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開催方法のご案内 
 

■同期型（リアルタイム）学会（質疑・総会）開催日：2021 年 10 月 23 日（土）、24 日（日） 

■非同期型（オンデマンド）学会発表の閲覧期間：2021 年 10 月 16 日（土）〜24 日（日） 

（⾮同期型の発表内容等は参加登録を⾏った⽅がこの期間に⾃由に閲覧できるようにする予定です。） 
■開催場所：同期型・非同期型ともに、参加登録をされた方のみにアドレスをお伝えします。 

 

大会参加者へのご案内 

 

■大会受付 

以下の報告・参加申込みページ(Peatix) から該当する参加形態を選択してチケットをお申し込
みください。なお、複数⼈の分の申し込みやチケットの譲渡はできません。 

https://2021-law-and-psychology.peatix.com/ 

本⼤会の申し込みとあわせて Peatix のユーザー登録が必要です。申し込みをされた⽅には、後
⽇、本⼤会の参加に必要な情報をメール配信いたします。 
 
参加申し込み期限：2021 年 10 ⽉ 15 ⽇（⾦） 
※ウェブ上での開催のため、参加申込みがなければご参加いただけません。 
※⾮会員が参加するためには会員 1 名の紹介が必要となります（ただし、連名報告者、ワークシ
ョップの登壇者は除く）。 
 

■参加費用 

正会員（⼀般）1,000 円 
正会員（院⽣）無料 
準会員（学部⽣）無料 
⾮会員（⼀般）2,000 円 
⾮会員（院⽣・学部⽣）無料 

 

■懇親会 

今年度は懇親会を実施致しません。 
 

■総会 

同期型（リアルタイム）学会第 2 ⽇⽬の 10 ⽉ 24 ⽇（⽇）11:20〜12:20 に Web での同期型
（リアルタイム）にて開催いたします。 
  



 

2021 年度法と心理学会大会発表賞投票のお願い 

 

法と⼼理学会では、⼤会における優れた発表を顕彰し、領域における研究を促進するために、
「法と⼼理学会⼤会発表賞」が設⽴されています。この賞の選考においては、⼀般会員の皆様に
よる投票結果がもっとも重要な材料となります。⾒聞きした発表（⼝頭発表およびポスター発
表）の中で、表彰に値すると感じた優れた研究がありましたら、全ての発表を⾒聞きしている必
要はありませんので、投票をお願いいたします。詳細につきましては、⼤会当⽇にご案内する予
定です。 
 

報告者へのご案内 

 

■すべての発表（ワークショップ・口頭報告・ポスター報告・フラッシュスピーチ）について 

すべての報告は⾮同期型（オンデマンド）の動画などにより⾏い、同期型（リアルタイム）、
⾮同期型（オンデマンド）の両⽅で質疑を⾏います。報告者はどちらにもご参加いただけます。 
同期型（リアルタイム）質疑は 10 ⽉ 23 ⽇（⼟）、10 ⽉ 24 ⽇（⽇）の指定の時間に質疑応答な
どを⾏なっていただきます。⾮同期型（オンデマンド）は、⾮同期型の会期中（2021 年 10 ⽉ 16
⽇（⼟）〜24 ⽇（⽇）に Web 上にて、掲⽰板形式で質疑を⾏っていただきます。 
 

■ワークショップ 

同期型の質疑の時間は⼀件 30 分（壇上者間のやり取り、フロアとの質疑応答を含む）です。 
 

■口頭報告・ポスター報告 

同期型の質疑の時間は⼀件 15 分です。 
 
その他、⼤会への参加、報告に関するお問い合わせは、法と⼼理学会第 22回⼤会準備委員会事
務局までお願いいたします。 

E-mail: 22nd.jslp@gmail.com 

  



大会スケジュール（同期型（リアルタイム）質疑・総会） 

第１日目（10/23［土］）（各報告、同期型（リアルタイム）質疑） 

  ポスター報告 ⼝頭報告 ワークショップ 休憩室 

10:00-
10:15 

1 

      

10:15-
10:30 2 

10:30-
10:45 3 

10:45-
11:00 4 

11:00-
11:10 

10 分休憩 

11:10-
11:25 

  

1 

    11:25-
11:40 

2 

11:40-
11:55 3 

11:55-
13:00 昼休憩 

13:00-
13:15 5 

      13:15-
13:30 

6 

13:30-
13:45 

7 

13:45-
13:55 

10 分休憩 

13:55-
14:25 

    1   

14:25-
14:55 

    2   

14:55-
15:30 コーヒーブレイク 

15:30-
16:00 

    ３   

16:00-
16:05 

１⽇⽬閉会のアナウンス・お知らせなど 



 

第２日目（10/24［日］）（各報告、同期型（リアルタイム）質疑）2 

 

  ポスター報告 ⼝頭報告 休憩室 

10:00-
10:15 8 

  

 

10:15-
10:30 

9 

10:30-
10:45 

  

4 

10:45-
11:00 

5 

11:00-
11:15 6 

11:15-
11:20 5 分休憩 

11:20-
12:20 総会   

12:20-
13:30 昼休憩 

13:30-
16:30 

シンポジウム   



シンポジウム 

 
同期型（リアルタイム）質疑日時 

10 月 24 日（日）13:30〜16:30 

非同期型（オンデマンド）報告・質疑日時 

10 月 16 日（土）〜24 日（日） 

 

                                                                                         

題⽬ 評議のリアリティを探究する：裁判員裁判への会話分析と⽂化⼼理学からのアプローチ 
企画責任者   森本郁代（関⻄学院⼤学法学部）森本郁代 
報告者     三島聡（⼤阪市⽴⼤学⼤学院法学研究科） 

     森本郁代（関⻄学院⼤学法学部） 
    北村隆憲（東海⼤学法学部） 
    ⼩宮友根（東北学院⼤学経済学部） 
    サトウタツヤ（⽴命館⼤学総合⼼理学部） 

杉本菜⽉（⽴命館⼤学⼤学院⼈間科学研究科） 
コメンテーター 國井恒志（東京⾼等裁判所） 
  

裁判員制度の施⾏から 10 年以上が経ち、制度がある程度⽇本社会に根づいてきている⼀⽅、制度導⼊以
前から、専⾨家である裁判官と⼀般市⺠である裁判員との間の意思疎通には⼤きな困難があり、制度導⼊時
の理念である「裁判官と裁判員の協働」の実現が果たして可能かという懸念が⽰されてきた。 

法曹関係者の努⼒の下、公判審理の進め⽅には⼤きな改善が⾒られたが、評議については、裁判官と裁判
員の対等性をどのように実現するかといった問題や、裁判員の市⺠としての常識をどのように評決に反映
させるかなどの問題が指摘されているものの、具体的な検証はほとんどされていない。⼼理学による実験に
基づく研究や、評議中の発⾔をテキストマイニングなどで分析する量的な研究はなされているが、これらの
研究は、裁判員の推論や判断、⾔語⾏動についての⼀般的な傾向を⾒出すことに焦点が置かれており、実際
の評議の中でどのようなことが起きているのか、⾔い換えれば、裁判官や裁判員が、評議の中で何をリアリ
ティとして経験し、そしてどのようにそのリアリティに対処しながら評議を進めているのか、については明
らかになっていない。本シンポジウムでは、会話コミュニケーションの質的分析の⽅法論である会話分析な
らびに⽂化⼼理学的な質的研究である TEM（複線径路等⾄性モデリング）という 2つの⼿法による評議分
析からこの問いに迫ることを⽬指す。 

評議のリアリティを追求するうえで⼤きな壁となるのは、実際の裁判員裁判の評議のデータが⼊⼿でき
ず、分析対象⾃体にリアリティが⽋けていることにある。この壁を克服すべく、本シンポジウムの登壇者ら
は、法曹関係者の協⼒の下、できるだけ実際の裁判員裁判に近い形で、⾃前で裁判員裁判の公判審理と評議
を実施し、その⾳声・映像データを収録した。本シンポジウムでは、このデータの分析を中⼼に、評議の中
で裁判官と裁判員が直⾯するさまざまな課題と、それに対処するために彼ら⾃⾝がそのつど⾏っている実
践の具体的な有り様を提⽰し、裁判員裁判の評議のリアリティの⼀端を⽰すとともに、評議運営のあり⽅に
ついての問題提起を⾏う。 
  



ワークショップ 
同期型（リアルタイム）質疑日時 

ワークショップ 1→10 月 23 日（土）13:55〜14:25 

ワークショップ２→10 月 23 日（土）14:25〜14:55 

ワークショップ３→10 月 23 日（土）15:30〜16:00 

非同期型（オンデマンド）報告・質疑日時 

全報告 10 月 16 日（土）〜24 日（日） 

 

ワークショップ１                                     

題⽬ 供述の体験性兆候の質的分析：注意則の妥当化を⼼理学から考える 
企画者  ⼭本登志哉（発達⽀援研究所） 
司会者  ⽯塚章夫（埼⽟弁護⼠会） 
話題提供 ⼤倉得史（京都⼤学⼤学院⼈間・環境学研究科） 
指定討論 中川孝博（國學院⼤学法学部） 

村⼭満明（⼤阪経済⼤学⼈間科学部） 
浜⽥寿美男（⽴命館⼤学特別招聘教授） 

 
冤罪を回避する妥当な供述評価について、1988年以降裁判官が依拠してきた指針に「注意則」があるが

（司法研修所「⾃⽩の信⽤性」）、（元）裁判官もそれが「⼗分な役割をはたさなくなった」と語る状況
があり（⾨野博 2021）、その状況を打開するものとしてそれを「より精緻化して、本来の⽬的に沿って活
⽤できるものにすることも考えられ」「有⼒な⽅策として取り上げられたのは、『供述⼼理学』の活⽤で
あった」とされる（同）。では⼼理学的にはどのような供述評価の公共的指針が提案可能なのか。本WS
ではこれまで村⼭ら（2019，2020）が本学会WSで、また⽯塚・⼭本らが判例時報（2396等）掲載の論
⽂他で積み重ねてきた議論を踏まえ、浜⽥の「対⽴仮設検討型供述分析」をベースに、⼤倉（2021）が⼼
理学の側からの公共的基準として提案する、「背理要素（⾮体験性徴候、体験性徴候）のカテゴリー」を
例に、元裁判官・法学者・⼼理学者でその可能性と課題を論じ合う。 
 

ワークショップ２                                     

題⽬ 公認⼼理師の専⾨性における事実確認を⽬的とした⾯接スキル：教育・福祉・司法領域に広がる公
認⼼理師による司法⾯接の活⽤とその課題 
企画者  上宮 愛（⽴命館⼤学総合⼼理学部） 

横光健吾（川崎医療福祉⼤学医療福祉学部） 
司会者  上宮 愛（⽴命館⼤学総合⼼理学部） 
話題提供 ⽥中晶⼦（四天王寺⼤学⼈⽂社会学部） 

安⽥裕⼦（⽴命館⼤学総合⼼理学部） 
安⻄敦（ひだまり法律事務所＆カウンセリングオフィス） 
直原康光（富⼭⼤学学術研究部） 

指定討論 仲真紀⼦（⽴命館⼤学総合⼼理学部） 
横光健吾（川崎医療福祉⼤学医療福祉学部） 
 



2017年に公認⼼理師法が施⾏され，国内ではじめての⼼理職としての国家資格である公認⼼理師が誕⽣
した。昨年度より，各⼤学において，移⾏措置による資格取得者ではなく，新しい公認⼼理師カリキュラ
ムを⼀から受講し，その資格取得を⽬指す学⽣のための授業や実習がはじまっている。公認⼼理師の現任
者講習のためのテキストの中には，客観的な事実に関わる聴取技法である「司法⾯接」に関する知識を公
認⼼理師が持つことの重要性についての表記がなされている。しかし，これらの主に⼤学で実施されてい
る公認⼼理師資格取得のためのカリキュラムの中で，「司法⾯接」の技法習得に関わる内容が取り上げら
れることは少ない。公認⼼理師の仕事は，医療，教育，福祉，司法・犯罪，産業など多岐の分野にわた
り，公認⼼理師は，各分野におけるメンタルヘルスの専⾨家であると⾔える。上に並べた５つの領域に含
まれる事例では，そのかかわりのほぼ全てにおいて，事実確認を必要とすると⾔えるだろう。そのような
事実確認の場においては，公認⼼理師が得意とする⾯接技法というよりもむしろ，客観的で侵襲的ではな
い⾯接スタイルが重要となる。 
本ワークショップは，公認⼼理師の専⾨性における，客観的な事実確認のための技術の重要性について議
論することを⽬的としたものである。合わせて，公認⼼理師の専⾨領域の中でも客観的事実の確認が特に
重要となるような領域を取り上げ，司法⾯接法活⽤の可能性について議論する。 
 

学会企画ワークショップ３                                 

題⽬ 司法・犯罪⼼理学分野における公認⼼理師の役割―法と⼼理学会（監修）新テキスト企画からみえ
てきた課題と展望― 
企画者  綿村英⼀郎（⼤阪⼤学⼈間科学部） 

⾚嶺亜紀（名古屋学芸⼤学ヒューマンケア学部） 
板⼭昂（関⻄国際⼤学⼼理学部）、藤⽥政博（関⻄⼤学社会学部） 

司会者  中⽥友貴（⽴命館⼤学OIC総合研究機構） 
話題提供 綿村英⼀郎（⼤阪⼤学⼈間科学部） 

⾚嶺亜紀（名古屋学芸⼤学ヒューマンケア学部） 
板⼭昂（関⻄国際⼤学⼼理学部） 
藤⽥政博（関⻄⼤学社会学部） 

指定討論 仲真紀⼦（⽴命館⼤学総合⼼理学部） 
 
2019年末，法と⼼理学会は公認⼼理師養成カリキュラムに対応するため，司法・犯罪⼼理学分野におけ

る新しい視点を盛り込んだテキストの企画を始動させた。それぞれの専⾨の法学者・実務家・⼼理学者を
著者として 4部 16 章 250ページで構成される本テキストは， 2022年 2⽉の刊⾏（有斐閣）に向けて計
画どおり進んでいる。本ワークショップでは，⼤学教育，実習指導などに勤しむかたわらテキストの編
集・執筆を担当したワーキングメンバーからの話題提供をもとに，公認⼼理師養成にかかる今後の課題と
展望，法と⼼理学からの貢献可能性について議論する。 

  



口頭報告 
 

同期型（リアルタイム）質疑日時 

口頭報告１→ 10 月 23 日（土）11:10〜11:25 

口頭報告２→ 10 月 23 日（土）11:25〜11:40 

口頭報告３→ 10 月 23 日（土）11:40〜11:55 

口頭報告４→ 10 月 24 日（日）10:30〜10:45 

口頭報告５→ 10 月 24 日（日）10:45〜11:00 

口頭報告６→ 10 月 24 日（日）11:00〜11:15 

非同期型（オンデマンド）報告・質疑日時 

全報告 10 月 16 日（土）〜24 日（日） 

 

口頭報告１                                        

題⽬ 刑の⼀部の執⾏猶予を含む刑罰の重さの主観的評価間の⽐較 
報告 藤⽥政博（関⻄⼤学社会学部） 
 
刑の⼀部の執⾏猶予制度は、施設内処遇と社会内処遇を組み合わせることができる処遇として近年開始

された。これは、たとえば懲役 1 年の実刑と、懲役 1 年執⾏猶予 3年といったような、執⾏猶予つきの懲
役刑を続けて執⾏する刑罰を⼀度に⾔い渡せるようになった制度と考えられる。刑の⼀部の執⾏猶予制度
は、薬物事犯など、短期の実刑と社会内処遇を連続して⾏い、被処遇者のより効果的な更⽣を⽬指すもの
である。ところが、この制度では実刑と執⾏猶予つきの懲役刑の組み合わせが多数に渡り、⼀⾒してどの
刑罰がどの刑罰が重いのかが明らかではない。そこで、本研究ではサーストンの⼀対⽐較法をもちいて総
当たりで刑の重さの評価を回答者にしてもらい、その結果をもとに刑罰の各組み合わせの相対的な重さの
評価を数値化した。結果は、回答を依頼した全ての刑罰の重さがほぼ⼀次元的に配置できる事が⽰され、
刑罰の相対的な重さが数値として表現できた。 
 

口頭報告２                                        

題⽬ 罰する⽬的を測る―⽐率型尺度の開発とそのテスト 
報告 綿村英⼀郎（⼤阪⼤学⼤学院⼈間科学研究科） 

井奥智⼤（⼤阪⼤学⼤学院⼈間科学研究科） 
分部利紘（⻄南学院⼤学⼈間科学部） 

 
理論的に，⼈々が犯罪者を罰する⽬的は、応報、無⼒化、⼀般抑⽌、リハビリの 4つによるハイブリッ
ド構造とされる（Exum, 2017）。本研究ではこの構造にアクセスできる⽐率型尺度を開発し、事件内容に
応じて重みづけの変化が検出できるかをテストした。参加者は、シングルマザーが育児放棄し⼦どもを死
なせたという severeシナリオと経済的困窮で児童を衰弱させたというmoderateシナリオのいずれかを読
み、罰を決めるうえでそれぞれの⽬的をどれほど重視するか全体が 100％になるように⽐率を答えた。そ
の結果、severeシナリオでは応報が 27.0％と最も⾼く、リハビリは 19．0％であった。対照的に、
moderateシナリオではリハビリが 26.2％と最も⾼く、応報は 21.5％であった。重回帰分析の結果、応報
がデフォルトの⽬的となった severeシナリオでは無⼒化とリハビリが量刑を有意に予測していた。この尺
度により、リッカート尺度ではわからなかった⽬的間の重みづけと変化を検出することが可能になった。 



 
口頭報告３                                        

題⽬ ⽇本語版Moral Foundations Dictionaryに基づく刑事判決⽂の分析 
報告 向井智哉（東京⼤学法学政治学研究科） 

松尾朗⼦（東海学園⼤学⼼理学部） 
伊藤君男（東海学園⼤学⼼理学部） 
藤⽥政博（関⻄⼤学社会学部） 

 
本発表ではMoral Foundations Dictionary（MFD）によって刑事判決⽂を分析することを⽬的とする。
MFDとは、道徳基盤理論によって道徳基盤とされる危害基盤、公平基盤、内集団基盤、権威基盤、清浄
基盤に対応する語のリストであり、テキストデータの分析に広く⽤いられている。MFDには⽇本語版も
作成されているため、これを⽤いて⽇本の刑事判決⽂においてどのような基盤に基づく判断がなされてい
るのか、そしてそれにはどのような時系列変化があるのかを検討することができると考えられる。そこ
で、判例データベースから 1950 年〜2020 年の 71 年の間の判決⽂を抽出し分析を⾏ったところ、危害基
盤と権威基盤に対応する語の出現頻度が⾼いこと、危害基盤に対応する語の出現頻度は増加傾向にあるの
に対し、それ以外の基盤に対応する語の出現頻度は減少傾向にあることなどが⽰された。これらの結果か
ら得られる⽰唆について論じる。 
 

口頭報告４                                        

題⽬ 東京の法と⼼理学若⼿研究者によるチャレンジングな共同研究の総括：得られた成果と知⾒ 
報告 ⼊⼭ 茂（東洋⼤学⼤学院社会学研究科） 

相澤育郎（⽴正⼤学法学部） 
福島由⾐（⽇本⼤学⽂理学部⼈⽂科学研究所） 
向井智哉（東京⼤学法学政治学研究科） 

 
2017年に法と⼼理学会若⼿の会が設⽴されて以降、法学と⼼理学の若⼿研究者（以下、若⼿とする）に

よる共同研究が期待されている。2019年より東京近郊の若⼿が開始した共同研究は、若⼿が思い浮かべや
すい法学または⼼理学の内容に寄せたテーマに関する単発的な共同研究とは異なり、各々が⽴案したテー
マについて、データの収集から論⽂化までを、全員がそれぞれの専⾨性を提供しつつ、集中的に実施する
というチャレンジングな形式であった。厳罰傾向の規定要因、刑事裁判例における⼼理学的知⾒の評価に
関する研究論⽂は国内外の学術雑誌などに採択され、受刑者のグッドライフモデルに関する調査は国際学
会での発表まで完了しているが、残りのテーマについて研究の進捗が遅れる⾒込みとなっている。そこ
で、 2021 年度を⼀旦の活動の区切りとし、これまでを総括することにより、このチャレンジングな共同
研究の成果と知⾒（利点・課題）を共有することを⽬的とする。 
  



口頭報告５                                        

題⽬ 主観的社会階層がもたらすダブルモラルスタンダード―Wangら（2020）の追試的検討― 
報告 趙 ⼼語（⼤阪⼤学⼈間科学研究科社会⼼理学研究室） 
 
主観的社会階層が低い⼈は社会資源が少ないため利⼰的に⾏動し、⾃分より他者の利他⾏動を多く期待

する（ダブルモラルスタンダード；Wang et al., 2020）。反対に、主観的社会階層が低い⼈は相互依存の
⽣活環境に置かれるので利他的に⾏動する傾向があるという知⾒もある（Piff & Robinson, 2017）。本研
究では独裁者ゲームを⽤い、そのどちらが正しいのかを検証した。351名の実験参加者が「⾃分条件」と
「他者条件」にランダムに振り当てられた。⾃分条件の参加者は、⾦銭の分配場⾯で⾃分が受け⼿にいく
ら分配するかを回答した。他者条件の参加者はある架空の⼈が受け⼿にいくら分配するかを回答した。そ
の結果、⾃分条件では主観的社会階層が低い⼈がより多くの⾦銭を分配した。つまり、主観的社会階層が
低い⼈は、他者に期待するよりも「⾃分は利他的に⾏動すべきである」と考えていることがわかり、Piff 
& Robinson（2017）の説が⽀持された。 
 

 

口頭報告６                                       

題⽬ 事件の⽬撃者から得られる情報の質と量に影響する⾯接者の要因と被⾯接者の要因 
報告 ⼭崎優⼦（⽴命館⼤学⾐笠総合研究機構） 

仲真紀⼦（⽴命館⼤学総合⼼理学部） 
 
 イギリスで開発されたピースモデルは、被⾯接者から質のよい情報をより多く得る有効な⼿法として、
⽇本の検察においても研究され、取調の改⾰が⾏われてきた（稲川，2016）。しかし、ピースモデルで重
視されるオープンクエスチョンを基本とする取調が⾏われた場合であっても、⾯接者による誘導が部分的
に⽣じ得ること、被⾯接者に被暗⽰性、迎合性が⽣じ得ることが明らかにされている（⼭⽥ら，2016)。
また、被⾯接者の経験内容に関する⾯接者の知識や発話量が、⾯接で得られる情報の量や質に影響を及ぼ
すことも⽰されている（⼭崎，2019）。これらの研究をふまえ、本研究では事件の⽬撃者に対する模擬⾯
接を実施し、⾯接の適切性（どの程度ピースモデルに則しているか）に加えて、事件に関する⾯接者の知
識の有無、被⾯接者の被暗⽰性、迎合性、及びワーキングメモリが、⾯接で得られる情報の質と量に及ぼ
す影響について明らかにする。 

  



ポスター報告 
同期型（リアルタイム）質疑日時 

ポスター報告１→10 月 23 日（土）10:00〜10:15 

ポスター報告２→10 月 23 日（土）10:15〜10:30 

ポスター報告３→10 月 23 日（土）10:30〜10:45 

ポスター報告４→10 月 23 日（土）10:45〜11:00 

ポスター報告５→10 月 23 日（土）13:00〜13:15 

ポスター報告６→10 月 23 日（土）13:15〜13:30 

ポスター報告７→10 月 23 日（土）13:30〜13:45 

ポスター報告８→10 月 24 日（日）10:00〜10:15 

ポスター報告９→10 月 24 日（日）10:15〜10:30 

非同期型（オンデマンド）報告・質疑日時 

全報告 10 月 16 日（土）〜24 日（日） 

 

ポスター報告１                                                          

題⽬ 録画された会話の観察時の提⽰⽅法の違いが原因帰属に与える影響 ⽇常会話における 2画⾯提⽰⽅
式の効果 
報告 ⽔野亮太（⽴命館⼤学⼈間科学研究科） 

若林宏輔（⽴命館⼤学総合⼼理学部） 
 
刑事事件の被疑者取調べ録⾳・録画映像の評価において、その撮影視点の違いが⾒る者 の⾃⽩の任意性

評価に影響するカメラ・パースペクティブ・バイアスの存在が指摘されて いる(Lassiter & Irvine,1986)。
CPB 研究では 1 画⾯提⽰⽅式が主に検討されてきたが、⽇本の刑事裁判で採⽤されている 2画⾯提⽰⽅
式でも、CPBが⽣じる可能性が⽰唆されている。そこで本研究では 1 画⾯、2画⾯の 2つの提⽰⽅法を⽤
い、また、被疑者取調場⾯ではなく⽇常会話場⾯の観察時に 2 画⾯提⽰⽅式で CPBが⽣じるか、2通り
の提⽰⽅法内で CPBの効果に差はあるのかについて検討した。結果、2 画⾯提⽰⽅式でも CPBは⽣じ
ること、2画⾯提⽰⽅式では先⾏研究とは反対に画⾯内⼿前の⼈物に内的帰属するという結果が得られ
た。 
 

ポスター報告２                                                          

題⽬ 少年犯罪における犯罪年齢の違いが⼤学⽣の量刑判断に及ぼす影響―⼤学⽣による少年法について
の意識との関連で― 
報告 橋⽖ 涼（⽴命館⼤学⼤学院） 

若林宏輔（⽴命館⼤学総合⼼理学部） 
仲真紀⼦（⽴命館⼤学総合⼼理学部） 

 
⽇本では、少年の健全育成を制定⽬的とした少年法の存在があるが、現在までの少年法改正は厳罰化傾
向にあり、本来の少年法の制定⽬的とは異なる在り⽅である。そこで本研究では、少年法適⽤年齢におい
て、被告⼈の年齢 (独⽴変数：12歳, 14歳, 16歳, 18歳, 30歳) が量刑判断に影響を及ぼすかどうかにつ
いて、①更⽣可能性②再犯可能性③意外性評価④少年法の年齢区分内容という 4つの要因を⽤いて検討す
ることを⽬的とした。本実験はオンライン調査により⾏い、事件に対する量刑判断と更⽣・再犯可能性、



意外性評価を測定し、参加者⾃⾝の少年法の年齢区分内容についての回答を求めた。研究の結果、低年齢
の⽅が成⼈よりも量刑が軽くなることが明らかになった。また、14歳条件と 18歳条件の少年法の年齢区
分内容の特定の項⽬において、量刑への影響が⾒られたことが⽰された。このことから、その年齢区分内
容が適切だと思っている⼈ほど、厳罰的であることが⽰唆された。 
 

ポスター報告３                                                         

題⽬ 元受刑者が刑事施設出所後に地域定着に⾄るまでのプロセス―⽀援者と被⽀援者の関係性に着⽬し
て― 
報告 佐藤あつみ（⽴命館⼤学⼤学院） 
 
刑事施設出所者の社会復帰⽀援について、平成 21 年から全国に地域⽣活定着⽀援センターが配置さ

れ、出所後に⾏く先がない者等に対し⽀援が⾏われている。さらに 2012年の犯罪対策閣僚会議では、再
犯者に対し、社会における「居場所」と「出番」を創出することの重要性が⽰された。⼀⽅、出所者が犯
罪から回復するまでの道のりは厳しく、出所後の⽀援が適切に⾏われたとしても再犯に⾄ってしまう⼈も
存在する。そこで本研究では、刑事施設出所者と、彼らを⾝近で⽀える⽀援者の関係性に着⽬し、出所者
が地域定着するまでのプロセスを本⼈と⽀援者という両者の視点から明らかにする。得られた結果から、
元受刑者が地域定着をし続けられるための有効なかかわり⽅を検討し、彼らの社会復帰に必要となる要因
について探る。 
 

ポスター報告４                                                          

題⽬ 裁判官説⽰の有無および取調べ映像の違いが被告⼈評価に与える影響 
報告 森井花⾳（⽴命館⼤学⼈間科学研究科） 

若林宏輔（⽴命館⼤学総合⼼理学部） 
 
取調べ可視化を巡っては、撮影焦点の違いにより被疑者に不利な偏向(Camera Perspective Bias：CPB)

が⽣じることが指摘されている(Lassiter & Irvine, 1986)。しかし⽇本独⾃の提⽰⼿法である⼆画⾯提⽰で
は、CPBは⽣じないことが明らかになりつつある。また取調べ映像は、⾃⽩の任意性判断のみに使⽤さ
れ、被告⼈供述の信⽤性や犯⼈性の判断に扱ってはならないとされる。だが今市事件(2005年)の⼀審判決
のように、録画映像が制度の趣旨に反する使い⽅がされる恐れがあり、これは裁判官説⽰によっても払拭
できない可能性が⽰唆されている。そこで本研究では、裁判官説⽰や撮影焦点の違いが⾃⽩の任意性に与
える効果について検討した。1)映像視聴前の説⽰の有無、2)異なる撮影焦点の取調べ映像を独⽴変数と
し、各条件の被告⼈供述と事件への評価を⽐較した。本報告ではその結果について述べる。 
 

ポスター報告５                                                          

題⽬ 正規雇⽤者における職場での対⼈関係に関する調査 
報告 武⽥悠⾐（⽴命館⼤学⼤学院⼈間科学研究科） 

中⽥友貴（⽴命館⼤学OIC総合研究機構） 
若林宏輔（⽴命館⼤学総合⼼理学部） 

 
本研究は、正規雇⽤者から職場での対⼈関係や働きやすさについてインタビュー調査し、職場環境の特
徴やハラスメントの実態を明らかにすることを⽬的とした。スノーボールサンプリング法により異なる会
社規模で働く正規雇⽤の男⼥ 7 名(男性 2名、⼥性 5 名、Mage=25.4、SD=0.73)を対象とした。インタビ



ューは半構造化し、1 時間程度で 1回実施した。質問内容は、⑴調査協⼒者の基礎情報、⑵職場での対⼈
関係、⑶職場の働きやすさと働きにくさ、⑷仕事で問題があった場合の相談先、⑸職場内でのハラスメン
ト経験の有無、⑹勤め先のハラスメント対策の認知度、の 6項⽬であった。その結果、⑴⼈数が少ない、
または専⾨的な業務に携わる職場ではハラスメントが起きても相談と対処が難しい、⑵中間管理職(30 代
後半から 40 代半ば)からパワハラを受けた・受けている場⾯を⾒た者が多かった。これらを踏まえて、ハ
ラスメントを受けやすい・受けにくい職場環境の特徴について議論する。 
 

ポスター報告６                                                          

題⽬ いじめ場⾯の傍観者のいじめ介⼊および⾮介⼊理由についての検討 
報告 午道⻘歩（⽴命館⼤学⼤学院⼈間科学研究科） 

仲真紀⼦（⽴命館⼤学総合⼼理学部） 
 

いじめ場⾯の傍観者が、なぜいじめに介⼊するのか、しないのかについての検討は少ない。本研究では
117⼈の⼤学⽣に、関係的ないじめである社会的排斥場⾯（3プレイヤーがボールを投げ合い、1 プレイヤ
ーにのみ著しくボールが回ってこないサイバーボール課題）を観察してもらった後、課題中の被排斥者
（V）、排斥者(O)と「親しくしたいか」を 5 件法で尋ね、その理由を⾃由回答で尋ねた。結果、有効回答
数 106⼈中、64⼈が Vと「親しくしたい」、29⼈が「どちらでもない」、13⼈が「親しくしたくない」
と回答した。Vと「親しくしたい」理由は、同情、Vの個⼈特性、Vと参加者⾃⾝との類似性などであっ
た。「親しくしたくない」理由は、排斥状況（仲間外れにされているから）、排斥理由への懸念などであ
った。「どちらでもない」理由は、感情が湧かなかったなどであった。排斥状況への⾔及は、「親しくし
たい／したくない／どちらでもない」で共通してみられた。 

 

ポスター報告７                                      

題⽬ 有罪・無罪状況と罰の程度および有罪確率の違いが他者負罪型司法取引の意志決定に与える影響 

報告 廣⽥貴也（⽴命館⼤学⼤学院⼈間科学研究科） 
若林宏輔（⽴命館⼤学総合⼼理学部） 
サトウタツヤ（⽴命館⼤学総合⼼理学部） 

 
⽇本では 2018年より「証拠収集等への協⼒及び訴追に関する合意制度」が導⼊された。同制度は「⽇

本版司法取引」とも称されており、⾃らの罪に対する答弁を⾏う⾃⼰負罪型を認めず、他者の罪に対する
答弁を⾏う他者負罪型のみを認めている。司法取引に関する⼼理学研究は主に国外で実施されており、
様々な要因が司法取引の意志決定に影響を与えることを⽰している。しかし、それらの研究のほとんどは
⾃⼰負罪型を対象として実施されたものであり、その知⾒を他者負罪型へ単純には適⽤できない。そこ
で、本研究では、⾃⼰負罪型の先⾏研究で確かめられている、1）罪状況（有罪・無罪）、2）予期される
罰の程度（重・軽）、3）有罪確率（10%・50%・90%）という要因が他者負罪型司法取引の意志決定にお
いても影響を与えるのか検討を⾏った。その結果、罪状況と罰の程度の違いが取引の意志決定に影響を与
えることが⽰された。また無罪状況であっても有罪確率が 90％の場合では、25%程度が取引を受諾すると
いう意志決定を⾏うことも明らかとなった。 
 

ポスター報告８                                      

題⽬ 裁判員裁判の評議における、意⾒変容プロセスの分析 
報告 杉本菜⽉（⽴命館⼤学⼤学院⼈間科学研究科） 



中⽥友貴（⽴命館⼤学OIC総合研究機構） 
サトウタツヤ（⽴命館⼤学総合⼼理学部） 

 
本研究の⽬的は、模擬裁判の評議の映像・スクリプトデータをもとに、評議の意⾒変容のプロセスを分

析し、裁判員制度の市⺠感覚反映の実態について検討することであった。裁判員裁判では、法の専⾨家で
ある裁判官と⾮専⾨家である裁判員が協働し、⼀つの判決を出さなければならない。その過程において、
裁判官は法の専⾨知識を提⽰することにより裁判員の評議や法への理解を促す必要がある。そこで、法の
知識の共有が評議の市⺠感覚反映の実現にどのような役割を果たしているかについて検討を⾏った。ま
た、法の専⾨知識が共有されて裁判員の意⾒が⼤きく揺れ動いた場⾯を対象とし、分析には複線径路等⾄
性モデリングを参考とした質的研究法を⽤いた。その結果、裁判官による法の知識の伝達が、法的⽂脈に
よって規定された市⺠感覚の反映が可能な範囲について、裁判員の理解を促進するために重要であること
が明らかとなった。 
 

ポスター報告９                                                          

題⽬ 犯罪者イメージと再犯に関する情報、年齢が出所者⽀援への肯定的態度に及ぼす影響 
報告 板⼭ 昂（関⻄国際⼤学⼼理学部） 
 
矯正施設や受刑者および刑務所出所者に対する固定化されたイメージが、刑務所出所者を社会の⼀員と

して受け⼊れ問題解決を図る（社会的包摂）ことを妨げる⼀因として指摘されている（e.g., 上
瀬,2016）。上瀬ら（e.g., 上瀬ら,2017）による PFI 刑務所に関する意識調査の結果、施設に対する様々な
形の接触（e.g., メディアを通じての間接的情報接触、⾒学会などの直接的接触）が多い⼈ほど、施設への
抵抗感が低く、また出所者に対する態度も受容的であった。さらに、上瀬(2017)では、受刑者情報を提⽰
した場合、PFI 刑務所出所者に対する⼼理的距離が近く、刑務所に対する信頼が刑務所出所者⼀般に対す
る受容的態度を促進させた。これらのことから、刑務所出所者の社会的包摂のために、刑務所施設全体の
信頼感を⾼めることの重要性と矯正システムに関する広報の有効性を指摘している。本研究では、犯罪者
に対するイメージおよび再犯の実情等の情報提⽰が出所者⽀援への肯定的態度に及ぼす影響とその年齢差
を明らかにすることを⽬的とする。  

以上 
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