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【ワークショップ】 



性暴力・ジェンダー暴力連続体と治療的司法 

 

報告者 

 

〇「性暴力被害や逆境体験の先にある未来」 

藤澤陽子（国立きぬ川学院／心理士） 

性暴力被害、逆境体験、児童自立支援 

 

〇「男性／男児の性暴力被害の不可視性とジェンダー化する視線」  

宮﨑浩一（立命館大学院／臨床心理士・公認心理師） 

男性の性被害、被害の不可視化、ジェンダー 

 

〇「児童福祉施設における性と生の実践」 

山口修平（一宮学園副施設長） 

性被害、福祉臨床、 

 

指定討論者  

 

法学の立場から 

後藤弘子（千葉大学大学院社会科学研究院教授） 

 

心理学の立場から 

安田裕子（立命館大学総合心理学部教授） 

  

司会・企画 中村正（立命館大学大学院人間科学研究科教授）  

 

女性に対する多様な形態の性暴力事件が起こる。しかし一方で、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。こうした現実を、性的ジョークやいじりというマイクロアグレッションから、フェミサイドや戦争

の中の性暴力にいたる構造的暴力まで、「性暴力・ジェンダー暴力の連続体」として透視していきたい。背景には暴

力の文化が存在する。調査と実践をもとにした報告を受け、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や育ちに関わるケア、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、多岐にわたる法と心理学研究の課題を明確にする。 

 

 

 



各機関における NICHD 司法面接研修の現状と課題 
―継続的な SV を目指した司法面接トレーニングのあり方― 

 
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）  

キーワード：司法面接，研修の体制化，トレーナー，SV，公認心理師 

 

1. 企画趣旨 

2015 年の最高検事庁・警察庁・厚生労働省

による通達から、これまでに多くの司法面接

が実施され普及してきた。NICHD プロトコル

に基づく司法面接研修も通算 200回以上実施さ

れてきたが、研修受講後のピアレビューない

し SV に関しては実施件数も少なく体制として

も未だ確立していない。一方、海外では、熟

練の司法面接官による相談会やスーパーヴィ

ジョン（SV）の場が提供されており、面接技

術の拡大が推進されている。司法面接のトレ

ーニングに関する研究の多くでは，適切な面

接を実施するためには，継続的なトレーニン

グの実施や実施した面接に対する個別の SV が

実施されることが有効であると言われている

（山本・上宮，2022）。 

国内では，面接技術の習得に関わる基礎研

修，フォローアップ研修などが実施されてい

る。加えて，司法面接のトレーナーを養成す

るトレーナー研修などが行われ，様々な職種

のトレーナーがそれぞれの専門領域において

工夫しながら，司法面接の技術習得に関わる

研修を推し進めている現状がある。 

本ワークショップでは，今後さらなる課題

として，トレーニングの継続性と，実施した

面接に対する個別の SV のあり方について議論

することを目的とする。 

話題提供 

報告 1：今後、公認心理師として活躍が期待さ

れる養成課程の大学院生が、良い司法面接か

否かを精査するための判断力を習得する意義

について報告し、大学院生に対する司法面接

研修のあり方について論じる。 

報告 2：山本千尋先生には、警察視点から司法

面接の存在や意義、課題についてご説明いた

だく。全国の警察機関の中でも最も早く、組

織全体として司法面接の導入に取り組んでき

た経験を踏まえ、司法面接研修の体系と発展

的な課題について話題提供していただく。 

報告 3：上宮愛先生には、警察のトレーナーを

中心とした検討会の実施報告と今後の継続性

のある司法面接トレーニングのあり方やその

課題について話題提供いただく。 

報告 4：横光健吾先生には、認知行動療法で用

いられている SV の方法についてご報告いただ

き，司法面接トレーニングへの応用の可能性

についてお話しいただく。 

2. 指定討論 

仲真紀子先生には、司法面接の研究者とし

て司法面接研修後のフォローのあり方につい

て発言いただく。 

以上の話題提供と指定討論を踏まえて、WS

参加者の方と司法面接研修後の継続的な SV に

ついて議論していきたい。 



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・司会・話題提供 〇大倉得史（京都大学） 

話題提供 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 石塚章夫（埼玉弁護士会）・中川孝博（国学院大学）・浜田寿美男（立命館大学）  

供述分析、注意則、体験性／非体験性徴候、真犯人の供述 

【企画趣旨】 

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。 

【3 名の供述分析の比較検討】（大倉得史） 

 富山氷見事件について、3 名の心理学者が

「背理要素のカテゴリー」を意識して行った

供述分析について、それぞれの着目点や各徴

候の抽出結果がどの程度一致するのかを検討

する。また、真犯人の供述の分析を通じて見

えてきた新たな体験性徴候の提案、および既

存の各徴候のより厳密な定義づけについても

発表する。さらに、対立仮設検討型供述分析

を、信頼性・妥当性を備えた供述評価の手法

として確立するための諸課題についても検討

する。 

【対立仮設検討型供述分析の手法とその課

題】（村山満明） 

 富山氷見事件のＹ氏の虚偽自白供述と真犯

人の自白供述について，対立仮設検討型供述

分析の手法を用いて分析を行った。ただし，

心理学的に理解可能であるかどうかの判断基

準には，大倉の背理要素（体験性徴候，非体

験性徴候）のカテゴリーを用いた。分析に際

しては両者とも自白供述しかないという制約

があったが，その結果について報告するとと

もに，今回の作業を通して分った供述分析の

課題等についても併せて述べたい。 

【心理学的に「注意則」を発展させるに

は？】（山本登志哉） 

 氷見事件の冤罪被害者と真犯人の供述調書

を比較し，冤罪被害者の非体験性，真犯人の

体験性が供述のどのような部分に感じ取れる

かを山本の視点から考察し，それらが大倉の

「背理要素（非体験性徴候、体験性徴候）の

カテゴリー」とどのような対応関係を持つか

を検討した。以上を基盤に，裁判官が用いる

「注意則」に関し，心理学の立場からそれを

発展させるうえで何を足場にし得るのかを考

察する。 



『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 

〇藤田政博 1、高野隆 2、大橋君平 3、笹倉香奈 4 
1関西大学、2高野隆法律事務所、3渥美坂井法律事務所·外国法共同事業、4甲南大学 

キーワード 証拠法、心理学、刑事訴訟法

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、 

証拠法を作る際に不可欠な心理学の知見につ

いて議論する。藤田・高野・大橋は 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』の共訳者である。 

始めに企画者の藤田より翻訳書の出版意図及

び概要を紹介する。そして、証拠法とは応用

心理学のひとつであり心理学の知見の理解な

くしてルールの作成及び運用は難しいことを

議論する。例として、伝聞証拠や供述証拠に

は人間の認知機能に関する知見が不可欠であ

ることなどを挙げる。 

それを受けて、第 1 報告者の高野から、日本

における体系的な証拠法の必要性、それに心

理学が必要である理由、証拠法を作るために

可能な心理学者の貢献について、刑事弁護人

の立場から報告する。例えば、認知バイアス

が人間一般にあることについて実務家が無自

覚であることが起こす不都合について指摘す

る。また、本書は米国のルールを前提として

いるが、心理学が証拠法にとって必要である

という主張は英米法だけに当てはまるもので

はないことについて考察する。 

 次に、第 2 報告者の大橋から、本書の翻訳

を通じて得た知見のうち、法律実務家からみ

て特に驚きの大きかったことについて報告す

る。たとえば性格証拠に基づいて被告人の行

動について推認するというありかたは、通常、

訴訟における法律実務家として正しいものと

捉えられている。そういった観点から驚きだ

ったことに、性格が構成概念であって現実に

存在するものではないこと、性格という概念

に基づいて思考し判断することがバイアスを

うむ可能性があることなどが挙げられる。 

加えて、統計を含む科学的証拠の理解の難し

さについて認知心理学の観点から得られる洞

察が法律家にとって助けになる事などを議論

する。また、メタ認知という考え方が素朴な

人間理解とは異なりより深い洞察をもたらす

ものであることを議論する。 

 以上を踏まえて指定討論者の笹倉からは、

科学的証拠の理解とえん罪の関係をとくにバ

イアスの観点から議論する。具体例として、

乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)をめぐって無罪

判決が出された事例等の検討を通して、専門

家だからこそ陥る可能性の高いバイアスが存

在することについて議論する。それをもとに、

無罪判決が出された事件と同様の構造を持つ

事件に関して現在刑事訴訟法学界で提案され

ている対応策について検討する。 

体系的な証拠法の制定は、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、法学界および法曹界において取り組

まれるべき課題である。これは法体系の根幹

に関わる野心的な試みであり、心理学がそれ

に貢献することは法の理論および体系の根幹

部分への理論的貢献を可能とし、心理学がよ

り深く法学に関わる機会を提供するものと考

えられる。 



司法 IT化におけるオンライン証言の影響

指宿信，岡田悦典，淵野貴生，藤田正博，水野亮太，若林宏輔，山本了宣 
成城大学，南山大学，立命館大学，関西大学，立命館大学大学院，立命館大学，大阪弁護士会 

刑事司法，IT，オンライン証言，ビデオリンク，遠隔 

はじめに 

２０２２年 月に始まった法制審議会では、

証人の遠隔地からの証言や外国からの証言、

被告人の出廷など遠隔技術を用いて実施する

ことが検討されることとなっている。本 WS は

そうした動向に関わる課題や問題点を明らか

にする目的で企画された。 

外国法の動向 

イギリスでは、コロナウイルスによるパン

デミックをきっかけとして、被告人や証人な

どの手続関与者がリモートで刑事裁判に参加

することを可能にする時限立法が行われ、さ

らに、陪審員が法廷以外の場所に集合してリ

モート形式で公判に参加することをも可能に

する恒久法が提案されている。これらの立法

や立法案に対しては、リモート参加者が実質

的・効果的に手続に関与できるのかといった

実務上の問題点や、被告人の対面権・証人審

問権に対する侵害にならないかといった法理

論・権利論の観点からの問題点も指摘されて

いる。これらの議論状況について報告する。 

アメリカでは、刑事手続のリモート化につ

いては厳格な立場を採用している。基本的に、

リモート裁判をすることに否定的で、裁判官

と被疑者・被告人が一対一で対面するような

手続として、アレインメントや保釈審理など

の手続、量刑手続、仮釈放審理などでビデオ

カンファレンスを可能としている。被告人の

押送がなくなるというメリットがあるが、被

告人の同意を前提とする法域が多く、学説で

も同意を求める意見がある。証人尋問のビデ

オカンファレンスの利用については 1990 年に
最⾼裁判例が登場し、証⼈審問権の例外とし
て許容する法理が形成され、⽐較的厳しい法
理を採⽤している。 

心理学の先行研究 

「ビデオリンク」という用語そのものは心

理学では用いられないが、ビデオを通じた証

言と生の証言の違いに関する実験は行われて

いる。本報告ではその概要を紹介する。本報

告によって得られた知見の概観を今回の実験

と対比すれば、実験の意義をより深く理解で

きると思われる 

実験概要 

市民 57 名（平均年齢 32.6 歳（SD=15.8）を

対象とし、強制性交等致傷罪が争われる公判

の被害者証人主尋問を視聴させる模擬裁判実

験を行った。参加者は法廷教室の裁判員席か

ら、証言台にいる被害者の証言を観察する群

（FTF）と、別室にいる被害者のビデオ映像付

きの遠隔証言を面前のモニタで観察する群

（VMC）に別れ、それぞれ被害者証言につい

て評価した。結果、VMC では視覚的印象評価

（6 件法）のうち「証言中、証人と目が合いま

したか」項目が有意に高くなった(t(55)= 1.83, p 

=.044, Cohen’s d = 1.60）。そこで同項目評価

（高・低）と証言観察（VMC・FTF）を独立

変数とし人数を従属変数とした χ2 検定を行っ

たところ有意な差が見られた（χ２(1)= 4.39 , p 

= .017,φ = .277）。本報告では VMC 法廷証言

と対面証言について視知覚的差異の観点から

検討する。 



「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― 

〇外塚果林 1 山崎優子 2  仲真紀子 3 水野智幸 4 

1 洗足こども短期大学 2駿河台大学心理学部 3理化学研究所/立命館大学 4法政大学法科大学院 

供述の信用性 司法面接 事実認定 性暴力 被害者供述  

１ 「供述の信用性」の実相（外塚果林） 

 最決令和 3年9月15日公刊物未登載（以下，

「本件」という）は，父親である被告人が当

時 12 歳であった女児に対して姦淫をした事件

である。第一審（原審）では，本件犯行に関

する被害者の供述の信用性を否定し，無罪と

判断したものの，控訴審では原審を否定して

逆転有罪とし，最高裁でも控訴審を是認した

ものである。 

 通常，刑事訴訟法 318条「証拠の証明力」は

「狭義の証明力」と「供述の信用性」に分け

られるが，前者の「狭義の証明力」とは「要

証事実の存否をどの程度証明しうるものか」

に関する判断であり，他方，後者の「供述の

信用性」とは「要証事実とは一応切り離して，

証拠そのものがおよそ信用に値するかどうか」

に関する判断であると定義される。そして，

とりわけ本件のような性犯罪事件においては，

犯行に関する被害者の「供述の信用性」が争

点になる場合が多いものの，その実相につい

ては，刑事訴訟法学のみならず，心理学にお

いても，統一した理解があるわけではないよ

うに思われる。 

 本報告は，本件において，犯行に関する被

害者供述が変遷していることを素材に「供述

の信用性」の実相について分析することをと

おし，刑事訴訟法学および心理学において，

「供述の信用性」に関する統一された理解が

進むきっかけとなることを目的とするもので

ある。 

２ デジタル化時代の事実認定：証人の理解，

供述の理解，事案の理解（仲真紀子） 

 ここでは心理学の観点から，原審と控訴審

の事実認定で注目すべきと思われる点を挙げ

る。原審は，①「やめて」等の抵抗は家の構

造などの客観的状況に照らすと不合理，②被

害者は性的な知識をもっていた可能性がある，

③当初は「毎週◯曜日」だとされた被害が証

人尋問では変遷した等の理由により，供述の

信用性を否定した。これに対し控訴審は，被

害者の特性（自閉症スペクトラム，軽度知的

障害）や証言となる発話やその引き出され方

を吟味し，新たな判断を行った。 

すなわち，①については，子どもの「届か

ない，声が」等を挙げ，「就寝中の家族が起

きるほどの大きさの声を挙げていた旨証言し

たと理解することはできない」とし，②につ

いては，「周りを固めたけれども，・・，周

りを固めるというのは布団の端をつかんでい

ること」などの発話に言及し，「姦淫被害に

遭った者でなければ語り得ない高度の具体性

および迫真性を十分に備えている」とした。

③についても具体的なやりとりが吟味された。

加えて，④「犯行日」について，1 年以上経

過した法廷証言よりも司法面接での供述によ

って認定できるとしたことも，注目に値する。

控訴審の事実認定は，近年の障害に対する知

見の蓄積や，正確に記録されたデジタル情報

の分析を土台とする新しい事実認定のあり方

と捉えることもできる。 



法学・経済学・心理学から見る司法取引 

若林宏輔１・緑大輔２・大角洋平３・廣田貴也４・桜井光政５ 

（1立命館大学 総合心理学部・２一橋大学 法学部・３愛知学院大学 法学部・ 

４立命館大学大学院 人間科学研究科・５桜丘法律事務所） 

キーワード：司法取引・自己負罪型・他者負罪型・

企画趣旨 

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。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。 

刑事訴訟法学からの報告（緑大輔） 

本ワークショップの前提的な理解を共有するた

めに、日本の協議合意制度(他者負罪型司法取引)

の制度の概要を、特に虚偽供述を防止するため

の制度を中心に確認する。その上で、数は少な

いものの、協議合意制度が適用された事件にお

いて同制度によって得られた供述の信用性につ

いて判断する裁判例も確認できるため、当該裁

判例がどのような事情を考慮して信用性を判断

しているのかを検討する。その際には、一般的

な共犯者供述の信用性の判断との異同を意識し

つつ確認する。 

法経済学からの報告（大角洋平） 

法学・経済学・心理学の架橋の可能性と、司法

取引にとって必要な制度を検討する。①意思決

定の精度に関わる認知に着目する心理学は、司

法取引という選択が有する認知的負荷を問題視

し、②合理的選択論を前提とする経済学は、意

思決定を誘導する各選択肢の利得に着目して司

法取引のインセンティブ構造を分析し、③価値

判断を提供する法学は、逐次的意思決定の果て

に生じる司法取引の帰結の公正性等を検討する。

各分野は、意思決定分析が重要となる司法取引

の設計にあたり欠かせない視点を提供する。本

報告では、司法取引の成否が虚偽情報の有無に

依存しうることを指摘し、各視点の生かした虚

偽検出システム、制裁の伝達につき若干の検討

を行う。 

心理学からの報告（廣田貴也・若林宏輔） 

 司法取引に対する検討は心理学分野でも実施

され、様々な研究で取引による虚偽の自白や供

述が生じることが示されている。加えて、他者

負罪型司法取引を対象に報告者がこれまでに実

施した 4 つの心理学的研究の結果、実際に罪を犯

したのか否かといった罪状況の違いが取引の意

思決定に影響を与える可能性が高いことを筆頭

に様々な結果が得られた。これらの報告を通じ

て、他者負罪型司法取引の意思決定において重

要と考えられる要因と虚偽供述を生み出すリス

クについて、心理学的視点による考察を行う。

指定討論（桜井光政）および全体討論 

 司法取引に関する上記報告を踏まえたうえ

で、日本版司法取引が用いられた刑事事件の弁

護経験を持つ指定討論者との討論を行う。さら

にフロアからの意見も交え、司法取引制度が有

する問題を整理し、司法取引制度の今後の在り

方について議論したい。 



 

 

【口頭報告】 



性的同意に関する意識の日本人とカナダ人の比較

〇向井智哉 1・Chantal Pioch2・相澤育郎 3・福島由衣 4・外塚果林 5・貞村真宏 6 

東京大学 1・Université du Québec à Trois-Rivières2・立正大学 3・ 

日本大学 4・洗足こども短期大学 5・無所属 6 

性的同意・国際比較・意識調査 

研究の背景と目的 

 現行の日本の性犯罪規定では，いわゆる

「レイプ」が犯罪として処罰されるためには，

当該の性交が「暴行又は脅迫」（刑法 176 条，

177 条）によって，あるいは「心神喪失若しく

は抗拒不能に乗じ」て（178 条）行われること

が必要である。しかし近年，このような規定

は，たとえば「暴行又は脅迫」には至らない

ものの被害者の「意に反して」行われる行為

を不処罰とすることで被害者の保護にもとる

ものとなっているという指摘がなされている。

そして，このような認識に基づき，被害者の

「意に反する性交」を一律に処罰する「不同

意性交等罪」の新設が提案されている。 

 しかし，このような提案に対しては，この

ように処罰範囲を拡大した場合には，何が

「レイプ」なのかの範囲が曖昧になる，ある

いは性交は明示的な同意なしに行われること

が多いため，同意のない性交を一律に処罰す

ることは市民意識に適合しないのではないか

という指摘がなされている。 

 このような状況の下，本研究では，日本人

の性的同意に関する市民意識を，既に不同意

性交等罪を導入しているカナダとの比較によ

って明らかにすることを目的とした。 

方法 

 調査参加者と手続き ウェブ調査を行い，

日本人とカナダ人各 1,125 名（計 2,250 名）に

回答を求めた。 

調査内容 被害者の同意が問題となり得る

10 のシナリオを提示し，各シナリオに対して

（1）当該の行為者がどの程度処罰するべきだ

と思うかという「処罰の適否」，（2）当該の

行為がどの程度道徳に反すると思うかという

「反道徳性」，（3）被害者がどの程度同意し

ていたと思うかという「同意推認」の 3 つを尋

ねた。また，性的同意に関する一般的な意識

として，京都市男女共同参画推進協会（2018）

が作成したチェクリスト 10 項目（例：「家に

泊まるのは，性行為をしてもいいというサイ

ンだ」）を尋ねた。

結果と考察 

 各シナリオの平均値を算出し，日本とカナ

ダで差の検定を行った。その結果，シナリオ

ごとに若干の相違があったものの，概して日

本人と比較してカナダ人の方が，（1）各行為

者を処罰するべきと思いやすく，（2）各行為

を反道徳的であると思いやすく，（3）各被害

者の同意を推認しにくいことが示された。ま

た，一般的な意識については，カナダ人の方

が（4）各項目に反対である（同意を重視する）

ことが示された。結論として，日本人と比較

してカナダ人の方が，性的同意に対して親和

的な意識を有していることが示された。 

引用文献 京都市男女共同参画推進協会 

(2018). 性的同意―必ず知ってほしい，とて

も大切なこと― https://bit.ly/3defUXh 



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―

○貞村真宏 1・松木祐馬 2・向井智哉

無所属 1・早稲田大学 2・東京大学

性犯罪，犯罪被害者，ベイズ的アプローチ，レイプ・シールド法  

研究の背景と目的 

性犯罪の被害者は，しばしば裁判の場にお

いて，自らの性的前歴や職業が審理の対象と

なることで精神的苦痛やプライバシーの侵害

を受けることが指摘されてきた。このような

現状を鑑み，近年，このような被害者のプラ

イバシーに関わる情報の顕出を禁じる法律

（「レイプ・シールド法」）の導入が提案さ

れている。 

本研究では，このような議論状況を受け，

被害者の（1）性的前歴および（2）職業によ

って，被告人に対する量刑判断および有罪判

断はどのような影響を受けるのかを検討する

ことを目的とした。 

方法 

 調査参加者と手続き ウェブ調査を行い，

302 名から得られたデータを分析対象とした。 

 調査内容 「バーで知り合った人に強制を

強いられる」ことを主な内容とするシナリオ

を提示した。このシナリオ内で，被害者の性

的前歴（多／少／記述なし）および職業（性

風俗従事者／医者／記述なし）が操作された。

これによって合計 9 種類のシナリオが作成され，

回答者はこのうちどれか 1 つを読んだのち，

（1）被告人が有罪と思うか（有罪判断），

（2）どの程度の量刑が適切と思うか（量刑判

断）に回答した。 

結果と考察 

 有罪判断 ベイズ的アプローチによって性

的前歴と職業の効果を検討した。分析の結果，

性的前歴と職業の主効果および交互作用効果

の EAP 推定値の 95%確信区間にはいずれも 0

が含まれており，要因の主効果および交互作

用効果は認められなかった。 

量刑判断 有罪判断で「有罪」と回答した

211 名の回答を用いて，被害者関連情報の効果

を検討した。その結果，下図に示される通り，

被害者は性的前歴が多く，かつ風俗従事者で

あると記述された場合には，被告人の量刑判

断が長くなることが示された。 



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による検討－

〇大橋靖史（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）  

キーワード：取調べ技法、記録媒体、信用性・任意性判断、量的・質的分析

本報告は、被疑者取調べ録音・録画媒体が

公判廷で再生されることによって見る者に生

じる影響を明らかにするために実施された心

理学実験プロジェクトの中間的なレポートで

ある。既に、被疑者取調べ時の撮影カメラの

アングルの違いがもたらす影響については先

行研究によって明らかにされている。本実験

ではこれまで発表してきたアングルの問題に

加え、メディアによる差異や聴取方法の違い

によって生まれる差異についても包括的に調

査し、より実践的な示唆を得るよう企図され

た。 

【方 法】 

実験計画：聴取方法 2 種類（リードテクニッ

ク・PEACE モデル）×メディア 3 種類（映

像・音声・書面）の 2 要因の参加者間計画であ

った。 

実験参加者：法学部の学部生・大学院生を除

く大学生・大学院生 144 名であった。144 名を

無作為に24名ずつ、6つの条件に振り分けた。 

呈示材料：法科大学院向けの事件記録教材を

もとに架空の傷害被疑事件を作出し、2 種類の

聴取方法に基づく取調べ場面のシナリオを作

成した（被告人が取調べ中に否認から自白に

転じるシナリオ）。 

 作成したシナリオを台本として、役者 2 名に

取調官役、被告人役を演じてもらい、その様

子をビデオカメラで撮影した。なお、撮影時

の画角は現在日本の取調べにおいて採用され

ているサスペクトフォーカス（取調官の後ろ

姿、被告人正面の全体を斜め上から撮影）を 

用いた。2 種類の聴取方法とも取調べ時間は 38

分程度であった。 

 映像媒体に加え音声媒体を作成した。更に

映像媒体をもとに一問一答式の反訳を作成し

書面媒体とした。 

質問紙：自白の任意性（有無と判断理由）、

自白の信用性（有無と判断理由）に加え、黙

秘権、取調官の誘導、記憶の正確性について

も尋ねた。なお、判断理由については強制・

拷問・脅迫・利益誘導の程度を 7 件法で尋ねた。 

実験手続き：グループ毎に該当の媒体を呈示

した（書面媒体では映像媒体と同じ長さの時

間書面を呈示した）。媒体との提示後、引き

続き質問紙への回答を求めた。更に、インタ

ビューに答える参加者については Zoom を用い

たオンラインインタビューを実施した。イン

タビューは自白の任意性・信用性判断を中心

に半構造化インタビューを行った。 

【結果及び考察】 

任意性： 6 条件のうち、［書面媒体×PEACE

モデル］のグループが任意性有りとする実験

参加者の割合が高かった。 

信用性：6 条件のうち、［書面媒体×リードテ

クニック］及び［書面媒体×PEACE モデル］

のグループが信用性有りとする実験参加者の

割合が高かった。 

 ［書面媒体×PEACE モデル］のグループに

特徴が見られたことから、インタビューない

内容を分析したところ、視点が多様化し、語

りに出てくる登場人物が等価で現れてくると

いった特徴がみられた。 



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－

○LIU ZEYU1・若林 宏輔 2

（1立命館大学大学院 人間科学研究科・2立命館大学 総合心理学部） 

キーワード： 道徳判断・道徳的アイデンティティ・非人間化

目的 

 近年、道徳研究において理性的な思考より感情的

な直観が重視されている。Haidt(2001) は人の道徳

判断について社会的直観者モデルを提唱しており、

人は道徳的判断に際して生物学的基盤に根ざした道

徳直観が最初に生じ、道徳判断はその直感に従う形

で行われているとする道徳基盤理論(MFT)を提唱し

た。また認知の二重過程理論に基づけば、人間の認

知はシステム 1 と 2 に分かれる。道徳判断は人の進

化過程において獲得されたヒューリスティックと密

接に繋がっており、システム 2 の論理的判断よりも

システム 1 の直感に基づく。

本研究は以下の 2 つの目的を基に調査を行った。

1 つ目は MFT に基づく道徳判断研究と、従来検討

されてきた道徳的アイデンティティ理論(MIT)とを

統合的に検討することである。2 つ目は道徳判断に

よる非人間化効果の検討である。本研究を通じて道

徳違反者への統合的判断の結果として非人間化が生

じるのか、道徳違反への直感に従い非人間化が生じ

るか検討する。 

方法 

参加者 266 名(Mage = 18.98，SD = 0.98)であった。 

手続き 参加者は Qualtrics にアクセスし、まず 1) 

道徳アイデンティティ尺度(MIT: 河村他. 2017)へ回

答した。2)強盗殺人に関するシナリオを読んだ。3) 

時間制限条件を「制限時間 40 秒以内で回答してく

ださい」という教示が与えられる直感条件と「制限

時間はないので，ゆっくり考えて回答してください」

という熟考条件に分け、参加者は指示時間内に回答

を行った。最後に 4) 被疑者に対する非人間化尺度

(Bastian, Denson,& Haslam, 2013)に回答した。 

結果 

HADを用いて分析を行った。まずMITの 10項目

について因子分析を行ったところ、先行研究と一致

して 2 因子(象徴化と内在化)が確認されたが、うち

1 項目「読む本や雑誌の種類から、私がこれらの特

徴を持っているとわかるだろう)の因子負荷量が.5

以下となったため分析から除外した。各因子の信頼

性係数は内在化はα=.80、象徴化はα=.75 であった。 

Figure.1 内在化 2 水準、象徴化 2水準、時間制限 2

水準において 3 要因分散分析の結果 

MIT の 2 つ下位因子(内在化・象徴化)得点の中央

値でそれぞれ高低 2 群に分割した(中央値は高群に

含めた)。MIT 内在化(高・低)、MIT 象徴化(高・低)

そして時間制限(2 水準被験者間:直感・熟考)を独立

変数とし、非人間化の方向性(機械的・動物的)それ

ぞれを従属変数とした 3 要因混合分散分析を行った

(Fig. 1)。その結果、まず機械的非人間化得点では、

象徴化の主効果のみが有意であった(F = 5.48, p = .02, 

η2 = .02)。次に動物的非人間化を従属変数として分

析した結果、二次交互作用（回答時間×象徴化×内

在化）が有意傾向 (F = 3.12, p = .08, η2 = .01)、また

回答時間×象徴化の一次交互作用が有意であった(F 

= 7.37, p = .01, η2 = .03)。下位検定の結果、直感条

件の象徴化高低群において単純主効果が有意であっ

た(p = .02, .03<, >.01)。 

考察 

象徴化の道徳的アイデンティティが高い人は、直

感的判断（40 秒条件）時に非人間化効果（動物的）

を抑制した。道徳行動を重視する人は（象徴化が高

い）、直観的に判断しなければならない場面でも、

偏見や攻撃性を抑制することが可能なの。 

引用文献 

Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: A social 

intuitionist approach to moral judgment. Psychological Review, 

108(4), 814-834. 

河村 悠太・石黒 翔・西端 和志・星野 春香・山下 環奈・渡邊 

智也・楠見 孝 (2017). 日本語版道徳アイデンティティ尺度作

成と妥当性の検討 日本心理学会大会発表論文集, 81, 2A-007. 



裁判員に対する意思決定支援

○浦東聡介，磯田明朗, 吉川厚

立教大学 大学院 人工知能科学研究科 
裁判員裁判，争点整理，階層分析法（AHP; Analytic Hierarchy Process） 

はじめに 

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。 

本研究は、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（以下「事実認定等」という。）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。 

本システムの利用が、感覚的に導かれる判

断に対して裁判員が論理的な思考を巡らし、

少なくとも自身が下した判断に対する“後

悔”の念が減じることに貢献できればと考え

る。 

支援の枠組み 

裁判員裁判では、複数の裁判員が評議の上、

評決する。しかしながら、専門家ではない裁

判員が自身の思考を論理的に開示することは

困難であり、相互理解のための可視化が必要

になる。そのため、裁判員個人毎に、各争点

に対する判断のプロセスを数値化して客観視

することで、裁判員の量刑判断議論の前提・

基盤となる論点を明確化しつつ、裁判員の思

考の情動面と論理面の両面から意思決定を支

援する。このことで、裁判員同士がお互いの

意見を議論し、議論の過程で本システムを繰

り返し使用し、議論の帰着点を探っていくプ

ロセスを想定している。

2 つの支援ツール 

ツール 1 は、争点に関連する法令の構成要

件を紐づけつつ、証拠及び証言などをカード

化し、それぞれ関連する争点に振り分け、裁

判員に対し論点の明確化を支援する。 

ツール 2 は、AHP による判断基準の重み設

定と判断基準ごとの要素一対比較により、裁

判員が判断に至るプロセスを数値的に可視化

し、市民における「法解釈」のハードル、市

民感覚の事実認定等における「論点の明確

化」、市民の「情動的な判断」を支援する。 

支援システムツールの意義 

本システムを利用した模擬裁判では、シス

テム利用者へのアンケートから「論理的な思

考の組み立て」及び「自己の考えを論理的に

解説すること」に寄与することを確認した。

本システムの利用により、限られた情報と時

間の中で一定の判断を下す場合、論点を明確

にした議論が可能となることが期待される。 



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－

山本 聡

神奈川工科大学 教職教育センター

キーワード：迷信と近代化、法と科学、法感情と法判断、

1. 妖怪学と法学/法と科学のすれ違い

西洋法学を模倣した日本の法制度では、法

は理性の象徴で、心情や感情を法判断から排

除する伝統がある。井上円了も「迷信」を排

除することが近代国家成立に有用であり、人

びとの心から昔の愚民文化＝「妖怪」を捨て

去ることを説いた。科学的・客観的と言いな

がら重要な何か（人間性・心情）を忘れてい

ないだろうか。

３年前の応用心理学会の公開シンポ「妖怪

と心理学-私たちが得たもの失ったもの-」が

今回の発想の契機。JST の RISTEC プロジェク

トでは、科学裁判において、真実を求める科

学者と紛争を解決したい法律家が対立し科学

が歪められ、法判断が妨げられる場合がある

と言う。法絶対視への反動がいま「法の世俗

化」につながっている。

2．法の世俗化と感情の混在の意味

法の世俗化の兆候は従来から見られる。判

決文の感情表記は被害者(遺族）への配慮であ

り、被告人への庶民の処罰感情と道義的責任

へのカタルシスの意味があった。この２０年

ほどの法の動きはさらに興味深い。被害者

（遺族）の意見陳述制度、裁判員裁判の有罪

率の低減、相次ぐ控訴時効の廃止、親告罪見

直し、厳罰化には心情を汲む傾向が見られる。

検察審査会の強制起訴制度の導入も司法の権

威性に対する「庶民の鉄槌」との見方もある。

被害者は証拠物としての被害事実だけでな

く、生きてきた証（写真やビデオ）を示す場

が法廷でも可能となった。Kelly v. California 事

件が契機となり、裁判員制度導入と重なって

被害者側の情報が重視されるようになった。

3．山室恵裁判長の説諭と東名高速事故の裁判

三軒茶屋事件裁判で少年は、反省しながら

も被害者が先に絡んできた結果の過剰防衛だ

と主張。実刑を言い渡した山室裁判長は、反

省の色が見られない少年に、「唐突だが、さ

だまさしの『償い』という歌を聴いたことが

あるだろうか？」と切り出し、「この歌の、

せめて歌詞だけでも読めばなぜ君らの反省の

弁が人の心を打たないか分かるだろう」と心

に訴えた。東名高速事故の民事裁判では、賠

償金２億円余りのうち損失利益については被

害者の娘の１９歳になる年から命日ごとの支

払いという原告の求めが認められた。

4．漱石『夢十夜』第三夜のモチーフ「こんな

晩」の法的機能

感情は法と常識の起源と考えれば、排除し

ても必ずどこかに澱んで残る。法知識による

法判断のみが正しいという幻想は、判断を歪

め裁判の信頼性を低減させてしまう。科学の

世にさえ消滅しない妖怪学、「妖怪は国民、

国の比喩である」というフォスターの言葉に

法感情も通底する。追放しても人の心の中に

妖怪が再び住み着くように、社会に生きる市

民の人間性を削ぎ落すことはできない。感情

は法により保護すべき人の弱さや利益とは何

かを理解する手掛かりとなるからである。



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 

板山 昂 

関西国際大学心理学部 

キーワード :社会関係資本，組織風土，出所者支援，前科者雇用，社会的包摂

目 的 

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，前科者の雇用に肯定的

な組織とそうでない組織の特徴を検討する。 

社会関係資本（Social Capital：以下 SC）とは，

「人々の協調行動を活発にすることによって社会

の効率性を高めることのできる，信頼，（互酬性）

規範，ネットワークといった社会組織の特徴」と

され（Putnam, 2000），組織における社会関係資本

は前科者との協調行動を促進することが考えられ

る。また，組織風土とは「共有された心理的意義」

と定義され，職場環境の個々の認識の集合体から

生まれた全体的な認知とされている（James, 1982; 

Schneider, 1981）。組織風土といった組織の成員に

よって知覚されている組織の特性も前科者雇用に

対する態度に影響する可能性がある。 

方 法 

調査参加者 リサーチ会社を介して20歳～59歳ま

での企業に勤める男女1048名から回答を得た。そ

のうち従業員数や同僚数をわからないと回答した

者，トラップ質問に不適切な回答を行った者など

を除いた503名（男性261名，女性242名；平均年齢

40.561歳，SD=10.63）を分析対象とした。 

調査内容 ①年齢，②性別，③所属企業の従業員

数，④所属部署・店舗の同僚数，⑤日本版職場ソ

ーシャル・キャピタル尺度5項目(江口, 2018)，⑥

組織風土尺度12項目(福井他, 2004)，⑦小澤・菊

池(2008)が作成した「精神障害者雇用の態度尺度

評価・改訂版」の「精神障害のある人」の文言を

「前科のある人」に変更して作成した前科者雇用

に対する態度尺度10項目について回答を求めた。 

結果と考察 

まず，前科者雇用に対する態度尺度 10 項目に対

し，最尤法による因子分析を行った結果，固有値

の減衰状況（7.896, 0.651, 0.328…）から 1 因子が

妥当と判断された。そこで，再度因子数を 1 因子

に固定した因子分析を実施し，因子負荷量が.400

未満の項目を除外して分析を繰り返した結果，

Table 1 に示す「前科者雇用に対する肯定的態度」

の 1 因子が抽出された。 

 次に，職場 SC，組織風土，年齢，性別，従業員

数，職場の同僚数を説明変数，前科者雇用に対す

る肯定的態度を被説明変数とする重回帰分析を実

施した。その結果，職場 SC(β=.221, p<.01)および

年齢(β=.103, p<.05)の効果が有意であった。 

 分析結果から，SC が高い職場や年齢層が高い職

場では，前科者の雇用に対して比較的肯定的であ

る可能性が考えられた。 

※本研究は科研費（若手研究 20K13789）の助成を

受けた。

項目 F1

F1：前科者雇用に対する肯定的態度

試用期間であれば，前科のある人を雇用してもかまわない .909

募集する職種に関連した実績があれば．前科のある人を雇用してもかまわない .907

まじめそうな人であれば，前科のある人を雇用してもかまわない .900

従業員数に欠員があれば，前科のある人を雇ってもかまわない .898

その仕事ができる人であれば，前科の有無に関係なく雇用したい .883

能力的に問題がなければ，前科のある人を雇用してもかまわない .874

刑務所からの紹介なら．前科のある人との採用面接をしてもかまわない .870

ハローワークからの紹介なら，前科のある人との採用面接をしてもかまわない .850

α係数 .967

Table 1  前科者雇用に対する態度尺度因子分析結果（最尤法）

変数名

職場SC .222 ** .220 **

組織風土：伝統性 .045 .058

組織風土：組織環境性 .174 .011

年齢 .092 * .105 *

性別 -.024 -.020

従業員数 -.017 -.070

職場の同僚数 .036 .043

R
2 .066 **

r β

Table 2　前科者雇用に対する肯定的態度と各変数の関連

**
p  < .01, 

*
 p  < .05, 

+
 p  < .10

mukai
スタンプ



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

○廣田貴也 1・若林宏輔 2

（1立命館大学大学院 人間科学研究科・2立命館大学 総合心理学部） 

キーワード：司法取引・他者負罪型・意思決定

目的 

2018 年より日本版司法取引とも称される「証

拠収集等への協力および訴追に関する合意制

度」が導入された。当制度は他者負罪型である

という特徴があり、適用事例も僅かであること

から検討の余地が多くある。司法取引における

意思決定では，多くの研究で実際に罪を犯した

か否かという罪状況（ e.g., Edkins & Dervan, 

2018）による影響が示されている。また近年の

研究では，懲役刑の減刑か懲役刑から社会奉仕

活動への変更かという取引による恩恵の違いが

司法取引の意思決定に影響を与える可能性も示

唆されている（Helm, 2021）。そこで，本研究

では他者負罪型である日本版司法取引にて得ら

れる恩恵の質の違いに焦点を当て，それらが取

引の意思決定に与える影響について検討した。 

仮説 得られる恩恵が不起訴や執行猶予であ

る場合、年数の低減に比べ取引をより受諾する。 

方法 

研究参加者 クラウドソーシング会社に登録

している 240名が参加した（M = 41.1, SD = 10.4, 

男性 128 名,女性 111 名,その他 1 名）。操作チェ

ックの質問に正解した 213 名を分析対象とした。 

独立変数 シナリオにて a）罪状況（有罪・

無罪），b）取引における恩恵の質（懲役年数 2

年の減刑・執行猶予 5 年の付与・不起訴への変

更）を操作した。取引を拒否した際の裁判で求

刑される刑は懲役 3年という設定であった。 

従属変数 取引への受諾・拒否判断を求めた。 

シナリオ内容 自分と上司が会社にて不正会

計を行ない，得た資金を横領したとの容疑がか

けられる財政犯罪シナリオを用いた。 

結果 

各群における取引を受諾した割合を算出した

（Figure 1）。罪状況と恩恵の種類，取引判断の

組み合わせに対し，階層的対数線型モデルによ

る分析を行った。結果，罪状況と取引判断の関

連のみ示された（χ2(1) = 139.99, p < .001）。続い

て，罪状況と取引判断の関連を明らかにするた

め，χ2検定および残差分析を行った結果，有罪

状況が取引の受諾を強く導くことが示された

（χ2(1) = 122.41, p < .001）。 

Figure 1 各条件における取引の受諾割合（％） 

考察 

 本研究の結果，有罪状況の場合に司法取引を

受諾する傾向が明らかになった一方，取引にお

ける恩恵の種類による司法取引判断への影響は

示されなかった。このことから，取引の詳細な

内容に関わらず，取引で恩恵を得られるという

事実自体が有罪状況の人物に取引による情報提

供を促す効果を有している可能性が考えられる。 

 本研究は JSPS 科研費 JP22H00793 の助成を受

けて行われた。 



司法面接研究の動向 

 
武田悠衣 1・中田友貴 2・藤本和希 3・若林宏輔 4・仲真紀子 5 

(立命館大学大学院人間科学研究科 1, 3・立命館大学立命館グローバルイノベーション研究機構 2 

・立命館大学総合心理学部 4・理化学研究所 5) 

キーワード：司法面接，公認心理師，いじめ調査，ヒアリング 

 

背景 

司法面接は，その名の通り司法(福祉)領域で使

用され，普及してきた。しかし，1)原則 1 回のみ

の聴取で被面接者の心理的負担を最小限にする，

2)手続きが構造化されているため面接官が実施し

やすい，という司法面接の利点は事実確認を要

する他領域へと応用可能であると考えられる。

実際に，教育領域のいじめ調査や事実確認を要

するその他場面で司法面接的技法が使用されて

いる(文部科学省, 2022；大川小学校事故検証委員

会, 2013)。よって本研究では，近年発表された司

法面接研究に関する文献を収集し，他領域への

展開可能性を検討することを目的とした。 

方法 

文献の抽出 2017 年以降に発表された検索可能

な司法面接に関する日本語の論文，研究報告の

文献検索を行った。データベースは Google 

scholar を使用し，検索に使用したキーワードは

司法面接を用いた。その結果，重複を含む 177 件

の文献が抽出された。本文を確認し，学会報告

の抄録や書評，博論，本文の一部しか司法面接

が記載されていない等の文献は分析から除外し

た。また，WS やシンポジウムの記録に関する論

文や，報告者の所属大学に所蔵されている 2017

年以降の司法面接に関する論文も加えた，合計

93 件を分析対象とした。 

分析 対象文献を精読し，著者，文献名，研究

目的，雑誌名を把握した。対象文献を心理学，

または法学の観点から分類し，概要を整理した。 

結果 

収集した論文について内容を(A)実験研究論文，

(B)レビュー論文，(C)学会報告論文，(D)法学系

論文の 4 つに分類した。その結果，(A1)捜査員対

象の面接訓練・研修効果・捜査面接の研究，(A2)

虐待やいじめに関する教職員対象の研修効果， 

(A3)司法面接の実情や海外での取り組み， (B1)

初期聴取及びサポーターの重要性，(B2)非開示に

対する適切でサポーティブな面接の有効性，(B3)

情報共有をはじめとする多機関連携の重要性，

(C1) 司法と福祉の観点による司法面接の現状，

(C2) 心身ケアや外国人を対象とした司法面接の

展開，(D1)国外における利用実態と法的扱いの紹

介，(D2)証拠利用されるための聴取者の問題，

(D3)公判における証拠利用と承認尋問権，につい

て検討されていた。 

考察 

国内における司法面接研究は司法・福祉領域

を基盤とした実証的研究や実務介入がなされて

きた。一方で，直接的に司法面接の内容を含ま

ないが，子どもに対するスクールセクハラや性

教育プログラムについて触れている論文もあり，

展望として司法面接的技法が新たな領域で使用

されうる可能性について論じられていた。 

引用文献 

文部科学省(2022). 児童生徒性暴力等の防止等に

関する理解を深めるための動画の活用について 

大川小学校事故検証委員会(2013). 大川小学校事

故検証委員会関係資料 : 第 1 回検証委員会 



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？

〇綿村英一郎１ 井奥智大１ 

大阪大学大学院 人間科学研究科 

マーシャル仮説，死刑，冤罪率

序論 

本研究では，マーシャル第 2 仮説「死刑に

関する情報への暴露によって国民は死刑を支

持しなくなる」を実験的に検証した。先行研

究では，情報を提示した条件の参加者と統制

条件の参加者の態度を比較する実験により，

死刑支持を抑制する情報の存在を明らかにし

てきた（ e.g., Bohm et al., 1991; Lambert & 

Clarke, 2001）。本研究の追試元となる Wu

（2021）の実験では，殺人事件の冤罪率が 4

水準で操作された。その結果，高い冤罪率を

提示された条件の支持が特に低いことが示さ

れた。この結果は，冤罪率が「正義を貫くコ

スト」として許容できなくなるレベルで支持

を抑制することを示唆しているが，その実験

方法には何点か改良の余地があった。 

方法 

参加者 18 歳以上の日本人男女。除外基準を

クリアした 815 人（うち女性 331 人，Mage =

50.8, SD = 14.9）が分析対象となった。 

実験計画 独立変数は 2 つあった。1 つは冤罪

率で Wu（2021）と同じ 4 水準があった（なし，

0.027，1，4.1％）。もう 1 つは，罰の応報的

性格から見たときの冤罪がもたらす損失で，

「冤罪により同数の真犯人が逃げている」と

いう 1 文の有無であった。これらの組み合わ

せで 4×2の 8 条件が参加者間で設定された。 

手続き インフォームドコンセントを提出し

た参加者は 8 条件いずれかの情報を提示され

（ず），死刑に対して「1：強く反対」～

「４：強く賛成」の 4 件法で回答した。その

後 6 つの共変量にも回答し，実験を終了した。 

結果 

特徴的な結果のみ取り上げると（１）全体

の 71.4％（582/815）が死刑を支持しており，

米国人を対象とした Wu（2021）の 53.6%をか

なり上回っていた。（２）Wu（2021）の再検

証を目的として行ったロジスティック回帰分

析の結果，損失に関する 1 文が与えられなか

った 4 条件では，冤罪率情報なし条件に比べ，

冤罪率が提示された 3 条件の死刑支持率は有

意に低かった（ps < .01）。（３）全 8 条件で

分散分析を行った結果，冤罪率の主効果のみ

が認められ（F(3,807) = .151, p < .001, partial ηp
2 

= .053），多重比較の結果，冤罪率ありの 3 条

件の支持率は情報なし条件に対してそれぞれ

有意に低かった（ps < .001, ds = .433-.629）。

（４）また，冤罪率が高くなると支持率が低

下するという一貫性も見られた。 

考察 

Wu（2021）を改良した本研究の結果，損失

の操作による死刑支持率への効果は確かめら

れなかった。しかし，冤罪率によって死刑支

持率が抑制され，冤罪率が高いほど支持率も

低下するという一貫性から，Wu（2021）の受

容性説が裏づけられたと考えられる。 

引用文献 
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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

〇向井智哉 1・綿村英一郎 2 

東京大学 1・大阪大学 2 

犯罪被害者，ネガティブな社会的反応，被害者非難，性犯罪，ジェンダー  

研究の目的と背景 

 性犯罪の被害者は，他の犯罪の被害者と比

べて，より強い非難にさらされやすいことが

指摘されてきた。しかし，これに対して実証

研究では，性犯罪被害者と非性犯罪（強盗等）

の被害者の間に非難の差は検出されないこと

が示されてきた。他方，Reich et al.（2021）

では，性犯罪の被害者は，窃盗の被害者と比

べてネガティブな社会的反応を経験しやすい

ことが示されている。この研究に基づけば，

（被害者非難に差は見られないとしても）ネ

ガティブな社会的反応においては性犯罪と非

性犯罪の間に差が見られる可能性が考えられ

る。本研究では，この可能性を検討した。 

方法 

調査参加者と手続き ウェブ調査を行い，

690 名の回答を分析対象とした。 

調査内容 強制性交，準強制性交，強盗，

昏睡強盗を描写する 4 つのシナリオを用意した。

これらのシナリオは，（1）罪質（性犯罪: 強

制性交・準強制性交; 非性犯罪: 強盗・昏睡強

盗）と（2）手段（暴行: 強制性交・強盗; 昏

睡: 準強制性交・昏睡強盗）の 2 つの軸で区別

された。 

ランダムに振り分けられたシナリオを読ん

だ回答者は，（1）被害者非難，（2）加害者

非難，（3）ネガティブな社会的反応尺度への

回答を求められた。（3）は，スティグマ，回

避，支配，被害者非難，自己中心的，侵襲の

下位因子が含まれた。 

結果と考察 

シナリオで操作された条件は（1）罪質と

（2）手段であったが，事後的な分析の結果，

（3）回答者の性別に強い効果が見られたため，

これも条件に含め，3 要因参加者間の分散分析

を行った。その結果示されたことは以下の 3 点

である。（1）罪質については，好奇因子のみ

に有意な差が見られたが，その方向性は，非

性犯罪の被害者の方が性犯罪の被害者よりも

侵襲的な反応を受けやすいというものであっ

た。この結果から，性犯罪の被害者は，他の

犯罪の被害者と比べて，より強い非難やネガ

ティブな社会的反応を受けやすいという主張

は支持されないことが示唆された。（2）手段

については，昏睡を用いた犯罪の方が，暴行

を用いた犯罪よりも，被害者非難が弱く，加

害者非難が強いことが示された。また，ステ

ィグマ，回避的な反応も強いことが示された。

（3）性別については，女性の方が男性よりも

被害者非難が強いと同時に，加害者非難も強

いことが示された。ネガティブな社会的反応

は概して男性よりも女性の得点の方が低かっ

た。 

引用文献 Reich, C. M., Pegel, G. A., & Johnson, 

A. B. (2021). Are survivors of sexual assault blamed 

more than victims of other crimes? Journal of 

Interpersonal Violence, Advanced online publication. 

doi: 10.1177/08862605211037423 



刑務所作業製品の購買に対する抵抗感の発生機序

○松尾 朗子 1・向井 智哉 2・田中 友理 3・唯 なおみ 1・熊谷 晋一郎 1

1東京大学先端科学技術研究センター・2東京大学・3多摩大学

キーワード：嫌悪，刑務所作業品，道徳基盤理論，moral foundations theory，穢れ

問題と目的 

商品を購入する際，品質よりも製作者が重

視されることは珍しくない。「犯罪者」が作

ったというだけで購入をためらうこともある。

この反応には，汚染されたという感覚（汚染

感）が関わっていると考えられる。汚染感は

魔術的伝染という枠組みで説明することがで

きる。ネガティブな性質を持つ感染源と接触

した人物・モノにその性質が乗り移り，さら

に，その人物・モノと接触した場合は同様の

ネガティブな性質が乗り移っていく。汚染感

は嫌悪感情と関連することが知られている。

嫌悪感情は清浄性を志向する道徳観と関連が

あることも示されているため，道徳観と汚染

感の関係における嫌悪の役割を明らかにする

必要がある。日本の文化的背景を鑑みると，

例えば刑務所作業製品は，犯罪者の罪という

「穢れ」が移ったものとして，購入に抵抗を

感じる商品と予想される。したがって，本研

究では道徳基盤理論に基づき，汚染感を引き

起こす感染源と想定した刑務所作業製品に対

する回避をもたらす心理的メカニズムを検討

した。各道徳基盤を重要視する程度を測定す

るために広く用いられてきた尺度に加えて，

清浄性と宗教性に関する日本人の素朴な価値

観を測定する穢れ忌避尺度も使用した。具体

的には，以下のモデルを検討した（Figure 1）。

方法 

参加者 Web 調査会社 Freeasy に登録するモニ

ター392名（男性 205名，Mage = 42.88，SDage =

12.36）のデータを分析対象とした。

刑務所作業製品に対する抵抗感 予備調査で抽出

された 3 つの製品（枕，湯呑，子ども用積み木）につ

いて回答を求めた。

嫌悪感受性 日本語版嫌悪尺度（岩佐他，2018）を

用いた。18 項目，5 件法，3 因子構造である（中核的

嫌悪，動物性嫌悪，汚染嫌悪）。 

道徳基盤 日本語版道徳基盤尺度（金井，2013）を

用いた。30項目に 6件法で回答を求めるものであり，

最終的に基盤ごとの得点が算出される。 

穢れ観 穢れ忌避尺度（Kitamura & Matsuo, 2021）を

用いた。27 項目，7 件法，4 因子構造である（精神清

浄，信心尊重，身体清浄，感染忌避）。 

結果 

刑務所作業製品に対する抵抗感には，嫌悪感受

性，中でも動物性嫌悪および汚染嫌悪が有意な効

果を及ぼすことが示された。また，信心尊重と感染忌

避は汚染嫌悪を強め，そのようにして強められた汚

染嫌悪が刑務所作業製品に対する抵抗感を増大さ

せることが示された。 

考察 

道徳観，嫌悪，回避反応という 3つの変数の

間の関係を明らかにした点で新規性があると

言える。嫌悪感受性のどのような側面が，穢

れが乗り移ったもの（感染源）への抵抗感を

もたらすかについて，下位因子のレベルで明

らかになったことは意義があると言える。本

研究は，清浄基盤に関する既存の理論的枠組

み（例えば，行動免疫理論）を拡張し，複数

の分野や理論に示唆を与えるものである。今

後，スティグマという観点からの差別・偏見

へのアプローチや，道徳基盤と洗浄行動（禊

ぎ・祓え）との関連も検討していく必要があ

る。 

引用文献 
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事件の発生時期は量刑判断に影響するのか 

－判例を用いた分析－

谷口友梨 

（滋賀県立大学人間文化学研究院） 

キーワード：量刑判断、事件の発生時期、解釈レベル理論、判決文

 解釈レベル理論によると、対象との間に知覚され

た心理的距離によって対象の表象方法が規定される 

(Trope & Liberman, 2010)。谷口・池上（2018）の研

究では、事件の発生時期が遠い過去よりも最近の方

が事件に対する心理的距離が近く知覚された。また、

事件に対する心理的距離が近いほど被告人が置かれ

た状況が考慮されやすく、同情が喚起され、量刑が

軽く判断される傾向が示された。彼女らは、架空の

事件を用いて、法律の知識のない大学生を対象に実

験的に検討を行っていた。これより、実際の裁判場

面においても同様の傾向がみられるか疑問が残る。 

そこで、本研究では、公開されている裁判の判決

文を用いて、事件の発生時期が量刑判断に影響を及

ぼしているかを検討することとした。 

方法 

分析対象 「LEX/DB インターネット」を用いて、

以下の条件に該当する判決文を収集した。検索語と

して「殺人被告事件 AND 裁判員」を用いた。公

訴時効期間が改正された平成22年4月27日～令和

3 年 8 月 10 日までに実施された刑事裁判（第一

審）を対象としたところ、486 件が抽出された。

486 件のうち、罪名が「殺人」のみであり死者数が

1 名、被告人は初犯で、求刑および判決が無期懲役

や死刑ではなく、かつ執行猶予が付されていないも

のに限定したところ 60 件が抽出されたため、これ

を分析対象とした。 

 分析方法 研究意図を知らない2名の大学生に各

判決文を読んでもらい、「犯罪の経緯・動機の記載

があるか」「量刑判断において経緯／動機は注目さ

れているか」「経緯／動機は減刑につながったか」

について判断を求めた。両者の一致率は、79％であ

り、両者の判断が不一致であったものについては、

話し合って結論を出してもらった。 

結果と考察 

事件の発生日から第一審の判決までの期間につい

て「1 年未満（33 件）」「1 年以上 2 年未満（19

件）」「2 年以上（8 件）」に分割した。全ての判

決文に犯罪の経緯・動機の記載があった。ただし、

事件の発生日から第一審の判決までの期間が長くな

るほど犯行動機が減刑につながる割合が低くなった 

(図 1)。加えて、量刑について一要因（期間：1 年

未満、1 年以上 2 年未満、2 年以上）の分散分析を

行ったところ、1 年未満よりも 2 年以上の方が量刑

が重かった (F (2, 53) = 4.53, p = .014, ηp2 = .14；表1)。 

 以上より、谷口・池上（2018）の研究と類似した

結果が得られ、実際の裁判場面においても事件の発

生時期が影響している可能性が示唆された。 
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図1 犯行動機が減刑につながった度合い 

1年未満
1年以上
2年未満

2年以上

量刑（年数） 8.0 10.4 13.3

表1　量刑判断の平均値
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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

○森井 花音 1・若林 宏輔 2

（1立命館大学大学院 人間科学研究科・2立命館大学 総合心理学部） 
キーワード：CPB・裁判官説示・自白の任意性

目的 
取調べ映像を巡っては、法心理学上では(a)取

調べの録音録画方法の問題、(b)自白の任意性評

価と裁判官説示の問題が指摘されている。(a)に
ついて、Lassiter ら(1986)は被疑者焦点の映像は

被疑者へ内的帰属しやすく、よって自白が任意

的であると知覚するカメラ・パースペクティ

ブ・バイアス(CPB)を指摘している。これまで、

一画面提示や日本の司法で使用される二画面提

示の取調べ映像において検討されてきたが、近

年の取調べ映像の証拠利用動向も取り入れた検

討を重ねるべきである。次に(b)に関して、今市

事件(2005 年)では取調べ映像が任意性判断を超え

裁判員の有罪心証に影響したとされる。本来こ

れは裁判官説示によって裁判員に同評価を区別

させるべきところであるが、裁判官説示には公

判前報道や被害者等意見陳述を排除する効果は

ないことも示されている(e.g.,若林・渕野・サト

ウ, 2014；伊東, 2019)。よって本研究は、取調べ

場面の提示方法、評価の際の課題を検討した。 
方法 

実験参加者 18 歳以上の 352 名(Mage=43 歳)が参

加し、12 条件いずれかに割り当てられた。 
独立変数 説示

(あり・なし)、提

示 (S・E・SU・

EU・A・R)。 
従属変数 自白

の任意性・信用

性、原因帰属、

有罪無罪判断。 
提示物内容 中田他(2018)で使用された、被告人

が検察官に聴取され最終的に自白する場面。 
実験手続き 起訴状および被告人、検察側、弁

護側の陳述、加えて説示あり条件では自白の任

意性評価は映像のみで判断する必要がある旨の

記述を読んでもらった。いずれかの提示物が与

えられ後に、質問紙に回答してもらった。 
結果 

自白の任意性・信用性 任意性は 2 つの尺度の平

均を用いて分析したが有意差はなかった(ps=n.s.)。
信用性は 4 つの尺度の平均を用いて分析した結果、

説示があると信用性評価は低くなった (F(1, 
340)=5.60, MSe=2.15, p= .02, ηp2= .02)。 
原因帰属 原因帰属は 3 つの尺度とそれぞれへの

内的、外的な帰属評価から原因帰属得点を算出

して分析した結果、R のほうが E よりも相対的に

被告人へ内的帰属した(F(5, 340)=2.27, MSe=27.18, 
p= .05, ηp2= .03)。 
有罪無罪判断 有罪無罪の二値判断は階層対数

線型分析を行ったところ、提示と有罪無罪判断

の交互作用が採択された。2 つの関連をみるため

にχ2検定を行った結果、SU は無罪判断を促すこ

とが示された(χ2=13.62, df=5, p= .02)。 
考察 

本結果から CPB は追認されなかったが、帰属

評価において、R は E と比較して内的帰属した。

これは調書が被告人に対して帰属させやすい効

果を持ち合わせていることが示唆される。また、

説示は任意性評価には効果がないが信用性評価

には影響を与える可能性が示された。有罪無罪

判断に関しては、SU の影響が示された。この結

果は、先行研究が示唆するものとは真逆の結果

といえる一方で、SU が視聴者に何らかの影響を

与えるとも推測される。被告人に焦点があたる

ことは、よくも悪くも被告人評価に影響を与え

ることとなるため、映像使用を巡っては引き続

き慎重になるべきであると示唆する。 
引用文献 

Lassiter, G. D., & Irvine, A. A. (1986). Videotaped confessions: The 
impact of camera point of view on judgments of coercion. Journal of 
Applied Social Psychology, 16, 268-276. 

中田友貴・若林宏輔・サトウタツヤ(2018). 取調べ録画動画の提

示方法が自白の任意性判断に及ぼす影響―日本独自の二画面

同時提示方式と撮影焦点の観点から― 法と心理, 18, 70-85. 

Figure 1 実験で使用した提示物 
左上 S、右上 E、左下 SU、右下

EU、A は音声のみ、R は文字起こ

しした調書 



司法 IT化におけるビデオリンク方式の証言が裁判員の判断に与える影響 

○水野亮太 1・渡邊悠希 2・森井花音 1・若林宏輔 3・藤田政博 4

（1立命館大学大学院・2立命館大学総合心理学部・3立命館大学・4関西大学） 

キーワード：司法の IT 化，ビデオリンク方式, 法廷証言

目 的 

 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は、法廷内で対面状況で
観察する証言とは評価が異なる可能性がある。
証言の映像を観察することについて検討した先行研

究に Landstörm・Granhag・Hartwig(2007)がある。彼ら
は子供の証言を法廷を模した環境で証人の証言を対面
で直接観察する場合と、ビデオ会議システムなどで映
像を介して観察する場合では証人の印象、証言の真偽
性の評価、証言内容への記憶のパフォーマンスに差が
あることを指摘している。 

日本ではビデオリンク方式の導入は進みつつある一
方で、映像を介した証言を観察することの心理学的影
響については検討されてない。そこで本研究では「司
法 IT 化｣導入に際し、対面での証言（以下 FTF 条件）
とビデオ会議システムを用いた証言（以下 VMC 条
件）の各証人尋問を比較し、その差異を検討する。 

方 法 

参加者 20 歳以上の男女 57 名（女性 32 名・男性 25

名、Mage= 32.6 歳, SD=15.6)であった。うち VMC 条件
は 29 名（女性 18 名・男性 11 名）で、FTF 条件は 28

名（女性 14 名、男性 14 名）であった。 

提示事件 法廷内で参加者に提示された事件の内容
は、実際に起きた強姦事件を元に作成した架空の強姦
致傷事件の公判場面であった。同事件では、被告人男
性が被害者女性 A に対し、被告宅にて強制わいせつを
したことが疑われるものであった。_ 

手続き 立命館大学内にある模擬法廷教室を利用して
実験を行った。参加者はまず実験内容の説明を受け、
事件概要を読んだ。その後、法廷教室で裁判員として
被害者証人への主尋問を観察した。このとき VMC 条
件では、証人は別室からビデオ会議システムを介して
証言を行い、参加者は目前のディスプレイで証言を観
察した。一方、FTF 条件では、被害者証人は、裁判員
席前の証言台から証言を行った。それ以外の検察官、
弁護人、裁判官、廷吏党は法廷教室内にいた。主尋問
が終了後、参加者は別室にて質問紙に回答した。 

質問紙  質問紙は 1）マニュピレーションチェッ
ク、2）印象評価、3）供述各内容の信用性判断、4）
供述全体の信用性判断、5）供述の任意性判断・原因
帰属、6）事実認定で構成され全 51 項目であった。

結 果 

印象評価 2 つの尺度（視覚的印象評価、証人への印
象評価）の α 係数が低かったため、各項目ごとに t 検

定による比較を行った。結果、視覚的印象評価の「1.

証言中、証人と目が合いましたか。」 (t(52)= 2.08, p 

<.05 ) （VMC＞FTF）の項目に、両群間で有意差がみ
られた。 

信用性評価 供述各内容の信用性 4 項目の回答を合算
し、その平均値を供述各内容の信用性得点として、
VMC・FTF 間の対応のない t 検定を行ったところ、有
意差が見られた（t(55)=2.24, p = .029, Cohen’s d = 1.03

（VMC＞FTF））。 

 次に、供述全体の信用性全 8 項目の回答を合算し、
その平均値を供述全体の信用性得点とし、VMC・FTF

間で対応のない t 検定を行ったところ有意差が見られ
た（t(55)=2.21, p = .031, Cohen’s d = 0.77（VMC＞
FTF））。 

任意性評価 供述の任意性判断について実験条件（2

水準）と供述の任意性判断（2 水準） について２要因
混合計分散分析を行った。任意性判断の主効果が有意
であった（F（１,56）=5.01 , p <.05, partial η2 =.008, 

FTF>VMC）。また、実験条件と供述の任意性判断の交
互作用は有意傾向であった（F（3,56）=3.72 , p <.10, 

partial η2 =0.06）。下位検定を行ったところ、強制性
の評価において実験条件間（F（１,56）=5.26 , p <.05, 

FTF>VMC）、FTF 条件における任意性判断（F

（１,56）=8.68 , p <.01, 強制性>自発性）にそれぞれ有
意差が見られた。 

考 察 

 VMC 条件は、印象評価、信用性判断、証言の任意
性評価が一貫して肯定的に評価された。特に VMC 条
件で、FTF 条件よりも視覚的印象評価の「証言中、証
人と目が合いましたか。」の項目が有意に高く評価さ
れたが、VMC 条件で視線が合うと感じることは錯覚
であり、ディスプレイ越しに証人の顔を観察すること
が証人の印象評価に影響を与えていることが示され
た。Vrij(1996)によると欺瞞の手がかりとして視線の回
避は良く用いられる。VMC 条件と FTF 条件のおける
信用性や任意性の評価の差は各条件における視線の感
じ方の差である可能性が示唆された。 

引用文献 

Landström, S., Granhag, P.A., & Hartwig, M. (2007). Children’s live and videotaped 

testimonies: How presentation mode affects observers’ perception, assessment and 

memory. Legal and Criminological Psychology, 12, 333–347. 

1 2 3 4 5 6 7 計

M 2.55 1.41 5.31 4.79 4.48 1.48 1.48 3.07

SD 1.81 0.72 1.26 1.94 1.81 0.90 0.90 0.60

M 1.64 1.29 4.61 5.25 4.07 1.39 1.18 2.78

SD 1.42 0.70 1.61 1.33 1.83 0.67 0.47 0.58

Table1　証人の印象評価

VMC

FTF

供述各内容の信用性判断 供述全体の信用性判断

M 3.75 3.63

SD 1.09 0.78

M 3.13 3.17

SD 0.94 0.73

Table2　証人の信用性判断

VMC

FTF



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 

 

◯藤本 和希 

立命館大学大学院人間科学研究科 

キーワード：司法面接・真実性・情報量 

 

目 的 

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

法的な判断での使用を見据え，被面接者への暗示・

誘導を避け，自由報告を中心とした情報の聞き取り

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． 

方 法 

参加者 18 歳以上の大学生 22 名（男性 7 名，女

性 15 名，Mage = 20.68, SD =1.46）であった．12 名が

真実群，10 名が作話群に無作為に割り当てられた． 

手続き 一度の実験につき，参加者 1 名，教示を

行う実験者 1 名，司法面接を行う面接者 1 名で構成

された．手続きとして，まず参加者に対し面接で報

告する事件概要について教示を行った．その後，真

実群の参加者には 1 分ほどの映像刺激を視聴させ，

映像の内容を正確に報告するよう教示した．作話群

の参加者には映像刺激を視聴させず，教示された事

件概要を書面で提示し，それをもとに事件の詳細を

作話し，報告するよう教示した．その後，被面接者

がどちらの条件かを知らない別室の面接者が司法面

接を実施した．司法面接は国内で用いられている

NICHD プロトコルに基づき実施した． 

分析 分析にあたって，参加者の面接での報告内

容を書き起こし，「人物情報」「事物情報」「活動

情報」「場所状況情報」の 4 つの情報種類に分類し

た．それぞれ 1 つの単語を 1 つの情報数とし，参加

者が最初に言及した時点でカウントした．また，情

報種類を問わず参加者がどれほど多くの情報に言及

したかを測定するため，分類された情報数を全て足

し合わせ，参加者ごとに合計情報量を算出した． 

結 果 

証言内容（2 水準：真実群・作話群）×情報種類

（4 水準：人物・事物・活動・場所状況）を独立変

数とし，各情報量を従属変数とした二要因分散分析

を行った．分析の結果，証言内容の主効果はみられ

ず (F = .20, p = .66, η2 = .01 ) ，交互作用の効果は

みられなかった (F = .18, p = .88, η2 = .01 ) ．また，

証言内容を独立変数，合計情報量を従属変数とした

対応のない t 検定を行ったところ，有意差はみられ

なかった (t (20) = 0.44, p = .66) ． 

 

 Figure 1. 真実群・作話群における情報量 

（エラーバーは標準誤差を示す） 

 今回の面接では，NICHD プロトコルに基づき，

誘いかけ質問（例：「事件について，最初から最後

まで全部教えてください」）をはじめに行ってから

事件内容の詳細な聞き取りを行った．この誘いかけ

質問に対する参加者の発話情報量を分析するため，

該当部分の「合計情報量」について t 検定を行った

ところ，真実群の方が有意に多くの情報を話してい

た (t (20) = 2.17, p = .04) ． 

考 察 

 参加者の報告全体を通して，特に情報量について

真実群と作話群の供述に差異は見られなかった．こ

の結果は，今回の実験のように短い出来事について

報告する場合であれば，実際の目撃者と同等の情報

量を有する虚偽の供述を行うことができる可能性を

示しており，情報量の差が供述の真偽判断において

必ずしも有効な指標ではない可能性を示唆する．ま

た，今回の結果では，はじめに行った 誘いかけ質

問に対しては，真実群の方が有意に多くの情報を話

していた一方，報告全体では情報量に差は見られな

かった．このことから，その後の詳細な質問が，真

実の供述と比較して虚偽の供述をより多く引き出し

ている可能性がある． 



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

〇皿谷 陽子 1・平 伸二 2・仲 真紀子 3 

所属（1人間環境大学，2福山大学，3理化学研究所） 

キーワード（万引き防止研修，店員，店舗内防犯意識・防犯行動）

本研究では，協力警備会社の協力のもと，

店員の積極的声かけを促す万引き防止研修

（声かけ研修）を店舗内で実施し，店員が万

引き防止対策として声かけを行うことを促し

た。そして，研修受講有無により店員の店舗

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。 

方法 

回答者 A県内のスーパーマーケットの店員

291 名のうち未回答項目を除いた 162 名（2 名

年齢未回答。M＝46.45歳，SD＝13.55）。  

調査内容 (a)人口統計的変数（年齢，性別，

雇用形態など），(b)研修会受講有無，(c)店舗

内防犯意識尺度，(d)店舗内防犯対策行動，(e)

組織風土，(f)ホスピタリティ，(g)職務行動，

(h)職務満足感であった。

分析方法 R（x64 3.6.1）を用いて，調査内

容の(c)，(d)，(e)，(f)，(g)，(h)の平均評定値を

目的変数，(a)年齢，性別，雇用形態，(b)研修

会受講有無を説明変数とするロジスティック

回帰分析を行った。 

倫理的配慮 本研究は倫理審査委員会にお

いて承認を受けた（R元―2）。 

結果および考察 

ロジスティック回帰分析の結果，店舗内防

犯行動（オッズ比＝3.712, p=.002, 95 %信頼区

間 1.630－9.031）において，声かけ研修を受講

した店員の方の評定値が高かった（表 1，2）。

さらに，職務行動において，声かけ研修を受

講した店員の方の評定値が高いことが分かっ

た（オッズ比＝3.067, p=.004, 95 %信頼区間

1.438－6.806）。 

本研究の結果より，万引き防止研修を受講

した店員の方が店舗内防犯行動および通常の

職務行動をより実践していることから，店舗

内での防犯教育実施の有効性が示唆される。

ただし，店舗内防犯に対して意識が高い店員

が研修に参加した可能性もある。店舗での万

引き防止対策を行っていくためには，店舗内

での雰囲気づくりが重要となる。皿谷・大久

保（2021）は，上司（店長）の万引き防止に

対する積極的な姿勢により，他の店員の万引

き防止に対する動機づけが高まると指摘して

いる。今後は，店舗内防犯対策を効率よく導

入するために，店員の防犯行動や職務行動へ

の動機づけに関する検証を行う必要がある。 

引用文献  皿谷  陽子・大久保  智生

（2021）. 店員教育がホスピタリティと防犯意

識に及ぼす影響－店内での万引き防止の取り

組みについて－ 日本ホスピタリティ・マネ

ジメント学会誌，31，79‐88．他  

（本研究は科学研究費助成事業（若手研究 課

題番号：19K14464 ）の一部である。） 

項目
モデル係数
推定値

標準偏差 オッズ比
オッズ比

95%信頼区間

定数項 0.152 1.018 0.149 1.164 0.155-8.598

年齢 -0.022 0.015 -1.461 0.978 0.949-1.008

性別 -0.134 0.491 -0.272 0.875 0.337-2.349

研修会受講有無 0.434 0.383 1.131 1.543 0.728-3.298

雇用形態 -0.427 0.520 -0.821 0.652 0.230-1.804

項目
モデル係数
推定値

標準偏差 オッズ比
オッズ比

95%信頼区間

定数項 -2.451 1.150 -2.133 0.086 0.008-0.766

年齢 -0.005 0.017 -0.272 0.995 0.963-1.029

性別 -0.787 0.568 -1.384 0.455 0.146-1.389

研修会受講有無 1.311 0.433 3.029 ** 3.712 1.630-9.031

雇用形態 0.342 0.606 0.564 1.408 0.429-4.727

注）** p> .01

ワルド
統計量

表2　研修会受講有無を説明変数とするロジスティック回帰分析

(目的変数は店舗内防犯行動）

表1　研修会受講有無を説明変数とするロジスティック回帰分析

(目的変数は店舗内防犯意識）
ワルド
統計量



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？ 

──殺意に関する模擬評議過程の分析

○杉本菜月 1)・中田友貴 2)・サトウタツヤ 3) 

1)立命館大学大学院人間科学研究科，2)立命館大学 R-GIRO，3)立命館大学総合心理学部

裁判員裁判，評議，難解な法律概念，テキストマイニング 

背景と目的 

 裁判員裁判では，法律の知識の有無で裁判

官と裁判員は法律の専門性において非対称で

あるとされ、評議の合意形成にその非対称性

の影響が指摘されている(e.g., 森本，2007)。と

はいえ，裁判員は評議への本質的な参加のた

め難解とされる法律概念の理解が求められて

いる実情があり，そのための役割を担ってい

るのが評議中の法律に関する説示である。本

研究では，模擬裁判における殺意の認定に関

する評議(以下「殺意の評議」)で用いられやす

い語彙や中心となる議題をテキストマイニン

グにより分析し，裁判員の法律概念の理解の

実態を検討する。 

方法 

分析対象 森本らの研究(科研費・基盤研究(B) 

課題番号: 17KT0064)の一環として行われた、法

曹関係者の協力のもと，なるべく実際の裁判に

近いかたちで 2 日にわたって実施された模擬裁

判のスクリプトを用いた。本研究では，殺意の

認定に関する議論の部分のみを対象とした。評

議体は，実際の裁判員裁判と同様，裁判官 3 名，

裁判員 6 名，補充裁判員 2 名で構成された 1 評

議体を分析対象とした。 

分析方法 分析ツールは KH Coder を用いた。

頻出語は，個別に特徴的な使用傾向がある感

嘆詞や代名詞を除き，法律用語の強制抽出を

行った。差異が顕著な上位 60 語を抽出したの

ち，抽出語と発言者により対応分析を行った。

はじめに殺意の評議全体を分析し，その後，

議論の場面や性質により分類し，9 場面に切り

分けて分析を行った。 

結果と考察 

 殺意の評議全体をテキストマイニングによ

って分析した結果，総抽出語数は 29,667 語，

異なり語数は 1,818 語となった。三大頻出単語

は「思う」(145 語)，「殺意」(114 語)，「刺

す」(71 語)であった。このことから，犯行事実

の「被告人が被害者を刺した」ことと殺意に

ついて中心的に議論されていたことが読み取

れた。 

 また対応分析による布置図からは，裁判官

どうし，裁判員どうしが近い位置にあり，特

に裁判員にその傾向が顕著であった。裁判官

の周囲には法律用語や評議進行に関わる単語

が多く見られたことから，裁判官が評議にお

いて法律の説明責任や進行役割を担うことに

よる非対称性による結果であると考えられる。 

 そのため，殺意の有無についての総合的な

議論の場面を抽出し分析した。その結果，難

解な法律概念の「未必的殺意」が理解される

前後で裁判官と裁判員の距離が近くなり，中

心的な話題は法律概念から具体的な事情の検

討となっていることが示唆された。 

引用文献 

森本郁代 (2007). コミュニケーションの観点か

ら見た裁判員制度における評議 刑法雑誌, 

47,  153-164. 



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
○中田友貴 1・杉本菜月 2

1立命館大学立命館グローバル・イノベーション研究機構 2立命館大学大学院人間科学研究科 

目撃証言・VR・ヘッドマウントディスプレイ・映像評価 

1．背景 

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)の機器が安価となり，普及が拡大している．

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．そのため現実実験やシミュ

レート実験などの非常に大規模な実験が，HMD

を利用することによって，同様程度に実験的に

検討が可能となることが考えられる． 

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

象が異なるかを実験的に検討した． 

2．方法 

実験計画 映像提示(HMD 条件・ディスプレイ

条件)の 1 要因被験者間計画で大学生，大学院生

30 名に実施した．約 7 分の映像を全天球カメラ

で撮影を行い，刺激を提示する役者 1 名と通行

人 1 名の映像を作成した．実験では HMD 条件で

は Oculus Lift，ディスプレイ条件では 30inch デ

ィスプレイで提示し，映像内で提示される文字

を回答させた．その後，映像の印象評価や映像

に関する知覚，記憶について尋ねた．その後，

条件と異なる方法で同じ映像を提示し，印象の

差異について尋ねた． 

3．結果 

まず VR とディスプレイの文字の識別に関して

正当率に関して t 検定を行った結果，有意な差は

見られなかった(t(29) = -1.49, p = .161, d = -.5)． 

次に人物の身長推定について検討を行った．

その結果，通行人の身長，推定距離では有意な

差は見られなかったが，視点の高さは有意な差

が見られ(t(29) = 2.27, p = .03, d = .79)，実際の高

さに VR の条件が近い結果となった． 

また映像の臨場感の項目に関しては，VR 条件

がディスプレイ条件よりも，有意に高い結果と

なった(p.s > .05)．一方，透明感や明暗やきめ細

やかさなどの映像に関する感性評価に関しては，

VR 条件とディスプレイ条件で有意な差は見られ

なかった( n.s. )． 

4．考察 

 以上の結果から，記憶や識別に関しては提示

範囲が同じである場合，VR とディスプレイに有

意な差がなく，同等であり，臨場感や身長推定

などについては現実と同等の可能性が示唆され

た．ただし本研究のディスプレイ条件での提示

は VR 用に合わせており，一般的なビデオカメラ

と比較すると解像度は非常に低いものである．

また VR 用の機材の限界や動きのある映像の場合，

VR 酔いなどの懸念があり，今後さらなる検討を

行う必要がある． 

5．引用文献 

Wells, G. L., & Turtle, J. W. (1987). Eyewitness 

testimony research: Current knowledge and 

emergent controversies. Canadian Journal of 

Behavioural Science/Revue canadienne des 

sciences du comportement, 19(4), 363-388. 



加害者家族に対する社会的な認識の検討 

 
○石崎千景・松尾加代 

九州国際大学・大阪河﨑リハビリテーション大学 
加害者家族、非難、市民、世間、社会的認識 

 
加害者の家族は、事件とは無関係であって

も一般の市民から否定的に捉えられる場合が

ある。こうした加害者家族の捉え方は、必ず

しも個人の価値判断のみで生じるものではな

く、社会的な要因による影響を受けている可

能性がある。例えば、佐藤（2020）は、個人
が加害者家族に向ける非難は世間による加害

者家族の捉え方から強く影響を受けている可

能性を指摘している。 
加害者家族が非難される現象の解決に向け

た議論をするためには、加害者家族に対する

個人の捉え方のみならず、そこに影響を及ぼ

す可能性のある社会的な要因についても精査

する必要があるだろう。本研究では佐藤

（2020）を参考に、加害者家族の捉え方に影
響を及ぼし得る社会的な要因として、個人の

世間観（「加害者家族に対する世間の捉え方」

についての個人の認識）を仮定する。Web 調
査を行い、加害者家族に対する世間観と参加

者個人の捉え方についてそれぞれ検討した。

それらの結果を勘案し、加害者家族に対する

社会的な認識がどのようなものであるかにつ

いて考察を行った。 
 

方法 
刺激： 架空の事件概要 5 件（飲酒運転、強
盗、強姦、殺人、特殊詐欺。いずれも加害者

は 25歳とした）。 
参加者： 24歳から 56歳の男女 24人。 
手続き： Web 調査において、参加者に架空
の事件概要を 5 件提示し、世間が加害者家族
（父母）を非難するとしたら何と言って責め

ると思うかを尋ねた（「世間による非難」の

捉え方）。また、加害者家族が世間からバッ

シングを受けることについて、自分自身の考

えを述べるよう求めた（参加者個人の捉え

方）。 
 

結果と考察 
得られた回答について、「世間による非難」

の捉え方と、参加者個人の捉え方ごとに、類

似の回答をカテゴリ化した。その結果、参加

者らは、「世間は、加害者の親としての役割

や、被害者とその家族の心情に焦点を当てて、

加害者家族を非難するだろう」と捉えている

ことが示された（表 1）。一方、参加者個人の
捉え方としては、加害者家族の態度、加害者

への親としての接し方、加害者が成人してい

るかによって非難の許容性は異なるという認

識や、不当な非難であっても仕方ないという

認識が示された（表 2）。 
以上から、加害者家族に対する社会的な非

難は加害者とその家族との関係性を根拠とし

て生じていること、そして、ときに不当な非

難であっても許容されると捉えられる傾向に

あることが示唆された。 
 
表 1. 「世間による非難」の捉え方（世間観） 
・ 育て方に問題 

・ 家庭に問題があったのではないか 

・ 親が責任を取るべき 

・ 親は子供の様子を注視すべき 

・ 被害者や被害者家族の心情を考えるべき 

 
表 2. 参加者個人の捉え方 

・ 親は関係ない 

・ 家族のせいとは言い切れないが、心情的に非難は
仕方ない 

・ 家族も反省しないならば、非難は仕方ない 

・ 気づかなかったのなら、家族のせいではない 

・ 気づきながら放置したのなら、家族に嫌悪感 

・ 教育の責任について、実際の様子が分からなけれ
ば非難できない 

・ 成人であれば、家族は関係ない 

・ 責任の有無は事件の内容による 

・ 育て方に問題があったのであれば、非難は仕方な
い 

・ 育て方に問題がなければ、家族に責任はない 

・ バッシングはないが、同情などもない 

・ 非難されるのは仕方ない 

・ 不当ではあるが、当事者だったら非難したくなる 

・ 被害者に対する償いは家族総出で行うべき 

・ 被害者及び被害者家族による非難は仕方ない 



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 

 

○湯山祥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 

修復的司法，対話，精神的回復，改悛，特別予防 

 

1. 問題と目的 

 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。修復的司法におけ

る対話は，被害者に望ましい結果も望ましく

ない結果ももたらす。このように結果が異な

ることは，対話結果が刑事司法内での評価の

対象となる際，とりわけ量刑判断に関わる際

に問題となる。そこで，本研究は，修復的司

法における被害者・加害者間の対話により示

される被害者の満足／不満足の表明が，一般

市民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。 

2. 方法 

分析対象 ウェブ調査会社のモニター562 名

（女性 303 名，男性 259 名，平均年齢 55.22 歳，

SD =16.66）によるデータを分析対象とした。 

シナリオ 対話に対する被害者の満足／不

満足および犯罪（傷害罪）の重大性高／低を

操作した 4 種類のシナリオを用いた。 

質問項目 まず，シナリオの理解を問う 3 項

目（正誤），続いて犯罪の主観的重大性を問

う 1 項目，被害者の精神的回復および加害者の

改悛に対する認知を問う各 3 項目に回答を求め

た（7 件法）。さらに，特別予防の必要性を問

う 3 項目に回答を求め（5 件法），最後に，量

刑判断を 0 年から 15 年で回答するよう求めた。  

3. 結果と考察  

仮説モデル検討のため，構造方程式モデリ

ングを行った（Figure 1）。分析の結果，被害

者が不満足よりも満足を表明する場合，一般

市民は，被害者が精神的に回復していると捉

えることについては重大性の高低を問わずに

支持されたが，このような回復の認知が加害

者への罰を軽くするということについては重

大性の高低を問わずに支持されなかった。一

方で重大性の高低を問わず，加害者が悔悛し

ていると捉えることが，加害者に求める罰を

軽減することが示された。また，加害者が悔

悛していると捉えられることが加害者への罰

を軽減する上で，特別予防の必要性が果たす

効果はそれほど大きくないことが示唆された。 




