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犯罪被害者支援に携わる法学者の専門性とそのジレンマ
―Restorative Justiceをめぐる複数の専門職集団の依存関係に注目して―

Specializations and Dilemmas of Legal Scholars in  
Crime Victims Support in Japan:

Dependent Relationships between Professional Groups in Restorative Justice

岡 村 逸 郎
OKAMURA Itsuro

This paper reveals two specializations of legal scholars engaged in crime victims support in Japan by 
examining how their specializations are formed through their practice of restorative justice, and the di-
lemmas in their specializations. The first specialization, which is based on restorative practices, held di-
lemma in both theory and practice. The second specialization was found in the institutionalization of 
criminal justice. This specialization held dilemma in both a moderate degree of institutionalization and a 
strong degree of institutionalization. Both of these specializations were formed through multiple commit-
ment of legal scholars to restorative justice with the above two dilemmas.

1．問題の所在
（1）本稿の目的

本稿の目的は、犯罪被害者支援に携わる法学者の専門性がいかなるものであるのかを、
その専門性がRestorative Justiceに関する議論において形成された過程と、その専門性が
抱える2つのジレンマ（1）に注目して、明らかにすることである。

（2）Restorative Justiceの概要
Restorative Justiceは、1974年にカナダでおこなわれた「被害者と加害者の対話」に端

を発し、1980年代から90年代にかけての欧米諸国において広まったとされる、刑事司法
内外の諸実践である［高橋 2003：74‒75］。Restorative Justiceを体系化し、その原点と
して頻繁に言及される論者が、H. ゼア［Zehr 1995＝2003］である。Restorative Justiceは、
日本において「修復的司法」ないし「修復的正義」と訳されることが多い。

Restorative Justiceは、従来の刑事司法における犯罪観と異なる視点を提供する点に、
その意義が見出されてきた。従来の刑事司法においては、犯罪が法規範に対する違反だと
されてきた。対してRestorative Justiceにおいては、犯罪が加害者‒被害者‒コミュニティ
間における紛争だと見なされる［高橋 2003：7‒11］。そして、犯罪がこれらの3者に対す
る害として捉えられ、その害の修復・回復が目指される［高橋 2003：72‒73］。

Restorative Justiceにもとづくとり組みは、日本でも民間団体によって実施されてき
た（2）。またその発想は、更生保護の処遇過程においても一部がとり入れられてきた（3）。し
かし、Restorative Justiceが刑事司法を大きく改変する事態は、いまのところ生じていな
い。
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（3）本稿の位置づけ
に も か か わ ら ず、本 稿 がRestorative Justiceに 注 目 す る の は な ぜ か。そ れ は、

Restorative Justiceが、犯罪被害者支援に関するより広い歴史的文脈からみたさいに、犯
罪被害者支援に携わる法学者の活動のもっとも現代的な形態の1つだと考えるからであ
る。

犯罪被害者支援の歴史的な形成過程においては、法学者と精神科医という2つの専門職
集団がおもにかかわってきた。法学者は、犯罪被害者の経済的「救済」に自らの専門性を
見出してきた［岡村 2014］。対して精神科医は、犯罪被害者の精神的「援助」に自らの専
門性を見出してきた［岡村 2016］。これらの2つの専門職集団は、2000年以降に、犯罪被
害者「支援」という言葉のもとで連携を強化していった。その連携のなかで両者の共通の
目標にされるようになったことが、犯罪被害者が受ける精神的被害に考慮することと、刑
事司法過程や専門職の活動によって生じる2次被害を防止することだった［岡村 2015］。

このような連携のなかで、一方の精神科医が自らの専門性を見出していったのが、法制
度からこぼれ落ちる精神的被害を精神医学的な見地にもとづいて発見していくことだった

［岡村 2016：141‒143］。では他方の法学者は、精神的被害や2次被害に考慮しつつ活動を
展開する必要が生じて以降、何に専門性を見出していったのだろうか。本稿は、その1つ
がRestorative Justiceであるという視点をとる。

本稿の構成は、以下のとおりである。まず第2章で、先行研究と分析視角を検討する。
つぎに第3章で、Restorative Justiceに関する初期の議論をみる。さらに第4章と第5章で、
犯罪被害者支援に携わる法学者の専門性がいかなるものであるのかを、2つの活動、すな
わち修復的実践の理論的基盤の提供と刑事司法における制度化に注目して、明らかにす
る。そして第6章で、本稿が提示した知見の社会学的意義を考察する。

2．先行研究と分析視角
（1）先行研究

犯罪社会学ないし法社会学の領域においては、被害者を対象にする多くの研究が蓄積さ
れてきた。まず、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；Best 1999；Berns 2004など］。

以上の研究は、社会学的な研究の対象として被害者に注目した点に、意義がある。しか
し、犯罪被害者「支援」という概念の歴史的な形成過程については、検討されてこなかっ
た（4）。

そのなかで、犯罪被害者の救済やその支援に注目した歴史的な研究もなされてきた。
大谷通高は、被害者補償に関する論文・著書の検討にもとづき、犯罪被害者が1970年

代に社会的な救済対象として位置づけられたと考察する。そして、1970年代以降の犯罪
被害者言説が、「ある特定の主義・主張が偶発的な社会的諸契機を経ることで『正当なも
の』として編成され、そこから特定の『犯罪被害者』像が立ち現れていく」ことで「犯罪
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被害者の多様さが縮減」されていく言説だと分析する［大谷通高 2008：25］。
また佐藤雅浩は、大正期以降の新聞の検討にもとづき、既存の被害者像が1950年代の

なかばから70年代にかけて揺らいだと考察する。その現象が、1970年代に現われた犯罪
被害者救済の言説を中心として生じたと論じる。さらに、1970年代に生じたこの被害者
言説を、現代の被害者言説として位置づける。そして、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」だと分析する［佐藤雅浩 2013：139‒148］。

大谷通高と佐藤雅浩は、それぞれ法学者の言説と精神医学的な言説を対象にして、犯罪
被害者救済ないし犯罪被害者支援に注目した歴史的な分析をおこなった点に、独創性があ
る。しかし、そこで見落されていることがある。それは、犯罪被害者支援の言説が、法学
者と精神科医という2つの専門職集団それぞれにおいて別個に形成されたというよりも、
むしろ両者が対立したり連携したりするなかでこそ形成されたことである。

（2）分析視角
筆者は、このことを明らかにするために、A. アボット［Abbott 1988］の専門職論に注

目する。
E. フリードソンは、専門職集団の特徴を、その自律性に求める［Freidson 1970＝［1992］ 

2005：124‒127］。フリードソンが専門職集団を一方向的な支配関係のもとで捉えるのに対
して、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、緩やかに定義する［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、む
しろ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］。そして、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争
いを展開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］。

しかしアボットの研究の主眼は、あくまで専門職システムの様態を複数の専門職集団の
関係に注目して分析することにある。そのため、複数の専門職集団を対象にした事例の検
討がなされているものの、特定の言説が展開されるさいに用いられるレトリックや言説的
資源を詳細に記述した分析は、なされていない。この種の分析は、社会問題の構築主義に
依拠する研究［Best 2012：30‒59など］によって展開されてきた。

以上を踏まえ、筆者はつぎの2点に注目する分析視角をとる。第1に、アボットの議論
を参考に、ある社会問題の歴史的な構築過程を、複数の専門職集団の関係に注目して記述
する。第2に、社会問題の構築主義の議論を参考に、その構築過程を、それぞれの専門職
集団において用いられる固有のレトリックや言説的資源に注目して分析する。

なお本稿は、松木［2013］と同様に、専門性を、研究者が確定できる実体的な概念とし
てではなく、人々の諸活動をとおして用いられ構築される構築的な概念として捉える。

3．Restorative Justiceに関する初期の議論
（1）Restorative Justiceに関する論文数の推移

筆者は、「CiNii Articles」を用いて、「修復的司法」ないし「修復的正義」を論文ない
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し特集のタイトルに含む、379本の論文を収集した。また、それらの語をタイトルに含む
著書を収集した。さらに、以上の論文・著書の参考文献をもとに、関連する論文・著書を
収集した。

図1は、上記の379本の論文を掲載された年別に分けたうえで、論文数の推移をグラフ
にしたものである。これをみると、Restorative Justiceに関する議論が量的な面で盛りあ
がりをみせたのが、2002年から2007年にかけてだと推定できる。

（2）Justiceの訳をめぐる法学者と犯罪社会学者の対立―「司法」か「正義」か
日本においてRestorative Justiceの輸入・展開に携わった法学者に、前野育三と高橋則

夫がいる。前野は、Restorative Justiceを「修復的司法」として紹介した［前野 1999］。
また高橋は、それを「回復的司法」として紹介した［高橋 1999］。すなわちここでは、
Justiceの訳語として「司法」という言葉が用いられた。

犯罪社会学者は、これと異なる訳語を提示した。日本においてRestorative Justiceの輸
入・展開に携わった犯罪社会学者に、西村春夫と細井洋子がいる。西村と細井は、
Restorative Justiceを「関係修復正義」と訳した。そして、その理由を以下のように述べた。

関係を入れたのは、単に被害者の物質的、精神的回復のみならず、被害者‒加害者‒コミュニティ、
相互の壊れた関係を平和で完全な関係に戻すことに〔中略〕restoreの意味を見出すからである。〔中
略〕また、正義と訳しているのは、司法というと明確に法を犯す行為のみを活動の対象とするよ
うに受けとられる恐れがあるからである。 ［西村・細井 2000b：9‒10］

このようにRestorative Justiceが輸入されるさいには、司法内外のどこまでの現象を対
象に含めるのかということが問題にされた。そして、その範囲に応じて、Justiceを「司法」
と訳すか「正義」と訳すかをめぐって、複数の主張が展開されたのである。

（3）害―諸影響を指し示しうる包括的な概念
しかしそのなかでも、Restorative Justiceに関する以下の発想が共有されていた。

修復的司法の思想は、まず第1に、「犯罪とは何か」ということについて、従来の考え方と異なる
のであり、その出発点こそが、修復的司法の中核を形成するのである。すなわち、犯罪とは「害

図1　「修復的司法」ないし「修復的正義」をタイトルに含む論文の数の推移
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（Harm）」であるという理解がこれである。人々およびコミュニティに加えられた「害」を対象と
するのが修復的司法である。法規範に違反するという側面だけを捉えているだけでは、犯罪の現
実性を隠蔽する結果になってしまうというわけである。それが、従来、刑事司法において被害者
が2次的な関心の対象でしかなかった理由である。「害」を中心に設定することによって、「害」か
らの回復という被害者のニーズを出発点に位置づけることができることになる。  
 ［高橋 2001：77‒78］

このように初期の議論においては、Restorative Justiceが、被害者に対して2次的な関
心しか示してこなかった従来の刑事司法の発想を打破できるものとして位置づけられた。
そして、犯罪者の更生保護だけでなく、被害者のニーズにも注目することが目指された。

従来の刑事司法において用いられてきた犯罪の概念のもとでは、犯罪者が法規範に違反
し国家がそれを統制するという2者間の関係にしか、おもに注目されてこなかった。そこ
でRestorative Justiceにおいて活用されたのが、害という、加害者‒被害者‒コミュニティ
に生じる諸影響を指し示しうる包括的な概念だったのである（5）。

4．犯罪被害者支援に携わる法学者の専門性（1）―修復的実践の理論的基盤の提供
（1）「非専門家的」な理論と実践を基盤とするRestorative Justice

つぎに、犯罪被害者支援に携わる法学者の専門性がいかなるものであるのかを考察す
る。

犯罪被害者支援に携わる法学者は、第1に、修復的実践の理論的基盤を提供することに
よって、自らの専門性を確保しようとした。

高橋は、Restorative Justiceを以下のように定義した。すなわち、「修復的司法の基本
モデルは、犯罪を当事者間の紛争と捉え、その紛争解決のために、関係当事者間の直接対
話により、害悪を修復し、傷を癒し、平和を取り戻そうとする、非専門家的な問題解決の
理論と実践である」［高橋 2002a：219］と述べた。

このように、Restorative Justiceは、「非専門家的な問題解決の理論と実践」を基盤と
するものだとされた（6）。その一方で、さまざまな専門職がRestorative Justiceにかかわる
なかで、それぞれの専門性を発揮することが目指された（7）。

しかし、Restorative Justiceが「非専門家的」な理論と実践を基盤とするものだからと
いって、法学者の専門性自体が放棄されるわけではなかった。その専門性は、犯罪被害を、
まずもって刑法的な枠組みのもとで定義することに求められた。

もっとも、刑法の目的が法益保護にあるという点を放棄することはできない。なぜなら、法益概
念は、刑法の事前的コントロール（犯罪予防）のために必要であり、さらに、刑法理論においては、
行為の法的意味を確定するという重要な機能を有するからである。したがって、このような刑法
の目的に、被害者（およびコミュニティ）の保護という点を付加することができるか否かという
点が問題となるわけである。 ［高橋 2002b：223‒224］

以上のように、Restorative Justiceにおける法学者の理論においては、「非専門家的」
な理論と実践を基盤としつつも、刑法的な枠組みにもとづく従来の法学の発想に、コミュ
ニティという刑法外の概念をいかにして関連づけるかということが課題にされたのであ
る。
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（2）法学者の理論を下支えした犯罪社会学者のコミュニティの概念
そこで法学者の理論をコミュニティの概念によって下支えしたのが、Justiceの訳語を

めぐる議論においては法学者と対立した、犯罪社会学者だった。
西村と細井は、「日本に従来から用いられている、示談、仲裁、和解は、少数の例外を

除いて、官の主導で行うか、被害者とコミュニティのニーズを第2次的にしか考えない」
ものであり、「インフォーマル性、非専門家性、非権威性」を強調する関係修復正義とは
まったく異なるものだと述べた［西村・細井 2000a：57‒58］。さらに、「現行の刑事司法
制度をゆさぶる力は、刑事司法から一見最も遠いところに置かれてきた被害者自身であ
り、またかれらを支えるコミュニティである」と論じた［西村・細井 2000a：66］。そして、
Restorative Justiceにおいては、コミュニティが国家に代わって修復を促進することに
よって、償いが「被害者・コミュニティが蒙った犯罪の諸影響度と回復への諸ニーズに応
じて公正になされる、加害者の自主的な行動となる」と主張した［西村・細井 2000b：
7‒11］。

また鴨志田康弘は、Restorative Justiceが2次被害やコミュニティという「従来の司法
システムの価値規範の範囲を超えた」概念を含んでおり、これらの概念が当事者性を拡大
するものだと述べた。鴨志田は、被害者が刑事司法における不適切な対応によって2次被
害を受けるのに対して、Restorative Justiceにおいては、「コミュニティに一種の被害者
としての地位を保証することによって対処」がなされると論じた。すなわち、「被害者個
人といった直接の被害者だけでなく、被害者や加害者を取り巻く人々によって形成される
コミュニティもまた、間接的に被害を受けている」と見なされるということである［鴨志
田 2002：157‒158］。そして、コミュニティがこのように「被害当事者としての資格」を
もつ一方で、「加害者の更生、あるいは、被害者の回復を支えなければならないという意
味における、ケアのための共同体としての機能的側面」をもつと主張した［鴨志田  
2002：159‒160］。

このように犯罪社会学者は、コミュニティの概念を用いることで、「被害の当事者」の
範囲を、従来の刑事司法における被害者よりも拡大しようとした。すなわち、刑事司法に
かかわる主体の範囲を、国家‒被告人のそとに広げようとしたのである。これに対して犯
罪被害者支援に携わる法学者は、第4章第1節でみたように、修復的実践の理論的基盤を
このコミュニティの概念にもとづいて打ち立てようとした。

以上のように、Restorative Justiceにおける法学者の理論は、犯罪社会学者のコミュニ
ティの概念に下支えされてはじめてなり立つものだったのである。

（3）法学者が修復的実践に参与することに対する批判
しかし、法学者が以上でみた理論的基盤にもとづいて実際に修復的実践に参与すること

に対しては、2次被害の概念にもとづく批判が提起された。
精神科医の小西聖子は、殺人、傷害致死、強姦の事案にRestorative Justiceが適用され

ることを批判した。これらの被害者がもつ怒りの感情は、「ほかの誰もいない安全なセラ
ピーの空間にいてようやく受け止められる」ものであり、「専門家」が怒り続ける被害者
に説教したり教育したりしようとすると、Restorative Justiceが「被害者の2次被害の場
になってしまう」と述べた。そして、2次被害を生じさせることなく加害者‒被害者間の
対話を仲介することができる「専門家」の数が、現状では希少であると論じた。そのため、
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Restorative Justiceを制度として大規模に実施する場合、その対象を「普通の専門家」が
普通に仲介できる、軽微な犯罪に限定するべきだと主張した［小西 2005：195‒196］。

さらに小西は、「つい最近まで司法の専門家は、被害者の心理をほとんど知らなかった
し、被害者を無視して当然だと思ってきた」と述べ、「司法の専門家」が対話を仲介する
ことに対して批判的な見解を示した［小西 2005：196‒198］。そして、「司法や医学の専門
家と呼ばれるような人」が謝罪と赦しについて被害者に何かを求めるべきではないと主張
した。「専門家」がそのように働きかけることによって、被害者が赦しや和解に応じるこ
とができないことが意識され、被害者遺族や性犯罪の被害者に対して2次被害を与えるこ
とになるからである［小西 2006：64］。

以上のように、Restorative Justiceにおける法学者の実践は、精神科医の2次被害の概
念を考慮しつつ展開する必要があるものだったのである。

（4）犯罪被害者支援に携わる法学者のジレンマ（1）―理論と実践のはざまで
本章でみたように、犯罪被害者支援に携わる法学者は、修復的実践の理論的基盤を提供

することによって、自らの専門性を確保しようとした。
しかしその理論的基盤は、コミュニティやボランティアによる「非専門家的」な理論と

実践にもとづくものだとされた。また、犯罪社会学者のコミュニティの概念に下支えされ
てなり立つものだった。すなわち、犯罪被害者支援に携わる法学者の専門性は、理論的基
盤の提供という点では、犯罪社会学者の活動とその概念に依存せざるをえなかったのであ
る。

しかし、ひとたび法学者が理論的基盤の提供から踏み出て修復的実践に参与しようとす
ると、その活動が2次被害を引き起こすものであるという批判が、精神科医から提起され
た。すなわち、犯罪被害者支援に携わる法学者の専門性は、修復的実践への参与という点
では、精神科医の活動とその概念に依存せざるをえなかったのである。

以上のように、犯罪被害者支援に携わる法学者の専門性は、理論と実践の両方において、
他の専門職集団に依存せざるをえなかった。これが、第1のジレンマである。

5．犯罪被害者支援に携わる法学者の専門性（2）―刑事司法における制度化
（1）穏健な制度化によるRestorative Justiceの独自性の喪失

犯罪被害者支援に携わる法学者は、第2に、Restorative Justiceを刑事司法において制
度化することによって、自らの専門性を確保しようとした。

Restorative Justiceに関する議論においては、それを政策として実施するべきか否をめ
ぐって、法学者の間で複数の主張が展開された。

太田達也は、Restorative Justiceの政策的結果を重視する議論を批判し、「大切なのは
被害者と受刑者が間接・直接に対話するという『過程』そのものである」と述べた。そし
て、Restorative Justiceが被害者・受刑者間の関係の修復を目指すものとして展開されれ
ば、「却って2次的な被害をも引き起こ」すと論じた［太田 2001a：35］。さらに、重大な
事案においては、被害者が関係修復を望まず犯罪者が犯罪傾向の進んだものであるため、
和解を前提にした「修復的」という言葉を用いることが不適切だと主張した［太田  
2001b：72］。

太田がRestorative Justiceを政策として実施することに懐疑的だったのに対して、染田
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惠は、それを「矯正及び更生保護の段階において、試行的に導入するのが適当」だと述べ
た［染田 2001：84］。矯正・更生保護以外の段階で導入することによる弊害が大きいから
である。染田は、Restorative Justiceが警察の段階において導入されれば、それまで釈放
ないし放置されていた軽微な事案がダイバージョンによって処理されることになり、犯罪
者に対する「社会統制の網が拡大」されると論じた。また、それが裁判の段階において導
入されれば、「当事者の社会的な力関係や発言力の違い」が結果を大きく左右することに
なり、「憲法の保障する公平な裁判を受ける権利の保障」に抵触すると主張した［染田  
2001：76‒78］。

染田は、Restorative Justiceを矯正・更生保護の段階で導入するさいには、結果の公平
性を確保するために、対象者を事前に限定したうえで、結果に不服がある場合には通常の
裁判手続きに移行する道を確保する必要があると述べた。しかし、この導入方法によって
は、従来の刑事司法の枠組みが修正されることに留まり、「修復的司法手続を刑事司法手
続から区別して独自性を主張すること自体の存在意義」が失われると論じた［染田  
2001：78‒80］。

以上のように、Restorative Justiceを実現可能な範囲で刑事司法に導入するには、当初
の理念を修正して、犯罪類型と処遇段階を限定する制度化をおこなう必要があった。しか
し、そうした穏健な制度化によっては、その独自性が損なわれるとされたのである。

（2）強硬な制度化に対する批判
したがって、この事態を回避するためには、犯罪類型と処遇段階を限定せずに

Restorative Justiceを制度化する必要があった。しかし、そうした制度化に対しても、2
次被害の概念にもとづく批判が提起された。

心理学者の長井進は、「修復的司法が制度化されていない今こそ、修復的司法が犯罪被
害者に対する2次被害の源にならないようにするための厳しい再検討が必要である」と述
べた［長井 2003：78］。長井は、人命が失われた事件へのRestorative Justiceの適応が2
次被害を生じさせる可能性が高いとし、「遺族の立場からしてみれば、修復的司法が適用
されるのは修復可能な事件に限られるべきである」と主張した［長井 2003：92］。

さらに長井は、Restorative Justiceが制度化によって強制力をもつことで「被害者の主
権や自律性」が侵害され、被害者が「加害者の更生のために利用されるだけ」だという認
識をもたされると述べた。そして「他人の大切な命を暴力によって奪っておいて、加害者
と被害者の関係を修復できるはずがない、というのが遺族が抱く最も素朴な感情である」
と論じた（8）。このような被害者の心情が理解されないままRestorative Justiceが制度化さ
れることで、「制度的な2次被害」が生じると主張した［長井 2003：94‒98］（9）。

以上のように、Restorative Justiceをその独自性を保持しつつ刑事司法に導入するには、
当初の理念にしたがって、犯罪類型と処遇段階を限定しない制度化をおこなう必要があっ
た。しかし、そうした強硬な制度化によっては、2次被害が生じるとされたのである（10）。

（3） 犯罪被害者支援に携わる法学者のジレンマ（2） 
―穏健な制度化と強硬な制度化のはざまで

本章でみたように、犯罪被害者支援に携わる法学者は、Restorative Justiceを刑事司法
において制度化することによって、自らの専門性を確保しようとした。
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そこでは、2つの制度化の方向が示された。第1に、当初の理念を修正して、犯罪類型
と処遇段階を限定する穏健な制度化である。第2に、当初の理念にしたがって、犯罪類型
と処遇段階を限定しない強硬な制度化である。

しかし、穏健なかたちで制度化をおこなえば、従来の刑事司法の枠組みが修正されるこ
とに留まり、従来の枠組みから区別されるRestorative Justiceの独自性が損なわれかねな
かった。ところが、強硬なかたちで制度化をおこなえば、制度自体が2次被害という大き
な副作用をもたらすとされ、Restorative Justiceの正当性が根源的に否定されかねなかっ
た。

以上のように、犯罪被害者支援に携わる法学者の専門性は、穏健な制度化と強硬な制度
化の両方において、困難を抱えた。これが、第2のジレンマである。

6．結論
（1）本稿の知見のまとめ

第1章第3節でみたように、犯罪被害者支援に携わる法学者は、精神科医との連携が確
立した2000年以降、精神的被害や2次被害を考慮しつつ、自らの専門性を確保する活動を
展開しなければならなくなった。その課題に応えるために活用されたのが、本稿でみた
Restorative Justiceだった。

しかし、そのなかで形成された犯罪被害者支援に携わる法学者の専門性は、本稿の第4
章と第5章でそれぞれみたように、2つのジレンマを抱えた。

第1に、修復的実践の理論的基盤の提供をとおして形成された専門性である。その専門
性は、理論面では犯罪社会学者、実践面では精神科医という、他の専門職集団の活動とそ
の概念に依存せざるをえなかった。すなわち、理論と実践のはざまで、ジレンマを抱えた。

第2に、Restorative Justiceの制度化をとおして形成された専門性である。Restorative 
Justiceは、穏健なかたちで制度化をおこなえば、その独自性が損なわれかねなかった。
しかし、強硬なかたちで制度化をおこなえば、その正当性が根源的に否定されかねなかっ
た。すなわち、穏健な制度化と強硬な制度化のはざまで、ジレンマを抱えた。

以上のように、犯罪被害者支援に携わる法学者の専門性は、修復的実践の理論的基盤の
提供と刑事司法における制度化という2つの活動の両方において、他の専門職集団の活動
とその概念に依存せざるをえなかった。したがって、犯罪被害者支援に携わる法学者は、
Restorative Justiceをとおして犯罪被害者支援の社会問題化をめぐる独占的な管轄権を領
有することはできなかったといえる。

しかしこのことは、本稿が扱った事例が、ある専門職集団がその専門性の形成に「失敗
した」ものであることを意味しない。むしろ本稿の事例においては、その専門性が他の専
門職集団との依存関係のなかで確保され形成された。

本稿でみたように、犯罪被害者支援に携わる法学者は、コミュニティや2次被害といっ
た他の専門職集団の概念に依存し、他の専門職集団からの対抗クレイムに応じて自らの領
分を定めていくなかで、自らの専門性を確保し形成した。かれらは、犯罪社会学者の概念
に依存することによって修復的実践の理論的基盤を打ち立て、精神科医の批判を受けなが
らも自らが修復的実践に参与する方法を模索し、心理学者や他の法学者の否定的な見解を
慎重に検討しつつ制度化の妥協点を探った。そのように、複数のジレンマに直面しつつも
むしろ多方面にわたってRestorative Justiceにかかわることをとおしてこそ、犯罪被害者
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支援に携わる法学者の活動の独自性とその専門性が確保され形成されたのである。

（2）本稿の知見の社会学的意義
第2章第2節でみたように、アボットは、専門性を一方向的な支配関係のもとで捉えず、

専門性が複数の専門職集団が互いに依存するなかで形成されるモデルを提示した。本稿
は、犯罪被害者支援に携わる法学者の専門性が形成された過程を、その専門性が他の専門
職集団との依存関係のなかで抱えた2つのジレンマに注目して明らかにした。そして、そ
の過程を、社会問題の構築主義の視点に依拠することで、それぞれの専門職集団において
用いられる固有のレトリックや言説的資源に注目して明らかにした。

このように本稿は、アボットの議論を社会問題の構築主義の視点から展開した。すなわ
ち、アボットのモデルの妥当性を複数の専門職集団によるクレイム申し立て活動の応酬を
詳述することによって検証し、そのモデルを精緻化した。この点に、本稿の社会学的意義
がある。

しかし、残された課題もある。本稿の分析がRestorative Justiceを直接扱う論文や著書
に依拠するため、本稿で扱ったクレイムがそれぞれの専門職集団において形成されるにい
たった背景までには、十分に迫れなかったことである。本稿で扱った論者の周辺の議論を
さらにさかのぼって精査することでこの背景を明らかにすることが、今後の課題である。

付記

本研究は、日本学術振興会による補助金の交付を受けておこなった研究の成果である（課題番号：16J01196、
「犯罪被害者支援に関する歴史社会学的研究―刑事法学・精神医学の領域交差に注目して」）。

註

（ 1 ） 本稿は、ジレンマという用語を、個人や専門職集団が複数の選択のいずれをとった場合でも困難に直
面する、一般的な状況を指して用いている。囚人のジレンマ論のように、個人の合理的選択が非合理
な集合的行動に帰結する、特殊な状況に限定して用いているわけではない。

（ 2 ） たとえば、被害者加害者対話の会運営センターである。この団体の詳細については、山田［2002］を
参照。

（ 3 ） たとえば、少年院で実施されている「被害者の視点を取り入れた教育」である。この教育の詳細につ
いては、小柳［2010］を参照。

（ 4 ） 佐藤恵［2008, 2013］は、セルフヘルプ・グループへのインタビューにもとづき、犯罪被害者支援に
ついて考察する。しかし、犯罪被害者支援に関する歴史的な分析は展開されていない。

（ 5 ） social harm論においても、既存の犯罪学の枠組みを害の概念を用いることで乗り越えようとする試
みが展開されてきた［Hillyard et al. （eds.） 2004；Pemberton 2016など］。

（ 6 ） 西村春夫は、同様に、「ニーズを基盤にしてボランティア、宗教家、法実務家、機関職員、学者など
が修復的司法を地域で組織化して先ず実践を試みることが重要だと思う。法学者が理論的検討をする
のはその後でよい」と述べた［西村 2002：228］。

（ 7 ） たとえば前野育三は、「純粋にボランタリーな形で修復的司法が行われ、その成果を家裁の保護的措
置や終局決定に反映させるという形態のほうが、専門職的意識の現状からは、より自然な形で受け入
れられるという気持ちが強いように思われる」と述べた［前野 2002：38］。

（ 8 ） Restorative Justiceが加害者‒被害者間の関係の修復を目的にするものだという主張に対しては、異
なる見解も提示された。太田は、仮に関係の修復が実現したとしても、「あくまでそれは当事者が選
択した損害の回復の1つであり、これは当初から修復的司法が犯罪者と被害者の関係修復を目的とし
ていることを意味しない」と主張した［太田 2005：43］。
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（ 9 ） 瀬川晃は、同様に、「修復的司法が制度化された場合、修復的司法への参加を被害者に事実上強制す
ることにな」り、「重大な第2次被害者化を引き起こす」と述べた［瀬川 2005a：579］。

（10） Restorative Justiceの強硬な制度化に対する批判を受けて、法学者のなかでも同様の議論が展開され
た。柴田守は、その制度化を、犯罪者の排除の観点から批判した［柴田 2004：83］。また瀬川は、そ
の制度化を、犯罪者の社会復帰の観点から批判した［瀬川 2005b：26‒27］。
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