害者援助論

3.1　災害ボランティアとの対比のなかで形成された精神科医の「専門性」

　小西は，活動の初期において，心的外傷後ストレス障害（Posttraumatic 

Stress Disorder：以下，PTSD）の研究や犯罪被害者相談室でのカウンセリング
をおこなった．
　小西は，犯罪被害者相談室の室長に 1993 年に就任した．カウンセリングの
活動の開始にさき立ち，アメリカの民間団体である National Organization 
for Victim Assistance（以下，NOVA）によって刊行されたマニュアルの翻訳
に着手した（小西 2000：143-144）12）．そして，PTSD に罹患した被害者に関す
る海外の研究について紹介した論文を，1995 年 6 月の『犯罪学雑誌』に掲載
した（小西 1995a）．また，同年8月の『犯罪と非行』に掲載した論文において，
NOVA のマニュアルに自身の論文上ではじめて言及した．そのうえで，「自分
の生活の回復を援助することが危機介入の最初のゴールであるのに『救済者』
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は最後には被害者自身が決定することをできなくさせてしまう」と述べて，犯
罪被害者救済の思考を被害者援助という言葉にもとづいて批判した（小西 

1995c：116）．
　その一方で小西は，ボランティアとして被災者援助をおこなうなかで，精神
科医の「専門性」に言及するようになった．小西は，1995 年 1 月に発生した
阪神・淡路大震災の直後に，大阪 YMCA のボランティアとして被災地を訪れ
た（小西 2000：146-148）．そして，1995 年 6 月に刊行された論文において，
以下のように述べた．

　被害者援助の立場からいうと，援助には 4 つの型がある．特にボラン
ティアが行うケアの場合は専門性にこだわることなく，全部を柔軟に実践
する方がボランティアの特性を生かすことになると思われる．（小西 

1995b：96）

　小西は，ここで，精神科医の「専門性」にはじめて言及した．しかし，この
段階では，その「専門性」を災害ボランティアとの対比のなかで捉えることに
とどまっていた．

3.2　加害者になりうる法学者と法律の実務家，そして精神科医

　第 1 回犯罪被害者支援フォーラムが，1996 年 11 月 5 日に開催された．こ
のフォーラムは，犯罪被害救援基金13），日本被害者学会14），ならびに犯罪被害
者相談室の共催のもとで開催された．小西は，このフォーラムの公開討論にパ
ネリストとして出席した．ほかにも，法学者や法律の実務家がパネリストとし
て選ばれた．犯罪被害者救済を推進してきた刑事法学者の宮澤浩一と大谷実，
および警察庁犯罪被害者対策室の室長を務めてきた原田宗宏である．小西は，
この公開討論において，法学者や法律の実務家という「専門家」が弱者救済の
発想にもとづいて犯罪被害者救済をおこなってきたと批判した．そして，被害
者の主体的な立ち直りを援助するべきだと主張した（杉内 1997：142-143）．
　続いて，『犯罪被害者の心の傷』（小西 1996a）が，1996 年 12 月に刊行され
た．ここで小西は，自らがおこなったカウンセリングの事例の検討をおこない，
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トラウマの概念と PTSD の概念を整理した．さらに，精神科医の F. M. オクバ
ーグの研究を紹介した．オクバーグは，犯罪被害者が発症する固有の症状の一
つに 2 次受傷があると論じた（小西 1996a：42-49）．
　日本の刑事法学ないし被害者学の領域においては，宮澤（1987）以降，2 次
的被害者化（secondary victimization）という言葉が用いられてきた15）．小西
は，2 次被害という言葉を，司法システムにおいて生じる被害ないし司法機関
によるセカンド・レイプを表すさいに用いてきた（小西 1995a：110，小西 

1996b：27）．小西は，この 2 次被害を，『犯罪被害者の心の傷』において 2 次
受傷といい換えた．

　2 次受傷は犯罪被害者には非常に大きなウエイトを占めるものである．
2 次受傷とは司法や医療，精神保健その他のシステムの中で被害者が再び
傷つけられることを指す．（小西 1996a：48）

　そして小西は，この 2 次受傷という精神医学の言葉を用いることで，犯罪
被害者救済に携わってきた「専門家」に対して提示してきた批判をより明確化
した（小西 1996a：176）．
　ここで注目するべきことは，小西が，被害者に 2 次受傷を与えうる「専門家」
のなかに，法学者や法律の実務家のみならず，精神科医自身をも含めたことで
ある（小西 1996a：188-189）．すなわち小西の活動の根本には，自らが不適切
な振る舞いによって 2 次被害を被害者に与える加害者になってしまう可能性
がつねにある，という発想があった．そのため小西は，以降の活動を，2 次被
害の概念と向き合うなかで展開していくことになった．

3.3　「対等な関係」と「専門性」をめぐるジレンマ

　3.2 でみた第 1 回犯罪被害者支援フォーラムに関する特集が，1997 年 4 月
の『警察学論集』に掲載された．
　宮澤は，フォーラムでの公開討論において小西から提起された批判がこの特
集に掲載されたことを受けて，同じ特集において，自分たちのこれまでの活動
と今後の活動を被害者支援として明確に定義した（宮澤 1997：67-70）．日本



140 犯罪被害者支援に携わる精神科医の 2 つの「専門性」

の刑事法学ないし被害者学の領域においては，刑事法学者の宮澤と諸澤英道が
欧米でのとり組みを「被害者支援プログラム」（宮澤・諸澤 1984：16）として
紹介して以降，被害者支援という言葉がまれに用いられてきた．宮澤は，上記
の特集において，犯罪被害者救済と称しておこなわれてきた自分たちの活動が，
被害者支援だったと明確に読み替えた．刑事法学者たちは，それ以降，自分た
ちの活動を表す言葉として，被害者支援という言葉を用いるようになった．そ
して，小西が提示した被害者の主体性にもとづく援助の思考を，被害者支援と
いい換えて受容していった（大谷 1999：8；宮澤 2000：10-11 など）．
　対して小西は，精神科医の活動を，あくまで被害者援助という言葉を用いて
展開した．小西は，1998 年 10 月に刊行された『犯罪被害者遺族』において，
以下のように述べた．

　被害を受けた人への援助の基本として，対等な関係で援助するというこ
とがあります．相手は最初から弱くて無能だった人ではありません．ごく
普通の生活をしてきた私たちと同じ人，にもかかわらず突然の被害に遭っ
た人，そこだけが違う．ですから，援助するときに同じ立場なんだという
ことがわからないと，相手の方を非常に傷つけます．（小西編 1998：232-

233）

　小西は，このように被害者援助を，援助者―被援助者間の「対等な関係」に
もとづいておこなうべきだと主張した．そして，援助者と被援助者が「同じ立
場」になければ「相手の方を非常に傷つけ」てしまう，すなわち 2 次受傷を
被援助者に与えてしまうと論じた．
　とはいえ，精神科医が従来の医師―患者間の関係を「対等な関係」という発
想のもとで完全に放棄してしまえば，その「専門性」の根拠が脅かされかねな
かった．その意味で，実質上の「対等な関係」と精神科医の「専門性」との間
にはジレンマが生じた．すなわち，精神科医―クライエント間の関係が，関係
の非対称性をクライエントに対して露呈させないという形式上の「対等」さを
超えて，実際に「対等な関係」だといい切ってしまえば，自身が「専門家」で
あることの根拠が脅かされかねない．かといって，精神科医―クライエント間
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の非対称な関係を維持すれば，自身がクライエントに 2 次受傷を与えてしま
う可能性を払拭できない，というジレンマである．
　そのため小西は，精神科医―クライエント間の「対等な関係」が，形式上の
みならず実質上も実現可能であるということについては，以下のように一定の
留保をおいた． 

　クライエントと臨床家が，投薬を施し施されるような医療の現場で，本
当に対等な立場に立ちうるかというと，正直いって，私はある程度以上は
無理かもしれないと思うんです．むしろ，一方的な人間関係になりやすい
ということを，専門家は意識的に考えたほうがいいと思います．（小西・

栗林 1999：118）

　すなわち小西は，前掲の小西編（1998：232-233）において関係の非対称性
をクライエントに対して形式上は露呈させない必要があると述べながらも，精
神科医―クライエント間の関係が実質上も「本当に対等」だとまではいい切ら
なかったのである．
　以上のように，2 次被害の概念と，精神科医―クライエント間の「対等な関
係」という発想のもとでは，精神科医の「専門性」を維持することに一定の困
難さがともなった．そこで小西は，立法過程とカウンセリングの実務という異
なる 2 つの文脈において展開された活動をとおして，「対等な関係」と精神科
医の「専門性」を両立させる方法を模索していった．次節では，その過程をみ
る．

4　2次被害の概念のもとで形成された精神科医の2つの「専門性」

4.1　対専門職における「専門性」　　連携の共通語である精神的被害の測定

　第 1 の「専門性」は，精神科医と，法学者や法律の実務家というほかの領
域の専門職との間で展開される相互行為のなかで形成されたものだった．
　『講座　被害者支援』（全 5 巻）が，2000 年 6 月から 2001 年 9 月にかけて
刊行された．これらは，宮澤と國松孝次が監修，大谷と精神科医の山上皓が編
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集代表を務める編著だった．執筆者として，法学者，被害者学者，警察庁の官
僚，弁護士，精神科医，臨床心理士，ならびに民間団体の構成員が選ばれた．
すなわち，これまで犯罪被害者ケアに携わってきた多種多様な専門職が，編著
をとおして一堂に会したのである．そしてそのさいに，法学者が用いてきた被
害者支援という言葉が，連携の共通語として採用された．
　小西は，『講座　被害者支援』の第 4 巻に 2001 年 7 月に掲載された論文に
おいて，それまでおこなってきた「専門家」批判を，被害者支援という言葉を
被害者援助という言葉の代わりに用いることであらためておこなった（小西 

2001b：112）16）．そして，以下のように述べた．

　被害者と継続的な対人関係を持つ専門家には，どのような種類の支援を
行うにせよ，心理的な側面がついてまわる．警察官も検察官も弁護士もそ
うである．（小西 2001b：112）

　小西は，このように，連携する「専門家」のすべてが被害者の「心理的な側
面」を理解しなければならないと主張した．そして，支援者が精神的被害を理
解しなければ，さらなる 2 次被害が生じると論じた（小西 2001b：112-118）．
すなわち，2 次被害の概念を用いることで，精神的被害を，「専門家」が連携
するために必ず踏まえなければならない共通語として提示したのである．
　その後，内閣府と法務省において，具体的な支援策を，内閣府が定めた犯罪
被害者等基本計画にもとづいて議論する検討会ないし審議会が開催された．小
西は，その議論が佳境を迎えた 2007 年 7 月 22 日に，以下のように述べた．

　実際に支援を必要とする犯罪被害者，とりわけ心理的支援の必要な被害
者のニーズを知ることには，方法論的に複数の困難がある．1 つは犯罪被
害者等基本法が指し示している「犯罪被害者等」という集団は，頭の中で
は思い描けても，実際に集めることが困難であるということであり，もう
ひとつは，法的な切り取りによって定義される犯罪被害の質あるいは量と，
精神的な打撃やメンタルヘルスにおける支援の必要度は一致していない，
という点である．〔中略〕
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　犯罪被害者支援は，概念としては広がってきているが，その実態は切れ
目のない支援には程遠く，今後に待たれるところが大であること，連携の
なかでのメンタルヘルスの専門家には，他職種との連携の柔軟性と高い専
門性を併せ持つことを要求しているように思われる．（小西 2007：56-59）

　小西は，このように，たとえ犯罪被害者支援のための法制度が「専門家」の
連携のもとでどれだけ整備されようとも，「法的な切り取り」にもとづく犯罪
被害者支援においては，とりこぼされる精神的被害がつねに生じてしまうと主
張した．そして，このようにとりこぼされる精神的被害を測定し「心理的支援
の必要な被害者のニーズ」を明らかにすることによって，精神科医の「専門性」
を担保しようとした．

4.2　対クライエントにおける「専門性」　　有効な治療法の洗練

　第 2 の「専門性」は，精神科医とクライエントとの間で展開される相互行
為のなかで形成されたものだった．
　小西は，PTSD に対する有効な治療法として，認知行動療法（Cognitive Be-

havioral Therapy）に注目した．日本の精神医学での被害者研究においては，
認知行動療法が，精神科医の E. B. フォアを招いたワークショップが開催され
た 2003 年以降に注目されるようになった（吉田・小西 2010：17）．小西は，
この療法について，以下のように述べた．

　心理療法の効果研究の蓄積によって，メタアナリシスも複数行われてお
り，トラウマに焦点を合わせた認知行動療法の有効性は確立されたといっ
てよい．〔中略〕
　ただし，トラウマ記憶への積極的な曝露は，1 歩間違えば，2 次被害に
直結するのも確かである．高い専門性が要求される手法であるといえよう．

（小西 2008：40-41）

　小西は，このように認知行動療法にもとづく治療を，「トラウマ記憶への積
極的な曝露」がクライエントに負の影響を与えることで 2 次被害を与える加
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害行為になってしまいかねないものとして捉えた．したがってその治療のもと
では，精神科医の「高い専門性」が 2 次被害を予防するために必要だと主張
した．
　しかしその一方で小西は，「PE 療法〔Prolonged Exposure Therapy の略〕
のような治療構造や内容がある程度マニュアル化されている認知行動療法は，
クライエントが受動的に治療を受けているように思われることもある」（吉田・

小西 2010：20）として，認知行動療法によって，精神科医と，専門知識をも
たないクライエントとの間における関係の非対称性が露呈しかねないとも論じ
た．
　小西は，このように認知行動療法においては，治療が精神医学的な知識によ
って構造化されているために，クライエントが「受動的に治療を受け」かねな
い，すなわち治療が一方的なものになりかねないと論じた．しかし小西は，
3.3 でみたように，精神科医が，精神科医―クライエント間の関係が「対等」
でないことを不適切な振る舞いによって被害者に伝えてしまうと，2 次受傷が
生じると主張してきた．そのため，認知行動療法に依拠する以上，精神科医―
クライエント間の関係の非対称性をめぐる問題を解決する必要があった．そこ
で強調したのが，クライエントの能動性だった．

　セラピストと一緒に，治療の選択・遂行・評価を行うので，どの状況で
強化を用いるべきかをクライエント自身が理解し，自己強化することも〔認
知行動療法の〕特徴の 1 つであろう．よって，他の心理的アプローチと
比較すれば，クライエントは能動的な役割をもつことになる．
　トラウマのような予測できない出来事に突然巻き込まれた者にとって，
主体性やセルフコントロール感を取り戻すことは回復には欠かせないプロ
セスとなるだろう．（吉田・小西 2012：75）

　小西は，このように認知行動療法が，クライエントが「主体性やセルフコン
トロール感を取り戻すこと」によって「能動的」に回復することを促すもので
あると論じた．すなわち，その療法を用いることでクライエントの能動性を高
め，精神科医―クライエント間の不釣り合いを改善しようとしたのである．
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　さらに小西は，精神科医の「専門性」のほうに操作を加えることによっても，
精神科医―クライエント間の不釣り合いを改善しようとした．小西は，認知行
動療法における精神科医の役割が，「トラウマ記憶に向き合うことで認知を修
正し，以前の生活に戻れるように支援すること」，ないし「クライエントの気
持ちの揺れに寄り添いながら，それぞれの状況や目的に応じて柔軟に薬物療法
や他の心理的アプローチを組み合わせて，クライエントにとって有用なサポー
トを検討していくこと」（吉田・小西 2012：75）であると主張した．小西は，
このように，クライエントがトラウマ経験と能動的に向き合うことを傍らで支
えつつも，その向き合いかたが望ましくない方向に傾いたときに方向を修正す
ることによって，精神科医の「専門性」を担保しようとした．すなわち，医学
的な介入を緊急時に限ることで，精神科医―クライエント間の関係を限定化し
たのである17）．
　小西は，以上のように，クライエントの能動性を高めるとともに，精神科医
―クライエント間の関係を限定化した．そのことによって，精神科医の「高い
専門性」を確保しつつも，精神科医―クライエント間の関係の非対称性を露呈
させないようにしたのである．
　ここで注目するべきことは，小西の議論において，精神科医の加害性を回避
することと，精神科医の「専門性」を獲得・維持することとが，密接にかかわ
っていたことである．もし小西が，精神科医の加害性をたんに回避できればそ
れでよしとしたならば，精神科医の「専門性」を完全に放棄することで，精神
科医―クライエント間の関係を実質上も「対等な」ものだとしてしまえばよか
った．ところが小西は，認知行動療法という精神医学的な治療法をあくまで用
いた．そして，前掲の小西（2008：40-41）でみたように，この治療法を，「ト
ラウマ記憶への積極的な曝露」によって生じうる 2 次被害を回避するために，
精神科医の「高い専門性が要求される」ものとして捉えた．この治療法におい
ては，精神科医の「専門性」と，実質上はともかく形式上は「対等な」精神科
医―クライエント間の関係が両立できるものとされた．そしてこのようにして，
精神科医が既存の医学的な知識を手放すことのないままに，犯罪被害者という，
2 次被害を受ける可能性が高いという意味で脆弱性の高い対象を「支援」する
ことが可能になったのである．
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5　結　論

　本稿は，まず第 3 節で，小西が自らの活動を 2 次被害の概念と向き合うな
かで展開するようになった経緯をみた．また，法学者による犯罪被害者救済の
活動を批判し，主体性と「対等な関係」にもとづく被害者援助論を展開した過
程を記述した．つぎに第 4 節で，小西が，立法過程とカウンセリングの実務
という異なる 2 つの文脈において活動を展開することで，犯罪被害者支援に
携わる精神科医の 2 つの「専門性」を形成した過程を記述した．小西は，第 1
に，法学者や法律の実務家というほかの領域の専門職が 2 次被害を予防する
ために精神的被害を理解する必要があるとしたうえで，法的な枠組みにおいて
とりこぼされる精神的被害を測定することによって，「専門性」を担保しよう
とした．この過程において，被害者支援という言葉が，ほかの領域の専門職と
連携するさいの共通語として用いられるようになった．さらに小西は，第 2 に，
精神科医―クライエント間の関係の非対称性が露呈することによって生じる 2
次被害を予防しながらも同時に治療効果のある，有効な治療法を洗練すること
によって，「専門性」を担保しようとした．この治療法においては，精神科医
の「専門性」と精神科医―クライエント間の実質上の「対等な関係」を両立す
ることは不可能だとされたが，精神科医の「専門性」と精神科医―クライエン
ト間の形式上の「対等な関係」を両立することであれば可能だとされた．
　ここで注目するべきことは，小西が以上の 2 つの「専門性」を，異なる文
脈においてそれぞれ形成したことである．一方で，法学者や法律の実務家とい
ったほかの領域の専門職との間で展開された法制定を求める活動においては，
精神的被害を測定する精神医学的な知識にもとづき，精神科医の領分が求めら
れた．ここでは，非対称な関係が 2 次被害を生じさせるという意味での精神
科医の加害者性は問題にならなかった．しかし他方で，クライエントとの間で
展開された活動においては，この加害者性が鮮明なかたちで顕在化した．その
ため小西は，クライエントの能動性の強調と精神科医―クライエント間の関係
の限定化によって，精神科医の「専門性」と精神科医―クライエント間の形式
上の「対等な関係」を両立させようとした．
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　すなわち以上の 2 つの「専門性」は，誰に対する「専門性」なのかという
点と，精神科医の加害者性が問題になるか否かという点において，異なる水準
のものだった．しかしそれらが組み合わさることによってこそ，カウンセリン
グの実務に従事しつつも法制定を求めるかたちで犯罪被害者支援に携わる，精
神科医の「専門性」が形成された．そしてこのことによって，犯罪被害者支援
に従事する精神科医というあたらしい専門職の立ち位置が明確化され，犯罪被
害者支援の思想上および実践上の基盤がかたちづくられたのである．
　しかし本稿が提示した以上の知見は，あくまで小西の活動を中心に分析をお
こなうことで導き出されたものである．そのため，犯罪被害者支援に携わる精
神科医が直面する課題とその「専門性」を後続の精神科医にも一般化すること
の妥当性については，慎重に検討されなければならない．しかし，小西の活動
を，それがのちに受容されるのであれ批判されるのであれ参照されるという意
味で，日本の犯罪被害者支援の思想上および実践上の基盤となった活動として
詳細に記述した点に，本稿の意義がある．小西以前ないし以降の精神科医の活
動を詳述することで本稿の知見をより広い文脈に位置づけることが，今後の課
題である．

注
1）古川孝順は，「犯罪被害者等基本法」を，近年に制定や改正がおこなわれた社会福

祉関係法令の 1 つとして位置づける（古川 2007：1-2）．
2）たとえば，2007 年 6 月 20 日に成立した，「犯罪被害者等の権利利益の保護を図る

ための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」である．この法律によって，犯罪被害
者等が被害者参加人として刑事訴訟に直接参加することなどが可能になった．また，
2008 年 3 月 31 日に成立した，「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等
の支援に関する法律」である．この法律によって，給付水準の大幅な引きあげおよ
び受給資格者の範囲の拡大がおこなわれた．

3）たとえば佐藤雅浩は，現代の被害者言説が，「加害者の『処罰』や『理解』にかわ
って，被害者の『救済』や『支援』により，社会の連帯やカタルシスの達成を目指
す，新たな言説」だとして，被害者救済と被害者支援を歴史的に同等なものとして
位置づける（佐藤雅浩 2013：148）．

4）なお佐藤恵は，小西（1996a）および小西編（1998）にすでに注目している（佐藤
恵 2008）．

5）精神科医の山上皓を中心として，東京医科歯科大学難治疾患研究所に 1993 年に設
置された民間団体である．日本ではじめて結成された，犯罪被害者カウンセリング
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をおもな活動にする民間団体である．犯罪被害者相談室が設置される以前にも，複
数の被害者団体が結成されていた．しかし精神科医をスタッフにする民間団体が結
成されたのは，犯罪被害者相談室がはじめてだった．

6）武蔵野女子大学に 1999 年に設置された民間団体である．なお武蔵野女子大学は，
2003 年に武蔵野大学に改称された．

7）本稿は，犯罪被害者ケアという概念を，犯罪被害者の経済的な救済から犯罪被害者
への法的ないし精神的な支援までを含む，包括的な概念として用いる．なお小西は，

「心のケア」という言葉を，自らの活動を表すさいに頻繁に用いてきた（小西 
1996a：241 など）．

8）小西は，内閣府に設置された男女共同参画会議　女性に対する暴力に関する専門調
査会議の委員を，2002 年から 2009 年にかけて務めた．また，内閣府に設置された
犯罪被害者等基本計画検討会の構成員を務めるなど，犯罪被害者支援に関する立法
過程に 2005 年 4 月 28 日から 2007 年 8 月 27 日にかけて参与した．

9）「専門性」を実体的な概念としてではなく言語的な資源として捉える本稿の視角は，
松木洋人（2013：153-215）の視角に近いものであるといえる．

10）アボットの視角に依拠して，福祉ないし医療にかかわる現象を対象にする事例研
究が蓄積されてきた（宝月 2010；白旗 2011；丸山 2012 など）．

11）ケア職の「専門性」に注目して，福祉ないし医療にかかわる現象を対象にする事
例研究が蓄積されてきた（天田 2004；松木 2013；堀 2014 など）．

12）マニュアルの原著は，NOVA によって 1994 年に刊行された “The Community 
Crisis Response Team Training Manual” の第 2 版だと推測できる．なお，このマ
ニュアルの第 1 版は 1987 年に，第 3 版は 1998 年に刊行された．

13）「犯罪被害者等給付金の支給に関する法律」が 1981 年 1 月 1 日に施行されたこと
を受けて，同年に結成された公益法人である．犯罪被害によって死亡した被害者の
遺児に対する奨学金の給与をおもな活動にする．

14）1990 年に結成された学会である．刑事法学者の宮澤浩一が初代の理事長を務めた．
15）宮澤は，2 次的被害者化を，以下の現象として定義した．家族や近隣の人々，犯

罪統制機関，被告人ないし弁護人，ならびにマスコミが，被害者の落ち度を追及す
るなどの不適切な対応をとることで，被害者がさらに傷つけられる現象である（宮
澤 1987: 23）．なお 1980 年代以降の刑事法学ないし被害者学の領域における活動の
詳細については，岡村逸郎（2015）を参照．

16）小西は，2001 年 6 月に刊行された小西（2001a）において，被害者援助という言
葉を一貫して用いた．このことから，小西が被害者支援という言葉を，小西（2001b）
においてはじめて用いるようになったことを確認できる．

17）三井さよは，看護職が自らと患者との関係を自らが看護職であるという意識にも
とづいて限定することを，「戦略的限定化」として定義する（三井 2004：108-
109）．
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　This paper aims to explicate how Konishi Takako formed ‘professionalism’ of 

psychiatrist who was engaged in crime victim support. To explicate it, this pa-

per focuses on jurisdiction of psychic injury and inequality in care.

　Primarily, Konishi claimed that ‘professions’ who worked together had to un-

derstand psychic injury, for preventing victims from secondary victimization. 

And Konishi formed ‘professionalism’ by determining psychic injury which was 

lost in legal frame. Secondly, Konishi formed ‘professionalism’ by sophisticating 

effectiveness of medical method. This medical method enabled psychiatrists to 

prevent victims from secondary victimization. This secondary victimization 

came up by becoming inequality in relationship between psychiatrist and client 

obvious.

　Above two ‘professionalisms’ were different level in following two points. 

That is to say, who was intended to these ‘proffesionalisms’, and whether the 

assailantness of psychiatrists were problematized or not. But ‘proffesionalism’ of 

psychiatrists was formed by fitting above two ‘professionalisms’ together. These 

psychiatrists engaged in actual practices of counseling, and demanded enact-

ment of law.

　Focusing above two ‘professionalisms’, this paper explicated how the act of 

psychiatrist who made a base of crime victim support was enabled. And this pa-

per explicated the historical process of practical base of crime victim care. This 

process was not analyzed adequately in previous studies.

abstract

Two professionalisms of psychiatrist who was engaged in 
crime victim support: An analysis which is focused on 

jurisdiction of psychic injury and inequality in care
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