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注意則再論：司法の供述評価基準を心理学から考える 

話題提供：〇山本登志哉 a・石塚章夫 b・村山満明 c  指定討論：浜田寿美男 d・石塚章夫 b 

（a 発達支援研究所・b埼玉弁護士会・c 大阪経済大・d 立命館大） 

キーワード：供述分析・注意則の限界と可能性・元裁判官と心理学者の対話 

 

企画趣旨 

恣意的供述評価を避けるべく渡部保夫(1982)

によって注意則が唱えられ、司法研修所「自

白の信用性」(1991)以後裁判実務に広く用いら

れてきた。しかしこの注意則は経験則の整理

にとどまるため、その応用の段階でやはり著

しく恣意的な適用が見られることが課題とし

て浮かび上がり、その有効性と限界性、経験

則の意味理解については今日に至るまで論争

の中にある。またそこには心理学と法学の供

述評価の観点の深刻なズレも浮かび上がる。 

供述評価をめぐる心理学的研究には、現状

では①実験心理学的一般則からの供述妥当性

評価②スキーマアプローチ等の供述内部の法

則性からの逸脱評価③浜田らの供述分析にお

ける供述者の体験の心理学的性質からの逸脱

評価を区別できる。これらの視点から注意則

の有効性と限界性を心理学はどう説明できる

か。心理学者と（元）裁判官の対話から単な

る経験則の羅列を超えた注意則の新たな可能

性を探る。 

 

「注意則の歴史・内容・限界」 

石塚章夫（埼玉弁護士会・元裁判官） 

自白の信用性に関する注意則は渡部保夫以

降研究が積み重ねられ、現在、司法研修所の

報告書にあるものが一般的に通用している。

しかし、その適用が恣意的であるという批判

が弁護士や研究者から出ており、山本報告は

その原因解明と対策を提起している。ただ、

刑事裁判実務における自白の信用性評価の姿

勢は、学術研究のように積み重ねがそのまま

次の成果に引き継がれるのではなく、時代の

影響を強く受ける。供述分析もその例外では

ないことを知っておく必要がある。 

「供述分析による心理学的鑑定の経験から」 

村山満明（供述分析・臨床心理学） 

供述分析による心理学的鑑定を行ってきた

経験も踏まえて，注意則をあらためて読み直

してみると，その内容については十分に納得

できるところが多い。しかしながら，後に冤

罪であることが判明した事件の判決などでは，

それらの注意則が十分に活かされていたとは

言い難いのも事実である。実際に鑑定を行っ

た事件の中から具体例も挙げながら，それら

の判決においては判断に際して何が不足して

いたのか等について，心理学的な立場から考

えられるところを述べてみたい。 

「注意則の恣意的利用と心理学的合理性」 

山本登志哉（文化発達心理学・供述分析） 

帝銀事件 20 次再審に浜田寿美男による供述

鑑定が提出され、山本は「注意則」の分析と

対比させつつ心理学的供述分析の性格を裁判

官に説明する意見書を作成した。そこで明ら

かになったことは帝銀事件での供述評価が注

意則の基本すら顧慮されていないこと、また

注意則自体も経験則の羅列にとどまり、「体

験から供述が生成するしくみ」への原理的な

反省に欠けるため、恣意的利用を生み出しや

すいことであった。心理学的合理性の観点か

ら、この判断の恣意性を制約するものとして

の心理学的知見の意義とその可能性を考える。  
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父母間での子の奪い合い紛争をめぐる法と心理 

 

◯ 松本克美（立命館大学）、  

小川富之（大阪経済法科大学）、安田裕子（立命館大学）、  

吉田容子（弁護士）、金成恩（立命館大学） 

 

家族紛争、子の奪い合い、人身保護法、ハーグ条約  

 

近時、婚姻破綻後ない  離婚後に親同士が子の奪い合いをする紛争が激化している。

本ワークショップでは、日本が批准し 2014 年 4 月 1 日から発効している「国際的な子

の奪取の民事上の側面に関する条約」(いわゆるハーグ条  約)の適用事件等を素材に、

子の意思の尊重のあり方を法と心理の側面、実務上の観点、韓国との比較などをふま

えて検討し、問題提起をしたい。  

 

企画趣旨・司会 松本克美   

報告１  小川富之 子の奪い合い紛争における子の意思尊重のあり方をめぐる判例動

向の批判的検討  子の奪い合い紛争について、最近の裁判例を紹介し、子の引き渡

しをめぐる判例の動向につて、子の意思尊重の考え方を中心に検討する。その際、子

の親権や監護に関する現行法の解釈、手続きとしてハーグ条約、人身保護請求および

家事審判による場合の扱いについて詳解する。  

報告２  安田裕子 子の奪い合い紛争を子の経験を基盤に検討する眼力形成の提案  

「子の自由意思といえない」「母による拘束の顕著な違法性がある」という最高裁判

決＊へのアンチテーゼとして、子の経験を子の立場から過去・現在・未来という時間

軸でとらえることの重要性を指摘する。アイデンティティやアタッチメントの観点を

重ねて導入し、子の健全な発達やパーソナリティ形成過程に寄与するものの見方を明

示する。 ＊最判 2018（平成 30）・3・15 民集 72 巻 1 号 17 頁  

指定討論１ 吉田容子 実務の観点から 実務における「子の意思」の把握方法とそ

の位置づけを紹介し、「子の意思」が必ずしも尊重されていない現状を明らかにする。  

指定討論２ 金成恩 日韓比較の観点から 子の奪い合い紛争をめぐる韓国の裁判例

の動向を紹介し、「子の意思」の把握方法及び個別の「子の利益」が十分に保護され

ているかを検討する。  

（参考文献）  

① 二宮周平・渡辺惺之編著『離婚紛争の合意による解決と子の意思の尊重』  

（日本加除出版、2014 年）  

② 小川富之・高橋睦子・立石直子編『離別後の親子関係を問い直す 子どもの福祉  

と家事実務の架け橋をめざして』（法律文化社、2015 年）  

③ 梶村太一・長谷川京子・吉田容子編著『離婚後の子の監護と面会交流 子どもの  

心身の健康な発達のために』（日本評論社、2018 年）  

④ 安田裕子・サトウタツヤ編著『TEM ではじめる社会実装 ライフの充実を支援す  

る』（誠信書房、2017 年）  
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社会的に周縁化された人たちに寄り添うための４つの課題 

：支援者育成と支援システム構築に向けて 

 

企画・司会：山田早紀（立命館グローバル・イノベーション研究機構） 

報告：斧原 藍・金 成恩・我藤 諭・山崎優子（立命館グローバル・イノベーション研究機構） 

指定討論：村山満明（大阪経済大学） 

キーワード：社会養護・子の福祉・性加害・知的障がい・支援 

 

 

■企画趣旨 

2015 年「我々の世界を変革する：持続可能

な開発のための 2030 アジェンダ」（2030 アジ

ェンダ）が採択された。2030 アジェンダでは

国際社会全体が 2030 年の達成を目指す「持続

可能な開発目標（SDGs）として 17 のゴール

（目標）が設定されており，目標 16 では「平

和と公正をすべての人に」として，周縁化さ

れる可能性のある人たちを含む包摂的な社会

の促進と制度構築が目指されている。一方，

法改正や社会情勢の変化による実施環境の変

化によって，実施には検討が必要な課題が数

多くある。そこで本WSでは，特に社会的に周

縁化される可能性のある子どもと障害のある

人たちに関する取組みについて，その課題の

検討を行う。 

■報告 1：社会養護に対する市民の認識 

（斧原 藍） 

児童福祉法改正により，今後は施設養育か

ら家庭養育が優先されていく。子供たちの生

活はより地域に密着したものとなることが予

想されるが，地域住民が社会的養護について

どのように捉えているのか，明らかにする。 

■報告 2：子の福祉の観点から「当たり前」と

されてきた協議離婚の手続きの見直し～家庭

裁判所の果たすべき役割    （金 成恩） 

離婚過程に子をも巻き込み，子に対して身

体的・精神的に悪影響を及ぼしている親も少

なくない。未成年の子を保護し，家庭の根本

的な問題を治癒するため，裁判所の後見的な

役割が求められる。本報告では，家庭裁判所

の役割や今後の取組みについて検討する。 

■報告 3：知的障がいのある性加害者の地域生

活移行と支援者の役割    （我藤 諭） 

知的障がいのある性加害者が地域生活へと

戻る際に，治療教育プログラムの役割は大き

い。しかし，治療教育プログラムは，生活場

面と切り離されたものではなく，生活と連動

のなかで展開する必要がある。本報告では，

性加害行為をおこなった知的障がい者への治

療教育プログラムと生活支援をともに担う支

援者の役割について検討する。 

■報告 4：知的障がい者と地域住民との共存の

在り方           （山崎優子） 

知的障がい者の加害行為の要因として，医

療や福祉的・教育的支援の不十分さが指摘さ

れている。しかし，知的障がい者の入所施設

の建設反対等，市民の認識は厳しい。両者の

共存の在り方について考える。 

■指定討論 

 上記 4つの社会的に周縁化された人たちに寄

り添うための課題についての報告を踏まえて，

村山満明会員による指定討論を行う。 

 本企画を通して，こうした課題の共有とそ

の支援者，支援システムの構築に関する検討

を目指したい。         （以上） 
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「目撃供述の信用性」に関する心理学・法律学的視点からの考察 

 

〇福島由衣（話題提供）１  外塚果林（企画者・話題提供）２  遠山大輔（指定討論）３ 

１日本大学文理学部   ２洗足こども短期大学   ３京都弁護士会 

目撃供述の信用性  狭義の証明力（自然的関連性）  心理学的知見  裁判官  事実認定 

 

1 心理学的視点からの考察 

目撃供述の信用性は「証拠の証明力」に関

連して論じられるものであり，具体的には，

①「狭義の証明力（自然的関連性）」および

②「供述の信用性」によって構成されるもの

である。本話題提供では，証拠としての目撃

者供述の証明力を規定するこれらのうち，②

「供述の信用性」について検討する。渡辺・

谷口・中村・高原・下津・江口(2014)によれば，

「供述の信用性」は (a)事件又は被告人の利害

関係，(b)知覚や記憶の条件，(c)他の証拠との

符号・他の証拠による裏付け，(d)供述内容自

体の自然性・合理性・具体性・迫真性，(e)供

述経過における一貫性・変遷，(f)供述態度の 6

つの総合評価により決定される。しかし，こ

の 6つは科学的な裏付けのもとに基準として採

用されているわけではなく，あくまで実務上

そのように認識されているだけだという。本

話題提供では，これらの 6つの基準のうち，心

理学的に検討可能なものを取り上げ，それぞ

れの基準と関連する過去の実証研究を紹介す

る。その上で，信用性の指標としてこれらの

基準が利用可能かどうか検討したい。そして，

供述証拠について，裁判官が経験則，すなわ

ち常識のみで適切に判断することが可能かど

うか考えたい。現役裁判官らを対象に調査を

行った Wise and Safer (2003) によれば，これま

で心理学が明らかにしてきた科学的事実に対

する裁判官らの認識は十分ではない。この事

実からは，裁判官のいわゆる「常識」だけで

供述の信用性を適切に評価するのは難しいこ

とが指摘され，専門家証人の必要性が示唆さ

れる。 

2 法律学的視点からの考察 

 刑事裁判の証拠として「目撃供述の信用性」

に疑問を呈する心理学的知見が提出されたとし

ても，そのことを理由に無罪と判断されること

は少ないという。その原因として，刑事訴訟の

事実認定において目撃供述の信用性という文言

が頻繁に使用されているにも関わらず，同文言

に関する法理論が未発達であることがあげられ

るように思う。本話題提供では，目撃供述の信

用性に関する法理論の試案を提示することで，

刑事訴訟における適切な事実認定が行われるこ

とを期待するものである。 

証拠の証明力は①「狭義の証明力（自然的

関連性）」と②「供述の信用性」によって構

成されるものであるが，①，②がどのような

関係にあるかについて，学説上，十分な議論

がなされていないように思う。そこで①，②

の関係を明らかにするために，第一審で無罪

が確定した東京地判平成 30 年 5 月 7 日

(LEX/BD25566328)を分析したところ，同判

例において，②供述の信用性の有無が①狭義

の証明力（自然的関連性）の判断に影響を与

えており，そう捉えることで，①狭義の証明

力（自然的関連性）の判断が慎重になされて

いることがうかがえる。このような法理論が確

立すれば，①狭義の証明力（自然的関連性）を

判断する前提として心理学的知見が有効に活用

されることになり，刑事訴訟における適切な事

実認定が行われることが期待できる。 
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D. A. Poole 著『Interviewing Children』から学ぶこと 

 

企画・司会・話題提供 田中晶子（四天王寺大学） 

企画・話題提供 羽渕由子（徳山大学） 仲真紀子（立命館大学） 

話題提供 安田裕子（立命館大学） 田中周子（立正大学） 佐々木真吾（名古屋女子大学） 

田鍋佳子（北海道科学大学） 赤嶺亜紀（名古屋学芸大学） 

 

キーワード：司法面接，子どもの目撃証言，認知発達 

 

1. 企画趣旨 

子どもの目撃証言や面接技法の研究者であ

る Debra Ann Poole 博士の著書『Interviewing 

Children』は，法的場面での子どもへの面接に

関わる近年の科学的知見がまとめられている。 

本ワークショップでは，司法面接研究会に

おいてそれぞれが担当した各章の概要を説明

し，各自の問題意識や国内での司法面接の展

開における課題等と関連深いトピックについ

て紹介する。たとえば，面接で用いられる質

問の分類の整理や，証拠としての面接の特徴

について，面接熟達者とはどのような面接者

か，また，それぞれの面接フェーズごとの技

法の取り扱いや子どもとの面接に特有の問題

への対処について，本書で取り上げられてい

るテーマの中から担当者の視点で一部を切り

取り紹介することで，参加者と知見を共有し，

現在の日本での司法面接における実践や研究

を振り返るとともに，今後の展望についても

議論したい。 

 

2．報告の概要 

趣旨説明：田中晶子（四天王寺大学）Debra 

Ann Poole の著書『Interviewing Children』を紹

介し，本ワークショップの趣旨を説明する。 

話題提供 1：仲真紀子（立命館大学） 第 1 章

より，面接で用いられる質問のタイプと呼び

方について整理する。 

話題提供 2：安田裕子（立命館大学） 第 2 章

より，証拠聴取のための４つの特徴について

紹介する。 

話題提供 3：羽渕由子（徳山大学） 第 3 章よ

り，面接熟達者の特徴について説明する。 

話題提供 4：田中晶子（四天王寺大学） 第 4

章より，グラウンドルールの実践例を紹介す

る。 

話題提供 5：田中周子（立正大学） 第 4 章よ

り，初期インタビューフェーズの効果的な手

法について紹介する。 

話題提供 6：佐々木真吾（名古屋女子大学）第

5 章より，子どもの報告におけるスクリプトと

エピソードの関係について整理する。 

話題提供 7：田鍋佳子（北海道科学大学） 第

6 章より，年少児への面接内での配慮の在り方

に関する情報を紹介する。 

話題提供 8：赤嶺亜紀（名古屋学芸大学） 第

6 章より，年少児・障害児への配慮事項を整理

する。 

 

3. 全体討論 

話題提供をふまえ，今後の日本での司法面接

の実践や研究の展開について意見交換したい。 

 

文献 Poole, D. A. (2016). Interviewing children: 

The science of conversation in forensic contexts. 

American Psychological Association.  

https://doi.org/10.1037/14941-000 
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メディエーションスキル尺度の開発

○益子 洋人 1・矢部 千尋 2・田中 勝則 3

1北海道教育大学札幌校 2 NPO 法人フレンズネット北海道 3北海学園大学経営学部

メディエーション，コンフリクト，尺度開発，多重代入法

問題と目的

メディエーションは，中立・公正な立場の

第 3 者であるメディエーターがコンフリクト

の当事者同士の対話を促進し，彼らがともに

納得できる解決策を協創できるよう援助する，

コンフリクトの解決方法の 1つである。現在，

いかにその質を担保するかが課題である(益子,
2018)。本研究では，メディエーターが備える

べき態度やスキルを測定する尺度を開発する。

研究 1

尺度の原版を構成する。

方法

協力者 協力同意を得られた成人の完答者 109
名（平均 27.34±12.25歳）を分析対象とした。

尺度 鈴木・八代(2004)などを参考に，82 の

項目プールを用意した。「あなたの前で 2 人

の知人がもめている場面を想像してください。

2人の当事者を仲裁しようとするときに，どの

ようなことを考え，どのような行動をとり

ますか？」と教示し，5件法で回答を求めた。

結果

HAD16(清水, 2016)により探索的因子分析を

行ったところ，3因子解を推奨され，最終的に

3 因子 15 項目を得た。因子間相関は .175～
.401，適合度は CFI=.932，RMSEA=.069だった。

研究 2

尺度の妥当性を検討する。

方法

協力者 協力同意を得られた青年 24 9 名

（平均 19.27±1.43歳）の回答を分析した。

尺度 ①研究 1 で作成した尺度原版に加え，

②統合的葛藤解決スキル尺度(益子, 2013)，③

向社会的行動尺度(高坂, 2012)などを用いた。

実施方法はいずれも原版に準拠した。

結果

完答者 217 名を対象に，因子数を 3 に固定

した確認的因子分析を行ったところ，研究 1
同様の因子構造が得られ，許容できる適合度

が得られた（CFI=.949，RMSEA=.069）。次に

回答者全員を対象とし，SPSS 26 Missing values
による多重代入法（M=100）で相関を求めた

ところ，外部尺度との間で予測通り関連して

いた（e.g.：統合的葛藤解決スキルと r=.176
～.661，向社会的行動と r=.274～.418など）。

研究 3

尺度が介入により上昇するかを確認する。

方法

協力者 第 1，第 2著者が実施したメディエー

ター養成講座に出席し，協力同意を得られた

125名（平均 30.72±17.90歳）を対象とした。

尺度 研究 1で作成した尺度原版を用いた。

結果

SPSS 26 Missing values による多重代入法

（M=100）で t検定を行ったところ，全因子で

介入後に有意な得点の上昇が確認された

（両ニーズの尊重：t(2723)=7.86, p=.000, 希望

の保持：t(1970)=8.33, p=.000, やるべきことの

理解：t(7021)=16.31, p=.000）。

考察

作成された尺度は，一定の妥当性を有し，

スキルの向上を捉えうるものである。
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社会的排斥場面観察後の潜在的接近-回避態度 

−認知的共感と感情的共感との比較− 

 

◯午道青歩 1・仲真紀子 2 

1立命館大学人間科学研究科, 2立命館大学総合心理学部 

いじめ，社会的排斥，認知的共感，感情的共感 

 

問題 

いじめの一種である社会的排斥は，観察する

だけでも排斥されている対象と同様の気分に

なると言われている(Giesen & Echterhoff, 2018)。

一方で，観察者は自分も仲間はずれにされて

いると感じない場合があることがわかった

（午道・武藤・仲, 2020）。そこで本研究では，

他者が感じていることを理解する能力である

認知的共感と，他者が感じていることを経験

する能力である感情的共感が，被排斥者への

潜在反応に与える影響について検討した。 

方法 

参加者 19〜27 歳の男女 33 名（平均 21.15 歳

（SD= 2.52），男性 13 名）が参加し，2 名は

プログラムの不備により分析対象外とした。 

手続き 個人実験であった。参加者は，以下

の(1)cyberball 課題の前後に(2)マネキン課題を

行い，最後に(3)共感尺度に回答した。(2)の反

応時間を測定した。 

(1) cyberball課題 Williams & Jarvis (2006） 

PC 画面上で 3 人のプレイヤーがボールを投げ

合い，1 人に著しくボールが回らない場面を観

察させた。プレイヤーには，黄色/水色が塗ら

れており，排斥者/被排斥者に塗られている色

は，参加者間でカウンターバランスした。 

(2)マネキン課題 Bertamini et al.(2016)と同様

の手続きに則り，参加者はキー押しによって，

ピクトグラムを黄色/水色に塗られたプレイヤ

ーに近づけるか遠ざけるかした。被排斥者に

接近する試行を一致試行，排斥者に接近する

試行を不一致試行とし，参加者間でカウンタ

ーバランスした。 

(3)共感尺度  対人反応性指標（日道ら，

2017）を用いた（認知的共感と感情的共感を

測定する項目が含まれる）。 

結果 

感情的共感（高低）×一致性（一致/不一致）

×前後，ならびに認知的共感（高低）×一致

性（一致/不一致）×前後の LMM を正反応の

反応時間に対して行った。固定効果を主効果，

交互作用，変量効果を実験参加者として分析

した。その結果，共感に関しては感情的共感

×一致性×前後の 3 要因において，交互作用

がみられ，感情的共感が低い場合は，観察後，

被排斥者に対する潜在的接近が見られた。 

 

考察 

認知的共感の高低によって反応時間に有意な

差はなかった一方で，感情的共感が低い場合，

被排斥者への反応時間は有意に減少した。感

情的共感が低ければ社会的排斥場面を観察し

ても他者の苦痛を経験することが少なく，苦

痛を誘発する被排斥者を回避する必要性がな

かった可能性が示唆される。 
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TJと TCからなる日本型「治療的司法」の考察 

 

金澤由佳 

国立精神神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部研究員 

成城大学治療的司法研究センター客員研究員 

キーワード：治療的法学、治療的司法、クレプトマニア 

        

 

１． 研究の背景 

 本研究は、日本において言われている「治療的司法」について国会議事録を介して考察するも

のである。「治療的司法」という言葉は、学術面および実務面では用いられるようになりつつあ

るが、社会的にはまだ真新しい。本研究では、国会議事録を手がかりにこの言葉が犯罪防止策へ

どのようにアプローチしているのかについて考察したい。 

２． ２つの TJと TC―「治療法学」と「治療的司法」― 

「TJ」は、「Therapeutic Jurisprudence」を用いて「治療的司法」または「治療（的）法学」

と訳しており、現在は、「治療的司法」と訳すことが多い。また、「治療的司法（Therapeutic 

Justice）」のような考え方を「治療法学（Therapeutic Jurisprudence）」と呼ぶこともある。

そして、「TC」とは、「Therapeutic Court」であり、「Therapeutic Justice」に並んで位置して

おり、訳語は「治療的司法」である。よって、日本においてこれまでに用いられてきた訳語をみ

るならば、「治療的司法」とは、2 つの「TJ（：Therapeutic Jurisprudence と Therapeutic 

Justice）」及び「Therapeutic Justice」に並ぶ「TC：Therapeutic Court」が語られてきたこと

になろう。 

３． 国会での「治療的司法」 

前述の「TJ」「TC」を念頭に国会において「治療的司法」が再犯防止策へどのようにアプロー

チしているのかについて考察した。「治療的司法」は、次の通り、３度登場している。それぞれ

の議論をまとめるならば、「①治療の継続性と環境調整（H30.3.22）」、「②オリンピック・パ

ラリンピック東京大会、依存症と再犯防止（H30.4.12）」、「③「事情」による Punishment と

Treatment の関係性（R1.11.12）」となろう。とりわけ、「窃盗症」という精神疾患とこの疾患と

日本における再犯防止推進計画との関係性の議論が展開されている。 

４．考察 

 「TJ・TC」について考察の結果、国会で議論の中心は、「窃盗」についてであった。「窃盗」

に対する日本の伝統的価値観に基づき議論および法制度をみると、「TJ・TC」や「特別改善指導」

を再犯防止の策として導入することは容易ではない。なぜならば、「治療」概念のあいまいさの

問題が横たわっているのである。前提として、ここでの「治療」とは、慢性疾患に対するもので

あり寛解と再発を繰り返すものであるということを忘れてはならない。この「治療」概念ととも

に、今後は「修復的司法」とも併せて日本型の「TJ・TC」のさらなる検討が求められると考えら

れた。 
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(元)受刑者に対する保護司と学生の受容的態度の違い 

○林 紗英 1・中川 一郎 2・仲 真紀子 1 

1立命館大学・2大阪経済大学 

キーワード：受容的態度・保護司・大学生・元受刑者 

 

 刑務所への再入者のうち 72.1％が無職者で

あり，再犯者の無職の者の割合が高くなって

いる（令和元年版 犯罪白書第 5 編）。その原

因の一つとして, 出所者に対する社会の受け入

れ態勢が整っていないことが挙げられる。出

所者に対する否定的なステレオタイプが出所

者への受容的な態度を抑制し, 就職を困難にし

ている可能性がある(笠原・髙橋, 2014)。 

 そこで本研究では, 出所者を受け入れる側の

世間の人々を対象に，出所者に対する受容的

態度や，受容的態度に及ぼす影響を探索的に

調査した。調査 1 では, 保護司と学生を対象に，

(元)受刑者一般に対する受容的態度の違いを検

討した。調査 2 では，大学生を対象に，出所者

が登場する動画を提示し，視聴による(元)受刑

者一般に対する受容的態度を調査した。以下，

調査 1 と 2 をまとめて記述する。 

方法 

参加者：調査 1 には大阪府内の保護司 57 名

(平均年齢 61.8, SD=10.54)と大学生 90 名(平均

年齢 20.2, SD=1.40)が参加した。調査 2 には大

阪府内の大学生 15 名（平均年齢 20.2,SD=1.05）

が参加した。 

 調査表：参加者には, 上瀬ら(2017）の(元)

受刑者一般に対する受容的態度を測定する 18

項目の質問紙を用いた（例. 犯罪をした人も立

ち直ることができる）。 

手続き：学生については授業内に,保護司に

ついては集会後に配布し回答を求めた。18 項

目に対して, 「次にあげる項目は, あなた自身

のお考えにどのくらいあてはまりますか」と

尋ね,「1.そう思わない」から「4.そう思う」の

4 件法で回答を求めた。調査 1 では質問紙に対

する回答を求めるのみとした。調査 2 は，集団

で実施した。参加者に出所者が登場する動画

（26 分）を提示した後に, (元)受刑者一般に対

する受容的態度の質問紙に回答を求めた。 

結果と考察 

調査 1 では，学生(M=2.48,SD=.02)より保

護司(M=2.37,SD=.03)が出所者に対して高受

容的であることが示された(p < .01)。また調

査 2 では, 動画の視聴をしなかった調査 1 の学

生(M=2.48,SD=.03)と視聴を行った 15 名の学

生(M=2.48,SD=.07)に有意な差は示されなか

った(p=ns)。このことから，一般的に出所者

と出会うことが少ない大学生においては受容

的態度が低いこと，それは動画を視聴しても

変化しないことが明らかとなった。 

 調査 2 の学生が少なかったこと, および, 動

画の内容（元）受刑者の理解を促すものでな

かった可能性がある。また、学生と保護司で

は年齢差が非常に大きく, (元)受刑者一般に対

する受容的態度の違いは, 世代間による違いで

ある可能性もある。ゆえに, 年齢も考慮にいれ

て,(元)受刑者一般に対する受容的態度を検討

する必要がある。 

引用文献 

笠原舞華・髙橋尚也(2014). 出所者に対するス 

テレオタイプが出所者への受容的態度に 

与える影響 

上瀬 由美子(2017). 官民協働（PFI）刑務所 

に関する知識獲得と刑務所に対する態度 

の変容 ―出所者の社会的包摂に有効な情 

報とは何か―  
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口頭報告「心の病」と新たな刑事立法に向けて–韓日比較を踏まえて 

 
◯山田直子（関西学院大学法学部）,渡辺修（甲南大学法科大学院）, 

イ・ジョンミン（檀国大学法科大学）,パク・ジェミン（関西学院大学大学院法学研究科） 

キーワード：精神障害者, 保安処分, 責任能力, 取調べの可視化, 治療的司法, 情報公開 

 

１、問題意識 ２１世期に入り、我が国では

様々な「心の病」に起因する犯罪が世間の耳

目を集めている。同様の現象は隣国の韓国で

も発生し（2017 年に側小学生殺人事件、2018

年江西区ネットカフェ殺人事件、2019 年晋州

放火事件など）問題となっているが、同国で

は比較的早期から刑事法が改正され、多様な

保安処分が立法化・運用されて一定の評価を

得ている。本報告者らは研究会を立ち上げ、

これまで日韓両国の「心の病」を背景とする

事例を取り上げ、心神耗弱を理由とする裁量

減刑や取調べ録音録画記録媒体の活用、G P S

を活用した監視刑の導入などにつき、立法も

視野に入れた有効な防止策・改善策を検討し

てきた。本報告では、報告者らが研究会にお

いて行なってきた検討の一端を紹介する。 

２、エルぺノル症候群と刑事控訴審 渡辺は、

酩酊中の強盗傷人事件（控訴審）で、症例報

告の少ないエルぺノル症候群による犯行だと

して責任能力を争ったケースを紹介する。鑑

定と法的判断を結ぶ「7 つの着眼点」が法律家

間の議論の共通土台を提供した意義を認める

が、着眼の視点を裁判官の判断で操作される

と診断適用の土台が奪われるという限界があ

る。そこで、改善策を検討するとともに、勾

留の執行停止・保釈とセットで裁判猶予/更生

プログラム参加を量刑段階で考慮する仕組み

づくりの提案も行う。 

３、「心の病」事例と取調べの可視化 山田

は、附属池田小事件、やまゆり園事件、熊谷

強盗殺人事件、京都アニ放火殺人事件などが

代表的な、「心の病」である妄想性障害ある

いは妄想性人格障害が犯行原因となったと考

えられる事件において、取調べ録音録画記録

媒体の活用可能性及び精神鑑定等に有効な正

確かつ豊富な情報獲得のための新制度導入を

視野に入れた検討を行う。 

４、治療的司法の可能性 パクは、日韓両国

で議論が進みつつある「治療的司法」の可能

性を取り上げる。治療的司法は、犯罪者が抱

えている問題を解決し、再犯防止につなげよ

うとするものであり、治療的司法によれば、

該当事件においては、検察官は被疑者が治療

対象者であるか否かを判別する役割を与えら

れ、また、治療対象者に対しては、通常の裁

判所ではなく、専門性を有する問題解決型裁

判所が事件を担当し、必要な治療の適切な実

施に向けて手続が進められる。また、弁護人

もこれに協力することとなる。「心の病」が

原因となっている事件においては、上記のよ

うな法曹三者が相互に牽制しつつも協働する

刑事手続・刑事裁判の実現が必要であること

を指摘する。 

５、「心の病」事例と韓国の刑事政策 イは

心神耗弱に関する韓国での刑法改正事例及び

経過を紹介する。また、「心の病」と関連す

る韓国の保安処分の治療監護制度と多様な保

護観察制度、例えば監視刑の例（位置追跡装

置の装着）及び情報公開などにつき紹介・解

説する。 
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被疑者取調べの規律を考える：倫理的な取調べは可能か 

 

指宿 信 

成城大学 

取調べ・倫理・湖東記念病院事件・自白・尋問技法 

 

２０２０年３月３１日に大津地方裁判所で

出された湖東記念病院事件再審無罪判決は、

裁判長から示された刑事司法関係者への猛省

を促す異例の説諭で注目された。同事件で

は、有罪判決の中心だった被疑者の自白が、

取調官への被疑者の恋心を利用し引き出され

たという異様な経緯が話題となっていたとこ

ろ、再審無罪判決で、強制的でも圧迫的でも

ない取調べにも関わらず本件自白の任意性が

否定された。 

さて、日本における取調べの規制方法は、

２１世紀に入り大きな変化を遂げてきた。録

音録画（取調べ可視化）の導入や、心理学の

知見に根ざした捜査面接法に基づく尋問技法

の適正化がその代表である。最近では、先進

国では基本的に認められている弁護人の取調

べ立会いの導入も強く求められている。 

本報告はこうした改善策に加えて、取調べ

に対する倫理的な規制の可能性について考察

しようとする。 

「倫理的取調べ(ethical interviewing)」

とは１９９０年代にシェパードらによって自

白追及型の取調べへの対抗概念として提唱さ

れた。PEACEテクニックなどの具体的な尋問技

法開発の基礎となる考え方である。 

倫理的取調べ導入による効用としては、法

的観点からは、①取調官に被疑者の権利を尊

重させ、②違法な取調べ方法を抑制すること

が、社会政治的観点からは、③公衆からの捜

査に対する信頼を促進し、④取調べに関する

社会的イメージを改善することが、心理学的

観点からは、⑤被疑者と取調官の間のラポー

トを形成しやすく、⑥被疑者が取調官に供述

をしやすい環境を作り出すことが期待される。 

 また、倫理的取調べは捜査機関にもメリッ

トが大きい。すなわち、捜査機関に対してか

けられている社会的圧力に対応する解決方法

となるからである。捜査機関には早期の事件

解決（安心安全な社会）と被疑者の防御権の

保障（手続き重視）という矛盾する二つの圧

力が加わっているところ、倫理的取調べに基

づく尋問方法がそのバランス確保を容易にす

る。また、裁判所にもメリットがある。すな

わち、従来は被疑者に対する心理的な強制の

有無が任意性排除の基準であったところ、湖

東記念病院事件で使われたような不適切な取

調べ手法に対する評価基準を明確にして、自

白の任意性判断を容易にする。加えて、権力

統制を必要とする市民社会にもメリットがあ

る。つまり、倫理的取調べを導入することで

取調べに関わる法執行官（警察・検察・その

他）の個人の責任と組織の説明責任が明確に

されるのである。 

 また、「倫理的取調べ」という考え方を取

り入れることで、捜査機関や法曹関係者に取

調べのそもそもの目的やその意義を再確認さ

せる格好の機会となることを本報告は主張す

る。（了） 
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人物同定手続き時の文脈が目撃者の判断に与える影響： 

捜査協力時の同時ラインナップ 

○伊東裕司¹ 伊藤理香子¹ 福島由衣² 

¹慶應義塾大学 ²日本大学 

ラインナップ、模擬犯罪、模擬捜査、生態的妥当性 

 

 Eisen, et al. (2017)は、模擬犯罪を実験参加者

の前で演じたのち、実際の犯罪捜査の一環と

して単独面通しを求めると、実験として判断

を求めた場合に比べ、別の人物を犯人と判断

する率が大きく高まることを示した。本研究

では、ラインナップにおいても同様の影響が

見られるのかを、Eisen らの方法を改変して検

討した。 

方法 

実験参加者 本来の実験とは異なるダミーの

記憶実験の参加者募集に応募した 204名（平均

年齢 20.8 歳）を参加者とした。 

材料 模擬犯罪の犯人役の女性（以下、協力

者）と類似した年格好の 6名の女性の全身写真

（156mm×78mm）を用意した。うち、最も協

力者と似た人物を無実の被疑者役(IS)とした。 

手続き 参加者はフィールド条件、ラボ条件

のいずれかに割り当てられ、4〜10 名ずつ、ダ

ミー実験の参加者として実験に参加した。実

験の説明を受け質問紙に回答している際に、

協力者が遅刻した参加者として実験室に入室

し、あえて目立つ行動をしたのち、テーブル

に置いてあったタブレット端末を盗み実験室

を出た。3 分後に盗難に気づいた実験者が外部

に電話連絡を取り、さらに 10 分後に大学学生

部職員を名乗る別の実験者が現れ、参加者を 1

名ずつ実験室外のスペースに誘導し、ライン

ナップを実施した。この際フィールド条件で

は、学内で頻発している置き引き事件の捜査

という触れ込みで、協力者を含まない 6名の写

真を同時提示し、ラインナップを実施しした。

ラボ条件では、窃盗事件は実験のために演じ

られたものであることを告げたのち、ライン

ナップを実施した。いずれの条件でも、目撃

した人物が写真の中にいるかどうかは不明で

あること、「わからない」という回答でもよ

いことを明示した。 

結果 

 参加者の反応を誤同定（ラインナップから

いずれかの人物を選択）、正棄却（「写真の

中にいない」と判断）、「わからない」判断

の 3 つに分け、条件ごとに各判断の比率を求め

た（表 1）。条件により判断の比率が異なり 

(χ2(2)=19.09, p <.001)、正棄却率には条件間で

差がないが、誤同定率はラボ条件で高く、

「わからない」判断率はフィールド条件で高

かった (ps <.01)。誤同定の中で IS を選んだ率

はフィールド条件で 21.8%、ラボ条件で 30.1%

と最も高かったが、条件による差はむしろ IS

以外のフォイルにおいて大きかった。 

考察 

 Eisen らの結果と異なり、本研究の結果は、

実際の犯罪捜査に協力しているという状況は、

誤同定判断を増加させることはなく、むしろ

慎重な判断を増加させた。ラインナップは単

独面通しと異なり、犯人がいるという示唆性

がはたらきにくい手続きである可能性が示さ

れた。ただし、２つの研究では、模擬犯罪の

シナリオや参加者への教示をはじめとする実

験状況や、文化や犯罪に関わる環境的要因の

差など、他の要因の影響も考えられるため、

２つの方法を同じ条件で比較する研究が必要

である。 

 
表 1 各条件の同定判断率 (％、( )内は人数) 

Cond. 
Judgment 

Identification Rejection Don’t know 

Field 27.7 (28) 41.6 (42) 30.7 (31) 

Lab 46.6 (48) 45.6 (47) 7.8 (8) 

 

　　　口頭報告7

-13-



心理学的知見を裁判官はどのように評価しているのか 

――刑事裁判判例の計量的研究―― 

○福島由衣 1・向井智哉 2・相澤育郎 3・入山茂 4 

日本大学 1・東京大学 2・立正大学 3・東洋大学 4 

キーワード：心理学的知見・裁判官・刑事裁判・判例・類型化 

 

近年，心理学者が証人の供述の信用性や被

疑者の虚偽自白について実験や調査を行い，

そこから得られた知見を裁判所に証拠として

提出する機会が増えてきている。しかし，裁

判所は心理学的知見を，必ずしも歓迎してき

たわけではない。いくつかの有名事件で心理

学的知見の証拠価値が認められなかったこと

から，心理学的知見に対する裁判所の信用は

低いのだと指摘する研究者もいる（水野 , 

2017）。そこで本研究では，裁判所が心理学

的知見に対してどのような判断を行っている

か計量的な調査を行い，そのような指摘の妥

当性を検討した。本研究では心理学的知見の

定義を「一般的な法則に照らして，実験や調

査や供述の分析を行いながら，特定の事例に

おける認知や行動に関する査定」を行なった

ものとし（仲, 2013, pp.163-164），心理学的

知見が利用された刑事事件の判例を調査した。 

手続き 

判例の検索方法と情報の抽出方法 判決文は

LEX データーベースを用いて収集した。検索

語を用いて 291 件抽出したものの中から，上

記定義に当てはまるものを選別し，最終的に

50 件の判例を分析対象とした。そして個々の

判決文から，次の 3 つの情報を抽出し，要約

を行った。それらは「知見に対する裁判所の

判断」，「裁判所が判断のもとにした資料」，

「判断に対する理由」であった。 

分析 裁判所が判断を示した判断資料は全部

で 55 個あり，これらは次の 6 種類に分類でき

た。それらは，供述分析（25 件），再現実験

（7 件），専門書引用（4 件），ポリグラフ検

査（3 件），筆跡鑑定（1 件），その他心理学

的知見（15 件）であった。これらの判断資料

について，裁判所が当該知見を肯定的に捉え

ていたと評価しうるものは 5 個（9.09%），肯

定的に捉えていないと評価しうる知見は 50 個

（90.91%）であった。58 個抽出された判断に

対する理由は，これらを一つずつカードに書

き出し，KJ 法（川喜田, 1967）を用いて分類

を行なった。 

結果と考察 

判断の理由は，6 つの大ラベルに分類できた。

それらは，方法論（16 枚），理論的背景（15

枚），専門知識への信用性（15 枚），他証拠

との関連（8 枚），理由不詳（3 枚），その他

（1 枚）であった。方法論には専門家による分

析手続きの妥当性に関連した理由，理論的背

景には鑑定手法の理論的根拠の強弱に関連し

た理由，専門知識への信用性には知見に対す

る信用性に関連した理由，他証拠との関連に

は知見が他の証拠と整合するか否かに関連し

た理由が含まれる。まとめると，心理学的知

見を退けた理由の約半数（54.72%）は，心理

学的知見を導いた方法論と，その知見を支え

る理論的背景に問題があるという指摘であっ

た。この結果は，先述の水野（2017）の仮説

を支持している。つまり，心理学的知見はそ

の科学的妥当性について，裁判所に疑義を呈

されやすい可能性があり，それゆえ，他の自

然科学分野に比べて心理学に対する裁判所の

信用は低いとするものである。 
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量刑判断における裁判官と一般人の違い 

 

〇綿村英一郎１・分部利紘２ 

1：大阪大学大学院人間科学研究科・2：西南学院大学人間科学部 

量刑判断・道徳観・罰の理由・裁判官 

 

背景 

法的正義とは何か。本研究では，その実装

で中心的役割を担う裁判官に刑事事件の量刑

判断を行ってもらい，一般人と比較する準実

験を行った。オーストラリアの裁判官と陪審

員の判決理由を比較した Warner ら（2019）に

よれば，性犯罪などの重犯罪全般
．．
に対し，裁

判官は抑止を重視する一方，一般人は応報を

好むが抑止はあまり考慮しないなどの違いが

あることが報告されている。しかし，同一の
．．．

事件を材料として両者を比較した研究はほと

んどない。そこで本研究では，両者に同一の

殺人事件を提示し，被告人を罰する理由・量

刑・個人差変数としての道徳観を測定・比較

することで，刑事裁判の場で実践されている

法的正義の一端を明らかにすることを試みた。 

方法 

2020 年 9 月，裁判官 40 名（Mage=47.6，SD

＝8.7，女性 8 名）1と一般人 200 名（Mage=44.4，

SD＝13.6，男女 100 名ずつ）を対象に，オン

ラインによる準実験を行った。参加者には，

は じ め に 道 徳 基 盤 尺 度 （ MFQ ;Graham

ら,2011） の日本語版（金井, 2013）の Part2，

Judgment16 項目に回答してもらった。その後，

実際の判決文をベースに作成された約 1,900 字

の殺人事件シナリオを提示し，被告人に対す

る懲役刑の判断，およびその理由を尋ねる尺

度（Orth （ 2003）を改変2），デモグラフィ

 
1 研究計画上は 50名を予定しており，本稿は 2020

年 9 月 10 日までに得られたデータの分析に基づく。 
2 罰する理由については他の尺度も使用したが，本

ック変数などに対して回答してもらった。な

お，争点は量刑のみで，求刑は 16 年であった

（元の事件は 18年）。 

結果と分析 

被告人に対する刑期の平均は，一般人が有

意に長かったものの，分散はほぼ同じであっ

た（17．0年（6.3）vs14.8年（6.0），t（238）

＝1.99，p＝.047, d＝.35）（Figure1）。 

 

Figure１．裁判官と一般人の量刑（刑期：年） 

 

道徳観と罰する理由の 2 つについて，混合

モデル分散分析および下位検定を行った結果，

公平性・互恵性・正義を善しとする Fairness，

理由の中では無力化，教育／リハビリ，抑止

の 3 つにおいて，一般人のほうが裁判官より

も高い（つまり重視する）という，予想外の

結果が示された（ps＝．018～.046）。 

    Figure２．裁判官と一般人の「罰する理由」 

（6 件法，高得点ほど重視されていたことを示す） 

 
稿では省略する。 
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少年犯罪に対する厳罰志向性と犯罪不安および被害リスク知覚の関連： 

先行要因としての子どもイメージに着目して題目 

 

〇向井 智哉 

東京大学法学政治学研究科 

厳罰志向性，厳罰傾向，子どもイメージ，犯罪不安，被害リスク知覚 

 

背景と目的 

 近年，少年法に関する議論が再び活性化し

ている。本研究では，このような事情を背景

に，少年犯罪に対する厳罰志向性を予測する

モデルを作成することを目的とする。 

厳罰志向性とは「現状の裁判は犯罪者に甘

いと考え，より厳罰を求める傾向」と定義さ

れる概念である（板山, 2014）。先行研究では，

この厳罰志向性は，犯罪不安や被害リスクが

正に関連することが示されてきた。しかし，

犯罪不安と被害リスク知覚の間の関連につい

ては，これまで十分に検討がなされておらず，

（a）犯罪不安と被害リスク知覚が並列に厳罰

志向性に影響を及ぼすことを想定する研究と，

（b）犯罪不安に被害リスク知覚が先行するこ

とを想定する研究が存在している。また，犯

罪不安ないし被害リスク知覚に対しては，

「子どもは理解できない」といった理解不能

イメージが「体感治安」の悪化に寄与したこ

とが論じられてきた。これらのことを考慮に

入れ，犯罪不安，被害リスク知覚，理解不能

イメージをモデルに組み入れた。 

方法 

 調査協力者 スノーボールサンプリングを

用いて質問紙を配布し，回答に不備のなかっ

た 226 名（平均年齢 39.6 歳, SD = 17.66）のデ

ータを分析対象とした。 

質問紙の内容 厳罰志向性：板山（2012）

によって作成された厳罰志向性尺度を用いた。

なお，厳罰を求める対象としては，「18 歳～

19 歳の人」について回答を求めた（以下同

様）。犯罪不安：荒井他（2010）の「犯罪に

対する感情的反応尺度」を用いた。被害リス
ク知覚：同じく荒井他（2010）によって作成

された「犯罪に対する認知的反応尺度」を用

いた。理解不能イメージ：「何をするかわか
らない」などの 4項目を独自に作成した。 

分析 

 共分散構造分析を行い，上述（a）の関係性

を想定するモデルと（b）の関係性を想定する

モデルのどちらがデータに適合するかを検討

した。なお，すべての潜在変数に対して年齢，

性別，子どもの有無のパスを設定し，これら

の変数の影響を統制した。分析の結果（a）の

モデルの情報量基準は BIC=10859.80，（b）の

モデルの情報量基準は BIC=10697.19 であり，

後者の方が若干値が良好であったため，その

モデルを採択した（Table 2）。このモデルで

は，理解不能イメージは，被害リスク知覚に

対して正の関連を示していた。 

結論 

 検討の結果（a）犯罪不安に被害リスク知覚

が先行することを想定するモデルの方が適合

度が良好であること，（b）理解不能イメージ

は被害リスク知覚に対して正に関連すること

が示された。 
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厳罰傾向と自由意志信念の関連―非難と応報主義の媒介効果― 

 

○湯山祥¹・貞村真宏²・松木祐馬¹・向井智哉²・ 

¹早稲田大学文学研究科，²東京大学大学院法学政治学研究科 

厳罰傾向，自由意志信念，非難，応報主義 

 

1. 問題 

 これまで，厳罰傾向と自由意志信念の正の

関連が示されてきたが（e.g., Martin, Rigoni, & 

Vohs, 2017），この関連の詳細なメカニズムの

検証は部分的なものにとどまっていた

（Koppel, Fondacaro, & Na, 2018）。そこで本研

究では，自由意志信念が犯罪者に対する非難

を媒介して応報主義を強め，このようにして

強められた応報主義および非難が厳罰傾向

（刑罰の厳罰化，早期拡大化，死刑への支持）

を強めるとの仮説モデルを立て，検証した。 

2. 方法 

調査対象者 ウェブ調査会社のモニター192

名（男性 118 名，女性 74 名，平均年齢 50.6 歳，

SD =13.55）から得たデータを分析対象とした。 

使用尺度 厳罰傾向については，刑事司法

に対する態度尺度（向井・藤野，2018）より

「刑罰の厳罰化」（5 項目）と「刑罰の早期拡

大化」（6 項目）を，向井・松木・木村・近藤

（2020）より「死刑への支持」（3 項目）を一

部変更して用いた。非難については，犯罪者

に対する道義的非難の程度を問う 2項目を作成

し用いた。厳罰傾向，非難ともに 6件法での回

答を求めた。また，自由意志信念については，

FAD+（Paulhus & Carey, 2011）に含まれる自由

意志信念因子の日本語版（後藤・石橋・梶

村・岡・楠見, 2015）から道徳的責任を除く 4

項目を用いた。応報主義については，渡辺・

太田・唐沢（2015）の定義に従い作成した 3項

目を用いた。自由意志信念，応報主義ともに 5

件法での回答を求めた。 

3. 結果と考察  

共分散構造分析により仮説モデルを検証し

た結果を Figure 1 に示す。分析の結果，モデル

は妥当であることが示された（モデルの適合

度：CFI = .93, RMSEA = .07）。個別のパスを見

ると，自由意志信念から非難へのパス，非難

から応報主義へのパス，応報主義から厳罰傾

向へのパスはすべて有意であり，これらに関

する仮説は支持された。くわえて，非難を媒

介した自由意志信念から応報主義への間接効

果を検証した結果，間接効果は有意であり，

自由意志信念と応報主義の関連は非難によっ

て媒介されることが示された。 

以上のように，本研究は従来個別に検討さ

れてきた変数間の関係を整理し，統合的なモ

デルを示した。そして，自由意志信念と厳罰

傾向の関連メカニズムを明らかにした。また，

非難と刑罰の厳罰化および死刑の支持に正の

関連が示されたことから，概念的には区別さ

れるべき厳罰化と死刑が，犯罪者に対するよ

り厳しい態度という類似点に起因し，自由意

志信念，非難および応報主義との関連では同

様の知見を示すことが示唆された。 
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裁判員裁判での評議における裁判員の意見に関する質的分析 

 

○中田友貴 1・東原拓人 2・サトウタツヤ 2 

1立命館大学 OIC 総合研究機構） 2立命館大学総合心理学部） 

裁判員裁判・評議・集団意思決定 

 

1．背景 

裁判員裁判の施行から 10年が経過し、最高裁

判所(2005)の総括を筆頭に様々な立場から制度

についての評価が示されている。それらでは従

来の専門裁判官による裁判と比較し、改善され

た部分を評価しつつ、さらなる改善点が示され

ている。また心理学領域においても裁判員裁判

に関する研究は、施行以前からのものも含め、

一定の蓄積がされてきたといえよう。それらに

おいては社会心理学・認知心理学的なバイアス

などが裁判員制度では問題として生じうること

を指摘するものが多い。 

一方で，裁判員裁判という制度のあり方や継

続を考える際には，心理学的な研究で示されて

いるような非意識的な側面ではなく，裁判員と

して参加した市民の評価や評議というプロセス

も重要であろう。 

そこで本研究では、専門職裁判官と市民によ

る評議という形式での対話が市民に及ぼす影響

を明らかにすることを目的とし、評議の議事録

を質的に検討した。 

2．方法 

2003年に行われた模擬裁判の議事録を分析対

象として用いた（司法制度改革審議会，2003）。

当該模擬裁判は参加人数の異なる 2つの評議(評

議体 A:裁判官 3名，裁判員 10名、評議体 B:裁

判官 3名，裁判員 4名)であった。 

それぞれの評議に対して，（1）全体の話題の

変遷，（2）評議内における個人の意見変遷，の

2つの観点から個別の発言の有罪・無罪傾向につ

いて質的に 5 段階で評価を行い，分析を行った。 

3．結果 

評議体ごとの発言回数について、評議体 Aは

192回，評議体 Bは 168回であった。個人の発言

ではどちらの評議体でも裁判員は発言回数にば

らつきがあったものの，評議体の人数が少ない

評議体 Bでは評議体 Aと比較し、ほとんど発言

しないという参加者はみられなかった。 

また話題の変遷は，両評議体に共通する基本

的な全体の流れの特徴として、話題の展開はオ

ーガナイザーによる議論の拡大に伴い、話題の

振り返りがされ，小坂ら(2016）と同様の傾向が

見られた。一方で評議体 Aでは裁判官の意思表

明が終盤にあり、評議体 Bでは序盤であった。 

そして評議体ごとの個々人の発言の有罪・無

罪傾向については，評議体 Aではあまり変遷が

みられず，評議体 Bでは変遷がみられた。 

4．考察 

これらの結果から，若林(2016)が示した評議

体の人数による人数構成の影響と，同様の傾向

がみられた。一方で個人の発言に着目すると評

議体の人数が少ないほうがより個人の意見回数

が多くなり、また裁判員の意見についても揺れ

動きがあった。ただし人数の多い評議体 Aでは

裁判官が意見を裁判員よりも先に意見表明を行

ったという影響もあるだろう。 

義務的でない，市民の司法参加という形の裁

判員制度を目指す場合，裁判員個人が裁判官に

同調しつづけるのではなく、議論の中で揺れ動

く評議であることが必要であると考えられる。

そのためには裁判官の意見が後でなされること

や裁判員の発言回数の保障が必要となる。 
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国外の先行研究からみる日本型司法取引に関する研究の展望 

 

○廣田貴也 1，中田友貴 2，若林宏輔 3，サトウタツヤ 3 

立命館大学大学院人間科学研究科 1，立命館大学 OIC 総合研究機構 2，立命館大学総合心理学部 3 

キーワード：日本型司法取引，自己負罪，他者負罪， 

 

1．初めに 

 2018 年 6 月 1 日より「日本型司法取引」と

も称される「証拠収集等への協力及び訴追に

関する合意制度」が施行された。2020 年 9 月

現在までの日本型司法取引の適用事例は僅か 3

件しかなく，日本における心理学的研究もほ

とんどない。そのため，海外で実施された司

法取引研究を参照し，得られた知見を踏まえ、

日本型司法取引の今後について検討した。 

2．日本型司法取引の特徴 

導入の際に参考とされた米国の司法取引制

度には，自らの犯罪事実を扱う｢自己負罪型｣

と他者の犯罪事実を扱う｢他者負罪型｣が存在

しているが，日本型司法取引は｢他者負罪型｣

のみを導入している。 

3．論文検索方法 

 Google Scholar と APA データベース上で

「Plea bargain」などで検索し、該当した論文

とそれらの引用文献から調査を行った。 

4．先行研究による知見 

 自己負罪型を対象にした研究や実態調査に

よれば，司法取引における意志決定に影響を

あたえる要因として以下のものなどがあげら

れており，それらの要素が複合的に組み合わ

さって影響を与えると考えられている。 

①司法に関わる要因 

実際に罪を犯したのか冤罪か（e.g., Gregory, 

Mowen, & Linder, 1978），裁判で有罪となる

確率（e.g., Bordens, 1984），裁判で有罪とな

った場合の罰の厳しさ（e.g., Bordens, 1984），

公判前の拘留の有無（e.g., Edkins & Dervan, 

2018），弁護士による助言の内容（ e.g., 

Henderson & Levett, 2018）などが要因として

作用する。 

②認知に関わる要因 

 個人が抱くリスク選好（e.g., Tor, Gazal-Ayal, 

& Garcia, 2010）や認知的処理スタイルの違

い（e.g., Helm & Reyna, 2017）が取引の意志

決定に影響を与える。 

③発達に関わる要因 

 思春期の若者は若年成人に比べ取引を受け

入れ（e.g., Grisso et al., 2003）、若年成人は

年配成人よりも苦痛を最小限に抑えるため

に取引を受け入れる可能性が高い（ e.g., 

Bordens & Bassett, 1985）。 

他者負罪型に関する知見としては，共犯者が

取引の見返りのために虚偽証言を行うことに

よる誤った有罪判決の可能性が指摘されてい

る（Roth, 2016）。また，関連研究として証言

の見返りを貰っている場合（e.g., Neuschatz et 

al., 2008）や専門家に証言の信頼性の低さを指

摘された場合（e.g., Neuschatz et al., 2012）であ

っても共犯者の証言が模擬陪審員を有罪判断

に導くとの結果も存在している。 

5．今後の展望 

先行研究の知見を踏まえた結果，自己負在

型で冤罪を生じさせる要因は他者負罪型であ

る｢日本型司法取引｣における意志決定にも影

響を与える可能性が考えられる。また，巻き

込みの問題など，共犯者の虚偽証言が引き起

こす他者負罪型独自の問題についても実証的

に検討を行っていく必要がある。 
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加害者家族に対する連合スティグマの抑制要因の検討 

〇谷口友梨 

京都文教大学総合社会学部 

キーワード（加害者の子ども、連合スティグマ、犯罪原因の所在に対する信念） 

 

本研究の目的は、加害者家族に対する否定的な

態度を抑制する方略について明らかにすることで

ある。加害者家族が社会的に排斥される理由の一

つとして、犯罪を行うことで加害者本人に付与さ

れるスティグマが、その家族に連合することがあ

げられる (Mehta & Farina, 1988)。特に、親が犯罪

者となった子どもは、その親から犯罪を引き起こ

す遺伝子「悪い血」を受け継いでいると知覚され

ることでスティグマが連合される。ただし、犯罪

の原因は必ずしも犯罪者の個人特性や傾性にある

わけではない。そこで、犯罪の原因に対する信念

を実験的に操作することで加害者の子どもに対す

るスティグマの連合を抑制できるか検討した。 

方法 

参加者 大学生 159 名が参加した。 

手続き 以下の手順で記載した質問紙を配布し、

実施した。1．犯罪原因操作 半数の参加者に

「犯罪の原因は主に親から受け継いだ遺伝にあ

る」と主張する文章（遺伝条件）を、残りの参加

者には「犯罪の原因は主に友人や家庭、職場とい

った環境にある」と主張する文章（環境条件）を

それぞれ作成し呈示した。2．犯罪の原因の所在 

犯罪原因に関する信念を 7 件法で尋ねた。3．犯

罪シナリオの呈示 架空の窃盗事件の概要を呈示

し、よく読むことを求めた。事件に至る経緯とし

て 2 種類（病気による貧困、ギャンブルによる貧

困）作成し、このうち一方を呈示した。4．加害

者・加害者の息子の印象 人物の性格を表す形容

詞 8 項目について、加害者および加害者の息子の

性格に当てはまる程度を 7 件法で測定した。5．

加害者の息子との心理的距離 「加害者の息子と

行動を共にすることができるか」「加害者の息子

と友だちになれるか」「隣に加害者家族が住んで

いても気にならないと思うか」について 7 件法で

尋ねた。6．加害者家族に対する態度 宮澤・福

富（2008）のマイノリティに関する態度尺度を参

考に、加害者家族に対する態度を測定する項目を

7 項目作成し、7 件法で回答を求めた。 

結果と考察 

加害者の息子の印象、加害者の息子との心理的

距離、加害者家族に対する態度をそれぞれ目的変

数に設定し、説明変数に犯罪原因操作、シナリオ

条件、加害者の印象を用いた階層的重回帰分析を

実施した。その結果、加害者の息子の印象を目的

変数に設定した際、犯罪原因操作と加害者の印象

の交互作用が有意であった。犯罪原因は主に遺伝

にあると主張する文章を読むと、加害者に対して

ネガティヴな印象を抱くほど加害者の息子に対し

てもネガティヴな印象を抱いた。つまり、加害者

のもつスティグマが加害者の息子に連合したとい

える。一方、犯罪原因は環境にあると主張する文

章を読むと、加害者の印象をその息子の印象に反

映しなくなり、スティグマの連合は抑制された

(Fig.1 左)。さらに、加害者家族に対する態度を

目的変数とした場合、犯罪原因操作×シナリオ

×加害者の印象の交互作用が有意であった。犯

罪原因は環境にあると主張する文章を読むと、犯

罪に至る経緯が悪質で、かつ加害者にネガティヴ

な印象を形成するほど、加害者家族に対する擁護

的な態度が高まっていた (Fig. 1 中央)。 

以上のことより、犯罪原因として環境的側面を

強調することは、加害者家族に対する支援的な態

度を促し、排斥行動を抑制することができる可能

性が示唆された。 

 Fig 1. 加害者家族の印象および態度における加害者の印象の効果 
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葛藤解決の動機づけはいかにして高まるのか？ 

 

○益子 洋人 1 
1北海道教育大学札幌校 

対人葛藤，動機づけ，インタビュー，M-GTA，心理教育開発 

 

問題と目的 

他者との意見の相違が生じたとき，両者が

納得できる解決策を検討するためのスキルを

教える心理教育プログラムは，すでに各地で

開発され，心理的適応などに貢献することが

示唆されている(Stevahn, et al, 2002; 益子, 2017)。

しかし，それらには対人葛藤を解決する動機

づけがどのように生じてくるかという視点が

不足している。本研究では，青年へのインタ

ビューにより，葛藤解決スキルを活用しよう

とする動機づけを左右する要因を探索する。 

 

方法 

協力者 4 名の青年（20 歳～27 歳）にインタ

ビューを行った。 

調査内容 意見や考えの食い違いを解決する

ために他者と対話できた経験やできなかった

経験を，半構造化面接によって尋ねた。 

分析方法 修正版グラウンデッド･セオリー･ 

アプローチ（M-GTA）を用いた。なお，筆者

の立場は公認心理師（経験 15 年超）であり，

葛藤解決の研究者（経験 5 年超）である。 

倫理的配慮 インタビューの際，研究協力の

任意性，録音録画の許可，データの管理法や

プライバシーの保護について説明し，書面に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よる同意を得た。なお，本研究は所属機関の

倫理審査をパスした（北教研倫 2020021001）。 

 

結果と考察 

分析の結果，26 の概念と 2 つの大カテゴリ，

5 つの小カテゴリが抽出された。他者と意見や

考えが他者と違うと気づいた人は，本来的で

いたいと思いつつ，関係配慮的，自己抑制的

内的葛藤を経験する。このとき対話的姿勢を

保てれば話し合おうと思えるが，そうでなけ

ればわだかまりを抱えつつ関わり続けるか，

最終的に関わりをやめるかすることになる。

しかし，わだかまりを抱えつつ関わり続けて

いる場合，もめごと解決スキルやメディエー

ターを活用することに加えて，背中を押して

くれる人がいることや，相手の対話的姿勢の

有無が分かることが，対話の動機づけを促進

することが示された。話し合いに向け背中を

押すことや相手と対話的姿勢を共有すること

などの新しい視点を，葛藤解決の心理教育に

取り入れる必要があるだろう。 

 

謝辞 

本研究は令和元年度公益財団法人上廣倫理
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目撃者の確信度上昇に対する正当化がその証言の信頼性評価に与える影響 

〇飯田諒介 1 ・ 厳島行雄 2 

（日本大学大学院 1・日本大学文理学部 2） 

目撃証言，確信度，一貫性，信頼性評価 

目 的 

 目撃者の確信度はその証言の信頼性評価における重要な要

因であり，例えば，目撃者の確信度が証言直後から法廷での

証言までに上昇している場合には，目撃者の確信度が一貫し

ている場合に比べて証言の信頼性評価が低くなる（Bradfield 

& McQuiston, 2004)。しかし近年，そのような目撃者の確信

度上昇が起こっている場合であっても，目撃者が「事件の詳

細を思い出したから今は自信がある」などと自身の確信度上

昇を正当化することによって，信頼性評価が低下しなかった

ことが報告されている（Jones, Williams, & Brewer, 2008)。

このような現象は別の研究でも再現されており，飯田・厳島

（2018）では，確信度が上昇している目撃者が「強盗犯が盗ん

だ商品を詳細に思い出したから自信がある」というような正

当化を行うことで，その証言の信頼性評価が低下しなかった

ことが示されている。これらの発見は多くの誤った目撃証言

がなぜ信頼されてしまうのかについて理解するために重要な

役割を果たすと考えられる。そこで本研究では，どのような

正当化を行えば証言の信頼性低下が起こらないのかについて

さらに詳しく調べることを目的とした。具体的には，用いら

れる情報の詳細さを操作しつつ，事件と関連のない情報を用

いた目撃者の正当化が，確信度上昇による信頼性評価の低下

を抑制してしまうのかどうか検討した。 

方 法 

 参加者と実験計画 132 名の大学生（平均年齢 19.4 歳，SD 

= 1.3）。確信度の一貫性と確信度の上昇に対する正当化の仕

方を操作した 4 つの条件（「一貫」・「上昇＋正当化なし」

「上昇＋低詳細正当化」「上昇＋高詳細正当化」）を設けた

1 要因参加者間計画であった。それぞれの条件には 33 名の参

加者がランダムに割り当てられた。 

手続き 実験参加者はまず 5分間裁判に関する記述を読み，

その後目撃者の信頼性評価を行なった。裁判の記述ではまず

起訴状の朗読が行われ，次に目撃者が事件の供述を行い，最

後に犯人の識別に対する確信度を述べた。そして最後に，弁

護人がその証言の信頼性を確かめるため，目撃者の警察での

証言の録音記録の開示を要求して証言の同一性を確認した。

一貫条件では目撃者の確信度は法廷でも警察での証言でも

100％であった。一方，残り 3 つの上昇条件ではいずれも目

撃者の確信度は法廷で 100％であったにも関わらず，警察で

の証言時の確信度は 50％と報告されていた。そのため，上昇

条件ではさらに確信度上昇の理由が弁護人によって追及され

るが，弁解なし条件では目撃者は「よくわからないけど今は

自信があります。」というように答えた。また，残りの正当

化を行う条件では，「後で事件の詳細を思い出したからです」

と正当化しつつ，低詳細条件ではさらに「事件の前に女性が

いくつかの商品を買って行ったことを思い出した」，高詳細

条件では，「事件の前に女性がクロレッツのガム 2 個とミン

ティア 1 個を買っていったことを思い出しました」という説

明を加えた。 

目撃者の信頼性評価 目撃者の信頼性評価は全 8項目あり， 

Biggers の 5 つの評価基準である確信度，供述の正確さ，事

件から証言までの時間，注意を向けていた程度，目撃条件の

良さ，そして，目撃証言の一貫性と信頼性，目撃証言のみを

考慮したときの有罪率を評価させた。また，操作チェックと

して法廷と警察での目撃者の確信度と確信度上昇に対する弁

解の仕方についても回答させた。 

結 果 

 分析には操作チェックの項目が正答であった参加者116名

のデータ（各条件 29 名）を用いた。まず，条件によって各

項目の評定に違いがみられるか検討するため，条件を独立変

数，8 つの項目の得点を従属変数とした 1 要因 Bayesian 

ANOVA と多重比較のための Bayesian t 検定を行なった。ベ

イズファクター（BF10）の解釈は Wagenmakers, Wetzels, 

Borsboom, & van der Maas, （2011）に基づき，BF10 > 3 であれ

ば効果（差）あり，BF10 < .33 であれば効果（差）なし，.33 < 

BF10 < 3 であれば効果（差）があるかどうかは判断できない

とした。分析の結果，正当化の効果がみられたのは正確さ，

一貫性，信頼性，有罪率の 4 つであった（Table 1 参照）。

具体的には，正確さと一貫性については，高詳細条件の目撃

者の信頼性評価は一貫性よりも低いが，正当化なし条件より

も高いことが示された。また，信頼性と有罪率については，

一貫条件との差は検出されず，正当化なし条件よりも評価が

高いことがわかった。 

考 察 

本研究の結果より，事件に関連のない情報を用いた正当化

であっても，その情報が詳細であれば，不完全ながらも確信

度上昇による証言の信頼性低下を抑制してしまうことが明ら

かとなった。特に，裁判において重要となる供述の信頼性や

有罪率についても正当化の効果がみられたのは興味深い結果

である。しかし，なぜ関連のない情報を用いた正当化でも信

頼性評価の低下が防げてしまうのであろうか。それはおそら

く，事件と直接関連しない情報であっても，それが目撃者に

よって詳細に想起されることによって，その他の記憶につい

ても詳細な記憶を有しているのではないかと評価者が推測す

るためであると考えられる。 
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