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実務家研修レポート



新学術領域研究「法と人間科学」では、毎年2回、実務家研修を開催しております。今年度は、4月と 8月
に実施し、カルト対策やDVなど社会的にも注目されているテーマに取り組んでいます。ここでは、コーディ
ネートされた先生方のレポートを中心に、参加された方の感想と研修に関連したイベントのレポートをご
紹介します。

社会問題へ積極的に取り組む
実務家研修

実務家研修

レポート

第 1回実務家研修「大学のカルト対策 〜被害者への具体的な援助と方策〜」

立命館大学・衣笠総合研究機構 専門研究員　安田 裕子

　2013 年度第 2 回の実務家研修を、上記のテーマで、8 月 6 日（火）の 10時から 16時まで立命
館大学朱雀キャンパスにて開催いたしました。保育士、児童福祉士、婦人相談員、臨床心理士、保健師、
警察官、弁護士など計37名の方にご参加いただき、講師、関係者・スタッフを合わせて総勢 51名
となりました。
　本研修は、暴力のある家庭で育った子どもへの理解を深め、問題行動を示す子どもたちの背景を
読み解く視点を得て、被害と加害の連続性を認識し、適切な支援にむすびつけるための実践的な知
識を修得いただくことを目的に実施しました。「DV 理解」「トラウマの影響と支援」「支援者のセルフケア」の 3 つの講
座を設定しました。
　まず、林久美子先生（DV 被害者一時保護施設 臨床心理士）から、DV の諸相と暴力を受けた子どもたちの発達段階
別の負の影響について、現場での実践をもとに具体的にお話いただきました。次に、西順子先生（女性ライフサイクル

研究所 臨床心理士）より、複雑性トラウマとしてのDV被害、ならびに「安
全・エンパワメント・つながりの回復」という支援の方向性をお話いただ
きました。最後に、小田裕子先生（女性ライフサイクル研究所 臨床心理士）
からは、支援者の二次受傷やスレレスと燃え尽きについて説明がなされた
うえで、セルフケアの重要性とレジリエンスに着目した支援についてお話
いただきました。
　今回の研修では、DV 被害を受けた子どもたちとその支援に関する知見
の獲得はもとより、支援者としての立ち位置をリフレクションする機会に
なったのではないかと思います。

　2013年 6月 22日（土）13：00～ 17：30まで、日比谷コンベンションホールにおいて日本脱カルト協会主催、
オウム真理教家族の会（旧オウム真理教被害者の会）、オウム真理教被害対策弁護団、「法と人間科学」が後援
した公開講座を開催しました。シンポジウムの進行･司会を研究領域代表者の櫻井義秀が担当しました。
　①プロローグとして「虚像の神様～麻原法廷漫画～」を放映した後、同番組を制作したジャーナリストの青
沼陽一郎氏の講演、②オウム事件に 1990 年当初から関わってきた弁護士の滝本太郎氏「現実感のなさと絶対
者」、③夫を地下鉄サリン事件でなくされ、以来オウム被害者の会で代表を務められてきた高橋シズヱ氏「地下
鉄サリン事件と私」、マインド･コントロール論によってカルト事件の加害者・被害者の心理を研究してきた西
田公昭氏（立正大学教授）「何人もの被告人と面接、心理鑑定をして」の講演の後、楠山泰道氏（日本脱カル
ト協会前代表理事）、小野毅弁護士（オウム真理教被害対策弁護団事務局長）、永岡英子氏（オウム真理教家族
の会）が指定討論を行い、最後の 1時間でフロアを交えた質疑応答を行いました。
　およそ 100 名余りのカルト問題に関心のある市民、メディア、弁護士、カウンセラー、大学教職員、家族
関係者が集まり、4 時間半の講演と質疑に聞き入りました。オウム事件は、警察、メディア、宗教研究者等の
カルト団体に対する認識不足と対応の不手際によって教団が増長･肥大化したために生じたものです。事件後
18 年を経て、被害者の肉体的･経済的･心理的回復や現教団への警察･公安による対応には今なお課題が山積し
ており、事件を風化させることなく、カルト問題に取り組み続けることが日本社会の課題であることを確認い
たしました。( 文責：北海道大学・櫻井 義秀 )

北海道大学　教授　櫻井 義秀
　2013 年 4 月 27 日（土）14：30～ 17：00、北海道大学の人文社会科学
教育研究棟において実務家研修を開催し、参加者は一般の方（北海道内や本
州の大学職員･教員・カウンセラー等）が 29 名、スタッフや研究領域の関係
者が 11名でした。
　新学術領域研究「法と人間科学」代表の仲真紀子教授の挨拶に続いて、研
究領域代表者の櫻井義秀が「大学のカルト対策」と題して、カルト概念と国
内外のカルト問題、キャンパス内勧誘の問題と対応、大学に求められている
学生への安全配慮義務や学生の信教の自由を守ることの意義（正体を隠した
勧誘に注意喚起する）を 1 時間ほど順に説明を行いました。次いで、全体を
2 グループとした分科会において、参加者の自己紹介、講義への感想や勤務
校で抱える問題の紹介を行ってもらい、最後に一堂に会してグループごとの報告をしてもらい、まとめを行いました。
　カルトによる勧誘は対面式（大学構内における直接的な声かけや友人･知人を介した勧誘）からSNS（フェイスブックなど）
を利用したものへと変化しており、大学の介入が難しくなってきています。そのために、学生にインターネットメディア
の利用法について事前の指導がいっそう必要になっています。また、就活セミナーの一部に自己啓発セミナーに類似した
プログラムを提供するものがあり、警戒が必要ではないかという意見も伺えました。
　大学間、異なる職種間での情報交換が有意義であったという評価を得ましたが、議論･相談を行う時間の確保など研修
の持ち方に工夫の余地があるのではないかと考えます。

参加者とのディスカッション中の櫻井教授

「法と人間科学」後援の関連イベントレポート
JSCPR 特別公開講座

「オウム集団・あの事件は何だったのか？−カルトメンバーと死刑−」

第２回実務家研修「DV にさらされた子どもへの支援」

受講者の感想

　DVを受けていることをどのように自覚させ、対処するのかの難しさを痛感し、一方、支援によって前
進しない状況でも、会い続ける人、心配している人がいるだけでも、被害者には立派な支援のスタンスで
あるという事に感銘を受けました。また、被害者がその状況について理解できずに発するという「わけが

分からなくなる」という言葉と、喧嘩と暴力の大きな感情の違いは「恐怖心」であるという事は、DVを受けているかど
うかを判断し得る事柄であることが、単純で複雑だと感じました。加害者の研究の推進も重要であり、誰もが被害者にも
加害者にもなり得て、さらに支援する側にもなりうることを考えると、DVの存在、保護施設の存在意義およびDVに対
する具体的な対策など、もっと身近に考える機会を設けることが必要です。専門家ではなくても、周囲の人によるDVへ
の認識と理解自体が、社会全体で両者を守るシステム作りの一歩だと考えます。

　研修では、家庭内暴力支援の具体的実践から得られた知見に基づき「子どもへのDV被害の背景には、
母親に対する暴力がある」という実態が指摘されました。よって、子どもそして母親を早急に暴力のある
環境から保護し、心理的そして様々な支援を行うことが、結果的に子どもを暴力から守ることになります。

当研修で説明された支援のあり方は実に現実的で実践的であると感じました。
　その一方で、男性として当研修に参加した立場から疑問に思ったことは、「加害者」として暴力の連鎖の根源とされて
いる父親や男性への支援の視点がほとんどなかった点です。加害者の更生や支援が今回の研修テーマではないことは理解
しつつも、修復的司法の視点から考えれば、この男性達もまた社会からの支援の対象に含まれるはずです。そして何より
も加害者としての男性を含めた「家族」への支援も、子どもを暴力から守る一つの社会的支援のあり方なのではないかと
思いました。

立命館大学・立命館グローバル・イノベーション研究機構
 『法心理・司法臨床 センター』 拠点研究員　

立命館大学・立命館グローバル・イノベーション研究機構
 『法心理・司法臨床 センター』 拠点研究員　

2013 年度 2013 年度

徳永 留美さん

若林 宏輔さん



北海道大学　教授　仲 真紀子

各班からのレポートドイツの法と心理学者、
Denis Köhler 先生を訪問して 1

　2013 年 7 月 10 日、デュッセルドルフ応用科学大学（Düsseldorf University of Applied 
Sciences）の法と心理学者、デニス・クーラー教授にお会いしました。クーラー先生にはあらか
じめ私たちの関心（ドイツの法と心理学、司法面接、法心理学者と実務家との交流）をお伝えし
ておき、まずはそういった話題について情報交換を行い、さらに様々な話題をめぐってお話を伺
いました。ここではそのいくつかを紹介したいと思います（本稿は手書きのメモから作成したの
で誤りがあったらお許しください）。訪問には、当時ドイツに滞在中であった北海道大学大学院の
元学術研究員、上宮愛さんと日本学術振興会研究員の田鍋佳子さんが同行しました。

Köhler（クーラー）先生について
　クーラー先生は法と心理学で有名なハイデルベルグ大学の出身です。大学卒業後、少年鑑別所で 5 年間心理学者として
勤務されたあと、キール大学のコーンケン教授のもとで学位を取得されました。その後ハイデルベルク大学で勤務され、
デュッセルドルフ大学には今年来られたばかりとのこと。法と心理学、臨床査定、リスクアセスメントなどの授業をもっ
ておられるそうです。
　主たるご専門はサイコパス（広義にはパーソナリティ障害）で、サイコパスの査定リストの作成に携わられました
（Stoll, E., Heinzen, H., Köhler, D., & Huchzermeier, C. (2011). Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality 
(CAPP): Validity and practicability of the German version. Frankfurt am Main, Germany: verlag für Polizeiwissenschaft.）。
サイコパスの査定というと Hare のサイコパスのリストが有名ですが、このリストは 20 項目と数が限られているため、時
間経過や介入による変化を測定しにくいのだそうです。特に、リストの 2 項目は子ども時代の問題や非行を扱っており、
時間的変化を査定することができないという問題があり、国際的な共同研究の一環として、英国のリスト（99 traits 
checklist）を翻訳されました。このリストを使って面接を行い、サイコパスかどうかの査定を行います。面接には 4～8
時間かかりますが、詳細な査定ができるとのことでした。

サイコパスへの面接（特に被疑者取調べ）で注意すべきことがあるとすれば何でしょう
　この問いについて、クーラー先生は、このように話されました。
サイコパスの特徴としては、人当たりはよいが浅薄であり、操作的で自己評価が過大、などがあります。そして、サイコ
パスのことを知らないと、周囲はその人物を「良い人」だと騙されてしまうことがあります。
　あるサイコパスの少年は、女性が鍵を開けようとしている時に後ろから迫り、振り向きざまに顔をめがけて銃を撃ちま
した（幸い女性は助かりました）。その後、この少年は別の人からクレジットカードを盗み、通報されて捕まりましたが、
通報者の家に行き報復のために暴力をはたらきました。しかし、捕まった後、ソーシャルワーカーや心理療法家はすっか
り騙されて、この少年を高く評価しました。模範的だということで、テレビ局が来て報道したこともありました。クーラー
先生はこの少年がサイコパスだと査定しましたが、少年はクーラー先生とは話をしたがらなかったそうです。
　面接においては、サイコパスの人は感じがよく、のらりくりと話はするものの、それ以上のことを話そうとしないとい
うことがよくあります。面接者が情報を少し出したり矛盾を指摘したりすると、その分だけ情報を出してくる。そしてい
つでも「どうして自分がそのような行為を犯したか」という理由を説明しようとする。しかし、こちらがもっているであ
ろうと（サイコパスの人が）考える情報以上は提供しようとしないのだそうです。
　例えば、人がナイフで刺された事件の面接では、サイコパスの人は「その人（被害者）がナイフの上に倒れてきたのだ」
などと言います。「その人は背中から刺されたんですよ」と矛盾を指摘すると、「ああ、忘れていたがそうだったかもしれない。
たまたま後ろに倒れてきたんだ」などといって話を合わせようとします。そこで「傷は 15箇所ありました」と追求すると、
また、そこの部分だけを認めるようなことを言ってきます。
　しかし、このようにして薄切りの情報を少しずつださせていくと（「サラミ戦略」）、サイコパスの人は自分の持ち分がだ
んだんと少なくなり、それをストレスに感じるとのこと。サイコパスの被疑者に対立し糾問的に追求しても拒否・否認に
逃げ込まれるだけなので、被疑者の「ゲーム」につきあい、敬意を示し（彼らは面子をつぶされるのを嫌がる）、「悪者」
とすることなく情報を得ていくのがよい、オープン質問が有効である、とのことでした。

サイコパスの人は虐待を受けた可能性が高いのでしょうか
　調査では、20％が何等かの虐待を受けたとされているが、自己申請する値は、客観的な指標とは一致しない。自己申請
のほうが「虐待があった」という報告は多い、とのことでした。

「模擬法廷に来て裁判を体験してみましょう」

新学術領域研究「法と人間科学」合宿（全体会）

「裁判員裁判と心理学—心理学的研究は何を語るのか？」

8月

3月

山崎班

伊東班

厳島班総括班

　3月2日（土）秋田グランドホテルにて、当領域の全体会として合宿を行った。合宿では、各研究班の研究活動報告
会と今後の領域の活動計画についての討議を実施した。参加者は、スタッフ 3名を含め、計 35名だった。
　この合宿は、領域の活動への若手の積極的な参加と領域メンバーおよびそれに関わる参加者全体の有機的交流を図
ることを目的とし、領域メンバーはもとより、それに関わる
研究員や大学院生など若手の参加を呼びかけた。討議は 6～
7 人を 1 グループとして、グループ内はなるべく多様な研究
班、年齢、性別で構成した。予想以上の活発な議論が交わされ、
懇親会での討議結果プレゼンテーションでは、発展的なアイ
ディアが紹介された。この討議がきっかけとなり、今年度は、
画期的な企画が続々と実現しつつある。次回もスタッフとし
てよりよい場の提供を支援したいと思う。
（文責：総括支援室・高橋 文代）

3月

　8月4 日（日）に、ひらめき☆ときめきサイエンス「模擬法廷に来て裁判を体験してみましょう」を実施した（主催：
立命館グローバル・イノベーション研究機構「法と心理学」研究拠点の創成）。本プログラムの目的は、法と心理学研
究の重要性について、中学生に理解してもらうことであり、当日は 18名の中学生が参加した。
　午前中、参加者は、元裁判官で現在弁護士としてご活躍の木谷明先生の講義「刑事裁判のしくみ」を受講し、刑事裁
判についての基本的な知識を学んだ。木谷先生は、黙秘権の必要性について「犯人でなかったとしても、事件のあった
時に奥さん以外の恋人と会っていたとしたら、本当のことを言うと大変なことになるでしょ」というように、中学生に
は難解だと思われる内容を丁寧に、わかりやすく説明された。
　午後には、大学院生らが演じる公判劇を観た後、グルー
プ別に評議に参加した。グループ代表による評議結果の報
告では、様々な視点から判決が検討されたことが示された。
法の専門家から驚嘆の声も聞かれた。
　参加者から高評価が得られたのは、本プログラムにご協
力いただいた弁護士と法学部教員の計 6 名の先生方のご尽
力、16 名のスタッフ（教員、研究員、院生、学部生）の努
力の賜物だと考える。( 文責：立命館大学・山崎 優子 )

公開シン
ポジウム

ひらめき★
ときめき
サイエンス

（全 2回）

参加メンバーの集合写真グループ討議の様子

　伊東班（裁判員の判断）では、3 月 17 日に慶應義塾大学三田キャンパスにおいて公開シンポジウム「裁判員裁判と
心理学：心理学的研究は何を語るのか」を開催した。まず、伊東班および佐伯班のメンバー（松尾加代、伊東裕司、佐伯昌彦、
綿村英一郎；報告順、敬称略）から、裁判員の情報処理の様式、感情、量刑相場の提示などが裁判員の事実認定、量刑
判断に及ぼす影響についての実験研究の成果の報告があった。つづいて、元判事で同志社大学大学院教授である杉田宗
久先生に、研究報告の内容にも触れながら「裁判員裁判に
おける手続二分論的運用について」というタイトルでご講
演をいただいた。さらに、杉田先生と成城大学の指宿信教
授から、法学、法実務の立場から報告に対するコメントを
いただき、フロアも交え討論を行った。多数の研究者、法
実務家、裁判員経験者、および一般市民の方などの参加を
得て、研究成果を発信し、さまざまな立場の方と意見交換
をするよい機会が持てた。（文責：慶應義塾大学・伊東 裕司）

... 次号へつづく



札幌法と心理研究会レポート イベントカレンダーとお知らせ
4月

5月

6月

7月

若手研究者による連携研究報告

各月の活動

５月２２日（水）北海道大学・人文社会総合棟（W101) にて開催

■ 題　目：「足利事件の取調べの分析」
　　　　　 関係論的自白―被告人 S氏と検察 官M氏による自白に見えるコミュニケーション―
■ 報告者：森　直久 先生（札幌学院大学）

６月１９日（水）北海道大学・人文社会総合棟（W101) にて開催

テーマ「通訳を介した事情聴取と裁判」

■ 報告者 1：白取 祐司 先生（北海道大学）
■ 内　容    ：通訳に関する法令と事例、その問題について総合的に論じた。
 
■ 報告者 2：胡　政飛さん（北海道大学文学研究科・修士課程）
■ 内　容    ：母語での供述と、外国語での供述の違いについて実験の報告を行った。

■ 報告者 3：仲　真紀子 先生（北海道大学）
■ 内　容    ：通訳を用いた裁判（プエルトリコの裁判）や通訳を介することの問題につ
　　　　　　いて、胡氏の報告を補うかたちで報告した。

７月２９日（月）北海道大学・人文社会総合棟（W101) にて開催

■ 題　目：「年少者の告訴能力につい て― 実体法と訴訟法の視点から―」
■ 報告者：城下 裕二 先生（北海道大 学）、緑　大輔 先生（北海 道大学）
■ 内　容：告訴当時１０歳１１か月の被害者について告訴能力を肯定した裁判例（名古
　　　　　 屋高金沢支判平成２４年７月３日・裁判所 ＨＰ・ＬＥＸ／ＤＢ 25444740)
　　　　　 を契機として、親告罪の意義・告訴能力の判断基準などについて、刑法・刑
　　　　　 事訴訟法の両面から検討した。

編集後記

　「目撃者の属性が裁判員に影響を与えた事例」と題する報告をさせていただいた。
　本報告では、裁判所において目撃者の供述・証言の信用性を判断する際に用いられている考
慮要素 ( 例えば、客観的事実との整合性 ) の検討方法が、目撃者の属性 ( 例えば、被告人との
人的関係 ) により影響を受けるか否かについて、裁判員裁判の判決書を素材に検討を行った。
　検討対象資料の数が十分ではない等の事情から報告の段階で大きな影響を受けると断定する
ことはできなかったが、心理学の見地から貴重な御指摘を多数いただき、課題を見つけること
ができた。今後は、裁判例の蓄積を待ちつつ、制度導入後の裁判員裁判以外の裁判との比較検
討を行いたいと考えている。（文責：北海道大学・法学研究科・博士後期課程　堀田 尚徳）

日本心理学会 第 77回大会 [ 札幌コンベンションセンター（札幌市） ]
第1回 目撃証言心理学専門家養成セミナー [ 北海道大学（札幌市） ]
札幌法と心理研究会 [ 北海道大学（札幌市） ]
Dr. Emma Roos af Hjelmsäter による講演 [ 札幌法と心理研究会内で実施 ]
日本犯罪心理学会 第 51回大会 [ 大阪教育大学・柏原キャンパス（柏原市） ]
日本犯罪社会学会 第 40回大会 [ 北海学園大学（札幌市） ]
法と心理学会第14回大会 [ 九州大学・箱崎キャンパス（福岡市） ]
「法と人間科学」総括班会議 [ 九州大学・箱崎キャンパス（福岡市） ]
第1回 東京法と心理研究会 [ 日本教育会館（東京都千代田区） ]
日本心理学会公開シンポジウム「裁判員制度を巡る心理学的諸問題」 [  同志社大学（京都市） ]
法と精神医療学会 第 29回大会 [ 立命館大学（京都市） ]

日本発達心理学会 第 25回大会 [ 京都大学・百周年記念館および吉田南キャンパス（京都市） ]
模擬裁判

9 月 19～21 日

9月 22～24 日

9月 24 日

9月 24 日

9月 28～29 日

10 月 5 ～ 6 日

10 月 12 ～ 13 日

10 月 12 日

11 月 9日

11 月 9日

12 月 7日

3月 21～23 日

3月

　本領域も今年度で早 3年目をむかえました。今年度前期には、4月と 8月に 2回の実務家研修を実
施いたしました。各企画者の報告にもあるように、大変多くの実務家・研究者の皆さまにご参加いた
だき、「法と人間科学」の裾野が広がってきたことを実感いたします。また、各研究班のイベントレポー
トにあるように、3年目をむかえた個別の研究活動もますます活発化しております。本領域では、今
年度「若手の支援」と「国際化」に力を入れております。札幌法と心理研究会では、3名の若手研究
者の発表が行われました。また、9月には海外の若手研究者の講演を予定しております。加えて、新
たな試みとして「目撃証言心理学専門家養成セミナー」を実施し、実務と基礎研究の架け橋となるよ
うな心理学研究者の育成にも取り組みます。次号では、これらの企画について報告させていただく予
定です。少しでも実りのある情報を皆さまのお手元にお届けできるように活動していきたいと考えて
おります。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。（総括支援室・佐々木） 北大・大野池（9月撮影）

2014

＊紫文字は「法と人間科学」主催のイベントです。

●東京法と心理研究会へのお誘い
　この度、東京圏において法と心理学分野の研鑽の場として、新
しく地域を基盤とする研究会を立ち上げることになりました。ご
承知のとおり、法と心理学会では地区（地域）を単位としたフォー
ラムとしては「札幌法と心理研究会」が活発に活動を続けておら
れますが、それに続いて、研究者の多い東京圏でも学会大会以外
に集う場を作ろうという機運が高まって来たことを受け、2013
年 11月にスタートすることとした次第です。
　この研究会を通して、法学、心理学あるいはそれ以外の分野の
研究者の方々が、東京圏で大学の壁を越えてインターカレッジな
雰囲気の中で法と心理に関わる研究活動を展開する機会になれば
幸いです。
　詳細、次回以降の研究会の通知をご希望の方は右の問い合わせ
先までご連絡ください。

　　呼びかけ人：
　　伊東 裕司（慶応義塾大学・心理学）、指宿 信（成城大学・法律学）

● 日時：2013年 11月 9日（土）
　　　　 13：00 ～17：00
● 場所：日本教育会館（東京都千代田区一ツ橋２-６-２）
　　　　 アクセス：　http://www.jec.or.jp/koutuu/　
[ 内容 ]
・研究会立ち上げ総会
・基調講演：
　石塚伸一（龍谷大学教授・法律学）
　「心理学者のための刑法原論～刑法理論と心理学の接点」
・個別報告
　　　　　　＊参加費、参加申し込み不要

第 1回 東京法と心理研究会

■問い合わせ先：
Office_Tokyo_Law-Psychology-owner@yahoogroups.jp

　私は第二報告者として、「裁判員の情報処理スタイル」と「裁判員への分析的な処理の動機
付け」が裁判員による証言の信用性判断に及ぼす影響を検討した心理学実験の結果を報告し、
その結果から示唆される目撃証人の属性が証言の信用性判断に及ぼす影響の生起機序について
も報告した。その後、この生起機序に関して法学と心理学の立場から多くの活発な議論が行わ
れた。法学の専門家の方からは、現実場面との関係性についてご指摘をいただき、私の研究に
新たな視点をもたらしていただいた。このように、本研究会における報告は、自身の研究を法
学と心理学の両方の視点で捉えなおす良い機会であったように思う。（文責：北海道大学・文
学研究科・博士後期課程　名畑 康之）

札幌法と心理学研究会では、領域内、領域間の交流・協力を深めるために、同じトピックに関する複
数の研究報告を応援しています。今回は「目撃者の属性が裁判員の法的判断に及ぼす影響」について、
法学分野の堀田尚徳さんと心理学分野の名畑康之さんが共同の事前準備の上、報告くださいました。
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