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第 2 回犯罪学合同大会の開催にあたって

準備委員会委員長
横　山　　實

　日本では、1928 年に日本犯罪学会が設立されましたが、第 2次大戦後には、犯罪学の分野の
違いに応じて、数個の学会が発足しています。私は、それを 2012 年発行のHandbook･of･Asian･
Criminology において紹介しています。学問の専門化に応じて、学会が分化することは、研究
を掘り下げるためには望ましいことです。しかし、それが極端になると、研究者は、犯罪学の
全体像を見通せなくなります。このような弊害を防ぐために、第 1回犯罪学合同大会が、1994
年に慶応大学で開催されました。その後しばらくの間、第 2回大会の開催については、犯罪学
の研究者の間では、話題に上がることがありませんでした。
　国際犯罪学会第 16 回世界大会が、2011 年 8 月に開催されることになりました。そこで、日
本犯罪関連学会連合会が結成され、その下で大会を準備して実施にこぎつけたのです。その後、
この連合会を母体にして、日本犯罪学会、日本犯罪社会学会、日本犯罪心理学会、日本社会病
理学会、日本司法福祉学会が日本犯罪関連学会ネットワークを形成しました。結成の直後に、
日本更生保護学会が加入しましたので、各学会の活動の情報交換を主な目的としたネットワー
クの活動は、6学会で行うことになりました。このネットワークは、2014 年 6 月に大阪商業大
学で開催されたアジア犯罪学会第 6回年次大会の開催に寄与しました。
　この二つの国際会議の経験をふまえて、2015 年 3 月の日本犯罪学関連学会ネットワーク第 4
回定例会議において、犯罪学合同大会の開催が話題となりました。そこで、2015 年度の幹事学
会の委員である私がイニシアチブをとって、準備を進めることになりました。準備で一番大変
なことは、2年後開催の会場の確保でした。それは、國學院大學の坂口吉一理事長の特別の配
慮で、國學院大學で会場を提供していただけることになりました。会場のめどがたちましたので、
2016 年 3 月のネットワーク定例会議で、加盟 5学会で合同大会を行うことが決まり、第 2回犯
罪学合同大会準備委員会が発足しました（日本更生保護学会は、2017 年の秋に第 3回世界保護
観察会議を開催するために、オブザーバ参加です）。
　体制が固まりましたので、準備が本格化しました。第 1日目は、合同シンポジウムを開催す
ることにして、石塚伸一副委員長から企画が提案されました。合同大会プログラム作成のため
に各参加学会から原稿を提出してもらいましたが、その取りまとめは、岡本吉生副委員長が行
いました。大会校における準備は、関哲夫副委員長を中心として行われました。合同大会の翌
日には、施設見学ツアーを企画しましたが、本庄武準備委員が中心となって行われました。合
同大会開催の準備に当たった方々には、お礼申し上げます。
　合同大会は、2日半の間、シンポジウム、テーマ・セッション、自由報告などで、多彩なプ
ログラムが組まれています。参加された方々には、新鮮な学問的刺激を受けるために、自分の
所属学会以外の学会の会場にも出向いて、聴講するだけでなく、積極的にディスカッションに
参加して頂ければと思っています。
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第２回犯罪学合同大会のご案内

　合同大会は、参加５学会が、國學院大學の渋谷キャンパスで年次大会を同時に開催するもの

です。第 1日目の 9月 1 日（金）は、公開シンポジウムを開きますが、大会参加のための受付

は設けません。参加学会所属の方は、資料を受け取って会場にお入りください。公開講座を聴

きに来た一般の方は、受付で資料代（千円）を支払ってから、会場にお入りください。

　第 2日目の 9月 2 日（土）には、参加学会は、それぞれのスケジュールに従って、各自の受

付を設けます。参加される皆様は、所属学会の受付に行き、それぞれの学会で参加手続きをし

てください（複数の学会に所属している方は、それぞれの学会の受付で参加手続きをして下さ

い）。

　9月 2 日（土）と 3日（日）に開く合同学会の受付は、大会校が運営します。そこでは、参

加所属学会がない方の受付を行います。日本更生保護学会にのみ所属している方と臨時会員の

受付を行います。日本更生保護学会にのみ所属している方は、受付で参加費 3千円をお支払い

ください。一般の方で、聴講を希望される方は、そこで臨時会員として参加費４千円をお支払

いください。

　なお、國學院大學の教員および学生が、合同大会受付や廊下などで待機して案内をしますので、

お困りの場合には、気軽に声をかけてください。

日本犯罪学会 日本犯罪社会学会 日本犯罪心理学会 日本社会病理学会 日本司法福祉学会

02 日
（土）

03 日
（日）

02 日
（土）

03 日
（日）

02 日
（土）

03 日
（日）

02 日
（土）

03 日
（日）

02 日
（土）

03 日
（日）

受付開始 09：00 ── 08：30 08：30 08：30 08：30 12：00 09：30 09：00 09：00

開会時刻 09：40 ── 09：00 09：00 09：30 09：30 13：00 10：00 09：30 09：30

終了時刻 17：35 ── 17：30 16：30 17：15 16：00 17：30 16：30 17：30 16：00

合同懇親会　2日目：18：00 〜 20：00　　　合同閉会式　3日目：16：45 〜 17：00
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〇各学会大会本部

　　　日本犯罪学会

　　　　大会事務局：１号館４階・１４０５教室（２日（土））

　　　日本犯罪社会学会　　　･

　　　　大会本部：１号館２階・１２０２教室（２日（土）・３日（日））

　　　日本犯罪心理学会　　　･

　　　　本部：２号館２階・２４０２教室（１日（金）午後〜３日（日））

　　　日本社会病理学会　　

　　　　大会本部：１号館４階・１４０６教室（２日（土）・３日（日））

　　　日本司法福祉学会　　　　

　　　　大会本部：１号館４階・１４０７教室（２日（土）・３日（日））

　　　犯罪学合同大会本部──１日（金）午後：２号館１階・２１０３教室

　　　　　　　　　　　　　　２日（土）〜３日（日）：１号館２階・１２０５教室

〇共用控室

　打ち合わせなどにご利用いただける共用の控室をご用意してあります。

　９月１日（金）１２：００〜１７：３０･ ･

　→２号館１階・２１０２教室

　９月２日（土）・３日（日）０８：３０〜１７：００

　→１号館３階・１３０７教室＋１３０８教室　

〇PC（パソコン）等について

　PC等については、各学会の指示に従ってください。

〇共用休憩室

　共有休憩室として、以下の教室を開放しています。飲食可能ですので、昼食時にお使い

ください。

　　　９月１日（金）１２：００〜１７：３０･ ２号館４階・２４０３教室

　　　９月２日（土）・３日（日）０８：３０〜１７：００･ １号館１階・１１０４教室

･ ２号館４階・２４０３教室

〇昼食について

　１日、２日は学内食堂３か所（３号館１F・２F、AMCカフェラウンジ）が営業しています。３日は

学内食堂１か所（３号館１F））が昼食時間帯にのみ営業しています。お弁当をご持参された方は、共用

休憩室をご使用ください。
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〇販売・展示室に関して

　以下教室で、大会関連書籍・ソフトの展示・販売を行っています。

　　　９月１日（金）･ １２：００〜１７：３０

　　　　２号館３階・２３０１教室　　北大路書房　　

　　　　２号館３階・２３０２教室　　金剛出版／現代人文社

　　　　２号館５階・２５０１教室　　青少年問題研究会／明石書店　

　　　９月２日（土）･ ０８：３０〜１７：００

　　　　１号館３階・１３０１教室　　北大路書房／金剛出版

　　　　１号館３階・１３０２教室　　生活書院／現代人文社／青少年問題研究会

　　　　１号館３階・１３０５教室　　成文堂／明石書店／小学館集英社プロダクション

　　　　２号館３階・２３０２教室　　SAS社

　　　９月３日（日）･ ０８：３０〜１７：００

　　　　１号館３階・１３０１教室　　北大路書房／金剛出版

　　　　１号館３階・１３０２教室　　生活書院／現代人文社

　　　　１号館３階・１３０５教室　　成文堂／明石書店／小学館集英社プロダクション

　　　　２号館３階・２３０２教室　　SAS社

〇クロークの使用に関して　

　９月１日（金）・２日（土）・３日（日）の期間、２号館２階・２４０１教室〔法廷教室〕

において、クロークがご使用いただけます。下記使用時間をご確認の上、お荷物をお預けください。

　　＜使用時間＞　９月１日（金）　　１２：００〜１７：３０

　　　　　　　　　９月２日（土）　　０８：３０〜１８：００

　　　　　　　　　９月３日（日）　　０８：３０〜１７：１５

〇合同懇親会について

　合同大会二日目の１８時より、合同懇親会を開催いたします。皆様ふるってご参加ください。

　◇日時　　　９月２日（土）　　１８：００〜２０：００（１７：３０より開場）

　◇場所　　　学術メディカルセンター（AMC）棟１階･･多目的ホール

　◇参加申込み・懇親会費　　事前申込み：￥２，０００／当日申込み：￥２，５００

　　・参加申込み　各学会の指示に従ってください。

　　・懇親会会費　懇親会会費の支払いについても、各学会の指示に従ってください。

　　・懇親会参加証（カード）　　各学会（受付）から受領してください。

　　＊非会員の方の参加申込みは、当日、「合同大会本部・受付」で受け付けます。

　◇入場受付

　　共同懇親会会場（AMC）棟１階･･多目的ホール入口に、共同懇親会の受付を設けます。

　　その受付に、「懇親会参加証」（カード）を提出して、ご入場ください。
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９月１日（金）の全体スケジュール

１日目

＊２号館のみ

９月１日（金）

午前 午後

日本犯罪学会 ── ──

日本犯罪社会学会 ── ──

日本犯罪心理学会 ── 日本犯罪心理学会本部〔2402 教室〕

常任理事会・理事会〔2502 教室〕

日本社会病理学会 ── ──

日本司法福祉学会 ── 理事会〔2503 教室〕

犯罪学合同大会
　　　　合同企画 ──･受付 12:00 〜 合同シンポ〔2101 教室〕13:00 〜 16:45

合同大会本部 ── 2103 教室

共用控室（打合せ室） ── 2102 教室

共用休憩室（昼食室） ── 2403 教室

販売・展示室 ── 2301 教室：北大路書房

2302 教室：金剛出版／現代人文社

2501 教室：青少年問題研究会／明石書店

クローク ── 2401 教室〔法廷教室〕（２号館４階）
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９月２日（土）の全体スケジュール

２日目 ９月２日（土）

午前 午後

日本犯罪学会 日本犯罪学会大会事務局〔1405 教室〕

理事会・評議員会〔1102 教室〕

一般演題Ⅰ・Ⅱ〔1105 教室〕 総会⇒一般演題Ⅲ⇒シンポ⇒シンポ〔1105 教室〕

日本犯罪社会学会 日本犯罪社会学会大会本部〔1202 教室〕

自由報告Ａ〔1401 教室〕

自由報告Ｂ〔1402 教室〕

シンポ〔1201 教室〕

日本犯罪心理学会 日本犯罪心理学会本部〔2402 教室〕

研究委員会〔2501 教室〕

口頭発表（事例）１〔2103 教室〕

口頭発表（一般）１〔2101 教室〕

口頭発表（一般）２〔2102 教室〕

口頭発表（一般）３〔2301 教室〕

ポスター発表１〔2501 教室〕

ポスター発表２・３〔2502 教室〕

ポスター発表４〔2503 教室〕

総会⇒企画シンポ⇒企画シンポ〔2101 教室〕

日本社会病理学会 理事会室（大会本部）〔1406 教室〕 日本社会病理学会大会本部〔1406 教室〕

開会式⇒シンポ⇒総会〔1103 教室〕

日本司法福祉学会 日本司法福祉学会大会本部〔1407 教室〕

自由研究報告A〔1303 教室〕

自由研究報告B〔1304 教室〕

第１分科会〔1306 教室〕

総会⇒シンポ〔1101 教室〕

合同大会本部 1205 教室

共用控室（打合せ室） 1307 教室、1308 教室

共用休憩室（昼食室） 1104 教室、2403 教室

販売・展示室 1301 教室：北大路書房／金剛出版

1302 教室：生活書院／現代人文社／青少年問題研究会

1305 教室：成文堂／明石書店／小学館集英社プロダクション

2302 教室：SAS社

クローク 2401 教室〔法廷教室〕（２号館４階）
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９月３日（日）の全体スケジュール

３日目 ９月３日（日）

午前 午後

日本犯罪学会 ── ──

日本犯罪社会学会 日本犯罪社会学会大会本部〔1202 教室〕

研究委員会〔1204 教室〕

テーマセッションＡ〔1401 教室〕

テーマセッションＢ〔1402 教室〕

テーマセッションＣ〔1404 教室〕

テーマセッションＤ〔1401 教室〕

テーマセッションＥ〔1402 教室〕

テーマセッションＦ〔1403 教室〕

テーマセッションＧ〔1404 教室〕

日本犯罪心理学会 日本犯罪心理学会本部〔2402 教室〕

編集委員会室〔2502 教室〕

ミニシンポ１〔2101 教室〕

ミニシンポ２〔2102 教室〕

ミニシンポ３〔2103 教室〕

ミニシンポ４〔2301 教室〕

口頭発表（事例）２〔2102 教室〕

口頭発表（一般）４〔2103 教室〕

口頭発表（一般）５〔2301 教室〕

ポスター発表５・６〔2501 教室〕

ポスター発表７〔2502 教室〕

ポスター発表８〔2503 教室〕

日本社会病理学会 日本社会病理学会大会本部〔1406 教室〕

自由報告部会Ⅰ〔1101 教室〕

自由報告部会Ⅱ〔1102 教室〕

ラウンドテーブル〔1103 教室〕

日本司法福祉学会 日本司法福祉学会大会本部〔1407 教室〕

第２分科会〔1201 教室〕

第３分科会〔1203 教室〕

第４分科会〔1303 教室〕

第５分科会〔1304 教室〕

第６分科会〔1306 教室〕

第７分科会〔1201 教室〕
第８分科会〔1203 教室〕

第９分科会〔1303 教室〕

第 10 分科会〔1304 教室〕

第 11 分科会〔1306 教室〕

各学会合同企画 合同閉会式〔2101 教室〕16:45 〜 17:00　

合同大会本部 1205 教室

共用控室（打合せ室） 1307 教室、1308 教室

共用休憩室（昼食室） 1104 教室、2403 教室

販売・展示室 1301 教室：北大路書房／金剛出版

1302 教室：生活書院／現代人文社

1305 教室：成文堂／明石書店／小学館集英社プロダクション

2302 教室：SAS社

クローク 2401 教室〔法廷教室〕（２号館４階）
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第 2 回犯罪学合同大会企画
犯罪学合同大会・公開シンポジウム

【テーマ】

　「アディクションからの回復支援のネットワークの可能性
　　　　――司法と福祉、理論と実践は、分かりあえるのか？――」

【企画の趣旨】
　近年、内閣府の「薬物事犯対策」の促進や「再犯防止政策」の推進がひとつの契機となって、刑事司

法において司法と福祉が急接近しています。２０１６年１２月には『再犯の防止推進法』が制定され、

関連省庁や地方自治体では、その実施に向けて、具体的な施策が検討されています。しかし、このよう

な動きに理論は十分対応できているでしょうか。

　海外に目を移すと、１９８０年代後半、フロリダ州マイアミではじまったドラッグ・コートが全米に

拡がっています。このような実務を支える理論として、１９９０年代に「治療法学（Therapeutic･

Jurisprudence：TJ）」が台頭しました。近年では、司法と福祉が協力し、当事者の抱える問題を解決す

ることを主眼に置いた司法、「治療的司法（Therapeutic･Justice：TJ）が定着しています。いまや、TJ は、

米国のみならず、カナダやオーストラリア、ニュージーランド、さらにはヨーロッパにも拡がろうとし

ています。

　本シンポジウムでは、治療法学の創始者であるＤ・ウェクスラ―教授をお招きし、TJ の歩みを紹介し

ていただくとともに、日本への提言をお願いしました。みなさんと共に多様なアディクション（嗜癖・

嗜虐行動）からの回復を支える理論の可能性を探りたいと思います。
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【基調講演】

　「治療法学からの日本への提言」
　　　　　　プエルトリコ大学教授　Ｄ・ウェクスラ―（David B. Wexler）

〔略　歴〕　現プエルトリコ大学教授。アリゾナ州ツーソン、ジェームス・Ｅ・ロジャース法科大学特命研

究教授。治療的司法に関する国際ネットワーク会長。１９８７年、Ｂ・ウィニック（Bruce･Winick）とと

もに、治療的司法のパースペクティヴを最初に提唱した。著書にTherapeutic･Jurisprudence:･The･Law･as･

a･Therapeutic･Agent ,･Carolina･Academic･Press：1990）がある。

【シンポジウム】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔司会〕指宿信（成城大学教授）
　中村正（立命館大学総合心理学部教授）

　藤本哲也（矯正協会会長）

　松本俊彦（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部長）

　水藤昌彦（山口県立大学准教授）

〔日　時〕２０１７年９月１日（金）１３：００〜１６：００（１２：３０開場）

〔場　所〕國學院大学２号館１階２１０１教室（東京都渋谷区東４－１０－２８）

〔資料代〕１０００円（会員無料）

〔主　催〕第２回犯罪学合同大会参加５学会

〔後　援〕国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）社会技術研究開発センター（RISTEX）「安全な暮

らしをつくる新しい公／私空間の構築」領域・研究開発プロジェクト「多様化する嗜癖・嗜虐

行動からの回復を支援するネットワークの構築」（ATA-net 代表・石塚伸一）･

〔お問い合わせ〕

龍谷大学ATA-net 事務室（担当：山口裕貴）･

　　電話：075-645-8646 ／メール：yamaguchi-yuki@ryukoku.ac.jp

または、石塚伸一研究室

　　電話：075-645-8466 ／メール：ishizuka@law.ryukoku.ac.jp
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犯罪学関連施設参観ツアー
第２回犯罪学合同大会企画

　犯罪学合同大会開催を記念して、大会の翌日に、多摩地区の犯罪学関連施設の参観ツアーを

実施します。参観施設は、日本最大の刑務所である府中刑務所、全国の医療観察法指定入院医

療機関のモデル施設である国立精神・神経研究センター病院、明治初期から首都東京の警察官

を養成してきた警視庁警察学校、全国に 2つしかない心身に大きな問題を抱えた少年を収容す

る施設である関東医療少年院、昭島の国際法務総合センターへの移転を間近に控えた八王子医

療刑務所、全国唯一の婦人補導院を併設する八王子少年鑑別所と、それぞれ特色のある施設を

選定しております。

開催日：9月 4日（月）

A コース B コース C コース

・府中刑務所
・国立精神・神経研究センター
病院　医療観察法病棟

・警視庁警察学校
・関東医療少年院

・･八王子医療刑務所
・･八王子少年鑑別所・東京
婦人補導院

事前申込制です。当日参加は受け付けておりません。

施設参観ツアー担当者
　準備委員兼Aコース･ 本庄　武（一橋大学）
　Bコース･ 矢作由美子（敬愛大学）
　Cコース･ 高橋有紀（福島大学）
　事務局･ 小関慶太（八洲学園大学）



第 54 回日本犯罪学会総会

日時：  平成 29 年 9 月 2 日（土）午前 9 時 40 分～午後 5 時 35 分
場所：  國學院大學渋谷キャンパス 120 周年記念 1 号館 1105 教室

総会会長　　小林　寿一（科学警察研究所）

日
本
犯
罪
学
会
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第 54 回 日本犯罪学会総会 プログラム
平成 29 年 9 月 2 日（土）

國學院大學渋谷キャンパス　120 周年記念 1 号館 1105 教室

9:00 ～：　受付開始
9:40 ～ 9:45：　開会の辞　総会会長　小林寿一（科学警察研究所）
9:45 ～ 10:30：　一般演題Ⅰ
　　座　長：　藤田悟郎（科学警察研究所）

　1.「恋人等による自画撮り被害に対する認知」
　　　藤原佑貴，宮寺貴之，久原恵理子（科学警察研究所）

　2.「非対面による認知面接の有用性に関する検討
　　　―面接者との相互作用の有無の影響について―」

　　　平間一樹，横田賀英子，和智妙子，大塚祐輔，渡邉和美（科学警察研究所）

　3.「国民は取調べ手法をどのように評価するか
　　　―一般の被疑者と知的障害のある被疑者に対して―」

　　　和智妙子（科学警察研究所）

10:30 ～ 11:30：　一般演題Ⅱ
　　座　長：　小林寿一（科学警察研究所）

　4.「パーソナリティ障害が疑われ，殺人・傷害事犯をおこした
　　･･アルコール・覚醒剤乱用者の一症例」

　　･･石川文之進 1)，鈴木三夫 1)，石川玄子 1)，石川史人 1)，佐藤　誠 1)，

　　･･中村正明 1)，原田　元 2)

　　･･（1) 報徳会宇都宮病院，2) 脳波計量解析研究所）

　5.「犯罪被害者精神鑑定の実際」
　　　山本このみ 1),2)，小西聖子 2),3)

　　　（1) 武蔵野大学大学院，2) 武蔵野大学心理臨床センター，3) 武蔵野大学）

　6.「ドイツにおいて「再犯の危険がある者」に対する社会内処遇は，成功したのか」
　　　神馬幸一（獨協大学法学部）

　7.「更生保護を支える人々へのコミュニケーション能力の育成プログラムの
　　　実施と評価分析」

　　　有沢孝治（東海大学文学部）

11:40 ～ 12:50：　理事会・評議員会
12:50 ～ 13:30：　総会議事
　　　　　　　　･･次回総会会長挨拶　佐藤啓造（昭和大学）



日
本
犯
罪
学
会
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13:35 ～ 14:05：　一般演題Ⅲ
　　座　長：　山田良広（神奈川歯科大学）

　8.「元科学捜査官による ｢DNA鑑定｣ の検証（その 4）
　　　〜アリゾナレポートと強姦事件〜」

　　　藤田義彦（徳島文理大学人間生活学部）

　9.「Quick/DB-GC/MS/MS法を用いたヒト試料中バルプロ酸高感度分析の検討」
　　　藤城雅也，李　暁鵬，水野　駿，根本紀子，松山高明，佐藤啓造

　　　（昭和大学医学部）

14:05 ～ 14:15：　休　憩
14:15 ～ 15:45：　シンポジウム
　　　　　　　　　「犯罪学の更なる発展に向けて―学際的・実践的連携を考える」
　　　　　　　　　  第一部　地域社会と犯罪防止
　　座　長：　小林寿一（科学警察研究所）

　S1.「地理情報科学の立場から」
　　　･中谷友樹（立命館大学文学部地域研究学域）

　S2.「社会工学の立場から」
　　　･雨宮　護（筑波大学システム情報系）

　S3.「健康科学の立場から」
　　　･高木大資（東京大学大学院医学系研究科）

　S4.「行動科学の立場から」
　　　･島田貴仁（科学警察研究所犯罪予防研究室）

　指定発言：　矢島正見（中央大学）

15:45 ～ 16:00：　休　憩
16:00 ～ 17:30：　シンポジウム
　　　　　　　　　 第二部　医療と法―裁判員裁判の鑑定について
　　座　長：　藤田眞幸（慶應義塾大学）

　S5.「法医学の立場から」
　　　･池田典昭（九州大学大学院医学研究院法医学分野 )･

　S6.「精神医学の立場から」
　　　･岡田幸之（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科精神行動医科学分野 )

　S7.「法律家の立場から」
　　　･加藤久雄（弁護士・元慶應義塾大学 )

　指定発言：　安部哲夫（獨協大学）

17:30 ～ 17:35：　閉会の辞　総会会長･小林寿一（科学警察研究所）
18:00 ～ 20:00：　懇親会　カフェラウンジ（学術メディアセンター 1階）
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日本犯罪学会会員には，別途，
抄録集を用意しております。

第 54 回日本犯罪学会総会賛助団体御芳名

公益財団法人　日工組社会安全研究財団

学会運営ならびに当総会開催に関し，上記の団体より御支援頂きました。
ここに，その御芳名を記して感謝の意を表します（敬称略）。

第 54 回日本犯罪学会総会事務局
〒 277-0882　千葉県柏市柏の葉 6-3-1
科学警察研究所　犯罪行動科学部内
TEL: 04-7135-8001
FAX: 04-7133-9184
E-mail: jac54-office@nrips.go.jp



日 本 犯 罪 社 会 学 会
第４４回

大 会 プ ロ グ ラ ム

２０１７年
９月２日（土）　３日（日）　　学　術　大　会

國學院大学･渋谷キャンパス

〒150-8440　東京都渋谷区東 4-10-28

日
本
犯
罪
社
会
学
会
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大　会　日　程

第１日目　　　　　９月２日（土）

8:30 受付　　　１号館１階ラウンジ

9:00
｜

12:00

自由報告Ａ 
1 号館 4 階
1401 教室

自由報告 B
1 号館 4 階
1402 教室

昼　休　み

13:45
｜

17:30
シンポジウム　　１号館２階　１２０１教室

18:00
｜

20:00
合同懇親会　　　　　　カフェラウンジ

第２日目　　　　　９月３日（日）

8:30 受付　　　１号館１階ラウンジ

9:00
｜

12:00

テーマセッション A
1 号館 4 階
1401 教室

テーマセッション B
1 号館 4 階
1402 教室

テーマセッション C
1 号館 4 階
1404 教室

昼　休　み

13:30
｜ 

16:30

テーマセッション D
1 号館 4 階
1401 教室

テーマセッション E
1 号館 4 階
1402 教室

テーマセッション F
1 号館 4 階
1403 教室

テーマセッション G
1 号館 4 階
1404 教室

16:45
｜

17:00
合同閉会式　　　　 　２号館１階　２１０１教室

共用控室 １号館３階　１３０７教室　１３０８教室 各日 8:30 ～ 17:00
共用休憩室 １号館１階　１１０４教室　２号館４階　２４０３教室 各日 8:30 ～ 17:00
共用クローク ２号館４階　２４０１教室 ２日（土）8:30 ～ 20:15
  ３日（日）8:30 ～ 17:15
販売・展示 １号館３階　１３０１教室　１３０２教室　１３０５教室
日本犯罪社会学会本部
 １号館２階　１２０２教室
研究委員会	 ３日（日）	12：00～ 13：30（昼休み）	１号館２階　１２０４教室
シンポジウム打ち合わせ
	 ２日（土）	12：00～ 13：45（昼休み）	１号館３階　１３０７（０８）教室
テーマセッション打ち合わせ
　３日（日）	8：00～	9：00
　　・セッション A　　１号館３階　１３０７教室　・セッション B,C　１号館３階　１３０８教室
　３日（日）	12：00～ 13：30（昼休み）
　　	・セッション D,E　１号館３階　１３０７教室　・セッション F,G　１号館３階　１３０８教室
※各打ち合わせ室は他の学会と共用
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２日（土）　９：００－１２：００

自由報告Ａ １号館４階１４０１教室

司会： 葛野　尋之（一橋大学）
   森久　智江（立命館大学）

A1　薬物離脱プログラムの義務付けをめぐる諸問題
尾田　真言（NPO 法人アパリ東京本部）

　更生保護法 65 条の 3第 2項は、保護観察対象者の意思に反しないことの確認を、保護観察所以外
のプログラムを受けるように指示するための要件としている。保護観察対象者の同意が公判におい
て明確に表明されている場合、後で反故にできるのはおかしい。犯罪の抑止を目的とする刑事司法
手続においては、薬物自己使用等事犯者に対して立法論として治療処分を創設すべきと考える。条
件反射制御法の必要性についても言及したい。

A2　刑の一部執行猶予とダルク・ソーバーリビング
市川　岳仁（NPO 法人三重ダルク／一般社団法人ソーバーリビング）

　刑の一部執行猶予判決が始まった。私が関わった（情状証人）裁判では、100％一部猶予の判決が
出ている。薬物裁判の一部猶予判決が言い渡される確率は 25％だといわれているので、これは高確
率である。被告人は裁判の際、出所後「ダルク」に入所することを訴える。しかし、刑が言い渡さ
れると早々に証言を翻し、ダルクへの入所を拒否する者もいる。受け皿としてのダルク・ソーバー
リビングの役割と裁判・保護観察の在り方を考察する。

A3　刑事司法は薬物依存に何ができるのか？ドラッグ・コート、HOPE、ハームリダクション 
       ――薬物問題の脱刑事司法化――

森村　たまき（国士舘大学）
　米国トランプ大統領は本年 3月、大統領令により「薬物依存とオピオイド危機と戦う大統領委員会」
を設置した。委員長に指名されたニュージャージー州クリスティ知事は、薬物依存は刑罰よりも治
療が必要な病気であり、薬物問題は刑事司法よりも公衆衛生の問題として取り扱われるべきだと長
年主張してきた人物である。オピオイド系鎮痛剤の過剰摂取による死者が年間 5万人を超えた「オ
ピオイド危機」に直面する米国の薬物依存対策の現在を紹介する。

A4　アディクション治療の専門化・商業化と回復との乖離――薬物からの解放を求めて――
加藤　武士（NPO 法人アパリ 木津川ダルク）

　薬物依存が「病」であるとか「罪」であるとか、そういうことではなく、私を結びつけているも
のは「薬物からの解放」なのです。私たちの回復は精神科医療における寛解や刑事司法における更
生といった狭いものではないのです。ダルクのような当事者主体の活動はまだまだ数少ないわけで
すが、社会の中に回復しやすい環境を作るために私たちは、新しい回復擁護運動を始めました。わ
たしたちの事は私たちの声で伝えます。

A5　薬物弁護の現状と今後の展望
高橋　洋平（東京弁護士会）

　日本は厳罰主義を基本とするが、近時、変化の兆しが見られるようになった。昨年新しく導入さ
れた「刑の一部執行猶予」である。しかしながら、刑務所にいかに収容しても、監視をいかに強化
しても、薬物の問題が解決することはない。「刑の一部執行猶予」が早期の治療、リハビリにつなが
る適切な運用となるように、各関係機関・団体が連携し合う体制作りが急務であり、薬物弁護にも
具体的に取り入れていくことを考察する。
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２日（土）　９：００－１２：００

自由報告Ｂ １号館４階１４０２教室

司会： 久保　貴（東京福祉大学）
上田　光明（同志社大学）

B1　「立ち直り」支援において地域の持つ意味 ――非行少年の社会復帰支援と保護司 (1) ――
             ○岡邊　健（京都大学）　　稲葉　浩一（北海道教育大学）

仲野　由佳理（日本学術振興会）
　元非行少年の更生において、本人の住む地域・場所の持つ意味は大きい。本報告は、ある地方都
市において実施した保護司 6名を対象とするインタビュー調査に基づいて、「立ち直り」支援におけ
る地域の持つ意味の一端を明らかにすることを目的とする。みえてきたのは、地域性・場所性が更
生の資源として活用される一方で、更生を妨げる要素ともなりうるということである。

B2　保護司の語りにみる「立ち直り」支援の課題 ――非行少年の社会復帰支援と保護司 (2) ――
○仲野　由佳理（日本学術振興会）　　岡邊　健（京都大学）

稲葉　浩一（北海道教育大学）
　本報告の目的は、「立ち直り」の過程において直面する困難や課題を保護司がどのように解釈し、
それに対してどのような試行錯誤を行っているのかを、ある地方都市において実施した保護司 6名
を対象とするインタビュー調査から明らかにすることである。特に、語りの構造における「評価」
（Lavov&･Waletzkey･1967）に着目し、「立ち直り」支援において何が重要だと考えるに至ったのか
に注目する。

B3　児童・生徒の問題行動への対応や指導に関する意識 ――本調査の結果から――
○柴田　守（長崎総合科学大学）　岩井　宜子（専修大学名誉教授）

　報告者らは、第 43 回大会（2016 年度）において、長崎県長崎市内の市立中学校 3校に所属する
教員等（72 名）を対象とした「児童・生徒の問題行動への対応や指導に関する意識調査［予備調査］」
の結果を報告した。本報告では、その後に対象を拡大して実施した本調査の結果をもとに、学校教
員等が必要とする支援の内容や関係機関との連携のあり方などについて分析し報告する。

B4　ストーカー事案の被害実態等に関する調査研究 (1) ――被害のリスク要因と被害者の対処行動――
○島田　貴仁（科学警察研究所）　　　　　山本　功（淑徳大学）

　　　　　金政　祐司（追手門学院大学）　荒井　崇史（追手門学院大学）
石田　仁（日工組社会安全研究財団）

　近年、日本ではストーカー事案は大きな社会問題になっているが、これまでストーカー事案に特
化した被害調査は行われてこなかった。このため、日工組社会安全研究財団「ストーカー事案の被
害実態等に関する調査研究」では、2016 年 1 〜 3 月に、代表性を有する 18-39 歳の青年男女に対し、
被害実態、親密関係の破綻、ストーカー相談に対する意識についての調査を行った。本報告では、
調査方法を概観し、被害のリスク要因と被害者の対処行動について報告する。

B5　ストーカー事案の被害実態等に関する調査研究 (2) ――被害相談意向の分析――
○山本　功（淑徳大学）　　　　島田　貴仁（科学警察研究所）
金政　祐司（追手門学院大学）　荒井　崇史（追手門学院大学）

　石田　仁（日工組社会安全研究財団）
　前報に引き続き、日工組社会安全研究財団「ストーカー事案の被害実態等に関する調査研究」によっ
て実施されたストーカー事案の被害実態等に関する調査結果の分析を報告する。ストーカー被害経
験のない対象者に被害を想定してもらい、その際の相談意向の分析を中心とする。被害に際して周
囲への相談意向、公的機関への相談意向の有無の分析は、逆に広報・啓発活動のあり方の向上に資
することが期待される。
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３日（日）　９：００－１２：００

テーマセッション A（ラウンドテーブル） １号館４階１４０１教室

刑事政策学の復権Ⅲ ――刑事政策学のアイデンティティを求めて――

コーディネーター・司会： 松原　英世（愛媛大学）
話題提供： 阿部　昌樹（大阪市立大学）

 山本　功（淑徳大学）
 明照　博章（松山大学）
 恒光　徹（大阪市立大学）
 武内　謙治（九州大学）

　本テーマセッションも今回で 3回目となる。フランスの画家、ゴーギャンの作品「我々はどこか
ら来たのか･我々は何者か･我々はどこへ行くのか」に倣って、この度の企画について簡単に説明し
ておこう。

　前回はもっぱら「我々はどこから来たのか」（主として関西刑事政策学の文脈において）について
の議論であった（ように思う）。それを受けて、今回は「我々は何者なのか」について話を進めたい。
その主題は、「刑事政策学という営みはどういう営みか？」、すなわち、「そのアイデンティティは何
か？」である。これを検討することで、自ずと「我々はどこへ向かうのか／向かおうとしているのか」
が浮かびあがるのではないかと考えている。

　我々は何者か？　その手がかりを得るために、話題提供者からは次のような話をしてもらうよう
お願いした。

　まず、法社会学者である阿部昌樹教授からは、自身の経験を踏まえて、法社会学における自分探
しの旅についてお話しいただく。学際領域である法社会学という営みについて検討することで、刑
事政策学のアイデンティティについての有益な示唆が得られると期待するからである。

　次に、犯罪社会学の立場から、山本功会員に犯罪社会学と刑事政策学の差異、並びに、その協働
のあり方、刑事政策学に求めるものについてお話しいただく。また、オーソドックスな刑法解釈学
の立場から、明照博章会員に、刑法学者から見た刑事政策学のアイデンティティについて、また、
刑事政策学に求めるものやその協働の可能性についてお話いただく。似かよった、あるいは、対象
を同じくしながらもそのあり方が異なる学問領域との差異に注目することで、刑事政策学の意義が
より明瞭になるのではないかと考えるからである。

　最後に、刑事政策学の立場から、恒光徹教授と武内謙治会員に自身のこれまでの研究活動を振り
返りつつ、それぞれの考える刑事政策学のアイデンティティについて語っていただく。加えて、武
内会員にはこれから（将来）の刑事政策学についてもお話していただければと考えている。

　本テーマセッションの形式はラウンドテーブル・ディスカッションである。ディスカッションの
時間をなるべく多く取る予定であるので、この機会に、話題提供者の方々、並びに、フロアーの会
員の方々と本課題について一緒に考えることができればと考えている。
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３日（日）　９：００－１２：００

テーマセッション B １号館４階１４０２教室

子どもの被害の測定と防犯活動の実証的基盤の確立

――研究成果の「社会実装」をどう進めるか――

 コーディネーター・司会： 原田　豊（科学警察研究所）
指定討論： 石附　弘（国際交通安全学会）

　社会と科学技術イノベーションとの関係深化の方策を検討した文部科学省の報告書（安全・安心
科学技術及び社会連携委員会･2015）は、「人文学系・社会科学系・自然科学系の研究者と社会のステー
クホルダーの対話・協働に基づく『共創的科学技術イノベーション』」（p.5）がその基本理念だと述
べている。われわれは、その「先駆的な取組」（p.8）の一つとされた、科学技術振興機構社会技術
研究開発センターによる「犯罪からの子どもの安全」研究開発領域に参加し、同領域の終了後も、
成果の「社会実装」の取り組みを続けてきた。

　本セッションでは、この取り組みに関与してきた「ステークホルダー」が、それぞれの立場から
各自の経験を回顧・評価することを通じて、研究成果の「社会実装」という大目標を、いかに各論
／実行レベルで実現しうるか、そのための課題は何かについて議論する。

１．犯罪学グループの取り組みから
原田　豊（科学警察研究所）

　犯罪学グループとして共同研究に参加し、その成果の社会実装への道を探り続けた体験に基づき、
紆余曲折の末たどり着いた「草の根型社会実装」の基本方針と、それを踏まえて取り組んだ文部科
学省のモデル事業の経験とその含意について報告する。
　
２．情報科学グループの取り組みから

今井　修（東京大学空間情報科学センター）
　情報科学グループとして共同研究に参加し、その後、まちづくり、地域づくりの現場活動に携わっ
てきた経験を踏まえ、日々の活動を「見える化」する道具づくりの観点から報告する。活動の参加
者の声を聞くと、地域の課題を自分の事として捉えることのできる道具や手法が求められている。
その効果と課題について話題提供したい。
　
３．行動科学グループの取り組みから

浅川　達人（明治学院大学）
　行動科学グループとして共同研究に参加し、研究期間終了後には東日本大震災の被災地支援の取
り組みを継続してきた経験に基づき、切実な困難を抱えた「現場」に研究者がどう向き合うかにつ
いて報告する。
　
４．実践の現場での取り組みから

吉田　德子（田中北小学校）
　学校教育現場での実務の観点から、提供を受けた「研究成果」を、どのように学校の授業計画や
組織・運営、関係者との連携体制などのなかに組み入れ、教育的成果に結び付けていくかについて
報告する。
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３日（日）　９：００－１２：００

テーマセッション C（ラウンドテーブル） １号館４階１４０４教室

長期受刑者の社会復帰について――無期受刑者処遇の社会化にむけて――

コーディネーター： 石塚　伸一（龍谷大学）
コーディネーター・司会： 中村　悠人（東京経済大学）

話題提供： 五十嵐　弘志（マザーハウス）
安高　真弓（日本社会事業大学大学院

 ／日本学術振興会）

　本セッションは、長期受刑者の社会復帰を素材に、無期受刑者の処遇の社会化の研究を行う。犯
罪の認知件数や検挙人員が減少するなかで、矯正と更生保護の課題は、過剰収容対策から、長期・
高齢受刑者の処遇、なかでも無期受刑者の処遇になろうとしている。日本の無期受刑者数は約 1800
人であり、仮釈放は極めてまれで年間数人、死亡して施設を出る人が 20 人以上いる。彼らの社会復
帰を実現していくためには、施設内にとどまらず、仮釈放および社会内においても、シームレスな
形で社会復帰を支援するプログラムの構築が重要となろう。

　そこで、本セッションでは、長期受刑者が実際に社会復帰した経験をもとに、支援のあり方など
社会復帰に必要なものを紐解いていくことで、無期受刑者の処遇のあり方への基盤を作っていきた
い。セッションでは、まず、受刑者の社会復帰を支援するNPO「マザーハウス」代表の五十嵐弘志
氏が、長期受刑者の刑事施設内での実情と、受刑中および出所後の支援についての話題提供を行う。
さらに、「マザーハウス」のメンバーからの、受刑中に必要であった支援、出所後に必要な支援につ
いての紹介も予定している。これらを受けて、社会復帰支援グループとして立ち上げられた「APS」
（After･Prison･Supports）の活動の紹介をコーディネーターが行い、社会復帰支援のあり方を、支援
の実践や方法論の立場から、安高真弓氏が話題提供を行う。他にも、APS に関わるメンバーからも
可能な限り経験談を語っていただく予定である。最後に、これらの話題提供を受けて、無期を含め
た長期間刑事施設に収容された者の社会復帰にとって必要である支援プログラムは何であるのかを、
参加者全員で考えていきたい。
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３日（日）　１３：３０－１６：３０

テーマセッション D（ラウンドテーブル） １号館４階１４０１教室

死刑と無期の間――終身刑問題をどう考えるか――

コーディネーター・話題提供： 笹倉　香奈（甲南大学）
話題提供： 新海　浩之（青森少年鑑別所）

石塚　伸一（龍谷大学）
田鎖　麻衣子（一橋大学）

　本ラウンドテーブルは，終身刑をめぐるさまざまな論点について自由かつ闊達に議論することを
目的とする。

　日本の刑務所には，約･1,800･人の無期受刑者が収容されている。1980･年代には約 7割の無期受刑
者が 17 年程度服役して仮釈放になり，保護観察に付されていた。しかし，1990･年代になって仮釈
放の審査が厳しくなると同時に，服役期間が長期化し，仮釈放者数が激減した。現在では年間わず
か数名が仮釈放を許されるにすぎず，毎年 20 名を超える無期受刑者が刑務所内で亡くなっている。
このような現象を「無期刑の終身刑化」と呼ぶことができるだろう。

　他方，死刑をめぐっては，日本弁護士連合会が 2016 年 10 月に死刑廃止を宣言し，死刑に代替す
る「仮釈放の可能性がない終身刑制度」又は「重無期刑制度」の導入をするべきであると提言した
こともあり，新たな議論が巻き起こっている。欧州連合は死刑を廃止しており，米国でも約半数の
州で死刑は法律上廃止されているか，州知事によって執行停止が宣言されている。死刑を廃止した
国や州では，その代替刑として終身刑や保安拘禁が用いられている。「死刑の代替刑としての終身刑」
である。

　一生拘禁されて社会に出てくる可能性のない刑罰という意味での「絶対的終身刑」には人権保障
の観点から問題があり「ゆるやかな死刑」であるとして，厳しい批判が向けられている。これに対
して，終身刑が比較的長期の不定期の拘禁を意味する「相対的終身刑」なのであれば，生涯の絶対
隔離を意味する死刑の「代替刑」ではなくなる。しかし，この点に関する議論は従来必ずしも十分
に行われてこなかった。

　そこで，本企画においては，まず企画の趣旨を確認し日本の問題状況を整理した上で，日本の無
期刑処遇の現状についてお話しいただき（新海浩之会員），諸外国（石塚伸一会員，田鎖麻衣子氏（一
橋大学），笹倉）の終身刑をめぐる状況について話題提供者から問題状況を紹介する予定である。

　以上の問題提起を踏まえて「日本にも終身刑を導入すべきか」「導入するとすれば，どのような刑
罰にすべきか」「終身刑受刑者に社会復帰の可能性を認めるべきか」「終身刑受刑者の処遇はどのよ
うにすべきか」などの論点について，参加者との議論を通して考えていきたい。

【参照】
法務省保護局「無期受刑者の仮釈放の運用状況等について」
　http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo21.html･
日本弁護士連合会「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」（2016 年 10 月 7 日）
　http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2016/2016_3.html
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３日（日）　１３：３０－１６：３０

テーマセッション E １号館４階１４０２教室

少年法適用年齢と若年者処遇の在り方

コーディネーター・司会： 山口　直也（立命館大学）

　成年年齢の引き下げに関する民法改正の議論に連動しつつ、少年法の適用対象年齢の引き下げの
議論が本格化している。2015 年 11 月から 2016 年 7 月にかけて法務省が開催した「若年者に対する
刑事法制の在り方に関する勉強会」は、2016 年 12 月に一連の議論内容の『取りまとめ報告書』を
公表し、少年法適用対象年齢を 18 歳に引き下げることの賛否の理由を整理するとともに、20 歳以
上の者も含めた若年者を中心に、その刑事政策的措置の在り方について大きな枠組を提示している。
そしてこの議論は、具体的法改正を見据えて、法制審議会少年法・刑事法（少年年齢、犯罪者処遇
関係）部会に付託され、2017 年 3 月に第 1回会議が開催されるに至っている。未成年者・少年の年
齢を国法上統一するという形で始まった少年法改正の議論は、ここにきて、少年法適用対象年齢の
引き下げのみならず、高齢受刑者等へも対象を広げた自由刑の単一化、教育的処遇（あるいは刑罰）
の導入等といった刑事法・刑事政策の大転換につながる大きな議論へと膨れあがりつつある。

　そこで本テーマセッションでは、法制審議会での議論の進捗状況を横目で睨みつつ、まずは、少
年法の適用対象年齢を 18 歳に引き下げることの必要性・相当性を特に民法の親権対象年齢との関係
において検討し、引き続いて、現行少年法における年長少年を含む若年者に対する少年矯正処遇の
在り方について、少年院処遇、少年刑務所処遇の実態を踏まえつつ、その理論上の課題も含めて検
討したいと考えている。なお、勉強会・法制審議会の議論は、若年者に対する社会内処遇の在り方
についても及んでいるが、本テーマセッションでは、時間の制約上、議論の焦点を施設内処遇に絞り、
必要な範囲で社会内処遇についても触れることとしたい。

１．民法上の未成年年齢及び親権の意義
羽生　香織（上智大学）

　民法上の「成年者」及び「未成年者」の意義について明確にしたうえで、「親権」の理論的根拠及
びその内容について少年法との関連において検討する。

２．民法上の親権と少年法上の少年保護の関係
山口　直也（立命館大学）

　少年法上の「少年」及び「保護者」の意義について明確にしたうえで、「少年保護」の理論的根拠
及びその内容について民法及び児童福祉法との関連において検討する。

３．少年院処遇及び少年刑務所処遇の現状と課題
中島　学（法務省広島矯正管区）

　年長少年に対する少年院処遇及び青少年受刑者に対する少年刑務所処遇の現状について紹介した
うえで、若年者層が設定された場合の処遇現場の実務上の課題について検討する。

４．若年者に対する施設内処遇の理論的課題
武内　謙治（九州大学）

　少年法の保護理念の観点から少年院処遇及び少年刑務所処遇の現状を分析したうえで、若年者層
が設定された場合の若年受刑者処遇及び自由刑単一化の理論的課題を検討する。
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３日（日）　１３：３０－１６：３０

テーマセッション F １号館４階１４０３教室

行政・実務と連携した犯罪研究――施策の市民への還元のために――

コーディネーター： 齊藤　知範（科学警察研究所）
司会： 辰野　文理（国士舘大学）

　本セッションでは、犯罪が起きにくい社会づくりに資するための研究、犯罪による被害や犯行を
予防するための研究について、それぞれの報告者が現在までの成果を持ち寄り、行政・実務と連携
の上で研究を推進するための手がかりを探る。また、研究者の立場から見た場合に、施策を市民に
還元するにあたって行政・実務に考慮を求めたい事項について論点を抽出し、議論する。

１．万引きに関する調査の分析結果 (1) ――被疑者の類型化から見た常習化予防方策――
辰野　文理（国士舘大学）

　本報告では、2016 年に実施された「万引きに関する実態調査」の概要と結果を報告する。本調査は、
65 歳未満の万引き被疑者、65 歳以上の高齢万引き被疑者、そして 65 歳以上の一般高齢者を対象に、
日常生活、基本属性のほか多様な心理的側面、社会的側面を質問紙で尋ねた。被疑者の類型化を試
みるとともに、一般高齢者との差違をふまえ、常習化予防のための方策について検討する。
　
２．万引きに関する調査の分析結果 (2) ――被疑者の脆弱性から見た社会的包摂への方策――

齊藤　知範（科学警察研究所）
　本報告では、「万引きに関する実態調査」にもとづき、万引きで検挙された高齢者と一般高齢者の
回答を統合して分析する。経済的な厳しさによる脆弱性、社会的紐帯の弱化による脆弱性などを中
心に検討し、関係者への情報発信や施策への含意を探りたい。また、辰野報告と共通して、2017 年
から実施した第二期の被疑者調査のデータも追加して検討を進める予定である。
　
３．万引きに関する地域での支援と再犯防止の検討――福祉的側面を中心に――

山根　由子（科学警察研究所）
　本報告では、万引きに関する先行諸研究に加え、「万引きに関する実態調査」の結果をふまえた上
で、地域で実現可能な支援や行政施策について、福祉的側面を中心に報告する。再犯防止推進法等
の動向をふまえ、機関間の連携可能性等についても考察する。
　
４．警備業の視点から見た万引きに対する社会的対応のあり方――文化的側面を中心として――

田中　智仁（仙台大学）
　本報告では、万引きの史的研究で記述されている 18 世紀後半から 21 世紀にかけての警備体制に
着目し、万引きの被疑者に対する警備業の社会的対応のあり方について文化的側面を中心に考察す
る。その上で、「万引きに関する実態調査」の結果をふまえ、全件通報と被疑者に対する説諭との相
克も含めて、万引き被害を低減させる方策を検討する。
　
５．行政・自治会と連携した防犯・防災施策の展開――地理情報システムによる地域資源の可視化――

松川　杏寧（財団法人ひょうご震災記念 21 世紀研究機構　人と防災未来センター）
　本報告では、他報告者が着目している万引き防止のための社会的紐帯として、ソーシャルキャピ
タルを地域の資源としてとらえる。ソーシャルキャピタルの持つ効果を住民にわかりやすく伝える
ために開発した地域カルテおよび、地理情報システムを住民主体の地域活動に取り入れるための知
識移転について報告する。
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３日（日）　１３：３０－１６：３０

テーマセッション G（ラウンドテーブル） １号館４階１４０４教室

非行少年の「立ち直り」を考える
――パネルインタビューにもとづく批判的検討――

コーディネーター・司会： 岡邊　健（京都大学）

　近年、犯罪・非行からの「立ち直り」が日本社会で注目を集めている。しかし日本国内での研究
の蓄積が進んでいるとは必ずしもいえず、課題は山積している。私たちは、非行少年の「立ち直り」
に焦点を絞り、そのありように理論研究、経験研究の両側面から迫るプロジェクトを 2015 年春に開
始した。このうち本テーマセッションでは、現在も進行中の質的調査でこれまでに得られたデータ
に基づいて議論を行う。話題提供者は、この調査に関わる 3名である。

　調査のフィールドは、元非行少年を受け入れている更生保護施設Xである。主たる研究方法は、
Xでの生活を続けている在所者へのパネルインタビュー、施設内の特定の場面の参与観察である。

　各報告の概要は、下記のとおりである。
　
１．更生保護施設における「立ち直り」資源生成過程の検討
　　　――スタッフの指導ストラテジーに着目して――

都島　梨紗（東亜大学）
　本報告の目的は、主として更生保護施設におけるスタッフの指導の手立てに着目し、「立ち直り」
に向けた資源がどのように生成されているのかを明らかにすることにある。非行少年の「立ち直り」
を検討する際に、非行少年自身がどのように「立ち直る」のか、という命題のみでは不十分である。
本報告では、社会側がどのように非行少年の「立ち直り」を維持していくことが可能か、すなわち「社
会の『立ち直り』」（平井･2014：271）はいかにして可能か、という命題をもって、更生保護施設の
取り組みを整理し、報告する。
　
２．非行からの「立ち直り」に向けた介入における潜在的な「害 harm」の検討

相良　翔（埼玉県立大学）
　本報告の目的は、非行からの「立ち直り」に向けた介入における潜在的な「害 harm」について、
更生保護施設在所者へのインタビュー調査から検討することである。非行からの「立ち直り」に向
けた介入は、その対象少年の今後の「生」をより良くするために行うが、意図せざる結果として少
年に対して「害 harm」をもたらす可能性がある。非行少年の「立ち直り」に向けた介入における
潜在的な「害」について検討することは、今後の少年司法制度のあり方について検討する上で重要
な課題になると考えられる。
　
３．家族が「立ち直る」ことは可能か――非行臨床における家族支援論の限界――

髙橋　康史（筑波大学大学院）
　日本における非行と家族に関する多くの先行研究は、家族社会学者の望月（1989）が指摘したよ
うに、家族を曖昧に位置づけ論じてきた。特に、非行臨床における家族支援論においては、家族を、
非行を産み出す原因であると同時に非行を防ぐ抑止要因として位置づけながらも、非行少年とその
家族の関係性に留意せず、議論がなされてきた。そこで、本報告では、非行と家族をめぐる議論を
整理したうえで、更生保護施設在所者による家族の語りを参照することによって、非行臨床におけ
る家族支援論の限界を指摘する。
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２日（土）　１３：４５－１７：３０

シンポジウム １号館２階１２０１教室

学校は逸脱・非行にどうかかわるか

コーディネーター・司会：岡邊　健（京都大学）
指定討論者：原田　豊（科学警察研究所）

　第 25 回大会で「学校パラダイムの変容と青少年の逸脱」と題したミニシンポが開かれたが、この
時期以降、本学会で学校教育が主要なイシューとされることは少なかった。しかし、逸脱・非行と
学校とが無関係になったわけではない。本シンポジウムでは、学校現場の実状を確認したうえで、
今日の学校が逸脱・非行にどうかかわっているのかについて考えてみたい。なお、「学校の諸機能は、
生徒たちの非行化を抑制する契機と同時に非行化を促進する契機を含んでいる」（松本･1983= 機関
誌 8号所収論文=）。テーマはこの観点を反映したダブルミーニングとなっている。

１．｢チーム学校｣ でのアセスメントに基づく生徒指導
野田　正人（立命館大学）

　文科省は 2010 年の ｢生徒指導提要｣ 以来、児童生徒理解に基づく生徒指導や教育相談を強く求め
るようになった。この姿勢は非行・問題行動に限らず、不登校など様々な面で応用がすすんでいる。
この児童生徒理解のためには、アセスメントが必要で、そこではスクールカウンセラーやスクール
ソーシャルワークの活用も重視されるようになった。報告者は、この間の報告書作成や施策に関わっ
てきており、その立場から、表題のねらいと課題について報告する。

２．現代の生徒文化と逸脱
大多和　直樹（帝京大学）

　学校における逸脱問題は、1980 年代には「地位欲求不満説」にみられるように学業競争をめぐる
一種のアノミーによって引き起こされると捉えられていたが、2000 年代以降、そうしたマクロな枠
組みはリアリティを失うとともに、スクールカーストやいじめなど学級内のミクロな人間関係・コ
ミュニケーション上の問題がクローズアップされてきている。このような状況のなか「生徒文化と
逸脱」という切り口から、マクロ・ミクロを架橋する枠組みを実証的に構築することを試みる。

３．学校の集団内規範といじめ問題
鈴木　翔（秋田大学）

　日本の学校では、他国に比べて、集団生活の中で協調性を育成する場であるという認識が根強い。
このことが、逆説的に学校の人間関係の閉鎖性や固定性を生み出しており、いじめをはじめとする
人間関係上の問題を生み出しやすいことも指摘されてきている。さらにいじめが社会問題化した影
響で、問題が生じている人間関係がいじめに該当するのか、そうではないのかという二項対立の文
脈で問題に対処していく傾向も見られる。本報告では、以上の社会的背景を踏まえて、学校教育の
人間関係上の問題を検討していきたい。

４．学校における修復的実践の意義と課題
竹原　幸太（東北公益文科大学）

　2000 年代は衝撃的な少年事件がある度に、「最近の少年は規範意識が低下している」との認識の下、
学校では徳育の強化と毅然とした生徒指導（ゼロトレランス）が展開された。しかし、これらの教
育政策になじまず、学校からドロップアウトした少年達が「学校」から「地域」へと場所を変えて
事件を起こし、司法処分を受ける側面もある（「学校から刑務所へのパイプライン（school-to-prison･
pipeline）」）。そこで、本報告では上記の教育政策に代替する生徒指導として修復的実践の意義と課
題について検討する。
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■大会参加費（いずれも 2 日間有効）
　会員参加者（一般・学生）　･3,000 円
　非会員参加者（臨時会員）　･4,000 円（学会当日に合同大会受付にてお支払ください。）

　※･犯罪学合同大会シンポジウム（9月 1日（金））、同時並行で開催される他学会のプログラム･
（9 月 2 日（土）、3日（日））にもご参加いただけます。

■懇親会費　　9 月 2 日（土）会場：カフェラウンジ
　事前申込み 2,000 円、当日参加 2,500 円

■昼　　食　　お弁当の販売は行いません。
　※ 2日（土）は、学内食堂が 3か所（3号館 1F・2F、カフェラウンジ）営業しています。
　　 3日（日）は、学内食堂が 1か所のみ（3号館 1F）昼食時間帯に営業しています。
　　いずれも満席になる可能性がありますが、ご了承ください。

■参加申込方法
　6月上旬頃に各会員あてに送付いたしました郵便振替用紙に、必要事項をチェック（ ）・記入の上、
ゆうちょ銀行より所定の費用をご入金ください。
　8 月 4 日（金）までにお手続きをお願いいたします。

　※ATM、インターネットバンキングでは、郵便振替用紙なしで振り込みが可能です。
　振り込みの際の名義は、会員様ご本人のフルネームをご入力ください。

　①ゆうちょ銀行からの振り込み
　　記号：00270-4、番号：84434、口座名義：日本犯罪社会学会合同大会実行委員会
　②ゆうちょ銀行以外の金融機関からの振り込み
　　銀行名：ゆうちょ銀行（金融機関：コード 9900）店名：〇二九店（ゼロニキュウ店）
　　預金種目：当座、口座番号：0084434、口座名義：日本犯罪社会学会合同大会実行委員会

■コピーサービス
　大会当日のコピーサービスはありません。コピー依頼はお受けいたしませんので、近隣のコンビ
ニエンスストア等をご利用ください。

■クローク
　2号館 4階 2401 教室に設置いたします。

■駐車場
　駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。

國學院大学ホームページ　　https://www.kokugakuin.ac.jp/
國學院大学アクセスマップ　https://www.kokugakuin.ac.jp/access

連　絡　事　項
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日本犯罪社会学会第４４回大会賛助団体御芳名

公益財団法人　日工組社会安全研究財団
龍谷大学　矯正・保護総合センター

学会運営ならびに当大会開催に関し、上記の諸団体より御支援頂きました。
ここに、その御芳名を記して感謝の意を表します（敬称略）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　日本犯罪社会学会会長　　石塚　伸一
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國學院大学･渋谷キャンパス
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日本犯罪心理学会第５５回大会準備委員会

委員長･ 村松　励（専修大学）
委　員･ 池田正人（神奈川県警）　臼井なぎさ（神奈川県警）
･ 大西一起（神奈川県警）　
･ 島田貴仁（科学警察研究所）　須佐一行（神奈川県警）　
･ 須藤　明（駒沢女子大学）　瀬戸口智裕（神奈川県警）　
･ 遊間千秋（千葉県警）
事務局･ 杉山詔二（都立松沢病院）　山中多民子（武蔵野大学人間社会研究科）

（50 音順）
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日本犯罪心理学会からのご案内

１　受付
　2号館 1階にて、9月 2日・3日とも午前８時３０分より行います。

２　参加費
当日参加･ 正会員･ ８,000 円
･ 正会員（学生）･ ３,000 円
＊学生参加者の方は、受付で学生証を提示してください。

３　総会
　９月２日午後１時から、２１０１教室（2号館 1階）で行います。

４　合同懇親会
　９月２日午後６時から 8時までカフェラウンジで行います。当日参加の方は大会受付へ申し出
てください。

５　昼食
　9月 1日、2日：学内食堂 3か所（3号館１Ｆ・２Ｆ，ＡＭＣカフェテリア）が営業
　9月 3日：学内食堂 1か所（3号館１Ｆ）が営業しています。

６　クローク
　9月 1日、2日、3日とも２４０１教室（2号館 4階）で受け付けます。9月 1日は 12 時から午
後 5時半まで、9月 2日は８時３０分から午後６時まで、9月 3日は 8時 30 分から午後 5時 15 分
までお荷物をお預かりします。なお貴重品を預けることはご遠慮ください。
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口頭発表のご案内

1.　口頭発表（一般）
　座長 2名が司会進行を行います。1件あたり１５分を割り当て、発表 12 分、質疑応答を 3分
とします。時間をお守りいただき、座長の指示にしたがって発表を進行させてください。会場
スタッフによる合図は以下のとおりです。
　１鈴　発表終了 2分前（10 分経過）
　２鈴　発表終了（12 分経過）
　３鈴　質疑応答終了（15 分経過）

2.　口頭発表（事例）
　口頭発表（事例）は正会員のみ参加の会場となりますので、ご注意ください。座長 1名が司
会進行を行います。1件あたり 30 分を割り当て、発表を 20 分、質疑応答を 10 分とします。時
間をお守りいただき、座長の指示にしたがって発表を進行させてください。会場スタッフによ
る合図は以下のとおりです。
　１鈴　発表終了 2分前（18 分経過）
　２鈴　発表終了（20 分経過）
　３鈴　質疑応答終了（30 分経過）

3.　機材
　口頭発表会場（一般・事例）に用意されている機材は、液晶プロジェクターとWindows7 パ
ソコン（PowerPoint2013･インストール済）です。USBフラッシュメモリをお持ちいただき、セッ
ションの最初の発表開始前に各自でデータをパソコンに移し、動作確認を行ってください。また、
大会運営の都合上、ご自身のパソコンの持ち込みはご遠慮願います。特殊機能は使用しないで
ください。

4.　配布資料
　配布資料は 120 部程度を各自でご用意ください。大会本部では配布資料の印刷は行いません。

5.　発表成立の要件
　セッション全体に参加し、口頭発表を行い、討議に参加することと、期限までに発表原稿抄
録を提出することにより、発表が成立したと認められます。

6.　責任発表者、連名発表者、発表の取り消し
　プログラムで○印が付いている方が責任発表者です。責任発表者が欠席した場合は発表取り
消しとみなします。ただし、大会本部の了承を得て、連名発表者が発表を代行することができ
ます。責任発表者の欠席や連名発表者による発表代行がある場合は、大会前は大会ヘルプデス
クへ、大会期間中は大会本部へ連絡してください。
　口頭発表において発表の取り消しがあった場合、その後の発表スケジュールの繰り上げは行
いません。座長の指示にしたがって、討論や休憩等の時間にあててください。
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ポスター発表のご案内

1.　掲示
　ポスター発表の会場は、2号館 5階の各教室にて行います。演題番号をご確認いただき、所

定のパネルにポスターを掲示してください。

　掲示時間は第 1日目が 9時 30 分〜 11 時 30 分、第 2日目は 13 時〜 15 時です。ポスターの掲

示は両日とも 8時 30 分から可能ですので、発表開始前に作業してください。画鋲は会場に用意

します。発表終了後は、迅速に撤去していただくよう、ご協力をお願いします。終了時刻後も

撤去されていないポスターは大会本部で撤去・廃棄することがあります。

2.　ポスター形式
　発表用ポスターは「縦 150㎝×横 100㎝」に収まるように作成してください。最上段に、題目・

氏名・所属を明記してください。

3.　配布資料
　120 部程度を各自でご用意のうえ配布してください。大会本部では印刷・複写は行いません。

4.　発表成立の要件
　ポスター発表では、ポスターを掲示し、これをもとに個別に討議を行っていただきます。掲

示時間は 2時間で、責任在席時間は 1時間です。下記の時間に、ご自身のポスターの前に在席し、

質疑応答を行うことと、発表抄録原稿を提出することにより、発表成立が認められます。

第 1日目 第 2日目

演題番号が奇数の場合 9時 30分～ 10時 30分 13時～ 14時

演題番号が偶数の場合 10時 30分～ 11時 30分 14時～ 15時

5.　責任発表者、連名発表者、発表の取り消し
　プログラムで○印が付いている方が責任発表者です。責任発表者が欠席した場合は発表取り

消しとみなします。ただし、大会本部の了承を得て、連名発表者が発表を代行することができ

ます。責任発表者の欠席や連名発表者による発表代行がある場合は、大会前は大会ヘルプデス

クへ、大会期間中は大会本部へ連絡してください。
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大会企画シンポジウム

非行臨床における親面接の工夫
企画趣旨
　非行臨床における親面接の重要性をいくら強調してもし過ぎることはない。特に、年齢が低くな
ればより重要となる。しかしながら、実際には親に少年の「保護者」になってもらうことは並大抵
のことではない。シンポジストの皆さんは、日々の現場で同様の苦労をし、その為の工夫も多くあ
ろうかと思います。
　本シンポジウムは、「非行臨床における親面接の工夫」について、先ず基調講演として吉田氏に発
達臨床心理学の立場から基調講演をして戴き、その後４人のシンポジストからそれぞれの臨床の
フィールドにおける親面接の工夫について話題提供を戴く。

基調講演：吉田弘道　　専修大学人間科学部
司　　会：村松　励　　専修大学人間科学部

話題提供：岡田和也　　法務省北海道地方更生保護委員会
話題提供：小林孝嗣　　東京家庭裁判所
話題提供：芹田卓身　　埼玉県警少年サポートセンター
話題提供：鉄島清毅　　東京少年鑑別所
指定討論：須藤　明　　駒沢女子大学
指定討論：吉田弘道　　専修大学

プロフィール
吉田弘道（よしだひろみち）
1952 年　生まれ
1986 年　早稲田大学文学研究科博士課程後期単位取得満期退学
現在　専修大学人間科学部心理学科教授
専攻　発達臨床心理学

臨床心理士、日本精神分析学会認定心理療法士・日本精神分析学会認定スーパーバイザー
日本小児保健協会・代議員・小児科・小児歯科保健検討委員会委員、日本小児精神神経学会・代議員、
日本臨床心理士会・日本心理臨床学会・日本臨床心理士資格認定協会　臨床心理士のための子育て
支援合同委員会委員、川崎市子ども子育て会議委員、公益財団法人　成長科学協会　心の発達研究
委員

主な著書
『ライフサイクルと心理臨床』（編著、八千代出版、2004 年）
『ナルシシズムの精神分析』（分担執筆、岩崎学術出版社、2008 年）
『遊戯療法　二つのアプローチ、復刻版』（共著、福村出版、2010 年）
『心理相談と子育て支援に役立つ親面接入門』（単著、福村出版、2013 年）
『新しい時代の子どもの保健』（分担執筆、日本小児医事出版社、2014 年）
『子どものこころの医学』（分担執筆、金芳堂、2014 年）
『実践保育学』（共編著、日本小児医事出版社、2014 年）
『子育て支援のための保育カウンセリング』（分担執筆、創元社、2015 年）
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基調講演の要旨
「子どもの心理治療における親面接」

専修大学人間科学部心理学科　吉田弘道

はじめに
　子どもの心理療法では、子ども担当のセラピストが子どもに心理療法を行うことと並行して、別
のセラピストによる親の心理面接が行なわれている。子どもの相談を中心と考え、親面接をその補
助手段とする親面接、すなわち、子どものための親面接の観点から、親面接の目的、親面接の流れ・
進行、セラピストの基本的態度について述べる。

（１）親面接の目的
　親面接の目的としては以下の 7つが挙げられる。
①親の不安に対応し、親が子どものために安定した役割を果たせるようにする　
　親の心労をねぎらうとともに、子ども理解に向けて一緒に歩き始めることが親の不安を鎮め、
親役割を高めることにつながる。
②セラピストと親が協力して必要な情報を集め、心理的問題の背景を探求する
　情報がないことには、子ども理解が進まず、子どもに対する適切な対応方法もわからない。親
とセラピストが一緒に、子どもを理解するために探求する。
③子どもの心理的問題の理解と解決に向けて、親の協力意欲を高める
　子どもの相談を継続するには、相談に対する親の参加意欲を高め、親の協力を維持することが
必要である。親の協力が得られない場合には、子どもの相談が中断してしまうことがある。
④親のアセスメントを行う
　親の心理的特徴を把握しておくことは、親の協力を得ることと、親のサポートのやり方を考え
るうえで重要である。
⑤親の洞察を助ける
　親の子ども理解を深めたうえで、セラピストは、親の内省を促進し、子どものことや家族のこ
となどについて考えをめぐらす手伝いをする。
⑥親役割を促進するために、広い意味で指導や教育を行う
　洞察を補助するために行われる。子育てや子どもの心理発達の知識を伝えたり、子どもの心理
的問題がもっている意味について理解を伝えたりする。
⑦外部関係者との関係の持ち方をサポートする
　子どもが通っている学校や幼稚園、保育園の担任との関係の持ち方をアドバイスすることや、
必要に応じてほかの専門機関を紹介することが含まれる。

（２）親面接の流れ・進行過程
　親面接は、以下に示す過程を行ったり来たりしながら進む。
①親が相談したいことや面接の目的の明確化
　親が子どものどのような心理的問題を心配して子どもを連れてきたのか、何を心理相談に期待
しているのかについて確認する。
②子どものアセスメント
　子どもがなぜそのような心理的問題を呈しているのか、その意味を理解するために親から話を
聞く。話を聞いて情報を集める目的は、子どもが、どのような家族の中で、どのように育ち、ど
のように発達して、どのような特徴を持っており、どのような時点で、なぜ現在の心理的問題を
呈しているのかを理解するためである。
　アセスメントはまた、親担当のセラピストと子ども担当のセラピストが共同で行うものでもあ
る。親担当者が親面接から得られた情報と、子ども担当者が子どもの遊戯療法を行う中で得られ
た資料に基づいて、両者が力を合わせて子ども理解を深める。
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③親のアセスメント
　親の特徴を理解して、適切に対応するために、親についてもアセスメントが行なれる。
④理解の伝達・仮説提示
　親面接と子ども担当者の情報をもとに、子どもの心理的問題の背景を理解できたら、理解した
ことを整理して親に伝えて親と共有する。また、なぜ子どもの心理的問題が生じたのかについて、
わかる範囲で仮説を立て、その仮説を親に伝えて、共通理解を持つようにする。
⑤カウンセリング
　理解を伝えた後に、親と一緒に子どもに対する対応について考える。
⑥終結
　親面接を続けると、子どもに対する親や家族の適切な対応がなされ、同時に、子どもも心理療
法が進む中で成長し、やがて問題が改善する時期が訪れる。このような時期になると、心理相談
の終結について話し合われる。

（３）セラピストの基本的態度
　セラピストの基本的な態度として、以下の 4点を挙げることができる。
①子どもの成長、親の成長を信頼してかかわる
　このような態度は心理療法の基本である。
②親本人を治療の対象としない
　子どものための親面接であるので、親を心理療法の対象としない。したがって、親が自分自身
の親との関係や、自分の生い立ちについて語ったときには、親が話したことを子どもとの関係に
戻して一緒に考えるようにする。
③現実指向的に対応する
　親面接では、親が子どものために現実的にどのように対応するか、あるいは、学校等の関係者
とどのようにかかわるかについて検討する。
④陽性の関係を維持する
　親面接では、セラピストと親との間で陽性の関係を維持しながら、現実指向的な話し合いを行
う。

引用文献
吉田弘道（2017）　子どもの心理療法２　親面接、小林真理子・塩崎尚美編著、乳幼児・児童の心
理療法、64 － 81、放送大学教育振興会
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ミニシンポジウム１
９月３日（日）９：３０－１２：００　2101 講義室

社会の「アディクション」に関する指導・治療のニーズの高まりにいかに応えるか～司法領域にお
けるアディクションや嗜癖行動に対する効果的な働き掛けや啓発を目指して

企画・司会　　　中島　賢　　　徳島少年鑑別所
話題提供者　　　森田　展彰　　筑波大学大学院
話題提供者　　　山本　麻奈　　国連アジア極東犯罪防止研修所
話題提供者　　　大江　由香　　川越少年刑務所

　近年，刑の一部執行猶予制度の開始や「カジノ」法の成立などによって，社会の各種「アディクショ
ン」に対する関心や指導・治療のニーズが一層高まりつつある。また，医療や福祉の領域が中心となっ
て「アディクション」に対する治療や支援を行っていたところ，刑事施設や少年院において，嗜癖
行動とされるアルコールや薬物の問題，性犯罪に関する処遇プログラムなどが実施されるようになっ
たほか，一部地域では，少年鑑別所における地域援助の一環として精神保健福祉センター主催の「ア
ディクション・フォーラム」に協力するなど，少年鑑別所に「アディクション」に関する援助や教
育を求められるケースが見られつつある。このように，矯正として，「アディクション」に係る対象
者の特性やニーズに応じた柔軟な対応を取れるように備えていく必要性が高い。本シンポジウムで
は，「アディクション」を物質依存，プロセス依存，関係依存の３つの視点から捉え，特に薬物乱用，
性犯罪，ＤＶなどの暴力に及ぶ者の特性や司法領域での処遇の取組についてそれぞれ考察し，司法
領域におけるアディクションや嗜癖行動に対する効果的な指導や啓発の在り方，更にはそこで得ら
れた知見を地域や業務に還元する方法について議論する。
　

ミニシンポジウム２
９月３日（日）９：３０－１２：００　2102 講義室

初回面接～対象者との出会い

企画・司会　　　渡邉　悟　　　広島少年鑑別所
話題提供者　　　門本　泉　　　東京少年鑑別所
話題提供者　　　山田英治　　　横浜家庭裁判所
話題提供者　　　中村紀子　　　中村心理療法研究室

　心理臨床においては，初回面接で対象者とどう出会うかということが，その後の協働関係や治療
同盟の形成にとって非常に重要である。企画者は，第 53 回大会で「気づきを促す面接」，第 54 回大
会で「面接者の無力感と向き合う」というミニ・シンポジウム等を企画してきたが，それらを通じて，
犯罪・非行臨床においては，対象者の自発性が乏しいだけに，面接者が無力感にとらわれず，対象
者に気づきを促すためには，他の臨床領域以上に初回面接の意味が大きい，つまり「最初が肝心」
であることを痛感した。
　こうした問題意識に基づいて，本企画では，まず，交流分析，動機づけ面接法，治療的アセスメ
ントに造詣の深い３人の専門家から，初回面接における対象者との出会いのポイント等について話
題提供をしていただく。その後，フロアの参加者にも，グループに分かれて，「私の初回面接」とい
うテーマでディスカッションしていただき，犯罪・非行臨床における初回面接の意義や在り方につ
いて議論を深めたい。
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ミニシンポジウム３
９月３日（日）９：３０－１２：００　2103 講義室

パーソナリティーとその病理を再考する
― 非行・犯罪臨床における有効性の観点から ―

企画・司会　　　竹田　収　　　法務省東京矯正管区
話題提供者　　　鳥越　淳一　　開智国際大学
話題提供者　　　三上　謙一　　北海道教育大学
指定討論者　　　吉村雅世　　　京都少年鑑別所

　　ＤＳＭ-５におけるパーソナリティー障害の分類や診断基準は，ＤＳＭ-Ⅳから抜本的な修正は
なされない形に落着したものの，その作成過程においては，第１次草稿，第２次草稿の転変にもう
かがわれるように，パーソナリティーの categorical な把握と dimensional な把握という古くて新し
い問題などを巡って，改めて種々の検討がなされた跡が見られる。一方，力動的な立場からはＰＤ
Ｍ（･Psychodynamic･Diagnostic･Manual）の確立への動きも続いている。これら動向からすると，パー
ソナリティーとその病理について，どのような理解の枠組みが適当かについては，理論的な妥当性
や実証的根拠，臨床的な有用性等種々の観点から，今後も論議が重ねられるものと思われる。
　本企画では，ＤＳＭへの疑問を起点として，力動論に近い立場から，非行・犯罪臨床における，
対象者の理解・記述，事例の定式化，処遇の展開の各局面に有効性が高いと目される方法，理論に
ついて研究者から話題提供を受けた上で，実務者の観点からその活用について討議したい。

ミニシンポジウム４
９月３日（日）９：３０－１２：００　2301 講義室

親密な関係者間暴力の予防と介入－被害リスク低減のために

企画・司会　　島田　貴仁　　　　科学警察研究所
話題提供者　　荒井　崇史　　　　追手門学院大学
話題提供者　　山中　多民子　　　ＤＶ・虐待予防研究会 /武蔵野大学人間社会研究科
話題提供者　　島田　貴仁　　　　科学警察研究所　
指定討論者　　樋口匡貴（非会員）上智大学
指定討論者　　小俣謙二　　　　　駿河台大学

　親密な関係者間暴力は，若年女性を中心に高い被害率が内閣府の男女間暴力調査等で報告されて
いるものの，加害者－被害者間が閉じた関係にあるため，その予防・介入は必ずしも容易ではない。
暴力の削減のためには，従来の犯罪心理学が得意としてきた加害者のリスク要因に着目した予防・
介入にとどまらず，他者への援助要請や，暴力的なパートナーからの離脱といった被害者の対処行
動を促進するための予防・介入や，そこでの第三者の役割が重要であろう。
　そこで今回はデート暴力，ドメスティックバイオレンス，元パートナー間でのストーキングの３
類型について，主に被害を扱った実証研究や，心理教育の試みを報告する。
　加えて，指定討論者からは，社会心理学における対人関係や，健康心理学における行動変容過程
といった，従来の犯罪心理学にとどまらない理論を紹介し，会場と共有することで，今後の研究・
実務の発展につなげたい。
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口頭発表（事例）１　第１日
事例１（2103 講義室） ９月２２日（土）9：30 ～ 11：00
 座長：浦田　洋（和歌山少年鑑別所）
09：30 〜 J1-1 処遇困難受刑者への音楽療法導入による

探索的検討
○ 松本佳久子

鍋島宏之
宮本悠起子

（武庫川女子大学）
（神戸刑務所）
（神戸刑務所）

要旨 精神疾患・高齢等の処遇困難受刑者への
個別のニーズや認知機能等に即した処遇
の検討が課題である。そこで、同受刑者
を対象に集団音楽療法を導入し、臨床的
変化を検討する。

10：00 〜 J1-2 いじめ被害体験の影響から女児への性犯
罪を呈した自閉症スペクトラム障害事例：
刑事施設内におけるＥＭＤＲの試み

○ 糸井岳史
岡本泰典

（川越少年刑務所）
（川越少年刑務所）

要旨 小学生時代のいじめ被害体験のフラッ
シュバックを一因として、女児への性犯
罪を呈した自閉症スペクトラム障害事例
に対して、トラウマに焦点を当てた心理
療法を行った経験を報告する。

10：30 〜 J1-3 裁判における心理鑑定、心理面接の意義 ○ 中村大輔 （兵庫キャンパスカウン
セラー ,･兵庫県スクール
カウンセラー ,･神戸臨床
心理カウンセリング
ルーム研心音）

要旨 裁判における心理鑑定、心理面接では、
加害者が苦悩や葛藤を語り、家族関係の
見直しや、内省を深め、新たな事実を語り、
より真実へと近づいていくことが見られ
る。本発表では、裁判前後での関わりに
ついて発表する。
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口頭発表（一般）1　第 1 日
処遇 1（2101 講義室） 9 月 2 日（土）9：30 ～ 11：30
 座長：遊間　義一・林　秋成
09：30 〜 O1-1 男性受刑者の「ワルテッグ描画テスト」

及び「星と波テスト」における描画の特
徴について〜各描画の特徴と自己評価
との関係について

○ 野村怜生
三浦公士
三谷　厚
鈴木純一
川村　遼

（札幌刑務所）
（札幌刑務所）
（札幌刑務所）
（札幌刑務所）
（札幌刑務所）要旨 本研究では、男性受刑者を対象に各テス

トを実施して描画の各特徴と抑鬱傾向
等との関係を検討し、考察した。

9：45 〜 O1-2 男性受刑者の「ワルテッグ描画テスト」
及び「星と波描画テスト」の描画の特徴
について〜テストバッテリーについて
〜

○ 鈴木純一
三浦公士
三谷　厚
川村　遼
野村怜生

（札幌刑務所）
（札幌刑務所）
（札幌刑務所）
（札幌刑務所）
（札幌刑務所）要旨 男性受刑者に対して、ワルテッグ描画テ

ストと星と波描画テストを実施し、各テ
ストの描画特徴について検討した。ま
た、両テストをバッテリーとして使用し
た有効性についても検討し、考察した。

10：00 〜 O1-3 男性受刑者の「ワルテッグ描画テスト」
及び「星と波テスト」における描画の各
特徴について〜各描画の特徴と自己評
価との関係について

○ 川村　遼
三浦公士
三谷　厚
鈴木純一
野村怜生

（札幌刑務所）
（札幌刑務所）
（札幌刑務所）
（札幌刑務所）
（札幌刑務所）要旨 本研究では、男性受刑者を対象に各テス

トを実施し、描画の各特徴と自身や自尊
感情などといった自己評価に関係する
性格特徴との関連を検討し、考察した。

10：15 〜 O1-4 罪名別にみた刑務所における性犯罪者
処遇プログラムの再犯抑止効果

○ 遊間義一
金澤雄一郎
猪爪祐介
松嶋祐子

（兵庫教育大学大学院）
（国際基督教大学）
（法務総合研究所）
（水戸少年鑑別所）

要旨 性犯罪受刑者 598 名に対する性犯罪者処
遇プログラムの再犯防止効果を，追跡
データを基に，傾向スコアを用いて交絡
因子の影響を除いた上で，罪名別に生存
分析を用いて検証した。

10：30 〜 O1-5 少年院退院者の非行からの離脱過程と
支援者としての自己の確立との関連
（１）

○ 稲葉凌太郎
神部綾那
所　歩美

（甲府少年鑑別所）
（横浜少年鑑別所）
（千葉少年鑑別所）

要旨 非行少年が非行からどのように離脱し
ていくか、その過程に注目して、国内外
の非行や犯罪からの離脱研究を精査・比
較し、離脱を促進させる要因について検
討する。
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10：45 〜 O1-6 少年院退院者の非行からの離脱過程と
支援者としての自己の確立との関連
（２）

○ 林　秋成
鈴木香奈子
笠井祥穂

（東京少年鑑別所）
（福島少年鑑別所）
（さいたま少年鑑別所）

要旨 非行・犯罪からの離脱研究のレビューを
踏まえた上で、非行・犯罪防止の支援者
となった少年院退院者に調査面接を実施
し、非行からの離脱過程を明らかにする。

11：00 〜 O1-7 美祢社会復帰促進センターにおける「対
人関係サポートプログラム（一般改善指
導）」の実施報告

○ 倉成宣佳

受田恵理

周布恭子

（メンタルサポート
研究所）
（株式会社　小学館
集英社プロダクション）
（美祢社会復帰促進セ
ンター　株式会社　小
学館集英社プロダク
ション）

要旨 男女に対して実施している「対人関係サ
ポートプログラム」において，受講者の
記載したアンケート結果や自由記述内
容をもとに量的分析及び質的分析に
よって整理し報告する。

11：15 〜 O1-8 受刑者の高齢化に伴う台湾における刑
務所の革新

○ 戴　伸峰 （台湾国立中正大学）

要旨 近年高齢化が急激に進む台湾の刑務所
は様々な対策を取り組んで対応してい
く。本研究の目的では高齢受刑者と刑務
所の法務技官を対象に面接調査で、彼ら
がこうした対策に対する意見や評価を
明らかにすることである。
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口頭発表（一般）2　第 1 日
各種 1（2102 講義室） 9 月 2 日（土）9：30 ～ 11：15
 座長：渡邉　和美・相澤　優
9：30 〜 O1-9 痴漢事犯者の特徴について ○ 松嶋祐子

渡邉則子
出口貴子
前田将太

（水戸少年鑑別所）
（府中刑務所）
（府中刑務所）
（法務省矯正局）

要旨 性犯罪者を事件態様に基づいて痴漢，強
姦，強制わいせつ，小児に対する性加害
の４群に類型化し，痴漢事犯者の特徴を
他群と比較しながら検討した結果を報
告する。

9：45 〜 O1-10 非行少年のギャンブル依存の実態につ
いて

○ 相澤　優
東山哲也
渡邉　篤
梅津貴樹
山浦　遥
所　歩美

（山形少年鑑別所）
（長野少年鑑別所）
（山形刑務所）
（長野刑務所）
（東京少年鑑別所）
（千葉少年鑑別所）

要旨 少年鑑別所に在所する非行少年に対し
てギャンブル依存に関する質問紙等を
実施し，その実態について明らかにする
とともに，非行や資質面との関連につい
て検討する。

10：00 〜 O1-11 発問による誘導－実体験からの経過時
間の影響－

○ 渡邉和美
平間一樹
和智妙子
大塚祐輔
横田賀英子

･（科学警察研究所）
･（科学警察研究所）
･（科学警察研究所）
･（科学警察研究所）
･（科学警察研究所）

要旨 模擬窃盗を体験した実験参加者に誘導
質問をした場合の誘導率に、時間経過
（体験直後、体験から 1週間後、体験か
ら 1ヶ月後）が与える影響を検討した結
果を報告する。

10：15 〜 O1-12 知的障害を有する受刑者が抱える生き
づらさについての検討

○ 鍋島宏之
宮本悠起子

（神戸刑務所）
（神戸刑務所）

要旨 　知的障害を有する受刑者の更生や再
犯抑止には，彼らの障害特性に配慮した
働き掛けが必要である。本研究では，同
受刑者が抱えている生きづらさに焦点
をあてて検討する。

10：30 〜 O1-13 女子受刑者のペットへの態度と対人傾
向について

○ 平野貴子
金子　恵
伊藤春香

（栃木刑務所）･
（栃木刑務所）
（宮城刑務所）

要旨 女子受刑者のペットへの態度と，対人関
係の傾向，そして社会的な孤立の状況に
ついて検討することで，再犯防止に向け
た処遇のあり方を検討する。
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10：45 〜 O1-14 摂食障害患者が常習窃盗に至るまでの
経過及び要因に関する研究報告

○ 下中由有紀
瀧井正人

（北九州医療刑務所）
（北九州医療刑務所）

要旨 摂食障害にり患し，かつ万引き行為を反
復してきた受刑者を対象とする調査か
ら，窃盗を常習化させるまでの経緯及び
その要因について考察する。

11：00 〜 O1-15 アルコール依存症当事者における嗜癖
と行動化の心理的背景

○ 大倉裕美 （大阪大学大学院
人間科学研究科）

要旨 アルコール依存症を主訴とするアディ
クション当事者が、物質嗜癖・自傷他害
を含めた行動化に至る心理的背景およ
び成育体験について当事者へのインタ
ビューをもとに考察する。
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口頭発表（一般）3　第 1 日
査定 1（2301 講義室） 9 月 2 日（土）9：30 ～ 10：45
 座長：菅藤　健一　熊上　崇
9：30 〜 O1-16 非行少年における自閉スペクトラム症

傾向と攻撃行動との関連
○ 山脇望美

反中亜弓

河野荘子

（名古屋大学大学院）
（名古屋大学大学院 ,･
瀬戸少年院）
（名古屋大学大学院）

要旨 非行少年における自閉スペクトラム症
傾向は，攻撃性とアレキシサイミアに媒
介されることにより，攻撃行動と関連す
ることが示された。

9：45 〜 O1-17 アディクションの問題を有する初犯男
性受刑者についてのアプローチ（２）･〜
ギャンブル問題指導の実践報告と介入
効果の検証〜

○ 安達泰盛

石田周良

道重さおり

（播磨社会復帰促進センター
（OSS サービス株式会社）･
（播磨社会復帰促進センター
（OSS サービス株式会社）
（播磨社会復帰促進センター
（OSS サービス株式会社）

要旨 初犯男性受刑者を収容している播磨社
会復帰促進センターで実施している
ギャンブル問題指導の実践報告を行う。
その上で，指導前後に実施している効果
検証について，報告を行う。

10:00 〜 O1-18 司法心理アセスメント結果は地域生活
定着支援に活用されているか

○ 熊上　崇 （立教大学コミュニティ
福祉学部）

要旨 司法機関や矯正施設で実施された心理
アセスメント結果が，地域生活定着支援
センターと共有されているか，またその
実情や課題について，インタビュー調査
結果から論じる。

10:15 〜 O1-19 受刑者が居場所に求める心理的機能の
分析

○ 神垣一規
佐藤将太
齊藤　了
東　康生

（広島拘置所）
（松江刑務所）･
（山口刑務所）･
（広島少年鑑別所）

要旨 受刑者にとって居心地の良い居場所と
はどのようなものなのか、聞き取り調査
を実施して質問紙を作成し、その施行を
通して受刑者が居場所に求める心理的
機能を分析する。

10:30 〜 O1-20 風景構成物語法の物語分析における指
標の併存的妥当性について

○ 菅藤健一 （東北学院大学
学生支援室）

要旨 風景構成法の物語分析の手法で用いた
指標について、対象者のMJSCTの反応
と物語分析の結果との関連を統計的手
法によって検討した結果、物語分析の各
指標には一定程度妥当性が存在するこ
とが確認された。
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口頭発表（事例）2　第 2 日
事例 2（2102 講義室） 9 月 3 日（日）13：00 ～ 14：30
 座長：室城 隆之（江戸川大学）
13：00 〜 J2-1 半構造化短期力動的集団精神療法の成果

と可能性 2
○ ジェイムス朋子

辻　啓之

（京都橘大学）

（京都刑務所 ,･京都
精神分析心理療法研
究所）

要旨 刑務所において薬物依存症者を対象に
行った半構造化短期力動的集団精神療法
における成果について、参加者の対象関
係の変化から探り、その治療的可能性を
検討する。

13：30 〜 J2-2 依存離脱イメージ図の実用性の検討 ○ 辻　啓之

ジェイムス朋子

（京都刑務所 ,･京都
精神分析心理療法研
究所）
（京都橘大学）

要旨 依存症者の自己理解と回復イメージの獲
得を助けることを目指して考案した依存
離脱イメージ図を，刑務所における薬物
依存離脱指導に用いた結果から，その実
用性を検討する。

14：00 〜 J2-3 犯罪者・触法者の地域社会への再統合支
援における課題と地域福祉の連繋に関す
る研究（３）－女性更生保護施設入所を
経た更生事例の分析－

○ 川邉　讓
小長井賀與

（駿河台大学）
（立教大学）

要旨 犯罪者・触法者の地域社会への再統合支
援に資するため、更生したと認められる
犯罪歴のある者の更生要因について、女
性更生保護施設入所を経た者へのインタ
ビュー調査を通じて検討する。
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口頭発表（一般）4　第 2 日
非行・防犯 1（2103 講義室） 9 月 3 日（日）13：00 ～ 15：15
 座長：大江　由香　　里見　聡
13:00 〜 O2-1 刑事司法に対する態度尺度の作成およ

び同尺度と犯罪者・被害者イメージの関
連

○ 向井智哉
藤野京子

（早稲田大学文学研究科）･
（早稲田大学文学学術院）

要旨 応報・治療モデルに特に焦点を当て、刑
事司法に対する態度を測定する尺度を
作成する。その後、作成した尺度と犯罪
者・被害者に関するイメージとの関連を
検討する。

13：15 〜 O2-2 自己意識と攻撃性及び社会的問題行動
特性との関連

○ 小野　雄
重田淳一
三角　健
野田克哉
古澤友里乃
橋場あゆみ
村野瑞穂
濱田瑠璃
長谷川　祥
小林篤史
鈴木勇志
諸留美早季
海原美香
丸山梨紗
田中浩之
村岡幸子
仲村真理子

（宮崎少年鑑別所）
（宮崎少年鑑別所）
（宮崎少年鑑別所）
（宮崎少年鑑別所）
（広島少年鑑別所）
（広島少年鑑別所）
（広島少年鑑別所）
（広島少年鑑別所）
（山口少年鑑別所）
（福岡少年鑑別所）
（福岡少年鑑別所）
（佐賀少年鑑別所）
（長崎少年鑑別所）
（熊本少年鑑別所）
（大分少年鑑別所）
（鹿児島少年鑑別所）
（那覇少年鑑別所）

要旨 現代大学生と少年鑑別所に入所してい
る少年とでは、非行欲求の高まりに関す
る心理モデルに違いがあるのか、またど
ういった差異が見られるのかを本研究
の趣旨としている。

13：30 〜 O2-3 非行からの立ち直りイメージに関する
一考察

○ 里見　聡
平井　元
岸本一貴
芦田昌尚

（小倉少年鑑別支所）
（小倉少年鑑別支所）
（小倉少年鑑別支所）
（小倉少年鑑別支所）

要旨 非行からの立ち直りには多様なプロセ
スが想定される。非行少年が立ち直りに
ついてどのようなイメージを抱いてい
るのかを調査することで，立ち直りの持
つ多義性について探索的に分析する。
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13：45 〜 O2-4 法改正等による非行・犯罪の抑止効果
認知心理社会的成熟が犯罪の反復・持続
に及ぼす影響ー青年期の発達的視点を
踏まえた調査・処遇の充実化に向けた基
礎的研究Ⅱ－

○ 前田関羽 （法務省矯正局）

要旨 抑止理論に関する実証研究をレビュー
し，いわゆる厳罰化が犯罪や犯罪者に対
してもたらす効果を概観した上で、日本
における実証研究の可能性と必要性を
明らかにした。

14：00 〜 O2-5 認知心理社会的成熟が犯罪の反復・持続
に及ぼす影響―青年期の発達的視点を
踏まえた調査・処遇の充実に向けた基礎
的研究Ⅰ―

○ 平間健太郎
大江由香
鳴河通孝
工藤陽子
中川慧介
川島･誠
松原悠平
鬼頭真澄
今村有子

（川越少年刑務所）
（川越少年刑務所）
（川越少年刑務所）
（川越少年刑務所）
（川越少年刑務所）
（川越少年刑務所）
（川越少年刑務所）
（川越少年刑務所）
（川越少年刑務所）

要旨 青年期の発達段階を踏まえて，認知心理
的成熟や結婚・就職などの社会的成熟
と，犯罪の反復・持続との関連について，
調査結果を報告する。

14：15 〜 O2-6 認知心理社会的成熟が犯罪の反復・持続
に及ぼす影響ー青年期の発達的視点を
踏まえた調査・処遇の充実化に向けた基
礎的研究Ⅱ―

○ 大江由香
鳴河通孝
工藤陽子
中川慧介
川島　誠
松原悠平
平間健太郎
鬼頭真澄
今村有子

（川越少年刑務所）
（川越少年刑務所）
（川越少年刑務所）
（川越少年刑務所）
（川越少年刑務所）
（川越少年刑務所）
（川越少年刑務所）
（川越少年刑務所）
（川越少年刑務所）

要旨 認知心理的成熟と犯罪の反復・持続に及
ぼす影響について，特に，認知面に焦点
を当てて分析した結果を報告する。

14：30 〜 O2-7 ストーカー加害者の治療について ○ 阿部惠一郎 （あべクリニック）

要旨 ストーカー加害者にカウンセリング・治
療の機会を設ける取り組みが始まって
いる．精神医学的・心理学的アプローチ
について検討した．
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14：45 〜 O2-8 警察官による集中的な監視活動が運転
者の行動に及ぼした影響

○ 岡村和子
小菅　律
中野友香子
藤田悟郎

（科学警察研究所）
（科学警察研究所）
（科学警察研究所）
（科学警察研究所）

要旨 西日本のA市において、朝の通勤時間
帯に交通警察官による集中的な監視活
動を 8週間実験的に行った。監視を行っ
た実験箇所と対照箇所で、実験前から実
験後にかけて通過車両の交通違反等を
観測した結果を報告する。

15：00 〜 O2-9 地理的犯罪予測の手法間比較―日本に
おける適用可能性について―

○ 大山智也

雨宮　護

（筑波大学大学院システム
情報工学研究科）
（筑波大学システム情報系）

要旨 本研究は，米英で研究されてきた主要な
地理的犯罪予測手法を日本に適用し，そ
の予測精度等を手法間で比較したもの
である．結果に基づき，日本で有効な手
法について議論した．
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口頭発表（一般）5　第 2 日
査定 2（2301 講義室） 9 月 3 日（日）13：00 ～ 14：30
 座長：工藤　晋平　齋田　頌子
13：00 〜 O2-10 受刑者の再犯予測VII －クラスター分析

による男子受刑者の類型化－
○ 鍛治龍男

大川貴史
志村ゆかり
山本樹里
門本　泉
岡　秀明

（府中刑務所）･
（府中刑務所）
（府中刑務所）
（府中刑務所）
（東京少年鑑別所）･
（法務省矯正局）

要旨 全国の刑事施設において収集された男
子受刑者データについて，再犯リスクに
なると考えられる変数を用いて，男子受
刑者の類型化を試みる。

13：15 〜 O2-11 受刑者の再犯予測Ⅷー罪種別にみた男
子受刑者の再犯リスク要因

○ 齋田頌子
鍛治龍男
渡邉則子
鈴木清登
三浦公士
岡　秀明

（府中刑務所）
（府中刑務所）
（府中刑務所）･
（小田原少年院）･
（札幌刑務所）
（法務省矯正局）

要旨 全国の刑事施設において収集された男
子受刑者のデータについて，対象者を罪
種別に分けて生存分析を行い，再犯リス
ク要因を検討する。

13：30 〜 O2-12 受刑者の再犯予測Ⅸ－罪種別にみた女
子受刑者の再犯リスク要因

○ 渡邉則子
神藤彩子
齋田頌子
出口貴子
松嶋祐子

岡　秀明

（府中刑務所）
（府中刑務所）
（府中刑務所）
（府中刑務所）
（水戸少年鑑別所）
（法務省矯正局）

要旨 全国の刑事施設において収集された女
子受刑者のデータについて，対象者を罪
種別に分けて生存分析を行い，再犯リス
ク要因を検討する。

13：45 〜 O2-13 女子受刑者の心理特性Ⅰー自傷行為・自
殺未遂歴からの検討ー

○ 國吉哉子
神藤彩子
鈴木理絵
田畑賢太
岡　秀明

（府中刑務所）
（府中刑務所）･
（府中刑務所）
（札幌矯正管区）･
（法務省矯正局）

要旨 全国の刑事施設において自己記入式調
査を実施し，女子受刑者の自傷行為・自
殺未遂歴の状況を明らかにするととも
に，心理特性について自傷行為・自殺未
遂歴により検討する。
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14：00 〜 O2-14 女子受刑者の心理特性Ⅱ―被害体験か
らの検討―

○ 神藤彩子
渡邉則子
國吉哉子
門本　泉
岡　秀明

（府中刑務所）
（府中刑務所）
（府中刑務所）
（東京少年鑑別所）
（法務省矯正局）

要旨 全国の刑事施設において自己記入式調
査を実施し，女子受刑者の被害体験の状
況を明らかにするとともに，心理特性に
ついて被害体験の有無により検討する。

14：15 〜 O2-15 非行犯罪面接の開発に関する研究（3） ○ 工藤晋平

竹田　収
西岡潔子
髙村一葉

（京都大学学際融
合教育研究推進
センター）
（東京矯正管区）
（矯正局）
（大津少年鑑別所）

要旨 アタッチメントの観点にもとづく再犯
可能性・支援関係を査定する半構造化面
接の開発について、査定後１年間の経過
を振り返り、その妥当性について事例を
通して検討する。
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ポスター発表 1 第 1 日
査定・評価（2501 講義室） 9 月 2 日（土）9：30 ～ 11：30
P1-1 成人の再犯関連要因に関する研究の動向―

―「犯罪心理学研究」のレビュー――
○ 田中佑樹

齋藤彩乃

鍛治龍男
嶋田洋徳

（日本学術振興会特別研究員 ,･
早稲田大学大学院人間科学研
究科）
（早稲田大学大学院人間科学
研究科）
（府中刑務所）
（早稲田大学人間科学学術院）

要旨 過去 20 年間の「犯罪心理学研究」に掲載
された文献のレビューを行ない，我が国に
おける成人の再犯関連要因に関する研究の
動向に関して報告する。

P1-2 少年の再非行関連要因に関する研究の動向
――「犯罪心理学研究」のレビュー――

○ 齋藤彩乃

田中佑樹

門本　泉
嶋田洋徳

（早稲田大学大学院人間科学
研究科）
（日本学術振興会特別研究員 ,･
早稲田大学大学院人間科学研
究科）
（東京少年鑑別所）
（早稲田大学人間科学学術院）

要旨 過去 20 年間の「犯罪心理学研究」に掲載
さ れ た 文 献 の レ ビ ュ ー を 行 な い，･
我が国における少年の再非行関連要因に関
する研究の動向に関して報告する。

P1-3 被虐待児童のソンディ・テスト反応につい
て

○ 上松幸一 （京都府宇治児童相談所 ,･
京都文教大学大学院）

要旨 被虐待児に対してソンディ・テストを実施
し、テスト反応の傾向を検討した。各ファ
クターごとに選択され易い反応が示された
が、ファクター間における関連性の評価の
重要性が議論された。

P1-4 犯罪思考スタイル尺度の検討（１） ○ 藤野京子
野上智行
東山哲也

（早稲田大学文学学術院）
（松本少年刑務所）
（長野少年鑑別所）

要旨 Walters がどのような犯罪者観を有し、ど
のような意図から犯罪思考スタイル尺度
（PICTS）を開発したかを振り返り、同尺
度の我が国での加害者臨床での有用性を検
討する。

P1-5 犯罪思考スタイル尺度の検討（２） ○ 野上智行
東山哲也
藤野京子

（松本少年刑務所）･
（長野少年鑑別所）･
（早稲田大学文学学術院）

要旨 米国の犯罪者を対象にWalters が尺度化し
た犯罪思考スタイル尺度（PICTS）を邦訳
し、我が国の男子受刑者に施行し、その結
果について報告する。
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P1-6 地域性に着眼した非行少年の特性に係る広
域研究Ⅲ（非行少年のネット利用等につい
て）

○ 梅津貴樹
中川洋一
稲葉凌太郎
東山哲也
稲野華子
和田美佐子
谷　知尋
木下寛法

（長野刑務所）
（甲府少年鑑別所）
（甲府少年鑑別所）
（長野少年鑑別所）
（長野少年鑑別所）
（新潟少年鑑別所）
（新潟少年鑑別所）
（東京少年鑑別所）

要旨 昨年度実施した広域研究Ⅱに引き続き，本
研究では，ネットの利用状況の観点から，
地方の非行少年と大都市の非行少年，一般
の少年について比較する。

･
P1-7 地域性に着眼した非行少年の特性に係る広

域研究Ⅳ（非行少年のネット利用と保護者
の認識等について）

○ 東山哲也
中川洋一
稲葉凌太郎
梅津貴樹
稲野華子
和田美佐子
谷　知尋
木下寛法

（長野少年鑑別所）
（甲府少年鑑別所）
（甲府少年鑑別所）
（長野刑務所）
（長野少年鑑別所）
（新潟少年鑑別所）
（新潟少年鑑別所）
（東京少年鑑別所）

要旨 広域研究Ⅲを受け、本研究では、少年のネッ
トの利用状況について、保護者の認識や、
これと少年のネット利用の状況等との関係
に焦点を当てて比較研究を行う。

･
P1-8 男子更生保護施設における罪種別にみた元

受刑者の犯罪思考パターンと心理社会的要
因

○ 紀司かおり ･（筑波大学）

要旨 更生保護施設で生活する元受刑者を対象
に、犯罪行為と関連する認知の歪みを測定
する犯罪思考パターン尺度（JCTI）等を
使って、罪種別による思考パターンと心理
社会的要因の特徴を検証する。

･
P1-9 家庭裁判所に在宅事件として送致された非

行少年のYLS/CMI による再犯リスク査定
○ 嶋田美和
森　丈弓

（東京家庭裁判所）
（甲南女子大学）

要旨 家庭裁判所に係属した在宅少年を対象に，
YLS/CMI の静的リスクに動的リスク及び
機能的攻撃性尺度の得点を加えることで予
測精度が向上するかどうか，増分妥当性を
確認した。

･
P1-10 非行少年の遂行機能と爆発性の関連 ○ 片桐弘明

天田正人
（東京少年鑑別所）･
（横浜少年鑑別所）

要旨 本研究では、前頭葉の機能障害に含まれる
社会的行動障害の中でも、非行につながり
やすいと見られる易怒性に着目し、非行少
年の遂行機能と、性格検査における爆発性
との関連について検討した。
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ポスター発表 2 第 1 日
非行・犯罪観 1（2502 講義室） 9 月 2 日（土）9：30 ～ 11：30
P1-11 大学生のギャンブルと抑うつの関連 ○ 牧田浩一 （北星学園大学）

要旨 病的ギャンブルに該当する大学生は一定
程度存在すると言われている。大学生の
メンタルヘルスを考えるために、ギャン
ブル経験、病的ギャンブルと抑うつの関
連について調べた。

P1-12 少年鑑別所在所者の被災体験に関する考
察（５）

○ 佐藤健司
國吉真弥
大関壽彦
内山博之
鈴木香奈子
三浦秀徳
佐々木翔規
小林万洋
只野智弘
本木あや
小林美智子
小嶋瑠莉
熊谷康之
荒　千陽
平川奈々

（仙台少年鑑別所）
（福島少年鑑別所）･
（福島少年鑑別所）･
（福島少年鑑別所）･
（福島少年鑑別所）･
（山形少年鑑別所）
（山形少年鑑別所）
（仙台少年鑑別所）･
（仙台少年鑑別所）
（仙台少年鑑別所）･
（仙台矯正管区）
（盛岡少年鑑別所）
（盛岡少年院）
（東京少年鑑別所）
（静岡少年鑑別所）

要旨 継続研究の 5回目である。前回発表で提
示した被災体験と非行との関連性に係る
仮説モデルの検証を，東北の被災３県を
対象に関係記録の記載内容を分析するこ
とにより行う。

P1-13 少年サポートセンターの立ち直り支援が
向社会的行動に及ぼす影響

○ 石井寿美礼
平　伸二

（福山大学大学院）
（福山大学）

要旨 少年サポートセンターで実施する立ち直
り支援活動が，少年たちの向社会的行動
に与える影響について，ソーシャルサポー
ト（大学生ボランティア）の観点から検
討した。

P1-14 第三者の共感性・信頼感が反社会的行動
の悪質性判断に及ぼす影響

○ 北　有希 （奈良女子大学大学院）

要旨 共感性や信頼感といった個人特性に注目
し，それらがいじめの悪質性判断にどの
ような影響を及ぼすのかについて，いじ
めのシナリオを用いて検討した。

P1-15 夫婦の力関係が子どもの非行に与える影
響―power-control･theory を基盤に―

○ 大兼久愛子 （奈良女子大学大学院）

要旨 夫婦の力関係を社会的地位と意思決定権
の二つの指標から測定し，夫婦の関係性
がしつけを媒介して子どもの自己統制と
非行にどの程度影響を与えるかを検討す
る。
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P1-16 社会的逸脱行為傾向に及ぼす居場所感の
影響―改良型セルフコントロールと調整
型セルフコントロールを指標とした検討
―

○ 元廣光貴 （奈良女子大学大学院）

要旨 居場所感とセルフコントロールがともに
社会的逸脱行為傾向を予測することを合
わせ，居場所感が直接，社会的逸脱行為
傾向を予測するのか，SCを媒介して間接
的に関わっているのかを検討する。

P1-17 共感性と迷惑行為の関係についてー誰に
でも共感できる人は迷惑行為をしないの
か？－

○ 老田彩央里
岡本英生

河野荘子

（奈良女子大学大学院）
（奈良女子大学生活環境
科学系）
（名古屋大学大学院教育
発達科学研究科）要旨 親しい人だけでなく親しくない人に対し

ても幅広く共感できるような人は，迷惑
行為をしないのだろうか？大学生を対象
に調査した結果を報告する。

P1-18 受刑者の時間的展望と行動基準の関連性 ○ 岩倉　希
花田百造

（日本大学文理学部）
（帝塚山大学）

要旨 刑事施設に収容されている犯罪者を対象
にし，犯罪者の過去 , 現在 , 未来に対する
時間的展望の様相を調査し，認知的判断
と社会的態度にどのような影響を及ぼし
ているのかを検討した。

P1-19 少年鑑別所入所者の文身に関する意識調
査

○ 渕上康幸
三浦英樹

（小倉少年鑑別支所）
（名古屋少年鑑別所）

要旨 海外では、健康被害のみならず、未成年
の自殺や薬物乱用との関連も指摘されて
いるが、最近の日本の非行少年を対象と
した実証研究は乏しいため、文身の調査
を実施した。
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ポスター発表 3　第 1 日
犯罪・被害・地域（2502 講義室） 9 月 2 日（土）9：30 ～ 11：30
P1-20 青少年の規範意識に関する研究（１）－挨

拶マナーと逸脱行動－
○ 金子泰之
永房典之
矢島正見

（常葉大学短期大学部）
（淑徳大学短期大学部）
（中央大学文学部）

要旨 本研究は、青少年の規範意識と逸脱行動を
質問紙調査で検討したものである。都内の
小中高生 7,754 名を対象に、挨拶マナーに
関する意識と逸脱行動との関係について考
察を行った。

P1-21 青少年の規範意識に関する研究（２）－我
慢・思いやりと逸脱行動－

○ 永房典之
金子泰之
矢島正見

（淑徳大学短期大学部）
（常葉大学短期大学部）･
（中央大学文学部）

要旨 本研究は、青少年の規範意識と逸脱行動を
質問紙調査で検討したものである。都内の
小中高生 7,754 名を対象に、我慢や思いや
りの意識と逸脱行動との関係について考察
を行った。

P1-22 法務省年支援センターに対する保護司の
ニーズ調査

○ 樋口雅明 （山口少年鑑別所）

要旨 法務少年支援センターが，地域社会の中で
非行・犯罪を予防する取組を拡大していく
ため，保護司のニーズ等調査を実施し，効
率的な連携の在り方等を検討する。

P1-23 社会内処遇に関する情報提供の現状と展望 ○ 讃井　知 （筑波大学大学院）

要旨 本研究は，社会内処遇に対する一般市民の
認識を心理モデルにより明らかにした上で
現状の情報提供を評価し，今後のさらなる
理解促進に向けた具体的な示唆を提示する
ことを目的としている．

P1-24 少年鑑別所入所者の飲酒と喫煙に関する研
究

○ 中島　賢
中山　章
宮城マキ子
松下友則
髙村一葉
髙尾貞治
藤原歩惟

（徳島少年鑑別所）
（那覇少年鑑別所）
（福岡少年鑑別所）
（高知少年鑑別所）
（大津少年鑑別所）
（熊本刑務所）
（京都少年鑑別所）

要旨 少年鑑別所入所者の飲酒や喫煙といった嗜
癖行動に着目し，初発年齢，各行為のきっ
かけ，病気や娯楽等との関係性を分析し，
予防的観点から考察する。

P1-25 電車内痴漢被害における被害者の外見要因
の検討

○ 大髙実奈
越智啓太
桐生正幸

（東洋大学大学院）
（法政大学）
（東洋大学）

要旨 電車内痴漢では混雑した車内で体を触られ
る，局部などを押し付けられるといった被
害が多い。そのような被害について，顔と
服装の印象評定を行い，外見の印象から被
害経験の予測を試みた。
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ポスター発表　4 第 1 日
各種犯罪・犯罪者・捜査（2503 講義室） 9 月 2 日（土）9：30 ～ 11：30
P1-26 性犯罪者のリスクテイキングについて

（２）
○ 坂口晋一

川島　誠
（人事院）
（川越少年刑務所）

要旨 性犯罪再犯防止指導対象者に対して、ア
イオワ・ギャンブリングタスクを実施し、
性犯罪者の意思決定の個人差について検
討した。

P1-27 性犯罪者の成人愛着スタイルについて
（２）

○ 星あづさ

河野荘子

（名古屋刑務所 ,･名古屋大
学大学院教育発達科学研
究科）
（名古屋大学教育発達科
学研究科）

要旨 近年，心理臨床の様々な場面で愛着
attachment が再び注目されており，受刑
中の性犯罪者治療もその一つである。本
研究では昨年度の発表に引き続き，性犯
罪者の成人愛着スタイルについて検討す
る。

P1-28 眼球運動指標を用いた虚偽検出―非接触
的測定における刺激呈示法の検討（6）

○ 小野洋平
谷口泰富

･（駒澤大学文学部）
･（駒澤大学文学部）

要旨 眼球運動を用いた虚偽検出検査において
呈示法が検出率に及ぼす影響について検
討した。その結果，短期的な呈示時間で
あっても刺激呈示数を工夫することで検
出率が向上する可能性が示唆された。

P1-29 眼球運動指標を用いた虚偽検出―非接触
的測定における刺激呈示法の検討（7）－

○ 谷口泰富 （駒澤大学文学部）

要旨 これまで眼球運動の有効性を論じてきた。
しかしながら、他の自律神経系指標との
同時測定が欠かせない課題である。本研
究はそのための刺激の呈示法に関する基
礎的な研究を行った。

P1-30 日本における通り魔的事件の犯行パター
ンと犯人属性の類型化

○ 板山　昂 （関西国際大学人間科学
部）

要旨 通り魔事件の研究対象は殺人事件がほと
んどであり，暴行や傷害，わいせつ等の
通り魔的犯行に関する研究は少ない。本
研究では，幅広い通り魔的犯罪行為につ
いて，その犯行パターンと犯人属性の類
型化を試みる。



― 68 ―

P1-31 性犯罪者にとって魅力的な場所とは？ ○ 花山愛子 （青森県警察本部科学捜
査研究所）

要旨 性犯罪者にとって魅力的な場所を表す指
標について検討するため、認知件数密度、
国勢調査データ、コンビニエンスストア
や幹線道路との位置関係等を変数とする
条件付きロジットモデルを生成した。

P1-32 判例情報を用いたバラバラ殺人事件の分
類の試み

○ 小俣謙二 （駿河台大学心理学部）

要旨 戦後判決が出されたバラバラ殺人事件の
うち、判例データベースに公表された判
例の情報を多変量解析を用いて分類する
試みを行ったので、その結果を報告する。

P1-33 近赤外分光法を用いた虚偽検出―情報秘
匿と真実反応の比較―

○ 新岡陽光 （法政大学大学院）

要旨 近赤外分光法を用いて情報秘匿時の脳血
流動態反応を検討したところ，情報秘匿
時に脳血流が変化した一方で，真実反応
をした場合はそのような結果が得られな
いことが確認された。

P1-34 連続犯のタイプ予測（２） ○ 横井幸久 （愛知県警察科学捜査研
究所）

要旨 前報に続き、連続犯罪者の空間行動タイ
プの予測が可能か検討する。

P1-35 アディクションの問題を有する初犯男性
受刑者についてのアプローチ（１）〜薬物，
アルコール，ギャンブルの改善指導対象
者の属性の比較検討〜

○ 石田周良

安達泰盛

道重さおり

（OSS サービス株式会社
（播磨社会復帰促進セン
ター）
（OSS サービス株式会社
（播磨社会復帰促進セン
ター）
（OSS サービス株式会社
（播磨社会復帰促進セン
ター）

要旨 本研究では，薬物・アルコール・ギャン
ブルの改善指導受講者とその他被収容者
を比較することで，犯罪につながる様々
な背景要因がある中，依存症者が有する
特徴を明らかにする。
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ポスター発表　5　第 2 日
処遇（2501 講義室） 9 月 3 日（日）13：00 ～ 15：00
P2-1 矯正職員のメンタルヘルスに関する研究 ○ 安藤　要 （瀬戸少年院）

要旨 矯正職員のメンタルヘルスは、矯正施設
の教育や処遇に影響を及ぼす。本発表で
は、少年鑑別所職員のメンタルヘルスに
関する質問紙調査の結果を報告する。

P2-2 女性受刑者のコラージュ作品の検討 ○ 高田ゆり子
坂田由美子
周布恭子

受田恵理

（筑波大学）
（筑波大学）
（美祢社会復帰促進センター　
小学館集英社プロダクション）
（小学館集英社プロダクション）

要旨 受刑者の生活と心身の健康の改善を図る
ために実施した生活向上スキルプログラ
ムのなかで女性受刑者が作成したコラー
ジュ作品を分析し特徴について考察する。

P2-3 男性受刑者のコラージュ作品の検討 ○ 坂田由美子
高田ゆり子
神山和也

勝田浩章

（筑波大学）
（筑波大学）
（喜連川社会復帰促進センター　
小学館集英社プロダクション）
（美祢社会復帰促進センター　
小学館集英社プロダクション）

要旨 受刑者の生活と心身の健康の改善を図る
ために実施した生活向上スキルプログラ
ムのなかで男性受刑者が作成したコラー
ジュ作品を分析し特徴について考察する。

P2-4 米国における治療共同体の活動の理念と
機能

○ 坂野剛崇
岡本潤子
廣井いずみ

（関西国際大学）
（帝京大学）
（奈良大学）

要旨 米国サンフランシスコの元薬物依存・犯
罪者の治療共同体Delancey･Street･
Foundation の理念が、入所者の更生を促
している機能について考察する。

P2-5 青少年の窃盗に関する新たな体系的な教
育プログラムの開発（3）- 少年院在院者
の各アプローチに関連する変数、万引き
の動機、逮捕の回数の関連 -

○ 髙橋　護
大久保智生
川田佳亮

（四国少年院）
（香川大学教育学部）･
（四国少年院）

要旨 窃盗防止に関する教育プログラム開発の
ため、少年院在院者の各アプローチに関
する変数、万引きの動機、逮捕の回数の
関連について検討した。

P2-6 処遇における面接と観察の重要性 ○ 高野光司

田中大介
田邊大典
本村郁子

（早稲田大学教育・総合科学学
術院）
（東京少年鑑別所）
（早稲田大学大学院）
（早稲田大学大学院）
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ポスター発表　6　第 2 日
各種犯罪・犯罪者・捜査（2501 講義室） 9 月 3 日（日）13：00 ～ 15：00
P2-7 一般人対象銃撃事件の犯行特徴や犯人特徴

に基づいた類型化
○ 大上　渉 （福岡大学人文学部）

要旨 1989 年から 2000 年代までの間に発生した
銃撃事件約 1000 件について多変量解析を
用いた分析結果を発表する予定である。

P2-8 遺書の有る変死事例における自殺と関連し
づらい情報の評価──元警察官と一般人の
比較──

○ 入山　茂
池間愛梨
桐生正幸

（東洋大学大学院）
（東洋大学大学院）･
（東洋大学）

要旨 本研究では , 心理学的検死に関する基礎研
究として ,「遺書のある変死事例」と教示し ,
自殺と関連しづらい 18 情報を自殺または
他殺に帰属するかウェブ調査を行い , 元警
察官 182 名 , 会社員 182 名の回答結果を分
析した。

P2-9 住宅強盗における犯人特徴の予測 ○ 大塚祐輔
平間一樹
横田賀英子
和智妙子
渡邉和美

（科学警察研究所）
（科学警察研究所）
（科学警察研究所）
（科学警察研究所）
（科学警察研究所）

要旨 住宅強盗に関して、事件現場や脅迫方法な
どの犯行特徴に関する情報から犯人特徴を
予測するためのモデルを構築した。また、
構築されたモデルの有用性について検討し
た。

P2-10 強姦事件における犯人特徴の予測 ○ 平間一樹
大塚祐輔
横田賀英子
和智妙子
渡邉和美

（科学警察研究所）
（科学警察研究所）
（科学警察研究所）
（科学警察研究所）
（科学警察研究所）

要旨 被疑者と被害者との間に面識のない強姦事
件について、犯行に関する情報から犯人の
属性等を予測するためのモデルを構築し、
構築されたモデルの精度について検討し
た。

P2-11 見捨てられ不安とデート暴力との関連性 ○ 荒井崇史 （追手門学院大学）

要旨 本研究では，大学生を対象に実施した調査
に基づき，見捨てられ不安が束縛行為をも
たらし、それが結果的にデート暴力につな
がるという因果モデルを検討した結果を報
告する。
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ポスター発表　7　第 2 日
防犯・被害・地域（2502 講義室） 9 月 3 日（日）13：00 ～ 15：00
P2-12 「明るい声かけ」の実施による従業員の万

引きに関する意識の変化
○ 皿谷陽子

平　伸二
（福山大学）
（福山大学）

要旨 商業施設の従業員が，店内防犯活動（明
るい声かけ）を行うことによって，従業
員の万引きに関する意識や職業満足度が
どのように変化するのか調査を行った。

P2-13 捨てられない・片づけられない（ホーディ
ング）に関する研究

○ 中島富美子 （作新学院大学大学院）

要旨 モノの所有にまつわる不安をもつ学生は
意外に多く今後ごみ屋敷問題が地域に影
響を及ぼす頻度が高まるかもしれない。
ホーダーの実態や片付けについての考え
方等を分析する。

P2-14 地域安全マップ作りが大人の防犯意識向
上に与える効果

○ 蘇　雨青

平　伸二

（東洋大学社会学研究科
社会心理学専攻）
（福山大学）

要旨 本研究は成人用防犯意識調査票を使用し，
地域安全マップ作製が，地域安全マップ
活動を初めて経験する小学生の保護者の
防犯意識向上に与える効果について検証
することである。

P2-15 少年鑑別所における心理相談業務の充実
に向けた試みと考察（１）―心理相談の
始まりを考える―

○ 小山明子
向野里子
田中かおり

（東京少年鑑別所）
（東京少年鑑別所）
（東京少年鑑別所）

要旨 少年鑑別所が扱う心理相談（非行・犯罪
の防止を目的とした「地域援助業務」の
一環）の充実に向けて，当所の特徴を明
らかにし，心理相談の「始まり」につい
て考察する。

P2-16 少年鑑別所における心理相談業務の充実
に向けた試みと考察（２）－心理相談の
終わりを考えるー

○ 田中かおり
向野里子
小山明子

（東京少年鑑別所）
（東京少年鑑別所）
（東京少年鑑別所）

要旨 心理相談の終結・中断・引継ぎで相談員
が経験したプロセスを調査し、考察する。
また、相談員の交代に当たっての試みに
ついて検証する。
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P2-17 少年鑑別所における心理相談業務の充実
に向けた試みと考察（3）

○ 向野里子
田口みのり
坂井智美

（東京少年鑑別所）
（東京少年鑑別所）
（東京少年鑑別所）

要旨 研究（1）及び（2）の検討結果を踏まえて ,
担当相談員の交代に伴うケースの引継ぎ
の在り方を考察する。

P2-18 犯罪被害者遺族による政策評価：被害者
参加制度・意見陳述制度に着目して

○ 白岩祐子
小林麻衣子
唐沢かおり

（東京大学大学院）
（明治大学）
（東京大学大学院）

要旨 2000 年に始まった意見陳述制度と 2008 年
に始まった被害者参加制度を実際に行使
した犯罪被害者遺族が、これらの制度を
どのように評価し、またその意義や問題
点をどのように理解しているのかを検討
した。

P2-19 集合的効力感と出所者の居住地域の曖昧
さが再統合的態度に及ぼす影響

○ 中川知宏 （近畿大学総合社会学部）

要旨 本研究は，自立準備ホームの建設が居住
市内に決定した条件と未定の条件に参加
者を無作為に割り当てた。決定条件では，
集合的効力感が再統合的態度，未定条件
では，スティグマ付与的態度を促すだろ
うと予測した。

P2-20 恋人等による自画撮り被害と関連する要
因の検討

○ 藤原佑貴
宮寺貴之
久原恵理子

（科学警察研究所）
（科学警察研究所）
（科学警察研究所）

要旨 女子少年が恋人等に自分の下着姿や裸の
写真を撮って送らされる被害について，
一般少年等を対象に調査を行った。写真
の送付意図と関連する要因を検討した結
果を報告する。

P2-21 恋愛中の関係性と失恋後ストーキングの
関連

○ 城間益里 （筑波大学大学院）

要旨 本研究では，恋愛関係の延長線上に生じ
る可能性のあるストーキングに焦点を当
て，どのような恋愛関係や失恋の仕方が
ストーキングに影響するのかを検討する。

P2-22 不審者事前検知ソフトの検証（1）：メン
タルチェッカーと自己評価による状態指
標の関連

○ 大久保智生 （香川大学教育学部）

要旨 不審者事前検知ソフト DEFFENDER-X
の妥当性を検証するため、メンタルチェッ
カーの各指標と自己評価による状態指標
の関連の検討を行った。
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ポスター発表　8　第 2 日
査定・評価、非行・犯罪観（2503 講義室） 9 月 3 日（日）13：00 ～ 15：00
P2-23 大学生の自己申告非行傾向と関連する

ロールシャッハ変数の検討
○ 浅野　正 （文教大学）

要旨 逸脱行動のリスク要因としての性格傾向
を、大学生 80 名程度のサンプルで、自己
申告非行尺度と低自己統制尺度、さらに
ロールシャッハ変数との関連から検討す
る。

P2-24 「抑うつに耐える力尺度」の再検討 ○ 河野荘子

岡本英生

（名古屋大学教育発達科学
研究科）
（奈良女子大学生活環境科
学系）

要旨 発表者らは、「抑うつに耐える力尺度」を
使用するうちに、これまで想定されてき
た尺度の構造そのものを再検討する必要
性を感じるようになった。当日は、その
結果を報告する。

P2-25 少年院における不適応等に影響を及ぼす
資質的特徴

○ 西田篤史
高橋　哲

（千葉少年鑑別所）
（法務総合研究所）

要旨 少年院送致となった者のうち、少年院で
反則行為等の問題行動を繰り返す少年に
ついて、その背景にある資質的特徴を鑑
別で得られた情報や生育歴等の情報を踏
まえて検討する。

P2-26 児童の被誘導性と関連する要因について ○ 久原恵理子
宮寺貴之
藤原佑貴

（科学警察研究所）
（科学警察研究所）
（科学警察研究所）要旨 未就学児の被誘導性と関連する要因を検

討するために，幼稚園または保育園に通っ
ている年長および年中の児童を対象とし
た実験を実施した。本研究では，その結
果について報告する。

P2-27 認知行動論的理解に基づく窃盗症治療の
現状と課題

○ 浅見祐香

野村和孝

田中佑樹

嶋田洋徳

（早稲田大学大学院人間科
学研究科）
（早稲田大学人間科学学術
院）
（日本学術振興会特別研究
員 ,･早稲田大学大学院人間
科学研究科）
（早稲田大学人間科学学術
院）

要旨 窃盗症治療の研究を概観し，認知行動論
的観点に基づく再理解と状態像に応じた
介入方法の確立に向けた展望を行なう。
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P2-28 服装及びエゴグラムタイプの違いによる
信頼感イメージの差異について

○ 福田理奈
川邉　讓

（駿河台大学大学院）
（駿河台大学）

要旨 裁判における証人とラベルされた服装の
みが異なる人物に対してもつ、信頼感と
強く関係するイメージ及び、評定者のエ
ゴグラムパターンと信頼感の持ち方の関
係について明らかにする。

P2-29 高校生における社会的スキルならびに主
体性が生活充実感に及ぼす影響

○ 玉木健弘 （武庫川女子大学）

要旨 本研究は、高校生の社会的スキル、主体
性が生活充実感に及ぼす影響の検討を
行った。各変数間の性と学年の差異を検
討した。その結果、変数間で性と学年の
主効果がみられた。

P2-30 潜在連合テストを用いた規範意識測定の
試み

○ 宮寺貴之
藤原佑貴
久原恵理子
小林寿一

（科学警察研究所）
（科学警察研究所）
（科学警察研究所）
（科学警察研究所））

要旨 中学生を対象に、逸脱行動に対する意識
等を中心として、規範意識に関するオン
ライン調査を実施した。今回、潜在連合
テストによる規範意識の測定について検
討した結果を報告する。
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日本犯罪心理学会第５５回大会賛助団体御芳名

公益財団法人　日工組社会安全研究財団

学会運営ならびに当大会開催に関し、上記団体より御支援を頂きました。
ここに、その御芳名を記して感謝を表します（敬称略）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　日本犯罪心理学会会長　岡本　吉生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同大会準備委員長　村松　励





日 本 社 会 病 理 学 会
第３３回

大 会 プ ロ グ ラ ム

２０１７年
９月２日（土）　３日（日）　　学　術　大　会

國學院大学･渋谷キャンパス

〒150-8440　東京都渋谷区東 4-10-28
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日本社会病理学会第 33 回大会概要

「社会病理・社会問題研究に期待されるもの─その拠点・舞台となる学会をめざして」

第･1･日目：9･月･1･日（金）＊犯罪学関連学会合同企画

第･2･日目：9･月･2･日（土）　受付：12･時〜

〇開会式：13･時〜 13･時･10･分

〇学会シンポジウム：13･時･20･分〜 16･時･20･分

テーマ：「わたし」をひらく－生きることについての知を協働で編むことと社会問題研究

日本社会病理学会は、社会現象としての切り取り方の鮮やかさ、社会病理・社会問題の理論

構築、分析と考察、政策・制度やその歴史的研究、実践や運動に関する多角的な研究を旺盛

に展開している学会です。2019 年には 35 周年を迎えます。この 3年間をとおして、人間の

行為から社会制度・政策、歴史や政治経済をも含めた視野をもちつつ、公共社会学的なアプロー

チ、社会問題の歴史社会学的研究との接合、実践や解決のための臨床社会学との関係づけ等

を含んだ総合的な研究の舞台・拠点にしていきたいと考えます。現代的な課題にかかわる社

会的現実の調査研究に取り組み、その研究をとおして、実践との関係づけ、理論化への配慮、

政策課題の意識化、身近なことを扱い、研究する「わたし」との関係づけ、研究の倫理と責

任そしてポジショナリティについて焦点をあてていきます。報告者は以下のとおりです。

　①大川聡子さん（大阪府立大学）

　　「ライフスタイルとしての 10 代の母―出産を選択した社会的経験に着目して考える」

　②尾崎俊也さん（大阪大学）

　　「暴力加害者への接近─男性研究の視点から」

　③徳永祥子さん（日本財団 /福祉特別事業チーム研究員）

　　「子どもの育つ場所─社会問題としての養護問題」

　④川端浩平さん（福島大学）

　　「身近な世界のフィールドワークから考える社会問題（仮題）」

　・主旨説明と進行：中村正（立命館大学）/討論者は調整中

〇平成･29･年度総会：16･時･30･分〜 17･時･30･分

〇合同懇親会：18･時〜 20･時
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　第･3･日目：9･月･3･日（日）

〇自由報告部会Ⅰ：10･時･〜･12･時･30･分･

・福重　清（立教大学）　　　「〈依存症〉をめぐる問題の構築とその変化」

・金澤由佳（長崎国際大学）　「社会福祉と医療の法制度化が表わしているもの

　　　　　　　　　　　　　　　　―精神保健福祉法一部改正法律案を手がかりに―」

・麦倉　哲（岩手大学）　　　「災害研究における社会病理学的視点

　　　　　　　　　　　　　　　　―自然災害還元論と被災自己責任論を超えて」

・前島賢土（中央大学）　　　「大手電機メーカーの不正会計の分析」

〇自由報告部会Ⅱ：10･時･〜･12･時･30･分

・三代陽介（熊本大学）　　　「高校へ行き直すことを可能とするサポート要因の分析にむけて」

・髙橋康史（筑波大学）　　　「スティグマの解消戦略としての自己の多元化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―「家族の犯罪」に関する語りから」

・高梨　薫（神戸学院大学）　「自死対策としてのメンタルヘルスに関連する社会的要因の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　―ソーシャル・キャピタルと悩みやストレスの相談―」

・進藤雄三（大阪市立大学）　「良い死／悪い死」

〇ラウンドテーブル：13･時･30･分〜 16･時･30･分（話題提供者調整中）

テーマ：「社会病理研究・社会問題研究の可能性－方法と対象の多様性をもとにして考える」

─社会病理・社会問題の研究対象の多様性をもとに相互に研究交流しつつ、社会病理学や社

会問題論の方法論、分析手法、その工夫について焦点をあて社会病理・社会問題研究の今後

を考えます。

〇合同閉会式：16･時･45･分〜
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ごあいさつ

第１８回全国大会　「２０１７東京大会」

大会実行委員長　小長井　賀與（立教大学）

　日本司法福祉学会第１８回大会を開催するにあたり、一言ご挨拶申し上げます。

　本年度の大会は犯罪系５学会の合同大会となります。５学会の中では小規模の司法福祉学会

では財政を含む大会運営において困難が予想されましたので、運営準備のための組織を組んで

一つずつ課題に向き合い、準備を進めてまいりました。幸い、準備委員各位の多大な貢献と司

法福祉学会本体から物心両面に渡るご支援を得て、何とか今年 5月には開催の目処が立ち、準

備組織は実行委員会へと移行することができました。さらに、合同大会本部からも当学会の事

情に対し格別のご理解をいただき、大会開催にまで漕ぎ着けることができました。実行委員会

一同、会員の皆様を合同大会にお迎えできることに安堵し、喜んでいます。また、会員以外の

参加者も心から歓迎いたします。

　さて、大会の準備は、企画内容の面では司法福祉学会らしさを探る営みでもありました。本

年度の合同大会は他学会員にも開かれ、参加者はどの大会にも参加できる形態を取っています。

このことは、逆に言えば、当学会が独自性と存在意義を持たなければ、参加者を確保できない

事態に陥ることを示しています。そこで、「司法福祉学」の原点に立ち戻って、地道に当学会な

らではの企画を立てることに腐心しました。そして、「多様な人々の共生と司法福祉学」という

大会テーマを定めました。漠としていますが、きっと会員の皆様が各々の立場から「共生」の

内包を埋めてくださると信じました。

　ご存知のとおり、司法福祉学会は、家庭裁判所調査官を中核とする少年の保護・健全育成に

関する研究会を母体として 2000 年に設立されました。その後、社会のニーズに即応して司法福

祉の外延が広がり、当学会は「司法と福祉」関連領域に従事する多彩な実務家や研究者が集う

組織へと発展してきました。本大会では司法福祉に関する多様なテーマで、９つの自由研究報

告と 11 の分科会がもたれます。正に「多様な人々の共生」を目指して多彩な議論が展開される

わけです。昨年度の大会に比べ、自由研究報告が減り分科会が増えました。合同大会である等種々

の要因によると思いますが、一つの見方として、司法福祉の課題は多領域の専門家や研究者が

市民と協働して包括的に対処しなければ解決しない現実を反映しているとも言えます。そういっ

た意味で分科会が増えたと理解しています。社会のニーズに即して、司法福祉学会は着実に発

展しているのです。

　上述のとおり、本大会が合同大会であることで、却って司法福祉学会のアイデンティーと今

後の方向性を自問する機会となりました。他学会からの刺激も受け、本大会が司法福祉学会の

更なる発展の契機になれば、幸いに存じます。
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大会スケジュールと会場案内
（合同企画を除き「120 周年記念 1 号館」で実施）

１日目：2017 年 9 月 2 日（土）9:30 ～ 20:00

9:00 ～ 9:30 受付 

9:30 ～ 11:30
9:30 ～ 12:00

9:30 ～ 11:30
自由研究報告＜Ａ会場＞

9:30 ～ 12:00
自由研究報告＜Ｂ会場＞

9:30 ～ 12:00
第１分科会

12:00 ～ 13:00 昼食

13:00 ～ 14:00 総会 

14:00 ～ 17:30

 

「生きづらさを抱える高齢者の社会統合～司法福祉の観点から考える～」
　コーディネーター：小長井　賀與（立教大学）
　シンポジスト：村田　輝夫（関東学院大学）・古川　隆司（追手門学院大学）・
　今野　由紀（東京社会福祉士会）・臼井　郁夫（東京都青少年・治安対策本部）

18:00 ～ 20:00 合同懇親会 

２日目：2017 年 9 月 3 日（日）9:30 ～ 16:00

9:00 ～ 9:30 受付 

9:30 ～ 12:00
第２分科会 第３分科会 第４分科会 第５分科会 第６分科会

12:00 ～ 13:30 昼食

13:30 ～ 16:00
第７分科会 第８分科会 第９分科会 第 10 分科会 第 11 分科会

16:45 ～ 17:00 合同閉会式 

1 階ラウンジ

3 階 1303 教室 3 階 1304 教室 3 階 1306 教室

1 階 1101 教室

大会シンポジウム 1 階 1101 教室

学術メディアセンター (AMC)1 階 カフェラウンジ

1 階ラウンジ

2階1201教室 2階1203教室 3階1303教室 3階1304教室 3階1306教室

2階1201教室 2階1203教室 3階1303教室 3階1304教室 3階1306教室

120 周年記念 2 号館 1 階 2101 教室
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自由研究報告　9 月 2 日（土）9:30 ～ 12:00

＜Ａ会場＞　〔1303 教室〕　司会：齋藤　知子（帝京平成大学）
9:30 ～ 10:00
①「刑事弁護活動における弁護士による福祉的活動―なぜ必要か」

前野　育三（関西学院大学名誉教授・弁護士）

10:00 ～ 10:30
②「治療的司法（Therapeutic	Jurisprudence）の観点から見た情状鑑定の検討」

須藤　明（駒沢女子大学）

10:30 ～ 11:00
③「東京社会福祉士会の東京三弁護士会との連携による、入口支援と判決後支援」

久保田　邦子・広瀬　哲朗・小林　良子（東京社会福祉士会）

11:00 ～ 11:30
④「触法精神障害者の社会復帰支援におけるソーシャルワークの展開―米国州立刑務所の多職
種チームにおける実践から示唆されるもの―」

戸井　宏紀（東洋大学）

＜Ｂ会場＞　〔1304 教室〕　司会：杉浦　ひとみ（東京アドヴォカシー法律事務所）
9:30 ～ 10:00
①「性加害行為のあった知的障害者の地域生活支援における心理教育について」
　　山﨑　康一郎（大阪人間科学大学）・我藤　諭（龍谷大学）・水藤　昌彦（山口県立大学）・
　　脇田　康夫（大阪府立砂川厚生福祉センター）・益子　千枝（兵庫県地域生活定着センター）

10:00 ～ 10:30
②「司法・更生保護領域と社会福祉領域の連携プロセスにおける阻害要因と促進要因の検討―
『触法行為』のあった知的障害者の権利擁護の視点から―」

福永　佳也（大阪府立大学）

10:30 ～ 11:00
③「児童自立支援施設で生活することの意味～退所者へのインタビュー調査から～」

佐藤　亨（新潟青陵大学）

11:00 ～ 11:30
④「少年院におけるソーシャルワーク専門職の活動状況に関する研究」

大村　美保（筑波大学）・前久保　愛（元筑波大学）

11:30 ～ 12:00
⑤「	障害福祉サービス事業所における元被疑者・被告人の利用開始後の支援特性に関する定性
的データ分析」

京　俊輔（島根大学）・村社　卓（岡山県立大学）

　分科会（1）　9 月 2 日（土）9:30 ～ 12:00　

＜第１分科会＞〔1306 教室〕
「年長少年の非行と特性及び社会復帰上の問題について―鑑別と矯正教育の現場から見えてく
るもの―」

　室井　誠一（全国篤志面接委員連盟）
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　分科会（2）　9 月 3 日（日）9:30 ～ 12:00　

＜第２分科会＞〔1201 教室〕
「加害者家族支援の意義と展望～日韓の加害者家族支援の理論と実践を通して～」

阿部　恭子（特定非営利活動法人WorldOpenHeart）	

＜第３分科会＞〔1203 教室〕
「親権者決定と面会交流～離婚をめぐる夫婦・親子の福祉を考える～」

村尾　泰弘（立正大学）

＜第４分科会＞〔1303 教室〕 
「更生支援を当事者はどう見ているか～支援を受けた本人の“語り”から、司法と福祉の連携
を批判的に検証する～」

木下　大生（武蔵野大学）

＜第５分科会＞〔1304 教室〕
「非行少年の社会復帰について考える～かつて当事者であり現在は支援する者の語りから～」

廣井　いずみ（代表、奈良大学）・坂野　剛崇（関西国際大学）・岡本　潤子（帝京大学）

＜第６分科会＞〔1306 教室〕
「家族紛争解決手段の多様化とその課題～ニュージーランドの新たな取組み（FDR・DV法制）
を手掛かりに～」

松村　歌子（関西福祉科学大学）

　分科会（3）　9 月 3 日（日）13:30 ～ 16:00　

＜第７分科会＞〔1201 教室〕
「我が国における臨床心理士及びソーシャルワーカーの司法実践（Forensic	Practice）～日米
の比較も踏まえて～」

須藤　明（駒沢女子大学）

＜第８分科会＞〔1203 教室〕
「少年の再非行をどのように防ぐのか―元非行少年を交えた市民団体の実践から考える―」

湯原　悦子（日本福祉大学）・高坂　朝人（再非行防止サポートセンター愛知）

＜第９分科会＞〔1303 教室〕 
「児童福祉施設における『性的問題』の現状と対応について―『性的被害』『性的暴力』『性的
支配』をなくすために―」

小木曽　宏（房総双葉学園）・梅山　佐和（立命館大学）

＜第 10 分科会＞〔1304 教室〕
「性の多様性、家族・親子の多様性～多様なカップルが子をもつということ～」

立石　直子（岐阜大学）

＜第 11 分科会＞〔1306 教室〕
「司法面接の多様性と実務の課題」

岡田　強志（神戸学院大学）
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大会シンポジウム
9 月 2日（土）14時～ 17時 30分
120 周年記念 1号館 1階	1101 教室　

「生きづらさを抱える高齢者の社会統合～司法福祉の観点から考える～」
コーディネーター	 小長井　賀與（立教大学）
シンポジスト	 村	田　輝	夫（関東学院大学）
	 古	川　隆	司（追手門学院大学）
	 今	野　由	紀（東京社会福祉士会）
	 臼	井　郁	夫（東京都青少年・治安対策本部）

＜趣　旨＞
　日本の全人口中の高齢者割合は優に 25%を超えて世界で最も高く、しかも 1990 年代中盤か

ら急速に高齢化が進んだ。高齢化社会にあって、80 歳を超えても積極的に社会参加している者

が少なくない一方で、疾病や認知症等の身体機能上の制約から自律的な生活を送ることが難し

い高齢者が増えている。また、高齢単身者世帯が増加する中で、高齢者の社会的孤立や相対的

貧困率の上昇が問題となっている。このような高齢者の「生きづらさ」は誰しも遭遇し得る普

遍的な事項であり、社会として高齢者支援・介護の仕組みをいかに創っていくかは、健全で持

続可能な社会を築く上で喫緊の課題である。

　そこで、本シンポジウムでは生きづらさを抱える高齢者に焦点を当て、現代の高齢者の抱え

る諸問題の実相、争点、背後にある社会構造上の問題、さらに問題の緩和・解決の可能性と課

題について、日頃から実務や研究で高齢者問題に取り組んでおられる専門家をシンポジストと

して迎え、現時点での争点を整理し、多角的な視点から議論して、今後の方向性や取り組むべ

き事項について考察する。

　

＜次　第＞
14:00 〜･趣旨説明　小長井　賀與

14:05 〜＜報告１＞･村田　輝夫･「ＪＲ東海認知症高齢者事故訴訟で問われたもの」

14:30 〜＜報告２＞･古川　隆司･「認知症者による事件や事故へ司法福祉はどうアプ

･ ローチするか」･

14:55 〜＜報告３＞･今野　由紀･「高齢者の刑事事件の支援から･〜東京社会福祉士

･ 会の取り組み〜」

15:20 〜＜報告４＞･臼井　郁夫･「高齢者万引きに関する調査研究について」

16:10 〜･休憩・質問用紙の回収

16:25 〜･議論の整理　小長井　賀與　

16:30 〜･質疑応答・ディスカッション・まとめ

17:30　･･終了　
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＜報告１＞
　村田　輝夫「ＪＲ東海認知症高齢者事故訴訟で問われたもの」
＜略歴＞

　1991 年に弘前大学着任（人文学部・民法）、2006 年から現職（専門職大学院法務研究科教授・

民法）。弘前時代に青森家庭少年問題研究会設立に関与（現在も共同代表）。

＜発言趣旨＞

　線路に立ち入り列車と衝突して死亡した認知症高齢者の家族が鉄道会社から損害賠償を請求

された訴訟（ＪＲ東海事件）の一・二審で家族が賠償を命じられた。献身的な在宅介護がなさ

れていたと思われるケースで社会問題となった。最高裁では一転して家族に監督義務はないと

して賠償責任を否定した。この結論は妥当だが、判決には、監督義務者責任が家族に生じる余

地が法理論上残されており、慎重に検討を行う必要がある。

　関連して、責任弁識能力のない未成年者がサッカーボールを蹴って他人に損害を加えた場合

の親権者の監督義務者責任を否定した「サッカーボール事件」、及び、施設から無断外出した責

任無能力者（知的障害者）を避けるため転倒したバイク運転者が死亡した「静岡知的障害者施

設交通事故死事件」（施設の代理監督者責任が争点）も検討したい。

　今後の課題としては、超高齢社会を迎え、認知症高齢者等の施設収容には限界があり、地域

社会への包摂方策が目指されている。これに対応して、民事責任理論の再構築（例えば衡平責

任の導入等）と社会全体としての支援（保険等）が不可避になると思われる。

＜報告２＞
　古川　隆司「認知症者による事件や事故へ司法福祉はどうアプローチするか」
＜略歴＞

　保育士・介護福祉士養成教育を経て現職。2009 〜 2011 年厚生労働科研田島班パート２研究

協力者、当学会理事、教員の傍ら認知症介護や介護サービスの苦情解決に従事。

＜発言趣旨＞

　今年開催された国際アルツハイマー協会国際会議では、今後増加が見込まれる認知症患者の

治療や更なる社会参加について多くの意見が交わされた。だが、認知症者と家族の大きな課題は、

彼らが起こす事故や事件への備えである。2017 年 1 月のＪＲ東海事件の最高裁判決は、認知症

者や家族の責任に対し、社会的議論が必要であることを示した。多くの家族は司法が認知症へ

の理解をしてくれるとの期待を抱くものの、対応が追い付かない刑事司法や事後の社会的ケア

の不在に失望を抱いているのではないだろうか。

　本報告は、司法と福祉の架橋を考えるために、障害者差別解消法における合理的配慮の具体

化と、被害を与えた相手方との修復的司法という２つを中心に発題を行う。合理的配慮は、認

知機能が十分でない市民への法的手続における権利擁護で対応可能か、病識のない潜在的認知

症患者と彼らによる事故・事件について、自動車の暴走事故なども参考にソーシャルワークの

貢献を考える。修復的司法は、かねて提起されているものの、被害者との対話的な解決こそ認

知症者の事故事件に不可欠だと考えられる。
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＜報告３＞
　今野　由紀「高齢者の刑事事件の支援から ～東京社会福祉士会の取り組み～」
＜略歴＞

　2006 年より医療ソーシャルワーカー、現在は精神科クリニックの PSW。認知症高齢者と介

護者支援が専門。東京社会福祉士会司法福祉委員・千代田区介護認定審査会委員。

＜発言趣旨＞

　東京社会福祉士会が刑事司法ソーシャルワーカーの活動をはじめて 4年目となる。2014 年度

は 15 件、2015 年度は 26 件、2016 年度は 35 件、今年度は 2か月余りの 6月 5日の時点で 10 件

の依頼が来ている。これは東京三弁護士会に属する弁護士からの協力の要請を受け名簿登載さ

れた刑事司法ソーシャルワーカーが東京社会福祉士会より推薦される仕組みになっており (「刑

事司法への関与に関する事業実施要綱」より )、この活動は逮捕・勾留、公判段階での「入口支

援」と呼ばれるものである。

　2016 年に認知症高齢者の万引きの事案を受任した。刑事司法ソーシャルワーカーとしてはじ

めてのケースであった。中等度から重度の認知症患者が起訴され、私はそれ自体大変な驚きで

あり、臨床では気づかなかった問題点があった。認知症とはどういう症状なのかということを

いま一度確認し、適切なケアはどうあるべきか考えたい。個別性が多分にあり答えがない道の

りだが、社会を構成する 1人 1 人が「考え続けること」が真のソーシャルインクルージョンの

実現の第一歩だと考えている。　

＜報告４＞
　臼井　郁夫「高齢者万引きに関する調査研究について」
＜略歴＞

　1983 年に東京都に採用。総務局、産業労働局、環境局、都市整備局等を経て 2016 年 7 月か

ら現職（治安対策担当部長）。

＜発言要旨＞

　平成 22 年以降、都内の万引き件数は減少傾向にあるが、検挙者に占める高齢者の比率は高まっ

ており、高齢社会の進展を見据えると看過できない状況にある。

　そこで、東京都は、高齢者による万引きの要因等を探るため、有識者研究会を立ち上げ、万

引き被疑者の実態調査等を行い、本年 3月に報告書を公表した。

　調査の結果、高齢万引き被疑者には、家族や地域からの孤立、生活苦の実感、ストレス耐性

の低さ、認知機能の低下など様々な要因・背景が考えられることが明らかとなった。同研究会は、

この分析結果等を踏まえ、店舗での声掛け推進、高齢者の孤立防止、再犯防止に向けた関係機

関による支援体制の整備等について提言を行っている。

　これに基づき都は、調査結果を地域包括支援センターや小売業界等に広く発信するとともに、

高齢者の問題行動に関する講演会を７月に開催するなど、関係機関との連携強化に努めている。

さらに今後は、高齢者本人や家族への支援策の検討に加え、昨年成立した再犯防止推進法に基

づく対応の中で、万引きの再犯防止策についても検討していく。
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自由研究報告

９月２日（土）　９：３０～１２：００

Ａ会場　１号館３階　１３０３教室
Ｂ会場　１号館３階　１３０４教室
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日本司法福祉学会　第１８回合同大会

＜Ａ会場①＞

刑事弁護活動における弁護士による福祉的活動 ― なぜ必要か
前野　育三（関西学院大学名誉教授・弁護士）

１．研究目的
　刑事弁護活動において、弁護士による福祉的活動は広く行われており、その重要性は増して
いる。その実態を明らかにし、どのような背景がこのような動きをもたらしているかを解明する。

２．研究方法
　弁護活動の経験の法則化

３．倫理的配慮
　具体的ケースよりも類型を取り上げることを重視する。具体的ケースを取り上げる場合にも
被疑者・被告人を特定または推測させるような素材は取り上げない。

４．研究結果・考察
　刑事弁護活動において弁護士による福祉的活動が広く行われていることは客観的に確認でき
る。そのような活動が行われることにはいくつかの背景がある。① 2009 年に被疑者国選弁護の
範囲が拡げられた。②我が国の裁判では、有罪・無罪が争われる事件は少数であり、多くは情
状が主たる争点である。③我が国の刑法は、法定刑の幅が広く、司法の運用は、起訴猶予や執
行猶予を幅広く行っている。
　将来福祉的活動が福祉専門職によって担われるようになることが望ましいが、そのためには
福祉的活動を類型化し、国費を支出する基準が明確化される必要がある
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日本司法福祉学会　第１８回合同大会

＜Ａ会場②＞

治療的司法（Therapeutic Jurisprudence）の観点から見た情状鑑定の検討
須藤　明（駒沢女子大学）

１．目的
　刑事司法においては、犯罪に至った人の心理的・社会的問題を解決することが、彼らの更生、
ひいては社会の安全にも寄与するといった治療的司法の考え方が広く受け入れられてきている。
しかし、我が国の場合には、米国における問題解決型裁判所のようなシステムとしての司法実
践まで至っていない。当事者主義に立脚して、過去の犯罪事実に対する刑罰の軽重を争うとい
う枠組みは依然として強固である。
　ところで、報告者は、臨床心理士としてこれまで情状鑑定に携わる機会を得てきた。情状鑑
定は、裁判所が量刑を判断するに当たって考慮する犯情と一般情状に関して、心理学その他の
専門的分野の知識の提供をするものである。しかしながら、最近では、情状鑑定を単なる減刑
要素の観点でとらえる狭い視点だけではなく、被告人の将来の社会復帰を見据えた意見を求め
てくるなど、依頼内容に微妙な変化が生じているのではないかとの印象も持つ。そこで、情状
鑑定について、治療的司法の観点からとらえ直す試みが必要と考えた。現状の分析とともに、
情状鑑定の可能性についても検討を加えたい。

２．方法
　報告者が担当した情状鑑定 ( 正式鑑定及び私的鑑定 ) の事例を対象に治療的司法の観点から検
討を試みる。検討事項は、①鑑定項目と付随する依頼する側の意図、②鑑定結果が刑事裁判に
寄与した側面、③被告人にとっての意義について、などである。

３．倫理的配慮
　鑑定事例に関しては、報道の範囲内に止めるなどプライバシーには十分配慮する。

４．結論
(1)･　被告人が知的障害を抱えている事例では、情状鑑定に社会復帰までを見据えた参考意見を
求める傾向があった。また、私的鑑定では、知的障害の事例に限らず、鑑定依頼の中に被告
人の更生に向けた問題解決的要素も期待していることが多かった。

(2)･　外形的な犯行態様が悪質な事例では、情状鑑定に求められる要素は、犯情を中心とした過
去の事実に関して焦点が当てられる傾向があった。

(3)･　私的鑑定では、鑑定人の面接から公判廷での証言に至るプロセスそのものに治療的司法の
要素が内包されていると考えられた。ただし、飽くまでも部分的、一時的な取組であり、そ
の限界についても自覚しておく必要があると思われた。

(4)･　治療的司法に通底する取組は、情状鑑定にとどまらず、様々な実践が行われつつある。た
だし今後の発展のためには、ダイバージョンとその受け皿となる社会的インフラの整備等解
決すべき課題は多い。当面は、実践例を積み重ねる必要がある。
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日本司法福祉学会　第１８回合同大会

＜Ａ会場③＞

東京社会福祉士会の東京三弁護士会との連携による、入口支援と判決後支援
久保田　邦子・広瀬　哲朗・小林　良子（東京社会福祉士会）

１．研究目的
　障害者、高齢者で罪を犯した人の社会復帰には、各種の機関や多様な人々の関わりが不可欠
となっており、福祉との連携（社会福祉士・精神保健福祉士の関与）への期待がますます高まっ
ている。｢東京三弁護士会障害者等刑事問題検討協議会｣ から、逮捕勾留段階から見立て、更生
支援計画書作成、情状証人等で弁護活動の支援要請があり、2014 年に東京司法・福祉連絡協議
会を組織し入口支援を行ってきた。裁判で採用された更生支援計画書は判決後に実施されるも
のであるが、弁護士の手をはなれて社会福祉士が中心となって更生支援計画にそったつなぎを
行っている。その際の社会福祉士の立場は明確になっていない。本研究では、依頼された事件
について傾向をまとめることと、判決後の支援のあり方を確立し、犯罪をしない暮らしのため
の支援方法を明らかにする。

２．研究方法
　2014 年から 2017 年３月までに行った 70 ケースを事例研究方式にて分析し、地域生活定着支
援へのつなぎ方を検討した。更生支援計画を作る際の本人や関係者、つなぎ先との調整と、判
決内容、判決後の支援について検討をし、逮捕・勾留から社会復帰まで、切れ目のない一貫し
た支援のあり方を検討した。

３．倫理的配慮
　事例に関するデータの管理は、十分な秘密保持の配慮を行った。また、事例の使用にあたって、
公益社団法人日本社会福祉士会の事例を取り扱う際のガイドラインに基づき、事例の内容につ
いて、その本質や分析の焦点が損なわれない範囲において特定の事例として判別できないよう
に大幅に修正もしくは改変し、個人が特定されないように配慮した。･

４．研究結果・考察
　対象ケースのデータは図表等にして報告する。
｛事例｝･知的障害があり、住居侵入を繰り返していた。家族支援は見込めないことから福祉事務

所等の支援もあったが、生活保護だけでは定着はできなかった。判決に際し保護観察と
成年後見を付けることで、緩やかであるが確実な見守り者が複数でつくことにより、定
着をした。
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＜Ａ会場④＞

触法精神障害者の社会復帰支援におけるソーシャルワークの展開 
－米国州立刑務所の多職種チームにおける実践から示唆されるもの－

戸井　宏紀（東洋大学）

１．研究目的
　本研究は、特に触法精神障害者の社会復帰支援の過程に焦点をあて、ソーシャルワーカーが
多職種チームの中で専門性を発揮し、独自の機能を担って行くための課題を検討することを目
的とする。そのために、約 100 年にわたる歴史をもつ米国の矯正ソーシャルワークの展開状況
を調査し、実践上の課題を検討し、その貢献可能性について考察する。

２．研究方法
　第一に、触法精神障害者の社会復帰支援の実施状況に関して、米国の文献調査を行い、調査
実施のための事前検討を行った。第二に、各州独自の矯正システムが展開される米国において、
州矯正局と州立大学医学部とのパートナーシップにより、矯正医療システムの改革を進めてき
たコネティカット州を対象とし、管理者及び実践家からの聞き取り調査を行った。

３．倫理的配慮
　調査実施については、所属研究機関（調査当時）の研究倫理審査委員会の審査・承認を受けた。
訪問調査に先立ち、研究の目的と調査内容に関する説明事項を記載した文書（Information･
Sheet）を提示・説明し、調査への協力同意を得た。

４．研究結果・考察
　米国コネティカット州の矯正システムを対象とした調査では、州の矯正医療システムの改革
を十数年来担ってきた責任者、そして州立刑務所において長年ソーシャルワーカーとして実践
してきた研究者らと面談し、聞き取り調査を行った。具体的な調査項目として、社会復帰支援
計画の構成内容、関係機関との連携実施状況、多職種チームの活動、そして社会復帰支援にお
けるソーシャルワークの展開について、明らかになった点を報告する。
　多職種チームにおける臨床的実践においては、「社会において得られるのと同等レベルの精神
保健サービス」を提供するという共通理念の下、権利擁護の視点に立ったソーシャルワークが
展開されていることが確認された。日本の矯正施設におけるソーシャルワーク実践と比較検討
する上では、(1)･社会復帰支援計画･(Discharge･planning)･における実践に加え、(2)･臨床的実践･
(Clinical･practice)･にもさらに焦点をあて、多職種チームアプローチを重視した矯正ソーシャル
ワークの展開を図るとともに、より一層の実践研究が求められる。
　尚、本報告は、JSPS 科研費･16H07252 の助成を受けた研究成果の一部である。
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＜Ｂ会場①＞

性加害行為のあった知的障害者の地域生活支援における心理教育について
山﨑　康一郎（大阪人間科学大学）・我藤　諭（龍谷大学矯正・保護総合センター）・

水藤　昌彦（山口県立大学）・脇田　康夫（大阪府立砂川厚生福祉センター）・
益子　千枝（兵庫県地域生活定着支援センター）

１．研究目的
　近年、性加害行為の理解と介入については、心理教育のワークブックなどにより示されてき
ている。しかし、知的障害の特性に応じた適用方法の提示や、障害福祉施設における心理教育
の活用についての提示は殆どなく、障害福祉事業所は試行錯誤しながら対応している状況があ
る。そこで、本研究では性加害行為のあった知的障害者の地域生活支援における、認知行動療
法に基づく心理教育の活用について明らかにすることを目的とする。

２．研究方法　
　地域生活を行っている性加害行為のあった知的障害者 3名（以下、当事者と表記）、各当事者
の地域生活における支援者（以下、地域の支援者と表記）への半構造化面接による個別インタ
ビュー調査を実施。期間は 2016 年 8 月〜 2017 年 2 月である。ここでは、当事者 3事例、地域
の支援者 3事例をそれぞれ修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（M-GTA）を用いて
分析し、3事例を統合したモデルとして提示する。

３．倫理的配慮
　当事者の調査は事前に地域の支援者へ調査の趣旨を説明し承諾を得た。また、地域の支援者
とインタビュー調査を行うリスクについて検討し、生活状況や心身の状態が悪化しないと想定
される当事者を対象とした。調査時には、調査の趣旨、個人情報の取り扱いに当たっての配慮、
調査中いつでも回答を中断できること、それによっていかなる不利益も生じないことなどにつ
いて書面で説明し、書面で承諾を得た。当事者の同意に加えて、現利用中の事業所の支援者が
本人同意に立ち会い、書面で調査の承諾を得た。また、大阪人間科学大学研究倫理委員会の承
認を得て実施した。

４．研究結果・考察　
　心理教育による介入によって当事者が自らの性加害行為を関係性や認知のゆがみという点か
ら理解でき、また、心理教育から得られた情報は地域の支援者が感じる対応の不安を低減させ
る情報となっていた。地域生活の継続においては心理教育で学習した再加害行為の回避行動を
継続することが必要であった。心理教育は地域生活支援において、障害福祉事業所の理念や支
援方針、生活状況に応じて形を変え、時間経過と共に支援者の役割が減少していた。そして、
適応的な人間関係や仕事の充実によって地域生活の満足が高まることで、再加害を回避する行
動が自発的に継続していた。

付記
　本研究は JSPS 科研費 15K21529、JSPS 科研費 17K04283 の助成を受けたものである。
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＜Ｂ会場②＞

司法・更生保護領域と社会福祉領域の連携プロセスにおける阻害要因と促進要因の検討
―「触法行為」のあった知的障害者の権利擁護の視点から―

福永　佳也（大阪府立大学）

１．研究目的
　犯罪者となった障害のある人、受刑後に障害の存在が明らかになった人、犯罪に至らないが
地域生活の継続が困難となった人等を含めて、「触法行為」のあった障害者として位置付け、中
でも知的障害のある対象者に対する権利擁護の視点から、司法・更生保護領域と社会福祉領域
の連携プロセスを明らかにする。連携の阻害要因と促進要因の分析により、対象者への処遇や
支援における連携システムの構築を目指す。

２．研究方法
　「触法行為」のあった知的障害者の支援に携わったことのある司法・更生保護領域、社会福祉
領域の従事者に対するインタビュー調査を実施した。各領域でそれぞれ 4名を調査協力者とし、
個別インタビュー調査後に、フォーカスグループインタビューを行った。調査結果は、調査協
力者の発言の意図や意味することを損なわないように留意しながら、質的に分析し、連携シス
テムの構築について考察した。

３．倫理的配慮
　日本司法福祉学会の研究倫理指針に則り、実施した。インタビュー調査は、書面と口頭にて
調査の趣旨等について説明し、調査協力者と研究者が調査に関する同意書を取り交わした。調
査で得られた個人情報は、その匿名化と厳重な保管に配慮した。

４．研究結果・考察
　調査協力者の視点について、①対象者と関与する期間、②対象者に対する視点・考え、③目
指すべき対応（支援）のゴール地点、④同じ領域内での連携課題、⑤他の領域との連携課題、
に関して比較検討した。司法・更生保護領域では、対象者と関わる時期や期間が限定されており、
社会福祉領域との認識の差に影響を及ぼしていた。
　連携プロセスは、Ⅰ【処遇決定まで】、Ⅱ【地域生活を始めるまで】、Ⅲ【地域で暮らし続け
るため】の３つのプロセスに分類された。連携の阻害要因は、＜支援対象かどうかの押しつけ
あい＞、＜これまでの対象者と異なる展開への不安＞、＜再犯防止の追求による行き詰まり＞、
等であった。一方、促進要因は、＜対応への困り感という共通認識＞、＜わからないと言い合
える関係＞、＜他職種が相互につながれる安心感＞、等が示された。連携システムは、対象者
によるライフスタイルの自己選択、加害者にしないと同時に被害者にしないサポート体制の追
求、困った時の “ 人 ” 頼みからの脱却、多職種ネットワークによるハンドリング機能の見える
化をクリアすることによって構築可能と推察された。

付記：･本研究は、科学研究費助成事業《奨励研究》課題番号：24906011《研究代表者：福永佳也》の
継続研究である。
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＜Ｂ会場③＞

児童自立支援施設で生活することの意味 
～退所者へのインタビュー調査から～

佐藤　亨（新潟青陵大学）

１．研究目的
　児童自立支援施設での処遇の意義や今後のあり方について検討していくために、過去に児童
自立支援施設を経験した人たちから、その体験について聞き取り、その意義や改善すべき点を
明らかにする。

２．研究方法
　児童自立支援施設退所者 12 名に、30 分〜 60 分の半構造化面接を実施した。主な質問項目は、
児童自立支援施設に来て良かったか、来て良かった点・悪かった点、退所後役に立っていること、
改善した方がいい点、その他言いたいこと、等。

３．倫理的配慮
　調査対象者には、書面と口頭で研究の目的や分析方法、個人が特定されることはないこと、
辞退は自由であること、等を説明し、承諾を得られた場合に面接を実施した。なお、調査対象
者が未成年の場合は、保護者にも同様な説明を行い、承諾を得た。

４．結果と考察
　調査対象者は男性 9名、女性 3名で、10 代 5 名、20 代 6 名、40 代 1 名。調査時の状況は学
生 4名、自営業 6名、バイト 1名、無職 1名であった。12 名中 11 名が児童自立支援施設に来
て良かったと述べ、残り 1名は良くも悪くもなかったと述べていた。児童自立支援施設に来て
役に立ったこととしては、対人関係が変化した、短気でなくなった、悪いことをくだらないと
思えるようになった、忍耐力が付いた、最低限の学力がついた、生活習慣が身についた、親や
元の学校の先生との関係が変わった、等が語られた。また、夜中まで親身になって話を聞いて
くれた、泣きながら怒ってくれた、怒られて反抗しても相手をしてくれた等の職員との関係や、
集団生活の中で人間関係について体験から学べたこと、が良かったこととして述べられていた。
　一方、嫌だったこととしては、普通の中学に１日も行けなかったことや施設に来たことで負
い目のようなものがあったこと、等が語られた。改善点としては、一人で考える時間が必要、
何で怒られているのかもっと説明して欲しかった、もっと踏み込んで気持ちをわかって欲しかっ
た、等が語られた。
　今回の結果からは、児童自立支援施設での体験がその後の生活に役に立っていることが示さ
れた。また、多くの人が児童自立支援施設に来たことに最初は抵抗を感じていたが、今は良かっ
たと思っている旨を述べており、その変化を促したのは職員との人間関係や集団生活の中での
体験であったことが示唆された。
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＜Ｂ会場④＞

少年院におけるソーシャルワーク専門職の活動状況に関する研究
大村　美保（筑波大学）・前久保　愛（元筑波大学）

１．研究目的
　本研究は、少年院におけるソーシャルワーク専門職の職務内容や課題、施設毎の共通点・相
違点等を整理してその活動状況を明らかにすることにより、ソーシャルワーク専門職の活用の
あり方について検討することを目的とした。

２．方法
　少年院 8院に勤務するソーシャルワーク専門職（社会福祉士及び精神保健福祉士）を対象に
インタビューガイドを用いた半構造化面接を実施した。面接内容は対象者の同意のもと IC レ
コーダーで録音した。調査項目は、①勤務形態、②経験年数（司法領域内外におけるソーシャ
ルワーク経験）、③担当件数（現時点及び累計）、④具体的な職務内容、⑥研修や情報交換の状況、
⑦専門職配置の前後での変化、⑧職務における課題、⑨求められる資質・知識、⑩新少年院法
施行による変化の 10 項目とした。面接内容の録音データから逐語録を作成し、KJ 法（川喜田、
1967）の手法に準じ、データの切片化、ラベル作成、ラベルの集約、カテゴリー作成の手順で
分析を行った。

３．倫理的配慮
　筑波大学人間系倫理審査委員会の倫理審査を経て研究を実施した。研究の趣旨を十分に説明
した上で文書にて施設の承諾及び研究協力者の同意を得た。個人が識別できるデータ（氏名、
施設名、所在地、性別、年齢等）については匿名化を行った。

４．結果
　非常勤職員では勤務時間が週 6〜 29 時間とばらつきが見られ、勤務時間の上限は施設ごとに
定められていた。ソーシャルワーク専門職に共通する主な職務の流れを得た。また、職務にお
ける課題、ソーシャルワーク専門職を支える仕組みや基盤、配置によるメリットや成果につい
て分析・整理することができた。

５．考察
・ケースの選定や面接、出院後のフォローにおいて関与が限られている施設が多く、早期から
関与する必要性と、保護機関との整理・連携のあり方の検討が求められる。
・庁ごとに問題性が多様であり、管区又は局にネットワークを拡大し、職務上の問題の共有を
行う必要性が示唆される。
・管区又は局単位で、採用・研修・スーパーバイズ等を統括する運用の仕組みの必要性が示唆
される。
・専門職が介入することで、新たな福祉の視点や知識を提供し、手帳の取得件数の増加、出院
後に使える資源・サービスの選択肢の増加等、社会復帰支援につながっている。
・矯正教育における福祉の展開は道半ばであり、職務の内容・範囲を定めることについて検討
が必要である。
・今後、双方の原理・倫理・価値をめぐるジレンマ事例の収集と分析が求められる。
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＜Ｂ会場⑤＞

障害福祉サービス事業所における 
元被疑者・被告人の利用開始後の支援特性に関する定性的データ分析

京　俊輔（島根大学）・村社　卓（岡山県立大学）

１．研究目的
　本研究の目的は、入口支援を通じた障害福祉サービス事業所（以下、事業所）における元被
疑者・被告人の利用開始後の支援特性を明らかにすることである。

２．研究方法
　本研究は、インタビュー法を採用した。インタビューは、2016 年 2 月から 2017 年 6 月まで
実施した。調査協力者は、３県の事業所職員 9名である。調査協力者の条件は、①入口支援に
おいて被疑者・被告人の受入を検討した事業所であり、②当該事業所内において、検討の際に
中心的な役割を果たした職員である。分析方法は、定性的（質的）コーディングを用いた。①
インタビューから得られたデータから意味内容ごとに「（定性的）コード」を割り出した。②一
般化を図るために、「（定性的）コード」間の関係性を比較検討しながら「（概念的）カテゴリ」
を生成した。③「（概念的）カテゴリ」を「説明図式（理論）」へと統合した。①から③の手続
きは繰り返して行った。

３．倫理的配慮
　調査実施の際に、調査協力者全員に対し、研究目的、調査方法等を説明し、書面にて同意を
得ている。整形した逐語記録を分析対象とし、個人が特定される可能性のある情報は全てイニ
シャル化した。

４．研究結果・考察
　支援対象となる元被疑者・被告人は、サービス利用開始後において、事業所の支援者から行
動の見守りや制限、注意を受けることになる。元被疑者・被告人は、そのことを通じて不満が
溜まることも多い。この時期の支援者の支援特性は、彼らの不満表出を適切に促し、その不満
を受け止めることを通じて、再犯の衝動や自己コントロール力を確認し、ルールの伝達と約束
を守らせるところにある。加えて、関連機関と連絡調整を行いつつ、元被疑者・被告人の生活
について、複数の評価とストレングスの発見に基づき基盤形成することも、この時期の支援特
性である。入口支援を通じて利用することになった事業所の役割は再犯防止ではないという大
杉（2016）らの主張がある一方で、本研究では、事業所が再犯防止を意識して日頃の支援に取
り組んでいる支援特性を見いだすことができた。

　本研究は日本学術振興会科学研究費助成事業　基盤研究（C）課題番号 15K03916「『入口支援』
における触法知的障害者の福祉的支援に関する実証的研究」の研究成果の一部である。
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分科会
９月２日（土）　９：３０～１２：００

第 1 分科会　１号館３階　１３０６教室

９月３日（日）　９：３０～１２：００
第２分科会　１号館２階　１２０１教室
第３分科会　１号館２階　１２０３教室
第４分科会　１号館３階　１３０３教室
第５分科会　１号館３階　１３０４教室
第６分科会　１号館３階　１３０６教室

９月３日（日）　１３：３０～１６：００
第７分科会　１号館２階　１２０１教室
第８分科会　１号館２階　１２０３教室
第９分科会　１号館３階　１３０３教室
第10分科会　１号館３階　１３０４教室
第11分科会　１号館３階　１３０６教室
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＜第１分科会＞

年長少年の非行と特性及び社会復帰上の問題について 
―　鑑別と矯正教育の現場から見えてくるもの　―

企画者　室井　誠一（全国篤志面接委員連盟）

１．分科会企画の目的と概要　
　選挙権年齢を 20 歳以上から 18 歳以上に引き下げる公職選挙法等の一部を改正する法律の施
行（2016.6.19）に伴い、民法上の成人年齢の引き下げや少年法適用年齢の引き下げ等の問題が
大きな議論となっている。本年２月には法務大臣から法制審議会に対してこの問題を含めた若
年者に対する刑事法制の在り方について諮問され、現在、同審議会において審議検討が行われ
ているが、少年保護の実務を担っている少年鑑別所と少年院の現場において、18 歳・19 歳のい
わゆる年長少年にはどのような非行傾向と人格特性が認められるのか、彼らの社会復帰上の課
題と困難はどのようなところにあるのかを知ることは、年長少年の保護の在り方を議論する上
で必要なことである。
　そこで、少年鑑別所における鑑別と少年院における矯正教育及び社会復帰支援の実務担当者
から、それぞれ話題提供していただき、フロアとの議論を交えながら、年長少年に対する保護
と司法福祉の在り方に関して議論する。

２．話題提供者
　・佐藤　真理惠（八王子少年鑑別所統括専門官（考査担当））
　・池田　　一　（多摩少年院次長）
　・曽和　　浩　（多摩少年院首席専門官（支援担当））

３．話題提供の内容
（１）少年鑑別所の現場から見た年長少年の特性と処遇について（佐藤）
　家庭裁判所の観護措置決定により送致された少年に対する鑑別及び観護処遇を行っており、
また、非行及び犯罪の防止に関する援助を含む地域援助業務に取り組んでいる少年鑑別所の現
場から得られた知見を基に、非行少年全般の傾向を踏まえながら、年長少年に関する特性や処
遇について話題提供したい。
ア　少年鑑別所の業務について
　・　鑑別、観護処遇、地域援助の三つの機能
イ　少年鑑別所に入所する非行少年の全般的特徴
　・　社会適応力の未熟さ、自信の乏しさ、被害体験等
ウ　年長少年に見られる特徴（犯罪白書や法制審議会の資料による）
　・　非行名別構成比（男女別）、非行態様、家庭環境、生活状況、資質面等
エ　年長少年の非行の分析について
　・　非行化の時期の点から
　・　特殊詐欺事案について
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・　処遇選択の着眼点
オ　年長少年の非行の典型例の紹介

（２）多摩少年院における年長少年に対する矯正教育（池田）
　いわゆる年長少年を収容している多摩少年院の在院者には、どのような特徴が認められるか、
年長の保護処分少年に対してどのような処遇を実践してきて、今後、どのような処遇を展開し
ていこうとしているか、また、年長少年の健全育成上の課題に対してどのような働き掛けを行っ
ているか等を含め、以下の項目について話題提供したい。
ア　在院者の特徴
　・　一日平均収容人員の推移
　・　新収容者の主たる非行名
　・　新収容者の教育程度
　・　新収容者の入院前学職
イ　処遇の基盤
　・　矯正教育の仕組み
　・　個々の在院者の特性等に応じた指導
　・　「育て直し」の観点からの少年院処遇
　・　安心安全な環境
　・　信頼関係

（３）多摩少年院における年長少年に対する社会復帰支援（曽和）
　「社会復帰支援」は、２年前に施行された新少年院法において、少年院の責務の一つとして明
記され、現在その充実施策を積極的に推進しているところである。
　今回の分科会では、年長少年を収容する多摩少年院における在院者の保護者等との関係の在
り方、社会復帰支援施策の実情、少年保護法制の特徴的な制度である収容継続の意義等につい
て話題提供したい。

ア　在院者の保護者等に関する事項
　・　保護者に対する協力の求め等
　・　在院者に対する保護関係調整指導
イ　社会復帰支援に関する事項
　・　仮退院後の円滑な保護観察のための引受人・住居の確保（帰住調整）
　・　出院後の就労先の確保と就労継続（就労支援）
　・　出院後の復学・進学のための支援（修学支援）
ウ　収容継続に関する事項
　・　在院中に２０歳に達する在院者への対応
　・　収容継続の意義及び効果
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＜第２分科会＞

加害者家族支援の意義と展望 
～日韓の加害者家族支援の理論と実践を通して～

企画者　阿部　恭子（特定非営利活動法人 WorldOpenHeart）

１．分科会企画の目的と概要
　「忘れられた被害者」または「隠れた被害者」と呼ばれる加害者家族。重大事件の加害者家族
が自責の念から自殺に至るケースが度々報道されながらも、これまで加害者家族を対象とした
支援について社会的に議論されることはほとんどなく、あらゆる支援の網の目からもこぼれて
いる存在だった。
　日本においては、2008 年から特定非営利活動法人WorldOpenHeart が全国に先駆けて加害者
家族支援を展開し、韓国においては、2015 年から児童福祉実践会セウムが受刑者の子どもたち
の支援を開始している。
　欧米諸国で発展してきた加害者家族支援であるが、家族連帯責任意識の強い社会での活動が
社会に根付いて発展を遂げるには、どのようなアプローチが求められるのでろうか。
　日韓両国の文化的背景を踏まえて、両国の加害者家族のニーズと支援の現状、それぞれの専
門家によるアプローチの方法及び課題、日韓共同支援体制の構築とアジアでの発展の可能性に
ついて議論を展開する。

２．話題提供者
　・阿部　恭子（特定非営利活動法人WorldOpenHeart 理事長）
　・宿谷　晃弘（東京学芸大学准教授）
　・小宮　純一（ジャーナリスト）
　・駒場　優子（臨床心理士、府中刑務所処遇カウンセラー）
　・相澤　雅彦（臨床心理士、府中刑務所処遇カウンセラー）
　・･･李･･　京林（児童福祉実践会セウム理事）

３．話題提供の内容
　特定非営利活動法人WorldOpenHeart（WOH）は、現在まで約 1000 件のさまざまな状況に
ある加害者家族の支援を行ってきた。WOHでは、加害者家族を「自ら犯罪や不法行為を行っ
た行為者ではないが、行為者と親族または親密な関係にあったという事実から、行為者同様に
非難や差別に晒されている人々」と定義している。
　日常的に加害者家族からの相談を受けているWOHの理事長阿部恭子氏が、WOHの相談デー
タを基に、相談者の一定の傾向を踏まえたうえで、日本の加害者家族が抱える問題と支援の現
状について報告を行う。
　WOHでは、捜査段階からの長期的、継続的な加害者家族支援を行っており、さまざまな専
門家とボランティアが協力して支援に関わっている。本企画では、加害者家族の心理的支援を
担当している臨床心理士の駒場優子氏と相澤雅彦氏が、臨床心理士による加害者家族支援の内
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容と課題、さらに、公判段階からの情状鑑定を通した加害者家族へのアプローチについて報告
を行う。
　加害者家族及び、加害者家族支援について、これまで理論的研究はほとんどなされてこなかっ
た。社会において、加害者家族が抱える問題が人権問題として認識され、加害者家族支援の必
要性、正当性が普遍的なものとなるために、加害者家族支援の歴史的、理論的意義について、
宿谷晃弘准教授が修復的正義の観点から報告を行う。　
　WOHでは、未成年から高齢者まで、幅ひろい年齢の加害者家族を支援している。加害者家
族の中でも特に、親や兄弟が「加害者」となってしまった子どもたちへの支援が急務である。
加害者家族の子どもの現状と支援の課題について、虐待問題や子どもの権利に関する取材を続
けているジャーナリストの小宮純一氏が報告を行う。
　2015 年、児童福祉分野専門のソーシャルワーカー李京林氏が児童福祉実践会セウムにおいて、
韓国で初めて受刑者の子どもを対象とした加害者家族支援を開始した。本企画では、李氏が、
韓国の刑務所における受刑者の更生支援の現状と受刑者の家族支援の課題と、受刑者の子ども
たちが抱える問題と支援の在り方について報告を行う。
　以上の報告内容を踏まえて、フロアから広く質疑応答を受け議論を行う。
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＜第３分科会＞

親権者決定と面会交流 
～離婚をめぐる夫婦・親子の福祉を考える～

企画者　村尾　泰弘（立正大学）

１．分科会企画の目的と概要　
　離婚の際、最も大きな課題となるのは親権者を決めることと面会交流ではないでしょうか。
親権者を決める際は、従来、子どもの物理的、心理的な養育環境等を乱さないこと、すなわち
継続性の原理を重視する姿勢がとられてきました。しかし、この考え方には批判も多く、時代
の流れと共に、父母の養育環境の比較衡量等、さまざまな要因を考慮して決めるように変化し
たような印象を受けます。また、2011 年の民法改正で、離婚の際には面会交流や養育費の支払
いについて取り決めることが明記されましたが、離婚後も父母間のいさかいが継続または再燃
し、実際には面会交流が実施されないことも多いのが現状ではないでしょうか。その背景には、
ＤＶ問題や養育費の不履行など複雑な要因が絡み合っているといえます。では、我々はこれら
の問題の中で夫婦と親子の福祉をどう考えればよいのでしょうか。現状の課題と展望をじっく
りと討論したいと考えます。

２．話題提供者
　・話題提供者：町田　隆司（横浜家庭裁判所）
　　　　　　　　野口　康彦（茨城大学）
　　　　　　　　川村　百合（弁護士）
　　　　　　　　NPO法人「こどものおうち」スタッフ
　・指定討論者：伊藤　由紀夫（横浜家庭裁判所）

３．話題提供の内容
　町田隆司氏には、親権者の決定と面会交流について、家庭裁判所での実務上の課題を具体的
に話題提供していただきます。従来日本の家庭裁判所では継続性の原理を重視する姿勢がとら
れてきましたが、現在はどうなのか、親権者を決める際の現状と問題点は何か、面会交流のあ
り方の変遷や課題などを中心に話していただきます。
　野口康彦氏には離婚が及ぼす子どもの精神発達を中心にお話しいただきます。離婚に至るプ
ロセスには様々な態様があると考えられます。子どもが受ける影響も様々でしょう。そのよう
な観点から、面会交流や養育費など、子どもの養育をめぐる課題をお話しいただきたいと考え
ています。
　川村百合氏には弁護士としての実践活動を通して、親権者決定や面会交流について感じてお
られる課題を中心に、日本の親権者決定や離婚後の親子関係について、現状と課題をお話しい
ただきたいと考えます。夫婦、親子をめぐる紛争には、ＤＶ問題や養育費の不履行など様々な
困難な課題が山積していると考えられます。これらについてのご意見もいただきたいと思いま
す。
　NPO法人「こどものおうち」は埼玉県熊谷市で活動する面会交流支援団体です。2016 年に
は第 10 回よみうり子育て応援団大賞奨励賞を受賞しました。地元熊谷市と協力し、支援活動を
展開しています。具体的な活動の理念、実際に支援活動の実践を通して感じる活動意義や課題
などをお話しいただきます。
　フロアの方々との意見交換や討論を期待しています。
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＜第４分科会＞

更生支援を当事者はどう見ているか 
～支援を受けた本人の “ 語り ” から、司法と福祉の連携を批判的に検証する～

企画者　木下　大生（武蔵野大学）

１．分科会企画の目的と概要　
　司法と福祉の連携による、福祉等の支援を必要とする犯罪行為者への対応の必要性が強調さ
れて久しい。矯正施設からの釈放時支援策が講じられ、近年では検察庁による被疑者釈放時の
福祉等との連携が急速に進行している。また、弁護士、社会福祉士等のあいだでも支援ニーズ
に対する認識が高まり、被疑者・被告人段階における更生支援が広がってきている。
　これら施策や支援は一定の調査や報告がなされてきているが、多くは実施者の側からのであ
り、対象となった当事者がどのように捉え、評価したのかは明らかになっていない。そこで、
本分科会では、弁護士と社会福祉士の連携による更生支援を受けた本人からの聞き取り調査の
結果を題材として、司法と福祉の連携による支援を批判的に検討することを試みる。それによっ
て、より適切な更生支援を構築していくために何が求められているのかを参加者とともに考え
たい。

２．話題提供者等
　・話･題･提･供･：中田　雅久（多摩の森綜合法律事務所）
　・シンポジスト：山田　恵太（北千住パブリック法律事務所）
　・シンポジスト：山田　英男（鎌倉法律事務所）
　・シンポジスト：及川　博文（PandA社会福祉士事務所）
　・シンポジスト：浦崎　寛泰（東京TSネット）
　・シンポジスト：木下　大生（武蔵野大学）
　・指定討論者：水藤　昌彦（山口県立大学）
　・司　会　者：金子　毅司（埼玉福祉・保育専門学校）
　
３．話題提供の内容
　本分科会では、司法と福祉の連携における支援の対象になった当事者に対して、受けた支援
の内容について評価をしてもらう。それによって、これまでの支援における課題や今後の支援
のあり方について検討し、提言につなげる。
　方法は、司法と福祉の連携における支援を受けた経験がある当事者に対して、これまで受け
た支援についての評価のヒアリング調査を行う。その場面を本人、支援者、必要に応じて保護
者や成年後見人等に許可を得た上で、本人が特定出来ない方法で録画撮影をする。当事者には、
以下のインタビュー項目を中心に、これまで受けてきた支援において「良かったこと」だけで
なく「悪かったこと」も含めて両側面から語ってもらう。
　・最初に支援者と会ったときにどう感じたか（不安など）
　・介入前、福祉サービスを受けることにどんなイメージがあったか
　・支援者から福祉サービスについて説明されてどう変わったか



― 108 ―

日本司法福祉学会　第１８回合同大会

　・支援を受けることについて納得できていたか
（裁判を有利に進めるために仕方なく…等の気持ちはなかったか）
　・実際に福祉サービスを使ってどう変わったか
　・支援を受ける前の生活と支援を受けた今の生活がどう変わったのか
　・この先どう生活していきたいか
　・現在の支援に対する不満はないか　など
　インタビュー映像を当日の分科会で再生し、内容を会場と共有したのち、インタビューを担
当したシンポジストが、画像のみから伝わらなかった内容やインタビューをした感想を述べな
がら、本人の語りを元にこれまでの支援についての評価と課題を検討する。
　特に、司法と福祉が連携して行う更生支援のあり方について、当事者から見た問題点・課題
はないのか、批判的な検証を試みたい。

　当日は以下の進行を予定している。
①話題提供と問題提起（中田雅久）
②インタビュー画像上映
③シンポジストによるヒアリングから見える支援の課題とあり方の検討
④指定登壇者からの意見
⑤まとめ

　なお、調査結果報告は秘匿性に配慮し本人を特定できる要素をすべて排除する、調査は本人
の同意を得る等十分な倫理的配慮を行う。
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＜第５分科会＞

非行少年の社会復帰について考える 
～かつて当事者であり現在は支援する者の語りから～

企画者　廣井　いずみ（代表、奈良大学）・坂野　剛崇（関西国際大学）・岡本　潤子（帝京大学）

１．分科会企画の目的と概要
　非行少年の社会復帰について我々は、「社会はどのように支援することができるのか」と考え
てきた。しかし、もうひとつ大切な視点がある。「彼らは、社会にどのように支援を求めること
ができるようになるのか」という視点である。
　非行事例では、そもそも支援が得られるとは考えていなかったり、大人社会に対する不信感
から支援を求める気になれなかったり、支援を求めたつもりが、搾取されたりすることがある。
社会復帰につながる支援を求めることができるようになるには、何が必要であろうか。
　本分科会では、かつて当事者であり、支援者の経験もあるシンポジストが、自身や支援者と
しての経験から、①支援を求めることの難しさ、②支援を求めることができるようになるには
何が必要か、述べる。
　話題提供者から、「援助要請」、「被援助志向性」について解説を受け、シンポジスト、フロア
を交えて、社会復帰につながる援助を求める力とはどのようなものか、それを促進するには、
専門機関、そして我々に何ができるのか、ディスカッションする。

２．話題提供者等
　・シンポジスト
　　渋谷　幸靖（NPO法人再非行防止サポートセンター愛知　社会内サポート責任者）
　　久世　恭

ひさ

詩
し

（「つなぐ実行委員会」スタッフ、薬物依存回復センター元職員）
　・話題提供者
　　永井　･･智　（立正大学准教授　専門は援助要請、発達臨床心理学）
　
３．話題提供の内容
　シンポジスト
　・渋谷　幸靖（NPO法人再非行防止サポートセンター愛知　社会内サポート責任者）
　非行少年と大人の壁。否定され続け、心を閉ざしてしまった少年達との人間関係の築き方。
少年と大人との型にはまった関係ではなく、承認し、人として向き合った行く末には。
　・久世　恭

ひさ

詩
し

　（「つなぐ実行委員会」スタッフ、薬物依存回復センター元職員）
　最近、メディアを通して「依存症」の話題が多く上がっています。ギャンブル・アルコール・
薬物等、様々な紹介がなされていますが、陥った後の話は聞く機会は少なく感じます。過去
に「薬物やめますか？人間やめますか？」という CMがありました。そのような恐怖教育の
行く末には、偏見と支援の枯渇が生まれます。その結果として、当事者は支援が必要である
にも関わらず、その支援を拒みます。「どうせ助けてと言っても、ダメな人間と思うんでしょ？」
となります。この最初の一歩であり、とても難しい問題をどう乗り越えるかについてお話し
できればと思います。
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　話題提供者
　・永井　智　（立正大学准教授）
　①「援助要請」、「被援助志向性」とはなにか、②「援助要請」生起のプロセス、③援助要請
の資源や抱える問題・苦痛の種類による「援助要請」の違い、④「援助要請」の促進要因、阻
害要因、さらに、シンポジストの語りをもとに、⑤非行少年の社会復帰について「援助要請」、「被
援助志向性」から何が言えるのか、述べたい。

※･本分科会は、文部科学省による科学研究費の助成（基盤研究C・課題番号 15K04006、代表：
廣井いずみ）により実施した。



日
本
司
法
福
祉
学
会

― 111 ―

日本司法福祉学会　第１８回合同大会

＜第６分科会＞

家族紛争解決手続の多様化とその課題 
～ニュージーランドの新たな取組み（FDR・DV 法制）を手掛かりに～

企画者　松村　歌子（関西福祉科学大学）

１．分科会企画の目的と概要
　FDR（Family･Dispute･Resolution：家族紛争解決サービス）とは、ニュージーランドで 2014
年 3 月から施行されている配偶者との別居や離婚手続の際になされる子の養育に関する裁判外
の紛争解決手続である。子の養育に関する家族紛争処理手続の簡素化・迅速化、および子をは
じめとする弱者に焦点を当てることを目的に導入された。
　本分科会では、最初にニュージーランドの新しい家族司法制度、および子の福祉と密接な関
わりを有するファミリーバイオレンスに対する施策について概観する。次に FDRの対象とな
る子の後見・養育（日本法の親権・監護に相当）とこれらについて規律する 2004 年児童養育法
を確認した上で、FDRの現状や現地での評価（司法関係者、FDRのプロバイダー機関、当事
者等）、および課題について検討する。最後に、ニュージーランドにおける家族法制に関するア
プローチの特徴を踏まえ、家族と国家・市場との関係のあり方を模索する。

２．話題提供者
　・報告 1：松村　歌子（関西福祉科学大学健康福祉学部）
　・報告 2：梅澤　･彩･（熊本大学大学院法曹養成研究科）
　・報告 3：清末　愛砂（室蘭工業大学大学院工学研究科）
　・報告 4：井上　匡子（神奈川大学法学部）
　　
３．話題提供の内容　　
(1)　「ファミリーバイオレンスと家族司法制度」（松村　歌子）
　ニュージーランドでは、ファミリーバイオレンスが、女性や子どもの健康を害する重大な
要因であり、社会全体の問題であることを、政府が認識し、保健省（Ministry･of･Health）、
女性省（Ministry･of･Women’s･Affairs）、警察、学校など省庁を超えた様々な取組みがなされ
ており、被害者支援団体（NGO）を積極的に支援するなど、官民の連携もスムーズに行われ
ている。本報告では、ニュージーランドにおける家族司法制度について、ファミリーバイオ
レンスに対する施策を中心に概観する。

(2)　「子の後見と 2004 年児童養育法〜法的な枠組みを中心に」（梅澤　彩）
　ニュージーランドでは、子の実親は血縁後見人（natural･guardian）と称される。また、実
親の新しいパートナーが一定の要件を満たす場合には、追加後見人（additional･guardian）
として、子の養育に関与することができる。さらに、同国では、子の実親の関係解消後も原
則として共同後見であることから、子の実親が関係を解消し、再婚等新しいパートナーシッ
プ関係を締結した場合、子には 3名以上の後見人が存在することとなる。このように、ニュー
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ジーランドにおける後見制度は、日本の親権制度とは大きく異なる。そこで、本報告では、
FDRの対象となる子の後見・養育等について規律する 2004 年児童養育法（Care･of･Children･
Act･2004）を中心に、関連法制を概観する。

(3)　「FDR（家族紛争解決サービス）と民営化〜制度的な枠組みを中心に」（清末　愛砂）
　ニュージーランドでは、2014 年 3 月に新しい家族司法制度の一環として、FDRが始まった。
それから約 3年後の 2017 年 2 月、新制度の現況やその効果を多角的に検討するため、法務省、
研究者、裁判官（家庭裁判所）およびメディエーターのサプライヤーへの聞き取り調査を実
施した。本報告の前半では、これらの聞き取りから得られたデータを基にして分析した結果
を解説する。後半では、その分析結果から抽出したFDRの改善に向けた課題を提示する。

(4)　「家族紛争解決手続の多様化と家族の多様化」（井上　匡子）
　ニュージーランドで新たに導入された FDRは、伝統的な家族紛争解決手続とは異なる理
念や手法に基づく新しい手続であり、現在世界規模で進行している司法制度の改革の流れの
中に位置づけることが可能である。その他にもニュージーランドでは、DVをめぐる施策の
展開や、子どもの養育に関する諸問題に対応する中で、日本とは異なる理念や手法で、法制
度が構築され、様々な施策が展開されている。本報告では、このような状況での、家族と国
家や市場との関係、そして法制度のあり方について再検討したい。また、家族の多様化をめ
ぐる議論を参照しつつ、現代社会における家族や親密圏の機能・役割、そこでの司法制度の
新たな役割について、模索したい。
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＜第７分科会＞

我が国における臨床心理士及びソーシャルワーカーの司法実践 
（Forensic Practice）～日米の比較も踏まえて～

企画者　須藤　明（駒沢女子大学）

１．分科会企画の目的と概要
　刑事司法の世界的な動向に目を向けると、行為責任論に基づく刑罰の限界とともに、犯罪に
至った人の心理的・社会的次元にかかわる多様な問題を解決する必要性が認識されるようになっ
ている。これは治療的司法（Therapeutic･Jurisprudence）と呼ばれる新しい司法観に基づく実践、
例えばDrug･Court や Mental･Health･Court といった問題解決型裁判所 Problem･Solving･Court
として広がりを見せている。そこでは、法曹三者以外のソーシャルワーカー、心理学者などの
専門職の関与が必然的になってくる。一方、日本においては、治療的司法の本格的な取組みま
で至らないものの、そこに通底する様々な取組みも行われてきている。
　そこで、本分科会では、わが国における司法実践の現状と課題について整理し、今後の展望
を検討したい。報告者は、臨床心理士、ソーシャルワーカー、米国公設弁護人事務所で働く
Mitigation･Specialist の 3 人である。各自の司法実践について具体的な報告を受け、その後、フ
ロアーとの全体討論につなげる予定である。

２．話題提供者等氏名・所属
・コーディネーター：須藤　･明･（駒沢女子大学）
・話題提供者　　　：岡本　吉生（日本女子大学）
　　　　　　　　　：戸井　宏紀（東洋大学）
　　　　　　　　　：Valarie･Mitchell･(King･County･Department･of･Public･Defense,
　　　　　　　　　　Seattle,･WA）
・指定討論者　　　：丸山　泰弘（立正大学）
　
３．話題提供の内容
　３人の話題提供者から、それぞれ以下の報告があり、その後に丸山が刑事政策の立場で指定
討論する予定である。
①岡本　吉生 ( 日本女子大学 )
　刑罰だけでは特別予防効果を期待できない時代に来ている。これは、刑事施設への再入所
者の割合は約 5割で、教育を主とする少年の矯正施設への再入所者の割合の 2倍以上である
ことからも理解できる。被害者のいない薬物常習事犯、犯罪の中核的原因となる時の障害者
による各種事案、社会で自由に暮らすことに困難を覚える高齢者による事案、被害と加害が
錯綜する夫婦や家族間で生起する各種事案においては、特別なニーズを考慮するために活用
される心理学等のパラリーガルの知見が、公正で適切な裁判や刑事施設での処遇に不可欠で
あることの話題提供を行う。
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②戸井　宏紀（東洋大学）
　司法領域におけるソーシャルワークの実践は、この十数来大きな広がりを見せるとともに、
各地域に根ざした多様な展開がなされてきている。多職種間の協働が進む中で、ソーシャル
ワーカーの専門職としての独自性と、ソーシャルワークの機能に関しては、今後を展望する
上では整理が必要な時期に来ているとものと考える。第二報告者は、刑務所、医療観察法病棟、
検察庁における社会福祉士・精神保健福祉士としての実践から、司法領域におけるソーシャ
ルワークの特徴と、共通する課題を提起する。その上で、司法領域におけるソーシャルワー
ク実践に関する日米比較の前提として、社会的背景や専門職教育等の相違、共有する価値に
関して話題提供を行う。

③Valarie･Mitchell･(King･County･Department･of･Public･Defense,･Seattle,･WA）
　米国における司法領域で働くソーシャルワーカーの多くは、公設弁護人事務所等で多職種
チームの一員として働いている。特に減軽のための社会調査を担うソーシャルワーカーは、
Mitigation･Specialist と呼ばれ、その専門性が確立されつつある。
　本分科会では、米国シアトル市の公設弁護人事務所でMitigation･Specialist として活動し
ている立場から、具体的な事例を素材にして、社会調査の実際について紹介する。調査内容
と判決前調査報告書、弁護士や他の専門職との連携、社会資源の活用などについて言及し、
日米の司法ソーシャルワークの交流や比較検討に寄与したいと考えている。

４．倫理的配慮
　話題提供者が事例を素材として提示する場合には、事例が特定されないよう適宜内容を変え
るなど、特段の配慮をする。

※･本分科会は、JSPS 科研費（課題番号：16K04390、研究代表：須藤明）の助成により実施す
るものである。
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＜第８分科会＞

少年の再非行をどのように防ぐのか
－元非行少年を交えた市民団体の実践から考える－

企画者　湯原　悦子（日本福祉大学・再非行防止サポートセンター愛知）
高坂　朝人（再非行防止サポートセンター愛知）

１．分科会企画の目的と概要　
　非行少年の数は平成 16 年以降、減少し続けている一方、再非行少年率は年々上昇している。
ここからは、逮捕された非行少年が犯罪から離脱することへの困難が想定される。
　NPO法人再非行防止サポートセンター愛知（以下、再サポ愛知）は、逮捕された少年が再び
非行することがないよう、少年と家族を支援する活動を行ってきた。活動の特徴は以下の３点　
①逮捕から社会復帰後まで一貫したサポートを行うこと　②保護者（親）と少年を同時にサポー
トすること　③非行経験のあるスタッフと非行経験のないスタッフがともに関わること　であ
る。①について、少年と信頼関係に基づく絆を持つことは再非行防止の鍵となるが、非行が進
めば進むほど、少年は人を信頼するようになるまで時間がかかる。処遇プロセスに沿って「現
れては消え」を繰り返す支援者たちが、少年と深い信頼関係を築くのは難しい。②について、
少年の非行行為に環境上の要因が大きく絡んでいる場合、少年自身もさることながら彼を取り
巻く環境を調整することも極めて重要である。③について、非行少年は自分の気持ちを分かっ
てくれる人、なかでも自分と同じ非行経験のある人には心を開きやすい。非行経験のあるスタッ
フの関わりは少年の本音を引き出し、信頼関係を結ぶうえで鍵になる。ただしそのような経験
がある者は少数であり、社会で生きていくには少年たちは非行経験のあるスタッフと信頼関係
を結びつつ、非行経験のない者の考え方や価値観を学んでいくことが求められる。この３点は
再非行防止の観点から言えばどれも重要で、再非行防止活動に欠かせないと考えている。
　再サポ愛知は 2014 年に設立、現在までに 60 人ほど少年の支援を行ってきた。少年の言い分
に耳を傾け、一人ひとりに適した支援を追求してきたつもりである。そのなかで、我々の努力
だけでは克服困難な課題があることが分かってきた。一つは司法と福祉の狭間に落ち込んだ少
年への支援である。彼らの成育歴は壮絶で、数多くの生きづらさを抱えている。彼らがこの先、
生きていけるようにするためには、細く長く少年に伴走する福祉の支援が欠かせない。もう一
つは年齢の壁である。我々が関わった支援困難ケースの大半が 18 歳以上で、少年法に基づく支
援を続けるには限界がある。しかし彼らの再非行防止に向けては少年院や保護観察所の機能を
フル活用した辛抱強い、長く丁寧な関わりが欠かせない。
　司法と福祉の連携については近年、障害者あるいは高齢者の触法に関して制度の充実が図ら
れているが、少年に対して福祉的な関わりの重要性が検討される機会はあまりなく、むしろ厳
罰化の方向に進みつつある。法務大臣は今年２月９日、少年法の適用年齢を現行の 20 歳未満か
ら 18 歳未満に引き下げることなどを法制審議会に諮問した。これらが実現されれば、18 才以
上の少年の再非行防止はますます困難になることが予測される。
　このような問題意識に基づき、本分科会では、元非行の当事者を交えた市民団体の実践を紹
介しつつ、少年の再非行をどのように防いでいくのか、司法と福祉両方の視点から考えていき
たい。
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２．話題提供者
　・近田　憲久（再非行防止サポートセンター愛知　副理事長）
　・湯原　悦子（･日本福祉大学スーパービジョン研究センター＆再非行防止サポートセンター

愛知　理事）
　・渋谷　幸靖、竹尾　幸宣（再非行防止サポートセンター愛知　社会内サポート担当）･
　・川合　みゆき（再非行防止サポートセンター愛知　理事）

３．話題提供の内容
　はじめに企画者より、本分科会の目的と概要について説明を行う。
　その後、再サポ愛知副理事長の近田より、再サポ愛知の設立の経緯、活動内容と特徴について、
公的なサポートと異なる点に重点を置きながら説明する（第１報告）。続いて理事の湯原より、
今までサポートした少年たちの傾向と特徴について述べ、支援を行ううえでの課題について概
観する（第２報告）。そのうえで、日々非行少年をサポートしている渋谷、竹尾より、少年の再
非行防止に向け、誰のどのような関わりが必要なのかについて問題提起を行う（第３報告）。最
後に理事の川合と近田より、再サポ愛知が運営する自立準備ホームでの実践を例に、司法と福
祉の狭間に落ち込んだ者が抱える困難と支援の限界、少年の成長の可能性について報告する（第
４報告）。
　その後は質疑応答を挟み、フロアの皆様とともに、現行の非行少年の処遇において大切にし
たい点（少年院：退院少年の相談に応じる、少年院と再サポの処遇会議、保護観察所の保護者
会など）、制度改正が必要な点（自立準備ホームの期間延長、児童相談所との連携・特に虐待案
件、生活困窮者支援）などについて意見交換していきたい。

参考：再非行防止サポートセンター愛知ＨＰ　https://saihikouboushi-aichi.jimdo.com/
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＜第９分科会＞

児童福祉施設における「性的問題」の現状と対応について
－「性的被害」「性的暴力」「性的支配」をなくすために－

企画者　小木曽　宏（児童養護施設　房総双葉学園）
梅山　佐和（立命館大学・スクールソーシャルワーカー）

１．分科会企画の目的と概要
　近年、児童福祉施設では、児童の性的問題が顕在化し、対応に苦慮している。
　これまで性的問題は、「それは、『恥ずかしいこと』『特別なこと』『外に出してはならないこと』」
という施設が持つ独特の「閉鎖的文化」によって表面化しにくい問題であった。第 13 回大会に
おいて、『児童自立支援施設・児童養護施設における性加害・被害児の対応と課題』に関する分
科会を企画し、検討を行った際に、性加害・被害児童への対応の現状をふまえ、参加者ととも
に議論を行い、アセスメントや関係機関のつながりの重要性等について確認されたが、それを
さらに発展させたい。
　
２．話題提供者及びコーディネーター
　・＜話題提供者＞　小木曽　宏（児童養護施設　房総双葉学園　施設長）
　　　　　　　　　　杉浦　ひとみ（東京アドヴォカシ―法律事務所）
　　　　　　　　　　山口　修平（児童養護施設　一宮学園）
　・＜コーディネーター＞　梅山　佐和（立命館大学・スクールソーシャルワーカー）
　
３．話題提供の内容
　前回分科会の成果および「性教育研究会１」の中で、研究してきた性的行動にいたる背景、被
害の重さ、加害児も被害児も尊重され自己肯定感を育むプロセスの他、（法）制度等システムが
現状を変える機序など、この間に深めてきた研究や目指すべき実践の積み重ねをより多くの方々
と共有する。そして、深刻化している児童福祉施設における性的問題の防止対策に生かすと共に、
施設における子ども達の「暮らし」や「生きる」ことの意味も問い直すものにする。

注１）･「性教育研究会」は、①「被害児」「加害児」をつくらない「園内性教育委員会」支援と
実践の共有　②児童相談所、児童養護施設、児童自立支援施設等が同じ視点に立ち議論で
きる場の提供　③「性被害」「性暴力」「性支配」から「性的問題」を問い直すことを目的
とし活動している研究会です。

＜報告１＞性教育研究会立ち上げの経緯と実践（小木曽）
　児童養護施設は、児童相談所から措置され入所する。つまり、きょうだい以外は家族ではな
い他人同士の「共同生活」である。したがって、性的興味や性的逸脱行為が起こる土壌はある。
しかし、今までは「性的問題」を起こした子どもだけに「問題」があるとされてきた。「性教育
研究会」はそのような視点からではなく、如何に暮らしの中で「性的問題」が起きないように
取り組むのか。そのような環境や文化をつくるのか。という今まで取り組んできた 7年間の実
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践の経過と今後の課題について提示する。そして、単に「性的問題」だけに焦点を合わせるの
ではなく、その背景や構造についても視野にいれながら実践していく意義を報告したい。

＜報告２＞性教育と生教育の意義と目的（山口）
　今まで、施設内で性的問題が発生すると「施設内事故」として扱われて来た。そして、「性的
問題」の解決にだけ焦点があてられる傾向にあった。しかし、日々の施設生活の中で、実際に「個
別化」が図られて来たのだろうか。つまり、日常の施設生活の中にこそ大切なことがたくさん
ある。「性教育」も大切だが、子ども達個々の暮らしの中に「生教育」はあるのでは、と感じて
いる。近年、各地の「性的問題対応」研修会に講師として招聘されるが、そこで感じている実
態についても伝えたい。
　そして、本学園以外でも先駆的な取り組みが多く行われている。それらの実践についても紹
介したい。

＜報告３＞性的問題に関わる法的理解と支援について（杉浦）
　「性的問題」により生じる被害の大きさと、その被害は男女を問わずに生じるものであること
がようやく認知されるようになり、法の改正の動きとなっている。しかしながら、性被害の事
実の法的な証明の難しさは残っていることから、被害者の状況に寄り添うために「司法面接」
の要素も含めた関わりは、今後現場でますます必要になっていくことを提言したい。そして、
施設で「性的問題」が発生した場合、どのような対応が必要なのか、さらにどのように「性的
被害」「性的加害」の子ども達を守れるか。基本的な法的知識についても報告したい。

４．倫理的配慮
　本分科会では、具体的な事例検討は行わないが、ケースを例示する場合等には個人が特定さ
れないよう配慮する。加えて、発言にあたっては、研究者または実践者としてのモラルに反し
ないことを分科会開始時に確認し参加者とも共有する。
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＜第 10 分科会＞

性の多様性、家族・親子の多様性 
～多様なカップルが子をもつということ～

企画者　立石　直子（岐阜大学）

１．分科会企画の目的と概要　
　近時、大阪市で同性カップルが養育里親として認められたとの報道があった。また 2013 年
12 月には、最高裁は、性同一性障害者特例法に基づき性別変更した男性に対し、婚姻後に妻が
第三者の精子提供により懐胎した子との間で、嫡出親子関係を認める判断を下した。このように、
性の多様性についての社会における理解が少しずつ進むなかで、様々な形のパートナーが「子
どもをもつ」「子どもを育む」ということについても、その可能性が開かれつつあるように見え
る。しかし、大阪の例については異論もあり、そもそも日本では同性の婚姻ができないという
現状がある。また、現行の性同一性障害特例法は性別変更をする者に対し、血縁関係のある子
どもをもつことを認めていない。そこで、本報告では、性の多様性と家族の問題に焦点をあて、
比較法的な見地を踏まえながら法的問題を検討したい。

２．報告者･
企画趣旨説明　　　立石　直子（岐阜大学）
　　報･告･者　　　立石　直子（岐阜大学）
　　　　　　　　　谷口　洋幸（高岡法科大学）
　　　　　　　　　齋藤　　実　　（弁護士・獨協大学）
　　　　　　　　　矢野　恵美（琉球大学大学院法務研究科）

３．報告概要
１）「家族法制からみた性の多様性と家族」立石　直子（岐阜大学）
　家族法は、婚姻や親子についてある種の公序性を有している。日本では、男女の婚姻にお
いて嫡出の子を育む…、このような婚姻・嫡出親子観を基本に関係法の整備や家族政策が展
開されてきたように思われる。本報告では、日本の現行家族法その他関係法制が、家族形成
についてどのようなスタンスであるのか整理してみたい。また、それを踏まえて、「子をもつ」
「子を育む」という家族形成において、性の多様性の視点から見える課題について検討したい。

２）「国際人権法からみた性の多様性と家族」谷口　洋幸（高岡法科大学）
　国際人権裁判において 1980 年代から性の多様性に関連する事例が議論されている。このう
ち、法的な家族形成や家族生活の尊重に関する事例では人権侵害が長らく認定されてこなかっ
た。2010 年以降に少しずつ人権侵害が認定されるようになってきたものの、性の多様性の承
認が、直接的に家族や親子関係の多様性の権利保障へと繋がっているとは言いがたい。本報
告では、裁判例を読み解きながら、権利保障の現状と課題を考察する。
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３）「フィンランドにおける性の多様性と家族」齋藤　実（弁護士・獨協大学）
　北欧諸国は、世界的に見ても、性の多様性の法制に関しては先進諸国であると言っても過
言ではない。ただ、その中にあってフィンランドでは、やや保守的な対応をとってきた。そ
のようなフィンランドが近年法整備を進めている。そこで、なぜフィンランドは北欧諸国の
中でやや歩調が異なるかという点に留意しながら、フィンランドの性の多様性に関する最新
の法制状況を報告したい。また、日本における日弁連の動きにも言及したい。

４）･「スウェーデン・ノルウェーにおける性の多様性と家族」矢野　恵美（琉球大学大学院法務
研究科）
　ノルウェーでは 1993 年に登録パートナーシップ法が制定され 2008 年からは婚姻法に性別
の制限がなくなっている（スウェーデンではそれぞれ 1994 年と 2009 年）。登録パートナー法
の時点から、同性パートナーについての養子は認められており、生殖補助医療についても言
及されていた。スウェーデンでは 1992 年に既に日本の性同一性障害特例法にあたる法律が制
定されており、現在では、トランスジェンダーの性別変更要件から手術要件もはずされている。
これらの法律について、立法、法改正の動向を追いながら、その背景、現状について報告し、
日本の現状との比較を試みたい。
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＜第 11 分科会＞

司法面接の多様性と実務の課題
企画者　岡田　強志（神戸学院大学）

１．分科会企画の目的と概要
　本分科会は「司法面接」を主題とし、①多機関連携および多職種連携の実際と課題、②周辺
職種が考える司法面接への期待について議論を深め、司法面接実務および学際的研究の発展に
寄与することを目的とする。話題提供者には研究者、司法面接トレーナー研修を修了した家庭
裁判所調査官、ソーシャルワーカー、臨床心理士を迎え、登壇者の観点で見る司法面接および
各自の取り組みを手がかりにして相互応答的な議論を展開する。

２．話題提供者
　・仲　真紀子（立命館大学総合心理学部）
　・市来　竜哉（さいたま家庭裁判所川越支部）
　・川端　伸子（公益社団法人あい権利擁護支援ネット）
　・吉元なるよ（沖縄県立中部病院）
　・岡田　強志（神戸学院大学総合リハビリテーション学部）
　
３．話題提供の内容
（1）平成 27 年 10 月 28 日、厚生労働省、警察庁、検察庁（以下、「3機関」という）は、3機

関の連携強化に関する通知を発出した。この通知は、① 3機関が連携して子どもの心理的
負担に配慮すること、②子どもから信用性の高い話を聞き取ることを主たる目的とするも
のである。その方法として、協同面接（司法面接）への道筋が示された。しかし、実務者
レベルでは、協同面接に関する理解やその実施体制に課題が残る。3機関のうちどの機関
が協同面接の実施をリードするのか、面接記録はどの機関が管理するのか、司法機関へ協
同面接の価値をどう伝えるかなどがその一例である。これらの課題をどう乗り越えていく
のか、北海道などの先行実践例を踏まえて、現在までの課題と今後の展望を整理する。

（2）平成 28 年 6 月より、従前の仲教授の研究プロジェクトが主催する司法面接研修に加えて、
司法面接トレーナー研修の取り組みが始まった。現在までのトレーナー研修修了者は、3
機関の職員である児童福祉司、警察官だけに限らず、家庭裁判所調査官、福祉や医療の専
門職、研究者と多岐にわたっている。各トレーナーの経験や知見に基づき、3機関以外で
多面的に司法面接を活用することの検討が始まっている。3機関以外で虐待等事例を把握
する端緒となる機関、専門職が司法面接を考える意味を報告する。司法面接の有効性が幅
広く社会に定着することで、3機関による司法面接を必要とする事例なのか、ダイバージョ
ンが望ましい事例なのかというスクリーニング効果も今後期待される。
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２０１７東京大会実行委員会

実行委員長　小長井　　賀　與　（立教大学）
担 当 理 事　室　井　　誠　一　（全国篤志面接委員連盟）
事 務 局 長　村　田　　輝　夫　（関東学院大学）
実 行 委 員　小　林　　良　子　（東京社会福祉士会司法福祉委員会／早稲田すぱいく）
　　　　　　須　藤　　　明　　（駒沢女子大学・学会事務局長）
　　　　　　濱　畑　　芳　和　（立正大学）
　　　　　　松　友　　　了　　（東京矯正管区／早稲田すぱいく）
　　　　　　丸　山　　泰　弘　（立正大学）
　　　　　　村　尾　　泰　弘　（立正大学・学会長）

日本司法福祉学会　第１８回全国大会
２０１７東京大会　大会プログラム

編集
日本司法福祉学会２０１７東京大会実行委員会
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國學院大學・渋谷キャンパスへのアクセス

〇渋谷駅からのアクセス
　●徒歩の場合
　　JR 山手線・渋谷駅／地下鉄渋谷駅／京王井の頭線・渋谷駅／東急東横線・渋谷駅から
 ──徒歩 13 分～ 15 分
　　JR 埼京線・渋谷駅（新南口）から ──徒歩約 10 分
　●バス利用の場合
　　都営バス・渋谷駅東口バスターミナル 54 番のりば
　　　　「学 03　日赤医療センター行」に乗車
　　　　⇒渋谷駅から３番目の停留所「国学院大学前」で下車
　　　　（運賃：現金 180 円・IC175 円） ──所要時間：約 10 分

〇恵比寿駅からのアクセス
　●徒歩の場合
　　JR 山手線・恵比寿駅／地下鉄日比谷線・恵比寿駅から
 ──徒歩約 15 分
　　JR 埼京線・渋谷駅（新南口）から ──徒歩約 10 分
　●バス利用の場合
　　都営バス・恵比寿駅西口ロータリー１番のりば　
　　「学 06　日赤医療センター行」に乗車
　　⇒恵比寿駅から３番目の停留所「東四丁目」で下車
　　（運賃：現金 180 円・IC175 円） ──所要時間：約 10 分

会場：國學院大学渋谷キャンパス（12 ０周年記念１号館および２号館）
　　　〒 150-8440　東京都渋谷区東 4-10-28
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会場地図

9 月 1 日（金）   2 号館へ
9 月 2 日（土）   

1 号館または 2 号館へ
9 月 3 日（日）
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第 2 回犯罪学合同大会に協賛して頂いた方々のご芳名

第 2回犯罪学合同大会の開催に際して、協賛金を頂きました方々に、お礼申し上げます。
1万円以上の協賛金を出していただいた方々については、御芳名を記させていただきま
す（2017 年 6月 30日現在、受領順、敬称省略）。

横山實　谷岡一郎　石井利文　田中智仁　服部朗

第 2 回犯罪合同大会に広告や展示の形で協賛して頂いた団体のご芳名

第２回犯罪学合同大会の開催に際して、広告や展示の形で協賛金を頂きました下記の
団体にお礼申し上げます。
　
北大路書房	 	 岩波書店	 	 有斐閣
金剛出版	 	 丸善出版	 	 現代人文社
国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術開発センター
龍谷大学犯罪学研究センター		 	 SAS	INSTITUTE	JAPAN
生活書院	 	 学文社		 	 青少年問題研究会
成文堂		 	 日本評論社	 	 明石書店
小学館集英社プロダクション
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犯罪学合同大会準備委員会規約

（名称・目的）
第１条　本会は、犯罪学合同大会準備委員会（以下、「準備委員会」という。）と称する。
２　準備委員会は、犯罪関連学会ネットワークに加盟する学会（以下、「加盟学会」という。）が合同
で開催する犯罪学合同大会の企画、準備、運営その他必要な事項を決定し、執行することを目的と
する。

（設置）
第２条　準備委員会は、犯罪学合同大会の開催決定を受けて、その都度、加盟学会の定例代表者会議の
議を経て、設置されるものとする。

（事務局）
第３条　準備委員会の事務局は、各犯罪学合同大会の会場校に置く。

（準備委員会の構成）
第４条　準備委員会を構成する若干名の委員（以下、「準備委員」という。）は、加盟学会から推挙され
た者、及び犯罪学合同大会会場校の専任教員の中から、加盟学会の定例代表者会議の承認により任命
される。
２　準備委員会は、準備委員の中から、互選により、準備委員会を主催する委員長（1名）を選任する。
３　準備委員会は、準備委員の中から、互選により、委員長を補佐する副委員長（若干名）を選任する。
４　準備委員会は、必要な場合には、加盟学会の定例代表者会議の承認を得て、準備委員を追加選任
することができる。

（顧問）
第５条　準備委員会は、加盟学会から推挙された者の中から、加盟学会の定例代表者会議の承認を得て、
顧問（若干名）を任命することができる。

（合同シンポジウム準備委員）
第６条　準備委員会は、必要な場合には、準備委員から推挙された者の中から、犯罪学合同大会で実施
する合同シンポジウムの企画、運営その他必要な事項を執行する準備委員（若干名）を選任すること
ができる。
２　前項の合同シンポジウム準備委員は、準備委員会の準備委員の中から、又は準備委員以外の者か
ら選任することができる。

（設立年月日）
第７条　本委員会の設立年月日は、平成 28年 3月 12日とする。

（解散）
第８条　準備委員会は、各犯罪学合同大会を開催した後、残務処理が終わったときに解散する。

（改正）
第９条　本規約の改正は、加盟学会の定例代表者会議の議を経て、準備委員会が行う。

（施行年月日）
第 10条　本規約は、平成 28年 3月 12日から施行する。

≪附記≫
平成 28年 3月 12日現在の事務局は、以下の通りである。
　　〒 150-8440　東京都渋谷区東 4-10-28	 國學院大學法学部関哲夫研究室
	 電話：03-5466-0284
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日本犯罪関連学会ネットワーク
第 2 回犯罪学合同大会　準備委員会

（1）犯罪学合同大会準備委員会
　委員長　　横山　實（日本社会病理学会前会長）
　副委員長　石塚　伸一（日本犯罪社会学会会長）
　　　　　　岡本　吉生（日本犯罪心理学会会長）
　　　　　　関　哲夫（大会会場校　國學院大学）
　委　員　　日本犯罪学会　小林寿一（理事、総会会長）・藤田眞幸（理事）
　　　　　　日本犯罪社会学会　本庄　武（理事、大会準備委員長）
　　　　　　日本犯罪心理学会　渡邉　和美（理事）
　　　　　　日本社会病理学会　高原　正興（前理事、大会準備委員長）
　　　　　　日本司法福祉学会　須藤　明（理事）・松友　了（理事）
　　　　　　日本更生保護学会　辰野文理（理事）
　　　　　　大会会場校（國學院大學）　中川孝博・甘利航司・安田恵美
　事	務	局　〒 150-8440　東京都渋谷区東 4-10-28　　
	 	 		國學院大學法学部　関哲夫研究室
　事務補助　甲斐　聖子、佐野　和子

　顧問代表　影山　任佐（日本犯罪学会理事長）
　顧問　　　大渕　憲一（日本犯罪心理学会元会長）
　　〃　　　清水　新二（日本社会病理学会会長）
　　〃　　　藤本　哲也（日本更生保護学会会長）
　　〃　　　村尾　泰弘（日本司法福祉学会会長）
　　〃　　　森田　洋司（日本社会病理学会前会長）
　　〃　　　矢島　正見（日本犯罪社会学会前会長）

（2）準備委員会に参加した方（準備委員を除く）
　日本犯罪学会　宮寺貴之
　日本犯罪心理学会　村松励（前会長、大会準備委員長）、山中　多民子、杉山　詔二
　日本社会病理学会　田中智仁
　日本司法福祉学会　小長井賀與（大会準備委員長）、村田輝夫
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第 2 回犯罪学合同大会　大会プログラム

発行月　2017 年 8 月
発行者　横山　實
発行所　（株）日興印刷
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