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＊喫煙は、指定場所でお願いいたします。喫煙エリアは、北門近くにございます。 
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大会参加者へのご案内 

＊1 日目と 2 日目で会場となる校舎が異なりますのでご注ください 
 

■ 大会受付  

大会第 1 日目:9:30~16:30 第 2 日目:9:30~16:00 
1 日目の受付場所は、総合校舎 G5 1 階 G5-11、G5-12 教室前です。 
2 日目の受付場所は、文学部法政経学部棟 L1 校舎 1 階玄関ホールです。 
受付で名札入れを配布しますので、名刺等を入れてネームホルダーとしてお使いください。学

会費は、なるべくお釣りが出ないようお支払いただきますよう、ご協力をお願いいたします。 
 

■ 参加費用 

正会員：一般 5,000 円、院生：3,000 円、準会員（学部生）：2,000 円  
非会員：一般 6,000 円、院生：4,000 円、準会員（学部生）：3,000 円  

※非会員の方が WS・シンポジウムにおける登壇者としてのみ参加される場合には、参加費支払

いの必要はございません（他のプログラムにも参加される場合は、参加申込、支払いを行っ

てください）。 
※院生と学部生の方は、大会受付時に必ず学生証のご提示をお願いします。なお千葉大学生・大

学院生・教職員の参加費は無料となります。 
 

■ 昼食 

 正門・南門の周辺に、いくつか飲食店がございます。また、正門・南門・北門の周辺にはそれぞ

れコンビニがございます。お昼休みの時間を長めにとっておりますが、会場から門まで、ある

程度時間がかかりますので、その点ご注意ください。もしコンビニ等でお弁当をお買いになら

れるようでしたら、先にご購入されてから会場にお越しいただくことをお勧めします。 

なお、学内の食堂は、土日は営業しておりません。 

 

■ クローク 

 本大会ではクロークは用意いたしません。 
 

■ 総会 

 第 2 日目の 12:00 から文学部法政経学部棟 L1 校舎 2 階 203 講義室にて開催いたします。 
 
■ 懇親会 

今年度は新型コロナウィルス感染症の感染状況を考慮し、懇親会は開催しません。 
 
■ 大会本部 

1 日目の大会本部は、総合校舎 G5 1 階 G5-12 講義室です。 
2 日目の大会本部は、文学部法政経学部棟 L1 校舎 1 階演習室 16 です。 
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■ 掲示板 

 緊急の変更やお知らせをする場合がございます。受付付近に掲示板を設置いたしますのでご注

意下さい。 
 
■ 会員控室 

1 日目の会員控室は、午前が総合校舎 G2 講義室、午後が総合校舎 G5-22 講義室です。 
2 日目の会員控室は、文学部法政経学部棟 L1 校舎 103 講義室です。 

 
■ Wi-Fi 

キャンパス内では無線 LAN がご利用いただけます。アドレスなどの詳細情報につきましては、 

当日会場にてご確認ください。なお所属機関にて eduroam の設定が可能な方は、事前に設定を

お願いいたします。 
 
 

2022 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」を設立し授賞を行っております。この賞の選考においては、会員の皆様

による投票の結果がもっとも重視されますので、大会中にご覧になった中から優れた発表と思わ

れる発表に対し、ぜひご投票をお願いいたします。投票に先立って、すべての発表をご覧になる

必要はありません。対象は、今大会中に行われたすべての口頭発表およびポスター発表です。投

票方法の詳細につきましては、大会当日にご案内する予定です。 
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報告者へのご案内 

 
■ ワークショップ・口頭報告 

発表で使用するパソコンは各自でご用意ください。パソコンの貸し出しはございません。 
プレゼンテーションはプロジェクターを使用したスクリーンへの投影となります。会場には

HDMI 及び VGA 端子の用意はありますが、変換ケーブルは各自でご用意ください。セッショ

ン前に必ず動作をご確認ください。 
報告時間（質疑応答の時間を含む）。 
l ワークショップは 1 件 1時間 30 分 

l 口頭報告は 1 人 30 分です 
 
■ ポスター報告 

 第 1 日目 12:00 からポスターを掲示することが可能です。ポスターは、A0縦に収まるサイズで

ご用意を願いいたします。画鋲等はこちらで準備します。 
  
在席責任時間：第 1 日目 13:00～14:00（奇数番号）・第 2 日目 13:30～14:30（偶数番号） 

 
■ 配布資料 

ワークショップ・口頭報告で配布資料が必要な場合には、必要部数を各自でご用意ください。

ポスター報告の場合は各自で配布をお願いいたします。 
 
■ 報告の取消し 

 口頭報告者が欠席された場合は、報告取消しとみなします。ポスター報告の場合は、在席責任

時間に在席しなかった場合は、同様に報告取消しとみなします。欠席する場合はお早めに準備

委員会にご連絡ください。連名報告者がいる場合には、事前に準備委員会の承諾を得れば代理

報告をすることができます。 
 
その他、大会への参加や報告に関するお問い合わせは、法と心理学会第 23回大会準備委員会事

務局までお願いいたします。 
（千葉大学・後藤弘子研究室） E-mail: hirog@faculty.chiba-u.jp 
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大会スケジュール 

1 ⽇⽬ 10 ⽉ 22 ⽇（⼟） 

＜⼤会実⾏委員会企画シンポジウム＞  

「刑事法とジェンダー」 
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2 ⽇⽬ 10 ⽉ 23 ⽇（⽇） 
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大会準備委員会企画シンポジウム 

刑事法とジェンダー 

―なぜ刑事司法は女性の正義の実現を妨げるのかー 

10 月 22 日（土） 14:00～16：30 G2 教室 

  

企画・司会：後藤弘子（千葉大学大学院社会科学研究院） 

 登壇者：後藤弘子、森永康子（広島大学）、鴨志田祐美（京都弁護士会）、大橋靖史

     （淑徳大学） 
企画の趣旨 

 国家が刑罰を科す刑事手続は、中立公正な手続であると考えられてきた。けれども、この中立

公正さは、ジェンダー視点から見直してみると歪んでいるために、結果として正義が実現されな

いことがジェンダー法関係者や実務家から指摘されている。 

そもそも日本の刑法は 1907 年に女性に参政権がない時代に成立しており抜本的な改正はこれ

までなされていないし、刑事訴訟法にもジェンダーの視点はほとんどない。それに加えて刑事司

法ではその対象となる被疑者・被告人に男性が多いだけではなく、捜査・公判・矯正関係者に男

性が多いことから、犯罪事実の認定や法的評価に関して、男性の経験則論理則が用いられること

が少なくない。そのため、被疑者・被告人や被害者が女性である場合、彼女たちのリアリティと

は異なる事実認定がされ、法的評価がなされることで、彼女たちの正義が実現しないことになる。 

そもそも、この社会は男性と女性に性別を無理やり二分して、一方の性である男性に女性を支

配する権限を与えている家父長的支配社会である。したがって、法制度もその家父長制に基づく

規範の一形態であり、刑事法は刑罰を不可避とすることで、より強力な家父長的規範の固定化の

役割を果たす。刑法が解釈において用いている合理的人間や一般人基準は、この性別の非対称性

を前提としていることが適切に考慮されていない。 

刑事法規範がジェンダーの視点からはかなり歪んでいるにもかかわらず、刑事法では、その歪

みを無視した法解釈や適用が行われている。それが女性の被疑者・被告人や被害者にとって、自

分の言い分が適切に聞かれたという実感や適正手続が尽くされたという感覚を持てなくしており、

結果として正義が実現されていないと評価されることになる。 

本シンポジウムでは、刑事法をジェンダーの視点から見直すことで、これまで隠されていた男女

の非対称性を明らかにし、刑事司法において、男性と女性が異なった形で扱われていることやそ

れによる不正義について検討することを目的としている。 

最初に後藤から「刑事法とジェンダー」について、総論的な話をした後、森永康子教授より「ジ

ェンダーとアンコンシャスバイアス」について、鴨志田祐美弁護士からは「冤罪とジェンダー」

について、大橋靖史教授からは「供述とジェンダー」についてお話をいただく。 

なお、本シンポジウムでは、刑事司法では戸籍に基づく対応が行われるのが一般的であること

から、さしあたり男女を「生まれたときに振り分けられ、戸籍に記載された性別（のちに戸籍が

変更された人も含む）」とするが、戸籍の変更のない場合やどちらの性ともいえない場合（Ｘジェ

ンダー）についても、念頭に置いて議論する。   
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ワークショップ １日目 

10 月 22 日 [土] 10:00～11:30 

 

WS1（G5-22教室） 

題目：性暴力・ジェンダー暴力連続体と治療的司法 

企画・司会：中村正（立命館大学） 

報告：藤澤陽子（国立きぬ川学院（国立児童自立支援施設））  

   宮﨑浩一（立命館大学大学院人間科学研究科博士後期課程） 

   山口修平（一宮学園） 

指定討論：後藤弘子（千葉大学大学院社会科学研究院） 

     安田裕子（立命館大学総合心理学部） 

女性に対する多様な形態の性暴力事件が起こり、子どもに対する性暴力がいじめや性虐待として

過小化されていく、男性の性被害が不可視化されている、性暴力に被害者非難がついてまわる、

そして加害者は自らの行為を正当化する。性的ジョークやいじりからフェミサイドや戦争の中の

性暴力まで、「性暴力・ジェンダー暴力の連続体」がみえてくる。背景には暴力の文化や構造的暴

力が存在する。現実把握をもとにして、性暴力・ジェンダー暴力の実態の理解、治療的養育の実

践、加害の背景にある被害の把握、男子・男性への性暴力の調査と理論化について、治療的司法

の可能性と必要性にかかわる論点を抽出したい。たとえば性問題行動とアタッチメントに関わる

ケア、福祉臨床・心理臨床と司法臨床の交差の課題、男性性ジェンダー論からの暴力研究と男性

被害研究、治療的養育と治療的司法の関係づけ等、多岐にわたる理論化の課題を明確にする。 

 

WS2（G5-21教室） 

題目：各機関における NICHD司法面接研修の現状と課題ー継続的な SVを目指した司法面接トレー

ニングのあり方ー 

企画・司会・報告：武田悠衣（立命館大学大学院人間科学研究科） 

企画・報告：上宮愛（金沢大学人間社会研究域） 

報告：横光健吾（人間環境大学総合心理学部） 山本千尋（愛知県警察） 

指定討論：仲真紀子（理化学研究所） 

2007年より公刊された NICHDプロトコルに基づく司法面接研修は、司法面接の普及に大きく貢

献し、これまでに通算 200 回以上実施されてきた。しかし、司法面接が普及する一方でその現状

として、複数のプロトコルを組み合わせる、バックスタッフを介さずに面接官が単独で実施して

しまう等の司法面接のあり方について議論され始めている（笹倉, 2021；緑, 2021）。面接技法の

習得に留まらず、研修を通して学んだその技術を実践の中で実際に活用していくためには、継続

的なトレーニングが必要であると言われている。そこで本 WS では、各機関（実務者全体、警察、

大学院）で実施されている研修内容と課題について報告する。また、技法習得後も継続的な SVを

重視する、公認心理師、臨床心理士などの心理職のコンピテンシーの観点から、改めて司法面接

のトレーニングのあり方について考えることを目的とする。 
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ワークショップ ２日目 

10 月 23 日 [日]10:00～11:30（WS3,4）・14:30-16:00（WS5,6,7） 

WS3（101教室） 

題目：体験性／非体験性徴候に着目した供述分析の可能性と課題：供述評価の公共化のために 

企画・報告：大倉得史（京都大学） 

司会：石塚章夫（埼玉弁護士会） 

報告：村山満明（立命館大学） 山本登志哉（発達支援研究所） 

指定討論：中川孝博（國學院大学） 浜田寿美男（立命館大学） 

2018年以降，本学会 WSとして，村山・石塚・山本・浜田らで，供述に関する心理学者と裁判官

の供述評価のズレについて議論を行ってきた。昨年は、心理学的な供述評価の視点を提供するも

のとして、大倉の提案する「背理要素（非体験性徴候、体験性徴候）のカテゴリー」が持つ可能性

とその課題について検討した。その中で、具体的な事件を素材として、このカテゴリー表を用い

た供述分析を複数の心理学者が独立して行い、その信頼性・妥当性を確認するとともに、その他

にも分析の観点がないかどうかを検討する必要性が浮かび上がった。本大会では、ある冤罪事件

についての複数の心理学者の分析結果を比較し、法学者も交えてこれについて議論・検討を行う

ことによって、法と心理の協働のもとで客観的な供述評価を行うための公共的な指針を見出すこ

とを目指す。 

 

WS4（106 教室） 

題目：『証拠法の心理学的基礎』が示すもの：日本における「証拠法」の確立に向けて 

企画・司会：藤田政博（関西大学社会学部） 

報告：高野隆（高野隆法律事務所） 大橋君平（渥美坂井法律事務所・外国法共同事業） 

指定討論：笹倉香奈（甲南大学） 

本ワークショップは、日本における統一的かつ体系的な「証拠法」の必要性について議論し、

証拠法を作るに際して不可欠な心理学の知見にはどのようなものがあるかについて議論する。報

告者は 2022 年 2 月に日本評論社より翻訳出版された『証拠法の心理学的基礎』の訳者であり、

翻訳書の出版意図及び概要を紹介する。伝聞証拠を始めとした供述証拠には、人間の認知機能に

関する知見が不可欠である。また、ある時点である行動をしたことの証拠として人の性格を用い

てよいかどうかには、パーソナリティに関する心理学の知見が不可欠である。裁判においてはこ

ういった証拠を取調べることを許すかについて統一的なルールが本来必要であるが、日本には体

系的な証拠法はない。裁判員制度が定着し市民が裁判で判断することが日常となった今こそ、法

と心理学の領域において証拠法の研究を進めるべきである。 
 

WS5（206 教室） 

題目：司法 IT 化におけるオンライン証言の影響 

企画・司会：指宿信（成城大学） 

報告： 岡田悦典（南山大学） 淵野貴生（立命館大学） 藤田政博（関西大学） 

    水野亮太（立命館大学大学院） 若林宏輔（立命館大学） 

指定討論：山本了宣（大阪弁護士会） 
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日本の刑事裁判では、証拠提示とその吟味を法廷内で行うことを前提とする「直接主義」原則

がある。しかし、近年のコロナ禍の影響もあり、手続きの簡略化や出廷者の負担軽減を目的とし

た一部手続きのオンライン化が検討されている（司法 IT 化）。その一環として証言のビデオリン

ク方式があるが、同方式は公判廷と別室の証人をビデオ会議システムで繋ぎ、公判廷の尋問者が

別室の証人にオンライン上で尋問を行う。同方式は遠隔地の証人や性被害者の証言の負担軽減な

どが期待される。しかし国内外の法学・心理学研究に基づけば、ビデオ会議によるコミュニケー

ション（VMC）と対面コミュニケーション（FTF）の差異、またディスプレイ上で提示される証言

の評価等の問題が懸念される。本 WSでは、報告者らが実施した、裁判員裁判法廷における対面証

言とビデオリンク証言を比較した劇場型実験のデータに基づき、司法 IT化のもたらす問題につい

て吟味し議論を行う。 

 

WS6（106 教室） 

題目：「供述の信用性」評価について考える ―性犯罪事件を素材として― 

企画・報告：外塚果林（洗足こども短期大学） 

企画・司会：山﨑優子（駿河台大学心理学部） 

報告：仲真紀子（理化学研究所） 

指定討論：水野智幸（法政大学法科大学院） 

司法の供述評価基準は本学会がこの間、継続的に取り組んできたテーマといえるが、本 WSでは

本大会シンポジウムのテーマを踏まえ、性犯罪事件を対象とする。勿論、性犯罪事件で一審の無

罪が立て続けに控訴審で逆転有罪となるという、最近の無視できない動向も考慮している。 

 今回取り上げる最決令 3・9・15では、被害者の供述の信用性を否定して無罪とした一審を、控

訴審がその信用性を肯定して逆転有罪とするというように、供述の信用性の評価の違いが一審と

控訴審の判断を分かつ理由となっている。ただ、同被害者供述は、12歳の女児に対する司法面接

で得られた供述であるため、一審と控訴審の信用性の評価の違いにつき心理学の観点からの分析

も必要である。 

 なお、この機会に供述の信用性の実相が明確になれば、法学と心理学の対話が一層かみ合った

ものとなり、本学会のこれ迄の司法の供述評価をめぐる議論を更に前進させることにつながると

考える。 

 

WS7（206 教室） 

題目：法学・経済学・心理学から見る司法取引 

企画・司会・報告： 若林宏輔（立命館大学） 

報告：緑大輔（一橋大学法学部） 指宿信（成城大学法学部） 大角洋平（愛知学院大学法学部） 

企画・報告：廣田貴也（立命館大学大学院人間科学研究科） 

指定討論：櫻井光政（桜丘法律事務所） 
2018 年 6月に「証拠収集等への訴追に関する合意制度」が施行されてから 4 年が経過した。当

制度はその性質から日本初の司法取引制度とみなされており、2022 年現在までにおける適用事例

は 3 例となっている。司法取引が有する問題としては、答弁と引き換えに恩恵を得る制度である

以上、無実の人にも有罪答弁を促しかねないといった危険性の存在がこれまでに指摘されてきた。
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当制度に関してもそのような危険性を筆頭に、有効性や限界性についての議論が導入検討段階か

ら今日に至るまで実施されている。 
 本ワークショップでは、国内外における司法取引の状況、法経済学における理論、心理学的実

験といった法学・経済学・心理学の各分野の視点から司法取引に関する話題提供を行う。それら

を踏まえ、分野毎による司法取引に対する認識の相違を解消し、司法取引に関する今後の展望や

制度の在り方について議論する。  
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口頭報告 

10 月 22 日 [土] 10:00～12:00  G5-20 教室 

10 月 23 日 [日] 10:00～12:00・14:30〜15:30  203 教室 

司会：相澤育郎・入山茂・佐伯昌彦 

 
口頭報告 1 ————————————————————————————————————— 
題目 性的同意に関する意識の日本人とカナダ人の比較 

報告  向井智哉（東京大学） Chantal Pioch（Université du Québec à Trois-Rivières） 

   相澤育郎（立正大学） 福島由衣（日本大学） 外塚果林（洗足こども短期大学） 

   貞村真宏 

 近年，法学においては，性的同意に基づかずに行われる性交を一律に処罰するべきとして，不

同意性交等罪の創設を求める議論がある。しかし，海外における先行研究では，多くの性交は通

常黙示的な同意によって開始されるものであることが示されている。これらの研究を加味すると，

不同意性交を一律に処罰する改正は市民の意識に合致しないものとなる可能性がある。このよう

な可能性を検討するため，本研究では，カナダとの比較を通じて，日本人の性的同意（ないし性

暴力）に関する意識を把握することを目的とした。両国 1,000人（計 2,000）の回答を分析したと

ころ，概して日本人はカナダ人と比べて，性的同意に対して非親和的ではあるものの，回答の絶

対値を見ると多くの日本人も不同意性交は処罰に値し道徳に反するものと捉えていることが示さ

れた。これらの結果から結論として，性的不同意罪の導入は，日本人の市民意識に反するとは思

われないことが示唆された。 
 
口頭報告 2 ————————————————————————————————————— 
題目 性犯罪被害者の性的前歴および職業が量刑判断に及ぼす影響――「レイプ・シールド法」

導入の是非をめぐる議論を背景に―― 

報告  貞村真宏 松木祐馬（早稲田大学文学学術院） 向井智哉（東京大学大学院法学政治学研

究科） 

 日本では、被害者側のプライバシーに関する証拠のうち、証明予定事実との関連性が低いと考

えられるものを審理の対象とすることを禁じるレイプ・シールド法を導入することの是非が論じ

られている。本研究では、そのような議論を背景に、被害者関連情報として、その性的前歴と職

業が被告人の量刑に及ぼす効果を検討することを主な目的として調査を行った。ベイズ的アプロ

ーチを用いた分析の結果、被害者関連情報の量刑判断に対する主効果は認められなかったが、被

害者は性的前歴が多く、かつ風俗業従事者であると記述された場合には、性的前歴や職業に関す

る記述がされない場合と比較して、被告人に重い量刑が相当であると判断されることが示された。

この結果から、そのような情報の顕出が禁じられれば、被害者のプライバシーはより保護される

ものの、より重い刑罰が被告人に対して与えられる可能性は減少することが示唆された。 
 
口頭報告 3 ————————————————————————————————————— 
題目 取調べ技法及び記録媒体の違いによる信用性・任意性判断の特徴 －量的分析と質的分析
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による検討－ 

報告  大橋靖史（淑徳大学） 山田直子（関西学院大学） 指宿信（成城大学） 北村亮太（フ

リーランス） 

 代表的・体系的な取調べ技法に PEACE Model と REID Technique がある。本研究では、これ

ら 2種類の取調べ技法及び映像・音声・逐語反訳という 3種類の記憶媒体の違いにより、信用性・

任意性の判断がどのように異なるかについて、量的研究法と質的研究法を用い、その特徴を比較

検討した。実験では、両技法の取調べシナリオに基づき模擬ビデオを作成し、実験協力者に呈示

した。その際用いた記憶媒体としては、映像・音声・逐語反訳の 3 種類を用いた。各実験協力者

には、取調べ技法（2）×記憶媒体（3）＝6種類のいずれかの刺激を呈示し、呈示後、信用性・任

意性に関わる質問紙と面接を実施した。質問紙については量的、面接については質的分析を行っ

た。本発表では、質問紙と面接による判断とその根拠の違いについて、特に、信用性・任意性を

判断する根拠の多様性を生み出す取調べ技法・記憶媒体について検討する予定である。 
 
口頭報告 4 ————————————————————————————————————— 
題目 道徳判断の反応時間による非人間化効果の検討－内的要因としての道徳アイデンティティ

の影響－ 

報告  LIU ZEYU（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） 

 Haidt(2001)は道徳判断の社会的直観モデルを提唱し，人は道徳的問題に直面するとその問題に

ついて得られた最初の直観に基づく判断が維持されることを示した。本研究は，道徳判断課題に

対して短時間で回答を求める条件を設定し以下の仮説を検討する。判断時間が短くかつ道徳アイ

デンティティの内在化が高い人は，道徳的直観で速やかに判断し，課題の被判断対象者の非人間

化を促進する。一方，判断時間を長くもつかつ道徳アイデンティティの内在化が低い人は，道徳

推論を行い被判断対象者の非人間化を抑制する。 
 
口頭報告 5 ————————————————————————————————————— 
題目 裁判員に対する意思決定支援 

報告  浦東聡介（立教大学大学院人工知能科学研究科） 磯田明朗（立教大学大学院人工知能科

学研究科） 

 裁判員裁判は、市民感覚の反映という目的から専門的な法的知識は不要とされる一方、限られ

た時間と情報の中で、他者の人生を左右する決断を行う裁判員の心理的負担は計り知れない。 
そこで、この負担を軽減するために、裁判員が行う事実の認定、法令の適用及び刑の量定に関す

る意思決定を支援する 2 つの支援ツールを組み合わせたシステムを提案する。ツールの一つ目で

は論点の明確化のため、証拠、証言及び関連法令等をカード化してグルーピングする。ツールの

２つ目では AHP（Analytic Hierarchy Process）に基づき、事実の認定等の際に、考慮すべき事

柄ごとにその影響度合いを数値化して要素一対比較を行うことで裁判員が判断に至るプロセスを

数値的に可視化する。この仕組みで実験を行い、実験結果ならびに実験協力者のインタビューか

ら、これらの組合せ手法によって非法曹の市民における「法解釈」の支援、市民感覚を生かした

事実の認定等の支援に役立つ可能性を示す。 
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口頭報告 6 ————————————————————————————————————— 
題目 妖怪学と法感情 － 法判断には事実と感情が必要であるわけ － 

報告  山本聡（神奈川工科大学教職教育センター） 

 法しばしば理性の象徴として描かれる。しかし、判決文の感情表記、被害者（遺族）の心情意

見陳述制度、裁判員制度、時効の廃止などには心情を汲む傾向がみられる。事実認定のみならず

被告人の出生～成育過程など被告弁護人から制限なく提示できるいっぽうで、単なる証拠物とし

ての被害者ではなく、生きてきた証（写真やビデオ）を示す場が可能となった。素人は法の部外

者ではなく潜在的当事者でもあるからだ。感情は法と常識の起源と考えれば、感情を排除しても

どこかに澱んで残る。法と感情を対立概念でなく連続したものと考えることはできないか。科学

の世に存在意義を探る妖怪学の知見や「妖怪は国民、国の比喩である」（フォスター）との言説は、

法感情に通底する。法で裁かれし人も文学の中では生きている。カフカ『掟の前』や漱石『夢十

夜/第三夜』などの素材を縦横無尽に使い、日本の法文化と法感情を論じてみたい。 
 
口頭報告 7 ————————————————————————————————————— 
題目 司法面接研究の動向 

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（立命館大学立命館グローバル

イノベーション研究機構） 藤本和希（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） 仲真紀子（理化学研究所） 

 近年、いじめの聞き取りや虐待通告時における司法面接技法の活用についても検討され始め、

実務での活用に伴った国内研究の広がりを見せている（佐々木, 2021；田中, 2020）。また公認心

理師カリキュラムにも司法面接の項目が加わっていることからも、司法・福祉以外の医療・教育・

産業領域の分野でも各種証言を司法面接による公正な手続き下で得る手法の展開可能性が予想さ

れる。制度や手続きによって生じる二次被害をできるだけ最小限にするという司法面接の姿勢は、

司法・福祉領域に限らずどの領域においても不可欠である。本報告では、最新の司法面接研究や

司法面接に関する論文をレビューし、司法面接の他領域への適用可能性を検討することを目的と

する。 
 
口頭報告 8 ————————————————————————————————————— 
題目 日本版司法取引の意思決定において取引で得られる恩恵の質の違いが与える影響 

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） 

 司法取引における意思決定に関しては、これまで主に自己負罪型を対象とした心理学的検討が

実施され、様々な要因による影響が明らかにされた。その中の一つとして、取引における恩恵の

質の違いが意思決定に影響を与える可能性が示唆されている（Helm, 2021）。加えて、日本版司法

取引は他者負罪型である以上、自己負罪型とはまた異なる形で取引における恩恵の質の違いが意

思決定に影響を与えることも考えられる。 
本研究では日本版司法取引シナリオを用いることで、取引における恩恵の質の違いが、他者負罪

型の司法取引状況における判断に対してどのような影響を与えるのかについて明らかにする。 
 
口頭報告 9 ————————————————————————————————————— 
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題目 組織内のソーシャルキャピタルと出所者受け入れへの支持の関連 

報告  板山昂（関西国際大学心理学部） 

 罪を犯した者は刑期を満了して出所したとしても、社会においては警戒され排除されがちであ

る。このような社会的排斥に関する研究では、他者から排除されることによって、被排斥者の攻

撃性が促進されることや社会全体の劣化に繋がることが指摘されている(e.g.,Baumeister & 
Leary, 1995;Lealy, Kowalski, Smith & Philips, 2003; Lealy, Twenge & Quinlivan,2006;浦,2009)。
つまり、出所後に地域社会から前科者を排除する傾向が強いと更生の機会を失い、再犯に至る可

能性が高まり、結果として治安が悪化する。再犯の背景には、地域・住環境での受け入れ問題が

指摘されているが、出所者の就労の安定も重要な課題である。企業で出所者を受け入れるにあた

っては、経営陣の理解があれば受け入れがなされる可能性があるが、実際に受け入れた後に共に

活動する従業員の理解も重要である。そこで、本研究では、出所者の受け入れに肯定的な組織と

そうでない組織の特徴を検討する。 

 
口頭報告 10 ————————————————————————————————————— 
題目 マーシャル仮説の実験的検討―冤罪率情報は死刑支持を抑制するか？ 

報告  綿村英一郎（大阪大学大学院） 井奥智大（大阪大学大学院） 

 本研究の目的は，冤罪率についての情報が死刑への支持を抑制するという結果を示した先行研

究(Wu, 2021)の追試，および一部改良を加えての発展的検証であった。そのオンライン実験では，

冤罪に伴う損失を強調する情報（冤罪によって真犯人が逃げている）の有無と 4 つの冤罪率（な

し，0.027％，1％，4.1％）の組み合わせにより，8条件を設定した（完全参加者間計画）。815 名

の一般人参加者を各グループに無作為に割り当て，情報の提示後に死刑をどれほど支持するかを

尋ねた。実験の結果，損失の強調による効果は認められなかったが，冤罪率情報を提示されたグ

ループは提示されなかったグループに比べ死刑支持率が有意に低かった。特に注目すべきは，冤

罪率が上昇するほど死刑支持率が低下するという関係性に認められる一貫性であり，この発見は

「正義にかかるコストへの受容性が死刑に対する態度に影響する」との先行研究(Wu, 2021)の考

察を理論的に補強するものであった。 
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ポスター報告 

10 月 22 日 [土] G5-20 教室 

10 月 23 日［日］画像情報教室 2 

在席責任時間 

奇数番号 1日目 13:00～14:00・偶数番号 2日目 13:30～14:30 

 
ポスター報告 1 ——————————————————————————————————— 
題目 被害者に対するネガティブな社会的反応：性犯罪と非性犯罪の比較 

報告 向井智哉（東京大学法学政治学研究科） 綿村英一郎（大阪大学） 

 性犯罪の被害者はしばしば社会からのネガティブな反応にさらされることが指摘されている。

本研究の目的は，性犯罪の被害者とそれ以外の犯罪（強盗）の被害者に向けられるネガティブな

社会的反応および非難に差があるかを検討することである。具体的には，結果（性的/非性的）と

手段（暴行/昏睡）を操作した 4種類のシナリオ（強制性交/強制わいせつ/強盗/昏睡強盗）をラン

ダムに提示し，シナリオ間でネガティブな社会的反応・非難に差が生じるかを検討した。分析の

結果，（1）性的な結果を伴う罪種の被害者が，他の罪種の被害者よりも多くのネガティブな社会

的反応および非難を受けるという知見は見いだされなかった。（2）暴行を手段とする罪種の方が，

被害者非難が高く，加害者非難が低かった。（3）女性の方が被害者・加害者双方に対する非難が

高かったが，ネガティブな社会的反応は男性と比べて少なかった。 
 
ポスター報告 2 ——————————————————————————————————— 
題目 刑務所作業製品の購買に対する抵抗感の発生機序 

報告 松尾朗子（東京大学先端科学技術研究センター） 向井智哉（東京大学法学政治学研究科） 

   田中友理（多摩大学） 唯なおみ（東京大学先端科学技術研究センター） 熊谷晋一郎 

（東京大学先端科学技術研究センター） 

 刑務所作業製品についてはしばしば「犯罪をした人の作った物は買いたくない」という声が聞

かれる。この意見には，そのような製品ないし製作者を穢れたものと捉える心理があると考えら

れる。そこで本研究では，穢れ対象の道徳化の程度が刑務所作業製品購買への抵抗感に与える影

響とその過程について，嫌悪感受性に着目して検討した。穢れ対象の道徳化の程度は，伝統的な

道徳基盤理論尺度による測定と，日本文化を考慮した穢れ忌避尺度による測定を試みた。これら

の結果から得られる示唆や，今後の道徳研究の展望などを論じる。 
 
ポスター報告 3 ——————————————————————————————————— 
題目 事件の発生時期は量刑判断に影響するのかー判例を用いた分析－ 

報告 谷口友梨（滋賀県立大学） 

 解釈レベル理論によると、対象に対する心理的距離によって、その対象の解釈方法が規定され

る (Trope & Liberman, 2010)。谷口・池上（2018）は、架空の殺人事件を用い、事件の発生時期

が遠い過去よりも最近である場合の方が、事件に対して心理的距離を近く知覚し、潜在的に被告

人の置かれた状況に焦点を当てやすく、結果として被告人に科すべき量刑を軽く見積もる傾向を
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示した。そこで、本研究では、実際の裁判においても事件の発生時期が判決に影響を及ぼしてい

るかについて検討を行うこととした。判例データベースから刑事訴訟法の改正日（2010 年 4月）

以降に実施された殺人被告事件 60件を抽出し、分析を行った。その結果、事件の発生時期と裁判

の判決日との間の期間が長いほど、被害者殺害の動機は考慮されず、量刑が重くなる傾向がみら

れた。これより、実際の裁判においても、事件に対する心理的距離が影響を及ぼしている可能性

が示唆された。 
 
ポスター報告 4 ——————————————————————————————————— 
題目 裁判官説示および取調べ情報の提示の仕方が被告人評価に与える影響 

報告 森井花音（立命館大学） 若林宏輔（立命館大学） 

 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。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、供述の任意性に関する補助証

拠として用いることを想定し、証拠とすることができる書面にはあたらないという解釈もある。

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)取調べ情報の提示の仕方を独立変数とし、各条件の被告人評価を比較した。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 司法 IT 化におけるオンライン証言の影響 

報告 水野亮太（立命館大学大学院人間科学研究科）若林宏輔（立命館大学） 

 日本の刑事裁判では、証拠提示とその吟味を法廷内で行うことを前提とする「直接主義」原則

がある。しかし、近年のコロナ禍の影響もあり、手続きの簡略化や出廷者の負担軽減を目的とし

た一部手続きのオンライン化が検討されている（いわゆる司法 IT 化）。その一環として証言のビ

デオリンク方式がある。同方式は遠隔地の証人や性被害者の証言の負担軽減などが期待される。

しかし国内外の心理学研究に基づけば、ディスプレイ上で提示される証言の評価等の問題が懸念

される。本研究の目的はビデオ・コミュニケーション（VMC）と対面コミュニケーション（FTF）
の差異について検討するものだ。方法として検察尋問を模した法廷劇を用い、裁判官役の参加者

の証人への印象、信用性、任意性、事実認定について調べた。結果として、印象、信用性、任意

性、について VMC条件は FTF条件と比べて 1 部項目でよりよく評価される傾向があることがわ

かった。 
 
ポスター報告 6 ——————————————————————————————————— 
題目 司法面接により得られた供述の真実性がもたらす質的差異の検討 

報告 藤本和希（立命館大学大学院人間科学研究科） 

 司法場面において、事件関係者から情報を正確に引き出す面接手法として司法面接がある。司

法面接は「法的な判断のために使用することのできる精度の高い情報を、被面接者の心理的負担
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に配慮しつつ得るための面接法」と定義されており (仲, 2016) 、被面接者への暗示・誘導を避け

るために自由報告を中心とした聞き取りを行う。しかし、一部の事件においては、適切な面接技

法を用いるだけでは不十分であると判断されることもある。例えば、被面接者が意図的に虚偽の

供述を行うような場合である。または、補助証拠が存在しない状況で、被害者と被疑者の供述の

信用性が法的判断の争点となる場合がある。そのような中で供述の信用性について評価するため

には、供述の真実性の差異が供述の質的な性質にどのような影響を及ぼすか検討する必要がある。

本研究では、司法面接により得られた真実と虚偽の供述について内容分析を行い、その質的な差

異について検討を行った。 
 
ポスター報告 7 ——————————————————————————————————— 
題目 万引き防止研修が店員の店舗内防犯意識と防犯行動に及ぼす効果 

報告 皿谷陽子（人間環境大学） 平伸二（福山大学） 仲真紀子（理化学研究所） 

 店舗での万引き防止対策として，店員の声かけが推奨されている。本研究では，協力警備会社

の協力のもと，声かけ研修（店員の積極的声かけを促す万引き防止対策研修会）を店舗内で実施

し，店員が積極的に万引き防止対策として声かけを行うことを促した。そして，受講の有無によ

りスーパーマーケット店員の店舗内防犯意識尺度と防犯行動（皿谷・大久保・平，2019）に違い

があるかを検討した。アンケート回答者は A県内で展開するスーパーマーケットの店員 291 名で

あった。アンケートの内容は，声かけ研修の受講の有無，店舗内防犯意識尺度と防犯行動，店舗

内防犯意識や防犯行動に影響を及ぼすと考えられる組織風土，従業員のホスピタリティ，従業員

裁量の職務行動であった。その結果，声かけ研修を受講した店員の方が店舗内防犯意識尺度と防

犯行動の評定値が高かった。意識が高い店員が研修に参加したという可能性もあるが，店舗内で

の防犯教育の意義が示唆される。 
 
ポスター報告 8 ——————————————————————————————————— 
題目 裁判員の難解な法律概念の理解は評議への市民参加を実現させるか？ーー殺意に関する模

擬評議過程の分析 

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（立命館大学立命館グローバル

イノベーション研究機構） サトウタツヤ（立命館大学総合心理学部） 

 裁判員裁判は司法への市民参加を目的の一つとして導入され，法律の専門家である裁判官と市

民を代表する裁判員が協働し判決を出すものである。しかし，法律の知識を有する裁判官と有し

ない裁判員は法律の専門性において非対称であり，その非対称性が評議の合意形成に重大な影響

を及ぼす危険性についても指摘されている（e.g., 森本，2007）。また，殺意の認定において，裁

判員は確定的殺意と未必的殺意の理解といった難解な法律概念の理解が求められることがあり，

評議中の法律に関する説示が重要な役割を持つと考えられる。本研究では，殺意の認定に関する

評議において裁判員の法律概念の理解の実態を検討するために，殺人未遂罪を扱った模擬評議の

スクリプトデータをテキストマイニングによって分析する。用いられやすい語彙や中心となる議

題を分析することにより，殺意の認定に関わる法律概念の出現の様相や，評議の構造を明らかに

することを目的とする。 
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ポスター報告 9 ——————————————————————————————————— 
題目 目撃証言研究におけるヘッドマウントディスプレイ活用の可能性の検討 

報告 中田友貴（立命館大学立命館グローバルイノベーション研究機構） 杉本菜月（立命館大

学大学院人間科学研究科） 

 目撃証言研究はこれまで膨大な研究が行われているが，そのほとんどが実験室における研究で

ある．実験室研究は実際の目撃証言と比較して，操作しやすい変数を扱う，変数分布の異なり，

変数統制，という側面で異なっている(Wells & Turtle, 1987)．また現実実験やシミュレート実験

も存在するが，実施が容易ではない．近年，VR機材の技術向上し，没入型ヘッドマウントディス

プレイ(head mounted display; 以下，HMD)の機器が普及している． HMD での視聴はディスプ

レイでの視聴よりも高い没入感が期待され，より現実に近い認識がされる可能性がある．そこで

本研究では，HMD での映像提示とディスプレイでの映像提示により記憶や没入感，印象が異な

るか検討を行った．360°カメラで撮影した映像を，ディスプレイ，HMD のいずれかで提示し，

記憶の再生と映像視聴の印象を比較した．本報告では調査の結果から，目撃証言研究での HMD
の利用の可能性と限界や問題点について議論を行う． 
 
ポスター報告 10 ——————————————————————————————————— 
題目 加害者家族に対する社会的な認識の検討 

報告 石崎千景（九州国際大学） 松尾加代（大阪河﨑リハビリテーション大学） 

 事件とは無関係であるにも関わらず、加害者の家族は周囲から否定的に捉えられる場合がある。

こうした問題の解決策を検討するには、加害者家族の捉え方に関する社会的な認識の精査が必要

である。本研究では、Web上で質問紙調査を行い、加害者家族について、参加者個人がどのよう

に捉えているかと同時に、「世間による捉え方」をどのように認識しているかを明らかにすること

で、この問題にかかる社会的な認識を精査した。架空の事件概要を 5 つ提示し、加害者家族はど

のように世間から非難され得ると思うかを尋ねた。その結果、「親が責任を取るべき」「被害者や

被害者家族の心情を考えるべき」旨等の回答が得られた。また、加害者家族がバッシングされ得

ることについて参加者個人の考えを尋ねた。その結果、「家族は関係ない」「心情的に非難は仕方

ない」旨の回答等が得られた。以上の結果に基づき、加害者家族の捉え方に関する社会的な認識

について考察した。 
 
ポスター報告 11 ——————————————————————————————————— 
題目 加害者との対話に対する被害者の（不）満足表明と加害者に求められる罰の関連 

報告 湯山祥（早稲田大学文学研究科） 向井智哉（東京大学法学政治学研究科） 

 被害者，加害者双方が犯罪で生じた害からの回復を相手との対話を通じて模索する修復的司法

という視座がある。本研究は，このような修復的司法における対話の結果により，被害者が満足

／不満足を表明することが，第三者が加害者に求める罰の程度にどのように関連するかを検討す

ることを目的とした。それに際して先行研究を踏まえ，被害者の精神的回復および加害者の悔悛

に対するの第三者の認知にくわえ，特別予防の必要性を組み込んだ仮説モデルを設定した。そし

て，同一罪名内で重大性が高い条件と低い条件を操作し，モデルの検討を行った。結果，重大性

が低い条件では，被害者の精神的回復を媒介変数としてみた場合には，被害者の満足表明が加害
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者への罰を軽くするという効果は見られなかった。一方，重大性高低にかかわらず，被害者が満

足を表明している方が加害者の悔悛があったと見なされ罰が軽くなることが示された。 
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 SARMAC 2023(記憶認知応用研究学会)へのお誘い 
日程：2023 年 8 月 9 日〜12 日(水-土) 

会場：名古屋ガーデンパレスホテル 
 

 

 

 

 

日本で開催される国際
．．

学会ではありません。欧米の学会
．．．．．

を日本で開催するものです。

日本にいながら欧米の通常の学会への参加体験ができます。 

 

海外への旅費なしで海外の学会に参加・発表ができます。 

英語で口頭発表ができる数少ないチャンスです。発表は「審査付き」です。 

半数以上が海外から参加し大半が同じ会場ホテルに泊まります。 

朝食・コーヒーブレイク・パーティ・晩餐会と海外の研究者との交流機会はたっぷりです。 

ぜひ「合宿」のような濃厚な学会を体験してください。 

 

発表申し込み 

発表申し込み開始：2022 年近日開始予定 

発表申し込み締切（シンポジウム）：2023 年 1 月 15 日 

発表申し込み締切（口頭／ポスター）：2023 年 2 月 15 日 

発表採否通知：2023 年 4 月 1 日 

参加登録期間：2023 年 3 月 1 日〜 

申込方法：大会ホームページから（近日公開予定） 

アブストラクト(100 語程度)と概説（200 語程度）を用意して下さい。 

日本語での申込みも可能です[申し込みサポートサービス有り]。 

発表形態：(1)4-5 人のグループでのシンポジウム (2)口頭発表 (3)ポスター発表 

（どれか１件の発表ができます） 

 

 

 

 

 

 

問合せ先：日本組織委員長 愛知大学 井藤寛志(hito@vega.aichi-u.ac.jp) 

日本組織副委員長 日本大学 福島由衣(yui62226@icloud.com) 

後援：日本心理学会・日本認知心理学会・日本発達心理学会・法と心理学会 

参加登録料（予定） US$300（初日レセプション／６回のコーヒーブレイク込み） 

非会員は US$100増／学生（院生）は US$50割引です。 

非会員の方は SARMAC会員(年会費 US$85)になった方がおトクです。 

年会費には APA発行で IFが 4.60 の機関紙 JARMACの購読料込みです。 

ご後援学会所属会員様向けの参加費割引も予定しております。 
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発売：大学図書
東京都新宿区四谷2-10  八ッ橋ビル7階
TEL 03-5379-0307     FAX 03-5379-5388
http://www.genjin.jp

大麻使用は
犯罪か？
大麻政策とダイバーシティ
石塚伸一 、加藤武士、長吉秀夫 、
正高佑志 、松本俊彦 （編著）
本書では、文化、医療、経済、刑事政策の視
点から、大麻の正しい知識と大麻使用罪の是
非を徹底的に検討。定価 12,000 円＋税　

A5判／ 964 頁／上製
 ISBN978-4-87798-825-8

加害者家族支援の
理論と実践 ［第2版］
家族の回復と加害者の
更生に向けて
阿部恭子（編著）
「犯罪加害者家族支援団体」による加害者家族
支援の事例をふまえて、人権や福祉、修復的司
法、社会政策、刑事弁護などの観点から犯罪加
害者家族の支援のあり方や方策を提示する。

定価 3,200 円＋税　
四六判／ 448 頁／並製
 ISBN978-4-87798-793-0

検証・免田事件
[資料集] 
1948年(事件発生)から
2020年(免田栄の死)まで
免田事件資料保存委員会（編）
事件発生から免田栄の死まで、免田さんからの
家族・友人・支援者あての手紙、捜査・裁判資料、
報道記事、関係写真など膨大な資料がある。そ
れらは、誤った捜査・裁判や冤罪の支援活動を
語る貴重な記録である。

定価 2,500 円＋税　
四六判／ 276 頁／並製
 ISBN978-4-87798-792-3

刑事弁護の情報と知が集まるポータルサイト

「刑事弁護オアシス」で
実務に役立つ動画配信中（有料）
高野隆 VS後藤貞人
『最高の法廷技術を学ぶ』　

冤罪を作り出す 「取調べ」
―狭山事件の場合

【広告】法と心理学会第23回大会プログラム_現代人文社.pdf   1   2022/09/01   15:10:35

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641174740
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